
1/14■第66回⽇本腎臓学会学術総会　⼀般演題【ポスター】
セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 賴　建光 獨協医科⼤学腎臓・⾼⾎圧内科

⾼フルクトース摂取下のDahl⾷塩感受性ラットにおける選択的PPARαモジュ
レーター pemafibrateの腎保護効果 P-001 徐　路思 東北医科薬科⼤学リハビリテーション学

エンパグリフロジンはメガリン介在性アルブミンー脂肪酸毒性に伴うオートファ
ジー停滞を解消し腎保護に働く P-002 松井　翔 ⼤阪⼤学

CKD誘発脂肪萎縮における酸化損傷蛋⽩質 AOPPsの関与 P-003 中野　武⼤ 熊本⼤学⼤学院薬学教育部薬剤学分野

5/6腎摘CKDモデルマウスにおいて、⾼蛋⽩⾷負荷が⽷球体障害と尿細管
障害へ及ぼす影響について P-004 ⽥中　翔平 横浜市⽴⼤学循環器腎臓⾼⾎圧内科学

SGLT2阻害薬がeGFR変動に及ぼす影響についての検討 P-005 中野　志仁 近畿⼤学病院腎臓内科

網羅的メタボロミクスによる慢性腎障害時の代謝動態変化の解析 P-006 道家　智仁 名古屋⼤学医学系研究科　腎臓内科

Elobixibat投与マウスにおける胆汁酸および腸内細菌叢の検討 P-007 蓑輪　圭太 東北⼤学⼤学院医学系研究科　腎・⾼⾎圧・内分泌
科

Therapeutic ultrasound treatment for the prevention of
chronic kidney disease-associated cachexia and muscle
wasting

P-008 Shing-Hwa Liu Institute of Toxicology, College of Medicine,
National Taiwan University, Taipei, Taiwan

司会 三瀬　直⽂ 三井記念病院腎臓内科

腎性貧⾎患者を対象としたロキサデュスタットの特定使⽤成績調査の中間報
告－保存期慢性腎臓病症例－ P-009 阿部　周策 アステラス製薬

保存期CKD患者におけるHIF-PH阻害薬(ロキサデュスタット)の腎性貧⾎に
対する有効性と関連因⼦の検討 P-010 平井　啓之 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター

腎性貧⾎診療における属性（性差、年齢）の影響について P-011 ⽚岡　浩史 東京⼥⼦医科⼤学　腎臓内科

保存期CKDにおけるESA初期治療抵抗性と予後に関する検討 P-012 ⾦澤　達郎 秋⽥⼤学医学部附属病院 ⾎液・腎臓・膠原病内科

保存期慢性腎臓病患者におけるロキサデュスタットによる貧⾎改善効果と患
者背景の関係 P-013 森　俊⼦ 社会福祉法⼈仁⽣社　江⼾川病院　糖尿病・代謝・腎

臓内科
保存期CKD患者におけるヘモグロビン変動と腎予後、総死亡の関連︓福岡
腎臓病データベース（FKR）研究 P-014 ⽥中　茂 九州⼤学病態機能内科学

保存期CKD患者へのエナロデュスタット12週間の投与 P-015 平⽥　昌義 ⾼岡市⺠病院内科

腎性貧⾎におけるホスファチジルセリンの⾚⾎球寿命短縮への関与について P-016 関　桃⼦ 東京⼥⼦医科⼤学腎臓内科

腎移植患者における移植後貧⾎と移植腎間質線維化の相関 P-017 海上　耕平 東京⼥⼦医科⼤学病院　移植管理科

司会 坂本　和雄 神⼾⼤学⼤学院医学研究科腎臓内科/腎・⾎液浄化
センター

Hb変動を考慮したロキサデュスタットの初期投与量の検討 P-018 ⾼村　武之 あけぼの病院腎臓内科

エナロデュスタット投与による保存期慢性腎臓病患者の腎機能の変化︓背
景因⼦の影響 P-019 藤川　凌 ⿃居薬品株式会社

DaprodustatとVadadustatの薬剤費および副作⽤の⽐較 P-020 今井　圓裕 中⼭寺いまいクリニック

網状⾚⾎球数はHIF-PH阻害薬治療中の保存期CKD患者のHb over
shootを予⾒する P-021 ⼩佐野　慧⼀ ⼭梨⼤学医学部附属病院腎臓内科

 CKD患者におけるダパグリフロジン10mgがHb値に与える影響 P-022 河村　勇志 堺市⽴総合医療センター

保存期CKD患者の腎性貧⾎に対するHIF-PH阻害剤とESAの有効性と安
全性の⽐較-リアルワールドデータ解析- P-023 ⼭内　真之 ⻁の⾨病院腎センター内科

慢性腎臓病患者におけるHIF-PHD阻害薬使⽤に伴う銅代謝の変化 P-024 森⼭　智⽂ 久留⽶⼤学医学部内科学講座腎臓内科部⾨

当院における亜鉛⽋乏症診療の実態調査 P-025 福⽥　誠 佐賀⼤学医学部腎臓内科

慢性腎臓病(CKD)患者へのSGLT2阻害薬投与による造⾎因⼦の変化 P-026 古殿　孝⾼ NTT東⽇本関東病院

CKD（基礎）　ポスター 6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

CKD（貧⾎・鉄代謝その他）1　ポスター ポスター
会場 3階　303+3046⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304CKD（貧⾎・鉄代謝その他）2　ポスター

CKD

CKD

CKD
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 堀野　太郎 ⾼知⼤学内分泌代謝・腎臓内科

急性腎障害におけるアクロレイン産⽣は尿細管細胞死を誘導する P-027 相原　成志 九州⼤学⼤学院医学研究院病態機能内科学

マウス虚⾎性急性腎障害モデルの線維化レベルの⽐較 P-028 杉浦　孝宏 株式会社⽇本バイオリサーチセンター

傷害尿細管由来のCCN1は線維芽細胞の組織傷害部位への遊⾛を誘導
する P-029 中⽥　智⼤ 京都府⽴医科⼤学腎臓内科

腎虚⾎再灌流におけるMAVS蛋⽩の役割 P-030 南　太⼀朗 ⾦沢⼤学⼤学院腎臓内科学

アルギナーゼ2はシスプラチン誘発急性腎障害においてマクロファージの炎症応
答を促進する P-031 内⽥　裕⼠ 福岡⻭科⼤学　総合医学講座　内科学分野

ヒポキサンチン投与による腎性低尿酸⾎症1型モデルマウスの急性腎障害発
症の試み P-032 細⼭⽥　真 帝京⼤学薬学部⼈体機能形態学

DPP-4 阻害薬のシスプラチン腎症軽減効果にマグネシウム⽋乏が与える影
響の検討 P-033 岩倉　考政 浜松医科⼤学第⼀内科

急性腎障害の重症度を反映する新規尿中バイオマーカー︓フォリスタチン P-034 永⼭　泉 埼⽟医科⼤学総合医療センター腎・⾼⾎圧内科

司会 ⽯川　英⼆ 済⽣会松阪総合病院　腎臓センター

LMD-LCMS/MS法を⽤いた⽷球体腎炎の尿細管障害に関与する蛋⽩の
検討 P-035 康　徳東 昭和⼤学顕微解剖学

腎尿細管細胞におけるNFAT5の加齢に伴う腎機能障害への関与の可能性 P-036 丸⼭　功祐 熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部　腎臓内科学

