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開会の辞
第 1日 5月 12日（木） 8：50～9：00 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

会長 小川 渉 神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

受賞講演（ハーゲドーン賞）
第 2日 5月 13日（金） 14：00～14：40 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

座長 加来 浩平 川崎医科大学

AL1 糖尿病における β細胞不全の分子メカニズムに関する研究：
From A Rare Disease to the Common Pathway
谷澤 幸生
山口大学

受賞講演（リリー賞）
第 3日 5月 14日（土） 13：30～14：30 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

座長 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

AL2 シグナル依存性の転写調節による糖尿病の肝病態の制御機構に関する研究
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

座長 小川 佳宏 九州大学大学院医学研究院病態制御内科学（第三内科）

AL3 インスリン作用から紐解く糖尿病合併症の分子機構
土屋 恭一郎
山梨大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科
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受賞講演（女性研究者賞）
第 3日 5月 14日（土） 13：30～14：30 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

座長 植木 浩二郎 国立国際医療研究センター糖尿病研究センター

AL4 生物物理学的手法を用いたインスリン開口放出機構の解明
高橋 倫子
北里大学医学部生理学

理事長声明
第 1日 5月 12日（木） 14：40～15：00 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

座長 春日 雅人 朝日生命成人病研究所

植木 浩二郎
国立国際医療研究センター糖尿病研究センター

会長講演
第 1日 5月 12日（木） 13：10～13：40 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

座長 春日 雅人 朝日生命成人病研究所

PL 知の輝きと技の高みへ -人の集いがつくる明日の糖尿病学-
小川 渉
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

Special Lecture 1 �

第 2日 5月 13日（金） 13：10～14：00 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

座長 門脇 孝 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

SL1 Advancing a cure for beta cell failure in diabetes
Domenico Accili
Columbia University
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Special Lecture 2 �

第 3日 5月 14日（土） 12：40～13：30 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

座長 小川 渉 神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

SL2 Signals and rhythms: Impact of energetic stressors on the control of
metabolism in diabetes and obesity
Juleen R. Zierath
Department of Molecular Medicine and Surgery, Integrative Physiology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden/Department of
Physiology and Pharmacology, Integrative Physiology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden/Novo Nordisk Foundation Center for
Basic Metabolic Research, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
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会長特別企画 �

第 2日 5月 13日（金） 14：45～17：15 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

Susumu Seino Memorial Symposium

座長 稲垣 暢也
小川 渉

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

PS1－1 Susumu Seino―The Road Not Taken
Graeme I. Bell
Kovler Family Distinguished Service Professor of Medicine, Human Genetics and Pediatrics/The University of Chicago

PS1－2 インスリン分泌機構の分子生物学的研究：KATPチャネルの構造解明を中心に
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

PS1－3 ソマトスタチン受容体の発見から G蛋白共役受容体ファミリー研究への展開
山田 祐一郎
関西電力病院

PS1－4 膵β細胞のシグナル伝達分子の生理的役割の探求：KATPチャネルとEpac2
三木 隆司
千葉大学大学院医学研究院代謝生理学

PS1－5 清野進先生との 20 年に渡る研究生活
横井 伯英
京都大学大学院農学研究科動物遺伝育種学分野
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シンポジウム 1 �

第 1日 5月 12日（木） 9：00～11：20 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

テクノロジーの進化による糖尿病診療の変革
Advances in technology leading to the next generation of diabetes care

座長 黒田 暁生
廣田 勇士

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
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

S1－1 Rethinking the usual monitoring continuum for diabetes care, innovative transformations
of wearing a continuous glucose measure 24/7
Kenneth Lee
Abbott Diabetes Care

S1－2 Does Time in Range Matter? Clinical Application and Evidence for Improved Outcomes
Nicholas B. Argento
Maryland Endocrine and Diabetes Center

S1－3 The extent of the transformation achieved by cutting-edge technology in type 1 Diabetes
management―Lessons from Big data and clinical studies
Ohad Cohen
Medtronic Diabetes/Ch. Sheba Medical Center, Tel Hashomer

S1－4 糖尿病先進デバイス「埋込型CGM」の現状と今後
寺島 則善
PHC株式会社診断薬事業部技術戦略課

S1－5 実臨床の CGMデータマイニング：集積－標準化－解析－可視化のプロセス
前田 泰孝
医療法人南昌江内科クリニック/一般社団法人南糖尿病臨床研究センター

S1－6 チーム医療による先進デバイス導入と活用
利根 淳仁
岡山済生会総合病院内科・糖尿病センター

S1－7 糖尿病療養支援とテクノロジー
小出 景子
永寿総合病院糖尿病臨床研究センター
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シンポジウム 2
第 1日 5月 12日（木） 9：00～11：30 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

機能的な膵β細胞維持に向けた膵島研究の最前線
Cutting-edge research of pancreatic islets；How can we maintain functional beta cells?

座長 今井 淳太
田部 勝也

東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野
山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学

S2－1 Functional maturation and immune protection of human islet-like organoids
Eiji Yoshihara
Lundquist Institute at Harbor-UCLA Medical Center and David Geffen School of Medicine at UCLA

S2－2 Ppy 遺伝子の活性化が膵 β細胞の機能的多様性を規定する
藤谷 与士夫
群馬大学生体調節研究所分子糖代謝制御分野

S2－3 膵β細胞機能維持における統合的ストレス応答の意義
親泊 政一
徳島大学先端酵素学研究所生体機能学分野

S2－4 膵島ホメオスタシスにおいてmTORが果たす役割の解明
淺原 俊一郎
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科学

S2－5 糖尿病における膵島細胞の可塑性と脱分化
椎木 幾久子
山口大学医学部分子代謝制御学講座

S2－6 生体内における膵 β細胞の増殖を同一個体で経時的に観察できる高感度手法の樹立
菅原 裕人
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野
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シンポジウム 3
第 1日 5月 12日（木） 9：00～11：30 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

1型糖尿病基礎研究の進歩
Progress of basic science in type 1 diabetes

座長 今川 彰久
島田 朗

大阪医科薬科大学内科学 I
埼玉医科大学内分泌糖尿病内科

S3－1 Insulin tri-molecular complexes in the islets
Maki Nakayama
Barbara Davis Center, University of Colorado Anschutz Medical Campus

S3－2 1 型糖尿病における自然免疫
赤澤 諭
長崎大学大学院医歯薬総合研究科内分泌代謝内科学分野

S3－3 1 型糖尿病におけるウイルス
三根 敬一朗
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科/九州大学生体防御医学研究所粘膜防御学/九州大学生体防御医学研究所感染制御学

S3－4 1 型糖尿病における免疫制御～免疫細胞の代謝制御を介した発症抑制～
安田 尚史
神戸大学大学院保健学研究科

S3－5 1 型糖尿病における抗原特異的免疫応答
及川 洋一
埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科

S3－6 ハイブリッド-インスリンペプチド応答性の糖尿病原性T細胞
松本 有史
大阪大学微生物病研究所/大阪大学免疫学フロンティア研究センター（IFReC）
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シンポジウム 4
第 1日 5月 12日（木） 9：00～11：30 第 7会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 A

加齢を踏まえた糖尿病管理の最前線
The frontline of diabetes management for older adults in light of successful aging

座長 荒木 厚
松久 宗英

東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科
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

S4－1 超高齢社会における糖尿病の包括的管理
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

S4－2 サルコペニア・フレイルと大脳白質病変
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

S4－3 高齢者糖尿病患者における低血糖の課題
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

S4－4 サルコペニア予防のための食事療法
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

S4－5 高齢糖尿病患者の薬物療法
鈴木 亮
東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野

S4－6 糖尿病における包括的な認知症予防対策（J-MIND研究）
櫻井 孝
国立研究開発法人国立長寿医療研究センターもの忘れセンター
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シンポジウム 5
第 1日 5月 12日（木） 9：00～11：30 第 8会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 B

消化管による代謝制御のフロンティア
The gut and microbiota～A core of metabolism～

座長 伊藤 裕
藤坂 志帆

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科
富山大学第一内科

S5－1 腸内細菌叢の単糖産生能は宿主のインスリン抵抗性に寄与する
大野 博司
国立研究開発法人理化学研究所生命医科学研究センター粘膜システム研究チーム

S5－2 インクレチンを介した糖・エネルギー調節について
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

S5－3 栄養素・薬剤によって構成される腸内細菌叢と宿主の代謝メカニズムに与える影響
渡邊 善之
富山大学附属病院第一内科

S5－4 膵による腸管感染防御機構
倉島 洋介
千葉大学大学院医学研究院イノベーション医学

S5－5 メトホルミンによる腸管へのブドウ糖排泄機構の解析
小川 渉
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科

S5－6 腸内細菌による世代を超えた病態制御
長谷 耕二
慶應義塾大学薬学部/福島大学食農学類発酵醸造研究所
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シンポジウム 6
第 1日 5月 12日（木） 9：00～11：30 第 11会場 神戸国際会議場 1F メインホール

