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第２日目　10月27日（土）　A会場（4F　イベントホール）

治療（食事療法）①
10：45～11：27 座長：岡山大学病院　臨床栄養部　長谷川　祐子

治療（経口薬療法）①
14：10～14：45 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-01  透析予防指導患者の筋肉量と検査データとの比較
   社会福祉法人　恩賜財団　済生会今治病院　栄養部1，社会福祉法人　恩賜財団　済生会今

治病院　看護部2，社会福祉法人　恩賜財団　済生会今治病院　内科3

   ○ 長野　可奈子1，成瀬　隆弘1，重松　裕子2，瀧　知美2，藤堂　裕彦3

2-A-02  初診糖尿病患者のBMIに影響を及ぼす嗜好状況の検討
   医療法人慈誠会山根病院三隅分院　栄養科1，医療法人慈誠会山根病院　栄養科2，医療法人

慈誠会山根病院　看護部3，医療法人慈誠会山根病院　内科4

   ○ 三待　響子1，細川　早紀2，山澤　順子2，上野　和子2，山根　晴香3，山根　雄幸4

2-A-03  糖尿病患者に対する食事調査方法の検討
   独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院　栄養管理室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

   ○ 多谷本　朋子1，石丸　祐加1，切江　未歩1，權代　愛実1，日野　優希1，藤井　麻未1， 
髙木　乃莉子1，佐古　純子1，富崎　文香1，小田　真理子1，田中　佳江1，畑尾　克裕2

2-A-04  細粒化高アミロース米100％麺の食後血糖およびインスリン分泌に及ぼす影響
   雲南市立病院　検査技術科1，島根大学医学部　内科学講座内科学第一2，雲南市立病院　栄

養管理課3，雲南市立病院　薬剤科4，雲南市立病院　内科5，島根大学地域未来協創本部　地
域医学共同研究部門6

   ○ 佐藤　悦子1，守田　美和2，新田　多智子3，本田　正宏4，服部　修三5，中村　守彦6， 
山本　昌弘2，杉本　利嗣2

2-A-05  肥満妊娠糖尿病(GDM)患者の食事摂取状況の問題点とその解決を目指した栄養指導の効
果

   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

   ○ 上村　真由美1，河本　良美1，三浦　満美子1，長曽我部　弘子1，松下　有紀1， 
西田　美穂1，森田　菜津美1，神田　史那1，三玉　康幸2，濵岡　彩2，石田　和史2

2-A-06  糖尿病患者に対する野菜の糖質量に着目した情報提供の効果
   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2

   ○ 小見山　百絵1，江尻　純子2，松木　道裕2

2-A-07  Propensity score matching法で検証した実臨床でのDPP-4阻害薬の神経障害進展阻止
作用

   厚生連廣島総合病院　糖尿病代謝内科・糖尿病センター
   ○ 石田　和史，三玉　康幸，濵岡　彩，由田　彩佳
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治療（経口薬療法）②
14：45～15：20 座長：岡山医療センター　内科　肥田　和之

2-A-08  DPP-4阻害薬とビグアナイド薬の配合薬への切替えが2型糖尿病患者のQOL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

   ○ 廣畑　俊哉1，新谷　哲司2，渡部　杏子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，古川　慎哉2

2-A-09  ザファテック投与とマリゼブ投与をクロスオーバー比較した際の臨床効果の検証
   高陽ニュータウン病院
   ○ 新宅　克也

2-A-10  デュラグルチドからオマリグリプチンに切り替えた3症例の検討
   香川大学医学部附属病院内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学講座
   ○ 佐藤　誠祐，佐伯　岳信，吉岡　佑紀，小林　俊博，井端　智裕，水本　加津子， 

福長　健作，吉本　卓生，井町　仁美，村尾　孝児

2-A-11  2型糖尿病治療経過中に水疱性皮膚疾患を併発した症例の検討
   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

2-A-12  当院におけるメトホルミン最大容量（2250㎎）に関する検討
   愛媛労災病院内科
   ○ 中井　一彰

2-A-13  2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の降圧及び腎保護効果の検討
   坂出市立病院　糖尿病内科
   ○ 大工原　裕之，村岡　都美江

