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若手研究奨励賞（YIA：Young Investigator Award）

審査口演
第 1日 5月 20日（木） 配信会場 6

8 : 30～9 : 30 座長 群馬大学生体調節研究所分子糖代謝制御分野 藤谷与士夫

YIA－1
（Ⅰ－20－3）

アディポネクチンのT-cadherin を介した血管周皮細胞への集積と腎保護作用
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 清水 有理，他

YIA－2
（Ⅰ－5－2）

出産後膵島ではマクロファージが増加し，エフェロサイトーシスにより膵β細胞量減少を促進する
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野 遠藤 彰，他

YIA－3
（Ⅲ－91－2）

食後のインスリン・LPSシグナルによるマクロファージの IL-10 発現を介した糖新生抑制メカニズム
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 戸田郷太郎，他

YIA－4
（Ⅰ－6－3）

高脂肪食負荷により脂肪組織常在性マクロファージは脂質関連マクロファージへ変化する
富山大学第一内科 西村 歩，他

YIA－5
（Ⅲ－102－6）

RFX6-eGFP knock-in ヒト iPS 細胞を用いた，新生児糖尿病原因遺伝子 RFX6 の膵・腸管発生分化調節に
おける役割の解明

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 中村 聡宏，他

9 : 40～10 : 40 座長 金沢医科大学糖尿病･内分泌内科学 北田 宗弘

YIA－6
（Ⅰ－4－2）

膵α細胞における分岐鎖アミノ酸代謝異常は糖尿病のグルカゴン過剰分泌に関与する
群馬大学生体調節研究所代謝シグナル解析分野 和田 恵梨，他

YIA－7
（Ⅰ－1－4）

細胞内NAD代謝の変容が膵β細胞老化を制御する
神戸大学大学院医学系研究科分子代謝医学部門/日本学術振興会特別研究員DC1 村尾 直哉，他

YIA－8
（Ⅲ－94－2）

組織透明化による 3次元腸管を用いた腸管上皮細胞およびインクレチン分泌細胞の解析
京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科 波床 朋信，他

YIA－9
（Ⅰ－1－3）

グルコース/cADPR/Trpm2 クロストーク異常と 2型糖尿病発症メカニズムの解明
自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科 船崎 俊介，他

YIA－10
（Ⅰ－6－4）

TGFβ1は細胞自律的に脂肪細胞外環境と細胞内 lipogenesis 機能を同期させる
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 豊田新一郎，他

10 : 50～11 : 50 座長 川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 金藤 秀明

YIA－11
（Ⅰ－2－2）

プロスタシンは膵β細胞におけるインスリン分泌と細胞増殖を制御する
山梨大学大学院総合研究部医学域内科学第 3講座 石井 俊史，他

YIA－12
（Ⅰ－48－3）

2 型糖尿病患者における心血管イベント新規発症における脈圧のインパクト：KAMOGAWA-HBP study
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学 竹上 茉耶，他

YIA－13
（Ⅰ－2－1）

2型糖尿病におけるβ細胞量減少の主因は，β細胞サイズの低下ではなくβ細胞数の減少である
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 佐々木裕伸，他

YIA－14
（Ⅰ－43－1）

新規受診糖尿病患者における早期ガイドライン遵守治療が及ぼす受診中断への影響
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・生活習慣病予防講座 岡田 啓，他

YIA－15
（Ⅰ－43－2）

本邦における 2型糖尿病患者に対する糖尿病薬新規処方選択に関連する年代・患者個人・施設レベルの因
子：NDBを用いた解析
国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター/筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 杉山 雄大，他

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１３＿ＹＩＡプロ／ｋｙ８４３１０９７５７５１００４０４２２

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 17.14.15 Page 1(1)

― 17 ―

E-I.indb   17 2021/05/07   19:01



E　初校

― 1―

医療スタッフ優秀演題賞

審査口演
第 1日 5月 20日（木） 配信会場 10

8 : 30～9 : 30 座長 東京女子医科大学臨床検査科 佐藤 麻子

MSA－1
（Ⅰ－56－2）

COVID-19 感染拡大による糖尿病患者の通院頻度の変化
医療法人社団三咲内科クリニック 飯田 直子，他

MSA－2
（Ⅲ－124－3）

食後高トリグリセライド血症のある 2型糖尿病患者における基礎カーボカウントによる食事指導の有用性
についての検討

医誠会病院外来患者管理・支援センター 谷口まり子，他
MSA－3
（Ⅱ－82－4）

医療従事者と患者の 2型糖尿病のイメージについての質問紙調査～アドボカシー活動のために医療従事者
として必要なこととは～

佐々総合病院診療看護部 廣瀬 久美，他
MSA－4
（Ⅱ－82－3）

糖尿病治療と仕事を両立するためにはスティグマの評価が重要
H.E.C サイエンスクリニック 若林 和子，他

MSA－5
（Ⅰ－11－4）

介護施設入所中の糖尿病患者に対する糖尿病薬管理および血糖測定が介護職員の負担に及ぼす影響の調査
伊勢赤十字病院薬剤部 永田 裕章，他

9 : 40～10 : 40 座長 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 池上 博司

MSA－6
（Ⅲ－134－2）

2 型糖尿病患者における教育入院中の集中的な運動療法の実施効果
東京都保健医療公社豊島病院リハビリテーション科/筑波大学大学院人間総合科学研究科 増田 浩了，他

MSA－7
（Ⅲ－145－3）

理学療法士による外来運動指導の効果
松下記念病院診療技術部リハビリテーション療法室 松下 仁，他

MSA－8
（Ⅲ－97－1）

2 型糖尿病患者への頻回栄養指導は食塩摂取量，インスリン量，体脂肪率およびHbA1c を減少させる：
無作為化比較対象試験

自治医科大学附属病院臨床栄養部 川畑 奈緒，他
MSA－9
（Ⅲ－125－4）

高度肥満症外科治療後の減量効果と食事摂取量の変化およびその関連についての検討
東京大学医学部附属病院病態栄養治療部 澤田 実佳，他

MSA－10
（Ⅱ－65－1）

高齢 2型糖尿病患者において十分なエネルギー摂取量が筋量維持に必要である：KAMOGAWA-DM co-
hort study

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 高橋芙由子，他
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一般演題セッション 座長一覧

口演

5月 20 日（木）
ラ氏島の生物学 1 8：30～9：40 Web-01 古田 浩人

近藤 琢磨
ラ氏島の生物学 2 9：40～10：40 Web-01 三木 隆司

横井 伯英
ラ氏島の生物学 3 10：40～11：50 Web-01 恒川 新

田口 昭彦
ラ氏島の生物学 4 13：30～14：30 Web-01 北村 忠弘

宮塚 健
ラ氏島の生物学 5 14：40～15：30 Web-01 泉 哲郎

淺原俊一郎
脂肪細胞の生物学 1 15：40～16：40 Web-01 紺屋 浩之

森 克仁
高齢者糖尿病 1 8：30～9：40 Web-02 住谷 哲

本間 玲子
高齢者糖尿病 2 9：40～10：50 Web-02 原 賢太

池田 香織
高齢者糖尿病 3 10：50～11：50 Web-02 太田 節

土居健太郎
高齢者糖尿病 4 13：30～14：20 Web-02 新谷 光世

蘆田 健二
高齢者糖尿病 5 14：30～15：30 Web-02 関口 直孝

大家 理恵
認知症 15：40～16：30 Web-02 黒江 彰

永井 義夫
1型糖尿病 1 8：30～9：30 Web-03 阿比留教生

諏佐 真治
1型糖尿病 2 9：30～10：30 Web-03 神野 和彦

川﨑 英二
1型糖尿病 3 10：30～11：40 Web-03 小野 百合

安田 尚史
1型糖尿病 4 13：30～14：30 Web-03 島田 朗

山下 滋雄
1型糖尿病 5 14：40～15：40 Web-03 大門 眞

村上 宏
妊娠 1 15：50～17：00 Web-03 藤本 美香

福本 真也
腎症 1 8：30～9：20 Web-04 深水 圭

阿部 雅紀

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１５＿一般座長一覧／ｋｙ５４３１１５７５７５１００４０４２４

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 09.56.08 Page 1(1)

― 19 ―

E-I.indb   19 2021/05/07   19:01



E　初校

― 2―

腎症 2 9：20～10：20 Web-04 田尻 祐司
田中 伸枝

腎症 3 10：20～11：40 Web-04 小川 晋
荒木 信一

腎症 4 13：30～14：40 Web-04 栗原 義夫
赤井 裕輝

腎症 5 14：50～15：50 Web-04 守屋 達美
宇津 貴

腎症 6 16：00～16：50 Web-04 横山 宏樹
卯木 智

肝臓 1 8：30～9：40 Web-05 西川 武志
稲垣 毅

肝臓 2 9：40～10：50 Web-05 長坂昌一郎
熊代 尚記

肝臓 3 10：50～12：00 Web-05 松本 道宏
井上 啓

高血糖緊急症 13：30～14：40 Web-05 山本 昌弘
田邉真紀人

低血糖 1 14：50～15：40 Web-05 辻井 悟
井上 達秀

低血糖 2 15：40～17：00 Web-05 本島 寛之
河島 淳司

薬物療法（インスリン療法 1） 8：30～9：20 Web-06 近藤 國和
良本佳代子

薬物療法（インスリン療法 2） 9：20～10：30 Web-06 森 豊
西 理宏

薬物療法（インスリン療法 3） 10：30～11：40 Web-06 吉岡 修子
岡田 裕子

薬物療法（SGLT2 阻害薬 1） 13：30～14：40 Web-06 園田 紀之
坂本 昌也

薬物療法（SGLT2 阻害薬 2） 14：50～15：50 Web-06 犬飼 敏彦
岡田 健太

薬物療法（SGLT2 阻害薬 3） 15：50～16：50 Web-06 阪口 雅司
高原 典子

肥満外科手術 1 8：30～9：40 Web-07 原島 伸一
長谷川 豊

肥満外科手術 2 9：40～10：40 Web-07 森 保道
藤川 るみ

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 1） 10：40～11：40 Web-07 麻生 好正
中村 佳子

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 2） 13：30～14：20 Web-07 高野 靖子
岩田 実

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 3） 14：30～15：30 Web-07 松田 昌文
調 進一郎

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１５＿一般座長一覧／ｋｙ５４３１１５７５７５１００４０４２４
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薬物療法（DPP-4 阻害薬） 15：40～16：40 Web-07 浦上 達彦
水流添 覚

社会医学・医療経済学 8：30～9：30 Web-08 田上 哲也
鍵本 伸二

地域医療 1 9：30～10：30 Web-08 中村 武寛
岡田 定規

地域医療 2 10：30～11：40 Web-08 浦風 雅春
松原まどか

PHR 13：30～14：20 Web-08 村尾 孝児
利根 淳仁

大規模臨床試験 1 14：30～15：40 Web-08 土井 康文
西澤 均

大規模臨床試験 2 15：50～16：50 Web-08 陣内 秀昭
橋本 尚子

COVID-19 関連 1 8：30～9：30 Web-09 渥美 義仁
山﨑 真裕

COVID-19 関連 2 9：30～10：40 Web-09 公文 義雄
石木 学

COVID-19 関連 3 10：40～11：40 Web-09 田中 剛史
田中 智洋

COVID-19 関連 4 13：30～14：30 Web-09 脇 昌子
杉山 雄大

COVID-19 関連 5 14：40～15：40 Web-09 傍島 裕司
澤田正二郎

COVID-19 関連 6 15：50～16：50 Web-09 浜野久美子
笹原 誉之

糖尿病療養指導（心理 1） 8：30～9：30 Web-10 山田 悟
松田 友和

糖尿病療養指導（心理 2） 9：40～10：40 Web-10 長谷美智代
大西由希子

糖尿病療養指導（心理 3） 10：50～11：40 Web-10 大橋 健
北谷 真子

糖尿病療養指導（チーム医療 1） 13：30～14：30 Web-10 田中 亨
木村有紀子

糖尿病療養指導（チーム医療 2） 14：40～15：30 Web-10 山本恵美子
鈴木 克典

糖尿病療養指導（チーム医療 3） 15：40～16：40 Web-10 金子至寿佳
田中 知明

5月21日（金）
脂肪細胞の生物学 2 14：20～15：20 Web-01 井町 仁美

田部 勝也
脂肪細胞の生物学 3 15：30～16：30 Web-01 田守 義和

脇 裕典

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１５＿一般座長一覧／ｋｙ５４３１１５７５７５１００４０４２４
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脂肪細胞の生物学 4 16：40～17：30 Web-01 大野 晴也
角 朝信

サルコペニア 1 14：20～15：20 Web-02 梶尾 裕
亀田 亘

サルコペニア 2 15：20～16：30 Web-02 大野 敦
森田 浩

サルコペニア 3 16：30～17：40 Web-02 小野 恵子
野原 栄

妊娠 2 14：20～15：30 Web-03 杉山 隆
柳澤 慶香

神経障害 1 15：40～16：30 Web-03 成瀬 桂子
出口 尚寿

神経障害 2 16：40～17：30 Web-03 加藤 雅彦
姫野 龍仁

腎症 7 14：20～15：10 Web-04 熊谷 悦子
安西 慶三

腎症 8 15：20～16：10 Web-04 鈴木 大輔
森井 宰

高血圧 16：20～17：30 Web-04 武田 仁勇
此下 忠志

脂質代謝 1 14：20～15：30 Web-05 比嘉眞理子
的場 ゆか

脂質代謝 2 15：30～16：40 Web-05 小林 邦久
竹本 稔

心血管 1 16：40～17：40 Web-05 飯野 和美
牛込 恵美

薬物療法（SGLT2 阻害薬 4） 14：20～15：00 Web-06 内野 泰
目黒 周

薬物療法（SGLT2 阻害薬 5） 15：10～16：20 Web-06 七里 眞義
藤田 義人

薬物療法（SGLT2 阻害薬 6） 16：30～17：30 Web-06 中西 修平
武呂 誠司

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 4） 14：20～15：20 Web-07 荷見 澄子
吉本 貴宣

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 5） 15：30～16：20 Web-07 山家 由子
加藤 智子

薬物療法（ビグアナイド薬） 16：30～17：40 Web-07 井上 元
金藤 秀明

スティグマ・アドボカシー 14：20～15：00 Web-08 岩﨑 直子
松本 一成

臨床検査 1 15：10～16：20 Web-08 岡田 洋右
柳町 幸

臨床検査 2 16：30～17：30 Web-08 鈴木 敦詞
森 博子

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１５＿一般座長一覧／ｋｙ５４３１１５７５７５１００４０４２４

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 09.56.08 Page 4(1)

― 22 ―

E-I.indb   22 2021/05/07   19:01



E　初校

― 5―

COVID-19 関連 7 14：20～15：20 Web-09 中神 朋子
勝田 裕子

COVID-19 関連 8 15：30～16：30 Web-09 太田 明雄
坂口 一彦

COVID-19 関連 9 16：40～17：40 Web-09 山﨑 勝也
谷口 孝夫

糖尿病療養指導（透析予防・栄養指導） 14：20～15：20 Web-10 北野 滋彦
細井 雅之

糖尿病療養指導（栄養指導） 15：30～16：40 Web-10 佐々木洋光
佐野 浩斎

糖尿病療養指導（教育技法） 16：50～17：40 Web-10 大原 毅
上中理香子

5月22日（土）
その他の生物学 1 8：30～9：20 Web-01 島野 仁

今井 淳太
腸の生物学 1 9：30～10：20 Web-01 豊田 雅夫

清野 祐介
腸の生物学 2 10：30～11：30 Web-01 小野 啓

森岡 与明
腸の生物学 3 15：00～16：00 Web-01 寺前 純吾

山田 哲也
筋・心筋の生物学 16：10～17：10 Web-01 笹子 敬洋

細岡 哲也
その他の生物学 2 17：10～18：00 Web-01 笹岡 利安

佐藤 博亮
2型糖尿病 1 8：30～9：30 Web-02 篠田 純治

岡島 史宜
2型糖尿病 2 9：40～10：30 Web-02 金澤 昭雄

飯嶋 寿江
2型糖尿病 3 10：40～11：40 Web-02 長嶋 一昭

迫田 秀之
メタボリック症候群 1 15：00～16：10 Web-02 野村 政壽

井上真由美
メタボリック症候群 2 16：10～17：10 Web-02 海老原 健

松田やよい
遺伝子異常による糖尿病 17：10～18：20 Web-02 山縣 和也

安田 和基
小児・思春期糖尿病 1 8：30～9：30 Web-03 岡田 朗

菊池 透
小児・思春期糖尿病 2 9：40～10：30 Web-03 川村 智行

菊池 信行
その他の糖尿病 1 10：40～11：40 Web-03 廣田 勇士

津川真美子
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その他の糖尿病 2 15：00～15：50 Web-03 三村 正裕
方波見卓行

その他の糖尿病 3 16：00～16：50 Web-03 松岡 孝昭
井口 元三

その他の糖尿病 4 17：00～17：50 Web-03 中川 淳
山田英二郎

2型糖尿病 4 8：30～9：30 Web-04 松谷 朗
中司 敦子

2型糖尿病 5 9：40～10：40 Web-04 森田恵美子
太田 康晴

2型糖尿病 6 10：50～11：50 Web-04 堀江 一郎
井形 元維

2型糖尿病 7 15：00～16：00 Web-04 原 一雄
和田 暢彦

網膜症 16：10～17：20 Web-04 高木 均
安孫子亜津子

歯周病・口腔 17：30～18：20 Web-04 小澤 直子
久木留大介

心血管 2 8：30～9：20 Web-05 佐藤 麻子
玉那覇民子

心血管 3 9：30～10：40 Web-05 益崎 裕章
三木 隆幸

心血管 4 10：50～11：40 Web-05 笈田 耕治
高橋 和之

心血管 5 15：00～16：00 Web-05 山岸 昌一
鈴木 仁弥

心血管 6 16：10～17：10 Web-05 宇治原典子
武部 典子

心血管 7 17：20～18：20 Web-05 塚本 和久
前田 法一

薬物療法（SGLT2 阻害薬 7） 8：30～9：30 Web-06 古田 眞智
橘 香穂里

薬物療法（SGLT2 阻害薬 8） 9：40～10：40 Web-06 有馬 寛
横溝 久

食事療法 1 10：50～11：50 Web-06 佐倉 宏
上野 浩晶

食事療法 2 15：00～16：00 Web-06 藤田 浩樹
浅野 昭道

食事療法 3 16：10～17：10 Web-06 仲 元司
長井 直子

食事療法 4 17：20～18：20 Web-06 高橋 和眞
岩部 真人

薬物療法（インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合剤 1） 8：30～9：30 Web-07 村上 雅子
近藤 龍也
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薬物療法（インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合剤 2） 9：40～10：40 Web-07 長谷川剛二
大月 道夫

薬物療法（インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合剤 3） 10：50～11：50 Web-07 藤井寿美枝
山根 俊介

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 6） 15：00～16：00 Web-07 税所 芳史
岡田由紀子

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 7） 16：10～17：10 Web-07 浜口 朋也
川﨑 史子

薬物療法（その他） 17：20～18：00 Web-07 櫨川 岩穂
吉澤 都

運動療法 1 8：30～9：30 Web-08 駒津 光久
田村 好史

運動療法 2 9：40～10：40 Web-08 和田 淳
村田 和也

運動療法 3 10：50～11：50 Web-08 清野 弘明
吉田 洋子

CGM 1 8：30～9：30 Web-09 黒田 暁生
臼田 里香

CGM 2 9：40～10：30 Web-09 三家登喜夫
三好 秀明

CGM 3 10：40～11：30 Web-09 中山ひとみ
池田 富貴

糖尿病とがん 15：00～16：00 Web-09 梶田 和男
谷 長行

感染症 1 16：10～17：10 Web-09 花岡 郁子
関 直人

感染症 2 17：20～18：10 Web-09 中村 高秋
中野 好夫

糖尿病療養指導（薬物） 8：30～9：20 Web-10 河合 俊英
荻原 健

糖尿病療養指導（インスリンポンプ） 9：30～10：30 Web-10 森田 浩之
佐藤 雄一

糖尿病療養指導（i CGM・フットケア） 10：40～11：50 Web-10 中塔 辰明
村尾 敏

糖尿病療養指導（運動・リハビリ療法） 15：00～16：00 Web-10 大塚 史子
入江潤一郎

糖尿病療養指導（妊娠・その他） 16：00～17：10 Web-10 小暮 彰典
窪田 直人

糖尿病療養指導（その他） 17：10～18：20 Web-10 加隈 哲也
北田 宗弘

ポスター

1 型糖尿病 1 永田 正男
1型糖尿病 2 森川 秋月
1型糖尿病 3 宮本 義博
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1 型糖尿病 4 吉良さくらこ
1型糖尿病 5 能宗 伸輔
1型糖尿病 6 田中 大祐
2型糖尿病 1 元山 宏華
2型糖尿病 2 木戸 良明
社会医学・医療経済学・PHR・IoT 日高 秀樹
災害・スティグマ・アドボカシー 古川 昇
COVID-19 関連 1 藤中 雄一
COVID-19 関連 2 松木 道裕
COVID-19 関連 3 菅沼 由美
COVID-19 関連 4 野田 薫
薬物療法（SGLT2 阻害薬 1） 的場 清和
薬物療法（SGLT2 阻害薬 2） 宮田 哲
薬物療法（SGLT2 阻害薬 3） 金重 勝博
サルコペニア 戸谷理英子
その他の合併症 1 水上 浩哉
その他の合併症 2 中 啓吾
その他の糖尿病 1 朝長 修
その他の糖尿病 2 藤澤 智巳
その他の糖尿病 3 藏田 英明
ラ氏島の生物学 藤田 征弘
感染症 奈良 光彦
急性合併症 堤 千春
高齢者糖尿病 1 住田 安弘
高齢者糖尿病 2 福岡 勇樹
脂質代謝 平野 勉
脂肪細胞の生物学 櫻井 健一
食事療法 1 松岡 孝
食事療法 2 保坂 利男
腎症 1 安田 宜成
腎症 2 石村 栄治
腎症 3 亀井 望
地域医療・医療情報 門田 文
低血糖 繪本 正憲
動脈硬化症 1 松井 淳
動脈硬化症 2 山口 宏
妊娠 豊永 哲至
薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 1） 江口 英行
薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 2） 種田 紳二
薬物療法（インスリン療法 1） 山本眞由美
薬物療法（インスリン療法 2） 小山 一憲
薬物療法（その他 1） 原 眞純
薬物療法（その他 2） 江口 陽子
糖尿病療養指導 1 加藤 大也
糖尿病療養指導 2 小川 浩平
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糖尿病療養指導 3 齋藤 重幸
臨床検査 1 小山 英則
臨床検査 2 桝田 出
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一 般 演 題

第 1日 口 演
第 1日 5月 20日（木） Web-01
口演 1

ラ氏島の生物学 1 8 : 30～9 : 40 座長 和歌山県立医科大学第一内科 古田 浩人

杏林大学医学部糖尿病・内分泌・代謝内科 近藤 琢磨

Ⅰ－1－1 MEK/ERKシグナルによるインスリン分泌制御のメカニズム
国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター分子糖尿病医学研究部 生島 芳子，他

Ⅰ－1－2 高血糖下Tmem163 抑制による膵β細胞障害
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 下 直樹，他

Ⅰ－1－3 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－9）です．
Ⅰ－1－4 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－7）です．
Ⅰ－1－5 糖尿病関連遺伝子UBE2E2 の膵β細胞における役割

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 桜井 賛孝，他
Ⅰ－1－6 ヒト膵島におけるUCP2 およびアルドラーゼBがインスリン分泌に与える影響の検討

群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野/横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学 井上 亮太，他
Ⅰ－1－7 インクレチン応答性インスリン分泌障害に関与する候補タンパク質の同定

神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学/神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 吉田 舞，他

口演 2

ラ氏島の生物学 2 9 : 40～10 : 40 座長 千葉大学大学院医学研究院代謝生理学 三木 隆司

京都大学農学研究科動物遺伝育種学 横井 伯英

Ⅰ－2－1 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－13）です．
Ⅰ－2－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－11）です．
Ⅰ－2－3 膵β細胞におけるミトコンドリア品質管理の破綻はインスリン分泌不全を誘導する

杏林大学医学部生化学 青柳 共太，他
Ⅰ－2－4 膵切除術前後における内分泌・代謝動態の前向き観察研究（KIP-MEP study）：膵頭十二指腸切除と膵体

尾部切除の相違
近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 庭野 史丸，他

Ⅰ－2－5 Prodynorphin の膵島における発現変化の検討
群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野/横浜市立大学大学院医学系研究科分子内分泌・糖尿病内科/

横浜市立大学大学院医学系研究科発生成育小児医療学 西山 邦幸，他
Ⅰ－2－6 細胞外インスリンによる膵β細胞におけるGLP1R 発現に関する検討

大阪大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 焦 裕之，他

口演 3

ラ氏島の生物学 3 10 : 40～11 : 50 座長 愛知医科大学糖尿病内科 恒川 新
山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講
座 田口 昭彦

Ⅰ－3－1 単細胞トランスクリプトーム解析による膵β細胞増殖過程の遺伝子発現解析
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科 龍岡 久登，他
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Ⅰ－3－2 糖尿病に対する細胞療法確立に向けたヒトES/iPS 細胞由来膵前駆細胞の増殖機序の解明
京都大学 iPS 細胞研究所 木村 東，他

Ⅰ－3－3 β細胞量の減少はα細胞におけるARX発現の低下とNKX6.1 発現の増加と関連する～ヒト膵組織を用
いた検討～
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学/大阪大学大学院医学系研究科総合地域医療学寄附講座 藤田有可里，他

Ⅰ－3－4 膵β細胞傷害モデルマウスを用いた膵島再生機構の解析
千葉大学大学院医学研究院代謝生理学 波多野 亮，他

Ⅰ－3－5 短期の高スターチ食負荷は膵β細胞保護効果に乏しい
藤田医科大学内分泌・代謝内科学 上野 慎士，他

Ⅰ－3－6 膵島と腺房細胞の相互作用によるGLP-1 を介した膵β細胞増殖制御機構の解析
横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学 京原 麻由，他

Ⅰ－3－7 DPP-4 阻害薬および SGLT2 阻害薬の併用は，病態早期において膵β細胞保護効果を発揮する
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 伏見 佳朗，他

口演 4

ラ氏島の生物学 4 13 : 30～14 : 30 座長 群馬大学生体調節研究所 北村 忠弘

順天堂大学代謝内分泌内科 宮塚 健

Ⅰ－4－1 高特異性グルカゴンサンドイッチELISAの開発と臨床的有用性の検証
群馬大学生体調節研究所代謝シグナル解析分野 小林 雅樹，他

Ⅰ－4－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－6）です．
Ⅰ－4－3 膵α細胞におけるHeat Shock Protein 72（HSP72）のストレスシグナルとグルカゴン分泌への影響

熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 渡邊 拓郎，他
Ⅰ－4－4 成長ホルモンによるXBP-1 の発現と膵島の形態維持について

日本医科大学武蔵小杉病院内分泌・糖尿病・動脈硬化内科 石川真由美，他
Ⅰ－4－5 MIN6 細胞からのMCP-1 と VEGF120分泌に対するアシル化グレリンの影響の検討

杏林大学医学部附属病院第三内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 北原 敦子，他
Ⅰ－4－6 妊娠によるヒト膵島容積の変化について

弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座 水上 浩哉，他

口演 5

ラ氏島の生物学 5 14 : 40～15 : 30 座長 群馬大学・生体調節研究所 泉 哲郎

神戸大学糖尿病・内分泌内科 淺原俊一郎

Ⅰ－5－1 自然発症 2型糖尿病モデルマウスの環境因子による膵島エピゲノム変化とゲノム多型に関する網羅的検
討

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学/
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学糖尿病病態医療学寄附講座/

国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター代謝疾患研究部 南茂 隆生，他
Ⅰ－5－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－2）です．
Ⅰ－5－3 膵特異的グルコキナーゼの抑制が 2型糖尿病病態下の膵β細胞量を保持する

北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室内科 II 大森 一乃，他
Ⅰ－5－4 in vivo live imaging による膵ランゲルハンス氏島の血流解析

筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 松坂 賢，他
Ⅰ－5－5 膵β細胞における S100 calcium-binding protein A8（S100A8）は高脂肪食負荷による膵β細胞増殖を

抑制する
横浜市立大学附属病院内分泌・糖尿病内科 宮下 大介，他
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口演 6

脂肪細胞の生物学 1 15 : 40～16 : 40 座長 市立芦屋病院内科 紺屋 浩之

大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学 森 克仁

Ⅰ－6－1 演題取り下げ
Ⅰ－6－2 プロリン異性化酵素 Pin1 は，ATGLの分解を促進することで脂肪分解活性を抑制する

広島大学大学院医系科学研究科医化学講座 中津 祐介，他
Ⅰ－6－3 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－4）です．
Ⅰ－6－4 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－10）です．
Ⅰ－6－5 脂肪細胞乳酸産生は脂肪細胞への糖取り込みを制御する

大阪大学大学院生命機能研究科内分泌代謝内科学 峰村 友美，他
Ⅰ－6－6 ケトン体による脂肪細胞機能制御

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 西谷 重紀，他

第 1日 5月 20日（木） Web-02
口演 7

高齢者糖尿病 1 8 : 30～9 : 40 座長
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院糖尿
病内分泌センター 住谷 哲

旭川厚生病院代謝内分泌内科 本間 玲子

Ⅰ－7－1 高齢者糖尿病の血糖コントロール目標：カテゴリー分類法の提案と死亡リスクの検討（J-EDIT研究）
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 大村 卓也，他

Ⅰ－7－2 高齢者と非高齢者で比較した糖尿病診療の経時的変化_JDDM研究より
滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌腎臓内科 宮澤伊都子，他

Ⅰ－7－3 高齢期における耐糖能悪化のメカニズムの解明（文京ヘルススタディー）
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学 内藤 仁嗣，他

Ⅰ－7－4 日本における高齢 2型糖尿病患者の血糖コントロールと心血管イベントの関係：診療データベースを用
いた研究

田辺三菱製薬株式会社データサイエンス部 合田 真貴，他
Ⅰ－7－5 高齢発症 2型糖尿病患者の病態進行は緩徐である―非高齢者との比較から―

川崎医科大学総合内科学 1 竹之内晴香，他
Ⅰ－7－6 当院における超高齢糖尿病患者の臨床像の解析

朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 小堀 勤子，他
Ⅰ－7－7 当院外来通院中の超高齢 2型糖尿病症例の特徴

JCHO東京新宿メディカルセンター糖尿病内分泌内科 上野 圭祐，他

口演 8

高齢者糖尿病 2 9 : 40～10 : 50 座長 北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 原 賢太
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄
養内科学 池田 香織

Ⅰ－8－1 高齢糖尿病患者における大脳白質の統合性異常と転倒の関連
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 松尾 佳紀，他

Ⅰ－8－2 高齢糖尿病患者の認知機能評価に，動物名 1分間スクリーニングテストと日本版MMSEを組み合わせて
施行することが有用である

山口大学教育・学生支援機構保健管理センター 奥屋 茂，他
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Ⅰ－8－3 高齢糖尿病患者のDASC-8 を使用した認知機能・基本的ADLの評価
せいの内科クリニック 齋藤真衣子，他

Ⅰ－8－4 当院通院中の 2型糖尿病患者における低ナトリウム血症・低アルブミン血症の頻度と認知機能との関連
医療法人テーデーシー川井クリニック 髙橋 昭光，他

Ⅰ－8－5 高齢糖尿病患者における高齢者総合機能評価（CGA7）の結果と在宅支援強化の必要性に関する検討
医療法人川崎病院糖尿病内分泌内科 松田 守弘，他

Ⅰ－8－6 高齢者糖尿病の認知機能低下による血糖コントロール悪化例への看護師の関わりと地域連携の重要性
特定医療法人光晴会病院看護部 福田 康恵，他

Ⅰ－8－7 高齢患者における急性期治療後のADL向上と糖尿病の関連
名古屋大学医学部附属病院老年内科 渡邊 一久，他

口演 9

高齢者糖尿病 3 10 : 50～11 : 50 座長
一般財団法人太田総合病院付属太田西ノ内病院
糖尿病センター 太田 節

高島市民病院内科 土居健太郎

Ⅰ－9－1 高齢 2型糖尿病患者における体組成と骨格筋量低下に関わる因子の検討
森和会行橋中央病院内科 井口 志洋，他

Ⅰ－9－2 高齢糖尿病患者におけるMCI とフレイル・サルコペニアとの関連について
東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 舘鼻 彩，他

Ⅰ－9－3 高齢 2型糖尿病患者のフレイル・オーラルフレイルの実態調査
岡本内科医院 井村 満男，他

Ⅰ－9－4 演題取り下げ
Ⅰ－9－5 高齢糖尿病患者の腎障害について―eGFR低下率による検討―

高松内科クリニック内科 高松 和永
Ⅰ－9－6 当院の高齢 2型糖尿病透析患者の栄養状態に関する検討

（医）森和会行橋中央病院糖尿病内科 江藤 知明，他

口演 10

高齢者糖尿病 4 13 : 30～14 : 20 座長 大阪府済生会中津病院・糖尿病内分泌内科 新谷 光世
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部
門 蘆田 健二

Ⅰ－10－1 後期高齢 2型糖尿病患者に対するデュラグルチドの長期的効果
東京都立多摩総合医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 石井 秀明，他

Ⅰ－10－2 GLP-1 週 1 回製剤の高齢 2型糖尿病患者における有用性に関する検討
康生会武田病院内分泌・糖尿病内科 谷川 隆久，他

Ⅰ－10－3 インクレチン関連薬登場前後 10 年間の糖尿病治療の変遷
佐久市立国保浅間総合病院糖尿病科・内科 仲 元司，他

Ⅰ－10－4 高齢糖尿病患者における退院時インスリン/GLP-1RA自己注射技能習得の可否を決定する機能検査の後
ろ向き検討

広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 稲垣 早織，他
Ⅰ－10－5 当院における高齢 2型糖尿病患者に対するGLP-1 受容体作動薬の治療成績