アンジオテンシンII誘発⾼⾎圧ラットにおける⾼マグネシウム⾷の腎障害抑制
効果 P-037 ⾼柳　佳織 埼⽟医科⼤学総合医療センター腎・⾼⾎圧内科

多数例におけるIgMPC-TINの臨床的・組織学的特徴 （2017年と⽐較し
て） P-038 ⾼橋　直⽣ 福井⼤学腎臓内科

IL-1RAcpを補助受容体とするIL-1受容体ファミリーの各種腎疾患における
腎臓内での発現の検討 P-039 熊⾕　直憲 藤⽥医科⼤学⼩児科学

Glomerular capillary microaneurysmsを伴う⽷球体疾患の臨床病
理学的特徴 P-040 三井　亜希⼦ ⽇本医科⼤学　内分泌代謝・腎臓内科学

特殊な横紋様線維性構造を認めた5症例の臨床学的・病理学的解析 P-041 ⽯⽥　万菜 京都⼤学腎臓内科学

ホジキンリンパ腫（HL)における腎障害について P-042 冨⽥　茂樹 順天堂・医・浦安病院・病理診断科

司会 ⻑井　美穂 東京医科⼤学腎臓内科学分野

ANCA関連⾎管炎患者の腎病理分類と臨床所⾒の相関の検討 P-043 橿尾　岳 ⾼知⼤学内分泌代謝・腎臓内科

⻑崎県下の抗好中球細胞質抗体関連⾎管炎(AAV)における年代別の治
療の検討 P-044 牟⽥　久美⼦ ⻑崎⼤学病院腎臓内科

ANCA関連腎炎における尿中VCAM-1、ICAM-1と腎病理の関連性の検
討 P-045 ⽥中　友規 藤⽥医科⼤学

ANCA関連腎炎における腎⽣検症例の解析 P-046 川嶋　聡⼦ 杏林⼤学　腎臓・リウマチ膠原病内科

ANCA関連⾎管炎における網羅的腎病理の解析 P-047 ⾼橋　和也 ⼭梨⼤学医学部腎臓内科

ANCA関連⾎管炎におけるArteritisの存在を踏まえた腎⽣検の意義の検
討 P-048 ⿇⽣　芽亜 聖マリアンナ医科⼤学病院 腎臓・⾼⾎圧内科

ANCA関連⾎管炎の間質性肺炎合併有無による臨床像の相違に関する検
討 P-049 東　良亮 公益財団法⼈⽥附興⾵会医学研究所北野病院腎臓

内科

顕微鏡的多発⾎管炎における尿中Dickkopf-3測定の有⽤性 P-050 関⼝　桃⼦ 埼⽟医科⼤学総合医療センター腎・⾼⾎圧内科

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304AKI（基礎）　ポスター

⽷球体・間質疾患　ポスター

⼆次性⽷球体腎炎1　ポスター

ポスター
会場 3階　303+304

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

AKI

⽷球体・尿細管間質疾
患

⽷球体・尿細管間質疾
患
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 瀧　史⾹ 聖路加国際病院腎臓内科

⾻粗鬆症合併⾎液透析患者に対するロモソズマブ及びデノスマブ治療の検
討 P-051 齋藤　友広 昭和⼤学医学部内科学講座腎臓内科学部⾨

慢性腎臓病患者における蛋⽩尿とミネラル代謝異常との関連（J-CKD-
DB-Ex） P-052 嶋本　聖 九州⼤学⼤学院 病態機能内科学

原発性副甲状腺機能亢進症に合併する腎機能障害に関連する因⼦の検
討 P-053 ⽮本　琢真 島根⼤学医学部内科学講座内科学第⼀

担癌患者におけるPTHrpが⾼Ca⾎症、⽣命予後に与える影響についての
検討 P-054 ⽊村　愛 東京慈恵会医科⼤学　腎臓・⾼⾎圧内科

⾎液透析患者における副甲状腺ホルモン値と脈波伝播速度の関連 P-055 加藤　⼀彦 東京慈恵会医科⼤学 腎臓・⾼⾎圧内科

維持⾎液透析患者の副甲状腺カルシウム感受性がシフトする可能性 P-056 飯⽥　禎⼈ 国際医療福祉⼤学熱海病院腎臓内科

⾎液透析患者におけるリンとコレステロール代謝の関連性 P-057 庄司　哲雄 ⼤阪公⽴⼤学⼤学院医学研究科　⾎管病態制御学

⼀外来透析施設における後期⾼齢⾎液透析患者での栄養状態、CKD-
MBD管理と10年予後 P-058 中⻄　太⼀ 眞仁会北久⾥浜たくちクリニック

⾎液透析(HD)患者の⾎清P濃度がRAS阻害薬(Ri)やアスピリン(A)の⼼⾎
管保護効果に及ぼす影響 P-059 緒⽅　浩顕 昭和⼤学横浜市北部病院内科腎臓

腎障害初期のタンパク質摂取制限は筋重量を減少させるが⾻脆弱性の形
成を回避する P-060 岩崎　⾹⼦ ⼤分県⽴看護科学⼤学

司会 中村　元信 東京⼤学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

ゲノム編集で得られたAQP2遺伝⼦改変マウスの解析 P-061 松崎　利⾏ 群⾺⼤学⽣体構造学

原発性アルドステロン症患者の尿エクソソームにおける上⽪性ナトリウムチャネ
ルの検討 P-062 早間　悠⼈ 帝京⼤学腎臓内科

抗利尿ホルモン不適合分泌症候群へのバプタン加療 P-063 種本　雅之 国際医療福祉⼤学

SGLT2阻害薬は慢性腎臓病患者の体液量を⻑期間にわたり適正に維持
する P-064 岡　健太郎 ⾃治医科⼤学内科学講座腎臓内科学部⾨

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム⽔和物の急性期⾼カリウム⾎症治療への
有⽤性 P-065 ⼤瀬　貴元 JCHO東京新宿メディカルセンター

⾎清尿素窒素⾼値の腎後性腎不全患者は尿路閉塞解除後の⾎清ナトリ
ウム濃度の上昇速度が速い P-066 川野　祐暉 JCHO⼤阪病院内科

当院の救急外来における⾼ナトリウム⾎症を呈した患者についての検討 P-067 ⼩⼭　哲平 聖マリアンナ医科⼤学横浜市⻄部病院腎臓・⾼⾎圧内
科

⾼カリウム⾎症患者におけるカリウム吸着薬の処⽅実態 P-068 ⽥中　⼤⼀ 株式会社ユカリア

⾻ミネラル代謝　ポスター

⽔電解質　ポスター

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

⽔電解質・酸塩基平衡・
⾻ミネラル代謝

⽔電解質・酸塩基平衡・
⾻ミネラル代謝
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 伊與⽥　雅之 昭和⼤学微⽣物学免疫学講座

AT1受容体情報伝達制御機能を有するATRAPの近位尿細管特異的⾼
発現マウスの作製 P-069 ⼤上　尚仁 横浜市⽴⼤学附属病院

アンジオテンシン受容体（AT1）拮抗薬による⾻格筋萎縮抑制の可能性
―除神経モデルでの検討 P-070 ⾼⼭　卓 聖マリアンナ医科⼤学腎臓⾼⾎圧内科

腎臓におけるtRNA修飾酵素CDKAL1 の⽣理機能および⾜細胞機能との
関連 P-071 永⽥　裕⼦ 熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部　分⼦⽣理学講座

