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LIVE会場1

LIVE会場2

LIVE会場3

LIVE会場4

LIVE会場5

LIVE会場6

LIVE会場7

開
　会
　式

シンポジウム1
【SY1-1～4】
9:00-10:30
医療とICT：

健やかな社会・未来医療への展開
座長：赤澤 宏／谷田部 緑　　　
演者：山本 勇一郎／佐竹 晃太／

　田村 雄一／谷田部 緑

シンポジウム2
【SY2-1～5】
9:30-11:30

薬剤の多面的効能：臓器連関と臓器保護
座長：大石 充／田村 功一　　　 　　　
演者：崎間 敦／曽根 正勝／山本 浩一／

小西 正紹／古波蔵 健太郎　

シンポジウム3
【SY3-1～4】
13:25-14:55

高血圧の成因に関する
新たな知見UPDATE 2021

座長：石光 俊彦／吉田 守美子
演者：茂木 正樹／柴田 洋孝／
　下澤 達雄／柴田 茂

シンポジウム4
【SY4-1～4】
15:30-17:00

わが国の代表的な循環器コホート研究の
最新情報

座長：深水 亜子／大久保 孝義
演者：二宮 利治／佐藤 倫広／
　　　小久保 喜弘／岡村 智教

会長特別企画1【PrS1-1～2】
10:35-12:05

食塩と高血圧アップデート
座長：石光 俊彦／下澤 達雄
演者：藤田 敏郎／𡈽橋 卓也

一般口演＜基礎＞
成因・病態（基礎）1
【OB1-1～5】
9:00-9:55

座長：茂木 正樹　　
コメンテーター： 　
　　　大坪 俊夫／　
　　　河原崎 和歌子

一般口演＜疫学＞
疫学1

【OE1-1～5】
10:05-11:00
座長：足達 寿
コメンテーター：
　　　　赤坂 憲／
　　　　北 俊弘　

一般口演＜疫学＞
疫学2

【OE2-1～5】
11:10-12:09
座長：北園 孝成
コメンテーター：
　　　　後藤 健一／
　　　　山下 智久　

一般口演＜臨床＞
ライフスタイル1
【OC1-1～5】
13:20-14:15
座長：浦田 秀則
コメンテーター：
　　　荒川 仁香
　　田名 毅

一般口演＜疫学＞
ライフスタイル2
【OE3-1～5】
14:30-15:25
座長：土肥 靖明
コメンテーター：
　　　山里 正演

一般口演＜臨床＞
脈圧・脈波1
【OC2-1～6】
15:35-16:41
座長：河野 雄平
コメンテーター：
　　　　甲谷 友幸／
　　森本 聡

一般口演＜臨床＞
脈圧・脈波2
【OC3-1～5】
16:50-17:49
座長：斎藤 重幸
コメンテーター：
　　　井上 卓／
　　　福原 正代

Asia Joint Session Part 1【ASJ-1～5】10:00-12:15
“Networking lecture on hypertension in Asia”

Main moderators: Kazuomi KARIO／Yusuke OHYA
Facilitator: Akira NISHIYAMA　　
Opening remarks Speaker: Yusuke OHYA
Overview Chairperson: Yusuke OHYA　　　　
Speaker: Kazuomi KARIO
Short Lecture: Hypertension and hypertension-related diseases in Asia
Chairperson: Hiromi RAKUGI／Satoshi HOSHIDE
Commentators: Tazeen H JAFAR／Yook-Chin CHIA／Kunitoshi ISEKI
Speaker: Jiguang WANG／Sungha PARK／Kei ASAYAMA／

Akio ISHIDA／Angela Yee-Moon WANG

Asia Joint Session Part 2　13:15-15:15
“Networking conference on hypertension in Asia”

Main moderators: Kazuomi KARIO／Hiromi RAKUGI
Facilitator: Akira NISHIYAMA
Commentators: Sungha PARK／S.N. NARASINGAN／Hsien-Li KAO／
Apichard SUKONTHASARN／Mohammad ISHAQ／
Huynh Van MINH／Yuda TURANA／Deborah Ignacia D. ONA／
Boon Wee TEO／Godwin CONSTANTINE／Saulat SIDDIQUE／
Jinho SHIN／Satoshi HOSHIDE／Kenichi KATSURADA／
Koichi YAMAMOTO／Yuichiro YANO／Hiromi RAKUGI／
Hiroshi ITOH／Yusuke OHYA

