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一 般 演 題

第１日目　10月26日（金）　A会場（4F　イベントホール）

1型糖尿病①
9：30～10：05 座長：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　黒田　暁生

1-A-01  暁現象のある1型糖尿病患者に起床時少量の超速効型インスリンの追加の検討(第1報)
   医療法人社団啓卯会　村上記念病院1，岡山大学病院　糖尿病センター2

   ○ 山辺　瑞穂1，黒田　麻実1，廣澤　裕代1，神野　礼美1，利根　淳仁2

1-A-02  インスリン製剤の変更でインスリン抗体低下とコントロールの改善を認めた1型糖尿病の1例
   広島赤十字・原爆病院　内分泌・代謝内科
   ○ 大田垣　裕，宮原　弥恵，稲垣　早織，亀井　望

1-A-03  FGM導入によるグルコース変動データが1型糖尿患者の実臨床にもたらす影響の検討
   厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター1，厚生連廣島総合病院看護科2

   ○ 三玉　康幸1，由田　彩佳1，濵岡　彩1，石田　和史1，安藤　知佳2，加賀美　昌美2， 
中元　美恵2

1-A-04  SAP療法 PLGS（予測低血糖一時停止機能）による低血糖発現抑制効果の検討
   岡山大学病院　糖尿病センター1，岡山大学病院　新医療研究開発センター2，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3，岡山済生会総合病院　内科4，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5

   ○ 利根　淳仁1，片山　晶博2，渡邊　真由3，勅使川原　早苗4，中塔　辰明4，四方　賢一2， 
和田　淳5

1-A-05  インスリンポンプ療法からSAP療法への治療変更効果に関する後ろ向き観察研究
   岡山済生会総合病院　内科1，岡山大学病院　糖尿病センター2，岡山大学病院　新医療研究開

発センター3，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4，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5

   ○ 勅使川原　早苗1，利根　淳仁2，片山　晶博3，渡邊　真由4，四方　賢一3，和田　淳5， 
中塔　辰明1

1型糖尿病②
10：05～10：33 座長：松山赤十字病院　内科　近藤　しおり

1-A-06  1型糖尿病に自己免疫性肝炎を合併した1例
   心臓病センター榊原病院　糖尿病内科1，岡山済生会総合病院　肝臓内科2

   ○ 福田　哲也1，藤岡　真一2，能美　幸信1，清水　一紀1，岡﨑　悟1
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2型糖尿病
10：33～11：08 座長：川崎医科大学　総合医療センター　川崎　史子

1-A-07  Vogt-小柳-原田病に合併した緩徐進行1型糖尿病の1例
   高知大学医学部附属病院医療人育成支援センター1，高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科、

糖尿病センター2，高知大学医学部眼科学3

   ○ 樫尾　岳1，平野　世紀2，樫尾　梨恵3，江口　智浩2，天野　絵梨2，近江　訓子2， 
船越　生吾2，寺田　典生2，藤本　新平2

1-A-08  1型糖尿病、橋本病、原発性胆汁性胆管炎を同時診断し得た多腺性自己免疫症候群3型の
1例

   岡山医療センター　糖尿病代謝内科
   ○ 渡邉　聡子，武田　昌也，須藤　梨沙，天田　雅文，松下　裕一，肥田　和之

1-A-09  緩徐進行1型糖尿病の経過中にバセドウ病を合併した1例
   愛媛県立新居浜病院　内科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　生活習慣病・内分泌学3

   ○ 南　尚佳1，野中　卓1，芝田　直純1，田鶴谷　奈友1，三宅　映己2，松浦　文三3

1-A-10  FGMが食後高血糖・反応性低血糖の診断・治療に有用であった２型糖尿病の１例
   広島赤十字・原爆病院　内分泌代謝内科
   ○ 久冨　恵理香，宮原　弥恵，太田垣　祐，稲垣　早織，亀井　望

1-A-11  2型糖尿病で通院中に発作性夜間ヘモグロビン尿症の診断が得られた一例
   小郡第一総合病院
   ○ 中林　容子，野見山　淳

1-A-12  急激な血糖増悪により自己免疫性膵炎の発症早期で診断・加療しえた２型糖尿病の１例
   川崎医科大学　総合医療センター　臨床教育研修センター1，川崎医科大学　総合内科学１2， 

