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第 55 回日本糖尿病学会近畿地方会

特別講演………………………………第1会場（神戸国際会議場1Fメインホール）…14:10〜 15:10
「ビッグデータとAI 時代の医療」

座長：小川　　渉（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学部門） 
演者：大江　和彦（東京大学大学院医学系研究科 医療情報学分野）

専門医更新のための指定講演1
※特別講演中継…………………………第 9会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 2）、…

第 10会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 3）…14:10〜 15:10
「ビッグデータとAI 時代の医療」

座長：小川　　渉（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学部門） 
演者：大江　和彦（東京大学大学院医学系研究科 医療情報学分野）

専門医更新のための指定講演2……第 9会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 2）… 17:30〜 18:00
「免疫チェックポイント阻害薬と糖尿病・内分泌疾患」

座長：花房　俊昭（堺市立総合医療センター） 
演者：今川　彰久（大阪医科大学 内科学Ⅰ）

専門医更新のための指定講演3……第 9会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 2）… 18:00〜 18:30
「高齢者糖尿病」

座長：横野　浩一（北播磨総合医療センター） 
演者：原　　賢太（北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科）

教育講演1……………………………第1会場（神戸国際会議場1Fメインホール）… 8:30〜 9:00
「糖尿病治療と肥満パラドックス」

座長：小山　英則（兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科） 
演者：田守　義和（神戸大学大学院医学研究科 健康創造推進学分野）

教育講演2……………………………第1会場（神戸国際会議場1Fメインホール）… 9:00〜 9:30
「脂肪細胞のバイオロジー」

座長：絵本　正憲（大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学） 
演者：森野勝太郎（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）
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教育講演3……………………………第1会場（神戸国際会議場1Fメインホール）… 9:30〜 10:00
「1型糖尿病…Update…2018」

座長：難波　光義（兵庫医科大学病院） 
演者：池上　博司（近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科）

教育講演4……………………………第1会場（神戸国際会議場1Fメインホール）…10:00〜 10:30
「インスリン抵抗症Update」

座長：赤水　尚史（和歌山県立医科大学 内科学第一講座） 
演者：依藤　　亨（大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科）

教育講演5……………………………第1会場（神戸国際会議場1Fメインホール）…10:30〜 11:00
「糖尿病診療におけるNASHのチェックポイント」

座長：石井　　均（奈良県立医科大学 糖尿病学講座） 
演者：伊藤　義人（京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学）

シンポジウム1………………………第1会場（神戸国際会議場1Fメインホール）…15:20〜 17:20
「糖尿病診療における先進デバイスの現在と未来」

座長： 池上　博司（近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科） 
稲垣　暢也（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）

『SAP 療法の進化と課題』
演者：加藤　　研（国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科）

『パッチ式インスリンポンプへの期待と課題』
演者：楠　　宜樹（兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科）

『intermittently viewed CGM (FGM) の現状と課題』
演者：廣田　勇士（神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科）

『小児 1 型糖尿病患者への SAP 運用の実際と問題点』
演者：広瀬　正和（D Medical Clinic Osaka）

『糖尿病診療における先進デバイスの現在と未来』
演者：村田　　敬（国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター）

シンポジウム2………………………第8会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 1）…15:20〜 17:20
「チームで取り組む肥満糖尿病診療」

座長： 下村伊一郎（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学） 
福井　道明（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学）

『効果的な肥満・糖尿病治療を目指したチーム医療の構築』
演者：浅原　哲子（ 国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部）
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『Fit or Fat；立ち上がれ糖尿病患者』
演者：細井　雅之（大阪市立総合医療センター 糖尿病内科）

『GLP-1 受容体作動薬による減量効果』
演者：矢部　大介（ 関西電力医学研究所 糖尿病研究センター /  

京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）

『新たな糖尿病治療薬 -SGLT2 阻害薬』
演者：福原　淳範（大阪大学大学院医学系研究科 肥満脂肪病態学寄附講座）

『肥満外科治療の実際』
演者：卯木　　智（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）

ワークショップ………………………第8会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 1）…10:30〜 11:30
「女性糖尿病医をpromote する委員会企画」

座長： 森野勝太郎（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科） 
牛込　恵美（京都府立医科大学 糖尿病治療学講座）

『― 感謝の気持ちをエネルギーに ―』
演者：金子至寿佳（高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病科）

『ママドクターのキャリア形成について』
演者：岡田　裕子（神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科）

『女性医師と働く私のスタンス～内科部長として』
演者： 長谷川剛二（京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科）
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ランチョンセミナーのご案内

ランチョンセミナー1………………第1会場（神戸国際会議場1Fメインホール）… 12:00〜 12:50
「CGM/FGMに基づいた糖尿病治療の最適化」

座長：坂口　一彦（神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 糖尿病・内分泌・総合内科学分野 総合内科学部門） 
演者：西村　理明（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー2………………第2会場（神戸国際会議場3F国際会議室（301））…12:00〜 12:50
「インクレチンによる糖尿病治療：テーラーメイド医療実践に向けた使い分けと注意点」

座長：絵本　正憲（大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学） 
演者：矢部　大介（関西電力医学研究所 / 京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ランチョンセミナー3………………第3会場（神戸国際会議場5F…501）… 12:00〜 12:50
「糖尿病性神経障害…Up…to…Date…〜その診断から治療まで〜」

座長：下村伊一郎（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学） 
演者：神谷　英紀（愛知医科大学医学部 内科学講座 糖尿病内科）

共催：MSD 株式会社

ランチョンセミナー4………………第4会場（神戸国際会議場5F…502）… 12:00〜 12:50
「医療経営学から見たNASH合併糖尿病治療戦略2020…〜 SGLT2阻害剤が果たす役割〜」

座長：竹田　章彦（社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 糖尿病・代謝内科） 
演者：角田　圭雄（愛知医科大学医学部 内科学講座 肝胆膵内科）

共催：小野薬品工業株式会社 / アストラゼネカ株式会社

ランチョンセミナー5………………第5会場（神戸国際会議場5F…504・505）… 12:00〜 12:50
「フレイル、サルコペニアを考慮した高齢者糖尿病管理」

座長：石井　　均（奈良県立医科大学 糖尿病学講座） 
演者：杉本　　研（大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学）

共催：サノフィ株式会社

ランチョンセミナー6………………第6会場（神戸国際会議場4F401・402）… 12:00〜 12:50
「糖尿病腎症の治療戦略2018」

座長：小山　英則（兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科） 
演者：古家　大祐（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学）

共催：日本イーライリリー株式会社 / 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
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ランチョンセミナー7………………第8会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 1）…12:00〜 12:50
「1型糖尿病の病態と治療 ---FGMも含めて ---」

座長：池上　博司（近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科） 
演者：島田　　朗（埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）

共催：アボット ジャパン株式会社

ランチョンセミナー8………………第9会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 2）…12:00〜 12:50
「心血管イベント抑制を見据えた血糖管理…

―…CGMからみたDPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬併用の有用性…―」

座長：前川　　聡（滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科） 
演者：森　　　豊（ 東京慈恵会医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科 

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）
共催：田辺三菱製薬株式会社 / 第一三共株式会社

ランチョンセミナー9………………第10会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…偕楽 3）…12:00〜 12:50
「Sensor-Augmented…Pump…〜小児糖尿病臨床の現場から〜」

座長：永田　正男（高砂市民病院） 
演者：松井　克之（滋賀医科大学医学部附属病院 小児科）

共催：日本メドトロニック株式会社

ランチョンセミナー10… …………第12会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F和楽2）…12:00〜 12:50
「SGLT2阻害薬のPros…＆…Cons」

座長：福井　道明（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学） 
演者：細井　雅之（大阪市立総合医療センター 糖尿病・内分泌センター 糖尿病内科）

共催：大正富山医薬品株式会社

ランチョンセミナー11… …………第13会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F北野）…12:00〜 12:50
「Sweet…&…Suite…weekly…GLP-1…therapy」

座長：赤水　尚史（和歌山県立医科大学 内科学第一講座） 
演者：金子至寿佳（高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病科）

共催：日本イーライリリー株式会社 / 大日本住友製薬株式会社

ランチョンセミナー12… …………第14会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F布引）…12:00〜 12:50
「配合錠が可能にする食事・運動療法からのシームレスな糖尿病治療強化」

座長：稲垣　暢也（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学） 
演者：田中　正巳（慶應義塾大学医学部 腎臓・内分泌・代謝内科）

共催：ノバルティス ファーマ株式会社　メディカル本部
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ランチョンセミナー13… …………第15会場（神戸ポートピアホテル…本館B1F…生田）…12:00〜 12:50
「…患者満足度の向上を目指した糖尿病治療とは…
〜メトホルミン・DPP-4阻害薬配合剤の使用も含めて〜」

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） 
演者：池田　弘毅（医療法人社団正名会池田病院）

共催：株式会社三和化学研究所
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第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室（301））

二次性糖尿病・その他１… 8：30〜 9：30

座長： 長嶋 一昭（京都桂病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病センター 糖尿病・内分泌内科） 
錢林 雅子（淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科）

O-001… ABCC8 遺伝子変異による新生児糖尿病症例の５年間の臨床経過
和歌山県立医科大学 第一内科 1、和歌山県立医科大学 小児科 2、 
和歌山県立医科大学 病態栄養治療部 3

◯古田 浩人 1、浦木 進丞 1、宮脇 正和 2、松野 正平 1、松谷 紀彦 1、土井 麻子 1、島 友子 2、
西 理宏 1,3、鈴木 啓之 2、赤水 尚史 1

O-002… 低血糖症から糖尿病への移行が観察されたABCC8 遺伝子変異による糖尿病の１家系
和歌山県立医科大学 第一内科 1、たまい内科 2、たいようこどもクリニック 3、 
和歌山県立医科大学 病態栄養治療部 4

◯唐戸嶋 麻衣 1、古田 浩人 1、松谷 紀彦 1、松野 正平 1、玉井 昌紀 2、小宮 圭 3、土井 麻子 1、
森田 修平 1、竹島 健 1、西 理宏 4、赤水 尚史 1

O-003… 新規の遺伝子変異を認めたMODY3の一例
京都大学 総合臨床教育・研修センター 1、京都大学 糖尿病・内分泌・栄養内科 2

◯安彦 美江 1、菊地 祐子 2、真能 芙美香 2、田中 大祐 2、小倉 雅仁 2、藤井 寿人 2、原田 範雄 2、
八十田 明宏 2、稲垣 暢也 2

O-004… ケトーシスを契機に発症したMODY5の一例
一般財団法人 甲南会 六甲アイランド甲南病院 内科
◯小畑 昌裕、肥後 里実、津田 悠三、依藤 兼太郎、金谷 雅之、平野 靖子、溝渕 憲子、 
山田 浩幸

O-005… 2 型糖尿病として加療されていたが、その後ミトコンドリア糖尿病と診断された一例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
◯栗原 琴美、田添 聡司、飯田 宏美、玉井 杏奈、佐倉 剛史、小原 正也、薬師寺 洋介、山上 啓子、
元山 宏華、福本 まりこ、細井 雅之

O-006… MERASを伴ったA3243G変異糖尿病の3症例
藍野病院 内科
◯吉田 愛、佐野 友紀、垣内 謙祐、高井 雅聡、王 衣里子、山本 直宗、永田 浩志、吉田 麻美、
佐伯 彰夫、杉野 正一
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第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室（301））

二次性糖尿病・その他２… 9：30〜 10：30

座長： 古田 浩人（和歌山県立医科大学 第一内科） 
岡本 三希子（大津赤十字志賀病院 内科）

O-007… Turner 症候群の経過中に２型糖尿病を合併した一例
関西医科大学 第二内科
◯奥田 健、丸岡 あずさ、高橋 一久、西村 久美子、岩崎 真佳、浮田 千津子、塩島 一朗、 
豊田 長興

O-008… PEG-IFN/RVB療法後に糖尿病性ケトーシスを繰り返した1例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科
◯稲山 由布子、樫谷 悠也、立花 真莉子、伊藤 潤、清家 雅子、中村 幸子、日野 泰久、 
飯田 啓二

O-009… SLEに対する免疫抑制療法中に膵外分泌酵素上昇と膵内分泌機能低下を認めた糖尿病の一例
NTT 西日本大阪病院 糖尿病・内分泌内科 総合健診センター
◯向井 うらら、池田 彩美、谷川 和子、乾 遼子、鈴木 智子、橋本 久仁彦

O-010… クエチアピンにより糖尿病ケトアシドーシスを発症し ,非閉塞性腸管虚血を合併した一例
一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科
◯伊藤 慶人、光井 悠人、岩本 龍哉、最所 賢二、丹波 祥子、杉山 拓也、山本 浩司、山田 祐也、
松澤 佑次

O-011… 残膵癌に対して膵全摘術を施行され、インスリン依存となった膵性糖尿病
大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科
◯畑 和範、畑 雅久、大本 真由、藤川 慧、清水 彩洋子、藤田 洋平、藤木 典隆、馬屋原 豊

O-012… 長期にわたる血糖コントロール不応で入院中に発見された膵尾部癌の一例
京都山城総合医療センター 生活習慣病センター 1、京都山城総合医療センター 腎臓内科 2、 
京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学教室 3

◯小山 瞳 1、堤 丈士 1、竹上 茉耶 1、中谷 公彦 2、浅井 修 2、服部 智仁 1、福井 道明 3、 
中埜 幸治 1
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第 2 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室（301））

二次性糖尿病・その他３… 10：30〜 11：30

座長： 福岡 秀規（神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科） 
丸川 聡子（大阪国際がんセンター 内分泌代謝内科）

O-013… 糖尿病加療中に自己免疫性膵炎を契機に診断された IgG4関連疾患の一例
関西電力病院 糖尿病 ･ 代謝 ･ 内分泌センター 1、 
関西電力病院医学研究所 糖尿病研究センター 2

◯山口 裕子 1,2、表 孝徳 1、藤田 佑紀 1,2、窪田 創大 1,2、岡本 紗希 1,2、上野 慎士 1,2、渡邊 好胤 1、
桑田 仁司 1,2、田中 永昭 1,2、浜本 芳之 1,2、清野 裕 1,2

O-014… Cushing 症候群を呈する膵NEC肝転移に対してTAE後インスリン離脱できた一例
関西電力病院 糖尿病 ･ 代謝 ･ 内分泌センター 1、関西電力病院 消化器外科 2

◯岡本 紗希 1、桑田 仁司 1、浜本 芳之 1、細田 洋平 2、河本 泉 2、今村 正之 2、清野 裕 1

O-015… 筋力低下と血糖上昇から診断された痩せ型クッシング症候群の一例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病内分泌内科
◯樫谷 悠也、稲山 由布子、立花 真莉子、伊藤 潤、清家 雅子、中村 幸子、日野 泰久、 
飯田 啓二

O-016… パラガングリオーマの治療で著明な血糖コントロール改善を認めた高齢糖尿病患者の一例
淀川キリスト教病院 糖尿病内分泌内科 1、淀川キリスト教病院 消化器内科 2、 
淀川キリスト教病院 外科 3、淀川キリスト教病院 病理診断科 4

◯貴志 豪俊 1、横井 愛紗 1、佐々木 百合子 1、前田 ゆき 1、錢林 雅子 1、梶川 道子 1、 
北村 泰明 2、浅利 貞毅 3、河野 洋 4、寺村 一裕 4

O-017… 手術療法を実施したサブクリニカルクッシング症候群の体重、糖代謝への影響
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病 ･ 内分泌内科
◯伊藤 潤、樫谷 悠也、稲山 由布子、立花 真莉子、清家 雅子、中村 幸子、日野 泰久、 
飯田 啓二

O-018… 筋管細胞においてmiR-23b-3pはPTEN発現を調整し、糖代謝、ミオシン重鎖形成を調整する
京都府立医科大学医学部付属病院 内分泌糖尿病代謝内科 1、 
綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科 2

◯岡村 拓郎 1、濱口 真英 1、大坂 貴史 2、橋本 善隆 1、福田 タクヤ 1、牛込 恵美 1、浅野 麻衣 1、
山㟢 真裕 1、福井 道明 1
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第 3 会場 ( 神戸国際会議場 5F 501)

１型糖尿病１… 8：30〜 9：30

座長： 安田 尚史（神戸大学 保健学研究科） 
廣峰 義久（近畿大学医学部 内分泌 ･ 代謝 ･ 糖尿病内科）

O-019… ニボルマブ（niv）投与後に劇症1型糖尿病（FDM）を発症した進行期胃がん（aGC）の一例
敬仁会 今里胃腸病院 内科 1、敬仁会 今里胃腸病院 外科 2、敬仁会 今里胃腸病院 眼科 3

◯片上 秀喜 1、金村 洙行 2、土井 洋輔 2、佐伯 善彦 1、栗田 加織 3

O-020… ニボルマブ投与後に発症した急性発症1型糖尿病の1例
大阪医療センター 糖尿病内科 1、大阪医療センター 整形外科 2

◯河本 佐季 1、光井 絵理 1、益田 貴史 1、種田 灯子 1、加藤 研 1、上田 孝文 2、瀧 秀樹 1

O-021… Nivolmab導入後に急性発症1型糖尿病・甲状腺機能低下症をきたした一例
京都府立医科大学附属病院 糖尿病代謝内科
◯冨田 麻優子、馬場 遼、中島 華子、千丸 貴史、牛込 恵美、濱口 真英、浅野 麻衣、山㟢 真裕、
福井 道明

