
開会の辞
第 1日 5月 20日（木） 8：20～8：30 配信会場 1

会長 戸邉 一之 富山大学医学部第一内科

特別講演 1
第 2日 5月 21日（金） 8：00～9：00 配信会場 1

座長 戸邉 一之 富山大学医学部第一内科

SL1 Defining the Intrinsic Molecular Defects Underlying Insulin Resistance in
Human Type 2 Diabetes Using a Disease-in-a-Dish Model
C. Ronald Kahn
Joslin Diabetes Center, Boston, MA, USA

特別講演 2
第 2日 5月 21日（金） 11：55～12：55 配信会場 1

座長 戸邉 一之 富山大学医学部第一内科

SL2 2 型糖尿病―サイエンスの進歩とヒューマニティ
門脇 孝
国家公務員共済組合連合会虎の門病院

特別講演 3
第 3日 5月 22日（土） 13：50～14：50 配信会場 1

座長 戸邉 一之 富山大学医学部第一内科

SL3 糖尿病患者のこころがわかるロボットの開発は可能か？
石黒 浩
大阪大学基礎工学研究科/ATR石黒浩特別研究所



会長講演
第 2日 5月 21日（金） 11：05～11：45 配信会場 1

座長 門脇 孝 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

PL 日々の診療での気付きから新しい糖尿病学を切り拓く
戸邉 一之
富山大学医学部第一内科

理事長声明
第 2日 5月 21日（金） 9：05～9：25 配信会場 1

植木 浩二郎
国立国際医療研究センター研究所



受賞講演（リリー賞）
第 2日 5月 21日（金） 9：30～10：10 配信会場 1

座長 植木 浩二郎 国立国際医療研究センター研究所

AL1 肝臓を中心とした臓器間クロストークによる代謝制御機構の解明
粟澤 元晴
国立国際医療研究センター研究所

座長 寺内 康夫 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

AL2 ヒトの膵β細胞量増大による糖尿病治療を目指した基礎的研究
白川 純
群馬大学生体調節研究所

受賞講演（女性研究者賞）
第 2日 5月 21日（金） 10：10～10：25 配信会場 1

座長 和田 淳 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学

AL3 糖尿病合併症におけるバスピンの作用と新たな病態解明
中司 敦子
岡山大学病院

受賞講演（ハーゲドーン賞）
第 2日 5月 21日（金） 10：25～10：55 配信会場 1

座長 門脇 孝 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

AL4 インスリン作用の障害による 2型糖尿病の発症機構の分子メカニズム解明と
それに基づく治療法の開発
植木 浩二郎
国立国際医療研究センター研究所



会長特別企画 1
第 1日 5月 20日（木） 8：30～11：30 配信会場 1

インスリン発見から100年記念企画

座長 春日 雅人
河盛 隆造

公益財団法人朝日生命成人病研究所
順天堂大学医学部・大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座

PS1－1 オープニング
河盛 隆造
順天堂大学医学部・大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座

PS1－2 Unravelling the structural complexity of insulin’s engagement with its receptor
Michael C. Lawrence
Department of Medical Biology, University of Melbourne, Australia

PS1－3 糖代謝恒常性とその破綻のトランスオミクス解析
黒田 真也
東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻生物情報科学科

PS1－4 Beta Cell Replacement for Diabetes Using Stem Cell Derived Islets
Timothy J. Kieffer
Department of Cellular and Physiological Sciences, School of Biomedical Engineering, Life Sciences Institute, University of British Co-
lumbia, Vancouver, BC, Canada

PS1－5 クロージング
春日 雅人
公益財団法人朝日生命成人病研究所



記念企画
第 1日 5月 20日（木） 13：30～15：30 配信会場 1

インスリン発見とインスリン分泌・インクレチン100年の歴史

座長 中村 二郎
稲垣 暢也

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

AP－1 インスリン発見及び糖尿病学黎明期からの歴史
堀田 饒
中部ろうさい病院

AP－2 インスリン分泌及びインクレチン研究 100 年の歴史
清野 裕
関西電力病院/関西電力医学研究所



会長特別企画 2
第 2日 5月 21日（金） 14：20～17：20 配信会場 1

日本の糖尿病学の歴史・到達点とこれからの課題を考える

座長 植木 浩二郎
稲垣 暢也

国立国際医療研究センター研究所
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

PS2－1 インスリン作用機序の解明と今後の展望
春日 雅人

（公財）朝日生命成人病研究所

PS2－2 インスリン分泌の分子機構の解明と今後の展望
髙橋 晴美，清野 進
神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学

PS2－3 2 型糖尿病におけるインスリン分泌とインクレチンの役割
清野 裕
関西電力病院/関西電力医学研究所

PS2－4 血管合併症研究（腎症を中心に）の歴史と到達点，これからの展望
羽田 勝計
旭川医科大学/（医）共創会

PS2－5 1 型糖尿病研究の歴史と到達点，これからの展望
花房 俊昭
堺市立総合医療センター

Meet-the-Professor
第 2日 5月 21日（金） 16：20～17：20 配信会場 11

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

MP 糖尿病医としての 40 年を振り返って
中村 二郎
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科



会長特別企画 3
第 3日 5月 22日（土） 8：30～11：30 配信会場 1

Meet the Cell Metabolism Editor Session

座長 門脇 孝
戸邉 一之

国家公務員共済組合連合会虎の門病院
富山大学医学部第一内科

PS3－1 How to navigate the publication process at scientific journals
Randy Scott Levinson
Deputy Editor, Cell Metabolism, USA

PS3－2 The role of CD206+ M2-like macrophages in tumor progression
Tomonobu Kado
First Department of Internal Medicine, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Science, University of Toyama

PS3－3 Hepatic Activin B controls glucose metabolism
Naoki Kobayashi
Department of Molecular Diabetic Medicine, Diabetes Research Center, National Center for Global Health and Medicine

PS3－4 Role of Akt in skeletal muscle in protection against sarcopenia and aging
Takayoshi Sasako
Department of Diabetes and Metabolic Diseases, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo

PS3－5 Role of immune cells（macrophages）in recovery of muscle after injury
Allah Nawaz
First Department of Internal Medicine, Department of Molecular ＆ Medical Pharmacology, University of Toyama

PS3－6 Selenoprotein P-mediated reductive stress impairs cold-induced UCP1 activation and
thermogenesis in brown fat
Hein Ko Oo
Department of Endocrinology ＆ Metabolism, Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences

PS3－7 Selective activation of PPARαmaintains thermogenic capacity of beige fat
Gentaro Egusa
Department of Molecular and Internal Medicine, Graduate School of Biomedical ＆ Health Sciences, Hiroshima University

PS3－8 Functional Analysis on Favine/CCDC3 A hidden treasure for the future treatment of
atherosclerosis
Sachiko Kobayashi
Department of Metabolic Medicine, Graduate School of Medicine, Osaka University



PS3－9 Hypothalamic orexin prevents the development of non-alcoholic steatohepatitis and hepa-
tocellular carcinoma in mice fed high fat diet
Takahiro Maeda
Department of Clinical Pharmacology, University of Toyama

PS3－10 Metabolic Shift to Cytosolic NAD Production Regulates β Cell Function in Aging and
Diabetes
Naoya Murao
Division of Molecular and Metabolic Medicine, Kobe University Graduate School of Medicine



公募企画 1
第 3日 5月 22日（土） 15：20～18：20 配信会場 1

病院全体の糖尿病力を上げる

座長 門脇 孝
五十川 陽洋

国家公務員共済組合連合会虎の門病院
三井記念病院糖尿病代謝内科

PP1－1 急性期病院における糖尿病内科の意識改革
松岡 孝
しげい病院糖尿病センター（倉敷中央病院糖尿病内科非常勤勤務）

PP1－2 地域中核病院における入院糖尿病診療の変化
亀井 望
広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科

PP1－3 急性期病院における糖尿病診療の問題点
島 孝佑
厚生連高岡病院糖尿病・内分泌代謝内科

PP1－4 血糖管理の介入基準を用いた，入院患者への糖尿病内科介入についての検討
林 恭加

（社会医療法人）シマダ嶋田病院糖尿病内科

PP1－5 ひとりぼっちのCDEからチームの大きな仲間を得ていくまでの道のり～当院の場合～
大橋 優美子
東京大学医学部附属病院看護部



病院全体の糖尿病力を上げる

座長 植木 浩二郎
亀井 望

国立国際医療研究センター研究所
広島赤十字･原爆病院内分泌･代謝内科

PP1－6 外来完結型糖尿病診療を目指して～外来糖尿病教育システムから地域連携パスへ～
高田 裕之
富山赤十字病院糖尿病・内分泌・栄養内科

PP1－7 糖尿病力を向上させる多職種参加のワークショップが糖尿病ワーク・エンゲイジメントに
与える影響
坂根 靖子
京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室

PP1－8 足と糖尿病の専門病院として始まった下北沢病院の 5年間
富田 益臣
下北沢病院足病センター

PP1－9 Hospital-wide Diabetes Management の構築
山下 浩
慈泉会相澤病院糖尿病センター

PP1－10 Education is not a part of the power, it is the power.
金子 至寿佳
高槻赤十字病院糖尿病・内分泌・代謝内科

