第 2 会場（ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 1）
インクレチン関連薬①
座長：黒瀬

08：40～09：40

健（関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター）

座長：勝野 朋幸（兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科）
Ｏ-001

低用量シタグリプチン(25mg)の高齢者２型糖尿病に対する効果と安全性に関する検討
医療法人社団正名会池田病院
○池田 弘毅、井田 健一、宇佐美 勝、木村 祐子、福岡 準人、児玉 光顕、吉崎 祐子

Ｏ-002

２型糖尿病患者に対するビルダグリプチン 50mg１日１回投与の１年間の検討
京都市立病院 糖尿病代謝内科
○岡村 拓郎、安威 徹也、近藤 有里子、坂井 亮介、小暮 彰典

Ｏ-003

軽症２型糖尿病患者に対するビルダグリプチンの使用成績
－糖尿病罹病期間を加味して－
川知内科クリニック
○川知 雅典

Ｏ-004

ビルダグリプチンによる血糖日内変動改善効果と治療満足度の検討
天理よろづ相談所病院 内分泌内科
○古家 美幸、幡地 佑有子、桑田 博仁、岡村 真太郎、飯降 直男、増谷 剛、北谷 真子、
林野 泰明、辻井 悟、石井 均

Ｏ-005

アログリプチンの投与開始時のグリコアルブミン測定の有用性
市立川西病院 1、ＮＴＴ西日本大阪病院 2
○亀山 智子 1、稲田 慎也 1、上田 晋一郎 1、中村 裕子 1、鈴木 俊伸 2、陳 瑛超 2、
西河 潤 2、谷川 和子 2、橋本 久仁彦 2、古賀 正史 1

Ｏ-006

アログリプチンの２型糖尿病に対する効果
奈良県立医科大学附属病院 糖尿病センター
○田原 一樹、赤井 靖宏、岡田 定規、上嶋 昌和、浪崎 正、辰巳 晴規、錦織 麻衣子、
舛田 純子、福井 博
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第 2 会場（ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 1）
インクレチン関連薬②

09：40～10：40

座長：池田 弘毅（医療法人社団正名会 池田病院）
座長：坂口 一彦（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科）
Ｏ-007

アログリプチンの臨床効果の検討
赤穂市民病院 内科 1、赤穂市民病院 循環器科 2
○小畑 利之 1、吉松 直子 1、一瀬 直日 1、藤井 隆 2、高原 典子 1

Ｏ-008

当科におけるリナグリプチンの使用経験
医療法人清仁会洛西ニュータウン病院 内科
○畑 一、牛込 恵美

Ｏ-009

２型糖尿病患者における DPP-4 阻害薬リナグリプチン単剤の有用性～18 カ月間の検討～
藍野病院 内科 1、吉田医院 2、藍野加齢医学研究所 3、大阪医科大学 内科学Ｉ4
○吉田 麻美 1、山本 直宗 1、永井 幸治 1、王 衣里子 1、金万 淳一 1、河島 久人 1、
佐伯 彰夫 1、杉野 正一 1、吉田 滋 2、葛谷 健 3、大澤 仲昭 3、花房 俊昭 4

Ｏ-010

２型糖尿病患者における Teneligliptin 使用経験
栄宏会土井病院付属診療所 1、北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 2
○門脇 誠三 1、西山 勝人 2、安友 佳朗 2

Ｏ-011

糖尿病合併透析患者における DPP-4 阻害剤テネリグリプチン 20mg の有用性の検討
仁悠会加納クリニック
○安田 和生

Ｏ-012

SU 薬投与中の２型糖尿病患者におけるシタグリプチン併用の有効性と安全性
(KADIAS 研究)
医療法人川崎病院
○深水 英昭、大塚 章人、明神 真希子、松永 彩、村井 潤、久保 聡子、中村 正、
市原 紀久雄
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第 2 会場（ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 1）
インクレチン関連薬③

10：40～11：40

座長：金藤 秀明（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）
座長：矢部 大介（関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 疾患栄養治療センター）
Ｏ-013

血糖管理不良インスリン療法患者のシタグリプチン上乗せ効果の検討－１年間の長期
成績
長浜赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 1、
滋賀医科大学 内科学講座(糖尿病内分泌・腎臓・神経)2
○江川 克哉 1、前川 聡 2、SUNSHINE STUDY GROUP2

Ｏ-014

インスリン治療中の２型糖尿病患者に対するシタグリプチンの併用効果
田中内科クリニック
○田中 新二

Ｏ-015

インスリン療法中の患者に対する追加療法としてのシタグリプチンの有効性と安全性
兵庫県県立尼崎病院 糖尿病・内分泌内科
○吉田 健一、許 櫻華、魚永 多恵子、下田平 眞生子、中村 嘉夫

Ｏ-016

インスリン治療中の２型糖尿病患者へのシタグリプチン併用療法に関する有用性の検討
新宮市立医療センター 内科 1、和歌山ろうさい病院 2
○田中 宏典 1、西野 雅之 1、雑賀 麻衣 1、梶野 裕之 1、阪口 昭 1、峯園 浩二 1、
岡井 一彦 1、原田 沙耶 2

Ｏ-017

インスリン療法中の 2 型糖尿病患者ではビルダグリプチンの追加により満足度が改善
する
天理よろづ相談所病院 内分泌内科
○増谷 剛、幡地 佑有子、桑田 博仁、岡村 真太郎、飯降 直男、古家 美幸、北谷 真子、
林野 泰明、辻井 悟、石井 均

Ｏ-018

BOT またはインスリン療法に DPP-4 阻害薬併用療法の有用性の検討
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院
○岡崎 能久、小川 善史、井庭 友見子、生水 晃
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第 3 会場（ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 2）
インクレチン関連薬④

08：40～09：40

座長：濵崎 暁洋（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）
座長：安田浩一朗（大阪府済生会 野江病院 糖尿病・内分泌内科）
Ｏ-019

３種類の GLP-1 受容体作動薬の血糖降下作用の違いを CGM で評価し得た２型糖尿病の
一例
大阪医科大学 内科学 1 1、医療法人協仁会小松病院 糖尿病センター2、
市立枚方市民病院 内科 3
○柴崎 早枝子 1、栗岡 聡一 2、寺前 純吾 1、坂根 貞樹 3、花房 俊昭 1

Ｏ-020

エキセナチド１日２回投与製剤と週１回製剤の治療効果を CGM にて比較した２型糖尿病
の１例
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科
○有光 絢、成田 登紀、長尾 綾子、紅林 昌吾

Ｏ-021

多量のインスリンからエキセナチド週１回製剤への変更が成功した１例
～CGM も含めて～
京都府立医科大学附属病院 内分泌糖尿病代謝内科
○佐々木 暢子、山崎 真裕、米村 岳尚、大野 茜子、福井 道明、長谷川 剛二、
中村 直登

Ｏ-022

バイエッタからビデュリオンに変更し経過を比較しえた２型糖尿病の１例
京都大学 糖尿病・栄養内科
○長井 一高、原島 伸一、豊田 健太郎、黒瀬 健太郎、原田 貴成、濱崎 暁洋、
長嶋 一昭、稲垣 暢也

Ｏ-023

演題取消

Ｏ-024

リラグルチド投与により症状の改善が認められた冠攣縮性狭心症合併２型糖尿病の１例
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 予防医学センター1、
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 総合内科 2
○住谷 哲 1、森田 真也 2、宇都 佳彦 2、北井 宏美 2、早川 友朗 2、新居 卓朗 2、
仁科 周平 2、三木 俊治 2、佐藤 文三 2、中村 秀次 1、立花 功 2、笠山 宗正 2
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第 3 会場（ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 2）
インクレチン関連薬⑤

09：40～10：40

座長：紺屋 浩之（市立芦屋病院 内科）
座長：矢野 秀樹（彦根市立病院）
Ｏ-025

ＧＬＰ－１受容体作動薬が著効した筋緊張性ジストロフィー合併糖尿病の１例
高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病科
○田端 ようへい、佐藤 雄一、黒田 一慶、田中 サキ、金子 至寿佳

Ｏ-026

エキセナチドにより長期的血糖改善が得られた Prader-Willi 症候群の一例
兵庫医科大学内科学 糖尿病・内分泌・代謝科
○藏城 雅文、小山 英則、畑山 美樹、白石 順、角田 千尋、岡崎 博一、庄司 拓仁、
山本 徹也、森脇 優司、難波 光義

Ｏ-027

２型糖尿病を合併した多嚢胞性卵巣(PCOS)にエキセナチドを使用した１症例
京都大学 糖尿病・栄養内科
○大杉 友顕、原田 範雄、徳本 信介、濱崎 暁洋、稲垣 暢也

Ｏ-028

エキセナチドとリラグルチド単剤治療中に急性胆管炎を認めた高齢者糖尿病の一例の
検討
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 内分泌内科 1、
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 総合内科 2、
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 消化器内科 3、
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 薬剤科 4
○大竹 裕子 1、山田 ゆうひ 2、間宮 均人 2、小林 慶子 3、平島 学 4

Ｏ-029

GLP-1 受容体作動薬が消化器症状に及ぼす影響は作用時間により異なる
神戸大学大学院保健学研究科 病態解析学領域 1、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病内分泌内科 2、医療法人社団正名会池田病院 3
○木戸 良明 1、2、城内 繭子 3、別當 憲子 3、穴倉 弘枝 3、南 美樹 3、松田 友和 2、
宇佐美 勝 3、池田 弘毅 3

Ｏ-030

ＧＬＰ-1 受容体作動薬の副作用状況調査
兵庫県立尼崎病院 薬剤部 1、兵庫県立尼崎病院 糖尿病・内分泌内科 2
○田中 雅子 1、坂本有里恵 1、平田 知沙 1、横田 聖子 1、上田 里恵 1、許 櫻華 2、
吉田 健一 2、魚永 多恵子 2、下田平 眞生子 2、中村 嘉夫 2、福井 英二 1
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第 3 会場（ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 2）
インクレチン関連薬⑥

10：40～11：40

座長：西村 治男（大阪府済生会 中津病院）
座長：西
Ｏ-031

理宏（和歌山県立医科大学 病態栄養治療部）
75gOGTT による２型糖尿病患者におけるエキセナチドの効果の検討
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
○中島 進介、廣田 勇士、松田 友和、岩橋 泰幸、藤田 泰功、播 悠介、平田 悠、
伊賀 真紀子、西本 祐希、向井 美希、坂口 一彦、小川 渉

Ｏ-032

リラグリチド使用糖尿病患者における eGFRcre 経年変化の検討
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院
○星 歩、鈴木 正昭

Ｏ-033

リラグルチドの有効例、無効例の患者背景の検討
和歌山労災病院 薬剤部 1、和歌山労災病院 内科 2
○三宅 美有紀 1、野際 俊希 1、石亀 昌幸 2、庄野 剛史 2、中尾 隆太郎 2、原田 沙耶 2、
増井 由毅 2、南條 輝志男 2

Ｏ-034

認知症高齢 2 型糖尿病患者に対する持続性ＧＬＰ-1 作動薬エキセナチド導入効果
財団法人バプテスト連盟医療団 日本バプテスト病院 糖尿病内科 1
京都大学 医学部糖尿病栄養内科 2
○米田 紘子 1、豊田 健太郎 2、原島 伸一 2

Ｏ-035

脂肪組織および糖・脂質代謝に対するシタグリプチンの影響
武田病院健診センター1、医療法人財団康生会武田病院 2、医仁会武田総合病院 3、
医療法人財団 康生会康生会クリニック 4
○桝田 出 1、髭 秀樹 3、岩崎 新 4、今井 優 4、葛谷 英嗣 2

Ｏ-036

DPP-4 阻害薬による末梢血単球 M１/M2 タイプへの影響と抗動脈硬化作用
京都医療センター 臨床研究センター 糖尿病研究部 臨床代謝栄養研究室 1、
京都医療センター 糖尿病センター2、京都医療センター 臨床研究センター3
○浅原 哲子 1、佐々木 洋介 1、山陰 一 1、村中 和哉 1、伊藤 遼 2、小鳥 真司 2、
河野 茂夫 2、島津 章 3
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第 3 会場（ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 2）
インクレチン関連薬⑦
座長：井上

15：20～16：20

元（日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科）

座長：長嶋 一昭（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）
Ｏ-037

グリメピリド服用２型糖尿病患者におけるアログリプチン追加投与による脂質改善の
検討
社会医療法人景岳会南大阪病院 内科
○川口 祐司、中川 智恵、桑村 麻由子、桑村 幸伸、和田 憲嗣、北谷 香代子、
久米田 靖郎

Ｏ-038

腎不全合併糖尿病患者におけるリナグリプチンとαグルコシダーゼ阻害薬の有効性の
比較
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1、
公財)田附興風会医学研究所北野病院 臨床検査部 2
○龍岡 久登 1、浜本 芳之 1、本庶 祥子 1、河崎 祐貴子 1、藤本 寛太 1、松岡 敦子 1、
池田 弘毅 1、和田 良春 1、藤川 潤 2、越山 裕行 1

Ｏ-039

SU 薬と DPP4 阻害薬との併用療法による３年間の血中 C ペプチド(CPR)の経年変化
府中病院 糖尿病研究所 1、府中病院 糖尿病センター2、
和歌山県立医科大学 医学部臨床検査医学 3
○三家 登喜夫 1、森田 修平 3、中道 仁 2、角谷 佳城 2、山田 正一 2、古田 眞智 3

Ｏ-040

他の DPP-4 阻害薬から vildagliptin への切り替え効果についての検討
一般財団法人甲南会甲南病院 糖尿病センター
○福永 馨、矢野 佑季、田口 華代、橋口 由香里、東山 聡子、弓岡 稔貴、溝渕 憲子、
片山 茂明、笠原 俊彦、八木 規夫、坂井 誠、老籾 宗忠

Ｏ-041

２型糖尿病患者におけるインスリン療法からビルダグリプチン内服への変更に関する
検討
医療法人川崎病院 内科
○久保 聡子、大塚 章人、松永 彩、深水 英昭、中村 正、市原 紀久雄

Ｏ-042

インスリンとの併用症例における sitagliptin 増量と vildagliptin への切替えの効果
比較
医療法人社団正名会池田病院 糖尿病内科
○福岡 準人、井田 健一、宇佐美 勝、佐久間 智子、今井 晴恵、木村 祐子、
児玉 光顕、吉崎 祐子、池田 弘毅

- 24 -

第 3 会場（ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 2）
インクレチン関連薬⑧

16：20～17：20

座長：中村 嘉夫（兵庫県立尼崎病院 糖尿病・内分泌内科）
座長：船橋
Ｏ-043

徹（大阪大学大学院医学系研究科 代謝血管学寄附講座）

シタグリプチン 50mg からリナグリプチン 5mg への切り替えの臨床的効果の検討
医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科
○桑村 尚充、高橋 輝、武村 次郎

Ｏ-044

低用量のグリメピリドをシタグリプチンへ変更した症例の経過観察
医療法人社団正名会 池田病院
○宇佐美 勝、清水 祐介、今井 晴恵、佐久間 智子、井田 健一、福岡 準人、木村 祐子、
児玉 光顕、吉崎 祐子、池田 弘毅

Ｏ-045

ステロイド糖尿病におけるシタグリプチン有用性の検討
神戸百年記念病院 内科 1、神戸百年記念病院 薬剤部 2
○黒木 康雄 1、岩崎 真也 1、小田 修平 1、前田 彰宏 1、池野 真子 2

Ｏ-046

ステロイド使用時の血糖上昇に対する DPP-4 阻害薬の有効性について
大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科
○保田 紀子、新谷 光世、松本 義弘、山内 一郎、満田 佳名子、吉田 有希子、
中野 厚生、田中 早津紀、前田 康司、西村 治男

Ｏ-047

胃全摘術後の２型糖尿病患者に対するシタグリプチンの使用経験
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌・リウマチ内科
○大藪 知香子、田中 亨、江川 景子、井戸 亜希子、角谷 昌俊、尾本 篤志、福田 亙

Ｏ-048

DPP4 阻害剤内服中断後、著明な耐糖能の悪化と伴に SU 剤の応答性低下を呈した症例
池渕クリニック
○池淵 元祥
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第 4 会場（Room A）
腎症・透析予防①

08：40～09：40

座長：金内 雅夫（畿央大学 健康栄養学科）
座長：安原 章浩（関西電力病院 腎臓内科）
Ｏ-049

CKD 重症度分類の GFR 区分による貧血と HbA1c の評価
医療法人社団正名会池田病院
○清水 祐介、宇佐美 勝、井田 健一、池田 弘毅

Ｏ-050

上腕血圧の左右差と糖尿病性腎症
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学
○岡田 博史、福井 道明、田中 武兵、松本 しのぶ、小林 香苗、岩瀬 広哉、浅野 麻衣、
山崎 真裕、長谷川 剛二、中村 直登

Ｏ-051

継続的な透析予防指導が腎症病期進行を抑制する可能性が示唆された１症例
関西電力病院 疾患栄養治療センター1、関西電力病院 腎臓内科 2、
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター3、関西電力病院 4
○岩崎 真宏 1、安原 章浩 2、臼井 亮太 3、辻 とも子 1、松元 知子 1、廣瀬 直樹 1、
渡邊 好胤 3、表 孝徳 3、北谷 直美 1、矢部 大介 3、黒瀬 健 3、清野 裕 4

Ｏ-052

糖尿病腎症４期における透析予防指導内容の検討
～腎症５期に移行した症例より振り返る
高槻赤十字病院 内科外来 看護師 看護部 1、高槻赤十字病院 栄養課 2、
高槻赤十字病院 糖尿病内科 内分泌 生活習慣科 3
○角屋 麻由 1、花森 礼子 1、南 美保子 2、松木 晴美 1、花森 絵美 1、松岡 由紀 1、
橋上 久美子 1、山内 恵 1、中 晶子 1、田原 裕美子 3、佐藤 雄一 3、金子 至寿佳 3

Ｏ-053

当院における透析予防指導外来の効果ならびに患者意識調査の追跡について
西脇市立西脇病院 看護局 1、西脇市立西脇病院 内科 2
○古石 弥生 1、宮崎 順子 1、安平 典子 1、青田 知世 1、大西 浩美 1、田中 千秋 1、
来住 稔 2、岩井 正秀 2

Ｏ-054

糖尿病透析予防指導における薬剤師の役割
町立大淀病院 薬剤部 1、町立大淀病院 栄養科 2、
町立大淀病院 看護部 3、町立大淀病院 内科 4
○平井 真澄 1、長谷川 彩子 2、西尾 桂恵 2、吉井 雅恵 2、米田 さつき 3、辻井 里美 3、
川野 貴弘 4、西浦 公章 4
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第 4 会場（Room A）
腎症・透析予防②

09：40～10：40

座長：荒木 信一（滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病・腎臓・神経内科）
座長：朴
Ｏ-055

孝憲（淀川キリスト教病院）
糖尿病腎症４期患者に対する透析予防外来での看護師の関わり
大阪市立大学医学部附属病院 看護部 1、大阪市立大学医学部附属病院 栄養部 2、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 3
○阪野 真理恵 1、河本 尚子 1、村尾 明美 1、江尻 加奈子 1、藤本 浩毅 2、播磨 美佳 2、
服部 俊一 2、森 克仁 3、絵本 正憲 3、稲田 律子 1、塚田 定信 2、稲葉 雅章 3