Discussant: Tzung-Dau WANG／Yook-Chin CHIA／Jiguang WANG

ダイバーシティ推進委員会
合同企画
【JS11-1】

15:05～16:05
ダイバーシティ＆インクルージョン
（D&I）推進の課題と展望
座長：吉田 守美子／
　　　岸 拓弥　　　
演者：永瀬 智　　　

Late Breaking Abstracts 1
【LBI-1～8】
17:20-19:20
コホート研究

　　　　　座長：甲斐 久史
　　　　　　　　豊田 一則
コメンテーター：中村 敏子

スポンサードシンポジウム1
【SS1-1～2】15:30-17:00

武田薬品工業
高血圧Paradoxの解消を目指した高血圧診療

座長：甲斐 久史／苅尾 七臣　
演者：吉田 哲郎／長谷部 直幸
パネルディスカッション

高血圧Paradox解消を目指した
未治療、治療中患者さんへの介入
　　座長：甲斐 久史／苅尾 七臣
パネリスト：吉田 哲郎／長谷部 直幸

SHR賞（日本高血圧関連疾患モデル学会）
【SHR-1~5】
17:10-19:20
座長：並河 徹　 　

コメンテーター：楽木 宏実／永田 さやか

SHR賞（日本高血圧関連疾患モデル学会）
【SHR-6~10】
座長：西山 成 　

コメンテーター：加藤 規弘／廣岡 良隆

Young Investigators Award
発表会

【YIA-1～4】
9:00-10:00

　　　　座長：北村 和雄
コメンテーター：中村 敏子／
　　　　　　　　向山 政志／
　　　　　　　下澤 達雄

ランチョンセミナー1
【LS1】

12:15-13:05
第一三共

座長：八田 告　
演者：味岡 正純

ランチョンセミナー2
【LS2】

12:15-13:05
ヤンセンファーマ
座長：大屋 祐輔
演者：片岡 雅晴

ランチョンセミナー3
【LS3】

12:15-13:05
富士レビオ

座長：柴田 洋孝
演者：市原 淳弘

ランチョンセミナー4
【LS4-1～2】
12:15-13:05

持田製薬／富士薬品
座長：大石 充　
演者：西宮 健介
　　　久留 一郎

ランチョンセミナー5
【LS5】

12:15-13:05
協和キリン

座長：古波蔵 健太郎
演者：吉田 英昭　　

日本腎臓学会合同企画
【JS1-1~4】
13:20-14:50

加齢と高血圧に関連した腎障害
－増え続ける腎硬化症にどう取り組むか－
座長：古波蔵 健太郎／上田 誠二　 　　
演者：古市 賢吾／田村 功一／久米 真司

日本脳卒中学会合同企画
【JS2-1~4】
15:30-17:00

脳卒中ハイリスク患者への血圧管理と
診療のキモ：目から鱗の90分
座長：豊田 一則／北川 一夫　
演者：藥師寺 祐介／板橋 亮／
　　　吉村 壮平／吾郷 哲朗　
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LIVE会場1

