
― 262 ―

一 般 演 題

第 3日 ポスター

第3日 5月23日（土） 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12） 13 : 10～13 : 40 座長 周南市立新南陽市民病院 松谷 朗

III－P－1 CGMによりSGLT2阻害薬投与初期を観察し得た2型糖尿病患者7例の検討
（独）四日市羽津医療センター糖尿病内科 三好 美穂，他

III－P－2 リラグリチドとイプラグリフロジンが糖代謝の及ぼす効果の検討―食事負荷試験，CGMを用いて
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター内分泌・代謝内科 岡田 早未，他

III－P－3 新規SGLT2阻害薬の日本人2型糖尿病患者へのCGMによる効果の検証
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 渡邊 侑衣，他

III－P－4 5種類のSGLT2阻害薬の特性をCGMで検討し得た一症例
こたに糖尿病内科クリニック 小谷 圭

III－P－5 糖毒性解除に対するSGLT2阻害剤の有用性―インスリン治療群とのCGMの比較検討を中心に―
愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院内科 丹村 敏則

III－P－6 2型糖尿病に対するイプラグリフロジンの血糖コントロールおよび体組成への影響の検討
仲本内科クリニック 仲本 信也，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬13） 13 : 40～14 : 10 座長 JR大阪鉄道病院 北川 良裕

III－P－7 当院でのイプラグリフロジンの使用経験―糖尿病教育入院における短期使用例の検討―
総合病院岡山赤十字病院総合内科 重松 照伸，他

III－P－8 実地医家におけるSGLT2阻害薬の使用経験について
埼玉医科大学内分泌糖尿病内科 波多野雅子，他

III－P－9 メトホルミン投与中の肥満2型糖尿病患者におけるイプラグリフロジンの有効性と安全性の検討
医療法人社団糖祐会ゆうてんじ内科 下川耕太郎

III－P－10 当院におけるダパグリフロジンの使用経験
綱島会厚生病院糖尿病センター 野﨑 晃，他

III－P－11 当院における2型糖尿病患者を対象としたトホグリフロジン投与による臨床効果
綱島会厚生病院糖尿病センター 野﨑 晃，他

III－P－12 SGLT2阻害薬投与例のINBODYによる体内組成の変化の検討
（社医）北楡会札幌北楡病院糖尿病代謝腎臓病内科 澤村 祐一

薬物療法（SGLT�2阻害薬14） 13 : 10～13 : 45 座長 わきさか内科 脇坂 正則

III－P－13 選択的SGLT2阻害薬の使用経験
あとう内科クリニック 網頭 慶太

III－P－14 当院におけるイプラグリフロジンの使用経験
帯広厚生病院第3内科 小梁川直秀，他

III－P－15 イプラグリフロジンの脂質代謝と肝機能に対する影響について
東京都済生会中央病院薬剤部 清水 淳一，他

III－P－16 トホグリフロジン併用が奏功したインスリン治療中の2型糖尿病の3症例
宮永病院内科 坪内 博孝，他

III－P－17 高度肥満症例におけるSGLT2阻害薬の使用経験
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター内分泌・糖尿病内科 川田 哲史，他
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III－P－18 肥満2型糖尿病患者おけるイプラグリフロジン導入直後の代謝・循環動態の変化の特徴
東京医科歯科大学分子内分泌代謝学（糖尿病・内分泌・代謝内科） 竹内 崇人，他

III－P－19 当院でイプラグリフロジンを導入した2型糖尿病患者の臨床的検討
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 尾形 絵美，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬15） 13 : 40～14 : 10 座長 今村病院糖尿病内科 鎌田 哲郎

III－P－20 2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬の併用治療に関する検討
名古屋記念病院代謝・内分泌内科 藤島圭一郎，他

III－P－21 SGLT�2阻害薬の少量併用が奏功したインスリン療法中の2型糖尿病の2例
（社）至誠会第二病院糖尿病内科 小澤 剛史，他

III－P－22 SGLT2阻害薬トホグリフロジンの短期間使用例
浅野内科クリニック�東京医科歯科大学先進倫理医科学 石井 秀人，他

III－P－23 CGMを通じて観察したDPP�4阻害薬とSGLT2阻害薬の効果発現の比較検討
東海大学医学部附属病院腎内分泌代謝内科 田中栄太郎，他

III－P－24 当院におけるカナグリフロジンの使用経験
（医）大誠会若松記念病院 帖佐 理子，他

III－P－25 当クリニックのSGLT2阻害薬の治療成績
石心会川崎幸クリニック内科 九島 健二，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬16） 13 : 10～13 : 40 座長 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

III－P－26 ナトリウム・グルコース共輸送体（SGLT）2阻害薬によると考えられる皮疹3例の臨床経験
（JCHO）下関医療センター糖尿病・内分泌内科 松永 仁恵，他

III－P－27 生体腎移植後の肥満症に対してSGLT�2阻害薬が無効だった一例
社会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 座覇 明子，他

III－P－28 イプラグリフロジン内服開始後に腎機能の変動を認めた1例
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター糖尿病脂質代謝内科 高野 善成，他

III－P－29 当院でのSGLT�2阻害薬使用経験～腎盂腎炎から敗血症ショックを生じた症例を含めて～
（JCHO）熊本総合病院糖尿病センター 福永麻希子，他

III－P－30 SGLT2阻害薬と筋力低下との関連について
伊勢赤十字病院糖尿病代謝内科 井田 諭

III－P－31 SGLT2阻害薬ダパグリフロジンにおけるケトーシスの検討
原町赤十字病院 小暮晃一郎，他

薬物療法（SGLT�2阻害薬17） 13 : 50～14 : 10 座長 桜一会かんの内科 菅野 一男

III－P－32 SGLT－2阻害剤の有効な投与対象・中止時期・注意事項の検討
恵愛会大分中村病院糖尿病内科 鎗水 浩治，他

III－P－33 肝機能障害合併2型糖尿病患者におけるルセオグリフロジンの効果
一宮西病院 澁谷 高志，他

III－P－34 CGMを用いた糖尿病患者のSGLT2阻害薬の有用性の検討～症例から～
医療法人森和会行橋中央病院内科糖尿病・代謝内分泌内科 加来真理子，他

III－P－35 当院における2型糖尿病患者に対する選択的SGLT�2阻害剤導入前後での臨床効果の検討
横浜市立みなと赤十字病院糖尿病内分泌内科 澤口 達也，他
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薬物療法（SGLT�2阻害薬18） 13 : 10～13 : 40 座長 国家公務員共済組合連合会六甲病院 小谷 光

III－P－36 当院におけるイプラグリフロジン，ダパグリフロジンの使用経験
国保水俣市立総合医療センター代謝内科 内田 里奈，他

III－P－37 当院におけるSGLT2阻害薬投与後のインスリン使用量の変化と治療効果の検討―医療費減少効果も含
め―

なかじま糖尿病内科 中島 芳樹
III－P－38 アンケート調査からみたSGLT2阻害薬投与後の摂食行動の推移

一般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栄養科 森本美由紀，他
III－P－39 当院におけるIpragliflozinの使用経験―有効性と安全性の検討―

公立甲賀病院内科 大村 寧，他
III－P－40 肥満2型糖尿病におけるSGLT2阻害薬の臨床効果

医療法人社団梨慶会するがクリニック�慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 藤田 真隆，他
III－P－41 実地臨床におけるSGLT2阻害薬の使用経験

さいたま赤十字病院糖尿病内分泌内科 生井 一之，他

第3日 5月23日（土） ポスター会場2 下関市民会館（2F ロビー）

薬物療法（DPP�4阻害薬7） 13 : 40～14 : 10 座長 青森市民病院糖尿病・内分泌内科 松井 淳

III－P－42 アログリプチンから他のDPP�4阻害薬への切り替えにおける血糖コントロールの差異に関する後ろ向き
検討

JA愛知厚生連豊田厚生病院内科 加藤 大也，他
III－P－43 2型糖尿病患者におけるglimepirideからvidagliptin変更時の影響

小田原市立病院 岡田 拓也，他
III－P－44 DPP�4阻害薬切り替えからみた糖代謝への投与回数の影響

岩見沢市立総合病院内科 山下 優，他
III－P－45 インスリン療法を実施している2型糖尿病患者へのビルダグリプチン追加投与の影響は血糖コントロール

状況による異なる
松山市民病院臨床研修科 甲田 拓之，他

III－P－46 1日1回投与DPP4阻害薬からビルダグリプチン（2回投与）への切り替え後の治療効果―各種血糖マーカー
及び血中インクレチン濃度の推移―

医療法人社団青葉会小松クリニック 小松 勝利，他
III－P－47 1日2回投与のDPP�4阻害薬の臨床的有用性

綜合病院山口赤十字病院糖尿病内科 別府 浩毅，他

薬物療法（DPP�4阻害薬8） 13 : 10～13 : 40 座長 柏市立柏病院内分泌・代謝内科 稲澤 健志

III－P－48 糖尿病性腎症患者におけるリナグリプチンの有効性と安全性の検討
公益社団法人有隣厚生会富士病院糖尿病内科 佐藤 賢

III－P－49 腎機能低下患者でのターゲスを用いたリナグリプチンの有効性と安全性に関する検討
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター薬剤科 彦坂 麻美，他

III－P－50 腎移植後患者におけるDPP�4阻害薬の使用経験
名古屋第二赤十字病院糖尿病・内分泌内科 小林 朋子，他

III－P－51 腎機能低下日本人2型糖尿病患者にインスリンとリナグリプチン併用投与時の血糖低下作用と安全性：国
際共同試験サブグループ解析

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 志岐 甲介，他
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III－P－52 2型糖尿病をもつ慢性透析患者における胆汁排泄型DPP�4阻害薬への切替療法の長期的有用性および安全
性に関する検討

（医）回生会堤病院代謝内科 堤 厚之，他
III－P－53 当院におけるalogliptin開始後2年間の腎機能別用量における効果と安全性の検討：eGFR Study

