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一 般 演 題

第 3日 口 演

第3日 5月23日（土） 第2会場 海峡メッセ下関（10F 国際会議場）

薬物療法（SGLT�2阻害薬9） 14 : 30～15 : 30 座長 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 松村 剛

III－2－1 糖毒性解除におけるSGLT2阻害薬追加の影響
自衛隊中央病院内科 伊藤 利光，他

III－2－2 SGLT2阻害薬服用時におけるケトーシスと食事量の関連
東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科 香月 健志，他

III－2－3 SGLT2阻害剤トホグリフロジン投与中に血中総ケトン体が1000μM以上を呈した患者背景に関する検討―
国内治験の併合データを用いた部分集団解析―

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 佐藤 雄一，他
III－2－4 日本人2型糖尿病患者におけるエンパグリフロジン（EMPA）投与時のケトン体の日内変動の検討

東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 西村 理明，他
III－2－5 イプラグリフロジン投与による冠血管リスク因子のコントロール別にみたリスク改善効果：第2相，第3相

試験併合解析
（社医）誠光会草津総合病院糖尿病センター糖尿病・内分泌内科 柏木 厚典，他

III－2－6 ステロイド治療時の薬物療法必要性予測スコア
岐阜大学大学院医学系研究科総合病態内科学分野 森田 浩之，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬10） 15 : 30～16 : 30 座長 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 蔵田 英明

III－2－7 肥満症例に対するSGLT2阻害薬とGLP�1作動薬併用効果
財団法人バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院糖尿病内科 米田 紘子，他

III－2－8 SGLT�2阻害薬が体組成および代謝因子に及ぼす影響についての検討
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 川名 秀俊，他

III－2－9 肥満2型糖尿病患者におけるトホグリフロジンの内臓脂肪減少効果と糖・脂質代謝への影響についての検
討

九段坂病院内科 渡邉 貴子，他
III－2－10 2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジンの有効性・安全性の検討

名鉄病院内分泌代謝内科�名鉄病院糖尿病センター 岡本 秀樹，他
III－2－11 イプラグリフロジンの体重と血糖コントロール改善作用に関わる因子の検討

（医社）明理会明理会中央総合病院糖尿病内科 堺 弘治，他
III－2－12 SGLT2阻害薬（Ipragliflozin）の体組成分析を用いた治療効果の検討

知多市民病院内科 石川 敦子，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬11） 16 : 30～17 : 30 座長 大阪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 武呂 誠司

III－2－13 複合リスク因子への治療介入が行われている糖尿病患者像―糖尿病薬物療法状況別での降圧薬・スタチン
併用率―

三楽病院糖尿病代謝内科�附属生活習慣病クリニック 諸星 政治，他
III－2－14 2型糖尿病患者に対する当院でのダパグリフロジンの使用経験

戸田中央総合病院内科 飯島 康弘，他
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III－2－15 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2
報）―背景因子による層別解析―

神奈川県内科医学会糖尿病対策委員会�聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 家光浩太郎，他
III－2－16 当院におけるSGLT2阻害剤トホグリフロジン隔日投与の有効性検討

明芳会イムス記念病院糖尿病センター 竹越 聡，他
III－2－17 トホグリフロジン水和物の市販直後調査期間中に収集された副作用について

サノフィ株式会社ファーマコビジランス本部 佐本 留美，他
III－2－18 SGLT2阻害薬の治療効果について

九州中央病院糖尿病内分泌内科 豊永 雅恵，他

第3日 5月23日（土） 第4会場 海峡メッセ下関（8F 801会議室）

神経障害1 8 : 30～9 : 30 座長 南千住病院内科 高橋 良当

III－4－1 2型糖尿病（T2DM）では糖尿病神経障害によりintrinsic photosensitive retinal ganglion cell（ipRGC）固
有の縮瞳反応が障害される

石橋クリニック 小島 梨絵，他
III－4－2 Exendin�4による神経突起伸長促進・神経細胞生存維持：インスリン及びRhoAの関与

東京都医学研末梢神経病態 三五 一憲，他
III－4－3 2型糖尿病患者の表皮内神経線維脱落の独立予測因子としての表皮内および表皮下細小血管における血管

内皮増殖因子発現低下
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院糖尿病センター 杉本 一博，他

III－4－4 グルコサミンによる末梢神経系インスリンシグナルへの影響について
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座�東京都医学総合研究所運動・感覚システム研究分野 水上 浩哉，他

III－4－5 糖尿病性神経障害の発症に関わるマクロファージの役割について
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理 多湖 孟祐，他

III－4－6 2型糖尿病（T2DM）おける正中神経遠位潜時（DL）は角膜無髄C線維のビースサイズ（BS）と相関して
延長する

石橋クリニック 石橋不可止，他

神経障害2 9 : 30～10 : 30 座長 愛知学院大学薬学部医療薬学科薬物治療学講座 加藤 宏一

III－4－7 2型糖尿病（T2DM）における血糖コントロール（GC）による神経機能の改善は末梢神経断面積（CSA）
の減少と弾性度（E）の増加に相関する

石橋クリニック 谷口 未季，他
III－4－8 2型糖尿病での糖尿病多発神経障害の進展とその危険因子の解析：4年間の神経伝導検査の経時的変化から

那珂記念クリニック療養指導部検査科 小堀真理子，他
III－4－9 各種耐糖能異常群における諸種神経機能の変化を角膜無髄神経線維（CNF）のいかなる形態学的異常が

説明しうるか
石橋クリニック 川崎 麻美，他

III－4－10 糖尿病性多発神経障害の臨床病期に関するProspective Study
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�

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科神経内科・老年病学 出口 尚寿，他
III－4－11 深呼吸負荷によって安静時よりも心電図R�R間隔変動係数が低下する症例は，心血管イベントのハイリス

ク群である
（医社）神鋼会神鋼病院糖尿病・代謝内科 竹田 章彦，他

III－4－12 2年間でのアキレス腱反射（ATR）の変化に着目した，糖尿病神経障害への治療的介入効果が期待できる
指標の提言

厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター 石田 和史，他
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神経障害3 10 : 30～11 : 30 座長 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院内科 佐々木秀行

III－4－13 細胞内コレステロール低下による神経細胞インスリンシグナルの変化
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 福井 健司，他

III－4－14 2型糖尿病（T2DM）おける血糖降下薬（HA）の諸種神経機能に及ぼす影響のretrospective cohort研究
石橋クリニック 植武 春美，他

III－4－15 2型糖尿病患者における内臓脂肪面積と自律神経機能との関連―血中レプチンの関与―
兵庫医科大学内科学糖尿病・内分泌・代謝科 藏城 雅文，他

III－4－16 n�3系多価不飽和脂肪酸による神経系細胞保護効果：抗酸化酵素の誘導とそのメカニズムに関する検討
愛知学院大学薬学部医療薬学科薬物治療学講座 巽 康彰，他

III－4－17 歯髄幹細胞移植療法の糖尿病性神経障害に対する治療効果とその抗炎症メカニズムの検討
愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 大見真衣子，他

III－4－18 併用薬の影響を加味したCPT経年観察による糖尿病神経障害に対するインクレチン関連薬の臨床効果の
検証

広島県厚生農協連廣島総合病院糖尿病代謝内科 堀江 正和，他

境界型・食後高血糖 14 : 30～15 : 30 座長 大阪大学内分泌・代謝内科 岩橋 博見

III－4－19 一重項酸素特異的生成物10，12�（Z，E）�ヒドロキシリノール酸を含むマルチバイオマーカーによる糖尿
病リスク予測

独立行政法人産業技術総合研究所健康工学研究部門 梅野 彩，他
III－4－20 DPP�4阻害薬アナグリプチンによる胆汁酸の生成・分泌促進作用とインスリン抵抗性の改善

山梨大学医学部環境遺伝医学�山梨大学大学院医学工学総合教育部環境社会創生工学 針谷 夏代，他
III－4－21 腎移植前後の耐糖能の推移に関する検討

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 中村 昭伸，他
III－4－22 地域一般住民における1,5�AG測定の検討：端野・壮瞥町研究

札幌医科大学医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 赤坂 憲，他
III－4－23 糖尿病患者の動脈硬化性疾患発症に対する血糖値変動の影響

名古屋市立大学大学院薬学研究科臨床薬学分野�名古屋市立大学薬学部臨床薬学教育研究センター 菊池 千草，他
III－4－24 30代就労者における耐糖能障害発症予測因子の検証

JR東海健康管理センター東京健康管理室�産業医科大学第一内科 杉藤 素子，他

高血圧1 15 : 30～16 : 30 座長 川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 宗 友厚

III－4－25 家庭血圧における収縮期血圧の最大値は動脈硬化と関連する～2型糖尿病患者における検討～
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 大藪知香子，他

III－4－26 他ARB投与中の糖尿病合併高血圧症患者に対するオルメサルタン切り替えによる腎機能，内臓脂肪，血
管内皮機能への影響についての検討

滋賀医科大学付属病院糖尿病・腎臓・神経内科 井上 秀香，他
III－4－27 糖尿病の既往のない一般住民において，白衣高血圧は耐糖能異常や動脈硬化リスクと関連する

愛媛大学大学院糖尿病内科学講座 高田 康徳，他
III－4－28 2型糖尿病の治療抵抗性高血圧症：その頻度と特徴―JSH130�80mmHg，8th JNC140�90mmHgの異なる

降圧目標から見た解析―
自由が丘横山内科クリニック 脇原 規栄，他

III－4－29 糖尿病患者における推定塩分摂取量と血圧，血糖コントロールの関連について
JA静岡厚生連遠州病院内科 後藤 良重，他
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III－4－30 高血糖刺激による副腎アルドステロン合成酵素遺伝子（CYP11B2）発現亢進
東北大学大学院医学系研究科分子内分泌学分野 小暮 直敬，他

高血圧2 16 : 30～17 : 30 座長 埼玉医科大学病院内分泌内科・糖尿内科 井上 郁夫

III－4－31 糖尿病腎症の発症・進展を抑制する家庭収縮期血圧目標値～2型糖尿病患者における検討～
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 牛込 恵美，他

III－4－32 2型糖尿病合併高血圧患者におけるイルベサルタンの尿中L�FABP排泄への作用
鹿児島市立病院内科 堀之内秀治，他

III－4－33 高血圧合併2型糖尿病患者における血管合併症とレニン・アルドステロン系の関連
福岡大学病院内分泌・糖尿病内科 村瀬 邦崇，他

III－4－34 糖尿病教育入院患者におけるAmbulatory Blood Pressure Monitaering（ABPM）を用いた夜間血圧の実
態についての検討（第2報）

伊勢原協同病院内分泌糖尿病科 梅園 朋也，他
III－4－35 糖尿病合併血液透析患者のリスク評価に週平均化血圧：WAB（weekly averaged blood pressure）は有

用である
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 守矢 英和，他

III－4－36 原発性アルドステロン症における糖代謝異常の有無による合併症リスクの検討
産業医科大学第一内科学講座 成澤 学，他

第3日 5月23日（土） 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12） 8 : 30～9 : 30 座長
杏林大学大学院医学研究科
糖尿病・内分泌・代謝内科 近藤 琢磨

III－5－1 既存の経口血糖降下剤に，選択的SGLT2阻害剤トホグリフロジンを長期併用した場合の各種パラメータ
に与える影響と安全性の検討 ～国内治験データを用いたサブグループ解析～

