
指定講演①

（大ホール）

※単位加算対象者以外の方向けに、Ｂ会場（Ｂ１Ｆ 大会議室）への中継あり

９月７日　10 ： 30～11 ： 30

「糖尿病性腎臓病の診断と治療」
座長：笈田　耕治（福井中央クリニック　内科部長）

演者：古家　大祐（金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科　教授）

Ａ会場

学歴　職歴

1984年３月　滋賀医科大学医学部医学科　卒業

1984年６月　滋賀医科大学医学部附属病院第三内科　研修医

1986年８月　千里保健医療センター新千里病院内科　医員

1989年１月　滋賀医科大学医学部附属病院第三内科　医員

1992年４月　滋賀医科大学医学部附属病院第三内科　助手

1994年12月　ジョスリン糖尿病センター　研究員

1997年４月　滋賀医科大学医学部附属病院第三内科　助手

2004年３月　滋賀医科大学医学部附属病院内科　講師

2005年６月　金沢医科大学内分泌代謝制御学　教授

2010年４月　金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学　教授　（講座名変更）

2010年７月　金沢医科大学栄養部　部長　併任

2013年７月－2017年３月まで　金沢医科大学病院　副院長　併任

2017年４月－現在に至る

免　　許

医師免許証（医籍登録　第280588号）

滋賀医科大学博士（論）平成４年３月（第99号）

専門　認定医 

日本糖尿病学会専門医・指導医・評議員・専門医認定委員会

日本糖尿病合併症学会　評議員・監事

日本腎臓学会専門医・指導医・評議員・編集委員会

日本内科学会認定医・評議員　

日本病態栄養学会・評議員

日本肥満治療学会・評議員

日本抗加齢医学会・評議員

日本糖尿病療養指導士認定機構　理事

受賞歴　表彰歴

平成12年　日本糖尿病合併症学会 Young Investigator Award

平成15年　日本医師会研究助成

平成24年　日本抗加齢研究奨励賞

平成26年　杉田玄白賞

プロフィール



指定講演②

（大ホール）

※単位加算対象者以外の方向けに、Ｂ会場（Ｂ１Ｆ 大会議室）への中継あり

９月８日　11 ： 10～12 ： 10

「JSH2019における糖尿病等合併高血圧治療」
座長：此下　忠志（福井大学医学部附属病院　診療教授　内分泌代謝内科　科長）

演者：米田　　隆（金沢大学大学院　未来型健康増進医学　教授）

Ａ会場

現　職　教授

・金沢大学国際基幹教育院GS教育系　健康科学　

・金沢大学大学院医薬保健総合研究科　

　未来型健康増進医学分野

　メディカル・イノベーションコースプログラムマネージメント室

・同附属病院　内分泌代謝内科 

学　歴

1990年３月　金沢大学医学部卒業

1994年３月　金沢大学大学院卒業（医学博士）

職　歴 

1994年４月  氷見市民病院内科

1995年４月  辰口芳珠病院内科医長

1999年４月　金沢大学附属病院旧第２内科　助手

2007年４月～2010年３月　金沢大学附属病院旧第２内科　医局長

2010年12月～2013年12月　金沢大学附属病院　助教

2014年１月～2017年９月　金沢大学医薬保健研究域医学系未来医療研究人材育成拠点形成事業

　　　　　　　　　　　　プログラムマネージメント室　特任准教授

2014年６月～2016年９月　金沢大学附属病院　内分泌代謝内科　副科長

2017年10月～現在

　　　　　　・国際基幹教育院GS教育系　健康科学　教授

        　　・金沢大学大学院医薬保健総合研究科

　　　　　　　メディカル・イノベーションコースプログラムマネージメント室 

 　　　　　 ・金沢大学附属病院　内分泌代謝内科

2018年５月～現在

　　　　  　・金沢大学大学院医薬保健総合研究科　未来型健康増進医学分野 教授

