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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 7日（金） 11：00～11：30 現 オ
第 1会場［3階 メインホール］

座長：熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 荒木 栄一

基礎部門

代謝特性に着目したカナグリフロジンの遅筋と速筋の代謝調節作用の解明
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学 大塚 裕子

臨床部門

2 型糖尿病患者の血管内皮機能と糖尿病血管合併症に関する検討
産業医科大学 医学部 第1内科学講座 田中 健一

（後援：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社）
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 13：50～14：50 現 オ
第 1会場［3階 メインホール］

特別講演 1（専門医更新のための指定講演）

座長：熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 荒木 栄一

「糖尿病」のない世界を目指して
国立国際医療研究センター研究所 植木浩二郎

10 月 7日（金） 16：10～17：10 現 オ
第 1会場［3階 メインホール］

特別講演 2（専門医更新のための指定講演）

座長：熊本大学大学院生命科学研究部 病態生化学講座 山縣 和也

糖尿病の診断基準と検査―Sustainable Development を支えるために―
東京女子医科大学 臨床検査科 佐藤 麻子

10 月 8日（土） 11：00～12：00
第 1会場［3階 メインホール］

特別講演 3（会長企画）

座長：九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学（第三内科） 小川 佳宏

福岡市長 高島宗一郎
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 7日（金） 現 オ
第 8会場［2階 203］

教育講演① 9：00～9：30
座長：新古賀病院 糖尿病・内分泌内科 川﨑 英二

1 型糖尿病診療 Up-to-date
緑風会 みどりクリニック 阿比留教生

教育講演② 9：30～10：00
座長：宮崎大学医学部 医学科 生体制御医学研究講座 迫田 秀之

病態と血糖変動を考慮した 2 型糖尿病治療
産業医科大学病院臨床研究推進センター/産業医科大学 第1内科学 岡田 洋右

教育講演③ 10：00～10：30
座長：福岡県済生会福岡総合病院 糖尿病内科 関口 直孝

妊娠糖尿病 Update：日本人のエビデンスをもとに
国立病院機構長崎医療センター 産婦人科 安日 一郎

教育講演④ 10：30～11：00
座長：鹿児島大学大学院医歯学総合総合研究科 糖尿病・内分泌内科 橋口 裕

肥満「症」としての 2 型糖尿病―最近の話題と課題― in 2022
大分大学保健管理センター 加隈 哲也

教育講演⑤ 14：50～15：20
座長：佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター 高橋 宏和

糖尿病治療標的としてのミトコンドリア
久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門 野村 政壽

教育講演⑥ 15：20～15：50
座長：大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 柴田 洋孝

糖尿病併存症の観点から診る内分泌疾患
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科 坂本 竜一
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 現 オ
第 8会場［2階 203］

教育講演⑦ 8：30～9：00
座長：熊本大学大学院生命科学研究部 糖尿病・代謝病態解析学寄附講座 瀬ノ口隆文

糖尿病非専門の循環器内科医である僕が糖尿病治療でお役に立てること～向き合える時代が
きた～

国際医療福祉大学大学院医学研究科循環器内科 岸 拓弥

教育講演⑧ 9：00～9：30
座長：九州大学大学院医学研究院 保健学部門 検査技術科学分野 勝田 仁

歯周病
九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座 歯周病学分野 西村 英紀

教育講演⑨ 9：30～10：00
座長：医療法人社団高邦会 髙木病院 小野 恭裕

いま求められる糖尿病の食事療法を考える
熊本県立大学環境共生学部 臨床病態代謝学 下田 誠也

教育講演⑩ 10：00～10：30
座長：医療法人森和会 行橋中央病院 梅田 文夫

高齢者（個別化医療）
東京都健康長寿医療センター 荒木 厚

教育講演⑪ 15：10～15：40
座長：社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター 糖尿病・内分泌内科/

糖尿病臨床研究センター 濱口 和之
持続可能な重症化予防の実践を目指した糖尿病地域ネットワーク構築

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

教育講演⑫ 15：40～16：10
座長：九州大学病院 医療連携センター 入退院周術期支援担当 梶野 美保

チームで関わり続ける患者支援とスタッフ育成
医療法人社団 紘和会 平和台病院 原田 和子
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

教育講演⑬ 16：10～16：40
座長：二田哲博クリニック 姪浜 下野 大

救肢を目指すフットケア
飯塚病院 形成外科/久留米大学 医学部 形成外科・顎顔面外科学 井野 康

教育講演⑭ 16：40～17：10
座長：九州大学病院 北棟 9 階 2 病棟（内分泌代謝・糖尿病内科） 濵﨑 正子

糖尿病関連インシデント低減を目指して～当院の多職種での取り組み～
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肴屋絵里香

教育講演⑮ 17：10～17：40
座長：大分市医師会立アルメイダ病院 内分泌内科 葛城 功

小児糖尿病キャンプの有用性
医療法人岡田内科クリニック 岡田 朗

教育講演⑯ 17：40～18：10
座長：九州大学病院 リハビリテーション科 川口 謙一

運動療法指導の基礎と実践
福岡大学スポーツ科学部運動生理学研究室/福岡大学産学官共同研究機関身体活動研究所

檜垣 靖樹
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 7日（金） 9：00～11：00 現 オ
第 1会場［3階 メインホール］

「戦略的治療選択 豊かな健康長寿のために」

座長：宮崎大学医学部医学科生体制御医学研究講座/大阪大学蛋白質研究所

久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門

中里 雅光
野村 政壽

SY1-1 腸脳連関とメトホルミン作用
琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科） 益崎 裕章

SY1-2 インクレチン関連製剤の有効活用
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 上野 浩晶

SY1-3 SDGs を考えた糖尿治療戦略―ミトコンドリアを標的とした治療
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

SY1-4 これまでのインスリン治療、これからのインスリン治療
東邦大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野 弘世 貴久

SY1-5 SGLT2 阻害薬と健康長寿―SGLT2 阻害薬は健康寿命を延伸させるのか？
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学分野（第三内科） 宮地 康高
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 7日（金） 9：00～11：00 現 オ
第 2会場［5階 国際会議室］

「合併症トータルマネージメント重症化予防を目指して」

座長：福岡市医師会 福岡市健康づくりサポートセンター

鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学

井口登與志
西尾 善彦

SY2-1 腎症重症化予防の取り組みと課題
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科 安西 慶三

SY2-2 糖尿病性神経障害の臨床病期と重症化予防のためのマネージメント
鹿児島大学病院総合臨床研修センター/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

SY2-3 糖尿病網膜症の初期メカニズムと SGLT2 の役割
医療法人森和会 行橋中央病院/九州大学大学院 薬学研究院 大和真由実

SY2-4 Well-Being 社会の中での糖尿病大血管合併症管理
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学講座 松村 剛

SY2-5 糖尿病に伴う認知症の特徴と効果的なバイオマーカー・評価系―TREM2 の有用性―
国立病院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/

名古屋大学 環境医学研究所 メタボ栄養科学寄附研究部門 浅原 哲子
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 7日（金） 9：00～11：00 現 オ
第 3会場［5階 502・503］

「チームで展開する肥満症治療」

座長：久留米大学医療センター 糖尿病センター

九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科

田尻 祐司
松田やよい

SY3-1 肥満と食事療法/脳科学的アプローチ
田仲医院 田仲 秀明

SY3-2 肥満を伴う糖尿病の治療～行動療法を中心に
大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学 正木 孝幸

SY3-3 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の長期手術成績と今後の課題
九州大学病院 先端医工学診療部/九州大学大学院 消化器・総合外科 長尾 吉泰

SY3-4 成人肥満症患者への療養指導
長崎大学病院 糖尿病診療支援センター 鎌田 昭江

SY3-5 運動時のエネルギー代謝を効率化する運動療法のポイント
福岡大学病院 リハビリテーション部 松田 拓朗
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 7日（金） 9：00～11：00 現 オ
第 4会場［4階 409・410］

「IoT/AI 診療 すべての患者さんに最適な治療を」

座長：九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター

福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科

中島 直樹
小林 邦久

SY4-1 共有意思決定のためのツールとして CGM を活用する
国立病院機構 福岡東医療センター 糖尿病内分泌内科/九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学

野原 栄

SY4-2 糖尿病治療の最適化を目指した CGM の活用法
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 西田 健朗

SY4-3 眼科領域の糖尿病 IoT/AI 診療のアップデート
佐賀大学医学部 眼科 石川慎一郎

SY4-4 ICT および AI を活用した当社の取り組み
株式会社 カルナヘルスサポート/九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 小池 城司

SY4-5 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（第三内科） 佐藤 直市

SY4-6 ICT を利用した慢性疾患自己管理支援システムの有用性と普及実装
東京大学大学院医学系研究科 社会医学専攻 医療情報学分野 脇 嘉代
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 8：30～10：30 現 オ
第 1会場［3階 メインホール］

「ゼロ感染症 糖尿病患者を守る」

座長：長崎大学病院 内分泌代謝内科

福岡県保健医療介護部

堀江 一郎
佐野 正

SY5-1 肥満に伴う新型コロナウイルス感染の重症化に関する検討
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

SY5-2 糖尿病と COVID-19～重症化予防の視点から考える～
国立病院機構九州医療センター 渡邉 哲博

SY5-3 新型コロナウイルスの流行と地域連携 沖縄県の取り組みから
沖縄県立中部病院 高山 義浩

SY5-4 福岡における COVID19 の現状
福岡赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科 佐々木伸浩

SY5-5 COVID-19 から学ぶ糖尿病と感染症対策・国立国際医療研究センターの経験から
国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 大杉 満
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 8：30～10：30 現 オ
第 2会場［5階 国際会議室］

「予防に活かす最新の臨床研究の成果」

座長：白十字病院 糖尿病センター

琉球大学大学院医学研究科 先進ゲノム検査医学

岩瀬 正典
前田 士郎

SY6-1 2 型糖尿病および糖尿病合併症のゲノム研究の成果と疾患予防への応用
琉球大学大学院医学研究科 先進ゲノム検査医学講座/琉球大学病院 検査・輸血部 今村美菜子

