
Renal Weekend 2019 プログラム 

2019年 9月 14日〜15 日 於 東京慈恵医科大学 大学 1号館 6階講堂 

9 月 14 日(土) 

第 26 回 日本小児高血圧研究会 09:30〜12:40 

会長：芦田 明 (大阪医科大学 小児科) 

一般演題 1  09:30〜10:30   

座長：薮内 智朗 (東京女子科大学 腎臓小児科)、 

奥田 雄介 (北里大学医学部 小児科学) 

1. 内科的管理が困難な腹部大動脈縮窄症、腎血管性高血圧の 1歳男児例 

島袋渡、他. 東京都立小児総合医療センター 腎臓内科 

2. 高血圧脳症を呈した、大動脈炎症候群による腎血管性高血圧の一例 

近藤朋実、他. 藤田医科大学 小児科 

3. 高血圧性心筋症による腎機能障害の進行が疑われた常染色体劣性多発性嚢胞腎の乳

児例                

石和翔、他. 東京女子医科大学 腎臓小児科、他 

4. 高血圧性急性心不全を繰り返した一例 

瀬尾尚史、他. 大阪市立総合医療センター小児医療センター 小児総合診療科、他 

5. 小児透析患者における透析導入時の高血圧リスク因子 

奥田雄介、他. 北里大学医学部 小児科学 

6. 学校健診で発見され片腎摘した腎血管性高血圧及び左腎動脈瘤の10 歳女児例 

加納 優治、他．獨協医科大学 小児科、他 

 

一般演題 2  10:30〜11:30   

座長：藤丸 季可 (大阪市立総合医療センター小児総合診療科) 

横山 忠史 (国立病院機構 金沢医療センター 小児科) 

7. Denys−Drash 症候群における血圧異常 

西健太朗、他. 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科 

8. 診断時に著明な高血圧を呈していた神経線維腫症 1型の 9歳男児例 

前田晶子、他. 加古川中央市民病院 小児科 

9. 著しい高血圧が持続した周期性ACTH-ADH放出症候群の 1例 

呉英俊、他. 日本大学小児科、他 

10. 先天性水腎症の増悪に伴い高レニン性高血圧を発症した男児例 

北形綾一、他. あいち小児保健医療総合センター 腎臓科、他 

11. 肥満、高血圧、尿所見異常を呈し紹介された膜性腎症の 1例 

小泉瑛子、他. 国立病院機構 金沢医療センター 小児科 

12. 小児 IgA 腎症における腎内レニン・アンジオテンシン系活性化と炎症機序との関係 

漆原真樹、他. 徳島大学小児科 



 

 

特別講演  11:40〜12:40 

座長：芦田 明 (大阪医科大学 小児科) 

「新規ミトコンドリア治療薬 MA-5」 

阿部 高明 先生 (東北大大学院医工学研究科分子病態医工学 /  

医学系研究科病態液性制御学/東北大学病院腎高血圧内分泌科) 

 

第 41 回 日本小児体液研究会 14:00〜18:20 

会長：三浦 健一郎 (東京女子医科大学 腎臓小児科) 

 

一般演題 1  14:05〜14:44   

座長：漆原 真樹 (徳島大学医学部 小児科) 

1. 体重増加不良を呈し尿崩症との鑑別を要した 11か月男児例 

野村真也、他. 三豊総合病院 小児科、他 

2. ARB fetopathyによる腎性尿崩症の 2症例 

木越隆晶、他. 宮城県立こども病院 総合診療科・腎臓内科 

3. 抗 SFO抗体陽性により本態性高ナトリウム血症と診断された１例 

白井陽子、他. 東邦大学医療センター大橋病院 小児科学講座、他 

 

一般演題 2  14:46〜15:25 

座長：梶保 祐子 (東京大学医学部 小児科) 

4. 新生児期に一過性の低カリウム血症を認めた一例 

西村竜哉、他. あいち小児保健医療総合センター 腎臓科、他 

5. 続発性偽性低アルドステロン症 3例の臨床的検討 

久富隆太郎、他. 大阪市立総合医療センター 小児総合診療科 

6. 肝移植後 IV 型遠位尿細管性アシドーシスの検討 

佐藤舞、他. 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科、他 

 

ミニレクチャー  15:40〜16:10   

座長：秋岡 祐子 (埼玉医科大学 小児科) 

「内分泌疾患と電解質異常」 

藤丸 季可 先生 (大阪市立総合医療センター 小児総合診療科) 

 

一般演題 3  16:10〜17:02   

座長：濱田 陸 (東京都立小児総合医療センター腎臓内科) 