糖脂質代謝の標的臓器と慢性炎症
Target organs governing glucose and lipid metabolism and their chronic inflammation

座長 小川 佳宏
戸邉 一之

九州大学病態制御内科学（第三内科）
富山大学大学院学術研究部医学系内科学第一講座

S6－1 褐色脂肪組織の基質選択性と糖代謝，慢性炎症
米代 武司
東京大学先端科学技術研究センター代謝医学分野

S6－2 アディポネクチン・T-カドヘリン経路の多臓器保護・糖代謝改善機構
喜多 俊文
大阪大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学/大阪大学大学院医学研究科肥満脂肪病態学

S6－3 脂肪細胞のエピゲノム制御と肥満 2型糖尿病における意義
脇 裕典
秋田大学大学院医学系研究科代謝・内分泌内科学講座

S6－4 CD206+マクロファージの癌微小環境における役割
角 朝信
富山大学附属病院第一内科

S6－5 Treatment of obesity by immune-induced fat loss through the skin
Taku Kambayashi
University of Pennsylvania

S6－6 NAFLD/NASHの病態進展におけるミトコンドリアダイナミクスの意義
宮澤 崇
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学
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シンポジウム 7
第 1日 5月 12日（木） 15：15～17：25 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

糖尿病のスティグマ
Diabetes and Stigma

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・内分泌内科学

S7－1 Non-Communicable Disease を巡るスティグマ；構造と課題
橋本 英樹
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

S7－2 糖尿病治療の現状～糖尿病治療の進歩がもたらしたもの～
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

S7－3 2 型糖尿病のスティグマ
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

S7－4 1 型糖尿病に関するスティグマ～患者として医師としての体験より～
南 昌江

（医）南昌江内科クリニック

S7－5 ライフイベントにおけるスティグマ体験談
大江 裕子
神戸大学医学部附属病院看護部

S7－6 スティグマの経験を乗り越え，糖尿病とともに歩んだ野球人生
岩田 稔
株式会社Family Design M



― 48 ―

シンポジウム 8
第 1日 5月 12日（木） 15：15～17：45 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

インスリン・インクレチン分泌機構の新展開
Current topics of insulin and incretin secretion

座長 今泉 美佳
原田 範雄

杏林大学医学部細胞生化学
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

S8－1 膵β細胞特異的マイトファジーレポーターマウスによって明らかになった糖尿病における
ミトコンドリア品質管理の重要性
青柳 共太
杏林大学医学部細胞生化学

S8－2 膵β細胞高血糖毒性に関わる新規因子の探索
下 直樹
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学

S8－3 モデルマウスを用いた糖尿病関連遺伝子の機能解析
桜井 賛孝
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S8－4 インクレチン分泌に関連する新規分子の探索
山根 俊介
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

S8－5 栄養素摂取後のインクレチン分泌機構
清野 祐介
藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科学

S8－6 受容体活性からみたインクレチン・グルカゴン関連ペプチドの測定と応用
藤田 征弘
滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌・腎臓内科/旭川医科大学内科学講座
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シンポジウム 9
第 1日 5月 12日（木） 15：15～17：45 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

ライフステージを考慮した1型糖尿病診療
Management of type 1 diabetes based on the feature of each life stage

座長 菊池 透
三浦 順之助

埼玉医科大学小児科
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科

S9－1 小児・思春期 1型糖尿病診療の現状と展望小児インスリン治療研究会コホート研究より
山本 幸代
産業医科大学医学部医学教育担当教員/産業医科大学小児科

S9－2 学童期～思春期の 1型糖尿病の学校生活，QOLの現状と課題
松井 克之
滋賀県立小児保健医療センター内分泌代謝糖尿病科/滋賀医科大学小児科学講座

S9－3 思春期～青年期の 1型糖尿病診療，トランジッションの現状と課題
鈴木 潤一
日本大学病院総合診療センター小児科

S9－4 1 型糖尿病の妊娠前管理，妊娠・出産，挙児に際する悩みや問題点
楠 宜樹
兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科学

S9－5 壮年～中年期の 1型糖尿病における実態と今後の課題
髙木 聡
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野

S9－6 老年・高齢期の 1型糖尿病―現状と課題―
利根 淳仁
岡山済生会総合病院内科・糖尿病センター
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シンポジウム 10
第 1日 5月 12日（木） 15：15～17：35 第 11会場 神戸国際会議場 1F メインホール

Cellular physiology of Metabolic associated fatty liver disease（MAFLD）
代謝異常を伴う脂肪性肝疾患（MAFLD）の細胞生理学

座長 島野 仁
三木 隆司

筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科
千葉大学大学院医学研究院代謝生理学

座長のことば The overview for Symposium 10（Liver：a central organ regulating metabolism）
三木 隆司
千葉大学大学院医学研究院代謝生理学

S10－1 Elovl6 as a therapeutic target in NAFLD/NASH
松坂 賢
筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科/筑波大学トランスボーダー医学研究センター

S10－2 Modal shift of hepatocyte death in nonalcoholic fatty liver disease
井上 啓
金沢大学新学術創成研究機構革新的統合バイオ研究コア栄養・代謝研究ユニット

S10－3 Dysregulation of cholesterol metabolism in macrophages promotes liver fibrosis in nonal-
coholic steatohepatitis
菅波 孝祥
名古屋大学環境医学研究所分子代謝医学分野

S10－4 Metabolic zonation of liver；steatosis, inflammation, and fibrosis
本多 政夫
金沢大学医薬保健学域病態検査学講座

S10－5 Adipose Tissue-Liver Cross Talk and development of Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Antonio Vidal-Puig
Wellcom-MRC Institute of Metabolic Science, MRC Metabolic Diseases Unit/University of Cambridge, UK

座長のことば Statements from this symposium～fighting against NAFLD/NASH：the intractable spa-
ciotemporal multifaceted pathology～
島野 仁
筑波大学医学医療系大学院人間総合科学研究科内分泌代謝・糖尿病内科
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シンポジウム 11 �

第 1日 5月 12日（木） 15：15～17：15 第 12会場 神戸国際会議場 3F 国際会議室 301

糖尿病患者における循環器疾患の予防と治療を考える
Prevention and treatment of cardiovascular diseases in patients with type 2 diabetes

座長 荒木 栄一
室原 豊明

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座
名古屋大学循環器内科

S11－1 動脈硬化性疾患発症予防に向けた糖尿病患者の脂質管理
石垣 泰
岩手医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

S11－2 日本人糖尿病患者における動脈硬化の早期診断と予防
片上 直人
大阪大学大学院内分泌・代謝内科

S11－3 糖尿病クラスター分類から見た循環器疾患の診断と治療
島袋 充生
公立大学法人福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科学講座

S11－4 糖尿病患者における心不全の予防と治療
佐野 元昭
慶應義塾大学医学部

S11－5 Prevention of heart failure as a treatment objective in type 2 Diabetes Mellitus
Andrew Justin Stewart Coats
Monash University, Australia/University of Warwick, UK
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シンポジウム 12
第 2日 5月 13日（金） 9：00～11：30 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

COVID-19から学ぶ糖尿病と感染症対策
Infectious disease precautions and management for patients with diabetes：Lessons from COVID-19 pandemic

座長 大杉 満
大曲 貴夫

国立国際医療研究センター糖尿病情報センター
国立国際医療研究センター病院国際感染症センター

S12－1 COVID-19 アップデート
忽那 賢志
大阪大学医学系研究科感染制御学

S12－2 COVID-19 血清疫学調査―SARS-CoV-2 中和抗体を中心として―
森 康子
神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター臨床ウイルス学分野

S12－3 新型コロナウイルス・ワクチンを含め今後の感染状況の見通し
氏家 無限
国立国際医療研究センター国際感染症センター

S12－4 糖尿病・肥満と新型コロナウイルス感染症
大杉 満
国立国際医療研究センター研究所・糖尿病情報センター

S12－5 今こそ振り返る糖尿病災害対策～熊本地震の経験から～
近藤 龍也
熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科
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シンポジウム 13
第 2日 5月 13日（金） 9：00～11：30 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

妊娠糖尿病と糖尿病合併妊娠の診療Update
Gestational and Pregestational Diabetes Management Update

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

S13－1 妊娠前半期における耐糖能異常の取り扱い―現状と課題
宮越 敬
社会福祉法人聖母会聖母病院産婦人科

S13－2 妊娠糖尿病妊婦のサブタイプ別管理の可能性
山下 洋
国立病院機構長崎医療センター産婦人科

S13－3 妊娠糖尿病の産後フォローアップ
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

S13－4 糖尿病合併妊娠の管理～妊娠中体重増加量および妊娠中の明らかな糖尿病に関する検討～
新宮 慧
大阪府立病院機構大阪母子医療センター母性内科/大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学

