
第31回日本糖尿病性腎症研究会
プログラム

日　時：令和元年 11月 30日（土）・12月 1日（日）
会　場：岡山コンベンションセンター（岡山県岡山市北区駅元町 14番 1号）
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 羽　田　勝　計
　　世話人 槇　野　博　史

宇都宮　一　典
鈴　木　芳　樹
古　家　大　祐
馬場園　哲　也
和　田　隆　志

旭川医科大学/（医）共創会 
岡山大学 
東京慈恵会医科大学 
新潟大学 
金沢医科大学 
東京女子医科大学 
金沢大学 
日本大学 阿　部　雅　紀

第 31回当番世話人
岡山大学 槇　野　博　史

和　田　　　淳、中　司　敦　子（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）

◆ JR JR岡山駅中央改札口から徒歩約3分（西口方面へ）
◆飛行機 岡山桃太郎空港より岡山駅行バス約 40分

（JR岡山駅西口バスターミナル着）

岡山コンベンションセンター

？
INFORMATION

東口

（2階）（2階）

西口



第1会場（3F コンベンションホール） 第2会場（1F イベントホール東） 第3会場（1F イベントホール西）
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日　　程　　表
11月30日（土）

参加受付：9：00～17：30

一般演題1（基礎（栄養））
演題番号　O-01～O-05
座長：馬場園哲也
　　　宮本　聡　

一般演題2（基礎（メタボライト））
演題番号　O-06～O-10
座長：小川　晋
　　　古市賢吾

ランチョンセミナー1
座長：宇都宮一典
演者：北風政史　

共催：武田薬品工業株式会社

代表世話人挨拶

スポンサードセミナー
座長：和田　淳
演者：Farhad R. Danesh
共催：田辺三菱製薬株式会社

シンポジウム
腎症 Cutting Edge
座長：和田隆志
　　　川浪大治
演者：和田　淳
　　　佐藤　稔
　　　斎藤亮彦
　　　滝山由美
　　　阿部高明
　　　石本卓嗣

イブニングセミナー1
座長：植木浩二郎
演者：森　克仁　

共催：第一三共株式会社

一般演題3（基礎（バイオマーカー1））
演題番号　O-11～O-15
座長：井口登與志
　　　鶴屋和彦　

一般演題4（基礎（バイオマーカー2））
演題番号　O-16～O-20
座長：北田宗弘
　　　藤田浩樹

ランチョンセミナー2
座長：柏原直樹
演者：北田宗弘

共催：大正製薬株式会社

アフタヌーンセミナー
座長：鈴木芳樹
演者：豊田雅夫

共催：ノボ ノルディスクファーマ株式会社

特別企画
糖尿病性腎症重症化予防プログラム

座長：四方賢一　
　　　古家大祐　
演者：植木浩二郎
　　　片山茂裕　
　　　片山晶博　
　　　松久宗英　

イブニングセミナー2
座長：松久宗英
演者：山岸昌一

共催：MSD株式会社

幹事会
（3F　301会議室）

一般演題5（臨床（予防・療養））
演題番号　O-21～O-25
座長：古家大祐
　　　安西慶三

一般演題6（臨床（治療））
演題番号　O-26～O-30
座長：福島正樹
　　　大矢昌樹

ランチョンセミナー3
座長：羽田勝計
演者：草場哲郎　古家大祐
共催：アステラス製薬株式会社/ 

寿製薬株式会社

一般演題7（臨床（組織と関連因子））
演題番号　O-31～O-35
座長：守屋達美
　　　猪股茂樹

一般演題8（基礎（全身と腎））
演題番号　O-36～O-41
座長：脇野　修
　　　合田朋仁

意見交換会
（2F　レセプションホール）

9：55～10：00 開会挨拶

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00

13：05～13：15

13：20～14：20

14：30～17：00

17：10～18：00

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00

13：20～14：20

14：30～16：00

17：10～18：00

9：00～9：50

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00

14：30～15：30

15：30～16：42

18：10～19：30
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第1会場（3F コンベンションホール） 第2会場（1F イベントホール東） 第3会場（1F イベントホール西）
8：00