川崎医科大学　総合内科学２3，川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学4

   ○ 宇治　恵美子1，阿武　孝敏2，入江　慎太郎2，重本　亮2，川﨑　史子2，中村　純3， 
河本　博文3，沖本　二郎2，加来　浩平2，金藤　秀明4

1-A-13  クロム(Cr)含有サプリメント服用中に大腸癌を認めた2型糖尿病の1例
   日本鋼管福山病院
   ○ 小池　和子，箱田　知美

1-A-14  尿アセトン陽性の頻回嘔吐を発症したブレガバリン投与中成人2型糖尿病の1例
   住友別子病院　糖尿病内科
   ○ 中村　達
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療養指導②
10：12～10：40 座長：近森病院　糖尿病内分泌代謝内科　公文　義雄

第１日目　10月26日（金）　B会場（1F　展示見本市会場A）

療養指導①
9：30～10：12 座長：川崎医療福祉大学　医療技術部　臨床栄養学科　笹埜　三世里

1-B-03  効果的な栄養指導を行うための家族構成、調理担当者の情報の聴取
   医療法人社団 幸正会　岩本内科医院
   ○ 内田　知子，楠岡　美由紀，藤田　早紀，亀山　未来，篠原　尚典，杉元　由佳， 

岩本　正博

1-B-04  当院におけるランチ会での糖尿病教育の有用性について
   さんふらわあクリニック
   ○ 原田　恭子，谷広　澄子，茅野　幸枝，原田　正子，伊藤　貴子，山村　みゆき， 

今住　美沙緒，多田　夏菜子，松井　美香子，和田　崇子

1-B-05  包括連携事業における生活習慣病予防のための料理教室開催について
   高知医療センター　栄養局1，高知医療センター　糖尿病・内分泌内科2，高知医療センター　

消化器外科・一般外科3，高知県立大学　健康栄養学部4

   ○ 田部井　彩乃1，小谷　小枝1，佐賀　啓子1，十萬　敬子1，隅田　有公子4， 
竹井　悠一郎4，廣内　智子4，村上　尚4，菅野　尚2，福井　康雄1, 3

1-B-06  治療困難な糖尿病患者における食事療法に対する看護師の取り組み
   社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院
   ○ 西山　紀子，桑島　正道

1-B-01  「飽きさせない」糖尿病教室での管理栄養士の役割（続報）
   坂出市立病院　栄養科1，坂出市立病院　糖尿病内科2

   ○ 磯崎　絵里1，村岡　都美江2，大工原　裕之2

1-B-02  コメディカルの一貫した聞き取りに基づいた糖尿病療養指導
   まるがめ医療センター　糖尿病センター
   ○ 加嶋　稚香，井垣　俊郎，古林　美貴，蔵本　翼

1-B-07  糖尿病患者の心理負担度から考える運動療法継続方法
   鳥取赤十字病院　リハビリテーション課1，鳥取赤十字病院　内科2，鳥取赤十字病院　看護

部3

   ○ 木原　和也1，藤岡　洋平2，岩城　知子3，谷口　佳子3，大寺　弥1

1-B-08  安佐医師会糖尿病地域連携パスにおける糖尿病教室受講後の運動療法の継続状況につい
て

   広島医療生活協同組合　広島共立病院
   ○ 古居　俊一，松浦　史康，津島　景子，遠藤　由紀子，西本　絹代，福島　千尋， 

村上　寛子，鈴木　亮平，田村　正美，福湯　由香，寺本　利枝，森下　尚明
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療養指導③
10：40～11：15 座長：村上記念病院　糖尿病内科　山辺　瑞穂

1-B-09  薬剤師が薬物治療のリーダーを担う糖尿病療養指導　〜GLP-1製剤の場合〜
   まるがめ医療センター　糖尿病センター
   ○ 古林　美貴，井垣　俊郎，加嶋　稚香，蔵本　翼

