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第2日目　11月11日（土）　A会場（岡山コンベンションセンター　３F　コンベンションホール）

治療（経口薬療法）①
9:00～9:35 座長：寺沢病院　鶴尾　美穂

2-A-01  SGLT2阻害薬使用患者における、HbA1cの低下に関与する因子の検討
   周南市立新南陽市民病院内科1，なかもり内科2

   ○ 林　俊輔1，田上　耕三1，佐々木　輝昌1，松谷　朗1，中森　芳宜2

2-A-02  DKA後の血糖コントロールにSGLT2阻害薬が有用であった肥満1型糖尿病症例
   笠岡第一病院 内科
   ○ 原田　和博，濱本　純子，宮島　厚介

2-A-03  SGLT2阻害薬を投与し心電図異常が改善した心不全合併2型糖尿病の1例
   安佐市民病院 内分泌糖尿病内科1，安佐市民病院 循環器内科2

   ○ 姫野　菜津美1，志和　亜華1，小田　登2，加藤　雅也2

2-A-04  SGLT-2阻害薬による2型糖尿病患者の体組成変化についての検討
   おさふねクリニック
   ○ 那須　由美，中田　淳子，小寺　亮，中村　明彦

2-A-05  SGLT2阻害薬の腎機能への影響に関する検討
   国立病院機構 岡山医療センター
   ○ 梶谷　展生，渡邉　聡子，松下　裕一，伊勢田　泉，肥田　和之

治療（経口薬療法）②
9:35～10:10 座長：近森病院　糖尿病内分泌代謝内科　公文　義雄

2-A-06  SGLT-2阻害薬カナグリフロジンの食行動に及ぼす影響
   松山市民病院内科
   ○ 和泉　清拓，新谷　哲司，増田　紘子，塩見　亮人，加藤　ひとみ，眞鍋　健一，
  　藤堂　裕彦，古川　慎哉

2-A-07  SGLT2阻害薬によるインスリン減量効果～入院2型糖尿病症例での後方視的解析～
   公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 糖尿病内科
   ○ 安原　章浩，亀井　信二，上野　麻美，黒岡　直子，竹廣　裕子，志伊　真和，藤原　大介，
  　鈴木　貴博，高橋　健二，松岡　孝

2-A-08  糖質制限とSGLT2阻害薬投与によりケトアシドーシスに至った2型糖尿病の一例
   広島市立病院機構広島市立広島市民病院 内科
   ○ 壷井　知子，杉谷　宗一郎，水木　一仁，望月　久義
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2-A-09  強化インスリン療法下でSGLT2阻害薬によるeuglycemic DKAをきたした2型糖尿病の1例
   公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
   ○ 黒岡　直子，亀井　信二，上野　麻美，竹廣　裕子，志伊　真和，安原　章浩，藤原　大介，
  　鈴木　貴博，高橋　健二，松岡　孝

2-A-10  SGLT2阻害薬の短期臨床的効果に関する検討
   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1，JA徳島厚生連阿南共栄

病院 内科2，たまき青空病院 糖尿病内分泌内科3

   ○ 乙田　敏城1，森本　佳奈2，湯浅　智之1，田蒔　基行3，東　博之2，粟飯原　賢一1，

治療（経口薬療法）③
10:10～10:52 座長：島根大学　医学部内科学講座 内科学第一　守田　美和

2-A-11  チアゾリジン薬・SU薬からの切り替え症例でみたSGLT2阻害薬への有意義な切り替え
   厚生連廣島総合病院 糖尿病代謝内科・糖尿病センター
   ○ 濵岡　彩，古森　佑美，三玉　康幸，石田　和史

2-A-12  高血糖・認知症合併高齢患者にイプラグリフロジンが糖代謝に及ぼす安全性／有効性の検討
   独立行政法人国立病院機構岡山医療センター1，国立病院機構岡山市立金川病院2，医療法人

緑隆会太田病院3

   ○ 肥田　和之1，田原　稔久1，須藤　梨沙1，太田　徹1, 3，梶谷　生展1，松下　裕一1，
  　伊勢田　泉1, 2

2-A-13  中枢性尿崩症を合併した2型糖尿病にSGLT2阻害薬を使用した1例
   特定医療法人社団啓卯会村上記念病院 内科
   ○ 黒田　麻実，神野　礼実，廣澤　裕代，山辺　瑞穂

2-A-14  DPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬併用効果の検討
   独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 内科1，独立行政法人労働者健康安全機構香

川労災病院 看護科2，独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 薬剤科3，独立行政法
人労働者健康安全機構香川労災病院 検査科4，独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病
院 栄養科5，独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 リハビリテーション科6

