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一 般 演 題

第 1日 ポスター
第 1日 5月 12日（木） ポスター会場 1 神戸国際展示場 2号館 1F コンベンションホール
ポスター 1

大規模臨床試験 1 17 : 30～18 : 00 座長 秋田赤十字病院代謝内科 菅沼 由美

P－1－1 血清脂肪細胞特異的脂肪酸結合蛋白質とメタボリックシンドローム発症と関連：Tokushima Cohort
Study

徳島大学病院糖尿病対策センター 秦 明子，他
P－1－2 肥満患者への減量治療介入における減量度と Fib4Index の相関に関する検討（DOR-KyotoJ 研究）

獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・血液内科 川合 汐里，他
P－1－3 2 型糖尿病における DPP-4 阻害薬から経口セマグルチド切り替えによる血糖コントロールへの影響：

SWITCH SEMA-2 study 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 古澤 翔，他

P－1－4 Ambulatory Glucose Profile における血糖変動幅と CGM 指標との関係～前向きコホート研究の探索的サ
ブ解析～

産業医科大学病院第 1 内科学 得津 明美，他
P－1－5 2 型糖尿病患者の，睡眠時間と食事摂取との関係を調査した大規模横断研究～Sleep and Food Registry in

Kanagawa（SOREKA）研究
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 秋山 知明，他

P－1－6 1 型糖尿病における isCGM のスキャン頻度と相関する要因の探索：ISCHIA 研究 post-hoc 解析
国立病院機構京都医療センター臨床栄養科・糖尿病センター 村田 敬，他

ポスター 2

大規模臨床試験 2 18 : 00～18 : 30 座長
社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院糖尿
病・内分泌代謝内科 荒若 信子

P－2－1 2 型糖尿病患者における慢性便秘症の疫学調査，および便秘症と心理状態・糖尿病コントロール状態・合
併症との関連

大阪警察病院 入江 陽子，他
P－2－2 2 型糖尿病患者における血中抗 GIP 抗体，抗 GLP-1 抗体測定の臨床的意義に関する検討

国際医療福祉大学成田病院糖尿病・代謝・内分泌内科 山縣 弘規，他
P－2－3 血清アディポネクチン値の臨床応用は可能か？―住民健診での解析―

弘前大学医学部附属病院内分泌代謝内科学講座 小野 翔真，他
P－2－4 食事摂取量及び身体活動量の変化に応じた SGLT2 阻害薬及び DPP4 阻害薬の血糖コントロールの改善度

の比較 NISM-Study post-hoc 解析
新潟大学医歯学総合病院内分泌代謝内科 北澤 勝，他

P－2－5 糖尿病発症リスク評価のサブグループ解析
弘前大学医学部附属病院内分泌代謝内科 伊藤 良真，他

P－2－6 日本人成人 1 型糖尿病患者コホート研究の患者背景
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 佐藤 淳子，他
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ポスター 3

2型糖尿病：成因・病態・遺伝 1 17 : 30～18 : 00 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 坂東 弘教

P－3－1 未治療 2 型糖尿病患者におけるインスリンクリアランス亢進の存在とその臨床的特徴
（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－3－2 2 型糖尿病患者の薬物治療におけるグルカゴン負荷試験の有用性の検討
箕面市立病院糖尿病センター 﨑 卓也，他

P－3－3 甲状腺刺激ホルモン不適合分泌症候群と統合失調症が合併した 2 型糖尿病の一例
東銀座診療所 山本 貴子，他

P－3－4 Ketosis-prone type 2 diabetes の病態形成におけるセロトニン作用不全の意義
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 中西 俊平，他

P－3－5 「代謝的に健康な肥満」における糖尿病発症リスクの検討
弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 水尻 諭，他

P－3－6 健常マウスにおいて食事誘導性マグネシウム欠乏はインスリン抵抗性を惹起する可能性がある
島根大学医学部内科学講座内科学第一 川北 恵美，他

ポスター 4

2型糖尿病：成因・病態・遺伝 2 18 : 00～18 : 35 座長
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院糖
尿病・内分泌内科 阿部 恵

P－4－1 当院における糖尿病患者の死因調査
大阪府済生会中津病院 新谷 光世，他

P－4－2 正常範囲内の血糖上昇と whole body インスリン感受性低下との交互作用：ヒトの糖代謝悪化の原点か
社会医療法人財団慈泉会相澤病院糖尿病センター糖尿病内科 中曽根泰人，他

P－4－3 体脂肪率と糖代謝変化の関連―体格指数別の検討―
国家公務員共済組合連合会高松病院代謝内分泌内科 村尾 敏，他

P－4－4 2 型糖尿病の家族歴・肥満歴と臨床像について
JA 静岡厚生連遠州病院内科 鈴木 究子，他

P－4－5 糖尿病教育入院時に測定した内臓脂肪・皮下脂肪比と各臨床パラメータとの関連性の検討
市立札幌病院糖尿病・内分泌内科 菅原 基

P－4－6 治療に難渋したインスリン抗体陽性 2 型糖尿病の 1 例
大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科 西浦 綾乃，他

P－4－7 2 型糖尿病患者に合併した膵頭部癌と鑑別が困難であった IgG4 関連疾患の一例
はいさ内科医院内科 羽井佐 茂，他

ポスター 5

2型糖尿病：診断・治療 1 17 : 30～18 : 00 座長
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

P－5－1 強化インスリン療法から離脱可能な 2 型糖尿病患者の特徴
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－5－2 在宅蓄尿と管理栄養士による聞き取りを併用した栄養管理の腎機能に及ぼす効果
藤沢湘南台病院糖尿病代謝内科/茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科/茅ヶ崎市立病院栄養科 佐藤 忍，他

P－5－3 当院における糖尿病教育入院患者の退院時の処方薬別のインスリン分泌能の検討
藤枝市立総合病院糖尿病・内分泌内科 柴崎 晃司，他

P－5－4 超速効型インスリンアナログ投与中，朝高量・昼低量でも昼高血糖・夕低血糖となる患者における新しい
アナログへの切替えの効果

堺市立総合医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科 村川 慧祐，他
P－5－5 糖尿病の初期治療において目標値以上に血糖が悪化するのは，どのような患者か？

和歌山ろうさい病院臨床検査科/和歌山ろうさい病院内科 大星 隆司，他
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P－5－6 糖尿病外来での短い面接時間のためのピットフォール
筑波メディカルセンター病院糖尿病内分泌代謝内科 藤原 淳，他

ポスター 6

2型糖尿病：診断・治療 2 18 : 00～18 : 35 座長 古国府クリニック 伊東 康子

P－6－1 2 型糖尿病における 2 年間のルセオグリフロジン投与の肝機能に対する影響
日本赤十字社福岡赤十字病院 堀内 俊輔，他

P－6－2 肝硬変腹水を合併した糖尿病患者への SGLT2 阻害薬ルセオグリフロジンの使用経験
浜松医療センター内分泌・代謝内科 長山 浩士，他

P－6－3 SU 薬への DPP-4 阻害薬追加投与における血糖改善例と非改善例の比較―リポ蛋白代謝を含めた検討―
日本医科大学付属病院糖尿病・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 稲垣 恭子，他
P－6－4 当院における経口セマグルチド使用経験と有効性の検討

公立陶生病院 近藤 優樹，他
P－6－5 経口セマグルチド製剤の使用経験

稲沢市民病院 池田 燎亮，他
P－6－6 2 型糖尿病患者へのデュラクルチド追加投与による 24 か月の治療効果と安全性の検討

東邦病院リウマチ・内分泌 齊尾友希江，他
P－6－7 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬 6 カ月間治療による血管内皮機能に対する効果

岡本内科医院 井村 満男

ポスター 7

その他の糖尿病：診断 17 : 30～18 : 00 座長 大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科 新谷 光世

P－7－1 著しい高血糖による不安定型 HbA1c の増加で HbA1c が測定不能であった劇症 1 型糖尿病と 2 型糖尿病
の 2 症例

秋田大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 大髙いずみ，他
P－7－2 免疫チェックポイント阻害薬によりインスリン非依存型糖尿病を生じた 1 例

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 山内 一郎，他
P－7－3 感音性難聴診断後 7 年で意識障害，痙攣を契機に乳酸アシドーシスを伴う耐糖能異常を認めミトコンドリ

ア病の診断に至った一例
佐賀大学医学部附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科 今薗 直博，他

P－7－4 当院における抗 programmed cell death-1（PD-1）抗体薬投与による劇症 1 型糖尿病を発症した 3 例
黒部市民病院糖尿病・内分泌内科 浅野 彰子，他

P－7－5 糖尿病を伴う褐色細胞腫/パラガングリオーマ患者の臨床的特徴についての検討―2 型糖尿病患者との比
較―

和歌山県立医科大学附属病院第一内科 上野山仁美，他
P－7－6 グルカゴノーマの術後経過

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

ポスター 8

その他の糖尿病：治療 18 : 00～18 : 30 座長 弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科 柳町 幸

P－8－1 Sensor augmented pump 使用下にリツキシマブ投与と二重濾過血漿交換を行い良好な経過を辿った B 型
インスリン受容体異常症の 1 例

札幌医科大学附属病院循環器・腎臓・代謝内分泌内科 赤澤 史子，他
P－8－2 膵切除術後糖尿病患者の安静時エネルギー代謝に影響を与える因子についての検討

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
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P－8－3 筋強直性ジストロフィーによる糖尿病に対しインスリン抵抗性改善薬が奏功した 1 例
熊本大学病院糖尿病代謝内分泌内科 荒木 裕大，他

P－8－4 経時的なインスリン分泌能の低下を観察し得た筋強直性ジストロフィーに合併した糖尿病の一例
公立松任石川中央病院糖尿病内分泌内科 野村 千晶，他

P－8－5 若年で糖尿病を発症した小児がん経験者の 1 例
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 佐々木百合子，他

P－8－6 エベロリムス投与後に耐糖能増悪した 2 症例
東京医科歯科大学病院糖尿病内分泌代謝内科 内田 諭，他

ポスター 9

糖尿病療養指導：患者心理，自己管理行動 1 17 : 30～18 : 00 座長 東都大学管理栄養学部管理栄養学科 佐藤 敏子

P－9－1 当院維持血液透析施行中の糖尿病患者の眼科受診状況について
JA 神奈川県厚生連伊勢原協同病院 濵田奈穂子，他

P－9－2 2 型糖尿病患者の元来の性質と情報収集行動，HbA1c との関連
奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科 毛利 貴子，他

P－9－3 糖尿病コントロール入院における糖尿病療養指導カードシステムの効果と課題
埼玉協同病院看護部 今村さつき，他

P－9－4 セマグルチド注射剤導入患者が安心して継続使用するための指導内容の検討
三咲内科クリニック 五月女祐美，他

P－9－5 小脳 塞後生活習慣改善困難症例に対する療養支援について 地域包括支援センターとの連携を振り返
る

医療法人社団武田クリニック看護部 福田 恵，他
P－9－6 演題取り下げ

ポスター 10

糖尿病療養指導：患者心理，自己管理行動 2 18 : 00～18 : 30 座長 東京家政大学栄養学部管理栄養学科 尾形真規子

P－10－1 東日本大震災後の血糖コントロールは心理的負担と相関する：福島県県民健康調査
白河厚生総合病院第三内科/福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科 平井 裕之，他

P－10－2 糖尿病教室を受講した患者の退院後のセルフケア能力および療養行動
九州大学病院北棟 10 階 2 病棟 鳥越 夏美，他

P－10－3 外来通院患者の新しい生活様式への変化に対して良好な血糖コントロールに必要な因子の検討
医療法人関東病院リハビリテーション科 成田 雄一，他

P－10－4 演題取り下げ
P－10－5 日本赤十字社災害救護医薬品リスト改訂の提案～ワークショップを開催して～

飯山赤十字病院薬剤部 滝澤 康志，他
P－10－6 当院通院糖尿病患者の COVID-19 ワクチン接種の実態調査

三咲内科クリニツク 飯田 直子，他

ポスター 11

糖尿病療養指導：患者教育技法 1 17 : 30～18 : 00 座長 帝塚山学院大学人間科学部食物栄養学科 細川 雅也

P－11－1 境界型糖尿病への進展および正常耐糖能への改善に関与する生活習慣の縦断的検討
日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野 大塚雄一郎，他

P－11－2 糖尿病患者が運動療法に必要な靴選びの現状について
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－11－3 初診 2 型糖尿病患者の中断者の現状―3 年間追跡による臨床経過の検討―
医）健清会那珂記念クリニック 佐藤 江里，他

P－11－4 コロナ禍で実施された糖尿病患者への教育・指導の方法についての文献による検討
徳島大学大学院医歯薬学研究部看護学系 桑村 由美，他

P－11－5 糖尿病透析予防指導における指導未経験者の不安と指導経験者が直面する困難～LCDE 取得看護師を対
象とする教育支援を目指して～

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看護部 山口 雅代，他
P－11－6 糖尿病コントロール入院患者の栄養指導レベル向上と指導内容の統一に向けた取組の報告～糖尿病療養

指導カードシステムを用いて～
医療生協さいたま生活協同組合埼玉協同病院食養科 羽染 知子，他

ポスター 12

糖尿病療養指導：患者教育技法 2 18 : 00～18 : 30 座長 富山大学第一内科 八木 邦公

P－12－1 InBody 導入により，自己管理が高まり栄養及び運動療法が継続し，体組成及び生化学値が改善した 2 症
例

医療法人社団慈京会五十子クリニック栄養部 小泉 智子，他
P－12－2 ADHD の薬物治療強化により減量と血糖コントロールの改善が得られた若年肥満男性の 1 例

岡山大学病院総合内科・総合診療科 本多 寛之，他
P－12－3 オンラインビデオ通話システムを利用した訪問看護師による補助的な遠隔指導で血糖コントロールが改

善した一症例
合同会社 AddCare ごてんまり訪問看護ステーション 藤沢 武秀，他

P－12－4 認知症患者が持つ力を発揮できるよう介入することで治療行動を再獲得できた 1 例
日本鋼管福山病院看護部 中島 友美

P－12－5 患者背景に合わせた指導ツールの作成・使用を行って
佐賀大学医学部附属病院栄養治療部 射場裕美子，他

P－12－6 糖尿病患者におけるシックデイの理解度に関する調査報告
医療法人財団聖十字会西日本病院薬剤部 杉本 佳代，他

ポスター 13

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 17 : 30～18 : 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

P－13－1 インスリン自己注射が困難となった高齢者のサポート体制
公立学校共済組合北陸中央病院看護部 石田 一美，他

P－13－2 新型コロナウイルス感染症病棟における重症化予防に向けた糖尿病療養指導士としての取り組み
富山県立中央病院看護部 家城 沙織，他

P－13－3 軽度認知機能低下のある独居の高齢糖尿病患者に対して，多職種で関わる療養支援
岡山赤十字病院玉野分院内科 井上 歩，他

P－13－4 医療－介護連携を目指した介護支援者のための糖尿病研修の試み
青森県立中央病院糖尿病センター 松井 淳，他

P－13－5 複線径路・等至性アプローチを用いた末期腎不全の高齢 2 型糖尿病患者が透析導入を受容するプロセス
の検討

康生会武田病院内分泌・糖尿病内科 谷川 隆久，他
P－13－6 高齢者 2 型糖尿病患者への在宅介入についての報告

株式会社クリエイトエス・ディークリエイト薬局かしわ台駅前店 森田 肇
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ポスター 14

認知症 18 : 00～18 : 30 座長
岐阜大学大学院医学系研究科総合診療科・総合
内科学分野 森 一郎

P－14－1 耐糖能異常患者における認知機能スケールおよび画像バイオマーカーの実態―HDHCC 研究―
兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科学講座/HDHCC グループ 大東 真菜，他

P－14－2 高齢糖尿病患者における退院時自己注射技能習得の可否と認知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

P－14－3 認知機能低下が疑われた高齢糖尿病患者への看護師の関わりと家族支援の重要性
特定医療法人光晴会病院看護部 福田 康恵，他

P－14－4 急性期病棟における高齢糖尿病患者の転倒・転落に影響する因子の検討
社会福祉法人仁生社江戸川病院看護部 伊奈 瞳，他

P－14－5 演題取り下げ
P－14－6 インスリン注射による皮下腫瘤を形成した当院の 2 型糖尿病患者 6 例の傾向に対する検討

新松戸中央総合病院糖尿病・内分泌代謝内科 小島 詩織，他

ポスター 15

妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠 1 17 : 30～18 : 00 座長 市立芦屋病院糖尿病・内分泌内科 紺屋 浩之

