
― 152 ―

一 般 演 題

第 2日 口 演

第2日 5月22日（金） 第4会場 海峡メッセ下関（8F 801会議室）

その他の糖尿病1 8 : 30～9 : 30 座長 虎の門病院内分泌代謝科糖尿病・代謝部門 森 保道

II－4－1 喫煙は高用量ステロイドによる新規発症ステロイド糖尿病の危険因子である
東邦大学医療センター佐倉病院内科糖尿病・内分泌・代謝センター 南雲 彩子，他

II－4－2 ステロイド治療におけるステロイド糖尿病発症要因の検討
神戸百年記念病院内科 黒木 康雄，他

II－4－3 内分泌性糖尿病患者の内臓脂肪におけるコルチゾール代謝酵素のエピジェネティクス
金沢大学大学院臓器機能制御学（内分泌代謝内科） 武田 仁裕，他

II－4－4 腎疾患に対するステロイド治療中の糖尿病発症・増悪に関する検討
JR札幌病院循環器内科 富樫 信彦，他

II－4－5 IgG4関連疾患（IgG4�RD）におけるステロイド治療と耐糖能に関する検討
和歌山県立医科大学内科学第1講座 竹島 健，他

II－4－6 ステロイド糖尿病の治療薬についての検討―当院のステロイド糖尿病の治療現状に基づいて
NTT西日本大阪病院糖尿病・内分泌内科 陳 瑛超，他

その他の糖尿病2 9 : 30～10 : 30 座長 弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科 大門 眞

II－4－7 内科におけるMODY頻度と診断に有用な臨床的特徴
東京女子医科大学糖尿病センター内科 滝澤 美保，他

II－4－8 MODY型の非肥満若年発症糖尿病の新たな発症分子機構の同定
大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科 依藤 亨，他

II－4－9 日本人MODY 6の4症例についての検討
岐阜大学医学部附属病院糖尿病代謝内科 塩谷真由美，他

II－4－10 肺炎罹患時の高血糖を契機に診断されたMODY2の一卵性双胎例―OGTTでの評価の重要性について―
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科�東京慈恵会医科大学附属病院小児科 小澤 綾子，他

II－4－11 グルコキナーゼ遺伝子異常による糖尿病の臨床的特徴の検討
和歌山県立医科大学附属病院糖尿病・内分泌代謝内科 松野 正平，他

II－4－12 遺伝子診断が治療法の選択に有用であったMODY3の1例
和歌山県立医科大学第一内科 浦木 進丞，他

その他の糖尿病3 10 : 30～11 : 30 座長 みどり健康管理センター 徳永 勝人

II－4－13 自然流産と同時期に糖尿病を発症したミトコンドリア糖尿病孤発例の2症例
日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野 松島えり子，他

II－4－14 ミトコンドリア遺伝子変異を認めた若年発症糖尿病の1例
大阪大学医学部附属病院内分泌代謝内科 出口 有近，他

II－4－15 ミトコンドリア糖尿病の臨床像と診断
日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科 山口 祐司，他

II－4－16 ミトコンドリアDNA異常症の1例
関西医科大学第二内科 岸本 菜央，他

II－4－17 家族性腎性糖尿が疑われた1症例家系で同定した2種類のSGLT2遺伝子変異
四国こどもとおとなの医療センター臨床研究部小児ゲノム医療研究室 森谷 眞紀，他
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II－4－18 糖尿病合併妊娠経過中に肺炎を発症し，診断されたMODY1型の症例
香川大学医学部附属病院内分泌代謝内科 菊池 史，他

その他の糖尿病4 15 : 00～16 : 00 座長
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
代謝・内分泌内科 方波見卓行

II－4－19 原発性アルドステロン症の局在による糖代謝異常の出現機序について
日本医科大学付属病院 高野 綾子，他

II－4－20 重症成人成長ホルモン分泌不全症に対する成長ホルモン補充療法による糖代謝・脂質代謝変化の検討
北里大学医学部内分泌代謝内科学 高野 幸路，他

II－4－21 副腎偶発腫（Incidentaloma）として発見された機能性副腎疾患の耐糖能障害についての検討
自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科 生駒 亜希，他

II－4－22 糖尿病合併ウェルナー症候群の血糖管理にリラグルチドが有効であった一例
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学�千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 山本 雅，他

II－4－23 エキセナチド・食事・アルギニン各負荷，GTTの血中グルカゴン反応を調べた早期膵グルカゴノーマの
一例

恵寿総合病院内科 宮本 正治，他
II－4－24 糖尿病を合併したプラダー・ウィリー症候群患者に対するトホグリフロジンの有用性，安全性の検討

獨協医科大学越谷病院小児科�独立行政法人国立成育医療研究センター分子内分泌研究部 綾部 匡之，他

その他の糖尿病5 16 : 00～17 : 00 座長 あおぞらクリニック 今村 洋一

II－4－25 持続グルコースモニタによる心臓周術期における術前の血糖変動の評価と術後高血糖の予測について
新潟大学保険管理センター 石川 友美，他

II－4－26 2型糖尿病患者における10年間のHbA1c変動と薬物療法変遷との関連性
上五島病院内科 近藤 英明，他

II－4－27 糖尿病合併の腎移植後患者における患者背景の検討
近畿大学医学部堺病院 田中 陽一，他

II－4－28 抗精神病薬内服者の糖代謝異常の発症リスクに関する生存分析
国立国際医療研究センター国府台病院内科 野々垣香織，他

II－4－29 当科初診糖尿病患者の5年後の経過
川崎幸クリニック内科・糖尿病科 安島 美保，他

II－4－30 食事療法と運動療法でHbA1cが著明に改善した症例の特徴について
新井病院内科 関谷 栄

その他の糖尿病6 17 : 00～18 : 00 座長 京都大学糖尿病・内分泌・栄養内科学 長嶋 一昭

II－4－31 1型糖尿病様の病態を呈し，インスリン分泌能の改善を見た一剖検例における膵病理所見の検討
新古賀病院糖尿病センター 當時久保正之，他

II－4－32 膵石のtwinkling artifact出現とインスリン分泌能との関連
京都府立医科大学消化器内科 阪上 順一，他

II－4－33 血糖とHbA1cの乖離が診断の契機となった異常ヘモグロビン症の一例
岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学 藤澤 太郎，他

II－4－34 脂肪萎縮性糖尿病の一例
安城更生病院内分泌糖尿病内科 水谷 直広，他

II－4－35 皮下インスリン抵抗性の一例
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 住田 崇，他

II－4－36 若年性皮膚筋炎に続発した脂肪萎縮性糖尿病の1例
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科�千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 馬場 雄介，他
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第2日 5月22日（金） 第5会場 下関市生涯学習プラザ（1F 海のホール）

薬物療法（SGLT�2阻害薬3） 8 : 30～9 : 30 座長 淀川キリスト教病院 朴 孝憲

II－5－1 日本人2型糖尿病患者のSGLT 2阻害薬の実臨床下における有効性と安全性
三浦中央医院 瀧端 正博，他

II－5－2 SGLT2阻害薬投与による体組成の変化と骨代謝への影響
医療法人社団糖和会近藤医院 近藤 琢磨，他

II－5－3 SGLT�2阻害薬投与後のeGFR変化
東京医科大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 金澤 昭，他

II－5－4 SGLT2�i投与女性症例における泌尿器系症状調査と尿の変化および尿路感染症について
医療法人安和会石丸安世記念熊谷ディアベテスクリニック検査部 中村 尚広，他

II－5－5 SGLT2阻害剤（SGLT2I）投与による尿糖排泄量は，尿中Na排泄量によって規定されるか
京都山城総合医療センター糖尿病センター�京都山城総合医療センターハートセンター 堤 丈士，他

II－5－6 SGLT�2阻害剤の使用経験について～脂質・電解質の変化も含めて～
横浜市立大学附属市民総合医療センター内分泌糖尿病内科 松浦みのり，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬4） 9 : 30～10 : 30 座長
社会医療法人近森会近森病院
糖尿病・内分泌代謝内科 公文 義雄

II－5－7 日本人2型糖尿病患者におけるエンパグリフロジンの有効性及び安全性：第IIb�III相試験併合データを用
いたBMIと年齢によるサブ解析

東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝内科 柴 輝男，他
II－5－8 トホグリフロジンの臨床効果とIn body 770を用いた体組成変化の検討

医療法人社団幸正会岩本内科医院 岩本 正博，他
II－5－9 SGLT2阻害薬の有効性と体成分に及ぼす影響

医療法人社団糖翠会はせがわ内科クリニック 長谷川 敦，他
II－5－10 血糖コントロール不良2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の追加併用の有効性と安全性の検討

（社医財）仁医会牧田総合病院糖尿病科 小菅恵一朗
II－5－11 演題取り下げ
II－5－12 強化インスリン治療中高度肥満合併2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害剤の効果

朝日大学村上記念病院糖尿病・内分泌科 柳瀬 匡宏，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬5） 10 : 30～11 : 30 座長 東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科 三輪 隆

II－5－13 不眠を有する2型糖尿病患者におけるラメルテオンの効果
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院代謝内分泌内科 角田 哲治，他

II－5－14 2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬の投与による血糖値と血圧，またそれらの変動の変化を観察したパ
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 原 興一郎，他
II－5－15 SGLT�2阻害薬の血圧日内変動，夜間の血圧変動に及ぼす短期的効果

新山手病院消化器科 江里口正純，他
II－5－16 SGLT�2阻害薬の追加投与は，糖毒性を解除し既存治療の効果を増強させる―CGMによる単独投与と追加

投与の効果の比較―
新山手病院生活習慣病センター糖尿病科 谷口由希子，他

II－5－17 アンジオテンシンII受容体拮抗薬の抗糖尿病作用における新規作用メカニズムの解析
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 河野 恭之，他

II－5－18 ダパグリフロジンの血糖降下と脂肪細胞への作用
医療法人社団OKM岡本内科クリニック 岡本 亜紀，他
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薬物療法（SGLT�2阻害薬6） 15 : 00～16 : 00 座長 大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科 西村 治男

II－5－19 既存の内服またはインスリン療法にイプラグリフロジンを追加投与した症例の，CGMを用いた検討
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 川崎 元樹，他

II－5－20 CGMによるSGLT2阻害薬イプラグリフロジン有用性の検討
岡山済生会総合病院糖尿病センター 庄島 蘇音，他

II－5－21 SGLT2阻害薬追加投与の有用性について～CGMによる検討～
小野百合内科クリニック 鴨嶋ひかる，他

II－5－22 皮膚Autofluorescenceにより評価したアンギオテンシン受容体拮抗薬（ARB）の有効性の検討
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科 麻沼 卓弥，他

II－5－23 CGMSを用いたダパグリフロジン単回投与による尿糖排泄閾値の変化
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 中村 祐太，他

II－5－24 SGLT2阻害薬前後の血糖変動の持続血糖モニター（CGM）による検討
NTT東日本東北病院糖尿病代謝内科 大和 一美，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬7） 16 : 00～17 : 00 座長 熊本市医師会熊本地域医療センター代謝内科 笹原 誉之

II－5－25 2型糖尿病患者における血糖コントロール状態とSGLT2阻害薬の効果の関連性
愛知医科大学メディカルクリニック内科 楠 正隆，他

II－5－26 新規SGLT�2阻害薬イプラグリフロジンの2型糖尿病患者に対する前向き介入研究
せいの内科クリニック 清野 弘明，他

II－5－27 2日間のSGLT2阻害薬内服で総ケトン体7735μmol�Lに達するケトアシドーシスを発症した若年肥満2型糖
尿病の1例

東北大学病院糖尿病代謝科 川名 洋平，他
II－5－28 糖毒性状態においてイプラグリフロジンが糖代謝・尿糖プロファイルに及ぼす影響の検討―食事負荷試

験，分割蓄尿を用いて―
岡山医療センター代謝内科 森本 栄作，他

II－5－29 外来2型糖尿病患者の24時間尿糖排泄量を再考する
滋賀医科大学糖尿病腎臓神経内科 森野勝太郎，他

II－5－30 新規開発高特異性サンドイッチELISA法を用いたSGLT�2阻害薬によるグルカゴン分泌への影響の検討
群馬大学生体調節研究所代謝シグナル研究展開センター�群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 須賀 孝慶，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬8） 17 : 00～18 : 00 座長 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 入江潤一郎

II－5－31 当院におけるイプラグリフロジン導入64例の検討
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 榎本 康宏，他

II－5－32 2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬新規処方例の開始パターンと短期治療成績―CoDiCを用いた多施設
共同研究―

