
第30回日本糖尿病性腎症研究会
プログラム

日　時：平成 30年 12月 1日（土）・2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・研究者・企業）
　　　　2,000 円（医師以外の医療従事者：看護師・薬剤師・栄養士など）

代表世話人 旭川医科大学/（医）共創会 羽　田　勝　計
　　世話人 岡山大学 槇　野　博　史
 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
 東京女子医科大学 馬場園　哲　也
 金沢大学 和　田　隆　志

第 30回当番世話人
 金沢医科大学 古　家　大　祐
  金　﨑　啓　造（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機構　研修単位（申請中）

◆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（南北線・有楽町線・半蔵門線）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） 第3会場（5階　オリオン）
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日　　程　　表
12月1日（土）

参加受付：9：00～17：30

幹事会
（5階　スバル）

9：55～10：00 開会挨拶

一般演題（基礎１）
演題番号　O-1～O-5
座長：斎藤亮彦
　　　滝山由美

一般演題（基礎２）
演題番号　O-6～O-10
座長：久米真司
　　　長洲　一

ランチョンセミナー１
座長：宇都宮一典
演者：金﨑啓造　

共催：武田薬品工業株式会社

代表世話人挨拶

Invited Lecture
Defining the genetic architecture of 

chronic kidney disease
座長：古家大祐　　　
演者：Katalin Susztak

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
糖尿病性腎症：治療標的を今一度考える

座長：四方賢一
　　　深水　圭
演者：笹子敬洋
　　　草場哲郎
　　　藤田浩樹
　　　細島康宏
　　　金﨑啓造
　　　南学正臣

イブニングセミナー１
座長：羽田勝計
演者：弘世貴久

共催：大日本住友製薬株式会社

意見交換会
（6階　601）

一般演題（臨床１）
演題番号　O-11～O-15
座長：海津嘉蔵
　　　合田朋仁

一般演題（基礎３）
演題番号　O-16～O-20
座長：小川　晋
　　　宮本　聡

ランチョンセミナー２
座長：和田隆志
演者：西山　成

共催：アステラス製薬株式会社/ 
寿製薬株式会社　

第1会場　中継

第1会場　中継

イブニングセミナー２
座長：槇野博史
演者：川浪大治

共催：大正富山医薬品株式会社

一般演題（臨床２）
演題番号　O-21～O-25
座長：赤井裕輝
　　　美馬　晶

一般演題（臨床３）
演題番号　O-26～O-30
座長：横山　仁　
　　　馬場園哲也

アフタヌーンセミナー
座長：藤田義人
演者：山岸昌一

共催：サノフィ株式会社

一般演題（臨床４）
演題番号　O-31～O-34
座長：石村栄治
　　　木村守次

一般演題（臨床５）
演題番号　O-35～O-38
座長：木村健二郎
　　　金澤昭雄　

イブニングセミナー３
座長：馬場園哲也
演者：絵本正憲　

共催：協和発酵キリン株式会社

ランチョンセミナー３
座長：富野康日己
演者：四方賢一　

共催：アストラゼネカ株式会社/ 
　　 小野薬品工業株式会社

9：00～9：50

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00

13：00～13：10

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

13：20～14：20

14：30～17：00

17：10～18：00

10：00～11：00

11：00～12：00

13：20～14：20

14：30～15：20

15：20～16：10

17：10～18：00

12：10～13：00
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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）
8：00

