主要講演プログラム一覧
特別講演
5月19日（土）
座長：伊藤 正明

SL

13:10‒14:00

第1会場

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

日本における循環器疾患のエビデンス
小川 久雄
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター

会長特別企画Ⅰ
5月19日（土）

9:30‒11:00

第1会場

JSH 2019改訂における重要ポイント（１）
糖尿病合併高血圧の第一選択薬と降圧目標 : ガイドライン改訂に向けての議論
座長：伊藤 裕
斎藤 重幸

慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科
札幌医科大学保健医療学部 看護学科基礎臨床講座

SPⅠ(1)-1 心血管イベント予防を考慮した糖尿病の降圧療法とは
星出 聡
自治医科大学 循環器内科

SPⅠ(1)-2 CKD進展予防を考慮した糖尿病の降圧療法とは?
小川 晋 1,2
1

東北大学高度教養教育・学生支援機構 臨床医学開発室、2 東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科

SPⅠ(1)-3 降圧薬選択に関するシステマティックレビューから言えること
大西 浩文 1,2、樋室 伸顕 1、国村 彩子 2、瀬川 裕佳 2、藤吉 朗 2
1

札幌医科大学医学部公衆衛生学講座、2 滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門

SPⅠ(1)-4 降圧目標に関するシステマティックレビューから言えること
有馬 久富
福岡大学 医学部 衛生・公衆衛生学

5月19日（土）

14:00‒15:30

第1会場

JSH 2019改訂における重要ポイント（２）CKDの合併高血圧の血圧管理
座長：伊藤 貞嘉
柏原 直樹

東北大学大学院医学系研究科 内科病態学講座 腎・高血圧・内分泌学分野
川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学

SPⅠ(2)-1 CKDの病態を考慮した血圧管理の重要性
田村 功一
横浜市立大学 医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学
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SPⅠ(2)-2 高齢CKD患者の血圧管理
岡田 浩一
埼玉医科大学 医学部 腎臓内科

SPⅠ(2)-3 CKD合併高血圧の降圧薬選択
三島 英換、伊藤 貞嘉
東北大学腎高血圧内分泌科

SPⅠ(2)-4 CKD合併高血圧の降圧目標
長田 太助、今井 利美、増田 貴博、岩津

好隆

自治医科大学 内科学講座 腎臓内科学部門

SPⅠ(2)-5 CKD合併高血圧の血圧管理 −JSH2019 何が変わったか−
柏原

直樹 1、福田 道雄 2、三島

英換 3、春名

克祐 1、長田 太助 4

1

川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学、2 名古屋市立大学 心臓・腎高血圧内科学、

3

東北大学大学院医学系研究科 腎・高血圧・内分泌学分野、4 自治医科大学内科学 腎臓内科学部門

5月19日（土）

15:30‒17:00

第1会場

JSH 2019改訂における重要ポイント（３）高血圧治療における降圧目標（SPRINT研究を踏まえて）
座長：梅村 敏
石光 俊彦

横浜労災病院
獨協医科大学 循環器・腎臓内科

SPⅠ(3)-1 血圧の測定と評価における問題点
浅山 敬 1,2
1

帝京大学 医学部 衛生学公衆衛生学講座、2 東北大学大学院 薬学研究科 医薬開発構想

SPⅠ(3)-2 高血圧患者における一般的な降圧目標
崎間 敦 1、里中 弘志 2、西田 憲史 3、谷津

圭介 4、大屋 祐輔 5

1

琉球大学 グローバル教育支援機構 保健管理部門、2 獨協医科大学 医学部 循環器・腎臓内科、

3

久留米大学 医学部 心臓・血管内科、4 横浜市立大学 医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学教室、

5

琉球大学大学院 医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座

SPⅠ(3)-3 冠動脈疾患・心不全患者における降圧目標
甲斐

久史

久留米大学医療センター 循環器内科

SPⅠ(3)-4 脳血管障害患者における降圧目標
北園 孝成
九州大学大学院 医学研究院 病態機能内科学
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主要講演プログラム一覧
SPⅠ(3)-5 慢性腎臓病患者における降圧目標
田村 功一 1、涌井 広道 1、畝田 一司 1、小林

竜 1、金岡 知彦 1、大城

光二 1、大澤

平和 伸仁 1、戸谷 義幸 1、常田 康夫 2
1

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学、2 藤沢市民病院 腎臓内科

SPⅠ(3)-6 糖尿病患者における降圧目標〜 ACCORD BP とSPRINTからの考察
田中 正巳、宮下

和季、伊藤 裕

慶応義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科

SPⅠ(3)-7 高齢者における降圧目標
神出 計 1、樺山 舞 1、楽木 宏実 2
1

大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻、2 大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学

会長特別企画Ⅱ
5月19日（土）

10:30‒12:10

POA口演会場

JSH-POA Joint session: Systemic hemodynamic atherothrombotic syndrome
[Chair] Alberto Avolio (Australia), Hiromi Rakugi (Japan)
[Commentator] James Sharman (Australia), Michael Oʼ Rourke (Australia)
Jeong Bae Park (Korea), Julio A Chirinos (USA)

SPⅡ-1 WHAT IS SHATS?
Kazuomi Kario (Japan)

SPⅡ-2 Strain vessel theory; an evolutional point of view
Sadayoshi Ito (Japan)