2-A-14  SGLT2阻害薬の血糖値および体重への有効性に及ぼす要因
   笠岡第一病院　内科
   ○ 原田　和博

2-A-15  血中1,5-AG は2型糖尿病におけるダパグリフロジンの有効性予測因子となりうるか？
   厚生連廣島総合病院　糖尿病センター／糖尿病・代謝内科
   ○ 濱岡　彩，由田　彩佳，三玉　康幸，石田　和史

2-A-16  トホグリフロジンの夜間排尿回数への影響
   （独）国立病院機構　福山医療センター　糖尿病・内分泌内科1，（独）国立病院機構　福山医

療センター　糖尿病センター2

   ○ 畑中　崇志1, 2，上田　祐也1, 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，小林　希代2， 
串田　和哉2
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治療（経口薬療法）③
15：20～15：48 座長：新南陽市民病院　松谷　朗

2-A-17  SGLT-2阻害薬を用いたBOTで糖毒性の解除が可能であった2型糖尿病の1例
   飯南町立飯南病院　内科
   ○ 永澤　篤司

2-A-18  SGLT-2阻害薬開始後、輸血頻度が著明に減少した骨髄異形成症候群合併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　血液内科2，鳥取県立
中央病院　総合内科3，鳥取県立中央病院　心臓内科4，鳥取県立中央病院　顧問5

   ○ 楢崎　晃史1，安東　史博1，村尾　和良1，橋本　由徳2，小村　裕美2，田中　孝幸2， 
門脇　佳名子3，岡本　勝3，吉田　泰之4，武田　倬5

2-A-19  SGLT2阻害薬開始後に高血糖を呈した心不全合併高齢2型糖尿病患者の1例
   川崎医科大学附属病院　臨床教育研修センター1，川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内

科学2

   ○ 世良　融子1，岡内　省三2，辰巳　文則2，菅　勇貴2，益子　晃子2，岩本　侑一郎2， 
堀谷　愛美2，溝口　明子2，西岡　もも代2，小原　健司2，下田　将司2，中西　修平2， 
宗　友厚2，加来　浩平2，金藤　秀明2

2-A-20  SGLT2阻害薬関連の有害事象〜重症緊急症2症例から学ぶべきこと〜
   （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
   ○ 亀井　信二，上野　麻美，志伊　真和，橘　洋美，安原　浩章，藤原　大介， 

鈴木　貴博，高橋　健二，松岡　孝
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第２日目　10月27日（土）　B会場（1F　展示見本市会場A）

慢性合併症（腎症）
10：10～10：45 座長：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　中司　敦子

慢性合併症（他の合併症）
10：45～11：27 座長：倉敷スイートホスピタル　松木　道裕

2-B-01  デュラグルチドを投与することで尿蛋白の減少が認められた症例
   新南陽市民病院　内科
   ○ 田上　耕蔵，林　俊輔，佐々木　輝昌，松谷　朗

2-B-02  神経因性膀胱に伴う尿閉により腎機能不全が急速に悪化した糖尿病腎症の一例
   山口県立総合医療センター　内分泌内科
   ○ 能野　翔太，松村　卓郎，富永　貴元，井上　康

2-B-03  透析患者における2型糖尿病の有無による筋肉量の比較
   社会福祉法人恩賜財団　済生会今治病院　リハビリテーション部1，社会福祉法人恩賜財団　済

生会今治病院　内科2

   ○ 仲渡　和正1，藤堂　裕彦2，首藤　孝裕1，村上　裕司1

2-B-04  随時尿と早朝尿での尿中微量アルブミン/クレアチニン比の比較検討
   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
   ○ 新上　寛子，久保田　益亘，吉井　陽子

2-B-05  2型糖尿病患者の血圧管理と腎機能の関係
   川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学
   ○ 蛭川　英典，小原　健司，辰巳　文則，下田　将司，中西　修平，宗　友厚， 