Ｏ-056

当院における糖尿病透析予防指導の取り組みと今後の課題
医療法人社団顕鐘会神戸百年記念病院
○大西 由美子、黒木 康雄、後藤 文子、丸山 泰世

Ｏ-057

当院における糖尿病透析予防指導の現状と課題
京都医療センター 看護部 1、栄養科 2、糖尿病センター3、腎臓内科 4
○小久保 敦子 1、仁谷 めぐみ 1、浅野 照子 1、小林 美保 1、真鍋 悟 2、大池 教子 2、
谷川 清 2、中川内 玲子 3、八幡 兼成 4、山田 和範 4

Ｏ-058

当院における糖尿病透析予防指導の現状
藤井寺市民病院 1、市立藤井寺市民病院 栄養部 2、市立藤井寺市民病院 内科 3
○山野 伊都子 1、井上 由美 1、田辺 直美 2、北尾 彰代 3、内本 定彦 3

Ｏ-059

血糖コントロール不良と腎機能悪化の関連、２型糖尿病患者における４年間の検討
医療法人川崎病院 糖尿病内分泌内科
○明神 真希子、大塚 章人、松永 彩、村井 潤、久保 聡子、深水 英昭、中村 正、
市原 紀久雄

Ｏ-060

当院における糖尿病腎症進行抑制への取組み
市立岸和田市民病院 看護局 1、市立岸和田市民病院 管理栄養部 2、
市立岸和田市民病院 代謝・内分泌内科 3
○有井 千恵 1、山田 初美 1、藤原 幸子 2、楠野 友子 2、石原 恵子 2、花岡 郁子 3、
政次 健 3、山下 貴史 3
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第 4 会場（Room A）
腎症・透析予防③

10：40～11：40

座長：門脇 誠三（栄宏会土井病院付属診療所）
座長：小山 英則（兵庫医科大学 糖尿病・内分泌・代謝科）
Ｏ-061

当院における尿中 Na 排泄量を用いた糖尿病腎症進展抑制の取り組み
市立伊丹病院 医療技術部 医療技術室 栄養管理担当 1、市立伊丹病院 糖尿病内科 2
○深田 晃司 1、貞廣 克彦 2、正木 ゆづき 2、佐藤 智己 2

Ｏ-062

血糖コントロール状態別の４年間の腎症関連指標の変化―２型糖尿病患者における検討
医療法人川崎病院 糖尿病内分泌内科
○大塚 章人、深水 英昭、久保 聡子、松永 彩、村井 潤、明神 真希子、中村 正、
市原 紀久雄

Ｏ-063

当院糖尿病透析患者、非糖尿病透析患者の栄養状態を比較した実態調査
京都社会事業財団西陣病院 臨床工学科 1、京都社会事業財団西陣病院 栄養科 2、
京都社会事業財団西陣病院 腎臓泌尿器科 3
○野間 啓太 1、守時 祐輔 1、澤田 正二 1、木村 美枝子 2、大西 彰 3

Ｏ-064

レパグリニドによる糖尿病保存期腎不全の血糖コントロールにおける 5 症例の検討
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学・老年血管病態学
○沼口 隆太郎、森 克仁、絵本 正憲、浦田 博美、山崎 祐子、元山 宏華、森岡 与明、
福本 真也、庄司 哲雄、石村 栄治、稲葉 雅章

Ｏ-065

クリニックにおける蛋白制限食の試食をとりいれた糖尿病透析予防指導の試み
やよいメディカルクリニック
○松島 かねこ、柑本 満理、平田 佐知子、奥田 秀美、坂頭 節哉

Ｏ-066

HbA1c のコントロールが良好な腎症２期に対して糖尿病療養指導が奏功した１症例
医療法人蒼龍会井上病院 栄養課 1、医療法人蒼龍会井上病院 看護部 2、
医療法人蒼龍会井上病院 内科 3
○小田 友里 1、客野 知子 1、杉江 ゆか 1、野村 香代 1、藤原 弘子 1、海野 典子 2、
安藤 清美 2、土蔵 尚子 3、辻本 吉広 3、田畑 勉 3

- 28 -

第 4 会場（Room A）
腎症・透析予防④

15：20～16：20

座長：一色 啓二（滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病・腎臓・神経内科、血液浄化部）
座長：野村
Ｏ-067

誠（薬業大阪健康管理センター）

蛋白尿を呈する糖尿病患者の追跡調査
橋本市民病院 代謝内科 1、近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科 2、
和歌山県立医科大学 内科学第一講座 3、和歌山ろうさい病院 内科 4
○大星 隆司 1、廣峰 義久 2、山内 孝哲 2、岸谷 讓 2、小河 健一 3、赤水 尚史 3、
南條 輝志男 4

Ｏ-068

糖尿病透析予防指導外来試行期における介入効果と短期治療成績
西宮市立中央病院 看護部・糖尿病センター1、
西宮市立中央病院 管理栄養部・糖尿病センター2、
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科 3
○開 まゆ子 1、井伊 和子 1、西橋 かおる 1、永翁 雅子 1、工藤 香織 2、小寺 真智 2、
有光 絢 3、長尾 綾子 3、紅林 昌吾 3

Ｏ-069

当院における糖尿病透析予防指導の実際
医療法人社団正名会池田病院
○南 美樹、別當 憲子、穴倉 弘枝、城内 繭子、有田 桂子、日野 文子、
宇佐美 勝、池田 弘毅

Ｏ-070

２型糖尿病患者の糖尿病腎症に対する重炭酸ナトリウムの腎保護効果の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科 1、
パナソニック健康保険組合松下記念病院 2
○三橋 一輝 1、福井 道明 1、田中 武兵 1、田中 紀實 2、福田 有希子 2、浅野 麻衣 1、
山崎 真裕 1、長谷川 剛二 1、中村 直登 1

Ｏ-071

糖尿病透析予防指導～当院の取り組みと現状～
大阪府済生会野江病院 栄養管理科 1、大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科 2
○村田 敬也 1、木原 徹也 1、藤田 秀佳 1、須田 尚子 1、小林 広明 1、藤井 淳子 1、
森田 聖 2、北本 友佳 2、山藤 知宏 2、鯉江 基哉 2、安田 浩一朗 2

Ｏ-072

糖尿病透析予防外来における療養指導の有効性に関する検討
近畿大学医学部附属病院 看護部 1、近畿大学医学部附属病院 栄養部 2、
近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科 3
○大仲 將美 1、冨森 洋子 1、須美 舞香 1、久城 恵理 1、長井 洋子 1、長嶋 ちづる 1、
谷内 麻寿美 1、二宮 好美 1、西村 町子 2、能宗 伸輔 3、川畑 由美子 3、池上 博司 3
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第 4 会場（Room A）
腎症・透析予防⑤

16：20～17：20

座長：別所 寛人（和歌山大学 保健管理センター）
座長：山本 浩司（一般財団法人 住友病院 総合診療科）
Ｏ-073

糖尿病透析予防チームの取り組みについて
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 栄養科 1、
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 看護部 2、
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 代謝・糖尿病内科 3、
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科 4
○礒野 絵理 1、山中 美緒 1、片山 みすず 1、松田 恵里 1、北村 裕二 1、樋ノ上 美和 2、
松好 美穂 2、坂部 和美 3、西川 享 3、森 久也 3、北川 功幸 4

Ｏ-074

透析予防指導チームにおける各専門職の役割～患者の行動変容につながった事例～
京都大学医学部附属病院 1、京都大学 医学部 人間健康科学科 2
○中石 幸子 1、川田 政代 1、大倉 瑞代 1、川勝 優子 1、北川 綾子 1、山田 敦美 1、
本田 育美 2

Ｏ-075

糖尿病性慢性腎不全患者の下肢浮腫に対するトルバプタンの効果
高槻赤十字病院 糖尿病内分泌生活習慣病科
○黒田 一慶、佐藤 雄一、田原 裕美子、田端 ようへい、田中 サキ、金子 至寿佳

Ｏ-076

糖尿病腎症透析予防指導シートを用いた指導効果
神戸掖済会病院 栄養管理部 1、神戸掖済会病院 看護部 2、神戸掖済会病院 循環器科 3、
神戸掖済会病院 内科 4
○岡本 貴子 1、吉村 治香 1、井上 美津子 2、田村 祥子 2、大塔 靖子 2、宇仁 三千代 2、
林 紫乃 2、中ノ瀬 晃一 3、深水 真希 4、高橋 留佳 1、勝矢 雅子 1

Ｏ-077

腎症第 2 期における透析予防指導６か月後の評価
（公財）田附興風会医学研究所北野病院 栄養指導部 1、
（公財）田附興風会医学研究所北野病院 看護部 2、
（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3
○金田 恵美 1、久保 麻友子 1、井上 裕子 1、永原 守 1、山田 信子 1、福田 美由紀 1、
山内 利香 1、三輪 花蓮 1、志水 晃介 1、中山 法子 2、本庶 祥子 3、越山 裕行 3

Ｏ-078

GLP-1 製剤リラグリチドが腎機能改善に有用であった糖尿病性腎症の１例
佐々木内科医院
○佐々木 徹
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第 5 会場（Room B-1）
患者教育①

08：40～09：30

座長：千丸 博司（京都大原記念病院）
座長：藤本 陽子（森ノ宮医療大学 保健医療学部 看護学科）
Ｏ-079

認知症合併糖尿病患者への療養支援―家族との関わりを中心に
渡辺内科クリニック
○前田 真央、安原 孝子、寺西 悦子、松山 玲子、松本 明子、渡辺 伸明

Ｏ-080

下肢膿瘍より２型糖尿病が診断された思春期患児の療養支援を通じて
地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院 看護部 1、
地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院 腎代謝免疫内科 2
○笠原 健 1、田中 順也 1、好井 理世 1、藤澤 智巳 2

Ｏ-081

当院健診施設にて糖尿病疑いまたは糖尿病を指摘された患者における外来受診状況の
調査
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 健康管理科 1、
日本バプテスト病院 看護部 2、日本バプテスト病院 糖尿病内科 3
○馬場 悠 1、田中 麻由子 2、瀬川 麻衣子 2、後藤 佳子 2、勝山 由香 2、高橋 裕 1、
米田 紘子 3

Ｏ-082

特定健診の標準的な質問票を用いた生活習慣項目と腹囲との関連
京都女子大学大学院 家政学研究科 食物栄養学専攻 1、
ＮＴＴ西日本京都病院健診センタ 2
○兼定 祐里 1、宮脇 尚志 1、田中 清 1、増田 陽子 2、西河 浩之 2、福井 潔 2

Ｏ-083

眼科のない診療所が糖尿病患者の眼を守る為にすべきこと
淀川勤労者厚生協会付属のざと診療所 1、淀川勤労者厚生協会付属西淀病院 2
○藤目 純子 1、園部 光香 1、村瀬 明世 2、結城 由恵 2

- 31 -

第 5 会場（Room B-1）
患者教育②

09：30～10：30

座長：坂上 元祥（兵庫県立大学 環境人間学部）
座長：岡井 明美（国保日高総合病院 栄養科）
Ｏ-084

糖尿病透析予防外来で望まれる看護師の役割
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
○山尾 美希、山口 愛美、福山 雅代、増田 雅子、中山 環、風間 敬一、森田 灯子、
森本 竹紗、光井 絵里、加藤 研、瀧 秀樹

Ｏ-085

当院における糖尿病透析予防指導の現状と評価
関西医科大学付属滝井病院 栄養管理部 1、関西医科大学 第二内科 2、
関西医科大学附属滝井病院 看護部 3、関西医科大学滝井病院 臨床検査部 4
○満森 惠子 1、木村 真美 1、谷川 友季子 1、大久保 縁 3、滝口 洋子 3、尾崎 貴恵 4、
野村 惠巳子 2、河野 啓子 2、藤高 啓祐 2、西川 光重 2

Ｏ-086

糖尿病患者の食習慣に関する実態調査
近畿大学医学部奈良病院 栄養部 1、近畿大学医学部奈良病院 看護部 2、
近畿大学医学部奈良病院 消化器・内分泌内科 3
○谷村 昌代 1、井口 真宏 1、加藤 映美里 1、西窪 陽子 2、岸谷 譲 3

Ｏ-087

集団栄養指導での効果的な教材の検討
医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 1、
NPO 法人あなたと健康を支える会こうべ 2
○福永 聡美 1、向山 万為子 1、新居田 道玄 1、中田 恵理子 1、村野 真澄 1、
田中 亜矢子 1、柏原 淑恵 1、四本 礼子 1、中野 満子 1、河野 律子 2、西影 裕文 1

Ｏ-088

２型糖尿病患者に対する継続栄養指導の効果と今後の課題
彦根市立病院 栄養科・栄養治療室 1、彦根市立病院 内科 2
○山本 卓也 1、茂山 翔太 1、堀 仁美 1、木村 章子 1、大橋 佐智子 1、小野 由美 1、
菱澤 方洋 2、黒江 彰 2、矢野 秀樹 2

Ｏ-089

当院における炭水化物に着目した血糖測定実習を取り入れた
患者会の報告
国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター
○松岡 幸代、浅野 照子、藤本 容子、伊藤 遼、渡邊 知一、岡嶋 昭、山田 和範
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第 5 会場（Room B-1）
患者教育③
座長：辻井

10：30～11：30
悟（公益財団法人 天理よろづ相談所病院 内分泌内科）

座長：中濱 多紀（大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻）
Ｏ-090

色彩表示機能付き血糖測定器が血糖コントロールおよび自己管理行動に与える影響
京都大学大学院医学系研究科 人間健康科学系専攻 1、京都大学 糖尿病・栄養内科 2
○西村 亜希子 1、原島 伸一 2、本田 育美 1、清水 彬礼 1、細田 公則 1、稲垣 暢也 2

Ｏ-091

血糖コントロール不良患者の療養支援について
－外来患者に対し改めて考える継続指導－
医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 1、
NPO 法人「あなたと健康を支える会こうべ」2
○東條 紀子 1、河野 律子 2、中野 満子 1、堀川 佳代 1、吉岡 佳与子 1、祝 容子 1、
沢 智絵子 1、柳田 敦美 1、岡野 恭子 1、西影 裕文 1

Ｏ-092

ＨｂＡ１ｃの改善をみない患者の問題点を探る～時間選好率を織り込んだ質問票より～
医療法人社団柴本内科循環器科
○玉木 悦子、落合 知加子、伊藤 智津子、柴本 茂樹

Ｏ-093

インスリン自己注射手技指導再介入の必要性
泉大津市立病院
○葛城 美幸、松岡 慶子、川崎 華子、重田 美由紀、泉谷 めぐみ、田口 真弓、
松尾 みゆき、江藤 潔子、李 英子

Ｏ-094

インスリン自己注射手技の再確認によって血糖コントロールが改善した１症例
公益財団法人浅香山病院
○櫻木 ゆかり、米子 静、嶽 由紀子

Ｏ-095

インスリン注射手技指導により血糖コントロールが著明に改善した１型糖尿病の一例
市立藤井寺市民病院 看護部 1、市立藤井寺市民病院 薬剤部 2、
市立藤井寺市民病院 栄養部 3、市立藤井寺市民病院 内科 4
○塩野 由季 1、三好 未奈 1、片岡 優子 2、森 利恵 2、田辺 直美 3、北尾 彰代 4、
内本 定彦 4
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第 5 会場（Room B-1）
患者教育④

15：20～16：20

座長：梶山 静夫（医療法人社団啓政会 梶山内科クリニック）
座長：大石まりこ（大石内科クリニック）
Ｏ-096

半日教育指導プログラムへの取組とその後の経過の比較
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 1、
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 看護部 2、
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 薬剤部 3、
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 糖尿病内科 4
○森本 美由紀 1、金子 緑 1、田中 麻由子 2、馬場 悠 2、下田 寿子 3、橋井 祐子 3、
米田 紘子 4

Ｏ-097

糖尿病入門教室を受講することが受診継続に有効である
医療法人栄仁会高の原すずらん内科
○東川 道代、桝田 美紀、樋上 尚子、平盛 裕子

Ｏ-098

当院における糖尿病患者教育についての検証
中村病院
○新村 かおり、平野 菜美子、村佐 揚子、桑村 尚充、高橋 輝、武村 次郎

Ｏ-099

糖尿病教育入院における神経関連検査の解析と指導
赤穂中央病院 糖尿病診療チーム
○黒沢 つぐみ、尾方 章子、桶口 三香子、高田 景子、前田 千佳、元佐 慶子、
小西 由記、吉澤 悠喜、小山 喜由、半田 由紀子、辰巳 文則、中島 弘二

Ｏ-100

糖尿病教育入院後の血糖コントロールに及ぼす諸要因の検討
一般財団法人甲南会甲南病院 糖尿病センター
○溝渕 憲子、奥澤 朋奈、渡辺 弘美、橋口 由香里、東山 聡子、弓岡 稔貴、
片山 茂明、笠原 俊彦、福永 馨、八木 規夫、坂井 誠、老籾 宗忠

Ｏ-101

血糖コントロール改善におよぼす糖尿病教育入院の効果
神戸百年記念病院 内科
○岩崎 真也、小田 修平、前田 彰宏、黒木 康雄

- 34 -

第 5 会場（Room B-1）
患者教育⑤

16：20～17：20

座長：森岡 与明（大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学）
座長：藤本 雅子（公立甲賀病院 看護部）
Ｏ-102

新規糖尿病友の会立ち上げの現状報告
那智勝浦町立温泉病院 内科 1、那智勝浦町立温泉病院 看護部 2、
那智勝浦町立温泉病院 地域医療連携室 3
○山本 康久 1、大藪 江美子 2、吉井 昌子 2、坂本 典子 2、北郡 真大 3、福田 敦子 3

Ｏ-103

2 型糖尿病患者に対する運動の意識調査および栄養・運動療法の取り組み
彦根市立病院 栄養科・栄養治療室 1、彦根市立病院 内科 2
○茂山 翔太 1、山本 卓也 1、堀 仁美 1、木村 章子 1、大橋 佐智子 1、小野 由美 1、
菱澤 方洋 2、黒江 彰 2、矢野 秀樹 2

Ｏ-104

教育入院リピーター患者の実態調査と支援のあり方
一般財団法人住友病院 看護部 1、一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科 2
○和所 美由紀 1、中島 千恵 1、山内 有紀子 1、薮井 梨沙 1、奥谷 美栄子 1、
山根 加奈子 1、椋本 義子 1、塩見 眞琴 1、山本 浩司 2、山田 祐也 2、松澤 佑次 2

Ｏ-105

作業療法士による糖尿病教育入院患者への神経心理検査とインスリン手技の関連性の
検討
愛仁会高槻病院 技術部 リハビリテーション科 1、
愛仁会高槻病院 診療部 リハビリテーション科 2、
愛仁会高槻病院 診療部 糖尿病内分泌内科 3
○大久保 舞 1、石原 拓郎 1、西田 明日香 1、松下 浩尚 1、上原 光司 1、是永 優華 1、
榎本 有希 1、欅 篤 2、纐纈 優子 3、陳 慶祥 3、船曳 あゆみ 3、冨永 洋一 3

Ｏ-106

糖尿病性腎症で血液透析導入となった患者(DMHD 患者)の心理状態と体重管理との関連
医療法人友愛会かつらぎクリニック
○坂口 夏美、森田 香、木村 一美、北村 史恵、西野 俊彦、沢田 陽子、沢田 泉

