
■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 松阪　泰二 東海大学医学部生体構造機能学

司会 稲城　玲⼦ 東京大学大学院医学系研究科CKD病態生理学講座

LRBAは尿濃縮と体液恒常性維持に必須の分⼦である BA-01 原　悠 東京医科⻭科大学腎臓内科

アセチルコリン受容体刺激は脾臓のマクロファージ細胞連関を惹起し抗炎症効果を発揮する BA-02 中村　恭菜 ⻑崎大学内臓機能生理学

腎オルガノイドにおける傷害ポドサイトの細胞間伝搬 BA-03 宇田川　智宏 東海大学　医学部

ポドサイトDNA損傷は血球細胞DNAメチル化変化を惹起しmemoryＴ細胞による腎機能増
悪を誘導する BA-04 中道　蘭 慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科

MAFB変異疾患 (MCTO)モデルマウスのポドサイト障害に対するイマチニブの治療効果 BA-05 臼井　俊明 筑波大学医学医療系腎臓内科学

司会 中川　直樹 旭川医科大学 内科学講座  循環・呼吸・神経病態内科
学分野

司会 岩田　恭宜 ⾦沢大学附属病院　腎臓内科　感染制御部

低Mg血症を伴う遺伝性⾼血圧の新規責任遺伝⼦ANK3の同定とその変異の機能解析 BA-06 梶本　幸男 大阪大学腎臓内科学

OCRL遺伝⼦splicing異常による疾患発症メカニズムの検討 BA-07 榊原　菜々 神⼾大学⼩児科

糖鎖異常IgA産生における形質細胞様樹状細胞の役割 BA-08 深尾　勇輔 順天堂大学腎臓内科

IgA腎症患者の扁桃陰窩におけるT細胞受容体 public レパトアの解析 BA-09 ⾥⽅　一紀 新潟大学大学院医⻭学総合研究科　腎研究センター
腎・膠原病内科学分野

腎移植後IgA腎症患者における扁桃免疫と扁桃摘出・ステロイドパルス療法の関連 BA-10 米沢　正貴 新潟大学 腎研究センター 腎・膠原病内科学

司会 竹田　徹朗 獨協医科大学埼⽟医療センター腎臓内科

司会 杉⼭　⻫ 川崎医科大学総合医療センター

Non-targeted metabolomic analysis with machine learning identified
biomarkers to predict rapid decliner in diabetic kidney disease. BA-11 Yosuke　Hirakawa Division of Nephrology and Endocrinology, the

University of Tokyo Hospital

尿L-FABP POCキットを⽤いたCOVID-19重症化予測について BA-12 片桐　大輔 国⽴国際医療研究センター病院　腎臓内科

悪性⾼血圧の⼊院死亡率と緊急透析実施率の10年間の傾向 BA-13 源⾺　拓 東京医科⻭科大学腎臓内科

医学⽤語バーチャル空間におけるCKD患者の腎生命予後エンドポイントの開発 BA-14 神田　英一郎 川崎医科大学

新しいCKD EPI式の日本人への適⽤ BA-15 安田　宜成 名古屋大学腎臓内科

司会 伊與田　雅之 昭和大学微生物学免疫学講座

ラクトフェリン投与による慢性腎臓病およびその合併症の進⾏抑制効果 O-001 岩本　千奈 東北大学薬学部臨床薬学分野

アルギナーゼ２はスペルミジン産生を介して腎間質線維化を制御する O-002 相原　成志 九州大学大学院医学研究院　病態機能内科学

尿毒素暴露下の筋細胞におけるマイオカインの影響 O-003 ⼭越　聖⼦ 東北医科薬科大学腎臓内分泌内科

障害腎皮質M2-likeマクロファージは直接的機序・CD8 T細胞浸潤抑制により腎癌発達を促進
する O-004 石井　太祐 東京大学腎臓・内分泌内科

エンパグリフロジンは脂肪酸毒性軽減とオートファジー停滞解消を介して腎保護に働く O-005 松井　翔 大阪大学腎臓内科

一般演題優秀演題賞1（基礎）

　　　　　　　　※発表言語︓英語

6月12日（日） 9:00〜10:00 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

一般演題優秀演題賞2（基礎）

　　　　　　　　※発表言語︓英語

神⼾国際会議場 5階 501

一般演題優秀演題賞3（臨床）

　　　　　　　　※発表言語︓英語

CKD（基礎）1

6月12日（日） 10:00〜11:00 第5会場

6月12日（日） 11:00〜12:00 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

6月10日（⾦） 9:00〜10:00 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501 CKD

1



■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 和田　淳 岡⼭大学　腎・免疫・内分泌代謝内科学

尿中リゾリン脂質は糖尿病性腎臓病における急速な腎機能低下と関連する O-006 吉岡　健太郎 協和キリン株式会社　研究開発本部

ULK1によるAMPKのAMP感受性制御の発⾒とCKDにおける破綻の解明 O-007 柳　智貴 東京医科⻭科大学腎臓内科

尿細管・血管内皮Nrf2⽋損が腎間質線維化に及ぼす影響についての検討 O-008 菱田　英⾥華 自治医科大学　内科学講座　腎臓内科学部門

Subcellular localization of dendrin modulates the fate of podocyte injury and
glomerulosclerosis O-009 Maulana A.　Empitu Department of Nephrology, Graduate School of