新潟大学医歯学総合病院血液・内分泌・代謝内科 松林 泰弘，他
III－5－2 SGLT2阻害薬の製剤間における効果の比較検討

大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 三浦絵美梨，他
III－5－3 インスリン及びGLP�1受容体作動薬で治療中の2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬追加投与効果の検討

自治医科大学附属病院内分泌代謝科 倉科 智行，他
III－5－4 SGLT2阻害薬による尿糖排泄量の短期的変動

金沢赤十字病院糖尿病・腎センター 西村 泰行，他
III－5－5 インスリンにSGLT2阻害薬を併用した際のインスリン単位数の患者主導型調整に関する安全性と有用性

の検討
JA長野厚生連佐久総合病院代謝・内分泌内科 和田 里美，他

III－5－6 イプラグリフロジンとカフェイン摂取による尿糖量への影響
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 橋本 善隆，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬13） 9 : 30～10 : 30 座長 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 笠山 宗正

III－5－7 DPP�4阻害薬からSGLT2阻害薬に切り替えた2型糖尿病患者の治療効果の検討
西宮市立中央病院糖尿病・内分泌内科 貫野 真由，他

III－5－8 2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害剤の有用性と食行動との関係（S�GIFT trial）第1報
大阪医科大学附属病院第一内科 大西 峰樹，他

III－5－9 当院におけるDUALSCANを用いたイプラグリフロジン内服後の内臓脂肪変化について
一般財団法人永頼会松山市民病院糖尿病内分泌内科 三津田容子，他
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III－5－10 平均BMI30以上で食事・運動療法のできないコントロール不良2型糖尿病集団におけるDPP�4阻害剤なら
びにSGLT2阻害剤の追加効果の検討

東京国税局診療所健康管理センター・内科 中野 知子，他
III－5－11 Ipragliflozin投与後に急性皮膚障害（固定薬疹）を発症した2型糖尿病の1例

徳島赤十字病院代謝・内分泌科 中内佳奈子，他
III－5－12 イプラグリフロジンの体重，血糖，血漿脂質に与える効果

高田中央病院検査部 熊埜御堂章，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬14） 10 : 30～11 : 30 座長 青森県立中央病院糖尿病センター 小川 吉司

III－5－13 SGLT2阻害薬ルセオグリフロジンの増量による有効性と安全性への影響：国内における52週投与試験併
合解析

東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター臨床医学研究所 佐々木 敬，他
III－5－14 SGLT2阻害薬は，投与早期に平均血糖値を改善させるが，血糖変動には影響を及ぼさない

すみれ病院内科 上田 実希，他
III－5－15 SGLT2阻害薬の2型糖尿病患者の治療満足度に及ぼす影響

ふくだ内科クリニック 福田 正博，他
III－5－16 SGLT2阻害剤とインスリン製剤併用時のインスリン投与量調整について

愛媛労災病院内科 中井 一彰
III－5－17 CGMを用いたシタグリプチンと新規SGLT2阻害剤ルセオグリフロジンの効果比較

社会医療法人杏嶺会一宮西病院内分泌糖尿病内科 伏見 宣俊，他
III－5－18 2型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬とインクレチン関連薬併用の効果

大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 柴田 大河，他

第3日 5月23日（土） 第6会場 下関市生涯学習プラザ（2F 宙のホール）

薬物療法（DPP�4阻害薬7） 8 : 30～9 : 30 座長
東京慈恵会医科大学
慈恵医大晴海トリトンクリニック 加藤 秀一

III－6－1 2型糖尿病患者に対するシタグリプチン投与による有効性に関する4年間の観察研究ASSET�K2 第10報
神奈川県内科医学会糖尿病対策委員会 前田 一，他

III－6－2 合併症出現進展阻止を目指しDPP�4阻害薬長期使用時の膵機能の検討―シタグリプチン5年使用による安
全かつ良質な治療の実践―

一般財団法人健康医学協会東都クリニック糖尿病内科，海宝病院内分泌代謝内科 服部 幸子
III－6－3 DPP�4阻害薬投与に関する大規模実態調査研究―UNITE Study―

日本糖尿病協会学術委員会 志原 伸幸，他
III－6－4 DPP4阻害薬Sitagliptin2年間投与での長期有用性・安全性の検討

札幌厚生病院糖尿病・内分泌内科 紅粉 睦男，他
III－6－5 シタグリプチン投与48ヶ月後の臨床転帰（中長期の薬剤耐性の評価）

流山中央病院内分泌糖尿病内科�埼玉医科大学総合医療センター内分泌糖尿病内科 松田 彰，他
III－6－6 当院でシタグリプチンを新規導入した入院症例の退院後の長期経過についての検討

大津赤十字病院糖尿病代謝内分泌内科 池口 絵理，他

薬物療法（DPP�4阻害薬8） 9 : 30～10 : 30 座長 聖路加国際病院内分泌代謝科 出雲 博子

III－6－7 2型糖尿病患者におけるリナグリプチンの糖代謝及び腎機能に対する影響についての検討
福島県立医科大学病院糖尿病・内分泌・代謝内科 金成 文平，他

III－6－8 SitagliptinとLinagliptinが血管内皮機能に与える影響の比較検討
国家公務員共済組合連合会三宿病院内分泌代謝科 竹田 朋子，他
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III－6－9 2型糖尿病患者におけるリナグリプチンの抗酸化作用の検討
国立循環器病研究センター糖尿病代謝内科 大畑 洋子，他

III－6－10 DPP4阻害薬シタグリプチンの血中CD34＋CXCR4＋細胞数への影響―第2報：SU薬との比較検討
獨協医科大学内分泌代謝内科 麻生 好正，他

III－6－11 2型糖尿病患者におけるシタグリプチンの血糖コントロール非依存性膵β細胞，血管保護作用の検討
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 上田 絢美，他

III－6－12 肝硬変合併糖尿病患者におけるDPP�4阻害薬リナグリプチンの安全性・有効性の検討
船橋市立医療センター 下山 立志，他

薬物療法（DPP�4阻害薬9） 10 : 30～11 : 30 座長 千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 田中 知明

III－6－13 メトホルミンにシタグリプチンを追加併用した時の体内脂肪分布の変化と血管内皮細胞機能変化
今村病院糖尿病内科 鎌田 哲郎，他

III－6－14 DPP�4阻害薬の血糖降下作用とBody mass indexの関連～シタグリプチンと他のDPP�4阻害薬の比較～
日本医科大学多摩永山病院内科・循環器内科 小谷英太郎，他

III－6－15 アログリプチンの作用に関する食事負荷試験による検討―第4報―Disposition indexとISRを含めた膵島機
能の検討

東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝内科 岡畑 純江，他
III－6－16 食事負荷試験でみるDPP�4阻害薬の作用様式の異同

東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝内科 坂本健太郎，他
III－6－17 アナグリプチン200mg�日の1日1回投与と1日2回投与の効果の比較；他のDPP�4阻害薬から切り替え，ク

ロスオーバーでの検討
京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌内科 田中 亨，他

III－6－18 DPP4阻害薬使用と血清バイオマーカーからみた間質性肺炎についての検討
虎の門病院分院糖尿病・代謝科 渡部ちづる，他

薬物療法（その他（基礎）） 14 : 30～15 : 30 座長 長野中央病院糖尿病・内分泌・腎臓内科 近藤 照貴

III－6－19 SGLT2阻害薬Tofogliflozinの抗肥満・抗糖尿病作用機序の解明
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 岩本 真彦，他

III－6－20 テネリグリプチンの構造特異的抗酸化作用の検討（第2報）―DPP�IV欠損ラットを用いた検討
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学糖尿病研究室 木村真一郎，他

III－6－21 強力な抗酸化剤アスタキサンチンのin vivoにおける糖代謝への影響
富山大学大学院医学薬学研究部（医学）医学教育学 石木 学，他

III－6－22 糖尿病モデルマウスにおいて，ダパグリフロジンは酸化ストレスを軽減し糖尿病性腎症を改善させる
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 畑中 崇志，他

III－6－23 SGLT�2阻害薬（dapagliflozin�ipragliflozin）は糖尿病マウス（STZ投与ApoE欠損，db�db）の動脈硬化
進展を血糖依存性に抑制する

公益財団法人東京都保険医療公社荏原病院�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 寺崎 道重，他
III－6－24 GLP�1受容体作動薬によるオートファジー誘導を介したマクロファージの泡沫化抑制作用

京都医療センター臨床研究センター糖尿病研究部臨床代謝栄養研究室 浅原 哲子，他

薬物療法（DPP�4阻害薬10） 15 : 30～16 : 30 座長 関西学院保健館・関西学院大学社会学部 久保田 稔

III－6－25 膵β細胞機能で評価したリナグリプチンの効果
東邦大学医療センター大森病院糖尿病・代謝・内分泌センター 芳野 弘，他

III－6－26 ビルダグリプチンから他DPP4阻害薬への切り替えによる糖代謝の評価
釧路赤十字病院糖尿病センター 曺 圭龍，他
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III－6－27 2型糖尿病患者におけるアナグリプチンの有用性の検討
ながた内科クリニック 長田 光司，他

III－6－28 DPP�4阻害薬テネリグリプチンの臨床効果の検討
日本大学医学部糖尿病代謝内科 大塚雄一郎，他

III－6－29 高齢2型糖尿病患者におけるリナグリプチンの効果
江戸川病院内科（糖尿病・代謝・腎臓内科） 阿部眞理子，他

III－6－30 当院におけるDPP4阻害薬の臨床的効果と安全性の検討
市立芦屋病院内科 松谷 聡，他

薬物療法（DPP�4阻害薬11） 16 : 30～17 : 30 座長 昭和大学藤が丘病院糖尿病・代謝・内分泌内科 谷山 松雄

III－6－31 九州に於ける経口糖尿病薬使用頻度6年間の推移―特に糖尿病専門医と非専門医の相違―
田中内科クリニック（久留米市） 田中 弘吉，他

III－6－32 2型糖尿病におけるDPP�4阻害薬ビルダグリプチンの長期（36ヶ月）臨床効果
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 茂木 幹雄，他

III－6－33 高齢糖尿病者でDPP4阻害剤をリナグリプチンへ変更症例における腎機能の検討
羽島市民病院内分泌・糖尿病内科 長井孝太郎，他

III－6－34 正常～顕性アルブミン尿期の2型糖尿病患者におけるインスリンとDPP�IV阻害薬併用療法の効果
北里大学健康管理センター 松原まどか，他

III－6－35 DPP�4阻害薬（DPP�4I）市販後の血液透析糖尿病患者における血糖管理状況の変化
社会医療法人川島会川島病院糖尿病内科 小松まち子，他

III－6－36 DPP�4阻害薬の免疫調節機構を介した新規糖尿病性合併症機構の解明
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 北川 功幸，他

第3日 5月23日（土） 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4） 8 : 30～9 : 30 座長 金沢大学大学院臓器機能制御学 武田 仁勇

III－7－1 質問表を用いた持効型インスリン切り替えによるQOLの検討
大阪府済生会野江病院糖尿病・内分泌内科 安田浩一朗，他

III－7－2 インスリンデグルデクによる非ヒト霊長類糖尿病モデルの血糖管理の経験
東北大学未来科学技術共同研究センター�東北大学先進外科 五十嵐康宏，他

III－7－3 血糖日内変動（10検）とCGMを用いたDPP�4阻害剤（DPP�4I），メトホルミン（Met）併用BOT療法の
有用性の検討

医療法人社団紘和会平和台病院内科 天野 一志，他
III－7－4 PK and PD properties of insulin degludec�insulin aspart（IDegAsp）in children, adolescents and adults

with T1D
LTA Clinical Pharmacology Center, SUMIDA Hospital, Japan Ippei Ikushima, et al.