9：00 

10：00 

11：00 

12：00 

13：00 

14：00 

15：00 

16：00 

17：00 

18：00 

12月2日（日）
参加受付：7：30～14：30

モーニングセミナー１
座長：北田宗弘
演者：上月正博

共催：バイエル薬品株式会社

一般演題（臨床６）
演題番号　O-39～O-43
座長：鈴木芳樹
　　　鶴屋和彦

一般演題（臨床７）
演題番号　O-44～O-48
座長：守屋達美
　　　入村　泉

一般演題（基礎４）
演題番号　O-49～O-53
座長：和田隆志
　　　川浪大治

ランチョンセミナー４
座長：古家大祐　
演者：植木浩二郎
共催：MSD株式会社

ワークショップ
食事・運動療法
座長：横山宏樹
　　　阿部雅紀
演者：北田宗弘
　　　阿部克成
　　　中川明彦
　　　福士朝子
　　　豊田雅夫

モーニングセミナー２
座長：豊田雅夫
演者：阿部雅紀

共催：田辺三菱製薬株式会社/ 
 第一三共株式会社

教育講演１
糖尿病性腎症と糖尿病性腎臓病（DKD）：その現状と今後の課題

座長：荒木信一　演者：岡田浩一
教育講演２

糖尿病性腎臓病の血圧管理
座長：片山茂裕　演者：宇津　貴

教育講演３
糖尿病腎症食事療法における意義と課題～透析導入遅延を目指して～

座長：中川明彦　演者：有村恵美

教育講演４
糖尿病性合併症と血糖管理

座長：前田士郎　演者：神谷英紀
教育講演５

難治症例提示：いかに対処するか
座長：和田　淳　演者：豊田雅夫

ランチョンセミナー５
座長：南学正臣
演者：深水　圭

共催：田辺三菱製薬株式会社

15：00～15：05 閉会挨拶

8：00～8：50

9：00～10：00

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00

13：10～15：00

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
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会場案内図
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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　ロビー階　ホテルロビー
 時間：12 月 1 日（土）9：00～17：30
 　　　12 月 2 日（日）7：30～14：30
（2）参加費

総合受付にて参加費 7,000 円（医師・研究者・企業）、2,000 円（医師以外の医療従事者）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、医学系・看護系の専門学
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　ロビー階　ホテルロビー
 時間：12 月 1 日（土）9：00～17：30

　　　12 月 2 日（日）7：30～14：30

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機構　研修単位（申請中）

4．意見交換会
12 月 1 日（土）18：10 より都市センターホテル　6階 601 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。
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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 1 日（土）9：00～18：30
 　　　12 月 2 日（日）7：30～15：30

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。発表時間終了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列コネクターまたはHDMI 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。

7



・  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　桜
　時間：11 月 30 日（金）19：00～20：00
・幹事会
　場所：都市センターホテル　5階　スバル
　時間：12 月 1 日（土）9：00～9：50
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9

第 30回日本糖尿病性腎症研究会プログラム

12 月 1 日（土）

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（基礎１）

座長：斎藤亮彦（新潟大学 腎研究センター 機能分子医学講座）
滝山由美（旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野）

O-1．食塩負荷が肥満 2型糖尿病モデルSDT fatty ラットの腎症進展に及ぼす影響
日本クレア株式会社1）

東京農業大学 応用生物科学部2）

日本たばこ産業（株） 医薬総合研究所3）

○篠原雅巳1） 美谷島克宏2） 太田 毅3） 岩崎日向子2） 張 舜恵2） 宇野絹子2） 煙山紀子2）

中江 大2）

O-2．糖尿病性腎臓病進展予防におけるアスパラギン酸補充の意義―糖尿病モデルマウスを用いた
検討―
順天堂大学 腎臓内科
○市川沙紀 合田朋仁 村越真紀 李 梓 足立恵理 越田剛生 鈴木祐介

O-3．食事たんぱく質・炭水化物含有比が腎機能・窒素代謝に及ぼす影響
鹿児島県立短期大学 生活科学科 食物栄養専攻1）

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 衛生学・健康増進医学2）

○有村恵美1,2） 阿部正治2） 牛飼美晴2） 川口博明2） 堀内正久2）

O-4．高糖条件で TGF-β1 発現を増加する転写因子USF1 に対する PI ポリアミドの開発
日本大学 医学部 腎臓高血圧内分泌内科学
○岡村真喜誉 福田 昇 堀越 周 常見明子 深澤みゆき 阿部雅紀

O-5．ROCK2 はメサンギウム細胞においてアクチン動態を介して糸球体硬化を制御する
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科
○永井洋介 川浪大治 的場圭一郎 竹田裕介 赤嶺友代 石澤 将 金澤 康 横田太持
宇都宮一典
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11：00～12：00 一般演題（基礎２）

座長：久米真司（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）
長洲 一（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学）

O-6．SGLT2 阻害薬による近位尿細管細胞低酸素誘導転写因子HIF-1 発現抑制作用
旭川医科大学 内科学講座病態代謝内科学分野
○滝山由美 別所瞭一 太田嗣人

