
演 者 略 歴

「療養における“教育”を再考する」
座長：中村　二郎（愛知医科大学医学部 内科学講座 糖尿病内科）

演者：稲
いな

垣
がき

美
み

智
ち

子
こ

（金沢大学医薬保健研究域・保健学系）

10月14日（土）

学歴
1976 年03 月 金沢大学医療技術短期大学部 卒業
1994 年03 月 明星大学教育心理学科 卒業
1999 年06 月 金沢大学博士（医学）
職歴
1976 年04 月 金沢大学医学部附属病院・看護師
1978 年09 月 金沢大学医療技術短期大学部・助手
1988 年04 月 同大学短期大学部・講師
1993 年04 月 同大学短期大学部・助教授
1995 年10 月 短期大学部からの改組により医学部保健学科・助教授
2000 年04 月 医学部保健学科からの改組により、金沢大学医薬保健研究域・教授

現在に至る
受賞歴
2012 年10 月 鈴木万平賞
委員歴
2016 年09 月 日本糖尿病教育・看護学会理事長
2010 年04 月 看護実践学会理事長
2005 年04 月 糖尿病ケア研究会理事長
2010 年04 月 日本糖尿病療養指導士認定機構監事
2014 年04 月 日本糖尿病協会理事
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指定講演①
10：30～11：30　　A会場（北國新聞赤羽ホール　2階 赤羽ホール）

※単位加算対象者以外の方向けに、Ｂ会場（1階 交流ホール）への中継あり



演 者 略 歴

「糖尿病遺伝素因の解明と臨床像の確立」
座長：御簾　博文（金沢大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学内野）

演者：堀
ほり

川
かわ

　幸
ゆき

男
お

（岐阜大学大学院医学研究科 内分泌代謝病態学）

学歴
1985 年03 月 東京大学工学部応用物理学科 卒業
1989 年03 月 大阪大学医学部医学科 卒業
1993 年06 月 大阪大学医学部第二内科 研究生
職歴
1989 年07 月 大阪大学医学部附属病院第二内科 医員（研修医）
1990 年07 月 医療法人川崎病院内科 医員
1992 年06 月 市立豊中病院内科 医員
1996 年11 月 シカゴ大学 生化学／分子生物学部門 研究員
1998 年11 月 ハワードヒューズ医学研究所（シカゴ大学）研究員
2000 年04 月 群馬大学生体調節研究所 遺伝情報分野 助手
2001 年01 月 群馬大学生体調節研究所 助教授
2005 年04 月 岐阜大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科 講師
2006 年12 月 岐阜大学医学部附属病院 医療連携センター 助教授
2007 年04 月 岐阜大学医学部附属病院 准教授

岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学 臨床教授（併任）
岐阜大学医学部附属病院 医療連携センター 副センター長（併任）
岐阜大学医学部附属病院 遺伝子診療部 副部長（併任）

10月15日（日）
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指定講演②
9：20～10：20　　A会場（北國新聞赤羽ホール　2階 赤羽ホール）

※単位加算対象者以外の方向けに、Ｂ会場（1階 交流ホール）への中継あり



演者１略歴

「女性医師と男性医師の働き方に違いはある？」
演者：岡

おか

田
だ

由
ゆ

紀
き

子
こ

（春日井市民病院 糖尿病・内分泌内科）

「性差医学からみた糖尿病関連骨粗鬆症の治療と指導」
演者：鈴

すず

木
き

　敦
あつ

詞
し

（藤田保健衛生大学 医学部 内分泌・代謝内科学）

10月15日（日）

岡田由紀子
学歴
2003 年03 月 岐阜大学医学部医学科 卒業
職歴
2003 年07 月 春日井市民病院 研修医
2005 年04 月 春日井市民病院 内科医
2009 年04 月 名古屋大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科 医員
2012 年04 月 春日井市民病院 内科 医長
2017 年04 月 春日井市民病院 糖尿病・内分泌内科 医長

鈴木　敦詞
学歴
1988 年03 月 名古屋大学医学部医学科 卒業
1996 年03 月 名古屋大学大学院医学系研究科 修了
職歴
1988 年04 月 名古屋第一赤十字病院
1992 年07 月 静岡済生会総合病院
1996 年10 月 スイス連邦ジュネーブ州立大学臨床病態生理学教室 留学
2001 年09 月 藤田保健衛生大学医学部 内分泌・代謝内科学 講師
2005 年04 月 同 助教授
2007 年04 月 同 准教授
2015 年04 月 同 教授
受賞歴
1999 年 スイス連邦骨代謝学会 Preclinical Research賞
2006 年 スイス連邦骨代謝学会 Preclinical & Basic Research賞
2007 年 米国内科学会 Volunteerism & Community Service賞
2010 年 愛知県医師会 難病研究者表彰
2016 年 日本骨代謝学会 学術賞