SPⅡ-3 BP variability and vascular disease
Ji-Guang Wang (China)

SPⅡ-4 Blood pressure variability and organ damage
Mitsuru Ohishi (Japan)

SPⅡ-5 Exercise=severe hemodynamic stress=increased risk
Bo Fernhall (USA)

SPⅡ-6 Hypertension is a System Disruption of Dynamic Blood Pressure Regulation
Mediated by Brain
Takuya Kishi (Japan)
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会長特別企画Ⅲ
5月20日（日）

9:00‒10:30

第1会場

高血圧とカルシウム
座長：大屋 祐輔
伊藤 正明

琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座
三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

SPⅢ-1 Ca拮抗薬の開発史：化学と臨床をつなぐ薬理学から見た
柳澤

輝行

東北福祉大学 東北大学名誉教授

SPⅢ-2 血管トーヌス制御におけるCa2＋シグナリング 〜 Ca2＋感受性制御を中心として〜
伊藤

正明

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

SPⅢ-3 Ca拮抗薬の安定した降圧力とイベント抑制
大屋

祐輔

琉球大学 大学院 循環器・腎臓・神経内科学

SPⅢ-4 Ca拮抗薬サブクラスとその有用性
林 晃一 1、菅野 直希 2、徳山 博文 3、本間

康一郎 4、坂巻

裕介 1、脇野 修 3、横尾 隆 2、

伊藤 裕 3
1

東京歯科大学 内科学講座、2 東京慈恵会医科大学 腎臓高血圧内科、3 慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科、

4

慶應義塾大学 医学部 救急医学講座

会長特別企画Ⅳ
International FJSH を考える
高血圧学会の『アジアの高血圧に関する京都宣言』 KYOTO Declaration on Hypertension in Asia
アジア各国における高血圧診療の現状と課題 : 日本にどのような貢献を期待するか？
Prospects on International FJSH
KYOTO Declaration on Hypertension in Asia by the Japanese Society of Hypertension
The current status and challenges of hypertension clinical practice in Asian countries and the expected role for Japan

Opening remarks Masaaki Ito
May 20 (Sun) 10:40-11:00

Room1

Keynote Lecture
chair：Sadayoshi Ito

Div. of Nephrology, Endocrinology and Vascular Medicine, Tohoku University Graduate School of
Medicine

SPⅣ-KL How to solve the problem of High Blood Pressure in ASIA.
Trefor Morgan
Department of Physiology, University of Melbourne. Australia
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主要講演プログラム一覧
5月20日（日）

11:00‒12:30

chair：Atsuhiro Ichihara
Yusuke Ohya

Room1

Department of Endocrinology and Hypertension, Tokyo Women's Medical University

University of the Ryukyus School of Medicine

SPⅣ-1 Anticipation Telemedicine from Disaster Cardiovascular Protection (DCAP)
Network
Kazuomi Kario
Division of Cardiovascular Medicine, Department of Medicine, Jichi Medical University School of Medicine

SPⅣ-2 The need for an Asian guideline for the management of hypertension
Ji-Guang Wang
Cardiovascular medicine in Shanghai Jiaotong University School of Medicine/China

SPⅣ-3 Current status and problems of hypertension treatment in Korea. What contributions
can we expect from Japan to improve our problems?
Sung-Ha Park
Division of Cardiology Severance Cardiovascular Hospital Yonsei University College of Medicine, Seoul/Korea

SPⅣ-4 15-year trends of hypertension and other cardiovascular risk factors in Vietnam
Quang Ngoc Nguyen
Department of Cardiology, Hanoi Medical University/Vietnam

SPⅣ-5 Perspectives of salt reduction strategy in Japan.
Takuya Tsuchihashi
Steel Memorial Yawata Hospital

Closing remarks
KYOTO Declaration on Hypertension in Asia Sadayoshi Ito
Introduction of “iFJSH” Yusuke Ohya
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主要講演プログラム一覧
シンポジウム1
5月19日（土）

9:30‒11:00

第2会場

心不全予防に何をどう使う？
座長：室原 豊明

名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学

野出 孝一

SY1-1

佐賀大学医学部 内科学講座

心不全予防としてのサイアザイド系利尿薬の活用
土肥 薫、伊藤 正明
三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

SY1-2

β遮断薬
大西 勝也
大西内科ハートクリニック

SY1-3

RAAS抑制薬と心不全予防
奥村 貴裕
名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター

SY1-4

糖尿病患者における心不全予防とSGLT2阻害薬の可能性
田中 敦史、野出 孝一
佐賀大学 医学部 循環器内科

シンポジウム2
5月19日（土）

9:30‒11:00

第3会場

我が国の高血圧の現状と今後の課題: 有病率・治療率・管理率改善のために何か必要か?
座長：三浦 克之
大久保 孝義

SY2-1

滋賀医科大学 社会医学講座公衆衛生学部門
帝京大学 医学部・衛生学公衆衛生学講座

高血圧有病率とその推移: 有病率低下の阻害要因は?
有馬 久富
福岡大学 医学部 衛生・公衆衛生学

SY2-2

高血圧治療率とその推移：治療率改善の阻害要因とその対策
長谷部 直幸
旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野