   ○ 岩田　康義1，大杉　聡宏1，中村　英祐1，次田　誠1，小野田　哲也1，藤岡　宏1，
  　西原　環2，吉川　照美2，増田　玲子3，野口　賀代3，平野　智子4，小早川　真衣5，
  　中　久美子5，白井　栞奈5，多田羅　典子5，平田　邦江5，出口　貴行6

2-A-15  肥満2型糖尿病患者におけるDPP4阻害薬からSGLT2阻害薬への切り替えの検討
   医療法人あやめ内科 糖尿病内科
   ○ 綾目　秀夫

2-A-16  SGLT2阻害薬により著明なインスリン抵抗性の改善を認めたステロイド糖尿病の一例
   山口大学医学部附属病院1，山口大学教育機構保健管理センター2，山口大学大学院医学系研

究科 病態制御内科学講座3

   ○ 田部　勝也1，奥屋　茂2，谷澤　幸生3
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治療（経口薬療法）④
10:52～11:27 座長：周南市立新南陽市民病院　松谷　　朗

2-A-17  腎障害合併2型糖尿病患者におけるリナグリプチンからシタグリプチンへの切り替えについて
   愛媛労災病院内科
   ○ 中井　一彰

2-A-18  Weekly DPP-4阻害薬オマリグリプチンの臨床効果についての検討
   広島医療生協広島共立病院糖尿病内科
   ○ 森下　尚明，門前　裕子

2-A-19  1日1回型DPP-4阻害薬から週1回型への切替えが2型糖尿病患者の治療満足度に及ぼす影響
   松山市民病院 臨床研修科1，松山市民病院 内科2

   ○ 多保　康平1，新谷　哲司2，和泉　清拓2，増田　紘子2，塩見　亮人2，加藤　ひとみ2，
  　眞鍋　健一2，藤堂　裕彦2，古川　慎哉2

2-A-20  週1回DPP-4阻害薬の実力
   澤野甲状腺・糖尿病専門予約クリニック
   ○ 澤野　文夫

2-A-21  強化インスリン療法にWeekly DPP-4阻害薬を開始するメリット
   坂出市立病院 糖尿病内科1，坂出市立病院 薬剤部2

   ○ 大工原　裕之1，村岡　都美江1，前田　智世2

治療（経口薬療法）⑤
14:10～14:52 座長：松山赤十字病院　内科　近藤　しおり

2-A-22  ビグアナイド薬内服患者における、血漿乳酸値上昇のリスク因子の検討
   厚生連廣島総合病院 糖尿病代謝内科・糖尿病センター
   ○ 古森　佑美，濵岡　彩，三玉　康幸，石田　和史

2-A-23  急性心不全で入院した２型糖尿病患者における糖尿病薬の使用状況
   公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院薬剤部1，公益財団法人大原記念倉敷

中央医療機構倉敷中央病院糖尿病内科2

   ○ 武知　和子1，西村　健二1，益本　周治1，高栁　和伸1，松岡　孝2

2-A-24  当院における高齢者への経口糖尿病薬使用調査
   兵庫県立柏原病院 薬剤部
   ○ 瀬川　和子，中須賀　基，垣尾　尚美，辻本　純子

2-A-25  糖尿病患者の服薬状況と服薬ニーズに関する検討（第２報）
   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

   ○ 岡　千恵美1，山根　晴香1，三浦　小百合1，武田　ゆかり1，中谷　豊子1，山根　雄幸2
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2-A-26  当院外来通院患者における合剤への意識調査
   一般財団法人 永頼会 松山市民病院 薬剤部1，一般財団法人 永頼会 松山市民病院 内科2

   ○ 阿部　記史1，新谷　哲司2，源本　結菜1，山崎　マドカ1，渡邊　亜貴1，和泉　清拓2，
  　塩見　亮人2，加藤　ひとみ2，眞鍋　健一2，藤堂　裕彦2，大塚　尚1，古川　慎哉2

2-A-27  ボグリボースが有効であった腫瘤形成性膵炎に伴う膵性糖尿病の一例
   綜合病院山口赤十字病院 内科1，綜合病院山口赤十字病院 外科2

   ○ 近藤　容子1，永尾　優子1，佐々木　暢彦2

低血糖
14:52～15:34 座長：広島大学病院　内分泌・糖尿病内科　米田　真康

2-A-28  低血糖発作を契機に下垂体卒中と診断しホルモン補充療法にて改善した１例
   岡山大学病院 総合内科1，三豊総合病院 代謝科2

   ○ 安田　美帆1, 2，長谷川　功1，頼　冠名1，小比賀　美香子1，藤川　達也2，片岡　仁美1，
  　大塚　文男1

2-A-29  低血糖発作を契機に診断に至ったSchmidt症候群の１例
   （独）国立病院機構 福山医療センター 糖尿病・内分泌内科1，岡山大学病院 内分泌センター2

