
Ⅰ．著書

著書名 出版社･掲載誌・巻・頁・年 筆頭著者名 共著者名･分担著者名・(編・監修者）

特集　急性期代謝栄養管理　各論4　急性腎不全／急性腎障害 レジデント 4(3), 77-81, 2011 松本　　博

認定ＮＳＴガイドブック2011 改訂第3版　腎疾患を有する患者の
栄養管理

メディカルレビュー社, 157-160, 2011 中尾　俊之 和田　憲和（編：日本病態栄養学会）

血液浄化療法ハンドブック　改訂第6版 12-7　栄養障害 協同医書出版社, 313-319, 2011 中尾　俊之 （編：透析療法合同専門委員会）
　　13-2　食事療法・栄養管理 　　331-338 金澤　良枝 （編：透析療法合同専門委員会）
新臨床栄養学　栄養ケアマネジメント　21　慢性腎不全 医歯薬出版，342-352，2011 金澤　良枝 中尾　俊之（編：本田　佳子＊）

進行性腎障害診療指針シリーズ　IgA腎症診療ガイドＱ＆Ａ　（4）
食事療法と運動量の調節・制限　Ｑ60　腎機能が正常で尿蛋白が軽
度な症例にも、6g/日未満の食事制限は必要でしょうか？

診断と治療社，138-139，2011 中尾　俊之
金澤　良枝（監：松尾　清一＊，編：富野康日己
＊，川松　哲也＊）

　　Ｑ61　上手にたんぱく質摂取をコントロールするコツを教えて
ください

　　140-141 中尾　俊之
金澤 良枝（監：松尾 清一＊，編：富野康日己
＊，川松 哲也＊）

　　Ｑ62　高中性脂肪血症や糖尿病を合併する症例にたんぱく質制
限を行う場合のポイントを教えてください

　　142-143 中尾　俊之
金澤 良枝（監：松尾 清一＊，編：富野康日己
＊，川松 哲也＊）

Ⅱ．学術論文

論文名 雑誌名・巻・ページ・年 筆頭著者名 共著者名
Influence of Proteinuria on Glycated Albumin Values in
Diabetic Patients with Chronic Kidney Disease

Internal Medicine 50(1): 23-29, 2011 Okada T.
Nakao T, Matsumoto H, Nagaoka Y, Tomaru R,
Iwasawa H, Wada T.

Clinical evaluation of chronic nephrotoxicity of long-term
cyclosporine A treatment in adult patients with steroid-
dependent nephrotic syndrome

Nephrology 16(3): 319-325, 2011 Okada T.
Matsumoto H, Nagaoka Y, Tomaru R, Iwasawa H,
Wada T, Nakao T.

Benefits of first-half intensive haemodiafiltration for the
removal of uraemic solutes

Nephrology 16(3): 476-482, 2011 Nagaoka Y.
Matsumoto H, Okada T, Iwasawa H, Tomaru R,
Wada T, Gondo A, Nakao T.

Influence of erythropoietin-stimulating agent treatment on
glycated hemoglobin values in diabetic patients with chronic
kidney disease

Clin Exp Nephrol 15(2): 316-317,
2011

Okada T. Nakao T, Matsumoto H,Nagaoka Y, Wada T.

Triple Therapy with Single Daily Dose of Cyclosporine in
Japanese Patients with Idiopathic Membranous Nephropathy

Internal Medicine 50(18): 1905-1910,
2011

Matsumoto H.
Nagaoka Y, Okada T, Wada T,Gondo A, Esaki S,
Hayashi A, Miyaoka Y, Nakao T.

Prevalence and clinical characteristics of restless legs
syndrome in chronic kidney disease patients

Sleep Medicine 12(10): 1031-1033,
2011

Aritake-Okada S.
Nakao T, Komada Y, Asaoka S, Sakuta K, Esaki
S, Nomura T, Nakashima K, Matsuura M, Inoue Y.

Severe catabolic state after an overnight fast in patients
with chronic renal failure

Nutrition 27(3): 329-332, 2011 Nakaya Y*.
Shimohata T*, Haraguchi S*, Nakao T, Minaguchi
J, Sumitani H, Harada N*, Sakaue H*.

