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第49回　糖尿病学の進歩

日程表　第１日目　2 月 20 日（金）
施設名 ホテルグランヴィア岡山 岡山コンベンションセンター 施設名 岡山コンベンションセンター 岡山シティミュージアム 岡山全日空ホテル ラヴィール岡山

会場名 A 会場 Ｂ会場 中継会場１ C 会場 D 会場 会場名 中継会場２ 中継会場３ E 会場 F 会場 G 会場 中継会場４

部屋名 4F フェニックス 3F クリスタル 3F パール 3F コンベンションホール 1F イベントホール 部屋名 4F 405 会議室 4F 407 会議室 5F 常設展示室 1F 曲水 3F 嘉祥 4F ヴィラージュ

9:00 【専門医単位更新のための指定講演】

AL-1-1　糖尿病の成因と病態
座長：葛谷　　健 
演者：門脇　　孝

【糖尿病診療に必要な知識】

BL-1-1　 クランプ法による糖
尿病の病態評価

座長：山田研太郎
演者：坂口　一彦

中継（A会場）

【糖尿病療養指導に必要な知識】

CL-1-1　 日本 糖 尿 病 協会と
CDE ネットワーク

座長：清野　　裕
演者：武田　　純

DSY-1シンポジウム 1
「減塩・低蛋白・低糖質・低脂肪」
－何が重要？何が危ない？－
座長：石原　寿光
　　　伊藤千賀子
糖尿病における炭水化物制限
の意義　
　　　　／宇都宮一典
糖尿病腎症におけるたんぱく
質制限
　　　　／古家　大祐
糖尿病における食塩感受性増
大のメカニズム
　　　　／小川　　晋
糖尿病における脂肪制限
　　　　／石橋　　俊

9:00

中継（C会場） 中継（D会場）

ESY-2 シンポジウム 2
運動療法 up-to-date
座長：河盛　隆造
　　　佐藤　祐造
有酸素運動とレジスタン
ストレーニングを取り入
れた糖尿病運動療法
　　　　／天川　淑宏
1 型糖尿病の運動の実際
　　　　／南　　昌江
サルコペニアと運動療法
　　　　／小川　純人

「合併症を有する患者の
運動療法をどうするか」
　　　　／細井　雅之

FSY-3 シンポジウム 3
1 型糖尿病の自然史と治
療介入
座長：小林　哲郎
　　　花房　俊昭
1 型糖尿病の自然史と膵
島関連自己抗体
　　　　／川﨑　英二
劇症１型糖尿病の病態と
治療
　　　　／今川　彰久
１型糖尿病における細胞性免疫
異常とそれを考慮した治療介入
　　　　／島田　　朗
小児１型糖尿病の治療
　　　　／岡田　　朗
１型糖尿病とインスリン
療法の進歩
　　　　／川村　智行

GSL-1 特別企画 1
チーム医療による糖尿病
患者のマネージメント
座長：佐藤　　譲
　　　石田　俊彦
糖尿病患者教育における
ICT の活用とチーム医療
　　　　／中塔　辰明
病診連携を円滑にすすめるチーム医療
　　　　／黒瀬　　健
チーム医療と医療経済 : 地域ぐるみの
糖尿病透析予防の取り組みとその成果
　　　　／平井　愛山
医療 ICT（K-MIX）を介した
地域医療連携
　　　　／村尾　孝児