演者２略歴
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ワークショップ「医療とジェンダー」
座長：成瀬　桂子（愛知学院大学 歯学部 内科学講座）

10：20～12：00　　A会場（北國新聞赤羽ホール　2階 赤羽ホール）
共催：日本医師会



A会場–1 11：30～12：20 座長　愛知医科大学 糖尿病内科 恒川　　新

A-01	 HbA1c高値にて紹介されたが耐糖能が正常であった一例
	 JCHO金沢病院	代謝・糖尿病センター　杉山　賢郎　他

A-02		 HbA1cの偽低値から診断に至った異常ヘモグロビン症の1例
	 社会医療法人厚生会木沢記念病院	内分泌代謝内科　堀田　亮輔　他

A-03	 溶血性貧血によりHA1cとGAの解離を認めた1例
	 愛知医科大学医学部	内科学講座	糖尿病内科　石川　貴大　他

A-04	 CA19-9の異常高値を呈した血糖コントロール不良の2型糖尿病の一例
	 大垣市民病院	糖尿病・腎臓内科　川口　頌平　他

A-05	 糖尿病の発症・進展におけるTAGEの関与−新たな予防概念−
	金沢医科大学	総合医学研究所	先端医療研究領域	糖化制御研究分野　逆井（坂井）亜紀子　他

A会場–2 14：30～15：15 座長　名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学 今枝　憲郎

A-06	 CKDを合併し、発症前に抗GAD抗体を認めた劇症1型糖尿病の1例
	 済生会富山病院	内科　北野　香織　他

A-07	 Basedow病術後、1型糖尿病に重症筋無力症を合併し、胸腺摘出後にクリーゼ
に至った1例
	 社会医療法人宏潤会	大同病院	糖尿病	糖尿病・内分泌内科　山口　佳奈　他

A-08	 診断時に無痛性甲状腺炎を併発し,	複数の膵島関連自己抗体を有したAPS3型
の一例
	 福井大学	学術研究院	医学系部門	医学領域	病態制御医学講座内科学（3）　山田　実夏　他

A-09	 1型糖尿病透析例におけるSAPの有効性
	 名古屋市立大学病院	内分泌・糖尿病内科　小川　健人　他

A-10	 SAP(Sensor	Augmented	Pump)療法が奏功したSLE合併劇症1型糖尿病の1例
	 黒部市民病院	内科　吉澤　　都　他

10月14日（土）一般演題
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A会場–3 15：15～16：00 座長　公立松任石川中央病院 糖尿病内分泌内科 長岡　　匡

A-11	 ほぼ同時期に発症した自己免疫性1型糖尿病の親子例
	 大垣市民病院	糖尿病･腎臓内科　藤谷　　淳　他

A-12	 緩徐進行１型糖尿病の親子例
	 石川県立中央病院	糖尿病・内分泌内科　浅野　昭道　他

A-13	 母親が1型糖尿病、息子がバセドウ病と1型糖尿病を同時発症した１親子例
	 富山市立富山市民病院	内科　清水　暁子　他

A-14	 1型糖尿病患者にDKAとHHSと膵炎を同時併発した一例
	 社会医療法人宏潤会	大同病院	糖尿病・内分泌内科　奥村　喬一　他

A-15	 糖尿病性ケトアシドーシスを発症し血清中HHV6型を検出した劇症1型糖尿病
の1例
	 愛知医科大学医学部	卒後臨床研修センター　清澤　禄基　他

A会場–4 16：00～16：40 座長　三重中央医療センター 一般内科 田中　剛史

A-16	 髄膜炎を契機に家族性肥大型心筋症と診断され心不全管理に難渋した1型糖
尿病患者の一例
	 富山県立中央病院	内科（内分泌・代謝）　圓山　泰史　他

A-17	 FreeStyle	Libre®を用いて周術期血糖管理をした１型糖尿病の一例
	 稲沢市民病院	糖尿病・内分泌内科　山田紗矢加　他

A-18	 経過中にGAD抗体が陽性化した肥満SPIDDMの1例
	 トヨタ記念病院	内分泌科　加藤　二郎　他

A-19	 抗精神病薬使用中に発症した1型糖尿病の一例
	 トヨタ記念病院	内分泌科　小川晃一郎　他
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B会場–1 11：30～12：20 座長　金沢医療センター 内分泌・代謝内科 栗田征一郎