加来　浩平，金藤　秀明

2-B-06  糖尿病手症候群を呈した2型糖尿病の１例
   岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌内科1，岡山大学病院　整形外科2

   ○ 山口　哲志1，片山　晶博1，宮脇　義亜1，江口　潤1，中原　龍一2，和田　淳1

2-B-07  急激な血糖コントロール悪化を契機に早期発見可能であった膵癌の一例
   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　消化器内科2，鳥取県

立中央病院　消化器外科3，鳥取県立中央病院　心臓内科4

   ○ 村尾　和良1，安東　史博1，楢崎　晃史1，林　暁洋2，遠藤　財範3，吉田　泰之4

2-B-08  胆摘手術を契機に非アルコール性脂肪肝肝炎による肝硬変と診断された1型糖尿病の一例
   香川県立中央病院　糖尿病内科
   ○ 吉田　淳，吉川　理津子，中村　圭吾
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療養指導⑤
14：10～14：52 座長：石橋クリニック　植武　春美

2-B-09  2型糖尿病患者における肝線維化の検討 -FIB4-indexによる検討-
   高松内科クリニック
   ○ 高松　和永

2-B-10  脂肪肝を合併した糖尿病症例の検討
   まるがめ医療センター　糖尿病センター
   ○ 井垣　俊郎，古林　美貴，加嶋　稚香，蔵本　翼

2-B-11  2型糖尿病におけるサルコペニアおよび血清25(OH)ビタミンD濃度の検討
   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　栄養局2，高知医療センター　

医療技術局リハ技術部3，高知医療センター　ITセンター4

   ○ 菅野　尚1，菱田　藍1，田部井　彩乃2，岡　美梨2，小椋　和佳奈2，佐賀　啓子2， 
十萬　敬子2，加嶋　憲作3，西村　梨愛3，竹村　誠3，安井　正顕3，田口　園子4， 
斎藤　秀明4

2-B-12  膵全摘術を受けた患者会の報告〜第1報〜
   JA尾道総合病院　看護科1，広島大学病院　内分泌・糖尿病内科2，JA尾道総合病院　薬剤

部3，JA尾道総合病院　栄養科4

   ○ 貞安　妙美1，大野　晴也2，堀川　俊二3，小林　泉1，能登　香代1，岡野　遥子1， 
黒飛　佳子4，金子　美樹4

2-B-13  1型糖尿病患者交流会を継続することについて考える
   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，山口大学医学部附

属病院栄養治療部3，山口労災病院　糖尿病内分泌内科4，山口大学大学院医学研究科　病態制
御内科学講座5，ウエルネスクリニック6，JA山口厚生連　長門総合病院　小児科7，JA山口厚生連　
周東総合病院　小児科8，山口県立総合医療センター 小児科9，山口大学大学院医学系研究科医
学専攻　小児科学講座10，鳥取県立中央病院　糖尿病・内分泌・代謝内科11

   ○ 三隅　美紀1，和田　崇子2，有冨　早苗3，勝原　優子3，山本　優子3，村田　優子3， 
杉本　真一3，森永　里奈3，野見山　隆太4，竹田　孔明5，大久保　正士6，原田　恭子2， 
福田　謙7，脇　和之8，太田　直樹9，鳴海　宏子10，安部　希10，楢崎　晃史11， 
長谷川　俊史10，谷澤　幸生5

2-B-14  1型糖尿病患者の糖尿病教室を活用した患者支援の取り組み
   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 栄

養部2，社会福祉法人 恩賜財団済生会今治病院 薬剤部3，社会福祉法人 恩賜財団済生会今治
病院 検査部4，社会福祉法人 恩賜財団済生会今治病院 リハビリテーション部5，社会福祉法人 恩
賜財団済生会今治病院 内科6

   ○ 瀧　知美1，重松　裕子1，成瀬　隆弘2，長野　可奈子2，酒井　美文3，平塚　京子4， 
仲渡　和正5，川﨑　敬太朗6，藤堂　裕彦6

2-B-15  インスリン使用糖尿病患者の外食時のインスリン使用状況の調査
   南国いのうえクリニック
   ○ 西尾　浩恵，光明　美代子，石川　千恵，村上　尋子，井上　眞理
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療養指導⑥
14：52～15：27 座長：山口大学医学部附属病院　看護部　浅江　文枝

