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 2016年  

 

 学会 

 

第 59回日本糖尿病学会年次学術集会（2016年 5月 19日～21日） 

・日本人 2型糖尿病患者において CKDステージ G3aの腎病態がすべての GFR区分の中で最も安定している 

大塚章人、村井 潤、鈴木正英、横田真二、市原紀久雄、中村 正 

・2型糖尿病患者の肝機能異常の特徴 

横田真二、大塚章人、鈴木正英、村井 潤、市原紀久雄、中村 正 

・糖尿病教育入院における体成分の変化 

村井 潤、大塚章人、鈴木正英、横田真二、市原紀久雄、中村 正 

・糖尿病網膜症合併患者における動脈硬化リスクの上昇  

鈴木正英、大塚章人、横田真二、村井 潤、市原紀久雄、中村 正 

 

第 37回肥満学会（2016年 10月 7日～8日） 

・ 肥満の判定と肥満症の診断基準およびメタボリックシンドロームの位置づけ（シンポジウム 4） 

中村 正  

・わが国の肥満症学の現状と将来展望 肥満症診療（ビジョナリー座談会） 

中村 正  

 

第53回日本糖尿病学会近畿地方会（2016年11月12日） 

・SGLT2阻害薬投与後の体組成変化 

酒井保奈、鈴木正英、横田真二、完山昌隆、村井 潤、大塚章人、市原紀久雄、中村 正 

・ビグアナイド薬服用中の 2型糖尿病患者の乳酸値について 

大塚章人、村井 潤、鈴木正英、横田真二、完山昌隆、酒井保奈、市原紀久雄、中村 正 

・腎症前期の 2型糖尿病患者の臨床的特徴 

鈴木正英、大塚章人、酒井保奈、横田真二、完山昌隆、村井 潤、市原紀久雄、中村 正 

・2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬の有用性の検討 

完山昌隆、酒井保奈、横田真二、鈴木正英、村井 潤、久保聡子、大塚章人、中村 正、 

市原紀久雄 

・体組成、骨格筋に着目した肥満2型糖尿病患者の臨床像 

村井 潤、大塚章人、西澤均、鈴木正英、横田真二、福田士郎、山岡正弥、市原紀久雄、 

前田法一、中村 正、下村伊一郎 

・糖尿病患者における高血圧合併の糖尿病合併症への影響 

横田真二、大塚章人、酒井保奈、鈴木正英、完山昌隆、村井 潤、市原紀久雄、中村 正 

 

 

 糖尿病・代謝関連の研究会 

 

第 47回糖尿病臨床研究会（2016年 2月 4日） 

・網膜症合併糖尿病患者における動脈硬化リスクの上昇 

鈴木正英 



兵庫県糖尿病協会栄養部会第 75回研修会（2016年 2月 6日） 

・糖尿病の薬物治療 糖の流れを考慮して行う 

   大塚章人 

 

第 4回新会下山糖尿病連携研究会（2016年 2月 18日） 

・糖尿病教育入院の血糖および体組成の改善効果 

村井 潤 

・高血圧合併が糖尿病合併症進展に与えるインパクトとその対策 

大塚章人 

 

第 107回糖尿病教育学習研究会（2016年 2月 27日） 

・糖尿病薬物治療 血糖管理の質の改善と個別化の重要性 

大塚章人 

 

第 2回見逃されがちな糖尿病合併症 Small Meeting（2016年 3月 5日） 

・糖尿病と肝疾患 

横田真二 

 

第 10回西宮糖尿病フォーラム（2016年 3月 17日） 

・糖尿病腎症および網膜症合併患者の臨床的特徴 

鈴木正英 

 

Kobe Diabetes Seminar  心血管イベント抑制を目指して（2016年 4月 14日） 

・SGLT2阻害薬のエビデンスと党員での使用経験 

村井 潤 

 

第 11回湊川カンファレンス（2016年 5月 12日） 

・川崎病院の糖尿病診療 

村井 潤 

 

兵庫区医師会学術講演会（2016年 6月 17日） 

・患者背景を考慮した糖尿病薬物治療 各血糖降下薬の作用機序と作用時間の特徴を活かす   

大塚章人 

 

第 8回よりよい特定健診・保健指導のためのスキルアップ講座（2016年 6月 25日）  

・生活習慣病改善指導講習会 肥満症の診断基準とメタボリックシンドロームの位置づけ 

   中村 正 

 

神戸 FH連携フォーラム（2016年 7月 21日） 

・FHの診断と病態およびその治療戦略   

   中村 正   

 

第 8回 Regional Circle in Kobe（2016年 10月 27日） 

・インスリン治療 配合製剤のポジショニングと活用 

大塚章人 



市民健康大学健康講座（2016年 11月 10日） 

・必要ないからこれ捨てろー、って正しいの？－コレステロールと中性脂肪－  

   中村 正 

 

第 68回大阪大学内分泌・代謝研究会（2016年 12月 17日） 

・腎症前期の 2型糖尿病患者の中で腎機能低下速度が速い患者の臨床的特徴 

鈴木正英、酒井保奈、村井 潤、横田真二、完山昌隆、市原紀久雄、中村 正、大塚章人 

 

 

 糖尿病・代謝関連の論文 

 

中村 正  

肥満症・高度肥満症の診断と管理（指導）・治療  

内分泌・糖尿病・代謝内科 43:270-274, 2016. 