O-022… ニボルマブ投与開始６ヶ月後に発症した急性発症１型糖尿病の１例
関西医科大学 第 2 内科
◯丸岡 あずさ、高橋 一久、奥田 健、合田 智彦、西村 久美子、岩崎 真佳、浮田 千津子、塩島 一朗、
豊田 長興

O-023… ニボルマブ投与後に無痛性甲状腺炎、1a型糖尿病、多発性関節炎を発症した1例
滋賀県立総合病院 糖尿病 ･ 内分泌内科 1、京都大学 糖尿病・内分泌・栄養内科 2

◯山本 泰三 1、水野 展寿 1、村岡 敦 1、村上 隆亮 1,2

O-024… ニボルマブ開始後に発症した劇症1型糖尿病様の1型糖尿病
洛和会音羽病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病センター
◯村上 冴子、土居 健太郎、吉良 友里、三浦 晶子
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第 3 会場 ( 神戸国際会議場 5F 501)

１型糖尿病２… 9：30〜 10：30

座長： 川畑 由美子（近畿大学医学部 内分泌 ･ 代謝 ･ 糖尿病内科） 
小澤 純二（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）

O-025… 異なる発症様式をとった劇症1型糖尿病の2例
市立池田病院 内分泌代謝内科
◯塩出 俊亮、岡田 拓也、満塩 研人、三砂 雅裕、仁木 暁子、井上 佳菜、津川 真美子

O-026… 1 型糖尿病診断前に低血糖様発作を繰り返した1例
兵庫県立尼崎総合医療センター 糖尿病 ･ 内分泌内科
◯内山 奏、原田 貴成、井上 朋也、岡田 武大、栗山 督、井出 陽子、下田平 眞生子、沼 眞喜子、
北野 則和、中村 嘉夫

O-027… 同胞内発症した1型糖尿病の症例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 1、関西電力医学研究所 糖尿病研究センター 2

◯藤田 佑紀 1,2、表 孝徳 1,2、中嶋 玲那 1、窪田 創大 1,2、岡本 紗希 1,2、上野 慎士 1,2、桑田 仁司 1,2、
渡邊 好胤 1、田中 永昭 1,2、浜本 芳之 1,2、清野 裕 1,2

O-028… 抗 GAD抗体陽性の劇症1型糖尿病の一例
地方独立行政法人 市立吹田市民病院 内科（内分泌代謝）
◯笹川 新也、河㟢 彰子、飯岡 雅仁、竹下 恵理子、火伏 俊之

O-029… 糖尿病診断後に抗GAD抗体が陽性となった緩徐進行1型糖尿病の一例
京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科 1、 
京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 2

◯田浦 大輔 1、池田 一俊 2、福田 賢英 1、田中 大祐 1、原田 範雄 1、稲垣 暢也 1

O-030… 当科における1型糖尿病における血中Cペプチドの推移
大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学 1、医療法人正光会 橋村医院 2、 
わたまちキッズクリニック 3、はぐはぐキッズクリニック 4、D Medical Clinic Osaka5、 
木村医院 6、寺田町こども診療所 7

◯西川 直子 1、川村 智行 1、堀田 優子 1、橋村 夏野子 1,2、柏原 米男 3、橋本 友美 4、広瀬 正和 5、
東出 崇 4、木村 佳代 6、青野 繁雄 7、濱㟢 孝史 1



28

第 3 会場 ( 神戸国際会議場 5F 501)

１型糖尿病３… 10：30〜 11：30

座長： 浜口 朋也（市立伊丹病院 糖尿病センター） 
山上 啓子（大阪市立総合医療センター 総合診療科・内分泌内科）

O-031… アトピー性皮膚炎に対する長期ステロイド投与中に発症した劇症1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 1、関西電力医学研究所 2

◯上野 慎士 1,2、田中 永昭 1,2、窪田 創大 1,2、藤田 佑紀 1,2、岡本 紗希 1,2、桑田 仁司 1,2、 
渡邊 好胤 1、表 孝徳 1、浜本 芳之 1,2、清野 裕 1,2

O-032… コクサッキーウィルスB群1型の関与が示唆される妊娠後期発症の劇症1型糖尿病の1例
紀南病院 内科
◯早川 隆洋、山西 一輝、早川 佳奈、山西 浩文、太田 敬之、中野 好夫、藤本 特三

O-033… バセドウ病と1型糖尿病を同時に診断し得た１例
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 1、 
京都府立医科大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 2

◯金子 絢 1、長谷川 由佳 1、大藪 知香子 1、岩瀬 広哉 1、福井 道明 2、田中 亨 1

O-034… 急性膵炎治療中に甲状腺機能悪化と正常血糖ケトアシドーシスを認めた1型糖尿病の1例
一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科
◯老木 悠人、伊藤 慶人、光井 悠人、岩本 龍哉、最所 賢二、丹波 祥子、杉山 拓也、山本 浩司、
山田 祐也、松澤 佑次

O-035… 1 型糖尿病とバセドウ病同時発症3症例の長期経過
高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病科 1、大杉内科 2

◯井上 健太郎 1、植田 洋平 1、大杉 友顕 2、田原 裕美子 1、金子 至寿佳 1

O-036… 糖尿病性ケトアシドーシス第２病日に急性膵炎を発症した劇症1型糖尿病の１例
関西医科大学総合医療センター 内分泌代謝内科 1、関西医科大学 第二内科 2

◯長岡 沙織 1、高橋 佐和子 1、野田 亜未香 1、笠井 乃梨子 1、山本 浩司 1、林 展之 1、 
野村 惠巳子 1、塩島 一朗 2、豊田 長興 2
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第 3 会場 ( 神戸国際会議場 5F 501)

１型糖尿病４… 15：20〜 16：20

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） 
三柴 裕子（大阪医科大学 内科学Ⅰ）

O-037… 心肺停止に至るも救命できた抗GAD抗体陽性劇症1型糖尿病の1例
和歌山県立医科大学 内科学第一講座 1、和歌山県立医科大学病態栄養治療部 2

◯中尾 友美 1、栗本 千晶 1、松谷 紀彦 1、古田 浩人 1、石橋 達也 1、森田 修平 1、松野 正平 1、
有安 宏之 1、岩倉 浩 1、西 理宏 2、赤水 尚史 1

O-038… CHDFが奏功したDKAや急性心不全、AKI を合併した劇症1型糖尿病の一例
京都岡本記念病院 糖尿病内科 1、京都岡本記念病院 腎臓内科 2、京都岡本記念病院 麻酔科 3、
京都岡本記念病院 総合診療科 4

◯貴志 明生 1、庭川 莉子 1、西村 昌泰 2、松田 知之 3、長谷川 雅昭 4、鹿野 勉 2

O-039… 急性症候性発作をきたした1型糖尿病性ケトアシドーシスの1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
◯伯田 琢郎、岩倉 敏夫、大久保 万理江、藤本 寛太、籏谷 雄二、松岡 直樹

O-040… 高度脂肪肝の速やかな改善を得たアルコール多飲者に発症した劇症1型糖尿病の1例
公立学校共済組合 近畿中央病院 内分泌内科
◯北 久晃、大西 俊平、斎藤 博

O-041… 分娩後に発症した劇症１型糖尿病の一例
奈良県総合医療センター 消化器内科 1、奈良県総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 2、 
奈良県総合医療センター 救命救急センター 3、西奈良中央病院 消化器内科 4

◯森 仁志 1、上嶋 昌和 2、松山 武 3、關 匡彦 3、尾㟢 邦彰 4、相原 洋祐 1、永松 晋作 1、 
松尾 英城 1、中谷 敏也 1、菊池 英亮 1

O-042… 色素性痒疹を合併した急性発症１型糖尿病によるケトアシドーシスの１例
近江八幡市立総合医療センター 代謝 ･ 内分泌内科
◯菅原 礼知安、池田 和弘、中村 高秋
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第 3 会場 ( 神戸国際会議場 5F 501)

１型糖尿病５… 16：20〜 17：20

座長： 大西 正芳（JR 大阪鉄道病院 糖尿病・代謝内科） 
宮川 潤一郎（恵生会病院）

O-043… 1 型糖尿病フォロー中に全身性エリテマトーデス (SLE) を発症した患者の1例
関西電力病院 糖尿病 ･ 代謝 ･ 内分泌センター 1、関西電力病院 腎臓内科 2

◯中嶋 玲那 1、渡邉 好胤 1、窪田 創大 1、岡本 紗希 1、上野 慎士 1、桑田 仁司 1、表 孝徳 1、
田中 永昭 1、古宮 俊幸 2、浜本 芳之 1、清野 裕 1

O-044… 高血糖高浸透圧症候群に狭窄型虚血性腸炎を併発した急性発症1型糖尿病の1例
関西医科大学 第二内科
◯佐々木 啓志、高橋 一久、西村 久美子、丸岡 あずさ、奥田 健、岩崎 真佳、浮田 千津子、
塩島 一朗、豊田 長興

O-045… 膵頭十二指腸切除術後に血糖コントロールが改善した緩徐進行性1型糖尿病の一例
関西医科大学 第二内科
◯井奥 杏奈、西村 久美子、奥田 健、丸岡 あずさ、高橋 一久、岩崎 真佳、浮田 千津子、塩島 一朗、
豊田 長興

O-046… 1 型糖尿病の経過中に triple…X 症候群と判明した一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 1、 
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学 2、 
大阪市立大学大学院医学研究科 血液腫瘍制御学 3

◯中舎 璃乃 1、越智 章展 1、林 麻里子 1、角谷 佳則 1、山崎 祐子 1、森岡 与明 1、塩井 淳 2、
庄司 哲雄 2、絵本 正憲 1、日野 雅之 3、稲葉 雅章 1

O-047… 耐糖能異常から1年で清涼飲料水多飲を伴いDKAを呈した抗GAD抗体陰性の糖尿病症例
済生会茨木病院 糖尿病・内分泌内科
◯秀嶋 絵理子、花木 豊、山口 史子、西 重生

O-048… 6 年間の糖質制限食により、低栄養、やせを来した1型糖尿病の1例
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 1、神戸大学医学部附属病院 栄養管理部 2、 
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 3

◯鈴木 宏隆 1、中谷 早希 2、岡田 裕子 1、土橋 一生 1、福岡 秀規 1、廣田 勇士 1、小川 渉 3
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第 4 会場 ( 神戸国際会議場 5F 502)

２型糖尿病１… 8：30〜 9：30

座長： 阿部 恵（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） 
大野 恭裕（和泉市立総合医療センター 内分泌・糖尿病内科）

O-049… 膵β細胞内プロインスリンプロセッシングに対する性差の影響について
神戸学院大学 薬学部 臨床薬学部門 1、東邦大学医学部大森病院 糖尿病代謝内分泌科 2、 
医療法人社団慈恵会新須磨病院 糖尿病センター 3

◯清水 るみ子 1、芳野 弘 2、川上 恭子 3、芳野 原 3

O-050… 2 型糖尿病の橈骨皮質骨厚とCD16陽性単球の関連
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 腎臓病態内科学 2、 
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学 3、 
大阪市立大学大学院医学研究科 先端予防医療学・MedCity214

◯中村 美之 1、元山 宏華 1、角谷 佳則 1、山崎 祐子 1、森岡 与明 1、森 克仁 2、福本 真也 4、
塩井 淳 3、庄司 哲雄 3、絵本 正憲 1、稲葉 雅章 1

O-051… 女性２型糖尿病において家庭での収縮期血圧及び脈圧は握力と関連する
京都府立医科大学附属病院 内分泌 ･ 糖尿病 ･ 代謝内科
◯木村 智紀、牛込 恵美、橋本 善隆、千丸 貴史、濱口 真英、浅野 麻衣、山㟢 真裕、 
福井 道明

O-052… 男性糖尿病患者において独居は血糖変動と関連する :KAMOGAWA-DMコホート
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学
◯坂井 亮介、橋本 善隆、鍛冶 亜由美、岡村 拓郎、千丸 貴史、牛込 恵美、濱口 真英、浅野 麻衣、
山㟢 真裕、福井 道明

O-053… 外来糖尿病患者の体重変化と糖尿病治療内容との関連
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-054… 2 型糖尿病患者における食事性低血圧の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌 ･ 代謝内科
◯北江 彩、牛込 恵美、橋本 善隆、千丸 貴史、濱口 真英、浅野 麻衣、山㟢 真裕、福井 道明
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第 4 会場 ( 神戸国際会議場 5F 502)

２型糖尿病２… 9：30〜 10：30

座長： 久保田 稔（関西学院保健館） 
加藤 純子（大阪府済生会茨木病院 内科（糖尿病・内分泌））

O-055… 湖南地域における2…型糖尿病患者の特性の解明
立命館大学 情報理工学研究科 1、草津総合病院 2、立命館大学 情報理工学部 3

◯冷 可 1、姚 賽 3、荒木 はなこ 3、北原 大地 1、平林 晃 1、伊波 早苗 2、手塚 祐司 2、巖西 真規 2、
柏木 厚典 2

O-056… 糖尿病の診断後3年目でHbA1cの悪化を契機に早期診断された膵癌の1例
関西医科大学 第二内科
◯河中 沙百合、高橋 一久、奥田 健、丸岡 あずさ、西村 久美子、岩崎 真佳、浮田 千津子、
塩島 一朗、豊田 長興

O-057… 2 型糖尿病加療中に手指腫脹を生じ、糖尿病性手関節症の診断に難渋した一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学
◯林 礼行、山田 真介、都井 律和、宮岡 大知、永田 友貴、藏城 雅文、元山 宏華、今西 康雄、
絵本 正憲、稲葉 雅章

O-058… 糖尿病治療経過中に急性発症したネフローゼ症候群の一例
和歌山県立医科大学付属病院 第一内科 1、和歌山県立医科大学付属病院 腎臓内科 2、 
和歌山県立医科大学付属病院 病理診断科 3、 
和歌山県立医科大学付属病院 病態栄養治療部 4

◯北 将典 1、古田 浩人 1、大矢 昌樹 2、小林 聡 2、中島 悠里 2、小島 史好 3、松谷 紀彦 1、 
西 理宏 4、重松 隆 2、赤水 尚史 1

O-059… 前立腺癌に対するホルモン療法中に耐糖能が増悪した2型糖尿病の1例
京都市立病院 糖尿病代謝内科 1、京都市立京北病院 内科 2

◯細尾 真奈美 1、和田 英美子 1、安威 徹也 1、近藤 有里子 1、高倉 康人 2、小暮 彰典 1

O-060… 適切な糖尿病自己管理行動が得られず、足壊疽で下肢切断に至った高齢2型糖尿病の1例
JR 大阪鉄道病院 糖尿病 ･ 代謝内科 1、 
京都府立医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 2

◯松井 崇晃 1、西原 大道 1、大西 正芳 1、杉田 倫也 1、一尾 直子 1、山口 満喜子 1、北川 良裕 1、
福井 道明 2
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第 4 会場 ( 神戸国際会議場 5F 502)

検査・診断・疫学１… 10：30〜 11：30

座長： 坂本 扶美枝（大楠病院 内科） 
山田 祐也（一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科）

O-061… 健診で測定したHbA1c（酵素法）は院内で測定したHbA1c（HPLC法）に比し低値乖離する
はくほう会セントラル病院 内科 1、市立川西病院 糖尿病内分泌内科 2、市立川西病院 看護部 3、 
医療法人社団誠馨会新東京病院 臨床検査室 4

◯古賀 正史 1,2、奥田 真理 3、稲田 慎也 2、上田 晋一郎 2、中村 裕子 2、石橋 みどり 4

O-062… CGMを用いてHbA1c、GAと血糖値の関係を患者毎に決定する
明舞中央病院糖尿病内科 1、明舞中央病院薬剤部 2、明舞中央病院検査部 3

◯田原 保宏 1、和気 小夜 2、池田 直子 3

O-063… 2 型糖尿病のGA、GA/HbA1cに対する内臓脂肪面積の関連
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 腎臓病態内科学 2、 
大阪市立大学大学院医学研究科 先端予防医療学・MedCity213、 
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学 4

◯丸尾 沙織 1、元山 宏華 1、角谷 佳則 1、山崎 祐子 1、森岡 与明 1、森 克仁 2、福本 真也 3、
塩井 淳 4、庄司 哲雄 4、絵本 正憲 1、稲葉 雅章 1

O-064… 心房細動を有する2型糖尿病患者の心不全合併の現状
市立藤井寺市民病院 内科
◯本田 夏希、内本 定彦、林下 真保、中井 志保、焦 光裕、島田 直、佐々木 英二、黒田 智康、
大年 辰幸、平谷 定彦

O-065… 画像診断は糖尿病の糖代謝を捉えるか？
栄宏会小野病院 内科 1、新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 2、RadiologicMetrics3、 
市立枚方病院 栄養管理科 4、栄宏会小野病院 放射線科 5、栄宏会小野病院 整形外科 6、 
新居浜工業高等専門学校 電子工学専攻 7

◯山崎 克人 1,3、門脇 誠三 1、平野 正嗣 2、井手上 凌 7、中嶋 優太 5、石川 隆敏 1、中西 一起 4、
戸田 誠 6
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O-066… 中心静脈栄養開始後の耐糖能異常出現頻度
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

