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治療（経口薬④）
9：42 ～ 10：17  座長：周南市立新南陽市民病院　内科　松谷　朗

第２日目　11月12日（土）　A会場（高知県立県民文化ホール　1F　オレンジホール）

治療（経口薬③）
9：00 ～ 9：42  座長：日本鋼管福山病院　内科　糖尿病専門部長　箱田　知美

2-A-01　SGLT2阻害薬による糖毒性の解除－インスリン治療への追加処方の有効性－
笠岡第一病院　内科
○原田　和博，濱本　純子，宮島　厚介

2-A-02　当院でのSGLT-2阻害薬の使用経験
山陰労災病院　糖尿病・代謝内科
○宮本　美香，塩地　英希

2-A-03　粉砕化したSGLT2阻害薬を食事に混和した際の各薬剤の特徴について
松山市民病院　内科1，松山市民病医院　臨床研修科2，愛媛大学医学部　消化器・内
分泌・代謝内科学3，愛媛大学医学部　地域生活習慣病・内分泌学4
○和泉　清拓1，山田　寛子2，吉田　沙希子1，塩見　亮人1，増田　紘子1，
　加藤　ひとみ1，眞鍋　健一1，藤堂　裕彦1，新谷　哲二1，三宅　映己3，松浦　文三4，
　日浅　陽一3

2-A-04　ダパグリフロジンが内臓脂肪量や肝機能に及ぼす影響について
松山市民病院　内科1，愛媛大学医学部　消化器・内分泌・代謝内科学2，愛媛大学医
学部　地域生活習慣病・内分泌学3
○山田　寛子1，新谷　哲司1，和泉　清拓1，吉田　沙希子1，増田　紘子1，塩見　亮人1，
　加藤　ひとみ1，眞鍋　健一1，藤堂　裕彦1，古川　慎哉1，三宅　映己2，松浦　文三3，
　日浅　陽一2

2-A-05　イプラグリフロジンが糖尿病とNAFLDに及ぼす影響の検討
愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学1，愛媛大学大学院　疫学・予防医学2，
松山市民病院　内科3，市立八幡浜総合病院　内科4，済生会松山病院　内科5，愛媛
大学大学院　地域生活習慣病・内分泌学6，瀬戸内海病院　内科7
○吉田　沙希子1，三宅　映己1，仙波　英徳1，山本　晋6，古川　慎哉2，藤堂　裕彦3，
　新谷　哲司3，酒井　武則4，多田　藤政5，宮岡　弘明5，小堀　友恵7，小泉　洋平1，
　広岡　昌史1，松浦　文三6，日浅　陽一1

2-A-06　SGLT-2阻害薬服用と低炭水化物制限食によるサルコペニアを呈した2型糖尿病の一例
医療法人慈誠会　山根病院
○山根　雄幸，津森　道弘

2-A-07　イプラグリフロジン隔日投与における臨床的意義について
医療法人社団　うすい会　高陽ニュータウン病院　薬剤科1，医療法人社団　うすい
会　高陽ニュータウン病院　循環器内科2，医療法人社団　うすい会　高陽ニュータ
ウン病院　内科3
○新宅　克也1，山村　麻里1，桂　梨乃1，立石　博信2，八田　信朗3

2-A-08　SGLT2阻害薬併用後に大量のインスリン治療から離脱したKlinefelter症候群合併糖尿病の1例
徳島赤十字病院　代謝・内分泌科
○村上　尚嗣，別宮　佳奈子，井上　広基，金崎　淑子，新谷　保実
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2-A-09　当院における糖尿病合併透析患者の処方箋から見た治療法の変換
医療法人尚腎会高知高須病院　薬剤部1，糖尿病内科2
○堀切　雅子1，横山　三都香1，竹内　文乃1，水口　隆2，近森　一正2，末廣　正2

2-A-10　αグルコシダーゼ阻害薬と他の抗糖尿病薬との組み合わせによるBMIへの影響
川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学1，川崎医科大学　総合内科学１2
○蛭川　英典1，木村　友彦1，小原　健司1，辰巳　文則1，下田　将司1，亀井　信二1，
　中西　修平1，宗　友厚1，加来　浩平2，金藤　秀明1

2-A-11　造影剤検査前後のビグアナイド薬休薬は本当に必要か？
JA広島総合病院　糖尿病代謝内科・糖尿病センター
○古森　佑美，木ノ原　周平，三玉　康幸，石田　和史

2-A-12　HbA1cは低値であったが75g経口ブドウ糖負荷試験の結果より2型糖尿病と診断された1例
香川大学医学部附属病院　内分泌代謝内科
○井端　智裕，山地　直，佐藤　誠祐，小林　俊博，米崎　加津子，福長　健作，
　菊池　史，吉本　卓生，井町　仁美，村尾　孝児