SY2-3

高血圧管理率とその推移：管理率改善を妨げている要因は？
大屋 祐輔
琉球大学 大学院 医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学
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主要講演プログラム一覧
シンポジウム3
5月19日（土）

14:00‒15:30

第3会場

高血圧と中枢神経系の臓器障害；脳卒中と認知症をめぐって
座長：冨本 秀和

三重大学大学院医学系研究科神経病態内科学

水野 敏樹

SY3-1

京都府立医科大学神経内科

無症候性脳梗塞と血圧管理
新堂 晃大
三重大学大学院医学系研究科 神経病態内科学

SY3-2

微小脳出血と血圧管理
藥師寺

祐介

佐賀大学 医学部 内科学講座 神経内科

SY3-3

高血圧とアルツハイマー病
猪原 匡史
国立循環器病研究センター 脳神経内科

SY3-4

降圧療法は認知症の発症予防や進行抑制に有効か？
羽生 春夫
東京医科大学 医学部 高齢総合医学分野

SY3-5

加齢性白質病変と血圧管理
星出 聡
自治医科大学 循環器内科

シンポジウム4
5月19日（土）

14:00‒15:30

第4会場

妊娠高血圧 〜新分類・治療法から病態研究まで〜
座長：池田 智明
神谷 千津子

SY4-1

三重大学大学院医学系研究科産科婦人科学
国立循環器病研究センター周産期・婦人科部

妊娠高血圧症候群の新定義・分類の変更点
関

博之

埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センター産科

SY4-2

ニコチンアミドを用いた妊娠高血圧症候群の新規薬物療法の開発
マウスモデルを用いて
高橋 信行 1,2
1
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東北大学 大学院 薬学研究科 臨床薬学分野、2 東北大学 大学院 腎・高血圧・内分泌学分野
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主要講演プログラム一覧
SY4-3

妊娠高血圧症候群と周産期心筋症
神谷 千津子
国立循環器病研究センター 周産期・婦人科

SY4-4

周産期心筋症におけるナトリウム利尿ペプチド系の病態生理学的意義
徳留 健 1、大谷

SY4-5

健太郎 2、神谷

千津子 3、池田 智明 4

1

国立循環器病研究センター研究所 生化学部、2 国立循環器病研究センター研究所 再生医療部、

3

国立循環器病研究センター 周産期・婦人科部、4 三重大学大学院医学系研究科 産科婦人科学

妊娠高血圧症候群の予防と治療法
田中 佳世、田中 博明、金田 倫子、二井

理文、鳥谷部

邦明、梅川 孝、神元 有紀、

大里 和広、池田 智明
三重大学 医学部 産科婦人科教室

シンポジウム5
5月20日（日）

9:00‒10:30

第2会場

リアルワールドにおける冠動脈疾患の降圧治療を考える
座長：長谷部 直幸
甲斐 久史

SY5-1

旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野
久留米大学医療センター 循環器内科

高血圧専門医が知っておいて欲しい冠動脈インターベンションの最新知識
勝田 洋輔 1,2
1

SY5-2

福岡市医師会成人病センター、2 福岡大学付属西新病院

冠動脈疾患合併高血圧・心筋梗塞後の至適降圧薬は何か？
大坪 俊夫
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学

SY5-3

冠動脈疾患の積極的降庄のメリットと問題点
岡本 隆二 1、熊谷
1

SY5-4

英太 2、伊藤

正明 1

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学、2 久留米大学 心臓・血管内科

冠動脈疾患の降圧治療における合併症予防戦略
竹内 利治
旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野
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シンポジウム6
5月20日（日）

9:00‒10:30

第3会場

高血圧医療学を考える−地域連携と患者特性−
座長：宮川 政昭
勝谷 友宏

宮川内科小児科医院
勝谷医院 院長／大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 特任准教授

日下 美穂
日下医院

小園

亮次

小園内科・循環器科 院長／広島大学総合診療部 臨床教授

シンポジウム7
5月20日（日）

10:40‒12:10

第2会場

血圧変動性の臨床意義を考える
座長：楽木 宏実
星出 聡

SY7-1

大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学
自治医科大学循環器内科学部門

血圧変動と認知症-何が共通の病態基盤となりうるのか？
永井 道明 1、土手 慶五 1、加藤 雅也 1、佐々木
1

SY7-2

糖尿病合併症予防を目指した家庭血圧コントロール〜 KAMOGAWA HBP cohort
studyより家庭血圧変動に着目して〜
大西

正芳 5、角田 聖 6、小田 洋平 7、北川 功幸 8、福井

道明 2

京都府立医科大学 糖尿病治療学講座、2 京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学、3 京都第二赤十字病院、

4

京都第一赤十字病院、5 大阪鉄道病院、6 西陣病院、7 京丹後市立弥栄病院、8 済生会吹田病院

ICTを用いた被災地の高血圧管理〜厳格な血圧管理がイベントゼロを実現する〜
1

匡史 1、星出 聡 2、藤原

健史 2、苅尾

七臣 2

南三陸病院、2 自治医科大学循環器内科

血圧変動性 - 北の国から
佐藤
1

伸之 1,2、中川 直樹 2、西條

泰明 3、CAMUI Investigator4、ASAHI AI Investigator5

旭川医科大学 教育センター、2 旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野、3 旭川医科大学 社会医学講座、

