
第49回　糖尿病学の進歩

プログラム

LS-01 A 会場　ホテルグランヴィア岡山 4F　フェニックス 12:00 ～ 13:00
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（横浜市立大学　分子内分泌・糖尿病内科学）
演者：石井　　均（ 奈良県立医科大学　糖尿病学講座）
共催：アストラゼネカ株式会社

LS-02 B 会場　ホテルグランヴィア岡山 3F　クリスタル 12:00 ～ 13:00
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（川崎医科大学　総合内科学 1）
演者：中村　周治（ 医療法人社団紘和会　平和台病院）
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

LS-03 中継会場 1　ホテルグランヴィア岡山 3F　パール 12:00 ～ 13:00
2 型糖尿病性腎症
座長：野田　光彦（ 国立国際医療研究センター　糖尿病研究連携部 / 糖尿病研

究部）
演者：古家　大祐（ 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学）
共催：アッヴィ合同会社

LS-04 C 会場　岡山コンベンションセンター 3F　コンベンションホール 12:00 ～ 13:00
日本人の体質に合った糖尿病食事療法
座長：宇都宮一典（ 東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科）
演者：石田　　均（ 杏林大学大学院医学研究科　糖尿病・内分泌・代謝内科）
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 D 会場　岡山コンベンションセンター 1F　イベントホール 12:00 ～ 13:00
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（ 愛知医科大学医学部　内科学講座　糖尿病内科）
演者：坂口　一彦（ 神戸大学大学院医学研究科　糖尿病・内分泌内科）
共催：サノフィ株式会社

LS-06 中継会場 2　岡山コンベンションセンター 4F　405 会議室 12:00 ～ 13:00
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（ 埼玉医科大学総合医療センター　内分泌・糖尿病内科）
演者：内野　　泰（ 東邦大学医学部医学科内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌

学分野）
共催：持田製薬株式会社／味の素製薬株式会社

ランチョンセミナー 第1日目　2月20日（金）



Program

LS-07 中継会場 3　岡山コンベンションセンター 4F　407 会議室 12:00 ～ 13:00
糖代謝異常妊婦の血糖管理～ SMBG と CGM の活用～
座長：平松　祐司（ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室）
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）
共催：ニプロ株式会社

LS-08 F 会場　岡山全日空ホテル 1F　曲水 12:00 ～ 13:00
Patient-centered care の為のエビデンス構築
座長：門脇　　孝（ 東京大学大学院医学系研究科　代謝栄養病態学　糖尿病・

代謝内科）
演者：綿田　裕孝（ 順天堂大学大学院代謝内分泌学）
共催：武田薬品工業株式会社

LS-09 G 会場　ラヴィール岡山 3F　嘉祥 12:00 ～ 13:00
糖尿病治療薬の最新の話題
座長：山田祐一郎（ 秋田大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝・老年内科学）
演者：清野　　裕（ 関西電力病院）
共催：興和創薬株式会社／サノフィ株式会社

LS-10 中継会場 4　ラヴィール岡山 4F　ヴィラージュ 12:00 ～ 13:00
SAP（Sensor Augmented Pump）をいかに活用するか
座長：小林　哲郎（ 冲中記念成人病研究所）
演者：西村　理明（ 東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科）
共催：日本メドトロニック株式会社

ES-01 B 会場　ホテルグランヴィア岡山 3F　クリスタル 17:00 ～ 18:00
2 型糖尿病患者に対する SGLT2 阻害薬投与時のリスク管理
座長：羽田　勝計（ 旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野）
1. 皮膚科医の立場から
演者：末木　博彦（ 昭和大学医学部　皮膚科学講座）
2. 神経内科医の立場から
演者：棚橋　紀夫（ 埼玉医科大学国際医療センター　神経内科）
共催：田辺三菱製薬株式会社／第一三共株式会社

ES-02 中継会場 1　ホテルグランヴィア岡山 3F　パール 17:00 ～ 18:00
肥満糖尿病に対する多角的アプローチ
座長：宮崎　　滋（ 結核予防会新山手病院　生活習慣病センター）
演者：横手幸太郎（ 千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学）
共催：大正富山医薬品株式会社

イブニングセミナー 第1日目　2月20日（金）



第49回　糖尿病学の進歩

プログラム
ES-03 C 会場　岡山コンベンションセンター 3F　コンベンションホール 17:00 ～ 18:00

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（ 山口大学大学院医学系研究科応用医工学系専攻　生体シグ

ナル解析医学領域　病態制御内科学）
演者：森　　　豊（ 東京慈恵会医科大学附属第三病院　糖尿病・代謝・内分泌

内科）
共催：テルモ株式会社

ES-04 D 会場　岡山コンベンションセンター 1F　イベントホール 17:00 ～ 18:00
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（ 京都大学大学院医学系研究科　糖尿病・内分泌・栄養内科学）
演者：田中　　逸（ 聖マリアンナ医科大学　代謝・内分泌内科学）
共催：大日本住友製薬株式会社