演題取消し P-072 廣⽥　慧悟 横浜市⽴⼤学医学部循環器・腎臓・⾼⾎圧内科学

未分化ポドサイトにおけるAngulin-3の局在の解析 P-073 東　淳⼦ 福島県⽴医科⼤学腎臓⾼⾎圧内科学講座

1型アンジオテンシン II受容体結合蛋⽩はトランスフェリン受容体1の内在化
を促進する P-074 安部　えりこ 横浜市⽴⼤学医学部循環器・腎臓・⾼⾎圧内科学

⾎管内⽪NAMPT-NAD+合成系のインスリン抵抗性および⾎圧制御におけ
る役割の検討 P-075 ⼩杉　将太郎 慶應義塾⼤学　腎臓内分泌代謝内科

腎不全に伴う⾎中修飾ヌクレオシド上昇から紐解く新規⼼腎連関分⼦メカニ
ズムの解明 P-076 ⼭村　遼介 熊本⼤学病院　腎臓内科

近位尿細管上⽪細胞におけるDNA損傷修復は全⾝の代謝変容を惹起す
る P-077 ⻄村　絵⾥那 慶應義塾⼤学医学部腎臓内分泌代謝内科

糖尿病性腎臓病の進⾏抑制効果を有する習慣的⾛運動の⾻格筋への影
響 P-078 ⼩⽵　徹 聖マリアンナ医科⼤学　腎臓⾼⾎圧内科

司会 天野　博明 埼⽟医科⼤学腎臓内科

A novel key axis of the AKI to CKD continuum focuses on the
miR-30a-3p-CNPY2-fibrosis axis P-079 Chih-Kang Chiang Graduate Institute of Toxicology

Protective effects of the active ingredients of Chinese herb,
Scutellaria baicalnsis Geprgi, on the progressive renal fibrosis P-080 Cheng-Tien Wu Department of Nutrition, China Medical

University, Taichung, Taiwan
NAD+代謝物N-Me-2PYはPI3K-Akt経路の抑制を介して腎線維化進展
を抑制する P-081 吉村　憲⼈ 慶應義塾⼤学腎臓内分泌代謝内科、塩野義製薬株

式会社
PalladinはMRTF-SRFシグナルおよび接着斑構成因⼦発現を介して腎線
維芽細胞活性化に寄与する P-082 ⼭本　侃暉 ⾦沢⼤学⼤学院腎臓内科学

シュウ酸カルシウム負荷モデルにおけるfibulin-7の関与 P-083 杉浦　秀和 埼⽟県済⽣会加須病院腎臓内科

CKDにおける2型⾃然リンパ球（ILC2）の役割 P-084 ⻑島　隆⼀ 昭和⼤学医学部微⽣物学免疫学講座

Ca感知受容体作動薬における腎障害進展抑制作⽤に関する⽣理的・病
的意義の解析 P-085 ⿊澤　明 埼⽟医科⼤学総合医療センター腎⾼⾎圧内科

腎線維芽細胞の増殖におけるLAT1およびmTORの役割 P-086 ⽟井　亨 ⾦沢⼤学⼤学院腎臓内科学

⽼化腎障害のシグナル伝達の解析 P-087 ⽮内　克典 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター

液性因⼦・創薬医学　ポスター

細胞外基質・線維化　ポスター

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

基礎医学

基礎医学
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 林　⾹ 慶應義塾⼤学腎臓内分泌代謝内科

Passive Heymann腎炎におけるIL-1受容体ファミリー発現の検討 P-088 吉兼　正宗 藤⽥医科⼤学病院　⼩児科学

HIF-PHD阻害剤は2型⾃然リンパ球を抑制し、M2マクロファージ誘導を制
御する P-089 ⻑島　隆⼀ 昭和⼤学医学部微⽣物学免疫学講座

腹膜透析モデルにおけるMMP-12の解析 P-090 ⻑⾕川　恵美 産業医科⼤学病院　腎センター

LPSプレコンディショニングが腎マクロファージの貪⾷能を向上し、S. aureus
菌⾎症に伴うAKIを改善する P-091 ⽥之上　桂⼦ 防衛医科⼤学校腎臓内分泌内科

AT1受容体結合因⼦の発現増強はアリストロキア酸腎症モデルマウスにおけ
る腎臓の炎症を抑制する P-092 上原　⽴⼰ 横浜市⽴⼤学⼤学院医学研究科病態制御内科学

演題取消し P-093 久野　芳裕 昭和⼤学微⽣物学免疫学講座

横紋筋融解症における新たなターゲットとしての腹腔内炎症 P-094 ⼤久保　光修 慶應義塾⼤学医学部総合診療教育センター

ループス腎炎モデルマウスにおけるc-jun N terminal kinaseの抑制 P-095 杉⼭　昌史 近畿⼤学奈良病院　リウマチ・膠原病内科

Calciprotein particles(CPP)の肝ヘプシジン発現に対する影響 P-096 曽根　⼀真 ⼤阪公⽴⼤学代謝内分泌病態内科学

Immune response after the fourth dose of SARS-CoV-2
mRNA vaccine in hemodialysis patients P-097 Masatoshi Matsunami Department of Nephrology, Kameda Medical

Center, Chiba, Japan

司会 杉浦　秀和 埼⽟県済⽣会川⼝総合病院腎臓内科

⾼齢腎炎患者におけるステロイド導⼊後の感染合併症とCONUT
（Controlling Nutritional status）スコアについての検討 P-098 島本　侑樹 福井⼤学病院腎臓内科

慢性腎臓病に対するダパグリフロジン投与29症例の検討 P-099 吉川　隆広 JCHO東京新宿メディカルセンター

慢性腎臓病34⼈において、ダパグリフロジンによるeGFR上昇が16⼈、維持
が9⼈という腎保護効果 P-100 熊⾕　裕⽣ 防衛医科⼤学校　腎臓内分泌内科

当院慢性腎臓病患者におけるSGLT2阻害薬の効果 P-101 井上　宏⼦ 千葉⼤学医学部附属病院腎臓内科

⾮CKD患者における⾚⾎球分布幅(RDW)とCKD発症の関連 P-102 ⽊村　浩 福島県⽴医科⼤学腎臓⾼⾎圧内科学講座

糖尿病性腎症と腎硬化症の新規鑑別法の検討 P-103 川本　俊輔 ⽇本⼤学腎臓⾼⾎圧内分泌内科

慢性腎臓病における動脈スティフネスと⾎圧が腎⼩細動脈硬化に与える影
響 P-104 ⼯藤　祐樹 琉球⼤学循環器・腎臓・神経内科学

慢性腎臓病患者に対するエサキセレノンの尿蛋⽩抑制効果 P-105 ⼭本　真奈 JCHO東京新宿メディカルセンター

慢性腎臓病に対するdapagliflozinの臨床的検討 P-106 軽部　美穂 佼成病院

6⽉9⽇（⾦） 11:00〜12:15 ポスター
会場免疫・炎症　ポスター

CKD（臨床）1　ポスター

3階　303+304

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

基礎医学

CKD
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 豊⽥　⿇理⼦ 熊本⾚⼗字病院腎臓内科

肝移植後の慢性腎臓病に対する腎⽣検の臨床的検討 P-107 ⿇⽣　満広 慶應義塾⼤学腎臓内分泌代謝内科

CKDの進⾏速度におよぼす平均⾎圧の影響は原疾患によって異なる P-108 近藤　⽴雄 埼⽟医科⼤学病院腎臓内科

Dapagliflozinの慢性腎病患者の腎機能に与える影響 P-109 能勢　知可⼦ ⿊部市⺠病院

HIF-PH阻害薬による腎保護効果の検討 P-110 岩⽥　⿇有 佐世保市総合医療センター腎臓内科

Dapagliflozinを導⼊したeGFR 25未満のCKDstageG4患者についての
検討 P-111 太⽥　康介 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岡⼭医療センター腎臓内

