
第69回日本体質医学会総会　プログラム

座長：	伊藤　千賀子	 Grand	Tower	Medical	Court

会長講演 9：00 ～ 9：30

	 糖尿病克服への体質医学の挑戦		
	 -β細胞不全をめぐって-
 谷澤　幸生 山口大学大学院医学系研究科　病態制御内科学講座

座長：	池上　博司	 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科
	 植木　浩二郎	 国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター

シンポジウム　次世代に向けた体質医学研究 9：30 ～ 11：30

S-1	 生活習慣病の遺伝要因
 秋山　雅人 九州大学大学院医学研究院　眼病態イメージング講座

S-2	 褐色脂肪細胞のBiologyと代謝制御
 大野　晴也 広島大学大学院　医系科学研究科　分子内科学

S-3	 腸内細菌叢由来代謝物質がもたらす生体恒常性と疾患
 石井　千晴 慶應義塾大学先端生命科学研究所

S-4	 体内時計と代謝制御機構
 太田　康晴 山口大学医学部分子代謝制御学講座/山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座

 共催：武田薬品工業株式会社

座長：	西川　武志	 国立病院機構熊本医療センター　糖尿病内分泌内科

ランチョンセミナー 1 11：40 ～ 12：30

	 体組成を意識した糖尿病治療戦略
 坊内　良太郎  国立国際医療研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室/ 

国立国際医療研究センター糖尿病内分泌代謝科/東京医科歯科大学糖尿病・内分泌・代謝内科
 共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

座長：	谷澤　幸生	 山口大学大学院医学系研究科　病態制御内科学講座

特別講演 13：40 ～ 14：30

	 がん免疫療法の進歩と将来展望
 玉田　耕治 山口大学大学院医学系研究科　免疫学講座

第1日目　8月31日（土）
（第１会場：10F　国際会議場）
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座長：	田尻　祐司	 久留米大学医学部　内分泌代謝内科

若手研究奨励賞審査講演2 15：57 ～ 16：53

座長：	荒木　栄一	 熊本大学大学院生命科学研究部　代謝内科学講座

学会賞受賞講演 14：30 ～ 15：00

	 	糖尿病血管合併症の成因に関する基礎的および臨床的研究	
─特に細胞内シグナル異常と酸化ストレスを中心に─

 井口　登與志 福岡市医師会　福岡市健康づくりサポートセンター

座長：	山田　研太郎	 一般社団法人朝倉医師会　朝倉医師会病院

研究奨励賞受賞講演 15：00 ～ 15：15

	 	脂肪との共存を実現する肝インスリン感受性保持機構の追究
 熊代　尚記 東邦大学医学部内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌学分野

座長：	高須　信行	 相澤病院

若手研究奨励賞審査講演1 15：15 ～ 15：57

	 	頚髄損傷者の寒冷および運動における糖脂質代謝の検討
 西山　一成 和歌山県立医科大学　リハビリテーション医学

	 	酸化型アルブミン比は高齢糖尿病患者の病態評価において有用な酸化ストレス
指標となる

 福原　沙希 (医)森和会行橋中央病院

	 	大規模ゲノム解析による28の新規2型糖尿病感受性領域の同定
 鈴木　顕 大阪大学大学院医学系研究科　遺伝統計学／東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科

	 	GLP-1受容体作動薬Exendin-4とメトホルミン併用における乳癌抑制作用
の検討

 田中　由貴 福岡大学医学部　内分泌・糖尿病内科

	 	DPP-4阻害薬によるマクロファージの極性変化を介した抗動脈硬化作用機序
の解明

 西田　周平 熊本大学大学院生命科学研究部　代謝内科学

	 	PPARα作動薬ペマフィブラートの血管新生内膜形成抑制作用の検討
 堀川　剛 福岡大学内分泌糖尿病内科

	 	新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた、内分泌前駆細胞としてのPP
細胞の解析

 深石　貴大 群馬大学生体調節研究所　分子糖代謝制御分野
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座長：	荒木　栄一	 	熊本大学大学院生命科学研究部　代謝内科学講座

ランチョンセミナー 2 11：40 ～ 12：30

	 糖尿病患者の個別医療―メタボ対策とフレイル対策
 綿田　裕孝 順天堂大学大学院代謝内分泌内科学
 共催：MSD株式会社

第1日目　8月31日（土）
（第2会場：8F　801大会議室）

一般演題1　統計・インスリン抵抗性 17：23 ～ 18：13

座長：	南條　輝志男	和歌山ろうさい病院

教育講演1 16：53 ～ 17：23

	 COPDの病態と治療	Up-to-date
 松永　和人 山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座

1-1	 	臨床・遺伝情報に基づくPhenotype-driven解析を用いた高度インスリン
抵抗性の病因解明

 細江　隼 東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科

1-2	 	非肥満日本人男性における内臓脂肪蓄積、脂肪肝とインスリン感受性の関連
 門脇　聡 順天堂大学大学院医学研究科　代謝内分泌内科学

1-3	 	高齢糖尿病患者の認知機能評価におけるMRI・MRAとVSRADスコアの有
用性の検討

 奥屋　茂 山口大学大学教育機構　保健管理センター

1-4	 	低ナトリウム血症患者における加齢を含むリスク因子の検討
 津田　直信 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科