Benefits of Staple Food Restriction for Japanese Obese
Patients With Chronic Kidney Disease: A Pilot Study

Journal of renal nutrition 21(4):
340-346, 2011

Matsumoto H.
Nakao T, Okada T, Nagaoka Y, Wada T, Gondo A,
Esaki S, Miyaoka Y, Nango T.

Ⅲ．学術刊行物

論文名 出版社･掲載誌・巻・頁・年 筆頭著者名 共著者名
特集　これだけは知っておきたい！糖尿病食事療法Ｑ＆Ａ　Ⅱ 食
事療法を実践するにあたって　Ｑ27　糖尿病腎症を伴う糖尿病の食
事療法とは

糖尿病レクチャー 2(1): 200-206, 2011 金澤　良枝 中尾　俊之

特集　慢性腎臓病の現状と展望　慢性腎臓病の食事・生活指導 循環器内科 69(1): 51-55, 2011 中尾　俊之 松本　　博，金澤　良枝

特集　基礎から応用までの過程をチェック！問題を抱える症例への
栄養指導のアプローチ 32 高血圧

Nutrition Care 4(10): 32, 2011 金澤　良枝 中尾　俊之

　33　腎不全（ＣＫＤステージ4） 　33， 金澤　良枝 中尾　俊之
　34　血液透析 　34， 金澤　良枝 中尾　俊之



慢性腎臓病（ＣＫＤ）
デンタルハイジーン 31(6): 678-679,
2011

中尾　俊之

慢性腎臓病ＣＫＤの実地診療・治療／ＣＫＤの治療のすすめかたと
その実際　ＣＫＤにおける栄養療法の実際

Medical Practice 28(6): 1097-1101,
2011

中尾　俊之

特集　生活習慣病の栄養管理　たんぱく質摂取制限の方策と指導
成人病と生活習慣病 41(11): 1329-
1332, 2011

金澤　良枝 中尾　俊之

特集　腎不全の最近の動向と阻止対策―原疾患とメカニズムに基づ
いた治療法の新たな展開　腎不全進展のメカニズムに基づく治療研
修の最前線　腎不全の食事療法

Current Therapy 29(8): 723-727, 2011 中尾　俊之 松本　　博，和田　憲和，金澤　良枝

急速進行性糸球体腎炎を呈した紫斑病性腎炎と思われる1例 腎と透析 68(5): 923-930, 2011 林　　　香＊
橋本 寿之＊，篠村 裕之＊，林 　松彦＊，小西
孝之助＊，伊藤　　裕＊，橋口　明典＊，長田　道
夫＊，中尾 俊之

特集１　腎における内分泌関連トピックス　腎不全とグレリン 腎と透析 71(5): 721-724, 2011 宮岡　良卓 中尾　俊之

特集　慢性腎臓病―ＣＫＤの新たなパラダイムを求めて 座談会
ＣＫＤの評価，管理の仕方，治療の仕方

内科 107(2): 303-315, 2011 脇野　　修＊ 柴垣　有吾＊，竹中　恒夫＊，岡田　知也

学会レポート　第14回日本病態栄養学会年次学術集会
栄養―評価と治療 28(2): 164-165,
2011

中尾　俊之
スタンダード透析療法 22．低栄養―Protein-energy wasting（Ｐ
ＥＷ）

腎と透析 70（臨時増刊），332-336，
2011

中尾　俊之
和田 憲和，金澤 良枝（編：腎と透析編集委員
会）

腎不全医療における栄養管理の基礎知識　7　カルニチン、ホモシ
ステイン、葉酸、食物繊維、抗酸化物質

日本メディカルセンター，56-62，2011 金澤　良枝 中尾　俊之（編：加藤　明彦＊，市川　和子＊）

臨床栄養別冊　ＮＣＭシリーズ 栄養ケアマネジメントファースト
トレーニング　1．代謝・内分泌疾患　2　糖尿病腎症の栄養ケアマ
ネジメント

医歯薬出版，24-37，2011 金澤　良枝 中尾　俊之

特集　維持透析患者の食事療法再評価―メリット・デメリット　エ
ネルギー所要量は健常者の運動量から類推されている値がもとに
なっていますが、維持透析患者にそのままあてはまるのでしょうか

