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特　  別　  講　  演

12月7日（土）　A会場　10:50～11:50

座長：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　松久　宗英

1000万通りの個別化医療を目指して
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター　植木浩二郎
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教 育 講 演

教育講演1　12月6日（金）　A会場　10:40～11:40

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

糖尿病の食事療法
順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学　綿田　裕孝

教育講演2　12月6日（金）　A会場　14:10～15:10

座長：社会医療法人川島会　川島病院／徳島大学　島　　健二

１型糖尿病の基礎と臨床
近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科　池上　博司



─ 19 ─

女性医師ワークショップ

12月6日（金）　C会場　16:10～17:40

座長：グランドタワーメディカルコート　藤川　るみ
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

女性糖尿病医としてのキャリアを考える 
─ 輝けるSpecialistを目指して ─

独立行政法人国立病院機構　京都医療センター　臨床研究センター　内分泌代謝高血圧研究部　浅原　哲子

女性医師多数派時代の働き方
徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学　吉田守美子

共催　日本糖尿病学会　女性糖尿病医をプロモートする委員会

スモールグループディスカッション

12月6日（金）　4F　会議室5　18:00～19:00

メンター：　　　　　　　　　徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター　明比　祐子
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　渡邉　真由

岡山大学保健管理センター　樋口　千草
広島大学大学院 医系科学研究科　大野　晴也

高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科、糖尿病センター　近江　訓子
香川大学医学部内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学講座　福長　健作

関門医療センター糖尿病・血液内科　松井久未子
徳島大学大学院医歯薬学研究部血液・内分泌代謝内科学　吉田守美子

■目的・要旨：
糖尿病専門医を取得するためには様々な困難が伴い、個々に努力を続けていると思われる。また、女性にとっ
ては糖尿病専門医を取得する時期が、ちょうど出産・育児というライフイベントと重なる可能性が高いため、
取得にはさらに困難が予測される。
そこで、今回、糖尿病専門医に関して経験のある医師（メンター）と若い医師（メンティー）の間でのディ
スカッション形式を企画した。若い医師の方はディスカッションを通じて日頃抱えている疑問や不安を解消
することができ、経験のある医師の方は指導について振り返ることでより良い指導を行うきっかけになるの
ではないかと考えている。
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糖尿病腎症重症化予防対策シンポジウム

12月7日（土）　B会場　13:10～15:10

座長：高知大学医学部　内分泌代謝・腎臓内科・糖尿病センター　藤本　新平
慈成会寺沢病院　鶴尾　美穂

基調講演 
糖尿病性腎臓病重症化予防～腎臓内科の視点から～

大阪大学大学院医学系研究科　腎臓内科学　猪阪　善隆

愛媛県下の糖尿病性腎症重症化予防の取り組み
愛媛大学大学院医学系研究科　地域生活習慣病・内分泌学講座　松浦　文三

岡山県における糖尿病医療連携推進事業と腎症重症化予防への取り組み
岡山大学病院　新医療研究開発センター　四方　賢一

徳島県における糖尿病重症化予防の取り組み
川島病院　糖尿病内科　野間　喜彦

（田辺三菱製薬株式会社）
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ランチョンセミナー（１日目）

12月6日（金）　11:50～12:40

ランチョンセミナー3 （アストラゼネカ株式会社／小野薬品工業株式会社）

C会場� 座長：愛媛大学大学院医学系研究科　糖尿病内科学講座　大澤　春彦
2型糖尿病のいかなるステージでSGLT2阻害薬は有効か？

東邦大学医学部内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌学分野　弘世　貴久

ランチョンセミナー4 （日本メドトロニック株式会社）

D会場� 座長：社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院　糖尿病内科　清水　一紀
1型糖尿病の先進デバイス ～ミニメド640Gシステムを中心に～

大阪市立大学大学院医学研究科　発達小児医学　川村　智行

ランチョンセミナー5 （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）

E会場� 座長：高知大学医学部　内分泌代謝・腎臓内科　糖尿病センター　藤本　新平
糖尿病患者さんの人生に寄り添って診る

坂出市立病院　糖尿病内科　大工原裕之

ランチョンセミナー1 （ノボ ノルディスク ファーマ株式会社）

A会場� 座長：川崎医科大学　加来　浩平
基礎インスリンとdaily GLP-1受容体作動薬のベストマリッジ 
～新しい配合剤のポジショニングを探る～

信州大学医学部　糖尿病・内分泌代謝内科学　駒津　光久

ランチョンセミナー2 （ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部）

B会場� 座長：川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学　金藤　秀明
“糖尿病でなかった時に戻る”治療戦略は？

順天堂大学　河盛　隆造
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イブニングセミナー・糖尿病劇場（１日目）