S13－5 1 型糖尿病合併妊娠の最前線
川村 智行
大阪公立大学発達小児医学教室

S13－6 周産期膵 β細胞におけるセロトニン産生の動的変化
高橋 雅也
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学/順天堂大学大学院医学研究科産婦人科学
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シンポジウム 14
第 2日 5月 13日（金） 9：00～11：30 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

新時代における分子糖尿病学
Cutting Edge of Molecular Diabetology

座長 宮塚 健
山田 哲也

北里大学医学部内分泌代謝内科学
東京医科歯科大学分子内分泌代謝学分野

S14－1 糖尿病の合併症予防へ向けた分子機序からのアプローチ
白川 純
群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野

S14－2 リアルタイム・シングルセルトランスクリプトーム解析が明らかにした β細胞新生の特徴
と再生医療への応用
佐々木 周伍
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/ブリティッシュコロンビア小児病
院研究所/ブリティッシュコロンビア大学外科

S14－3 生体でのベージュ脂肪細胞カルシウムサイクリング活性化についての検討
池田 賢司
東京医科歯科大学糖尿病・内分泌・代謝内科

S14－4 インスリン作用と糖尿病の併存症の病態形成
笹子 敬洋
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S14－5 脂肪化で誘導される肝細胞死様式変容の制御メカニズム
稲葉 有香
金沢大学新学術創成研究機構/金沢大学医薬保健学総合研究科

S14－6 非アルコール性脂肪肝炎におけるマクロファージの多様性
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
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シンポジウム 15
第 2日 5月 13日（金） 9：00～11：30 第 7会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 A

知・情・意・体―人の結びつきがつくる明日の糖尿病学（日本糖尿病医療学学会合同シンポジウム）
Intellect, Emotion, Volition and Body―Tomorrow’s Diabetology Created by Connection with Others

座長

コメンテーター

石井 均
寺内 康夫
皆藤 章

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内分泌・糖尿病内科学
奈良県立医科大学医師・患者関係学講座

S15－1 「糖尿病のない世界」が来るその日まで
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

S15－2 ～知・情・意・体―人の結びつきがつくる明日の糖尿病学～糖尿病医療学のアプローチ法
石井 均
奈良県立医科大学医師・患者関係学講座

S15－3 認知症を併発した高齢 1型糖尿病患者の管理
櫻井 孝
国立研究開発法人国立長寿医療研究センターもの忘れセンター

S15－4 終のすみかを考える―認知症になった 1型糖尿病患者を誰がみるのか（症例提示 1）
緒方 浩美
耳原鳳クリニック内科

S15－5 認知症と糖尿病医療の要点
南 太一
済生会横浜市南部病院糖尿病・内分泌内科

S15－6 免疫チェックポイント阻害薬と 1型糖尿病
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

S15－7 免疫チェックポイント阻害薬治療後発症した 1型糖尿病高齢者の終末期への支援（症例提示 2）
臼井 玲華
京都保健会総合ケアステーションわかば訪問看護

S15－8 1 型糖尿病高齢者のがん終末期への支援：糖尿病医療学の視点から
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）
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シンポジウム 16
第 2日 5月 13日（金） 9：00～11：30 第 8会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 B

ビッグデータとスーパーコンピューターが切り拓く生命科学の現在と未来
The challenge and opportunity of life science driven by big data and super computers

座長 上田 泰己
山内 敏正

東京大学大学院医学系研究科
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S16－1 システム医学の実現に向けて～睡眠科学を例に～
上田 泰己
東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理学教室/理化学研究所生命機能科学研究センター合成生物学研究チーム

S16－2 遺伝統計学による病態解明・創薬・個別化医療
岡田 随象
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細胞情報学/理化学研究所生命医科学研究センターシステム遺
伝学チーム

S16－3 細胞アトラスと計算生命科学による疾患の克服
二階堂 愛
東京医科歯科大学難治疾患研究所/理化学研究所生命機能科学研究センター

S16－4 インシリコ創薬研究の高度化と支援
広川 貴次
筑波大学医学医療系
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シンポジウム 17
第 2日 5月 13日（金） 9：00～11：30 第 11会場 神戸国際会議場 1F メインホール

糖尿病と腎臓：Post-SGLT2阻害薬時代を見据えて
Diabetes and Kidney: Looking ahead to the Post-SGLT2 inhibitor Era

座長 金崎 啓造
和田 淳

島根大学医学部内科学講座内科学第一
岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学

S17－1 Advances in the management of chronic kidney disease
David Z.I. Cherney
University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada

S17－2 腎症と SGLT2 阻害薬・GLP-1 受容体作動薬～腎症における臨床データと残余リスク～
豊田 雅夫
東海大学医学部腎内分泌代謝内科

S17－3 糖尿病患者の骨粗鬆症と慢性腎臓病
山本 昌弘
島根大学医学部内科学講座内科学第一

S17－4 糖尿病性腎症とサルコペニア
森 克仁
大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学

S17－5 糖尿病性腎症の新規バイオマーカーであるフェニル硫酸
阿部 高明
東北大学大学院医工学研究科，医学系研究科

S17－6 糖尿病性腎症における細胞表面GRP78 と vaspin の意義
中司 敦子
岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科
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シンポジウム 18
第 2日 5月 13日（金） 14：45～17：15 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

糖尿病医療者・研究者のダイバーシティを promote する委員会シンポジウム 糖尿病研究のすすめ～初めの一歩を踏み出し実現へ～
Let’s take the first step to execution of diabetes research: Symposium by the committee to promote
diversity of diabetes medical professionals and researchers of the Japan Diabetes Society

座長 川浪 大治
笹岡 利安
佐藤 麻子

福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学
富山大学病態制御薬理学
東京女子医科大学臨床検査科

S18－1 研究実施者と未実施者へのアンケート調査から捉えた糖尿病研究の実態と課題
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

S18－2 糖尿病臨床研修から研究に向けて：非アルコール性脂肪肝炎の新規病態解明
後藤 久典
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科内分泌・代謝内科学/金沢大学大学院医薬保健学総合研究科血管分子生物学

S18－3 大学院で研究にダイブしてみよう！
中島 華子
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学

S18－4 臨床研究の魅力と実践：骨産生ホルモンによる多臓器連関から糖尿病を考える
高士 祐一
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学

S18－5 基礎医学から深める糖尿病学―インスリン分泌機構の研究―
高橋 倫子
北里大学医学部生理学
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シンポジウム 19 �

第 2日 5月 13日（金） 14：45～17：15 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

臨床・基礎におけるグルカゴン研究の進歩
Recent progress in glucagon research: clinical and basic

座長 河盛 段
北村 忠弘

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学
群馬大学生体調節研究所代謝シグナル解析分野

S19－1 The liver-alpha cell axis and its role in the acute and chronic regulation of glucose, lipid
and amino acid metabolism
Jens Juul Holst
The NNF Center for Basic Metabolic Research and Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Co-
penhagen, Denmark

S19－2 アミノ酸代謝の恒常性維持とグルカゴン
林 良敬
名古屋大学環境医学研究所内分泌代謝分野

S19－3 グルカゴン需要増大に対する α 細胞の挙動と細胞量調節機構
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

S19－4 グルカゴン分泌異常機序の解明とその臨床的検証
河盛 段
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学

S19－5 様々な病態におけるグルカゴン分泌反応
堀江 一郎
長崎大学病院内分泌・代謝内科（第一内科）

S19－6 正確なグルカゴン測定法の開発と，2 型糖尿病におけるグルカゴン分泌異常
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
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シンポジウム 20
第 2日 5月 13日（金） 14：45～17：05 第 7会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 A

Rising Stars シンポジウム―分子糖尿病学研究へのいざない
Rising Stars Symposium: Invitation for Molecular Diabetology Research

座長 中村 昭伸
松本 道宏

北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室
国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター分子代謝制御研究部

S20－1 インスリンの作用異常と分泌低下がもたらす代謝異常（癌進展に及ぼす影響と分泌低下の機
序）
桜井 賛孝
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

S20－2 UCP2 およびアルドラーゼBによる膵β細胞障害機構の解明
井上 亮太
群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野

S20－3 スルホニルウレア薬二次無効におけるグルコキナーゼの重要性およびその制御メカニズム
渡邉 一史
コロンビア大学医学部

S20－4 膵β細胞量保持を目指した 2型糖尿病の治療戦略
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

S20－5 インスリン分泌不全型糖尿病の治癒を目指す新規経口薬の開発～FoxO1/Notch 阻害剤によ
る腸管由来膵 β様細胞の誘導～
北本 匠
千葉大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科/Department of Medicine and Naomi Berrie Diabetes Center, Vagelos College of Physicians
and Surgeons, Columbia University

S20－6 グルカゴン応答性メチル化酵素を介した肝糖新生制御機構
松川 隼也
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

S20－7 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
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シンポジウム 21
第 2日 5月 13日（金） 14：45～17：15 第 8会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 B

代謝制御と臓器間クロストーク
Metabolic regulation through the inter-organ network

座長 植木 浩二郎
真鍋 一郎

国立国際医療研究センター糖尿病研究センター
千葉大学

S21－1 Why succinate? Logic of succinate as a systemic metabolic regulatory metabolite
Edward T. Chouchani
Harvard Medical School, Dana-Farber Cancer Institute