中継（G会場）

9:30 AL-1-2　 血糖コントロール指標（HbA1c、グリ
コアルブミン、1,5-AG）の意義と活用

座長：大沼　　裕
演者：谷澤　幸生

BL-1-2　 グルカゴン再評価の必要
性と糖尿病における意義

座長：藤本　新平
演者：北村　忠弘

CL-1-2　 LCDE が地域医療で果
たす役割と連帯強化

座長：南條輝志男
演者：武田　　倬

9:30

10:00 AL-1-3　 治療選択に役立つイン
スリン分泌低下の指標

座長：長坂昌一郎
演者：戸邉　一之

BL-1-3　 大血管障害とリスク
評価

座長：奥屋　　茂
演者：佐藤　麻子

CL-1-3　 妊娠糖尿病と糖尿病合
併妊娠の指導と管理

座長：平松　祐司
演者：荒田　尚子

10:00

10:30 AL-1-4　 ２型糖尿病とメタボリックシンドローム
　　　　　　　 ー病態解明と治療の展望ー
座長：横手幸太郎
演者：益崎　裕章

BL-1-4　 食品交換表の改訂とそのポイント
―「活用編」の応用ならびに実践を含めて―

座長：三家登喜夫
演者：石田　　均

CL-1-4　 糖尿病多発神経障害
の早期診断と治療　

座長：米田　真康
演者：松岡　　孝

10:30

11:00 AL-1-5　 食事療法をいかにア
ドバイスすべきか

座長：布井　清秀
演者：田中　　逸

BL-1-5　 リアルタイム CGM とイン
スリンポンプ療法の実際

座長：梅田　文夫
演者：黒田　暁生

CL-1-5　 糖尿病性足潰瘍の病
態と治療（神戸分類）

座長：島袋　充生
演者：寺師　浩人

11:00

11:30 11:30
12:00 LS-01　ランチョンセミナー1

Patient Centered Care
- 患者さんの QOL を中心とした治療アプローチ

座長：寺内　康夫
演者：石井　　均
共催：アストラゼネカ株式会社

LS-02　ランチョンセミナー 2
空腹時血糖値 100 から見える世界  
- 空腹時血糖値から考察する糖尿病診療 -

座長：加来　浩平
演者：中村　周治
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

LS-03　ランチョンセミナー 3
2 型糖尿病性腎症

座長：野田　光彦
演者：古家　大祐
共催：アッヴィ合同会社

LS-04　ランチョンセミナー 4
日本人の体質に合った糖尿病
食事療法

座長：宇都宮一典
演者：石田　　均
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

LS-05　ランチョンセミナー 5
基礎インスリンとともに使う GLP-１
受容体作動薬　～ BOT から BPT へ～

座長：中村　二郎
演者：坂口　一彦
共催：サノフィ株式会社

12:00 LS-06　ランチョンセミナー 6
グリニド系インスリン分泌促
進薬の多面的利用価値

座長：松田　昌文
演者：内野　　泰
共催：持田製薬株式会社／
　　　　味の素製薬株式会社

LS-07　ランチョンセミナー 7
糖代謝異常妊婦の血糖管理
～ SMBG と CGM の活用～

座長：平松　祐司
演者：和栗　雅子
共催：ニプロ株式会社

LS-08　ランチョンセミナー 8
Patient-centered careと
インクレチン関連薬

座長：門脇　　孝
演者：綿田　裕孝
共催：武田薬品工業
　　　株式会社

LS-09　ランチョンセミナー 9
糖尿病治療薬の最新の話題

座長：山田祐一郎
演者：清野　　裕
共催：興和創薬株式会社 /
　　　  サノフィ株式会社

LS-10　ランチョンセミナー10
SAP（Sensor Augmented 
Pump）をいかに活用するか

座長：小林　哲郎
演者：西村　理明
共催：日本メドトロニック
　　　  株式会社

12:30 12:30

13:00 13:00
13:30 AL-1-6　 糖尿病運動療法の

指針
座長：押田　芳治
演者：田村　好史

BL-1-6　 糖尿病と冠動脈疾患
～血管石灰化～

座長：宗　　友厚
演者：伊藤　　浩

中継（A会場）

CL-1-6　 高齢者の低血糖の問
題点とその対策

座長：藤澤　智巳
演者：荒木　　厚

【臨床医が知っておくべき糖尿病の基礎】

DL-1-1　 インスリン分泌機構
‐Up-to-date

座長：木戸　良明
演者：清野　　進

13:30

中継（C会場） 中継（D会場）

EPL-1 世話人特別企画 1
歴史で学ぶ糖尿病

切手にみる糖尿病の歴史
座長：牧野　英一
演者：堀田　　饒

糖尿病の歴史
座長：吉川　隆一
演者：大森　安恵

ランゲルハンス島ヒスト
リア

座長：河西　浩一
演者：八木橋操六

糖尿病性腎症の歴史
座長：磯貝　　庄
演者：槇野　博史

FSY-4 シンポジウム 4
ゲノム・エピゲノムと糖尿病

座長：大澤　春彦
　　　岩﨑　直子

Developmental Programming of Type 
2 Diabetes – Physiological
Mechanisms and Role of Genetic 
versus Epigenetic Factors
　　　　／ Allan Vaag