III－7－5 持効型インスリンの適正な投与量調整間隔の検討―持効型インスリン増量から空腹時血糖が平衡に達する
までの経時的変化―

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学分野 川崎 修二，他
III－7－6 糖尿病治療のテーラーメイド化に関する研究：インスリンデグルデクへの切替え

近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 末吉 功治，他

薬物療法（インスリン療法5） 9 : 30～10 : 30 座長 聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 田中 逸

III－7－7 2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
性の比較検討（DIRECT�2）

東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野 鴫山 文華，他
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III－7－8 Determir，Glargine 2回�日注射からDegrudec 1回�日注射への切り替えの成績
（医）萬田記念病院糖尿病センター内科 種田 紳二，他

III－7－9 外来通院中の1型糖尿病患者におけるグラルギンからデグルデクへの切り替えによる臨床像の経時的変化
（第2報）

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 加藤 義郎，他
III－7－10 インスリンデグルデクの有用性について～インスリングラルギンから切り替えた1型糖尿病患者の52週の

経過からの考察
横浜市立大学附属市民総合医療センター糖尿病・内分泌内科 鈴木 淳，他

III－7－11 日本人2型糖尿病患者におけるインスリン デグルデクとインスリン グラルギンの血糖降下作用の比較
検討

医療法人白岩内科医院 山田 佑子，他
III－7－12 1型糖尿病に対するグラルギンとデグルデクとの長期比較検討

大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 藤谷 淳，他

糖尿病の遺伝素因 10 : 30～11 : 30 座長
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 安田 和基

III－7－13 多人種ゲノムワイド関連解析の大規模メタ解析により同定された新規2型糖尿病感受性領域6領域の日本人
集団での検証

理化学研究所総合生命医科学研究センター腎・代謝・内分泌疾患研究チーム�
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 松葉 怜，他

III－7－14 1型糖尿病多発家系における，次世代シーケンスを用いた発症原因遺伝子変異同定の試み
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 田中 大祐，他

III－7－15 FTO遺伝子多型は最大既往BMIを介して2型糖尿病発症に関連する
富山大学附属病院第一内科 岩田 実，他

III－7－16 レジスチンSNP�420，SNP�358と白血球数は，相乗的に血中レジスチンを高める【東温ゲノムスタディ】
愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 川村 良一，他

III－7－17 全ゲノム関連解析により，血中レジスチンを規定する新たな機能的SNPとしてrs1423096とrs10401670を
同定した

愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 大澤 春彦，他
III－7－18 2型糖尿病との関連が見いだされたlanosterol synthase（LSS）遺伝子多型の他民族における再現性の検討

東京女子医科大学糖尿病センター内科 岩﨑 直子，他

運動療法1 14 : 30～15 : 20 座長 せいの内科クリニック 清野 弘明

III－7－19 糖尿病教育患者におけるロコモティブシンドローム対する介入効果
奈良県立医科大学附属病院医療技術センターリハビリテーション係 田中 秀和，他

III－7－20 糖尿病患者における5回椅子立ち座りテストの有用性と身体機能の関係
みなみ野ハートクリニックリハビリテーション科 岩崎 孝俊，他

III－7－21 生活習慣病患者に対する出張リハビリテーション指導～地域医療連携を通じた生活習慣病指導チームでの
とりくみ～

伊勢赤十字病院医療技術部リハビリテーション課 中立 大樹，他
III－7－22 心血管危険因子や糖尿病発症に及ぼす身体活動量の影響

東京女子医科大学病院糖尿病センター 栗田 守敏，他
III－7－23 2型糖尿病患者の活動に関する意識と身体的属性の関連～長野県地域中核病院のデータ～

社会医療法人財団慈泉会相澤病院心臓病リハセンター 文沢 靖，他
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薬物療法（インスリン療法6） 15 : 20～16 : 20 座長
労働者健康福祉機構九州労災病院
門司メディカルセンター内科 新生 忠司

III－7－24 超速効型インスリン製剤新規導入時に患者は何を重視してプレフィルド製剤を選択するのか
岡崎市民病院 平岩 真弓，他

III－7－25 インスリンアナログ製剤の製剤間比較
いわき明星大学薬学部 富岡 節子，他

III－7－26 ICUにおける自動計算による持続インスリン静脈注射（ICUプロトコール）を離脱する際のフローチャー
ト作成と評価

医療法人社団シマダ嶋田病院ICU 佐藤 奈美，他
III－7－27 災害時のインスリン使用に関するアンケート調査

大和調剤センターウラン薬局 森下 信，他
III－7－28 炎症性の潰瘍形成を来たしたインスリン由来アミロイドーシス（インスリンボール）の一例

東京医科大学茨城医療センター代謝内分泌内科 小高 以直，他
III－7－29 亜鉛に対するIV型アレルギーにより血糖コントロール不良であった1型糖尿病の1例

滋賀医科大学内科学講座糖尿病・腎臓・神経内科 根本 憲一，他

薬物療法（インスリン療法7） 16 : 20～17 : 20 座長 木戸病院糖尿病センター糖尿病内科 津田 晶子

III－7－30 インスリン強化療法患者における患者の治療目標と実際の血糖に関連する因子の検討
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 玉井 杏奈，他

III－7－31 アジア人2型糖尿病患者に対するインスリン導入療法としてのインスリンリスプロ混合製剤25と50の比較
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 綿田 裕孝，他

III－7－32 認知力低下患者におけるインスリン療法
浦添総合病院糖尿病センター 石川 和夫，他

III－7－33 インスリン抵抗性をきたしたインスリン抗体症例の病態を踏まえた治療法の検討
北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 竹内 健人，他

III－7－34 インスリン治療中の高齢2型糖尿病患者におけるインスリン投与法と併用経口血糖降下薬の特徴について
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院薬剤部 瀧川 奈央，他

III－7－35 インスリン療法にて血糖コントロール不良2型糖尿病患者におけるトホグリフロジンの追加併用，インス
リンの増量またはグラルギンとトホグリフロジンの併用療法の有効性と安全性の検討

済生会新潟第二病院代謝・内分泌内科 鈴木 克典，他

第3日 5月23日（土） 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8 8 : 30～9 : 30 座長
帝京大学医学部内科学講座

（内分泌代謝・糖尿病内科） 盛田 幸司

III－11－1 CSII療法施行中の1型糖尿病患者における血糖変動に影響を与える因子と血糖変動指標についての検討
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 柴田 祐助，他

III－11－2 CSII療法中の1型糖尿病患者における内因性インスリン分泌枯渇・非枯渇の違いによるインスリン注入量
についての検討

神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 三浦 洋，他
III－11－3 我が国でのCSII黎明期に導入された17例の長期的経過

自治医科大学内分泌代謝科 長坂昌一郎，他
III－11－4 CSII専門外来の臨床効果

大阪赤十字病院糖尿病内分泌内科 松田 優樹，他
III－11－5 当科におけるMinimed 620G with Enliteの導入経験

地域医療機能推進機構九州病院小児科 城尾 正彦，他
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III－11－6 1型糖尿病患者における従来のCSIIからSAPへ切り替えた治療効果の検討
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 浦井 伸，他

1型糖尿病9 9 : 30～10 : 30 座長 順天堂大学院医学研究科代謝内分泌内科学 清水 友章

III－11－7 近年発症1型糖尿病患者における末期腎不全発症率改善の原因 ―TWMU Hospital Based Study―
さいたま記念病院内科�東京女子医科大学糖尿病センター 大谷 敏嘉，他

III－11－8 インスリン非依存GAD抗体陽性糖尿病におけるDPP�4阻害薬シタグリプチンの有効性の検討（SPAN�S
第3報）

埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 齊藤 太吾，他
III－11－9 1型糖尿病患者におけるビルダグリプチン併用療法の臨床的効果

大分県立病院内分泌・代謝内科 瀬口 正志，他
III－11－10 1型糖尿病における糖質制限食とCGMを用いた基礎インスリン量調節の試み

金沢大学付属病院内分泌・代謝学講座1 齋藤 麗奈，他
III－11－11 新規1型糖尿病における必要インスリン量及び糖質�インスリン量の目安

昭和大学藤が丘病院内科内分泌代謝科 佐藤尚太郎，他
III－11－12 血糖日較差の大きい1型糖尿病に対する献立内容に着目した2種類のbolus insulin使い分けの提言

厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科 木ノ原周平，他

移植・再生治療 10 : 30～11 : 30 座長 埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 粟田 卓也

III－11－13 膵島移植後9年の時点でインスリン分泌反応が残存している，罹病歴39年の1型糖尿病の一例
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科 岩崎 順博，他

III－11－14 1型糖尿病治療を目指したマクロカプセル化膵島―研究の現状と今後の課題―
京都大学再生医科学研究所再生医学応用研究部門器官形成応用分野 角 昭一郎

III－11－15 膵腎同時移植後患者の耐糖能を，クランプ法などで検討した1例
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 奧野 陽子，他

III－11－16 ヒトiPS細胞から膵内分泌前駆細胞への分化を促進する低分子化合物の同定
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科�京都大学iPS細胞研究所 近藤 恭士，他

III－11－17 当院における膵島移植の現況
国立病院機構千葉東病院外科 丸山 通広，他

III－11－18 膵移植後患者における移植膵機能の推移の検討
大阪大学大学院内分泌・代謝内科学 宮下 和幸，他

腎症6 14 : 30～15 : 30 座長 社会医療法人黎明会宇城総合病院糖尿病センター 竹田 晴生

III－11－19 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－14）です．

III－11－20 新規SGLT2阻害薬Dapagliflozinは近位尿細管細胞株HK�2細胞においてオートファジーを調節する
群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 澁澤 良，他

III－11－21 リナグリプチンはAGE�RAGE系を抑制し，1型糖尿病ラットの腎障害に対して保護的に作用する
久留米大学医学部糖尿性血管合併症病態・治療学 松井 孝憲，他

III－11－22 DPP�4阻害薬には腎機能の保護効果があるが，その効果は顕性蛋白尿が出現すると発揮されなくなる
医療法人和風会中島病院 中島 弘文，他

III－11－23 たんぱく質制限の2型糖尿病ラット腎症に対する腎保護効果
金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 北田 宗弘，他

III－11－24 PPARαアゴニストの糖尿病腎症改善効果とその分子機序の検討
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 牧 俊允，他
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腎症7 15 : 30～16 : 30 座長 順天堂大学腎臓内科 富野康日己

III－11－25 内因性抗線維化ペプチドAcSDKPは糖尿病腎の線維化に対する経口治療薬になりうる
金沢医科大学糖尿病内分泌内科学 新田 恭子，他

III－11－26 持続血糖測定（CGM）を用いた糖尿病透析患者における血糖動態の検討
萬田記念病院内科 萩原 誠也，他

III－11－27 2型糖尿病透析患者の血糖コントロールに対するリナグリプチンの有効性―ボグリボースを対照としたラ
ンダム化比較試験―

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 森 克仁，他
III－11－28 糖尿病透析患者に対するリナグリプチンの使用経験～持続血糖モニタリング（CGM）による評価～