S21－2 腸管のインスリン作用による代謝制御・肝癌抑制作用
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

S21－3 光遺伝学的迷走神経刺激はグルコース応答性インスリン分泌を増強し膵 β細胞増殖を促進
する
川名 洋平
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野

S21－4 腸管-肝臓-脳ネットワークによる腸管制御性細胞の維持機構
寺谷 俊昭
慶應義塾大学医学部消化器内科

S21－5 Exploring host-tumour metabolic interactions using Drosophila
Susumu Hirabayashi
MRC London Institute of Medical Sciences（LMS）/Imperial College London, Hammersmith Hospital Campus

S21－6 マクロファージとmultimorbidity
真鍋 一郎
千葉大学大学院医学研究院疾患システム医学
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シンポジウム 22
第 2日 5月 13日（金） 14：45～17：15 第 11会場 神戸国際会議場 1F メインホール

糖尿病領域の大規模臨床医療データサイエンスの展望（日本医療情報学会合同シンポジウム）
Prospect of Diabetic Big data Science（Joint Symposium with Japan Association for Medical Informatics）

座長 大杉 満
中島 直樹

国立国際医療研究センター糖尿病情報センター
九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター

S22－1 診療録直結型肥満症データベース（J-ORBIT）の現状と展望
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

S22－2 J-DREAMSの現状と展望
大杉 満
国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター

S22－3 JPHC Study における糖尿病のデータサイエンス研究
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

S22－4 リアルワールドデータを活用した糖尿病データ研究
藤原 和哉
新潟大学医学部血液・内分泌・代謝内科

S22－5 DPCを用いた糖尿病の臨床研究
松田 晋哉
産業医科大学医学部

S22－6 デジタルヘルスと糖尿病管理
脇 嘉代
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科
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シンポジウム 23
第 2日 5月 13日（金） 14：45～17：15 第 12会場 神戸国際会議場 3F 国際会議室 301

糖尿病性神経障害～基礎と臨床の融合を目指して～
Quest for Diabetic Neuropathy via Fusion of Basic Research and Clinical Practice

座長 神谷 英紀
水上 浩哉

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座

S23－1 糖尿病性神経障害 overview
出口 尚寿
鹿児島大学病院総合臨床研修センター/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 痛覚閾値検査（PINT）とビッグデータによる小径神経障害の機序の解析
工藤 和洋
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座

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

S23－3 糖尿病性神経障害の治療の進歩
加藤 宏一
愛知学院大学薬学部医療薬学科薬物治療学講座

S23－4 糖尿病性神経障害の診断・評価法の進歩
姫野 龍仁
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科

S23－5 自律神経障害Update：心血管自律神経障害の探索
麻生 好正
獨協医科大学内科学（内分泌代謝）

S23－6 ショウジョウバエを用いた神経疾患研究～神経変性疾患から糖尿病性神経障害へ～
鈴木 マリ
東京都医学総合研究所糖尿病性神経障害プロジェクト
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シンポジウム 24
第 3日 5月 14日（土） 8：30～11：00 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

新しい糖尿病治療薬開発～シーズからパイプライン～
Development of Anti-Diabetic Drugs: From Seeds to Pipelines

座長
ディスカッサント

小川 渉
谷澤 幸生
綿田 裕孝

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学
山口大学
順天堂大学代謝内分泌内科学

座長のことば Development of Anti-Diabetic Drugs: From Seeds to Pipelines
小川 渉
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学

S24－1 Engineering cytokines for the treatment of metabolic disease
Mark A Febbraio
Cellular ＆ Molecular Metabolism Laboratory, Drug Discovery Biology, Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Monash Univer-
sity, Parkville, Australia

S24－2 Deciphering mechanisms of insulin-producing β-cell regeneration
Heiko Lickert
Institute of Diabetes and Regeneration Research, Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Germany/German Center for Diabetes
Research, Neuherberg, Germany/Institute of Stem Cell Research, Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Germany/Technische
Universität München, München, Germany

S24－3 The molecular design and pharmacological properties of insulin icodec, a new insulin ana-
log with a long half-life suitable for once weekly dosing
Erica Nishimura
Novo Nordisk, Denmark

S24－4 Tirzepatide development：clinical efficacy and pleiotropic mechanisms of a dual GIPR/
GLP-1R agonist
William C. Roell
Lilly Research Laboratories, Eli Lilly and Company

S24－5 Imeglimin：a novel oral drug targeting mitochondria to improve insulin secretion and in-
sulin sensitivity in type 2 diabetes
Pascale Fauqueray
Clinical Development and Regulatory Affairs, Poxel
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シンポジウム 25
第 3日 5月 14日（土） 8：30～11：00 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

骨格筋・脳機能研究の最新知見～運動療法の新しい展開～
Recent findings in skeletal muscle and brain function research - New developments in exercise therapy

座長 岩部 真人
田村 好史

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学

S25－1 糖尿病・代謝的肥満・身体活動とサルコペニア
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

S25－2 運動による II 型糖尿病の認知機能改善効果と脳内乳酸代謝
征矢 英昭
筑波大学体育系運動生化学

S25－3 運動による骨格筋リモデリングの活性化と加齢による破綻メカニズム
野村 和弘
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科

S25－4 マイオカイン，筋微小循環から考える骨格筋の量的・質的調節
杉本 研
川崎医科大学総合老年医学/大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学

S25－5 運動バイオマーカーとテキスタイル型ウェアラブルデバイスを用いた身体活動量の見える
化に向けた取り組み
岩部 真人
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科
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シンポジウム 26
第 3日 5月 14日（土） 9：40～10：40 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1

メディカルスタッフ・若手医師へのリリー賞受賞者による研究解説～糖尿病大血管症のリスク予測と予防について～
The research explanation for diabetes medical professionals and young doctors by the winner of
the Lily award“Risk assessment and prevention of diabetic macroangiopathy”

座長 藤川 るみ
古橋 眞人

医療法人グランドタワーメディカルコート
札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座

S26－1 糖尿病大血管症のリスク予測と予防について
片上 直人
大阪大学大学院内分泌・代謝内科

シンポジウム 27
第 3日 5月 14日（土） 8：30～11：00 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

日本医療研究開発機構（AMED）が推進する糖尿病研究の成果と展望
The current achievements and future prospects of researches on diabetes mellitus and nutrition
funded by AMED（Japan Agency for Medical Research and Development）

座長 大西 由希子
津村 和大

朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科
川崎市立川崎病院病態栄養治療部/日本医療研究開発機構プログラムオフィサー

座長のことば 日本医療研究開発機構（AMED）が推進する糖尿病研究の成果と展望
津村 和大
川崎市立川崎病院病態栄養治療部/日本医療研究開発機構プログラムオフィサー
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シンポジウム 28
第 3日 5月 14日（土） 8：30～11：00 第 7会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 A

糖尿病食事療法研究の最前線―現在の課題とこれからの展望
Front line of diabetes diet research―current problems and future prospects―

座長 宇都宮 一典
福井 道明

東京慈恵会医科大学名誉教授
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学

S28－1 Evidence-Based Nutrition（EBN）からみた食事療法の在り方―ガイドラインを作る時代か
らガイドラインを使う時代へ
佐々木 敏
東京大学大学院医学系研究科

S28－2 穀物由来の食物繊維の生活習慣病予防効果
青江 誠一郎
大妻女子大学家政学部食物学科

S28－3 摂食嚥下障害とリハビリテーション研究の最前線
中川 量晴
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野

S28－4 時間栄養学からみたサルコペニア予防のための eating pattern
柴田 重信
早稲田大学先進理工学部電気・情報生命工学科

S28－5 ニュートリゲノミクスからプレシジョン栄養学へ
加藤 久典
東京大学大学院農学生命科学研究科
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シンポジウム 29
第 3日 5月 14日（土） 8：30～11：00 第 11会場 神戸国際会議場 1F メインホール

New perspectives on research for aging and metabolism
老化と代謝研究の新展開

座長 片桐 秀樹
山縣 和也

東北大学糖尿病代謝内科学分野
熊本大学大学院生命科学研究部病態生化学

S29－1 Restoring metabolism of myeloid cells reverses cognitive decline in ageing
Katrin Andreasson
Department of Neurology and Neurological Sciences, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA

S29－2 Productive Aging の世紀を迎えて―哺乳類における老化・寿命制御機構の理解と抗老化医
療の社会実装―
今井 眞一郎
ワシントン大学医学部発生生物学部門・医学部門（兼任）/国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

S29－3 Intracellular glucose/NAD metabolism affects β-cell function and identity in aging and
diabetes
村尾 直哉
藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科学

S29－4 Proinsulin and β-cell aging
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

S29－5 Glucose metabolism and lifespan
片桐 秀樹
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野

