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 第一会場（橘）　午前の部

療養指導　食事療法（1）　（9 : 00～9 : 24）� 座長　鴇田　　藍

1-1 欠食習慣がある 2型糖尿病患者はどの位いるのか
むつ総合病院 内分泌代謝内科　村上　　宏，他

1-2 糖尿病教育入院の体験型食事指導の効果を退院後持続させるための検討
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 栄養部　半澤　智子，他

1-3 肥満 2型糖尿病患者への体重自己記録表を使用した個別指導の減量効果
せいの内科クリニック 看護部　國分　裕子，他

療養指導　食事療法（2）　（9 : 24～9 : 48）� 座長　檜尾　好徳

1-4 診療所に対する栄養指導サポートの取り組み
竹田綜合病院 栄養科　佐藤アキ子，他

1-5 情報通信機器等を用いた栄養指導を実施して見えてきた今後の課題
太田綜合病院附属太田西ノ内病院 栄養部　後藤　桂子，他

1-6 糖尿病個別栄養指導後の行動変容の調査
内科おひさまクリニック　大隅有希子，他

療養指導　合併症　（11 : 26～11 : 42）� 座長　澤田正二郎

1-7 患者の関心度にあった糖尿病合併症指導の検討～良好な血糖コントロールのため
に～
内科おひさまクリニック 糖尿病内分泌内科　佐々木洋子，他

1-8 演題取り下げ
　

1-9 フットチェック実施前後の糖尿病患者の意識と行動の実態
一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 内科外来　高橋　幸恵，他



9The Japan Diabetes Society

演 

題 

一 

覧

 第一会場（橘）　午後の部

療養指導　その他（1）　（14 : 50～15 : 30）� 座長　清野　弘明

1-10 妊娠初期に診断された妊娠糖尿病について
独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 看護部　佐藤美由紀，他

1-11 糖尿病教育入院患者の視聴覚媒体を用いた指導方法の検討
仙台医療センター 9階西病棟　加藤　麻衣，他

1-12 糖尿病を発症したインド人留学生への療養指導
医療法人さの医院 糖尿病脂質代謝内科　寒河江智子，他

1-13 当院での療養指導カードシステムを使用した療養指導の取り組みについて
芙蓉会村上病院 看護部 糖尿病内科　山口　　香，他

1-14 当院での「世界糖尿病デー」についての取り組み
芙蓉会村上病院 看護部 糖尿病内科　穐元　麻美，他

療養指導　その他（2）　（15 : 30～16 : 10）� 座長　佐野　隆一

1-15 コロナ禍における糖尿病喫煙者の心理
内科おひさまクリニック 看護部　北川　直美，他

1-16 新型コロナウイルス感染流行に伴う患者の行動変化と HbA1c、体重の変化に関
する検討
調剤薬局ミッテル開成店　菅原　秀樹，他

1-17 経口セマグルチドを開始した患者へのアンケート調査　（パイロットスタディ）
調剤薬局ミッテル開成店 薬局　岩上　　眸，他

1-18 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの DTR-QOLの変化、使用感のアンケート
調査
せいの内科クリニック 看護部　鈴木　光枝，他

1-19 中堅看護師に対する糖尿病療養指導研修会の効果－研修会前後の自記式質問紙調
査から－
平内町国民健康保険平内中央病院 看護部　竹達　香奈，他
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 第二会場（萩）　午前の部

慢性合併症　（9 : 00～9 : 24）� 座長　内藤　　孝

2-20 当院通院歴のある尿病患者における血管イベントと関連因子について
盛岡赤十字病院 総合診療科　小野　光隆

2-21 2 型糖尿病患者の開眼片足立ち時間とその後の HbA1cおよび神経障害アウト
カム
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 糖尿病センター　杉本　一博，他

2-22 地域糖尿病療養指導士としての歯科衛生士の役割
医療法人盟陽会富谷中央病院 歯科　中澤　正絵，他

糖尿病性ケトアシドーシス／高血糖高浸透圧症候群　（9 : 24～9 : 48）
� 座長　近藤　敬一

2-23 DKAに急性腎盂腎炎，敗血症性ショックを合併し，約1年で維持透析に至った
1例
山形県立中央病院 糖尿病・内分泌内科　杉山　琢真，他

2-24 右上肢動脈急性閉塞症を合併した高血糖高浸透圧症候群の 1例
仙台市立病院 糖尿病・代謝内科　小野寺　啓，他

2-25 当科における高血糖高浸透圧症候群（HHS）の状況
岩手県立軽米病院 内科　横島　孝雄

インスリノーマ　（11 : 26～11 : 50）� 座長　五十嵐雅彦

2-26 副作用のためジアゾキシドの中止を要したインスリノーマの 2例
東北大学病院 糖尿病代謝科　駒村　　寛，他

2-27 てんかん発作を契機に発見されジアゾキシドに抵抗性を示したインスリノーマの
一例
岩手医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科　金野　寛史，他