専門医・指導医資格

日本内科学会：認定内科医・総合内科専門医・指導医

日本内分泌学会：専門医・指導医

日本高血圧学会：特別正会員・専門医・指導医

日本糖尿病学会：専門医・指導医

日本甲状腺学会：甲状腺専門医

日本医師会：産業医

学会評議員、委員等 

平成23年４月～現在　日本内分泌学会　評議員

平成24年９月～現在　日本高血圧学会　評議員

平成24年11月～現在　日本心血管内分泌学会　評議員

平成23年12月～現在　日本内分泌学会　原発性アルドステロン症ガイドライン作成委員

平成28年５月～現在  日本内分泌学会　若手臨床内分泌医育成委員会　委員

プロフィール



第93回日本糖尿病学会　中部地方会
「男女共同参画セッション」ワークショップ

「新時代の社会参画と健やかな育児
　　　　　　　　　　　－しなやかな問題解決をめざして－」

日時：９月８日 （日）　９：20～11：00

場所：フェニックス・プラザ１Ｆ　Ａ会場 （大ホール）

座長：大家　理恵（公立学校共済組合北陸中央病院　内科医長）
座長：岡田由紀子（春日井市民病院 糖尿病・内分泌内科　第二部長）

指定演者

　①　仕事と家庭に生きる

藤井　美紀（福井厚生病院　内分泌・代謝・糖尿病内科　医長）

　②　子育てと仕事を楽しみましょう　～留学で学んだこと～

藤坂　志帆（富山大学　第一内科　助教）

特別講演

　「働く母の育児と健やかな子どもの成長のために必要な視点」
友田　明美（福井大学　子どものこころの発達研究センター　教授）

Ａ会場



プログラム

一般 演題

お断わり：原則的に講演者が入力したデータをそのまま掲載し

ておりますので、一部施設名・演者名・用語等の表

記不統一がございます。あらかじめご了承ください。



９月７日(土）

A-1　GLP-1受容体作動薬/SGLT2阻害薬併用により尿中アルブミン改善を認めた２

型糖尿病の一例

高山赤十字病院　内科　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜大学医学部附属病院　第三内科　　堀田　裕平　他

A-2　腎機能低下が急速に進行した橋本病合併２型糖尿病の一例

岐阜大学医学部附属病院　糖尿病代謝内科　　平田はるか　他

Ａ-3　高血糖が原因と考えられる痙攣発作を発症した血液透析患者の一例

藤田医科大学医学部　内分泌・代謝内科学　　上野　慎士　他

A-4　両下肢の筋弛緩障害を伴ったdiabetic radiculoplexus neuropathy（DRPN）

の１例

 名古屋市立西部医療センター　内分泌糖尿病内科　　今枝　憲郎　他

A-5　同時に動眼、顔面、舌咽神経麻痺を発症した２型糖尿病の１例

金沢市立病院　内分泌・糖尿病内科　　小池　伸彦　他

A-6　SGLT2阻害薬の併用後DKAを発症し、劇症１型糖尿病の診断に至った１例

三重大学医学部付属病院　糖尿病内分泌内科　　田中壮一郎　他

A-7　SGLT2阻害薬内服中、糖尿病ケトアシドーシスに至った１型糖尿病の１例 

愛知医科大学　医学部内科学講座　糖尿病内科　　西田　泰之　他

A-8　１型糖尿病のSGLT2阻害薬の臨床効果

岡本内科医院　内科　　井村　満男　　

A-9　１型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬併用の有効性

 岡崎市民病院　内分泌・糖尿病内科　　大竹　宏輝　他

A-10 １型糖尿病におけるSGLT2阻害薬の臨床効果：体組成を含めた検討

静岡赤十字病院　糖尿病内分泌代謝内科　　村上　雅子　他

A会場 -1 11:40～12:30 座長　金沢大学附属病院　研修医・専門医総合教育センター／内分泌代謝内科 米谷　充弘

A会場-2 14:20～15:10 座長　金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科学 中川　　淳