2-A-13　限局型自己免疫性膵炎にステロイドミニパルスとグラルギンで管理した高齢者2型糖尿病の1例
宇部興産中央病院　糖尿病・血液内科1，宇部興産中央病院　消化器科2
○井本　忍1，宮本　幸子1，播磨　博文2

2-A-14　2型糖尿病治療中にipilimumabによる著明な甲状腺中毒症を来し血糖値上昇を認めた一例
香川大学医学部附属病院　内分泌代謝内科1，香川大学医学部付属病院　耳鼻咽喉科2
○米崎　加津子1，山地　直1，小林　俊博1，佐藤　誠祐1，井端　智裕1，福長　健作1，
　菊池　史1，吉本　卓生1，井町　仁美1，村尾　孝児1，高橋　幸稔2，森　照茂2

2-A-15　胆嚢癌発症を契機に膵体尾部欠損が判明した若年発症糖尿病の1例
山口大学医学部附属病院　第三内科1，山口大学医学部分子代謝制御学講座2，山口大
学大学院医学系研究科　病態制御内科学3
○田部　勝也1，椎木　幾久子2，山本　薫3，藤本　瑠璃子3，谷澤　幸生3

2-A-16　HbA1c、GAと平均血糖値の比に肥満が及ぼす影響
松山市民病院　内科1，愛媛大学医学部　消化器・内分泌・代謝内科学2，愛媛大学医
学部　地域生活習慣病・内分泌学3
○増田　紘子1，新谷　哲司1，和泉　清拓1，吉田　沙希子1，塩見　亮人1，
　加藤　ひとみ1，眞鍋　健一1，藤堂　裕彦1，古川　慎哉1，三宅　映己2，松浦　文三3，
　日浅　陽一2

2-A-17　非アルコール性脂肪性肝障害の進展におけるβ-クリプトキサンチンの役割
愛媛大学 地域生活習慣病・内分泌学1，愛媛大学 消化器・内分泌・代謝内科学2，愛
媛大学 疫学・予防医学3
○松浦　文三1，山本　晋1，神崎　さやか2，仙波　英徳2，三宅　映己2，古川　慎哉3，
　日浅　陽一2

2型糖尿病・肥満
10：17 ～ 10：59  座長：岡山済生会総合病院　糖尿病センター　中塔　辰明
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2-A-18　耐糖能異常とがん死亡に関する検討―第3報：非糖尿病者における血糖値とがん死亡―
広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター 1，Grand Tower Medical Court2
○吉良　さくらこ1，門前　裕子1，前田　亮1，福島　徳子1，藤原　佐枝子1，
　伊藤　千賀子2

2-A-19　慢性炎症のある肥満では、血中レジスチンは白血球数とより強く関連する【東温スタディ】
愛媛大学大学院医学系研究科　糖尿病内科学1，愛媛大学大学院医学系研究科　地域
健康システム看護学2，順天堂大学大学院　公衆衛生学3，京都大学医学研究科附属ゲ
ノム医学センター　ゲノム情報科学4
○川村　良一1，斉藤　功2，高田　康徳1，丸山　広達3，西田　亙1，高門　美沙季1，
　佐野　まどか1，源本　真由1，松下　由美1，能美　幸信1，田原　康玄4，大沼　裕1，
　谷川　武3，大澤　春彦1

2-A-20　当院回復期リハ病棟における骨折と糖尿病有病率
おおぞら病院
○横田　久恵，佐伯　理菜，越智　慶子，吉田　直彦，山下　治彦

2-A-21　当院回復期リハ病棟における脳卒中患者の生活習慣病有病率について
おおぞら病院
○佐伯　理菜，横田　久恵，越智　慶子，吉田　直彦，山下　治彦

疫学・統計
14：10 ～ 14：59  座長：グランドタワー　メディカルコート　伊藤　千賀子

2-A-22　外来糖尿病患者の随時尿による推定1日食塩摂取量の評価
さぬき市民病院　糖尿病センター
○小原　和隆，堀　琴瑛，筒井　貴弘，安西　沙樹，白井　恵子，大山　知代，
　井上　利彦

2-A-23　高尿酸血症と耐糖能の経年的検討
グランドタワーメディカルコート
○藤川　るみ，坪井　敦子，伊藤　千賀子

2-A-24　nonHDL-コレステロール、ALTとウエストの関係についての検討
町立奥出雲病院内科
○和田　昌幸
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2-B-01　GLP-1受容体作動薬の使用経験と臨床課題について
下関市立市民病院 糖尿病内分泌代謝内科1，下関市立市民病院 リウマチ膠原病内科2，
市立宇和島病院 内科3
○江口　透1，大田　俊一郎2，宮﨑　万純3，宮内　省蔵3

2-B-02　当センターにおける週1回GLP-1アナログ製剤デュラグルチド使用症例
住友別子病院糖尿病センター 1，岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学2
○田野岡　健1，塚本　啓子1,2，中村　達1