S29－6 Progeroid syndrome and insulin resistance
加藤 尚也
千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学/千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科
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シンポジウム 30
第 3日 5月 14日（土） 15：05～17：35 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

糖尿病学，次の100年
Diabetology, the next 100 years

座長 近藤 龍也
綿田 裕孝

熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科
順天堂大学代謝内分泌内科学

S30－1 今後 100 年を見据えたインスリン治療の未来像
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

S30－2 Save the“orchestrated”and“fine-tuned”mechanism of the metabolic regulation
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

S30－3 脂肪組織のインスリン抵抗性改善を目指して
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

S30－4 糖尿病とは？100 年後の糖尿病治療は？～未病の理解，そして個別化医療に向かって～
藤坂 志帆
富山大学医学部第一内科

S30－5 100 年後の糖尿病治療を考える～糖尿病の診断，治療ターゲット～
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

S30－6 100 年後の糖尿病合併症
有村 愛子
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

S30－7 糖尿病合併症診療の未来～健康な人と変わらない人生の実現を目指して～
片上 直人
大阪大学大学院内分泌・代謝内科

S30－8 膵β細胞量制御が切り拓く糖尿病学―非侵襲的膵β細胞量モニタリング技術の開発と膵
β細胞増殖制御機構解明への試みを通して―
村上 隆亮
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学
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シンポジウム 31
第 3日 5月 14日（土） 15：05～17：35 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

これからの医療に求められるCDEJ像―日本糖尿病療養指導士認定機構のサポートはどうあるべきか
The perspectives for roles of CDEJ in the current clinical practice of diabetes

座長 宇都宮 一典
塚田 芳枝

東京慈恵会医科大学名誉教授
杏林大学医学部付属病院栄養部

S31－1 機構が目指すこれからのCDEJ 像―課題と展望
林 道夫
NTT東日本関東病院糖尿病・内分泌内科

S31－2 臨床検査技師！何をする？～療養指導に必要なスキルアップ～
夏目 久美子
岡崎市民病院医療技術局臨床検査室

S31－3 理学療法士の立場から「糖尿病患者へのEducate と運動療法の見える化を目指して」
天川 淑宏
東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科

S31－4 管理栄養士の立場から：管理栄養士が目指すCDEJ 像―多職種連携でシームレスな療養支
援をめざして―
阿部 幸子
東北医科薬科大学病院栄養管理部

S31－5 薬剤師の立場から糖尿病療養支援を考える～SDGs を実現する架け橋となるために～
藤井 博之
国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬剤部

S31－6 （看護師の立場から）CDEJ としての看護師の役割
宗村 文江
東急（株）東急病院看護部門・医療連携部門



― 71 ―

シンポジウム 32
第 3日 5月 14日（土） 15：05～17：35 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

肥満2型糖尿病治療の新たな可能性
New horizon of management of type 2 diabetes with obesity

座長 前川 聡
横手 幸太郎

市立野洲病院糖尿病・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

S32－1 肥満 2型糖尿病の食事療法
森野 勝太郎
滋賀医科大学IR室

S32－2 肥満 2型糖尿病に対する減量・代謝改善手術の現状と今後の展望
佐々木 章
岩手医科大学医学部外科学講座

S32－3 肥満 2型糖尿病の薬物療法
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

S32－4 糖尿病と肥満症のスティグマに配慮したチーム医療
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

S32－5 Obesity management as a primary treatment goal for type 2 diabetes: time to reframe the
conversation
Carel le Roux
Diabetes Complications Research Centre, Conway Institute, School of Medicine, University College Dublin
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シンポジウム 33
第 3日 5月 14日（土） 15：05～17：35 第 7会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 A

J-DOME（日本医師会かかりつけ医診療データベース研究事業）の現状と将来展望
Current Status and Future Prospects of J-DOME

（Japan medical association Database Of clinical MEdicine）

座長 曽根 博仁
野田 光彦

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

S33－1 J-DOMEとは―その全体像
江口 成美
日本医師会総合政策研究機構

S33－2 糖尿病専門医の立場からの J-DOMEの意義
松葉 育郎
松葉医院/神奈川県内科医学会

S33－3 J-DOMEに参画して―実地医家/糖尿病非専門医としての立場から
杉原 雄策
すぎはら眼科内科

S33－4 日本高血圧学会における J-DOME の活動
勝谷 友宏
医療法人社団勝谷医院
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教育講演（専門医更新のための指定講演）1
第 1日 5月 12日（木） 9：00～9：30 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 小山 英則 兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科学

EL1 糖尿病診療に際し考慮すべき「甲状腺」
豊田 長興
関西医科大学内科学第二講座

教育講演（専門医更新のための指定講演）2
第 1日 5月 12日（木） 9：30～10：00 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 馬場園 哲也 東京女子医科大学

EL2 糖尿病性腎症
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

教育講演（専門医更新のための指定講演）3
第 1日 5月 12日（木） 10：10～10：40 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 渥美 義仁 永寿総合病院糖尿病・内分泌内科糖尿病臨床研究センター

EL3 糖尿病関連デバイスの進歩：rtCGM/isCGM/SAP
西村 理明
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）4
第 1日 5月 12日（木） 10：40～11：10 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 駒津 光久 信州大学医学部糖尿病・内分泌代謝内科

EL4 糖尿病網膜症診療の過去・現在・未来 in 2022
楠原 仙太郎
神戸大学大学院医学研究科外科系講座眼科学分野
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教育講演（専門医更新のための指定講演）5
第 1日 5月 12日（木） 11：10～11：40 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 曽根 博仁 新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科分野

EL5 妊娠中に取り扱う糖代謝異常の管理
和栗 雅子
大阪母子医療センター母性内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）6
第 1日 5月 12日（木） 15：15～15：45 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 川村 智行 大阪市立大学大学院発達小児医学

EL6 小児期・思春期糖尿病の治療と管理
浦上 達彦
日本大学病院小児科

教育講演（専門医更新のための指定講演）7
第 1日 5月 12日（木） 15：45～16：15 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 石原 寿光 日本大学医学部糖尿病代謝内科

EL7 新しい経口糖尿病治療薬
松岡 孝昭
和歌山県立医科大学内科学第一講座

教育講演（専門医更新のための指定講演）8
第 1日 5月 12日（木） 16：25～16：55 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 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

EL8 超高齢社会における糖尿病食事療法
矢部 大介
岐阜大学大学院医学系研究科内科学講座糖尿病・内分泌代謝内科学分野/東海国立大学機構健康医療データ統合研究教育拠点/関西電
力医学研究所
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教育講演（専門医更新のための指定講演）9
第 1日 5月 12日（木） 16：55～17：25 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 篁 俊成 金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学

EL9 糖尿病の運動療法；No sit から HITへ
細井 雅之
大阪市立総合医療センター糖尿病内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）10
第 1日 5月 12日（木） 17：25～17：55 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 小川 佳宏 九州大学大学院医学研究院病態制御内科学（第三内科）

EL10 肥満 2型糖尿病治療の新展開
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）11
第 2日 5月 13日（金） 9：00～9：30 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 戸邉 一之 富山大学学術研究部医学系内科学第一講座

EL11 SGLT2 阻害薬が心不全治療に与えたインパクト
絹川 弘一郎
富山大学第二内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）12
第 2日 5月 13日（金） 9：30～10：00 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

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

EL12 インスリン抵抗症の新診断基準
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
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教育講演（専門医更新のための指定講演）13
第 2日 5月 13日（金） 10：10～10：40 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 中村 二郎 愛知医科大学先進糖尿病治療学寄附講座

EL13 糖尿病性神経障害診断と治療のフロー
出口 尚寿
鹿児島大学病院総合臨床研修センター

教育講演（専門医更新のための指定講演）14
第 2日 5月 13日（金） 10：40～11：10 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 山田 祐一郎 関西電力病院

EL14 サルコペニア
杉本 研
川崎医科大学総合老年医学

教育講演（専門医更新のための指定講演）15
第 2日 5月 13日（金） 11：10～11：40 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 安田 尚史 神戸大学保健学研究科

EL15 1 型糖尿病の病態と治療
池上 博司
近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）16
第 2日 5月 13日（金） 14：45～15：15 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 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）

EL16 糖尿病と腸内細菌
藤坂 志帆
富山大学医学部第一内科
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教育講演（専門医更新のための指定講演）17
第 2日 5月 13日（金） 15：15～15：45 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 高橋 裕 奈良県立医科大学糖尿病内分泌内科学

EL17 糖尿病に潜む内分泌疾患～発見の契機と診断への道筋～
福岡 秀規
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）18
第 2日 5月 13日（金） 15：55～16：25 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 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

EL18 糖尿病に対するスティグマへの対抗；アドボカシーに専門家はどうかかわるべきか
橋本 英樹
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

教育講演（専門医更新のための指定講演）19
第 2日 5月 13日（金） 16：25～16：55 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 吉岡 成人 NTT 東日本札幌病院糖尿病内分泌内科