松波総合病院内科 矢島 隆宏，他
III－11－29 SGLT2阻害剤トホグリフロジン（TOFO）の糖尿病性腎症への有効性の病期分類別検討―国内治験の併

合データを用いた部分集団解析―
聖マリア病院糖尿病内分泌内科 布井 清秀，他

III－11－30 5年間の調査結果に基づく2型糖尿病血液透析患者（DMHDpt）のグリコアルブミン（GA）の血糖管理目
標値

富田クリニック（本院） 一色 啓二，他

腎症8 16 : 30～17 : 30 座長 大阪市立大学大学院医学研究科老年血管病態学 庄司 哲雄

III－11－31 糖尿病患者での血清クレアチニン値の年間変化（低下）速度と季節変動は夏季の平均気温に依存し，水分
補給により予防されうる

恩賜財団大阪府済生会千里病院糖尿病内科 星 歩，他
III－11－32 2型糖尿病患者におけるスタチンの腎症進展に対する影響の検討

東京女子医科大学糖尿病センター内科 花井 豪，他
III－11－33 2型糖尿病患者の腎機能低下に対する透析予防の現状と課題

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 名畑あおい，他
III－11－34 糖尿病腎症（DN）第2期進展阻止のための家庭血圧目標値（国立病院機構EBM研究HBP�DN班）

国立病院機構千葉東病院 西村 元伸，他
III－11－35 「透析予防指導管理」2.5年の効果と費用対効果

社会医療法人財団慈泉会相澤病院栄養科 矢野目英樹，他
III－11－36 2型糖尿病患者の腎・心血管イベントの発症と尿中カリウム・ナトリウム排泄量との関連

滋賀医科大学糖尿病・腎臓・神経内科 荒木 信一，他

第3日 5月23日（土） 第12会場 シーモールパレス（3F ダイヤモンド）

動脈硬化症1 8 : 30～9 : 30 座長
東京女子医大八千代医療センター
糖尿病内分泌代謝内科 橋本 尚武

III－12－1 Creb3l3の動脈硬化形成における役割
筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 柳下 友花，他

III－12－2 糖尿病性心筋症の発症における12�Lipoxygenaseのシグナル伝達機構
東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 鈴木 博史，他

III－12－3 GLP�1受容体作動薬リラグルチドの糖尿病ラット心保護作用についての検討
福岡市医師会成人病センター糖尿病・代謝・内分泌内科�九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 井上 智彰，他

III－12－4 チアゾリジン誘導体はアディポネクチン依存性・非依存性に動脈硬化を抑制する
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科�国立健康・栄養研究所臨床栄養研究部 井上真理子，他

III－12－5 2型糖尿病患者において血漿C1q�TNF�related protein�9濃度は動脈硬化に関連する
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 朝田真里子，他



― 194 ―

III－12－6 DPP�4 recombinantはcaveolin�1を介してERKをリン酸化し血管平滑筋増殖することで動脈硬化作用を促
進する

獨協医科大学病院内分泌代謝内科 友常 孝則，他

動脈硬化症2 9 : 30～10 : 30 座長 広島赤十字・原爆病院 中西 修平

III－12－7 皮膚AGE蓄積と冠動脈石灰化スコアの関連
岩手医科大学病院糖尿病・代謝内科 半谷 真理，他

III－12－8 耐糖能異常患者における冠動脈重症度病変スコア
日本医科大学付属病院循環器内科 久保田芳明，他

III－12－9 非糖尿病患者における冠動脈硬化重症度の予測因子；高血糖かインスリン抵抗性か
独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院循環器科 笠原 尚，他

III－12－10 Increased Risk of Diabetes and Post�diabetes Adverse Events in Patients with Stroke : Two Nation-
wide Studies

School of Medicine, Taipei Medical University, Taiwan Liao Chien�Chang, et al.
III－12－11 耐糖能異常患者における冠動脈プラークの特徴：光干渉断層法を用いた検討

日本医科大学付属病院循環器内科 鈴木 啓士，他
III－12－12 糖尿病症例における心筋シンチ陽性で冠動脈狭窄陰性の症例についての検討

金沢大学医薬保健研究域医学系臓器機能制御学 劉 建輝，他

動脈硬化症3 10 : 30～11 : 30 座長 日高病院糖尿病内科�群馬大学名誉教授 伴野 祥一

III－12－13 2型糖尿病患者の血液流動性に影響する因子の検討
ひつもと内科循環器科医院 櫃本 孝志，他

III－12－14 Multicenter Investigation for Diabetes Mellitus in Atherosclerosis（MIDAS）研究における心血管病変
国立循環器病研究センター循環器病統合情報センター 吉田 都美，他

III－12－15 2型糖尿病患者におけるメタボリックシンドローム合併の予後への影響
東京女子医科大学病院糖尿病センター内科 春日 崇臣，他

III－12－16 2型糖尿病患者における睡眠障害，自律神経機能障害と頸動脈硬化の関連
兵庫医科大学内科学糖尿病・内分泌・代謝科 角谷 学，他

III－12－17 2型糖尿病患者におけるレム睡眠潜時短縮（深睡眠減少）と血管内膜中膜肥厚度（IMT）増加の関連
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 与田紘一郎，他

III－12－18 2型糖尿病患者の軽度認知機能障害
市立藤井寺市民病院内科 瓦林 令奈，他

動脈硬化症4 14 : 30～15 : 30 座長 大阪大学内分泌・代謝内科代謝血管学寄附講座 片上 直人

III－12－19 2型糖尿病患者におけるプラーク組織性状の関連因子についての検討
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 入江 陽子，他

III－12－20 不安定プラークを有すると思われる糖尿病患者の臨床的特徴について
佐世保中央病院糖尿病センター 二里 哲朗，他

III－12－21 2型糖尿病を合併した急性期脳梗塞の入院時重症度および退院時転帰に対するメトホルミンの影響
国立病院機構九州医療センター脳血管・神経内科 三間 洋平，他

III－12－22 冠状動脈病変の予知のアルゴリズム―partitionの手法による頸脈IMTとプラーク病変の組み合わせの有用
性の検討―

新古賀病院糖尿病センター 赤澤 昭一，他
III－12－23 頸動脈プラークを認めた糖尿病患者に対する，一次予防としての抗血小板薬使用の有用性について

東京女子医科大学八千代医療センター糖尿病・内分泌代謝内科 福嶋 清香，他
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III－12－24 頸動脈内膜中膜複合体厚とホモジニアス法により測定したsmall dense low�density lipoprotein choles-
terol濃度との関連

群馬大学医学部附属病院検査部 角野 博之，他

動脈硬化症5 15 : 30～16 : 30 座長 市立伊丹病院糖尿病センター 浜口 朋也

III－12－25 足関節上腕血圧比と上腕�足首脈波伝播速度による糖尿病患者の全死亡，心血管イベントの予測アルゴリ
ズム：九州動脈硬化予防研究

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 前田 泰孝，他
III－12－26 上腕�足首脈波伝播速度（baPWV）の上昇は糖尿病患者における全死亡および心血管事故の独立した危険

因子である：九州動脈硬化予防研究
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 迎 久美子，他

III－12－27 上腕�足首脈波伝播速度（baPWV）は糖尿病細小血管合併症の新規発症を予測する：九州動脈硬化予防研
究

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 池田 陽介，他
III－12－28 糖尿病大血管症の発症予測における上腕－足首間脈波伝播速度（baPWV）の有用性の検討

大阪大学大学院内分泌・代謝内科�大阪大学大学院代謝血管学寄附講座 片上 直人，他
III－12－29 糖尿病患者の血管内皮機能―Endo�PAD2000を用いた検討―

和歌山県立医科大学医学部臨床検査医学 古田 眞智，他
III－12－30 RH�PATを用いた糖尿病患者の血管内皮機能と関連する因子の検討

東京女子医科大学糖尿病センター内科 菊地 俊介，他

動脈硬化症6 16 : 30～17 : 30 座長
順天堂大学医学部附属高齢者医療センター
糖尿病・内分泌内科 小沼 富男

III－12－31 2型糖尿病患者において血漿多価不飽和脂肪酸濃度は血管内皮機能に関連する
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学�十三市民病院糖尿病内科 今村 哲史，他

III－12－32 2型糖尿病患者におけるFMD，RHIを用いた血管内皮機能の検討
兵庫県立姫路循環器病センター糖尿病内分泌内科 上田 舞，他

III－12－33 2型糖尿病における血流依存性血管拡張反応（FMD）の経時解析
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 山崎 祐子，他

III－12－34 軽度の空腹時血糖の上昇は動脈弾性上昇の独立した危険因子である
和歌山県立医科大学内科学第一講座 河井伸太郎，他

III－12－35 Insulin非依存性糖尿病患者における糖脂質代謝像と動脈硬化マーカー（CAVI�meanIMT）・細小血管合
併症との関連についての検討

高知大学医学部附属病院内分泌代謝・腎臓内科学教室 森 俊輔，他
III－12－36 2型糖尿病患者に合併した閉塞性動脈硬化症（ASO）に対する新規治療戦略

関西医科大学第一内科 野村 昌作，他

第3日 5月23日（土） 第13会場 シーモールパレス（3F ルビー）

中枢性代謝調節1 8 : 30～9 : 30 座長 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 鈴木 亮

III－13－1 視床下部PTP1BはJAK2�STAT3の脱リン酸化を介して視床下部炎症を増強する
名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科学 恒川 卓，他

III－13－2 選抜交配により作成した新規糖尿病モデルマウスの摂食行動に関する解析
日本医科大学大学院医学研究科内分泌糖尿病代謝内科学分野 長尾 元嗣，他

III－13－3 小胞体ストレスなどで活性化されるeIF2αリン酸化シグナルによる摂食調節を介した肥満抑制作用
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 三宅 雅人，他
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III－13－4 ネスファチン�ヌクレオビンディン�2（nesf�NUCB2）過剰発現マウスの代謝解析
国際医療福祉大学病院糖尿病・内分泌科 清水 弘行，他

III－13－5 高脂肪食負荷時における脳内報酬系ドパミン神経レプチン受容体の体重依存的機能低下
福岡大学薬学部臨床薬物治療学教室 小山 進，他

III－13－6 マウス脳アストロサイトにおけるSREBPシャペロン蛋白SCAPの役割
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 周 聖浦，他

中枢性代謝調節2 9 : 30～10 : 20 座長 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 中川 淳

III－13－7 視床下部オレキシンによる加齢および肥満病態での脂肪組織機能の防御効果の解析
富山大学病態制御薬理学 東海 絵美，他

III－13－8 新規不眠症治療薬スボレキサントの時間治療による2型糖尿病マウスの糖代謝改善効果
富山大学病態制御薬理学 今 寛太，他

III－13－9 ニコチン作用から見た視床下部オレキシン系の日内リズム調節が高血糖に及ぼすインパクト
富山大学病態制御薬理学 恒枝 宏史，他

III－13－10 ラットおよびマウス視床下部におけるヒスチジン脱炭酸酵素免疫反応性神経細胞の5領域の局在
大分大学医学部分子解剖学講座�大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座�中村学園大学 森脇 千夏，他

III－13－11 中枢のIRS�1は成長に関与する
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 林 高則，他

臓器間ネットワーク 10 : 20～11 : 20 座長 群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 山田 正信

III－13－12 グルカゴンはグルカゴン受容体を介して求心性迷走神経を活性化する
自治医科大学医学部生理学講座総合生理学部門 岩崎 有作，他

III－13－13 摂食リズムの乱れは，副腎皮質ホルモンが中枢を介してインスリン抵抗性を発症させる
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部統合生理学 志内 哲也，他