2-B-16  「インスリンの名前言えますか？」〜2型糖尿病患者さんのアンケート調査から見えたこと〜
   医療法人社団　日本鋼管福山病院　看護部
   ○ 岡崎　眞由美，小泉　良美，半田　綾

2-B-17  療養型病院におけるペン型インスリン注射器用注射針の検討—看護師のアンケート調査より
   医療法人慈誠会山根病院三隅分院看護部1，医療法人慈誠会山根病院看護部2，医療法人慈誠

会山根病院三隅分院内科3，医療法人慈誠会山根病院内科4

   ○ 山田　治希1，山根　晴香2，渋江　剛1，倉井　みどり1，津森　道弘3，山根　雄幸4

2-B-18  フットケア外来における糖尿病性神経障害進行度の可視化と患者指導
   市立八幡浜総合病院　看護部1，市立八幡浜総合病院　リハビリテーション室2，市立八幡浜

総合病院　内科3

   ○ 浅井　美香1，岡崎　千鶴1，竹本　眞由美1，二宮　香津子1，木戸　美江子1， 
伊勢家　満美2，酒井　武則3

2-B-19  看護師に対するフットケア教育が糖尿病看護に与える影響
   山口県厚生農業協同組合連合会　周東総合病院
   ○ 山口　きよみ，青木　葉子，高丘　瑞穂，泉　佳子

2-B-20  アギュララモデルを活用した治療中断患者の援助過程
   日本鋼管福山病院
   ○ 中島　美保

2-B-21  糖尿病教育入院時の療養指導カードの使用についてのスタッフの評価
   寺沢病院1，徳島大学医歯薬学研究部糖尿病・代謝疾患治療医学分野2，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3

   ○ 秋田　賢子1，鶴尾　美穂1，森岡　隆子1，堀筋　冨士子1，上野　裕子1，斎村　玉緒1， 
藤島　周子1，奥村　滋子1，松本　幸恵1，福井　健壮1，掘貫　理恵1，森　久志1， 
細川　智矢1，野上　貴盛1，森上　雄三1，橋本　章聖1，湯浅　智之2，黒田　暁生3， 
寺澤　敏秀1，松久　宗英3

2-B-22  糖尿病療養指導カードシステムにPAIDを導入した効果から見えたもの
   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
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第２日目　10月27日（土）　C会場（9F　海峡ホール）

小児糖尿病
11：00～11：28 座長：山口県厚生農業協同組合連合会　長門総合病院　小児科　福田　謙

2-C-01  同時期に同一地区に発症した小児1型糖尿病の2例
   愛媛県立中央病院　小児科1，西条中央病院2，市立八幡浜総合病院3，松山市民病院4，愛媛

大学大学院医学系研究科小児科学5

   ○ 平井　洋生1，濱田　淳平2，中矢　隆大3，勢井　友香4，竹本　幸司5，石井　榮一5

2-C-02  新規発症1型糖尿病幼児例におけるフラッシュグルコースモニタリングの使用経験
   西条中央病院　小児科1，西条中央病院　看護部2，市立八幡浜総合病院　小児科3，愛媛県立中

央病院　小児科4，愛媛大学大学院医学系研究科　小児科学5，愛媛大学大学院医学系研究科　
小児発達看護学6，横浜創英大学大学院看護学研究科　小児看護学7

   ○ 濱田　淳平1，大久保　美喜2，青木　あゆみ2，中矢　隆大3，平井　洋生4，竹本　幸司5， 
野本　美佳6，薬師神　裕子6，中村　慶子7，石井　榮一5

2-C-03  高知県小児糖尿病サマーキャンプにおける災害教育　実践編
   高知県立幡多けんみん病院小児科1，高知大学医学部小児思春期医学講座2，もみのき病院小児

