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家庭環境と教育 

5人姉妹の三女として広島県で生まれた。 

父は耳鼻科を開業、母方祖父、叔父、叔母、従兄
など医師が多く幼少時より医師、医学者に憧れた。 

3歳頃から習い事を梯子し、教育熱心な両親に育
てられた。 

ノートルダム清心中高等学校に進学した。カトリッ
ク系の女子校でアメリカ人シスターに英語を学び、
海外留学する同級生もいた。 

卒業後に各界で活躍しているという同窓生の話
を聞き誇りに思い、母校愛は強い。多感な時期、
親友にも恵まれ現在も交流が続いている。 

 

 



研究好きな叔母 

叔母は産婦人科医で内分泌研究に携わり、米国留学から

東北大学に帰学し33歳で講師、39歳時に秋田大学医学

部新設の際に助教授として貢献、その後医療技術短期 

大学（現医学部保健学科）教授及び学部長として活躍した。

1980年代後半当時、数少ない女性医学教授だった。 

 

   

叔母画 



• 秋田へは単身赴任だったため毎週叔父が山形まで送り
迎えをしていたらしい。 

• 88歳の叔母は、現在も秋田市内にある産婦人科 針生 

クリニックで院長を長男にゆずり、叔母は理事長として 

仕事を続けている。 

• ゾンタクラブ（女性の地位向上のための国際奉仕団体）

でも活動している。 

• 叔母のモットー 

• 印象に残った言葉 

 
 

叔母の道のり 

試験は自分の力をためせるから大好き！ 

設計、情熱、精進があれば 

大方のことは達成出来る。 



久留米大学時代 

筑後川流れる花や縁の美しい環境。 
 

縁あって大学入学後バドミントン部で夫と出会い、
実習や勉強会などで支えあう。 

内科に興味があり、長期にわたり患者に寄り添え
る糖尿病は魅力的だと考えた。 
 

夫は外科系を考えていたが、ともに内科に進むこ
とになった。 

 

 



卒後の臨床研修  

1994年～1996年 久留米大学内分泌代謝内科で研修 

          野中共平教授のもとで身体所見の取り方など内科医とし 

          ての基本と，糖尿病を中心とした内分泌代謝疾患の診療 

          について学ぶ。研修2年目に結婚，ともに糖尿病専門医を 

          目指すことになる。 
 

1996年～2003年 関連病院勤務 

    多くの糖尿病症例を経験し，臨床経験を積む。 

    しかし，困難症例に直面し知識と能力の限界を感じる。 

   1996年  白石共立病院 

   1997年  大牟田市立総合病院 

   1999年  筑後市立病院 

   2002年  東佐賀病院 



久留米大学内分泌代謝内科に戻る 

2004/12/28 

2003年に8年ぶりに大学に帰学。山田研太郎教授が就任

され新しいことが始まる環境。病棟指導医として入院患者
の診療に当たり，2005年からは内分泌代謝内科の外来
医長を務めた。 



アディポネクチン・トランスジェニック 
マウスの作成 

2003/7/11 

ちょうどそのころ研究室ではア
ディポネクチン・トランスジェ
ニックマウスの作成に成功して
いた。 
 
肝特異的プロモーターを 

用いてヒトアディポネクチン遺
伝子を導入 
 
慢性炎症反応の抑制 
脂肪組織炎の抑制 
寿命の延長 

Otabe S, Yuan X, Fukutani T, Wada N, Hashinaga T, Nakayama H, Hirota N, Kojima M, 
Yamada K. 
Overexpression of human adiponectin in transgenic mice results in suppression of fat 
accumulation and prevention of premature death by high-calorie diet. 
Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007 Jul; 293:E210-8.  



脂肪組織特異的nSREBP-1c Tgマウスは
加齢とともにNASHを発症する。 

 “新しいNASHモデルマウス” 
 
 
 
   
 
 

さらに肝特異的アディポネクチン遺伝子
導入を行うとNASH発症が抑制される。 

HE染色    Azan染色 

新しいモデルマウスの発見とアディポネクチン
遺伝子導入によるNASH発症抑制       

        





2006年ADAワシントン 

2007年ADAシカゴ 

アメリカ糖尿病学会で発表 



2型糖尿病患者のβ細胞機能 
13 

Nakayama H, et al. Intern Med 45:1971-1976, 2015 

2型糖尿病患者のβ細胞機能をグルカゴン負荷試験で評価することで、罹病期間が長く
なるほどβ細胞機能が低下し、肥満と高血糖が促進因子であることを証明した。 

横断的解析（382例） 経時的解析（50例） 

多変量解析でβ細胞機能低下速度と相関した因子 
  

  因子  相関係数 SD   p値 
  

  BMI    -0.45864   0.17422   0.0128  
  空腹時血糖 -0.52204   0.16982   0.0042  



2型糖尿病の血糖及びケトン体の日内変動 
～加齢に伴う変化～ 
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Nakayama H, et al. Endocr J. 2015; 62(3):235-41 