Medicine, Chiba University, Chiba, Japan

The Ambivalent Role of Ccl5 in Podocyte Injury and Glomerular Disease O-010 Ika N.　Kadariswantin Department of Nephrology, Graduate School of
Medicine, Chiba University, Chiba, Japan

司会 ⻑⾕川　元 埼⽟医科大学総合医療センター腎・⾼血圧内科

保存期CKDにおける血漿XORと予後の関連に関する検討 O-011 牧野　修三 大阪急性期・総合医療センター 腎臓・⾼血圧内科

わが国におけるCKDの医療経済評価︓CKD-JAC研究 O-012 駒場　大峰 東海大学医学部 腎内分泌代謝内科

慢性腎臓病教育⼊院と透析導⼊後の心血管疾患新規発症との関連 O-013 丑丸　秀 聖マリアンナ医科大学腎臓⾼血圧内科

代謝異常関連脂肪肝疾患(MAFLD)とCKD発症リスクの関連についての検討 O-014 田中　希尚 札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科

日本人における腎臓関連指標のゲノムワイド関連解析 O-015 菅原　有佳 東京大学

司会 ⼩岩　文彦 昭和大学藤が丘病院　内科（腎臓）

脈拍数とCKD発症に関する検討-福島CKDコホート研究- O-016 齋藤　浩孝 福島県⽴医科大学腎臓⾼血圧内科学講座

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 O-017 木村　友則 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

ルビプロストンによる慢性腎不全進⾏抑制効果-医師主導治験結果報告 O-018 渡邉　駿 東北大学

Kidney dysfunction according to risk factors by age in general diabetic
population: an observational study O-019 Thu　Le

Department of Nephrology and Laboratory
Medicine, Kanazawa University, Kanazawa,
Japan

Finerenone in Patients with CKD and T2D by SGLT-2i treatment: FIDELITY
Analysis O-020 Shigehiro　Katayama Saitama Medical University

司会 ⼩口　英世 東邦大学医学部腎臓学講座

⾼齢慢性腎臓病患者の貧血が腎予後に与える影響 O-021 森　大輔 大阪労災病院腎臓内科

ダルベポエチンアルファで治療中の慢性腎臓病患者におけるトランスフェリン飽和度と心血管イベン
トの関係 O-022 中井　健太郎 福岡赤十字病院腎臓内科

地域住⺠剖検例における皮質領域別の腎組織所⾒︓久⼭町研究 O-023 丸本　裕和 九州大学　衛生・公衆衛生学

血清亜鉛と腎機能の関連性における栄養状態の与える影響の検討 O-024 嵯峨崎　誠 東京慈恵会医科大学附属病院　腎臓⾼血圧内科

新しいCKD-EPI式に基づく推算GFR値の日本人における正確性の検討 O-025 橋本　幸始 信州大学医学部附属病院腎臓内科

CKD（基礎）2

CKD（臨床）1

CKD（臨床）2

CKD（貧血・鉄代謝その他）

6月10日（⾦） 14:00〜15:00 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

6月10日（⾦） 15:10〜16:10 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

6月10日（⾦） 10:10〜11:10 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

6月10日（⾦） 16:20〜17:20 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

CKD

CKD

CKD

CKD
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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 ⾕⼭　佳弘 関⻄医科大学第二内科

静脈血栓症予防に関する抗凝固薬の投与量決定における腎機能推算式の⽐較 O-026 渡部　紘三 焼津市⽴総合病院

透析導⼊前の慢性腎臓病ステージ5期の患者における血清Mg濃度と腹部大動脈石灰化との
関連 O-027 伊藤　真弓 愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科

透析導⼊時の左室拡張障害と心血管イベント発症の関連. O-028 佐藤　裕⾏ さくら記念病院

慢性腎臓病患者における尿中Na/K⽐と治療抵抗性⾼血圧の関連︓福岡腎臓病データベース
（FKR）研究 O-029 松隈　祐太 九州大学大学院病態機能内科学

エンパグリフロジンの左室駆出率の保たれた心不全患者に対する効果―CKD有無別解析 O-030 ⻄⾕　陽一 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社医薬開発本部

司会 平和　伸仁 横浜市⽴大学附属市⺠総合医療センター　腎臓・⾼血
圧内科

ヒト尿中exosome分画と腎免疫染⾊におけるユビキチンリガーゼKLHL3リン酸化の検討 O-031 石澤　健一 帝京大学医学部腎臓内科、新線池袋クリニック

ENaC依存性の血圧と体液量調節における浸透圧応答転写因⼦NFAT5の意義 O-032 泉　裕一郎 熊本大学腎臓内科学

⾼血圧自然発症ラットにおける血圧上昇には皮膚機能異常が関与する O-033 ⼩倉　卓浩 ⾹川大学薬理学

硫酸転移酵素Sult1a1⽋損マウスを⽤いた慢性腎臓病の心血管疾患発症に対するインドキシ
ル硫酸の寄与解明 O-034 ⻄垣　愛奈 熊本大学薬学部臨床薬物動態学分野

ポドサイト特異的p38 MAPK&GC-Aダブルノックアウトマウスの腎病変におけるポドサイトー内皮
連関の解明 O-035 杉岡　清⾹ 京都大学大学院医学研究科腎臓内科学