P－15－1 妊娠糖尿病患者における間接熱量計を用いて測定したエネルギー消費量と各種因子の関連性
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 山口 祐司，他

P－15－2 当院における妊娠初期診断 GDM 妊婦と妊娠中期以降診断 GDM 妊婦の周産期予後の比較
北里大学医学部内分泌代謝内科学 小田 慧，他

P－15－3 妊娠糖尿病における診断と治療の指標に対する考察
帝京大学医学部附属溝口病院第四内科 竹内 英之，他

P－15－4 妊娠糖尿病既往女性の糖尿病発症率に関する分娩後 5 年間の当院におけるリアルワールドエビデンス
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

P－15－5 当院におけるスクリーニング強化前後の妊娠糖尿病診断に関する検討
富山赤十字病院糖尿病・内分泌・栄養内科 上岸 未樹，他

P－15－6 インスリン導入を要した 1 点陽性妊娠糖尿病の特徴
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 福本まりこ，他

ポスター 16

妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠 2 18 : 00～18 : 30 座長 彦根市立病院糖尿病代謝内科 黒江 彰

P－16－1 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
浜松医科大学第二内科 竹下 啓，他

P－16－2 当院における妊娠初期と中期以降に診断された 1 点陽性 GDM 妊婦の周産期予後の比較
北里大学病院内分泌代謝内科 青木 汀，他

P－16－3 新型コロナウイルスに感染した妊娠糖尿病 5 例に関する報告
社会医療法人愛仁会高槻病院糖尿病内分泌内科 三浦 洋，他

P－16－4 5 回目の流産に至った維持血液透析中 2 型糖尿病の 1 例
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター内分泌・代謝内科 山領 優人，他

P－16－5 分娩 6 カ月後に緩徐進行 1 型糖尿病の診断に至った抗 GAD 抗体陽性妊娠糖尿病患者の一例
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター糖尿病・内分泌内科 井田紗矢香，他

P－16－6 2 型糖尿病合併妊娠における分娩前後でのインスリン必要量に関する検討
横浜医療センター糖尿病内分泌内科 髙橋麻侑子，他
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ポスター 17

COVID-19 関連 1 17 : 30～18 : 00 座長 高槻赤十字病院糖尿病・内分泌・代謝内科 金子至寿佳

P－17－1 COVID-19 感染流行 1 年間の糖尿病患者の行動変容の研究
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

P－17－2 デキサメタゾン投与を要する COVID-19 治療におけるインスリン投与量予測の試み
関東労災病院糖尿病内分泌内科 鹿嶋 直康，他

P－17－3 当院における Libre link を用いた COVID-19 患者の血糖管理
熊本中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科 工藤 泉璃，他

P－17－4 COVID-19 禍の初回緊急事態宣言下に外来受診を継続した糖尿病患者の受診動機と治療満足度（DTR-
QOL）第 1 報

公立学校共済組合関東中央病院糖尿病・内分泌内科 岡畑 純江，他
P－17－5 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

（続報）
（一財）住友病院内分泌代謝内科 上田 洋行，他

P－17－6 当院の COVID19 入院患者における糖尿病・肥満との関連性について
社団法人健生会立川相互病院内科内分泌代謝科 青木由貴子，他

ポスター 18

COVID-19 関連 2 18 : 00～18 : 30 座長 秋田赤十字病院代謝内科 後藤 尚

P－18－1 COVID-19 肺炎中等症入院症例における HbA1c と臨床経過の関連について～当院 93 症例の解析～
新百合ヶ丘総合病院糖尿病内分泌代謝内科 水口百合愛，他

P－18－2 COVID-19 流行下における糖尿病療養支援に関する看護師の意識調査
神戸大学医学部附属病院看護部 金田菜々美，他

P－18－3 COVID-19 パンデミック対応の妊娠糖尿病の基準から得られた臨床的特徴について
杏林大学医学部付属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 久場 赳志，他

P－18－4 COVID-19 流行による成人女性 1 型糖尿病患者の身体活動の変化：緊急事態宣言発令前と 1 年後の解除期
間の比較

四條畷学園大学リハビリテーション学部 本田 寛人，他
P－18－5 COVID-19 肺炎を契機とした尿崩症のコントロールの悪化と清涼飲料水の多飲から糖尿病性ケトアシドー

シスを来した一例
新百合ヶ丘総合病院糖尿病・内分泌代謝内科 篠原 万由，他

P－18－6 COVID-19 感染拡大時に当院糖尿病内分泌代謝内科外来を受診した外国人患者の実態調査
山王病院糖尿病内分泌代謝内科 岸本美也子，他

ポスター 19

COVID-19 関連 3 17 : 30～18 : 00 座長 明和病院糖尿病・内分泌科 津川真美子

P－19－1 COVID-19 蔓延中の糖尿病患者の生活様式の変化が患者身体身体に与える影響
医療法人財団聖十字会西日本病院看護部 藤本 有紀，他

P－19－2 新型コロナウイルス感染症へのデキサメタゾン投与による血糖変動コントロールのための当院での取り
組み

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－19－3 真の糖尿病専門医を目指すため，よりよい専攻医プログラム作成へむけての取り組み

京都山城総合医療センター生活習慣病内科 堤 丈士，他
P－19－4 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－2）です．
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P－19－5 新型コロナワクチン接種における不安感に関するアンケート調査
医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 加藤 朱夏，他

P－19－6 当院における糖尿病併存 COVID-19 感染症患者の重症化リスクについての検討
草加市立病院内分泌・代謝内科 加計 剛，他

ポスター 20

感染症 18 : 00～18 : 35 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－20－1 糖尿病合併の有無で検討した化膿性脊椎炎 88 例の臨床像
医誠会病院糖尿病・代謝センター 森田 千尋，他

P－20－2 当院における糖尿病に合併した壊死性軟部組織感染症症例の検討
大分市医師会立アルメイダ病院内分泌内科 豊岡 郁子，他

P－20－3 気腫性膀胱炎に至った 2 型糖尿病の 2 例
市立大津市民病院内科 竹村 尭拡，他

P－20－4 高齢 1 型糖尿病に合併した MRSE 肺炎の一例
医療法人尚和会宝塚第一病院内科 松崎（守家）慈子

P－20－5 短期間に 4 回の肝膿瘍を繰り返しその原因特定に iCGM（フリースタイルリブレ Ⓡ）が有益であった 2 型
糖尿病（T2D）の 1 例

社会医療法人明和会中通総合病院糖尿病•内分泌内科 京 吉郎，他
P－20－6 当院における糖尿病合併 COVID-19 患者の予後不良因子に関する検討

昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 陶山友里恵，他
P－20－7 当院における COVID-19 患者の耐糖能異常と重症化との関連

武蔵野赤十字病院呼吸器科 早川 惠理，他

第 1日 5月 12日（木） ポスター会場 2 神戸国際展示場 3号館 1F 展示室
ポスター 21

大血管障害：末梢血管・足病変 17 : 30～18 : 05 座長 千葉大学医学部附属病院糖尿病代謝内分泌内科 鈴木佐和子

P－21－1 SGLT2 阻害薬の心外膜下脂肪厚に対する影響
森和会やまうち内科クリニック 正門 光法，他

P－21－2 糖尿病に合併する左室拡張機能障害に対する血中コルチゾール値の影響
九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 相良理香子，他

P－21－3 肥満心筋症は心筋の脂肪酸代謝異常か？～MCT 食の効果も含めて～
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 山岡 周平，他

P－21－4 心筋に異所性脂肪蓄積をきたす 2 型糖尿病患者の臨床像の同定
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 高山 理佐，他

P－21－5 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬服用と脳 塞発症についての検討
京都第二赤十字病院糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科 阪井貴美子，他

P－21－6 2 型糖尿病患者における GLP-1 受容体作動薬および SGLT2 阻害薬による血管内皮機能の経時的変化につ
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 苛原 彩，他
P－21－7 当院における壊疽による下肢切断症例の臨床的特徴

勤医協中央病院内科 伊古田明美，他
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ポスター 22

大血管障害：その他 18 : 05～18 : 35 座長 みつるクリニック糖尿病代謝内科 柱本 満

P－22－1 2 型糖尿病患者における可溶性 LOX-1 と炎症マーカー及び尿中アルブミン排泄量との関連について
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－22－2 2 型糖尿病における上腕-足首脈波伝播速度と持続グルコースモニターから得られた血糖指標の検討
兵庫医科大学病院糖尿病内分泌免疫内科 高木 彩好，他

P－22－3 当科糖尿病患者での動脈硬化・プラーク形成に関する検討
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病内分泌内科 海道 陽介，他

P－22－4 血管カテーテル操作後にコレステロール塞栓症（CCE）を発症した糖尿病血液透析患者―Black Blood MRI
による大動脈プラークの評価―

医療法人宝持会池田病院内科 山根 麻菜，他
P－22－5 当院における動脈硬化性疾患の介入を要した高齢糖尿病患者の横断的検討

一宮市立市民病院糖尿病・内分泌内科 恒川 卓，他
P－22－6 カロリー制限による肥満ラットの体重減少はグルコーススパイクによる血管内皮障害を改善する

鹿児島大学糖尿病・内分泌内科 小木曽和磨，他

ポスター 23

薬物療法：インスリン療法 1 17 : 30～18 : 05 座長 石川県立中央病院糖尿病・内分泌内科 藤井寿美枝

P－23－1 持効型溶解インスリン製剤と DPP-4 阻害薬の併用療法から IDegLira への切り替え効果に関する後ろ向き
検討

川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 辰巳 文則，他
P－23－2 実臨床下の日本人成人 2 型糖尿病における年齢および罹病期間別の 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 阿部 勧，他

P－23－3 長時間作用型インスリンを外来導入した 2 型糖尿病患者の 1 年間の経過
医療法人社団幸正会岩本内科医院 岩本 正博，他

P－23－4 当院におけるインスリンデグルデク/リラグルチド配合注導入例の検討
北里大学医学部内分泌代謝内科学 藤嶋 伶，他

P－23－5 強化インスリン療法から持効型溶解インスリン/GLP-1 受容体作動薬配合注（ゾルトファイ）への切り替
えの検討

光晴会病院糖尿病センター 川原 仁美，他
P－23－6 多発合併症を伴う 2 型糖尿病に化膿性汗腺炎を合併した一例

富士吉田市立病院内分泌糖尿病内科 安徳 愛梨，他
P－23－7 実臨床下の日本人成人 2 型糖尿病におけるベースライン時 HbA1c 及び BMI 層別の 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 石橋 正和，他

ポスター 24

薬物療法：インスリン療法 2 18 : 05～18 : 40 座長 医療法人萬田記念病院糖尿病センター 萬田 直紀

P－24－1 持効型インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合剤の血糖降下作用と消化器副作用との関連の検討
医療法人社団藤聖会富山西総合病院薬剤科 鷹取 裕子，他

P－24－2 インスリンデグルデグ/リラグルチド配合注射剤の有効性・安全性の検討
名鉄病院内分泌代謝内科 井上 沙織，他

P－24－3 当院におけるインスリンデグルデグ/リラグルチド（iDegLira）の使用経験
（社医）敬愛会中頭病院内分泌代謝内科（糖尿病） 湧田健一郎，他
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P－24－4 2 型糖尿病患者における 9 点測定 SMBG を用いた time in range（TIR）はインスリン グラルギン U100
と比較して IDegLira で高い

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 西村 理明，他
P－24－5 当院におけるインスリンデグルデク/リラグルチド配合剤（IDegLira）の使用経験

地方独立行政法人市立吹田市民病院糖尿病・内分泌内科 井手 彩夏，他
P－24－6 持効型インスリン製剤（LAI）からの切り替え例で検証した IDegLira（IDL）の有用性

厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター 上野 裕衣，他
P－24－7 実臨床下の，BOT にて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
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 松久 宗英，他

ポスター 25

糖尿病療養指導：その他 17 : 30～18 : 00 座長 甲南医療センター糖尿病内分泌総合内科 山田 浩幸

P－25－1 入浴習慣と 2 型糖尿病患者の血糖コントロールへの関連についての調査報告
加藤内科クリニック 加藤 則子，他

P－25－2 ゲーミフィケーション理論にもとずいた高齢者向けシンプル PHR アプリの開発とその多職種評価
（医）すこやか高田中央病院 荏原 太，他

P－25－3 糖尿病通院中断者への受診勧奨後の再受診を左右する因子について
原口内科・腎クリニック外来 齊藤 慶子，他

P－25－4 眼科クリニックより紹介された高血糖患者の 1 年後の経過からの考察
笠岡第一病院 水ノ上かおり，他

P－25－5 プラスチック分別への医療ごみ混入ゼロと針刺し事故ゼロを目指して
日野市立病院薬剤部 江島 姿子，他

P－25－6 強化インスリン療法中に超速効型インスリンをルムジェブに変更した糖尿病症例の自験例
大津赤十字病院検査部 西村恵里奈，他

ポスター 26

地域医療・医療情報 1 18 : 00～18 : 30 座長 NTT 東日本札幌病院糖尿病内分泌内科 永井 聡

P－26－1 当院における糖尿病地域連携パスの現状と「卒業」に関する検討
新潟県立新発田病院代謝内分泌内科 鈴木 裕美，他

P－26－2 診療所における栄養指導サポートの取り組み
竹田綜合病院栄養科 佐藤アキ子，他

P－26－3 企業健診における生活習慣を含む食事記録の解析と健診データと腸内細菌叢解析の関係性について
富山大学附属病院第一内科 朴木 久恵，他

P－26－4 当院通院中，HbA1c が急激に悪化した糖尿病患者の特徴の検討
北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 小畠 正樹，他

P－26－5 小規模事業所への出張糖尿病検査による糖尿病重症化予防の試み
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，他

P－26－6 専門医の介入による他科入院患者の糖尿病治療内容の検討
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

ポスター 27

薬物療法：SGLT2 阻害薬 1 17 : 30～18 : 00 座長 赤穂市民病院内科 高原 典子

P－27－1 2 型糖尿病において SGLT2 阻害薬による血糖コントロール改善効果と悪化に関与する要因についての臨
床的検討

新百合ヶ丘総合病院糖尿病内分泌代謝内科 西野 和義，他
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P－27－2 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬ルセオグリフロジンの有効性と動脈硬化への影響（第一報）
医療法人中京クリニカル 小森 拓，他

P－27－3 肝機能異常を有する 2 型糖尿病患者への SGLT2 阻害薬の効果
（医）和香会倉敷スイートホスピタル糖尿病センター 松木 道裕，他

P－27－4 2 型糖尿病合併非アルコール性脂肪肝疾患に対するトホグリフロジンの有用性の検討
旭川医科大学病院旭川医科大学内科学講座病態代謝・消化器・血液制御内科学分野 滝山 侑里，他

P－27－5 SGLT2 阻害薬ルセオグリフロジンよる脂肪肝改善効果
介護老人保健施設和佐の里 尾﨑 充

P－27－6 当院における SGLT2i 長期投与の肝腎機能への検討：ダパグリフロジン単独・注射剤併用，他剤との比
較―肝線維化と US 所見も

すがの内科クリニック 菅野 雅彦，他

ポスター 28

薬物療法：SGLT2 阻害薬 2 18 : 00～18 : 30 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－28－1 SGLT2 阻害薬長期投与において血糖コントロール状況が与える体組成変化への影響
寒河江市立病院内科 和田輝里子，他

P－28－2 SGLT2 阻害薬服用後に血糖コントロールが改善した患者におけるインスリン分泌ピークの検討
つがる総合病院内分泌糖尿病代謝内科 近澤 真司，他

P－28－3 1 型糖尿病における SGLT2 阻害薬投与の影響に関する後ろ向き観察研究
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 山口 尚紀，他

P－28－4 1 型糖尿病に対するイプラグリフロジンの有用性の検討
済生会川口総合病院糖尿病・内分泌内科 齋藤利比古，他

P－28－5 1 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬の有用性の検討
三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 江口 和人，他

P－28－6 1 型糖尿病患者におけるイプラグリフロジン併用（1 年間）の臨床効果
大分県立病院内分泌・代謝内科 田中 克宏，他

ポスター 29

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 1 17 : 30～18 : 00 座長 御所南はらしまクリニック糖尿病内科 原島 伸一