III－13－14 糖尿病慢性期に生じる遅筋線維の障害
健康科学大学理学療法学科�星城大学大学院健康支援学研究科 玉木 徹，他

III－13－15 食事運動療法による非アルコール性脂肪性肝疾患のインスリン抵抗性改善は骨格筋脂肪，骨格筋量に関連
する

佐賀大学医学部内科学�医療法人ロコメディカル江口病院消化器内科�JSG�NAFLD 北島陽一郎，他
III－13－16 演題取り下げ
III－13－17 性ホルモン結合グロブリン（SHBG）の代謝への影響の検討

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 山崎 広貴，他

社会医学・医療経済学 14 : 30～15 : 40 座長 中間市立病院内科 瓜生 康平

III－13－18 企業健診を用いた10年後の2型糖尿病発症予測因子の検討
富士通クリニック 高宮 義弘，他

III－13－19 暮らし・仕事と40歳以下2型糖尿病についての研究（MIN�IREN T2DMU40 Study）第13報：中断の実態
とその要因

勤医協中央病院内科 伊古田明美，他
III－13－20 2型糖尿病における医療情報の収集，統合，解析の有用性についての検討

飯塚病院 佐藤 直市，他
III－13－21 企業労働者のスマートフォンを活用した糖尿病予防に対する意識調査に関する研究

東京大学医学部附属病院健康空間情報学講座�株式会社NTTドコモ 小林 春香，他
III－13－22 糖尿病患者の行動経済学的分析（第4報）―質問設定による数学的危険回避選択への影響―

日本医科大学千葉北総病院内分泌内科 江本 直也，他
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III－13－23 インスリン療法が患者に与える心理的負担及び経済的負担の検討
国家公務員共済組合連合会三宿病院内分泌代謝科 吉嵜 友之，他

III－13－24 2型糖尿病患者における外来医療費の経年変化に影響する因子
メディカルプラザ江戸川 田中 麻理，他

第3日 5月23日（土） 第19会場 下関グランドホテル（3F 望潮）

2型糖尿病13 8 : 30～9 : 30 座長 染谷医院 染谷 至紀

III－19－1 Real�world comparative effectiveness of exenatide once weekly and liraglutide in patients with type 2
diabetes mellitus

AstraZeneca, USA Kalsekar Iftekhar, et al.
III－19－2 Early predictors of response to exenatide twice�daily（BID）and once�weekly（QW）therapy

Bristol�Myers Squibb, USA Malloy Jaret, et al.
III－19－3 Sustained glycemic control with exenatide versus insulin glargine : associations with baseline factors

and early response
Bristol�Myers Squibb, USA Malloy Jaret, et al.

III－19－4 経口血糖降下薬1剤またはインスリン療法にリラグルチドを併用した場合の2型糖尿病患者の血糖コント
ロールに影響を及ぼす要因の検討

（医）高邦会高木病院内科（糖尿病・代謝） 小野 恭裕，他
III－19－5 リラグルチドに有効であった108症例の2型糖尿病

千葉西総合病院 今村 賢司，他
III－19－6 当院におけるリキセナチドの使用経験

埼玉医科大学総合医療センター内分泌糖尿病内科 秋山 義隆，他

2型糖尿病14 9 : 30～10 : 30 座長 札幌厚生病院糖尿病・内分泌内科 関口 雅友

III－19－7 当クリニックでのSGLT�2阻害薬使用経験
吉祥寺・藤田クリニック 藤田 進彦

III－19－8 日本人2型糖尿病におけるSGLT2阻害薬併用療法80症例から考察するSGLT2阻害薬の適応
（JCHO）下関医療センター糖尿病・内分泌内科 野田 薫，他

III－19－9 SGLT2阻害薬トホグリフロジンは半量の10mg投与でも十分な臨床効果をもたらす
メディカルプラザ大道中央糖尿病内分泌科 砂川 優，他

III－19－10 Dapagliflozin lowers blood pressure in hypertensive and nonhypertensive patients with type 2 diabetes
Astrazeneca, Sweden Sjostrom C David, et al.

III－19－11 Diuresis�related safety and tolerability of 24�week dapagliflozin in type 2 diabetes mellitus
AstraZeneca, Sweden Johnsson M Kristina, et al.

III－19－12 Dapagliflozin is safe and well tolerated in older patients with type 2 diabetes mellitus
Bristol�Myers Squibb, USA Mansfield A Traci, et al.

2型糖尿病15 10 : 30～11 : 30 座長 大分三愛メディカルセンター糖尿病・代謝内科 生山祥一郎

III－19－13 肥満2型糖尿病患者に対する各種SGLT2阻害薬の有効性および安全性に関する検討
地方独立行政法人加古川西市民病院内科 西澤 昭彦，他

III－19－14 高齢2型糖尿病患者におけるSGLT�2阻害薬の安全性と臨床的効果の検討（Tofogliflozin・Canagliflozinを
中心に）

和田クリニック 和田 鉄郎，他
III－19－15 イプラグリフロジンの血糖低下作用に及ぼす寄与因子に関する解析

福井県済生会病院内科 城戸内健介，他
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III－19－16 Safety of dapagliflozin in patients with T2DM and inadequately controlled hypertension by RAS
blocker

Bristol�Myers Squibb, USA Mansfield A Traci, et al.
III－19－17 Dapagliflozin, Selective SGLT2 Inhibitor, Does Not Increase Risk of Fractures

Bristol�Myers Squibb, USA Ptaszynska Agata, et al.
III－19－18 Dual Add�On Therapy with SAXA＋DAPA vs. Single SAXA or DAPA in T2DM on MET

AstraZeneca, Wilmington, DE Hirshberg Boaz, et al.

2型糖尿病16 14 : 30～15 : 30 座長 防衛医大総合臨床部�内分泌代謝内科 田中 祐司

III－19－19 SGLT2阻害剤イプラグリフロジンは心と体にどう効いたか
静岡県立総合病院糖尿病・内分泌内科 米本 崇子，他

III－19－20 SGLT2阻害薬による早期HbA1c低下，体重減少効果の有無と中長期効果の関連性
大阪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 村上 隆亮，他

III－19－21 SGLT�2阻害薬の効果と体組成変化
宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野 上野 浩晶，他

III－19－22 肥満合併糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬ダパグリフロジン投与時の行動修正療法施行の意義
（医社）慈翔会かたやま内科クリニック 片山 隆司

III－19－23 2型糖尿病患者の内臓脂肪および皮下脂肪に及ぼすトホグリフロジンの影響
医療法人三幸会さつき内科クリニック 柳澤 守文，他

III－19－24 SGLT2阻害薬イプラグリフロジン併用の臨床効果―肥満合併血糖不良例を対象にして―
湘南藤沢徳洲会病院内分泌・糖尿病内科 柴田 博絵，他

2型糖尿病17 15 : 30～16 : 30 座長 淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科 柱本 満

III－19－25 イプラグリフロジンの効果とサルコペニアの検討（続報）
高木内科医院糖尿病内科 高木 秀一，他

III－19－26 3ヶ月投与時点でのSGLT�2阻害薬使用2型糖尿病患者の各種パラメーターの変化
稲沢市民病院糖尿病・内分泌内科 野村 由夫，他

III－19－27 SGLT�2阻害薬による血中ケトン体上昇と年齢との関係
久留米大学医学部内分泌代謝内科 中山ひとみ，他

III－19－28 2型糖尿病におけるイプラグリフロジン長期投与の血糖ならびに腎機能に及ぼす効果
医療法人社団しんクリニック 辛 浩基

III－19－29 SGLT2阻害薬投与時のHbA1cと体重の推移における乖離に対する併用薬の関わり
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 松下 隆哉，他

III－19－30 2型糖尿病患者におけるストレス�ストレス耐性とSGLT2阻害剤への反応性
原口内科・腎クリニック 原口 和貴，他

2型糖尿病18 16 : 30～17 : 30 座長 ウエルネスクリニック 大久保正士

III－19－31 持続血糖モニターを用いた，リラグルチドとSGLT�2阻害薬の併用効果における検討
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 安部 浩則，他

III－19－32 GLP�1受容体作動薬での血糖コントロール難渋例に対するSGLT�2阻害薬Dapagliflozin併用の有効性につ
いて

筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター・総合病院水戸協同病院内分泌代謝糖尿病内科�
筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター・総合病院水戸協同病院総合診療科 五十野桃子，他

III－19－33 2型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬と持効型インスリン併用療法の効果
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 加藤 誠，他
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III－19－34 SGLT2阻害薬の強化インスリン療法への併用効果の検討
医療法人慈成会寺沢病院 後藤 廣平，他

III－19－35 イプラグリフロジンの血糖値と心血管リスク因子へ及ぼす効果に関する前向きランダム化比較試験
福井県済生会病院内科 髙野 晃暢，他

III－19－36 リアルタイム3次元心エコー法および左室strain法を用いたSGLT2阻害剤の心機能への影響の検討
医療法人焦クリニック 焦 昇

第3日 5月23日（土） 第20会場 下関グランドホテル（4F 芙蓉）

小児・思春期糖尿病1 8 : 30～9 : 30 座長 日本大学医学部小児科学系小児科 浦上 達彦

III－20－1 愛媛県における小児1型糖尿病の発症状況（1999�2014年）
愛媛大学医学部小児科 平井 洋生，他

III－20－2 学校糖尿病検診で発見された境界型糖尿病の臨床的特徴
新潟大学医歯学総合病院小児科 小川 洋平，他

III－20－3 北九州市学校検尿尿糖陽性者におけるOGTTの診断別に比較したインスリン分泌動態の検討
産業医科大学小児科�医療法人医和基会牧山中央病院小児科 川越 倫子，他

III－20－4 1型糖尿病患児における簡易血中ケトン体測定の有用性について
福岡市立こども病院内分泌・代謝科 江藤 潤也，他

III－20－5 小児期発症1型糖尿病における合併症に関する調査
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科 高池 浩子，他

III－20－6 小児病院における小児・思春期発症1型糖尿病の内科へのトランジションの実際―ガイドラインの作成に
向けて―

埼玉県立小児医療センター代謝内分泌科 会津 克哉，他

小児・思春期糖尿病2 9 : 30～10 : 30 座長
NHO四国こどもとおとなの医療センター
研究・教育センター 横田 一郎

III－20－7 小児期発症1型糖尿病での持効型溶解インスリンアナログ製剤の使用状況とHbA1cとの関連，小児インス
リン治療研究会コホートより

小児インスリン治療研究会�埼玉医科大学小児科 菊池 透，他
III－20－8 小児1型糖尿病患者におけるインスリン デグルデクを対照としたクロスオーバー試験

日本大学医学部小児科 浦上 達彦，他
III－20－9 小児1型糖尿病におけるインスリンデグルデク使用例22例における有効性と安全性および適応についての

検討
国立病院機構横浜医療センター小児科�横浜市立大学附属市民総合医療センター小児総合医療センター 大杉 康司，他

III－20－10 小児1型糖尿病の患者と家族は，初発時の治療と指導において何に苦しみ，何に安心を得るか～質的研究
から見える事実～

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学 広瀬 正和，他
III－20－11 小児糖尿病サマーキャンプ参加者の食習慣 第四報―食習慣とPFCバランスに関する検討

市立札幌病院栄養科 前田 康江，他
III－20－12 小児糖尿病サマーキャンプ参加者の親子間における食習慣の検討

株式会社ブライアンブルー 皆川 友紀，他

食事療法4 10 : 30～11 : 30 座長 岐阜大学総合病態内科学 森田 浩之

III－20－13 食事負荷試験と持続血糖測定（CGM）を用いた低Glycemic Index食品の血糖改善効果の検討
済生会横浜市東部病院糖尿病内分泌内科 布施友紀恵，他

