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一 般 演 題

第 1日 口 演

第1日 5月21日（木） 第4会場 海峡メッセ下関（8F 801会議室）

薬物療法（グリニド薬） 8 : 30～9 : 30 座長 東京逓信病院内分泌代謝内科 川村 光信

I－4－1 ミチグリニド中心インスリン分泌刺激療法の実践報告 ―徹底したSU薬からの離脱を目指して―
さくまクリニック 佐久間伸子，他

I－4－2 維持量以下のSU薬からレパグリニドへの切り替えにおける有効性に関する検討
苫小牧市立病院内科 関崎 知紀，他

I－4－3 SU薬からレパグリニドへの変更による影響 ～CGMでの評価を含めての検討～
社会医療法人厚生会木沢記念病院内分泌代謝科 原 高志，他

I－4－4 SU薬投与中の日本人2型糖尿病患者をレパグリニドへ切りかえた際の血糖改善効果に関する検討 第2報
横浜市立大学附属病院分子内分泌・糖尿病内科学教室（内分泌・糖尿病内科） 神山 博史，他

I－4－5 DPP�4阻害薬で治療中のT2DMを対象とし，ミチグリニド・ボグリボース配合剤の追加投与時の血糖変動
と代謝反応（3食の食事負荷試験）

小野百合内科クリニック 小野 百合，他
I－4－6 速効型インスリン分泌促進剤ナテグリニドと，SGLT2阻害剤カナグリフロジンの併用による効果の検討

徳島大学ヘルスバイオサイエンス研究部医薬品機能生化学分野 秦野 彩，他

薬物療法（ビグアナイド薬） 9 : 30～10 : 30 座長 自治医科大学内科学講座内分泌代謝学部門 長坂昌一郎

I－4－7 ビグアナイド薬とDPP�4阻害薬シタグリプチンの2剤併用療法の検討―多施設共同研究（EBIS STUDY）
第4報―

大阪警察病院内科 吉内 和富，他
I－4－8 メトホルミン単剤投与中の2型糖尿病患者に対する追加薬剤としてのDPP4阻害薬の有効性とこれに関連

する因子
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院糖尿病・内分泌センター�総合内科 仁科 周平，他

I－4－9 メトホルミン内服中に乳酸アシドーシスと非高血糖性ケトアシドーシスを合併した高齢者糖尿病の1症例
西宮市立中央病院糖尿病・内分泌内科 有光 絢，他

I－4－10 ビグアナイド（B）薬5年以上投与の血中ビタミン（V）B12濃度に与える影響について
大手前病院代謝・内分泌内科 上中理香子，他

I－4－11 エネルギー代謝と体組成におよぼすメトホルミンの効果
久留米大学内分泌代謝内科 徳渕 市朗，他

I－4－12 メトホルミンの心血管イベント抑制作用に制御性T細胞誘導作用が関与する
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 間嶋 紗織，他

薬物療法（SU・αGI・チアゾリジン薬） 10 : 30～11 : 30 座長
京都府立医科大学大学院
医学研究科内分泌代謝内科学 福井 道明

I－4－13 血糖がコントロールされた2型糖尿病患者におけるSU薬半減の影響
医療法人社団糖友会栗原内科 栗原 義夫，他

I－4－14 持続血糖モニター（CGM）を用いたスルフォニル尿素薬内服患者の潜在性低血糖頻度の調査
みさと健和病院内科 江藤 陽子，他

I－4－15 ミグリトールは糖尿病透析患者の体重増加を抑制できるのか
長崎腎病院薬剤課 江藤 りか，他
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I－4－16 α�グルコシダーゼ阻害薬のインクレチン反応と食後脂質代謝に与える影響：アカルボースとボグリボー
スのランダム化比較試験（第2報）

富山県立中央病院内科（内分泌・代謝）�金沢大学脳・肝インターフェースメディシン研究センター 島 孝佑，他
I－4－17 ミグリトールによる小腸ChREBP標的遺伝子の発現変化に関する検討

松波総合病院内科�岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学 加藤 丈博，他
I－4－18 糖尿病治療薬による頸動脈maxIMT値への効果の検討 アログリプチン�ピオグリタゾン合剤，ピオグリ

タゾン，DPP4阻害薬，グリメピリド併用療法における比較
医療法人中京クリニカル 小森 拓

第1日 5月21日（木） 第5会場 下関市生涯学習プラザ（1F 海のホール）

薬物療法（DPP�4阻害薬1） 8 : 30～9 : 30 座長 関西労災病院糖尿病内分泌内科 山本 恒彦

I－5－1 日本人2型糖尿病患者2332例を対象にしたシタグリプチン1年間投与の有効性と安全性に関する大規模調査
研究

高井内科クリニック 高井 昌彦，他
I－5－2 未治療または既存糖尿病薬効果不十分な2型糖尿病に対するシタグリプチン投与の効果（多施設共同JAMP

研究第3報）
東京女子医科大学東医療センター内科 佐倉 宏，他

I－5－3 高齢者2型糖尿病におけるシタグリプチン�グリメピリド比較検討試験（START�J）
日本糖尿病協会�関西電力病院 清野 裕，他

I－5－4 シタグリプチン長期治療例における有効性と安全性の解析
神奈川県内科医学会糖尿病対策委員会 久保田 章，他

I－5－5 シタグリプチンの2型糖尿病に対する二次無効
奈良県立医科大学附属病院糖尿病センター 田原 一樹，他

I－5－6 シタグリプチンもしくはテネリグリプチンが2型糖尿病患者の血糖コントロールに及ぼす効果と安全性に
関する検討 第2報

淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科 梶川 道子，他

薬物療法（DPP�4阻害薬2） 9 : 30～10 : 30 座長 JCHO東京新宿メディカルセンター内科 関根 信夫

I－5－7 DPP4阻害剤（＋SU剤）追加投与でも血糖コントロール不十分例における持効溶解型インスリン（BOT）
の有用性の検討

新古賀病院糖尿病センター 中野 優子，他
I－5－8 強化インスリン療法患者へのDPP�4阻害薬追加投与の反応性予知に関する検討

日本医科大学千葉北総病院内分泌内科 岡島 史宜，他
I－5－9 インスリン療法例におけるビルダグリプチン追加投与の有効性と安全性―シタグリプチンとの比較―

兵庫県立尼崎病院糖尿病・内分泌内科 大谷 大輔，他
I－5－10 当院2型糖尿病患者におけるインスリン・ビルダグリプチン併用の検討

愛媛県立中央病院糖尿病内分泌内科 上田 晃久，他
I－5－11 インスリン・シタグリプチン併用による食後グルカゴン分泌抑制効果の検討

（独）労働者健康福祉機構関東労災病院糖尿病内分泌内科 倉崎康太郎，他
I－5－12 シタグリプチンにてコントロール不十分な例に対するビルダグリプチンへの変更がHbA1cとHbA1c変動

に及ぼす影響
群馬大学医学部附属病院検査部�利根中央病院 荒木 修，他

薬物療法（DPP�4阻害薬3） 10 : 30～11 : 30 座長 山口労災病院糖尿病内分泌内科 松原 淳

I－5－13 演題取り下げ
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I－5－14 アナグリプチン（ANG）の脂質改善作用
横浜市立大学附属病院臨床統計学 青木 一孝，他