SY6-2 糖尿病治療における個別化医療の重要性
東京女子医科大学附属成人医学センター 糖尿病内科/

東京女子医科大学 糖尿病代謝内科/東京女子医科大学 ゲノム診療科/

東京女子医科大学 総合医科学研究所 岩﨑 直子

SY6-3 糖尿病に関連する遺伝因子解明の新たな展開～SNPs と環境因子の関わりを含めて～
愛媛大学医学部附属病院 検査部（糖尿病内科・臨床検査医学） 池田 陽介

SY6-4 糖尿病診療におけるクリニカルクエスチョンと大規模臨床研究のエビデンス
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学（第二内科） 大隈 俊明

SY6-5 膵切除症例の研究から見えてきた腸内環境の糖尿病発症に及ぼす影響
国立国際医療研究センター研究所 糖尿病情報センター 坊内良太郎
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 8：30～10：30 現 オ
第 3会場［5階 502・503］

「九州発世界に翔く若手研究最前線」

座長：熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学

九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科

荒木 栄一
宮澤 崇

SY7-1 VNUT 依存性プリンシグナルと生活習慣病
久留米大学医学部 内科学講座内分泌代謝内科部門 蓮澤 奈央

SY7-2 ミトコンドリアダイナミクスからみた NASH の病態理解
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学 武市 幸奈

SY7-3 グルコーススパイクは血管内皮機能を障害するのか？
鹿児島大学 糖尿病・内分泌内科 小木曽和磨

SY7-4 骨の生物学から糖尿病性腎臓病を考える
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学 高士 祐一

SY7-5 糖尿病・肥満症の脳～中枢神経系におけるエネルギー代謝制御と精神疾患～
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 岡本 士毅

SY7-6 熱ストレス応答経路の多臓器間クロストーク
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 近藤 龍也
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 7日（金） 9：00～11：00 現 オ
第 9会場［2階 204］

「考えよう 病院での糖尿病ケア力の向上」

座長：福岡県済生会 飯塚嘉穂病院

社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター

迫 康博
中村 宇大

WS1-1 何をどのように聴けば良いのだろう？
松本メディカルコミュニケーションズ 松本 一成

WS1-2 糖尿病をもつ人のセルフケア能力を支える看護～持てる力を共に power up～
大分大学医学部 実践看護学講座 脇 幸子

WS1-3 インスリン注射が必要な認知症のある高齢糖尿病患者の薬物療法
医療法人社団陣内会 陣内病院 薬剤部 吉田 陽

WS1-4 地域で取り組む糖尿病ケアの SDGs～ひとりひとりのスキルアップを目指して～
社会医療法人シマダ 嶋田病院 赤司 朋之

WS1-5 地域と連携し、その人らしい豊かな生活を支えるために
福岡大学病院 坂本 倫基

WS1-6 考えよう 病院での糖尿病ケア―クリニック勤務の管理栄養士の立場から―
公益社団法人福岡県栄養士会/医療法人よこがわクリニック糖尿病内科 大部 正代
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 8：30～10：30 現 オ
第 9会場［2階 204］

「ダイバーシティで推進するキャリア形成と職場づくり」

座長：福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学

東京女子医科大学 臨床検査科

川浪 大治
佐藤 麻子

WS2-1 小児専門病院における 1 型糖尿病栄養食事指導の個別化ケア～多職種で取り組む初発
時教育～

福岡市立こども病院 栄養管理室 下村 瑞代

WS2-2 キャリアサポートはチームを強くする～持続可能な糖尿病ケアのために
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科、糖尿病センター

的場 ゆか

WS2-3 糖尿病患者支援の発展を目指して～チーム医療における看護を再考する～
佐賀大学医学部附属病院 看護部 永渕 美樹

WS2-4 糖尿病看護外来におけるダイバーシティ・マネジメント
京都医療センター 臨床研究センター 坂根 靖子

WS2-5 糖尿病診療におけるダイバーシティ＆インクルージョンを自らの経験から考える
内閣府食品安全委員会 脇 昌子
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 8：30～10：30 現 オ
第 4会場［4階 409・410］

座長：佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科

九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科

安西 慶三
佐藤 直市

特別講演 大規模災害時の医療活動
岩手医科大学救急・災害医学講座 眞瀬 智彦

1 令和 2 年 7 月豪雨災害におけるモバイルファーマシーを活用した薬事対応
福岡大学薬学部 臨床薬学 江川 孝

2 熊本地震とガレージ診療の経験
医療法人社団陣内会 陣内病院/熊本大学病院 高度医療開発センター

循環器予防医学先端医療寄附講座 陣内 秀昭

3 在宅部門の災害医療～総合病院の防災訓練から見えた課題～
福岡徳洲会病院 救急科 鈴木 裕之

4 熊本地震において経験した JMAT の DVT 検診活動
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学 林 康代

5 災害と糖尿病看護～熊本地震の経験より～
熊本市立熊本市民病院 看護部 遠藤 靖子
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 15：10～17：10 現 オ
第 2会場［5階 国際会議室］

座長：ウェルネス天神クリニック 橋本 俊彦

健康経営時代の職場の糖尿病管理
産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学 森 晃爾

糖尿病の一次、二次予防としての生活指導並びに薬剤治療動向
誠和会 牟田病院 柳瀬 敏彦



市民公開講座
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 13：30～15：30 現 オ
講演会場［九州大学医学部百年講堂 1階 大ホール］

「糖尿病と健康長寿」

司会：九州大学大学院医学研究院 保健学部門検査技術科学分野

九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学（第二内科）

勝田 仁
大隈 俊明

骨折に注意！糖尿病と骨の深い関係
九州歯科大学 総合内科学分野 小森田祐二

糖尿病食は健康長寿食
西南女学院大学 保健福祉学部 栄養学科 花田 浩和

一病息災～未病の方より健康に～
認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク 大村 詠一

糖尿病と感染症～With コロナ時代に知っておきたいこと～
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学（第三内科） 緒方 大聖
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 7日（金） 12：10～13：10
第 2会場［5階 国際会議室］

座長：福岡大学筑紫病院 小林 邦久
LS1 現 L 糖尿病食事療法と美食は並立する

北里大学北里研究所病院 山田 悟
（共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社/日本イーライリリー株式会社）

第 3会場［5階 502・503］
座長：宮崎大学医学部医学科生体制御医学研究講座/大阪大学蛋白質研究所 中里 雅光

LS2 現 L メトホルミンとイメグリミンが切り開く糖代謝生物学
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 小川 渉

（共催：住友ファーマ株式会社）

第 4会場［4階 409・410］
座長：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 西尾 善彦

LS3 現 L 糖尿病大血管合併症を観点とした 2 型糖尿病治療
熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学講座 松村 剛

（共催：MSD 株式会社）

第 5会場［4階 411・412］
座長：佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科 安西 慶三

LS4 現 L スマートインスリンデバイスの研究開発；「貼るだけで血糖コントロール」の実
現を目指して

名古屋大学環境医学研究所 分子代謝医学分野 菅波 孝祥
（共催：ニプロ株式会社）

第 8会場［2階 203］
座長：産業医科大学病院 臨床研究推進センター 岡田 洋右

LS5 現 L DKD 診療の課題と展望
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学 川浪 大治

（共催：田辺三菱製薬株式会社/第一三共株式会社）
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

第 9会場［2階 204］
座長：久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科 野村 政壽

LS6 現 L デクスコム G6 が開く糖尿病治療の新時代～1 型糖尿病 70 人の使用経験から～
医療法人岡田内科クリニック 岡田 朗

（共催：テルモ株式会社）

10 月 8日（土） 12：20～13：20
第 1会場［3階 メインホール］

座長：久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科 野村 政壽
LS7 現 Lオ isCGM を活用しよう―新たなステージに突入する糖尿病診療―

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科 西村 理明
（共催：アボットジャパン合同会社）

第 2会場［5階 国際会議室］
座長：大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 柴田 洋孝

LS8 現 L 2 型糖尿病の病態と治療に関するトピックス～インクレチン製剤を中心に～
川崎医科大学 金藤 秀明
（共催：住友ファーマ株式会社）

第 3会場［5階 502・503］
座長：福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学 川浪 大治

LS9 現 L 重症化予防を見据えた糖尿病治療戦略～早期の治療強化と週 1 回製剤への期
待～

東海大学医学部 腎内分泌代謝内科学 豊田 雅夫
（共催：住友ファーマ株式会社/日本イーライリリー株式会社）

第 4会場［4階 409・410］
座長：九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学（第三内科） 小川 佳宏

LS10 現 L 腸脳連関に注目し寛解を視野に入れた 2 型糖尿病診療のアプローチ
琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科） 益崎 裕章

（共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社/MSD 株式会社）
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

第 5会場［4階 411・412］
座長：福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 小林 邦久

LS11 現 L 病態と血糖変動を考慮した糖尿病治療
産業医科大学病院 臨床研究推進センター 岡田 洋右

（共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社）

第 6会場［4階 413・414］
座長：熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学講座 荒木 栄一

LS12 現 L インスリン治療の壁
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

（共催：サノフィ株式会社）

第 8会場［2階 203］
座長：済生会福岡総合病院 糖尿病内科 関口 直孝

LS13 現 L 慢性腎臓病診療の Up to Date～SGLT2 阻害薬への今後の期待～
九州大学医学研究院附属総合コホートセンター/九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

中野 敏昭
（共催：小野薬品工業株式会社/アストラゼネカ株式会社）

第 9会場［2階 204］
座長：白十字病院/糖尿病センター 岩瀬 正典

LS14 現 Lオ ここまで使いやすく、進化した。最新 PHR アプリを使いこなす。
国立病院機構 福岡東医療センター 糖尿病内分泌内科/九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学

野原 栄
（共催：LifeScan Japan 株式会社）
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現・・・【現地発表】 L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

10 月 8日（土） 13：40～15：40
第 7会場［4階 401・402・403］

九州CDEミーティング
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現・・・【現地発表】 オ・・・【オンデマンド配信】