III－20－14 入院中の1型糖尿病患者に対して，病院給食の炭水化物を均一化する取り組み
神奈川県厚生連伊勢原協同病院医療技術部栄養室 杵淵 香純，他
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III－20－15 高β�グルカン配合食品の食後血糖抑制に対する有用性の検討
済生会横浜市東部病院栄養部 林 純平，他

III－20－16 一日血糖曲線の変化（食事と薬剤の変化による影響からの検討）
清水内科栄養課 近藤 美希，他

III－20－17 液状濃厚流動食の経口摂取速度が糖代謝に与える効果
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 神子 一成，他

III－20－18 糖尿病一次予防のための生活習慣改善のポイント
広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター 福島 徳子，他

食事療法5 14 : 30～15 : 30 座長 岩本内科医院 岩本 正博

III－20－19 脂肪萎縮症に伴う糖尿病・脂肪性肝炎に5分割食が有効であった一例
東京大学医学部附属病院病態栄養治療部 木下 恵理，他

III－20－20 運動療法をとり入れた栄養指導の実践
医療法人貴和の会すながわ内科クリニック管理栄養士 石川 佳苗，他

III－20－21 当院肥満予防外来における栄養指導の検討～耐糖能障害の有無による～
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院栄養部 寺島由美子，他

III－20－22 糖尿病性腎症（DN）における低たんぱく食（LPD）に対するアドヒアランスの検討
昭和大学大学院保健医療学研究科，昭和大学横浜市北部病院栄養科 島居 美幸，他

III－20－23 食品分類を意識した食事指導の効果
せいの内科クリニック 関根のぞみ，他

III－20－24 千切りキャベツ50g以上食前摂取で食後血糖を低下させる
ウエルネスクリニック 木村 僖乃，他

食事療法6 15 : 30～16 : 30 座長 岩手県立大学看護学部基礎看護学科 高橋 和眞

III－20－25 糖尿病高血圧合併・腎症合併患者は，減塩目標6g未満を達成出来ているか？
医療法人岡田内科クリニック 小田みのり，他

III－20－26 減塩指導における家庭のみそ汁の塩分濃度測定と随時尿からの推定塩分摂取量を活用した塩分摂取量の評
価

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学分野 池田知栄子，他
III－20－27 食品交換表の改訂に対応した献立改善の取り組み～美味しくて学べる病院食を目指して～

独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院栄養管理部 張 日怜，他
III－20－28 外来NIDDM患者の食生活上の問題点と経口血糖降下薬及び糖・脂質代謝の関連

国立成育医療研究センター�栃木医療センター 中野 美樹，他
III－20－29 糖尿病腎症の予防効果と栄養指導後の意識の変化についての調査

（医）南昌江内科クリニック 田村あゆみ，他
III－20－30 適正な外食・中食利用に関するデジタルハイビジョン（HDV）教育媒体の制作と2型糖尿病（T2DM）に

おける短期的教育効果の検証
石橋クリニック 小坂 愛子，他

食事療法7 16 : 30～17 : 30 座長
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

III－20－31 糖尿病合併胃切除施行例における分食の有用性の検討
千葉大学医学部附属病院臨床栄養部 佐藤 由美，他

III－20－32 経管栄養による血糖変化の解析
帝京大学医学部附属溝口病院消化器内科 綱島 弘道，他

III－20－33 演題取り下げ
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III－20－34 糖尿病・糖尿病性腎症・腎不全保存期・透析期混合の料理教室で病期による食事療法の違いを学ぶ取組に
ついて

谷口内科 福島 芳子，他
III－20－35 耐糖能異常を伴う妊婦への効果的な食事指導への取り組み―「糖尿病食品交換表第7版」を活用した「耐

糖能異常妊婦に対する妊娠週数に沿った食事指示単位配分一覧表」の作成と活用―
富山県立中央病院栄養管理科 伊東えりな，他

III－20－36 2型糖尿病と精神疾患合併患者における食行動の特徴に関する比較検討
国立国際医療研究センター国府台病院栄養管理室 古田 雅，他

第3日 5月23日（土） 第21会場 東京第一ホテル下関（3F 桜の間）

運動療法2 8 : 30～9 : 30 座長 久留米大学内分泌代謝内科 田尻 祐司

III－21－1 運動療法はOLETF（Otsuka Long�Evans Tokushima Fatty）ラットのγ運動ニューロン減少を予防する
健康科学大学健康科学部理学療法学科 村松 憲，他

III－21－2 運動時の血管内皮のインスリンシグナルを介した糖取り込み機構
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 相原 允一，他

III－21－3 高強度インターバルトレーニングが2型糖尿病患者のミトコンドリア機能に及ぼす効果
大阪産業大学スポーツ健康学科 佐藤 真治，他

III－21－4 ヘパトカインセレノプロテインP血中濃度による運動療法抵抗性の予知に関する検討
金沢大学医薬保健研究域医学系包括的代謝学�日本科学技術振興機構さきがけ 御簾 博文，他

III－21－5 同一消費熱量運動実施下における運動強度差がインスリン抵抗性と異所性脂肪に及ぼす影響について
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 船山 崇，他

III－21－6 糖尿病患者の心肺運動負荷試験での嫌気性代謝閾値心拍数と心拍予備能を考慮したKarvonenの様々な計
数で算出した運動強度の関係

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター内分泌代謝・糖尿病内科 藤原 和哉，他

運動療法3 9 : 30～10 : 30 座長 名古屋大学総合保健体育科学センター 押田 芳治

III－21－7 糖尿病患者のメディカルチェックのためのトレッドミルプロトコール「KEIO�SENIOR」（K）とBruceプ
ロトコール（B）との対比

慶應義塾大学医学部内科学教室�慶應義塾大学病院スポーツ医学総合センター 河合 俊英，他
III－21－8 糖尿病患者に対する心肺運動負荷試験を用いた運動指導の試み

滋賀医科大学医学部附属病院リハビリテーション部 飛田 良，他
III－21－9 筋力向上と身体活動量・糖尿指標との関連

製鉄記念八幡病院リハビリテーション部 池永千寿子，他
III－21－10 2型糖尿病患者の食後血糖は短時間の階段昇降運動によって急性的に降下する

公立豊岡病院日高医療センターリハビリテーション技術科�京都大学大学院人間・環境学研究科 本田 寛人，他
III－21－11 糖尿病患者におけるHbA1c値の変動と心肺持久力の関連について

慶應義塾大学病院医学部スポーツ医学総合センター 田畑 尚吾，他
III－21－12 進行腎症を有する2型糖尿病患者に対する中強度レジスタンス運動の安全性と有効性の検討

大阪市立総合医療センター糖尿病内科 薬師寺洋介，他

運動療法4 10 : 30～11 : 30 座長 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院内科 加藤 順一

III－21－13 歩幅の異なるWalking様式の3次元動作解析およびエネルギー代謝へ及ぼす影響
徳島大学病院リハビリテーション部 出口 憲市，他

III－21－14 2型糖尿病者における2ステップ値の運動指導への活用の検討
慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター 堀澤 栞里，他
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III－21－15 3次元活動量計により検証したNon�exercise activity thermogenesis（NEAT）質問紙表の有効性
国立国際医療研究センター国府台病院内科 濱崎 秀崇，他

III－21－16 歩数と運動強度に注目した運動指導介入の有用性についての検討 第2報
高村内科クリニック 福田 麗，他

III－21－17 高齢2型糖尿病患者における，自体重負荷による筋発揮張力維持スロー法を用いた運動指導と糖質制限食
の筋力増強効果

北里大学北里研究所病院糖尿病センター 長野 雅史，他
III－21－18 携帯型脈拍計を活用した運動指導を2型糖尿病患者に対して実施した際の外来での栄養指導の効果につい

て
杏林大学医学部付属病院栄養部 栗山 絹世，他

その他1 14 : 30～15 : 10 座長 山梨大学医学部第三内科 金重 勝博

III－21－19 摂取栄養組成と血糖値をリンクする遺伝子多型の抽出に関する検討
岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学分野 橋本 健一，他

III－21－20 高血糖による好中球細胞外トラップ（neutrophil extracellular traps : NETs）の形成亢進
北海道大学大学院医学研究科内科学講座免疫・代謝内科学分野 三次 有奈，他

III－21－21 2型糖尿病患者における血清IGF�I低値は死亡リスクを増加させる
島根大学医学部内科学第一 三宅 仁美，他

III－21－22 メタボリックシンドローム・糖尿病ともに有しない日本人においてもHOMA�IR値は血糖管理指標と関連
する：神戸研究

先端医療センター研究所先制・予防医療研究開発部コホート研究チーム 平田 匠，他

その他2 15 : 10～16 : 00 座長 慶應義塾大学医学部内科学教室腎内代内科 河合 俊英

III－21－23 GLP�1受容体作動薬exenatideのマウス自己免疫性関節炎に対する効果
大阪医科大学内科学I 佐野 寛行，他

III－21－24 遺伝性早老症ウェルナー症候群における日常生活機能や生活の質の低下をもたらす要因に関する検討
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 山賀 政弥，他

III－21－25 ウェルナー症候群における糖代謝異常と内臓脂肪蓄積の関連―当院11症例の検討―
千葉大学医学部附属病院高齢者医療センター 正司 真弓，他

III－21－26 強皮症を合併したインスリン受容体異常症B型の1例
群馬大学医学部附属病院内分泌・糖尿病内科 登丸 琢也，他

III－21－27 電子カルテにおける特定内服薬の注意喚起対策導入後の評価～ビグアナイド系糖尿病薬への情報共有シス
テム対策を導入して～

市立池田病院医療安全管理部安全対策室 神谷美紀子，他

その他3 16 : 00～16 : 50 座長 兵庫県立加古川医療センター 千原 和夫

III－21－28 心肺停止で救急搬送された糖尿病症例についての検討
鳥取県立中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科 楢崎 晃史，他

III－21－29 H. pylori一次除菌の成功率における糖尿病の影響
国立国際医療研究センター国府台病院内科 池上友梨佳，他

III－21－30 著明な高CEA血症を示した2型糖尿病患者におけるCEA値と血糖コントロールとの関連についての検討
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院総合内科 小林 悠，他

III－21－31 当院に糖尿病教育入院した患者の血清Mg値に関する検討
松山市民病院内科 坂尾ひとみ，他

III－21－32 自動車関連大気汚染物質および自動車排出ガス量と心血管疾危険因子の関連
東京女子医科大学糖尿病センター糖尿病・代謝内科 砂金 知里，他
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第3日 5月23日（土） 第22会場 東京第一ホテル下関（2F ふじの間）

高齢者糖尿病4 8 : 30～9 : 30 座長 よしなり内科クリニック 吉成 元孝

III－22－1 高齢者のインスリン分泌とインスリン抵抗性に関する地域調査―HbA1cおよびBMIとの関連の検討―新
潟県津南町研究

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 佐野 浩斎，他
III－22－2 糖尿病罹患者における脂質異常症の心血管病危険因子としての寄与について―血糖コントロールを中心と