I－5－15 2型糖尿病患者へアナグリプチン（スイニーⓇ）投与時の血中コレステロール合成・吸収マーカーの検討（前
向き観察研究）

国立病院機構北海道医療センター糖尿病脂質代謝内科 加藤 雅彦，他
I－5－16 DPP4阻害薬はアディポネクチン上昇を介してインスリン抵抗性を改善させる

鳥取大学医学部病態情報内科学 藤岡 洋平，他
I－5－17 2型糖尿病での動脈硬化マーカーに対するテネグリプチンの影響

香里ヶ丘有恵会病院内科 尾本政太郎，他
I－5－18 シタグリプチンの脂質代謝への影響―SLIM研究から―

森谷医院 森谷 茂樹，他

第1日 5月21日（木） 第6会場 下関市生涯学習プラザ（2F 宙のホール）

大規模臨床試験1 8 : 30～9 : 30 座長
札幌医科大学医学部循環器・腎臓・
代謝内分泌内科学 三木 隆幸

I－6－1 血糖コントロール良好（HbA1c7％未満）2型糖尿病の臨床的特徴
福元医院 福元 良英，他

I－6－2 国立病院機構多施設共同肥満症コホートにおける5年間の心血管アウトカムと心腎連関進展予知指標の検
討

国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 山陰 一，他
I－6－3 後期高齢者糖尿病合併症の危険因子―9.2年間前向きコホート研究での非高齢者，前期高齢者との年代別

比較
名古屋大学医学部老年内科 林 登志雄，他

I－6－4 若年耐糖能障害と心血管危険因子の関係の国際比較
東京女子医科大学糖尿病センター�Steno Diabetes Center 大屋 純子，他

I－6－5 日本人2型糖尿病患者における，肉摂取量と心血管疾患発症との関係：JDCSによる報告
新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科�新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科学分野 堀川 千嘉，他

I－6－6 重症低血糖は全死亡率を増加させる 福岡県糖尿病患者データベース研究（Fukuoka Diabetes Registry
11）

社会医療法人財団白十字会白十字病院糖尿病センター�九州大学大学院病態機能内科学 岩瀬 正典，他

大規模臨床試験2 9 : 30～10 : 30 座長 社会医療法人財団白十字病院糖尿病センター 岩瀬 正典

I－6－7 耐糖能異常とがん死亡に関する検討―第1報―
公財）広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター 吉良さくらこ，他

I－6－8 糖尿病患者における抑うつ症状と総死亡の関係～JDCS～
新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科 松永佐澄志，他

I－6－9 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3報）
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科 梶尾 裕，他

I－6－10 2型糖尿病患者において高尿酸血症は急速腎機能低下の危険因子である
公益財団法人天理よろづ相談所病院内分泌内科 桒田 博仁，他

I－6－11 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－12）です．

I－6－12 血液透析患者血糖管理におけるHbA1cの位置付けの検討
東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科 金山 典子，他
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薬物療法（BOT その他） 10 : 30～11 : 30 座長 萬田記念病院糖尿病センター内科 種田 紳二

I－6－13 用量調節アルゴリズム（3�3�1法）を用いたインスリンセルフタイトレーションBOTの検討（START Ka-
nazawa Study）

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）金沢病院内科 古川 健治，他
I－6－14 強化インスリン療法からDPP�4阻害薬を含む経口血糖降下薬を多剤併用した基礎インスリン療法への切

り替えの検討
医療法人白岩内科医院 山本かをる，他

I－6－15 2型糖尿病患者における頻回インスリン注射療法から食後高血糖改善薬中心のBOT療法への切り替え効
果～2年間の経過から～

関西労災病院 東 大介，他
I－6－16 日本人2型糖尿病入院患者におけるbasel�bolus療法施行時のインスリン必要量とその影響因子の検討

（JCHO）熊本総合病院糖尿病センター 大久保美那，他
I－6－17 インスリンの使用を検討する国際共同観察試験，治療法の進行に関連した課題の理解―MOSAIc試験：日

中韓ベースライン比較
神奈川県内科医学会糖尿病対策委員会 川田 剛裕，他

I－6－18 混合製剤インスリン1日2回注射と持効型1回＋超速効型インスリン朝夕2回注射の血糖コントロール効果の
比較

（医社）正名会池田病院 井田 健一，他

第1日 5月21日（木） 第7会場 下関市生涯学習プラザ（2F 風のホール）

薬物療法（SGLT�2阻害薬1） 8 : 30～9 : 30 座長 旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 滝山 由美

I－7－1 Ipragliflozinが日本人糖尿病患者の体組成に及ぼす影響
昭和大学病院糖尿病・代謝内分泌内科 前木 展子，他

I－7－2 実地医家におけるSGLT2阻害薬ダパグリフロジンの有効性と安全性
いしかわ内科クリニック�神奈川県内科医学会糖尿病対策委員会 石川 雅

I－7－3 基礎代謝との関連から考察するSGLT2阻害剤の有効性
（医）清水内科（内科） 清水美津夫，他

I－7－4 多施設におけるイプラグリフロジンのHbA1c，体重に対する影響の検討
北海道大学医学部内科I 渡部 拓，他

I－7－5 高齢かつ血糖コントロール不良患者ではHctが上昇する―SGLT�2阻害薬による脱水関連有害事象減少に
向けて―

都立墨東病院内科 薬師寺史厚，他
I－7－6 肥満2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬（イプラグリフロジンとトホグリフロジン）の臨床成績と患者

アンケートによる使用感の比較
医療法人親友会島原病院肥満・糖尿病センター 吉田 俊秀，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬2） 9 : 30～10 : 30 座長 大阪市立十三市民病院糖尿病内科 日浦 義和

I－7－7 2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジン投与による有効性・安全性に関する研究ASSIGN�K（第1報）
医療法人社団朝日会朝日内科クリニック 飯塚 孝，他

I－7－8 SGLT2阻害薬投与による体組成の変化とQOLへの影響～Inbody，DTR�QOLを使った検討～
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 山崎 真裕，他

I－7－9 肥満2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の効用 体組成計を用いた検討
オリーヴァ内科クリニック 阿部 美咲，他
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I－7－10 難治肥満2型糖尿病におけるイプラグリフロジンの有用性の検討（食物頻度調査表と食行動質問表を中心
に）

埼玉医科大学内科学内分泌・糖尿病内科 栗原 進，他
I－7－11 炭水化物摂取量が2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の効果に及ぼす影響

名古屋大学総合保健体育科学センター 夏目有紀枝，他
I－7－12 新規SGLT�2阻害薬イプラグリフロジンの有用性および食事の嗜好性に関する研究

医療法人社団桜一会かんの内科 廣野 由紀，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬1） 10 : 30～11 : 30 座長 医療法人健清会那珂記念クリニック 遅野井 健

I－7－13 GLP�1受容体作動薬短時間作用型製剤および長時間作用型製剤投与時の血糖変動の検討―CGMを用いた
パイロット研究―

東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 坂本 昌也，他
I－7－14 CGMを用いたリキシセナチド朝1回注の夕食後血糖上昇に対する効果と朝夕分割投与の有用性

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 北川楠奈子，他
I－7－15 インスリン頻回療法中の2型糖尿病患者にリラグルチドを導入した短期血糖コントロール改善効果とイン

スリン投与量に関する効果の検討
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 加藤慶太郎，他

I－7－16 基礎インスリン製剤とGLP�1受容体作動薬，DPP�4阻害薬の併用療法の比較検討
ほたるのセントラル内科 内田 大学，他

I－7－17 SU薬�BG薬で治療中の2型糖尿病患者におけるDulaglutideのインスリングラルギンを対照薬とした並行群
間比較試験

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 稲垣 暢也，他
I－7－18 リリラグルチドとインスリンの併用療法に関する臨床試験のpost�hoc解析：インスリン療法の種類別にみ

