
第 29 回日本糖尿病性腎症研究会
プログラム

日　時：平成 29年 12月 2日（土）・3日（日）
会　場：都市センターホテル（東京都千代田区平河町 2-4-1）
会　費：7,000 円（医師・企業）・2,000 円（医療スタッフ：看護師・薬剤師・栄養士など）

代表世話人 順天堂大学/医療法人社団松和会 富　野　康日己
　　世話人 岡山大学 槇　野　博　史

旭川医科大学/（医）共創会AMC西梅田クリニック 羽　田　勝　計
東京慈恵会医科大学 宇都宮　一　典
新潟大学保健管理センター 鈴　木　芳　樹
金沢医科大学 古　家　大　祐

第 29回当番世話人
新潟大学保健管理センター 鈴　木　芳　樹
新潟大学 細　島　康　宏（事務局）

後援　一般社団法人日本糖尿病学会、一般社団法人日本腎臓学会

認定単位について：
一般社団法人日本糖尿病学会　糖尿病専門医単位　3単位
一般社団法人日本腎臓学会　腎臓専門医資格更新単位　1単位
一般社団法人日本糖尿病療養指導士協会　研修単位　2単位

◆地下鉄 麹町駅（有楽町線）半蔵門方面 1番出口より徒歩約 4分
永田町駅（有楽町線・半蔵門線）9b番出口より徒歩約3分
永田町駅（南北線）9b番出口より徒歩約 3分
赤坂見附駅（丸の内線・銀座線）D出口より徒歩約 8分

◆ JR 四ツ谷駅麹町口より徒歩約 14分
◆都バス 平河町二丁目「都市センター前」

（新橋駅⇔市ヶ谷駅⇔小滝橋車庫前）下車
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第1会場（3階 コスモスホールI） 第2会場（3階 コスモスホールII）
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日　　程　　表
12月2日（土）

参加受付：9：00～17：00

世話人会
（5階　蘭）

幹事会
（5階　スバル）

一般演題１（基礎）
演題番号　O-1～O-5
座長：竹田徹朗
　　　合田朋仁

一般演題２（基礎）
演題番号　O-6～O-10
座長：荒木信一
　　　土井俊夫

ランチョンセミナー１
座長：羽田勝計
演者：金﨑啓造
共催：サノフィ株式会社

スペシャルセミナー
座長：柏原直樹
演者：Richard E. Gilbert

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社/ 
日本イーライリリー株式会社　　　　

シンポジウム
Proximal tubulopathy for the pathogenesis of 

diabetic kidney disease
座長：Daisuke Koya
　　　Akihiko Saito

コメンテーター：Richard E. Gilbert
演者：Akihiko Saito
　　　Shu Wakino
　　　Yoshitaka Isaka
　　　Masaomi Nangaku
　　　Akira Nishiyama

イブニングセミナー１
座長：馬場園哲也
演者：長谷川一宏

共催：大正富山医薬品株式会社

意見交換会
（5階　オリオン）

一般演題３（臨床）
演題番号　O-11～O-15
座長：四方賢一
　　　横山　仁

一般演題４（臨床）
演題番号　O-16～O-20
座長：馬場園哲也
　　　小川　晋　

ランチョンセミナー２
座長：槇野博史
演者：細島康宏
　　　岡田洋右

共催：MSD株式会社

一般演題５（臨床）
演題番号　O-21～O-25
座長：赤井裕輝
　　　石村栄治

一般演題６（臨床）
演題番号　O-26～O-30
座長：平和伸仁
　　　海津嘉蔵

イブニングセミナー２
座長：和田隆志
演者：深水　圭

共催：田辺三菱製薬株式会社

9：55～10：00　開会挨拶

代表世話人挨拶

8：00～9：00

9：00～9：50

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00

13：20～14：20

14：30～17：00

17：10～18：00

18：10～19：30

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00

15：00～16：00

16：00～17：00

17：10～18：00

13：10～13：20



第1会場（3階 コスモスホールI） 第2会場（3階 コスモスホールII）
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12月3日（日）
参加受付：7：30～14：00

モーニングセミナー１
座長：富野康日己
演者：津下一代　

共催：バイエル薬品株式会社

一般演題７（臨床）
演題番号　O-31～O-34
座長：豊田雅夫
　　　和田隆志

一般演題８（臨床）
演題番号　O-35～O-39
座長：前田士郎
　　　宇津　貴

一般演題９（臨床）
演題番号　O-40～O-44
座長：稲葉雅章
　　　横山宏樹

ランチョンセミナー３
座長：丸山彰一　
演者：桑原宏一郎

  共催：小野薬品工業株式会社/ 
　　　アストラゼネカ株式会社　

ワークショップ
食事療法の最新のトピックス
座長：宇都宮一典
　　　鈴木芳樹　
演者：宇都宮一典
　　　久米真司　
　　　北田宗弘　
　　　金澤昭雄　
　　　市川和子　