◯伊藤 弥穂 1、黒崎 航平 1、庄中 沙樹 1、尾㟢 裕子 1、橋岡 礼子 1、副島 裕美 1、岩嶋 恵李 1、
岡田 順子 1、桑村 尚充 2、高橋 輝 2、武村 次郎 2
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第 4 会場 ( 神戸国際会議場 5F 502)

検査・診断・疫学２… 15：20〜 16：20

座長： 山㟢 知行（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 臨床検査科・内分泌代謝内科） 
古田 眞智（和歌山県立医科大学医学部 臨床検査医学）

O-067… 2 型糖尿病における教育入院中の体組成変化…〜握力低下の有無による比較〜
医療法人 川崎病院 内科
◯村井 潤、大塚 章人、酒井 保奈、鈴木 正英、横田 真二、神㟢 曉慶、桑迫 崇裕、市原 紀久雄、
中村 正

O-068… 入院加療によるHOMA-IR(homeostasis…model…assessment…of…insulin…resistance) の変化
兵庫県立西宮病院 糖尿病内分泌内科
◯田中 咲弥佳、常田 芙佐、山中 未宙、常田 和宏、山本 研人、檀 倫子、芳川 篤志、 
沖田 考平

O-069… 糖尿病内科通院患者における簡易的肝線維化指標とFibroScanの検討
関西電力病院 臨床検査部 1、関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 2、 
関西電力医学研究所　糖尿病研究センター 3

◯黒田 道代 1、浜本 芳之 2,3、江藤 博昭 1、清水 忍 1、桑田 仁司 2,3、佐藤 洋 1、村上 長司 1、
清野 裕 2,3

O-070… 糖尿病患者における筋肉量の評価−シスタチンCによる検討−
和歌山県立医科大学附属病院 病態栄養治療部 1、和歌山県立医科大学 第一内科 2

◯阿部 諒 1、前西 佐映 1、村田 清美 1、原 友菜 1、橋本 美晴 1、東 佑美 1、田中 明紀子 1、 
小出 知史 1、望月 龍馬 1、古川 安志 1,2、西 理宏 1,2

O-071… 糖尿病患者の貧血について
川崎病院 内科
◯大塚 章人、酒井 保奈、横田 真二、鈴木 正英、神㟢 曉慶、村井 潤、市原 紀久雄、中村 正

O-072… 身長の自己申告値から算出した標準体重と実測値から算出した標準体重の差
糖尿病・代謝内科 宮田クリニック
◯尾近 望都、中𡌛 絵理香、福永 純子、栗塚 孝子、吉田 三嘉、西田 真理子、駒田 永利子、
藤井 京子、荒木 美奈子、大島 文雄、宮田 哲
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第 4 会場 ( 神戸国際会議場 5F 502)

１型糖尿病６… 16：20〜 17：10

座長： 金子 至寿佳（高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病科） 
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-073… 兵庫県内の糖尿病内科医の1型糖尿病患者に対するグルカゴン製剤の処方実態
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、神戸大学大学院医学研究科 小児科学 3、 
国立成育医療センター 内分泌・代謝科 4

◯中川 靖 1、廣田 勇士 2、松本 真明 3,4、浜口 哲矢 1、松岡 敦子 1、竹内 健人 1、永井 正志 3、
坊 亮輔 3、粟野 宏之 3、小川 渉 1

O-074… インターネットによる1型糖尿病患者会開催の試み
三菱商事 関西支社 診療所 1、関西学院大学 2

◯池田 雅彦 1、久保田 稔 2

O-075… 1 型糖尿病患者のカーボカウントの行動変容ステージと栄養指導の関連
神戸大学医学部附属病院 栄養管理部 1、神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 2、 
六甲アイランド甲南病院 3、兵庫県立がんセンター 4

◯向山 万為子 1、中谷 早希 1、玉田 萌子 1、三ヶ尻 礼子 1、山本 育子 1、春藤 欣也 3、 
高橋 千恵 4、高橋 路子 1,2、廣田 勇士 2、小川 渉 2

O-076… 小児 1型糖尿病患者における学校関係者への指導と連携の取り組み
林医院
◯東 葉子、明坂 梓布、山本 さき子、藤原 幸子、横山 陽子、真田 将幸、前田 明子、山口 秀斗、
島田 悠紀子、林 隆彦、林 功

O-077… 日常生活に即した1型糖尿病食事会（奈良Real…Insulin…Club）の効果について
奈良県立医科大学附属病院 糖尿病センター
◯吉田 直子、増谷 剛、福島 由子、西岡 祐一、中島 拓紀、浅川 寿、赤井 靖宏、石井 均
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第 5 会場（神戸国際会議場 5F 504+505）

CSII・SAP… 8：30〜 9：30

座長： 勝野 朋幸（兵庫医療大学 リハビリテーション学部） 
大西 峰樹（大阪医科大学 内科学Ⅰ）

O-078… 1 型糖尿病患者におけるMDI 療法とCSII 療法における基礎インスリン比率の検討
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、神戸大学大学院医学研究科 総合内科学 3

◯竹内 健人 1、廣田 勇士 2、中川 靖 1、松岡 敦子 1、浜口 哲矢 1、岡田 裕子 2、坂口 一彦 3、
小川 渉 1

O-079… SAP導入後1年経過症例における血糖コントロールとTBD/TDD変化の検討
国立病院機構 大阪医療センター 糖尿病内科
◯益田 貴史、加藤 研、河本 佐季、種田 灯子、光井 絵理、瀧 秀樹

O-080… …インスリンポンプの低グルコース前一時停止 (PLGM) 機能の有効性に関するパイロットスタ
ディ
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 臨床研究センター予防医学研究室 2

◯村田 敬 1、坂根 直樹 2、渡邊 知一 1、塚本 雅美 1、野村 英生 1、小鳥 真司 1、河口 八重子 2、
吉岡 ふみ 1、河野 茂夫 1

O-081… 当科における620Gより640Gへの切り替え経験
大阪市立大学大学院 発達小児医学教室 1、柏原市民病院 2、D Medical Clinic3、 
わたまちキッズクリニック 4、アベノメディカルクリニック 5、はぐはぐキッズクリニック 6

◯橋村 夏野子 1、西川 直子 1、柚山 賀彦 1、堀田 優子 2、広瀬 正和 3、柏原 米男 4、橋本 友美 5、
東出 崇 6、川村 智行 1

O-082… 専門外来でのチーム医療によりCSII 導入後早期に血糖コントロールの改善が得られた症例
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、 
大阪市立大学医学部附属病院 看護部 2、大阪市立大学医学部附属病院 栄養部 3

◯角谷 佳則 1、森岡 与明 1、畑森 雅美 1、森田 けやき 1、広田 知依 1、江尻 加奈子 2、 
服部 俊一 3、藤本 浩毅 3、播磨 美佳 3、絵本 正憲 1、稲葉 雅章 1
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O-083… 当院におけるSAP療法
神戸掖済会病院 薬剤部 1、神戸掖済会病院 看護部 2、神戸掖済会病院 糖尿病内科 3

◯宝諸 あい 1、高田 健司 1、大塔 靖子 2、深水 真希 3
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第 5 会場（神戸国際会議場 5F 504+505）

CGM・FGM・SMBG１… 9：30〜 10：30

座長： 紺屋 浩之（市立芦屋病院 内科） 
北野 則和（兵庫県立尼崎総合医療センター 糖尿病・内分泌内科）

O-084… FGM利用糖尿病患者の意識調査と血糖コントロール
医療法人佐々木会 佐々木内科クリニック
◯岡崎 彩乃、武田 千裕、山上 亜季、光井 優美、平野 昭子、中田 和正、佐々木 敏作

O-085… Flash…Glucose…Monitoring（FGM）の使用感と有用性の検討
赤穂市民病院 臨床検査部 1、赤穂市民病院 看護部 2、赤穂市民病院 内科 3

◯伊藤 茜 1、植良 紋 1、種子 由香里 1、石橋 絵美 2、武居 晃平 3、吉松 直子 3、小畑 利之 3、
田渕 亨 1、高原 典子 3

O-086… フリースタイルリブレ (FGM) が患者にもたらす効果〜アンケート結果より〜
おおしま内科皮フ科クリニック 内科 1、おおしま内科皮フ科クリニック 皮膚科 2

◯唐住 幸代 1、大島 三佳 2、大島 康志 1

O-087… 患者アンケートによるフラッシュグルコースモニタリングシステムの使用感と臨床効果
綱島会厚生病院  糖尿病センター
◯野㟢 晃、綱島 武彦、松下 健次

O-088… 当院におけるＳＭＢＧとＦＧＭの実態と問題点
医療法人佐々木会 佐々木内科クリニック
◯山上 亜季、武田 千裕、光井 優美、平野 昭子、中田 和正、佐々木 敏作

O-089… Flash…Glucose…Monitoring…System(FGM) が著効する患者の背景についての検討
一般財団法人甲南会 甲南病院 糖尿病代謝内分泌内科
◯西山 美菜子、福永 馨、苛原 彩、藤田 和也、吉田 健一、弓岡 稔貴、坂井 誠
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第 5 会場（神戸国際会議場 5F 504+505）

CGM・FGM・SMBG２… 10：30〜 11：30

座長： 西村 治男（にしむら内科・糖尿病クリニック） 
福本 まりこ（大阪市立総合医療センター 糖尿病内科）

O-090… FGM使用が1型糖尿病患者の血糖コントロールに与える影響についての検討
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 1、神戸大学大学院医学研究科 総合内科学 2、 
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 3

◯瀬尾 あかね 1、岡田 裕子 1、藤原 えり 1、福岡 秀規 1、廣田 勇士 1、坂口 一彦 2、小川 渉 3

O-091… 1 型糖尿病患者におけるFGMの効果の検討
高砂市民病院 内科
◯石井 佳子、永田 正男、西本 祐希、倉本 尚樹、後藤 武男

O-092… CGMによりインスリン製剤を比較検討し血糖変動が安定化した糖尿病胃不全麻痺の1例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
◯元山 宏華、平山 祥子、田添 聡司、栗原 琴美、佐倉 剛史、玉井 杏奈、小原 正也、薬師寺 洋介、
福本 まりこ、細井 雅之

O-093… SU薬とDPP４阻害薬併用患者の夜間低血糖について -グﾘﾒピﾘドとグﾘｸﾗジドとの比較 -
社会医療法人生長会 府中病院 糖尿病センター 1、 
社会医療法人生長会 府中病院糖尿病研究所 2

◯松岡 有子 1、岡部 玲子 1、角谷 佳城 1、山田 正一 1、三家 登喜夫 2

O-094… リブレ proを用いた高齢者糖尿病の低血糖の発現に関する検討
関西医科大学 第二内科
◯堀 茜衣、西村 久美子、丸岡 あずさ、奥田 健、高橋 一久、岩崎 真佳、野村 惠巳子、浮田 千津子、
高橋 延行、塩島 一朗、豊田 長興

O-095… FGMと糖化指標との関連
渡辺内科クリニック
◯中嶋 正子、山口 由以子、出口 雅子、小西 幸子、久保 聡子、渡辺 伸明
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第 5 会場（神戸国際会議場 5F 504+505）

CGM・FGM・SMBG３… 15：20〜 16：20

座長： 牛込 恵美（京都府立医科大学 糖尿病治療学講座） 
山本 恒彦（関西労災病院 糖尿病内分泌内科）

O-096… 持続血糖モニタリングを用いた2型糖尿病患者における糖尿病教育入院の退院前後の比較
加古川中央市民病院 糖尿病 ･ 代謝内科
◯播 悠介、大井 佑夏、楯谷 三四郎

O-097… リラグリチド投与によりインスリン離脱が可能となったミトコンドリア糖尿病の1例
奈良県立医科大学 糖尿病学講座 1、済生会中和病院 2

◯福島 由子 1、桒田 博仁 1、新木本 芽衣 2、峯 昌啓 1、岡田 定規 1、増谷 剛 1、赤井 靖宏 1、
石井 均 1

O-098… 持続血糖モニターでステロイド糖尿病の治療効果を確認しえた顔面神経麻痺の3症例
神戸百年記念病院 内科
◯岩崎 真也、西影 星二、黒木 康雄

O-099… Flash…Glucose…Monitoring…(FGM)…導入で低血糖が軽減した一例
京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科 1、京都大学医学部附属病院 看護部 2、
京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部 3

◯革嶋 幸子 1、池田 香織 1、杉島 訓子 2、大島 志のぶ 3、桒名 綾子 3、山根 俊介 1、小倉 雅仁 1、
八十田 明宏 1、稲垣 暢也 1

O-100… 当院におけるFlash…Glucose…Monitoring…system(FGM) 検査の使用症例
大津赤十字病院 糖尿病 ･ 代謝内分泌内科
◯榊 健太郎、竹廣 裕子、山下 唯、扇田 祐貴子、谷口 孝夫

O-101… 高齢発症1型糖尿病患者の自己管理にフリースタイルリブレが有用であった一例
西脇市立西脇病院 看護局 1、西脇市立西脇病院 検査部 2、西脇市立西脇病院 内科 3

◯宮崎 順子 1、植木 優子 1、池田 絵美 1、安平 典子 1、青田 知世 1、大西 浩美 1、田中 千秋 1、
西村 直也 2、柏木 明香 3、来住 稔 3、岩井 正秀 3
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第 5 会場（神戸国際会議場 5F 504+505）

CGM・FGM・SMBG４… 16：20〜 17：20

座長： 丹波 祥子（住友病院 内分泌代謝内科） 
瀧 秀樹（大阪医療センター 糖尿病内科）

O-102… FreeStyle リブレ TM を装着して運動療法を行った緩徐進行１型糖尿病の１例
康生会武田病院 リハビリテーション科 1、康生会武田病院 糖尿病内科 2

◯鈴木 喜也 1、上西 貴美子 1、阪下 陽一郎 1、米田 紘子 2、武田 純 2

O-103… 交通傷害による術後のリハビリと並行した１型糖尿病患者のＳＭＢＧ指導で苦慮した１例
南奈良総合医療センター 臨床検査部 1、南奈良総合医療センター リハビリテーション部 2、 
南奈良総合医療センター 栄養部 3、南奈良総合医療センター 薬剤部 4、 
南奈良総合医療センター 看護部 5、南奈良総合医療センター 糖尿病内科 6

◯井上 清子 1、辻村 浩己 2、吉井 雅恵 3、平井 真澄 4、米田 さつき 5、藤木 健吾 6、 
川野 貴弘 6

O-104… 1 型糖尿病患者へのFGMを活用した療養支援〜血糖変動に初めて関心を持った１事例〜
兵庫県立加古川医療センター 看護部 1、兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科 2、
兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病・内分泌内科 3

◯正井 静香 1、木村 覚美 1、伊藤 潤 2、大原 毅 3

O-105… 栄養指導においてフリースタイルリブレのメモ機能の活用が有効であった一例
神戸元町県庁前クリニック
◯山本 麻央、石田 由紀、奥村 遥香、岡崎 一美、西本 里美、山本 由紀、三原 正朋

O-106… 糖尿病教育入院にFreeStyle リブレProを用いた患者教育の有用性の検討
西脇市立西脇病院 看護局 1、西脇市立西脇病院 内科 2

◯安平 典子 1、宮崎 順子 1、大西 浩美 1、田中 千秋 1、来住 稔 2、岩井 正秀 2

O-107… 臨床検査技師によるFGMを用いた療養指導への取り組み
神戸大学医学部附属病院 検査部 1、神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科 2

◯柳 星伊 1、廣田 勇士 2、沖 都麦 1、蒲田 繭子 1、田熊 泰菜 1、浜上 由理 1、今西 孝充 1、 
中町 祐司 1、三枝 淳 1、小川 渉 2
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第 6 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

糖尿病昏睡… 8：30〜 9：30

座長： 岩橋 博見（大阪大学大学院 糖尿病病態医療学寄附講座） 
嶺尾 郁夫（市立豊中病院 糖尿病センター）

O-108… 糖質制限、SGLT2阻害薬、アルコール多飲が原因と考えられるケトアシドーシスの1例
神戸労災病院 糖尿病 ･ 内分泌内科
◯金子 景弘、中村 友昭、岡 亜希子、中曽根 三鈴、西海 智子

O-109… メトホルミンとSGLT2阻害薬の併用により重症低血糖を伴う乳酸アシドーシスを来した1例
市立池田病院 内分泌代謝内科
◯鍵崎 卓也、岡田 拓也、松野 香菜絵、塩出 俊亮、満塩 研人、仁木 暁子、井上 佳菜、 
津川 真美子

O-110… SGLT2阻害薬を内服中にDKAを発症し、インスリン依存状態となっていた１例
生長会 府中病院 内科
◯近江 敬、岡部 玲子、松岡 有子、角谷 佳城、山田 正一、三家 登喜夫

O-111… インフルエンザ重症肺炎を併発したソフトドリンクケトアシドーシスの1例
愛仁会高槻病院 糖尿病内分泌内科 1、愛仁会高槻病院 呼吸器内科 2

◯銭谷 成剛 1、佐久間 純 1、平林 彩 2、平賀 千尋 1、陳 慶祥 1、冨永 洋一 1

O-112… 【2000mg/dl 以上の著明な高血糖で入院となった高浸透圧高血糖症候群の１例】
兵庫県立西宮病院 糖尿病内分泌内科 1、兵庫県立西宮病院 救急科 2