   ○ 松田　崇之1，畑中　崇志1，当真　貴志雄2

2-A-30  インスリンデグルデクによる遷延性低血糖症例
   公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 糖尿病内科
   ○ 上野　麻美，松岡　孝，黒岡　直子，竹廣　裕子，志伊　真和，安原　章浩，藤原　大介，
  　鈴木　貴博，亀井　信二，高橋　健二

2-A-31  頻回に低血糖を生じる膵性糖尿病でNPHが有効であった一例
   鳥取大学医学部附属病院 内分泌代謝内科1，鳥取大学医学部附属病院 地域医療学講座2，鳥

取大学医学部附属病院 循環器内科3

   ○ 山田　まどか1，阿武　茉利1，小倉　有李子1，伊藤　祐一1，北尾　苑子1，松本　和久1，
  　庄司　恭子1，角　啓佑1，松澤　和彦2，伊澤　正一郎1，大倉　毅1，加藤　雅彦3，
  　山本　一博3

2-A-32  救急医療の現場から見たここ数年における低血糖症の実態
   社会医療法人近森会 近森病院 糖尿病･内分泌代謝内科
   ○ 公文　義雄，近澤　宏明，吉田　剛，浅羽　宏一

2-A-33  高齢2型糖尿病患者の無自覚性、重症低血糖の発見と医師への働きかけ
   社会医療法人近森会 近森病院 看護部
   ○ 岩井　千代美
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第2日目　11月11日（土）　B会場（岡山コンベンションセンター　１F　イベントホール）

妊娠
10:40～11:08 座長：岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌内科　江口　　潤

2-B-01  妊娠糖尿病患者における産後耐糖能異常の予測因子の検討
   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1，姫路赤十字病院 内科2

   ○ 渡邉　真由1，片山　晶博1，香川　英俊2，江口　潤1，小川　大輔1，和田　潤1

2-B-02  200単位／日の大量インスリンを要した2型糖尿病合併妊娠の1例
   島根県立中央病院内分泌代謝科1，島根県立中央病院産婦人科2

   ○ 並河　哲志1，伊東　康男1，奈良井　曜子2，栗岡　裕子2

2-B-03  FreeStyleリブレFGM（F）とSAP療法下CGM（C）の1型糖尿病妊婦での体験的比較検討
   松江赤十字病院 11階病棟1，松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科2

   ○ 佐藤　美奈1，石原　裕一郎1，東條　優香1，松本　百希子1，三浦　綾夏1，千代　直尚1，
  　吾郷　真菜美1，山本　悦孝2，山本　公美2，垣羽　寿昭2，佐藤　利昭2，

2-B-04  妊娠糖尿病患者を対象としたマタニティークラスの有用性について
   （独）国立病院機構 福山医療センター 看護部1，（独）国立病院機構 福山医療センター 糖尿病・

内分泌内科2

   ○ 大塚　麻里1，平田　みずえ1，三宅　優子1，畑中　崇志2，
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第2日目　11月11日（土）　C会場（岡山コンベンションセンター　２F　レセプションホール）

療養指導④
9:00～9:42 座長：愛媛大学大学院　医学系研究科　看護学専攻　中村　慶子

2-C-01  糖尿病療養指導カードシステムでの取り組み～患者と看護師へのアンケートから見えたもの～
   医療法人社団大仁会大石病院 看護部1，医療法人社団大仁会大石病院 栄養科2，医療法人社

団大仁会大石病院 糖尿病内科3

   ○ 佐藤　千春1，島　弘美1，田中　陽子2，大石　菜摘子3

2-C-02  「掴む！」糖尿病教室における薬剤師のつとめ
   坂出市立病院 薬剤部1，坂出市立病院 内科2

   ○ 前田　智世1，大工原　裕之2，村岡　都美江2

2-C-03  理学療法士中心の糖尿病教室にウォーキングを導入して
   医療法人社団 井口会 総合病院 落合病院 リハビリテーション科1，医療法人社団 井口会 総

合病院 落合病院 栄養科2，医療法人社団 井口会 総合病院 落合病院 看護部3，医療法人社団 
井口会 総合病院 落合病院 臨床検査科4，医療法人社団 井口会 総合病院 落合病院 薬剤部5，
医療法人社団 井口会 総合病院 落合病院 糖尿病内科6

   ○ 久松　大介1，池田　元美1，石井　麻奈美1，神社　沙也佳1，山崎　悦子2，松本　茜2，
  　横山　仁美3，美甘　由加里3，宮本　千春3，金定　礼恵4，吉川　彩5，廣田　大昌6，
  　髙橋　泰6