O-7．Suppression of TonEBP induces EMT program in proximal tubular cells associated with the
induction of SGLT2
金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科1）

金沢医科大学 先制分子食料科学研究部2）

○Rongfen Gao1,2） Jinpeng Li1,2） 金﨑啓造1,2） 古家大祐1,2）

O-8．SGLT2 阻害薬の慢性腎臓病（CKD）モデルアデニン腎症に対する改善効果
九州大学 薬学部 生命物理化学分野1）

福岡市健康づくりサポートセンター2）

○大和真由実1,2） 垣野 愛1） 加藤奈緒1） 山田健一1） 井口登與志2）

O-9．SDT-fatty rat におけるエンパグリフロジン・リナグリプチンの腎保護効果についての検討
久留米大学病院 内科学講座 腎臓内科部門
○児玉 豪 甲斐田裕介 伊藤佐久耶 中山陽介 深水 圭

O-10．SGLT2 阻害薬の腎保護効果におけるケトン体代謝の役割―高脂肪食負荷ApoE 欠損マウス
を用いた検討
滋賀医科大学附属病院 糖尿病内分泌・腎臓内科1）

Boehringer Ingelheim International GmbH2）

○富田一聖1） 久米真司1） 武田尚子1） 大澤紀之1） 金崎雅美1） Eric Mayoux2） 金子達朗2）

荒木信一1） 前川 聡1）

12：10～13：00 ランチョンセミナー１（共催：武田薬品工業株式会社）

糖尿病治療標的の予期せぬ分子調節機構
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）
演者：金﨑啓造（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）
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13：20～14：20 Invited Lecture（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）

IL．Defining the genetic architecture of chronic kidney disease
座長：古家大祐（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）
演者：Katalin Susztak（Professor of Medicine and Genetics（with Tenure）, Renal Electrolyte and Hy-

pertension Division, University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine,
Philadelphia, PA）

14：30～17：00 シンポジウム
糖尿病性腎症：治療標的を今一度考える

座長：四方賢一（岡山大学病院 新医療研究開発センター）
深水 圭（久留米大学 医学部 内科学講座 腎臓内科部門）

SY-1．J-DOIT3 の結果から考える腎症の予防
東京大学大学院 医学系研究科 糖尿病・代謝内科1）

国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター2）

中央大学 人間総合理工学科3）

埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科4）

東京大学大学院 医学系研究科 腎臓・内分泌内科5）

帝京大学医学部附属溝口病院6）

○笹子敬洋1,2） 植木浩二郎1,2） 三宅加奈1） 岡崎由希子1,2） 大橋靖雄3） 野田光彦4）

南学正臣5） 門脇 孝1,6）

SY-2．マウスを用いたSGLT2 阻害薬の腎保護効果に関する検討
京都府立医科大学 腎臓内科
草場哲郎

SY-3．インクレチンホルモンによる腎保護効果の可能性
秋田大学大学院 医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学
藤田浩樹

SY-4．近位尿細管エンドサイトーシス受容体メガリンを標的とした新しい診断・予防・治療戦略
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座1）

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座2）

○細島康宏1） 蒲澤秀門1） 桑原頌治2） 斎藤亮彦2）

SY-5．内皮細胞障害と糖尿病腎線維化
金沢医科大学 糖尿病内分泌内科学1）

金沢医科大学 先制分子食料科学研究部2）

金﨑啓造1,2）
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SY-6．NFR2 活性化薬の可能性
東京大学医学部附属病院
南学正臣

17：10～18：00 イブニングセミナー１（共催：大日本住友製薬株式会社）

見直そう！グリニド薬ができる事はこんなにある！
座長：羽田勝計（旭川医科大学/（医）共創会）
演者：弘世貴久（東邦大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野）

【第 2会場（3階 コスモスホールⅡ）】

10：00～11：00 一般演題（臨床１）

座長：海津嘉蔵（医療法人海の弘毅会 新北九州腎臓クリニック）
合田朋仁（順天堂大学 医学部 腎臓内科）

O-11．肥満を有する耐糖能異常ではインスリン抵抗性が糸球体高血圧を介してアルブミン尿高値と
関連する
大阪市立大学大学院 医学研究科 代謝内分泌病態内科学1）

大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学2）

大阪市立大学大学院 医学研究科 泌尿器病態学3）

○津田昌宏1） 石村栄治2） 上殿英記1） 仲谷慎也1） 森 克仁2） 内田潤次3） 絵本正憲1）

仲谷達也3） 稲葉雅章1）

O-12．内因性抗線維化ペプチドAcSDKPは腎機能を予測するバイオマーカーとなりうる
金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学1）

