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一 般 演 題

第 1日 口 演
第 1日 5月 12日（木） 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1
口演 1

糖尿病療養指導：チーム医療 1 9 : 00～9 : 50 座長
地方独立行政法人筑後市立病院内分泌・代謝内
科 中山ひとみ

Ⅰ－1－1 2021 年度糖尿病週間における当院の試み～第 7 回東医ブルーサークルフェスタ～
東京医科大学病院薬剤部 坂井 千夏，他

Ⅰ－1－2 糖尿病患者会「甲賀会」30 年のあゆみ
公立甲賀病院糖尿病・内分泌センター 大村 寧，他

Ⅰ－1－3 当院における世界糖尿病デーの取り組みについて
大阪医科薬科大学内科学 I 渡邉 大督，他

Ⅰ－1－4 佐久平糖尿病ネットワークと薬剤師会との地域におけるチーム医療構築
佐久市立国保浅間総合病院糖尿病科・内科 仲 元司，他

Ⅰ－1－5 入院患者の血糖管理向上を目指した DIST（Diabetic Inpatient Support Team）活動
創和会しげい病院糖尿病センター 松岡 孝，他

口演 2

糖尿病療養指導：チーム医療 2 9 : 50～10 : 40 座長 兵庫医科大学リハビリテーション学部 勝野 朋幸

Ⅰ－2－1 症例検討会で決定した介入の実施による HbA1c 値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 平田 愛梨，他

Ⅰ－2－2 透析予防外来受診後に透析導入となった患者の特徴
多摩センタークリニックみらい 國貞 真世，他

Ⅰ－2－3 通院中断患者への電話連絡～通院再開始と非再開始を分ける因子～
医療法人 TDE 糖尿病・内分泌内科クリニック TOSAKI 石川 鮎里，他

Ⅰ－2－4 当院の全入院患者における糖尿病有病率と血糖管理の実態調査
浜松医療センター内分泌・代謝内科 柳田 修，他

Ⅰ－2－5 当院看護師におけるシックデイの理解度及び患者対応の実態
医療法人財団聖十字会西日本病院薬剤部 鶴山 史織，他

口演 3

糖尿病療養指導：チーム医療 3 10 : 40～11 : 30 座長 青森県立中央病院糖尿病センター 小川 吉司

Ⅰ－3－1 糖尿病教育入院におけるプロトコールに基づく薬物治療管理の実践―グルカゴン点鼻粉末剤処方支援プ
ロトコールの構築―

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－3－2 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 第 2 報

佐久市立国保浅間総合病院内科・糖尿病内科 尾下 雄紀，他
Ⅰ－3－3 当院におけるインスリンインシデント防止の取り組みについて

福井赤十字病院内科 中野 雅子
Ⅰ－3－4 特定看護師と訪問看護師の連携による在宅療養患者のインスリン量調整の実態

社会医療法人愛仁会明石医療センター 大岩明日香，他
Ⅰ－3－5 COVID19 陽性にて入院中の糖尿病未治療患者に対する療養支援

佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科 井出 美子，他
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口演 4

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 1 15 : 15～16 : 05 座長
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

Ⅰ－4－1 日本人 2 型糖尿病患者における GIP/GLP-1 受容体作動薬チルゼパチド単独療法の有効性及び安全性―
SURPASS J-mono study

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 稲垣 暢也，他
Ⅰ－4－2 日本人 2 型糖尿病患者における GIP/GLP-1 受容体作動薬チルゼパチド併用療法の安全性及び有効性―

SURPASS J-combo―
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 小川 佳宏，他

Ⅰ－4－3 日本人 2 型糖尿病患者における GIP/GLP-1 受容体作動薬チルゼパチドの食後代謝パラメータ，血糖変動
及び体組成への影響

岐阜大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学 矢部 大介，他
Ⅰ－4－4 セマグルチドの血糖降下作用および体重への影響に関する検討

（医社）正名会池田病院 井田 健一，他
Ⅰ－4－5 経口セマグルチドの体重減少は胃腸障害以外の効果を主に介する

関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター 浜本 芳之，他

口演 5

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 2 16 : 05～16 : 55 座長 さいしょ糖尿病クリニック 税所 芳史

Ⅰ－5－1 日本人 2 型糖尿病患者における GLP-1 受容体作動薬療法に関する後ろ向きデータベース調査研究（第 1
報）

国立国際医療研究センター研究所・糖尿病情報センター 大杉 満，他
Ⅰ－5－2 2 型糖尿病治療強化における GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの有用性と効果予測因子

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－5－3 実臨床における Weekly GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの HbA1c 及び BMI への効果と副作用発現の

調査
医療法人社団陣内会陣内病院 高田 雅文，他

Ⅰ－5－4 FGM を用いた 2 型糖尿病患者におけるセマグルチドとデュラグルチドの血糖改善効果の比較検討
産業医科大学医学部第一内科学講座 黒住 旭，他

Ⅰ－5－5 2 型糖尿病患者に対する半年間の Semaglutide 投与による HbA1c，体重への影響とその有効性に関わる因
子の検討

中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科 松前 彰紘，他

口演 6

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 3 16 : 55～17 : 45 座長 日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野 石原 寿光

Ⅰ－6－1 SGLT2 阻害薬使用の有無による週 1 回セマグルチドの有効性および安全性：SUSTAIN 10 の Post-hoc 解
析

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 中村 二郎，他
Ⅰ－6－2 週 1 回セマグルチドは対照薬と比較して血糖自己測定値の標準偏差を減少させた：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

Ⅰ－6－3 日本人 2 型糖尿病患者における経口セマグルチドの有効性の評価：PIONEER 1 及び 9 試験の β 細胞機
能区分別サブグループ解析

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 新井 正法，他
Ⅰ－6－4 2 型糖尿病におけるセマグルチド経口製剤の検討―DPP-4 阻害薬からの切替え投与を中心に―

（医社）OKM 岡本内科クリニック 岡本 亜紀，他
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Ⅰ－6－5 75 歳以上の 2 型糖尿病に対する GLP-1 受容体作動薬の治療成績
仁愛医院内科 竹中 健智，他

第 1日 5月 12日（木） 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽
口演 7

2型糖尿病：診断・治療 1 9 : 00～9 : 50 座長 糖尿病・代謝内科宮田クリニック 宮田 哲

Ⅰ－7－1 DPP-4 阻害薬から GLP-1 製剤への変更の有効性を規定する因子に関する検討
浅ノ川総合病院内科 澤村 俊孝，他

Ⅰ－7－2 2 型糖尿病におけるセマグルチドとデュラグルチドの実臨床での血糖および体重への有効性の検討
産業医科大学第一内科学講座 園田 里美，他

Ⅰ－7－3 咀嚼時間と GLP-1 分泌の関係；健常成人におけるガム咀嚼後のくず湯負荷試験による検討
静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科 芳村 菜月，他

Ⅰ－7－4 2021 年度 2 型糖尿病治療の現状と GLP1 受容体作動薬治療の特徴 JDDM データを用いた BMI・
HbA1c・年齢別検討

屋宜内科医院 屋宜 宣治，他
Ⅰ－7－5 当院での 2 型糖尿病への FRC149 例の使用経験（第 2 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

口演 8

2型糖尿病：診断・治療 2 9 : 50～10 : 40 座長
香川大学医学部内分泌代謝・先端医療・臨床検
査医学 村尾 孝児

Ⅰ－8－1 前治療薬別に検討したイメグリミン治療の有効性及び安全性：日本人 2 型糖尿病患者を対象としたイメ
グリミン単剤療法試験の事後解析

大日本住友製薬株式会社 畠 純三，他
Ⅰ－8－2 罹病期間別に検討したイメグリミンの有効性及び安全性：日本人 2 型糖尿病患者を対象としたイメグリ

ミン単剤療法試験の事後解析
大日本住友製薬株式会社 庵谷 勝久，他

Ⅰ－8－3 イメグリミン治療に対するレスポンダーの特性解析：日本人 2 型糖尿病患者を対象としたイメグリミン
単剤療法試験の事後解析

大日本住友製薬 萩 勝彦，他
Ⅰ－8－4 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替えは血糖変動

と QOL を改善させる
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 野本 博司，他

Ⅰ－8－5 SGLT2 阻害薬は脂肪肝合併糖尿病患者の肝機能と Fib4index を改善するか？
渡辺内科クリニック糖尿病内科 久保 聡子，他

口演 9

2型糖尿病：診断・治療 3 10 : 40～11 : 30 座長 市立伊丹病院糖尿病センター 浜口 朋也

Ⅰ－9－1 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬と DPP-4 阻害薬の最終糖化産物（AGEs）に及ぼす影響
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

Ⅰ－9－2 DPP4 阻害薬/SGLT2 阻害薬の併用による身体機能，精神機能改善効果
（医）いのくち医院内科/久留米内科医会 猪口 哲彰，他

Ⅰ－9－3 当院における糖尿病患者に対する長期間のデュラグルチド治療の効果検討
国際医療福祉大学熱海病院糖尿病内分泌内科 秋本 力

Ⅰ－9－4 2 型糖尿病患者におけるイメグリミンの臨床的効果
小内医院 小内 裕
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Ⅰ－9－5 メタボリックシンドローム関連疾患の有無別でのイメグリミンの有効性及び安全性：2 型糖尿病患者に対
する単剤療法試験の事後解析

大日本住友製薬（株） 仁田 正弘，他

口演 10

2型糖尿病：診断・治療 4 15 : 15～16 : 05 座長 大阪市立総合医療センター糖尿病内科 元山 宏華

Ⅰ－10－1 DPP4 阻害薬投与 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬追加療法による CGM を用いた血糖変動に対す
る効果の検討

獨協医科大学病院内分泌代謝内科 齋藤 昌大，他
Ⅰ－10－2 日本人肥満 2 型糖尿病における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術が脂肪肝に及ぼす効果―前向きコホート研

究―
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

Ⅰ－10－3 栄養材の形状変化は胃排泄速度とインスリン分泌能を変化させることで血糖コントロールを安定化させ
る

兵庫県立リハビリテーション中央病院内科/
兵庫県立リハビリテーション中央病院リハビリテーション科 高田 俊之，他

Ⅰ－10－4 当院における肥満外科手術患者 11 例の術後体重減少に関する比較検討
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 玉井 杏奈，他

Ⅰ－10－5 当院における高度肥満 2 型糖尿病患者に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術術後 5 年間の治療成績
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

口演 11

2型糖尿病：診断・治療 5 16 : 05～16 : 55 座長
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

Ⅰ－11－1 低血糖リスクがある経口血糖降下薬を使用した 2 型糖尿病における HbA1c と MAGE との関連―持続血
糖モニタリング（CGM）を用いた検討―

産業医科大学病院 立山 莉奈，他
Ⅰ－11－2 電話診療と外来診療の使い分け～COVID-19 パンデミック緊急事態宣言下の糖尿病診療の分析～

朝日生命成人病研究所附属医院内科 大西由希子，他
Ⅰ－11－3 糖尿病専門医のインスリン治療を学習した人工知能アルゴリズムの開発

東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野 高橋 圭，他
Ⅰ－11－4 当院初診 2 型糖尿病患者における治療およびコントロール状況の変化―3 年間追跡による検討―

那珂記念クリニック内科 斎藤三代子，他
Ⅰ－11－5 糖尿病患者においてストレスを処理する能力は，自身の糖尿病に対する理解と関連する

京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌内科 大野友倫子，他

口演 12

2型糖尿病：診断・治療 6 16 : 55～17 : 45 座長
堺市立総合医療センター糖尿病・内分泌・代謝
内科 藤澤 智巳

Ⅰ－12－1 酪酸の効果を飛躍的に向上させるナノ粒子（NanoBA）の設計と新型糖尿病薬の開発
筑波大学数理物質系 長崎 幸夫，他

Ⅰ－12－2 アディポネクチン受容体の新たな構造と多彩な機能
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 岩部 美紀，他

Ⅰ－12－3 非侵襲的ヒト膵 β 細胞量評価のための，18F 標識 PEG 化 GLP-1 受容体標的 PET/CT 撮像プロトコール最
適化の試み

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 村上 隆亮，他
Ⅰ－12－4 Anti-obesity effect of D-allulose：Comparison between high-fat and high-sucrose diet models

名古屋大学大学院医学系研究科健康スポーツ医学 苟 楊，他
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Ⅰ－12－5 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－13）です．

第 1日 5月 12日（木） 第 7会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 A
口演 13

大規模臨床試験 1 15 : 15～16 : 05 座長
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－13－1 2 型糖尿病患者においてポリファーマシーは重症低血糖リスク上昇と関連する：Fukuoka Diabetes Regis-
try（FDR）

九州大学大学院医学研究院病態機能内科学（第二内科） 小森田祐二，他
Ⅰ－13－2 2 型糖尿病患者における脳血管障害の発症頻度と血糖コントロールや生活習慣との関連：福岡県糖尿病患

者データベース研究（FDR）
社会医療法人財団白十字会白十字病院糖尿病センター/臨床研究センター/

九州大学大学院病態機能内科学 岩瀬 正典，他
Ⅰ－13－3 トホグリフロジンの安全性および有効性に関する大規模調査研究-AYUMI

公益社団法人日本糖尿病協会学術委員会 志原 伸幸，他
Ⅰ－13－4 日本人 2 型糖尿病患者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影響：PIONEER 1，3，

4，8，9，10 試験
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 綿田 裕孝，他

Ⅰ－13－5 日本人 2 型糖尿病患者における，年齢層別に見た食塩摂取量と心血管疾患発症との関係：J-EDIT・JDCS
の解析から

新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 堀川 千嘉，他

口演 14

大規模臨床試験 2 16 : 05～16 : 55 座長 山王病院糖尿病内分泌代謝内科 岸本美也子

Ⅰ－14－1 大規模臨床データベースにおける糖尿病性ケトアシドーシス抽出アルゴリズムの作成
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 佐藤 直市，他

Ⅰ－14－2 AHA Life’s simple 7 に基づく腎透析導入リスクの予測
新潟大学医歯学総合病院内分泌代謝内科 大澤 妙子，他

Ⅰ－14－3 当院における 2011 年から 2020 年の糖尿病患者・非糖尿病患者の死因調査
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科 杉本 啓文，他

Ⅰ－14－4 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－1）です．
Ⅰ－14－5 SGLT2 阻害剤又は DDP4 阻害剤を新規処方された 2 型糖尿病患者の医療資源消費量及び医療費の比較：

国内大規模データベース研究
（社医）誠光会淡海医療センター糖尿病センター糖尿病・内分泌内科 柏木 厚典，他

口演 15

大規模臨床試験 3 16 : 55～17 : 45 座長 四谷メディカルキューブ糖尿病・内分泌内科 金澤 昭雄

Ⅰ－15－1 Hyper-filtration が最も強力に推算糸球体濾過量の低下に関連する：73,583 人・年の解析結果
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－15－2 1 型糖尿病発症リスクにおける環境因子と遺伝因子の定量化の試み：レセプトビッグデータ解析
奈良県立医科大学付属病院糖尿病・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－15－3 Fibrosis-4 index 高値の脂肪肝は糖尿病発症のリスク因子である
愛媛大学医学部附属病院第三内科 三宅 映己，他
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Ⅰ－15－4 グルココルチコイド治療開始後に血糖降下療法の必要性を事前に予測するスコアリングシステムの開発
岐阜大学医学部附属病院総合診療科 加藤あや香，他

Ⅰ－15－5 トホグリフロジンによる糖尿病大血管症の進展抑制効果の検討：UTOPIA Extension study
大阪大学大学院内分泌・代謝内科 片上 直人，他

第 1日 5月 12日（木） 第 8会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 B
口演 16

食事療法 1 15 : 15～16 : 05 座長 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 入江潤一郎

Ⅰ－16－1 リアルワールドデータを用いた糖尿病を有する人々の献立の嗜好に関する検討
京都府立医科大学附属病院糖尿病内分泌内科 南田 慈，他

Ⅰ－16－2 糖尿病患者における食生活のデータベース化による HbA1c 改善要因の検討
特定医療法人光晴会病院糖尿病センター 若杉 礼子，他

Ⅰ－16－3 糖尿病治療前後のエネルギー代謝と窒素バランスの変動
弘前大学医学部附属病院内分泌・代謝内科 黄 星子，他

Ⅰ－16－4 ALDH2 遺伝子多型およびアルコール摂取と食事パターンとの関連
順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー 杉本 真理，他

Ⅰ－16－5 日本人 2 型糖尿病患者を対象に，個別化した食事指導による介入効果を検討したランダム化比較臨床試験
東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病代謝内分泌内科 大村 有加，他

口演 17

食事療法 2 16 : 05～16 : 55 座長 東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 辻野 元祥

Ⅰ－17－1 体験型の食事指導を含む糖尿病教育入院の効果を退院後持続させるための検討
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院栄養部 半澤 智子，他

Ⅰ－17－2 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－3）です．
Ⅰ－17－3 新品種レジスタントスターチ高配合米が糖尿病患者の食後血糖に与える影響の検討

聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 中村 祐太，他
Ⅰ－17－4 高度肥満者への食習慣の偏りを是正する強化食事指導の有用性に関する検討

社会医療法人誠光会淡海医療センター栄養部 布施 順子，他
Ⅰ－17－5 ゴーヤー果実に含まれる成分の肝糖新生抑制効果およびインスリン感受性改善効果

立命館大学生命科学部 古谷 太志，他

口演 18

食事療法 3 16 : 55～17 : 45 座長 神戸大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科 芳野 啓

Ⅰ－18－1 2 型糖尿病患者の肥満の有病率と推定塩分・味噌摂取量との関連性について
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学/京都桂病院栄養科 川手 由香，他

Ⅰ－18－2 2 型糖尿病患者における味噌の摂取習慣と血糖コントロールとの関連
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 西條 優斗，他

Ⅰ－18－3 糖尿病患者における食育のすすめ
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

Ⅰ－18－4 初回評価から 3 年後に再評価した 2 型糖尿病患者における栄養摂取状況の変化とフレイルの関係
江戸川病院栄養科 川久保幸子，他

Ⅰ－18－5 調理指導を含めた生活習慣改善プログラムの開発―中間報告
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科/