CAMUI Investigator、5ASAHI AI Investigator

4
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景子 2、大藪 知香子 2、長谷川 剛二 3、田中 亨 4、

1

西澤

SY7-4

七臣 3

広島市立安佐市民病院循環器内科、2 佐々木医院、3 自治医科大学循環器内科

牛込 恵美 1、北川 暢子 2、岩井

SY7-3

正太 2、星出 聡 3、苅尾

第7回臨床高血圧フォーラム

主要講演プログラム一覧
シンポジウム8
5月20日（日）

10:40‒12:10

第3会場

透析患者の血圧管理
座長：中村 敏子

関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科

有馬 秀二

SY8-1

近畿大学医学部腎臓内科

血液透析前後の血圧上昇と血圧値の評価
伊藤 貴康、藤本

直紀、石川 英二、土肥

薫、藤本

美香、村田 智博、伊藤 正明

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

SY8-2

血液透析患者の至適降圧目標
古波蔵
1

SY8-3

健太郎 1,2、大屋

祐輔 2

琉球大学医学部附属病院 血液浄化療法部、2 琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学

血液透析患者における降圧薬の選択
小川 哲也
東京女子医科大学東医療センター 内科

SY8-4

脳心血管疾患合併患者の透析実施時の血圧管理
吉原 史樹 1、岸田 真嗣 1、松尾 実紀 1、肥塚 諒 1、林
1

SY8-5

真一郎 1、岩嶋

義雄 1、中村

敏子 2

国立循環器病研究センター 高血圧・腎臓科、2 関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科

腹膜透析患者の高血圧管理
谷山 佳弘
近畿大学 医学部 腎臓内科

シンポジウム9
5月20日（日）

10:40‒12:10

第4会場

原発性アルドステロン症 診断・治療の最前線

SY9-1

座長：田村 功一

横浜市立大学 医学部循環器・腎臓・高血圧内科学

工藤 正孝

東北大学大学院医学系研究科腎高血圧内分泌分野

原発性アルドステロン症の診療水準の向上：コンセンサス・ステートメントとAMEDJapan PA Study (JPAS) による新規エビデンス
成瀬

光栄 1、栗原 勲 2、武田 仁勇 3、馬越

吉本

貴宣 7、小川 佳宏 7、曽根

洋宜 1、方波見

正勝 8、高橋

卓行 4、和田 典男 5、一城

克敏 9、山本

貴政 6、

浩一 10、JPAS 研究班 1

1

国立病院機構京都医療センター 内分泌代謝臨床研究センター 内分泌代謝内科、2 慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科、

3

金沢大学内分泌代謝科、4 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院内分泌代謝科、5 市立札幌病院糖尿病・内分泌内科、

6

済生会横浜東部病院糖尿病・内分泌内科、7 東京医科歯科大学内分泌・代謝内科、8 京都大学糖尿病・内分泌・栄養内科学、

9

公立昭和病院内分泌・代謝内科、10 大阪大学老年・腎臓内科学
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主要講演プログラム一覧
横浜市大関連施設におけるAVS症例をまとめた自験例解析からも見えてくる、PA診
断の課題と今後の提案

SY9-2

谷津

圭介、小林 雄祐、坂

早苗、春原

須美玲、涌井

広道、平和

伸仁、田村

功一

横浜市立大学 医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学

ARR＞200で精査入院を行った高血圧症患者の、原発性アルドステロン症の負荷検
査と臨床パラメーターの関係について

SY9-3

岡本

隆二、谷口 正弥、熊谷

直人、藤本

直紀、藤井 英太郎、伊藤

正明

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

迅速酵素免疫測定法を活用した原発性アルドステロン症の診断；
PA Sendai Study レジストリー の解析より

SY9-4

森本

玲 1、手塚

佐藤

文俊

1

雄太 1、尾股

慧 1、小野

美澄 1、五十嵐

康宏 1、工藤 正孝 1、伊藤 貞嘉 1、

2

東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科、2 東北大学大学院 医学系研究科 難治性高血圧・内分泌代謝疾患地域連携寄附講座

教育講演1
5月19日（土）

9:30‒10:00

第5会場

降圧利尿薬の意義を改めて考える
座長：松浦 秀夫

済生会呉病院

臓器保護の観点から降圧利尿薬の意義を改めて考える

EL1

森

建文

東北医科薬科大学医学部腎臓内分泌内科

教育講演2
5月19日（土）

10:00‒10:30

第5会場

褐色細胞腫の診断と治療
座長：土肥 靖明

EL2

褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断と治療：Up-to-Date
成瀬 光栄 1、立木
1

40

名古屋学院大学リハビリテーション学部

美香 1、馬越 洋宜 1、田辺

晶代 2

国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター・内分泌代謝内科、2 国立国際医療研究センター 糖尿病・内分泌代謝内科