金沢医科大学 衛生学2）

東海大学 腎内分泌代謝内科3）

金沢医科大学 先制分子食料科学研究部4）

○新田恭子1） 櫻井 勝2） 豊田雅夫3） 金﨑啓造1,4） 古家大祐1,4）

O-13．糖尿病性腎臓病における血中・尿中KIM-1 の意義
順天堂大学 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）

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科3）

○越田剛生1） 合田朋仁1） 足立恵理1） 市川沙紀1） 村越真紀1） 萩原晋二2） 船曳和彦2）

富野康日己1） 亀井 望3） 鈴木祐介1）
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O-14．糖尿病合併血液透析患者における血清 FGF23 値―東海透析コホート研究―
東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科1）

腎健クリニック2）

茅ヶ崎セントラルクリニック3）

えいじんクリニック4）

くらた病院5）

（医）松和会6）

○中川洋佑1） 駒場大峰1） 豊田雅夫1） 和田健彦1） 角田隆俊1） 高橋裕一郎2） 阿部重一3）

兵藤 透4） 飛田美穂5） 須賀孝夫6） 深川雅史1）

O-15．アルブミン尿と推算糸球体濾過量より評価した糖尿病性腎症の変遷
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） 絵本正憲2） 角谷佳則2） 山崎祐子2） 仲谷慎也2） 津田昌宏2） 越智章展2）

森岡与明2） 庄司哲雄3） 稲葉雅章2）

11：00～12：00 一般演題（基礎３）

座長：小川 晋（東北大学 高等教育・学生支援機構）
宮本 聡（岡山大学病院 新医療研究開発センター）

O-16．糖尿病性腎症における骨髄由来細胞の役割の検討
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 再生修復医学部門2）

奈良県立医科大学 未来基礎医学教室3）

○信田 裕1,2） 仲川孝彦3） 樫美和子2） 久米真司1） 寺島智也2） 小島秀人2） 荒木信一1）

前川 聡1）

O-17．高脂肪食負荷における腎臓に対するProgranulin の役割
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）

○足立恵理1） 村越真紀1） 合田朋仁1） 越田剛生1） 李 梓1） 市川沙紀1） 萩原晋二2）

船曳和彦2） 富野康日己1） 鈴木祐介1）

O-18．片腎摘出と食塩負荷が肥満高血圧 2型糖尿病モデルSDT fatty ラットの糸球体ろ過率（GFR）
に与える影響
株式会社スコヒアファーマ1）

日本クレア株式会社2）

○片山裕子1） 山口史成1） 篠原雅巳2） 鈴木智久1）
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O-19．Inflammasome の制御を介したP2X受容体阻害薬の糖尿病マウスにおける腎保護効果
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3） 和田 淳1） 四方賢一2）

O-20．CD-1db/db マウス：新たな 2型糖尿病腎線維化モデル
金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学
○水沼有威子 高垣雄太 高木 晋 新田恭子 李 金朋 金﨑啓造 古家大祐

12：10～13：00 ランチョンセミナー２（共催：アステラス製薬株式会社/
寿製薬株式会社）

SGLT2 阻害薬によるからだの変化
座長：和田隆志（金沢大学大学院 腎臓内科学）
演者：西山 成（香川大学 医学部 薬理学）

17：10～18：00 イブニングセミナー２（共催：大正富山医薬品株式会社）

腎保護を考慮した糖尿病治療戦略
座長：槇野博史（岡山大学）
演者：川浪大治（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

