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一 般 演 題

第 2日 ポスター

第2日 5月22日（金） ポスター会場1 下関市民会館（1F ロビー）

薬物療法（SGLT�2阻害薬5） 13 : 15～13 : 45 座長 新潟大学医歯学総合病院内分泌代謝内科 羽入 修

II－P－1 SGLT2阻害薬2剤2の作用効果の検討
（医社）原口会原口循環器科内科医院 松尾 知子，他

II－P－2 2型糖尿病薬物療法における，カナグリフロジンによるSU薬減量に関する検討
淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科 原田万祐子，他

II－P－3 SGLT2阻害薬イプラグリフロジンとDPP4阻害薬の併用に関する研究―チオレドキシン相互作用たんぱく
質（TXNIP）を含む代謝マーカーの臨床的検討―

（JCHO）金沢病院内科 藤本 彩，他
II－P－4 2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジンとシタグリプチンのランダム化比較研究

横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 大村 昌夫，他
II－P－5 入院中にルセオグリフロジンを開始してインスリン治療を離脱した2型糖尿病の2例

大分県立病院内分泌・代謝内科 中丸 和彦，他
II－P－6 ルセオグリフロジンの使用経験

東北大学大学院医学系研究科分子内分泌学分野 菅原 明，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬6） 13 : 45～14 : 15 座長 石川県済生会金沢病院内科 瀬田 孝

II－P－7 SGLT2阻害薬5種の当院における使用経験
（医社）武田クリニック 武田 浩，他

II－P－8 イプラグリフロジンの有効性の背景の検討
社会医療法人愛仁会高槻病院糖尿病内分泌内科 陳 慶祥，他

II－P－9 SGLT2阻害薬とインスリン併用療法の有効性について 糖毒性状態よりの早期離脱
社会医療法人財団新和会八千代病院薬剤部�MCT�YACHIYO 近藤佳代子，他

II－P－10 SGLT2阻害薬の4ヶ月投与の評価―通常量と半量の比較―
（医社）自由が丘横山内科クリニック 佐藤舞菜見，他

II－P－11 脂肪肝合併2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジンの治療効果
東京逓信病院内分泌代謝内科 浅川 雅博，他

II－P－12 当院の外来のSGLT2阻害剤服用患者における薬剤師の関わり
独立行政法人地域医療連携推進機構下関医療センター薬剤科 久保田厚子，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬7） 13 : 15～13 : 45 座長 延山会西成病院糖尿病センター 渥美 敏也

II－P－13 SGLT2阻害剤（イプラグリフロジン）の1年間にわたる投与の有用性の検討
新古賀病院糖尿病・内分泌内科糖尿病センター 中村 聡江，他

II－P－14 ダパグリフロジンの有効性の検討
たなか内科クリニック 田中 清宜

II－P－15 全国済生会病院におけるSGLT2阻害薬の効果等に関するアンケート調査
大阪府済生会野江病院薬剤科 野村 暢彦，他

II－P－16 高用量インスリン使用，肥満，コントロール不良2型糖尿病患者におけるイプラグリフロジンの使用経験
（JCHO）埼玉メディカルセンター内科 森本 二郎，他
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II－P－17 SGLT2阻害薬の投与により，強化インスリン療法（計42単位�日）から離脱できた胃空腸吻合術後の食後
高血糖の1例

ささき内科・糖尿病クリニック 佐々木修二，他
II－P－18 当院におけるSGLT2阻害薬の薬効についての検討

公立陶生病院内分泌・代謝内科 平松 拓弥，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬8） 13 : 45～14 : 15 座長 徳島赤十字病院代謝・内分泌科 新谷 保実

II－P－19 2型糖尿病症例に対するTofogliflozin単独長期投与による影響の検討
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学 橋口 裕，他

II－P－20 肥満2型糖尿病に対するSGLT2阻害薬の糖代謝および脂肪肝関連マーカーに対する影響の検討
東京女子医科大学八千代医療センター糖尿病代謝内分泌内科 田島加奈子，他

II－P－21 インスリン療法中の肥満2型糖尿病5例へのダパグリフロジンの血糖変動・体組成変化・尿糖排泄量変化の
検討

北里大学病院内分泌・代謝内科 山岸 貴洋，他
II－P－22 当院におけるSGLT2阻害薬の使用経験

中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科 間瀨 創，他
II－P－23 SGLT2阻害薬の初期効果と患者満足度

渡辺内科クリニック内科 渡辺 伸明，他
II－P－24 SGLT2阻害薬の体組成への影響

川崎病院内科 大塚 章人，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬9） 13 : 15～13 : 40 座長
医療法人社団STOP DMすずき
糖尿病内科クリニック 鈴木 大輔

II－P－25 肥満2型糖尿病に対するIpragliflozinの有効性に関する検討
関西医科大学第二内科 西村久美子，他

II－P－26 糖尿病診療におけるSGLT2阻害薬ダパグリフロジンの臨床的効果の検討
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学 畑中 崇志，他

II－P－27 食事・運動療法中の肥満合併2型糖尿病患者におけるイプラグリフロジンの血糖日内変動・体重減少への
効果

労働者健康福祉機構中部労災病院糖尿病・内分泌内科 草間 実，他
II－P－28 演題取り下げ
II－P－29 24時間蓄尿を用いたSGLT2阻害薬の臨床的検討

内科クリニックこばやし内科 小林 一雄

薬物療法（SGLT�2阻害薬10） 13 : 45～14 : 15 座長 市立豊中病院糖尿病センター 嶺尾 郁夫

II－P－30 肥満2型糖尿病患者に対する，SGLT2阻害薬投与後12週間での体重及びHbA1cへの影響
三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 橋本 礼，他

II－P－31 高血圧合併2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬ダパグリフロジンの糖代謝と体組成に及ぼす影響
（医）医仁会武田総合病院糖尿病科 中前恵一郎，他

II－P－32 肥満2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬イプラグリフロジンの使用経験及び食嗜好への影響について
国立病院機構兵庫中央病院糖尿病内科 鴻山 訓一，他

II－P－33 イプラグリフロジン投与による血糖コントロールと体重および体組成の変化
弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 松橋 有紀，他

II－P－34 メトホルミンからイプラグリフロジンへの切り替え時の症例検討
（医）彌栄会やよいメディカルクリニック内科 坂頭 節哉，他
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II－P－35 日本人を対象としたインスリンとSGLT2阻害薬の併用効果および安全性に関する佐久平地域多施設共同
研究（第1報）

JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター糖尿病・内分泌内科 堀込 充章，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬11） 13 : 15～13 : 45 座長 わたらい医院 渡會 隆夫

II－P－36 ピオグリタゾンから低用量イプラグリフロジンへの切り替えの有用性の検討
市川駅前おがわ内科 小川 健夫

II－P－37 A Case of Diabetes whose carpal tunnel syndrome improved after SGLT2 inhibitors, but with seasonal
variation

HDC Atlas Clinic Yoshihiko Suzuki, et al.
II－P－38 SGTL2阻害剤の使用経験

長野県厚生連鹿教湯三才山リハセンター鹿教湯病院附属豊殿診療所内科 戸兵 周一，他
II－P－39 SGLT2の臨床的効果についての検討

（JCHO）東京蒲田医療センター糖尿病センター 竹本 育聖，他
II－P－40 イプラグリフロジンの短期における有効性と安全性の検討

川崎南部病院糖尿病代謝内分泌内科 泉 史隆，他
II－P－41 SGLT2阻害薬ルセオグリフロジンの特殊患者における薬物動態の検討

大正製薬株式会社 久保 祐典，他

第2日 5月22日（金） ポスター会場2 下関市民会館（2F ロビー）

薬物療法（グリニド薬） 13 : 15～13 : 50 座長 新潟県立がんセンター新潟病院内科 谷 長行

II－P－42 グリメピリドからグルべス配合錠への切り替えにおける血糖改善効果に関する検討
土谷総合病院内分泌代謝内科 渡邉 浩，他

II－P－43 レパグリニドは他のグリニドよりも空腹時血糖改善効果に優れる可能性がある
国立循環器病研究センター糖尿病・代謝内科 槇野 久士，他

II－P－44 高用量SU薬使用患者における，レパグリニドを中心としたメトホルミン，ビルダグリプチンの併用治療
への変更に関する52週間の検討

北里大学医学部内分泌代謝内科学 河合沙友希，他
II－P－45 レパグリニドを投与した2型糖尿病患者94例の臨床経験

中部ろうさい病院代謝・内分泌内科 小内 裕，他
II－P－46 DPP�4阻害薬，ビクアナイドで血糖管理不十分な際の追加薬として，ミチグリニド�ボグリボース配合錠

が有用であることを3か月後の持続グルコース測定で確認できた外来通院2型糖尿病の1例
有澤総合病院糖尿病センター 澤木 秀明，他

II－P－47 2型糖尿病患者におけるglimepirideあるいはmitiglinideからrepaglinideに切り替えた際の血糖コントロー
ル及び酸化ストレスに対する影響について

獨協医科大学越谷病院糖尿病内分泌・血液内科 土屋 天文，他
II－P－48 DPP4阻害薬服用下におけるミチグリニドの上乗せ効果のCGMによる解析

福井大学医学部病態制御医学講座内科学（3） 銭丸 康夫，他

薬物療法（ビグアナイド薬1） 13 : 30～14 : 15 座長
独立行政法人国立病院機構
九州医療センター代謝内分泌内科 吉住 秀之

II－P－49 初回治療薬としてのメトホルミンの長期有効性に関連する因子の検討
（公財）日本生命済生会付属日生病院糖尿病・内分泌センター�

（公財）日本生命済生会付属日生病院総合内科 住谷 哲，他
II－P－50 2型糖尿病における高用量メトホルミンへの増量効果

武蔵野赤十字病院内分泌代謝科 杉山 徹，他
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II－P－51 2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジンと高用量メトホルミンの血糖改善効果及び多面的効果の比較
産業医科大学第一内科学講座 須貝 慧，他

II－P－52 血清乳酸値とメトホルミン投与量，腎機能，年齢の関係
マツダ株式会社マツダ病院薬剤部 横山 匠太，他

II－P－53 メトホルミン2250mg使用症例における有効性と安全性についての検討
医療法人社団神鋼会神鋼病院糖尿病代謝内科 中川 靖，他

II－P－54 2型糖尿病患者におけるピオグリタゾンの減量・中止の影響―ピオグリタゾン減量・中止71例における後
ろ向き調査

国立国際医療研究センター国府台病院内科 勝山 修行，他
II－P－55 SPIDDMと考えられた7症例にて，インスリン開始後にメトホルミンを併用した経験

佐伯中央病院医局 伊藤 威之，他
II－P－56 メトホルミンで血糖コントロール不良の肥満2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の追加効果：カナグリ