A-11　細菌性肺炎、ケトーシスで入院となったSGLT2阻害薬使用中の高齢者２型糖

尿病の一例

岐阜大学医学部附属病院　第三内科　　安田　　愛　他

A-12　ADLの低下傾向のある２型糖尿病患者にSGLT2阻害薬を投与しケトーシスを

発症した一例

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科　　石川　　舞　他

A-13　SGLT2阻害薬投与を契機に正常血糖ケトシースを発症した上腸間膜動脈

(SMA）症候群の１例

金沢医科大学病院　糖尿病・内分泌内科　　平井　太郎　他

A-14　SGLT-2阻害薬により正常血糖DKAに至ったインスリン非依存状態２型糖尿

病の１例

 刈谷豊田総合病院　内分泌代謝内科　　伊勢村彩子　他

A-15　SGLT2阻害薬による治療中、著明な高Na血症により意識障害を来たした一例

石川県済生会金沢病院　内科　　武田　仁裕　他

A-16　インスリン依存状態の糖尿病症例におけるSGLT2阻害薬の使用経験

静岡県立総合病院　糖尿病・内分泌代謝センター　　鳥居みずき　他

A-17　腎移植後に診断した緩徐進行１型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の使用経験 

愛知医科大学医学部内科学講座　糖尿病内科　　福田　晃洋　他

A-18　DPP-4阻害薬投与下で水疱性類天疱瘡を発症した糖尿病患者の生活の質の変化

静岡市立静岡病院　内分泌・代謝内科　　清水　洋佑　他

A-19　DPP-4阻害薬内服中に類天疱瘡を生じた高齢糖尿病患者の３例

 三重中央医療センター　糖尿病・内分泌内科　　渡邉麻衣子　他

A-20　当院におけるDPP4阻害薬関連類天疱瘡についての検討

春日井市民病院　糖尿病・内分泌内科　　松野裕里子　他

A会場 -3 15:10～16:00 座長　富山大学附属病院 第一内科　糖尿病代謝・内分泌内科 八木　邦公

A会場 -4 16:00～16:50 座長　富山赤十字病院　糖尿病・内分泌・栄養内科 高田　裕之



B-1　腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後、著明に脂肪肝が改善した２型糖尿病の１例

大垣市民病院　糖尿病腎臓内科　　坂野　聖弥　他

B-2　２型糖尿病におけるGLP-1RA：デュラグルチドの有効性と安全性；肥満度か

らみた長期臨床成績

静岡赤十字病院　糖尿病内分泌代謝内科　　村上　雅子　他

B-3　デュラグルチド投与にて衝動的な食行動が抑制され高血糖が改善した肥満症の

一例

名古屋大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　　杉山摩利子　他

B-4　著明高トリグリセライド血症をきたした２型糖尿病の１例

 福井県立病院　内分泌・代謝内科　　横山　拓也　他

B-5　治療中断とステロイド外用薬によりコントロール悪化を認めた２型糖尿病の一例

愛知医科大学医学部内科学講座　糖尿病内科　　河合美由花　他

B-6　動脈硬化性壊疽による下肢切断直後にARDSを発症するも救命しえた膵性糖尿

病患者の一例

富山県立中央病院　内科（内分泌・代謝)　　圓山　泰史　他

B-7　膵転移及び膵島自己免疫により糖尿病を発症した腎細胞癌の一例 

中濃厚生病院　内分泌糖尿病内科　　櫻井　瑛章　他

B-8　エベロリムスによるインスリン分泌能の低下を認めた２型糖尿病の一例

岐阜大学医学部付属病院　第三内科　　隅田　　旭　他

B-9　糖尿病を契機に診断されたHJV I281T変異によるヘモクロマトーシスの姉妹例

 木沢記念病院　内分泌代謝科　　酒井　勝央　他

B-10　CSIIを導入した心房細動に左心耳内血栓を合併した２型糖尿病の１例

福井厚生病院　内科　　藤井　美紀　他

B会場 -1 11:40～12:30 座長　市立敦賀病院　内分泌・代謝内科 石倉　和秀

B会場-2 14:20～15:10 座長　静岡市立静岡病院　内分泌・代謝内科 脇　　昌子



B-11　粟粒結核を発症し治療経過中著明な血小板減少をきたした高齢２型糖尿病患

者の１例

あま市民病院　総合診療科　　熊﨑　由佳　他

B-12　門脈ガス血症を合併した高血糖（1040mg/dl）の一例

公立松任石川中央病院　糖尿病内分泌内科　　岡本　俊介　他

B-13　繰り返す殿部膿瘍に苦慮した血糖コントロール不良な２型糖尿病の一例

岐阜大学医学部附属病院　第三内科　　酒井　麻有　他

B-14　難治性の肺炎として治療中に２型糖尿病と肺クリプトコッカス症の診断に

至った一例

 一宮市立市民病院　糖尿病・内分泌内科　　高島　裕美　他

B-15　前立腺膿瘍から肝膿瘍、精巣上体炎を併発し治療に難渋した高齢者２型糖尿

病の１例

豊橋市民病院　糖尿病・内分泌内科　　山守　育雄　他

B-16　ソフトドリンク多飲から糖尿病性ケトアシドーシスを発症した若年２型糖尿

病の１例

厚生連高岡病院　糖尿病・内分泌内科　　白川　　巧　他

B-17　心原性意識消失発作で救急搬送された正常血糖糖尿病ケトアシドーシスの１例 

富山赤十字病院　内科　　上岸　未樹　他

B-18　糖尿病性ケトアシドーシス発症後に急性膵炎を来したステロイド糖尿病の一例

名古屋第二赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　　大曽根親文　他

B-19　高血糖緊急症時にケトン体上昇を認めなかったインスリン依存状態にあった

糖尿病の一例

 岐阜大学医学部附属病院　第３内科　　塚田　大智　他

B-20　入院中に発症した正常血糖ケトアシドーシスの一例

伊勢赤十字病院　糖尿病・代謝内科　　白倉　由隆　他

B会場 -3 15:10～16:00 座長　黒部市民病院　糖尿病・内分泌内科 吉澤　　都

B会場 -4 16:00〜16:50 座長　金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科 北田　宗弘



