第 44 回日本高血圧学会総会

プログラム一覧

2022年9月15日時点

理事⻑講演
10⽉14⽇(⾦)11︓10〜11︓40
座⻑

野出 孝一

佐賀大学 医学部内科学

PrM

楽⽊ 宏実

大阪大学大学院医学系研究科 内科学講座 ⽼年・総合内科学

特別講演

実地医家の学会活動がもたらす楽しいネットワーク
10⽉15⽇(⼟)14︓00〜15︓25

座⻑

SL-1

⽇下 美穂

⽇下医院

勝谷 友宏

勝谷医院

実地医家部会を介した⽇本高血圧学会の活動の現状と展望
楽⽊ 宏実 大阪大学大学院医学系研究科 内科学講座 ⽼年・総合内科学

SL-2

医師会活動と実地医家（仮）
羽鳥 裕 はとりクリニック

SL-3

学会活動する実地医家の密かな楽しみ
宮川 政昭 医療法⼈愛政会 宮川内科⼩児科医院

シンポジウム1

J－DOMEおよび実地医家主導の多施設臨床試験
10⽉14⽇(⾦)16︓00〜17︓30

座⻑

勝谷 友宏
浅山 敬

SY1-1

勝谷医院
帝京大学 医学部 衛生学公衆衛生学講座

基調講演︓J-DOME研究の現状と展望
江口 成美 ⽇本医師会総合政策研究機構

SY1-2

動画放映

SY1-3

非専門医でもこれだけモチベーション高く頑張れるJ-DOMEへの取り組みの紹介
杉原 雄策 すぎはら眼科内科

SY1-4

高血圧、腎臓専門医の⽴場でメディカルスタッフや他専門内科と進めるJ-DOME
八田 告 八田内科医院

SY1-5

多施設で進める臨床研究としてのJ-DOME︓横浜で先生が進めておられるJ-DOME臨床研究のご紹介（仮）
⼩林 一雄 内科クリニックこばやし

SY1-6

⽇本高血圧学会からみた J-DOMEの研究上の意義と実務上のポイント
浅山 敬 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座
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シンポジウム2

プログラム一覧

実地医家（開業医など）ならではのリアルな疑問と対応など
Keyword:｢“⼈生100年時代”における、持続可能な高血圧診療」(仮)
10⽉15⽇(⼟)8︓30〜10︓00

座⻑

⽔田 栄之助 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 山陰労災病院
⼩林 一雄 内科クリニックこばやし

SY2-1

ソルコンフェスティバル in Kyoto 2022から始める⼈生100年時代の持続可能な減塩対策
八田告 八田内科医院

SY2-2

これから備えるべきフレイルと高血圧診療
杉本 研 川崎医科大学 総合⽼年医学

SY2-3

⼈生100年時代、いつまで高血圧治療はつづけるべき︖（仮）
⽵屋 泰 大阪大学 医学部 保健学専攻 ⽼年看護学

SY2-4

持続可能な高血圧診療のためのコミュニケーション
宮川 政昭 宮川内科⼩児科医院

SY2-5

内科以外のかかりつけ医が⾏う高血圧診療（仮）
⽊村 皇太郎 医療法⼈太誠会 ⽊村整形外科

SY2-6

開業医が知りたいことを開業医がみんなで研究する ―広島ノクターン研究
⼩園 亮次 医療法⼈ ⼩園内科・循環器科

シンポジウム3

運動による降圧メカニズムと実践法（仮）
10⽉15⽇(⼟)15︓30〜17︓00

座⻑

⽯上 友章 公⽴大学法⼈横浜市⽴大学医学部循環器内科学
勝谷 友宏 勝谷医院

SY3-1

生活習慣修正における運動療法の役割（仮）
大⽯ 充 ⿅児島大学 ⼼臓血管・高血圧内科学

SY3-2

運動による降圧メカニズムと臨床研究のエビデンス
三浦 伸一郎 福岡大学医学部⼼臓・血管内科学

SY3-3

運動による血管内皮機能改善のメカニズム
家光 素⾏ ⽴命館大学 スポーツ健康科学部

SY3-4

等尺性握⼒トレーニングの安全な実施とその効果
根本 友紀 東北労災病院治療就労両⽴⽀援センター

SY3-5

高血圧を意識した⼼肺運動負荷試験（CPX）と運動処⽅
古川 裕 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 循環器内科

2022年9月15日時点
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シンポジウム4

プログラム一覧

2022年9月15日時点

減塩に関する最近の動きと新知⾒（仮題）
10⽉16⽇(⽇)10︓40〜11︓40

座⻑

三浦 克之 滋賀医科大学 NCD疫学研究センター
橋 卓也 製鉄記念八幡病院

SY4-1

減塩のための食環境整備の最近の動向
武⾒ ゆかり ⼥⼦栄養大学栄養学部

SY4-2

健康で持続可能な社会の実現に向けたおいしい減塩の取り組み
早渕 仁美 福岡⼥⼦大学

SY4-3

⽶国CARDIA研究からの新知⾒︓若年成⼈期の尿中ナトリウム・カリウム排泄量と中年期までの血圧値の推移
久松 隆史 岡山大学 学術研究院医⻭薬学域 公衆衛生学分野