P－29－1 GIP, alone and in synergy with GLP-1, reduces feeding and body weight in obese mice and activates
anorectic ARC neurons

関西電力医学部研究所統合生理学研究部門/神戸大学医学部糖尿病・内分泌内科部門 韓 婉昕，他
P－29－2 日本人 2 型糖尿病患者を対象としたデュラグルチドの安全性および有効性の検討―デュラグルチド 0.75

mg 特定使用成績調査―
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

P－29－3 2 型糖尿病患者におけるセマグルチド製剤の選択に関する検討
大阪警察病院 松田いずみ，他

P－29－4 デュラグルチドからセマグルチドへの切り替えが患者満足度に及ぼす影響
王子総合病院内科外来 坂東 瞳，他

P－29－5 2 型糖尿病患者におけるセマグルチド導入症例の検討
横浜市立みなと赤十字病院糖尿病内分泌内科 長瀬 恵美，他

P－29－6 当院におけるセマグルチドの 2 型糖尿病治療における有用性についての検討
市立藤井寺市民病院内科 宮﨑 祐宗，他
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ポスター 30

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 2 18 : 00～18 : 30 座長 九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 松田やよい

P－30－1 週 1 回セマグルチドの新規導入と他 GLP-1 製剤からの切替えでの効果の比較検討
西脇市立西脇病院内科 野々口 瞳，他

P－30－2 2 型糖尿病患者における経口 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの効果ならびにアンケート調査の結果報
告

みやうち内科糖尿病クリニック 宮内 雅晃，他
P－30－3 2 型糖尿病患者における週 1 回投与型 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの有効性の評価

マツダ株式会社マツダ病院薬剤部 横山 匠太，他
P－30－4 2 型糖尿病患者における経口 GLP1 受容体作動薬，リベルサスの有用性と安全性～後ろ向き調査から～

（医）森和会行橋中央病院糖尿病内科 江藤 知明，他
P－30－5 北海道立江差病院における週 1 回注射型 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの使用経験

北海道立江差病院循環器内科 寺沢 誠，他
P－30－6 eGFR60 未満の 2 型糖尿病患者に対する GLP-1 受容体作動薬の eGFR への効果

医療法人名南会名南病院内科 蔭山 静，他

ポスター 31

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 3 17 : 30～18 : 00 座長 山田憲一内科医院内科 檜尾 好徳

P－31－1 セマグルチドの有効的な使用方法の検討（第二報）
特定医療法人社団啓卯会村上記念病院糖尿病内科 山辺 瑞穂，他

P－31－2 経口セマグルチド投与による血糖コントロール改善群の背景因子についての検討
大阪労災病院 向井 千賀，他

P－31－3 当院におけるセマグルチドの使用経験
熊本中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科 狩場 宏美，他

P－31－4 当院におけるインスリングラルギン/リキシセナチド配合注（LixiLan）の治療成績の検討
江南厚生病院内分泌・糖尿病内科 伊藤 真衣，他

P－31－5 肥満 2 型糖尿病患者における経口セマグルチド 14mg 投与による体重，HbA1c 値，血糖日内変動の変化
と中止後の変化

塩田病院内科 大西 哲郎，他
P－31－6 2 型糖尿病患者に対する持続性 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの有用性の検討

川島病院糖尿病科 小松まち子，他

ポスター 32

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 4 18 : 00～18 : 30 座長
はりま姫路総合医療センター糖尿病・内分泌内
科 西本 祐希

P－32－1 当院におけるセマグルチド注射製剤の血糖降下作用および体重減少効果の検討
国立病院機構岡山医療センター糖尿病・代謝内科 前田 恵実，他

P－32－2 実臨床におけるセマグルチドの有効性と安全性～14 週での検討～
京都岡本記念病院糖尿病内分泌内科 貴志 明生，他

P－32－3 GLP-1 受容体作動薬注射製剤から経口セマグルチド維持量への切り替えによる安全性の検討
佐野厚生総合病院 清水 彩，他

P－32－4 当院におけるセマグルチド導入の有用性についての検討
清恵会病院内科 大萱 雄一，他

P－32－5 Weekly GLP-1 受容体作動薬 Dulaglutide と Semaglutide の有用性の検討
川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 久保 公人，他
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P－32－6 2 型糖尿病患者へのインスリングラルギン/リキシセナチド配合剤の導入が血糖コントロールおよびイン
スリン必要量に及ぼす影響

JA 静岡厚生連遠州病院内科 伊藤 暉，他

ポスター 33

糖尿病療養指導：CGM/isCGM 17 : 30～18 : 00 座長 森内科医院糖尿病内分泌内科 森 博子

P－33－1 当院における「Freestyle リブレ Link」導入後の検討
山梨大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科 室井 優子，他

P－33－2 リブレ Link 導入で何が変わったのか？
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－33－3 リブレリンクの満足度と有用性の検討～リンク導入前後の比較から得られたもの～
多摩センタークリニックみらい 三ッ木美麗，他

P－33－4 AGP レポートを用いた療養相談の実際～患者の気付く力を支援する～
（医社）ユスタヴィアクリニックみらい国立 竹 よもぎ，他

P－33－5 全盲の 1 型糖尿病患者にボイスアシスト機能を利用し FreeStyle リブレ Link の導入を試みた一例
医療法人 TDE 糖尿病・内分泌内科クリニック TOSAKI 今井 早紀，他

P－33－6 リアルタイム CGM テルモ デクスコム（G4）から（G6）に変更した患者の使用評価
せいの内科クリニック 山本千歌子，他

ポスター 34

糖尿病療養指導：運動・リハビリ療法 18 : 00～18 : 35 座長 関西ろうさい病院糖尿病内分泌内科 山本 恒彦

P－34－1 インスリンポンプ導入目的の入院中における運動療法の検討～理学療法士を中心とした多職種の介入に
ついて～

東京医科大学病院心臓リハビリテーションセンター 柴﨑 修平，他
P－34－2 コロナ禍における糖尿病教育入院患者の病棟生活での身体活動量の現状について～活動量計を用いた検

討～
兵庫県立加古川医療センターリハビリテーション部 齋木 宏之，他

P－34－3 斜面土地に在住する糖尿病患者における坂道への認識の違いによる身体活動への影響
国際医療福祉大学熱海病院リハビリテーション部 深川 翔平，他

P－34－4 血糖降下を目的とした運動療法の効果は聴取する音楽の種類により変動するか
森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科/北野病院 角田 晃啓，他

P－34－5 再発を繰り返す糖尿病性足潰瘍に対する理学療法士の介入について
医療法人社団青泉会下北沢病院リハビリテーション科 原島 史哉，他

P－34－6 透析予防指導において個別的な運動指導が有効であった重度視力障害合併 2 型糖尿病の 2 症例
済生会松山病院栄養部 横山 奈美，他

P－34－7 栄養相談で Inbody（体成分分析）導入後，運動療法が継続し血糖コントロールが改善傾向にある症例報
告

医療法人社団慈京会五十子クリニック栄養部 高山 英子，他

ポスター 35

脂肪細胞の生物学：白色脂肪細胞の生物学 17 : 30～18 : 00 座長 広島大学病院内分泌・糖尿病内科 大野 晴也

P－35－1 γ-synuclein は微小管重合を介して脂肪酸輸送を制御する
徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 藤田 めい，他

P－35－2 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 峰村 友美，他
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P－35－3 ROCK2 による褐色化抑制を介した内臓脂肪蓄積機構
東京慈恵会医科大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科 竹田 裕介，他

P－35－4 CCL3 の欠損は，脂肪組織マクロファージを M2 優位にシフトさせ，インスリン抵抗性を抑制する
金沢大学保健学系病態検査学講座 永島田まゆみ

P－35－5 脂肪細胞の乳酸合成酵素による脂質代謝制御機構の解明
大阪大学大学院医学系研究科 小川 美季，他

P－35－6 イメグリミンは 3T3-L1 脂肪細胞においてグルコースの取り込みを促進し，MCP-1 の産生•分泌を抑制す
る

北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系内科学分野 髙橋 伸彦，他

ポスター 36

脂肪細胞の生物学：その他 18 : 00～18 : 30 座長
香川大学医学部内分泌代謝・先端医療・臨床検
査医学 井町 仁美

P－36－1 2 型糖尿病患者における血中可溶型 T-カドヘリン濃度と末梢神経伝導速度との関連
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 福田 士郎，他

P－36－2 MYPT1-PP1β 脱リン酸化酵素複合体によるベージュ化制御機構の解明
東北大学 高橋 宙大，他

P－36－3 マウス褐色脂肪細胞株を用いた褐色脂肪組織の分化・成熟を促す低分子化合物のスクリーニング
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 李 瀛，他

P－36－4 脂肪細胞 TGFβ1 は細胞自律的に脂肪細胞外マトリクスの変化を介して細胞内 lipogenesis 機能を調節す
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
P－36－5 脂肪細胞において FoxO1 の活性化は細胞増殖効果をもたらさずにインスリンの糖・脂質代謝作用を模倣

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 大野 友寛，他

P－36－6 若手研究奨励賞（YIA）審査口演演題（YIA－9）です．

ポスター 37

サルコペニア・フレイル 1 17 : 30～18 : 05 座長 藤枝市立総合病院糖尿病・内分泌内科 森田 浩

P－37－1 血糖コントロール不良な糖尿病患者の身体機能に影響を及ぼす因子の検討
北播磨総合医療センターリハビリテーション室 北村 和也，他

P－37－2 2 型糖尿病患者における糖尿病性多発神経障害と身体機能およびサルコペニアとの関連の性差
高知県・高知市病院企業団高知医療センター医療技術局リハビリテーション技術部理学療法技術科/

高知大学大学院総合人間自然科学研究科 加嶋 憲作，他
P－37－3 2 型糖尿病患者におけるサルコペニア肥満と血管合併症との関連

大阪警察病院糖尿病・内分泌・代謝内科 飛松 亜宙，他
P－37－4 味噌を習慣的に摂取することは 2 型糖尿病患者のサルコペニア有病率の低さと関連する

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 小林 玄樹，他
P－37－5 平時とコロナ禍における基本チェックリストと体力測定結果からみたフレイルとサルコペニアの影響

高村内科クリニック 寺本由美子，他
P－37－6 2 型糖尿病患者における咀嚼能力とサルコペニアの関連

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学/大阪府済生会吹田病院栄養科 高橋芙由子，他
P－37－7 SARS-COV2 パンデミック下で進行する糖尿病者サルコペニア・フレイルとチームで闘う

（社医財）新和会八千代病院内分泌代謝内科/MCT-YACHIYO 藤井 徹，他
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ポスター 38

サルコペニア・フレイル 2 18 : 05～18 : 35 座長 横浜市立みなと赤十字病院糖尿病内分泌内科 渡辺 孝之

P－38－1 男性 2 型糖尿病患者でのテストステロン値の検討
高知医療センター医療情報センター 菅野 尚，他

P－38－2 骨格筋における miR-23b の糖脂質代謝に及ぼす影響
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 中西 尚子，他

P－38－3 2 型糖尿病のインスリン・GLP-1R 作動薬配合注導入前後の薬剤変更と体組成
大阪市立総合医療センター糖尿病内科 元山 宏華，他

P－38－4 サルコペニアを有する高齢 2 型糖尿病患者における栄養摂取量と糖尿病治療内容との関連
（医）厚生会虹が丘病院栄養管理室/長崎県立大学地域創生研究科人間健康科学専攻 畠山今日子，他

P－38－5 ながはま 0 次予防コホートにおける飲料摂取習慣と骨格筋量低下の関係についての検討
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科 南野 寛人，他

P－38－6 当院定期通院中の高齢 2 型糖尿病患者と高齢腎症合併 2 型糖尿病患者の体組成の特徴
すずき糖尿病内科クリニック栄養科 伊従 典世，他

ポスター 39

その他の生物学 1 17 : 30～18 : 00 座長
順天堂大学医学部附属浦安病院糖尿病・内分泌
内科 佐藤 博亮

P－39－1 インスリン受容体基質の脳・視床下部神経細胞における役割の検討
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

P－39－2 動脈硬化モデルマウスにおいて，塩分過剰摂取は 2 型自然リンパ球を抑制し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－39－3 腸 GLP-1 分泌促進 vs. GLP-1 受容体作動薬の高血糖改善作用の比較
京都府立大学大学院生命環境科学研究科動物機能学 大林 健人，他

P－39－4 Cre-Loxp 遺伝子組み換え技術における非特異的遺伝子改変について NestinCre-GLP1Rflox マウスでの
検証

九州大学大学院医学研究院病態制御内科学内分泌代謝糖尿病研究室 梶谷 祐介，他
P－39－5 TGF-β2 の慢性投与は，2 型糖尿病モデルマウスにおける不安様行動の増加，海馬の BDNF および nNOS

発現の低下に影響を及ぼさない
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科 冨賀 裕貴，他

P－39－6 動脈硬化モデルマウスにおける抹茶摂取の腸内細菌叢改変効果と抗動脈硬化作用の解明
京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 三好 友樹，他

ポスター 40

その他の生物学 2 18 : 00～18 : 30 座長 徳島大学大学院医歯薬学研究部代謝栄養学分野 阪上 浩

P－40－1 膵リパーゼ阻害薬である Orlistat がヒト腸内細菌叢へ与える影響
宮崎大学医学部附属病院内科学講座血液・糖尿病・内分泌内科分野 上平 雄大，他

P－40－2 C57/Bl6N マウスにおいて 1 年齢以降では加齢に伴いインスリン抵抗性が改善する
千葉大学医学部医学科 近藤 寛也，他

P－40－3 休眠状態の導入・維持による脂肪組織由来間葉系幹細胞の若返りを通じた，糖尿病性合併症治療への応用
の可能性

徳島大学病院糖尿病センター 船木 真理，他
P－40－4 喫煙が幹細胞に与える影響とその発癌に与える影響の解明

東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科 磯谷 亮輔，他
P－40－5 グリセルアルデヒド（GA）および GA 由来 AGEs（TAGE）による骨芽細胞障害

金沢医科大学総合医学研究所 逆井-坂井亜紀子，他
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P－40－6 エンパグリフロジンは糖尿病による精子の濃度低下と運動障害を改善する：肥満糖尿病モデルマウスに
おける検討

昭和大学病院医学部抗糖化寄付講座/昭和大学病院医学部内科学講座糖尿病代謝内分泌内科学部門 森 雄作，他
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一 般 演 題

第 2日 ポスター
第 2日 5月 13日（金） ポスター会場 1 神戸国際展示場 2号館 1F コンベンションホール
ポスター 41

1型糖尿病：成因・病態・遺伝 1 16 : 30～17 : 00 座長
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

P－41－1 当院での急性発症 1 型糖尿病 206 症例の解析
倉敷中央病院糖尿病内科 岡内 省三，他

P－41－2 演題取り下げ
P－41－3 非免疫チェックポイント阻害薬による乳癌化学療法中に発症した劇症 1 型糖尿病の 1 例

神戸市立西神戸医療センター内分泌・糖尿内科 孫 徹，他
P－41－4 異なるグルカゴン分泌能を示した発症原因の異なる劇症 1 型糖尿病患者 5 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－41－5 日本人成人 1 型糖尿病患者と“Hypoglycemic Fear Survey-II（HFS-II）”

順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 小澁 真実，他
P－41－6 当院における 1 型糖尿病患者のセリアック病有病率に関する実態調査

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

ポスター 42

1型糖尿病：成因・病態・遺伝 2 17 : 00～17 : 30 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 高池 浩子

P－42－1 日本人成人 1 型糖尿病患者と“Beck Depression inventory-II（BDI-II）”
順天堂大学大学院代謝内分泌内科学 中島 健一，他

P－42－2 多形滲出性紅斑の経過中にサイトメガロウイルスの再活性化を伴って発症した劇症 1 型糖尿病の一例
大阪医科薬科大学内科学 I 米原小百合，他

P－42－3 免疫チェックポイント阻害薬投与中に 1 型糖尿病を発症した 4 例の検討
大垣市民病院糖尿病腎臓内科 西田 泰之，他

P－42－4 関節リウマチと自己免疫性甲状腺疾患を合併した 1 型糖尿病の 2 例
市立ひらかた病院内科 柴崎早枝子，他

P－42－5 自己免疫性 1 型糖尿病感受性 HLA ハプロタイプを有する分娩後の GAD 抗体陽性劇症 1 型糖尿病の 1 例
豊田厚生病院内分泌・代謝内科 増田 富，他