病院全体の糖尿病力を上げる

座長 戸邉 一之
橋本 今日子

富山大学医学部第一内科
富山労災病院

PP1－11 糖尿病専門施設におけるエキスパートナースの取り組み
土田 由紀子
東京女子医科大学病院看護部

PP1－12 個人クリニックにおけるスタッフ教育 10 年の取り組み～OJTから看護特定行為研修施設に
至る道筋～
竹尾 浩紀
医療法人社団ダイアステップたけおクリニック



PP1－13 血糖管理における当院NSTの取り組み～しない・させない・見逃さない 医原性高血糖～
大村 寧
公立甲賀病院糖尿病・内分泌内科/公立甲賀病院NST

PP1－14 済生会宇都宮病院における院内の血糖管理に関する取り組みと急性期病院における糖尿病
診療の課題について
友常 健
栃木県済生会宇都宮病院糖尿病・内分泌内科

PP1－15 療養指導戦士ダイアマンの挑戦!!!～病院スタッフ劇団による健康へのアプローチ～
梅原 真弓
医療法人真生会真生会富山病院劇団TIPS



公募企画 2
第 3日 5月 22日（土） 8：30～10：30 配信会場 6

COVID-19のパンデミックを経験して～私たちが糖尿病患者にできること，これからの診療・教育研究のあり方～

座長 前川 聡
荒木 栄一

滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌・腎臓内科
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学

PP2－1 COVID-19 緊急事態宣言下の糖尿病診療―外来受診と電話診療の意義―
大西 由希子
朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科

PP2－2 COVID-19 パンデミックによるライフスタイルの変化と糖尿病治療への影響
浜本 芳之
関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター

PP2－3 COVID-19 パンデミックに対応すべき糖尿病診療と患者ケア～1型糖尿病を対象として～
三浦 順之助
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科

PP2－4 当院で経験したCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）と血糖管理の臨床的検討
柳澤 慎之介
埼玉医科大学病院内分泌内科・糖尿病内科

PP2－5 糖尿病合併 SARS-CoV-2 感染入院患者における血糖管理の現況と重症度の実態
湯浅 淳
名古屋第二赤十字病院糖尿病・内分泌内科

PP2－6 COVID-19 入院治療における血糖管理―FGMの有用性―
中山 香桜里

（医財）健貢会総合東京病院糖尿病センター/日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野

PP2－7 COVID-19 パンデミック下の遠隔インスリンポンプ指導・遠隔栄養指導
村田 敬
国立病院機構京都医療センター糖尿病センター

PP2－8 With コロナ時代の鳥取県糖尿病協会の取り組み
楢崎 晃史
鳥取県立中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科



ディベート 1
第 2日 5月 21日（金） 14：20～17：20 配信会場 3

次に投与する薬剤は何か？～薬剤選択に迷う症例～（公募企画3）

座長 田嶼 尚子
加来 浩平

大手町プレイス内科
川崎医科大学

症例 1）ドラッグナイーブな 2型糖尿病に対する薬物療法の最初の一手は？
DB1－1 メトホルミン

川浪 大治
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学

DB1－2 DPP4 阻害薬
佐倉 宏
東京女子医科大学東医療センター内科

DB1－3 その他の治療薬
安孫子 亜津子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌内科

症例 2）心血管疾患の既往のない 2型糖尿病においてメトホルミンの次の一手は？
DB1－4 DPP4 阻害薬

矢部 大介
岐阜大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌代謝内科学

DB1－5 SGLT2 阻害薬
神谷 英紀
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科

DB1－6 その他の治療薬
横手 幸太郎
千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学

症例 3）経口血糖降下薬の多剤併用でも血糖コントロール不良の 2型糖尿病に対する次の一
手は？

DB1－7 インスリン
野見山 崇
国際医療福祉大学市川病院

DB1－8 GLP-1 受容体作動薬
弘世 貴久
東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野

DB1－9 その他の治療薬
繪本 正憲
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学



症例 4）インスリンBasal-Bolus 療法で血糖コントロール不十分な 1型糖尿病に対する次の
一手は？

DB1－10 インスリンポンプ療法
黒田 暁生
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

DB1－11 SGLT2 阻害薬の追加
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



ディベート 2
第 3日 5月 22日（土） 17：00～18：20 配信会場 3

高度肥満症例 内科的治療 vs外科的治療（公募企画4）

座長 小川 佳宏
益崎 裕章

九州大学大学院医学研究院病態制御内科（第三内科）
琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第 2 内科）

DB2－1 肥満手術後に食後低血糖症状をきたした高度肥満を伴う 2型糖尿病の 1例
富田 益臣
下北沢病院糖尿病センター

DB2－2 2 型糖尿病腎症第 4期を合併する高度肥満患者に腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を施行した
1例
髙橋 一久
関西医科大学附属病院健康科学センター

［コメンテーター］
DB2－3 大城 崇司

東邦大学医療センター佐倉病院外科

DB2－4 山口 崇
東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病・内分泌・代謝センター

DB2－5 林 果林
東邦大学医療センター佐倉病院

DB2－6 浅原 哲子
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

DB2－7 内藤 剛
北里大学医学部下部消化管外科学



ディベート 3
第 3日 5月 22日（土） 17：00～18：00 配信会場 5

サルコペニアかつ腎症を合併した糖尿病：サルコペニアの治療を優先 vs腎症の治療を優先

座長 繪本 正憲
金崎 啓造

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学
島根大学医学部内科学講座内科学第一

［症例提示］
DB3－1 豊田 雅夫

東海大学医学部内科学系腎内分泌代謝内科学

［討論者］
DB3－2 川浪 大治

福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学

DB3－3 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

DB3－4 合田 朋仁
順天堂大学医学部腎臓内科

DB3－5 深水 圭
久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門



会長企画―研究者のサークルを作ろう― 1
第 1日 5月 20日（木） 8：30～10：30 配信会場 11

糖尿病基礎研究最前線

座長 綿田 裕孝
山内 敏正

順天堂大学医学部・大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座
東京大学大学院医学系研究科内科学専攻生体防御腫瘍内科学講座

RP1－1 「時計遺伝子による代謝制御はどこまで糖尿病に関わっているのか」を探求する
太田 康晴
山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座/山口大学医学部分子代謝制御学講座

RP1－2 転写因子NFIAによる褐色脂肪細胞のエピゲノム制御と肥満症における意義
大口 弥里
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

RP1－3 新規レポーターマウスを用いた膵α細胞新生機構の解明
氷室 美和
順天堂大学医学部附属順天堂医院代謝内分泌講座

RP1－4 Ppy 遺伝子の活性化がβ細胞の heterogeneity を規定する
深石 貴大
群馬大学生体調節研究所分子糖代謝制御分野

RP1－5 Determination of body fat amount via HSP47-mediated adipose extra-/sub-/intra-cellular
control
SHIN JIHOON
大阪大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学/大阪大学大学院医学系研究科糖尿病病態医療学寄附講座

RP1－6 肝臓―脳―褐色脂肪組織（BAT）連関によるエネルギー代謝調節機構の解明
山田 哲也
東京医科歯科大学分子内分泌代謝学分野

RP1－7 内皮および上皮細胞の恒常性破綻は糖尿病腎線維化を引き起こす
髙垣 雄太
金沢医科大学糖尿病内分泌内科学

RP1－8 Fate of adipocyte progenitors during adipogenesis upon high fat diet feeding
Bilal Muhammad
富山大学医学部第一内科



会長企画―研究者のサークルを作ろう― 2
第 1日 5月 20日（木） 10：30～11：30 配信会場 11

膵β細胞の新しい治療ターゲット

座長 石原 寿光
薄井 勲

日本大学医学部医学科糖尿病代謝内科学
獨協医科大学内分泌代謝内科

RP2－1 効率的に遺伝子発現修飾が可能なMIN6 細胞の作製と応用
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

RP2－2 膵β細胞のHMG-CoA還元酵素欠損は膵β細胞の減少とインスリン分泌能の低下による
糖尿病を誘発する
永島 秀一
自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科/自治医科大学内科学講座内分泌代謝学部門

RP2－3 膵β細胞増殖の時空間的解析を可能にする新たな定量化法の開発
徳本 信介
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

RP2－4 低酸素誘導性の転写抑制因子BHLHE40 による膵β細胞障害機構
佐藤 叔史
熊本大学大学院生命科学研究部病態生化学講座

会長企画―研究者のサークルを作ろう― 3
第 1日 5月 20日（木） 13：30～16：30 配信会場 11

女性，連携，新しい糖尿病学を切り拓く

座長 浅原 哲子
今村 美菜子

国立病院機構京都医療センター
琉球大学大学院医学研究科先進ゲノム検査医学講座

RP3－1 2 型糖尿病の大規模全ゲノム関連解析
堀越 桃子
理化学研究所生命医科学研究センター糖尿病・代謝ゲノム疾患研究チーム



RP3－2 脂肪細胞乳酸産生は脂肪細胞への糖取り込みを制御する
峰村 友美
大阪大学大学院生命機能研究科

RP3－3 糖尿病合併症重症化予防を目指した家庭血圧管理～KAMOGAWA-HBP study～
牛込 恵美
京都府立医科大学附属病院内分泌・代謝内科学

RP3－4 糖尿病治療に貢献するPrecision Nutrition の開発
池田 香織
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

RP3－5 NASHマウスモデルの確立を通じた病態解析・治療戦略開発への挑戦
伊藤 美智子
神奈川県立産業技術総合研究所/名古屋大学環境医学研究所分子代謝医学分野/東京医科歯科大学生体材料工学研究所バイオエレクト
ロニクス分野