2-C-04  当院の糖尿病教育入院パスにおけるチーム医療の取り組み
   社会医療法人 近森会 近森病院
   ○ 松本　有里，公文　義雄，浅羽　宏一，伊与田　美香，横田　太郎，長野　祐希乃，
  　鈴木　絵梨奈

2-C-05  糖尿病教育入院2泊3日での取り組み
　 ～継続したチームでの療養支援～
   社会医療法人近森会 近森病院 糖尿病センター
   ○ 伊与田　美香，公文　義雄，浅羽　宏一，松本　有里，横田　太郎，鈴木　絵梨奈，
  　長野　祐希乃

2-C-06  当院における1型糖尿病患者会の取り組み
 －現状と今後の課題－
   済生会松山病院 看護部1，済生会松山病院 甲状腺糖尿病センター2

   ○ 徳野　みどり1，兵頭　千恵1，奥島　裕美子1，梅岡　二美2，稲田　暢2，宮岡　弘明2
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療養指導⑤
9:42～10:31 座長：山根病院　山根　晴香

2-C-07  地域包括ケア病棟におけるDMサポートチームの役割　
 多職種連携で科を超えた関わり
   協愛会阿知須共立病院
   ○ 内海　育子，松原　弘子，松下　智恵，山本　由実，三原　一輝，友清　啓介，大瀧　明美，
  　松尾　義哉，新田　康子

2-C-08  当院における糖尿病療養指導士についての意識調査
   市立大洲病院 看護部1，市立大洲病院 薬剤室2，市立大洲病院 内科3

   ○ 大野　智香1，土居　泰典1，楠田　育子1，菊池　裕子1，平野　博子1，井上　和江1，
  　平井　サカエ1，山中　志麻1，井手　明日香2，西山　伸吾2，尾上　夏恵2，有光　英治3，
  　小幡　善保3，今峰　聡3，中西　公王3，谷口　嘉康3

2-C-09  島根県糖尿病協会主催の療養指導研修会が糖尿病療養指導士の資格更新に果たす役割
   松江赤十字病院 糖尿病･内分泌内科1，島根県糖尿病協会2，医療法人慈誠会山根病院 内科3，

医療法人社団創健会 松江記念病院 内科4，島根大学医学部内科学講座内科学第一5，たかせ
内科6，医療法人社団摯静会やまうち内科7，飯南町立飯南病院 内科8

   ○ 吉岡　かおり1，岡本　捷一2，山根　雄幸3，古家　寛司4，守田　美和5，高瀬　裕史6，
  　山内　克実7，永澤　篤司8，垣羽　寿昭1，佐藤　利昭1

2-C-10  スタッフが参加しやすい勉強会の検討
　 －病棟での5分間勉強会の現状を振り返る－
   済生会松山病院 看護部1，済生会松山病院 糖尿病甲状腺センター2

   ○ 兵頭　千恵1，徳野　みどり1，奥島　裕美子1，近藤　由美1，梅岡　二美2，宮岡　弘明1

2-C-11  ロールプレイを用いた糖尿病療養指導実践セミナー（リスカン）の効果の検討
   済生会西条病院 内科1，順天堂大学医学部 附属順天堂医院 医療サービス支援センター患者

看護相談室2，愛媛大学大学院 医学研究科 糖尿病内科学3，朝日生命成人病研究所附属医院 
糖尿病内科4，山王病院 内科5，大森赤十字病院 糖尿病・内分泌内科6，済生会今治第二病院 
内科7，済生会松山病院 内科8

   ○ 金子　由梨1，鳥巣　真幹1，岡田　眞一1，橘　優子2，松下　由美3，菊池　貴子4，
  　岸本　美也子5，北里　博仁6，田丸　正明7，宮岡　弘明8

2-C-12  院内糖尿病テストとCDE制度を利用したスタッフの糖尿病知識向上への取り組み
   医療法人同仁会 おおぞら病院 内科
   ○ 吉田　直彦，越智　慶子，松田　藍，山下　治彦

2-C-13  糖尿病サポートチーム（DIST）による血糖管理改善の取組み
   公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 糖尿病サポートチーム
   ○ 藤原　恭子，友野　美絵，廣畑　順子，武知　和子，安田　侑紀，廣田　絵美，
  　亀井　信二，松岡　孝
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療養指導⑥
10:31～11:13 座長：心臓病センター榊原病院　吉沢　祐子

2-C-14  糖尿病性腎症患者のセルフケアを促すプログラム作成の試み
   岡山県立大学保健福祉学部1，全国健康保険協会岡山支部 企画総務部2，岡山大学病院看護部3，

