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第49回　糖尿病学の進歩

日程表　第２日目　2月21日（土）
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

会場名 A会場 Ｂ会場 中継会場１ C会場 D会場

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

7:00
7:30 MS-01　モーニングセミナー1

食後血糖を測ろう！
座長：金藤　秀明
演者：弘世　貴久
共催：キッセイ薬品工業株式会社

MS-02　モーニングセミナー2
身体機能を考慮した高齢者糖尿病の
薬物療法―IDFのガイドラインを中
心に
座長：難波　光義
演者：荒木　　厚
共催：協和発酵キリン株式会社

MS-03　モーニングセミナー3
患者さんのアドヒアランスを高
めるインスリン治療を考える
座長：西尾　善彦
演者：大工原裕之
共催：サノフィ株式会社

8:00

8:30
9:00 【専門医単位更新のための指定講演】

AL-2-1　 糖尿病網膜症・黄斑浮腫
の診断と治療の最前線

座長：粟田　卓也
演者：長岡　泰司

【糖尿病診療に必要な知識】

BL-2-1　 肥満外科手術とメタボ
リックサージェリー

座長：斉藤　昌之
演者：太田　正之

中継（A会場）

【糖尿病療養指導に必要な知識】

CL-2-1　 糖尿病療養指導のス
キルアップ

座長：横山　宏樹
演者：岸本美也子

【臨床医が知っておくべき糖尿病の基礎】

DL-2-1　 生活習慣病における実質細
胞と間質細胞の相互作用

座長：下村伊一郎
演者：小川　佳宏

9:30 AL-2-2　 糖尿病性腎症の新し
い病期分類

座長：小川　大輔
演者：守屋　達美

BL-2-2　 糖尿病と脳血管障害
座長：住田　安弘
演者：松本　昌泰

CL-2-2　 データヘルス計画の展開：地域
で行う糖尿病重症化予防の実際

座長：山根　公則
演者：森山美知子

DL-2-2　 ヘパトカイン解析から見
えてきた糖尿病の新病態

座長：片桐　秀樹
演者：篁　　俊成

10:00 AL-2-3　 糖尿病神経障害の診
断と治療

座長：中村　二郎
演者：神谷　英紀

BL-2-3　 今、思春期糖尿病がなぜ重
要視されねばならないのか

座長：雨宮　　伸
演者：内潟　安子

CL-2-3　 糖尿病とスロージョ
ギング

座長：池田　義雄
演者：田中　宏暁

DL-2-3　 糖尿病腎症の分子機構
と診断・治療への展開

座長：西川　武志
演者：和田　　淳

10:30 AL-2-4　 糖尿病と末梢動脈疾患　
―血管外科の立場からー

座長：佐々木秀行
演者：宮田　哲郎

BL-2-4　 肥満症の病態と診断、
治療

座長：吉田　俊秀
演者：宮崎　　滋

CL-2-4　 新しい食事療法　血糖
変動を抑制する食べ方

座長：西尾　善彦
演者：今井佐恵子

DL-2-4　 糖・エネルギー代謝
と臓器ネットワーク

座長：宮川潤一郎
演者：山田　哲也

11:00 AL-2-5　 妊娠糖尿病と糖尿病合
併妊娠の病態と治療

座長：佐中眞由実
演者：和栗　雅子

BL-2-5　 歯周病と糖尿病
座長：伊藤　博史
演者：西村　英紀

CL-2-5　 非監視型運動療法（在宅運動療法）
のための糖尿病教室の作り方

座長：岡田　洋右
演者：植木　彬夫

DL-2-5　 糖尿病と腸内細菌
座長：河津　捷二
演者：入江潤一郎

11:30
12:00 LS-11　ランチョンセミナー11

重症低血糖を回避する
～実臨床における現状とその対策～
座長：松久　宗英
演者：岩倉　敏夫
共催：大日本住友製薬株式会社

LS-12　ランチョンセミナー12
経口糖尿病薬の新たな可能性
～person-centered approach
による糖尿病治療を考える～
座長：大門　　眞
演者：前川　　聡
共催：MSD株式会社

LS-13　ランチョンセミナー13
GLP-1受容体作動薬：広がる2 型糖
尿病合併症治療への可能性―血糖、脂
質・血圧・血管への影響を踏まえて―
座長：中里　雅光
演者：平野　　勉
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