司会 ⻑浜　正彦 聖路加国際病院腎臓内科

全身と腎代謝の連関から⾒たリン過剰摂取の影響 O-036 勝間　勇介 大阪大学腎臓内科

ラットにおける急性腎障害後の急激な骨形態の変化 O-037 中川　洋佑 東海大学医学部腎内分泌代謝内科

血液透析(HD)患者におけるLanthanum carbonate (LC)とCalcium carbonate (CC)の
骨密度(BMD)に与える影響 O-038 緒⽅　浩顕 昭和大学横浜市北部病院内科腎臓

鉄含有リン吸着薬の⻑期内服の影響 O-039 吉田　理 慶應義塾大学血液浄化・透析センター

新規カルシウム受容体作動薬ウパシカルセトの短期治療成績 O-040 坂本　和也 苫⼩牧日翔病院泌尿器科

司会 鶴岡　秀一 医療法人愛正会 田尻ヶ丘病院

SGLT2阻害薬の体液保持機能としてのバソプレシン分泌は⾷餌に依存する O-041 増田　貴博 自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門

重症低Na血症治療における補正式の有⽤性 O-042 永瀬　宏哉 中部労災病院腎臓内科

原発性アルドステロン症は尿路結石発症リスクとなる O-043 朝⼭　伊津⼦ 島根大学医学部内科学講座内科学第一

“電解質バスターズ名市大モデル”導⼊による他科からの診療依頼の変化 O-044 ⼩野　水面 名古屋市⽴大学病院

新規カリウム吸着剤のジルコニウムシクロケイ酸ナトリウムは患者満⾜度が⾼い O-045 ⻄野　博喜 弘前大学医学科

⾼血圧/心血管系1

⾼血圧/心血管系2

骨ミネラル代謝

水電解質

6月10日（⾦） 10:10〜11:10 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月10日（⾦） 14:00〜15:00 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月10日（⾦） 9:00〜10:00 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月10日（⾦） 15:10〜16:10 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

⾼血圧・心血管系

⾼血圧・心血管系

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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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 横井　秀基 京都大学大学院医学研究科　腎臓内科学

NMN消費酵素Nmnatのポドサイト発現調節はE-boxへのepigenetic制御が担う O-046 ⻑⾕川　一宏 徳島大学

Ephrin-B1はPar-6-Cdc42結合を阻害しTJ形成の抑制、スリット膜維持に働く O-047 福住　好恭 新潟大学腎研究センター腎分⼦病態学分野

腎糸球体における14-3-3 isoformsの機能解析 O-048 安田　英紀 新潟大学腎研究センター腎分⼦病態学分野

ポドサイトCrb2を自⼰免疫の標的分⼦とした特発性ネフローゼ類似マウスモデルの樹⽴ O-049 ⽻田　伊知郎 佼成病院⼩児科

組織透明化による糸球体およびポドサイトの３次元病理診断 O-050 ⼭田　博之 千葉大学大学院医学研究院腎臓内科学

司会 藤枝　幹也 ⾼知大学⼩児思春期医学

NPHP1ノックアウトカニクイザルの作成による若年性ネフロン癆の病態再現 O-051 鳥生　直哉 京都大学腎臓内科学

ADPKD患者における遺伝学的背景や総腎容積と脳動脈瘤の関係性について O-052 関根　章成 ⻁の門病院腎センター内科

常染⾊体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)患者における未破裂脳動脈瘤(UAn)の経過 O-053 松浦　亮 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

千葉県血液透析患者2924例を対象としたFabry病ハイリスク・スクリーニング O-054 今澤　俊之 国⽴病院機構千葉東病院

エクソーム解析により新規変異を同定したAlport症候群と家族性若年糖尿病の一家系 O-055 渡辺　博文 新潟大学腎研究センター腎・膠原病内科学

司会 芦田　明 大阪医科薬科大学　泌尿生殖・発達医学講座　⼩児科
学

トルバプタン使⽤中常染⾊体優性多発性嚢胞腎患者における尿量・尿浸透圧の寄与因⼦につ
いて O-056 釜野　大典 日本赤十字社医療センター腎臓内科

末期腎不全でトルバプタン治療を中⽌した常染⾊優性多発嚢胞腎(ADPKD)患者は腎機能障
害の進⾏が早くなる O-057 川村　拓朗 北海道大学病院 リウマチ腎臓内科

腎機能低下例を含むADPKD患者におけるトルバプタンの⻑期効果 O-058 島　久登 川島病院

細径トラクトを⽤いた経皮的＋経尿道的腎砕石術(ECIRS)における術後腎障害の解析 O-059 田口　和⼰ 名古屋市⽴大学大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分
野

抗肥満作⽤を持つ褐⾊脂肪細胞は腎の抗炎症作⽤を介して結石の形成を抑制する O-060 杉野　輝明 名古屋市⽴大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分
野

司会 三浦　健一郎 東京⼥⼦医科大学腎臓⼩児科

免疫抑制薬内服中のネフローゼ症候群患者における新型コロナワクチンの免疫原性と安全性 O-061 ⻲井　宏一 国⽴成育医療研究センター　腎臓・リウマチ・膠原病科

当院⼩児科の腎疾患患者の新型コロナウイルスワクチン接種状況 O-062 北角　英晶 神⼾大学大学院医学研究科内科系講座⼩児科学分野

Height trajectory during the pretransplant period in children with
nephronophthisis O-063 Yusuke　Okuda Department of Pediatrics, Kitasato University