大阪大学大学院医学系研究科4，日本看護協会5，岡山大学病院新医療研究開発センター／岡山
大学病院糖尿病センター6

   ○ 住吉　和子1，池尻　好美2，大橋　睦子3，長田　麻里3，清水　安子4，福井　トシ子5，
  　山口　三重子1，四方　賢一6

2-C-15  広島県糖尿病腎症重症化予防プログラムに対する取り組み
   医療法人グランドタワーメディカルコート
   ○ 新庄　由佳，延原　瑠里，藤川　るみ，吉良　さくらこ，坪井　敦子，伊藤　千賀子

2-C-16  当院における糖尿病性腎症の進展抑制を目指した取り組み
   岡山大学病院 糖尿病センター1，岡山大学病院 看護部2，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3，岡山大学病院 糖尿病センター/新医療研究開発センター4

   ○ 長田　麻里1，利根　淳仁1，大橋　睦子2，和田　淳3，四方　賢一4

2-C-17  当院における糖尿病透析予防指導を行った２事例の比較・分析・今後の課題
   医療法人社団井口会 総合病院落合病院 看護部1，医療法人社団井口会 総合病院落合病院 栄

養科2，医療法人社団井口会 総合病院落合病院 糖尿病内科3，岡山大学病院 糖尿病センター4

   ○ 横山　仁美1，宮本　千春1，山﨑　悦子2，松本　茜2，利根　淳仁4，廣田　大昌3，
  　高橋　泰3

2-C-18  当院における糖尿病透析予防指導の実施症例の検討と今後の課題
   心臓病センター榊原病院糖尿病センター
   ○ 小堀　他津子，池田　陽子，吉沢　祐子，福田　哲也

2-C-19  当院における糖尿病透析予防指導の取り組み
   社会医療法人 石川記念会 ＨＩＴO病院 糖尿病センター
   ○ 鍋島　七重，近藤　恵美子，三木　千春，松浦　智子，村上　雅之，越智　大輔，篠原　諭，
  　扇喜　真紀
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第2日目　11月11日（土）　D会場（岡山コンベンションセンター　3F　301会議室）

急性合併症
9:00～9:35 座長：香川大学　医学部　内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学講座　井町　仁美

2-D-01  腸管気腫症の原因としてα-グルコシダーゼ阻害薬が疑われた1例
   国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター
   ○ 佐川　純司，吉井　陽子，久保田　益亘

2-D-02  急激な血糖改善で両下腿インスリン浮腫を生じた著明な血糖管理不良2型糖尿病の1例
   川崎医科大学 総合内科学１1，川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学2

   ○ 菅　勇貴1，重本　亮1，髙井　舞子1，阿武　孝敏1，川﨑　史子1，金藤　秀明2，
  　加来　浩平1，沖本　二郎1

2-D-03  糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)と急性膵炎を合併した2症例の検討
   国立病院機構岡山医療センター 糖尿病代謝内科
   ○ 渡邉　聡子，梶谷　展生，須藤　梨沙，松下　裕一，肥田　和之

2-D-04  糖尿病ケトアシドーシスの経過中に非閉塞性腸管虚血症を発症した2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

   ○ 畠田　昇一1，吉田　朋広1，大黒　由加里2，白神　敦久2

2-D-05  非閉塞性腸管虚血症を発症した２型糖尿病の１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 総合内科2，鳥取県立中

央病院 外科3，鳥取県立中央病院 副院長4，鳥取県立中央病院 顧問5

   ○ 楢崎　晃史1，村尾　和良1，福田　詩織2，遠藤　功二2，岡本　勝2，澤田　隆3，
  　吉田　泰之4，武田　倬5

慢性合併症（歯周病、他の合併症）
9:35～10:10 座長：大國内科クリニック　大國　智司

2-D-06  2型糖尿病患者に対する歯周病治療時の課題を実感した一症例
   岡山大学病院 医療技術部 歯科衛生士室1，岡山大学病院 歯周科2，岡山大学大学院医歯薬学

総合研究科 歯周病態学分野3

   ○ 髙橋　麻里子1，大森　一弘2，千神　八重子1，山本　直史2，高柴　正悟3

2-D-07  待機的整形外科手術の術後経過における糖尿病の影響
   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 糖尿病臨床・研究開発センター3，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，
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 運動機能外科学7

   ○ 國方　脩登1，吉田　守美子2，原　倫世2，細井　美希2，山上　紘規2，山口　佑樹2，
  　桝田　志保2，倉橋　清衛2，黒田　暁生3，明比　祐子3，遠藤　逸朗2，粟飯原　賢一4，
  　船木　真理5，福本　誠二6，安倍　正博2，浜田　大輔7，松久　宗英3
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2-D-08  高齢2型糖尿病患者における足白癬の有病率とその傾向
   松山市民病院 内科
   ○ 増田　紘子，新谷　哲司，和泉　清拓，塩見　亮人，加藤　ひとみ，眞鍋　健一，
  　藤堂　裕彦，古川　慎哉