Ｏ-107

糖尿病教育クリティカルパス入院が患者に及ぼす効果とセルフケア調査
高砂市民病院 看護局 ５階西病棟 1、高砂市民病院 内科 2
○前川 佳子 1、川崎 廣美 1、松坂 頼子 1、御栗 朋美 1、横田 一樹 2
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第 6 会場（Room B-2）
2 型糖尿病①

08：40～09：40

座長：細井 雅之（大阪市立総合医療センター 代謝・内分泌内科）
座長：嶺尾 郁夫（市立豊中病院 糖尿病センター）
Ｏ-108

特発性中枢性尿崩症を合併した２型糖尿病の１例
箕面市立病院 内科 消化器内科
○西井 稚尋、西河 潤、井端 剛、津川 有理、西谷 重紀、小室 竜太郎、金井 秀行、
田村 信司、飯田 さよみ

Ｏ-109

巨大胆嚢周囲膿瘍と胆嚢動脈瘤を合併した２型糖尿病の 1 例
日本生命済生会付属日生病院 総合内科 1、日本生命済生会付属日生病院 消化器内科 2
○北井 宏美 1、森田 真也 1、平井 孝一 1、新居 卓朗 1、早川 友朗 1、宇都 佳彦 1、
高橋 良 1、稲次 洋平 2、居平 典久 2、立花 功 1、佐藤 文三 1、笠山 宗正 1

Ｏ-110

DPP4 阻害薬にて血小板輸血依存を脱することができた特発性骨髄線維症の一例
高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・血液内科
○田中 サキ、恩田 佳幸、田端 ようへい、黒田 一慶、田原 裕美子、佐藤 雄一、
安齋 尚之、金子 至寿佳

Ｏ-111

多発関節痛・四肢の浮腫を伴い血糖コントロールの悪化を認めた２型糖尿病の２例
大津赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科
○大橋 夏子、谷口 孝夫、池口 絵理、荒木 美希、岡本 元純

Ｏ-112

浮腫、心不全を繰り返しきたし、血糖コントロール不良であった肥満２型糖尿病の一例
近畿大学 医学部腎臓内科
○大西 佐代子、中谷 嘉寿、井上 裕紀、中野 志仁、高見 勝弘、松岡 稔明、谷山 佳弘、
有馬 秀二

Ｏ-113

下垂体腺腫摘出でインスリン治療から離脱できたクッシング病合併糖尿病の 1 例
医療法人財団康生会武田病院 内分泌・糖尿病内科 1、
医療法人財団康生会武田病院 脳神経外科 2、医療法人財団康生会武田病院 外科 3、
医療法人財団康生会武田病院 健診センター4
○田村 尚久 1、荻野 英治 2、内藤 雅人 3、岡澤 佳世子 1、桝田 出 4、葛谷 英嗣 1
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第 6 会場（Room B-2）
2 型糖尿病②
座長：大原

09：40～10：40
毅（兵庫県立加古川医療センター

生活習慣病センター）

座長：瀬野 倫代（瀬野内科医院）
Ｏ-114

最近経験した糖尿病性舞踏病の２例
大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科
○松本 啓孝、山藤 知宏、森田 聖、北本 友佳、鯉江 基哉、安田 浩一朗

Ｏ-115

震災避難に伴う健診データの変化
京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻環境衛生学分野
○大澤 めぐみ、藤井 由希子、原田 浩二、小泉 昭夫

Ｏ-116

２型糖尿病患者において、家庭血圧の日間変動に影響を及ぼす因子の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学 1、
京都第一赤十字病院 2、京都第二赤十字病院 3、大阪鉄道病院 4
○牛込 恵美 1、福井 道明 1、松本 しのぶ 1、田中 亨 2、熱田 晴彦 3、最上 伸一 4、
大西 正芳 4、北川 良裕 4、浅野 麻衣 1、山崎 真裕 1、長谷川 剛二 1、中村 直登 1

Ｏ-117

日本人糖尿病患者の心理的負担感の特徴－PAID の下位概念と相互協調性の関連
京都大学 糖尿病・栄養内科 1、高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科 2、
京都大学 こころの未来研究センター3
○池田 香織 1、藤本 新平 2、内田 由紀子 3、綾野 志保 1、稲垣 暢也 1

Ｏ-118

２型糖尿病患者の予後とシスタチン C (cys-c)
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科 1、大阪市立十三市民病院 糖尿病内科 2
○川崎 勲 1、日浦 義和 2、玉井 杏奈 1、吉田 陽子 1、薬師寺 洋介 1、生野 淑子 1、
寺村 めぐみ 1、上野 宏樹 1、田中 永昭 2、山上 啓子 1、福本 まりこ 1、細井 雅之 1

Ｏ-119

Hb 値が正常にもかかわらず血糖値と HbA1c 値が乖離を呈した２型糖尿病の１例
社会医療法人愛仁会千船病院 代謝内分泌内科
○三浦 洋、高橋 哲也、佐々木由佳、田中 裕子、廣瀬 幸恵、喜多 哲也、
大野 恭太、田守 義和
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第 6 会場（Room B-2）
2 型糖尿病③

10：40～11：40

座長：和田 成雄（和田内科医院）
田守 義和（社会医療法人愛仁会 千船病院 代謝内分泌内科）
Ｏ-120

季節変動と２型糖尿病患者へのアログリプチン投与後の HbA1c・中性脂肪の推移
愛晋会中江病院 内科
○中路 幸之助、藤田 篤代、中江 遵義、熊本 光孝、大林 倫子、西山 秀樹

Ｏ-121

当院における HbA1c と中性脂肪の季節変動
日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科
○岩橋 彩、廣畠 知直、船越 生吾、川村 俊介、井上 元

Ｏ-122

糖尿病患者の病態別薬剤選択の実態調査
一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科
○高比 康充、盛 礼子、嶺尾 良平、京 光章、高田 昌幸、最所 賢二、丹波 祥子、
山本 浩司、山田 祐也、松澤 佑次

Ｏ-123

シタグリプチンからビルダグリプチンへの切り替えにおける効果の検討
医仁会武田総合病院 糖尿病センター
○別府 浩毅、髭 秀樹、中前 恵一郎、陳 文、東 信之、森本 昌親

Ｏ-124

強化インスリン療法から経口糖尿病薬への変更が血糖安定に有用だった２型糖尿病の一
例
（公財）日本生命済生会付属日生病院 総合内科
○早川 友朗、森田 真也、新居 卓朗、北井 宏美、宇都 佳彦、高橋 良、小瀬戸 昌博、
立花 功、佐藤 文三、笠山 宗正

Ｏ-125

著明な血糖コントロール不良（HbA1c 15%以上）を呈した 15 名の臨床的特徴
市立堺病院 腎代謝免疫内科
○酒井 保葉、藤澤 智巳、小西 正剛、森本 まどか、浜田 禅、松浦 基夫
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第 6 会場（Room B-2）
2 型糖尿病④
座長：小川
座長：西
Ｏ-126

15：20～16：20
渉（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学）

重生（大阪府済生会 茨木病院 内科）

インスリン抗体陽性２型糖尿病の HLA に関する検討
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
○平田 悠、廣田 勇士、岩橋 泰幸、藤田 泰功、播 悠介、伊賀 真紀子、中島 進介、
西本 祐希、向井 美希、福岡 秀規、坂口 一彦、小川 渉

Ｏ-127

持続血糖モニターで評価しえたインスリン抗体陽性２型糖尿病の１例
新宮市立医療センター 内科
○岩橋 尚幸、西野 雅之、田中 宏典、雑賀 麻衣、岡井 一彦

Ｏ-128

インスリン抗体を有し著明な高血糖・ケトアシドーシスを呈した糖尿病透析患者の１例
大阪市立大学大学院医学研究科
代謝内分泌病態内科学・老年血管病態学・腎臓病態内科学
○瓦林 令奈、山崎 祐子、中条 美月、角谷 佳則、仲谷 慎也、森岡 与明、森 克仁、
庄司 哲雄、石村 栄治、絵本 正憲、稲葉 雅章

Ｏ-129

糖尿病ケトアシドーシスに急性膵炎、動脈閉塞症、肺塞栓症を伴った若年肥満者の１例
大阪労災病院 糖尿病センター1、大阪府立成人病センター 肝胆膵内科 2、
大阪労災病院 消化器内科 3
○清原 義幹 1、阪口 友香子 1、末吉 弘尚 2、平尾 元宏 3、川口 祥平 1、狭間 洋至 1、
岡野 理江子 1、良本 佳代子 1、久保田 昌詞 1、吉原 治正 3、野村 誠 1、大橋 誠 1

Ｏ-130

NASH の軽度線維化の段階で肝細胞癌を合併したメタボリックシンドローム型糖尿病の１
例
住友病院 内分泌代謝内科 1、住友病院 病理部 2
○盛 礼子 1、嶺尾 良平 1、京 光章 1、高比 康充 1、高田 昌幸 1、最所 賢二 1、
丹波 祥子 1、山本 浩司 1、山田 祐也 1、藤田 茂樹 2、松澤 佑次 1

Ｏ-131

血清アディポネクチン濃度低値は悪性腫瘍発症の予測因子になりえるか？
一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科 1、大塚製薬(株) 診断事業部 2
○京 光章 1、盛 礼子 1、嶺尾 良平 1、高比 康充 1、高田 昌幸 1、最所 賢二 1、
丹波 祥子 1、山本 浩司 1、山田 祐也 1、葛城 粛典 2、松澤 佑次 1
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第 6 会場（Room B-2）
経口薬治療

16：20～17：20

座長：井原

裕（いはら内科クリニック）

座長：河盛

段（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）

Ｏ-132

α‐GI 内服中に腸管気腫症と門脈ガス血症を認め, 中止により保存的に改善した一例
国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科 1、
国立病院機構大阪医療センター 消化器外科 2
○森本 竹紗 1、森田 灯子 1、光井 絵里 1、加藤 研 1、瀧 秀樹 1、関本 貢嗣 2、
原口 直紹 2、林 覚史 2

Ｏ-133

当科におけるレパグリニド使用状況に関する検討
国立循環器病研究センター
○槇野 久士、菱田 藍、肥塚 諒、橡谷 真由、大畑 洋子、玉那 覇民子、岸本 一郎

Ｏ-134

グリニド使用症例におけるビルダグリプチンの併用効果
渡辺内科クリニック
○井戸 藍、清末 智子、安原 孝子、寺西 悦子、前田 真央、松本 明子、松山 玲子、
小西 幸子、中嶋 正子、山口 由以子、福留 かおる、渡辺 伸明

Ｏ-135

糖尿病におけるメトホルミン増量の治療効果と安全性
大阪市立大学医学部附属病院 薬剤部 1、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 2
○河崎 尚史 1、川口 博資 1、中村 安孝 1、須田 泰紀 1、高橋 克之 1、西川 武司 1、
絵本 正憲 2、稲葉 雅章 2、永山 勝也 1

Ｏ-136

メトホルミン高用量治療の効果に関する検討
一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科 1、一般財団法人住友病院 薬剤部 2
○高田 昌幸 1、盛 礼子 1、嶺尾 良平 1、京 光章 1、高比 康充 1、最所 賢二 1、
丹波 祥子 1、佐藤 靖子 2、豊浜 隆 2、山本 浩司 1、山田 祐也 1、松澤 佑次 1

Ｏ-137

Ｇ蛋白共役型－脂肪酸受容体ＧＰＲ４０の肥満・糖尿病での発現調節と意義
京都大学 内分泌代謝内科
○冨田 努
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第 7 会場（Room C-1）
1 型糖尿病①

08：40～09：40

座長：今川 彰久（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）
座長：川畑由美子（近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科）
Ｏ-138

潰瘍性大腸炎に１型糖尿病・自己免疫性甲状腺疾患を合併した１例
大阪医科大学 内科学Ｉ
○酒井 聡至、西岡 伸、奥 大介、堤 千春、長谷田 文孝、辻本 直之、三柴 裕子、
大西 峰樹、寺前 純吾、花房 俊昭

Ｏ-139

HIV 感染症治療中に１型糖尿病とバセドウ病を発症した１例
国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科 1、
国立病院機構大阪医療センター 感染症内科 2
○光井 絵理 1、加藤 研 1、森田 灯子 1、森本 竹紗 1、廣田 和之 2、矢嶋 敬史郎 2、
上平 朝子 2、白阪 琢磨 2、瀧 秀樹 1

Ｏ-140

甲状腺クリーゼにより糖尿病ケトアシドーシスを発症した１型糖尿病の１症例
関西労災病院 糖尿病内分泌内科 1、関西学院大学 保健館 2
○松田 祥宏 1、永井 泰紀 1、東 大介 1、林 功 1、久保田 稔 2

Ｏ-141

バセドウ病を合併した 1 型糖尿病の２症例
彦根市立病院 内科
○菱澤 方洋、黒江 彰、矢野 秀樹

Ｏ-142

慢性甲状腺炎と１型糖尿病を合併し GAD 抗体著明高値を呈した
多腺性自己免疫症候群の一例
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 内科
○清水 勇雄、倉敷 有紀子、森下 寿々枝、大野 昭

Ｏ-143

バセドウ病とインスリン自己免疫症候群様インスリン抗体合併の高齢１型糖尿病の一例
三木市民病院(北播磨総合医療センター) 内科
○竹内 健人、原 賢太、藤本 卓也、横野 浩一
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第 7 会場（Room C-1）
1 型糖尿病②

09：40～10：40

座長：大月 道夫（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）
座長：永田 正男（加古川西市民病院）
Ｏ-144

劇症１型糖尿病患者におけるグルカゴン分泌の検討
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○臼井 亮太、矢部 大介、倉本 尚樹、桜町 惟、岡村 香織、松本 実紀、六反 麻里代、
桑田 仁司、渡邊 好胤、表 孝徳、黒瀬 健、清野 裕

Ｏ-145

急性膵炎として発症した劇症１型糖尿病の症例
ＮＴＴ西日本大阪病院 糖尿病内分泌内科
○西河 潤、谷川 和子、陳 瑛超、鈴木 俊伸、橋本 久仁彦

Ｏ-146

膵部分切除術後４年を経過して劇症１型糖尿病を合併した１例
京都大学 糖尿病・栄養内科
○真能 芙美香、小倉 雅仁、金丸 良徳、大杉 友顕、濱崎 暁洋、稲垣 暢也

Ｏ-147

妊娠中に緩徐進行１型糖尿病（SPIDDM）の発症が疑われた一例
公財財団法人田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター
○山口 恵理子、本庶 祥子、浜本 芳之、藤本 寛太、龍岡 久登、松岡 敦子、岡村 絵美、
柴山 惟、徳本 信介、和田 良春、池田 弘毅、越山 裕行

Ｏ-148

劇症１型糖尿病の１例－病診連携における教訓的事例－
公立甲賀病院 内科 1、大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科 2、
大阪医科大学 内科学Ι 糖尿病代謝・内分泌内科 3
○大村 寧 1、小橋 修平 1、八木 勇紀 1、中島 敦史 1、小山 哲朗 1、渋谷 和之 1、
小河 秀郎 1、山田 衆 1、堤 千春 3、徳永 あゆみ 2、今川 彰久 2、花房 俊昭 3

Ｏ-149

SPIDDM と考えられた２症例にて、インスリン療法にメトホルミンを併用した経験
佐伯中央病院 医局 1、佐伯中央病院 看護部 2
○伊藤 威之 1、矢野 和子 2、山下 寿代 2、甲斐 かつ子 2、小寺 隆元 1、小寺 隆 1
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第 7 会場（Room C-1）
1 型糖尿病③

10：40～11：40

座長：笠山 宗正（公益財団法人日本生命済生会附属 日生病院）
座長：安田 尚史（神戸大学大学院保健学研究科 医学研究科総合内科学）
Ｏ-150

高血糖を契機に診断された多腺性自己免疫症候群３型の２症例
大阪府済生会泉尾病院 糖尿病内分泌内科
○井庭 友見子、小川 善史、生水 晃

Ｏ-151

高浸透圧高血糖症候群を契機に SIPDDM、APS と診断した進行胃癌の１例
市立芦屋病院 内科
○矢野 雄三、角田 拓、紺屋 浩之、北川 泰生、臼井 健郎

Ｏ-152

SMBG 解析ソフトを用いた１型糖尿病患者の血糖変動評価：第２報：
独立行政法人国立病院機構京都医療センター
独立行政法人国立病院機構京都医療センター
独立行政法人国立病院機構京都医療センター
○藤本 容子 1、真鍋 悟 2、松岡 幸代 1、岡嶋
山田 和範 1

Ｏ-153

糖尿病センター1、
臨床栄養科栄養管理室 2、
臨床研究センター 予防医学研究室 3
昭 1、岸 純一郎 1、村田 敬 1、坂根 直樹 3、

１型糖尿病の経過中に微小変化型ネフローゼ症候群を発症した１例
洛和会音羽病院 腎臓内科
○住田 鋼一、原田 幸児、塚原 珠里、笠原 優人、山口 通雅

Ｏ-154

抗 ZnT8 抗体単独陽性の１型糖尿病症例
関西労災病院 糖尿病内分泌内科 1、関西学院大学 保健館 2
○山本 恒彦 1、永井 泰紀 1、東 大介 1、林 功 1、久保田 稔 2

Ｏ-155

発症からインスリン分泌の回復を随時 C-peptide 測定により確認できた１型糖尿病の
１例
和歌山県立医科大学 第一内科 1、公立那賀病院 2
○松谷 紀彦 1、上田 祥吾 2、近藤 渓 2、古田 浩人 2、赤水 尚史 2
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第 8 会場（Room C-2）
チーム医療①

08：40～09：40

座長：鈴木 正昭（大阪府済生会 千里病院 糖尿病内科）
座長：田中 史朗（大阪産業大学 人間環境学部 スポーツ健康学科）
Ｏ-156

当院の糖尿病発症進展予防への取り組み～糖尿病市民セミナーを開催して～
泉大津市立病院 1、川知内科クリニック 2
○泉谷 めぐみ 1、江藤 潔子 1、西田 京子 1、川崎 華子 1、松窪 彩 1、松岡 慶子 1、
神谷 裕喜 1、佃 暁子 1、中島 七子 1、二木 均 1、川知 雅典 2、李 英子 1

Ｏ-157

糖尿病支援プログラムにおける栄養指導評価について
医療法人医誠会医誠会病院 栄養管理部 1、医療法人医誠会医誠会病院 総合内科 2、
医療法人医誠会医誠会病院 看護部 3、
医療法人医誠会医誠会病院 リハビリテーション部 4
○江口 友希世 1、森田 龍平 2、畑中 あかね 3、常田 博美 4、松尾 由紀 1

Ｏ-158

チームによるハイリスク者に対する強化介入の効果
三菱神戸病院 看護科 1、三菱神戸病院 栄養管理室 2、三菱神戸病院 薬剤科 3、
三菱神戸病院 内科 4
○馬場 敦子 1、壹橋 純子 1、上垣 桂 1、青野 福子 1、荻野 友子 1、新田 真佐子 2、
小川 詞帆 2、脇本 佳奈 2、松山 昌美 3、松本 健 4