9：00 

10：00 

11：00 

12：00 

13：00 

14：00 

15：00 

16：00 

17：00 

18：00 

12月1日（日）
参加受付：7：30～14：30

モーニングセミナー1
座長：福井道明
演者：絵本正憲

共催：サノフィ株式会社

一般演題9（臨床（チーム医療））
演題番号　O-42～O-46
座長：豊田雅夫
　　　横山宏樹

一般演題10（臨床（病期））
演題番号　O-47～O-52
座長：森　克仁
　　　星野純一

ディベート
糖尿病性腎症における蛋白制限食
座長：宇都宮一典　　　　
演者：鈴木芳樹　福井道明

ランチョンセミナー4
座長：四方賢一
演者：金﨑啓造

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

ワークショップ
透析予防指導の効果を考える

座長：守屋達美
　　　有村恵美
演者：守屋達美
　　　市川和子
　　　北谷直美
　　　大橋睦子

モーニングセミナー2
座長：杉山　斉
演者：西山　成

共催：アストラゼネカ株式会社/ 
小野薬品工業株式会社

教育講演1
肥満関連腎症の臨床と基礎

座長：羽田勝計　演者：久米真司
教育講演2

糖尿病腎症の病態と治療
座長：荒木信一　演者：金﨑啓造

教育講演3
症例から学ぶ高齢糖尿病腎症患者への栄養指導
座長：井口登與志　演者：幣憲一郎

教育講演4
糖尿病性腎症と腎臓リハビリテーション
座長：赤井裕輝　演者：上月正博

ランチョンセミナー5
座長：和田隆志
演者：川浪大治

共催：協和キリン株式会社

市民公開講座　開場

市民公開講座
開会挨拶：槇野博史　
　　演者：八木橋操六

柏原直樹　
長谷川祐子
鈴木久雄　

一般演題11（基礎（SGLT2阻害薬））
演題番号　O-53～O-57
座長：山岸昌一
　　　阿部雅紀

一般演題12（基礎（細胞・シグナル））
演題番号　O-58～O-62
座長：深水　圭
　　　長洲　一

ランチョンセミナー6
座長：富野康日己
演者：阿部雅紀　

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

10：00～11：12

11：15～12：00

12：10～13：00

13：10～15：00

8：00～8：50

9：00～9：30

9：30～10：00

10：00～10：30

10：30～11：00

12：10～13：00

13：30～

14：00～16：30

10：00～11：00

11：00～12：00

12：10～13：00
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会場案内図

1F

2F

リットシティビル
展示ホール 

岡山駅（西口）岡山駅（西口）

岡山コンベンションセンター 

1Fへ

3Fへ

112

111

113第3会場
イベントホール（西）
第3会場

イベントホール（西）

意見交換会
レセプションホール
意見交換会

レセプションホール

第2会場
イベントホール（東）
第2会場

イベントホール（東）
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3F

315

314 313 312 311

301

岡山コンベンションセンター

4F

407

406

404

405

403402401
会議室

第1会場
コンベンションホール
第1会場

コンベンションホール

企業展示企業展示
参加受付参加受付

PCデータ受付PCデータ受付
クローク
302-（1）会議室
クローク
302-（1）会議室

世話人会
401会議室
世話人会
401会議室

幹事会
301会議室
幹事会
301会議室
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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：岡山コンベンションセンター　3階　ロビー
 時間：11 月 30 日（土）9：00～17：30
 　　　12 月  1 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：岡山コンベンションセンター　3階　ロビー
 時間：11 月 30 日（土）9：00～17：30

　　　12 月  1 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
11月 30日（土）18：10より岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホールにて行います。
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：岡山コンベンションセンター　3階　302-1 会議室
時間：11 月 30 日（土）9：00～18：30
　　　12 月  1 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。
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・  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：岡山コンベンションセンター　4階　401 会議室
　時間：11 月 29 日（金）19：00～20：00
・幹事会
　場所：岡山コンベンションセンター　3階　301 会議室
　時間：11 月 30 日（土）9：00～9：50
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9

第 31回日本糖尿病性腎症研究会プログラム

11 月 30 日（土）

9：00～9：50 幹事会 【3階 301】

【第 1会場（3階 コンベンションホール）】

10：00～11：00 一般演題１（基礎（栄養））

座長：馬場園哲也（東京女子医科大学 糖尿病センター 内科）
宮本 聡（岡山大学病院 新医療研究開発センター）

O-01．糖尿病腎症モデルNSYマウスへの大麦投与は腎臓障害を進行させる
山梨大学大学院 医工農学総合教育部 生命環境学専攻 バイオサイエンスコース1）

山梨大学 生命環境学部 地域食物科学科2）

○松浦弘貴1） 鈴木梨奈2） 望月和樹1）

O-02．糖尿病性腎臓病モデルマウスにおける腸内細菌叢の解析
順天堂大学 腎臓内科1）

順天堂大学 医学部 プロバイオティクス研究講座2）

順天堂大学 医学部附属練馬病院 腎臓内科3）

○越田剛生1） 合田朋仁1） 山城雄一郎2） 石坂匡則3） 作間宏子1） 足立恵理1） 村越真紀1）

鈴木祐介1）

O-03．幼少期における米胚乳タンパク質の摂取が成熟期の高脂肪食負荷による肥満および肥満関連
腎症に及ぼす影響
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）

亀田製菓株式会社 お米研究所4）

○樋口裕樹1） 細島康宏2） 蒲澤秀門2） 桑原頌治1） 後藤佐和子1） 忰田亮平3） 伊藤 彰3）

荒生 均4） 成田一衛3） 斎藤亮彦1）

O-04．マグネシウム欠乏は遺伝的COMT不全と相互作用し塩分感受性高血圧を惹起する可能性が
ある
金沢医科大学 糖尿病内分泌内科1）

島根大学 内科学第一2）

金沢医科大学 薬理学科3）

日本大学 薬学部薬学科 生物有機化学研究室4）

順天堂大学 産科婦人科5）

○熊谷麻子1,5） 金﨑啓造2） 田和正志3） 飯島 洋4） 牧野真太郎5） 板倉敦夫5） 竹田 省5）

古家大祐1）
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O-05．腸内細菌酵素由来のフェニル硫酸は糖尿病性腎臓病のアルブミン尿増悪の原因物質かつ進展
予測マーカーである
東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科1）