COL4A5遺伝⼦エクソン内3′末端から２・３番目の一塩基置換は⾼率にスプライシング異常を
来す O-064 岡田　絵⾥ 神⼾大学大学院⼩児科

Alport症候群モデルマウスにおけるエクソンスキッピング療法の信頼性保証試験成績報告 O-065 ⻘砥　悠哉 神⼾大学病院⼩児科

ポドサイト

遺伝⼦・嚢胞性腎疾患

嚢胞性腎疾患・泌尿器

⼩児・遺伝⼦

6月10日（⾦） 9:00〜10:00 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月10日（⾦） 10:10〜11:10 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月10日（⾦） 16:20〜17:20 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月10日（⾦） 14:00〜15:00 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

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

⼩児・遺伝性疾患・
嚢胞性疾患・泌尿器疾患
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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 海上　耕平 東京⼥⼦医科大学病院　移植管理科・腎臓内科

成人腎不全患者における先⾏的腎移植の臨床効果に関するメタ解析 O-066 畔上　達彦 慶應義塾大学保健管理センター

⾼齢末期腎不全患者に対する腎移植のシステマティックレビューとメタ解析 O-067 寺下　真帆 聖マリアンナ医科大学腎臓・⾼血圧内科

生体腎移植ドナーにおける⾼齢化と術後腎機能に関する検討 O-068 大木　⾥花⼦ 東京大学医学部付属病院　血液浄化療法部

糖尿病レシピエントにおけるミコフェノール酸薬物動態の移植腎予後への影響 O-069 中村　英祐 ⾹川大学医学部循環器・腎臓・脳卒中内科

GLP-1受容体作動薬による2型糖尿病治療と移植腎機能及び移植腎組織学的検討 O-070 佐藤　哲彦 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　糖尿
病・内分泌内科

司会 ⻄島　陽⼦ JA⾹川厚生連滝宮総合病院

移植腎組織における尿細管上皮多核化の臨床病理学的検討 O-071 ⾼上　紀之 東邦大学医学部腎臓学講座

腎移植後CNI腎症を早期に検出する組織学的指標としての壁側上皮細胞へのCD44発現の
有⽤性 O-072 林　⿇⼦ 北海道大学病院　⼩児科

ヒトパルボウイルスB19は移植腎組織中に⾼頻度に局在する O-073 井上　暖 東京医科大学⼋王⼦医療センター腎臓病センター腎臓内
科・血液浄化療法科

生体腎移植後の末梢血総リンパ球数とサイトメガロウイルス感染症の検討 O-074 椎名　裕城 東京慈恵会医科大学腎臓・⾼血圧内科

FCXM T細胞偽陽性を呈したABO血液型不適合腎移植の５例 O-075 林　綾⾹ 東京慈恵会医科大学腎臓・⾼血圧内科

司会 ⾐笠　えり⼦ 昭和大学横浜市北部病院　内科

当院の腎代替療法選択外来の現状から考えた看護師の役割 O-076 矢倉　文 神⼾大学医学部附属病院

腎臓病療養指導⼠によるCKD看護外来の取組 O-077 井上　智恵 元大阪医科薬科大学病院看護部

南城市慢性腎臓病重症化予防事業の臨床的、経済的インパクト O-078 嘉数　良美 南城市役所

糖尿病透析予防指導における減塩、減量の重要性についての検討 O-079 ⾦井　美和 内科阿部医院

慢性腎臓病患者の生活の質に影響を及ぼす要因の検討 O-080 鈴木　薫⼦ 株式会社日⽴製作所日⽴総合病院栄養科

司会 ⻄野　友哉 ⻑崎大学腎臓内科

CKD対策開始後5年間のCKD有病率・腎疾患関連医療費の変遷 O-081 祖⽗江　理 ⾹川大学循環器・腎臓・脳卒中内科

岡⼭市CKDネットワーク(OCKD-NET)におけるCKD病診連携11年後の追跡調査 O-082 大⻄　康博 岡⼭大学腎・免疫・内分泌代謝内科学

血清尿酸値9mg/dL以上, 中性脂肪300mg/dL以上および蛋⽩尿+血尿は腎機能急速悪
化の危険因⼦ O-083 ⾦⼦　朋広 日本医科大学多摩永⼭病院　腎臓内科

⼩学校学校検尿では尿&beta;<SUB>2</SUB>ミクログロブリン上昇例を適切に検出できな
い O-084 坂井　智⾏ 滋賀医科大学⼩児科学講座

健診受診者における終末糖化産物の蓄積と腎機能の関係 O-085 伊藤　大介 聖隷浜松病院腎臓内科

腎移植1

腎移植2

CKD療養

検診・地域医療

6月10日（⾦） 16:20〜17:20 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月11日（土） 9:00〜10:00 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

6月10日（⾦） 15:10〜16:10 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月11日（土） 10:10〜11:10 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

ESRD

ESRD

多職種・患者会

多職種・患者会
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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 田中　元⼦ 松下会あけぼのクリニック腎臓内科