仁愛医院 竹中 健智，他
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口演 11

高齢者糖尿病 5 14 : 30～15 : 30 座長 済生会福岡総合病院糖尿病内科 関口 直孝

北陸中央病院内科 大家 理恵

Ⅰ－11－1 高齢 2型糖尿病患者における周術期血糖管理と術後合併症の関連について
日本医科大学大学院医学研究科内分泌糖尿病代謝内科学 大庭 健史，他

Ⅰ－11－2 高齢糖尿病における甲状腺機能の検討
大阪府済生会茨木病院内科（糖尿病・内分泌） 加藤 純子，他

Ⅰ－11－3 糖尿病患者における非アルコール性脂肪肝疾患および骨格筋異常症におけるDehydroepiandrosterone
sulfate（DHEAS）の意義

JA 徳島厚生連阿南医療センター内科 安井 沙耶，他
Ⅰ－11－4 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－5）です．
Ⅰ－11－5 高齢者糖尿病の血糖コントロールの実態；重症低血糖危惧薬使用別による 3年前との比較

京都岡本記念病院糖尿病内分泌内科 貴志 明生，他
Ⅰ－11－6 演題取り下げ

口演 12

認知症 15 : 40～16 : 30 座長 彦根市立病院糖尿病代謝内科 黒江 彰

関東労災病院糖尿病・内分泌内科 永井 義夫

Ⅰ－12－1 外来通院中の糖尿病患者におけるMoCA-J と CDTの関連について
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病・代謝科 田原 たづ，他

Ⅰ－12－2 高齢糖尿病患者の認知機能障害スクリーニングにおけるVSRADの有用性
京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科 上羽 瑶子，他

Ⅰ－12－3 2 型糖尿病患者の認知機能に影響する因子の検討
（福）仁生社江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科 森 俊子，他

Ⅰ－12－4 糖尿病および非糖尿病における血漿アミロイドβ40 および 42 の測定値と生命予後との関連について
宇部協立病院内科 上野八重子，他

Ⅰ－12－5 軽度認知力低下を認める糖尿病患者の問題点について
福井赤十字病院内科 中野 雅子

第 1日 5月 20日（木） Web-03
口演 13

1 型糖尿病 1 8 : 30～9 : 30 座長 長崎大学病院内分泌・代謝内科 阿比留教生

山形大学医学部附属病院第 3内科 諏佐 真治

Ⅰ－13－1 Ketosis prone Type 2 diabetes におけるインスリンペプチド反応性T細胞とHLAとの関係についての検
討

埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 里村 敦，他
Ⅰ－13－2 低ガンマグロブリン型の原発性免疫不全症に自己免疫性 1型糖尿病を合併し，BACH2 遺伝子変異を認め

た 1例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 藤田 真吾，他

Ⅰ－13－3 Tyk2 遺伝子欠損NODマウスの基礎的解析
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科/九州大学生体防御医学研究所免疫ゲノム生物学 三根敬一朗，他

Ⅰ－13－4 2-デオキシグルコース投与により細胞内代謝が制御され，1型糖尿病発症を抑制する
神戸大学大学院保健学研究科 丸山菜々子，他
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Ⅰ－13－5 1 型糖尿病発症に対する 3-ブロモピルビン酸による免疫細胞代謝調節の効果
神戸大学大学院医学部保健学研究科パブリックヘルス領域健康科学分野 林 真里奈，他

Ⅰ－13－6 同種造血幹細胞移植と膵β細胞障害・抗GAD抗体の関連について
広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 吉田 里穂，他

口演 14

1型糖尿病 2 9 : 30～10 : 30 座長 県立広島病院小児科 神野 和彦

新古賀病院糖尿病・内分泌内科 川﨑 英二

Ⅰ－14－1 免疫チェックポイント阻害薬使用前の抗GAD抗体価と 1型糖尿病発症に関する検討
兵庫県立尼崎総合医療センター糖尿病・内分泌内科 笠松 大悟，他

Ⅰ－14－2 免疫チェックポイント阻害剤による 1型糖尿病 6例の検討
日赤和歌山医療センター糖尿病内分泌内科/和歌山県立医科大学内科学第一講座 稲葉 秀文，他

Ⅰ－14－3 抗 HIV治療開始後に 1型糖尿病を発症し，免疫再構築症候群の関与が疑われた 3症例
（独）国立病院機構大阪医療センター糖尿病内科 種田 灯子，他

Ⅰ－14－4 ヒト IL-4/IL-13 受容体モノクローナル抗体デュピルマブ開始後 7ヶ月で急性発症 1型糖尿病に至った 1
例

国家公務員共済組合連合会立川病院糖尿病内分泌代謝内科 黒川 安晴，他
Ⅰ－14－5 免疫チェックポイント阻害薬投与により 1型糖尿病を発症した 3症例の膵組織学的検討

大阪大学医学部付属病院内分泌・代謝内科 川田 哲史，他
Ⅰ－14－6 抗 PD-1 抗体投与後に発症する 1型糖尿病のCPR，膵外分泌酵素の推移

独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院内科/大阪大学医学部付属病院 梶本 侑希，他

口演 15

1型糖尿病 3 10 : 30～11 : 40 座長 小野百合内科クリニック 小野 百合

神戸大学大学院保健学研究科 安田 尚史

Ⅰ－15－1 劇症 1型糖尿病発症初期におけるインスリン分泌能の検討
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 清瀬 俊樹，他

Ⅰ－15－2 日本人 1型糖尿病の包括的データベースの構築と臨床研究への展開（TIDE-J）（第 9報）
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科 梶尾 裕，他

Ⅰ－15－3 EIA法 GAD抗体陽性緩徐進行 1型糖尿病における，他の自己抗体の有無と病勢についての検討
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病科 羽井佐彬文，他

Ⅰ－15－4 1 型糖尿病患者におけるGAD抗体（ELISA法）と内因性インスリン分泌能の関連の検討
岡山市立市民病院内科糖尿病センター 高橋 順子，他

Ⅰ－15－5 1 型糖尿病患者における血糖変動と自律神経活動の関連について
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科 小谷 紀子，他

Ⅰ－15－6 1 型糖尿病における IA-2 抗体 RIA法と ELISA法の比較検討：1型糖尿病の成因・病態に関する調査研
究委員会報告

新古賀病院 川﨑 英二，他
Ⅰ－15－7 埼玉県の糖尿病専門医療施設における 1型糖尿病の実態調査（第一報）

埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 及川 洋一，他

口演 16

1型糖尿病 4 13 : 30～14 : 30 座長 埼玉医科大学内分泌糖尿病内科 島田 朗

東京山手メディカルセンター糖尿病内分泌科 山下 滋雄

Ⅰ－16－1 小児 1型糖尿病におけるReal-time CGMの臨床的有用性に関する検討
日本大学病院小児科 浦上 達彦，他
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Ⅰ－16－2 人工知能を用いた 1型糖尿病に最適な追加インスリン量自動算出の試み；KAMOGAWA-DMコホート研
究

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 富永 洋之，他
Ⅰ－16－3 インスリンデグルデクの投与時間帯の変更は 1型糖尿病患者の血糖変動パターンに如何なる影響を及ぼ

すか？
JA 廣島総合病院糖尿病代謝内科 山本祐太郎，他

Ⅰ－16－4 1 型糖尿病患者において 30 分以上の連続した座位行動と血糖コントロールは関連する
藍野大学医療保健学部理学療法学科 本田 寛人，他

Ⅰ－16－5 糖尿病管理ツール（CoDiC）を用いた 1型糖尿病患者のBMI 経年変化とBMI 別治療の評価
屋宜内科医院/糖尿病データマネージメント研究会 屋宜 宣治，他

Ⅰ－16－6 COVID-19 パンデミック前/中/後におけるオンライン 1型糖尿病患者会の重要性と継続性の患者への意義
いちスカ実行委員会 安田 純，他

口演 17

1型糖尿病 5 14 : 40～15 : 40 座長 弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科 大門 眞

弘前大学内分泌代謝内科 村上 宏

Ⅰ－17－1 1 型糖尿病患者に対する SGLT2 阻害剤の効果と安全性
大分県立病院内分泌代謝内科 瀬口 正志，他

Ⅰ－17－2 1 型糖尿病患者に対する SGLT2 阻害薬投与による臨床データと体組成に及ぼす影響
岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 小田 知靖，他

Ⅰ－17－3 当院の 1型糖尿病患者における，インスリン療法に SGLT-2 阻害薬を併用した前後の変化に関する検討
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 玉井 杏奈，他

Ⅰ－17－4 SGLT2 阻害薬はコントロール不良の 1型糖尿病患者の time in range を改善する
自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌代謝科 山田 穂高，他

Ⅰ－17－5 1 型糖尿病患者に対する SGLT2 阻害薬が有効であった症例の背景因子の検討
H.E.C サイエンスクリニック 前田 一，他

Ⅰ－17－6 1 型糖尿病患者に対するダパグリフロジン導入が血糖およびQOLに与える影響（第 2報）
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 百瀬 崇，他

口演 18

妊娠 1 15 : 50～17 : 00 座長 近畿大学メディカルサポートセンター 藤本 美香
大阪市立大学大学院医学研究科先端予防医療
学・MedCity21 福本 真也

Ⅰ－18－1 正常耐糖能妊婦の妊娠各期の血糖変化：非妊婦との比較
奈良県立医科大学医学部看護学科/京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻/

御所南はらしまクリニック内科・糖尿病内科 西村亜希子，他
Ⅰ－18－2 妊娠糖尿病の産後糖代謝異常に関する検討

国立病院機構横浜医療センター糖尿病内分泌内科 田島 一樹，他
Ⅰ－18－3 妊娠糖尿病における糖負荷試験検査 1点陽性と 2，3点陽性例および正常耐糖能症例の比較

大阪市立総合医療センター糖尿病内科 飯田 宏美，他
Ⅰ－18－4 フラッシュグルコースモニタリングを用いた妊娠糖尿病の診療における周産期合併症を指標としたデー

タ解析
浜松医科大学医学部附属病院検査部/浜松医科大学第二内科 橋本 卓也，他

Ⅰ－18－5 妊娠糖尿病患者の食行動の実際および栄養指導内容の理解度に関する検討
山王病院内科 岸本美也子，他
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Ⅰ－18－6 妊娠糖尿病患者と正常耐糖能妊婦の糖負荷試験によるインスリン抵抗性およびインスリン分泌能の比較
検討

天使病院糖尿病・代謝内科 中谷 資隆，他
Ⅰ－18－7 1 型糖尿病合併妊娠におけるインスリン投与量の検討

杏林大学医学部付属病院糖尿病内分泌代謝内科 七条 裕孝，他

第 1日 5月 20日（木） Web-04
口演 19

腎症 1 8 : 30～9 : 20 座長 久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門 深水 圭

日本大学腎臓高血圧内分泌内科 阿部 雅紀

Ⅰ－19－1 Phosphoinositide-dependent kinase-1 の糸球体上皮細胞における役割の検討
国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター臓器障害研究部 久保田浩之，他

Ⅰ－19－2 腎糸球体 ROCK2 のエネルギー代謝異常を介した糖尿病腎症の進展機序
東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 的場圭一郎，他

Ⅰ－19－3 ROCK1/AMPK axis による脂肪酸の利用障害を介した糖尿病腎症進展機構
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 永井 洋介，他

Ⅰ－19－4 糖尿病性腎臓病の治療標的となり得る近位尿細管における新たなオートファジー調節機構
群馬大学大学院内科学講座内分泌代謝内科学 植原 良太，他

Ⅰ－19－5 Nesfatin-1 の近位尿細管細胞に及ぼす抗酸化効果についての検討
近畿大学病院腎臓内科 中谷 嘉寿，他

口演 20

腎症 2 9 : 20～10 : 20 座長 久留米大学医療センター・糖尿病センター 田尻 祐司

東京女子医科大学糖尿病センター内科 田中 伸枝

Ⅰ－20－1 腎尿細管 ROCK2 の慢性腎臓病における病態意義の検討
東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 関口 賢介，他

Ⅰ－20－2 終末糖化産物受容体RAGEを阻害するDNAアプタマーは，2型糖尿病マウスのインスリン抵抗性および
腎尿細管障害を改善する

久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学講座 外川内亜美，他
Ⅰ－20－3 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－1）です．
Ⅰ－20－4 糖尿病患者における血清亜鉛濃度と糖尿病性腎症の関係について

（独）国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター内分泌・糖尿病内科 久保田益亘，他
Ⅰ－20－5 血中アミロイドA（SAA）は糖尿病腎症と関連する

糸魚川総合病院内科/富山大学附属病院糸魚川・地域医療支援学講座/富山大学第一内科 岩田 実，他
Ⅰ－20－6 地域在住者において中等度のアルコール摂取量は高尿酸血症による腎機能障害に保護的効果がみられる

愛媛大学医学部地域医療学講座内科西予市地域サテライトセンター 川本 龍一，他

口演 21

腎症 3 10 : 20～11 : 40 座長
東北大学高度教養教育・学生支援機構学生支援
開発部門臨床医学開発室 小川 晋

滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科 荒木 信一

Ⅰ－21－1 細動脈硝子化は正常～微量アルブミン尿期 2型糖尿病の急激な腎機能低下を予測する指標である
北里大学健康管理センター 守屋 達美，他

Ⅰ－21－2 2 型糖尿病患者のアルブミン尿病期進展に対する腎機能の影響
東京女子医科大学糖尿病センター内科 花井 豪，他
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Ⅰ－21－3 糖尿病患者における末期腎不全予測モデルの開発
独立法人福岡市医師会福岡市健康づくりサポートセンター 井口登與志，他

Ⅰ－21－4 正常アルブミン尿を示す 2型糖尿病患者の腎機能推移と臨床的特徴
特定医療法人光晴会病院薬剤科 杉本 悠花，他

Ⅰ－21－5 血清ビリルビン低値は糖尿病性腎臓病（DKD）の危険因子である
福井大学医学部附属病院第 3内科 東 慎一郎，他

Ⅰ－21－6 2 型糖尿病患者での糖尿病性腎症の初診時臨床像の変遷
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 吉田 洋子，他

Ⅰ－21－7 推算糸球体濾過量（eGFR）の変化に及ぼす影響因子 eGFR 60 以上の者と 60 未満の者での差異について
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 加藤 秀一，他

Ⅰ－21－8 糖尿病（DM）の有無別にみた eGFRと尿蛋白が透析開始に及ぼす影響
新潟大学医歯学総合病院内分泌代謝内科 大澤 妙子，他

口演 22

腎症 4 13 : 30～14 : 40 座長 医療法人社団糖友会栗原内科 栗原 義夫

東北医科薬科大学医学部糖尿病代謝内科 赤井 裕輝

Ⅰ－22－1 グルコース応答性転写因子ChREBP を標的とした糖尿病性腎症の新規治療薬の開発
東北大学大学院医学系研究科分子内分泌学分野 鈴木 歩，他

Ⅰ－22－2 フラボノイドアピゲニン投与によるNAD+分解酵素 CD38 の抑制は糖尿病状態における心・腎酸化スト
レスを改善する

金沢医科大学医学部付属病院糖尿病・内分泌内科学/金沢医科大学先端分子食料科学研究部 小倉 慶雄，他
Ⅰ－22－3 Nrf2 活性化剤によるTFAM活性化と STING抑制作用
旭川医科大学内科学講座病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野/旭川医科大学糖尿病・生活習慣病予防治療学講座 別所 瞭一，他
Ⅰ－22－4 腎線維症に対するトロンボモジュリンの抗炎症作用の検討

三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 内田 明宏，他
Ⅰ－22－5 糖尿病マウスにおけるキマーゼ阻害によるアルブミン尿の減少機序の解明

大阪医科大学大学院医学研究科創薬医学/大阪医科大学大学院医学研究科内科学 I 寺井健太郎，他
Ⅰ－22－6 早期糖尿病腎症のmetabolic control における eGFRの低下率とその低下に寄与する因子の検討

特定医療法人光晴会病院糖尿病センター 赤澤 昭一，他
Ⅰ－22－7 糖尿病透析予防指導で腎機能低下を抑制できるか～傾向スコアマッチングを用いた検討～

大阪急性期・総合医療センター糖尿病内分泌内科 藤田 洋平，他

口演 23

腎症 5 14 : 50～15 : 50 座長 北里大学健康管理センター 守屋 達美

日本生命病院腎臓内科 宇津 貴

Ⅰ－23－1 糖尿病症例の尿中蛋白あるいは尿中アルブミンに対するエサキセレノンの短期的影響の検証
箕面市立病院糖尿病・内分泌代謝内科 阪本 隆希，他

Ⅰ－23－2 糖尿病性腎症患者に対する少量スピロノラクトンの尿中アルブミン量減少効果と安全性に関する多施設
ランダム化比較試験

信州大学医学部附属病院糖尿病・内分泌代謝内科 大岩 亜子，他
Ⅰ－23－3 SGLT2 阻害薬とDPP-4 阻害薬の併用療法における腎保護作用の検討

秋田大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 大友 瞳，他
Ⅰ－23－4 トホグリフロジンの実臨床における糖尿病性腎症抑制効果の検討

ほたるのセントラル内科 内田 大学，他
Ⅰ－23－5 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬ダパグリフロジンの腎保護の検討 血清シスタチンCと尿中 L-

FABP 排泄量の検討を含めて
母恋天使病院糖尿病・代謝センター 吉田 和博，他
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Ⅰ－23－6 腎性貧血を合併した糖尿病性腎症患者の貧血改善に対する SGLT2 阻害薬の有用性の検討
有隣厚生会富士病院内科 佐藤 賢

口演 24

腎症 6 16 : 00～16 : 50 座長 横山内科クリニック 横山 宏樹

滋賀医科大学糖尿病内分泌腎臓内科 卯木 智

Ⅰ－24－1 糖尿病患者において便秘は慢性腎臓病と関連する：Fukuoka Diabetes Registry（FDR）
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学 大隈 俊明，他

Ⅰ－24－2 糖尿病患者において尿蛋白定性検査からアルブミン尿病期を予測する
東京女子医科大学糖尿病センター内科 馬場園哲也

Ⅰ－24－3 糖尿病発症年齢と腎症進展の関連性
和歌山労災病院内科 松本 怜佳，他

Ⅰ－24－4 eGFRcre と eGFRcys についての検討
地域医療機能推進機構高岡ふしき病院内科 鈴木ひかり，他

Ⅰ－24－5 eGRRAPS eGFR reduction rate automatic presentation systemを用いた新たな糖尿病性腎症の評価と治
療

真生会富山病院糖尿病センター 平谷 和幸，他

第 1日 5月 20日（木） Web-05
口演 25

肝臓 1 8 : 30～9 : 40 座長 熊本医療センター糖尿病内分泌内科 西川 武志

群馬大学生体調節研究所 稲垣 毅

Ⅰ－25－1 Cyclosporine A biphasically regulates selenoprotein P expression via a STAT3-FoxO1 pathway in hepato-
cytes

金沢大学内分泌代謝内科 XINGYU YAO, et al.
Ⅰ－25－2 肥満関連ヘパトカイン LECT2 は脂肪肝で発現亢進し，マクロファージへの LPS作用を増強する

金沢大学医薬保健学総合研究科包括代謝学 高田 昇，他
Ⅰ－25－3 ヘパトカイン LECT2 のヒト血中レベルと関連し，BMI と交互作用する因子

金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学分野 朝倉 大貴，他
Ⅰ－25－4 視床下部オレキシンの中枢作用は食餌性肥満に伴う非アルコール性脂肪肝炎および肝細胞癌進展を防御

する
富山大学病態制御薬理学 前田 貴大，他

Ⅰ－25－5 糖鎖センサーによる糖質・脂質エネルギー協調制御の解明
埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科 泉田 欣彦，他

Ⅰ－25－6 グルカゴン誘導性長鎖ノンコーディングRNAの代謝調節機能の解明
国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター分子代謝制御研究部 長沼 孝雄，他

Ⅰ－25－7 糖尿病データマネジメント研究会会員施設におけるASL値＜ALT値；その患者背景と糖尿病治療薬服
用時の変化

川井クリニック/糖尿病データマネジメント研究会（JDDM） 川井 紘一，他
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口演 26

肝臓 2 9 : 40～10 : 50 座長
昭和大学藤が丘病院内科（糖尿病・代謝・内
分泌） 長坂昌一郎
東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内
分泌学分野 熊代 尚記

Ⅰ－26－1 プロリン異性化酵素 Pin1 を介した肝星細胞の活性化制御機構の解明
広島大学大学院医系科学研究科医化学研究室 青山 峻也，他

Ⅰ－26－2 2 型糖尿病におけるNAFLDの頻度と肝線維マーカーについて
社会医療法人生長会府中病院糖尿病センター 松岡 有子，他

Ⅰ－26－3 超音波検査における糖尿病併存疾患としての脂肪肝の観察
多摩センタークリニックみらい 藤井 仁美，他

Ⅰ－26－4 2 型糖尿病患者における超音波Combi-Elasto を用いた硬度測定について
和歌山県立医科大学医学部臨床検査医学 古田 眞智，他

Ⅰ－26－5 2 型糖尿病における血清可溶性DPP-4 値は，エラストグラフィによる肝線維化の重症度および進行性
NASHの指標 FASTスコアと関連する

獨協医科大学病院内分泌代謝内科 相良 匡昭，他
Ⅰ－26－6 FIB-4 インデックスは日本の非糖尿病住民において将来のインスリン分泌低下を予測するマーカーとなる

弘前大学医学部附属病院内分泌代謝内科 藤田 朋之，他
Ⅰ－26－7 1 型糖尿病に合併した glycogenic hepatopathy の一例

愛知県厚生連安城更生病院内分泌・糖尿病内科 村瀨 貴紀，他

口演 27

肝臓 3 10 : 50～12 : 00 座長
国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究セ
ンター分子代謝制御研究部 松本 道宏

金沢大学新学術創成研究機構 井上 啓

Ⅰ－27－1 メタボリックシンドロームと 2型糖尿病における温熱微弱電流療法のNAFLD改善効果の検証
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座 宮川 展和，他

Ⅰ－27－2 ローズマリー抽出物 carnosic acid, carnosol による培養肝細胞のAMPK活性化及び代謝と細胞増殖抑制
への作用

広島大学大学院医系科学研究科医化学研究室 長谷井 竣，他
Ⅰ－27－3 乳清タンパク質ホエイプロテインによる末梢由来セロトニンと肝FGF21 の分泌制御

東北大学未来科学技術共同研究センター糖尿病制御学研究室 野々垣勝則，他
Ⅰ－27－4 高トリグリセリド血症合併肝障害症例を対象とした実臨床下におけるペマフィブラートの肝障害改善効

果の検討
川崎医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科学 草野 峻，他

Ⅰ－27－5 経口吸着炭薬は肥満 2型糖尿病モデルマウスの脂肪肝を抑制する
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科/東邦大学医療センター大橋病院循環器内科 窪田 哲也，他

Ⅰ－27－6 当院におけるGLP-1 受容体作動薬と SGLT2阻害薬のNAFLD/NASHに対する効果の比較検討
兵庫県立尼崎総合医療センター糖尿病・内分泌内科 樋口 雄一，他

Ⅰ－27－7 2 型糖尿病に合併する脂肪肝の成因および投与量別にみたピオグリタゾンの治療効果
東京逓信病院内分泌代謝内科 浅川 雅博，他
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口演 28

高血糖緊急症 13 : 30～14 : 40 座長 島根大学医学部内科学講座内科学第一 山本 昌弘

福岡大学病院内分泌・糖尿病内科 田邉真紀人

Ⅰ－28－1 高血糖緊急症発症における要因と季節変動について
京都第二赤十字病院糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科 米田 麻里，他

Ⅰ－28－2 多彩な血栓症状を呈したソフトドリンクケトアシドーシスの一例
日本医科大学武蔵小杉病院内分泌・糖尿病・動脈硬化内科/日本医科大学大学院医学研究科内分泌糖尿病代謝内科学分野 梁井香那子，他
Ⅰ－28－3 糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）に併発した急性壊死性食道炎（ANE）を比較的若年で発症した 1例

恩賜財団済生会京都府病院内科・糖尿病内科 片山 智也，他
Ⅰ－28－4 高血糖緊急症における予後規定因子の検討

国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科 西川 武志，他
Ⅰ－28－5 ソフトドリンクケトアシドーシスに対する単施設後ろ向き観察研究

国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科 西田 周平，他
Ⅰ－28－6 回腸導管再建術後に著明な代謝性アシドーシスおよび高血糖を呈した 2型糖尿病の 1例

横浜医療センター糖尿病内分泌内科 高橋 明裕，他
Ⅰ－28－7 糖尿病ケトーシスを来す臨床的背景についての検討

藤田医科大学病院内分泌代謝内科 西田 康貴，他

口演 29

低血糖 1 14 : 50～15 : 40 座長
公益財団法人天理よろづ相談所病院・内分泌内
科 辻井 悟

静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝センター 井上 達秀

Ⅰ－29－1 Efficacy of Nasal Glucagon in Reversing Insulin-Induced Hypoglycemia without Increasing Risk of Secon-
dary Hyperglycemia

Eli Lilly Japan K.K., Medicines Development Unit Japan and Medical Affairs, Kobe, Japan Yukiko Nagai, et al.
Ⅰ－29－2 日本人糖尿病患者に低血糖時救急治療剤グルカゴン点鼻粉末剤を投与したときのグルカゴン曝露量と安

全性の評価
日本イーライリリー株式会社研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部 陳 里菜，他

Ⅰ－29－3 入院中にインスリン頻回注射法を導入した 2型糖尿病におけるリブレ Pro での退院直後の低血糖評価―
DISCHARGe スタディ―

東邦大学医療センター大森病院糖尿病代謝内分泌センター 齋藤 学，他
Ⅰ－29－4 頻回低血糖に伴う臓器障害進展におけるケトン体の役割の解明

滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科 霍田 裕明，他
Ⅰ－29－5 当院に搬送された 10 年間の重症低血糖から考えられる糖尿病治療の変化

八戸市立市民病院内分泌糖尿病科 工藤 貴徳，他

口演 30

低血糖 2 15 : 40～17 : 00 座長 地域医療機能推進機構熊本総合病院 本島 寛之

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 河島 淳司

Ⅰ－30－1 オクトレオチド投与後に低血糖改善効果が得られなかったインスリノーマの一例―ソマトスタチン受容
体発現の組織学的検討を含めて―

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 満塩 研人，他
Ⅰ－30－2 ステロイド治療中に早朝低血糖で救急搬送された重症筋無力症の 1例

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 石橋 千咲，他
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Ⅰ－30－3 フォンタン手術術後長期経過中に低血糖発作を繰り返した一例
一般財団法人住友病院内分泌代謝内科 佐本 彩，他

Ⅰ－30－4 デキストロメトルファンによって生じたと考えられる低血糖の 1例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 鈴木 茂仁，他

Ⅰ－30－5 膵多血性腫瘍と反応性低血糖を認めた一例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科 木村 武量，他

Ⅰ－30－6 イマチニブ休薬後に低血糖を発症した IGF-II 産生空腸 GISTの一例
静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝センター 早房 良，他

Ⅰ－30－7 反応性低血糖により診断に至ったA型インスリン抵抗症の 1例
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 西影 星二，他

Ⅰ－30－8 Basal-Bolus 治療中 2型糖尿病血液透析患者における透析関連低血糖リスクの検討
北里大学医学部臨床検査診断学 林 哲範，他

第 1日 5月 20日（木） Web-06
口演 31

薬物療法（インスリン療法 1） 8 : 30～9 : 20 座長 JA 愛知厚生連安城更生病院 近藤 國和

大阪労災病院糖尿病内科 良本佳代子

Ⅰ－31－1 インスリングラルギン/リキシセナチド配合剤の残余高血糖に対する効果：Lixilan JP-O2 試験 post-hoc 解
析

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/岐阜大学医学部附属病院生体支援センター 飯塚 勝美，他
Ⅰ－31－2 Ultra Rapid Lispro（URLi）vs HumalogⓇ in Children, Adolescents, and Adult Patients with Type 1 Diabe-

tes（T1D）
Eli Lilly Japan K.K., Medicines Development Unit Japan and Medical Affairs, Kobe, Japan Nasu Risa, et al.

Ⅰ－31－3 1 型糖尿病患者におけるUltra Rapid Lispro（URLi）の長期安全性及び有効性について：PRONTO-T1D
試験 52 週時の結果

東京女子医科大学糖尿病・代謝内科 三浦順之助，他
Ⅰ－31－4 インスリングラルギンからインスリンデグルデク/インスリンアスパルトへの切り替え：日本のリアル

ワールドアウトカム
東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野 弘世 貴久，他

Ⅰ－31－5 1 型糖尿病における超速効型インスリンから超超速効型インスリンへの切り替えの検討
東北大学高度教養教育・学生支援機構学生支援開発部門臨床医学開発室/東北大学病院腎・高血圧・内分泌科 小川 晋，他

口演 32

薬物療法（インスリン療法 2） 9 : 20～10 : 30 座長
東京慈恵会医科大学附属第三病院糖尿病・代
謝・内分泌内科 森 豊

和歌山県立医科大学附属病院・病態栄養治療部 西 理宏

Ⅰ－32－1 PRONTO-T1D Subgroup Analyses：Impact on Glycemic Control after Treatment with Ultra Rapid Lis-
pro（URLi）or HumalogⓇ

Eli Lilly Japan K.K., Medicines Development Unit Japan and Medical Affairs, Kobe, Japan Ohwaki Kenji, et al.
Ⅰ－32－2 Effect of Age on Patients with T2D Treated with Ultra Rapid Lispro（URLi）or HumalogⓇ：PRONTO-T

2D
Eli Lilly Japan K.K., Medicines Development Unit Japan and Medical Affairs, Kobe, Japan Kai Takahito, et al.

Ⅰ－32－3 CSII 療法施行中 1型糖尿病患者の朝食絶食による血中ケトン体推移に関する検討
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 井上 朋也，他
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Ⅰ－32－4 小児 1型糖尿病におけるミニメド 640G からメディセーフウィズへ機種変更した際の使用感や満足度の変
化

新潟大学医歯学総合病院小児科 小川 洋平，他
Ⅰ－32－5 Improved PPG Control with URLi Vs. Lispro with Continuous Subcutaneous Insulin Infusion in Patients

with Type 1 Diabetes
Eli Lilly Japan K.K., Medicines Development Unit Japan and Medical Affairs, Kobe, Japan Imori Makoto, et al.