1 型糖尿病の成因：遺伝
子からのアプローチ
　　　　／池上　博司

遺伝子異常と糖尿病
　　　　／山縣　和也

白色・褐色脂肪細胞にお
けるクロマチン構造とエ
ピゲノム制御の役割
　　　　／脇　　裕典

日本人２型糖尿病の疾患
感受性遺伝子
　　　　／前田　士郎

GSY-5 シンポジウム 5
糖尿病と認知症

座長：横野　浩一
　　　貴田岡正史

糖尿病における認知症の
発症機序と病態
　　　　／鈴木　　亮

糖尿病と認知症の疫学：
久山町研究
　　　　／小原　知之

糖尿病と認知症
　　　　／阿部　康二

認知症における糖尿病管
理のコツ
　　　　／井藤　英喜

認知症合併例へのインス
リン療法の実際
　　　　／小沼　富男

中継（G会場）

14:00 AL-1-7　 経口血糖降下薬の適
応と処方

座長：松田　昌文
演者：寺内　康夫

BL-1-7　 糖尿病足病変
座長：犬飼　浩一
演者：河野　茂夫

CL-1-7　 重症低血糖をめぐる
最近の話題

座長：柏木　厚典
演者：本田　律子

DL-1-2　 臨床応用を見据えた膵β
細胞再生研究アップデート

座長：金藤　秀明
演者：綿田　裕孝

14:00

14:30 AL-1-8　 インスリン療法の進歩
座長：森　　　豊
演者：弘世　貴久

BL-1-8　 糖尿病予防・治療に関
する大規模臨床研究

座長：石垣　　泰
演者：曽根　博仁

CL-1-8　 糖尿病と嚥下障害－歯周病が
重度化因子となる二つの病態

座長：澤野　文夫
演者：舘村　　卓

DL-1-3　 インスリン抵抗性の
分子機構

座長：菅波　孝祥
演者：小川　　渉

14:30

15:00 AL-1-9　 インクレチンとその
関連薬

座長：小田原雅人
演者：山田祐一郎

BL-1-9　 糖尿病と高血圧　
　　　　　(JSH2014 をふまえて）
座長：荒木　栄一
演者：苅尾　七臣

CL-1-9　 SMBG　CGM- 糖尿病の
管理指標としての役割

座長：肥田　和之
演者：西村　理明

DL-1-4　 脂肪酸の量と質からみた
脂肪毒性病態と糖尿病

座長：三好　秀明
演者：島野　　仁

15:00

15:30 AL-1-10　糖尿病の経口治療薬
　　　　　　　 SGLT2 阻害薬の有効性と安全性
座長：柱本　　満
演者：加来　浩平

BL-1-10　 心血管疾患周術期
の糖尿病管理

座長：前川　　聡
演者：清水　一紀

CL-1-10　動脈硬化測定法
座長：石田　和史
演者：山﨑　義光

DL-1-5　 アディポネクチン
　　　　up to date
座長：浅野知一郎
演者：山内　敏正

15:30

16:00 AL-1-11　 わが国の膵臓移植
の現状と展望

座長：岩本　安彦
演者：剣持　　敬

BL-1-11　 血管内皮機能と糖
尿病

座長：山岸　昌一
演者：野間　玄督

CL-1-11　 薬局薬剤師が行う糖尿
病患者への服薬支援

座長：松木　道裕
演者：佐竹　正子

DL-1-6　 食欲調節のメカニズ
ムからみた糖尿病

座長：加隈　哲也
演者：中里　雅光

16:00

16:30 16:30
17:00 ES-01　イブニングセミナー1

2 型糖尿病患者に対する SGLT2
阻害薬投与時のリスク管理
1. 皮膚科医の立場から
2. 神経内科医の立場から

座長：羽田　勝計
演者：末木　博彦、棚橋　紀夫
共催： 田辺三菱製薬株式会社 /
　　　 第一三共株式会社

ES-02　イブニングセミナー 2
肥満糖尿病に対する多角的
アプローチ

座長：宮崎　　滋
演者：横手幸太郎
共催：大正富山医薬品株式会社

ES-03　イブニングセミナー 3
CGM による薬剤の血糖降下特性の比較
～ DPP-4 阻害薬 vs SGLT2 阻害薬～

座長：谷澤　幸生
演者：森　　　豊
共催：テルモ株式会社

ES-04　イブニングセミナー 4
今だからこそ考えるメトホルミ
ンの有用性と注意点

座長：稲垣　暢也
演者：田中　　逸
共催：大日本住友製薬株式会社

17:00 ES-05　イブニングセミナー 5
『2 型糖尿病治療における DPP-4
阻害薬の新たな展開』～高齢化を見
据えた糖尿病治療戦略とは～

座長：石垣　　泰
演者：麻生　好正
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

ES-06　イブニングセミナー 6
眼科医の視点で考える、視覚障害
者に対する療養指導～糖尿病網膜
症・緑内障・白内障の見え方とは～

座長：松岡　　孝
演者：小沢　忠彦
共催：ジョンソン・エンド・
　　　  ジョンソン株式会社

17:30 17:30

18:00 18:00
18:30

懇親会

18:30
19:00 19:00
19:30 19:30
20:00 20:00
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The Day's Schedule

施設名 岡山コンベンションセンター 岡山シティミュージアム 岡山全日空ホテル ラヴィール岡山

会場名 中継会場２ 中継会場３ E会場 F会場 G会場 中継会場４

部屋名 4F 405会議室 4F 407 会議室 5F常設展示室 1F曲水 3F嘉祥 4Fヴィラージュ

9:00

中継（C会場） 中継（D会場）

ESY-2 シンポジウム 2
運動療法 up-to-date
座長：河盛　隆造
　　　佐藤　祐造
有酸素運動とレジスタン
ストレーニングを取り入
れた糖尿病運動療法
　　　　／天川　淑宏
1型糖尿病の運動の実際
　　　　／南　　昌江
サルコペニアと運動療法
　　　　／小川　純人
「合併症を有する患者の
運動療法をどうするか」
　　　　／細井　雅之