1-B-10  服薬状況確認シートを用いた調剤薬局との連携：糖尿病患者の残薬の評価と対処
   野島内科医院1，竹田薬局　バス通り店2

   ○ 野島　秀樹1，湯川　博美1，野島　達也1，堂迫　祥恵2，岡本　良太2

1-B-11  ＦＧＭを活用した糖尿病療養指導の有効性を考える
   なかもり内科クリニック
   ○ 松尾　和奏，梅田　未幸，山内　あけみ，中森　芳宜

1-B-12  当院におけるFlash Glucose Monitoring（FGM）による血糖コントロール改善効果の検討
   三豊総合病院　内科
   ○ 吉田　泰成，松本　さやか，井上　謙太郎，藤川　達也

1-B-13  リブレ使用糖尿病患者の検討
   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，川島病院5，徳島大学藤井節郎記念医科学センター6

   ○ 鶴尾　美穂1，黒田　暁生2，湯浅　智之3，木内　美瑞穂1，曽我部　公子4，加部　一行1， 
瀬尾　浩二1，西　正晴1，松本　直也1，金川　泰彦5，安倍　正博4，松本　俊夫6， 
寺澤　敏秀1，松久　宗英2

1-B-14  連続皮下グルコース測定FleeStyleリブレ（FGM）を療養行動に活かすための看護師支援
の検討

   厚生連廣島総合病院　看護科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

   ○ 安藤　知佳1，加賀美　昌美1，中元　美恵1，三玉　康幸2，石田　和史2

1-B-15  院内におけるSAP/CSII治療に体験〜体験からスキルアップへ〜
   医療法人社団啓卯会　村上記念病院　看護部1，医療法人社団啓卯会　村上記念病院　内科2

   ○ 池田　絵美1，橋本　泰恵1，黒田　麻実2，神野　礼美2，廣澤　裕代2，山辺　瑞穂2

療養指導④
15：00～15：35 座長：島根大学医学部附属病院　看護部　石川　万里子

1-B-16  糖尿病外来における受診中断患者への取り組み
   高知記念病院　看護部1，高知記念病院　糖尿病内科2

   ○ 杉本　由里1，藤川　千春1，久川　奈緒子2，高田　浩史2，池田　幸雄2
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治療（運動療法）
15：35～16：10 座長：南国いのうえクリニック　井上　眞理

1-B-19  糖尿病学習入院における早期カンファレンスの効果
   周南市立新南陽市民病院
   ○ 玉尾　瞳，近森　信江，田中　民恵

1-B-20  多職種での糖尿病教室の評価・改善策の共有がチームに与えた影響
   （医）一陽会　原田病院　看護部1，（医）一陽会　原田病院　薬剤科2，（医）一陽会　原田病

院　検査科3，（医）一陽会　原田病院　リハビリ科4，（医）一陽会　原田病院　栄養科5，（医）一
陽会　原田病院　医局6

   ○ 庄子　千鶴満1，横繁　智子2，宮本　文香3，山口　智直4，藤岡　真弓5，松村　佳江1， 
宮本　弘美1，新田　千恵美1，小嶋　加代子1，大下　加代6，水入　苑生6， 
重本　憲一郎6，原田　知6

1-B-18  2型糖尿病患者が初めて糖尿病教室に参加することの意味に関する研究
   岡山済生会総合病院
   ○ 芳賀　早織

1-B-21  2型糖尿病患者に対する理学療法士による継続的運動指導の効果
   川島病院　リハビリテーション室1，川島病院　内科2，川島病院　糖尿病内科3，藍住川島ク

リニック4

   ○ 玉谷　高広1，宮本　智彦1，大石　晃久1，宮　恵子2，長瀬　教夫4，小松　まち子3， 
野間　喜彦3，島　健二3

1-B-22  2型糖尿病に対する他動式体幹運動機器の使用は運動療法の一手段となり得るか？
   広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門1，広島大学病院リハビリテーション科2， 

広島大学病院内分泌・糖尿病内科3

   ○ 河江　敏広1，岩城　大介1，筆保　健一1，米田　真康3，木村　浩彰2

1-B-23  ２型糖尿病患者における運動の血糖に対する急性効果
   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
   ○ 矢野　誠二，和田　義生，桑島　正道

1-B-24  有酸素運動による血糖降下作用予測の検討
   JA山口厚生連　周東総合病院　リハビリテーション科1，なかもり内科クリニック2

   ○ 溝口　桂1，中森　芳宜2

1-B-25  急性期入院期間中にSPPBが改善しない2型糖尿病心不全患者の特徴
   山口県立総合医療センター　リハビリテーション科1，山口県立総合医療センター　内分泌・