東北大学東北メディカルメガバンク機構2）

東北大学大学院 薬学研究科3）

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4）

東北大学大学院 医工学研究科 分子病態医工学5）

○菊地晃一1,2） 三枝大輔2） 金光祥臣3） 松本洋太郎3） 中村智洋2） 三瀬広記4） 寳澤 篤4）

和田 淳4） 富岡佳久3） 阿部高明1,2,5）

11：00～12：00 一般演題２（基礎（メタボライト））

座長：小川 晋（東北大学 高度教養教育・学生支援機構 学生支援部門 臨床医学開発室）
古市賢吾（金沢医科大学 腎臓内科学）

O-06．電解水素水飲用は糖尿病性腎臓病患者の eGFRを上昇させる
東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科1）

日本トリム株式会社2）

○小川 晋1） 清水麻那美1） 大崎雄介2） 樺山 繁2） 伊藤貞嘉1）

O-07．糖尿病性腎症早期でのNMN短期大量投与は、血糖非依存の蛋白尿低下レガシー効果を示す
慶應義塾大学 腎臓内分泌代謝内科
○安田 格 長谷川一宏 脇野 修 伊藤 裕

O-08．糖尿病における動脈硬化起因性腎障害に対するケトン体の役割の解明
滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科1）

Boehringer Ingelheim International GmbH2）

京都大学大学院医学研究科 腎臓内科学3）

○富田一聖1） 久米真司1） 武田尚子1） 山原康佑1） 山原真子1） Michael Pieper2） 金子達朗2）

柳田素子3） 荒木信一1） 前川 聡1）

O-09．CD147/Basigin の栄養・代謝における役割の解明
名古屋大学大学院 医学系研究科 病態内科学講座腎臓内科学1）

名古屋大学大学院 医学系研究科 生物化学分子生物学2）

○龍華章裕1） 小杉智規1） 前田佳哉輔1） 佐藤由香1） 渡邊智治1） 丸山彰一1） 門松健治2）

O-10．NAD分解酵素CD38 の制御が糖尿病腎症進展抑制の新規治療標的となりうるかの検討
金沢医科大学病院 糖尿病・内分泌内科学教室
○小倉慶雄 北田宗弘 門野 至 古家大祐
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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）

心不全と糖尿病その悪循環をいかに打ち破るか
座長：宇都宮一典（東京慈恵会医科大学 総合健診・予防医学センター）
演者：北風政史（国立循環器病研究センター 臨床研究開発部）

13：20～14：20 スポンサードセミナー（共催：田辺三菱製薬株式会社）

Mitochondrial Dynamics in Diabetic Nephropathy
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：Farhad R. Danesh（The University of Texas at MD Anderson）

14：30～17：00 シンポジウム
腎症Cutting Edge

座長：和田隆志（金沢大学大学院 腎臓内科学）
川浪大治（福岡大学 医学部 内分泌・糖尿病内科学講座）

SY-1．尿中糖鎖プロファイリングと糖尿病性腎症
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
○和田 淳 三瀬広記

SY-2．糖尿病性腎症における糸球体微小循環のバイオイメージング
川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学
佐藤 稔

SY-3．メガリンをターゲットとした診断・治療法の開発
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
斎藤亮彦

SY-4．放射光イメージングによる糸球体可視化
旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野1）

九州大学大学院 工学研究院2）

名古屋工業大学大学院 工学研究科3）

公財）高輝度光科学研究センター4）

○滝山由美1） 世良俊博2） 中村匡徳3） 上杉健太朗4） 星野正人4） 八木直人4） 太田嗣人1）

羽田勝計1）

SY-5．糖尿病性腎症の新規マーカーかつ原因物質としてのフェニル硫酸の意義
東北大学大学院 医工学研究科・医学系研究科1）

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2）

東北大学大学院 薬学研究科3）

○阿部高明1） 和田 淳2） 富岡佳久3）
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SY-6．糖尿病性腎臓病の進展におけるフルクトース代謝酵素の役割
名古屋大学医学部附属病院 腎臓内科1）

名古屋大学大学院 医学系研究科 腎臓内科2）

○石本卓嗣1） 丸山彰一2）

17：10～18：00 イブニングセミナー１（共催：第一三共株式会社）

腎症を合併した 2型糖尿病の治療戦略
座長：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）
演者：森 克仁（大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学）

【第 2会場（1階 イベントホール東）】

10：00～11：00 一般演題３（基礎（バイオマーカー１））

座長：井口登與志（福岡市医師会/福岡市健康づくりサポートセンター）
鶴屋和彦（奈良県立医科大学 腎臓内科学）

O-11．腎機能正常の 2型糖尿病における血中・尿中 TNF受容体（TNFRs：TNFR1、TNFR2）濃度
の意義
順天堂大学 腎臓内科1）

呉医療センター・中国がんセンター 臨床研究部2）

呉医療センター・中国がんセンター 糖尿病・内分泌内科3）

広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科4）

○作間宏子1） 合田朋仁1） 足立恵理1） 越田剛生1） 村越真紀1） 鈴木祐介2） 山下芳典2）

久保田益亘3） 亀井 望2,4）

O-12．腎機能低下を有する正常アルブミン尿糖尿病患者における腎予後
東京女子医科大学 糖尿病センター内科
○西脇 唯 花井 豪 森 友美 横山陽一 吉田直史 入村 泉 馬場園哲也