腎と透析　70(5)：753-756，2011 中尾　俊之

慢性腎臓病と食事療法 クリニコ　ガイドブック: 2011 中尾　俊之 金澤　良枝

Ⅳ．学会発表（国内）

発表題目・演題名・学会賞名・座談会タイトル等 学会名・年月日・場所 筆頭演者・受賞者名 共同演者名

会長講演　CKD普及による光と影と夢
第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

中尾　俊之

会長講演　慢性腎臓病に対する食事療法の現状と問題点
第33回日本臨床栄養学会総会/第32回日
本臨床栄養協会総会第9回大連合大会
（2011.10.28-29）東京

中尾　俊之

ＣＫＤ普及による光と影と夢
第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

中尾　俊之

ワークショップ　ＰＤ患者の栄養管理指導のポイント　患者個人の
価値感に合わせた適正透析ライフにおける食事療法

第17回日本腹膜透析医学会学術集会・総
会（2011.9.24-25）大宮

中尾　俊之 金澤　良枝，山本　聡子，和田　憲和

ワークショップ　透析療法患者に対する栄養管理の新しい試み Ｃ
ＡＰＤ患者に対する適正エネルギー摂取下における低たんぱく食の
適用

第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

和田　憲和
金澤 良枝，山本 聡子，岩澤 秀明，権藤 麻
子，長岡　由女，岡田　知也，松本　　博，中尾
俊之

ワークショップ　脂質異常症の治療における食事療法と限界 メタ
ボリックシンドロームにおける食事療法

第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

木村　佳子
丸山千寿子＊，松本 　博，寺本 民生＊，中尾
俊之

ワークショップ　慢性腎不全の栄養指導のあり方を考える―正しい
低たんぱく食の普及を目指して―　保存期低たんぱく食の遵守は透
析導入後の病態・予後に悪影響を及ぼさない―腹膜透析患者での検
討―

第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

金澤　良枝 中尾　俊之

パネルディスカッション 慢性腎臓病の栄養管理―保存療法期から
透析期まで―　透析導入期の食事療法と残存腎機能から見た適正透
析

第33回日本臨床栄養学会総会/第32回日
本臨床栄養協会総会第9回大連合大会
（2011.10.28-29）東京

長岡　由女

学会・委員会企画　糖尿病透析患者の食事エネルギー量
第56回日本透析医学会学術集会・総会
（2011.6.17-19）横浜

中尾　俊之



ランチョンセミナー　低たんぱく食におけるエネルギー管理の重要
性と指導のコツ

第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

中尾　俊之 金澤　良枝

ミニレクチャー　腎不全食事療法―これからの課題―
腎臓病と栄養・代謝・食事フォーラム
2011（2011.4.23）東京

中尾　俊之

ランチョンセミナー　腎循環と脳循環の類似性
第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

松本　　博

ランチョンセミナー　腎臓をまもる高血圧診療の実際
第33回日本臨床栄養学会総会/第32回日
本臨床栄養協会総会第9回大連合大会
（2011.10.28-29）東京