B-01	 急速にインスリン需要が減り、シベンゾリンの関与が疑われた2型糖尿病の一例
	 トヨタ記念病院	内科　佐藤　圭樹　他

B-02	 繰り返す重症低血糖を契機にSAPを導入した2型糖尿病透析患者の一例
	 静岡県立総合病院	糖尿病・内分代謝センター　姜　　知佳　他

B-03	 GLP-1アナログとメトホルミン併用によりインスリンを離脱しえた２型糖尿
病症例
	 岐阜大学医学部	内分泌代謝病態学　鷹尾　　賢　他

B-04	 中性脂肪蓄積心筋血管症に２型糖尿病を合併した１例
	 愛知医科大学	糖尿病内科　清瀬　俊樹　他

B-05	 2型糖尿病教育入院1年後に体重増加する患者像の検討
	 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター	内分泌代謝内科　岡本　優衣　他

B会場–2 14：30～15：15 座長　名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 後藤　資実

B-06	 膵癌診断時に抗GAD抗体の陽転化を認めた糖尿病の1例
	 愛知医科大学医学部内科学講座	糖尿病内科　舟橋夕貴子　他

B-07	 血糖の改善に伴い著明なCA19-9上昇が改善した慢性膵炎合併糖尿病の1例
	 愛知医科大学医学部内科学講座	糖尿病内科　茂木　幹雄　他

B-08	 SGLT2阻害薬内服中,ケトアシドーシスと急性壊死性食道炎を合併した1例
	 名古屋第二赤十字病院	糖尿病内分泌内科　漆川　恵未　他

B-09	 インスリン抵抗性改善薬が著効した筋強直性筋ジストロフィー合併糖尿病の
１例
	 愛知医科大学	糖尿病内科　下田　博美　他

B-10	 食思不振と体重減少を伴う糖尿病悪化からSubclinical	Cushing病の診断に
至った１例
	 名古屋大学医学部付属病院	糖尿病・内分泌内科　大屋　有夏　他
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B会場–3 15：15～16：00 座長　名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学 田中　智洋

B-11	 SGLT2阻害薬内服中、糖質制限を施行し血糖正常な糖尿病性ケトアシドーシ
スとなった1例
	 JCHO四日市羽津医療センター	糖尿病・内分泌内科　奥山　圭介　他

B-12	 DPP-4阻害薬またはGLP-1受容体作動薬投与によるリパーゼ値の変化に関する
検討
	 医療法人TDE	糖尿病･内分泌内科クリニックTOSAKI　戸崎　貴博　他

B-13	 間接熱量測定を契機に発見した高用量メトホルミンによる乳酸蓄積の一例
	 愛知医科大学医学部内科学講座	糖尿病内科　江島　洋平　他

B-14	 インスリン製剤中の添加物に対する即時型局所アレルギーが疑われた2型糖
尿病の1例
	 愛知医科大学病院		糖尿病内科　杉浦有加子　他

B-15	 持続性GLP-1受容体作動薬デュラグルチドが有用であった腎機能低下高齢者2
型糖尿病の一例
	 やわたメディカルセンター	糖尿病内分泌内科　谷口　雅行　他

B会場–4 16：00～16：45 座長　地方独立行政法人静岡市立静岡病院 内分泌・代謝内科 脇　　昌子

B-16	 脊柱管狭窄症術後にRS3PE症候群を発症した２型糖尿病男性の一例
	 金沢赤十字病院	内分泌・代謝内科　迫　佐央理　他

B-17	 破壊性甲状腺炎が契機と考えられたSGLT2阻害薬投与下の正常血糖糖尿病ケ
トーシスの1例
	 金沢医科大学	糖尿病・内分泌内科学　水沼有威子　他

B-18	 CRP上昇、血糖コントロール悪化から無痛性甲状腺炎の診断に至った2型糖尿
病の2例
	 静岡市立静岡病院	内分泌・代謝内科　平松　美佳　他

B-19	 DPP-4阻害薬投与中に発症した水疱性類天疱瘡の2例
	 名古屋市立西部医療センター	内分泌･糖尿病内科　河江　大輔　他

B-20	 mTOR阻害薬エベロリムス関連糖尿病の病態解析
	 金沢大学	医薬保健学域	医学類　谷村　　純　他
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C会場–1 11：30～12：20 座長　金沢大学大学院 医学系研究科 循環器病態内科学 大家　理恵

C-01	 HbA1c測定感度限界値を超え、グリコアルブミン(GA)80.3%と高値を示した2
型糖尿病の一例
	 愛知医科大学医学部内科学講座	糖尿病内科　浅野　栄水　他