Ⅰ－32－6 Flash Glucose Monitoring から Sensor Augmented Pump療法への変更で著明にQOLが改善した肝硬変
合併 1型糖尿病の一例

一般財団法人住友病院内分泌代謝内科 伊藤 慶人，他
Ⅰ－32－7 インスリン強化療法からBasal Supported Prandial therapy（BPT）への変更の成功因子についての検討

浅ノ川総合病院内科 澤村 俊孝，他

口演 33

薬物療法（インスリン療法 3） 10 : 30～11 : 40 座長 公立陶生病院内分泌・代謝内科 吉岡 修子
糖尿病・内分泌・漢方内科新神戸おかだクリ
ニック 岡田 裕子

Ⅰ－33－1 インスリンアナログのアミロイド線維形成に対するニコチン酸アミド，L-アルギニンの影響について
東京医科大学茨城医療センター代謝内分泌内科 桂 善也，他

Ⅰ－33－2 皮下に線維化インスリンが存在するラットにおけるインスリンの吸収性の解析
城西大学薬学部 大野 由依，他

Ⅰ－33－3 強化インスリン療法中に SMBGで確認された超速効型インスリン製剤間の作用動態の異同
坂出市立病院糖尿病内科 大工原裕之，他

Ⅰ－33－4 超速効型インスリン皮下注射実施タイミングに関するアンケート調査
国立病院機構三重中央医療センター薬剤部 山本 高範，他

Ⅰ－33－5 糖尿病患者の自己注射手技改善のために 注射針の着脱補助具「たこ助」の作成
メディカルプラザ江戸川看護部 田中真日香，他

Ⅰ－33－6 人工膵臓を使用して膵全摘術の周術期管理を行った 2症例
湘南藤沢徳洲会病院内分泌・糖尿病内科 内藤 祐次，他

Ⅰ－33－7 療養型病院入院患者のインスリン療法に関する検討
日産厚生会佐倉厚生園代謝・内分泌科 佐々木憲裕

口演 34

薬物療法（SGLT2 阻害薬 1） 13 : 30～14 : 40 座長 医療法人彩苑会園田クリニック 園田 紀之

国際医療福祉大学三田病院 坂本 昌也

Ⅰ－34－1 内臓脂肪 CT検査による 2年間における SGLT2 阻害薬の内臓脂肪減少効果についての検討
富山赤十字病院糖尿病・代謝内分泌内科 稲川 慎哉，他

Ⅰ－34－2 1 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬による体組成と血糖変動変化の検討
千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学 平山 貴一，他

Ⅰ－34－3 2 型糖尿病患者の角質水分量に及ぼす SGLT2 阻害薬短期投与の影響：前向き群間並行比較試験のサブグ
ループ解析から

草津総合病院糖尿病・内分泌内科 手塚 祐司，他
Ⅰ－34－4 ルセオグリフロジン投与した糖尿病患者における三次元画像解析ソフトを用いた内臓脂肪評価の有用性

の検討
神戸百年記念病院内科 黒木 康雄，他

Ⅰ－34－5 SGLT2 阻害薬開始初期の体組成変化と治療効果への影響
医療法人社団陣内会陣内病院薬剤部 吉田 陽，他
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Ⅰ－34－6 SGLT2 阻害薬投与 12～24 ヶ月間のHbA1c 変化と体成分分析による筋肉・脂肪量，摂取エネルギー変化
および運動療法との関係

医療法人社団糖翠会はせがわ内科クリニック 長谷川 敦，他
Ⅰ－34－7 インスリン抵抗性指標 SPISE-IR の体組成因子との相関性とダパグリフロジン投与後の血糖変動に与える

影響に関する検討
（医）医仁会武田総合病院内科 中前恵一郎，他

口演 35

薬物療法（SGLT2 阻害薬 2） 14 : 50～15 : 50 座長 西部総合病院糖尿病内分泌内科 犬飼 敏彦

自治医科大学内分泌代謝科 岡田 健太

Ⅰ－35－1 1 型糖尿病における SGLT2 阻害薬併用療法の血糖・体重管理に関する有用性および安全性の検討
信州大学医学部附属病院糖尿病内分泌代謝内科 北原順一郎，他

Ⅰ－35－2 SGLT2 阻害薬を内服中に胆嚢炎を契機に正常血糖糖尿病ケトアシドーシス（euDKA）を起こしたインス
リン依存糖尿病の 1例

中通総合病院糖尿病・内分泌内科 佐藤 尭希，他
Ⅰ－35－3 尿糖排泄が遷延した SGLT2 阻害薬関連糖尿病ケトアシドーシスの 1例―尿細管機能障害の関与の可能

性―
ベルランド総合病院小児科 端 里香，他

Ⅰ－35－4 SGLT2 阻害薬服用中に糖尿病ケトアシドーシスを発症した 2型糖尿病の 3例
徳島赤十字病院糖尿病内分泌内科 村上 尚嗣，他

Ⅰ－35－5 POCTを活用した正常血糖ケトアシドーシスに対する取り組み
福岡済生会総合病院内科 甲斐田実里，他

Ⅰ－35－6 SGLT2 阻害薬内服下の糖尿病ケトアシドーシス治療についての検討
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 佐藤 怜奈，他

口演 36

薬物療法（SGLT2 阻害薬 3） 15 : 50～16 : 50 座長 熊本大学代謝内科学 阪口 雅司

赤穂市民病院内科 高原 典子

Ⅰ－36－1 1 型糖尿病に SGLT2 阻害薬を使用し，腎機能悪化の進展が抑制された 1例
広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 稲見 光浩，他

Ⅰ－36－2 SGLT2 阻害薬 5年間投与症例の検討：尿アルブミン量の推移を中心に
笠岡第一病院内科 原田 和博，他

Ⅰ－36－3 シスタチンCによる eGFRで評価した SGLT-2 阻害薬の 2年間投与が腎機能へ与える影響～クレアチニ
ンによる eGFRとの違いは何か？～

厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター 濵岡 彩，他
Ⅰ－36－4 高齢糖尿病患者に対するルセオグリフロジンの腎保護作用の検討（実施計画番号 jRCTs071180077）

イムス三芳総合病院内分泌・代謝内科 越田 善久，他
Ⅰ－36－5 SGLT2 阻害薬投与後の eGFR低下速度に影響を与える因子について

東京医科大学病院糖尿病代謝内分泌内科 中村由紀子，他
Ⅰ－36－6 SGLT2 阻害剤使用 2年間の e-GFR の推移―年齢，性別，併用薬による検討

JA 静岡厚生連遠州病院内分泌内科 後藤 良重，他
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第 1日 5月 20日（木） Web-07
口演 37

肥満外科手術 1 8 : 30～9 : 40 座長 御所南はらしまクリニック 原島 伸一
岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内
科 長谷川 豊

Ⅰ－37－1 日本人肥満 2型糖尿病におけるBMI35 kg/m2未満の代謝学的特徴とスリーブ状胃切除後の糖尿病改善効
果～J-SMARTサブ解析～

東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病内分泌代謝センター 齋木 厚人，他
Ⅰ－37－2 スリーブ状胃切除術後の糖尿病寛解に関わる因子とスコアリングシステムの検証（多施設共同研究 J-

SMART）
難治性疾患政策研究事業「食欲中枢異常による難治性高度肥満症の実態調査」のための研究班（龍野班）事務局 山口 崇，他

Ⅰ－37－3 肥満外科治療は糖尿病治療薬の減量・中止および 2型糖尿病寛解の期待ができる
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 千葉 幸輝，他

Ⅰ－37－4 糖代謝障害を伴った高度肥満症患者における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術による糖・脂質代謝および肝
臓への好影響

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 安井 彩乃，他
Ⅰ－37－5 高度肥満合併 2型糖尿病に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の長期的医療費抑制効果～5年間にわたる

検討～
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 川﨑 元樹，他

Ⅰ－37－6 当院における胃スリーブ切除術後の糖尿病合併高度肥満症患者の長期経過
九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 村上龍之介，他

Ⅰ－37－7 術前エキセナチド・チャレンジOGTTを用いた 2型糖尿病の胃スリーブ術後早期の耐糖能予測に関する
検討

長崎大学病院内分泌・代謝内科 中村 祐太，他

口演 38

肥満外科手術 2 9 : 40～10 : 40 座長 虎の門病院内分泌代謝科 森 保道

医療法人グランドタワーメディカルコート 藤川 るみ

Ⅰ－38－1 当院で腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を施行した 5症例の術前背景
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科 辻 賢，他

Ⅰ－38－2 内科治療を継続できずリバウンドを繰り返す高度肥満症に対する外科治療を適応外と判断した 1例
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 藤谷 淳，他

Ⅰ－38－3 肥満外科治療後に寛解傾向にある 2型糖尿病の一例
小牧市民病院糖尿病内分泌内科 吉田武之輔，他

Ⅰ－38－4 血糖コントロール困難な高度肥満症に対して 65 歳でスリーブ状胃切除術を行った一例
名古屋市立大学医学研究科消化器・代謝内科学/名古屋市立大学病院肥満症治療センター/

三重北医療センターいなべ総合病院 清水 優希，他
Ⅰ－38－5 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後にインスリン離脱可能となった高度肥満合併 2型糖尿病の 1例

大分大学医学部附属病院内分泌代謝膠原病腎臓内科学講座 永井 聡，他
Ⅰ－38－6 肥満 2型糖尿病の食事療法中心の減量プログラムによる糖尿病寛解への試み

佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科 西森 栄太，他

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１６＿一般１日目プロ／ｋｙ８９８２１１７５７５１００４０４２５

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 17.15.28 Page 16(1)

― 43 ―

E-I.indb   43 2021/05/07   19:01



F　初校

― 17 ―

口演 39

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 1） 10 : 40～11 : 40 座長 獨協医科大学内科学（内分泌代謝） 麻生 好正

東京都立大塚病院糖尿病内科 中村 佳子

Ⅰ－39－1 Effects of Tirzepatide on Meal Intake and Appetite in Japanese Patients with Type 2 Diabetes
日本イーライリリー株式会社研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部 今岡 丈士，他

Ⅰ－39－2 Tirzepatide mediates its anorexigenic effect in mice due to a reduction in homeostatic and reward-related
feeding

Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA Samms Ricardo J, et al.
Ⅰ－39－3 Effects of Tirzepatide, a Novel Dual GIP and GLP-1 Receptor Agonist, on Lipid Profiling in Patients with

Type 2 Diabetes
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA Roth Kenneth D, et al.

Ⅰ－39－4 GLP-1 受容体作動薬を投与された患者の心血管アウトカム試験（CVOT）の適格基準に一致する頻度
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院糖尿病・内分泌センター/公益財団法人日本生命済生会日本生命病院総合内科 田村 有里，他
Ⅰ－39－5 GLP-1 受容体作動薬は日本人の心血管イベントを減少させるのか？―ビッグデータを用いたリアルワー

ルドエビデンス―
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 越坂 理也，他

Ⅰ－39－6 2 型糖尿病症例におけるGLP1 受容体アゴニストの腎への影響
相模原赤十字病院内科/神奈川県内科医学会高血圧・腎疾患対策委員会 伊藤 俊，他

口演 40

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 2） 13 : 30～14 : 20 座長 至誠会第二病院糖尿病内科 高野 靖子

富山大学付属病院糸魚川地域医療支援学講座 岩田 実

Ⅰ－40－1 2 型糖尿病患者の認知症進展予防に対するリラグルチドの可能性の検討
藍野病院内科 吉田 麻美，他

Ⅰ－40－2 2 型糖尿病モデルマウスを用いたGLP-1 受容体作動薬および SGLT2 阻害薬の薬効メカニズムの解明：膵
島および肝臓パラメーターの検討

日本大学医学部附属板橋病院糖尿病・代謝内科 小池 将夫，他
Ⅰ－40－3 GLP-1 受容体作動薬の“Durability”持続性―実臨床での 3年間長期成績

関東労災病院糖尿病・内分泌内科 堀口 恭平，他
Ⅰ－40－4 DPP-4 阻害薬と GLP-1 受容体作動薬併用例でのDPP-4 阻害薬中止効果に関する検討

秋田赤十字病院代謝内科 小山 昌平，他
Ⅰ－40－5 アポ E欠損マウスにおけるDulaglutide の抗動脈硬化作用の検討～病態早期と進行期における比較～

川崎医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 真田 淳平，他

口演 41

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 3） 14 : 30～15 : 30 座長 松田医院糖尿病・代謝内科 松田 昌文
H.E.C サイエンスクリニック糖尿病セン
ター 調 進一郎

Ⅰ－41－1 治療抵抗性の肥満 2型糖尿病患者におけるセマグルチドの有効性の検討
公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院内科 渡辺 康博，他

Ⅰ－41－2 リラグルチドおよびデュラグルチドからセマグルチド切り替えによる血糖コントロール及びQOLへの影
響：SWITCH-SEMA1 プロトコール

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 髙橋 由華，他
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Ⅰ－41－3 GLP1 受容体作動薬（リラグルチド 0.9mg～1.8mg またはデュラグルチド 0.75mg）からセマグルチドへの
切り替え効果の検討

（医社）OKM岡本内科クリニック 岡本 亜紀，他
Ⅰ－41－4 肥満 2型糖尿病患者におけるリラグルチドおよびセマグルチドの影響

（独）地域医療機能推進機構（JCHO）仙台病院高血圧・糖尿病科 五十嵐康宏，他
Ⅰ－41－5 当院におけるセマグルチド 8例の使用経験（デュラグルチドからの切り替え 4例，新規導入 4例）

城医院 城 聡一，他
Ⅰ－41－6 セマグルチド週 1回皮下注製剤の使用経験

稲沢市民病院糖尿病・内分泌内科 野村 由夫，他

口演 42

薬物療法（DPP-4 阻害薬） 15 : 40～16 : 40 座長 日本大学小児科学系小児科学会分野 浦上 達彦

天草市立栖本病院糖尿病内科 水流添 覚

Ⅰ－42－1 CPTで追跡した糖尿病神経障害に対するARI と DPP-4 阻害薬の 5年間投与による神経線維別臨床効果
の比較

厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター 石田 和史，他
Ⅰ－42－2 DPP-4 阻害薬による糖尿病腎症の進展抑制効果の検討―糖尿病データマネジメント研究会（JDDM）多

施設共同研究―
つくば糖尿病センター川井クリニック/糖尿病データマネジメント研究会 山﨑 勝也，他

Ⅰ－42－3 当院で確認されたDPP-4 阻害薬関連水疱性類天疱瘡の臨床経過についての検討
鹿児島市立病院糖尿病・内分泌内科 足達 良，他

Ⅰ－42－4 WeeklyDPP-4 阻害薬オマリグリプチンとDailyDPP-4 阻害薬のNAFLD/NASH合併 2型糖尿病患者に対
する有効性の比較検討

（財）健康医学協会東都クリニック糖尿病代謝内科 服部 幸子，他
Ⅰ－42－5 2 型糖尿病におけるオマリグリプチンによる酸化ストレスおよび血糖変動に対する影響に関する研究

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 藤川 大輝，他
Ⅰ－42－6 DPP-4 阻害薬内服に伴う急性膵炎・膵癌リスクの検討：健康保険組合データベースを用いて

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/関西電力医学研究所 窪田 創大，他

第 1日 5月 20日（木） Web-08
口演 43

社会医学・医療経済学 8 : 30～9 : 30 座長
国立病院機構京都医療センター内分泌・代謝内
科 田上 哲也

医療法人健伸会かぎもとクリニック 鍵本 伸二

Ⅰ－43－1 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－14）です．
Ⅰ－43－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－15）です．
Ⅰ－43－3 合併症が 2型糖尿病患者のQOLに及ぼす影響について

弘前大学医学部内分泌代謝内科 村上 宏，他
Ⅰ－43－4 治療中断歴を持つ 2型糖尿病患者における再中断の検討

メディカルプラザ江戸川 田中 麻理，他
Ⅰ－43－5 演題取り下げ
Ⅰ－43－6 40 歳以下 2型糖尿病患者 8年間の追跡調査

勤医協中央病院内科 伊古田明美，他
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口演 44

地域医療 1 9 : 30～10 : 30 座長
神戸市立医療センター西市民病院糖尿病・内分
泌内科 中村 武寛

奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科学 岡田 定規

Ⅰ－44－1 糖尿病をもつ人が在宅（地域）で健やかに暮らすためのマニュアル作り（第 3報）
株式会社大和調剤センター 森 貴幸，他

Ⅰ－44－2 糖尿病ワンデーパスを作成・運用して
総合病院土浦協同病院地域医療連携室 酒井 亮，他

Ⅰ－44－3 チーム力は無限大！みんなでやってみよう！地域・社会背景に配慮した糖尿病療養支援
最上糖尿病連携研究会「チームいすいーっす！」 小内 裕，他

Ⅰ－44－4 演題取り下げ
Ⅰ－44－5 鹿児島大学病院におけるスライディングスケールも含めたインスリン指示システム開発への取り組み

鹿児島大学病院糖尿病・内分泌内科 有村 愛子，他
Ⅰ－44－6 演題取り下げ

口演 45

地域医療 2 10 : 30～11 : 40 座長 かみいち総合病院内科・糖尿病センター 浦風 雅春

北里大学健康管理センター 松原まどか

Ⅰ－45－1 千葉県市原市の糖尿病腎症・CKD重症化予防の取組み：医師会主導による多職種-行政連携と今後の課題
帝京大学ちば総合医療センター第三内科 藤川眞理子，他

Ⅰ－45－2 RPAを念頭に置いたマクロ言語の開発と糖尿病教育への応用
深川第一病院看護部 田村ひろみ，他

Ⅰ－45－3 かかりつけ医の糖尿病診療実態―J-DOME研究（日本医師会かかりつけ医データベース研究事業）より
日本医師会総合政策研究機構 江口 成美，他

Ⅰ－45－4 医療保険・介護保険連結ビッグデータ解析によって浮き彫りになる高齢 2型糖尿病患者治療の実態と課
題

奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科学/奈良県立医科大学公衆衛生学 新居田泰大，他
Ⅰ－45－5 多摩地域の日本糖尿病眼学会非会員の眼科医における糖尿病眼手帳の第 3版に関するアンケート調査結

果の推移
東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科/八王子糖尿病内科クリニック 大野 敦，他

Ⅰ－45－6 中学生を対象としたインスリン抵抗性指数，BMI，肥満度の経時的変化の検討
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 菅沼 由佳，他

Ⅰ－45－7 富山県における糖尿病糖尿病および脂質異常症の調査結果
富山大学第一内科 四方 雅隆，他

口演 46

PHR 13 : 30～14 : 20 座長 香川大学医学部内分泌代謝内科 村尾 孝児

岡山済生会総合病院内科・糖尿病センター 利根 淳仁

Ⅰ－46－1 インスリン加療中の糖尿病症例への iCGMを用いたオンライン診療の実例～遠隔診療の可能性と医師，患
者双方のニーズを考える～

中野島糖尿病クリニック 渡部ちづる，他
Ⅰ－46－2 主治医毎の粒度での作成された非共有データベースの電話対応や病棟回診への対応

原土井病院内科 古賀 龍彦，他
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Ⅰ－46－3 FGMを活用した，生活習慣病重症化予防プログラムの有用性
下北沢病院糖尿病センター 富田 益臣，他

Ⅰ－46－4 沖縄県久米島デジタルヘルスプロジェクト：IoTと AI による体重減少・HbA1c 改善効果
琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科） 仲村 武裕，他

Ⅰ－46－5 富山県民のメタボリック症候群の生活習慣の実態調査
富山大学学術研究部医学系第一内科 朴木 久恵，他

口演 47

大規模臨床試験 1 14 : 30～15 : 40 座長 篠栗病院糖尿病内科 土井 康文
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科
学 西澤 均

Ⅰ－47－1 Long-term Ph3 study with imeglimin as a mono- and add-on therapies in Japanese T2DM patients：re-
sults from TIMES2

川崎医科大学 加来 浩平，他
Ⅰ－47－2 インスリン分泌不全タイプとインスリン抵抗性タイプ別の Imeglimin の有効性～臨床第 2相・第 3相試

験の Post hoc 解析～
大日本住友製薬株式会社 近藤 朋恵，他

Ⅰ－47－3 Imeglimin の被験者背景（年齢・腎機能・BMI）ごとの有効性・安全性の比較～臨床第 2相・第 3相試験
の post hoc 解析～

大日本住友製薬株式会社 畠 純三，他
Ⅰ－47－4 Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease（DAPA-CKD）

川崎医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 柏原 直樹，他
Ⅰ－47－5 GLP-1 受容体作動薬は大腸癌発症頻度を低下させる；ビッグデータによる 2型糖尿病患者と悪性腫瘍発

症頻度の関連性の検討
国保直営総合病院君津中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科/千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学 石橋 亮一，他

Ⅰ－47－6 メトホルミン内服中の 2型糖尿病患者に対するDPP4 阻害薬または SGLT2 阻害薬の追加併用効果の多施
設共同無作為化比較試験

新潟大学医歯学総合病院内分泌代謝内科 北澤 勝，他
Ⅰ－47－7 都市規模別・地域別にみた糖尿病患者臨床像の検討―糖尿病データマネジメント研究会（JDDM）横断

研究―
福元医院 福元 良英，他

口演 48

大規模臨床試験 2 15 : 50～16 : 50 座長 陣内病院 陣内 秀昭
兵庫県立姫路循環器病センター糖尿病・内分泌
内科 橋本 尚子

Ⅰ－48－1 有害事象自発報告データベースに基づくインクレチン関連薬による胆管・胆嚢疾患リスクの検討
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科学（糖尿病センター内科） 中神 朋子，他

Ⅰ－48－2 健康診断でHbA1c 高値指摘後の医療機関未受診は早期死亡率上昇と関連する：レセプトビッグデータを
用いた観察研究

奈良県立医科大学附属病院糖尿病・内分泌内科/奈良県立医科大学公衆衛生学講座 西岡 祐一，他
Ⅰ－48－3 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－12）です．
Ⅰ－48－4 50 歳時健康診断受検者におけるMTHFR rs1801133 変異の体重推移および糖代謝に及ぼす影響

防衛医科大学校 岩田 真希，他
Ⅰ－48－5 2 型糖尿病患者においてポリファーマシーは骨折リスク上昇と関連する：Fukuoka Diabetes Registry

（FDR）
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学 小森田祐二，他
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Ⅰ－48－6 糖尿病患者における肥満の影響：初診問診票を用いた横断的観察研究
国立国際医療研究センター国府台病院統合内科 箱島真理子，他

第 1日 5月 20日（木） Web-09
口演 49

COVID-19 関連 1 8 : 30～9 : 30 座長 永寿総合病院糖尿病臨床研究センター 渥美 義仁
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代
謝内科学 山﨑 真裕

Ⅰ－49－1 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大前後における糖尿病患者の血糖コントロールの変動
（一財）住友病院総合診療科 上田 洋行，他

Ⅰ－49－2 COVID-19 患者の糖尿病合併の有無による差異についての比較検討
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 薬師寺洋介，他

Ⅰ－49－3 2 型糖尿病患者におけるCOVID-19 緊急事態宣言前後の生活の変化と臨床指標の関連
佐久市立国保浅間総合病院医療技術部栄養科 大澤 瑞穂，他

Ⅰ－49－4 電話診療の糖尿病治療への影響の検討
大阪急性期・総合医療センター糖尿病内分泌内科 桂 央士，他

Ⅰ－49－5 新型コロナウイルス感染症蔓延の中での糖尿病患者の診療様式と身体の変化
医療法人財団聖十字会西日本病院看護部 藤本 有紀，他

Ⅰ－49－6 第二種感染症指定医療機関におけるCOVID-19 感染症患者の糖尿病治療
名古屋市立東部医療センター内分泌・糖尿病内科 竹内 了哉，他

口演 50

COVID-19 関連 2 9 : 30～10 : 40 座長
（社医）近森会近森病院糖尿病・内分泌代謝
内科 公文 義雄

富山大学保健管理センター杉谷分室 石木 学

Ⅰ－50－1 COVID-19 の流行と血糖コントロールの関係
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門 出宮 睦之，他

Ⅰ－50－2 COVID-19 流行が糖尿病患者にもたらす長期影響における観察研究―地方都市クリニックからの報告―
医療法人糖心会べっぷ内科クリニック 谷川 幸洋，他

Ⅰ－50－3 COVID-19 流行下における当科外来通院中 2型糖尿病患者の生活習慣の変化と血糖コントロールについて
の検討

独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院内科 上田 彩加，他
Ⅰ－50－4 2 型糖尿病患者におけるCOVID-19 緊急事態宣言前後の飲酒行動の変化

佐久市立国保浅間総合病院医療技術部栄養科 高杉 一恵，他
Ⅰ－50－5 日本におけるCOVID-19 感染拡大により発令された緊急事態宣言が糖尿病管理に与えた影響

順天堂大学医学部附属順天堂医院内科・代謝内分泌学講座 小貝 俊樹，他
Ⅰ－50－6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行拡大が 2型糖尿病患者に及ぼした影響の検討（後ろ向き

コホート研究）
東京大学医学部附属病院企画情報運営部 三小田亜希子，他

Ⅰ－50－7 コロナ禍が糖尿病コントロールに与えた影響の検討
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院内分泌・糖尿病内科 井手 天翔，他

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１６＿一般１日目プロ／ｋｙ８９８２１１７５７５１００４０４２５

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 17.15.28 Page 21(1)

― 48 ―

E-I.indb   48 2021/05/07   19:01



F　初校

― 22 ―

口演 51

COVID-19 関連 3 10 : 40～11 : 40 座長
国立病院機構三重中央医療センター糖尿病・内
分泌科 田中 剛史

名古屋市立大学消化器・代謝内科学 田中 智洋

Ⅰ－51－1 新型コロナウイルス感染拡大が糖尿病療養に及ぼす影響について（山梨県）
いけだ糖尿病・甲状腺クリニック 小倉かおり，他

Ⅰ－51－2 COVID-19 に対する緊急事態宣言が 2型糖尿病患者における代謝因子の変動に与えた影響
（福）仁生社江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科 松本 涼子，他

Ⅰ－51－3 糖尿病合併 SARS-CoV-2 感染入院患者における血糖管理の現況と重症度の実態
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院糖尿病・内分泌内科/健診部 佐藤 哲彦，他

Ⅰ－51－4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による生活様式の変化が糖尿病治療に与えた影響
ベリークリニック糖尿病内科 新見麻友子，他

Ⅰ－51－5 新型コロナウイルス緊急事態宣言―その時患者に何がおきていたか―
ベリークリニック 増田 美央，他

Ⅰ－51－6 軽症 COVID-19（coronavirus disease 2019）感染症患者における酸素化不良リスクの検討
兵庫県立西宮病院糖尿病・内分泌内科 田中咲弥佳，他

口演 52

COVID-19 関連 4 13 : 30～14 : 30 座長 静岡市立静岡病院内分泌・代謝内科 脇 昌子
国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報セ
ンター 杉山 雄大

Ⅰ－52－1 新型コロナ感染症拡大に伴う墨東病院における糖尿病初診患者のHbA1c の推移
東邦大学健康推進センター/東京都立墨東病院内分泌代謝科 吉原 彩，他

Ⅰ－52－2 当院におけるコロナ渦での糖尿病緊急入院患者の検討
北里大学医学部内分泌代謝内科学 藤嶋 伶，他

Ⅰ－52－3 COVID-19 パンデミック下での糖尿病患者の心理的ストレスと血糖コントロールの変化についての検討
恩賜財団大阪府済生会千里病院糖尿病内科 星 歩

Ⅰ－52－4 COVID-19 感染拡大に伴う自粛前後での大学生の体重増加と生活状況関連因子の検討
長崎大学病院内分泌・代謝内科 有森 春香，他

Ⅰ－52－5 新型コロナウイルス感染症パンデミックとオンライン食事支援アプリケーションユーザー数の関連
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科/京都桂病院栄養科 川手 由香，他

Ⅰ－52－6 当院におけるCOVID-19 と糖尿病の関係
市立札幌病院糖尿病内分泌内科 三次 有奈，他

口演 53

COVID-19 関連 5 14 : 40～15 : 40 座長 大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 傍島 裕司

東北医科薬科大学糖尿病代謝内科 澤田正二郎

Ⅰ－53－1 米国でのパンデミック下におけるDiabetes Prevention Program参加者へのアンケート調査～人種による
反応性の違い～

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科/カリフォルニア州立大学サンディエゴ校公衆衛生大学院 山本 剛史
Ⅰ－53－2 COVID-19 緊急事態宣言が血糖コントロールに与えた影響：佐久地域における検討

JA 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター糖尿病内分泌内科 渡邉 琢也，他
Ⅰ－53－3 COVID-19 感染拡大による生活様式変化が血糖コントロールに及ぼす影響

済生会松山病院内科 金本麻友美，他
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Ⅰ－53－4 糖尿病患者に及ぼすCOVID-19 感染渦（第一波）の影響の検討
淀川勤労者厚生協会附属西淀病院糖尿病代謝内科 結城 由恵，他

Ⅰ－53－5 2 型糖尿病患者におけるCOVID-19 の流行が食事習慣に及ぼす影響に関する自記式食事歴法質問票
（DHQ）を用いた検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科腎研究センター病態栄養学講座 蒲澤 秀門，他
Ⅰ－53－6 当院の糖尿病併存新型コロナウイルス感染症例における重症化因子の検討

東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 小藤 知輝，他

口演 54

COVID-19 関連 6 15 : 50～16 : 50 座長 関東労災病院糖尿病・内分泌内科 浜野久美子

熊本地域医療センター糖尿病代謝内科 笹原 誉之

Ⅰ－54－1 岐阜県における新型コロナウイルス感染症非常事態宣言発令が糖尿病患者に与えた効果に関する検討
岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学/岐阜大学医学部附属病院糖尿病代謝内科/免疫・内分泌内科 加藤 丈博，他

Ⅰ－54－2 2019 年-2020 年で処方内容を変更しなかった 2型糖尿病の血糖コントロール状況の解析―COVID-19 流行
の影響を考察する―

東京都保健医療公社多摩南部地域病院内科 本城 聡，他
Ⅰ－54－3 高度肥満を伴う重症COVID-19 肺炎患者の血糖コントロールに大量のインスリン投与を要した一例

群馬大学医学部附属病院内分泌・糖尿病内科 石田 恵美，他
Ⅰ－54－4 感染非多発地域におけるCOVID-19 感染対策下の糖尿病臨床経過の検討

岩手医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 外舘 祐介，他
Ⅰ－54－5 COVID-19 の世界的流行に伴う糖尿病患者の生活様式および血糖コントロールの変化についての検討

永寿総合病院糖尿病・内分泌内科/永寿総合病院糖尿病臨床研究センター 遊木 一成，他
Ⅰ－54－6 新型コロナウイルス感染症（COCID-19）流行期において医療者は減量により注力して糖尿病診療を行う

べきである
大阪市立十三市民病院糖尿病内分泌内科 井坂 吉宏，他

第 1日 5月 20日（木） Web-10
口演 55

糖尿病療養指導（心理 1） 8 : 30～9 : 30 座長 北里大学北里研究所病院糖尿病センター 山田 悟

糖尿病内科かいせいクリニック 松田 友和

Ⅰ－55－1 血糖コントロール不良患者に対する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 磯野 恵一，他
Ⅰ－55－2 疼痛を伴わない糖尿病性末梢神経障害合併 2型糖尿病患者は身体機能に関するQOLが低下している

国際医療福祉大学小田原保険医療学部理学療法学科 鈴木 啓介，他
Ⅰ－55－3 DTR-QOL と気分プロフィール検査（POMS短縮版）を用いた教育入院中の糖尿病患者のQOLと感情負

担感の変化に関する検討
神戸大学医学部附属病院医療技術部 高田 綾子，他

Ⅰ－55－4 行動経済学で糖尿病患者を考える，Commitment ＆ Consistency とセルフケア
北陸先端科学技術大学院大学保健管理センター/JCHO金沢病院 古川 健治，他

Ⅰ－55－5 当院 2型糖尿病患者における服薬アドヒアランスの評価と影響因子の探索
国立病院機構霞ヶ浦医療センター薬剤部 松永 浩明，他

Ⅰ－55－6 当院，糖尿病入院患者に対する糖尿病問題領域質問表（Problem Area in DiabetesSurvey：PAID）を用
いた感情負担度の傾向調査

関東病院リハビリテーション科 成田 雄一，他
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口演 56

糖尿病療養指導（心理 2） 9 : 40～10 : 40 座長
東京女子医科大学附属成人医学センター糖尿病
内科 長谷美智代

朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科 大西由希子

Ⅰ－56－1 コロナ禍における電話再診糖尿病患者の療養特性の検討
（公社）東京都教職員互助会三楽病院栄養科/三楽病院附属生活習慣病クリニック 沼沢 玲子，他

Ⅰ－56－2 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－1）です．
Ⅰ－56－3 2020 年のコロナ禍が糖尿病患者の血糖コントロールに与えた影響

九段坂病院内科 西谷 里枝，他
Ⅰ－56－4 当院初診で 75g 経口ブドウ糖負荷試験を実施した患者の通院状況の把握

すずき糖尿病内科クリニック看護科 山口 朝美，他
Ⅰ－56－5 オンラインライブパネルディスカッション「慢性疾患を抱えて生きる患者と共に生きる医療者の心構

え」の実践報告
名古屋大学大学院医学系研究科地域医療教育学寄附講座 岡崎研太郎，他

Ⅰ－56－6 糖尿病療養指導における援助的コミュニケーションの意味～「行動変容させる」から「苦しみを軽くす
る」視点へ～

医療法人真生会真生会富山病院 宮本 晴江，他

口演 57

糖尿病療養指導（心理 3） 10 : 50～11 : 40 座長 国立がん研究センター中央病院糖尿病腫瘍科 大橋 健

天理よろづ相談所病院内分泌内科 北谷 真子

Ⅰ－57－1 当院通院糖尿病患者の眼科受診行動支援の検討
三咲内科クリニック 伊藤 幸子，他

Ⅰ－57－2 当院において受診中断後に再受診し，その後も受診を継続している 2型糖尿病患者の特徴
宮永病院看護部 本田 啓子，他

Ⅰ－57－3 糖尿病QOL質問票を用いた現状の糖尿病療養指導を行う上での問題点抽出の試み
西東京中央総合病院看護部 笹島 由江，他

Ⅰ－57－4 動画による自習用プログラムと SNSで行うアートセラピーの試み
宇都木医院/グメスの会 宇都木敏浩，他

Ⅰ－57－5 無自覚性低血糖を頻発し日常生活に不安を抱えていた 1型糖尿病患者との関わりを振り返る
医療法人社団武田クリニック看護部 福田 恵，他

口演 58

糖尿病療養指導（チーム医療 1） 13 : 30～14 : 30 座長 京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌内科 田中 亨

川崎医科大学総合内科学 1 木村有紀子

Ⅰ－58－1 他科入院患者に対する多職種チーム医療回診の有用性
埼玉医科大学総合医療センター看護部 椛島 美雪，他

Ⅰ－58－2 院内糖尿病チームによる糖尿病療養指導の血糖・血圧・体重・尿糖・尿蛋白に対する効果，及び指導が効
果的だった集団の検討

桜井病院内科・糖尿病内科 岡澤 光代，他
Ⅰ－58－3 糖尿病腎症保存期に対する多職種介入の効果を客観的に検証する

北里大学病院栄養部 人見麻美子，他
Ⅰ－58－4 チームカンファレンスが糖尿病患者の療養行動に及ぼす効果の検証

八尾徳洲会総合病院看護部 酒井菜穂子，他
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Ⅰ－58－5 患者参加型糖尿病カンファレンスに参加した患者の意識調査
群馬大学医学部附属病院看護部 塚本 明美，他

Ⅰ－58－6 演題取り下げ

口演 59

糖尿病療養指導（チーム医療 2） 14 : 40～15 : 30 座長 国民健康保険小松市民病院看護部 山本恵美子

済生会新潟病院代謝・内分泌内科 鈴木 克典

Ⅰ－59－1 A病院における糖尿病ラウンドの取り組み～特定行為に係る看護師研修終了者の立場から～
国民健康保険小松市民病院 山本恵美子，他

Ⅰ－59－2 演題取り下げ
Ⅰ－59－3 糖尿病チーム活動におけるリンクナースの取り組みについて

埼玉医科大学総合医療センター看護部 宮田 俊一，他
Ⅰ－59－4 糖尿病外来看護師が中心となり，病棟全体の糖尿病に関する運営や看護師のレベルアップに向けた取組み

特定医療法人光晴会病院糖尿病センター 斉藤 和子，他
Ⅰ－59－5 糖尿病療養指導支援チーム立ち上げと介入から見えたこと 糖尿病を抱える入院患者が自宅で糖尿病管

理を円滑に行うための取り組み
北里大学病院看護部 坂本 梅子，他

口演 60

糖尿病療養指導（チーム医療 3） 15 : 40～16 : 40 座長 高槻赤十字病院 金子至寿佳

千葉大学医学研究院・分子病態解析学 田中 知明

Ⅰ－60－1 演題取り下げ
Ⅰ－60－2 演題取り下げ
Ⅰ－60－3 劇場型糖尿病教室トーシンズとモトジーズの活動

佐久市立国保浅間総合病院看護部 井出 美子，他
Ⅰ－60－4 演題取り下げ
Ⅰ－60－5 演題取り下げ
Ⅰ－60－6 精神科病院における糖尿病療養指導（第 18 報）～多職種CDEJ によるデイナイトケア生活習慣病予防レ

クチャーの試み
医療法人静和会浅井病院看護部 中村 治一，他

Ⅰ－60－7 コロナ禍における新たな「かたち」での糖尿病教室の試み
市立大町総合病院診療技術部薬剤科/北信糖尿病デバイス・インストラクター研究会 深井 康臣，他
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一 般 演 題

第 2日 口 演
第 2日 5月 21日（金） Web-01
口演 61

脂肪細胞の生物学 2 14 : 20～15 : 20 座長
香川大学内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学
講座 井町 仁美

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学 田部 勝也

Ⅱ－61－1 妊娠糖尿病態マウスにおけるエストロゲンのT細胞を介したインスリン分泌促進・慢性炎症抑制作用
富山大学産科婦人科 田中 智子，他

Ⅱ－61－2 MAIT細胞が脂肪組織リモデリングと糖代謝に与える影響
獨協医科大学内科学（内分泌代謝） 岸 遼，他

Ⅱ－61－3 Trk-fused gene（TFG）の脂肪細胞における代謝制御機構の解明
広島大学大学院医系科学研究科医化学研究室 山本屋 武，他

Ⅱ－61－4 演題取り下げ
Ⅱ－61－5 水溶性食物繊維由来の腸内メタボライトは内臓脂肪のエネルギー代謝を調整し耐糖能を改善させる

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 中島 華子，他
Ⅱ－61－6 repressor element-1 silencing transcription factor（REST）が白色脂肪細胞のミトコンドリア生成に与え

る影響
岐阜大学大学院医学系研究科総合病態内科学 不破 雅之，他

口演 62

脂肪細胞の生物学 3 15 : 30～16 : 30 座長 神戸大学健康創造推進学分野 田守 義和

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 脇 裕典

Ⅱ－62－1 NFIAの全身代謝における生理的役割の検討
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 大口 弥里，他

Ⅱ－62－2 演題取り下げ
Ⅱ－62－3 NFIAはマウス白色脂肪組織の褐色脂肪遺伝子群を制御し高脂肪食下の肥満抵抗性に寄与する

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 斎藤 楓，他
Ⅱ－62－4 DNAメチル化による脂肪細胞機能制御についての検討

徳島大学代謝栄養学分野 黒田 雅士，他
Ⅱ－62－5 血管内皮 ROCK2 欠損は白色脂肪細胞の褐色化を介して糖・脂質代謝を改善する

東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 竹田 裕介，他
Ⅱ－62－6 八味地黄丸は熱産生を亢進し，抗肥満作用を有する

第一薬科大学天然物化学分野 香川 正太，他

口演 63

脂肪細胞の生物学 4 16 : 40～17 : 30 座長 広島大学病院内分泌・糖尿病内科 大野 晴也

富山大学第一内科 角 朝信

Ⅱ－63－1 Fate of adipocyte progenitors during adipogenesis in obesity
富山大学医学部第一内科 Bilal Muhammad, et al.

