
理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他

大森 安恵 会員制度（正会員、賛助会員）の導入、シンボルマークの制定

編集委員会発足 委員長：穴澤園子

11月

ニュースレター発刊 Vol.1,No.1
・巻頭言「研究会を学会にして妊娠時の糖代謝異常から母児を守ろう」（大森安恵）
・糖尿病と妊娠に関する研究会の歩み（松岡建平）
・追悼 J.Hoet先生を偲んで（大森安恵）
・第15回糖尿病と妊娠に関する研究会年次学術集会の開催にあたって（豊田長康）
・トピックス
   糖尿病母体児の奇形問題が、「Diabetes Frontire」の特集号に
   Diabetes in the new millennium妊娠の章はわが国から選ばれました

8月：第1回IADPSG開催（オーストラリア）

11月27日

第15回糖尿病と妊娠に関する研究会年次学術集会（三重県）会長：豊田長康
・教育講演１住田安弘「肥満2型糖尿病の臨床と病態」
・教育講演２平松祐司「腎疾患合併妊婦の産科管理」
・特別講演 大和田操「小児期発症2型糖尿病の特徴と管理」
・ワークショップ「糖尿病性腎症」「妊婦で見逃されていた糖代謝異常」

ニュースレター Vol.2,No.1
・巻頭言「よい子を産み育てるために」（望月眞人）
・ヤング糖尿病女性の妊娠・出産に対する意識の実態（内潟安子）
・第15回糖尿病と妊娠に関する研究会年次学術集会報告（豊田長康）
・顕性腎症合併糖尿病妊婦について（穴澤園子）
・第16回糖尿病と妊娠に関する研究会開催案内（赤澤昭一）
・トピックス
  HAPO Study Groupの活動
  デンマークれも、妊娠時に初めて発見される2型糖尿病に苦慮

5月24日 臨時理事会の開催（名古屋）

9月27日 第1回編集委員会開催（八重洲ホテル）

11月頃 大森安恵先生より、「大森賞」副賞に対し60万円のご寄付がなされた。

第16回糖尿病と妊娠に関する研究会（長崎県）会長：赤澤昭一

→1日のみの開催であったが、演題数が48題あった。
・会長講演 赤澤昭一「糖尿病における奇形の発症機序」
・特別講演 武田純「遺伝子異常と糖尿病
・教育講演 安日一郎「インスリン抵抗性と産科的諸問題」
・ワークショップ「遺伝子異常による糖尿病と妊娠」「妊娠糖尿病母体の長期予後」

「糖尿病と妊娠に関する研究会」から「日本糖尿病・妊娠学会」へ名称変更

会則、評議員制度、研究奨励賞「大森賞」の制定

第1回大森賞受賞者 前川有香、西郡秀和

ニュースレター Vol.2,No.2
・巻頭言「小児科医・内科医にとって重要な糖尿病者の妊娠」（平田幸正）
・第32回DPSGに参加して（佐中眞由実）
・第16回糖尿病と妊娠に関する研究会年次学術集会を主催（赤澤昭一）
・糖尿病と妊娠に関する研究会を学会に（大森安恵）
・第17回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（中林正雄）
・トピックス
  研究奨励賞「大森賞」の制定
  世界統一糖尿病と妊娠に関する研究会
  糖尿病と真摯に取り組む小児科の先生

1月 学会誌「糖尿病と妊娠」発刊 1巻1号 表紙デザイン：ロゴマークと同じ杉山光章氏

4月1日

ニュースレター Vol.3,No.1
→ ニュースレターの編集委員が穴澤園子先生から 小浜智子先生へ交代
・巻頭言「21世紀の糖尿病と妊娠」（坂元正一）
・第26回ISPAD年次学術集会に参加して（喜田嘉一）
・第17回国際糖尿病学会（IDF）に参加して（本田正志）
・日本糖尿病・妊娠学会発足によせて（立川倶子）
・日本糖尿病・妊娠学会と看護職（福井トシ子）
・妊娠中毒症と将来の高血圧（中林正雄）
・第17回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（中林正雄）
・大森賞を受賞して（前川有香、西郡秀和）

8月 学会誌「糖尿病と妊娠」1巻2号

12月

ニュースレター Vol.3,No.2
・巻頭言「糖尿病と妊娠ーすこやかな母と子の誕生のために新生児科医がなすべきこと」
（仁志田博司）
・妊娠と肥満（清水弘行）
・第17回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のみどころ（中林正雄）
・診察室だより 北から南から（佐々木公則、加治屋昌子）
・第18回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（森川肇）
・トピックス
  妊娠糖尿病のスクリーニングに関して
  ２つのメモリアルレクチャー
  第2回IADPSGの開催について
  本会は本年度初めて学会になる

第17回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（東京都）会長：中林正雄
→学会化後最初の年次学術集会、「糖尿病と妊娠」1巻3号（抄録号最初の号）
・会長講演 中林正雄「糖尿病合併妊娠の周産期管理と予後」
・特別講演 清野裕「糖尿病はなぜ急激に増えたか」
・招聘講演 PM Catalano「Insulin resistance in pregnancy:Implication for mother
and fetus」
・ワークショップ「糖尿病合併妊娠とGDMの周産期管理」「耐糖能異常を持つ働く女性の栄
養管理」
大森賞受賞者  松川高久、高島美和
学会長特別賞  高橋久子

日本糖尿病療養指導士認定単位の開始

糖尿病と妊娠に関する全国調査について、ワーキンググループの発足
担当責任者：豊田長康、佐中眞由実

役員改選（当時は3年毎）

12月2日

5月

日時

平成11年 1999年

6月

平成12年 2000年

平成13年 2001年

12月1日・2日



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

ニュースレター Vol.4,No.1
・巻頭言「Prediabetes いつの間にか消えた用語」（後藤由夫）
・大森賞を受賞して（松川高久、高島美和）
・学会長特別賞を受賞して（高橋久子）
・診察室だより 北から南から（伊藤秀行、平盛（樋上）裕子）
・第18回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（森川肇）
・トピックス
  盛会だった第17回年次学術集会
  第19回年次学術集会開催日の変更について
  第2回IADPSG開催について
  糖尿病妊婦の実態調査について
  Textbook of Diabetes and Pregnancyについて