第 1会場

肥満治療（13：30―14：30） 座長：中山 良朗

1-1-1 体組成を考慮した糖尿病療養指導の重要性についての検討―長期効果について―
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、西田裕子、阿部美帆、兼頭佳江、肘井千賀、竹川瑠依、西内久人、

井口登輿志
1-1-2 Dutch Eating Behavior Questionnaire（DEBQ）を用いた糖尿病患者の食行動の検討

小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科
○塚本真大、鍋島公喜、石川実里、岡田淳子、阿部隼希、的場ゆか

1-1-3 高度肥満症に対するスリーブ状胃切除術後のたんぱく質摂取量と骨格筋との関係
長崎大学病院 栄養管理室1、長崎大学病院 内分泌代謝内科2、
長崎大学病院 移植・消化器外科3、長崎県立大学看護栄養学部 栄養健康学科4

○溝田記子1、古谷順也1、廣佐古裕子1、藤田伊代1、高島美和1、本郷涼子4、金高賢悟3、
江口晋3、堀江一郎2

1-1-4 当院肥満症患者に対するスリーブ状胃切除術 5年後の糖代謝改善効果および体組成変化
大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座
○宮本昇太郎、尾関良則、佐田こころ、今石奈緒、仲間寛、吉田雄一、岡本光弘、

後藤孔郎、正木孝幸、柴田洋孝
1-1-5 2 型糖尿病合併病的肥満症の減量手術後にリバウンドする症例の特徴に関する検討

産業医科大学病院 第一内科学講座
○梅津紗詠子、園田里美、岡田洋右、田中良哉

1-1-6 肥満糖尿病患者の 15年間の体重・栄指導経過～肥満内科的治療から外科治療へ～
大分大学医学部附属病院 栄養管理室1、大分大学医学部 消化器・小児外科2、
大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科3

○足立和代1、利根哲子1、平野薫1、廣田優子1、太田正之2、正木孝幸3

肥満（14：30―15：20） 座長：田中 誠一

1-1-7 当院における睡眠時無呼吸症候群患者の抽出
新古賀クリニック 外来
○野口由紀子、城戸ゆう子、鶴妙子、石橋貴子、河野麻美、川﨑英二

1-1-8 CPAP導入後 1年以上経過した睡眠時無呼吸症候群を合併した肥満 2型糖尿病患者の検討
医療法人森和会 行橋中央病院 内科・糖尿病内科1、同 やまうち内科クリニック2

○江藤知明1、正門光法2、永井博史1、山内照章1、梅田文夫1

1-1-9 食事運動療法の遵守により大幅な体重減少が図れた高度肥満 2型糖尿病の 1例
社会医療法人天神会 新古賀病院 栄養管理課1、
社会医療法人天神会 新古賀病院 糖尿病内分泌内科2

○濱崎佳穂1、川﨑英二2、平山貴恵1、鎌田亜也加1、大淵由美1、伊藤真理1、東山愛理1
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現・・・【現地発表】 オ・・・【オンデマンド配信】

1-1-10 高度肥満症患者において減量が腎機能に与える影響～糖尿病合併有無での比較～
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学1、九州大学病院 栄養管理部2、
九州大学病院 心療内科3、中村学園大学大学院 栄養科学研究科4、
九州大学病院 先端医工学診療部5

○指宿麻里1、松田やよい1、緒方大聖1、山下さきの2、武市幸奈1,2、横山寛明3、
野崎剛弘3,4、長尾吉泰5、坂本竜一1、小川佳宏1

1-1-11 代謝的に健康な肥満者と不健康な肥満者を特徴付ける腸内細菌と血清代謝物
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
○上間次己、山城清人、仲村武裕、上原盛幸、本間健一郎、岡本士毅、益崎裕章

経口GLP-1 受容体作動薬①（17：20―18：10） 座長：迫田 秀之

1-1-12 経口セマグルチド 3mgにおける短期効果の検討
新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
○相良陽子、内田あいら、玉井秀一、當時久保正之、日髙竜太郎、福山貴大、辰元為仁、

明比祐子、廣松雄治、川﨑英二
1-1-13 当院における経口セマグルチドの有効性の検討

熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科1、
熊本県立大学環境共生学部 食健康科学科 臨床病態代謝学2、
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科3

○狩場宏美1、浜田英明1、工藤泉璃1、三島ともみ1、大久保美那1、西田健朗1、下田誠也2、
荒木栄一3

1-1-14 実臨床における経口セマグルチドの効果と安全性に関する後ろ向き解析
菊池郡市医師会立病院 代謝・内分泌内科1、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学講座2

○狩場佑一1、小野恵子1、吉永礼香1、二ノ村聖1、荒木栄一2、豊永哲至1

1-1-15 経口 GLP-1 受容体作動薬セマグルチド投与後の糖尿病症例後ろ向き研究-KDDS6
（医）いのくち医院 内科1、福元医院2、小倉糖腎会げんだいクリニック3、
横溝内科クリニック4、若松記念病院5、田中内科クリニック6、たまきクリニック7、
土井内科クリニック8、後藤クリニック9、福津内科クリニック10、
九州糖尿病データベース研究会（KDDS）11

○猪口哲彰1,11、福元良英2,11、李源台3,11、横溝由史4,11、田中弘吉6,11、帖佐理子5,11、土井賢8,11、
玉木昇7,11、後藤誠一9、市川晃治郎10、田中篤利6

1-1-16 1 年間の経口セマグリチド投与の臨床効果（九州糖尿病データベース研究会KDDS7）
福元医院1、いのくち医院2、小倉糖腎会げんだいクリニック3、若松記念病院4、
田中内科クリニック5、たまきクリニック6、土井内科クリニック7、後藤クリニック8、
福津内科クリニック9、横溝内科クリニック10

○福元良英1、猪口哲彰2、李源台3、帖佐理子4、田中弘吉5、田中篤利5、土井賢7、玉置昇6、
後藤誠二8、市川晃治郎9、横溝由史10
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第 2会場

糖尿病病態（13：30―14：30） 座長：瀬ノ口隆文

1-2-1 潰瘍性大腸炎に対するステロイド治療でインスリン必要量が減少した 1例
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科1、
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学2、
小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科3、九州大学大学院医学研究院 老年医学4

○小笠原諒1、緒方大聖2、坂本竜一1、阿部隼希3、島内英1、北村雄哉1、後藤瞳1、
坂口千尋1、松田やよい1、大中佳三4、小川佳宏2

1-2-3 思春期女性に人工膵臓を用いてインスリン抵抗性を評価した一例
鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科
○本田健、堀切陽祐、楠元公士、山神大、小木曽和磨、有村愛子、橋口裕、出口尚寿、

西尾善彦
1-2-4 代謝特性に着目したカナグリフロジンの遅筋と速筋の代謝調節作用の解明

九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学分野1、
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学2、
九州大学生体防御医学研究所附属トランスオミクス医学研究センター メタボロミクス分
野3

○大塚裕子1、横溝久1,2、中村慎太郎1、佐藤直市1、坂本竜一1、宮地康高1、宮澤崇1、
和泉自泰3、馬場健史3、小川佳宏1

1-2-5 RNAメチル化解析による高血糖時のトランスポーター発現変動メカニズムの解明
九州大学病院 薬剤部1、九州大学大学院 薬学研究院2

○廣田豪1、香川竜希2、家入一郎1,2

その他の合併症②（14：50―15：50） 座長：井形 元維

1-2-7 糖尿病・非糖尿病患者の歯周炎・齲蝕の罹患率と重症度の比較
済生会福岡総合病院 リハビリテーション1、済生会福岡総合病院 糖尿病内科2、
福岡歯科大学医科歯科総合病院 訪問歯科センター3

○橋本裕美子1、森田浩光3、今井裕子3、溝口雅之1、京志穂子2、澤田布美2、関口直孝2

1-2-8 医科歯科連携による口腔ケアが有効であった糖尿病・高血圧性心臓病の一例
大濠内科
○井上晃太、井上麻乃、岩﨑美香、山本朋美、中村友香、本多まゆみ、吉竹愛、

廣津有理、樋口理歩、一ツ松薫
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1-2-9 糖尿病外来における歯科衛生士の取り組み～口腔チェックと医科歯科連携の促進
臼杵市医師会 訪問看護ステーションコスモス1、
臼杵市医師会立コスモス病院 看護部療養支援室2、
臼杵市医師会立コスモス病院 看護部3、
臼杵市医師会立コスモス病院 糖尿病・内分泌内科4

○吉村みゆき1、髙橋友美2、岩崎奈々2、神田香代美3、木本ちはる2、近藤誠哉4

1-2-10 糖尿病患者に対する睡眠に関するアンケート調査
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 糖尿病内分泌代謝内科1、
熊本県立大学環境共生学部 食健康科学科臨床病態代謝学2、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学3

○浜田英明1、工藤泉璃1、三島ともみ1、大久保美那1、狩場宏美1、西田健朗1、下田誠也2、
荒木栄一3

1-2-11 高齢糖尿病患者 12例におけるフレイルチェックでの検討
聖マリア病院 糖尿病内分泌内科1、聖マリア病院 糖尿病センター2、
九州大学大学院 病態機能内科学3

○内薗祐二1、武石千鶴子2、本田美貴2、濱砂麻美2、中島康浩2、田平泰徳2、岩屋祐子2、
佐藤雄一1、大隈俊明3、北園孝成3

1-2-12 日本人 2型糖尿病患者におけるHRpQCTを用いた骨微細構造の検討
長崎大学病院 第一内科内分泌代謝科
○重野里代子、堀江一郎、中嶋遥美、池岡俊幸、赤澤論、鎌田昭江、川上純

その他の糖尿病（17：20―18：20） 座長：阪口 雅司

1-2-13 前立腺肥大症の治療開始後に耐糖能が悪化した一例
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学（第二内科）
○坂本和可子、於久祐太郎、大城彩香、東大樹、小森田祐二、平川洋一郎、大隈俊明、

北園孝成
1-2-14 術後耐糖能の改善を認めた、褐色細胞腫・原発性アルドステロン症合併 2型糖尿病の 1例

福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科
○埜田千里、阿部一朗、久保啓太、藤田宥哉、長田真依、竹下佳織、古賀翠、