Ⅱ－63－2 内臓脂肪前駆細胞に発現する転写因子Tcf21 は脂肪分化を抑制し炎症保護的に機能する
千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学 南塚 拓也，他
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Ⅱ－63－3 演題取り下げ
Ⅱ－63－4 脂肪細胞分化における glutamine 生合成の意義

大阪大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 大畔 健太，他
Ⅱ－63－5 普通体重の若い女性では，出生体重（BW）が低いと，皮下脂肪量が少なく，OGTT2 時間インスリン

（2hI）が高い
武庫川女子大学生活習慣病オープン・リサーチ・センター/神戸女子大学健康福祉学部健康スポーツ栄養学科 本田 まり，他

第 2日 5月 21日（金） Web-02
口演 64

サルコペニア 1 14 : 20～15 : 20 座長
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代
謝科 梶尾 裕

山形大学医学部第三内科糖尿病・内分泌代謝科 亀田 亘

Ⅱ－64－1 骨格筋生体イメージングを活用した不動化性筋萎縮の発症メカニズムの解析
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 平田 悠，他

Ⅱ－64－2 非受容体型チロシンキナーゼFynはサルコペニア調節機構に関与する
群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科 山田英二郎，他

Ⅱ－64－3 レジスチン SNP-420G/SNP-358A ハプロタイプはサルコペニア肥満のリスクが高い【東温ゲノムスタ
ディ】

愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 池田 陽介，他
Ⅱ－64－4 血液透析患者において炎症マーカーYKL-40 は，栄養指標と関連する

鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科栄養アセスメント学/静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府 山田 康輔，他
Ⅱ－64－5 糖尿病患者において横隔膜厚の減少はインスリン分泌不全や認知機能低下と関連する

千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学 山本 雅，他
Ⅱ－64－6 糖尿病治療薬とフレイル，性差，地域差との関係：多施設横断研究

御所南はらしまクリニック内科・糖尿病内科/京都大学大学院人間健康科学系専攻 原島 伸一，他

口演 65

サルコペニア 2 15 : 20～16 : 30 座長
東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分
泌・代謝内科 大野 敦

藤枝市立総合病院糖尿病・内分泌内科 森田 浩

Ⅱ－65－1 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－10）です．
Ⅱ－65－2 骨格筋量が増加した高齢糖尿病患者の特徴の検討

関西電力医学研究所/関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 松木 良介，他
Ⅱ－65－3 高齢 2型糖尿病患者における握力と下肢筋力の低下に関連する要因の検討

静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科 西澤 鮎奈，他
Ⅱ－65－4 身体機能の低下した高齢糖尿病患者に対する 1年間の栄養・運動介入効果～無作為化比較試験による検

討～
関西電力病院疾患栄養治療センター/関西電力医学研究所 茂山 翔太，他

Ⅱ－65－5 高齢糖尿病患者のサルコペニア状態と日常生活機能低下に対する予防と支援の評価
高村内科クリニック 伊藤 千夏，他

Ⅱ－65－6 2 型糖尿病患者におけるビタミンB12 摂取量と四肢骨格筋変化量の関連の検討
愛生会山科病院糖尿病内科/京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 福田 拓也，他

Ⅱ－65－7 2 型糖尿病患者における体組成と筋量減少の頻度
社会福祉法人仁生社江戸川病院検査科 湯川千鶴子，他

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１７＿一般２日目プロ／ｋｙ９１８７８２７５７５１００４０４２６

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 17.16.25 Page 2(1) G　初校

― 54 ―

E-I.indb   54 2021/05/07   19:01



― 3―

口演 66

サルコペニア 3 16 : 30～17 : 40 座長 菊池郡市医師会立病院糖尿病内科 小野 恵子

福岡東医療センター糖尿病・内分泌内科 野原 栄

Ⅱ－66－1 糖尿病患者におけるクレアチニン-シスタチンC比は筋質を反映する
大阪大学大学院医学系研究科老年・総合内科学 赤坂 憲，他

Ⅱ－66－2 高齢者糖尿病患者におけるソーシャルネットワークとフレイルの関連について
東京都健康長寿医療センター糖尿病・内分泌・代謝科 高橋 寿枝，他

Ⅱ－66－3 体組成計 Seca mBCA151 を用いた入院糖尿病患者における体組成変化に関する検討
金沢医科大学病院内分泌代謝内科 平井 太郎，他

Ⅱ－66－4 2 型糖尿病患者のサルコペニア合併に血清グリコアルブミン/HbA1c が関連する
徳島大学糖尿病臨床研究開発センター 森 博康，他

Ⅱ－66－5 健常若年女性における体組成の実態調査（第 2報）―筋肉量低下と隠れ肥満の頻度について―
福岡市医師会福岡市健康づくりサポートセンター 武井 涼子，他

Ⅱ－66－6 糖尿病患者のオーラルフレイルと身体状況および食事摂取状況の関連調査
すずき糖尿病内科クリニック栄養科 登坂 真純，他

Ⅱ－66－7 高齢糖尿病患者のサルコペニア状況と患者自身が思う運動習慣の検討
高村内科クリニック 寺本由美子，他

第 2日 5月 21日（金） Web-03
口演 67

妊娠 2 14 : 20～15 : 30 座長 愛媛大学産科婦人科 杉山 隆

東京女子医科大学糖尿病センター 柳澤 慶香

Ⅱ－67－1 日本人妊婦の耐糖能異常と体組成との関連についての検討―第 2報―
聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 中川 朋子，他

Ⅱ－67－2 当院における非妊娠時BMI 35 kg/m2以上の高度肥満妊婦の周産期予後の検討
高知医療センター医療情報センター 菅野 尚，他

Ⅱ－67－3 糖尿病合併妊娠の仔の運動学習障害とインスリン抵抗性，Glucagon-like peptide-1（GLP-1）分泌能
東京医科大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 岩崎 源，他

Ⅱ－67－4 妊娠糖尿病の周産期管理および分娩予後に関する観察研究
新潟市民病院内分泌・代謝内科 竹内 亮，他

Ⅱ－67－5 妊娠糖尿病診療・産後フォローの改善に向けて～千葉県印旛市郡での取り組み～
成田赤十字病院糖尿病・内分泌代謝内科/印旛市郡妊娠糖尿病対策協議会 橘 香穂里，他

Ⅱ－67－6 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中間報告
浜松北病院内科 源馬理恵子，他

Ⅱ－67－7 COVID対応下における糖尿病自己管理アプリを使用したGDM患者への生活介入・血糖管理の有用性の
検討

国立成育医療研究センター母性内科 飯村 祐子，他

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１７＿一般２日目プロ／ｋｙ９１８７８２７５７５１００４０４２６

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 17.16.25 Page 3(1) G　初校

― 55 ―

E-I.indb   55 2021/05/07   19:01



― 4―

口演 68

神経障害 1 15 : 40～16 : 30 座長 愛知学院大学歯学部内科学講座 成瀬 桂子
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内
分泌内科学 出口 尚寿

Ⅱ－68－1 糖尿病性神経障害においてRAGEシグナルはマクロファージを活性化し末梢神経のインスリン抵抗性と
逆行性軸索輸送障害を惹起する

弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学/弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学 遲野井 祥，他
Ⅱ－68－2 高グルコース・外因性ピルビン酸欠乏環境下での解糖系変動に対するHIF1αと 2-オキソグルタル酸の検

証
東京都医学総合研究所，疾患制御研究分野，糖尿病性神経障害プロジェクト 八子 英司，他

Ⅱ－68－3 Lipopolysaccharide-binding protein（LBP）は日本人における痛覚閾値異常のバイオマーカーとなりうる
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座 工藤 和洋，他

Ⅱ－68－4 血糖変動・低血糖による糖尿病性神経障害の成因と治療：シュワン細胞のミトコンドリア機能障害に対
するイメグリミンの効果

愛知学院大学薬学部医療薬学科薬物治療学講座 加藤 文子，他
Ⅱ－68－5 DHAはラット不死化シュワン細胞においてAMPK依存性シグナル経路を介して酸化ストレス誘導オー

トファジーと細胞死を抑制する
愛知学院大学薬学部医療薬学科薬物治療学講座 巽 康彰，他

口演 69

神経障害 2 16 : 40～17 : 30 座長 国立病院機構北海道医療センター 加藤 雅彦

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 姫野 龍仁

Ⅱ－69－1 角膜共焦点顕微鏡の各種パラメーターによる糖尿病性神経障害の診断率の検討
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 茂木 幹雄，他

Ⅱ－69－2 血糖コントロール不良な 2型糖尿病患者の開眼片足立ち時間とその後の末梢神経機能変化との関連性
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

Ⅱ－69－3 糖尿病性神経障害では血漿キサンチンオキシダーゼによりマクロファージが活性化する
弘前大学医学部附属病院内分泌代謝内科学講座分子病態病理学講座 竹内 祐貴，他

Ⅱ－69－4 糖尿病性多発神経障害の診断におけるQTc の有用性の検討
愛知医科大学内科学講座糖尿病内科/愛知医科大学メディカルクリニック臨床検査科 柴田 由加，他

Ⅱ－69－5 演題取り下げ

第 2日 5月 21日（金） Web-04
口演 70

腎症 7 14 : 20～15 : 10 座長 健和会病院透析センター 熊谷 悦子

佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科 安西 慶三

Ⅱ－70－1 糖尿病腎症を原疾患とする透析患者の糖尿病治療中断要因についての検討
社会医療法人川島会川島病院看護部 森浦 弥生，他

Ⅱ－70－2 今，地域に必要とされている八幡浜市糖尿病サポーター（YDS）制度について
市立八幡浜総合病院栄養療法科 水間貴美子，他

Ⅱ－70－3 透析予防指導を 3回で行うプログラムの効果
宇都木医院 中野 真弓，他
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Ⅱ－70－4 保険組合の糖尿病重症化予防プログラム効果の検討及び病院収益への貢献
医療法人社団青泉会下北沢病院糖尿病センター 石田千香子，他

Ⅱ－70－5 糖尿病合併症重症化予防（透析導入予防）栄養管理に関する研究
茅ヶ崎市立病院中央診療部栄養科 山野邊真由美，他

口演 71

腎症 8 15 : 20～16 : 10 座長
医療法人社団 STOP DMすずき糖尿病内科ク
リニック 鈴木 大輔

秋田大学糖尿病・内分泌内科 森井 宰

Ⅱ－71－1 糖尿病性腎臓病患者における身体活動量，易疲労性，筋微小血管血流量の関連
浜松医科大学医学部附属病院リハビリテーション部 平野 裕真，他

Ⅱ－71－2 糖尿病透析予防指導による指導効果―栄養摂取量と体格評価について―
川崎医科大学附属病院栄養部 倉恒ひろみ，他

Ⅱ－71－3 当院における糖尿病透析予防外来の現況―糖尿病性腎症と動脈硬化検査との関連について―
済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科 比嘉眞理子，他

Ⅱ－71－4 eGFRの長期推移を一括表示する「Long term eGFR plot」により，緊急事態宣言中の通院患者数が維持
された

市立大津市民病院内科 中澤 純，他
Ⅱ－71－5 当院における継続糖尿病透析予防指導の効果について（第 2報）

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

口演 72

高血圧 16 : 20～17 : 30 座長 浅ノ川総合病院糖尿病内分泌センター 武田 仁勇

福井大学医学部附属病院内分泌代謝内科 此下 忠志

Ⅱ－72－1 糖尿病性腎症改善を目指した家庭血圧管理の検討：KAMOGAWA-HBP study
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 北川 暢子，他

Ⅱ－72－2 インスリン調節性アミノペプチダーゼ/アンジオテンシン IV受容体（IRAP/AT4）遺伝子型と中間表現
型（血中濃度）と高血圧症有病率

福井大学医学部附属病院内分泌代謝内科 此下 忠志，他
Ⅱ－72－3 2 型糖尿病または耐糖能異常合併高血圧患者におけるエサキセレノンの効果

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 桑原 咲，他
Ⅱ－72－4 糖尿病家族歴陽性（FH+）の若い女性では糖・脂質代謝異常が出現する前に収縮期，拡張期，平均血圧

が上昇し高血圧の頻度も高い
武庫川女子大学栄養科学研究所/愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野 猪川（湊）聡美，他

Ⅱ－72－5 肥満合併 2型糖尿病患者の血圧日内変動と脳心血管病―夜間血圧に注目して―
湘南藤沢徳洲会病院内分泌・糖尿病内科 河崎さつき，他

Ⅱ－72－6 血圧高値（≥120/80mmHg）の若い女性では，糖尿病家族歴陽性（FH＋）の頻度と血清 PAI-1 が高い
武庫川女子大学栄養科学研究所 矢野めぐむ，他

Ⅱ－72－7 糖尿病患者における収縮期血圧・拡張期血圧の推移に関する検討
日本赤十字社和歌山医療センター 海道 陽介，他
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第 2日 5月 21日（金） Web-05
口演 73

脂質代謝 1 14 : 20～15 : 30 座長 済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科 比嘉眞理子
国立病院機構小倉医療センター・糖尿病・内分
泌代謝内科 的場 ゆか

Ⅱ－73－1 軽度腎機能障害患者における中性脂肪が腎機能に及ぼす影響
諏訪中央病院腎臓・糖尿病内科 荒木 真

Ⅱ－73－2 全エクソーム解析にて同定された家族性低βリポ蛋白血症複合ヘテロ接合体（ナンセンス変異+ミスセ
ンス変異）の一例

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 高瀬 暁，他
Ⅱ－73－3 LDL トリグリセリドと small dense LDL コレステロールの代謝上の特性，糖尿病のコホート研究から

海老名総合病院・糖尿病センター 細谷 満，他
Ⅱ－73－4 Fatty Liver Index（FLI）が糖尿病発症に与える影響

（公財）兵庫県予防医学協会/独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 高橋かおる，他
Ⅱ－73－5 外来糖尿病患者におけるApoB 及びApoB/ApoA1 と他脂質との関連について（2017 年分）

萬田記念病院内科 坂東 秀訓，他
Ⅱ－73－6 動脈硬化性疾患予防のための若年成人健診 LDL-C スクリーニングの有用性

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科/東京大学保健・健康推進本部 岡﨑佐智子，他
Ⅱ－73－7 2 型糖尿と脂質プロファイルとの関連―住民検診での検討―

弘前大学医学部附属病院内分泌代謝内科学講座 今田亜由美，他

口演 74

脂質代謝 2 15 : 30～16 : 40 座長 福岡大学筑紫病院内分泌・糖尿病内科 小林 邦久
国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌
内科学 竹本 稔

Ⅱ－74－1 脂質異常症を合併した 2型糖尿病に対するペマフィブラートの有効性と安全性についての検討
秋田厚生医療センター糖尿病・代謝内科 高嶋 悟，他

Ⅱ－74－2 2 型糖尿病（T2DM）合併の脂質異常症（HL）患者におけるベザフィブラートからペマフィブラート
への変更に対する後ろ向き検討

横浜市立大学附属市民総合医療センター内分泌・糖尿病内科 大平 暁生，他
Ⅱ－74－3 2 型糖尿病のペマフィブラートの脂質，eGFRへの影響

和白病院内科 古賀 まり，他
Ⅱ－74－4 ペマフィブラートによる脂質改善効果の検討

盛岡市立病院糖尿病代謝内科 田中 瑞絵，他
Ⅱ－74－5 2 型糖尿病における 1年間のペマフィブラート治療による頸動脈エコーmaxIMTへの効果

医療法人中京クリニカル 小森 拓，他
Ⅱ－74－6 糖尿病合併高TG血症患者のペマフィブラートの有効性・安全性についての検討（第二報）

JA 愛知厚生連豊田厚生病院内分泌・代謝内科 加藤 大也，他
Ⅱ－74－7 当院におけるフィブラート系薬剤 3剤の多面的効果について

市立芦屋病院内科 紺屋 浩之，他
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口演 75

心血管 1 16 : 40～17 : 40 座長 磐田市立総合病院糖尿病・内分泌内科 飯野 和美

京都府立医科大学内分泌・代謝内科 牛込 恵美

Ⅱ－75－1 終末糖化産物-受容体系の活性化は酸化ストレスを誘導しCdk5-CD36 を介してマクロファージ泡沫化を促
進する

昭和大学病院糖尿病代謝内分泌科 八島 広典，他
Ⅱ－75－2 終末糖化産物受容体（RAGE）阻害アプタマーはApoE 欠損マウスの動脈硬化進展を抑制する

昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科学部門 寺﨑 道重，他
Ⅱ－75－3 Glucose-spikes and western diet synergistically upregulate inflammatory genes in rat peripheral blood

mononuclear cells
鹿児島大学糖尿病・内分泌内科 Sigfrid Shayo, et al.

Ⅱ－75－4 急性心筋梗塞後の禁煙は糖尿病患者ほど失敗する可能性が高い
京都山城総合医療センター生活習慣病内科 堤 丈士，他

Ⅱ－75－5 バルドキソロンメチルはグルコーススパイクによる血管内皮障害を予防する
鹿児島大学糖尿病・内分泌内科 小木曽和磨，他

Ⅱ－75－6 ICUにおける心臓外科術後のインスリン治療安全対策への取り組み―血糖フローチャートの安全性の検
討―

群馬県立心臓血管センター 立木 一秀，他

第 2日 5月 21日（金） Web-06
口演 76

薬物療法（SGLT2 阻害薬 4） 14 : 20～15 : 00 座長
東邦大学医学部医学科内科学講座糖尿病・代
謝・内分泌学分野 内野 泰

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科 目黒 周

Ⅱ－76－1 糖尿病性顕性腎症患者への SGLT2 阻害薬投与に伴う腎予後予測因子
東京医科大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 板谷徳太郎，他

Ⅱ－76－2 SGLT2 阻害薬併用別にみたGLP1 受容体アゴニストの腎への影響
神奈川県内科医学会高血圧・腎疾患対策委員会 小林 一雄，他

Ⅱ－76－3 2 型糖尿病患者の腎機能低下に対するDPP-4 阻害薬と SGLT2 阻害薬の比較
東京女子医科大学糖尿病センター内科 吉田 直史，他

Ⅱ－76－4 実臨床におけるΔeGFR低下に寄与する因子の検討～特に SGLT2 阻害薬使用有無との関連について～
横浜労災病院 尾崎 光一，他

口演 77

薬物療法（SGLT2 阻害薬 5） 15 : 10～16 : 20 座長 北里大学医学部内分泌代謝内科学 七里 眞義
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄
養内科学 藤田 義人

Ⅱ－77－1 SGLT2 阻害薬投与早期及び慢性期のヘモグロビン変化予測因子の検討―貧血・多血例における評価―
新潟大学医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科学分野 松林 泰弘，他

Ⅱ－77－2 血清高分子量アディポネクチン値は SGLT2 阻害薬ダパグリフロジンの効果を予測できる
獨協医科大学内科学（内分泌代謝） 麻生 好正，他

Ⅱ－77－3 SGLT2 阻害薬ルセオグリフロジンよる炎症反応改善効果と脂肪肝改善効果の関係
介護老人保健施設和佐の里 尾﨑 充
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Ⅱ－77－4 カナグリフロジンによるNAFLD改善効果のメカニズムの解明
神戸大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・内分泌・総合内科学分野糖尿病・内分泌内科学部門 芳野 啓，他

Ⅱ－77－5 SGLT2 阻害薬投与 4年間におけるFIB-4 index 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 佐藤 史織，他

Ⅱ－77－6 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬の肝保護作用の検討
大阪急性期・総合医療センター糖尿病内分泌内科 久保 典代，他

Ⅱ－77－7 演題取り下げ

口演 78

薬物療法（SGLT2 阻害薬 6） 16 : 30～17 : 30 座長 川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 中西 修平

大阪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 武呂 誠司

Ⅱ－78－1 肥満を有するインスリン治療患者における SGLT2 阻害薬併用の有効な臨床像を探る
厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター 由田 彩佳，他

Ⅱ－78－2 SGLT2 阻害薬投与前後における食後血糖や体重の推移について―体重別および年齢別解析の試み―
（医）安和会石丸安世記念熊谷ディアベテスクリニック 石丸 安明，他

Ⅱ－78－3 当院における SGLT2 阻害薬の有効性に関する検討第 2報
かみいち総合病院薬剤科/かみいち総合病院糖尿病センター 柳瀬 宣広，他

Ⅱ－78－4 SGLT2 阻害薬を投与された患者における心血管アウトカム試験（CVOT）の適格基準に一致する頻度
日本生命病院糖尿病・内分泌センター/日本生命病院総合内科 西岡 美保，他

Ⅱ－78－5 実臨床での 2型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬の増量が及ぼす影響についての検討
社会医療法人宏潤会大同病院糖尿病内分泌内科 寺島 康博，他

Ⅱ－78－6 強化インスリン療法中の 2型糖尿病患者におけるDulaglutide・SGLT2 阻害薬併用効果の検討
徳島赤十字病院糖尿病・内分泌内科 近藤 剛史，他

第 2日 5月 21日（金） Web-07
口演 79

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 4） 14 : 20～15 : 20 座長 西山堂慶和病院 荷見 澄子

東京都立広尾病院糖尿病内分泌科 吉本 貴宣

Ⅱ－79－1 2 型糖尿病患者におけるリラグルチド高用量の有用性と安全性について検討
産業医科大学第 1内科学講座 齋藤 桃，他

Ⅱ－79－2 当院外来でリラグルチド高用量投与を行った 2型糖尿病患者 22 例の血糖改善効果の検討
永寿総合病院糖尿病臨床研究センター/永寿総合病院糖尿病・内分泌内科 児玉健一郎，他

Ⅱ－79－3 リラグルチド増量による効果の検討
兵庫県立西宮病院糖尿病・内分泌内科 木村 敬一，他

Ⅱ－79－4 リラグルチド 0.9mg から増量した患者の検査所見・身体所見・心理面の変化
すずき糖尿病内科クリニック看護部 黒木 啓代，他

Ⅱ－79－5 肥満 2型糖尿病におけるリラグルチド 0.9mg から 1.8mg に変更の長期の有用性と安全性の検討
埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科/埼玉医科大学国際医療センター内分泌・糖尿病内科 栗原 進，他

Ⅱ－79－6 当院肥満外来患者におけるリラグルチド長期投与に関する臨床的検討
松波総合病院糖尿病・内分泌内科 髙橋 佳大，他
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口演 80

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 5） 15 : 30～16 : 20 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

畠中内科クリニック 加藤 智子

Ⅱ－80－1 高用量リラグルチドの効果と安全性：年齢による相違
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院代謝・内分泌内科 久保 ゆい，他

Ⅱ－80－2 リラグルチド使用中の 2型糖尿病患者における高用量への増量効果
大阪府済生会中津病院 新谷 光世，他

Ⅱ－80－3 2 型糖尿病患者におけるリラグルチドとデュラグルチドの長期有用性についての比較検討
産業医科大学第 1内科 田中 健一，他

Ⅱ－80－4 リキシセナチド治療における基礎インスリン併用のタイミングが血糖コントロールに及ぼす効果：市販
後調査のサブ解析

川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 金藤 秀明，他
Ⅱ－80－5 治療遵守と注射剤数が血糖コントロールに及ぼす影響：リキシセナチド市販後調査のサブグループ解析

Department of Diabetes and Endocrinology, University of Swansea, Swansea, UK/Sanofi UK, Berkshire, UK Mike Baxter, et al.

口演 81

薬物療法（ビグアナイド薬） 16 : 30～17 : 40 座長
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分
泌内科 井上 元

川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 金藤 秀明

Ⅱ－81－1 メトホルミンの血糖降下予知遺伝子の同定と機能解析
金沢大学附属病院金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学分野 田中 健雄，他

Ⅱ－81－2 電子診療録直結型情報収集システム（J-DREAMS）を活用した 1型糖尿病患者におけるメトホルミンの
使用に関する実態調査

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 中川 靖，他
Ⅱ－81－3 ネットワークメタアナリシスによる日本人 2型糖尿病患者における経口血糖降下薬のHbA1c 改善効果の

比較
大日本住友製薬（株）メディカルアフェアーズ部 谷口真由美，他

Ⅱ－81－4 2 型糖尿病患者におけるメトホルミンとDPP-4 阻害薬の心血管系合併症抑制作用の比較検討：後向き観
察研究（追加解析）

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 西村 理明，他
Ⅱ－81－5 アログリプチンとメトホルミン配合錠の朝 1回と夕 1回服薬の比較（AMPM study）：オープンラベル，

ランダム化，クロスオーバー試験
医療法人すこやか高田中央病院糖尿病・代謝内科 荏原 太，他

Ⅱ－81－6 自殺企図でメトホルミン，インスリンを過量投与し乳酸アシドーシスを来した一例
聖隷浜松病院内分泌内科 徳丸 光彬，他

Ⅱ－81－7 大量飲酒を契機に乳酸アシドーシスを発症した少量メトホルミン内服中の高齢男性
青森県立中央病院内分泌内科 三橋 達郎，他
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第 2日 5月 21日（金） Web-08
口演 82

スティグマ・アドボカシー 14 : 20～15 : 00 座長
東京女子医科大学附属成人医学センター糖尿病
内科 岩﨑 直子

松本メディカルコミュニケーションズ 松本 一成

Ⅱ－82－1 医療従事者を対象にした「適切な言語表現」と「スティグマ」に関するアンケート調査
松本メディカルコミュニケーションズ 松本 一成，他

Ⅱ－82－2 2 型糖尿病患者が自身の病気について他者に伝えているかの現況調査
すずき糖尿病内科クリニック看護部 山田 仁美，他

Ⅱ－82－3 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－4）です．
Ⅱ－82－4 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－3）です．

口演 83

臨床検査 1 15 : 10～16 : 20 座長 産業医科大学病院臨床研究推進センター 岡田 洋右
弘前大学医学部附属病院内分泌内科，糖尿病代
謝内科 柳町 幸

Ⅱ－83－1 異常ヘモグロビンHb A2-Niigata の HPLC法におけるFVHR測定の有用性
富山県済生会富山病院糖尿病内分泌内科 伊藤 みか，他

Ⅱ－83－2 演題取り下げ
Ⅱ－83－3 HPLC法で測定したHbA1c が真正値を示す複数種の異常ヘモグロビンが存在する

市立川西病院糖尿病・内分泌内科 稲田 慎也，他
Ⅱ－83－4 免疫法によるHbA1c が偽高値を示したHb Agenogi の 1 例

医療法人川崎病院糖尿病・内分泌内科 村井 潤，他
Ⅱ－83－5 アフィニティークロマトグラフィー法によるHbA1c の測定が診断に有用であった異常ヘモグロビン症の

1例
順天堂大学医学部附属浦安病院糖尿病・内分泌内科 小谷野 肇，他

Ⅱ－83－6 血糖管採血検体は振盪により溶血が促進し，酵素法によるHbA1c 値は偽低値を示す
（医社）誠馨会新東京病院臨床検査室 石橋みどり，他

Ⅱ－83－7 健診時に酵素法および免疫法で測定したHbA1c はともにHPLC法で測定したHbA1c に比し低値をきた
す

西宮市立中央病院糖尿病・内分泌内科 合屋佳世子，他

口演 84

臨床検査 2 16 : 30～17 : 30 座長
藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科
学 鈴木 敦詞

森内科医院 森 博子

Ⅱ－84－1 HbA1c あるいはHbA1c/GA比を用いた赤血球年齢の算出の試み
はくほう会セントラル病院内科 古賀 正史，他

Ⅱ－84－2 甲状腺機能のグリコアルブミン/HbA1c 比へ与える影響を評価する
埼玉医科大学病院小児科/小児インスリン治療研究会 武者 育麻，他

Ⅱ－84－3 グリコアルブミン測定による糖尿病管理法の開発
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 相原 允一，他
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Ⅱ－84－4 生体電気インピーダンス法による細胞外水分比および位相角と糖尿病患者における血中HbおよびHt レ
ベルの連関解析

徳島大学大学院医歯薬学研究部実践地域診療・医科学分野 粟飯原賢一，他
Ⅱ－84－5 血糖測定に対する POCT機導入の現状と課題

JA 徳島厚生連阿南医療センター看護部 中野美恵子，他
Ⅱ－84－6 高血糖高浸透圧血液による POCT測定値と SMBG測定値の検証

岡谷市民病院検査科 長井 円，他

第 2日 5月 21日（金） Web-09
口演 85

COVID-19 関連 7 14 : 20～15 : 20 座長 東京女子医科大学糖尿病・代謝内科 中神 朋子

福井県立病院内分泌・代謝内科 勝田 裕子

Ⅱ－85－1 新型コロナウイルス禍における糖尿病療養状況について
医療法人慈誠会山根病院看護部 岡 千恵美，他

Ⅱ－85－2 新型コロナ禍における当院通院加療中の 2型糖尿病症例への影響について
大浜第一病院糖尿病センター 髙橋 隆，他

Ⅱ－85－3 コロナ禍の自粛に伴う糖尿病患者の意識調査
株式会社互恵会大阪回生病院看護部 黒岩 絵美，他

Ⅱ－85－4 COVID-19 流行がもたらした生活変化による糖尿病患者への影響実態調査
帝京大学医学部内科学講座 塚本 和久，他

Ⅱ－85－5 コロナ禍での糖尿病患者の生活変化と血糖コントロールの関係
東京医科大学病院糖尿病代謝内分泌内科 宇田川香菜，他

Ⅱ－85－6 糖尿病治療と血糖管理がCOVID-19 の転帰に及ぼす影響についての検討
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 高橋 尚子，他

口演 86

COVID-19 関連 8 15 : 30～16 : 30 座長
聖マリアンナ医科大学東横病院代謝・内分泌
内科 太田 明雄
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・
総合内科学 坂口 一彦

Ⅱ－86－1 当院におけるCOVID-19 流行による糖尿病患者の血糖コントロールの変動について
筑波大学附属病院内分泌代謝・糖尿病内科 中島里佳子，他

Ⅱ－86－2 COVID-19 による療養行動の変化が糖尿病患者に与えた影響についての検討
淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科 天野絵里子，他

Ⅱ－86－3 糖尿病患者におけるCOVID-19 に関する意識調査
すずき糖尿病内科クリニック看護部 安武 志実，他

Ⅱ－86－4 COVID-19 流行での緊急事態宣言による生活習慣の変化がHbA1c に与える影響
（独）国立病院機構千葉医療センター糖尿病代謝内科 大原 恵美，他

Ⅱ－86－5 COVID-19 パンデミックによる睡眠・心理状態の変化が糖尿病患者の生活習慣に与えた影響
大阪警察病院糖尿病内分泌内科 入江 陽子，他

Ⅱ－86－6 COVID-19 パンデミックが糖尿病患者の食習慣に及ぼした影響
大阪警察病院栄養管理科 大原 玲子，他
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口演 87