O-13．メタボリックシンドロームと尿マーカーの関連：特にA-メガリンについて
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 健康増進医学講座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）

デンカ生研株式会社 研究開発本部 試薬開発部3）

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 環境予防医学分野4）

南魚沼市立ゆきぐに大和病院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）

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7）

○蒲澤佳子1） 細島康宏2） 伊藤由美1） 蒲澤秀門2） 黒澤寛之3） 平山吉朗3） 中村和利4）

松島一雄5） 成田一衛6） 斎藤亮彦7）
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O-14．プロテオミクス・ペプチドミクによる糖尿病の臓器障害の新規尿バイオマーカーの探索
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 生体液バイオマーカーセンター1）

信楽園病院 臨床検査科2）

○山本 格1,2） 平尾嘉利1） 許 波1） 山本恵子1）

O-15．血中ウロモジュリンの新規腎バイオマーカーとしての有用性に関する研究
東京女子医科大学八千代医療センター 腎臓内科1）

東京女子医科大学東医療センター 内科2）

みなみ赤塚クリニック3）

横浜労災病院 腎臓内科4）

東京女子医科大学 腎臓内科5）

○臼井亮介1） 小川哲也2） 高橋秀夫3） 岩﨑千尋1） 堀真以子1） 永井 良1） 森戸 卓4）

波多野道康4） 新田孝作5） 小池美菜子1）

11：00～12：00 一般演題４（基礎（バイオマーカー２））

座長：北田宗弘（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）
藤田浩樹（秋田大学大学院 医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学）

O-16．2型糖尿病患者において古典的Wnt/βカテニン経路阻害因子であるスクレロスチンの増加
は早期腎症と関係する
島根大学 医学部 内科学講座内科学第一1）

栄宏会小野病院 内科2）

○山本昌弘1） 守田美和1） 杉本利嗣1,2） 金﨑啓造1）

O-17．2型糖尿病を合併した維持血液透析患者におけるグルカゴン測定法に関する比較検討
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）

新潟大学 保健管理センター4）

株式会社 三和化学研究所 医薬研究所 薬物代謝/分析センター5）

群馬大学 生体調節研究所 代謝シグナル研究展開センター 代謝シグナル解析分野6）

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7）

○吉澤優太1,7） 細島康宏2,7） 蒲澤秀門2,7） 田邊直仁3） 鈴木芳樹4） 宮地 淳5） 浜島 斉5）

小林雅樹6） 北村忠弘6） 成田一衛7） 斎藤亮彦1）

O-18．蛋白尿陰性メタボ腎症の診断率と悪化率の検討―超音波診断法の優位性―
千葉県勤労者医療協会・慢性疾患対策研究所
○土田弘基 岩下淨明 須田博之
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O-19．2型糖尿病におけるアルブミン尿、推算糸球体濾過量と動脈硬化指標との関連
大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学1）

大阪市立大学大学院 医学研究科 代謝内分泌病態内科学2）

大阪市立大学大学院 医学研究科 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1,2）

O-20．腎機能が低下するのは、どのような糖尿病患者か？
独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院 臨床検査科1）

独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院 内科2）

○大星隆司1,2） 松本怜佳2） 福田咲子2） 山本昇平2） 三長敬昌2） 中尾隆太郎2） 若崎久生2）

中 啓吾2） 南條輝志男2）

12：10～13：00 ランチョンセミナー２（共催：大正製薬株式会社）

糖尿病性腎臓病の重症化阻止を目指した糖尿病治療戦略
座長：柏原直樹（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学）
演者：北田宗弘（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）

13：20～14：20 アフタヌーンセミナー（共催：ノボノルディスクファーマ株式会社）

平成から令和へ糖尿病性腎症重症化予防のために、いま出来ること
座長：鈴木芳樹（新潟大学保健管理センター）
演者：豊田雅夫（東海大学医学部 腎内分泌代謝内科）

14：30～16：00 特別企画
糖尿病性腎症重症化予防プログラム

座長：四方賢一（岡山大学病院 新医療研究開発センター）
古家大祐（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）

SP-1．「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の目的と概要
国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター
植木浩二郎

SP-2．埼玉県における糖尿病性腎症重症化予防の取り組み
埼玉医科大学 かわごえクリニック1）

埼玉糖尿病対策推進会議2）

埼玉県保健医療部 健康長寿課3）

○片山茂裕1,2） 鵜沢浩美3） 赤岩稔之3）
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SP-3．おかやまDMネットの取り組みと糖尿病性腎症重症化予防プログラム岡山方式
岡山大学病院 糖尿病センター1）

岡山大学病院 看護部2）

岡山大学病院 新医療研究開発センター3）

岡山県糖尿病医療連携推進事業4）

○片山晶博1） 長田麻里1） 大橋睦子2） 四方賢一1,3） 岡山県糖尿病対策専門会議4）

SP-4．透析導入ワーストワン県での糖尿病腎症重症化予防対策
徳島大学先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター1）

