JDS2015(山口） 慈恵医大 糖尿病・代謝・内分泌内科 演題リスト
日程

21日
（木）

会場
時間
09:00-11:30 第８会場 下関市民会館 1F大ホール

氏名
宇都宮一典

番号
シンポジウム3

座長 食事療法のサイエンス－最新のエビデンスをふまえて－

09:00-11:30 第１０会場 ぱしふぃっくびいなす 8Fメインホール

西村理明

シンポジウム5

演者 先進糖尿病医療－CGMからClosedLoopsystemへ－

10:30－11:30 第７会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール

坂本昌也

薬物療法(GLP-1作動薬1) Ⅰ-７-１３

GLP-1受容体作動薬短時間作用型製剤および長時間作用型製剤投与時の血糖変動の検討－CGMを用いたパイロット研究

10:30－11:30 第７会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール

北川楠奈子

薬物療法(GLP-1作動薬1) Ⅰ-７-１４

CGMを用いたリキシセナチド朝1回注の夕食後血糖上昇に対する効果と朝夕分割投与の有用性

12:00－12:50 第２０会場 下関グランドホテル 4F 芙蓉

佐々木敬

ランチョンセミナー14

17:45－18:15 ポスター会場6 下関グランドホテル 3F 松寿・大慶

石井博尚

食事療法２ Ⅰ-P-405

低糖質ロールケーキが2型糖尿病患者の食後血糖、インスリンに与える影響

17:45－18:15 ポスター会場6 下関グランドホテル 3F 松寿・大慶

種村陽子

食事療法４ Ⅰ-P-414

健常者における炭水化物の質の違いによるロールケーキでの血糖上昇比較

18:00－19:00 第三会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール

鈴木博史

08:30-09:30 第8会場 下関市民会館 1F 大ホール

塩崎正嗣

ラ氏島の生物学４ Ⅱ-１７-３

09:15-09:45 第8会場 下関市民会館 1F 大ホール

宇都宮一典

教育講演２

09:30-10:30 第４会場 海峡メッセ下関 8F 801会議室

小澤綾子

その他の糖尿病２ Ⅱ-４-１０

09:30-10:30 第１１会場

ぱしふぃっくびいなす 7F メインラウンジ

三石純江

１型糖尿病５ Ⅱ-11-8

09:30-10:30 第１１会場

ぱしふぃっくびいなす 7F メインラウンジ

安藤精貴

１型糖尿病５ Ⅱ-11-11

宇都宮一典

ランチョンセミナー３５

10:30-11:30 第５会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール

原興一郎

SGLT-2阻害薬５ Ⅱ-5-14

13:15-13:45 ポスター会場４ シーモールホール 4F ホール

松島雅人

大規模臨床試験１

座長

13:15-13:45 ポスター会場４ シーモールホール 4F ホール

坂本昌也

動脈硬化症５

座長

13:15-13:45 ポスター会場４ シーモールホール 4F ホール

藤本啓

2型糖尿病１３

座長

田嶼尚子

シンポジウム１７

日本医療情報学会との合同シンポジウム 「進めよう！糖尿病診療のデータベース化と２次利用」

森豊

シンポジウム１４

日本高血圧学会と日本糖尿病学会の合同シンポジウム

12:00-12:50 第23会場 門司港ホテル 2F スパーツィオ

22日
(金)

15:00-18:00 第18会場 下関グランドホテル 2F 飛翔
15:00-18:00 第２会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場

座長

JAPAN-KOREA DiabetesForum PosterPresentations

糖脂肪毒性はPKCδを介して膵β細胞死を誘導する
糖尿病腎症の新病期分類と食事管理基準の改定
肺炎罹患時の高血糖を契機に診断されたMODY2の一卵性双胎 －OGTTでの評価の重要性について－
１型糖尿病患者の夜間低血糖の存在は、朝食前後の血糖変動から予測可能か？
１型糖尿病患者の尿中アルブミン増加ならびにGFR低下と関連する血糖変動の指標を含んだ因子の検討
座長
2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬の投与による血糖値と血圧、またそれらの変動の変化を観察したパイロット研究