C-1　教育入院を契機に先端巨大症と診断された糖尿病の一例

福井大学医学部附属病院　内分泌・代謝内科　　東　慎一郎　他

C-2　２型糖尿病と原発性副甲状腺機能亢進症を合併したTurner症候群の一例

愛知医科大学病院　卒後臨床研修センター　　黒田　典孝　他

C-3　甲状腺クリーゼを伴った高浸透圧高血糖症候群の一例

愛知医科大学病院　卒後臨床研修センター　　若山　尚寛　他

C-4　稀な組み合わせの多腺性自己免疫性疾患を合併した緩徐進行性１型糖尿病の１例

 浅ノ川総合病院　内科　　杉山　賢郎　他

C-5　エンパグリフロジンにより血清ナトリウム値の正常化を維持したSIADH合併の

２型糖尿病の１例

富山赤十字病院　内科　　稲川　慎哉　他

C-6　人間ドックで高血糖とFDG-PETでの膵集積像を呈し、経過が観察できた自己

免疫性膵炎の１例

豊川市民病院　糖尿病・内分泌内科　　中林　廉太　他

C-7　シェーグレン症候群を合併した、１型糖尿病の１症例 

真生会富山病院　糖尿病センター　　平谷　和幸　他

C-8　DPP4阻害薬内服中にRS3PE症候群を発症した２型糖尿病の一例

市立砺波総合病院　糖尿病・内分泌内科　　加藤健一郎　他

C-9　重症筋無力症、１型糖尿病、慢性甲状腺炎を合併したAPS３型の１例

 岡崎市民病院　内分泌・糖尿病内科　　髙橋　ゆい　他

C-10　糖尿病治療４年目に多血症で発病し、22年後に骨髄線維症の白血病化で死亡

した１剖検例

公立能登総合病院　内科　　竹内良太郎　他

C会場-1 11:40～12:30 座長　富山県リハビリテーション病院・こども支援センター　内科（内分泌・代謝・糖尿病） 臼田　里香

C会場-2 14:20～15:10 座長　磐田市立総合病院　糖尿病・内分泌内科 飯野　和美



C-11　当院におけるインスリン関連インシデント削減への取り組み

福井県立病院　看護部　　吉田　陽子　他

C-12　インスリンカードの使用実態調査、および適正使用推進によるインシデント

減少効果の検討

福井県立病院　薬剤部　　平井　佑季　他

C-13　当院内分泌・糖尿病内科フォロー中の患者における経口血糖降下薬の単剤処

方症例の検討

岡崎市民病院　薬局　　柴田　浩行　他

C-14　daily DPP-4阻害薬からweekly DPP-4阻害薬への切り替え前後の残薬率と

HbA1cの変化について

 市立砺波総合病院　薬剤科　　深井美乃梨　他

C-15　当院内分泌・糖尿病内科におけるSU薬の使用状況

岡崎市民病院　薬局　　川和田百華　他

C-16　糖尿病透析予防指導の評価と課題

市立砺波総合病院　栄養科　　永井　千晴　他

C-17　家族への指導が奏功した糖尿病透析予防外来の１例 

国立病院機構　三重中央医療センター　栄養管理室　　北條　恵美　他

C-18　｢昼食のみカロリーコントロール食」とした食事での意識変化と身体的変化の

前方視的検討

金澤なかでクリニック　栄養課　　野口　雅代　他

C-19　FGMを活用した栄養指導が血糖コントロール改善に有効であった１型糖尿病

の１例

 藤田医科大学病院　食養部　　淺井　志歩　他

C-20　基礎カーボカウントにて、血糖、体重コントロールができた２型糖尿病患者

の一例

医療法人　直未会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おかやま糖尿病・甲状腺クリニック　管理栄養士　　田内由希子　他