大阪大学大学院医学系研究科ライフスタイル医学寄附講座 馬殿 恵，他
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第 1日 5月 12日（木） 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室
口演 19

薬物療法：インスリン療法 1 9 : 00～9 : 50 座長
京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養
内科 藤倉 純二

Ⅰ－19－1 高血糖緊急症におけるインスリン感受性の変化と影響を与え得る因子の検討
京都第二赤十字病院糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科 市川 貴博，他

Ⅰ－19－2 実臨床下の日本人成人 2 型糖尿病における iGlarLixi の有用性と安全性：後ろ向き研究 SPARTA Japan
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

Ⅰ－19－3 Ultra Rapid Lispro による血糖コントロールの改善
広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 稲見 光浩，他

Ⅰ－19－4 基礎インスリンと GLP-1 受容体作動薬の配合薬による Fixed Ratio Combination 治療を行った 2 型糖尿病
患者の臨床経過

社会福祉法人仁生社江戸川病院薬剤科 安藤 成紀，他
Ⅰ－19－5 Ultra-rapid insulin lispro が奏功した皮下インスリン抵抗性症候群の一例

国立病院機構岡山医療センター糖尿病・代謝内科 片山 晶博，他

口演 20

薬物療法：インスリン療法 2 9 : 50～10 : 40 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 藤本 啓

Ⅰ－20－1 Phase 1 study of safety, tolerability, PK, and PD of once weekly basal insulin Fc（BIF）in Japanese patients
with T2DM

Japan Drug Development and Medical Affairs, Eli Lilly Japan K.K., Kobe, Japan Kenji Ohwaki, et al.
Ⅰ－20－2 インスリンデグルデク/リラグルチド配合注射薬（IDegLira）の長期有効性と安全性の検討

たねだ内科クリニック 種田 嘉信，他
Ⅰ－20－3 人工知能を用いた血糖トレンド分析による 1 型糖尿病患者のインスリン量の最適化の試み

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－20－4 インスリンアナログのアミロイド線維形成に対するトレプロスチニル，クエン酸ナトリウムの影響につい

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－20－5 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

口演 21

薬物療法：インスリン療法 3 10 : 40～11 : 30 座長
岩手医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌
内科分野 長谷川 豊

Ⅰ－21－1 日本人の糖尿病性ケトアシドーシスにおける治療適正化の検討
聖マリアンナ医科大学病院代謝・内分泌内科 菱田 吉明，他

Ⅰ－21－2 2 型糖尿病患者におけるインスリンデグルデグ/リラグルチド配合注（IDegLira）の有用性についての比
較検討

産業医科大学第一内科学講座 友寄祐希子，他
Ⅰ－21－3 2 型糖尿病患者における insulin icodec 週 1 回投与とインスリン グラルギン U100 の低血糖時間は同様

東京大学医学部糖尿病・代謝内科 山内 敏正，他
Ⅰ－21－4 実臨床下の，経口血糖降下薬で効果不十分な日本人成人 2 型糖尿病における iGlarLixi の有用性と安全

性：後ろ向き研究 SPARTA Japan
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

Ⅰ－21－5 2 型糖尿病における insulin degludec/liraglutide と insulin degludec/insulin aspart の実臨床下における有
効性の比較

東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 大屋 純子，他
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第 1日 5月 12日（木） 第 10会場 神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室
口演 22

運動療法 1 9 : 00～9 : 50 座長 せいの内科クリニック 清野 弘明

Ⅰ－22－1 高齢糖尿病患者の年代による運動機能や自己効力感の特徴についての検討
（医）喜光会北里クリニックリハビリテーション科 濱島 一樹，他

Ⅰ－22－2 農村部での農作業実施の有無による身体活動量と骨格筋率の違い
綾部市立病院内分泌・糖尿病内科 福居ひとみ，他

Ⅰ－22－3 糖尿病患者における 痛と骨盤不安定性の関係
兵庫県立加古川医療センターリハビリテーション部 久保 德昌，他

Ⅰ－22－4 2 型糖尿病患者の握力と安静時間の評価と HbA1c および腹囲，内臓脂肪との関連の検討
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 中尾衣梨菜，他

Ⅰ－22－5 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－4）です．

口演 23

運動療法 2 9 : 50～10 : 40 座長
公立学校共済組合九州中央病院糖尿病内分泌内
科 五島 大祐

Ⅰ－23－1 2 型糖尿病患者における 30 秒椅子立ち上がりテストと運動耐容能の関係
みなみ野循環器病院リハビリテーション科/八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック 岩﨑 孝俊，他

Ⅰ－23－2 食後高血糖を呈する若年成人に対する短時間の高強度インターバル運動が食後血糖値に及ぼす影響
神戸大学保健学研究科 中山 優豊，他

Ⅰ－23－3 2 型糖尿病患者におけるインターバル速歩の有用性
信州大学医学部附属病院糖尿病・内分泌代謝内科 北島 浩平，他

Ⅰ－23－4 気象データが日常の歩行に与える影響
（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予防医学研究室 高橋かおる，他
Ⅰ－23－5 d-Allulose Improves Insulin Sensitivity and Aerobic Performance in C57BL/6J Mice

名古屋大学医学系研究科 劉 氷陽，他

口演 24

その他の治療 10 : 40～11 : 30 座長 東京女子医科大学臨床検査科 菅野 宙子

Ⅰ－24－1 減量・代謝改善手術が有効な糖尿病例の検討
愛媛大学地域生活習慣病・内分泌学 松浦 文三，他

Ⅰ－24－2 持続血糖モニタリングを用いたスリーブ状胃切除術前後での血糖プロファイルの評価
岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 吉田絵里子，他

Ⅰ－24－3 スリーブ状胃切除術後の糖尿病再発の実態と寄与因子（多施設共同研究 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 山口 崇，他

Ⅰ－24－4 高齢者高度肥満症患者の減量・代謝改善手術に関する検討
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，他

Ⅰ－24－5 術前の血清コルチゾール濃度は高度肥満男性における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の減量効果を予測
する因子である

神戸大学大学院医学研究科健康創造推進学分野 田守 義和，他
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第 1日 5月 12日（木） 第 12会場 神戸国際会議場 3F 国際会議室 301
口演 25

腎症：成因・病態・遺伝 1 9 : 00～9 : 50 座長 滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科 久米 真司

Ⅰ－25－1 糖尿病性腎臓病のポドサイトにおける転写因子 Tcf21 の役割
千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝，血液，老年内科学 前澤 善朗，他

Ⅰ－25－2 糖尿病性腎臓病の新たな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
群馬大学大学院内分泌代謝内科 植原 良太，他

Ⅰ－25－3 遺伝子改変慢性腎不全マウスを用いた細菌由来ペプチド corisin の腎に対する影響の検討
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 安間 太郎，他

Ⅰ－25－4 慢性腎臓病における腎尿細管 ROCK2 の病態学的役割の検討
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－25－5 ROCK1 による腎糸球体脂質エネルギー代謝機構
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 永井 洋介，他

口演 26

腎症：成因・病態・遺伝 2 9 : 50～10 : 40 座長 北里大学健康管理センター 守屋 達美

Ⅰ－26－1 糖尿病患者における末期腎不全予測モデルの開発（第 2 報）
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－26－2 Covid-19 受容体 ACE2 遺伝子多型と糖尿病性腎臓病の相関解析
福井大学医学部附属病院内分泌代謝内科 此下 忠志，他

Ⅰ－26－3 糖尿病患者におけるアルブミン尿と eGFR の関係―10 年間の推移―
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－26－4 正常アルブミン尿期の後期高齢糖尿病患者における腎予後
東京女子医科大学病院糖尿病センター内科 山本 由衣，他

Ⅰ－26－5 正常アルブミン尿である 2 型糖尿病患者の eGFR の低下率に関する因子の検討
特定医療法人光晴会病院薬剤科 杉本 悠花，他

口演 27

腎症：成因・病態・遺伝 3 10 : 40～11 : 30 座長 滋賀医科大学医師臨床教育センター 山原 真子

Ⅰ－27－1 2 型糖尿病患者での eGFRcr と eGFRcys の差異と炎症との関連
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－27－2 2 型糖尿病患者の Microalbuminuria と Macroalbuminuria における eGFR の低下率に寄与する因子の違
い

（特医）光晴会病院糖尿病センター 赤澤 昭一，他
Ⅰ－27－3 2 型糖尿病患者における尿中メガリンの腎予後予測能の検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科腎研究センター機能分子医学講座/
新潟大学大学院医歯学総合研究科腎研究センター腎膠原病内科 飯田 倫理，他

Ⅰ－27－4 eGRRAPS（eGFR reduction rate automatic presentation system）を用いた糖尿病性腎症の病期分類にお
ける⊿eGFR の検討

真生会富山病院糖尿病センター 平谷 和幸，他
Ⅰ－27－5 糖尿病性腎臓病の間質線維化における加齢，細胞老化の役割の解明

千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 塚越 彩乃，他
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第 1日 5月 12日（木） 第 13会場 神戸国際会議場 4F 会議室 401＋402
口演 28

神経障害：成因・病態・遺伝 9 : 00～9 : 50 座長 愛知学院大学歯学部内科学講座 成瀬 桂子

Ⅰ－28－1 2 型糖尿病発症早期の small fiber neuropathy には高血糖以外の関与が大きい
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－28－2 小径神経障害に関連する口腔，腸内細菌叢変化についての検討
弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学講座 森嶋奈那子，他

Ⅰ－28－3 マウス糖尿病性末梢神経障害における温痛感覚変化を明らかにする温度勾配装置（Thermal Gradient
Ring）を用いた分析

愛知医科大学病院糖尿病内科/糖尿病センター 笹島沙知子，他
Ⅰ－28－4 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－11）です．
Ⅰ－28－5 高グルコース・外因性ピルビン酸欠乏環境下における細胞死と解糖系-TCA 回路フラックスの制御におけ

る PARP の役割の解明
東京都医学総合研究所 八子 英司，他

口演 29

神経障害：診断・治療 9 : 50～10 : 40 座長 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 三浦絵美梨

Ⅰ－29－1 糖尿病神経障害診断におけるスドスキャンの有用性と自律神経障害と体性神経障害の相互関係について
青森県立中央病院脳神経内科 馬場 正之，他

Ⅰ－29－2 Prediabetes における腓腹神経機能への寄与因子の検討
医療法人社団よこた内科クリニック 横田 一樹，他

Ⅰ－29－3 治療惹起性糖尿病神経障害（TIND）6 症例の急性期治療と長期予後
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，他

Ⅰ－29－4 簡易神経伝導検査機器（DPN チェックR）を用いた糖尿病性神経障害の評価換算式の有用性についての検
討

愛知医科大学医学部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 柴田 由加，他
Ⅰ－29－5 糖尿病神経障害の経年変化の検討

神戸元町県庁前クリニック 岡崎 一美，他

口演 30

薬物療法：その他 10 : 40～11 : 30 座長 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－30－1 イメグリミンの治療効果と安全性に関する検討
医療法人 TDE 糖尿病・内分泌内科クリニック TOSAKI 戸崎 貴博，他

Ⅰ－30－2 実臨床下の，BI と GLP-1RA の併用から切替えた成人 2 型糖尿病における iGlarLixi の有用性と安全性：
後ろ向き研究 SPARTA Japan

サノフィ株式会社ジェネラルメディスン本部 奥谷早也香，他
Ⅰ－30－3 FGM を用いた 2 型糖尿病に対するイメグリミンの短期的効果の検討

岩手医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 小田 知靖，他
Ⅰ－30－4 肝臓におけるイメグリミンとメトホルミンの作用の類似性と相違性

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 穂積かおり，他
Ⅰ－30－5 Finerenone and Kidney Outcomes in Patients with Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes：

Results from FIDELITY
Omi Medical Center Daisuke Koya, et al.
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口演 31

境界型：肥満・メタボリック症候群：成因・病態・遺伝 15 : 15～16 : 05 座長
国立循環器病研究センター糖尿病・脂質代謝内
科 細田 公則

Ⅰ－31－1 過体重または肥満の成人におけるセマグルチド 2.4mg の 2 年間の効果，プラセボとの比較：STEP 5
千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学/糖尿病・代謝・内分泌内科 横手幸太郎，他

Ⅰ－31－2 日本人肥満症患者における週 1 回皮下投与セマグルチド 2.4 mg の腹部内臓脂肪面積に与える影響：
STEP 6

国家公務員共済組合連合会虎の門病院内分泌代謝科（糖尿病・代謝部門） 門脇 孝，他
Ⅰ－31－3 高度肥満症の血管弾性能保護にアディポカインが介在する可能性がある

東邦大学医療センター佐倉病院内科 中村 祥子，他
Ⅰ－31－4 減量・代謝改善手術後の膵 β 細胞機能改善に肝の脂肪化が関連する

北海道大学病院糖尿病・内分泌内科 中村 昭伸，他
Ⅰ－31－5 減量・代謝改善手術による食行動の変化と体重減少との関連性

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 木村 優，他

口演 32

糖尿病療養指導：患者心理，自己管理行動 2 16 : 05～16 : 45 座長 天理よろづ相談所病院内分泌内科 林野 泰明

Ⅰ－32－1 1 型糖尿病患者に対するシックデイ再指導結果の報告
医療法人伊原クリニック糖尿病内科 清家 三紀，他

Ⅰ－32－2 A best-worst scaling preference study：the mealtime insulin experience for people with diabetes in US
and UK

Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA Rosirene Paczkowski, et al.
Ⅰ－32－3 教育入院による心理的ストレスの変化と日常生活におけるストレス要因の検討

地方独立行政法人筑後市立病院診療技術部臨床心理室 野田亜衣子，他
Ⅰ－32－4 血糖コントロール不良な糖尿病患者に対する患者中心の自己管理教育・支援のための心理解析：入院時

背景因子との関係
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

口演 33

糖尿病療養指導：患者心理，自己管理行動 3 16 : 45～17 : 35 座長 神戸大学医学部附属病院看護部 松田季代子

Ⅰ－33－1 血糖コントロール不良患者と良好患者に対する糖尿病否定的認知度（DNC 尺度）を用いた否定的認知度
の程度に関する比較検討

せいの内科クリニック看護部 磯野 恵一，他
Ⅰ－33－2 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－7）です．
Ⅰ－33－3 糖尿病患者の HbA1c 変動と自己管理行動特性との関連

（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－33－4 糖尿病患者の意識調査で見えてきたインスリン治療者が感じているスティグマ

旭川医科大学医学部医学科 中村 諒，他
Ⅰ－33－5 医療従事者がもつ糖尿病患者に対するスティグマの構成概念の検討

関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター 田中 永昭，他
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第 1日 5月 12日（木） 第 14会場 神戸国際会議場 5F 会議室 501
口演 34

境界型：肥満・メタボリック症候群：治療 9 : 00～9 : 50 座長
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科
学 片上 直人

Ⅰ－34－1 HOMA-IR≧2.5 で正常体重の若い女性はレプチン抵抗性で TG-rich lipoprotein 代謝障害が認められる
武庫川女子大学大学院食物栄養科学研究科食物栄養学専攻 林田 夕奈，他

Ⅰ－34－2 若い女性の正常体重肥満（体脂肪率≧35％）はサルコペニア腹部肥満で，学童期までの体重増加，アポ
B，高感度 CRP と相関する

武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 橋口 朝美，他
Ⅰ－34－3 若い女性の正常体重・体幹（腹部）肥満は学童期までの体重増加，アポ B 含有リポ蛋白代謝異常，穀類

摂取量と独立して相関する
武庫川女子大学栄養科学研究所/大阪市立十三市民病院栄養部 梶（坪井）彩加，他

Ⅰ－34－4 時計遺伝子 CLOCK rs1801260 変異の体重変化及び糖・脂質代謝に及ぼす影響
自衛隊中央病院内科/陸上自衛隊衛生学校 伊藤 利光，他

Ⅰ－34－5 一般住民において，CDKAL1（rs7754840）は 5 年後の代償性インスリン分泌低下と関連する【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 高門美沙季，他

口演 35

境界型：肥満・メタボリック症候群：診断 9 : 50～10 : 40 座長 虎の門病院内分泌代謝科・糖尿病 森 保道

Ⅰ－35－1 新たな総合体力指標を用いたメタボリックシンドロームの発症予測能の検討
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

Ⅰ－35－2 健診受診者の血清メタボロミクスによる，耐糖能障害と血清アミノ酸の検討：HOZUGAWA study
京都府立医科大学附属病院内分泌・代謝内科学 今井 暖，他

Ⅰ－35－3 高度肥満症患者の糖・脂質代謝動態同時解析における 75g 糖質含有クッキーミール負荷試験の有用性
（社医）誠光会淡海医療センター糖尿病内分泌内科/

（社医）誠光会淡海医療センター肥満外科治療センター 山本有香子，他
Ⅰ－35－4 若齢期における運動と脱トレーニングが肥満 2 型糖尿病モデル動物の脂肪蓄積に及ぼす影響

広島大学大学院医系科学研究科運動器機能医科学 藤田 直人，他
Ⅰ－35－5 マイクロプラスチックの経口投与は高脂肪食による代謝障害を増悪させる

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 長谷川由佳，他

口演 36

糖尿病療養指導：患者心理，自己管理行動 1 10 : 40～11 : 30 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

Ⅰ－36－1 2 型糖尿病患者が自覚する心理的負担感は腎症の発症リスクと関連している
天理よろづ相談所病院内分泌内科 林野 泰明，他

Ⅰ－36－2 糖尿病自己管理行動に動機づけレベルが及ぼす影響
糖尿病内科まつだクリニック 阿部 梢，他

Ⅰ－36－3 DTR-QOL を用いた糖尿病患者の教育入院後の QOL の変化の検討
神戸大学医学部附属病院医療技術部 高田 綾子，他

Ⅰ－36－4 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－6）です．
Ⅰ－36－5 糖尿病であることを「恥ずかしい」と感じる要因と療養行動への影響

糖尿病内科まつだクリニック 松田 友和，他
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口演 37

脂肪細胞の生物学：褐色脂肪細胞・ベージュ細胞の生物学 1 15 : 15～16 : 05 座長 神戸大学大学院医学研究科健康創造推進学 田守 義和

Ⅰ－37－1 白色脂肪細胞の NFIA はミトコンドリア及び炎症性遺伝子の制御を介して肥満とグルコース恒常性を改
善する

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 斎藤 楓，他
Ⅰ－37－2 生体金属輸送体 ZIP13 は鉄を介して脂肪分解を制御する