Ｏ-159

演題取消

Ｏ-160

2 型糖尿病患者の血糖コントロールに影響する因子の検討
市立川西病院 糖尿病管理部会 1、市立川西病院 糖尿病・内分泌内科 2
○奥田 真理 1、桐谷 やよい 1、横井 美鈴 1、藤川 孝 1、小牧 佐知子 1、川勝 祐美 1、
林 直哉 1、藤村 周子 1、稲田 慎也 2、古賀 正史 2

Ｏ-161

糖尿病療養指導スタッフをとりまく職場環境とその問題点
町立大淀病院 栄養科 1、町立大淀病院 薬剤部 2、町立大淀病院 内科 3
○西尾 佳恵 1、吉井 雅恵 1、平井 真澄 2、川野 貴弘 3
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第 8 会場（Room C-2）
チーム医療②

09：40～10：40

座長：山田 和範（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 糖尿病センター）
座長：上野 聡子（社会福祉法人聖霊会 聖霊病院 看護部）
Ｏ-162

眼科病棟における糖尿病患者への効果的な介入をめざして
京都府立医科大学附属病院 看護部 1、京都府立医科大学附属病院 内分泌糖尿病内科 2、
京都府立医科大学 医学部 看護学科 3
○矢田 絢香 1、磯田 和子 1、小谷内 孝子 1、橋本 眞理子 1、肥後 直子 1、山崎 真裕 2、
光木 幸子 3

Ｏ-163

CGM（持続血糖モニター）検査における臨床検査技師としての取り組み
済生会中津病院 検査技術科 1、済生会中津病院 糖尿病内分泌内科 2
○柏山 和行 1、中平 純子 1、新谷 光世 2、山内 一郎 2、満田 佳名子 2、前田 康司 2、
田中 早津紀 2、中野 厚生 2、吉田 有希子 2、保田 紀子 2、松本 義弘 2、西村 治男 2

Ｏ-164

SMBG と HbA1c の乖離のために紹介された１型糖尿病の１例
奈良県立医科大学 糖尿病センター1、奈良県立医科大学 第 1 内科学 2
○岡田 定規 1、石原 里美 2、辻 あゆみ 1、舛田 純子 1、錦織 麻衣子 1、田原 一樹 1、
上嶋 昌和 1、赤井 靖宏 1、斎藤 能彦 2、福井 博 1

Ｏ-165

極端な糖質制限により自己陶酔に陥るもチーム医療により食事バランスを是正できた
１例
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 1、
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 看護部 2、
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 糖尿病内科 3
○金子 緑 1、森本 美由紀 1、田中 麻由子 2、米田 紘子 3

Ｏ-166

NST 介入により良好な創傷治癒が得られた足壊疽を有する２型糖尿病の１例
関西電力病院 疾患栄養治療センター栄養管理室 1、
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター2、
関西電力病院 消化器外科 3、関西電力病院 看護部 4
○辻 とも子 1、北谷 直美 1、矢部 大介 2、松元 知子 1、岩崎 真宏 1、廣瀬 直樹 1、
有馬 恵 4、横田 香世 4、河本 泉 3、藤原 周一 2、黒瀬 健 2、清野 裕 2

Ｏ-167

他職種・地域連携により血糖コントロールが改善した認知症を伴う高齢２型糖尿病の１
例
早石病院 地域医療室 1、早石病院 内科 2、早石病院 薬剤部 3、
訪問介護ステーションぽらん 保健師 4
○奥野 真英 1、松村 美奈代 1、田澤 恵 1、真常 美紀 3、上辻 広美 3、中川 有美 3、
岡野 理江子 2、平 義也 4
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第 8 会場（Room C-2）
チーム医療③

10：40～11：40

座長：今野 英一（甲子園大学 栄養学部）
座長：任
Ｏ-168

和子（京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻）

糖尿病連携手帳の有効利用に関する考察（住吉区におけるアンケート結果より）
大阪府立急性期・総合医療センター
○清水 彩洋子、馬屋原 豊、畑崎 聖弘、藤木 典隆、片岡 隆太郎、藤田 洋平

Ｏ-169

糖尿病外来に生かす糖尿病 QOL 質問表（DTR-QOL）
ぽらんのひろば井上診療所
○大和 しのぶ、村嶋 弘子、岡村 正子、竹下 イツエ、山口 喜代子、前田 慶子、
井上 菜月、井野 美樹、井上 朱実

Ｏ-170

当院の糖尿病ケアチームの取り組み
市立藤井寺市民病院 栄養部 1、市立藤井寺市民病院 看護部 2、市立藤井寺市民病院 3
○田辺 直美 1、内田 裕美子 2、大津 裕美 2、井上 由美 2、山野 伊都子 2、桜井 浩 3、
片岡 優子 3、森 利恵 3、北尾 彰代 3、内本 定彦 3

Ｏ-171

当院における全職種による病棟回診の現状と課題
独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 糖尿病センター看護部
○中山 眞砂美、尾崎 とみ子、森澤 千佳、貴志 多栄子、今井 聖子、堀 紀陽美、
森 友美、三宅 美友紀、鳴海 美智子、田村 晴彦、石亀 昌幸、南條 輝志男

Ｏ-172

患者および患者家族参加型糖尿病カンファレンスの意義
高槻赤十字病院 看護部 1、高槻赤十字病院 栄養課 2、高槻赤十字病院 検査課 3、
高槻赤十字病院 糖尿病 内分泌 生活習慣科 4
○西島 桂子 1、南 美保子 2、吉田 百枝 3、金子 至寿佳 4

Ｏ-173

京都府立医科大学附属病院糖尿病医療チーム（Team FUTABA）活動報告（続報）
京都府立医科大学附属病院 看護部 D8 病棟 1、
京都府立医科大学附属病院 内分泌糖尿病代謝内科 2
○能勢 直子 1、草西 麻由 1、徳弘 優花 1、横田 優 1、福永 佳奈 1、久保 久仁子 1、
堀井 匡子 1、岩瀬 広哉 2、山崎 真裕 2、福井 道明 2、長谷川 剛二 2、中村 直登 2
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第 8 会場（Room C-2）
糖尿病足病変①

15：20～16：20

座長：北川 良裕（JR 大阪鉄道病院 糖尿病・代謝内科）
座長：伊波 早苗（滋賀医科大学医学部附属病院 看護部）
Ｏ-174

糖尿病腎不全患者の重症ガス産生性足潰瘍の一例
国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター1、
国立京都医療センター臨床研究センター糖尿病研究部臨床代謝栄養研究室 2
○水谷 結香子 1、植田 洋平 1、伊藤 遼 1、渡邊 知一 1、四枚田 耕平 1、岸純 一郎 1、
小鳥 真司 1、村田 敬 1、中川内 玲子 1、浅原 哲子 2、山田 和範 1、河野 茂夫 1

Ｏ-175

足壊疽を契機に診断された若年２型糖尿病
京都大学大学院 医学研究科 内分泌代謝内科 1、洛和会音羽病院 2、洛和会丸太町病院 3
○小山 博之 1、重本 道香 2、土居 健太郎 2、米山 克二郎 3、牧 昌弘 3、盛房 周平 3、
松原 邦彦 2

Ｏ-176

蜂窩織炎と鑑別が困難であった１型糖尿病患者の Charcot 関節の一例
兵庫県立加古川医療センター 総合内科 1、
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科 2
○生天目 侑子 1、飯田 啓二 2、加藤 慶太郎 1、門田 悠紀 1、末松 那都 1、中村 幸子 1、
日野 泰久 1、大原 毅 2、千原 和夫 2

Ｏ-177

両側糖尿病シャルコー足の１例
国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター1、
国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター糖尿病研究部臨床代謝栄養研究室 2、
国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター3
○四枚田 耕平 1、中川内 玲子 1、水谷 結香子 1、伊藤 遼 1、渡邉 知一 1、岸純 一郎 1、
小鳥 真司 1、村田 敬 1、浅原 哲子 2、山田 和範 1、島津 章 3、河野 茂夫 1

Ｏ-178

局所陰圧閉鎖療法（VAC 療法）にて完治しえた糖尿病性足壊疽の一例
大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科 1、大阪府済生会野江病院 形成外科 2
○鯉江 基哉 1、森田 聖 1、山藤 知宏 1、北本 友佳 1、南方 竜也 2、安田 浩一朗 1

Ｏ-179

糖尿病性足壊疽患者への関わり～エンパワーメントアプローチに基づく考察～
関西電力病院 看護部 1、関西電力病院 栄養疾患治療センター2、
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター3
○桑原 京子 1、里上 美奈 1、濱咲 聡子 1、魚瀬 加津枝 1、横田 香世 1、北谷 直美 2、
臼井 亮太 3、渡邊 好胤 3、表 孝徳 3、矢部 大介 3、黒瀬 健 3、清野 裕 3
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第 8 会場（Room C-2）
糖尿病足病変②

16：20～17：20

座長：河野 茂夫（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター WHO 糖尿病協力センター）
座長 .川勝 優子 （京都大学医学部附属病院 看護部）
.

Ｏ-180

糖尿病患者２症例の療養指導からフットケア外来の役割を考える
医療法人蒼龍会井上病院 看護部 1、医療法人蒼龍会井上病院 内科 2
○宮田 佐和子 1、海野 典子 1、安藤 清美 1、西原 伸美 1、富田 昌代 1、土蔵 尚子 2、
辻本 吉広 2、田畑 勉 2

Ｏ-181

当院外来でのフットケアを通して関わった一例
医療法人愛晋会中江病院 看護部 1、医師 2、薬剤部 3、栄養部 4
○金岡 栄奈 1、河野 友美 1、國木 亮介 3、寺井 麻由 4、高田 かず 4、松田 久子 1、
亀田 美恵子 1、淀澤 美樹子 2、藤田 篤代 2、中江 聡 2

Ｏ-182

透析治療に対する患者意識の変化について～フットケアで行動変容を認めた１症例～
医療法人友仁会友仁山崎病院 透析センター1、医療法人友仁会友仁山崎病院 内科 2
○佐川 壱子 1、高塚 貴美子 1、古川 尚子 1、田中 正義 1、浜 幸美 1、永作 大輔 2

Ｏ-183

足症状の現状と糖尿病合併症との関連性フットケア外来開設３年目の現状分析
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
○岸本 有紀、桑原 遥、梶本 忠史、平尾 利恵子、幸原 晴彦、植村 由加里

Ｏ-184

当院におけるフットケア外来の現状と課題
近江八幡市立総合医療センター
○片山 初美、初古 智美、池田 和弘、村田 幸一郎、中村 高秋

Ｏ-185

当院フットケアセンターにおける糖尿病足病変患者に関する検討
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○倉本 尚樹、岡村 香織、櫻町 惟、六反 麻里代、松本 実紀、臼井 亮太、桑田 仁司、
渡邊 好胤、表 孝徳、矢部 大介、黒瀬 健、清野 裕
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第 9 会場（Room D）
インスリン治療①

08：40～09：40

座長：日高 秀樹（三洋電機連合健康保健 健康管理センター）
座長：浜口 朋也（兵庫医科大学 先進糖尿病治療学）
Ｏ-186

グラルギンからデグルデクへの切り替えが有効であった１型糖尿病患者の１例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○六反 麻里代、表 孝徳、松本 実紀、臼井 亮太、桑田 仁司、渡邊 好胤、矢部 大介、
黒瀬 健、清野 裕

Ｏ-187

インスリン導入後の注射手技のアドヒアランス評価
日本バプテスト病院 薬剤部 1、日本バプテスト病院 看護部 2、
日本バプテスト病院 糖尿病内科 3
○下田 寿子 1、東原 和美 1、橋井 祐子 1、佐藤 和生 1、田中 麻由子 2、米田 紘子 3

Ｏ-188

一泊入院と外来の連携による CSII 導入
医療法人社団正名会池田病院 看護部(外来)
○藤本 千寿、濱 静代、宗藤 智華、小泉 直穂子、木原 孝子、宇佐美 勝、池田 弘毅

Ｏ-189

１型糖尿病でグラルギン/デテミル２回注射からデグルデク１回注射への切り替えの
検討
兵庫医科大学 内科学糖尿病・内分泌・代謝科 1、兵庫医科大学 先進糖尿病治療学 2
○赤神 隆文 1、勝野 朋幸 1、楠 宜樹 1、宮越 香名 1、中江 理絵 1、越智 史浩 1、
徳田 八大 1、村井 一樹 1、美内 雅之 1、浜口 朋也 2、宮川 潤一郎 1、難波 光義 1

Ｏ-190

インスリンデグルデクによる肝機能障害が疑われた１型糖尿病の１例
（医）協仁会小松病院 薬剤科 1、（医）協仁会小松病院 糖尿病センター2
○中野 洋子 1、池田 尚美 1、東 聖実 1、薄田 昌彦 1、大瀬 裕之 2、吉本 啓助 2、
福間 博和 2、高原 里永子 2、栗岡 聡一 2

Ｏ-191

インスリングラルギンに変更後全身浮腫が出現した 1 型糖尿病の一例
兵庫県立尼崎病院 糖尿病・内分泌内科
○許 櫻華、細川 友誠、吉田 健一、魚永 多恵子、下田平 眞生子、中村 嘉夫
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第 9 会場（Room D）
インスリン治療②

09：40～10：40

座長：池田 雅彦（三菱商事株式会社 関西支社診療所）
座長：原

賢太（北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科）

Ｏ-192

インスリングラルギンからデグルデクへの変更前後に人工膵臓解析した 1 型糖尿病の
一例
京都大学 糖尿病・栄養内科
○朝倉 千恵、豊田 健太郎、村岡 敦、濱崎 暁洋、稲垣 暢也

Ｏ-193

膵全摘・幽門側胃切後の膵性糖尿病に対し、デテミルからデグルデクに変更した一例
愛仁会高槻病院 糖尿病内分泌内科 1、近畿大学 医学部内分泌代謝糖尿病内科 2
○城山 寛久 1、陳 慶祥 1、安武 紗良 2、纐纈 優子 1、船曳 あゆみ 1、冨永 洋一 1

Ｏ-194

シタグリプチンとインスリンとの併用療法に関する検討
国立病院機構兵庫中央病院 糖尿病内科 1、内科 2
○鴻山 訓一 1、小原 正一 2、里中 和廣 2

Ｏ-195

超持効型インスリン・デグルデクの有効性・安全性の検討
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター1、
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 看護部 2
○浜本 芳之 1、本庶 祥子 1、藤本 寛太 1、龍岡 久登 1、松岡 敦子 1、徳本 信介 1、
山口 恵理子 1、柴山 惟 1、和田 良春 1、池田 弘毅 1、中山 法子 2、越山 裕行 1

Ｏ-196

インスリングラルギンの投与時刻とインスリン分泌能との関連性の検討
神戸大学医学部附属病院 薬剤部 1、神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科 2
○谷藤 亜希子 1、中村 友昭 2、廣田 勇士 2、池田 佳那子 1、大本 暢子 1、久米 学 1、
槇本 博雄 1、平野 剛 1、坂口 一彦 2、小川 渉 2、平井 みどり 1

Ｏ-197

超速効型より速効型インスリンの食直前投与が有用であった糖尿病透析患者の２例
玉井整形外科内科病院 糖尿病内科 1、玉井整形外科内科病院 透析科 2
○島田 健 1、國武 進 2、玉井 敬人 2、玉井 丈博 2
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第 9 会場（Room D）
チーム医療④

10：40～11：30

座長：大星 隆司（橋本市民病院 代謝内科）
座長：大倉 瑞代（京都大学医学部附属病院 看護部）
Ｏ-198

血糖コントロール改善と合併症予防を目的としたデータベース活用
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 臨床検査科 1、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 医師支援室 2、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 糖尿病代謝内科 3、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 循環器内科 4
○古谷 善澄 1、奥山 晃輔 2、古川 佳英子 2、稲本 望 3、中村 隆志 4

Ｏ-199

腎症に対する外来での看護師の取り組みについて
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 看護部 1、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 医師支援室 2、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 循環器内科 3、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 糖尿病代謝内科 4
○菅沼 果南 1、生駒 真紀子 1、鬼丸 友美 1、松並 睦美 1、奥山 晃輔 2、中村 隆志 3、
稲本 望 4

Ｏ-200

糖尿病透析予防指導の記録テンプレートの構築と活用
医療法人蒼龍会井上病院 看護師 1、医療法人蒼龍会井上病院 内科医師 2
○安藤 清美 1、海野 典子 1、宮田 佐和子 1、根木 美紀 1、山本 嘉久子 1、富田 昌代 1、
田畑 勉 2

Ｏ-201

健康科学センターにおける糖尿病透析予防外来との連携について
関西医科大学 健康科学センター1、関西医科大学 第二内科 2、
関西医科大学附属滝井病院 看護部 3
○久保田 眞由美 1、野村 惠巳子 2、岡下 さやか 1、東野 亮太 1、堀 聡美 3、大久保 縁 3、
井上 由美 3、木村 穣 1、西川 光重 2

Ｏ-202

診療所における糖尿病腎症患者に対するチーム医療による進行予防の検討
医療法人社団松凌会多木クリニック 1、兵庫教育大学発達心理臨床研究センター2
○多木 純子 1、馬場 真弓 1、角 恵美 1、中村 菜々子 2
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第 9 会場（Room D）
インクレチン関連薬⑨

15：20～16：20

座長：廣田 勇士（神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科）
座長：吉岡 敬治（吉岡内科クリニック）
Ｏ-203

ビルダグリプチンにより朝食前血糖が改善した腹膜透析患者の一例
神戸市立医療センター中央市民病院 腎臓内科
○上浦 望、吉本 明弘

Ｏ-204

リナグリプチン投与前後に持続血糖測定システムで評価した２型糖尿病透析患者の症例
公立甲賀病院
○小山 哲朗、大村 寧、渋谷 和之、中島 敦史、小橋 修平、小河 秀郎、山田 衆

Ｏ-205

F スケールを用いた DPP-4 阻害薬による上部消化管症状の調査
医療法人みどり会中村病院 薬剤部 1、医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科 2
○吉岡 弥穂 1、庄中 沙樹 1、北山 美帆 1、副島 裕美 1、山下 博美 1、小寺 絢子 1、
橋岡 礼子 1、岡田 順子 1、桑村 尚充 2、高橋 輝 2、武村 次郎 2

Ｏ-206

高齢にて特発性血小板減少性紫斑病を合併した２型糖尿病の１例
箕面市立病院 糖尿病センター1、箕面市立病院 内科 2、箕面市立病院 消化器内科 3
○津川 有理 1、小室 竜太郎 1、内田 陽三 2、畦西 恭彦 2、西谷 重紀 1、西井 稚尋 1、
井端 剛 1、金井 秀行 2、田村 信司 3、飯田 さよみ 1

Ｏ-207

シタグリプチンの投与により麻痺性イレウスを繰り返した２型糖尿病の１例
大阪北逓信病院 内科・消化器科 1、京都予防医学センター 糖尿病・内分泌代謝科 2
○泉 善雄 1、桐谷 景一 1、西出 智博 1、川崎 俊彦 1、長谷 寛二 1、谷口 中 2

Ｏ-208

当院における DPP4－I の副作用についての報告
医療法人社団正名会池田病院 薬剤課 1、医療法人社団正名会池田病院 臨床部 2、
医療法人社団正名会池田病院 医局 3
○佐久間 智子 1、今井 晴恵 1、宇佐美 勝 2、井田 健一 3、池田 弘毅 3
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第 9 会場（Room D）
妊娠

