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第51回日本糖尿病学会北海道地方会タイムスケジュールおよび一般演題座長

※本地方会演題の症例の中から 4題を学会誌「糖尿病」に推薦いたします。
　�発表を聴かれて「糖尿病」に相応しい演題と思われた方は、受付に推薦記入用紙を用意してありますので�
検証資料としてご記入いただきたく存じます。ご協力をよろしくお願い申し上げます。

◆ 専門医更新のための指定講演　午前の部（8:30より）

A 会場（6F  大雪）
S-1　8:30 ～ 9:00

『脂肪滴が制御する代謝と動脈硬化 ～基礎と臨床～』
　座長：種田　紳二（萬田記念病院 糖尿病センター）
　演者：三好　秀明（北海道大学大学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室）

S-2　9:00 ～ 9:30
『糖尿病の臨床的話題：合併症など』
　座長：加藤　雅彦（国立病院機構北海道医療センター 糖尿病・脂質代謝内科）
　演者：安孫子亜津子（旭川医科大学 内科学講座病態代謝内科学分野）

◆ 一般演題　午前の部（9:45より）

A 会場（6F  大雪）
A-1 ～ 5	 疫学・検査	 中村　昭伸（	北海道大学大学院医学研究院	免疫・代謝内科学教室）
A-6 ～ 11	 治療（食事療法）	 萩原　誠也（	萬田記念病院	糖尿病センター）
A-12 ～ 16	 患者教育①	 紅粉　睦男（	札幌厚生病院	糖尿病・内分泌内科）

B 会場（6F  日高）
B-1 ～ 6	 治療（SGLT2 阻害薬①）	 鴨嶋ひかる（	小野百合内科クリニック）
B-7 ～ 12	 治療（SGLT2 阻害薬②）	 藤田　征弘（	旭川医科大学	内科学講座病態代謝内科学分野）
B-13 ～ 17	 治療（GLP-1 受容体作動薬）	 坂上　慎二（	さかうえ内科クリニック）

C 会場（6F  美瑛）
C-1 ～ 5	 検査	 伊古田明美（	勤医協中央病院	糖尿病内分泌・腎臓病センター）
C-6 ～ 10	 高齢者	 伊藤　博史（	いとうひろし内科・糖尿病内科クリニック）
C-11 ～ 17	 1 型糖尿病	 小野　百合（	小野百合内科クリニック）

◆ ランチョンセミナー　12:10 ～ 13:00

Ａ会場	（6F		大雪）　田辺三菱製薬株式会社・第一三共株式会社
Ｂ会場	（6F		日高）　	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	（6F		美瑛）　大正富山医薬品株式会社
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◆ 評議員会　評議員会会場（3F  摩周）　12:10 ～ 13:00

◆ 総　　会　A 会場（6F  大雪）　13:05 ～ 13:25

◆ 一般演題　午後の部（13:30より）

A 会場（6F  大雪）
A-17 ～ 20	 患者教育②	 佐藤　仁美（	北海道大学病院	看護部）
A-21 ～ 24	 療養指導・その他①	 中野　玲子（	萬田記念病院	糖尿病センター）
A-25 ～ 29	 療養指導・その他②	 澄川真珠子（	札幌医科大学保健医療学部	看護学科成人看護学）

B 会場（6F  日高）
B-18 ～ 22	 治療（GLP-1受容体作動薬、インスリン）	藤原　　豊（	KKR札幌医療センター	代謝・内分泌内科）
B-23 ～ 26	 治療（DPP-4 阻害薬）	 本間　玲子（	旭川厚生病院	内科／代謝内分泌）
B-27 ～ 32	 治療（その他）	 関口　雅友（	札幌厚生病院	糖尿病・内分泌内科）

C 会場（6F  美瑛）
C-18 ～ 21	 2 型糖尿病	 宮本　義博（	市立旭川病院	糖尿病・代謝内科）
C-22 ～ 27	 合併症（急性・慢性）	 森川　秋月（	旭川赤十字病院	糖尿病・内分泌内科）
C-28 ～ 31	 合併症（慢性）	 渥美　敏也（	西成病院	糖尿病センター）

◆ 専門医更新のための指定講演　午後の部（15:30より）

S-3　15:30 ～ 16:00
『糖尿病の臨床的話題：経口血糖降下薬など』
　座長：宮崎　義則（ 市立室蘭総合病院 糖尿病内科）
　演者：横山　宏樹（ 横山内科クリニック）

