
 AL-2-1 糖尿病網膜症・黄斑浮腫の診断と治療の最前線 9:00 ～ 9:30
座長：粟田　卓也（埼玉医科大学　内分泌・糖尿病内科）
演者：長岡　泰司（旭川医科大学眼科）

AL-2-2 糖尿病性腎症の新しい病期分類 9:30 ～ 10:00
座長：小川　大輔（ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　糖尿病性腎症治療学

講座）
演者：守屋　達美（北里大学健康管理センター）

AL-2-3 糖尿病神経障害の診断と治療 10:00 ～ 10:30
座長：中村　二郎（ 愛知医科大学　糖尿病内科）
演者：神谷　英紀（愛知医科大学医学部内科学講座　糖尿病内科）

AL-2-4 糖尿病と末梢動脈疾患―血管外科の立場からー 10:30 ～ 11:00
座長：佐々木秀行（ 和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院　内科）
演者：宮田　哲郎（山王病院・山王メディカルセンター　血管病センター）

AL-2-5 妊娠糖尿病と糖尿病合併妊娠の病態と治療 11:00 ～ 11:30
座長：佐中眞由実（ 新宿石川クリニック　糖尿病内科）
演者：和栗　雅子（大阪府立母子保健総合医療センター　母性内科）

AL-2-6 小児から成人移行期における糖尿病患者の管理 13:30 ～ 14:00
座長：村尾　　敏（ KKR 高松病院　糖尿病内分泌内科）
演者：浦上　達彦（日本大学医学部　小児科学系小児科学分野）

AL-2-7 ステロイド投与時の血糖管理 14:00 ～ 14:30
座長：福田　哲也（心臓病センター榊原病院　糖尿病センター）
演者：中村　直登（ 京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・代謝内科学）

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

14:30 ～ 15:00

座長：安西　慶三（佐賀大学医学部内科学講座　肝臓・糖尿病・内分泌内科）
演者：江口有一郎（ 佐賀大学医学部　肝疾患医療支援学）

AL-2-9 腎不全・透析患者における糖尿病の治療 15:00 ～ 15:30
座長：赤井　裕輝（東北労災病院　糖尿病代謝センター）
演者：馬場園哲也（ 東京女子医科大学　糖尿病センター内科）

AL-2-10 「低血糖症の鑑別診断と治療」 15:30 ～ 16:00
座長：小泉　順二（珠洲市総合病院　内科）
演者：松久　宗英（ 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター）

【専門医単位更新のための指定講演】

A会場　ホテルグランヴィア岡山　4F　フェニックス 第2日目　2月21日（土）
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AL-2-11 糖尿病における脂質異常症の病態とその対策 16:00 ～ 16:30
座長：及川　眞一（ 公益財団法人結核予防会　複十字病院（日本医科大学　糖

尿病内分泌代謝内科））
演者：平野　　勉（ 昭和大学医学部　内科学講座、糖尿病・代謝・内分泌内科

学部門）

BL-2-1 肥満外科手術とメタボリックサージェリー 9:00 ～ 9:30
座長：斉藤　昌之（北海道大学　名誉教授）
演者：太田　正之（大分大学消化器・小児外科）

BL-2-2 糖尿病と脳血管障害 9:30 ～ 10:00
座長：住田　安弘（四日市羽津医療センター）
演者：松本　昌泰（広島大学大学院医歯薬保健学研究科脳神経内科学）

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

10:00 ～ 10:30

座長：雨宮　　伸（埼玉医科大学病院　小児科）
演者：内潟　安子（東京女子医科大学糖尿病センター）

BL-2-4 肥満症の病態と診断、治療 10:30 ～ 11:00
座長：吉田　俊秀（ 心臓病センター　医療法人親友会　島原病院　肥満・糖尿

病センター）
演者：宮崎　　滋（新山手病院　生活習慣病センター）

BL-2-5 歯周病と糖尿病 11:00 ～ 11:30
座長：伊藤　博史（ オホーツク海病院）
演者：西村　英紀（九州大学歯学研究院　歯周病学分野）

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

13:30 ～ 14:00

座長：佐藤　利昭（ 松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科）
演者：梅垣　宏行（名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療・老年科学）

BL-2-7 糖代謝と骨代謝の連関 14:00 ～ 14:30
座長：杉本　利嗣（ 島根大学医学部　内科学講座内科学第一）
演者：竹内　靖博（虎の門病院　内分泌センター）