モーニングセミナー２
座長：宇都宮一典
演者：坂本昌也　
　　　古家大祐　

共催：アステラス製薬株式会社/寿製薬株式会社/MSD株式会社

教育講演１
CGMを用いた糖尿病治療の最適化―透析中の血糖変動を含めて―

座長：猪股茂樹　演者：西村理明
教育講演２

ハイリスク症例における血圧管理
座長：片山茂裕　演者：星出　聡

教育講演３
糖尿病性腎症の食事療法

座長：川浪大治　演者：西村一弘

教育講演４
糖尿病における運動療法の理論と実際
座長：梅田文夫　演者：田村好史

教育講演５
糖尿病/糖尿病性腎症と非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）

座長：阿部雅紀　演者：角田圭雄

ランチョンセミナー４
座長：成田一衛
演者：荒木信一

共催：協和発酵キリン株式会社

一般演題１０（基礎）
演題番号　O-45～O-50
座長：井口登與志
　　　深水　圭　

閉会挨拶

8：00～8：50

9：00～10：00

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00

13：15～15：00

8：00～8：50

9：00～9：30

9：30～10：00

10：00～10：30

10：45～11：15

11：15～11：45

12：10～13：00

13：15～14：27

15：00～15：05



参加者へのご案内

1．参加登録
（1）受付場所・時間

場所：都市センターホテル　2階　ロビー
時間：12 月 2 日（土）9：00～17：00
　　　12 月 3 日（日）7：30～14：00

（2）参加費
総合受付にて参加費 7,000 円（医師・企業）、2,000 円（医療スタッフ）をお支払いの上、参
加証（ネームカード）をお受け取りください。
参加証は領収書兼用になっております。参加証には所属・氏名を必ずご記入の上、はっきり
わかる部位に着用してください。参加証のない方の入場は固くお断りいたします。

なお、本研究会では、学部学生（医学科・看護学科）、大学院生、専門学校学生及び、初期
研修医は、参加費無料となります。その際、学生は「在学証明書」を、初期研修医は研修施
設より発行された証明書を必ず提出願います（証明書は返却いたしません）。
後期研修医は有料とさせていただきます。

2．発表データ受付
受付場所・時間

場所：都市センターホテル　2階　ロビー
時間：12 月 2 日（土）9：00～17：00
　　　12 月 3 日（日）7：30～14：00

3．取得単位について
（1）一般社団法人日本糖尿病学会　糖尿病専門医単位

本研究会に参加することにより、一般社団法人日本糖尿病学会糖尿病専門医更新のための単
位 3単位が取得できます。登録につきましては、後日、一般社団法人日本糖尿病学会にご自
身で申請をお願いいたします。

（2）一般社団法人日本腎臓学会　腎臓専門医更新単位
本研究会に参加することにより、一般社団法人日本腎臓学会腎臓専門医更新のための単位 1
単位が取得できます。登録につきましては、後日、一般社団法人日本腎臓学会にご自身で申
請をお願いいたします。

（3）一般社団法人日本糖尿病療養指導士協会　CDEJ 認定更新のための研修単位＜第 2群＞
本研究会に参加することにより、認定更新単位＜第 2群＞2単位が取得できます。登録につ
きましては、認定更新申請時に参加証明書とネームカードを添えてご自身で申請をお願いい
たします。



4．意見交換会
12 月 2 日（土）18：10 より都市センターホテル　5階オリオンにて行います。
参加証をお持ちの方はどなたでもご参加いただけます（参加費無料）。ふるってご参加ください。
※クロークにお荷物を預けられている場合は、お荷物をお引取りのうえ、ご参加ください。
　意見交換会 会場内に荷物置き場をご用意しております。

5．呼び出し
会場内での呼び出しは、原則として行いません。参加者へのご連絡は会員連絡板をご利用ください。

6．クローク
貴重品はお預かりできませんのでご了承ください。

場所：都市センターホテル　3階
時間：12 月 2 日（土）9：00～18：30
　　　12 月 3 日（日）7：30～15：00

7．座長の先生へのお願い
座長の方は、プログラムの円滑な進行にご配慮くださいますようお願いいたします。会場正面に向
かって右側最前列に次座長席を設けておりますので、ご担当のセッション開始 10 分前までにご着
席ください。

8．演者の先生へのお知らせ
（1）発表時間

指定演題（シンポジウム/ワークショップ/教育講演）：別途ご連絡しております。
一般演題：  口演 8分、質疑応答 4分です。座長の指示に従って指定された時間内での発表を

お願いいたします。終了 1分前と終了時に卓上ランプでお知らせします。

（2）発表データについて
1）  本研究会は PC発表のみといたします。スクリーンは会場に合わせたサイズの 1面のみで
す。

2）データの作成にあたってのお願い
・  Windows 利用の講演者はWindows PowerPoint にて発表データを作成しUSBメモリま
たはCD-R に保存したものを「PCデータ受付」にお持ちください（CD-RWは不可）。
Macintosh にて発表をご希望の講演者はご自身のパソコン持参による発表のみとなりま
すので、ご了承ください。接続は、miniD-Sub15 ピン 3列コネクターとなります。PC持
込の方で専用の外部出力ケーブルが必要な場合は、必ずご自身で持参してください。
なお、保存データはご自身のPC以外でも文字化け等がなく、データを読み込めるかどう
かを事前に確認してください。
※  バックアップ用としてお手持ちのノートパソコンをご持参いただくことを推奨いたし
ます。

