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特　  別　  講　  演

11月10日（金）　A会場　14：00 ～ 15：00

座長：岡山大学病院新医療研究開発センター／糖尿病センター　四方　賢一

分子糖尿病学から新規糖尿病治療法開発を目指して
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　代謝内科学分野　荒木　栄一
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教　  育　  講　  演

教育講演１　11月10日（金）　A会場　17：10 ～ 18：10

座長：山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座　谷澤　幸生

糖尿病腎症の新たな診断のアップデートと戦略手段
金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科学　古家　大祐 

教育講演２　11月11日（土）　A会場　13：00 ～ 14：00

座長：愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学　大澤　春彦

１型糖尿病最前線
大阪市立大学大学院医学研究科　生殖発達医学講座　発達小児医学　川村　智行
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コメディカルセッション

11月10日（金）　B会場　17：10 ～ 18：10

座長：岡山済生会総合病院　糖尿病センター　中塔　辰明

楽しくてためになる糖尿病教育の実践：患者さんの動機づけと継続への工夫
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　坂根　直樹 
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女性医師ワークショップ

11月11日（土）　B会場　９：00 ～ 10：30

共催：日本医師会

座長：旭川医科大学内科学講座 病態代謝内科学分野　安孫子亜津子

グランドタワー　メディカルコート　藤川　るみ

糖尿病と共に歩んだ道
～患者として、医師として、女性として～

南昌江内科クリニック　南　　昌江

目指せ！セルフマネージメント
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　勅使川原早苗
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スモールグループディスカッション

11月11日（土）　401会議室　10：40 ～ 11：30

ファシリテーター：旭川医科大学内科学講座 病態代謝内科学分野　安孫子亜津子
南国いのうえクリニック　井上　眞理

香川大学医学部　内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学　井町　仁美
鳥取大学医学部　内分泌代謝内科　大倉　　毅
高知大学医学部付属病院　検査部　岡﨑　瑞穂

岡山大学病院　総合内科　小比賀美香子
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　片岡　仁美

グランドタワー　メディカルコート　藤川　るみ
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ランチョンセミナー（１日目）

11月10日（金）　11：45 ～ 12：35

ランチョンセミナー１ （MSD株式会社）

A会場� 座長：川崎医科大学　総合内科学１　加来　浩平

腎症の克服を目指した糖尿病治療戦略
旭川医科大学　名誉教授・客員教授／医療法人共創会AMC西梅田クリニック　理事　羽田　勝計

ランチョンセミナー2 （日本メドトロニック株式会社）

B会場� 座長：心臓病センター榊原病院　糖尿病内科　清水　一紀

CSII/SAPのこんな時どうしているの？
徳島大学　先端酵素学研究所　糖尿病臨床・研究開発センター　黒田　暁生

ランチョンセミナー3 （サノフィ株式会社）

C会場� 座長：香川大学医学部 内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学　教授　村尾　孝児

闇夜を照らすXRの光明‐Insulin製剤の分水嶺‐
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 糖尿病・代謝内科　医長　肥田　和之

ランチョンセミナー4 （日本イーライリリー株式会社／大日本住友製薬株式会社）

D会場� 座長：高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科　教授　藤本　新平

GLP-受容体作動薬の新たな可能性について
横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学　教授　寺内　康夫

ランチョンセミナー5 （アストラゼネカ株式会社／小野薬品工業株式会社）

E会場� 座長：愛媛大学大学院医学系研究科 糖尿病内科学　教授　大澤　春彦

２型糖尿病の病態と治療に関するトピックス
川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学　教授　金藤　秀明
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イブニングセミナー（１日目）

11月10日（金）　18：25 ～ 19：15

イブニングセミナー１ （テルモ株式会社）

A会場� 座長：ＮＴＴ西日本 中国健康管理センタ　山根　公則

急性期病院における糖尿病内科とチーム医療
～インスリンオーダリングシステムも含めて～

（公財）大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 糖尿病内科　主任部長　松岡　　孝

イブニングセミナー2 （株式会社三和化学研究所）

B会場� 座長：山口大学 保健管理センター　教授　奥屋　　茂

2型糖尿病患者の食生活と血糖変動
―夕食後高血糖に対する新たな治療戦略―

愛知医科大学医学部 内科学講座 糖尿病内科　准教授　加藤　義郎

糖尿病劇場

C会場� 座長：徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター　黒田　暁生

糖尿病劇場
「中断」

　　　島根県糖尿病療養指導士認定機構　研修委員長　手納　信一
　　　安来市立病院  看護部　岡　香代子

劇団：島根県LCDEチーム　「縁　えにし」
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モーニングセミナー（２日目）

11月11日（土）　8：00 ～ 8：50

モーニングセミナー （大正富山医薬品株式会社）

B会場� 座長：徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター　教授　松久　宗英

高齢者糖尿病の治療について
－くすりとケアのベストミックスを探る－

鳥取大学医学部 地域医療学講座　教授　谷口　晋一
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ランチョンセミナー（２日目）

