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一 般 演 題

第 1日 ポスター

第1日 5月21日（木） ポスター会場1 下関市民会館（1F ロビー）

薬物療法（インスリン療法1） 17 : 45～18 : 15 座長
京都大学医学部附属病院
先制医療・生活習慣病研究センター 福島 光夫

I－P－1 2型糖尿病者におけるリラグルチドまたはデグルデクによる治療がQOLに及ぼす影響とその有用性に関す
る検討

福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科�福島DMスタッフ懇話会Once Fukushima研究グループ 佐藤 博亮，他
I－P－2 Degludec 0.5単位刻みのデバイスによる2型糖尿病の血糖調整の有用性

りい内科クリニック糖尿病内科（北九州市） 李 源台，他
I－P－3 持効型1回注射（BOT療法）のインスリンをグラルギンからデグルデクに切り替えた症例の比較検討

医療法人森和会やまうち内科クリニック 正門 光法，他
I－P－4 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�1）

北播磨総合医療センター 原 賢太，他
I－P－5 血液透析を施行中の2型糖尿病患者におけるインスリンデグルデクの使用経験

東京女子医科大学東医療センター内科 山下 哲理，他
I－P－6 当院におけるインスリンデグルデクの使用経験

三重大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科 尾崎加奈子，他

薬物療法（インスリン療法2） 18 : 15～18 : 45 座長 愛知学院大学心身科学部健康科学科 大澤 功

I－P－7 インスリンデグルデク有効例の臨床的特徴
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 土岐 卓也，他

I－P－8 インスリンデグルデクの残存を考慮したCSII開始方法
刈谷豊田総合病院内分泌代謝内科 服部 麗，他

I－P－9 他の持効型インスリンよりデグレデグ変更例の検討―デグレデグは朝，夜どちらでも1日投与でHbA1cは
改善する―

H.E.Cサイエンスクリニック内科 調 進一郎，他
I－P－10 Basal�Bolus療法施行中の2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検討

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 常見亜佐子，他
I－P－11 インスリンデテミル・グラルギンからデグルデクへの切り替え後の経過についての検討

（JCHO）徳山中央病院糖尿病・内分泌内科 畑尾 克裕，他
I－P－12 HbA1c8％を基準とした既存の持効型インスリンからインスリンデグルデクへの切り替えにおける投与量

の検討―DOSE Study―
東京医科大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科・リウマチ・膠原病内科学分野 田丸 新一，他

薬物療法（インスリン療法3） 17 : 45～18 : 15 座長 大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科 新谷 光世

I－P－13 当院におけるインスリンデグルデクの有用性についての検討
大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科 渡邉 裕尭，他

I－P－14 当院での糖尿病患者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クへの切替症例の検討
岡崎市民病院内分泌・糖尿病内科 倉橋ともみ，他

I－P－15 強化インスリン療法中の糖尿病患者における持効型インスリンデグルデクへの切り替え症例による有用性
の検討

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 齋藤 聡子，他
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I－P－16 インスリングラルギンで治療中の糖尿病患者を対象としたインスリンデグルデクの有用性の検討
金沢赤十字病院内科 山田 雅之，他

I－P－17 インスリングラルギンからデグルデクへの変更後の比較
公立富岡総合病院内科 登内 一則，他

I－P－18 インスリン頻回注射療法患者におけるインスリングラルギンからデグルデクへの変更後の比較＜eGFR別
の分類＞

公立富岡総合病院看護部 中島 智子，他

薬物療法（インスリン療法4） 18 : 15～18 : 45 座長 公立置賜総合病院内科 江口 英行

I－P－19 グラルギン使用糖尿病患者におけるデグルデクへの切り替え効果の検討
獨協医科大学内分泌代謝内科 桂 大輔，他

I－P－20 当院外来におけるインスリンデグルデクの使用経験
宮城厚生協会坂総合病院糖尿病代謝科 高橋 美琴，他

I－P－21 既存持効型インスリンからデグルデクに切り替え後の変化についての検討
KKR高松病院薬剤科 曽根 曜子，他

I－P－22 当科におけるインスリングラルギンからデグルデグへの切り替えによる検討
福島県立医科大学附属病院腎臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科 岩崎麻里子，他

I－P－23 1型糖尿病患者における既存持効型インスリン製剤1日2回投与からデグルデク1日1回投与への切り替えに
関する検討

神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部 杉山有吏子，他
I－P－24 インスリングラルギンからインスリンデグルデクへの切り替えが血糖日内変動安定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 福岡 勇樹，他

薬物療法（インスリン療法5） 17 : 45～18 : 15 座長 富山県立中央病院内科（内分泌・代謝） 臼田 里香

I－P－25 健康被験者におけるLY2963016，欧州連合ランタス，米国ランタスの薬物動態及び薬力学の比較
日本イーライリリー株式会社 千田 大，他

I－P－26 LY2963016とLantusⓇの有効性・安全性における同等性の検討（2型糖尿病患者）：ELEMENT2試験
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社・医薬開発本部 高橋亜紀子，他

I－P－27 Low within�and between�day variability in exposure to new insulin glargine 300 U�ml（Gla�300）
Sanofi�Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Germany Becker H.A. Reinhard, et al.

I－P－28 New insulin glargine 300 U�ml: Meta�analysis of phase 3a EDITION clinical trials in type 2 diabetes
mellitus（T2DM）

Division of Diabetes, University of Helsinki, Faculty of Medicine and
Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland Yki�Jarvinen Hannele, et al.

I－P－29 インスリングラルギン補充中の2型糖尿病例に対するDPP4阻害薬追加投与の有用性と安全性についての
検討

市立豊中病院糖尿病センター 岡内 幸義，他
I－P－30 BOTによって治療中の2型糖尿病患者におけるグラルギン投与時とデグルデク投与時の血糖変動の比較

杏林大学第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 炭谷 由計，他

薬物療法（インスリン療法6） 18 : 15～18 : 45 座長 静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝センター 井上 達秀

I－P－31 当院におけるCSII現状と課題～指導工夫を要した3症例を中心に～
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院看護部 川述 里美，他

I－P－32 インスリン自己注射初期導入加算の2症例と看護療養支援
髙橋医院 牛山 典子，他
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I－P－33 インスリン治療再開後にインスリン抗体産生により著明な高血糖を呈した2型糖尿病の1例
羽島市民病院薬剤部 西村 英尚，他

I－P－34 「足のきず外来」で見出した臍下両側のInsulin�induced Lipohypertrophyの1例
前橋赤十字病院糖尿病・内分泌内科 末丸 大悟，他

I－P－35 インスリンを離脱できた2型糖尿病患者の薬物治療前後の臨床的特徴
東京医科大学茨城医療センター代謝内分泌内科 永瀬 晃正，他

I－P－36 当院におけるインスリン離脱糖尿病患者の動向
髙橋医院 高橋 和彦，他

薬物療法（インスリン療法7） 17 : 45～18 : 15 座長 東京逓信病院内分泌・代謝内科 勝田 秀紀

I－P－37 混合型インスリン製剤治療から注射回数を変えない条件下での超速効型および持効型溶解インスリン製剤
の組合せ治療への変更の検討

医療法人たお内科クリニック 田尾 健
I－P－38 インスリン強化療法で治療中の糖尿病患者において夕方の超速効型と眠前の持効型インスリンを混合型に

変更した場合の血糖コントロールの比較
たはらほほえみクリニック内科 鈴木 誠司，他

I－P－39 血糖コントロール不良2型糖尿病患者におけるBIAsp70の有用性
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 秋山 知明，他

I－P－40 インスリン強化療法施行中の1型・2型・膵性糖尿病におけるインスリン投与量の比較
（公財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター 山口恵理子，他

I－P－41 当院におけるインスリン強化療法導入による膵β細胞機能改善の状況
菊名記念病院糖尿病・内分泌内科�菊名記念病院総合診療部�

横浜市立大学大学院分子内分泌・糖尿病内科学 百木 忠久，他
I－P－42 BOT導入症例における基礎インスリン自己調節法の長期成績

坂出市立病院糖尿病内科 大工原裕之，他

第1日 5月21日（木） ポスター会場2 下関市民会館（2F ロビー）

薬物療法（SGLT�2阻害薬1） 17 : 45～18 : 15 座長 医療法人ケイ・アイオホーツク海病院 伊藤 博史

I－P－43 SGLT2阻害剤のラット皮膚組織移行性の比較
京都薬科大学薬物動態学分野 河渕 真治，他

I－P－44 ストレプトゾシン誘発糖尿病ラットにおける糖尿病性神経障害に対する選択的SGLT2阻害剤ルセオグリ
フロジンの作用

大正製薬株式会社医薬研究本部薬理研究所薬理第2研究室 武田 卓也，他
I－P－45 SGLT2阻害薬カナグリフロジンのヒトSGLT2による輸送と細胞内外からの阻害作用の検討

大阪大学大学院医学系研究科生体システム薬理学 大垣 隆一，他
I－P－46 SGLT2選択的阻害薬イプラグリフロジンのSDT fattyラットにおける糖尿病性細小血管障害進展抑制作用

アステラス製薬研究本部 高倉 昭治，他
I－P－47 高脂肪食負荷マウスにおけるSGLT2阻害薬カナグリフロジンの体重増加抑制作用

田辺三菱製薬株式会社研究本部薬理第二研究所 栗山千亜紀，他
I－P－48 SGLT2選択的阻害薬イプラグリフロジンのdb�dbマウスにおける膵保護作用の検討

アステラス製薬株式会社研究本部 高須 俊行，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬2） 18 : 15～18 : 45 座長 さかうえ内科クリニック 坂上 慎二

I－P－49 SGLT2阻害剤ルセオグリフロジンの代謝経路及び代謝酵素
大正製薬株式会社 地野 之浩，他
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I－P－50 2型糖尿病患者における高尿酸血症に対するフェブキソスタットの腎保護効果
江戸川病院内科（糖尿病・代謝・腎臓内科） 伊藤 裕之，他

I－P－51 SGLT2阻害薬ルセオグリフロジン投与時の国内における尿路，性器感染の発現状況の検討：12～52週投
与試験併合解析

大正製薬株式会社 小野 剛，他
I－P－52 SGLT2阻害薬Ipragliflozin投与後に夜間交感神経活性化改善を認めた2例―ホルター心電図パワースペクト

ル解析（L�H比）による検討―
なかじま糖尿病内科 山下己紀子，他

I－P－53 トホグリフロジンのHbA1c投与前値別にみる血糖低下・体重減少に関する検討―国内治験の併合データ
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 阿部 孝洋，他
I－P－54 患者背景別におけるSGLT2阻害薬ルセオグリフロジンの血圧への影響：12～52週投与試験併合解析

大正製薬株式会社 垣内 悠，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬3） 17 : 45～18 : 15 座長
神戸市立医療センター中央市民病院
糖尿病内分泌内科 岩倉 敏夫

