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理事長講演
10 月 14 日 ( 金 ) 11：10 ～ 11：40 Room D
座長：野出　 孝一 佐賀大学 医学部内科学

PrM 日本高血圧学会みらい医療計画完遂のための基盤整備 
Establishing the fundamentals for the completion of the JSH Future Plan.

○楽木　 宏実 1,2

1 日本高血圧学会、2 大阪大学大学院老年・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 Room D
座長：日下　 美穂 日下医院 
　　　勝谷　 友宏 勝谷医院

SL-1 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 
Current status and prospects of activities of the Japanese Society of Hypertension 
through the Practitioners' Section

○楽木　 宏実 1,2

1 日本高血圧学会、2 大阪大学大学院老年・総合内科学

SL-2 医師会活動と実地医家 
Medical association activities of Practical physician

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 
The Secret Pleasure of a Practical Physician Working in an Academic Society

○宮川　 政昭
宮川内科小児科医院
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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 Room E
座長：勝谷　 友宏 勝谷医院 
　　　浅山　 敬 帝京大学 医学部 衛生学公衆衛生学講座

SY1-1 基調講演：J-DOME研究の現状と展望 
Current Situation and Outlook of J-DOME Research

○江口　 成美 1、宮川　 政昭 2、黒瀬　 巌 2、勝谷　 友宏 3、浅山　 敬 4、野田　 光彦 5

1 日本医師会総合政策研究機構（日医総研）、2 日本医師会、3 勝谷医院、4 帝京大学、5 国際医療福祉大学市川病院

SY1-2 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 
Introduction of hypertension treatment performed by non-specialists using J-DOME

○杉原　 雄策、杉原　 隆太
医療法人幸伸会すぎはら眼科内科

SY1-3 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 
Participation to J-DOME in Cooperation with Medical Staff and Unprofessional 
Physicians

○八田　 告
医療法人　八田内科医院

SY1-4 実地医家における高血圧診療実態調査研究 （J-DOMEを用いた神奈川高血圧スタ
ディー 2021） 
Real world data in hypertension; Kanagawa hypertension study 2021 featuring 
with Japan medical association Database Of clinical Medicine

○小林　 一雄
内科クリニックこばやし

SY1-5 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 
Research significance and tips for practical data registration: J-DOME

○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

“人生 100 年時代 ” における、持続可能な高血圧診療

10 月 15 日（土） 8：30 ～ 10：00  Room D
座長：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 
Sustainable Salt Reduction in The Age of 100 Years of life, Starting with The 
Salcon Festival in Kyoto 2022

○八田　 告
医療法人　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 
Management of hypertension considering frailty required in the 100-Year Life

○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続けるべき？ 
How long should we continue hypertension treatment, in the age of 100 years of life?

○竹屋　 泰
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

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 
Communication Techniques for Sustainable Hypertension Practice

○宮川　 政昭
宮川内科小児科医院

SY2-5 内科以外の実地医家が行う高血圧診療の実態 
Actual condition of the hypertension cure due a no- internist

○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 
Clinical Research for Practitioner by Practitioner -Hiroshima Nocturn Study

小園　 亮次 1、○木下　 禎彦 2、丸橋　 達也 3

1 医療法人　小園内科・循環器科、2 木下循環器・内科、3 広島大学原爆放射線医科学研究所
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シンポジウム 3

運動療法による降圧のエビデンスや機序と実践法

10 月 15 日（土） 15：30 ～ 17：00 Room D
座長：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 
The Role of Exercise Therapy in Lifestyle Modification

○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 
Antihypertensive mechanism by exercise and the evidence of clinical research

○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 
Mechanisms for exercise training-induced improvement of vascular endothelial 
function

○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 
Isometric Handgrip Training; safe practice and its effect

○根本　 友紀 1、佐藤　 友則 1、髙橋　 貴子 1、金野　 敏 2,3、宗像　 正徳 1,2,3

1 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

SY3-5 高血圧を意識した心肺運動負荷試験（CPX）と運動処方 
Cardiopulmonary Exercise Test and Exercise Prescription with Consideration of 
Hypertension

○古川　 裕
神戸市立医療センター中央市民病院　循環器内科
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シンポジウム４

トップアスリートに聞く『レジリエンス』

10 月 16 日 ( 日 ) 9：30 ～ 10：30 Room D
座長：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

SY4-1 男子新体操の到達点 
The End Goal for Mens Rhythmic Gymnastics

○堀　 孝輔
学校法人髙田学苑　高田中・高等学校

ディスカッサント：吉田　守美子 四国こどもとおとなの医療センター　臨床研究部 
　 　　山﨑　大輔 大阪市立総合医療センター　腎臓・高血圧内科 
　 　　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 
　 　　深水　亜子 久留米大学医学部内科学講座　心臓･血管内科部門 
　 　　人見　浩史 関西医科大学iPS・幹細胞再生医学講座

シンポジウム５

［減塩・栄養委員会企画］減塩に関する最近の動きと新知見

10 月 16 日 ( 日 ) 10：40 ～ 11：40 Room D
座長：三浦　 克之 滋賀医科大学　NCD 疫学研究センター 
　　　𡈽橋　卓也 製鉄記念八幡病院

SY5-1 減塩のための食環境整備の最新の動向 
Latest trends in creating healthy food environment for salt reduction