2-D-09  血糖コントロール不良な高齢2型糖尿病患者に発症した糖尿病性舞踏病の1例
   岡山済生会総合病院
   ○ 四方　雅人，菅原　亮佑，浦上　経子，中塔　辰明

2-D-10  高血糖高浸透圧症候群で発症し、肺ノカルジア症を合併した1型糖尿病の1例
   高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科1，血液・呼吸器内科2

   ○ 橋本　大輔1，平野　世紀1，向田　賢市2，松本　竜季1，天野　絵梨1，船越　生吾1，
  　近江　訓子1，寺田　典生1，藤本　新平1

肥満、脂質異常症
10:10～10:52 座長：江草玄士クリニック　江草　玄士

2-D-11  腎症４期にて減量手術を行った肥満合併２型糖尿病の１症例～続報～
   村上記念病院 内科
   ○ 廣澤　裕代，黒田　麻美，山辺　瑞穂

2-D-12  高度肥満症に対するスリーブ状胃切除術の長期の耐糖能異常改善効果の検討
   徳島大学大学院 医歯薬学研究部 血液・内分泌代謝内科学1，徳島大学 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
病院 糖尿病対策センター4，徳島大学 藤井節郎記念医科学センター5，徳島大学大学院 医歯
薬学研究部 消化器・移植外科学6

   ○ 山口　佑樹1，吉田　守美子1，原　倫世1，細井　美希1，山上　紘規1，桝田　志保1，
  　倉橋　清衛1，黒田　暁生2，明比　祐子2，遠藤　逸朗1，粟飯原　賢一3，船木　真理4，
  　福本　誠二5，安倍　正博1，柏原　秀也6，吉川　幸造6，松久　宗英2

2-D-13  肥満外科手術が有効であった肥満を合併した2型糖尿病の2例
   社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院 臨床研修センター1，愛媛大学大学院 消化器・内分

泌・代謝内科学2，愛媛大学大学院 地域生活習慣病・内分泌学講座3，愛媛大学大学院 疫学・
予防医学4，瀬戸内海病院 内科5

   ○ 金本　麻友美1，仙波　英徳2，三宅　映己2，山本　晋3，古川　慎哉4，小堀　友恵5，
  　阿部　雅則2，日浅　陽一2，松浦　文三3

2-D-14  著明な脂質異常症(TC 1,340mg／dl, TG 14,088mg／dl)を来した2型糖尿病の1例
   徳島赤十字病院 代謝・内分泌科
   ○ 村上　尚嗣，近藤　剛史，谷　真貴子，井上　広基，岩﨑　優，金崎　淑子，
  　新谷　保実
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2-D-15  糖尿病患者においてアポＥ表現型が臨床諸因子に与える影響についての検討（第二報）
   片岡内科クリニック
   ○ 片岡　伸久朗

2-D-16  バセドウ病を合併した家族性高コレステロール血症(ＦＨ)の２例-糖尿病合併,非合併の各１例
   鳥取市尚徳町117 検査部
   ○ 塩　宏

高齢者糖尿病①
14:10～14:45 座長：松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科部　佐藤　利昭

2-D-17  高齢糖尿病患者のサルコペニアに対するイソロイシン投与の検討
   岡山県立大学 保健福祉学部 栄養学科1，倉敷スイートホスピタル 内科2

   ○ 大河内　脩史1，原田　友美子2，江尻　純子2，平松　智子1，高橋　吉孝1，松木　道裕2

2-D-18  外来糖尿病患者におけるロコモティブシンドローム、フレイル、サルコペニア
   野島内科医院
   ○ 野島　秀樹，湯川　博美，野島　達也

2-D-19  アルツハイマー型認知症を合併した高齢者２型糖尿病患者への外来での療養指導
   国家公務員共済連合組合連合会 吉島病院 内科外来1，国家公務員共済連合組合連合会 吉島

病院 第三病棟2，国家公務員共済連合組合連合会 吉島病院 医局3

   ○ 藤井　幸穂1，高本　真由美2，田地　由紀乃1，木ノ原　周平3，蜂須賀　有3

2-D-20  長期経管栄養中に高血糖高浸透圧症候群を発症した2型糖尿病の2例
   徳島県那賀町国民健康保険日野谷診療所1，徳島県立中央病院 糖尿病・代謝内科2，徳島県立

三好病院 内科3，那賀町立上那賀病院4

   ○ 森本　潤1，白神　敦久2，近藤　健介3，佐古　雅宏4，田村　潮3，中本　次郎3，

2-D-21  認知症合併糖尿病患者の療養指導における実態調査
   市立八幡浜総合病院 看護部1，市立八幡浜総合病院 内科2，市立八幡浜総合病院 栄養療法科3，

