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名古屋国際会議場

名城線に乗り換え

名城線に乗り換え

地下鉄名城線

名鉄線（新名古屋駅）
4番ホームから「金山」へ

JR線（名古屋駅）：
東海道線
　1・2番ホーム
中央線
　7・8・10番ホーム
から「金山」へ

交通のご案内

名古屋国際会議場までの交通案内

新幹線等で名古屋にいらっしゃる方は、JR名古屋駅で在来線「中央線」もしくは
「東海道線」にお乗りかえの上、金山駅までお乗りつぎ下さい。
地下鉄（「日比野」、「西高蔵」駅で下車）のご利用が便利です。
● JR・名鉄・金山総合駅から最寄り駅まで２分 

地下鉄名城線（名古屋港行「日比野」下車１番出口から徒歩５分） 
又は（金山・新瑞橋方面左回り「西高蔵」下車、２番出口から徒歩５分）

● JR・名鉄金山総合駅からタクシー約10分、約1,000円

● JR名古屋駅から最寄り駅まで約20分 
地下鉄東山線「栄」乗りかえ、名城線（名古屋港行「日比野」下車、１番出口から徒歩５分） 
又は（金山・新瑞橋方面左回り「西高蔵」下車、２番出口から徒歩５分）

● JR名古屋駅からタクシー約25分、約3,500円
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会場案内図
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お願いとお知らせ
Ⅰ . 参加される方へ
… ⑴… …参加受付（名古屋国際会議場２号館１Fロビー）の開始時間は９/２２（土）９：４５

から、９/２３（日）８：４５からです。
… ⑵… 参加受付にて会場整理費 2,000 円をお支払いの上、参加証をお受け取り下さい。
… ⑶… 会場内では必ず参加証を着用して下さい。
… ⑷… …企業展示及びクローク・ドリンクサービスをご準備しております。
… ⑸… …今回のランチョンセミナーは、整理券制ではありません。（お弁当の数には限

りがございます。）
Ⅱ . 演者の方へ
… ⑴… …ご来場及びデータ確認のため、PC受付（名古屋国際会議場２号館２Ｆロビー）

にお立ち寄り下さい。
… ⑵… …発表は全て口演発表、PCプレゼンテーションでおこないます。
… ⑶… …発表時間は口演６分、討論３分です。時間を厳守願います。
… ⑷… 発表される方は前演者の発表時に次演者席にお座り下さい。
… ⑸… …PC 発表は原則としてUSBメモリーによるデータの持ち込み、もしくは各自

のPCを持ち込んでの発表に限らせていただきます。
… … ※ Power…Point の機能「発表者ツール」はご利用いただけません。

・USB メモリーでのデータ持込によるご発表

１．事務局として用意しますPCは OSがWindows、プレゼンテーションソ
フトはPower…Point…2007、2010、2013、2016 です。

２．Macintosh のデータはWindows 上での位置のずれや文字化けなどの不具
合が生じることが多いため、そのままのデータの持込は不可とさせてい
ただきます。各自、Windows 上での動作確認と、Windows 用にデータ
変換を行った上でのご用意をお願いします。

３．動画（movie… file）がある場合には、各自のPCを持ち込んでの発表を
お願いします。

４．Macintosh でのご発表をご希望の場合には、各自のPCを持ち込んでの
発表をお願いします。

５．液晶プロジェクターの出力解像度は、XGA（1024 × 768）に対応して
おります。

６．音声出力は使用出来ませんので、ご了承下さい。
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・PC 持ち込みによるご発表
１．液晶プロジェクターとの接続は、PC本体にミニDsub15 ピン外部出力

コネクターが使えるものに限ります。薄型PCでは特殊なコネクター形
状になっているものもありますので、必ず付属の変換アダプターを予め
ご確認の上、ご用意をお願いします。

２．発表中又はその準備中にバッテリー切れになることがありますので、発
表には付属のACアダプターをご用意下さい。（100V）

３．発表中にスクリーンセーバーや省電力機能で電源が切れないように、設
定のご確認をお願いします。

４．音声出力は使用出来ませんので、ご了承下さい。

・データ及び PC の受付・その他
１．事務局で用意しますキーボード、マウスを使用し、発表者ご自身で操作

して下さい。
２．Power…Point にて作製したデータのファイル名は「演題番号氏名」で保

存して下さい。
３．データ保存する前に必ずウィルスのチェックを行って下さい。
４．各ご発表の 30 分前までにPC受付にて、演題受付及び動作確認をして

下さい（なるべく受付予定時間よりも早めにお願いします）。

… ⑹… …すぐれた症例報告は、会長の選定により日本糖尿病学会誌「糖尿病」の地方会
推薦論文として「糖尿病」編集委員会に推薦されます。

Ⅲ . 発言される方へ
… ⑴… 座長の許可を得た上で、所属と氏名を述べてから討論をお願いします。
… ⑵… 進行をスムーズに行うため、発言される方はマイクの前でお待ち下さい。
Ⅳ . 座長の方へ
… ⑴… …座長の先生方は、担当セッション開始の 30 分前までに参加受付付近の座長受

付にお立ち寄りの上、推薦演題用紙をお受け取り下さい。担当セッション開始
の 10 分前までに次座長席にお座り下さい。

… ⑵… 担当セッションが時間内に終了するようご配慮下さい。

※更新研修単位については次頁をご覧ください。
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専門医および療養指導士の更新研修単位登録要綱
… 認定の更新に必要な単位取得については以下の点に注意してください。