西宮市立中央病院糖尿病・内分泌内科 紅林 昌吾，他
II－5－33 選択的SGLT2阻害薬イプラグリフロジンの内臓脂肪減少効果に関する検討

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 山本 知穂，他
II－5－34 イプラグリフロジンの血糖降下作用およびInBody S20を用いた体組成変化と食事内容との関連

厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター 浅生 貴子，他
II－5－35 Tofogliflozin8週使用の糖代謝および体組成に対する体成分分析装置を用いた検討

愛仁会千船病院内科 廣瀬 幸恵，他
II－5－36 SGLT2阻害薬投与91例における6ヶ月間の効果と安全性の検討

医療法人TDE糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 戸崎 貴博，他
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第2日 5月22日（金） 第6会場 下関市生涯学習プラザ（2F 宙のホール）

薬物療法（GLP�1受容体作動薬2） 8 : 30～9 : 30 座長 福岡赤十字病院糖尿病内科 筒 信隆

II－6－1 GLP�1受容体作動薬の血糖改善メカニズムについての検討：Short�actingとlong�actingの胃排泄およびイ
ンスリン分泌に対する効果の違い

関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 桑田 仁司，他
II－6－2 リラグルチド長期使用後の脂肪分布と脂質代謝への影響

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科部門 山本 剛史，他
II－6－3 国内第III相臨床試験の併合解析により検討したリラグルチド投与中の日本人2型糖尿病患者における体重

変化の予測因子
するがクリニック内科 山内 晃，他

II－6－4 2型糖尿病治療におけるリラグルチド投与のnonHDL�Cに及ぼす効果
地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター市民病院薬剤部 藤田有紀子，他

II－6－5 インスリン投与患者へのリラグルチド併用効果の検討
医療法人社団啓卯会村上記念病院内科 三玉 康幸，他

II－6－6 BOT療法効果不十分例に対するLixisenatideまたはVildagliptinのインスリン併用効果の比較研究（GLP�
ONE KOBE Study）

神戸大学大学院医学研究科糖尿病内分泌内科 宗 杏奈，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬3） 9 : 30～10 : 30 座長
岐阜大学保健管理センター・大学院
連合創薬医療情報研究科 山本眞由美

II－6－7 認知症患者におけるエキセナチドLARの治療効果～非認知症患者との比較～
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 上野 宏樹，他

II－6－8 GLP1受容体作動薬の認知機能改善効果について
宇部協立病院内科 上野八重子，他

II－6－9 GLP�1アナログ製剤の長期間投与による血中BNPの改善効果
医療法人山本内科クリニック 山本 繁樹

II－6－10 GLP�1製剤による肥満2型糖尿病治療はHbA1cと肝機能を改善する
関西労災病院糖尿病内分泌内科 永井 泰紀，他

II－6－11 2型糖尿病患者におけるエキセナチド徐放製剤への切り替え症例の検討
国立病院機構三重中央医療センター内科 田中 剛史，他

II－6－12 2型糖尿病患者におけるリラグルチドとエキセナチドのβ細胞機能改善効果に関する比較検討
横浜市立大学医科学研究科分子内分泌・糖尿病内科学教室�茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科 近藤 義宣，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬4） 10 : 30～11 : 30 座長 京都第二赤十字病院代謝・腎臓・リウマチ内科 長谷川剛二

II－6－13 強化インスリン療法施行下にも血糖管理難航例へのLiraglutide追加効果に関する検討
秋田赤十字病院代謝内科 小山 昌平，他

II－6－14 経口血糖降下薬単剤で治療中の2型糖尿病患者におけるdulaglutideの併用療法長期投与試験
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 絵本 正憲，他

II－6－15 インスリン分泌能の保たれた2型糖尿病患者におけるGLP�1受容体作動薬の長期使用経験
大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科 西山 祐輝，他

II－6－16 リラグルチドの外来導入管理と長期使用有効例の検討
千葉大学医学部附属病院糖尿病代謝内分泌内科�千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 永野 秀和，他

II－6－17 Dulaglutideの有効性・安全性に対する患者背景の影響―日本人2型糖尿病患者における第三相試験併合解
析

朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 大西由希子，他
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II－6－18 GLP�1受容体作動薬リラグルチドの長期使用による治療効果の検討
母恋天使病院糖尿病内科 吉田 和博

薬物療法（GLP�1受容体作動薬5） 15 : 00～16 : 00 座長 青森労災病院糖尿病内分泌内科 玉澤 直樹

II－6－19 当院での持続性エキセナチド治療1年間の臨床効果―エキセナチドからの変更症例についての検討―
羽賀糖尿病内科 羽賀 達也，他

II－6－20 当院におけるエキセナチド週1回製剤の検討
公立陶生病院内分泌代謝内科 津留 香里，他

II－6－21 エキセナチド週1回投与製剤の第3相試験レトロスペクティブ解析：治療反応に関するベースライン予測因
子と血糖�体重への影響

アストラゼネカ株式会社メディカル本部糖尿病領域 操田知世子
II－6－22 2型糖尿病においてリラグルチドから週1回のエキセナチド製剤への変更による各種因子とQOL評価―

DTR�QOLを用いて―
石川県立中央病院糖尿病・内分泌内科 藤井寿美枝，他

II－6－23 日本人2型糖尿病患者におけるリラグルチドの血糖改善効果：血糖コントロール目標達成と投与開始前膵
β細胞機能の関係性

関西電力病院 矢部 大介，他
II－6－24 エキセナチド1週間製剤のDTSQ改善効果に対する年齢の影響―第3相試験のレトロスペクティブ解析から

奈良県立医科大学糖尿病学講座 石井 均，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬6） 16 : 00～17 : 00 座長 H.E.Cサイエンスクリニック 調 進一郎

II－6－25 日本人2型糖尿病患者におけるリラグルチド0.9mg投与による治療効果の予測因子―国内第III相臨床試験
の併合解析―

那珂記念クリニック内科 遅野井 健，他
II－6－26 インスリン製剤とリキシセナチドの併用療法における有効性の予測因子に関する検討

関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 櫻町 惟，他
II－6－27 インスリン同量でリラグルチド追加投与を行った15症例における有効性，安全性の検討

東京医科大学病院糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 藤村 佳世，他
II－6－28 GLP�1受容体作動薬導入の成否に関与する要因の検討

済生会福岡総合病院糖尿病・内分泌内科 市野 功，他
II－6－29 GLP�1アナログによる2型糖尿病の改善には，IGF�Iと基礎インスリン分泌が関連する

愛知医科大学医学部内科学講座内分泌代謝内科 大竹 千生，他
II－6－30 GLP�1受容体作動薬の臨床効果予測因子としてのCPR�AUC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 大畠 梓，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬7） 17 : 00～18 : 00 座長 NTT西日本中国健康管理センタ 山根 公則

II－6－31 2型糖尿病患者における週1回投与dulaglutide単独療法の有効性及び安全性－プラセボ及びリラグルチド対
照並行群間比較試験

金沢大学医薬保健研究域医学系包括的代謝学分野 篁 俊成，他
II－6－32 強化インスリン療法にリラグリチドを追加して血糖値，Average Daily Risk Range（ADRR）の著明改善

が得られた2型糖尿病症例
桐生厚生総合病院内科 加嶋 耕二，他

II－6－33 GLP�1受容体作動薬と基礎インスリンの併用療法についての検討
独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター糖尿病内科 森川 侑佳，他

II－6－34 リキシセナチドにより強化インスリン療法から離脱できる2型糖尿病症例はどれくらい存在するか
弘前大学医学部附属病院内分泌代謝内科 山下 真紀，他
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II－6－35 リキシセナチドと持効型溶解インスリン併用療法の有用性と安全性の検討
広島医療生協広島共立病院糖尿病内科 森下 尚明

II－6－36 インスリン治療中の2型糖尿病患者におけるリラグルチド及び基礎インスリン併用療法の有効性に関する
検討

（独）国立病院機構岡山医療センター糖尿病・代謝内科 梶谷 展生，他

第2日 5月22日（金） 第7会場 下関市生涯学習プラザ（2F 風のホール）

薬物療法（インスリン療法1） 8 : 30～9 : 30 座長 中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科 中島英太郎

II－7－1 インスリングラルギン300 U�mLの日本人1型糖尿病患者に対する有効性と安全性の検討：第III相比較試
験EDITION JP 1

徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター 松久 宗英，他
II－7－2 経口血糖降下薬と基礎インスリンで治療中の2型糖尿病患者に対するインスリングラルギン300 U�mLの有

効性と安全性：EDITION JP 2
横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学教室 寺内 康夫，他

II－7－3 インスリン未治療の2型糖尿病患者に対するインスリングラルギン300 U�mLの有効性と安全性の検討：第
III相比較試験EDITION 3

社会医療法人財団慈泉会相澤病院糖尿病センター 山内 恵史，他
II－7－4 LY2963016とランタスⓇの有効性及び安全性における同等性の検討（1型糖尿病患者）：ELEMENT1試験

医療法人社団陣内会陣内病院 陣内 秀昭，他
II－7－5 混合型インスリン1日2回投与または持効型インスリン1日1回投与によるインスリン導入の検討

日本糖尿病協会学術委員会 岩村 元気，他
II－7－6 演題取り下げ

薬物療法（インスリン療法2） 9 : 30～10 : 30 座長 熊本市民病院代謝内科 櫨川 岩穂

II－7－7 インスリンデグルデクへの変更が患者のQOLのどのような影響を与えたか
医療法人南昌江内科クリニック 黒木 幸恵，他

II－7－8 インスリンデグルデクに適したアルゴリズムとその有効性・安全性の検討（HIT�2）
西脇市立西脇病院 来住 稔，他

II－7－9 Treatment intensification with IDegAsp BID vs. IDeg OD plus IAsp in insulin�treated patients with T2
D

Novo Nordisk A�S, Soeborg, Denmark Macura Stanisdlava, et al.
II－7－10 IDegAsp provides superior FPG control and reduced hypoglycaemia vs. BIAsp 30 in insulin�naïve

adults with T2D
Novo Nordisk A�S, Soeborg, Denmark Macura Stanisdlava, et al.

II－7－11 強化インスリン療法におけるデクルデク（D）の投与時間と血糖調節時間の比較
特定医療法人社団啓卯会村上記念病院内科 山辺 瑞穂，他

II－7－12 持効型インスリンアナログの急性期の初期投与量と慢性期週3回投与；血中濃度シミュレーションと実際
市立堺病院腎代謝免疫内科 藤澤 智巳，他

薬物療法（インスリン療法3） 10 : 30～11 : 30 座長 地方独立行政法人徳島県鳴門病院内科 藤中 雄一

II－7－13 インスリンデグルデク（D）変更後のインスリン（Ins）使用量の検討
埼玉県済生会川口総合病院 大濱 俊彦，他

II－7－14 HbA1c8％を基準に持効型インスリンをインスリンデグルデクへ変更後の低血糖頻度と満足度の検討―
DOSE Study―

東京医科大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 末盛 敦子，他
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II－7－15 basal�bolus治療中の2型糖尿病外来患者におけるCGMを用いたインスリングラルギンとインスリンデグル
デクとの比較検討

北里大学薬学部薬物治療学1教室 小室真奈穂，他
II－7－16 1型糖尿病におけるグラルギンからデグルデクへの切り替えのCGMによる検討

久留米大学医学部内分泌代謝内科 赤須 祥子，他
II－7－17 当院におけるインスリングラルギンからインスリンデグルデグへの変更症例の検討（第二報）

公立陶生病院医療技術局薬剤部 後藤 俊晃，他
II－7－18 1型糖尿病患者でのグラルギン・デテミルからデグルデク変更後のHbA1cと体重への影響について

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 生駒沙枝子，他

薬物療法（DPP�4阻害薬4） 15 : 00～16 : 00 座長 江本内科 江本 政広

II－7－19 シスタチンCに及ぼすDPP�4阻害薬処方の影響について
医療法人社団三咲内科クリニック 栗林 伸一，他

II－7－20 インスリン治療中の2型糖尿病透析患者に対するビルダグリプチンによるインスリン減量・離脱および血
糖変動の改善効果

済生会熊本病院腎・泌尿器センター�済生会熊本病院 井上 浩伸，他
II－7－21 DPP�4阻害薬新規導入における薬剤別のHbA1c，1,5AG変化の検討

広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 長野 千尋，他
II－7－22 DPP�4阻害薬使用開始後の腎症4期移行期における2型糖尿病治療薬の使用状況についての検討