代謝・糖尿病科2

   ○ 加藤　聡純1，村田　和弘1，芥川　なおこ1，河野　有亮1, 2，井上　康2

1-B-17  教育入院の代わりとなる外来教育を試して
   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，市立八幡浜総合病院　臨床病理科4

   ○ 岡崎　千鶴1，二宮　香津子1，竹本　眞由美1，酒井　武則2，薬師神　江利3， 
高石　梨代3，古森　健太郎4
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脂質異常
10：42～11：17 座長：江草玄士クリニック　江草　玄士

第１日目　10月26日（金）　C会場（9F　海峡ホール）

治療（他の治療）
10：00～10：42 座長：坂出市立病院　糖尿病内科　大工原　裕之

1-C-01  当院外来患者におけるGLP-1受容体作動薬(リラグルチド)使用に関する臨床的検討
   済生会松山病院　内科1，済生会松山病院　甲状腺・糖尿病センター2

   ○ 清水　嵩之1，梅岡　二美1, 2，新居田　一貴1，近藤　賢之1，山田　瑞穂1，佐々木　千世1， 
玉井　惇一郎1，多田　藤政1，稲田　暢1, 2，堀　和子1, 2，村上　英広1，沖田　俊司1， 
宮岡　弘明1, 2

1-C-02  インスリン頻回注射でコントロール不良な肥満2型糖尿病症例におけるGLP-1RA併用の意義
   岡山済生会総合病院
   ○ 今井　佑輔，片山　勝喜，菅原　亮佑，升田　碧，浦上　経子，勅使川原　早苗， 

中塔　辰明

1-C-03  2型糖尿病合併の血液透析患者におけるデュラグルチドの有効性の検討
   一陽会　原田病院　内科1，一陽会クリニック2

   ○ 松口　万結子1，原田　佳奈1，大下　加代1，丹治　知恵2，碓井　公治2，重本　憲一郎1

1-C-04  GLP-1受容体作動薬の種類別にみた2型糖尿病患者の治療満足度調査
   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
   ○ 久保田　益亘，新上　寛子，吉井　陽子

1-C-05  インクレチン関連薬の効果予測に随時のCPIは有効か？
   岩本内科医院
   ○ 岩本　正博，篠原　尚典，杉元　由佳，亀山　未来

1-C-06  DPP-4阻害薬からデュラグルチドへの切り替えは如何なる症例で有用か？
   JA広島総合病院
   ○ 由田　彩佳，濵岡　彩，三玉　康幸，石田　和史

1-C-07  2型糖尿病患者に中性脂肪著明高値を認めた続発性高カイロミクロン血症の一例
   鳥取大学医学部　病態情報内科学分野1，鳥取大学医学部　地域医療学講座2

   ○ 小倉　有李子1，大倉　毅1，阿武　茉利1，北尾　苑子1，伊藤　祐一1，松本　和久1， 
庄司　恭子1，角　啓佑1，松澤　和彦1，伊澤　正一郎1，谷口　晋一2，山本　一博1

1-C-08  タクロリムスにより高血糖と脂質異常症を来した再生不良性貧血の1例
   倉敷中央病院　糖尿病内科
   ○ 鈴木　貴博，亀井　信二，上野　麻美，志伊　真和，橘　洋美，安原　章浩， 

藤原　大介，松岡　孝，高橋　健二
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1-C-09  Small dense LDLは脂質のみならずMetSやインスリン抵抗性などの心血管病リスクと関係
する

   愛媛大学医学部医学科1，愛媛大学大学院糖尿病内科学講座2

   ○ 森　健人1，小原　典子1，高田　康徳2，大澤　春彦2

1-C-10  HDL分画とインスリン抵抗性及び耐糖能異常の関連
   愛媛大学医学医学科1，愛媛大学大学院糖尿病内科学講座2

   ○ 小原　典子1，森　健人1，高田　康徳2，大澤　春彦2

1-C-11  高齢2型糖尿病の脂質管理状態　〜当科入院1175症例での後方視的解析〜
   （公財）大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院　糖尿病内科
   ○ 橘　洋美，亀井　信二，上野　麻美，志伊　真和，安原　章浩，藤原　大介， 