ES-06 G 会場　ラヴィール岡山 3F　嘉祥 17:00 ～ 18:00
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（ 倉敷中央病院　糖尿病内科）
演者：小沢　忠彦（ 小沢眼科内科病院）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ES-05 F 会場　岡山全日空ホテル 1F　曲水 17:00 ～ 18:00
『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（ 岩手医科大学　内科学講座）
演者：麻生　好正（獨協医科大学　内科学（内分泌代謝））
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

MS-01 B 会場　ホテルグランヴィア岡山 3F　クリスタル 7:30 ～ 8:30
食後血糖を測ろう！
座長：金藤　秀明（川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学）
演者：弘世　貴久（ 東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野）
共催：キッセイ薬品工業株式会社

MS-02 中継会場 1　ホテルグランヴィア岡山 3F　パール 7:30 ～ 8:30
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（兵庫医科大学　内科学　糖尿病・内分泌・代謝科）
演者：荒木　　厚（ 東京都健康長寿医療センター　糖尿病・代謝・内分泌内科）
共催：協和発酵キリン株式会社

モーニングセミナー 第2日目　2月21日（土）



 LS-13 中継会場 1　ホテルグランヴィア岡山 3F　パール 12:00 ～ 13:00
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（ 宮崎大学医学部内科学講座　神経呼吸内分泌代謝学分野）
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）
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

Program

LS-11 A 会場　ホテルグランヴィア岡山 4F　フェニックス 12:00 ～ 13:00
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（徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター）
演者：岩倉　敏夫（ 神戸市立医療センター中央市民病院　糖尿病内分泌内科）
共催：大日本住友製薬株式会社

LS-12 B 会場　ホテルグランヴィア岡山 3F　クリスタル 12:00 ～ 13:00
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（弘前大学大学院医学研究科　内分泌代謝内科学講座）
演者：前川　　聡（ 滋賀医科大学　内科学講座　糖尿病・腎臓・神経内科）
共催：MSD 株式会社

ランチョンセミナー 第2日目　2月21日（土）

MS-03 D 会場　岡山コンベンションセンター 1F　イベントホール 7:30 ～ 8:30
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（ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　健康科学専攻　人間

環境学講座　糖尿病・内分泌内科学）
演者：大工原裕之（ 坂出市立病院　糖尿病内科）
共催：サノフィ株式会社

MS-04 中継会場 3　岡山コンベンションセンター 4F　407 会議室 7:30 ～ 8:30
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（ 中部ろうさい病院）
演者：清野　　裕（ 関西電力病院）
　　　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）
共催：AASD（アジア糖尿病学会）/JDI

MS-05 F 会場　岡山全日空ホテル 1F　曲水 7:30 ～ 8:30
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（ 徳島大学　糖尿病臨床・研究開発センター）
演者：野見山　崇（ 福岡大学　医学部　内分泌・糖尿病内科）
共催：日本イーライリリー株式会社



第49回　糖尿病学の進歩

プログラム

LS-15 D会場　岡山コンベンションセンター1F　イベントホール 12:00～ 13:00
実臨床におけるSGLT2阻害薬の有用性
座長：絵本　正憲（ 大阪市立大学代謝内分泌病態内科学）
演者：山崎　俊朗（ 太田西ノ内病院　糖尿病センター）
共催：小野薬品工業株式会社／アストラゼネカ株式会社

LS-16 中継会場3　岡山コンベンションセンター4F　407会議室 12:00～ 13:00
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（ 熊本大学大学院生命科学研究総合医薬科学部門　生体機能

病態学講座代謝内科学分野）
演者：清原　　裕（ 九州大学大学院医学研究院　環境医学分野）
共催：武田薬品工業株式会社

LS-17 F会場　岡山全日空ホテル1F　曲水 12:00～ 13:00
新しい糖尿病治療戦略
座長：小川　　渉（ 神戸大学大学院医学系研究科　糖尿病・内分泌内科学）
演者：小田原雅人（ 東京医科大学　糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病

内科学分野）
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-14 C会場　岡山コンベンションセンター3F　コンベンションホール 12:00～ 13:00
バイオシミラーインスリンの展望
座長：渥美　義仁（ 永寿総合病院　糖尿病臨床研究センター）
1. バイオシミラーとは、その開発方法の概略
演者：荒戸　照世（ 北海道大学　大学院医学研究科　連携研究センター　レギュ

ラトリーサイエンス部門　評価科学分野）
2. インスリングラルギンBSの有効性、安全性
演者：陣内　秀昭（ 陣内病院）
共催：日本イーライリリー株式会社／

                                日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

 




