日時

2018年 9月9日
（日）9：30～12：00
（受付・開場／8：30）

会場

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール3階 崑崙
〒108-8612

Opening
Remarks

東京都港区高輪3-13-1

清野 裕

先生

TEL： 03-3442 -1111

関西電力病院 総長／関西電力医学研究所 所長

Session 1

“受診率”の向上を目指して
座 長
関西電力病院 総長／関西電力医学研究所 所長
清野 裕 先生
演 者
矢島 鉄也 先生 千葉大学 客員教授
Session 2

“継続的”な血糖コントロールを目指して
座 長
清野 裕 先生 関西電力病院 総長／関西電力医学研究所 所長
演 者
仲 元司 先生 佐久市立国保浅間総合病院 地域医療部長／糖尿病センター長
“良好”な血糖コントロールを目指して
座 長
山田 祐一郎 先生 秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座 教授
― 大学/病院における診療の立場から ―
演 者

前川 聡

先生

滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科 教授

― 実地医家における診療の立場から ―

Discussion

演 者

戸崎 貴博

司 会

清野 裕

パネリスト

先生

先生

矢島 鉄也 先生
前川 聡 先生

※終了後、情報交換会を予定しております。

主催

医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 院長

山田 祐一郎

先生

仲 元司 先生
戸崎 貴博 先生

座長/演者の先生方（ご登壇順）
OpeningRemarks

Session 1、2

清野 裕 先生
昭和42年
昭和 5 2
～54年
平成8年
平成16年
平成16年
平成28年

Session 1

演者

座長

Discussion

関西電力病院 総長／関西電力医学研究所 所長

京都大学医学部 卒業
ワシントン大学（シアトル）代謝・内分泌科
（Prof. Daniel Porte Jr.）客員研究員
京都大学大学院医学研究科 糖尿病・栄養内科学 教授
関西電力病院 病院長
京都大学 名誉教授
関西電力病院 総長

Discussion

パネリスト

矢島 鉄也 先生

千葉大学 客員教授

昭和５７年 千葉大学医学部 卒業
厚生省入省 千葉県立病院、保健所で初期研修
昭和63年 福井県 厚生部 保健予防課長
平 成 ９ 年 鹿児島県 保健福祉部長
平成13年 保険局医療課 企画官
平成15年 障害保健福祉部 精神保健福祉課長
平成17年 健康局総務課 生活習慣病対策室長
平成19年 大臣官房 厚生科学課長
平成22年 大臣官房 技術総括審議官
平成24年 健康局長
平成25年 退職
平成26年 千葉県 病院事業管理者（病院局長）就任

Session 2

演者

司会

Discussion

仲 元司 先生

厚生労働省在職中に、特定健診・保健指導の制度設計、健康日本２１
（第二次）、
医療制度構造改革を担当。

パネリスト

佐久市立国保浅間総合病院 地域医療部長／糖尿病センター長

昭和58年 信州大学医学部 卒業
信州大学医学部老年科 入局
昭和61年 浅間総合病院 内科勤務
平 成 4 年 糖尿病の無症候性心筋虚血の研究で学位取得
平成14年 浅間総合病院 診療部長
平成17年 浅間総合病院 地域医療部長
平成29年 浅間総合病院 糖尿病センター長を兼ねる

memo

Session 2

座長

Discussion

司会

山田 祐一郎 先生
昭和60年
昭和62～
平成4年
平成 2～
3年
平成8年
平成10年
平成18年
平成21年

Session 2

演者

秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座 教授

京都大学医学部 卒業
京都大学大学院医学研究科 大学院生
シカゴ大学生化学分子生物学部門研究生
京都大学医学部附属病院病態栄養部 助手
京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科学助教授
秋田大学医学部内科学 内分泌・代謝・老年医学分野 教授
秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学 教授（改組）

Discussion

前川 聡 先生

パネリスト

滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科 教授

昭和56年 滋賀医科大学 医学部医学科 卒業
昭和61年 米国カリフォルニア大学サンディエゴ校 医学部内科
内分泌代謝部門 研究員
（J.M. Olefsky教授研究室）
昭和63年 滋賀医科大学 第三内科 助手
（内分泌代謝）
講師
平成15年 滋賀医科大学 内科学講座
（内分泌代謝）
助教授
平成17年 滋賀医科大学 内科学講座
（糖尿病内分泌・腎臓・神経）
教授
平成22年 滋賀医科大学 内科学講座

Session 2

演者

Discussion

パネリスト

戸崎 貴博 先生

医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 院長

平成10年 旭川医科大学医学部医学科 卒業
名古屋大学医学部附属病院 研修医
平成12年 名古屋大学医学部附属病院 第三内科 医員
平成13年 愛知県厚生連 海南病院 代謝内分泌内科
平成16年 名古屋大学大学院 医学系研究科 博士課程 糖尿病・内分泌内科
平成20年 一宮市立市民病院 内分泌・糖尿病内科 医長
平成22年 愛知学院大学歯学部 内科学講座 助教
平成23年 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 院長

memo

memo