S-4　16:00 ～ 16:30
『糖尿病の基礎的話題：インスリン抵抗性など』
　座長：永井　　聡（ NTT 東日本札幌病院 糖尿病内分泌内科）
　演者：古橋　眞人（ 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座）
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A 会場（6F  大雪）

8:25～8:30 開会式

8:30～9:00 指定講演 1『脂肪滴が制御する代謝と動脈硬化 ～基礎と臨床～』
座長：	 種田　紳二（たねだ しんじ）  萬田記念病院 糖尿病センター

S-1 三好　秀明（みよし ひであき）  北海道大学大学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室

9:00～9:30 指定講演 2『糖尿病の臨床的話題：合併症など』
座長：	 加藤　雅彦（かとう まさひこ）  国立病院機構北海道医療センター 糖尿病・脂質代謝内科

S-2 安孫子亜津子（あびこ あつこ）  旭川医科大学 内科学講座病態代謝内科学分野

9:45～10:20 一般演題『疫学・検査』
座長：	 中村　昭伸（なかむら あきのぶ）  北海道大学大学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室

A-1 Body	mass	index（BMI）と消化器癌罹患リスク～東神楽町検診受診男性の追跡調査～
相馬　光宏（そうま みつひろ）  東神楽町国民健康保険診療所 内科

A-2 当院における高齢者糖尿病の血糖コントロール状況
三次　有奈（みよし ありな）  滝川市立病院 内科

A-3 当院糖尿病患者におけるビタミンD欠乏の状況について（2017年3-7月分）
坂東　秀訓（ばんどう ひでのり）  萬田記念病院 内科

A-4 SQLデータ検索簡易化の試み
粂井　康孝（くめい やすたか）  深川第一病院 内科

A-5 SQLデータの糖尿病診療への活用の試み
田村ひろみ（たむら ひろみ）  深川第一病院 看護部

10:20～11:02 一般演題『治療（食事療法）』
座長：	 萩原　誠也（はぎわら せいや）  萬田記念病院 糖尿病センター

A-6 高齢者糖尿病患者におけるHbA1c と体脂肪率及び間食習慣の関連について
中嶋　美緒（なかしま みお）  旭川赤十字病院 医療技術部 栄養課

A-7 不規則な勤務時間が2型糖尿病患者に及ぼす影響について
吉田　暢子（よしだ のぶこ）  医療法人社団糖友会栗原内科

A-8 カーボカウントの栄養教育の実際
神田　暢子（かんだ のぶこ）  旭川赤十字病院 医療技術部栄養課

A-9 糖尿病患者における概日リズムと疾患コントロールの関連
氏家　志乃（うじけ しの）  愛全会 愛全病院 栄養科

A-10 高齢者糖尿病患者における運動習慣及び食習慣の傾向について
田辺亜梨沙（たなべ ありさ）  旭川赤十字病院 医療技術部 栄養課

A-11 感情描出に乏しく指導に難渋した1型糖尿病の1例
石井　智子（いしい ともこ）  医療法人萬田記念病院 栄養科
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11:02～11:37 一般演題『患者教育①』
座長：	 紅粉　睦男（べにこ むつお）  札幌厚生病院 糖尿病・内分泌内科

A-12 看護師による皮膚超音波検査を用いた自己注射指導の有効性に関する検討
田中夏誉子（たなか かよこ）  さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 外来

A-13 1型糖尿病におけるグルカゴン注射の検討	
～今後の看護指導の検討と課題～
遠藤寿美恵（えんどう すみえ）  小野百合内科クリニック 糖尿病専門内科

A-14 注射針の変更による患者評価の変化
笹島　康弘（ささじま やすひろ）  アルファ調剤薬局 駅前通り店

A-15 糖尿病患者の網膜症の受け止め～療養指導を受けた患者のインタビューより
杉村　和美（すぎむら かずみ）  医療法人 萬田記念病院 眼科外来

A-16 糖尿病治療薬以外での血糖コントロール改善の可能性
宮　　愛香（みや あいか）  釧路赤十字病院 糖尿病センター

12:10～13:00 ランチョンセミナー 1『新しいグルカゴン測定法の糖尿病臨床への応用の可能性』
座長：	 武藤　英二（むとう えいじ）  むとう内科医院 院長