越智健太郎、千田友紀、工藤忠睦、小林邦久
1-2-15 特徴的な血糖変動を示した Fanconi-Bickel 症候群の 1症例

熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
○岡本有紀子、吉永佳代、北野さやか、井形元維、近藤龍也、松村剛、荒木栄一

1-2-16 2 型糖尿病を合併した IgG4 関連自己免疫性膵炎に対してステロイド治療を行った 1例
国立病院機構鹿児島医療センター 糖尿病内分泌内科1、
鹿児島大学病院 糖尿病内分泌内科2

○當房卓也1、郡山暢之1、牧野美和1、児島奈弥1、西尾善彦2
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1-2-17 異なる糖代謝への影響を示した両側副腎皮質大結節性過形成（PMAH）の 2例
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科1、
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学2、九州大学大学院医学研究院 老年医学3

○北村雄哉1、緒方大聖2、坂本竜一1、山下彩織2、島内英1、小笠原諒1、後藤瞳1、
坂口千尋1、松田やよい1、大中佳三3、小川佳宏2

1-2-18 IA-2 抗体陽性のMODY2 の 1例
国立病院機構 熊本医療センター糖尿病・内分泌内科1、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科2

○西川武志1、木下博之1、西田周平1、井手口拓弥1、荒木裕大1、高橋毅1、荒木栄一2
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第 3会場

食事療法①（13：30―14：30） 座長：矢野まゆみ

1-3-1 ドロップアウト歴がある 2型糖尿病患者へ多職種が介入し、治療継続に繋がった症例
特定医療法人光晴会病院 栄養科1、特定医療法人光晴会病院 糖尿病センター2

○今村沙織1、首藤美香1、松本愛子1、笹田幸枝1、篠﨑彰子1、若杉礼子2、川原仁美2、
世羅康徳2、赤澤昭一2

1-3-2 1 型糖尿病の栄養指導に社会的認知理論を活用した 3症例
国立病院機構 小倉医療センター 栄養管理室1、
国立病院機構 小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科2

○藤野恵理1、松谷智子1、藤井裕子1、古屋美南子1、的場ゆか2

1-3-3 療養を中断した 2型糖尿病患者に対する栄養指導の一例
佐伯中央病院 食事療養部1、佐伯中央病院 医局2

○濵野容子1、松岡みず希1、日高菜穂子1、三浦由美1、山田未奈1、坂本哲朗2、小寺隆元2

1-3-4 『対面からリモートへ』コロナ禍における糖尿病教室への取り組み
菊池郡市医師会 菊池郡市医師会立病院 栄養科1、
菊池郡市医師会 菊池郡市医師会立病院 代謝・内分泌内科2

○比嘉希1、豊永哲至2、小野恵子2、狩場佑一2、二ノ村聖2、吉永礼香2

1-3-5 糖尿病担癌患者の化学療法中の栄養指導～isCGMを用いて～
社会医療法人恵愛会 大分中村病院 栄養科1、
社会医療法人恵愛会 大分中村病院 臨床検査部2、
社会医療法人恵愛会 大分中村病院 看護部3、
社会医療法人恵愛会 大分中村病院 外科4、
社会医療法人恵愛会 大分中村病院 整形外科5、
社会医療法人恵愛会 大分中村病院 糖尿病内科6

○中尾珠樺1、溝部昌子1、竹内由美2、吉田美由紀3、岐部千鶴3、麓祥一4、中村太郎5、
鎗水浩治6

1-3-6 CGMによる AGPレポートを活用することで食行動の改善がみられた 1型糖尿病の 2症例
医療法人おもと会 大浜第一病院 診療技術部 栄養給食科1、
医療法人おもと会 大浜第一病院 糖尿病センター2

○國吉華江1,2、安里恵美子2、前田睦子2、前里琉子2、山里由香利2、新垣朋子2、
アジャリラヒム2、高橋隆2

GLP-1 受容体作動薬①（14：50―15：50） 座長：本島 寛之

1-3-7 デュラグルチドが奏効した抗GAD抗体陽性の糖尿病の一例
製鉄記念八幡病院 糖尿病内科1、同 糖尿病センター2、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学3

○高野瑛子1、川野聡子1、眞田知慧1、中村宇大2、大隈俊明3、北園孝成3
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1-3-8 イメグリミンとデュラグルチドの併用が有効であった認知症 2型糖尿病症例
佐賀県医療センター 好生館 糖尿病代謝内科1、唐津赤十字病院 糖尿病内科2

○岸川まり子1、山﨑孝太2、朝長礼音1、江頭絵里奈1、吉村達1

1-3-9 高齢者 2型糖尿病に対するデュラグルチドとレパグリニドの併用治療
医療法人森和会 行橋中央病院 薬剤部1、同 内科・糖尿病内科2、
同 やまうち内科クリニック3

○栗山伸隆1、江藤知明2、正門光法3、永井博史2、山内照章2、梅田文夫2

1-3-10 インスリン減量とリラグルチド投与が奏功した抗インスリン抗体陽性の 2型糖尿病の一例
佐世保市総合医療センター 糖尿病・内分泌内科1、
長崎原爆病院 糖尿病・内分泌内科2、長崎大学病院 内分泌・代謝内科3、
長崎大学病院 リウマチ・膠原病内科4

○山崎浩則1、江藤真実2、五反田幸一郎3、松尾巴瑠奈4、森颯馬1、渡部誠也1、中尾朋恵1

1-3-11 持効/超速効型インスリンとデュラグルチドを併用し、アドヒアランス改善を試みた 2例
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院
○伊藤寛治、坂井義之、江口碧、長谷川和美、瀬口理恵

1-3-12 デュラグルチド継続投与症例の注射手技の評価および指導についての調査研究
長崎県五島中央病院 内科1、
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 離島・へき地医療学講座 離島医療研究所2、
長崎大学病院 腎臓内科3

○高木博人1、露木智久1、野中文陽2、西野友哉3

GLP-1 受容体作動薬②（17：20―18：20） 座長：屋比久浩市

1-3-13 小児がん経験者（CCS）晩期合併症の糖代謝異常にGLP1 受容体作動薬が有効であった一
例

久留米大学病院 内分泌代謝内科
○森川周、出宮睦之、永山綾子、日高満美、合原水月、森高かの子、椛島正治、

井口志洋、本村誠一、蘆田健二、野村政壽
1-3-14 デュラグルチドからセマグルチド注射製剤への変更にて血糖コントロールが改善した 1例

医療法人幸善会前田病院 糖尿病内科
○前田麻木

1-3-15 統合失調症を伴う肥満 2型糖尿病に患者に対するGLP-1 受容体作動薬の使用経験
久留米大学病院 臨床研修センター1、
久留米大学医学部 内科学講座内分泌代謝内科部門2

○力武純二郎1、井口志洋2、出宮睦之2、森川周2、四方雅人2、三浦満美2、椛島正治2、
本村誠一2、蘆田健二2、野村政壽2

1-3-16 肥満を伴う 2型糖尿病患者の減量にセマグルチドが有効であった一例
北九州市立医療センター 内分泌代謝・糖尿病内科
○林加野、井形公一、末次亮子、松村祐介、足立雅広
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1-3-17 GLP-1 受容体作動薬の心外膜下脂肪厚に対する影響
医療法人森和会 やまうち内科クリニック1、同行橋中央病院 内科2

○正門光法1、永井博史2、江藤知明2、梅田文夫2、山内照章2

1-3-18 GLP-1 受容体作動薬による糖尿病大血管症進展抑制効果の機序の検討
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学講座
○八木喜崇、松村剛、吉永智昭、周鈺琦、瀬ノ口隆文、石井規夫、前田沙梨恵、

和田敏明、竹下実、荒木栄一
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第 4会場

神経障害（13：30―14：20） 座長：出口 尚寿

1-4-1 頭部MRI 画像で典型的所見を伴わず舞踏様不随意運動を呈した 2型糖尿病の一例
九州労災病院 内分泌代謝内科
○押領司虞子、牧村啓晃、池田純香、徳島礼実、吉村將、田中誠一

1-4-2 高血糖性舞踏病を契機に診断された高血糖高浸透圧症候群の 1例
井野辺病院 内科
○井手野順一

1-4-3 認知症を併存した 2型糖尿病患者において排便習慣の確認に難渋した一例
独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院 内分泌代謝内科
○白石弘樹、長尾敏彦、加来真理子

1-4-4 有痛性神経障害の糖尿病患者におけるミロガバリンの有効性の検討
医療法人森和会 行橋中央病院 内科1、同やまうち内科クリニック2

○山内照章1、正門光法2、永井博史1、江藤知明1、梅田文夫1

1-4-5 免疫グロブリン大量静注療法が奏効した治療誘発性糖尿病性神経障害の 1例
鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科1、鹿児島大学病院 脳神経内科2

○向井舞1、松下敬亮1、山神大1、小木曽和磨1、有村愛子1、橋口裕1、出口尚寿1、
樋口雄二郎2、西尾善彦1

妊娠と糖代謝異常（14：20―14：50） 座長：的場 ゆか

1-4-6 COVID-19 中等症に対しレムデシビル投与を行い重症化に至らなかった妊娠糖尿病の 1例
佐賀県医療センター好生館 糖尿病代謝内科1、佐賀県医療センター好生館 産婦人科2、
国立病院機構 佐賀病院 産婦人科3

○白石理恵1、朝長礼音1、岸川まり子1、江頭絵里奈1、室雅巳2、河田望美3、吉村達1

1-4-7 当院における妊娠前体格および妊娠中の体重増加量と周産期合併症リスクの検討
独立行政法人 国立病院機構 小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科1、
独立行政法人 国立病院機構 小倉医療センター 産科・婦人科2

○石川実里1、鍋島公喜1、塚本真大1、岡田淳子1、阿部隼希1、川上浩介2、大蔵尚文2、
的場ゆか1

1-4-8 当院における耐糖能異常妊婦の実態調査
医療法人 上ノ町・加治屋クリニック 検査科1、
医療法人 上ノ町・加治屋クリニック 内科2、鹿児島市立病院 産婦人科3