I－P－55 強化インスリン療法中にSGLT2阻害薬を併用する際のインスリン使用量の検討
大阪警察病院内分泌内科 白木 梓，他

I－P－56 当院におけるイプラグリフロジンの有効性，安全性及び体組成への影響に関する検討
玉井整形外科内科病院糖尿病内科 島田 健

I－P－57 SGLT2阻害薬の血糖改善作用―CGMによる検討―
久留米大学内分泌代謝内科 吉信 聡子，他

I－P－58 SGLT2阻害薬によるグレリンに対する影響の検討
和歌山県立医科大学第一内科 松谷 紀彦，他

I－P－59 SGLT2阻害剤を服用中の2型糖尿病患者における2014年夏場の問診調査
HDCアトラスクリニック 武田 美鈴，他

I－P－60 HbA1c≧8％の非高齢，肥満の日本人2型糖尿病患者におけるエンパグリフロジン（EMPA）の有効性お
よび安全性の検討

東海大学医学部腎内分泌代謝内科 豊田 雅夫，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬4） 18 : 15～18 : 45 座長 大分県立病院内分泌・代謝内科 瀬口 正志

I－P－61 HbA1c≧8％の非高齢，肥満の日本人2型糖尿病患者におけるエンパグリフロジン（EMPA）の長期有効
性および安全性の検討

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 満吉 利佳，他
I－P－62 新血糖降下薬SGLT2阻害剤，トホグリフロジンの使用経験

富澤内科クリニック内科 富澤磨須美
I－P－63 糖毒性解除目的でのSGLT2阻害薬とDPP4阻害薬の併用療法の検討

医療法人糖クリ四日市糖尿病クリニック糖尿病内科 水林 竜一，他
I－P－64 カナグリフロジンのBMI別の安全性と有効性について（国内第III相単独または併用療法長期投与試験の

部分集団解析）
田辺三菱製薬株式会社 飯島 宏明，他

I－P－65 2型糖尿病患者に対してのSGLT2阻害薬の有効性の検討
戸田中央総合病院薬剤科 加藤 紀和，他

I－P－66 SGLT2阻害薬ルセオグリフロジン投与時の国内における皮膚症状関連事象の発現状況の検討：12～52週
投与試験併合解析

大正製薬株式会社 坂井 荘一，他
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薬物療法（その他） 18 : 15～18 : 45 座長
京都大学大学院医学研究科
糖尿病・内分泌・栄養内科学 藤田 義人

I－P－67 2型糖尿病におけるチアゾリジン・ビグアナイド配合薬の有効性についての検討
新井病院内科 佐々木正美，他

I－P－68 当院内科各科における経口血糖降下薬（OHA）の使用状況
湘南藤沢徳洲会病院薬剤部 島田 敦子，他

I－P－69 インスリン治療からDPP�4阻害剤へ変更し持続血糖モニターで血糖値変動を評価した2型糖尿病維持透析
患者の1例

地域医療機能推進機構四日市羽津医療センターリウマチ・膠原病科 小寺 仁，他
I－P－70 高尿酸血症を伴う2型糖尿病において尿酸低下療法が腎機能に与える効果について

上野内科・糖尿病内科クリニック内科・糖尿病内科 上野 尚彦
I－P－71 血糖平坦化をめざすBOT導入時の併用薬の選択―DPP4阻害剤とグリニド，αGI，ビグアナイドの適切な

併用―
長野中央病院内科 近藤 照貴，他

I－P－72 外来インスリン治療患者の治療状況とCKDの頻度
国際医療福祉大学三田病院内科 小山 一憲，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬1） 17 : 45～18 : 15 座長 大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 福井 健司

I－P－73 週1回投与のGLP�1受容体作動薬（エキセナチド）の使用効果について
大阪府済生会野江病院糖尿病・内分泌内科 鯉江 基哉，他

I－P－74 当院におけるエキセナチド週1回製剤の使用経験
京都市立病院糖尿病代謝内科 木村 智紀，他

I－P－75 当院でエキセナチド週1回製剤を導入した8例の検討
平塚共済病院内分泌代謝科 木村 彰吾，他

I－P－76 2型糖尿病患者におけるエキセナチド徐放製剤の有効性の検討
大津市民病院内科 辻 明紀子，他

I－P－77 長時間作用型エキセナチドの臨床経験
東神戸病院内科 大槻 智子，他

I－P－78 エキセナチド1日2回製剤から週1回製剤へ切り替えた2型糖尿病患者31症例の検討
JA北海道厚生連札幌厚生病院糖尿病・内分泌内科 吉田 慈，他

薬物療法（DPP�4阻害薬1） 17 : 45～18 : 15 座長 羽賀糖尿病内科 羽賀 達也

I－P－79 個々の食習慣に基づいたDPP�4阻害薬の効果的な選択に関する検討
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 西岡 裕子，他

I－P－80 DPP�4阻害薬は血糖コントロール変動が大きいか？ 当クリニックにおける長期3年間グリニド薬服用者
との比較より

東京都教職員互助会三楽病院薬剤科 山崎 智子，他
I－P－81 高齢者糖尿病におけるスルホニル尿素薬からテネリグリプチンへの切り替えに関する臨床的検討

市立八幡浜総合病院内科 酒井 武則，他
I－P－82 外来通院2型糖尿病患者に対するサキサグリプチン隔日投与と切替投与の有用性についての検討

川崎幸病院内科�川崎幸クリニック糖尿病科 沢 丞，他
I－P－83 テネリア錠20mg特定使用成績調査（長期使用に関する調査）における国内2型糖尿病患者の患者背景と食

習慣（中間集計）
田辺三菱製薬株式会社信頼性保証本部メディカルアフェアーズ部 佐々木一代，他

I－P－84 低用量グリメピリドからシタグリプチンへの変更長期効果の検討
岩見沢市立総合病院内科 佐々木 瞳，他
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薬物療法（DPP�4阻害薬2） 18 : 20～18 : 45 座長 聖路加国際病院（内分泌代謝科） 門伝 昌己

I－P－85 2型糖尿病患者のalogliptin無効例に対するsitagliptin切り替え時の体重，推算GFRを含めた有効性・安全
性の検討

日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科 村澤 恒男，他
I－P－86 他のDPPIV阻害薬からテネリグリプチンへの切替後の血糖コントロールの検討―経口血糖降下薬（OHA）

もしくはインスリンとの併用例において―
東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科 大澤 昌也，他

I－P－87 他DPP�4阻害薬からアナグリプチンに変更したときの臨床効果について
福岡医療団千鳥橋病院糖尿病内分泌科 竹邊 聖，他

I－P－88 2型糖尿病患者におけるシダクリプチンからアナグリプチンへの切り替え症例の検討
城東病院内科 大塚 昌樹

I－P－89 当院におけるDPP�4阻害薬シタグリプチンからテネリグリプチンへの切り替え症例の検討
公立陶生病院医療技術局薬剤部 牧野 令奈，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬2） 17 : 45～18 : 15 座長 医療法人社団糖友会栗原内科 栗原 義夫

I－P－90 肥満合併2型糖尿病患者におけるDPP�4阻害薬（DPP4i）とGLP�1受容体作動薬（GLP�1A）の有効性の比
較検討

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター糖尿病・代謝内科 林 恭加，他
I－P－91 GLP�1アナログ製剤の併用薬による治療の多様化 当院の事情

つくばセントラル病院代謝内科 藤原 淳
I－P－92 短時間作用型GLP�1受容体作動薬を導入した2型糖尿病患者にSGLT2阻害薬を併用した1例

医療法人善正会上田病院内科 西野 正紀，他
I－P－93 GLP�1受容体作動薬リラグルチドとビグアナイド薬の併用効果についての検討

東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科 阿部麻記子，他
I－P－94 日本人2型糖尿病患者において併用薬がリラグルチドの血糖低下作用に及ぼす影響

ノボノルディスクファーマ株式会社 松村 順子，他
I－P－95 メトホルミンとGLP�1受容体作動薬リラグルチドの併用における有用性について

東京医科大学病院内科学第三講座糖尿病・代謝・内分泌内科 新行内美智瑠，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬3） 18 : 15～18 : 45 座長 練馬総合病院内科医療の質向上研究所 柳川 達生

I－P－96 CGMsを用いた維持透析中の2型糖尿病患者における基礎インスリンとリキシセナチド併用の検討
（医）生寿会かわな病院糖尿病センター�（医）生寿会かわな病院透析センター 石田 治，他

I－P－97 糖尿病患者におけるエキセナチド徐放剤の有効例の臨床的特徴
東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝内科�厚生中央病院総合内科 三松 貴子，他

I－P－98 エキセナチド，リラグルチドの24週投与での比較試験
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 永倉 穣，他

I－P－99 肥満を伴う2型糖尿病患者に対するエキセナチド1日2回投与の有用性
大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科 松本 義弘，他

I－P－100 新規週1回投与GLP�1受容体作動薬デュラグルチドの1週間持続した血糖降下作用
日本イーライリリー株式会社研究開発本部 那須 理佐，他

I－P－101 Dulaglutide第三相試験におけるQOL評価―プラセボ，リラグルチド，インスリングラルギンとの比較
日本イーライリリー株式会社研究開発�医学科学本部 鈴木 秀一，他
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糖尿病療養指導（糖尿病教室1） 17 : 45～18 : 15 座長 NTT東日本関東病院糖尿病・内分泌内科 林 道夫

I－P－102 当院の「ワンDM学習会（1型患者学習会）」の振り返りと今後の課題
群馬大学医学部附属病院看護部 須田まり子，他

I－P－103 糖尿病講座の活動報告と今後の展望
千葉県済生会習志野病院 尾高 泉，他

I－P－104 外国人へ糖尿病教室を行って～困難事例を通しての学び～
公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院西3病棟 新原 真理，他

I－P－105 また参加したくなる糖尿病教室を目指して
厚木市立病院看護局�厚木市立病院内科�相模原赤十字病院内科 清水 正子，他

I－P－106 多職種連携で進めた糖尿病教室改善に向けての取り組みとその成果
名鉄病院栄養サポート室�名鉄病院糖尿病センター 平野 可奈，他

I－P－107 薬剤師による糖尿病教育入院の取り組みについて
県立姫路循環器病センター薬剤部 小林 真弓，他

糖尿病療養指導（糖尿病教室2） 18 : 15～18 : 45 座長 清恵会病院内科 呉 美枝

I－P－108 高齢者を中心とした一地域病院での糖尿病治療に対する多職種間連携の実際
原土井病院内科 小森 彩佳，他

I－P－109 糖尿病患者会（こがねの会）立ち上げから取り組みまでの内容報告
島尻キンザー前クリニック外来部 山里由香利，他

I－P－110 当院における他職種での糖尿病教室の立ち上げと，今後の課題
富士重工業健康保険組合太田記念病院腎臓内科 高橋 由佳，他

I－P－111 一般公開講座の糖尿病お食事会を開催して～平成26年度活動報告～
国立病院機構甲府病院薬剤科�糖尿病療養指導チーム「てんじん」 寺田 芳弘，他

I－P－112 地域住民への糖尿病啓発活動「世界糖尿病デー」イベントの取り組み
済生会富山病院看護部 安藤百合江，他

I－P－113 糖尿病啓発イベントで，来場者にアンケートを実施して見えたこと
医療法人糖クリ四日市糖尿病クリニック 鳥居 寛律，他

糖尿病療養指導（糖尿病教室3） 17 : 45～18 : 20 座長 秋田赤十字病院代謝内科 後藤 尚

I－P－114 糖尿病療養指導チームによる指導効果の調査
富士吉田市立病院看護部 鈴木 裕子，他

I－P－115 当院における糖尿病教室の現状と課題―看護師の立場から―
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター看護部 大西 百合，他