寺沢病院2）

川島病院 糖尿病内科3）

○松久宗英1） 鶴尾美穂2） 野間喜彦3）

17：10～18：00 イブニングセミナー２（共催：MSD株式会社）

AGEs を標的とした心血管代謝老年病の包括的制御
座長：松久宗英（徳島大学先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター）
演者：山岸昌一（昭和大学 医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門）

【第 3会場（1階 イベントホール西）】

10：00～11：00 一般演題５（臨床（予防・療養））

座長：古家大祐（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）
安西慶三（佐賀大学 医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科）

O-21．糖尿病性腎症を予防するための急性期地域基幹病院の役割
～地域連携強化に向けた取り組み～
医療法人 王子総合病院 看護部 療養支援室1）

医療法人 王子総合病院 東7病棟2）

○近藤美佐子1） 坂東 瞳2）

O-22．当院における糖尿病透析予防指導の取り組み～7年間継続指導を行っている 1症例～
医療法人創和会重井医学研究所附属病院 栄養管理部1）

医療法人創和会重井医学研究所附属病院 看護部2）

医療法人創和会重井医学研究所附属病院 内科3）

○岡田 忍1） 黒住順子1） 亀山香里2） 荒木俊江3）

O-23．糖尿病合併CKD予備軍には食事の「炎酸バランス」が大切
畿央大学 健康科学部 健康栄養学科
○金内雅夫
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O-24．2型糖尿病合併の有無がCKD患者の低たんぱく質食事療法に与える影響に関する検討
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）

新潟県立大学 人間生活学部 健康栄養学科3）

滋賀県立大学 人間文化学部 生活栄養学科4）

新潟大学 保健管理センター5）

新潟大学 腎研究センター 機能分子医学講座6）

○蒲澤秀門1） 細島康宏1） 忰田亮平2） 田中友美2） 樋口裕樹2） 村山稔子3） 桑原頌治4）

鈴木芳樹5） 成田一衛2） 斎藤亮彦6）

O-25．職場健診における試験紙法尿検査の評価
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）

鹿児島医療技術専門学校3）

鹿児島県立大島病院 腎臓内科4）

○有村恵美1,2） 池田加奈子3） 阿部正治4） 堀内正久2）

11：00～12：00 一般演題６（臨床（治療））

座長：福島正樹（重井医学研究所附属病院）
大矢昌樹（和歌山県立医科大学 腎臓内科学講座）

O-26．尿中赤血球形態の報告が感染後腎炎の早期診療に結びつき、腎機能低下を防ぐことができた 2
型糖尿病症例
一般財団法人 住友病院 臨床検査技術科1）

同 腎臓・高血圧内科2）

同 内分泌代謝内科3）

○西 律子1） 愛甲佐津紀1） 奥手祐治郎2） 村津 淳2） 森島淳之2） 岩本龍哉3） 杉山拓也3）

山田祐也3）

O-27．顕性腎症に対するチーム医療による集約治療の有効性の検証
岡山大学病院 新医療研究開発センター1）

旭川医科大学2）

九州大学大学院 衛生・公衆衛生学分野3）

すずき糖尿病内科クリニック4）

金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学5）

新潟大学 保健管理センター6）

東北医科薬科大学 医学部 糖尿病代謝内科7）

岡山大学8）

DNETT-Japan研究グループ9）

○四方賢一1） 羽田勝計2） 二宮利治3,9） 鈴木大輔4） 古家大祐5） 鈴木芳樹6） 赤井裕輝6,7）

宮本 聡1） 槇野博史8） DNETT-Japan研究グループ9）
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O-28．SGLT2 阻害薬は 2型糖尿病患者の低Mg血症を正常化する
―当クリニックの臨床成績より―
川田クリニック
○川田敏夫 須永朋子 北村愛美 小島ゆかり 原島 彩 吉野里佳 岡村彩称 山口道子
星野敦子 石原璃子

O-29．インスリン使用中の 2型糖尿病維持血液透析患者におけるデュラグルチド併用の有用性に関
する検討
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）

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4）

新潟大学 保健管理センター5）

○宇賀村大亮1） 細島康宏2） 蒲澤秀門2） 田邊直仁3） 吉澤優太1） 忰田亮平4） 鈴木芳樹5）

成田一衛4） 斎藤亮彦1）

O-30．中等-重度腎機能障害を有する 2型糖尿病（T2DM）に対するSGLT2 阻害薬（SGLT2i）の
腎保護に関する後方視的検討
埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科
○叶澤孝一 佐藤紗映子 小暮裕太 原 宏明 黒澤 明 羽田野実 岩下山連 清水泰輔
長谷川元

12：10～13：00 ランチョンセミナー３（共催：アステラス製薬株式会社/
寿製薬株式会社）

腎とSGLT２阻害薬

座長：羽田勝計（医療法人共創会AMC西梅田クリニック 内科）

基礎研究から見たSGLT2 阻害薬の腎への影響
京都府立医科大学大学院 医学研究科 腎臓内科学
草場哲郎

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
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14：30～15：30 一般演題７（臨床（組織と関連因子））

座長：守屋達美（北里大学 健康管理センター）
猪股茂樹（本荘第一病院）

O-31．人工知能（AI）による腎病理蛍光画像からの糖尿病性腎症の判別に関する検討
岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科
○喜多村真治 髙橋謙作 福島和彦 辻 憲二 大西康博 北川正史 木野村賢 内田治仁
和田 淳