○丸口由紀子1、加治屋昌子2、上ノ町仁2、上塘正人3
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臨床検査（14：50―15：40） 座長：今村美菜子

1-4-9 糖尿病性大血管合併症に対する指尖部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1、
島津製作所 基盤技術研究所 新事業開発室2、医療法人光洋会 赤間病院3、
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4、
順天堂大学医学部附属静岡病院 糖尿病・内分泌内科5、
福岡大学医学部内分泌 糖尿病内科6

○松村剛1、山中幹宏2、高橋弘幸3、川出茂4、山神大4、有村愛子4、出口尚寿4、野見山崇5、
川浪大治6、西尾善彦4、荒木栄一1

1-4-10 CGMにて算出された平均グルコース値とHbA1c の関連に関する検討
熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科1、
熊本県立大学環境共生学部 食健康科学科臨床病態代謝学2、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学3

○西田健朗1、浜田英明1、工藤泉璃1、三島ともみ1、大久保美那1、狩場宏美1、下田誠也2、
荒木栄一3

1-4-11 SSPGを gold standard として構築したインスリン抵抗性の臨床指標
久留米大学医療センター 糖尿病センター
○田尻祐司、田仲洋平、足達彩香、大滝聡一朗、中村由育

1-4-12 ジアフェニルスルホンによるHbA1c 偽低値が疑われた一例
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科1、熊本大学病院 皮膚科2

○今井佑衣子1、西田彩子1、柏田香代2、井形元維1、荒木栄一1

1-4-13 尿細管障害・糸球体障害・腎機能の関連性とSGLT2 阻害薬の効果に関する検討
済生会福岡総合病院 糖尿病内科
○京志穂子、澤田布美、関口直孝

SGLT2 阻害薬有害事象（17：20―18：30） 座長：橋口 裕

1-4-14 SGLT2 阻害薬により高血糖高浸透圧症候群が修飾されケトアシドーシスを呈した一例
国立病院機構鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科1、
鹿児島大学病院糖尿病・内分泌内科2

○牧野美和1,2、郡山暢之1、當房卓也1,2、児島奈弥1,2、西尾善彦2

1-4-15 SGLT2 阻害薬内服中に高度脱水を伴うケトアシドーシスを来した 2型糖尿病の 2例
福岡赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科1、九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学2

○東木孝太1、佐々木伸浩1、原功哉1、於久真由美1、川本徹1、井元博文1、大隈俊明2、
北園孝成2

1-4-16 SGLT2 阻害薬により著明な高血糖が顕在化せず発見が遅れた 1型糖尿病ケトアシドーシス
公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病内分泌内科1、九州大学病院 病態機能内科学2

○土師晶子1、知識裕喜1、原規子1、五島大祐1、大隈俊明2、北園孝成2
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1-4-17 機能性ディスペプシアとSGLT2 阻害薬により正常血糖ケトーシスに至った 2型糖尿病の 1
例

新古賀病院糖尿病センター 糖尿病・内分泌内科
○福山貴大、日髙竜太郎、内田あいら、辰元為仁、相良陽子、玉井秀一、當時久保正之、

明比祐子、廣松雄治、川﨑英二
1-4-18 SGLT2 阻害薬の新規導入後 5日間で正常血糖ケトアシドーシスに至った 1例

福岡大学病院 内分泌糖尿病内科
○山下陽、牟田芳実、大木友之、小野まどか、坂上雄紀、越智健太郎、村上綾菜、

髙士祐一、横溝久、川浪大治
1-4-19 SGLT2 阻害薬の併用により誘発されたメトホルミンによる乳酸アシドーシスの 1例

鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科
○田中咲衣、小木曽和磨、田代侑馬、堂薗直樹、山神大、有村愛子、橋口裕、出口尚寿、

西尾善彦
1-4-20 両側尿管ステント留置後のSGLT2 阻害薬再開後に尿路感染症を発症した 2型糖尿病の 1例

長崎大学病院 内分泌・代謝内科1、長崎大学病院 糖尿病診療支援センター2、
医療法人緑風会 みどりクリニック3

○五反田幸一郎1、鎌田昭江1,2、酒匂あやか1,2、三谷紗貴1、錦戸慎平1、池岡俊幸1、
阿比留教生3、堀江一郎1、川上純1
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第 5会場

その他の合併症①（9：00―10：00） 座長：古川 昇

1-5-1 膵全摘後の骨軟化症を合併した膵性糖尿病の 1例
久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科部門
○吉岡博志、合原水月、蘆田健二、渡邊千加世、永山綾子、四方雅人、椛島正治、

井口志洋、蓮澤奈央、本村誠一、野村政壽
1-5-2 胃切除後にビタミンD欠乏性骨軟化症を発症した 2型糖尿病の一例

福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科1、福岡徳洲会病院 心療内科・内分泌・糖尿病内科2

○満岡遼1,2、高士祐一1、牟田芳実1、田邉真紀人2、川浪大治1

1-5-3 ワレンベルグ症候群と診断した糖尿病性ケトーシスの一例
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科1、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学2

○浦川朋也1、西田周平1、荒木裕大1、井手口拓弥1、木下博之1、西川武志1、高橋毅1、
荒木栄一2

1-5-4 ステロイド糖尿病に対してミグリトール内服中、腸管気腫・縦隔気腫を発症した一例
飯塚病院 内分泌糖尿病内科
○落合弘貴、井上智彰、嶋田伸吾、伊藤淳、梅澤智史、木村裕佳、西川奈那

1-5-5 Posterior reversible encephalopathy syndrome（PRES）を合併した 2型糖尿病の 1例
社会医療法人財団白十字会白十字病院 糖尿病センター1、
九州大学大学院 病態機能内科学2

○牟田大毅1、井手均1、於久祐太郎1,2、髙木可南子1、平田詩乃1、青谷領一郎1、岩瀬正典1、
大隈俊明2、北園孝成2

1-5-6 膵石症を合併した若年者糖尿病の 2例
福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科
○藤田宥哉、長田真依、古賀翠、竹下佳織、工藤忠睦、阿部一朗、小林邦久

1 型糖尿病①（10：00―10：50） 座長：川﨑 英二

1-5-7 劇症 1型糖尿病を発症した、非糖尿病性末期腎不全で維持透析中の 64歳の 1例
医療財団法人華林会 華林堂病院 糖尿病センター
○柳田育美、両林龍太朗、野中瑠以子、吉田亮子、小野順子

1-5-8 2 型糖尿病の経過中に劇症 1型糖尿病を発症した 1例
国立病院機構 鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科1、
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学分野2

○児島奈弥1、郡山暢之1、當房卓也1、牧野美和1、西尾善彦2
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1-5-9 超高齢な抗 IA-2 抗体単独陽性の緩徐進行 1型糖尿病と診断し得た 1例
五島中央病院 内科1、
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 離島・へき地医療学講座離島医療研究所2、
長崎大学病院腎臓内科3

○池谷美希1、露木智久1、桑田亮1、髙木博人1、野中文陽1,2、牟田久美子3、西野友哉3

1-5-10 88 歳で発症した緩徐進行 1型糖尿病の 1例
別府医療センター 糖尿病・内分泌内科
○舩津美奈、中野嵩士、福原沙希、深田陽子

1-5-11 劇症 1型糖尿病を発症した際にD-dimer 上昇を認め鑑別に苦慮した一例
佐賀県医療センター 好生館 糖尿病代謝内科
○島内明子、朝長礼音、岸川まり子、江頭絵里奈、吉村達

脂質代謝異常（13：30―14：10） 座長：小林 邦久

1-5-12 著明な高中性脂肪血症により急性膵炎を繰り返した 2型糖尿病の 1例
鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科1、同院 消化器内科2

○小林亮1、楠元公士1、竹内直矢1、山神大1、小木曽和磨1、有村愛子1、橋口裕1、
出口尚寿1、橋元慎一2、西尾善彦1

1-5-13 繰り返す膵炎と著明な高 TG血症を呈した LPL 欠損症の一例
佐世保市総合医療センター 糖尿病・内分泌内科
○渡部誠也、坂本裕一、森颯馬、相川恵莉加、中尾朋恵、山崎浩則

1-5-15 自己抗体により著明な低HDL-C 血症を呈した後天性 LCAT欠損症の一例
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（第二内科）1、
千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学2、
千葉大学医学部附属病院 未来開拓センター3

○玉城敦子1、山城清人1、中山良朗1、前澤善朗2、黒田正幸3、横手幸太郎2、益崎裕章1

感染症①（14：10―14：50） 座長：佐藤 雄一

1-5-16 右化膿性胸鎖関節炎を併発した 2型糖尿病の 1例
大分市医師会立アルメイダ病院 内分泌内科1、
大分市医師会立アルメイダ病院 呼吸器外科2

○豊岡郁子1、山田晃嗣1、富本あけみ1、葛城功1、三浦隆2

1-5-17 腎摘除術を要した気腫性腎盂腎炎合併 2型糖尿病の一例
長崎医療センター 診療部 内分泌代謝内科1、
国立病院機構長崎医療センター 泌尿器科2、
国立病院機構長崎医療センター 総合診療科3

○中村公隆1、安井順一1、渡部太郎1、大仁田亨2、最勝寺佑介3、和泉泰衛3
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1-5-18 総胆管結石を合併し穿孔性気腫性胆嚢炎を発症した慢性高血糖状態下の 2型糖尿病の 1例
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 統括診療部臨床研修室1、
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科2

○松本伊織1、塚本真大2、鍋島公喜2、石川美里2、岡田淳子2、阿部隼希2、的場ゆか2

1-5-19 足壊疽から敗血症を来し化膿性胸鎖関節炎・細菌性眼内炎を合併した 2型糖尿病の 1例
鹿児島市立病院 糖尿病内分泌内科1、
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2

○向井美希1、堀之内秀治1、川本雄大1、伊集院綾子1、西尾善彦2

1 型糖尿病②（14：50―15：40） 座長：小島 基靖

1-5-20 Wolfram 症候群と鑑別を要した視神経萎縮合併 1型糖尿病の 1例
福岡赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科1、福岡赤十字病院 脳神経内科2、
九州大学大学院病態機能内科学3