関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 安田 玲那，他

薬物療法（DPP�4阻害薬9） 13 : 10～13 : 40 座長 済生会二日市病院糖尿病内科 石井 英博

III－P－54 DPP�4阻害薬の普及と腎不全期における糖尿病治療の変化
岩手医科大学附属病院糖尿病代謝内科 本間 博之，他

III－P－55 インスリン治療中の2型糖尿病透析患者に対しビルダグリプチン併用が有効であった5症例
（医）蒼龍会井上病院内科 下村菜生子，他

III－P－56 腎機能低下例における各種DPP�4阻害薬の有効性と安全性についての検討
兵庫県立尼崎病院糖尿病・内分泌内科 井出 陽子，他

III－P－57 透析患者におけるインスリン療法からリナグリプチン投与への切り替え症例に関する検討
六甲アイランド甲南病院内科 肥後 里実，他

III－P－58 CKD合併2型糖尿病患者におけるLinagliptin・Teneligliptinの有用性・安全性の検討
徳島赤十字病院代謝内分泌科 井上 広基，他

III－P－59 DPP4阻害薬追加による2型糖尿病患者の血中MCP�1（Monocyte Chemotactic Protein�1）レベルの変動
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，他

薬物療法（DPP�4阻害薬10） 13 : 40～14 : 10 座長 福井県済生会病院内科 番度 行弘

III－P－60 当院におけるアナグリプチン投与時の血糖改善作用とLDL�コレステロールへの影響
埼玉石心会病院内分泌代謝内科 根田 保，他

III－P－61 2型糖尿病患者に対するteneligliptinの血糖コントロール及び脂質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 末次麻里子，他

III－P－62 脂質異常症合併2型糖尿病患者に対するアナグリプチンの効果
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院代謝・内分泌内科 酒井 健輔，他

III－P－63 アログリプチンの脂質低下作用
大阪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 米光 新，他

III－P－64 Sitagliptin投与による脂質改善効果の検討（第二報）
板橋中央総合病院内科 鶴田 信慈，他

III－P－65 2型糖尿病患者におけるanagliptinの脂質改善作用についての検討
医療法人誠和会牟田病院内科 藤原 裕矢，他

薬物療法（DPP�4阻害薬11） 13 : 10～13 : 40 座長 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 山城 健二

III－P－66 血糖季節変動への糖尿病治療薬の影響に関する検討
秋田赤十字病院代謝内科 籠島 可奈，他

III－P－67 日本人糖尿病患者におけるDPP�4阻害薬と急性膵炎の関連性についての検討：健康保険データベースを
用いた解析

関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 岡村 香織，他
III－P－68 DPP�4阻害薬の服用症例における血清アミラーゼ値の2年間における変化の検討

杏林大学医学部付属病院薬剤部 小林 庸子，他
III－P－69 ステロイド投与�非投与時でインスリン強化療法�リキシセナチド＋基礎インスリン療法の切り替えが有効

なステロイド糖尿病の1例
和歌山労災病院内科 石亀 昌幸，他
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III－P－70 クリニカルパス（短期入院 4日間）を用いて持続性エキセナチド注射剤を導入した症例の検討
ベルランド総合病院内分泌・代謝科 飯塚 隆史，他

III－P－71 肥満2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の使用効果と1日尿糖排泄量との関連性についての検討
（社医）三思会東名厚木病院腎代謝内科 宮内 雅晃，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬7） 13 : 40～14 : 10 座長 中園内科クリニック 中園 誠

III－P－72 減量を目的としたGLP�1受動体作動薬の長期成績
イトウ内科クリニック 伊藤 純子，他

III－P－73 2型糖尿病患者でのリキシセナチド投与が食行動に与える影響について
大阪大学医学部附属病院内分泌代謝内科 田中 紀實，他

III－P－74 強化インスリン療法にリラグルチドを併用し，CGMにて評価した肥満2型糖尿病の一例
済生会川口総合病院糖尿病・内分泌内科 齋藤利比古，他

III－P－75 エキセナチド長期投与によるHbA1c・体重に対する影響の検討
北海道大学医学部内科I 中谷 資隆，他

III－P－76 Lixisenatideの食後血糖への影響について
さいとうハート＆キッズクリニック内科 齋藤 暁美，他

III－P－77 インスリン療法後，GLP�1製剤に変更し厳格な血糖管理が維持出来た肥満2型糖尿病2症例
明和病院総合診療科 高屋 豊，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬8） 13 : 10～13 : 40 座長 立川相互病院内分泌代謝科 住友 秀孝

III－P－78 GLP�1受容体作動薬の使用により尋常性乾癬の改善を認めた2型糖尿病患者の1例
福岡県済生会福岡総合病院 南 陽平，他

III－P－79 演題取り下げ
III－P－80 リラグルチドの肝硬変合併糖尿病における長期的効果と安全性の検討

（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 浜本 芳之，他
III－P－81 リラグルチドの脂質・腎機能に対する有用性の検討

相模原赤十字病院内科 伊藤 俊，他
III－P－82 リラグルチドおよびインスリン治療後の腎機能の変化についての検討

（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 本庶 祥子，他
III－P－83 腎移植後の2型糖尿病患者におけるGLP�1受容体作動薬の忍容性とその効果

名古屋第二赤十字病院糖尿病・内分泌内科�増子記念病院糖尿病内科 佐藤 哲彦，他

薬物療法（GLP�1受容体作動薬9） 13 : 40～14 : 10 座長 ともながクリニック糖尿病生活習慣病センター 朝長 修

III－P－84 糖尿病透析患者におけるインスリンデグルデク（IDeg）とリラグリチド（Lira）併用効果―CGM（皮下
連続式グルコース測定）による検討―

長崎腎病院内科 船越 哲，他
III－P－85 2型糖尿病治療におけるGLP�1受容体作動薬，インスリン製剤併用療法の有用性および安全性の検討

労働者健康福祉機構山口労災病院糖尿病・内分泌内科 松原 淳，他
III－P－86 GLP�1受容体作動薬のインスリン療法への追加投与の効果に関する検討

関西医科大学第二内科 丸岡あずさ，他
III－P－87 インスリン療法中の2型糖尿病患者に対するリラグルチド併用効果～CGMを用いた検討～

東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 佐藤 文紀，他
III－P－88 インスリンとリラグリチドとの併用療法の有効性の検討

小松市民病院内科 吉本 幸子，他
III－P－89 インスリンとリラグルチドの併用療法について

兵庫県立西宮病院糖尿病・内分泌内科 芳川 篤志，他
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糖尿病療養指導（栄養指導 透析予防） 13 : 10～13 : 40 座長 三咲内科クリニック 栗林 伸一

III－P－90 随時尿を用いた推定1日食塩摂取量の糖尿病腎症ステージ変化への影響と摂取量別の特徴
長浜赤十字病院医療技術部栄養課 武田 祐美，他

III－P－91 糖尿病透析予防指導後の食事療法実行度～24時間蓄尿検査での検証～
上尾中央総合病院生活習慣病センター 橋本 佳明，他

III－P－92 糖尿病透析予防指導の尿中アルブミン排泄に対する効果とその要因
地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院栄養管理科 渡邊 薫子，他

III－P－93 糖尿病透析予防指導の効果について
特定医療法人慈恵会新須磨病院栄養課 竹本 昌代，他

III－P－94 当院にける外来糖尿病透析予防相談の現状と介入1年後の指導効果の検討
群馬大学医学部附属病院栄養管理部 齊賀 桐子，他

III－P－95 当院の透析予防指導の実態
市立八幡浜総合病院栄養療法科 井上貴美子，他

糖尿病療養指導（自己管理行動1） 13 : 40～14 : 10 座長 春日井市民病院内科（糖尿病センター） 佐々木洋光

III－P－96 小児糖尿病患児に対するサマーキャンプによる療養行動変化に関する考察
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院看護部 木下茂奈美，他

III－P－97 「糖尿病が恥ずかしい」の発言から行動変容に至るまで
北播磨総合医療センター看護部 高橋 朋美，他

III－P－98 糖尿病診療チームで支えてきた思春期発症の1例
黒部市民病院 倉田 徹，他

III－P－99 精神遅滞・強迫神経症を有し医療職とのトラブル歴もある，指導困難な独居肥満2型糖尿病女性患者の継
続的な療養支援から学んだ事

ふくしま薬局 大都千賀子，他
III－P－100 患者と主治医の性格の組み合わせが糖尿病患者教育効果に及ぼす影響

鳥取大学医学部附属病院薬剤部 太田 友樹，他
III－P－101 糖尿病治療中断の要因アンケート―治療再開時と治療継続期―

東大宮総合病院看護科 松本 清美，他

糖尿病療養指導（自己管理行動2） 13 : 10～13 : 40 座長 熊本大学保健センター 岸川 秀樹

III－P－102 2型糖尿病患者の血糖コントロールに関連する心理・社会的要因（第5報）：家族機能による治療遵守不良
の予測

広島大学大学院医歯薬保健学研究院精神神経医科学�医療法人社団更生会草津病院精神科 高石 美樹，他
III－P－103 HbA1cの理解度に関する実態調査～患者の意識とHbA1cの推移～

社会医療法人全仁会倉敷平成病院栄養科 小野 詠子，他
III－P－104 採血時，ミニポスターを用いたワンポイント糖尿病療養指導の試み

吉岡内科クリニック 久保 純子，他
III－P－105 世界糖尿病デーに合わせた健康イベントを開催して

金沢赤十字病院糖尿病・腎センター 佐原 優美，他
III－P－106 診察間隔調査

社会医療法人かりゆし会ハートライフクリニック糖尿病内科 玉那覇美幸，他
III－P－107 糖尿病看護外来の取り組み

富士重工業健康保険組合太田記念病院内分泌内科 田野みどり，他
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糖尿病療養指導（自己管理行動3） 13 : 40～14 : 10 座長 心臓病センター榊原病院糖尿病内科 福田 哲也

III－P－108 セルフケア行動の5段階の変化ステージとDTR�QOLを用いた糖尿病教育の新たな試み
戸田中央総合病院看護部 小原 咲，他

III－P－109 1型糖尿病患者にざっくりカーボカウントを導入して＜退院後の追跡調査の結果から＞
国保水俣市立総合医療センター看護部 浦本 和美，他

III－P－110 間食を止められない2型糖尿病患者への看護介入
公益財団法人，田附興風会，医学研究所，北野病院看護部 梅本真紀子，他

III－P－111 糖尿病教育入院患者の食行動の変化―食行動質問票を活用して―
国保水俣市立総合医療センター栄養科 田中 良，他

III－P－112 体重のセルフコントロールを可能にするカーボカウント習得フローチャートの導入
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター栄養管理室 白野 容子，他