16：20～17：20

座長：和栗 雅子（大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科）
座長：冨永 洋一（社会医療法人愛仁会 高槻病院 糖尿病内分泌内科）
Ｏ-209

妊娠糖尿病・Heavy for date 児分娩歴を有する女性の健診結果の特徴
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科
○生野 淑子、福本 まりこ、岡田 めぐみ、武内 真有、玉井 杏奈、吉田 陽子、
薬師寺 洋介、上野 宏樹、山上 啓子、川崎 勲、細井 雅之

Ｏ-210

妊娠糖尿病患者への食事療法から見た患者の傾向と今後の対策についての検討
社会医療法人愛仁会高槻病院 栄養管理科 1、糖尿病内分泌内科 2、看護科 3、産婦人科 4
○寒川 美穂 1、船曳 あゆみ 2、纐纈 優子 2、陳 慶祥 2、冨永 洋一 2、和久 美智子 1、
西田 有里 1、備後 安輝子 1、小山 直子 1、山下 みどり 3、田中 香名 3、中後 聡 4

Ｏ-211

当院における妊娠糖尿病の産後フォローアップの現状
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科
○福本 まりこ、吉田 陽子、玉井 杏奈、薬師寺 洋介、武内 真有、生野 淑子、
岡田 めぐみ、上野 宏樹、山上 啓子、川崎 勲、細井 雅之

Ｏ-212

妊娠糖尿病における食後血糖測定の至適時間についての検討
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科
○岡田 めぐみ、福本 まりこ、吉田 陽子、玉井 杏奈、薬師寺 洋介、武内 真有、
生野 淑子、上野 宏樹、山上 啓子、川崎 勲、細井 雅之

Ｏ-213

妊娠を契機に著明に血糖コントロールが改善した２型糖尿病合併妊娠の１例
市立豊中病院 内科 1、市立豊中病院 産婦人科 2、市立豊中病院 眼科 3、
市立豊中病院 看護部 4
○末原 節代 1、池上 奈々4、周 邦彦 1、岡内 幸義 1、山中 栄未子 3、辻江 智子 2、
嶺尾 郁夫 1、徳平 厚 2

Ｏ-214

血糖コントロール不良により児に多発奇形をきたした糖尿病合併妊娠の１例
奈良県立医科大学 糖尿病センター
○錦織 麻衣子、岡田 定規、舛田 純子、上嶋 昌和、田原 一樹、赤井 靖宏、福井 博
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第 10 会場（Room E）
インスリン治療③

08：40～09：40

座長：川村 智行（大阪市立大学大学院 発達医学講座）
座長：長谷川剛二（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学）
Ｏ-215

膵全摘症例における CSII 治療：１型糖尿病との比較
近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科
○庭野 史丸、廣峰 義久、能宗 伸輔、馬場谷 成、原田 剛史、伊藤 裕進、村田 佳織、
武友 保憲、貫戸 幸星、當間 純子、川畑 由美子、池上 博司

Ｏ-216

短期強化インスリン療法による糖毒性解除後のシタグリプリン、メトホルミン治療の
比較
赤穂中央病院
○辰巳 文則、浅野 仁、矢部 博樹、大本 明義、三澤 眞人、中島 弘二

Ｏ-217

食後高血糖改善薬(α-ＧＩ、グリニド)を用いた BOT 療法の可能性
関西労災病院 糖尿病内分泌内科 1、関西学院大学 社会学部 2
○東 大介 1、永井 泰紀 1、林 功 1、山本 恒彦 1、久保田 稔 2

Ｏ-218

当科におけるコントロール不良症例に対するインスリン導入例の検討
医療法人愛晋会中江病院 内科 1、医療法人愛晋会中江病院 看護師 2
○藤田 篤代 1、中路 幸之助 1、淀澤 美樹子 1、金岡 栄奈 2、河野 友美 2

Ｏ-219

抗インスリン抗体発現により超速効型インスリン作用が延長した腎不全合併糖尿病の
一例
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院
○前島 佑里奈、徳本 信介、藤本 寛太、龍岡 久登、浜本 芳之、山口 恵理子、柴山 惟、
本庶 祥子、越山 裕行

Ｏ-220

インスリンデグルデクの用量設定と臨床効果についての検討
医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科
○高橋 輝、桑村 尚充、武村 次郎

- 54 -

第 10 会場（Room E）
インスリン治療④

09：40～10：40

座長：大野 恭裕（近畿大学医学部堺病院 内分泌・代謝・糖尿病内科）
座長：寺前 純吾（大阪医科大学 内科学Ⅰ）
Ｏ-221

リスプロミックス 50 の３回注射による新規インスリン導入後の追加経口薬の効果の比較
正名会池田病院
○木村 祐子、井田 健一、福岡 隼人、児玉 光顕、吉崎 祐子、池田 弘毅

Ｏ-222

不安定型糖尿病におけるデグルデクの使用経験
京都府立医科大学 内分泌・代謝内科
○間嶋 紗織、長谷川 剛二、千丸 貴史、田中 武兵、浅野 麻衣、山崎 真裕、福井 道明、
中村 直登

Ｏ-223

１型糖尿病患者治療中に持効型インスリンをデグルデクに変更した症例に於ける検討
明和病院 糖尿病内分泌内科 1、明和病院 内科 2、松井内科医院 内科 3
○河中 正裕 1、完山 昌孝 2、松井 可奈 3

Ｏ-224

当院のインスリン使用患者における皮下硬結の実態：看護師によるチェックの試み
ＮＴＴ西日本大阪病院 糖尿病療養指導センター
○秋田 すみ子、清水 久代、吉村 正子、森川 由紀子、柏本 佐智子、谷川 和子、
西河 潤、陳 瑛超、鈴木 俊伸、橋本 久仁彦

Ｏ-225

糖尿病性ケトアシドーシスを繰り返し CSII 導入にて原因が判明した１型糖尿病の一例
神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内分泌内科
○数馬 まりこ、森野 隆広、佐々木 翔、綾野 志保、岩倉 敏夫、松岡 直樹、石原 隆

Ｏ-226

持効型インスリントレシーバの使用経験から
ぽらんのひろば井上診療所
○井上 朱實、大和 しのぶ、村嶋 弘子、岡村 正子、竹下 イツエ、山口 喜代子、
内藤 吉一、河相 美年子、井野 美樹、前田 慶子
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第 10 会場（Room E）
インスリン治療⑤

10：40～11：40

座長：小﨑 篤志（摂南大学 看護学部）
座長：服部 正和（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 臨床研究センター糖尿病研究部）
Ｏ-227

インスリンポンプ療法が血糖コントロールに有用であった１型糖尿病透析患者の一例
藍野病院 内科 1、藍野病院 2
○山本 直宗 1、吉田 麻美 1、木股 宏恵 1、大島 衣里子 1、金万 淳一 1、永井 孝治 1、
林 修平 1、西山 浩司 1、阿部 恵子 1、河島 久人 1、佐伯 彰夫 1、杉野 正一 1

Ｏ-228

高齢者におけるインスリンデグルデクの使用経験
財団法人甲南会甲南病院
○弓岡 稔貴、澤下 浩二、南中 二三代、東山 聡子、溝渕 憲子、橋口 由香里、
片山 茂明、笠原 俊彦、福永 馨、八木 規夫、坂井 誠、老籾 宗忠

Ｏ-229

トレシーバ導入時の基礎インスリン投与量に関するシミュレーションを試みて
なかじま糖尿病内科
○中島 芳樹

Ｏ-230

成人期におけるカーボカウントを用いた強化インスリン療法の検討
加古川西市民病院
○浜口 哲矢、高嶋 基嗣、平野 靖子、高山 宗賢、小林 寛和、西澤 昭彦、永田 正男

Ｏ-231

１型糖尿病の経過中にインスリンアレルギーを発症した１例
社会保険 紀南病院 内科 1、和歌山県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科 2
○早川 隆洋 1、小池 諒 2、浦木 進丞 2、宮田 佳穂里 2、山岡 博之 2、古川 安志 2、
太田 敬之 2、川嶋 弘道 2、若崎 久生 2、西 理宏 2、古田 浩人 2、赤水 尚史 2

Ｏ-232

インスリン Degludec と Glargine の１型糖尿病における血糖変動への影響
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 1、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 2、Kobe Best Basal Insulin Study Group3
○中村 友昭 1、坂口 一彦 1、駒田 久子 1、中島 進介 2、廣田 勇士 2、高部 倫敬 3、
中村 武寛 3、飯田 啓二 3、永田 正男 3、小川 渉 1、清野 進 1
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第 10 会場（Room E）
インスリン治療⑥

15：20～16：20

座長：奥野 泰久（奥野内科クリニック）
座長：中
Ｏ-233

敬吾（独立行政法人労働者健康福祉機構 和歌山ろうさい病院 内科）

持効型インスリンの２回注射からインスリンデグルデクの１回注射に変更した２例
三菱神戸病院 内科 1、三菱神戸病院 形成外科 2
○松本 健 1、馬場 敦子 1、壱橋 純子 1、荻野 友子 1、八杉 悠 2

Ｏ-234

自殺企図にて超速効型インスリンの大量注射した２型糖尿病の一例
和歌山県立医科大学 内科学第一講座
○有安 宏之、上田 祥吾、稲垣 優子、石橋 達也、川嶋 弘道、若崎 久生、古田 浩人、
西 理宏、赤水 尚史

Ｏ-235

インスリン注射部位の硬結が CT で皮下脂肪内の high density area として検出された２
症例
耳原総合病院 内科
○川口 真弓、緒方 浩美、岩崎 桂子

Ｏ-236

１日１回の持効型インスリン注射を行っている２型糖尿病患者の背景因子の検討
加古川西市民病院 内科
○高山 宗賢、高嶋 基嗣、平野 靖子、浜口 哲矢、小林 寛和、西澤 昭彦、永田 正男

Ｏ-237

介護インスリンとしてのトレシーバの可能性
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 内分泌代謝科 1、
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 看護部 2、
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 皮膚科 3
○加藤 星河 1、石川 真紀 2、青江 玲子 2、藤田 敬子 2、林 雄二郎 3

Ｏ-238

1 型糖尿病でのグラルギン/デテミル１回からデグルデク１回投与への切り替えの検討
兵庫医科大学 内科学糖尿病・内分泌・代謝科 1、兵庫医科大学 先進糖尿病治療学 2
○光井 磨喜子 1、楠 宜樹 1、井川 貴資 1、中江 理絵 1、越智 史浩 1、徳田 八大 1、
赤神 隆文 1、村井 一樹 1、勝野 朋幸 1、浜口 朋也 2、宮川 潤一郎 1、難波 光義 1
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第 10 会場（Room E）
インスリン治療⑦

16：20～17：20

座長：岡井 一彦（新宮市立医療センター 内科）
座長：古田 浩人（和歌山県立医科大学 第一内科）
Ｏ-239

インスリングルリジンへの切り替えによる血糖コントロールの変化
正名会池田病院
○井田 健一、木村 祐子、福岡 準人、児玉 光顕、吉崎 祐子、宇佐美 勝、池田 弘毅

Ｏ-240

腹水貯留と腸間膜浮腫を来たした２型糖尿病患者におけるインスリン浮腫の１例
大津市民病院 内科 1、京都府立医科大学 糖尿病内分泌内科 2
○布施 恵子 1、板垣 典子 1、峠岡 佑典 1、新美 美貴子 2、中澤 純 1、石井 通予 1、
高谷 季穂 1、磯野 元秀 1

Ｏ-241

グラルギンからデグルデクへの変更時の血糖変動に関する CGM を用いた検討
六甲アイランド甲南病院 内科
○上田 舞、岡 亜希子、芳野 啓、小畠 寛子、大森 靖弘、谷尻 力、土橋 大輔、
肥後 里実、西岡 千晴、山田 浩幸、北垣 一成

Ｏ-242

インスリン注入針 34G×4mm テーパー針と既存の 32G 針との使用感の比較検討
ふくだ内科クリニック
○福田 正博、田代 志穂、横山 有子、瀧川 由利子、西山 和子

Ｏ-243

１型糖尿病患者に対するインスリン・デグルデクの治療効果
加古川西市民病院
○平野 靖子、高山 宗賢、浜口 哲矢、小林 寛和、高嶋 基嗣、永田 正男

Ｏ-244

周術期における安全なスライディングスケールの検討
大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科
○北本 友佳、森田 聖、山藤 知宏、鯉江 基哉、安田 浩一朗
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第 11 会場（Room F）
感染症・糖尿病性昏睡①

08：40～09：40

座長：佐藤 利彦（夕陽ヶ丘 佐藤クリニック）
座長：筒泉 正春（社会医療法人愛仁会 高槻病院 糖尿病内分泌内科）
Ｏ-245

急性散在性脳脊髄炎を併発した糖尿病性ケトアシドーシスの１例
大阪労災病院 糖尿病センター
○川口 祥平、阪口 友香子、植松 俊彦、清原 義幹、狭間 洋至、岡野 理江子、
良本 佳代子、久保田 昌詞、大橋 誠、野村 誠

Ｏ-246

回腸導管術後に高浸透圧性非ケトン性昏睡が生じ著明な代謝性アシドーシスを認めた１
例
関西医科大学 第二内科
○中野 美由紀、林 展之、西村 久美子、藤尾 智紀、藤高 啓祐、岩崎 真佳、
野村 惠巳子、浮田 千津子、豊田 長興、西川 光重、塩島 一朗

Ｏ-247

硬口蓋癌に対する放射線治療を契機として発症した高浸透圧高血糖症候群の１例
町立大淀病院 内科 1、町立大淀病院 耳鼻咽喉科 2
○藤木 健吾 1、對馬 英雄 1、田邊 香 1、槇野 香奈子 1、上島 純子 1、井澤 鉄之 1、
富永 環 1、辻本 伸宏 1、川野 貴弘 1、西浦 公章 1、小林 武彦 2

Ｏ-248

重篤な電解質異常を呈したケトアシドーシスの１症例
市立長浜病院
○潮 正輝、上田 久巳、青山 雅博、清水 真也、西村 正孝

Ｏ-249

重症ケトアシドーシスを発症し持続透析を４日間行い救命し得た初診の２型糖尿病の１
例
高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病科
○松本 優輔、濱田 慶一郎、田原 裕美子、佐藤 雄一、金子 至寿佳

Ｏ-250

縦隔気腫を合併した糖尿病性ケトアシドーシス(Hamman 症候群)の一例
兵庫県立加古川医療センター 総合内科 1、
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科 2
○山田 佳子 1、末松 那都 1、飯田 啓二 2、加藤 慶太郎 1、門田 悠紀 1、生天目 侑子 1、
中村 幸子 1、日野 泰久 2、大原 毅 2、千原 和夫 2
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第 11 会場（Room F）
感染症・糖尿病性昏睡②

09：40～10：40

座長：石田 芳彦（石田内科医院）
座長：田中
Ｏ-251

亨（京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌・リウマチ内科）

急性冠症候群(ACS)の鑑別を要した糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)の１例
市立池田病院 内分泌代謝内科
○大森 一生、小澤 栄稔、出口 有近、岡田 拓也、津川 真美子

Ｏ-252

薬物大量内服にて救急搬送後、ケトアシドーシスと判明した２型糖尿病の一例
京都市立病院 内分泌内科 1、市立岸和田市民病院 代謝内分泌内科 2
○崔 静姫 1、旗谷 雄二 1、小松 弥郷 1、政次 健 2、花岡 郁子 2

Ｏ-253

イレウス解除後に敗血症性ショックに陥った２型糖尿病患者の１例
大津市民病院 内科
○板垣 典子、布施 恵子、峠岡 佑典、中澤 純、石井 通予、高谷 季穂、磯野 元秀

Ｏ-254

熱帯熱マラリアに 1 型糖尿病を合併した 1 例
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科 1、
大阪市立総合医療センター 感染症センター2、十三市民病院 内科 3
○上野 宏樹 1、玉井 杏奈 1、吉田 陽子 1、薬師寺 洋介 1、生野 淑子 1、岡田 めぐみ 1、
田中 永昭 3、福本 まりこ 1、川崎 勲 1、日浦 義和 3、後藤 哲志 2、細井 雅之 1

Ｏ-255

壊死性筋膜炎を契機に発見された２型糖尿病の１例
奈良県立医科大学 糖尿病センター1、奈良県立医科大学 形成外科センター2
○舛田 純子 1、岡田 定規 1、中西 崇詞 2、錦織 麻衣子 1、田原 一樹 1、上嶋 昌和 1、
赤井 靖宏 1、桑原 理充 2、福井 博 1

Ｏ-256

壊死性筋膜炎に対し保存的に治療した糖尿病の一例
東大阪市立総合病院 内分泌・代謝内科
○川口 義彦、新堂 信康
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第 11 会場（Room F）
感染症・糖尿病性昏睡③

10：40～11：40

座長：井上 喜通（龍野中央病院）
座長：山﨑 知行（地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター 内分泌代謝内科）
Ｏ-257

糖尿病合併化膿性脊椎炎患者では腸腰筋膿瘍を合併する頻度が高い
京都府立医科大学 内分泌・糖尿病・代謝内科学 1、大津市民病院 内科 2
○橋本 善隆 1、石井 通予 2、磯野 元秀 2、福井 道明 1、長谷川 剛二 1、中村 直登 1

Ｏ-258

腎周囲膿瘍から広範囲の腸腰筋膿瘍を来たした２型糖尿病患者の１例
神戸大学医学部附属病院 総合内科 1、神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科 2
○海老沢 馨 1、津村 明子 1、大幡 慎也 1、吉田 英樹 1、世戸 博之 1、服部 素子 1、
豊國 剛大 1、荒井 隆志 1、山田 克己 1、安田 尚史 1、金澤 健司 1、小川 渉 2

Ｏ-259

下腿蜂窩織炎の治療中にダプトマイシンによる急性好酸球性肺炎を発症した糖尿病の
１例
大阪赤十字病院 糖尿病・内分泌内科
○村上 隆亮、波床 朋信、松田 優樹、松尾 浩司、南部 拓央、米光 新、武呂 誠司、
隠岐 尚吾

Ｏ-260

糖尿病性足感染の原因菌と Empiric therapy における抗菌薬の選択状況についての検討
淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科
○阿部 泰尚、前田 ゆき、高井 智子、梶川 道子、柱本 満

Ｏ-261

頚部膿瘍にてドレナージ術を施行した未治療糖尿病の２症例
奈良県立医科大学 第三内科 1、奈良県立医科大学 糖尿病センター2、中井記念病院 3
○上嶋 昌和 1、堂原 彰敏 1、中井 謙之 3、赤井 靖宏 2、岡田 定規 2、田原 一樹 2、
錦織 麻衣子 2、舛田 純子 2、美登路 昭 2、吉治 仁志 2、福井 博 2

Ｏ-262

敗血症性ショックの治療中、虚血性腸炎を生じた糖尿病の１例
西神戸医療センター 内分泌・糖尿内科 1、市立堺病院 呼吸器内科 2
○井上 貴裕 1、濱川 正光 2、藤原 秀哉 1、辻 和雄 1
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第 11 会場（Room F）
脂質異常症・動脈硬化症①