科3，高知大学医学部附属病院小児科看護師4，近森病院リハビリテーション科5，一宮東小学校6，
細木病院小児科7

   ○ 西本　由佳1，荒木　まり子2，中山　将司3，山﨑　麻美4，横田　太郎5，秋月　けい6， 
新井　淳一7

2-C-04  小児糖尿病キャンプでの理学療法士の活動意義と今後の方向性
   愛媛ブルーランドファミリーの会1，愛媛県立中央病院 リハビリテーション部2，愛媛県立中央病院 栄

養部3，横浜創英大学看護学部4，愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻5，愛媛大学医学部
小児科6，四国中央病院小児科7，西条中央病院小児科8

   ○ 天野　貴裕1, 2，山本　真吾1, 3，中村　慶子1, 4，薬師神　裕子1, 5，竹本　幸司1, 6， 
平井　洋生1, 7，濱田　淳平1, 8，中矢　隆大1, 8
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第２日目　10月27日（土）　D会場（10F　国際会議場）

二次性糖尿病
10：10～10：45 座長：高知高須病院　糖尿病内科　末廣　正

地域医療
10：45～11：27 座長：山陽小野田市民病院　内科　矢賀　健

2-D-02  Prader-Willi症候群に合併した糖尿病の1例
   姫路赤十字病院　内科1，岡山大学　腎・免疫・内分泌代謝内科学2

   ○ 柴田　祐助1，江口　潤2，高橋　寛子2，山口　哲志2，野島　一郎2，樋口　千草2， 
渡邉　真由2，中司　敦子2，和田　淳2

2-D-03  糖尿病発症後褐色細胞腫と診断し摘出術前後にFlash Glucose Monitoring(FGM)を行っ
た一例

   徳島県立中央病院　糖尿病・代謝内科1，徳島県立中央病院　泌尿器科2

   ○ 吉田　圭佑1，藤田　沙弥香1，三井　由加里1，白神　敦久1，井﨑　博文2

2-D-04  パシレオチドにより著明なインスリン分泌抑制と高血糖を認めた先端巨大症の1例
   愛媛大学医学部附属病院総合臨床研修センター1，愛媛大学大学院医学系研究科　糖尿病内

科学2，愛媛大学大学院医学系研究科　脳神経外科学3

   ○ 八島　千恵1, 2，高門　美沙季2，川村　良一2，末廣　諭3，羽立　登志美2，松下　由美2， 
高田　康徳2，國枝　武治3，大澤　春彦2

2-D-05  低テストステロン状態を背景に血糖コントロールの急性増悪を来した高齢2型糖尿病の2例
   徳島赤十字病院　代謝・内分泌科
   ○ 近藤　剛史，和田　あゆみ，小松　真貴子，井上　広基，岩﨑　優，村上　尚嗣， 

金崎　淑子，新谷　保実

2-D-01  膵癌術後糖尿病患者の予後
   広島市立安佐市民病院　内分泌・糖尿病内科1，広島市立安佐市民病院　外科2，広島市立安

佐市民病院　総合診療科3

   ○ 志和　亜華1，姫野　菜津美1，中島　亨2，大石　幸一2，小橋　俊彦2，加藤　雅也3

2-D-06  当院におけるオープン糖尿病教室の開催報告
   国家公務員共済組合連合会　吉島病院
   ○ 中尾　慎司，高本　真由美，坂谷　敏子，蜂須賀　有

2-D-07  糖尿病患者の在宅ケア向上をめざした徳島市糖尿病サポーター（TCDS）育成の試み
   徳島市医師会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，徳島県栄養士会5，徳島市保健センター6，徳島市民病院7，徳島県立中央病院8

   ○ 鶴尾　美穂1，住友　正治1，大島　康志1，小松　まち子1，鈴木　麗子2，粟飯原　賢一3, 4， 
坂東　智子1，高橋　保子5，丸岡　重代6，原田　和代1，若槻　真吾1，桜井　えつ1， 
井野口　卓7，白神　敦久8，豊崎　纏1，宇都宮　正登1，松久　宗英2
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1型糖尿病③
14：10～14：38 座長：高知記念病院　糖尿病内科　池田　幸雄