P－42－6 6 ヶ月でインスリン非依存状態より依存状態に移行した GAD 抗体陰性・IA-2 抗体陽性 1 型糖尿病の一例
関西医科大学内科学第二講座 上木とも恵，他

ポスター 43

その他の糖尿病：成因・病態・遺伝 16 : 30～17 : 05 座長 トヨタ記念病院内分泌・糖尿病内科 篠田 純治

P－43－1 1 型糖尿病の経過中に腹直筋肥厚を伴う 痛で発症し特発性後腹膜線維症の診断となった 1 例
千葉市立青葉病院糖尿病・代謝・内分泌内科 田村みなみ，他

P－43－2 当院における最近のミトコンドリア糖尿病 6 症例の臨床的特徴
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 加藤 更紗，他

P－43－3 膵臓部分切除術の糖代謝に与える影響について
公益財団法人甲南会甲南医療センター糖尿病・内分泌・総合内科 津本 一秀，他

P－43－4 膵体尾部欠損症の臨床的特徴に関する自験例を含むシステマチックレビュー
自治医科大学医学部附属病院内分泌代謝科 近藤 泰之，他
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P－43－5 抗 PD-1 抗体により 1 型糖尿病と中枢性副腎皮質機能低下症をきたした左腎細胞癌の一例
千葉市立青葉病院内科 番 典子，他

P－43－6 手術不能・尿路上皮癌に対する治療薬・Enfortumab vedotin の副作用で発症した糖尿病性ケトアシドー
シスの一例

AOI 国際病院内科 成澤健一郎，他
P－43－7 ステロイド糖尿病の発症後，インスリン依存性糖尿病へ移行した一例

愛媛大学医学部小児科 勢井 友香，他

ポスター 44

その他の合併症 17 : 05～17 : 40 座長
はりま姫路総合医療センター糖尿病・内分泌内
科 駒田 久子

P－44－1 メタボリックシンドロームと歯周病との関連について
愛知学院大学歯学部内科学講座 伊藤 瑞穂，他

P－44－2 中等症以上の歯周病合併糖尿病患者における従来口腔ケアと強化療法（フルマウス口腔ケアプラスアジス
ロマイシン）介入の比較検討

医療法人社団青葉会小松クリニック 小松 勝利，他
P－44－3 当院における高血糖緊急症の実態調査

淀川キリスト教病院糖尿病・内分泌内科 張 曉雲，他
P－44－4 糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）で入院した 48 症例の検討

神奈川県済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌内科 池原佳世子，他
P－44－5 高血糖症状で入院した症例の検討

国立病院機構姫路医療センター内科 畑尾満佐子
P－44－6 歯科のない病院の糖尿病外来における 2 型糖尿病患者の口腔衛生行動の実態と口腔衛生行動に対する関

連要因の探索
筑波大学医学医療系 工藤 理恵，他

P－44－7 強化インスリン療法が奏功するも再燃しハロペリドールで改善し得た糖尿病性舞踏病の 1 例
新松戸中央総合病院糖尿病・内分泌代謝内科 松村 大輔，他

ポスター 45

2型糖尿病：診断・治療 3 16 : 30～17 : 00 座長
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 稲垣 恭子

P－45－1 インスリン・GLP1 受容体作動薬混合製剤の有効性の検討
AOI 国際病院 大東 周碁，他

P－45－2 FRC（Fixed-ratio combination）インスリングラルギン/リキシセナチド配合注（iGlaLixi）の有用性の
検討

みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 眞鍋 健一，他
P－45－3 持効型インスリン少量＋GLP-1 受容体作動薬週 1 回製剤を，持効型インスリン＋GLP-1 受容体作動薬配合

注に切り替えた症例の検討
鳥取県立中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科 楢崎 晃史，他

P－45－4 2 型糖尿病におけるインスリンデグルテク/リラクリチド配合剤の有用性
三重大学医学部附属病院 長嶋 一訓，他

P－45－5 高容量インスリン療法から高容量インスリンデグルデク/リラグルチド配合剤への切り替えにて良好な血
糖管理をしえた症例の報告

（医）医仁会武田総合病院総合診療科 中前恵一郎，他
P－45－6 2 型糖尿病患者におけるライゾデグ朝 1 回投与群とゾルトファイ朝 1 回投与群の Time in range（TIR）に

ついての検討
茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科 長谷部正紀，他
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ポスター 46

2型糖尿病：診断・治療 4 17 : 00～17 : 30 座長 加藤内科クリニック栄養科 加藤 則子

P－46－1 COVID-19 に糖尿病性ケトアシドーシスを併発した 2 型糖尿病の一例
兵庫県立加古川医療センター糖尿病・内分泌内科 大西 佑弥，他

P－46－2 うつ症状があり血糖コントロールに難渋していたが，セマグルチドが奏功した肥満 2 型糖尿病の一例
大阪医科薬科大学病院糖尿病代謝・内分泌内科（第一内科） 藤吉奈々子，他

P－46－3 高血糖高浸透圧症候群を契機に筋萎縮性側索硬化症と診断された 1 例
山形県立中央病院糖尿病・内分泌内科 杉山 琢真，他

P－46－4 リナグリプチン投与中に発症した水疱性類天疱瘡に対する免疫抑制剤投与後ニューモシスチス肺炎を併
発した 1 例

（JCHO）徳山中央病院糖尿病・内分泌内科 畑尾 克裕，他
P－46－5 チームによる指導と GLP-1 受容体作動薬 Semaglutide が著効した重症糖尿病患者の 1 例

医療法人鴻風会きだ内科クリニック内科・糖尿病内科 紀田 康雄
P－46－6 COVID-19 退院後の過食により高中性脂肪血症による重症急性膵炎を発症した 2 型糖尿病症例

唐津赤十字病院内科 岸川まり子，他

ポスター 47

脂質代謝：脂質異常症 1 16 : 30～16 : 55 座長 福岡大学筑紫病院内分泌・糖尿病内科 小林 邦久

P－47－1 脂肪摂取制限が奏功し正常分娩に至った，LMF1 ナンセンス変異ホモ接合体による重度高中性脂肪血症性
急性膵炎の一例

東京大学医学部附属病院糖尿病代謝内科 田中 督記，他
P－47－2 インスリン投与が有用であった著明な高中性脂肪血症を呈した APOA5 遺伝子複合ヘテロ変異を持つ糖

尿病症例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 博多 紗弓，他

P－47－3 小児 1 型糖尿病における血清脂質の分布と脂質異常の頻度
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

P－47－4 コレステロール値によるトリグリセライド推定式の作成
愛知県立大学看護学部看護学科/大雄会第一病院健診センター 片平 正人，他

P－47－5 入院加療を行った 2 型糖尿病患者における高 LDL-C 血症改善の予測因子の検討
いづろ今村病院糖尿病センター糖尿病内科 新中須 敦，他

ポスター 48

脂質代謝：脂質異常症 2 16 : 55～17 : 20 座長 愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 川村 良一

P－48－1 インスリン自己中断による diabetic lipemia から急性膵炎を発症した 1 例
さいたま市立病院内科（糖尿病・内分泌） 七原由梨奈，他

P－48－2 高 TG 血症合併 2 型糖尿病患者における，ペマフィブラート，ベザフィブラート投与後の LDL コレステ
ロール値の変化

三重大学保健管理センター/三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 古田 範子，他
P－48－3 エクソーム解析にて稀少な LPL 遺伝子複合ヘテロ変異が明らかとなった高中性脂肪血症例

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 園浦 望美，他
P－48－4 ベザフィブラートからペマフィブラートへの切替例の比較検討

静岡済生会総合病院内分泌代謝科 稲葉 直之
P－48－5 当院における LDL コレステロール管理状況について

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
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ポスター 49

糖尿病療養指導：患者心理，自己管理行動 3 16 : 30～17 : 00 座長 福井県立病院内分泌・代謝内科 勝田 裕子

P－49－1 糖尿病ケトーシスによるインスリン導入時から離脱後の慢性期を DTR-QOL 質問票で評価しエニアグラ
ムを用いて寄り添った一例

前橋赤十字病院糖尿病・内分泌内科 松本 夏希，他
P－49－2 悲観的な反応を示した 2 型糖尿病患者が現状を受け入れるまでのプロセスの 1 事例～病みの軌跡理論を

用いた振り返りの報告～
JCHO 群馬中央病院看護部 若菜 有子，他

P－49－3 高齢 1 型糖尿病患者から学んだ，患者参加型医療の重要性
東海大学医学部付属八王子病院糖・代謝内科 髙橋麻記子，他

P－49－4 多職種による動機づけ面接が有用であった 2 型糖尿病の一例
広島赤十字・原爆病院臨床研修部 野原 佑珠，他

P－49－5 動機づけ面接が有用であった思春期 1 型糖尿病患者の一例
玉井病院糖尿病内科 島田 健，他

P－49－6 短時間の薬剤情報提供でも動機づけ面接が有効であった糖尿病患者の二例
玉井病院薬剤部 向井 壽美，他

ポスター 50

糖尿病療養指導：栄養指導 1 17 : 00～17 : 30 座長 勤医協中央病院内科 伊古田明美

P－50－1 当院における体組成計を用いた栄養指導の長期的効果と課題の検証
信州大学医学部附属病院臨床栄養部 丸山 夏佳，他

P－50－2 多職種による糖尿病講義受講における患者の心理的変化と血糖コントロールに及ぼす影響
神戸大学医学部附属病院栄養管理部 尾上 弘美，他

P－50－3 2 型糖尿病の血糖管理における外食習慣の影響の検討
医療法人伯鳳会大阪中央病院栄養部 天王寺谷彩奈，他

P－50－4 2 型糖尿病患者における食事写真を含む生活記録表と CGM を併用した視覚的な栄養指導の意義
医療法人南昌江内科クリニック 垣田あゆみ，他

P－50－5 新規 2 型糖尿病患者における糖尿病診断による食行動の変化―食物摂取頻度調査（FFQg）を用いて―
医療法人健清会那珂記念クリニック 久賀なつみ，他

P－50－6 成人 1 型糖尿病患者への継続的な外来栄養指導の有効性の検討
今市病院栄養管理室 糸井 敦，他

ポスター 51

糖尿病療養指導：チーム医療 16 : 30～17 : 00 座長 天理よろづ相談所病院内分泌内科 北谷 真子

P－51－1 「糖尿病自己管理教育（DSME）」を入院中のコロナ感染症患者に導入した一例
市立芦屋病院栄養管理室 澤田かおる，他

P－51－2 患者参加型のチーム医療により体重減少と血糖管理が良好となった双極性障害を認める糖尿病患者の一
例

医療法人社団誠知会誠知クリニック 加藤 恵理，他
P－51－3 アドボカシーの観点から，作業療法士の立場で患者の希望に寄り添い，ICT を駆使して多職種で介入，ADL

が改善した 2 症例
ごてんまり訪問看護ステーション 櫻庭 一貴，他

P－51－4 コロナ禍による治療意欲低下に対し，多職種介入が奏功した高齢独居の 2 型糖尿病患者の一症例
医療法人糖心会べっぷ内科クリニック 岩佐 真代，他
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P－51－5 isCGM を活用し患者参加型医療ができた糖尿病患者への関わり
東海大学医学部付属大磯病院看護部 續橋 裕実，他

P－51－6 ラポール形成が困難であった偽性 HbA1c 高値飲酒患者から学んだ患者参加型医療の重要性
東海大学医学部付属大磯病院腎糖尿病内科/誠知クリニック/東海大学医学部腎代謝内科 木村 守次，他

ポスター 52

網膜症 17 : 00～17 : 30 座長 公立陶生病院内分泌・代謝内科 吉岡 修子

P－52－1 糖尿病性腎症重症度別の糖尿病網膜症有病率に関する検討
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 上田真莉子，他

P－52－2 レセプトデータを用いた糖尿病黄斑浮腫に対する SGLT2 阻害薬の有用性の検討
国保直営総合病院君津中央病院内分泌代謝科/

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
P－52－3 当クリニックにおける糖尿病性網膜症，糖尿病性腎症の改善群と悪化群の比較検討

医療法人社団 STOPDM すずき糖尿病内科クリニック看護部 青木 麻衣，他
P－52－4 糖尿病透析患者の糖尿病網膜症と静脈閉塞症

山名眼科医院 山名 泰生
P－52－5 糖尿病により過熟白内障をきたした 3 症例

厚生連高岡病院糖尿病・内分泌代謝内科 一色 亮佑，他
P－52－6 糖尿病治療介入後に視力障害を発症した 5 例の検討

新松戸中央総合病院糖尿病内分泌代謝内科 阿部 公俊，他

ポスター 53

腎症：診断・治療 1 16 : 30～17 : 00 座長 独立行政法人国立病院機構三重病院内科 荒木 里香

P－53－1 グルコラファニンは糖尿病腎組織において SGLT2 発現を減少させる
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 別所 瞭一，他

P－53－2 糖尿病性腎症の血液透析導入遅延に対してより効果のあるメディカルスタッフの組み合わせは何か
北里大学医学部内分泌代謝内科学 鈴木 陽彦，他

P－53－3 多方面からの薬物介入により，尿蛋白陰性化を得た顕性腎症合併 2 型糖尿病の 2 例
山口大学教育・学生支援機構保健管理センター 奥屋 茂，他

P－53－4 ネフローゼ症候群に陥り，心不全を併発したが，SGLT2 阻害薬，MR 拮抗薬を用いて改善が得られた高
度肥満 2 型糖尿病男性

桐生厚生総合病院薬剤部 庭山 滋，他
P－53－5 肉食の中止が腎症の改善につながった可能性のある糖尿病腎臓病 4 期の 1 症例

はまもと内科クリニック 濱本 博美
P－53－6 体液コントロールによって一時的に尿蛋白減少を得られた糖尿病性腎症の 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

ポスター 54

腎症：診断・治療 2 17 : 00～17 : 35 座長 富山市立富山市民病院内分泌代謝内科 家城 恭彦

P－54－1 糖尿病性腎症における蛋白質摂取量・塩分摂取量と腎機能に関する検討
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科部 伊藤 沙耶，他

P－54－2 2 型糖尿病透析患者におけるリラグルチドの体組成に与える影響について
松波総合病院腎臓内科 矢島 隆宏

P－54－3 2 型糖尿病における SGLT2 阻害薬・ルセオグリフロジンの腎機能ステージ別腎機能改善効果について
ひがし成人・循環器内科クリニック 東 隆行
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P－54－4 腎症早期の 2 型糖尿病患者における GLP-1 受容体作動薬と SGLT2 阻害薬が腎機能におよぼす影響
医療法人社団幸正会岩本内科医院 香川咲季奈，他

P－54－5 24 時間蓄尿検査で評価した SGLT-2 阻害薬の腎機能低下の抑制効果
宇陀市立病院地域医療部 中上 純子，他

P－54－6 SGLT2 阻害薬治療による初期 eGFR 変化と腎機能への影響
福井県立病院内分泌・代謝内科 勝田 裕子，他

P－54－7 透析導入前に高血圧性脳症を起こした糖尿病性腎症の症例
東京医科大学茨城医療センター代謝・内分泌内科 石井 智也，他

ポスター 55

低血糖 1 16 : 30～17 : 00 座長 多摩センタークリニックみらい内科 藤井 仁美

P－55－1 当院におけるグルカゴン点鼻粉末の使用状況の検討
三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 上村 明，他

P－55－2 低血糖に関する実態調査と点鼻グルカゴン製剤の処方による患者・患者家族の心理的効果
医療法人 TDE 糖尿病・内分泌内科クリニック TOSAKI 吉田 摂子，他

P－55－3 Trends of Severe Hypoglycemia in Patients with Type 2 Diabetes in Korea：A Longitudinal Nationwide
Cohort Study

Department of Internal Medicine, St. Vincent’s Hospital, The Catholic University of Korea Seung-Hyun Ko, et al.
P－55－4 ペンタミジンの血糖値に対する影響について

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 金丸 良徳，他
P－55－5 持続血糖モニタリングにより低血糖を回避し得た non-islet cell tumor hypoglycemia（NICTH）の 2 例

和歌山県立医科大学附属病院内科学第一講座 森 美穂，他
P－55－6 医療スタッフ優秀演題賞審査口演演題（MSA－5）です．

ポスター 56

低血糖 2 17 : 00～17 : 30 座長 朝比奈クリニック内科 朝比奈崇介

P－56－1 インスリノーマ 6 症例の切除膵組織の腫瘍部と非腫瘍部におけるアミリン発現
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学/大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター 石橋 千咲，他