COVID-19 関連 9 16 : 40～17 : 40 座長 川井クリニック 山﨑 勝也

大津赤十字病院糖尿病内分泌内科 谷口 孝夫

Ⅱ－87－1 糖尿病患者に対する新型コロナウィルス関連感染症（COVID-19）流行の影響の検討
藍野病院臨床心理科 中野 明子，他

Ⅱ－87－2 新型コロナウイルス流行期における糖尿病患者の血糖コントロールおよび生活様式の変化について
名古屋第一赤十字病院内分泌内科 伊藤 大貴，他

Ⅱ－87－3 COVID-19 感染拡大下における，外来通院中の 2型糖尿病患者の生活習慣の変化と血糖管理についての検
討

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 渡邉 裕尭，他
Ⅱ－87－4 糖尿病合併COVID-19 に対するチーム医療における糖尿病専門医の役割

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 服部 智仁，他
Ⅱ－87－5 COVID-19 感染症抑制のためのライフスタイルの変化が 1型糖尿病患者に与えた影響の検討

東京女子医科大学病院糖尿病センター内科 望月 翔太，他
Ⅱ－87－6 Sensor Augmented Pump（SAP）療法中の 1型糖尿病患者における新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）流行の影響
北里大学医学部内分泌代謝内科学 鈴木 昂名，他

第 2日 5月 21日（金） Web-10
口演 88

糖尿病療養指導（透析予防・栄養指導） 14 : 20～15 : 20 座長 東京女子医科大学病院糖尿病眼科 北野 滋彦

大阪市立総合医療センター糖尿病内科 細井 雅之

Ⅱ－88－1 当院外来における透析予防指導の効果の検討
獨協医科大学日光医療センター看護部 永島 靖子，他

Ⅱ－88－2 糖尿病透析予防指導効果の検証～2016 年度調査との比較と提言～
医療法人永和会みなみ赤塚クリニック栄養科 花崎 愛，他

Ⅱ－88－3 糖尿病透析予防指導 5年間の推移とチーム医療の効果について
（医）光晴会病院糖尿病センター 篠﨑 彰子，他

Ⅱ－88－4 当院における糖尿病教育入院後の外来栄養指導の実施状況と効果
金沢医療センター内分泌・代謝内科 宍倉 慶憲，他

Ⅱ－88－5 糖尿病患者の摂取蛋白質量評価における尿UN/Cr の有用性について
社会医療法人天神会新古賀病院栄養管理課 小西亜也加，他

Ⅱ－88－6 小児 1型糖尿病患者（自閉症合併）への栄養指導における管理栄養士の取り組み～カーボカウント・イ
ンスリン投与量の提案～

トマト内科糖尿病高血圧甲状腺クリニック 大西菜美子，他

口演 89

糖尿病療養指導（栄養指導） 15 : 30～16 : 40 座長 春日井市民病院糖尿病内分泌内科 佐々木洋光

町立津南病院内科 佐野 浩斎

Ⅱ－89－1 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）を合併した 2型糖尿病患者に対する減量外来の効果
広島赤十字・原爆病院栄養課 森澤 太志，他

Ⅱ－89－2 働く糖尿病患者の睡眠習慣とその影響について
小野百合内科クリニック 佐久間未季，他
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Ⅱ－89－3 外来糖尿病患者におけるコンビニ食に関するアンケート調査
公益財団法人慈愛会いづろ今村病院栄養管理部 内田 紗弥，他

Ⅱ－89－4 糖尿病患者のニーズに応じた個別栄養指導のあり方～インターネット検索ワードからみる栄養指導ニー
ズの検討～

日本薬科大学薬学部医療ビジネス薬科学科/一般社団法人HIMAP 大田 祥子，他
Ⅱ－89－5 外来糖尿病患者のHbA1c の重症度による療養指導や糖尿病管理状態の差異

（社医）誠光会草津総合病院リハビリテーション部 山本 敏雄
Ⅱ－89－6 当院における糖尿病患者に対する効果的な栄養指導方法の検討（第 3報）

医療法人直未会おかやま糖尿病・甲状腺クリニック 田内由希子，他
Ⅱ－89－7 当院通院中の糖尿病患者のコロナ禍における食事に関する意識

大阪医科大学附属病院栄養部 浦瀬真理子，他

口演 90

糖尿病療養指導（教育技法） 16 : 50～17 : 40 座長
兵庫県立姫路循環器病センター糖尿病・内分泌
内科 大原 毅
国家公務員共済組合連合会大手前病院代謝・
内分泌内科 上中理香子

Ⅱ－90－1 当院における糖尿病医療連携の有用性と連携継続に影響する因子の検討
富山県立中央病院内分泌・代謝内科 中田 竜介，他

Ⅱ－90－2 薬剤師による新採用看護師対象のインスリン自己注射指導研修会の実施と長期的評価
（JCHO）徳山中央病院薬剤部 益成 宏，他

Ⅱ－90－3 新時代の糖尿病教育入院について
住友病院内分泌代謝内科学 嶺尾 良平，他

Ⅱ－90－4 当院における動画学習プログラムを用いた糖尿病教室についての検討
佐久市立国保浅間総合病院内科・糖尿病内科 尾下 雄紀，他

Ⅱ－90－5 演題取り下げ
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一 般 演 題

第 3日 口 演
第 3日 5月 22日（土） Web-01
口演 91

その他の生物学 1 8 : 30～9 : 20 座長 筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 島野 仁
東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学
分野 今井 淳太

Ⅲ－91－1 ペリサイト PDGFシグナルを介した視床下部慢性炎症とエネルギー代謝制御機構
富山大学病態制御薬理学 桶川 晃，他

Ⅲ－91－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－3）です．
Ⅲ－91－3 肥満による全身性慢性炎症と神経栄養因子との関連

大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 後藤 孔郎，他
Ⅲ－91－4 演題取り下げ
Ⅲ－91－5 脂肪酸がヒト自然リンパ球の増殖に及ぼす影響を解明する

亀岡市立病院糖尿病内科/京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 北川 功幸，他

口演 92

腸の生物学 1 9 : 30～10 : 20 座長 東海大学医学部腎内分泌代謝内科 豊田 雅夫

藤田医科大学医学部内分泌・代謝内科学 清野 祐介

Ⅲ－92－1 中鎖脂肪酸トリグリセリドは高脂肪食負荷下のGIP 分泌抑制を介して肥満やインスリン抵抗性を軽減す
る

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 池口 絵理，他
Ⅲ－92－2 Glucagon 関連ペプチドの生理活性評価には受容体を介する bioassay 法が有用である

滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌腎臓内科 柳町 剛司，他
Ⅲ－92－3 「食べる順番」の効果発現機序解明に向けた動物実験モデル系の確立

岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学/関西電力医学研究所糖尿病研究センター/
岐阜大学医学部附属病院糖尿病代謝内科/免疫・内分泌内科 劉 彦言，他

Ⅲ－92－4 炭酸脱水酵素 8（Car8）による GLP-1 分泌制御機構の解明
京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科学 藤原 雄太，他

Ⅲ－92－5 中鎖脂肪酸トリグリセリドはGPR120 を介して長鎖脂肪酸トリグリセリド摂取時のGIP 分泌を抑制する
京都大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 原田 範雄，他

口演 93

腸の生物学 2 10 : 30～11 : 30 座長
千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・
老年内科学 小野 啓
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態
内科学 森岡 与明

Ⅲ－93－1 トランス脂肪酸摂取はDysbiosis を介して耐糖能障害を惹起する
京都府立医科大学医学部付属病院内分泌糖尿病代謝内科学 岡村 拓郎，他

Ⅲ－93－2 腸内殺菌モデルマウスにおけるDysbiosis とそれに伴う代謝障害メカニズムの解明
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科 橋本 善隆，他

Ⅲ－93－3 2 型糖尿病患者におけるアカルボース投与前後の腸内細菌叢の変化
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学/杏林大学医学部付属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 竹脇 史絵，他
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Ⅲ－93－4 2 型糖尿病関連腸内細菌叢パネルと食習慣に関する検討
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 近藤有里子，他

Ⅲ－93－5 2 型糖尿病患者における腹部症状に対するプロバイオティクスの影響：Big STAR study
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 畑 真之介，他

Ⅲ－93－6 エリスリトールは便中の短鎖脂肪酸を増加させることで高脂肪食による小腸粘膜固有層の炎症を改善す
る

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 河野 礼奈，他

口演 94

腸の生物学 3 15 : 00～16 : 00 座長
大阪医科薬科大学内科学 I（糖尿病代謝・内分
泌内科） 寺前 純吾

東京医科歯科大学糖尿病・内分泌・代謝内科 山田 哲也

Ⅲ－94－1 インフルエンザウィルス感染モデルマウスにおけるGLP-1 受容体シグナルの有用性
秋田大学大学院代謝・内分泌内科学講座 佐藤 雄大，他

Ⅲ－94－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－8）です．
Ⅲ－94－3 CCKレポーターマウスを用いた I細胞における栄養素感知に関わる分子の遺伝子解析

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 加藤 朋子，他
Ⅲ－94－4 コレシストキニンの作用阻害は食欲増加を介して肥満とインスリン抵抗性を誘導する

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 許林 櫻華，他
Ⅲ－94－5 長寿遺伝子 SIRT1 の腸管内分泌細胞における役割の解明

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 三浦 雅臣，他
Ⅲ－94－6 ストレプトゾトシン抵抗性ラットに認められた消化管・膵臓連関

徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 出葉 祥恵，他

口演 95

筋・心筋の生物学 16 : 10～17 : 10 座長 東京大学糖尿病・代謝内科 笹子 敬洋

静岡県立大学栄養生命科学科 細岡 哲也

Ⅲ－95－1 骨格筋のインスリン作用による筋量と代謝の制御機構
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 笹子 敬洋，他

Ⅲ－95－2 マイクロ RNA Let-7e-5p は IGF2BP2 の制御を介し筋萎縮を引き起こす
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 宗川ちひろ，他

Ⅲ－95－3 Obesity-associated activation of proteasome function in the skeletal muscle and its involvement in glucose
metabolism

金沢大学内分泌代謝内科 李 其芳，他
Ⅲ－95－4 Role of immune cells（macrophages）in recovery of muscle after injury

富山大学分子医科薬理学 NAWAZ ALLAH, et al.
Ⅲ－95－5 心筋におけるAkt の役割の解明

国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター分子糖尿病医学研究部/東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 添田光太郎，他
Ⅲ－95－6 ルセオグリフロジンの心保護作用：肥満 2型糖尿病モデルマウスにおけるメトホルミンとの比較

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 大坂 直也，他

口演 96

その他の生物学 2 17 : 10～18 : 00 座長 富山大学病態制御薬理学 笹岡 利安

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 佐藤 博亮

Ⅲ－96－1 演題取り下げ
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Ⅲ－96－2 中枢におけるインスリン受容体基質（Irs）1 の成長や代謝に対する役割の解明
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所臨床栄養研究部/東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 林 高則，他

Ⅲ－96－3 オレキシン受容体拮抗薬レンボレキサントによる 2型糖尿病マウスの睡眠障害と代謝障害の改善効果
富山大学病態制御薬理学 杉山 聖典，他

Ⅲ－96－4 皮膚終末糖化産物蛍光皮膚終末糖化産物蛍光量（SAF）と糖尿病合併症との関連，糖尿病コホート研究
での断面調査

海老名総合病院糖尿病センター 平嶋 勇士，他
Ⅲ－96－5 血糖コントロール不良 2型糖尿病患者における血中 25（OH）D濃度と除脂肪体重の関連

関西労災病院内科（糖内） 中條 峻志，他

第 3日 5月 22日（土） Web-02
口演 97

2 型糖尿病 1 8 : 30～9 : 30 座長 トヨタ記念病院内分泌・糖尿病内科 篠田 純治
日本医科大学千葉北総病院糖尿病・内分泌代謝
内科 岡島 史宜

Ⅲ－97－1 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－8）です．
Ⅲ－97－2 2 型糖尿病初回教育入院後 5年間の血糖コントロールや腎症進展における増悪因子の検討

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 塩谷 昌大，他
Ⅲ－97－3 上限値以上に血糖値が悪化するのは，どのような糖尿病患者か？

和歌山ろうさい病院臨床検査科/和歌山労災病院内科 大星 隆司，他
Ⅲ－97－4 2 型糖尿病患者の入院治療において退院時インスリン治療の要否を規定する因子の検討

富山大学第一内科 上岸 未樹，他
Ⅲ－97－5 糖尿病専門医の働き方改革を目指して～院内血糖管理の標準化とタスクシフト～

長崎大学病院糖尿病診療支援センター 鎌田 昭江，他
Ⅲ－97－6 宮崎県における糖尿病診療の現状―2016 年/2020 年のアンケート調査より

宮崎大学医学部附属病院内分泌・代謝・糖尿病内科 上平 雄大，他

口演 98

2型糖尿病 2 9 : 40～10 : 30 座長 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学 金澤 昭雄

獨協医科大学内科学（内分泌代謝） 飯嶋 寿江

Ⅲ－98－1 食事負荷試験・グルカゴン負荷試験によるインスリン分泌能とインクレチン効果の検討
済生会福岡総合病院糖尿病内科 関口 直孝，他

Ⅲ－98－2 2 型糖尿病入院患者の治療方針決定に際しての食事負荷試験の意義
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科 廣畠 知直，他

Ⅲ－98－3 機械学習による糖尿病専門医のインスリン選択の予測能の検討及び一般医との比較検討
新潟大学医学部血液・内分泌・代謝内科 藤原 和哉，他

Ⅲ－98－4 2 剤併用中の 2型糖尿病における治療強化遅延と糖尿病予後の関係
NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科 永井 聡，他

Ⅲ－98－5 糖尿病療養支援チームのあり方
社会医療法人財団慈泉会相澤病院糖尿病センター 相澤 徹
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口演 99

2型糖尿病 3 10 : 40～11 : 40 座長
京都桂病院糖尿病・内分泌・生活習慣病セン
ター糖尿病・内分泌内科 長嶋 一昭

宮崎大学医学部医学科生体制御医学研究講座 迫田 秀之

Ⅲ－99－1 GLP-1 受容体作動薬と SGLT2 阻害薬の併用療法における体組成への変化と，各種パラメータとの関連の
検討

大阪市立総合医療センター糖尿病内科 田添 聡司，他
Ⅲ－99－2 DPP-4 阻害薬から SGLT2 阻害薬への切替は，高血圧症を合併する 2型糖尿病患者の夜間血圧・脈拍を低

下させる
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 亀田 玲奈，他

Ⅲ－99－3 2 型糖尿病患者における強化インスリン療法に SGLT2 阻害薬併用の夜間低血糖及び血漿グルカゴン濃度
に与える影響

日本医科大学千葉北総病院糖尿病・内分泌代謝内科/日本医科大学大学院医学研究科内分泌糖尿病代謝内科学 岡島 史宜，他
Ⅲ－99－4 SGLT2 阻害薬長期使用中の日本人 2型糖尿病患者におけるC-PAP 治療導入の影響

名古屋大学総合保健体育科学センター糖尿病運動機能代謝学寄附研究部門 楠 正隆，他
Ⅲ－99－5 初回治療薬としてのメトホルミンまたはDPP-4 阻害薬の 5年間にわたる有効性の検討

公益財団法人日本生命済生会日本生命病院糖尿病・内分泌センター/総合内科 仁木貴美子，他
Ⅲ－99－6 DPP4 阻害薬と肺疾患の検討

小沢医院 熊谷 良子，他

口演 100

メタボリック症候群 1 15 : 00～16 : 10 座長 久留米大学内分泌代謝内科 野村 政壽

京都大学先制医療・生活習慣病研究センター 井上真由美

Ⅲ－100－1 2 型糖尿病患者における血清FGF21 と PAI-1 との関連
岩手医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 武部 典子，他

Ⅲ－100－2 日本人低体重若年女性の耐糖能異常（IGT）者の割合と特徴
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学 佐藤 元律，他

Ⅲ－100－3 耐糖能異常寛解の予測因子についての検討
市立福知山市民病院糖尿病内科/京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 小林 彩花，他

Ⅲ－100－4 Postprandial syndrome におけるグルカゴン分泌の解析
日本大学医学部附属板橋病院糖尿病代謝内科 小須田 南，他

Ⅲ－100－5 耐糖能正常の一般住民における 5年後の耐糖能悪化予測因子に関する機械学習を用いた検討【東温スタ
ディ】

愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 高門美沙季，他
Ⅲ－100－6 健診受診者における空腹時・食後 1時間の血糖・CPRと内臓脂肪面積の関連

東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科/東京都済生会中央病院総合健診センター/
慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター 河合 俊英，他

Ⅲ－100－7 50 歳時健康診断受検者における肥満遺伝子FTO rs1801260 変異の糖・脂質代謝及び喫煙習慣に及ぼす影
響

自衛隊中央病院内科 伊藤 利光，他
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口演 101

メタボリック症候群 2 16 : 10～17 : 10 座長 自治医科大学内分泌代謝科 海老原 健

九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 松田やよい

Ⅲ－101－1 インスリン抵抗性は血漿中キサンチン酸化還元酵素活性の増加をもたらす
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 藏城 雅文，他

Ⅲ－101－2 DIABETES PREVENTION THROUGH NATURAL POLYHERBAL FORMULATION
University College of Conventional Medicine, The Islamia University of Bahawalpur Asif Hafiz Muhammad, et al.

Ⅲ－101－3 高度肥満者における SGLT2 阻害薬と高用量GLP-1 作動薬併用効果
（医財）康生会武田病院内分泌・糖尿病内科 米田 紘子，他

Ⅲ－101－4 行動療法を中心とした 2週間の減量入院プログラムの退院後の減量効果
徳島大学病院内分泌・代謝内科 辻 誠士郎，他

Ⅲ－101－5 総摂取エネルギー量が変わらなくともショ糖過剰摂取を減らすことでメタボリックシンドローム，肝脂肪
化，耐糖能異常は改善する

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 三好 友樹，他
Ⅲ－101－6 耐糖能低下例の糖尿病発症予測における尿中ミオイノシトール測定（⊿UMI）の有用性の検討―他の指

標との比較検討
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 山縣 文夫，他

口演 102

遺伝子異常による糖尿病 17 : 10～18 : 20 座長 熊本大学大学院生命科学研究部病態生化学講座 山縣 和也

杏林大学医学部糖尿病・内分泌・代謝内科 安田 和基

Ⅲ－102－1 全エクソームシークエンス法を用いた若年発症糖尿病の遺伝因子探索
和歌山県立医科大学第一内科 古田 浩人，他

Ⅲ－102－2 若年発症糖尿病患者における網羅的次世代シーケンスにて同定されたGATA6 遺伝子変異の検討
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 田中 大祐，他

Ⅲ－102－3 全エクソーム解析にてMODY3 が明らかとなった若年発症インスリン分泌低下型糖尿病一家系
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 森 由希子，他

Ⅲ－102－4 全エクソームシーケンシングによるMODY27 症例の網羅的遺伝子解析
東京女子医科大学附属成人医学センター糖尿病内科/東京女子医科大学糖尿病センター/
東京女子医科大学統合医科学研究所/東京女子医科大学遺伝子医療センターゲノム診療科 岩﨑 直子，他

Ⅲ－102－5 RFX6 p.R652X 変異の機能解析
岐阜大学医学部附属病院糖尿病内科 正村 友基，他

Ⅲ－102－6 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－5）です．
Ⅲ－102－7 MODY10 家系で同定されたR55C 変異を有するプロインスリンおよびインスリンの立体構造モデル
金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学/生理学研究所生体機能調節研究領域生殖・内分泌系発達機構研究部門 菊地 晶裕，他

第 3日 5月 22日（土） Web-03
口演 103

小児・思春期糖尿病 1 8 : 30～9 : 30 座長 医療法人岡田内科クリニック 岡田 朗

埼玉医科大学小児科 菊池 透

Ⅲ－103－1 小児期発症 1型糖尿病糖尿病児の長期予後―北海道における Population-based の調査研究―
市立美唄病院小児科 松浦 信夫，他

Ⅲ－103－2 学校検尿糖尿病検診における空腹時血糖，HbA1c，尿ケトン同時測定の臨床的意義
日本大学医学部小児科学系小児科学分野 桑原 怜未，他
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Ⅲ－103－3 本邦での小児 1型糖尿病の発症時糖尿病ケトアシドーシスの変遷～小児インスリン治療研究会第 3～5コ
ホート研究より～

小児インスリン治療研究会/東京女子医科大学小児科 立川恵美子，他
Ⅲ－103－4 演題取り下げ
Ⅲ－103－5 小児 1型糖尿病インスリンの治療別・男女別HbA1c の年齢区分内での比較―小児インスリン治療研究会

第 5コホート登録時データ
日本小児インスリン治療研究会/山梨県立中央病院小児科 齋藤 朋洋，他

Ⅲ－103－6 小児科から成人内科に移行した 2型糖尿病併存症例の現状
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 櫻田 麻耶，他

口演 104

小児・思春期糖尿病 2 9 : 40～10 : 30 座長 大阪市立大学大学院発達小児医学 川村 智行

横浜労災病院小児科 菊池 信行

Ⅲ－104－1 小児期発症 1型糖尿病患者の持続皮下インスリン注入療法における糖質比，インスリン効果値の検討
千葉大学大学院医学研究院小児病態学/小児インスリン治療研究会 髙谷 具純，他

Ⅲ－104－2 日本人小児 1型糖尿病におけるインスリン頻回注射法による夜間低血糖の検討―中間報告―
新潟市民病院小児科/小児インスリン治療研究会 阿部 裕樹，他

Ⅲ－104－3 中学生における脂肪肝指数とインスリン抵抗性の経時的変化と関連性の検討
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 髙橋 紘，他

Ⅲ－104－4 自閉スペクトラム症に対するアリピプラゾール内服中にインスリン非依存型の糖尿病を発症した 2例
福岡市立こども病院内分泌・代謝科 牧村 美佳，他

Ⅲ－104－5 染色体 6q24 triplication による新生児糖尿病の一例
旭川医科大学小児科 鈴木 滋，他

口演 105

その他の糖尿病 1 10 : 40～11 : 40 座長
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科
学部門 廣田 勇士

市立池田病院糖尿病・内分泌内科 津川真美子

Ⅲ－105－1 タンパク質立体構造解析を用いたインスリン/IGF-1 受容体における遺伝子型-表現型相関の確立
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 細江 隼，他

Ⅲ－105－2 インスリン抵抗性もしくは成長障害から新規変異を含む PIK3R1 遺伝子変異の同定に至った 3家系の報
告

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科 髙吉 倫史，他
Ⅲ－105－3 WFS1 遺伝子における新規複合ヘテロ接合性変異を認めたWolfram症候群の一例

獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・血液内科 氏家 淳，他
Ⅲ－105－4 糖尿病合併筋強直性ジストロフィーの臨床的特徴の検討

岩手医科大学付属病院糖尿病代謝内分泌内科 小田島 歓，他
Ⅲ－105－5 出力系時計遺伝子DBPの欠損は骨格筋のインスリン感受性を亢進させる

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座 廣重 俊典，他
Ⅲ－105－6 コーンスターチ頻回食およびガラクトース・フルクトース制限により高乳酸血症，高ケトン血症を軽減し

えた Ia 型糖原病の 1症例
金沢大学附属病院内分泌代謝内科 船﨑 友馨，他
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口演 106

その他の糖尿病 2 15 : 00～15 : 50 座長 千葉労災病院糖尿病・内分泌内科 三村 正裕
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院代謝・内
分泌内科 方波見卓行

Ⅲ－106－1 膵性糖尿病患者の乳糖不耐症保有率に関する検討
弘前大学医学部附属病院内分泌内科糖尿病代謝内科 柳町 幸，他

Ⅲ－106－2 膵性糖尿病症例の血糖変動の特徴について
弘前大学医学部附属病院内分泌内科糖尿病代謝内科 中村 遼馬，他

Ⅲ－106－3 膵切除術式による食事応答性グルカゴン分泌反応変化
広島市立安佐市民病院内分泌・糖尿病内科 松田 亜華，他

Ⅲ－106－4 DPP-4 阻害剤及びα-グルコシダーゼ阻害剤の併用が血糖コントロール改善に有用であった原発性胆汁性
肝硬変の 1例

関西医科大学内科学第二講座 松田いずみ，他
Ⅲ－106－5 糖尿病加療中に遺伝性鉄過剰症と診断した一例

小川赤十字病院内分泌・糖尿病内科 住田 崇，他

口演 107

その他の糖尿病 3 16 : 00～16 : 50 座長 和歌山県立医科大学内科学第一講座 松岡 孝昭

神戸大学保健管理センター 井口 元三

Ⅲ－107－1 糖尿病性ケトーシスを契機に多脾症を伴う膵低形成を認め，詳細な膵機能評価を行った一例
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院内分泌代謝内科 田口 邦之，他

Ⅲ－107－2 Ketosis prone Type 2 diabetes における膵外分泌酵素の検討
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 鈴木 誠也，他

Ⅲ－107－3 グルカゴン及びアルギニン負荷試験でインスリン分泌の改善を認めたKetosis-prone diabetes（KPD）の
1例

市立ひらかた病院内科 藤吉奈々子，他
Ⅲ－107－4 糖尿病性ケトアシドーシスを発症した自己免疫性膵炎の一例

山口県立総合医療センター内分泌内科血液内科 松村 卓郎，他
Ⅲ－107－5 内因性インスリン分泌枯渇と回復を繰り返し，血糖管理に難渋した 1例

JA 愛知厚生連江南厚生病院内分泌・糖尿病内科 前田龍太郎，他

口演 108

その他の糖尿病 4 17 : 00～17 : 50 座長 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 中川 淳

群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科 山田英二郎

Ⅲ－108－1 Subclinical Cushing Syndrome が原発性アルドステロン症の患者の糖代謝に与える影響
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 渡邉 一樹，他

Ⅲ－108－2 2 型糖尿病の治療経過中に，ARMC5 変異を伴う髄膜腫合併，原発性両側大結節性副腎皮質過形成と，膵
神経内分泌腫瘍を併存した 1例

獨協医科大学病院内分泌代謝内科 神賀 雄介，他
Ⅲ－108－3 ステロイド軟膏の大量使用による糖尿病の一例

社会医療法人仁生会細木病院糖尿病・内分泌内科 篠原 雅幸，他
Ⅲ－108－4 下肢の筋力低下を契機に診断された糖尿病を合併したCushing 症候群の 1症例

京都市立病院糖尿病代謝内科 安威 徹也，他
Ⅲ－108－5 2 番染色体 p25.3 部欠失が原因と考えられた遺伝性肥満の一例

大阪大学医学系研究科内分泌代謝内科学 坂上 貴章，他
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第 3日 5月 22日（土） Web-04
口演 109

2 型糖尿病 4 8 : 30～9 : 30 座長 周南市立新南陽市民病院糖尿病・血液内科 松谷 朗

岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科 中司 敦子

Ⅲ－109－1 中鎖脂肪酸ラウリン酸はHNF4αを介して糖尿病病態形成ヘパトカイン「セレノプロテイン P」遺伝子
発現を誘導する

金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学分野 鴨下 恭子，他
Ⅲ－109－2 CD-1 系統 db/db マウスは臓器線維化を呈する新たな 2型糖尿病モデルとなり得る

獨協医科大学内科学（内分泌代謝） 水沼有威子，他
Ⅲ－109－3 ディーゼル排気粒子の気道内曝露による耐糖能悪化メカニズムの解明

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 長谷川由佳，他
Ⅲ－109－4 SNP-420/-358 G-A ハプロタイプホモにおいて 5年間の身体活動の増加は血中レジスチン低下と最も強く

関連する
愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 川村 良一，他

Ⅲ－109－5 レジスチン SNP-420，SNP-358 の遺伝子型の組合せと喫煙は，レジスチンmRNA及び血中濃度と関連す
る【東温ゲノムスタディ】

愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 羽立登志美，他
Ⅲ－109－6 糖尿病研究における全自動オンライン固相抽出装置付きガスクロマトグラフ質量分析計を用いたメタボ

ローム解析の開発
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 濵口 真英，他

口演 110

2 型糖尿病 5 9 : 40～10 : 40 座長 医療法人社団誠心会萩原中央病院 森田恵美子
山口大学大学院医学系研究科・病態制御内科学
講座 太田 康晴

Ⅲ－110－1 日本人 2型糖尿病に対する遺伝素因，一塩基多型の影響の解明 10 年後フォローアップ
富山大学付属病院第一内科/富山大学附属病院地域医療総合支援学 岡部 圭介，他

Ⅲ－110－2 複数の遺伝子の 1塩基多型による 2型糖尿病発症への影響
弘前大学医学部附属病院内分泌・糖尿病代謝内科 西谷 佑希，他

Ⅲ－110－3 2 型糖尿病における入院治療による内因性インスリン分泌回復能に影響を与える因子の検討
富山大学附属病院第一内科 圓角 麻子，他

Ⅲ－110－4 空腹時内因性インスリン分泌は不安定な血糖変動・低血糖の予測に役立つだけでなく血糖降下薬の選択
においても有用である

北海道大学大学院医学院免疫・代謝内科学教室 宮 愛香，他
Ⅲ－110－5 2 型糖尿病患者における膵グルカゴンと糖尿病発症前既往最高BMI（MBBO）を含めた臨床指標との関

連
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 小澤 栄稔，他

Ⅲ－110－6 ヒト膵β細胞内脂肪滴の組織学的検討
大阪大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 堀井 知美，他

口演 111

2 型糖尿病 6 10 : 50～11 : 50 座長 長崎大学病院内分泌・代謝内科（第一内科） 堀江 一郎

熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 井形 元維

Ⅲ－111－1 内皮細胞オートファジー不全は代謝異常を誘導する
金沢医科大学糖尿病内分泌内科学/金沢医科大学先制分子食料科学研究部 髙垣 雄太，他
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Ⅲ－111－2 様々な耐糖能の程度の日本人における血中分岐鎖アミノ酸とインスリン感受性・アディポネクチンとの
相関分析

高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科，糖尿病センター 天野 絵梨，他
Ⅲ－111－3 腸管での O-GlcNAc 修飾はブドウ糖吸収を制御し，糖代謝の恒常性に寄与している

滋賀医科大学附属病院糖尿病内分泌内科 西村 公宏，他
Ⅲ－111－4 人間ドック受診者における糖代謝マーカーの長期的推移の検討

住友病院内分泌代謝内科 杉山 拓也，他
Ⅲ－111－5 2 型糖尿病患者における血清亜鉛値と各種検査データ，身体情報との関係

古賀総合病院内科 村上 陽亮，他
Ⅲ－111－6 業務内容の違いにおける糖尿病発症リスクについて

松下記念病院糖尿病内分泌内科 羽生 桃子，他

口演 112

2 型糖尿病 7 15 : 00～16 : 00 座長
自治医科大学附属さいたま医療センター内分泌
代謝科 原 一雄

医療法人社団慶仁会川崎病院 和田 暢彦

Ⅲ－112－1 社会的階層―血糖制御連関は食餌依存的である
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科/東京慈恵会医科大学神経科学研究部 浮地里佳子，他

Ⅲ－112－2 過去に体重増加のあった非肥満 2型糖尿病患者におけるインスリン必要性の検討
富山大学第一内科 横山 茉貴，他

Ⅲ－112－3 体重の変動と 2型糖尿病の発症リスク：Panasonic cohort study
松下記念病院糖尿病・内分泌内科 西條 優斗，他

Ⅲ－112－4 日本糖尿病データマネジメント研究会会員施設における肥満 4度 2型糖尿病患者の臨床背景の検討
岩手医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 長澤 幹，他

Ⅲ－112－5 2 型糖尿病女性の全身骨塩量に対する内臓脂肪面積骨格筋指数比の関連
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学/大阪市立総合医療センター糖尿病内科 中村 美之，他

Ⅲ－112－6 糖尿病症例におけるエクオール産生能に関する検討
弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 濱浦 季穂，他

口演 113

網膜症 16 : 10～17 : 20 座長 聖マリアンナ医科大学眼科 高木 均

旭川赤十字病院糖尿病・内分泌内科 安孫子亜津子

Ⅲ－113－1 演題取り下げ
Ⅲ－113－2 内科クリニックにおけるクラウド読影を用いた眼底検査の試み（第 2報）―HbA1c の変動が大きい症例

ほど網膜が肥厚する―
さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 大場 知穂，他

Ⅲ－113－3 糖尿病網膜症患者の硝子体手術における術前HbA1c と術後再出血との関連
大阪大学大学院医学研究科内分泌代謝内科 元田 沙織，他

Ⅲ－113－4 VR教材を用いた糖尿病網膜症没入体験の医療者に対する有用性の検討
東京医科大学病院糖尿病代謝内分泌リウマチ膠原病内科 和田 雄樹，他

Ⅲ－113－5 糖尿病の治療中断が日本人非高齢 2型糖尿病患者の糖尿病性網膜症（DR）に与えるインパクト
琉球大学病院第二内科 新里 幸子，他

Ⅲ－113－6 日本人 2型糖尿病患者における糖尿病性網膜症の発症，増悪に関連する因子の性差
琉球大学病院第二内科 中山 良朗，他

Ⅲ－113－7 糖尿病性網膜症と糖尿病性腎臓病の死因別死亡に対する複合効果：2型糖尿病患者におけるリアルワール
ド縦断研究

朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 髙尾 淑子，他

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１８＿一般３日目プロ／ｋｙ９３６１５０７５７５１００４０４２７

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 17.16.48 Page 9(1) H　初校

― 74 ―

E-I.indb   74 2021/05/07   19:01



― 10 ―

口演 114

歯周病・口腔 17 : 30～18 : 20 座長 草加市立病院内分泌・代謝内科 小澤 直子

杉村病院糖尿病代謝・内分泌内科 久木留大介

Ⅲ－114－1 GLP-1 の歯周炎抑制効果とそのメカニズムの解明
愛知学院大学歯学部歯周病学講座 澤田 憲孝，他

Ⅲ－114－2 生活習慣病患者における咀嚼機能との関連因子の探索
大阪大学大学院医学系研究科糖尿病病態医療学寄附講座 髙原 充佳，他

Ⅲ－114－3 歯周病菌由来 lipopolysaccaride と高濃度グルコースは筋芽細胞C2C12 の細胞老化に影響するか
九州歯科大学口腔保健学科 園木 一男

