
事 務 局
和歌山県立医科大学第一内科内
分子糖尿病学研究会事務局  松野 正平
〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1
TEL：073-441-0625  FAX：073-445-9436

第28回 分子糖尿病学シンポジウム
ご 案 内

2016年12月3日（土）
10：00～18：00（予定）

会 期

タワー　111　3F　「スカイホール」
〒930-0856
富山県富山市牛島新町5-5
Tel 076-432-1414

会 場

薄井　勲
富山大学大学院 医学薬学研究部 内科学（1）

代表世話人

分子糖尿病学研究会
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

共 催

日本糖尿病学会後 援

http://www.wakayamanet.or.jp/mol-dmホームページ

■交　通
●富山駅北口より徒歩4分
※南口⇔北口への移動は地下通路（　　　）
をご利用ください

■駐車場
●別棟タワー111パーキングをご利用ください

会場のご案内
名誉顧問

顧 問

世 話 人

（五十音順）
岡本 宏 東北大学名誉教授、東北大学客員教授

葛谷 健 自治医科大学名誉教授

七里 元亮 菊池郡市医師会立病院 顧問

（五十音順）
赤沼 安夫 朝日生命成人病研究所 名誉所長

荒木 栄一 熊本大学大学院生命科学研究部総合医薬科学部門
代謝内科学分野 教授

池上 博司 近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科主任教授

大澤 春彦 愛媛大学大学院医学系研究科 糖尿病内科学 教授

小川 渉 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 教授

春日 雅人 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 理事長

門脇 孝 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 教授

河盛 隆造 順天堂大学 名誉教授

小林 正 独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院
糖尿病センター長

三家登喜夫 生長会糖尿病研究所 所長

清野 裕 関西電力病院 総長 / 関西電力医学研究所 所長

鈴木 進 太田西ノ内病院 糖尿病センター長

谷澤 幸生 山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学教授

豊田 隆謙 東北大学名誉教授、東北労災病院名誉院長

南條輝志男 和歌山県立医科大学名誉教授、和歌山ろうさい病院 病院長

堀田 饒 名古屋大学名誉教授、中部ろうさい病院名誉院長

牧野 英一 医療法人慈風会白石病院糖尿病センター センター長

山田祐一郎 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

綿田 裕孝 順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学 教授

（五十音順）
石原 寿光 日本大学医学部 内科学系糖尿病代謝内科学分野

植木浩二郎 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター研究所
糖尿病研究センター

薄井 勲 富山大学大学院 医学薬学研究部 内科学（1）

金藤 秀明 川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学

長嶋 一昭 京都大学大学院 医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学

西川 武志 熊本大学大学院生命科学研究部総合医薬科学部門
糖尿病分子病態解析学分野

藤谷与士夫 群馬大学生体調節研究所 分子糖代謝制御分野

藤本 新平 高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科学

松岡 孝昭 大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学

古田 浩人 和歌山県立医科大学第一内科

山内 敏正 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科

山田 哲也 東北大学大学院医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野
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The Symposium of
Molecular
Diabetology
2016

ご 案 内

会　　期

特別講演

2016年12月3日（土）
10：00～18：00（予定）

演題発表応募規定

会　　場 タワー　111　3F　「スカイホール」
〒930-0856
富山県富山市牛島新町5-5

参加要項 当日会場にて登録下さい。

参加費用 4,000円但し、学生は無料
当日、会場にてお支払いください。

※懇親会は行いません。

Ⅰ. 「腸内共生と免疫・代謝制御」
長谷  耕二 先生
慶應義塾大学 薬学部 生化学講座 教授

Ⅱ. 「 Innate licensing of thermogenesis 
in health and obesity」

Ajay Chawla M.D, PhD.
Professor, Cardiovascular Research Institute  
Departments of Physiology and Medicine
University of California, San Francisco

2016年9月1日（木）～9月30日（金）までの間に、
分子糖尿病学研究会ホームページ（http://www.
wakayamanet.or.jp/mol-dm）より演題申込書を
ダウンロードし、必要事項を記入の上、メールに
添付して（dmsympo@med.u-toyama.ac.jp）へ
ご送付ください。
応募は1研究グループ1演題と致します。
※発表形式：パワーポイント（Windows及びMac）

Research Travel Grant
年齢無制限、演題応募締切りまでに応募のあった演
題で、抄録をもとに世話人が採点を行い、上位10名
に授与致します。

演題申込及び問い合わせ先
〒930-0152  富山市杉谷 2630番地

富山大学大学院 
医学薬学研究部 内科学（1）
代表世話人　薄井　 勲
事　務　局　藤坂 志帆
Tel：076-434-7287
Fax：076-434-5025
e-mail：dmsympo@med.u-toyama.ac.jp

研究奨励賞の応募資格
1976年3月31日以降生まれの発表者個人に対し
て表彰し、盾と副賞を授与する。

若手研究奨励賞
1981年3月31日以降生まれ発表者個人に対して
表彰し、盾と副賞を授与する。
※研究奨励賞受賞者以外の若手研修者の中で
上位2名

演題締切 2016年9月30日（金）必着

日本糖尿病学会専門医 認定更新の単位3単位が取得できます