社会医療法人宏潤会大同病院糖尿病内分泌内科 寺島 康博，他
II－7－23 慢性腎臓病合併2型糖尿病患者におけるテネリグリプチンの血管内皮機能への有用性の検討

獨協医科大学心臓・血管内科 西田 舞，他
II－7－24 DPP�4阻害薬（DPP�4i）による腎保護効果の検討

埼玉医科大学総合医療センター腎高血圧内科 叶澤 孝一，他

薬物療法（DPP�4阻害薬5） 16 : 00～17 : 00 座長 井上記念病院糖尿病代謝内科 武井 泉

II－7－25 DPP�4阻害薬リナグリプチンとメトホルミン併用における前立腺癌抑制効果の検討
福岡大学病院内分泌・糖尿病内科 寺脇 悠一，他

II－7－26 2型糖尿病自然発症OLETFラットへのアナグリプチンの長期投与は肝臓における白血球浸潤マーカーの発
現を抑制する

静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府薬食生命科学専攻 今井 千裕，他
II－7－27 テネリグリプチンは3T3L�1脂肪細胞でのxanthine oxidoreductase（XOR）の発現を抑制する

福島県立医科大学腎臓高血圧糖尿病内分泌代謝内科 塚越 千尋，他
II－7－28 閉経肥満モデルマウスにおけるDPP�4阻害薬の糖脂質代謝に対する効果の検討

富山大学附属病院産婦人科 鮫島 梓，他
II－7－29 ビルダグリプチンによるグルカゴン分泌抑制効果の検討

群馬大学生体調節研究所代謝シグナル研究展開センター 菊池 司，他
II－7－30 DPP4阻害薬（Teneligliptin）による腹部大動脈瘤の抑制

九州大学循環器内科 高原 勇介，他

薬物療法（DPP�4阻害薬6） 17 : 00～18 : 00 座長 千葉中央メディカルセンター糖尿病センター 金塚 東

II－7－31 新規Weekly DPP�4阻害薬トレラグリプチン～2型糖尿病患者における単独又は併用療法での長期投与時
の安全性及び有効性の検討

川崎医科大学総合内科学1 加来 浩平，他
II－7－32 2型糖尿病患者におけるテネリグリプチンの有効性および安全性に関する後ろ向き検討

川崎医科大学総合内科学1 亀井 信二，他
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II－7－33 DPP4阻害薬の通常量から半量へ―血糖コントロール良好者に対して
自由が丘横山内科クリニック 水谷有加利，他

II－7－34 リナグリプチンの高齢糖尿病患者における有用性と安全性の検討
東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科 粟根 尚子，他

II－7－35 CGMを用いた血液透析2型糖尿病患者におけるテネリグリプチンの効果の検討
社会医療法人景岳会南大阪病院内科 和田 憲嗣，他

II－7－36 Drug Naïve2型糖尿病患者へDPP�4阻害薬又はSU薬処方後2年間の病像変化；CoDiCを用いた多施設共同
研究

川井クリニック�糖尿病データマネジメント研究会 川井 紘一，他

第2日 5月22日（金） 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4 8 : 30～9 : 30 座長 東芝病院代謝内分泌内科 大杉 満

II－11－1 1型糖尿病患者の発症時の特徴と臨床経過
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科 高橋 信行，他

II－11－2 急性発症1型糖尿病患者におけるインスリン分泌能長期経過（第2報）
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 宇野 彩，他

II－11－3 インスリン分泌が枯渇した1型糖尿病における食事負荷に対するグルカゴン分泌動態の検討
大阪医科大学内科学I 三柴 裕子，他

II－11－4 若年1型糖尿病患者における血中DPP�4活性の意義の検討
大阪大学医学部附属病院内分泌・代謝内科 大澤彩恵子，他

II－11－5 11C�methionine PET�CTを用いた生体・脳死膵臓移植後の膵グラフト機能の予後予測
国立病院機構千葉東病院外科 大月 和宣，他

II－11－6 一施設における日本人1型および2型糖尿病患者の癌罹患率の検討―DIACET調査から
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科 三浦順之助，他

1型糖尿病5 9 : 30～10 : 30 座長 市立旭川病院糖尿病センター 宮本 義博

II－11－7 1型糖尿病透析患者における虚血性心疾患および脳血管障害の合併に対する寄与因子
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科 入村 泉，他

II－11－8 1型糖尿病患者の夜間低血糖の存在は，朝食前後の血糖変動から予測可能か？
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 三石 純江，他

II－11－9 1型糖尿病患者におけるesRAGEと細小血管障害の発症・進展との関連
高知大学医学部第二内科 沈 卓，他

II－11－10 1型糖尿病における細小血管合併症と血糖変動の関連性
東北大学病院糖尿病代謝科 澤田正二郎，他

II－11－11 1型糖尿病患者の尿中アルブミン増加ならびにGFR低下と関連する血糖変動の指標を含んだ因子の検討
東京慈恵会医科大学 安藤 精貴，他

II－11－12 1型糖尿病患者における網膜循環動態の検討
旭川医科大学眼科 長岡 泰司，他

1型糖尿病6 10 : 30～11 : 30 座長
国立病院機構京都医療センター
臨床研究センター糖尿病研究部 服部 正和

II－11－13 1型糖尿病患者でのインスリンデグルデクの有用性の検討
東京女子医科大学糖尿病センター内科 市原由美江，他

II－11－14 1型糖尿病基礎インスリン補充でのグラルギン（IGla）とデグルデク（IDeg）朝1回投与の有効性と安全
性の検討（DIRECT�1）

東邦大学医療センター大森病院糖尿病・代謝・内分泌科 伊賀 涼，他
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II－11－15 1型糖尿病患者に対するインスリンデグルデクの有用性
九州大学大学院病態機能内科学 松本 千紗，他

II－11－16 CoDiCを用いた糖尿病の実態調査：1型糖尿病におけるインスリン デグルデクと既存持効型溶解インス
リン製剤の比較（第2報）

千葉中央メディカルセンター糖尿病センター 金塚 東，他
II－11－17 強化インスリン療法中の1型糖尿病患者の持効型インスリンをグラルギン2回からデグルデク1回にした影

響についての検討
JR大阪鉄道病院糖尿病・代謝内科 大西 正芳，他

II－11－18 1型糖尿病患者でのインスリングラルギンからデグルデクに変更した際の有効性・安全性について比較検
討

埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 諏訪 絵美，他

1型糖尿病7 15 : 00～16 : 00 座長 長岡中央綜合病院糖尿病センター 八幡 和明

II－11－19 持続血糖モニターを用いた1型糖尿病における血糖変動の評価―デグルデクと他の基礎インスリン製剤使
用時の比較―

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 岩崎 信吾，他
II－11－20 1型糖尿病におけるインスリンデグルデクの効果持続時間の検討―CGMとインスリンポンプを用いて―

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学 橋村夏野子，他
II－11－21 持続血糖モニター（CGM）を用いた1型糖尿病におけるインスリンデテミル及びインスリンデグルデク投

与時の血糖変動の比較検討
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 高橋 紘，他

II－11－22 持続血糖モニター（CGM）を用いた1型糖尿病におけるインスリングラルギン及びインスリンデグルデク
投与時の血糖変動の比較検討

東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 恩田 美湖，他
II－11－23 基礎インスリンをデクルデクへの変更後1年後の

演題取り下げ

使用インスリン量およびHbA1cの経過とその特徴につい
て

医療法人南昌江内科クリニック 二村 育実，他
II－11－24

メタボリックシンドローム1 16 : 00～17 : 00 座長 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 田中 正巳

II－11－25 生活習慣の欧米化がインスリン感受性の低下に与える影響―ハワイ・ロサンゼルス・広島スタディより―
広島大学大学院医歯薬保健学研究科分子内科学 久保田麻衣子，他

II－11－26 メタボリックシンドロームに合致しない糖尿病例の腹囲，リスク数，合併症の経年変動～教育入院例での
検討～

一般財団法人住友病院内分泌代謝内科 山田 祐也，他
II－11－27 内臓脂肪総体積測定の有用性とその基準値の検討

聖マリアンナ医科大学病院代謝・内分泌内科 国際医療福祉大学糖尿病・内分泌内科 月山 秀一，他
II－11－28 2型糖尿病男性における血清DPP 4濃度とCT診断による内臓脂肪型肥満との関連性の検討

島根大学医学部内科学第一 田中小百合，他
II－11－29 アミロペクチン長鎖型米「こなゆきの舞」レトルトご飯による食後血糖の抑制

女子栄養大学栄養クリニック 蒲池 桂子，他
II－11－30 2型糖尿病および肥満症患者におけるマクロファージ 単球特異的慢性炎症マーカー可溶型CD163の意義

千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 服部 暁子，他
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メタボリックシンドローム2 17 : 00～18 : 00 座長 国立循環器病研究センター糖尿病代謝内科 槇野 久士

II－11－31 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－5）です．

II－11－32 肥満糖尿病モデルdb�dbマウス血清のプロテオーム解析による新規糖尿病関連分子の探索
横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学 京原 麻由，他

II－11－33 アディポネクチン受容体AdipoRを介して糖尿病を改善しうる天然物質の探索と解析
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 小田原紗羅，他

II－11－34 Tim44（translocase of inner mitochondrial membrane 44）とメタボリックシンドロームにおける機能解
析

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学 和田 淳，他
II－11－35 長期TNFα刺激によるAMPキナーゼ調節機構の解明

群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 山田英二郎，他
II－11－36 生体二光子分子イメージングによる味蕾機能の可視化解析：肥満と味覚機能変化

自治医科大学分子病態研究部�東京大学循環器内科・TSBMI 西村 智

第2日 5月22日（金） 第12会場 シーモールパレス（3F ダイヤモンド）

地域医療・医療情報1 8 : 30～9 : 30 座長 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 目黒 周

II－12－1 糖尿病患者のデータ収集と分析（第3報）
国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究部�国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科 本田 律子，他

II－12－2 当院における糖尿病患者の死因についての実態調査（第1報）―過去5年間，1200例の患者背景―
総合病院国保旭中央病院糖尿病代謝内科 横尾 英孝，他

II－12－3 糖尿病発症予測モデルの作成と妥当性の検証
東京女子医科大学糖尿病センター 中神 朋子，他

II－12－4 岡山県糖尿病等生活習慣病医療連携事業
岡山大学病院糖尿病センター 利根 淳仁，他

II－12－5 十勝管内における，非糖尿病専門医の糖尿病診療に関するアンケート調査
帯広厚生病院 越谷 剛，他

II－12－6 介護施設における糖尿病患者指導の現状を考える～A市におけるアンケート結果より～
公立学校共済組合九州中央病院外来 吉井千賀子，他

地域医療・医療情報2 9 : 30～10 : 30 座長 かぎもとクリニック 鍵本 伸二

II－12－7 糖尿病患者の無症候性冠動脈疾患の三次予防の取り組みとその医療経済効果：自治体国保レセプトデータ
からの解析

千葉県循環器病センター総合診療内科 平井 愛山，他
II－12－8 医科歯科連携による糖尿病重症化予防の取り組み（第一報）

さんむ医療センター内科 川上 総士，他
II－12－9 島根県出雲市で行っている保険薬局ネットワークを用いた予防的フットケア啓発活動

手納医院�NPO法人島根県糖尿病療養指導支援機構 手納 信一，他
II－12－10 糖尿病透析予防システムの使用経験（続報）

深川第一病院看護部 佐々木澄子，他
II－12－11 日本人駐在員の海外赴任期間中における糖尿病コントロールの実態

シンガポール日本人会クリニック 日暮真由美，他
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II－12－12 糖尿病災害医療対策プロジェクトの活動経過～「糖尿病災害時サバイバルマニュアル」と「糖尿病災害医
療マニュアル」の普及活動～

多摩丘陵病院 冨永 晴郎，他

地域医療・医療情報3 10 : 30～11 : 30 座長 （医社）杜の木会もりの木クリニック 矢野まゆみ

II－12－13 Continuous Glucose Monitoring病診連携パスの作成と実際
青森県立中央病院内分泌代謝内科 木村麻衣子，他

II－12－14 糖尿病地域連携パスを用いた糖尿病患者の合併症予防の取り組み
済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科 比嘉眞理子，他

II－12－15 循環型糖尿病医療連携パス6年間運用のアウトカム
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 辻野 元祥，他