C会場-3 15:10～16:00 座長　名古屋第二赤十字病院　第一糖尿病・内分泌内科 稲垣　朱実

C会場-4 16:00～16:50 座長　愛知学院大学歯学部　内科学講座 成瀬　桂子



９月８日(日）

A-21　抗PD-1抗体薬関連による劇症１型糖尿病の１例

大垣市民病院　糖尿病・腎臓内科　　清瀬　俊樹　他

A-22　悪性黒色腫に対してニボルマブ投与中に劇症１型糖尿病を発症した１例

福井県立病院　内分泌・代謝内科　　高岸　里咲　他

A-23　ニボルマブ投与を契機に劇症１型糖尿病を発症した１例

藤田医科大学　医学部　内分泌・代謝内科学　　轟木　秀親　他

A-24　２型糖尿病治療中にベムブロリズ投与し１型糖尿病を発症した１例

 名古屋市立東部医療センター　内分泌内科　　山口　健介　他

A-25　アテゾリズマブ使用中に発症した複数の膵島関連自己抗体を有する急性発症

１型糖尿病の１例

富山大学　第一内科　　四方　雅隆　他

A-26　Pembrolizumab投与後に劇症ではないが短期間でインスリン分泌が低下した

糖尿病の１例

トヨタ記念病院　内分泌・糖尿病内科　　小川晃一郎　他

A-27　抗PD-1抗体薬に関連した糖尿病の２症例 

静岡県立総合病院　糖尿病・内分泌代謝センター　　山田賀奈子　他

A-28　抗IL-6受容体ヒト型モノクローナル抗体製剤（サリルマブ）によって血糖上

昇した一例

愛知医科大学病院　糖尿病内科/糖尿病センター　　笹島沙知子　他

A-29　低血糖を契機に診断されたニボルマブ治療中のACTH単独欠損症の１例

 愛知医科大学　糖尿病内科　　三輪　晴香　他

A-30　服薬アドヒアランス向上を背景にSU薬による低血糖昏睡をきたした高齢者糖

尿病の一例

揖斐厚生病院　内科　　　　　　　　　　　　　　　　

　岐阜大学医学部附属病院　第三内科　　冨成　俊輔　他

A会場-5 13:20～14:10 座長　大垣市民病院　糖尿病・腎臓内科 傍島　裕司

A会場-6 14:10～15:00 座長　石川県立中央病院　糖尿病・内分泌内科 浅野　昭道



A-31　Non-Is let  Cel l  Tumor Hypoglycemia（NICTH）を合併した非ホジ

キンリンパ腫

富山市立富山市民病院　内科　　清水　暁子　他

A-32　CSⅡ使用中膵性糖尿病患者の不可逆性低血糖脳症の一例

JA愛知厚生連　豊田厚生病院　内分泌・代謝内科　　渡邉　令奈　他

A-33　当院におけるインスリンデグルデクからインスリングラルギンU300への切り

替えに関する検討

岡崎市民病院　内分泌・糖尿病内科　　近藤　祐市　他

A-34　中間型配合混合製剤２回法から持効型配合製剤１回法への切替えによる血糖

管理の試み

 名古屋市立大学病院　内分泌・糖尿病内科　　　　　　　　　 

名古屋市立緑市民病院　内科　　小川　健人　他

A会場-7 15:00～15:40 座長　福井県立病院　内分泌・代謝内科 勝田　裕子



B-21　血糖コントロールに難渋しSAP療法を導入した劇症１型糖尿病の１例

富山県済生会高岡病院　内科　　小林　香織　他

B-22　劇症１型糖尿病と同時に心不全を発症した１例

富山赤十字病院　臨床研修センター　　岡田　幾磨　他

B-23　糖尿病性ケトアシドーシスによる多臓器不全と低酸素性脳症に至った劇症１

型糖尿病の１例

石川県立中央病院　糖尿病・内分泌内科　　浅野　昭道　他

B-24　発症時にHHSを合併した劇症１型糖尿病の１例

 小牧市民病院　糖尿病・内分泌内科　　佐々木智之　他

B-25　帝王切開後に発症した劇症１型糖尿病の一例

藤枝市立総合病院　糖尿病・内分泌内科　　谷本　晃平　他

B-26　出産後早期に発症した劇症１型糖尿病の一例