I－P－116 A病院における糖尿病教室参加者増加の取り組み
荒尾市民病院看護部 小林理恵子，他

I－P－117 形態の違う2種類の集団栄養指導の取り組みについて～糖尿病教室と糖尿病セミナーの併行開催～
医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 中田恵理子，他

I－P－118 患者主体の糖尿病教室の展開について～10年間で高齢者の何をつかめたか～
医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 河野 律子，他

I－P－119 当院における糖尿病教育入院の有効性（退院後のコントロールの推移についての考察）
市立岡谷病院糖尿病センター 山下 浩，他

I－P－120 当院糖尿病患者における血糖コントロールの現状と課題
愛媛県立中央病院総合診療科 明坂 和幸，他
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糖尿病療養指導（糖尿病教室4） 18 : 10～18 : 45 座長
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

I－P－121 2型糖尿病患者を対象とした歯周病ケアプログラム実施と評価
大阪市立大学大学院看護学研究科�神戸市立医療センター西市民病院看護部 西原 詩子，他

I－P－122 高齢者を主体とした世界糖尿病デーの啓蒙活動の取り組み
大崎市民病院岩出山分院栄養管理室 千葉 智子

I－P－123 「糖尿病予防フェスタ」における医用電子血圧計使用の有用性について
日本赤十字社武蔵野赤十字病院臨床検査部 山口 佳美，他

I－P－124 地域における糖尿病啓蒙活動の試み～病院祭り「メディカルフェスタ」での血糖測定を通じて～
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター看護部 石橋 桃子，他

I－P－125 『それぞれの糖尿病治療薬の役割をやさしく理解するためのイラスト』に対する患者からの評価
国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬剤部 藤井 博之，他

I－P－126 糖尿病予防フェスタ「お薬相談」の相談内容についての報告
武蔵野赤十字病院薬剤部 宮前 玲子，他

I－P－127 カンバセーション・マップ
金沢赤十字病院糖尿病・腎センター 清水栄美子，他

第1日 5月21日（木） ポスター会場3 下関市民会館（1F 展示室）

糖尿病療養指導（自己注射1） 18 : 15～18 : 45 座長 済生会和歌山病院糖尿病代謝内科 英 肇

I－P－128 重症低血糖を呈した老年期1型糖尿病患者のインスリンポンプ導入の一例
社会医療法人仁愛会浦添総合病院糖尿病センター 前川スミ子，他

I－P－129 持続性エキセナチド注射剤の手技導入についての考察
社会医療法人同仁会耳原老松診療所健康サポートセンター 野田 尚子，他

I－P－130 書字識字および手話の困難な聾唖の2型糖尿病患者に外来インスリン導入を行った例
一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院糖尿病センター看護部 城 春美，他

I－P－131 薬剤師のフィジカルアセスメント・インスリン注射針刺入の具体的指導の検討―BMIの指標―
独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院薬剤部 益成 宏，他

I－P－132 インスリン注入器の吸引について，インスリンへの血液混入に関する調査
東京医科大学茨城医療センター薬剤部 松本 晃一，他

I－P－133 アンケートによるインスリン治療患者の低血糖のおよび補食，体重増加の影響に関する検討
秋田赤十字病院 後藤 尚

糖尿病療養指導（自己注射2） 17 : 45～18 : 15 座長 滋賀県立成人病センター糖尿病・内分泌内科 山本 泰三

I－P－134 夏季の食事事情とインスリン療法の実態調査
宇部興産中央病院 井本 忍，他

I－P－135 インスリン自己注射における問題点の確認と指導のポイント
埼玉県済生会川口総合病院薬剤部 瀬尾 達朗，他

I－P－136 糖尿病患者のインスリン指導における業務改善
千葉メディカルセンター 津崎 理恵，他

I－P－137 北信糖尿病デバイスインストラクター認定制度の評価と問題点
長野赤十字病院看護部 松井 浩子，他

I－P－138 患者の求めるインスリンデバイスは？（形か色か）
都立墨東病院看護部 関口 知子，他

I－P－139 ペン型インスリン製剤の保管方法についての調査報告（第2報）
国保水俣市立総合医療センター薬剤科 山下須美子，他



― 218 ―

糖尿病療養指導（自己注射3） 17 : 45～18 : 15 座長 徳島大学病院小児科 小谷裕美子

I－P－140 作業療法士がインスリンデバイス選択と手技獲得に関わった症例
立川相互病院リハビリテーション部 中澤 舞，他

I－P－141 糖尿病患者を対象としたプレフィルド型インスリン注入器の識別に関する意識調査
調剤薬局ミッテル開成店 菅原 秀樹，他

I－P－142 インスリンポンプ導入後の血糖コントロールとポンプ機能の使用状況調査
東京女子医科大学病院看護部 土田由紀子，他

I－P－143 インスリンデバイスの実臨床における利便性の調査
知多市民病院薬剤科 加藤 滋宏，他

I－P－144 インスリン治療患者自己注射の問題点と注入補助具の有用性
調剤薬局ミッテル開成店 清水 尚子，他

I－P－145 片麻痺を来たした症例への自助具を用いた自己注射指導の工夫
社会医療法人共愛会戸畑共立病院看護部 平井 美乃，他

糖尿病療養指導（自己注射4） 18 : 15～18 : 45 座長 熊本中央病院内分泌代謝科 西田 健朗

I－P－146 インスリン手技指導の向上を目指して～インスリン手技指導の実態調査～
公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院西3病棟 永田 千佳，他

I－P－147 当科外来糖尿病患者におけるBDマイクロファインプラス31Gから32Gへの変更時の使用感に関するアン
ケート調査

千葉メディカルセンター 布施まさみ
I－P－148 インスリン自己注射にともなう皮膚硬結があり，注射部位変更により著明に血糖が改善した症例

医療法人HSR名嘉村クリニック看護部 国場 昭子，他
I－P－149 インスリンリポハイパートロフィーへのインスリン皮下注射により糖尿病ケトアシドーシスに至った1型

糖尿病の2症例
国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科 坂本和香奈，他

I－P－150 インスリン自己注射による皮下硬結の実態調査
医療法人永和会みなみ赤塚クリニック看護部 小田由美子，他

I－P－151 インスリン自己注射で患者が陥りやすい間違い
高田中央病院外来看護部 神田 和子，他

糖尿病療養指導（自己注射5） 17 : 45～18 : 15 座長 医療法人岡田内科クリニック 岡田 朗

I－P－152 インスリン自己注射手技不良と経験年数の関連性について
JA愛知厚生連海南病院薬剤部 中山 潤美，他

I－P－153 インスリン療法を行っている2型糖尿病患者における自己注射手技の現状
社会福祉法人仁生社江戸川病院看護部 深瀬 華苗，他

I－P－154 インスリン治療者への指導介入の検討―療養行動の変化―
那珂記念クリニック療養指導部看護科 小野 陽子，他

I－P－155 糖尿病患者におけるインスリンプレフィルド製剤自己選択6ヵ月後の検討
岡崎市民病院看護局 高山千恵美，他

I－P－156 インスリン注射への家族介入の必要性を予測する要因の検討
JA愛知厚生連安城更生病院内分泌・糖尿病内科 藏野 真紀，他

I－P－157 地域糖尿病療養指導士におけるインスリン治療に対する心理的障害の検討
徳島県医師会糖尿病対策班 白神 敦久，他
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その他の糖尿病1 18 : 20～18 : 45 座長 旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 藤田 征弘

I－P－158 インスリン受容体異常症B型の2例
岐阜市民病院総合内科 藤岡 圭，他

I－P－159 インスリン抗体高値を呈する不安定型糖尿病に対して二重濾過血漿交換（DFPP）が奏功した1例
清恵会病院内科 伊達 政道，他

I－P－160 2型糖尿病治療中にインスリン自己免疫症候群が判明した1例
天草第一病院内科 前田 裕幸，他

I－P－161 著明な高血糖に化学療法に伴うステロイド投与が著効した抗インスリン抗体陽性2型糖尿病の一例
JA愛知厚生連海南病院糖尿病・内分泌内科 板野麻衣子，他

I－P－162 常染色体優性多発性嚢胞腎における肝嚢胞液・血中IGF�1濃度が耐糖能へ及ぼす影響とHLAの検討
虎の門病院分院糖尿病・代謝科 岡村 綾子，他

その他の糖尿病2 17 : 45～18 : 15 座長 大阪医科大学内科学I 三柴 裕子

I－P－163 当院のサブクリニカルクッシング症候群患者における糖尿病合併率についての検討
高知大学医学部附属病院内分泌代謝・腎臓内科 中山 修一，他

I－P－164 糖尿病悪化を契機に発見され，術後糖尿病が著明に改善したクッシング症候群の一例
青梅市立総合病院内分泌糖尿病内科 西澤麻依子，他

I－P－165 糖尿病を契機に診断されたCushing症候群の一例
関西医科大学第2内科 辻 みゆき，他

I－P－166 化学療法時のステロイド高血糖に対してNPH追加投与が効果的であった2型糖尿病の症例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 西谷 重紀，他

I－P－167 ステロイド治療に伴う高血糖に対してメトフォルミン及びDPP4阻害薬が有効であった4例の検討
医療法人友愛会豊見城中央病院糖尿病・生活習慣病センター 井口 梓，他

I－P－168 2型糖尿病患者におけるステロイド負荷時の時計遺伝子発現の検討
和歌山県立医科大学附属病院内科学第一講座 太田 敬之，他

その他の糖尿病3 18 : 10～18 : 45 座長 医療法人野田好生医院 野田 和良

I－P－169 治療中急激な耐糖能の悪化を認めた若年先端巨大症の一例
藤田保健衛生大学病院内分泌・代謝内科学 戸松 瑛介，他

I－P－170 糖尿病性ケトアシドーシス発症を契機に先端巨大症と診断され，ランレオチド投与にて著明な耐糖能改善
を認めた一例

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 浩平，他
I－P－171 肥満糖尿病患者で成人になりTurner症候群と診断し得た一例