II－12－16 循環型連携パスを利用した大館地区糖尿病医療連携―1年目の現状と課題―
大館市立総合病院内分泌・代謝・神経内科 池島 進，他

II－12－17 当院における糖尿病連携診療の実態と課題
周南市立新南陽市民病院看護部 防川 祥子，他

II－12－18 埼玉県栄養ケアステーションによる地域包括ケアシステムに統合された地域栄養ケアシステム構築の取り
組み

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院代謝内分泌科・地域糖尿病センター 中野 智紀，他

地域医療・医療情報4 15 : 00～16 : 10 座長 北里大学薬学部薬物治療学3教室 井上 岳

II－12－19 POCT血糖測定機器と電子カルテ連携システムの構築
公立昭和病院内分泌・代謝内科 重田 真幸，他

II－12－20 QRコードによる糖尿病連携手帳ホジョツールの開発
国立病院機構大阪南医療センター内分泌代謝内科 平尾利恵子，他

II－12－21 スマートフォンアプリによる糖尿病管理に関するアンケート調査報告
医療法人社団愛康会小松ソフィア病院�NPO法人Team DiET 石田 修也，他

II－12－22 糖尿病患者の自己管理におけるスマートフォンアプリケーションの利用実態と意向調査
東京大学大学院医学系研究科健康空間情報学講座 高野 暁乃，他

II－12－23 ICTを用いた2型糖尿病患者の自己管理支援システム
東京大学大学院医学系研究科健康空間情報学講座 脇 嘉代，他

II－12－24 スマートフォンを用いた2型糖尿病患者自己管理支援システム（DialBetics）による3ヶ月間の食事記録と
血糖コントロール

東京大学大学院医学系研究科健康空間情報学講座 加藤 滋子，他
II－12－25 情報通信技術（ICT）を用いた糖尿病患者向け自己管理支援システムの利用意向：患者を対象とした横断

研究
東京大学大学院医学系研究科成人看護学�緩和ケア看護学分野 澁田 朋未，他

腎症4 16 : 10～17 : 10 座長
福島県立医科大学放射線医学
県民健康管理センター 橋本 重厚

II－12－26 2型糖尿病顕性腎症の腎障害進展に対する臨床病理学的検討
国立病院機構千葉東病院腎・

糖尿病・内分泌内科 山川 貴史，他
II－12－27 血糖改善がeGFRに与える影響

旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 辻 賢，他
II－12－28 2型糖尿病において12か月間のHbA1cの変動係数（CV）は推算糸球体濾過量（eGFR）の推移と関連した

武庫川女子大学�大学院食物栄養学専攻 竹之内明子，他
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II－12－29 日本人2型糖尿病における腎機能低下には観察開始時のGFRの影響が大きい―JDCSサブ解析―
北里大学健康管理センター 守屋 達美，他

II－12－30 正常アルブミン尿の糖尿病患者における早期のeGFR低下率は腎予後の予測因子である
東京女子医科大学糖尿病センター内科 馬場園哲也，他

II－12－31 The usefulness of Urinary Liver�Type Fatty Acid�Binding Protein（L�FABP）to predict worsening of
diabetic nephropathy

Department of Medicine, Chiba Saiseikai Narashino Hospital 藤原 敏正

腎症5 17 : 10～18 : 10 座長 高松内科クリニック 高松 和永

II－12－32 2型糖尿病患者における腎症病期と末梢血単核白血球のPAFR（platelet activating factor receptor）遺伝
子発現との関連―発現はアルブミン尿と密接に関連する―

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病内分泌内科 倉野美穂子，他
II－12－33 2型糖尿病患者における血清尿酸値（sUA）と糖尿病腎症の発症�進展について

天理よろづ相談所病院内分泌内科 林野 泰明，他
II－12－34 2型糖尿病におけるアルブミン尿と心不全の関連について

国立循環器病研究センター糖尿病代謝科 橡谷 真由，他
II－12－35 糖尿病性腎症患者における透析導入時の血清ビリルビン値と導入後の生命予後との関連

東京女子医科大学糖尿病センター内科 東谷紀和子，他
II－12－36 腎機能正常域にある早期糖尿病腎症における腎性貧血の可能性の検討（第2報）

大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科 藤田 洋平，他
II－12－37 糖尿病性腎症病期とうつとの関連に関する横断研究―DIACET調査から

東京女子医科大学糖尿病センター内科 高崎 圭子，他

第2日 5月22日（金） 第13会場 シーモールパレス（3F ルビー）

その他の合併症1 8 : 30～9 : 30 座長
名古屋市立大学大学院
医学研究科消化器・代謝内科学 岡山 直司

II－13－1 メトホルミンとExendin�4の併用は前立腺癌を抑制する
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科 堤 陽子，他

II－13－2 当院の糖尿病入院患者における癌罹患と糖尿病関連パラメータ，糖尿病網膜症病期についての検討
福井大学医学部病態制御医学講座内科学（3） 山本 勝司，他

II－13－3 当院で経験した糖尿病合併自己免疫性膵炎の検討～超音波画像上の膵癌との鑑別点も含めて～
（財）住友病院超音波検査部 田上 展子，他

II－13－4 閉経後2型糖尿病女性の基礎代謝変化と骨代謝関連マーカーとの関連
東京女子医大糖尿病センター内科 尾形真規子，他

II－13－5 糖尿病患者におけるサルコペニアの罹患率および関連因子についての検討
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 工藤 佳奈，他

II－13－6 睡眠時無呼吸症候群の合併が疑われた糖尿病患者50例の検討
麻田総合病院糖尿病センター 井垣 俊郎，他

その他の合併症2 9 : 30～10 : 30 座長 千代田朋仁クリニック 内村 功

II－13－7 2型糖尿病における橈骨遠位端皮質骨厚と関連する骨代謝マーカーの検討
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 三島 誉史，他

II－13－8 シタグリプチンによる2型糖尿病患者の骨代謝への影響
金沢赤十字病院糖尿病・腎センター 濱口えりか，他

II－13－9 男性2型糖尿病患者の中手骨では，骨吸収の亢進に伴い骨量が低下する
杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 西田 進，他



― 165 ―

II－13－10 糖尿病患者における骨密度とロコモティブシンドロームの関係
野島内科医院 野島 秀樹，他

II－13－11 糖尿病患者の骨密度と大腿骨頸部骨折リスクに関する検討（第2報）
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 奥 寛子，他

II－13－12 2型糖尿病と糖尿病治療薬の骨密度に関する検討
岡崎市民病院内分泌・糖尿病内科 滝 啓吾，他

その他の合併症3 10 : 30～11 : 30 座長 JA岐阜厚生連中濃厚生病院内分泌糖尿病内科 鈴木 英司

II－13－13 p66Shc遺伝子ノックアウトマウスでは老化による認知機能低下が抑制される（第2報）：インスリン抵抗
性の関与

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 牧村 啓晃，他
II－13－14 非アルコール性脂肪性肝疾患とアルコールに関連した脂肪性肝疾患が耐糖能異常発症に及ぼす影響の検討

愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 三宅 映己，他
II－13－15 2型糖尿病患者における骨・血管・脂肪連関の検討

産業医科大学第一内科 森 博子，他
II－13－16 糖尿病患者における血清亜鉛濃度の検討

東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科 櫻井 衛，他
II－13－17 糖尿病手病変と大血管障害についての検討

大津市民病院内科 峠岡 佑典，他
II－13－18 パルミチン酸負荷による骨芽細胞からのVEGF120分泌増大にはPI3K依存性の経路が関与している可能性

がある
杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 森谷 理恵，他

その他の合併症4 15 : 00～16 : 00 座長 日本赤十字社医療センター糖尿病内分泌科 日吉 徹

II－13－19 健康診断受診者の頭部MRI検査所見から検討する糖尿病と認知症の関連
東京都済生会中央病院 内田 順子，他

II－13－20 高齢2型糖尿病患者における抑うつと睡眠障害の検討
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院代謝内分泌内科 中口 裕達，他

II－13－21 Project8 : 3D（DM，Dementia，Dental）study―認知症を防ぐ糖尿病治療を考える
医療法人社団上村医院 上村 伯人，他

II－13－22 当院通院中の糖尿病患者1033名の睡眠実態の検討
東京医科大学病院糖尿病代謝内分泌内科 志熊 淳平，他

II－13－23 当院糖尿病患者における認知症調査（第2報）―memory entailed clock drawing testを用いて―
（医）貴和の会すながわ内科クリニック 砂川 博司，他

II－13－24 2型糖尿病患者における睡眠障害の特徴
きくち内科クリニック 菊池 範行

その他の合併症5 16 : 00～17 : 00 座長 豊橋市民病院糖尿病・内分泌内科 山守 育雄

II－13－25 GIPによる歯周炎抑制経路の検討
愛知学院大学歯学部歯周病講座 鈴木 佑基，他

II－13－26 都市型糖尿病地域連携パスの戦略―医科と歯科の連携―
茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科 佐藤 忍，他

II－13－27 高齢者糖尿病症例の残存歯数と合併症や歯科受診との関連
第二岡本総合病院内科 貴志 明生，他

II－13－28 島根県出雲市における保険薬局ネットワークを活用した歯周病啓発活動
やまだ薬局 高木 康介，他
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II－13－29 2型糖尿病における歯周病と認知機能の関係
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院代謝内分泌内科 浅野敬一郎，他

II－13－30 糖尿病専門クリニック内における歯科検診の取り組み�第2報～歯周病予防に向けた医科・歯科連携のあり
方のために～

すずき糖尿病内科クリニック検査科 田中 志穂，他

筋の生物学 17 : 00～18 : 00 座長 富山大学医学部医学教育 石木 学

II－13－31 肥満病態形成における骨格筋アドレナリン抵抗性の関与とPGC�1α新規アイソフォームの役割
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 野村 和弘，他

II－13－32 骨格筋におけるアディポネクチン�AdipoR1経路の運動模倣効果
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 梅松 瞳，他

II－13－33 新規遺伝子R3hdmlの骨格筋における機能解析
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 坂本 憲一，他

II－13－34 骨格筋培養細胞を用いた伸展刺激による糖代謝機構の解明
群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 齋藤 従道，他

II－13－35 骨格筋収縮時のメタボローム変化におけるAMPKの意義
徳島大学薬学部総合薬学研究推進室生理化学・解析薬理研究室�
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 宮本 理人，他

II－13－36 Signalling pathways mediating glucose uptake in skeletal muscle following beta2�adrenoceptor activa-
tion

Department of Pharmacology, Monash University 佐藤 将哲，他

第2日 5月22日（金） 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4 8 : 30～9 : 30 座長
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
臓器代謝ネットワーク講座 菅波 孝祥

II－15－1 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－2）です．

II－15－2 脂肪細胞特異的蛋白と幹細胞マーカーを発現した小型細胞の意義
岐阜大学医学部医学系研究科総合病態内科学 田口皓一郎，他

II－15－3 肥満糖尿病における脂肪組織酸化ストレスの病態学的意義の解明
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 奥野 陽亮，他

II－15－4 選択的Mineralocorticoid Receptor（MR）阻害剤によるマクロファージの抗炎症作用を介した代謝改善の
メカニズムの解明

富山大学病態制御薬理学 石川明香里，他
II－15－5 メタボリックシンドロームにおけるGalectin�9の意義

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学 布上 朋和，他
II－15－6 脂肪細胞におけるKLF15の新規標的遺伝子の探索

徳島大学大学院栄養生命科学教育部代謝栄養学分野 中川 香澄，他

脂肪細胞の生物学5 9 : 30～10 : 30 座長 岐阜市民病院総合診療・リウマチ膠原病センター 石塚 達夫

II－15－7 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－1）です．

II－15－8 転写調節分子CITED2は癌抑制遺伝子産物Rbの不活化を介して前駆脂肪細胞の増殖を誘導し脂肪細胞分化
を促進する

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 松本 道宏，他
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II－15－9 肥満脂肪組織におけるアミノ酸代謝の変化
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 長尾 博文，他

II－15－10 GM3 governs homeostatic and pathogenic balance in adipose tissue by regulating insulin signaling
Division of Glycopathology, Institute of Molecular Biomembrane and Glycobiology,

Tohoku Pharmaceutical University 井ノ口仁一，他
II－15－11 肥満症脂肪組織におけるオートファジー障害

東京理科大学薬学部生命創薬科学科 樋上 賀一
II－15－12 中枢神経系のPDGFシグナルがエネルギー代謝に与える影響

富山大学大学院医学薬学研究部病態制御薬理学 和田 努，他

インスリン作用2 10 : 30～11 : 30 座長 広島大学医学部医化学教室 浅野知一郎

II－15－13 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－13）です．

II－15－14 骨髄系細胞におけるAktの役割
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 戸田郷太郎，他

II－15－15 SNARE調節因子DOC2bによる個体糖代謝調節
山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座 野見山隆太，他

II－15－16 インスリン抵抗性及び動脈硬化の発症・進展に対する組織浸潤マクロファージ増殖の生理学的意義の検討
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 山田沙梨恵，他