フロジンでの検討
新百合ヶ丘総合病院糖尿病内科 西野 和義，他

II－P－57 メトホルミン内服とビタミンB12低下について
神鋼病院糖尿病代謝内科 木股 邦恵，他

薬物療法（ビグアナイド薬2） 13 : 15～13 : 45 座長 京都府立医科大学内分泌・糖尿病・代謝内科 田中 武兵

II－P－58 心疾患を合併した糖尿病患者に対するメトホルミンの使用調査
国立循環器病研究センター薬剤部 森 祐美子，他

II－P－59 ヨード造影剤とビグアナイド（BG薬）の併用の現状調査と検討
石川県済生会金沢病院薬剤部 鈴木里佳子，他

II－P－60 CGMを用いたメトホルミンの血糖変動に対する検討
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 伊藤 洋太，他

II－P－61 イプラグリフロジンをシタグリプチン，メトホルミンと併用した症例
井上内科クリニック 井上由加利，他

II－P－62 DPP�4阻害薬とα�グルコシダーゼ阻害薬の併用が血糖コントロールに有用であった肝硬変合併糖尿病の4
例

徳島赤十字病院代謝・内分泌科 村上 尚嗣，他
II－P－63 ピオグリタゾンからメトホルミン変更後のHbA1cの推移

生方内科クリニック 生方 英一

薬物療法（DPP�4阻害薬3） 13 : 45～14 : 15 座長 心臓病センター榊原病院糖尿病内科 岡﨑 悟

II－P－64 リナグリプチン使用例の安全性評価
株式会社地域保健企画多摩薬局 手崎 碧，他

II－P－65 後期高齢者におけるリナグリプチンの効果と安全性の検討
山形大学医学部附属病院第三内科 海野 航，他

II－P－66 リナグリプチン第III相包括的併用療法試験における高齢者�非高齢者の層別解析による有害事象発現頻度
及び血糖コントロールの検討

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 尾崎 修子，他
II－P－67 実臨床での2型糖尿病患者におけるテネリグリプチン（T）の安全性・有用性の後方視的検討

千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 樋口誠一郎，他
II－P－68 アナグリプチンの臨床効果についての検討

おさふねクリニック 那須 由美，他
II－P－69 2型糖尿病患者におけるアナグリプチンの血糖・脂質改善効果の検討

横須賀市立市民病院内分泌・糖尿病内科 千葉ゆかり，他
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薬物療法（DPP�4阻害薬4） 13 : 15～13 : 45 座長 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

II－P－70 Basal supported Oral Therapyで血糖コントロール不十分な2型糖尿病患者に対するDPP�4阻害薬追加投
与の効果と安全性の検討

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 中寺 奈弓，他
II－P－71 当院におけるインスリン療法中のDPP�4阻害薬内服追加例の検討

（医）愛普会中江病院内科 藤田 篤代，他
II－P－72 DPP�4阻害薬の併用薬治療の長期durabilityの検討

埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科 阿部 義美，他
II－P－73 シタグリプチン投与におけるメトフォルミンの併用効果について（食事負荷試験による検討）

日本赤十字社医療センター糖尿病内分泌内科 會田 梓，他
II－P－74 メトホルミン投与下における1日1回と1日2回投与のDPP�4阻害薬の効果の検討

岐阜大学医学部附属病院総合内科 森 一郎，他
II－P－75 新規発症2型糖尿病患者（HbA1c>8％）の2年間におけるDPP4阻害薬＋メトフォルミンの併用効果の検討

新古賀病院糖尿病センター 玉井 秀一，他

薬物療法（DPP�4阻害薬5） 13 : 45～14 : 15 座長 関西電力病院糖尿病・内分泌・代謝センター 矢部 大介

II－P－76 2型糖尿病患者におけるリナグリプチンの有用性：24か月間の検討
藍野病院内科 吉田 麻美，他

II－P－77 リナグリプチンの多面的効果の検討
磐田市立総合病院糖尿病・内分泌内科 川合弘太郎，他

II－P－78 当院におけるリナグリプチンの2型糖尿病腎症に対する尿アルブミン量減少効果についての検討
北海道大学大学院医学研究科免疫・代謝内科学分野内科II 菅原 基，他

II－P－79 当院糖尿病内分泌科での経口血糖降下薬処方の傾向―DPP�4阻害薬使用患者での尿中微量アルブミンの
推移について―

日本赤十字社医療センター薬剤部 小林 綾子，他
II－P－80 2型糖尿病患者に対するDPP�4阻害薬シタグリプチンの有用性と腎機能への影響

医療法人社団コクラ医院 清水（万木）貴美，他
II－P－81 リナグリプチン長期効果と腎機能への影響

済生会川口総合病院糖尿病・内分泌内科 勝盛 弘三，他

薬物療法（DPP�4阻害薬6） 13 : 15～13 : 45 座長 滋賀医科大学糖尿病・腎臓・神経内科 宇津 貴

II－P－82 2型糖尿病患者における5種類のDPP4阻害薬の効果について―シタグリプチン100mgを基準とした比較検
討―

JCHO熊本総合病院糖尿病センター 猪島 俊朗，他
II－P－83 シタグリプチンを3年以上長期投与している2型糖尿病患者における有効性，安全性の検討

JCHO熊本総合病院薬剤部 山田まゆ子，他
II－P－84 シタグリプチン錠を使用した自験181例の臨床評価 第二報

埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 野口 雄一，他
II－P－85 ビルダグリプチンとテネリグリプチンの臨床効果の異同について

坂出市立病院糖尿病内科 村岡都美江，他
II－P－86 2型糖尿病患者におけるテネリグリプチンの血糖変動に対する効果の検討

福岡大学病院内分泌・糖尿病内科 重岡 徹，他
II－P－87 当院におけるテネリグリプチンの治療効果の検討

山形大学医学部附属病院第三内科 多田 杏子，他
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薬物療法（GLP�1受容体作動薬4） 13 : 45～14 : 15 座長 平和台病院内分泌代謝科糖尿病専門外来 中村 周治

II－P－88 体重減量を目的とし，発症早期の肥満合併2型糖尿病にリラグルチドを使用した1例
岐阜大学医学部附属病院糖尿病代謝内科 村松奈々恵，他

II－P－89 リラグルチド増量方法の実態調査
市立吹田市民病院薬剤部 児玉 暁人，他

II－P－90 強化インスリン療法におけるリラグルチド導入前後の持続血糖モニターを用いた検討
大森赤十字病院糖尿病・内分泌内科 小野加奈子，他

II－P－91 2型糖尿病外来患者におけるGLP�1受容体作動薬：リラグルチド（ビクトーザⓇ）とリキシセナチド（リキ
スミアⓇ）のCGM（Continuous Glucose Monitoring）を用いた比較検討

北里大学薬学部薬物治療学3教室 青柳 誠美，他
II－P－92 リラグルチド投与における臨床効果と治療成績に影響を与える因子の検討（後方視的調査）

北里大学薬学部�北里大学メディカルセンター薬剤部 塩見めぐみ，他
II－P－93 リラグルチドとインスリンの併用療法による2型糖尿病患者の血糖コントロール改善に及ぼすインスリン

療法の種類の影響―国内第III相臨床試験post�hoc解析―
ノボノルディスクファーマ株式会社 神吉 兼佑，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬5） 13 : 15～13 : 50 座長
福島県立医科大学会津医療センター
糖尿病・代謝・腎臓内科学講座 塚本 和久

II－P－94 リキシセナチド・持効型インスリンの併用療法が強化インスリン療法の代替となりうるかについての検討
公立学校共済組合関東中央病院代謝内分泌内科 長谷部正紀，他

II－P－95 インスリン治療患者でのGLP�1製剤（リキセナチド）併用の治療及びQOLに関する効果
天理よろづ相談所病院内分泌内科 飯降 直男，他

II－P－96 血糖コントロールが不十分なインスリン使用患者へのリキシセナチド追加効果の検討
東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科 河野 知典，他

II－P－97 GLP�1受容体作動薬とインスリン併用療法による有用性を持続血糖測定で確認した2型糖尿病症例
宮城厚生協会坂総合病院糖尿病代謝科 沖本 久志，他

II－P－98 混合型インスリン（MIX）1日2回からリキシセナチド・グラルギン併用（LG）へ切り替えた際の食後血
糖，体重，インスリン量への影響

田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター 藤本 寛太，他
II－P－99 混合型インスリン2回注射からグラルギン及びリキシセナチドとの併用療法への切り替えにおける有効性

の検討
兵庫医科大学病院内科糖尿病科 越智 史浩，他

II－P－100 当院においてリキシセナチド導入を行った2型糖尿病患者の長期使用に影響を与える因子の検討
大阪警察病院内科 片岡隆太郎，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬6） 13 : 45～14 : 15 座長 済生会新潟第二病院代謝・内分泌内科 鈴木 克典

II－P－101 当院におけるリラグルチド導入症例に対する有効性に関する因子の検討
神戸市立中央市民病院糖尿病内分泌内科 森野 隆広，他

II－P－102 リラグルチド長期継続治療における評価
萬田記念病院薬局 葛葉 守，他

II－P－103 リラグルチドの有効性・安全性に関する多施設共同観察研究
宮崎大学医学部附属病院内科学講座神経呼吸内分泌代謝分野 野田 智穂，他

II－P－104 当院における長時間作用型GLP�1受容体作動薬リラグルチドの長期使用成績
（独）労働者健康福祉機構大阪労災病院糖尿病センター 清原 義幹，他
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II－P－105 血糖降下薬多剤併用で治療中の2型糖尿病患者へのリラグルチド追加の効果
自由が丘横山内科クリニック 畑中麻梨恵，他

II－P－106 リラグルチドを4年間使用継続した2例
萬田記念病院内科 坂東 秀訓，他

糖尿病療養指導（薬物療法1） 13 : 15～13 : 45 座長 東京女子医科大学臨床検査科・糖尿病センター 佐藤 麻子

II－P－107 かかりつけ薬局を通した地域糖尿病療養指導士の活動のアウトカム
飯山赤十字病院薬剤部�東北信地域糖尿病療養指導士育成会 滝澤 康志，他

II－P－108 保険薬局における継続使用中の糖尿病治療薬副作用調査
キュア・ファーマ 中嶋 礼子，他

II－P－109 糖尿病療養指導士を主体とした薬物治療の質向上への取り組み～病棟担当薬剤師との連携による効果と今
後の課題～

医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院薬剤科 高橋 麻衣，他
II－P－110 調剤薬局における腎機能チェックの為の糖尿病手帳の有効活用～腎機能の病識調査をふまえて～