III－P－113 当院糖尿病外来での内服状況の把握と原因調査
新城市民病院外来診療運営部 櫻本 加子

糖尿病療養指導（自己管理行動4） 13 : 10～13 : 45 座長 産業医科大学病院看護部 松永 京子

III－P－114 5年間の連携パス運用によるHbA1c7.0％未満の達成～セルフケアの可視化から患者のセルフマネジメント
力を引き出す支援体制～

前橋赤十字病院看護部 福島 久美，他
III－P－115 外来看護相談による療養支援の実際～成人1型糖尿病患者の低血糖頻度から見る～

神戸大学医学部附属病院看護部 松田季代子，他
III－P－116 QOLに影響する性格傾向の検討

君津中央病院リハビリテーション科 笠原 啓介，他
III－P－117 2型糖尿病外来患者のDTR�QOLを用いたQOL評価

独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院看護部 村田 祐子，他
III－P－118 運転に際し低血糖を気にしているのだろうか―当院外来患者の意識調査報告―

耳原老松診療所内科 緒方 浩美，他
III－P－119 禁煙指導介入時における2型糖尿病患者の反応と患者背景についての検討

高槻赤十字病院看護部 谷口まり子，他
III－P－120 メディセーフ データビジョンによる糖尿病患者の日常生活における血糖変動測定の重要性

豊島中央病院内科 葛谷 信明，他

第3日 5月23日（土） ポスター会場3 下関市民会館（1F 展示室）

脂肪細胞の生物学1 13 : 10～13 : 40 座長
熊本大学医学部附属病院
糖尿病・代謝・内分泌内科 本島 寛之

III－P－121 DNMT1発現抑制による脂肪細胞レプチン発現に対する影響
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部代謝栄養学分野 黒田 雅士，他

III－P－122 THP�1ヒト単球細胞においてツニカマイシン誘発小胞体ストレスはPERK�ATF4�CHOP経路を介してレ
ジスチンmRNAを増加させる

愛媛大学大学院医学系研究科小児科学 濱田 淳平，他
III－P－123 アディポネクチン結合タンパクT�カドヘリンの代謝調節

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学�大阪大学大学院医学系研究科代謝血管学寄附講座 喜多 俊文，他
III－P－124 血中エクソソームとアディポネクチン

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 小幡 佳也，他
III－P－125 GPIアンカー切断酵素とAdipo及びTcadの発現調節連関

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 増田 重樹，他
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III－P－126 マウスのウイルス性心筋炎モデルにおいて，アディポネクチン欠損が生存率と心臓・膵に与える影響（第
2報）

大阪大学医学部附属病院内分泌・代謝内科 岩本 龍哉，他

脂肪細胞の生物学2 13 : 45～14 : 10 座長 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 近藤 龍也

III－P－127 マクロファージと共存する脂肪細胞はLPS刺激によって補体B因子を強発現し，血中補体B因子はインス
リン抵抗性と相関する

九州大学病院歯周病科 山下 明子，他
III－P－128 FSTL3による糖代謝制御機構

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 岡崎由希子，他
III－P－129 耐糖能正常者における血中Macrophage inhibitory cytokine�1（MIC�1）濃度と頸動脈IMTに関する検討

愛媛県立中央病院糖尿病・内分泌内科 戎井 理，他
III－P－130 肥満脂肪細胞における時計遺伝子Period homolog 1（Per1）の発現制御と肥満脂肪組織低体温

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 山岡 正弥，他
III－P－131 肥満症患者の減量過程における血清アディポネクチン濃度の変化

一般財団法人住友病院内分泌代謝内科 嶺尾 良平，他

脂肪細胞の生物学3 13 : 10～13 : 40 座長
日本赤十字社和歌山医療センター
糖尿病・内分泌内科 井上 元

III－P－132 前駆内臓脂肪細胞および前駆皮下脂肪細胞の幹細胞学的検討
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 宮田 佑吾，他

III－P－133 終末糖化産物特異的DNAアプタマーは，AGE�RAGE系の抑制により高フルクトース食ラットの脂肪細胞
増大と糖代謝を改善する

久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座 尾嶋亜弥子，他
III－P－134 THRAP3はPPARγによるprecursor mRNA選択的スプライシング調節に関与する

群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 佐藤 哲郎，他
III－P－135 脂肪細胞における転写因子p53のエネルギー調節と脂肪分化制御機構

千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 中山 哲俊，他
III－P－136 脂肪組織におけるin vivo Ad�luc法によるfatty acid synthaseのプロモーター解析

筑波大学内分泌代謝内科�筑波大学ニュートリゲノミクスリサーチグループ 西 真貴子，他
III－P－137 Leptin遺伝子発現調節機構のin vivo Ad�luc解析

筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科�
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 戸谷 直樹，他

脂肪細胞の生物学4 13 : 45～14 : 10 座長 岐阜大学大学院医学系研究科・総合病態内科学 梶田 和男

III－P－138 肥満マウス脂肪組織の炎症・酸化ストレス，アデイポサイトカイン産生およびインスリン抵抗性に対する
ビリベルジンの効果

福岡逓信病院内科 武井 涼子，他
III－P－139 高脂肪食感受性糖尿病マウスにおけるEPAの高血糖改善メカニズム

千葉大学医学部医学研究院代謝生理学 森本 真有，他
III－P－140 Testosteroneは3T3�L1脂肪細胞においてGLUT4を介した細胞内糖取込みを促進する

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 三橋 一輝，他
III－P－141 肥満脂肪組織におけるDPP�4の発現変化とその意義

大阪大学大学院生命機能研究科内分泌代謝内科 Jihoon Shin, et al.
III－P－142 DPP4阻害薬anagliptinはLPS投与マウスの肝臓・脂肪組織における炎症反応を抑制する

九州大学病院歯周病科 新城 尊徳，他
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脂肪細胞の生物学5 13 : 10～13 : 35 座長
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 矢作 直也

III－P－143 3T3�L1脂肪細胞における酸素消費量と低酸素状態
大阪大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学 福原 淳範，他

III－P－144 高脂肪食負荷時のSphingosine 1�phosphate（S1P）受容体2欠損マウス（S1Pr2���）におけるinsulin感受
性，耐糖能の検討

岐阜大学大学院医学系研究科総合病態内科学 北田 善彦，他
III－P－145 心筋特異的Perilipin2過剰発現による“脂肪心筋”が心房細動を誘発するメカニズムの解析

福井大学医学部病態制御医学講座内科学（3） 佐藤さつき，他
III－P－146 Cdkal1はWnt経路を介して脂肪細胞分化を抑制する

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 孫 威，他
III－P－147 Role of M2 macrophages in type 2 diabetes

富山大学医学部第一内科 アラー ナワズ，他

妊娠1 13 : 10～13 : 45 座長 東京女子医科大学糖尿病センター 柳澤 慶香

III－P－148 妊娠糖尿病の新診断基準例の血糖管理についての検討
綜合病院山口赤十字病院糖尿病内科 別府 浩毅，他

III－P－149 75gOGTT負荷試験で1ポイントのみ陽性の妊娠糖尿病患者における血糖プロファイル
西埼玉中央病院代謝内科�東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 好川有希子，他

III－P－150 当院における妊娠糖尿病（GDM）と周産期予後に関する検討
勤医協中央病院糖尿病・内分泌・腎臓病センター 加藤 友美，他

III－P－151 当院における新診断基準採用後の妊娠糖尿病の実態
新潟大学大学院総合地域医療学講座�新潟県立小出病院看護部 上原喜美子，他

III－P－152 妊娠糖尿病におけるインスリン導入の予測因子
トヨタ記念病院 岡田 則男，他

III－P－153 妊娠糖尿病における耐糖能，GLP�1分泌および新生児アウトカムに対するプロバイオティクスの影響
独立行政法人関東労災病院糖尿病・内分泌内科 郷内めぐみ，他

III－P－154 妊婦低栄養とDNAメチル化状態との関連性の検討へ向けて
国立国際医療研究センター代謝疾患研究部 舟橋 伸昭，他

妊娠2 13 : 35～14 : 10 座長 国立成育医療センター母性内科 荒田 尚子

III－P－155 当院における妊娠糖尿病，糖尿病合併妊娠の臨床的検討
宮崎県立宮崎病院内科 東 真弓，他

III－P－156 当院における妊娠糖尿病妊婦の産後フォローアップの現状
総合病院土浦協同病院内分泌代謝内科 中嶋 茉莉，他

III－P－157 当院おける妊娠糖尿病の検討
福岡赤十字病院糖尿病代謝内科 川井 希実，他

III－P－158 妊娠糖尿病患者の経過と栄養指導の効果と課題
湘南鎌倉総合病院栄養管理センター 岩井菜穂子，他

III－P－159 妊娠糖尿病と診断された初産婦の次回妊娠における周産期予後について
土浦協同病院内分泌内科 清水 馨，他

III－P－160 当院における，妊娠糖尿病への取り組み
大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科 藤川 慧，他

III－P－161 当科に入院した妊娠糖尿病と糖尿病合併妊娠との臨床的比較
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 井上 和之，他
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妊娠3 13 : 30～14 : 10 座長 浜松医科大学第二内科 森田 浩

III－P－162 妊娠糖尿病患者における高容量インスリンの要因
加古川西市民病院内科 浜口 哲矢，他

III－P－163 妊娠糖尿病（GDM）のインスリンの必要性について
富士吉田市立病院看護部 高尾 敏世，他

III－P－164 妊娠糖尿病に対しインスリン治療を必要とした症例の臨床的特徴に関する検討
富山大学第一内科 小清水由紀子，他

III－P－165 妊娠糖尿病患者におけるインスリン療法の要否判定の指標の検討
滋賀医科大学医学部附属病院糖尿病・腎臓・神経内科 角 幸頼，他

III－P－166 妊娠糖尿病におけるインスリン使用量と理論的補充量の比較
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体�胎児部門 深津 真弓，他

III－P－167 3回の出産を経験し大量のインスリンを使用した2型糖尿病合併妊娠の一例
独立行政法人国立病院機構別府医療センター糖尿病・代謝内科 深田 陽子，他