◯中谷 英巴 1、山中 未宙 1、田中 咲弥佳 1、常田 和宏 1、常田 芙佐 1、山本 研人 1、井口 知子 2、
檀 倫子 1、芳川 篤志 1、沖田 考平 1

O-113… 縦隔気腫を伴った糖尿病性昏睡の2症例
西奈良中央病院 内科 1、奈良県総合医療センター 糖尿病内分泌内科 2、 
奈良県立医科大学附属病院 内科学第三講座 3、国保中央病院 内科 4、 
奈良県立医科大学附属病院 糖尿病学講座 5

◯尾㟢 邦彰 1、上嶋 昌和 2、金子 三紀 4、錦織 麻衣子 3、中西 啓祐 3、増谷 剛 3、石井 均 5、
吉治 仁志 3、中山 雅樹 1、藤本 隆由 1
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第 6 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

SGLT2阻害薬１… 9：30〜 10：30

座長： 前田 法一（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学／代謝血管学寄附講座） 
石橋 里江子（八尾徳洲会総合病院 糖尿病代謝内科）

O-114… SGLT2阻害薬投与中、胆嚢炎術後に正常血糖ケトアシドーシスをきたした2型糖尿病の1例
大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科
◯竹本 有里、安田 哲行、狭間 洋至、入江 陽子、山本 裕一、秦 誠倫、髙田 真実、永田 慎平、
藤井 浩平

O-115… SGLT2阻害薬とインスリン併用中に見られた正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスの1例
箕面市立病院 糖尿病・内分泌代謝内科
◯河田 慶太郎、籠田 芳夫、中野 依莉子、新田 洋介、平田 歩、井端 剛、小室 竜太郎

O-116… SGLT2阻害薬が心不全による溢水のコントロールに著効した一例
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科
◯新谷 秀輝、田渕 優希子、牧尾 登紀、貫野 真由、紅林 昌吾

O-117… 収縮不全を有する2型糖尿病患者に対するエンパグリフロジンの使用経験
市立藤井寺市民病院 内科
◯内本 定彦、本田 夏希、林下 真保、中井 志保、焦 光裕、島田 直、佐々木 英二、黒田 智康、
大年 辰幸、平谷 定彦

O-118… 低心機能拡張型心筋症の難治性心不全（CHF）に著効したSGLT2阻害剤の一例
京都山城総合医療センター 糖尿病内科 , 循環器内科 , 生活習慣病センター 1、 
京都山城総合医療センター 糖尿病内科 2、 
京都山城総合医療センター 腎臓内科兼生活習慣病センター 3、 
京都山城総合医療センター 腎臓内科 4、 
京都山城総合医療センター 糖尿病内科兼生活習慣病センター 5、 
京都府立医科大学 内分泌代謝内科学 6

◯堤 丈士 1、中谷 公彦 3、服部 智仁 2、竹上 茉耶 2、浅井 修 4、福井 道明 6、中埜 幸治 5

O-119… エンパグリフロジン投与後に左室拡張能の改善を認めた一例
市立藤井寺市民病院 内科
◯中井 志保、内本 定彦、林下 真保、本田 夏希、焦 光裕、島田 直、佐々木 英二、黒田 智康、
大年 辰幸、平谷 定彦
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第 6 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

SGLT2阻害薬２… 10：30〜 11：20

座長： 井上 元（日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病 ･ 内分泌内科） 
中村 嘉夫（兵庫県立尼崎総合医療センター 糖尿病・内分泌内科）

O-120… GLT2阻害薬の腎機能に対する効果〜12ヶ月の検討
和歌山県立医科大学医学部 臨床検査医学 1、生長会糖尿病研究所 2、 
和歌山県立医科大学医学部 内科学第一講座 3

◯古田 眞智 1、山岡 博之 1、三家 登喜夫 2、古田 浩人 3、赤水 尚史 1,3

O-121… SGLT2阻害剤によるHbA1c改善とヘマトクリット上昇の関連性に関する検討
関西医科大学 第二内科
◯小島 詩織、西村 久美子、丸岡 あずさ、奥田 健、高橋 一久、岩崎 真佳、野村 惠巳子、 
浮田 千津子、高橋 延行、塩島 一朗、豊田 長興

O-122… SGLT2阻害薬による２型糖尿病患者の食行動の変化と治療効果についての検討
神戸市立医療センター中央市民病院 栄養管理部 1、 
神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内科 2

◯磯村 望 1、高津 絵梨香 1、斉藤 二葉 1、岩倉 敏夫 1,2

O-123… SGLT2阻害薬内服下におけるcomposite…indexの臨床的意義の検討
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科 1、神戸大学大学院医学研究科 総合内科 2、 
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 3

◯宗 杏奈 1、岡田 裕子 3、三浦 洋 1、山田 倫子 1、末松 那都 1、駒田 久子 1、坂口 一彦 2、 
小川 渉 1

O-124… ルセオグリフロジン (LG) のプロインスリンプロセッシングに対する効果の長期観察
新須磨病院 糖尿病センター
◯芳野 原、川上 恭子
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第 6 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

SGLT2阻害薬３… 15：20〜 16：20

座長： 西 理宏（和歌山県立医科大学 病態栄養治療部） 
新谷 光世（大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科）

O-125… ダパグリフロジン長期投与の検討：インスリン併用・非併用：肝機能、US、体水分分析も含め
すがの内科クリニック 内科
◯菅野 雅彦、松野 たか子、伊東 雅子、柏 奈美、永田 聖華、藤原 悠梨

O-126… 多剤併用にても血糖コントロール不良例に対するSGLT2阻害剤の追加投与の効果について
おおはぎ内科
◯大萩 晋也

O-127… PIK3R1 遺伝子異常によるインスリン抵抗症に対するSGLT2阻害薬の有効性・安全性の検討
神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 糖尿病・内分泌学部門 1、 
神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 iPS 細胞応用医学分野 2、 
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 先端医療学分野 3、 
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 4、 
神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 総合内科学部門 5、 
神戸大学医学部附属病院 再生医療臨床応用実現化人材育成センター 6

◯浜口 哲矢 1,2,3、廣田 勇士 4、松岡 敦子 1、竹内 健人 1、中川 靖 1、岡田 裕子 4、 
青井 三千代 2,3,6、青井 貴之 2,3,6、坂口 一彦 5、小川 渉 1

O-128… 耳鼻科領域での短期ステロイド療法中の血糖管理におけるトホグリフロジンの使用経験
千船病院 糖尿病内分泌内科 1、千船病院 耳鼻咽喉科 2、 
神戸大学大学院医学研究科 健康創造推進学分野 3

◯佐藤 洋幸 1、広中 順也 1、松山 温子 1、平賀 千尋 1、鞆津 匡宏 2、奥西 真帆 2、伊集院 隆宏 2、
田守 義和 3、高橋 哲也 1

O-129… SGLT-2 阻害薬治療中に体重減少と血糖コントロールの改善を認め発見された膵癌の1例
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科
◯貫野 真由、牧尾 登紀、田渕 優希子、合屋 佳世子、紅林 昌吾

O-130… トラック運転手へのルセオグリフロジン単独処方の有用性
滋賀医科大学 社会医学講座
◯古川 智之
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第 7 会場（神戸国際会議場 4F 403）

GLP-1受容体作動薬… 8：30〜 9：20

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） 
高原 典子（赤穂市民病院 内科）

O-131… 教育入院における2型糖尿病薬物療法の現状と減量効果に対する検討
兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病・内分泌内科
◯佐竹 友香、浦井 伸、髙部 倫敬、橋本 尚子、大原 毅

O-132… リラグルチド投与数日後に急性腎不全を合併した2型糖尿病の一例
兵庫医科大学病院 内科学 糖尿病・内分泌・代謝内科 1、 
兵庫医療大学 リハビリテーション学部作業療法学科 2

◯小池 新平 1、松尾 俊宏 1、小西 康輔 1、楠 宜樹 1、勝野 朋幸 2、難波 光義 1、小山 英則 1

O-133… IDegAspとGLP-1RAの併用で自宅療養可能となった高齢者2型糖尿病の2例
藍野病院 内科 1、藍野短期大学 2

◯吉田 麻美 1、吉田 愛 1、王 衣里子 1、山本 直宗 1、永田 浩志 1、佐伯 彰夫 1、佐々木 恵雲 2、
葛谷 健 1、大澤 仲昭 1、杉野 正一 1

O-134… デュラグルチド導入にて高用量のインスリン療法（180単位 /日）を中止できた1例
箕面市立病院 糖尿病・内分泌代謝内科
◯籠田 芳夫、井端 剛、牧尾 登紀、河田 慶太郎、新田 洋介、平田 歩、小室 竜太郎

O-135… …ステロイド糖尿病におけるGLP1RAの有用性をCGMで評価しえたリウマチ性多発筋痛症の
1例
神戸百年記念病院 内科
◯西影 星二、黒木 康雄、岩崎 真也
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第 7 会場（神戸国際会議場 4F 403）

DPP-4阻害薬１… 9：30〜 10：20

座長： 山根 俊介（京都大学医学部 糖尿病 ･ 内分泌 ･ 栄養内科学） 
野村 惠巳子（関西医科大学 第２内科）

O-136… Poly…Pharmacy患者に対するWeekly…DPP-4阻害薬の有効性
ベルランド総合病院 内分泌・代謝科
◯原 知之、飯塚 隆史、端 里香、八木 稔人

O-137… アログリプチンの２型糖尿病に対する長期投与例の検討
奈良県立医科大学附属病院 緩和ケアセンター 1、奈良県立医科大学 糖尿病学講座 2

◯田原 一樹 1、石井 均 2

O-138… DPP-4阻害薬の関与が疑われた水疱性類天疱瘡の1例
奈良県総合医療センター 糖尿病内分泌内科 1、奈良県総合医療センター 消化器内科 2、 
奈良県総合医療センター 皮膚科 3、森田内科循環器科クリニック 4

◯上嶋 昌和 1,2、古家 美幸 1、尾山 雅文 2、元川 雄貴 2、久保 貴裕 2、芝本 彰彦 2、藤本 優樹 2、
中谷 敏也 2、菊池 英亮 2、野見 恭子 3、森田 隆一 4

O-139… DPP-4阻害薬の長期内服中に水疱性類天疱瘡を発症した1例
関西電力病院 糖尿病 ･ 代謝 ･ 内分泌センター 1、関西電力病院 皮膚科 2

◯窪田 創大 1、表 孝徳 1、山口 裕子 1、上野 慎士 1、岡本 紗希 1、桑田 仁司 1、渡邊 好胤 1、
田中 永昭 1、浜本 芳之 1、三谷 恒雄 2、清野 裕 1

O-140… 当院の水疱性類天疱瘡患者におけるDPP-4阻害薬投与患者についての検討
近畿大学医学部奈良病院 内分泌・代謝・糖尿病内科 1、近畿大学医学部奈良病院 皮膚科 2

◯岸谷 讓 1、末吉 功治 1、吉岡 希 2、磯貝 理恵子 2、山田 秀和 2
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第 7 会場（神戸国際会議場 4F 403）

DPP-4阻害薬２… 10：30〜 11：20

座長： 住谷 哲（（公財）日本生命済生会日本生命病院 糖尿病・内分泌センター） 
池田 香織（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）

O-141… DPP4阻害薬を長期内服中結節性類天疱瘡を発症した1例
一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科
◯祐實 紋矢香、伊藤 慶人、光井 悠人、岩本 龍哉、最所 賢二、丹波 祥子、杉山 拓也、山本 浩司、
山田 祐也、松澤 佑次

O-142… 当院におけるDPP４阻害薬と水泡性類天疱瘡の検討
（医）生長会阪南市民病院 消化器内科
◯岩永 佳久、藤田 篤代

O-143… DPP-4阻害薬使用中にSGLT2阻害薬が併用され水疱性類天疱瘡を発症した一例
社会医療法人仙養会 北摂総合病院 糖尿病内分泌内科
◯竹内 徹

O-144… 間質性肺炎の病勢にDPP4阻害薬の関与が考えられた2型糖尿病の2例
NTT 西日本大阪病院 糖尿病・内分泌内科
◯池田 彩美、向井 うらら、谷川 和子、乾 遼子、鈴木 智子、橋本 久仁彦

O-145… DPP-4阻害薬の投与開始後に、腹部手術後長期間認めていなかった腸閉塞が生じた2例
大阪市立十三市民病院 糖尿病内科 1、大阪市立十三市民病院 消化器内科 2、 
大阪市立十三市民病院 外科 3

◯井坂 吉宏 1、沼口 隆太郎 1、川村 悦史 2、高塚 聡 3、日浦 義和 1
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第 7 会場（神戸国際会議場 4F 403）

インスリン治療… 15：20〜 16：20

座長： 寺前 純吾（大阪医科大学 内科学 I（糖尿病代謝・内分泌内科）） 
井上 真由美（京都大学附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科 / 甲子園大学）

O-146… 1 型糖尿病におけるデグルデクを用いた頻回注射療法とCSII との比較検討
兵庫医科大学病院 糖尿病内分泌代謝内科 1、兵庫医療大学 リハビリテーション学部 2

◯高木 彩好 1、楠 宜樹 1、鷲尾 佳穂里 1、越智 史浩 1、桝田 智仁 1、角田 拓 1、松尾 俊宏 1、
小西 康輔 1、勝野 朋幸 2、難波 光義 1、小山 英則 1

O-147… 糖尿病、非糖尿病患者における人工膵臓 (STG-55) を用いた周術期血糖管理の有用性
兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病内分泌内科 1、 
兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科 2、兵庫県立姫路循環器病センター 麻酔科 3、 
兵庫県立姫路循環器病センター ME 管理室 4

◯浦井 伸 1、佐竹 友香 1、髙部 倫敬 1、橋本 尚子 1、河嶋 基晴 2、村上 博久 2、黒田 光朗 3、
山根 悠 3、土井 一記 4、大上 哲也 4、大原 毅 1

O-148… 持効型・超速効型配合インスリン製剤ライゾデグ®配合注の有用性の検討
兵庫県立加古川医療センター 薬剤部 1、兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科 2

◯松村 美紀 1、田中 拓可 1、千保 円 1、柴田 博子 1、横田 聖子 1、兵頭 純子 1、飯田 啓二 2

O-149… 変性した膠原線維の増生を伴ったインスリン由来限局性アミロイドーシスの一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 1、 
大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学 2

◯吉田 潮 1、角谷 佳則 1、中野 雅信 1、三木 祐哉 1、山崎 祐子 1、森岡 与明 1、森木 安紗子 2、
菅原 弘二 2、絵本 正憲 1、鶴田 大輔 2、稲葉 雅章 1

O-150… 混合型インスリンリスプロ製剤に対し IV型アレルギーを呈した2型糖尿病の1例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科 1、大阪市立総合医療センター 皮膚科 2

◯平山 祥子 1、元山 宏華 1、田添 聡司 1、栗原 琴美 1、佐倉 剛史 1、玉井 杏奈 1、小原 正也 1、
薬師寺 洋介 1、福本 まりこ 1、深井 和吉 2、細井 雅之 1



51

O-151… 局所インスリンアレルギー反応および抗インスリン抗体陽性を認めた妊娠糖尿病の一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 1、 
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学 2、 
大阪市立大学大学院医学研究科 女性生涯医学 3

◯宮島 雅子 1、山崎 祐子 1、林 麻里子 1、島崎 郁司 3、片山 浩子 3、森岡 与明 1、橘 大介 3、
庄司 哲雄 2、絵本 正憲 1、古山 将康 3、稲葉 雅章 1
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第 8 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 1）

チーム医療１… 8：30〜 9：30

座長： 田中 永昭（関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター） 
北川 良裕（JR 西日本健康増進センター / 大阪鉄道病院 糖尿病・代謝内科）

O-152… 当院の糖尿病外来から逆紹介となった患者の動向と転帰
八尾徳洲会総合病院 看護部 1、八尾徳洲会総合病院 医事課 2、 
八尾徳洲会総合病院 糖尿病代謝内科 3

◯酒井 菜穂子 1、杉本 陽子 1、西田 愛希 1、藤井 安希子 1、由留木 千恵 1、佐藤 さかえ 1、 
原田 高輔 2、今西 正幸 2、植田 秀樹 3、高原 良典 3、石橋 里江子 3

O-153… 歯科医師会と連携し糖尿病連携手帳を活用した歯周病対策の取り組み
那智勝浦町立温泉病院 内科・糖尿病内科 1、那智勝浦町立温泉病院 内科 2、 
那智勝浦町立温泉病院 看護部 3、那智勝浦町立温泉病院 地域医療研究センター 4

◯山本 康久 1、松野 正平 1、鐵尾 真美 1、松谷 紀彦 1、石亀 綾奈 2、佐藤 知香 2、切士 博文 2、
大藪 江美子 3、西谷 益子 3、坂本 典子 3、南條 輝志男 1,4

O-154… 糖尿病療養指導カードシステムにおけるカード選択に関する検証
医療法人みどり会 中村病院 看護部 1、医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科 2

◯平野 菜美子 1、堀井 真理 1、村佐 揚子 1、桑村 尚充 2、高橋 輝 2、武村 次郎 2

O-155… 2 型糖尿病患者の療養行動の継続がPosttraumatic…Growth に繋がった2症例
京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学教室 1、 
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学 2、 
京都府立医科大学大学院医学研究科 糖尿病治療学 3、京都府立医科大学附属病院 看護部 4

