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高リン血症治療の最前線

〜クエン酸第二鉄を検証する〜

6月16日（金）18:30〜20:30

日時

2017年

場所

第3会場 （パシフィコ横浜 会議センター3階・301+302）

司会

講演

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

医療法人社団 関川会 関川病院 院長

秋葉 隆 先生

中山 昌明 先生

東北大学病院 慢性腎臓病透析治療共同研究部門 特任教授

1 「鉄とCKD-MBD 〜鉄含有リン吸着薬は第一選択薬となれるか？〜」
福岡腎臓内科クリニック 透析室室長

講演

谷口 正智 先生

2 「クエン酸第二鉄が高リン血症治療に与えたインパクト」
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科 准教授

講演

TEL 045-221-2155

横山 啓太郎 先生

3 「リン吸着薬でのクエン酸第二鉄の位置づけ

〜鉄・クエン酸を含有する経口製剤の特性を享受するために〜」

大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 教授

稲葉 雅章 先生
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鉄とCKD-MBD 〜鉄含有リン吸着薬は第一選択薬となれるか？〜

谷口 正智 先生 福岡腎臓内科クリニック 透析室室長
経

歴

所属学会

受賞歴
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1996年
1996年
1998年
1998年
1999年
2000年
2003年
2007年
2013年
2015年

3月
5月
4月
5月
4月
5月
4月
4月
8月
8月

九州大学医学部卒業
九州大学医学部第2内科に入局
同腎臓研究室に配属
日本海員掖済会門司病院
（福岡県北九州市門司区）
聖マリア病院
（福岡県久留米市）
勤務
九州大学病院 第2内科勤務
（医員）
九州大学病院腎疾患治療部勤務
（医員）
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学 助教
Department of Pathology, The University of Texas, Southwestern Medical Center
（Dallas, USA）
に客員助教として留学
現職
（福岡腎臓内科クリニック 透析室室長）

日本内科学会（認定専門医）
日本腎臓学会（専門医）
日本透析医学会（専門医、指導医）
・統計調査委員会・栄養問題ワーキンググループ・ガイドライン手順書作成小委員会
日本腎臓リハビリテーション学会（代議員）
2003年 6月

International congress of nephrology (ICN: 国際腎臓学会)にてBest Abstract Award受賞

クエン酸第二鉄が高リン血症治療に与えたインパクト

横山 啓太郎 先生 東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科 准教授
経

歴

専門分野

1985年 3月
1985年 5月
1987年 5月
1991年 4月
1998年10月
2002年 1月
2011年10月

東京慈恵会医科大学医学部卒業
国立病院医療センター内科研修
東京慈恵会医科大学医学部助手
（第二内科講座）
虎の門病院腎センター 医員
東京慈恵会医科大学医学部助手
（第二内科講座）
東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 講師
東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 准教授

臨床腎臓病学／水・電解質／急性腎不全／骨ミネラル代謝／腹膜透析

主な学会活動歴

日本腎臓学会 学術評議委員／日本透析医学会 評議委員・日本透析医学会二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン作成委員・日本透析医学会CKD-MBD診断
と治療ガイドライン作成委員会 副委員長／日本内科学会
「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」
評価委員
（臨床立会い医）
／東京PD研究会 代表幹事
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リン吸着薬でのクエン酸第二鉄の位置づけ 〜鉄・クエン酸を含有する経口製剤の特性を享受するために〜

稲葉 雅章 先生 大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 教授
経

歴

1979年
1983年
1983〜1985年
1985〜1993年
（1987〜1989年
1993〜1999年
1999年
2001年
2010年
2016年

大阪市立大学医学部卒業
同大学大学院医学研究科博士課程修了
同大学医学部第二内科学教室 臨床研究医
同大学医学部第二内科学教室 助手
ウィスコンシン大学生化学ポストドクトラルフェロー）
大阪市立大学大学院第二内科学教室 講師
同第二内科学教室 助教授
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 准教授
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学 教授
大阪市立大学医学部附属病院 副院長

専門分野

内分泌学／代謝学／リウマチ学

所属学会

日本内科学会 評議員／日本透析医学会 常任理事／日本骨粗鬆症学会 理事／日本骨形態計測学会 理事／日本疲労学会 理事／日本運動療法学会 理事／日本
マグネシウム学会 理事／日本糖尿病学会 評議員／日本内分泌学会 代議員／日本病態栄養学会 評議員／日本骨代謝学会 評議員／日本内科学会 総合専門医／
日本内科学会 認定医／日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医／日本糖尿病学会 専門医／日本リウマチ学会 専門医／日本骨粗鬆症学会 認定医／日本睡眠学会

学会委員

糖尿病性腎症合同委員会委員
（日本透析医学会代表）
日本透析医学会：学術委員会副委員長、編集委員会副委員長、栄養問題検討ＷＧ委員
J-DOOPS Steering Committee Member
日本骨粗鬆症学会 日本骨粗鬆症学会認定医制度委員長／日本内分泌学会 近畿支部幹事
日本腎臓財団：透析療法従事職研修運営委員、腎不全病態研究助成選考委員
大阪透析研究会 幹事／大阪腎バンク 理事

受賞歴

2000年
2003年
2006年
2008年

日本骨粗鬆症学会第1回学術振興賞
第21回日本骨代謝学会学術賞
アジア・オセアニア内分泌学会 Rhazes Prize
大阪市長賞、日本透析医学会 学会賞
（木本賞）
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