一般財団法人霞ヶ浦成人病研究事業団霞ヶ浦薬剤センター薬局 谷崎 宏美，他
II－P－111 糖尿病患者へ調剤薬局の薬剤師が関わる効果の検討

あつた薬局 田中 朋広，他
II－P－112 精神疾患合併糖尿病入院患者の使用薬剤数についての現状調査

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院薬剤部 池上由利子，他

糖尿病療養指導（薬物療法2） 13 : 40～14 : 15 座長 女子栄養大学栄養クリニック 田中 明

II－P－113 GLT2阻害薬（SGLT2�I）使用下における口渇および排尿状態に関する検討
医療法人社団梨慶会するがクリニック臨床検査科 與語 彩，他

II－P－114 SGLT2阻害薬の体組成変化に与える影響
社会医療法人共愛会戸畑共立病院薬剤科 明田 由紀，他

II－P－115 当院におけるSGLT2阻害剤の適正使用遵守状況と副作用の発現について
NTT東日本東北病院薬剤部 佐藤 伸輔，他

II－P－116 SGLT2阻害薬トホグリフロジンの脱水症状に関する検討
H.E.Cサイエンスクリニック 尾嵜 秀次，他

II－P－117 SGLT2阻害薬を服用した患者への聞き取り調査～認知度と期待感から行動変容を探る～
まつもと薬局 刀禰谷雅之，他

II－P－118 イプラグリフロジン服薬患者における副作用発現状況と服薬アドヒアランスの検討
キュア・ファーマ 北村 英子，他

II－P－119 α�グルコシダーゼ阻害薬服用患者のブドウ糖携帯に関する実態調査
かみいち総合病院内科外来 濱野 初恵，他

糖尿病療養指導（薬物療法3） 13 : 15～13 : 50 座長 羽島市民病院内分泌・糖尿病内科 長井孝太郎

II－P－120 自己注射受け入れ困難症例での外来看護師によるGLP�1受容体作動薬週1回製剤投与の有用性について
東海大学医学部付属八王子病院看護部 青木 裕子，他

II－P－121 持続性エキセナチド注射剤の患者満足度調査～アンケート調査を行って～
羽賀糖尿病内科 杉田 香里，他

II－P－122 外来通院によるGLP�1受容体作動薬 週1回製剤導入を行った患者背景とその経過について
渚クリニック 三宅 悦子，他

II－P－123 当院における糖尿病治療薬の処方動向～インクレチン関連薬は低血糖発作の抑制に貢献しているのか～
市立福知山市民病院薬剤部 堀 雅博，他
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II－P－124 インスリン使用患者における医療費に対する意識調査
東京医科大学病院薬剤部 坂倉 圭一，他

II－P－125 インスリン注射時間と自己管理指導の検討
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター外来 辻山 順子，他

II－P－126 インスリン治療患者におけるプレフィルド製剤とカートリッジ製剤の使用に関する検討
（医）慈誠会山根病院看護部 山根 晴香，他

第2日 5月22日（金） ポスター会場3 下関市民会館（1F 展示室）

糖尿病療養指導（その他1） 13 : 45～14 : 15 座長 高知医療センター代謝・内分泌科 菅野 尚

II－P－127 山口県における1型糖尿病患者会・家族会の動向について
JA山口県厚生連小郡第一総合病院臨床検査部 三隅 美紀，他

II－P－128 糖尿病患者会を実施して～その効果と今後の課題～
財団法人平成紫川会小倉記念病院栄養管理課 中野しのぶ，他

II－P－129 大分県糖尿病療養指導士会検査技師の活動と今後の飛躍
大分市医師会立アルメイダ病院 加藤由希子，他

II－P－130 「八幡浜大州糖尿病デバイスサポーター（YODS）」制度について
市立八幡浜総合病院薬局�市立大洲病院看護部 宮本 和典，他

II－P－131 糖尿病に関する医療安全研修会の効果と課題
平塚市民病院薬剤科 二瓶 大輔，他

II－P－132 入院病棟の看護師の針刺し事故の経験
高田中央病院看護部 中野 美幸，他

糖尿病療養指導（その他2） 13 : 15～13 : 45 座長 倉敷中央病院糖尿病内科 鈴木 貴博

II－P－133 運動療法を実施した妊娠時に診断された明らかな糖尿病（overt DM）の一例
君津中央病院リハビリテーション科 高橋 裕那，他

II－P－134 「第19回糖尿病療養担当者のためのセミナー」，多施設・多職種で高齢糖尿病患者管理を学ぶ分科会「高齢
者糖尿病へのアプローチ」ワークショップの試み

立川相互病院リハビリテーション部 町田 明子，他
II－P－135 産後に栄養指導を継続している妊娠糖尿病患者の現状

国立成育医療研究センター栄養管理部 鴨志田純子，他
II－P－136 認知機能低下がある患者への糖尿病教育内容の検討―看護師への実態調査から―

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター南5病棟 平谷由香里，他
II－P－137 認知能力が低下した患者に対し，MSWとの連携や福祉制度の活用により，治療の継続が可能となった事

例
群馬県済生会前橋病院看護部 高草木由里，他

II－P－138 糖尿病コントロールが化学療法を行う患者の手足症候群に及ぼす影響
仙台厚生病院統合医療安全管理室 高野 岳史

糖尿病療養指導（その他3） 13 : 15～13 : 45 座長
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター�
松澤内科・糖尿病クリニック 松澤 陽子

II－P－139 統合失調症を合併した糖尿病患者と関わって～糖尿病透析予防外来の1症例～
公立陶生病院看護局 丸尾 深雪，他

II－P－140 当院における透析予防指導の取り組み
財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院看護部 勝山 由香，他

II－P－141 糖尿病透析予防管理指導による腎症進行抑制の評価
医療法人明芳会イムス記念病院看護部 川畑 孝子，他
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II－P－142 透析予防指導の効果の検討―病期の変化について―
名鉄病院看護部�名鉄病院糖尿病センター 小林 千鶴，他

II－P－143 箕面市立病院における糖尿病透析予防チームの活動報告
箕面市立病院糖尿病センター 樋口 泉，他

II－P－144 CKD教育入院5年間の糖尿病性腎症に対する透析予防効果の検討
奈良県総合医療センター消化器内科 丸山 直樹，他

糖尿病療養指導（その他4） 13 : 45～14 : 15 座長 新潟万代病院内科 山谷 恵一

II－P－145 問診票を用いた外来での取り組み～セルフケアと合併症予防の現状把握を行うことによる患者への影響に
ついて～

医療法人野口病院看護部 阿部喜美子，他
II－P－146 血糖測定用POCT対応機器に潜む危険因子

公益財団法人天理よろづ相談所病院臨床検査部 木下 真紀，他
II－P－147 特定機能病院おける糖尿病外来初診患者の臨床的特徴

北海道大学大学院保健科学研究院 佐藤 三穂，他
II－P－148 糖尿病患者における血糖コントロールと睡眠時間ならびにその質との関連性について

杏林大学医学部第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 石本 麻衣，他
II－P－149 DM透析患者は動脈硬化を有する頻度が高く，死亡率も高い

高田中央病院看護部 熊埜御堂真知子，他
II－P－150 糖尿病の継続治療と医療費から見えた今後の課題

みわホームクリニック 木下あずさ，他

糖尿病療養指導（血糖自己測定1） 13 : 15～13 : 50 座長 寒河江市立病院 大沼 寛

II－P－151 ワンタッチウルトラビューの血糖値によるカラー表示と指導の実態把握
富士吉田市立病院看護部 渡辺 泰明，他

II－P－152 色を利用した自己血糖測定指導導入への取り組み
市立四日市病院看護部 才戸 奈美，他

II－P－153 血糖変動指標ADRRの活用検討
医療法人社団三思会東邦病院検査科 新井 幸枝，他

II－P－154 外来でのSMBG機種点検とADRR活用した療養指導
群馬大学医学部付属病院看護部 宮田 洋子，他

II－P－155 SMBG指導者育成のためのワークショップの試み―体験型プログラムの妥当性の検討―（第2報）
青梅市立総合病院薬剤部 長田 麻未，他

II－P－156 糖尿病チーム医療における臨床検査技師の取り組み
総合病院土浦協同病院臨床検査部 野田 沙織，他

II－P－157 外来CGM（持続グルコースモニタ）検査における看護師介入の効果
群馬大学医学部附属病院内分泌・糖尿病内科外来 塚本 明美，他

糖尿病療養指導（血糖自己測定2） 13 : 45～14 : 15 座長 日本大学医学部糖尿病・代謝内科 岡本真由美

II－P－158 糖尿病患者に対する血糖測定時の穿刺痛比較（指先部・指球部・腹壁）
東京医科大学病院看護部 三上祐理香，他

II－P－159 SMBG機器の多職種による使用感の評価と正確性及び測定値への影響因子に関する比較検討
武蔵野赤十字病院臨床検査部 鈴木 千枝，他

II－P－160 1型糖尿病患者における自己血糖測定器の変更で得られるQOLの改善について
奈良県立医科大学附属病院中央臨床検査部 森分 和也，他
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II－P－161 グルコカードGⓇブラック血糖測定器の比較検討
聖マリアンナ医科大学病院看護部 髙井 一美，他

II－P－162 POCT血糖測定器「ポケットケムBG」の基礎的検討
社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院臨床検査科 杉 豪介，他

II－P－163 自己血糖測定器におけるヘマトクリット値の影響に対しての比較検討
富士吉田市立病院臨床検査科 外川 経子，他

高齢者糖尿病1 13 : 15～13 : 35 座長 加藤内科クリニック 加藤 光敏

II－P－164 インスリン強化療法から基礎インスリン＋DPP�4阻害剤＋ミチグリニドへ変更することで在宅復帰を果
たし得た20症例の検討

社団法人シマダ嶋田病院糖尿病内科 山﨑 孝太，他
II－P－165 シタグリプチンの有用性に関する前期・後期高齢2型糖尿病患者に対する比較検討

済生会新潟第二病院代謝・内分泌内科 佐藤 隆明，他
II－P－166 徐放性のGLP�1受容体作動薬が良い適応であった認知症を有する高齢2型糖尿病の2例

至誠会第二病院糖尿病内科 高井 孝典，他
II－P－167 高齢2型糖尿病患者に対するテネリグリプチンの血糖降下作用及び腎機能に対する検討

国立病院機構横浜医療センター糖尿病内分泌内科 藤井 梨絵，他

高齢者糖尿病2 13 : 50～14 : 15 座長 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 佐野 浩斎