15：20～16：20

座長：石村 栄治（大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学）
座長：片上 直人（大阪大学大学院医学系研究科 代謝血管学寄附講座）
Ｏ-263

糖尿病合併 CKD 患者におけるステロール合成・吸収とレムナントリポ蛋白との関連
大阪市立大学大学院医学研究科 老年血管病態学 1、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 2、明治橋病院腎臓内科 3
○庄司 哲雄 1、木本 栄司 3、園田 実香 2、奥手 祐治郎 2、元山 宏華 2、森岡 与明 2、
森 克仁 2、福本 真也 2、絵本 正憲 2、稲葉 雅章 2

Ｏ-264

糖尿病治療に伴うＲＬＰ-コレステロ－ル値の変化に関する検討
医療法人社団正名会池田病院
○立石 晃子、山内 真理、川口 桂、宇佐美 勝、井田 健一、池田 弘毅

Ｏ-265

糖尿病における心腎連関進展予測指標としての non HDL-C・酸化 LDL の有用性
京都医療センター 糖尿病センター1、
京都医療センター 臨床研究センター 糖尿病研究部 臨床代謝栄養研究室 2、
京都医療センター 臨床研究センター3
○伊藤 遼 1、山陰 一 2、佐々木 洋介 2、村中 和哉 2、小鳥 真司 1、河野 茂夫 1、
島津 章 3、浅原 哲子 2

Ｏ-266

脂質日内変動からみたコレステロール分画の恒常性
第二岡本総合病院 内科 1、滋賀医科大学 糖尿病腎臓神経内科 2
○紀田 康雄 1、貴志 明生 1、岡本 拓也 1、長谷川 雅昭 1、上古 眞理 1、鹿野 勉 1、
前川 聡 2

Ｏ-267

著名な高トリグリセリド血症により重症急性膵炎を発症した２型糖尿病の１例
医療法人社団神鋼会神鋼病院
○高田 絵美、中川 靖、木股 邦江、竹田 章彦

Ｏ-268

腎症３期以降の２型糖尿病患者の EPA/AA 比と低蛋白食が EPA/AA 比に及ぼす
影響の検討
国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科 1、
国立病院機構大阪医療センター 栄養管理部 2
○森田 灯子 1、加藤 研 1、大谷 弥里 2、風間 敬一 2、森本 竹紗 1、光井 絵理 1、
瀧 秀樹 1
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第 11 会場（Room F）
脂質異常症・動脈硬化症②

16：20～17：20

座長：庄司 哲雄（大阪市立大学大学院医学研究科 老年血管病態学）
座長：松岡 孝昭（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）
Ｏ-269

早期腎症２型糖尿病患者における冠動脈心疾患のリスク因子についての検討
ＪＲ大阪鉄道病院 糖尿病・代謝内科 1、京都府立医科大学大学院 内分泌・免疫内科学 2
○大西 正芳 1、杉田 倫也 1、最上 伸一 1、福井 道明 2、長谷川 剛二 2、北川 良裕 1、
中村 直登 2

Ｏ-270

糖尿病透析患者における大動脈石灰化と体幹脂肪量の関係
白鷺病院 1、大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学 2、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 3
○奥野 仙二 1、石村 栄治 2、岡崎 久宜 1、乗峯 京子 1、山川 健次郎 1、庄司 繁市 1、
山川 智之 1、西沢 良記 3、稲葉 雅章 3

Ｏ-271

２型糖尿病における血清アディポネクチン濃度と動脈硬化リスク因子の関連-BMI 別の
検討一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科 1、大塚製薬(株) 診断事業部 2
○嶺尾 良平 1、盛 礼子 1、京 光章 1、高比 康充 1、高田 昌幸 1、最所 賢二 1、
丹波 祥子 1、山本 浩司 1、山田 祐也 1、葛城 粛典 2、松澤 佑次 1

Ｏ-272

HbA1c は、心臓カテーテル後における Radial artery occulusion の独立因子である
京都山城総合医療センター
○堤 丈士、白波瀬 真子、赤羽目 聖史、富安 貴一郎、中埜 幸治

Ｏ-273

頸動脈 IMT 肥厚２型糖尿病患者における冠動脈 CT と患者背景に関する検討
協仁会小松病院 糖尿病センター
○吉本 啓助、高原 里永子、福間 博和、大瀬 裕之、栗岡 聡一

Ｏ-274

糖尿病患者における頸動脈内膜中膜複合体厚（IMT)と血清アディポネクチン濃度の関連
一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科 1、一般財団法人住友病院 超音波検査部 2、
大塚製薬 診断事業部 3
○山田 祐也 1、盛 礼子 1、嶺尾 良平 1、京 光章 1、高比 康充 1、高田 昌幸 1、
最所 賢二 1、丹波 祥子 1、山本 浩司 1、田上 展子 2、葛城 粛典 3、松澤 佑次 1
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第 12 会場（Room G）
興味のある症例①

08：40～09：40

座長：沖田 考平（兵庫県立西宮病院 糖尿病・内分泌・内科）
座長：高橋
Ｏ-275

裕（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学）

抗 GAD 抗体の関与が示唆された自己免疫性脳症と糖尿病を合併した１例
滋賀医科大学医学部付属病院 糖尿病・腎臓・神経内科
○井田 昌吾、福山 佳代、岡田 貴司、山本 有香子、楠 知里、山川 勇、川合 寛道、
吉崎 健、森野 勝太郎、卯木 智、荒木 信一、前川 聡

Ｏ-276

初発の１型糖尿病ケトアシドーシスに悪性症候群を生じた一例
京都市立病院 糖尿病代謝内科
○坂井 亮介、岡村 拓郎、安威 徹也、近藤 有里子、小暮 彰典

Ｏ-277

高血糖時筋肉痛をきたし、低血糖を頻発した１型糖尿病の一例
関西電力病院 糖尿病代謝内分泌センター1、コープおおさか病院 2
○服部 昌子 1、向井 明彦 2、清野 裕 1

Ｏ-278

HAART 療法中に１型糖尿病・Basedow 病を発症し免疫再構築症候群を認めた一例
滋賀医科大学 糖尿病・腎臓・神経内科
○岡田 貴司、堀川 修、福山 佳代、井田 昌吾、山本 有香子、関根 理、森野 勝太郎、
吉崎 健、卯木 智、荒木 信一、前川 聡

Ｏ-279

副腎不全の診断に苦慮した２型糖尿病の１症例
市立吹田市民病院 内科
○貫野 真由、富畑 賢、竹下 恵理子、樫根 晋、火伏 俊之

Ｏ-280

意識障害を契機として ACTH 単独欠損症と診断された２型糖尿病患者の一例
大阪府立急性期・総合医療センター
○池田 依代、藤田 洋平、清水 彩洋子、片岡 隆太郎、藤木 典隆、畑崎 聖弘、馬屋原 豊
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第 12 会場（Room G）
興味のある症例②

09：40～10：40

座長：加藤 星河（国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 内分泌代謝内科）
座長：久保田 稔（関西学院大学 社会学部・保健館）
Ｏ-281

CT、MRI で典型的な所見を呈した糖尿病性舞踏病の１例
天理よろづ相談所病院 内分泌内科
○幡地 佑有子、増谷 剛、桑田 博仁、岡村 真太郎、飯降 直男、古家 美幸、北谷 真子、
林野 泰明、辻井 悟、石井 均

Ｏ-282

MRI、MRS、SPECT で評価し得た高齢２型糖尿病患者に発症した糖尿病性舞踏病の１例
富山大学医学部附属病院 第一内科 1、富山大学医学部附属病院 神経内科 2
○角 朝信 1、福田 一仁 1、中嶋 歩 1、新村 里美 1、和倉 健朗 1、岩田 実 1、石木 学 1、
薄井 勲 1、戸邉 一之 1、道具 伸浩 2

Ｏ-283

糖尿病神経障害の存在が脳梗塞の診断を困難にした２型糖尿病の１症例
ＮＴＴ西日本大阪病院
○谷川 和子、西河 潤、陳 瑛超、鈴木 俊伸、橋本 久仁彦

Ｏ-284

低血糖による意識障害として入院後、非けいれん性てんかん重積状態と判明した症例
大津赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科 1、大津赤十字病院 神経内科 2
○池口 絵理 1、谷口 孝夫 1、大橋 夏子 1、荒木 美希 1、岡本 元純 1、真部 建郎 2、
中奥 由里子 2、萩原 麻衣 2、松井 大 2

Ｏ-285

夏季に高体温,意識障害で救急搬送され,著しい高血糖を認めた未治療糖尿病の１例
市立枚方市民病院 内科 1、大阪医科大学 内科学１2
○渡邉 大督 1、高本 晋吾 1、弘田 弘子 1、柴崎 早枝子 2、堤 千春 2、古川 恵三 1、
坂根 貞樹 1

Ｏ-286

著明な高インスリン血症に耐糖能障害と反応性低血糖を伴う一例
市立豊中病院 糖尿病センター1、大阪大学 内分泌・代謝内科 2
○嶺尾 郁夫 1、周 邦彦 1、末原 節代 1、岡内 幸義 1、黒田 陽平 2、岩橋 博見 2、
今川 彰久 2、下村 伊一郎 2
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第 12 会場（Room G）
興味のある症例③

10：40～11：40

座長：岡本 新悟（岡本内科こどもクリニック）
座長：宮田
Ｏ-287

哲（大阪厚生年金病院 内科）

著しい偏食により巨赤芽球性貧血を発症した２型糖尿病の１例
市立池田病院 内分泌・代謝内科
○岡田 拓也、小澤 栄稔、大森 一生、出口 有近、津川 真美子

Ｏ-288

罹病期間が短い２型糖尿病患者で厳格な血糖管理後、眼病変が一時的に出現した１例
大阪府立急性期・総合医療センター 糖尿病代謝内科 1、
大阪府立急性期・総合医療センター 眼科 2、多根記念眼科病院 3
○藤木 典隆 1、清水 彩洋子 1、藤田 洋平 1、片岡 隆太郎 1、畑崎 聖弘 1、眞野 福太郎 2、
内堀 恭孝 2、西川 憲清 3、馬屋原 豊 1

Ｏ-289

当院で経験した糖尿病患者で腸管気腫症を発症した６症例の特徴
蒼龍会井上病院 内科 1、蒼龍会井上病院 放射線科 2、
大阪市立大学大学院医学研究科 老年血管病態学 3、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 4
○下村 菜生子 1、辻本 吉広 1、森本 章 2、岩田 愛 1、土蔵 尚子 1、藤原 木綿子 1、
岸本 博至 1、田畑 勉 1、庄司 哲雄 3、絵本 正憲 4、稲葉 雅章 4

Ｏ-290

インスリン注射部位に生じた皮膚アミロイドーシスの一例
公益財団法人天理よろづ相談所病院 内分泌内科
○岡村 真太郎、幡地 佑有子、桑田 博仁、飯降 直男、増谷 剛、古家 美幸、北谷 真子、
林野 泰明、辻井 悟、石井 均

Ｏ-291

嘔吐のみ繰り返す PRES を呈した２型糖尿病の１例
公立甲賀病院 内科
○小河 秀郎、中島 敦史、小橋 修平、大村 寧、小山 哲朗、渋谷 和之、山田 衆、
八木 勇紀

Ｏ-292

ビスフォスフォネート関連顎骨壊死を発症した血糖コントロール不良高齢２型糖尿病の
１例
市立池田病院 内分泌・代謝内科
○出口 有近、岡田 拓也、小澤 栄捻、大森 一生、津川 真美子
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第 12 会場（Room G）
高齢者医療
座長：辻

15：20～16：20

和雄（一般財団法人 神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター 内分泌・糖尿内科）

中埜 幸治（京都山城総合医療センター 糖尿病センター）
Ｏ-293

インタクトプロインスリンにて評価した高齢者の膵β細胞機能
慈恵会新須磨病院 糖尿病センター1、甲南病院 内科 2、
東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・内分泌センター3、谷津保健病院 内科 4
○芳野 弘 1、渡邊 武彦 1、岡田 初美 1、竹本 昌代 1、芳野 原 1、坂井 誠 2、老籾 宗忠 2、
弘世 貴久 3、久保木 幸司 4

Ｏ-294

高齢患者のインスリン治療の現状とその個別対応について
医療法人社団正名会池田病院 看護部(病棟)
○清瀬 智子、中野 靖子、米澤 麻衣子、辰己 和子、宇佐美 勝、池田 弘毅

Ｏ-295

高齢糖尿病患者の睡眠覚醒リズムパターンと合併症との関連
綾部市立病院 内科 1、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科 2
○門野 真由子 1、中西 尚子 2、牛込 恵美 2、千丸 貴文 2、田中 武兵 2、浅野 麻衣 2、
山崎 真裕 2、福井 道明 2、長谷川 剛二 2、中村 直登 2

Ｏ-296

糖尿病治療における作業療法士の関わりについて
町立大淀病院 リハビリテーション室 1、町立大淀病院 内科 2
○辻村 浩己 1、阿形 佳樹 1、三谷 章博 1、北村 広子 1、河人 文子 1、堀口 元司 1、
藤木 健吾 2、西浦 公章 2、川野 貴弘 2

Ｏ-297

低血糖を契機に療養行動を中断した高齢２型糖尿病患者支援の一考察
関西医科大学附属滝井病院 看護部 1、関西医科大学附属滝井病院 第二内科 2
○大久保 縁 1、井上 由美 1、藤高 啓祐 2、野村 惠巳子 2

Ｏ-298

高度な心血管合併症を有した高齢重症虚血肢に外科的血行再建術を施行し救肢しえた
一例
国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター1、
国立病院機構京都医療センター 血管外科 2、
国立京都医療センター 臨床研究センター糖尿病研究部臨床代謝栄養研究室 3
○渡邊 知一 1、浅田 秀典 2、植田 洋平 1、伊藤 遼 1、水谷 結香子 1、岸純 一郎 1、
小鳥 真司 1、村田 敬 1、浅原 哲子 3、山田 和範 1、中川内 玲子 1、河野 茂夫 1
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第 12 会場（Room G）
神経障害

16：20～17：20

座長：磯谷 治彦（磯谷内科）
座長：安田
Ｏ-299

斎（滋賀医科大学 医学部 看護学科 公衆衛生看護学）

糖尿病神経障害の定量的評価と罹病歴、治療効果との関係
加古川西市民病院
○楯谷 三四郎、高山 宗賢、平野 靖子、浜口 哲夫、小林 寛和、高嶋 基嗣、永田 正男、
K-DiEET

Ｏ-300

糖尿病多発神経障害診断に短趾伸筋(EDB)萎縮の観察は有用である
和歌山県立医科大学 第一内科 1、和歌山県立医科大学付属病院紀北分院 2、
和歌山ろうさい病院 3
○栗栖 清悟 1、佐々木 秀行 2、小河 健一 2、有安 宏之 1、川嶋 弘道 1、若崎 久生 1、
古田 浩人 1、西 理宏 1、有田 幹雄 2、赤水 尚史 1

Ｏ-301

当院の２型糖尿病患者における外眼筋麻痺の特徴
田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター1、
田附興風会医学研究所北野病院 眼科 2
○柴山 惟 1、浜本 芳之 1、本庶 祥子 1、藤本 寛太 1、龍岡 久登 1、岡村 絵美 1、
徳本 信介 1、山口 恵理子 1、新川 恭浩 2、斎藤 伊三雄 2、越山 裕行 1

Ｏ-302

膵外分泌機能不全による慢性下痢症に膵消化酵素補充療法が奏功した１型糖尿病の一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学
○森上 浩和、森岡 与明、元山 宏華、木津 あかね、森 克仁、福本 真也、庄司 哲雄、
絵本 正憲、稲葉 雅章

Ｏ-303

痛みやしびれを持つ糖尿病患者の薬剤治療の希望 －医師の認識とのギャップ－
和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院 内科 1、和歌山県立医科大学 内科学第一講座 2
○小河 健一 1、佐々木 秀行 1、栗栖 清悟 2、石橋 達也 2、有安 宏之 2、川島 弘道 2、
若崎 久生 2、古田 浩人 2、西 理宏 2、中尾 大成 2、有田 幹雄 1、赤水 尚史 2

Ｏ-304

シャイ・ドレーガー症候群（多系統萎縮症）が疑われた２型糖尿病の一例
大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科 1、大阪府済生会中津病院 神経内科 2
○田中 早津紀 1、山内 一郎 1、松本 義弘 1、満田 佳名子 1、保田 紀子 1、吉田 有希子 1、
中野 厚生 1、前田 康司 1、新谷 光世 1、古川 公嗣 2、寺崎 望 2、西村 治男 1
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第 13 会場（Room H）
検査・診断①

08：40～09：40

座長：岡本 元純（大津赤十字病院 内科）
座長：坂井
Ｏ-305

誠（一般財団法人甲南病院 内科）

簡便な糖尿病関連指標とクランプ法に基づく指標の相関関係 (KOBE Indices-One Study)
神戸大学大学院医学研究科内科学講座 糖尿病・内分泌内科学 1、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 2
○駒田 久子 1、坂口 一彦 1、宗 杏奈 1、中村 友昭 1、奥野 陽子 1、廣田 勇士 2、
小川 渉 1

Ｏ-306

糖尿病腎症患者における微侵襲食後高血糖モニタリングの評価－CGMS と比較して－
滋賀医科大学 糖尿病・腎臓・神経内科 1、滋賀医科大学 糖尿病・腎臓・神経内科 2、
シスメックス株式会社 3、大阪府立成人病センター4
○岩井 環 1、津田 安都子 1、森田 善方 1、荒木 久澄 1、佐藤 利幸 2、細谷 砂美子 2、
森本 彩 2、中島 弘 3、一色 啓二 1、荒木 信一 1、宇津 貴 1、前川 聡 1

Ｏ-307

ダンピング症候群に対するミグリトールの効果を持続血糖測定(CGM)で観察し得た一例
市立池田病院 内分泌代謝内科
○川田 恵美、重原 良平、大森 一生、小澤 栄稔、出口 有近、岡田 拓也、津川 真美子

Ｏ-308

簡易 HbA1c 測定器（A1CNow プラス：以下 AN）は臨床で使えるか
公益社団法人京都保健会吉祥院病院 糖尿病専門医 1、
公益社団法人京都保健会吉祥院病院 検査課 2
○三浦 次郎 1、若杉 教子 2、関 隆則 2、國友 孝史 2

Ｏ-309

外来糖尿病患者における CGM 指標と HbA1c・GA 値および血糖自己測定値との関連性
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科
○長尾 綾子、有光 絢、玉田 大介、合屋 佳代子、紅林 昌吾

Ｏ-310

HbA1c が良好な外来患者への CGM を用いた治療介入の効果
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
○向井 美希、廣田 勇士、中村 友昭、岩橋 泰幸、藤田 泰功、平田 悠、播 悠介、
伊賀 真紀子、中島 進介、西本 祐希、坂口 一彦、小川 渉
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第 13 会場（Room H）
検査・診断②

09：40～10：40

座長：徳永 勝人（みどり健康管理センター）
座長：山本 康久（那智勝浦町立温泉病院）
Ｏ-311

簡易 HbA1c 測定器（A1CNow プラス：以下 AN）の信頼性に関する基礎的検討
公益社団法人京都保健会吉祥院病院 検査課 1、
公益社団法人京都保健会吉祥院病院 糖尿病専門医 2
○若杉 教子 1、関 隆則 1、國友 孝史 1、三浦 次郎 2