EL19 今，求められる低血糖に対するリスクマネジメント
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）20
第 2日 5月 13日（金） 16：55～17：25 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 齋藤 重幸 札幌医科大学保健医療学部

EL20 糖尿病性大血管合併症
西尾 善彦
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
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教育講演（専門医更新のための指定講演）21
第 3日 5月 14日（土） 8：30～9：00 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 下村 伊一郎 大阪大学医学系研究科内分泌・代謝内科学

EL21 新型コロナウイルス感染症 アップデート
忽那 賢志
大阪大学医学系研究科感染制御学

教育講演（専門医更新のための指定講演）22
第 3日 5月 14日（土） 9：00～9：30 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 鈴木 亮 東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野

EL22 集中治療患者における血糖管理
江木 盛時
神戸大学医学部附属病院麻酔科

教育講演（専門医更新のための指定講演）23
第 3日 5月 14日（土） 9：40～10：10 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 金藤 秀明 川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

EL23 ケトン体代謝から見る糖尿病合併症の病態
久米 真司
滋賀医科大学医学部内科学講座

教育講演（専門医更新のための指定講演）24
第 3日 5月 14日（土） 10：10～10：40 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 前川 聡 市立野洲病院糖尿病・内分泌内科

EL24 糖尿病性足病変の予防と管理
辻 依子
神戸大学大学院医学研究科形成外科学足病医学部門
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教育講演（専門医更新のための指定講演）25
第 3日 5月 14日（土） 10：40～11：10 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 長坂 昌一郎 昭和大学藤が丘病院内科（糖尿病・代謝・内分泌）

EL25 Glucose Effectiveness について
坂口 一彦
神戸大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌・総合内科学

教育講演（専門医更新のための指定講演）26
第 3日 5月 14日（土） 15：05～15：35 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 谷澤 幸生 山口大学

EL26 医療ビッグデータ構築の今
美代 賢吾
国立国際医療研究センター医療情報基盤センター

教育講演（専門医更新のための指定講演）27
第 3日 5月 14日（土） 15：35～16：05 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 石井 均 奈良県立医科大学医師・患者関係学講座

EL27 糖尿病医療学Update
郡山 暢之
国立病院機構鹿児島医療センター糖尿病・内分泌内科

教育講演（専門医更新のための指定講演）28
第 3日 5月 14日（土） 16：15～16：45 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 山内 敏正 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

EL28 2 型糖尿病の遺伝学研究と疾患発症リスク層別化について
鈴木 顕
Center for Genetics and Genomics Versus Arghritis, The University of Manchester/東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科/大阪
大学大学院医学系研究科遺伝統計学
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教育講演（専門医更新のための指定講演）29
第 3日 5月 14日（土） 16：45～17：15 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

座長 安西 慶三 佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科

EL29 糖尿病治療標的としてのミトコンドリア
野村 政壽
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門

AASD/JDI モーニングセミナー
第 3日 5月 14日（土） 7：30～8：15 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1

英文投稿の勧め：論文のインパクトを高めるためには

座長 堀田 饒 中部ろうさい病院

清野 裕
関西電力病院

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

EFSDとの交換留学制度の報告会
第 3日 5月 14日（土） 8：30～9：30 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1

座長 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

EFSD－1 運動肢への断続的な虚血再灌流はAMPK非依存的に運動による骨格筋のインスリン感受性
亢進効果を高める
木戸 康平
福岡大学スポーツ科学部/京都大学大学院人間・環境学研究科/コペンハーゲン大学理学部栄養運動スポーツ学科

EFSD－2 研究留学失敗体験記：それでも私が若手の諸先生方に留学をすすめたい理由
山田 朋英
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科
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新専門医制度に関する講演
第 1日 5月 12日（木） 17：35～18：05 第 1会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F ポートピアホール

新専門医制度における糖尿病専門医制度の現状について
太田 康晴
山口大学医学部附属病院第三内科
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第 5回若手研究助成金成果報告会
第 2日 5月 13日（金） 9：00～10：00 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室

座長：下村伊一郎 大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学
前川 聡 市立野洲病院糖尿病・内分泌内科

助成-1 木村真一郎
名古屋大学環境医学研究所分子代謝医学分野/九州大学大学院医学研究院病態制御内科学分野
次世代型の人工膵臓による革新的な糖尿病治療の開発

助成-2 須賀 孝慶
群馬大学大学院医学系研究科消化器・肝臓内科学
SGLT 特異的基質（αMG）の in vivo における内因性グルカゴン分泌への影響の検討

助成-3 長野 学
広島大学病院内分泌・糖尿病内科
脂肪細胞における UCP1 非依存性熱産生機構

助成-4 氷室 美和
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学
糖尿病再生医療の実現に向けた膵 α 細胞分化機構の解明

助成-5 平田 悠
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学
KLF15 を介した筋萎縮の分子機構の解明

第 2日 5月 13日（金） 10：15～11：27 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室

座長：窪田 直人 東京大学
齋藤 重幸 札幌医科大学保健医療学部
諏佐 真治 山形大学大学院医学研究科医学専攻内科学第三講座糖尿病・内分泌代謝学分野

助成-6 山口慎太郎
慶応義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科
腸管 NAMPT-NAD＋合成系を標的とした GLP-1 分泌制御による食後高血糖への介入

助成-7 大隈 俊明
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学（第二内科）
糖尿病合併症および危険因子における性差の解明：福岡県糖尿病患者データベース研究（Fukuoka Dia-
betes Registry：FDR）

助成-8 小泉 千恵
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科
糖尿病性腎臓病と血漿中アミノ酸・代謝物濃度の検討

助成-9 竹田 安孝
旭川医科大学内科学講座病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野
ヒトにおける short-form GIP の分泌動態および臨床的意義の検討
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助成-10 宮地 康高
九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科
肥満における細胞接着・接触を介した肝臓の糖代謝制御機構の解明

助成-11 平池 勇雄
東京大学保健・健康推進本部

「エネルギー消費の促進」に基づく肥満の精密医療を目指した研究
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ランチョンセミナー 第1日（5月12日（木））
ランチョンセミナー 1

第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

Imeglimin：targeting mitochondria to improve insulin secretion and insulin sensitivity

座長 春日 雅人 公益財団法人朝日生命成人病研究所

Pascale Fouqueray
Poxel SA - Clinical Development and Regulatory Affairs

共催：住友ファーマ株式会社

ランチョンセミナー 2
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1

2型糖尿病合併慢性腎臓病の検査・診断と治療を考察する

座長 片山 茂裕 埼玉医科大学名誉教授・名誉病院長/埼玉医科大学かわごえクリニック

古家 大祐
社会医療法人誠光会淡海医療センター

共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー 3
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽

日本人高齢者の特徴と糖代謝異常―Bunkyo Health Study からの考察―

座長 西村 理明 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

綿田 裕孝
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学

共催：田辺三菱製薬株式会社/第一三共株式会社
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ランチョンセミナー 4
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室

糖尿病診療における医科歯科連携の重要性と今後の展望

座長 前川 聡 滋賀医科大学名誉教授

脇 裕典
秋田大学大学院医学系研究科代謝・内分泌内科学講座

共催：アークレイマーケティング株式会社

ランチョンセミナー 5
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 10会場 神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室

糖尿病患者における心疾患マネジメント―コンセンサスステートメントを踏まえて―

座長 植木 浩二郎 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

浜野 久美子
独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院糖尿病・内分泌内科

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

ランチョンセミナー 6
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 12会場 神戸国際会議場 3F 国際会議室 301

テクノロジーが変える糖尿病診療～個別化治療に向けたDigital の活用～

座長 山内 敏正 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

利根 淳仁
岡山済生会総合病院糖尿病内科糖尿病センター

共催：LifeScan Japan 株式会社
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ランチョンセミナー 7
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 13会場 神戸国際会議場 4F 会議室 401＋402

心に刺さる針の話～患者さん一人ひとりに適した針について考える～

座長 鈴木 亮 東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野

川村 智行
大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学

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

共催：embecta（旧 BD ダイアベティーズケア）

ランチョンセミナー 8
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 14会場 神戸国際会議場 5F 会議室 501

糖尿病診療のデジタル化の最新情報

座長 安西 慶三 佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科

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

共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー 9
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 15会場 神戸国際会議場 5F 会議室 502