LS-14　ランチョンセミナー14
バイオシミラーインスリンの展望
1. バイオシミラーとは、その開発方法の概略
2.インスリングラルギンBSの有効性、安全性
座長：渥美　義仁
演者：荒戸　照世、陣内　秀昭
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／

　　　

LS-15　ランチョンセミナー15
実臨床における SGLT2 阻害
薬の有用性
座長：絵本　正憲
演者：山崎　俊朗
共催：小野薬品工業株式会社／
　　　　アストラゼネカ株式会社

12:30

13:00
13:30 AL-2-6　 小児から成人移行期にお

ける糖尿病患者の管理
座長：村尾　　敏
演者：浦上　達彦

BL-2-6　 これからの高齢者糖尿病
医療に必要な知識とスキル

座長：佐藤　利昭
演者：梅垣　宏行

中継（A会場）

DSY-6シンポジウム6
CKDとDKD －病因による治
療法を学ぶ－
座長：井口登與志
　　　羽田　勝計
糖尿病性腎症におけるRAS
阻害療法　－恩恵と限界－
　　　　／柏原　直樹
糖尿病性腎症の病態と病期分類
Pathophysiology and classification 
of diabetic nephropathy
　　　　／和田　隆志
糖尿病腎症のバイオマーカー
　　　　／荒木　信一
腎症の発症・進展を予防するための血糖管
理と腎症合併時の糖尿病薬の使用方法
　　　　／安孫子亜津子
透析を予防するための糖尿病チーム医療
　　　　／四方　賢一

14:00 AL-2-7　 ステロイド投与時の
血糖管理

座長：福田　哲也
演者：中村　直登

BL-2-7　 糖代謝と骨代謝の連
関

座長：杉本　利嗣
演者：竹内　靖博

市民公開講座
14:30 AL-2-8　 糖尿病の日常診療における合併する肝疾患の留

意点 - 特にNASH、C型肝炎、肝硬変について
座長：安西　慶三
演者：江口有一郎

BL-2-8　 ストレス不眠によるインス
リン抵抗性の治療戦略

座長：藤谷与士夫
演者：笹岡　利安

15:00 AL-2-9　 腎不全・透析患者に
おける糖尿病の治療

座長：赤井　裕輝
演者：馬場園哲也

BL-2-9　 内分泌疾患と糖尿病 --- ホルモン
はなぜ糖代謝に影響を与えるのか

座長：石塚　達夫
演者：岩崎　泰正

15:30 AL-2-10　 「低血糖症の鑑別診
断と治療」

座長：小泉　順二
演者：松久　宗英

BL-2-10　 精神疾患と糖尿病
座長：久保田　稔
演者：峯山　智佳

16:00 AL-2-11　 糖尿病における脂質異
常症の病態とその対策

座長：及川　眞一
演者：平野　　勉

BL-2-11　 地域医療から問い
なおす糖尿病診療

座長：岡﨑　　悟
演者：谷口　晋一

16:30
17:00
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The Day's Schedule