III－P－168 糖尿病未治療下で妊娠が判明し，重度の糖尿病合併症を有したまま出産に至った糖尿病合併妊娠の1例
衛生文化協会城西病院内科 田邉 和浩，他

III－P－169 妊娠糖尿病既往女性における産後の耐糖能異常とグルカゴン分泌に関する検討
長崎大学病院内分泌代謝内科 夏田 昌子，他

妊娠4 13 : 10～13 : 45 座長 久留米大学医学部内分泌代謝内科 中山ひとみ

III－P－170 米沢市立病院における妊娠糖尿病（GDM）の管理について
山形大学医学部附属病院第三内科 亀田 亘，他

III－P－171 当院における妊娠糖尿病の現状と新生児合併症の予測因子
群馬大学医学部大学院医学系研究科病態制御内科学 大崎 綾，他

III－P－172 過去8年間で経験した1型糖尿病合併妊娠に関する検討
昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 長村 杏奈，他

III－P－173 当院における1型糖尿病合併妊娠の臨床的検討
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 河野 結衣，他

III－P－174 1型糖尿病合併妊娠におけるCSIIとCGMを用いた血糖管理の有用性
青森県立中央病院糖尿病センター 小川 吉司，他

III－P－175 カーボカウントを用いて管理し得た1型糖尿病合併妊娠の症例報告
特定医療法人社団啓卯会村上記念病院栄養管理室 川上 志帆，他

III－P－176 SMBGより算出した血糖変動指標と胎児発育との関連：1型糖尿病合併妊娠2症例の比較検討から
大阪医科大学内科学I 宮脇 正博，他

その他の治療 13 : 45～14 : 10 座長 フジイ内科医院 藤井 新也

III－P－177 新しい癌の治療戦略としての内分泌的集学療法の可能性
羽島市民病院内分泌糖尿病内科�岐阜大学医学部附属病院内分泌糖尿病代謝内科 服部 泰輔，他

III－P－178 手帳貼付とちらし配布機能を有するペーパーレス電子カルテ併用診療支援ファイル
原土井病院内科 古賀 龍彦，他

III－P－179 関節リウマチ治療におけるMTXとBioの糖脂質代謝への影響比較
琉球大学医学部附属病院第二内科 土井 基嗣，他

III－P－180 インスリン自己免疫症候群（IAS）に性質が類似したインスリン抗体高値を伴う血糖不安定を認め，ステ
ロイド内服で改善した一例

昭和大学江東豊洲病院糖尿病・代謝・内分泌内科 野木 孝准，他
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III－P－181 入院中の血糖測定回数の削減とそれに伴う血糖コントロールの推移および節約に至った時間と費用
小諸厚生総合病院内科 紅谷知影子，他

その他の代謝異常 13 : 10～13 : 40 座長 金沢大学医薬保健研究域医学系 八木 邦公

III－P－182 健康診断受験者におけるRETN（resistin）�420 C>G遺伝子多型（rs1862513）と酸化LDL濃度の関連
自衛隊中央病院代謝内科 日向 崇，他

III－P－183 糖尿病患者の血中BDNF濃度に関わる因子と入院治療の影響の検討
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝部門 加藤 全，他

III－P－184 非糖尿病者における血清尿酸値とインスリン初期分泌の関係
飯田市立病院内科 下平 雅規，他

III－P－185 2型糖尿病患者における骨形成マーカーと背景因子の検討
滝川市立病院内科 近 祐次郎，他

III－P－186 当院HIV男性感染者における糖尿病の有病率と骨代謝異常の関連について
都立駒込病院糖尿病内分泌科 関谷 綾子，他

III－P－187 原因不明の修飾ヘモグロビンのためにHbA1cが異常高値を示した1例
島尻キンザー前クリニック（診療所） 島尻 佳典，他

その他2 13 : 40～14 : 10 座長 高山赤十字病院 棚橋 忍

III－P－188 基礎インスリンをDegludecに変更するとBasal，Bolusともにインスリン必要量が著減する症例がある
住友病院内分泌代謝内科 盛 礼子，他

III－P－189 肝膿瘍が疑われたが病理検査にて肝細胞癌，肝内胆管癌と診断された2型糖尿病の1例
南大阪病院内科 中川 智恵，他

III－P－190 インスリンによる薬剤熱と考えられた一例
昭和大学藤が丘病院内分泌代謝科 今井 秀之，他

III－P－191 糖尿病性ケトーシス，壊死性食道・十二指腸炎，膵仮性嚢胞十二指腸穿破を併発した1例
弘前大学医学部附属病院内分泌内科・糖尿病代謝内科・感染症科 村澤 真吾，他

III－P－192 1型糖尿病膵移植後患者における骨ミネラル代謝異常の評価
藤田保健衛生大学病院内分泌・代謝内科 吉野 寧維，他

III－P－193 糖尿病患者の頭髪成分分析について―安定同位体と微量元素分析による健常人との比較―
北成病院薬剤部 堀田 洋平，他

第3日 5月23日（土） ポスター会場4 シーモールホール（4F ホール）

1型糖尿病7 13 : 10～13 : 40 座長 大阪府済生会茨木病院内科 西 重生

III－P－194 Long�term efficacy and safety of IDeg in combination with bolus IAsp in children and adolescents with
T1D

大阪市立大学大学院発達小児医学教室 川村 智行，他
III－P－195 1型糖尿病患者に対するインスリンデグルデクの有用性に関する検討

（医）和香会倉敷スイートホスピタル内科 江尻 純子，他
III－P－196 デグルデクに変更した1型糖尿病患者の臨床背景

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 臼井 崇裕，他
III－P－197 演題取り下げ
III－P－198 血糖変動の著しい透析中の1型糖尿病患者にインスリンデグルデクが奏効した1例

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 藤原 久美，他
III－P－199 脳外科入院中に1型糖尿病と診断され施設入所に向けてインスリン調節を行った一例

長野県佐久市立国保浅間総合病院薬剤科 小林 朱，他
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1型糖尿病8 13 : 45～14 : 10 座長 糖尿病内分泌代謝センター 鴨井 久司

III－P－200 インスリンポンプ療法または頻回注射法を行っている1型糖尿病患者の粗死亡率（第一報）
国立病院機構京都医療センター糖尿病センター 村田 敬，他

III－P－201 当院における1型糖尿病患者でのCSII療法導入についての報告
飯塚病院内分泌糖尿病内科 伊藤 淳

III－P－202 CSII導入時のルートトラブルを契機に診断に至ったstiff�person症候群の一例
名古屋掖済会病院糖尿病内分泌内科 福岡 一貴，他

III－P－203 日本人1型糖尿病患者でのPersonal CGMとProfessional CGMによる血糖変動の比較
兵庫医科大学内科学糖尿病・内分泌・代謝科 楠 宜樹，他

III－P－204 1型糖尿病患者に対する外来CGMが有用であると思われる患者の臨床的特徴
（医）永和会みなみ赤塚クリニック内科 三小田宏治，他

1型糖尿病9 13 : 10～13 : 40 座長 大阪医科大学内科学I 大西 峰樹

III－P－205 太った1型糖尿病は合併症多い？
熊倉医院 熊倉 淳，他

III－P－206 1型糖尿病患者の心理的負担と治療に対する満足度の検討
横浜市立大学附属市民総合医療センター小児科 菅原 秀典，他

III－P－207 皮下インスリン抵抗性症候群の関与が疑われる1型糖尿病の一例
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 原山 拓也，他

III－P－208 有痛性神経障害を合併する1型糖尿病患者が肺塞栓症を発症した一例
琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科） 林 蘭，他

III－P－209 発症時にCA19�9高値を合併した特発性1型糖尿病の1例
マツダ株式会社マツダ病院糖尿病内科 平岡佐知子，他

III－P－210 DIHS治療中にケトアシドーシスを契機に発見された1型糖尿病の2例
市立池田病院内分泌・代謝内科 小澤 栄稔，他

2型糖尿病15 13 : 40～14 : 10 座長 神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 廣田 勇士

III－P－211 当院におけるインスリン療法導入肥満2型糖尿病症例についての検討
北見赤十字病院内科・総合診療科 飯坂 徹，他

III－P－212 持続血糖モニター（CGM）を用いたBasal�Bolus療法の2型糖尿病におけるインスリングラルギン及びデ
グルデク投与時の血糖変動の比較

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 辻野 大助，他
III－P－213 新規糖尿病患者に対する混合インスリンアナログ製剤投与の有用性

群馬大学医学部附属病院感染制御部�群馬県済生会前橋病院 荻原 貴之，他
III－P－214 リスプロインスリン混合製剤（MIX50）3回投与の際の血糖変動のCGMによる解析（MIX50の適正使用に

ついて）
真生会富山病院糖尿病代謝内科 平谷 和幸，他

III－P－215 インスリン未使用2型糖尿病患者にHbA1c 6.9％以下を維持するために処方中の薬剤および最後に追加処
方された薬剤は何か

医療法人社団日高会平成日高クリニック内科 大島 喜八，他
III－P－216 インスリン導入後の経口血糖降下薬への変更―その2―

大垣徳洲会病院内科 野口 享秀，他
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2型糖尿病16 13 : 10～13 : 40 座長 順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 大村 千恵

III－P－217 7泊8日の教育入院による血糖改善効果とインスリン分泌能の変化についての検討
武蔵野赤十字病院内分泌代謝内科 早川 惠理，他

III－P－218 糖尿病治療薬の選択における食事・グルカゴン負荷試験の意義
福岡県済生会福岡総合病院内科 岡本 実里，他

III－P－219 2型糖尿病教育入院による血糖改善因子の予測
（公財）朝日生命成人病研究所附属病院糖尿病代謝科 蜂谷 玲未，他

III－P－220 強化インスリン療法後の治療選択におけるグルカゴン負荷試験やCPIの有用性の検討
富山大学第1内科 中嶋 歩，他

III－P－221 Improvement in glycemic control and body weight over 52 weeks with add�on dapagliflozin to met-
formin plus sulphonylurea

AstraZeneca, Germany Rohwedder Katja, et al.
III－P－222 SGLT2阻害薬トホグリフロジンのNGTへの投与は高蛋白・高脂肪食摂取後4�5時間の後期高血糖を改善す

る～CGMでの検討～
琉球大学医学部附属病院地域医療システム学講座�メディカルプラザ大道中央糖尿病内分泌科 小宮 一郎，他

2型糖尿病17 13 : 40～14 : 10 座長 医療法人魁成会宮永病院 西 勇一

III－P－223 糖尿病患者における服薬回数減少による臨床データへの影響と患者満足度の検討
東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科 梶 邦成，他

III－P－224 多摩地域の内科医対象のアンケート調査結果から見た経口血糖降下薬の実施状況に関する年次推移
青梅市立総合病院内分泌糖尿病内科 関口 芳弘，他

III－P－225 未治療2型糖尿病患者に対する薬物療法の変化と体重変動
（医社）正名会池田病院臨床部 宇佐美 勝，他

III－P－226 2型糖尿病患者の食事療法に関する家族支援と血糖コントロールの関連
新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 鶴田 恵，他

III－P－227 Diabetes Knowledge of patient with Type 2 Diabetes
Nursing department, School of Nursing, MNUMS Ganbold Tsolmontuya, et al.

