
日程 時間 氏名 番号 テーマ/内容

11:30-11:40 摩島達子 糖尿病療養指導（自己管理行動1）　I－17－4 持続皮下インスリン注入療法中の1型糖尿病患者における機器トラブル時の対策についての実態調査

14:20-15:20 根本昌実 2型糖尿病2 座長

14:20-16:20 宇都宮一典 シンポジウム2 Stop the 腎症

14:50-15:20 田嶼尚子 教育講演2　糖尿病の疫学：わが国の場合 座長

15:00-15:10 森豊 薬物療法（GLP 1受容体作動薬2）　I－14－5 エキセナチドの胃排出能，心拍変動スペクトラム解析による副交感神経活動，食後のインスリン・グルカゴン分泌に及ぼす効果

15:40-15:50 荏原太 薬物療法（GLP 1受容体作動薬3）　I－14－9 週1回持続性エキセナチド注射による高齢者在宅糖尿病治療の適応と限界

16:00-16:10 井内裕之 2型糖尿病1　I－7－17 2型糖尿病患者においてCGM上の24時間血糖変動とSMBGの空腹時血糖日差変動は相関する～J VACS解析より～

16:20-17:20 蔵田英明 薬物療法（DPP 4阻害薬4） 座長

18:10-18:40 松島雅人 大規模臨床試験1 座長

18:10-18:15 宇都宮一典 薬物療法（SGLT 2阻害薬1）　I－P－127 高選択的SGLT2阻害薬トホグリフロジンの腎機能別にみる有効性と安全性の検討国内治験の併合データを用いた部分集団解析―

18:15-18:20 好川有希子 2型糖尿病12 高齢者2型糖尿病患者におけるSU薬から食後血糖改善薬・DPPIV阻害薬併用療法への切り替え時の外来CGMを用いた血糖動態の検討

08:30-09:30 横田太持 低血糖1 座長

09:30-10:30 佐々木　敬 ラ氏島の生物学6 座長

09:30-09:40 杉田弥佳 高齢者糖尿病4　II－4－7 高齢者のインスリン自己注射手技習得期間の評価～長谷川式認知症スケールを用いた比較検討～

09:40-09:50 安藤精貴 2型糖尿病6　II－7－8 薬物治療を受けていない2型糖尿病患者の血糖変動を予測する血糖測定ポイントの検討

10:30-11:00 西村理明 教育講演12 持続血糖モニタリングの活用

13:00-13:30 宇都宮一典 教育講演14 糖尿病食事療法の在り方と課題

13:10-14:10 景山　茂 大規模臨床試験4 座長

14:10-16:10 田嶼尚子 シンポジウム15 【日本医療情報学会との合同シンポジウム】糖尿病診療の情報化–適正な定着と普及へむけて

14:10-16:10 西村理明 シンポジウム17 座長

14:10-16:10 辻野 大助 シンポジウム17 CGMは糖尿病治療に何をもたらしたか？ –夢から実践へ–

15:10-16:10 森豊 Controversy5 GLP-1受容体作動薬の使い分け –short actingかlong actingか？–

16:10-17:10 宇都宮一典 Controversy6 座長

16:20-16:30 加藤秀一 薬物療法（インスリン7）　II－19－38 Degludecとaspartを7 : 3の割合で朝食前投与する場合の血糖日内変動と日差変動について―Glargine朝食前投与との比較―

17:30-18:00 佐野浩斎 高齢者糖尿病2 座長

17:45-17:50 鈴木優佳 糖尿病療養指導（チーム医療5）II－P－475 東京慈恵医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科作成「糖尿病ハンドブック」改訂の取り組みと今後の課題

17:35-17:40 林毅 高血圧　II－P－383 2型糖尿病患者における塩分制限食の降圧効果及び血圧日差変動（CV）への影響の検討

17:35-17:40 鈴木博史 動脈硬化症4　II－P－602 心筋細胞における低血糖・高血糖変動によるp53の機能の解明

18:00-18:30 加藤秀一 境界型・食後高血 座長

18:10-18:15 山城健二 その他の代謝異常　　II－P－231 IGF 1と糖尿病コントロールにオクトレチドとペグビソマント併用療法が奏功した先端巨大症の1例

18:25-18:30 佐野浩斎 糖尿病療養指導（その他6）　II－P－530 高齢者の網膜疾患と糖代謝や脂質代謝および血圧との関連についての地域調査―新潟県津南町研究

08:30-11:30 宇都宮一典 シンポジウム23 座長

08:40-08:50 恩田美湖 小児・思春期糖尿病1　III－15－2 我が国における小児期発症1型糖尿病患者の転科（小児科 内科）の現状：DERI Mortality Study

08:50-09:00 西村理明 小児・思春期糖尿病1　III－15－3 地域の学童健診におけるインスリン分泌能ならびに関連する因子についての性差に関する検討

09:10-09:20 赤嶺友代 薬物療法（DPP 4阻害薬13）　III－11－5 24時間血糖変動モニター（CGM）からみたDPP4阻害薬テネグリプチンの血糖降下作用

