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ランチョンセミナー 1
CGM からみた糖尿病治療の最適化 
~DPP-4 阻害薬と SGLT2 阻害薬の可能性を含めて ~

座長：伊古田明美
演者：西村　理明

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

ランチョンセミナー 2
ガイドラインから見た糖尿病の

食事療法の課題と展望
座長：吉田　和博
演者：宇都宮一典

共催：小野薬品工業株式会社

総　会

ランチョンセミナー 3
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～

座長：古橋　眞人
演者：駒津　光久

共催：ノボ ノルディスクファーマ株式会社

指定講演 1
糖尿病学会ガイドライン＆高血圧学会ガイド
ラインの改訂と糖尿病合併高血圧の診療

座長：三木　隆幸
演者：斎藤　重幸

指定講演 2
肥満に対するマネジメント（外科手術含む）

座長：太田　嗣人
演者：曺　　圭龍

指定講演 3
災害時の糖尿病診療

～北海道胆振東部地震を経験して～
座長：安孫子亜津子
演者：老田　真佑子

指定講演 4
免疫チェックポイント阻害薬と糖尿病

座長：小野　百合
演者：亀田　　啓

ランチョンセミナー 4
腎症を合併した 2 型糖尿病の治療戦略 2019

座長：藤原　　豊
演者：古家　大祐

共催：田辺三菱製薬株式会社・
第一三共株式会社

評議員会

パネルディスカッション
「若手糖尿病医とベテラン糖尿病専門医で
北海道の糖尿病医療を考える」
座　　長：安孫子亜津子、中村　昭伸
ディスカッサー：森川　秋月、永井　　聡、
　　　　　曺　　圭龍、佐藤　達也、
　　　　　大森　一乃、小川　俊史、
　　　　　別所　瞭一、久住麻唯子

アフタヌーンセミナー
 より質の高い血糖コントロールを目指して
ー CGM ／ FGM がもたらす新たな治療戦略ー

座長：渥 美　達也
演者：税所　芳史

共催：アボットジャパン株式会社

一般演題
急性合併症①

座長：坂上　慎二

一般演題
CGM, FGM

座長：関口　雅友

一般演題
療養①

座長：本間　玲子

一般演題
療養②

座長：川崎てるみ

一般演題
疫学・食事療法
座長：野本　博司

一般演題
高齢者

座長：渥美　敏也

一般演題
症例報告①

座長：伊藤　博史

一般演題
症例報告②

座長：森川　秋月

一般演題
肥満

座長：種田　紳二

一般演題
インクレチン関連薬

座長：丹羽　祐勝

一般演題
慢性合併症①

座長：加藤　雅彦

一般演題
慢性合併症②

座長：横山　宏樹

一般演題
1 型糖尿病と SGLT2 阻害薬

座長：大場　知穂

一般演題
SGLT2 阻害薬
座長：滝山　由美

一般演題
急性合併症②

座長：鴨嶋ひかる
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11:30～12:00

15:00～15:50
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11:30～12:05
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11:23～12:05

13:50～14:25

14:30～15:05

13:50～14:25

14:30～14:58

10:53～11:21

日程表
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第 53 回日本糖尿病学会北海道地方会タイムスケジュールおよび一般演題座長
※�本地方会演題の症例報告の中から、4題を学会誌「糖尿病」に推薦いたします。
　�発表を聴かれて「糖尿病」に相応しい演題と思われた方は、受付に推薦用紙を用意してありますので、
検証資料としてご記入いただきたく存じます。ご協力よろしくお願い申し上げます。

◆ 専門医更新のための指定講演　午前の部（9：00 より）

C 会場（6 階　大雪）　　
S1 　9：00 ～ 9：30

「糖尿病学会ガイドライン＆高血圧学会ガイドラインの改訂と糖尿病合併高血圧の診療」
　座長：三木　隆幸（札幌医科大学　循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座）
　演者：斎藤　重幸（札幌医科大学　保健医療学部　看護学第三講座）

S2 　9：35 ～ 10：05
「肥満に対するマネジメント（外科手術含む）」
　座長：太田　嗣人（旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野）
　演者：曺　　圭龍（北海道大学病院　内科Ⅱ / 臨床研究開発センター）

◆ 一般演題　午前の部（10：15 より）

A 会場（6 階　美瑛）
　A-1 ～ 5� 急性合併症①� 坂上　慎二（さかうえ内科クリニック）
　A-6 ～ 9� 急性合併症②� 鴨嶋ひかる（小野百合内科クリニック）