III－P－228 Problem areas in diabetes in patients with T2DM
School of Nursing, MNUMS, State central Clinical Hospital Yanjmaa Enkhjargal, et al.

2型糖尿病18 13 : 40～14 : 10 座長 大阪大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学 福原 淳範

III－P－229 当科における糖尿病初期治療の現況に基づく治療アルゴリズムの提唱
橋本市民病院代謝内科 大星 隆司，他

III－P－230 糖尿病治療におけるWEB診療（iDEM）の有用性の検討
（独）労働者健康福祉機構関東労災病院糖尿病・内分泌内科 木川 育恵，他

III－P－231 2型糖尿病患者の睡眠と血糖コントロールとの関連性の検討
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 阪本 理夏，他

III－P－232 滋賀県地域における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の
検討

彦根市立病院内科（糖尿病・内分泌） 黒江 彰，他
III－P－233 アシデミアを伴う慢性腎臓病の重炭酸ナトリウム製剤による腎機能悪化遅延効果寄与因子の検討（糖尿病

と非糖尿病の比較検討）
朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科 田中健太郎，他

III－P－234 レパグリニドの2型糖尿病患者腎機能に及ぼす影響と腎機能低下例での血糖改善効果に関する検討
栃木県済生会宇都宮病院糖尿病・内分泌内科 藤田 延也，他
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2型糖尿病19 13 : 10～13 : 35 座長 KKR高松病院糖尿病内分泌内科 村尾 敏

III－P－235 糖尿病薬の中止を試みる際のグリコアルブミン測定の有用性の検討
市立川西病院薬剤科�神戸薬科大学薬剤学研究室 増本 憲生，他

III－P－236 高齢者における第一選択経口糖尿病薬の違いによる血糖コントロールへの影響
東京都済生会中央病院薬剤部 堀井 剛史，他

III－P－237 高尿酸血症合併2型糖尿病患者に対する低用量フェブキソスタットの臨床効果に関する検討
福井県済生会病院内科 西野 翼，他

III－P－238 閉経後糖尿病女性への天然型ビタミンD（VD）補充の効果
大阪府済生会茨木病院糖尿病・内分泌内科 加藤 純子，他

III－P－239 低強度スタチン療法からロスバスタチン5mgへの切替えによるIMT変化の検討
八戸市立市民病院 工藤 貴徳，他

2型糖尿病20 13 : 10～13 : 35 座長 大津赤十字病院糖尿病・代謝内分泌内科 谷口 孝夫

III－P－240 SGLT2阻害薬トホグリフロジンのラットの薬物動態試験における組織中濃度の経時的検討
中外製薬株式会社研究本部 河島 浩輔，他

III－P－241 新規2型糖尿病モデルZucker fatty diabetes mellitus（ZFDM）ラットにおける糖代謝関連表現型の経時
的解析

神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学�神戸大学大学院医学研究科細胞分子医学�
関西電力病院臨床検査部 山口 拓郎，他

III－P－242 LPSがラット肝糖新生に及ぼす影響
帝塚山学院大学人間科学部・食物栄養学科 田中 仁，他

III－P－243 ペットボトル症候群に重症急性膵炎，糖尿病性ケトアシドーシス，糖尿病性舞踏病を発症した一例
JA愛知厚生連豊田厚生病院内科 前田 佳照，他

III－P－244 SGLT�2阻害剤が著効したPrader�Willi症候群合併2型糖尿病の解析
加古川西市民病院糖尿病・総合内科 高山 宗賢，他

2型糖尿病21 13 : 45～14 : 10 座長 川崎医科大学総合内科学1 川﨑 史子

III－P－245 甲状腺中毒症の発症とともに2型糖尿病の増悪を認めた一例
琉球大学医学部附属病院第二内科 玉城泰太郎，他

III－P－246 インスリングラルギンとシタグリプチンとの併用で長期にわたり良好な血糖コントロールを維持しえた2
型糖尿病の1例

関西医科大学第二内科 野村惠巳子，他
III－P－247 GLP�1受容体作動薬の減量効果不十分にてSGLT�2阻害薬に変更した後，急激な体重増加を認めた1例

福山市民病院内科 濱本 博美，他
III－P－248 経口血糖降下薬4剤併用が有効であった2型糖尿病の1例

京都鞍馬口医療センター 坪内 康則，他
III－P－249 急性喉頭蓋炎にて救急搬送され長期にNST介入した2型糖尿病の一例

三重大学医学部附属病院栄養管理部食事療養室 手島 信子，他

ラ氏島の生物学1 13 : 10～13 : 40 座長
九州大学大学院医学研究院
先端医療医学糖尿病遺伝子分野 稲田 明理

III－P－250 膵β細胞におけるインスリン分泌抑制機序としてのcAMP�EPAC経路
自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓科 伊藤 聖学，他

III－P－251 Rab27エフェクター蛋白質メラノフィリンのインスリン分泌における役割
群馬大学生体調節研究所遺伝生化学 王 昊，他
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III－P－252 膵B細胞におけるエンドサイトーシスの時間的・空間的制御機構の解析
大分大学医学部薬理学講座 山岡 真美，他

III－P－253 アディポネクチンによるインクレチン刺激細胞内シグナル制御機構の検討
昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学部門 新村 京子，他

III－P－254 膵β細胞のインスリン分泌能維持に関与する新規膜タンパクの機能解析
大阪大学大学院医学系研究科幹細胞制御学 小林 正樹，他

III－P－255 DBPシグナルはグルコース応答性のインスリン分泌とりわけfirst meal摂取時のインスリン分泌にとって
重要である

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学 松村 卓郎，他

ラ氏島の生物学2 13 : 40～14 : 10 座長 神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学 横井 伯英

III－P－256 多発性内分泌腫瘍症1型（MEN1）モデルマウスにおける耐糖能の解析
群馬大学大学院病態制御内科 渡邉 琢也，他

III－P－257 膵β細胞特異的GLP�1受容体過剰発現マウスを用いたインクレチン研究
大阪大学内分泌代謝内科 久保 典代，他

III－P－258 新規の遺伝性肥満モデルmkyo�mkyoラット膵島における脂質受容体GPR40の遺伝子発現調節
京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科 吉良 友里，他

III－P－259 The role of GPR120 in islet function : implications in islet insulin secretion and synthesis and in islet in-
flammation

School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, China Zhang Dan, et al.
III－P－260 オクタン酸はG蛋白共役型受容体を介してグルコース応答性インスリン分泌を促進する

東北大学病院糖尿病代謝科 宗像佑一郎，他
III－P－261 SU薬とDPP�4阻害薬が著効したMODY3家系におけるインスリン分泌能の検討

京都大学医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科 劉 彦言，他

ラ氏島の生物学3 13 : 10～13 : 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 小倉 雅仁

III－P－262 新規MODY3モデルマウスの作製：ICRバックグラウンドHnf1aノックアウトマウス
熊本大学生命科学研究部病態生化学分野 羽根田昌樹，他

III－P－263 Zac1遺伝子ノックアウトMIN6ベータ細胞株の樹立とその解析
大阪大学医学系研究科幹細胞制御分野 宮崎 早月，他

III－P－264 β細胞低酸素による転写因子HNF4α蛋白発現低下機序の検討
熊本大学大学院生命科学研究部病態生化学分野 佐藤 叔史，他

III－P－265 メトホルミンによる膵β細胞保護作用の検討
横浜市立大学附属病院内分泌・糖尿病内科 田島 一樹，他

III－P－266 The stimulatory action of compound C21, an agonist for AT2 receptor, on islet β�cell regeneration in
the rat pancreas

Department of RDE, School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine,
The Chinese University of Hong Kong, China Wang Lin, et al.

III－P－267 Modulation of pancreatic β�cell function by Emblica officinalis in non�obese type 2 diabetic rats
CONFUCIUS Institute University of Karachi Chowdhury Sonia, et al.

III－P－268 マトリックスメタロプロテイナーゼ2過剰発現がマウス膵島に与える影響についての検討
三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 西濵 康太，他

ラ氏島の生物学4 13 : 35～14 : 10 座長 九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 野村 政壽

III－P－269 膵β細胞機能におけるプロリン異性化酵素Pin1の役割
広島大学医学部 中津 祐介，他
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III－P－270 膵β細胞特異的trefoil factor 2（TFF2）過剰発現トランスジェニックマウスにおける耐糖能および膵β細
胞量の解析

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 吉田 瑛子，他
III－P－271 ヒストン脱アセチル化酵素（HDACs）による膵β細胞量調節機構の解析

神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域 杉浦佑実子，他
III－P－272 糖尿病モデルマウスにおける膵β細胞脱分化

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 山本 裕一，他
III－P－273 耐糖能悪化過程におけるヒト膵島の形態学的特徴―α細胞に着目した検討―第2報

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 藤田有可里，他
III－P－274 妊娠期の膵β細胞増殖におけるPbkの役割

順天堂大学医学部付属順天堂医院産婦人科 上里 忠好，他
III－P－275 膵部分切除マウスによる新規膵β細胞増殖シグナルの探索

横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学 富樫 優，他

ラ氏島の生物学5 13 : 10～13 : 40 座長 大阪大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科 松岡 孝昭

III－P－276 膵β細胞におけるヒトREG（Regenerating gene）ファミリー遺伝子の炎症性刺激による発現誘導
奈良県立医科大学生化学 山内 晶世，他