LIVE会場2

LIVE会場3

LIVE会場4

LIVE会場5

LIVE会場6

LIVE会場7

日程表  10月16日（土） 第2日目

会長特別企画2
【PrS2-1～4】
8:30-10:00

With CORONA, Post CORONA時代に
おける新しい医療体系

　　　　座長：伊藤 裕／野出 孝一　　
コメンテーター：中村 敏子 　　　　　　　
　　　　演者：田村 功一／山本 浩一／
　　　　　　　谷田部 淳一／勝谷 友宏

スポンサードシンポジウム2
【SS2-1～3】
12:45-14:35
第一三共

座長：楽木 宏実／大屋 祐輔　
演者：市原 淳弘／大西 勝也／

森本 玲　 　　　

会長講演
【PrL】

17:45-18:15

座長：瀧下 修一
演者：大屋 祐輔

理事長講演
【PrM】

18:15-18:45

座長：大屋 祐輔
演者：楽木 宏実

日本高血圧学会
社員総会

16:45-17:45

シンポジウム7
【SY7-1～4】
10:05-11:35

大規模医療データベースを活用した
臨床疫学研究

座長：池田 俊也／二宮 利治　　
演者：清水 沙友里／田原 康玄／

寳澤 篤／中井 陸運

一般口演＜臨床＞
成因・病態（臨床）1
【OC4-1～5】
8:30-9:25
座長：石光 俊彦
コメンテーター：
　　　石上 友章

一般口演＜臨床＞
二次性高血圧1
【OC5-1～6】
9:30-10:36

　　　　座長：柴田 洋孝
コメンテーター：工藤 正孝／
　　　　　　　　武田 仁勇　

一般口演＜臨床＞
成因・病態（臨床）2
【OC6-1～5】
10:40-11:35
座長：前村 浩二
コメンテーター：
　　　　大蔵 隆文／
　　　　深水 亜子　

一般口演＜臨床＞
二次性高血圧2
【OC7-1～6】
12:45-13:53

　　　　　座長：山里 正演
コメンテーター：佐藤 文俊

一般口演＜基礎＞
成因・病態（基礎）2
【OB2-1～5】
14:00-14:57
座長：加藤 丈司
コメンテーター：
　　　　人見 浩史／
　　　　長瀬 美樹　

一般口演＜臨床＞
非薬物療法
【OC10-1～5】
15:10-16:05
座長：三浦 克之
コメンテーター：
　　　　有馬 久富／
　　　　樺山 舞　　

一般口演＜臨床＞
血圧測定・血圧変動1
【OC8-1～6】
12:45-13:51

　　　　　座長：大久保 孝義
コメンテーター：廣岡 良隆／
　　　　　　　宮川 政昭

一般口演＜臨床＞
血圧測定・血圧変動2
【OC9-1～6】
14:00-15:08

　　　　　座長：長田 太助
コメンテーター：井上 卓／
　　　　　　　　　八田 告　　

一般口演＜臨床＞
血圧測定・血圧変動3
【OC11-1～6】
15:20-16:26

　　　　　座長：堀尾 武史　　
コメンテーター：藤島 慎一郎／
　　　　　　大田 祐子

女性研究者奨励賞
【WIA-1～6】
9:00-10:18

座長：市原 淳弘　　　　 　　
コメンテーター：　　　  　　

　神出 計／田辺 晶代
演者：大石 絵美／黒石 頌子／

　　　　山越 聖子／森田 理恵子／
　　鳥羽 梓弓／幸地 政子

若手研究者奨励賞
【Y-1～5】
10:30-11:35

座長：野出 孝一　　　 　　　
コメンテーター：　  　　　　
　　　甲斐 久史／茂木 正樹／

中村 敏子　 　　
演者：野林 大幹／大塚 智之／
　　　竹本 小百合／　　 　　
　　松本 憲燈／東浦 幸村

シンポジウム5
【SY5-1～4】
8:30-10:00

臓器合併症の診断・評価を極める
座長：冨山 博史／長谷部 直幸
演者：東 幸仁／岩嶋 義雄／　
　　　石田 明夫／杉本　 研　

シンポジウム6
【SY6-1～6】
8:30-10:00

JSH2019の評価、さらに、
次のガイドラインへ向けて新たな課題を

見いだしエビデンスをつくる
座長：平和 伸仁／斎藤 重幸　
演者：平和 伸仁／金子 英弘／

　　　　椎名 一紀／植田 真一郎／