LS-1 北村　忠弘（きたむら ただひろ）  群馬大学生体調節研究所 教授 / 生活習慣病解析センター長

共催：田辺三菱製薬株式会社・第一三共株式会社

13:05～13:25 総会

13:30～13:58 一般演題『患者教育②』
座長：	 佐藤　仁美（さとう ひとみ）  北海道大学病院 看護部

A-17 高齢者の生きがいや趣味は糖尿病に良い影響を与えるのか
高嶋　　睦（たかしま むつみ）  恵仁会佐々木内科病院 外来

A-18 糖尿病を持つ高齢者への教育的アプローチに関する研究
太見　祥子（ふとみ さちこ）  置戸赤十字病院 内科

A-19 複数回入院している糖尿病患者に対し高齢者総合的機能評価結果に基づき介入した一例
佐藤　由奈（さとう ゆな）  独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター リハビリテーション科

A-20 入退院を繰り返す２型糖尿病患者に対する看護師の感情
細川　絵理（ほそかわ えり）  医療法人 萬田記念病院 病棟 5 階
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13:58～14:26 一般演題『療養指導・その他①』
座長：	 中野　玲子（なかの れいこ）  萬田記念病院 糖尿病センター

A-21 身体活動量に着目した2型糖尿病者における筋肉量減少因子の検討
日野　里恵（ひの さとえ）  北海道医療大学・ リハビリテーション科学部・理学療法学科

A-22 隠れ飲食が糖尿病患者の心と身体にもたらす影響
増田　千絵（ますだ ちえ）  市立旭川病院 看護部

A-23 歯磨き回数と早食い－その糖尿病やメタボ因子との関連
佐藤　未希（さとう みき）  自由が丘 横山内科クリニック

A-24 先天性金属代謝異常症の患者への治療と関わり～治療とQOLの両立を目指して～
伊藤さやか（いとう さやか）  浜田内科消化器科クリニック 看護部

14:26～15:01 一般演題『療養指導・その他②』
座長：	 澄川真珠子（すみかわ ますこ）  札幌医科大学保健医療学部 看護学科成人看護学

A-25 糖尿病外来診療における急性期での血糖管理－電話診を入れた強化療法
福本　晴佳（ふくもと はるか）  自由が丘横山内科クリニック

A-26 １型糖尿病患者の小児科から内科へのトランジションにおける療養支援の取り組み
佐々木亜衣（ささき あい）  釧路赤十字病院 看護部

A-27 糖尿病療養指導カードシステムを活用した当院での取り組み
大音師澄子（おおとし すみこ）  国家公務員共済組合連合会 斗南病院 薬剤部

A-28 クリニックにおけるフットケア外来の立ち上げ
坂東さおり（ばんどう さおり）  糖友会 栗原内科 外来

A-29 夕日丹頂CDEL生まれました！
古川　　真（ふるかわ しん）  釧路赤十字病院 内科

15:30～16:00 指定講演 3『糖尿病の臨床的話題：経口血糖降下薬など』
座長：	 宮崎　義則（みやざき よしのり）  市立室蘭総合病院 糖尿病内科

S-3 横山　宏樹（よこやま ひろき）  横山内科クリニック

16:00～16:30 指定講演 4『糖尿病の基礎的話題：インスリン抵抗性など』
座長：	 永井　　聡（ながい そう）  NTT 東日本札幌病院 糖尿病内分泌内科

S-4 古橋　眞人（ふるはし まさと）  札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座

16:30～16:35 閉会式
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B 会場（6F  日高）

9:45～10:27 一般演題『治療（SGLT2 阻害薬①）』
座長：	 鴨嶋ひかる（かもしま ひかる）  小野百合内科クリニック

B-1 病期別に検討したトホグリフロジンの糖尿病性腎症改善効果
小原　慎司（おばら しんじ）  市立札幌病院 糖尿病・内分泌内科

B-2 選択的SGLT2阻害剤FORXIGA錠による eGFRの改善
高橋　和子（たかはし かずこ）  医療法人社団高橋内科医院 内科

B-3 2型糖尿病患者におけるCanagliflozin の腎機能に対する効果
吉田　　慈（よしだ ちか）  JA 北海道厚生連札幌厚生病院 糖尿病・内分泌内科

B-4 2型糖尿病患者における SGLT2阻害薬の微量アルブミン尿への影響
松本　　啓（まつもと あきら）  恵み野病院 糖尿病内科

B-5 SGLT2阻害薬の3年間の使用成績（とくに腎機能について）
栗原　義夫（くりはら よしお）  医療法人社団糖友会 栗原内科

B-6 ルセオグリフロジンの腎尿細管に対する保護効果の検討	～ L-FABPを用いて～
鏑木　與善（かぶらき もとよし）  かぶらきクリニック 院長

10:27～11:09 一般演題『治療（SGLT2 阻害薬②）』
座長：	 藤田　征弘（ふじた ゆきひろ）  旭川医科大学 内科学講座病態代謝内科学分野

B-7 非肥満2型糖尿病に対するインスリン・SGLT2阻害薬併用療法の糖毒性軽減に関する
有用性
宮　　愛香（みや あいか）  釧路赤十字病院 糖尿病センター

B-8 チアゾリジン薬から SGLT2阻害薬切り替えによる体重減少効果－多施設介入研究－
半田　喬久（はんだ たかひさ）  北海道大学大学院医学院・医学研究院 免疫・代謝内科学教室