◯茅野 綾子 1、山㟢 真裕 2、牛込 恵美 3、肥後 直子 4、上野 博司 1、福井 道明 2

O-156… 行動変容前後を患者本人と振り返ったうつ病合併2型糖尿病の1例
医療法人社団偕生会 偕生病院 薬局 1、医療法人社団偕生会 糖尿病内科かいせいクリニック 2、
医療法人社団偕生会 偕生病院 栄養課 3、医療法人社団偕生会 偕生病院 看護部 4、 
医療法人社団偕生会 偕生病院 リハビリテーション科 5、医療法人社団偕生会 偕生病院 内科 6

◯久保田 有里子 1、阿部 梢 2、石田 智子 2,3、森 クルミ 4、木村 榮男 5、梯 敏之 1、福井 美佐代 4、
横井 峰人 6、松田 友和 2,6
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O-157… 当院における先進糖尿病外来での他職種の役割と今後の課題
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、 
一般財団法人 住友病院 臨床検査技術科 3、一般財団法人 住友病院 栄養管理科 4

◯柳瀬 可那子 1、奥谷 美栄子 1、塩谷 千早 1、山根 加奈子 1、工藤 希志子 1、西 律子 3、 
池田 恵子 4、丹波 祥子 2、山本 浩司 2、山田 祐也 2、松澤 佑次 2
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第 8 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 1）

チーム医療２… 9：30〜 10：20

座長： 淺原 俊一郎（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科） 
日浦 義和（大阪市立十三市民病院 糖尿病内科）

O-158… 専門外来におけるFreeStyle リブレProを用いた多職種連携によるチーム医療
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部附属病院 看護部 2、大阪市立大学大学院医学部附属病院 栄養部 3

◯畑森 雅美 1、森岡 与明 1、角谷 佳則 1、森田 けやき 1、広田 知依 1、江尻 加奈子 2、 
服部 俊一 3、藤本 浩毅 3、播磨 美佳 3、絵本 正憲 1、稲葉 雅章 1

O-159… …地域包括ケア病棟における糖尿病患者への薬剤師のかかわり…
=多職種連携・外来指導に向けて=
NTT 西日本大阪病院 薬剤部 1、NTT 西日本大阪病院 看護部 2、 
NTT 西日本大阪病院 栄養管理科 3、NTT 西日本大阪病院 患者支援センター 4、 
NTT 西日本大阪病院 糖尿病・内分泌内科 5

◯森田 智子 1、池田 未来 2、秋田 すみ子 2、古池 まゆみ 2、柏本 佐智子 2、藤田 美代子 3、 
松下 富士美 4、橋本 久仁彦 3,4,5、但馬 重俊 1

O-160… 日本における糖尿病に関連した多職種によるチーム医療の現状と課題
京都橘大学 看護学研究科 看護学専攻
◯神谷 美紀子

O-161… 糖尿病療養指導スタッフにおけるＣＤＥＪ取得・更新に関わる問題点
南奈良総合医療センター 薬剤部 1、南奈良総合医療センター 臨床検査部 2、 
南奈良総合医療センター 看護部 3、南奈良総合医療センター 栄養部 4、 
南奈良総合医療センター 糖尿病内科 5

◯平井 真澄 1、井上 清子 2、米田 さつき 3、吉井 雅恵 4、川野 貴弘 5

O-162… 薬学部実務実習生へのチーム医療「糖尿病」に関する教育課題について
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

◯松本 久美子 1、谷藤 亜希子 1、秋山 恵里 1、大本 暢子 1、小川 渉 2、矢野 育子 1
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第 9 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 2）

運動療法１… 8：30〜 9：20

座長： 中村 武寛（神戸市立医療センター西市民病院 糖尿病・内分泌内科） 
横山 久代（大阪市立大学 都市健康・スポーツ研究センター）

O-163… 当院における運動療法の取り組みと今後の課題
医療法人社団医聖会 京都八幡病院 リハビリテーション科 1、 
京都府立医科大学大学院研究科 内分泌・代謝内科学 2、 
医療法人社団医聖会 京都八幡病院 外科 3、医療法人社団医聖会 京都八幡病院 内科 4、 
医療法人社団医聖会 京都八幡病院 看護部 5

◯田中 伸佳 1、山㟢 真裕 2、久野 正治 3、中井 雅彦 4、佐野 尚代 5、佐藤 美朝 5、小西 千秋 5、
清水 順子 5、倉谷 貴子 5、長濱 成彦 5、中村 都子 5

O-164… 外来糖尿病教室における運動継続カレンダーの活用
西脇市立西脇病院 リハビリテーション部 1、西脇市立西脇病院 看護局 2、 
西脇市立西脇病院 内科 3

◯嶋本 遼 1、河瀬 航亮 1、大内 仁志 1、嶋尾 秀昭 1、池田 絵美 2、青田 知世 2、大西 浩美 2、
田中 千秋 2、来住 稔 2、岩井 正秀 3

O-165… ラジオ体操を施行し筋肉量の増加と血糖コントロールが改善した一例
京都府立医科大学附属病院 糖尿病代謝内科
◯豊田 真智子、木村 智紀

O-166… 糖尿病教育入院中に生じた中臀筋肉離れの1例
兵庫県立加古川医療センター リハビリテーション科 1、 
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科 2

◯柳田 博美 1、貝田 航 2、立花 真莉子 2、樫谷 悠也 2、稲山 由布子 2、伊藤 潤 2、清家 雅子 2、
中村 幸子 2、日野 泰久 2、飯田 啓二 2

O-167… 糖尿病自律神経障害による起立性低血圧で運動療法に難渋した急性期脳梗塞の一例
北播磨総合医療センター リハビリテーション室 1、北播磨総合医療センター 脳神経内科 2、 
北播磨総合医療センター リハビリテーション科 3、 
北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 4

◯諏訪原 司 1、片岡 征二 1、北村 和也 1、新坂 かおり 1、土原 杏奈 1、高井 京子 1、濱口 浩敏 2、
細見 雅史 3、原 賢太 3、安友 佳朗 4、横野 浩一 4
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第 9 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 2）

運動療法２… 9：30〜 10：20

座長： 田中 亨（京都第一赤十字病院 糖尿病 ･ 内分泌内科） 
玉那覇 民子（国立循環器病研究センター 動脈硬化・糖尿病内科）

O-168… 質問紙を用いた最高酸素摂取量 (PeakVO2) 簡易予測式の妥当性と有用性
医療法人今村クリニック メディカルフィットネス MIC1、医療法人 OBP 今村クリニック 2、
大阪産業大学スポーツ健康学部スポーツ健康学科 3

◯赤木 優美 1、今村 稔 2、青木 矩彦 2、佐藤 真治 3

O-169… 2 型糖尿病患者に対する4週間の水中歩行運動が尿中アルブミン排泄量に及ぼす影響
神戸大学 大学院保健学研究科 1、広島大学病院 診療支援部リハビリテーション部門 2、 
神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科 3、 
神戸大学大学院医学研究科内科学講座 糖尿病・内分泌・総合内科学分野 4

◯小野 くみ子 1、道上 可奈 2、大橋 啓太 1、渡瀬 涼 1、廣田 勇士 3、岡田 裕子 3、坂口 一彦 4、
石川 朗 1

O-170… 女性 2型糖尿病患者の肝線維化指標FIB-4…indexと身体組成および運動機能の関連
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、松木 良介 1、恵飛須 俊彦 1、浜本 芳之 2、清野 裕 2

O-171… 糖尿病学習入院後の運動療法継続と関連する因子
北播磨総合医療センター リハビリテーション室 1、北播磨総合医療センター 栄養管理室 2、 
北播磨総合医療センター 看護部 3、北播磨総合医療センター 総合内科・老年内科 4、 
北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 5

◯新坂 かおり 1、北村 和也 1、片岡 征二 1、西田 直美 2、田中 悦子 2、高橋 朋美 3、 
西山 須美子 3、西山 勝人 4、原 賢太 4、安友 佳朗 4、横野 浩一 4

O-172… 糖尿病教育入院患者の体組成と身体機能に対する運動療法の短期効果：前後比較研究
神鋼記念病院 リハビリテーションセンター 1、兵庫医療大学大学院 医療科学研究科 2、 
神鋼記念病院 糖尿病・代謝内科 3

◯藤沢 千春 1,2、川浦 元気 1、玉木 彰 2、竹田 章彦 3
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第 9 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 2）

運動療法３… 10：30〜 11：20

座長： 豊田 長興（関西医科大学 第 2 内科） 
北岡 治子（医療法人大澤会 大澤クリニック）

O-173… 当院糖尿病外来患者における運動機能について
林医院 リハビリテーションセンター 1、林医院 2

◯真田 将幸 1、山口 秀斗 1、前田 明子 1、山本 さき子 2、東 葉子 2、藤原 幸子 2、明坂 梓布 2、
横山 陽子 2、島田 悠紀子 2、林 隆彦 2、林 功 2

O-174… 糖尿病教育入院に取り入れた理学療法士が指導する運動療法の効果
NTT 西日本大阪病院 リハビリテーション科 1、NTT 西日本大阪病院 糖尿病・内分泌内科 2、
NTT 西日本大阪病院 総合健診センター 3

◯植木 晶子 1、中村 敦子 1、山本 みさき 1、物部 哲也 1、向井 うらら 2、池田 彩美 2、 
谷川 和子 2、乾 遼子 2、鈴木 智子 2、橋本 久仁彦 2

O-175… 運動習慣の有無による生活習慣病因子の事業所健診と生活習慣病センター外来での検討
児成会生活習慣病センター 1、大手前栄養製菓学院専門学校 2、株式会社ニチダン栄養研究所 3

◯池本 えり 1、中平 実智豊 1、名引 順子 2、原納 晶 1、糸川 由比子 3、小笠原 力一 3、 
原納 優 1

O-176… 運動療法のきっかけづくりを目指して…第３報…〜栄養士の立場から〜
医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 外来診療 1、 
NPO 法人あなたと健康を支える会こうべ 2

◯濱田 楓 1、倉田 ちかこ 1、友田 恵理子 1、古川 真美 1、上村 和子 1、東條 紀子 1、西影 裕文 1、
河野 律子 2、栁田 円 2、只隈 佐和子 2

O-177… 当院における運動療法の取り組み
市立藤井寺市民病院 リハビリテーション科 1、市立藤井寺市民病院 内科 2

◯辻上 裕子 1、櫻井 浩 1、中井 志保 2、本田 夏希 2、林下 真保 2、内本 定彦 2
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第 9 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 2）

チーム医療・フットケア… 15：20〜 16：10

座長： 山㟢 真裕（京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学） 
藤本 美香（近畿大学 メディカルサポートセンター）

O-178… 産科病棟に勤務する助産師の妊娠糖尿病・糖尿合併妊娠患者の看護に対する認識調査
大阪市立総合医療センター 看護部 1、大阪市立総合医療センター 糖尿病内科 2

◯熊野 真美 1、小園 志保 1、峰 博子 1、細井 雅之 2、福本 まりこ 2

O-179… 1 型・2型糖尿病患者の教育入院中のQOLの変化に関する検討
神戸大学医学部附属病院 医療技術部 1、神戸大学医学部附属病院 看護部 2、 
神戸大学医学部附属病院 栄養管理部 3、神戸大学医学部附属病院 薬剤部 4、 
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 5、神戸大学医学部附属病院 総合内科 6、 
神戸大学大学院 保健学研究科 7、 
神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 糖尿病・内分泌・総合内科部門 8、 
神戸大学医学部附属病院 検査部 9

◯高田 綾子 1、松田 季代子 2、向山 万為子 3、秋山 恵里 4、小野 くみ子 7、大籔 智奈美 9、 
村前 直和 6、岡田 裕子 5、廣田 勇士 5、小川 渉 8

O-180… 臨床検査技師による患者への糖尿病合併症検査結果説明の取り組み
神戸大学医学部附属病院 検査部 1、神戸大学医学部附属病院 総合内科 2、 
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 3、 
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 4

◯大籔 智奈美 1、渡邊 勇気 1、佐藤 伊都子 1、中町 祐司 1、村前 直和 2、岡田 裕子 3、 
廣田 勇士 3、小川 渉 4、三枝 淳 4

O-181… フットケアと運動への意識と血糖コントロールの改善
糖尿病内科・内科 かわさきクリニック
◯山村 幸子、新川 順子、植田 美智子、櫻井 幸恵、川崎 勲

O-182… Ａ地域の足を学ぶ会を主催して
柏原赤十字病院 看護部 1、柏原赤十字病院 検査技術課 2、柏原赤十字病院 薬剤課 3、 
柏原赤十字病院 栄養課 4、柏原赤十字病院 副院長 5、田中内科医院 院長 6

◯中野 加奈子 1、藤川 圭代 1、西本 恵美子 2、足立 典子 1、西平 和子 3、大地 美和 1、 
足立 三佐子 2、杉上 恭子 1、上野 千絵子 1、足立 和秀 5、田中 健雄 6
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第 10 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 3）

食事療法１… 8：30〜 9：30

座長： 坂上 元祥（兵庫県立大学環境人間学部 食環境栄養課程） 
池田 弘毅（医療法人社団正名会池田病院 糖尿病内科）

O-183… 糖尿病教育入院における食習慣改善効果
大阪市立大学 生活科学研究科 栄養医科学研究室 1、 
地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 栄養部 2、 
地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 糖尿病内科 3

◯島本 かな 1、蔵本 真宏 2、丈六 勝利 2、阪口 順一 2、源氏 博子 2、橋詰 綾乃 2、中村 典子 2、
元山 宏華 3、福本 まりこ 3、細井 雅之 3、羽生 大記 1

O-184… 外来糖尿病教室受講に引き続く外来個人栄養指導の継続は血糖コントロールを有意に改善する
垣谷会明治橋病院 栄養科 1、垣谷会明治橋病院 内科 2、 
大阪市立大学病院生活習慣病・糖尿病センター 3

◯徳地 真紀 1、松本 茉衣 1、黒田 佳那 1、上田 修子 2、桑村 幸伸 2、木村 和哉 2、安田 徳基 2、
絵本 正憲 3、稲葉 雅章 3、垣谷 隆介 2、石村 栄治 2

O-185… 当院の外来糖尿病患者への初回栄養指導による行動変容の検討
八尾徳洲会総合病院 栄養科 1、八尾徳洲会総合病院 看護部 2、 
八尾徳洲会総合病院 糖尿病代謝内科 3

◯篠田 歩実 1、古澤 千波 1、藤田 春菜 1、酒井 菜穂子 2、植田 秀樹 3、高原 良典 3、 
石橋 里江子 3

O-186… ２型糖尿病患者における食物選択動機が血糖コントロールおよび食行動特性に及ぼす影響
武庫川女子大学 生活環境学部食物栄養学科 1、ふくだ内科クリニック 2

◯小島 史子 1、福田 正博 2、倭 英司 1

O-187… ２型糖尿病患者に対する継続栄養指導の課題とチーム医療の取り組みについて
京都八幡病院 栄養科 1、京都府立医科大学大学院研究科 内分泌・代謝内科学 2、 
京都八幡病院 内科 3、京都八幡病院 看護部 4、京都八幡病院 薬局 5、京都八幡病院 外科 6

◯森田 美耶 1、山㟢 真裕 2、久野 正治 6、中井 雅彦 3、佐野 尚代 4、小西 千秋 4、佐藤 美朝 4、
倉谷 貴子 4、清水 順子 4、中村 都子 4、田村 昌嗣 5
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O-188… 食育 SATシステムを用いた糖尿病患者における食事傾向の分析
大阪市立総合医療センター 栄養部 1、大阪市立総合医療センター 糖尿病内科 2

◯結城 志帆子 1、表 美佳 1、海野 悠 1、橋詰 綾乃 1、濱浦 星河 1、赤池 聡子 1、丈六 勝利 1、
阪口 順一 1、蔵本 真宏 1、中村 典子 1、細井 雅之 2
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第 10 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 3）

食事療法２… 9：30〜 10：30

座長： 岡本 元純（大津赤十字志賀病院 内科） 
高橋 路子（神戸大学医学部附属病院 栄養管理部 / 糖尿病・内分泌内科）

O-189… 高齢糖尿病患者の栄養状態と食習慣との関係
（医社）正名会池田病院
◯有田 桂子、南 美樹、穴倉 弘枝、城内 繭子、玉利 洋美、別當 憲子、宇佐美 勝、池田 弘毅

O-190… 高齢者糖尿病での「バランスよく食べましょう」を考える
畿央大学健康科学部 健康栄養学科
◯金内 雅夫、柴田 満

O-191… 糖尿病患者の食塩摂取意識と推定1日食塩摂取量
糖尿病内科・内科 かわさきクリニック
◯植田 美智子、山村 幸子、新川 順子、櫻井 幸恵、川崎 勲

O-192… 減塩指導は、塩分摂取過多の2型糖尿病患者の塩分摂取量、家庭血圧値に影響しうるか？
京都府立医科大学附属病院 内分泌・糖尿病・代謝内科
◯吉田 慈、牛込 恵美、橋本 善隆、千丸 貴史、濱口 真英、浅野 麻衣、山㟢 真裕、福井 道明