第7回臨床高血圧フォーラム

主要講演プログラム一覧
教育講演3
5月19日（土）

10:30‒11:00

第5会場

睡眠時無呼吸症候群と高血圧
座長：藤井 英太郎

EL3

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

睡眠時無呼吸症候群と高血圧
葛西 隆敏
順天堂大学大学院 医学研究科 循環器内科・心血管睡眠呼吸医学講座

教育講演4
5月19日（土）

14:00‒14:30

第5会場

腎高血圧症に対する新しい治療薬
座長：堀内 正嗣

EL4

愛媛大学大学院医学系研究科分子心血管生物・薬理学

高血圧症と腎臓病に対する新薬開発状況
西山 成
香川大学 医学部 薬理学

教育講演5
5月19日（土）

14:30‒15:00

第5会場

腎動脈アブレーションの最新情報
座長：廣岡 良隆

EL5

医療法人社団高邦会 高木病院高血圧・心不全センターセンター長／国際医療福祉大学福岡保健医療学部 教授

腎動脈内アブレーションの臨床応用への道のり

Intrarenal artery ablation with evaluation of denervation
奥山 裕司 1、村井 久純 2、高村
1

雅之 2

おくやまクリニック 内科・循環器内科、2 金沢大学第一内科

教育講演6
5月20日（日）

9:00‒9:30

第5会場

種々の血圧計を実臨床に活かす
座長：宗像 正徳

EL6

独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院高血圧内科

血圧計を使い分ける
下澤 達雄
国際医療福祉大学 医学部 臨床検査医学
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教育講演7
5月20日（日）

9:30‒10:00

第5会場

塩分摂取量の評価法と減塩指導
座長：河野 雄平

EL7

帝京大学福岡医療技術学部 医療技術学科

塩分摂取量の評価法と減塩指導
崎間 敦 1、大屋
1

祐輔 2

琉球大学 グローバル教育支援機構 保健管理部門、2 琉球大学大学院 医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座

教育講演8
5月20日（日）

10:00‒10:30

第5会場

抗血栓療法時の血圧管理
座長：北村 和雄

EL8

宮崎大学医学部内科学講座循環体液制御学分野

抗血栓薬投与中の血圧管理の重要性−心房細動例を中心に−
小谷 英太郎
日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科

メディカルスタッフセッション1
5月19日（土）

14:00‒15:30

第2会場

高血圧・循環器疾患の予防・治療における減塩アプローチ〜多職種協働での取り組み〜
座長：𡈽橋 卓也
眞茅 みゆき

M1-1

社会医療法人製鉄記念八幡病院
北里大学大学院看護学研究科

日本食の減塩に対する相可高校の取り組みについて
村林 新吾
三重県立相可高等学校食物調理科

M1-2

行政、地域、学校で取り組む健康づくり〜ゆい健康プロジェクト〜
崎間 敦 1、白井 こころ 2、島袋 真澄 3、安仁屋
等々力 英美 、武村
6
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文香 3、小浜

克哉 、奥村 耕一郎 、大屋
7

8

祐輔

敬子 3、高倉

実 4、金城 昇 5、

8

1

琉球大学 グローバル教育支援機構 保健管理部門、

2

琉球大学 法文学部 人間科学科、3 琉球大学大学院 医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座、

4

琉球大学 医学部 保健学科 疫学・健康教育学分野、5 琉球大学 教育学部、6 琉球大学 地域連携推進機構、

7

琉球大学医学部附属病院 地域医療部、8 琉球大学医学部附属病院 安全管理対策室

第7回臨床高血圧フォーラム

主要講演プログラム一覧
M1-3 「心不全患者に対する減塩指導の実際」多職種協働で心不全増悪を予防する
青木 芳幸 1、矢崎 善一 1、竹村 隆広 2、青木 麻美 2
JA 長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター、2 佐久心臓血圧クリニック

1

M1-4

オール周防大島で取組む「ちょび塩（減塩）
」活動
〜保健事業の枠を超えた健康づくり〜
行田 美穂、村岡 美沙緒、山田 優一郎、村井

祐佳、横元

美沙子、地田 幸代

周防大島町 健康増進課

メディカルスタッフセッション2
5月19日（土）

15:30‒17:00

第4会場

チームで挑む高血圧管理
座長：大西 勝也
樺山 舞

M2-1

大西内科ハートクリニック
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 総合ヘルスプロモーション科学講座

看護職の立場から高血圧・循環器病予防を考える
樺山 舞
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

M2-2

高血圧チーム医療：農村地域における高血圧の予防と対策（保健師の立場から）
植田 京子 1、樫葉 歩 1、大植
内海 みよ子 、有田 幹雄
4

M2-3

知穂 1、小林 啓晋 2、牟礼

佳苗 3、竹下 達也 3、宮井 信行 4、

2

1

かつらぎ町役場やすらぎ対策課、2 角谷リハビリテーション病院、3 和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学教室、

4

保健看護学部

高血圧チーム医療 かかりつけ薬剤師・健康サポート薬局の立場から
宮原 富士子
特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women (NPP 法人 HAP) 理事長

M2-4

高血圧のチーム医療と理学療法士の新たな役割
佐藤 友則 1、高橋
1

M2-5

貴子 1、根本

友紀 1、齋藤 茉美 1、服部

朝美 3、金野

敏 2,3、宗像 正徳 1,2,3

東北労災病院 治療就労両立支援センター、2 東北労災病院 高血圧内科、3 東北労災病院 生活習慣病研究センター

チームで取り組む生活習慣病重症化予防 〜院内外での減塩に関する啓発活動を
中心に〜
安永 勝代 1、大和

未央 1、福田 陽子 1、瀬戸

瑠璃 1、山田 沙央理 1、増田 圭子 1、

𡈽橋 卓也 2
1

社会医療法人 製鉄記念八幡病院 栄養管理部、2 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 高血圧センター
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メディカルスタッフセッション3
5月20日（日）