 

 

 

 2015年  

 

 学会 

 

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会（2015年 5月 21－23日） 

・SGLT2阻害薬の体組成への影響 

   大塚章人、村井 潤、明神真希子、深水英昭、久保聡子、市原紀久雄、中村 正 

・2型糖尿病患者における血清総ビリルビン値と合併症 

村井 潤、大塚章人、明神真希子、久保聡子、深水英昭、中村 正、市原紀久雄 

 

第 36回日本肥満学会（2015年 10月 2日） 

・肥満の判定と肥満症の診断基準（シンポジウム 1） 

   中村 正 

 

第52回日本糖尿病学会近畿地方会（2015年11月14日） 

・癌既往のある糖尿病患者の臨床的特徴 

大塚章人、村井 潤、明神真希子、鈴木正英、横田真二、市原紀久雄、中村 正 

・糖尿病網膜症合併患者の臨床的特徴 

鈴木正英、大塚章人、横田真二、明神真希子、村井 潤、市原紀久雄、中村 正 

・糖尿病教育入院前後における体組成の変化 

村井 潤、大塚章人、鈴木正英、横田真二、明神真希子、中村 正、市原紀久雄 

・2型糖尿病患者の肝機能について 

横田真二、大塚章人、鈴木正英、明神真希子、村井 潤、市原紀久雄、中村 正 

 

 

 

 

 



 糖尿病・代謝関連の研究会 

 

第 3回新会下山糖尿病連携研究会（2015年 2月 26日） 

・血清ビリルビンの糖尿病血管合併症への影響 

明神真希子 

 

第 10回湊川生活習慣病カンファレンス（2015年 5月 14日） 

・腎機能低下時の糖尿病治療薬の選択 

   大塚章人 

 

佐伯区医師会学術講演会（2015年 6月 10日） 

・糖尿病の薬物治療 SGLT2阻害薬を含む各血糖降下薬の特徴と役割 

   大塚章人 

 

第 3回テーラーメイド糖尿病治療を考える会（2015年 7月 2日） 

・SGLT2阻害薬のエビデンスと臨床経験 

   村井 潤 

 

見逃されがちな糖尿病合併症 Small Meeting（2015年 7月 4日） 

・糖尿病の合併症は多種多彩 

大塚章人 

 

Expert Meeting  Next Strategy For Diabetes Mellitus（2015年 10月 1日） 

・高齢者糖尿病薬物治療について考える 腎機能低下症例へのアプローチ 

大塚章人 

 

第 3回糖尿病合併症予防と連携の会（2015年 10月 8日） 

・糖尿病患者の腎機能低下について 

村井 潤 

 

適正糖尿病治療研究会（2015年 11月 5日） 

・SGLT2阻害薬使用経験と今後の展望 

村井 潤 

 

第 7回 Regional Circle in Kobe（2015年 11月 26日） 

・インスリン治療 低血糖回避の重要性 

大塚章人 

 

 

 糖尿病・代謝関連の論文 

 

中村 正  

肥満症治療の基本 肥満と肥満症の違いは？－肥満症の診断基準－  

Modern Physician 35(2): 119-122, 2015 

 



中村 正  

肥満症 今日の診療のために  

ガイドライン外来診療 2015  

日経メディカル開発 pp222-227, 2015 

 

 

 

 2014年  

 

 学会 

 

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会（2014年 5月 22日～24日） 

・インスリン療法からビルダグリプチン内服療法への変更の検討 

久保聡子、大塚章人、明神真希子、村井 潤、深水英昭、中村 正、市原紀久雄 

・2型糖尿病患者において降圧薬投与者は非投与者より腎機能が低下しやすい 

村井 潤、大塚章人、明神真希子、松永彩、久保聡子、深水英昭、中村 正、市原紀久雄 

・2型糖尿病患者における血糖コントロール状況と糖尿病腎症経過の関連 

深水英昭、大塚章人、明神真希子、松永彩、村井 潤、久保聡子、中村 正、市原紀久雄 

・腎機能の変化に影響を与える血糖コントロールの時期 2型糖尿病患者における 4年間の検討 

大塚章人、明神真希子、深水英昭、久保聡子、村井 潤、松永彩、市原紀久雄、中村 正 

 

第 32回日本肥満症治療学会学術集会（2014年 7月 4日）  

・肥満症における生活習慣病への影響とその治療意義（イブニングセミナー1） 

中村 正 

 