パネルディスカッション
『若手糖尿病医とベテラン糖尿病専門医で北海道の糖尿病医療を考える』
　座長：安孫子亜津子（旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野）
　　　　中村　昭伸（北海道大学大学院医学研究院　免疫・代謝内科学教室）

糖尿病専門医（ディスカッサー）
　森川　秋月（旭川赤十字病院）
　永井　　聡（NTT�東日本札幌病院　糖尿病内分泌内科）
　曺　　圭龍（北海道大学病院　内科Ⅱ／臨床研究開発センター）
　佐藤　達也（札幌医科大学　循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座）
若手糖尿病医（ディスカッサー）
　大森　一乃（北海道大学大学院医学研究院　免疫・代謝内科学教室）
　小川　俊史（札幌医科大学　循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座）
　別所　瞭一（旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野）
　久住麻唯子（滝川市立病院　内科）

B 会場（6 階　日高）
　B-1 ～ B-4� CGM，FGM� 関口　雅友（JA�北海道厚生連�札幌厚生病院�第一内科）
　B-5 ～ B-9� 肥満　　　　� 種田　紳二（萬田記念病院）
　B-10 ～ B-15�インクレチン関連薬� 丹羽　祐勝（医療法人桃実会にわ糖尿病・内科クリニック）

C 会場（６階　大雪）
　C-1 ～ C-5� 療養①����������� 本間　玲子（旭川厚生病院）
　C-6 ～ C-10� 療養②��������� 川崎てるみ（市立札幌病院）
　C-11 ～ C15� 疫学・食事療法��� 野本　博司（北海道大学大学院医学研究院　免疫・代謝内科学教室）
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ランチョンセミナー　12：20 ～ 13：10
A 会場（6 階　美瑛）　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
B 会場（6 階　日高）　共催：小野薬品工業株式会社
C 会場（6 階　大雪）　共催：ノボ ノルディスクファーマ株式会社
D 会場（5 階　北斗）　共催：田辺三菱製薬株式会社 / 第一三共株式会社

◆ 評議員会（３階　屈斜路）　12：20 ～ 13：10

◆ 総　会　A 会場（6 階　美瑛）　13：20 ～ 13：50

◆ 一般演題　午後の部（A , B 会場 13：50 より、　C 会場 14：00 より）

A 会場（6 階　美瑛）
　A-10 ～ 14�� 1 型糖尿病と SGLT2 阻害薬� 大場　知穂（さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック）
　A-15 ～ 18� SGLT2 阻害薬�� 滝山　由美（旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野）

B 会場（6 階　日高）
　B-16 ～ B-20�慢性合併症①�� 加藤　雅彦（北海道医療センター）
　B-21 ～ B-25�慢性合併症②� 横山　宏樹（自由が丘横山内科クリニック）

C 会場（6階　大雪）
　C-16 ～ C-21�高齢者��� 渥美　敏也（西成病院）
　C-22 ～ C-25�症例報告①�� 伊藤　博史（いとうひろし内科・糖尿病内科クリニック）
　C-26 ～ C-29�症例報告②� 森川　秋月（旭川赤十字病院）

アフタヌーンセミナー　15：00 ～ 15：50
A 会場（6 階　美瑛）　共催：アボットジャパン株式会社

◆ 専門医更新のための指定講演　午後の部　（16：00 より）

C 会場　（６階　大雪）　　
S3 　16：00 ～ 16：30

「災害時の糖尿病診療～北海道胆振東部地震を経験して～」
　座長：安孫子亜津子（旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野）
　演者：老田真佑子（苫小牧市立病院　内科）

S4 　16：35 ～ 17：05
「免疫チェックポイント阻害薬と糖尿病」
　座長：小野　百合（小野百合内科クリニック）
　演者：亀田　　啓（北海道大学病院　内科Ⅱ）

◆ 機器展示（6階　十勝）　9：00 ～ 16：00

アークレイマーケティング株式会社　アボットジャパン株式会社　　　サノフィ株式会社
三和化学研究所　　　　　　　　　テルモ株式会社　　　　　　　　ニプロ株式会社
日本メドトロニック株式会社　　　富士フィルム富山化学株式会社　ライフスキャンジャパン株式会社
� （五十音順）
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