順天堂大学医学部附属静岡病院　糖尿病・内分泌内科　　内藤　仁嗣　他

B-27　妊娠糖尿病（GDM）の分娩後早期に血糖の悪化を認めた２症例 

浜松医科大学附属病院　第二内科　　坂本沙有梨　他

B-28　妊娠初期に２点陽性妊娠糖尿病型を呈し妊娠中期に正常型となった若年妊婦

の一例

金沢大学付属病院　内分泌代謝内科　　大家　理恵　他

B-29　多嚢胞性卵巣症候群合併糖尿病にGLP-1受容体作動薬を開始し妊娠に至った

１例

 名古屋市立大学病院　内分泌糖尿病内科　　浜田けい子　他

B-30　SAP療法LGS（Low Glucose Suspend）を用いて分娩に至った１型糖尿病の

一例

名古屋第一赤十字病院　内分泌内科　　今瀧　柚衣　他

B会場-5 13:20～14:10 座長　名古屋市立西部医療センター　内分泌糖尿病内科 今枝　憲郎

B会場-6 14:10～15:00 座長　市立砺波総合病院　糖尿病・内分泌内科 早川　哲雄



B-31　抗GAD抗体異常高値を呈した自己免疫性脳炎に合併した急性発症１型糖尿病

の１例

愛知医科大学医学部　内科学講座　糖尿病内科　　林　　優佑　他

B-32　特発性血小板減少性紫斑病を合併した、抗GAD抗体陽性１型糖尿病の一例

真生会富山病院　糖尿病センター　　横山　敏啓　他

B-33　FGM（Flash Glucose Monitoring）導入し改善を認め、１年維持した１

型糖尿病の２例

浜松医科大学　第二内科　　今井ゆき子　他

B-34　インスリン導入後に抗GAD抗体の陽転を認めた２型糖尿病11名の抗体価の経

時変化

 (医)名南会名南病院　内科　　伊藤　有史　他

B会場-7 15:00～15:40 座長　福井赤十字病院　内科 夏井　耕之



C-21　内分泌・糖尿病内科外来に通院する後期高齢糖尿病患者の治療内容と療養支

援への課題

岡崎市民病院　看護局　　榊原みずき　他

C-22　インスリン使用中高齢者における外来療養指導の効果

公立学校共済組合北陸中央病院　内科　　石田　一美　他

C-23　糖尿病学習入院後のセルフケアに対する実態調査

かみいち総合病院　看護部　　穴口由香梨　他

C-24　在宅療養相談部看護師による糖尿病療養指導・相談に対する患者の認識の実

態調査

 福井大学医学部附属病院　看護部　　道関沙緒理　他

C-25　糖尿病の栄養指導実施患者と精神科かかりつけ患者について

岐阜勤労者医療協会　みどり病院　　日置　真穂　他

C-26　POCT器による病棟血糖測定の実態調査

浜松医療センター　内分泌・代謝内科　　長山　浩士　他

C-27　血糖測定器から電子カルテへの測定値取り込み機能（外来血糖連携システ

ム）導入報告 

名古屋大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　　尾上　剛史　他

C-28　認知・生活機能票DASC-8を用いた診療所における高齢者糖尿病治療の実態調査

野村医院　看護部　　近藤　咲貴　他

C-29　院内糖尿病療養指導士「iCDE」育成プロジェクトの有用性について

 岡崎市民病院　看護局　　三浦　恵子　他

C-30　食堂併設の当院における食事体験型健康教室の試みと実際

医療法人社団ヤベツ会　金澤なかでクリニック　　菅　優華子　他

C会場-5 13:20～14:10 座長　岐阜大学保健管理センター，医学部附属病院糖尿病代謝内科，大学院連合創薬医療情報研究科 山本眞由美

C会場-6 14:10～15:00 座長　富山大学医学部第一内科　糖尿病・代謝・内分泌内科 朴木　久恵



C-31　糖尿病患者のレジスタンス運動習慣化へ向けて

海津市医師会病院　リハビリテーション科　　山岡　典生　他

C-32　当院に教育入院した65歳以上の糖尿病患者における骨格筋指数（SMI）につ