C-02	 糖尿病教育入院中の検査によるインスリン分泌能評価指標の比較
	 浜松医療センター	内分泌・代謝内科　長山　浩士　他

C-03	 Insulinogenic	Index陰性者の臨床的特徴と予後
	 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科	循環器病態内科学　青野　大輔　他

C-04	 2種類のCGM機器の血糖値推移の比較検討
	 藤田保健衛生大学病院	内分泌・代謝内科　松尾　悠志　他

C-05	 FreeStyleリブレProフラシュグルコースモニタリングシステムのセンサー値
の正確性評価
	 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科　平井　信弘　他

C会場–2 14：30～15：15 座長　市立砺波総合病院 糖尿病・内分泌内科 早川　哲雄

C-06	 SGLT2阻害薬開始後に腎梗塞を発症した2型糖尿病の1例
	 名古屋セントラル病院	糖尿病･内分泌内科　飯田　淳史　他

C-07	 ダパグリフロジン内服中に膀胱タンポナーデを発症した1例
	 藤田保健衛生大学医学部	内分泌・代謝内科学　牧　和歌子　他

C-08	 妹のみ心筋症を発症したミトコンドリア糖尿病の姉妹例
	 市立砺波総合病院	糖尿病・内分泌内科　寺村　千里　他

C-09	 ヒト株化膵管上皮癌培養細胞におけるTAGE生成／蓄積と膵癌促進の可能性
	 金沢医科大学	総合医学研究所糖化制御研究分野　高田　尊信　他

C-10	 簡易神経伝導検査機器（DPNチェック）を用いた糖尿病性神経障害の重症度
評価への試み
	 愛知医科大学病院	中央臨床検査部　柴田　由加　他
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C会場–3 15：15～16：00 座長　岐阜市民病院 糖尿病・内分泌内科 山田　浩司

C-11	 血糖コントロール不良の2型糖尿病に合併した慢性膿皮症の1例
	 愛知医科大学内科学講座糖尿病内科　河合美由花　他

C-12	 肺膿瘍に髄膜脳炎の合併が疑われた未治療2型糖尿病の1例
	 金沢市立病院	内分泌糖尿病内科　小池　伸彦　他

C-13	 糖尿病性足壊疽からseptic	pulmonary	embolism(SPE)と多発脳膿瘍を合併し
た一例
	 三重大学病院	糖尿病・内分泌科　佐々木　賢　他

C-14	 右肩甲部蜂窩織炎・皮下膿瘍で発症した未治療２型糖尿病の1例
	岐阜市民病院	総合診療・リウマチ膠原病センター/総合内科　竹田　具史　他

C-15	 MRSAによる皮膚多発癤癰を合併した未治療2型糖尿病の一例
	 総合大雄会病院	内分泌・糖尿病内科　橋本　昌哉　他

C会場–4 16：00～16：40 座長　富山大学医学部第一内科 糖尿病・代謝・内分泌内科 藤坂　志帆

C-16	 肺アスペルギルス症を合併した2型糖尿病の2例
	 医療法人名南会名南病院	内科　中島　千雄　他

C-17	 結核性髄膜炎の合併によりインスリン導入を要した高齢者糖尿病の一例
	 浜松労災病院	内分泌代謝内科　河野英理子　他

C-18	 ニューモシスチス肺炎加療中にペンタミジンによる薬剤性低血糖を呈した1例
	 富山大学附属病院	第一内科　中嶋　　歩　他

C-19	 二ボルマブ開始後に血糖コントロールが悪化した糖尿病の１例
	 岡崎市民病院	内分泌・糖尿病内科　塚本　健二　他
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A会場–5 13：10～14：00 座長　黒部市民病院 糖尿病・内分泌内科 吉澤　　都

A-20	 胃全摘後の食後高血糖に対するαGIの効果をCGMで確認し得た一例
	 大垣市民病院	糖尿病・腎臓内科　島内　理紗　他

A-21	 α−グルコシダーゼ阻害薬によると思われる腸管嚢胞様気腫症の一例
	 JCHO四日市羽津医療センター	糖尿病センター　岡崎　貴大　他

A-22	 α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)内服中に腸管気腫症を認めた一例
	 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科　内原　夕貴　他

A-23	 ビルダグリプチン投与中に水疱性類天疱瘡を発症した1例
	 小松市民病院	内分泌代謝内科　岡本　拓也　他

A-24	 リナグリプチン投与中に発症した水疱性類天疱瘡の1例
	 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科　山田祐一郎　他

A会場–6 14：00～14：50 座長　富山県立中央病院 内科（内分泌・代謝） 赤堀　　弘

A-25	 混合型インスリン2回からデグルデク/アスパルト配合溶解2回への切り替え
に関する検討
	 愛知医科大学医学部	内科学講座糖尿病内科,医療法人	やまうち内科　加藤　義郎　他