II－P－168 後期高齢者2型糖尿病患者に対するリナグリプチン（LG）の臨床使用経験
千葉大学医学部附属病院糖尿病代謝内分泌内科 滝口 朋子，他

II－P－169 高齢2型糖尿病患者に対するGLP�1製剤の有効性と安全性の検討
赤塚クリニック 赤塚 元，他

II－P－170 メトホルミン使用中の2型糖尿病高齢者における乳酸値
医療法人聖光会鷹の子病院糖尿病センター 楠 由紀子，他

II－P－171 80歳以上の高齢者におけるインスリン治療状況
地域医療機能推進機構高岡ふしき病院内科 鈴木ひかり，他

II－P－172 高齢者のインスリン自己注射の指導
高田中央病院外来看護部 御幡 裕美，他

高齢者糖尿病3 13 : 15～13 : 40 座長 社会医療法人光生病院内科 中田 憲一

II－P－173 和歌山県における年代別の尿病患者の頻度と糖尿病薬の使用状況
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院内科 小河 健一，他

II－P－174 当センターに通院中の超高齢（85歳以上）糖尿病患者の実態
（医社）敬和会日高見中央クリニック糖尿病センター 瀬川 郁夫

II－P－175 高齢2型糖尿病患者の治療状況および血管合併症と罹病期間の関係
社会福祉法人仁生社江戸川病院内科（糖尿病・代謝・腎臓内科） 尾本 貴志，他

II－P－176 75歳以上で発症した1型糖尿病患者の臨床像
久留米大学医学部内分泌代謝内科 中村 由育，他

II－P－177 高齢化が進んだ地域の基幹病院における糖尿病診療の現状と課題
奈良県立五條病院内科 中西 啓祐，他

高齢者糖尿病4 13 : 50～14 : 15 座長 一般財団法人甲南会甲南病院内科 坂井 誠

II－P－178 糖尿病高齢者は「長期寝たきり」になりにくい―高齢者終末医療におよぼす糖尿病の影響
友仁会松島病院 丹野 尚，他
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II－P－179 後期高齢糖尿病患者の血糖コントロールと課題
金沢赤十字病院薬剤部 中村 千里，他

II－P－180 糖尿病QOL質問表から見える高齢糖尿病患者の治療満足度
ぽらんのひろば井上診療所 大和しのぶ，他

II－P－181 高齢者急性期病院における入院患者の特徴と糖尿病ケアの実態調査～糖尿病専門病棟と非専門病棟の比
較～

東京都健康長寿医療センター看護部 鹿島田美奈子，他
II－P－182 2型糖尿病を有する高齢者男性における四肢骨格筋肉量に及ぼす因子の検討

国立長寿医療研究センター内分泌代謝内科 谷川 隆久，他

高齢者糖尿病5 13 : 15～13 : 40 座長 医療法人社団まほし会真星病院糖尿病センター 上田 容生

II－P－183 高齢者2型糖尿病における長谷川式簡易知能評価スケール改訂版と服薬管理との関連
関西労災病院薬剤部 岡田 志保，他

II－P－184 糖尿病患者における認知症と生活形態の検討
医療法人社団糖翠会はせがわ内科クリニック 生田麻衣子，他

II－P－185 当院における糖尿病患者の認知症の割合と認知症スクリーニング検査（1分間スクリーニング法）の有用
性についての検討

埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 酒井 豪太，他
II－P－186 認知機能低下合併糖尿病患者の臨床的・社会的特徴についての検討

新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院内分泌代謝内科�
新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌代謝内科 山本 正彦，他

II－P－187 糖尿病合併症を持つ高齢認知症患者の退院支援
臼杵市医師会立コスモス病院西4病棟 安東 直美，他

その他1 13 : 40～14 : 15 座長 東京女子医科大学糖尿病センター 中神 朋子

II－P－188 沖縄クライシスの要因としての脂質摂取を考える
北里大学北里研究所病院診療技術部栄養科 泉 妃咲，他

II－P－189 糖尿病医療連携パスの使用状況と課題
金沢赤十字病院糖尿病・腎センター 任田 美保，他

II－P－190 インスリン注射の「準備段階」「実施段階」に関するインシデントの現状と今後の課題
独立行政法人地域医療推進機構星ヶ丘医療センター 秦 志麻，他

II－P－191 出産後12日目に劇症1型糖尿病を発症した患者の心理的変化への関わり～フィンクの危機モデルによる看
護介入～

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 諸石有美子，他
II－P－192 当院における血糖コントロール不良患者（HbA1c15％以上）の臨床的背景について

福井済生会病院内科 青木 桂子，他
II－P－193 当院糖尿病外来通院患者におけるaverage daily risk rangeのリスク分類と患者背景の特徴

伊勢赤十字病院糖尿病・代謝内科 内田 明宏，他
II－P－194 EPA大量療法下での頸動脈プラークの退縮にはEPAとリノール酸の量が関与する

長野県厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院附属豊殿診療所 川添 康彦，他

第2日 5月22日（金） ポスター会場4 シーモールホール（4F ホール）

大規模臨床試験1 13 : 15～13 : 45 座長 東京慈恵会医科大学・臨床疫学研究部 松島 雅人

II－P－195 早期糖尿病の進展抑制に関する無作為化比較臨床試験（JEDIS�2）―中間報告（第4報）
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 河津 捷二，他



― 247 ―

II－P－196 大規模臨床研究J�BRAND Registry：第2回中間報告
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 中村 二郎，他

II－P－197 eGFR Study 104weeks中間報告：alogliptinの腎機能別用量における効果と安全性に関する2年間の検討
関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 表 孝徳，他

II－P－198 DPP�4阻害薬効果不十分な2型糖尿病症例に対するイプラグリフロジン及びメトホルミンの内臓脂肪減少
に及ぼす併用効果の検討

千葉大学医学部附属病院 越坂 理也，他
II－P－199 2型糖尿病患者に対する新規SGLT�2阻害薬イプラグリフロジンの前向き観察研究 名古屋市医師会臨床

研究 中間報告
医療法人洪内科クリニック 洪 尚樹，他

II－P－200 J�DISCOVER：日本の実臨床下における2型糖尿病患者の治療実態調査（前向きコホート研究）
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学 三田 智也，他

大規模臨床試験2 13 : 50～14 : 15 座長 飯塚病院医務室 土井 康文

II－P－201 A global study of 24 countries with 27,585 insulin�treated patients with diabetes : The HAT study
Novo Nordisk Pharma Ltd. Hyllested�Winge Jacob, et al.

II－P－202 糖尿病治療薬とがんの関連についての検討
兵庫県立西宮病院糖尿病・内分泌内科 常田 和宏，他

II－P－203 徳島県における全脂質中脂肪酸分画とメタボリックシンドローム発症との関連
徳島大学病院糖尿病対策センター 秦 明子，他

II－P－204 当院緊急入院症例におけるStress hyperglycemiaの予後に与える影響
北播磨総合医療センター内科・老年内科 髙吉 倫史，他

II－P－205 Long term use of Tresiba? : baseline data from Post�marketing Surveillance
Novo Nordisk Pharma Ltd. Yoshitada Kimura, et al.

1型糖尿病4 13 : 15～13 : 45 座長 川崎幸病院内科 沢 丞

II－P－206 2型糖尿病の経過中に発症したと考えられた劇症1型糖尿病の一例
社会医療法人社団健生会立川相互病院 山崎 英樹，他

II－P－207 血中膵外分泌酵素の上昇が遅発した劇症1型糖尿病の一例
相模原協同病院総合内科 山口 真哉，他

II－P－208 異なる病態を呈した1型糖尿病の親子症例
近畿大学医学部堺病院内分泌代謝糖尿病内科 丸山 康典，他

II－P－209 糖尿病ケトアシドーシスで入院し安定後，レボチロキシン減量により血糖コントロールが著明に改善した
1型糖尿病の1例

（JCHO）九州病院内科 園田浩一朗，他
II－P－210 糖尿病性ケトアシドーシスに浸透圧性脳症を合併した1型糖尿病の一例

岡山市立市民病院糖尿病センター 高橋 順子，他
II－P－211 栄養管理を成しえた著明なるいそうを伴った未治療1型糖尿病の1例～refeeding症候群の予防～

医療法人明和病院栄養科 米田知恵子，他

1型糖尿病5 13 : 45～14 : 15 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 田中 大祐

II－P－212 当院における自己免疫性多内分泌症候群（APS）8症例の検討
JA愛知厚生連豊田厚生病院内科 釜谷 直人，他

II－P－213 混合性結合組織病を合併した緩徐進行1型糖尿病にBasedow病を発症した多腺性自己免疫症候群IIIA型の1
例

中津市民病院内科�九州大学別府病院免疫血液代謝内科 平瀬 伸尚，他
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II－P－214 慢性甲状腺炎に自己免疫性1型糖尿病を合併し，糖尿病性ケトーシスをきたした自己免疫性内分泌腺症候
群（APS）3型の一例

市立宇和島病院内科 宮崎 万純，他
II－P－215 1型糖尿病診断3年後に橋本病を発症した多腺性自己免疫症候群3型の1例

箕面市立病院糖尿病センター 成田 登紀，他
II－P－216 バセドウ病を合併し，17年の経過でインスリン分泌が保たれている緩徐進行1型糖尿病の1例

倉敷中央病院内分泌代謝・リウマチ内科 川島 彰透，他
II－P－217 PBC経過中に緩徐進行1型糖尿病を発症した1例

済生会松山病院内科 砂金光太郎，他

1型糖尿病6 13 : 45～14 : 15 座長 名古屋市立大学病院内分泌糖尿病内科 今枝 憲郎

II－P－218 当院における内因性インスリン分泌欠乏糖尿病の実態調査
富山県立中央病院内科（内分泌・代謝） 加藤健一郎，他

II－P－219 清涼飲料水ケトーシスで発症し10年後も内因性インスリン分泌能が保たれているSPIDDMの1例
立川相互病院内分泌代謝科 宮城 調司，他

II－P－220 ZnT8抗体の著明高値を示した緩徐進行1型糖尿病の1例
山梨大学医学部第三内科 滝澤 壮一，他

II－P－221 メトホルミンとアログリプチン投与によりHbA1c6.5％以下を維持し得た高齢SPIDDM
額田記念病院内科 水野 治，他

II－P－222 1型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬短期投与の有効性・安全性に関する検討
淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科 柚山 賀彦，他

II－P－223 発症早期にDPP－4阻害剤で介入しインスリンから離脱できた1型糖尿病の2例
衛生文化協会城西病院内科 黒木 宏之，他

2型糖尿病8 13 : 15～13 : 45 座長 福岡和白病院糖尿病センター 石井 正夫

II－P－224 日本人2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の有効性と安全性の検討
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科 野見山 崇，他