群馬大学生体調節研究所分子糖代謝制御分野 福中 彩子，他
Ⅰ－37－3 Single cell RNA sequencing を用いたベージュ脂肪細胞の誘導機構の解明

東京医科歯科大学病院糖尿病・内分泌・代謝内科 堀野 雅人，他
Ⅰ－37－4 遺伝性早老症 Werner 症候群の脂肪組織における老化促進メカニズムの解明

千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学/千葉大学大学院医学研究院小児病態学 澤田 大輔，他
Ⅰ－37－5 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－5）です．

口演 38

脂肪細胞の生物学：褐色脂肪細胞・ベージュ細胞の生物学 2 16 : 05～16 : 55 座長
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科
学/代謝血管学寄附講座 前田 法一

Ⅰ－38－1 褐色脂肪組織と白色脂肪組織におけるヒストン脱メチル化酵素 JMJD1A の寒冷適応に対する組織特異的
な役割

東北大学医学系研究科分子代謝生理学分野 伊藤 亮，他
Ⅰ－38－2 FSP27β はマウス褐色脂肪組織の多房性小脂肪滴形成に寄与する

神戸大学大学院医学研究科糖尿病内分泌内科 岩橋 泰幸，他
Ⅰ－38－3 Txnip preserves brown fat innate thermogenic activity

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学 MENG ZOU, et al.
Ⅰ－38－4 エネルギー摂取の時間制限は脂肪細胞 SIRT1 を介して脂肪組織の機能改善に寄与する

東京医科歯科大学分子内分泌代謝学分野 辻本 和峰，他
Ⅰ－38－5 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－4）です．

口演 39

その他の合併症（歯周病他） 16 : 55～17 : 55 座長 杉村病院糖尿病代謝・内分泌内科 久木留大介

Ⅰ－39－1 歯科医師，歯科衛生士によって評価された 2 型糖尿病患者の残歯数と咀嚼力の検討
医療法人社団陣内会陣内病院内科 栗並 昇，他

Ⅰ－39－2 2 型糖尿病患者における口腔衛生習慣と血糖コントロールの関連
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 前田 泰孝，他

Ⅰ－39－3 2 型糖尿病における貧血が心血管，腎イベントの発生に及ぼす影響
（福）仁生社江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科 松本 涼子，他

Ⅰ－39－4 睡眠呼吸障害合併 2 型糖尿病患者における，睡眠ステージ REM の AHI についての検討
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

Ⅰ－39－5 高濃度グルコース下歯周病菌由来 lipopolysaccaride による血管内皮細胞のテロメア長短縮に対するレス
ベラトロールの効果

九州歯科大学歯学部口腔保健学科 園木 一男
Ⅰ－39－6 生活習慣病患者における色変わりガムを用いた咀嚼機能低下のスクリーニングに関する検討

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
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第 1日 5月 12日（木） 第 15会場 神戸国際会議場 5F 会議室 502
口演 40

その他の糖尿病：成因・病態・遺伝 1 9 : 00～9 : 50 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

Ⅰ－40－1 非典型的な臨床像を呈した MODY3 の 1 家系
和歌山県立医科大学第一内科 古田 浩人，他

Ⅰ－40－2 本邦 PDX1 -MODY（MODY4）における遺伝子型―表現型関連について
岐阜大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学/関西電力医学研究所 窪田 創大，他

Ⅰ－40－3 HNF1A と NEUROD1 の変異を認めた若年発症糖尿病の 1 例
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 髙吉 倫史，他

Ⅰ－40－4 大網脂肪織炎および腸間膜脂肪織炎による部分性脂肪萎縮性糖尿病が疑われた症例
大阪府済生会野江病院糖尿病・内分泌内科 川島 彰透，他

Ⅰ－40－5 体幹の脂肪萎縮を合併した A 型インスリン抵抗症 1 家系 3 例の臨床的特徴の検討
（社医）誠光会淡海医療センター糖尿病・内分泌内科 巌西 真規，他

口演 41

その他の糖尿病：成因・病態・遺伝 2 9 : 50～10 : 40 座長 和歌山県立医科大学内科学第一講座 古田 浩人

Ⅰ－41－1 成人期に診断された新規バリアントによる MODY2 の姉妹例
東京女子医科大学統合医科学研究所 田中 慧，他

Ⅰ－41－2 GCK 遺伝子に新規病的バリアントを認め HNF1A 遺伝子バリアントの関与も疑われた MODY2 の 1 家
系

福岡市立こども病院内分泌・代謝科 牧村 美佳，他
Ⅰ－41－3 MODY5 疑い症例のスクリーニングにより同定された 15 例の MODY5 症例における genotype-

phenotype の検討
東京女子医科大学附属成人医学センター糖尿病内科/

東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野/東京女子医科大学統合医科学研究所/
東京女子医科大学ゲノム診療科 岩﨑 直子，他

Ⅰ－41－4 1 型糖尿病とウォルフラム様症候群が併存した若年発症糖尿病家系の遺伝学的検討
岐阜市民病院糖尿病・内分泌内科 今井理紗子，他

Ⅰ－41－5 免疫チェックポイント阻害剤投与による耐糖能関連因子の検討
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学 渡邉 真由，他

口演 42

その他の糖尿病：成因・病態・遺伝 3 10 : 40～11 : 30 座長
杏林大学医学部糖尿病・内分泌・代謝内科学講
座 安田 和基

Ⅰ－42－1 若年診断糖尿病患者における全エクソンシーケンスにて同定された遺伝子変異の検討
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

Ⅰ－42－2 環状 2 番染色体に合併した若年発症糖尿病の一例
奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科学講座 永島 慧法，他

Ⅰ－42－3 PAX4 遺伝子 R192H 変異による若年発症成人型糖尿病の母娘例
（独）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 日下部 徹，他

Ⅰ－42－4 先天性無虹彩症を合併し Pax6 遺伝子変異を認めた糖尿病 2 症例
大阪大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 元田 沙織，他

Ⅰ－42－5 当院で経験したミトコンドリア病 19 症例の臨床像と病理所見：心臓所見を中心として
長野中央病院循環器内科 山本 博昭，他
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口演 43

その他の糖尿病：成因・病態・遺伝 4 15 : 15～16 : 05 座長 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 目黒 周

Ⅰ－43－1 腎移植後発症糖尿病のリスク因子の解析
愛知医科大学病院薬剤部 鈴木 健，他

Ⅰ－43－2 Ketosis prone Type 2 diabetes における膵外分泌酵素値と細胞性免疫指標の検討
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 鈴木 誠也，他

Ⅰ－43－3 既知単一遺伝子糖尿病診断へのターゲット遺伝子パネルの応用
山形大学医学部内科学第三講座（糖尿病・内分泌代謝学分野） 高瀬 薫，他

Ⅰ－43－4 先端巨大症患者における BMI と肥満関連疾患の有病率についての検討
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 山本 直希，他

Ⅰ－43－5 肥満における各野菜摂取頻度と遺伝子・環境相互作用の検討
新潟大学医学部血液・内分泌・代謝内科 藤原 和哉，他

口演 44

その他の糖尿病：治療 16 : 05～16 : 55 座長
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院糖
尿病内分泌内科 濱崎 暁洋

Ⅰ－44－1 肝切除術における人工膵臓離脱時に投与する基礎インスリンの適正量についての検討
岡山済生会総合病院内科・糖尿病センター 田原 稔久，他

Ⅰ－44－2 人工膵臓を使用して膵臓手術を施行した症例の検討
湘南藤沢徳洲会病院内分泌・糖尿病内科 内藤 祐次，他

Ⅰ－44－3 膵全摘術後膵性糖尿病患者の安静時エネルギー代謝の特徴について
弘前大学医学部附属病院内分泌内科糖尿病代謝内科 三橋 研人，他

Ⅰ－44－4 膵切除術前後の CPI と術後の糖尿病管理状況との関連
済生会富山病院内科/富山大学附属病院第一内科 四方 雅隆，他

Ⅰ－44－5 成人成長ホルモン分泌不全症（AGHD）患者における GH 補充療法による耐糖能への影響に関する検討
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 大井 佑夏，他

口演 45

その他の糖尿病：診断 16 : 55～17 : 45 座長
自治医科大学医学部内科学講座内分泌代謝学部
門 海老原 健

Ⅰ－45－1 75gOGTT を用いた A 型インスリン抵抗症の判別指標の検討
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 西影 星二，他

Ⅰ－45－2 DKA 患者の生命予後 多施設共同研究 75 例の解析と文献的考察
社会医療法人財団慈泉会相澤病院糖尿病センター 鈴木雄一朗，他

Ⅰ－45－3 著明な膵石灰化と SPINK1 遺伝子変異を特徴とするネパール人の線維結石性膵性糖尿病の診断・治療戦
略

国立国際医療研究センター糖尿病内分泌代謝科 上田 聖，他
Ⅰ－45－4 耐糖能の変遷を長期間観察し得た反応性低血糖を呈する A 型インスリン抵抗症の 1 例

神戸大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・内分泌内科学部門 芳村 魁，他
Ⅰ－45－5 膵癌との鑑別に苦慮した腫瘤形成性慢性膵炎により急激に悪化した 2 型糖尿病の一例

三思会東邦病院内科/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
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第 1日 5月 12日（木） 第 16会場 神戸国際会議場 5F 会議室 504＋505
口演 46

その他の合併症（骨病変他） 9 : 00～9 : 50 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

Ⅰ－46－1 骨のリモデリングに対する GIP の影響
愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座 山内 大輔，他

Ⅰ－46－2 2 型糖尿病閉経後骨粗鬆症患者における基礎代謝とデノスマブによる骨代謝マーカーからみた治療効果と
の関連

東京家政大学栄養学部管理栄養学科/東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝学内科学分野 尾形真規子，他
Ⅰ－46－3 2 型糖尿病の椎体骨折は大腿骨頸部の皮質骨形状の劣化と関連する

島根大学医学部内科学講座内科学第一 山本 昌弘，他
Ⅰ－46－4 2 型糖尿病患者と健常者における HRpQCT を用いた骨微細構造の比較検討

長崎大学病院第一内科内分泌代謝科 重野里代子，他
Ⅰ－46－5 日本人 2 型糖尿病患者における骨質・骨量評価とビタミン D 摂取の現状

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院代謝・内分泌内科/聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科 山本雄太郎，他

口演 47

その他の合併症 9 : 50～10 : 40 座長 広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 亀井 望

Ⅰ－47－1 DNA アプタマーを用いた終末糖化産物（AGE）および受容体（RAGE）の阻害は糖尿病合併症を包括
的に抑制する

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－47－2 清涼飲料水ケトーシスをきたした糖尿病患者の治療予後

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
Ⅰ－47－3 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
Ⅰ－47－4 2 型糖尿病患者における血中脂肪酸分画と非アルコール性脂肪肝疾患との関係についての検討

済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科 比嘉眞理子，他
Ⅰ－47－5 慢性炎症メタボリックシンドロームモデルにおける認知機能障害の機序に関する検討

兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科 叶 大森，他

口演 48

腸の生物学：インクレチン・その他の消化管ホルモン 10 : 40～11 : 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

Ⅰ－48－1 PET/MRI 連続撮像法によるメトホルミン依存性腸管 FDG 排泄動態の解析
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 森田 靖子，他

Ⅰ－48－2 グレリン受容体の内因性アンタゴニスト liver-expressed antimicrobial peptide 2（LEAP2）の生理的役割
の解析

宮崎大学医学部医学科生体制御医学研究講座 迫田 秀之，他
Ⅰ－48－3 非侵襲的イメージング技術を用いた，高脂肪食下での GIP による膵 β 細胞量保護効果についての検討

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 許林 櫻華，他
Ⅰ－48－4 高蛋白質食負荷におけるグルカゴンの各臓器に対する作用の検討

藤田医科大学内分泌・代謝・糖尿病内科学 上野 慎士，他
Ⅰ－48－5 α シクロデキストリンの腸内レシチンとの包接を介した食後高血糖抑制効果

千葉大学大学院医学研究院代謝生理学 芳川 隼登，他
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口演 49

COVID-19 関連 1 15 : 15～16 : 05 座長
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科
学分野 中神 朋子

Ⅰ－49－1 コロナ禍における電話診療が糖尿病患者の血糖コントロールに与える影響の解析
獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・血液内科 古川 翔，他

Ⅰ－49－2 ステロイド治療を行った COVID-19 を合併した糖尿病患者の血糖推移の解析
済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科 望月 皓平，他

Ⅰ－49－3 入院中の血糖コントロール不良は糖尿病合併 COVID-19 患者において重症化リスクである
市立豊中病院糖尿病センター/箕面市立病院 阪本 隆希，他

Ⅰ－49－4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴う生活様式の変化と糖尿病のコントロールに関する観
察研究

国立国際医療研究センター糖尿病代謝内分泌科 寺川 瞳子，他
Ⅰ－49－5 COVID-19 感染拡大に伴う自粛後の大学生の短期的および中期的な体重変化と生活状況関連因子の関連に

ついての検討
長崎大学病院内分泌・代謝内科 有森 春香，他

口演 50

COVID-19 関連 2 16 : 05～16 : 55 座長
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代
謝内科 牛込 恵美

Ⅰ－50－1 2 型糖尿病患者における，新型コロナウィルス感染時の抗体反応の検討
（公財）東京都保健医療公社大久保病院内分泌代謝内科 大坪 尚也，他

Ⅰ－50－2 COVID-19 中等症 II 以上の非糖尿病患者 152 例におけるインスリン使用の実態
JCHO 東京山手メディカルセンター糖尿病内分泌科 石橋なぎさ，他

Ⅰ－50－3 緊急事態宣言が 2 型糖尿病患者の血糖変動に与える影響―HDHCC 研究―
兵庫医科大学病院糖尿病・内分泌・免疫内科 井上智香子，他

Ⅰ－50－4 当院での糖尿病合併 COVID-19 患者の特徴（第 1 報）
川崎市立井田病院糖尿病内科 雑賀 優鳥，他

Ⅰ－50－5 非糖尿病患者における COVID-19 治療中のインスリン使用予測因子についての検討
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 木村真紀子，他

口演 51

COVID-19 関連 3 16 : 55～17 : 45 座長 徳島県鳴門病院内科 藤中 雄一

Ⅰ－51－1 糖尿病患者の COVID-19 重症化と血清メタボローム・リピドームの関連
京都府立医科大学大学院医学研究科麻酔科学 小林 彩花，他

Ⅰ－51－2 新型コロナウイルス感染流行による生活指導頻度の変化が 2 型糖尿病の外来診療に与えた影響
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 岩本侑一郎，他

Ⅰ－51－3 透析患者における新型コロナワクチン抗体と糖尿病の関連の検討
徳島大学大学院医歯薬学研究部血液・内分泌代謝内科学 吉田守美子，他

Ⅰ－51－4 COVID-19 パンデミックが HbA1c 値に与えた影響について～当院 5 年間のデータを基にした季節ごとの
検討～

帝京大学医学部内科学講座内分泌代謝・糖尿病内科/帝京大学医学部臨床研究医学講座 江戸 直樹，他
Ⅰ－51－5 COVID-19 感染拡大に伴う緊急事態宣言前後の糖尿病患者における電話診療の影響に関する検討

国立病院機構岡山医療センター糖尿病・代謝内科 栗林 怜実，他
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一 般 演 題

第 2日 口 演
第 2日 5月 13日（金） 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1
口演 52

スティグマ・アドボカシー 9 : 00～9 : 50 座長
国際医療福祉大学市川病院糖尿病・内分泌代謝
センター 野見山 崇

Ⅱ－52－1 職場におけるスティグマと治療就労両立支援の実態
中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科 中島英太郎，他

Ⅱ－52－2 臨床医の糖尿病患者のスティグマへの理解とアドボカシー活動への認知度
神奈川県内科医学会 東 浩介，他

Ⅱ－52－3 2 型糖尿病患者において年齢はセルフスティグマの独立した予測因子である：福島 DEM コホート研究
福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝科 堀田 悠貴，他

Ⅱ－52－4 1 型糖尿病患者におけるスティグマと HbA1c の関連についての検討
公益財団法人朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 濱野 頌子，他

Ⅱ－52－5 Type 1 Diabetes Stigma Assessment Scale（DSAS-1）日本語版の作成と信頼性・妥当性の検討
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 髙池 浩子，他

口演 53

1型糖尿病：診断 1 9 : 50～10 : 40 座長 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 川畑由美子

Ⅱ－53－1 埼玉県の主要な糖尿病専門医療施設における 1 型糖尿病の実態調査（第二報）
埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 及川 洋一，他

Ⅱ－53－2 1 型糖尿病における新規 3 Screen ICA ELISA キットの臨床的有用性の検討
新古賀病院糖尿病センター 川﨑 英二，他

Ⅱ－53－3 緩徐進行 1 型糖尿病における膵島関連自己抗体の評価―「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」より―

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 小谷 紀子，他
Ⅱ－53－4 免疫複合体転移酵素免疫検出法による高感度 GAD 抗体測定系は 1 型糖尿病の診断精度を向上させる

愛媛大学医学部糖尿病内科学 髙田 康徳，他
Ⅱ－53－5 Ketosis prone Type 2 diabetes におけるインスリンペプチド反応性 T 細胞の臨床的重要性

埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 里村 敦，他

口演 54

1型糖尿病：治療 1 10 : 40～11 : 30 座長
独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メ
ディカルセンター糖尿病内分泌科 山下 滋雄

Ⅱ－54－1 日本人若年発症 1 型糖尿病患者の合併症進展にインスリンポンプ療法が及ぼす影響の検討
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

Ⅱ－54－2 当院にて CSII 療法を導入した 1 型糖尿病患者 40 名の現状
黒部市民病院糖尿病・内分泌内科 得能 翔太，他

Ⅱ－54－3 1 型糖尿病患者のオンライン栄養評価結果とケトン体量についての検討：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 中島 華子，他

Ⅱ－54－4 1 型糖尿病患者に対する腎単独移植および膵腎同時移植の生存率，腎生着率の比較
東京女子医科大学病院内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 森 友実，他

Ⅱ－54－5 膵臓移植後 10 年にわたる移植膵機能の推移
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 宮下 和幸，他
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口演 55

1型糖尿病：治療 2 14 : 45～15 : 35 座長 医療法人南昌江内科クリニック 南 昌江

Ⅱ－55－1 フィアスプⓇの 1 型糖尿病の SAP 療法における血糖変動指標の改善効果
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 辻本 泰貴，他

Ⅱ－55－2 SAP 療法中の 1 型糖尿病患者において，α グルコシダーゼ阻害薬が血糖変動に与える影響
岡山済生会総合病院内科・糖尿病センター 利根 淳仁，他

Ⅱ－55－3 1 型糖尿病患者への SGLT2 阻害薬投与による効果
小野百合内科クリニック 鴨嶋ひかる，他

Ⅱ－55－4 SGLT2 阻害剤を新規処方された 1 型糖尿病患者の臨床的特徴：国内大規模レセプトデータベースを用い
た研究

長崎大学病院内分泌・代謝内科 阿比留教生，他
Ⅱ－55－5 劇症 1 型糖尿病様の経過で 1 型糖尿病と診断された後，長期経過でインスリン離脱が可能となり正常耐糖

能を維持している 1 例
東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科 香月 健志，他

口演 56

1型糖尿病：治療 3 15 : 35～16 : 25 座長 D Medical Clinic Osaka 広瀬 正和

Ⅱ－56－1 1 型糖尿病の病歴長期化と高齢化の現状と課題
長野中央病院内科 近藤 照貴，他

Ⅱ－56－2 1 型糖尿病発症早期の体重変化と関連する臨床指標の検討
東京女子医科大学病院糖尿病・代謝内科 金箱勇太郎，他

Ⅱ－56－3 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－14）です．
Ⅱ－56－4 Relative Contribution of FPG and PPG to HbA1c and TIR in People with T1D on Basal-Bolus Insulin

Therapy
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA Carolina Piras de Oliveira, et al.