【第 3会場（5階 オリオン）】

10：00～11：00 一般演題（臨床２）

座長：赤井裕輝（東北医科薬科大学医学部 糖尿病代謝内科）
美馬 晶（近畿大学医学部奈良病院 腎臓内科）

O-21．DKDにおけるSGLT2 阻害薬の腎臓に及ぼす効果
獨協医科大学埼玉医療センター
○竹田徹朗 吉野篤範 川本進也

O-22．2型糖尿病患者における尿中NAGとトホグリフロジンの尿酸及び eGFRへの影響との関連
獨協医科大学 医学部薬理学講座1）

大洗海岸コアクリニック2）

興和創薬株式会社 学術本部3）

興和株式会社 臨床解析部4）

日本医科大学付属病院 老年内科5）

日本医科大学 総合医療・健康科学分野6）

川崎医科大学 内科学7）

○大内基司1） 大庭建三2） 吉田明弘3） 菅波秀規4） 藤田朋恵1） 鈴木達也5） 安武正弘6）

加来浩平7）
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O-23．SGLT2 阻害薬服用開始後に発生しうる過大な腎濾過能低下の誘発危険因子について
東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野
○金澤 昭 楊 傑仲 志熊淳平 諏訪内浩紹 小田原雅人

O-24．自記式食事歴質問票（DHQ）を用いたSGLT2 阻害薬使用時の食事内容の検討
新潟大学医歯学総合病院 栄養管理部1）

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座2）

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座3）

新潟大学医歯学総合病院 臨床研究推進センター4）

新潟大学 保健管理センター5）

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6）

○村山稔子1） 細島康宏2） 蒲澤秀門2） 桑原頌治3） 田中崇裕4） 鈴木芳樹5） 成田一衛6）

斎藤亮彦3）

O-25．SGLT2 阻害薬の体重減少および降圧作用に対する腎機能の影響
東京女子医科大学病院 糖尿病センター内科
○吉田直史 花井 豪 森 友実 横山陽一 西脇 唯 田内恵理子 山下真平 竹村俊輔
入村 泉 馬場園哲也

11：00～12：00 一般演題（臨床３）

座長：横山 仁（金沢医科大学 医学部 腎臓内科学）
馬場園哲也（東京女子医科大学 糖尿病センター 内科）

O-26．糖尿病透析予防指導を 2年間受けた患者の観察研究
東北大学大学院 薬学研究科 臨床薬学分野1）

東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科2）

東北大学病院 糖尿病代謝科3）

○小畑裕史1） 宮崎真理子2） 佐藤恵美子1） 澤田正二郎3） 鈴木野の香2） 高橋信行1）

佐藤 博1）

O-27．日本人糖尿病患者における腎症の合併率と発症関連因子～JDCP研究データの解析結果より～
岡山大学病院 新医療研究開発センター1）

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科2）

金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学3）

おさふねクリニック4）

東京慈恵会医科大学5）

○四方賢一1） 宇都宮一典2） 古家大祐3） 小寺 亮4） 宮本 聡1） 西村理明2） 田嶼尚子5）

O-28．糖尿病患者の尿アルブミンと蛋白尿の関係、どの程度乖離するか
きだ内科クリニック1）

京都岡本記念病院 糖尿病内科2）

滋賀医科大学 糖尿病内分泌腎臓内科3）

○紀田康雄1） 庭川莉子2） 貴志明夫2） 前川 聰3）
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O-29．糖尿病性腎症第 4期以降の患者への糖尿病透析予防指導管理の効果の検討
東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科1）

東海大学医学部付属病院 看護部2）

東海大学医学部付属病院 栄養科3）

○磯崎雄大1） 豊田雅夫1） 木村守次1） 酒井規子2） 義本美穂2） 鳥羽知恵美2） 二郷徳子3）

山田まり子3） 藤井穂波3） 深川雅史1）

O-30．減塩とレニン・アンジオテンシン系阻害薬の降圧は糖尿病の有無で差が無いが尿蛋白減少は
糖尿病者の方が大きい
国際医療福祉大学三田病院 看護部1）

国際医療福祉大学 医学部腎臓内科、三田病院 腎臓内科2）

○冨岡治美1） 小島智亜里2） 石黒喜美子2） 吉村寧紘2） 佐藤敦久2）

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

糖尿病性腎症の成因と治療～新たな展開～
座長：富野康日己（順天堂大学/（医）松和会）
演者：四方賢一（岡山大学病院 新医療研究開発センター）

13：20～14：20 アフタヌーンセミナー（共催：サノフィ株式会社）

合併症阻止を目指した糖尿病治療～SGLT2 阻害薬の臓器保護作用～
座長：藤田義人（京都大学大学院 医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）
演者：山岸昌一（久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学）