RP3－6 糖尿病合併症におけるVaspin の作用と新たな病態解明
中司 敦子
岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科

RP3－7 糖尿病に対する新規治療法開発に向けた取り組みと糖尿病学研究の魅力
岩部 美紀
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

女性，連携，新しい糖尿病学を切り拓く

座長 岩部 美紀
藤坂 志帆

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科
富山大学医学部第一内科

RP3－8 糖尿病網膜症の発症機序に関する研究―網膜における SGLT2 の役割―
大和 真由実
九州大学大学院薬学研究院/行橋中央病院

RP3－9 ヘパトカイン「セレノプロテインP」遺伝子の発現制御機構の研究
鴨下 恭子
金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学分野

RP3－10 糖尿病性腎臓病と栄養シグナル
山原 真子
滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌・腎臓内科



RP3－11 社会学的な視点で「糖尿病学」を考える～順天堂大学で，仲間とともに行ってきた臨床研究～
佐藤 淳子
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学

RP3－12 日本人 2型糖尿病集団における糖尿病網膜症および腎症のゲノムワイド関連解析
今村 美菜子
琉球大学大学院医学研究科先進ゲノム検査医学講座/琉球大学病院検査・輸血部

RP3－13 多施設共同コホートを基盤とした糖尿病・肥満症における脳心腎連関と治療ストラテジー
の探究
浅原 哲子
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/名古屋大学環境医学研究所メタボ栄養科学研究部門

会長企画―研究者のサークルを作ろう― 4
第 3日 5月 22日（土） 15：20～16：50 配信会場 2

臨床研究からみる糖尿病・糖尿病合併症のリスクとその管理～本邦における最新の知見～

座長 柴 輝男
片上 直人

総合東京病院
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学

RP4－1 糖尿病治療薬が糖尿病大血管症に及ぼす影響～日本人糖尿病患者を対象としたRCTから～
片上 直人
大阪大学大学院内分泌・代謝内科

RP4－2 J-DOIT3 の成果を実臨床に活かす
岡﨑 由希子
順天堂大学医学部附属練馬病院

RP4－3 JDCP の大血管症アウトカムに関連して
髙原 充佳
大阪大学大学院医学系研究科糖尿病病態医療学寄附講座

RP4－4 高齢者糖尿病の血糖コントロール目標：カテゴリー分類法の提案と死亡リスクの検討
（J-EDIT研究）
大村 卓也
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科

RP4－5 血糖変動と心血管イベント発症の関連性を検討する前向き観察研究
若杉 理美
順天堂大学医学部附属順天堂医院糖尿病・内分泌内科



会長企画―研究者のサークルを作ろう― 5
第 3日 5月 22日（土） 16：50～18：20 配信会場 2

データサイエンスが拓く次世代の糖尿病の臨床研究・疫学研究

座長 小田原 雅人
後藤 温

山王病院，国際医療福祉大学，東京医科大学
横浜市立大学データサイエンス研究科

RP5－1 前向きコホートにおける糖尿病のゲノム疫学研究
後藤 温
公立大学法人横浜市立大学学術院医学群データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻

RP5－2 糖尿病疫学における因果推論×機械学習の応用について
井上 浩輔
京都大学大学院医学研究科社会疫学/Department of Epidemiology, UCLA

RP5－3 レセプトデータを用いた糖尿病の疫学研究
藤原 和哉
新潟大学医学部血液・内分泌・代謝内科

RP5－4 『データベース医学』が切り拓く新しい糖尿病学：大規模レセプトデータベースを用いた臨
床疫学研究から見えること
西岡 祐一
奈良県立医科大学附属病院糖尿病・内分泌内科/奈良県立医科大学公衆衛生学講座

RP5－5 データベースを用いた糖尿病の医療政策研究・ヘルスサービスリサーチ
杉山 雄大
国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター/筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野



会長企画
第 2日 5月 21日（金） 14：20～15：20 配信会場 11

分子糖尿病学研究の最前線～新たな治療標的を求めて～

座長 松本 道宏
井上 啓

国立研究開発法人国立国際医療研究センター分子代謝制御研究部
金沢大学医薬保健学総合研究科社会環境医学領域代謝生理学分野

B－1 グルカゴン応答性メチル化酵素を介した血糖調節・肝発がん機構
松本 道宏
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代謝制御研究部

B－2 非アルコール性脂肪性肝疾患における肝再生障害と細胞死
稲葉 有香
金沢大学新学術創成研究機構栄養・代謝研究ユニット

B－3 microRNAと糖尿病
和田 淳
岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学

B－4 NAD+/サーチュインの幹細胞老化における意義
五十嵐 正樹
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科

B－5 高脂肪食による癌の発症と増殖促進作用
薄井 勲
獨協医科大学内分泌代謝内科

B－6 ヒトの腸内細菌叢とインスリン抵抗性におけるMulti-Omics 解析
窪田 直人
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科/医薬基盤・健康・栄養研究所臨床栄養研究部



シンポジウム 1
第 1日 5月 20日（木） 8：30～11：30 配信会場 2

地域全体における糖尿病力をあげる
Empowerment of diabetes care over the region

座長 辻野 元祥
傍島 裕司

東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科

S1－1 多摩地域における管理栄養士紹介事業と今後の展望
西村 一弘
駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科/緑風会緑風荘病院/一般社団法人臨床糖尿病支援ネットワーク

S1－2 コーディネートナースを活用した糖尿病地域多職種連携
赤司 朋之
社会医療法人シマダ嶋田病院

S1－3 COVID-19 下における地域糖尿病療養指導士育成の新たな試み
熊倉 淳
医療法人社団誠杏堂熊倉医院

S1－4 糖尿病入院における在院日数や入院患者数，医療費削減に寄与した基幹病院と地域との多職
種連携
谷合 久憲
たにあい糖尿病・在宅クリニック

S1－5 かかりつけ医および他診療科との連携の輪を拡げる糖尿病診療
辻野 元祥
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科

S1－6 過疎地域における次世代通信技術などを用いた遠隔糖尿病診療
白神 敦久
徳島県立中央病院糖尿病・代謝内科



シンポジウム 2
第 1日 5月 20日（木） 8：30～11：00 配信会場 3

糖尿病性腎臓病の基礎研究Update
Progress in a basic research of diabetic kidney disease-Up to Date

座長 前川 聡
古家 大祐

滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌・腎臓内科
金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学

S2－1 Diabetic kidney disease and inflammation
宮本 聡
岡山大学病院新医療研究開発センター

S2－2 糖尿病性腎臓病と老化-―NAD/Sirt 経路とその治療応用―
脇野 修
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

S2－3 糖尿病性腎臓病におけるリン代謝，FGF23 と Rho-kinase の関与
川浪 大治
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学

S2－4 Role of ketone body metabolism in DKD
久米 真司
滋賀医科大学医学部内科学講座

S2－5 Update HIF-1α stabilizer
南学 正臣
東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科



シンポジウム 3
第 1日 5月 20日（木） 8：30～11：30 配信会場 4

糖尿病に対する移植医療・再生医療の現状と展望
Transplantation and regenerative medicine for type 1 diabetes: current status and perspectives

座長 粟田 卓也
馬場園 哲也

埼玉県立大学保健医療福祉学部共通教育科
東京女子医科大学糖尿病センター内科

S3－1 わが国における膵・膵島移植の歩みと今後の課題
剣持 敬
藤田医科大学医学部移植・再生医学

S3－2 わが国における膵移植の実際
馬場園 哲也
東京女子医科大学糖尿病センター内科

S3－3 保険適用となった膵島移植の現状と展望
穴澤 貴行
京都大学外科（肝胆膵・移植外科）

S3－4 移植医療・再生医療の展望～バイオ人工膵島移植を中心として～
霜田 雅之
国立国際医療研究センター研究所膵島移植プロジェクト

S3－5 ヒト多能性幹細胞を用いた糖尿病の再生医療
昭苑

東京工業大学大学院生命理工学院

S3－6 追加発言：わが国におけるヒト膵島研究体制構築に向けた取り組みについて
稲垣 暢也
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学



シンポジウム 4
第 1日 5月 20日（木） 8：30～11：30 配信会場 5

骨格筋―Quality と Quantity・インスリン抵抗性からサルコペニアまで
Quality and quantity of skeletal muscle: from insulin resistance to sarcopenia

座長 植木 浩二郎
小川 渉

国立国際医療研究センター研究所
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科

S4－1 Mechanisms of metabolite regulation over obesity and systemic inflammation
Edward T. Chouchani
Cell Biology, Harvard Medical School/Dana-Farber Cancer Institute

S4－2 高血糖および不動化における筋量制御のメカニズム
平田 悠
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

S4－3 Role of adipose tissue-resident macrophages in the regulation of insulin sensitivity
ALLAH NAWAZ
富山大学医学部分子医科薬理学講座/富山大学医学部第一内科

S4－4 無重力による筋萎縮の分子メカニズムとその栄養学的予防法
二川 健
徳島大学大学院医歯薬学研究部/宇宙栄養研究センター生体栄養学分野

S4－5 筋間質の間葉系前駆細胞の老化によるサルコペニアの発症機序
上住 聡芳
東京都健康長寿医療センター研究所，筋老化再生医学

S4－6 骨格筋の質的可塑性を調節する分子メカニズム：サルコペニア
佐久間 邦弘
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院

S4－7 骨格筋インスリンシグナルとサルコペニア肥満
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 5
第 1日 5月 20日（木） 8：30～11：00 配信会場 7

各ライフステージにおける1型糖尿病の病態と診療上の課題
Pathogenesis and unmet medical needs of type 1 diabetes at each stage of life.