III－P－277 炎症関連蛋白S100A8�A9を介した膵島とマクロファージの炎症相互作用の解明
横浜市立大学大学院医学研究科 井上 英昭，他

III－P－278 膵β細胞におけるストレプトゾトシン誘導性アポトーシスに対するプロテインSの抑制効果
三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 安間 太郎，他

III－P－279 Gsk�3による小胞体ストレス応答制御と膵β細胞アポトーシス誘導における意義とその解明
山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学 永尾 優子，他

III－P－280 成長ホルモンによる膵β細胞の小胞体ストレスの抑制
日本医科大学武蔵小杉病院内分泌・糖尿病・動脈硬化内科 石川真由美，他

III－P－281 TRH遺伝子欠損マウス耐糖能障害に関する膵島遺伝子発現の変化
群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科学 渋沢 信行，他

ラ氏島の生物学6 13 : 40～14 : 10 座長 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 中江 淳

III－P－282 糖・脂質代謝異常に対する治療介入が膵β細胞機能に及ぼす効果の検討
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 下 直樹，他

III－P－283 膵部分切除糖尿病モデルマウスにおけるDPP�4阻害薬テネリグリプチンの耐糖能および膵β細胞量制御に
与える影響

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 山崎 俊介，他
III－P－284 SGLT2阻害薬luseogliflozinによる抗糖尿病作用―膵島機能に及ぼす影響―

川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 岡内 省三，他
III－P－285 UcOCは2型糖尿病におけるインスリン追加分泌能を反映する

横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 高士 祐一，他
III－P－286 2型糖尿病患者の薬物治療におけるucOC測定の意義

横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 古家美菜絵，他
III－P－287 ヒト膵管細胞からインスリン分泌細胞を誘導する

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科�東京大学大学院医学系研究科脂肪細胞機能制御学�
スタンフォード大学医学部 杉山 拓也，他
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インスリン作用1 13 : 10～13 : 35 座長 自治医科大学医学部内科学講座内分泌代謝学部門 海老原 健

III－P－288 負荷後1時間血糖高値者のインスリン感受性�分泌連関
相澤病院糖尿病センター 佐藤 友香，他

III－P－289 健康診断受験者におけるRETN（resistin）�420 C>G遺伝子多型（rs1862513）とHOMA�Rの関連について
自衛隊中央病院内科 斉藤 理恵，他

III－P－290 糖尿病患者における空腹時遊離脂肪酸（FFA）の意義について
国保直営総合病院君津中央病院初期研修医 安部 大地，他

III－P－291 4時間観察75g�OGTTによる冠動脈疾患症例の糖代謝異常の特徴
伊勢崎市民病院循環器内科�群馬県立心臓血管センター心臓リハビリテーション科�

群馬大学大学院医学系研究科臓器病態内科学 村田 誠，他
III－P－292 2型糖尿病患者におけるインスリン使用の有無による体重減少率とエネルギー消費量の検討

日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科 仲村 優子，他

インスリン作用2 13 : 40～14 : 10 座長 滋賀医科大学糖尿病腎臓神経内科 卯木 智

III－P－293 林檎由来プロシアニジン類の重合度の違いによる抗糖尿病効果の検討
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科 小倉かさね，他

III－P－294 Lycopene attenuates adipose tissue inflammation and insulin resistance by regulating macrophage po-
larization

金沢大学脳・肝インターフェースメディシン研究センター 倪 銀華，他
III－P－295 肝細胞におけるパルミチン酸およびエイコサペンタエン酸によるセレノプロテインP遺伝子発現制御

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科恒常性制御学 田島奈津美，他
III－P－296 腸内細菌の制御を介するプロバイオティクスの応用による血糖改善効果とその機序に関する検討

杏林大学医学部糖尿病内分泌代謝内科 保坂 利男，他
III－P－297 ベラプロストナトリウム徐放錠の肥満2型糖尿病患者におけるインスリン抵抗性改善作用の検討

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 原口美貴子，他
III－P－298 肝臓における「選択的インスリン抵抗性」の分子機構の解明

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 窪田 直人，他

インスリン作用3 13 : 10～13 : 35 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 迫田 秀之

III－P－299 BMI AND INSULIN RESISTANCE ACCORDING TO VITAMIN D IN TYPE 2 DM
Department of Internal Medicine, Eulji University School of Medicine, Korea Lee JAE Min, et al.

III－P－300 皮下脂肪移植による高脂肪食感受性糖尿病マウスの高血糖改善メカニズム
千葉大学医学部医学研究院代謝生理学 李 恩瑛，他

III－P－301 マクロファージ特異的HIF�1α欠損による食餌性肥満マウスの糖代謝・脂肪組織への影響
富山大学大学院医学薬学研究部内科学1 瀧川 章子，他

III－P－302 エイコサペンタエン酸（EPA）の骨格筋肥大と筋タンパク合成シグナルに対する効果
名古屋大学大学院医学系研究科健康スポーツ医学分野 斯日 古楞，他

III－P－303 “脳の糖尿病”ラットへの脳室内インスリン投与の海馬歯状回神経機構に与える影響
冲中記念成人病研究所研究部神経科学部門 新郷 明子，他

低血糖1 13 : 40～14 : 10 座長 木沢記念病院内分泌代謝科 高見 和久

III－P－304 救急部受診の低血糖患者について
福岡徳洲会病院心療内科 松林 直，他



― 279 ―

III－P－305 2009年から2013年に当院に低血糖症で救急搬送された糖尿病患者の検討
太田西ノ内病院糖尿病内科 田村 明，他

III－P－306 低血糖を主訴に北里大学病院を緊急受診した患者の近年の臨床的特徴について
北里大学医学部内分泌代謝内科学 村田 秋穂，他

III－P－307 経口血糖降下薬による低血糖性昏睡―DPP�4阻害薬発売前後での比較―
浜松医療センター内分泌代謝内科 岡田 美咲，他

III－P－308 DPP�4阻害薬の登場前後における重症低血糖症例についての比較検討
栗原市立栗原中央病院内科 吉越 仁美，他

III－P－309 重症薬剤性低血糖の臨床的特徴―2005年と2013年の比較
浦添総合病院糖尿病センター 喜瀬 道子，他

低血糖2 13 : 10～13 : 40 座長
（公財）先端医療振興財団・
先端医療センター病院 平田結喜緒

III－P－310 当院におけるI群抗不整脈薬誘発性低血糖症の検討
和歌山県立医科大学内科学第一講座 有安 宏之，他

III－P－311 当院における薬剤性低血糖についてのアンケート調査
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター薬剤科 板垣 礼香，他

III－P－312 低血糖により救急搬送された糖尿病患者の臨床的背景についての検討
新潟市民病院内分泌・代謝内科 棚橋 怜生，他

III－P－313 1型糖尿病患者の低血糖時のブドウ糖服用に関する調査～ブドウ糖をより服用し易くするために～
長野赤十字病院薬剤部 深井 康臣，他

III－P－314 インスリン療法における低血糖についての検討
医療法人光晴会病院薬剤科 杉本 悠花，他

III－P－315 インスリン治療患者の低血糖の頻度や発症時間帯や対処法に関する実態調査
せいの内科クリニック 水谷 裕子，他

低血糖3 13 : 40～14 : 10 座長
日本大学医学部腎臓・高血圧内分泌内科学�
医療法人阿部クリニック 海津 嘉蔵

III－P－316 食後反応性低血糖と副腎皮質機能低下症を合併しCGMが評価に有用であった一例
群馬大学医学部第一内科 石井 角保，他

III－P－317 CGMにて夜間低血糖とステロイド治療効果を観察し得た腹部巨大腫瘤の1例
市立豊中病院糖尿病センター 周 邦彦，他

III－P－318 高齢糖尿病者における治療と低血糖との関連
（社医）友愛会豊見城中央病院糖尿病・生活習慣病センター 眞境名豊文，他

III－P－319 非薬剤性低血糖症の原因に関する検討
兵庫県立加古川医療センター糖尿病・内分泌内科 藤田 泰功，他

III－P－320 低血糖を主訴に来院した症例のインスリン感受性とグルカゴンの関連
埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科 森田 智子，他

III－P－321 重篤な低血糖によるQTcの延長 ～低血糖前後でQTc変化を追跡した症例の報告，及び低血糖搬入例224
例の解析～

帝京大学医学部附属病院内科学講座（内分泌代謝・糖尿病内科） 内野 卓也，他

低血糖4 13 : 10～13 : 40 座長 日高総合病院 若﨑 久生

III－P－322 グリベンクラミドとミグリトールの剤型類似により誤薬し，低血糖脳症となった2型糖尿病の一例
伊勢赤十字病院内科 門口 紅，他

III－P－323 低血糖発作を繰り返したが，腹部CT，Gaシンチにて異常なく，オクトレオチド酢酸塩にて血糖コントロー
ルが得られた高齢者の一例

済生会京都府病院糖尿病内科 近山 達，他
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III－P－324 低血糖脳症3症例のMRI画像の検討
国立病院機構名古屋医療センター糖尿病・内分泌内科 永井 純子，他

III－P－325 演題取り下げ
III－P－326 インスリン自己免疫症候群の診断と治療の考察

山形大学医学部附属病院第三内科 羽田幸里香，他
III－P－327 高インスリン血性低血糖症3症例の遺伝学的解析

国立病院機構・四国こどもとおとなの医療センター臨床研究部・小児ゲノム医療研究室 松本 真理，他

低血糖5 13 : 40～14 : 10 座長 神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 松田 友和

III－P－328 高度の栄養障害のため低血糖昏睡を繰り返したAnorexia Nervosa（AN）の1例
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 中村 知伸，他

III－P－329 ワルファリン，レパグリニド併用中に重症低血糖と皮下出血を同時発現した一例
済生会横浜市南部病院糖尿病内分泌内科 佐々木浩人，他

III－P－330 L－アスパラギナーゼにより低血糖を来たした悪性リンパ腫の1例
琉球大学附属病院第二内科 中山 良朗，他

III－P－331 ペンタミジンによる薬剤性低血糖を併発したステロイド糖尿病の一例
国立病院機構呉医療センター内分泌・糖尿病内科 永田 秀樹，他

III－P－332 ペンタミジン投与後，重症低血糖をきたしたニューモシスチス肺炎の1例
市立池田病院内分泌・代謝内科 豊田新一郎，他

III－P－333 ペンタミジンによる重症薬剤性低血糖をきたした1例
飯田市立病院内科 毛涯 秀一，他

臨床検査1 13 : 10～13 : 40 座長 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 馬場谷 成