7. 体液分布異常が起立性低血圧症状に関与したと思われるネフローゼ症候群再発の一

例 

森本優一、他. 近畿大学医学部 小児科、他 



8. 左肺動脈塞栓症を合併した頻回再発型ネフローゼ症候群の１男児例 

荒田美佐子、他. 関西医科大学 小児科学講座、他 

9. 偶発的に貧血、腎機能障害、高カリウム血症が発見され、遺伝子検査でADTKD-REN

と診断された男児例 

東聡美、他. 済生会横浜市東部病院 総合小児科、他 

10. refeeding症候群を発症した慢性腎不全の一例 

小野泰輔、他. 県立広島病院 小児科、他 

 

特別講演  17:15〜18:15   

座長：三浦 健一郎 (東京女子医科大学 腎臓小児科) 

「透析患者における体液評価:Volume≠Hydration Status」 

花房 規男 先生 (東京女子医科大学 血液浄化療法科) 

    

9 月 15 日(日) 

第 28 回 発達腎研究会 09:00〜12:20 

会長：宮崎 陽一（東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科） 

一般演題 1  09:05〜9:55   

座長：新村 文男（東海大学医学部 専門診療学系小児科学） 

1. Wilms 腫瘍摘出検体を用いた小児ネフロン数の概算 

神崎剛、他. 東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科、他 

2. SGA 患者における腎障害への成長ホルモンおよび catch-up の影響 

松村和哉、他. 平塚市民病院 小児科、他 

3. WT1遺伝子変異を有する軽症例のメカニズム解明 

長野智那、他. 神戸大学大学院医学研究科 内科系講座小児科学分野、他 

4. 遺伝学的に診断できた常染色体劣性多発性嚢胞腎の遺伝型と臨床像 

森貞直哉、他. 神戸大学大学院医学研究科 内科系講座小児科学分野、他 

 

一般演題 2  09:55〜10:30   

座長：張田 豊（東京大学医学部附属病院 小児科） 

5. マウス後腎より抽出したPDGFRa分画細胞からのメサンギウム細胞を含む間質系譜

細胞の再生 

齊藤弥積、他. 東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科 

6. CAKUTの新規原因遺伝子CBWD1はGATA3と相互作用しRETの転写活性を制御

する 

吉田賢弘、他. 東京大学 小児科 

7. ヒト iPS細胞からポドサイトへの選択的分化誘導法の確立 

吉村仁宏、他. 熊本大学 発生医学研究所腎臓発生分野、他 

 



 

 

推薦講演  10:30〜11:05 

座長：長田 道夫（筑波大学医学医療系 腎・血管病理学講座） 

「ネフロン前駆細胞の拡大培養法の開発と腎疾患への応用」 

荒岡 利和 先生 (京都大学 iPS細胞研究所 長船研究室) 

 

特別講演  11:15〜12:15   

座長：宮崎 陽一（東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科） 

「糸球体での濾過から間質での水の移動まで -腎臓が尿を作るための構造と機能-」 

坂井 建雄 先生 (順天堂大学 保健医療学部) 

 

よくわかる輸液セミナー2019 

2019年 9月 15日 (日) 13:00〜14:30  参加費：1,500円(資料・軽食ありの予定) 

 

セミナー1 「小児の輸液−common disease−」 

講師：兵庫県立こども病院救急総合診療科 南川 将吾 先生  

セミナー2 「小児の輸液−ネフローゼ症候群−」 

講師：東京都立小児総合医療センター腎臓内科 原田 涼子 先生 

 

 

 

※ プログラムの詳細につきましては、各研究会の抄録集をご参照ください 

Renal Weekend 2019 の 3研究会すべてに参加された方は特別参加費 6,000円でご参

加いただけます（1研究会分が無料になります）。第2日目の発達腎研究会の受付時に、

前日の 2研究会の参加証をご提示ください。ただし、3研究会のいずれかの幹事であ

る場合はこの割引は適用されません。 

※ 3研究会の特別講演および「よくわかる輸液セミナー2019」それぞれの出席で、小児

科専門医の更新単位（小児科領域講習）各 1単位（すべての出席で計 4単位）が取得

できます。 

3 研究会合同懇親会のお知らせ 

Renal weekend 2019 として 3研究会合同懇親会が、9月 14日夜に開催されます。 

会場は同敷地内のレストランですのでふるってご参加ください。 

 

日時：2019年 9月 14 日 (土)  18:45 頃 

会場：東京慈恵会医科大学 高木 2号館 地下 1階 カフェテリアリーベ 

参加費：3,000円 