II－P－225 当院でのSGLT2使用例の検討
大津市民病院内科 石井 通予，他

II－P－226 当院におけるSGLT�2阻害薬の治療成績
皆川医院 皆川 真哉，他

II－P－227 SGLT2阻害剤の使用経験
弘前大学医学部内分泌代謝内科学講座 近澤 真司，他

II－P－228 当院におけるSGLT2阻害薬の臨床的効果についての検討
市立芦屋病院内科 矢野 雄三，他

II－P－229 SGLT2阻害薬の臨床効果の検討
野江病院糖尿病・内分泌内科 北本 友佳，他

2型糖尿病9 13 : 15～13 : 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 山根 俊介

II－P－230 SGLT2阻害薬投与が血糖日内変動に及ぼす影響に関する検討―CGMを用いた解析―
福井県済生会病院内科 番度 行弘，他

II－P－231 多剤併用療法の2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の追加による外来CGMを用いた血糖変動の検討
国立病院機構西埼玉中央病院薬剤科 後藤友美子，他

II－P－232 イプラグリフロジンの併用または単独療法における有効性・安全性：CGMとSMUGによる検討
加藤内科クリニック 加藤 則子，他
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II－P－233 2型糖尿病患者の血糖コントロール状態に対するSGLT2阻害薬の治療効果の検討
群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 松本 俊一，他

II－P－234 SGLT2阻害薬投与例におけるHbA1c，BMI，併用薬の変化に対する解析
海老名総合病院糖尿病センター 青木 絵麻，他

II－P－235 2型糖尿病に対する選択的SGLT2阻害薬ルセオグリフロジンの多面的かつ長期的臨床効果と関連因子の検
討

公立松任石川中央病院糖尿病内分泌内科 赤堀 弘，他

2型糖尿病10 13 : 45～14 : 15 座長 東京都心身障害者福祉センター 堀内 敏行

II－P－236 肥満度別にみたSGLT2阻害薬の効果（第2報）
医療法人寿朋会高田クリニック内科 高田 良久

II－P－237 選択性SGLT2阻害薬ダパグリフロジンの体重減少効果と血糖改善効果
有坂内科 有坂 知之

II－P－238 肥満を合併した2型糖尿病に対するイプラグリフロジンの臨床的効果
（公益財団法人）東京都保健医療公社大久保病院薬剤科 池田 将英，他

II－P－239 SGLT2阻害薬による体重減少とSU剤・インスリン減量についての検討
三井記念病院内科 五十川陽洋，他

II－P－240 2型糖尿病患者における新薬ダパグリフロジン治療開始時のグリコアルブミン測定に関する有用性
海老名総合病院糖尿病センター 平嶋 勇士，他

II－P－241 2型糖尿病におけるSodium Glucose co Transporter 2 Inhibitor ; SGLT2阻害薬の有用性と腎保護作用の可
能性

静岡赤十字病院糖尿病内分泌代謝科 村上 雅子，他

2型糖尿病11 13 : 15～13 : 45 座長 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 下田 誠也

II－P－242 イプラグリフロジンの食行動変容に及ぼす効果に関する検討
福井県済生会病院内科 西村 陽子，他

II－P－243 SGLT2阻害薬を食前服薬もしくは食後服薬で効果に違いがあるか？
小山内科クリニック 小山 研一

II－P－244 SGLT2阻害薬の食後高血糖に及ぼす影響について
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 石丸 安明，他

II－P－245 ダパグリフロジンの2型糖尿病における超短期的効果
太田西ノ内病院糖尿病センター内科 山崎 俊朗，他

II－P－246 高齢2型糖尿病患者におけるトホグリフロジンの安全性及び有効性の検討：高齢者に対する特定使用成績
調査―投与12週集計報告―

サノフィ株式会社 仙田 雅之，他
II－P－247 SGLT2阻害薬の有効性に関する検討

医療法人金沢内科クリニック 須澤 直木，他

2型糖尿病12 13 : 45～14 : 15 座長 前・日本医科大学老年内科 中野 博司

II－P－248 インスリンとトホグリフロジン併用についての有効性と安全性の検討
栄宏会小野病院内科 門脇 誠三，他

II－P－249 2型糖尿病インスリン処方例に対するイプラグリフロジン併用効果の検討
今村クリニック 今村 憲市

II－P－250 インスリン，GLP1受容体作動薬併用を含めたイプラグリフロジンの効果について
大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科 新谷 光世，他
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II－P－251 インスリン使用中の2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の効果と安全性について
宮崎県立日南病院内科 椎屋 智美，他

II－P－252 実地臨床における2型糖尿病患者へのイプラグリフロジン導入効果の検討
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 駒井 絵里，他

II－P－253 インスリン療法2型糖尿病に対するトホグリフロジンの併用効果と安全性
加藤内科クリニック 加藤 光敏，他

2型糖尿病13 13 : 15～13 : 45 座長 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 藤本 啓

II－P－254 SGLT2阻害薬（SGLT2i）投与後の尿量，糖，Na増加の発現動態～中止後の効果持続
静岡赤十字病院糖尿病内分泌代謝内科 中村 涼子，他

II－P－255 SGLT�2阻害薬レスポンダーの臨床的特徴
社会医療法人豊見城中央病院糖尿病・生活習慣病センター�

琉球大学大学院内分泌代謝・血液・膠原病医学講座 比嘉 盛丈，他
II－P－256 SGLT2阻害薬の臨床効果と適正症例の検討～患者アンケートも踏まえて～

川崎医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科�医療法人小畑内科医院 小畑 淳史，他
II－P－257 Reduced risk of hypoglycemic events with add�on dapagliflozin vs. glipizide in T2DM : 4�year data

AstraZeneca, Sweden Rohwedder Katja, et al.
II－P－258 SGLT2阻害薬トホグリフロジン投与後の尿糖排泄量の変化の検討

サノフィ株式会社メディカル本部 三原 華子，他
II－P－259 1L以上の水分摂取追加とトホグリフロジン半量投与による尿量・尿回数変化と副作用の検討

メディカルプラザ大道中央糖尿病内分泌科 裵 猛，他

2型糖尿病14 13 : 45～14 : 15 座長 京都大学糖尿病・内分泌・栄養内科 原田 範雄

II－P－260 DPP�IV阻害薬からミチグリニドカルシウム水和物�ボグリボース配合錠への切り替えにおける有効性と
安全性の検討

慶應義塾大学医学部附属病院内科（腎・内分泌代謝内科） 田中 正巳，他
II－P－261 ミチグリニド�ボグリボース配合錠，リナグリプチン錠と持効型溶解インスリン製剤併用効果の検討

国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科�
自治医科大学医学系大学院地域医療学系内科系総合医学 井花 庸子，他

II－P－262 DPP�4阻害薬とグルベス配合錠併用療法における有用性と安全性の検討～グリメピリドからの切り替え
比較～

東京医科大学病院糖尿病代謝内分泌内科 谷古宇史芳，他
II－P－263 当院においてグリメピリドを極少量で継続使用している2型糖尿病症例の解析

ほたるのセントラル内科 中村 晋，他
II－P－264 メトホルミンの増量による血糖日内変動改善効果（第2報）

愛知医科大学糖尿病内科 中井 博美，他
II－P－265 食事負荷試験を用いたビグアナイド薬とDPP�4阻害薬の比較検討

公立那賀病院内科 河島 明，他

糖尿病の遺伝素因 13 : 15～13 : 50 座長 東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 原 一雄

II－P－266 自己免疫性1型糖尿病における内因性インスリン分泌能を規定する臨床指標および遺伝因子の解明
近畿大学医学部附属病院内分泌代謝糖尿病内科 武友 保憲，他

II－P－267 Hepatocyte nuclear factor�1A遺伝子変異と肥満が2型糖尿病に及ぼす影響
熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野 守田 和憲，他

II－P－268 糖尿病感受性遺伝子レジスチンSNP�420のメチル化は血中レジスチンと関連する
愛媛大学大学院糖尿病内科学 大沼 裕，他
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II－P－269 KCNQ1遺伝子多型（rs2237892）が2型糖尿病の臨床経過に及ぼす影響
熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野 坂本 優季，他

II－P－270 当院で経験したGAD抗体陰性，IA�2抗体陽性の急性発症1型糖尿病の2症例
名古屋市立大学病院消化器・代謝内科 大口 英臣，他

II－P－271 1型糖尿病感受性ハプロタイプを呈した多腺性自己免疫症候群（APS）3型の2例
平塚市民病院内科 岸上 赳大，他

II－P－272 2014年度東海臨床1型糖尿病データベースを用いた家族内集積性の検討
名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 細川 香里，他

消化管ホルモン 13 : 50～14 : 15 座長
秋田大学大学院医学系研究科
内分泌・代謝・老年内科学 成田 琢磨

II－P－273 正常耐糖能者の経口75g糖負荷試験におけるインクレチン分泌反応
兵庫医科大学内科学糖尿病・内分泌・代謝科 松尾 俊宏，他

II－P－274 DPP�4阻害薬はマウスモデルにおいてインクレチン非依存的に腹部大動脈瘤の発症と進展を抑制する
昭和大学病院付属東病院糖尿病内分泌代謝内科 小橋 京子，他

II－P－275 マウス膵β細胞由来MIN6細胞におけるGLP�1刺激における甲状腺ホルモン脱ヨード酵素の発現調節とそ
のインスリン分泌の関連性について

群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学 秋山 滋男，他
II－P－276 潰瘍性大腸炎合併2型糖尿病の一例～GLP1の腸管への影響についての検討～

東京蒲田医療センター内科 冨士原 仁，他
II－P－277 血糖コントロールの悪化を契機に膵のび漫性腫大を呈する神経内分泌腫瘍（pNET）が発見された2型糖

尿病の一例
みさと健和病院内科 吉川雄一郎，他

腎症4 13 : 40～14 : 15 座長 市立池田病院内科 林 和幸

II－P－278 非糖尿病男性における蛋白尿を陽性化もしくは陰性化させる因子の検討
（公財）兵庫県予防医学協会生化学検査科�

独立行政法人京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室 高橋かおる，他
II－P－279 生活療法のみで経過をみている2型糖尿病患者の微量アルブミン尿について

高松内科クリニック内科 高松 和永，他
II－P－280 高齢糖尿病患者の腎機能に対する尿蛋白の影響

東京女子医科大学成人医学センター 宇治原典子，他
II－P－281 2型糖尿病におけるアテローム硬化，濾過機能低下とアルブミン尿の関連

武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科 武内 海歌，他
II－P－282 糖尿病早期腎症の予後（腎症進展，心・脳血管イベント，死亡）における，予測指標としての，脳性ナト