P－56－2 精神発達遅滞を伴い治療選択に難渋したインスリノーマの一例
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 小椋 紫芳，他

P－56－3 低血糖を契機に低体温から心電図 V5-6 で ST 上昇を伴う J 波，横紋筋融解症を認め，2 回の 75gOGTT
で診断し得た反応性低血糖の 1 症例

総合犬山中央病院糖尿病内科 井上 達雄，他
P－56－4 血液透析が血糖値に与える影響

国家公務員共済組合連合会高松病院血液浄化センター臨床工学科 平井 沙季，他
P－56－5 インスリンプレフィルド式注入器で，当院が「ミリオペン HD」「キット FFP」を採用している訳～患者

に解かり易い目盛りの重要性～
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

P－56－6 「インスリン単位の誤認識」を起こさないための対策～全看護師対象インスリン研修を実施して～
済生会松山病院看護部 徳野みどり，他

ポスター 57

COVID-19 関連 4 16 : 30～17 : 00 座長 日本鋼管福山病院糖尿病内科 箱田 知美

P－57－1 オランザピン内服中に SARS-CoV-2 ワクチン接種後発症した糖尿病性ケトアシドーシスの一例
愛仁会千船病院糖尿病内分泌内科 大江 晃央，他
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P－57－2 シタグリプチン投与中に新型コロナウイルスワクチン接種後 RS3PE 症候群を発症した一例
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 伊藤 博崇，他

P－57－3 COVID-19 重症化による急激な血糖変動に対して FGM（Flash Glucose Monitoring）を活用した血糖管理
が有用であった 3 例

大分三愛メディカルセンター薬剤部 梶原 洋文，他
P－57－4 コロナ禍の入院困難状況における COVID-19 罹患在宅糖尿病療養患者への在宅診療・ケア実践の報告

（医社）都会渡辺西賀茂診療所在宅診療 小原 章央，他
P－57－5 新型コロナウイルス感染症に対しステロイドを使用した糖尿病透析患者の自験例

東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科 五十棲このみ，他
P－57－6 COVID-19 後遺症契機に発見された 2 型糖尿病の 1 例

岡山大学病院総合内科・総合診療科 田中 秀一，他

ポスター 58

COVID-19 関連 5 17 : 00～17 : 30 座長 東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科 香月 健志

P－58－1 COVID-19 肺炎に糖尿病性ケトアシドーシスを合併した 2 型糖尿病の 2 例
箕面市立病院糖尿病センター 籠田 芳夫，他

P－58－2 ステロイド加療を経た新型コロナウィルス感染症（COVID-19）患者における耐糖能悪化に寄与する因子
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 木村 貞仁，他
P－58－3 第 5 波中に当院に入院した Covid-19 の患者特性と血糖コントロール

社会医療法人河北医療財団河北総合病院糖尿病・内分泌代謝内科 吉田勢津子，他
P－58－4 当院で経験した COVID-19（新型コロナウイルス感染症）症例における酸素療法の危険因子の検討

埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科 柳澤慎之介，他
P－58－5 新型コロナ蔓延前とコロナ禍における運動療法継続糖尿病患者の HbA1c と体組成の変化について

かえつクリニック 篠原真希子，他
P－58－6 コロナ禍の新潟県における運動療法継続糖尿病患者 HbA1c の年内変動

新潟勤労者医療協会かえつクリニック 岡田 節朗，他

ポスター 59

腎症：成因・病態・遺伝 1 16 : 30～17 : 00 座長 富山県立中央病院内分泌・代謝内科 吉澤 都

P－59－1 若年発症 2 型糖尿病の蛋白尿の出現には HbA1c が時間依存的に関与する
福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科 齋藤 悠，他

P－59－2 Skin Autofluorescence の糖尿病性腎臓病における臨床的意義の解析
阿南医療センター内科 山上 紘規，他

P－59－3 2 型糖尿病における血清 Syndecan-1 とアルブミン尿の関連
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 角谷 佳則，他

P－59－4 2 型糖尿病患者における血清シスタチン C の腎症診断の予知マーカーの検討～SGLT2 阻害薬ダパグリフ
ロジンの治療効果の検討～

母恋天使病院糖尿病・代謝センター 吉田 和博，他
P－59－5 演題取り下げ
P－59－6 2 型糖尿病患者における推算糸球体濾過量（eGFR）の変化に及ぼす因子の検討

川崎医科大学総合内科学 1 竹之内晴香，他
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ポスター 60

腎症：成因・病態・遺伝 2 17 : 00～17 : 35 座長 神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 山本 雅昭

P－60－1 肥満糖尿病 db/db マウスにおけるフルクトース過剰摂取が多臓器に及ぼす影響
滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科 霍田 裕明，他

P－60－2 当科における CKD ステージ 3 の 2 型糖尿病の臨床因子の検討
NTT 東日本札幌病院糖尿病内分泌内科 安井 彩乃，他

P－60－3 2 型糖尿病における心・腎イベント発症からみた尿中肝臓型脂肪酸結合蛋白（L-FABP）測定の意義
社会福祉法人仁生社江戸川病院検査科 五十嵐萌香，他

P－60－4 非高齢の 2 型糖尿病患者におけるポリファーマシーが，SGLT2 阻害薬治療中の腎複合イベントの発生率
に与える影響の検討

東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科 齊藤 仁通，他
P－60－5 1 型と 2 型糖尿病性腎症における腎スフィンゴ糖脂質発現変化と病態

東北医科薬科大学分子生体膜研究所機能病態分子学 井ノ口仁一，他
P－60－6 糖尿病性腎症にマトリックスメタロプロテイナーゼ 2 が与える影響についての検討

三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 西濵 康太，他
P－60－7 糸球体傍糸球体装置の β1 インテグリンは血圧調節機序に関与する

東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科 近藤 真澄，他

第 2日 5月 13日（金） ポスター会場 2 神戸国際展示場 3号館 1F 展示室
ポスター 61

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 1 16 : 30～17 : 00 座長 芝浦クリニック内科 宇治原典子

P－61－1 各種インスリン分泌指標，インスリン感受性指標の耐糖能予測能
高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科，糖尿病センター 門脇 祐治，他

P－61－2 HbA1c および GA の変動と持続グルコースモニターで評価した血糖変動指標との関連
兵庫医科大学糖尿病内分泌・免疫内科学講座 角田 拓，他

P－61－3 血糖自己測定において過度に浅い穿刺深度は測定結果を不正確にする
岡崎市民病院医療技術局臨床検査室 原田 隼佑，他

P－61－4 HPLC での A1c と A0 の谷の深さの指標の A1c 補正 slow valley height rate（AaSVHR）は Hb Toranomon
の診断に有用である

医療法人川崎病院糖尿病内分泌内科 村井 潤，他
P－61－5 地域中核病院での持続血糖測定結果抽出における検査技師の関わり

広島赤十字・原爆病院検査科 花田 純子，他
P－61－6 糖尿病患者における高度肥満が糖尿病合併症に及ぼす影響の検討

岩手医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科/亀田リハビリテーション病院 佐藤 謙，他

ポスター 62

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 2 17 : 00～17 : 30 座長 青森県立中央病院糖尿病センター内分泌内科 松井 淳

P－62－1 2 型糖尿病治療入院患者におけるインスリン分泌能の調査
板橋中央総合病院検査科 渡邊 瑞穂，他

P－62－2 若年日本人において，糖尿病の家族歴は，糖負荷試験のクラスター異常，インスリン分泌指数や松田イ
ンデックスの低下と関連する

昭和大学藤が丘病院糖尿病代謝内分泌内科 村井 謙允，他
P－62－3 糖尿病患者における CT 体脂肪測定結果の調査

板橋中央総合病院放射線科 高野 茜，他
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P－62－4 当院の 2 型糖尿病患者における頚動脈エコーの検討
市立池田病院内分泌・代謝内科 松野香菜絵，他

P－62－5 糖尿病性腎臓病の予後と血中尿素窒素/クレアチニン比
高知高須病院検査部 畑山 理恵，他

P－62－6 当院での糖尿病患者に対する便潜血検査の結果とその有用性
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 新保 香織，他

ポスター 63

小児・思春期糖尿病 1 16 : 30～16 : 55 座長
成育医療研究センター周産期母性診療センター
母性内科 川崎 麻紀

P－63－1 小学校での身体計測にて気づかれた体重減少を契機に診断に至った 1A 型糖尿病の一男児例
松山市立石井北小学校 上田あゆみ，他

P－63－2 抗 ZnT8 抗体単独陽性を示した 1 型糖尿病女児の一例
埼玉県立小児医療センター代謝内分泌科 田嶼 朝子，他

P－63－3 糖尿病性ケトアシドーシスで発症し多彩な日和見感染症を認めた 1 型糖尿病の重症心身障害児の 1 例
京都第二赤十字病院小児科 福原 正太，他

P－63－4 小児思春期 1 型糖尿病初発時における発症年代別の臨床像の比較～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/産業医科大学医学部小児科 齋藤 玲子，他
P－63－5 小児思春期 1 型糖尿病患者・保護者の経鼻グルカゴン製剤携帯・保育園等での使用に関する意識調査

兵庫県立こども病院看護部 松本 真明，他

ポスター 64

小児・思春期糖尿病 2 16 : 55～17 : 20 座長
山形大学大学院医学研究科医学専攻内科学第三
講座糖尿病・内分泌代謝学分野 諏佐 真治

P－64－1 2020 年初回緊急事態宣言が持続皮下インスリン注入療法で管理中の小児期発症 1 型糖尿病患者に与えた
影響についての検討

小児インスリン治療研究会/千葉大学医学部附属病院小児科 髙谷 具純，他
P－64－2 小児患者におけるステロイド糖尿病の検討

ベルランド総合病院小児科 端 里香，他
P－64－3 学校糖尿病検診における要精査者抽出の効率性や精度に関する検討

新潟大学医歯学総合病院小児科 小川 洋平，他
P－64－4 Glycogenic Hepatopathy によると考えられる著明な肝腫大を伴った若年 1 型糖尿病の一例

千船病院糖尿病内分泌内科 岡 亜希子，他
P－64－5 ヘテロ接合性 IRS1 遺伝子変異 c.1791dup G：p.（His598Alafs*13）を児父共に認めた，10 歳の高インスリン

血症，糖尿病の男児例
小張総合病院小児科/日本大学医学部小児科 大澤 大和，他

ポスター 65

食事療法 1 16 : 30～17 : 00 座長 静岡県立大学食品栄養科学部臨床栄養学研究室 保坂 利男

P－65－1 2 型糖尿病における食事性炎症指数（DII）の意義：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 山口 瑞希，他

P－65－2 食べる順番への介入による食後血糖上昇に及ぼす影響について，持続血糖モニター（CGM）による健常
成人での検討

関西電力病院糖尿病・代謝内分泌センター 黒飛 友里，他
P－65－3 2 型糖尿病における入院前後の食事の問題点の調査

板橋中央総合病院栄養科 石黒 陽子，他
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P－65－4 2 型糖尿病患者における食習慣と BMI に関する検討
神戸大学医学部附属病院栄養管理部 鍛冶亜由美，他

P－65－5 糖尿病患者において果物摂取習慣はどのような影響を及ぼすか
京都山城総合医療センター内分泌・糖尿病・代謝内科 河合 清佳，他

P－65－6 生活習慣病予防における新規ターゲット Toxic AGEs（TAGE）
金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究領域 竹内 正義，他

ポスター 66

食事療法 2 17 : 00～17 : 30 座長
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科/
栄養管理部 山田 倫子

P－66－1 日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）に基づく，糖尿病食事療法のエネルギー量・栄養素の評価と改訂
について

金沢医科大学病院栄養部 中川 明彦，他
P－66－2 糖尿病食事療法の熱量及び栄養素割合に幅をもたせて指導した場合の影響

独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院栄養科 源馬志帆理，他
P－66－3 糖質制限食指導の有効性の検討―第 10 報―

北里大学北里研究所病院糖尿病センター 真田真理子，他
P－66－4 情報通信機器等を用いた栄養指導を実施して見えてきた今後の課題

太田綜合病院附属太田西ノ内病院栄養部 後藤 桂子，他
P－66－5 1 型ひろば【虹の空】という場，多種の“見える化”による栄養指導・療養指導が奏功した若年高度肥

満の緩徐進行 1 型糖尿病の一例
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－66－6 演題取り下げ

ポスター 67

薬物療法：SGLT2 阻害薬 3 16 : 30～17 : 00 座長
社会医療法人宏潤会大同病院糖尿病・内分泌内
科 岩田 尚子

P－67－1 当院における SGLT-2 阻害薬内服患者の eGFR 低下に対する体重変化，血糖コントロールの関連について
の検討

静岡県立総合病院糖尿病・内分泌センター 澤部 史一，他
P－67－2 SGLT2 阻害薬内服中に生じた正常血糖および高血糖糖尿病ケトアシドーシスの臨床的特徴について

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－67－3 シタグリプチンにて血糖管理不十分な肥満合併 2 型糖尿病患者におけるイプラグリフロジンへの切り替

え試験
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

P－67－4 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

P－67－5 半減期の短い SGLT2 阻害薬のより効果的な投与法の検討
菊池内科クリニック 菊池 孝，他

P－67－6 GLP-R 作動薬に伴う嘔吐及び食事摂取不良を契機に DAPA 使用者がケトアシドーシスを惹起した 1 例
中通総合病院糖尿病内分泌内科 本郷 真伊，他

ポスター 68

薬物療法：SGLT2 阻害薬 4 17 : 00～17 : 30 座長 畠中内科クリニック糖尿病内科 加藤 智子

P－68－1 3 年間のルセオグリフロジン（以下ルセオ）投与の腎保護効果と降圧薬の影響［九州糖尿病データベース
研究会（KDDS）多施設共同研究］

福元医院 福元 良英，他
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P－68－2 トホグリフロジンとエンパグリフロジンの無作為化クロスオーバーによる比較検討
国際医療福祉大学熱海病院糖尿病・代謝・内分泌内科 山田 佳彦，他

P－68－3 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬開始後の eGFR 低下速度に影響する因子に関する検討
明石医療センター糖尿病・内分泌内科 中村 友昭，他

P－68－4 SGLT2 阻害薬の実臨床における腎機能に与える影響
周南市立新南陽市民病院内科 林 俊輔，他

P－68－5 sodium-glucose co-transporter2inhibitors 投与前後 1 年間における肝機能および腎機能の推移
医療法人社団たくみ会細川内科クリニック/東京都済生会中央病院 細川 和広，他

P－68－6 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬ルセオグリフロジンの脂質プロファイルへの影響
（社医）景岳会南大阪病院内科 羽鹿由里子，他

ポスター 69

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 5 16 : 30～17 : 00 座長 東京都立大塚病院糖尿病内科 中村 佳子

P－69－1 演題取り下げ
P－69－2 肥満 2 型糖尿病患者に対するセマグルチド注の血糖コントロール・体重への効果

青梅市立総合病院内分泌糖尿病内科 足立淳一郎，他
P－69－3 高齢者糖尿病へのデュラグルチドとリラグルチド投与による治療の有用性の比較・検討

岐阜医療科学大学薬学部 西村 英尚，他
P－69－4 当院におけるセマグルチド経口薬の有効性の検討

佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科 依田 淳，他
P－69－5 デュラグルチド（トルリシティⓇ）変更導入時に注意すべき項目―かかりつけ薬局との連携について―

（JCHO）徳山中央病院薬剤部 益成 宏，他
P－69－6 デュラグルチドからセマグルチドへの切り替え症例における臨床効果の検討

三原市医師会病院内科 三玉 康幸，他

ポスター 70

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 6 17 : 00～17 : 30 座長 大阪労災病院糖尿病内科 良本佳代子

P－70－1 セマグルチド（注射製剤）の 12 か月間の臨床的効果の検討
いまきいれ総合病院糖尿病内科 山元 聖明，他

P－70－2 強化インスリン療法から Dulaglutide 0.75 mg または Empagliflozin 10 mg と持効型インスリン併用療法
に変更した際の比較