2-D-08  山口市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業への取り組み
   JA山口厚生連　小郡第一総合病院1，済生会山口総合病院2，綜合病院山口赤十字病院3，山

口労災病院4

   ○ 野見山　淳1，藤田　直紀2，永尾　優子3, 4，近藤　学3，廣中　紀子2，河村　恵子2， 
澤山　恵3，中村　光子3，野崎　あけみ3，右田　るみこ1，杉山　正枝1，徳光　恵美子1

2-D-09  おかやまDMネット：サポータースキルアップの取り組み〜糖尿病性腎症重症化予防にむけて〜
   岡山大学病院　看護部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

   ○ 大橋　睦子1，利根　淳仁2，長田　麻里2，四方　賢一2, 3，岡山県糖尿病対策専門部会

2-D-10  糖尿病療養指導士を活用した糖尿病腎症重症化予防への取り組み（第2報）
   医療法人グランドタワーメディカルコート1，広島県糖尿病療養指導士認定機構2

   ○ 新庄　由佳1，延原　瑠里1，藤川　るみ1，吉良　さくらこ1，伊藤　千賀子1， 
新谷　隆代2，廣本　美知子2

2-D-11  糖尿病腎症重症化予防におけるSkypeを用いたWeb研修会の有用性
   愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科1，市立八幡浜総合病院2，市立野村病院3，HITO

病院4

   ○ 金本　麻友美1，松浦　文三1，酒井　武則2，川本　龍一3，扇喜　真紀4，仙波　英徳1， 
三宅　映己1，山本　晋1，古川　慎哉1，日浅　陽一1

2-D-12  1型糖尿病患者の各周術期治療における血糖変動（STG55/ FreeStyle Libre）
   岡山赤十字病院　総合内科
   ○ 渡辺　恭子，牧田　文子，渡辺　謙太郎，藤原　隆行，早川　信彦，宮下　雄博， 

岡崎　守宏

2-D-13  GAD抗体陰性かつIA-2抗体陽性を呈した高齢発症1型糖尿病の1例
   岡山ろうさい病院　内科
   ○ 余財　亨介

2-D-14  抗GAD抗体弱陽性で発症し1か月後に陰性化した高齢発症劇症1型糖尿病の1例
   島根大学医学部内科学講座内科学第一
   ○ 和田　里美，田中　小百合，山崎　遥香，田中　賢一郎，野津　雅和，守田　美和， 

金沢　一平，山本　昌弘，山内　美香，杉本　利嗣

2-D-15  3か月インスリン治療を自己中断するもケトアシドーシスを来さなかった劇症1型糖尿病症例
   国立病院機構関門医療センター糖尿病血液内科
   ○ 松井　久未子
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1型糖尿病④
14：38～15：13 座長：山口県立総合医療センター　内科　井上　康

2-D-18  2型糖尿病にニボルマブを投与し、1型糖尿病を合併した1例
   高知医療センター　臨床研修センター1，高知医療センター　呼吸器内科2，高松内科クリ

ニック3，高知医療センター　糖尿病・内分泌内科4

   ○ 森　弥華1，浦田　知之2，高松　和永3，菱田　藍4，菅野　尚4

2-D-19  抗PD-1抗体投与開始後1年で発症した急性発症1型糖尿病の1例
   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-D-20  ニボルマブにより劇症1型糖尿病を発症した1例
   愛媛大学医学部附属病院総合臨床研修センター1，愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科

学2，愛媛大学大学院医学系研究科循環器・呼吸器・腎高血圧内科学3

   ○ 鈴木　将史1, 2，高門　美沙季2，松下　由美2，山内　淳子2，濱田　千鶴3，羽立　登志美2， 
川村　良一2，高田　康徳2，山口　修3，大澤　春彦2

2-D-17  糖尿病ケトアシドーシスにおいて著明な白血球増加とIL-8高値を認めた1型糖尿病の１例
   広島赤十字・原爆病院　内分泌・代謝内科1，広島赤十字・原爆病院　血液内科2，河面内科3