「低血糖－ここまで分かった脳心血管リスク－」

15:00-16:00 第１１会場

ぱしふぃっくびいなす 7F メインラウンジ

高橋紘

１型糖尿病７ Ⅱ-11-22

持続血糖モニター(CGM)を用いた１型糖尿病におけるインスリンデテミル及びインスリンデグルデク投与時の血糖変動の比較検討

15:00-16:00 第１１会場

ぱしふぃっくびいなす 7F メインラウンジ

恩田美湖

１型糖尿病７ Ⅱ-11-23

基礎インスリンをデクルデクへの変更後1年後の使用インスリン量およびHBA1Cの経過とその特徴について

16:00-17:00 第22会場 東京第一ホテル下関 3F 桜の間

横田太持

低血糖４

08:30-11:30 第8会場 下関市民会館 1F 大ホール

佐々木敬

教育講演９

宇都宮一典

シンポジウム１９

糖尿病腎症治療の深化と展望

08:30-11:30 第１０会場 ぱしふぃっくびいなす 8Fメインホール

田嶼尚子

シンポジウム２１

座長 はばたけ女性糖尿病医

08:30-09:30 第６会場 下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール

加藤秀一

薬物療法(DPP-4阻害薬７)

08:30-09:30 第12会場 シーモールパレス 3F ダイヤモンド

鈴木博史

動脈硬化症１ Ⅲ-12-2

08:30-09:30 第22会場 東京第一ホテル下関 2F ふじの間

佐野浩斎

高齢者糖尿病４ Ⅲ-22-1

10:30-11:30 第5会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール

佐々木敬

薬物療法(SGLT-2阻害薬14) Ⅲ-5-13

12:00-12:50 第5会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール

宇都宮一典

ランチョンセミナー41

座長

田嶼尚子

ランチョンセミナー46

座長

12:00-12:50 第25会場 門司港ホテル 6F エテルノ

西村理明

ランチョンセミナー55

演者

13:10-13:40 ポスター会場１ 下関市民会館 1F ロビー

渡邊侑衣

薬物療法(SGLT-2阻害薬12) Ⅲ-P-3

13:10-13:40 ポスター会場２ 下関市民会館 2F ロビー

山城健二

薬物療法(DPP-4阻害薬11)

13:10-13:45 ポスター会場３ 下関市民会館 1F 展示室

好川有希子

妊娠１ Ⅲ-P-149

13:10-13:40 ポスター会場４ シーモールホール 4F ホール

藤原久美

１型糖尿病７ Ⅲ-P-198

13:35-14:10 ポスター会場６ 下関グランドホテル 3F 松寿・大慶

川浪大冶

糖尿病療養指導(その他６)

13:40-14:10 ポスター会場４ シーモールホール 4F ホール

辻野大助

２型糖尿病１５ Ⅲ-P-212

14:30-15:30 第2会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場

西村理明

薬物療法(SGLT-2阻害薬9) Ⅲ-2-4

15:30-16:30 第2会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場

蔵田英明

薬物療法(SGLT-2阻害薬10)

范揚文

糖尿病療養指導(その他3) Ⅲ-25-29

08:30-11:30 第３会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール

23日
(土)

テーマ/内容

12:00-12:50 第１１会場

ぱしふぃっくびいなす 7F メインラウンジ

15:30-16:30 第25会場 門司港ホテル 6F エテルノ

座長

β細胞におけるインスリン分泌の制御機構

座長
糖尿病性心筋症の発症における12-Lipoxygenaseのシグナル伝達機構
高齢者のインスリン分泌とインスリン抵抗性に関する地域調査 －HBA1CおよびBMIとの関連の検討－新潟県津南町研究
SGLT2阻害薬ルセオグリフロジンの増量による有効性と安全性への影響：国内における52週投与試験併合解析

新規SGLT2阻害薬の日本人2型糖尿病患者へのCGMによる効果の検証
座長
７５ｇOGTT負荷試験で１ポイントのみ陽性の妊娠糖尿病患者における血糖プロファイル
血糖変動の著しい透析中の１型糖尿病患者にインスリンデグルデクが奏効した1例
座長
持続血糖モニター(CGM)を用いたBasal-Bolus療法の2型糖尿病におけるインスリングラルギン及びデグルデグ投与時の血糖変動の比較
日本人2型糖尿病患者におけるエンパグリフロジン(EMPA)投与時のケトン体の日内変動の検討
座長
正常妊婦に対して妊娠初期に実施した妊娠関連糖尿病に関するアンケート調査結果について－糖尿病予防に関する健常者への教育のあり方を考える端緒として－

