モーニングセミナー・ランチョンセミナー・イブニングセミナー
【1 日目】5 月 26 日（金）
ランチョンセミナー1（LS1）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 1 会場（仙台国際センター 会議棟 大ホール）
司会：冨田 公夫（東名厚木病院）
「糖尿病腎症に対する GLP-1 受容体作動薬への期待」
清野 裕（関西電力病院／関西電力医学研究所）
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
ランチョンセミナー2（LS2）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 2 会場（仙台国際センター 会議棟 橘）
司会：西 慎一（神戸大学大学院医学研究科 腎臓・免疫内科学分野）
テーマ：
「末期腎不全患者を診るために役立つ腎移植の知識」
1．
「腎移植の最新情報～先行的腎移植のためのノウハウ～」
岡部 安博（九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科）
2．
「慢性腎臓病患者さんへの治療選択肢提示のノウハウ」
森 典子（静岡県立総合病院腎臓内科）
共催：アステラス製薬株式会社
ランチョンセミナー3（LS3）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 3 会場（仙台国際センター 会議棟 萩）
司会：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）
「腎臓からみた新たなる糖尿病治療戦略」
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）
共催：田辺三菱製薬株式会社／第一三共株式会社
ランチョンセミナー4（LS4）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 4 会場（仙台国際センター 会議棟 桜 1）
司会：平方 秀樹（福岡腎臓内科クリニック）
「PTH 管理の新しい意義と方法」
深川 雅史（東海大学医学部内科学系腎内分泌代謝内科）
共催：小野薬品工業株式会社

ランチョンセミナー5（LS5）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 5 会場（仙台国際センター 会議棟 桜 2）
司会：斎藤 亮彦（新潟大学大学院医歯学総合研究科機能分子医学講座）
「腎からみた 2 型糖尿病治療の新たな展開」
古家 大祐（金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学）
共催：小野薬品工業株式会社／アストラゼネカ株式会社
ランチョンセミナー6（LS6）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 6 会場（仙台国際センター 会議棟 白橿 1）
司会：寺田 典生（高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科学講座）
「2017 年尿中 NGAL の保険適用により、日本の AKI 診療は変わるのか」
森 潔（静岡県立総合病院腎臓研究科／静岡県立大学薬学部）
共催：アボット ジャパン株式会社
ランチョンセミナー7（LS7）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 7 会場（仙台国際センター 会議棟 白橿 2）
司会：丸山 彰一（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）
「腎疾患に潜在する遺伝性疾患 ファブリー病」
1．
「腎臓領域におけるファブリー病の早期診断と早期治療」
平和 伸仁（横浜市立大学附属市民総合医療センター血液浄化療法部／腎臓・高血圧内科）
2．
「腎臓内科医が知っておくべき、ファブリー病の症状と所見」
久保田 孝雄（自衛隊中央病院診療技術部）
共催：大日本住友製薬株式会社
ランチョンセミナー8（LS8）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 8 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 1）
司会：柏原 直樹（川崎医科大学腎臓・高血圧内科学）
「降圧治療における減塩の意義とシオヌキのコツ」
𡈽橋 卓也（製鉄記念八幡病院）
共催：塩野義製薬株式会社
ランチョンセミナー9（LS9）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 9 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 2）
司会：木村 健二郎（JCHO 東京高輪病院）
「CKD を合併する高尿酸血症の治療意義」
細谷 龍男（東京慈恵会医科大学慢性腎臓病病態治療学）
共催：帝人ファーマ株式会社

ランチョンセミナー10（LS10）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 10 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 3）
司会：菊地 勘（下落合クリニック）
「大きな飛躍を遂げた C 型肝炎の最新治療～今こそ肝腎な専門医連携！～」
朝比奈 靖浩（東京医科歯科大学大学院肝臓病態制御学）
共催：MSD 株式会社
ランチョンセミナー11（LS11）
日時：5 月 26 日（金）12:30～13:20
会場：第 11 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 4）
司会：鶴屋 和彦（九州大学大学院医学研究院包括的腎不全治療学）
「PD up to date－重炭酸含有腹膜透析液の基礎と臨床について－」
1．田村 雅仁（産業医科大学病院腎センター・腎臓内科）
2．丹野 有道（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター腎臓・高血圧内科）
共催：バクスター株式会社
イブニングセミナー1（ES1）
日時：5 月 26 日（金）17:45～18:35
会場：第 3 会場（仙台国際センター 会議棟 萩）
司会：安藤 亮一（武蔵野赤十字病院腎臓内科）
「慢性腎臓病のステージと心血管病リスク」
庄司 哲雄（大阪市立大学大学院医学研究科血管病態制御学）
共催：協和発酵キリン株式会社
イブニングセミナー2（ES2）
日時：5 月 26 日（金）17:45～18:35
会場：第 4 会場（仙台国際センター 会議棟 桜 1）
司会：四方 賢一（岡山大学病院新医療研究開発センター）
「日本国内の糖尿病治療における SGLT2 阻害薬の有用性」
1．
「SGLT2 阻害薬を徹底解明 ～CGM から見えてきた、新たな可能性～」
森 豊（東京慈恵会医科大学附属第三病院糖尿病・代謝・内分泌内科）
2．
「日本人における 2 型糖尿病治療 ～STELLA-LONG TERM から見えてきたもの～」
戸邉 一之（富山大学大学院医学薬学研究部内科学第一）
共催：アステラス製薬株式会社／寿製薬株式会社／MSD 株式会社