2型糖尿病 220名 
 

● 1st quartile 
   <50.9 years 
◆ 2nd quartile 
   <62 years 
▲ 3rd quartile 
   <71.4 years 
■ 4th quartile 
   >71.4 years 

加齢と血糖日内変動 

加齢とケトン体日内変動 血中ケトン体は朝食前と夕食前に頂値を有す
る日内変動を示す。 

血中ケトン体は加齢とともに低下する。これは
体脂肪の分解能低下と肝におけるケトン体産
生能の減弱による。 

• 清涼飲料水ケトーシスは若年2型に多い。 
• 高浸透圧高血糖症候群は高齢2型に多い。 



SGLT2阻害薬の血中ケトン体への影響 
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SGLT2阻害薬投与後は全てのポイントで血中濃度の上昇がみられ，特に朝食前，
夕食前が高値であった。最近SGLT2阻害薬によるケトーシスが注目されているが、
採血のタイミングによって値が大きく異なることに注意が必要。 

Nakayama H, et al. 7th AASD Scientific Meeting, Hong Kong, 2015 



CGMを用いた血糖プロファイル解析 

平均血糖とSDが減少 

SGLT2阻害薬投与前(a)、７日後(b)のCGM
を用いた血糖プロファイル 

J Diabetes Investig. 2015 Nov; 6(6): 699–707.  



Age (year) 

0

20

40

60

80

100

40-49 50-59 60-69 70-79 80-

Male Female

P
re

va
le

n
ce

 o
f 

sa
rc

o
p

en
ia

 (
%

) 
2型糖尿病患者のサルコペニアの頻度 

BIAを用いた解析 

2型糖尿病患者では既に40代から

特に女性でサルコペニアが見られ、
加齢とともに増加する。男性は70
代から、女性では80代で顕著な高
頻度を示した。 

高齢者の骨格筋指数は栄養摂取
量、特に肉・魚の摂取量と相関し
た。 

骨格筋指数が男性7.0kg/m2未満、女性
5.7kg/m2未満をサルコペニアとした。 



糖尿病学会のホームページに 
「女性糖尿病医のサポートする取り組み」 
というサイトを立ち上げ、各種情報提供や 
ロールモデルを紹介 

学術集会、地方会での託児所 
の充実 

シンポジウムやワークショップ
の企画・開催 

女性糖尿病医をpromoteする委員会に参加 



大学医学部医学会女性医師支援担当者連絡会 
於；日本医師会館 2017年9月29日 
中央：世界・日本医師会長横倉義武先生 
右：久留米大学男女参画推進委員会守屋先生 
左：演者 

第56回日本糖尿病学会九州地方会 2018年 



許可病床数 1025床 

診療科数  23科 

総医師数   528人（女性医師率21.4%） 

女性医師の 
キャリア支援 

勤務医の働き
方の見直し 

卒前キャリア教
育の充実 

久留米大学病院元気プロジェクト委員会 
        (男女共同参画事業推進委員会) 

平成26年5月
成立 



元気プロジェクト委員会 翌月の診療部長会で報告 

中堅以上の医師の意識変革を目指して… 

ダイバーシティマネジメント ワークライフバランスに
取り組んでいる診療科の
ヒアリング・討議 



キャリアのまとめ 

2003年度  久留米大学内分泌代謝内科に帰学（8年ぶりに戻る！） 

                    病棟指導医、糖尿病専門医取得 

        山田研太郎教授のもとでマウスを用いたNASHの研究 

2005年度  外来医長、臨床研究、JDOIT3施設担当医師 

2010年度  学位取得  

2012年度  講師 

2012年度  臨床研修管理センター副センター長 

2014年度  糖尿病学会女性糖尿病医をpromoteする委員会委員 

2016年度  元気プロジェクト男女共同参画事業推進委員会委員 

2017年度  野村政壽教授のもとで臨床研究を進める 

2018年度  准教授，医局長 

2019年度  筑後市立病院内分泌代謝内科科長、統合診療部長 

          久留米大学内分泌代謝内科准教授（兼任） 



久留米大学内分泌代謝内科医局員 



大切なのは「人の

ために進んで何か

をすること」 

不平を言う前に 

自分から動く 

ー感銘を受けた言葉ー 



• 役割が与えられたときはとにかくやってみる。 

• 積極的に学会発表し論文を書く。それが次の
モチベーションにつながる。 

• 自分が受けた恩恵や経験を後輩に役立てる。 

• コメディカルを育て糖尿病診療体制を整える。 

• やりがいのある仕事を楽しみながら毎日をすご
す。 

• 感謝の気持ちを忘れない。 

 

考えてきたこと 



久留米シティプラザ 2016年4月開設 久留米座 399席 

第20回日本先進糖尿病治療研究会 
 当番世話人 中山ひとみ 
第18回1型糖尿病研究会 
 会長 阿比留教生 

合同開催 

 2020年11月21日-22日 
 福岡県久留米市 

写真と地図は久留米市ホームページより 