リウム利尿ペプチド（BNP）の役割について
国立病院機構千葉東病院臨床研究センター糖尿病研究室�国立病院機構千葉東病院臨床研究センター内科 関 直人，他

II－P－283 睡眠呼吸障害（SDB）の微量アルブミン尿への影響の検討：273例の簡易睡眠検査結果と糖尿病性腎症リ
スク因子の多変量解析

虎の門病院内分泌代謝科 西村 明洋，他
II－P－284 CKDを伴わない2型糖尿病患者における不良な血糖コントロールは腎内RAS活性亢進に関連する

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌・腎臓病態内科学 仲谷 慎也，他

腎症5 13 : 15～13 : 45 座長 大分大学医学部分子解剖学講座 伊奈 啓輔

II－P－285 2型糖尿病患者における腎機能障害とCGMにおける血糖動態の関係
産業医科大学第一内科学講座 鳥本 桂一，他
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II－P－286 CGMで明らかとなった糖尿病血液透析患者の血糖動態の特徴
北里大学医学部内分泌代謝内科学 林 哲範，他

II－P－287 前糖尿病状態における食後高血糖と尿中アルブミンとの関連：Kyushu and Okinawa Population Study
（KOPS）

九州大学病院総合診療科 志水 元洋，他
II－P－288 糖尿病性腎症患者のHbA1cとグリコアルブミンに影響する因子に関する検討

東京女子医科大学糖尿病センター内科 吉田 直史，他
II－P－289 蛋白尿が軽微な糖尿病合併慢性腎臓病の腎組織の検討

洛和会音羽病院腎臓内科・リウマチ科 原田 幸児，他
II－P－290 2型糖尿病における網膜症を伴わない糖尿病性腎症の臨床病理学的特徴予後

金沢大学附属病院腎臓内科 清水 美保，他

腎症6 13 : 15～13 : 45 座長
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

II－P－291 Prevention of advanced glycation end�products and collagen�IV in diabetic rats by Aegle marmelos
Dr. Panjwani Center for Molecular Medicine and Drug Research,

University of Karachi, Pakistan. Rahman Hafizur, et al.
II－P－292 糖尿病腎症腎不全期の臨床像について

つくば糖尿病センター川井クリニック 山崎 勝也，他
II－P－293 当院で経験した糖尿病性腎症病期における臨床的特徴

市立吹田市民病院内科 火伏 俊之，他
II－P－294 糖尿病性腎症病期分類改訂前後の病期別の2型糖尿病入院患者数の分布と臨床背景の比較

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，他
II－P－295 2型糖尿病に於ける腎形態が腎機能に与える影響についての考察

日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科 廣畠 知直，他
II－P－296 2型糖尿病における尿潜血反応と腎症進展との関連

東京女子医科大学糖尿病センター内科 吉田 宣子，他

腎症7 13 : 45～14 : 15 座長 公立学校共済組合中国中央病院糖尿病腎臓病内科 石井 啓太

II－P－297 2型糖尿病患者（腎症1期～3期）におけるシタグリプチンの有用性についての観察研究：JUMP study
新潟大学大学院医歯学総合研究科病態栄養学講座 細島 康宏，他

II－P－298 2型糖尿病合併の腎機能障害患者におけるトルバプタンの治療効果の検討
近畿大学医学部付属病院医学部腎臓内科 中谷 嘉寿，他

II－P－299 従来の利尿薬による治療が困難な糖尿病性ネフローゼ症候群に対するトルバプタンの使用経験
佐世保中央病院糖尿病センター 森 良孝，他

II－P－300 推定GFPの変化と血圧および降圧薬，高脂血症薬の関係
自治医科大学生化学講座病態生化学部門�我孫子聖仁会病院内科 為本 浩至，他

II－P－301 進行糖尿病腎不全の降圧目標に関する検討
明和病院糖尿病内分泌内科 河中 正裕，他

II－P－302 抗血小板薬の糖尿病腎症治療薬としての可能性
大分大学医学部分子解剖学講座 伊奈 啓輔，他

肥満1 13 : 15～13 : 45 座長 昭和大学藤が丘病院内分泌代謝科 大塚 史子

II－P－303 2型糖尿病患者における隠れ内臓脂肪蓄積と動脈硬化の関連
東京医科歯科大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 坊内良太郎，他

II－P－304 糖尿病透析患者における握力とfat massの関係
白鷺病院 奥野 仙二，他
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II－P－305 当院の糖尿病教育入院患者における体重変化についての検討
新潟市民病院内分泌・代謝内科�新潟大学医歯学総合病院内分泌・代謝内科 植村 靖行，他

II－P－306 当院における肥満2型糖尿病の臨床的特徴
市立吹田市民病院内科 樫根 晋，他

II－P－307 BMI層別化による2型糖尿病の肥満と臨床像との関わり
自由が丘横山内科クリニック 樋詰 友香，他

II－P－308 2型糖尿病患者のBMIは出産後の体重増加に関連する
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病・代謝科 田原 たづ，他

肥満2 13 : 50～14 : 15 座長 大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 西澤 均

II－P－309 人間ドック受診者における非アルコール性脂肪肝を有する非肥満者の耐糖能障害発症リスクの検討
東京逓信病院内分泌代謝内科 丹羽 有紗，他

II－P－310 過体重・肥満におけるHOMA�AD指数と高感度CRPとの関連：徳島県美馬研究から
（独）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 津崎こころ，他

II－P－311 教育入院時の体重減少に伴う体組成の変化のインピーダンス法による測定
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 羽田 裕亮，他

II－P－312 保険診療による肥満糖尿病に対する外科治療の導入
東京都立多摩総合医療センター減量外科 清水 英治，他

II－P－313 寒天麺ダイエットによる肥満解消した1症例
医療法人アンビシャス坂の上野田村太志クリニック 田村 太志，他

II－P－314 Risk of incident type 2 diabetes in a Korean metabolically healthy obese population : The role of sys-
temic inflammation

Department of Internal Medicine, Asan Medical Center,
University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Korea Chang Hee Jung, et al.

肥満3 13 : 15～13 : 45 座長 大分大学医学部内分泌糖尿病内科 正木 孝幸

II－P－315 高度肥満合併2型糖尿病に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術症例の検討
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 香宗我部知子，他

II－P－316 エキセナチドにて減量効果を認めた治療難治性の高度肥満糖尿病の2症例
JCHO九州病院内分泌代謝内科�小倉医療センター内分泌代謝糖尿病内科 足立 雅広，他

II－P－317 肥満患者における自律神経機能概日リズムとQOLの関係
久留米大学医学部内分泌代謝内科 岩田 慎平，他

II－P－318 肥満マウスの骨格筋微小循環における慢性炎症のメカニズムの解明
東京大学循環器内科 杉田 純一，他

II－P－319 THP�1マクロファージはlipopolysaccharide刺激によって血液凝固第VII因子を分泌する
北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系内科学分野�旭川医科大学医学部消化管再生修復医学講座 高橋 伸彦，他

II－P－320 高脂肪食が癌発症・進展に与える影響
富山大学医学部第一内科 角 朝信，他

高血圧1 13 : 45～14 : 15 座長 坂出市立病院糖尿病内科 大工原裕之

II－P－321 耐糖能障害に合併した高血圧症に対する持続性AT1レセプターブロッカーアジルサルタンの使用経験
ともながクリニック糖尿病生活習慣病センター�東京女子医科大学糖尿病センター 朝長 修，他

II－P－322 高血圧合併2型糖尿病患者に対するolmesartan以外のARB製剤よりolmesartanに切り替えた際の診察室及
び家庭血圧に対する影響

獨協医科大学越谷病院糖尿病内分泌・血液内科 原 健二，他
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II－P－323 糖尿病患者，肥満患者におけるアジルサルタンの効果
医療法人社団日高会日高病院メタボ・糖尿病治療センター 野原 惇，他

II－P－324 糖尿病合併高血圧症例においてazilsartanが及ぼす影響の検討
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 生野 淑子，他

II－P－325 糖尿病合併高血圧患者に対するカルベジロール投与の安全性・有効性に対する検討
長岡中央綜合病院内科�長岡中央綜合病院糖尿病センター 高田 琢磨，他

II－P－326 ARB基盤高血圧治療の長期心腎保護効果における糖尿病の影響
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生体情報内科学 粟飯原賢一，他

高血圧2 13 : 15～13 : 40 座長 静岡県立総合病院 田中 一成

II－P－327 微小アルドステロン産生腺腫における糖脂質代謝異常に関する検討
金沢大学附属病院内分泌代謝内科 米谷 充弘，他

II－P－328 耐糖能障害に合併した高血圧症の対する持続型非チアジド系降圧剤インダパミドの使用経験
ともながクリニック糖尿病・生活習慣病センター 沼田 祐美，他

II－P－329 2型糖尿病におけるアンジオテンシン変換酵素遺伝子型と血圧
福井大学医学部病態制御医学講座内科学（3） 中屋 隆裕，他

II－P－330 高血圧合併糖尿病患者におけるバルサルタン80mgからアジルサルタンまたはオルメサル
福井県済生会病院内科 久田あずさ，他

II－P－331 2型糖尿病患者降圧薬治療時の自動血圧計による動脈硬化指標（AVI，API）による評価
埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科 森澤 智子，他

小児・思春期糖尿病1 13 : 40～14 : 15 座長 愛媛大学医学部小児科 平井 洋生

II－P－332 小児糖尿病サマーキャンプにおける血糖認識トレーニングの経年的変化の検討
東京女子医科大学小児科 立川恵美子，他

II－P－333 横浜つぼみの会糖尿病サマーキャンプにおける参加者の満足度調査とその意義
茅ヶ崎市立病院看護部 山上 瑞希，他

II－P－334 小児1型糖尿病キャンプにおける若手栄養スタッフの専門的知識とその活用の評価―事前学習会を通して
新潟大学医歯学総合病院栄養管理部 村山 稔子，他

II－P－335 全国ヤングDMカンファレンスの現状と展望
第13回全国ヤングDMカンファレンスin徳島実行委員会 池田 雅彦，他

II－P－336 1型糖尿病児を抱える幼稚園・学校に対するワークショップの有用性について その1―参加者の満足度
滋賀医科大学付属病院小児科 松井 克之，他

II－P－337 小児1型糖尿病児を抱える幼稚園・学校に対するワークショップの有用性の調査その2―職種間の比較―
滋賀医科大学医学部附属病院看護部 白石 知子，他

II－P－338 小児1型糖尿病児を抱える幼稚園・学校に対するワークショップの有用性についてその3―教育段階別の比
較

滋賀医科大学医学部附属病院看護部 吉田 恵梨，他

小児・思春期糖尿病2 13 : 15～13 : 50 座長 大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学 広瀬 正和

II－P－339 当科で施行した持続血糖モニター（CGM）症例の臨床的検討
国立病院機構呉医療センター小児科 米倉 圭二，他

II－P－340 NDM患者において日齢補正GAは血糖を正しく反映する：血糖より求めた算出GAとの比較
旭川医科大学小児科 古谷 曜子，他

II－P－341 1型糖尿病児の出生から成人身長に至るまでの成長に関する検討
旭川医科大学小児科 松尾公美浩，他
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II－P－342 1型糖尿病患者のライフステージと療養について―思春期の2症例を考察する―
静岡市立静岡病院臨床栄養科 久保田美保子，他