岡田　知也

ランチョンセミナー　低たんぱく食におけるエネルギー管理の重要
性と指導のコツ

第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

中尾　俊之

ランチョンセミナー　低たんぱく食におけるエネルギー管理の重要
性と指導のコツ

第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

金澤　良枝

ワークショップ　透析患者の水溶性ビタミンの適正管理
第56回日本透析医学会学術集会・総会
（2011.6.17-19）横浜

和田　憲和 長岡　由女，金澤　良枝，中尾　俊之

特別講演　血液透析患者の栄養管理と評価
第7回スタッフのための透析療法を考え
る会（2011.5.26）石川

金澤　良枝

特別講演　ＣＫＤ(慢性腎臓病)の栄養管理
第4回特定給食施設 栄養管理講習会
（2011.6.12）東京

金澤　良枝

特別講演　維持透析患者の適正透析論と食事療法
第23回備後透析懇話会（2011.4.10）広
島

中尾　俊之
特別講演　透析患者の栄養障害と栄養管理

第23回備後透析懇話会（2011.4.10）広
島

金澤　良枝
ランチョンセミナー　透析患者さんの食事管理でご注意していただ
きたいこと―正しく食事を摂取しましょう―

全国腎臓病協議会 結成40周年・法人設
立15周年記念全国大会（2011.5.29）名

金澤　良枝

特別講演　慢性腎臓病の低たんぱく食事療法　演習・調理実習　患
者教室・栄養指導で役立つ演習・調理実習と栄養管理の実際

学際医療栄養セミナー　臨床実技講習会
（2011.11.20）大阪

金澤　良枝

特別講演　慢性腎臓病の低たんぱく食事療法　演習・調理実習　患
者教室・栄養指導で役立つ演習・調理実習と栄養管理の実際

学際医療栄養セミナー　臨床実技講習会
（2011.11.27）東京

金澤　良枝

特別講演　くわしくわかる腎臓セミナー―病態・電解質から栄養管
理の実際まで―

学際医療栄養セミナー病態栄養実践シ
リーズ（2011.2.6）大阪

中尾　俊之

特別講演　くわしくわかる腎臓セミナー―病態・電解質から栄養管
理の実際まで―

学際医療栄養セミナー病態栄養実践シ
リーズ（2011.2.6）大阪

金澤　良枝

特別講演　くわしくわかる腎臓セミナー―病態・電解質から栄養管
理の実際まで―

学際医療栄養セミナー病態栄養実践シ
リーズ（2011.2.20）東京

中尾　俊之

特別講演　くわしくわかる腎臓セミナー―病態・電解質から栄養管
理の実際まで―

学際医療栄養セミナー病態栄養実践シ
リーズ（2011.2.20）東京

金澤　良枝

特別講演　ＣＫＤ患者の血圧管理・まだわからないこと
Daiichi-Sankyo高血圧セミナー～オルメ
テック錠40mg新発売記念講演会～
（2011.2.24）東京