○川本徹1、東木孝太1、原功哉1、於久真由美1、井元博文1、佐々木伸浩1、岡田卓也2、
大隈俊明3、北園孝成3

1-5-21 意識減損発作の鑑別が困難であった多腺性自己免疫症候群（APS）3型の 1例
新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
○川﨑英二、日髙竜太郎、福山貴大、辰元為仁、内田あいら、相良陽子、玉井秀一、

當時久保正之、明比祐子、廣松雄治
1-5-22 汎下垂体機能低下症の治療開始により高血糖を来し、1型糖尿病の診断に至った 1例

福岡大学病院 内分泌糖尿病内科1、福岡徳洲会病院 心療内科2

○千田友紀1、牟田芳実1、高士祐一1、横溝久1、田邉真紀人2、松林直2、川浪大治1

1-5-23 バセドウ病発症時に診断された 1型糖尿病
くまもと県北病院 糖尿病・内分泌内科
○松田浩史、佐竹俊彦

1-5-24 バセドウ病加療中にDKAを発症し自己免疫性多分泌腺症候群 3A型と診断した 1例
九州労災病院 糖尿病代謝内科
○池田純香、吉村將、押領司虞子、徳島礼実、牧村啓晃、田中誠一

1 型糖尿病③（17：20―18：10） 座長：岩田 慎平

1-5-25 急性膵炎合併糖尿病性ケトアシドーシスの 2例
新古賀病院 糖尿病代謝内科
○田中芳子、福山貴大、日髙竜太郎、辰元為仁、内田あいら、相良陽子、玉井秀一、

當時久保正之、明比祐子、廣松雄治、川﨑英二
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1-5-26 糖尿病性ケトアシドーシスに縦隔気腫を合併し，食道破裂が疑われた 1型糖尿病の 1例
佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科1、
佐賀大学医学部附属病院 消化器外科2

○江頭志穂1、井上瑛1、荒木大夢1、吉富裕加1、久冨茜音1、今薗直博1、山﨑有菜1、
髙栁宏樹1、鶴安浩2、安西慶三1

1-5-27 治療後神経障害と極度のるい痩を来した 1型糖尿病の発症初期例
九州大学病院 心療内科
○波夛伴和、高野惇、山下真、髙倉修、須藤信行

1-5-28 1 型糖尿病患者における実測HbA1c 値と Glucose Management Indicator（GMI）の乖離
久留米大学医療センター 糖尿病センター
○田尻祐司、田仲洋平、足達彩香、中村由育

1-5-29 重症低血糖を頻発した 1型糖尿病が膵島移植で改善を得た 1例
福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科1、福岡大学病院 再生医療センター2

○坂上雄紀1、牟田芳実1、吉松軍平2、坂田直昭2、越智健太郎1、村上綾菜1、横溝久1、
髙士祐一1、小玉正太2、川浪大治1



10月7日（金）第8会場［2階 203］ 現 オ

― 56 ―

現・・・【現地発表】 オ・・・【オンデマンド配信】

第 8会場

薬物療法（13：30―14：30） 座長：西川 武志

1-8-1 筋強直性ジストロフィーに合併した糖尿病に対してイメグリミンを使用した 1例
久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門
○永山真佑子、井口志洋、渡邉千加世、合原水月、春田寛子、吉岡博志、力武純二郎、

椛島正治、蘆田健二、野村政壽
1-8-2 ミトコンドリア糖尿病に対する 5-アミノレブリン酸の耐糖能改善効果のパイロット研究

長崎大学病院 内分泌・代謝内科1、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科2、
みどりクリニック3

○中村祐太1,2、堀江一郎1,2、重野里代子1,2、原口愛1,2、阿比留教生3、川上純1,2

1-8-3 DPP-4 阻害薬へのSGLT2 阻害薬またはビグアナイド薬追加による臨床効果の比較
医療法人財団聖十字会西日本病院 薬剤部1、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学2、
医療法人財団聖十字会西日本病院 看護部3

○貞廣佳代1、松村剛2、鶴山史織1、眞壁知子1、永田和代1、藤本有紀3、大久保侑馬2、
荒木栄一2

1-8-4 母集団薬効動態解析によるMIXTUREモデルを用いた長期メトホルミン療法の効果判定予測
九州大学大学院 薬学研究院薬物動態学分野1、九州大学病院 薬剤部2

○藤田唯人1、玉城揺子1、廣田豪2、家入一郎2

1-8-5 メトホルミンとイメグリミンの差を食事負荷試験とCGMで検討した 2型糖尿病 3例
産業医科大学 医学部 第1内科学講座
○曽我理香、岡田洋右、田中健一、友寄祐希子、田中良哉

1-8-6 後期ダンピング症候群に対するミグリトールの有用性を isCGMで確認しえた 1例
九州労災病院 糖尿病代謝内科
○徳島礼実、牧村啓晃、吉村將、押領司虞子、池田純香、田中誠一

高齢者糖尿病①（17：20―18：20） 座長：生山祥一郎

1-8-7 糖尿病患者への注射手技指導後の手技改善度とDASC-8 の関連についての前向き観察研究
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、上野浩晶、小永田綾香、谷口宗典、長友雄麻、田中友梨、野田智穂、

清水浩一郎、山口秀樹、下田和哉
1-8-8 DASC-8 を用いた高齢 2型糖尿病患者の身体・認知機能実態調査～第二報～

二田哲博クリニック
○島﨑日奈子、寺脇悠一、小園亜由美、住吉周作、佐藤秀一、下野大、二田哲博
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1-8-9 高齢糖尿病患者の認知機能とDASC-21 の有用性についての検討
医療財団法人 華林会 村上華林堂病院 リハビリテーション科1、
医療財団法人 華林会 村上華林堂病院 糖尿病センター2

○柴田さおり1、藤川太一1、山口良樹1、小野順子2、吉田亮子2

1-8-10 認知機能低下を伴った高齢 1型糖尿病患者の施設入所に際しCDEL の支援が奏功した一症
例

社会医療法人社団シマダ 嶋田病院 看護部1、
社会医療法人社団シマダ 嶋田病院 糖尿病内科2

○原田靖子1、末次勝子1、西岡恵子1、坂本則子1、伊藤洋2、林恭加2、赤司朋之2

1-8-11 高齢糖尿病患者のフレイルチェック 1年後の評価
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 専門外来1、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 糖尿病内分泌内科2、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 看護支援室3、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床検査室4、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 栄養指導管理室5、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床心理室6、聖マリア学院大学7

○本田美貴1、佐藤雄一2、内薗祐二2、井手誠2、武石千鶴子1、濱砂麻美3、田平泰徳4、
岩屋祐子5、中島康浩6、堤千代7

1-8-12 玄米機能成分γ-オリザノールのマウス海馬における神経新生促進・認知機能改善効果
琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座
○照屋太輝、島袋康貴、上間次己、本間健一郎、玉城啓太、岡本士毅、益崎裕章
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第 9会場

高齢者糖尿病②（13：30―14：20） 座長：中津留邦展

1-9-1 糖尿病高齢患者の足に対するセラミドワセリン配合剤とワセリン配合剤の保湿効果の比較
福岡県済生会飯塚嘉穂病院 地域包括ケア病棟
○尾畑智美、梶原奈津子、水野真未、佐藤泉、諌山由紀子

1-9-2 高齢糖尿病患者のフレイルと主観的幸福感の関連性について
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 看護部 看護支援室1、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 糖尿病内分泌内科2、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 専門外来3、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床検査室4、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床心理室5、
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 栄養指導管理室6

○濵砂麻美1、佐藤雄一2、内薗裕二2、井手誠2、武石千鶴子3、倉重寿子3、本田美貴3、
田平泰徳4、中島康浩5、岩屋裕子6

1-9-3 高齢糖尿病患者へのインスリン導入支援～認知機能低下のある患者への関わりを通して～
長崎みなとメディカルセンター 看護部1、
長崎みなとメディカルセンター 糖尿病内分泌内科2、
長崎みなとメディカルセンター MSW3

○山下理恵1、コーヘン朋子2、鈴木ゆりあ3、土山秀之2、野崎彩2、門田淳一2

1-9-4 簡易版CGA7 を用いた外来高齢糖尿病患者の支援のポイント
宗教法人聖フランシスコ病院会聖フランシスコ病院 看護部1、
宗教法人聖フランシスコ病院会聖フランシスコ病院 糖尿病・内分泌内科2

○飛田良江1、明島一代1、辰田由香1、森芙美2

1-9-5 当院における高齢 1型糖尿病の医療環境調査
日本赤十字社長崎原爆病院 診療外来
○宮崎葵、藤田成裕、江藤真実、柿田実紀、山口洋美、森明子、上戸奈津希

運動療法（14：20―14：50） 座長：杉本 英克

1-9-6 無自覚性低血糖を繰り返す 1型糖尿病患者への個別性を重視した運動指導の関わり
医療法人厚生会 虹が丘病院 リハビリテーションセンター1、
医療法人厚生会 虹が丘病院 糖尿病内科2

○田中由香里1、福島徹也2

1-9-7 入院期間の骨格筋量変化からみた高齢 2型糖尿病患者における栄養管理の検討
熊本大学病院 栄養管理部1、熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科2

○堤智子1、梶原伸宏2、得能香菜子1、吹原美帆1、前中あおい1、長瀬博美1、井形元維2、
三島裕子1、荒木栄一1,2
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1-9-8 運動療法介入による 2型糖尿病患者のインスリン分泌能と四肢骨格筋量の変化の検討
福岡県済生会大牟田病院 リハビリテーション科1、
福岡県済生会大牟田病院 内分泌糖尿病内科2

○須﨑裕一1、小野内雄1、永迫久裕2、岩屋智加予2

療養指導①（14：50―15：50） 座長：郡山 暢之

1-9-9 患者が望む栄養指導のためにやるべき事～糖尿病外来患者の心理から見る今後の関わり～
聖フランシスコ病院 栄養科1、聖フランシスコ病院 糖尿病・内分泌内科2