日本糖尿病学会糖尿病専門医の皆様へ
… １．原則として「糖尿病専門医カード」を用いて登録します。参加受付横の単位登

録受付にカードをご提示ください。
… ２．「糖尿病専門医カード」をお忘れの場合、会期中にのみ利用できる臨時カード

を発行します。
… ３．本地方会出席による取得単位数は、８単位となります。

専門医更新のための指定講演について
… １．2016 年度より全ての糖尿病専門医が対象となります（認定期間の延長をされ

ている方を除く）。
… 　　「指定講演１」、「指定講演２」はそれぞれ２単位、合計４単位の取得が可能です。

( １時間の講演となりますので、30 分のみ聴講されましても１単位にはなりま
せん。）なお、指定講演の単位登録と地方会参加の単位登録とはシステムが異
なります。地方会参加の単位登録（８単位）は別に行ってください。

… ２．指定講演単位加算対象となる専門医の方には、講演会場入り口において聴講の
開始時および終了時（どちらか一方では無効）に「糖尿病専門医カード」を用
いて聴講を登録していただきます。やむを得ず途中での退場・再入場の場合は、
その都度、登録が必要です。途中退場されて戻られない場合は、単位は認定さ
れません。入場に時間がかかりますので、お早めに来場ください。

… ３．「糖尿病専門医カード」を忘れた方には臨時カードを発行します。
… ４．指定講演単位加算の対象者ではない専門医、非専門医およびコメディカル等で

聴講される方には、専門医とは別会場を用意します。
… 　　・単位加算対象の方　　　：A会場（名古屋国際会議場２号館２Ｆ会議室 224）
… 　　・単位加算対象者以外の方：E会場（名古屋国際会議場２号館１Ｆ展示室 211）

日本糖尿病療養指導士の皆様へ
… １．本地方会出席による認定更新取得単位＜第２群＞数は、４単位となります。
… ２．本地方会で糖尿病療養指導に関する発表をされた方（筆頭者のみ）は２単位加

算となります（ただし加算可否については単位申請時に審査があります）。
… ３．単位の登録は地方会会場では受け付けておりません。認定更新の申請時に参加

証（ネームカード・参加証・領収書の３連）を添えて申請してください。申請
方法は、「認定更新のご案内」（認定期間５年目に送付）で案内しています。ま
た認定機構ホームページ（URL… :… http://www.cdej.gr.jp）等でも随時案内して
います。

… ４．単位の登録（認定更新時）には地方会参加登録時に発行された参加証が必要で
すので、大切に保管してください。

… ５．認定更新・研修単位に関するご質問・お問い合わせは地方会会場では受け付け
ておりません。下記までご連絡ください。

… 　　日本糖尿病療養指導士認定機構　事務局（平日のみ）10：00 〜 17：00
… 　　〒 113-0033　文京区本郷 2-30-7　本郷 T…&…S ビル　３階
… 　　TEL：03-3815-1481　FAX：03-3815-1487
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指 定 講 演
一 般 演 題

日 程 表

お断わり：…原則的に講演者が入力したデータをそのまま掲載し
ておりますので、一部施設名・演者名・用語等の表
記不統一がございます。あらかじめご了承ください。
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日　　程　　表
9 月 22 日（土）

A　会　場
会議室224

時間

8：00

9：45

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

受付

開会の辞

B　会　場
会議室222＋223

C　会　場
会議室234

D　会　場
会議室232＋233

E　会　場
展示室211

ランチョン
セミナー①
（12：45～13：35）

ランチョン
セミナー②
（12：45～13：35）

ランチョン
セミナー③
（12：45～13：35）

ランチョン
セミナー④
（12：45～13：35）

ランチョン
セミナー⑤
（12：45～13：35）

指定講演①
（10：40～11：40）

『２型糖尿病の成因と治療』
座長：有馬　寛
演者：戸邉一之

指定講演①

中継会場
（聴講のみの方）

A-01～A-04
（11：50～12：26）
座長　藤井寿美枝

B-01～B-04
（11：50～12：26）
座長　田中智洋

C-01～C-04
（11：50～12：26）
座長　坂野僚一

D-01～D-04
（11：50～12：26）
座長　村上雅子

E-01～E-04
（11：50～12：26）
座長　堀川幸男

A-05～A-09
（14：30～15：15）
座長　吉岡修子

A-10～A-14
（15：15～16：00）
座長　尾﨑信暁

A-15～A-19
（16：00～16：45）
座長　早川哲雄

B-05～B-09
（14：30～15：15）
座長　諏訪哲也

B-10～B-14
（15：15～16：00）
座長　森田　浩

B-15～B-19
（16：00～16：45）
座長　脇　昌子

C-05～C-09
（14：30～15：15）
座長　林　木久恵

C-10～C-14
（15：15～16：00）
座長　此下忠志

C-15～C-19
（16：00～16：45）
座長　中島英太郎

D-05～D-09
（14：30～15：15）
座長　岡本秀樹

D-10～D-14
（15：15～16：00）
座長　藤坂志帆

D-15～D-19
（16：00～16：45）
座長　鈴木俊成

総会
（13：45～14：15）
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日　　程　　表
9 月 23 日（日）