14：30～15：20 一般演題（臨床４）

座長：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）
木村守次（東海大学医学部 腎内分泌代謝内科）

O-31．糖尿病透析予防指導により心理的な混乱を生じた腎不全期にある患者の一事例
金沢医科大学病院 看護部1）

金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学2）

○白藤友紀1） 下川雪江1） 舩本昌枝1） 小西一典2） 北田宗弘2） 金﨑啓造2） 古家大祐2）

O-32．多角的強化治療の継続により長期進行抑制が可能であった糖尿病性腎症の 1例
医療法人社団誠知会誠知クリニック1）

東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科2）

○加藤恵理1） 木村守次2） 中村 瞳1） 奥田知之1） 吉野順子1） 石田直人1） 豊田雅夫2）
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O-33．糖尿病透析予防管理指導により、難治性潰瘍の手術を回避し腎機能を保持している症例
東海大学医学部付属病院 診療技術部 栄養科1）

東海大学医学部付属病院 看護部2）

東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科3）

○青柳仁美1） 山田まり子1） 二郷徳子1） 後藤陽子1） 藤井穂波1） 酒井規子2） 鳥羽知恵美2）

金山典子3） 豊田雅夫3） 深川雅史3）

O-34．1型糖尿病の発症後に腎症を呈し、多職種連携により血糖コントロールが安定した一例（症例
報告）
金沢医科大学病院 栄養部1）

金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学2）

○山本香代1） 中川明彦1） 北田宗弘2） 金﨑啓造2） 中川 淳2） 古家大祐2）

15：20～16：10 一般演題（臨床５）

座長：木村健二郎（独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院）
金澤昭雄（順天堂大学大学院 医学研究科 代謝内分泌内科学）

O-35．要介護糖尿病血液透析患者への長時間作用型インスリン degludec の週 3回透析日のみ医療
者による注射の有用性
腎臓・代謝病治療機構1）

望星新宿南口クリニック2）

東京家政学院大学3）

○中尾俊之1,2,3） 高橋俊雅1,2） 金澤良枝1,3）

O-36．透析患者における血糖管理～糖尿病専門医との連携の重要性～
東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科1）

東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科2）

医療法人社団 松和会3）

○金山典子1） 豊田雅夫1） 小野 萌1） 齋藤仁通1） 駒場大峰1） 木村守次1） 鈴木 大3）

角田隆俊2） 須賀孝夫3） 深川雅史1）

O-37．腎移植糖尿病患者における、頻回インスリン注射療法からSAP療法への変更例
東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科1）

東海大学 医学部 移植外科2）

○小野沢優奈1） 豊田雅夫1） 五十棲このみ1） 小野 萌1） 齋藤仁通1） 金山典子1）

木村守次1） 石田寛明2） 中村道郎2） 深川雅史1）
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O-38．2型糖尿病を合併した維持血液透析患者におけるオマリグリプチンの有用性に関するランダ
ム化比較試験
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座1）

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座2）

新潟県立大学 健康栄養学科3）

甲田内科クリニック4）

信楽園病院5）

片桐記念クリニック6）

新潟大学 保健管理センター7）

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8）

○吉澤優太1） 細島康宏2） 蒲澤秀門2） 田邊直仁3） 甲田 豊4） 島田久基5） 髙澤哲也5）

伊藤孝仁6） 鈴木芳樹7） 成田一衛8） 斎藤亮彦1）

17：10～18：00 イブニングセミナー３（共催：協和発酵キリン株式会社）

腎症・CKD合併時の血糖管理を考える～過去、現在、そして新たな展開へ～
座長：馬場園哲也（東京女子医科大学 糖尿病センター 内科）
演者：絵本正憲（大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学）
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12 月 2 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）

糖尿病性腎臓病における腎臓リハビリテーションの有用性
座長：北田宗弘（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）
演者：上月正博（東北大学大学院医学系研究科 障害科学専攻 機能医科学講座 内部障害学分野）