2-28 腫瘍塞栓術とエベロリムス投与が低血糖の抑制に寄与した悪性インスリノーマの
1例
東北大学病院 糖尿病代謝科　小川沙八佳，他
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 第二会場（萩）　午後の部

二次性糖尿病　（14 : 50～15 : 30）� 座長　諏佐　真治

2-29 糖尿病教育入院を契機に診断された Klinefelter 症候群の 1例
公立置賜総合病院 内科　小川　恭司，他

2-30 Prader-Willi 症候群（PWS）に対しセマグルチドを投与した 1例
東北大学病院 糖尿病代謝科　冨山晴太郎，他

2-31 Madelung 病に対してセマグルチドを投与した 1例
東北大学病院 糖尿病代謝科　佐藤　俊宏，他

2-32 エベロリムス投与により急速に耐糖能障害が進行した 1例
弘前大学附属病院 弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座　寺田　明秀，他

2-33 アモレナリンの内服開始後から血糖値の上昇を認めた膵癌合併糖尿病の一例
大崎市民病院 糖尿病・代謝内科　齋藤　孝晴，他

療養指導　その他（3）　（15 : 30～16 : 10）� 座長　薄井　正寛

2-34 自己血糖測定が困難な患者に FreeStyleリブレ Proの活用を検討
鶴岡市立荘内病院 診療部薬局　鎌田　敬志，他

2-35 FSリブレによる血糖値への意識づけと糖尿病教育
東北医科薬科大学 若林病院 糖尿病代謝内科　吉田　勇樹，他

2-36 糖尿病否定的認知尺度（DNC尺度）を用いた否定的認知の程度に関する検討
せいの内科クリニック 看護部　磯野　恵一，他

2-37 チームで糖尿病自己検査表を活用したセルフマネジメント支援
東北医科薬科大学病院 看護部　阿部絵理子，他

2-38 長期間にわたり運動療法施設を利用していた糖尿病患者の血糖調査
坂総合病院 地域健康課，坂総合クリニック 運動療法センター　咲間　　優，他
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 第三会場（白橿1）　午前の部

1型糖尿病（1）　（9 : 00～9 : 32）� 座長　高橋　和眞

3-39 初診時に HbA1cが測定不能であった劇症1型糖尿病の一例
市立秋田総合病院 卒後臨床研修センター　山本　真理，他

3-40 アテゾリズマブ投与後に発症した劇症1型糖尿病の一例
東北労災病院 糖尿病・代謝内科　萱場　瑶子，他

3-41 自己免疫性急性発症1型糖尿病の経過中に悪性貧血を合併した 1例
岩手県立中央病院 糖尿病内分泌内科　橋本　朋子，他

3-42 免疫チェックポイント阻害薬により 1型糖尿病を発症した 4例の臨床的特徴
岩手医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科　鈴木　陽子，他

1型糖尿病（2）　（9 : 32～9 : 56）� 座長　黒澤　聡子

3-43 免疫グロブリン療法施行中に GAD抗体陽性が確認され病型判断に難渋した糖尿
病の 1例
岩手医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科　佐藤　　悠，他

3-44 高齢で緩徐進行1型糖尿病（SPIDDM）を発症した多腺性自己免疫症候群（APS）
の 1例
済生会福島総合病院 内科　仲野　淳子，他

3-45 多発感染病巣を呈した劇症型溶血性連鎖球菌感染症の SPIDDM例
岩手医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科　佐々木　駿，他

 第三会場（白橿1）　午後の部

新型コロナウイルス　（14 : 50～15 : 22）� 座長　大門　　眞

3-46 院内 SARS-CoV-2 感染クラスターによる運動療法の中断が高齢糖尿病患者に
与えた影響
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 運動指導科　佐藤　　海，他
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3-47 新型コロナウイルスワクチン接種後、ケトーシスを伴う糖尿病性舞踏病を発症し
た 1例
盛岡市立病院 糖尿病代謝内科　千葉　　拓，他

3-48 最大 150単位 /日のインスリンによって血糖管理を行った重症COVID-19の
一例
大崎市民病院 糖尿病・代謝内科　山本　淳平，他

3-49 COVID-19軽快後に血糖コントロール悪化と肺炎の再燃を認めた高齢2型糖尿
病の 1例
東北大学病院 糖尿病代謝科　児玉慎二郎，他

インスリン　（15 : 22～15 : 54）� 座長　藤田　浩樹

3-50 インスリンカートリッジ製剤使用中、不適切な詰替により生じたケトアシドーシ
スの 2例
東北労災病院 糖尿病代謝内科　熊谷　絵里，他

3-51 1 型糖尿病合併妊娠に Ultra Rapid Lispro （URLi）を使用した 1例
公立置賜総合病院 内科（代謝・内分泌）　船岡健太郎，他

3-52 デュラグルチドからインスリングラルギン /リキシセナチド配合注に変更後の治
療効果
八戸市立市民病院  内分泌糖尿病科　工藤　貴徳，他

3-53 2 型糖尿病患者における IDegLiraの有用性の検討
たねだ内科クリニック  内科　種田　嘉信，他

GLP-1　（15 : 54～16 : 26）� 座長　後藤　　尚

3-54 GLP-1 受容体作動薬とインスリンの併用療法は日本人2型糖尿病の初期治療に
有効である
 奥羽大学薬学部 疾患薬理学　稲垣　実紅，他

3-55 経口セマグルチド投与で良質な血糖コントロールが得られた一例
弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座　小野寺　航，他

