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【2018年度実績】

１．研究業績

著作・論文・学会発表等の名称 単著・共著の別

(1)発行所、全ページ数
(2)雑誌名、巻（号）、開始-終了
ページ
(3)学会名、開催都市

(1)(2)著者、編者名
(3)発表者（発表者は○印）

発行・発表年月

（１）著作

1 単著
診断と治療社、792ペー
ジ

粟田卓也（日本内分
泌学会編集）

2018年5月

（２）論文

1 共著
Diabetology International
9: 257-265

Ayumi Tokunaga,
Akihisa Imagawa,
Akihisa Imagawa,
Hiroshi Nishio,
Satoshi Hayata,
Iichiro Shimomura,
Norio Abiru, Takuya
Awata, et al.

2018年10月

2 共著
Diabetology international
10: 58-66

Baden MY, Imagawa
A, Abiru N, Awata T,
et al.

2019年1月

3 共著 Diabetes  68: 665-675
Kawabata Y, Nishida
N, Awata T et al.

2019年3月

（３）学会発表

1 単著
第61回日本糖尿病学会
年次学術総会

粟田卓也 2018年5月

2 共著
第61回日本糖尿病学会
年次学術総会

川崎 英二, 及川 洋
一, 福井 智康, 今川
彰久, 中條 大輔, 梶
尾 裕, 阿比留 教生,
粟田 卓也, 池上 博
司, 内潟 安子, 大澤
春彦, 川畑 由美子,
小澤 純二, 島田 朗,
高橋 和眞, 田中 昌
一郎, 永淵 正法, 三
浦 順之助, 安田 和
基, 安田 尚史, 花房
俊昭, 小林 哲郎

2018年5月

内分泌代謝科専門医研修ガイドブック、
第13章10　妊娠糖尿病

内分泌代謝学、糖尿病の遺伝因子、1型糖尿病の先進治療・移植医療

博士（医学）

1981年3月 東京大学

1986年 自治医科大学内分泌代謝科助手、1993年 マサチューセッツ大学病理学教室博士研究員、1995年
埼玉医科大学第四内科講師、1999年 埼玉医科大学中央研究施設RI部門主任・助教授および第四内科兼
担、2005年 埼玉医科大学中央研究施設RI部門主任・教授および内分泌・糖尿病内科兼担、2008年 埼玉
医科大学内分泌・糖尿病内科教授・診療科長、2010年 埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科教授・診療科
長・運営責任者、2015年 国際医療福祉大学病院教授・糖尿病内分泌代謝科部長、2017年 国際医療福祉
大学 医学部教授・国際医療福祉大学病院糖尿病内分泌代謝科部長、2019年 埼玉県立大学保健医療福
祉学部教授・国立国際医療研究センター膵島移植プロジェクトアドバイザー

日本糖尿病学会 （1型糖尿病調査研究委員会委員、膵・膵島移植に関する常置委員会委員、膵臓移植中
央調整委員会委員長）、日本内分泌学会 （評議員、関東甲信越支部幹事）、日本糖尿病・肥満動物学会
（理事）、日本糖尿病眼学会 （理事）、日本糖尿病合併症学会 (評議員)、１型糖尿病研究会 （世話人）、日
本先進糖尿病治療研究会 （世話人）、日本膵・膵島移植研究会 （世話人）

Diffusion-weighted magnetic resonance
imaging in the pancreas of fulminant type
1 diabetes

Characteristics and clinical course of
type 1 diabetes mellitus related to anti-
programmed cell death-1 therapy

Genome-Wide Association Study
Confirming a Strong Effect of HLA and
Identifying Variants in CSAD/lnc-ITGB7-
1 on Chromosome 12q13.13 Associated
With Susceptibility to Fulminant Type 1
Diabetes

１型糖尿病の病型と診断（教育講演）

１型糖尿病研究の最前線　多様化する病
態と診断上の課題 GAD抗体測定結果乖
離と親和性　日本人1型糖尿病の成因、
診断、病態、治療に関する調査研究委員
会中間報告