9：00～10：00 一般演題（臨床６）

座長：鈴木芳樹（新潟大学 保健管理センター）
鶴屋和彦（奈良県立医科大学 腎臓内科学）

O-39．糖尿病における proline、hydroxyproline の動態の検討
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） 伊藤貞嘉1）

O-40．たんぱく質制限は腎保護効果を有するが、低栄養の患者においては死亡リスクを増加させる
可能性がある
東京女子医科大学病院 糖尿病センター内科
○田内恵理子 花井 豪 西脇 唯 森 友実 横山陽一 山下真平 竹村俊輔 吉田直史
入村 泉 馬場園哲也

O-41．糖尿病性腎症患者でのミネラルコルチコイド受容体拮抗薬（MRA）の臨床効果と限界；第 3
世代への期待
国際医療福祉大学 医学部腎臓内科・国際医療福祉大学三田病院
○相良卓哉 小島智亜里 石黒喜美子 吉村寧紘 佐藤敦久

O-42．高尿酸血症合併糖尿病患者におけるフェブキソスタットの腎機能保護効果の検討
東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科
○五十棲このみ 豊田雅夫 小野 萌 小野沢優奈 齋藤仁通 金山典子 木村守次
深川雅史

O-43．神経伝道速度検査を利用した糖尿病神経症と糖尿病腎症との関連
新都市医療研究会君津会 玄々堂君津病院 臨床検査科1）

新都市医療研究会君津会 玄々堂君津病院 内分泌代謝内科2）

○上野芳人1） 菅 聖1） 山田奈美恵1） 平野繁治1） 荻野良郎2）
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10：00～11：00 一般演題（臨床７）

座長：守屋達美（北里大学 健康管理センター）
入村 泉（東京女子医科大学病院 糖尿病センター）

O-44．I 型糖尿病症例への生体腎単独移植後 11年間の臨床病理学的経過
金沢医科大学 腎臓内科学
○宮竹敦彦 足立浩樹 矢部友久 藤井 愛 岡田圭一郎 野村佳苗 大串勇気 沖野一晃
向井清孝 藤本圭司 横山 仁

O-45．糖尿病を合併する腎臓病患者の病理学及び腎予後に関する検討
東北大学大学院 医学科 腎・高血圧・内分泌分野1）

東北大学大学院 薬学研究科 臨床薬学分野2）

○鈴木野の香1,2） 山田 元1） 山本多恵1） 金須清美1） 佐藤 博2） 伊藤貞義1）

O-46．糖尿病性腎症における各項目の組織障害度の尿タンパク量に与える影響の検討
奈良県立医科大学 腎臓内科学1）

奈良県西和医療センター2）

奈良県総合医療センター3）

○江里口雅裕1） 西本雅俊1） 對馬英雄1） 田邊 香1） 森本勝彦2） 松井 勝3） 田川美穂1）

島謙一1） 鶴屋和彦1）

O-47．腎機能低下速度が速い糖尿病性腎症例の臨床病理学的検討
金沢大学附属病院 腎臓内科
○古市賢吾 清水美保 遠山直志 原 章規 舟本智章 和田隆志

O-48．腎生検術前検査による糖尿病性腎症と糖尿病合併非糖尿病性腎疾患の鑑別
高知大学 医学部 内分泌代謝・腎臓内科1）

北海道大学大学院 獣医学研究院 解剖学教室2）

○堀野太郎1） 松本竜季1） 小笠原真沙実1） 江口智浩1） 橋本大輔1） 猪谷哲司1） 島村芳子1）

井上紘輔1） 市居 修2） 寺田典生1）

11：00～12：00 一般演題（基礎４）

座長：和田隆志（金沢大学大学院 腎臓内科学・腎病態統御学）
川浪大治（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-49．In vivo imaging を用いた SGLT2 阻害薬 Empagliflozin による糸球体循環動態制御機構の解明
川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学
○城所研吾 十川裕史 長洲 一 佐藤 稔 佐々木環 柏原直樹