る食後血糖値と平均血糖値の変化
高槻赤十字病院�ノボノルディスクファーマ株式会社 金子至寿佳，他

第1日 5月21日（木） 第11会場 ぱしふぃっくびいなす（メインラウンジ）

1型糖尿病1 8 : 30～9 : 30 座長 神戸大学大学院保健学研究科 安田 尚史

I－11－1 末梢血インスリンペプチド特異的Th1応答と1型糖尿病の病態との関連性に関する検討
東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科 及川 洋一，他

I－11－2 成人発症1型糖尿病におけるIGRP特異的CD4陽性T細胞の重要性
金沢大学医薬保健研究域医学系臓器機能制御学 中條 大輔，他

I－11－3 IL�17�IFN�γ 受容体ダブル欠損NODマウスでは，離乳期以降のリンパ組織の量的増加が欠失している
長崎大学病院第一内科 赤澤 諭，他

I－11－4 サイクロホスファマイド投与SR�A KO NODマウスにおける1型糖尿病発症の検討
神戸大学大学院保健学研究科 井上 雄斗，他

I－11－5 自己免疫性1型糖尿病モデルNODマウス小腸におけるAce遺伝子の過剰発現について：Ace阻害薬による
MHC�K遺伝子発現の抑制

独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 加藤 竜一，他
I－11－6 ウイルス感染模倣モデルを用いた膵β細胞傷害機構の解析

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 馬殿 恵，他

1型糖尿病2 9 : 30～10 : 30 座長 九州大学医学研究院保健学部門検査技術科学分野 永淵 正法

I－11－7 抗GAD抗体陽性の1型糖尿病患者における抗ZnT8抗体の陽性率とその規定因子
名古屋掖済会病院糖尿病・内分泌内科 吉田 昌則，他
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I－11－8 臨床像が異なる抗GAD抗体陽性親子例における膵島抗原特異的細胞性免疫反応の解析
金沢大学医薬保健研究域医学系臓器機能制御学 浅香 裕之，他

I－11－9 GAD抗体価低値症例へのインスリン導入基準と内因性インスリン分泌能の検討
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 奈良枝里子，他

I－11－10 抗GAD抗体価10U�ml未満SPIDDMに関する検討
トヨタ記念病院内分泌科 加藤 二郎，他

I－11－11 GAD抗体が比較的低値でインスリン非依存状態の1型糖尿病の臨床像―岡山1型糖尿病治療研究会―
心臓病センター榊原病院糖尿病内科 福田 哲也，他

I－11－12 診断の8年前に膵島炎が存在していた多腺性自己免疫症候群3型の1例
長崎みなとメディカルセンター市民病院糖尿病・代謝内科 松永 朋恵，他

1型糖尿病3 10 : 30～11 : 30 座長 高砂市民病院内科 永田 正男

I－11－13 劇症1型糖尿病特異的iPS細胞の樹立とインスリン産生細胞への分化誘導
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 細川 吉弥，他

I－11－14 薬剤性過敏症症候群に劇症1型糖尿病を合併した症例における剖検膵の組織学的検討 第2報
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 米田 祥，他

I－11－15 劇症1型糖尿病患者急性期血清において高値を認める新規抗体
大阪医科大学内科学I 長谷田文孝，他

I－11－16 劇症1型糖尿病スクリーニング基準を満たす症例の多様性
自治医科大学医学部附属病院内分泌代謝科 岡野 義英，他

I－11－17 劇症1型糖尿病症例における腹部拡散強調MRIでの膵所見
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 徳永あゆみ，他

I－11－18 劇症1型糖尿病発症時に認められた，特異な肝および膵の画像変化についての考察～1例報告
山口労災病院内科 松井久未子，他

第1日 5月21日（木） 第12会場 シーモールパレス（3F ダイヤモンド）

腎症1 8 : 30～9 : 30 座長 東京女子医科大学糖尿病センター内科 馬場園哲也

I－12－1 蛸足細胞におけるインスリン抵抗性の機序
群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科�群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 岡田 秀一，他

I－12－2 新規TGF�βシグナル抑制因子R3hdmlのポドサイトに対する機能解析
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 石川 崇広，他

I－12－3 糖尿病性腎症におけるTcf21の役割の解析
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 井出真太郎，他

I－12－4 糖尿病腎症の発症・進展におけるポドサイト特異的Rac1の影響
順天堂大学医学部附属順天堂医院腎臓内科 石坂 匡則，他

I－12－5 糖化コレステロール凝集タンパク質によるメサンギウム細胞の酸性化と前炎症性サイトカインの発現増加
名城大学薬学部薬効解析学研究室 永松 正，他

I－12－6 1型糖尿病モデルの腎臓における細胞老化とNOX1
京都府立医科大学病態分子薬理学 朱 凱，他

腎症2 9 : 30～10 : 30 座長 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 神谷 英紀

I－12－7 近位尿細管細胞株における高濃度グルコース暴露による小胞体ストレス応答とそれに対するDapagliflozin
の役割

群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 多賀谷裕子，他
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I－12－8 NAD代謝関連酵素Nicotinamide n�methyltransferase（NNMT）は糖尿病性腎症の脂肪酸結合アルブミン
による近位尿細管障害を抑制する

滋賀医科大学内科学講座糖尿病・腎臓・神経内科 田中 裕紀，他
I－12－9 糖尿病腎線維化における内因性抗線維化ペプチドAcSDKPの意義とその作用機序における抗線維化mi-

croRNAクロストーク
金沢医科大学糖尿病・内分泌内科 永井 貴子，他

I－12－10 循環血中単球のCD11bは糖尿病性腎症を有する患者で高度にup regulationされている
医療法人白井内科クリニック 白井 俊由

I－12－11 アンジオテンシンII分解酵素，ENPEP遺伝子型と糖尿病性腎症の関連解析
福井大学医学部病態制御医学講座内科学（3） 坂井 亜衣，他

I－12－12 2型糖尿病においてヘモグロビン濃度は腎症発症の予測因子である
京都第二赤十字病院代謝・腎臓・リウマチ内科 岡田 博史，他

腎症3 10 : 30～11 : 30 座長 前橋広瀬川クリニック糖尿病内科 清水 弘行

I－12－13 糖尿病性腎症患者におけるエクソサイトーシスを介した尿中全長型メガリンの排泄機序
新潟大学腎・膠原病内科 Shankhajit De, et al.