A　会　場
会議室224

B　会　場
会議室222＋223

C　会　場
会議室234

D　会　場
会議室232＋233

E　会　場
展示室211

時間

8：45

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

受付

閉会の辞

ランチョン
セミナー⑥
（12：30～13：20）

ランチョン
セミナー⑦
（12：30～13：20）

ランチョン
セミナー⑧
（12：30～13：20）

ランチョン
セミナー⑨
（12：30～13：20）

ランチョン
セミナー⑩
（12：30～13：20）

指定講演②
（9：30～10：30）

『妊娠と糖代謝異常の臨床現場』
座長：近藤國和
演者：篠田純治

ワークショップ
『ライフイベントとアンコンシャスバイアス』

（10：45～12：15）
座長：成瀬桂子、岡田由紀子
演者：岡澤成祐、草田典子

小島貴子　　　

指定講演②

中継会場
（聴講のみの方）

ワークショップ

中継会場

A-20～A-24
（13：30～14：15）
座長　傍島裕司

A-25～A-29
（14：15～15：00）
座長　神谷英紀

B-20～B-24
（13：30～14：15）
座長　山家由子

B-25～B-29
（14：15～15：00）
座長　山田浩司

C-20～C-24
（13：30～14：15）
座長　御簾博文

C-25～C-29
（14：15～15：00）
座長　北田宗弘

D-20～D-24
（13：30～14：15）
座長　髙栁武志

D-25～D-29
（14：15～15：00）
座長　田中剛史
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第 93 回日本糖尿病学会中部地方会
日　時：2019 年 9 月 7日（土）・8日（日）
会　場：福井駅周辺を予定
会　長：此下　忠志（福井大学医学部附属病院　内分泌代謝内科）
事務局：福井大学医学部附属病院　内分泌代謝内科
　　　　〒 910-1193　福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3
　　　　TEL：0776-61-3111（代表）（内線：2309）
　　　　FAX：0776-61-8111
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指定講演①

９月22日　10：40〜11：40

「２型糖尿病の成因と治療」
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：戸邉　一之（富山大学大学院医学薬学研究部（医学）　内科学第一講座　教授）

講 師 略 歴

昭和58年３月　東京大学医学部医学科卒業
昭和58年６月　東京大学医学部附属病院内科研修医
昭和59年６月　三井記念病院内科研修医
昭和60年６月　東京大学医学部附属病院第三内科入局医員
平成５年３月　東京大学医学部附属病院第三内科助手
平成10年８月　東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科助手
平成14年１月　東京大学　博士（医学）
平成15年10月　東京大学大学院医学系研究科代謝・栄養病態学（糖尿病・代謝内科）講師
平成19年４月　東京大学大学院医学系研究科代謝・栄養病態学（糖尿病・代謝内科）准教授
平成19年５月　富山大学大学院医学薬学研究部内科学第一講座教授

受賞歴
平成10年５月　日本糖尿病学会学会賞（リリー賞）
平成13年11月　第38回エルウィン・フォン・ベルツ賞　
　　　　　　　（門脇孝、山内敏正、窪田直人、原一雄、寺内康夫との共同受賞）
平成16年６月　日本内分泌学会研究奨励賞
平成30年２月　日本糖尿病・肥満動物学会　学会賞「米田賞」

委員歴
平成28年５月　日本糖尿病学会　理事
平成12年４月　日本糖尿病療養指導士認定機構　講習会委員
平成25年10月　日本肥満学会　理事
平成29年６月　特定非営利活動法人　とやま糖尿病療養支援機構　理事長
平成23年６月　富山県公害健康被害認定審査会委員
平成23年８月　富山県糖尿病対策推進会議幹事

A会場 （名古屋国際会議場2号館2F　会議室224）
※単位加算対象者以外の方向けに、E会場（名古屋国際会議場2号館1F　展示室211）への中継あり
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指定講演②

９月23日　09：30〜10：30

「妊娠と糖代謝異常の臨床現場」
座長：近藤　國和（愛知県厚生連　安城更生病院　内分泌糖尿病内科　副院長）
演者：篠田　純治（トヨタ記念病院　内分泌・糖尿病内科　科部長）

講 師 略 歴

1989年３月　名古屋大学医学部 卒業
1989年４月　名古屋第一赤十字病院
1993年２月　名古屋市立東市民病院
1994年７月　名古屋大学第一内科
1996年７月　トヨタ記念病院 内分泌科 医長
2002年１月　トヨタ記念病院 内分泌科 科部長（栄養科兼務）
2002年12月〜　NST（栄養サポートチーム）チェアマン
2004年１月〜　栄養科　科部長兼務
2018年４月　トヨタ記念病院　内分泌・糖尿病内科（改称）科部長