いての検討

福井大学医学部附属病院　栄養部　　朝井　　瞳　他

C-33　高齢糖尿病患者におけるサルコペニア肥満と左室拡張障害との関連性

伊勢赤十字病院　糖尿病・代謝内科　　東　謙太郎　他

C-34　２型糖尿病を有した運動器疾患患者に対する理学療法介入効果の検討

 医療法人鉄友会宇野病院　リハビリテーション部　　三浦　　卓　他

C会場-7 15:00～15:40 座長　福井県済生会病院　内科 金原　秀雄



　　　　　ランチョンセミナー１　12：40～13：30

　「CGMをもちいた糖尿病治療の最適化
　　　　　　　　　　　　　～SGLT2阻害薬の可能性を含めて～」

座長：矢部　大介（岐阜大学大学院医学系研究科

　　　　　　　　　　分子・構造学講座　内分泌代謝病態学分野　教授）

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　主任教授）

　　　　　イブニングセミナー１　17：00～17：50

　「栄養代謝制御研究の新展開と糖尿病治療」
座長：戸邉　一之（富山大学大学院　医学薬学研究部　内科学第一講座　教授）

演者：石原　寿光（日本大学医学部　内科学系糖尿病代謝内科学分野　教授）

　　　　　イブニングセミナー２　17：00～17：50

　「糖尿病性腎症のエビデンスを再考する」
座長：井上　達秀（静岡県立総合病院　副院長　糖尿病・内分泌内科）

演者：馬場園哲也（東京女子医科大学　糖尿病センター内科　教授）

　　　　　ランチョンセミナー２　12：40～13：30

　「糖尿病重症化予防のためのSGLT2阻害剤の役割」
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　教授）

演者：原　　一雄（自治医科大学附属さいたま医療センター　内分泌代謝科　教授）

Ａ会場

Ａ会場

Ｂ会場

Ｂ会場

ランチョンセミナー

イブニングセミナー

今回のランチョンセミナーは、整理券制ではございません。
お弁当の数には限りがございます。

９月７日(土）

９月７日(土）



　　　　　モーニングセミナー１　8：20～9：10

　「誰にでもできるself  titrationの提案：ランタスXRへの期待」
座長：古川　健治（北陸先端科学技術大学院大学（ＪＡＩＳＴ(ジャイスト））

　　　　　　　　　保健管理センター長、教授）

演者：中西　修平（川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学　准教授）

　　　　　ランチョンセミナー３　12：20～13：10

　「SGLT2阻害薬の実践的利用法　～最新のリサーチデータを実臨床へ～」
座長：平岩　善雄（日本赤十字社富山赤十字病院　院長）　　　　　
演者：三好　秀明（北海道大学大学院医学研究院　

　　　　　　　　   　糖尿病肥満病態治療学分野　特任教授）

　　　　　モーニングセミナー２　8：20～9：10

　「注射薬による糖尿病治療　～EvidenceとPractice～」
座長：神谷　英紀（愛知医科大学医学部内科学講座　糖尿病内科　准教授）

演者：坂口　一彦（神戸大学大学院医学研究科　

　　　　　　　　　  糖尿病・内分泌・総合内科学分野　総合内科学部門　准教授）

　　　　　ランチョンセミナー４　12：20～13：10

　「腎臓からみた新たなる糖尿病治療戦略　～SGLT2阻害薬の可能性について～」
座長：中島英太郎（中部ろうさい病院　糖尿病センター　センター長）

演者：阿部　雅紀（日本大学腎臓高血圧内分泌内科　主任教授）

Ａ会場

Ａ会場

Ｂ会場

Ｂ会場

モーニングセミナー

ランチョンセミナー

９月８日(日）

９月８日(日）