12月6日（金）　18:00～18:50

12月6日（金）　17:55～19:05

イブニングセミナー1 （大日本住友製薬株式会社）

B会場� 座長：NTT西日本中国健康管理センタ　山根　公則
糖尿病診療の変貌―メトホルミン作用機構のトピックスも踏まえて

神戸大学大学院医学研究科　糖尿病・内分泌内科学　小川　　渉

イブニングセミナー2 （テルモ株式会社）

D会場� 座長：岡山大学病院　新医療研究開発センター　四方　賢一
CGM・CSII update

東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科　西村　理明

糖尿病劇場

A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
選択　～その道、だれのもの～

島根県糖尿病療養指導士認定機構　研修委員長　手納　信一
大田市立病院 看護部　白根　弘美

島根県LCDEチーム　劇団・縁（えにし）

■劇場を通して皆さんと一緒に考えたいこと：
私たち医療従事者は、常に糖尿病患者さんの最善の治療を考えて一生懸命に動いています。しか
し時として、私たちの思いと患者さんの思いがすれ違うことがあります。なぜ、患者さんは最善
の治療を受け入れられないのか？そのような患者さんの心のありようは・・・。
今回の劇場では、2型糖尿病患者鳴門さんと、外来担当看護師阿波さんの思いを中心に、皆さん
と一緒に考えてみたいと思います。
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モーニングセミナー

12月7日（土）　　8:00～8:50

モーニングセミナー （大正製薬株式会社）

B会場� 座長：鳥取大学医学部　地域医療学講座　谷口　晋一
糖尿病診療・自己注射のTipsと多職種連携　 
～ありふれているけど見落としがちなこと～

国家公務員共済組合連合会高松病院　糖尿病内分泌内科　村尾　　敏
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ランチョンセミナー（２日目）

12月7日（土）　12:10～13:00

ランチョンセミナー6 （サノフィ株式会社）

A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　谷澤　幸生
糖尿病腎症と向き合う2019　～新規治療薬がもたらした革命～

島根大学医学部　内科学講座　内科学第一　金﨑　啓造

ランチョンセミナー7 （第一三共株式会社）

B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　和田　　淳
有痛性糖尿病神経障害治療の最前線：ミロガバリンへの期待

獨協医科大学　内科学（内分泌代謝）　麻生　好正

ランチョンセミナー8 （MSD株式会社）

C会場� 座長：徳島大学　藤井節郎記念医科学センター　松本　俊夫
健康長寿を目指した2型糖尿病治療戦略

久留米大学医学部内科学講座　内分泌代謝内科部門　野村　政壽

ランチョンセミナー9 （アボットジャパン株式会社）

D会場� 座長：山口大学　大学教育機構　保健管理センター　奥屋　　茂
血糖トレンドが変える糖尿病治療  
～データ解析のコツとピットフォール～

岡山済生会総合病院　糖尿病センター　利根　淳仁

ランチョンセミナー10 （日本イーライリリー株式会社／大日本住友製薬株式会社）

E会場� 座長：香川大学医学部　内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学講座　村尾　孝児
糖尿病治療におけるGLP-1受容体作動薬の位置づけ 
～ 体重、食欲、食行動コントロールとFirst Injectionとしての可能性 ～

岡山済生会総合病院  糖尿病センター　中塔　辰明

ランチョンセミナー11 （株式会社三和化学研究所）

F会場� 座長：広島大学大学院医系科学研究科　糖尿病・生活習慣病予防医学　米田　真康
今、求められる糖尿病治療とは～治療剤選択への指針～

医療法人健清会　那珂記念クリニック　遅野井　健
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市 民 公 開 講 座

12月7日（土）　A会場　14：00～16：00

テーマ：１型糖尿病の最新治療と未来
� 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
� 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

1型糖尿病患者兼医師がすすめる先進糖尿病治療デバイス 
（CSII,SAP,リアルタイムCGM）について

国立病院機構大阪医療センター　糖尿病内科　加藤　　研
私達はもう待てない

　菅沼　瑠美
1型糖尿病の外科的治療～膵島移植と再生医療

徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器・移植外科学　池本　哲也

■要旨：
1型糖尿病治療の最近の進化は目覚ましい。本市民公開講座では3名の方々から最近の1型糖尿病
の治療についてお話しいただく。現在利用できる1型糖尿病の最新医療を加藤研先生から、低血
糖を検知する介助犬とCGMの値から自動的にインスリンを注入して血糖管理している紫咲瑠美
さんから、保険診療まですぐそこまで来ている膵島移植と再生医療について池本哲也先生から紹
介いただく。
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若手研究奨励賞（YIA）審査口演

第１日目　12月6日（金）　A会場（1F　ホール）

YIA
15:25～17:25 座長：香川大学医学部 内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学　村尾　孝児