ホームページ開設／インターネット委員会発足

「健やか親子21推進協議会」へ加盟

8月末 「糖尿病と妊娠」2巻1号

10月25日

ニュースレター Vol.4,No.2
・巻頭言「産科医として、なぜ膵ﾗﾝｹﾞﾙﾊﾝｽ島とｲﾝｽﾘﾝ測定を目指したか」（杉山陽一）
・第18回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（森川肇）
・診察室だより 北から南から（小野百合、織戸宜子）
・第19回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（内山聖）
・トピックス
  第2回IADPSGについて
  HAPO Studyに関して
  Textbook of Diabetes and Pregnancyについて

12月6日・7日

第18回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（奈良県）会長：森川肇
「糖尿病と妊娠」2巻2号
・特別講演１ 望月眞人「妊娠時の内分泌と糖脂質代謝」
・特別講演２ 南條輝志男「糖尿病の治療はここまで進んでいる」
・招聘講演 Lois Jovanovic「Diabetic pregnancy with nephropathy in clouding the
diabetic pregnancy afterrenal transplantation」
・シンポジウム「糖尿病合併妊婦の体重管理はどうするか」
・ワークショップ「タンパク尿や腎障害を伴う糖尿病と妊娠」
大森賞受賞者  高橋秀夫、福本まりこ

学会誌「糖尿病と妊娠」ISSNコードの取得（ISSN:1347-9172）

ニュースレター Vol.5,No.1
・巻頭言「揺籃期の小児糖尿病の医療と糖尿病妊婦の胎児障害の問題 」（北川照男）
・大森賞を受賞して（高橋秀夫、福本まりこ）
・診察室だより 北から南から（野平知良、田中あゆみ）
・第19回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（内山聖）
・第20回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（谷川敬一郎）
・トピックス
  第2回IADPSG開催について
  第3回International Symposium on Diabetes Pregnancy
  第19回年次学術集会招聘演者はDr.Pettitt

8月29日‐9月1日 第2回IADPSG開催（スペイン）

8月末 「糖尿病と妊娠」3巻1号

9月30日

ニュースレター Vol.5,No.2
・巻頭言「血糖自己測定と妊婦の糖尿病管理」（池田義雄）
・第19回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（内山聖）
・診察室だより 北から南から（佐々木憲裕、村上雅子）
・トピックス
  第2回IADPSG開催報告
  DPSGについて
  HAPO Studyについて
  Textbook of Diabetes and Pregnancyが完成
  第20回年次学術集会のお知らせ

10月24日・25日

第19回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（新潟県）会長：内山聖
「糖尿病と妊娠」3巻2号
・特別講演  下条文武「糖尿病性腎症の予防と治療戦略」
・ランチョンセミナー 後藤由夫「糖尿病と性差」
・招聘講演 David Pettitt「Obesity and Diabetes in the offspring of woman with
diabetes during pregnancy」
・シンポジウム「糖尿病を持った女性の計画妊娠ー健やかな妊娠・出産にむけて」
大森賞受賞者  内野美和子、菊池透

4月10日

ニュースレター Vol.6,No.1
・巻頭言「定義は踊る、運用は柔軟に！」（松岡健平）
・第20回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（谷川敬一郎）
・第21回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（平松祐司）
・大森賞を受賞して（内野美和子）
・第2回IADPSGに参加して（清水一紀）
・診察室だより 北から南から（小澤ゆか子、楢崎晃史）
・書評「Textbook of Diabetes and Pregnancyについて」（岩本安彦）
・トピックス
  Textbook of Diabetes and Pregnancyについて
  第3回ISDPの開催について
  成人式に新キャンペーンを、さらなる知識の普及を！

8月末 「糖尿病と妊娠」4巻1号

11月5日

ニュースレター Vol.6,No.2
・巻頭言「妊娠前から耐糖能低下が存在した可能性も除外しないを除外する一方策」（濱田
悌二）
・第20回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（谷川敬一郎）
・大森賞を受賞して（菊池透）
・診察室だより 北から南から（青木かを里）
・トピックス
  妊娠糖尿病スクリーニングに関する全国共同研究の経過報告
  劇症1型糖尿病の早期発見に向けて
  東京で開催された第26回国際女医会議
  第3回糖尿病と妊娠に関する国際シンポジウムについて
  Diabetes Pregnancy Study Groupの勉強会にも積極的なご参加を！
  国際糖尿病と妊娠会議について

4月1日

4月1日

平成14年 2002年

8月13日

平成15年 2003年

平成16年 2004年



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

12月10日・11日

第20回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（京都府）会長：谷川敬一郎
「糖尿病と妊娠」4巻2号
・特別講演  柏木厚典「肥満2型糖尿病の栄養治療」
・招聘講演  Ulf J Eriksson「Mechanism of diabetic embryopathy」
・教育講演１ 秦利之「超音波による退治発育及び発達に関する最近の話題」
・教育講演２ 武田純「遺伝子異常による糖尿病と臓器形成不全」
・シンポジウム「肥満者の妊娠、分娩と長期的予後」
・糖代謝異常妊娠全国調査報告
大森賞受賞者  秋吉澄子、洲脇尚子

中林正雄 役員改選

理事長 大森理事長 → 中林理事長へ交代、大森理事長は名誉理事長となる

低出生体重児と糖尿病（生活習慣病）発症に関する研究事業開始（厚労省）

4月20日

ニュースレター Vol.7,No.1
・巻頭言「日本人の食事摂取基準(2005年版)と妊婦の糖尿病管理」（立川倶子）
・第21回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（平松祐司）
・大森賞を受賞して（秋吉澄子、洲脇尚子）
・診察室だより 北から南から（横山宏樹）
・日本の小児ヤング糖尿病治療と全国規模の集会が果たした役割（内潟安子）
・トピックス
  日本糖尿病・妊娠学会理事長交代
  日本糖尿病・妊娠学会の実態調査研究事業が新聞に掲載
  海外の糖尿病と妊娠に関する学会