A-26	 高齢2型糖尿病患者におけるインスリンデグルデク/アスパルトへの切り替え
例の検討
	 三重中央医療センター	一般内科　渡邉麻衣子　他

A-27	 高用量インスリンから経口薬とGLP-1製剤へ変更しえた抗インスリン抗体陽性
糖尿病の1例
	 三重大学附属病院	糖尿病・内分泌内科　岡野　優子　他

A-28	 SAP使用中インスリンアレルギーを発症しステロイド内服で改善した1型糖
尿病の1例
	 名古屋第一赤十字病院	内分泌内科　岡崎美香子　他

A-29	 インスリンアナログ製剤の変更が有効であったインスリン抗体陽性２型糖尿
病の１例
	 真生会富山病院	内科　横山　敏啓　他

10月15日（日）一般演題
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B会場–5 10：20～11：10 座長　岐阜大学大学院医学系研究科 分子・構造学講座 内分泌代謝病態学分野 諏訪　哲也

B-21	 超低カロリー食療法で臓器特異的インスリン感受性を評価しえた肥満2型糖
尿病の一例
	 金沢大学附属病院	内分泌代謝内科１　中田　竜介　他

B-22	 デュラグルチドによりNAFLDの著明な改善を認めた糖尿病を合併した
Werner症候群の1例
	 愛知医科大学	医学部内科学講座糖尿病内科　笠置　里奈　他

B-23	 SGLT2阻害薬が著効したPrader−Willi症候群の一例
	 岐阜大学医学部附属病院	糖尿病内分泌代謝内科　駒形真希江　他

B-24	 GLP-1受容体作動薬の効果不十分例に対するSGLT2阻害薬の追加効果の検討
	 浜松医科大学	第二内科　河内　優人　他

B-25	 肥満合併糖尿病患者に対するルセオグリフロジンの減量効果と栄養状態の評価
	 金沢大学附属病院	漢方医学科,千里中央駅前クリニック,映寿会みらい病院　有光　潤介　他

B会場–6 11：10～12：00 座長　金沢大学大学院 医学系研究科 内分泌・代謝内科学分野 御簾　博文

B-26	 インスリン由来皮下アミロイド沈着により著しいインスリン抵抗性を認めた
1例
	 岐阜県立多治見病院	内分泌内科　大川　哲司　他

B-27	 経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出術により耐糖能の劇的な改善を認めた先端巨大症
の1例
	 JA愛知厚生連海南病院	糖尿病・内分泌内科　笠井　里奈　他

B-28	 初診時の新たなシステム導入により、糖尿病患者の外来通院中断率が減少した
	 市立敦賀病院	看護部　余座　信恵　他

B-29	 糖尿病薬剤師外来実施による外来糖尿病患者の実態調査
	 松波総合病院	薬剤部　奈良由里絵　他

B-30	 特定健診と経口ブドウ糖負荷試験（75gOGTT）
	 真田医院　真田　　陽　他
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B会場–7 13：10～14：00 座長　JCHO金沢病院 内科 古川　健治

B-31	 高度脱水とDKAに動脈閉塞、壊疽、脳梗塞、急性膵炎、DICを合併した2型
糖尿病の1例
	 豊川市民病院	糖尿病・内分泌内科　山口　裕之　他

B-32	 アリピプラゾール投与を契機に糖尿病性ケトアシドーシスに至った2型糖尿
病の1例
	 愛知医科大学医学部内科学講座	糖尿病内科　三浦絵美梨　他

B-33	 非糖尿病性低血糖性昏睡を発症し，大量の糖質摂取で救命できた進行前立腺
癌の1例
	 公立能登総合病院	内科　田中　弘之　他

B-34	 メトホルミンとSGLT2阻害薬の投与により重症な糖尿病性ケトアシドーシス
を発症した1例
	 愛知医科大学病院	糖尿病内科　内藤　恵奈　他

B-35	 メトホルミン関連乳酸アシドーシスで死亡した高齢2型糖尿病の1例
	 恵寿総合病院	内科　小西　正剛　他

B会場–8 14：00～14：50 座長　石川県立中央病院 糖尿病・内分泌内科 藤井寿美枝

B-36	 耐糖能障害の合併を認めたインスリノーマの1症例
	 名古屋大学医学部附属病院	糖尿病･内分泌内科　半田　朋子　他

B-37	 絶食試験でインスリノーマが疑われたが、局在診断困難により内服治療を
行った1例
	 名古屋市立大学病院	内分泌・糖尿病内科　伊藤　峻介　他

B-38	 インスリン自己抗体による遷延性低血糖が疑われた維持血液透析患者の1例
	 一宮市立市民病院	糖尿病･内分泌内科　三輪田　勤　他

B-39	 低血糖脳症治療中に頭部MRI検査でWernicke脳症を疑いVitB1補充療法を施
行した一例
	 愛知医科大学医学部内科学講座	糖尿病内科　長尾恵理子　他