尾関 理恵　 　　

次世代高血圧学委員会合同企画

10:15-11:45
若手企画「夢」

　　座長：岸 拓弥　　　　　 　　　
　　TED：小山 晃英／矢野 裕一朗／

　　長谷部 直幸　 　　
SPゲスト：植田 啓一　　　  　　　　

会長特別企画3
【PrS3-1～4】
12:45-14:45

いかに取組む食事と運動：理論から実践まで
座長：三浦 克之／日下 美穂　
演者：増木 静江／上月 正博／
　　　早渕 仁美／髙瀨 浩之　

日本心臓リハビリテーション学会合同企画
【JS4-1～5】
10:05-11:35

遠くて近い関係？：
高血圧、心不全、心臓リハビリテーション
座長：上月 正博／三浦 伸一郎　　 　　　
演者：井澤 英夫／木庭 新治／木田 圭亮／

頼永 桂／南部 路治　 　　　

ランチョンセミナー6
【LS6】

11:45-12:35
富士薬品

座長：大野 岩男
演者：古橋 眞人

ランチョンセミナー7
【LS7-1～2】
11:45-12:35
エドワーズライフ
サイエンス

地域医療連携で診る大
動脈弁狭窄症

座長：田名 毅　　
演者：岩淵 成志／
　　　坂本 知浩　

ランチョンセミナー8
【LS8】

11:45-12:35
オムロン ヘルスケア
座長：三浦 克之
演者：寳澤 篤　

ランチョンセミナー9
【LS9】

11:45-12:35
武田薬品工業
座長：𡈽橋 卓也
演者：日下 美穂

ランチョンセミナー10
【LS10-1～2】
11:45-12:35
フクダ電子／

フクダライフテック
睡眠呼吸障害に対する
PTT血圧測定の意義
座長：苅尾 七臣／
　　　葛西 隆敏　
演者：義久 精臣／
　　　星出 聡　　

アフタヌーンセミナー1
【AS1】

14:50-15:40
日本ベーリンガーイン

ゲルハイム
座長：野出 孝一
演者：下澤 達雄

アフタヌーンセミナー2
【AS2】

14:50-15:40
バイエル薬品
座長：甲斐 久史
演者：辻田 賢一

日本高血圧関連疾患モデル学会合同企画
【JS5-1~6】
12:45-14:15

動物モデルが拓く高血圧学研究の最前線
座長：永田 さやか／林 香　　　　
演者：北田 研人／河原崎 和歌子／
　　森澤 紀彦／矢野 裕一朗／
柴田 茂／竹内 史比古

高血圧・循環器病予防療養指導士
ワークショップ

12:45-14:15
生活習慣病予防における身体活動
（運動・日常生活強度）の意義と効果
ファシリテータ：神出 計／宗像 正徳／
野里 陽一／赤坂 憲／佐藤 友則／　
呉代 華容／安延 由紀子／龍野 洋慶

日本妊娠高血圧学会合同企画
【JS6-1~4】
14:55-16:25
妊娠と高血圧：

産科と内科の連携について考える
座長：市原 淳弘／大口 昭英   　
演者：石田 万里／川端 伊久乃／
　目時 弘仁／三戸 麻子

（29-30)
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日程表  10月17日（日） 第3日目

LIVE会場1

LIVE会場2

LIVE会場3

LIVE会場4

LIVE会場5

LIVE会場6

LIVE会場7

実地医家部会合同企画
【JS7-1～7】
8:30-10:20

社会を変えたい実地医家の勢いある活動と
J－DOME推進

　　　　　座長：勝谷 友宏／小林 一雄　 　　　　　
クロージングリマークス：日下 美穂　　　　　　　　　　　　
　　　　　演者：勝谷 友宏／浅山 敬／谷田貝 茂雄／
　　　　　　　　小林 一雄／八田 告／水田 栄之助／

　　　　　高見 武志　　  　　　　　　

会長特別企画4
【PrS4-1～4】
8:30-10:50

健康長寿へ向けた多面的取組み：
スポーツ、ビジネスおよび地域の視点から

座長：大屋 祐輔／楽木 宏実　
コメンテーター：野出 孝一　　  　　　　　　　　
　　　　　演者：古元 重和／岸 拓弥／荒川 雅志／
　　　　　　　　早川 周作／山本 玲子／近藤 克則