II－P－343 学校検尿で発見されたMODY1の1例―その臨床経過と治療を考える―
日本大学病院小児科 殿内 亮介，他

II－P－344 非肥満耐糖能異常の経過中にGAD抗体弱陽性となり緩徐進行1型糖尿病（SPIDDM）の診断に至った小児
例

旭川厚生病院小児科 向井 徳男，他
II－P－345 高血糖高浸透圧性症候群と糖尿病性ケトアシドーシスが混在したと思われた1型糖尿病の1例

県立広島病院小児科 神野 和彦，他

社会医学・医療経済学 13 : 40～14 : 15 座長 天理よろづ相談所病院内分泌内科 辻井 悟

II－P－346 高校生における糖尿病および生活習慣病に関する意識調査
近畿大学医学部堺病院看護部 金村 美和，他

II－P－347 理学療法士養成校における授業前後の糖尿病患者に対するイメージの変化
国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科 石坂 正大，他

II－P－348 都心の病院における病診連携と通院圏分析
JR東京総合病院糖尿病・内分泌内科 山下 滋雄，他

II－P－349 当院における血糖測定効率化の取り組み
伊勢赤十字病院薬剤部 永田 裕章，他

II－P－350 糖尿病に着目した死亡診断書の分析―原死因の分布と虚血性心疾患・脳血管障害の合併状況の調査
厚生労働省大臣官房統計情報部 中山佳保里，他

II－P－351 DPC病院における糖尿病医の役割
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科 寺坂 喜子，他

II－P－352 3半期における当院糖尿病薬の購入数，金額比率の推移について
成田赤十字病院薬剤部 野々宮 修，他

動脈硬化症1 13 : 15～13 : 50 座長 静岡市立静岡病院内分泌・代謝内科 脇 昌子

II－P－353 頚動脈エコーおよび負荷心筋シンチを用いた2型糖尿病における無症候性心筋虚血の検討
高知医療センター代謝内分泌科 菅野 尚，他

II－P－354 心筋シンチグラムにおける虚血心筋量と頸動脈内膜�中膜複合体厚の関連についての検討
下越病院糖尿病内科 新井 雄亮，他

II－P－355 無症候性糖尿病患者における冠動脈CTによる冠動脈プラーク定量解析法を用いた冠動脈硬化症の検討
三井記念病院糖尿病代謝内科 岸 智，他

II－P－356 2型糖尿病患者における入院時ABI値と冠動脈疾患発症の関連
東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科 沖杉 真理，他

II－P－357 当院外来2型糖尿病症例におけるmax IMT高値と冠動脈病変に関する検討
国際医療福祉大学病院糖尿病・内分泌科 松原 史明，他

II－P－358 糖尿病患者における冠動脈疾患発症予測スコアリングメソッドの検証
国立病院機構大阪南医療センター内分泌代謝内科 梶本 忠史，他

II－P－359 冠動脈カテーテル検査での冠血管狭窄率と，頸動脈IMT・CAVI値・冠動脈CT石灰化スコアの比較検討
総合新川橋病院糖尿病代謝内科 吉原 知明，他

動脈硬化症2 13 : 40～14 : 15 座長
順天堂大学医学部附属練馬病院
糖尿病・内分泌内科 川角 正彦

II－P－360 糖尿病患者の冠動脈プラークの特徴
東芝病院代謝内分泌内科 神田 周平，他
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II－P－361 2型糖尿病患者における冠動脈CTカルシウムスコアと腎機能に関する検討
東京女子医科大学附属成人医学センター糖尿病内科 長谷美智代，他

II－P－362 術前のHbA1cと冠動脈バイパス術の術後経過の検討
東京都済生会中央病院糖尿病内分泌内科 渥美 義大，他

II－P－363 2型糖尿病患者における喫煙と冠動脈病変数の関連
松山市民病院内科 眞鍋 健一，他

II－P－364 冠動脈治療後糖尿病患者の冠動脈病変の経過
北海道大野病院内科 入宇田能弥

II－P－365 虚血性心疾患患者の冠危険因子コントロール状況
奈良県立医科大学糖尿病学講座�奈良県立医科大学第1内科学 岡田 定規，他

II－P－366 2型糖尿病患者の冠動脈疾患発症における性差の検討
熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野 河田 優希，他

動脈硬化症3 13 : 15～13 : 50 座長 兵庫県立尼崎病院糖尿病・内分泌内科 中村 嘉夫

II－P－367 糖尿病透析患者における血糖コントロールとトロポニンTの関係
白鷺病院内科 岡崎 久宜，他

II－P－368 糖尿病症例における心電図上のJ波の臨床的意義についての検討
金沢大学医薬保健域医学系医学教育研究センター�

金沢大学医薬保健域医学系臓器機能制御学（第二内科） 八木 邦公，他
II－P－369 糖尿病入院患者における潜在性発作性心房細動合併率について

信州大学医学部附属病院糖尿病・内分泌代謝内科 竹重 恵子，他
II－P－370 糖尿病患者における血漿BNP値と脳卒中発症の関連に関する検討

国立循環器病研究センター糖尿病・代謝内科 菱田 藍，他
II－P－371 糖尿病患者の心臓拡張機能に影響を与える因子の検討

福岡市医師会成人病センター糖尿病代謝内分泌内科 前野 彩香，他
II－P－372 当院に心不全で入院した65歳以下の患者の糖尿病罹患有無で分けた病態の比較

河北総合病院糖尿病・内分泌代謝内科 吉田勢津子，他
II－P－373 皮膚AGEは冠動脈疾患の独立した予測因子である

新東京病院糖尿病内科 藤野 祐介

動脈硬化症4 13 : 45～14 : 15 座長 池渕クリニック 池淵 元祥

II－P－374 2型糖尿病患者の動脈硬化性変化と背景因子の関連―頸動脈超音波指標を用いた断面調査による検討―
山形大学医学部第三内科 渡邉健太郎，他

II－P－375 2型糖尿病患者における総頸動脈IMTの肥厚に及ぼす脂質異常症治療薬とHbA1cの影響
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科 高橋 弘幸，他

II－P－376 2型糖尿病患者におけるEPA製剤長期投与（3年間）による動脈硬化の指標の検討
名鉄病院内分泌代謝内科�名鉄病院糖尿病センター 横塚 陽子，他

II－P－377 2型糖尿病患者における血管障害既往と血管内皮機能，頚動脈内膜中膜複合体厚の関係について
兵庫県立姫路循環器病センター糖尿病内分泌内科 高部 倫敬，他

II－P－378 中高齢1型糖尿病患者における頸動脈内膜中膜肥厚に関わる因子の検討
虎の門病院内分泌代謝科 菊野 庄太，他

II－P－379 2型糖尿病患者における血糖変動と動脈硬化指標の関連
島根大学医学部内科学講座内科学第一 守田 美和，他



― 257 ―

動脈硬化症5 13 : 15～13 : 45 座長
東京慈恵会医科大学附属病院
糖尿病・代謝・内分泌内科 坂本 昌也

II－P－380 2型糖尿病における網膜症と末梢動脈疾患との関連
湘南藤沢徳洲会病院内分泌・糖尿病内科 河崎さつき，他

II－P－381 2型糖尿病患者における短期教育入院前後でのba�PWVとFGF21の改善について
自衛隊中央病院内科 藤井 博子，他

II－P－382 加齢にともなうCardio Ankle Vascular Indexの変化の糖尿病者と非糖尿病者の比較
東京都済生会中央病院 壁谷 悠介，他

II－P－383 糖尿病患者における血糖変動が末梢血中の血管内皮前駆細胞に与える影響
大阪医科大学附属病院内科学I 稲葉 惟子，他

II－P－384 アルブミン尿はeGFR低下に関連して血管内皮機能を悪化させる
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学 新中須 敦，他

II－P－385 肥満にはCAVIを改善する面もある
湘南藤沢徳洲会病院 三澤 晴雄，他

動脈硬化症6 13 : 50～14 : 15 座長 かみいち総合病院内科・糖尿病センター 浦風 雅春

II－P－386 高齢者2型糖尿病患者における血清総ビリルビン値の軽度上昇は頸動脈硬化症を抑制する
西予市立野村病院内科西予市地域サテライトセンター�愛媛大学大学院医学系研究科地域医療学講座 川本 龍一，他

II－P－387 内頸動脈狭窄症に対しCAS�CEAを施行した患者の特徴
（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 柴山 惟，他

II－P－388 2型糖尿病における脳血管障害に関する動脈硬化危険因子についての検討
盛岡市立病院糖尿病代謝内科 歳弘真貴子，他

II－P－389 糖尿病患者における頸動脈中内膜厚（IMT），CAVIに及ぼす因子
佐倉厚生園病院代謝内分泌 佐々木憲裕

II－P－390 演題取り下げ

第2日 5月22日（金） 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7 13 : 15～13 : 45 座長 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院内科 宮田 哲

II－P－391 「かねしろキッチン」参加者の食事に対する意識調査
東林間かねしろ内科クリニック 前田 優子，他

II－P－392 回復期リハビリ病院で行う糖尿病治療～食事・運動療法が奏功した糖尿病患者の2例～
医療法人社団阿星会甲西リハビリ病院薬局 酒井 孝征，他

II－P－393 ドクターズレストランを活用してのヘルシー料理講習会及び食事会の開催へ
医療法人アンビシャス坂の上野田村太志クリニック 小菅 牧子，他

II－P－394 運動療法を兼ねた減塩・低カロリー食事会の開催―当院HILLTOPプロジェクトの取り組み―
医療法人アンビシャス坂の上野田村太志クリニック 菅原 和枝，他

II－P－395 腸内細菌の2型糖尿病（T2DM）発症への関与を示すデジタルハイビジョン（HDV）教育媒体制作と，そ
の理解度と短期的教育効果の検証

石橋クリニック 本橋 綾，他
II－P－396 沖縄県における肥満度とPFC比率との関連解析

社会医療法人友愛会豊見城中央病院栄養科 上原 千明，他
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運動療法1 13 : 45～14 : 15 座長 大阪産業大学人間環境学部スポーツ健康学科 田中 史朗

II－P－397 糖尿病教育入院患者の筋肉量の変化について
JCHO九州病院リハビリテーション室 十時 浩二，他

II－P－398 2型糖尿病患者の運動による血糖変動に関連する要因の検討―CGMを用いた血糖変動の評価―
JA山口厚生連周東総合病院リハビリテーション科 溝口 桂，他