した年齢別検討―
名古屋大学医学部老年内科 伊奈孝一郎，他

III－22－3 持効型インスリン製剤デグルデクの1日1回投与から週3回投与への切り替えに対する有効性および安全性
の検討

聖マリアンナ医科大学病院代謝内分泌内科 村上万里子，他
III－22－4 高齢2型糖尿病患者における血清総ビリルビンと高齢者総合機能評価（CGA）の関連について

道北勤医協一条通病院内科 仲谷 了，他
III－22－5 人間ドックにおける高齢者糖代謝の特徴

長野県厚生連佐久総合病院 大橋 正明，他
III－22－6 高齢糖尿病患者（65歳以上）における蛋白尿の検討～7年目の追跡～

至誠会第二病院糖尿病内科 高野 靖子，他

高齢者糖尿病5 9 : 30～10 : 30 座長 北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 原 賢太

III－22－7 包括的高齢者機能評価による治療目標の設定と1日1回の糖尿病治療の有効性
北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 高橋 利匡，他

III－22－8 山口大学医学部附属病院第3内科外来に糖尿病で通院中の高年齢糖尿病患者における認知機能低下の現状
調査と関連因子の検討

山口大学医学部附属病院看護部 浅江 文枝，他
III－22－9 在宅医療をうける高齢者における最近の入院に対する糖尿病の影響

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
III－22－10 糖尿病患者の健康寿命や高齢時治療に対する考え方についての検討

帝京大学医学部附属病院内科 根本かおり，他
III－22－11 多職種による地域包括サポートは，認知症をもつ糖尿病患者家族に適切な介入をしているか？ CSポー

トフォリオ分析による解析
医療法人すこやか高田中央病院糖尿病・代謝内科 荏原 太，他

III－22－12 自立してインスリン注射を行っている高齢糖尿病患者の4年後の追跡調査
独立行政法人労働者健康福祉機構中部ろうさい病院糖尿病センター 大森 恵子，他

感染症 10 : 30～11 : 40 座長 医療系大学間共用試験実施評価機構 齋藤 宣彦

III－22－13 2型糖尿病モデルマウスにおける大腸菌敗血症時の免疫反応について
防衛医科大学校総合臨床部 濱田 耕司，他

III－22－14 糖尿病患者の肺炎の起炎菌に関する院内サーベイランス調査
佐世保中央病院 松本 一成，他

III－22－15 当院で経験した前立腺膿瘍6例の検討
大津市民病院内科 小松 典子，他

III－22－16 結核病棟における糖尿病患者の特徴
（独）国立病院機構兵庫中央病院糖尿病内科 福永みちる，他
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III－22－17 糖尿病と非糖尿病におけるヘリコバクターピロリ感染の比較
自由が丘横山内科クリニック 小川 真弓，他

III－22－18 当院の尿路感染症患者における糖尿病合併群の臨床的特徴
国立国際医療研究センター国府台病院内科 川口 明子，他

III－22－19 2型糖尿病患者に発症した壊死性筋膜炎の2例
社会医療法人製鉄記念八幡病院糖尿病内科 北岡 千恵，他

2型糖尿病19 14 : 30～15 : 30 座長
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

III－22－20 BOT（Basal supported Oral Therapy）で治療した高齢糖尿病患者の特徴
大阪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 加藤 朋子，他

III－22－21 CGMで評価した入院2型糖尿病患者の治療介入後血糖変動変化の検討
産業医科大学第一内科学講座 久能 芙美，他

III－22－22 2型糖尿病における経口糖尿病薬による体重及び脂質代謝への影響
西日本病院薬剤部 片平 聖子，他

III－22－23 糖尿病患者における睡眠障害と食行動との関連―不眠は肥満を助長する？―
那珂記念クリニック内科 斎藤三代子，他

III－22－24 2型糖尿病患者の血糖コントロールに関する精神疾患の関与
国立国際医療研究センター国府台病院内科 竹内 悠，他

III－22－25 β�クリプトキサンチン高含有飲料による急性および持続的血糖降下作用の臨床的検討
金沢大学医薬保健研究域医学系恒常性制御学 中川 浩実，他

2型糖尿病20 15 : 30～16 : 30 座長 三楽病院附属生活習慣病クリニック 田上 幹樹

III－22－26 糖尿病の治療は未だ不十分？―死亡との関連―
弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 大門 真，他

III－22－27 抗GAD抗体弱陽性インスリン非依存型糖尿病の臨床的特徴について
市立ひらかた病院糖尿病内科 重本 翔，他

III－22－28 2型糖尿病患者における経口血糖降下薬の服薬アドヒアランス調査
自由が丘横山内科クリニック 渡邉 真恵，他

III－22－29 2型糖尿病患者治療実積の1年間経過観察―年代別治療効果とその因子についての検討―
岡本内科医院 井村 満男

III－22－30 2型糖尿病における経口血糖降下薬使用の実態調査
大石内科クリニック 大石まり子，他

III－22－31 高齢2型糖尿病患者の腎障害進展因子の解析
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 菊池 貴子，他

2型糖尿病21 16 : 30～17 : 30 座長 大阪市立総合医療センター糖尿病内科 川崎 勲

III－22－32 2型糖尿病治療に於ける朝食後2時間ΔIRI�ΔPGの意義の検討
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター内科 奥田 昌也，他

III－22－33 2型糖尿病におけるインスリン分泌能検査としてのグルカゴン負荷試験の有用性の検討
景翠会金沢病院内科 田川 暁大，他

III－22－34 2型糖尿病治療別にみるプロインスリンプロセシング機構の回復
杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 勝田 秀紀，他

III－22－35 2型糖尿病における膵β細胞機能が血糖コントロールに及ぼす影響
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 蛭川 英典，他

III－22－36 2型糖尿病患者へのリナグリプチン投与が制御性T細胞に与える影響の検討
大阪医科大学内科学I 藤澤 玲子，他
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III－22－37 “糖代謝改善と鉄動態是正”における病態関連性の考察―NASH治療が示唆する肝臓病学的Breakthrough
の提唱―

（医社）結仁会浜田内科消化器科クリニック消化器内科 浜田 結城，他

第3日 5月23日（土） 第23会場 門司港ホテル（2F スパーツィオ）

糖尿病療養指導（血糖自己測定1） 8 : 30～9 : 30 座長 産業医科大学第一内科 森田恵美子

III－23－1 血糖自己測定を行う糖尿病患者さんの実態と課題
（医）沖縄徳洲会千葉徳洲会病院薬剤部 福井 宗憲，他

III－23－2 SMBG活用の実態―医療者，患者へのアンケート調査から―
那珂記念クリニック療養指導部検査科 椎名 紀恵，他

III－23－3 自己血糖測定（SMBG）を利用したHbA1c値の予測と指導への応用
市立八幡浜総合病院臨床病理科 河野 早紀，他

III－23－4 自己血糖測定結果を活かすために―治療意欲の観点から―
東海大学医学部付属東京病院看護部 高松 千織，他

III－23－5 自己検査用グルコース測定器の測定結果に及ぼす測定環境の影響に関する検証
三重大学医学部附属病院中央検査部 小寺恵美子，他

III－23－6 糖尿病患者のSMBG励行中の潜在的問題点に積極的に介入する意義について
三咲内科クリニック 高橋 千春，他

糖尿病療養指導（血糖自己測定2） 9 : 30～10 : 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 山﨑 真裕

III－23－7 食後自己血糖測定は2型糖尿病患者の血糖管理を改善する
茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科 牛田 大心，他

III－23－8 SMBGにおけるカラー記録法は患者の行動変容を促し長期に血糖管理の改善に寄与する
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 西村亜希子，他

III－23－9 カラー表示する血糖測定器を用いた糖尿病患者の行動変容と血糖改善効果
横浜市立大学分子内分泌糖尿病内科 渡邊 薫，他

III－23－10 SMBG指導者育成のためのワークショップの試み―症例検討を用いた多職種混合グループディスカッショ
ンの有用性？（第2報）

東海大学医学医学部付属八王子病院臨床検査技術科 宮澤 孝仁，他
III－23－11 SMBG解析ソフトを用いた1型糖尿病患者の血糖変動評価：シミュレーション機能を利用した自己管理指

導
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 藤本 容子，他

III－23－12 電子カルテへの血糖自動取り込みシステム導入後の効果と血糖自己管理ノートの調査
新古賀病院 栗原 幸子，他

糖尿病療養指導（薬物療法 SGLT�2阻害薬） 10 : 30～11 : 30 座長 九州大学大学院病態機能内科学 中村 宇大

III－23－13 体組成値を用いたSGLT2阻害薬服用2型糖尿病の栄養指導
三重大学医学部附属病院栄養管理部栄養指導管理室 寺坂枝里子，他

III－23－14 SGLT2阻害薬使用の2型糖尿病患者における骨格筋量の変化に関する検討
東京大学医学部附属病院病態栄養治療部 大谷 遼子，他

III－23－15 SGLT2阻害薬導入における体組成測定の有用性
江本内科 河口ひろみ，他

III－23－16 SGLT2阻害薬服用患者に対する治療日誌を用いた副作用モニタリング
岐阜市民病院薬剤部 大野 佑城，他
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III－23－17 SGLT2阻害薬の使用経験と副作用報告
（医社）正名会池田病院薬剤課 佐久間智子，他

III－23－18 SGLT2阻害剤服用患者のQOL実態調査～初回から3か月までの経過
大和調剤センターウラン薬局�多摩センタークリニックみらい 浅田 美子，他

第3日 5月23日（土） 第24会場 門司港ホテル（4F ジョイア）

糖尿病療養指導（自己注射3） 8 : 30～9 : 30 座長 香川県立中央病院糖尿病内科 吉田 淳

III－24－1 薬学部におけるインスリン自己注射体験型実習の教育効果に関する報告
新潟薬科大学薬学部 宮下しずか，他

III－24－2 インスリン療法における療養指導の重要性―導入パスを用いて―
那珂記念クリニック療養指導部看護科 米川 由香，他

III－24－3 糖尿病療養指導のためのインスリン導入の手引きを用いた研修会の効果 岐阜県糖尿病看護認定看護師の
会「ちえのやま」の活動

木沢記念病院 加藤 千恵，他
III－24－4 患者が理想とする自己注射療法の意識調査

京都大学糖尿病・内分泌・栄養内科 原島 伸一，他
III－24－5 インスリン自己注射における手技の遵守度と患者の心理的負担感との関連性

伊勢赤十字病院薬剤部 荒木 康羽，他
III－24－6 患者の希望に添ったインスリンデバイス選択の検討―プレフィルド製剤を使用している患者に，カート

リッジ製剤を紹介して―
JA北海道厚生連帯広厚生病院内科外来 青野由紀子，他

糖尿病療養指導（フットケア1） 9 : 30～10 : 30 座長 東京女子医科大学糖尿病センター内科 三浦順之助

III－24－7 糖尿病患者の足病変の背景因子の解析と予防的フットケアの進歩
新古賀病院糖尿病センター 石橋理津子，他

III－24－8 フットケア外来における足測定（3DOシステム）導入の評価と活用の検討
（医）慈誠会山根病院理学療法科 田中亜由美，他

III－24－9 当院で使用している足趾免荷サンダルの使用感に関する調査
総合病院土浦協同病院リハビリテーション部 瀧原 純，他

III－24－10 2型糖尿病患者におけるフットケアから将来の転倒の予測因子を検討する
奈良県立医科大学附属病院看護部 鵜山 美樹，他

III－24－11 専門・非専門科の混合病棟におけるフット・セルフケア指導の前向き介入研究
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院看護部 上野誉志子，他

III－24－12 当院でのEVT施行患者におけるPADリスクファクターの分析
社会医療法人河北医療財団河北総合病院看護部 野﨑 房代，他

糖尿病療養指導（フットケア2） 10 : 30～11 : 40 座長 関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 黒瀬 健