10:40‒12:10

第5会場

高血圧と運動療法
座長：大石 充

鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学

松田 拓朗

M3-1

福岡大学病院 リハビリテーション部

運動療法と高血圧、心血管疾患の予防を目指して
藤見 幹太 1,2、松田 拓朗 1、三浦
1

M3-2

伸一郎 2

福岡大学病院 リハビリテーション部、2 福岡大学医学部心臓・血管内科

運動と高血圧
安延 由紀子、杉本

研、赤坂

憲、楽木

宏実

大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学

M3-3

M3-4

垂水研究からみた地方高齢者の運動習慣と血圧
−パイロット・スタディから見えてきたもの−
富岡 一俊 1,2、宮崎

宣丞 1,2、竹下 康文 1、園田 耕一 1、加治

竹中 俊宏 3、牧迫

飛雄馬 5、窪薗

琢郎 6、大石

充6

1

垂水市立医療センター垂水中央病院 リハビリテーション室、

2

鹿児島大学大学院 保健学研究科 保健学専攻 博士後期課程、3 垂水市立医療センター垂水中央病院 循環器内科、

4

垂水市立医療センター垂水中央病院 総合診療科、5 鹿児島大学 医学部保健学科 理学療法学専攻 基礎理学療法学講座、

6

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学

一般住民を対象とした体組成計と活動量計を用いたヘルスプロモーションは体重減
少および降圧に有効である
松尾 友香 1、佐藤
1

佐智代 1、小畑

大輔 1、丸山 啓介 2、中川 直樹 2、長谷部

東神楽町役場 健康ふくし課 健康グループ、2 旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野

医療倫理講習会
5月19日（土）

14:00‒14:45

第6会場

5月20日（日）

10:40‒11:25

第6会場（録画上映）

座長：藤井 英太郎

TS1

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

臨床倫理を3つの視点から考える
兼児 敏浩
三重大学医学部附属病院 医療安全管理部 教授
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智和 1、桑波田 聡 3、安部 智 4、

第7回臨床高血圧フォーラム

直幸 2

主要講演プログラム一覧
医療安全講習会
5月19日（土）

14:45‒15:30

第6会場

5月20日（日）

11:25‒12:10

第6会場（録画上映）

座長：岡本 隆二

TS2

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

医療安全と臨床倫理
兼児 敏浩
三重大学医学部附属病院 医療安全管理部 教授

療養指導士セミナー
5月19日（土）

RL1

10:30‒11:15

第6会場

C10:女性・小児の高血圧：周産期の血圧管理を中心に
市原 淳弘
東京女子医科大学 高血圧・内分泌内科

5月19日（土）

RL2

11:15‒12:00

第6会場

C4:服薬管理 特に在宅管理のポイント−服薬アドヒアランス向上と副作用対策
金澤 正智
社会医療法人 天陽会中央病院 薬剤部

5月20日（日）

RL3

9:00‒9:45

第6会場

B4:飲酒のリスクと介入①
樺山 舞
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

5月20日（日）

RL4

9:45‒10:30

第6会場

B4:飲酒のリスクと介入②
樺山 舞
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

5月19日（土）

RL5

15:50‒17:20

第6会場

症例検討ワークショップ
A9:面接技術（ロールプレイング）

The Japanese Society of Hypertension
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主要講演プログラム一覧
若手活性化企画
5月19日（土）

15:30‒17:00

第3会場

9:00‒10:00

第4会場

15:00‒16:00

第5会場

高血圧チャンピオン大会

5月20日（日）

Dr. I vs 若手医師 症例検討

禁煙関連の教育セミナー
5月19日（土）
座長：野出 孝一

NS

佐賀大学医学部 内科学講座

動機づけ面接の歴史と魅力
磯村 毅
予防医療研究所

実地医家部会準備委員会セッション
5月19日（土）

16:00‒17:00

第5会場

実地医家部会準備委員会セッション〜実地医家の本懐。実地医家部会を作ります。ご協力ください。〜
座長：味岡 正純
日下 美穂

PDS1

公立陶生病院
日下医院

実地医家部会設立。高血圧治療を本当に浸透させるため、現場の実地医家ならで
はの、連携して機能的に動く仕組みと役割
日下

美穂

日下医院

PDS2

実地医家は医療学
宮川 政昭
宮川内科小児科医院

PDS3

患者とつながる地域の話
勝谷 友宏
勝谷医院

PDS4

開業してからはじめて分かること、学会と関わり続ける
八田 告
医療法人 八田内科医院
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主要講演プログラム一覧
キッズ・クッキングショー
5月20日（日）

10:40‒11:40

若手活性化委員会×減塩委員会×ダイバーシティ推進委員会
×ISH2022準備委員会×実地医家部会準備委員会 コラボレーション企画
子どもにこそ塩育、良塩君キッズクッキングショー、うすあ人もいっしょ
司会
𡈽橋 卓也（社会医療法人製鉄記念八幡病院）
日下

美穂（日下医院）

八田 告（八田内科医院）

Opening remarks
日下
今日を京都子ども塩育の初日とする宣言 八田
キッズクッキングショー実演
川手
中路
会場からの Q&A
𡈽橋
Closing remarks