腎代替療法患者における新型コロナワクチン接種後の抗体獲得状況 O-086 松波　昌寿 ⻲田総合病院 腎臓⾼血圧内科

腎不全患者における腎代替療法とBNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine接種後の抗体獲
得率の検討 O-087 岩渕　良平 信州大学医学部附属病院

当院通院中の腎移植後の患者におけるSARS-CoV-2 mRNAワクチン接種後の抗体獲得率 O-088 藤枝　久美⼦ 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科

腎移植患者におけるSARS-CoV-2ワクチン接種後の抗体獲得状況 O-089 出口　英孝 福岡大学腎臓・膠原病内科学

当院通院中の腎移植レシピエントにおけるSARS-CoV-2 mRNAワクチン接種後の抗体価の推
移についての検討 O-090 田中　章仁 名古屋大学腎臓内科

司会 安藤　史顕 東京医科⻭科大学腎臓内科

ヒトiPS細胞由来ネフロン前駆細胞を⽤いたAKIおよびCKDに対する新たな細胞療法の開発 O-091 荒岡　利和 京都大学iPS細胞研究所

間質前駆細胞の誘導法開発に基づく完全に多能性幹細胞由来の腎臓⾼次構造の構築 O-092 田中　悦⼦ 熊本大学発生医学研究所器官構築部門腎臓発生分野

mTOR阻害薬を⽤いたiPS細胞から腎糸球体上皮細胞への効率的な平面培養誘導法の開発 O-093 保田　真宏 関⻄医科大学⼩児科学

生体内細胞動態からアプローチした脂肪由来間葉系幹細胞の糸球体腎炎モデルに対する治療
機序の解明 O-094 古橋　和拡 名古屋大学附属病院腎臓内科

⺟体におけるマグネシウム⽋乏は児の塩分感受性⾼血圧発症リスクを上昇させる O-095 熊⾕　⿇⼦ 順天堂大学産婦人科

司会 後藤　眞 新潟大学大学院医⻭学総合研究科
腎研究センター 腎・膠原病内科学分野

COVID-19ワクチン接種と⾁眼的血尿の関連についての調査結果 O-096 ⻘木　良輔 順天堂大学腎臓内科学講座

コロナワクチン接種後に⾁眼的血尿が認められたことを契機にIgA腎症の診断に⾄った症例の臨
床病理学的特徴 O-097 田邉　淳 千葉東病院

COVID-19ワクチン接種後に⾁眼的血尿を認め腎生検を施⾏したIgA腎症患者13例の病理
組織学的検討 O-098 横手　伸也 東京慈恵会医科大学腎臓・⾼血圧内科

当院におけるCOVID-19ワクチン接種後に生じた腎疾患についての検討 O-099 廣瀬　瞳 順天堂大学附属浦安病院腎・⾼血圧内科

SARS-CoV-2ワクチン接種後の腎障害の後ろ向き実態調査 O-100 春日井　貴久 名古屋市⽴大学病院

司会 上條　祐司 信州大学　腎臓内科

Nationwide Mortality Risk Associated with Perioperative Acute Dialysis
Requirement in Major Surgeries O-101 Yuta　Nakano

Department of Nephrology, Graduate School of
Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical
and Dental University

透析患者の塩分量と予後との関連 O-102 石井　健夫 医療法人社団善仁会

維持血液透析患者における血圧の月間変動性の特徴 O-103 ⽢利　佳史 守口敬仁会病院　腎・透析科

維持血液透析(HD)患者における集中治療室(ICU)⼊室に関するリスクの検討 O-104 門多　のぞみ 聖路加国際病院腎臓内科

ABCG2による腎外尿酸排泄量の推定 O-105 大橋　勇紀 東京薬科大学 病態生理学教室

COVID-19ワクチンと腎疾患

血液透析

末期腎不全患者と新型コロナワクチン

幹細胞・再生・遺伝 6月11日（土） 16:10〜17:10 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

6月11日（土） 17:20〜18:20 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

6月11日（土） 15:00〜16:00 第5会場 神⼾国際会議場 5階 501

6月11日（土） 9:00〜10:00 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

ESRD

基礎医学

糸球体・尿細管間質疾患

ESRD
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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 伊藤　恭彦 愛知医科大学　腎臓リウマチ膠原病内科

Transglutaminase2は腹膜線維化・血管新生の治療ターゲットとなる O-106 久能木　俊之介 愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科