・  文字フォントは PowerPoint に設定されている標準的なフォントのみご用意いたします。
（例）日本語の場合：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝　など
（例）  英語の場合：Times New Roman、Century、Century Gothic、Arial、Symbol など



・研究会当日に会場に設置される機材スペック
〔アプリケーション〕Windows 版Microsoft PowerPoint 2010、2013、2016
・  アニメーション・動画の使用は可能です。バックアップ用として、ご自身のPCをご持参
ください。
・  PCの外部出力はミラーリング（複製）になります。拡張（発表者ツール）は使用できま
せん。
・  研究会当日は演者ご自身で演台上に設置されているキーパッド・マウスを操作していた
だきます。
・  PCデータ受付でのチェック終了後、会場内の次演者席へ10分前までにお越しください。

（3）利益相反（COI）開示について
発表者は各自の所属学会の規定に則って利益相反状態の申告をお願いいたします。
所属されている学会に利益相反開示規定がない場合は、一般社団法人日本糖尿病学会もしく
は一般社団法人日本腎臓学会の規定に従ってください。

（4）関連会議
・世話人会
　場所：都市センターホテル　5階　蘭
　時間：12 月 2 日（土）8：00～9：00
・幹事会
　場所：都市センターホテル　5階　スバル
　時間：12 月 2 日（土）9：00～9：50
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第 29回日本糖尿病性腎症研究会プログラム

12 月 2 日（土）

8：00～9：00 世話人会 【5階 蘭】

9：00～9：50 幹事会 【5階 スバル】

【第 1会場（3階 コスモスホール I）】

10：00～11：00 一般演題１（基礎）

座長：竹田徹朗（獨協医科大学埼玉医療センター 腎臓内科）
合田朋仁（順天堂大学 医学部 腎臓内科）

O-1．腎臓・近位尿細管における糖新生の調節機構
東京大学大学院 医学系研究科 糖尿病・代謝内科1）

三和化学研究所2）

東京大学大学院 医学系研究科 腎臓・内分泌内科3）

○笹子敬洋1） 佐々木元大1,2） 窪田直人1） 南学正臣3） 城森孝仁2） 門脇 孝1）

O-2．SGLT2 の発現調節にGLUT2 がシグナル伝達物質として関与する
慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科
○海野寛之 長谷川一宏 脇野 修 伊藤 裕

O-3．近位尿細管におけるSGLT2 阻害薬ダパグリフロジンのメガリン発現抑制作用
新潟大学 腎研究センター 腎・膠原病内科1）

新潟大学 腎研究センター 機能分子医学講座2）

新潟大学 腎研究センター 病態栄養学講座3）

新潟大学 保健管理センター4）

○飯田倫理1,2） 桑原頌治2） 細島康宏3） 石川友美1,2） 後藤佐和子1,2） 蒲澤秀門3） 忰田亮平1）

鈴木芳樹4） 成田一衛1） 斎藤亮彦2）



O-4．SGLT2 阻害薬の血糖降下作用非依存性の糖尿病性腎症改善効果―腎保護効果の新しい機序
飯塚病院 内分泌・糖尿病内科1）

九州大学大学院 医学研究院 病態制御内科学2）

福岡市健康づくりサポートセンター3）

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 分子内分泌代謝学分野4）

日本医療研究開発機構（AMED）CREST5）

九州大学 薬学部生命物理化学分野6）

わきさか内科7）

○牧 俊允1,2） 前野彩香2） 前田泰孝2） 園田紀之2） 大和真由美6） 小川佳宏2,4,5） 脇坂正則7）

井口登與志3）

O-5．加齢腎および 2型糖尿病性腎症の食餌制限における食餌由来アミノ酸バランスの重要性
滋賀医科大学附属病院 糖尿病内分泌・腎臓内科1）

金沢医科大学 内分泌・代謝科2）

味の素株式会社 イノベーション研究所3）

○吉田尚平1） 久米真司1） 武田尚子1） 大澤紀之1） 金崎雅美1） 古家大祐2） 安達祐介3）

荒木信一1） 前川 聡1）

11：00～12：00 一般演題２（基礎）

座長：荒木信一（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）
土井俊夫（徳島大学 腎臓内科学）

O-6．糖尿病性腎症における基底膜肥厚・線維化変化に対する、Nampt�NAD�Sirt 軸の保護的機能
慶應義塾大学 腎臓・内分泌・代謝内科
○村丘寛和 長谷川一宏 脇野 修 伊藤 裕

O-7．糖尿病性腎症における糸球体内皮―上皮連関における Inflammasome の意義
川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学
○長洲 一 十川裕史 城所研吾 佐藤 稔 佐々木環 柏原直樹

O-8．糖尿病性腎症の成因における inflammasome の関与
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学1）