○山添優美1、片岡眞理子1、村上綾1、石田桃子1、平尾紗耶1、西本千都子1、森芙美2

1-9-10 栄養計算アプリの活用で自己管理行動に繋がった 2型糖尿病の 2症例
特定医療法人光晴会病院 糖尿病センター1、特定医療法人光晴会病院 栄養科2

○若杉礼子1、首藤美香2、篠崎彰子2、川原仁美1、世羅康徳1、赤澤昭一1

1-9-11 糖尿病患者の心理ストレス反応に関連する因子と教育入院の効果
地方独立行政法人 筑後市立病院 診療技術部 臨床心理室1、
地方独立行政法人 筑後市立病院 内分泌・代謝内科2、
久留米大学 医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門3

○野田亜衣子1、末次かほり1、松下素1、原田奈佳2,3、中山ひとみ2,3、野村政壽3

1-9-12 変化ステージモデルにおける再発を防ぐための支援のあり方
医療法人友光会 あいら糖尿病・甲状腺・内科クリニック 内科1、広島修道大学2、
愛媛県立中央病院3

○前田未来1、原奈保子1、井上真由美1、東江梨奈1、増田和恵1、山下潤美1、津田久美子1、
江口透1、藤井文子2、宮内省蔵3

1-9-13 糖尿病のスティグマを把握し、スティグマにおける支援を考える
国保水俣市立総合医療センター 看護部1、国保水俣市立総合医療センター 代謝内科2

○本田千晶1、山下明美1、渕上光代1、平澤智子1、浦本和美1、浦口奈津実1、村松美紀1、
岡田美保子1、尾川ひろえ1、水本千代子1、藤澤和夫2

1-9-14 糖尿病集団教育における臨床検査技師の関わり
国家公務員共済組合連合会 千早病院 検査科1、
国家公務員共済組合連合会 千早病院 1階病棟2、
国家公務員共済組合連合会 千早病院 内科3、
国家公務員共済組合連合会 千早病院 3階病棟4

○三宅由香1、伴由美子2、山口花子1、外山洋子1、川崎はるか2、水谷沙織2、立花木綿子4、
岡本佳那子3、池田紀子3、前野彩香3

療養指導②（17：20―18：20） 座長：加治屋昌子

1-9-15 血糖値自己申告修正と自尊感情低下状態に介入した 1型糖尿病患者の 1例
遠賀中間医師会おんが病院 看護部1、遠賀中間医師会おんが病院 糖尿病内科2

○松崎ふみ1、大江宣春2
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1-9-16 不安定な血糖値を呈すSAP使用患者自身による画面撮影と日誌作成の試み
原土井病院1、九州大学病院 総合診療科2

○藤本弥生1、髙瀨慶一郎1、池崎裕昭1,2、中園貴子1、古賀龍彦1、林純1、野村秀幸1、原寛1

1-9-17 自己効力を高める療養支援～A病院における糖尿病患者の低血糖に関する実態調査～
社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 看護部1、
社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 医局2

○吉丸愛1、相良祐巳子1、合原理恵1、廣田和人1、古賀まり2、石井正夫2

1-9-18 演題取り下げ
1-9-19 外来でのグルカゴン点鼻薬処方の実際と指導体制の問題点

社会医療法人 製鉄記念八幡病院 内科外来1、同 糖尿病センター2

○藤島妙子1,2、秋山留美子1,2、足立恵美1,2、川副如1,2、中嶋凉子1,2、原田利恵1,2、
藤野恵美1,2、金子いづみ1,2、中村宇大2

1-9-20 グルカゴン点鼻粉末剤処方患者家族の重症低血糖に対する理解度と重症低血糖の調査
医療法人上ノ町・加治屋クリニック 看護部1、医療法人上ノ町・加治屋クリニック内科2

○三好栄子1、上ノ町仁2、加治屋昌子2
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第 1会場

腎症（15：20―16：20） 座長：岡本 光弘

2-1-1 2 型糖尿病透析患者の栄養指標に関する検討
医療法人森和会 行橋中央病院 内科・糖尿病内科1、同 やまうち内科クリニック2

○梅田文夫1、江藤知明1、正門光法2、永井博史1、山内照章1

2-1-2 糖尿病性腎症第 4期において腎臓の形態評価は腎予後予測に有用である
新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
○辰元為仁、福山貴大、日髙竜太郎、内田あいら、相良陽子、玉井秀一、當時久保正之、

廣松雄治、明比祐子、川﨑英二
2-1-3 体重変化が蛋白尿・腎機能に及ぼす影響について

内科阿部医院1、大分三愛メディカルセンター 糖尿病・内分泌内科2、仁医会病院3

○柴田美香1、阿部克成1、阿部信行1、阿部陽子1、阿部理恵3、濱口和之2、伊藤千春1、
大口市子1、金井美和1、梶原由香1、森永真衣1

2-1-4 糖尿病非専門医外来における糖尿病性腎症重症化予防に対する取り組み
社会医療法人敬愛会 中頭病院 内科外来1、
社会医療法人敬愛会 中頭病院 腎臓内科2、社会医療法人敬愛会 中頭病院 栄養部3、
社会医療法人敬愛会 ちばなクリニック 栄養部4

○荷川取祐香1、大城幸代1、久高優美1、金城一志2、上原正樹2、喜久村衣代4、長嶺祥子3、
田井中幸子3

2-1-5 糖尿病性腎症から透析導入に至る経過と重症化予防の検討
佐賀大学医学部附属病院 看護部1、
佐賀大学医学部 内科学講座 肝臓・糖尿病・内分泌内科2

○名和由紀子1、野田麻悠子1、野中沙也花1、竹内瞳1、永渕美樹1、安西慶三2

2-1-6 大分県臼杵市における「糖尿病性腎症等重症化予防事業プログラム」の取組とその成果
臼杵市役所 保険健康課1、臼杵市医師会立コスモス病院糖尿病内分泌内科2、
臼杵市医師会立コスモス病院看護部療養支援室3、植田内科クリニック4、
臼杵市医師会立コスモス病院循環器内科5、藤野循環器科内科医院6

○赤波江美穂1、近藤誠哉2、櫻木和代1、高橋友美3、植田聡4、舛友一洋5、藤野孝雄6

SGLT2 阻害薬（16：20―17：20） 座長：正木 孝幸

2-1-7 インスリン治療中の 2型糖尿病患者におけるトホグリフロジンの有効性についての検討
大分県立病院 内分泌・代謝内科
○渋田可奈子、白石賢太郎、野村卓也、藤島理恵、田原康子、田中克宏

2-1-8 SGLT2 阻害薬口腔内崩壊フイルム剤の処方意向と治療満足度に関する検討
ひがし成人・循環器内科クリニック 内科
○東隆行
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2-1-9 SGLT2 阻害薬開始初期の体組成変化を用いたHbA1c 改善予測
医療法人社団陣内会 陣内病院 薬剤部1、医療法人社団陣内会 陣内病院 内科2

○吉田陽1、西村博之1、塩山由紀1、守田彩文1、髙田雅文1、栗並昇2、杉山正悟2、
稗島州雄2、陣内克紀2、陣内秀昭2

2-1-10 SGLT2 阻害薬を開始した 2型糖尿病患者の骨格筋量の変化に関する検討
社会医療法人天神会 新古賀病院 栄養管理課1、
社会医療法人天神会 新古賀病院 糖尿病内分泌内科2

○平山貴恵1、川﨑英二2、鎌田亜也加1、大淵由美1、濵﨑佳穂1、東山愛理1、伊藤真理1

2-1-11 早期に急速な腎機能低下を呈す 2型糖尿病患者に対するSGLT2 阻害薬の有効性に関する検
討

大分大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科1、
大分県厚生連鶴見病院 糖尿病・代謝内科2、豊後大野市民病院 糖尿病内科3、
国家公務員共済組合連合会新別府病院 内分泌・代謝内科4

○佐田健太朗1,2、日高周次2、加島尋3、森田真智子2,4、佐田こころ1,2、柴田洋孝1

2-1-12 難治性血液がんの糖代謝特性に注目したSGLT2 阻害剤の潜在的抗腫瘍効果の検討
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1、
琉球大学 医学部保健学科 血液免疫検査学分野2

○仲地佐和子1、岡本士毅1、玉城啓太1、森近一穂1、西由希子1、福島卓也2、森島聡子1、
益崎裕章1

2 型糖尿病 治療（17：20―18：10） 座長：吉村 達

2-1-13 経口血糖降下薬 3剤同時内服で糖毒性解除をおこなった 2型糖尿病の 2例
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病内科1、同 糖尿病センター2

○井上寛之1、中村宇大1,2、二宮和輝1、川野聡子1、高野瑛子1、眞田知慧1

2-1-14 経口血糖降下薬 3剤同時内服で糖毒性解除を行った 2型糖尿病の高齢者 2例
製鉄記念八幡病院 糖尿病内科1、同 糖尿病センター2

○二宮和輝1、中村宇大1,2、井上寛之1、川野聡子1、高野瑛子1、眞田知慧1

2-1-15 経口糖尿病薬使用状況調査－専門医と非専門医の相違－KDDS5
横溝内科クリニック 理事長1、医療法人小倉糖腎会げんだいクリニック2、
いのくち医院3、福元医院4、医療法人ひさとみ内科クリニック5、渡辺内科医院6、
田中内科クリニック7、福津内科クリニック8、土井内科クリニック9、若松記念病院10

○横溝由史1、李源台2、猪口哲彰3、福元良英4、久富昭孝5、渡辺泰夫6、田中弘吉7、
市川晃治郎8、土井賢9、帖佐理子10

2-1-16 血糖降下薬を新たに開始した初診患者の実態血糖降下薬を新たに開始した初診患者の実態
医療法人 上ノ町・加治屋クリニック
○加治屋昌子、丸口由紀子、上ノ町仁

2-1-17 薬剤により血糖コントロールが悪化した 2症例
医療法人誠和会 牟田病院 内分泌・糖尿病内科
○藤原裕矢、津留里紗、柳瀬敏彦、牟田和男
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第 2会場