Ⅱ－56－5 1 型糖尿病（T1DM）患者における IGF-I と自由行動下の CGM 指標に関連する因子の検討
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 鈴木 正暉，他

口演 57

1型糖尿病：診断 2 16 : 25～17 : 15 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 小谷 紀子

Ⅱ－57－1 劇症 1 型様糖尿病発症後に血中 C ペプチド検出に至った 1 例
秋田赤十字病院代謝内科 小山 昌平，他

Ⅱ－57－2 免疫チェックポイント阻害剤による 1 型糖尿病の臨床的特徴およびリスク因子
日本赤十字社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

Ⅱ－57－3 免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症した 1 型糖尿病様の糖尿病の特徴と膵臓 MRI 所見との関連に
ついての検討

神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 前田 岳志，他
Ⅱ－57－4 ペムブロリズマブ投与後ほぼ同時期に劇症 1 型糖尿病，続発性副腎皮質機能低下症，甲状腺機能低下症

を発症した 1 例
東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科 田中 肇，他

Ⅱ－57－5 IgG4 関連自己免疫性膵炎が合併し急激な血糖上昇を認めた高齢 1 型糖尿病の 1 例
長崎大学病院内分泌・代謝内科 五反田幸一郎，他
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第 2日 5月 13日（金） 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽
口演 58

薬物療法：SGLT2 阻害薬 1 9 : 00～9 : 50 座長 福岡大学病院内分泌・糖尿病内科 横溝 久

Ⅱ－58－1 SGLT2 阻害薬による腎保護作用の検討
JA 愛知厚生連安城更生病院内分泌・糖尿病内科 井手 天翔，他

Ⅱ－58－2 実臨床での糖尿病性腎症に対する SGLT2 阻害薬の有用性～後ろ向き研究～
医療法人慈誠会山根病院内科 山根 雄幸

Ⅱ－58－3 SGLT2 阻害薬が腎機能低下速度に及ぼす効果とその関連因子の解明
医療法人社団陣内会陣内病院 守田 彩文，他

Ⅱ－58－4 正常アルブミン尿 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬と ARB/ACEI の腎保護効果についての検討
和歌山県立医科大学第一内科 石橋 達也，他

Ⅱ－58－5 SGLT2 阻害薬が腎機能へ与える影響とその要因についての検討
社会医療法人天神会新古賀病院栄養管理課 平山 貴恵，他

口演 59

薬物療法：SGLT2 阻害薬 2 9 : 50～10 : 40 座長
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

Ⅱ－59－1 ルセオグリフロジンの糖代謝と脂質代謝，肝機能への影響の経時的変化に関する検討
せいの内科クリニック 清野 弘明，他

Ⅱ－59－2 NAFLD 合併 2 型糖尿病患者に対する SGLT2 阻害薬の長期有効性の後方視的解析
北里大学医学部内分泌代謝内科学 鈴木 昂名，他

Ⅱ－59－3 SGLT2 阻害薬長期投与が肝機能に与える影響の検討～390 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 木村 友彦，他

Ⅱ－59－4 2 型糖尿病患者に合併した非アルコール性脂肪性肝疾患に対する SGLT2 阻害薬と SU 薬のランダム化比
較試験

金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝学分野 竹下有美枝，他
Ⅱ－59－5 投与後血圧低下症例にて SGLT2 阻害薬は GLP1 受容体アゴニストより優れた腎保護効果を呈する

神奈川県内科医学会/横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学 小林 一雄，他

口演 60

薬物療法：SGLT2 阻害薬 3 10 : 40～11 : 30 座長
北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学
教室 中村 昭伸

Ⅱ－60－1 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・
年齢差についての長期観察

新須磨病院内科 芳野 原，他
Ⅱ－60－2 イプラグリフロジン及びメトホルミンがヒト体内代謝産物に与える影響のメタボローム解析及び臨床

データとの相関 PRIME-V study
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科/

千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学 越坂 理也，他
Ⅱ－60－3 SGLT2 阻害薬は高齢糖尿病患者の筋肉量低下させるか？―In BodyⓇを用いた検討

JA 廣島総合病院糖尿病代謝内科 平田久美子，他
Ⅱ－60－4 高齢サルコペニア肥満モデルマウスにおける SGLT2 阻害薬と糖質制限食のサルコペニア肥満抑制効果の

比較
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

Ⅱ－60－5 三次元画像解析ソフトを用いた体脂肪体積評価によるルセオグリフロジン投与前後での体脂肪組成変化
の検討

神戸百年記念病院内科 黒木 康雄，他
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口演 61

サルコペニア・フレイル 1 14 : 45～15 : 35 座長
京都大学大学院人間・環境学研究科認知・行動
科学講座 林 達也

Ⅱ－61－1 握力が低下した内臓脂肪肥満者はレジスチン SNP-420G/SNP-358A ハプロタイプを高頻度に有する
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－61－2 健常若年女性における体組成の実態調査（第 3 報）―COVID-19 感染症流行の影響について―
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－61－3 高齢者におけるインスリン抵抗性とサルコペニアの合併が 2 型糖尿病有病率と関連する（Bunkyo Health
Study）

順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学 田島 翼，他
Ⅱ－61－4 栄養評価ツール GNRI は 2 型糖尿病患者においてサルコペニアおよびサルコペニア指標の予測因子であ

る：福島 DEM コホート研究
福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科/沖縄大学健康栄養学部管理栄養学科 城間かおり，他

Ⅱ－61－5 都市部糖尿病外来に通院中の 2 型糖尿病患者の筋肉量および加齢に伴うその減少率とサルコペニア肥満
の調査

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

口演 62

サルコペニア・フレイル 2 15 : 35～16 : 25 座長 菊池郡市医師会立病院糖尿病・内分泌内科 小野 恵子

Ⅱ－62－1 糖尿病合併心不全における血漿分枝鎖アミノ酸の規定因子と予後予測能の検討
札幌医科大学医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 神津 英至，他

Ⅱ－62－2 高齢 2 型糖尿病患者におけるビタミン摂取量と筋量減少の関連性：KAMOGAWA-DM cohort 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 弓削 大貴，他

Ⅱ－62－3 糖尿病患者におけるサルコペニア発症頻度とリスク因子の検討：1 型糖尿病と 2 型糖尿病の比較
近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 廣峰 義久，他

Ⅱ－62－4 2 型糖尿病患者における睡眠が筋力・骨格筋量に及ぼす影響の検討
医薬基盤・健康・栄養研究所/東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 和田 亘弘，他

Ⅱ－62－5 当院の高齢糖尿病患者における握力と検査データ，運動習慣，糖尿病薬の関連について
春日井市民病院糖尿病・内分泌内科 渡邊梨紗子，他

第 2日 5月 13日（金） 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室
口演 63

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 4 14 : 45～15 : 35 座長
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄
養内科学 山根 俊介

Ⅱ－63－1 肥満 2 型糖尿病におけるリラグルチド 1.8mg からセマグルチドに変更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－63－2 セマグルチド注射投与による治療効果と患者 QOL 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 山崎奈々花，他

Ⅱ－63－3 セマグルチド皮下注新規導入による QOL，血糖コントロール，臨床指標に与える影響の評価
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/

岐阜大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学 原口 卓也，他
Ⅱ－63－4 当院におけるセマグルチド注射薬導入例の有効性，安全性の検討

山梨大学医学部附属病院 前島 優，他
Ⅱ－63－5 当院における GLP-1 受容体作動薬の臨床的検討

かみいち総合病院内科・糖尿病センター 橘 秀徳，他
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口演 64

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 5 15 : 35～16 : 25 座長
名古屋市立大学大学院医学研究科消化器・代謝
内科学分野 田中 智洋

Ⅱ－64－1 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の比較検討～傾向スコア解析より～
産業医科大学医学部第 1 内科学 田中 健一，他

Ⅱ－64－2 肥満 2 型糖尿病に対するデュラグルチドの新規単独治療（第 4 報）：6 ヶ月および 12 ヶ月後の転帰につい
て

木村健一糖尿病・内分泌クリニック 木村 健一，他
Ⅱ－64－3 デュラグルチドとリラグルチドの糖尿病性細小血管症発症・進展への影響の比較

東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 片峰 亜季，他
Ⅱ－64－4 動脈硬化誘発飼料投与下における Dulaglutide の抗動脈硬化作用の検討

川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 真田 淳平，他
Ⅱ－64－5 従来の治療で良好なコントロールを得られない 2 型糖尿病患者における GLP-1 受容体作動薬セマグルチ

ドの有用性
藍野病院内科 吉田 麻美，他

口演 65

感染症 16 : 25～17 : 15 座長 国立病院機構千葉東病院糖尿病・内分泌内科 関 直人

Ⅱ－65－1 S100 calcium-binding protein A8（S100A8）を用いた肥満者・糖尿病患者への敗血症治療の可能性
横浜市立大学附属病院内分泌・糖尿病内科 宮下 大介，他

Ⅱ－65－2 人工関節置換術後の患者の血糖管理について
東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科学分野 長谷川大輔，他

Ⅱ－65－3 肝膿瘍を伴わない侵襲性クレブシエラ感染症をきたした 2 型糖尿病の 1 例
関東労災病院糖尿病・内分泌内科 堀口 恭平，他

Ⅱ－65－4 糖尿病性足潰瘍患者における下肢切断に対する握力の影響
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 井倉 和紀，他

Ⅱ－65－5 糖尿病足潰瘍の前駆皮膚病変に関わるリスク因子の検討
朝倉医師会病院糖尿病・内分泌内科 山田研太郎，他

第 2日 5月 13日（金） 第 10会場 神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室
口演 66

糖尿病療養指導：インスリン療法，インスリンポンプ 9 : 00～9 : 50 座長 島根大学医学部内科学講座内科学第一 守田 美和

Ⅱ－66－1 インスリンポンプの特性を活かした導入支援についての検討
神戸大学医学部附属病院看護部 松田季代子，他

Ⅱ－66－2 小児 1 型糖尿病患者のインスリンポンプ使用状況と満足度の検討
群馬大学医学部附属病院看護部 齊藤 詩織，他

Ⅱ－66－3 ペン型注入器専用針の形状に関わる使用感調査～着脱操作，外観からの印象に関する検討～
調剤薬局ミッテル開成店 菅原 秀樹，他

Ⅱ－66－4 心理社会的問題並びにライフスタイルを考慮し，CSII 導入に至った 1 型糖尿病の 2 症例の検討
医療法人糖心会べっぷ内科クリニック 酒田 彰子，他

Ⅱ－66－5 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－8）です．
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口演 67

糖尿病療養指導：CGM/isCGM 9 : 50～10 : 40 座長 京都医療センター予防医学研究室 坂根 直樹

Ⅱ－67－1 SMBG の Points in Range と CGM の Time in Range との相関の分析
東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科 森 良孝，他

Ⅱ－67－2 持続血糖測定（FGM）を用いた外来患者における理解度と活用度の調査～FGM 活用の意義を患者自身
が理解するための療養支援の課題～

いけだ糖尿病・甲状腺クリニック 髙谷 里子，他
Ⅱ－67－3 リブレ Link の使用感調査，および有用性について

三咲内科クリニック 東内 昭江，他
Ⅱ－67－4 高齢糖尿病患者の認知機能と血糖コントロール状態―isCGM による検討―

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
Ⅱ－67－5 間歇スキャン式持続血糖測定モニタリング（Flash Glucose Monitoring）を用いた血糖測定での日常生活

管理における変化
川口市立医療センター看護部 新井 恵子，他

口演 68

糖尿病療養指導：妊娠・高齢者・その他特殊な状況における療養指導 10 : 40～11 : 30 座長 淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科 錢林 雅子

Ⅱ－68－1 高齢者のインスリン自己注射手技獲得に必要な認知機能と注射手技項目についての検討
富山大学附属病院第一内科 稲川 慎哉，他

Ⅱ－68－2 高齢者 2 型糖尿病患者の生活背景，食事療法の状況と血糖管理の関係について
北里大学病院看護部 碓井 優理，他

Ⅱ－68－3 高齢者糖尿病の特性に合わせた療養指導介入方法についての検討
おかやま糖尿病・甲状腺クリニック 田内由希子，他

Ⅱ－68－4 左片麻痺を伴う患者へのインスリン自己注射と自己血糖測定の支援～手技獲得支援における多職種連携
の一事例～

しげい病院外来 生野友理恵
Ⅱ－68－5 妊娠糖尿病患者に対する地域連携の栄養指導の実際

社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院栄養科 石田美津子，他

口演 69

薬物療法：SGLT2 阻害薬 4 14 : 45～15 : 35 座長 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座 瀬ノ口隆文

Ⅱ－69－1 SGLT2 阻害薬ルセオグリフロジンが 2 型糖尿病患者の膵島ホルモンおよびインクレチン分泌に及ぼす影
響

北里大学病院内分泌代謝内科 坂東 慧，他
Ⅱ－69－2 トホグリフロジン半錠投与後 3 ヵ月間と 1 錠に増量後 3 ヵ月間の HbA1c の推移

生方内科クリニック 生方 英一
Ⅱ－69－3 SGLT2 阻害薬の投与時期が血糖コントロールに与える影響に関する検討

弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 松橋 有紀，他
Ⅱ－69－4 SGLT2 阻害薬投与後の Hb 増加に伴う GA/HbA1c 比への影響に関する検討

神戸大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科 芳野 啓，他
Ⅱ－69－5 グリコアルブミン（GA）と HbA1c の乖離に SGLT2 阻害薬（SGLT2i）が及ぼす影響の検討

（医社）南山寿会中島内科クリニック/日本医科大学内科学講座内分泌糖尿病代謝内科 中島 泰，他
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口演 70

薬物療法：SGLT2 阻害薬 5 15 : 35～16 : 25 座長 王子総合病院循環器内科・糖尿病内科 三木 隆幸

Ⅱ－70－1 2 型糖尿病患者へのエンパグリフロジン投与はカンペステロール血中濃度を増加させる：HDL コレステ
ロール増加との関連検討

獨協医科大学病院内分泌代謝内科 二井谷隆文，他
Ⅱ－70－2 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

比較検討（第 2 報）
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター

糖尿病・血液・膠原病内科糖尿病センター/産業医科大学医学部第一内科学講座 新生 忠司，他
Ⅱ－70－3 レセプトビッグデータを用いた SGLT2 阻害薬による糖尿病網膜症進展防止効果についての解析

奈良県立医科大学公衆衛生学講座 森田えみり，他
Ⅱ－70－4 糖尿病患者では SGLT2 阻害薬により下肢切断が増えるのか：レセプトビッグデータを用いた疫学研究

奈良県立医科大学糖尿病内分泌内科学講座 紙谷 史夏，他
Ⅱ－70－5 1 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬使用の影響に関する検討

神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 本村 悠馬，他

口演 71

薬物療法：SGLT2 阻害薬 6 16 : 25～17 : 15 座長
兵庫県立尼崎総合医療センター糖尿病・内分泌
内科 中村 嘉夫

Ⅱ－71－1 SGLT2 阻害薬による腎保護効果の後ろ向き検討
公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院内科 浅井 愛未，他

Ⅱ－71－2 腎機能障害例を含む高齢 2 型糖尿病患者に対する長期 SGLT2 阻害薬投与の検討
松波総合病院/岐阜大学医学部附属病院 川島 優衣，他

Ⅱ－71－3 SGLT2 阻害薬 6 剤の長期的効果，治療強化，Clinical Inertia についての検討
市立芦屋病院内科 紺屋 浩之，他

Ⅱ－71－4 SGLT2 阻害薬が降圧薬，痛風・高尿酸血症治療薬，高脂血症治療薬の処方に及ぼす影響の検討
田辺三菱製薬株式会社育薬本部 合田 真貴，他

Ⅱ－71－5 ルセオグリフロジンの 12 カ月投与における尿酸値の変化の検討
江戸川病院糖尿病代謝腎臓内科 井筒 琢磨，他

第 2日 5月 13日（金） 第 12会場 神戸国際会議場 3F 国際会議室 301
口演 72

糖尿病療養指導：栄養指導（透析予防を目的とした栄養指導） 9 : 00～9 : 50 座長
神戸大学医学部附属病院栄養管理部/糖尿病・
内分泌内科 高橋 路子

Ⅱ－72－1 糖尿病性腎症における尿中 UN/Cr 比と eGFR 低下速度についての検討
社会医療法人天神会新古賀病院栄養管理課 鎌田亜也加，他

Ⅱ－72－2 透析予防指導プログラム（3 回法）による効果の持続（第二報）
宇都木医院 中野 真弓，他

Ⅱ－72－3 当院糖尿病透析予防指導における栄養指導効果の検討
秋田大学医学部附属病院栄養管理部 若松麻衣子，他

Ⅱ－72－4 糖尿病患者の亜鉛欠乏の現状と腎症との関連
和歌山労災病院内科 那須 鉄史，他

Ⅱ－72－5 正常アルブミン尿で eGFR60 未満の糖尿病患者に関与する食習慣の検討
糖尿病内科・内科かわさきクリニック 川崎 勲，他
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口演 73