大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 吉田 雄一，他
I－P－172 多発性膵嚢胞を呈し著明にインスリン分泌能が低下した糖尿病を合併したvon Hippel�Lindau病の一例

医療法人萬田記念病院 土田 健一，他
I－P－173 高血糖・高血圧発作を契機に診断され，術後耐糖能改善を来した褐色細胞腫の1例

香川大学医学部附属病院内分泌代謝科 吉本 卓生，他
I－P－174 糖尿病が唯一の臨床所見であった，大腸内視鏡で発見された膵グルカゴノーマの一例

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科 伊東 伸朗，他
I－P－175 先天性鉄芽球性貧血の経過中に発症した糖尿病の兄弟例

（JCHO）中京病院 加納麻弓子，他
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その他の糖尿病4 17 : 45～18 : 20 座長 岡本内科こどもクリニック 岡本 新悟

I－P－176 胃切後の2型糖尿病患者ではDPP�4阻害薬の効果は増強される
田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター 和田 良春，他

I－P－177 膵全摘後患者におけるアルギニン負荷試験によるグルカゴン分泌反応の検討
大阪医科大学附属病院糖尿病代謝・内分泌内科 弘田 弘子，他

I－P－178 膵性糖尿病の特徴および膵性糖尿病におけるパンクレリパーゼの有用性
福岡大学内分泌・糖尿病内科 永石 綾子，他

I－P－179 消化酵素製剤の休薬中，2週間以上インスリン1日必要量1.8単位（0�3単位）で経過した膵全摘糖尿病の1
例

名古屋掖済会病院糖尿病・内分泌内科 高橋 典男，他
I－P－180 SGLT2阻害薬の追加投与により血糖コントロール改善を認めた膵性糖尿病の3症例

JCHO東京蒲田医療センター内科 松田 寿久，他
I－P－181 膵管内乳頭粘液性腫瘍の手術後に病理所見にて診断された1型自己免疫性膵炎の一例

山口県済生会山口総合病院血液内分泌糖尿病内科 村木 和彦，他
I－P－182 高齢2型糖尿病患者における膵嚢胞性病変の患者背景因子の検討

NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科 大森 一乃，他

感染症 18 : 10～18 : 45 座長 紀南病院内科 中野 好夫

I－P－183 糖尿病性ケトアシドーシスに合併したEmphysematous Aortitisの一例
滝川市立病院 土田 和久，他

I－P－184 不適切なインスリン自己注射手技により左上腕壊死性筋膜炎を発症した一例
京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科 谷川 幸洋，他

I－P－185 大腿部血腫からMRSAが検出された若年2型糖尿病の一例
社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院糖尿病内科 高窪 野恵，他

I－P－186 重篤な2型糖尿病・複数の糖尿病性合併症で入院加療中に発熱性好中球減少症や非HIVニューモシスチス
肺炎を併発し死亡した一例

（医社）愛友会上尾中央総合病院腎臓内科 藤原 信治，他
I－P－187 糖尿病患者の死因と感染症

倉敷中央病院糖尿病内科 和田 侑子，他
I－P－188 2型糖尿病患者の血液から分離されたRhodococcus属の1例

東京都済生会中央病院糖尿病内分泌内科 山田 邦子，他
I－P－189 当科にて入院加療した糖尿病合併感染症患者の臨床像に関する検討

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院総合内科 澤田 享，他

メタボリックシンドローム1 17 : 45～18 : 15 座長 朝日生命成人病研究所 大西由希子

I－P－190 職域メタボリックシンドローム健診者における地中海食の傾向
畿央大学健康科学部健康栄養学科 金内 雅夫，他

I－P－191 当健康管理センターにおけるメタボリック症候群の変化
豊見城中央病院附属健康管理センター�同糖尿病・生活習慣病センター 高良 正樹，他

I－P－192 糖尿病家族歴とメタボリックリスクファクターの重なりの有無の組み合わせが2型糖尿病発症に与える影
響の大規模前向き検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科 五十嵐理沙，他
I－P－193 長期精神疾患療養者の耐糖能の変化（加齢，病勢，投薬内容による比較）

国立病院機構小諸高原病院薬剤科 水野 稔子，他
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I－P－194 Reduced Rank Regressionにより抽出された食事パターンの一般化可能性に関する検討～メタボリックシ
ンドローム発症追跡データを用いて～

関西電力病院疾患栄養治療センター 坂口真由香，他
I－P－195 血清，随時尿Mg濃度とメタボリック症候群指標，アルブミン尿との関連

練馬総合病院糖尿病センター 遠藤 翔，他

メタボリックシンドローム2 18 : 20～18 : 45 座長
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

I－P－196 メタボリックシンドローム（Mets）における血清リン濃度と抗酸化能の関係
大阪労災病院健康診断部 良本佳代子，他

I－P－197 メタボリックシンドロームにおける循環系レニン－アンジオテンシン系の活性化
福井大学医学部病態制御医学講座内科学（3） 市川 麻衣，他

I－P－198 腹部脂肪計AB�140の実用性に関する検討～内臓脂肪体積との比較～
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科�国際医療福祉大学 永井 義夫，他

I－P－199 加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群）診療におけるQOL質問紙（AMS）スコアとインスリン抵抗
性の関連

福岡大学病院内分泌・糖尿病内科 田邉真紀人，他
I－P－200 内臓脂肪と下肢筋力について糖尿病の有無による検討

神戸海星病院糖尿病センター 塩田 修三，他

第1日 5月21日（木） ポスター会場4 シーモールホール（4F ホール）

1型糖尿病1 17 : 45～18 : 15 座長 愛媛大学大学院糖尿病内科学 大沼 裕

I－P－201 東海地区における成人1型糖尿病（T1DM）新規発症患者の特徴に関する検討
名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 山田 杏奈，他

I－P－202 急性発症初発1型糖尿病の臨床的特徴における検討
昭和大学藤が丘病院内分泌代謝科 橋詰 真衣，他

I－P－203 当施設における1型糖尿病患者の特徴
国保直営総合病院君津中央病院内分泌代謝科 熊谷 仁，他

I－P－204 同じ地区で発症した1型糖尿病の3例
三豊総合病院内科 吉田 泰成，他

I－P－205 発症後間もない急性発症1A型糖尿病症例における膵島炎の組織学的検討
国家公務員共済組合連合会立川病院 矢島 賢，他

I－P－206 HLA�DR15をもつ1型糖尿病の臨床分析（第2報）
倉敷中央病院糖尿病内科 木村 友香，他

1型糖尿病2 18 : 15～18 : 45 座長 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 廣峰 義久

I－P－207 当施設における膵島関連自己抗体陽性患者の背景因子に関する検討
横浜南共済病院内分泌代謝内科 高野 裕也，他

I－P－208 抗GAD抗体価強陽性1型糖尿病の臨床的特徴
岩手医科大学病院糖尿病・代謝内科 中川理友紀，他

I－P－209 外来1型糖尿病患者の膵島関連自己抗体
静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝センター 田口 吉孝，他

I－P－210 抗GAD抗体陰性症例における抗体価と内因性インスリン分泌能の検討
日本赤十字和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科 岩橋 彩，他

I－P－211 抗GAD抗体陰性抗IA�2抗体陽性の糖尿病3例の検討
国立病院機構姫路医療センター内科 畑尾満佐子
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I－P－212 抗GAD抗体陰性，抗IA�2抗体陽性の非若年発症1型糖尿病の3例
岐阜大学医学部附属病院総合内科 池田 貴英，他

1型糖尿病3 17 : 45～18 : 15 座長 伊藤内科クリニック 伊藤 直人

I－P－213 小児における劇症1型糖尿病の実態に関する検討
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�小児インスリン治療研究会 志賀健太郎，他

I－P－214 当施設における劇症1型糖尿病9例の検討
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 室屋 洋平，他

I－P－215 地域内で同一時期に発症した劇症1型糖尿病の5例
昭和大学藤が丘病院内分泌代謝科 小泉 剛，他

I－P－216 短期間でケトアシドーシスを発症した劇症1型糖尿病の一症例
大同病院糖尿病内分泌内科 一柳 亞季，他

I－P－217 分娩後11日目に発症した劇症1型糖尿病の一例
筑波大附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 古川 祥子，他

I－P－218 妊娠糖尿病で分娩後39日目に発症した劇症1型糖尿病の一例
豊見城中央病院生活習慣病センター 當眞 武，他

2型糖尿病1 18 : 15～18 : 45 座長 北里大学メディカルセンター内分泌代謝内科 高田 哲秀

I－P－219 2型糖尿病患者におけるシタグリプチンとメトホルミンの膵β細胞保護効果の比較検討
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学分野 中村 友昭，他

I－P－220 インスリン療法がインスリン分泌能に及ぼす効果の検討
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 折目 和基，他

I－P－221 短期強化インスリン療法にともなう尿中Cペプチド値の変化についての検討
山形県立中央病院内科 高瀬 薫，他

I－P－222 糖尿病合併慢性腎臓病患者のC�peptide indexの測定意義
奈良県立医科大学糖尿病センター 山口 通雅，他

I－P－223 当院における2型糖尿病患者の尿糖排泄量についての検討
公立陶生病院内分泌・代謝内科 溝口 暁，他

I－P－224 2型糖尿病外来通院患者における糖尿病腎症：推定GFR，尿中アルブミンと尿中L�FABPの動態
多摩センタークリニックみらい 渡邊 祐子，他

2型糖尿病2 17 : 45～18 : 15 座長 医）慈翔会かたやま内科クリニック 片山 隆司

I－P－225 2型糖尿病患者におけるうつ病の頻度とその患者背景
日本赤十字社医療センター糖尿病・内分泌科 高屋 和彦，他

I－P－226 2型糖尿病と大腸運動機能
愛晋会中江病院内視鏡治療センター 中路幸之助，他

I－P－227 ヘリコバクター・ピロリ除菌成功は血糖コントロールに影響しない
マツダ株式会社マツダ病院糖尿病内科 辻 英之，他

I－P－228 企業併設診療所での勤務体系における耐糖検査の検討と経年的変化について
東洋鋼鈑診療所 和田 崇子，他

I－P－229 当院で経験した糖尿病網膜症のDavis分類における臨床的特徴
地方独立行政法人市立吹田市民病院内科 竹下恵理子，他

I－P－230 糖尿病多発神経障害診断における高齢者の振動覚閾値―基準値設定の試み―
和歌山県立医科大学付属病院紀北分院内科�和歌山県立医科大学第一内科 栗栖 清悟，他
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2型糖尿病3 18 : 15～18 : 45 座長 関東労災病院糖尿病内分泌内科 浜野久美子