2-B-03　Dulaglutide長期投与の有用性 ～肥満糖尿病モデル動物を用いた検討～
川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学1，川崎医科大学　総合内科学12
○木村　友彦1，小畑　淳史1，蛭川　英典1，小原　健司1，下田　将司1，中西　修平1，
　宗　友厚1，加来　浩平2，金藤　秀明1

2-B-04　高齢者におけるデュラグルチドの有用性の検討
市立八幡浜総合病院　内科1，愛媛大学大学院医学研究科公衆衛生・健康医学講座2，
愛媛大学医学部第３内科3
○酒井　武則1，田中　徹也1，古川　慎哉2，仙波　英徳3

2-B-05　高齢２型糖尿病患者に対するWeekly GLP-1受動体作動薬の使用経験
岡山済生会総合病院　糖尿病センター　内科
○菅原　亮佑，片山　勝喜，前田　英紀，庄島　蘇音，浦上　経子，武田　昌也，
　北村　卓也，渡辺　恭子，中塔　辰明

治療（食事療法①）
9：35 ～ 10：24  座長：愛媛大学医学部附属病院 栄養部 部長　利光　久美子

第２日目　11月12日（土）　B会場（高知県立県民文化ホール　1F　グリーンホール）

治療（他の治療②）
9：00 ～ 9：35  座長：山口大学大学教育機構　保健管理センター　所長　奥屋　茂

2-B-07　マイメニューの有用性の検討
社会医療法人財団　大樹会　総合病院　回生病院　栄養部1，看護部2，リハビリテー
ション部3，臨床検査部4，糖尿病センター 5
○大砂古　ゆき1，西山　真波1，井上　紗貴1，藤川　智子1，勝田　万紀子1，
　西山　紀子2，矢野　誠二3，高橋　雅文4，和田　義生5，桑島　正道5

2-B-08　体組成変化からみた糖尿病地域連携パス患者への効果的食事介入に関する考察
厚生連廣島総合病院　栄養科1，厚生連廣島総合病院　糖尿病代謝内科・糖尿病セン
ター 2
○河本　良美1，三浦　満美子1，上村　真由美1，森田　菜津美1，古森　佑美2，
　木ノ原　周平2，三玉　康幸2，石田　和史2

2-B-06　初診糖尿病患者と肥満ー年齢別・男女別の検討ー
医療法人　慈誠会　山根病院　栄養科1，医療法人　慈誠会　山根病院　看護部2，医
療法人　慈誠会　山根病院　内科3，医療法人　慈誠会　山根病院三隅分院　栄養科4
○落部　早紀1，上野　和子1，三待　響子1，岡　千恵美2，山根　晴香2，山澤　順子4，
　山根　雄幸3
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2-B-09　糖尿病者における早食い対策の試み～一口めのみ100回咀嚼の効果について(第2報)
医療法人社団宮井内科医院
○吉本　優子，新見　道夫，木田　ハナ子，吉本　弘美，宮井　陽一郎

2-B-10　糖尿病患者の間食に関する評価時に使用する評価シートの検討
独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院　栄養管理部1，独立行政法人地域
医療機能推進機構徳山中央病院　糖尿病・内分泌内科2
○佐古　純子1，木村　文香1，小田　真理子1，田中　佳江1，畑尾　克裕2

2-B-11　糖尿病患者の食事時間の実態 ‐ 朝食時間と血糖コントロールとの関連 ‐
ノートルダム清心女子大学人間生活学部食品栄養学科1，医療法人和香会倉敷スイー
トホスピタル内科2
○小見山　百絵1，原田　友美子2，江尻　純子2，松木　道裕2

2-B-12　治療が困難な2型糖尿病患者における栄養指導による食習慣の改善と習慣化の検討
社会医療法人財団大樹会　総合病院　回生病院　栄養部1，社会医療法人財団大樹会
総合病院　回生病院　看護部2，社会医療法人財団大樹会　総合病院　回生病院　リ
ハビリテーション科3，社会医療法人財団大樹会　総合病院　回生病院　糖尿病セン
ター 4
○西山　真波1，西山　紀子2，矢野　誠二3，桑島　正道4

2-B-13　中食・外食時のレシートを用いた栄養指導
医療法人社団　幸正会　岩本内科医院1，香川大学医学部付属病院卒後臨床研修セン
ター 2
○内田　知子1，楠岡　美由紀1，藤田　早紀1，篠原　尚典1，杉元　由佳1，
　松原　修司2，石田　俊彦1，岩本　正博1

治療（食事療法②）
10：24 ～ 11：13  座長：川崎医科大学附属川崎病院　栄養部　笹埜　三世里

2-B-14　癌で死亡した2型糖尿病(T2DM)患者における発症前の食事摂取状況の特徴
石橋クリニック
○本橋　綾，松原　眞奈美，小坂　愛子，植武　春美，石橋　不可止