所属学会
日本内科学会（認定医・総合内科専門医・指導医）
日本糖尿病学会（専門医、指導医）
日本内分泌学会（専門医・指導医・評議員）
日本静脈経腸栄養学会

（認定医・指導医・評議員・代議員・学会委員４件（NST委員会等）・TNT東海地区世話人（講師））
日本動脈硬化学会
日本産業衛生学会
日本医療マネジメント学会

A会場 （名古屋国際会議場2号館2F　会議室224）
※単位加算対象者以外の方向けに、E会場（名古屋国際会議場2号館1F　展示室211）への中継あり



− 12 − − 13 −

第92回日本糖尿病学会　中部地方会
ワークショップ

「ライフイベントとアンコンシャスバイアス」
日時：９月23日（日）　10：45〜12：15
場所：名古屋国際会議場２号館２F　A会場（会議室224）

講師：成瀬　桂子（愛知学院大学歯学部内科学講座　准教授）
　　　岡田由紀子（春日井市民病院　糖尿病内分泌内科　第二部長）

一般講演

①　家事育児は日常業務　〜共働きで子育て中の男性医師の立場から〜
　　岡澤　成祐（富山大学医学部第一内科（呼吸器内科））

②　誰に任せますか？親の介護
　　草田　典子（医療法人翔樹会　井上内科クリニック）

特別講演

「アンコンシャスバイアス（見えない枠）から脱出したキャリア」
小島　貴子（東洋大学理工学部生体医工学科　准教授）

A会場



９月22日（土）
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A会場-１　11：50〜12：26 座長　石川県立中央病院　糖尿病・内分泌内科　藤井寿美枝

A-１　当院における妊娠糖尿病患者の臨床像について
名古屋第一赤十字病院　内分泌内科　　土田真梨子　他

A-２　インスリン治療が必要なGDM妊婦の予測指標としての食事運動指導後の空腹
時採血

浜松医科大学附属病院　第二内科　　橋本　卓也　他

A-３　75gOGTT陰性も胎児過体重が疑われ自己血糖測定、CGM等で評価し得た妊婦
の２例

浜松医科大学　第二内科　　竹下　　啓　他

A-４　１型糖尿病合併妊娠の血糖コントロールにCSII、FGMが有用であった１例
浜松医科大学医学部　第二内科　　坂本沙有梨　他

A会場-２　14：30〜15：15 座長　公立陶生病院　内分泌・代謝内科　吉岡　修子

A-５　SU薬と抗不整脈薬の使用中に巨大肝癌の合併を認め低血糖をきたした症例
福井大学医学部附属病院　内分泌・代謝内科　　帰山　沙織　他

A-６　DPP4阻害薬によると思われる重症低血糖を反復した透析症例
静岡県立総合病院　糖尿病・内分泌内科　　畠山　　寛　他

A-７　強皮症による末梢循環不全が原因で生じた人為性低血糖の一例
半田市立半田病院　糖尿病内分泌内科　　丹羽　靖浩　他

A-８　少量オクトレオチド併用で術前管理を行ったインスリノーマの１例
JA愛知厚生連　海南病院　糖尿病・内分泌内科　　黒川枝莉花　他

A-９　特徴的な頭部MRI像を呈した低血糖性昏睡の一例
金沢市立病院　内分泌・代謝内科　　宇野　将文　他
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A会場-３　15：15〜16：00 座長　名古屋第一赤十字病院　内分泌内科　尾﨑　信暁

A-10　当院に低血糖で救急搬送された糖尿病患者の検討
半田市立半田病院　糖尿病・内分泌内科　　足立　浩一　他

A-11　後に自殺企図によるインスリン大量自己注射が判明した重症低血糖搬送の１例
中部ろうさい病院　糖尿病・内分泌内科　　重康　裕紀　他

A-12　長期間の経過観察後に膵腫瘤の局在が明瞭化しインスリノーマと診断し得た一例
浜松医科大学附属病院　内分泌代謝科　　新海　信介　他

A-13　多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）が原因と考えられた反応性低血糖の１例
金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科　　水沼有威子　他

A-14　知的障害のため診断に難渋したインスリノーマの一例
市立四日市病院　糖尿病・内分泌内科　　真野　頌子　他

A会場-４　16：00〜16：45 座長　市立砺波総合病院　糖尿病・内分泌内科　早川　哲雄

A-15　FreeStyleリブレPro®装着１週間後の指導が糖尿病治療の経過に与える影響
大垣市民病院　糖尿病・腎臓内科　　藤谷　　淳　他

A-16　Free style libreで夜間低血糖を認めたが実際には異なっていた一例
公立陶生病院　内分泌・代謝内科　　三輪田　勤　他

A-17　空腹時血糖異常（IFG）、耐糖能異常（IGT）および混合型（IFG/IGT）の 
病態の比較

医療法人名南会　名南病院　内科　　伊藤　有史　他

A-18　順天堂大学静岡病院に入院した糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候
群患者の特徴

順天堂大学医学部附属静岡病院　糖尿病・内分泌内科　　伊藤　直顕　他

A-19　フラッシュグルコースモニタリングが低血糖の発見に有用であった高齢糖尿病
患者の１例

名古屋市立大学病院　内分泌・糖尿病内科　　八木　崇志　他
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B会場-１　11：50〜12：26 座長　名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学分野　田中　智洋

B-１　褐色細胞腫のため糖尿病性ケトーシスとなり、腫瘍切除後、内因性インスリン
分泌が改善した１例

トヨタ記念病院　内分泌・糖尿病内科　　渡邊　大祐　他

B-２　胸腺原発カルチノイドの経過中に糖尿病を呈し異所性ACTH産生腫瘍と診断さ
れた一剖検例
金沢大学附属病院　大学院医薬保健学総合研究科循環器病態内科学　　蘇馬　由衣　他