09:20-09:30 藤本啓 低血糖4　III－26－6 FBP1遺伝子変異はFBP1タンパク分解亢進と多量体形成不全を誘導し糖新生を障害する

09:40-09:50 横田太持 薬物療法（DPP 4阻害薬14）　III－11－8 インスリン併用DPP 4阻害薬投与患者に対する，DPP 4阻害薬の種類変更による治療効果の検証

09:40-09:50 川浪大治 血管の生物学1　III－26－8 mDia1はlysophosphatidic acidによる血管内皮機能障害を制御する

10:40-10:50 辻野大助 1型糖尿病6　III－4－14 1型糖尿病におけるインスリン投与量及びBasalインスリンの比率と，BMI，CGMの各測定項目の関連についての検討

10:20-10:30 森山初美 糖尿病療養指導（フットケア2）　III－19－12 当院糖尿病外来通院中の患者における足病変の現状～外来看護師の今後の課題～

11:50-12:30 西村理明 ランチョンセミナー38 演者

11:50-12:30 田嶼尚子 ランチョンセミナー40 座長

13:30-14:00 森豊 教育講演30 インスリン分泌促進薬の効果的な使い方 -CGMを用いた血糖日内変動の視点から-

14:00-16:00 西村理明 シンポジウム24 日本人糖尿病大規模臨床研究からのメッセージ –これまでのまとめと将来展望–

15:00-16:00 阪本要一 薬物療法（DPP 4阻害薬17） 座長

16:00-17:00 森豊 薬物療法（DPP 4阻害薬12） 座長

16:00-16:10 的場圭一郎 腎症9　III－14－31 Rho kinaseは糸球体上皮細胞におけるNotchシグナル活性化を制御する

16:30-16:40 坂本昌也 薬物療法（DPP 4阻害薬12）　III－8－34 チアゾリジン内服2型糖尿病患者においてその増量またはDPP 4阻害薬追加投与時の血糖及び炎症系マーカーの変化に対する検討

第14会場リーガロイヤルホテル（ウェストウィング2F 山楽2）

第15会場リーガロイヤルホテル（ウェストウィング2F 楓）

第19会場ホテルNCB（3F 花）

ポスター会場7 リバーフォーラム（4F リバーフォーラムギャラリー）

23日
(金)

ポスター会場2 大阪国際会議場（10F Room1004～1007）

ポスター会場5 大阪国際会議場（12F Room1202）

22日
（木）

第17会場ホテルNCB（2F 松）

第6会場 大阪国際会議場（12F グラントック）

第11会場 リーガロイヤルホテル（タワーウィング2F 桐）

ポスター会場6 リバーフォーラム（1F リバーフォーラム）

第11会場 リーガロイヤルホテル（タワーウィング2F 桐）

第6会場大阪国際会議場（12F グラントック）

ポスター会場6 リバーフォーラム（1F リバーフォーラム）

ポスター会場6 リバーフォーラム（1F リバーフォーラム）

第11会場リーガロイヤルホテル（タワーウィング2F 桐）

第9会場 リーガロイヤルホテル（タワーウィング3F 光琳1、2）

第7会場大阪国際会議場（8F Room801・802）

第14会場リーガロイヤルホテル（ウェストウィング2F 山楽2）

第7会場大阪国際会議場（8F Room801・802）

第11会場リーガロイヤルホテル（タワーウィング2F 桐）

ポスター会場6 リバーフォーラム（1F リバーフォーラム）

第7会場大阪国際会議場（8F Room801・802）

第14会場リーガロイヤルホテル（ウェストウィング2F 山楽2）

第4会場大阪国際会議場（10F Room1001－2）

第16会場リーガロイヤルホテル（ウェストウィング2F ペリドット）

第2会場大阪国際会議場（6F 小ホール）

第11会場リーガロイヤルホテル（タワーウィング2F 桐）

ポスター会場1 大阪国際会議場（3F イベントホール）

第9会場 リーガロイヤルホテル（タワーウィング3F 光琳1、2）

第9会場 リーガロイヤルホテル（タワーウィング3F 光琳1、2）

第1会場 大阪国際会議場（6F 大ホール）

第5会場 大阪国際会議場（12F 特別会議場）

第9会場 リーガロイヤルホテル（タワーウィング3F 光琳1、2）

第19会場ホテルNCB（3F 花）

JDS2014(大阪）　慈恵医大　糖尿病・代謝・内分泌内科　演題リスト

第22会場 大阪国際会議場（3F イベントホール）

大阪国際会議場　（第4会場10F　Room1001-2）

第1会場 大阪国際会議場（6F 大ホール）

第19会場ホテルNCB（3F 花）

第4会場大阪国際会議場（10F Room1001－2）

会場

24日
(土)

第1会場 大阪国際会議場（6F 大ホール）

大阪国際会議場　（第1会場6F　大ホール）

ポスター会場2 大阪国際会議場（10F Room1004～1007）

ポスター会場6 リバーフォーラム（1F リバーフォーラム）

第8会場リーガロイヤルホテル（タワーウィング3F 光琳3）

第8会場リーガロイヤルホテル（タワーウィング3F 光琳3）

第15会場リーガロイヤルホテル（ウェストウィング2F 楓）

第26会場大阪国際会議場（10F Room1009）

第26会場大阪国際会議場（10F Room1009）