2-B-15　日本人糖尿病患者の寿命と死因に関するHDV教育媒体による2型糖尿病における指導効果
石橋クリニック
○本橋　綾，松原　眞奈美，小坂　愛子，植武　春美，石橋　不可止

2-B-16　食事内容を再現した食事プリントによる食事指導の2型糖尿病(T2DM)における長期的指導効果
石橋クリニック
○本橋　綾，松原　眞奈美，小坂　愛子，植武　春美，石橋　不可止

2-B-17　SMBGの2 Days Viewを用いて行う糖尿病栄養指導の有用性
野島内科医院1，現；マツダ株式会社　マツダ病院　栄養管理室2
○野島　秀樹1，國田　さおり1，奥田　順子1,2，湯川　博美1，野島　達也1

2-B-18　当院の糖尿病教育入院における栄養指導回数の実態調査
松江赤十字病院　栄養課1，松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科2
○今岡　麻奈美1，障子　彩菜1，赤名　奈緒子1，長谷　教代1，乙社　あかり1，
　安原　みずほ1，引野　義之1，山本　悦孝2，山本　公美2，垣羽　寿昭2，
　佐藤　利昭2
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2-B-19　『夢をかなえる体重表』による認知行動療法が肥満２型糖尿病患者に有効であった１例
医療法人社団大仁会　大石病院　栄養科1，医療法人社団大仁会　大石病院　内科2
○長澤　陽子1，大石　菜摘子2
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2-C-01　糖尿病性腎症の臨床検査と腎病理所見の相関についての検討
高知大学医学部　内分泌代謝・腎臓内科
○堀野　太郎，松本　竜季，島村　芳子，井上　紘輔，藤本　新平，寺田　典生

2-C-02　高齢2型糖尿病患者における慢性腎臓病について
高松内科クリニック
○高松　和永

第２日目　11月12日（土）　C会場（高知県立県民文化ホール　1F　第６多目的室）

慢性合併症③
9：00 ～ 9：42  座長：広島総合病院　糖尿病代謝内科・糖尿病センター　石田　和史

2-C-03　足測定(3DOシステム)によるインソール使用の長期的効果ー胼胝ケアの一例ー
医療法人慈誠会　山根病院　看護部1，医療法人慈誠会　山根病院　理学療法科2，医
療法人慈誠会　山根病院　内科3，医療法人慈誠会　山根病院　外科4，株式会社アス
テム5
○山根　晴香1，岡　千恵美1，田中　亜由美2，中谷　豊子1，山根　毅4，岡橋　伸浩5，
　山根　雄幸3

2-C-04　糖尿病合併透析患者におけるABI,TBIの特徴
高知高須病院　検査部1，高知高須病院　糖尿病内科2
○中脇　里美1，井上　美和1，坂出　佳代1，水口　隆2，近森　一正2，末廣　正2

2-C-05　Trousseau症候群を発症した２型糖尿病の２例
鳥取県立中央病院　糖尿病・内分泌・代謝内科1，鳥取県立中央病院　心臓内科2，鳥
取県立中央病院　泌尿器科3，鳥取県立中央病院　消化器外科4，鳥取県立中央病院　
顧問5
○楢崎　晃史1，村尾　和良1，吉田　泰之2，磯山　忠広3，中村　誠一4，武田　倬5

2-C-06　糖尿病教育入院における酸化ストレス減少に影響を及ぼす因子の検討
徳島大学医学部医学科1，徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学2，
徳島大学大学院医歯薬学研究部　糖尿病・代謝疾患治療医学分野3，徳島大学　糖尿
病臨床・研究開発センター 4，徳島大学病院　糖尿病対策センター 5，徳島大学　藤
井節郎記念医科学センター 6
○山下　沙織1，吉田　守美子2，高橋　優花1，粟飯原　賢一3，倉橋　清衛2，
　近藤　剛史2，森本　佳奈3，田蒔　基行4，湯浅　智之3，黒田　暁生4，明比　祐子4，
　遠藤　逸朗2，船木　真理5，福本　誠二6，松久　宗英4，安倍　正博2

2-C-07　骨盤死腔炎の術後に重篤な遷延性出血を生じ後天性血友病と診断した１型糖尿病の一例
香川県立中央病院　糖尿病内科1，香川県立中央病院　血液内科2，香川県立中央病院
　泌尿器科3
○吉田　淳1，紙谷　史夏1，木村　友香1，吉川　理津子1，中村　圭吾1，脇　正人2，
　藤田　治3