Ⅲ－114－4 当院における糖尿病初診患者の歯周病の実態とサルコペニアとの関連
藤枝市立総合病院糖尿病・内分泌内科 森田 浩，他

Ⅲ－114－5 糖尿病外来における 2型糖尿病患者の口腔管理支援のための看護指針の開発と有用性の検証
筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻 工藤 理恵，他

第 3日 5月 22日（土） Web-05
口演 115

心血管 2 8 : 30～9 : 20 座長 東京女子医科大学・臨床検査科 佐藤 麻子
国立循環器病研究センター糖尿病・脂質代謝内
科 玉那覇民子

Ⅲ－115－1 間歇的低酸素は哺乳類心筋細胞においてReg IV と HGF mRNAを増加させる
奈良県立医科大学生化学講座 髙澤 伸，他

Ⅲ－115－2 メタボリック症候群の徴候を持たない重症冠動脈硬化疾患患者においては半数以上に高 Lp（a）血症を
合併する

山陰労災病院循環器科 笠原 尚，他
Ⅲ－115－3 安定型狭心症症例における抗アポB-100 自己抗体の意義

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻心血管代謝学 山本 浩靖，他
Ⅲ－115－4 糖尿病性腎臓病による維持血液透析患者における心血管イベントと脂質・脂肪酸バランスとの関連につ

いての検討
弘前大学大学院医学研究科地域医療学講座 中村 典雄，他

Ⅲ－115－5 膵腎同時移植後に動脈硬化性疾患を発症した 6症例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 益田 貴史，他

口演 116

心血管 3 9 : 30～10 : 40 座長
琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・膠原病
内科学講座（第二内科） 益崎 裕章

王子総合病院循環器内科・糖尿病内科 三木 隆幸

Ⅲ－116－1 日本の大規模DPCデータを用いた 2型糖尿病に対するDPP-4 阻害薬を対照とした SGLT2 阻害薬治療の
心不全入院と全死亡の抑制効果

社会医療法人誠光会草津総合病院 柏木 厚典，他
Ⅲ－116－2 糖尿病における心筋拡張障害の予測指標としての心電図の断片化QRSの検討

富山大学第一内科 八木 邦公，他
Ⅲ－116－3 2 型糖尿病患者におけるうっ血性心不全の特徴とCKD重症度分類との関係から見た心腎連関

きだ内科クリニック内科・糖尿病内科 紀田 康雄
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Ⅲ－116－4 心不全を合併した 2型糖尿病患者の予後調査
藤井寺市民病院内科 中野 雅信，他

Ⅲ－116－5 日本人糖尿病患者における心不全合併頻度とその関連因子
東京女子医科大学糖尿病センター内科 古味 良亮，他

Ⅲ－116－6 2 型糖尿病患者に対する「心不全チェックリスト」の結果の傾向：単施設横断研究
（医）社団幸正会岩本内科医院 岩本 正博，他

Ⅲ－116－7 2 型糖尿病患者における左室拡張能への睡眠の影響―HSCAA研究―
兵庫医科大学病院内科学糖尿病内分泌・免疫内科 木俵 米一，他

口演 117

心血管 4 10 : 50～11 : 40 座長 福井中央クリニック糖尿病・代謝内科 笈田 耕治

秋田大学糖尿病内分泌内科 高橋 和之

Ⅲ－117－1 糖尿病患者の脳血管障害における血圧管理の重要性
佐賀県医療センター好生館糖尿病代謝内科 愛川可南子，他

Ⅲ－117－2 日本人男性における耐糖能と脳卒中既往がその後の脳卒中発症に与える影響―リアルワールドデータに
よる検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科学分野 山田万祐子，他
Ⅲ－117－3 当院糖尿病患者における最大内膜中膜複合体厚の 4年変化とその影響因子の検討

愛川つつじ糖尿病内科 堺 秀美，他
Ⅲ－117－4 糖尿病患者の急性冠症候群ハイリスク例抽出におけるmaxIMTの有用性の検討

市立八幡浜総合病院内科 津留 伯耀，他
Ⅲ－117－5 2 型糖尿病患者における血糖変動と頸動脈の壁肥厚度・組織性状の関連

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 田矢 直大，他

口演 118

心血管 5 15 : 00～16 : 00 座長
昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内
科学部門 山岸 昌一

医療法人安川病院内科 鈴木 仁弥

Ⅲ－118－1 2 型糖尿病患者における新規測定法による血清C-マンノシルトリプトファン値とABI 値の関連
和歌山県立医科大学第一内科 森田 修平，他

Ⅲ－118－2 当院外来患者における糖尿病と大腿動脈の石灰化についての検討
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病内分泌内科 伊藤 沙耶，他

Ⅲ－118－3 左下肢ガス壊疽症例の救肢選択における理学療法士の必要性と救肢選択後の介入について
医療法人社団青色会下北沢病院リハビリテーション科 原島 史哉，他

Ⅲ－118－4 糖尿病性足潰瘍患者における足潰瘍再発と心電図R-R 間隔変動係数の関連
東京女子医科大学糖尿病・代謝内科 井倉 和紀，他

Ⅲ－118－5 糖尿病性足潰瘍患者の全死亡に対するControlling Nutritional Status（CONUT）の影響：血清アルブミ
ンとの比較

東京女子医科大学糖尿病・代謝内科 加藤 勇人，他
Ⅲ－118－6 未治療の糖尿病患者における脈波伝播速度（PWV）の検討

新松戸中央総合病院糖尿病・内分泌代謝内科 伊藤 新，他
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口演 119

心血管 6 16 : 10～17 : 10 座長 芝浦クリニック 宇治原典子

岩手医科大学講座糖尿病代謝内分泌内科 武部 典子

Ⅲ－119－1 2 型糖尿病における脂肪肝は内臓脂肪より心血管疾患発症予測に有用である
愛媛大学医学部 水木 尚碩，他

Ⅲ－119－2 2 型糖尿病患者のFib4-index は動脈硬化進行，血管石灰化および心血管病発症リスクと関連する
日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野 渡邉健太郎，他

Ⅲ－119－3 1 型糖尿病患者におけるFMDを用いた血管内皮機能障害についての検討
兵庫県立姫路循環器病センター糖尿病・内分泌内科 西本 祐希，他

Ⅲ－119－4 2 型糖尿病患者における超音波検査を用いたアキレス腱厚測定の意義に関する検討
国立国際医療研究センター国府台病院総合内科 小野村 樹，他

Ⅲ－119－5 2 型糖尿病における睡眠呼吸障害と心血管イベント，動脈硬化指標との関連
虎の門病院内分泌代謝科 西村 明洋，他

Ⅲ－119－6 緩徐進行 1型糖尿病診断時における大血管障害予測因子の検討
山梨大学医学部医学科 結城 真広，他

口演 120

心血管 7 17 : 20～18 : 20 座長 帝京大学医学部内科学講座 塚本 和久

大阪大学内分泌・代謝内科学 前田 法一

Ⅲ－120－1 2 型糖尿病患者に 1日の血糖推移と無症候性心筋虚血の関係について
医療法人松原会松山第一病院内科 眞鍋 健一，他

Ⅲ－120－2 2 型糖尿病患者における心電図補正QTc 時間と動脈硬化指標との関連
日本医科大学大学院医学研究科内分泌糖尿病代謝内科学分野 小林 俊介，他

Ⅲ－120－3 日本の成人 2型糖尿病患者における糖尿病治療薬および心血管疾患治療薬の使用状況：CAPTURE試験
追加解析

せいの内科クリニック 清野 弘明，他
Ⅲ－120－4 CAPTURE試験：2019 年の成人 2型糖尿病患者における心血管疾患有病率についての 13 カ国による横

断研究
H.E.C サイエンスクリニック 調 進一郎，他

Ⅲ－120－5 CAPTURE試験：2019 年の日本人成人 2型糖尿病患者における心血管疾患有病率についての研究
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病内科 大西由希子，他

Ⅲ－120－6 糖尿病透析患者における動脈の硬化と筋肉量の関係
仁真会白鷺病院 奥野 仙二，他

第 3日 5月 22日（土） Web-06
口演 121

薬物療法（SGLT2 阻害薬 7） 8 : 30～9 : 30 座長 和歌山県立医科大学医学部臨床検査医学 古田 眞智

成田赤十字病院糖尿病・内分泌代謝内科 橘 香穂里

Ⅲ－121－1 SGLT2 阻害薬 3ヵ月間投与による食後インスリン分泌，グルカゴン分泌の変化
塩田病院内科 大西 哲郎，他

Ⅲ－121－2 ルセオグリフロジン（LG）の 2型糖尿病症例におけるプロインスリンプロセシングに対する効果の性差
についての観察

新須磨病院内科 芳野 原，他
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Ⅲ－121－3 SGLT2 阻害薬の骨格筋代謝調節作用
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 大塚 裕子，他

Ⅲ－121－4 ルセオグリフロジンは骨格筋内のリピドームを改善しサルコペニア肥満を抑制する
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 馬場 遼，他

Ⅲ－121－5 db/db マウスのエネルギー代謝に対する運動および SGLT2 阻害薬の影響
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門 岩田 慎平，他

Ⅲ－121－6 SGLT2 阻害薬はミトコンドリア機能の改善を介し膵β細胞を保護する
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 山内 裕貴，他

口演 122

薬物療法（SGLT2 阻害薬 8） 9 : 40～10 : 40 座長
名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌
内科学 有馬 寛
九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科（第 3
内科） 横溝 久

Ⅲ－122－1 2 型糖尿病患者に対する SGLT2 阻害薬増量時の臨床効果の検討
医療法人財団聖十字会西日本病院薬剤部 田中 知子，他

Ⅲ－122－2 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬投与量増加の効果に関する検討
医療法人TDE糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 戸崎 貴博，他

Ⅲ－122－3 血漿中ダパグリフロジン濃度がダパグリフロジンの有効性に及ぼす影響
市立砺波総合病院糖尿病・内分泌内科 早川 哲雄，他

Ⅲ－122－4 血糖コントロール不十分な 2型糖尿病患者におけるルセオグリフロジン増量の有効性と安全性に関する
検討
（独）九州労災病院門司メディカルセンター糖尿病・血液・膠原病内科/産業医科大学第一内科学講座 新生 忠司，他

Ⅲ－122－5 SGLT2 阻害薬長期投与による多面的効果の検討～本院の 394 症例での臨床的解析～
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 段 和徳，他

Ⅲ－122－6 SGLT2 阻害薬長期投与による多面的効果の検討～プロペンシティスコアマッチングを用いた臨床的解
析～

川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 木村 友彦，他

口演 123

食事療法 1 10 : 50～11 : 50 座長 東京女子医科大学東医療センター内科 佐倉 宏
宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝
学分野 上野 浩晶

Ⅲ－123－1 食事療法ガイドライン /高齢者糖尿病食のエネルギー量・各エネルギー比率の算定と課題について
金沢医科大学病院栄養部 中川 明彦，他

Ⅲ－123－2 2019 年糖尿病診療ガイドライン改定前後の糖尿病教育入院中の指示エネルギー量調査
帝京大学医学部附属病院栄養部 山下 千春，他

Ⅲ－123－3 2 型糖尿病患者に対する現体重から算出した指導エネルギー量の有効性
静岡県立大学臨床栄養学研究室 金澤 千聖，他

Ⅲ－123－4 COVID-19 による外出自粛期間中の高齢 2型糖尿病患者の食生活の変化が糖尿病管理に及ぼす影響
医療法人社団三咲内科クリニック 工藤亜貴子，他

Ⅲ－123－5 COVID-19 流行下での，管理栄養士による面談を伴わない食事療法の有効性の検証
独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院栄養科 西脇 里香，他

Ⅲ－123－6 緊急事態宣言下における生活変化が 2型糖尿病患者の運動食事療法へ与える影響
社会医療法人天神会新古賀病院栄養管理課 平山 貴恵，他
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口演 124

食事療法 2 15 : 00～16 : 00 座長
秋田大学大学院医学系研究科代謝・内分泌内科
学講座 藤田 浩樹

石川県立中央病院糖尿病・内分泌内科 浅野 昭道

Ⅲ－124－1 膵異所性脂肪蓄積と関連する生活習慣因子について
大阪大学医学系研究科内分泌・代謝内科/大阪大学医学部附属病院未来医療開発部 馬殿 恵，他

Ⅲ－124－2 肥満と味覚異常（特に脂肪味について）
和歌山県立医科大学附属病院病態栄養治療部/和歌山県立医科大学第一内科 田中明紀子，他

Ⅲ－124－3 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－2）です．
Ⅲ－124－4 2014～2017 年度の 2型糖尿病患者の初診時基礎カーボカウント指導の効果についての検討

朝日大学病院糖尿病・内分泌内科 梶浦 康平，他
Ⅲ－124－5 炭水化物を多く含む食品を認識する力と現在の血糖コントロールの関係（1型糖尿病 59 名，2型糖尿病 474

名へのテストより）
糖尿病内科たかべクリニック 伊勢 彩加，他

Ⅲ－124－6 炭水化物摂取量を反映するバイオマーカーの開発
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 磯村 望，他

口演 125

食事療法 3 16 : 10～17 : 10 座長 佐久市立国保浅間総合病院 仲 元司

大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部 長井 直子

Ⅲ－125－1 糖尿病患者の入院中の骨格筋減少を防ぐために必要な栄養量の検討
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 岡村 絵美，他

Ⅲ－125－2 糖尿病患者における不規則な食習慣と血糖コントロールおよび体重との関連
東京女子医科大学病院糖尿病センター内科 清水 美佳，他

Ⅲ－125－3 外来で栄養指導中の高齢者の 2型糖尿病患者における体組成と摂取栄養量の検証
江戸川病院栄養科 川久保幸子，他

Ⅲ－125－4 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－9）です．
Ⅲ－125－5 糖質制限食指導の有効性の検討―第 9報―

北里研究所病院診療技術部栄養科 真田真理子，他
Ⅲ－125－6 食塩摂取過多の 2型糖尿病患者に対する減塩への意識付け～ランダム化比較試験～

京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌内科 大藪知香子，他

口演 126

食事療法 4 17 : 20～18 : 20 座長
岩手県立大学・健康サポートセンター・看護学
部 高橋 和眞

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 岩部 真人

Ⅲ－126－1 外来での食事療法アンケートの評価
JA 静岡厚生連遠州病院内科 鈴木 究子，他

Ⅲ－126－2 糖尿病患者における食生活のデータベース化による食生活変化の検討
特定医療法人光晴会病院糖尿病センター 若杉 礼子，他

Ⅲ－126－3 2 型糖尿病における入院前後の食事の問題点の変化の調査
板橋中央総合病院栄養科 石黒 陽子，他

Ⅲ－126－4 FreeStyle リブレを用いた食事摂取方法の違いが血糖変動に及ぼす影響に対する研究
茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科 石川 祐一，他
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Ⅲ－126－5 演題取り下げ
Ⅲ－126－6 カーボカウントの導入により血糖コントロールが安定したブリットル型 1型糖尿病の 1例

社会医療法人天神会新古賀病院栄養管理課 大淵 由美，他

第 3日 5月 22日（土） Web-07
口演 127

薬物療法（インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合剤 1） 8 : 30～9 : 30 座長 静岡赤十字病院糖尿病・内分泌代謝内科 村上 雅子

熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 近藤 龍也

Ⅲ－127－1 2 型糖尿病患者における IDegLira と IDegAsp の有効性の比較 isCGMによる無作為クロスオーバー試験
（社医）景岳会南大阪病院内科 増本 晃治，他

Ⅲ－127－2 GLP-1 受容体作動薬投与前後における食後血糖や体重の推移について―新規配合剤との比較検討の試み―
（医）安和会石丸安世記念熊谷ディアベテスクリニック糖尿病・内分泌代謝内科 淺野 智子，他

Ⅲ－127－3 インスリンデグルデク/リラグリチド配合注射薬とインスリングラルギン/リキシセナチド配合注射薬の
iCGM血糖曲線の比較

多摩センタークリニックみらい糖尿病代謝内科 宮川 高一，他
Ⅲ－127－4 インスリンデグルデク/リラグリチド配合注射薬（IdegLira）の臨床における使用経験-iCGMの前後の比

較を含めて
（医社）ユスタヴィア多摩センタークリニック糖尿病内科 吉村 弘子，他

Ⅲ－127－5 基礎インスリン・リラグルチド併用 2型糖尿病患者におけるリラグルチド高用量への増量効果
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院代謝内分泌内科 能田 雅人，他

Ⅲ－127－6 2 型糖尿病患者のGLP-1 受容体作動薬と基礎インスリン併用の比率における検討
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 元山 宏華，他

口演 128

薬物療法（インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合剤 2） 9 : 40～10 : 40 座長
京都第二赤十字病院糖尿病内分泌・腎臓・膠原病
内科 長谷川剛二

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝
内科学 大月 道夫

Ⅲ－128－1 2 型糖尿病における IDeg/Lira 配合薬の有効性と安全性；従来インスリン療法からの切り替えの検討
静岡赤十字病院糖尿病内分泌代謝内科 村上 雅子，他

Ⅲ－128－2 インスリンデグルデク/リラグルチド配合注射液の有効性・安全性について～当院における投与経験を踏
まえて～

佐久市立国保浅間総合病院薬剤科 天津 怜，他
Ⅲ－128－3 インスリンデグルデクとDPP-4 阻害薬の併用からデグルデク/リラグルチド配合注への切り替えは血糖変

動を改善する
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 大江 悠希，他

Ⅲ－128－4 インスリンデグルデク/リラグルチド配合注の臨床的有用性に関する検討
明石医療センター糖尿病・内分泌内科 中村 友昭，他

Ⅲ－128－5 2 型糖尿病治療の注射導入における基礎インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合製剤の位置付けについての
検討

独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター内分泌・糖尿病内科 城山 枝里，他
Ⅲ－128－6 新規糖尿病注射薬FRC（Fixed-ratio combination）インスリングラルギン/リキシセナチド配合注の有用

性の検討
高島市民病院内科 土居健太郎，他
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口演 129

薬物療法（インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合剤 3） 10 : 50～11 : 50 座長 石川県立中央病院糖尿病・内分泌内科 藤井寿美枝

京都大学糖尿病・内分泌・栄養内科 山根 俊介

Ⅲ－129－1 実臨床にみるインスリンデグルデク/リラグルチド配合製剤でのHbA1c 改善効果の検討
医療法人社団三咲内科クリニック 栗林 伸一，他

Ⅲ－129－2 インスリンデグルデク（IDeg）からインスリンデグルデク/リラグルチド（IDeg/Lira）配合注へと切
り替えた際の有効性の検討

萬田記念病院糖尿病センター糖尿病内科/東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 清水 宣博，他
Ⅲ－129－3 当院での IDegLira54 例の使用経験（第 1報）

（社医）明和会中通総合病院糖尿病・内分泌内科 松田 大輔，他
Ⅲ－129－4 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 種田 嘉信，他
Ⅲ－129－5 グラルギン/リキセナチド配合注を用いた頻回注射療法が高齢 2型糖尿病患者の体組成に与える影響

綾部市立病院内分泌・糖尿病内科/京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 大坂 貴史，他
Ⅲ－129－6 少量の Insulin Degludec Liraglutide（IDegLira）が有用であったミトコンドリア糖尿病の 1例

佐賀大学医学部附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科 岸川まり子，他

口演 130

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 6） 15 : 00～16 : 00 座長 慶應義塾大学医学部内科 税所 芳史

春日井市民病院糖尿病・内分泌内科 岡田由紀子

Ⅲ－130－1 高度腎機能低下 2型糖尿病患者におけるデュラグルチドの長期有効性と安全性
山梨大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 林田 亮佑，他

Ⅲ－130－2 肥満 2型糖尿病に対する新規単独治療薬としてデュラグルチドは有用である（第 3報）
木村健一糖尿病・内分泌クリニック 木村 健一，他

Ⅲ－130－3 実臨床におけるデュラグルチドの効果～特に他のGLP-1 受容体作動薬，DPP-4 阻害薬からの切り替えた場
合の効果について～

横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 粕谷 美帆，他
Ⅲ－130－4 DPP-4 阻害薬からweekly GLP-1 製剤デュラグルチドへの切り替え例においての効果検討

国立病院機構三重中央医療センター糖尿病・内分泌内科 宗吉 佑樹，他
Ⅲ－130－5 デュラグルチドの血糖降下作用の特徴～使用経過による比較検討～

（医社）正名会池田病院 井田 健一，他
Ⅲ－130－6 進行癌を有する 2型糖尿病におけるデュラクルチドの有効性と安全性の検討

山梨大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 前島 優，他

口演 131

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 7） 16 : 10～17 : 10 座長 市立伊丹病院・糖尿病センター 浜口 朋也

川崎医科大学総合医療センター内科 川﨑 史子

Ⅲ－131－1 2 型糖尿病患者に対する SGLT2 阻害薬使用の有無による経口セマグルチドの効果：PIONEER 4 のサブ
グループ解析

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 門脇 孝，他
Ⅲ－131－2 PIONEER試験における経口セマグルチドの血糖コントロール及び体重への効果

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 綿田 裕孝，他
Ⅲ－131－3 経口セマグルチドの人種別の有効性：PIONEER試験の探索的サブグループ解析

横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学 寺内 康夫，他
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Ⅲ－131－4 週 1 回セマグルチドはBMI 別サブグループ全体で対照群と比較してHbA1c，体重を減少させた：
SUSTAIN試験 post hoc 解析

関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター 山田祐一郎，他
Ⅲ－131－5 isCGMを用いたセマグルチド開始用量による短期的効果の検討

岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 佐藤まりの，他
Ⅲ－131－6 リラグルチド 1.8mg/日からセマグルチド 1.0mg/週に変更すると一時的な血糖コントロール悪化と食欲増

加を認める
糖尿病内科たかべクリニック糖尿病内科 髙部 倫敬

口演 132

薬物療法（その他） 17 : 20～18 : 00 座長 熊本市民病院代謝内科 櫨川 岩穂

黒部市民病院糖尿病・内分泌内科 吉澤 都

Ⅲ－132－1 経口血糖降下薬（OHA）の服薬アドヒアランス（Ad）と生活習慣因子の関連
新潟大学医歯学総合病院内分泌・代謝内科 矢口 雄大，他

Ⅲ－132－2 当クリニックにおける直近 7年間の糖尿病薬物治療薬の変遷
三楽病院薬剤科/三楽病院附属生活習慣病クリニック 江頭 智子，他

Ⅲ－132－3 薬物動態と化学構造式から診る糖尿病薬物治療
医療創生大学看護学部 富岡 節子，他

Ⅲ－132－4 内皮細胞におけるグリセルアルデヒド由来AGEs の RAGEを介した炎症作用はDNAアプタマーにより
抑制しうる

久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態・治療学 松井 孝憲，他

第 3日 5月 22日（土） Web-08
口演 133

運動療法 1 8 : 30～9 : 30 座長 信州大学糖尿病・内分泌代謝内科 駒津 光久

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 田村 好史

Ⅲ－133－1 健診の体力テスト結果を用いた総合体力指標の算出と生活習慣病との関連の検討
新潟大学医歯学総合病院血液・内分泌・代謝内科 佐藤 隆明，他

Ⅲ－133－2 身体活動量による糖尿病患者の運動機能の検討
（医）喜光会北里クリニックリハビリテーション科/愛知みずほ大学大学院人間科学研究科 濱島 一樹，他

Ⅲ－133－3 糖尿病患者の生活空間に影響を及ぼす因子の検討
国際医療福祉大学熱海病院リハビリテーション室 深川 翔平，他

Ⅲ－133－4 糖尿病患者における歩行速度規定臨床因子の解析
JA 徳島厚生連阿南医療センター内科 金子 遥祐，他

Ⅲ－133－5 2 型糖尿病の運動療法が体重および体組成に及ぼす効果は安静時間の影響を受けるか
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 大西 真奈，他

Ⅲ－133－6 外来糖尿病患者における歩数測定実施状況とその効果（アンケート調査から）
いづろ今村病院糖尿病外来 鎌田 哲郎，他

口演 134

運動療法 2 9 : 40～10 : 40 座長 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学 和田 淳

伊勢赤十字病院 村田 和也

Ⅲ－134－1 2 型糖尿病患者におけるインターバル速歩の運動機能改善効果
信州大学医学部内科学教室糖尿病・内分泌代謝内科 山崎 雅則，他
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Ⅲ－134－2 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－6）です．
Ⅲ－134－3 糖尿病教育入院中のウォーキングによる骨格筋量低下予防効果の検討

綾部市立病院内分泌・糖尿病内科 福居ひとみ，他
Ⅲ－134－4 専門運動指導者不在のクリニックでも至適運動強度を具体的に指導できた運動療法の実際【最終報告】

東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科 天川 淑宏，他
Ⅲ－134－5 2 型糖尿病を有するインターバル速歩参加者における季節性の血糖値変化

信州大学医学部付属病院糖尿病・内分泌代謝内科 田中 博貴，他
Ⅲ－134－6 1 日の歩数より食後の歩行回数が糖尿病血糖コントロールに重要である

おおはぎ内科 大萩 晋也，他

口演 135

運動療法 3 10 : 50～11 : 50 座長 せいの内科クリニック 清野 弘明

朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 吉田 洋子

Ⅲ－135－1 COVID-19 パンデミック下の運動継続の有無が高齢糖尿病患者の体力，体組成および血糖コントロールに
与える影響について

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 浜田 美樹，他
Ⅲ－135－2 コロナ禍におけるオンラインツールを使用した運動療法の支援～オンライン運動会の開催～

医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 渡邊 美妃，他
Ⅲ－135－3 COVID-19 による社会変化と運動教室の中断が通院患者の体力に与えた影響の検討

医療法人南昌江内科クリニック/一般社団法人南糖尿病臨床研究センター 守田摩有子，他
Ⅲ－135－4 COVID-19 蔓延期のメディカルフィットネス利用糖尿病患者の体重・HbA1c の変化

かえつクリニック 岡田 節朗，他
Ⅲ－135－5 ラジオ体操は期待に反して，食後血糖を低下させなかった

ウェルネスクリニック内科 大久保正士，他
Ⅲ－135－6 男性 2型糖尿病患者に対しFib-4 index に着目した肝臓がん発症と身体機能との関係

市立奈良病院リハビリテーション室 金光 智史，他

第 3日 5月 22日（土） Web-09
口演 136

CGM 1 8 : 30～9 : 30 座長
徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床・研究
開発センター 黒田 暁生
富山県リハビリテーション病院・こども支援
センター内科（内分泌・代謝・糖尿病） 臼田 里香

Ⅲ－136－1 FreeStyle リブレのTIR（Time In Range）を含めた評価指標とHbA1c，GAの関連性の検討
医療法人社団三咲内科クリニック 米田 千裕，他

Ⅲ－136－2 CGMを用いた 2型糖尿病患者におけるHbA1c と血糖変動パラメータの関連性の検討
産業医科大学病院第一内科 黒住 旭，他

Ⅲ－136－3 血液透析患者のTIR は HbA1c，グリコアルブミンと相関するのか
北里大学医学部内分泌代謝内科学 清水 順也，他

Ⅲ－136－4 血液透析患者におけるCGMと FGMでみたTIR の差の検討
北里大学医学部内分泌代謝内科学 的場 健太，他

Ⅲ－136－5 持続血糖モニタリング（CGM）で評価したインスリン非使用 2型糖尿病患者のTime in range と食後高
血糖の関連

産業医科大学第 1内科学講座 上村 芙美，他
Ⅲ－136－6 間歇スキャンCGM（isCGM）使用中の 1型糖尿病患者におけるTIR，TAR，TBRの季節性変動に関す

る検討
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 大井 佑夏，他
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口演 137

CGM 2 9 : 40～10 : 30 座長 生長会府中病院糖尿病研究所 三家登喜夫
北海道大学大学院医学研究院糖尿病肥満病態治
療学分野 三好 秀明

Ⅲ－137－1 持続血糖モニタリングを用いた糖尿病患者の血糖コントロールの評価
社会医療法人生長会府中病院糖尿病研究所 三家登喜夫，他

Ⅲ－137－2 外来糖尿病教室におけるFreeStyle リブレ Pro の有用性の検討
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 坂野 聖弥，他

Ⅲ－137－3 糖尿病患者における，超速効型インスリンの違いによる食後高血糖やTime In Range に関する検討
茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科 川野 浩和

Ⅲ－137－4 低血糖リスクを有する 2型糖尿病患者におけるインスリンデグルデクとインスリングラルギンU100 の
Time in Range に及ぼす影響

北海道大学大学院医学研究院糖尿病・肥満病態治療学分野 三好 秀明，他
Ⅲ－137－5 CGMを用いた多剤併用基礎インスリン療法時のボグリボースとピオグリタゾンの効果比較

総合犬山中央病院糖尿病内科 井上 達雄，他

口演 138

CGM 3 10 : 40～11 : 30 座長 筑後市立病院内分泌代謝内科 中山ひとみ
順天堂大学医学部附属静岡病院糖尿病・内分泌
内科 池田 富貴

Ⅲ－138－1 Flush glucose monitoring（FGM）システムにおける前 1週間と後 1週間の血糖変動の比較
医療法人社団よこた内科クリニック 平井 千裕，他

Ⅲ－138－2 CGMによる新しい推定HbA1c 算出法 GMI（Glucose Management Indicator）についての検討
小野百合内科クリニック 鴨嶋ひかる，他

Ⅲ－138－3 持続血糖モニタリングデータ解析におけるMAGE自動計算アプリケーションの開発と正確性の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 細見由佳子，他

Ⅲ－138－4 透析中の 2型糖尿病患者における間歇スキャン持続血糖測定器の精度評価に関する研究（AIDT2H研究）
東海大学医学部腎内分泌代謝内科学 豊田 雅夫，他

Ⅲ－138－5 SMBG機器の精度が personal CGMと professional CGMの較正精度に与える影響
総合犬山中央病院糖尿病内科 武石 宗一，他

口演 139

糖尿病とがん 15 : 00～16 : 00 座長 岐阜大学大学院医学系研究科・総合病態内科学 梶田 和男

新潟県立がんセンター新潟病院内科 谷 長行

Ⅲ－139－1 2 型糖尿病は複数の異なる後天的遺伝子修飾機序によりE-cadherin の発現を低下させ，浸潤性膵管癌の予
後を悪化する

弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座/弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座 原 裕太郎，他
Ⅲ－139－2 メトホルミンがDPP-4 不全乳癌の肺転移/EMTに与える影響

島根大学医学部内科学講座内科学第一 川北 恵美，他
Ⅲ－139－3 演題取り下げ
Ⅲ－139－4 膵切除術前後における耐糖能の変化に関する検討

弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 山一 真彦，他
Ⅲ－139－5 当院における糖尿病患者の癌発見の現況調査～第 2報～

すずき糖尿病内科クリニック臨床検査科 田中 志穂，他
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Ⅲ－139－6 糖尿病合併進行期非小細胞肺癌における臨床的検討
藤枝市立総合病院呼吸器内科/藤枝市立総合病院糖尿病・内分泌科 松浦 駿，他

口演 140

感染症 1 16 : 10～17 : 10 座長 市立岸和田市民病院代謝・内分泌内科 花岡 郁子

国立病院機構千葉東病院 関 直人

Ⅲ－140－1 全自動尿中有形成分分析装置UF-5000 を用いた SGLT2 阻害薬服用中の 2型糖尿病患者における細菌尿
発生頻度の検討

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科部門 山本あかね，他
Ⅲ－140－2 SGLT2 阻害薬使用中に気腫性腎盂腎炎をきたし，保存加療で改善を認めた高齢者糖尿病の 1例

埼玉県済生会川口総合病院糖尿病・内分泌内科 堀内 達視，他
Ⅲ－140－3 当院における男性陰部膿瘍患者（フルニエ壊疽を含む）13 例における糖尿病との関連性について

紀南病院内科 早川 佳奈，他
Ⅲ－140－4 急性前立腺炎及び肛門周囲膿瘍を契機に敗血症性肺塞栓症，多発肝内結節をきたした緩徐進行 1型糖尿病

の 1例
東京逓信病院内分泌・代謝内科 秋元福太郎，他

Ⅲ－140－5 侵襲性過粘稠性クレブシエラによる糖尿病性アシドーシス合併敗血症性ショックの一例
北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 村上 拓，他

Ⅲ－140－6 Klebsiella 菌血症を機に劇症 1型糖尿病を発症したEGPA疑い患者の一例
都立駒込病院糖尿病科/東京医科大学臨床検査医学科 関谷 綾子，他

口演 141

感染症 2 17 : 20～18 : 10 座長 近江八幡市立総合医療センター代謝・内分泌科 中村 高秋

紀南病院内科 中野 好夫

Ⅲ－141－1 2 型糖尿病患者と非糖尿病患者に対する季節性インフルエンザワクチンの効果―2015/2016 シーズンから
5シーズンの状況―

医療法人博愛会一関病院消化器内科 大和田雅信，他
Ⅲ－141－2 血糖管理や感染症治療に難渋した播種性クリプトコッカス症の糖尿病剖検例

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター総合診療部 中村 明穂，他
Ⅲ－141－3 糖尿病を合併した腸腰筋膿瘍 8例の臨床的特徴

岐阜市民病院総合診療・リウマチ膠原病センター 丹菊眞理子，他
Ⅲ－141－4 アルコール性肝硬変・糖尿病を背景とした細菌性髄膜炎の症例

市立大津市民病院糖尿病・内分泌内科 豊田真智子，他
Ⅲ－141－5 糖尿病手病変と感染症の関係について

市立大津市民病院内科 峠岡 佑典，他

第 3日 5月 22日（土） Web-10
口演 142

糖尿病療養指導（薬物） 8 : 30～9 : 20 座長 東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科 河合 俊英