O-193… 診療所での糖尿病療養生活に関するアンケート調査〜身近な存在の管理栄養士を目指して〜
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

◯倉田 ちかこ 1、久芳 明穂 1、阪上 詩織 1、濱田 楓 1、江原 祐美 1、関 麻衣 1、友田 恵理子 1、
古川 真美 1、上村 和子 1、西影 裕文 1、中野 満子 2

O-194… 糖尿病合併症予測リスクエンジンを活用し食事運動療法の継続ができた症例
京都山城総合医療センター 糖尿病センター 1、 
京都府立医科大学 内分泌・糖尿病・代謝内科 2

◯竹上 茉耶 1,2、堤 丈士 1、服部 智仁 1,2、福井 道明 2、中埜 幸治 1
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第 10 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 3）

肥満・脂質異常症… 10：30〜 11：20

座長： 西澤 均（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学） 
細岡 哲也（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科）

O-195… 高用量メトホルミンの食前投与による食後中性脂肪血症への効果
滋賀医科大学付属病院 糖尿病内分泌内科
◯中泉 伸彦、佐藤 大介、大角 誠一郎、西村 公宏、辻 明紀子、関根 理、森野 勝太郎、卯木 智、
前川 聡

O-196… 糖尿病患者における血清アディポネクチン濃度と総死亡との関連
一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科 1、大塚製薬 診断事業部 2

◯光井 悠人 1、伊藤 慶人 1、岩本 龍哉 1、最所 賢二 1、丹波 祥子 1、杉山 拓也 1、山本 浩司 1、
山田 祐也 1、葛城 粛典 2、松澤 佑次 1

O-197… 肥満 2型糖尿病患者における食事内容の順番の血糖推移に対する影響…-…fCGMによる評価
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 1、関西電力医学研究所 糖尿病研究センター 2

◯原口 卓也 1,2、桑田 仁司 1,2、窪田 創大 1,2、浜本 芳之 1,2、清野 裕 1,2

O-198… 肥満２型糖尿病患者における減量とHbA1c: ３ヶ月後の整形外科手術群と通常群の違い
医療法人親友会島原病院 栄養課 1、医療法人親友会島原病院 肥満・糖尿病センター 2、 
医療法人親友会島原病院 循環器科 3

◯川村 朱里 1、橘田 陽子 1、吉田 俊秀 2、高橋 衛 3

O-199… 千船病院における高度肥満・糖尿病に対する外科治療の成績
千船病院 減量・糖尿病外科 1、千船病院 外科 2、千船病院 肥満・糖尿病内分泌センター 3

◯北浜 誠一 1,2、三原 俊彦 1,2、岡田 憲幸 1、山元 康義 1、向井 友一郎 1、平賀 千尋 3、 
松山 温子 3、広中 順也 3、佐藤 洋幸 3、田守 義和 3、高橋 哲也 3



63

第 10 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽 3）

妊娠… 15：20〜 16：20

座長： 和栗 雅子（大阪母子医療センター 母性内科） 
岡田 裕子（神戸大学医学部附属病院 糖尿病 ･ 内分泌内科）

O-200… 当院における妊娠糖尿病の血糖コントロールと転機について
奈良県立医科大学 糖尿病センター
◯増谷 剛、吉田 直子、西岡 祐一、福島 由子、中島 拓紀、中上 純子、岡田 定規、毛利 貴子、
赤井 靖宏、石井 均

O-201… 当院における妊娠糖尿病の産後フォローアップ10年の現状
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
◯福本 まりこ、小原 正也、武内 真有、生野 淑子、岡田 めぐみ、細井 雅之

O-202… 妊娠糖尿病（GDM）における1…点陽性と2…点陽性患者の臨床的特徴について
( 独 ) 労働者健康福祉機構 関西ろうさい病院 糖尿病内分泌内科 1、関西学院大学 保健館 2

◯周 邦彦 1、今田 侑 1、仁科 周平 1、山本 恒彦 1、久保田 稔 2

O-203… 血糖コントロール不良で妊娠に至った若年発症糖尿病の２症例
りんくう総合医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科 1、りんくう総合医療センター 看護部 2、

（医）川崎病院 総合診療科 3

◯坂本 明子 1、西村 直美 2、高井 研次 3、劉 勇 1、高山 瞳 1、倉敷 有紀子 1、樫根 晋 1

O-204… 出産後にはじめて指摘された家族歴のある原因不明の1型糖尿病の一例
京都山城総合医療センター 生活習慣病センター 1、京都山城総合医療センター 腎臓内科 2、 
京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学教室 3

◯服部 智仁 1、堤 丈士 1、竹上 茉耶 1、中谷 公彦 2、浅井 修 2、福井 道明 3、中埜 幸治 1

O-205… SMBGと FGMを併用して血糖管理した1型糖尿病合併妊娠の１例
市立豊中病院 糖尿病センター
◯猪阪 知子、竹之下 優、伊藤 直彦、岡内 幸義、嶺尾 郁夫
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第 11 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽 1）

低血糖１… 8：30〜 9：30

座長： 岩倉 敏夫（神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内科） 
市田 裕紀子（明石市立市民病院 糖尿病内科）

O-206… 糖尿病治療薬による重症低血糖患者について
社会医療法人生長会 府中病院 糖尿病研究所 1、 
社会医療法人生長会 府中病院 糖尿病センタ− 2、 
社会医療法人生長会 府中病院 急病救急センタ− 3

◯三家 登喜夫 1、松岡 有子 2、岡部 玲子 2、角谷 佳城 2、山田 正一 2、西山 明秀 3

O-207… 当院における低血糖のため救急外来受診した患者の検討
日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科
◯中井 智己、伊藤 沙耶、廣畠 知直、井上 元

O-208… 糖尿病患者の低血糖対策に関する意識調査と今後の課題
市立岸和田市民病院 薬剤部 1、市立岸和田市民病院 看護部 2、 
市立岸和田市民病院 代謝・内分泌内科 3

◯岸 孝行 1、中尾 倫子 1、間宮 知子 1、山田 初美 2、森下 加惠 3、政次 健 3、樫葉 利人 1、 
花岡 郁子 3

O-209… 1 型糖尿病患者における糖尿病治療満足度質問表と血糖変動指標との関連
兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科 1、兵庫医療大学 リハビリテーション学部 2

◯福本 和泉 1、楠 宜樹 1、鷲尾 佳穂里 1、大杉 敬子 1、大東 真菜 1、角田 拓 1、松尾 俊宏 1、
小西 康輔 1、勝野 朋幸 2、難波 光義 1、小山 英則 1

O-210… FGMがアルコール性低血糖の診断に有用であった１例
大阪医科大学 内科学Ⅰ
◯北川 綾香、渡邉 大督、峠 かきの、重本 翔、藤澤 玲子、忌部 尚、佐野 寛行、金綱 規夫、
大西 峰樹、寺前 純吾、今川 彰久

O-211… 攣縮性狭心症を惹起した反応性低血糖の一例
市立豊中病院 糖尿病センター
◯松本 頌平、岡内 幸義、猪阪 知子、竹之下 優、伊藤 直彦、嶺尾 郁夫
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低血糖２… 9：30〜 10：30

座長： 馬屋原 豊（大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科） 
津川 真美子（市立池田病院 内分泌・代謝内科）

O-212… 消化酵素薬で改善した空腹時低血糖症の1例
JCHO 大阪病院 内科
◯是松 望美、部坂 有紀、白木 梓、出口 有近、畑㟢 聖弘

O-213… 透析日の早朝や透析中に自発性低血糖を認めた末期腎不全の一例
市立吹田市民病院 内科 ( 内分泌代謝 )
◯飯岡 雅仁、河㟢 彰子、竹下 恵理子、火伏 俊之

O-214… ジソピラミド内服中、ST合剤投与後に遷延性低血糖をきたした慢性腎不全患者の一例
北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 1、 
北播磨総合医療センター 総合内科・老年内科 2

◯宮崎 萌美 1、川瀬 徹也 1、小川 雅史 1、石田 育大 1、山田 克己 2、西山 勝人 2、原 賢太 1、
安友 佳朗 2、横野 浩一 2

O-215… 運転中の低血糖発作で救急搬送となった急性腎不全合併サルコイドーシスの一例
兵庫県立西宮病院 糖尿病内分泌内科 1、兵庫県立西宮病院 腎臓内科 2

◯久保田 紘史 1、常田 芙佐 1、河井 邦彦 1、田中 咲弥佳 1、山中 未宙 1、山本 研人 1、 
常田 和宏 1、藤井 直彦 2、檀 倫子 1、芳川 篤志 1、沖田 考平 1

O-216… 糖尿病治療中に生じた不可逆性意識障害の1例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科
◯立花 真莉子、樫谷 悠也、稲山 由布子、伊藤 潤、清家 雅子、中村 幸子、日野 泰久、 
飯田 啓二

O-217… インスリン抗体によると思われる低血糖が頻発した2型糖尿病の一例
兵庫医科大学 糖尿病・内分泌・代謝科
◯浦川 新悟、松谷 聡、角谷 学、小西 康輔、楠 宜樹、庄司 拓仁、小山 英則
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低血糖３… 10：30〜 11：30

座長： 坂井 誠（一般財団法人甲南会甲南病院 内科） 
浜本 芳之（関西電力病院 糖尿病 ･ 内分泌内科）

O-218… 問診での多彩な内分泌疾患の既往により診断に苦慮したMunchhausen症候群の一例…………
兵庫医科大学病院 糖尿病・内分泌代謝科 1、兵庫医科大学病院 精神科神経科 2

◯森本 晶子 1、角谷 美樹 1、吉村 知穂 2、三好 晶雄 1、小阪 佳恵 1、角谷 学 1、楠 宜樹 1、 
庄司 拓仁 1、小山 英則 1

O-219… ニューモシスチス肺炎のステロイド治療中に発症した低血糖の一例
関西電力病院 レジデント部 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 呼吸器内科 3

◯中谷 晋 1、桑田 仁司 2、浜本 芳之 2、岩㟢 剛平 3、伊東 友好 3、清野 裕 2

O-220… １型糖尿病に合併した二次性低血糖の一例
市立芦屋病院 糖尿病 ･ 内分泌内科 1、川崎病院 内科 2

◯中野 康佑 1、西 孝弘 1、山根 和彦 1、西岡 彩 1、間瀬 浩史 1、神㟢 曉慶 2、片岡 政子 1、 
紺屋 浩之 1

O-221… 薬剤性低血糖との鑑別に苦慮したインスリノーマによる遷延性低血糖の一例
市立大津市民病院 内科 1、市立大津市民病院 総合内科 2

◯富永 洋之 1、峠岡 佑典 1、畑 真之介 1、吉田 尚平 1、中澤 純 1、高谷 季穂 2、石井 通予 1

O-222… 併存疾患により局在診断・手術困難なインスリノーマにオクトレオチド治療とした１症例
大阪労災病院糖尿病センター
◯島津 浩史、高比 康光、片岡 隆太郎、清原 義幹、久保田 昌詞、大橋 誠、良本 佳代子

O-223… ジアゾキシド内服により２年間コントロール良好である高齢者インスリノーマの一例
北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 1、 
北播磨総合医療センター 総合内科・老年内科 2

◯川瀬 徹也 1、原 賢太 1、小川 雅史 1、石田 育大 1、山田 克己 2、西山 勝人 2、安友 佳朗 2、
横野 浩一 2
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神経障害… 15：20〜 16：20

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） 
元山 宏華（大阪市立総合医療センター 糖尿病内科）

O-224… 著明な自律神経障害を来した若年発症2型糖尿病の1例
市立池田病院 内分泌・代謝内科 1、市立池田病院 神経内科 2

◯満塩 研人 1、岡田 拓也 1、塩出 俊亮 1、仁木 暁子 1、井上 佳菜 1、津川 真美子 1、 
上原 拓也 2

O-225… 日本人においてprediabetes、脂質異常症、肥満は多発神経障害の危険因子ではない
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 2、関西医療大学 3、 
和歌山ろうさい病院 4

◯栗栖 清悟 1、岸本 祥平 4、佐々木 秀行 2、小河 健一 3、古田 浩人 2、松野 正平 2、西 理宏 2、
若㟢 久生 4、廣西 昌也 4、南條 輝志男 4、赤水 尚史 2

O-226… DPN…check®と臨床的糖尿病神経障害の関連性
糖尿病内科・内科 かわさきクリニック
◯川崎 勲、植田 美智子、櫻井 幸恵、新川 順子、山村 幸子

O-227… 意識消失発作で救急搬送された、重度の糖尿病神経障害を併存する1型糖尿病患者の1例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
◯田添 聡司、飯田 宏美、栗原 琴美、玉井 杏奈、佐倉 剛史、小原 正也、薬師寺 洋介、元山 宏華、
福本 まりこ、細井 雅之

O-228… 胃不全麻痺を呈しアセトアミノフェン負荷試験陰性であった2型糖尿病の一例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
◯薬師寺 洋介、田添 聡司、飯田 宏美、栗原 琴美、小原 正也、佐倉 剛史、玉井 杏奈、元山 宏華、
山上 啓子、福本 まりこ、細井 雅之

O-229… 糖尿病患者における血圧日内変動パターンと自律神経障害との関連についての検討
神戸労災病院 糖尿病・内分泌内科 1、神戸労災病院 検査部 2

◯中村 友昭 1、林 礼子 2、宮地 彩 2、岡 亜希子 1、金子 景弘 1、中曽根 三鈴 1、西海 智子 1
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感染症１… 8：30〜 9：30

座長： 山本 浩司（一般財団法人住友病院 総合診療科 / 兼 内分泌代謝内科） 
良本 佳代子（大阪労災病院 糖尿病内科）

O-230… 右下肢蜂窩織炎を契機に大腿骨化膿性骨髄炎が判明した2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 1、 
大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科学 2、 
大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学 3

◯三木 祐哉 1、森岡 与明 1、首藤 亜侑美 1、上村 卓也 2、角谷 佳則 1、山崎 祐子 1、塩井 淳 3、
庄司 哲雄 3、絵本 正憲 3、中村 博亮 2、稲葉 雅章 1

O-231… 詳細な身体診察を契機に診断し得た蜂窩織炎合併高齢2型糖尿病患者の一例
大阪医科大学附属病院 糖尿病代謝・内分泌内科 （内科学Ⅰ）
◯大萱 雄一、重本 翔、荘野 輝美、吉田 愛、中村 秀俊、忌部 尚、佐野 寛行、金綱 規夫、 
大西 峰樹、寺前 純吾、今川 彰久

O-232… 広範囲な非クロストリジウム性ガス壊疽をきたした未加療2型糖尿病の1例
社会医療法人愛仁会高槻病院 糖尿病内分泌内科
◯佐久間 純、中西 悠太、平賀 千尋、陳 慶祥、冨永 洋一

O-233… 関節リウマチで通院中の無治療2型糖尿病患者にヒラメ筋内膿瘍と慢性膿胸を合併した1例
大阪市立十三市民病院 糖尿病内科 1、大阪市立十三市民病院 整形外科 2、 
大阪市立十三市民病院 呼吸器内科 3

◯沼口 隆太郎 1、井坂 吉宏 1、榎原 恒之 2、坂和 明 2、白石 訓 3、日浦 義和 1

O-234… …FreeStyle リブレセンサーを装着し壊死性筋膜炎を発症した血液透析中の1型糖尿病患者の
1例
神戸大学医学部附属病院 糖尿病 ･ 内分泌内科 1、神戸大学大学院医学研究科 総合内科学 2、 
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 3

◯吉田 舞 1、岡田 裕子 1、坂本 洋一 1、福岡 秀規 1、廣田 勇士 1、坂口 一彦 2、小川 渉 3

O-235… 緑色連鎖球菌による肝膿瘍を発症した膵性糖尿病
大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科
◯井上 栄美、藤川 慧、大本 真由、畑 雅久、清水 彩洋子、藤田 洋平、藤木 典隆、馬屋原 豊
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第 12 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽 2）

感染症２… 9：30〜 10：30

座長： 宇野 彩（国家公務員共済組合連合会大手前病院 代謝・内分泌内科） 
杉本 俊郎（ 滋賀医科大学 総合内科学講座（地域医療支援）・国立病院機構東近江総合医療センター 

総合内科）

O-236… 外陰部壊疽性筋膜炎を合併した糖尿病性ケトアシドーシスの1例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科
◯清家 雅子、樫谷 悠也、稲山 由布子、立花 真莉子、伊藤 潤、中村 幸子、日野 泰久、 
飯田 啓二

O-237… 当院における2型糖尿病に合併したフルニエ壊疽症例の検討
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 1、京都第一赤十字病院 皮膚科 2、 
京都第一赤十字病院 泌尿器科 3、京都第一赤十字病院 外科 4、 
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学 5

◯長谷川 由佳 1、大藪 知香子 1、岩瀬 広哉 1、永田 誠 2、三神 一哉 3、塩飽 保博 4、福井 道明 5、
田中 亨 1

O-238… 入院当日に尿路感染症から敗血症をきたした2型糖尿病
大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科
◯大本 真由、清水 彩洋子、畑 雅久、藤川 慧、藤田 洋平、藤木 典隆、馬屋原 豊