B-３　前立腺癌に対する抗アンドロゲン療法開始後に著明な血糖コントロール悪化を
呈した１例

公立西知多総合病院　内分泌・代謝内科　　泉田　久和　他

B-４　ニボルマブ投与後に発症した緩徐進行１型糖尿病の１例
大垣市民病院　糖尿病・腎臓内科　　清瀬　俊樹　他

B会場-２　14：30〜15：15 座長　岐阜大学大学院医学系研究科　内分泌代謝病態学　諏訪　哲也

B-５　バセドウ病の治療前後の血糖変動をCGMで観察した１型糖尿病の１例
真生会富山病院　糖尿病センター　　横山　敏啓　他

B-６　褐色細胞腫術後早期に耐糖能の改善を認めた一例
公立陶生病院　内科　　内藤　　聡　他

B-７　糖尿病を契機に診断された48XXY+mar/47XY+marの一例
愛知医科大学病院　糖尿病内科　　渡部　美佳　他

B-８　副腎皮質ステロイド外用剤により医原性に高度の糖代謝異常を示した２例
藤田保健衛生大学　医学部　内分泌・代謝内科　　川上　　司　他

B-９　手術前後の耐糖能に着目したアドレナリン優位のパラガングリオーマの１例
岐阜大学医学部附属病院　第三内科　　安田　　愛　他
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B会場-３　15：15〜16：00 座長　藤枝市立総合病院　糖尿病・内分泌内科　森田　浩

B-10　２型糖尿病患者に対するエンパグリフロジンの有効性についての検討
済生会高岡病院　　東山さつき　他

B-11　高血糖で紹介され、門脈・下大静脈・下腸間膜静脈に血栓を認めたCA19-９陰
性膵臓癌の１例

大垣市民病院　糖尿病・腎臓内科　　河島　聖仁　他

B-12　Ketosis-proneと考えられた２型糖尿病の一例
トヨタ記念病院　内分泌・糖尿病内科　　小川晃一郎　他

B-13　２型糖尿病患者におけるreal-time 及びretrospective CGMの有用性：メタ解析
を用いた検討

伊勢赤十字病院　糖尿病・代謝内科　　井田　　諭　他

B-14　チックに対するリスペリドン内服中に認められた２型糖尿病
稲沢市民病院　糖尿病・内分泌内科　　山田紗矢加　他

B会場-４　16：00〜16：45 座長　静岡市立静岡病院　内分泌・代謝内科　脇　昌子

B-15　インスリン浮腫が原因と考えられた急性心不全の一例
愛知医科大学医学部　内科学講座糖尿病内科　　内原　夕貴　他

B-16　当院で経験したSGLT2阻害薬使用中に生じた尿路感染症例の検討
江南厚生病院　糖尿病・内分泌科　　富永　隆史　他

B-17　高血糖の精査にて自己免疫性膵炎の診断に至り、ステロイド治療にて血糖改善
を得た１例

JA愛知厚生連江南厚生病院　内分泌・糖尿病内科　　大塚　晴佳　他

B-18　高血糖高浸透圧症候群に右上腕動脈急性閉塞症を合併し切断に至った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-19　著明な代謝性アシドーシスと高血糖を呈した回腸導管造設術後２型糖尿病の一例
木沢記念病院　内分泌代謝内科/糖尿病センター　　長瀬　　大　他
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C会場-１　11：50〜12：26 座長　名古屋大学総合保健体育科学センター　坂野　僚一

C-１　胃スリーブ状切除術によりインスリン離脱が可能となった２型糖尿病の一例
藤田保健衛生大学医学部　内分泌・代謝内科　　森川　理佐　他

C-２　減量手術前後で血糖コントロールの改善とレプチン低下を確認し得た２型糖尿
病の一例

名古屋大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　　伊藤　雅晃　他

C-３　高度肥満症に対する内科および外科治療のアウトカムと課題
金沢大学附属病院　旧第一内科　　中田　竜介　他

C-４　肥満合併糖尿病患者に対するルセオグリフロジン長期投与の減量効果と栄養状
態の検討

金沢大学　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

C会場-２　14：30〜15：15 座長　富山大学　第一内科　林　木久恵

C-５　高齢で発症した抗GAD抗体強陽性１型糖尿病の１例
稲沢市民病院　糖尿病・内分泌内科　　谷口　誠治　他

C-６　DKAと甲状腺クリーゼ（TC）を同時発症し診断したバセドウ病合併１型糖尿
病の１例

静岡県立総合病院　糖尿病・内分内科　　鳥居みずき　他

C-７　持効型インスリンの休薬でも夜間低血糖をみとめた劇症１型糖尿病の１例
豊橋市民病院　糖尿病・内分泌内科　　山守　育雄　他

C-８　糖尿病性ケトアシドーシスに続いて、糖尿病性舞踏病を発症した急性発症１型
糖尿病の一例

伊勢赤十字病院　臨床研修科　　小林壮一朗　他

C-９　GAD抗体陽性を認めた劇症１型糖尿病の１例
浜松労災病院　内分泌代謝内科　　槙野　裕也　他
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C会場-３　15：15〜16：00 座長　福井大学医学部附属病院　内分泌代謝内科　此下　忠志

C-10　抗GAD抗体陽性小脳失調症を合併した緩徐進行性１型糖尿病（SPIDDM）の１例
公立陶生病院　内分泌・代謝内科　　井土　哲志　他

C-11　１型糖尿病と潰瘍性大腸炎を同時発症した多腺性自己免疫症候群３型の１例
岐阜大学医学部附属病院　総合内科　　谷　　英輝　他

C-12　シェーグレン症候群と遠位尿細管性アシドーシスを合併した１型糖尿病の１例
中濃厚生病院　内分泌糖尿病内科　　金田　知子　他

C-13　劇症型溶連菌感染症によりDKAを発症した１型糖尿病の一例
名古屋大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　　早瀬　絢香　他