I－P－231 オランザピン内服後，2型糖尿病にHHS，悪性症候群を合併し，可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・
脳症（MERS）を呈した一例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター�
茨城県厚生連総合病院�水戸協同病院内分泌代謝・糖尿病内科 戒能 賢太，他

I－P－232 バセドウ病を合併した下垂体卒中後下垂体前葉機能低下症により血糖コントロールが改善していた2型糖
尿病の1例

群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 堀口 和彦，他
I－P－233 がん化学療法による味覚異常が2型糖尿病発症に関与したと考えられる1例

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 植木 菜美，他
I－P－234 通院中断と血糖コントロール不良の要因に双極性障害が考えられた若年2型糖尿病の一例

大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 穴井 学，他
I－P－235 被殻微小梗塞を伴う糖尿病性舞踏病の1例

琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝血液膠原病内科（第二内科） 山城 清人，他
I－P－236 糖尿病教育入院を契機にTurner症候群と診断された2症例

福岡大学内分泌糖尿病内科 波戸崎萌奈美，他

2型糖尿病4 18 : 15～18 : 45 座長 順天堂大学浦安病院糖尿病・内分泌内科 小谷野 肇

I－P－237 シタグリプチン100mg�dからアログリプチン25mg�dへの切り替え投与による有用性の長期比較検討
西条中央病院糖尿病内科 藤原 正純

I－P－238 2型糖尿病患者におけるアナグリプチン（ANA）とアログリプチン（ALO）の血清脂質に及ぼす効果の
比較検討

産業医科大学第一内科学講座 黒住 旭，他
I－P－239 高齢2型糖尿病におけるリナグリプチンの有用性の検討

（医）和香会倉敷スイートホスピタル内科 松木 道裕，他
I－P－240 CKDステージ3以降の腎障害合併2型糖尿病患者におけるリナグリプチン投与の影響について

東海大学医学部付属大磯病院腎糖尿病内科 神谷 貴仁，他
I－P－241 当院1外来におけるDPP�4阻害薬LinagliptinとTeneligliptinの有用性の検討

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 茂田 文子，他
I－P－242 DPP4阻害薬naive2型糖尿病患者（DNT2）62例における，シタグリプチン（S）とリナグリプチン（L）

の効果および特性の違い
（医社）ユスタヴィア多摩センタークリニックみらい 川越 宣明，他

2型糖尿病5 17 : 45～18 : 15 座長 東京医科大学八王子医療センター 松下 隆哉

I－P－243 当クリニック最近4年間の経口抗糖尿病薬（OAD）使用状況及び血糖コントロールの推移からみたDPP�4
阻害薬治療の限界

三楽病院糖尿病代謝内科�三楽病院附属生活習慣病クリニック 加藤 真子，他
I－P－244 シタグリプチンの臨床検討―その効果と不応例の検討と食事療法との関係

東京都済生会向島病院 石井 達哉，他
I－P－245 テネリグリプチンが2型糖尿病患者の夕食時間の血糖に及ぼす効果

九州大学大学院病態機能内科学 中村 宇大，他
I－P－246 DPP�4阻害薬による肝障害；テネリグリプチンでの肥満症例，切り替え例での臨床効果と肝障害

（JCHO）高岡ふしき病院糖尿病センター 小林 正，他
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I－P－247 実地医家臨床の2型糖尿病治療におけるテネリグリプチンの有効性と安全性の検討：渋谷区医師会多施設
共同研究（DTIS）（第1報）

望星新宿南口クリニック 高橋 俊雅，他
I－P－248 「オングリザⓇ」投与による血糖低下と医療費削減効果について

東北大学大学院医学系研究科 岡村 将史，他

2型糖尿病6 17 : 45～18 : 15 座長
吉方病院内科�杏林大学医学部
糖尿病・内分泌・代謝内科 丸山 雅弘

I－P－249 体重減少のためのGLP�1受容体作動薬；当院における約300例の使用経験
ともながクリニック糖尿病・生活習慣病センター 林田香奈子，他

I－P－250 高齢2型糖尿病患者におけるGLP�1受容体作動薬の有効性の検討
久留米大学医学部内分泌代謝内科 重本 里美，他

I－P－251 2型糖尿病患者におけるリキシセナチドの有用性の後ろ向き検討
千葉大学医学部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 河野 貴史，他

I－P－252 持続性エキセナチドの1年間にわたる臨床効果について
医療法人社団しんクリニック 田中 和子，他

I－P－253 リラグルチドの併用療法によるインスリン必要量の減量効果に関する検討
富山大学医学部第一内科 朴木 久恵，他

I－P－254 Liraglutide Prevents an Increase of Pro�inflammatory Monocytes in Obesity and Type 2 Diabetes
Department of Medicine and Bioregulatory Science, Kyushu University Batchuluun Baigalmaa, et al.

2型糖尿病7 18 : 15～18 : 45 座長 北海道医療大学病院内科 辻 昌宏

I－P－255 頻回インスリン注射療法からリラグルチドと持効型インスリンの併用療法への切り替えが血糖変動にもた
らす効果の検討

大阪市立総合医療センター糖尿病内科 栗原 琴美，他
I－P－256 インスリン療法にてコントロール不良の2型糖尿病患者に対する持効型溶解インスリンとリキシセナチド

併用療法の有用性と効果に影響を与える因子の検討
東京女子医科大学病院糖尿病内科 伊藤 新，他

I－P－257 リキスミア，インスリン併用療法の有用性についての検討
草津総合病院糖尿病センター（糖尿病・内分泌内科） 巖西 真規，他

I－P－258 リキシセナチドとインスリングラルギン併用療法の前向き有用性試験―1年間治療継続した症例の検討
（Platinum Extension Study）―

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）金沢病院 山秋 直人，他
I－P－259 2型糖尿病患者におけるリラグルチド追加治療の効果に関する検討

愛媛県立今治病院 徳永 仁夫，他
I－P－260 Mix50製剤3回打ちで治療中の肥満2型糖尿病患者に対しリラグルチド＋持効型インスリン併用療法への切

り替えは有用か
東邦病院内分泌糖尿病センター 秋山 仁，他

地域医療・医療情報1 17 : 45～18 : 15 座長 都城市郡医師会病院内科 中津留邦展

I－P－261 当院のDPC解析から明らかとなった糖尿病足病変治療における地域連携の必要性
佐賀大学医学部付属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科 山口 美幸，他

I－P－262 大阪市南部地域における病診連携の試み（第15報）―糖尿病腎症に関するアンケート―
大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科 馬屋原 豊，他

I－P－263 臼杵市における糖尿病対策～循環型地域連携診療システムの構築と『うすき石仏ねっと』を利用した重症
化予防の試み

臼杵市医師会立コスモス病院内科�臼杵市糖尿病等生活習慣病対策ネットワーク推進会議 近藤 誠哉，他
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I－P－264 多職種連携を図る中での，地域共通の指導用パンフレット作成・配布の効果
医療法人社団シマダ嶋田病院地域連携室 西岡 恵子，他

I－P－265 施設・業種を超えた糖尿病研修会～多職種連携の第一歩～
町立大淀病院栄養科 吉井 雅恵，他

I－P－266 リサーチマインドを持つ療養指導士の育成のためのセミナー
国家公務員共済組合連合会立川病院薬剤科 桐林 美緒，他

地域医療・医療情報2 18 : 15～18 : 45 座長
医療法人社団ユスタヴィア理事長
多摩センタークリニックみらい 宮川 高一

I－P－267 急性イベントを発症した1型糖尿病患者の回復期・維持期医療から在宅・介護へのインスリン治療の橋渡
し（ケアミックス病院における地域・院内連携）

倉敷紀念病院内科 金田 伊史，他
I－P－268 在宅支援診療所としての当院の糖尿病増悪時の治療対応状況の分析

板橋区役所前診療所内科 浅海 直，他
I－P－269 認知症を有する1型糖尿病患者の関わりを経験して～在宅療養における他職種との連携について考える～

社会医療法人全仁会倉敷平成病院生活習慣病センター 岩崎紀代美，他
I－P－270 薬局薬剤師による生活習慣改善支援による降圧効果：クラスターランダム化比較試験COMPASS�BPのス

タディデザイン
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 岡田 浩，他

I－P－271 西東京地域における糖尿病患者に対する災害医療構築に向けた取り組み
社会福祉法人緑風会緑風荘病院栄養室 西村 一弘，他

I－P－272 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」を用いた災害対策
セミナーの意識調査～

立川相互病院 菅原加奈美，他

地域医療・医療情報3 17 : 45～18 : 15 座長
国立病院機構熊本医療センター
糖尿病・内分泌内科 豊永 哲至

I－P－273 第3回 関電糖尿病フェスタによる健康意識の啓発の試み
関西電力病院看護部 濱咲 聡子，他

I－P－274 医療相談を行うカフェ「ブルーライト」の試み
NPO法人新潟ブルーサークル 石川 睦実，他

I－P－275 ワールドカフェが世界を救う！地域を巻き込むワークショップの試み
釧路赤十字病院内科 古川 真，他

I－P－276 世界糖尿病デーに合わせて開催した「糖尿病フェスティバル」による一般地域住民に対する糖尿病への注
意喚起の効果（第8報）

北里大学北里研究所病院診療技術部臨床検査科 白石 典子，他
I－P－277 一般住民向け糖尿病予防啓発イベント「糖尿病フェスタ」～お笑いや子どもも楽しめる催しを取り入れて～

大阪市立十三市民病院看護部 吉田真佐子，他
I－P－278 糖尿病クリニックとNPOによる二次医療圏における包括的な糖尿病予防の取り組み

本荘第一病院消化器科�本荘第一病院内科 谷合 久憲，他

地域医療・医療情報4 18 : 10～18 : 45 座長 松江赤十字病院糖尿病・内分泌内科 佐藤 利昭

I－P－279 信州LCDEサミット―長野県内4つのLCDE育成会の情報交換と協力体制
佐久市立国保浅間総合病院糖尿病科・内科 仲 元司，他

I－P－280 L�CDEの未来を考える―地域活動優秀者表彰，信州L�CDEサミットを通して―
佐久市立国保浅間総合病院臨床検査科 森本 光俊，他

I－P－281 足立区糖尿病対策アクションプラン重症化予防部会の取り組み
西新井病院附属成和クリニック�足立区医師会 杉浦 立，他
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I－P－282 糖尿病内科開設2年のまとめ（事務の立場から）患者支援のネットワークをつくるために―調剤薬局との
連携を中心に―

ぽらんのひろば井上診療所事務 井野 美樹，他
I－P－283 糖尿病外来二年目のまとめ（医師の立場から）―患者状況のまとめと慢性腎臓病（CKD）への取り組み

を中心に―
ぽらんのひろば井上診療所 井上 朱實，他

I－P－284 チーム医療におけるモバイルデバイスを用いた地域糖尿病疾病管理の取り組み
国立病院機構長崎川棚医療センター代謝内科 木村 博典，他

I－P－285 長期にわたるスルホニル尿素（SU）薬処方患者の抽出と解析
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター

�京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科 濱崎 暁洋，他

脂質代謝1 17 : 45～18 : 25 座長 広島大学病院内分泌・糖尿病内科 米田 真康

I－P－286 食後血清を用いた糖尿病患者のLDL�コレステロール評価（第4報）
三原市医師会病院 江草玄太郎，他

I－P－287 糖尿病患者に合併するレムナント蓄積に対するシタグリプチン投与の有効性（GLORIA研究）
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学講座 増田 大作，他

I－P－288 糖尿病患者におけるピタバスタチンによるリポ蛋白プロファイル～脂質濃度および粒子数～変化に関する
検討

東京医科歯科大学医学部附属病院保険医療管理部 藍 真澄，他
I－P－289 耐糖能異常者におけるスタチンとエゼチミブのアポB48への影響

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講座 稲垣 恭子，他
I－P－290 肥満糖尿病患者と脂肪酸との関連について

（医）慈誠会山根病院内科 山根 雄幸，他
I－P－291 男女別にみた2型糖尿病患者における内臓脂肪面積とEPA�AA比およびDHA�AA比の関係

広島赤十字・原爆病院 中西 修平，他
I－P－292 日本人2型糖尿病（T2DM）患者における単独型および複合型低HDL�コレステロール血症の冠動脈疾患

（CAD）への関与について
弘前大学医学部附属病院内分泌・糖尿病代謝・感染症内科 松村 功貴，他

I－P－293 2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジンの脂質代謝に及ぼす影響
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター糖尿病内分泌内科 重松絵理奈，他

脂質代謝2 18 : 10～18 : 45 座長 大阪大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 前田 法一

I－P－294 多価不飽和脂肪酸（PUFA）によるSREBP�1特異的な抑制機序の解明
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科�

筑波大学医学医療系ニュートリゲノミクスリサーチグループ 升田 紫，他
I－P－295 CETP欠損症の姉妹例における脂質改善薬を使用した動脈硬化マーカーへの検討

獨協医科大学内科学（内分泌代謝） 飯嶋 寿江，他
I－P－296 2型糖尿病教育入院時の内臓脂肪減少に及ぼす薬物治療の効果―インピーダンス法を用いた検討―

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 高橋 清彦，他
I－P－297 健常人ボランティアへの脂肪ならびに糖負荷による循環血中リポ蛋白リパーゼの変動について

（医社）日高会日高病院メタボ・糖尿病治療センター 白川 尚史，他
I－P－298 日本人2型糖尿病および健常人のブドウ糖負荷，脂肪負荷後血中脂質とGLP�1，GLP�2の関係

昭和大学江東豊洲病院糖尿病・代謝・内分泌内科 李 相翔，他
I－P－299 2型糖尿病患者におけるエゼミチブの脂質・HbA1c・肝機能への効果

山形大学医学部附属病院内科学第三講座 柄澤 繁，他
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I－P－300 エゼチミブ長期投与の有用性の検討
国際医療福祉大学熱海病院内科 山田 佳彦，他

境界型・食後高血糖 17 : 45～18 : 05 座長 大分大学医学部附属病院内分泌・糖尿病内科 加隈 哲也

I－P－301 空腹時血糖値正常域者の耐糖能とインスリン分泌の変化についての検討
KKR高松病院糖尿病内分泌内科 村尾 敏，他

I－P－302 当院における糖尿病疑い患者144名に対する75g�OGTTによる検討
（医社）脳健会仙台東脳神経外科病院内科 松田 大輔

I－P－303 prediabetesの集団においてdisposition indexはその病態の把握に有用な指標である
名寄市立総合病院糖尿病・代謝内科 竹田 安孝，他

I－P－304 増加するブドウ糖負荷検査希望者の検討：1時間血糖高値群とMetabolic Syndromeおよび病態変化の関係
（第2報）

すがの内科クリニック 菅野 雅彦，他

網膜症1 18 : 20～18 : 45 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 濱口 真英

I－P－305 2型糖尿病患者におけるHbA1cの低下程度と網膜症変化の検討（第3報）
大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科 藤木 典隆，他

I－P－306 腎症に比べ網膜症が進行している症例の臨床背景に関する検討
弘前大学医学部内分泌・代謝・感染症内科 村上 宏，他

I－P－307 エピジェネティクス制御機構を介したexendin�4によるヒト網膜血管内皮細胞EC�SODの発現調節
岐阜薬科大学臨床薬剤学研究室 安田 浩之，他

I－P－308 糖尿病網膜症硝子体液中セマフォリン3Eの測定
東京医科大学茨城医療センター代謝内分泌内科 桂 善也，他

I－P－309 糖尿病網膜症患者におけるPWV検査の有用性に関する検討
西山堂慶和病院内科 竹村 俊輔，他

網膜症2 17 : 45～18 : 05 座長 大阪医科大学内科学I 金綱 規夫

I－P－310 糖尿病網膜症に対する光凝固に合併する黄斑浮腫
兵庫医科大学眼科 前田裕宇樹，他

I－P－311 糖尿病黄斑浮腫（DME）に対するアフリベルセプト硝子体内投与：HbA1c等の全身状態が治療効果へ及
ぼす影響

東京女子医科大学糖尿病センター眼科�VIVID�VISTA study investigators 北野 滋彦
I－P－312 山名眼科医院における血管新生緑内障の実態調査

山名眼科医院 山名 泰生，他
I－P－313 ベバシズマブ硝子体注射後に糖尿病性足底潰瘍が悪化した2例

東京女子医科大学病院糖尿病センター眼科 鈴木 裕太，他

腎症1 18 : 20～18 : 45 座長
福島県立医科大学腎臓高血圧糖尿病
内分泌代謝内科学講座 佐藤 博亮

I－P－314 2型糖尿病では空腹時血糖（FPG）の変動と食後TG（PTG）が腎症悪化の予知因子である
武庫川女子大学栄養科学研究所�京都光華女子大学健康科学部 北岡かおり，他

I－P－315 糖尿病性腎症の糸球体過剰濾過に関連する因子の検討
山口県済生会下関総合病院腎臓内科 新田 豊，他

I－P－316 糖尿病患者における肥満が腎機能に与える影響に関する検討
茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科 田村 遥，他
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I－P－317 糖尿病患者における腎障害進行にABI低値が関係する
国立循環器病研究センター糖尿病・代謝内科 肥塚 諒，他

I－P－318 当院糖尿病（DM）患者の透析導入までの期間について
内科阿部医院内科 矢川あゆみ，他

腎症2 18 : 15～18 : 45 座長 大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学 石村 栄治

I－P－319 糖尿病性腎症の糖鎖プロファイリングによる新規バイオマーカーの同定（U�CARE研究）
岡山大学大学院医歯薬総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学 今村麻理子，他

I－P－320 AGEリーダーによる皮膚蛍光値は糖尿病性腎症進行の指標となりうるか
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 安孫子亜津子，他

I－P－321 2型糖尿病患者における可溶性tumor necrosis factor receptor（TNFR）2の血清濃度と微量アルブミン尿
発症との関連

東京女子医科大学病院糖尿病センター内科 山下 真平，他
I－P－322 日本人糖尿病患者における血清TNF受容体濃度と腎機能の関連性

国立病院機構呉医療センター内分泌・糖尿病内科 小早川真未，他
I－P－323 尿中serine protease inhibitor A3と糖尿病腎症との関連の検討

独立行政法人国立国際医療研究センター研究所糖尿病センター臓器障害研究部 久保田浩之，他
I－P－324 Lipoprotein（a）Predicts New Onset of Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes Melli-

tus
Department of Internal Medicine, The Catholic University of Korea Ko Seung�Hyun, et al.

腎症3 17 : 45～18 : 15 座長 日本鋼管福山病院内科 箱田 知美

I－P－325 糖尿病患者における尿中L�FABP測定の臨床的意義についての検討（第1報 横断的研究）
順天堂大学医学部附属浦安病院糖尿病・内分泌内科 小谷野 肇，他

I－P－326 腎障害を有さない2型糖尿病患者における肝臓型脂肪酸結合蛋白（L�FABP）
江戸川病院検査科 山下ひとみ，他

I－P－327 糖尿病患者における尿中L�FABPの検討
国保直営総合病院君津中央病院内分泌代謝科 正田 純平，他

I－P－328 尿中アルブミン・クレアチニン比半定量測定の有用性に関する検討
広島市立安佐市民病院代謝内分泌科 志和 亜華，他

I－P－329 高齢糖尿病患者の血清クレアチニン値と血清シスタチンC値で算出したeGFRの加齢変化とその解離要因
について

東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 坪井 由紀，他
I－P－330 2型糖尿病性腎症患者における腎臓でのSGLT2発現の検討

京都山城総合医療センター腎臓内科 中谷 公彦，他

神経障害1 17 : 45～18 : 15 座長 鹿児島大学大学院糖尿病・内分泌内科学 出口 尚寿

I－P－331 当院糖尿病患者での食前，食後血圧測定による糖尿病自律神経障害診断への有用性
東海大学医学部 木村 守次，他

I－P－332 2型糖尿病患者における手根管症候群での第2虫様筋と骨間筋の遠位潜時差の計測による検討（第2報）
横浜新緑総合病院内科 礒 薫，他

I－P－333 Diabetic autonomic neuropathy is closely associated with albuminuria in patients with type 2 diabetes
mellitus

Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine The Catholic University
of Korea Incheon St. Mary’s Hospital Kim Eun Sook, et al.