イブニングセミナー3（ES3）
日時：5 月 26 日（金）17:45～18:35
会場：第 5 会場（仙台国際センター 会議棟 桜 2）
司会：山縣 邦弘（筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学）
「糖尿病性腎症の治療選択―腎症から移植まで―」
1．
「心血管疾患から考える 2 型糖尿病性腎症に対する生涯治療－すべての患者に先行的腎移植をプラ
ンできているか？－」
後藤 憲彦（名古屋第二赤十字病院移植内科）
2．
「糖尿病に対する移植治療の実際」
鳴海 俊治（名古屋第二赤十字病院移植外科）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

【2 日目】5 月 27 日（土）
ランチョンセミナー12（LS12）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 1 会場（仙台国際センター 会議棟 大ホール）
司会：猪阪 善隆（大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学）
「CKD 患者の予後とリン管理」
秋澤 忠男（昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門）
共催：バイエル薬品株式会社
ランチョンセミナー13（LS13）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 2 会場（仙台国際センター 会議棟 橘）
司会：新田 孝作（東京女子医科大学第四内科）
「保存期からはじまっているリンの管理」
稲熊 大城（藤田保健衛生大学医学部腎内科学）
共催：アステラス製薬株式会社／株式会社三和化学研究所
ランチョンセミナー14（LS14）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 3 会場（仙台国際センター 会議棟 萩）
司会：岡田 浩一（埼玉医科大学腎臓内科）
「腎臓病治療の将来展望」
南学 正臣（東京大学大学院医学系研究科腎臓・内分泌内科）
共催：協和発酵キリン株式会社
ランチョンセミナー15（LS15）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 4 会場（仙台国際センター 会議棟 桜 1）
司会：和田 隆志（金沢大学大学院腎病態統御学・腎臓内科学）
「SGLT2 Inhibitors in the Treatment of Diabetes Mellitus: Potential Mechanisms of Renal Risk
Reduction, and Clinical Applications」
David Zev Isaac Cherney（Division of Nephrology at the University of Toronto, Canada）
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
ランチョンセミナー16（LS16）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 5 会場（仙台国際センター 会議棟 桜 2）
司会：柳田 素子（京都大学大学院医学研究科腎臓内科学）
「難治性腎疾患研究の現状と課題」
丸山 彰一（名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科学）
共催：大塚製薬株式会社

ランチョンセミナー17（LS17）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 6 会場（仙台国際センター 会議棟 白橿 1）
司会：山縣 邦弘（筑波大学医学医療系腎臓内科学）
「慢性腎臓病に克つための血圧管理とは」
田村 功一（横浜市立大学医学部循環器・腎臓内科学）
共催：武田薬品工業株式会社
ランチョンセミナー18（LS18）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 7 会場（仙台国際センター 会議棟 白橿 2）
司会：諏訪部 章（岩手医科大学医学部臨床検査医学講座）
「日常診療におけるバイオマーカーとしての尿中 L-FABP の有用性と可能性」
木村 健二郎（独立行政法人地域医療機能推進機構東京高輪病院）
共催：積水メディカル株式会社
ランチョンセミナー19（LS19）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 8 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 1）
司会：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）
1．
「GP の満足度を上げる高血圧治療を目指して」
大西 勝也（大西内科ハートクリニック／三重大学大学院循環器内科）
2．
「治療中仮面高血圧・治療中白衣高血圧の対応」
久代 登志男（日野原記念クリニック（聖路加国際病院連携施設）
）
共催：第一三共株式会社
ランチョンセミナー20（LS20）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 9 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 2）
司会：横尾 隆（東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科）
「臨床研究に何が必要か？」
大橋 靖雄（中央大学理工学部人間総合理工学科生物統計学）
共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー21（LS21）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 10 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 3）
司会：成田 一衛（新潟大学大学院医歯学総合研究科腎・膠原病内科）
「腎臓内科医が見逃してはならない治療可能な遺伝性疾患～ファブリー病の診断と治療～」
1．
「酵素補充療法（ERT）でポドサイトから GL-3 を除去できるか？」
鶴屋 和彦（九州大学大学院医学研究院包括的腎不全治療学）
2．
「ファブリー腎症の病理スコアリング」
佐藤 博（東北大学大学院薬学研究科臨床薬学分野）
共催：サノフィ株式会社
ランチョンセミナー22（LS22）
日時：5 月 27 日（土）12:30～13:20
会場：第 11 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 4）
司会：内田 俊也（帝京大学医学部内科学講座）
「CKD 患者における尿酸管理の重要性」
柴垣 有吾（聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科）
共催：株式会社富士薬品／ファイザー株式会社