岡山大学病院 新医療研究開発センター2）

おさふねクリニック3）

○小田香織1） 宮本 聡2） 小寺 亮2,3） 和田 淳1） 四方賢一2）

O-9．血管内皮細胞Atg5 不全は IL�6 依存的内皮間葉系細胞分化プログラムを誘導し腎線維化を惹
起する
金沢医科大学 糖尿病内分泌内科学1）

金沢医科大学大学院 医学研究科 先制分子食料科学寄附講座2）

○高垣雄太1） Seon Myeong Lee1） 金崎啓造1,2） 古家大祐1,2）



O-10．尿細管局所ACEにより誘導される尿細管傷害が早期糖尿病性腎症における微量アルブミン
尿の主な原因である
九州大学病院 病態機能内科学1）

Cedars�Sinai Medical Center, Biomedical Sciences2）

九州大学病院 包括的腎不全治療学3）

○江里口雅裕1） Jorge F. Giani2） 土本晃裕1） 藤﨑毅一郎1） 鳥巣久美子1）

Kenneth E. Bernstein2） 鶴屋和彦3） 北園孝成1）

12：10～13：00 ランチョンセミナー１（共催：サノフィ株式会社）

糖尿病腎の線維化分子機構とそれを標的とした治療戦略
～糖尿病新規治療薬がもたらした新しい知見～
座長：羽田勝計（旭川医科大学/（医）共創会）
演者：金﨑啓造（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）

13：20～14：20 スペシャルセミナー（共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株
式会社/日本イーライリリー株式会社）

Kidney disease in diabetes：Addressing the unmet need
座長：柏原直樹（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学）
演者：Richard E. Gilbert, MD, PhD, FRCPC, FRACP, FACP, FASN

（Professor of Medicine at the University of Toronto, Canada Research Chair in Diabetes
Complications and Head of the Division of Endocrinology at St. Michael’s Hospital, Toronto, Canada）

14：30～17：00 シンポジウム
Proximal tubulopathy for the pathogenesis of diabetic kidney disease

座長：Daisuke Koya（Department of Diabetology & Endocrinology, Kanazawa Medical University）
Akihiko Saito（Department of Applied Molecular Medicine, Kidney Research Center, Niigata

University）
コメンテーター：Richard E. Gilbert, MD, PhD, FRCPC, FRACP, FACP, FASN

（Professor of Medicine at the University of Toronto, Canada Research Chair in
Diabetes Complications and Head of the Division of Endocrinology at St. Michael’s
Hospital, Toronto, Canada）

SY1．Proximal tubular endocytic receptor megalin is a diagnostic and therapeutic target for dia-
betic kidney disease
Department of Applied Molecular Medicine, Kidney Research Center, Niigata University
Akihiko Saito

SY2．Tubulo�glomerular communication mediated by Sirtuin and nicotinamide mononucleotide
（NMN）in diabetic nephropathy
Keio University, School of Medicine, Division of Nephrology, Endocrinology, and Metabolism
○Shu Wakino Kazuhiro Hasegawa Hiroshi Itoh



SY3．Involvement of autophagy and inflammasome in diabetic kidney disease
Department of Nephrology, Osaka University Graduate School of Medicine
Yoshitaka Isaka

SY4．Abnormal oxygen metabolism in diabetic kidney disease
The University of Tokyo Graduate School of Medicine
Masaomi Nangaku

SY5．Possible renoprotective effects of SGLT2 inhibitors
Department of Pharmacology, Kagawa University Medical School
Akira Nishiyama

17：10～18：00 イブニングセミナー１（共催：大正富山医薬品株式会社）

尿細管糸球体連関
―先制的Sglt2 阻害がサーチュイン・NMN維持と diabetic tubulopathy 抑制を来す可能性―
座長：馬場園哲也（東京女子医科大学 糖尿病・代謝内科/内科学（第三）講座）
演者：長谷川一宏（慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科）

【第 2会場（3階 コスモスホール II）】

10：00～11：00 一般演題３（臨床）

座長：四方賢一（岡山大学病院 新医療研究開発センター）
横山 仁（金沢医科大学 医学部 腎臓内科学）

O-11．非腎症糖尿病における輸出動脈障害の形態学的検討
筑波大学 医学医療科 腎・血管病理1）

虎の門病院 腎センター内科2）

金沢大学 腎臓内科学・腎病態統御学3）

獨協大学越谷病院 病理診断科4）

○上杉憲子1） 乳原善文2） 上田善彦4） 古市賢吾3） 和田隆志3）

O-12．Value of Adding the Renal Pathological Score to the Kidney Failure Risk Equation in Ad-
vanced Diabetic Nephropathy
虎の門病院 腎センター内科1）

金沢大学大学院 医歯薬保健学総合研究科 腎病態統御学・腎臓内科学2）

岡山大学大学院 医歯学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学3）

金沢医療センター 腎・膠原病内科4）

金沢大学附属病院 腎臓内科5）

○山内真之1,2） 星野純一1） 乳原善文1） 三瀬広記3） 北川清樹4） 遠山直志5） 原 章規5）

清水美保5） 古市賢吾5） 和田隆志5）



O-13．病理診断された糖尿病性腎症のGFR・蛋白尿区分変化と腎病理所見ならびに腎予後との関連
金沢大学附属病院 腎臓内科
○舟本智章 清水美保 北島信治 遠山直志 原 章規 岩田恭宜 坂井宣彦 古市賢吾
和田隆志