I－12－14 DPP�4とintegrin β1の相互作用は糖尿病腎の線維化と内皮細胞―間葉系分化を惹起する
金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 金崎 啓造，他

I－12－15 新規HIF�1標的遺伝子Metallothionein�3の糖尿病性腎症病態関与についての検討
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 滝山 由美，他

I－12－16 糖尿病性腎症の微量アルブミン尿期に糸球体濾過されるアルブミンの増加は微量ではない
京都大学大学院医学研究科腎臓内科学 森 慶太，他

I－12－17 2型糖尿病患者における尿中アンジオテンシノーゲンの意義
（独）国立病院機構岡山医療センター糖尿病・代謝内科 寺見 隆宏，他

I－12－18 糖尿病患者の腎機能検査に適切な指標は何か？
海老名総合病院糖尿病センター 大村 和規，他

第1日 5月21日（木） 第13会場 シーモールパレス（3F ルビー）

低血糖1 8 : 30～9 : 30 座長 東京女子医科大学糖尿病センター 内潟 安子

I－13－1 当院救急部を受診した低血糖症例の検討―DPP4阻害薬普及前後の比較―
山口県立総合医療センター 末廣 泰子，他

I－13－2 重症低血糖の季節変動
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科�自治医科大学大学院医学研究科 辻本 哲郎，他

I－13－3 当院救急外来を受診した重症低血糖患者におけるDPP�4阻害薬の使用率
独立行政法人国立病院機構京都医療センター糖尿病センター 岸 純一郎，他

I－13－4 救急搬入された重症低血糖の特徴の年次推移
社会福祉法人仁生社江戸川病院薬剤科 津上笑美子，他

I－13－5 薬剤性低血糖により救急搬送された2型糖尿病症例の臨床的特徴
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌内科 森川 秋月，他

I－13－6 静岡市における重症低血糖で救急搬送された糖尿病患者の調査研究（Shizuoka�Shimizu Survey of Severe
Hypoglycemic Events in Diabetics : S�S Survey）

静岡市立静岡病院内分泌・代謝内科 杉山 美帆，他
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低血糖2 9 : 30～10 : 30 座長 福岡県済生会飯塚嘉穂病院糖尿病内科 迫 康博

I－13－7 2009年～2014年の6年間に当院へ救急搬入された低血糖124例の臨床的検討
公立八女総合病院内分泌代謝内科 佐藤 秀一，他

I－13－8 昭和大学藤が丘病院救急外来における低血糖症例の検討
昭和大学藤が丘病院救命救急センター�昭和大学藤が丘病院内科内分泌代謝 岩久 建志，他

I－13－9 DPCデータベースに基づく糖尿病患者の低血糖入院
国立国際医療研究センター国府台病院内科 酒匂 赤人，他

I－13－10 2型糖尿病患者のうつ症状は重症低血糖と関連する 福岡県糖尿病患者データベース研究（FDR3）
九州大学大学院病態機能内科学�福岡赤十字病院 菊池 洋平，他

I－13－11 血糖変動の予測因子としてのADRRとMAGEの比較
淀川キリスト教病院糖尿病内分泌内科 阿部 泰尚，他

I－13－12 2型糖尿病患者における重症低血糖が心血管疾患発症に及ぼす影響
東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学第二講座�

国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター糖尿病研究部 後藤 温，他

低血糖3 10 : 30～11 : 30 座長 滝川市立病院内科 黒田 義彦

I－13－13 演題取り下げ
I－13－14 Continuous Glucose Monitoringはインスリノーマの診断補助・治療方針決定に有用である

青森県立中央病院糖尿病センター 三橋 達郎，他
I－13－15 インスリノーマに対するエベロリムス導入前後の糖代謝プロファイルの変化～CGMを用いた検討～

東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病・内分泌・代謝センター 渡邉 怜奈，他
I－13－16 2型糖尿病患者における血糖自己測定に基づいた夜間最低血糖値の予測

信州大学医学部内科学糖尿病・内分泌代謝内科 櫻井 和徳，他
I－13－17 HbA1c 7.0％未満の2型糖尿病患者における外来CGMによる低血糖の検討

NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科 平田恵里奈，他
I－13－18 インスリンやSU剤を使用している2型糖尿病患における低血糖の頻度調査―持続血糖モニターを用いた検

討―
健清会那珂記念クリニック内科 石田 英則，他

第1日 5月21日（木） 第15会場 グランプラス セント・ヴァレンタイン（4F ウィンザー）

脂肪細胞の生物学1 8 : 30～9 : 30 座長 筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 島野 仁

I－15－1 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－4）です．

I－15－2 インスリン抵抗性・糖代謝異常の病態における脂肪細胞のPDK1�FoxO1経路の意義の解明
神戸大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科学部門 細岡 哲也，他

I－15－3 Gs共役T1R3ホモマー甘味受容体による脱アセチル化酵素SIRT2活性化と脂肪分化抑制
群馬大学生体調節研究所細胞調節分野 増渕 洋祐，他

I－15－4 脂肪幹細胞の増殖分化と脂肪組織機能異常の連関
自治医科大学 松本佐保姫，他

I－15－5 PPARγプロモーター領域のBivalentヒストン修飾は脂肪細胞分化ポテンシャルを規定する
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科�脂肪細胞機能制御学 脇 裕典，他

I－15－6 脂肪細胞における遠位エンハンサーを介したPPARγによるC�EBPα遺伝子の転写制御機構の解析
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科�Japan Science and Technology Agency（JST）, CREST 青山 倫久，他
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脂肪細胞の生物学2 9 : 30～10 : 30 座長 神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 小川 渉

I－15－7 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－3）です．

I－15－8 糖質制限は，老化プローンSAMP8において白色脂肪褐色化と個体の消耗を促進する
山口大学大学院医学部分子代謝制御学講座 香川 正太，他

I－15－9 アディポネクチン様作用を有する分子の探索と抗糖尿病作用の検討
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 小堀 勤子，他

I－15－10 PDGFシグナル遮断がインスリン抵抗性に与える影響
富山大学病態制御薬理学 小野木康弘，他

I－15－11 Zinc Finger型転写因子Zfp238の脂肪組織における生理的役割の検討
東京都医学総合研究所神経細胞分化 松崎 素子，他

I－15－12 マウス骨髄移植による肥満・糖尿病研究の検討
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター内分泌・糖尿病内科 亀井 望，他

脂肪細胞の生物学3 10 : 30～11 : 30 座長 富山大学病態制御薬理学 笹岡 利安

I－15－13 高度肥満患者由来の脂肪組織の多層的オミックス解析
国立国際医療研究センター糖尿病研究センター代謝疾患研究部 安田 和基，他

I－15－14 2型糖尿病患者（T2DM）におけるC1q�TNFα関連蛋白（CTRP9）およびアディポネクチン（HAN）の
腎症との関連

日本大学医学部附属板橋病院腎臓・高血圧・内分泌内科 藤田 宜是，他
I－15－15 2型糖尿病患者における血漿C1q�TNF�related protein�9濃度の検討

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 森岡 与明，他
I－15－16 オメガ�3脂肪酸エチルは新規アディポカイン脂肪酸結合タンパク4の血中濃度を低下させる

札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 古橋 眞人，他
I－15－17 高強度インターバルトレーニングによる体脂肪分布の変化の検討

慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター 東 宏一郎，他
I－15－18 腎障害時の血清アディポネクチン濃度の上昇は糖尿病合併症抑制のバイオマーカーとならない

一般財団法人住友病院内分泌代謝内科 川知 祐介，他

第1日 5月21日（木） 第16会場 グランプラス セント・ヴァレンタイン（3F ビクトリア）

ラ氏島の生物学1 8 : 30～9 : 30 座長 大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 河盛 段

I－16－1 インスリン転写因子Mafaの新規標的遺伝子に関する検討
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 坂本扶美枝，他