― 229 ―

I－P－334 オムロンコーリン社製HDN�1000による糖尿病ポリニューロパチー（DPN）定量評価の有用性
京都府立医科大学附属病院内分泌・糖尿病・代謝内科 福田有希子，他

I－P－335 早期糖尿病性神経障害評価における新規機器：足底感覚検査装置の有用性と健常者との比較検討
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 樋口 明子，他

I－P－336 心電図R�R間隔変動係数低下と他の糖尿病合併症進行との関連
国家公務員共済組合連合会虎の門病院内分泌代謝科 大和 梓，他

神経障害2 18 : 10～18 : 45 座長 名古屋第二赤十字病院 稲垣 朱実

I－P－337 簡易神経伝導測定機器（DPNcheck）を用いた神経伝導検査の有用性について
愛知医科大学病院中央臨床検査部 柴田 由加，他

I－P－338 2型糖尿病患者における心電図補正QT時間延長と臨床背景の検討
日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科 小林 俊介，他

I－P－339 心臓自律神経機能や心筋再分極に対するDPP�4阻害薬リナグリプチンの影響
医療法人財団康生会康生会クリニック内科 岩崎 新，他

I－P－340 臨床検査技師が施行する糖尿病性神経障害のスクリーニング
独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター臨床検査部 伊藤貴代生，他

I－P－341 アルドース還元酵素阻害剤によるポリオール経路の抑制効果について
市立島田市民病院糖尿病内分泌内科 鈴木 清，他

I－P－342 有痛性糖尿病多発神経障害に対するプレガバリンとデュロキセチンの併用療法の有用性
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院糖尿病内科 松岡 孝，他

I－P－343 糖尿病性多発神経障害の臨床病期と自律神経障害，特に起立性低血圧との関連についての検討
鹿児島大学病院糖尿病・内分泌内科 有村 愛子，他

神経障害3 17 : 45～18 : 20 座長
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

I－P－344 心電図R�R間隔変動係数（CVRR）と糖尿病合併症との関連についての検討
国立国際医療研究センター病院糖尿病・代謝・内分泌内科 高橋 一久，他

I－P－345 非虚血性心不全において血糖コントロールが心機能，自律神経機能に及ぼす影響
群馬県立心臓血管センター 吉田 貞満，他

I－P－346 GLP�1投与での起立負荷時心拍変動解析による自律神経機能評価
国立循環器病研究センター糖尿病・代謝内科 玉那覇民子，他

I－P－347 糖尿病網膜症と自律神経障害及び末梢神経障害との関連
小田原市立病院内分泌糖尿病内科 稲積 孝治，他

I－P－348 当院における神経伝導検査DPNチェックHDN�1000による腓腹神経伝導速度・活動電位振幅と網膜症・腎
症・アキレス腱反射の関係

公立学校共済組合九州中央病院糖尿病内分泌内科 五島 大祐，他
I－P－349 慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）を合併した2型糖尿病の一例

関西医科大学第2内科 高橋佐和子，他
I－P－350 2型糖尿病患者における小径繊維神経の痛覚閾値の検討

（医）貴優会高橋ファミリークリニック 高橋 信雄

その他の合併症1 18 : 20～18 : 45 座長 東京女子医大附属成人医学センター 宇治原典子

I－P－351 Potential involvement of palmitate in the pathogenesis of periodontitis
徳島大学病院糖尿病対策センター 四釜 洋介，他

I－P－352 女性2型糖尿病患者における骨粗鬆症合併調査及びミノドロン酸長期投与の影響
JCHO熊本総合病院糖尿病センター 関上 泰二，他
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I－P－353 骨保護に焦点をあて2型糖尿病患者が潜在的合併症無く良い人生を送るための治療戦略：GUNDAM研究
医療法人社団健督会かぶらきクリニック 鏑木 與善

I－P－354 歯科衛生士と看護師が連携して行う糖尿病患者の歯周疾患予防に対する取り組み
医療法人社団シマダ嶋田病院リハビリテーション科 川邉 直子，他

I－P－355 香川県における世界糖尿病デー医科歯科連携イベントを通じた歯周病市民意識調査結果
香川大学医学部附属病院内分泌代謝内科，糖尿病センター 井町 仁美，他

その他の合併症2 17 : 45～18 : 15 座長 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 河島 淳司

I－P－356 当院での糖尿病教育入院における悪性腫瘍の合併について
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 蘇原 慧美，他

I－P－357 血糖コントロール目的の入院を契機に診断された神経内分泌腫瘍（NET）の2例
愛媛県立新居浜病院内科 南 尚佳，他

I－P－358 最近5年間の当院における糖尿病癌患者の検討
今市病院内科 熊谷 良子，他

I－P－359 甲状腺癌患者における糖尿病の特徴
（医社）金地病院内科 石井 新哉，他

I－P－360 偶然発見された特発性後腹膜線維症を合併した2型糖尿病の1例
倉敷成人病センター内科 土居 靖子，他

I－P－361 巨大卵巣腫瘍を併発した1型糖尿病の一例
国立病院機構大分医療センター代謝内分泌内科 吉道 剛，他

その他の合併症3 18 : 15～18 : 45 座長 和歌山県立医科大学糖尿病・内分泌代謝内科 川嶋 弘道

I－P－362 Increased risk of stroke and post�stroke outcomes in patients with diabetes : two nationwide studies
School of Medicine, Taipei Medical University, Taiwan Liao Chien�Chang, et al.

I－P－363 糖尿病患者の心房細動と完全右脚ブロック
市立藤井寺市民病院内科 内本 定彦，他

I－P－364 アルコール性膵炎で入院を繰り返し，糖尿病ケトアシドーシスに非閉塞性腸間膜虚血を合併した1例
国保水俣市立総合医療センター代謝内科 大礒 洋，他

I－P－365 高血糖を契機に後頭葉てんかんを発症した1例
中部ろうさい病院内分泌内科 湊口 槙子，他

I－P－366 糖尿病が睡眠に与える影響について
医療法人生長会府中病院薬剤科 上野 幸佑，他

I－P－367 急激に躁転し治療に苦慮した2型糖尿病の1例
代々木病院内科 山本 由子，他

その他の合併症4 17 : 45～18 : 15 座長
北海道大学大学院医学研究科
免疫・代謝内科学分野 中村 昭伸

I－P－368 Streptozotocin誘発糖尿病ラットの腸管壁内神経叢について―VIP及びAQP1陽性神経での検討―
鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科管理栄養コース 石原 領子，他

I－P－369 RS3PE症候群を合併し，ステロイド治療が奏功した2型糖尿病患者の二例
中頭病院 湧田健一郎，他

I－P－370 長期間の圧挫により横紋筋融解症を来たした糖尿病性ケトアシドーシス1症例
パナソニック健康保険組合松下記念病院糖尿病・内分泌科 安威 徹也，他

I－P－371 高血糖及び代謝性アシドーシスにより食道粘膜病変を来した糖尿病患者3例
北晨会恵み野病院糖尿病内科 橘内 博哉，他

I－P－372 当院における糖尿病性ケトーシス患者の診療状況
東北労災病院糖尿病代謝内科 渡辺 太一，他
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I－P－373 救急病院における糖尿病ケトアシドーシス（DKA）診療の実際
埼玉石心会病院内分泌代謝内科 小野田教高，他

その他の合併症5 18 : 15～18 : 45 座長 福岡赤十字病院糖尿病代謝内科 佐々木伸浩

I－P－374 Risk of Pancreatitis and Post�pancreatitis Adverse Events in Patients With Diabetes : Two Nationwide
Cohort Studies
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, China Medical University Hospital, Taiwan Chou Yi�Chun, et al.

I－P－375 日本人2型糖尿病におけるエタノール摂取と勃起不全との関連性について 道後STUDY
愛媛大学大学院医学研究科公衆衛生・健康医学講座 古川 慎哉，他

I－P－376 当院糖尿病外来に通院する2型糖尿病患者の喫煙状況について
松山市民病院内科 高石 彩子，他

I－P－377 糖尿病を合併した家族性若年性高尿酸血症性腎症透析導入の1家系
鳥取赤十字病院 塩 宏

I－P－378 薬剤性Fanconi症候群を合併した糖尿病の一例
関西医科大学第二内科 笠井乃梨子，他

I－P－379 上腸間膜動脈閉塞症後に小腸潰瘍による腸管狭窄を起こした1型糖尿病の1例
岡山市立市民病院内科 本多 寛之，他

血管の生物学 17 : 45～18 : 25 座長 市立旭川病院糖尿病センター 武藤 英二

I－P－380 2型糖尿病における単球CD163発現と動脈硬化危険因子との関連
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 元山 宏華，他

I－P－381 グルコース経口投与による血糖変動の繰り返しがマウスの動脈硬化巣形成に及ぼす影響
日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科 周東 佑樹，他

I－P－382 Low�dose atorvastatin protects against mechanical defects in rat diabetic heart
Department of Physiology, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan Ru�Wen Chang, et al.

I－P－383 高濃度glucose下LPS刺激による培養血管内皮細胞のMCP�1発現とビタミンCおよびEによる抑制
九州歯科大学歯学部口腔保健学科 園木 一男，他

I－P－384 糖・脂質代謝異常が血管内皮前駆細胞に及ぼす影響についての検討
関西医科大学付属枚方病院第二内科 堀谷 啓太，他

I－P－385 糖尿病透析患者の血糖コントロールと血管石灰化の関連についての検討
蒼龍会井上病院内科 辻本 吉広，他

I－P－386 日本人健常者において血清尿酸値はCardio�ankle vascular index（CAVI）と関連する
新小山市民病院内分泌代謝科 永山 大二，他

I－P－387 2型糖尿病患者における血中硫化水素濃度の検討
獨協医科大学病院内分泌代謝内科 田中 精一，他

壊疽・足病変 18 : 15～18 : 45 座長
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 大野 敦

I－P－388 当科で経験した下肢閉塞性動脈硬化症10例
新潟県立がんセンター新潟病院内科 谷 長行

I－P－389 緊急入院となった糖尿病重症足病変患者の臨床的特徴
京都第二赤十字病院 大坂 貴史，他

I－P－390 糖尿病足病変患者の入院治療転帰予測因子としてのプロカルシトニンの有用性
東京女子医科大学糖尿病センター内科 井倉 和紀，他

I－P－391 糖尿病足病変の重症化および再発に関わる因子の検討
佐久市立国保浅間総合病院内科・糖尿病科 西森 栄太，他
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I－P－392 難治性糖尿病足潰瘍に対してNPWT療法を行い患肢温存し治癒した2例
長岡中央病院内分泌代謝内科 矢口 雄大，他

I－P－393 ガス産生B群溶連菌の足感染の拡大により大腿切断術に至った症例
桐生厚生総合病院内科 川崎美智子，他

第1日 5月21日（木） ポスター会場6 下関グランドホテル（3F 松寿・大慶）

食事療法1 17 : 45～18 : 15 座長 北里大学北里研究所病院糖尿病センター 山田 悟

I－P－394 飲食物中AGEs及び糖毒性の真実～新たな食事指導の概念～
金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域 竹内 正義，他