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

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（午前） E 会場（午後） F 会場

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 4F 企画展示室 5F 常設展示室 1F 曲水

7:00 7:00
7:30 MS-01　モーニングセミナー1

食後血糖を測ろう！
座長：金藤　秀明
演者：弘世　貴久
共催：キッセイ薬品工業株式会社

MS-02　モーニングセミナー 2
身体機能を考慮した高齢者糖尿病の
薬物療法―IDF のガイドラインを中
心に

座長：難波　光義
演者：荒木　　厚
共催：協和発酵キリン株式会社

MS-03　モーニングセミナー 3
患者さんのアドヒアランスを高
めるインスリン治療を考える

座長：西尾　善彦
演者：大工原裕之
共催：サノフィ株式会社

7:30 MS-04　モーニングセミナー 4
英文投稿の勧め：「オープンアクセス
時代における研究成果の発表の仕方」

座長：堀田　　饒
演者：清野　裕、稲垣　暢也
共催： AASD（アジア糖
　　　尿病学会）/JDI

MS-05　モーニングセミナー 5
病態と生活を診る新世代
のインスリン治療

座長：黒田　暁生
演者：野見山　崇
共催：日本イーライリリー株式会社

8:00 8:00

8:30 8:30
9:00 【専門医単位更新のための指定講演】

AL-2-1　 糖尿病網膜症・黄斑浮腫
の診断と治療の最前線

座長：粟田　卓也
演者：長岡　泰司

【糖尿病診療に必要な知識】

BL-2-1　 肥満外科手術とメタボ
リックサージェリー

座長：斉藤　昌之
演者：太田　正之

中継（A会場）

【糖尿病療養指導に必要な知識】

CL-2-1　 糖尿病療養指導のス
キルアップ

座長：横山　宏樹
演者：岸本美也子

【臨床医が知っておくべき糖尿病の基礎】

DL-2-1　 生活習慣病における実質細
胞と間質細胞の相互作用

座長：下村伊一郎
演者：小川　佳宏

9:00

中継（C会場） 中継（D会場）

EPL-2 世話人特別企画 2
糖尿病エンパワーメント
とコーチングを活かした
療養指導

ファシリテーター：
　　　　　岡崎研太郎
　　　　　大橋　　健
　　　　　岡田　　浩

FSL-2 特別企画 2
糖尿病教育と医療面接
座長：石井　　均
　　　任　　和子
ソリューションフォーカスを
活用した行動を引き出す指導
　　　　／渡辺　照子
糖尿病医療への臨床心理
学による支援
　　　　／皆藤　　章
糖尿病診療におけるエン
パワーメント・アプローチ
　　　　／坂根　直樹
糖尿病の治療生活に寄り
添った教育
　　　　／渥美　義仁
ヘルスリテラシーと糖尿病
　　　　／中山　和弘

9:30 AL-2-2　 糖尿病性腎症の新し
い病期分類

座長：小川　大輔
演者：守屋　達美

BL-2-2　 糖尿病と脳血管障害
座長：住田　安弘
演者：松本　昌泰

CL-2-2　 データヘルス計画の展開：地域
で行う糖尿病重症化予防の実際

座長：山根　公則
演者：森山美知子

DL-2-2　 ヘパトカイン解析から見
えてきた糖尿病の新病態

座長：片桐　秀樹
演者：篁　　俊成

9:30

10:00 AL-2-3　 糖尿病神経障害の診
断と治療

座長：中村　二郎
演者：神谷　英紀

BL-2-3　 今、思春期糖尿病がなぜ重
要視されねばならないのか

座長：雨宮　　伸
演者：内潟　安子

CL-2-3　 糖尿病とスロージョ
ギング

座長：池田　義雄
演者：田中　宏暁

DL-2-3　 糖尿病腎症の分子機構
と診断・治療への展開

座長：西川　武志
演者：和田　　淳

10:00

10:30 AL-2-4　 糖尿病と末梢動脈疾患　
―血管外科の立場からー

座長：佐々木秀行
演者：宮田　哲郎

BL-2-4　 肥満症の病態と診断、
治療

座長：吉田　俊秀
演者：宮崎　　滋

CL-2-4　 新しい食事療法　血糖
変動を抑制する食べ方

座長：西尾　善彦
演者：今井佐恵子

DL-2-4　 糖・エネルギー代謝
と臓器ネットワーク

座長：宮川潤一郎
演者：山田　哲也

10:30

11:00 AL-2-5　 妊娠糖尿病と糖尿病合
併妊娠の病態と治療

座長：佐中眞由実
演者：和栗　雅子

BL-2-5　 歯周病と糖尿病
座長：伊藤　博史
演者：西村　英紀

CL-2-5　 非監視型運動療法（在宅運動療法）
のための糖尿病教室の作り方

座長：岡田　洋右
演者：植木　彬夫

DL-2-5　 糖尿病と腸内細菌
座長：河津　捷二
演者：入江潤一郎

11:00

11:30 11:30
12:00 LS-11　ランチョンセミナー11

重症低血糖を回避する
～実臨床における現状とその対策～

座長：松久　宗英
演者：岩倉　敏夫
共催：大日本住友製薬株式会社

LS-12　ランチョンセミナー12
経口糖尿病薬の新たな可能性
～ person-centered approach
による糖尿病治療を考える～

座長：大門　　眞
演者：前川　　聡
共催：MSD 株式会社

LS-13　ランチョンセミナー13
GLP-1 受容体作動薬：広がる 2 型糖
尿病合併症治療への可能性―血糖、脂
質・血圧・血管への影響を踏まえて―

座長：中里　雅光
演者：平野　　勉
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

LS-14　ランチョンセミナー14
バイオシミラーインスリンの展望
1. バイオシミラーとは、その開発方法の概略
2. インスリングラルギン BS の有効性、安全性