糖尿病療養指導：栄養指導 1 9 : 50～10 : 40 座長
京都大学医学部附属病院先制医療・生活習慣病
研究センター 井上真由美

Ⅱ－73－1 メタボローム解析を用いた生理作用を有する栄養素のヒト体内動態の評価およびデータベース構築
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

Ⅱ－73－2 経口セマグルチドによる食行動の変化
佐久市立国保浅間総合病院栄養科 大澤 瑞穂，他

Ⅱ－73－3 2 型糖尿病における BMI と体組成による四肢筋肉量と体脂肪率の検討
三重大学医学部附属病院栄養診療部 森 貴宣，他

Ⅱ－73－4 精神科病院における糖尿病療養指導（第 19 報）～院内直営コンビニエンスストアへのカロリー表示シー
ルの導入の試み～

医療法人静和会浅井病院栄養マネージメントチーム 銅銭 理恵，他
Ⅱ－73－5 糖尿病患者の嗅覚に及ぼす因子についての検討

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

口演 74

糖尿病療養指導：栄養指導 2 10 : 40～11 : 30 座長
社会医療法人愛仁会明石医療センター糖尿病・
内分泌内科 中村 友昭

Ⅱ－74－1 「15 食品テスト」による，1 型糖尿病患者のカーボカウント理解度評価と，1 年後の HbA1c 改善効果につ
いて

糖尿病内科たかべクリニック糖尿病内科 髙部 倫敬，他
Ⅱ－74－2 糖尿病患者の個人栄養指導キャンセルに関する調査

医療法人財団聖十字会西日本病院栄養部 本郷 恵未，他
Ⅱ－74－3 低栄養状態の 2 型糖尿病における栄養摂取調査

医療法人伯鳳会大阪中央病院栄養部 片山 弥生，他
Ⅱ－74－4 糖尿病患者における塩分チェックシートの項目別特徴について

社会医療法人天神会新古賀病院栄養管理課 大淵 由美，他
Ⅱ－74－5 2 型糖尿病患者における欠食率に関する疫学調査

弘前総合医療センター内分泌代謝内科 村上 宏，他

第 2日 5月 13日（金） 第 13会場 神戸国際会議場 4F 会議室 401＋402
口演 75

脂肪細胞の生物学：白色脂肪細胞の生物学 9 : 00～9 : 50 座長 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 窪田 直人

Ⅱ－75－1 脂肪組織の PDK1-FoxO1 経路を介した NASH 発症進展機構の解析
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 今森 真，他

Ⅱ－75－2 転写因子 IRF7 によるエネルギー代謝調節機構の解明
徳島大学栄養生命科学教育学部代謝栄養学分野 小林久呂枝，他

Ⅱ－75－3 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－1）です．
Ⅱ－75－4 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
Ⅱ－75－5 抗 ALK7 中和抗体は肥満マウスにおける代謝環境を改善する

群馬大学生体調節研究所遺伝生化学分野 趙 敏，他
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口演 76

脂肪細胞の生物学：その他 9 : 50～10 : 40 座長 名古屋大学環境医学研究所分子代謝医学分野 田中 都

Ⅱ－76－1 Role of adipose tissue-resident macrophages in the regulation of adipocyte and fibro-adipogenic progeni-
tors

富山大学医学部分子医科薬理学/富山大学医学部第一内科 NAWAZ ALLAH, et al.
Ⅱ－76－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－2）です．
Ⅱ－76－3 High-fat diet induces proliferation of adipocyte progenitors and hyperplasia in inguinal adipose tissue in

male mice
富山大学医学部第一内科 Muhammad Bilal, et al.

Ⅱ－76－4 脂肪細胞のインスリン作用の低下がエクソソーム miRNA を介して膵 β 細胞に及ぼす影響の解明
東京医科歯科大学分子内分泌代謝学分野 新津 吉博，他

Ⅱ－76－5 脂肪細胞 ARMC5 は内臓脂肪蓄積を抑制する
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 魚田 晃史，他

口演 77

その他の生物学 10 : 40～11 : 30 座長
静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府栄養
生理学研究室 細岡 哲也

Ⅱ－77－1 糖尿病状態における腸管形態の解析
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 盧 雪 ，他

Ⅱ－77－2 腸管における局所ケトン体産生の役割の解明
滋賀医科大学医学部附属病院糖尿病内分泌・腎臓内科 川原 良介，他

Ⅱ－77－3 シュワン細胞における高・低グルコースによる酸化ストレス亢進に対するミトコンドリア機能改善薬の
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－77－4 膵島移植におけるヒト乳歯歯髄幹細胞（SHED）の免疫学的有効性の検討

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 加藤 誠，他
Ⅱ－77－5 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－3）です．

口演 78

腎症：成因・病態・遺伝 4 14 : 45～15 : 35 座長 岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科 中司 敦子

Ⅱ－78－1 胎生期過栄養による腎低酸素応答について
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

Ⅱ－78－2 糖尿病における腎機能変化とシトルリン・アルギニン・オルニチン変化の関連
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，他

Ⅱ－78－3 血中抗 R3hdml 抗体測定の臨床的意義に関する検討
東千葉メディカルセンター代謝・内分泌内科/千葉大学大学院医学研究院総合医科学 石川 崇広，他

Ⅱ－78－4 2 型糖尿病患者における推算糸球体濾過量（eGFR）漸減関連因子の探索
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

Ⅱ－78－5 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－12）です．
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口演 79

腎症：診断・治療 1 15 : 35～16 : 25 座長 和歌山県立医科大学腎臓内科学講座 荒木 信一

Ⅱ－79－1 転写因子 ChREBP 活性阻害に基づく糖尿病性腎症に対する新規治療薬開発
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

Ⅱ－79－2 2 型糖尿病モデル db/db マウスに対する Glucoraphanin の腎作用
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糖尿病内科学部門 滝山 由美，他

Ⅱ－79－3 正常～微量アルブミン尿かつ腎機能正常の 2 型糖尿病の将来の人工透析導入を糖尿病網膜症は予測でき
るか？―平均 16 年の経過観察

北里大学健康管理センター 守屋 達美，他
Ⅱ－79－4 慢性腎臓病を合併した 2 型糖尿病患者に対する GLP-1 受容体作動薬と SGLT2 阻害薬の効果

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
Ⅱ－79－5 Association of UACR and Its Early Change with Cardiorenal Outcomes in FIDELIO-DKD：A Mediation

Analysis
Kawagoe Clinic, Saitama Medical University, Japan Shigehiro Katayama, et al.

口演 80

腎症：診断・治療 2 16 : 25～17 : 15 座長 神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 菅原 健二

Ⅱ－80－1 2 型糖尿病患者における持続性高血圧は糖尿病性腎症発症に寄与する：KAMOGAWA-HBP study
京都府立医科大学附属病院内分泌・糖尿病・代謝内科 北川 暢子，他

Ⅱ－80－2 SGLT2 阻害薬投与による蛋白尿減少および炎症抑制効果の検討
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 乙田 敏城，他

Ⅱ－80－3 糖尿病性腎臓病評価における腎超音波検査の有用性（DKDrem-2 研究第 1 報）
国立病院機構千葉東病院糖尿病・内分泌内科 西村 元伸，他

Ⅱ－80－4 糖尿病性腎症の予見因子としての指尖部 AGE 測定の有用性
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座 松村 剛，他

Ⅱ－80－5 デュラグルチド投与による中等度-重度慢性腎臓病に対する腎機能低下抑制効果についての検討，JDDM
研究より

医療法人萬田記念病院糖尿病センター・内科 土田 健一，他

第 2日 5月 13日（金） 第 14会場 神戸国際会議場 5F 会議室 501
口演 81

筋の生物学 1 9 : 00～9 : 50 座長 神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 野村 和弘

Ⅱ－81－1 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－8）です．
Ⅱ－81－2 大豆イソフラボンによる耐糖能障害改善に起因するサルコペニア肥満予防機構の解明

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学 宗川ちひろ，他
Ⅱ－81－3 2 型糖尿病患におけるダイナペニアとサルコペニアの総エネルギー・栄養素摂取量等の影響：横断的検証

徳島大学糖尿病臨床研究開発センター 森 博康，他
Ⅱ－81－4 糖尿病関連セレノプロテイン P のヒト血中レベルは下肢サルコペニアと関連する

金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 磯部 優希，他
Ⅱ－81－5 SGLT2 阻害薬が肥満糖尿病マウスの骨格筋代謝に与える影響の検討

九州大学病院病態制御内科学内分泌代謝・糖尿病内科 中村慎太郎，他



― 136 ―

口演 82

筋の生物学 2 9 : 50～10 : 40 座長 滋賀医科大学 IR 室 森野勝太郎

Ⅱ－82－1 ビタミン D 誘導体 MC903 外用による骨格筋を介した肥満病態改善機構
富山大学薬学部病態制御薬理学 宮澤佑一朗，他

Ⅱ－82－2 FynKO マウスはサルコペニア抵抗性を呈する
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－82－3 機械的伸展刺激により分泌される骨格筋由来細胞外小胞は脂肪細胞の Glut4 発現を調節して糖取り込み
機構を制御する

群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科 齋藤 従道，他
Ⅱ－82－4 骨格筋 TFG の肥満形成および神経筋接合部の維持における役割

広島大学大学院医系科学研究科医化学教室 山本屋 武，他
Ⅱ－82－5 ストレスは C/EBP-KLF15 経路を介して筋萎縮を促進する

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 内山 奏，他

口演 83

筋の生物学 3 10 : 40～11 : 30 座長 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 岩部 美紀

Ⅱ－83－1 グアーガム分解物は糖代謝を改善することで，サルコペニア肥満の発症を予防する
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 畑 真之介，他

Ⅱ－83－2 不動化は Piezo1/KLF15 経路を介して筋萎縮を促進する
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－83－3 発酵食品による耐糖能障害改善に起因するサルコペニア予防機構の解明
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 岡村 拓郎，他

Ⅱ－83－4 The deficiency of selenoprotein P protects against sarcopenia by suppressing protein degradation
Department of Endocrinology and Metabolism,

Kanazawa University Graduate School of Medical Sciences Halimulati Abuduwaili, et al.
Ⅱ－83－5 ニコチンアミドモノヌクレオチド（NMN）経口摂取のヒトの加齢に与える影響の検討

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 中川 佳子，他

口演 84

大血管障害：冠動脈疾患・心不全 1 14 : 45～15 : 35 座長 岩手医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 武部 典子

Ⅱ－84－1 糖尿病患者における完全右脚ブロックは心血管イベントの危険因子であるか？
市立藤井寺市民病院内科 小野 克宏，他

Ⅱ－84－2 空腹時血糖高値を有する肥満症患者ではシスタチン eGFR が心血管疾患発症を予知する
金沢大学医薬保健研究域医学系衛生学・公衆衛生学/金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 鈴木 啓太，他

Ⅱ－84－3 インスリン抵抗性と冠動脈硬化重症度との関連；糖尿病の有無による交互作用
養和病院循環器内科 笠原 尚，他

Ⅱ－84－4 耐糖能および HDL コレステロール値別にみた LDL コレステロールが冠動脈疾患に及ぼす影響の検討
新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科 山田万祐子，他

Ⅱ－84－5 糖尿病透析患者における大動脈石灰化と体組成の関係
白鷺病院 中野 雅信，他
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口演 85

大血管障害：冠動脈疾患・心不全 2 15 : 35～16 : 25 座長 千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学 田中 知明

Ⅱ－85－1 2 型糖尿病患者における心不全入院，特に Non-HFrEF 入院と関連する因子としての糖尿病細小血管障害
の意義について

国立循環器病研究センター病院オープンイノベーションセンター 橡谷 真由，他
Ⅱ－85－2 糖尿病性無症候性冠動脈疾患に対する積極的脂質低下療法の有用性～冠動脈 CT アンギオグラフィを用

いたプラーク性状の検討～第 2 報
臼杵市医師会立コスモス病院糖尿病・内分泌内科 近藤 誠哉，他

Ⅱ－85－3 高度肥満症における“CAVI paradox”の解明～糖代謝・体組成・冠動脈疾患の観点から～
東邦大学医療センター佐倉病院内科 恩田 洋紀，他

Ⅱ－85－4 石灰化を有する冠動脈枝数による冠動脈疾患のリスク評価，2 型糖尿病コホート研究のベースラインでの
検討

海老名総合病院糖尿病センター 青木 絵麻，他
Ⅱ－85－5 女性の生殖関連因子は糖尿病患者の死亡や心血管病リスクと関連する：Fukuoka Diabetes Registry

（FDR）
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学（第二内科） 大城 彩香，他

口演 86

大血管障害：その他 16 : 25～17 : 15 座長 順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 三田 智也

Ⅱ－86－1 超高磁場 7 Tesla MRI 装置を用いた 2 型糖尿病患者における脳血管病変の検討
岩手医科大学附属病院糖尿病代謝内分泌内科 小豆嶋正晴，他

Ⅱ－86－2 Fibrosis-4（FIB-4）Index は新規の虚血性心疾患発症の独立した予測因子である
札幌医科大学付属病院循環器腎臓代謝内分泌内科学講座 東浦 幸村，他

Ⅱ－86－3 2 型糖尿病患者の血清 FGF23 濃度と血管平滑筋機能異常との関連性
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 夏木 裕香，他

Ⅱ－86－4 ビリルビンと動脈硬化の関連についての後ろ向き観察研究
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内科 西原 諒，他

Ⅱ－86－5 地域住民コホートにおける脈波伝播速度（PWV）と心血管疾患リスクスコア，生活習慣の関係
岩手医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科/岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバンク機構 武部 典子，他

第 2日 5月 13日（金） 第 15会場 神戸国際会議場 5F 会議室 502
口演 87

高血圧 9 : 00～9 : 50 座長
独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨
床研究センター内分泌代謝高血圧研究部 浅原 哲子

Ⅱ－87－1 家庭血圧コントロール不良継続は糖尿病性腎症進展に寄与する：KAMOGAWA-HBP study 10 年後の検
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
Ⅱ－87－2 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－87－3 間歇的低酸素は神経細胞においてカテコールアミン合成酵素 mRNA を増加させる

奈良県立医科大学生化学講座 髙沢 伸，他
Ⅱ－87－4 高血圧患者において糖尿病および肥満がレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系に与える影響

信州大学医学部附属病院糖尿病・内分泌代謝内科 宮本 晃男，他
Ⅱ－87－5 エサキセレノ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
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口演 88

ラ氏島の生物学：インスリン分泌 1 9 : 50～10 : 40 座長 群馬大学生体調節研究所遺伝生化学分野 泉 哲郎

Ⅱ－88－1 コレステロール搬出能（Efflux）に着目したイソラムネチンのインスリン分泌に及ぼす作用メカニズムの
検討

弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 松木 恒太，他
Ⅱ－88－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－10）です．
Ⅱ－88－3 Neuromedin U（NMU）induces β cell failure by triggering mitochondrial dysfunction and ER stress via

Gα proteins
宮崎大学医学部医学科生体制御医学研究講座 張 維東，他

Ⅱ－88－4 膵 β 細胞株の免疫沈降プロテオミクスによるインスリン分泌障害に関与するタンパク質の同定
神戸大学大学院医学研究科分子代謝医学 吉田 舞，他

Ⅱ－88－5 グルコース応答性インスリン分泌における TCA 回路酵素の役割の検討
日本大学医学部附属板橋病院糖尿病代謝内科学分野 河野 玄太，他

口演 89

ラ氏島の生物学：インスリン分泌 2 10 : 40～11 : 30 座長 京都大学大学院農学研究科動物遺伝育種学分野 横井 伯英

Ⅱ－89－1 Munc13 によるインスリン顆粒の開口放出制御
群馬大学生体調節研究所遺伝生化学分野 水野 広一，他

Ⅱ－89－2 複数の Rab27 エフェクター Exophilins が制御する，インスリン顆粒開口放出機構
群馬大学生体調節研究所遺伝生化学分野 趙 崑 ，他

Ⅱ－89－3 グルコース/cADPR/Trpm2 クロストーク異常は 2 型糖尿病の発症に関連する
自治医科大学さいたま医療センター内分泌代謝科 船崎 俊介，他

Ⅱ－89－4 膵 β 細胞障害過程における UCP2 による AldB 誘導機構の解析
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
Ⅱ－89－5 肝アクチビンシグナルによるインスリン分泌促進作用

国立国際医療研究センター研究所分子糖尿病医学研究部 小林 直樹，他

口演 90

糖尿病療養指導：患者教育技法 1 14 : 45～15 : 35 座長 医療法人社団正名会池田病院糖尿病内科 池田 弘毅

Ⅱ－90－1 インスリン自己注射手技の適切な再教育は血糖コントロール状況を改善し，適切な注射手技の維持・改善
に有効である

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌内科 本庶 祥子，他
Ⅱ－90－2 2 型糖尿病（T2D）教育入院患者における日本語版糖尿病知識テストの信頼性と妥当性

済生会横浜市南部病院糖尿病内分泌内科 堤 優，他
Ⅱ－90－3 高齢糖尿病患者における家庭菜園活動と食品多様性・野菜摂取量との関係の検討

泉岡医院/大阪市立大学院生活科学研究科 浜本 由紀，他
Ⅱ－90－4 グルカゴン点鼻粉末剤（バクスミーⓇ）用操作確認用デモキットの動作に基づく適正な操作指導時を行う