科

初回栄養指導前CKD患者のたんぱく質と⾷塩摂取量、サルコペニアの評価 P-112 ⽯川　英⼆ 済⽣会松阪総合病院内科

腎機能低下症例における⾼中性脂肪⾎症治療 P-113 加藤　　有紗 順天堂⼤学附属浦安病院腎・⾼⾎圧内科

腎臓内科における患者への説明同意書の変遷-SGLT2阻害剤とCOVID-
19の影響 P-114 ⽥中　宏志 三原⾚⼗字病院　腎臓内科

CKD保存期において腎臓専⾨医により管理は異なるが予後への影響は少な
い P-115 井上　達之 京都桂病院

ベラプロストナトリウム徐放錠（TRK-100STP）の⾮糖尿病性CKD患者を
対象としたPh-IIb/III試験（CASSIOPEIR）の⽇本⼈サブグループ解析 P-116 中元　秀友 埼⽟医科⼤学

司会 井上　秀⼆ JR東京総合病院 総合診療科

超⾼齢⾎液透析導⼊患者の⽣命予後に対する検討 P-117 森　⼤輔 ⼤阪労災病院腎臓内科

Fibrosis-4 indexと腎機能の関係性の検討 P-118 荒⽊　真 札幌徳洲会病院 腎臓内科

尿蛋⽩定性と尿蛋⽩/クレアチニン⽐の乖離に影響する因⼦の検討 P-119 ⼩島　智亜⾥ 国際医療福祉⼤学三⽥病院検査部

⼀般住⺠における飲酒と慢性腎臓病の増悪との関連: ISSA-CKD研究 P-120 ⾼橋　宏治 福岡⼤学腎臓・膠原病内科学

救急外来における低尿酸⾎症の有病率と特徴について P-121 牧野内　⿓⼀郎 聖マリアンナ医科⼤学横浜市⻄部病院

慢性腎臓病のCOVID-19重症化リスク因⼦に関する単施設検討 P-122 ⼩林　政司 帝京⼤学ちば総合医療センター第三内科

慢性腎臓病における抗⾎栓薬と⽣命予後の関連性 P-123 渡辺　恭⼦ ⾜利⾚⼗字病院内科

仰臥位保持困難例に対する側臥位腎⽣検のすすめ P-124 ⼤庭　悠貴 ⻁の⾨病院分院

司会 藤⽥　雄 弘前⼤学循環器腎臓内科学講座

摘出移植腎における移植腎廃絶原因の病理学的検討 P-125 ⼤⽊　⾥花⼦ 東京⼥⼦医科⼤学　腎臓内科

糖尿病性腎症への腎移植症例における周術期⼝腔ケアの重要性についての
検討 P-126 前之園　良⼀ ⼤阪医科薬科⼤学　泌尿⽣殖・発達医学講座　泌尿

器科
⽣体腎移植後のタンパク質摂取量は腎移植1年後のeGFRに影響を与える
か。 P-127 阿部　哲也 北⾥⼤学病院腎臓内科

腎移植後糖尿病に対するsodium-glucose cotransporter 2
(SGLT2) 阻害薬の有⽤性および安全性 P-128 ⽥中　伸枝 東京⼥⼦医科⼤学糖尿病・代謝内科

腎移植患者に適した服薬アドヒアランス尺度開発 P-129 ⾹束　昌宏 明治橋病院泌尿器科

腎移植後の腎・尿路悪性腫瘍 P-130 神家満　学 ⻁の⾨病院分院泌尿器科

腎移植　ポスター 6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場

CKD（臨床）2　ポスター

CKD（貧⾎・鉄代謝その他）3　ポスター

3階　303+304

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

CKD

CKD

ESRD
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 ⼤⽵　剛靖 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター

患者の意向により保存的腎臓療法を⾏った6例の検討 P-131 ⽥中　健⼤郎 佐久総合病院

当院での保存的腎臓療法の現状 P-132 ⽯原　知美 中部国際医療センター腎臓内科

バスキュラーアクセスがない状況で⾎液透析を緊急導⼊した患者の検討 P-133 ⻤塚　史朗 誠仁会　みはま病院

演題取消し P-134 廣瀬　弥幸 広瀬クリニック

⾎液透析患者における導⼊時の⾎清ナトリウム値が⽣命予後に及ぼす影響
についての検討 P-135 阿部　利弘 獨協医科⼤学埼⽟医療センター

司会 森本　耕吉 慶應義塾⼤学医学部⾎液浄化・透析センター

Matrix Metalloproteinase-10⽋損はNFKB経路を介して腹膜の炎症・
線維化を改善させる P-136 ⽯村　拓也 京都⼤学⼤学院医学研究科腎臓内科

腹膜透析導⼊期におけるPrognostic Nutritional Indexと腹膜透析離
脱との関連 P-137 宮⾥　賢和 熊本⼤学病院腎臓内科

腹膜透析患者のカルニチン⽋乏症と亜鉛⽋乏症の有病率の検討 P-138 五⼗嵐　公嘉 ⽇本⼤学医学部内科学系腎臓⾼⾎圧内分泌内科学
分野

後期⾼齢者においてPD腹膜炎発症は増加しない P-139 ⾼橋　俊介 国⽴病院機構呉医療センター腎臓内科

腹膜透析カテーテル留置3⽇後及び7⽇後の2群における、腹膜透析開始後
の臨床成績の⽐較 P-140 杉⽥　和哉 国際医療福祉⼤学病院腎臓内科

腹膜透析患者の腎性貧⾎治療におけるHIF-PH阻害剤のESA製剤に対す
る無作為化2群平⾏群間⽐較 P-141 葛⻄　貴広 国際医療福祉⼤学熱海病院

PD+HD併⽤開始と終了時期が臨床に与える影響〜多施設アンケート形
式による臨床検討〜 P-142 植⽥　敦志 （株）⽇⽴製作所　⽇⽴総合病院　腎臓内科

司会 ⼊江　潤⼀郎 慶應義塾⼤学病院腎臓内分泌代謝内科

遺伝⼦組換え糖尿病モデルブタの腎組織評価 P-143 ⼩熊　秀隆 ⽇本⼤学医学部付属板橋病院腎臓⾼⾎圧内分泌内
科

糖尿病モデルブタを⽤いたプロレニンワクチンの有効性の検証 P-144 ⼩熊　秀隆 ⽇本⼤学医学部付属板橋病院腎臓⾼⾎圧内分泌内
科

⾷塩誘導性⾼⾎圧により糖尿病性腎症を発症した肥満2型糖尿病モデル
SDT fattyラットへのエナラプリル投与実験 P-145 ⽩⽔　貴⼤ 藤⽥医科⼤学病態モデル先端医学研究センター

糖尿病性腎臓病における⾮ステロイド系鉱質コルチコイド受容体拮抗薬
finerenoneよる腎保護機序の解明 P-146 岩倉　主 川崎医科⼤学　腎臓・⾼⾎圧内科学

RAGE経路を介したncRNAによる糖尿病性腎臓病線維化の制御 P-147 萩原　晋⼆ 順天堂⼤学医学部腎臓内科

定量プロテオミクスによる糖尿病性腎障害マーカーの網羅的探索 P-148 柳⽥　憲吾 新潟⼤学⽣体液バイオマーカーセンター

顕性糖尿病性腎症における単⼀ネフロン動態の検討 P-149 三浦　茜 東京慈恵会医科⼤学 腎臓･⾼⾎圧内科

糖尿病性腎臓病腎組織におけるToll-like receptor 4発現と病理学的検
討 P-150 齋藤　綾乃 秋⽥⼤学⾎液腎臓膠原病内科

MiR-143/145はTGF-β1による⽷球体上⽪細胞障害に関与している P-151 ⽥部井　彬史 群⾺⼤学腎臓・リウマチ内科

腎代替療法選択・導⼊　ポスター

腹膜透析　ポスター

DKD（基礎）1　ポスター

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

ESRD

ESRD

⽷球体・尿細管間質疾
患
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 岩下　⼭連 埼⽟医科⼤学総合医療センター腎・⾼⾎圧内科