I－16－2 VAMP7による第2相インスリン分泌の制御機構
杏林大学医学部生化学 青柳 共太，他

I－16－3 グルコース感知受容体T1R3とカルシウム感知受容体CaSRの機能協関
群馬大学生体調節研究所 ヨハン メディナ，他

I－16－4 グルコースが産生する細胞内シグナルの再検討：グルコース感知受容体を介するシグナルの解明
群馬大学生体調節研究所細胞調節分野 中川 祐子，他

I－16－5 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－10）です．

I－16－6 p32�gC1qRがインスリン分泌および糖代謝に及ぼす影響
九州大学大学院医学研究院病態制御内科 坂本 昌平，他
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ラ氏島の生物学2 9 : 30～10 : 30 座長 和歌山県立医科大学第一内科 古田 浩人

I－16－7 Gタンパク共役型受容体（GPR）40作動薬による異なるProtein kinase C（PKC）isoformを介したインス
リン分泌増強効果の検討

浜松医科大学第二内科 橋本 卓也，他
I－16－8 インスリン分泌増強シグナルとしてのグルタミン酸の病態生理学的役割

神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学 ゲニ グプルジャン，他
I－16－9 インスリン分泌顆粒に局在するSKIPはインスリン分泌を抑制する

京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科 王 宇，他
I－16－10 新規ブドウ糖刺激インスリン分泌惹起経路としてのTrpm2チャネル

自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科 吉田 昌史，他
I－16－11 膵β細胞Kv2.1チャネルはGLP�1のインスリン分泌促進作用を仲介する

自治医科大学医学部統合生理学 出崎 克也，他
I－16－12 偽膵島形成によるインクレチン応答性獲得機構の検討

神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学 阿西木�依�，他

ラ氏島の生物学3 10 : 30～11 : 30 座長 杏林大医学部生化学教室 永松 信哉

I－16－13 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－8）です．

I－16－14 脂肪細胞由来ステロイドホルモンによるGRを介した膵β細胞機能変化
独）国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター代謝疾患研究部 宇田川陽秀，他

I－16－15 膵β細胞における活性型XBP�1の過剰発現によりインスリン分泌が低下する
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 寺井 愛，他

I－16－16 膵β細胞での脂肪毒性における小胞体ストレス応答の役割の解明
徳島大学疾患プロテオゲノム研究センター生体機能分野�

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生体情報内科学 倉橋 清衛，他
I－16－17 膵ラ氏島におけるアドレノメデュリンは小胞体ストレスに対して自己防御的な作用をもつ

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学 末冨 吏佐，他
I－16－18 膵β細胞不全関連因子C�EBPβの発現制御機構の解明

神戸大学大学院医学研究科糖尿病内分泌内科 高井 智子，他

第1日 5月21日（木） 第17会場 グランプラス セント・ヴァレンタイン（3F ランカスター）

消化管ホルモン1 8 : 30～9 : 30 座長 福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科 野見山 崇

I－17－1 日本人2型糖尿病でのシタグリプチンによる活性型GIP，GLP�1上昇がインスリン分泌指標変化に与える
影響の検討

秋田大学大学院医学系研究科内分泌・代謝・老年内科学 成田 琢磨，他
I－17－2 鼻腔内インスリン投与による脳内高インスリン状態は食後のGLP�1分泌を増加させる

大阪市立大学大学院医学研究科運動環境生理学 平沢 良和，他
I－17－3 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－6）です．

I－17－4 GIP受容体を介した測定法は従来の方法よりGIPの活性をより正確に反映する
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 柳町 剛司，他

I－17－5 GIPはグルカゴン遺伝子欠損マウスにおいて膵β細胞傷害時の血糖値改善に関与する
名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科学 飯田 淳史，他
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I－17－6 中高齢期のGKラットβ細胞に対するDPP�4阻害薬（Vildagliptin）の効果
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座 稲葉 渉，他

消化管ホルモン2 9 : 30～10 : 30 座長 神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 淺原俊一郎

I－17－7 糖毒性解除の新しい機序 ―GIP作用復活の関与の可能性―
広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 澤野 文夫，他

I－17－8 食事負荷試験における血中GLP�2と糖代謝，脂質代謝の検討
愛媛大学医学部付属病院臨床検査医学・糖尿病内科 吉永 佳代，他

I－17－9 高炭水化物食を用いたGIP分泌とその作用に関する検討
名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 前川 龍也，他

I－17－10 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－15）です．

I－17－11 DPPIV阻害薬はマウスモデルにおいてインクレチン非依存性にアンギオテンシンII誘発性心肥大を抑制す
る

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 広村 宗範，他
I－17－12 血中DPP�4濃度高値は多発椎体骨折リスクと関連する

島根大学医学部内科学講座内科学第一 野津 雅和，他

インスリン作用1 10 : 30～11 : 40 座長 富山大学大学院医学薬学研究部内科学（1） 薄井 勲

I－17－13 Tctex1d2は脂肪細胞におけるインスリン抵抗性誘導分子である
群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 下田 容子，他

I－17－14 CITED2�GCN5複合体による肝糖新生調節機構の解明
国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター分子代謝制御研究部 酒井真志人，他

I－17－15 マクロファージにおける糖代謝による活性酸素産生とインスリン抵抗性
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病・代謝科 櫛山 暁史，他

I－17－16 EP4受容体活性化による2型糖尿病マウスのインスリン抵抗性改善機構
京都大学大学院医学研究科臨床創成医学分野 安井 美加，他

I－17－17 健康長寿を目指した糖尿病治療薬開発に向けたアディポネクチン受容体アゴニストの創製
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 岩部 美紀，他

I－17－18 エピゲノム因子Brd4は肝臓と骨格筋におけるインスリンシグナル伝達経路に関与する
静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府食品栄養科学専攻 山田 有紀，他

I－17－19 肝Akt基質と迷走神経肝臓枝の糖代謝における役割
埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 小野 啓，他

第1日 5月21日（木） 第19会場 下関グランドホテル（3F 望潮）

2型糖尿病1 8 : 30～9 : 30 座長 （医）いつわ会藤島病院 織部 安裕

I－19－1 KCNQ1の機能低下型変異の同定と耐糖能との関連
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 高本 偉碩，他

I－19－2 糖尿病性腎症における近位尿細管障害をmTORC1依存性に制御する新規microRNAsの同定
滋賀医科大学糖尿病腎臓神経内科 桑形 尚吾，他

I－19－3 膵島のゲノム網羅的解析による膵島代償機序�糖尿病発症機序関連因子の同定
（独）国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター代謝疾患研究部 南茂 隆生，他

I－19－4 糖新生に関与するホルモン・転写因子と標的遺伝子の包括的解析
高知大学臨床医学部門 岩崎 泰正，他
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I－19－5 若年女性に多発する耐糖能異常の実態と糖質摂取の介入による改善効果
名古屋学芸大学管理栄養学部 塚原 丘美，他

I－19－6 発症早期2型糖尿病患者のインスリン分泌能に関わる因子についての検討
弘前大学大学院内分泌代謝内科学講座 松木 恒太，他

2型糖尿病2 9 : 30～10 : 30 座長 信州大学糖尿病・内分泌代謝内科 駒津 光久

I－19－7 インスリン分泌関連2型糖尿病疾患感受性遺伝子スコアとインスリン分泌能との関連に及ぼす臨床的因子
の検討 福岡県糖尿病患者データベース研究（FDR10）

九州大学大学院病態機能内科学 城臺 環，他
I－19－8 75g OGTTにて血糖曲線が2峰性となる耐糖能正常型はβ細胞demand index，glucose effectivenessに相当