腹膜透析患者における血清亜鉛と腎性貧血の関連 O-107 桑原　郁⼦ ⼩倉記念病院

腹膜透析＜PD＞患者における末梢動脈疾患＜PAD＞発症因⼦の検討 O-108 岩渕　晟英 湘南鎌倉総合病院　腎臓病総合医療センター

腹膜透析患者におけるエリスロポエチン抵抗性指数とHIF-PH阻害薬の効果 O-109 原田　健司 ⼩倉記念病院　腎臓内科

経皮的腹膜透析カテーテル留置術のISPDガイドラインに基づく評価 O-110 野垣　文昭 島田市⽴総合医療センター腎臓内科

司会 ⾼橋　直生 福井大学腎臓内科

メサンギウム細胞-浸潤マクロファージ間のエクソソームを介した連関が糖尿病性腎臓病の進展に
関与する O-111 梅本　周朗 熊本大学腎臓内科

リソソーム転写因⼦TFEBの活性化は糖尿病性腎臓病のポドサイト障害を抑制する O-112 ⼭原　真⼦ 滋賀医科大学　医師臨床教育センター

糖尿病性腎臓病におけるオートファジー不全と脂質代謝異常はフェロトーシス亢進を介して腎障
害を悪化させる O-113 松井　翔 大阪大学腎臓内科

糖尿病にみられるeGFRと関連する腎臓DNAメチル化異常 O-114 丸茂　丈史 国際医療福祉大学

早期糖尿病性腎症に対するVasohibin-2を標的としたペプチドワクチン療法の有効性 O-115 中島　有理 岡⼭大学病院

司会 笠井　健司 富⼠市⽴中央病院 腎臓内科

糖尿病性腎症における血中プロテオーム解析による新規バイオマーカーの探索 O-116 ⼩林　洋輝 日本大学医学部　腎臓⾼血圧内分泌内科

2型糖尿病患者における尿中メガリン測定による腎予後予測 O-117 飯田　倫理 新潟大学　機能分⼦医学講座

糖尿病性腎臓病の増悪因⼦に糖尿病網膜症が与える影響についての検討 O-118 飯尾　麗 大阪急性期・総合医療センター

糖尿病性腎臓病における糸球体門部⼩血管増生の臨床・病理学的意義 O-119 清水　美保 ⾦沢大学

SGLT2阻害薬は糖尿病性腎臓病患者のうちrapid decliner群に腎臓保護効果を⽰す O-120 神田　英一郎 川崎医科大学

司会 林　晃正 大阪急性期・総合医療センタ－腎臓・⾼血圧内科

血液透析患者と腹膜透析患者の生命予後⽐較 O-121 岡本　恵介 奈良県⽴医科大学腎臓内科学

腎代替療法選択外来受診が末期腎不全患者に与える効果の検討 O-122 福崎　晴奈 順天堂大学医学部腎臓内科

保存的腎臓療法に対する医療者の障壁 O-123 曽田　祐⺠ 聖路加国際病院腎臓内科

⼩児期に腎代替療法を導⼊した思春期・⻘年期患者の医学的および心理社会的アウトカムの
検討 O-124 三浦　健一郎 東京⼥⼦医科大学腎臓⼩児科

当院腎臓内科における腎移植医療への参⼊ O-125 磯部　伸介 浜松医科大学　第一内科

腹膜透析

DKD（基礎）

DKD（臨床）

腎代替療法選択・予後

6月11日（土） 15:00〜16:00 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月11日（土） 16:10〜17:10 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月11日（土） 10:10〜11:10 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月11日（土） 17:20〜18:20 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502 ESRD

ESRD

糸球体・尿細管間質疾患

糸球体・尿細管間質疾患
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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 武田　朝美 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　腎臓
内科

⼩児の特発性ネフローゼ症候群の腸内細菌叢と発症・再発の関連性 O-126 ⼭内　壮作 関⻄医科大学⼩児科

ステロイド感受性ネフローゼ症候群初発時にはSwitched memory B細胞の増加を認める O-127 永井　貞之 神⼾大学病院

LDLアフェレシスが施⾏された巣状分節性糸球体硬化症の病理亜型分類の特徴と予後 O-128 武曾　惠理 京都華頂大学現代家政学部⾷物栄養学科

特発性膜性腎症の従来治療による予後に関する検討 O-129 ⽴枩　良崇 名古屋大学腎臓内科

NELL-1陽性膜性腎症の臨床的特徴 O-130 井上　友彦 聖マリアンナ医科大学病院

司会 島田　美智⼦ 弘前大学大学院医学研究科　地域医療学講座

成人微⼩変化型ネフローゼ症候群におけるFractional Excretion of Total Protein O-131 久野　秀明 東京慈恵会医科大学附属病院

微⼩変化型ネフローゼ (MCD) におけるIL-33の意義 O-132 ⾦澤　伸洋 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

微⼩変化型ネフローゼ症候群における急性腎障害とeGFRの寛解予測能: Japan Nephrotic
Syndrome Cohort Study O-133 ⼭本　陵平 大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター

成人微⼩変化型ネフローゼ症候群におけるリツキシマブの使⽤実態―腎臓専門医アンケート調
査― O-134 石本　卓嗣 愛知医科大学

特発性ネフローゼ症候群におけるリツキシマブの⻑期成績 O-135 齋藤　永一郎 岩手県⽴中央病院腎臓・リウマチ科

司会 坪井　直毅 藤田医科大学医学部腎臓内科

Porphyromonas gingivalis経鼻投与によるIgA腎症モデルマウスの作製 O-136 ⻑澤　康⾏ 兵庫医科大学創業診療科

cnm遺伝⼦陽性S. mutansとC. rectusの口腔内の存在は5年後のIgA腎症患者の腎機能
増悪に関連する O-137 三崎　太郎 聖隷浜松病院腎臓内科