際の留意点
新潟薬科大学薬学部 朝倉 俊成

Ⅱ－90－5 糖尿病在宅医療廃棄物の処分に関する患者実態調査
くればやし内科糖尿病・内分泌内科 安岐 倫代，他
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口演 91

糖尿病療養指導：患者教育技法 2 15 : 35～16 : 25 座長
兵庫県立はりま姫路総合医療センター糖尿病・
内分泌内科 大原 毅

Ⅱ－91－1 オンラインを活用した療養支援方法の検討～コロナ禍における糖尿病患者の現状を踏まえて～
医療法人社団ユスタヴィアクリニックみらい立川 檜垣 美幸，他

Ⅱ－91－2 コロナ禍における糖尿病集団指導の当院の取組みの変化
医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 大黒 遥香，他

Ⅱ－91－3 COVID-19 蔓延期の個別指導による糖尿病教育入院の効果
朝倉医師会病院看護部 鐘江 竜子，他

Ⅱ－91－4 オンライン主体の総合的な教育・体験型プログラムによる，2 型糖尿病コントロール改善への寄与及び行
動変容促進効果の検証

筑波大学附属病院内分泌代謝・糖尿病内科 山崎 大地，他
Ⅱ－91－5 オンラインでの糖尿病療養指導ロールプレイセミナー（リス☆カン）開催を経験して

済生会西条病院内科 金子 由梨，他

口演 92

糖尿病療養指導：薬物療法 16 : 25～17 : 15 座長
三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座代
謝内分泌内科学 矢野 裕

Ⅱ－92－1 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－9）です．
Ⅱ－92－2 セマグルチド注射の使用中の患者の思いの評価と療養支援

佐久市立国保浅間総合病院内科病棟 丸山 友子，他
Ⅱ－92－3 トルリシティⓇ皮下注アテオスからオゼンピックⓇ皮下注 SD に変更した 2 型糖尿病患者の治療満足度

宮永病院看護部 本田 啓子，他
Ⅱ－92－4 経口血糖降下薬（OHA）の服薬アドヒアランス（Ad）および血糖コントロールと細小/大血管合併症

発症の縦断的検討
新潟大学医歯学総合病院内分泌・代謝内科 矢口 雄大，他

Ⅱ－92－5 一包化された薬剤からの SGLT2 阻害薬の選別難易度について
みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科看護科 大橋 理恵，他

第 2日 5月 13日（金） 第 16会場 神戸国際会議場 5F 会議室 504＋505
口演 93

腎症重症化予防のための取り組み 9 : 00～9 : 50 座長 関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター 田中 永昭

Ⅱ－93－1 コンピュータ・機械学習を用いた特定健診データからの腎症悪化ハイリスクグループ抽出とコメント自
動作成の試み

宮崎内科医院 宮崎 正信，他
Ⅱ－93－2 当院における糖尿病透析予防指導への理学療法士による運動指導介入効果の検討

済生会松山病院リハビリテーションセンター 近藤 源，他
Ⅱ－93－3 糖尿病腎症 10 年観察における病期変化の観察

公立那賀病院栄養科 北 将典，他
Ⅱ－93－4 地域連携システムを利用した糖尿病性腎症重症化予防への取り組み

大館市立総合病院内分泌・代謝・神経内科 池島 進，他
Ⅱ－93－5 山梨県全市町村における糖尿病性腎症重症化予防プログラム実施状況調査

原口内科・腎クリニック/山梨慢性腎臓病対策協議会 YCKDI 原口 和貴，他
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口演 94

地域医療・医療情報 9 : 50～10 : 40 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

Ⅱ－94－1 健診・レセプト情報連結データベースの縦断的解析による疾病予測：eGFR slope による透析ハイリスク
患者の抽出

奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科学講座 岡田 定規，他
Ⅱ－94－2 ナショナルデータベースを用いた高齢者の糖尿病治療薬毎の骨折発生率の縦断的検討―NDBJ-OS Study

Group
大阪医科薬科大学医学部衛生学公衆衛生学/

National Database Japan-Osteoporosis Management（NDBJ-OS）Study Group 玉置 淳子，他
Ⅱ－94－3 HbA1c 高値を規定する因子の解明；筑後地区糖尿病患者レジストリ（Diabetes Registry in Chikugo）を

用いた横断解析
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門 合原 水月，他

Ⅱ－94－4 当院における糖尿病地域連携クリティカルパスを用いた患者の血糖管理状況について
独立行政法人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

Ⅱ－94－5 循環型糖尿病医療連携パス 13 年間運用のアウトカム～COVID-19 感染拡大による影響～
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 辻野 元祥，他

口演 95

社会医学・医療経済学 10 : 40～11 : 30 座長 北里大学医学部内分泌代謝内科学 林 哲範

Ⅱ－95－1 同居者の有無別にみた 2 型糖尿病患者の臨床経過
メディカルプラザ江戸川 田中 麻理，他

Ⅱ－95－2 糖尿病治療第一選択薬としての SGLT2 阻害薬の費用効果分析
横浜市立大学医学群健康社会医学ユニット/東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学/

慶應義塾大学医学部医療政策・管理学 五十嵐 中，他
Ⅱ－95－3 糖尿病をはじめとした慢性疾患患者に対するピアサポートの有用性に関する探索的検討

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学/
大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部 徳永あゆみ，他

Ⅱ－95－4 レセプトビッグデータのクラスター解析によって明らかになった高度肥満の不均一性
奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科学講座 竹下 沙希，他

Ⅱ－95－5 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－11）です．

口演 96

糖尿病療養指導：運動・リハビリ療法 14 : 45～15 : 35 座長 伊勢赤十字病院糖尿病・代謝内科 村田 和也

Ⅱ－96－1 外来 2 型糖尿病患者の身体活動量に影響する身体特性の調査
四国医療専門学校理学療法学科/岩本内科医院 藤沢 千春，他

Ⅱ－96－2 糖代謝状態の変化は筋肉量と骨ミネラル量の変化と関連する
糖尿病内科まつだクリニック 川本 剛士，他

Ⅱ－96－3 運動教室参加者からみたコロナ禍の心身に与えた影響について
高村内科クリニック 藤巻 陽子，他

Ⅱ－96－4 当院の糖尿病教室での取り組み―運動療法の効果を体験するこころみ―
JA 神奈川県厚生連相模原協同病院栄養室 菊池 美優，他

Ⅱ－96－5 インスリン治療中の糖尿病患者における CGM 使用下での運動指導の安全性
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
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口演 97

糖尿病療養指導：フットケア 15 : 35～16 : 25 座長 滋賀県立総合病院糖尿病・内分泌内科 山本 泰三

Ⅱ－97－1 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・診療所の血
流・感覚に焦点をあてた解析

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 大西 みさ，他
Ⅱ－97－2 当院フットケア外来患者の死因・生存率に関する考察

愛知医科大学病院看護部 鈴木 孝宗，他
Ⅱ－97－3 糖尿病フットケア外来受診率向上のための自己評価式アンケート「糖尿病の足のチェックシート」の有

用性
藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科学 重康 裕紀，他

Ⅱ－97－4 診療所の糖尿病専門外来における糖尿病フットケアのニーズ
香川大学医学部看護学科/御所南はらしまクリニック/京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 西村亜希子，他

Ⅱ－97－5 当院におけるフットケア外来の認知度～医療者と患者の認識の違い～
すずき糖尿病内科クリニック看護部 黒木 啓代，他

口演 98

糖尿病療養指導：その他 16 : 25～17 : 15 座長
岩手県立大学健康サポートセンター・看護学部
基礎看護学講座 高橋 和眞

Ⅱ－98－1 2 型糖尿病治療の中断の時期を有する人を対象とした「糖尿病とゆるやかにつき合っていく」ことを助け
るケアプログラムの開発

山梨県立大学看護学部 米田 昭子，他
Ⅱ－98－2 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－10）です．
Ⅱ－98－3 よりよい療養指導に向けての Fib-4 index と Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体を用いた糖尿病患者のデータ

解析
医療法人永和会みなみ赤塚クリニック検査科 新谷 祐美，他

Ⅱ－98－4 糖尿病教育入院・教室の新規立ち上げと体成分測定を用いた評価の試み
国立病院機構高崎総合医療センター内分泌・代謝内科 渋沢 信行，他

Ⅱ－98－5 肥満 2 型糖尿病患者へのグラフ化体重自己記録表を使用した個別指導の減量効果
せいの内科クリニック 國分 裕子，他
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一 般 演 題

第 3日 口 演
第 3日 5月 14日（土） 第 4会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽 1
口演 99

1型糖尿病：成因・病態・遺伝 1 15 : 05～15 : 55 座長 埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 及川 洋一

Ⅲ－99－1 1 型糖尿病患者膵組織中の Enterovirus 2A protease に対する polyclonal 抗体の作成と臨床応用
国家公務員共済組合連合会虎の門病院内分泌代謝科（糖尿病・代謝部門）/冲中記念成人病研究所 内田 貴康，他

Ⅲ－99－2 1 型糖尿病における自己膵島抗原反応性 T 細胞の解析
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

Ⅲ－99－3 免疫チェックポイント阻害薬関連 1 型糖尿病の膵組織像の検討
大阪大学医学部付属病院内分泌・代謝内科 川田 哲史，他

Ⅲ－99－4 デキストラン硫酸ナトリウム塩（DSS）投与が 1 型糖尿病発症に与える影響の検討
神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域健康科学分野 南出ちひろ，他

Ⅲ－99－5 NOD マウスにおける Tyrosine kinase 2（Tyk2）遺伝子を標的とした発症抑制機序の解析
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粘膜防御学 三根敬一朗，他

口演 100

1型糖尿病：成因・病態・遺伝 2 15 : 55～16 : 45 座長 緑風会みどりクリニック 阿比留教生

Ⅲ－100－1 日本人成人 1 型糖尿病患者と“Problem Areas in Diabetes（PAID）”
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 佐藤 綾子，他

Ⅲ－100－2 当院で診断された緩徐進行 1 型糖尿病の臨床的特徴
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 高橋 尚子，他

Ⅲ－100－3 当院における 1 型糖尿病とバセドウ病を合併した 38 例の臨床的特徴
（社医）同心会古賀総合病院内科 中村 孝之，他

Ⅲ－100－4 1 型糖尿病と自己免疫性甲状腺疾患との関連についての検討
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 藤井 研己，他

Ⅲ－100－5 1 型糖尿病の発症時のビタミン D 濃度―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）より―

大阪医科薬科大学病院糖尿病代謝・内分泌内科（第一内科） 長江 亮太，他

第 3日 5月 14日（土） 第 6会場 神戸ポートピアホテル 本館B1F 和楽
口演 101

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 6 8 : 30～9 : 20 座長 大分大学医学部内分泌代謝膠原病腎臓内科 正木 孝幸

Ⅲ－101－1 GLP-1 受容体作動薬投与直後の FGM データの検討
北陸先端科学技術大学院大学保健管理センター/JCHO 金沢病院代謝・糖尿病センター 古川 健治，他

Ⅲ－101－2 FGM および体組成計を用いた経口セマグルチドの示す短期的効果の検討
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－101－3 FGM を用いた外来 2 型糖尿病患者における FRC（fixed-ratio combination）の検討
産業医科大学第 1 内科学講座 齋藤 桃，他

Ⅲ－101－4 新たな食嗜好質問表の作成と肥満 2 型糖尿病患者での評価
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 原 知之，他
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Ⅲ－101－5 経口セマグルチドの臨床効果と QOL，食行動に与える影響
横浜市立大学医学部内分泌糖尿病内科 髙橋 昭則，他

口演 102

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 7 9 : 20～10 : 10 座長
京都大学大学院研究科糖尿病・内分泌・栄養内
科学 藤田 義人

Ⅲ－102－1 2 型糖尿病腎移植患者への GLP-1 受容体作動薬投与と移植腎機能の予後に対する観察研究
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 北村 柾騎，他

Ⅲ－102－2 IDeg/Lira 配合薬；従来インスリンからの切り替えの有用性と安全性及び課題
静岡赤十字病院糖尿病内分泌代謝内科 村上 雅子，他

Ⅲ－102－3 Liraglutide と Insulin Degludec 併用療法の Durability に関する有用性
桐生厚生総合病院内科 加嶋 耕二，他

Ⅲ－102－4 リラグルチドを 1.2mg 以上に増量した患者の臨床経過の検討
兵庫県立西宮病院糖尿病・内分泌内科 木村 敬一，他

Ⅲ－102－5 視床下部 vanishing tumor を呈し中枢性尿崩症＋ゴナドトロピン分泌不全を合併する肥満糖尿病への
GLP-1 受容体作動薬の使用経験

金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 中川 淳，他

口演 103

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 8 10 : 10～11 : 00 座長 JCHO 東京新宿メディカルセンター内科 関根 信夫

Ⅲ－103－1 ヒト GLP-1 構造を有する GLP-1 受容体作動薬を新規導入した患者の背景について
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 和田 直樹，他

Ⅲ－103－2 当院における週 1 回セマグルチド注射使用例の背景の検討
（国共連）横浜栄共済病院代謝内分泌内科 横山 太一，他

Ⅲ－103－3 デュラグルチド皮下注からセマグルチド皮下注へ切り替えた症例の有効性と安全性
旭川赤十字病院糖尿病-内分泌内科 宿田 夕季，他

Ⅲ－103－4 当院実臨床データから得られたインスリンデグルデク/リラグルチド配合製剤（IDegLira）の治療効果と
処方上の注意点

三咲内科クリニック 米田 千裕，他
Ⅲ－103－5 セマグルチド錠の患者負担感軽減及び十分な効果発現にむけた服薬指導の取り組み

佐久市立国保浅間総合病院薬剤科 佐藤 誠泰，他

口演 104

癌 15 : 05～15 : 55 座長
国立がん研究センター中央病院総合内科（糖尿
病腫瘍科） 大橋 健

Ⅲ－104－1 非担癌 2 型糖尿病患者における腫瘍マーカー（CEA/CA19-9）測定の意義についての検討：後ろ向き観
察研究

国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科 田口 真帆，他
Ⅲ－104－2 HbA1c よりも随時血糖高値が乳癌の CDH1 メチル化を促進し乳癌の予後を悪化させる

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
Ⅲ－104－3 膵切除における糖尿病発症時期別のインスリン分泌能と血糖コントロールについての検討

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－104－4 糖尿病患者における膵癌合併についての後ろ向き観察研究

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内科 箱島真理子，他
Ⅲ－104－5 糖尿病専門医の脂肪肝・肝癌スクリーニングの現状と課題―長野県糖尿病専門医を対象としたアンケー

ト調査―
佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科 西森 栄太，他
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口演 105

その他の代謝異常 15 : 55～16 : 45 座長 公立豊岡病院内分泌・糖尿病内科 岸本 一郎

Ⅲ－105－1 高齢者における糖尿病と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

Ⅲ－105－2 肥満症における 11 の健康障害と長期的な体重変化との関連の検討
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 影山 智子，他

Ⅲ－105－3 当院通院糖尿病患者の FIB4-index の実態からみた肝線維化防止の可能性について
医療法人社団三咲内科クリニック 栗林 伸一，他

Ⅲ－105－4 2 型糖尿病の有無別の metabolic syndrome，metabolic dysfunction-associated fatty liver disease が心血管
疾患に与える影響

新潟大学医歯学総合病院血液・内分泌・代謝内科 松林 泰弘，他
Ⅲ－105－5 演題取り下げ

第 3日 5月 14日（土） 第 8会場 神戸国際展示場 1号館 2F 展示室 B
口演 106

サルコペニア・フレイル 3 8 : 30～9 : 20 座長
国立病院機構福岡東医療センター糖尿病内分泌
内科 野原 栄

Ⅲ－106－1 肝線維症とサルコペニアの 2 型糖尿病患者の血管内皮機能および動脈血管硬化への影響：EndoPAT と
CAVI を用いた検討

獨協医科大学内分泌代謝内科 麻生 好正，他
Ⅲ－106－2 2 型糖尿病における軽度認知障害（MCI）の予測因子の検討：福島 DEM コホート研究

福島県立医科大学附属病院糖尿病内分泌代謝内科 滝口 善規，他
Ⅲ－106－3 糖尿病患者におけるダイナぺニア腹部肥満と軽度認知障害（MCI）との関連

東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 大庭 和人，他
Ⅲ－106－4 高齢 2 型糖尿病におけるサルコペニアにおける GNRI のリスク因子と治療指標についての検討

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
Ⅲ－106－5 サルコペニアは 2 型糖尿病患者の死亡リスクと関連する

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 松井 崇晃，他

口演 107

1型糖尿病：成因・病態・遺伝 3 9 : 20～10 : 10 座長 新古賀病院糖尿病・内分泌内科 川﨑 英二

Ⅲ－107－1 DSS 大腸炎は NOD-lpr/lpr マウスに自己免疫性膵島炎を誘導する
神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域健康科学分野 小野 愛桜，他

Ⅲ－107－2 BACH2 遺伝子変異を認めた原発性免疫不全症に自己免疫性 1 型糖尿病を合併した 2 症例
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

Ⅲ－107－3 IRF4 遺伝子ハプロ不全は膵島抗原特異的な細胞障害性 T 細胞を介して自己免疫性糖尿病自然発症を完全
に抑制する

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科先進予防医学共同専攻内分泌代謝内科学分野/
長崎大学病院内分泌代謝内科 錦戸 慎平，他

Ⅲ－107－4 転写因子 IRF4 の抗原特異的 CD4+T 細胞と自然免疫系細胞を介した糖尿病進展に与える影響の検討
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科先進予防医学共同専攻 二里 哲朗，他

Ⅲ－107－5 2-デオキシグルコース投与による解糖系代謝制御により，1 型糖尿病発症が抑制される
神戸大学大学院保健学研究科 丸山菜々子，他
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口演 108

1型糖尿病：成因・病態・遺伝 4 10 : 10～11 : 00 座長 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科 能宗 伸輔

Ⅲ－108－1 新型コロナウイルスワクチン接種後に発症した急性発症 1 型糖尿病の 1 例
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 矢野 正博，他

Ⅲ－108－2 新型コロナウイルスワクチン接種後に発症した劇症 1 型糖尿病の 1 例
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 佐々木けやき，他