II－15－17 高脂肪食負荷による近位筋優位遺伝性運動感覚ニューロパチー原因遺伝子TFGの発現低下とその病的意
義

広島大学医学部 浅野知一郎，他
II－15－18 インスリン受容体二段階切断が担う新規インスリン抵抗性分子機構

徳島大学疾患酵素学研究センターシグナル伝達と糖尿病研究部門 湯浅 智之，他

第2日 5月22日（金） 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）

脂質代謝1 8 : 30～9 : 30 座長 昭和大学内科学講座糖尿病代謝内分泌内科学部門 平野 勉

II－16－1 インスリン欠乏性高中性脂肪血症に与えるホルモン感受性リパーゼの重要な役割
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科�東京大学大学院医学系研究科臨床疫学研究システム学講座 高梨 幹生，他

II－16－2 演題取り下げ
II－16－3 インスリン抵抗性を伴う2型糖尿病患者の脂質代謝異常におけるmicroRNA33b測定の臨床的意義

弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 木村 裕輝，他
II－16－4 2型糖尿病患者における血中脂肪酸とsmall dense LDLとの関係

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 林 俊行，他
II－16－5 糖尿病治療モデル食摂取後のparaoxonase 1活性の検討

日本女子大学家政学部食物学科 亀山 詞子，他
II－16－6 糖尿病患者におけるエゼチミブによる食後高脂血症改善効果―residual riskを低減する治療―

那珂記念クリニック内科 玉澤 敦子，他

脂質代謝2 9 : 30～10 : 30 座長 名古屋大学医学部代謝病態学講座 濱田 洋司

II－16－7 脳グリア細胞のAMPK活性化刺激によるステロールセンサー分子SCAP減少の機序
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 渡辺 隆介，他

II－16－8 SHRの遺伝解析により同定された内臓脂肪蓄積関連遺伝子SLC22A18の生理的機能の解析
杏林大学医学部生化学教室 山本 隆史，他
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II－16－9 脂肪酸伸長酵素Elovl6の骨・軟骨細胞における役割の検討
筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 菊地 愛美，他

II－16－10 Peroxisome Proliferator�activated Receptor（PPAR）αを介するFibroblast Growth Factor 21（FGF21）
遺伝子発現のエピゲノム制御

東京医科歯科大学医学部附属病院大学院医歯学総合研究科分子内分泌代謝学分野 辻本 和峰，他
II－16－11 新規糖尿病感受性遺伝子Ildr2の機能解析

自治医科大学 渡邉 和寿，他
II－16－12 高脂肪食負荷がコレステロール逆転送系に及ぼす影響の経時的変化

広島大学大学院医歯薬保健学研究科分子内科学 久保田益亘，他

血管の生物学 10 : 30～11 : 30 座長 国立病院機構広島西医療センター臨床研究部 石田 隆史

II－16－13 Hyperglycemic memoryの機序解明―糖尿病合併症発症における細胞内低酸素誘導とミトコンドリア由来
活性酸素の関与

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学分野 佐田 公範，他
II－16－14 血管内皮細胞のIRS�2の動脈硬化における役割の解明

理化学研究所代謝恒常性研究チーム�東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 窪田 哲也，他
II－16－15 心血管危険因子が動脈スティフネスと動脈壁肥厚に及ぼす影響の差異に関する統計学的検討

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 高原 充佳，他
II－16－16 2型糖尿病患者における皮下AGEと糖尿病血管合併症との関連の検討

（医）栄寿会天満病院糖尿病内科 天満 仁，他
II－16－17 GLP�1受容体アゴニストによるPPARγ活性化代謝経路の検討

杏林大学医学部付属病院第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 小沼 裕寿，他
II－16－18 肥満症例ではヒト大動脈におけるGLP�1受容体発現が低下している

川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 木村 友彦，他

第2日 5月22日（金） 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）

ラ氏島の生物学4 8 : 30～9 : 30 座長
東京大学大学院医学系研究科
疾患生命工学センター 高橋 倫子

II－17－1 コノフィリンは慢性膵炎による膵線維化及び二次性糖尿病を抑制する
防衛医科大学校総合臨床部�群馬大学生体調節研究所 濱野 邦久，他

II－17－2 膵β細胞におけるp38経路の活性化は膵島の慢性炎症を惹起することにより膵β細胞不全の病態形成に関与
する

神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域分析医科学分野 森田 愛梨，他
II－17－3 糖脂肪毒性はPKCδを介して膵β細胞死を誘導する

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 塩崎 正嗣，他
II－17－4 糖尿病モデルマウスの膵島におけるautophagy statusの可視化

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 神谷 麻衣，他
II－17－5 膵β細胞の酸化ストレス下におけるオートファジー機構の意義とアスタキサンチンの保護作用の検討

杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 北原 敦子，他
II－17－6 WFS1欠損膵島における膵β細胞脱分化機構の解析

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学分野 椎木幾久子，他

ラ氏島の生物学5 9 : 30～10 : 30 座長 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 能宗 伸輔

II－17－7 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－11）です．
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II－17－8 膵β細胞における細胞周期調節因子p57の機能解析
神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域 原 瑞季，他

II－17－9 短期高脂肪食の膵β細胞増殖効果
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 北尾 直之，他

II－17－10 膵島再生（60％膵切除）マウスを用いた新規膵島再生因子の探索
九州大学大学院医学研究院保健学部門�同医学研究院病態修復内科学�

九州大学病院血液・腫瘍内科�免疫・膠原病・感染症内科 勝田 仁，他
II－17－11 ヒト型IAPPは膵島移植の成功率を低下させる

順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学�順天堂大学大学院医学研究科先進糖尿病治療学 原 朱美，他
II－17－12 ヒト乳歯歯髄幹細胞を用いた膵島移植についての検討

名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病内分泌内科学�名古屋大学大学院医学系研究科顎顔面外科学 泉本 貴子，他

ラ氏島の生物学6 10 : 30～11 : 30 座長 千葉大学大学院医学研究院代謝生理学 三木 隆司

II－17－13 超後期高齢2型糖尿病症例における膵島病理学的変化の検討
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理 竹内 祐貴，他

II－17－14 肥満，糖尿病でのヒトα・β細胞量の変化についての検討
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 稲石 淳，他

II－17－15 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－7）です．

II－17－16 糖尿病慢性高血糖によるグルカゴン調節異常発症の分子メカニズムの解析
大阪大学医学部内分泌代謝内科 桂 央士，他

II－17－17 糖尿病モデルラット膵α細胞にはGLP�1受容体が発現しGLP�1のautocrine機構が存在する
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 中島 弘二，他

II－17－18 グルカゴンの新規開発測定系による分泌動態の検証
群馬大学生体調節研究所代謝シグナル解析分野 小林 雅樹，他

第2日 5月22日（金） 第19会場 下関グランドホテル（3F 望潮）

壊疽・足病変 8 : 30～9 : 30 座長 東京女子医科大学糖尿病センター内科 井倉 和紀

II－19－1 糖尿病下肢虚血マウスにおけるInjectable Cell Scaffold併用血管新生療法の有効性
大阪市立大学大学院医学研究科先端予防医療学・MedCity21 福本 真也，他

II－19－2 当院における糖尿病足病変患者の実態とその長期予後
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター内分泌代謝内科 栗田征一郎，他

II－19－3 糖尿病患者における足病変の背景因子，種類と胼胝性潰瘍の治療について
新古賀病院糖尿病センター 平田 晴子，他

II－19－4 2型糖尿病患者の教育入院後10年間の糖尿病足潰瘍の発症頻度と背景因子の検討
東京都済生会中央病院内科 富田 益臣，他

II－19－5 演題取り下げ
II－19－6 下肢切断患者の予後に関する糖尿病の影響

湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター腎免疫血管内科 持田 泰寛，他

網膜症 9 : 30～10 : 30 座長 朝日大学村上記念病院糖尿病・内分泌内科 武田 則之

II－19－7 日本人糖尿病網膜症のゲノムワイド関連解析（GWAS）
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 里村 敦，他



― 170 ―

II－19－8 Monocyte Chemoattractant Protein�1 A�2518G多型と日本人糖尿病網膜症新規発症の関連について～縦
断的検討～

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 二宮 浩世，他
II－19－9 網膜周皮細胞の分泌ペプチドーム解析と網膜毛細血管内皮細胞への役割解析

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 奥村 彰規，他
II－19－10 最終糖化産物（AGE）は血管新生促進因子（VEGF）発現を介して加齢黄斑変性（AMD）を引き起こす

奈良県立医科大学生化学教室�奈良県立医科大学眼科学教室 辻中 大生，他
II－19－11 スルホラファンは，終末糖化産物（AGE）とその受容体（RAGE）による周皮細胞障害を抑制する

久留米大学医学部医学科糖尿病性血管合併症病態・治療学講座 中村 信孝，他
II－19－12 糖尿病患者の眼科受診のアドヒアランス：緑内障患者との比較

関門医療センター眼科 小林 博，他

その他の治療 10 : 30～11 : 10 座長 大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 大月 道夫

II－19－13 人工膵臓による冠状動脈バイパス術周術期における血糖コントロールは血糖変動と術後の炎症反応を抑制
する

埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科�埼玉医科大学国際医療センター内分泌・糖尿病内科 保川 信行，他
II－19－14 周術期の血糖コントロールに人工膵臓を用いた25症例の検討

長野市民病院内分泌代謝内科 北原順一郎，他
II－19－15 2型糖尿病における骨代謝異常の増悪・進展機構の解明とそれに対する温熱処理の影響の解析

杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 高橋 和人，他
II－19－16 Effects of Moringa oleifera in hsCRP And Hgba1c of Patients in Ospital ng Maynila Medical Center Dia-

betic Clinic
Department of Internal Medicine and ICU, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

（University of the City of Manila）�Ospital ng Maynila Medical Center Mozo Nery Rainier, et al.

2型糖尿病7 15 : 00～16 : 00 座長 大分大学医学部看護学科実践看護学講座 濱口 和之

II－19－17 CyclophilinAは2年後のPWVの悪化を予測する
東北大学病院腎・高血圧・内分泌科 坂本 拓矢，他

II－19－18 2型糖尿病患者における血糖コントロール前後のSD�LDL変化及びコレステロール吸収マーカーとの関連
自衛隊中央病院第一内科 伊藤 美沙，他

II－19－19 頸動脈のプラークスコア（PS）やプラーク輝度を表すグレースケール中央値（GSM）は2型糖尿病患者脳
心血管事象の指標となる

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学 有好 香子，他
II－19－20 2型糖尿病患者における無症候性膿尿のリスクファクター

国立国際医療研究センター国府台病院内科 藁谷 陽子，他
II－19－21 2型糖尿病患者における，1日尿糖排泄量を規定する因子についての解析

自治医科大学さいたま医療センター内分泌代謝科 船崎 俊介，他
II－19－22 糖尿病血液透析患者におけるグリコアルブミン値（GA）は透析モードにより影響される

医療法人衆和会長崎腎クリニック臨床工学部 池田 康平，他

2型糖尿病8 16 : 00～17 : 00 座長 山陽小野田市民病院内科 豊重 充広

II－19－23 昼寝時間と2型糖尿病，心血管疾患リスクはJカーブ型の関係を示す：制限三次スプラインモデルを用いた
用量依存性メタアナリシス

東京大学糖尿病・代謝内科大学院医学系研究科 山田 朋英，他
II－19－24 入院2型糖尿病患者に対する睡眠呼吸障害のスクリーニング用簡易モニターの有用性

聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 橋本瑛理子，他
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II－19－25 糖尿病患者における睡眠と血糖コントロールの関連について
関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 黒瀬 健，他

II－19－26 2型糖尿病患者における癌発症の危険因子としての入眠障害
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 川崎 勲，他

II－19－27 2型糖尿病におけるHbA1cの変動と腎症進展・腎機能低下の関連
岩手医科大学病院糖尿病・代謝内科 冨樫 弘文，他

II－19－28 2型糖尿病患者の心電図の補正QT時間は腎症進展のマーカーとなり得る
京都府立医科大学医学研究科内分泌代謝内科学 木村 寿宏，他

2型糖尿病9 17 : 00～18 : 00 座長
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

II－19－29 2型糖尿病患者における血中アルドステロン濃度とメタボリックシンドローム表現型との関連についての
検討

弘前大学医学部附属病院内分泌代謝内科 牧田 興志，他
II－19－30 2型糖尿病患者の肥満度別に見た糖尿病管理状況に関する実態調査

屋宜内科医院内科 屋宜 宣治，他
II－19－31 糖尿病患者における血清ICTP値上昇についての臨床的検討

徳島県鳴門病院内科 藤中 雄一，他
II－19－32 糖尿病患者の体重変化と血糖コントロールの関連について～体組成計データの追跡調査による分析～

北海道医療大学病院看護部 横田 広子，他
II－19－33 2型糖尿病におけるサルコペニアの検討

木村健一クリニック 木村 健一，他
II－19－34 DEXA法による2型糖尿病患者における骨格筋量の測定と，影響を及ぼす因子についての検討

関東中央病院代謝内分泌内科 近藤 真衣，他

第2日 5月22日（金） 第20会場 下関グランドホテル（4F 芙蓉）

食事療法1 8 : 30～9 : 30 座長 山王病院内科 岸本美也子

II－20－1 2型糖尿病患者における糖質制限食の有効性と安全性
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 佐藤 淳子，他