感染症①
9：42 ～ 10：17  座長：徳島赤十字病院　内科　新谷　保実

2-C-08　化膿性肘関節炎を呈した2型糖尿病の一例
高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科
○松浦　未央，高田　浩史，前田　夏希，天野　絵梨，近江　訓子，平野　世紀，
　船越　生吾，藤本　新平
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2-C-09　膿胸に対してウロキナーゼ胸腔内投与が有効であった糖尿病の1例
公立学校共済組合　中国中央病院　糖尿病・腎臓病内科1，公立学校共済組合　中国
中央病院　呼吸器内科2
○土橋　優子1，水草　典子1，水野　郁子1，小野田　哲也1，中迫　幸男1，平田　教至1，
　石井　啓太1，八杉　昌幸2

2-C-10　Klebsiella pneumoniaeによる気腫性膀胱炎、感染性膵嚢胞を併発した2型糖尿病の1例
一陽会原田病院　糖尿病・代謝内科
○原田　佳奈，堀江　正和，大下　加代，重本　憲一郎

2-C-11　糖尿病患者における手術部位感染症の危険因子に関する検討
広島市立安佐市民病院　内分泌・糖尿病内科
○志和　亜華，西村　真帆

2-C-12　感染性心内膜炎を発症した高齢者糖尿病患者3例での考察
社会医療法人仁生会　細木病院　内科
○中村　寿宏，丸山　博，熊谷　千鶴，西岡　達矢

2-C-13　SGLT2阻害薬内服中に気腫性腎盂腎炎をきたした2型糖尿病の一例
徳島県立中央病院 医学教育センター 1，徳島県立中央病院 糖尿病・代謝内科2，徳島
県立中央病院 総合診療科3
○川人　圭祐1，白神　敦久2，山口　普史2，田岡　真理子3，市原　新一郎3

2-C-14　軽度意識障害で救急搬送されレジオネラ肺炎が判明した糖尿病の1例
独立病院機構岡山医療センター
○太田　徹，渡邉　聡子，須藤　梨沙，梶谷　展生

2-C-15　自己中断を繰り返すDM患者に発症した感染性肝嚢胞(ILC)に対し腹腔鏡下手術を選択した１例
鳥取市立病院　内科1，同　総合診療科2，同　外科3
○檀原　尚典1,2，谷　悠真3，廣谷　茜2，足立　誠司2，久代　昌彦1，谷水　將邦1，
　大石　正博3，重政　千秋1,2

2-C-16　膿胸の経過中にインスリン自己免疫症候群（IAS）を発症した一例
国家公務員共済組合連合会高松病院　糖尿病内分泌内科1，国家公務員共済組合連合
会高松病院　内科2，国家公務員共済組合連合会高松病院　臨床研究部3
○村尾　敏1，野上　晃司2，筧　隆子3

2-C-17　糖尿病内科における高齢者糖尿病患者のコントロール傾向-新コントロール目標を前にして-
マツダ株式会社マツダ病院糖尿病内科1，マツダ株式会社マツダ病院薬剤部2
○辻　英之1，平岡　佐知子1，横山　匠太2

2-C-18　デュラグリチド導入が有用であった高齢糖尿病患者の一例
愛媛大学 　消化器・内分泌・代謝内科学1，愛媛大学　地域生活習慣病・内分泌学講
座2，愛媛大学　疫学・予防医学講座3，愛媛大学医学部附属病院　先端医療創生セン
ター 4，瀬戸内海病院　内科5
○有光　英治1，仙波　英徳1，三宅　映己1，山本　晋1,2，古川　慎哉3,4，小堀　友恵5，
　松浦　文三2,3，日浅　陽一1

感染症②
10：17 ～ 10：52  座長：川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学教室　木村　有紀子

高齢者医療
14：10 ～ 14：52  座長：松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　佐藤　利昭
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2-C-19　週1回型GLP-1製剤の使用により改善した認知症合併糖尿病患者の1例
飯南町立飯南病院
○永澤　篤司

2-C-20　環境調整にて血糖が改善した高齢者糖尿病の2例
医療法人同仁会　おおぞら病院
○吉田　直彦，越智　慶子，山下　治彦，苅田　美夏，豊島　史彦，宮本　安尚，
　上甲　隆敏

2-C-21　高齢者インスリン治療例の家族の支援状況について
市立八幡浜総合病院　看護部1，内科2
○竹本　眞由美1，谷本　千鶴子1，吉川　るり子1，二宮　香津子1，岡崎　千鶴1，
　木戸　美江子1，酒井　武則2

2-C-22　自己注射を要する高齢糖尿病患者家族への退院前支援に関するアンケート調査
松江市立病院　看護局1，松江市立病院　糖尿病内分泌内科2
○田村　涼子1，瀬利　しのぶ1，佐々木　基史2，多田　裕子2
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2-D-01　妊娠糖尿病におけるOGTT異常ポイント数による特徴と周産期予後に関する検討
松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科1，松江赤十字病院　産婦人科2
○山本　公美1，山本　悦孝1，永澤　篤司1，吉岡　かおり1，垣羽　寿昭1，佐藤　利昭1，
　坪倉　かおり2，池野屋　美智子2，藤脇　律人2，真鍋　敦2