Ⅲ－108－3 1 型糖尿病患者における疾患感受性 HLA ハプロタイプ間での臨床的特徴の差異の検討
富山大学附属病院第一内科 横山 茉貴，他

Ⅲ－108－4 免疫チェックポイント阻害剤起因性 1 型糖尿病～当院での 8 症例の解析～
倉敷中央病院糖尿病内科 高橋 直人，他

Ⅲ－108－5 造血器悪性腫瘍に対して同種及び自家造血幹細胞移植，化学療法を受けた糖尿病患者の抗 GAD 抗体の検
討

広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 濵岡 彩，他

第 3日 5月 14日（土） 第 9会場 神戸国際展示場 2号館 2F 2A会議室
口演 109

COVID-19 関連 4 8 : 30～9 : 20 座長 内閣府食品安全委員会 脇 昌子

Ⅲ－109－1 ステロイド大量投与開始時のインスリン投与を検討する因子
高槻赤十字病院糖尿病・内分泌・代謝内科 金子至寿佳，他

Ⅲ－109－2 DPP4 阻害薬の COVID-19 の重症化への関連
大阪市立十三市民病院糖尿病・内分泌内科 沼口隆太郎，他

Ⅲ－109－3 COVID-19 における HbA1c 測定の重要性
金沢医療センター内分泌・代謝内科 鎧高 彩夏，他

Ⅲ－109－4 Coronavirus disease 2019（COVID-19）第 5 波における中等症化のリスク因子の検討（生活習慣関連因子
を中心に）

県立西宮病院糖尿病・内分泌内科 小川 誉仁，他
Ⅲ－109－5 JDDM 会員施設での糖尿病診療における COVID-19 流行の影響

つくば糖尿病センター川井クリニック 山﨑 勝也，他

口演 110

COVID-19 関連 5 9 : 20～10 : 20 座長
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

Ⅲ－110－1 高度感染条件下の SARS-Cov-2 感染における耐糖能別リスク評価
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

Ⅲ－110－2 当院における糖尿病を合併した COVID-19 入院例の治療成績に関する検討
一宮市立市民病院糖尿病・内分泌内科 寺田 良麿，他

Ⅲ－110－3 当院入院中にインスリン療法を必要とした新型コロナウイルス感染妊婦の臨床像
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

Ⅲ－110－4 併存疾患としての糖尿病が COVID-19 の重症化および死亡に与える影響
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 薬師寺洋介，他

Ⅲ－110－5 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予測因子の検討
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 向田 幸世，他

Ⅲ－110－6 当院に入院した成人 COVID-19 患者の臨床的特徴や耐糖能，予後の検討
総合病院国保旭中央病院薬剤局 石田 佳子，他
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口演 111

COVID-19 関連 6 10 : 20～11 : 20 座長 富山大学保健管理センター杉谷分室 石木 学

Ⅲ－111－1 COVID-19 流行に伴う糖尿病外来通院患者の第 1 回緊急事態宣言前後の生活変化とその後の治療経過の検
討

恩賜財団済生会京都府病院糖尿病内科 和田英美子，他
Ⅲ－111－2 演題取り下げ
Ⅲ－111－3 COVID-19 患者における HbA1c 正常群のステロイド糖尿病発症割合及び発症に要する日数の検討

関東中央病院糖尿病・内分泌内科 神野 晃介，他
Ⅲ－111－4 糖尿病患者における COVID-19 ワクチン後の抗体価推移に関する KDDS 前向きコホート研究（九州糖尿

病データベース研究会）KDDS4
（医）小倉糖腎会げんだいクリニック（北九州市）糖尿病内科人工透析内科 李 源台，他

Ⅲ－111－5 当院における糖尿病合併 COVID-19 入院患者の重症化に影響する因子の検討
千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 寺本 直弥，他

Ⅲ－111－6 当院における糖尿病合併 COVID-19 患者の臨床的特徴と院内死亡率の危険因子
大阪急性期総合医療センター糖尿病内分泌内科 海陸 雄一，他

口演 112

小児・思春期糖尿病 1 15 : 05～15 : 55 座長 横浜労災病院こどもセンター 菊池 信行

Ⅲ－112－1 小児 2 型糖尿病における体脂肪分布の検討
日本大学病院小児科 浦上 達彦，他

Ⅲ－112－2 日本人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～最終報告～
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 髙橋 紘，他

Ⅲ－112－3 小児期発症の高度肥満症患者の特徴と減量・代謝改善手術の成績に関する検討
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 渡邉 康弘，他

Ⅲ－112－4 中学生を対象としたインスリン抵抗性指数，BMI，肥満度の 6 年間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

Ⅲ－112－5 グリコアルブミン/ヘモグロビン A1c 比は低血糖発症の予測因子として有用である
山梨大学医学部小児科/小児インスリン治療研究会 望月 美恵，他

口演 113

小児・思春期糖尿病 2 15 : 55～16 : 45 座長 日本大学小児科学系小児科学分野 浦上 達彦

Ⅲ－113－1 小児 1 型糖尿病における最近の治療の動向―小児インスリン治療研究会第 5 コホートの 2 年間のデータ
解析から―

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
Ⅲ－113－2 新潟県における小児 1 型糖尿病発症率の年次推移の検討

新潟大学医歯学総合病院小児科 澤野堅太郎，他
Ⅲ－113－3 1959 年から 1996 年に発症した小児期発症 1 型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－113－4 小児 1 型糖尿病が患児の生活の質に与える影響
滋賀医科大学小児科学講座/小児インスリン治療研究会 松井 克之，他

Ⅲ－113－5 小児・思春期 1 型糖尿病の施設症例数群別のインスリン治療状況の比較検討
小児インスリン治療研究会/埼玉医科大学小児科 菊池 透，他



― 147 ―

第 3日 5月 14日（土） 第 10会場 神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室
口演 114

2型糖尿病：成因・病態・遺伝 1 8 : 30～9 : 20 座長
自治医科大学附属さいたま医療センター総合医
学第 1 講座内分泌代謝科 原 一雄

Ⅲ－114－1 着床前胚の αMEM 培地暴露は，産仔マウス肝の脂肪滴形成遺伝子 Cidea 発現および同遺伝子周辺のヒス
トンアセチル化を促進する

山梨大学大学院医工農学総合教育部 石山 詩織，他
Ⅲ－114－2 2 型糖尿病患者における Fib4 index を用いた肝線維化ハイリスク症例の特徴

東京医科大学糖尿病代謝内分泌内科学分野 髙橋 摩耶，他
Ⅲ－114－3 時計遺伝子 Chrono（Ciart）欠損マウスにおける糖代謝の解析

日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野 齊藤 一樹，他
Ⅲ－114－4 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－15）です．
Ⅲ－114－5 2 型糖尿病の病態把握における新開発グルカゴンサンドイッチ ELISA の有用性の検証

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

口演 115

2型糖尿病：成因・病態・遺伝 2 9 : 20～10 : 10 座長 関西電力病院糖尿病・内分泌代謝センター 浜本 芳之

Ⅲ－115－1 ヒトにおける膵脂肪化が進行する機序
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
Ⅲ－115－2 栄養摂取との相互作用を考慮した 2 型糖尿病関連遺伝因子の解析

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－115－3 一般地域住民における糖尿病家族歴の種類による糖尿病発症リスクの相違についての検討

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/
室蘭工業大学保健管理センター 岩田 実，他

Ⅲ－115－4 65 歳の健康診断受診者における肥満度と肥満に合併する健康障害の検討
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学分野/神戸大学医学部附属病院栄養管理部 山田 倫子，他

Ⅲ－115－5 正常型の一般住民において CRP 高値かつ過体重は血中レジスチン高値及び 5 年後の耐糖能悪化と関連す
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

口演 116

2型糖尿病：成因・病態・遺伝 3 10 : 10～11 : 00 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

Ⅲ－116－1 喫煙は，境界型または糖尿病において，血中レジスチン高値，及びインスリン抵抗性と関連する
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－116－2 レセプトビッグデータを用いた食習慣による 2 型糖尿病発症リスクの解明
奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科学講座 中島 拓紀，他

Ⅲ－116－3 社会情動性―血糖制御連関を司る生物学的機構の解明
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－116－4 総死亡リスクを増加させる受診時の食後血糖値，食後中性脂肪値の閾値：2 型糖尿病患者におけるリアル
ワールド縦断研究

JR 東日本健康推進センター/東京慈恵会医科大学環境保健医学講座/
朝日生命成人病研究所糖尿病代謝科 髙尾 淑子，他
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Ⅲ－116－5 糖尿病教育入院患者におけるデータ駆動型糖尿病サブクラス分類の臨床的有用性
静岡県立総合病院糖尿病・内分泌代謝センター/慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科/

静岡県立総合病院リサーチサポートセンター 齋藤 洸平，他

口演 117

高齢者糖尿病 1 15 : 05～15 : 55 座長 北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 原 賢太

Ⅲ－117－1 医療情報データベース解析による日本人高齢 2 型糖尿病患者の腎機能と血糖コントロールの状況に関す
る調査

東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 鈴木 亮，他
Ⅲ－117－2 85 歳に達した高齢者糖尿病患者の予後と予後因子の検討

（公財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌内科 濵崎 暁洋，他
Ⅲ－117－3 当院に入院した高齢糖尿病患者の予後規定因子についての検討

（医）川崎病院内科 渡會 皓介，他
Ⅲ－117－4 DASC-8 による高齢者糖尿病のカテゴリー分類は，死亡と新規要介護認定のリスクを反映する

東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 勝俣 悠，他
Ⅲ－117－5 2 型糖尿病高齢者における血糖管理と認知機能およびうつ状態との関連に関する研究

学校法人新潟青陵学園新潟青陵大学看護学部看護学科 上原喜美子，他

口演 118

高齢者糖尿病 2 15 : 55～16 : 45 座長 京都大学医学部附属病院先端医療研究開発機構 池田 香織

Ⅲ－118－1 高齢糖尿病患者における脂肪分布の実態，および内臓脂肪蓄積量と ADL，認知機能の関連の検討
医療法人川崎病院糖尿病内分泌内科 加藤 諒，他

Ⅲ－118－2 高齢糖尿病患者における腹部 CT における骨格筋量・脂肪肝とフレイルとの関連
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌代謝内科 佐藤 元彌，他

Ⅲ－118－3 高齢独居 2 型糖尿病における体組成の特徴
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 清水 美佳，他

Ⅲ－118－4 当院における高齢者糖尿病薬物療法の現状について
帝京大学医学部内分泌代謝・糖尿病内科 盛田 幸司，他

Ⅲ－118－5 糖尿病と加齢：糖尿病患者の医療機関による年齢分布の違いと一地方中核病院における定点観測
社会医療法人財団慈泉会相澤病院医療サービスセンター看護科 石津 美紀，他

第 3日 5月 14日（土） 第 12会場 神戸国際会議場 3F 国際会議室 301
口演 119

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 1 8 : 30～9 : 20 座長 北海道大学病院糖尿病・内分泌内科 宮 愛香

Ⅲ－119－1 当院における 1 型糖尿病患者に対する isCGM の有用性
北里大学医学部内分泌代謝内科学 清水 順也，他

Ⅲ－119－2 Free Style リブレ Link 使用者の背景および導入前後におけるスキャン回数，HbA1c の変化の検討
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 花山 亜沙，他

Ⅲ－119－3 1 型糖尿病患者における isCGM による血糖管理指標の検討
群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科 関口 奨，他

Ⅲ－119－4 1 型糖尿病患者における間歇スキャン式 CGM の継続率および血糖コントロールへの影響
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 髙木 聡，他

Ⅲ－119－5 Flash Glucose Monitoring（FGM）導入が血糖コントロールに及ぼす影響の検討
岩手医科大学附属病院糖尿病代謝内分泌内科 長澤 幹，他
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口演 120

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 2 9 : 20～10 : 10 座長
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

Ⅲ－120－1 HPLC 測定機器の HA-8180V の variant mode を用いた HbA1c 測定で発見しえた α 鎖異常ヘモグロビン
Hb Q-Iran の 2 症例

公益財団法人天理よろづ相談所病院臨床検査部 木下 真紀，他
Ⅲ－120－2 施設間で HbA1c が大きく変動し α1globin に異常ヘモグロビン血症を認めた 1 症例

とじたま甲状腺・糖尿病クリニック 當時久保正之，他
Ⅲ－120－3 LA1c+測定は δ 鎖異常ヘモグロビン Hb A2-Niigata のスクリーニング検査に有用である

富山県済生会富山病院糖尿病・内分泌内科 伊藤 みか，他
Ⅲ－120－4 異常ヘモグロビン HbC で認められる HbA1c 異常値に関する検討

富山県済生会富山病院循環器内科 茶谷 健一，他
Ⅲ－120－5 脂肪肝を有する 2 型糖尿病患者における，Combinational Elastography を用いた線維化の評価について

和歌山県立医科大学医学部臨床検査医学 古田 眞智，他

口演 121

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 3 10 : 10～11 : 00 座長 産業医科大学病院臨床研究推進センター 岡田 洋右

Ⅲ－121－1 非糖尿病患者における高用量ステロイドを含む多剤併用化学療法中の血糖変動の解析
山形大学医学部附属病院第三内科/みゆき会病院糖尿病・内分泌・代謝内科 髙窪 野恵，他

Ⅲ－121－2 災害発生時に血糖測定器を動作させる為の DIY 可能な装置の提案～真夏や真冬の野外で検査機器を動作
させ続けるには～

岡崎市民病院臨床検査室 天野 剛介，他
Ⅲ－121－3 持続血糖モニタリング（CGM）で評価した 2 型糖尿病患者の低血糖リスク因子の分析

産業医科大学医学部第 1 内科 上村 芙美，他
Ⅲ－121－4 2 型糖尿病血液透析患者における細小血管障害と血糖マーカー，CGM metrics の関係

北里大学医学部臨床検査診断学/北里大学医学部内分泌代謝内科学 林 哲範，他
Ⅲ－121－5 血液透析患者における CGM 機種による血糖変動の差異

北里大学医学部臨床検査診断学 的場 健太，他

口演 122

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 4 15 : 05～15 : 55 座長
群馬大学大学院医学系研究科内科学講座内分泌
代謝内科学 山田英二郎

Ⅲ－122－1 内臓脂肪面積は内因性インスリン分泌低下型の 2 型糖尿病において血糖変動の安定性を予測する
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 宮 愛香，他

Ⅲ－122－2 当院における糖尿病患者の治療介入によるグルカゴン値の変化について
長野県立信州医療センター 柴田 綾，他

Ⅲ－122－3 2 型糖尿病における短期，中期および長期の血糖変動と酸化ストレス及び終末糖化産物の関連の検討
昭和大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 小原 信，他

Ⅲ－122－4 CGM にて算出された GMI と HbA1c 実測値との乖離に関する検討
熊本中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科 西田 健朗，他

Ⅲ－122－5 FreeStyle リブレの評価指標と血液検査における血糖指標の関連性の検討
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 櫃割 拓平，他
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口演 123

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 5 15 : 55～16 : 45 座長 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学 池田 富貴

Ⅲ－123－1 様々な耐糖能の程度の日本人における血中チロシンとインスリン感受性との相関分析
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－123－2 インスリン非使用 2 型糖尿病患者に対する FGM による糖代謝改善効果の詳細および対象者特性と効果と
の関連の検討

名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 早瀬 絢香，他
Ⅲ－123－3 非侵襲的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
Ⅲ－123－4 糖尿病患者の体組成検査における位相角の検討 第一報

聖マリアンナ医科大学病院代謝・内分泌内科/横浜総合病院糖尿病センター 小柳 壮史，他
Ⅲ－123－5 糖尿病患者における Phase angle の意義

神戸大学大学院医学研究科総合内科学 村前 直和，他

第 3日 5月 14日（土） 第 13会場 神戸国際会議場 4F 会議室 401＋402
口演 124

肝・血管の生物学 1 8 : 30～9 : 20 座長 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 熊代 尚記

Ⅲ－124－1 グルカゴン応答性メチル化酵素 SETX はアセチル化酵素 GCN5 を介して肝糖新生を制御する
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 松川 隼也，他

Ⅲ－124－2 グルカゴン誘導性長鎖ノンコーディング RNA による血糖調節機構の解明
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

Ⅲ－124－3 終末糖化産物受容体（RAGE）に対する DNA アプタマーは動脈硬化進展を抑制する～動脈硬化モデルマ
ウスによる検討～

昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科 寺﨑 道重，他
Ⅲ－124－4 Glucose-dependent insulinotropic polypeptide は終末糖化産物により惹起されたヒトマクロファージ泡沫

化を抑制する
昭和大学医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科 川上 来知，他

Ⅲ－124－5 ヒト肝脂肪化におよぼす APOC3 変異と脂質摂取間の相互作用
金沢大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学内分泌・糖尿病内科 山本 怜奈，他

口演 125

肝・血管の生物学 2 9 : 20～10 : 10 座長 山梨大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 土屋恭一郎

Ⅲ－125－1 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－7）です．
Ⅲ－125－2 プロリン異性化酵素 Pin1 による肝星細胞活性化と肝線維化への機序解明

広島大学大学院医系科学研究科医化学教室 青山 峻也，他
Ⅲ－125－3 肝細胞のプロリン異性化酵素 Pin1 を介した NASH・肥満発症機構の解明

広島大学大学院医系科学研究科 中津 祐介，他
Ⅲ－125－4 絶食シグナルと成長シグナルを繋ぐ肝臓 CREBH による個体成長のメカニズム

富山大学和漢医薬学総合研究所複雑系解析分野 松尾 和哉，他
Ⅲ－125－5 後肢虚血-再灌流は肝細胞での GLUT4 蛋白発現とその細胞膜移行を促進することで glycogen の蓄積をも

たらす
高知大学教育研究部医療学系連携医学部門病理学講座 倉林 睦，他
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口演 126

腸の生物学：腸内細菌と代謝 10 : 10～11 : 00 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 森岡 与明