○武見　 ゆかり
女子栄養大学栄養学部

SY5-2 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組 
Salt reduction initiative without compromising taste for a healthier and sustainable 
society

○早渕　 仁美
公立大学法人　福岡女子大学

SY5-3 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 
Urinary sodium and potassium excretions in young adulthood and blood pressure 
by middle age: New insights from the CARDIA Study

○久松　 隆史
岡山大学学術研究院医歯薬学域公衆衛生学分野
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メディカルスタッフシンポジウム

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 Room E
座長：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 
The effects of nutrition guidance using urine test results in the workplace

○小田川　 富枝、高橋　 郁恵、川田　 多英、大道　 瀬里奈、森　 麻依子、今井　 真理子、 
小川　 美紀、齋藤　 彰、佐々木　 幸恵、大矢内　 文美恵、山村　 直、齋藤　 泰紀
公益財団法人　宮城県結核予防会

MSY-2 　当院の減塩啓発活動に関する取り組み 
Efforts of salt reduction enlightenment activities in our hospital

○瀬戸　 瑠璃 1、福田　 陽子 1、増田　 圭子 1、土橋　 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・循環器内科

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 
Salt guidance in outpatient cardiac rehabilitation using a salt check sheet

○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 
Evaluation of salt intake by self-administered questionnaire

○小田巻　 眞理 1、佐々木　 貴充 2、大橋　 温 3、菱田　 明 4

1 常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科、2 藤枝市立総合病院腎臓内科、3 浜松医科大学第一内科、 
4 焼津市立総合病院腎臓内科

循環器病予防療養指導士セミナー 1・2
10 月 15 日（土） 10：20 ～ 11：50 Room E

RGS-1,2 脳卒中・循環器病とリスク要因の疫学 
Epidemiology of risk factors for cardiovascular diseases

○藤吉　 朗
和歌山県立医科大学　衛生学講座
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循環器病予防療養指導士セミナー 3・4
10 月 16 日 ( 日 ) 10：40 ～ 12：10 Room E

RGS-3,4 肥満、耐糖能異常、糖尿病、高尿酸血症の栄養・食事指導: 複数の所見を関連付けた
栄養指導計画を 
Nutritional guidance on obesity, impaired glucose tolerance, diabetes mellitus, and 
hyperuricemia; considering multiple findings in making personal advices

○奥田　 奈賀子
京都府立大学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 Room E
座長・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 ：藤田　 恵 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 
　　　　　　　　　　　　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 Room D
座長：桑原　政成 虎の門病院　循環器センター内科

ES1-1 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 
Clinical Safety with safety culture

○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 Room D
座長：迫田　万里代 社会医療法人耕和会 迫田病院

ES2-1 コンパッションとヘルスプロモーション 
Compassion and Health Promotion

○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
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学会賞受賞講演
10 月 14 日 ( 金 ) 14：30 ～ 15：10 Room D
座長：𡈽橋　卓也 製鉄記念八幡病院

HAL1-1 日本高血圧学会に参加してきて思う事 
My Thoughts on Participating in the Japanese Society of Hypertension

○中村　 敏子
関西福祉科学大学健康福祉学部福祉栄養学科

HAL1-2 たかが心拍数、されど心拍数 
It's just heart rate, but it's still heart rate.

○足達　 寿
久留米大学　循環器病研究所

学術賞受賞講演
10 月 14 日 ( 金 ) 15：10 ～ 15：30 Room D
座長：茂木　 正樹 愛媛大学大学院医学系研究科薬理学講座

HAL2-1 アンジオテンシン受容体結合因子を標的とした高血圧・脳心血管腎臓代謝内分泌病
の病態連関制御 
A treatment for hypertension, cerebrocardiovascular, kidney, endocrine and 
metabolic diseases targeting angiotensin receptor-binding molecule

○涌井　 広道、田村　 功一
横浜市立大学

学会栄誉賞受賞講演
10 月 15 日（土） 13：20 ～ 13：50 Room D
座長：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

HAL3-1 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 
By standing on the shoulders of giants of JSH predencessors --- my journey guided 
by JSH for the quest of conquering hypertension

伊藤　裕
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科
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ランチョンセミナー１ 

インスリン抵抗性を基盤とした高尿酸血症の治療を考える

10 月 14 日（金） 11:50-12:50 Room E
座長　向山　政志（熊本大学大学院生命科学研究部　腎臓内科学）

 共催：持田製薬株式会社・株式会社富士薬品

LS1-1 尿酸と心血管疾患の関わり

名越　智古
東京慈恵会医科大学　内科学講座　循環器内科

LS1-2 作用機序から見た新しい高尿酸血症治療について

森本　聡 
東京女子医科大学　高血圧・内分泌内科

ランチョンセミナー２ 

高血圧治療における生活習慣修正の重要性と新しいアプローチ

10 月 15 日（土） 12:10-13:10 Room D 
座長　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）

 共催：株式会社 CureApp

LS2 高血圧治療の新しい選択肢 ―高血圧治療補助アプリの位置付けと期待―

土橋 卓也
社会医療法人　製鉄記念八幡病院

ランチョンセミナー３ 

脳心血管イベント抑制のための厳格な血圧管理－降圧薬としての MRB の活かし方－

10 月 16 日（日） 12:20-13:20 Room E
座長　岸　　拓弥（国際医療福祉大学大学院　医学研究科　循環器内科学　教授）

 共催：第一三共株式会社

LS3 虚血性心疾患と血圧管理

伊苅　裕二
東海大学医学部内科学系循環器内科学
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一般口演 1　その他（臨床） 
10 月 14 日（金） 13:00-13:36 Room D
座長：市川　大介 聖マリアンナ医科大学　腎臓・高血圧内科