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

14:30 ～ 15:00

座長：藤谷与士夫（ 順天堂大学医学部　内科・代謝内分泌学講座）
演者：笹岡　利安（富山大学大学院医学薬学研究部・病態制御薬理学）

【糖尿病診療に必要な知識】

B会場　ホテルグランヴィア岡山　3F　クリスタル 第2日目　2月21日（土）
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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
15:00 ～ 15:30

座長：石塚　達夫（岐阜市民病院　総合内科・膠原病内科）
演者：岩崎　泰正（ 高知大学　臨床医学部門）

BL-2-10 精神疾患と糖尿病 15:30 ～ 16:00
座長：久保田　稔（関西学院大学　社会学部）
演者：峯山　智佳（ 国立国際医療研究センター国府台病院　内科　糖尿・内分

泌代謝科、国立国際医療研究センター　糖尿病研究部）

BL-2-11 地域医療から問いなおす糖尿病診療 16:00 ～ 16:30
座長：岡﨑　　悟（心臓病センター榊原病院）
演者：谷口　晋一（ 鳥取大学医学部　地域医療学講座）

CL-2-1 糖尿病療養指導のスキルアップ 9:00 ～ 9:30
座長：横山　宏樹（医療法人社団　自由が丘横山内科クリニック）
演者：岸本美也子（国立国際医療研究センター　糖尿病内分泌代謝科）

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

9:30 ～ 10:00

座長：山根　公則（NTT 西日本　中国健康管理センタ）
演者：森山美知子（ 広島大学大学院医歯薬保健学研究院　応用生命科学部門　

成人看護開発学）

CL-2-3 糖尿病とスロージョギング 10:00 ～ 10:30
座長：池田　義雄（タニタ体重科学研究所）
演者：田中　宏暁（ 福岡大学身体活動研究所）

CL-2-4 新しい食事療法　血糖変動を抑制する食べ方 10:30 ～ 11:00
座長：西尾　善彦（ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　糖尿病・内分泌内科学）
演者：今井佐恵子（ 大阪府立大学　地域保健学域　総合リハビリテーション学類）

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

11:00 ～ 11:30

座長：岡田　洋右（ 産業医科大学医学部　第一内科講座）
演者：植木　彬夫（ 高村内科クリニック、東京医科大学八王子医療センター　糖

尿病・内分泌代謝内科、NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会）

【糖尿病療養指導に必要な知識】

C会場　岡山コンベンションセンター　3F　コンベンショホール 第2日目　2月21日（土）
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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

9:00 ～ 9:30

座長：下村伊一郎（大阪大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学）
演者：小川　佳宏（ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　分子内分泌代

謝学分野）

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

9:30 ～ 10:00

座長：片桐　秀樹（東北大学大学院医学系研究科　糖尿病代謝内科学分野）
演者：篁　　俊成（ 金沢大学医薬保健研究域医学系 包括的代謝学分野）

DL-2-3 糖尿病腎症の分子機構と診断・治療への展開 10:00 ～ 10:30
座長：西川　武志（ 熊本大学大学院生命科学研究部　総合医薬科学部門生体機

能病態学講座　糖尿病分子病態解析学）
演者：和田　　淳（ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代

謝内科学）

DL-2-4 糖・エネルギー代謝と臓器ネットワーク 10:30 ～ 11:00
座長：宮川潤一郎（ 兵庫医科大学　内科学　糖尿病・内分泌・代謝科）
演者：山田　哲也（ 東北大学大学院医学系研究科　糖尿病代謝内科学分野）

DL-2-5 糖尿病と腸内細菌 11:00 ～ 11:30
座長：河津　捷二（ 朝日生命成人病研究所附属医院　糖尿病代謝内科）
演者：入江潤一郎（ 慶應義塾大学医学部　腎臓内分泌代謝内科）

【臨床医が知っておくべき糖尿病の基礎】

D会場　岡山コンベンションセンター　1F　イベントホール 第2日目　2月21日（土）

DSY-6-1 糖尿病性腎症における RAS 阻害療法　－恩恵と限界－
演者：柏原　直樹（ 川崎医科大学　腎臓・高血圧内科学）

DSY-6-3 糖尿病腎症のバイオマーカー
演者：荒木　信一（ 滋賀医科大学　糖尿病・腎臓・神経内科）

DSY-6-4 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
演者：安孫子亜津子（ 旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野）