Ⅲ－126－1 イソキサントフモールは腸内細菌の変化を介して宿主の小腸栄養トランスポーターを制御し抗肥満作用
を発揮する

富山大学附属病院第一内科 渡邊 善之，他
Ⅲ－126－2 イソリクイリチゲニンによる腸内細菌叢の変動を介したメタボリックシンドロームの改善

富山県立大学大学院生物・医薬品工学専攻 石橋 璃子，他
Ⅲ－126－3 酢酸セルロースは腸内細菌による腸管内糖質消費を亢進させることで肥満を改善させる

理化学研究所生命医科学研究センター 竹内 直志，他
Ⅲ－126－4 非アルコール性脂肪性肝炎の新規モデルマウス“3-F マウス”における腸内細菌叢及び胆汁酸組成の解析

富山県立大学工学部医薬品工学科 葛西 海智，他
Ⅲ－126－5 抹茶摂取が腸内フローラへ与える影響の検証

京都府立医科大学附属病院内分泌・糖尿病・代謝内科 濵口 真英，他

口演 127

妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠 1 15 : 05～15 : 55 座長
大阪府立病院機構大阪母子医療センター母性内
科 和栗 雅子

Ⅲ－127－1 クラウドを介して血糖自己測定記録を共有した妊娠糖尿病管理の有用性
独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院糖尿病・内分泌内科 永井 義夫，他

Ⅲ－127－2 妊娠糖尿病（GDM）の診断時期における臨床的背景の違い
聖マリアンナ医科大学病院代謝・内分泌内科 竹本 彩夏，他

Ⅲ－127－3 当院におけるインスリン療法を要した妊娠糖尿病（GDM）患者の背景因子と周産期予後についての検討
田附興風会医学研究所北野病院糖尿病・内分泌内科 綾野 志保，他

Ⅲ－127－4 妊娠糖尿病の診断時期による妊娠中から産後早期の耐糖能へ与える児性別の影響～浜松市妊娠糖尿病支
援事業における検討

浜松北病院内科 源馬理恵子，他
Ⅲ－127－5 妊娠糖尿病スクリーニングにおける COVID-19 パンデミック対応の妥当性について

杏林大学医学部付属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 恩田 智子，他

口演 128

妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠 2 15 : 55～16 : 45 座長
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科
学分野 柳沢 慶香

Ⅲ－128－1 糖尿病合併妊娠の仔における耐糖能障害と胎内環境および哺育の影響
東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 石井慶太朗，他

Ⅲ－128－2 妊娠中期における糖代謝状態と低出生体重児出産との関連の検討
千葉県立保健医療大学健康科学部/新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科 谷内 洋子，他

Ⅲ－128－3 糖尿病合併妊婦における児の出生時体重からみた妊娠中の適正体重増加量および児の出生時体重に関連
する因子

東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 鈴木 智子，他
Ⅲ－128－4 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定した妊婦におけるレセプトデータを活用した周産期実態調査の有

用性と限界について
国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科/筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 石塚 行子，他

Ⅲ－128－5 レセプトビッグデータを用いた妊娠後骨粗鬆症への糖尿病の影響の解明
奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科学講座 小泉 実幸，他
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第 3日 5月 14日（土） 第 14会場 神戸国際会議場 5F 会議室 501
口演 129

網膜症 8 : 30～9 : 20 座長 旭川赤十字病院糖尿病・内分泌内科 安孫子亜津子

Ⅲ－129－1 2 型糖尿病モデルマウスにおける網膜循環調節障害に対するトホグリフロジンの効果
明治薬科大学薬物治療学 櫛山 暁史，他

Ⅲ－129－2 アディポネクチンは網膜血管内皮に集積し，糖尿病早期の細小血管障害に対して保護的に作用する
大阪大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学 坂上 貴章，他

Ⅲ－129－3 増殖糖尿病網膜症におけるアデニルプリン硝子体濃度の解析
日本大学医学部視覚科学系眼科学分野/日本大学眼科 長岡 泰司，他

Ⅲ－129－4 糖尿病網膜症重症度の推定における簡易神経伝達測定器 DPN チェックの有用性についての検討
岐阜大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学/

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 酒井 麻有，他
Ⅲ－129－5 2 型糖尿病患者におけるグルカゴンと糖尿病網膜症および腎症との関連

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

口演 130

ラ氏島の生物学：α細胞・グルカゴン分泌 9 : 20～10 : 10 座長
藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科
学 清野 祐介

Ⅲ－130－1 イメグリミンによるグルカゴン分泌への影響の検討
群馬大学生体調査研究所代謝シブナル解析分野 菊池 司，他

Ⅲ－130－2 膵 α 細胞のアルギニン応答性グルカゴン分泌に PKCδ が関与する
東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 本澤 訓聖

Ⅲ－130－3 プログルカゴン遺伝子プロモーター下に蛍光タンパク発現するマウスを用いた膵 α 細胞と小腸 L 細胞の
網羅敵遺伝子発現解析の検討

滋賀医科大学糖尿病・内分泌内科 楠井進之介，他
Ⅲ－130－4 膵 α 細胞グルコーストランスポーターによるグルカゴン分泌の制御

群馬大学生体調節研究所代謝シグナル解析分野 池内 佑一，他
Ⅲ－130－5 2 型糖尿病患者のインスリン分泌能と空腹時血中グルカゴン濃度の関係についての検討

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

口演 131

ラ氏島の生物学：その他 10 : 10～11 : 00 座長 和歌山県立医科大学内科学第一講座 松岡 孝昭

Ⅲ－131－1 環境因子による膵島ヒストンアセチル化の網羅的変化の解析を通じた，自然発症 2 型糖尿病モデルマウス
の遺伝的構造に関する検討

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学/
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 南茂 隆生，他

Ⅲ－131－2 肥満糖尿病病態への介入による膵 β 細胞の細胞内代謝変化
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

Ⅲ－131－3 膵 β 細胞株 MIN6 細胞におけるオートファジー不全化でのアスタキサンチンの抗炎症作用の検討
杏林大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科教室 北原 敦子，他

Ⅲ－131－4 Imeglimin promotes β―cell survival by modulating the endoplasmic reticulum homeostasis pathway
群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野 JINGHE LI, et al.

Ⅲ－131－5 日本人における成人膵部分切除による膵内分泌細胞に対する病理学的検討
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
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口演 132

ラ氏島の生物学：分化・増殖・再生 1 15 : 05～15 : 55 座長 群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野 白川 純

Ⅲ－132－1 可溶性 T-カドヘリンは Notch シグナルの増幅を介して膵 β 細胞の増殖を促進する
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

Ⅲ－132－2 リアルタイム・シングルセルトランスクリプトーム解析が明らかにした新生 β 細胞の特徴とニッチ
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糖尿病病態医療学/

ブリティッシュコロンビア小児病院研究所/ブリティッシュコロンビア大学外科 佐々木周伍，他
Ⅲ－132－3 膵 β 細胞における mTORC1 恒常的活性化と膵島可塑性の関連についての検討

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 清家 雅子，他
Ⅲ－132－4 免疫抑制薬が 1 型糖尿病患者膵に与える影響～患者膵組織の検討～

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
Ⅲ－132－5 糖尿病関連遺伝子 UBE2E2 の膵 β 細胞における役割

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 桜井 賛孝，他

口演 133

ラ氏島の生物学：分化・増殖・再生 2 15 : 55～16 : 45 座長
神戸大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・
内分泌内科学部門 淺原俊一郎

Ⅲ－133－1 膵島内における成熟膵 β 細胞のサブタイプとその局在の解析
国際医療福祉大学医学部基礎医学研究センター/国際医療福祉大学医学部分子生物学講座 岩佐 宏晃，他

Ⅲ－133－2 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－6）です．
Ⅲ－133－3 膵島においてグルコースにより誘導される Prodynorphin の糖代謝への影響

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/
横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学 西山 邦幸，他

Ⅲ－133－4 解糖系の亢進が膵 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 村尾 直哉，他

Ⅲ－133－5 Optimization of differentiation for functional human induced pluripotent stem cell-derived β-cells in vitro
and in vivo

ブリュッセル自由大学糖尿病研究センター 澤谷 俊明，他

第 3日 5月 14日（土） 第 15会場 神戸国際会議場 5F 会議室 502
口演 134

臓器間ネットワーク 8 : 30～9 : 20 座長 国際医療福祉大学医学部生理学 中江 淳

Ⅲ－134－1 脂肪組織に由来するエクソソーム miRNA を介した肝細胞増殖機構の解明
東京医科歯科大学分子内分泌代謝学 小宮 力，他

Ⅲ－134－2 廃用性筋萎縮モデルにおける多臓器代謝動態の連関の意義
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 藤本 紗織，他

Ⅲ－134－3 骨格筋不動化モデルにおける体温維持機構の解明
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 三島 優奈，他

Ⅲ－134－4 脳―脾相関からみた肥満に伴う全身性慢性炎症と神経栄養因子（NGF）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－134－5 ペクチン含有炭酸水による胃腸伸展は GLP-1 分泌促進と求心性迷走神経活性化を介して摂食抑制と耐糖
能向上を誘導する

京都府立大学大学院生命環境科学研究科動物機能学 岩﨑 有作，他
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口演 135

中枢性代謝調節 1 9 : 20～10 : 10 座長
獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・
血液内科 橋本 貢士

Ⅲ－135－1 ヒトにおける血糖プロファイルの変化はメラトニン分泌パターンに影響を及ぼす
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科/川口市立医療センター糖尿病内分泌内科 光吉 悦子，他

Ⅲ－135－2 FGF21 遺伝子変異が及ぼす耐糖能への影響
自衛隊中央病院代謝内科 小林 愛，他

Ⅲ－135－3 中枢における IRS-2 の役割の解明
朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科/医薬基盤健康・栄養研究所臨床栄養研究部/

東京大学糖尿病・代謝内科 窪田 哲也，他
Ⅲ－135－4 GLP-1 受容体作動薬のアルツハイマー病進行抑制効果についての検討

秋田大学大学院医学系研究科代謝・内分泌内科学講座 佐々木可奈，他
Ⅲ－135－5 高脂肪食が脳機能に与える影響とそのメカニズムの解明

徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 田中 杏奈，他

口演 136

中枢性代謝調節 2 10 : 10～11 : 00 座長
群馬大学生体調節研究所代謝エピジェネティク
ス分野 稲垣 毅

Ⅲ－136－1 嗅覚系による脂質恒常性の制御と 2 型糖尿病の防止効果
富山大学病態制御薬理学 杉山 聖典，他

Ⅲ－136－2 Fish Oil 主体の高脂肪食で飼育したマウスの表現型に関する検討
鹿児島大学病院糖尿病・内分泌内科 大保 崇彦，他

Ⅲ－136－3 ラット末梢交感神経系を介した糖取り込み亢進経路における骨格筋 Pgc-1α の関与の可能性
山形大学大学院理工学研究科化学・バイオ工学専攻 佐藤 大介，他

Ⅲ－136－4 肥満マウスにおけるブロモクリプチンのドパミン D2 受容体および自律神経非依存的な糖代謝改善効果
富山大学医学薬学教育部 前田 貴大，他

Ⅲ－136－5 肥満病態進展におけるペリサイト PDGF 作用によるエネルギー代謝調節機構の解析
富山大学病態制御薬理学 桶川 晃，他

口演 137

薬物療法：DPP-4 阻害薬 15 : 05～15 : 55 座長 和歌山県立医科大学附属病院病態栄養治療部 西 理宏

Ⅲ－137－1 2 型糖尿病におけるシタグリプチン（S）とダパグリフロジン（D）の BMI ごとの血糖コントロールと
血糖変動に対する効果の比較

東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野 詫摩 晃大，他
Ⅲ－137－2 当院における水疱性類天疱瘡を発症した糖尿病症例の臨床的特徴

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
Ⅲ－137－3 NAFLD/NASH 合併 2 型糖尿病患者における WeeklyDPP4 阻害薬オマリグリプチンの肝機能に対する影

響の検討～脂肪肝は改善するか～
（財）健康医学協会東都クリニック糖尿病科 服部 幸子

Ⅲ－137－4 2 型糖尿病におけるアログリプチン/メトホルミン配合錠とビルダグリプチン/メトホルミン配合錠の有効
性に関する比較検討

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/
さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 阿部 智絵，他

Ⅲ－137－5 当クリニックにおける直近 4 年間の経口抗糖尿病配合薬の使用状況
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
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口演 138

認知症 15 : 55～16 : 45 座長
独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院
糖尿病・内分泌内科 永井 義夫

Ⅲ－138－1 認知症ケアチーム対象患者おける糖尿病合併のリスク因子に関する検討
藤田医科大学認知症・高齢診療科 芳野 弘，他

Ⅲ－138－2 糖尿病を有するもの忘れ外来通院患者における血糖管理状況の年次推移（2012-2020 年）
国立研究開発法人国立長寿研究センター予防科学研究部/

国立研究開発法人国立長寿研究センターもの忘れセンター 杉本 大貴，他
Ⅲ－138－3 高齢者の中心性肥満と認知機能低下との関連：10 年間の地域縦断研究

国立長寿医療研究センターもの忘れセンター/神戸大学大学院保健学研究科 内田 一彰，他
Ⅲ－138－4 外来通院中の糖尿病患者における MoCA-J と関連する因子の検討

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
Ⅲ－138－5 1 型糖尿病患者の認知・遂行機能に関する臨床的検討

虎の門病院内分泌代謝科 長澤 薫，他

第 3日 5月 14日（土） 第 16会場 神戸国際会議場 5F 会議室 504＋505
口演 139

脂質代謝：脂質異常症 1 8 : 30～9 : 20 座長
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター糖
尿病センター 的場 ゆか

Ⅲ－139－1 新入生健診を契機に診断された抗 GPIHBP1 自己抗体による原発性高カイロミクロン血症
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

Ⅲ－139－2 高中性脂肪血症合併 2 型糖尿病におけるペマフィブラートの効果―前向きコホート研究―
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 鬼頭 健一，他

Ⅲ－139－3 ペマフィブラートが 2 型糖尿病患者の左室拡張能に与える効果の検討
山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座/山口大学医学部分子代謝制御学講座 太田 康晴，他

Ⅲ－139－4 糖尿病治療が血漿トリグリセリドの脂肪酸組成に与える影響の検討
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

Ⅲ－139－5 2 型糖尿病患者における血中 GPIHBP1 濃度の臨床的意義
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学 黒岡 直子，他

口演 140

脂質代謝：脂質異常症 2 9 : 20～10 : 10 座長 海老名総合病院糖尿病センター 平野 勉

Ⅲ－140－1 脂質異常症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よる腎機能および糖代謝へ
の影響の検討

医療法人藤井会石切生喜病院糖尿病・代謝内科 西田 茉奈，他
Ⅲ－140－2 高 LDL コレステロール血症特異的血中分泌型 miRNA の標的遺伝子予測と Gene Ontology（GO）解析，

及び関連疾患との相関解析
鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科 白井明日香，他

Ⅲ－140－3 外来糖尿病患者における ApoB 及び ApoB/ApoA1 と non-HDL コレステロールとの関連について（2017
年分）

萬田記念病院内科 坂東 秀訓，他
Ⅲ－140－4 健康診断症例における耐糖能と脂質異常/脂肪肝の解析

関東中央病院糖尿病・内分泌内科 斎藤 史子，他
Ⅲ－140－5 SGLT2 阻害薬が 2 型糖尿病患者の血中 LDL-C 値に及ぼす影響

大阪大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学 今田 侑，他
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口演 141

脂質代謝：臓器・細胞の脂質代謝異常 10 : 10～11 : 00 座長
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

Ⅲ－141－1 2 型糖尿病の血中リピドームにおける脂肪酸合成酵素活性指標の意義の検討
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科 大森 一生，他

Ⅲ－141－2 SFC/MS で評価した 2 型糖尿病患者の血中リピドームと肝機能との関係
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

Ⅲ－141－3 メトホルミンは終末糖化産物と拮抗的に CD36 の発現を低下させマウス腹腔マクロファージの泡沫化を
抑制する

昭和大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・代謝・内分泌部門 八島 広典，他
Ⅲ－141－4 胎生期のタンパク質・重度コリン制限による脂肪肝発症と脂肪組織のインスリン感受性遺伝子発現との

関連
山梨大学生命環境学部地域食物科学科 岩﨑 三奈，他

Ⅲ－141－5 極長鎖一価不飽和脂肪酸は EPA の抗動脈硬化作用を増強させる
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 米田 祥広，他

口演 142

低血糖 1 15 : 05～15 : 55 座長 東京女子医科大学内分泌内科学分野 大月 道夫

Ⅲ－142－1 1 型糖尿病における無自覚低血糖の頻度と危険因子に関する研究：PR-IAH 研究
国立病院機構大阪医療センター糖尿病内科 加藤 研，他

Ⅲ－142－2 2 型糖尿病患者の重症低血糖の推移についての考察
慈泉会相澤病院糖尿病センター 山下 浩，他

Ⅲ－142－3 糖尿病薬物療法における重症低血糖発症リスクに関する研究
北里大学薬学部薬物治療学 1 堀井 剛史，他

Ⅲ－142－4 インスリノーマ術前後における耐糖能の変化
日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科 小林 俊介，他

Ⅲ－142－5 胸腔内孤立性線維性腫瘍産生 IGF-II による低血糖昏睡が疑われた 1 例
日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野/日本大学病院内科 野田日菜子，他

口演 143

低血糖 2 15 : 55～16 : 45 座長 神戸大学保健管理センター 井口 元三

Ⅲ－143－1 オクトレオチドによる SSTR2 の発現低下が低血糖抑制効果の消失につながったと考えられた糖尿病合併
インスリノーマの一例

熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科 羽根田昌樹，他
Ⅲ－143－2 低血糖による意識障害で発見され，るい痩を呈した膵インスリノーマの 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
Ⅲ－143－3 前立腺神経内分泌癌に合併し低血糖治療に難渋した切除不能インスリノーマの一例

川口市立医療センター糖尿病内分泌内科/東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 谷澤 美佳，他
Ⅲ－143－4 インスリノーマにおける末梢カルシウム負荷試験の臨床的意義とラ氏島の生物学における意義

金沢大学附属病院内分泌・代謝内科 杉下 康裕，他
Ⅲ－143－5 夕食前にのみ低血糖症状を呈したインスリノーマ 1 例と当院で経験したインスリノーマの臨床学的検討

虎の門病院内分泌代謝科 鈴木 優矢，他