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 荻原 健

Ⅲ－142－1 当院シックデイルールの保険薬局との薬薬連携の構築と今後の展望
松波総合病院薬剤部糖尿病センター 重田 和也，他

Ⅲ－142－2 1 型糖尿病患者の SGLT2 阻害薬併用によるHbA1c と体重の変化と治療満足度調査
調剤薬局ミッテル開成店 岩上 眸，他
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Ⅲ－142－3 GLP-1 受容体作動薬の変更による食行動の変化における検討
公立西知多総合病院臨床栄養科 早川 芳枝，他

Ⅲ－142－4 病院薬剤師による外来服薬指導の取り組みと症例報告
佐久市立国保浅間総合病院薬剤科 佐藤 誠泰，他

Ⅲ－142－5 Clinical inertia の許容範囲の検討～2度の見逃しはHbA1c を悪化させる～
医療法人伯鳳会大阪中央病院薬剤部 鶴岡早央里，他

口演 143

糖尿病療養指導（インスリンポンプ） 9 : 30～10 : 30 座長 岐阜大学総合病態内科学 森田 浩之

聖マリア病院糖尿病センター 佐藤 雄一

Ⅲ－143－1 インスリンポンプのトラブルシューティング指導に関わる看護師の理解状況の検討
神戸大学医学部附属病院看護部 松田季代子，他

Ⅲ－143－2 インスリンポンプ治療中の糖尿病患者におけるCOVID-19 流行前後の治療行動や満足度の変化
群馬大学医学部附属病院内分泌・糖尿病内科（1） 大崎 綾，他

Ⅲ－143－3 医療用注射針ナノパスⓇニードル II34G3mm，ペンニードルⓇプラス 32G4mm，マイクロファイン™プロ
32G4mmに関しての比較検討

調剤薬局ミッテル開成店 横田 雅人，他
Ⅲ－143－4 インスリン注射針の廃棄方法と注射針廃棄容器 Pen pot（改良版）の使用感に関する聞き取り調査

調剤薬局ミッテル開成店 菅原 秀樹，他
Ⅲ－143－5 当院の 2020 年度インスリンポンプ点検とその重要性

群馬大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学 錦戸 彩加，他
Ⅲ－143－6 超速効型インスリンを注射するタイミングに関する調査

H.E.C.サイエンスクリニック 平山 大徹，他

口演 144

糖尿病療養指導（i CGM・フットケア） 10 : 40～11 : 50 座長 岡山済生会総合病院糖尿病センター 中塔 辰明
国家公務員共済組合連合会高松病院糖尿病内分
泌内科 村尾 敏

Ⅲ－144－1 GLP-1 受容体作動薬治療及びインスリン強化療法におけるリブレ導入の有用性についての比較検討
（医）誠光会草津総合病院糖尿病・内分泌内科 巌西 真規，他

Ⅲ－144－2 当院 1型糖尿病患者のFreeStyle リブレにおける各指標の認識について
三咲内科クリニック 東内 昭江，他

Ⅲ－144－3 療養行動改善につながるスモールステップで行う個別性に応じたFGM導入
社会医療法人愛仁会明石医療センター 津崎 好美，他

Ⅲ－144－4 白癬肥厚爪を改善するためのフットケア方法に関する多施設共同前方視的観察研究，病院・診療所・訪
問・介護施設の解析から

独立行政法人労働者健康安全機構旭ろうさい病院看護部/相川みんなの診療所 大西 みさ，他
Ⅲ－144－5 フットチェック時の足病変と爪切り支援の実態と今後の課題～患者の足を守るために～

医療法人社団正名会池田病院 中西 真紀，他
Ⅲ－144－6 当院におけるフットケア外来の現状と考察

東京都保健医療公社多摩南部地域病院看護部 飯田 祐子，他
Ⅲ－144－7 フットウェアの工夫により改善した糖尿病性足病変の 2例

（社医）さいたま市民医療センター診療技術部リハビリテーション科 大熊 克信，他
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口演 145

糖尿病療養指導（運動・リハビリ療法） 15 : 00～16 : 00 座長 昭和大学藤が丘病院糖尿病・代謝・内分泌内科 大塚 史子

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 入江潤一郎

Ⅲ－145－1 心大血管疾患合併 2型高齢糖尿病患者の運動耐容能改善に関する因子の検討
済生会富山病院リハビリテーション科 松下 一紀，他

Ⅲ－145－2 チームで取り組む糖尿病教育入院患者の運動療法プログラムが体組成および運動機能に及ぼす影響
神戸大学大学院保健学研究科 小野くみ子，他

Ⅲ－145－3 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－7）です．
Ⅲ－145－4 糖尿病を有する透析患者への神経筋電気刺激の施行は補助栄養摂取後の血糖上昇抑制と透析後 24 時間の

平均血糖変動幅を改善させる
獨協医科大学日光医療センターリハビリテーション部 鶴見 知己，他

Ⅲ－145－5 糖尿病内科クリニックに常駐する理学療法士の取り組み：活動報告
医療法人社団三咲内科クリニック 相澤 郁也，他

Ⅲ－145－6 With コロナ時代における ICTを用いた運動指導
綾部市立病院医療技術部リハビリテーション科 岡田 貴文，他

口演 146

糖尿病療養指導（妊娠・その他） 16 : 00～17 : 10 座長 京都市立病院糖尿病代謝内科 小暮 彰典

東京大学糖尿病・代謝内科 窪田 直人

Ⅲ－146－1 DASC-8 実施 1年後の高齢者糖尿病のHbA1c 値目標達成率
三咲内科クリニック 五月女祐美，他

Ⅲ－146－2 85 歳以上 2型糖尿病患者への簡易栄養状態評価表（MNA）を用いた栄養状態調査：低栄養リスクあり患
者の早期発見を目指した因子探索

川井クリニック 中島 弘美，他
Ⅲ－146－3 高齢糖尿病患者の残薬の現状と今後の対策

すずき糖尿病内科クリニック看護部 伊藤 優子，他
Ⅲ－146－4 インスリン自己注射手技のチェックリストが有用であった高齢 1型糖尿病の 1例

岡山大学病院総合内科・総合診療科 本多 寛之
Ⅲ－146－5 療養行動が困難になった高齢 1型糖尿病患者のAdvance Care Planning（ACP）を踏まえた支援

佐久市立国保浅間総合病院内科病棟 丸山 友子，他
Ⅲ－146－6 糖尿病患者の口腔保健行動の看護支援のための教育教材の開発に向けて―第 1報糖尿病患者の義歯に関

する文献検討
徳島大学大学院医歯薬学研究部女性の健康支援看護学分野 桑村 由美，他

Ⅲ－146－7 東北信糖地域尿病療養指導士育成会～シックデイマニュアルの改訂～
飯山赤十字病院薬剤部/東北信地域糖尿病療養指導士育成会 滝澤 康志，他

口演 147

糖尿病療養指導（その他） 17 : 10～18 : 20 座長 大分大学保健管理センター 加隈 哲也

金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 北田 宗弘

Ⅲ－147－1 糖尿病知識テストの総得点は教育入院退院後のHbA1c を予測する
済生会恩師財団横浜市南部病院 國井 綾奈，他

Ⅲ－147－2 演題取り下げ
Ⅲ－147－3 当院に定期通院中の 35 歳未満で発症した 2型糖尿病の特徴第 2報

すずき糖尿病内科クリニック栄養科 伊従 典世，他
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Ⅲ－147－4 「外来糖尿病教室with オンライン」のメリットと課題について
栃木県済生会宇都宮病院糖尿病・内分泌内科 佐久間 純，他

Ⅲ－147－5 糖尿病患者さんに対する，コロナ禍における生活様式の変化についてのアンケート調査
草津総合病院 越智はるか，他

Ⅲ－147－6 糖尿病連携手帳への「硬いしめじに」貼付の意義と認知度
生方内科クリニック 生方 英一

Ⅲ－147－7 コロナ禍における糖尿病患者のかかりつけ診療所の役割
みわホームクリニック糖尿病内科 木下あずさ，他
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一 般 演 題

ポスター

ポスター 1

1型糖尿病 1 座長 高砂市民病院 永田 正男

P－1－1 抗 PD-1 抗体投与後に発見された緩徐進行 1型糖尿病の一例
大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 宮本昇太郎，他

P－1－2 ペムブロリズマブ投与後に抗GAD抗体陽性を認めた緩徐進行型 1型糖尿病の一例
東邦病院内分泌糖尿病内科/群馬大学医学部付属病院内分泌糖尿病内科/渋川医療センター 吉野 聡，他

P－1－3 肺腺癌，間質性肺炎の治療中に高浸透圧高血糖状態を呈し劇症 1型糖尿病が疑われた一例
NTT東日本札幌病院 大西 香澄，他

P－1－4 抗 Tg抗体陽性急性発症 1型糖尿病 2例の内因性インスリン分泌能
大阪医科大学内科学 I 戎野 朋子，他

P－1－5 食事負荷試験にて内因性グルカゴン分泌が高度に低下していた劇症 1型糖尿病の 1例
広島市立安佐市民病院内分泌・糖尿病内科 姫野菜津美，他

ポスター 2

1型糖尿病 2 座長 札幌西円山病院内科 森川 秋月

P－2－1 1 型糖尿病とその他のHLA遺伝子感受性疾患の合併に関する研究
富山西総合病院 石橋 修，他

P－2－2 自己免疫性膵炎を合併した急性発症 1型糖尿病の一例
昭和大学藤が丘病院内科（糖尿病・代謝・内分泌） 鈴木 麻未，他

P－2－3 バセドウ病再発に伴い，急激に血糖コントロールが不良となった緩徐進行型 1型糖尿病の 1例
群馬大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学 吉岡 誠之，他

P－2－4 全身性エリテマトーデスと皮膚筋炎の経過中に診断された緩徐進行型 1型糖尿病の 1例
自治医科大学附属病院内分泌代謝学部門 渡邉 秀平，他

P－2－5 1 型糖尿病患者の食事，睡眠，身体活動量，治療実態とQuality of Life（QOL）との関連性のコホート調
査

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 小澁 真実，他

ポスター 3

1型糖尿病 3 座長 市立旭川病院糖尿病・代謝内科 宮本 義博

P－3－1 肥満 1型糖尿病患者の割合とその特徴
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 震明あすか，他

P－3－2 小児 1型糖尿病患児のカーボカウント実施状況その 2
東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科 堀尾 拓之，他

P－3－3 1 型糖尿病の SGLT2 阻害薬併用療法におけるインスリン投与量調節についてのパイロット試験：
RISING-STAR試験

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 山﨑 真裕，他
P－3－4 インスリン注射療法を離脱することが出来た自己免疫性急性発症 1型糖尿病の一例

小川赤十字病院内分泌糖尿病内科 細井 起翔，他
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P－3－5 2 型糖尿病においてインスリン治療を開始後に 1型糖尿病を発症し発症時に SGLT2 阻害薬による正常血
糖ケトアシドーシスを生じた 1例

利根中央病院糖尿病内科/群馬大学大学院臨床検査医学 荒木 修，他
P－3－6 間葉系幹細胞による新規糖尿病治療に対する検討

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 堀谷 恵美，他

ポスター 4

1型糖尿病 4 座長 グランドタワーメディカルコート 吉良さくらこ

P－4－1 1 日 100 単位以上のインスリンを投与し，重症低血糖を繰り返していた緩徐進行 1型糖尿病の 1例
東京曳舟病院内科 田邉 和浩，他

P－4－2 ステロイド投与，皮下硬結へのインスリン皮下注射が糖尿病ケトアシドーシスの誘因となった人工透析中
1型糖尿病の 1例

地方独立行政法人りんくう総合医療センター糖尿病・内分泌代謝内科 樫根 晋，他
P－4－3 超超速効型インスリンの使用によって食後高血糖が改善したインスリンポンプ使用中の 1型糖尿病の 1

例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 宮下 和幸，他

P－4－4 1 型糖尿病患者における間歇スキャン式持続血糖測定導入の影響の検討
一宮市立市民病院糖尿病・内分泌内科 溝口 暁，他

P－4－5 当院の 1型糖尿病患者におけるFreeStyle リブレⓇによる血糖トレンド改善効果に関する検討
信州大学医学部付属病院糖尿病内分泌代謝内科 阿部 正和，他

P－4－6 Flash glucose monitoring で評価したTime in range と HbA1c および GAとの関連
兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科 角田 拓，他

ポスター 5

1型糖尿病 5 座長 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 能宗 伸輔

P－5－1 非小細胞肺癌に対するペンブロリズマブ投与中に劇症 1型糖尿病を発症した 1例
名古屋記念病院代謝・内分泌内科 川崎 奈那，他

P－5－2 妊娠後期に劇症 1型糖尿病様の病態を呈し，正常分娩後にインスリン分泌能の残存を認めた 1症例
宮城厚生協会坂総合病院糖尿病代謝科 高橋 美琴，他

P－5－3 糖尿病ケトアシドーシス（DKA）で膵外分泌酵素上昇を認めた急性発症 1型糖尿病の 1例
社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンター薬剤部 梶原 洋文，他

P－5－4 非小細胞肺癌に対して Pembrolizumab 投与開始から 24 ヶ月後に発症した劇症 1型糖尿病の一例
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院代謝・糖尿病内科 五十嵐友輔，他

P－5－5 初診時にインスリン分泌の著明な低下を認めたが経過で回復し抗GAD抗体も陰性だったが，経過で陽転
化し SPIDDMと診断した一例

天理よろづ相談所病院内分泌内科 黒澤健太郎，他

ポスター 6

1型糖尿病 6 座長
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄
養内科 田中 大祐

P－6－1 Atezolizumab 投与後に発症した 1型糖尿病の 1例及び，当院での抗ヒト PD-1/PD-L1 抗体投与後発症 1
型糖尿病の特徴

大阪市立総合医療センター糖尿病内科 木村真紀子，他
P－6－2 免疫チェックポイント阻害薬投与後に劇症 1型糖尿病・副腎皮質機能低下症・甲状腺機能異常症を発症

した二例
がん・感染症センター東京都立駒込病院糖尿病内分泌科 田島まり江，他

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５８２００－７５７５／ｔｎｂｐ６４－１９＿ポスタープロ／ｋｙ９７７５３０７５７５１００４０４２８

EDIAN　WING　能登 2021.05.06 17.17.18 Page 2(1)

― 90 ―

E-I.indb   90 2021/05/07   19:01



I　初校

― 3―

P－6－3 ペンブロリズマブ投与後に続発性副腎皮質機能低下症と 1型糖尿病を発症した 1例
神戸市立医療センター中央市民病院糖尿病・内分泌内科 大久保万理江，他

P－6－4 ペムブロリズマブの投与により劇症 1型糖尿病をきたした肺腺癌の 1例
石切生喜病院糖尿病・代謝内科 西田 茉奈，他

P－6－5 出産 3か月後に発症し，発症直後より内因性インスリン分泌の枯渇を認めた急性発症 1型糖尿病の 1例
市立ひらかた病院内科 細井恵理子，他

P－6－6 遷延する口渇感，多飲多尿から同時期に診断に至った中枢性尿崩症合併の急性発症 1型糖尿病の 1例
安曇野赤十字病院内科 石井 宏明，他

P－6－7 糖尿病ケトアシドーシス（DKA）で高齢発症した急性発症 1B型糖尿病（T1B）
中通総合病院糖尿病・内分泌内科 吉田 昇修，他

ポスター 7

2型糖尿病 1 座長 大阪市立総合医療センター糖尿病内科 元山 宏華

P－7－1 Functional Interaction between Ghrelin and GLP-1 Regulates Feeding through the Vagal Afferent Sys-
tem in Rodents

宮崎大学医学部神経呼吸内分泌代謝学講座 張 維東，他
P－7－2 生理的血中アディポネクチンの結合解析

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学/大阪大学大学院医学系研究科肥満脂肪病態学寄附講座 喜多 俊文，他
P－7－3 アディポネクチンが IMTに与える影響 男女別の検討

グランドタワーメディカルコート 藤川 るみ，他
P－7－4 オロソムコイド（ORM）は糖尿病家族歴陽性（FH＋），アディポネクチン，脂肪組織インスリン抵抗性

（AT-IR）と相関する
武庫川女子大学食物栄養科学部食創造科学科 竹之内明子，他

P－7－5 糖尿病受診者における SPISE（The Single Point Insulin Sensitivity Estimator）と HOMA-R の関連性
（医社）愛友会津田沼中央総合病院内科 渡辺 英綱

ポスター 8

2型糖尿病 2 座長 神戸大学 木戸 良明

P－8－1 胎生期過栄養によるNASH肝細胞癌発生機序の検討
旭川医科大学内科学講座病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野 滝山 貴央，他

P－8－2 非アルコール性脂肪肝炎を有する 2型糖尿病患者の末梢血中では 3型自然リンパ球が増加している
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 梶山真太郎，他

P－8－3 肥満度別にみる 2型糖尿病患者の特徴と治療の現状に関する横断的観察研究
国立国際医療研究センター国府台病院 飯田さくら，他

P－8－4 糖尿病患者におけるFat Scan 検査結果の調査
板橋中央総合病院放射線科 小松 千紘，他

P－8－5 当院人間ドックデータを用いた生活習慣とメタボリックシンドロームの関係
一般財団法人住友病院内分泌代謝内科 村津 淳，他

P－8－6 耐糖能異常合併肥満症患者における腹腔鏡下スリーブ状胃切除後の骨密度低下
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 上垣 里紗，他

ポスター 9

社会医学・医療経済学・PHR・IoT 座長 関西テレビ放送健康管理室 日高 秀樹

P－9－1 2 型糖尿病患者の発症年齢へ影響する因子の検討
熊本中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科 西田 健朗，他
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P－9－2 糖尿病患者における治療目標（BMI，血圧，血中脂質）の達成率（第 2報）
女子栄養大学栄養科学研究所 髙橋 大悟，他

P－9－3 アソシエーション分析から見た生活習慣病の処方ルール
湘南藤沢徳洲会病院内分泌・糖尿病内科 三澤 晴雄，他

P－9－4 PERSONAL HEALTH RECORD（PHR）を用いた自己血糖測定管理
ともながクリニック糖尿病・生活習慣病センター/東京女子医科大学糖尿病センター 朝長 修，他

P－9－5 Personal Health Record（PHR）を導入し，著明な血糖改善が得られた糖尿病の一例
佐賀大学医学部附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科 朝長 礼音，他

ポスター 10

災害・スティグマ・アドボカシー 座長
熊本大学大学院生命科学研究部附属臨床医学教
育研究センター 古川 昇

P－10－1 東日本台風の際の避難所における保健所管理栄養士の取り組み
長野市保健所健康課 原山 正美，他

P－10－2 大阪市南部地区における病診連携の試み（第 22 報）糖尿病と災害対策に関するアンケート調査より
大阪急性期・総合医療センター糖尿病内分泌内科 馬屋原 豊，他

P－10－3 令和元年東日本台風で避難生活をされた方の『血糖値が気になる方への医師相談会』
医療法人悠里会板倉内科・糖尿病クリニック 板倉 慈法，他

P－10－4 新しい糖尿病スティグマ質問票の信頼性と妥当性の検討
関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター/関西電力医学研究所糖尿病研究センター 田中 永昭，他

ポスター 11

COVID-19 関連 1 座長 徳島県鳴門病院内科 藤中 雄一

P－11－1 COVID-19 パンデミックによる学校長期休校が小児思春期 1型糖尿病の血糖コントロールに与えた影響
埼玉医科大学病院小児科/小児インスリン治療研究会 川名 宏，他

P－11－2 コロナ禍で行う医学部学生に対するオンラインの利点を活かした臨床実習
島根大学医学部内科学講座内科学第一 守田 美和，他

P－11－3 新型コロナウイルス感染症パンデミックと 1型糖尿病患者のQOLとの関連
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 今井 暖，他

P－11－4 COVID-19 に罹患した 1型糖尿病の 1例
東京歯科大学市川総合病院内科 浅井 愛未，他

P－11－5 新型コロナウイルス感染症へのデキサメタゾン投与後の血糖管理におけるFGMの活用
兵庫県立加古川医療センター糖尿病・内分泌内科 稲山由布子，他

P－11－6 当院におけるケトアシドーシス，ケトーシス，高血糖高浸透圧症候群による入院患者の解析（COVID-19
前後の比較）

河北総合病院糖尿病・内分泌・代謝/埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科 秋山 義隆，他

ポスター 12

COVID-19 関連 2 座長 倉敷スイートホスピタル内科 松木 道裕

P－12－1 当院におけるCOVID-19 の入院症例の検討
横須賀市立市民病院内分泌・糖尿病内科 室橋 祐子，他

P－12－2 新型コロナウイルス感染症拡大下における外来糖尿病患者の血糖コントロールの検討
一宮市立市民病院糖尿病・内分泌内科 恒川 卓，他

P－12－3 COVIE-19 パンデミック下における糖尿病外来の実態調査と今後の展望
市立八幡浜総合病院看護部 二宮香津子，他

P－12－4 金曜日 18：00 入院担当患者が濃厚接触者と連絡を受けて
日本赤十字社高槻赤十字病院糖尿病・内分泌・代謝内科 本橋 和也，他
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P－12－5 当院におけるCOVID-19 感染拡大下での糖尿病患者の生活変化の検討
（社医）同心会古賀総合病院内科 長友 雄麻，他

ポスター 13

COVID-19 関連 3 座長 秋田大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 菅沼 由美

P－13－1 COVID-19 感染症による行動自粛が血糖コントロールに及ぼす影響
王子総合病院診療録管理センター 久保 博文，他

P－13－2 当院における新型コロナ共存下の糖尿病診療
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 佐藤 文紀，他

P－13－3 SARS-CoV-2 パンデミック，長雨・豪雨，長引く猛暑環境下の糖尿病者の生活変化を知る
（社医財）新和会八千代病院内分泌代謝内科/MCT-YACHIYO 藤井 徹，他

P－13－4 COVID-19 パンデミックが糖尿病患者の生活習慣，心理状態および血糖コントロールに与えた影響
大阪警察病院糖尿病・内分泌内科 丸尾裕美子，他

P－13－5 新型コロナウイルス感染拡大局面における当院通院患者のA1c の変化
田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌内科 和田 良春，他

ポスター 14

COVID-19 関連 4 座長 下関医療センター糖尿病・内分泌内科 野田 薫

P－14－1 COVIT-19 禍の行動変容によって血糖コントロールが改善した 2例
佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科 市川 雅美，他

P－14－2 外国人 COVID-19 肺炎糖尿病患者の治療経験
国際医療福祉大学塩谷病院糖尿病内分泌代謝内科 山内 恵史

P－14－3 COVID-19 流行前後における糖尿病外来患者の血糖コントロールに影響する因子に関する後ろ向き観察研
究

神戸市立医療センター中央市民病院糖尿病・内分泌内科 藤島 雄幸，他
P－14－4 コロナ禍における当クリニック通院患者の血糖コントロール悪化と通院回数・電話再診有との関係

三楽病院臨床検査科/三楽病院附属生活習慣病クリニック 猪股 新平，他
P－14－5 糖尿病患者に新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言が与えた，病院受診および糖尿病コントロールの

おける影響についての検討
西尾市民病院内分泌・糖尿病内科 川久保充裕

P－14－6 コロナ禍における糖尿病患者の生活スタイルの変化，糖尿病コントロールへの影響
さわ内科糖尿病クリニック 安藤 夏子，他

ポスター 15

薬物療法（SGLT2 阻害薬 1） 座長 的場内科クリニック 的場 清和

P－15－1 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬内服後の体組成変化と血糖コントロールの関係
寒河江市立病院内科 和田輝里子，他

P－15－2 SGLT2 阻害薬の腎保護効果に関わる因子の検討
国立国際医療研究センター国府台病院糖尿病内分泌代謝科 吉原ゆかり，他

P－15－3 eGFR60 未満の 2型糖尿病患者に対するトホグリフロジンの eGFRへの効果
医療法人名南会名南病院内科 蔭山 静，他

P－15－4 肥満モデル動物におけるルセオグリフロジンの血管内皮機能に対する効果についての検討
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学 川出 茂，他

P－15－5 トホグリフロジンの使用経験
住友別子病院糖尿病内科 中村 達，他
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ポスター 16

薬物療法（SGLT2 阻害薬 2） 座長 糖尿病・代謝内科宮田クリニック 宮田 哲

P－16－1 埼玉西北部地域にて実施した多施設共同研究；実臨床におけるルセオグリフロジンの体重別からみた有
効性の検討

のぐち内科クリニック内科内分泌・代謝部門 野口 雄一，他
P－16－2 カナグリフロジン/テネグリプチン配合錠の有効性・安全性の検討

名鉄病院内分泌代謝内科/名鉄病院糖尿病センター 井上 沙織，他
P－16－3 2 型糖尿病における SGLT-2 阻害薬，GLP-1 受容体作動薬併用療法のDPP4 阻害薬との比較検討―体重，

血圧，HbA1c へ及ぼす効果―
岐阜大学医学部附属病院総合内科 森 一郎，他

P－16－4 ルセオグリフロジンとデュラグルチド使用患者のHbA1c・体重減少効果について
南風病院糖尿病・内分泌内科 吉留 正次，他

P－16－5 SGLT2 阻害薬Tofogliflozin 投与による体組成変化を長期観察し得た 2型糖尿病患者の症例集積研究
宮永病院糖尿病センター 織田 麻衣，他

ポスター 17

薬物療法（SGLT2 阻害薬 3） 座長 クリニックみらい立川 金重 勝博

P－17－1 大規模レセプトデータベースを用いた SGLT2 阻害薬を新規投与した高齢 2型糖尿病患者における重症低
血糖発症リスクの検討

北里大学薬学部薬物治療学 1 堀井 剛史，他
P－17－2 テネリグリプチン/カナグリフロジン配合錠の安全性と有効性―カナリア配合錠特定使用成績調査

田辺三菱製薬株式会社 寺西 達貴，他
P－17－3 実臨床下におけるカナグリフロジンの安全性および有効性～長期使用に関する特定使用成績調査 SAP-

PHIRE～
田辺三菱製薬株式会社 濱田 小梅，他

P－17－4 腎機能低下 2型糖尿病患者でのカナグリフロジンの安全性及び有効性～長期使用に関する特定使用成績
調査 SAPPHIRE～

田辺三菱製薬株式会社 佐々木一代，他
P－17－5 高齢 2型糖尿病患者におけるカナグリフロジンの安全性及び有効性～長期使用に関する特定使用成績調

査 SAPPHIRE～
田辺三菱製薬株式会社 森 和美，他

ポスター 18

サルコペニア 座長 戸谷内科 戸谷理英子

P－18－1 運動習慣の骨格筋量に対する影響はタンパク質摂取量によって異なる：KAMOGAWA-DM study
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 松井 崇晃，他

P－18－2 高度腎機能障害を有する糖尿病腎症患者のサルコペニアに関する検討
臼杵市医師会立コスモス病院リハビリテーション部 高橋 礼奈，他

P－18－3 サルコペニア及び関連因子に対する糖尿病神経障害の関与についての検討
昭和大学藤が丘病院糖尿病・代謝・内分泌内科 三倉健太朗，他

P－18－4 糖尿病入院患者におけるCT大腰筋面積関連因子に関する検討
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 浅野 栄水，他

P－18－5 2 型糖尿病患者におけるBIA法による骨格筋量指数と腎関連指標との関連性の検討：横断研究
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 佐倉 剛史，他
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P－18－6 サルコペニア（S）を有する高齢糖尿病（DM）患者への栄養・運動指導の効果について
内科阿部医院 小村 真帆，他

P－18－7 当院における院内運動療法の取り組み
地方独立行政法人市立吹田市民病院看護部/地方独立行政法人市立吹田市民病院糖尿病チーム会 西畑 星，他

ポスター 19

その他の合併症 1 座長 弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座 水上 浩哉

P－19－1 過剰な血糖コントロールが誘因と思われる糖尿病性末梢神経障害の 1例
大分三愛メディカルセンター薬剤部 田中大二郎，他

P－19－2 当院の糖尿病患者における電子瞳孔計の使用経験
国立病院機構三重病院内科 橋本 礼，他

P－19－3 歯周病と糖尿病のスクリーニング検査による医科歯科連携の有用性の検討
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座歯周病学分野 平田 貴久，他

P－19－4 糖尿病患者における夜間頻尿の有病率と関連する臨床背景の検討
弘前大学内分泌代謝内科学講座 田辺壽太郎，他

P－19－5 2 型糖尿病患者における慢性便秘症の疫学調査と心理的状態，血管合併症との関連
大阪警察病院糖尿病・内分泌内科 高山 佳奈，他

P－19－6 2 型糖尿病患者における便秘症の現状
社会福祉法人仁生社江戸川病院看護部 伊藤 清子，他

P－19－7 α-グルコシダーゼ阻害剤による腸管気腫症の 1例
富良野協会病院循環器科 名取 俊介，他

ポスター 20

その他の合併症 2 座長 和歌山労災病院内科 中 啓吾

P－20－1 2 型糖尿病患者における，REM関連睡眠時無呼吸の特徴の検討
大阪回生病院糖尿病内分泌内科/大阪回生病院睡眠医療センター 大澤彩恵子，他

P－20－2 糖尿病有無別にみた睡眠時無呼吸症候群患者の特徴とリスク指標の有用性の検討
三原市医師会病院内科 三玉 康幸，他

P－20－3 糖尿病教育入院中のスクリーニングで重症睡眠時無呼吸症候群を診断し，治療抵抗性高血圧を早期に改善
し得た肥満 2型糖尿病の 1例

三原市医師会病院臨床検査科 松井 美奈，他
P－20－4 2 型糖尿病における骨脆弱性の予測因子としての血中TGF-β濃度の有用性についての検討

島根大学医学部内科学講座内科学第一 野津 雅和，他
P－20－5 2 型糖尿病における酸化ストレスと骨脆弱性

島根大学医学部内科学講座内科学第一 山本 昌弘，他
P－20－6 糖尿病合併症パスによる骨粗鬆症のスクリーニングと背景因子の検討

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院臨床検査科 髙津美乃里，他

ポスター 21

その他の糖尿病 1 座長 ともながクリニック糖尿病生活習慣病センター 朝長 修

P－21－1 糖尿病の悪化と視野障害により再発が疑われたCushing 病
新潟大学医歯学総合病院血液・内分泌・代謝内科 今西 明，他

P－21－2 異所性ACTH症候群による二次性糖尿病の 1例
東京女子医科大学高血圧・内分泌内科 堀内咲由莉，他

P－21－3 アンドロゲン産生卵巣腫瘍により閉経後の男性化をきたした 69 歳女性
琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科科学講座（第二内科） 本間健一郎，他
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P－21－4 メチロシン投与による糖代謝改善作用：褐色細胞腫・傍神経節腫 10 症例の検討
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門 松尾 裕子，他

P－21－5 抗 PD-1 抗体の投与後に 1型糖尿病を発症した 3症例の臨床的特徴の検討
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 張 景閎，他

P－21－6 免疫チェックポイント阻害剤で発症した 1型糖尿病 3症例の検討
大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院糖尿病内科 岡内 省三，他

P－21－7 免疫チェックポイント阻害薬投与後に緩徐なインスリン分泌低下を来した糖尿病症例の一例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 福井 健司，他

ポスター 22

その他の糖尿病 2 座長 堺市立総合医療センター糖尿病内科 藤澤 智巳

P－22－1 2 型糖尿病の術前血糖コントロール目的で入院中，偶発的に発見された先端巨大症の 1例
藤田医科大学病院内分泌・代謝内科 轟木 秀親，他

P－22－2 キャッスルマン病を合併した 1型糖尿病の 1例
兵庫医科大学糖尿病内分泌代謝内科 高木 彩好，他

P－22－3 筋強直性ジストロフィーの進行に伴い増悪を来した糖尿病の 1例
藤田医科大学医学部内分泌・代謝内科学 公文 尚子，他

P－22－4 急性膵炎と糖尿病ケトーシスを発症したMODY5 の一例
済生会福岡総合病院糖尿病内科 伊奈雄二郎，他

P－22－5 成人後に糖尿病を発症し，ジアゾキサイドを中止，インスリン治療を行っている先天性高インスリン血
症の 1例

（JCHO）埼玉メディカルセンター内科 森本 二郎，他
P－22－6 熱中症を契機に高血糖発覚し，治療介入に非常に苦慮した 2型糖尿病患者の一例

しげい病院内科 小畑さやか

ポスター 23

その他の糖尿病 3 座長 蔵田医院 藏田 英明

P－23－1 膵臓手術に伴う血糖コントロールの推移，インスリン導入の有無
市立池田病院内分泌・代謝内科 塩出 俊亮，他

P－23－2 急激な高血糖とCA19-9 高値で発症し，血糖コントロール改善とともにCA19-9 が正常化した 2型糖尿病
の一例

さわ内科糖尿病クリニック 沢 丞
P－23－3 血糖値の悪化から髄膜腫合併を診断しえた慢性腎不全患者の 1例

東京西徳洲会病院腎臓内科・血液浄化センター 真栄里恭子
P－23－4 水疱性類天疱瘡の治療経過中にジアフェニルスルホンが追加され貧血による心不全の増悪と偽性HbA1c

低値を生じた一例
名古屋第二赤十字病院 佐々木梨絵，他

P－23－5 当院 2型糖尿病患者におけるC型肝炎ウイルス駆除 1年後の血糖改善効果
山梨県立中央病院糖尿病内分泌内科 勝又 美穂，他

P－23－6 市中の中核病院において，入院した 2型糖尿病患者のうち尿中ケトン体が陽性であった者の臨床的特徴に
ついての検討

市立池田病院内分泌代謝内科 猪阪 知子，他
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ポスター 24

ラ氏島の生物学 座長
滋賀医科大学内科学講座糖尿病内分泌・腎臓内
科 藤田 征弘

P－24－1 膵β細胞におけるNrf2 のインスリン転写への影響に関する検討
杏林大学医学部付属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 近藤 健，他

P－24－2 膵β細胞において 2型リアノジン受容体の選択的スプライシングはインスリン生合成機構に影響を及ぼ
す

奈良県立医科大学医学部生化学講座 牧野 舞，他
P－24－3 Improvements of hyperglycemia and insulin secretion by chronic imeglimin treatment in an obese diabe-

tes model KK-Ay mice
神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学 権 映月，他