美穂（日下医院）
告（八田内科医院）
由香（京都桂病院 栄養科）
智子
（日清医療食品株式会社近畿支店京都桂病院事業所）
卓也（社会医療法人製鉄記念八幡病院）

■減塩アワード表彰式
5月19日（土）

15:45‒16:15

第2会場

■川柳・標語表彰式
5月19日（土）

16:25‒16:55
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YCA(Young Clinician Award) 受賞演題・優秀症例報告受賞演題一覧
YCA受賞演題・優秀症例報告受賞演題
5月19日（土）

11:00‒12:00

座長：伊藤 正明
柏原 直樹

第2会場

三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学
川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学

YCA最優秀賞受賞演題

YCA-1 一般住民を対象とした健診環境下のAOBP測定値と白衣下対面血圧測定値の比較
検討
佐久間 寛史、中川 直樹、早坂
佐藤

伸之、長谷部

太希、鈴木

彩菜、丸山 啓介、竹内 利治、藤野

貴行、

直幸

旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野

YCA優秀賞受賞演題

YCA-2 脳・心血管リスクを考慮した原発性アルドステロン症の診断−正常アルドステロン濃
度の原発性アルドステロン症の意義−
玉田 大介 1,2
1

大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学、2 玉田クリニック

YCA-3 睡眠時無呼吸症候群（SAS）は肥満から独立して高血圧と関連するか？
唐島 成宙、大家

理恵、米谷

充宏、若林

祐介、武田 仁裕、青野 大輔、武田 仁勇、

米田 隆
金沢大学医学部付属病院代謝内科

優秀症例報告受賞演題

CR-1

右腎盂癌術後に左腎動脈狭窄による腎血管性高血圧が顕在化し,急速に腎機能低下
を来たした1例
亀崎 通嗣
京都中部総合医療センター 腎臓内科

CR-2

心不全を契機に発見された原発性アルドステロン症を合併した先端巨大症の1例
山下

薫、石川 透、木村 美和、斉藤

谷田部 淳一、渡辺

史子、木村 しほり、高野

倫嘉、関 康史、谷田部

緑、

大輔、森本 聡、市原 淳弘

東京女子医科大学 高血圧・内分泌内科

CR-3

JAK2変異陽性の骨髄増殖性腫瘍の血管合併症としての腎血管性高血圧：2例報告
とliterature review
三島 英換、鈴木
1
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健弘 1、竹内

陽一 1、阿部 高明 2、伊藤 貞嘉 1

東北大学腎高血圧内分泌科、2 東北大学医工学

第7回臨床高血圧フォーラム

実地医療受賞演題一覧
実地医療受賞演題
5月19日（土）

11:10‒12:00

座長：星出 聡
岡本 隆二

AM-1

第3会場

自治医科大学循環器内科学部門
三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

ヘリコバクター・ピロリ感染症と高血圧症の合併頻度
古殿 孝高、並河 明雄、大内

治紀、高橋

紘子、渋谷

祐子

NTT 東日本関東病院 高血圧・腎臓内科

AM-2

血液透析患者におけるXOR阻害薬の介入効果の検討
石井 健夫 1,2、田栗

AM-3

正隆 3、大山 邦雄 2、田村 功一 1

1

横浜市立大学 大学院医学研究科 循環器・腎臓・高血圧内科学、2 善仁会 横浜第一病院、

3

横浜市立大学医学研究科 臨床統計学

高齢者高血圧患者における冬期早朝寝室内気温の早朝血圧、中心血圧に及ぼす影
響
高見 武志
クリニック神宮前

AM-4

SGLT2阻害薬が血漿レニン活性(PRA)、血漿アルドステロン濃度(PAC)、レニンア
ルドステロン比(ARR)の測定に及ぼす影響についての検討
澤村 俊孝、東谷

拓弥、勝田 裕子

福井県立病院 内分泌・代謝内科

AM-5

尿試験紙を用いた神奈川県実地医家通院高血圧症患者の塩分摂取量実態調査
南澤 康介、佐藤 和義、荏原 太、高見澤
菱木 俊匡、羽鳥

信郎、岡部

重隆、柁原 啓一、堺

元彦、古木

隆元、小林

浩之、窪島

一雄、山本

真吾、原

芳邦、

晴章、宮川 政昭

神奈川県内科医学会 高血圧・腎疾患対策委員会
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チーム医療受賞演題一覧
チーム医療受賞演題
5月19日（土）

11:10‒12:00

座長：佐藤 稔
工藤 正孝

TM-1

第4会場

川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学
東北大学大学院医学系研究科腎高血圧内分泌分野

進行したステージの慢性腎臓病（CKD）患者の治療では６ｇ減塩の継続か、レニ
ン・アンジオテンシン系（RAS）阻害薬の継続か ― G4-5ステージで６ｇ減塩下で
のRAS阻害薬の有用性に関する検討―
冨岡 治美 1、石黒
1

喜美子 2、吉村

寧紘 2、佐藤 敦久 2

国際医療福祉大学三田病院 診療看護師、2 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 腎臓・高血圧内科

TM-2

小中学生の食塩摂取量の把握における塩分チェックシートの有用性
菊地 薫 1、藤原
1

TM-3

健史 2,3

東吾妻町保健センター、2 東吾妻町国民健康保険診療所、3 自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門

