
 
平成 29年度 東京都医師会糖尿病予防推進医講習会【アドバンス編】 

次 第 
 

 

日時：平成 29 年 7 月 2 日（日）9：30～16：35 
会場：東京都医師会館 
進行：理事 鳥居 明 

 

 

時 間 演 題 
講 師 

座 長 

9：30～9：35 
（5 分） 

開会挨拶 東京都医師会会長 

尾 﨑 治 夫 

9：35～9：55 
（20 分） 

1. 区市町村国保における糖尿病性腎症重症化予防の取組

みについて 

［講師］梶 野 京 子 

［座長］實 重 真 吾 

9：55～10：45 
（50 分） 

2. 糖尿病診療関連情報と「糖尿病診療ミニマム」 

（地域医療 CC12：0.5 単位） 

［講師］藤 川 眞理子 

［座長］實 重 真 吾 

10：45～12：00 
（75 分） 

3. 外来における経口薬療法の実際～本音で語る～ 

（糖尿病 CC76：1 単位） 

［講師］宮 川 高 一 

［座長］實 重 真 吾 
休 憩（5 分） 

12：05～13：00 
（55 分） 

4. 腎臓病食を用いたランチョンセミナー 

糖尿病重症化予防 CKD の食事療法～減塩と低たんぱく

食の指導～ 
（生活習慣 CC82：0.5 単位） 

［講師］西 村 一 弘 

［座長］實 重 真 吾 

13：00～14：15 
（75 分） 

5. CKD 重症化予防と治療～糖尿病性腎症を中心として～ 

（浮腫 CC24：1 単位） 

［講師］溝 口 雅 康 

［座長］鳥 居   明 
休 憩（10 分） 

14：25～15：40 
（75 分） 

6. インスリン療法の実際（GLP-1 受容体作動薬を含む） 
（慢性疾患・複合疾患の管理 CC73：1 単位） 

［講師］西 村 理 明 

［座長］市 川   雅 

15：40～16：30 
（50 分） 

7. 糖尿病患者の心血管系合併症と対策 

（高血圧症 CC74：0.5 単位） 

［講師］相 川   丞 

［座長］市 川   雅 

16：30～16：35 
（5 分） 

閉会挨拶 東京都医師会理事 

鳥 居   明 

＊日本医師会生涯教育制度 4.5 単位取得 

 
 
 