B-40	 ステロイド投与による早朝空腹時低血糖を呈した慢性腎不全の１例
	 浜松医科大学	第二内科　柿沢　圭亮　他
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C会場–5 10：20～11：10 座長　豊橋市民病院 糖尿病・内分泌内科 山守　育雄

C-20	 10年間にわたりアルブミン尿の抑制ができている糖尿病腎症の1例
	 国立病院機構	三重中央医療センター	看護部　尾畑千代美　他

C-21	 運動療法による介入が有用であった高齢者糖尿病の一例
	 海津市医師会病院	リハビリテーション科　山岡　典生　他

C-22	 意外な部位（腸骨外側）のインスリンボールで血糖不安定であった高齢者糖
尿病の一例
	 トヨタ記念病院	看護室　中尾世梨奈　他

C-23	 糖尿病患者の連携手帳使用の実態
	 成田記念病院	薬局　板垣　千華　他

C-24	 外来糖尿病患者の歯の健康と関係する因子の検討―最高の糖尿病チームをめ
ざして―
	 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター	看護部　松本かおり　他

C会場–6 11：10～12：00 座長　石川県立中央病院 糖尿病・内分泌内科 浅野　昭道

C-25	 リラグルチドからデュラグルチドへの変更によるアドヒアランスと血糖コン
トロールへの影響
	 市立砺波総合病院	看護部　宮林　桂子　他

C-26	 糖尿病患者・家族に対する糖尿病カンバセーション・マップTM教育効果の検証
	 愛知医科大学病院	看護部　片桐美奈子　他

C-27	 SAP療法導入における療養支援のあり方
	 社会医療法人蘇西厚生会	松波総合病院	糖尿病センター	看護師　山田　吉子　他

C-28	 SGLT2阻害剤による「結果」が行動変容につながった一例
	 浅ノ川総合病院	看護部　山本　多恵　他

C-29	 CDEJ看護師と糖尿病看護認定看護師による病棟フットケアラウンドを試みて
	 岡崎市民病院	看護局／内分泌・糖尿病内科　吉田　照美　他
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C会場–7 13：10～14：00 座長　トヨタ記念病院 内分泌科 篠田　純治

C-30	 妊娠中に抗GAD抗体が陰性化した妊娠糖尿病の1例
	 浜松医科大学	第二内科　向山　拓矢　他

C-31	 肥満合併の１型糖尿病双胎妊娠患者に対しSAP（Sensor	Augmented	
Pump）導入を行った１例
	 三重大学医学部附属病院	糖尿病内分泌科　井上　知紗　他

C-32	 インスリン必要量が週数相応に増加せず血糖管理に難渋した1型糖尿病合併
双胎妊娠の1例
	 順天堂大学医学部附属順天堂医院	糖尿病内分泌内科／順天堂大学医学部附属静岡病院	糖尿病内分泌内科　佐藤　元律　他

C-33	 妊娠糖尿病管理・地域連携の現況
	 トヨタ記念病院	内分泌科　篠田　純治　他

C-34	 浜松市における妊娠糖尿病既往女性の２型糖尿病発症に関する多施設共同前
向き観察研究
	 浜松医科大学	第二内科　橋本　卓也　他

C会場–8 14：00～14：40 座長　金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 北田　宗弘

C-35	 日本糖尿病学会学術集会における食事療法に関連する演題数とその傾向につ
いて
	 金沢医科大学病院	栄養部　中川　明彦　他

C-36	 応用カーボカウントを導入した新規発症劇症1型糖尿病の1例
	 地方独立行政法人静岡県立病院機構	静岡県立総合病院	栄養管理室　山本　友里　他

C-37	 褥瘡を有する糖尿病腎症患者に栄養補助食品(CP-10)を用い褥瘡改善が得られ
た一例
	 金沢大学附属病院	栄養管理部　新保　智子　他

C-38	 2型糖尿病患者の食後血糖に変動を及ぼす運動療法の運動強度の検討
	 金沢大学附属病院リハビリテーション部　櫻井　吾郎　他



10月14日（土）
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P-01	 CA19-9の異常高値を呈した血糖コントロール不良の2型糖尿病の一例
（A-04）	 大垣市民病院	糖尿病・腎臓内科　川口　頌平　他