III－24－13 糖尿病合併症予防（フットケア外来）の現状と効果
佐久市立国保浅間総合病院内科病棟 丸山 友子，他

III－24－14 チームで関わるフットケア―療養指導の広がりを目指して―
那珂記念クリニック療養指導部看護科 道口佐多子，他

III－24－15 当院におけるフットケア外来の現状～アセスメントチェック表を活用して～
国民健康保険小松市民病院看護部 平岡美枝子，他

III－24－16 当院における「フットケアキャンペーン」の取り組み～継続的指導の効果～
医療法人社団ユスタヴィア多摩センタークリニックみらい 濱谷 陽子，他
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III－24－17 済生会松山病院におけるフットケアの院内・院外連携
済生会松山病院看護部 徳野みどり，他

III－24－18 佐賀県の地域医療連携におけるフットケアの取り組み
佐賀大学医学部附属病院看護部 藤井 純子，他

III－24－19 広島実践フットケア研究会立ち上げの効果と限界
広島大学大学院 尾崎 果苗，他

糖尿病療養指導（心理療法1） 14 : 30～15 : 30 座長 佐久市立国保浅間総合病院糖尿病科 仲 元司

III－24－20 当院，糖尿病教育入院時の糖尿病療養指導における作業療法士の役割～精神・心理面改善に対する作業療
法介入の有用性～

医療法人関東病院リハビリテーション科 成田 雄一，他
III－24－21 糖尿病教育入院患者における罹病期間および抑うつ症状と血糖コントロールとの関連

伊勢赤十字病院医療技術部臨床心理チーム 中井 茉里，他
III－24－22 2型糖尿病患者におけるエゴグラムと血糖および体重コントロールの関連についての検討（東大式エゴグ

ラムを用いて）
医療法人芙蓉会保坂内科クリニック 保坂 嘉之，他

III－24－23 糖尿病患者におけるシニシズム関連因子の検討
きよせの森コミュニティクリニック武谷眼科・風間内科糖尿病・代謝内科 川幡 香里，他

III－24－24 「教育入院」から「入院コーチング」への転換―第2報 コーチング理論に基づくアセスメントの効果―
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 松澤 陽子，他

III－24－25 2型糖尿病患者における感情負担とアサーションとの関係について
社会医療法人かりゆし会ハートライフクリニック 大家 聡樹，他

糖尿病療養指導（心理療法2） 15 : 30～16 : 30 座長 公立玉名中央病院 宮村 信博

III－24－26 糖尿病教育入院患者の心理的負担に関する検討
自治医科大学附属さいたま医療センター 大塚 潔，他

III－24－27 糖尿病患者の心理特性と生活習慣の関連
筑波大学体育系 橋本佐由理，他

III－24－28 全国の糖尿病クリニックにおける糖尿病患者のQOLの現状～DTRQOLを用いて
多摩センタークリニックみらい内科 藤井 仁美，他

III－24－29 DTR�QOLから明らかにされた糖尿病患者の特徴
工藤内科クリニック 石田もえこ，他

III－24－30 DTR�QOLを用いた，糖尿病合併症及び癌の既往とQOLの関係の調査
高村内科クリニック 名嘉真香小里，他

III－24－31 1回のみの「変性意識で無意識に働きかける治療」で心理と行動に著明な改善がみられた2型糖尿病の2症
例

医療法人さいとう内科クリニック 斎藤 幾重，他

糖尿病療養指導（心理療法3） 16 : 30～17 : 30 座長 三菱京都病院糖尿病内科 中野 忠澄

III－24－32 糖尿病教育入院で退院時に感情的負担度が上昇した患者における自己効力感の変化と背景について
社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院3東病棟 松山 典子，他

III－24－33 演題取り下げ
III－24－34 「人生に絶望している」と話す1型糖尿病患者に対する無意識への癒しの介入

医療法人さいとう内科クリニック 志賀佳緒理，他
III－24－35 東日本大震災後の備えに関する意識の変化（第4報）―震災4年後も心理的ストレスは続いている―

奥口内科クリニック 今井美智子，他
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III－24－36 事例の心理的側面を検討する院外多職種カンファレンスの試み
天理よろづ相談所病院内分泌内科 北谷 真子，他

III－24－37 糖尿病者のHbA1cに対するイメージについてのSD法を用いた検討
京都大学大学院教育学研究科 荒木 郁緒，他

第3日 5月23日（土） 第25会場 門司港ホテル（6F エテルノ）

糖尿病療養指導（運動・リハビリ療法1） 8 : 30～9 : 30 座長
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 佐藤 雄一

III－25－1 2型糖尿病患者における食後15分間の中等度歩行運動が血糖変動に及ぼす影響の検討
一宮西病院リハビリテーション科�愛知みずほ大学大学院人間科学研究科 飯田 裕二，他

III－25－2 2型糖尿病患者を対象とした運動療法の処方における心拍数と自覚的強度の関係について
杏林大学医学部付属病院リハビリテーション室 田中 耕史，他

III－25－3 当院の糖尿病教育入院患者における身体バランス能力および筋力の評価報告
（社団）三思会東名厚木病院リハビリテーション科 吉岡利江子，他

III－25－4 ロコモ度テストから見える糖尿病患者の運動年齢（糖尿病患者のイメージと異なる実際の運動能力）
独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院統括診療部理学療法科 赤岡 智行，他

III－25－5 運動療法の継続時間と血糖コントロールの関係について―携帯型脈拍計を活用した検討―
杏林大学医学部付属病院リハビリテーション室 須﨑 由香，他

III－25－6 有酸素運動に対する理解度調査
富山赤十字病院リハビリテーション科 熊野 梓，他

糖尿病療養指導（運動・リハビリ療法2） 9 : 30～10 : 30 座長 黒部市民病院糖尿病・内分泌内科 家城 恭彦

III－25－7 2型糖尿病患者における身体機能と自己認識能力に関する一考察
社会医療法人愛仁会高槻病院技術部リハビリテーション科 是永 優華，他

III－25－8 糖尿病教育入院した患者の退院後の運動実施状況と身体機能の変化についての検討
社会医療法人社団三思会東名厚木病院リハビリテーション科 水戸 明奈，他

III－25－9 軽度神経障害合併糖尿病患者における重心動揺計によるバランス能力評価法の検討
筑波大学附属病院リハビリテーション部�筑波大学大学院疾患制御医学代謝内分泌内科学 鈴木 康裕，他

III－25－10 高齢糖尿病患者における下肢筋力と身体活動量，糖尿病神経障害との関連性についての検討
医療法人済衆館済衆館病院�名古屋大学大学院医学系研究科 瀧野 皓哉，他

III－25－11 糖尿病患者の回復期リハビリテーションの安全性の評価～呼気ガスモニタリングシステムの活用～
地域医療機能推進機構湯布院病院リハビリテーション科 佐藤 周平，他

III－25－12 糖尿病教育入院後のHbA1c及びBMI変化量に影響する因子の検討
高知大学医学部附属病院リハビリテーション部 近藤 寛，他

糖尿病療養指導（その他1） 10 : 30～11 : 30 座長 北海道大学医学部免疫・代謝内科学分野 三好 秀明

III－25－13 2型糖尿病患者における入院血糖介入による認知機能改善効果
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 南 太一，他

III－25－14 世界糖尿病デー活動での血糖測定956名から得られた結果―血糖認知活動の重要性
湘南鎌倉総合病院糖尿病内分泌内科外来 手塚奈央子，他

III－25－15 当院医療スタッフの低血糖とその対応に対する理解度のアンケート調査
立川相互病院薬剤部 長谷川美紀，他

III－25－16 混合病棟における糖尿病看護のレベルアップのためのアンケート調査
群馬大学医学部付属病院看護部 原口 真実，他

III－25－17 血糖・インスリン管理システム導入
JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター看護部 春田さゆり，他
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III－25－18 当院における通院中断者の現状と今後の関わりの検討
すずき糖尿病内科クリニック看護部 黒木 啓代，他

糖尿病療養指導（その他2） 14 : 30～15 : 30 座長
名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・
内分泌内科学 有馬 寛

III－25－19 京都府内の病院及び診療所における糖尿病透析予防指導の実態調査結果報告
京都腎臓病総合対策推進協議会�京都桂病院栄養科 川手 由香，他

III－25－20 慢性腎臓病（CKD）合併2型糖尿病の腎機能低下の進展に及ぼす心理的影響
札幌南青洲病院検査科 安食 愛彦，他

III－25－21 糖尿病患者の治療中断が腎症発症に与える影響についての検討
医療法人社団OKM岡本内科クリニック 佐藤 翔子，他

III－25－22 佐賀県糖尿病コーディネート看護師の活動による糖尿病合併症予防への成果
佐賀大学医学部附属病院看護部 永渕 美樹，他

III－25－23 糖尿病患者に対する頸動脈超音波検査（US）の実施及び結果が，生活習慣を変えられるか？否か？
医療法人優雅東林間かねしろ内科クリニック 安東美瑞穂，他

III－25－24 糖尿病患者における動脈硬化症と癌の発症率
高田中央病院医事課 寺谷 香織，他

糖尿病療養指導（その他3） 15 : 30～16 : 30 座長 福岡大学筑紫病院内分泌・糖尿病内科 小林 邦久

III－25－25 当院での看護師によるCSII療法指導の実態調査―糖尿病内科病棟所属の看護師に対する調査結果から―
神戸大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科病棟 大江 裕子，他

III－25－26 大分県臼杵市における糖尿病対策～地域連携ネットワークによる発症予防のための早期介入～
大分県臼杵市役所福祉保健部保険健康課�臼杵市糖尿病等生活習慣病対策ネットワーク推進会議 藤丸 和美，他

III－25－27 糖尿病療養担当者のためのセミナー「はじめてコース」参加者の追跡調査
小平薬局天神 波田 博文，他

III－25－28 院内におけるCDEJ活動 職員に対する食後血糖測定キャンペーン―第2報―
仙台厚生病院看護部 星野ゆかり，他

III－25－29 正常妊婦に対して妊娠初期に実施した妊娠関連糖尿病に関するアンケート調査結果について―糖尿病予防
に関する健常者への教育のあり方を考える端緒として―

東京慈恵会医科大学付属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 范 揚文，他
III－25－30 PAIDとDAWN JAPAN studyチェックシートを用いた妊娠糖尿病妊婦心理と周産期合併症に関する検討

奈良県立医科大学付属病院薬剤部 宮原芽久美，他

糖尿病療養指導（その他4） 16 : 30～17 : 30 座長 医療法人森和会赤坂おけだ内科クリニック 桶田 俊光

III－25－31 腎症前期の糖尿病患者に対するCDEJによる療養指導の効果
メディカルプラザ江戸川看護部 根本 暁子，他

III－25－32 インスリン導入患者における療養指導の効果的なタイミングの検討
神奈川県厚生連相模原協同病院臨床検査室 荒井 真，他

III－25－33 糖尿病地域連携パスにおけるドロップアウト防止対策の効果～患者・かかりつけ医との連携強化を試み
て～

富山赤十字病院看護部 山田美穂子，他
III－25－34 糖尿病教育入院症例における生活保護受給者についての検討

松江赤十字病院糖尿病・内分泌内科 垣羽 寿昭，他
III－25－35 糖尿病連携手帳の外来持参状況と血糖コントロールの関係

せいの内科クリニック 磯野 恵一，他
III－25－36 糖尿病患者の熱中症に対する認識と予防行動

山梨県立大学看護学部 西村 明子，他