O-32．糖尿病例における年齢別の eGFR変化率の関連因子の検討
金沢大学大学院 腎臓内科学1）

金沢医科大学 腎臓内科2）

○遠山直志1） 北島信治1） 原 章規1） 岩田恭宜1） 坂井宣彦1） 古市賢吾2） 和田隆志1）

O-33．糖尿病性腎症における貧血ならびに間質線維化・尿細管萎縮と腎・生命予後との関連
金沢大学附属病院 腎臓内科1）

金沢医療センター 腎・膠原病内科2）

○清水美保1） 遠山直志1） 北島信治1） 原 章規1） 岩田恭宜1） 坂井宣彦1） 北川清樹2）

和田隆志1）

O-34．腎生検を行った糖尿病患者の病理診断と臨床データの比較検討
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） 市居 修2） 猪谷哲司1） 島村芳子1） 藤本新平1） 寺田典生1）

O-35．結節性病変・滲出性病変を伴い糖尿病性腎症との鑑別を要した 2例
倉敷中央病院 腎臓内科1）

重井医学研究所附属病院 内科2）

○神崎資子1） 島田典明1） 正吉志帆1） 川副智宏1） 澤木 了1） 生田 悠1） 西川真那1）

福岡晃輔1） 福島正樹2） 浅野健一郎1）
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15：30～16：42 一般演題８（基礎（全身と腎））

座長：脇野 修（慶應義塾大学 腎臓内分泌代謝内科）
合田朋仁（順天堂大学 医学部 腎臓内科）

O-36．糖尿病モデル動物腎臓における酸素分圧の非侵襲的画像化解析法の開発
九州大学大学院 医学研究院 病態制御内科学1）

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点2）

岐阜大学大学院 医学研究科 放射線医学分野3）

九州大学大学院 薬学研究院 生命物理学分野4）

第一薬科大学 薬物治療学分野5）

長崎国際大学 薬学部薬学科6）

福岡市健康づくりサポートセンター7）

○小玉賢美1） 兵藤文紀2,3） 大和真由実2,4） 安川圭司2,5） 南 陽平1） 園田紀之1,2） 小川佳宏1）

市川和洋2,6） 井口登與志2,7）

O-37．糖尿病性腎症に対する糖質応答性転写因子ChREBPを標的とした新規治療薬の可能性
東北大学大学院 医学系研究科 分子内分泌学分野1）

東北大学大学院 薬学研究科 合成制御化学分野2）

○鈴木 歩1） 横山 敦1） 岩渕好治2） 菅原 明1）

O-38．Progranulin が肥満モデルマウスの腎組織変化に及ぼす影響
順天堂大学
○足立恵理 村越真紀 越田剛生 作間宏子 合田朋仁 鈴木祐介

O-39．糖尿病性腎症と下肢筋肉筋組成の関連の検討
重井医学研究所 分子細胞生物部門1）

重井医学研究所 分子遺伝部門2）

重井医学研究所附属病院3）

○友野靖子1） 大西香織1） 真鍋康二3） 福島正樹3） 松山 誠2）

O-40．糖尿病性腎症におけるNucleobindin-2 の検討
近畿大学 医学部腎臓内科1）

群馬大学附属病院 内分泌代謝内科2）

○中谷嘉寿1） 岡田秀一2） 市川昌志1） 大西佐代子1） 中野志仁1） 高見勝弘1） 有馬秀二1）

O-41．糖尿病性腎症の傍糸球体装置における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 腎内分泌代謝内科
○齊藤仁通 小野 萌 金山典子 木村守次 澤田佳一郎 和田健彦 豊田雅夫 深川雅史
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12 月 1 日（日）

【第 1会場（3階 コンベンションホール）】

8：00～8：50 モーニングセミナー１（共催：サノフィ株式会社）

糖尿病腎症の血糖管理を考える
座長：福井道明（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学）
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）

9：00～10：00 一般演題９（臨床（チーム医療））

座長：豊田雅夫（東海大学 医学部 腎内分泌代謝内科）
横山宏樹（自由が丘横山内科クリニック）

O-42．糖尿病性腎症 4期で多角的強化治療と多職種介入のチーム医療により早期透析導入が阻止で
きた 3症例
重井医学研究所附属病院
○荒木俊江 大森一慶 真鍋康二 福島正樹

O-43．糖尿病教育入院における合併症予防を強化した取り組みの中間報告
医療法人 王子総合病院 東7病棟1）

医療法人 王子総合病院 看護部 療養支援室2）

○坂東 瞳1） 近藤美佐子2）

O-44．パーキンソン病患者の糖尿病透析予防指導を通して～チーム介入の重要性を学んだ症例～
医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 看護部1）

医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 栄養管理部2）

医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 診療部 糖尿病内科3）

○伊藤有希1,2,3） 亀山香里1） 古市たまき1） 稲野茂行1） 松浦哉子1） 岡田 忍2） 大森一慶3）

荒木俊江3） 真鍋康二3）

O-45．透析導入を受け入れられない糖尿病性腎症患者への意思決定支援の一例
金沢医科大学病院 看護部
○道下佳代子 白藤友紀 下川雪江

O-46．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 第 2報
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） 奥田知之1） 吉野順子1） 中村 瞳1） 石田直人1） 豊田雅夫2）
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10：00～11：12 一般演題１０（臨床（病期））