岡田　知也

講義　合併症の病期に応じた生活調整・支援　糖尿病性腎症の病態
および進行過程と治療

日本看護協会看護研修学校（2011.8.3）
東京

岡田　知也

講義　認定看護師教育専門課程・糖尿病看護コース　腎障害合併症
時の生活調整・支援　糖尿病性腎症の病態および進行過程と治療

平成23年度日本赤十字看護大学
（2011.6.29）東京

岡田　知也

教育講演　循環器疾患・腎疾患
日本病態栄養学会教育セミナー
（2011.1.14）横浜

中尾　俊之

教育講演　循環器疾患・腎疾患
日本病態栄養学会病態栄養専門師講習会
（2011.5.15）東京

中尾　俊之

基調講演　腎臓病の栄養管理
日本臨床栄養学会認定臨床栄養医研修会
（2011.8.7）東京

中尾　俊之

特別講演　腎不全の病態と臨床的対応について
市川市医師会学術講演会（2011.9.27）
市川

中尾　俊之

教育講演　低蛋白食事療法の考え方　高齢者でのたんぱく制限の実
際

東京都老人保健施設連絡協議会 CDK食
事療法の基礎（2011.6.9）東京

金澤　良枝

特別講演　慢性腎臓病に対する適正透析論と食事療法
島根大学医学部付属病院「NST語ろう」
会（2011.3.5）島根

中尾　俊之



特別講演　血液透析患者の食事管理と患者指導
島根大学医学部付属病院「NST語ろう」
会（2011.3.5）島根

金澤　良枝

教育講演　透析患者の適正な食事コントロールを考える
第32回新宿副都心透析医会
（2011.11.24）東京

中尾　俊之

教育講演　糖尿病性腎症の集約的治療について
田辺三菱製薬株式会社病院第二営業所勉
強会（2011.10.7）東京

長岡　由女

特別講演　透析患者の適正な食事コントロールを考える―透析量、
栄養、医療経済の視点より―

第23回南加賀地区透析研究会
（2011.8.28）石川

中尾　俊之

特別講演　慢性腎臓病と透析の食事療法：その意義と実際
第32回梶ヶ谷腎・膠原病研究会
（2011.7.14）東京

中尾　俊之

教育講演　透析期患者における抗血小板療法
腎臓内科ATIS Expert Meetiong
（2011.11.15）東京

長岡　由女

慢性腎臓病糖尿病患者における蛋白尿がグリコアルブミン値に与え
る影響

第54回日本糖尿病学会年次学術集会
（2011.5.19-21）北海道

岡田　知也 松本　　博，長岡　由女，権藤　麻子，中尾　俊之

顕性糖尿病腎症に対する集約的治療による臨床経過
第54回日本糖尿病学会年次学術集会
（2011.5.19-21）北海道

長岡　由女
松本 　博，岡田 知也，外丸 　良，岩澤 秀
明，和田 憲和，権藤 麻子，中尾 俊之

糖尿病血液透析患者の内因性インスリン分泌能の検討
第54回日本糖尿病学会年次学術集会
（2011.5.19-21）北海道

権藤　麻子 岡田　知也，松本　　博，長岡　由女，中尾　俊之

糖尿病性腎症患者のステージ別にみた食欲の検討―食欲は末期腎症
でも低下しない―

第54回日本糖尿病学会年次学術集会
（2011.5.19-21）北海道

金澤　良枝
権藤 麻子，長岡 由女，岡田 知也，松本
博，中尾 俊之

週3回透析受診時のみのGlargin皮下注射にて血糖良好となった糖尿
病透析患者の一例

第48回日本糖尿病学会関東甲信越地方会
（2011.1.29）東京

権藤　麻子 松本　　博，岡田　知也，長岡　由女，中尾　俊之

慢性腎不全患者の透析療法導入直前におけるビタミンB1、B2、Cの
血中濃度と異常値の頻度

第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

和田　憲和
松本 　博，岡田 知也，長岡 由女，外丸
良，岩澤　秀明，権藤　麻子，林　　亜美，江崎
真我，南郷 智香，宮岡 良卓，中尾 俊之

慢性腎臓病（CKD)患者のうつ傾向と食欲の関連
第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

江崎　真我
和田 憲和，岩澤 秀明，長岡 由女，岡田 知
也，松本 　博，金澤 良枝，中尾 俊之

Protein-energy wasting（PEW)を呈する血液透析患者の低カリウ
ム、低リン血症；食事摂取量、透析量との関連

第14回日本病態栄養学会年次学術集会
（2011.1.15-16）横浜

佐藤由紀子
菊地 景子，井上英理子，田村 理絵，佐藤 知
世，和田 憲和，中尾 俊之

膜性腎症に対する1分割シクロスポリンを含む3薬併用投与
第54回日本腎臓学会学術総会
（2011.6.15-17）横浜

松本　　博
長岡 由女，岡田 知也，竹口 文博，和田 憲
和，権藤　麻子，江崎　真我，林　　亜美，宮岡
良卓，中尾 俊之

顕性糖尿病性腎症の病理組織所見と腎予後との関連
第54回日本腎臓学会学術総会
（2011.6.15-17）横浜

岡田　知也
松本 　博，長岡 由女，岩澤 秀明，外丸
良，和田 憲和，中尾 俊之

顕性糖尿病性腎症の大量蛋白尿に対する集約的治療による尿蛋白の
減少効果

第54回日本腎臓学会学術総会
（2011.6.15-17）横浜