ステップダウンを見据えたインスリン治療戦略

座長 池上 博司 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科

長尾 元嗣
日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科

共催：日本イーライリリー株式会社



― 87 ―

ランチョンセミナー 10
第 1日 5月 12日（木） 12：10～12：55 第 16会場 神戸国際会議場 5F 会議室 504＋505

人工膵臓の臨床最前線～厳格な血糖管理を目指して～

座長 渥美 義仁 永寿総合病院糖尿病・内分泌内科糖尿病臨床研究センター

周術期血糖管理における人工膵臓の使用経験
有村 愛子
鹿児島大学大学院糖尿病・内分泌内科学

重症患者における人工膵臓の使いどころ
巽 博臣
札幌医科大学医学部集中治療医学

共催：日機装株式会社

ランチョンセミナー 第2日（5月13日（金））
ランチョンセミナー 11

第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

FRCの新たなエビデンス～SPARTA Japan から読み解く糖尿病の新たな治療戦略～

座長 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/膠原病・免疫内科学

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

共催：サノフィ株式会社
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ランチョンセミナー 12
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 3会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 B＋C

isCGMを活かす糖尿病診療Update

座長 片桐 秀樹 東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野

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

共催：アボットジャパン合同会社

ランチョンセミナー 13
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1

最適なインスリン治療のための知と技

座長 西尾 善彦 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

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

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 開発本部 メディカルアフェアーズ部

ランチョンセミナー 14
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

ビッグデータから見えてきた日本人2型糖尿病の初回処方の実態とこれから

座長 門脇 孝 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

坊内 良太郎
国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター臨床情報研究室

共催：帝人ファーマ株式会社/帝人ヘルスケア株式会社
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ランチョンセミナー 15
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽

糖尿病患者の未来を護る～アドボカシーとGLP-1受容体作動薬～

座長 下村 伊一郎 大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学

野見山 崇
国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学/市川病院/市川病院糖尿病・内分泌代謝センター/市川病院糖尿病・代謝・内
分泌内科

共催：住友ファーマ株式会社/日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー 16
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 7会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 A

糖尿病性腎臓病に対する包括的治療のポイント

座長 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

北田 宗弘
医療法人以心会浜田脳神経外科・内科

共催：協和キリン株式会社

ランチョンセミナー 17
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 8会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 B

成因・病態から考える高血圧管理の重要性

座長 小川 佳宏 九州大学大学院医学研究院病態制御内科学（第三内科）

高血圧治療における血圧調節ホルモンの重要性
曽根 正勝
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科

高血圧管理による循環器病予防の期待
北井 豪
国立循環器病研究センター心臓血管内科部門心不全科

共催：ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部/大塚製薬株式会社 メディカル・アフェアーズ部
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ランチョンセミナー 18
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室

糖尿病の二つの F（Frail and Blood glucose Fluctuation）

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

血糖変動を考慮した糖尿病治療
三田 智也
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学

フレイル・サルコペニアと血糖変動
杉本 研
川崎医科大学総合老年医学教室

共催：キッセイ薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 19
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 10会場 神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室

Disrupting the Standard of Care in Glucose Monitoring with Real-Time CGM

座長 島田 朗 埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科

Nicholas Argento
Maryland Endocrine and Diabetes Center

共催：テルモ株式会社/DEXCOM

ランチョンセミナー 20
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 11会場 神戸国際会議場 1F メインホール

糖尿病患者の未来を守る集約的治療～キードラッグとしてのSGLT2阻害薬

座長 馬場園 哲也 東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野

安孫子 亜津子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌内科

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社/日本イーライリリー株式会社
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ランチョンセミナー 21
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 12会場 神戸国際会議場 3F 国際会議室 301

肥満・糖尿病におけるNAD生物学トランスレーショナル研究の新展開

座長 駒津 光久 信州大学医学部糖尿病・内分泌代謝内科学

吉野 純
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

共催：住友ファーマ株式会社 メディカルアフェアーズ部

ランチョンセミナー 22
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 13会場 神戸国際会議場 4F 会議室 401＋402

糖尿病スティグマについて考えよう～私たちに何ができるか～

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

田中 永昭
関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター

共催：ニプロ株式会社

ランチョンセミナー 23
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 14会場 神戸国際会議場 5F 会議室 501

糖尿病性腎症における貧血治療～新たなる可能性～

座長 金﨑 啓造 島根大学医学部内科学講座内科学第一

阿部 雅紀
日本大学腎臓高血圧内分泌内科

共催：田辺三菱製薬株式会社
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ランチョンセミナー 24
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 15会場 神戸国際会議場 5F 会議室 502

「脂」と「糖」の dual management を肝臓から考える

座長 金藤 秀明 川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学

日本人における異所性脂肪蓄積と糖脂質代謝異常～SGLT2 阻害薬への期待～
田村 好史
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

高中性脂肪血症を放置してはいけない！
三好 秀明
北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室/青木内科クリニック

共催：興和株式会社

ランチョンセミナー 25
第 2日 5月 13日（金） 12：10～12：55 第 16会場 神戸国際会議場 5F 会議室 504＋505

腸内細菌叢が形成する脂質代謝ネットワークと宿主との相互作用

座長 伊藤 裕 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

有田 誠
慶應義塾大学薬学部代謝生理化学講座
理化学研究所生命医科学研究センターメタボローム研究チーム

共催：Noster 株式会社
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ランチョンセミナー 第3日（5月14日（土））
ランチョンセミナー 26

第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 2会場 神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A

合併症の現状を踏まえた2型糖尿病の早期治療戦略～GLP-1受容体作動薬が果たす役割～

座長 中村 二郎 愛知医科大学医学部先進糖尿病治療学寄附講座

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/膠原病・免疫内科学

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社/MSD 株式会社

ランチョンセミナー 27
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1

インスリン療法 for all；そのコインの表裏

座長 宮塚 健 北里大学医学部内分泌代謝内科学

細井 雅之
大阪市立総合医療センター糖尿病内分泌センター糖尿病内科

共催：サノフィ株式会社

ランチョンセミナー 28
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

腎予後を考慮した糖尿病診療～SGLT2阻害薬最新知見～

座長 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

三好 秀明
北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室/青木内科クリニック

共催：小野薬品工業株式会社/アストラゼネカ株式会社
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ランチョンセミナー 29
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽

腸脳連関に注目した人生100年時代の糖尿病診療

座長 川浪 大治 福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学

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）

共催：住友ファーマ株式会社

ランチョンセミナー 30
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 7会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 A

2型糖尿病における血糖正常化及び各種代謝機能改善の意義について

座長 春日 雅人 公益財団法人朝日生命成人研究所

門脇 孝
国家公務員共済組合連合会虎の門病院

共催：日本イーライリリー株式会社 研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部

ランチョンセミナー 31
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 8会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 B

新しいタイプの食物繊維「ユーグレナEOD-1パラミロン」は糖代謝を改善する

座長 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

青江 誠一郎
大妻女子大学家政学部食物学科

共催：株式会社神鋼環境ソリューション/株式会社ミカレア
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ランチョンセミナー 32
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室

新たな治療の扉を開けるミニメド770Gシステムの使用経験と展望

座長 西村 理明 東京慈恵会医科大学

広瀬 正和
D Medical Clinic Osaka

柚山 賀彦
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学

共催：日本メドトロニック株式会社

ランチョンセミナー 33
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 10会場 神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室

糖尿病性神経障害～その早期診断と早期治療介入の重要性～

座長 加来 浩平 川崎医科大学総合医療センター

神谷 英紀
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科

共催：帝人ファーマ株式会社/帝人ヘルスケア株式会社

ランチョンセミナー 34
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 12会場 神戸国際会議場 3F 国際会議室 301

インスリンポンプ療法の現状と今後の展望

座長 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

三浦 順之助
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野

土田 由紀子
東京女子医科大学病院看護部糖尿病看護認定看護師

共催：テルモ株式会社
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ランチョンセミナー 35
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 13会場 神戸国際会議場 4F 会議室 401＋402

睡眠から血糖マネジメントを考える

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

糖尿病と夜間頻尿～SGLT2 阻害薬投与時のポイントを中心に～
古川 慎哉
愛媛大学総合健康センター

糖尿病と概日リズム～代謝恒常性を中心に～
野村 政壽
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門

共催：興和株式会社

ランチョンセミナー 36
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 14会場 神戸国際会議場 5F 会議室 501

備えあれば憂いなし～重症低血糖と関連する2つの低血糖～

座長 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

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

共催：日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー 37
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 15会場 神戸国際会議場 5F 会議室 502

糖尿病の早期治療戦略を再考する―SGLT2阻害薬とDPP-4阻害薬の治療上の位置づけ―

座長 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

細田 公則
国立循環器病研究センター生活習慣病部門糖尿病・脂質代謝内科

共催：田辺三菱製薬株式会社
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ランチョンセミナー 38
第 3日 5月 14日（土） 11：40～12：25 第 16会場 神戸国際会議場 5F 会議室 504＋505

高齢者糖尿病診療アップデート

座長 綿田 裕孝 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学

鈴木 亮
東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野

共催：株式会社三和化学研究所

モーニングセミナー 第2日（5月13日（金））
モーニングセミナー 1

第 2日 5月 13日（金） 8：00～8：45 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1

脂肪細胞のエピゲノム制御と肥満2型糖尿病における意義

座長 山内 敏正 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科

脇 裕典
秋田大学大学院医学系研究科代謝・内分泌内科学講座

共催：大正製薬株式会社

モーニングセミナー 第3日（5月14日（土））
モーニングセミナー 2

第 3日 5月 14日（土） 7：30～8：15 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽

心血管イベントを考慮した糖尿病治療～血圧マネジメントの重要性～

座長 谷澤 幸生 国立大学法人山口大学

坂本 昌也
国際医療福祉大学医学部/国際医療福祉大学三田病院内科/地域連携

共催：第一三共株式会社
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イブニングセミナー 第1日（5月12日（木））
イブニングセミナー 1