II－20－2 2型糖尿病患者において炭水化物摂取量の減少はメタボリックシンドロームと関連する
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 岩瀬 広哉，他

II－20－3 糖質制限食指導の有効性の検討③
北里研究所病院診療技術部栄養科 島田真理子，他

II－20－4 当地域における糖尿病患者の炭水化物エネルギー比の検討
市立八幡浜総合病院栄養療法科 薬師神江利，他

II－20－5 糖尿病患者における炭水化物ダイエットの実態・意識調査
杉本クリニック 有山由紀子，他

II－20－6 大麦および高アミロース配合低GI米の減量と血糖改善に及ぼす臨床的検討
児成会生活習慣病センター 中澤 雅美，他

食事療法2 9 : 30～10 : 30 座長 東北労災病院糖尿病代謝センター 赤井 裕輝

II－20－7 SGLT2阻害薬による体組成変化と食事量の変化についての検証
JA愛知厚生連豊田厚生病院栄養科 林 安津美，他

II－20－8 SGLT2阻害薬服用患者の食事摂取状況と栄養相談の検討
東京都済生会中央病院栄養管理科 石田千香子，他
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II－20－9 SGLT2阻害薬投与者への栄養，運動指導および栄養評価
高木内科医院栄養室 高木 美幸，他

II－20－10 肥満女性における終末糖化産物（AGEs）と食事要因の検討
国立病院機構京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室 鋤納 心，他

II－20－11 1型糖尿病患者におけるカーボカウントの有用性に関する検討（第4報）―2年後の血糖コントロールとQOL
の解析―

慈風会白石病院糖尿病センター 菊池のぞみ，他
II－20－12 手のひらを活用したカーボカウント指導法の有用性

大阪赤十字病院医療技術部栄養管理課 堂川 冴子，他

食事療法3 10 : 30～11 : 30 座長 医療法人萬田記念病院 萬田 直紀

II－20－13 2型糖尿病患者におけるn�3系多価不飽和脂肪酸と各種臨床指標および栄養素等量の関係―食事摂取調査
による考察―

川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養科 河原 和枝，他
II－20－14 糖尿病患者の安静時エネルギー消費量の検討

済生会横浜市東部病院栄養部 藤谷 朝実，他
II－20－15 食事からのミネラル摂取量が糖尿病発症に及ぼす影響

東京女子医科大学糖尿病センター 田中 祐希，他
II－20－16 2型糖尿病患者におけるAldehyde dehydrogenase遺伝子多型と糖尿病腎症との関連福岡県糖尿病患者デー

タベース研究（FDR5）
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 井手脇康裕，他

II－20－17 マグネシウムの摂取が2型糖尿病患者の死亡に与える影響：福岡県糖尿病患者データベース研究（FDR9）
九州大学大学院病態機能内科学 藤井 裕樹，他

II－20－18 糖尿病患者において玄米を用いた高繊維食は血管内皮機能を改善する
滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門 近藤 慶子，他

2型糖尿病10 15 : 00～16 : 00 座長 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 細田 公則

II－20－19 DPP4阻害薬の2年にわたる使用成績について
群馬大学大学大学院医学研究科臨床検査医学 青木 智之，他

II－20－20 インスリン強化療法からのステップダウン～DPPIV阻害薬追加投与にて～
大浜第一病院糖尿病センター 高橋 隆，他

II－20－21 食後高脂血症合併の2型糖尿病患者にDPP�4阻害剤は有効である
福岡赤十字病院総合診療科 澤山 泰典，他

II－20－22 インスリン強化療法からDPP4阻害薬併用BOTへの変更に関する検討
慈愛会今村病院糖尿病内科�慈愛会七波クリニック 上久保定一郎，他

II－20－23 Basal�Bolus療法からのミチグリニド・DPP4阻害薬併用療法への切り替え検討
東京都保健医療公社大久保病院内分泌代謝内科 稲葉 佑介，他

II－20－24 当院における腎機能低下2型糖尿病患者におけるリナグリプチンの有効性及び安全性の検討
済生会松山病院内科 白石 佳奈，他

2型糖尿病11 16 : 00～17 : 00 座長 新小山市民病院内分泌代謝科 永山 大二

II－20－25 ヘパトカインセレノプロテインP血中濃度測定によるメトホルミンの治療効果予知
金沢大学医薬保健研究域医学系恒常性制御学 毛利 研祐，他

II－20－26 メトフォルミン2000mg以上投与をめざして―達成率，効果，副作用調査
岩国・柳井臨床糖尿病懇話会�ウエルネスクリニック 大久保正士，他
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II－20－27 2型糖尿病患者に対するアログリプチンとメトホルミンの無作為割付クロスオーバー比較試験
金沢大学附属病院包括的代謝学分野 竹下有美枝，他

II－20－28 2型糖尿病におけるデグルデクとグラルギンの比較検討
市立砺波総合病院糖尿病・内分泌内科 早川 哲雄，他

II－20－29 長期間のインスリン治療2型糖尿病においてシタグリプチンとビグアナイド剤を含む多剤併用療法に切り
替え後3年後の予後

木戸病院糖尿病センター糖尿病内科 津田 晶子，他
II－20－30 2型糖尿病患者に対するDPP4阻害薬とプロトンポンプ阻害薬の併用療法の血糖コントロールに対する影

響についての長期観察
獨協医科大学越谷病院糖尿病内分泌・血液内科 竹林 晃三，他

2型糖尿病12 17 : 00～18 : 00 座長 千船病院代謝内分泌内科 田守 義和

II－20－31 Daily blood glucose variability with exenatide once weekly versus basal insulin in 3 randomized con-
trolled trials

AstraZeneca, USA Hardy Elise, et al.
II－20－32 DURATION�1 Extension : Efficacy and tolerability of exenatide over 6 years in patients with type 2

diabetes mellitus
Bristol�Myers Squibb, USA Iqbal Nayyar, et al.

II－20－33 Benefit�risk relationship between A1C and hypoglycemia for exenatide with insulin glargine in patients
with T2DM

Bristol�Myers Squibb, USA Malloy Jaret, et al.
II－20－34 2型糖尿病患者におけるリラグルチドと経口血糖降下薬またはインスリンの併用療法による良好な体重コ

ントロールに影響を及ぼす要因の検討
東京駅センタービルクリニック内科 清末 有宏，他

II－20－35 ビルダグリプチンとリラグルチドのランダム化比較試験（ERA�DM Study�Chapter 2）における治療満
足度とQOLの解析

金沢大学附属病院内分泌・代謝内科 吉村かおり，他
II－20－36 エキセナチド週1回投与製剤の第3相試験レトロスペクティブ解析：治療反応に関するベースライン予測因

子と血糖�体重への影響
東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 小田原雅人，他

第2日 5月22日（金） 第21会場 東京第一ホテル下関（3F 桜の間）

妊娠1 8 : 30～9 : 30 座長 東北大学医学部産科婦人科 杉山 隆

II－21－1 妊娠糖尿病の診断時期と診断基準陽性数での臨床像の相違に関する検討
筑波大学附属病院内分泌代謝・糖尿病内科 久芳 素子，他

II－21－2 GDM診断基準の改訂により増加した妊娠糖尿病患者の臨床的特徴について～当院における4年間の臨床成
績～

市立ひらかた病院糖尿病内科�医療法人協仁会小松病院糖尿病センター 柴崎早枝子，他
II－21－3 妊娠糖尿病診断基準の異常ポイント別の特徴

独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院内科 錢林 雅子，他
II－21－4 妊娠糖尿病新基準の陽性点数による周産期合併症の検討

石川県立中央病院糖尿病・内分泌内科 林 真帆，他
II－21－5 1点異常妊娠糖尿病に対する介入方法の検討

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立住吉市民病院内科�
地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター糖尿病内科 福本まりこ，他
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II－21－6 インスリン治療を要したGDM1点異常症例の母体背景の検討
大阪府立母子保健総合医療センター母性内科 宮里 舞，他

妊娠2 9 : 30～10 : 30 座長 社会医療法人愛仁会高槻病院糖尿病内分泌内科 船曳あゆみ

II－21－7 当院における妊娠糖尿病の産後耐糖能異常の予測因子に関する検討
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 橘 香穂里，他

II－21－8 当院の妊娠糖尿病（GDM）症例における産後境界型糖尿病リスク因子の検討
日本赤十字社医療センター糖尿病内分泌科 門脇 聡，他

II－21－9 産後も耐糖能異常を呈する妊娠糖尿病（GDM）症例の臨床的特徴
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 五十嵐佳那，他

II－21－10 妊娠糖尿病既往女性の産後3から15年後の糖尿病進展について
国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター�

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子内分泌代謝学分野 川崎 麻紀，他
II－21－11 妊娠糖尿病の治療方法によるその臨床像及び分娩後の耐糖能異常についての比較検討

恩賜財団済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科 大内 博美，他
II－21－12 女性自身の出生体重と妊娠中の耐糖能関連指標についての検討

成育医療研究センター周産期・母性診療センター�昭和大学藤が丘病院内科内分泌代謝 佐藤 志織，他

妊娠3 10 : 30～11 : 30 座長 京都医療センター糖尿病センター 山田 和範

II－21－13 産後の糖代謝異常の評価は75gOGTTでよいか～Continuous Glucose Monitoring（CGM）による検討～
北里大学医学部内分泌代謝内科学 佐々木紗也加，他

II－21－14 尿試験紙法を用いた定性的尿糖評価による妊娠糖尿病管理の有用性について
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 西根 亜実，他

II－21－15 CGMを用いた糖代謝異常合併妊婦の食後血糖peak時間の検討～正常耐糖能妊婦との比較～
北里大学医学部内分泌代謝内科学 栁澤 真実，他

II－21－16 糖尿病合併妊娠におけるHbA1cは，鉄欠乏状態のためにGAと異なり血糖コントロールを反映しない
北里大学健康管理センター 岸原絵梨子，他

II－21－17 妊娠糖尿病のインスリン分泌能に関する検討
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 小川 知子，他

II－21－18 妊娠糖尿病の膵β細胞機能に及ぼす加齢の影響
西川クリニック 本田 正志，他

肥満1 15 : 00～16 : 00 座長
国立病院機構京都医療センター
臨床研究センター糖尿病研究部 浅原 哲子

II－21－19 過去1年間に肥満外来を受診したBMI35以上の高度肥満症患者の治療成績
医療法人親友会島原病院栄養課 橘田 陽子，他

II－21－20 男性2型糖尿病患者において内臓脂肪蓄積は頚動脈硬化度と関連する
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 森上 浩和，他

II－21－21 肥満外科治療が体組成・糖脂質代謝に及ぼす経時的影響～2年次報告～
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 田中 翔，他

II－21－22 Low carbohydrate diet and SGLT2 inhibitors cause dissimilar metabolic changes in non�diabetic mice
Division of Metabolism and Biosystemic Science, Department of Medicine,

Asahikawa Medical University Atageldiyeva Kanatovna Kuralay, et al.
II－21－23 SAS患者における睡眠中の交感神経活動，血圧変動，血糖変動：CPAP装着時と非装着時の比較

塩田病院内科 大西 哲郎，他
II－21－24 肥満の是正・リバウンド予防に筋肉量増量が有効

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院内科 田所 梨枝，他
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肥満2 16 : 00～17 : 00 座長 JCHO四日市羽津医療センター 住田 安弘

II－21－25 特定保健指導区分別の健診検査値と生活習慣の変化：2008年度と2012年度の比較
東京女子医科大学糖尿病センター 長谷川夕希子，他

II－21－26 腹部肥満男性における糖尿病発症予防のための減量目標値の設定：ウエスト周囲長と内臓脂肪量について
の検討

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 岩橋 博見，他
II－21－27 男性年代別の糖尿病の発症危険因子の検討

群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科 中島 康代，他
II－21－28 高齢日本人における肥満と代謝異常リスク並びに糖尿病発症との関連

