
－ 8－

日　 程　 表

第1会場
（1階 101‒B・Ｃ）

第2会場
（1階 101‒Ａ）

ハンズオンセミナー会場
（1階 105）

企業展示会場
（1階 107）

委員会
（1階 104）

8：00

 

8：50-9：00  開会挨拶9：00
9：00-9：40  教育講演１
「グルカゴン Update」

座長： 難波 光義
演者： 北村 忠弘、堀江 一郎

9：00-9：30   
一般演題１
OP1-1〜3

9：00-17：00  
企業展示

9：30-10：00   
一般演題２
OP2-1〜3

9：50-11：10   
パネルディスカッション

「“超実践”1型糖尿病診療」
座⻑：黒田 暁生、

　　　 阿比留 教生
パネラー： 小谷 紀子、柚山 賀彦、

小島 基靖

10：00

11：00

11：00-12：00   
ハンズオンセミナー１

共催：日本メドトロニック株式会社
11：20-11：50   

総会

12：00
12：00-13：00   

ランチョンセミナー１
座⻑：今川 彰久

演者：三浦 順之助
共催：アステラス製薬株式会社 

/ 寿製薬株式会社

12：00-13：00   
ランチョンセミナー２

座⻑：阿比留 教生
演者：前田 泰孝

共催：テルモ株式会社
13：00

13：10-14：00   
YIA 選定演題1

YIA1-1〜5

14：00

14：10-15：10   
YIA 選定演題2

YIA2-1〜6 14：30-15：30   
ハンズオンセミナー２
共催：テルモ株式会社

15：00

15：25-16：15   
一般演題３
OP3-1〜5

15：25-16：15   
一般演題４
OP4-1〜5

15：30-16：20   
YIA 選定委員会16：00

16：30-17：30   
特別講演

座長： 池上 博司
演者：Anette-Gabriele Ziegler
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

16：30-17：30  
第１会場中継会場１

16：30-17：30  
第１会場中継会場２17：00

17：40-18：00   
YIA 表彰式18：00

19：00

委員会・世話人会
（1階 104）

8：00

 

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

16：00-17：00  
あり方委員会

17：00

17：00-18：00  
合同世話人会

18：00

19：00

10：30-11：00   
CDE・医療者のための 

インスリンポンプ入門１
演者：利根 淳仁

14：00-14：30   
CDE・医療者のための 
インスリンポンプ入門2

演者：錦戸 慎平

合同研究会第1日　2021年11月6日（土）2021年11月5日（金）



－ 9－

第1会場
（1階 101‒B・Ｃ）

第2会場
（1階 101‒Ａ）

ハンズオンセミナー会場
（1階 105）

企業展示会場
（1階 107）

8：00

 8：10-9：10   
モーニングセミナー１

座⻑：豊田 雅夫
演者：服部 麗

共催：サノフィ株式会社

8：10-9：10   
モーニングセミナー２

座⻑：中山 ひとみ
演者：黒田 暁生

共催：日本イーライリリー株式会社9：00

9：00-13：30   
企業展示

9：20-10：00   
一般演題５
OP5-1〜4

9：20-10：00   
一般演題６
OP6-1〜4

10：00
10：00-10：40   
一般演題７
OP7-1〜4

10：10-10：40  教育講演２
「インスリン治療の変遷」

座⻑：中山 ひとみ  演者：島田 朗

10：50-12：25   
合同シンポジウム

「糖尿病治療の最前線」
座⻑：浦上 達彦、山田 研太郎
演者： 川村 智行、松久 宗英、 

西村 理明
共催： テルモ株式会社、アボットジャ

パン株式会社、ノボ ノルディ
スク ファーマ株式会社

10：50-11：30   
一般演題８
OP8-1〜4

10：50-12：25
第１会場中継会場２

11：00

11：30-12：25  
第１会場中継会場１12：00

12：30-13：30   
ランチョンセミナー３

座⻑：杉原 茂孝
演者：廣田 勇士

共催：日本メドトロニック株式会社

12：30-13：30   
ランチョンセミナー４

座⻑：花房 俊昭
演者：陣内 秀昭

共催：サノフィ株式会社

13：00

13：40-13：50  閉会挨拶

14：00

第1会場
（1階 101‒B・Ｃ）

第2会場
（1階 101‒Ａ）

ハンズオンセミナー会場
（1階 105）

企業展示会場
（1階 107）

委員会
（1階 104）

8：00

 

8：50-9：00  開会挨拶9：00
9：00-9：40  教育講演１
「グルカゴン Update」

座長： 難波 光義
演者： 北村 忠弘、堀江 一郎

9：00-9：30   
一般演題１
OP1-1〜3

9：00-17：00  
企業展示

9：30-10：00   
一般演題２
OP2-1〜3

9：50-11：10   
パネルディスカッション

「“超実践”1型糖尿病診療」
座⻑：黒田 暁生、

　　　 阿比留 教生
パネラー： 小谷 紀子、柚山 賀彦、

小島 基靖

10：00

11：00

11：00-12：00   
ハンズオンセミナー１

共催：日本メドトロニック株式会社
11：20-11：50   

総会

12：00
12：00-13：00   

ランチョンセミナー１
座⻑：今川 彰久

演者：三浦 順之助
共催：アステラス製薬株式会社 

/ 寿製薬株式会社

12：00-13：00   
ランチョンセミナー２

座⻑：阿比留 教生
演者：前田 泰孝

共催：テルモ株式会社
13：00

13：10-14：00   
YIA 選定演題1

YIA1-1〜5

14：00

14：10-15：10   
YIA 選定演題2

YIA2-1〜6 14：30-15：30   
ハンズオンセミナー２
共催：テルモ株式会社

15：00

15：25-16：15   
一般演題３
OP3-1〜5

15：25-16：15   
一般演題４
OP4-1〜5

15：30-16：20   
YIA 選定委員会16：00

16：30-17：30   
特別講演

座長： 池上 博司
演者：Anette-Gabriele Ziegler
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

16：30-17：30  
第１会場中継会場１

16：30-17：30  
第１会場中継会場２17：00

17：40-18：00   
YIA 表彰式18：00

19：00

14：00-16：00   
市民公開講座（WEB 開催）

インスリン100年
〜知って欲しい1型糖尿病〜

  第１部　特別講演
演者：島田 朗、中山 ひとみ

  第２部　シンポジウム
座⻑：南 昌江、菊池 透

演者：錦戸 慎平、川逑 里美、田仲 駿太

合同研究会第2日　2021年11月7日（日）