糖尿病性腎疾患患者における腎⽣検で診断した腎臓病と臨床像の検討 P-152 刑部　有紀 ⾼知⼤学医学部附属病院　内分泌代謝・腎臓内科学

３か⽉間の⽣活習慣改善が⾎清レプチンとアルブミン尿に与える影響―肥満
の効果修飾について― P-153 蒲澤　佳⼦ 新潟⼤学健康増進医学講座

慢性腎臓病患者における糖尿病合併と⼼⾎管病既往との関連: 福岡腎臓
病データベース (FKR)研究 P-154 冷牟⽥　浩⼈ 福岡⼤学　腎臓・膠原病内科学

保存期糖尿病罹患期間/透析期間と⽣命予後/⼼⾎管イベントとの関連に
ついて P-155 ⽥代　学 川島会川島病院

2型糖尿病合併慢性腎臓病stage G3患者におけるSGLT2阻害薬の腎ア
ウトカム評価:医療情報データベースを⽤いた検討 P-156 森　和美 ⽥辺三菱製薬株式会社

SGLT2阻害薬投与が2型糖尿病患者の腎機能および⾎清Na濃度推移に
及ぼす影響 P-157 桑原　孝成 熊本⼤学腎臓内科

SGLT2阻害薬使⽤時におけるメガリンおよびメガリンリガンドの尿中排泄量の
推移 P-158 細島　康宏 新潟⼤学　病態栄養学講座

2型糖尿病患者における⾚⾎球分布幅（RDW）と腎予後の関連 P-159 ⽥中　健⼀ 福島県⽴医科⼤学腎臓⾼⾎圧内科学講座

⼝腔内Streptococcus 由来D-アラニンは糖尿病合併慢性腎臓病患者で
増加する P-160 中出　祐介 ⾦沢⼤学附属病院　検査部

司会 ⾦⼦　佳賢 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科腎・膠原病内科学

IgA腎症患者に対する経⼝ステロイド先⾏扁桃摘出治療プロトコールの検討 P-161 ⽵岡　純 関⻄電⼒病院

IgA腎症へのステロイドパルス療法プロトコル間の有効性⽐較︓単施設後⽅
視的観察研究 P-162 中道　崇 ⽯巻⾚⼗字病院腎臓内科

治療抵抗性IgA腎症の危険因⼦の検討（Oxford分類も含めて） P-163 吉野　篤範 獨協医科⼤学埼⽟医療センター腎臓内科

J-IGACSを⽤いたIgA腎症Oxford分類を構成する病変の組み合わせと治
療反応性との関連の検討 P-164 坂⼝　涼⼦ 慈恵⼤病理

進⾏性IgA腎症における維持的ミゾリビン（MZB)投与中⽌のGFR変化率
への影響 P-165 孫　燕 独⽴⾏政法⼈　地域医療機能推進機構　埼⽟メディカ

ルセンター

当院のIgA腎症患者におけるダパグリフロジン投与後のeGFR変化率の検討 P-166 ⻄⼭　壮 岐⾩⼤学医学部附属病院腎臓内科

当科におけるIgA⾎管炎の治療成績 P-167 ⾼⼭　卓 聖マリアンナ医科⼤学腎臓⾼⾎圧内科

SARS-COVID-2 mRNAワクチン(COVID-19ワクチン)接種後に⾁眼的
⾎尿をきたしたIgA腎症12例の検討 P-168 神崎　資⼦ 倉敷中央病院

新型コロナワクチン接種後に⾁眼的⾎尿を認めたIgA腎症患者の検討 P-169 ⻑辻　克史 ⼤阪市⽴総合医療センター腎臓⾼⾎圧内科

当院のIgA腎症患者におけるCOVID-19ワクチン接種後の腎機能や尿所
⾒に関する検討 P-170 ⼭崎　秀憲 富⼭⼤学第⼆内科

DKD（臨床）　ポスター 6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場

IgA腎症　ポスター

3階　303+304

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

⽷球体・尿細管間質疾
患

⽷球体・尿細管間質疾
患
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 武井　卓 東京都健康⻑寿医療センター腎臓内科・透析科

腎サルコイドーシスにおける尿中ACE測定の臨床的意義 P-171 千葉　祐貴 東北⼤学⼤学院医学系研究科　腎・膠原病・内分泌
学分野

NELL1(Neural Epidermal Growth factor like 1)陽性膜性腎症にお
ける関節リウマチ合併例の特徴 P-172 宮崎　令奈 東京慈恵会医科⼤学腎臓・⾼⾎圧内科

当院の腎アミロイドーシスの治療予後の検討 P-173 ⽵内　陽⼀ 前橋⾚⼗字病院リウマチ・腎臓内科

選択的CCR5阻害薬Maraviroc投与がMRL/lprマウスのループス様病態に
与える影響 P-174 ⼭城　葵 防衛医科⼤学校腎臓内分泌内科

ループス腎炎患者における腎病理分類(ISN/RPS)と臨床データの相関の検
討 P-175 堀野　太郎 ⾼知⼤学内分泌代謝・腎臓内科

深層学習を応⽤した全⾝性エリテマトーデスに伴うループス腎炎の階層化－
難治性腎障害に関する調査研究 P-176 ⽊村　友則 医薬基盤・健康・栄養研究所

臨床個⼈調査票による全⾝性エリテマトーデスにおける腎病変の疫学調
査︓新規申請患者の解析 P-177 池内　秀和 群⾺⼤学腎臓・リウマチ内科

臨床個⼈調査票による全⾝性エリテマトーデスにおける腎病変の疫学調
査︓更新申請患者の解析 P-178 池内　秀和 医薬基盤・健康・栄養研究所　難治性疾患研究開発・

⽀援センター

司会 荒尾　正⼈ 埼⽟医科⼤学病院⼩児科

ESBL産⽣⼤腸菌による⼩児上部尿路感染症治療のde-escalationにお
けるホスホマイシン内服の有⽤性 P-179 浅川　条汰 昭和⼤学医学部

神経性やせ症における腎機能評価 P-180 宮原　宏幸 岡⼭⼤学病院⼩児科

Cre-loxPによるAlport症候群モデルマウスの⽷球体特異的なCOL4A5発
現回復 P-181 階上　健太郎 Axcelead Drug Discovery Partners株式会社

⼩児C3腎炎の後⽅視的検討 P-182 上⽥　知佳 神⼾⼤学⼤学院医学研究科内科系講座⼩児科学分
野

memory CD4T細胞は難治性ネフローゼ症候群の寛解維持に関与する P-183 内⽥　奈⽣ 東北⼤学病院⼩児科

当院で過去約10年間に経験した急性尿細管間質性腎炎について P-184 笠原　理愛 国⽴病院機構　⾦沢医療センター　⼩児科

司会 倉重　眞⼤ 東京慈恵会医科⼤学葛飾医療センター腎臓・⾼⾎圧内
科

常染⾊体顕性多発性嚢胞腎50例の変異解析 P-185 ⽚⼭　鑑 三重⼤学医学部附属病院腎臓内科

機械学習を⽤いたADPKDにおける脳動脈瘤発症関連因⼦の検討 P-186 潮　雄介 東京⼥⼦医科⼤学腎臓内科

腎機能低下が進⾏したADPKDに対するトルバプタンの腎容積増⼤抑制効
果 P-187 野⾒　洋基 ⼤阪労災病院

常染⾊体顕性多発性嚢胞腎(ADPKD)におけるトルバプタン治療例の検討 P-188 甲斐　平康 筑波⼤学医学医療系腎臓内科学

多発性嚢胞腎における⾎管内⽪機能の季節性の変動と腎容積との関連 P-189 ⾦城　育代 弘前⼤学病院腎臓内科

常染⾊体優性多発性嚢胞腎患者の嚢胞感染の再発に関連する因⼦の検
討 P-190 ⽔野　裕基 ⻁の⾨病院分院

当院の染⾊体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)患者における合併症の実態 P-191 並河　明雄 NTT東⽇本関東病院