O-14．糖尿病性腎症糸球体のプロテオーム解析
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎・膠原病内科1）

信楽園病院 臨床検査科2）

○山本 格1,2）

O-15．MRI 拡散強調画像解析による糖尿病性腎症診断法開発の検討
旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野1）

旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野2）

旭川医科大学 放射線科学講座3）

○滝山由美1） 中川直樹2） 長谷部直幸2） 沖崎貴琢3） 高橋康二3） 羽田勝計1） 太田嗣人1）

11：00～12：00 一般演題４（臨床）

座長：馬場園哲也（東京女子医科大学 糖尿病センター内科）
小川 晋（東北大学 高度教養教育・学生支援機構）

O-16．SGLT2 阻害薬（SGLT2i）による eGFRの変化
高村内科クリニック
○植木彬夫 高村 宏

O-17．2型糖尿病患者での糖尿病性腎症に及ぼすエンパグリフロジンの影響の検討
総合大雄会病院 内分泌・糖尿病内科
○則竹伸保 安藤豪将 水野友理 橋本昌哉 村瀬 寛

O-18．SGLT2 阻害薬服用後に発生しうる一過性腎濾過能低下の誘発危険因子
東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野
○金澤 昭 志熊淳平 加藤紀和 小田原雅人

O-19．SGLT2 阻害薬投与前後における尿中 L�FABPの変化についての検討
医真会八尾総合病院 糖尿病・腎臓病・血液浄化センター1）

医真会八尾総合病院 消化器センター内科2）

○川野直也1） 宮﨑祐宗1） 廣渡 要1） 松村吉庸2）



O-20．ダパグリフロジンの推算糸球体濾過量、イヌリンクリアランス、クレアチニンクリアランス
に対する影響
大阪市立大学 腎臓病態内科学1）

大阪市立大学 代謝内分泌病態内科学2）

大阪市立大学 血管病態制御学3）

○森 克仁1） 上田修子2） 津田昌宏2） 上殿英記2） 仲谷慎也2） 元山宏華2） 森岡与明2）

庄司哲雄3） 絵本正憲2） 稲葉雅章1,2）

12：10～13：00 ランチョンセミナー２（共催：MSD株式会社）
Weekly DPP�4 阻害薬という新たな治療選択肢

座長：槇野博史（国立大学法人岡山大学）

CKD合併 2型糖尿病患者における週 1回 DPP�4 阻害薬の有用性
新潟大学 腎研究センター 病態栄養学講座
細島康宏

心血管イベント抑制と血糖変動～CGMで見たWeekly DPP�4 阻害薬への期待～
産業医科大学 医学部 第1内科学講座
岡田洋右

15：00～16：00 一般演題５（臨床）

座長：赤井裕輝（東北医科薬科大学 糖尿病代謝内科）
石村栄治（大阪市立大学大学院 腎臓病態内科学/明治橋病院）

O-21．ネフローゼ症候群を呈する顕性腎症期におけるトホグリフロジンの腎保護効果に関する検討
東北医科薬科大学 糖尿病代謝内科1）

東北労災病院 糖尿病代謝センター2）

○丹治泰裕1） 氏家啓太1） 内海さやか1） 三田貴士1） 渡辺太一1） 善積信介1） 平井 敏2）

赤井裕輝1）

O-22．SGLT2 阻害薬により蛋白尿が寛解に至った 2型糖尿病を合併した肥満関連腎症の 1例
新潟大学 腎研究センター 病態栄養学講座1）

新潟大学 腎研究センター 腎・膠原病内科2）

新潟大学 保健管理センター3）

新潟大学 腎研究センター 機能分子医学講座4）

○蒲澤秀門1） 細島康宏1） 羽深将人2） 山本 卓2） 後藤 眞2） 鈴木芳樹3） 斎藤亮彦4）

成田一衛2）

O-23．GLP�1（Liraglutide；VictozaⓇ）製剤が著効した糖尿病性腎症からの保存期腎不全症例
飯塚記念病院 腎臓内科、腎生活習慣病センター
○武田一人 豊永次郎



O-24．インスリンポンプを使った厳格な血糖管理により 15年間にわたり腎症の安定が得られた 1
型糖尿病患者の 1例
虎の門病院 腎センター1）

虎の門病院 病理部2）

○鳥生直哉1） 山内真之1） 早見典子1） 住田圭一1） 星野純一1） 澤 直樹1） 乳原善文1）

高市憲明1） 大橋健一2） 藤井丈士2）

O-25．Glucose Monitor System FreeStyle リブレの使用経験
聖医会メディカルグループ ことうだ腎クリニック1）

自治医科大学附属病院 腎臓内科2）

○入野真由美1） 小藤田敬介1） 小藤田篤1） 三木真紀1） 薄井亜由美1） 山崎剛史1）

風間千佳1） 赤木 翔1） 長田太助2）

16：00～17：00 一般演題６（臨床）

座長：平和伸仁（横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液浄化療法部/腎臓・高血圧内科）
海津嘉蔵（医療法人海の弘毅会 新北九州腎臓クリニック）