O-239… 細菌性髄膜炎を発症し、脳皮質下出血を合併した2型糖尿病患者の一例
淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科
◯横井 愛紗、佐々木 百合子、貴志 豪俊、前田 ゆき、錢林 雅子、梶川 道子

O-240… レジオネラ肺炎を契機として発症した高血糖高浸透圧症候群の１例
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 1、 
京都府立医科大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 2

◯大野 友倫子 1、長谷川 由佳 1、大藪 知香子 1、岩瀬 広哉 1、福井 道明 2、田中 亨 1

O-241… 長期ステロイド内服中にノカルジア肺炎を発症した２型糖尿病の１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 整形外科 2

◯島田 健 1、玉井 宣行 2



70

第 12 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽 2）

予防・保健指導… 10：30〜 11：30

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） 
肥後 里実（六甲アイランド甲南病院 内科）

O-242… 地域と連携した生活習慣病予防教育「健康かふぇ」への取り組み
社会医療法人生長会 阪南市民病院 看護部 1、阪南市尾崎・東鳥取地域包括支援センター 2、 
阪南市西鳥取・下荘地域包括支援センター 3

◯横田 香世 1、村上 佳代 2、熊抱 潤 3

O-243… 2 型糖尿病患者におけるストレスと不眠症との関連について
独立行政法人労働者健康福祉機構 関西労災病院 薬剤部 1、 
独立行政法人労働者健康福祉機構 関西労災病院 糖尿病内分泌内科 2、関西学院大学保健館 3

◯清水 裕行 1、岩崎 慧 1、林 志保 1、川嵜 英二 1、周 邦彦 2、仁科 周平 2、今田 侑 2、山本 恒彦 2、
久保田 稔 2

O-244… 世界糖尿病デーイベント〜まちなか血糖測定キャンペーン〜活動報告
神戸元町県庁前クリニック
◯岡崎 一美、西本 里美、石田 由紀、山本 麻央、奥村 遥香、三原 正朋

O-245… 大阪警察病院での糖尿病予防キャンペーンの評価
大阪警察病院 栄養管理科 1、大阪警察病院 看護部 2、大阪警察病院 臨床検査科 3、 
大阪警察病院 薬剤部 4、大阪警察病院 歯科口腔外科 5、大阪警察病院 リハビリテーション科 6、
大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科 7

◯西尾 勢津子 1、小野 明美 2、中村 順子 2、濱田 弥生 2、坂口 恭子 3、大井 美和 4、江口 栄里 5、
藤井 貴広 6、安田 哲行 7

O-246… 糖尿病市民公開講座における糖尿病発症予防の実践……理学療法士の関わりと行動変化について
近江八幡市立総合医療センター リハビリテーション技術科 1、 
近江八幡市立総合医療センター 代謝・内分泌内科 2

◯渡邊 淳子 1、酒井 幸 1、平賀 基子 1、松下 愛里 1、浅野 伝美 1、菅原 礼知安 2、中村 高秋 2

O-247… 下肢筋力評価による寝たきり予防健診プログラムの有用性−耐糖能異常への運動指導−
公立学校共済組合 近畿中央病院 看護部 1、 
公立学校共済組合 近畿中央病院 健康管理センター 2

◯内田 輝美 1、石田 芳 1、坂倉 三恵子 2、斎藤 博 2
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第 12 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽 2）

患者教育１… 15：20〜 16：20

座長： 古家 美幸（奈良県総合医療センター 糖尿病・内分泌内科） 
藤澤 智巳（堺市立総合医療センター 糖尿病センター）

O-248… 初発の小児2型糖尿病患者に対しての療養指導に苦慮した1例
神戸市立医療センター西市民病院 糖尿病・内分泌内科
◯高橋 陸、穂積 かおり、武部 礼子、中村 武寛

O-249… 学童期1型糖尿病患児のインスリン治療におけるセルフケアの現状と親のニーズ
大阪市立大学医学部附属病院 17 西病棟 1、大阪市立大学医学部附属病院 小児科 2、 
大阪市立大学医学部附属病院 小児科外来 3、大阪市立大学医学部附属病院 第 2 内科外来 4

◯髙松 周平 1、北谷 あゆみ 1、平岡 阿佑美 1、竹田 律子 1、江尻 加奈子 4、辻野 美由紀 3、 
花房 陽子 1、西川 直子 2、柚山 賀彦 2、川村 智行 2

O-250… Flash…Glucose…Monitorin（FGM）を用いた1型糖尿病患者指導の一例
大阪市立十三市民病院 看護部 1、大阪市立十三市民病院 栄養部 2、 
大阪市立十三市民病院 糖尿病内科 3

◯森脇 恵美子 1、上田 美恵子 1、坪井 彩香 2、中林 祐希 2、沼口 隆太郎 3、井坂 吉宏 3、 
日浦 義和 3

O-251… 外来でのSAP療法の指導経験の有無による入院患者へのSAP療法の指導内容の違い
神戸大学医学部附属病院 看護部 1、神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 2

◯藤田 薫 1、矢仲 絵美 1、松田 季代子 1、古川 敦子 1、岡田 裕子 2、廣田 勇士 2、小川 渉 2

O-252… 当センターにおける外来糖尿病教育プログラムの教育効果の検討
兵庫県立姫路循環器病センター 看護部 1、兵庫県立姫路循環器病センター 栄養管理部 2、 
兵庫県立姫路循環器病センター リハビリテーション科 3、 
兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病内分泌内科 4

◯三木 智美 1、尾川 ゆかり 1、重光 雅美 1、廣瀬 由美子 2、齊木 宏之 3、橋本 尚子 4、 
髙部 倫敬 4、浦井 伸 4、佐竹 友香 4、大原 毅 4
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O-253… 自己効力感の変化を意識した糖尿病教育入院における療養指導についての検討
一般財団法人甲南会甲南病院 糖尿病センター 看護部 1、 
一般財団法人甲南会甲南病院 糖尿病センター 内科 2

◯長田 みのり 1、福永 馨 2、郡山 奈央 1、徳西 妃 1、野口 舞 1、友成 麻美 1、苛原 彩 2、 
弓岡 稔貴 2、吉田 健一 2、坂井 誠 2、伊達 貴子 1
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第 12 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽 2）

患者教育２… 16：20〜 17：20

座長： 中 啓吾（和歌山労災病院 内科） 
岡野 理江子（早石病院 内科）

O-254… フレイルを持つ２型糖尿病外来通院患者の食習慣について
兵庫県立大学 環境人間学部 1、医療法人社団汐咲会 2

◯森倉 美月 1、山本 鮎美 1、田中 久美 2、井野 隆弘 2、坂上 元祥 1

O-255… 受診を中断した糖尿病患者の臨床像
和歌山ろうさい病院 臨床検査科 1、和歌山ろうさい病院 内科 2

◯大星 隆司 1、太地 真衣美 2、三長 敬昌 2、福田 咲子 2、北原 千愛 2、若㟢 久生 2、中 啓吾 2、
南條 輝志男 2

O-256… 診療所に勤務する看護師の糖尿病患者への療養支援と勤務特性との関連
橋本市民病院 地域医療部 1、大阪市立大学大学院 看護学研究科 基礎看護学 2

◯金本 純子 1、熊谷 たまき 2

O-257… 指導者向け自己注射指導マニュアルの使用を試みて
地方独立行政法人 明石市立市民病院 薬剤課
◯黒崎 香織、臼井 かおる、今藤 寿彦、市田 裕紀子

O-258… 糖尿病患者における居住形態およびキーパーソン有無が血糖コントロールに及ぼす影響
関西電力病院 疾患栄養治療センター 1、関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 2、 
関西電力医学研究所 3

◯加藤 仁 1、茂山 翔太 1,3、坂口 真由香 1,3、高橋 拓也 1、玉城 光平 1、北谷 直美 1、 
桑田 仁司 1,2,3、清野 裕 2,3

O-259… 眼科受診啓発とその後の受診行動についての検討
社会医療法人三和会永山病院 看護部 1、社会医療法人三和会永山病院 糖尿病内科 2、 
社会医療法人三和会永山病院  眼科 3、社会医療法人三和会永山病院 4、 
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 5

◯黒田 育子 1、木本 栄司 2、八田 充浩 1、辻村 真由美 1、橋本 真美 1、安井 絢子 3、高橋 均 4、
絵本 正憲 5、稲葉 雅章 5、上野 寿江 1
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第 13 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 北野）

高齢者医療１… 8：30〜 9：20

座長： 辻 和雄（神戸市立西神戸医療センター 内分泌・糖尿内科） 
米田 紘子（康生会武田病院 内分泌・糖尿病内科）

O-260… 動物テストでスクリーニングされた2型糖尿病患者の低下する認知機能
市立藤井寺市民病院 内科
◯林下 真保、内本 定彦、本田 夏希、中井 志保、焦 光裕、島田 直、佐々木 英二、黒田 智康、
大年 辰幸、平谷 定彦

O-261… 高齢糖尿病患者における認知機能低下の現状と関連因子
和歌山労災病院 内科
◯北原 千愛、福田 咲子、三長 敬昌、岸本 祥平、前部屋 賢、庄野 剛史、若㟢 久生、中 啓吾、
大星 隆司、南條 輝志男

O-262… 高齢糖尿病患者における認知機能スクリーニングとインスリン治療との関連
医療法人社団 正名会 池田病院 看護部 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

◯梁瀬 利恵 1、清瀬 智子 1、井上 薫 1、楠山 葉子 1、辰己 和子 1、下田 道子 1、宇佐美 勝 2、
池田 弘毅 3

O-263… 認知症により拒食症を呈した1型糖尿病患者の1例
西神戸医療センター 内分泌糖尿内科
◯山本 健太、田川 涼葉、佐藤 雄一、藤原 秀哉、辻 和雄

O-264… 認知症を有する高齢糖尿病患者と家族の思いに寄り添って学んだ１事例
社会医療法人生長会 阪南市民病院 看護部 1、社会医療法人生長会 阪南市民病院 糖尿病内科 2

◯新堂 未佳 1、山根 しのぶ 1、東川 明子 1、横田 香世 1、藤田 篤代 2
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第 13 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 北野）

高齢者医療２… 9：30〜 10：30

座長： 中尾 大成（公立那賀病院 内科） 
吉田 麻美（藍野病院 内科）

O-265… 週３回インスリンデグルデクとデュラグルチドにて血糖管理を行った自己施注困難の一例
社会医療法人三和会永山病院 糖尿病内科 1、社会医療法人三和会永山病院 薬剤部 2、 
社会医療法人三和会永山病院 看護部 3、社会医療法人三和会永山病院 腎臓内科 4、 
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 5

◯木本 栄司 1、村岡 亜衣子 2、橋本 真美 3、辻村 真由美 3、市井 拓哉 4、絵本 正憲 5、 
稲葉 雅章 5

O-266… 後期高齢糖尿病患者におけるデュラグルチドの有用性
大津赤十字病院 糖尿病 ･ 内分泌内科
◯竹廣 裕子、谷口 孝夫、榊 健太郎、山下 唯、扇田 祐貴子

O-267… 高齢者糖尿病のカテゴリー分類Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ各群とデュラグリチド有用性の評価
ベルランド総合病院 内分泌代謝科
◯端 里香、原 知之、飯塚 隆史、八木 稔人

O-268… 自己注射不可能な高齢1型糖尿病患者の血糖コントロールについて
国立病院機構 東近江総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 1、 
滋賀医科大学 総合内科学講座 2

◯坂田 瑞稀 1、前野 恭宏 1,2、杉本 俊郎 2、辻川 知之 2

O-269… 胃癌術後に腸瘻造設され血糖管理に関わった2型糖尿病の1例
神戸百年記念病院 薬剤部 1、神戸百年記念病院 外科 2、神戸百年記念病院 内科 3

◯森脇 麻希 1、山口 徹郎 1、高久保 佳秀 1、小林 政義 2、黒木 康雄 3

O-270… 血糖コントロールに難渋する膵全摘後の後期高齢者の一例
関西医科大学 第 2 内科
◯吉田 奈央、丸岡 あずさ、奥田 健、高橋 一久、西村 久美子、岩崎 真佳、浮田 千津子、塩島 一朗、
豊田 長興
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第 13 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 北野）

高齢者医療３… 10：30〜 11：30

座長： 笠山 宗正（公益財団法人日本生命済生会日本生命病院） 
福本 真也（大阪市立大学大学院医学研究科 先端予防医療学）

O-271… 糖尿病患者におけるロコモ25の経年変化
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

◯吉田 直矢 1、平野 祐輔 1、田中 一馬 2、泉 知子 2、桑村 尚充 3、高橋 輝 3、武村 次郎 3

O-272… ロコモ度テストを活用した交通入浴自立質問に基づくカテゴリー分類の試み
医療法人みどり会 中村病院 看護部 1、医療法人みどり会 中村病院 糖尿病内科 2

◯堀井 真理 1、平野 菜美子 1、村佐 揚子 1、桑村 尚充 2、高橋 輝 2、武村 次郎 2

O-273… 実地診療での動脈硬化疾患、ロコモティブ症候群、老年症候群の有病率の加齢変化と危険因子…
和歌山ろうさい病院 1、公立那賀病院内科 2、関西医療大学 3、和歌山県立医大紀北分院内科 4、
和歌山県立医科大学 本町サテライト診療所 5、にしたに内科 6

◯岸本 祥平 1、栗栖 清悟 2、小河 健一 3、西谷 博 6、廣西 昌也 4、中 啓吾 1、南條 輝志男 1、 
佐々木 秀行 5

O-274… 多職種によるライフスタイルへの介入が血糖コントロールに影響した高齢糖尿病患者の1例
医療法人早石会 早石病院 地域医療連絡室 1、医療法人早石会 早石病院 栄養管理部 2、 
医療法人早石会 早石病院 薬剤部 3、医療法人早石会 早石病院 看護部 4、 
医療法人早石会 早石病院 内科 5

◯松本 明宏 1、奥野 真英 1、山口 歩 2、秋吉 真奈美 2、杉本 和子 2、加藤 真理 3、長尾 和美 3、
真常 美紀 3、荒川 純子 4、松本 純子 4、岡野 理江子 5

O-275… 高齢糖尿病患者における栄養摂取状況と骨格筋量との関連
関西電力病院 疾患栄養治療センター 1、関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 2、 
関西電力医学研究所 3

◯茂山 翔太 1,3、浜本 芳之 2,3、北谷 直美 1、坂口 真由香 1,3、高橋 拓也 1、玉城 光平 1、黒瀬 健 3、
桑田 仁司 1,2,3、清野 裕 2,3
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O-276… アディポネクチン (ADP) 高値と貧血の相関は閉経前ではなく、閉経後女性で見られる
武庫川女子大学生活習慣病オープンリサーチセンター 1、 
神戸女子大学 健康福祉学部 健康スポーツ栄養学科 2、武庫川女子大学栄養科学研究所 3、 
大阪市立十三市民病院栄養部 4、兵庫県立大学大学院環境人間学研究科 5、 
関西福祉科学大学健康福祉学部福祉栄養学科 6、武庫川女子大学食物栄養学科 7、 
甲南加古川病院内科糖尿病部門 8

◯本田 まり 1,2、坪井 彩加 3,4、湊 聡美 3,5、北岡 かおり 3,6、武内 海歌 7、鞍田 三貴 3,7、鹿住 敏 1,3,8、
福尾 恵介 1,3,7
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第 13 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 北野）

サルコペニア… 15：20〜 16：20

座長： 松田 友和（医療法人社団偕生会偕生病院 / 糖尿病内科かいせいクリニック） 
安田 哲行 （大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科）

O-277… 糖尿病患者における体組成、筋力および身体機能に関する病型別検討
近畿大学医学部 内分泌 ･ 代謝 ･ 糖尿病内科
◯蓑原 達郎、能宗 伸輔、馬場谷 成、廣峰 義久、武友 保憲、吉田 左和、物部 圭介、池田 守、
幕谷 由佳子、川畑 由美子、池上 博司

O-278… 糖尿病患者のサルコペニア有病率に関する検討
高砂市民病院 内科 1、神戸大学大学院医学研究科 糖尿病 ･ 内分泌内科学 2

◯倉本 尚樹 1,2、西本 祐希 1,2、石井 佳子 1、後藤 武男 1、永田 正男 1

O-279… 糖尿病患者における筋力評価とロコモ２５との関連
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、吉田 直矢 1、田中 一馬 2、泉 知子 2、桑村 尚充 3、高橋 輝 3、武村 次郎 3

O-280… 糖尿病患者における栄養指標と筋力との関連
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

◯樋口 朋宏 1、岩井 恵理 1、岩崎 亜紀 1、森村 拓子 1、桑村 尚充 2、高橋 輝 2、武村 次郎 2

O-281… 筋力及び栄養指標と糖尿病治療薬使用状況の検証
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

◯副島 裕美 1、黒崎 航平 1、庄中 沙樹 1、尾㟢 裕子 1、橋岡 礼子 1、伊藤 弥穂 1、岩嶋 恵李 1、
岡田 順子 1、桑村 尚充 2、高橋 輝 2、武村 次郎 2

O-282… フレイルを合併した高齢糖尿病患者の実態と特徴
関西電力病院 リハビリテーション科 1、関西電力医学研究所 2、 
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 3

◯松木 良介 1,2、平沢 良和 1,2、谷名 英章 1,2、恵飛須 俊彦 1,2、浜本 芳之 2,3、清野 裕 2,3
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第 14 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 布引）