B-9 若年肥満者の SGLT2阻害薬による治療成績の実態調査
種田　紳二（たねだ しんじ）  （医）萬田記念病院糖尿病センター 内科

B-10 脂肪肝を合併した2型糖尿病患者に対するカナグリフロジンの有用性
古舘　和樹（ふるだて かずき）  札幌厚生病院 糖尿病・内分泌内科

B-11 SGLT2阻害薬による膣カンジダ発現頻度とその臨床的特徴
長尾　有未（ながお あみ）  自由が丘横山内科クリニック 内科

B-12 心不全を合併した肥満低換気症候群に SGLT2阻害薬追加により病状が軽快した２型糖
尿病患者
宮崎　義則（みやざき よしのり）  市立室蘭総合病院 糖尿病内科
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11:09～11:44 一般演題『治療（GLP-1 受容体作動薬）』
座長：	 坂上　慎二（さかうえ しんじ）  さかうえ内科クリニック

B-13 デュラグルチドの使用経験
宮本　義博（みやもと よしひろ）  市立旭川病院 糖尿病センター

B-14 GLP-1受容体作動薬連日投与製剤からデュラグルチド切り替えによる患者満足度の検討
高瀬　崇宏（たかせ たかひろ）  北海道大学大学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室

B-15 当院における週1回GLP-1受容体作動薬デュラグルチドの導入患者の特徴と臨床効果の検討
本間　玲子（ほんま れいこ）  旭川厚生病院 代謝内分泌内科

B-16 GLP-1受容体作動薬導入12カ月後までのHbA1c、体重、e-GFRの推移と併用薬の状況
森　　孝之（もり たかゆき）  北海道厚生連札幌厚生病院 糖尿病内科

B-17 トレラグリプチンの1年間にわたる使用経験
柳谷　真悟（やなぎや しんご）  さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 内科

12:10～13:00 ランチョンセミナー 2『 2 型糖尿病治療における DPP-4 阻害薬の新たな展開　
～高齢化を見据えた糖尿病治療戦略とは～』

座長：	 宮崎　義則（みやざき よしのり）  市立室蘭総合病院 糖尿病内科 部長

LS-2 麻生　好正（あそう よしまさ）  獨協医科大学病院 副院長 / 獨協医科大学 内科学（内分泌代謝） 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

13:30～14:05 一般演題『治療（GLP-1 受容体作動薬、インスリン）』
座長：	 藤原　　豊（ふじわら ゆたか）  KKR 札幌医療センター 代謝・内分泌内科

B-18 微量漸増で胃腸障害再発を回避し奏功したリラグルチド再投与2型糖尿病透析患者の一例
萩原　誠也（はぎわら せいや）  萬田記念病院内科 / 萬田記念病院腎臓内科

B-19 リラグルチド使用中に発生した膵疾患2例の検討
伊古田明美（いこた あけみ）  勤医協中央病院 内科

B-20 GLP-1皮下注射が原因と考えられた皮下硬結の超音波像
菊地　　実（きくち みのる）  萬田記念病院 放射線科

B-21 インスリングラルギンU300は U100と比較し低血糖を減少させる。～第２報～
小野　　渉（おの わたる）  苫小牧市立病院 内科

B-22 混合型製剤のインスリンデグルデグ /アスパルト配合注への切替えは低血糖を減少させる
泉原　里美（いずみはら りみ）  苫小牧市立病院 内科
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14:05～14:33 一般演題『治療（DPP-4 阻害薬）』
座長：	 本間　玲子（ほんま れいこ）  旭川厚生病院 内科／代謝内分泌

B-23 SGLT2阻害薬＋DPP-4阻害薬へのグリニド薬/α－GI配合錠の追加投与症例の検討
辻　　和之（つじ かずゆき）  医療法人和漢全人会 花月クリニック 内科