鈴木　貴博，高橋　健二，松岡　孝
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検査②
10：35～11：17 座長：山口大学医学部附属病院　医療人育成センター　宮崎　睦子

第１日目　10月26日（金）　D会場（10F　国際会議場）

検査①
10：00～10：35 座長：国家公務員共済組合連合会　高松病院　糖尿病内分泌内科　村尾　敏

1-D-01  2型糖尿病患者におけるGA／HbA1c比の検討
   高知記念病院　糖尿病内科
   ○ 久川　奈緒子，高田　浩史，池田　幸雄

1-D-02  療養指導への活用に向けたFlash Glucose Monitoringの検討
   松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科
   ○ 山本　悦孝，山本　公美，垣羽　寿昭，佐藤　利昭

1-D-03  当院におけるHbA1c(NGSP)の季節変動について
   医療法人社団井口会　総合病院　落合病院　検査科1，医療法人社団井口会　総合病院　落

合病院　糖尿病内科2

   ○ 金定　礼恵1，廣田　大昌2，高橋　泰2

1-D-04  検診にてHbA1c高値および小球性低色素性貧血が指摘され、診断に苦慮したタイ人男性
の一例

   マツダ株式会社マツダ病院　糖尿病内科1，済生会山口総合病院検査部2，（株）福山臨床検査
センター　臨床検査部3，山口大学大学院医学系研究科保健学専攻4

   ○ 三谷　雄己1，辻　英之1，平岡　佐知子1，木本　真史3，森　健太郎3，山城　安啓4， 
服部　幸夫2

1-D-05  血糖自己測定記録の下一桁を用いて発見した虚偽申告者の臨床背景について
   松山市民病院　臨床研修科1，松山市民病院　内科2

   ○ 鶴岡　幸太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

1-D-06  日本人糖尿病患者の各種基礎代謝推定式の精度の検討:体組成を用いない式,用いる式で
の検討

   高知大学医学部　内分泌代謝･腎臓内科、糖尿病センター1，高知大学医学部附属病院　栄
養管理部2

   ○ 近江　訓子1，船越　生吾1，平野　世紀1，天野　絵梨1，石川　佐恵2，中川　あずさ2， 
伊與木　美保2，炭谷　由佳2，西内　智子2，寺田　典生1，藤本　新平1

1-D-07  ２型糖尿病合併血液透析患者の骨密度の検討
   医療法人尚腎会　高知高須病院
   ○ 一円　善史，一円　千紗子，横山　雄一，長屋　智紀，吉名　佳祐，井上　美和， 

水口　隆，吉本　幸生，近森　一正，末廣　正
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治療（インスリン療法）
15：00～15：35 座長：JA広島総合病院　糖尿病代謝内科・糖尿病センター　石田　和史

1-D-08  糖尿病性腎臓病における血清suPARの臨床的意義に関する検討
   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
   ○ 乙田　敏城，上元　良子，関根　明子，湯浅　智之，粟飯原　賢一

1-D-09  糖尿病腎症におけるLFABP測定の意義
   周南市立新南陽市民病院　内科1，周南市立新南陽市民病院　臨床検査室2

   ○ 中西　孝枝2，林　俊輔1，田上　耕蔵1，佐々木　輝昌1，木村　幸恵2，松谷　朗1

1-D-10  糖尿病性腎臓病における尿アディポネクチンの意義
   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，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2，徳島大学大学院　医歯薬学研究部　代謝栄養学分野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，徳島文理大学　健康科
学研究所5，徳島文理大学大学院　人間生活学研究科6

   ○ 石津　将1, 2，森　博康1，大石　真実3，鈴木　麗子1，明比　祐子1，黒田　暁生1， 
田蒔　基行1，高士　祐一1，吉田　守美子2，粟飯原　賢一4，藍場　元弘5，河野　友晴6， 
橋田　誠一5，松久　宗英1

1-D-11  特異的遺伝子メチル化パターンを用いた膵β細胞傷害の検出
   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
   ○ 山田　美鈴，黒田　暁生，冨永　ゆかり，松久　宗英

1-D-15  1型糖尿病に対するパッチ式インスリンポンプの使用経験
   山口大学医学部附属病院第三内科
   ○ 秋山　優，廣重　俊典，藤本　留理子，竹田　孔明，谷澤　幸生