OC1-1 災害時における降圧剤等外来処方薬剤の迅速な供給システムの構築に向けた地域の医
薬品処方状況に関する実態把握 
Analysis of Local Prescribing Situation of Antihypertensive and Other Medicines 
for Development of a Rapid Supply System During Natural Disaster

○森脇　 佑太 1、唐島　 成宙 2,3、米谷　 充弘 3、青野　 大輔 3、米田　 隆 3、森崎　 裕磨 4、 
藤生　 慎 4

1 金沢大学大学院　自然科学研究科　地球社会基盤学専攻  、2 金沢大学　国際基幹教育院（GS 教育系）、 
3 金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　未来型健康増進医学、4 金沢大学　融合研究域融合科学系

OC1-2 冠動脈CT検査を施行した心房細動患者における尿酸管理の可能性 
Association between atrial fibrillation and uric acid in patients who have 
undergone coronary computed tomography angiography

○御鍵　 昌史
福岡大学病院

OC1-3 食事性高K血症の調節メカニズム　新たな因子の関与の可能性 
Role of insulin and aldosterone in diet-induced transient hyperkalemia

○中川　 裕美 1、下澤　 達雄 2、柴田　 茂 3、稲葉　 美穂 1、後藤　 祐充 1、笹舘　 夏来 1、 
黒田　 哲也 4、鈴木　 貴博 5

1 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、 
2 国際医療福祉大学 医学部臨床検査医学、3 帝京大学　医学部内科学講座　腎臓内科、 
4 国際医療福祉大学　成田病院　検査部、 
5 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　内科

一般口演 2　高血圧成因・病態（疫学）１ 
10 月 14 日（金） 13:00-14:00 Room E
座長：石光　俊彦 宇都宮中央病院 
　　　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　循環器内科

OE1-1 糖尿病合併高血圧患者の降圧目標達成の経時的変化　2013年と2018年の全国調査の結
果から 
Changes over time in the achievement of antihypertensive goals in patients with 
DM associated hypertension, Results of national surveys

○湯浅　 章平 1、山本　 晴章 2、鈴木　 悦朗 2、陳　 勁一 2、鵜養　 宏 2、山本　 紘司 3、森　 壽生 2

1 全国保険医団体連合会、2 神奈川県保険医協会、3 横浜市立大学医学部臨床統計学

OE1-2 高血圧未受診者に対する意識調査 
Attitude survey of patients with hypertension who are not examined

○久木　 文美、阿河　 光治、谷川　 朋幸
株式会社 CureApp
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OE1-3 特定健康診査時にナトカリ計で複数年連続測定した尿ナトリウム/カリウム比の変化
と血圧への影響：NDBオープンデータとの比較 
Changes in urinary Na/K ratio and BP, finding from multiple-year health checkup 
data: comparison with NDB Open Data Japan

○小暮　 真奈 1,2、須藤　 庸子 3、及川　 満代 3、佐々木　 久美子 1,2、大川　 亜美 2,4、黒川　 悦子 2,4、 
永吉　 翔 5、志賀　 利一 5、清水　 友紀子 2,6、牛田　 悠介 2,6、上田　 宏幸 2,6、佐々木　 秀美 3、 
本間　 洋子 3、中谷　 直樹 1,2、寳澤　 篤 1,2

1 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構、2 東北大学　未来社会健康デザイン拠点、 
3 登米市市民生活部健康推進課、4 一般財団法人 宮城県成人病予防協会、5 オムロン ヘルスケア株式会社、 
6 カゴメ株式会社

OE1-4 高血圧発症予防におけるBody Mass Indexの管理目標値に関する検討 
Threshold of Body Mass Index in the Prevention of Hypertension

○鈴木　 裕太 1,2、金子　 英弘 3、矢野　 裕一朗 4、岡田　 啓 5、松岡　 聡志 1、藤生　 克仁 3、 
武田　 憲文 3、森田　 啓行 3、野出　 孝一 6、康永　 秀生 3、小室　 一成 3

1 東京大学循環器内科、2 国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センター、3 東京大学大学院医学系研究科、 
4 滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター、5 東京大学糖尿病・生活習慣病予防講座、6 佐賀大学循環器内科

OE1-5 Fatty liver index (FLI)の高値は虚血性心疾患の独立した予測因子である。 
High fatty liver index is an independent predictor of ischemic heart disease during 
a 10-year period in a Japanese population

○森　 和真 1,2、田中　 希尚 2、東浦　 幸村 2、塙　 なぎさ 3、大西　 浩文 2,4、古橋　 眞人 2

1 防衛医科大学校免疫微生物学、2 札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科、3 渓仁会円山クリニック、 
4 札幌医科大学公衆衛生学  

一般口演 3　高血圧合併症（臨床）１ 
10 月 14 日（金） 13:40-14:28 Room D
座長：石黒　喜美子 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院   内分泌代謝科 
　　　小谷　英太郎 日本医科大学多摩永山病院 循環器内科