座長 島田 朗
黒田 暁生

埼玉医科大学内分泌糖尿病内科
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

S5－1 小児・思春期における病態と診療上の課題
菊池 透
埼玉医科大学小児科

S5－2 小児科から内科への移行期医療―トランジション
浦上 達彦
日本大学病院小児科

S5－3 成人における 1型糖尿病の病態と診療上の課題
今川 彰久
大阪医科大学内科学1

S5－4 地域における 1型糖尿病患者支援活動
大澤 謙三
大沢内科クリニック

S5－5 妊娠・出産時の病態と診療上の課題
和栗 雅子
大阪府立病院機構大阪母子医療センター母性内科

S5－6 高齢 1型糖尿病の病態と診療上の課題
松久 宗英
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



シンポジウム 6
第 1日 5月 20日（木） 8：30～11：30 配信会場 9

膵ホルモンの分泌シグナル―生理と病態
Signaling in islet hormone secretion -physiology and pathophysiology-

座長 高橋 倫子
髙橋 晴美

北里大学医学部生理学
神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学

S6－1 Novel roles of pyruvate kinase the insulin secretory pathway
Matthew J. Merrins
Department of Medicine, Division of Endocrinology, Diabetes ＆ Metabolism, Department of Biomolecular Chemistry, University of
Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health, USA

S6－2 HNF1alpha controls both insulin and glucagon secretion in pancreatic islets
山縣 和也
熊本大学大学院生命科学研究部病態生化学分野

S6－3 Imaging analysis of granule dynamics within insulin-secreting cells
畠山 裕康
北里大学医学部生理学

S6－4 Exocytosis of insulin and glucagon granules in type-2 diabetes
Sebastian Barg
Medical Cell Biology, Uppsala University, Sweden

S6－5 Gs/Gq signaling switch in diabetic β-cells
髙橋 晴美
神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学

S6－6 Roles of MEK/ERK signaling in pancreatic β cells under insulin resistant status
生島 芳子
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

S6－7 Pathogenic role of beta-cell CD36 in the development of type 2 diabetes with obesity
長尾 元嗣
日本医科大学大学院医学研究科内分泌糖尿病代謝内科学分野/ルンド大学糖尿病センターIslet Cell Exocytosis分野



シンポジウム 7
第 1日 5月 20日（木） 13：30～16：00 配信会場 2

糖尿病領域におけるダイバーシティの推進（糖尿病医療者・研究者のダイバーシティを promote する委員会）
Promoting diversity of health care professionals in Japan Diabetes Society

座長 佐藤 麻子
川浪 大治

東京女子医科大学臨床検査科
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学

S7－1 はじめに：ダイバーシティになりました
糖尿病医療者・研究者のダイバーシティをpromoteする委員会，佐藤 麻子
東京女子医科大学臨床検査科

S7－2 アンケート調査の結果報告―チーム医療，資格取得と継続，学会発表・論文投稿，ジェンダー
から考えるメディカルスタッフ―
藤川 るみ
グランドタワーメディカルコート

S7－3 看護専門職として患者に寄り添えるチーム医療を考える
中元 美恵
JA広島総合病院看護科

S7－4 当院における糖尿病診療でのチーム医療について～薬剤師としての関わりの実際～
益成 宏

（JCHO）徳山中央病院薬剤部

S7－5 糖尿病性腎臓病のチーム医療における管理栄養士の役割と研究活動
徳丸 季聡
金沢大学附属病院栄養管理部

S7－6 糖尿病に関わるチーム医療課題～理学療法士の視点より～
岩城 大介
広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門

S7－7 糖尿病チーム医療と臨床検査技師の関わり
佐藤 悦子
雲南市立病院医療技術部検査技術科

S7－8 （ディスカッサント）
森野 勝太郎
滋賀医科大学IR室



シンポジウム 8
第 1日 5月 20日（木） 13：30～16：00 配信会場 3

糖尿病治療において多様な経口血糖降下薬をどう使い分けるか？
How to use various oral hypoglycemic agents properly in the treatment of diabetes mellitus.

座長 植木 浩二郎
吉岡 成人

国立国際医療研究センター研究所
NTT 東日本札幌病院

S8－1 NDBを用いた解析から見えてきた日本人 2型糖尿病の糖尿病薬新規処方の実態
坊内 良太郎
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科/国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター

S8－2 経口糖尿病治療薬の有効な使い方―薬剤の作用とエビデンス―メトホルミン
藤田 義人
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

S8－3 DPP-4 阻害薬の作用とエビデンス
大西 由希子
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科

S8－4 エビデンスに基づいた SGLT2 阻害薬の有効な使い方
住谷 哲

（公財）日本生命済生会日本生命病院糖尿病・内分泌センター

S8－5 経口糖尿病治療薬の有効な使い方―薬剤の作用とエビデンス―スルホニル尿素薬とグリニ
ド薬
駒津 光久
信州大学医学部内科学講座糖尿病・内分泌代謝内科

S8－6 経口糖尿病治療薬の有効な使い方―薬剤の作用とエビデンス―α-グルコシダーゼ阻害薬と
チアゾリジン薬
三田 智也
順天堂医院代謝内分泌内科



シンポジウム 9
第 1日 5月 20日（木） 13：30～16：30 配信会場 4

1型糖尿病の病態研究フロントライン
Front line of type 1 diabetes research

座長 今川 彰久
中條 大輔

大阪医科大学内科学 I
富山大学附属病院臨床研究管理センター/第一内科

S9－1 T cells in T1D：pathogenic players and therapeutic targets
Gerald T Nepom
Immune Tolerance Network ＆ Benaroya Research Institute, Seattle WA, USA

S9－2 日本人 1型糖尿病の包括的データベースの構築と臨床研究への展開（TIDE-J）
梶尾 裕
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科

S9－3 抗ヒトPD-1/PD-L1 抗体薬投与後に発症する 1型糖尿病に関する疫学調査（第 4報）
橘 恵
大阪医科大学内科学I

S9－4 1 型糖尿病におけるインスリン分子特異的細胞性免疫応答の臨床的意義
及川 洋一
埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科

S9－5 1 型糖尿病に対する免疫学的介入の可能性
中條 大輔
富山大学附属病院臨床研究管理センター/富山大学附属病院第一内科

S9－6 緩徐進行 1型糖尿病膵組織の特徴～1型糖尿病における膵外分泌腺異常を中心に～
福井 智康
昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科部門/冲中記念成人病研究所

S9－7 1 型糖尿病に対するダパグリフロジンの有効性と安全性：RISING-STAR試験
濵口 真英
京都府立医科大学内分泌・代謝内科学



シンポジウム 10
第 1日 5月 20日（木） 13：30～16：00 配信会場 5

我が国における妊娠糖尿病と糖尿病合併妊娠の管理最前線
Frontline management for diabetes in pregnancy in Japan　

座長 荒田 尚子
杉山 隆

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター母性内科
愛媛大学医学部産科婦人科学

S10－1 妊娠糖尿病・糖代謝合併妊娠多施設登録研究（DREAMBee スタディ）からわかること
荒田 尚子，杉山 隆
国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター母性内科/愛媛大学産婦人科

S10－2 妊娠糖尿病の管理：産科医の視点
山下 洋
国立病院機構長崎医療センター産婦人科

S10－3 糖尿病合併妊娠の実態と問題点～39 年間の症例を考察する～
新宮（藤川）慧
大阪府立病院機構大阪母子医療センター母性内科/大阪大学医学系研究科内分泌・代謝内科学

S10－4 1 型糖尿病合併妊娠の血糖管理におけるCGM・SAPの有用性について
小谷 紀子
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科

S10－5 糖代謝異常合併母体の児の予後について
川﨑 麻紀
国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター母性内科/国立成育医療研究センター政策科学研究部

S10－6 糖尿病性腎症・網膜症合併妊娠の実態と問題点
柳澤 慶香
東京女子医科大学糖尿病センター



シンポジウム 11
第 1日 5月 20日（木） 13：30～16：30 配信会場 7

Adipobiology―ベージュ細胞の謎に迫る
Adipobiology-elucidating the critical role of beige adipocytes

座長 山内 敏正
戸邉 一之

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科
富山大学医学部第一内科

S11－1 NFIAによる褐色脂肪特異的転写プログラムとエネルギー代謝の制御
脇 裕典
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S11－2 脂肪組織におけるマクロファージ，前駆脂肪細胞およびベージュ脂肪細胞
桑野 剛英
富山大学医学部第一内科

S11－3 熱産生性脂肪のエピジェネティクス
稲垣 毅
群馬大学生体調節研究所代謝エピジェネティクス分野

S11－4 ベージュ脂肪細胞のカルシウムサイクリングによる熱産生機構
池田 賢司
東京医科歯科大学糖尿病・内分泌・代謝内科

S11－5 褐色脂肪組織におけるエネルギー基質変換の制御機構
細岡 哲也
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科/静岡県立大学栄養生理学研究室

S11－6 炎症細胞による脂肪組織のリモデリング
笹岡 利安
富山大学学術研究部（薬学・和漢系）病態制御薬理学



シンポジウム 12
第 1日 5月 20日（木） 13：30～16：30 配信会場 9

ビッグデータで切り開く糖尿病診療
New era of diabetes care and treatment pioneered through big data sciences