茅ヶ崎市立病院代謝内分泌内科 伊藤 浩平，他
P－70－3 リラグルチドからセマグルチドへの切り替え効果の検討

市立八幡浜総合病院内科 津留 伯耀，他
P－70－4 インスリン グラルギン/リキシセナチド配合製剤（ソリクアR）31 例の検討

名古屋掖済会病院糖尿病・内分泌内科 髙橋 典男，他
P－70－5 他の GLP-1 受容体作動薬からセマグルチド週 1 回注射への切り替えに関する検討

トヨタ記念病院内分泌・糖尿病内科 小川晃一郎，他
P－70－6 当院における経口セマグルチドの有効性に関する検討

岡崎市民病院内分泌・糖尿病内科 滝 啓吾，他



― 184 ―

ポスター 71

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 7 16 : 30～17 : 00 座長 松本市立病院糖尿病内科 佐藤 吉彦

P－71－1 デュラグルチドとセマグルチド 0.5mg（週 1 回皮下注）を比較した 2 型糖尿病 35 症例の検討
三井記念病院糖尿病代謝内科 五十川陽洋，他

P－71－2 2 型糖尿病患者における経口セマグルチドの短期的効果の検討
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

P－71－3 当院におけるセマグルチド週 1 回注射製剤の有効性の検討
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科 廣畠 知直，他

P－71－4 Semaglutide（Rybelsus）投与前後における食後血糖や体重の推移について
（医）安和会石丸安世記念熊谷ディアベテスクリニック 淺野 智子，他

P－71－5 セマグルチド皮下注製剤の有効性の検討
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 坂野 聖弥，他

P－71－6 日本人 2 型糖尿病へのセマグルチド週一回製剤投与の有効性と安全性の検討
松山第一病院内科 松原 史明，他

ポスター 72

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 8 17 : 00～17 : 30 座長 松山赤十字病院糖尿病・内分泌内科 近藤しおり

P－72－1 週 1 回皮下投与 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドへの切り替えの有効性についての検討
一般財団永頼会松山市民病院内科 堀内景一郎，他

P－72－2 GLP-1 受容体作動薬の長期使用効果
福岡和白病院内科 古賀 まり，他

P－72－3 内服後の絶食 2 時間により経口セマグルチドが著効した 2 型糖尿病の 1 例
広島赤十字・原爆病院内分泌・代謝内科 亀井 望，他

P－72－4 インスリングラルギン/リキシセナチド配合製剤の自験例 4 例
東北大学大学院医学系研究科分子内分泌学分野 菅原 明

P－72－5 当院で新規導入したリラグルチドとデュラグルチド症例における患者背景と治療効果の比較
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院内分泌・代謝内科/糖尿病・内分泌センター 落合 進，他

P－72－6 2 型糖尿病入院での強化インスリン療法から，インスリンデグルデク/リラグルチド配合注射薬への変更の
有用性と QOL の検討

石川県立中央病院糖尿病・内分泌内科 藤井寿美枝，他

ポスター 73

地域医療・医療情報 2 16 : 30～17 : 00 座長
神戸大学医学部附属病院総合臨床教育セン
ター/内科学講座糖尿病・内分泌内科学部門 木村 真希

P－73－1 管理栄養士以外の在宅医療に関わる職種を対象とした糖尿病食事療法の認識調査
トヨタ記念病院栄養科/名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科 福元 聡史，他

P－73－2 地域住民向け糖尿病予防啓発活動「第 13 回糖尿病フェスタ」報告
地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立十三市民病院看護部 森脇恵美子，他

P－73－3 千葉県市原市内基幹病院管理栄養士グループによる糖尿病腎症・CKD 重症化予防の取り組みと今後の課
題

帝京大学ちば総合医療センター栄養部/市原栄養指導ケアネットワーク 最上美女江，他
P－73－4 大阪市南部地区における病診連携の試み（第 23 報）糖尿病の眼合併症に関するアンケート調査より

大阪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 森 栄作，他
P－73－5 多摩地域の内科医対象のアンケート調査結果から見た糖尿病の薬物療法の選択状況に関する年次推移

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/
糖尿病治療多摩懇話会 大野 敦，他
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P－73－6 遠隔糖尿病回診支援サービスについて
聖マリアンナ医科大学病院代謝・内分泌内科 月山 秀一，他

ポスター 74

地域医療・医療情報 3 17 : 00～17 : 30 座長 さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック糖尿病内科 竹内 淳

P－74－1 With コロナ時代の釧路 CDE 研究会の取り組み！
釧路赤十字病院内科 古川 真

P－74－2 1 型糖尿病患者のための LINE 公式アカウントを利用した災害対策
島根大学医学部附属病院栄養治療室 平井 順子，他

P－74－3 当院における糖尿病地域連携パスの現状と今後の展望
岡崎市民病院看護局 吉田 照美，他

P－74－4 糖尿病指導用検査データの事前印刷機能の試み コロナ禍における業務軽減のために
深川第一病院看護部 田村ひろみ，他

P－74－5 糖尿病死因調査における心血管死の過小評価の可能性；院外心肺停止をきたした糖尿病患者の死因の検
討から

北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科 村上 拓，他
P－74－6 当院 5 年間における死亡患者の年齢・死因および併存合併症における糖尿病と治療薬剤の影響

阿南医療センター内科 細木 美苗，他

ポスター 75

ラ氏島の生物学：その他 1 16 : 30～17 : 00 座長
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

P－75－1 剖検膵を用いた日本人 2 型糖尿病膵 β 細胞における代謝リモデリングの検討
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 泉原 里美，他

P－75－2 Min6 細胞のストレプトゾトシン誘発アポトーシスに対するトロンボモジュリンの効果の検討
三重大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科 岡野 優子，他

P－75－3 p53 によるラット膵 β 細胞増殖能変化
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野/東京女子医科大学先端生命医科学研究所 望月 翔太，他

P－75－4 膵 β 細胞において小胞体ストレスを軽減しインスリン合成を促進する新規化合物の同定
徳島大学先端酵素学研究所生体機能学分野 三宅 雅人，他

P－75－5 スダチチンによるインスリン分泌促進機構の解明
山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座 畠中 諒子，他

P－75－6 ヒストンメチル化酵素 MLL の膵臓における糖代謝およびインスリン分泌への関与に対する解析
群馬大学医学部付属病院内分泌糖尿病内科 吉野 聡，他

ポスター 76

ラ氏島の生物学：その他 2 17 : 00～17 : 25 座長 杏林大学医学部糖尿病・内分泌・代謝内科 近藤 琢磨

P－76－1 膵 α 細胞株 αTC1 および β 細胞株 MIN6 からなる偽膵島の形態とインスリン分泌応答
日本大学医学部付属板橋病院糖尿病代謝内科 盛川 愛，他

P－76－2 膵全摘出患者におけるグルカゴン測定値の検討
磐田市立総合病院糖尿病・内分泌内科 山本 俊介，他

P－76－3 糖代謝における自然免疫受容体 Dectin-2 の意義
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 藤田 政道，他

P－76－4 ヒト組換えトロンボモジュリンの抗糖尿病作用
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－76－5 ブドウ糖代謝におけるヘパラン硫酸の役割について
東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野 吉川 雄朗，他
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ポスター 77

サルコペニア・フレイル 3 16 : 30～16 : 55 座長 千葉大学予防医学センター栄養代謝医学分野 櫻井 健一

P－77－1 データ駆動型クラスター分析に基づいた成人発症糖尿病の新しい分類はサルコペニアのリスクを予測す
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学講座 田辺 隼人，他
P－77－2 当院通院患者における SMI の変遷

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－77－3 糖尿病患者における血清亜鉛濃度とサルコペニア指数の関係

（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
P－77－4 糖尿病患者において 5 回椅子立ち上がり時間は 1 年後の骨格筋量低下を予測する

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
P－77－5 サルコペニア（S）を有する糖尿病（DM）患者に対する運動療法の効果について

内科阿部医院 甲斐未那子，他

ポスター 78

腎症重症化予防のための取り組み 16 : 55～17 : 25 座長 萬田記念病院糖尿病センター内科 種田 紳二

P－78－1 当院における糖尿病透析予防外来の経過の検討
秋田大学大学院医学系研究科代謝・内分泌内科学講座 阿部 咲子，他

P－78－2 糖尿病透析予防指導における糖尿病性腎症 4 期の透析例と非透析例の特徴
（特医）光晴会病院糖尿病センター 篠﨑 彰子，他

P－78－3 チームで取り組む糖尿病腎症重症化予防―糖尿病療養指導カードシステムを用いて―
医療法人健清会那珂記念クリニック療養指導部 道口佐多子，他

P－78－4 佐賀県における糖尿病性腎症重症化予防対策の成果と課題
佐賀大学医学部内科学講座肝臓・糖尿病・内分泌内科 井上 瑛，他

P－78－5 糖尿病性腎症重症化予防プログラムにおける厚木市と厚木医師会の取り組みについて
うめぞの内科クリニック/厚木医師会 梅園 朋也，他

P－78－6 演題取り下げ

ポスター 79

その他の生物学 3 16 : 30～17 : 00 座長
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

P－79－1 スリーブ状胃切除術を施行した患者の胃サンプルにおけるトリプトファン受容体 GPR142 発現と糖尿病
パラメーターとの比較検討

和歌山県立医科大学附属病院第一内科（糖尿病・内分泌・代謝内科） 上田 陽子，他
P－79－2 DPP-4 阻害薬による炎症性腸疾患発症リスクの検討

埼玉医科大学病院糖尿病内科・内分泌内科 佐藤 晴彦，他
P－79－3 GIP 欠損下の GIP 産生 K 細胞の解析

京都大学医学部医学科 服部 恵実，他
P－79－4 長寿遺伝子 SIRT1 の腸管における役割の解明と糖尿病治療への応用

東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科 三浦 雅臣，他
P－79－5 hyperinsulinemic hypoglycemia における short-form GIP の関与についての検討

旭川医科大学医学部医学科 三好 稀夕，他
P－79－6 色素上皮由来因子は，終末糖化産物（AGEs）により惹起された乳癌細胞の増殖と VEGF および MMP-9

の発現を抑制する
久留米大学医学部糖尿病性血管合併症病態治療学 松井 孝憲，他
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一 般 演 題

第 3日 ポスター
第 3日 5月 14日（土） ポスター会場 1 神戸国際展示場 2号館 1F コンベンションホール
ポスター 80

1型糖尿病：治療 1 15 : 05～15 : 35 座長
岐阜大学医学部附属病院・大学院連合創薬医療
情報研究科・保健管理センター糖尿病代謝内科 山本眞由美

P－80－1 ルムジェブⓇへの変更後に薄暮現象や残存インスリンの減少にともない，夜間血糖上昇を認めた若年 1 型
糖尿病の 1 例

たまき青空病院糖尿病内分泌内科 田蒔 基行
P－80－2 ダパグリフロジン投与による 1 型糖尿病患者の体組成変化：RISING-STAR study 事後解析

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 芳村 悠太，他
P－80－3 当院における劇症 1 型糖尿病 18 例の検討

大阪市立総合医療センター糖尿病内科 田添 聡司，他
P－80－4 急性腎盂腎炎加療中に中枢性尿崩症を発症した高齢者 1 型糖尿病の一例

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－80－5 免疫チェックポイント阻害薬による 1 型糖尿病の発症および経過に関する後方視的検討

信州大学医学部糖尿病・内分泌代謝内科 久保田諭史，他
P－80－6 糖尿病性ケトアシドーシスに非閉塞性腸管虚血を合併した急性発症 1 型糖尿病の 1 例

佐世保市総合医療センター糖尿病内分泌内科 渡部 誠也，他

ポスター 81

1型糖尿病：治療 2 15 : 35～16 : 05 座長 加古川中央市民病院糖尿病・代謝内科 播 悠介

P－81－1 小児・思春期 1 型糖尿病のインスリン治療の国内地域差の検討
小児インスリン治療研究会/埼玉医科大学病院小児科 川名 宏，他

P－81－2 経過観察中に膵島関連自己抗体が陽性となった若年発症 2 型糖尿病の 1 例
マツダ病院糖尿病内科 平岡佐知子，他

P－81－3 6 歳未満発症 1 型糖尿病の臨床的特徴
県立広島病院小児科 神野 和彦，他

P－81－4 糖尿病ケトアシドーシス（DKA）におけるアシドーシス補正と調整晶質液の必要性について―自験例と
最近の研究結果を踏まえた考察―

諏訪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 小林 正稔，他
P－81－5 急性心筋炎によるうっ血性心不全を合併した劇症 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
P－81－6 骨折手術後に DKA と甲状腺クリーゼをきたしたバセドウ病合併 1 型糖尿病の 1 例

社会医療法人愛仁会高槻病院糖尿病内分泌内科 吉田 健一，他

ポスター 82

1型糖尿病：診断 1 15 : 05～15 : 35 座長 市立旭川病院糖尿病・代謝内科 宮本 義博

P－82－1 糖尿病性ケトーシスの後に急速にインスリン依存に至った膵島関連自己抗体陰性の 1 型糖尿病の 1 例
国立国際医療研究センター糖尿病内分泌代謝科 山田 康太，他

P－82－2 尋常性天疱瘡に対しプレドニゾロン服用後に診断された 1 型糖尿病の一例
関西医科大学内科学第二講座 吉岡 沙織，他
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P－82－3 横紋筋融解症を合併し，アシドーシスを伴わずに発症した高齢者劇症 1 型糖尿病の 1 例
市立ひらかた病院内科 諸岡有沙美，他

P－82－4 緩徐進行 1 型糖尿病における，膵外分泌酵素についての検討
埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病科 羽井佐彬文，他

P－82－5 免疫チェックポイント阻害薬関連 1 型糖尿病 4 例の治療奏効率の検討
名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科 伊藤 雅晃，他

P－82－6 ニボルマブ投与 11 ヵ月後に発症した劇症 1 型糖尿病
広島赤十字・原爆病院臨床研修部 小山 雅子，他

ポスター 83

1型糖尿病：診断 2 15 : 35～16 : 10 座長
グランドタワーメディカルコートライフケアク
リニック 吉良さくらこ

P－83－1 膵島移植症例におけるインスリン抗体推移の検討
京都大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・栄養内科学 境内 大和，他

P－83－2 膵がんと同時期に急性発症 1 型糖尿病の合併が疑われた 1 例
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 屋比久賢光，他

P－83－3 新型コロナウイルスワクチン接種直後に劇症 1 型糖尿病を発症した一例
東京医科歯科大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科 岡﨑 玲，他

P－83－4 COVID-19 肺炎を契機に発症した 1 型糖尿病性ケトアシドーシスの一例
静岡市立静岡病院内分泌・代謝内科 中上瑛里加，他

P－83－5 全身多発膿瘍，化膿性脳室炎治療後に遅延性の多発脳 塞をきたした 1 型糖尿病の 1 例
安曇野赤十字病院糖尿病・内分泌内科 石井 宏明，他

P－83－6 従来型超速攻インスリンからインスリンアスパルト（フィアスプ）への切り替えについての検討
JA 静岡厚生連遠州病院内分泌内科 後藤 良重，他

P－83－7 維持透析治療中に糖尿病性ケトアシドーシスに至った一例
佐賀大学医学部附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科 久冨 茜音，他

ポスター 84

2型糖尿病：診断・治療 5 15 : 05～15 : 40 座長 糖尿病内科まつだクリニック 松田 友和

P－84－1 機械学習による糖尿病治療薬の選択
湘南藤沢徳洲会病院内分泌・糖尿病内科 三澤 晴雄，他

P－84－2 2 型糖尿病患者に対する周術期血糖管理への専門診療科介入の有無と血糖値および術後合併症との関連
NTT 東日本札幌病院糖尿病内分泌内科 馬場 菜月，他

P－84－3 日本人肥満症合併 2 型糖尿病患者への減量・代謝改善手術により代謝疾患は改善し治療薬を減量し得る
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 大藤 悠理，他

P－84－4 ニコチンアミドモノヌクレオチド（NMN）に関するヒト安全性試験
富山大学附属病院第一内科/富山大学分子医科薬理学講座/富山大学附属病院臨床研究管理センター 岡部 圭介，他

P－84－5 生理学的薬物動態（PBPK）モデルを用いた日本人及び Caucasian における加齢に伴うテネリグリプチン
薬物動態変化の評価

田辺三菱製薬株式会社育薬本部 飯島 宏明，他
P－84－6 2 型糖尿病入院患者の治療の変遷

JCHO 大阪病院内科 桂 央士，他
P－84－7 演題取り下げ
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ポスター 85