DSY-6-2 糖尿病性腎症の病態と病期分類
Pathophysiology and classification of diabetic nephropathy
演者：和田　隆志（ 金沢大学附属病院　腎臓内科）

【シンポジウム 6: CKD と DKD －病因による治療法を学ぶ－】 13:30 ～ 16:00
座長：井口登與志（九州大学　先端融合医療レドックスナビ研究拠点）
　　　羽田　勝計（旭川医科大学医学部　内科学講座　病態代謝内科学分野）
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E会場（午後）　岡山シティミュージアム　5F　常設展示室 第2日目　2月21日（土）

E会場（午前）　岡山シティミュージアム　4F　企画展示室 第2日目　2月21日（土）

DSY-6-5 透析を予防するための糖尿病チーム医療
演者：四方　賢一（ 岡山大学病院新医療研究開発センター、岡山大学病院糖尿

病センター）

EPL-2 9:00 ～ 11:30
ファシリテーター：岡崎研太郎（ 名古屋大学大学院医学系研究科　地域総合ヘルスケアシス

テム開発寄附講座）
　　　大橋　　健（ 国立がん研究センター中央病院　総合内科）
　　　岡田　　浩（ 国立病院機構京都医療センター臨床研究センター　予防医

学研究室）

【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】

ESY-7-1 糖尿病とがんの疫学研究
演者：井上真奈美（ 東京大学大学院医学系研究科　健康と人間の安全保障、　

国立がん研究センター　予検セ　予防研究部）

ESY-7-2 糖尿病における発癌のメカニズム
演者：岩崎　　基（ 国立がん研究センターがん予防・検診研究センター疫学研

究部）

ESY-7-3 がん患者における高血糖とその管理
演者：吉岡　成人（ NTT 東日本札幌病院　糖尿病内分泌内科）

ESY-7-4 糖尿病の薬物療法と発癌リスク
演者：植木浩二郎（東京大学大学院医学系研究科　分子糖尿病科学講座）

【シンポジウム 7: 糖尿病と癌】 13:30 ～ 15:30
座長：野田　光彦（国立国際医療研究センター　糖尿病研究部）
　　　春日　雅人（国立国際医療研究センター）
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F会場　岡山全日空ホテル　1F　曲水 第2日目　2月21日（土）

FSY-8-1 臨床統計の極意とスキルアップ
演者：能登　　洋（ 聖路加国際病院内分泌代謝科、東京医科歯科大学医学部）

FSY-8-2 臨床研究の基本とスキルアップ
演者：山崎　　力（ 東京大学医学部附属病院　臨床研究支援センター）

FSY-8-3 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
演者：河盛　　段（ 大阪大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学、大阪

大学医学部　医学科教育センター）

FSY-8-4 女性医師のキャリアアップ支援
演者：片岡　仁美（ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　地域医療人材育成講座）

FSY-8-5 女性糖尿病専門医のキャリアアップ
演者：田嶼　尚子（ 東京慈恵会医科大学）

FSL-2-1 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
演者：渡辺　照子（ TERU コミュニケーションステージ代表）

FSL-2-2 糖尿病医療への臨床心理学による支援
演者：皆藤　　章（京都大学大学院教育学研究科）

FSL-2-3 糖尿病診療におけるエンパワーメント・アプローチ
演者：坂根　直樹（ 国立病院機構京都医療センター　臨床研究センター　予防

医学研究室）

FSL-2-4 糖尿病の治療生活に寄り添った教育
演者：渥美　義仁（永寿総合病院　糖尿病臨床研究センター）

FSL-2-5 ヘルスリテラシーと糖尿病
演者：中山　和弘（聖路加国際大学看護学部看護情報学）

【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】

13:30 ～ 16:00

座長：稲垣　暢也（京都大学大学院医学系研究科　糖尿病・内分泌・栄養内科学）
　　　難波　光義（兵庫医科大学　内科学　糖尿病・内分泌・代謝科）

【特別企画２: 糖尿病教育と医療面接】 9:00 ～ 11:00
座長：石井　　均（奈良県立医科大学　糖尿病学講座）
　　　任　　和子（京都大学大学院医学研究科　生活習慣病看護学）