C-14　家族歴濃厚な緩徐進行１型糖尿病の１例
公立西知多総合病院　内分泌・代謝内科　　伊藤　祐基　他

C会場-４　16：00〜16：45 座長　中部ろうさい病院　糖尿病・内分泌内科　中島英太郎

C-15　抗GAD抗体関連脳症に合併した１型糖尿病の一例
愛知医科大学　糖尿病内科　　黒田　典孝　他

C-16　FGM導入後に栄養指導を強化することで血糖管理が改善した１型糖尿病の二例
岡崎市民病院　内分泌・糖尿病内科　　近藤　祐市　他

C-17　感染症を契機にケトアシドーシスで発症したGAD、IA-２抗体陽性１型糖尿病
の一例

岐阜市民病院　総合内科・リウマチ膠原病科　　乾　　沙織　他

C-18　低体温を伴った糖尿病性ケトアシドーシスの１例
三重大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　　鈴木　茂仁　他

C-19　急性膵炎が先行した劇症１型糖尿病の１例
（JCHO）四日市羽津医療センター　糖尿病内科　　三好　美穂　他
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D会場-１　11：50〜12：26 座長　静岡赤十字病院　糖尿病・内分泌代謝科　村上　雅子

D-１　IgG4高値の膵癌で死亡した２型糖尿病の一剖検例
公立能登総合病院　内科　　海老沢武志　他

D-２　ペンタミジンイセチオン酸塩によりインスリン依存状態になった糖尿病の一例
名古屋市立西部医療センター　内分泌・糖尿病内科　　福原　絵美　他

D-３　時間的多発性に自己免疫による５疾患を発症した多腺性自己免疫症候群３型の
一例

社会医療法人宏潤会　大同病院　糖尿病・内分泌内科　　岸本真理子　他

D-４　MRIにて筋炎様変化を認めたリウマチ性多発筋痛症を発症した１A型糖尿病の
一例

伊勢赤十字病院　糖尿病・代謝内科　　今髙加奈子　他

D会場-２　14：30〜15：15 座長　名鉄病院　内分泌・代謝内科　岡本　秀樹

D-５　当院における高齢２型糖尿病患者の治療実態（下限値以下の群）についての検討
あそうクリニック　栄養課　　野中　　駿　他

D-６　地域包括ケアシステムで支える認知症のある高齢１型糖尿病の一例
医療法人名南会　名南病院　看護部　　中村　美香　他

D-７　持続血糖測定器（FreeStyleリブレPro）活用による療養指導の効果
みどり病院　薬剤部　　亀山　聡美　他

D-８　インスリン注射針における選好性の検討─Pilot study─
岡崎市民病院　薬局　　鈴木　百合　他

D-９　糖尿病患者におけるブラックライトを用いた視覚的デバイスによる足部清拭の
教育効果

名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻　　竹原　君江　他
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D会場-３　15：15〜16：00 座長　富山大学附属病院　第一内科　藤坂　志帆

D-10　糖尿病教室の開催形式の見直しに関する意見調査
磐田市立総合病院　看護部　　鈴木　陽子　他

D-11　脳梗塞による活動性低下に対して生活の再構築、運動療法を行った高齢者糖尿
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

D-12　糖尿病入院において患者と目標を考えることで変化したスタッフ意識
トヨタ記念病院　看護室　　中尾世梨奈　他

D-13　末梢循環障害を軽減できる重炭酸足湯・ヒルドイドソフト®軟膏の有用性の検討
旭労災病院　看護部　　大西　みさ　他

D-14　インスリン指示に連携したPOCT対応血糖測定導入の取組み
名古屋大学医学部附属病院　看護部　　竹田　園代　他

D会場-４　16：00〜16：45 座長　三重大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　鈴木　俊成

D-15　糖尿病専門クリニックにおける２型糖尿病患者の受診中断率についての検討
あそうクリニック　看護課　　早川　美穂　他

D-16　当院での高齢者糖尿病の特性に合わせた栄養指導の取り組み事例報告
おかやま糖尿病・甲状腺クリニック　　田内由希子　他

D-17　FreeStyleリブレを使用した６歳未満の小児３例
愛知医科大学病院　薬剤部　　宇野英理子　他

D-18　当院における糖尿病透析予防指導の経過と今後の課題
国立病院機構名古屋医療センター　栄養管理室　　五十川直人　他

D-19　照合端末に連携したインスリン電子カルテシステム導入への取り組み
名古屋大学医学部附属病院　看護部　　加藤　三佳　他
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E会場-１　11：50〜12：26 座長　岐阜大学大学院医学系研究科　内分泌代謝病態学　堀川　幸男

E-１　妊娠糖尿病として発症したMODY2遺伝子異常の１例
西尾市民病院　内科　　　　　　　　　　　　　　　
安城更生病院　内分泌糖尿病内科　　傍島　光昭　他

E-２　２型糖尿病患者におけるデュラグルチド投与の有効性・安全性の検討
名鉄病院　糖尿病センター　　神谷　高志　他

E-３　リラグルチドの７年以上を含む長期使用例の臨床経過
静岡市立静岡病院　内分泌・代謝内科　　脇　　昌子　他

E-４　当院における膵移植患者17例の中期予後とインスリン分泌能の検討
名古屋第二赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　　山上　綾菜　他
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A会場-１　13：30〜14：15 座長　大垣市民病院　糖尿病・腎臓内科　傍島　裕司