山口大学大学院医学系研究科　病態制御内科学講座　太田　康晴

YIA-01		頻回インスリン注射療法下の1型糖尿病患者における基礎インスリン比率の検討
   徳島大学病院　内分泌代謝内科1，徳島大学　糖尿病臨床・研究開発センター2， 

徳島大学大学院　血液・内分泌代謝内科学分野3，同　生体機能解析学分野4， 
同　糖尿病・代謝疾患治療医学分野5

   ○ 三井　由加里1，黒田　暁生2，石津　将2，桝田　志保1，倉橋　清衛3，吉田　守美子3， 
明比　祐子2，遠藤　逸朗4，粟飯原　賢一5，安倍　正博3，松久　宗英2

YIA-02		肥満外科手術後早期に基礎インスリン必要量が減少した高度肥満1型糖尿病の1例
   徳島大学病院　内分泌代謝内科1，徳島大学大学院　血液・内分泌代謝内科学分野2， 

徳島大学　糖尿病臨床・研究開発センター3，徳島大学大学院　生体機能解析学分野4

   ○ 桝田　志保1，吉田　守美子2，安井　沙耶1，辻本　賀美1，工藤　千晶1，遠藤　ふうり1， 
三井　由加里1，倉橋　清衛2，黒田　暁生3，遠藤　逸朗4，松久　宗英3

YIA-03		健康成人の糖代謝の概日リズムとそのメカニズムの解明
   山口大学医学部附属病院　第三内科1，山口県立総合医療センター　内分泌内科2， 

山口大学時間学研究所3

   ○ 藤本　留理子1，太田　康晴1，松村　卓郎2，田口　昭彦1，山本　薫1，廣重　俊典1， 
秋山　優1，竹田　孔明1，明石　真3，谷澤　幸生1，　

YIA-04		高血糖誘発動脈硬化モデルマウスにおけるDulaglutideの抗動脈硬化作用の解明
   川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科
   ○ 真田　淳平，小畑　淳史，小畑　欣之，伏見　佳朗，小原　健司，下田　将司， 

中西　修平，宗　友厚，加来　浩平，金藤　秀明，　

YIA-05		高血糖状態における血清尿酸値の臨床的検討
   地方独立行政法人　徳島県鳴門病院　内科
   ○ 山上　紘規，藤中　雄一，山口　佑樹，日浅　由紀子，宮城　順子，中野　綾子， 

山村　篤司郎，堀内　宣昭，武市　俊彰　

YIA-06		短腸症候群を合併する2型糖尿病患者にGLP-1受容体作動薬を使用し栄養状態が改善し
た1例

   徳島県立中央病院　糖尿病代謝内科
   ○ 藤田　沙弥香，吉田　圭佑，森本　佳奈，白神　敦久　

YIA-07		胃全摘後の後期ダンピング症候群に対する治療選択に難渋した一例
   鳥取大学医学部　病態情報内科学分野1，鳥取大学医学部　地域医療学講座2

   ○ 阿武　茉利1，藤岡　洋平1，木原　さくら1，門脇　佳名子1，末田　光1，深谷　健二1， 
北尾　苑子1，伊澤　正一郎1，大倉　毅1，谷口　晋一2，山本　一博1
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YIA-08		ステロイド無効の胃癌原発多発肝転移による遷延性低血糖を認めたIGF-2産生腫瘍の1例
   鳥取大学医学部　病態情報内科学分野1，鳥取大学医学部　機能病態内科学分野2， 

鳥取赤十字病院　内科3，鳥取大学医学部附属病院　病理診断科4， 
鳥取大学医学部　地域医療学講座5

   ○ 北尾　苑子1，藤岡　洋平1，藤井　政至2，伊藤　祐一1，松本　和久3，野坂　加苗4， 
伊澤　正一郎1，大倉　毅1，堀江　靖4，谷口　晋一5，山本　一博1

YIA-09		膵β細胞において酸化LDLがABCA1遺伝子発現を介して膵脂肪毒性に及ぼす影響につ
いて

   香川大学医学部　内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学
   ○ 呂　靜雅，福長　健作，佐藤　誠祐，小林　俊博，董　涛，松本　真里，佐伯　岳信， 

井町　仁美，村尾　孝児　

YIA-10		妊娠糖尿病患者に対するインスリン投与の母体体重や児出生時体重との影響について
   高知医療センター　糖尿病・内分泌内科1，高知医療センター　産科2

   ○ 菱田　藍1，菅野　尚1，永井　立平2　

YIA-11		膵α細胞においてGLP-1受容体作動薬がグルカゴン発現に及ぼす影響について
   香川大学医学部　内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学講座
   ○ 福長　健作，井町　仁美，呂　静雅，董　涛，佐藤　誠祐，小林　俊博，松本　真理， 

佐伯　岳信，村尾　孝児　

YIA-12		血中レジスチンは内臓脂肪蓄積・握力低下とSNP-420の相互作用により高まる
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