公益財団法人放射線影響研究所臨床研究部 立川 佳美，他
II－21－29 ウエスト周囲長と体格組成との関係

（独）国立国際医療研究センター臨床研究支援部臨床研究推進室 松下 由実，他
II－21－30 肥満が2型糖尿病の医療経済に及ぼすインパクト

滋賀医科大学糖尿病・腎臓・神経内科 楠 知里，他

肥満3 17 : 00～18 : 10 座長 大阪大学医学系研究科代謝血管学寄附講座 船橋 徹

II－21－31 肥満糖尿病における自然免疫活性化と制御性T細胞数減少の関与
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 榊 裕佳，他

II－21－32 高脂肪食負荷による白色脂肪組織浸潤CD4リンパ球特異的な遺伝子発現の検討
慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科 菊地 徹洋，他

II－21－33 肥満における内臓・皮下脂肪蓄積と線維化関連因子TSP�1との関連解析
京都医療センター臨床研究センター糖尿病研究部 松尾 禎之，他

II－21－34 肥満に伴う非アルコール性脂肪性膵疾患（NAFPD）の発症予防における脾臓由来IL�10の役割
大分大学医学部 後藤 孔郎，他

II－21－35 シャペロン介在性オートファジー欠損は高脂肪食負荷肥満糖尿病の発症を抑制する
滋賀医科大学内科学講座糖尿病・腎臓・神経内科 安田 真子，他

II－21－36 肥満モデルマウスの摂食行動日内リズム異常と摂食関連ペプチドの関連
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科 田尻 祐司，他

II－21－37 SHPノックアウトマウスは肥満抵抗性である
岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学 呉烏徳勒胡，他

第2日 5月22日（金） 第22会場 東京第一ホテル下関（2F ふじの間）

臨床検査4 8 : 30～9 : 30 座長
医療法人社団友志会リハビリテーション
花の舎病院 富永 真琴

II－22－1 短期血糖管理指標としてのGA�A1C比の意義：患者別固有値の存在とIFCC値またはNGSP値表示の相違
埼玉医科大学小児科�小児インスリン治療研究会 武者 育麻，他

II－22－2 HbA1cとグリコアルブミンに影響を及ぼす要因についての検討
（医社）正名会池田病院 清水 祐介，他

II－22－3 7本血糖平均値とグリコアルブミン値の相関関係に影響する因子の解析
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院内科 河野 有紀，他

II－22－4 加齢に伴うグリコアルブミンの高値の程度はHbA1cに比し大である
市立川西病院糖尿病・内分泌内科 古賀 正史，他

II－22－5 HbA1c測定器の測定値のばらつきを0.2％以内に納める条件は，再現性のSD≦0.12％―3回連続HbA1cを測
定した結果からの提案―

公益社団法人京都保健会吉祥院病院内科 三浦 次郎，他
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II－22－6 HbA1c異常低値によって診断された異常ヘモグロビン症の1例
天理よろづ相談所病院内分泌内科 古家 美幸，他

臨床検査5 9 : 30～10 : 30 座長 順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 金澤 昭雄

II－22－7 糖尿病患者における皮下注射部表在超音波検査像の検討
労働者健康福祉機構大阪労災病院中央検査部 長友 昌志，他

II－22－8 インスリン療法患者に対する皮下組織の評価～当院における超音波検査評価法の試み～
国家公務員共済組合連合会（KKR）高松病院検査科 長田 剛，他

II－22－9 糖尿病患者の局所的皮下注射部位における表在超音波検査所見と血糖変動との関連性
（独）労働者健康福祉機構大阪労災病院糖尿病内センター 金丸 洋蔵，他

II－22－10 癌の新規発見へ向けて―先行症状かスクリーニングか―既往歴も含めた癌調査
自由が丘横山内科クリニック 加藤 昭二，他

II－22－11 2型糖尿病患者における動脈硬化指標と合併症発症リスク予測値との相関
はらだ内科糖尿病内科 渡辺 淳

II－22－12 運動時高血圧を有する糖尿病患者は，運動習慣に乏しく運動耐容能の低下が示唆される
伊勢赤十字病院医療技術部臨床検査課 大辻 幹，他

臨床検査6 10 : 30～11 : 30 座長 武田病院健診センター 桝田 出

II－22－13 超速栄養プログラムは外来cgm解析に非常に有用である
りい内科クリニック（北九州市） 松井なつみ，他

II－22－14 閉経後2型糖尿病患者の肥満度は骨リモデリング低下と強く関連する
昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 福井 智康，他

II－22－15 POCT用血糖測定器「ポケットケムBG」の基礎的検討と運用について
旭川赤十字病院医療技術部検査科 柏木 健一，他

II－22－16 平均血糖値が同じであればHbA1cは同じか？―持続血糖測定（CGM）を用いた検討―
弘前大学医学部附属病院内分泌代謝感染症内科 神庭 文，他

II－22－17 持続血糖モニタリングシステム（CGMS）におけるソフセンサとエンライトセンサのデータ比較―第3―
愛知医科大学病院中央臨床検査部 平井 信弘，他

II－22－18 2型糖尿病における持続血糖モニタリング（CGM）を用いた各種血糖変動の指標と酸化ストレスの関連に
ついての検討

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 小原 信，他

妊娠4 15 : 00～16 : 00 座長 兵庫医科大学先進糖尿病治療学 楠 宜樹

II－22－19 耐糖能正常妊婦における，HFD児出産に関連する母体背景因子についての検討
神戸市立医療センター西市民病院糖尿病・内分泌内科 岡田 裕子，他

II－22－20 高出生体重児出産と妊娠糖尿病既往女性を対象とした健診結果と生活習慣の関与
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 武内 真有，他

II－22－21 治療介入中の妊娠糖尿病患者の緊急帝王切開併発群では娩出時の母体BMIが高値である
島根県立中央病院内分泌代謝科 真鍋奈緒子，他

II－22－22 当院で出産した1型糖尿病合併妊婦における頻回注射療法（MDI）群とCSII療法（CSII）群の比較検討
鹿児島市立病院内科 宇都 正，他

II－22－23 CSIIで妊娠前からコントロールされた非肥満1型糖尿病から検討した本質的な妊娠中インスリン必要量の
変化

トヨタ記念病院内分泌科 篠田 純治，他
II－22－24 1型糖尿病合併妊娠19例における新生児低血糖に関連する因子の検討

聖マリア病院糖尿病内分泌内科 内薗 祐二，他
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低血糖4 16 : 00～17 : 00 座長
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
糖尿病・代謝・内分泌内科 横田 太持

II－22－25 HbA1cが偽性高値を示したために経口血糖降下薬の投与を受けた非糖尿病 異常ヘモグロビンHb Himeji
の3例

大阪府立急性期・総合医療センター 清水彩洋子，他
II－22－26 食後高インスリン血性低血糖を呈したNesidioblastosisが疑われる一例

草津総合病院糖尿病内分泌内科 鷲山 美樹，他
II－22－27 無自覚低血糖による昏睡を繰り返すが，ビタミンB12補充後に低血糖症状の発現がみられるようになった

1型糖尿病の一例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 藤田 真吾，他

II－22－28 低血糖発作により判明したACTH単独欠損症とバセドウ病の合併症例に対して持続血糖測定をし得た1例
（医社）明理会 明理会中央総合病院糖尿病内科 真崎 空，他

II－22－29 小腸細菌増殖症候群の治療により反応性低血糖の改善が得られた一例
大阪大学医学部附属病院内分泌代謝内科 森本 竹紗，他

II－22－30 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の背景に潜むtransient postprandial oxyhypoglycemiaの危険性
について

広島大学病院消化器・代謝内科 盛生玲央奈，他

低血糖5 17 : 00～18 : 00 座長 北里大学医学部内分泌代謝内科学 七里 眞義

II－22－31 低血糖の季節性―低血糖に関する患者教育には，春が最も効果的な季節である―
岡崎市民病院医療技術局臨床検査室 天野 剛介，他

II－22－32 当院救急救命センターに重症低血糖で受診した糖尿病患者の解析：インクレチン関連薬で重症低血糖は
減ったか

飯田市立病院内科 小林 睦博，他
II－22－33 高齢者での血糖コントロール緩和と低血糖の実態

順天堂大学医学部附属順天堂医院薬剤部 齋藤 智之，他
II－22－34 日常診療で遭遇する軽症低血糖の実態調査

医療法人大石内科クリニック 坪内 淳子，他
II－22－35 外来受診時の軽症低血糖患者への低血糖確認票による対応の効果～インスリンエラー症例を通して～

医療法人大石内科クリニック 糸藤 美加，他
II－22－36 日常遭遇する軽症低血糖対処のアルゴリズムの設定とその有用性について

大石内科クリニック看護部 井上 里絵，他

第2日 5月22日（金） 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4） 8 : 30～9 : 30 座長 雪の聖母会聖マリア病院糖尿病内分泌内科 布井 清秀

II－23－1 2型糖尿病患者における服薬理解能力と治療態度の乖離について
江戸川病院リハビリテーション科 近藤 郁江，他

II－23－2 2型糖尿病腎症患者の重症化予防を目的とした薬局薬剤師による患者自己管理支援プログラムに関する研
究

北里大学薬学部薬物治療学3教室 井上 岳，他
II－23－3 糖尿病透析予防指導の患者背景から療養行動における問題点を可視化する

公立昭和病院看護部 佐藤 由香，他
II－23－4 糖尿病患者へ看護師が行う眼科受診勧奨の検討

（医）慈誠会山根病院看護部 岡 千恵美，他
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II－23－5 小児1型糖尿病への簡易型血糖認識トレーニング導入後3年間の経過
群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 大津 義晃，他

II－23－6 昼食前にインスリンをうたなかった1型糖尿病患者への自己効力を高める関わり
独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院看護部 足立 里美

糖尿病療養指導（自己管理行動5） 9 : 30～10 : 30 座長
東京都立多摩総合医療センター総合内科�
内分泌代謝科 西田 賢司

II－23－7 特定保健指導における減量対策と耐糖能改善効果の検討～糖尿病予備軍減少への寄与～
NTT西日本中国健康管理センタ 山根 公則，他

II－23－8 40歳未満成人2型糖尿病患者における通院行動と自己効力ならびに背景要因との関連
関西医科大学附属滝井病院看護部 村内 千代，他

II－23－9 生活習慣改善目標シートによる療養指導の有用性に関する検討；当院初診2型糖尿病患者における目標達
成率および5年間の改善継続状況

川井クリニック 中島 弘美，他
II－23－10 糖尿病患者における禁煙1年後の変化

東京都済生会中央病院糖尿病内分泌科 村田 千里，他
II－23－11 日本糖尿病協会「自己管理ノート」の新たな活用法の提案

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 鎌田 昭江，他
II－23－12 効率の良い療養指導方法の検討

医療法人白岩内科医院 楠田 裕子，他

糖尿病療養指導（自己管理行動6） 10 : 30～11 : 30 座長 獨協医科大学越谷病院糖尿病内分泌・血液内科 犬飼 敏彦

II－23－13 低血糖対応時効率的にブドウ糖粒を摂取するには？―ブドウ糖粒溶解時間の検討―
地域医療機構山梨病院薬剤科 窪田 理沙，他

II－23－14 低血糖に対する意識調査
焼津市立総合病院看護部�浜松医科大学医学部付属病院内分泌代謝内科 小長谷和美，他

II－23－15 インスリン使用者における運転と低血糖の意識調査
三咲内科クリニック 大屋夕希子，他

II－23－16 低血糖不安患者への療養指導―低血糖アンケート調査による試み―
工藤内科クリニック 石川麻夕子，他

II－23－17 インスリン治療中の2型糖尿病患者における低血糖の実態調査
本厚木メディカルクリニック 荒井 直子，他

II－23－18 低血糖と高血糖を繰り返す高齢1型糖尿病患者への糖尿病療養指導士（CDE）のサポートによるCSII導入
の試み

慈風会白石病院薬剤部 宮尾 公志，他

第2日 5月22日（金） 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2） 8 : 30～9 : 30 座長 大阪府済生会野江病院糖尿病内分泌内科 安田浩一朗

II－24－1 糖尿病教育入院中の個別栄養食事指導の効果及び問題点の検討
大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部 長井 直子，他

II－24－2 当院における認知行動療法を用いた継続的な栄養指導の効果について
医）今村クリニックOBP今村クリニック 中村 夏子，他

II－24－3 糖尿病予防啓発のための活動第一報～参加者の実態調査について～
武蔵野赤十字病院栄養課 上野 季和，他

II－24－4 糖尿病患者に対する外来継続栄養指導の効果と課題―継続指導を必要とする患者特徴の検討―
愛知医科大学病院栄養部 太田 梨江，他
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II－24－5 継続栄養指導の効果―患者担当制と曜日担当制とどちらが有効か？―
佐久市立国保浅間総合病院技術部栄養科 高杉 一恵，他