A-20　糖尿病ケトアシドーシス（DKA）と非閉塞性腸管虚血症（NOMI）を併発した
２型糖尿病の１例

順天堂大学医学部附属静岡病院　糖尿病・内分泌内科　　古川　康彦　他

A-21　治療中に溶血性貧血を生じ、遺伝性球状赤血球症と診断した高血糖高浸透圧症
候群の一例

藤枝市立総合病院　内分泌内科　　向山　拓矢　他

A-22　SGLT2阻害薬により糖尿病性ケトアシドーシスとなり、ケトーシスが遷延した
１例

岐阜県立多治見病院　内分泌内科　　廣瀬　友矩　他

A-23　レジパスビル・ソホスブビル投与後に薬剤性の腎障害の合併が疑われた２型糖
尿病の一例

一宮市立市民病院　糖尿病・内分泌内科　　高島　裕美　他

A-24　腎生検で糖尿病性腎症と診断され網膜症進行度と解離を認めた２型糖尿病の一例
医療法人名南会　名南病院　内科　　三宅　隆史　他

A会場-２　14：15〜15：00 座長　愛知医科大学医学部内科学講座　糖尿病内科　神谷　英紀

A-25　糖尿病性躯幹神経障害を合併した２型糖尿病の１例
市立砺波総合病院　糖尿病・内分泌内科　　早川　哲雄　他

A-26　自己判断によるインスリン増量により低血糖発作を繰り返し脳萎縮をきたした
一例

春日井市民病院　　藤田　　凜　他

A-27　胃石症（Gastric bezoar）を合併した高齢２型糖尿病患者の１例
黒部市民病院　内科　　本江　駿人　他

A-28　右手指に糖尿病性壊疽を呈した一例
名古屋市立東部医療センター　内分泌内科　　樹下　華苗　他

A-29　高血糖高浸透圧症候群の改善後に両下肢急性動脈閉塞症を発症した１例
岡崎市民病院　内分泌・糖尿病内科　　倉橋ともみ　他

９月23日（日）
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B会場-１　13：30〜14：15 座長　国立病院機構名古屋医療センター　糖尿病・内分泌内科　山家　由子

B-20　治療自己中断後、冬眠心筋を認めた２型糖尿病の１例
公立陶生病院　内科　　植田　麻莉　他

B-21　橋に脱髄性病変を呈した１型糖尿病の一例
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-22　著明な低アルブミン血症と糖尿病性ケトアシドーシスを合併した１型糖尿病の
一例

名古屋市立大学病院　内分泌・糖尿病内科　　清水　優希　他

B-23　短期間で別部位に新規病変が出現した糖尿病性筋梗塞の１例
福井県立病院　内分泌・代謝内科　　澤村　俊孝　他

B-24　糖尿病教育入院を契機に診断された感染性心内膜炎の一例
国立病院機構　三重中央医療センター　内科　　井田紗矢香　他

B会場-２　14：15〜15：00 座長　岐阜市民病院　糖尿病・内分泌内科　山田　浩司

B-25　DKA・蜂窩織炎の治療後に遅れて出現し、診断・治療に苦慮した腸骨筋多発膿
瘍の一例

豊川市民病院　糖尿病・内分泌内科　　安倍　啓介　他

B-26　ニボルマブ投与後に副腎不全と劇症１型糖尿病を発症した１例
石川県立中央病院　糖尿病・内分泌内科　　田邉衣里佳　他

B-27　Cytomegalovirus腸炎を合併した１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　　舟橋夕貴子　他

B-28　血清型15Aの侵襲性肺炎球菌感染症を発症した高齢２型糖尿病の一例
伊勢赤十字病院　臨床研修科　　市川　彩子　他

B-29　菌血症を契機に感染性大動脈瘤を発症した２型糖尿病の１例
愛知医科大学病院　糖尿病内科　　清澤　歩美　他
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C会場-１　13：30〜14：15 座長　金沢大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学　御簾　博文

C-20　シックデイ入院中にウイルス性心外膜炎をきたしたと考えられる１型糖尿病の
一例

市立島田市民病院　糖尿病・内分泌内科　　坪井堅太郎　他

C-21　１型糖尿病・糖尿病性舞踏病の精査加療を機に発覚したクリプトコッカス髄膜
炎の一例

富山大学　第一内科　　桑野　剛英　他

C-22　肝硬変を合併した糖尿病３症例へのSGLT2阻害薬使用経験
浜松医療センター　内分泌・代謝内科　　長山　浩士　他

C-23　大量のインスリン投与を要した肝性糖尿病にインスリン分泌促進剤が有効で
あった症例

名古屋市立大学病院　内分泌・糖尿病内科　　栫　　昭太　他

C-24　フラッシュグルコースモニタリング（FGM）を用いた持効型インスリンの比較
検討

国際医療福祉大学熱海病院　内分泌代謝内科　　尾下　雄紀　他

C会場-２　14：15〜15：00 座長　金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科学　北田　宗弘