する指標も1峰性の正常型より優れている
神戸大学大学院医学研究科糖尿病内分泌内科 坂口 一彦，他

I－19－9 BMI 20未満における耐糖能低下要因の解析
岡山県立大学栄養内科学 福島 光夫，他

I－19－10 日高病院における新規発症糖尿病の10年間実態調査
日高病院メタボ・糖尿病治療センター 菅原 祥子，他

I－19－11 一般住民における血中レジスチンと栄養摂取量との関連解析【東温スタディ】
愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 能美 幸信，他

I－19－12 一般住民において，日常生活における運動量は血中レジスチンと負に関連する【東温スタディ】
愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 松下 由美，他

2型糖尿病3 10 : 30～11 : 30 座長
九州大学病院内分泌代謝・
糖尿病内科病態制御内科学 園田 紀之

I－19－13 インターロイキン27はインスリン抵抗性や糖尿病発症を抑制している
東京大学病院糖尿病・代謝内科 諏訪内浩紹，他

I－19－14 非肥満性2型糖尿病モデルラットLEAラットの血清プロテオーム解析による2型糖尿病関連因子の探索
独立行政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臓器障害研究部 高橋 枝里，他

I－19－15 ベータトロフィン測定ELISAキット間における測定値の差異の検討
田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター 徳本 信介，他

I－19－16 2型糖尿病drug naive患者の夜間から明け方にかけての血糖動態の特徴及びその影響因子の検討
産業医科大学病院第一内科 田中 健一，他

I－19－17 持続血糖モニター（CGM）から得られたDrug naïveの2型糖尿病患者における血糖動態
産業医科大学病院第一内科学講座 川口真悠子，他

I－19－18 2型糖尿病患者における血中グルカゴン濃度の検討
高知記念病院糖尿病内科 池田 幸雄，他

第1日 5月21日（木） 第20会場 下関グランドホテル（4F 芙蓉）

2型糖尿病4 8 : 30～9 : 30 座長
田附興風会医学研究所
北野病院糖尿病内分泌センター 浜本 芳之

I－20－1 新診断基準による2型糖尿病の診断：HbA1c値による検討
聖路加国際病院付属クリニック内科 三井 理瑛，他

I－20－2 薬剤治療中2型糖尿病患者におけるCGMを用いたHbA1c別の血糖動態の検討
産業医科大学第一内科 元 舞子，他

I－20－3 膵β細胞機能と糖尿病合併症からみた糖尿病診断基準の妥当性に関する研究
グランドタワーメディカルコート 藤川 るみ，他

I－20－4 軽度耐糖能異常者における75gOGTT 60分血糖値の有用性の検討
浜松医科大学第二内科内分泌代謝科�浜松医科大学医学部附属病院検査部 釣谷 大輔，他
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I－20－5 75g経口ブドウ糖負荷試験を用いた2型糖尿病の糖代謝におけるTリンパ球の動態の検討
北海道大学大学院医学研究科免疫・代謝内科学分野内科II 宮 愛香，他

I－20－6 グルコース負荷後の血漿マンノース濃度の低下は耐糖能異常と関連する―血漿マンノース濃度のグリコー
ゲン分解指標としての可能性

高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科 平野 世紀，他

2型糖尿病5 9 : 30～10 : 30 座長 済生会福岡総合病院 関口 直孝

I－20－7 Project 8（全ての人がHbA1c 8％以下に）と新潟県職域健診の推移
新潟大学大学院生活習慣病予防検査医学講座 加藤 公則，他

I－20－8 2型糖尿病患者の血糖レベルに対する環境因子と遺伝因子の相互作用：Fukuoka Diabetes Registry 14
九州大学大学院医学研究院総合コホートセンター 大隈 俊明，他

I－20－9 糖尿病家族歴の親等間における糖尿病発症・進展リスク差
済生会横浜市南部病院糖尿病内分泌内科 長田 潤，他

I－20－10 2型糖尿病患者におけるHbA1cの変動と死亡リスク
朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科 高尾 淑子，他

I－20－11 内因性インスリン分泌および薬物治療で層別解析した過去10年間の血糖管理と季節変動の推移
国立循環器病研究センター糖尿病・代謝内科 岸本 一郎，他

I－20－12 糖尿病合併症調査 JDDM2014年17000例の調査
高村内科クリニック 植木 彬夫，他

2型糖尿病6 10 : 30～11 : 30 座長 （医）和香会倉敷スイートホスピタル 松木 道裕

I－20－13 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－9）です．

I－20－14 外来糖尿病患者での治療選択における随時CPIの有効性の検討（第3報）
富山労災病院糖尿病内分泌科 村上 史峰，他

I－20－15 インスリン療法を離脱し得た2型糖尿病症例の検討
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院内分泌代謝内科 井上 亮太，他

I－20－16 血液透析患者におけるpost prandial CPR indexの検討
石井病院内科�じんけいクリニック 横田 一樹，他

I－20－17 糖毒性解除におけるインスリン・インクレチン分泌動態変化の検討―食事負荷試験を用いて―
（独）国立病院機構岡山医療センター糖尿病・代謝内科 肥田 和之，他

I－20－18 経腸栄養剤を用いた混合食負荷試験の有用性
金沢大学医薬保健研究域医学系臓器機能制御学 島 裕幹，他

第1日 5月21日（木） 第21会場 東京第一ホテル下関（3F 桜の間）

高齢者糖尿病1 8 : 30～9 : 30 座長 高村内科クリニック 植木 彬夫

I－21－1 高齢糖尿病患者における大脳白質病変と関連する因子の検討
東京都健康長寿医療センター糖尿病・内分泌科 佐藤 謙，他

I－21－2 糖尿病合併認知症の画像的特徴
公立甲賀病院内科 小河 秀郎，他

I－21－3 通院中の糖尿病患者への認知症に関するアンケート調査
東京臨床糖尿病医会�菅原医院内科 菅原 正弘，他

I－21－4 MMSEを用いたMCI（Mild Cognitive Impaiment，軽度認知症）の特徴
自由が丘横山内科クリニック 佐藤 未希，他
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I－21－5 高齢者糖尿病症例における簡易型認知機能テストによる実態調査
宇都木医院 宇都木敏浩，他

I－21－6 GA�HbA1c比と糖尿病患者の認知機能の関係
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 木下 智絵，他

高齢者糖尿病2 9 : 30～10 : 30 座長 中部ろうさい病院糖尿病内分泌内科 河村 孝彦

I－21－7 アルツハイマー型認知症の認知機能への糖尿病の合併の影響
名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療・老年科学 梅垣 宏行，他

I－21－8 糖尿病患者の認知障害のスクリーニングに関する検討
（公財）田附興風会医学研究所北野病院 中山 法子，他

I－21－9 高齢糖尿病患者の認知機能について
生長会府中病院糖尿病センター 村田 有子，他

I－21－10 フレイルとアルツハイマー型認知症を合併する高齢者糖尿病との関連
国立長寿医療研究センター内分泌代謝内科・高齢者総合診療科 川嶋 修司，他

I－21－11 当院の物忘れ外来から見えて来た2型糖尿病患者の認知症の特徴
近江八幡市立総合医療センター内分泌・代謝内科 中村 高秋，他

I－21－12 当院外来における80歳以上の高齢者2型糖尿病の臨床像について
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 樋口 正憲，他