市立大洲病院 内科4，市立大洲病院 薬剤室5，大洲中央病院 内科6，大洲中央病院 看護部7

   ○ 二宮　香津子1，酒井　武則2，薬師神　江利3，谷口　嘉康4，西山　伸吾5，大久保　啓二6，
片山　光恵7

高齢者糖尿病②
14:45～15:27 座長：岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　地域医療人材育成講座　片岡　仁美

2-D-22  週1回GLP-1受容体作動薬を導入した高齢2型糖尿病患者
   山田記念病院，玉島中央病院
   ○ 東儀　宣哲
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2-D-23  デュラグルチドが有用であった認知症を合併する高齢糖尿病患者の一例
   おさふねクリニック
   ○ 中田　淳子，那須　由美，中川　由香，山口　実千代，小寺　亮，中村　明彦

2-D-24  糖尿病自己管理が困難な例に対して週１回のGLP-1受容体作動薬の使用経験
   高知高須病院
   ○ 竹内　文乃，堀切　雅子，横山　三都香，水口　隆，近森　一正，末廣　正

2-D-25  高齢者へのSAP導入において事前のFree Styleリブレの使用が有効だった1例
   岡山大学病院 薬剤部1，岡山大学病院 腎・免疫・内分泌代謝内科学2，岡山大学病院 糖尿病

センター3，岡山大学病院 新医療研究開発センター4

   ○ 有木　沙織1，利根　淳仁2, 3，村川　公央1，北村　佳久1，四方　賢一3, 4，和田　淳2，
  　千堂　年昭1

2-D-26  フラッシュグルコースモニタリングシステムにより施設入所可能となった高齢1型糖尿病の1例
   寺沢病院1，徳島大学糖尿病臨床・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，徳島市民病院4，徳島大学大学院医歯薬学研究部 血液・内分泌
代謝内科学分野5，徳島赤十字病院代謝・内分泌科6，健生石井クリニック7，藤井節郎記念医
科学センター8

   ○ 斎村　玉緒1，鶴尾　美穂1，黒田　暁生2，湯浅　智之3，加部　一行1，木内　美瑞穂4，
  　吉田　守美子5，山上　紘規5，近藤　剛史6，西　正晴1，松本　直也7，松本　俊夫8，
  　安倍　正博5，寺澤　敏秀1，松久　宗英2

2-D-27  介護施設における糖尿病改善への取り組み
   合同会社優悠 デイサービス幸せの時間，合同会社優悠 デイサービス幸せの種，合同会社優

悠 有料老人ホームはっぴーまうす
   ○ 今田　千恵美
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第2日目　11月11日（土）　E会場（岡山コンベンションセンター　３F　302会議室）

治療（他の治療）①
9:00～9:35 座長：村上記念病院　糖尿病内科　山辺　瑞穂

2-E-01  中枢性の食欲抑制が顕著であったリラグルチド（L）使用3症例
   松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科
   ○ 佐藤　利昭，垣羽　寿昭，山本　公美，山本　悦孝，吉岡　かおり

2-E-02  当院におけるDulaglutideの有用性についての検討
   山口県立総合医療センター 内分泌内科
   ○ 能野　翔太，廣重　俊典，富永　貴元，井上　康

2-E-03  コントロール不十分症例におけるDPP4阻害薬からdulaglutideへの変更の有効性
   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

   ○ 真田　淳平1，木村　友彦1，細谷　真司1，堀谷　愛美1，溝口　明子1，菅　勇貴1，
  　西岡　もも代1，伏見　佳朗1，木下　智絵1，小畑　淳史1，岡内　省三1，蛭川　英典1，
  　小原　健司1，辰巳　文則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-E-04  DPP-4阻害薬からWeekly GLP-1受動態作動薬デュラグルチドへの切り換え症例の検討
   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，升田　翠，浦上　経子，塚本　啓子，武田　昌也，
  　渡辺　恭子，中塔　辰明，

2-E-05  2型糖尿病患者におけるデュラグルチドの血糖改善効果と体組成の変化との関連
   おさふねクリニック
   ○ 小寺　亮，松本　吉弘，山口　美千代，那須　由美，中田　淳子，中村　明彦