Ｏ-312

糖尿病患者における HbA1c、コレステロール値の季節変動について
市立伊丹病院 糖尿病内科 1、市立伊丹病院 医療技術部臨床検査 2
○正木 ゆづき 1、藤原 浩和 2、貞廣 克彦 1、佐藤 智己 1

Ｏ-313

蓄尿 CPR 値について細菌尿の有無(紫色尿バッグ症候群４例を含む 148 例)での検討
神戸海星病院 糖尿病センター
○塩田 修三、竹内 康雄、織戸 宜子

Ｏ-314

糖尿病患者で血清 CA19-9 が高値をきたす機序および血清 CA19-9 高値例の対応
医療法人川崎病院 1、近畿中央病院 2、日本生命済生会付属日生病院 内科 3、
市立川西病院 4
○村井 潤 1、曽我 純子 2、斎藤 博 2、中村 秀次 3、笠山 宗正 3、古賀 正史 4

Ｏ-315

耐糖能障害における頚動脈 IMT とプラーク：metabolic syndrome(MS)合併では？
すがの内科クリニック
○菅野 雅彦、松野 たか子、永田 聖華、前川 直子、伊東 雅子

Ｏ-316

T2DM での CPI 採血時間の検討 ( KOBE Indices-Three Study )
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 1、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 2
○中村 友昭 1、坂口 一彦 1、宗 杏奈 1、駒田 久子 1、奥野 陽子 1、廣田 勇士 2、
小川 渉 1
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第 13 会場（Room H）
検査・診断③

10：40～11：40

座長：北野 則和（兵庫県立塚口病院 内科）
座長：英
Ｏ-317

肇（済生会和歌山病院 糖尿病代謝内科）

外来診療で CGM が血糖コントロールに与える効果の検討
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
○伊賀 真紀子、廣田 勇士、中村 友昭、岩橋 泰幸、藤田 泰功、播 悠介、平田 悠、
中島 進介、西本 祐希、向井 美希、坂口 一彦、小川 渉

Ｏ-318

SMBG に於ける適正採血部位として前腕部位の提唱
児成会生活習慣病センター1、済生会千里病院 2
○中澤 雅美 1、原納 優 1、名引 順子 1、原納 晶 1、塩山 摩矢 1

Ｏ-319

異常 Hb 共存により見かけ上良好な HbA1c 値を示した一症例
三菱京都病院 糖尿病内科 1、三菱京都病院 臨床検査科 2、足立循環器科内科医院 3、
大阪医科大学 総合医学講座臨床検査医学教室 4
○木村 史子 1、荻野 和大 2、中務 紗綾 3、宮崎 彩子 4、中野 忠澄 1

Ｏ-320

異常ヘモグロビン Hb Himeji において in vitro の糖化反応は亢進している
市立川西病院 糖尿病・内分泌内科 1、隈病院 内科 2
○稲田 慎也 1、古賀 正史 1、西原 永潤 2

Ｏ-321

正常耐糖能者における CPR / 血糖値比( CPR index )の意義 ( KOBE Indices-Two Study )
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 1、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 2
○宗 杏奈 1、坂口 一彦 1、中村 友昭 1、駒田 久子 1、奥野 陽子 1、廣田 勇士 2、
小川 渉 1

Ｏ-322

膵臓の形態とインスリン分泌能の相関についての検討
日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科
○廣畠 知直、岩橋 彩、船越 生吾、井上 元
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第 13 会場（Room H）
肥満・高血圧

15：20～16：30

座長：宮本 恵宏（独立行政法人 国立循環器病研究センター）
座長：山田 祐也（一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科）
Ｏ-323

境界型糖尿病や心不全、蛋白尿、睡眠時無呼吸症候群を併発した若年肥満の一例
第二岡本総合病院 内科 1、滋賀医科大学 糖尿病腎臓神経内科 2
○貴志 明生 1、岡本 拓也 1、長谷川 雅昭 1、上古 眞理 1、鹿野 勉 1、紀田 康雄 1、
前川 聡 2

Ｏ-324

肥満２型糖尿病にプレクリニカルクッシング症候群を合併した１例
大阪労災病院 糖尿病センター1、大阪労災病院 泌尿器科 2、大阪労災病院 腎臓内科 3
○阪口 友香子 1、氏家 剛 2、長山 郁恵 3、川口 祥平 1、清原 義幹 1、岡野 理江子 1、
狭間 洋至 1、良本 佳代子 1、久保田 昌詞 1、野村 誠 1、大橋 誠 1

Ｏ-325

子離れできない母親のため食事制限ができなかった肥満２型糖尿病の１例
大阪府済生会吹田病院 代謝・糖尿病内科
○西川 享、坂部 和美、森 久也

Ｏ-326

胃袖状切除術(Sleeve 手術）後インスリンから離脱できた肥満糖尿病患者の 1 例
関西医科大学 第二内科 1、関西医科大学附属枚方病院 健康科学センター2、
関西医科大学 消化器外科 3
○西村 久美子 1、豊田 長興 1、中野 美由紀 1、藤尾 智紀 1、岩崎 真佳 1、
浮田 千津子 1、塩島 一朗 1、西川 光重 1、木村 穣 2、向出 裕美 3、井上 健太郎 3、
權 雅憲 3

Ｏ-327

グラフ化体重日記が減量と血糖コントロールに有効であった一例
甲南病院 糖尿病センター1、甲南病院 看護部 2
○東山 聡子 1、仁田 麻美 1、中野 有紀 1、橋口 由香里 1、弓岡 稔貴 1、溝渕 憲子 1、
片山 茂明 1、笠原 俊彦 1、福永 馨 1、八木 規夫 1、坂井 誠 1、老籾 宗忠 1

Ｏ-328

カロリー制限食を用い 32kg の減量を行った高度肥満を伴う２型糖尿病の一例
関西電力病院 糖尿病代謝内分泌センター
○松本 実紀、表 孝徳、岡村 香織、倉本 尚樹、桜町 唯、六反 麻理代、臼井 亮太、
桑田 仁司、渡邊 好胤、矢部 大介、黒瀬 健、清野 裕

Ｏ-329

２型糖尿病患者における家庭血圧測定の正確性と、正確性に影響する因子の検討
京都府立医科大学 内分泌糖尿病代謝内科 1、
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター2
○松本 しのぶ 1、福井 道明 1、濱口 真英 2、牛込 恵美 1、門野 真由子 1、松下 香苗 1、
福田 拓也 1、三橋 一輝 1、間嶋 紗織 1、山崎 真裕 1、長谷川 剛二 1、中村 直登 1
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第 14 会場（Room I）
医療スタッフ

08：40～09：40

座長：鍵本 伸二（かぎもとクリニック）
座長：肥後 直子（京都府立医科大学附属病院 看護部）
Ｏ-330

臨床研修医の糖尿病診療における到達度：2005 年との比較
一般財団法人住友病院 総合診療科 1、一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科 2
○山本 浩司 1、盛 礼子 1、嶺尾 良平 1、京 光章 2、高比 康充 2、高田 昌幸 2、
最所 賢二 2、丹波 祥子 2、山田 祐也 2、松澤 佑次 2

Ｏ-331

糖尿病外来患者のケアの質向上のための医師事務作業補助の有用性
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 医師支援室 1、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 看護部 2、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 糖尿病代謝内科 3、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 循環器内科 4
○奥山 晃輔 1、古川 佳英子 1、菅沼 果南 2、稲本 望 3、中村 隆志 4

Ｏ-332

公開糖尿病教室 2012 を開催して
有澤総合病院 外来看護師 A-DiET チーム 1、
有澤総合病院 糖尿病センター A-DiET チーム 2
○吉田 一恵 1、澤木 秀明 2、赤間 由起子 2、片岡 伸彦 2

Ｏ-333

糖尿病キャンプにおける看護師の役割 －キャンプで実施した看護行為の抽出－
大阪市立大学医学部附属病院 看護部 1、
大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学教室 2
○江尻 加奈子 1、高井 はる菜 1、細井 麻希 1、宮崎 藍 1、川村 智行 2

Ｏ-334

糖尿病療養指導士(CDEJ・大阪 CDE)資格を持つ看護師の活動支援に向けた調査報告
関西医科大学附属滝井病院 看護部 1、関西医科大学 第二内科 2
○村内 千代 1、榎本 良枝 1、川畑 ユミ子 1、並木 みどり 1、藤高 啓祐 2、野村 惠巳子 2、
西川 光重 2

Ｏ-335

院内教育システム「糖尿病エキスパートナース講座」の取り組み－第２報－
京都府立医科大学附属病院 看護部 1、京都府立医科大学附属病院 内分泌・代謝内科 2、
京都府立医科大学附属病院 栄養科 3
○肥後 直子 1、長谷川 剛二 2、練谷 弘子 3
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第 14 会場（Room I）
二次性糖尿病・その他①

09：40～10：40

座長：井口 元三（神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科）
座長：土居健太郎（洛和会音羽病院 内分泌糖尿病内科）
Ｏ-336

分子標的薬を投与した糖尿病症例
京都桂病院 内分泌・糖尿内科
○服部 武志、中村 武晴、内藤 玲、山本 泰三

Ｏ-337

膵頭十二指腸切除後 NAFLD から肝線維化を来たし，耐糖能の悪化を認めた一例
大阪大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科 1、大阪大学医学部附属病院 消化器外科 2
○上野 裕美子 1、中田 信輔 1、岩崎 信吾 1、木村 武量 1、小澤 純二 1、西澤 均 1、
岩橋 博見 1、江口 英利 2、永野 浩昭 2、船橋 徹 1、今川 彰久 1、下村 伊一郎 1

Ｏ-338

LH-RH アゴニスト投与を契機に血糖コントロール悪化を認めた２型糖尿病の１例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○岡村 香織、矢部 大介、六反 麻里代、松本 実紀、臼井 亮太、桑田 仁司、渡邊 好胤、
表 孝徳、黒瀬 健、清野 裕

Ｏ-339

前立腺癌に対するアンドロゲン遮断療法中に高血糖をきたした２型糖尿病の１例
兵庫県立加古川医療センター 総合内科 1、
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科 2
○門田 悠紀 1、飯田 啓ニ 2、加藤 慶太郎 1、末松 那都 1、生天目 侑子 1、中村 幸子 1、
日野 泰久 1、大原 毅 2、千原 和夫 2

Ｏ-340

血糖変動平坦化により酸化ストレスが軽減した糖尿病合併ヘモクロマトーシスの一例
大阪厚生年金病院 内科
○吉岡 奈美、新田 洋介、鈴木 智子、銭林 雅子、福永 みちる、日比野 千尋、
内藤 雅文、伊藤 敏文、石橋 里江子、宮田 哲

Ｏ-341

発症経過と表現型に差異を認めた MODY5 の１家系
草津総合病院 糖尿病内分泌内科
○鷲山 美樹、巖西 真規、小林 純
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第 14 会場（Room I）
二次性糖尿病・その他②

10：40～11：40

座長：岡本三希子（医療法人健康会 京都南病院 内科）
座長：吉田 俊秀（医療法人親友会島原病院 肥満・糖尿病センター）
Ｏ-342

ガストリノーマに対しエベロリムス使用後、インスリン依存状態に陥った症例
大津赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科
○村井 啓了、池口 絵理、谷口 孝夫、大橋 夏子、荒木 美希、岡本 元純

Ｏ-343

好気的運動負荷試験によりミトコンドリア病が疑われた一例
神戸市立医療センター西市民病院 糖尿病・内分泌内科
○村前 直和、小武 由紀子、岡田 裕子、武部 礼子、中村 武寛

Ｏ-344

ステロイド治療によりインスリン分泌反応が改善した
自己免疫性膵炎の１症例
関西労災病院 糖尿病内分泌内科 1、関西学院大学 保健館 2
○永井 泰紀 1、東 大介 1、林 功 1、山本 恒彦 1、久保田 稔 2

Ｏ-345

反応性低血糖症が疑われた症例における経口ブドウ糖負荷試験の検討
京都大学 糖尿病・栄養内科 1、おおせこ内科・小児科 2
○伊藤 次郎 1、浜崎 暁洋 1、大杉 友顕 1、長井 一高 1、藤田 義人 1、田中 大祐 1、
大迫 文麿 2、稲垣 暢也 1

Ｏ-346

自己免疫性膵炎に合併した糖尿病の１例
箕面市立病院 糖尿病センター1、箕面市立病院 消化器内科 2、箕面市立病院 内科 3
○西谷 重紀 1、小室 竜太郎 1、西原 彰浩 2、清水 健史 2、山崎 正美 2、津川 有理 1、
西井 稚尋 1、井端 剛 1、金井 秀行 3、田村 信司 3、飯田 さよみ 1

Ｏ-347

遺伝子診断が治療法の決定に有用であった若年発症糖尿病の 1 例
和歌山県立医科大学 第一内科 1、社会保険紀南病院 小児科 2、
和歌山県立医科大学 病態栄養部 3、和歌山県立医科大学 小児科 4
○浦木 進丞 1、古田 浩人 1、飯島 文憲 2、宮脇 正和 2、土井 麻子 1、有安 宏之 1、
川嶋 弘道 1、若崎 久生 1、西 理宏 3、吉川 徳茂 4、赤水 尚史 1
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第 14 会場（Room I）
二次性糖尿病・その他③
座長：島津

15：20～16：20

章（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 臨床研究センター）

座長：山本 泰三（京都桂病院 内分泌・糖尿内科）
Ｏ-348

慢性偽性腸閉塞を伴ったミトコンドリア糖尿病の１例
兵庫県立加古川医療センター 総合内科 1、
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科 2
○末松 那都 1、飯田 啓二 2、加藤 慶太郎 1、門田 悠紀 1、生天目 侑子 1、中村 幸子 1、
日野 泰久 2、大原 毅 2、千原 和夫 2

Ｏ-349

褐色細胞腫摘出術により糖尿病コントロールが改善した１例
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター
○徳本 信介、龍岡 久登、浜本 芳之、山口 恵理子、柴山 惟、岡村 絵美、藤本 寛太、
本庶 祥子、越山 裕行

Ｏ-350

サルコイドーシス治療中に ketosis-prone type 2 diabetes が併発した症例
大阪府立急性期・総合医療センター 糖尿病代謝内科
○渡邉 裕尭、清水 彩洋子、藤田 洋平、片岡 隆太郎、藤木 典隆、畑崎 聖弘、
馬屋原 豊

Ｏ-351

低身長、インスリン抵抗性を呈した Klinefelter 症候群の１例
加古川西市民病院 内科
○小林 寛和、平野 靖子、高山 宗賢、浜口 哲矢、高嶋 基嗣、西澤 昭彦、永田 正男、
K-DiEET

Ｏ-352

甲状腺機能亢進症増悪に伴う耐糖能悪化が詳細に観察しえた
バセドウ病合併糖尿病の１例
京都大学 糖尿病・栄養内科 1、帝塚山学院大学 人間科学部食物栄養学科 2
○與座 里奈 1、浜崎 暁洋 1、細川 雅也 2、奥町 彰礼 1、佐藤 雄一 1、稲垣 暢也 1

Ｏ-353

血糖コントロールの悪化を契機に診断された、大動脈炎を合併した自己免疫性膵炎の
一例
和歌山県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科 1、和歌山ろうさい病院 内科 2
○上田 祥吾 1、原田 沙耶 2、石橋 達也 1、稲葉 秀文 1、有安 宏之 1、川嶋 弘道 1、
若崎 久生 1、西 理宏 1、古田 浩人 1、南條 輝志男 2、赤水 尚史 1
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第 14 会場（Room I）
二次性糖尿病・その他④
座長：黒江

16：20～17：20

彰（彦根市立病院 内科（糖尿病・内分泌）
）

座長：藤倉 純二（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）
Ｏ-354

男性耐糖能異常外来患者における尿 Mg 排出量
草津総合病院 総合内科 1、大阪大谷大学 薬学部 2、成美短期大学 食物栄養学 3、
大阪成蹊大学マネージメント学部、管理栄養士 4
○齊藤 昇 1、西山 省二 2、山名 美奈子 3、伴 みずほ 4、大辻 房枝 4、西川 仁美 4

Ｏ-355

四肢筋肉量の経過を観察し得た糖尿病合併クラインフェルター症候群の１例
藍野病院 内科 1、大阪医科大学 内科学 I2
○王 衣里子 1、宮里 舞 2、宍倉 佳名子 2、辻本 直之 2、谷本 啓爾 2、佐野 寛行 2、
大西 峰樹 2、三柴 裕子 2、寺前 純吾 2、花房 俊昭 2

Ｏ-356

糖尿病性ケトアシドーシス発症を契機に診断されたミトコンドリア糖尿病の一例
神戸市立医療センター中央市民病院
○森野 隆広、数馬 まりこ、佐々木 翔、岩倉 敏夫、松岡 直樹、石原 隆

Ｏ-357

急激な血糖値の上昇から診断に至ったミトコンドリア糖尿病の１例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○桜町 惟、藤原 周一、表 孝徳、松本 実紀、臼井 亮太、桑田 仁司、渡邊 好胤、
矢部 大介、黒瀬 健、清野 裕

Ｏ-358

造血幹細胞移植後に発症した部分性脂肪萎縮性糖尿病の１例
京都大学 医学部 内分泌代謝内科 1、
京都大学 医学部メディカルイノベーションセンター2、
京都大学 医学部臨床研究総合センター3、京都大学医学部人間健康科学系 4
○酒井 建 1、日下部 徹 2、海老原 健 3、青谷 大介 2、片岡 祥子 1、海老原 千尋 1、
山本 祐二 1、阿部 恵 3、藤倉 純二 1、細田 公則 4、中尾 一和 2

Ｏ-359

耐糖能異常を合併した ACTH 非依存性大結節性副腎過形成(AIMAH)の一例
関西医科大学 第二内科
○山口 眞由子、西村 久美子、中野 美由紀、林 展之、藤尾 智紀、藤高 啓祐、
岩崎 真佳、野村 惠巳子、浮田 千津子、豊田 長興、塩島 一朗、西川 光重
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第 15 会場（Room J）
食事療法①
座長：田中
座長：辻
Ｏ-360

08：40～09：40
清（京都女子大学 家政学部 食物栄養学科）
秀美（京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部）

急激な貧血の進行を認めた緩徐進行 1 型糖尿病の一例
有澤総合病院 糖尿病センター
○澤木 秀明、井上 佳代、庄田 武司、片岡 伸彦

Ｏ-361

過食であるが活動的な NGT 症例で，床上安静を期に入院食を厳守した際の耐糖能変化
神戸海星病院 栄養部 1、神戸海星病院 糖尿病センター2
○松本 有可 1、竹内 康雄 2、塩田 修三 2、織戸 宜子 2、小林 智子 1、植田 耕平 1、
松岡 良平 1

Ｏ-362

当院職員の各家庭料理をカードにして指導した食事療法 第２報
土井内科
○宮脇 美津子、土井 邦紘

Ｏ-363

診療所における非常勤管理栄養士による栄養指導について
はった医院
○八田 佐知子、山本 茂子

Ｏ-364

糖尿病透析予防指導実施に対しての患者意識調査
医療法人みどり会中村病院 栄養管理部 1、医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科 2
○倉角 康代 1、岩崎 亜紀 1、市原 美矢子 1、樋口 朋宏 1、桑村 尚充 2、高橋 輝 2、
武村 次郎 2