高齢者糖尿病3 10 : 30～11 : 40 座長 奈良県立医科大学糖尿病学講座 赤井 靖宏

I－21－13 高齢糖尿病患者の転倒に関与する因子の検討
中部ろうさい病院糖尿病内分泌内科 今峰 ルイ，他

I－21－14 高齢糖尿病患者のサルコペニア予備群の発症率と特徴
弘前大学大学院医学研究科内分泌・代謝・感染症内科 柳町 幸，他

I－21－15 高齢2型糖尿病患者におけるサルコペニアの背景因子の検討
中部ろうさい病院予防医療センター 渡会 敦子，他

I－21－16 高齢糖尿病患者におけるサルコペニアの頻度とその意義
大阪大学老年・腎臓内科学 杉本 研，他

I－21－17 高齢者糖尿病における低血糖の特徴
むとう内科医院 武藤 英二

I－21－18 高齢者糖尿病の認知障害�フレイルと居宅での日内血糖変動との関連
（独）国立長寿医療研究センターもの忘れセンター 櫻井 孝，他

I－21－19 当院におけるSMILEプロジェクトの検討
金沢赤十字病院糖尿病・腎センター 山口 亜矢，他

第1日 5月21日（木） 第22会場 東京第一ホテル下関（2F ふじの間）

臨床検査1 8 : 30～9 : 30 座長 公立昭和病院内分泌・代謝内科 貴田岡正史

I－22－1 正常耐糖能者における血糖日内変動とクランプ法によって算出した膵β細胞機能指標との関係
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 末松 那都，他

I－22－2 肝インスリン代謝の影響の少ない新規インスリン抵抗性指標の開発
鳥取大学医学部病態情報内科学 大倉 毅，他

I－22－3 生理的インスリン濃度におけるインスリン感受性の評価
熊本中央病院内分泌代謝科 西田 健朗，他

I－22－4 人工膵臓を用いた周術期血糖変動の検討
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科 松田やよい，他
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I－22－5 ヒト血中インスリンの測定標準化に向けた検討：溶血検体におけるクエン酸添加の影響
株式会社コスミックコーポレーション 稲垣 貴之，他

I－22－6 1日血糖変動と3つの血糖指標との関連を再考する―DPP4阻害薬を用いて
東京女子医科大学臨床検査科�東京女子医科大学糖尿病センター内科 菅野 宙子，他

臨床検査2 9 : 30～10 : 30 座長 大阪労災病院糖尿病内科 大橋 誠

I－22－7 糖尿病症例における心電図上のfragmented QRS complexの臨床的意義についての検討
金沢大学医薬保健研究域医学系臓器機能制御学 森 由紀子，他

I－22－8 AGEsは糖尿病患者の細小血管障害・大血管障害のいずれを反映するか
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院糖尿病内分泌内科 河野 智愛，他

I－22－9 当院2型糖尿病患者におけるEPA�AA比と糖尿病性血管合併症の関連について
近畿大学医学部奈良病院消化器・内分泌内科 岸谷 讓，他

I－22－10 糖尿病患者の尿中に見られた糸球体型赤血球の検索
一般財団法人住友病院臨床検査技術科 西 律子，他

I－22－11 腎機能指標の年齢との関係
金沢赤十字病院検査部 川端絵美子，他

I－22－12 検査技師による神経伝導検査 重症度分類（NCS馬場基準）導入に向けての検討
朝日生命成人病研究所検査科 山本美津代，他

臨床検査3 10 : 30～11 : 30 座長 山口大学大学教育機構保健管理センター 奥屋 茂

I－22－13 血中シスタチンC，クレアチニンを用いた腎機能評価と2型糖尿病発症リスク：Toranomon Hospital
Health Management Center Study

新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科 平安座依子，他
I－22－14 hs�CRP値とCVD死亡の関連 ―耐糖能別・男女別検討

公財）原爆障害対策協議会健康管理・増進センター 秋山 朋子，他
I－22－15 FMD測定（入院時�退院時の比較）による短期間での血管内皮機能回復の評価と関連する因子の検討

周南市立新南陽市民病院内科 中森 芳宜，他
I－22－16 かくれ肥満者における内臓脂肪蓄積が及ぼす影響

伊勢赤十字病院医療技術部臨床検査課 長谷川珠央，他
I－22－17 2型糖尿病における頸動脈血管弾性特性と血清シスタチンCの関連性

東北大学病院糖尿病代謝科 金子 礼，他
I－22－18 短期間の血糖コントロールが血栓形成能に与える影響（T�TASⓇを用いた検討）

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学 山元 聖明，他

第1日 5月21日（木） 第23会場 門司港ホテル（2F スパーツィオ）

糖尿病療養指導（自己管理行動1） 8 : 30～9 : 30 座長 熊本県立大学環境共生学部食健康科学科 福島 英生

I－23－1 糖尿病患者のセルフケア行動やストレス対処行動にみられる性差
帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座�名古屋大学総合保健体育科学センター 筒井 秀代，他

I－23－2 セルフスティグマが2型糖尿病患者の自己管理行動に及ぼす影響―混合研究法を用いて―
東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻 加藤明日香，他

I－23－3 2型糖尿病患者のヘルスリテラシーが自己管理行動に及ぼす影響
東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻医療コミュニケーション学分野 上野 治香，他

I－23－4 2型糖尿病外来通院患者の生活習慣と糖尿病治療に関するQOL（DTR�QOL）との関連について
兵庫県立大学環境人間学部食環境栄養課程 松本 優香，他
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I－23－5 当院の糖尿病患者における運動行動の変容ステージ別特徴と運動継続に向けた課題（第2報）
三咲内科クリニック 小高美奈子，他

I－23－6 糖尿病患者における行動変容ステージからみた運動および食事療法の組み合わせ効果の検討
三咲内科クリニック�浦和大学総合福祉学部 長阪 裕子，他

糖尿病療養指導（自己管理行動2） 9 : 30～10 : 30 座長 松山赤十字病院内科（糖尿病・代謝内分泌） 近藤しおり

I－23－7 初診時療養指導による糖尿病治療中断防止効果
朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科 吉田 洋子，他

I－23－8 糖尿病患者・家族関係のPRISM Insight Study
山田憲一内科医院内科 山田 憲一，他

I－23－9 患者－主治医関係の理想像を求めて～主治医に対する考え方が療養行動を左右する？～
東京都教職員互助会三楽病院栄養科�附属生活習慣病クリニック 沼沢 玲子，他

I－23－10 当院における治療中断者の臨床像（第5報）；10年間の血糖コントロール状況と合併症進展状況：定期通院
者との比較

川井クリニック 本橋しのぶ，他
I－23－11 「日々の言い訳」から「セルフ・パターン・マネージメント」へ 3報 「人」が介在する意味

社会医療法人財団新和会八千代病院内分泌代謝内科�MCT�YACHIYO 藤井 徹，他
I－23－12 壮年期男性2型糖尿病患者に対する配偶者支援の実態調査

山口県厚生連小郡第一病院看護部 右田るみこ，他

糖尿病療養指導（自己管理行動3） 10 : 30～11 : 30 座長 県立広島病院糖尿病・内分泌内科 久保 敬二

I－23－13 他院で治療歴のある糖尿病患者の薬物療法と療養行動の問題点についての検討
那珂記念クリニック療養指導部薬剤科 鯉淵 忠敬，他

I－23－14 成人期1型糖尿病患者の療養行動と心理状態との関係
岩手県立大学看護学部基礎看護学科�岩手医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科分野 高橋 和眞，他