運動療法 15 : 40～16 : 10 座長 武田病院健診センター 桝田 出

P－85－1 糖尿病神経障害における神経伝導速度と骨格筋機能との関連性について
市立芦屋病院リハビリテーション科 田村 宏，他

P－85－2 全身振動下運動が健康人の糖代謝に与える急性効果についての検討
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

P－85－3 2 型糖尿病患者における教育入院後の運動実施率について
諫早記念病院リハビリテーション科 本田 俊介，他

P－85－4 教育入院におけるラジオ体操＋ウォーキングの血糖降下への有効性
東京都済生会中央病院糖尿病内科・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
P－85－5 糖尿病の有無において上下肢筋力の違い～糖尿病性腎臓病患者での検討～

KKR 高松病院リハビリテーションセンター 長井 梓苑，他
P－85－6 中年期の肥満 2 型糖尿病患者における身体活動量と下肢骨格筋量の関連

（医）徳洲会八尾徳洲会総合病院リハビリテーション科 服部 玄徳，他

ポスター 86

境界型：肥満・メタボリック症候群 15 : 05～15 : 35 座長 医療法人グランドタワーメディカルコート内科 藤川 るみ

P－86－1 Allulose directly activates anorectic neurons in arcuate nucleus and central injection inhibits food intake
in mice

Department of Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Gifu University Graduate School of
Medicine, Japan/Center for Integrative Physiology, Division of Integrative Physiology,

Kansai Electric Power Medical Research Institute, Kobe, Japan/
Division of Diabetes, Metabolism and Endocrinology, Kobe University Graduate School

of Medicine, Kobe, Japan Yermek Rakhat, et al.
P－86－2 Influences of long-term childhood exercise and detraining on obese type 2 diabetes in adulthood

広島大学大学院医系科学研究科運動器機能医科学 Tien Son Nguyen, et al.
P－86－3 耐糖能異常患者における腎移植後の耐糖能変化及びその関連因子

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 久住麻唯子，他
P－86－4 当院で境界型と診断した患者の診断後 5 年間の実態調査；進展状況別臨床像比較

川井クリニック 川井 紘一，他
P－86－5 地域住民女性の血清総ビリルビンはメタボリックシンドローム発症を予測しうる

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
P－86－6 沖縄県，長野県，徳島県の非糖尿病者におけるインスリン AUC と腹部肥満との連関

社会医療法人友愛会豊見城中央病院糖尿病・生活習慣病センター 比嘉 盛丈，他

ポスター 87

癌 15 : 35～16 : 05 座長
琉球大学大学院医学研究科先進ゲノム検査医学
講座 今村美菜子

P－87－1 2 型糖尿病により膵星細胞は癌関連線維芽細胞様に変化し膵星幹細胞は消失する
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

P－87－2 当院における糖尿病患者の癌発見の現況調査～第 3 報～
すずき糖尿病内科クリニック臨床検査科 田中 志穂，他

P－87－3 糖尿病を合併する膵癌死の検討
稲沢市民病院糖尿病・内分泌内科 野村 由夫，他
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P－87－4 肝細胞癌患者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内科 足立 洋希，他

P－87－5 当院の糖尿病教育入院・糖尿病外来から新規に診断された大腸癌 15 例の解析
東京都保健医療公社多摩南部地域病院内科 本城 聡，他

P－87－6 心臓原発悪性リンパ腫を発症した高齢 2 型糖尿病の一例
（社医）仁愛会浦添総合病院健診センター生活習慣病支援科 大城 陽代，他

ポスター 88

糖尿病療養指導：栄養指導 2 15 : 05～15 : 35 座長
宮崎大学医学部内科学講座血液・糖尿病・内分
泌内科学講座 上野 浩晶

P－88－1 当院における糖尿病透析予防指導による管理栄養士の介入の実態と効果
医療法人社団和水会原口内科・腎クリニック 望月 麻結，他

P－88－2 糖尿病透析予防指導後に糖尿病性腎症が悪化した患者の特徴に関しての調査
倉敷平成病院栄養科 小野 詠子，他

P－88－3 栄養指導中断による血糖コントロールへの影響についての検討
神戸元町県庁前クリニック 石田 由紀，他

P－88－4 情報通信機器を用いた外来栄養指導（遠隔指導）の導入における当院の取り組み
IMS グループ医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院栄養科 杉山 秀美，他

P－88－5 山梨県富士北麓地域の糖尿病教育入院患者における塩分摂取量
富士吉田市立病院栄養管理科 宮下 明子，他

P－88－6 1 型糖尿病患者の食事療法の実態と食生活の満足度について
東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科 堀尾 拓之，他

ポスター 89

糖尿病療養指導：栄養指導 3 15 : 35～16 : 05 座長 大阪大学医学部附属病院栄養マネジメント部 長井 直子

P－89－1 市販のプロテインドリンクを使用し血糖コントロールを認めた症例
社会医療法人財団池友会福岡和白病院栄養管理室 有田 拓朗，他

P－89－2 2 型糖尿病患者における大麦摂取の血漿グルカゴン濃度に及ぼす影響
山梨大学地域人材養成センター/株式会社はくばく 中島 聡子，他

P－89－3 基礎/応用カーボカウントを導入した膵全摘後糖尿病の 3 症例
近畿大学病院栄養部 渡辺紗弥佳，他

P－89－4 外来化学療法施行中に膵性糖尿病が増悪した進行膵癌に対する管理栄養士介入の効果
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター栄養管理室 山田千絵莉，他

P－89－5 正常体重であるが脂肪組織インスリン抵抗性（AT-IR）では空腹時血糖，TG，高感度 CRP は高く，緑黄
色野菜摂取量は低い

武庫川女子大学栄養科学研究所/愛媛大学農学部生命機能学科地域健康栄養学分野/
京都大学学際融合教育研究推進センター 猪川（湊）聡美，他

P－89－6 コロナ禍で変化した心理社会的要因に重点を置いた栄養指導の症例
みわホームクリニック 伴藤 智美，他

ポスター 90

糖尿病療養指導：薬物療法 15 : 05～15 : 35 座長 川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 中西 修平

P－90－1 糖尿病薬の手術およびヨード造影剤使用前後の休薬に関する実態調査
自治医科大学付属さいたま医療センター薬剤部 木村 正彦，他

P－90－2 セマグルチド（オゼンピック）導入患者の継続性調査
西脇市立西脇病院看護局 安平 典子，他
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P－90－3 フラッシュグルコースモニタリング（FGM）と服薬指導により血糖コントロールが改善した早朝低血糖
を示す高齢 2 型糖尿病患者の一例

愛知学院大学歯学部附属病院薬剤部 山口 正義，他
P－90－4 セマグルチド（週一回皮下注製剤）使用している患者の臨床検査データおよび身体的・心理的変化につ

いて
医療法人社団 STOP DM すずき糖尿病内科クリニック看護部 城 可奈子，他

P－90－5 「継続的な注射部位の観察システム」を導入して～観察結果を通しての考察～
済生会松山病院看護部 兵頭 千恵，他

P－90－6 特定行為実践「インスリンの投与量の調整」の実践報告
八戸市立市民病院看護局内分泌糖尿病科外来 久保 睦子，他

ポスター 91

糖尿病療養指導：インスリン療法，インスリンポンプ 15 : 35～16 : 05 座長 JCHO 埼玉メディカルセンター内科 森本 二郎

P－91－1 インスリンポンプ療法導入における多職種介入のための当院の試み～導入用冊子（教材）の作成～
東京医科大学病院薬剤部 小島 夕美，他

P－91－2 メディセーフウィズの導入支援において，看護師が感じる従来型インスリンポンプとの相違について
神戸大学医学部付属病院看護部 龍野 光里，他

P－91－3 外来での段階的な CSII 導入～スマートフォンアプリの活用～
社会医療法人愛仁会明石医療センター 津崎 好美，他

P－91－4 外来でのパッチ式インスリンポンプ切り替え症例への取り組み
おおやぶ内科・整形外科 森 友美，他

P－91－5 当院におけるパッチ式インスリンポンプの使用経験
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

P－91－6 高齢緩徐進行 1 型糖尿病患者に対し指導内容の簡略化により持続皮下インスリン注入療法導入に成功し
た 1 例

山梨大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 犬飼 峰彦，他

ポスター 92

神経障害：成因・病態・遺伝 15 : 05～15 : 35 座長 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 姫野 龍仁

P－92－1 末梢神経系におけるグルコース応答性 ATP 感受性 K チャネルの生理的役割の解明
愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科 水野 翼，他

P－92－2 Widespread sensory neuropathy（SN）in patients for COVID-19 infection with and without diabetes mel-
litus（DM1-2）

Hospital of Barcelona, SCIAS, Barcelona, Spain Ariel Andres Odriozola, et al.
P－92－3 酸化 LDL による TLR4 シグナルの活性化は，シュワン細胞死を誘導し糖尿病性神経障害を増悪する

愛知学院大学薬学部医療薬学科薬物治療学講座 二瓶 渉，他
P－92－4 糖尿病患者における末梢神経障害に影響を及ぼす因子ついての検討

国家公務員共済組合連合会大手前病院代謝・内分泌内科 宇野 彩，他
P－92－5 血糖管理不十分の糖尿病患者における糖尿病末梢神経障害に関する実態調査

（医社）陣内会陣内病院臨床検査部 井島 廣子，他
P－92－6 プロテオミクスによる 2 型糖尿病モデルラット坐骨神経の網羅的解析

弘前大学医学研究科分子病態病理学講座 佐々木崇矩，他
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ポスター 93

神経障害：診断・治療 15 : 35～16 : 05 座長 社会医療法人愛仁会千船病院糖尿病内分泌内科 中島 進介

P－93－1 糖尿病未治療患者における糖尿病性多発神経障害の重症度評価
鹿児島市立病院糖尿病・内分泌内科 堀之内秀治，他

P－93－2 無痛性上腸間膜動脈血栓症を発症し死亡した 2 型糖尿病患者の一例
佐久総合病院糖尿病・内分泌内科/群馬大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学 髙見澤哲也，他

P－93－3 左上下肢の不随意運動を契機に診断された糖尿病性舞踏病の一例
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 横関 恵，他

P－93－4 両側外転神経麻痺をきたした糖尿病患者の 1 例
市立大津市民病院 山口 幸代，他

P－93－5 糖尿病治療経過中に高血糖を伴う片側の舞踏病様不随意運動を認めた 1 例
JA 長野厚生連佐久医療センター糖尿病・内分泌内科 天満 雄一，他

P－93－6 軽度糖尿病性神経障害と簡易診断基準の関係
三豊総合病院企業団リハビリテーション部 谷 栄了，他

ポスター 94

高齢者糖尿病 1 15 : 05～15 : 35 座長 西脇市立西脇病院内科 来住 稔

P－94－1 本邦高齢者における 合不良の自覚症状と HbA1c 値の関係性の検討結果
日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野/雨宮内科医院 田中 翔，他

P－94－2 当院における高齢 2 型糖尿病患者の血糖コントロールと使用薬剤に関する検討
総合病院水戸協同病院内分泌代謝・糖尿病内科 藤井 優尚，他

P－94－3 演題取り下げ
P－94－4 高血糖高浸透圧症候群による入院後に発熱を契機に診断された Crowned dens syndorme の一例

弘前大学医学部附属病院内分泌内科糖尿病代謝内科 松村 功貴，他
P－94－5 コントロール良好な長病歴の高齢 2 型糖尿病患者では少量 SU 剤が中断できない症例が有る

（医社）日高会日高病院糖尿病内分泌内科 大島 喜八，他
P－94－6 訪問診療における IDDM のへの多面的な治療介入による有効性の検討

藤保クリニック/藤村病院/東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 飯島 康弘，他

ポスター 95

高齢者糖尿病 2 15 : 35～16 : 05 座長 JA 北海道厚生連旭川厚生病院代謝内分泌内科 本間 玲子

P－95－1 認知・生活機能質問票（DASC-8）を活用した高齢糖尿病患者への療養支援
岡崎市民病院看護局 三浦 恵子，他

P－95－2 高齢 2 型糖尿病患者の BMI 変化における臨床的特徴の違い
医療法人社団三咲内科クリニック 工藤亜貴子，他

P－95－3 高齢 2 型糖尿病患者における HbA1c と体組成の関連
森和会行橋中央病院内科 井口 志洋，他

P－95－4 “Koshi-heso”テスト：内臓脂肪型肥満に対する新しいスクリーニング法
伊勢赤十字病院内科 井田 諭，他

P－95－5 当科入院患者におけるカテゴリー III・高齢糖尿病患者の特性および退院後追跡調査の解析
名古屋大学医学部附属病院老年内科 渡邊 一久，他

P－95－6 80 歳以上の後期高齢者糖尿病のインスリン療法の必要性に関する解析
日産厚生会佐倉厚生園代謝・内分泌科 佐々木憲裕
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ポスター 96

COVID-19 関連 6 15 : 05～15 : 35 座長 東京医科大学茨城医療センター代謝内分泌内科 桂 善也

P－96－1 COVID-19 に罹患あるいは重症化した糖尿病患者の臨床背景―1 施設での検討
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 加藤 ゆか，他

P－96－2 当院の耐糖能異常を有する COVID-19 患者の臨床的検討
北海道医療センター糖尿病・脂質代謝内科 萬田 悟，他

P－96－3 COVID-19 患者の入院後重症度進行における糖尿病の影響についての検討
大崎市民病院糖尿病・代謝内科 薄井 正寛，他

P－96－4 山梨大学医学部附属病院における新型コロナウイルス感染症による酸素化不良と耐糖能異常との検討
山梨大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 磯部さやか，他

P－96－5 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：血糖コントロール悪化がみら
れた糖尿病患者の特徴

帝京大学医学部附属病院内分泌・代謝・糖尿病科 中島 利菜，他
P－96－6 Covid-19 陽性者の院内発生時，外来患者に対応した経験から～コロナ禍で糖尿病の療養を続ける患者の想

い～
医療法人萬田記念病院看護部 中野 美子

ポスター 97

COVID-19 関連 7 15 : 35～16 : 10 座長 獨協医科大学内科（内分泌代謝） 薄井 勲

P－97－1 COVID-19 流行前後での HbA1c 値の推移と悪化を認めた患者の特徴について
横浜労災病院内分泌・糖尿病センター 鶴谷 悠也，他

P－97－2 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下での糖尿病専門クリニック通院患者の受診状況と血糖コ
ントロールの変化

越谷レイクタウン内科/東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科保険医療管理学分野 中村麻里衣，他
P－97－3 高齢者糖尿病患者における外出自粛期間の運動療法実施状況調査

医療法人社団三咲内科クリニック 相澤 郁也，他
P－97－4 SARS-CoV-2 感染院内クラスターによる運動療法の中断が高齢糖尿病患者に与えた影響と運動再開後の

回復について
太田西ノ内病院運動指導科 浜田 美樹，他

P－97－5 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 第
2 報―

医療法人糖心会べっぷ内科クリニック 谷川 幸洋，他
P－97－6 糖尿病患者における手の機能と痛み・不安・QOL に対する COVID-19 パンデミックの影響

さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 加藤 弥生，他
P－97－7 東京都北多摩地区における COVID-19 中等症 I 以上の症例における重症化危険因子としての糖尿病

佐々総合病院内科 西尾 真一，他

第 3日 5月 14日（土） ポスター会場 2 神戸国際展示場 3号館 1F 展示室
ポスター 98

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 3 15 : 05～15 : 35 座長
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

P－98－1 糖尿病患者における心臓足首血管指数（CAVI）と上腕-足首間脈波伝播速度（baPWV）の心血管発症
リスク評価指標との関連の比較

日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野 三枝 太郎，他
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P－98－2 糖尿病教育入院における血糖変動と酸化ストレスの変化の解析
秀和総合病院内分泌・糖尿病内科 赤座 至，他

P－98－3 HbA1c 値の平均血糖値からの乖離の原因の探索
多摩センタークリニックみらい内科 藤井 仁美，他

P－98－4 1 型糖尿病女性は貧血の有無を問わず高率で鉄欠乏状態にあり，補充で GA/HbA1c が上昇するため積極
的にスクリーニングすべきである

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－98－5 HPLC 法および免疫法による HbA1c の同時測定は不安定ヘモグロビンとその他の先天性溶血性疾患との