Ｏ-365

当院の２型糖尿病患者に対する外来継続栄養指導の効果について
加古川西市民病院 診療支援部 栄養管理室 1、加古川西市民病院 診療部 内科 2
○山口 恭葉 1、藤田 加余子 1、高山 舞奈 1、河本 優妃 1、高嶋 基嗣 2、小林 寛和 2、
浜口 哲矢 2、永田 正男 2
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第 15 会場（Room J）
食事療法②

09：40～10：40

座長：福島 光夫（先端医療センター 健康情報研究グループ）
座長：北谷 直美（関西電力病院 疾患栄養治療センター）
Ｏ-366

低 GI/GL 流動食と低 GI 流動食の 24 時間血糖変動への影響を CGM で比較した
２型糖尿病の２例
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌・リウマチ内科
○江川 景子、田中 亨、大藪 知香子、井戸 亜希子、角谷 昌俊、尾本 篤志、福田 亙

Ｏ-367

糖尿病患者への短期的炭水化物制限の試み
水本内科クリニック
○水本 博章

Ｏ-368

外来糖尿病患者における糖質制限ダイエットの現状
医療法人みどり会中村病院 栄養管理部 1、社会福祉法人松樹会いこいの里診療所 2、
医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科 3
○岩崎 亜紀 1、2、倉角 康代 1、市原 美矢子 1、樋口 朋宏 1、桑村 尚充 3、高橋 輝 3、
武村 次郎 3

Ｏ-369

当院の２型糖尿病患者における炭水化物エネルギー比率別の栄養素摂取状況
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学 1、
京都府立大学 生命環境学部 食保健学科 2
○岩瀬 広哉 1、福井 道明 1、小林 ゆき子 2、和田 小依里 2、桑波田 雅士 2、木戸 康博 2、
浅野 麻衣 1、山崎 真裕 1、長谷川 剛二 1、中村 直登 1

Ｏ-370

CGM を用いて長距離サイクリング時の補食指導を行い低血糖が予防できた１例
京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部 1、
京都大学医学部附属病院 糖尿病・栄養内科 2、かぎもとクリニック 3
○浅井 加奈枝 1、浜崎 暁洋 2、井田 めぐみ 1、菅野 美和子 3、大杉 友顕 2、
日野 麻世 2、幣 憲一郎 1、稲垣 暢也 2

Ｏ-371

カーボカウント法を導入した１型糖尿病患者の経過分析
渡辺内科クリニック
○田中 かおり、加藤 孝子、金岡 典子、渡辺 伸明
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第 15 会場（Room J）
食事療法③

10：40～11：40

座長：細川 雅也（帝塚山学院大学 人間科学部 食物栄養学科）
座長：山本 卓也（彦根市立病院 栄養科・栄養治療室）
Ｏ-372

高齢糖尿病患者の食事満足度に影響する食生活と生活習慣
兵庫県立大学環境人間学部食環境栄養課程 1、松本内科クリニック 2
○西田 花帆 1、古戎 なな恵 1、松本 眞一郎 2、坂上 元祥 1

Ｏ-373

糖尿病患者の食習慣改善に長期介入する場合の栄養支援の工夫への取り組み：第３報
武庫川女子大学 活環境学部 食物栄養学科 短期大学部 食生活学科 1、
大阪教育大学大学院 教育学研究科 健康科学専攻 2、
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 栄養管理室 3、
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 臨床検査科 4
○福田 也寸子 1、2、榎木 泰介 2、向井 美紀 3、谷口 祐子 3、丸川 聡子 4、栗原 宏子 4、
冨田 晃司 4、中島 弘 4、山﨑 知行 4

Ｏ-374

食後高血糖及び低血糖防止をターゲットとした新たな食事聴取法の試み
高木内科医院 糖尿病内科 1、京都府立医大 大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学 2
○高木 秀一 1、中村 直登 2

Ｏ-375

BDHQ を用いた糖尿病透析予防指導の有効性
済生会滋賀県病院 栄養科 1、済生会滋賀県病院 看護部 2、
済生会滋賀県病院 糖尿病代謝内科 3、済生会滋賀県病院 循環器内科 4
○坂本 亜里沙 1、田中 美由紀 1、中井 聡志 1、奥村 裕子 1、丸下 歩美 1、
守崎 勢津子 1、服部 尚子 1、鬼丸 友美 2、生駒 真紀子 2、菅沼 果南 2、稲本 望 3、
中村 隆志 4

Ｏ-376

糖尿病患者の野菜摂取量と HbA1c についての検討
京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部 1、京都大学 糖尿病・栄養内科 2
○浜本 由紀 1、原田 範雄 2、辻 秀美 1、濱崎 暁洋 2、幣 憲一郎 1、稲垣 暢也 2

Ｏ-377

糖尿病患者における尿中尿素窒素排泄量測定の有用性
住友病院 栄養管理科 1、住友病院 内分泌代謝内科 2、大塚製薬(株) 診断事業部 3
○日吉 富志帆 1、池田 恵子 1、西薗 郁子 1、京 光章 2、高比 康充 2、高田 昌幸 2、
最所 賢二 2、丹波 祥子 2、山本 浩司 2、山田 祐也 2、葛城 粛典 3、松澤 佑次 2
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第 15 会場（Room J）
運動療法①
座長：中村

15：20～16：10
正（医療法人川崎病院）

座長：和田 啓子（京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部）
Ｏ-378

糖尿病入院患者におけるロコモ度テストを用いた運動機能評価について
医療法人みどり会中村病院 リハビリテーション部 1、
医療法人みどり会中村病院 リハビリテーション科 2、
医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科 3
○平野 祐輔 1、泉 知子 2、高橋 輝 3、桑村 尚充 3、武村 次郎 3

Ｏ-379

２型糖尿病患者の physical fitness の簡易評価法
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科 1、十三市民病院 2、
大阪産業大学 人間環境学部スポーツ健康学科 3
○細井 雅之 1、濱口 幹太 3、薬師寺 洋介 1、玉井 杏奈 1、吉田 陽子 1、上野 宏樹 1、
山上 啓子 1、福本 まりこ 1、川崎 勲 1、田中 永昭 2、日浦 義和 2、田中 史朗 3

Ｏ-380

外来糖尿病患者に対するエクササイズバンドを用いたレジスタンス運動の指導経験
関西電力病院 リハビリテーション科 1、関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター2
○平沢 良和 1、片岡 豊 1、矢部 大介 2、黒瀬 健 2、清野 裕 2

Ｏ-381

筋 CT 値のデータ解析を運動療法への意欲向上に活かす
赤穂中央病院 糖尿病診療チーム
○小山 喜由、吉澤 悠喜、横山 真吾、黒沢 つぐみ、小西 由紀、高田 景子、
岸野 理映、前田 千佳、尾方 章子、半田 由紀子、辰巳 文則、中島 弘二

Ｏ-382

糖尿病教育入院での運動療法における運動への意識調査
加古川西市民病院
加古川東市民病院
加古川西市民病院
○筧 達也 1、奥村

診療支援部 リハビリテーション室 1、
診療支援部 リハビリテーション室 2、
診療部 内科 3
泰史 2、小林 寛和 3、高嶋 基嗣 3、西澤 昭彦 3、永田 正男 3

O-006
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第 15 会場（Room J）
運動療法②
座長：森

16：10～17：00
克仁（大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学）

座長：北岡 治子（医療法人清恵会 清恵会病院）
Ｏ-383

中強度レジスタンス運動が血中 IL-6、インクレチンに及ぼす影響
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科 1、
大阪市立十三市民病院 糖尿病内科 2、大阪産業大学 人間環境学研究科 3、
大阪産業大学 人間環境学部スポーツ健康学科 4
○藥師寺 洋介 1、玉井 杏奈 1、吉田 陽子 1、上野 宏樹 1、田中 永昭 2、山上 啓子 1、
福本 まりこ 1、川崎 勲 1、日浦 義和 2、濱口 幹太 3、田中 史朗 4、細井 雅之 1

Ｏ-384

１型糖尿病の運動時のインスリン調整についてーCGM でみえてきたこと
耳原老松診療所 内科 1、耳原総合病院 内科 2
○緒方 浩美 1、川口 真弓 2、岩崎 桂子 2

Ｏ-385

心肺運動負荷試験を用いた運動療法が血糖コントロールに有効であった症例の報告
大津市民病院 リハビリテーション部 1、大津市民病院 看護局 2、
大津市民病院 循環器内科 3、大津市民病院 内科 4
○槻本 康人 1、田中 大 1、中川 昌幸 1、本白 水博 1、並河 孝 1、山下 亜希 2、
木股 正樹 3、布施 恵子 4、板垣 典子 4、峠岡 佑典 4、石井 通予 4

Ｏ-386

５年間診療所併設型運動施設（医療法４２条施設）を利用した糖尿病患者の１例
メディカルフィットネスミック(ＭＩＣ) 1、医)今村クリニック ＯＢＰ今村クリニック 2
○赤木 優美 1、今村 稔 2、中村 夏子 2、青木 矩彦 2

Ｏ-387

左基底核部海綿状血管腫を伴った妊娠糖尿病の１例
医療法人寿人会木村病院 リハビリテーション科
○城戸 恵里
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第 16 会場（Room K）
低血糖①

08：40～09：40

座長：岩倉 敏夫（神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内分泌内科）
座長：藤澤 智巳（市立堺病院 腎代謝免疫内科）
Ｏ-388

薬剤性が疑われた反応性低血糖の一例
洛和会音羽病院 内分泌糖尿病内科 1、洛和会音羽病院 神経精神科 2
○松尾 奈緒美 1、早川 尚雅 1、崎濱 盛三 2、野田 亜未香 1、重本 道香 1、土居 健太郎 1

Ｏ-389

Bell 麻痺のステロイド治療後一過性に副腎機能低下し低血糖が遷延した２型糖尿病の一
例
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 内科 1、
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 耳鼻咽喉科 2
○倉敷 有紀子 1、清水 勇雄 1、中原 啓 2、硲田 猛真 2、森下 寿々枝 1、大野 昭 1

Ｏ-390

術後低血糖を反復し ACTH 単独欠損症と診断した一例
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科
○吉田 陽子、玉井 杏奈、薬師寺 洋介、武内 真有、生野 淑子、岡田 めぐみ、
上野 宏樹、山上 啓子、福本 まりこ、川崎 勲、細井 雅之

Ｏ-391

非腫瘍性膵島過形成による低血糖症(NIPHS)に対しジアゾキサイドを導入した一例
大阪市立総合医療センター
○玉井 杏奈、薬師寺 洋介、吉田 陽子、生野 淑子、岡田 めぐみ、上野 宏樹、
山上 啓子、福本 まりこ、川崎 勲、細井 雅之

Ｏ-392

ASVS で存在が疑われるも画像による描出が困難であった微小インスリノーマの 1 例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 1、
大阪市立大学大学院医学研究科 放射線医学教室 2、関西電力病院 消化器外科 3
○三島 誉史 1、元山 宏華 1、畑山 美樹 1、曹 寿幸 2、森岡 与明 1、福本 真也 1、
河本 泉 3、今村 正之 3、絵本 正憲 1、稲葉 雅章 1

Ｏ-393

体重減少を契機に発覚し、低血糖昏睡後に一過性てんかんを呈したインスリノーマの
一例
大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科 1、
大阪府済生会千里病院 救命救急センター2
○浅見 沙織 1、木村 武量 1、中田 信輔 1、小澤 純二 1、大月 道夫 1、岩橋 博見 1、
金藤 秀明 1、船橋 徹 1、今川 彰久 1、下村 伊一郎 1、大津谷 耕一 2、大谷 尚之 2
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第 16 会場（Room K）
低血糖②

09：40～10：40

座長：馬屋原 豊（大阪府立急性期・総合医療センター 糖尿病代謝内科）
座長：瀧
Ｏ-394

秀樹（国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科）

ピオグリタゾンにより誘導されたと考えられる運動誘発性低血糖の１例
医療法人社団神鋼会神鋼病院 糖尿病代謝内科
○中川 靖、高田 絵美、木股 邦恵、竹田 章彦

Ｏ-395

転移性大腸癌の分子標的薬に起因すると考えられたインスリン自己免疫症候群の１例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 1、
大阪市立大学大学院医学研究科 腫瘍外科学 2
○角谷 佳則 1、森岡 与明 1、川野 直也 1、元山 宏華 1、森 克仁 1、福本 真也 1、
絵本 正憲 1、木村 健二郎 2、大平 雅一 2、稲葉 雅章 1

Ｏ-396

自動腹膜透析（APD）による夜間高血糖が翌朝の低血糖を惹起した一例
奈良県立医科大学附属病院 循環器腎臓代謝内科 1、
奈良県立医科大学附属病院 糖尿病センター2
○巽 恵美子 1、岡田 定規 2、森本 勝彦 1、松井 勝 1、鮫島 謙一 1、赤井 靖宏 2、
斎藤 能彦 1

Ｏ-397

低血糖脳症発症前後での MRI 画像変化を観察し得た一例
ベルランド総合病院 内科
○飯塚 隆史、嵩 龍一、八木 稔人

Ｏ-398

MRI 画像及び脳波の経時的変化を評価し得た低血糖脳症の１例
長浜赤十字病院 糖尿病内分泌内科
○福家 智也、児玉 憲一、江川 克哉

Ｏ-399

意識障害を伴う SU 薬誘発性低血糖で緊急入院を要した糖尿病患者の臨床的特徴
市立豊中病院 糖尿病センター
○周 邦彦、末原 節代、岡内 幸義、嶺尾 郁夫
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第 16 会場（Room K）
低血糖③

10：40～11：40

座長：若崎 久生（和歌山県立医科大学 第一内科）
座長：上田 容生（医療法人社団まほし会 真星病院 糖尿病センター）
Ｏ-400

治療中の低血糖発作による救急受診の経年変化
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 救命救急センター1、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 地域糖尿病支援センター2、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 薬剤科 3、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 看護部 4
○中村 隆志 1、稲本 望 2、畑 葉子 3、石合 徹也 3、菅沼 果南 4

Ｏ-401

２年間で当院緊急入院となった低血糖症例の投薬状況についての検討
淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科
○前田 ゆき、高井 智子、阿部 泰尚、梶川 道子、柱本 満

Ｏ-402

当院における重症低血糖症例の臨床的背景の解析
大阪警察病院
○和田 万葉、白木 梓、西井 遼子、金丸 洋蔵、中庄谷 伊帆子、大楠 崇浩、吉内 和冨、
坂本 賢哉、小杉 圭右

Ｏ-403

過去 3 年間に重症低血糖で当院に救急搬送となった２型糖尿病患者の特徴
近江八幡市立総合医療センター 代謝・内分泌内科
○村田 幸一郎、池田 和弘、山本 秀香、中村 高秋

Ｏ-404

当院に救急搬送された低血糖症例の現況と低血糖原因に関する検討
第二岡本総合病院 内科 1、滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓・神経内科 2
○岡本 拓也 1、貴志 明生 1、長谷川 雅昭 1、上古 真理 1、鹿野 勉 1、紀田 康雄 1、
前川 聡 2

Ｏ-405

当院 ER に救急搬送された低血糖症例の解析
日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科部
○船越 生吾、岩橋 彩、廣畠 知直、井上 元
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第 16 会場（Room K）
その他①

15：20～16：20

座長：谷口 孝夫（大津赤十字病院 内科）
座長：中野 好夫（社会保険 紀南病院 内科）
Ｏ-406

炭水化物含有飲料水による術前経口補水療法～糖尿病患者への取り組み～
神戸掖済会病院 栄養管理部 1、神戸掖済会病院 看護部 2、神戸掖済会病院 内科 3
○高橋 留佳 1、勝矢 雅子 1、岡本 貴子 1、吉村 治香 1、淡路 恵子 2、菅原 実枝子 2、
尾崎 幸子 2、池田 浩恵 2、若林 佳代 2、深水 真希 3

Ｏ-407

エネルギーを抑えた菓子の製造・販売を経験して－地元洋菓子店との共同研究－
奈良県立医科大学附属病院 栄養管理部 1、奈良県立医科大学附属病院 看護部 2、
奈良県立医科大学附属病院 糖尿病センター3
○山口 千影 1、鵜山 美樹 2、吉田 直子 2、赤井 靖宏 3、福井 博 3

Ｏ-408

当院外来糖尿病患者の治療の推移
大阪警察病院 内科
○白木 梓、西井 遼子、金丸 洋蔵、中庄谷 伊帆子、和田 万葉、大楠 崇浩、
吉内 和富、坂本 賢哉、小杉 圭右

Ｏ-409

入院中に膵癌を発見された糖尿病患者の特徴
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、浜本 芳之、河崎 祐貴子、藤本 寛太、龍岡 久登、松岡 敦子、岡村 絵美、
柴山 惟、徳本 信介、山口 恵理子、和田 良春、越山 裕行

Ｏ-410

２型糖尿病患者における尿酸排泄低下に関連する因子の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学
○中西 尚子、福井 道明、岩瀬 広哉、小林 香苗、松本 しのぶ、岡田 博史、千丸 貴史、
田中 武兵、浅野 麻衣、山崎 真裕、長谷川 剛二、中村 直登

Ｏ-411

内服コンプライアンス不良の心房細動合併２型糖尿病に左房内血栓が出現した１例
市立池田病院 内分泌代謝内科
○小澤 栄稔、大森 一生、出口 有近、岡田 拓也、津川 真美子
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第 16 会場（Room K）
その他②

16：20～17：20

座長：大屋 道洋（大森クリニック）
座長：細田 公則（京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系）
Ｏ-412

大阪糖尿病看護研究会活動評価と今後の課題の検討
－研修終了後アンケートの結果から－
大阪糖尿病看護研究会
○中濱 多紀、江尻 加奈子、田井 さやか、村内 千代、藤原 優子、横田 香世、
藤本 陽子

Ｏ-413

電子カルテシステムにおける SMBG データ解析システムの有用性について
清恵会病院 内科
○呉 美枝、稲葉 惟子、中村 秀俊、伊達 政道、北岡 治子

Ｏ-414

簡易血糖測定器を用いた糖尿病透析患者の透析中の血糖変動について
町立大淀病院 人工透析室 1、町立大淀病院 内科 2
○樽井 克典 1、松尾 篤史 1、鍵本 龍成 1、奥村 一代 1、小池 智子 1、戌亥 春美 1、
川野 貴弘 2

Ｏ-415

１型糖尿病モデル NOD マウスの各組織 mRNA 発現量測定における House Keeping Genes の
選択
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター
○小島 崇、加藤 竜一、森田 真衣、島津 章、服部 正和

Ｏ-416

経口薬による１型糖尿病の治療方法の開発(NOD マウスを用いた検討)
摂南大学 薬学部 病態医科学研究室 1、京都大学 名誉教授 2
○辻 琢己 1、河野 はるな 1、田渕 寿美 1、宮西 将之 1、吉田 侑矢 1、藤多 哲朗 2、
河野 武幸 1

Ｏ-417

１型糖尿病モデル NOD マウスの腎臓・心臓・大動脈における ACE 遺伝子の発現
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター
○加藤 竜一、森田 真衣、小島 崇、島津 章、服部 正和
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