平成29年度　東京都医師会糖尿病予防推進医講習会受講者　名簿

【アドバンス編】 2017年7月2日（日）開催

平成29年度より年度ごとの受講者掲載へ掲載方法を変更しております。

なお、掲載に同意いただけなかった医師は掲載しておりません。

区市町村 氏　名 医療機関名

中央区 山﨑　明男 （医社）順医会京橋クリニック

中央区 村松　弘章 中央内科クリニック

港区 安岡　博之 南赤坂クリニック

港区 西村　理明
東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内
分泌科准教授

文京区 鈴木　宏昌 小石川循環器内科

墨田区 湯城　宏悦 山田記念病院

墨田区 鈴木　　博 鈴木醫院

江東区 西山　寿子 医療法人社団TIK　大手町さくらクリニックin豊洲

江東区 野元　成郎 医療法人社団成健会　とみおか医院

江東区 金地　嘉春 潮見クリニック

江東区 竹内　　透 医療法人社団透風会　竹内小児科医院

荒川区 小原　共雄 小原医院

荒川区 角田　明子 角田クリニック

江戸川区 池田　耕一 東葛クリニック小岩

江戸川区 市川　和男 成光堂クリニック

江戸川区 中田　誠介 なかた内科循環器科クリニック

江戸川区 中田　優子 なかた内科循環器科クリニック

江戸川区 福田　　徹 福田クリニック

江戸川区 久米　淳美 江戸川中央医院

江戸川区 瀬底　正吾 双泉会クリニックえどがわ



区市町村 氏　名 医療機関名

江戸川区 鈴木　國興 らいおんハートクリニック

江戸川区 小暮　　仁 小暮医院

新宿区 實重　真吾 上落合　真クリニック

目黒区 髙崎　淑子 髙崎クリニック

目黒区 井田　英明 ひまわり井田クリニック

目黒区 松本　光 祐天寺松本クリニック

目黒区 吉岡　雅之 目黒医療生活協同組合　上目黒診療所

世田谷区 斉藤　賢一 斉藤ひにょう器科クリニック

世田谷区 鳥居　　明 鳥居内科クリニック

世田谷区 相川　　丞 日産厚生会　玉川病院

世田谷区 荏原　包臣 医療法人社団荏原会　荏原医院

世田谷区 後藤　信幸 東玉川診療所

中野区 板橋　浩一 のがたクリニック

中野区 坂井　典孝 さかい内科クリニック

中野区 溝口　雅康 溝口医院

中野区 矢野　貴彦 矢野クリニック

中野区 山口　　隆 山口内科ハートクリニック

中野区 小畑　　満 上落合おばたクリニック

杉並区 下山　一郎 小林医院

品川区 堀之内　八千代 医療法人財団太光会　柿島医院

品川区 川上　睦美 品川区医師会健診センター

品川区 小川　秀彌 東五反田クリニック

品川区 石橋　一慶 西大井内科

品川区 青柳　　豊 医療法人社団豊佳会　青柳外科



区市町村 氏　名 医療機関名

品川区 佐藤　文哉 佐藤医院

大田区 呉　　瑛美 済生診療所

大田区 弘瀬　知江子 名和医院

大田区 山口　久美子 ファミリック診療所

大田区 秋田　　泰 秋田医院

大田区 山田　至人 山田医院

北区 小川　晃生 赤羽台診療所

北区 竹内　康人 医療法人社団甲人会　竹内医院

北区 皆川　　彰 医療法人厚生会　神谷病院

北区 上野　晶香 生協浮間診療所

北区 水野　雅之 水野医院

北区 三浦　誠一 板橋医院

北区 太田　成子 竹内クリニック

豊島区 遠藤　正之 吾妻医院

豊島区 高橋　　望 高橋クリニック

板橋区 今本　　諭 今本クリニック

板橋区 北原　久枝 北原クリニック

板橋区 鈴木　育夫 鈴木医院

板橋区 渡邉　哲也 渡辺産婦人科医院

板橋区 林　　　滋 林クリニック

板橋区 藤野　雅之 蓮根ロイヤルクリニック

板橋区 堀口　　潤 堀口内科小児科

板橋区 平山　悦之 平山医院

板橋区 新河岸クリニック（クリニック名のみ掲載）



区市町村 氏　名 医療機関名

練馬区 臼井　浩明 医療法人社団浩誠会　臼井医院

練馬区 永田　雅文 南町医院

練馬区 石黒　久貴 石黒内科クリニック

青梅市 藤野　淡人 藤野医院

あきる野市 佐藤　正和 佐藤内科循環器科クリニック

国立市 淺倉　禮治 くにたち南口診療所

東大和市 今井　俊夫 今井医院

東村山市 井上　　彰 東村山診療所

武蔵野市 中嶋　　伸 中じまクリニック

府中市 市川　　雅 スタート府中よつやクリニック

府中市 鈴木　康之 新谷医院

町田市 鹿島　隆一 鹿島内科クリニック

町田市 田村　光広 田村胃腸科内科クリニック

町田市 沼田　　誠 沼田医院

町田市 河辺　満彦 河辺内科医院

世田谷区 中野　　明 中野医院

八王子市 矢嶋　真弓 医療法人社団鵬友会　協和病院

八王子市 横山　隆捷 清智会記念病院

日野市 石塚　康人 医療法人社団明康会 石塚医院

日野市 松田　孝史 松田整形外科医院

多摩市 藤井　祐三 聖ヶ丘病院

多摩市 宮川　高一 多摩センタークリニックみらい

立川市 向川　朝子 柏町内科

立川市 富永　淑子 医療法人社団淑美会　富永医院



区市町村 氏　名 医療機関名

立川市 富永　登志 富永医院

立川市 石原　理裕 立川北口駅前クリニック

藤川　眞理子 千葉県　市原保健所長