III－P－334 糖尿病患者におけるRDW（赤血球容積粒度分布幅）と頸動脈壁肥厚及び尿アルブミン�クレアチニン比
（ACR）の関連性についての検討

東京都済生会中央病院内科 杉山 輝明，他
III－P－335 IMTの悪化の危険因子は血圧，喫煙，肥満である

高田中央病院放射線科 土谷 久士，他
III－P－336 尿酸性化が糖尿病性腎血管障害に及ぼす影響の解明

東北大学病院腎・高血圧・内分泌科 小川 晋，他
III－P－337 2型糖尿病における最大中膜内膜複合体厚と危険因子の関連性 ～当院での頚動脈エコーの結果から～

羽賀糖尿病内科 上田 法恵，他
III－P－338 2型糖尿病患者における血清総ビリルビン値と合併症

医療法人川崎病院内科 村井 潤，他
III－P－339 前向き薬剤介入試験における血管内皮機能と臨床検査データの関連

金沢大学附属病院検査部 中田 晶子，他

臨床検査2 13 : 40～14 : 10 座長 社会医療法人社団大久保病院 犀川 哲典

III－P－340 ラットのグルコースおよび短鎖脂肪酸代謝に関する検討
東邦大学総合診療・救急医学講座 瓜田 純久，他

III－P－341 当院におけるDPP4阻害薬服用例におけるBNPとNT�proBNPへの影響
帝京大学医学部附属病院内科 高橋 諭，他

III－P－342 無採血の組織液抽出技術を用いた血糖時間曲線下面積の臨床的応用の検討
三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 上村 明，他

III－P－343 「CGMセンサーの違いによるデータ欠損率の比較」
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院医療機器管理室 佐藤 正道，他
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III－P－344 エンライトセンサ穿刺におけるベインビュアを使用した出血回避に関する試み
医療法人萬田記念病院診療部ME 小林 陽介，他

III－P－345 RDW（赤血球容積粒度分布幅）・MCV値と血糖マーカーについての検討
福井県済生会病院内科 金原 秀雄，他

臨床検査3 13 : 10～13 : 40 座長 総合病院回生病院糖尿病センター 桑島 正道

III－P－346 超音波検査によるインスリン皮下硬結所見の検討
医療法人永和会みなみ赤塚クリニック検査科 山里 祐美，他

III－P－347 SMBG機器の正確性に関する比較検討
独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院検査部 増輪 文治，他

III－P－348 腹部CT所見を患者指導に活かす
赤穂中央病院糖尿病診療チーム 奥谷 一真，他

III－P－349 HbA1c測定方法の変更による特定健康診査結果への影響
北海道大学大学院医学研究科社会医学講座公衆衛生学分野 及川 純子，他

III－P－350 当院における持続血糖モニタリング（CGM）実施糖尿病患者の分析
（医）宏善会諫早記念病院内科 緒方 健志，他

III－P－351 検査部管理による外来患者を対象としたCGM検査の導入
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 岸本 玲子，他

臨床検査4 13 : 40～14 : 10 座長 久留米大学医学部内分泌代謝内科 和田 暢彦

III－P－352 糖尿病診断におけるestimate HbA1cの有用性
おさふねクリニック 中村 明彦，他

III－P－353 鉄欠乏性貧血合併胃切除例のHbA1c
市立川西病院糖尿病・内分泌内科 稲田 慎也，他

III－P－354 estimate hemoglobin A1cの血糖コントロールの指標としての有用性
おさふねクリニック検査室 目賀実千代，他

III－P－355 血糖コントロールの程度が血糖変動指標に及ぼす影響の検討
岩手医科大学糖尿病・代謝内科 長澤 幹，他

III－P－356 HbA1c測定時に貧血の有無を推定する～HPLC法で得られるクロマトグラムの結果を利用して～
H.E.Cサイエンスクリニック 牧 千絵子，他

III－P－357 HbA1c偽高値疑い例の抽出と対応の試み
高村内科クリニック 高村 宏，他

臨床検査5 13 : 10～13 : 40 座長 藤田保健衛生大学医学部内分泌・代謝内科 鈴木 敦詞

III－P－358 血液透析患者の生命予後に対する血清マグネシウム濃度と糖尿病合併の影響
高知高須病院検査部 川村 昌子，他

III－P－359 糖尿病患者におけるレチバル（フリッカー網膜電位計）を用いた網膜電位測定と糖尿病性合併症に関する
検討

愛知医科大学病院医学部内科学講座糖尿病内科 杉浦有加子，他
III－P－360 POCT対応シスタチンC測定試薬の精度と運用について

国家公務員共済組合連合会新小倉病院糖尿病センター 右田 忍，他
III－P－361 糖尿病遠隔診療での尿検査の試行

埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科 松田 昌文，他
III－P－362 睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング

（医社）正名会池田病院検査 立石 晃子，他
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III－P－363 HHS再現モデルとHHS治療モデルによる血清ナトリウム濃度変化の検討
福島赤十字病院糖尿病代謝科 佐藤 義憲

臨床検査6 13 : 45～14 : 10 座長 医療法人真愛会國﨑真クリニック 國﨑 真

III－P－364 1型糖尿病患者におけるGAのBMI依存性
明舞中央病院 田原 保宏

III－P－365 2型糖尿病患者におけるMDA�LDLと持続血糖モニタリング（CGM）で得られる血糖変動指標および各種
検査所見との関係

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 九島 秀樹，他
III－P－366 動物テストによる糖尿病患者の認知機能低下スクリーニングの評価について

厚生連高岡病院内科 亀谷 富夫，他
III－P－367 フラッシュ連続血糖モニタリング（FMG）による2型未治療糖尿病の治療

（医）岡田クリニック眼科・緑内障・糖尿病（神戸市） 岡田 芳春，他
III－P－368 糖尿病教育入院中に施行したテストミール試験の有用性と薬物治療選択との連関

徳島赤十字病院代謝・内分泌科 金崎 淑子，他

腎症8 13 : 10～13 : 40 座長 福井県立病院 若杉 隆伸

III－P－369 糖尿病性腎症4期へのクエン酸ナトリウム・カリウム投与が予後に及ぼす効果について
あけぼの病院腎臓内科 伊原 玄英，他

III－P－370 糖尿病患者における塩分およびカリウム摂取量と腎症発症との関連
東京女子医科大学糖尿病センター内科 豊永 愛子，他

III－P－371 二年以上にわたる強制的な食事療法により尿蛋白3.5g�gCrea以上の顕性腎症から微量アルブミン尿に改善
した1例

医療法人清香会小野内科クリニック 小野加津広
III－P－372 CONUTスコアを用いた糖尿病透析患者の栄養評価

医療法人森和会行橋中央病院糖尿病内科 江藤 知明，他
III－P－373 糖尿病透析予防の取り組み～生活習慣指導は腎症進展予防に寄与するか～

千葉労災病院糖尿病内分泌内科 根本浩一郎，他
III－P－374 当院の糖尿病透析予防指導による生活習慣介入の有効性と腎症の経過におよぼす要因についての検討

大垣市民病院糖尿病・腎臓内科�大垣市民病院糖尿病透析予防チーム 傍島 裕司，他

腎症9 13 : 35～14 : 10 座長 公立陶生病院 吉岡 修子

III－P－375 2型糖尿病透析患者におけるインスリン治療要否の指標としてのCPR�indexの検討
洛和会音羽記念病院内科（内分泌糖尿病内科） 重本 道香，他

III－P－376 千葉県循環器病センターにおける糖尿病透析予防指導管理（糖防管）1年間の歩みと成果
千葉県循環器病センター総合診療内科 加賀谷浩基，他

III－P－377 当院における糖尿病腎症未評価の現状
総合病院国保旭中央病院糖尿病代謝内科 大西俊一郎，他

III－P－378 当院での糖尿病透析予防指導について第5報
山形県立米沢栄養大学健康栄養学部 八幡 芳和，他

III－P－379 糖尿病腎症における糖尿病透析予防指導及びCKD教育入院の効果の検討
町立大淀病院内科 藤木 健吾，他

III－P－380 地域ぐるみで取り組む糖尿病透析予防（第二報）医療機関と行政の連携協働によるデータヘルスの新たな
展開と成果

皆野病院看護部 山崎 玉枝，他
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III－P－381 地域医療における糖尿病性腎症進展予防の試み～観察研究からみえてきたこと～
弘前大学大学院医学研究科地域医療学講座�弘前大学大学院医学研究科循環呼吸腎臓内科学講座 中村 典雄，他

第3日 5月23日（土） ポスター会場6 下関グランドホテル（3F 松寿・大慶）

糖尿病療養指導（栄養指導1） 13 : 10～13 : 40 座長 加藤内科クリニック 加藤 則子

III－P－382 肥満2型糖尿病患者における食生活の特徴を探る―BDHQを用いた栄養素・食品群別摂取量からの検討―
那珂記念クリニック療養指導部栄養科 上田 恵美，他

III－P－383 SGLT�2阻害剤の効果と中止後の体重リバウンドを見据えた栄養指導 ～第二報～
社会医療法人恵愛会大分中村病院栄養課 野村 香代，他

III－P－384 糖尿病患者における味覚の変化
神戸掖済会病院栄養管理部 吉村 治香，他

III－P－385 糖尿病重症化予防に有用な生活習慣項目の検討
神奈川県立保健福祉大学栄養学科 佐野 喜子，他

III－P－386 アンケートを用いた当院外来糖尿病あるいは境界型糖尿病患者の塩分摂取状況の調査
医療法人，長崎病院糖尿病医療チーム 川上 麻美，他

III－P－387 塩分摂取量簡易測定器「減塩モニタⓇ」を用いた減塩の動機づけ
H.E.Cサイエンスクリニック 柳澤恵美子，他

糖尿病療養指導（栄養指導2） 13 : 40～14 : 10 座長 とよだ医院 豊田健太郎

III－P－388 SATシステムを用いた栄養指導の有用性
国保水俣市立総合医療センター栄養科 髙橋 礼実，他

III－P－389 「市民公開糖尿病ゼミナール」参加者における糖尿病栄養指導の有無による食事摂取量と適正栄養量の過
不足について

大阪市立総合医療センター栄養部 山中 昇，他
III－P－390 糖尿病予防の啓蒙活動第2報～栄養相談実施後の調査について～

武蔵野赤十字病院栄養課 岩田 薫，他
III－P－391 リアルな療養指導を目指して！釧路CDE研究会の調理実習の取り組み

釧路赤十字病院医療技術部栄養課 宮井 理沙，他
III－P－392 食品交換表を用いた糖尿病予防においての食事療法啓蒙活動

日本赤十字社武蔵野赤十字病院栄養課 原 純也，他
III－P－393 食事指導に向けて情報収集ツールを考える

社団法人福岡医療団千鳥橋病院血液浄化センター 中城 文代，他

糖尿病療養指導（栄養指導3） 13 : 10～13 : 40 座長 福井中央クリニック内科 笈田 耕治

III－P－394 糖尿病教育入院における事前栄養指導効果の検討―第2報―
自治医科大学附属さいたま医療センター栄養部 中原 忍，他

III－P－395 主菜が食後血糖，インスリン，インクレチンに与える影響～食べる順番を守れなくても効果を得られるか～
秋田大学医学部病態代謝栄養学講座�JA秋田厚生連平鹿総合病院 月山 克史，他