O-26．2型糖尿病合併血液透析患者のCGMによる血糖変動と低血糖の評価：DPP�4 阻害薬の血糖
変動幅縮小効果の可能性
新潟大学 腎研究センター 腎・膠原病内科1）

新潟大学 腎研究センター 病態栄養学講座2）

新潟大学 腎研究センター 機能分子医学講座3）

新潟大学 地域医療教育センター 魚沼基幹病院4）

新潟大学 医歯学総合病院 プロトコールデータセンター5）

新潟大学 保健管理センター6）

○石川友美1） 細島康宏2） 忰田亮平1） 蒲澤秀門2） 桑原頌治3） 飯野則昭4） 田中崇裕5）

北村信隆5） 鈴木芳樹6） 斎藤亮彦3） 成田一衛1）

O-27．2型糖尿病性維持透析者の治療選択に pp�CPI は有用か
洛和会二条駅前クリニック 腎臓内科1）

洛和会音羽記念病院 腎臓内科2）

洛和会音羽記念病院 糖尿病内分泌内科3）

○西銘圭蔵1,2） 近藤守寛2） 井上佳菜3）

O-28．血液透析患者のサルコペニアに対する糖尿病の影響
大阪市立大学 腎臓病態内科学1）

大阪市立大学 代謝内分泌病態内科学2）

仁真会白鷺病院3）

○森 克仁1） 奥野仙二3） 西出孝蔵2） 仲谷慎也2） 津田昌宏2） 石村栄治1） 庄司繁市3）

山川智之3） 稲葉雅章1,2）



O-29．メタボ腎症（早期診断）�糖尿病性腎症の源流の視点から
千葉県勤労者医療協会 慢性疾患対策研究所1）

国立病院機構 埼玉病院 臨床検査科2）

○土田弘基1,2） 岩下淨明2）

O-30．糖尿病と肥満における血中タウリン濃度の評価とその意義
東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科1）

東北大学 高度教養教育・学生支援機構2）

○小川 晋1,2） 清水麻那美1） 滝口純子2） 奈古一宏1） 岡村將史1） 伊藤貞嘉1）

17：10～18：00 イブニングセミナー２（共催：田辺三菱製薬株式会社）

糖尿病性腎臓病進展阻止に向けた治療の現状と今後
座長：和田隆志（金沢大学大学院 腎臓内科学）
演者：深水 圭（久留米大学 医学部 内科学講座 腎臓内科部門）



12 月 3 日（日）

【第 1会場（3階 コスモスホール I）】

8：00～8：50 モーニングセミナー１（共催：バイエル薬品株式会社）

地域で進める「糖尿病性腎症予防プログラム」～プログラムのポイント・全国での進捗状況と評価～
座長：富野康日己（医療法人社団松和会/順天堂大学）
演者：津下一代（あいち健康の森健康科学総合センター）

9：00～10：00 一般演題７（臨床）

座長：豊田雅夫（東海大学 医学部 腎・内分泌・代謝内科）
和田隆志（金沢大学大学院 腎臓内科学・腎病態統御学）

O-31．新潟県燕市における糖尿病性腎症重症化予防における取り組み
新潟大学 腎研究センター 病態栄養学講座1）

新潟県燕市 健康福祉部2）

甲田内科クリニック3）

県立吉田病院4）

新潟大学 腎研究センター 機能分子医学講座5）

新潟大学 保健管理センター6）

新潟大学 腎研究センター 腎・膠原病内科7）

○細島康宏1） 蒲澤秀門1） 本間 修2） 甲田 豊3） 原田 隆4） 斎藤亮彦5） 鈴木芳樹6）

成田一衛7）

O-32．糖尿病性腎症患者の透析予防指導、全体と 4期の結果
加藤内科クリニック
○加藤則子 加藤光敏 金村幸枝 森川よし子 酒井久美子 大石和子 筒井健介 山下滋雄

O-33．新潟市の糖尿病性腎症重症化予防事業における栄養指導プログラムの構築について
新潟県栄養士会1）

新潟大学医歯学総合病院2）

新潟大学 腎研究センター 病態栄養学講座3）

新潟市福祉部保険年金課4）

新潟大学 腎研究センター 機能分子医学講座5）

新潟大学 保健管理センター6）

新潟大学 腎研究センター 腎・膠原病内科7）

○村山稔子1,2） 細島康宏3） 牧野令子1） 佐藤純子4） 水野佐智子4） 蒲澤秀門3） 斎藤亮彦5）

鈴木芳樹6） 成田一衛7）

O-34．魚沼地域における糖尿病重症化予防の取り組み
新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター
○飯野則昭