高血圧の生活習慣改善指導は１年後の血圧を低下させる
大植 知穂 1、植田 京子 1、樫葉
1

TM-4

歩 1、山本

里美 1、小林 哲晋 2、有田 幹雄 2

かつらぎ町役場 やすらぎ対策課、2 角谷リハビリテーション病院

塩分摂取量と血圧上昇に関する正負の情報が高血圧罹患者と非罹患者の減塩価値
に与える影響：選択型実験法を用いたアンケート調査
赤井 研樹、青木

恵子、木島

庸貴、磯村 実、並河

徹

島根大学 地域包括ケア教育研究センター

TM-5

高血圧患者のヘルスリテラシーと臨床的特徴に及ぼす加齢の影響
平田 佳苗 1、池田 裕子 1、高瀬

美紗子 1、千葉 優希 1、藤原

羽野 卓三 2、水越 正人 1
1
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和歌山県立医科大学保健看護学部、2 和歌山県立医科大学サテライト診療所本町

第7回臨床高血圧フォーラム

霧子 1、川邊

哲也 2、

女性研究者奨励賞受賞演題一覧
■女性研究者奨励賞受賞演題
5月19日（土）

9:30‒10:20

座長：原田 和昌

東京都健康長寿医療センター 循環器内科

丸橋 達也

OS1-1

第4会場

広島大学病院循環器内科

初産婦における妊娠初期の睡眠の質の低下は妊娠末期の血圧上昇の危険因子であ
る
岡田 公江
兵庫医療大学 看護学部 看護学科

5月19日（土）

17:30‒18:30

座長：田辺 晶代
吉田 守美子

PS1-1

ポスター会場

国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科
徳島大学大学院医歯薬学研究部 血液・内分泌代謝内科学

睡眠時間と潜在性脳血管病変の関連：大迫研究
朝倉 佳桜里
昭和薬科大学 社会薬学研究室

PS1-2

高食塩食摂取後の尿中食塩排泄量と推定食塩摂取量の検討
筒井 輪央
神戸学院大学 栄養学部 栄養学科

PS1-3

減塩教室から見えた段階的な栄養指導の有効性
福田 陽子
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 栄養管理部

PS1-4

高齢2型糖尿病患者において家庭血圧の脈圧が認知機能低下に及ぼす影響を解明
する：KAMOGAWA-HBP study
北川 暢子
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学
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共催セミナープログラム一覧
ランチョンセミナー 1

LS1

5月19日（土）

12:10‒13:00

座長：梅村 敏

横浜労災病院

第1会場

家庭用血圧計大国が可能とする質の高い降圧管理
〜大迫研究・HOMED-BP研究の成果を踏まえて〜
大久保

孝義

帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 2
5月19日（土）
座長：石光 俊彦

LS2

12:10‒13:00

第2会場

獨協医科大学 循環器・腎臓内科

降圧目標を達成させるためのコツを再考する
〜生活習慣変容から配合剤の使いこなしまで〜
勝谷 友宏
勝谷医院 / 大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

ランチョンセミナー 3
5月19日（土）
座長：楽木 宏実

LS3

12:10‒13:00

第3会場

大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学

相互信頼が生み出す適切な高血圧診療を目指して
大石 充
鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学

共催：第一三共株式会社
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共催セミナープログラム一覧
ランチョンセミナー 4
5月19日（土）
座長：伊藤 貞嘉

12:10‒13:00

第4会場

東北大学大学院医学系研究科 腎・高血圧・内分泌学分野

交感神経とRAASからARBに併用すべきCCBを考える

LS4-1

交感神経抑制を念頭においた降圧治療−古くて新しい話題−
森本 聡
東京女子医科大学 高血圧・内分泌内科

LS4-2

健康寿命の延伸を目的とした降圧療法−RA系抑制の観点から−
此下

忠志

福井大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科

共催：持田製薬株式会社/EAファーマ株式会社

ランチョンセミナー 5
5月20日（日）
座長：檜垣 實男

12:30‒13:20

第2会場

南松山病院

LS5 「高血圧とは？」をもう一度考え直したら見えてきた未達の治療標的
〜先人に学び・未来を創る〜
岸

拓弥

九州大学 循環器病未来医療研究センター

共催：大塚グループ 株式会社JIMRO
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共催セミナープログラム一覧
ランチョンセミナー 6
5月20日（日）
座長：大石 充

12:30‒13:20

第4会場

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学

JSH禁煙啓発セミナー

LS6-1

禁煙の保健指導のポイント
樺山 舞
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

LS6-2

日本高血圧学会禁煙プロジェクト〜 SOFT Project 〜
大石

充

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学

モーニングセミナー 1
5月20日（日）
座長：坪井 英之

MS1

8:00‒8:50

第2会場

大垣市民病院

SGLT2阻害剤の利尿作用と臨床的意義
土肥 薫
三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学

共催：田辺三菱製薬株式会社

モーニングセミナー 2
5月20日（日）
座長：平和 伸仁

MS2

8:00‒8:50

第3会場

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 腎臓・高血圧内科

糖尿病治療の再考
〜日本におけるDPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬の位置づけを考える〜
神谷

英紀

愛知医科大学医学部 内科学講座 糖尿病内科

共催：MSD株式会社

54

第7回臨床高血圧フォーラム