High protein diet increases glutamine transporter Snat3 in
early polycystic kidney disease (PKD) P-192 Takamitsu Saigusa Division of Nephrology, University of Alabama

at Birmingham

SGLT2阻害薬は腎臓結⽯形成を抑制する-疫学研究･動物細胞実験より P-193 阿南　剛 四⾕メディカルキューブ泌尿器科

特発性腎出⾎の病態は⾎尿患者を扱う臨床医に認知されているか︖ P-194 ⻨⾕　荘⼀ 浜松とよおか病院

⼆次性⽷球体腎炎2　ポスター

⼩児・遺伝⼦　ポスター

嚢胞性腎疾患・泌尿器　ポスター 6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉10⽇（⼟） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

⽷球体・尿細管間質疾
患

⼩児・遺伝性疾患・嚢胞
性疾患・泌尿器疾患

⼩児・遺伝性疾患・嚢胞
性疾患・泌尿器疾患
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司会 ⾬宮　守正 さいたま⾚⼗字病院腎臓内科

肝線維化マーカーFIB-4 scoreとCKD発症リスクの関係 P-195 久間　昭寛 産業医科⼤学病院腎センター

尿中細胞外⼩胞を⽤いた腎機能低下の検出 P-196 滝澤　慶⼀ 東京⼤学医学部⼩児科

細菌特異的修飾ヌクレオシドの排泄メカニズムと⽣理学的意義 P-197 ⻄⼝　栞世 熊本⼤学病院　腎臓内科

補体代替経路に限定した補体価測定（AP50）は補体介在性腎疾患の
治療⽅針決定に⼀助となり得る P-198 澤井　俊宏 滋賀医科⼤学⼩児科

腎⽣検5時間後のHb低下が1.5 g/dl 以内であれば経過観察が妥当であ
る P-199 茂庭　仁⼈ ⼿稲渓仁会病院　腎臓内科

スチレン系軟質樹脂を⽤いた腎⽣検シミュレーターの開発と有⽤性の検討 P-200 辻　憲⼆ 岡⼭⼤学腎・免疫・内分泌代謝内科学

経⽪的腎⽣検における採取⽷球体数に関連する因⼦の検討 P-201 ⽟置　明 ⻑崎⼤学病院　腎臓内科

医学⽣に対する腎セミナー開催についての検討 P-202 辻　憲⼆ 岡⼭⼤学腎・免疫・内分泌代謝内科学

司会 髙野　秀樹 国⽴国際医療研究センター病院

⾼尿酸⾎症合併の保存期慢性腎臓病（CKD）症例に対する
FebuxostatとDotinuradの併⽤効果〜重症度分類による違い〜 P-203 ⼭⽥　剛久 ⽇本医科⼤学千葉北総病院

腎⽣検組織におけるSGLT2の発現 P-204 廣瀬　卓男 東北医科薬科⼤学医学部内科学第三(腎臓内分泌内
科)

糖尿病患者における末期腎不全リスクである推算⽷球体濾過量の低下の背
景 P-205 渡辺　英綱 津⽥沼中央総合病院

⼈種項⽬を除外したGFR推算式のイヌリンクリアランス(Cin)簡易法による⽇
本⼈の検証 P-206 菅原　俊之 ⻘森市⺠病院第2内科

「塩味が好き」ではなく「塩味が嫌い」に着⽬したCKD患者での減塩への試み P-207 奥野　奈津⼦ 京都府⽴医科⼤学腎臓内科

D-アラニンは重症インフルエンザ感染症とCOVID-19のバイオマーカーであり、
かつ治療応⽤性がある P-208 ⽊村　友則 医薬基盤・健康・栄養研究所

慢性腎臓病に対する五苓散の臨床的な効果 P-209 寺⽥　菜々⼦ 神⼾⼤学腎臓内科

CKD合併、輸⾎依存性、ESA抵抗性の⾎液疾患に対するHIF-PH阻害薬
(HIF-PHI)の使⽤経験 P-210 友⻫　達也 名古屋市⽴⼤学病院　腎臓内科

Drugs for people with type 2 diabetes and chronic kidney
disease on cardiovascular and kidney outcomes: a systematic
review and network meta-analysis of randomized controlled
trials

P-211 Qing Yang Division of Nephrology, West China Hospital of
Sichuan University, Chengdu, China

Uric acid based ratios for predicting renal failure in Chinese
IgA nephropathy patients P-212 Aiya Qin  West China Hospital

臨床検査・その他　ポスター

CKD（臨床）3　ポスター

6⽉10⽇（⼟） ポスター
会場11:00〜12:15 3階　303+304

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304 CKD

多職種・患者会
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司会 ⼤瀬　貴元 JCHO東京新宿メディカルセンター腎臓内科

保存期慢性腎臓病患者における尿酸代謝と腎予後との関係における性差に
ついて P-213 春⼭　直樹 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 九州医療センター　腎臓

内科

Advanced CKD合併⼼不全における低Alb⾎症と利尿薬抵抗性の関連 P-214 多賀⾕　知輝 藤⽥医科⼤学

⾮糖尿病性CKD患者に対するダパグリフロジン投与後の臨床パラメーターの
推移 P-215 冷牟⽥　浩⼈ 福岡⼤学　腎臓・膠原病内科学

慢性腎臓病患者におけるドチヌラドの有⽤性 P-216 元　志宏 埼⽟⽯⼼会病院　腎臓内科

CKD症例への重曹投与による尿中アンモニウムイオン排泄抑制の検討 P-217 川⽥　典孝 JCHO⼤阪みなと中央病院

ＣＫＤ患者の1⽇尿糖排泄量-SGLT2阻害薬服⽤およびクレアチニンクリア
ランスとの関連- P-218 中尾　俊之 腎臓・代謝病治療機構

64Cu-ATSM PET/MRIを⽤いた腎⾎流 (RBF) 測定の有⽤性 P-219 ⻄川　雄⼤ 福井⼤学病院腎臓内科

保存期CKD患者への新規尿酸降下薬ドチヌラドの使⽤経験（第2報） P-220 ⾦森　弘志 市⽴福知⼭市⺠病院腎臓内科

低たんぱく質・低⾷塩の⾷事療法の継続指導が⾎清Cr6mg/dLの慢性腎
不全患者の透析回避に与える効果 P-221 中尾　俊之 腎臓・代謝病治療機構

司会 細島　康宏 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科病態栄養学講座

かかりつけ医による腎性貧⾎へのESA, HIF-PHI使⽤実態の検討 P-222 ⽮内　克典 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター

ペマフィブラートがCKD患者の腎機能と⾎中トリグリセリド値に与える影響 P-223 ⻄川原　万友果 信州⼤学医学部附属病院　腎臓内科

かかりつけ医による保存期advanced stage CKD患者へのRAS阻害薬使
⽤実態の検討 P-224 野中　宏晃 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター腎臓内科