II－P－399 1年間の2型糖尿病患者でみた3種類の運動療法が高血糖に及ぼす即時効果について
市立芦屋病院リハビリテーション科 田村 宏，他

II－P－400 健常成人における上肢および下肢エルゴメーターの血糖降下作用の比較検討
医療法人喜光会北里クリニックリハビリテーション科 濱島 一樹，他

II－P－401 糖尿病患者と非糖尿病患者における外来運動療法による体組成改善効果の比較
群馬県立心臓血管センター心臓リハビリテーション部 設楽 達則，他

II－P－402 2型糖尿病患者における回復期リハビリテーションによる血糖改善効果の検討
JCHO東京新宿メディカルセンター糖尿病内分泌内科 佐藤 源記，他

運動療法2 13 : 15～13 : 45 座長 仙台市立病院糖尿病・代謝内科 檜尾 好徳

II－P－403 都市在住20�50歳代男性勤労者の活動量測定
北里大学北里研究所病院メディカルトレーナー科 綿江 菜摘，他

II－P－404 糖尿病患者の活動量測定【第2報】
北里大学北里研究所病院メディカルトレーナー科 渡辺 雄一，他

II－P－405 当院における1型糖尿病患者の運動に関する実態調査
医療法人南昌江内科クリニック 守田摩有子，他

II－P－406 介護予防教室を利用する二次予防対象者における，転倒関連因子の改善と糖尿病の影響
医療法人八香会湯村温泉病院リハビリテーション部 藤田 理恵，他

II－P－407 当院訪問リハビリテーション利用者における糖尿病罹患者の身体状況調査
湯村温泉病院リハビリテーション部 深澤 愛美，他

II－P－408 運動器と筋肉量低下予防プロジェクト（運動外来）第1報と糖尿病運動療法QOL尺度の評価
医療法人社団ユスタヴィアクリニックみらい国立 馬場美佳子，他

運動療法3 13 : 45～14 : 15 座長
兵庫県立姫路循環器病センター
糖尿病・内分泌内科 大原 毅

II－P－409 効果的な運動に欠かせない至適運動強度への個別指導が血糖改善に至った症例
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 天川 淑宏，他

II－P－410 中高年高血圧合併糖尿病患者の運動療法継続6カ月後の血圧変動の検討
かえつクリニック 岡田 節朗，他

II－P－411 2型糖尿病患者におけるNon Exercise Activity Thermogenesis（NEAT）と糖尿病細小血管障害との関連
国立国際医療研究センター国府台病院 柳内 秀勝，他

II－P－412 Elevation of serum irisin level by acute exercise does not modulate diet�induced thermogenesis in
healthy young adults

Environmental Physiology for Exercise, Osaka City University
Graduate School of Medicine, Japan Naghavi Nooshin, et al.

II－P－413 健常者における運動中の血糖調節ホルモンの変動について
諫早記念病院リハビリテーション科 本田 俊介，他

II－P－414 食後の運動療法が食後血糖に及ぼす変化についての検討
新潟市民病院内分泌代謝内科 大澤 妙子，他
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運動療法4 13 : 15～13 : 40 座長
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 濱崎 暁洋

II－P－415 教育入院を行った2型糖尿病群患者における下肢可動域（第2報）
社会福祉法人仁生社江戸川病院リハビリテーション科 上原 圭介，他

II－P－416 運動療法を取り入れた低カロリーにおける血糖値からの考察
医療法人アンビシャス坂の上野田村太志クリニック内科 阿部加代子，他

II－P－417 2型糖尿病で運動療法長期（10年以上）継続中の2症例について
中谷内科医院食事療法・運動療法担当 井上 成子

II－P－418 運動療法実施時の水分摂取指導についての検討
太田西ノ内病院運動指導科 星野 武彦，他

II－P－419 生活習慣記録機による入院前生活のフィードバックが患者の行動変容に及ぼす変化
名古屋大学医学部附属病院医療技術部リハビリ部門 眞鍋 朋誉，他

糖尿病療養指導（その他5） 13 : 45～14 : 15 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－P－420 先輩糖尿病療養指導士の活動が受講生に与える影響について
安来市立病院看護部 岡 香代子，他

II－P－421 CDEJ看護師のケア意識の発達のプロセスとその関連要因
熊本大学医学部附属病院看護外来 福浦 直子，他

II－P－422 「島根県糖尿病療養指導士の会」の活動と課題
島根大学医学部附属病院看護部 石川万里子，他

II－P－423 青森県の一地方都市における日本糖尿病療養指導士の現状と問題点について―平成15年，平成17年，平成
19年，平成26年度のアンケート調査より―

向井田胃腸科内科医院 向井田英明，他
II－P－424 糖尿病療養支援のスキルアップに向けた院内認定資格「DML」の取り組み

一般財団法人倉敷成人病センター看護部 笹邊 順子，他
II－P－425 石川県における分野別実践看護師養成研修会「糖尿病」の成果と今後の課題

石川県立中央病院看護部 滝 真弓，他

第2日 5月22日（金） 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（運動・リハビリ療法1） 13 : 15～13 : 45 座長 横山内科 横山 宏樹

II－P－426 下腿切断を施行した症例の反対側に対してフットケアを行った一例
総合病院土浦協同病院リハビリテーション部 伊野 智美，他

II－P－427 糖尿病性壊疽による下腿切断後，適切な術後管理により円滑に義足歩行自立となった一症例
千葉中央メディカルセンターリハビリテーション課 二宮 秀樹，他

II－P－428 多摩地域における多職種参加型運動ワークショップの報告 その1 ―皮膚科医が伝えたいこと―
すずき皮膚科 鈴木 洋介，他

II－P－429 糖尿病足病変による潰瘍に対するインソールの有用性
千葉中央メディカルセンターリハビリテーション課 鈴木 光司，他

II－P－430 糖尿病の新しい運動療法～スクワットによる臨床効果
きたじま田岡病院�徳島大学内科 板東 浩，他

II－P－431 周術期の療養指導を機に運動療法が長期間実践された一例
石川県立中央病院糖尿病診療連携委員会 片田 圭一，他
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糖尿病療養指導（運動・リハビリ療法2） 13 : 45～14 : 15 座長 （独）国立病院機構高松医療センター内科 細川 等

II－P－432 学習援助アプローチにより自己管理行動を変容できた初発2型糖尿病患者の一例
金沢赤十字病院リハビリテーション科 鷲田 恵，他

II－P－433 活動量計を使用し行動変容が出来た事例
神戸市立医療センター中央市民病院5階東病棟 宮田 真澄，他

II－P－434 運動療法中の行動学的関わりが患者の主体的な治療行動の獲得を後押しした青年期に発症の緩徐進行1型
糖尿病の1例

金沢赤十字病院リハビリテーション科 松井 伸公，他
II－P－435 活動量と運動前後の血糖測定により運動効果を振り返る運動支援が自己効力感へ与える影響

岡山済生会総合病院リハビリテーションセンター 村藤 卓秀，他
II－P－436 カレンダーを用いた運動療法の効果

プルメリア糖尿病内科クリニック 松田 努，他
II－P－437 糖尿病患者へのQOLを考慮した生活指導の必要性に関する一考察

苑田会リハビリテーション病院リハビリテーション科 岡村 佑人，他

糖尿病療養指導（運動・リハビリ療法3） 13 : 15～13 : 45 座長
大阪市立総合医療センター
糖尿病内分泌センター糖尿病内科 細井 雅之

II－P－438 糖尿病医療に携わる多職種スタッフによるメディウォークの体験に基づく評価
岡山市立市民病院内科・糖尿病センター 安藤晋一郎，他

II－P－439 糖尿病患者における運動療法継続についての実態調査
山梨厚生病院看護部 内藤 裕美，他

II－P－440 外来リハビリテーションの継続により血糖コントロールが改善した後期高齢2型糖尿病の一例
下越病院リハビリテーション課 長濱 秀明，他

II－P－441 2型糖尿病患者における筋力の実態と1年後の変化
敦賀市立看護大学 山崎 松美，他

II－P－442 外来糖尿病患者の運動指導による身体活動の変化
草津総合病院リハビリテーション科 山本 敏雄

II－P－443 当院における糖尿病教育入院患者の退院後運動療法の継続状況について
地方独立行政法人りんくう総合医療センターリハビリテーションセンター 河野 真也，他

糖尿病療養指導（運動・リハビリ療法4） 13 : 40～14 : 15 座長 京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌内科 田中 亨

II－P－444 当院での週末短期糖尿病精査・教育入院における個別運動療法の成績について
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院リハビリテーション室�糖尿病・内分泌センター 麦田 盛穂，他

II－P－445 腕時計型脈拍計を用いた2型糖尿病患者の運動療法導入時強度設定への応用
杏林大学医学部付属病院リハビリテーション室 水石 裕，他

II－P－446 糖尿病教育入院患者における運動習慣の実態調査
加古川西市民病院診療支援部リハビリテーション室 筧 達也，他

II－P－447 多摩地域における多職種参加型運動ワークショップの報告 その2―極み2014 正しいラジオ体操の方法
を極めていただきます―

多摩丘陵病院栄養科 山口ゆり子，他
II－P－448 糖尿病運動療法指導者育成のためのセミナー2014の報告

緑風荘病院リハビリテーション室 青木 慶司，他
II－P－449 地域における糖尿病運動療法指導者育成のためのセミナー～7年間を振り返ってみて～

全国労働金庫健康保険組合保健指導部 高橋 大悟，他
II－P－450 糖尿病患者の心理特性と運動行動および食行動との関連

中島内科クリニック 浜本 幸江，他
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糖尿病療養指導（心理療法） 13 : 15～13 : 45 座長 明理会中央総合病院 堺 弘治

II－P－451 糖尿病の子どもを持つ親の心理―思春期青年期の養育に着目して―
岡山大学大学院教育学研究科 安藤美華代

II－P－452 うつ病のスクリーニングとしての自己記入式質問紙法「PHQ�9」，「CES�D」の有用性の検討
佐賀大学附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科 那須 俊甫，他

II－P－453 DNC尺度による糖尿病教育入院患者の否定的認知
聖マリア病院臨床心理室 戸川 芳枝，他

II－P－454 臨床心理士による構造面接を用いた治療介入が有効であった療養指導が困難であった2型糖尿病の一例
医療法人恒昭会藍野病院臨床心理科 蓮池沙緒里，他

II－P－455 東日本大震災でトラウマとなった2型糖尿病患者への変性意識で無意識に働きかける心理療法の効果
医療法人さいとう内科クリニック 有馬 春美，他

II－P－456 糖尿病患者に対するナラティブアプローチ 過食性障害を伴った2型糖尿病の事例より
医療法人今村クリニックOBP今村クリニック 今村 稔，他