シンポジウム5

男⼦新体操界におけるダイバーシティ（仮）
10⽉16⽇(⽇)9︓30〜10︓30

座⻑

山下 純世 名古屋市⽴大学 医学部附属東部医療センター循環器内科
野出 孝一 佐賀大学 医学部内科学

SY5-1

男⼦新体操の到達点
堀 孝輔 学校法⼈ 高田学苑 高田中・高等学校

シンポジウム（メディカルスタッフ向け）

多職種連携による高血圧予防と管理のための減塩推進の実践
10⽉15⽇(⼟)8︓30〜9︓50

座⻑

樺山 舞 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
早渕 仁美 公⽴大学法⼈ 福岡⼥⼦大学

MSY-1

職域における、尿検査結果を⽤いた栄養指導の効果
⼩田川 富枝 公益財団法⼈ 宮城県結核予防会 看護科 健康教育係

MSY-2

当院の減塩啓発活動に関する取り組み
瀬⼾ 瑠璃 社会医療法⼈ 製鉄記念八幡病院 栄養管理部

MSY-3

塩分チェックシートを活⽤した外来⼼臓リハビリテーションにおける塩分指導
千葉 一幸 国際医療福祉大学三田病院 診療技術部 リハビリテーション室

MSY-4

⾃⼰記⼊式調査票による食塩摂取量評価の検討
⼩田巻 眞理 常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科

循環器病予防療養指導⼠セミナー1・2

脳卒中・循環器病とリスク要因の疫学
10⽉15⽇(⼟)10︓20〜11︓50

RGS-1,2

藤吉 朗 和歌山県⽴医科大学 衛生学講座

第 44 回日本高血圧学会総会

循環器病予防療養指導⼠セミナー3・4

プログラム一覧

肥満、耐糖能異常、糖尿病、高尿酸血症の栄養・食事指導
10⽉16⽇(⽇)10︓40〜12︓10

RGS-3,4
循環器病予防療養指導⼠ワークショップ

奥田 奈賀⼦ 京都府⽴大学大学院 生命環境科学研究科
循環器病予防療養指導⼠ワークショップ
10⽉15⽇(⼟)14︓50〜16︓20

座⻑／ファシリテーター

下澤 達雄

国際医療福祉大学 医学部 臨床検査医学

ファシリテーター

荒川 仁⾹

国⽴病院機構九州医療センター 臨床検査科

市川 大介

聖マリアンナ医科大学 腎臓高血圧内科

山下 智久 札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座
北岡 かおり 滋賀医科大学NCD疫学研究センター最先端疫学部門
中川 裕美 公益財団法⼈大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院リバーサイド
千葉 一幸 国際医療福祉大学三田病院 診療技術部 リハビリテーション室
樺山 舞 国⽴大学法⼈大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
医療安全講習会
10⽉14⽇(⾦)15︓40〜16︓25
座⻑
ES1-1

桑原 政成 ⻁の門病院 循環器センター内科
IoTによる⾝体計測が増える中での医療安全⽂化の醸成について
藤井 千枝⼦ 慶應義塾大学看護医療学部・健康マネジメント研究科

医療倫理講習会
10⽉14⽇(⾦)16︓35〜17︓20
座⻑
ES2-1

コンパッションとヘルスプロモーション
山崎 浩司 静岡社会健康医学大学院大学 社会健康医学研究科

栄誉賞受賞講演
10⽉15⽇(⼟)13︓20〜13︓50
座⻑

楽⽊ 宏実 大阪大学大学院医学系研究科 内科学講座 ⽼年・総合内科学
⽇本高血圧学会(JSH)先達の巨⼈の肩に乗って―JSHと歩んだわたしの高血圧学
伊藤 裕 慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科

2022年9月15日時点
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学会賞受賞者講演
10⽉14⽇(⾦)14︓30〜15︓10
座⻑

橋 卓也 製鉄記念八幡病院

中村 敏⼦ 関⻄福祉科学大学 福祉栄養学科
たかが⼼拍数、されど⼼拍数
⾜達 寿 久留⽶大学、循環器病研究所
学術賞受賞者講演
10⽉14⽇(⾦)15︓10〜15︓30
座⻑

茂⽊ 正樹 愛媛大学大学院医学系研究科薬理学講座
アンジオテンシン受容体結合因⼦を標的とした脳⼼血管腎臓代謝内分泌病の病態連関制御
涌井 広道 横浜市⽴大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学

2022年9月15日時点