8月末 「糖尿病と妊娠」5巻1号

10月20日

ニュースレター Vol.7,No.2
・巻頭言「fatal Programmingの概念を考慮した妊婦の体重管理と児の長期予後」（森川
肇）
・第21回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（平松祐司）
・第22回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会に向けて（岩本安彦）
・診察室だより 北から南から（南昌江）
・小児ヤング糖尿病治療の小児科から内科への移行の問題（内潟安子）
・トピックス
  今年のDPSG
  第5回GDMに関する国際ワークショップカンファレンス
  第3回IADPSG会議
  GDMの定義に関してDiabetes CareにLetter
  イギリスで出版された「Texibook of Diabetes and Pregnancy」が世界市場で完売

11月25日・26日

第21回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（岡山県）会長：平松祐司
「糖尿病と妊娠」5巻2号
・特別講演 門脇孝「インスリン抵抗性とメタボリックシンドロームに関する最近の知見」
・招請講演 Mary R.Loeken「Role of Activation of Protein Kinase C by Maternal
Diabetes in Causing Neural Tube Defects」
・JAGS報告 日下秀人「妊娠糖尿病スクリーニングに関する他施設共同研究（中間報告）」
・シンポジウム「分娩前後の糖尿病合併妊娠の管理」
・ワークショップ「症例に学ぶ：糖尿病合併妊娠尾pitfall」「妊娠時のインスリン抵抗性
の評価」
大森賞受賞者  加治屋昌子、田中佳代

3月 会員名簿発行

4月5日

ニュースレター Vol.8,No.1
・巻頭言「現在の子どもたちの問題は胎児期から」（内山聖）
・第22回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（岩本安彦）
・第23回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催にあたって（末原則幸）
・大森賞を受賞して（加治屋昌子、田中佳代）
・診察室だより 北から南から（荒田尚子）
・第5回妊娠糖尿病に関する国際ワークショップ会議に参加して（安日一郎）
・トピックス
  小児糖尿病の治療はPre-Pregnancy治療である
  第3回IADPSG幹事会について
  妊娠糖尿病の定義をめぐって
  松浦信夫先生よりお知らせいただいたこと

8月末 「糖尿病と妊娠」6巻1号

10月25日

ニュースレター Vol.8,No.2
・巻頭言「胎生期の教育」（野中共平）
・第22回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催案内（岩本安彦）
・第23回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催にあたって（末原則幸）
・診察室だより 北から南から（本田正志、雨宮照子）
・コラム「労働現場から」（谷川敬一郎）
・トピックス
  2006年度のDPSG
  国際糖尿病連合（IDF）と国連の共同決議
  日本糖尿病学会の50周年記念行事
  アメリカ糖尿病学会（ADA）の報告から
  4th International Symposium on Diabetes and Pregnancy

11月24日・25日

第22回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（東京都）会長：岩本安彦
「糖尿病と妊娠」6巻2号
・特別講演  大谷浩「膵臓を含む調和的な組織形成と子宮内環境」
・招請講演  David R.Hadden「Hyperglycemia and Pregnancy Outcome;the Historical
background to Gestational Diabetes」
・会長講演  岩本安彦「糖尿病の薬物療法Update」
・教育講演1 福岡秀興「成人病胎児期発症節から耐糖能異常を考える」
・教育講演2 福井トシ子「ライフサイクルという視点から糖尿病の女性の妊娠・分娩・産褥
期を支援する」
・シンポジウム「小児期発症1型および2型糖尿病の妊娠前管理-問題点と対策-」
・ワークショップ「インスリンアナログによる糖尿病合併妊婦の治療」「糖尿病腎症の妊娠
許容条件および分娩後の母体予後」
大森賞受賞者 籠橋有紀子、近藤由理香

3月29日‐31日
4th International symposium on Diabetes
and Pregnancy開催

平成18年 2006年

平成17年 2005年

4月1日



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

4月25日

ニュースレター Vol.9,No.1
・巻頭言「1型糖尿病も子どもたちと結婚問題」（松浦信夫）
・第23回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会準備状況報告（末原則幸）
・第24回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会に向けて（小浜智子）
・大森賞を受賞して（籠橋有紀子、近藤由理香）
・診察室だより 北から南から（清水一紀、野田清史）
・コラム「労働現場から」（谷川敬一郎）
・トピックス
  2006年度のDPSG
  国連で「糖尿病と妊娠」の会議開催
  4th International Symposium on Diabetes and Pregnancy
  Textbook of Diabetes and Pregnancyの再版

8月末 「糖尿病と妊娠」7巻1号

10月25日

ニュースレター Vol.9,No.2
・巻頭言「糖尿病・妊娠と胎児サーベイランス」（池ノ上克）
・第23回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催（末原則幸）
・第24回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会に向けて（小浜智子）
・ヤングエイジの1型糖尿病と2型糖尿病の比率（内潟安子）
・診察室だより 北から南から（手納信一）
・コラム「労働現場から」（谷川敬一郎）
・トピックス
  学会誌を読もう
  キャンペーン「糖尿病の検出および発症予防事業-糖尿病から母児を守るために」
  第3回国際糖尿病妊娠学会と第6回国際妊娠糖尿病ワークショップ・カンファランス