P－24－4 膵β細胞成熟化を制御する転写因子の探索
国際医療福祉大学医学部分子生物学講座 西村 渉，他

P－24－5 活性酸素増大に関与する膵β細胞因子Cox6a2 の解析
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 永井 泰紀，他

P－24－6 膵癌患者における膵α・β細胞量の変化についての検討
慶應義塾大学病院病理学教室 土屋 多美，他

ポスター 25

感染症 座長 秋田大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 奈良 光彦

P－25－1 Staphylococcus lugdunensis による巨大背部皮下膿瘍（40cm×30cm），2型糖尿病の 1例
千葉メディカルセンター内科糖尿病内分泌代謝科 秋山 佳亮，他

P－25－2 Campylobacter 腸管外合併症を呈した 2型糖尿病の 1例
日本鋼管福山病院内科 小池 和子，他

P－25－3 SGLT2 阻害薬内服中に気腫性膀胱炎を来した 1例
千葉メディカルセンター糖尿病内科 加藤開一郎，他

P－25－4 当院における糖尿病合併肺結核患者の臨床的検討
複十字病院糖尿病・生活習慣病センター 安藤 久恵，他

ポスター 26

急性合併症 座長 大阪医科大学内科学 I 堤 千春

P－26－1 高血糖緊急症における血小板減少と臨床的重症度
医誠会病院糖尿病・代謝センター 増田 浩史，他

P－26－2 劇症 1型糖尿病による糖尿病性ケトアシドーシスに非閉塞性腸管虚血（non-occlusive mesenteric ische-
mia：NOMI）を合併した 1症例

（独）国立病院機構東京医療センター総合内科 山田 康博，他
P－26－3 糖尿病性ケトアシドーシスに重症急性膵炎，急性門脈血栓症，多臓器不全，DIC を合併し集学的治療で

救命し得た一例
北播磨総合医療センター 久後 啓介，他

P－26－4 低体温と著明な白血球増多を来した糖尿病ケトアシドーシスの 1例
山形県立中央病院糖尿病・内分泌内科 羽田幸里香，他

P－26－5 中枢性尿崩症の口渇による清涼飲料水多飲で重篤な糖尿病性ケトアシドーシスと急性膵炎を合併した 2
型糖尿病の 1例

明石医療センター糖尿病内分泌内科 辻本 泰貴，他
P－26－6 ウォークインで救急外来を受診した 2型糖尿病に合併したアルコール性ケトアシドーシスの 2例

日本医科大学武蔵小杉病院内分泌・糖尿病・動脈硬化内科 八木 孝，他
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P－26－7 口腔カンジダ症の発症により受診に至り，随時血糖 1359 mg/dL と著明な高血糖と意識障害を呈した 2
型糖尿病の一例

大分赤十字病院内分泌・糖尿病内科 仲間 寛，他

ポスター 27

高齢者糖尿病 1 座長 JCHO四日市羽津医療センター糖尿病センター 住田 安弘

P－27－1 ADLの保たれた超高齢者における糖代謝異常と栄養
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 倉田 英明，他

P－27－2 高齢 2型糖尿病患者の骨格筋量指数に基づいた栄養指導の検討
大分大学医学部附属病院臨床栄養管理室 足立 和代，他

P－27－3 DASC-8 を用いたカテゴリー分類と血糖コントロール状況の病院と診療所での比較検討
西脇市立西脇病院内科 深澤圭似子，他

P－27－4 高齢および非高齢 2型糖尿病患者の治療に対する意識と血糖コントロールの関係に関する調査
大日本住友製薬株式会社メディカルアフェアーズ部 数森 清康，他

P－27－5 高齢者糖尿病患者の短期入院について
西陣病院糖尿病内分泌内科 広中 順也，他

P－27－6 高齢者 2型糖尿病患者におけるシックデイコントロールについて指導を要した 2症例に関する検討
市立芦屋病院内科/兵庫医科大学糖尿病・内分泌・免疫内科 浦川 新悟，他

ポスター 28

高齢者糖尿病 2 座長 ふくおか内科クリニック 福岡 勇樹

P－28－1 高齢者 2型糖尿病患者の血糖コントロールと糖尿病治療の現状―DASC-8 カテゴリー別の検討―
川崎医科大学総合医療センター看護部 岡邉 和恵，他

P－28－2 DASC-8 を用いた高齢者 2型糖尿病患者の認知・生活機能評価～情報提供者によるカテゴリー評価への
影響

川崎医科大学総合医療センター看護部 下田 典子，他
P－28－3 中年の非糖尿病患者および 2型糖尿病患者における認知機能と匂いの識別，筋力，およびバランス能力

との関係
筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻/筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 緑川 学，他

P－28－4 2 型糖尿病患者における血糖管理指標とアミロイドβの蓄積との関連―HDHCC研究―
兵庫医科大学病院内科学糖尿病・内分泌・免疫内科 井上智香子，他

P－28－5 認知症を伴う糖尿病入院患者の特徴
日本赤十字社長崎原爆病院内分泌・代謝内科 藤田 成裕，他

P－28－6 軽度認知障害の症状のある高齢者 2型糖尿病患者のインスリン導入 1事例について～患者のセルフケア
能力を引き出す支援～

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院糖尿病センター 山口 雅代，他
P－28－7 薬局薬剤師による「調剤後薬剤管理指導」が高齢糖尿病患者の治療にもたらす効果について―1症例を通

して―
三原薬剤師会センター薬局 三宅 栞，他

ポスター 29

脂質代謝 座長 海老名総合病院糖尿病センター 平野 勉

P－29－1 多価不飽和脂肪酸（PUFA）による SREBP-1 特異的な抑制機序の解明
東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科/筑波大学医学医療系ニュートリゲノミクスリサーチグループ 升田 紫，他

P－29－2 2 型糖尿病患者において PEDFは TG代謝に関連しDKDのマーカーになる
昭和大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 長池 弘江，他
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P－29－3 インスリン欠乏時の重度高中性脂肪血症のマウスモデル確立と分子機序解明
東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科 田中 督記，他

P－29－4 高中性脂肪血症合併 2型糖尿病患者における 1年以上のペマフィブラート治療が血糖，脂質，肝機能，
腎機能に及ぼす影響

（医社）陣内会陣内病院糖尿病治療センター循環器/糖尿病内科 杉山 正悟，他
P－29－5 高トリグリセリド血症患者に対する実臨床下におけるペマフィブラートの有効性―リポ蛋白代謝の変化

に基づく後ろ向き検討―
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 片倉 幸乃，他

P－29－6 ペマフィブラート内服による 2型糖尿病患者の肝機能に対する影響
（独）労働者健康福祉機構関西ろうさい病院糖尿病内分泌代謝内科/関西学院大学保健館 周 邦彦，他

P－29－7 大豆イソフラボンは女性更年期障害モデルマウスにおいて内臓脂肪肥満と脂肪肝の進展を抑制する
京都府立医科大学附属病院内分泌・糖尿病・代謝内科 芳村 悠太，他

P－29－8 オキシステロール産生酵素（コレステロール 25-ヒドロキシラーゼ）のインスリン様成長因子等による転
写抑制

獨協医科大学生化学/獨協医科大学病院内科学（内分泌代謝） 篠原 安武，他

ポスター 30

脂肪細胞の生物学 座長 千葉大学予防医学センター 櫻井 健一

P－30－1 Selenoprotein P-mediated reductive stress impairs cold-induced UCP1 activation and thermogenesis in
brown fat

金沢大学内分泌代謝内科 Hein Ko Oo, et al.
P－30－2 ヒト血中可溶型T-カドヘリンの存在様式の解明と測定系の確立

大阪大学大学院医学系研究科肥満脂肪病態学寄附講座 福田 士郎，他
P－30－3 アディポネクチンは間葉系幹細胞のエクソソーム産生を促進させることでマクロファージのM2分極化

を促進する
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 沖田 朋憲，他

P－30－4 脂肪心筋モデル PLIN2-Tg マウスの洞機能と洞結節細胞の形態学的解析
福井大学医学部附属病院内分泌代謝内科 佐藤さつき，他

P－30－5 2 型糖尿病患者における血中可溶型T-カドヘリン濃度と臨床パラメータとの関連
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 飯岡 雅仁，他

ポスター 31

食事療法 1 座長 しげい病院糖尿病センター 松岡 孝

P－31－1 摂食速度と糖尿病発症リスクの検討：ISSA-CKD研究
福岡大学医学部内分泌糖尿病内科学 藤井 秀幸，他

P－31－2 生活習慣病の発症・進展予防における新規概念Toxic AGEs（TAGE）と食事療法
金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域 高田 尊信，他

P－31－3 演題取り下げ
P－31－4 就業している 2型糖尿病患者へ向けて当院の栄養指導時の提案

社会医療法人財団池友会福岡和白病院栄養管理室 小柳なおみ，他
P－31－5 食事アンケート調査による肥満 2型糖尿病患者の食事摂取状況に関する検討

朝日生命成人病研究所附属医院栄養管理室 岩佐 瑞枝，他
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ポスター 32

食事療法 2 座長 静岡県立大学臨床栄養学研究室 保坂 利男

P－32－1 肥満外科治療後に糖尿病の悪化を認めた 2症例
おもと会大浜第一病院糖尿病センター 安里恵美子，他

P－32－2 新型コロナ流行下における栄養指導の実際―2症例を通して―
大浜第一病院糖尿病センター 國吉 華江，他

P－32－3 糖質制限食により重症低血糖を生じた肥満 2型糖尿病患者の 1例
市立豊中病院糖尿病センター 沢田 光一，他

P－32－4 グループホーム入所中に 2型糖尿病を発症しDKAと診断され入院となった知的障害者の糖尿病管理に向
けた食事指導について

かみいち総合病院栄養科/かみいち総合病院糖尿病センター 水野 里菜，他
P－32－5 糖尿病食事療法栄養指導実施患者の 64 歳以下と 65 歳以上及び各年代のBMI による肥満度分類における

割合の傾向
富山大学附属病院栄養部栄養管理室 新村 康華，他

ポスター 33

腎症 1 座長
名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座
腎臓内科学 安田 宜成

P－33－1 若年発症 2型糖尿病患者における慢性腎臓病発症リスク：多施設共同コホート研究
福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科 齋藤 悠，他

P－33－2 当クリニック通院患者の合併症（網膜症・腎症）の 5年間の推移
すずき糖尿病内科クリニック看護部 青木 麻衣，他

P－33－3 糖尿病腎症 2期（微量アルブミン尿期）の腎機能予後
高知高須病院検査部 片岡 友和，他

P－33－4 慢性腎臓病区分G3aA1 の 2 型糖尿病患者 30 名の 6年間の変化
名南病院内科 伊藤 春見，他

P－33－5 透析導入となった糖尿病患者の特徴とその後
弘前大学医学部附属病院内分泌内科糖尿病代謝内科 佐藤 江里，他

P－33－6 糖尿病性腎症教室受講者における血液透析導入に至る症例の特徴
北里大学医学部内分泌代謝内科学 鈴木 陽彦，他

ポスター 34

腎症 2 座長 垣谷会明治橋病院 石村 栄治

P－34－1 当院における糖尿病腎症重症化予防への取り組み
国際医療福祉大学三田病院内科 小山 一憲，他

P－34－2 糖尿病透析予防指導患者におけるエネルギー・蛋白質・塩分摂取量の検討
市立芦屋病院栄養管理室 澤田かおる，他

P－34－3 2 型糖尿病患者における尿中ナトリウム排泄量の変化と体重の推移について
群馬県済生会前橋病院栄養科 今井千恵子，他

P－34－4 早期腎症診断における随時尿を検体とした微量アルブミン尿の再現性について
みやうち内科糖尿病クリニック 宮内 雅晃，他

P－34－5 2 型糖尿病透析患者（T2DMHD）におけるFGMと CGMによる間質液グルコース濃度（ISFG）の比較
松波総合病院腎臓内科 矢島 隆宏

P－34－6 腎機能障害の進行が速く，若年で透析導入となった 2型糖尿病の 1例
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 矢野 裕也，他
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ポスター 35

腎症 3 座長 広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 亀井 望

P－35－1 ネフローゼ症候群を呈した糖尿病腎症に Liraglutide，Empagliflozin を用いて eGFR，尿蛋白の改善を認
めた 39 歳 2 型糖尿病女性

桐生厚生総合病院内科 加嶋 耕二，他
P－35－2 トロンボモジュリンによる腎細胞保護効果の検証

三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科/三重大学大学院医学系研究科免疫学講座 竹下 敦郎，他
P－35－3 トロンボモジュリンのストレプトゾトシン誘発糖尿病に対する効果の検討

三重大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科/三重大学大学院医学系研究科免疫学 岡野 優子，他
P－35－4 当院において腎機能が中等度低下した高尿酸血症合併糖尿病患者へのトピロキソスタット投与は eGFR

低下の進行を抑制した
国保水俣市立総合医療センター代謝内科（糖尿病・内分泌センター） 佐田 公範，他

P－35－5 運動負荷は 2型糖尿病/肥満ラット腎における炎症を軽減する
金沢医科大学病院糖尿病・内分泌内科学 門野 至，他

P－35－6 糖尿病患者におけるDehydroepiandrosterone sulfate（DHEAS）の糖尿病性腎臓病進展および高血圧症
罹患における意義

JA 徳島厚生連阿南医療センター内科 山上 紘規，他
P－35－7 皮下におけるAGEs 蓄積と糖尿病腎症の進展との関連

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 細江 重郎，他

ポスター 36

地域医療・医療情報 座長 滋賀医科大学NCD疫学研究センター 門田 文

P－36－1 演題取り下げ
P－36－2 地域住民向け糖尿病予防啓発活動「第 12 回糖尿病フェスタ」報告

大阪市立十三市民病院看護部 磯山 直子，他
P－36－3 当院の糖尿病患者会「江戸川くすのき会」への入会継続と関係する患者背景

社会福祉法人仁生社江戸川病院秘書室 小柳 智子，他
P－36－4 Web を利用した「糖尿病を学ぶ会」開催の試み～地域全体での糖尿病療養指導の質の向上を目指して～

社会医療法人シマダ嶋田病院看護部 西岡 恵子，他
P－36－5 歯科診療所における血糖測定導入への課題の検討

嶋田病院地域医療連携室 坂本 則子，他

ポスター 37

低血糖 座長
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態
内科学 繪本 正憲

P－37－1 急性代謝障害で救急搬送された患者の臨床像の検討
王子総合病院循環器内科・糖尿病内科 三木 隆幸，他

P－37－2 当院に救急搬送された 1型糖尿病重症低血糖患者の解析
青梅市立総合病院内分泌糖尿病内科 足立淳一郎，他

P－37－3 選択的動脈内カルシウム注入試験が局在診断に有効であったインスリノーマの一例
三重大学医学部付属病院糖尿病・内分泌内科 大久保 薫，他

P－37－4 低血糖を夜間・早朝空腹時には認めず夕方のみに低血糖を認め，75gOGTTでは一見反応性低血糖に類似
したインスリノーマの一例

静岡県立総合病院糖尿病・内分泌センター 澤部 史一，他
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P－37－5 75g 経口ブドウ糖負荷試験後の反応性低血糖を想定した注意喚起が必要と思われた教訓症例～検査後帰宅
時の交通事故を未然に防ぐ～

前橋赤十字病院糖尿病・内分泌内科/すえまる内科 末丸 大悟，他
P－37－6 自殺目的のインスリン大量注射により低血糖が遷延した 2例

加古川中央市民病院 津本 一秀，他
P－37－7 自殺企図にて超速攻型および持効型インスリンの大量注射を行い高インスリン状態が遷延した一例

兵庫県立西宮病院糖尿病・内分泌内科 和田 直記，他

ポスター 38

動脈硬化症 1 座長 青森県立中央病院糖尿病センター 松井 淳

P－38－1 血糖コントロール不良の 2型糖尿病患者における皮膚最終糖化生成物蛍光量（SAF）と糖尿病及び動脈
硬化検査値との関連について

獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・血液内科 竹林 晃三，他
P－38－2 徳島県における血中総アディポネクチン濃度と糖尿病発症との関連：Tokushima Cohort Study

徳島大学病院糖尿病対策センター 秦 明子，他
P－38－3 糖尿病心筋におけるHMG-CoA synthase2（HMGCS2）の発現増加とミトコンドリアストレスの誘導

福井大学医学部附属病院内分泌・代謝内科 銭丸 康夫，他
P－38－4 冠動脈石灰化スコア評価に基づいた循環器内科との連携システムの検証

岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 半谷 真理，他
P－38－5 動脈硬化モデルマウスおいて塩分過剰摂取によるDysbiosis は動脈硬化を進展させる

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 吉村 尚，他
P－38－6 動脈硬化モデルマウスにおける抹茶摂取による抗動脈硬化作用機序の解明

京都府農林水産技術センター農林センター茶業研究所 木村 智紀，他

ポスター 39

動脈硬化症 2 座長 山形県立中央病院糖尿病・内分泌内科 山口 宏

P－39－1 頚動脈 IMT評価に基づいた脳神経内科との連携システムの検証
岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科分野 佐々木敦美，他

P－39－2 糖尿病患者の baPWVに対するALDH2 遺伝子多型の性別依存的な影響に関する臨床研究
熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野 近藤 亜美，他

P－39－3 当院で血管内治療を行った重症下肢虚血（CLI）における，患者背景と下肢予後に関する後方視的検討
大阪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 湯川 弘，他

P－39－4 服薬アドヒアランスと下肢切断のリスクに関する縦断的検討第 2報
新潟大学医歯学総合病院血液・内分泌・代謝内科 金子 正儀，他

P－39－5 糖尿病性腎症の血圧変化に関与する傍糸球体細胞β1インテグリンの機能の検討
東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科 齊藤 仁通，他

ポスター 40

妊娠 座長 菊池郡市医師会立病院・糖尿病センター 豊永 哲至

P－40－1 切迫早産に対して持続血糖モニターを用いて経時的に血糖値を観察しえた妊娠糖尿病の一例
宮崎県立宮崎病院内科 谷口 宗典，他

P－40－2 iCGMが血糖管理に有効であった 1型糖尿病妊婦の 1例
大阪医科大学内科学 I 渡邉 大督，他

P－40－3 当院における周産期糖代謝管理の現状と今後の課題
黒部市民病院糖尿病・内分泌内科 浅野 彰子，他
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P－40－4 1 型糖尿病合併妊娠患者と予測低血糖自動注入停止型インスリンポンプ―Time in target range（TIR）と
低血糖，胎児の評価―

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科 金島 理絵，他
P－40－5 妊娠糖尿病患者における時間栄養学の概念をとりいれた食事療法の有用性の検討

イムス三芳総合病院内分泌・代謝・糖尿病内科 今井 健太，他
P－40－6 スマートフォンアプリを用いた妊娠糖尿病（GDM）管理の有効性の検討

独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院看護部 木下久美子，他

ポスター 41

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 1） 座長 公立置賜総合病院代謝内分泌科 江口 英行

P－41－1 65 歳未満および 65 歳以上の 2型糖尿病患者におけるセマグルチドの有効性：SUSTAIN 1-5 および 7-10
の post hoc 解析

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/関西電力医学研究所糖尿病研究センター/
神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学 矢部 大介，他

P－41－2 高度肥満症患者の減量に，セマグルチドが有用であった一例
佐賀大学医学部附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科 岩野 文音，他

P－41－3 当施設におけるセマグルチドを導入症例の臨床的特徴と効果・安全性の解析
国立循環器病研究センター糖尿病・脂質代謝内科 小島 詩織，他

P－41－4 インスリンからインスリンデグルデク/リラグルチド（以下 IDegLira）へ切り替え時の治療効果，患者満
足度の検討

町田市民病院糖尿病・内分泌内科 伊藤 聡，他
P－41－5 デグルデク/リラグルチド配合注の新規導入が血糖コントロールとQOLに与える影響

関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター/関西電力医学研究所 和泉 清拓，他

ポスター 42

薬物療法（GLP-1 受容体作動薬 2） 座長 萬田記念病院糖尿病センター内科 種田 紳二

P－42－1 高齢 2型糖尿病患者に対するDulaglutide の 2 年間投与による体重・HbA1c への影響
大阪警察病院糖尿病・内分泌内科 山口 大旗，他

P－42－2 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドにおける消化器症状リスク因子の検討
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院薬剤科 門木 哲也，他

P－42－3 GLP-1 受容体作動薬導入後の悪心に関連する因子についての検討
鳥取大学医学部附属病院循環器・内分泌代謝内科学 阿武 茉利，他

P－42－4 2 型糖尿病のDPP-4 阻害薬から少量リラグルチドへの切り替えにおける血糖値の経日的変化の検討
横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学 照井 咲子，他

P－42－5 2 型糖尿病患者に対するデュラグルチドの効果と副作用についての検討
新潟厚生連長岡中央綜合病院薬剤部 石塚ほから，他

ポスター 43

薬物療法（インスリン療法 1） 座長
岐阜大学保健管理センター・医学部附属病院糖
尿病代謝内科 山本眞由美

P－43－1 強化療法中の糖尿病患者に対するインスリンリスプロ（ルムジェブ注Ⓡ）の食後高血糖への効果の検討
森和会やまうち内科クリニック 正門 光法，他

P－43－2 超速効型インスリン製剤の注射のタイミングに関する調査
熊本中央病院内分泌代謝科 工藤 泉璃，他

P－43－3 当院の Basal insulin と GLP1RA併用の比率における検討
市立八幡浜総合病院内科 北田 遼佑，他
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P－43－4 術前の持効型インスリンを継続して周術期の血糖管理を試みた症例の検討
藤枝市立総合病院糖尿病・内分泌内科 今井ゆき子，他

P－43－5 InsAsp から Faster-acting InsAsp へ変更した 1型糖尿病患者におけるFGMの血糖プロファイル変化に
ついての検討

大阪労災病院糖尿病内科健康診断部 良本佳代子，他
P－43－6 薬剤師外来にてインスリン注射部位を変更する事で血糖コントロールが改善した 1例

東京医科大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科学分野/すこやか薬局 坂倉 圭一，他

ポスター 44

薬物療法（インスリン療法 2） 座長 国際医療福祉大学三田病院内科 小山 一憲

P－44－1 テイラーメイドなインスリン針の選択と患者指導の再考～超音波を用いた指導が有用であった症例～
（独）国立病院機構大阪南医療センター第三内科 岡内 紀子，他

P－44－2 新規開発針着脱補助具（虎石顕一製作）使用感と改善点について（看護師アンケートより）
東京都済生会向島病院薬剤科 清水 淳一，他

P－44－3 カートリッジ型インスリン注入器の管理状況について
小野百合内科クリニック 大平 孝枝，他

P－44－4 ペン型インスリン注射器への血液逆流リスクに関する看護師の認識調査
琉球大学病院看護部 9階西病棟 呉屋 秀憲，他

P－44－5 小児 1型糖尿病でのインスリン治療の最近の推移―小児インスリン治療研究会第 5コホート登録時およ
び 1年後データの比較

小児インスリン治療研究会/産業医科大学産業生態科学研究所職業性中毒学 後藤 元秀，他

ポスター 45

薬物療法（その他 1） 座長 帝京大学医学部附属溝口病院第四内科 原 眞純

P－45－1 db/db マウスを用いたグルコキナーゼ活性化薬の血糖降下作用消失機序の解明
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 川田晋一朗，他

P－45－2 DPP-4 阻害薬による炎症性腸疾患の発症リスクについての検討～CXCL9，CXCL11 の作用に関する検討～
埼玉医科大学病院内分泌内科・糖尿病内科 佐藤 晴彦，他

P－45－3 SGLT2 阻害薬とメトホルミンの併用による左室重量への影響の検討
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科 小杉 大輔，他

P－45－4 アログリプチン・メトホルミン配合錠とアナグリプチン・メトホルミン配合錠 LDの有効性の比較―ラ
ンダム化並行群間比較試験

藤沢市民病院糖尿病・内分泌内科/藤沢駅前糖尿病・甲状腺クリニック 山崎 俊介，他

ポスター 46

薬物療法（その他 2） 座長 名古屋セントラル病院糖尿病・内分泌内科 江口 陽子

P－46－1 大量 SU剤使用からの離脱の試み
（医社）日高会日高病院糖尿病内分泌内科 大島 喜八，他

P－46－2 当院糖尿病チーム介入患者における経口血糖降下薬の使用状況と適正使用への取り組み
黒部市民病院 四谷 綾乃，他

P－46－3 緊急入院した 2型糖尿病患者における処方状況
社会福祉法人仁生社江戸川病院薬剤科 染谷 亮太，他

P－46－4 演題取り下げ
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ポスター 47

糖尿病療養指導 1 座長 JA 愛知厚生連豊田厚生病院内分泌・代謝内科 加藤 大也

P－47－1 心疾患と糖尿病に特化した，運動・食事療法への取り組み～0から始まった，クリニックでの 3年間の軌
跡～

医療法人糖心会べっぷ内科クリニック 竹内 由紀，他
P－47－2 当院における医師，看護師，薬剤師が協働したシックデイ指導の取り組み

西尾市民病院薬剤部 笹尾 武史，他
P－47－3 当院における糖尿病支援チーム活動報告～糖尿病透析予防指導についての取り組み～

医療法人光陽会関東病院リハビリテーション科 宗村 明子，他
P－47－4 食事管理困難症例から考える今後の糖尿病チーム医療，療養指導（栄養指導）の在り方

医療法人社団誠知会誠知クリニック 加藤 恵理，他
P－47－5 With Corona 時代を見据えた釧路CDE研究会のこれまでとこれから！

釧路赤十字病院内科 古川 真
P－47－6 心臓リハビリテーション・栄養指導による多職種介入が功を奏した，コントロール不良の 2型糖尿病患者

の一例
医療法人糖心会べっぷ内科クリニック 大槻 拓巳，他

P－47－7 交流イベントからみえる啓蒙活動の効果～糖尿病に対する地域住民の関心向上にむけて～
かみいち総合病院糖尿病センター 林 ひろえ，他

ポスター 48

糖尿病療養指導 2 座長 旭労災病院糖尿病内分泌内科 小川 浩平

P－48－1 当院心療内科受診患者における生活習慣病のスクリーニング
佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科 依田 淳，他

P－48－2 糖尿病外来患者の糖尿病合併症に対する療養生活の実態
宇部興産中央病院看護部 田中由希子，他

P－48－3 2 型糖尿病患者の健康関連QOLと生活習慣との関連
群馬大学医学部保健学科 鈴木 那菜，他

P－48－4 当院通院患者の指導効果と受診中断症例より療養支援の検討
おもと会大浜第一病院糖尿病センター 前田 睦子，他

P－48－5 当院看護師の糖尿病看護に対する認識の実態調査
済生会富山病院看護部 石本 咲子，他

P－48－6 非糖尿病非肥満男性にける適量飲酒とインスリン分泌能および空腹時血糖との関連
金沢大学先端医療開発センター 宮城 栄重，他

P－48－7 針刺し一症例を通して在宅医療廃棄物指導の見直し
大浜第一病院糖尿病センター 前里 琉子，他

ポスター 49

糖尿病療養指導 3 座長 札幌医科大学保健医療学部 齋藤 重幸

P－49－1 下肢肢動脈疾患を併存する糖尿病患者における下肢機能および転帰に関する調査―歩行可能例を対象と
した検討―

岐阜保健大学短期大学部リハビリテーション学科 小池 孝康，他
P－49－2 2 型糖尿病患者における活動度の調査

板橋中央総合病院リハビリテーション科 池ヶ谷茉里，他
P－49－3 当院における糖尿病教育入院患者の身体機能と活動量の検討

JA 神奈川県厚生連相模原協同病院糖尿病・代謝・内分泌内科 山口 真哉，他
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P－49－4 糖尿病教育入院時における体組成・身体機能変化についての検討
三豊総合病院企業団リハビリテーション科 前田 康介，他

P－49－5 維持透析中に小脳出血を発症後フィットネス利用にて歩行能力を維持できた高齢 2型糖尿病の 1例
医療法人幸善会前田病院 前田 麻木，他

P－49－6 当院におけるフットケアの取り組みと下肢切断術症例の検討
藤田医科大学医学部内分泌・代謝内科 森川 理佐，他

ポスター 50

臨床検査 1 座長 兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科学 小山 英則

P－50－1 通院患者のFGMから得られたTime In Range を療養指導にどう活かすか
佐久市立国保浅間総合病院医療技術部臨床検査科 坂口 和樹，他

P－50－2 FreeStyle リブレが糖尿病治療に与える影響
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 岩本 真彦，他

P－50－3 FreeStyle リブレが日常生活と血糖コントロールに及ぼす影響とその評価
岐阜医療科学大学薬学部 西村 英尚，他

P－50－4 レトロスペクティブCGMを用いて評価したTime in range と HbA1c および GAとの関連
兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科 大東 真菜，他

P－50－5 Flash glucose monitoring（FGM）を導入した患者の使用実態と有効性
静岡県立総合病院看護部 増田誠一郎

P－50－6 糖尿病患者において iCGMの測定値はTBRによって影響をうける
鳥取大学医学部附属病院循環器・内分泌代謝内科学分野 伊藤 祐一，他

P－50－7 FGMを駆使した積極的な取り組みで，平坦で良好な血糖コントロールが得られた高齢劇症 1型糖尿病の
1例

（JCHO）徳山中央病院糖尿病・内分泌内科 畑尾 克裕，他

ポスター 51

臨床検査 2 座長 武田病院健診センター 桝田 出

P－51－1 高齢者，視覚障害者などにおける血糖自己測定（SMBG）補助具の必要性についての検討
東海大学医学部付属大磯病院腎糖尿病内科/東海大学医学部腎内分泌代謝内科 木村 守次，他

P－51－2 β鎖の 6位のアミノ酸変異を有するHbMachida 例の免疫法-HbA1c は偽高値を示すか？
富山県済生会富山病院糖尿病内分泌内科 佐野 功，他

P－51－3 食事前後の血中C-ペプチドおよびグルカゴン値からのHbA1c 値改善効果の予測
東京医科大学病院糖尿病代謝内分泌内科/山王病院糖尿病代謝内分泌内科/国際医療福祉大学 武山 泰，他

P－51－4 当院における糖尿病患者のグルカゴン測定値について
長野県信州医療センター臨床検査科 柴田 綾，他

P－51－5 演題取り下げ
P－51－6 糖尿病治療入院患者のインスリン分泌能と背景因子についての調査

板橋中央総合病院検査科 渡邊 瑞穂，他
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第 7回肝臓と糖尿病・代謝研究会
若手研究奨励賞（YIA：Young Investigator Award）

受賞口演
第 3日 5月 22日（土） 配信会場 10

11：35～12：15 ラ氏島の生物学 1 座長 東京大学糖尿病・代謝内科 窪田 直人

久留米大学消化器内科 川口 巧

YIA－LD－1 脂肪肝の新診断基準「代謝異常関連脂肪肝（MAFLD）」の検証：非肥満MAFLDにおける pre-diabetes
の意義

久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 山村 咲良，他
YIA－LD－2 アラキドン酸含有リン脂質による肝再生調節機構の解明

国立国際医療研究センター脂質シグナリングプロジェクト 稲垣奈都子，他
YIA－LD－3 Irs2 のアンチセンス鎖に存在する antisense transcript の病態生理学的意義

国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科 松下 真弥，他
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第 7回肝臓と糖尿病・代謝研究会
一 般 演 題

ポスター

ポスター 1

NAFLD/NASH：成因と病態

座長 東京大学消化器内科 建石 良介

LDP－1－1 NAFLD肝移植レシピエントのHCCに特徴的な線維化パターンのデジタルパソロジーによる解析
長崎大学病院消化器内科 中村 裕，他

LDP－1－2 当院におけるMRエラストグラフィ/PDFFを用いたNAFLD診療について
市立吹田市民病院消化器内科 吉田 雄一，他

LDP－1－3 NAFLD症例に対する SGTL-阻害薬 2投与の長期投与と問題点について
長崎大学病院消化器内科 宮明 寿光，他

LDP－1－4 当院における SGLT2i 長期投与の検討：ダパグリフロジン単独・注射剤併用，他剤との比較―肝機能・線
維化・腎機能とUSの推移

すがの内科クリニック 菅野 雅彦，他
LDP－1－5 転写抑制因子Bcl6 を介した非アルコール性脂肪肝炎を制御する新規メカニズムの解明

東海大学医学部分子生命科学 紙谷 聡英，他
LDP－1－6 非アルコール性脂肪肝炎における多様な肝臓マクロファージの転写制御メカニズム

日本医科大学大学院医学研究科分子遺伝医学分野 酒井真志人

ポスター 2

肝と糖・脂質代謝

座長 金沢大学，新学術創成研究機構 稲葉 有香

LDP－2－1 Fib4 index による糖尿病患者のNASH/NAFLDスクリーニングの有効性の検討
三井記念病院糖尿病代謝内科 五十川陽洋，他

LDP－2－2 進行したNAFLD患者では apolipoprotein（a）の発現が低下し Lipoprotein（a）心血管疾患リスク因
子としての臨床的評価に影響を与える

愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 三宅 映己，他
LDP－2－3 脂肪肝炎惹起食により誘導した脂肪肝炎モデルにおける心筋症の合併と，脂肪肝炎/心筋障害に対するペ

マフィブラートの有効性
大阪大学大学院医学系研究科医用物理工学 小関 正博，他

LDP－2－4 肝実質細胞内における毒性AGEs（TAGE）蓄積が酸化ストレスに及ぼす影響
金沢医科大学総合医学研究所 逆井（坂井）亜紀子，他

LDP－2－5 B細胞活性化因子の非アルコール性脂肪性肝疾患の病態への影響
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 阿部 雅則，他

LDP－2－6 C型肝炎ウイルス排除後の糖代謝に関与する腸内フローラの特徴
名古屋市立大学病院中央臨床検査部 井上 貴子，他
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