腎症・透析予防１… 8：30〜 9：30

座長： 森 克仁（大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学） 
上中 理香子（大手前病院 代謝内分泌内科）

O-283… 透析予防外来の指導プログラムに対する5年半の評価
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

◯江尻 加奈子 1、森 克仁 3、藤本 浩毅 2、播磨 美佳 2、服部 俊一 2、杉本 久美子 1、安木 理恵 1、
中村 由香里 1、絵本 正憲 1、稲葉 雅章 3

O-284… BMI 別に見た、糖尿病透析予防指導の効果〜腎症ステージの進行比較〜
医療法人社団慈恵会新須磨病院 栄養課 1、医療法人社団慈恵会新須磨病院 看護部 2、 
医療法人社団慈恵会新須磨病院 糖尿病センター 3、 
東邦大学医療センター大森病院糖尿病代謝内分泌 4

◯竹本 昌代 1、石並 楓 1、八田 友見 2、岡田 初美 2、岡本 和恵 2、林 まゆみ 2、新家 早苗 2、
川上 恭子 3、井上 有佳 3、芳野 弘 4、芳野 原 3

O-285… 糖尿病透析予防指導前後における腎機能及び臨床因子の検討
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科 1、大阪市立総合医療センター 看護部 2、 
大阪市立総合医療センター 栄養部 3

◯佐倉 剛史 1、倉岡 賢治 2、熊野 真美 2、小園 志保 2、蔵本 真宏 3、丈六 勝利 3、赤池 聡子 3、
濱浦 星河 3、橋詰 綾乃 3、中村 典子 3、細井 雅之 1

O-286… 糖尿糖尿病透析予防指導後の長期成績　第３報
市立藤井寺市民病院 看護部 1、市立藤井寺市民病院 栄養科 2、市立藤井寺市民病院 内科 3

◯橋本 由季 1、井上 由美 1、秋田 留美 1、半澤 直代 1、島田 教子 1、田辺 直美 2、中井 志保 3、
本田 夏希 3、林下 真保 3、内本 定彦 3

O-287… 独居患者の療養生活を支える糖尿病透析予防指導の在り方
大阪市立十三市民病院 栄養部 1、大阪市立十三市民病院 看護部 2、 
大阪市立十三市民病院 糖尿病・内分泌内科 3

◯坪井 彩加 1、宮下 智子 1、源氏 博子 1、森脇 恵美子 2、沼口 隆太郎 3、井坂 吉宏 3、 
日浦 義和 3
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O-288… 糖尿病透析予防管理指導パスを使用した効果について
社会医療法人生長会 阪南市民病院 診療技術部 栄養管理室 1、 
社会医療法人生長会 阪南市民病院 看護部 2、 
社会医療法人生長会 阪南市民病院 医療診療部 3

◯辻下 明日香 1、山根 しのぶ 2、横田 香世 2、藤田 篤代 3
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第 14 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 布引）

腎症・透析予防２… 9：30〜 10：30

座長： 宇津 貴（日本生命病院 腎臓内科） 
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）

O-289… 2 型糖尿病患者のHbA1cの受診間変動が糖尿病性腎症へ与える影響の検討
京都第一赤十字病院 糖尿病 ･ 内分泌内科 1、 
京都府立医科大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 2

◯岩瀬 広哉 1、長谷川 由佳 1、大藪 知香子 1、福井 道明 2、田中 亨 1

O-290… 家庭血圧における朝の収縮期血圧の最大値は糖尿病腎症の発症に寄与しうる
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学
◯芳村 悠太、岡村 拓郎、牛込 恵美、橋本 善隆、千丸 貴史、濱口 真英、浅野 麻衣、山㟢 真裕、
福井 道明

O-291… 腎症 4期の糖尿病患者の5年後の予後
（医）川崎病院 内科
◯酒井 保奈、大塚 章人、鈴木 正英、横田 真二、神㟢 曉慶、村井 潤、市原 紀久雄、中村 正

O-292… 糖尿病腎症から透析導入に至った症例の検討
大阪赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 1、大阪赤十字病院 腎臓内科 2

◯上羽 瑶子 1、藤田 晴香 1、安田 拓真 1、金井 有吾 1、森 栄作 1、米光 新 1、菅原 照 2、 
武呂 誠司 1

O-293… 開設６年目の糖尿病外来でみられたCKDの経過のまとめ
ぽらんのひろば井上診療所 糖尿病内科
◯井上 朱實

O-294… CKD教育入院を契機に診断したANCA関連糸球体腎炎を伴う糖尿病腎症の1例
南奈良総合医療センター 糖尿病内科
◯藤木 健吾、上島 純子、井澤 鉄之、川野 貴弘
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第 14 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 布引）

腎症・透析予防３… 10：30〜 11：20

座長： 荒木 信一（滋賀医科大学 糖尿病内分泌 ･ 腎臓内科） 
野村 誠（大阪薬業健康保険組合健康管理センター）

O-295… 早期腎症期までの2型糖尿病患者においてタンパク質摂取は腎症の進行に影響しない
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、 
京都府立大学大学院生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 2、 
金沢学院大学人間健康学部 公衆栄養学 3、京都桂病院 医療支援部 栄養科 4

◯鍛冶 亜由美 1、橋本 善隆 1、川手 由香 1,4、坂井 亮介 1、岡村 拓郎 1、小林 ゆき子 2、 
和田 小依里 2、桑波田 雅士 2、木戸 康博 2、山㟢 真裕 1、福井 道明 1

O-296… 糖尿病腎症3期にリラグルチドとSGLT2阻害薬の併用はACRをより減少させる。
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
◯小原 正也、田添 聡司、飯田 宏美、栗原 琴美、玉井 杏奈、佐倉 剛史、薬師寺 洋介、元山 宏華、
福本 まりこ、細井 雅之

O-297… 2 型糖尿病患者の収縮期血圧のみの上昇は腎症進展に寄与しうる :…KAMOGAWA-HBP…study
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、亀岡市立病院 糖尿病内科 2

◯北川 暢子 1、牛込 恵美 1、岩井 景子 1、北川 功幸 2、橋本 善隆 1、千丸 貴史 1、濱口 真英 1、
浅野 麻衣 1、山㟢 真裕 1、福井 道明 1

O-298… 糖尿病腎症と尿中L-FABPの関係について
医真会八尾総合病院 糖尿病 ･ 腎臓病 ･ 血液浄化センター
◯廣渡 要、林 幸祐、佐野 友美、川野 直也

O-299… 急性腎前性腎不全患者の腎機能推移に及ぼすメトホルミンの影響
京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌 ･ 腎臓 ･ 膠原病内科
◯梶山 真太郎、長谷川 剛二、門野 真由子、加藤 さやか
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第 14 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 布引）

動脈硬化症… 15：20〜 16：20

座長： 片上 直人（大阪大学 代謝血管学寄附講座） 
庄司 哲雄（大阪市立大学大学院医学研究科 血管病態制御学）

O-300… 2 型糖尿病患者の冠動脈疾患と頸動脈硬化指標の関連
（医）川崎病院 糖尿病内分泌内科
◯横田 真二、大塚 章人、酒井 保奈、鈴木 正英、神㟢 曉慶、村井 潤、市原 紀久雄、中村 正

O-301… SU薬とDPP4阻害薬の血糖降下作用および動脈硬化進展への影響の比較検討
（医社）正名会池田病院 糖尿病内科
◯井田 健一、完山 昌隆、福岡 準人、石田 美和子、児玉 光顕、池田 弘毅

O-302… リラグルチド、DPP4阻害薬（DPP4i) 選択後の血流依存性血管拡張反応 (FMD)変化について
兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病内分泌内科
◯髙部 倫敬、佐竹 友香、浦井 伸、橋本 尚子、大原 毅

O-303… 糖尿病患者における脳梗塞・冠動脈疾患の既往の背景と現在のコントロール状況について
生長会 府中病院 1、三和会 永山病院 2、景岳会 南大阪病院 3

◯岡部 玲子 1、木本 栄司 2、濱崎 健司 3、松岡 有子 1、角谷 佳城 1、山田 正一 1

O-304… サルコペニアは血圧変動と関連する~KAMOGAWA-DMコホート研究より~
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、 
松下記念病院 糖尿病・内分泌内科 2

◯橋本 善隆 1、鍛冶 亜由美 1、坂井 亮介 1、千丸 貴史 1、濱口 真英 1、岡田 博史 1,2、牛込 恵美 1、
浅野 麻衣 1、山㟢 真裕 1、福井 道明 1

O-305… 長期間アディポネクチンと内臓脂肪面積の経過を観察できた2例
一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科 1、大塚製薬診断事業部 2

◯小椋 紫芳 1、伊藤 慶人 1、光井 悠人 1、岩本 龍哉 1、最所 賢二 1、丹波 祥子 1、杉山 拓也 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 15 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 生田）

興味ある症例１… 8：30〜 9：30

座長： 辻井 悟（公益財団法人天理よろづ相談所病院 内分泌内科） 
浅野 麻衣（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-306… ドンペリドンによる遅発性ジスキネジアが疑われた2型糖尿病患者の1例
川崎病院 内科
◯神㟢 曉慶、大塚 章人、酒井 保奈、鈴木 正英、横田 真二、村井 潤、市原 紀久雄、中村 正

O-307… 糖質制限を契機に肝性脳症が悪化、肝内門脈肝静脈シャントが判明した2型糖尿病の一例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
◯玉井 杏奈、薬師寺 洋介、田添 聡司、飯田 宏美、栗原 琴美、佐倉 剛史、小原 正也、元山 宏華、
福本 まりこ、細井 雅之

O-308… チアゾリジンが著効した脂肪萎縮性糖尿病の一例
滋賀医科大学医学部附属病院 糖尿病 ･ 代謝 ･ 内分泌 ･ 腎臓内科
◯上野 亜希子、佐藤 大介、伊藤 沙貴、石塚 義崇、小林 早希、中泉 伸彦、関根 理、森野 勝太郎、
卯木 智、前川 聡

O-309… 抗 PD-1抗体二ボルマブ投与後にACTH単独欠損症を呈した2型糖尿病の一例
八尾徳洲会総合病院 糖尿病代謝内科 1、八尾徳洲会総合病院 外科 2、 
八尾徳洲会総合病院 腫瘍内科 3、八尾徳洲会総合病院 総合内科 4

◯石橋 里江子 1、遠藤 幸丈 2、植田 秀樹 1、洪 鉉寿 3、高原 良典 4

O-310… SPIDDMに対し血糖コントロールを行った後、自然退縮した肺カルチノイドの一例
独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 内科
◯上田 彩加、白木 梓、是松 望美、部坂 有紀、出口 有近、畑㟢 聖弘

O-311… 抗リウマチ薬投与後インスリン分泌が維持されたRA合併SPIDDM疑いの1例
淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 糖尿病代謝内科
◯結城 由恵、大池 実衣子、上田 真意子、村瀬 明世
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興味ある症例２… 9：30〜 10：20

座長： 花岡 郁子（市立岸和田市民病院 代謝・内分泌内科） 
江川 克哉（長浜赤十字病院 糖尿病・内分泌内科）

O-312… ニボルマブ長期投与中にインスリン依存性糖尿病を発症した非小細胞肺癌の一例
明石医療センター 糖尿病 ･ 内分泌内科 1、明石医療センター 呼吸器内科 2

◯隅田 健太郎 1、畠山 由記久 2、大西 尚 2、千原 和夫 1

O-313… C…型肝炎治療中に臀部膿瘍をきたした1型糖尿病の一例
耳原総合病院 内科
◯川口 真弓、緒方 浩美、岩崎 桂子、松廣 有紀

O-314… 経過中自己免疫性溶血性貧血を合併した1型糖尿病の症例
三木山陽病院 内科
◯赤松 敬之、春日 崇臣、長谷川 直子、岡本 安生、伊東 俊夫、藤井 郁三、藤田 欣也、 
森田 須美春

O-315… …高 Ca血症と低Ca血症を繰り返しTRAb陽性の甲状腺機能低下症を認めた1型糖尿病の1例
一般財団法人 住友病院 内分泌代謝内科
◯北条 未佳、伊藤 慶人、光井 悠人、岩本 龍哉、最所 賢二、丹波 祥子、杉山 拓也、山本 浩司、
山田 祐也、松澤 佑次

O-316… 亜鉛欠乏により高アンモニア血症を併発した分娩後の急性発症1型糖尿病の一例
公立甲賀病院 糖尿病内分泌内科 1、滋賀医科大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科 2

◯林 葵 1、佐藤 大介 2、石塚 義崇 2、上野 亜希子 2、庭川 莉子 2、大角 誠一郎 2、辻 明紀子 2、
西村 公宏 2、関根 理 2、卯木 智 2、前川 聡 2
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興味ある症例３… 10：30〜 11：30

座長： 山本 康久（那智勝浦町立温泉病院 糖尿病内科） 
木戸 里佳（八尾市立病院 糖尿病センター）

O-317… 2 型糖尿病の血糖コントロール悪化の原因として脳腫瘍が考えられた一例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学 1、 
大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学 2、 
大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学 3

◯玉井 宏介 1、越智 章展 1、島本 宜紀 2、林 麻里子 1、角谷 佳則 1、山崎 祐子 1、中条 公輔 3、
森岡 与明 1、絵本 正憲 1、大畑 建治 3、稲葉 雅章 1

O-318… 膿瘍形成を認めた悪性リンパ腫併発2型糖尿病患者の2例
市立大津市民病院 内科
◯畑 真之介、富永 洋之、峠岡 佑典、中澤 純、石井 通予、高谷 季穂

O-319… 下肢脱力感で救急搬送され胸壁腫瘍の発見に至った2型糖尿病患者の1例
長浜赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 1、長浜赤十字病院 外科 2

◯川原 良介 1、児玉 憲一 1、中村 誠昌 2、江川 克哉 1

O-320… 血糖コントロール悪化を契機に発見された同時性3重複癌合併2型糖尿病の1例
市立ひらかた病院 糖尿病内科 1、大阪医科大学 一般消化器外科 2、 
市立ひらかた病院 泌尿器科 3、市立ひらかた病院 病理診断科 4、 
医療法人協仁会小松病院クリニックこまつ 糖尿病センター 5

◯柴崎 早枝子 1、坂根 貞樹 1、荘野 輝美 1、高本 晋吾 1、古川 恵三 1、大関 舞子 2、 
伊夫貴 直和 3、上野 浩 4、栗岡 聡一 4

O-321… ヘモクロマトーシスにより血糖コントロール悪化をきたした2型糖尿病の一例
兵庫県立尼崎総合医療センター 糖尿病・内分泌内科
◯栗山 督、井上 朋也、岡田 武大、内山 奏、井出 陽子、原田 貴成、下田平 眞生子、沼 眞喜子、
北野 則和、中村 嘉夫

O-322… 高血糖にもかかわらず尿糖の少ない１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
◯松岡 直樹、岩倉 敏夫、籏谷 雄二、藤本 寛太、伯田 琢郎、大久保 万理江
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興味ある症例４… 15：20〜 16：20

座長： 濵崎 暁洋（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） 
北谷 真子（天理よろづ相談所病院 内分泌内科）

O-323… 顕性蛋白尿を呈し、腎生検で肥満関連腎症の診断に至った若年2型糖尿病の一例
大阪市立総合医療センター 糖尿病内科
◯木村 真紀子、薬師寺 洋介、田添 聡司、栗原 琴美、佐倉 剛史、小原 正也、玉井 杏奈、元山 宏華、
山上 啓子、福本 まりこ、細井 雅之

O-324… 同様の腎生検像を示し腎機能低下したが、透析導入期間に差を認めた中年女性糖尿病の２症例
京都山城総合医療センター 生活習慣病センター 1、京都山城総合医療センター 腎臓内科 2、 
京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学教室 3

◯谷口 昌史 1、堤 丈士 1、服部 智仁 1、竹上 茉耶 1、浅井 修 2、中谷 公彦 2、福井 道明 3、 
中埜 幸治 1

O-325… 壊疽性膿皮症と診断された2型糖尿病の一例
大阪府済生会泉尾病院 糖尿病 ･ 内分泌内科 1、大阪府済生会泉尾病院 皮膚科 2、 
大阪府済生会泉尾病院 病理診断科 3

◯新谷 英也 1、井庭 友見子 1、小川 善史 1、沢辺 潤子 2、倉澤 友輔 2、螺良 愛郎 3、生水 晃 1

O-326… メトホルミン塩酸塩の添加物による固定薬疹が疑われた１例
大阪回生病院 糖尿病 ･ 内分泌内科
◯外川 菜々子、大澤 彩恵子、吉内 和富

O-327… 腹痛、全身倦怠感から食思不振、頻回の嘔吐を来し、高血糖緊急症を認めた一例
市立伊丹病院 糖尿病・内分泌・代謝内科（糖尿病センター）
◯久堀 元博、正木 ゆづき、井上 智香子、貞廣 克彦、佐藤 智己、浜口 朋也

O-328… 透析中高栄養輸液（IDPN）によってケトーシスを来した糖尿病の1例
神戸大学医学部附属病院 総合内科
◯藤原 えり、村前 直和、馬 艶、吉岡 潤哉、畑澤 圭子、森 健太、三好 園子、西村 光慈、森 寛行、
乙井 一典、坂口 一彦