10：00～11：00 一般演題８（臨床）

座長：前田士郎（琉球大学大学院 医学研究科 先進ゲノム検査医学講座）
宇津 貴（公益財団法人 日本生命済生会 日生病院 腎臓内科/腎臓・透析センター）

O-35．1型糖尿病患者の末期腎不全（ESRD）発症を予知するHbA1c の閾値
大宮中央総合病院 内科1）

東京女子医科大学 糖尿病センター 内科2）

自由が丘横山内科クリニック3）

東京女子医科大学東医療センター4）

○大谷敏嘉1,2） 花井 豪2） 横山宏樹3） 内潟安子2,4） 馬場園哲也2）

O-36．断面調査から見た糖尿病マクロアンギオパチーの危険因子としての慢性腎臓病（CKD）の意
義について
京都岡本記念病院 糖尿病内科
○紀田康雄

O-37．早期 2型糖尿病（T2DM）患者において、腎動脈本幹の抵抗指数（RARI）はその後の腎機
能障害進展に影響を及ぼす
湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター1）

湘南鎌倉総合病院 糖尿病内分泌内科2）

○日高寿美1,2） 小見理恵子2） 持田泰寛1） 石岡邦啓1） 守矢英和1） 大竹剛靖1） 小林修三1）

O-38．糖尿病性腎症による進行した慢性腎臓病に対するRAS阻害薬の腎予後への効果についての
検討
聖隷佐倉市民病院 腎臓内科
○藤井隆之 鈴木理志 齋藤快児 永田真依子 山内伸章 越坂純也 森本真有
篠崎みずき 寺崎紀子 田中宏明

O-39．2型糖尿病患者における protein�energy wasting と腎機能低下との関連
東京女子医科大学病院 糖尿病センター内科1）

東京女子医科大学病院 血液浄化療法科2）

○田内恵理子1） 花井 豪1） 西脇 唯1） 森 友実1） 横山陽一1） 山下真平1） 竹村俊輔1）

吉田直史1） 入村 泉1） 田中伸枝1,2） 馬場園哲也1）



11：00～12：00 一般演題９（臨床）

座長：稲葉雅章（大阪市立大学大学院 医学研究科 代謝内分泌病態内科学）
横山宏樹（医療法人社団 自由が丘横山内科クリニック）

O-40．2型糖尿病患者における糖鎖プロファイリングによる腎予後予測因子の同定
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 腎免疫内分泌代謝内科学1）

グライコテクニカ2）

岡山大学病院 新医療研究開発センター3）

○三瀬広記1） 今村麻理子1） 山口哲志1） 勅使川原早苗1） 江口 潤1） 中司敦子1）

山田雅雄2） 四方賢一3） 和田 淳1）

O-41．尿バイオマーカーによる糖尿病性腎症のリキッドバイオプシー
信楽園病院 臨床検査科1）

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎・膠原病内科2）

○山本 格1,2）

O-42．2型糖尿病患者における血中 TNF関連マーカーと eGFRの関連性
順天堂大学 医学部 腎臓内科1）

呉医療センター中国がんセンター 内分泌・糖尿病内科2）

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 疫学・疾病制御学3）

呉医療センター中国がんセンター 臨床研究部4）

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科5）

○村越真紀1） 合田朋仁1） 富野康日己1） 鈴木祐介1） 山下真未2,3） 田中可奈子2） 山下芳典4）

亀井 望5）

O-43．2型糖尿病患者の腎機能低下に対する血清尿酸値の影響
東京女子医科大学 糖尿病センター内科
○花井 豪 西脇 唯 森 友実 横山陽一 田内恵理子 山下真平 竹村俊輔 吉田直史
入村 泉 田中伸枝 馬場園哲也

O-44．正常アルブミン尿で腎機能低下を呈する患者の臨床的特徴とそのバイオマーカー
順天堂大学 医学部 腎臓内科1）

順天堂東京江東高齢者医療センター 腎・高血圧内科2）

呉医療センター中国がんセンター 内分泌・糖尿病内科3）

呉医療センター中国がんセンター 臨床研究部4）

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科5）

○合田朋仁1） 村越真紀1） 富野康日己1） 鈴木祐介1） 萩原晋二2） 船曳和彦2） 山下真未3）

田中可奈子3） 亀井 望4,5）



12：10～13：00 ランチョンセミナー３（共催：小野薬品工業株式会社/
アストラゼネカ株式会社）

心血管イベント抑制を目指した糖尿病治療～SGLT2 阻害薬への期待～
座長：丸山彰一（名古屋大学大学院 医学系研究科 腎臓内科学）
演者：桑原宏一郎（信州大学 医学部 循環器内科）

13：15～15：00 ワークショップ
食事療法の最新のトピックス

座長：宇都宮一典（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）
鈴木芳樹（新潟大学 保健管理センター）

オーバービュー．糖尿病の食事療法における課題
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科
宇都宮一典

WS1．糖尿病性腎症における食事療法―量から質へ―
滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科
久米真司

WS2．SGLT2 阻害薬とケトン体（心・腎保護効果の可能性の観点から）
金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学
○北田宗弘 古家大祐

WS3．糖尿病と腸内フローラの関係～食事療法の重要性～
順天堂大学大学院 医学研究科 代謝内分泌内科学
金澤昭雄

WS4．慢性腎臓病におけるエネルギー摂取
川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床栄養学科
市川和子