座長 野田 光彦
曽根 博仁

国際医療福祉大学市川病院糖尿病・代謝・内分泌内科
新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科

S12－1 情報革命（デジタルトランスフォーメーション）時代の糖尿病診療とその基盤
中島 直樹
九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター

S12－2 医療分野における情報処理の方法論―人工知能（AI）を用いたデータ解析を含めて
今井 健
東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター

S12－3 人工知能（AI）による糖尿病網膜症の診断
髙橋 秀徳
自治医科大学眼科学講座

S12－4 NDB（National Database）とは何か―糖尿病とがんとの関連を含めて
後藤 温
公立大学法人横浜市立大学学術院医学群データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻

S12－5 診療録直結型全国糖尿病データベース事業（J-DREAMS）の現状と展望
大杉 満
国立国際医療研究センター糖尿病情報センター

S12－6 リアルワールドデータを駆使した糖尿病診療・療養指導のエビデンス確立
曽根 博仁
新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科



シンポジウム 13
第 1日 5月 20日（木） 13：30～16：30 配信会場 10

膵β細胞の発生，分化と量の調節機構
Beta Cell Differentiation and Regulation of Beta Cell Mass

座長 寺内 康夫
綿田 裕孝

横浜市立大学大学院医学系研究科分子内分泌・糖尿病内科学
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学

S13－1 グルコキナーゼの制御が膵β細胞量に与える影響
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

S13－2 膵β細胞増殖の時空間的解析を可能にする新たな定量化法の開発
徳本 信介
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

S13－3 迷走神経シグナルによる膵β細胞量調節機構
今井 淳太
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野

S13－4 糖尿病における膵島細胞の可塑性と脱分化
田部 勝也
山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学

S13－5 ドパミンによる膵β細胞の機能制御
坂野 大介
東京工業大学生命理工学院

S13－6 膵β細胞におけるMafAの働きについて
松岡 孝昭
和歌山県立医科大学内科学第一講座

S13－7 培養ヒト膵島を用いた膵β細胞機能と膵β細胞量の制御機構の解析
白川 純
群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野



シンポジウム 14
第 2日 5月 21日（金） 14：20～17：20 配信会場 2

糖尿病の遺伝素因はどこまで解明されたのか？
Latest updates of genetics of diabetes

座長 門脇 孝
岡田 随象

国家公務員共済組合連合会虎の門病院
大阪大学大学院医学系研究科

S14－1 人工知能・機械学習手法による大規模ゲノムコホート解析
田宮 元
理化学研究所・革新知能統合研究センター・遺伝統計学チーム/東北大学大学院医学系研究科・AIフロンティア新医療創生分野

S14－2 糖尿病ゲノム研究の最近の動向
鈴木 顕
大阪大学大学院医学系研究科遺伝統計学

S14－3 日本人の若年発症糖尿病患者における網羅的次世代シーケンスの試み
田中 大祐
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

S14－4 1 型糖尿病の遺伝素因：劇症 1型糖尿病・濃厚発症家系からのメッセージ
池上 博司
近畿大学医学部内分泌代謝糖尿病内科

S14－5 日本人およびアジア人集団における大規模 2型糖尿病ゲノム研究
山内 敏正
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科

S14－6 Trans-ancestry genetic study of type 2 diabetes highlights the power of diverse popula-
tions for discovery and translation
Andrew P Morris
Centre for Genetics and Genomics Versus Arthritis, Centre for Musculoskeletal Research, The University of Manchester, Manchester,
UK



シンポジウム 15
第 2日 5月 21日（金） 14：20～17：20 配信会場 4

多様化する糖尿病への医療の個別化を目指して―これからの療養指導に求められるもの
How should we individualize medical care of diabetes on the basis of diversity?

座長 宇都宮 一典
正木 治恵

東京慈恵会医科大学総合健診・予防医学センター
千葉大学大学院看護学研究科

S15－1 糖尿病の多様化と医療の個別化の必要性
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

S15－2 臨床検査値からみる糖尿病の多様性とその評価―臨床検査部からの情報サービスの必要性
を考える―
油野 友二
北陸大学医療保健学部

S15－3 食事療法からみた個別化の在り方と課題
幣 憲一郎
京都大学医学部附属病院疾患栄養治療部

S15－4 運動療法からみた個別化の在り方と課題
野村 卓生
関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻

S15－5 薬物療法からみた個別化の在り方と課題
小林 庸子
杏林大学医学部付属病院薬剤部

S15－6 療養支援からみた個別化の在り方と課題～看護実践からの学び～
金子 貴美江
小川赤十字病院看護部



シンポジウム 16
第 2日 5月 21日（金） 14：20～16：50 配信会場 5

糖尿病性腎症と糖尿病性腎臓病の新たな展開（日本腎臓学会，日本糖尿病対策推進会議合同シンポジウム）
New perspectives of diabetic nephropathy and diabetic kidney disease

座長 四方 賢一
南学 正臣

岡山大学病院新医療研究開発センター
東京大学大学院医学系研究科腎臓・内分泌内科

S16－1 日本人糖尿病患者における腎予後（リスクファクターと指標，JDDMの成績を中心に）
横山 宏樹
横山内科クリニック

S16－2 腎病理に基づくDKDコホート解析
清水 美保
金沢大学大学院腎臓内科学

S16－3 糖尿病治療薬の腎症に対する効果とエビデンス（SGLT2 阻害薬，GLP-1 受容体作動薬を中
心に）
金﨑 啓造
島根大学医学部内科学講座（内科学第一）/金沢医科大学総合医学研究所先制分子食料科学研究部

S16－4 DKD in Asia and the APSN guideline
Sydney Tang
The University of Hong Kong, Hong Kong, China

S16－5 リアルワールドを活用した糖尿病性腎症DKDの実態把握と対策立案
柏原 直樹
川崎医科大学腎臓・高血圧内科学

S16－6 おかやまDMネットの取り組みと糖尿病性腎症重症化予防プログラム岡山方式
片山 晶博
岡山大学病院糖尿病センター/国立療養所邑久光明園/独立行政法人国立病院機構岡山医療センター/岡山県糖尿病医療連携推進事業



シンポジウム 17
第 2日 5月 21日（金） 14：20～16：50 配信会場 7

糖尿病の病態―immunometabolism（免疫代謝学）からのアプローチ
Immunometabolism as a novel therapeutic target of diabetes

座長 下村 伊一郎
大石 由美子

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学
日本医科大学生化学・分子生物学（代謝・栄養学）

S17－1 肥満による脂肪組織常在性マクロファージの極性変化
西村 歩
富山大学第一内科

S17－2 ヒト膵島の炎症と糖代謝異常
小澤 純二
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学/大阪大学大学院医学系研究科糖尿病病態医療学寄附講座

S17－3 細胞死を起点とした慢性炎症・生活習慣病のメカニズム
田中 都
名古屋大学環境医学研究所分子代謝医学分野

S17－4 疾患特異的マクロファージの機能的多様性―線維化に関わる免疫系―非免疫系のクロス
トーク―
佐藤 荘
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生体環境応答学講座免疫アレルギー学分野

S17－5 非アルコール性脂肪肝炎における単球・マクロファージのニッシェ特異的なリプログラミ
ング
酒井 真志人
日本医科大学大学院医学研究科分子遺伝医学分野

S17－6 高インスリン血症によるM2マクロファージ活性化障害
窪田 哲也
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科/東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科/医薬基盤・健康・栄養研究所臨床栄養
研究部/理化学研究所粘膜システム研究チーム



シンポジウム 18
第 2日 5月 21日（金） 14：20～16：50 配信会場 9

運動療法における臓器間ネットワークの役割と臨床への展開
Role of inter-organ network in exercise therapy and clinical application.

座長 田村 好史
岩部 真人

順天堂大学大学院スポーツ医学・スポートロジー・代謝内分泌内科学
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S18－1 骨格筋を中心とした運動と臓器間ネットワーク
田村 好史
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学/順天堂大学大学院スポートロジーセンター/順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス
領域

S18－2 運動による代謝改善とその破綻メカニズム―ヒト骨格筋のエピゲノム解析も踏まえて―
野村 和弘
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

S18－3 骨格筋は日常活動と運動の違いをどうやって感知しているのか？
深田 宗一朗
大阪大学大学院薬学研究科

S18－4 高齢糖尿病患者における運動療法の障壁～サルコペニアとダイナペニア～
松久 宗英
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

S18－5 科学的根拠に基づいたフィットネスクラブと医療機関の連携
寺内 康夫
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

S18－6 健康長寿実現に向けた新規運動指標エクササイズゲージの確立
岩部 真人
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科



シンポジウム 19
第 2日 5月 21日（金） 14：20～16：20 配信会場 10

糖尿病に合併する循環器疾患の病態と治療
Pathophysiology and management of cardiovascular disease in patients with diabetes

座長 荒木 栄一
八木 邦公

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学
富山大学医学部第一内科

S19－1 糖尿病大血管障害発症機序とその臨床的意義
松村 剛
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座

S19－2 2 型糖尿病における厳格な多因子介入と大血管障害（J-DOIT3）
笹子 敬洋
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S19－3 糖尿病大血管障害と薬物療法のエビデンス
三田 智也
順天堂医院代謝内分泌内科

