プログラム
開会の辞

9:30-9:35
津田 晶子 （新潟医療生活協同組合 木戸病院 糖尿病センター 糖尿病内科）
基調講演

9：35-10：20

共催 日本イーライリリー株式会社

座長：津田 晶子 （新潟医療生活協同組合 木戸病院 糖尿病センター 糖尿病内科）
演者：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）
「ビッグデータ解析を活かした糖尿病の予防と治療の新しい戦略」

一般演題(1)

10：20-11：10 （講演会場①）

座長：清水 一紀 （心臓病センター榊原病院 糖尿病内科）
廣田 勇士 （神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科）
演者： 1 川述 里美 （社会医療法人 雪の聖母会聖マリア病院 糖尿病センター）
「SAPと家族によるサポートが有用であった無自覚性低血糖の１例」
2 中山 ひとみ （久留米大学 内分泌代謝内科）
「SAPを用いて帝王切開前後の血糖コントロールを行った1型糖尿病合併妊婦の2症例」
3 石渡 彩乃 （新潟市民病院 内分泌・代謝内科）
「 SAP療法の有用性」
4 古家 美幸 （公益財団法人天理よろづ相談所病院内分泌内科）
「 Sensor Augmented Pump(SAP)療法による治療満足度とQOLの検討」
5 清水 一紀 （心臓病センター榊原病院 糖尿病内科）
「当院でSAPを導入した患者の経過」
6 内田 明宏 （東京女子医科大学糖尿病センター内科）
「 SAPの治療意義の検討」
一般演題(2)

10：20-11：10 （講演会場②）

座長： 山田 研太郎 （朝倉医師会病院）
村田 敬 （(独)国立病院機構 京都医療センター 糖尿病センター）
演者：1 村田 敬 （(独)国立病院機構 京都医療センター 糖尿病センター）
「非糖尿病成人における新規CGM機器FreeStyle リブレProの精度の検討」
2 中川 靖 (神戸大学大学院医学研究科 糖尿病内分泌内科学）
「FreeStyleリブレプロとiPro2の測定精度に関する比較検討」
3 松本 真明 （神戸大学大学院医学研究科 小児科学分野）
「FreeStyle Libreの1型糖尿病患者での測定精度に関する検討」
4 橋本 浩平 (新潟大学医歯学総合病院 血液・内分泌・代謝内科）
「入院下と外来でＣＧＭを装着し血糖変化を確認した1型糖尿病の一例」
5 安藤 麻理 （木戸病院 糖尿病センター糖尿病内科）
「糖尿病患者におけるFree StyleリブレProの有用性とその精度の検討」
6 小池 新平 (兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科）
「1型糖尿病患者におけるFlash glucose monitoringを用いた血糖変動評価」
特別講演-1

11：10-12：00

共催 サノフィ株式会社

座長：難波 光義 （兵庫医科大学病院）
演者：小林 哲郎 （公益財団法人 冲中記念成人病研究所）
「1型糖尿病の成因と今後の治療」

ランチョンセミナー

12：10-13：00

共催 アボットジャパン株式会社

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）
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）
「FGMを利用した糖尿病治療の新しい流れ」

シンポジウム

13：05-14：05

「糖尿病とともに生きる」
座長：広瀬 正和 （D Medical Clinic Osaka）
北澤 勝 （新潟大学医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野）
演者：岡田 果純 「社会人3年目となって」
服部 麗 「1型Dr.が伝えたい3つのこと」
長谷川 晃 「1型糖尿病を力に －理想の人生を叶えるー」
飯田 智恵 「出産・子育てと患者会活動」

共催 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

特別講演-2

14：25-15：15

座長：島田 朗 （埼玉医科大学 内分泌糖尿病内科）
演者：Dr.Bruce W. Bode （Emory University）
「Hybrid Closed-Loop Systems in Type 1 Diabetes」

一般演題（3)

15：35-16：15 （講演会場①）

座長：粟田 卓也 （国際医療福祉大学病院 糖尿病内分泌代謝科）
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）
演者：1 本田 寛人 （藍野大学医療保健学部 理学療法学科）
「1型糖尿病をもつ勤労者における座位行動と血糖コントロールの関係」
2 福井 智康（昭和大学横浜市北部病院 内科）
「急性発症1型糖尿病の膵体積は残存インスリン分泌能と強く相関する」
3 里村 敦 (埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）
「ketosis prone Type 2 diabetesに対するインスリンペプチド特異的T細胞反応性の検討」
4 幡中 雅行 （山口大学医学部附属病院 第三内科）
「高血糖・正常血糖クランプ試験を行った膵癌合併２型糖尿病の一例」
5 高橋 信行 (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/東京大学大学院 医学系研究科 内科学専攻）
「自家膵島移植2例における人工膵臓を用いた膵島注入時の血糖管理」

一般演題（4)

15：35-16：15 （講演会場②）

座長：谷澤 幸生 （山口大学大学院医学系研究科医学専攻 病態制御内科学講座）
大杉 満 （国立国際医療研究センター 糖尿病内分泌代謝内科/糖尿病情報センター）
演者：1 今岡 咲季 （神戸大学医学部附属病院看護部）
「外来におけるSAP療法の指導経験のある病棟看護師と病棟経験のみの看護師との、
入院患者に対するSAP療法に関する指導内容の違いについて」
2 白石 友信 （新潟大学医歯学総合病院 血液・内分泌・代謝内科）
「胃亜全摘術後の2型糖尿病患者における治療強化の手段として、DPP-4阻害薬からGLP-1受容体作動薬への変更は有効か」
3 広瀬 正和 （D Medical Clinic Osaka）
「1型糖尿病患児の学校でのペン型インスリン注射/インスリンポンプの使用状況
Where and how do type 1 diabetes children manage the insulin therapy at their school?」
4 植原 良太 （群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科）
「当院における14日間の持続血糖モニタリングによって得られた血糖とHbA1cの相関に関する検討」
5 宮下 しずか（新潟薬科大学薬学部 臨床薬学研究室）
「ペン型注入器用ディスポーザブル注射針の形状の違いと穿刺角度の関係」

特別講演-3

16：15-17：05

座長：小林 哲郎 （公益財団法人 冲中記念成人病研究所）
演者：川口 義弥 （京都大学iPS細胞研究所）
「iPS細胞を用いた立体的膵組織作成」

閉会の辞

17：05-17：15

津田 晶子 （新潟医療生活協同組合 木戸病院 糖尿病センター 糖尿病内科）
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）

共催 MSD株式会社