第 1日 5月 12日（木） 18：40～19：25 第 5会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 2＋3

Clinical benefit of Empagliflozin

座長 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

Heart Failure lurking in T2DM and Use of Empagliflozin in Treatment of
Heart Failure
Andrew JS Coats
University of Warwick, UK and Monash University UK

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社/日本イーライリリー株式会社

イブニングセミナー 2
第 1日 5月 12日（木） 18：40～19：25 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽

クラスター分類からみた糖尿病の合併症・併存症の診かた

座長 西村 理明 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

島袋 充生
福島県立医科大学医学部糖尿病内分泌代謝内科学講座

共催：小野薬品工業株式会社

イブニングセミナー 第2日（5月13日（金））
イブニングセミナー 3

第 2日 5月 13日（金） 17：45～18：30 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1

SGLT2阻害薬の光と影～2型および1型糖尿病～

座長 綿田 裕孝 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学

三好 秀明
北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室

共催：アステラス製薬株式会社/寿製薬株式会社
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イブニングセミナー 4
第 2日 5月 13日（金） 17：45～18：30 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽

JDDMデータからみた日本の糖尿病治療～現状と課題～

座長 川井 紘一 つくば糖尿病センター川井クリニック

糖尿病診療支援ソフト（CoDiC）；実臨床での利用から JDDMの歴史まで
山﨑 勝也
つくば糖尿病センター川井クリニック

糖尿病専門医集団が示すリアル・ワールド・エビデンス
石垣 泰
岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

イブニングセミナー 5
第 2日 5月 13日（金） 17：45～18：30 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室

糖尿病治療における脂肪肝・脂肪筋・インスリン抵抗性の意義と食事・運動・薬物療法の役割

座長 前川 聡 滋賀医科大学

田村 好史
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学・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

共催：MSD 株式会社

イブニングセミナー 6
第 2日 5月 13日（金） 17：45～18：30 第 10会場 神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室

糖尿病患者の脂質管理におけるレムナントの重要性～トリグリセライド（TG）だけ見てませんか？～

座長 繪本 正憲 大阪公立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学

増田 大作
地方独立行政法人りんくう総合医療センターりんくうウェルネスケア研究センター・健康管理センター・循環器内科

共催：ミナリスメディカル株式会社
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若手研究奨励賞（YIA：Young Investigator Award）

審査口演
第 1日 5月 12日（木） 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室

15 : 15～16 : 15 座長 弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座 水上 浩哉

YIA－1
（Ⅱ－75－3）

脂肪細胞特異的 LTA4H 過剰発現は脂肪組織の健康的増大を介して肥満による代謝障害発症を抑制する
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門 細川 友誠，他

YIA－2
（Ⅱ－76－2）

脂肪細胞における NFIA の褐色脂肪・酸化的リン酸化・炎症関連遺伝子の制御と全身代謝における生理
的役割

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 大口 弥里，他
YIA－3

（Ⅱ－77－5）
脂肪組織常在性 M2-like macrophage は肥満に伴って脂質関連マクロファージへと変化する

富山大学附属病院第一内科 西村 歩，他
YIA－4

（Ⅰ－38－5）
細胞内代謝がもたらすエピゲノム制御による脂肪細胞の熱産生メカニズムの解明

広島大学病院内分泌・糖尿病内科 佐川 純司，他
YIA－5

（Ⅰ－37－5）
miRNA-494 発現抑制は脂肪細胞ベージュ化を介して寒冷耐性を誘導する

滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌・腎臓内科 菅原礼知安，他

16 : 25～17 : 25 座長
旭川医科大学内科学講座病態代謝・消化器・血
液腫瘍制御内科学分野糖尿病内科学部門 滝山 由美

YIA－6
（Ⅲ－133－2）

α2A アドレナリン受容体シグナルは肥満形成時の代償性 β 細胞増殖を促進する
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野 木幡 将人，他

YIA－7
（Ⅲ－125－1）

インスリン抵抗性下において，Irs2 遺伝子のアンチセンス RNA が脂肪肝の病態形成に寄与する新たなメ
カニズムの解明

国立国際医療研究センター研究所分子糖尿病医学研究部 松下 真弥，他
YIA－8

（Ⅱ－81－1）
リジン脱メチル化酵素 LSD1 は骨格筋の環境に応じた可塑性を制御する

熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科/熊本大学発生医学研究所細胞医学分野 荒木 裕貴，他
YIA－9

（P－36－6）
褐色脂肪組織の PGC-1α は個体レベルのエネルギー消費及び耐糖能の雌雄差に関与している

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 竹内 彬，他
YIA－10

（Ⅱ－88－2）
転写因子 ATF4 はグルコース応答性インスリン分泌を多面的に制御する

徳島大学先端酵素学研究所生体機能学分野/名古屋大学医学系研究科糖尿病・内分泌内科学分野 傍島 光昭，他

17 : 35～18 : 35 座長 岐阜大学医学部附属病院 堀川 幸男

YIA－11
（Ⅰ－28－4）

RAGE によるマクロファージ活性化はインスリンシグナルと逆行性軸索輸送を減弱させ糖尿病性神経障
害を悪化させる

弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座/弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 遲野井 祥，他
YIA－12

（Ⅱ－78－5）
糖尿病性腎症における血中プロテオーム解析による新規バイオマーカー，及び治療標的候補の同定

日本大学医学部附属板橋病院腎臓・高血圧・内分泌内科/
ハーバード大学医学校ジョスリン糖尿病センター 小林 洋輝，他

YIA－13
（Ⅰ－12－5）

新規 FDG-PET/MRI 撮像法の開発によるメトホルミン服用者における腸管ブドウ糖排泄の定量的解析
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 伊藤 潤，他

YIA－14
（Ⅱ－56－3）

免疫チェックポイント阻害薬投与により誘発される 1 型糖尿病への間葉系幹細胞投与効果の検討
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 堀谷 恵美，他

YIA－15
（Ⅲ－114－4）

ヒト膵 β 細胞内の脂肪滴蓄積はインスリン抵抗性や高血糖，内因性インスリン分泌能の低下と関連する
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 堀井 知美，他



― 101 ―

医療スタッフ優秀演題賞

審査口演
第 1日 5月 12日（木） 第 10会場 神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室

15 : 15～16 : 15 座長 東京女子医科大学臨床検査科 佐藤 麻子

MSA－1
（Ⅰ－14－4）

日本人 2 型糖尿病患者における食品群摂取量と肥満の関連―JDDM における検討
新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科/済生会新潟病院栄養科 治田麻理子，他

MSA－2
（P－19－4）

新時代の CDEL 認定組織の運営について～東北信地域糖尿病療養指導士育成会のコロナ禍の取り組み～
佐久市立国保浅間総合病院医療技術部臨床検査科 森本 光俊，他

MSA－3
（Ⅰ－17－2）

肥満 2 型糖尿病患者に対する食事指導：Fat and Carbohydrate Counting（FCC）の検討
医誠会病院外来患者管理・支援センター 谷口まり子，他

MSA－4
（Ⅰ－22－5）

専門運動指導者不在のクリニックでも至適運動強度を患者自身が意識した運動行動とは
東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科 天川 淑宏，他

MSA－5
（P－55－6）

意識障害を呈しない低血糖患者は病院前で救急隊に認知されていない
遠軽地区広域組合消防本部消防課救急救助係 谷口 圭祐，他

16 : 25～17 : 37 座長 東京大学医学部糖尿病・代謝内科 山内 敏正

MSA－6
（Ⅰ－36－4）

2 型糖尿病患者の自己管理行動規定因子の探索
神戸市看護大学 稲垣 聡，他

MSA－7
（Ⅰ－33－2）

高度腎機能障害患者が糖尿病透析予防指導を経て療養行動継続に至る心理的変容
公立学校共済組合北陸中央病院看護部 相川智優紀，他

MSA－8
（Ⅱ－66－5）

入院中に看護師指示用の簡易カーボカウントが奏功した血液内科患者
広島赤十字・原爆病院医療技術部栄養課 森澤 太志，他

MSA－9
（Ⅱ－92－1）

経口 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの服薬遵守度と生活リズム・心理面に及ぼす影響の検討
H.E.C サイエンスクリニック 尾嵜 秀次，他

MSA－10
（Ⅱ－98－2）

糖尿病予防指導に関わる熟達した看護師の指導対象者への指導中に感ずる所感と eGFR と BMI の経過の
関係

秋田大学医学部附属病院看護部 小林 真央，他
MSA－11

（Ⅱ－95－5）
糖尿病における患者―医療者関係の体験の質的記述的研究：診療・療養体験のインタビュー調査

国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター 木村 晶子，他