S19－4 糖尿病と心不全：疫学，検査，診断
八木 邦公
富山大学第一内科

S19－5 糖尿病と心不全の新しい関係
絹川 弘一郎
富山大学第二内科

S19－6 循環器学会からのメッセージ
小室 一成
東京大学医学部附属病院循環器内科



シンポジウム 20
第 3日 5月 22日（土） 8：30～11：00 配信会場 2

糖尿病医療における障壁（スティグマ）とアドボカシー
Obstacles in diabetes care -combating stigma and promoting advocacy-

座長 堀田 饒
清野 裕

労働者健康安全機構中部ろうさい病院
関西電力病院/関西電力医学研究所

S20－1 糖尿病とスティグマ―何故アドボカシーが必要か―
清野 裕
関西電力病院/関西電力医学研究所

S20－2 保健医療におけるスティグマ：人々の内面の動きとアドボケイトとしてのあり方
黒江 ゆり子
岐阜県立看護大学・大学院

S20－3 糖尿病と民間保険
渡邉 毅
東京海上日動あんしん生命保険企画部

S20－4 糖尿病と言われたら
坂本 辰蔵
日本糖尿病協会

S20－5 スティグマが 2型糖尿病の自己管理に与える影響
加藤 明日香
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻保健社会行動学分野

S20－6 スティグマのない糖尿病療養指導とは
田中 永昭
関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター



シンポジウム 21
第 3日 5月 22日（土） 8：30～11：30 配信会場 3

メトホルミンと新薬の併用を活用した新しい糖尿病治療
Multifaceted mechanisms of action of metformin and various new anti-diabetic drugs

座長 山田 祐一郎
金藤 秀明

関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

S21－1 イメグリミンの作用と効果：非臨床および臨床研究の結果から
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

S21－2 メトホルミンの多面的な作用とその機序について
藤田 義人
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

S21－3 進化するインクレチン関連薬：経口GLP-1 受容体作動薬，GIP/GLP-1 受容体作動薬を含め
て
矢部 大介
岐阜大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌代謝内科学/関西電力医学研究所/神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学

S21－4 グルカゴンを標的とした新しい糖尿病治療薬の可能性
北村 忠弘
群馬大学生体調節研究所代謝シグナル研究展開センター

S21－5 Development of cagrilintide, a long-acting amylin analogue
Kirsten Raun
Novo Nordisk, Denmark



シンポジウム 22
第 3日 5月 22日（土） 8：30～11：30 配信会場 4

これからの糖尿病食事療法における課題と展望
The issues to be solved in the guideline of nutrition therapy, JDS 2019

座長 宇都宮 一典
窪田 直人

東京慈恵会医科大学総合健診・予防医学センター
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S22－1 改訂された食事療法ガイドラインの実践における課題：糖尿病食事療法の個別化
坂根 直樹
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

S22－2 食事パターンの意義：特に日本食の研究について
遠又 靖丈
神奈川県立保健福祉大学

S22－3 高齢者における摂食嚥下機能の評価の意義
戸原 玄
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯学系専攻老化制御学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野

S22－4 糖尿病性腎臓病に対する食事療法（特に低蛋白質食）の在り方を考える
北田 宗弘
金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学/金沢医科大学総合医学研究所先制分子食料科学研究部

S22－5 大規模データサイエンスから見た新食事ガイドラインに残された課題と解決案―患者さん
と指導現場の疑問に答えるには―
曽根 博仁
新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科/JDCSグループ/J-EDITグループ/JDDMグループ



シンポジウム 23
第 3日 5月 22日（土） 8：30～11：00 配信会場 5

高齢糖尿病患者に合併する病態の特徴
Characteristics of complications and comorbidities in older adults with diabetes

座長 西尾 善彦
鈴木 亮

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病内分泌内科学分野
東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野

S23－1 高齢者の細小血管合併症
出口 尚寿
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学

S23－2 高齢糖尿病と動脈硬化性心臓血管病・心不全・心房細動：revisited
島袋 充生
福島県立医科大学糖尿病・内分泌・代謝内科学講座

S23－3 フレイル・サルコペニア
杉本 研
川崎医科大学総合老年医学

S23－4 糖尿病合併症としての認知症
羽生 春夫
東京医科大学高齢総合医学分野/総合東京病院認知症疾患研究センター

S23－5 高齢糖尿病患者における早期からの骨粗鬆症治療介入の重要性
岡田 洋右
産業医科大学病院臨床研究推進センター



シンポジウム 24
第 3日 5月 22日（土） 8：30～11：10 配信会場 7

進化する糖尿病診療の IT 化―その効果と課題―（日本医療情報学会合同シンポジウム）
Revolution of Diabetic Treatment using IT―its effects and issues―（Cooperative Symposium with Japan Association for Medical Informatics）

座長 谷澤 幸生
中島 直樹

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座
九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター

S24－1 糖尿病診療における「糖尿病コア項目・手帳項目セット」の電子カルテ実装の効果と課題
釣谷 大輔
浜松医科大学内科学第二講座内分泌代謝内科

S24－2 2 型糖尿病向け処方薬選択支援AI システムの開発と評価
伴 秀行
株式会社日立製作所研究開発グループ

S24－3 糖尿病PHR―DialBetics―の DKD重症化における有用性と課題
脇 嘉代
東京大学大学院医学系研究科医療情報学分野

S24－4 IoT 活用による糖尿病重症化予防法の開発研究「PRISM-J」の成果と課題
坊内 良太郎
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科/国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター

S24－5 マイナンバーカードの健康保険証利用から見える新しい患者と治療者の関係
山下 護
厚生労働省保険局医療介護連携政策課



シンポジウム 25
第 3日 5月 22日（土） 8：30～11：30 配信会場 9

臓器間ネットワークによる代謝調節に着目した糖尿病の病態
Regulation of Systemic Metabolism by the Inter-Organ Network in Diabetes

座長 片桐 秀樹
脇 裕典

東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S25－1 Obesity and Anti-Tumor Immunity
Marcia C. Haigis
Department of Cell Biology, Harvard Medical School, Boston

S25－2 Light sensitivity and metabolic regulation of brown adipose tissue via Opsin3
佐藤 真理
北海道大学大学院歯学研究院

S25－3 Senometabolite promotes pathologies in age-related disorders.
清水 逸平
順天堂大学循環器内科学講座

S25－4 肝臓のインスリン作用の減弱に起因し個体レベルのエネルギー代謝を制御する新規の肝
臓－脳－褐色脂肪組織連関の発見
高橋 圭
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野

S25－5 肥満による発癌促進と免疫細胞の関連
角 朝信
富山大学医学部第一内科

S25－6 Central neural mechanisms of multi-organ responses to psychological stress：a mind-body
connection
中村 和弘
名古屋大学大学院医学系研究科統合生理学



シンポジウム 26
第 3日 5月 22日（土） 15：00～16：40 配信会場 3

肥満2型糖尿病と減量・代謝改善手術―その適応，効果と注意すべき周術期を含めた患者管理
Bariatric and metabolic surgery in type 2 diabetes mellitus.

座長 龍野 一郎
横手 幸太郎

千葉県立保健医療大学
千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学

S26－1 肥満 2型糖尿病に対する減量・代謝改善手術の適応基準に関するコンセンサスステートメ
ントとその意義
佐々木 章
岩手医科大学医学部外科学講座

S26－2 日本における減量・代謝改善手術の現状と課題：J-SMART研究
齋木 厚人
東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病内分泌代謝センター

S26－3 減量・代謝改善手術の現状とその作用機構
内藤 剛
北里大学医学部下部消化管外科学

S26－4 減量・代謝改善手術における周術期管理とフォローアップ体制
石垣 泰
岩手医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

シンポジウム 27
第 3日 5月 22日（土） 15：20～18：20 配信会場 4

腸管による代謝調節と糖尿病～インクレチンから腸内細菌叢まで
Intestinal modification of glucose metabolism ～from incretin to microbiota

座長 稲垣 暢也
藤坂 志帆

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学
富山大学学術研究部医学系第一内科

S27－1 Incretin-regulation of glucose metabolism
Daniel J. Drucker
Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Mt. Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada



S27－2 Gut microbiota and its effects on type 2 diabetes
Fredrik Bäckhed
The Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg

S27－3 腸管を介したメトホルミンの作用
小川 渉
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科

S27－4 消化管ホルモン分泌を介した栄養素摂取後の代謝調節
原田 範雄
京都大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

S27－5 腸内細菌叢への介入が及ぼす糖・脂質代謝への影響
藤坂 志帆
富山大学医学部第一内科

S27－6 ケトジェニック環境下における短鎖脂肪酸受容体の役割
木村 郁夫
京都大学生命科学研究科生体システム学分野

シンポジウム 28
第 3日 5月 22日（土） 15：00～17：00 配信会場 5

高齢糖尿病患者に対する栄養管理と運動療法のススメ
Recommendations for nutritional management and exercise therapy for older adults with diabetes mellitus

座長 荒木 厚
櫻井 孝

東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科
国立長寿医療研究センターもの忘れセンター

S28－1 高齢者における運動療法の個別性
田村 好史
順天堂大学大学院スポートロジーセンター・代謝内分泌内科学

S28－2 地域における運動療法の取り組み
山田 実
筑波大学人間系

S28－3 合併症予防を考慮した高齢者の食事療法
堀川 千嘉
新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科



S28－4 高齢者のフレイルと糖尿病，食品摂取多様性の関係
本川 佳子
東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム

S28－5 高齢者糖尿病における多因子介入の重要性
杉本 大貴
国立研究開発法人国立長寿研究センターもの忘れセンター

シンポジウム 29
第 3日 5月 22日（土） 15：20～17：20 配信会場 6

COVID-19のパンデミックと糖尿病診療
Diabetes Management during and beyond COVID-19 pandemic

座長 福井 道明
大杉 満

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学
国立国際医療研究センター糖尿病情報センター

S29－1 糖尿病とCOVID-19・レジストリーデータ解析も含めて
大杉 満
国立国際医療研究センター糖尿病情報センター

S29－2 コロナ禍における糖尿病に携わる医療者の役割
山﨑 真裕
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学

S29－3 コロナ禍における糖尿病患者さんのオンライン診療の利点と課題
金子 和真
クリニックフォアグループ

S29－4 診療所におけるオンライン診療のニーズ調査とオンライン診療・糖尿病教室の取組み
原島 伸一
御所南はらしまクリニック内科・糖尿病内科/京都大学大学院人間健康科学系専攻

S29－5 COVID-19 の病態と治療の展望
大曲 貴夫
国立国際医療研究センター国際感染症センター



シンポジウム 30
第 3日 5月 22日（土） 15：20～18：20 配信会場 7

糖尿病神経障害の新しい展開
New Developments in Diabetic Neuropathy Research

座長 中村 二郎
佐々木 秀行

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科
和歌山県立医科大学みらい医療推進センターサテライト診療所本町

S30－1 糖尿病性神経障害の成因解明への新展開
水上 浩哉
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座

S30－2 糖尿病性神経障害の病型分類と鑑別診断の新展開
出口 尚寿
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学

S30－3 糖尿病性神経障害の診断および評価法の新展開
神谷 英紀
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科

S30－4 糖尿病性心血管自律神経障害の診断と対策
麻生 好正
獨協医科大学内科学（内分泌代謝）

S30－5 糖尿病神経障害の治療への新展開
寺島 智也
滋賀医科大学生化学・分子生物学講座再生修復医学部門



シンポジウム 31
第 3日 5月 22日（土） 15：20～18：20 配信会場 9

テクノロジーが変える糖尿病診療
Innovative diabetes care supported by cutting edge technology

座長 渥美 義仁
西村 理明

永寿総合病院糖尿病臨床研究センター
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

S31－1 CGMが切り開く，糖尿病治療のニューノーマル～クラウドデータシェアリング～
髙橋 紘
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

S31－2 インスリンポンプ療法の進歩と患者QOLで変わったもの
三浦 順之助
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科

S31－3 データマネージメントシステムの意義と展望
小出 景子
永寿総合病院糖尿病臨床研究センター

S31－4 インスリンポンプ・CGM治療の未来―Hybrid Closed Loop の有用性―
Ohad Cohen
Medtronic Inc

S31－5 求められる医療AI リテラシーとマネジメント
田淵 仁志
広島大学医療のためのテクノロジーとデザインシンキング寄付講座/社会医療法人三栄会ツカザキ病院

S31－6 先進デバイスの活用とチーム医療
利根 淳仁
岡山済生会総合病院内科・糖尿病センター



教育講演（専門医更新のための指定講演）1【オンデマンド配信】

EL1 1 型糖尿病の病態と診断
川﨑 英二
新古賀病院糖尿病・内分泌内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）2【オンデマンド配信】

EL2 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の管理
楠 宜樹
兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科学講座

教育講演（専門医更新のための指定講演）3【オンデマンド配信】

EL3 糖尿病とフレイル
田村 嘉章
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）4【オンデマンド配信】

EL4 まだまだ進化する糖尿病の注射療法
弘世 貴久
東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野

教育講演（専門医更新のための指定講演）5【オンデマンド配信】

EL5 小児期・思春期糖尿病診療の現状と課題
堀川 玲子
国立成育医療研究センター内分泌代謝科

教育講演（専門医更新のための指定講演）6【オンデマンド配信】

EL6 糖尿病の食事療法
高本 偉碩
国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学



教育講演（専門医更新のための指定講演）7【オンデマンド配信】

EL7 糖尿病関連デバイスの進歩：SAP/CGM/isCGM
廣田 勇士
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門

教育講演（専門医更新のための指定講演）8【オンデマンド配信】

EL8 糖尿病とがん，そして腫瘍糖尿病学へ
大橋 健
国立がん研究センター中央病院総合内科（糖尿病腫瘍科）

教育講演（専門医更新のための指定講演）9【オンデマンド配信】

EL9 糖尿病と遺伝子
前田 士郎
琉球大学大学院医学研究科先進ゲノム検査医学講座

教育講演（専門医更新のための指定講演）10【オンデマンド配信】

EL10 糖尿病治療に伴う重症低血糖の予防と対処法
岩倉 敏夫
神戸市立医療センター中央市民病院糖尿病・内分泌内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）11【オンデマンド配信】

EL11 糖尿病の運動療法Up-to-date
岩部 真人
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）12【オンデマンド配信】

EL12 シックディ時の糖尿病管理
朴木 久恵
富山大学学術研究部医学系第一内科



教育講演（専門医更新のための指定講演）13【オンデマンド配信】

EL13 エビデンスに基づいた大血管症のリスクファクター管理と予防
片上 直人
大阪大学大学院内分泌・代謝内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）14【オンデマンド配信】

EL14 糖尿病網膜症の診断・治療の現況と今後
高木 均
聖マリアンナ医科大学眼科

教育講演（専門医更新のための指定講演）15【オンデマンド配信】

EL15 フットケア最前線
家城 恭彦
富山市立富山市民病院内分泌代謝内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）16【オンデマンド配信】

EL16 倫理指針に合致した臨床研究を行うために：「人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針」への変更も含めて
森野 勝太郎
滋賀医科大学IR室

教育講演（専門医更新のための指定講演）17【オンデマンド配信】

EL17 糖尿病併存疾患としての歯周病―今求められる適切な対応―
成瀬 桂子
愛知学院大学歯学部内科学講座

教育講演（専門医更新のための指定講演）18【オンデマンド配信】

EL18 新型コロナウイルス感染症 アップデート
忽那 賢志
国立国際医療研究センター国際感染症センター



教育講演（専門医更新のための指定講演）19【オンデマンド配信】

EL19 糖尿病患者の救急医療（DKA/HHS，低血糖，重症感染症等）
亀井 望
広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）20【オンデマンド配信】

EL20 高度肥満を合併した 2型糖尿病の治療（減量・代謝改善手術を含めて）
齋木 厚人
東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病内分泌代謝センター

教育講演（専門医更新のための指定講演）21【オンデマンド配信】

EL21 災害時への備えと対応
石垣 泰
岩手医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）22【オンデマンド配信】

EL22 糖尿病性腎臓病（DKD）進行抑制のための包括的戦略
荒木 信一
滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌・腎臓内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）23【オンデマンド配信】

EL23 二次性糖尿病；「内分泌疾患を見逃すな！」
中川 淳
金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学

教育講演（専門医更新のための指定講演）24【オンデマンド配信】

EL24 インクレチン関連薬のエビデンス
山田 祐一郎
関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター



教育講演（専門医更新のための指定講演）25【オンデマンド配信】

EL25 SGLT2 阻害薬：そのエビデンスの正しい読み方・使い方
能登 洋
聖路加国際病院内分泌代謝科/東京医科歯科大学医学部

教育講演（専門医更新のための指定講演）26【オンデマンド配信】

EL26 カーボカウント最前線
黒田 暁生
徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター

教育講演（専門医更新のための指定講演）27【オンデマンド配信】

EL27 糖尿病のスティグマとアドボカシー
加藤 明日香
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻保健社会行動学分野

教育講演（専門医更新のための指定講演）28【オンデマンド配信】

EL28 糖尿病における脂質異常症の管理
石橋 俊
自治医科大学内科内分泌代謝部門

教育講演（専門医更新のための指定講演）29【オンデマンド配信】

EL29 糖尿病と心不全
八木 邦公
富山大学第一内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）30【オンデマンド配信】

EL30 インスリン分泌とインスリン抵抗性の指標
森 保道
虎の門病院内分泌代謝科



教育講演（専門医更新のための指定講演）31【オンデマンド配信】

EL31 地域糖尿病療養指導士の活動 update
藤本 新平
高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科，糖尿病センター