I－P－395 ゲニステイン及びダイゼインのステロイド生体異物受容体とシトクロムP450モノオキシゲナーゼ3A4を介
する代謝機構

群馬大学大学院応用生理 岩崎 俊晴，他
I－P－396 介入終了後6ヵ月間の追跡調査による栄養・運動療法併用効果の検討

彦根市立病院栄養科・栄養治療室 茂山 翔太，他
I－P－397 随時尿中Naを用いた減塩指導の検討

済生会西条病院薬局 伊藤 三惠，他
I－P－398 糖尿病治療における入院前後の栄養管理・血中ビタミンの評価

金沢医科大学病院栄養部 山本 香代，他
I－P－399 2型糖尿病患者における脂肪酸摂取が及ぼす影響についての検討

愛知学院大学歯学部附属病院患者給食管理室 田中 美里，他

食事療法2 18 : 15～18 : 45 座長 帝塚山学院大学人間科学部食物栄養学科 細川 雅也

I－P－400 2型糖尿病患者におけるミニ低炭水化物食と通常指導食の比較
横浜市立大学附属病院 木村 雅代，他

I－P－401 2型糖尿病患者に対する朝のみVS夕のみ低糖質食導入のランダム化比較試験
金沢大学医薬保健研究域医学系恒常性制御学 圓山 泰史，他

I－P－402 多数例に対する糖質制限による減量と薬剤中止の検討
中村整形外科リハビリクリニック・アンチエイジングセンター 中村 巧，他

I－P－403 糖質制限食が血糖変動に及ぼす影響
東邦大学医療センター佐倉病院内科 番 典子，他

I－P－404 低糖質パンの開発と糖質意識調査
キュア・ファーマ 安藤 敬子，他

I－P－405 低糖質ロールケーキが2型糖尿病患者の食後血糖，インスリンに与える影響
JCHO桜ヶ丘病院�東京慈恵会医科大学 石井 博尚，他

食事療法3 17 : 45～18 : 15 座長 阪神電鉄野田診療所 今野 英一

I－P－406 SGLT2阻害薬投与による食嗜好への影響を栄養指導に繋げるために
国立病院機構兵庫中央病院栄養管理室 宗本 由香，他

I－P－407 2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬投与後の体組成変化
帝京大学医学部附属病院栄養部 早崎麻衣子，他

I－P－408 SGLT2阻害薬投与前後の食事摂取内容の変化
猪岡内科 穴澤 絵美，他

I－P－409 SGLT－2阻害薬の長期投与中における栄養指導について
医療法人恵愛会中村病院栄養科 溝部 昌子，他
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I－P－410 SGLT2阻害薬使用患者の食事療法
新潟県立新発田病院栄養課 和田 恵梨，他

I－P－411 簡易型自記式食事歴法質問票BDHQを用いた2型糖尿病患者の栄養摂取状況の調査結果
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 高橋謙一郎，他

食事療法4 18 : 15～18 : 45 座長 兵庫県立大学環境人間学部 坂上 元祥

I－P－412 米ぬか配合飲料は2型糖尿病患者の食後血糖の上昇を抑制する
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科 福留美千代，他

I－P－413 糖代謝異常妊婦および管理栄養士養成課程学生における食品および料理の糖質見積もり能力
武庫川女子大学生活環境学食物栄養学科 山本 周美，他

I－P－414 健常者における炭水化物の質の違いによるロールケーキでの血糖上昇比較
東京慈恵会医科大学附属第三病院栄養部 種村 陽子，他

I－P－415 多摩地域における「なぜ糖尿病患者さんは糖質制限にはしるのか？」ワークショップ第1報～事前アンケー
ト集計結果

東京医科大学八王子医療センター栄養管理科 永田 美和，他
I－P－416 基礎カーボカウントをサポートする「食品糖質交換表」の効果

岡崎市民病院医療技術局栄養管理室 簗瀬 徳子，他
I－P－417 多摩地域における「なぜ糖尿病患者さんは糖質制限にはしるのか？」ワークショップ第2報～ワークショッ

プの実際
多摩丘陵病院 藤村 仁美，他

食事療法5 17 : 45～18 : 15 座長 国立病院機構西埼玉中央病院内科 成宮 学

I－P－418 『糖尿病食事療法のための食品交換表第7版』を基にした当院の糖尿病食の改善について
トヨタ記念病院栄養科 福元 聡史，他

I－P－419 急性期病院における入院前の食生活上の問題点がHbA1cに与える影響について
総合病院岡山赤十字病院医療技術部栄養課 下山英々子，他

I－P－420 外来2型糖尿病患者の初回栄養指導時における習慣的な栄養摂取状況―一般成人の平均栄養摂取量との比
較検討―

医療法人社団糖翠会はせがわ内科クリニック 小林 広実，他
I－P－421 糖尿病外来における栄養指導継続受診者の背景

常盤台外科病院内科 渡辺 英綱，他
I－P－422 食事療法の自己効力アップにつなげるための取り組み～選べるランチを実施して～

医療法人社団紘和会平和台病院栄養管理室 渕 慶子，他
I－P－423 実践だからこそ伝えられる低カロリー・減塩調理の工夫～料理教室が担う役割～

（公財）田附興風会医学研究所北野病院栄養指導部 福田美由紀，他

食事療法6 18 : 15～18 : 45 座長 岡山済生会総合病院糖尿病センター 中塔 辰明

I－P－424 精神疾患を併存した糖尿病患者における栄養支援の課題
佐賀大学医学部附属病院栄養管理部 古賀 茜，他

I－P－425 栄養指導において間食の金額設定が意欲を引き出し，自己管理行動を高めた1症例
独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター栄養管理室 山本明日香，他

I－P－426 1単位の補食の血糖上昇の推移
兵庫県立尼崎病院栄養管理部 塩谷 育子，他

I－P－427 糖尿病患者の食事時間の実態と血糖コントロールとの関連
医療法人和香会倉敷スイートホスピタル栄養管理科 小見山百絵，他
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I－P－428 食後の血糖上昇を効果的に抑制する野菜ジュースの摂取タイミングと摂取量
城西大学薬学部 金本 郁男，他

I－P－429 病院内食堂における「ヘルシー御膳」の取り組みについて
春日井市民病院栄養管理室 伊藤 若菜，他

第1日 5月21日（木） ポスター会場7 下関グランドホテル（4F はまゆう）

糖尿病療養指導（フットケア1） 17 : 45～18 : 15 座長 石橋クリニック 石橋不可止

I－P－430 当院における外来初診時フットチェックの現状
横須賀市立市民病院看護部 福田 久美，他

I－P－431 糖尿病腎症患者のフットケア～透析看護師（CDE）によるフットケア活動～
JCHO下関医療センター血液浄化センター 姥 ゆかり，他

I－P－432 糖尿病患者の初回時のフットケアに対する意識調査
H.E.Cサイエンスクリニック 新妻 英子，他

I－P－433 フットケアを通じた糖尿病療養指導の意義について
東海大学医学部付属大磯病院看護部 續橋 裕実，他

I－P－434 糖尿病専門施設における糖尿病看護に従事する看護師の予防的フットケアに関する調査
京都光華女子大学大学院看護学専攻科 山口 曜子，他

I－P－435 混合病棟でのフットケアへの関心が多職種に拡げられた過程と今後の展望
金沢医科大学病院糖尿病内分泌内科 山本真理亜，他

糖尿病療養指導（フットケア2） 18 : 15～18 : 45 座長 彦根市立病院内科 黒江 彰

I－P－436 足部変形のある2型糖尿病患者の地下足袋への足底板挿入が奏功した一例
金沢赤十字病院リハビリテーション科 正司 守生，他

I－P－437 当院における糖尿病足病変のスクリーニング
小沢眼科内科病院内科外来 石川 京子，他

I－P－438 糖尿病患者の足病変と姿勢との関係
筑波大学附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看護部 永井 幹子，他

I－P－439 フットケアを通してセルフケア行動を高める関わり
名鉄病院糖尿病センター 加納 智美，他

I－P－440 糖尿病患者における下肢創傷に至る受傷機転
名鉄病院糖尿病センター�名鉄病院看護部 市川美代子，他

I－P－441 持続性気分障害を合併した糖尿病患者に対する下肢再切断予防に向けた看護支援
札幌医科大学医学部附属病院看護部 藤原 敏子，他

糖尿病療養指導（チーム医療1） 17 : 45～18 : 15 座長 みなみ赤塚クリニック内科 高橋 秀夫

I－P－442 第13回糖尿病フェスティバル―薬物治療をテーマにして―
聖母病院内科 井上ゆか子，他

I－P－443 第1回糖尿病フェスタを開催して
市立藤井寺市民病院栄養部 田辺 直美，他

I－P－444 院内で糖尿病デーイベントを開催して―継続への検討と課題―
社会医療法人財団互恵会大船中央病院糖尿病内科 佐藤三津子，他

I－P－445 糖尿病予防啓発活動「糖尿病予防フェスタ」に取り組んだ5年間の活動評価
武蔵野赤十字病院看護部 豊島 麻美，他

I－P－446 血糖測定を取り入れた当院の糖尿病ケアチームにおける地域への糖尿病啓蒙活動の試み
立川相互病院 野添 美枝，他
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I－P－447 世界糖尿病デーイベントにおける血糖・HbA1c・CAVI・体組成測定の試み
昭和大学病院附属東病院看護部 田森 里佳，他

糖尿病療養指導（チーム医療2） 18 : 15～18 : 45 座長 千葉労災病院糖尿病・内分泌内科 三村 正裕

I－P－448 精神科病院における糖尿病療養指導（第14報）～躁うつを繰り返す入院患者への療養指導～
（医）静和会浅井病院看護部 籔田 智子，他

I－P－449 透析予防指導の効果についての検討（腎不全期の2事例を通して）
彦根市立病院糖尿病ケア外来 岩崎 裕美，他

I－P－450 CGMSを活用した療養支援 2症例の効果
船橋市立医療センター看護局 野間 弘子，他

I－P－451 外来だけでの対応を迫られた職場の都合で入院できなかった糖尿病ケトアシドーシスの治療経験
医療法人社団日高会平成日高クリニック糖尿病外来 増子 麗子，他

I－P－452 がん患者における食事と血糖コントロールについての症例報告2症例
社会医療法人財団大和会東大和病院附属セントラルクリニック栄養科 玉手 重美，他

I－P－453 寝たきり，食事摂取困難，自己血糖管理能力を喪失した，ネフローゼ合併 高齢1型糖尿病患者に対するチー
ム医療

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 木村 武量，他

糖尿病療養指導（チーム医療3） 17 : 45～18 : 15 座長 医療法人敬天会東和病院糖尿病センター 松本 雅裕

I－P－454 糖尿病医療連携のなかで調剤薬局が貢献しうる役割についての検討
Heart株式会社スマイル薬局 小川 尚子，他

I－P－455 患者満足度調査 第2報～待ち時間短縮への取り組み～
すずき糖尿病内科クリニック看護部看護科 束田 朝美，他

I－P－456 糖尿病患者の眼科定期受診率向上には，眼科受診日程に合わせて内科で眼科受診を促すことが有効であ
る―かかりつけ診療所での取り組み―

医療法人山口医院 吉野 昌恵，他
I－P－457 佐賀県小城・多久市における看護師と保健師協働の糖尿病地域医療連携

小城市民病院事務部 江頭 早苗，他
I－P－458 Perceptions about insulin amongst people with Type 2 diabetes in a developing country A study from

Karachi, Pakistan
Consulting Diabetologist, HealthCare Hospital, Karachi, Pakistan, Consulting Diabetologist,

Akhtar Eye Hospital, Karachi, Pakistan Ali Syed Imran
I－P－459 満足度調査【第1報】～当院の診療システムの現状～

すずき糖尿病内科クリニック看護部�すずき糖尿病内科クリニック 廣瀬 久美，他