OC2-1 大動脈弁狭窄症(AS)患者におけるCardio-Ankle Vascular Index(CAVI)の検討 
Assessment of Cardio-Ankle Vascular Index(CAVI) in the patients with severe 
aortic stenosis

○小笠原　 暢宏、小林　 雄紀、佐藤　 和奏、髙木　 祐介、渡邊　 博之
秋田大学大学院医学系研究科循環器内科学講座

OC2-2 冠動脈CT検査を施行した高血圧患者における 主要心血管イベントと足首上腕指数の
関連性：FU-CCTAレジストリ 
Association between major adverse cardiovascular events and ankle-brachial index 
in hypertensive patients undergoing coronary computed tomography :  
the FU-CCTA registry

○安心院　 勇佑 1、志賀　 悠平 2、田代　 浩平 1、立花　 哲郎 1、御鍵　 昌史 1、東　 沙羅 1、 
川平　 悠人 1、三浦　 伸一郎 1

1 福岡大学心臓血管内科学、2 福岡大学西新病院
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OC2-3 高血圧患者におけるmicroRNAと心不全関連指標との関連 
Association of microRNAs with heart failure-related indicators in hypertensive 
patients

○西之園　 栞 1,2、安田　 聖子 2、廣岡　 良隆 2,3

1 国際医療福祉大学大学院、2 国際医療福祉大学　福岡保健医療学部、 
3 医療法人社団　高邦会　高木病院　高血圧・心不全センター

OC2-4 急性心筋梗塞における来院時血液検査のみに基づく １年後の予後予測モデルの構築 
Development of a Laboratory Risk-Score Model to Predict One-year Mortality in 
Acute Myocardial Infarction Survivors

○合力　 悠平 1,2、田中　 敦史 3、野出　 孝一 3

1 嬉野医療センター、2 佐賀大学大学院、3 佐賀大学附属病院

一般口演 4　症例報告 
10 月 14 日（金） 14:00-15:00 Room E
座長：村谷　博美 九州産業大学人間科学部スポーツ健康科学科 
　　　冨永　光裕 国立病院機構　九州医療センター　高血圧内科

OP1-1 高血圧患者の減塩に対する準備性と塩分摂取量の関係：高血圧非専門単一クリニック
における症例研究 
Relationship between Salt Reduction Readiness and Salt Intake in Hypertensive 
Patients: A Single Non-Specialized Hypertension Clinic Case Study

○関塚　 宏光
富士通クリニック

OP1-2 レニン産生腫瘍と腎血管性高血圧との鑑別に苦慮した若年性高血圧 
Juvenile hypertension caused by reninoma or renovascular stenosis

○森　 省二、葛西　 貴広、海老原　 正行、種本　 雅之
国際医療福祉大学  

OP1-3 総合診療において原発性アルドステロン症(PA)のスクリーニング、診断をする意義 
Importance of screening and diagnosing primary aldosteronism (PA) in general 
medicine

○楠　 博 1,2,4、長澤　 康行 2、元根　 正晴 3、吉原　 史樹 4、志水　 秀郎 1、新村　 健 2

1 大阪歯科大学 内科学講座、2 兵庫医科大学 総合診療内科学、3 大阪歯科大学 医療保健学部、 
4 国立循環器病研究センター 腎臓・高血圧内科

OP1-4 レニン著明高値にも関わらず腎臓脈狭窄を認めなかった加速型悪性高血圧の2例 
Two cases of accelerated-malignant hypertension with extremely high plasma 
renin activity without renal artery stenosis

○可兒　 奈穂、岡本　 和大、上田　 仁康、林　 晃正
大阪急性期・総合医療センター
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OP1-5 多発性嚢胞腎に原発性アルドステロン症を合併した一例 
Medical management for the decline of renal function in polycystic kidney disease 
with primary aldosteronism; a case report

○小船　 千尋 1、西本　 光宏 2、山田　 光洋 2、結城　 真広 2、佐藤　 敦久 2

1 国際医療福祉大学大学院、2 国際医療福祉大学三田病院　腎臓・高血圧内科

一般口演 5　高血圧成因・病態（疫学）２ 
10 月 14 日（金） 15:00-16:00 Room E
座長：栗原　勲 防衛医科大学校 医学教育学 
　　　島　久登 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科

OE2-1 eGFRが保たれている尿蛋白陽性者の血圧管理について 
Blood Pressure in People with Proteinuria and Preserved eGFR

○松岡　 聡志 1,2、金子　 英弘 2,3、鈴木　 裕太 2、岡田　 啓 4、藤生　 克仁 2,3、武田　 憲文 2、 
森田　 啓行 2、康永　 秀生 5、小室　 一成 2

1 新東京病院心臓内科、2 東京大学医学部循環器内科、3 東京大学医学部先進循環器病学講座、 
4 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・生活習慣病予防講座、5 東京大学医学部臨床疫学・経済学教室  

OE2-2 高血圧患者における腎予後と栄養状態の関連 
Association between malnutrition and adverse renal outcome in patients with 
hypertension

○田中　 健一 1,2、齋藤　 浩孝 1、木村　 浩 1、風間　 咲美 2、島袋　 充生 2,3、旭　 浩一 2,4、 
渡辺　 毅 2、風間　 順一郎 1,2

1 福島県立医科大学腎臓高血圧内科学講座、2 福島県立医科大学先端地域生活習慣病治療学講座、 
3 福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科学講座、4 岩手医科大学腎・高血圧内科