IgA関連腎疾患の糸球体蛋⽩質のプロテオーム解析 O-138 加賀　一 秋田大学医学部血液腎臓膠原病内科学講座

IgA腎症の病態における新規治療ターゲットとしてのTLR9/TLR7活性 O-139 李　明峰 順天堂大学腎臓内科

IgA腎症における腎炎惹起性IgA分⼦の再考-腎メサンギウム抗原を標的としたIgA型自⼰抗
体の同定- O-140 二瓶　義人 順天堂大学腎臓内科

司会 森⼭　能仁 東京⼥⼦医科大学内科学講座腎臓内科分野

IgA腎症における5年間の治療反応性と腎予後の関連性 O-141 對⾺　英雄 奈良県⽴医科大学腎臓内科学講座

軽症IgA腎症の⻑期腎予後は組織学的重症度と治療法に依存する O-142 藤井　隆之 聖隷佐倉市⺠病院腎臓内科

IgA腎症の⻑期予後予測因⼦としての尿中アクチビンの有⽤性の検討 O-143 池内　秀和 群⾺大学腎臓・リウマチ内科学

IgA腎症患者における尿中NAG-蛋⽩⽐と糸球体病変の関連性 O-144 下⼭　　皓太郎 東京慈恵会医科大学　腎臓・⾼血圧内科

糖鎖異常IgA1解析を⽤いた腎移植後IgA沈着症の予後予測の試み O-145 祖⽗江　理 ⾹川大学循環器・腎臓・脳卒中内科

ネフローゼ症候群1

ネフローゼ症候群2

IgA腎症（基礎）

IgA腎症（臨床）

6月11日（土） 10:10〜11:10 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月11日（土） 15:00〜16:00 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月11日（土） 9:00〜10:00 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月11日（土） 16:10〜17:10 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

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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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 ⻑⾕川　みどり 藤田医科大学腎臓内科

腎生検データベースを⽤いた東海地区の間質性腎炎の診断時臨床所⾒と病理所⾒の特徴 O-146 鈴木　克彦 名古屋大学医学部腎臓内科

低補体血症の有無によるIgG4関連腎臓病の臨床、病理学的差異 O-147 佐伯　敬⼦ 日本腎臓学会IgG4関連腎臓病ワーキンググループ

教師あり深層学習による腎病理解析および可視化 O-148 松本　あゆみ 大阪大学腎臓内科

ストレプトゾトシンによる近位尿細管障害のメカニズム O-149 仲井　邦浩 京都府⽴医科大学腎臓内科

TFEBは尿中へのリン脂質排出促進により肥満関連尿細管症に対して保護的に働く O-150 中村　隼 大阪大学腎臓内科

司会 坂井　宣彦 ⾦沢大学附属病院血液浄化療法部

ATP動態とミトコンドリア形態変化から虚血後ポドサイト障害を解明する O-151 ⾼橋　昌宏 京都大学腎臓内科学

MondoAはRubiconを介して尿細管のオートファジー活性を制御し, 腎保護的に働く O-152 前田　志穂美 大阪大学腎臓内科

急性腎障害によるレドックス制御破綻はゲノム不安定性を誘発して慢性腎臓病への移⾏を促進
する O-153 ⻄川　翔 福井大学

腎虚血再灌流傷害における調節性サイトカインIL-10の産生について O-154 横田　祐之介 久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門

Zeb2は腎繊維化を促進しAKIからCKDへの移⾏を進⾏させる O-155 猪⾕　哲司 ⾼知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科

司会 嶋　英昭 医療法人吉栄会　吉栄会病院　内科

Anti-neoplastic agents associated with abrupt decline in kidney function O-156 Miho　Murashima Nagoya City University

健診受診者における急性腎障害発症のリスク因⼦探索︓静岡国保データベース（SKDB）研
究 O-157 土手　尚 静岡社会健康医学大学院大学

当院の周産期TMAの臨床的特徴 O-158 ⻑岡　可楠⼦ 国⽴成育医療研究センター ⺟性内科

癌罹患部位による急性腎障害および慢性腎臓病の発生率の違いに関する検討 O-159 堀野　太郎 ⾼知大学内分泌代謝・腎臓内科

糖尿病性ケトアシドーシスにおける急性腎障害と酸塩基平衡 O-160 池⾕　直樹 焼津市⽴総合病院内科

司会 上田　誠二 順天堂大学　腎臓内科

慢性腎臓病の進⾏度と癌の発症の関連︓J-MICC研究 O-161 倉沢　史門 名古屋大学臨床研究教育学

非糖尿病性CKD患者に対するDapagliflozinによるinitial eGFR dipと背景因⼦や検査値の
基礎値ならびに変動との関連性 O-162 丹正　幸佑 奈良県総合医療センター

DNAメチル化年齢、尿中脱落細胞のDNA障害と早期CKDとの関連について O-163 菱川　彰人 慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科

一般地域住⺠における尿・⾷事Na/K⽐とアルブミン尿の関連 O-164 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免疫⽼化と悪性腫瘍発症の関連 O-165 飯尾　健一郎 大阪南医療センター腎臓内科

糸球体・間質疾患1

AKI（基礎）

AKI（臨床）

CKD（臨床）3

第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月11日（土） 17:20〜18:20 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月12日（日） 13:40〜14:40 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月12日（日） 9:00〜10:00 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

6月12日（日） 10:10〜11:10

AKI

AKI

CKD

糸球体・尿細管間質疾患
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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 旭　浩一 岩手医科大学　医学部内科学講座　腎・⾼血圧内科分
野