2-D-02　異なるインスリン投与法で管理した1型糖尿病合併妊娠の2症例
倉敷中央病院　内分泌代謝・リウマチ内科1，香川県立中央病院　糖尿病・内分泌内科2，
倉敷中央病院　糖尿病内科3
○岡本　健太郎1，伊藤　慶彦1，川島　彰透1，天野　綾1，岡﨑　恭子1，村部　浩之1，
　横田　敏彦1，木村　友香2，松岡　孝3

2-D-03　インスリン(I)治療を要する妊娠糖尿病(GDM)と年齢及び妊娠前BMIとの関係
松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科
○佐藤　利昭，山本　公美，垣羽　寿昭，山本　悦孝，永澤　篤司，吉岡　かおり

2-D-04　無自覚性低血糖のためsensor　augmented　pump(SAP)導入した1型糖尿病合併妊娠の1例
高知医療センター　糖尿病・内分泌内科1，高知医療センター　産科2，高知医療セン
ター　栄養局3
○菅野　尚1，林　和俊2，高橋　成彦1，岡　美梨3，安田　春奈3，坂本　一美3

第２日目　11月12日（土）　D会場（ザ・クラウンパレス新阪急高知　3F　花1）

妊娠
9：00 ～ 9：35  座長：心臓病センター榊原病院　糖尿病内科　清水　一紀

2-D-05　食事療法に基礎カーボカウントを用いた妊娠糖尿病患者の1症例
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター　栄養局1，高知県・高知市病院企業
団立高知医療センター　医療局2，高知学園短期大学　生活科学学科3
○坂本　一美1，安田　春奈1，楠瀬　和佳奈1，佐賀　啓子1，十萬　敬子1，渡邊　慶子3，
　永井　立平2，林　和俊2，菅野　尚2，山下　元司1,2

2-D-06　当院における1型糖尿病患者に対する取り組み
社会医療法人近森会　近森病院　理学療法科1，社会医療法人近森会　近森病院　糖
尿病内分泌代謝内科/リウマチ・膠原病内科2，社会医療法人近森会　近森病院　看護
部3，社会医療法人近森会　近森病院　臨床栄養部4
○横田　太郎1，公文　義雄2，伊与田　美香3，松本　有里3，鈴木　絵梨奈4，
　國澤　雅裕1，川渕　正敬1，田中　健太郎1

2-D-07　超高齢1型糖尿病患者に対してSensor Augmented Pump（SAP）を導入した1例
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院　看護部1，地方独立行政
法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院　内分泌・糖尿病内科2
○山﨑　優介1，朝枝　智有1，中本　久恵1，中川　美紀1，西村　真帆2，志和　亜華2

2-D-08　Ⅰ型糖尿病患者のハンドボールを続ける希望を叶えるために
　　　　-多職種で連携し関わりを振り返って-

地方独立行政法人広島市立病院機構安佐市民病院
○上田　淳子，小倉　彩未，中川　美紀，山崎　優介

1型糖尿病④
9：35 ～ 10：10  座長：島根大学医学部内科学講座 内科学第一　守田　美和
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2-D-09　災害時の備えと病状伝達力について～ 1型糖尿病患者へのアンケート結果より
社会医療法人仁生会細木病院看護部1，社会医療法人仁生会細木病院栄養管理室2，社
会医療法人仁生会細木病院内科3，社会医療法人仁生会三愛病院内科4
○片岡　典代1，香川　直子1，森本　真由美1，安岡　美佐2，篠原　雅幸4，丸山　博3，
　熊谷　千鶴3，中村　寿宏3，西岡　達矢3

2-D-10　１型糖尿病と診断された鍼灸師　ＳＭＢＧの穿刺部位を工夫した　１例
大田市立病院　看護部1，大田市立病院　栄養管理科2，大田市立病院　臨床検査科3，
大田市立病院　消化器内科4，医療法人社団創建会　松江記念病院　内科5
○柳楽　京子1，白石　美保1，白根　弘美1，白石　元子2，野津　礼子3，森廣　千恵子1，
　岩谷　明子1，石田　周幸4，古家　寛司5

2-D-11　小児糖尿病キャンプのスタッフを対象とした災害訓練の成果
愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻1，横浜創英大学2，愛媛県立中央病院3，い
とう小児科4，西条中央病院5，四国中央病院6，愛媛大学大学院医学系研究科小児医
学7
○遠藤　洋次1，薬師神　裕子1，中村　慶子2，山本　真吾3，伊藤　卓夫4，濱田　淳平5，
　平井　洋生6，竹本　幸司7，石井　榮一7