OE2-3 随時尿による推定食塩摂取量を用いた簡易減塩指導の有用性の検討 
Usefulness of simple salt reduction guidance using estimated salt intake from spot 
urine sodium

○島　 久登 1、西内　 健 2

1 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科、2 社会医療法人川島会川島病院循環器内科  

OE2-4 地方でも可能な減塩の社会的アプローチ 
Feasible Social Approach of Sodium Reduction in Japanese Rural Area

○水田　 栄之助 1、牧山　 嘉見 2、中山　 奈都子 2、藤光　 洋志 3、加藤　 愛 3

1 山陰労災病院　循環器内科、2 鳥取大学医学部附属病院　栄養部、3 鳥取県産業技術センター　食品開発研究所

OE2-5 高血圧患者における簡易食事調査票 尿酸チェックシートの妥当性の検証5 
Evaluation of Validity of Simple Meal Questionnaire, Uric Acid Check Sheet(Report 5)

○冨永　 光裕 1、荒川　 仁香 2、今津　 里奈 1、守永　 友希 3、土橋　 卓也 4

1 国立病院機構　九州医療センター 高血圧内科、2 国立病院機構　九州医療センター　臨床検査部、 
3 九州大学大学院医学研究院　病態機能内科学、4 製鉄記念八幡病院
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一般口演 6　高血圧治療（臨床） 
10 月 16 日（日） 8:20-9:20 Room D
座長：大原　麻衣子 富山市立富山まちなか病院 
　　　菱川　彰人 慶應義塾大学医学部予防医療センター

OC3-1 日本人職域男性において、朝食抜き・喫煙の習慣が肥満発症に与える影響 
Impact of breakfast skipping and smoking habits on the development of obesity in 
Japanese worksite population

○井上　 美奈子 1, 2、坂田　 智子 1、有馬　 久富 3、大和　 いくみ 2、茨木　 愛 4、後藤　 健一 5、 
北園　 孝成 1,2

1 九州大学大学院　医学研究院　附属総合コホートセンター、2 九州大学大学院　医学研究院　病態機能内科学、 
3 福岡大学医学部　衛生・公衆衛生学教室、4 西日本鉄道株式会社　健康管理センター、 
5 九州大学大学院　医学研究院　保健学部門  

OC3-2 糖尿病合併高血圧症に対するサクビトリルバルサルタンの52例の使用経験（第1報） 
The effect of sacubitril/valsartan in 52 patients with hypertension and diabetes 
mellitus (First report)

○松田　 大輔
中通総合病院　糖尿病・内分泌内科

OC3-3 2型糖尿病患者における経口GLP-1受容体作動薬の血圧、腎保護効果の検討 
Efficacy of Oral GLP-1 receptor agonist on Blood Pressure and Diabetic 
Nephropathy in Patients with Type2 Diabetes

○大工原　 裕之
坂出市立病院 内科

OC3-4 高血圧オンライン診療を利用する動機と、その有効性に関する検討 
A Study of Motivations for Using Telemedicine and it's Effectiveness to Control 
Blood Pressure

○鈴木　 萌 1、中村　 日果梨 1、大橋　 千秋 1、谷田部　 緑 1,2、石田　 和也 1,2、谷田部　 淳一 1,2,3

1 一般社団法人テレメディーズ、2TM クリニック西新宿、3 イーメディカルジャパン株式会社

OC3-5 腎不全患者の尿毒症物質生成に関与する腸内細菌の解析 
Investigating the gut microbiome involved with uremic toxin production

○杉峯　 諒 1、豊原　 敬文 1、渡邉　 駿 1、菊池　 晃一 1、鈴木　 健弘 1、鯨井　 涼太 2、 
富岡　 佳久 2、田中　 哲洋 1、阿部　 高明 3

1 東北大学病院腎高血圧内分泌科、2 東北大学大学院薬学研究科がん化学療法薬学分野、 
3 東北大学医工学研究科分子病態医工学  
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一般口演 7　高血圧合併症（臨床）２ 
10 月 16 日（日） 8:00-8:36 Room E
座長：本間　康一郎 慶應義塾大学医学部　救急医学

OC4-1 疑われずに紹介されたクッシング症候群の10例：高血圧専門医による適時診断にむけて 
Ten Cases of Cushing's Syndrome Referred Unsuspected: Towards Timely 
Diagnosis by Hypertension Specialists

○髙橋　 克敏 1,2

1 高度 ･ 急性期医療センター公立昭和病院　代謝内科、2 東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科

OC4-2 繊維筋性異形成に伴う若年腎血管性高血圧症3症例に対する腎動脈形成術の経験 
Successful percutaneous transluminal renal angioplasty for 3 young patients of 
renovascular hypertension due to fibromuscular dysplasia

○赤司　 良平、河野　 浩章、江藤　 良、米倉　 剛、池田　 聡司、前村　 浩二
長崎大学病院

OC4-3 進行性の腎機能低下ならびに低カリウム血症を呈し, 尿細管間質性腎炎, 無症候性原発
性胆汁性肝硬変ならびに右腎動脈線維筋性異形成を同時に診断された1例 
A case of decline of kidney function and hypokalemia diagnosed as tubulointerstitial 
nephritis, primary biliary cirrhosis, and fibromuscular dysplasia