11月1日 「糖尿病と妊娠に関するQ&A」ウェブサイト開設

日本糖尿病学会、日本糖尿病協会「世界糖尿病デー」後援開始

糖尿病の予防・検出事業開始／日本糖尿病財団との共同事業
第23回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（大阪府）会長：末原則行
「糖尿病と妊娠」7巻2号
・特別講演  松澤佑次「メタボリックシンドロームと脂肪細胞」
・招請講演  Dana Dabelea「Intrauterine Programming of Obesity and Type 2
Diabetes」
・教育講演  瀧井正人「摂食障害と糖尿病女性」
・シンポジウム「アディポサイトカインと妊娠」
・ワークショップ「糖尿病女性の妊娠前管理に向けて−キャンプ・患者会の取り組み−」
大森賞受賞者 柳楽清文
学会長特別賞受賞者 酒井敬子
「糖尿病合併妊婦および妊娠糖尿病における血糖コントロール指標としてのグリコアルブミ
ンに関する検討」の調査研究
担当：平松祐司、清水一紀

役員改選

ニュースレター Vol.10,No.1
・巻頭言「学会の強さ」（豊田長康）
・第24回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の特色（小浜智子）
・第25回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（佐川典正）
・大森賞を受賞して（柳楽清文）、学会長賞を受賞して（酒井敬子）
・診察室だより 北から南から（和栗雅子）
・ヤング1型糖尿病セミナー（YOKOHAMA VOX）を開催して（菊池信行）
・トピックス
  母児を糖尿病から守ろうキャンペーン
  国際糖尿病・妊娠学会と国際糖尿病・妊娠学会ワークショップ・カンファランス

6月11日‐14日
第３回国際糖尿病妊娠学会と第６回国際妊娠
糖尿病ワークショップ･カンファランス開催

8月末 「糖尿病と妊娠」8巻1号

9月25日

ニュースレター Vol.10,No.2
・巻頭言「血糖正常化への道」（穴澤園子）
・第24回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（小浜智子）
・第25回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内
・Sansum科学賞を受賞（大森安恵）
・診察室だより 北から南から（高島美和）
・小児・ヤング糖尿病者への妊娠に関しての取り組みについて（岡田泰助）
・トピックス
  アメリカPasadenaで開催された国際会議
  次回の国際糖尿病妊娠学会
  第5回糖尿病と妊娠に関する国際シンポジウム
  アメリカ糖尿病学会で糖尿病妊婦に内服薬使用が話題に

第24回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（群馬県）会長：小浜智子
「糖尿病と妊娠」8巻2号
・特別講演  大森安恵「糖尿病と妊娠－過去、現在、未来を見つめて」
・招聘講演  David J. Hill「Understanding how the maternal metabolic environment
influences
the metabolic profile of the child and future adult health」
・教育講演1 香川 芳子「妊婦の栄養管理、栄養指導の媒体としての四群点数法、栄養バラ
ンス・鉄・葉酸」
・教育講演2 小島至「膵ランゲルハンス島の発生と分化」
・臨床研究報告「Glycated Albumin (GA) の臨床応用」
大森賞受賞者 福島千恵子

「糖尿病と妊娠に関するQ&A」小冊子発行（協力：日本イーライリリー）

学会誌「糖尿病と妊娠」医中誌登録（著者抄録利用許諾）

3月 日本赤十字社の献血項目に耐糖能異常項目の追加

4月1日

2008年

11月28日・29日

平成19年 2007年

11月23日・24日

平成20年

11月14日



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

4月1日

ニュースレター Vol.11,No.1
・巻頭言「妊娠中の糖代謝の正常化と動脈硬化疾患の抑制」（赤澤昭一）
・第25回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（佐川典正）
・第26回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（雨宮伸）
・大森賞を受賞して（福島千恵子）
・思春期の管理で大切なこと（浦上達彦）
・診察室だより 北から南から（鈴木奈津子）
・妊娠糖尿病（GDM）の疾患概念を確立するエビデンスを提供（安日一郎）
・トピックス
  国際学会、シンポジウムなどのお知らせ
  母子を糖代謝異常から守るキャンペーン
  糖尿病と妊娠の医学ー糖尿病妊婦治療の歴史と展望（文光堂）

8月末 「糖尿病と妊娠」9巻1号

10月1日

ニュースレター Vol.11,No.2
・巻頭言「やせ妊婦ーそのリスクとケア―」（中林正雄）
・第25回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（佐川典正）
・第26回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（雨宮伸）
・診察室だより 北から南から（笠原慶充）
・小児期発症1型糖尿病治療から生活習慣病対策を考える（菊池透）
・トピックス
  妊婦に対する超速効型インスリン注射の使用に関して
  妊娠糖尿病の定義、診断基準の変更
  IDFにおける「糖尿病と妊娠に関するサテライトシンポジウム」
  第2例の腎移植妊娠例
  DPSGの今後の開催予定

第25回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（三重県）会長：佐川典正
「糖尿病と妊娠」9巻2号
・特別講演  中尾一和「内分泌代謝学と臨床研究」
・招請講演  Richard M. Watanabe「Waking up from the Geneticist's Nightmare」
・特別教育講演  豊田長康「妊娠糖尿病に関する考え方」
・教育講演  住田安弘「インスリン抵抗性の病態」
・特別事業報告「妊婦のグリコアルブミン測定」
・シンポジウム「妊娠とインスリン抵抗性」
・ワークショップ「糖代謝異常合併妊娠の管理：妊娠中から産後のフォローまで」
大森賞受賞者 八代智子

GDM診断基準検討委員会発足 担当責任者：平松祐司

3月 GDM診断基準改定について（yahooニュースに掲載され、当会HPに1日5万アクセス）

4月1日

ニュースレター Vol.12,No.1
・巻頭言「新時代の到来新しい妊娠糖尿病（GDM)の定義と診断基準の世界統一化」（大森安
恵）
・第26回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のみどころ（雨宮伸）
・第27回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（難波光義）
・大森賞を受賞して（八代智子）
・チャレンジ最前線「ガムによる葉酸摂取の検討」（福元敦子）
・診察室だより 北から南から（田中佳代）
・妊娠糖尿病（GDM）の疾患概念を確立するエビデンスを提供（安日一郎）
・トピックス
  妊娠糖尿病の定義、診断基準の変革について
  改変後に起こること
  GDM PasanadaⅡ
  EASDのDPSG
  第6回糖尿病と妊娠に関する国際シンポジウム
  第20回腎と妊娠研究会