P-02	 HbA1cの偽低値から診断に至った異常ヘモグロビン症の1例
（A-02）	 社会医療法人厚生会木沢記念病院	内分泌代謝内科　堀田　亮輔　他

P-03	 2種類のCGM機器の血糖値推移の比較検討
（C-04）	 藤田保健衛生大学病院	内分泌・代謝内科　松尾　悠志　他

P-04	 糖尿病教育入院中の検査によるインスリン分泌能評価指標の比較
（C-02）	 浜松医療センター	内分泌・代謝内科　長山　浩士　他

P-05	 ほぼ同時期に発症した自己免疫性1型糖尿病の親子例
（A-11）	 大垣市民病院	糖尿病･腎臓内科　藤谷　　淳　他

P-06	 1型糖尿病患者にDKAとHHSと膵炎を同時併発した一例
（A-14）	 社会医療法人宏潤会	大同病院	糖尿病・内分泌内科　奥村　喬一　他

P-07	 2型糖尿病教育入院1年後に体重増加する患者像の検討
（B-05）	 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター	内分泌代謝内科　岡本　優衣　他

P-08	 急速にインスリン需要が減り、シベンゾリンの関与が疑われた2型糖尿病の一例
（B-01）	 トヨタ記念病院	内科　佐藤　圭樹　他

P-09	 脊柱管狭窄症術後にRS3PE症候群を発症した２型糖尿病男性の一例
（B-16）	 金沢赤十字病院	内分泌・代謝内科　迫　佐央理　他

P-10	 破壊性甲状腺炎が契機と考えられたSGLT2阻害薬投与下の正常血糖糖尿病ケ
トーシスの1例（B-17）

	 金沢医科大学	糖尿病・内分泌内科学　水沼有威子　他

P-11	 二ボルマブ開始後に血糖コントロールが悪化した糖尿病の１例
（C-19）	 岡崎市民病院	内分泌・糖尿病内科　塚本　健二　他

P-12	 ビルダグリプチン投与中に水疱性類天疱瘡を発症した1例
（A-23）	 小松市民病院	内分泌代謝内科　岡本　拓也　他

P-13	 高度脱水とDKAに動脈閉塞、壊疽、脳梗塞、急性膵炎、DICを合併した2型
糖尿病の1例（B-31）

	 豊川市民病院	糖尿病・内分泌内科　山口　裕之　他

Posters on debate
16：50～17：30　　Ｄ会場（北國新聞会館　17階 172会議室）

本セッションでは座長を置きません。ディスカッションをしたいポスターの前にお集りください。
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P-14	 胃全摘後の食後高血糖に対するαGIの効果をCGMで確認し得た一例
（A-20）	 大垣市民病院	糖尿病・腎臓内科　島内　理紗　他

P-15	 SGLT2阻害薬が著効したPrader−Willi症候群の一例
（B-23）	 岐阜大学医学部附属病院	糖尿病内分泌代謝内科　駒形真希江　他

P-16	 メトホルミン関連乳酸アシドーシスで死亡した高齢2型糖尿病の1例
（B-35）	 恵寿総合病院	内科　小西　正剛　他

P-17	 超低カロリー食療法で臓器特異的インスリン感受性を評価しえた肥満2型糖
尿病の一例（B-21）

	 金沢大学附属病院	内分泌代謝内科1　中田　竜介　他

P-18	 初診時の新たなシステム導入により、糖尿病患者の外来通院中断率が減少した
（B-28）	 市立敦賀病院	看護部　余座　信恵　他

P-19	 意外な部位（腸骨外側）のインスリンボールで血糖不安定であった高齢者糖
尿病の一例（C-22）

	 トヨタ記念病院	看護室　中尾世梨奈　他

P-20	 mTOR阻害薬エベロリムス関連糖尿病の病態解析
（B-20）	 金沢大学	医薬保健学域	医学類　谷村　　純　他



A会場 ランチョンセミナー１　12：30〜13：20

『合併症抑制を目指した糖尿病治療
　〜SGLT2阻害薬とDPP-4阻害薬の役割について考える〜』

座長：森田　　浩（浜松医科大学 内科学第二講座）
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 准教授）