1-5	 	Decision	curve	analysisを用いた日本人妊娠糖尿病における産後早期
耐糖能異常の予測

 近藤　学 山口赤十字病院　糖尿病・内分泌内科

座長：	松村　剛	 熊本大学大学院生命科学研究部　代謝内科学分野　
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一般演題2　体組成・遺伝子 17：23 ～ 18：23

2-1	 	健常若年女性におけるプレサルコペニア頻度の実態調査
 武井　涼子 福岡市健康づくりサポートセンター

2-2	 	地域在住高齢者でのフレイル予防と健康な腸
 金内　雅夫 畿央大学健康科学部健康栄養学科

2-3	 	喘息における身体活動性と関連する因子の検討
 村川　慶多 山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座

2-4	 	心電図CVR-Rの新たな有用性についての検討
 花谷　聡子 熊本大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科

2-5	 	ABCC8遺伝子の機能低下型変異が原因と考えられる糖尿病の2家系
 松谷　紀彦 和歌山県立医科大学　糖尿病内分泌代謝内科

2-6	 	ABCC8遺伝子変異(p.P1198L)による新生児糖尿病症例の6年間の臨床
経過

 浦木　進丞 和歌山県立医科大学　糖尿病内分泌代謝内科

座長：	田部　勝也	 山口大学大学院医学系研究科　病態制御内科学講座

一般演題3　基礎 9：00 ～ 9：40

第2日目　9月1日（日）
（第１会場：10F　国際会議場）

3-1	 	還元型コエンザイムQ10の血圧上昇ならびに糖代謝異常発症に対する抑制効果
 竹森　久美子 近畿大学農学部食品栄養学科／近畿大学大学院農学研究科応用生命化学専攻

3-2	 	膵β細胞脱分化は糖尿病患者の膵β細胞不全に関連する
 椎木　幾久子 山口大学医学部　分子代謝制御学講座

3-3	 	心筋においてAktの果たす役割の解明
 添田　光太郎  国立国際医療研究センター研究所　糖尿病研究センター　分子糖尿病医学研究部／ 

東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科

3-4	 	褐色脂肪の分化と機能を制御するエピジェネティック機構
 長野　学 広島大学病院　内分泌・糖尿病内科

座長：	太田　康晴	 山口大学医学部　分子代謝制御学講座
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一般演題4　臨床1 9：40 ～ 10：20

一般演題5　臨床2 10：20 ～ 11：00

4-1	 	DKD早期バイオマーカー（N-gal、L-FABP）と肥満の関係
 西　理宏 和歌山県立医科大学附属病院　病態栄養治療部／和歌山県立医科大学　内科学第一

4-2	 	糖尿病、高血圧、下肢末梢神経機能低下は筋力低下の危険因子となりうる
 岸本　祥平 和歌山県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科

4-3	 	レセプトデータにおけるビグアナイド薬と乳酸アシドーシスとの関係性
 引間　雄介 練馬光が丘病院　糖尿病内分泌内科

4-4	 	当院における高血糖緊急症病態の後ろ向き解析
 木下　博之 熊本医療センター　糖尿病内分泌内科

5-1	 	SGLT2阻害薬の肝機能に及ぼす長期投与の効果
 井口　志洋 医療法人森和会　行橋中央病院／福岡県済生会飯塚嘉穂病院

5-2	 	SGLT2阻害薬投与にともなうインスリン抵抗性の早期変化
 後藤　由佳 久留米大学医学部内科学講座　内分泌代謝内科部門

5-4	 	ＧＬＰ－１受容体作動薬の作用時間の違いが体重および血糖値に及ぼす影響の
違いについて

 佐々木　輝昌 周南市立新南陽市民病院

5-3	 	SGLT2阻害薬投与1型糖尿病患者に伴うケトーシスに対する食事療法および
療養支援による改善効果

 野田　薫 （JCHO）下関医療センター　糖尿病・内分泌内科

座長：	佐藤　祐造	 愛知みずほ大学

教育講演2 11：00 ～ 11：30

	 糖尿病における食事療法の意義と課題
 宇都宮　一典 東京慈恵会医科大学総合健診・予防医学センター

座長：	井口　登與志	福岡市医師会　福岡市健康づくりサポートセンター

教育講演3 11：30 ～ 12：00

	 AIとシステムバイオロジーによる医学の新展開
 浅井　義之 山口大学大学院医学系研究科システムバイオインフォマティクス講座

座長：	古田　浩人	 和歌山県立医科大学　第一内科

座長：	藤川　るみ	 グランドタワーメディカルコートライフケアクリニック
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座長：	大澤　春彦	 愛媛大学大学院医学系研究科　糖尿病内科学

教育講演4 12：00 ～ 12：30

	 ゲノム医学の最前線
 井ノ上　逸朗 国立遺伝学研究所　人類遺伝研究室

座長：	清野　裕	 	関西電力医学研究所

ランチョンセミナー 3 12：40 ～ 13：30

	 日本人2型糖尿病の体質、薬剤反応性の体質、合併症の体質
 門脇　孝 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・生活習慣病予防講座/帝京大学医学部附属溝口病院病態栄養学講座
 共催：サノフィ株式会社
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