1-D-12  糖毒性解除目的の短期強化インスリン療法(責任インスリン法)の再現性とその後の維持療法
   岡村一心堂病院　薬剤室1，岡村一心堂病院　病棟看護師2，岡村一心堂病院　栄養室3，岡村

一心堂病院　内科4

   ○ 今川　友里恵1，近藤　みか2，唐松　真衣2，矢尾　弥季2，高原　友加2，川野　明日香2， 
八木　知美3，田中　美咲3，實藤　隼人4，岡村　暢大4，池上　琢磨4，中　圭介4， 
中島　弘二4

1-D-13  インスリン頻回注射施行下の高齢2型糖尿病症例におけるIDegAsp変更効果のFGMによる
検討

   徳島県立中央病院　糖尿病代謝内科
   ○ 三井　由加里，吉田　圭佑，藤田　沙弥香，白神　敦久

1-D-14  1型糖尿病患者におけるグラルギンU300の有用性の検討
   青柳クリニック1，高知記念病院2

   ○ 高田　浩史1，久川　奈緒子2，池田　幸雄2

1-D-16  インスリン抗体陽性２型糖尿病患者のリブレプロ使用例
   広島市民病院　内科
   ○ 森川　百合亜，望月　久義，水木　一仁
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感染症
15：35～16：10 座長：川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学　中西　修平

急性合併症
16：10～16：45 座長：下関医療センター　糖尿病・内分泌内科　野田　薫

1-D-17  歯周病菌が原因で肝膿瘍を合併した2型糖尿病の一例
   （JCHO)下関医療センター　糖尿病・内分泌内科1，（JCHO)下関医療センター　消化器内科2，

（JCHO)下関医療センター　歯科口腔外科3

   ○ 野田　薫1，加藤　彰2，二宮　史浩3

1-D-18  細菌性髄膜炎と敗血症性ショックを伴った、脾臓摘出既往のある未治療2型糖尿病の一例
   鳥取県立中央病院1，鳥取赤十字病院2

   ○ 安東　史博1，村尾　和良1，楢崎　晃史1，小坂　博基2

1-D-19  2型糖尿病に合併したインフルエンザ脳症の一例
   独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター　卒後臨床研修センター1，独立行政法人　

国立病院機構　福山医療センター　糖尿病センター2

   ○ 高橋　剛士1，畑中　崇志2，上田　祐也2，戸田　滋久2，大田垣　奈津美2，三條　博美2， 
大塚　麻里2，小山　朋子2，森　泰子2，岩村　雪菜2，滝澤　栞2，谷川　拓也2，野﨑　心2， 
入江　信之2，程野　宏尚2，藤井　貴子2，本村　和也2，多賀　真由香2，小林　希代2

1-D-20  重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスに感染した2型糖尿病の1例
   松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科
   ○ 山本　公美，山本　悦孝，吉岡　かおり，垣羽　寿昭，佐藤　利昭

1-D-21  2型糖尿病患者に肺病変先行した関節リウマチ（RA）、強皮症（Scc）の一例
   松山市民病院　内科
   ○ 岡　亮太郎，眞鍋　健一，渡部　杏子，和泉　清拓，増田　紘子，加藤　ひとみ， 

新谷　哲司，古川　慎哉

1-D-22  糖尿病ケトアシドーシスに縦隔気腫を合併した1例
   県立広島病院　糖尿病内分泌内科
   ○ 堀江　正和，前田　修作，久保　敬二

1-D-23  当院で冬期に糖尿病ケトーシスのため入院になった症例の検討
   社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院　看護部1，社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院　

検査部2，社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院　内科3

   ○ 重松　裕子1，瀧　知美1，赤尾　智広2，川﨑　敬太郎3，藤堂　裕彦3

1-D-24  急激な血糖改善に伴って発症した糖尿病性舞踏病の一例
   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　神経内科3

   ○ 岩永　将輝1，三井　由加里2，吉田　圭佑2，藤田　沙弥香2，島谷　佳光3，白神　敦久2
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1-D-25  40代で発症し典型的なMRI所見がみられなかった糖尿病性舞踏病の1例
   松江市立病院　糖尿病・内分泌内科
   ○ 佐々木　基史，多田　裕子