国保データベースを⽤いた腎機能からみる健康寿命のリスク解析 O-166 ⼩倉　央⾏ ⾦沢大学附属病院腎臓内科

軽・中等度リスク例におけるクラスター分析を⽤いた腎リスク因⼦の検討 O-167 遠⼭　直志 ⾦沢大学大学院 腎臓内科学

睡眠時無呼吸症候群が慢性腎臓病患者の予後に与える影響のリアルワールドデータ解析 O-168 渡辺　裕 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

平日の短時間睡眠者における睡眠負債とCKD O-169 尾崎　晋吾 大阪大学医学系研究科腎臓内科学

⾼尿酸血症合併CKD患者に対する積極的尿酸降下療法の検討（Target-UA試験）多施
設共同⽐較試験 O-170 笠原　正登 奈良県⽴医科大学

司会 蘇原　映誠 東京医科⻭科大学 医⻭学総合研究科腎臓内科学

リアルワールドデータに基づく尿蛋⽩排泄量のクレアチニン補正の統計分析 O-171 安井　繁宏 ⾼知大学医学部附属医学情報センター

ポリエチレンイミンナノパーティクルによるmicroRNA-mimic/inhibitorの腎へのデリバリーおよび治
療効果 O-172 矢内　克典 自治医科大学附属さいたま医療センター

味覚に着目したマウスの蓄尿法の開発（第2報) O-173 清水　芳男 順天堂大学医学部附属静岡病院

腎不全環境はMyomixer発現低下と共に骨格筋細胞融合を抑制するが, 抗酸化剤アスコルビ
ン酸投与が有効である O-174 東原　崇明 東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科

Syntaxin 3 は腎近位尿細管上皮細胞の極性維持に重要である O-175 奥嶋　拓樹 大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学

司会 淺沼　克彦 千葉大学　腎臓内科学

USP40はIntegrin-&beta;1のユビキチン化を抑制してポドサイト障害を防ぐ O-176 三上　直朗 東京都⽴⼩児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科

Piezo2は糸球体メサンギウム細胞とレニン産生細胞に発現し、糸球体内圧低下に伴い細胞特
異的に増減する O-177 持田　勇希 杏林大学医学部救急医学

Proinflammatory proximal tubules, fibroblasts and immune cells orchestrate
tertiary lymphoid tissue formation in aged kidneys O-178 Takahisa　Yoshikawa Department of Nephrology, Graduate School of

Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan
SGLT2阻害は抗炎症作⽤により腎臓結石形成を抑制する O-179 阿南　剛 東北医科薬科大学 泌尿器科

Tohoku Medical and Pharmaceutical University

マクロファージ特異的PHDノックアウトはLPSによる全身性炎症を改善する O-180 宮本　彩⼦ 杏林大学腎臓・リウマチ膠原病内科

司会 横⼭　仁 ⾦沢医科大学腎臓内科学

ループス腎炎におけるポドサイト傷害マーカーとしてのEGR1の意義 O-181 岡部　匡裕 東京慈恵会医科大学腎臓・⾼血圧内科

CCL2とCCR2はループス腎炎の糸球体管内細胞増多もしくはワイヤーループ病変の形成を決定
する O-182 蔵島　乾 ⾦沢大学リウマチ・膠原病内科

J-RBRループス腎炎二次研究︓増殖性ループス腎炎の治療反応性と⻑期予後の検討 O-183 池内　秀和 群⾺大学腎臓・リウマチ内科

IgMPC-TINの組織、ならびに、臨床診断基準の確⽴ O-184 ⾼橋　直生 福井大学　腎臓内科

近位尿細管細胞における脂肪酸&beta;酸化のin vivo imaging O-185 松本　あゆみ 大阪大学腎臓内科

免疫因⼦・細胞連関

糸球体・間質疾患2

CKD（臨床）4

新たな腎研究 6月12日（日） 9:00〜10:00 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月12日（日） 10:10〜11:10 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月12日（日） 13:40〜14:40 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室

6月12日（日） 14:50〜15:50 第6会場 神⼾国際会議場 5階 502

糸球体・尿細管間質疾患

CKD

基礎医学

基礎医学
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■第65回日本腎臓学会学術総会　一般演題（口演）

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 前嶋　明人 埼⽟医科大学総合医療センター腎・⾼血圧内科

抗好中球細胞質抗体関連血管炎(AAV)における病理所⾒を⽤いた腎機能予測 O-186 ⼭下　鮎⼦ ⻑崎大学病院腎臓内科

ANCA関連糸球体腎炎におけるKinetic eGFRと急性期病変 O-187 大庭　梨菜 東京慈恵会医科大学腎臓・⾼血圧内科

当院におけるANCA関連腎炎に対するリツキシマブ療法の臨床像の解析 O-188 川嶋　聡⼦ 杏林大学　腎臓・リウマチ膠原病内科

TAFRO症候群とPOEMS症候群の腎糸球体病変における免疫組織学的検討 O-189 ⼩野　祐⼦ 獨協医科大学埼⽟医療センター病理診断科

免疫チェックポイント阻害薬（ICI）に起因した急性間質性腎炎症例における組織学的特徴の
検討 O-190 ⼩池　みなみ 京都大学医学部附属病院腎臓内科

糸球体・間質疾患3 6月12日（日） 14:50〜15:50 第10会場 神⼾国際展⽰場2号館 3階
3B会議室 糸球体・尿細管間質疾患
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