鑑別診断に有用である
はくほう会セントラル病院内科 古賀 正史，他

P－98－6 リブレリンク導入による患者の利便性と看護師の作業効果
佐久市立国保浅間総合病院糖尿病内科 市川 雅美，他

ポスター 99

臨床検査・SMBG・CGM・isCGM 4 15 : 35～16 : 00 座長 関東労災病院糖尿病・内分泌内科 浜野久美子

P－99－1 FreeStyl リブレ lLink スマートフォンアプリを用いた血糖自己測定の有用性についての検討
うめぞの内科クリニック 小森百希子，他

P－99－2 フラッシュグルコースモニタリングシステムの活用を検討
鶴岡市立荘内病院診療部薬局 鎌田 敬志，他

P－99－3 Flush Glucose Monitoring（FGM）システムにおける血糖変動の前半 1 週間と後半 1 週間の比較
医療法人社団よこた内科クリニック 平井 千裕，他

P－99－4 変異ヘモグロビン症の 1 例
唐津赤十字病院検査技術課 井上 慎介，他

P－99－5 膵性糖尿病症例の CGM における血糖変動の特徴について
八戸市民病院/弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 中村 遼馬，他

ポスター 100

薬物療法：インスリンポンプ 15 : 05～15 : 30 座長 JR 東日本健康推進センター 高尾 淑子

P－100－1 SAP 療法についてミニメド 620G システムから 640G システムへの変更による影響
三重大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科 田中壮一郎，他

P－100－2 SAP 療法における基礎分泌補充調整強化の重要性
福岡赤十字病院糖尿病・代謝・内分泌内科 井元 博文，他

P－100－3 インスリンポンプ治療を導入し，腫瘤を触知しないインスリン由来アミロイドーシスによる血糖上昇を来
した 1 例

東京医科大学茨城医療センター代謝内分泌内科 小暮晃一郎，他
P－100－4 SAP 導入による詳細インスリン設定を契機に内分泌疾患の診断につながり，ホルモン補充療法にて血糖コ

ントロールが改善した 2 例
国立病院機構大阪医療センター 山本 祐，他

P－100－5 周産期管理に間欠スキャン式持続血糖測定（isCGM）と持続皮下インスリン注入療法（CSII）の併用
が有用であった針恐怖症の 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

ポスター 101

その他の治療 15 : 30～16 : 00 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

P－101－1 メトホルミン内服中の日本人 2 型糖尿病患者の意識調査
京都府立医科大学附属病院内科 橋本 善隆，他
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P－101－2 メトホルミンの新規処方時おける患者背景に関する調査・研究
社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院薬剤部 三宅 健文，他

P－101－3 2 型糖尿病合併高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の効果
大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 藤谷 淳，他

P－101－4 済生会宇都宮病院糖尿病併診時一次指示書は有効かつ安全に勤務医の負担を軽減し医師の働き方改革に
有用である

済生会宇都宮病院糖尿病・内分泌内科 友常 健，他
P－101－5 健康保険組合ビッグデータにおける糖尿病診断後の薬物治療の第一選択の現状

人文社会医学総合研究所 長浜 誉佳，他
P－101－6 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後 1 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 川﨑 元樹，他

ポスター 102

薬物療法：その他 15 : 05～15 : 35 座長 済生会山形済生病院糖尿病内分泌内科 間中 英夫

P－102－1 エンパグリフロジン/リナグリプチン配合錠の長期使用における安全性と有効性の検討
日本イーライリリー株式会社 西本 高明，他

P－102－2 イメグリミン治療による有害事象の発現タイミング：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 長嶺 純，他
P－102－3 ミトコンドリア 3243 変異を持つ糖尿病患者へのイメグリミンの効果と安全性についての検討

医療法人永和会東十条さかい糖尿病・内科クリニック 堺 弘治，他
P－102－4 2 型糖尿病患者にイメグリミンを投与し iCGM で血糖変動や投与前後のインスリン分泌能および抵抗性を

評価した 1 例
青森県立中央病院内分泌内科 藤田 朋之，他

P－102－5 DPP-4 投与下の 2 型糖尿病患者にイメグリミンを追加投与し，食後血糖改善効果を i－CGM により観察し
た一例

関西医科大学循環器腎内分泌代謝内科/関西医科大学付属病院健康科学センター 髙橋 一久，他
P－102－6 糖尿病を発症したミトコンドリア脳筋症（MELAS）にイメグリミンを使用した 1 例

福岡医療団千鳥橋病院糖尿病内分泌科 桃嵜 未紗，他

ポスター 103

薬物療法：SGLT2 阻害薬 5 15 : 05～15 : 35 座長 福岡山王病院糖尿病代謝内分泌内科 平松 真祐

P－103－1 糖尿病性腎症 3 期患者に対する SGLT-2 阻害薬の腎保護効果に関する後ろ向き研究
真生会富山病院糖尿病センター 横山 敏啓，他

P－103－2 2 型糖尿病に対するダパグリフロジンの 5 年間の使用成績について
東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科 竹内 結，他

P－103－3 2 型糖尿病に対し SGLT2 阻害薬にて治療中，DKA を発症した CPI＜0.4 の 2 症例
市立芦屋病院内科 小丸 和希，他

P－103－4 糖尿病に対する SGLT2 阻害薬の効果・有害事象について―地域医師会内での多施設共同研究―
おおはぎ内科 大萩 晋也，他

P－103－5 ダパフリグロジン継続投与による評価
萬田記念病院薬局 葛葉 守，他

P－103－6 SGLT2 阻害薬と HbA1c の季節性変動幅との関係 当クリニックにおける 1 年間の追跡
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
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ポスター 104

薬物療法：SGLT2 阻害薬 6 15 : 35～16 : 05 座長 福岡県社会保険医療協会稲築病院内科 藤井 雅一

P－104－1 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酸化ストレスに対する効果についての検討
鹿児島大学病院糖尿病・内分泌内科 川出 茂，他

P－104－2 SGLT2 阻害薬カナグリフロジンの糖尿病マウスの摂食，体重に対する効果と作用機序
関西電力医学研究所統合生理学研究部門/神戸大学医学部糖尿病・内分泌内科部門 王 磊，他

P－104－3 2 型糖尿病患者への SGLT2 阻害薬投与の当院における 5 年成績
いいたけ内科クリニック 飯竹 千恵，他

P－104－4 高齢者における SGLT2 阻害薬の長期有効性および体重への影響の検討
笠岡第一病院内科 原田 和博，他

P－104－5 SGLT2 阻害薬常用量からダパグリフロジン高用量への切り替えによる血糖，体重及び腎機能改善効果の
検討

有隣厚生会富士病院内科 佐藤 賢
P－104－6 SGLT2 阻害薬の術前休薬対応に関する検討 第 2 報

秋田赤十字病院代謝内科 小木田彩香，他

ポスター 105

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 9 15 : 05～15 : 35 座長 朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病代謝科 吉田 洋子

P－105－1 日本人 2 型糖尿病尿患者における DPP-4 阻害薬効果不十分例に対する経口セマグルチドの有用性の検討
さつき内科クリニック 柳澤 守文，他

P－105－2 肥満 2 型糖尿病患者におけるセマグルチド皮下注製剤の有効性の検討
一宮市立市民病院糖尿病・内分泌内科 高島 裕美，他

P－105－3 クリニックにおける持続性 GLP-1 受容体作働薬 Semaglutide 注射剤の臨床効果の検討
おばた内科・糖尿病クリニック内科 小畑 利之，他

P－105－4 インスリンデグルデグ/リラグリチド配合注の使用背景と有用性
大阪赤十字病院糖尿病・内分泌内科 米光 新，他

P－105－5 デュラグルチドで治療中の 2 型糖尿病患者をセマグルチドへ切替投与した場合の臨床効果について
公益財団法人甲南会甲南医療センター糖尿病内分泌科 草壁明日香，他

P－105－6 セマグルチドで治療中の視床下部性肥満合併 2 型糖尿病の 2 例
宮崎大学医学部内科学講座血液・糖尿病・内分泌内科学分野 内田 泰介，他

ポスター 106

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 10 15 : 35～16 : 05 座長 市立岸和田市民病院代謝内分泌内科 花岡 郁子

P－106－1 2 型糖尿病患者におけるセマグルチドの有用性
H．E．C．サイエンスクリニック 前田 一，他

P－106－2 リラグルチドからセマグルチドまたはデュラグルチドへ切り替えた 2 型糖尿病の血糖改善効果の比較
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院内分泌糖尿病内科/

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 飯島 貴宏，他
P－106－3 2 型糖尿病における経口セマグリチド（リベルサスⓇ）の効果―29 例の臨床的検討

医療法人ユスタヴィア多摩センタークリニックみらい糖尿病内分泌内科 宮川 高一，他
P－106－4 糖尿病合併の透析患者におけるセマグルチドの臨床成績

重井医学研究所附属病院糖尿病内科 多田 蘇音，他



― 197 ―

P－106－5 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 study

北海道大学病院・医学研究院免疫・代謝内科学教室/
国家公務員共済組合連合会斗南病院糖尿病・内分泌内科 髙橋 由華，他

P－106－6 強化インスリン療法導入後の 2 型糖尿病患者における Semaglutide 皮下注の追加効果の検討
徳島赤十字病院糖尿病内分泌内科 村上 尚嗣，他

ポスター 107

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 11 15 : 05～15 : 35 座長 新潟糖尿病クリニック糖尿病内科 鈴木 克典

P－107－1 当院における，他の注射製剤からインスリンデグルデク/リラグルチド配合注への切り替え効果の検討
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

P－107－2 注射製剤セマグルチドの DTR‐QOL の変化，使用感，味覚障害のアンケート調査
せいの内科クリニック 鈴木 光枝，他

P－107－3 セマグルチド皮下注射製剤変更に伴う 痛のアンケート調査
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター薬剤部 安藤 究，他

P－107－4 セマグルチド（皮下注）導入後の食事摂取状況の変化と栄養指導
大津赤十字病院医療技術部栄養課 中田有紀子，他

P－107－5 セマグルチド投与による効果と食行動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 小鳥井あおい，他

P－107－6 当院における GLP-1 受容体作動薬セマグルチド注射薬の投与症例の検討
大館市立総合病院内分泌代謝神経内科/弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座 阿部 高大，他

ポスター 108

薬物療法：GLP-1 受容体作動薬 12 15 : 35～16 : 05 座長 川井クリニック内科 山﨑 勝也

P－108－1 経口 GLP-1 製剤の安全性と有効性の検討
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 原島 伸一，他

P－108－2 Semaglutide（Ozempic）投与前後における食後血糖や体重の推移について
（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

P－108－3 当院外来でセマグルチドを導入した 2 型糖尿病患者 42 例の検討
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

P－108－4 GLP-1 受容体作動薬デュラグルチドの代謝パラメータへの影響
国立国際医療研究センター国府台病院糖尿病・代謝内分泌内科 梅山 翔平，他

P－108－5 デュラグルチド，またはインスリングラルギン U100 から，インスリングラルギン/リキシセナチド配合
注に変更後の治療効果について

八戸市立市民病院内分泌糖尿病科 工藤 貴徳，他
P－108－6 セマグルチド皮下注を開始して著明な血糖改善・体重減少効果を示したが，腎機能低下を生じて中止した

2 型糖尿病の 2 例
宇部協立病院内科 上野八重子，他

ポスター 109

その他 15 : 05～15 : 40 座長
医療法人社団 STOP DM すずき糖尿病内科ク
リニック糖尿病内科 鈴木 大輔

P－109－1 2011～2020 年の当院における死亡患者の解析
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/

公立大学法人福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科学講座 鴻野 央征，他
P－109－2 当院における糖尿病患者の死因調査：2011-2020 年の糖尿病合併死亡 269 人での検討

徳島赤十字病院糖尿病・内分泌内科 金崎 淑子，他
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P－109－3 2 型糖尿病患者の中にはスティグマ言語にまだ気づいていない者が多い
松本メディカルコミュニケーションズ 松本 一成，他

P－109－4 糖尿病患者における治療満足低下はセルフスティグマに関連する
伊勢赤十字病院糖尿病代謝内科 大久保 薫，他

P－109－5 「糖尿病」病名と「インスリン」への意識は糖尿病と非糖尿病でどのように異なるのか
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌内科 安孫子亜津子，他

P－109－6 糖尿病専門外来における担当医変更は糖尿病患者マネージメントに影響するか？
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 堀込 充章，他

P－109－7 糖尿病患者の糖尿病治療に関して ACP は必要か～当院職員の意識調査より～
すずき糖尿病内科クリニック看護部 伊藤 優子，他

ポスター 110

肝の生物学 15 : 05～15 : 35 座長
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

P－110－1 選択的アンドロゲン受容体修飾薬（SARM）はステロイド治療に伴う耐糖能異常および筋量・筋力低下
を抑制する

山梨大学医学部医学科内科学講座糖尿病・内分泌内科学教室 堤 貴大，他
P－110－2 SGLT2 阻害薬の肝臓におけるケトン体代謝制御機構の解明

京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科 武居 晃平，他
P－110－3 NSAH-HCC model mouse における抗 IL-33 受容体抗体，Luseogliflozin の肝保護効果への検討

獨協医科大学病院内分泌代謝内科 若松 翔，他
P－110－4 糖尿病患者 FIB-4 index 高値例に対する，Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体を用いた効率的な慢性肝疾患リ

スク群の絞り込み
みなみ赤塚クリニック糖尿病内科 鈴木英一郎，他

P－110－5 健常者および 2 型糖尿病患者における Fib4-Index の検討
市立長浜病院腎臓代謝内科 潮 正輝，他

P－110－6 2 型糖尿病併存 MAFLD 患者における MRE による肝線維化評価，FIB-4 index の有用性，ならびに腹部
エコー所見との関連の検討

社会医療法人生長会ベルランド総合病院内分泌代謝科 辻井優一朗，他

ポスター 111

その他の代謝異常 15 : 05～15 : 40 座長
東北医科薬科大学医学部内科学第二（糖尿病代
謝内科） 澤田正二郎

P－111－1 脂質合成転写因子 SREBP-1 が多価不飽和脂肪酸を感受する機構の解明
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－111－2 2 型糖尿病患者において PEDF は骨吸収マーカーと関連する

昭和大学江東豊洲病院糖尿病・代謝・内分泌内科 長池 弘江，他
P－111－3 肥満症患者における食行動質問表の各因子スコアと減量効果予測の検討

神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 友藤 清爾，他
P－111－4 肥満症患者に対する術前減量サポートの効果と周術期合併症に関する検討

神戸大学医学部附属病院栄養管理部/神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 高橋 路子，他
P－111－5 中鎖脂肪酸含有の高脂肪食が肝臓リピドームと糖代謝に与える影響の検討

京都府立医科大学附属病院内分泌・糖尿病・代謝内科 梶山真太郎，他
P－111－6 全身性エリテマトーデスに合併し，血糖管理に難渋した B 型インスリン抵抗症の一例

三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 川村 公平，他
P－111－7 CT で，びまん性膵脂肪浸潤を認めたコントロール不良 2 型糖尿病の 2 症例

立川相互病院糖尿病・代謝内科 山崎 英樹，他
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ポスター 112

PHR・IoT 15 : 05～15 : 40 座長 医療法人西田啓子内科・糖尿病内科クリニック 西田 啓子

P－112－1 Personal Health Record（PHR）を用いた糖尿病管理：多施設共同コホート研究（e-PROMIS）
ともながクリニック糖尿病・生活習慣病センター/e-PROMIS 研究班 朝長 修，他

P－112－2 糖尿病を有する人々の料理ができる段階についての自己評価と選択する料理の傾向の関係
株式会社おいしい健康研究開発 内山 美弥，他

P－112－3 自費診療である生活習慣病重症化予防プログラムのオンライン化の有用性
下北沢病院糖尿病センター 富田 益臣，他

P－112－4 24 時間モニターできるクラウド上の ICT に栄養指導を併用し外来にて血糖コントロールを行った高血糖
患者 15 例

日本調剤本荘薬局 谷合 久憲，他
P－112－5 PHR アプリ使用による糖尿病患者の QOL 及び血糖コントロールの変化

佐賀大学医学部附属病院看護部 永渕 美樹，他
P－112－6 糖尿病患者治療アプリの開発

明石高専 平野 雅嗣，他
P－112－7 スマートフォンアプリを用いた糖尿病性腎症進展抑制に対する RAS 系阻害剤の時間治療についての検

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 竹上 茉耶，他