I－23－15 当院での1型糖尿病女性患者のCSII導入の取り組み
富山市立富山市民病院 奥田 陽子，他

I－23－16 CGM（持続血糖モニター）を用いた看護師による療養支援
小野百合内科クリニック 平野 桃，他

I－23－17 検査技師による持続血糖モニタリング（CGM）を用いた外来患者への療養指導システムの構築
神戸大学医学部附属病院検査部 林 繭子，他

I－23－18 持続血糖測定（CGM）施行後の糖尿病患者の行動変容：SMBG有効活用に関する検討
自治医科大学附属さいたま医療センター臨床検査部 三ツ橋美幸，他

第1日 5月21日（木） 第24会場 門司港ホテル（4F ジョイア）

糖尿病療養指導（栄養指導 透析予防1） 8 : 30～9 : 30 座長 大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 傍島 裕司

I－24－1 演題取り下げ
I－24－2 透析予防外来における24時間蓄尿・随時尿・食事記録による塩分摂取量の比較

多摩センタークリニックみらい 國貞 真世，他
I－24－3 糖尿病腎症における食習慣の影響と透析予防指導効果の検討

和歌山労災病院栄養管理室 森 友美，他
I－24－4 糖尿病透析予防指導における栄養指導の効果についての検討

群馬県済生会前橋病院栄養科 小野沢しのぶ，他
I－24－5 糖尿病透析予防指導が患者の行動変容に及ぼす影響と腎症に対する有用性

すみれ病院看護部 葛西ちずる，他
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I－24－6 「糖尿病腎症2期を1期に戻せ！」キャンペーン実施とその効果
すずき糖尿病内科クリニック栄養科 伊従 典世，他

糖尿病療養指導（栄養指導 透析予防2） 9 : 30～10 : 30 座長 北里大学健康管理センター 守屋 達美

I－24－7 糖尿病透析予防指導と栄養指導，療養指導を組み合わせた有効性の検証
上都賀総合病院糖尿病センター 近澤 珠聖，他

I－24－8 糖尿病透析予防指導を長期継続して ―2年超の介入から見える糖尿病腎症2期患者の腎機能推移―
独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）金沢病院栄養管理室 橋本寿美子，他

I－24－9 糖尿病性腎症2期・3期を対象とした透析予防指導管理の臨床的効果の検討（第1報）
特定医療法人啓卯会村上記念病院栄養管理室 木下 麻依，他

I－24－10 糖尿病透析予防継続指導の効果～1年間の検討～
兵庫医科大学病院臨床栄養部 新垣 仁美，他

I－24－11 糖尿病性腎症で高度腎機能低下を有する患者への透析予防ではエネルギー・BMI・血圧の3因子が進行抑
制に有効

独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター栄養治療部栄養管理室�
独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター糖尿病内分泌内科 福田 裕子，他

I－24－12 当院における糖尿病透析予防指導の効果と問題点
公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院 射場裕美子，他

糖尿病療養指導（栄養指導1） 10 : 30～11 : 30 座長 朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 吉田 洋子

I－24－13 2型糖尿病患者における前頭葉機能と食行動の関係
和歌山県立医科大学附属病院病態栄養治療部 田中明紀子，他

I－24－14 2型糖尿病患者における食行動と睡眠の質，及びHbA1cとの関連
中村学園大学栄養科学部 岩本 華奈，他

I－24－15 肥満2型糖尿病患者におけるストレスコーピングと食行動の性差に関する検討
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門 鶴田 宗久，他

I－24－16 肥満2型糖尿病患者の食行動における男女差の検討
柏木会・福元医院 釜口三恵子，他

I－24－17 糖尿病の栄養相談における咀嚼機能評価検査の活用方法の検討
医療法人社団三咲内科クリニック 工藤亜貴子，他

I－24－18 低所得の単身糖尿病患者の食事療法を支える試み
特定医療法人神戸健康共和会東神戸病院栄養科 森本 徹，他

第1日 5月21日（木） 第25会場 門司港ホテル（6F エテルノ）

糖尿病療養指導（チーム医療1） 8 : 30～9 : 30 座長 かわむら内科クリニック 河村 智一

I－25－1 透析室看護師の糖尿病療養指導に対する意識の向上～持続血糖モニター（CGM）に関わった経験を通し
て～

医療法人社団紘和会平和台病院看護部 柳原由美子，他
I－25－2 当院外来におけるCGM検査結果の報告

すながわ内科クリニック看護部 仲間千賀子，他
I－25－3 針刺し損傷防止機構付インスリン針による針刺し事故予防の試み

大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科 畑 雅久，他
I－25－4 簡易血糖測定器（POCT機）3機種の性能評価および使用感調査

NTT東日本関東病院臨床検査部 山口 智子，他
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I－25－5 血糖自己測定（SMBG）における穿刺時痛軽減のための取り組み（第2報）
岡山済生会総合病院�メディカルアシスタント室�糖尿病センター 杉山 祝子，他

I－25－6 血糖自己測定器と穿刺器具の情報共有化への取り組み
遠賀中間医師会おんが病院検査科 奥下由紀子，他

糖尿病療養指導（チーム医療2） 9 : 30～10 : 30 座長 山口労災病院内科 矢賀 健

I－25－7 医学生の糖尿病セルフケア体験とコミュニケーション学習及び多職種連携教育の試み
奈良県立医科大学糖尿病学講座 毛利 貴子，他

I－25－8 行動変容困難型妊娠糖尿病患者に多職種介入した一例
社会医療法人財団新和会八千代病院栄養科�社会医療法人財団新和会八千代病院MCT�YACHIYO 加藤るみ子，他

I－25－9 中国糖尿病現状の調査および日本式糖尿病チーム医療の中国展開に関する有用性の研究
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 飯塚 陽子，他

I－25－10 Patient�Centered Approachをテーマにした多職種連携教育（Interprofessional Education : IPE）の試み ―
スコットランドとの協働―

名古屋大学大学院医学系研究科地域医療教育学講座 末松 三奈，他
I－25－11 当院における糖尿病啓発イベントの活動報告

朝日生命成人病研究所附属医院看護科 市來祐里恵，他
I－25－12 特別養護老人ホームに入居する糖尿病患者への食事療法支援に対する介護職員の知識と判断

四日市看護医療大学看護学部 古川 智恵

糖尿病療養指導（チーム医療3） 10 : 30～11 : 30 座長
国立病院機構千葉東病院
臨床研究センター糖尿病研究室 関 直人

I－25－13 フリーアクセス形式による患者体験型の糖尿病患者会「なごみの会」の設立
医療法人和風会中島病院 芦田 真理，他

I－25－14 精神科的疾患を有する糖尿病患者の加療継続について
プルメリア糖尿病内科クリニック内科 平澤 陽子，他

I－25－15 糖尿病を有する勤労者の自己管理行動と疾患に関する理解度
独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院外来看護部 肥田 陽子，他

I－25－16 患者―主治医関係の理想像を求めて―糖尿病患者の血糖コントロール状況により違いはあるのか―
三楽病院看護部�附属生活習慣病クリニック 内田みゆき，他

I－25－17 患者―主治医関係の理想像を求めて ～糖尿病患者と非糖尿病患者で違いはあるか～
東京都教職員互助会三楽病院看護部�附属生活習慣病クリニック 櫻井 陽子，他

I－25－18 患者―主治医関係の理想像を求めて―治療法により主治医との人間関係に差はあるのか？―
公益法人東京都教職員互助会三楽病院栄養科�

公益法人東京都教職員互助会三楽病院附属生活習慣病クリニック 難波 春子，他