教育講演（専門医更新のための指定講演）32【オンデマンド配信】

EL32 糖尿病とNAFLD/NASH
安西 慶三
佐賀大学医学部内科学肝臓・糖尿病・内分泌内科



Webで Talk-1
第 3日 5月 22日（土） 15：20～18：20 配信会場 11

リス☆カン

座長 岸本 美也子 山王病院糖尿病内分泌代謝内科

Webで Talk-2
第 3日 5月 22日（土） 8：30～12：00 配信会場 11

日本糖尿病医療学学会合同企画シンポジウム 日々の診療での気づきから新しい糖尿病学を切り拓く

座長 石井 均
寺内 康夫

奈良県立医科大学医師・患者関係学講座
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

WT2－1 合同企画への期待
戸邉 一之
富山大学医学部第一内科

WT2－2 医学と医療学で糖尿病患者さんをみるということ
門脇 孝
国家公務員共済組合連合会虎の門病院

WT2－3 新しい糖尿病学としての糖尿病医療学―糖尿病をもつ人と医療者をつなぎ，ともに歩む医療
をめざして
石井 均
奈良県立医科大学医師患者関係学講座

WT2－4 新型コロナ感染症と糖尿病の医学
笠原 敬
奈良県立医科大学感染症センター

WT2－5 COVID-19 肺炎に罹患し長期入院となった，認知症合併高齢 1型糖尿病患者
南 太一
済生会横浜市南部病院糖尿病・内分泌内科



WT2－6 新型コロナ感染症当事者の語り，困難な状況での支援
金澤 康
川口市立医療センター糖尿病内分泌内科

WT2－7 災害時・災害後の糖尿病医学
児玉 慎二郎
東北大学病院糖尿病代謝科

WT2－8 震災体験から糖尿病治療意欲を失っていた症例
菊地 由惠
石巻赤十字病院外来

WT2－9 東日本大震災から 10 年，震災体験から糖尿病治療意欲を失っていた症例：医療学の視点か
ら
石井 均
奈良県立医科大学医師患者関係学講座

WT2－10 がんと糖尿病：治療の考え方と実際
東 光久
福島県立医科大学白河総合診療アカデミー/白河厚生総合病院総合診療科

WT2－11 CSII を選択し続けた膵全摘後 IDDM症例
山﨑 真裕
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学

WT2－12 糖尿病とがんをもつ人のケア
大橋 健
国立がん研究センター中央病院総合内科（糖尿病腫瘍科）



The 9th East-West Forum
第 2日 5月 21日（金） 14：20～16：50 配信会場 6

Which outcomes are driving the therapeutic perspectives―differences and similarities―

座長 Kohjiro Ueki
Apostolos T Sapas

Diabetes Research Center, Research Institute, National Center for Global Health and Medicine
Aristotle University Thessaloniki, Greece

EW－1 Perspective of the European Medicines Agency
Bart van der Schueren
Department of Endocrinology, University Hospitals Leuven, and Laboratory of Experimental Medicine and Endocrinology University
of Leuven, Belgium

EW－2 The process and background of new drug review for anti-diabetes drugs in Japan
Shinobu Uzu
Pharmaceuticals and Medical devices Agency

EW－3 Presentations from the view point of trialists
Amanda Adler
Diabetes Trials Unit, Oxford University, Oxford, UK

EW－4 Trends of Diabetes in Japan―a Precious Experience
Mitsuhiko Noda
Department of Diabetes, Metabolism and Endocrinology, Ichikawa Hospital, International University of Health and Welfare

Diabetology International セッション
第 1日 5月 20日（木） 15：30～16：30 配信会場 6

座長 羽田 勝計 旭川医科大学

DI－1 DI 誌の現状について
羽田 勝計
旭川医科大学

DI－2 Glucose area under the curve during oral glucose tolerance test as an index of glucose in-
tolerance. Diabetol Int 7, 53-58（2016）.
坂口 一彦
神戸大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・内分泌・総合内科学



AASD/JDI モーニングセミナー
第 3日 5月 22日（土） 8：00～8：30 配信会場 6

座長 清野 裕
堀田 饒

AASD 理事長，関西電力病院/関西電力医学研究所
JDI Editor-in-chief，労働者健康安全機構中部ろうさい病院

JDI 英文投稿のすすめ：研究成果をより良い論文にまとめるためのヒント
矢部 大介
JDI Expert Editor，岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学



若手研究助成金成果報告会
第 1日 5月 20日（木） 13：30～15：30 配信会場 6

座長 前川 聡 滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌・腎臓内科
益崎 裕章 琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）

助成-1 岩﨑 有作
京都府立大学大学院生命環境科学研究科応用生命科学専攻
内因性GLP-1 分泌促進による迷走神経を介したインスリン感受性亢進による高血糖改善

助成-2 宇田川陽秀
杏林大学医学部細胞生化学教室/国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター代謝疾患研究部
内臓脂肪組織の脂肪細胞と中皮細胞における転写因子Gata5 の機能解析

助成-3 大橋 夏子
滋賀医科大学生化学・分子生物学講座再生・修復医学部門
肥満 2型糖尿病における白色及び褐色脂肪細胞の O-GlcNAc 修飾の役割と新規治療標的の探索

助成-4 奥山 朋子
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
細胞外マトリックスによる糖代謝制御機構の解明

助成-5 阪口 雅司
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座
生体メタボリズム恒常性に関わる脂肪組織の維持・再生の解析

座長 井口登與志 福岡市健康づくりサポートセンター
福井 道明 京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学

助成-6 髙澤 啓
東京医科歯科大学発生発達病態学分野
先天性重症インスリン抵抗性症候群の病態解明

助成-7 辻本 和峰
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子内分泌代謝学分野
エピゲノム改変動物を用いたFibroblast growth factor 21（FGF21）遺伝子DNAメチル化の機能的意義解明

助成-8 細川 吉弥
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学
劇症 1型糖尿病発症メカニズムの解明―患者由来 iPS 細胞を用いた検討―

助成-9 小森田祐二
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学
2型糖尿病患者における骨折のリスク因子と予後に関する疫学研究：福岡県糖尿病患者データベース
研究（Fukuoka Diabetes Registry）



助成-10 迫 佐央理
金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学分野
連続肝生検組織を用いた非アルコール性脂肪性肝疾患の病理進展因子の同定
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第 7 回肝臓と糖尿病・代謝研究会
第 7回肝臓と糖尿病・代謝研究会 理事長声明

第 3日 5月 22日（土） 10：30～11：00 配信会場 10

LD－1 植木 浩二郎
国立国際医療研究センター研究所

LD－2 竹原 徹郎
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学

第 7回肝臓と糖尿病・代謝研究会 シンポジウム 1
第 3日 5月 22日（土） 8：30～10：30 配信会場 10

肝臓と糖尿病のクロストーク―分泌因子，腸内細菌叢，臓器相関

座長 篁 俊成
吉治 仁志

金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学
奈良県立医科大学消化器・代謝内科

LD－S1－1 腸内細菌と非アルコール性脂肪肝疾患
結束 貴臣
横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学教室

LD－S1－2 糖尿病合併NASH肝発癌における腸内細菌叢の制御異常
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

LD－S1－3 非B非 C肝癌のMulti-omics 解析による分子プロファイリングとNAFLD肝癌発症リスク
因子の探索
小玉 尚宏
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学

LD－S1－4 一細胞遺伝子発現解析を用いたNASH病態進展に関与する新規細胞集団の同定
国府島 庸之
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学

LD－S1－5 SGLT2 阻害薬を応用した肝線維化・肝癌治療の試み
鍛治 孝祐
奈良県立医科大学消化器内科学講座

LD－S1－6 連続肝生検研究からみたNAFLD病理進展におよぼす糖尿病の意義
迫 佐央理
金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学
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第 7回肝臓と糖尿病・代謝研究会 シンポジウム 2
第 3日 5月 22日（土） 13：50～15：50 配信会場 10

肝臓の慢性炎症（ウィルス性と栄養性）と肝がんの発症

座長 荒木 栄一
小池 和彦

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学
東京大学消化器内科

LD－S2－1 肝炎ウイルス制御後の新規発がんリスク因子
黒崎 雅之
武蔵野赤十字病院消化器科

LD－S2－2 インスリン抵抗性と脂肪肝
田村 好史
順天堂大学大学院スポートロジーセンター・代謝内分泌内科学/順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域

LD－S2－3 肝臓外科からみた代謝関連肝癌の分子機序と治療戦略
田中 真二
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子腫瘍医学/東京医科歯科大学医学部附属病院肝胆膵外科

LD－S2－4 糖尿病における小胞体ストレス応答不全と脂肪性肝炎の病態形成
笹子 敬洋
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

LD－S2－5 NASH進展・発癌における脂質代謝ホメオスタシスの破綻とその意義
中川 勇人
東京大学医学部附属病院消化器内科

LD－S2－6 NAFLDの病態生理と治療における熱ストレス応答経路機構の役割
近藤 龍也
熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科
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第 7回肝臓と糖尿病・代謝研究会 シンポジウム 3
第 3日 5月 22日（土） 16：00～18：00 配信会場 10

栄養素（ブドウ糖，アミノ酸，脂質）の代謝と肝疾患と糖尿病

座長 島野 仁
汐田 剛史

筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科
鳥取大学医学部遺伝子医療学分野

LD－S3－1 肝臓と膵臓を繋ぐ新規ヘパトカインの探索とその機能解析
合田 亘人
早稲田大学理工学術院

LD－S3－2 非アルコール性脂肪肝炎治療標的としての，肝星細胞コレステロール代謝
冨田 謙吾
防衛医科大学校内科学講座（消化器）

LD－S3－3 脂肪変性肝細胞のVLDL放出における酸化ストレス応答と遊離アミノ酸の関係
嘉数 英二
国立国際医療研究センター肝炎免疫センター/東北大学消化器内科

LD－S3－4 Glutaminolysis の肝臓・膵臓臓器間ネットワークを介した役割解明
鈴木 佐和子
千葉大学医学部付属病院糖尿病代謝内分泌内科/千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学

LD－S3－5 生体イメージングを用いたニュートリゲノミクスへのアプローチ
武内 謙憲
筑波大学医学医療系ニュートリゲノミクスリサーチグループ/筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科

LD－S3－6 低アミノ酸食給餌で誘導される脂肪肝の発症機構の解明
伯野 史彦
東京大学大学院農学生命科学研究科