II－24－6 2型糖尿病患者における塩分摂取過多がBMIや中性脂肪値に及ぼす影響
近江八幡市立総合医療センター医療技術部栄養管理科 鹿谷 未香，他

糖尿病療養指導（栄養指導3） 9 : 30～10 : 30 座長 公立八女総合病院内分泌代謝内科 佐藤 秀一

II－24－7 糖尿病患者の食事アセスメントの検討～食事調査方法の違いから見えたもの～
国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院栄養部 山本 恭子，他

II－24－8 外来栄養指導患者が希望する炭水化物比率別の臨床背景の比較
総合新川橋病院栄養科 大和 千尋，他

II－24－9 70歳2型糖尿病患者と大学生・小学生のn3脂肪酸，EPA摂取状況
川崎医科大学附属病院栄養部 倉恒ひろみ，他

II－24－10 「はじめは野菜から食べる」はすべての糖尿病患者にとって有益か？
菊池内科クリニック 菊池 孝，他

II－24－11 主食及び野菜重量の目測に基づく糖尿病患者への栄養教育の検討
新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科 大沼 明里，他

II－24－12 糖尿病患者の食事療法に対する負担感軽減に向けての栄養教育の検討
新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科 石田 美樹，他

糖尿病療養指導（栄養指導4） 10 : 30～11 : 30 座長
熊本大学大学院生命科学研究部附属
臨床医学教育研究センター 古川 昇

II－24－13 熊本の糖尿病・生活習慣病予防の取り組み「ブルーサークルメニュー」の拡大と普及～提供店と管理栄養
士へのアンケート解析～

熊本大学医学部附属病院栄養管理部 三島 裕子，他
II－24－14 NFC（近距離無線通信技術）対応の食事カメラを導入し血糖・体重コントロールに効果がみられた2型糖

尿病の1例
香川大学医学部附属病院臨床栄養部�糖尿病センター 久米川知希，他

II－24－15 外来における1分栄養指導導入の効果 685名の検討
医療法人TDE糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 城所史津子，他

II－24－16 1シートでできる栄養指導の効果
プルメリア糖尿病内科クリニック 高橋 裕子，他

II－24－17 患者の視覚に訴える指導媒体を用いた栄養指導の取り組み
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院栄養科 桑原 未季，他

II－24－18 超速栄養管理プログラムの開発
りい内科クリニック（北九州市）糖尿病内科 吉田 彩，他

糖尿病療養指導（栄養指導5） 15 : 00～16 : 00 座長 グランドタワーメディカルコート 藤川 るみ

II－24－19 1型糖尿病患者におけるカーボカウントの実践とHbA1c・QOLへの影響についての検討
国立病院機構大阪医療センター栄養管理部 森住 蘭，他

II－24－20 糖質量パターン化カーボカウント法の有効性についての検討
NHO大阪南医療センター栄養管理室 田井中幸子，他

II－24－21 栄養指導におけるワンコインカーボカウント食事会の試み
神戸大学医学部附属病院栄養管理部 山本 育子，他

II－24－22 2型糖尿病外来における炭水化物量に着目した食事療法
国立病院機構京都医療センター糖尿病センター 松岡 幸代，他

II－24－23 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠における炭水化物量の調整について
KKR札幌医療センター栄養科 杉山亜由美，他
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II－24－24 聞き取りのみでは米飯摂取量の実情は把握しきれない，米飯粒状フードモデルの効用
地方独立行政法人，りんくう総合医療センター栄養管理科 住井 諭美，他

糖尿病療養指導（栄養指導6） 16 : 00～17 : 00 座長 小倉記念病院糖尿病・内分泌・代謝内科 加藤 智子

II－24－25 わが国における糖尿病栄養指導の実態（第4報）―2012年度全国アンケート調査より―
東京聖栄大学健康栄養学部 鈴木 和枝，他

II－24－26 多くの患者は実行していると答えるが，充分には理解されていない糖質制限 「当院における患者アンケー
トから」

医療法人社団ユスタヴィアクリニックみらい国立看護部 佐々木 薫，他
II－24－27 健康食品の利用が糖尿病療養行動におよぼす多面的影響

江本内科 足立真知子，他
II－24－28 糖尿患者における食事内容が子宮体がん発生に与える影響について

鳥取大学医学部附属病院栄養管理部 遠藤 直子，他
II－24－29 血糖コントロールの季節変動と生活習慣の変化との関連性―くだもの摂取状況を含むアンケート調査によ

る検討―
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院栄養指導室 東 佑美，他

II－24－30 食前の糖類含有飲料摂取による食後高血糖抑制効果
ダイキン工業（株）東京支社健康管理室 藤田 雅子，他

糖尿病療養指導（糖尿病教室） 17 : 00～18 : 00 座長 医療法人社団陣内会陣内病院 陣内 秀昭

II－24－31 糖尿病教育入院時に行った食行動の検討
小倉記念病院栄養管理課 奥 宏美，他

II－24－32 Self�efficacyを促す糖尿病教室の検討
医療法人財団荻窪病院栄養管理科 西 道子，他

II－24－33 糖尿病教室改善に向けての取り組み―第2報―リニューアル後の調査
地域医療機構山梨病院糖尿病診療管理委員会 ロジャーズ尚美，他

II－24－34 当院における体験型糖尿病教室への取り組み
兵庫県立塚口病院内科 恒吉 慶子，他

II－24－35 糖尿病患者に対する単回型ライフキャリア変容集団健康教育の試み
明海大学外国語学部�中島内科クリニック 樋口 倫子，他

II－24－36 教育入院による生活習慣の改善効果の検討
財団法人平成紫川会小倉記念病院看護相談科 砂山 裕子，他

第2日 5月22日（金） 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4） 8 : 30～9 : 30 座長 東京女子医科大学糖尿病センター 北野 滋彦

II－25－1 糖尿病サポートチーム（DST）ラウンドの導入の現状と課題
長野県立須坂病院内科 小林 永幸，他

II－25－2 医師事務作業補助者による診療計画表を用いた診療サポートの効果 消化器編
医療法人社団シマダ嶋田病院診療支援課 中尾 歩惟，他

II－25－3 高齢者糖尿病における退院後治療方針決定に関与する因子の検討―専門チームラウンド介入結果からの考
察―

JCHO東京新宿メディカルセンター看護部 山地 陽子，他
II－25－4 糖尿病医療チーム「Team FUTABA」監修 糖質・カロリーコントロールスイーツの開発・販売までの

取り組み
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 松本しのぶ，他
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II－25－5 院内における糖尿病支援チームの役割・活動内容の認識に対するアンケート調査
医療法人関東病院リハビリテーション科 鈴木 拓也，他

II－25－6 糖尿病3大合併症理解度の現状と向上に向けての取り組み～外来業務の効率化を検討しながら～
医療法人社団和水会原口内科・腎クリニック 浅川 玉江，他

糖尿病療養指導（チーム医療5） 9 : 30～10 : 30 座長 三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 矢野 裕

II－25－7 試作した「糖尿病・歯周病医科歯科連携手帳」における医療情報の妥当性の検討
三咲内科クリニツク 飯田 直子，他

II－25－8 試作した「糖尿病・歯周病医科歯科連携手帳」の有用性に関する調査
三咲内科クリニック 東内 昭江，他

II－25－9 多職種協働での糖尿病患者の口腔保健行動支援：口腔保健行動を査定するための査定シート案についての
糖尿病看護の専門家の評価と実施状況

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部看護学講座看護管理学分野 桑村 由美，他
II－25－10 歯科医師会と連携した糖尿病啓発活動を通じて

豊橋市民病院中央臨床検査室 濱田 智博，他
II－25－11 当院通院中の2型糖尿病患者の歯周病に関する実態調査と調査後の受診勧奨の効果について

ふくだ内科クリニック 横山 有子，他
II－25－12 糖尿病連携手帳に対する患者の意識調査

せいの内科クリニック 永井千恵美，他

糖尿病療養指導（チーム医療6） 10 : 30～11 : 30 座長 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 畑尾 克裕

II－25－13 近隣調剤薬局と糖尿病外来でのSMBG，活動量計を利用した連携指導の有用性
永寿総合病院糖尿病臨床研究センター 小出 景子，他

II－25－14 千葉県東部地域の糖尿病を改善する～糖尿病サポートチームの新たな取り組み～
総合病院国保旭中央病院8西病棟 宮原 孝子，他

II－25－15 薬局と医療機関の地域連携における多職種連携協議会の有用性の検証
フローラ薬局河和田店�昭和大学薬学部 糟谷 憲明，他

II－25－16 糖尿病食を食べながら聴講する夜間糖尿病教室の試み第2報～「ちょび塩」事業を取り入れた地域協働型
糖尿病予防講座の試み～

JA山口厚生連周東総合病院透析センター�周防大島町公営企業局 福字 洋子，他
II－25－17 糖尿病未通院者への介入によるシームレスな地域連携医療（カルナプロジェクト）

合同会社カルナヘルスサポート 日山富士代，他
II－25－18 糖尿病領域における薬・薬連携の試み～共有ツールの構築～

金沢赤十字病院糖尿病・腎センター 油井美智子，他

糖尿病療養指導（チーム医療7） 15 : 00～16 : 00 座長 済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科 比嘉眞理子

II－25－19 当院における糖尿病透析予防支援活動の実態と課題
周南市立新南陽市民病院看護部 三好 恵，他

II－25－20 1年間の糖尿病透析予防指導によるチーム医療の効果―糖尿病腎症の病期（2期，3期）の改善について―
新古賀病院糖尿病センター 桐谷富由子，他

II－25－21 透析看護認定看護師が行う透析を見据えた糖尿病透析予防指導とCKD�MBD管理
JCHO下関医療センター糖尿病透析予防指導チーム 新田 靖之，他

II－25－22 多職種介入は糖尿病性腎症患者の透析導入時に良好な効果をもたらすか
北里大学病院栄養部 人見麻美子，他

II－25－23 当院透析予防外来における予防効果の検討と今後の課題
静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝センター 小川 達雄，他
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II－25－24 千葉労災病院における糖尿病透析予防指導の現状と課題
千葉労災病院看護部 石渡 裕美，他

糖尿病療養指導（自己注射1） 16 : 00～17 : 00 座長 東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 辻野 元祥

II－25－25 自己注射製剤における血液混入時の沈殿形成による影響の検討とそのメカニズムの解明
新潟薬科大学薬学部 佐野 恭章，他

II－25－26 インスリンリポハイパートロフィー予防のための取り組み 皮膚をつままず注射することはリポハイパー
トロフィーの予防になるか

厚生連廣島総合病院看護科 中元 美恵，他
II－25－27 インスリン自己注射にともなう皮膚硬結の低血糖との関連

岩手医科大学附属病院 佐々木幸子，他
II－25－28 インスリン治療患者での認知症とインスリン手技の関連について

医療法人社団糖翠会はせがわ内科クリニック 馬場 美香，他
II－25－29 インスリン自己注射の手技習得におけるMMSEとHDS�Rとの比較

小田原市立病院糖尿病内分泌内科 佐藤光一郎，他
II－25－30 当院のインスリン治療患者の注射手技とインスリン認識の現状

小川赤十字病院看護部 金子貴美江，他

糖尿病療養指導（自己注射2） 17 : 00～18 : 00 座長 市立芦屋病院内科 紺屋 浩之

II－25－31 自己注射時のデバイストラブル報告―原因提示からの指導が有効であった3事例―
なの花薬局室蘭宮の森店株式会社アポス 添田 英男，他

II－25－32 「フレックスタッチ」「フレックスペン」 果たしてどちらが優れたデバイスなのか？（スタッフと患者へ
のアンケート調査結果より）

医療法人社団倫生会みどり病院薬剤科 佐々山太郎，他
II－25－33 インスリンペン型注入器用すべり止め補助具に関する薬剤師の認知度及び使用状況の調査と検討

愛知学院大学薬学部医療薬学科薬物治療学講座 木村 直幸，他
II－25－34 北信糖尿病デバイス・インストラクター研究会からの新たな提案（第2報）～すべり止め用いた片麻痺患

者への自己注射の試み～
長野赤十字病院看護部 村田 中，他

II－25－35 2種類のペン型インスリン注入器用注射針（34G×4mmおよび32G×4mm）の臨床比較試験
学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院看護部 塚本 洋子，他

II－25－36 注入器の識別色とイメージとの対応に関する調査研究
新潟薬科大学薬学部 朝倉 俊成，他