7月1日 GDM診断基準の改定

8月末 「糖尿病と妊娠」10巻1号

10月1日

ニュースレター Vol.12,No.2
・巻頭言「糖尿病の新しい診断基準とHbA1Cの国際標準化」（岩本安彦）
・第26回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（雨宮伸）
・第27回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のみどころ（難波光義）
・チャレンジ最前線「糖尿病合併妊娠におけるCGMの使用」（守屋達美）
・編集長訪問インタビュー「平松祐司教授」（小浜智子）
・トピックス
  妊娠糖尿病の定義、診断基準の改変について
  第6回糖尿病と妊娠に関する国際シンポジウム
  持効型Insulin：Detemirの大規模試験
  日本における献血者の糖代謝異常チェック

第26回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（埼玉県）会長：雨宮伸
「糖尿病と妊娠」10巻2号
・特別教育講演  大森安恵「母子を糖尿病から守る予防キャンペーン―妊娠前における糖代
謝異常検出への期待―」
・海外招聘講演  Anthony Phillipps「Effects of Maternal Diabetes on the Fetus and
Beyond: Interactions between the Milieu and Genome」
・教育講演  久保田建夫「成人病胎生期発症仮説（DOHaD）とエピジェネティクス」
・シンポジウム「糖尿病をもつ女性の妊娠前教育」、「小児科からみるlife cycle disease
としての糖尿病と妊娠」
・ワークショップ「妊娠糖尿病および糖尿病妊娠療養への先進的取り組み」
・モーニングセミナー「グリコアルブミン測定の現状と今後の展望」
・学会報告「妊娠糖尿病の新しい診断基準確立と今後の対応」
大森賞受賞者 宮越敬、門間美佳

大森名誉理事長
Diabetes Pregnancy Study Group(DPSG)にお
いて「Background of Disthinguished
Ambassador Award」を受賞

糖尿病合併妊婦のインスリン手技ワーキンググループ調査の設立
担当：清水一紀

平松祐司 役員改選

理事長 中林理事長 → 平松理事長へ交代

平成21年 2009年

11月19日・20日

平成22年 2010年

11月26日・27日



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

ニュースレター Vol.13,No.1
・巻頭言「妊娠糖尿病新時代を迎えて」（平松祐司）
・Distinguished Ambassador Award受賞（大森安恵）
・第27回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のみどころ（難波光義）
・第28回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（松田義雄）
・チャレンジ最前線「思春期糖尿病外来」（末原節代）
・トピックス
  妊娠糖尿病の定義、診断基準の変更は順調に国際化
  第6回糖尿病と妊娠に関する国際シンポジウム
  第4回IADPSG
  IADPSG日本代表変更の報告

8月末 「糖尿病と妊娠」11巻1号

9月20日

ニュースレター Vol.13,No.2
・巻頭言「GDMに関する多施設共同研究の提案」（佐川典正）
・第27回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（難波光義）
・第28回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（松田義雄）
・編集長訪問インタビュー「中林正雄先生」（小浜智子）
・トピックス
  第4回IADPSGは2012年2月に開催
  招聘講演演者のDavid Hadden先生について
  GDMに関するガイドライン
  第7回糖尿病と妊娠に関する国際シンポジウム

第27回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（兵庫県）会長：難波光義
「糖尿病と妊娠」11巻2号
・特別教育講演  門間和夫「薬物性胎児動脈管閉鎖：インドメサシンとスルホニル尿素薬」
・海外招聘講演  David R. Hadden「Global Trends in Management of Hyperglycaemia in
Pregnancy」
・シンポジウム「妊娠糖尿病新診断基準への対応」、「母体栄養・子宮内環境とエピジェネ
ティクス」
・ディベートセッション「糖尿病妊婦の厳格な血糖管理のために使用するならば…？」
・モーニングセミナー「糖尿病合併妊娠における血糖管理の最適化」
・学会特別事業報告
大森賞受賞者 高橋久子、谷内洋子

名誉会員内規の制定

4月1日

ニュースレター Vol.14,No.1
・巻頭言「先進糖尿病医療における日本糖尿病・妊娠学会」（雨宮伸）
・第28回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のみどころ（松田義雄）
・第29回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（武田純）
・大森賞を受賞して（高橋久子、谷内洋子）
・チャレンジ最前線「GDMの産後フォローアップシステムの構築を目指して」（宮越敬）
・診察室だより「北から南から」（浦上達彦）
・トピックス
  妊娠糖尿病の定義、診断基準の変更は順調に国際化
  第4回国際糖尿病・妊娠学会
  第7回International Synposium on Diabetes and Pregnancy
  アメリカ西海岸のDPSG
  日本糖尿病・妊娠学会の発展を祈念

8月末 「糖尿病と妊娠」12巻1号

10月1日

ニュースレター Vol.14,No.2
・巻頭言「耐糖能障害妊産婦を支える環境整備—チーム医療のさらなる質的・量的充実を—」
（難波光義）
・第28回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（松田義雄）
・第29回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（武田純）
・チャレンジ最前線「新しい栄養指導教材の開発」（大友崇）
・編集長訪問インタビュー「菊池透先生」（小浜智子）
・トピックス
  第4回国際糖尿病・妊娠学会報告
  ヨーロッパ糖尿病学会Study Groupの一つ第44回Diabetes Pregnancy Study Group

 