慢性腎臓病（CKD）に対するSGLT2阻害薬使⽤とケトン体との関連 P-225 岩⾕　博次 国⽴病院機構⼤阪医療センター腎臓内科

慢性腎臓病患者の腎細動脈硝⼦化病変とリモデリングとの関連 P-226 座間味　亮 琉球⼤学病院⾎液浄化療法部

慢性腎臓病患者におけるSGLT2阻害薬の投与による⾎清マグネシウム濃度
変化の検討 P-227 ⼭村　愛美 名古屋市⽴⼤学医学部附属⻄部医療センター腎臓・透

析内科

⾼齢腎硬化症の⾚⾎球恒数と予後 P-228 ⼤前　清嗣 東京⼥⼦医科⼤学付属⾜⽴医療センター内科

2006~2021年における保存期CKD⼊院患者の患者特性の推移 P-229 瀬川　裕佳 近江⼋幡市⽴総合医療センター

慢性腎臓病患者でのACE阻害薬・アンギオテンシン受容体拮抗薬導開始
前の⾎清Na-Cl値と開始後の⾼K⾎症の関係 P-230 前　遥貴 聖路加国際病院　腎臓内科

司会 ⼭本　卓 新潟⼤学⾎液浄化療法部

COVID-19 infection and outcome after kidney transplantation
- a single-center retrospective study P-231 Asuka Elisabeth Kropp Department of Nephrology, Nagoya University

Hospital, Nagoya, Japan

腸腰筋・後腹膜⾎腫を合併したCOVID-19、維持透析の4例 P-232 古橋　健太 東京都⽴多摩総合医療センター

透析患者における新型コロナウイルス感染症外来治療の経験 P-233 伊藤　賀恵 社会医療法⼈財団⽯⼼会川崎クリニック

当院の透析患者における複数回新型コロナワクチン接種後の⾎⼩板数の変
化 P-234 塩⽥　⽂彦 尼崎永仁会クリニック

当院透析患者におけるStaphylococcus lugdunensis(SL)菌⾎症に関
する症例対照研究 P-235 ⼤棟　浩平 京都桂病院

⾎液透析患者におけるカルニチン⽋乏とエリスロポエチン抵抗性、造⾎動態関
連因⼦の解析 P-236 ⽊⼾⼝　周平 福井⼤学医学部附属病院検査部

維持透析患者に対するHIF/PH阻害薬の効果の解析 P-237 織本　健司 ふれあい東⼾塚ホスピタル総合診療内科

慢性維持⾎液透析患者における⾎中銅濃度に与える因⼦の検討 P-238 中村　裕紀 南⻑野医療センター　篠ノ井総合病院

CKD（臨床）5　ポスター

⾎液透析1　ポスター

CKD（臨床）4　ポスター

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304 CKD

CKD

ESRD
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 井野　純 ⼾⽥中央総合病院

炎症性バイオマーカーによる⾎液透析（HD）患者の⼼⾎管（CV）イベン
ト発症予測 P-239 ⼤沢　弘 弘前⼤学総合診療部

透析患者の平均⻑軸⽅向ストレイン（GLS）解析による左室収縮機能評
価の試み P-240 ⼤野　道也 朝⽇⼤学病院腎臓内科

演題取消し P-241 伊東　稔 ⽮吹病院　腎臓内科

⾎液透析患者におけるgeriatric nutritional risk indexの1年間変化率
と全死亡との関連について P-242 ⽮島　隆宏 松波総合病院腎臓内科

⾎液透析患者におけるオーラルフレイルと栄養状態との関連の検討 P-243 宮⾥　紘太 ⽇本⼤学腎臓⾼⾎圧内分泌内科

⾎液透析患者における胃⾷道逆流症と機能性ディスペプシア P-244 栗原　重和 ⻁の⾨病院分院腎センター

当院⾎液透析の睡眠障害における睡眠薬と抑肝散の使⽤状況 P-245 ⼩野　孝彦 尼崎永仁会クリニック

本邦の国⽴⼤学病院におけるVA作成と修復の現状 P-246 ⼭家　公輔 信州⼤学医学部附属病院

司会 ⽶本　佐代⼦ 兵庫県⽴⻄宮病院腎臓内科

尿中Apoptosis inhibitor of macrophage(AIM)の急性腎障害バイオ
マーカーとしての臨床的有⽤性評価 P-247 浅尾　⿇由 栄研化学株式会社 基礎研究所

尿中UromodulinはAKIにおける尿細管障害の回復の程度を反映している P-248 岩下　⼭連 埼⽟医科⼤学総合医療センタ 腎・⾼⾎圧内科

⽇本⼈の急性腎障害の診断にAKI risk score（［尿中TIMP-2］×
［尿中IGFBP7］）は有効である P-249 猪⾕　哲司 ⾼知⼤学医学部内分泌代謝・腎臓内科

⼩児におけるTIMP-2・IGFBP7の基準値の検討 P-250 川上　雄平 ⾼知⼤学医学部⼩児思春期医学

急性腎障害における新規尿中バイオマーカー︓GDF15 P-251 浜⽥　隆⾏ 埼⽟医科⼤学総合医療センター腎・⾼⾎圧内科

⼼臓⼿術関連急性腎障害(CSA-AKI)の診断におけるAKI risk score
([尿TIMP-2]*[尿IGFBP7])の有効性に関する検討 P-252 堀野　太郎 ⾼知⼤学内分泌代謝・腎臓内科

司会 髙平　修⼆ 埼⽟医科⼤学病院　救急科

腎代替療法を要した溶⾎性尿毒症症候群の臨床像 P-253 ⽯川　健 岩⼿医科⼤学⼩児科

⾼Na⾎症を伴う急性腎障害患者へのCRRTとNa調整 P-254 ⼭⼝　晃典 信州⼤学医学部附属病院 腎臓内科

腎実質容積の測定によるベースラインクレアチニン値の推測 P-255 佐々⽊　峻也 東京慈恵会医科⼤学腎臓・⾼⾎圧内科

⼩児IgA腎症の⾁眼的⾎尿発作に伴う急性腎障害発症に鉄とマクロファー
ジが関与する︓多機関共同研究 P-256 ⽯森　真吾 ⾼槻病院　⼩児科

当院におけるCOVID-19感染症と急性腎障害 P-257 帯⼑　健太 東京都健康⻑寿医療センター

⾎液透析を要する急性腎障害において透析離脱に関わる要因の検討 P-258 宮本　兼⽞ 北海道医療センター腎臓内科

⾎液透析2　ポスター

AKI（臨床）1　ポスター

ポスター
会場 3階　303+304

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

3階　303+304ポスター
会場11:00〜12:156⽉11⽇（⽇）

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ESRD

AKI

AKI（臨床）2　ポスター AKI
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 坪井　伸夫 東京慈恵会医科⼤学腎臓・⾼⾎圧内科

糖尿病性腎症にみられる糖新⽣経路のエピジェネティックな抑制 P-259 丸茂　丈史 国際医療福祉⼤学

糖尿病性腎症へのUSF1阻害PIポリアミドの開発 P-260 秋⾕　友⾥恵 ⽇本⼤学腎臓⾼⾎圧内分泌内科

糖尿病状態におけるProgranulin⽋損は、mTORC1活性の亢進を介して
腎臓の炎症を悪化させる P-261 村越　真紀 順天堂⼤学腎臓内科

尿毒素フェニル硫酸はインスリン分泌を刺激し糖尿病性腎症におけるインスリ
ン抵抗性を惹起する P-262 頓宮　慶泰 東北⼤学医学部医学科

マウス糖尿病モデルにおけるSGLT2阻害薬トホグリフロジンの腎フルクトース代
謝への影響 P-263 萩⽥　淳⼀郎 愛知医科⼤学腎臓・リウマチ膠原病内科

2型糖尿病患者におけるカナグリフロジンのblood oxygenation level-
dependent (BOLD) MRI で評価した腎酸素化に対する影響 P-264 森　克仁 ⼤阪公⽴⼤学腎臓病態内科学