C-25　SAP導入が１型糖尿病患者の血糖コントロールに与える影響の検討
安城更生病院　内分泌・糖尿病内科　　武田　　理　他

C-26　血糖コントロール不良を契機にインスリンボールを発見した１型糖尿病の一例
名古屋市立東部医療センター　内分泌内科　　大木健士郎　他

C-27　SGLT2阻害剤とGLP-1受容体作動薬の併用療法が奏効したステロイド使用中の
糖尿病症例

名古屋大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　　津留　香里　他

C-28　繰り返し糖尿病教育入院を要する患者の臨床像
富山県立中央病院　内科（内分泌・代謝科）　　加藤健一郎　他

C-29　テネリグリプチン内服中に発症した重症急性膵炎後WONの一例
富山赤十字病院　糖尿病・内分泌・栄養内科　　高桑功一朗　他
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D会場-１　13：30〜14：15 座長　藤田保健衛生大学　内分泌・代謝内科学　髙栁　武志

D-20　FGMを活用して、２型糖尿病の最適な治療法を探る 
〜45歳非肥満女性への試み〜

酒井内科・皮フ科　栄養科　　多賀ひかり　他

D-21　糖尿病教育入院患者の運動遂行度による体組成変化
大垣市民病院　リハビリテーション科　　澤藤　州康　他

D-22　GLP-1RA体重減少効果に影響するリスクファクターについて
公立学校共済組合東海中央病院　薬剤部　　小川　昌樹　他

D-23　腹腔鏡下スリーブ胃切除術前後の薬物療法の変化─高度肥満２型糖尿病の１例
名南病院　薬剤部　　田中　健志　他

D-24　高度肥満合併２型糖尿病患者の減量外科治療における管理栄養士の取り組み
岡崎市民病院　栄養管理室　　簗瀬　徳子　他

D会場-２　14：15〜15：00 座長　独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター　内科　田中　剛史

D-25　当院の糖尿病患者における抗GAD抗体に関する検討
聖隷浜松病院　内分泌内科　　林　　千雅　他

D-26　２型糖尿病の経過中に発症した劇症１型糖尿病の１例
三重中央医療センター　一般内科　　　　　　　　　
武内病院　内科　　　　　　　　　　渡邉麻衣子　他

D-27　十二指腸潰瘍を契機に診断された劇症１型糖尿病の１例
大同病院　糖尿病・内分泌内科　　奥村　喬一　他

D-28　iryoo.comアプリにおいて、「ガリクソン投手の贈り物、ナイスコントロール」
を一般公開

HDCアトラスクリニック　　鈴木　吉彦

D-29　当院におけるミニメド640GのPLGM（Predictive low glucose management）
の使用経験

岡崎市民病院　内分泌・糖尿病内科　　佐藤　勝紀　他
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ランチョンセミナー

今回のランチョンセミナーは、整理券制ではございません。
お弁当の数には限りがございます。

９月22日（土）
A会場 ランチョンセミナー①　12：45〜13：35

　『２型糖尿病治療のこれから』
座長：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）
演者：後藤　資実（名古屋大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　講師）

B会場 ランチョンセミナー②　12：45〜13：35

　『薬物療法をささえる食事・運動療法』
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：津田　謹輔（帝塚山学院大学　学長）

C会場 ランチョンセミナー③　12：45〜13：35

　『これからはもっと患者さんに寄り添う糖尿病治療を考えよう！』
座長：今枝　憲郎（名古屋市立西部医療センター　内分泌・糖尿病内科　部長）
演者：弘世　貴久（東邦大学医学部内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌学分野　教授）

D会場 ランチョンセミナー④　12：45〜13：35

　『エビデンスに基づいた糖尿病治療
　〜SGLT２阻害剤の位置づけを含めて〜』

座長：山守　育雄（豊橋市民病院　糖尿病・内分泌内科　部長）
演者：小田原雅人（東京医科大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科　主任教授）

E会場 ランチョンセミナー⑤　12：45〜13：35

　『糖尿病治療の次の一手
　〜CGMから考えるDPP-４阻害薬とメトホルミン併用の意義〜』

座長：矢野　　裕（三重大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　病院教授）
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  教授）
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９月23日（日）
A会場 ランチョンセミナー⑥　12：30〜13：20

　『ライフスタイルと未来を護る糖尿病診療』
座長：篁　　俊成（金沢大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学分野　教授）
演者：野見山　崇（福岡大学医学部　内分泌・糖尿病内科　准教授）

B会場 ランチョンセミナー⑦　12：30〜13：20

　『糖尿病腎症の治療の新基軸』
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　教授）
演者：古家　大祐（金沢医科大学　糖尿病・内分泌内科学　教授）

C会場 ランチョンセミナー⑧　12：30〜13：20

　『NAFLD・肥満の観点から糖尿病治療を見直す』
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：太田　嗣人（旭川医科大学　内科学講座　病態代謝内科学分野　教授）

D会場 ランチョンセミナー⑨　12：30〜13：20

　『CGMを用いた糖尿病治療の最適化
　〜デュラグルチドの可能性を含めて〜』

座長：村田　和也（伊勢赤十字病院　糖尿病・代謝内科　部長）
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　教授）

E会場 ランチョンセミナー⑩　12：30〜13：20

　『食事療法 Up To Date　─持効型インスリンへの期待─』
座長：森田　浩之（岐阜大学大学院医学系研究科　総合病態内科学　教授）
演者：福井　道明（京都府立医科大学医学系研究科　内分泌代謝内科学  教授）