第28回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（東京都）会長：松田義雄
「糖尿病と妊娠」12巻2号
【大会テーマ】母児の長期予後を知ろう
・特別教育講演  秦健一郎「合併症妊娠におけるゲノム解析」
・海外招聘講演  Boyd E Metzger,MD「Long-term Outcomes in Mother and Their
Children:Associations with Metabolism During Pregnancy」
・シンポジウム「母児の長期予後を知ろう」、「糖尿病合併妊娠における臨床研究の行方」
・学会特別事業報告
学会長特別賞受賞者  池ノ上学、市川雷師

血糖自己測定の適用拡大に関するワーキンググループ
担当：平松祐司、難波光義、清水一紀

「糖尿病と妊娠」編集委員長の交代 穴澤園子 → 守屋達美

NGSP値への移行に伴う妊娠糖尿病診断基準の改訂

ニュースレター Vol.15,No.1
・巻頭言「糖尿病合併妊娠：臨床研究元年の幕開け」（松田義雄）
・第29回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のテーマとみどころ（武田純）
・第30回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（安日一郎）
・学会長特別賞を受賞して（池ノ上学、市川雷師）
・チャレンジ最前線「糖尿病と妊娠にかかわる科学的根拠に基づく医療の推進プロジェクト
班の立ち上げについて」（荒田尚子）
・編集長訪問インタビュー「守屋達美先生」（小浜智子）
・トピックス
  第5回SLIMPに出席して
  第5回IADPSGについて
  第7回DIPについて
  若者よ、世界に目を開こう!!
  IDF（国際糖尿病連合会議）のWPR（西太平洋地区会議）について
  日本糖尿病学会から「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン」について意見を求め
ている

8月末 「糖尿病と妊娠」13巻1号

11月16日・17日

4月1日

平成24年

平成23年 2011年

11月11日・12日

2012年

4月1日



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

9月20日

ニュースレター Vol.15,No.2
・巻頭言「低出生体重、高出生体重と生活習慣病」（杉原茂孝）
・第29回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（武田純）
・第30回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（安日一郎）
・チャレンジ最前線「多施設共同研究の重要性：JDPSの紹介」（杉山隆）
・診察室だより「北から南から」（福本まりこ）
・トピックス
  アメリカ糖尿病学会（ADA）からの報告
  第5回IADPSG
  WHOの妊娠糖尿病に関するガイドライン
  糖尿病合併妊娠の研究
  招聘演者Kitzmiller先生から臨床研究を学ぼう

第29回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（岐阜県）会長：武田純
「糖尿病と妊娠」13巻2号
【大会テーマ】母児の体質と環境因子を考える
・特別教育講演  石田均「日本人にふさわしい糖尿病の食事療法」
・海外招聘講演  John L. Kitzmiller「Diabetic Nephropathy Before, During and After
Pregnancy. 」
・シンポジウム「器官能形成に関する胎生期プログラムとその障害について 」、「プレ妊
娠からの療養指導を考える 」
・調査研究セミナー
大森賞受賞者 森川守

日本糖尿病学会と本学会とで妊娠糖尿病診断基準の統一化 委員会設立

耐糖能異常合併妊娠に関するマニュアルの作製開始

一般社団法人化ワーキンググループ設立：担当責任者：岩本安彦

DREAMBeeスタディの設立 担当責任者：荒田尚子

役員改選

ニュースレター Vol.16,No.1
・巻頭言「炭水化物を考える」（武田純）
・第30回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（安日一郎）
・第31回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（内潟安子）
・大森賞を受賞して（森川守）
・チャレンジ最前線「妊娠糖尿病既往女性の啓蒙を目指してー済生会宇都宮病院と宇都宮市
の取り組みー」（友常健）
・編集長訪問インタビュー「雨宮伸教授」（小浜智子）
・トピックス
  メルボルンにおける国際糖尿病連合会議（IDF)の糖尿病と妊娠
  第8回International Symposium on Diabetes and Pregnancy
  David Hadden先生のご逝去

8月末 「糖尿病と妊娠」14巻1号

9月10日

ニュースレター Vol.16,No.2
・巻頭言「平田幸正先生をお偲びして」（大森安恵）
・第30回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（安日一郎）
・第31回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（内潟安子）
・チャレンジ最前線「糖尿病ラットから生まれた新生仔のインスリンシグナルの解析」（河
原田律子）
・診察室だより「北から南から」（森川守）
・トピックス
  IADPSG代表者会議
  WHOの妊娠糖尿病ガイドライン
  Prof.Metzger先生のメッセージ
  第5回IADPSG2016年大会
  第8回国際糖尿病・妊娠シンポジウム

第30回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会
【大会テーマ】周産期とウィメンズヘルスケアを繋ぐ
（長崎県）会長：安日一郎
「糖尿病と妊娠」14巻2号
・特別講演  北村邦夫「ウィメンズヘルスケアと避妊」
・海外招聘講演  Patrick M Catalano「Is it time to revisit the Pedersen hypothesis
in the face of the obesity epidemic? 」
・シンポジウム「妊娠糖尿病の周産期管理」、「妊娠糖尿病のフォローアップ」
・30周年記念企画「30年前、学会立上げの歴史を熱く語る！」
学会長特別賞受賞者  石原佳奈

一般社団法人化に向けての諸準備、
活動年度の改定 4月1日～翌年3月31日 → 10月1日～翌年9月30日

4月1日

ニュースレター Vol.17,No.1
・巻頭言「周産期とウィメンズヘルスケアを繋ぐ」（安日一郎）
・第31回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（内潟安子）
・第32回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の開催にあたって（清水一紀）
・学会長特別賞を受賞して（石原佳奈）
・糖尿病療養指導鈴木万平賞受賞のこと（大森安恵）
・編集長訪問インタビュー（北野滋彦）
・トピックス
  第8回International Symposium on Diabetes, Hypertention, Metabolic Syndrome and
Pregnancy
  第5回IADPSG
  GDM治療ガイド作成について
  糖尿病母体、糖代謝異常妊婦から出生する奇形予防について

ti

6月 研究奨励賞「大森賞」の選考方法の改定（発表論文から選出）

8月1日 GDM診断基準の改定

8月末 「糖尿病と妊娠」15巻1号

平成25年 2013年

11月1日・2日

平成26年 2014年

11月28日・29日

4月1日



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

9月25日

ニュースレター Vol.17,No.2
・巻頭言「糖尿病を持つ母とその子のために」（小浜智子）
・第31回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（内潟安子）
・第32回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（清水一紀）
・第8回International Symposium on Diabetes, Hypertention, Metabolic Syndrome and
Pregnancyに参加して（安日一郎、柳澤慶香）
・トピックス
  熱心な療養指導士の学習
  糖尿病と妊娠に関する国際シンポジウム
  第5回IADPSG
  Gernot Desoye教授の講演