長岡　由女
松本 　博，岡田 知也，外丸 　良，岩澤 秀
明，和田　憲和，権藤　麻子，江崎　真我，林
亜美，宮岡 良卓，南郷 智香，中尾 俊之

CKDステージ別にみた食欲の検討―食欲は末期腎症でも低下しない
―

第54回日本腎臓学会学術総会
（2011.6.15-17）横浜

金澤　良枝
岩澤 秀明，和田 憲和，権藤 麻子，長岡 由
女，岡田 知也，松本 　博，中尾 俊之

HIV感染症を合併した糖尿病性腎症に対して集学的治療を行い、寛
解を認めた1例

第41回日本腎臓学会東部学術大会
（2011.10.14-15）東京

和田　憲和
松本 　博，岡田 知也，長岡 由女，岩澤 秀
明，権藤　麻子，江崎　真我，林　　亜美，南郷
智香，中尾 俊之

中等度の低たんぱく質食を併用した低頻度血液透析
第56回日本透析医学会学術集会・総会
（2011.6.17-19）横浜

松本　　博
中尾 俊之，岡田 知也，長岡 由女，和田 憲
和，権藤 麻子，江崎 真我，林 　亜美，宮岡

透析患者の残腎機能に関する研究(第1報)～リン排泄動態の検討～
第56回日本透析医学会学術集会・総会
（2011.6.17-19）横浜

岩澤　秀明
松本 　博，岡田 知也，長岡 由女，和田 憲
和，竹口　文博，外丸　　良，権藤　麻子，江崎
真我，林 　亜美，南郷 智香，宮岡 良卓，中尾

糖尿病血液透析患者の内因性インスリン分泌能の検討
第56回日本透析医学会学術集会・総会
（2011.6.17-19）横浜

権藤　麻子
松本 　博，岡田 知也，長岡 由女，和田 憲
和，林 　亜美，江崎 真我，宮岡 良卓，中尾

腹膜透析患者におけるグリコアルブミン値に影響を与える因子
第56回日本透析医学会学術集会・総会
（2011.6.17-19）横浜

林　　亜美
岡田 知也，松本 　博，長岡 由女，岩澤 秀
明，和田　憲和，権藤　麻子，江崎　真我，宮岡
良卓，中尾 俊之

保存的食事療法により低頻度透析(週1回)を長期にわたり実施して
いる患者の栄養評価～体蛋白量（BPI)と食事管理の検討～

第56回日本透析医学会学術集会・総会
（2011.6.17-19）横浜

金澤　良枝
岩澤　秀明，和田　憲和，長岡　由女，岡田　知
也，松本　　博，中尾　俊之

慢性腎臓病患者におけるレストレスレッグス症候群罹患の実態と臨
床的特徴

第40回日本臨床神経生理学会
（2010.11.1-2）神戸

有竹　清夏
江崎 真我，中尾 俊之，駒田 陽子，浅岡 章
一，作田 慶輔，井上 雄一



慢性腎不全低たんぱく食事療法におけるEPA/AA比に関する検討
第58回日本栄養改善学会学術総会
（2011.9.8-10）広島

金澤　良枝 中尾　俊之

顕性腎症前期の糖尿病性腎症における腎生検所見と臨床指標、腎予
後との関連

第23回日本糖尿病性腎症研究会
（2011.12.3-4）東京

岡田　知也 松本　　博，長岡　由女，権藤　麻子，中尾　俊之

膜性腎症に対する1分割シクロスポリン＋低用量プレドニゾロン＋
ＡⅡ受容体阻害薬

第12回東京腎炎・ネフローゼ研究会
（2011.7.23）東京

松本　　博
長岡 由女，岡田 知也，和田 憲和，権藤 麻
子，林 　亜美，中尾 俊之

IgA腎症の形態学的定量値とたんぱく質摂取の関連
腎臓病と栄養・代謝・食事フォーラム
2011（2011.4.23）東京

和田　憲和
長岡 由女，岡田 知也，松本 　博，権藤 麻
子，江崎　真我，林　　亜美，南郷　智香，宮岡
良卓，中尾 俊之

慢性腎不全低たんぱく食事療法におけるEPA/AA比の検討
腎臓病と栄養・代謝・食事フォーラム
2011（2011.4.23）東京

金澤　良枝
和田 憲和，岩澤 秀明，長岡 由女，岡田 知
也，中尾 俊之

CKD(慢性腎臓病)ステージ別のうつ状態と精神健康度
第22回日本サイコネフロロジー研究会
（2011.5.28-29）大阪

江崎　真我
南郷 智香，宮岡 良卓，林 　亜美，権藤 麻
子，岩澤　秀明，竹口　文博，外丸　　良，長岡
由女，岡田 知也，松本 　博，中尾 俊之

前半集中置換式血液透析濾過療法による尿毒症物質除去効率向上の
検討

第167回東京医科大学医学会総会
（2011.6.4）東京

長岡　由女
松本 　博，岡田 知也，岩澤 秀明，外丸
良，和田 憲和，権藤 麻子，林 　亜美，中尾

IgA腎症における腎組織定量値と関与因子の検討
第167回東京医科大学医学会総会
（2011.6.4）東京

和田　憲和
松本 　博，岡田 知也，長岡 由女，竹口 文
博，外丸　　良，岩澤　秀明，権藤　麻子，江崎
真我，林 　亜美，南郷 智香，宮岡 良卓，中尾

Ⅴ．学会発表（国際）

発表題目・演題名・学会賞名・座談会タイトル等 学会名・年月日・場所 筆頭演者・受賞者名 共同演者名

New insights into protein intake in chronic renal failure
patients

7th International Congress on Uremia
Research and Toxicity (2011.5.12-
14)Nagoya

Nakao T.