座長：森 克仁（大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学）
星野純一（虎の門病院 腎センター）

O-47．糖尿病腎症合併妊娠に対する糖尿病腎症病期分類に関する提案
戸塚ロイヤルクリニック1）

東京女子医科大学 糖尿病センター2）

東京女子医科大学 臨床検査科3）

○大森安恵1） 柳沢慶香2） 佐藤麻子2,3）

O-48．CKD重症度分類のA区分、G区分の網膜症評価における意義
きだ内科クリニック1）

滋賀医科大学 糖尿病内分泌腎臓内科2）

○紀田康雄1） 前川 聡2）

O-49．糖尿病性腎臓病の対策のための eGFR改善群と悪化群の臨床的比較検討
JA愛知厚生連 知多厚生病院 内科
○丹村敏則

O-50．日本人糖尿病患者における腎症の発症関連因子～JDCP研究データの解析結果より（続報）～
日本糖尿病学会1）

岡山大学病院 新医療研究開発センター2）

東京慈恵会医科大学3）

金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学4）

おさふねクリニック5）

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科6）

○四方賢一1,2） 宇都宮一典1,3） 古家大祐1,4） 小寺 亮1,5） 宮本 聡1,2） 西村理明1,6）

田嶼尚子1,3） JDCP研究グループ1）

O-51．2型糖尿病患者における腎予後に対する尿中アルブミンの変化の影響
東京女子医科大学 糖尿病センター内科
○横山陽一 花井 豪 西脇 唯 森 友実 竹村俊輔 吉田直史 入村 泉 馬場園哲也

O-52．糖尿病患者における 5年間の eGFR低下率別の患者像の比較
内科阿部医院
○阿部克成 阿部陽子 阿部理恵 柴田美香 伊藤千春 阿部信行
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11：15～12：00 ディベート
糖尿病性腎症における蛋白制限食

座長：宇都宮一典（東京慈恵会医科大学 総合健診・予防医学センター）

DB-1．たんぱく質制限食PRO（たんぱく質制限食のメリット）
新潟大学 保健管理センター
鈴木芳樹

DB-2．糖尿病性腎症において蛋白制限食は有益か？
京都府立医科大学大学院 医学研究科 内分泌・代謝内科学
福井道明

12：10～13：00 ランチョンセミナー４
（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）

糖尿病腎症と向き合う 2019
座長：四方賢一（岡山大学病院 新医療研究開発センター）
演者：金﨑啓造（島根大学医学部 内科学講座 内科学第一）

13：10～15：00 ワークショップ
透析予防指導の効果を考える

座長：守屋達美（北里大学 健康管理センター）
有村恵美（鹿児島県立短期大学 生活科学科食物栄養専攻）

WS-1．糖尿病透析予防指導―その効果を客観的に検証する時期である
北里大学 健康管理センター
守屋達美

WS-2．川崎医科大学附属病院での取り組み（管理栄養士の立場から）
川崎医療福祉大学 臨床栄養学科1）

川崎医科大学附属病院 栄養部2）

川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学3）

川崎医科大学附属病院 看護部4）

○市川和子1,2,3,4） 河原和枝1） 蜂谷祐子2） 石﨑菜央佳2） 倉恒ひろみ2） 伏見佳朗3）

下田将司3） 金藤秀明3） 森田純子4） 宇於崎祐美子4）

WS-3．日本病態栄養学会の取り組み
関西電力病院 疾患栄養治療センター
北谷直美
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WS-4．岡山大学病院での取り組み（看護師の立場から）
岡山大学病院 看護部 外来1）

岡山大学病院 糖尿病センター2）

岡山大学病院 臨床栄養部3）

岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科4）

岡山大学病院 新医療研究開発センター5）

○大橋睦子1） 片山晶博2） 長田麻里2） 高橋絢子3） 庄野三友紀3） 江口 潤4） 中司敦子4）

宮本 聡5） 和田 淳4） 四方賢一5）

【第 2会場（1階 イベントホール東）】

8：00～8：50 モーニングセミナー２（共催：アストラゼネカ株式会社/
小野薬品工業株式会社）

SGLT2 阻害薬による糖尿病治療～からだの変化を踏まえて
座長：杉山 斉（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科血液浄化療法人材育成システム開発学）
演者：西山 成（香川大学 医学部薬理学）

9：00～9：30 教育講演１

EL1．肥満関連腎症の臨床と基礎
座長：羽田勝計（旭川医科大学/（医）共創会）
演者：久米真司（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）

9：30～10：00 教育講演２

EL2．糖尿病腎症の病態と治療
座長：荒木信一（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）
演者：金﨑啓造（島根大学 医学部 内科学講座（内科学第一））

10：00～10：30 教育講演３

EL3．症例から学ぶ高齢糖尿病腎症患者への栄養指導
座長：井口登與志（福岡市医師会 福岡市健康づくりサポートセンター）
演者：幣憲一郎（京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部）