B-24 DPP4阻害薬内服２型糖尿病患者での水疱性類天疱瘡自己抗体の検討
紅粉　睦男（べにこ むつお）  札幌厚生病院 糖尿病・内分泌内科

B-25 DPP4阻害薬/メトホルミン配合錠への変更による服薬アドヒアランスについての検討
山内　裕貴（やまうち ゆうき）  苫小牧市立病院 内科

B-26 当院における週一回DPP-4阻害薬を導入した10症例の効果について
名取　俊介（なとり しゅんすけ）  富良野協会病院 循環器科

14:33～15:15 一般演題『治療（その他）』
座長：	 関口　雅友（せきぐち まさとも）  札幌厚生病院 糖尿病・内分泌内科

B-27 挙児希望の肥満2型糖尿病女性に対し減量手術を行い血糖コントロールが改善した一例
杉本　絢子（すぎもと あやこ）  北海道大学病院 内科 I

B-28 肥満2型糖尿病に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の治療効果
土田　和久（つちだ かずひさ）  北海道大学大学院医学院 免疫・代謝内科学教室

B-29 C型慢性肝炎に対する直接作用型抗ウイルス薬治療後、血糖改善を呈した2型糖尿病の
一症例
滝山　由美（たきやま ゆみ）  旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野

B-30 糖尿病と胆道癌を併発した２例
太田　　傑（おおた まさる）  太田内科歯科医院 内科

B-31 NASH患者へのプラセンタを用いた瀉血代替治療効果～鉄制限食併用の有用性の検討～
田中祐里恵（たなか ゆりえ）  浜田内科・消化器科クリニック 栄養部

B-32 睡眠時無呼吸症候群（SAS）の CPAPによる治療	
-2型糖尿病及びNASHを改善する可能性の考察-
野澤　佳代（のざわ かよ）  浜田内科・消化器科クリニック
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C 会場（6F  美瑛）

9:45～10:20 一般演題『検査』
座長：	 伊古田明美（いこた あけみ）  勤医協中央病院 糖尿病内分泌・腎臓病センター

C-1 インスリン使用者に対するフリースタイルリブレの有用性
大島　英二（おおしま えいじ）  おおしま内科

C-2 腹膜透析中の1型糖尿病患者にフラッシュグルコースモニタリング（FGM）を活用した1例
續木　　惇（つづき あつし）  北海道大学大学院医学院・医学研究院 免疫・代謝内科学教室

C-3 Flash	Glucose	Monitoring による間質グルコース値を用いた血糖値予測の妥当性
大島　洸人（おおしま ひろと）  札幌医科大学 医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科