○岡本　 和大、可兒　 奈穂、上田　 仁康、林　 晃正
大阪急性期・総合医療センター
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優秀演題賞受賞講演 
10 月 16 日（日） 8:40-9:40 Room E
座長：神田　武志 慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科 
　　　金子　英弘 東京大学医学部循環器内科

BP-1 人工知能解析を用いたウェアラブル機器による推定血圧・脈拍モニタリングシステム
の開発 
Development of estimated blood pressure and pulse monitoring system using 
wearable devices and artificial intelligence analysis

○青柳　 龍太郎 1、小林　 威仁 1、多田　 充徳 2、叶賀　 卓 2、飯田　 慎一郎 1,3、内山　 昌秋 4、 
山本　 啓二 1,3、中元　 秀友 1

1 埼玉医科大学病院　総合診療内科、2 国立研究開発法人　産業技術総合研究所、 
3 埼玉医科大学病院　心臓内科、4 医療法人社団幸生会　北坂戸ファミリークリニック

BP-2 治療後の血漿レニン活性（PRA）上昇率は原発性アルドステロン症（PA）患者の腎機能
推移を予知できる 
Plasma renin activity ratio after treatment can predict the transition of renal 
function in patients with primary aldosteronism

○結城　 真広、西本　 光宏、山田　 光洋、佐藤　 敦久
国際医療福祉大学　三田病院　腎臓・高血圧内科

BP-3 尿毒素フェニル硫酸は糖尿病性腎症におけるインスリン分泌促進とインスリン抵抗性
に関与する 
Phenyl sulfate facilitates insulin secretion and exacerbates insulin resistance in 
diabetic kidney disease

○頓宮　 慶泰 1、菊地　 晃一 1、鈴木　 健新 1、三瀬　 広記 2、和田　 淳 2、秋山　 泰利 1、 
那谷　 耕司 3、鯨井　 涼太 1、松本　 洋太郎 1、富岡　 佳久 1、渡邉　 駿 1、豊原　 敬文 1、 
鈴木　 健弘 1、田中　 哲弘 1、阿部　 高明 1

1 東北大学、2 岡山大学、3 岩手医科大学

BP-4 心血管疾患発症に対する高血圧と糖尿病の交互作用に関する検討 
Interaction of Blood Pressure and Glycemic Status in Developing Cardiovascular 
Disease

○大野　 龍征 1、金子　 英弘 2、矢野　 裕一朗 3、岡田　 啓 4、松岡　 聡志 5、鈴木　 裕太 5,6、 
藤生　 克仁 2、武田　 憲文 2、森田　 啓行 2、野出　 孝一 7、康永　 秀生 2、小室　 一成 2

1 東京大学医学部医学科、2 東京大学大学院医学系研究科、3 滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター、 
4 東京大学糖尿病・生活習慣病予防講座、5 東京大学循環器内科、 
6 国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センター、7 佐賀大学循環器内科  
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BP-5 高血圧と心房細動発症の関連における性差についての検討 
Sex Difference in the Association between Hypertension and incident Atrial 
Fibrillation

○金澤　 賢司 1、金子　 英弘 2、矢野　 裕一朗 3、岡田　 啓 4、松岡　 聡志 5、鈴木　 裕太 5,6、 
藤生　 克仁 2、武田　 憲文 2、森田　 啓行 2、野出　 孝一 7、康永　 秀生 2、小室　 一成 2

1 東京大学医学部医学科、2 東京大学大学院医学系研究科、3 滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター、 
4 東京大学糖尿病・生活習慣病予防講座、5 東京大学循環器内科、 
6 国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センター、7 佐賀大学循環器内科  

女性研究者奨励賞・実地医家アワード 
10 月 16 日（日） 9:40-10:40 Room E
座長：田辺　晶代 国立国際医療研究センター病院　糖尿病内分泌代謝科 
　　　高見　武志 クリニック神宮前

実地医家アワード最優秀賞

AW-1 日本人地域住民における血圧管理レベル別にみた心血管病発症率の時代的推移：久山
町研究 
Secular trends in the incidence of cardiovascular disease according to blood 
pressure control levels in a Japanese community

○大石　 絵美 1,2、坂田　 智子 1,2,3、秦　 淳 1,2,3、平川　 洋一郎 1,2、北園　 孝成 2,3、二宮　 利治 1,3

1 九州大学大学院医学研究院　衛生・公衆衛生学分野、2 九州大学大学院医学研究院　病態機能内科学、 
3 九州大学大学院医学研究院　附属総合コホートセンター

実地医家アワード優秀賞

AW-2 非弁膜症性心房細動例における血圧変動性指標のイベント予測能：J-RHYTHM 
Registryからの報告 
Predictive ability of blood pressure variability indices for adverse events in 
patients with non-valvular atrial fibrillation: the J-RHYTHM Registry

○小谷　 英太郎 1、井上　 博 2,7、新　 博次 3,7、奥村　 謙 4,7、鈴木　 信也 5、山下　 武志 5,7、 
折笠　 秀樹 6

1 日本医科大学多摩永山病院　循環器内科、2 済生会富山病院、3AOI 八王子病院、4 済生会熊本病院、 
5 公益社団法人心臓血管研究所、6 富山大学大学院、7J-RHYTHM Registry Investigators