3-56 治療難渋の高度肥満2型糖尿病に対するセマグルチド（セマ）注の奏功例
木村健一糖尿病・内分泌クリニック  糖尿病内科　木村　健一，他
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3-57 リラグルチド開始直後に潰瘍性大腸炎を発症した肥満2型糖尿病患者の 1例
秋田大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科　楠見　僚太，他

 第四会場（白橿2）　午前の部

SGLT2阻害薬（1）　（9 : 00～9 : 32）� 座長　平井　完史

4-58 1 型糖尿病患者における SGLT2阻害薬併用療法の臨床データの推移
医療法人小内医院　小内　　裕

4-59 1 型糖尿病急性発症時に SGLT2阻害薬が開始されケトアシドーシスが遷延し
た 1例
岩手医科大学付属病院 内科学分野 糖尿病・代謝・内分泌内科分野　虫壁奈津希，他

4-60 SGLT2阻害薬の術前休薬対応に関する検討
秋田赤十字病院 代謝内科　小木田彩香，他

4-61 ルセオグリフロジンの糖代謝と肝機能・脂肪肝への経時的変化に関する検討
せいの内科クリニック　清野　弘明，他

SGLT2阻害薬（2）　（9 : 32～9 : 56）� 座長　橋本　重厚

4-62 SGLT2阻害薬を契機に発症した、色素性痒疹を伴う正常血糖ケトアシドーシス
の一例
東北労災病院 糖尿病代謝内科　河野　雄一，他

4-63 Sick dayでの SGLT-2 阻害薬内服により代謝性アシドーシスを発症した 2型
糖尿病の 1例
青森県立中央病院 内分泌内科　田村亜由美，他

4-64 SGLT2阻害薬使用中に Pembrolizumab 関連腸炎を併発し生じた糖尿病性ケ
トーシスの一例
青森県立中央病院 内分泌内科　樽澤　武房，他
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 第四会場（白橿2）　午後の部

症例（1）　（14 : 50～15 : 22）� 座長　島袋　充生

4-65 糖尿病を発症した筋強直性ジストロフィーに対し SGLT2阻害薬が有効であっ
た 1例
岩手医科大学附属病院 糖尿病代謝内分泌内科　安藤　聡彦，他

4-66 脳腫瘍に伴う認知機能低下により血糖管理が増悪した 2型糖尿病の 1例
岩手医科大学附属病院 糖尿病代謝内科　清水　　潤，他

4-67 HIF-PH阻害薬投与後に硝子体出血をきたした 2型糖尿病の一例
竹田綜合病院 内科　渡部良一郎

4-68 乳酸アシドーシスに一過性膵ベータ細胞スタニングを併発した 2型糖尿病の 1
例
福島赤十字病院 糖尿病代謝科　佐藤　宏樹，他

症例（2）　（15 : 22～15 : 54）� 座長　太田　　節

4-69 テネリグリプチン中止後に CT所見が改善した腸管嚢腫様気腫症の一例
弘前大学医学部附属病院 内分泌内科 糖尿病代謝内科　松村　功貴，他

4-70 DPP-4 阻害薬の内服を契機に水疱症を来したと考えられる一例
東北労災病院 糖尿病代謝内科　長田　　都，他

4-71 糖尿病性腎症5期で自然妊娠し周産期管理に難渋した一例
福島県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座　堀田　悠貴，他

4-72 短期入院が大幅な改善契機となった外来治療で難渋した高度肥満合併2型糖尿
病の 1例
鈴木ゆうクリニック　鈴木　　裕，他

症例（3）　（15 : 54～16 : 18）� 座長　柳町　　幸

4-73 持効型インスリン週3回注射で在宅療養となった高齢糖尿病患者の 1例
山形大学医学部附属病院 第 3内科　相馬　祥子，他

4-74 難治性の V型高脂血症を呈した、アポ E4/2遺伝型肥満2型糖尿病の一例
奥羽大学薬学部 疾患薬理学　佐藤　佑香，他
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4-75 筋痛出現でフィブラート薬の中断による高中性脂肪血症患者への治療
奥羽大学薬学部 疾患薬理学　熊谷　文哉，他
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