Benefits of first half intensive hemodiafiltration for the
removal of uremic solutes

7th International Congress on Uremia
Research and Toxicity (2011.5.12-
14)Nagoya

Nagaoka Y.
Matsumoto H, Okada T, Iwasawa H, Tomaru R,
Wada T, Gondo A, Nakao T.

Water-soluble-vitamins in hemodialysis patients
7th International Congress on Uremia
Research and Toxicity (2011.5.12-
14)Nagoya

Wada T.
Matsumoto H, Okada T, Nagaoka Y, Takeguchi F,
Iwasawa H, Nakao T.

Evaluation of endogenous insulin secretory function in
diabetic hemodialysis patients
by a newly designed simple test

7th International Congress on Uremia
Research and Toxicity (2011.5.12-
14)Nagoya

Gondo A.
Matsumoto H, Okada T, Nagaoka Y, Tomaru R,
Iwasawa H, Wada T, Hayashi A, Miyaoka Y, Nakao
T.

Psychological aspects in patients with chronic kidney
disease

7th International Congress on Uremia
Research and Toxicity (2011.5.12-
14)Nagoya

Esaki S.
Matsumoto H, Okada T, Nagaoka Y, Tomaru R,
Iwasawa H, Wada T, Gondo A, Miyaoka Y, Nakao
T.

Association of retention of advanced glycation end products
with protein intake in
hemodialysis patients with chronic renal failure

7th International Congress on Uremia
Research and Toxicity (2011.5.12-
14)Nagoya

Kanazawa Y.
Wada T, Gondo A, Esaki S, Nagaoka Y, Okada T,
Matsumoto H, Nakao T.

Plasma concentrations of klotho protein in patients with
chronic renal failure

Kidney Week 2011: American Society
of Nephrology 44th Annual Meeting
(2011.11.8-3)Philadelphia

Nakao T. Iwasawa H, Hayashi A, Miyaoka Y, Kanazawa Y.

Phosphate Handling by the kidney in patients with end-stage
renal failure on hemodialysis

Kidney Week 2011: American Society
of Nephrology 44th Annual Meeting
(2011.11.8-3)Philadelphia

Iwasawa H. Miyaoka Y, Hayashi A, Nakao T.

Recent status of vitamins B1,B2,and C in Japanese patients
with end-stage renal disease

Kidney Week 2011: American Society
of Nephrology 44th Annual Meeting
(2011.11.8-3)Philadelphia

Wada T. Iwasawa H, Hayashi A, Miyaoka Y, Nakao T.

Factors affectiong the levels of serum glycated albumin in
peritoneal dialysis patients

Kidney Week 2011: American Society
of Nephrology 44th Annual Meeting
(2011.11.8-3)Philadelphia

Hayashi A. Miyaoka Y, Nakao T.

Changes in plasma ghrelin concentrations and feelings of
hunger or satiety in hemodialysis and continuous peritoneal
dialysis patients with chronic renal failure in post- and
prandial pre-prandial periods

Kidney Week 2011: American Society
of Nephrology 44th Annual Meeting
(2011.11.8-3)Philadelphia

Miyaoka Y. Nakao T.



Low taste acuity for salt indicates fast decline of renal
function in patients with CKD stages 4 and 5

Kidney Week 2011: American Society
of Nephrology 44th Annual Meeting
(2011.11.8-3)Philadelphia

Kanazawa Y. Nakao T.

Intradialytic parenteral glucose-added amino acids
supplementation effectively accelerates branched-chain amino
acids uptake by skeletal muscle in chronic renal failure
patients on hemodialysis

33rd ESPEN congress (2011.9.3-
6)Sweden

Nakao T.
Wada T, Gondo A, Okada T, Matsumoto H, Knazawa
Y, Nagaoka Y, Hayashi A, Nango T, Miyaoka Y.

Does appetite decrease in accordance with renal function
decline in japanese patients with chronic kidney disease?

33rd ESPEN congress (2011.9.3-
6)Sweden

Kanazawa Y. Wada T, Gondo A, Nakao T.