10：30～11：00 教育講演４

EL4．糖尿病性腎症と腎臓リハビリテーション
座長：赤井裕輝（東北医科薬科大学 医学部 内科学第二（糖尿病代謝内科）教室）
演者：上月正博（東北大学大学院 医学系研究科 内部障害学分野）



24

12：10～13：00 ランチョンセミナー５（共催：協和キリン株式会社）

腎保護を考慮した糖尿病治療戦略
座長：和田隆志（金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 腎臓内科学）
演者：川浪大治（福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学）

14：00～16：30 市民公開講座
ランゲルハンス島物語―膵臓と腎臓のおはなし―

開会挨拶：槇野博史（国立大学法人岡山大学）

講演 1 糖尿病と膵臓の古くて新しいお話
八木橋操六（東邦大学 医学部/弘前大学）

講演 2 糖尿病性腎症の予防と治療
柏原直樹（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科）

講演 3 食事療法について
長谷川祐子（岡山大学病院 臨床栄養部）

講演 4 運動療法について
鈴木久雄（岡山大学 全学教育・学生支援機構）

【第 3会場（1階 イベントホール西）】

10：00～11：00 一般演題１１（基礎（SGLT２阻害薬））

座長：山岸昌一（昭和大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）
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）

O-53．Dapagliflozin あるいはDapagliflozin と Ramipril の併用投与が糖尿病モデルSDT fatty ラッ
トの腎症に及ぼす影響
京都大学大学院 農学研究科1）

Physiogenex2）

日本クレア（株）3）

日本たばこ産業（株）医薬総合研究所4）

○太田 毅1） François Briand2） 篠原雅巳3） 笹瀬智彦4） Emmanuel Brousseau2）

影山 靖3） Thierry Sulpice2）
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O-54．肥満 2型糖尿病モデルSDT fatty ラットの腎臓におけるSGLT2 の発現および病態の解析
日本クレア株式会社1）

東京農大・院・食品栄養学2）

東京農大・院・食品安全健康学3）

京都大学・農学部4）

○篠原雅巳1） 張 舜恵2） 宇野絹子2） 山口彩音2） 太田 毅4） 美谷島克宏2,3）

O-55．In vivo imaging を用いた SGLT2 阻害薬投薬直後のGFR変動機序の解明
川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学
○和田佳久 城所研吾 近藤 恵 角谷裕之 長洲 一 佐藤 稔 佐々木環 柏原直樹

O-56．SGLT2 阻害薬カナグリフロジンの糖尿病マウスにおける糸球体過剰濾過・酸化ストレス抑
制効果の検討
川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学
○近藤 恵 城所研吾 和田佳久 角谷裕之 長洲 一 佐藤 稔 佐々木環 柏原直樹

O-57．SGLT2 阻害薬は近位尿細管のオートファジー機能を改善し腎保護に寄与する
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
○福島和彦 喜多村真治 桑 藝禎 辻 憲二 和田 淳

11：00～12：00 一般演題１２（基礎（細胞・シグナル））

座長：深水 圭（久留米大学 医学部 内科学講座腎臓内科部門）
長洲 一（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学）

O-58．糖尿病性腎症においてボウマン嚢壁側上皮細胞は細胞周期の異常を介して肥大や細胞障害を
引き起こす
慶應義塾大学 腎臓内分泌代謝内科
○川口隆久 長谷川一宏 脇野 修 伊藤 裕

O-59．糖尿病による糸球体内皮細胞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 内科学講座1）

滋賀医科大学 生化学・分子生物学講座2）

○吉林 護1） 久米真司1） 山原真子1） 山原康佑1） 武田尚子1） 大澤紀之1） 金崎雅美1）

中江由希2） 荒木信一1） 前川 聡1）

O-60．ROCK1/AMPK axis による脂肪酸の利用障害を介した糖尿病腎症進展機構
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科1）

福岡大学 内分泌・糖尿病内科2）

東京慈恵会医科大学 総合健診・予防医学センター3）

○永井洋介1） 的場圭一郎1） 川浪大治2） 竹田裕介1） 赤嶺友代1） 横田太持1） 宇都宮一典3）

西村理明1）
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O-61．Reno-Protective Effects of Empagliflozin via Inhibition of EMT Associated with Suppression
of Aberrant Glycolysis
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）

島根大学 内科学講座 内科学第一3）

○Haijie Liu1） Jinpeng Li1） 高垣雄太1） 金崎啓造1,2,3） 古家大祐1,2）

O-62．糖尿病腎における血管内皮細胞Atg5 不全はアンギオテンシン II 受容体拮抗薬に対する治療
抵抗性を惹起する
金沢医科大学 糖尿病内分泌内科学1）

金沢医科大学 先制分子食料科学研究部2）

島根大学 内科学講座 内科学第一3）

○高垣雄太1） Dongqing Zha1） Seon Myeong Lee1） 金崎啓造1,2,3） 古家大祐1,2）

12：10～13：00 ランチョンセミナー６（共催：田辺三菱製薬株式会社）

糖尿病性腎症の重症化予防と合併症管理
座長：富野康日己（医療法人社団松和会/順天堂大学）
演者：阿部雅紀（日本大学 腎臓高血圧内分泌内科）
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