エンパグリフロジン・リナグリプチン併⽤は腎ENaC発現を抑制し、尿中ナトリウ
ム排泄を増加させる P-265 児⽟　豪 久留⽶⼤学医学部内科学講座　腎臓内科部⾨

糖尿病性腎症患者における糖脂質GM3発現の検討 P-266 内藤　正吉 北⾥⼤学医学部腎臓内科

The total flavones of Abelmoschus manihot , a natural extract
attenuates podocyte necroptosis and renal fibrosis in diabetic
kidney disease, compared to rapamycin in vivo

P-267 Yigang Wan

Department of Traditional Chinese Medicine,
Nanjing Drum Tower Hospital, The Affiliated
Hospital of Nanjing University Medical School,
Nanjing, China

司会 ⾦綱　友⽊⼦ 国際医療福祉⼤学熱海病院病理診断科

18ゲージ穿刺針は16ゲージ穿刺針に⽐し腎⽣検の合併症が少ない P-268 ⼭⼝　慧 JCHO⼤阪病院腎臓内科

腎⽣検のエポンブロックの卓上低真空⾛査電顕像は透過型電顕像に匹敵す
る P-269 藤乘　嗣泰 獨協医科⼤学　腎臓・⾼⾎圧内科/⾎液浄化センター

⽷球体丸ごと超微形態解析︓⽷球体の完全連続切⽚化・画像化の⼿法 P-270 市村　浩⼀郎 順天堂⼤解剖学

慢性腎不全モデルラットの網膜機能低下とドコサヘキサエン酸の抑制効果 P-271 ⽚倉　賢紀 城⻄⼤学薬科学科栄養⽣理学

司会 宮岡　良卓 東京医科⼤学腎臓内科学分野

ネフローゼ症候群における⽷球体上⽪細胞の形態異常の検討 P-272 實吉　帝奈 久留⽶⼤学医学部内科学講座腎臓内科部⾨

⾼齢者膜性腎症に対する少量プレドニン(PSL10mg)＋シクロスポリンによる
寛解導⼊療法の有⽤性の検討 P-273 倉橋　聡司 関⻄電⼒病院腎臓内科

当院における難治性ネフローゼに対するリツキシマブの⻑期使⽤成績 P-274 岩本　早紀 九州⼤学⼤学院医学研究院病態機能内科学

当院での難治性頻回再発型ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ治療後の
⻑期予後 P-275 渡辺　ゆか 福岡市⽴こども病院腎疾患科

透過性因⼦が関与する巣状分節性⽷球体硬化症の予測因⼦ P-276 渡邉　詩⾹ 聖マリアンナ医科⼤学

特発性ネフローゼ症候群における⾎中Matrix metalloproteinase-
9(MMP-9)の再発予測因⼦としての検討 P-277 越智　雅彦 ⾦沢⼤学⼤学院腎臓内科学

司会 深⾕　⼤地 埼⽟医科⼤学病院腎臓内科

担癌患者の腎⽣検例に関する検討－抗癌剤関連腎障害を中⼼に－ P-278 ⼭陰　周 ⽯巻⾚⼗字病院

免疫チェックポイント阻害剤（ICI）関連の膜性腎症(MN)が疑われた5症
例の臨床学的・病理学的解析 P-279 ⾚⽊　瞭太 京都⼤学腎臓内科

抗 tumor necrosis factor-α製剤使⽤中にIgA腎症を発症した炎症性
腸炎患者の検討 P-280 荒⽊　真 札幌徳洲会病院 腎臓内科

シクロスポリン誘発慢性腎障害モデルラットにおけるCD44の役割 P-281 松下　幸平 国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所病理部

CBGA ameliorates nephropathy via TRPM7 inhibition in
cisplatin-administered mice P-282 Sayuri Suzuki Queen's Center for Biomedical Research, The

Queen's Medical Center, HI, USA

腎⽣検・その他　ポスター

ネフローゼ症候群（臨床）　ポスター

薬剤性腎障害　ポスター

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

3階　303+304ポスター
会場11:00〜12:156⽉11⽇（⽇）DKD（基礎）2　ポスター ⽷球体・尿細管間質疾

患

⽷球体・尿細管間質疾
患

⽷球体・尿細管間質疾
患

⽷球体・尿細管間質疾
患
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セッション名 ⽇にち 時間 会場 会場名 演題名 演題番号 ⽒名 所属機関名 領域

司会 ⼩島　智亜⾥ 国際医療福祉⼤学三⽥病院検査部

⾼⾎圧緊急症の発症時のアルドステロンと臓器障害との関連 P-283 三宅　晃弘 東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病
内科

尿と⾷事Na/K⽐と酸化ストレス指標の関連 P-284 蒲澤　佳⼦ 新潟⼤学健康増進医学講座

妊娠⾼⾎圧症候群に伴う⾎圧と尿細管間質障害に関する臨床的検討 P-285 佐藤　真理⼦ 埼⽟医科⼤学総合医療センター腎・⾼⾎圧内科

腎線維化に対する⾼⾎圧と⾼脂肪⾷の相互作⽤ P-286 Abdullah Fatema Binte 島根⼤学臨床検査医学講座

⾼⾎圧合併慢性腎臓病におけるARNI（Sacubitril/Valsartan）の臨床
的効果 P-287 古林　法⼤ 近畿⼤学腎臓内科

原発性アルドステロン症における⽷球体過剰濾過の評価⽅法 P-288 上殿　英記 ⼤阪公⽴⼤学代謝内分泌病態内科学

慢性腎臓病患者に対するARBからARNiへの切り替えにおける課題と検討 P-289 杉本　悠 ⻁の⾨病院 腎センター

突然死をした透析患者の9例の⼼機能に関する検討 P-290 関⼝　紗千 船橋⼆和病院　内科

直接経⼝抗凝固薬（DOAC）の処⽅適正率と過量投与の原因についての
検討 P-291 渡部　紘三 焼津市⽴総合病院

鬱⾎性⼼不全症例における退院時トルバプタン投与量と⼊院時腎機能及び
尿浸透圧との関連性の検討 P-292 ⻑南　新太 札幌医科⼤学循環器腎臓代謝内分泌内科

当院⾎液透析患者におけるサクビトリルバルサルタンの⾼⾎圧に対する有効
性 P-293 櫻井　悠樹 NTT東⽇本関東病院

司会 村島　美穂 名古屋市⽴⼤学腎臓内科

特定健診受診率,メタボリック症候群・予備軍と原疾患別単位⼈⼝あたり新
規透析患者数の横断的関連の推移 P-294 荻　真 有隣厚⽣会富⼠病院内科

2型糖尿病性腎症による単位⼈⼝あたり性別新規透析患者数の特定健診
からの予測因⼦の経年的推移 P-295 荻　真 有隣厚⽣会富⼠病院内科

脈圧は拡張期⾎圧と腎機能低下の関連を修飾する P-296 ⽟城　裕⾏ 奈良県⽴医科⼤学腎臓内科学

地域⾼齢者健診における腎機能と新規フレイル発症の関連性 P-297 ⼭中　法⼦ 東京都健康⻑寿医療センター

本邦における⼩児⾎圧基準作成の研究〜中間報告〜 P-298 ⼭本　かずな 滋賀医科⼤学　⼩児科学講座

随時尿を⽤いた尿酸排泄の評価は⾼尿酸⾎症の病型分類に有⽤となるか P-299 久間　昭寛 産業医科⼤学病院腎センター

SGLT2阻害薬による尿糖排泄への寄与因⼦の検討 P-300 ⻑井　幸⼆郎 静岡県⽴総合病院腎臓内科

運動療法 P-301 安⽥　宜成 名古屋⼤学腎臓内科

健診・臨床検査　ポスター

⾼⾎圧　ポスター 6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304

多職種・患者会

⾼⾎圧・⼼⾎管系

6⽉11⽇（⽇） 11:00〜12:15 ポスター
会場 3階　303+304