女性研究者奨励賞・実地医家アワード優秀賞

AW-3 正常高値血圧、高値血圧における中心血圧、頸動脈内膜中膜厚と新規高血圧発症の関連 
The Association of Central Blood Pressure and Carotid Intima Media Thickness 
with Hypertension in High Normal and Elevated Blood Pressure

○時岡　 紗由理 1、中谷　 直樹 1、中谷　 久美 1、高瀬　 雅仁 1、小暮　 真奈 1、畑中　 里衣子 1、 
菅野　 郁美 1、千葉　 一平 1、目時　 弘仁 1,2、村上　 任尚 1,2、佐藤　 倫広 1,2、小原　 拓 1、 
栗山　 進一 1、寳澤　 篤 1

1 東北大学　東北メディカルメガバンク、2 東北医科薬科大学
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女性研究者奨励賞

AW-4 妊婦における食塩・カリウム摂取量が妊娠高血圧症候群の発症に及ぼす影響 
Impact of salt and potassium intake on the development of Hypertensive disorders 
of pregnancy

○井上　 美奈子 1,2,7、土橋　 卓也 2、坂田　 智子 1、荒川　 仁香 2,3、冨永　 光裕 2,4、有馬　 久富 5、 
後藤　 健一 6、北園　 孝成 1,7

1 九州大学大学院　医学研究院　附属総合コホートセンター、2 九州医療センター　臨床研究センター、 
3 九州医療センター　臨床検査部、4 九州医療センター　高血圧内科、 
5 福岡大学医学部　衛生・公衆衛生学教室、6 九州大学大学院　医学研究院　保健学部門、 
7 九州大学大学院　医学研究院　病態機能内科学

女性研究者奨励賞

AW-5 全国の日本人女性における推定食塩・カリウム摂取量と食習慣の関連性の検討 
Study on the relationship between estimated salt / potassium intake and eating 
habits in Japanese women

○大矢　 寛子 1、安竹　 良礼 1、石川　 大仁 1、三浦　 克之 2、土橋　 卓也 3

1 株式会社ヘルスケアシステムズ、2 滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門、 
3 社会医療法人製鉄記念八幡病院
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ポスター発表１　臨床 
10 月 16 日（日） 13:30-14:00 Room K
座長：鷹見　洋一 大阪大学大学院医学系研究科

PC1-1 降圧薬治療中の地域在住高齢者の身体機能 
physical function of community-dwelling elderly hypertensive patients treated with 
antihypertensive drugs

○濵地　 望 1、高野　 吉朗 1、下井　 俊典 1、廣岡　 良隆 2,3

1 国際医療福祉大学　福岡保健医療学部　理学療法学科

PC1-2 治療抵抗性の肥満2型糖尿病患者におけるセマグルチドの有効性・安全性の検討 
Efficacy and Safety of Semaglutide in Treatment-Refractory Obese Patients with 
Type 2 Diabetes

佐々木　 康裕 2、○渡辺　康博 1、松田　英士 2、東　宏一郎 2、柳川　達生 2

1 慶應義塾大学病院　腎臓内分泌代謝内科、2 練馬総合病院　内科  

PC1-3 睡眠時無呼吸症候群の重症度は年齢、性別、肥満、高血圧有病者率と関連する 
The severity of Sleep Apnea Syndrome is correlated with age,gender,obesity and 
hypertension independently

志水　秀郎 2、中嶋　 正博 2、楠　博 2、○元根　 正晴 1、奥野　 健太郎 2、高橋　 一也 2

1 大阪歯科大学　医療保健学部、2 大阪歯科大学　歯学部  

PC1-4 常染色体顕性多発性嚢胞腎(ADPKD)における高血圧合併に関する検討 
Study of hypertensive complications in autosomal  polycystic kidney disease 
(ADPKD)

○中島　 健太郎、甲斐　 平康、山縣　 邦弘
筑波大学附属病院

PC1-5 緩徐進行1型糖尿病における糖尿病性腎臓病進展予測因子の検討 
Predictive Factors Involved in the Development of Diabetic Kidney Disease in 
Patients with Slow Progrresive Type 1 Diabetes Mellitus

○大熊　 英之 1、結城　 真広 1、一條　 昌志 2、土屋　 恭一郎 1

1 山梨大学医学部附属病院、2 国立病院機構　まつもと医療センター  

PC1-6 高尿酸血症を呈する慢性腎臓病患者におけるドチヌラドとフェブキソスタットによる
治療効果の比較 
Therapeutic Effects of Dotinurad and Febuxostat in Chronic Kidney Disease 
Patients with Hyperuricemia

○石光　 俊彦 1、本多　 勇晴 2、藤乘　 嗣泰 2、賴　 建光 2

1 宇都宮中央病院、2 獨協医科大学

21第44回日本高血圧学会総会



ポスター発表２　基礎・その他 
10 月 16 日（日） 13:30-14:00 Room K
座長：畔上　達彦 慶應義塾大学保健管理センター

PB1-1 高血圧自然発症ラットにおける、CETPの有無に伴うprobucolのin vivo効果の検討 
Examination of in vivo effects of probucol on spontaneously hypertensive rats with 
and without the cholesteryl ester transfer protein gene