  

一般社団法人化

ホームページリニューアル

メディカルオンラインにて、学会誌「糖尿病と妊娠」閲覧開始

学会誌「糖尿病と妊娠」年2回刊行 → 2016年度より年3回発行へ改定

年会費の改定 5,000円 → 8,000円

第31回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（東京都）会長：内潟安子
「糖尿病と妊娠」15巻2号
【大会テーマ】ウィメンズヘルスケアは小児期から
・特別講演1  柏原直樹「糖尿病、慢性腎臓病はなぜ増加するのか―重要臓器に刻印された
日本人の記憶―」
・特別講演2  益崎裕章 「ライフ・スタイルがゲノム修飾に与えるインパクト～肥満２型糖
尿病・胎生期低栄養の新しい捉え方～」
・海外招聘講演  Gernot Desoye「糖尿病母体の胎盤研究」
・助産師集中講座「妊娠中の血糖コントロール基本の‘き’がわかる」
・理事長要望ワークショップ、学会調査研究報告、大森賞受賞講演
大森賞受賞者  堀江一郎

定款施行細則、役員・評議員選出規程の制定

COI規定の制定、コンプライアンス委員会の設立

12月 妊婦の糖代謝異常診療・管理マニュアル（第1版） 発刊

2月末 「糖尿病と妊娠」16巻1号

4月 血糖自己測定（SMBG）適応拡大の承認

5月

ニュースレターの電子化開始
ニュースレター Vol.18,No.1
・巻頭言「完全に電子化されるニューズレター」（守屋達美）
・第32回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催（清水一紀）
・第33回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会予告（鮫島浩）
・第31回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会報告（内潟安子）
・大森賞を受賞して（堀江一郎）
・トピックス（大森安恵）

5月－8月 評議員選挙、理事選挙の実施

8月末 「糖尿病と妊娠」16巻2号

第32回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（岡山県）会長：清水一紀
「糖尿病と妊娠」16巻3号
【大会テーマ】妊娠をライフステージとしてとらえる～予防から治療までの進歩～
・海外招聘講演  Alberto de Leiva「妊娠糖尿病（GDM）の IADPSG 診断基準：公衆衛生の
ための論争と関連性」
・シンポジウム「多胎妊娠と糖代謝異常」、「次世代の健康を守り育てるための課題と役割
～ DOHaD 説の観点から～」
・特別共催セミナー「SAP レクチャーとハンズオン」
・助産師集中講座「妊娠中の血糖コントロール基本の‘ほ’がわかる」
・調査研究セミナー

役員改選

IADPSG2020準備委員会設立

12月

ニュースレター Vol.18,No.2
・巻頭言（平松祐司）
・第33回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（鮫島浩）
・第34回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（守屋達美）
・トピックス（安日一郎、菊池透、柳澤慶香）

3

2月末 「糖尿病と妊娠」17巻1号

5月

ニュースレター Vol.19,No.1
・第33回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（鮫島浩）
・第34回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（守屋達美）
・学術集会の在り方を思う（清水一紀）
・International Association of Diabetes Pregnancy Study Group
（IADPSG, わが国の呼び名：国際糖尿病・妊娠学会）の経緯（大森安恵）
・トピックス（安日一郎、菊池透、柳澤慶香）

8月末 「糖尿病と妊娠」17巻2号

年会費の改定 8,000円→10,000円

共同演者会員の制定

ニュースレター Vol.19,No.2
・第33回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（鮫島浩）
・第34回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（守屋達美）
・トピックス（安日一郎、菊池透、柳澤慶香）

12月2日・3日

第33回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（宮崎県）会長：鮫島浩
「糖尿病と妊娠」17巻3号
【大会テーマ】母児の健康と糖代謝異常
・教育講演  安日一郎「「妊娠糖尿病、インスリン抵抗性、胎児発育」（= Pedersen 仮
説）を考える」
・海外招聘講演  Sylvie Hauguel-De Mouzon「肥満の子宮内環境因子～発達プログラミング
における役割」
・シンポジウム「本邦におけるGDMは本当に２型糖尿病になりやすいのか？その頻度は？
フォローアップを確実に行うためには？ーTime to Actー」、「多胎妊娠と糖代謝異常　〜
より良い管理を目指して〜」
・小児科領域講習「糖尿病母体児の管理」
・助産師集中講座「基本の“ん”」
・学会調査研究報告

2月末 「糖尿病と妊娠」18巻1号

平成27年 2015年

10月1日

11月20日・21日

11月18日・19日

平成28年 2016年

10月

平成29年 2017年



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

5月

ニュースレター Vol.20,No.1
・第34回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（守屋達美）
・IADPSG2020開催にあたって（平松祐司）
・第33回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の御礼（鮫島浩）
・トピックス（杉山隆、内山温、川﨑英二）

6月 研究奨励賞「大森賞」、COI 各規定改定

6－8月 役員改選：選挙の実施

8月末 「糖尿病と妊娠」18巻2号

10月

ニュースレター Vol.20,No.2
・第34回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の見どころ（守屋達美）
・第35回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（杉原茂孝）
・2つの取り組み（平松祐司）
・トピックス（宮越敬、田中佳代）
・糖尿病と妊娠の分野の女王 Jovanovic 先生ご逝去（大森安恵）