O-50．SGLT2 阻害薬による腎保護効果にはアデノシンシグナルが重要な役割を演じる
金沢医科大学病院 糖尿病・内分泌内科学
○島田圭司 高垣雄太 新田恭子 金﨑啓造 古家大祐
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O-51．糖尿病性腎症における糸球体血管内皮障害に対するポドサイトオートファジーの役割
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 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） 山原康介1） 武田尚子1） 山原真子1） 大澤紀之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-52．糖尿病性腎症で検出されるβ1インテグリンのリン酸化と血圧調節に関する機能の検討
東海大学 医学部内科学系 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-53．LC/MSによるアンジオテンシンペプチドの定量法を用いた腎内RAS調節におけるメガリン
の役割の検証
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 腎・膠原病内科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）

新潟大学 研究推進機構 共用設備基盤センター5）

○後藤佐和子1,2） 細島康宏3） 桑原頌治1） 蒲澤秀門3） 忰田亮平2） 鈴木芳樹4） 成田一衛2）

吉田 豊5） 斎藤亮彦1）

12：10～13：00 ランチョンセミナー４（共催：MSD株式会社）

糖尿病患者の合併症抑制のために～J-DOIT3 の成果と課題～
座長：古家大祐（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）
演者：植木浩二郎（国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター）

13：10～15：00 ワークショップ
食事・運動療法

座長：横山宏樹（自由が丘横山内科クリニック）
阿部雅紀（日本大学 腎臓高血圧内分泌内科）

WS-1．糖尿病性腎臓病における食事療法を考える～低蛋白質食を中心に～
金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学
○北田宗弘 古家大祐

WS-2．糖尿病（DM）患者における推定塩分摂取量（塩量）測定と塩量を用いた減塩指導について
内科阿部医院
○阿部克成 阿部陽子 阿部理恵 伊藤千春 柴田美香 園田梨絵 阿部信行
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WS-3．末期腎不全患者における透析前後の血清ビタミン値とビタミン補給飲料を摂取した場合の有
用性
金沢医科大学病院 栄養部1）

医療法人 ハートクリニック福井2）

金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学3）

○中川明彦1） 山本香代1） 北田宗弘3） 金﨑啓造3） 中川 淳3） 福井 淳2） 古家大祐3）

WS-4．当院における糖尿病透析予防指導の実態調査
東京慈恵会医科大学附属病院 栄養部1）

東京慈恵会医科大学附属病院 看護部2）

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科3）

○福士朝子1） 本藤沙来1） 濱 裕宣1） 荒川亜矢子2） 川浪大治3） 宇都宮一典3）

WS-5．当院における電子機器ツールを活用した食事療法・運動療法の取り組みについて
東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科
豊田雅夫

【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：田辺三菱製薬株式会社/
第一三共株式会社）

腎臓からみた新たなる糖尿病治療戦略～SGLT2 阻害薬の可能性について～
座長：豊田雅夫（東海大学医学部 内科学系 腎内分泌代謝内科学）
演者：阿部雅紀（日本大学医学部 内科学系 腎臓高血圧内分泌内科学分野）

9：00～9：30 教育講演１

EL1．糖尿病性腎症と糖尿病性腎臓病（DKD）：その現状と今後の課題
座長：荒木信一（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）
演者：岡田浩一（埼玉医科大学 腎臓内科）

9：30～10：00 教育講演２

EL2．糖尿病性腎臓病の血圧管理
座長：片山茂裕（埼玉医科大学 かわごえクリニック）
演者：宇津 貴（日本生命済生会 日本生命病院）
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10：00～10：30 教育講演３

EL3．糖尿病腎症食事療法における意義と課題～透析導入遅延を目指して～
座長：中川明彦（金沢医科大学病院 栄養部）

鹿児島県立短期大学 生活科学科 食物栄養専攻1）

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 衛生学・健康増進医学2）

演者：○有村恵美1,2） 堀内正久2）

10：45～11：15 教育講演４

EL4．糖尿病性合併症と血糖管理
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）

愛知医科大学 医学部内科学講座 糖尿病内科
演者：○神谷英紀 中村二郎

11：15～11：45 教育講演５

EL5．難治症例提示：いかに対処するか
座長：和田 淳（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）
演者：豊田雅夫（東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科）

12：10～13：00 ランチョンセミナー５（共催：田辺三菱製薬株式会社）

新時代を迎えた糖尿病性腎臓病治療
座長：南学正臣（東京大学大学院医学系研究科 腎臓内科学・内分泌病態学）
演者：深水 圭（久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門）