III－P－396 カーボカウントセミナー参加者からみた現状の問題点について
名古屋経済大学人間生活科学部管理栄養学科 堀尾 拓之

III－P－397 継続できるカーボカウントを目指して
大阪府立急性期・総合医療センター栄養管理室 笠井 香織，他

III－P－398 新しい指導媒体【炭水化物20g交換表】に基づくカーボカウントの指導～第1報～
小野百合内科クリニック 田中 洋子，他
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III－P－399 新しい指導媒体・【炭水化物20g交換表】に基づくカーボカウントの指導について～第2報～
小野百合内科クリニック 佐久間未季，他

糖尿病療養指導（栄養指導4） 13 : 40～14 : 10 座長 こうのうえ内科クリニック 高上 悦志

III－P－400 2型糖尿病患者2例における腎移植後の体重管理への食事指導の影響
名古屋第二赤十字病院栄養課 八神 雪正，他

III－P－401 2型糖尿病患者の食塩摂取量の現状と減塩指導効果についての検討
鈴木内科医院 鈴木 信明，他

III－P－402 高齢独居の糖尿病男性患者における食習慣の実態
医療法人社団幸正会岩本内科医院 内田 知子，他

III－P－403 教育入院後の継続的な栄養指導で血糖コントロールが悪化する症例の問題点と解決への取り組み
宮崎県立日南病院栄養管理科 川西ゆかり，他

III－P－404 コンビニ食中心の患者に対する栄養指導
みわホームクリニック 伴藤 智美，他

III－P－405 当院における栄養指導回数と血糖コントロールの関係
医療法人社団たに内科クリニック 松田明日美

糖尿病療養指導（栄養指導5） 13 : 10～13 : 40 座長
国家公務員共済組合連合会浜の町病院
糖尿病内分泌内科 平松 真祐

III－P－406 画像食事記録を中心としたCGMチームカンファレンスの実際
とちぎメディカルセンター下都賀総合病院内分泌代謝内科 村野 俊一，他

III－P－407 宗教上禁止食材がある妊娠糖尿病患者へ食事カメラを用いた1例
香川大学医学部附属病院臨床栄養部糖尿病センター 大嶋 球乃，他

III－P－408 デュアル周波数体組成計を用いた栄養指導の検討
JCHO札幌北辰病院栄養管理室 田中 友梨，他

III－P－409 SMBG�2Daysに食事写真を併用した栄養指導の検証
佐世保中央病院栄養管理部 貴島左知子，他

III－P－410 「3日連続7ポイント血糖測定」によるテーラーメイド栄養指導の有効性の報告
社会医療法人社団大和会東大和病院栄養科 原島 健太，他

III－P－411 インスリンが枯渇した糖尿病患者におけるCGMを用いた栄養指導
医療法人社団三思会東邦病院栄養科 五十嵐美代子，他

糖尿病療養指導（その他6） 13 : 35～14 : 10 座長 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 川浪 大治

III－P－412 外来糖尿病患者への定期的な介入による血糖コントロールへの影響
八戸市立市民病院看護局 久保 睦子，他

III－P－413 糖尿病患者教育に対する看護師の関心と自信調査に基いた学習とその効果
中間市立病院看護部 山下 香織，他

III－P－414 糖尿病患者と健常者の社会心理的アンケート調査
筑波大学附属病院リハビリテーション部 久保 匡史，他

III－P－415 糖尿病患者における自動車運転時の低血糖経験や低血糖対策についてのアンケート調査
H.E.Cサイエンスクリニック 若林 和子，他

III－P－416 HbA1c経過グラフについてのアンケート調査
H.E.Cサイエンスクリニック 平尾 哲之，他

III－P－417 糖尿病患者のがん検査実施率に関するアンケート調査
H.E.Cサイエンスクリニック 仁木美千代，他

III－P－418 高齢糖尿病患者とサルコペニアの関連についての検討
国立長寿医療研究センター看護部外来�国立長寿医療研究センター臨床検査部 サブレ森田さゆり，他
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第3日 5月23日（土） 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（チーム医療4） 13 : 10～13 : 40 座長 坂総合病院糖尿病代謝科 内藤 孝

III－P－419 糖尿病透析予防指導における透析看護認定看護師の介入を振り返る
静岡済生会総合病院透析室 黒田 沙織

III－P－420 糖尿病透析予防指導における患者アンケート調査の有効性の検討
東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部 西村 淳子，他

III－P－421 透析予防指導の実際と糖尿病疾患管理マップの作成
青嵐会本荘第一病院消化器科 大城 陽代，他

III－P－422 糖尿病透析予防管理対象者への看護師の療養指導の実際
杏林大学医学部付属病院看護部 下田ゆかり，他

III－P－423 脳卒中専門病院における糖尿病腎症外来の成果
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター栄養部 川端久美子，他

III－P－424 糖尿病透析予防指導における患者の知識および満足度に関する調査
東京女子医科大学病院看護部 下大川 香，他

糖尿病療養指導（チーム医療5） 13 : 40～14 : 10 座長 的場内科クリニック 的場 清和

III－P－425 糖尿病チーム医療における看護職のIEPS（多職種間教育認知尺度）
金沢大学医薬保健学総合研究科臓器機能制御学 相川 泉，他

III－P－426 糖尿病療養指導における管理栄養士の病棟担当制の取り組み
市立池田病院栄養管理科 今仲 直美，他

III－P－427 DPC導入に伴う糖尿病教育入院パス改訂の試み
利根保健生活協同組合利根中央病院 角田 恵，他

III－P－428 多職種合同カンファレンスにおけるPAID活用の有用性について
山口大学医学部附属病院看護部 西久保由恵，他

III－P－429 当院における糖尿病透析予防システムの構築について―『うすき石仏ねっと』を利用した患者の層別化と
患者意識調査から見えてきた指導方針―

臼杵市医師会立コスモス病院外来 小野 淳子，他
III－P－430 糖尿病チームにおけるカンファレンスへの課題

町立大淀病院看護部 辻井 里美，他

糖尿病療養指導（チーム医療6） 13 : 10～13 : 40 座長 とみおか内科クリニック 冨岡 幸生

III－P－431 多職種共同による糖尿病透析予防外来の現状と課題
自治医科大学附属さいたま医療センター栄養部 茂木さつき，他

III－P－432 糖尿病透析予防指導後の長期成績
市立藤井寺市民病院看護部 塩野 由季，他

III－P－433 糖尿病透析予防指導における薬剤師の関与
広島市立安佐市民病院薬剤部 吉政 直美，他

III－P－434 当院における糖尿病透析予防支援チーム介入による効果
飯田市立病院看護部内科外来 竹村 春美，他

III－P－435 糖尿病透析予防指導効果の検討
済生会熊本病院外来管理室 小島富美代，他

III－P－436 当院の透析予防外来にて治療介入した前後における患者変化の比較検討
国家公務員共済組合連合会熊本中央病院内分泌代謝科 渡辺栄一郎，他
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糖尿病療養指導（チーム医療7） 13 : 40～14 : 10 座長 はらだ内科胃腸科 渡辺 淳

III－P－437 糖尿病性網膜症進展阻止に向けた意識啓発活動の取り組み
JCHO熊本総合病院看護部 松本 さ月，他

III－P－438 当院通院中の1型糖尿病の現状分析
社会医療法人かりゆし会ハートライフクリニック糖尿病内科 西原 和枝，他

III－P－439 当院2型糖尿病患者の循環器検査から療養指導を検討する
田川市立病院看護部 一ノ瀬亜紀，他

III－P－440 薬物使用状況による食事療法・運動療法への意識の違い
飯山赤十字病院リハビリテーション科 大口 和哉，他

III－P－441 健診センター受診者に対する糖尿病予防外来の試み
長野赤十字病院健康管理科部 星 研一，他

III－P－442 患者―主治医関係の理想像を求めて―主治医毎で何が違うのか―
三楽病院検査科�附属生活習慣病クリニック 猪股 新平，他

糖尿病療養指導（チーム医療8） 13 : 10～13 : 40 座長 刈谷豊田総合病院 林 良成

III－P－443 糖尿病重症化予防に向けた病診連携のためのコメディカルを対象とした体験型講習会の試みと実際
金沢医科大学病院看護部新館6階西病棟 北出優華子，他

III－P－444 当院の佐賀県糖尿病コーディネート看護師活動を振り返って～診療所スタッフ向け糖尿病教室開催後の聞
き取り調査から見えた事～

社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院内科病棟 脇山 マキ，他
III－P－445 地域医療連携による重症低血糖予防の取り組み

近江八幡市立総合医療センター 片山 初美，他
III－P－446 第20回埼玉糖尿病療養指導セミナー『最新知識と患者体験に基づく愛ある療養指導』開催報告

埼玉医科大学総合医療センター薬剤部 齋藤 健一，他
III－P－447 糖尿病教育入院クリニカルパスを活用した糖尿病指導への取り組み

国立病院機構旭川医療センター糖尿病センター 藤村絵里奈，他
III－P－448 当センターにおける非専門者に対してのスキルアップのための試み

海南医療センター生活習慣病対策会議 楠本由紀子，他