3 共著
第61回日本糖尿病学会
年次学術総会

中條 大輔, 今川 彰
久, 安田 和基, 阿比
留 教生, 粟田 卓也,
池上 博司, 岩橋 博
見, 及川 洋一, 大澤
春彦, 香月 健志, 金
重 勝博, 川崎 英二,
島田 朗, 高橋 和眞,
長澤 幹, 福井 智康,
安田 尚史, 春日 雅
人, 小林 哲郎, 花房
俊昭, 梶尾 裕

2018年5月

4 共著
第61回日本糖尿病学会
年次学術総会

馬殿 恵, 今川 彰久,
阿比留 教生, 粟田
卓也, 池上 博司, 内
潟 安子, 及川 洋一,
大澤 春彦, 梶尾 裕,
川崎 英二, 川畑 由
美子, 小澤 純二, 島
田 朗, 高橋 和眞, 田
中 昌一郎, 中條 大
輔, 永淵 正法, 福井
智康, 三浦 順之助,
安田 和基, 安田 尚
史, 小林 哲郎, 花房
俊昭

2018年5月

5 単著
第8回国際医療福祉大
学学会学術大会

粟田卓也 2018年8月

（４）その他

1 糖尿病と妊娠 2018年5月

2 糖尿病 2018年9月

3
Expert Opinion on
Investigational Drugs

2018年11月

4
Journal of Diabetes
Investigation

2019年1月

２．競争的資金等の研究

研究期間

1

３．教育業績

講義・演習・実習・論文指導等の名称 期間

（１）講義

1 2018年5月

2 2018年5月〜11月

3 2018年6月

（２）演習

1

（３）実習

1

（４）論文指導

1

（５）その他

1

４．社会貢献活動

（１）講演会、研修会等の講師

講演会、研修会等の名称 主催 講演、研修等のテーマ 開催年月

1 アステラス製薬 2019年2月

2 アステラス製薬 2019年3月

（２）国、自治体、財団法人等における委員等

国、自治体、財団法人等の名称 委員等の名称 任期

論文査読

１型糖尿病感受性遺伝子候補としての
Toll様受容体ファミリーの分子遺伝学的

研究名、研究代表者・研究分担者の別

論文査読

論文査読

論文査読

競争的資金等の名称

該当なし

代謝性疾患（国際医療福祉大学） 作業療法学科2年生に対して講義と問題演習

該当なし

抗ヒトPD-1抗体投与後に発症する１型糖
尿病に関する疫学調査

日本人１型糖尿病の包括的データベース
の構築と臨床研究への展開(TIDE-J)(第6
報)

全般性代謝機能障害（国際医療福祉大
学）

看護学科2年生に対して、講義と問題演習

概要（教育内容・方法等において工夫した点）

該当なし

該当なし

該当なし

代謝疾患Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（国際医療福祉大学） 理学療法学科・視機能療法学科2年生に対して講義と問題演習

 Diabetes Specialist Meeting
１型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬への期
待と展望 ～海外におけるエビデンスをふまえて
～
１型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬への期
待と展望 ～海外におけるエビデンスをふまえて
～

 Diabetes Specialist Meeting



1 2013年3月〜現在

2 2007年4月〜現在

3 2013年2月〜現在

（３）ジャーナリズムでの発言

メディア等の名称 内容 年月

1

５．学内運営（委員会委員）

1

６．受賞（研究、教育、社会貢献活動に関するもの）

受賞名 主催 受賞年月

1

７．特許の保有状況

特許名 特許番号 登録年月

1

８．特記事項

該当なし

委員

日本糖尿病学会 膵・膵島移植に関する
常置委員会

委員

膵臓移植中央調整委員会 委員（2019年4月から委員長）

日本糖尿病学会 １型糖尿病調査研究委
員会

該当なし（他大学）

該当なし

該当なし

該当なし