11月11日（土）　11：45 ～ 12：35

ランチョンセミナー６ （田辺三菱製薬株式会社/第一三共株式会社）

A会場� 座長：岡山大学　学長　槇野　博史

糖尿病における食事療法の意義と課題
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科　宇都宮一典

ランチョンセミナー７ （武田薬品工業株式会社）

B会場� 座長：山口大学大学院医学系研究科 病態制御内科学講座　教授　谷澤　幸生

透析導入予防を目的とした糖尿病患者の管理
東京女子医科大学 糖尿病センター　教授・講座主任　馬場園哲也

ランチョンセミナー８ （日本イーライリリー株式会社／ベーリンガーインゲルハイム株式会社）

C会場� 座長：島根大学医学部 内科学講座内科第一　教授　杉本　利嗣

SGLT2阻害薬がもたらす糖尿病治療の新時代
医療法人社団STOP DMすずき糖尿病内科クリニック　院長　鈴木　大輔

ランチョンセミナー９ （コヴィディエン ジャパン株式会社）

D会場� 座長：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　教授　和田　　淳

糖尿病・肥満症外科的治療
久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門　主任教授　野村　政壽

岡山大学病院 低侵襲治療センター　准教授　香川　俊輔

ランチョンセミナー10 （ノボ ノルディスク ファーマ株式会社）

E会場� 座長：鳥取県立中央病院　顧問　武田　　倬

1型糖尿病治療の最前線
東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科　准教授　西村　理明
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県 民 公 開 講 座

11月11日（土）　B会場　13：30 ～ 15：50

テーマ：食を楽しむ糖尿病ライフ

◯特別講演
座長：川崎医科大学　総合内科学１　特任教授　加来　浩平

　糖尿病の遠ざけ方、つき合い方
国立国際医療研究センター研究所　糖尿病研究センター長　分子糖尿病医学研究部長　植木浩二郎

◯講　　演

� 座長：岡山大学病院　臨床栄養部　副部長　長谷川祐子

　今日から実践！結果が楽しみになる糖尿病食事療法のコツ！
京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部　副部長　幣　憲一郎

◯料理実演

� くらしき作陽大学　食文化学部栄養学科　教授　坂本八千代

　こんなに美味しい！鉄人 湯浅シェフと作る糖尿病食
倉敷スイートレジデンス　総料理長　湯浅　薫男

　　　　共催： 岡山県、公益社団法人　岡山県医師会、岡山県糖尿病協会、岡山大学病院糖尿病センター、
　　　　　　　岡山県糖尿病対策専門会議、山陽新聞社
　　　　後援： 岡山市、公益社団法人　岡山県看護協会、公益社団法人　岡山県栄養士会、
　　　　　　　一般社団法人　岡山県薬剤師会、岡山県病院薬剤師会、一般社団法人　岡山県歯科医師会
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若手研究奨励賞（YIA）審査口演

第１日目　11月10日（金）　A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）

15：15～16：25 座長：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　和田　　淳

鳥取大学　医学部　医学科　地域医療学講座　谷口　晋一

YIA-01  血漿グルカゴン濃度と耐糖能との関連
   広島大学病院 内分泌・糖尿病内科
   ○ 森田　好美，岸田　祐美，小武家　和博，久保田　益亘，大野　晴也，沖　健司，
  　米田　真康

YIA-02  2型糖尿病合併NAFLD患者における糖尿病治療薬の影響 -3群ランダム化比較試験-
   川崎医科大学  糖尿病・代謝・内分泌内科学1，川崎医科大学 総合内科学12

   ○ 木下　智絵1，下田　将司1，細谷　真司1，堀谷　愛美1，溝口　明子1，菅　勇貴1，
  　西岡　もも代1，真田　淳平1，伏見　佳朗1，岡内　省三1，木村　友彦1，小畑　淳史1，
  　蛭川　英典1，小原　健司1，辰巳　文則1，中西　修平1，宗　友厚1，加来　浩平2，
  　金藤　秀明1

YIA-03  一般住民において血中レジスチンはSNP-420のメチル化と負に関連する：東温ゲノムスタディ
    愛媛大学大学院医学系研究科 糖尿病内科学1，京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター 

ゲノム情報科学2，愛媛大学大学院農学研究科 地域健康栄養学3，順天堂大学大学院 公衆衛
生学4，愛媛大学大学院医学系研究科 地域健康システム看護学5

   ○ 羽立　登志美1，川村　良一1，田原　康玄2，高田　康徳1，高門　美沙季1，丸山　広達3，
  　西田　亙1，松下　由美1，大沼　裕1，谷川　武4，斉藤　功5，大澤　春彦1

YIA-04  2型糖尿病末梢血CD8陽性T細胞における 糖代謝異常と免疫疲弊
   岡山大学大学院医歯学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学1，岡山大学大学院医歯薬学

総合研究科 病態制御科学専攻 免疫学2，岡山大学病院 新医療研究開発センター 糖尿病セン
ター3，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 寄付講座 地域医療人材育成講座4，中納言クリ
ニック5

   ○ 野島　一郎1，榮川　伸吾2，樋口　千草1，勅使川原　早苗4，宮本　聡3，利根　淳仁3，
  　中司　敦子1，江口　潤1，小川　大輔5，四方　賢一3，鵜殿　平一郎2，和田　淳1

YIA-05  糖尿病教育入院クリニカルパスのバリアンス分析と次期システムへの改善点の検討
   岡山市立市民病院 糖尿病センター
   ○ 高橋　順子，本多　寛之，浜原　潤，寺見　隆宏，安藤　晋一郎

YIA-06  当院における後期高齢者インスリン治療の実態について
   済生会松山病院 内科1，済生会松山病院 糖尿病甲状腺センター2

   ○ 清水　嵩之1，梅岡　二美2，山田　瑞穂1，佐々木　千世1，奥嶋　優介1，玉井　惇一郎1，
白石　佳奈1，宮本　裕也1，多田　藤政1，堀　和子2，村上　英広1，宮岡　弘明2
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YIA-07  JAGSを用いたGDM妊婦とOGTT60分値の関連性の検討
   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科学教室1，愛媛大学産科婦人科2，鈴鹿医療科

学大学3

   ○ 牧　尉太1，衛藤　英理子1，平松　祐司1，杉山　隆2，豊田　長康3，増山　寿1