FSY-3 シンポジウム 3
1型糖尿病の自然史と治
療介入
座長：小林　哲郎
　　　花房　俊昭
1型糖尿病の自然史と膵
島関連自己抗体
　　　　／川﨑　英二
劇症１型糖尿病の病態と
治療
　　　　／今川　彰久
１型糖尿病における細胞性免疫
異常とそれを考慮した治療介入
　　　　／島田　　朗
小児１型糖尿病の治療
　　　　／岡田　　朗
１型糖尿病とインスリン
療法の進歩
　　　　／川村　智行

GSL-1特別企画1
チーム医療による糖尿病
患者のマネージメント
座長：佐藤　　譲
　　　石田　俊彦
糖尿病患者教育における
ICTの活用とチーム医療
　　　　／中塔　辰明
病診連携を円滑にすすめるチーム医療
　　　　／黒瀬　　健
チーム医療と医療経済 : 地域ぐるみの
糖尿病透析予防の取り組みとその成果
　　　　／平井　愛山
医療 ICT（K-MIX）を介した
地域医療連携
　　　　／村尾　孝児

中継（G会場）

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30
12:00 LS-06　ランチョンセミナー 6

グリニド系インスリン分泌促
進薬の多面的利用価値
座長：松田　昌文
演者：内野　　泰
共催：持田製薬株式会社／
　　　　味の素製薬株式会社

LS-07　ランチョンセミナー7
糖代謝異常妊婦の血糖管理
～SMBGとCGMの活用～
座長：平松　祐司
演者：和栗　雅子
共催：ニプロ株式会社

LS-08　ランチョンセミナー 8
Patient-centered careの
為のエビデンス構築
座長：門脇　　孝
演者：綿田　裕孝
共催：武田薬品工業
　　　株式会社

LS-09　ランチョンセミナー 9
糖尿病治療薬の最新の話題
座長：山田祐一郎
演者：清野　　裕
共催：興和創薬株式会社 /
　　　  サノフィ株式会社

LS-10　ランチョンセミナー10
SAP（Sensor Augmented 
Pump）をいかに活用するか
座長：小林　哲郎
演者：西村　理明
共催：日本メドトロニック
　　　  株式会社

12:30

13:00
13:30

中継（C会場） 中継（D会場）

EPL-1世話人特別企画1
歴史で学ぶ糖尿病

切手にみる糖尿病の歴史
座長：牧野　英一
演者：堀田　　饒

糖尿病の歴史
座長：吉川　隆一
演者：大森　安恵

ランゲルハンス島ヒスト
リア
座長：河西　浩一
演者：八木橋操六

糖尿病性腎症の歴史
座長：磯貝　　庄
演者：槇野　博史

FSY-4シンポジウム 4
ゲノム・エピゲノムと糖尿病

座長：大澤　春彦
　　　岩﨑　直子

Developmental Programming of Type 
2 Diabetes ‒ Physiological
Mechanisms and Role of Genetic 
versus Epigenetic Factors
　　　　／Allan Vaag

1型糖尿病の成因：遺伝
子からのアプローチ
　　　　／池上　博司

遺伝子異常と糖尿病
　　　　／山縣　和也

白色・褐色脂肪細胞にお
けるクロマチン構造とエ
ピゲノム制御の役割
　　　　／脇　　裕典

日本人２型糖尿病の疾患
感受性遺伝子
　　　　／前田　士郎

GSY-5シンポジウム 5
糖尿病と認知症

座長：横野　浩一
　　　貴田岡正史

糖尿病における認知症の
発症機序と病態
　　　　／鈴木　　亮

糖尿病と認知症の疫学：
久山町研究
　　　　／小原　知之

糖尿病と認知症
　　　　／阿部　康二

認知症における糖尿病管
理のコツ
　　　　／井藤　英喜

認知症合併例へのインス
リン療法の実際
　　　　／小沼　富男

中継（G会場）

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30
17:00 ES-05　イブニングセミナー 5

『2 型糖尿病治療におけるDPP-4
阻害薬の新たな展開』～高齢化を見
据えた糖尿病治療戦略とは～
座長：石垣　　泰
演者：麻生　好正
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

ES-06　イブニングセミナー 6
眼科医の視点で考える、視覚障害
者に対する療養指導～糖尿病網膜
症・緑内障・白内障の見え方とは～
座長：松岡　　孝
演者：小沢　忠彦
共催：ジョンソン・エンド・
　　　  ジョンソン株式会社

17:30

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00