 共催：第一三共株式会社・田辺三菱製薬株式会社

B会場 ランチョンセミナー２　12：30〜13：20

『循環器専門医が考える糖尿病治療 
　〜SGLT2阻害剤へ期待すること〜』

座長：八木　邦公（金沢大学医薬保健研究域 医学系 准教授）
演者：柴田　　玲（名古屋大学 先端循環器治療学 寄附講座 准教授）

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

C会場 ランチョンセミナー３　12：30〜13：20

『糖尿病治療の新たな展開
　〜治療継続を目指した服薬指導を含めて〜』

座長：薄井　　勲（獨協医科大学 内分泌代謝内科 准教授）
演者：加藤　義郎（愛知医科大学 医学部内科学講座 糖尿病内科 准教授）

 共催：MSD株式会社

共催セミナー
ランチョンセミナー 1,2,3,4,5,6,7,8

イブニングセミナー 1,2
モーニングセミナー 1,2

・ランチョンセミナーは整理券制です。
整理券配布場所：北國新聞赤羽ホール 1階　エントランスホール
　　　配布時間：10月14日（土）　9：00〜12：00
　　　　　　　　10月15日（日）　8：20〜11：40　（なくなり次第、終了）
※配布時間を過ぎても残券がある場合は、各会場前での配布となります。
※整理券はセミナー開始5分後に無効となります。

10月14日（土）
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D会場 ランチョンセミナー４　12：30〜13：20

『日本人に対する糖尿病外科治療の効果』
座長：鈴木　敦詞（藤田保健衛生大学 医学部 内分泌・代謝内科学 教授）
演者：戸邉　一之（富山大学大学院医学薬学研究部 内科学第一講座 教授）
　　　関　　洋介（四谷メディカルキューブ 減量・糖尿病外科センター）

 共催：コヴィディエンジャパン株式会社

B会場 イブニングセミナー１　17：30〜18：20

『糖尿病患者さんの“よりゆたかな暮らし”を目指して』
座長：矢野　　裕（三重大学 糖尿病・内分泌内科 准教授）

　「糖尿病連携手帳の使い方のポイント〜患者さんのゆたかな暮らしのために〜」
演者：柴田　大河（大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科）

　「２型糖尿病のインスリン療法〜よりゆたかな暮らしの実現を目指して〜」
演者：番度　行弘（福井県済生会病院 内科）

 共催：サノフィ株式会社

C会場 イブニングセミナー２　17：30〜18：20

『生体リズムと生活習慣病』
座長：有馬　　寛（名古屋大学大学院 医学系研究科 糖尿病・内分泌内科学 教授）
演者：安藤　　仁（金沢大学 医薬保健研究域 医学系 細胞分子機能学 教授）

 共催：大正富山医薬品株式会社
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A会場 モーニングセミナー１　8：30〜9：20

『2型糖尿病の薬物療法における　GLP-1受容体作動薬の位置づけ』
座長：中川　　淳（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 准教授）
演者：傍島　裕司（大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科 部長）

 共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

10月15日（日）

B会場 モーニングセミナー２　8：30〜9：20

『カテコール代謝とメトホルミン』
座長：清野　祐介（名古屋大学 糖尿病・内分泌内科 助教）
演者：金﨑　啓造（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 准教授）

『まだまだわかっていないDPP-4阻害薬による糖代謝』
座長：金﨑　啓造（金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 准教授）
演者：清野　祐介（名古屋大学 糖尿病・内分泌内科 助教）

 共催：大日本住友製薬株式会社

A会場 ランチョンセミナー５　12：10〜13：00

『SGLT2阻害薬と心腎保護
　〜糖尿病治療を節約型遺伝子仮説で考え直す〜』

座長：武田　　純（岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学 教授）
演者：木村玄次郎（独立行政法人労働者健康安全機構 旭労災病院 病院長）

 共催：小野薬品工業株式会社・アストラゼネカ株式会社

B会場 ランチョンセミナー６　12：10〜13：00

『CSII/SAPの有用性とメディカルスタッフの関わり方』
座長：臼田　里香（富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 副院長）
演者：稲垣　朱実（名古屋第二赤十字病院 第一糖尿病・内分泌内科 部長）
　　　山本なつ美（名古屋第二赤十字病院 糖尿病看護認定看護師）

 共催： 日本メドトロニック株式会社
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C会場 ランチョンセミナー７　12：10〜13：00

『Weekly DPP-4阻害薬の有用性：連日製剤からの切替１年の成績
　〜CGMで見る１週間持続血糖管理〜』

座長：鈴木　仁弥（福井大学医学部 病態制御医学講座・内科学（３） 講師）
演者：村上　雅子（日本赤十字社静岡赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科 部長）

 共催：武田薬品工業株式会社

D会場 ランチョンセミナー８　12：10〜13：00

『患者背景を考慮した糖尿病治療
　－各糖尿病治療薬の位置付けを再考する－』

座長：井上　達秀（静岡県立総合病院 副院長 兼 糖尿病・内分泌内科 部長）
演者：飯塚　勝美（ 岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター 講師・
 岐阜大学大学院 医学系研究科 内分泌代謝病態学 講師）

 共催：株式会社三和化学研究所
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