1-D-26  デュラグルチドを導入した高齢２型糖尿病患者に生じた薬剤性間質性肺炎の１例
   山陰労災病院　糖尿病・代謝内科
   ○ 櫻木　哲詩，児玉　福美，庄司　恭子，宮本　美香



─ 39 ─

インスリン分泌・作用
10：35～11：10 座長：広島大学病院　内分泌・糖尿病内科　米田　真康

第１日目　10月26日（金）　E会場（8F　801大会議室）

疫学・統計
10：00～10：35 座長：グランドタワーメディカルコート　吉良　さくらこ

1-E-01  糖尿病がC型肝炎からの肝細胞癌発症に及ぼす影響の検討
   愛媛大学医学部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

   ○ 小西　史哲1，三宅　映己2，仙波　英徳2，山本　晋3，古川　慎哉4，渡辺　崇夫2， 
小泉　洋平2，吉田　理2，小西　佳奈子2，廣岡　昌史2，阿部　雅則2，松浦　文三3， 
日浅　陽一2

1-E-02  女性における皮下脂肪蓄積と脂肪肝の耐糖能への影響
   医療法人グランドタワーメディカルコート
   ○ 藤川　るみ，吉良　さくらこ，坪井　敦子，伊藤　千賀子

1-E-03  2型糖尿病患者の歯数による病態と栄養摂取状況の違いについての検討
   パーク統合クリニック　内科1，パーク統合クリニック　看護部2，パーク統合クリニック　

栄養課3，岡山県立大学　保険福祉学部　栄養学科4

   ○ 廣澤　裕代1，友野　都子2，富岡　加代子3，平松　智子4

1-E-04  血糖変動評価ツールとしてのリブレプロの有効性に関する臨床的検討
   岡山済生会総合病院
   ○ 片山　勝喜，今井　佑輔，菅原　亮佑，升田　碧，勅使川原　早苗，浦上　経子， 

中塔　辰明

1-E-05  FGMによる血糖変動指標と臨床での血糖指標の関連
   市立八幡浜総合病院　内科1，市立八幡浜総合病院　臨床病理科2

   ○ 北田　遼佑1，酒井　武則1，岡田　英之1，中野　憲仁1，仙波　尊教1，古森　健太郎2

1-E-06  耐糖能正常の一般住民において5年後の耐糖能が悪化するメカニズム
   愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学1，岡山大学大学院医歯薬総合研究科公衆衛生学

分野2，京都大学医学系研究科附属ゲノム医学センター3，愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄
養学4，愛媛大学大学院医学系研究科地域健康システム看護学5，順天堂大学大学院医学系研究
科公衆衛生講座6

   ○ 高門　美沙季1，高田　康徳1，江口　依里2，田原　康玄3，丸山　広達4，川村　良一1， 
大沼　裕1，斉藤　功5，谷川　武6，大澤　春彦1

1-E-07  健康成人における朝と夜の糖代謝の比較検討
   山口大学大学院医学系研究科　病態制御内科学講座1，山口県立総合医療センター　内分泌内

科2，山口大学大学教育機構　保健管理センター3

   ○ 藤本　留理子1，太田　康晴1，松村　卓郎2，田口　昭彦1，山本　薫1，秋山　優1， 
竹田　孔明1，奥屋　茂3，谷澤　幸生1
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肥満
15：00～15：35 座長：岡山済生会総合病院　糖尿病センター　中塔　辰明

1-E-08  肝の出力系時計遺伝子は脂肪酸代謝を制御する
   山口大学大学院医学系研究科　病態制御内科学講座1，山口大学医学部　分子代謝制御学講

座2，鳥取大学大学院医学系研究科　遺伝子医療学部門3

   ○ 太田　康晴1，松村　卓郎1，藤本　留理子1，田口　昭彦1，神吉　けい太3，汐田　剛史3， 
谷澤　幸生1

1-E-09  血中レジスチンは5年間の身体活動時間及び座位時間の変化と関連する【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，愛媛大学大学院農学研究科　地域健康栄養

学2，京都大学附属ゲノム医学センター　ゲノム情報科学3，順天堂大学大学院　公衆衛生学4，愛
媛大学大学院医学系研究科　地域健康システム看護学5

   ○ 川村　良一1，高田　康徳1，丸山　広達2，田原　康玄3，高門　美沙季1，羽立　登志美1， 
松下　由美1，西田　亙1，大沼　裕1，谷川　武4，斉藤　功5，大澤　春彦1