座長：渥美　義仁
演者：荒戸　照世、陣内　秀昭
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　　　

LS-15　ランチョンセミナー15
実臨床における SGLT2 阻害
薬の有用性

座長：絵本　正憲
演者：山崎　俊朗
共催：小野薬品工業株式会社／
　　　　アストラゼネカ株式会社

12:00 LS-16　ランチョンセミナー16
糖尿病と癌に関する臨床
疫学のエビデンス

座長：荒木　栄一
演者：清原　　裕
共催：武田薬品工業株式会社

LS-17　ランチョンセミナー17
新しい糖尿病治療戦略

座長：小川　　渉
演者：小田原雅人
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

12:30 12:30

13:00 13:00
13:30 AL-2-6　 小児から成人移行期にお

ける糖尿病患者の管理
座長：村尾　　敏
演者：浦上　達彦

BL-2-6　 これからの高齢者糖尿病
医療に必要な知識とスキル

座長：佐藤　利昭
演者：梅垣　宏行

中継（A会場）

DSY-6 シンポジウム 6
CKD と DKD －病因による治
療法を学ぶ－
座長：井口登與志
　　　羽田　勝計
糖尿病性腎症における RAS
阻害療法　－恩恵と限界－
　　　　／柏原　直樹
糖尿病性腎症の病態と病期分類
Pathophysiology and classification 
of diabetic nephropathy
　　　　／和田　隆志
糖尿病腎症のバイオマーカー
　　　　／荒木　信一
腎症の発症・進展を予防するための血糖管
理と腎症合併時の糖尿病薬の使用方法
　　　　／安孫子亜津子
透析を予防するための糖尿病チーム医療
　　　　／四方　賢一

13:30

中継（C会場） 中継（D会場）

ESY-7 シンポジウム 7
糖尿病と癌
座長：野田　光彦
　　　春日　雅人
糖尿病とがんの疫学研究
　　　　／井上真奈美
糖尿病における発癌のメ
カニズム
　　　　／岩崎　　基
がん患者における高血糖
とその管理
　　　　／吉岡　成人
糖尿病の薬物療法と発癌
リスク
　　　　／植木浩二郎

FSY-8 シンポジウム 8
若手医師のためのスキル
アップ・キャリアアップ
座長：稲垣　暢也
　　　難波　光義
臨床統計の極意とスキルアップ
　　　　／能登　　洋
臨床研究の基本とスキルアップ
　　　　／山崎　　力
基礎研究・海外留学を生かしたス
キルアップ・キャリアアップ
　　　　／河盛　　段
女性医師のキャリアアップ
支援
　　　　／片岡　仁美
女性糖尿病専門医のキャ
リアアップ
　　　　／田嶼　尚子

14:00 AL-2-7　 ステロイド投与時の
血糖管理

座長：福田　哲也
演者：中村　直登

BL-2-7　 糖代謝と骨代謝の連
関

座長：杉本　利嗣
演者：竹内　靖博

市民公開講座

14:00

14:30 AL-2-8　 糖尿病の日常診療における合併する肝疾患の留
意点 - 特に NASH、C 型肝炎、肝硬変について

座長：安西　慶三
演者：江口有一郎

BL-2-8　 ストレス不眠によるインス
リン抵抗性の治療戦略

座長：藤谷与士夫
演者：笹岡　利安

14:30

15:00 AL-2-9　 腎不全・透析患者に
おける糖尿病の治療

座長：赤井　裕輝
演者：馬場園哲也

BL-2-9　 内分泌疾患と糖尿病 --- ホルモン
はなぜ糖代謝に影響を与えるのか

座長：石塚　達夫
演者：岩崎　泰正

15:00

15:30 AL-2-10　 「低血糖症の鑑別診
断と治療」

座長：小泉　順二
演者：松久　宗英

BL-2-10　 精神疾患と糖尿病
座長：久保田　稔
演者：峯山　智佳

15:30

16:00 AL-2-11　 糖尿病における脂質異
常症の病態とその対策

座長：及川　眞一
演者：平野　　勉

BL-2-11　 地域医療から問い
なおす糖尿病診療

座長：岡﨑　　悟
演者：谷口　晋一

16:00

16:30 16:30
17:00 17:00