治療（他の治療）②
9:35～10:03 座長：山口労災病院　糖尿病内分泌内科　矢賀　　健

2-E-06  当院におけるデュラグルチドの使用経験
   国家公務員共済組合連合会 呉共済病院
   ○ 武本　知子，山口　典子，岡村　緑

2-E-07  エキセナチドからデュラグルチドに変更後ブドウ糖毒性状態改善に至るメカニズムの検討
   独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター 糖尿病・代謝内科
   ○ 井上　舞，田原　稔久，岡本　啓典，渡邉　聡子，梶谷　展生，松下　裕一，伊勢田　泉，
  　肥田　和之
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2-E-08  1日1回型GLP-1RAから週1回型への切替えが2型糖尿病患者の治療満足度に及ぼす影響
   松山市民病院 内科
   ○ 渡部　杏子，新谷　哲司，和泉　清拓，増田　紘子，塩見　亮人，加藤　ひとみ，
  　眞鍋　健一，藤堂　裕彦，古川　慎哉

2-E-09  強化インスリン療法からデュラグルチドへの変更が可能であった2型糖尿病の1例
   高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科
   ○ 平野　世紀，船越　生吾，近江　訓子，天野　絵梨，寺田　典生，藤本　新平

小児糖尿病①
10:03～10:31 座長：細木病院　小児科　新井　淳一

2-E-10  広島市における小中学生の尿糖スクリーニング効果
   県立広島病院 小児科1，もり小児科2

   ○ 神野　和彦1，森　美喜夫2

2-E-11  学校検尿で尿糖陽性を認めるも受診の遅れから糖尿病ケトーシスに至った1型糖尿病の1例
   四国中央病院小児科1，西条中央病院小児科2，松山市民病院小児科3，愛媛大学大学院医学系

研究科小児科学4

   ○ 平井　洋生1，濱田　淳平2，中矢　隆大2，勢井　友香3，竹本　幸司4，石井　榮一4

2-E-12  保育所との連携によりスムーズな入園に至ったインスリンポンプ療法中の1型糖尿病幼児例
   西条中央病院 看護部1，西条中央病院 小児科2，四国中央病院 小児科3，愛媛大学 大学院医

学系研究科 小児科学4，愛媛大学 大学院医学系研究科 小児発達看護学5，横浜創英大学 大学
院看護学研究科 小児看護学6

   ○ 大久保　美喜1，濱田　淳平2，青木　あゆみ1，中矢　隆大2，平井　洋生3，竹本　幸司4，
  　野本　美佳5，薬師神　裕子5，中村　慶子6，石井　榮一4

2-E-13  １型糖尿病患児の就学時の支援－学校訪問から看護師の役割を考える－
   日本鋼管福山病院
   ○ 岡崎　眞由美
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小児糖尿病②
10:31～10:59 座長：四国中央病院　小児科　平井　洋生

2-E-14  1型糖尿病患者会への継続的な参加が療養行動に変化をもたらした一例
   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 顧問2

   ○ 村尾　和良1，楢崎　晃史1，武田　倬2

2-E-15  山口県における1型糖尿病患者会の活動報告について
   ＪＡ山口厚生連 小郡第一総合病院 研究検査科1，さんふらわあクリニック2，山口大学医学

部付属病院栄養治療部3，ウェルネスクリニック4，山口大学大学院医学系研究科 小児科学講
座5，ＪＡ山口厚生連 周東総合病院 小児科6，山口県立総合医療センター 小児科7，鳥取県立
中央病院 内科8，山口大学大学院医学系研究科 病態制御内科学講座9

   ○ 三隅　美紀1，和田　崇子2，有冨　早苗3，勝原　優子3，村田　優子3，杉本　真一3，
  　森永　里奈3，佐藤　優子3，大久保　正士4，原田　恭子2，福田　謙5，鳴海　宏子5，
  　阿部　希5，脇　和之6，太田　直樹7，楢崎　晃史8，長谷川　俊史5，谷澤　幸生9

2-E-16  愛媛ブルーランドサマーキャンプでの臨床検査技師の役割
   愛媛県立南宇和病院 検査部1，愛媛県立中央病院 検査部2，済生会松山病院 検査部3，愛媛県

立中央病院 栄養部4，愛媛大学 医学部 看護学科5，横浜創英大学 看護学部 看護学科6，四国
中央病院 小児科7，愛媛大学 医学部 小児科8

   ○ 中岡　忍1，紙田　晃2，宮本　拓弥3，小林　知子2，山本　真吾4，薬師神　裕子5，
  　中村　慶子6，平井　洋生7，竹本　幸司8，

2-E-17  運動後の低血糖に対するサマーキャンプ中の勉強会の効果
   社会医療法人仁生会 細木病院 小児科1，高知大学医学部 小児思春期医学2，高知県立幡多け

んみん病院 小児科3，高知大学医学部附属病院 看護部4，高知市立一宮小学校 養護教諭5，医
療法人治久会 もみのき病院 栄養課6，近森病院 リハビリテーション部7

   ○ 新井　淳一1，荒木　まり子2，西本　由佳3，山﨑　麻朱4，秋月　けい5，矢野　礼子6，
  　横田　太郎7