1-E-10  時計遺伝子E4BP4/DBPの膵β細胞における役割の解明
   山口大学大学院医学系研究科　病態制御内科学講座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　神経解剖学講座3，山口県立総合医療センター4，山口県済
生会　山口総合病院5，JA山口県厚生連　小郡第一総合病院6，山口大学大学教育機構　保健
管理センター7

   ○ 田口　昭彦1，太田　康晴2，松村　卓郎4，中林　容子6，秋山　優1，山本　薫1， 
藤本　瑠璃子1，末冨　吏佐5，柳井　章江3，篠田　晃3，奥屋　茂7，谷澤　幸生1

1-E-11  高度肥満症患者に対するスリーブ状胃切除術後1年の糖尿病寛解率と関連要因の考察
   広島大学病院　栄養管理部1，広島大学病院　内分泌・糖尿病内科2

   ○ 長尾　晶子1，大久保　博史2，米田　真康2

1-E-12  短期間でGAD抗体が陰性化した高度肥満を伴う糖尿病
   綜合病院山口赤十字病院　内科
   ○ 近藤　容子，近藤　学

1-E-13  喫煙とメタボリックシンドローム因子数は相互に血中レジスチンを高める【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，愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学2，

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3，順天堂大学大学院公衆衛生
学4，愛媛大学大学院医学系研究科地域健康システム看護学5

   ○ 羽立　登志美1，川村　良一1，高田　康徳1，丸山　広達2，田原　康玄3，高門　美沙季1， 
松下　由美1，西田　亙1，大沼　裕1，谷川　武4，斉藤　功5，大澤　春彦1

1-E-14  2型糖尿病患者における非肥満内臓肥満患者の頻度について
   松山市民病院　内科1，愛媛大学大学院医学系研究科　疫学・予防医学講座2

   ○ 渡部　杏子1，新谷　哲司1，和泉　清拓1，増田　紘子1，塩見　亮人1，加藤　ひとみ1， 
眞鍋　健一1，古川　慎哉1, 2

1-E-15  非肥満男性における内臓脂肪型肥満、脂肪肝と耐糖能異常の関連
   グランドタワーメディカルコート
   ○ 吉良　さくらこ，藤川　るみ，伊藤　千賀子
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15：35～16：17 座長：松江赤十字　糖尿病・内分泌内科部　佐藤　利昭

1-E-16  高齢者施設における糖尿病治療状況
   医療法人松永会　まつなが医院
   ○ 松永　仁恵

1-E-17  救急医療の現場から見える糖尿病治療薬のここ数年の変化〜SU薬の処方は減っていない？〜
   社会医療法人近森会近森病院　糖尿病･内分泌代謝内科1，社会医療法人近森会近森病院　

薬剤部2

   ○ 公文　義雄1，浅羽　宏一1，川村　知子2，橋詰　万里子2，筒井　由佳2

1-E-18  低血糖に類似する臨床症状を呈した大動脈弁狭窄症合併2型糖尿病患者の一例
   高知赤十字病院　糖尿病腎臓内科
   ○ 有井　薫，坂本　敬，小松　俊哉，辻　和也

1-E-19  週1回GLP-1受容体作動薬併用が有効であった強化インスリン療法中の高齢糖尿病患者の1
例

   徳島県鳴門病院
   ○ 日浅　由紀子，藤中　雄一，山口　佑樹，山上　紘規，丸橋　朋子，平尾　章博， 

高橋　早代，藤本　大策，宮城　順子，中野　綾子，長樂　雅仁，山村　篤司郎， 
堀内　宣昭，武市　俊彰

1-E-20  当科に入院した糖尿病症例における後期高齢者についての検討
   松江赤十字病院　糖尿病･内分泌内科
   ○ 垣羽　寿昭，山本　悦孝，山本　公美，吉岡　かおり，佐藤　利昭

1-E-21  入院前カンファレンスを行った認知機能低下糖尿病患者の1例
   広島市立安佐市民病院　看護部1，広島市立安佐市民病院　内分泌糖尿病内科2

   ○ 二井矢　由紀1，山崎　優介1，田村　真佐美1，姫野　菜津美2，志和　亜華2