2-D-12　サマーキャンプ中に実施したグループワークを取り入れた災害教育
高知大学医学部小児思春期医学講座1，高知大学医学部附属病院小児科看護師2，社会
医療法人近森会　近森病院リハビリテーション科3，高知市立一宮小学校養護教諭4，
社会医療法人仁生会　細木病院小児科5
○西本　由佳1，荒木　まり子1，山﨑　麻朱2，横田　太郎3，秋月　けい4，
　新井　淳一5

小児糖尿病
10：10 ～ 10：45  座長：横浜創英大学／愛媛大学医学部看護学科　中村　慶子

2-D-13　サマーキャンプにおけるインスリンポンプ手技のレベルアップについて
国立病院機構東広島医療センター　看護部1，県立広島病院　小児科2，国立病院機構
呉医療センター　小児科3，市立国立病院機構東広島医療センター　小児科4，市立三
次中央病院　糖尿病・代謝内分泌内科5，みやがわ小児科医院6，天神川なかむら内科7，
木原こどもクリニック8
○頼本　奈々1，神野　和彦2，米倉　圭二3，上野　哲史4，杉廣　貴史5，宮河　真一郎6，
　中村　邦彦7，木原　幹夫8

2-D-14　長期の不登校中に糖尿病性ケトーシスをきたした2型糖尿病男児の1例
四国中央病院　小児科1，西条中央病院　小児科2，愛媛大学大学院医学系研究科　小
児科学3
○平井　洋生1,3，濱田　淳平2，中矢　隆大2，竹本　幸司3，石井　榮一3

2-D-15　学校検尿でみつかったMODYの1例
高知大学医学部小児思春期医学1，高知大学医学部内分泌代謝腎臓内科2，四国こども
とおとなの医療センター小児内分泌科3
○荒木　まり子1，西本　由佳1，藤枝　幹也1，高田　浩史2，横田　一郎3
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2-E-01　かがわ糖尿病療養指導士のアンケート調査の報告
三豊総合病院，香川県内科医会糖尿病部会，香川県糖尿病協会
○米井　泰治

2-E-02　当院における糖尿病教育入院の効果のDTR－QOLをもちいた検討
三豊総合病院　代謝科(内科)
○堀口　正樹，松本　さやか，吉田　泰成，藤川　達也，井上　謙太郎，
　米井　泰治

2-E-03　EHRと連係したPHRの開発と有用性の検証
徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病・臨床研究開発センター 1，医療法人栄寿会　天
満病院2，徳島大学大学院　栄養生命教育学部3，徳島大学病院 病院情報センター 4
○谷口　諭1，天満　仁2，黒田　曉生1，堀江　徹2，森　博康1，鈴木　麗子1，
　浅野　弥生1，荒木　迪子3，玉木　悠3，松久　宗英1

2-E-04　糖尿病教室における運動療法指導の効果
市立八幡浜総合病院　リハビリテーション室1，内科2，栄養療法科3，看護部4
○伊勢家　満美1，田澤　舞1，酒井　武則2，薬師神　江利3，吉川　るり子4

2-E-05　運動療法を定着させるために
社会医療法人石川記念会HITO病院
○村上　雅之，扇喜　眞紀（MD），近藤　恵美子，鍋島　七重，陰谷　陽子

第２日目　11月12日（土）　E会場（ザ・クラウンパレス新阪急高知　3F　花1）

療養指導⑤
9：00 ～ 9：42  座長：大國内科クリニック　大國　智司

2-E-06　疾病管理MAPと⊿eGFRを用いた腎症進展防止の取り組み
市立八幡浜総合病院　臨床病理科1，内科2，地域連携室3，栄養療法科4，看護部5，愛
媛大学医学部第3内科6，愛媛大学大学院医学研究科公衆衛生・健康医学講座7
○古森　健太郎1，酒井　武則2，橋本　妙子3，井上　貴美子4，田中　徹也2，
　吉川　るり子5，二宮　香津子5，仙波　英徳6，古川　慎哉7

2-E-07　抗GAD抗体が陰性化した2症例
日本鋼管福山病院　臨床病理科1，日本鋼管福山病院　内科2
○城市　いづみ1，前田　結香里1，箱田　知美2

2-E-08　eGFR変化量を用いた透析導入高リスク群抽出アルゴリズムの妥当性の検証
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野1，徳島大学先端酵素学研究所糖尿病・
臨床研究開発センター 2，徳島大学病院病院情報センター 3
○大石　真実1，谷口　諭2，明比　祐子2，森　博康2，玉木　悠3，黒田　暁生2，
　田蒔　基行2，荒木　迪子1，阪上　浩1, 2，松久　宗英2