第34回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（神奈川県）会長：守屋達美
「糖尿病と妊娠」18巻3号
【大会テーマ】糖尿病と妊娠—この重要な概念を如何に次世代に伝えるか
・会長講演  守屋達美「「糖尿病と妊娠」と糖尿病内科医の関わり—これからこの分野を担
う人たちに向けて−」
・海外招聘講演  Elizabeth R Mathiesen「Diabetic nephropathy - the impact of
antihypertensive treatment on pregnancy outcome」
・シンポジウム「腎障害を伴う糖尿病患者の妊娠」、「GDMのフォローアップ」
・教育講演「耐糖能異常合併妊娠の病態およびGDMと糖尿病合併妊娠の相違点」、「DOHaDの
視点からみた生活習慣病」、「論文の書き方・臨床研究のルールについて」、「糖尿病合併
妊娠におけるCSII療法およびSAP療法の実際」、「明日からの糖代謝異常妊婦のケアを考え
よう」
・DreamBee 現状報告の詳細、大森賞受賞講演
大森賞受賞者  河原田律子、釘島ゆかり

役員改選

監事の任期改定 4年 → 2年

12月 妊婦の糖代謝異常診療・管理マニュアル（第2版）

1月 糖尿病と妊娠、他当会媒体誌 転載許諾申請開始

3月末 「糖尿病と妊娠」19巻1号

5月

ニュースレター Vol.21,No.1
・第35回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内・見どころ（杉原茂孝）
・第34回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催報告（守屋達美）
・大森賞を受賞して（河原田律子、釘島ゆかり）
・トピックス（安達知子、人見麻美子）

8月末 「糖尿病と妊娠」19巻2号

10月

ニュースレター Vol.21,No.2
・第35回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内・見どころ（杉原茂孝）
・IADPSG2020開催に向けて（平松祐司）
・第36回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（杉山隆）
・第37回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（和栗雅子）
・トピックス（安日一郎）

第35回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会（東京都）会長：杉原茂孝
「糖尿病と妊娠」19巻3号
【大会テーマ】糖尿病と妊娠 母と子を、そして世代を超えて、糖尿病から守るために
・特別講演  今川彰久「劇症１型糖尿病―妊娠との関連と最近の話題」
・海外招聘講演  Dana Dabelea「Developmental Origins of Pediatric Obesity and
Diabetes」
・シンポジウム「DOHaD update」、「糖尿病合併妊娠の先進治療」
・教育講演「妊娠中の運動療法」、「授乳・離乳の支援ガイド」（2019 年版）改定のポイ
ント、児の発育・胎盤発育の評価」、「妊娠に伴う高カイロミクロン血症の実際」、「妊娠
糖尿病の病態、診断と治療のポイント」
・DREAMBee報告、大森賞受賞講演
大森賞受賞者  上里忠好、安日一郎

役員改選時の年齢改定 任期終了の時点で満73歳を超えない者とする
 → 選挙年の9月末日までに満70歳未満の者
評議員の任期の改定 4年 → 2年

若手奨励賞の制定（但し募集は2020年度より開始）

2月末 「糖尿病と妊娠」20巻1号

4月10日 妊娠中の糖代謝異常スクリーニング～COVID-19パンデミック対応～配信

5月

ニュースレター Vol.22,No.1
・2020年を迎えて（平松祐司）
・第36回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内・見どころ（杉山隆）
・第35回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の報告（杉原茂孝）
・大森賞を受賞して（上里忠好、安日一郎）
・トピックス（和栗雅子、安日一郎）

5-9月 役員、評議員改選 選挙の実施

6月10日 IADPSG2020、第36回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会オンデマンド開催決定

8月末 「糖尿病と妊娠」20巻2号

10月

ニュースレター Vol.22,No.2
・第36回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（杉山隆）
・IADPSG2020開催にあたり（平松祐司）
・第37回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（和栗雅子）
・新型コロナウイルス感染症拡大状況下における妊娠糖尿病の診断法に関して（杉山隆）
・トピックス（小浜智子、清水弘行）

平成30年 2018年

11月23日・24日

令和2年 2020年

11月22日・23日

2019年
平成31、
令和1年



理事長 日本糖尿病・妊娠学会 その他日時

11月9日 厚生労働省：妊娠糖尿病に関する各種インスリン使用に関する通達について

11月13日

IADPSG2020（会長：平松祐司）
第36回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会開催（会長：杉山隆）
合同開催（オンデマンド開催）
「糖尿病と妊娠」20巻3号
・IADPSG Lifetime Achievement Award受賞講演  大森安恵「私の歩いた一筋の道ー糖尿病
と妊娠の分野を開拓」
・教育講演「プレコンセプションを考える」「看護の視点からみた妊娠糖尿病・糖尿病女
性」、「糖代謝異常合併妊娠と栄養」、「糖代謝異常合併妊娠の妊娠合併症と管理」、「妊
娠糖尿病の産後ケア」、「妊娠糖尿病と児の将来」
・トピックス「COVID-19 update」、「糖尿病前半期に診断される妊娠糖尿病について」
大森賞受賞者  岩間憲之、川﨑麻紀

」

11月14日
理事長 平松理事長 → 杉山理事長へ交代
役員改選、定款他改定

杉山 隆 1月6日 「糖尿病と妊娠」電子投稿開始

2月末 「糖尿病と妊娠」21巻1号

1月25日 編集委員会、COI委員会 組織の変更

3月25日 若手奨励賞募集開始

4月

ニュースレター Vol.23,No.1
・理事長就任のご挨拶（杉山隆）
・第37回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会のご案内（和栗雅子）
・理事長退任のご挨拶と IADPSG 2020 の開催報告（平松祐司）
・第36回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会の開催報告（杉山隆）
・大森賞を受賞して（岩間憲之、川﨑麻紀）
・トピックス（守屋達美、菊池透）

2021年令和3年