【3 日目】5 月 28 日（日）
モーニングセミナー1（MS1）
日時：5 月 28 日（日）8:00～8:50
会場：第 9 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 2）
司会：佐藤 文俊（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）
「CKD 進展阻止へ向けた高血圧治療」
深水 圭（久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門）
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社／アステラス製薬株式会社
モーニングセミナー2（MS2）
日時：5 月 28 日（日）8:00～8:50
会場：第 10 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 3）
司会：湯澤 由紀夫（藤田保健衛生大学医学部腎内科学）
「日本におけるループス腎炎の治療戦略」
花岡 洋成（聖マリアンナ医科大学リウマチ内科・膠原病・アレルギー内科）
共催：中外製薬株式会社
モーニングセミナー3（MS3）
日時：5 月 28 日（日）8:00～8:50
会場：第 11 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 4）
司会：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）
「糖尿病腎症における病期に応じた血糖管理と食事療法とは？」
北田 宗弘（金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学）
共催：協和発酵キリン株式会社
ランチョンセミナー23（LS23）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 1 会場（仙台国際センター 会議棟 大ホール）
司会：菱田 明（焼津市立総合病院）
司会：平方 秀樹（医療法人医心会福岡腎臓内科クリニック）
「CKD 診療における観察研究の意義と得られた知見」
松下 邦洋（ジョンズ・ホプキンス公衆衛生大学院疫学講座）
共催：協和発酵キリン株式会社
ランチョンセミナー24（LS24）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 2 会場（仙台国際センター 会議棟 橘）
司会：湯澤 由紀夫（藤田保健衛生大学医学部腎内科学）
「ループス腎炎の免疫抑制療法の選択～いつ、何を、どのくらい、いつまで～」
内田 啓子（東京女子医科大学保健管理センター・腎臓内科）
共催：アステラス製薬株式会社

ランチョンセミナー25（LS25）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 3 会場（仙台国際センター 会議棟 萩）
司会：深川 雅史（東海大学医学部内科学系腎内分泌代謝内科）
「Phosphate binders: a critical review」
Jürgen Floege（RWTH Aachen University, Aachen, Germany）
共催：キッセイ薬品工業株式会社
ランチョンセミナー26（LS26）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 4 会場（仙台国際センター 会議棟 桜 1）
司会：佐藤 壽伸（独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院（JCHO 仙台病院）
）
「電解水素水研究－健康科学への取り組みと腎疾患・透析医療への応用－」
中山 昌明（東北大学病院慢性腎臓病透析治療共同研究部門）
共催：株式会社日本トリム
ランチョンセミナー27（LS27）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 5 会場（仙台国際センター 会議棟 桜 2）
司会：岡田 浩一（埼玉医科大学医学部腎臓内科）
「透析患者のトータルマネジメントを考える」
1.「透析患者における降圧治療の新たな展開」
森本 聡（東京女子医科大学高血圧・内分泌内科）
2.「脂質異常症合併透析患者と脂肪酸製剤」
土谷 健（東京女子医科大学血液浄化療法科）
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28（LS28）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 6 会場（仙台国際センター 会議棟 白橿 1）
司会：柴垣 有吾（聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科）
「尿酸と CKD の関わり～腎障害抑制の面からみた高尿酸血症治療～」
猪阪 善隆（大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学）
共催：株式会社三和化学研究所
ランチョンセミナー29（LS29）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 7 会場（仙台国際センター 会議棟 白橿 2）
司会：林 松彦（慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター/総合診療教育センター）
「Treatment of aHUS - state of the art」
Nils Heyne（Section of Nephrology and Hypertension Tubingen University Hospital, Germany）
共催：アレクシオンファーマ合同会社

ランチョンセミナー30（LS30）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 8 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 1）
司会：秋澤 忠男（昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門）
「CKD 患者のリン管理の重要性～フレイル・低栄養・QOL 低下防止を目指した蛋白質摂取を確保する
ために～」
稲葉 雅章（大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学）
共催：鳥居薬品株式会社
ランチョンセミナー31（LS31）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 9 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 2）
司会：前川 聡（滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科）
「糖尿病性腎症治療における DPP-4 阻害薬の可能性」
片山 茂裕（埼玉医科大学／埼玉医科大学 かわごえクリニック）
共催：MSD 株式会社
ランチョンセミナー32（LS32）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 10 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 3）
司会：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）
「腎を起点とする糖尿病の包括的管理～SGLT2 阻害薬のもたらす臨床的ベネフィット～」
叶澤 孝一（埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科）
共催：サノフィ株式会社
ランチョンセミナー33（LS33）
日時：5 月 28 日（日）12:30～13:20
会場：第 11 会場（仙台国際センター 展示棟 会議室 4）
司会：南学 正臣（東京大学大学院医学系研究科腎臓内科学／内分泌病態学）
1．
「クレメジンを中心とした CKD 治療戦略」
長田 太助（自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門）
2．
「臨床試験データの統計的解釈：CKD 領域を中心に」
森田 智視（京都大学大学院医学研究科医学統計生物情報学）
共催：田辺三菱製薬株式会社