2-E-09　2型糖尿病患者における血中プロインスリンの臨床的意義
高知記念病院　糖尿病内科
○久川　奈緒子，池田　幸雄

検査
9：42 ～ 10：24  座長：グランドタワー　メディカルコート　藤川　るみ
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2-E-10　糖尿病患者におけるインピーダンス法による体組成測定の精度の検討
高知大学医学部附属病院栄養管理部1，高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科2
○西内　智子1，船越　生吾2，平野　世紀2，高田　浩史2，天野　絵梨2，近江　訓子2，
　炭谷　由佳1，伊與木　美保1，寺田　典生2，藤本　新平2

2-E-11　当院におけるGAD抗体 (RIA法)陽性例の解析
高知高須病院　検査部1，高知高須病院　糖尿病内科2
○井上　美和1，坂出　佳代1，水口　隆2，近森　一正2，末廣　正2

2-E-12　γグロブリン療法後に一過性のGAD抗体価上昇がみられた糖尿病の1例
寺沢病院1，徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床・研究開発センター 2，徳島大学
大学院医歯薬学研究部　糖尿病・代謝疾患治療医学分野3，徳島大学大学院医歯薬学
研究部　血液・内分泌代謝内科学4，徳島市民病院5，徳島大学大学院医歯薬学研究部
　臨床神経科学分野6，伊月病院7，藤井節郎記念医科学センター 8
○鶴尾　美穂1，黒田　暁生2，湯浅　智之3，近藤　剛史4，木内　美瑞穂5，松井　尚子6，
　細井　恵美子7，安倍　正博4，松本　俊夫8，松久　宗英2，寺澤　敏秀1

2-E-13　地域ぐるみでの減塩指導により腎症の進展を抑制しえた３例
市立八幡浜総合病院　栄養療法科1，内科2，看護部3，臨床病理科4，地域医療連携室5
○高石　梨代1，松尾　こず恵1，井上　貴美子1，薬師神　江利1，酒井　武則2，
　田中　徹也2，吉川　るり子3，二宮　香津子3，古森　健太郎4，橋本　妙子5

地域医療
10：24 ～ 11：13  座長：寺沢病院　鶴尾　美穂

2-E-14　地域多職種のニーズに答える勉強会―糖尿病医療に関する知識の向上にむけた取り組み―
日本鋼管福山病院1，中国中央病院2，福山市民病院3
○岡崎　眞由美1，藤井　眞由美2，永井　美貴3

2-E-15　まにわＤＭ療養指導の会の地域での活動について
医療法人社団井口会総合病院落合病院　看護部1，社会医療法人緑壮会金田病院2，医
療法人洗心堂宮島医院3，真庭市国民健康保険湯原温泉病院4，医療法人美甘会勝山病
院5，まにわＤＭ療養指導の会6
○横山　仁美1,6，大黒　あゆみ2,6，小森　香代3,6，土井　美恵子3,6，渡辺　早苗4,6，
　宍戸　洋子4,6，槙村　久美子5,6

2-E-16　糖尿病患者の在宅療養を支える訪問リハビリの役割～入退院を繰り返す患者の一事例～
三愛病院　リハビリテーション課1，三愛病院　看護部2，三愛病院　内科3
○田島　一樹1，門脇　貴代1，濵名　郁里2，篠原　雅幸3，深田　順一3

2-E-17　地域のイベントを活用した糖尿病啓発活動の取り組み
医療法人慈誠会　山根病院　看護部1，医療法人慈誠会　山根病院　内科2，島根県浜
田保健所3
○三浦　小百合1，山根　晴香1，岡　千恵美1，中谷　豊子1，竹内　俊介3，
　佐々木　真子3，山根　雄幸2

2-E-18　データヘルス計画における自治体と薬局の連携～糖尿病予防事業の取り組み～
株式会社ホロン　すずらん薬局本店1，すずらん薬局高宮店2，すずらん薬局大手町店3，
すずらん薬局船越店4，すずらん薬局舟入店5，すずらん薬局庚午店6，すずらん薬局
十日市7，すずらん薬局上安店8，株式会社ホロン9，すずらん薬局　本店10
○松田　直子1，小早川　正和2，高畑　江津子10，渡部　映美3，山崎　志穂4，
　石田　斐子5，出羽　法子5，木原　春日3，柳原　佳苗6，熊谷　恭子7，風盛　真澄8，
　古屋　憲次9
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2-E-19　八幡浜市における糖尿病性腎症重症化予防の取り組み
市立八幡浜総合病院　地域医療連携室1，八幡浜市保健センター 2，八幡浜市地域包
括支援センター 3，八幡浜市役所市民課国保係4
○東堂　百合子1，酒井　武則1，橋本　妙子1，武政　杏奈1，二宮　恭子2，筬島　優子2，
　松本　有加2，中川　綾2，宇都宮　希代子2，村佐　真由美2，宮岡　明美3，
　三好　洋子3，森　スミ子3，永岡　千草3，尾下　有美3，河野　洋三4，大上　あすみ4，
　松本　常美4，井上　公代4，柳沢　晴美4