C-4 ブドウ糖とチョコレートで血糖上昇に差は認めるのか -CGMによる検討
小野　百合（おの ゆり）  小野百合内科クリニック

C-5 従来型CGMと FreeStyle リブレ Pro両方を使用した患者への聞き取り調査結果報告
狩野　梨佳（かりの りか）  北晨会 恵み野病院

10:20～10:55 一般演題『高齢者』
座長：	 伊藤　博史（いとう ひろし）  いとうひろし内科・糖尿病内科クリニック

C-6 高齢者糖尿病の血糖コントロール目標に関する２４時間血糖測定（CGM）による実地的検証
藤原　　豊（ふじわら ゆたか）  KKR 札幌医療センター 内科

C-7 高齢者糖尿病におけるCGMを用いた無自覚低血糖の検討
橘内　博哉（きつない ひろや）  旭川赤十字病院 糖尿病・内分泌内科

C-8 高齢者糖尿病における長期的推移からみたインスリン離脱の検討
武藤　英二（むとう えいじ）  むとう内科医院 内科

C-9 高齢者総合機能評価CGAによるカテゴリー分類の3年間の変化
仲谷　　了（なかや りょう）  道北勤医協一条クリニック 内科

C-10 75歳以上の糖尿病患者におけるメトホルミン投与の安全性の検討
高橋　由華（たかはし ゆか）  NTT 東日本札幌病院 糖尿病内分泌内科

10:55～11:44 一般演題『1 型糖尿病』
座長：	 小野　百合（おの ゆり）  小野百合内科クリニック

C-11 当院における多腺性自己免疫症候群（APS）3A型の実態について
千葉　幸輝（ちば こうき）  帯広厚生病院 第三内科

C-12 1型糖尿病患者において、治療経過でGAD抗体が陰転化した1例
飛澤　利之（とびさわ としゆき）  製鉄記念室蘭病院 糖尿病内科

C-13 抗GAD抗体、抗IA-2抗体陽性の劇症1型糖尿病の一例
北原かおり（きたはら かおり）  KKR 札幌医療センター 糖尿病代謝内分泌内科

C-14 劇症１型糖尿病発症後、重症甲状腺機能低下症を発症した後期高齢者の一例
石関　哉生（いしぜき かなき）  旭川赤十字病院 糖尿病・内分泌内科

C-15 バセドウ病を同時に合併した劇症１型糖尿病（F1DM）の１例
長谷川千穂（はせがわ ちほ）  勤医協中央病院 糖尿病内分泌・腎臓病センター
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C-16 抗PD-1抗体であるPembrolizumab投与後に発症した劇症1型糖尿病の1例
本多　敏朗（ほんだ としろう）  KKR 札幌医療センター 代謝内科

C-17 異なる臨床経過を辿ったミトコンドリア糖尿病の同胞例
阿部　智絵（あべ ともえ）  旭川医科大学病院 糖尿病内科（旧第二内科）

12:10～13:00 ランチョンセミナー 3『 糖尿病治療を節約型遺伝子仮説で考え直す 
－ SGLT2 阻害薬を理解するための基本知識－』

座長：	 古橋　眞人（ふるはし まさと）  札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 講師

LS-3 木村玄次郎（きむら げんじろう）  旭労災病院 病院長

共催：大正富山医薬品株式会社

13:30～13:58 一般演題『2 型糖尿病』
座長：	 宮本　義博（みやもと よしひろ）  市立旭川病院 糖尿病・代謝内科

C-18 2型糖尿病患者における10年間の CPR	index（CPI）変化の検討
鴨嶋ひかる（かもしま ひかる）  小野百合内科クリニック

C-19 治療により75gGTT施行時のインスリン分泌パターンの変化
太田　　傑（おおた まさる）  太田内科歯科医院 内科

C-20 	DKAの適正治療後の糖毒性解除に約3ヶ月要した若年発症２型糖尿病の１例
飯島　康弘（いいじま やすひろ）  萬田記念病院糖尿病センター 内科

C-21 血糖コントロールの悪化を契機に見つかった抗GAD抗体陽転化を認めた2型糖尿病の2例
高木統一郎（たかぎ とういちろう）  岩見沢市立総合病院 循環器・糖尿病

13:58～14:40 一般演題『合併症（急性・慢性）』
座長：	 森川　秋月（もりかわ あきづき）  旭川赤十字病院 糖尿病・内分泌内科

C-22 集学的治療を行っても救命困難だった糖尿病患者の一剖検例
高田　明典（たかだ あきふみ）  製鉄記念室蘭病院 糖尿病内科

C-23 意識障害が遷延した糖尿病ケトアシドーシスの一例
池田　大輔（いけだ だいすけ）  市立千歳市民病院 循環器科

C-24 持続皮下インスリン注入療法患者のシックデイ時に発症した糖尿病性ケトアシドーシス
橋本　茉弥（はしもと まや）  旭川医科大学 内科学講座病態代謝内科学分野

C-25 2型糖尿病患者におけるTSH値と大血管疾患・慢性腎臓病の合併および発症・進展と
の関連性
老田真佑子（おいた まゆこ）  NTT 東日本札幌病院 糖尿病内分泌内科

C-26 糖尿病患者における食塩摂取量が腎機能に与える影響の検討
井川　裕之（いかわ ひろゆき）  札幌厚生病院 糖尿病内分泌内科

C-27 2型糖尿病患者に対する SGLT2阻害薬投与による腎機能への効果の検討
千葉　　活（ちば いくる）  滝川市立病院 内科
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14:40～15:08 一般演題『合併症（慢性）』
座長：	 渥美　敏也（あつみ としや）  西成病院 糖尿病センター

C-28 初回汎光凝固術を施行した糖尿病網膜症患者の通院状況と長期経過
宮野　良子（みやの ながこ）  萬田記念病院 眼科

C-29 血糖コントロール目的に入院した糖尿病網膜症合併患者に関する検討
酒井健太郎（さかい けんたろう）  旭川医科大学病院 病態代謝内科学分野

C-30 糖尿病患者における冠危険因子の管理目標達成率と冠動脈病変の関連
青山ちひろ（あおやま ちひろ）  札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科

C-31 2型糖尿病合併高血圧におけるザクラス配合錠の有効性と患者モチベーションへの影響
土田　健一（つちだ けんいち）  萬田記念病院 糖尿病センター・内科

 