第 51回日本糖尿病学会近畿地方会（2014年 10月 25日） 

・糖尿病腎症および網膜症の合併の有無による臨床的背景の違い 

大塚章人、久保聡子、村井 潤、明神真希子、深水英昭、松永彩、市原紀久雄、中村 正 

・CKD3期の糖尿病患者における糖尿病腎症合併の影響 

久保聡子、大塚章人、深水英昭、村井 潤、明神真希子、中村 正、市原紀久雄 

・糖尿病患者の合併症有病率と有病者の臨床的特徴 

村井 潤、大塚章人、明神真希子、松永彩、久保聡子、深水英昭、中村 正、市原紀久雄 

・糖尿病患者における血清総ビリルビン値と糖尿病血管合併症の関連 

明神真希子、大塚章人、村井 潤、久保聡子、深水英昭、中村 正、市原紀久雄 

 

 

 糖尿病・代謝関連の研究会 

 

第 43回糖尿病臨床研究会（2014年 1月 23日） 

・肥満症・メタボリックシンドロームの診断とその治療戦略  

中村 正  

 

第 5回神戸西エイジングと医療を考える会（2014年 2月 15日）  

・肥満症の診断とその治療戦略 

中村 正  



第 2回新会下山糖尿病連携研究会（2014年 2月 27日） 

・糖尿病患者における血糖コントロール不良と腎機能悪化の関連 

明神真希子 

・糖尿病合併症の病態・治療・連携 

大塚章人 

 

西脇市多可郡医師会学術講演会（2014年 3月 27日）  

・肥満症の診断とその治療戦略 

中村 正  

 

Himeji Diabetes Forum（2014年 5月 29日） 

・患者背景と薬剤特性を考慮した糖尿病薬物治療 SGLT2阻害薬を組み入れた新たな枠組み 

大塚章人 

 

Diabetes Symposium in Ashiya（2014年 6月 5日） 

・患者背景を考慮した糖尿病薬物治療 SGLT2阻害薬の役割を含めて 

大塚章人 

 

名古屋市千種区学術講演会（2014年 6月 18日）  

・肥満症の診断とその治療戦略 

中村 正  

 

第 5回 Regional Circle in Kobe（2014年 6月 19日） 

・新規血糖降下薬の特徴と役割 

大塚章人 

 

第 8回三田市糖尿病地域連携研究会（2014年 7月 10日） 

・肥満症の診断とその治療戦略 

中村 正 

 

糖尿病治療と連携の会（2014年 8月 6日） 

・新規血糖降下薬を組み入れた糖尿病薬物治療 

大塚章人 

 

西区医師会学術講演会（2014年 9月 18日） 

・糖尿病薬物治療のストラテジー SGLT-2阻害薬の処方経験を踏まえて 

大塚章人 

 

第 44回糖尿病臨床研究会（2014年 9月 25日） 

・糖尿病患者における血清ビリルビン値と糖尿病血管合併症の関連 

明神真希子 

 

平成 26年度神戸市民健康大学講座（2014年 9月 25日）  

・太っていて何が悪い！－肥満症について－ 

中村 正  



長田区医師会学術講演会（2014年 10月 23日） 

・糖尿病と肥満 メタボ型糖尿病と非メタボ型糖尿病の病態と治療方針の相違 

大塚章人 

 

第 2回糖尿病合併症予防と連携の会（2014年 10月 23日） 

・糖尿病患者の合併症有病率と有病者の臨床的特徴 

村井 潤 

 

第 6回 Regional Circle in Kobe（2014年 11月 13日） 

・糖尿病注射薬（インスリン製剤・GLP-1受容体作動薬）の特徴と使い方 

大塚章人 

 

第 6回西宮糖尿病フォーラム（2014年 11月 20日） 

・糖尿病患者の合併症有病率と有病者の臨床的特徴 

村井 潤 

 

兵庫区医師会学術講演会（2014年 11月 21日） 

・糖尿病性腎症治療の要点 腎症進展を防ぐ集学的管理と腎機能低下後の血糖管理 

大塚章人 

 

 

 糖尿病・代謝関連の論文 

 

中村 正  

X肥満症診療のサポート体制 生活習慣病改善指導士設定の背景と役割  

最新肥満症学－基礎・臨床研究の最前線－  

日本臨床 72 増刊号 4: 659-662, 2014 

 

中村 正  

7．肥満症・メタボリックシンドローム 病態の特徴 合併する疾患ごとの栄養ケア  

高齢者の糖尿病と栄養  

フジメディカル出版 pp62-64, 2014 

 

中村 正  

オピニオン 生活習慣病改善指導士の現状と展望  

検査と技術 42(6): 572-573, 2014 

 

中村 正  

内臓脂肪の測定法  

医学のあゆみ 250(9): 655-666, 2014 

 

中村 正  

巻頭言 ものづくりの楽しさ  

肥満研究 20(2): 59-60, 2014 

 



中村 正 

なぜ太る？どうして病気を招く？肥満のサイエンス 

Newton 2014.2 

 

大塚章人、丸山貴生 

院内他科連携の実際 医療法人川崎病院 

Cardio-Renal Diabetes 3(3): 170-175, 2014 