   ○ 亀井　望1，稲垣　早織1，平川　晢1，大田垣　裕1，片山　雄太2，河面　智之3， 
宮原　弥恵1

2-D-16  遷延する膵酵素の上昇を伴う1型糖尿病ケトアシドーシスの一例
   市立宇和島病院　内分泌内科、糖尿病内科
   ○ 山口　朋孝，宮内　省蔵
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第２日目　10月27日（土）　E会場（8F　801大会議室）

低血糖①
10：10～10：45 座長：山口労災病院　糖尿病内分泌内科　松原　淳

低血糖②
10：45～11：20 座長：徳島県鳴門病院　内科　藤中　雄一

2-E-01  経口血糖降下薬を服用していない患者に生じたガレノキサシンによる重症低血糖
   山口赤十字病院　内科1，徳山中央病院　血液・内分泌内科2，徳山中央病院　研修医3，徳山

中央病院　救急科4，徳山中央病院　薬剤部5

   ○ 近藤　学1, 2，三好　由華3，樽本　浩司4，平山　教恵5，佐々木　貴宏2，山下　浩司2， 
山下　進4，畑尾　克裕2

2-E-02  CDTR-PI投与による低カルニチン血症、低血糖が疑われた男児例
   鳥取市立病院　内科1，鳥取市立病院　小児科2

   ○ 廣谷　茜1，木下　亮2，檀原　尚典1，久代　昌彦1，長石　純一2，谷水　将邦1

2-E-03  1型糖尿病の治療経過中に原発性副腎皮質機能低下症を合併した一例
   国立病院機構岡山医療センター　糖尿病・代謝内科1，岡山市立市民病院　糖尿病内科2

   ○ 栗林　怜実1，天田　雅文1，田原　稔久1，須藤　梨沙1，渡邉　聡子1，梶谷　展生2， 
松下　裕一1，武田　昌也1，肥田　和之1

2-E-04  てんかんとして加療されていたインスリノーマの一例
   広島大学病院　卒後臨床研修センター1，広島大学病院　内分泌・糖尿病内科2

   ○ 石井　翔悟1，佐川　純司2，児玉　尭也2，壷井　知子2，小武家　和博2，一町　澄宜2， 
大久保　博史2，大野　晴也2，沖　健司2，米田　真康2

2-E-05  Hemangiopericytoma による低血糖症と考えられた2型糖尿病の一例
   広島市立広島市民病院　内科
   ○ 水木　一仁，里見　拓也，森川　百合亜，望月　久義

2-E-06  複合的要因による低血糖を認めた1例
   山口大学医学部附属病院第三内科
   ○ 廣重　俊典，藤本　留理子，秋山　優，竹田　孔明，谷澤　幸生

2-E-07  Repaglinide・Dapagliflozin服用中の重症低血糖に脳梗塞と完全房室ブロックを併発した
１例

   徳島赤十字病院　代謝内分泌科1，徳島赤十字病院　循環器科2

   ○ 金崎　淑子1，和田　あゆみ1，小松　真貴子1，井上　広基1，岩﨑　優1，村上　尚嗣1， 
近藤　剛史1，新谷　保実1，當別當　洋平2
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2-E-08  レパグリニド0.25mg／日の投与で重症低血糖をきたした2型糖尿病の一例
   高知大学医学部附属病院　薬剤部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

   ○ 小松　仁美1，榎本　麻里子1，白石　久1，橋本　大輔2，中山　修一2，船越　生吾2， 
平野　世紀2，宮村　充彦1，寺田　典生2，藤本　新平2

2-E-09  CGMで胃切除後反応性低血糖に対する治療効果を確認できた1例
   済生会今治病院　内科1，済生会今治病院　検査部2

   ○ 藤堂　裕彦1，森田　彩友美2，小澤　香野2，村上　恵子2，執行　奈美2，平塚　京子2， 
赤尾　智広2，堀　和子1，川崎　敬太郎1

2-E-10  FGMを用いて夜間低血糖が判明したステロイド糖尿病の一例
   広島赤十字・原爆病院
   ○ 稲垣　早織，太田垣　裕，宮原　弥恵，亀井　望