会長特別企画5
【PrS5-1～4】
13:15-14:45

多職種連携による高血圧対策と
脳心血管病予防

座長：伊藤 貞嘉／井上 優子　
演者：神谷 民代／三上 淨子／
　　矢野 綾子／丹田 智美

Late Breaking Abstracts 2
【LB2-1~6】
15:45-17:15
介入研究

　　　  　　座長：𡈽橋 卓也／
　　　　  　　　　長谷部 直幸
コメンテーター：石光 俊彦

ミニシンポジウム
【MSY-1～2】
11:00-12:00
我が国における
臨床研究公正の動向

座長：植田 真一郎／　 　
　　　前村 浩二　　　 　
演者：森本 剛／大屋 祐輔

シンポジウム9
【SY9-1～5】
13:15-15:15

新しい医療・学術領域としての
「Onco-Hypertension」

座長：楽木 宏実／長谷部 直幸
演者：西山 成／金子 英弘／　
　　　　矢野 裕一朗／澤田 典絵／

向井 幹夫　 　　

シンポジウム8
【SY8-1～4】
9:00-10:30

ガイドラインだけではわからない
心疾患合併高血圧の治療戦略
座長：福本 義弘／長谷部 直幸
演者：甲斐 久史／有馬 久富／
　　筒井 裕之／岩淵 成志

次世代高血圧学委員会合同企画
10:35-12:05

治療抵抗性高血圧を制圧する：
プライマリーケア医と高血圧専門医の

コラボレーション
　　 　　　総合座長：柴田 茂　 　　　　　
司会・コメンテーター：徳田 安春　　 　　　
　 　コメンテーター：山里 正演／吉田 哲郎

一般口演＜臨床＞
薬物療法（臨床）2
【OC14-1～5】
13:15-14:10
座長：向山 政志
コメンテーター：
　　　　古橋 眞人／
　　　　桒原 孝成　

一般口演＜疫学＞
疫学3

【OE4-1～5】
14:20-15:15
座長：浅山 敬　
コメンテーター：
　　　　前田 俊樹／
　　　　杉山 徹　　

一般口演＜疫学＞
疫学4

【OE5-1～5】
15:25-16:20
座長：宗像 正徳
コメンテーター：
　　　　後藤 健一／
　　　　福間 長知　

一般口演＜基礎＞
臓器障害・薬物療法（基礎）

【OB3-1～5】
9:00-9:55
座長：佐野 元昭
コメンテーター：
　　　　涌井 広道／
　　　　長洲 一　　

一般口演＜臨床＞
臓器障害（臨床）
【OC12-1～5】
10:05-11:00
座長：内田 治仁
コメンテーター：
　　　　祖父江 理／
　　　　丸橋 達也　

一般口演＜臨床＞
薬物療法（臨床）1
【OC13-1～5】
11:10-12:05
座長：有馬 秀二
コメンテーター：
　　　谷山 佳弘

スポンサードシンポジウム3
【SS3】

13:15-14:45
CureApp

座長：大屋 祐輔　 　　　　　
演者：苅尾 七臣／野村 章洋／

谷川 朋幸　 　　

Late Breaking Abstracts 3
【LBA3-1～6】
15:45-17:15
断面研究

　　　　　　座長：三浦 伸一郎／
　　　　　　大石 充

コメンテーター：斎藤 重幸　

ランチョンセミナー12
【LS12】

12:15-13:05
大塚メディカル

デバイス

座長：野出 孝一
演者：苅尾 七臣

ランチョンセミナー11
【LS11】

12:15-13:05
大塚製薬株式会社 メディカル・

アフェアーズ部／
ノバルティス ファーマ株式会社 

メディカル本部

超高齢化社会での健康
寿命を考える
座長：大屋 祐輔
演者：楽木 宏実

ランチョンセミナー13
【LS13】

12:15-13:05
帝人ヘルスケア
座長：小川 久雄
演者：小島 淳　

ランチョンセミナー14
【LS14】

12:15-13:05
田辺三菱製薬

座長：古波蔵 健太郎
演者：有馬 秀二　　

日本内分泌学会合同企画
【JS9-1~4】
10:35-12:05

MR受容体の基礎から臨床までの
アップデート

座長：田辺 晶代／柴田 洋孝
演者：栗原 勲／西山 成／　
　　　横井 秀基／曽根 正勝

減塩・栄養委員会合同企画
【JS10-1~2】
11:05-12:05

地域における食育および
食環境整備

座長：三浦 克之　　　　　
ファシリテータ：　  　　　

崎間 敦　　　
コメンテーター：　　  　　
　　　日下 美穂／早渕 仁美
演者：田名 毅／具志堅 志保

JSH 2021 
Super-Express 
Session
【SES】

15:00-15:30
座長：苅尾 七臣／
　　　大屋 祐輔　
コメンテーター：
　　　楽木 宏実／
　　　大久保 孝義
演者：Zhang WEILI

閉
　会
　式

（31-32)