○梁　 一強、我妻　 玲、洪　 名揚、森　 幸太郎、磯野　 正人、竹内　 史比古、加藤　 規弘
国立国際医療研究センター研究所

PB1-2 好中球エラスターゼ阻害剤（Sivelstat：ONO-5046）は、ApoE欠損マウスのアンジオテ
ンシンII誘発性腹部大動脈瘤を軽減する 
Neutrophil elastase inhibitor (Sivelstat:ONO-5046) attenuates AngII-induced 
abdominal aortic aneurysm in ApoE deficient mice

○秦　 昌紫子 1、内田　 治仁 1,2、岡本　 修吾 1、大髙　 望 3、和田　 淳 1

1 岡山大学学術研究院医歯薬学域　腎・免疫・内分泌代謝内科学、 
2 岡山大学学術研究院医歯薬学域　CKD・CVD 地域包括医療学、3 香川県中央病院

PB1-3 ブルベリー葉エキスによる血圧降下作用の解析 
Anti-hypertensive effect of blue-berry leaf extract

○藤田　 裕之
京都先端科学大学バイオ環境学部

PB1-4 シルニジピンのインスリン抵抗性改善作用およびアルドステロン低下作用 
Cilnidipine improves insulin resistance and decreases aldosterone level

○上芝　 元
東邦大学医療センター大橋病院

PB1-5 無作為化比較試験CRAFTにおける多施設プロジェクト・マネジメントの経験 
Project management of a multicenter randomized controlled trial: CRAFT trial

○池﨑　 美智子 1、篠原　 由紀子 1、舩越　 駿介 1、阿部　 真紀子 1、川添　 美紀 1、佐藤　 敦 1、 
前田　 俊樹 1、吉村　 力 1、髙田　 耕平 2,3、小川　 正浩 2,3、門上　 俊明 4、冨永　 光裕 5、 
大屋　 祐輔 6、三浦　 伸一郎 3、有馬　 久富 1

1 福岡大学 医学部 衛生・公衆衛生学、2 福岡大学 医学部 臨床検査医学、3 福岡大学 医学部 心臓血管内科学、 
4 福岡県済生会二日市病院 循環器内科、5 国立病院機構九州医療センター 高血圧内科、6 琉球大学病院 第三内科

PB1-6 COVID-19パンデミック下における大学生の健康意識と生活習慣 
Health Consciousness and Lifestyle of University Students under COVID-19 
Pandemic

○村谷　 博美
九州産業大学
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ポスター発表３　症例報告 
10 月 16 日（日） 13:30-14:00 Room K
座長：赤﨑　雄一 鹿児島大学　心臓血管・高血圧内科学

PP1-1 片側のコルチゾール産生腺腫を摘出した原発性アルドステロン症の一例 
A Case of Primary Aldosteronism with Corisol producing adenoma

○上月　 優史 1、佐藤　 和則 1、大黒　 顕祐 1、野口　 雄司 1、山田　 章 1、杉浦　 章 1、 
壷井　 匡浩 2、池田　 義弘 3、坂元　 和宏 4、笹野　 公伸 5、工藤　 正孝 1

1 大崎市民病院　腎臓・内分泌内科  、2 大崎市民病院　放射線診断科、3 大崎市民病院　泌尿器科、 
4 大崎市民病院　病理診断科、5 東北大学病院　病理診断学分野

PP1-2 高血圧性脳症に合併した高血圧性心筋症に対して降圧療法を行い心臓MRIでフォロー
できた症例 
A case of hypertensive cardiomyopathy complicated by hypertensive encephalopathy 
was treated antihypertensive therapy and follow-up with cardiac MRI

○渡辺　 清孝、北村　 哲也、牧野　 翠、岡戸　 亮、伊神　 明良、山本　 彩人、太田　 覚史
鈴鹿中央総合病院

PP1-3 腎不全を伴う機能的片腎の腎血管性高血圧に対してMinimum contrast medium 
PTRAが奏功した１例 
A case of minimal contrast medium PTRA for renal artery stenosis of one 
functional kidney with renal failure

○杉野　 浩
呉医療センター・中国がんセンター

PP1-4 PTRA後の再狭窄に対してマルチモダリティを用いてバルーンのみでPTRAを施行で
きた線維筋性異形成に伴う若年腎血管性高血圧の一例 
Successful balloon angioplasty for restenosis in a juvenile patient with renovascular 
hypertension due to fibromuscular dysplasia using multimodality guidance

○江藤　 良、河野　 浩章、赤司　 良平、池田　 聡司、前村　 浩二
長崎大学病院 循環器内科

PP1-5 下肢機能不全と認知機能低下により活動量が低下している高齢者の在宅リハビリにお
いて、運動療法を実施し労作時の血圧の急激な上昇を軽減できた症例 
Practice of exercise therapy in home rehabilitation for elderly person with 
dementia and lower limb dysfunction

○萩野　 豪 1、フォクト　 穂波 1、平野　 大介 2、木所　 律子 1、篠原　 聖子 2、塚田　 雄大 3

1 つかだファミリークリニック訪問看護ステーション富里、2 つかだファミリークリニック訪問看護ステーション、
3 つかだファミリークリニック

PP1-6 腹腔動脈解離を合併した常染色体優性多発性嚢胞腎の1例 
A Case of Autosomal Dominant Polycystic Kidney with Celiac Artery Dissection.

○長谷川　 功、花山　 宜久
岡山大学病院
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