【第 2会場（3階 コスモスホール II）】

8：00～8：50 モーニングセミナー２（共催：アステラス製薬株式会社/
寿製薬株式会社/MSD株式会社）

2型糖尿病治療と腎臓

座長：宇都宮一典（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

イプラグリフロジンの血糖低下作用をエネルギー代謝から考える
～新規テレメトリーによる長時間持続血糖モニタリングより～

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科
坂本昌也

腎から考えるSGLT2 阻害薬への期待
金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学
古家大祐

9：00～9：30 教育講演１

EL1．CGMを用いた糖尿病治療の最適化―透析中の血糖変動を含めて―
座長：猪股茂樹（本荘第一病院 糖尿病・代謝内科）
演者：西村理明（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

9：30～10：00 教育講演２

EL2．ハイリスク症例における血圧管理
座長：片山茂裕（埼玉医科大学 かわごえクリニック）
演者：星出 聡（自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門）

10：00～10：30 教育講演３

EL3．糖尿病性腎症の食事療法
座長：川浪大治（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）
駒沢女子大学 人間健康学部健康栄養学科1）

緑風会緑風荘病院 栄養室2）

緑風会緑風荘病院 内科3）

演者：○西村一弘1,2） 藤原恵子2） 鈴木順子2） 後藤ちはる2） 酒井雅司3）

10：45～11：15 教育講演４

EL4．糖尿病における運動療法の理論と実際
座長：梅田文夫（医療法人森和会 行橋中央病院）
演者：田村好史（順天堂大学 代謝内分泌内科学・スポートロジーセンター）



11：15～11：45 教育講演５

EL5．糖尿病/糖尿病性腎症と非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）
座長：阿部雅紀（日本大学 腎臓高血圧内分泌内科）
愛知医科大学 医学部内科学講座 肝胆膵内科学1）

京都第二赤十字病院 健診部2）

市立奈良病院 消化器肝臓病センター3）

京都府立医科大学大学院 医学研究科 消化器内科学4）

日本医療戦略研究センター 臨床研究・開発部 Japan Study Group of NAFLD（JSG�NAFLD）5）

演者：○角田圭雄1,5） 西大路賢一2,5） 瀬古裕也4,5） 安居幸一郎4,5） 伊藤義人4,5） 田中斉祐3,5）

米田政志1,5）

12：10～13：00 ランチョンセミナー４（共催：協和発酵キリン株式会社）

糖尿病患者さんの予後改善を目指した腎症の治療戦略
座長：成田一衛（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学分野）
演者：荒木信一（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）

13：15～14：27 一般演題１０（基礎）

座長：井口登與志（福岡市健康づくりサポートセンター）
深水 圭（久留米大学 医学部 内科学講座 腎臓内科部門）

O-45．糖尿病性腎症における血圧調節の機序の検討
東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科
○齊藤仁通 木村守次 澤田佳一郎 和田健彦 豊田雅夫 深川雅史

O-46．糖尿病腎症における TGF�β1 の関与と新規ペプチド医薬PI ポリアミドの抑制効果
日本大学 医学部 腎臓高血圧内分泌内科1）

八戸学院大学2）

○堀越 周1） 福田 昇1） 根岸英理子1） 森内正理1） 大月伯恭1） 上野高浩1） 遠藤守人2）

阿部雅紀1）

O-47．新規糖尿病性腎症モデルの作製と病態解析：SDT fatty ラットの腎症進展に対する片腎摘出
および食塩負荷の影響
日本クレア株式会社 東京AD部1）

Physiogenex S.A.S.2）

日本たばこ産業株式会社 医薬総合研究所 生物研究所3）

東京農業大学 応用生物科学科4）

○篠原雅巳1） Briand Francois2） Brousseau Emmanuel2） 太田 毅3） 美谷島克宏4）

影山 靖1）



O-48．糖尿病性腎症進展における糸球体血管内皮障害とポドサイトオートファジーの関連
滋賀医科大学 糖尿病内分泌腎臓内科1）

滋賀医科大学 生化学分子生物学講座2）

京都大学大学院 医学研究科 腎臓内科学3）

熊本大学大学院 生命科学研究部 腎臓内科学分野4）

○吉林 護1） 久米真司1） 武田尚子1） 大澤紀之1） 金崎雅美1） 中江由希2） 横井秀基3）

向山政志4） 荒木信一1） 前川 聡1）

O-49．Nrf 活性化薬バルドキソロンメチルによる近位尿細管細胞のメガリン発現抑制機序の解析
新潟大学 腎研究センター 機能分子医学講座1）

新潟大学 腎研究センター 病態栄養学講座2）

新潟大学 腎研究センター 腎・膠原病内科3）

○桑原頌治1） 細島康宏2） 蒲澤秀門2） 忰田亮平3） 宇賀村大亮3） 吉澤優太3） 後藤佐和子3）

飯田倫理3） 成田一衛3） 斎藤亮彦1）

O-50．Rho�kinase による糖尿病腎症の制御機構
東京慈恵会医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科
○的場圭一郎 川浪大治 竹田裕介 永井洋介 赤嶺友代 石澤 将 金澤 康 横田太持
宇都宮一典
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