その他（17：30―18：10） 座長：佐藤 直市

2-2-1 インスリンクリアランス亢進を伴う 2型糖尿病患者（T2JDM）における 75g-OGTT
（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1、
（医社）陣内会 陣内病院 糖尿病治療センター 糖尿病内科2

○杉山正悟1、栗並昇2、稗島州雄2、吉田陽2、陣内克紀2、鈴木知子1、梶原敬三2、
陣内冨男2、陣内秀昭1

2-2-2 血管内皮特異的MnSOD過剰発現による糖尿病大血管合併症抑制効果の検討
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学講座
○吉永智昭、松村剛、八木喜崇、周鈺琦、梶原伸宏、竹下実、瀬ノ口隆文、石井規夫、

前田沙梨恵、荒木栄一
2-2-3 2 型糖尿病合併脂質異常症に対するペマフィブラートの多面的作用

土井内科クリニック 糖尿病・内分泌内科
○土井賢、寺本理恵、藤田利香、城夏子、土井英生
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第 3会場

低血糖①（15：10―16：00） 座長：平松 真祐

2-3-1 非高齢痩せ型女性で耐糖能異常及び反応性低血糖を呈した 3例
産業医科大学 第1内科学講座
○橋本龍馬、岡田洋右、田中健一、植本優里、田中良哉

2-3-2 咽頭喉頭食道摘出術、咽頭遊離空腸胃管吻合術後にダンピング症候群を来した 1例
九州大学病院 内分泌糖尿病内科
○岡本菜奈、緒方大聖、坂本竜一、島内英、小笠原諒、北村雄哉、後藤瞳、坂口千尋、

松田やよい、大中佳三、小川佳宏
2-3-3 低血糖発作時 IRI 低値、CPR高値を示したインスリノーマの 1例

福岡和白病院 内科糖尿病センター1、福岡和白病院 内科2、福岡和白病院 外科3、
福岡和白病院 放射線科4、福岡和白病院病理診断科5

○石井正夫1、古賀まり1、和田和子1、藤井香菜2、河野浩3、新海健太郎3、立野太郎3、
田原正宏3、菊池拓紀4、松山篤二5

2-3-4 IGF2 産生 NICTHを来した難治性GIST の一例
九州大学病院第三内科内分泌代謝糖尿病内科
○二見貴人、緒方大聖、坂本竜一、山下彩織、島内英、小笠原諒、北村雄哉、後藤瞳、

坂口千尋、松田やよい、福田いずみ、小川佳宏
2-3-5 低血糖を契機に医原性副腎皮質機能低下症と判断した一例

九州大学病院 代謝内分泌・糖尿病内科
○島内英、緒方大聖、坂本竜一、小笠原諒、北村雄哉、後藤瞳、坂口千尋、松田やよい、

大中佳三、小川佳宏

低血糖②（16：00―16：50） 座長：吉田 亮子

2-3-6 膵頭十二指腸切除術後の栄養吸収障害によって自発性低血糖を来した一例
国立病院機構福岡東医療センター 糖尿病・内分泌内科
○坂本知子、堤礼子、野原栄

2-3-7 グリニド薬服用中に膵頭部腫瘍による閉塞性黄疸を来し重症低血糖を生じた一例
独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 糖尿病内分泌代謝内科
○鍋島公喜、阿部隼希、石川実里、塚本真大、岡田淳子、的場ゆか

2-3-8 グリクラジドとDPP4 阻害薬の併用により発症した重症低血糖の 1例
鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科
○仮屋毅彦、久保徹、赤星光紀、山神大、小木曽和磨、倉野美穂子、有村愛子、橋口裕、

出口尚寿、西尾善彦
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2-3-9 自殺目的に大量のインスリン注射を行い，低血糖治療後に措置入院に至った一例
長崎みなとメディカルセンター 糖尿病内分泌内科1、
長崎みなとメディカルセンター 救命救急センター2

○土山秀之1、コーヘン朋子1、野崎彩1、山野修平2、門田淳一1

2-3-10 約束処方中のロキソプロフェンが誘因と疑われたインスリン自己免疫症候群の 1例
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病内科1、
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター2、九州大学大学院病態機能内科学3

○川野聡子1、高野瑛子1、眞田知慧1、中村宇大2、大隈俊明3、北園孝成3

COVID-19（16：50―17：40） 座長：高橋 隆

2-3-11 高度肥満症にCOVID-19、フルニエ壊疽を併発した一例
久留米大学医療センター 糖尿病センター
○田仲洋平、足達彩香、中村由育、田尻祐司

2-3-12 新型コロナウイルス禍で血糖が悪化した高齢者糖尿病 2症例
おもと会 大浜第一病院 糖尿病センター
○安里恵美子、國吉華江、新垣朋子、山里由香利、前里琉子、前田睦子、高橋隆

2-3-13 当院におけるCOVID-19 患者の糖尿病管理の現状
熊本市民病院 代謝内分泌内科1、熊本市民病院 感染症内科2

○坂本和香奈1、櫨川岩穂1、岩越一2

2-3-14 COVID-19 入院症例における糖尿病の実態と評価・管理の重要性
済生会福岡総合病院 糖尿病内科
○澤田布美、京志穂子、関口直孝

2-3-15 COVID-19 患者の重症化と血糖推移との関連についての検討
九州医療センター 代謝内分泌内科
○勝原俊亮、坂本昌平、中尾裕、吉田萌、村上龍之介、柴田茉祐、堀内由、渡邉哲博
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第 4会場

急性合併症①（15：10―16：10） 座長：五島 大祐

2-4-1 糖尿病性ケトアシドーシスに非閉塞性腸管虚血，脳 塞を合併した一例
諌早総合病院 代謝内科
○徳満純一、久保萌子、相川恵莉香

2-4-2 比較的若年で発症した高血糖高浸透圧症候群の一例
福岡山王病院 内分泌・糖尿病内科
○渡辺洋子、永田宙生、平松真祐

2-4-3 糖尿病性ケトアシドーシスに壊死性食道炎が併発した 2型糖尿病の 1例
佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科
○吉富裕加、井上瑛、江頭志穂、荒木大夢、久冨茜音、山﨑有菜、髙柳宏樹、安西慶三

2-4-4 糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）の契機が急性壊死性食道炎（ANE）であった一例
聖マリア病院 糖尿病内分泌内科1、九州大学大学院 病態機能内科学 糖尿病教室2

○徳田信二1、佐藤雄一1、内薗祐二1、井手誠1、納富威充1、横溝舞子1、濵小路美貴1、
大隈俊明2、北園孝成2

2-4-5 ASL で脳血流異常を指摘できた、高次脳機能障害を伴った高血糖高浸透圧症候群の 1例
国家公務員共済組合連合会新別府病院 内分泌・代謝内科
○永井聡、森田真智子、泊秀史、迫田景子、吉道剛

2-4-6 糖尿病性ケトアシドーシスに縦隔気腫を合併したHamman 症候群の一例
公益社団法人いまきいれ総合病院 糖尿病内科1、
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2

○池田真紀1、山元聖明1、西尾善彦2

急性合併症②（16：10―17：00） 座長：堀之内秀治

2-4-7 ケトアシドーシスへの対応中に高K血症から心室頻拍に至ったSPIDDMの 1例
南風病院 糖尿病・内分泌内科1、鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科2

○吉留正次1、松下敬亮1,2、上ノ町優仁1,2、竹迫慎平1,2、政昌子1、中﨑満浩1

2-4-8 尿ケトン陰性を示した高齢者 2型糖尿病ケトアシドーシスの 1例
福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科
○長田真依、阿部一朗、藤田宥哉、竹下佳織、古賀翠、越智健太郎、千田友紀、

工藤忠睦、小林邦久
2-4-9 維持透析中に糖尿病ケトアシドーシスを発症し救命し得なかった一例

聖マリア病院 糖尿病内分泌内科1、九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学2

○西崎愛佳1、井手誠1、濵小路美貴1、横溝舞子1、納富威充1、内薗祐二1、佐藤雄一1、
大隈俊明2、北園孝成2
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2-4-10 腎不全用栄養剤により耐糖能異常が顕在化し高血糖高浸透圧症候群を呈した高齢者の一例
社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター 薬剤部1、
社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター 糖尿病・内分泌内科・リウマチ科2

○甲斐知美1、梶原洋文1、山田雅也1、濱口和之2

2-4-11 無渇性尿崩症に合併した高血糖高浸透圧症候群の一例
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科1、九州大学大学院医学研究院 老年医学2

○後藤瞳1、緒方大聖1、坂本竜一1、麻生皆人1、島内英1、小笠原諒1、北村雄哉1、
坂口千尋1、松田やよい1、大中佳三2、小川佳宏1

CGM（17：00―18：00） 座長：井元 博文

2-4-12 isCGM導入後に血糖コントロールが改善した血液透析中 2型糖尿病患者の一例
医療法人真鶴会 小倉第一病院 看護部1、九州歯科大学 総合内科学分野2、
医療法人真鶴会 小倉第一病院 糖尿病内科3、
医療法人真鶴会 小倉第一病院 糖尿病内科・内分泌内科4、
医療法人真鶴会 小倉第一病院 腎臓内科・人工透析内科5

○木村久美1、白水明代4、小森田祐二2,3、中村秀敏5

2-4-13 isCGMで、HbA1c・GAが血糖コントロールの指標にならないことが判明した 2型糖尿病
医社）杜の木会 もりの木クリニック 内科1、同 薬剤部2、同 看護部3、
同 臨床検査部4、同 栄養管理部5、同 内科6

○矢野まゆみ1、三村和郎6、添田眞理子2、松本千里3、伊崎真美3、日野淑子3、山本義成4、
青木佐代子5、添田健6、矢野茂孝6

2-4-14 isCGMの導入が、配偶者の行動変容を促し、血糖コントロールが改善した高齢糖尿病患者
の 1例

医社）杜の木会 もりの木クリニック 看護部1、同 内科2、同 栄養管理部3、
同 薬剤部4

○松本千里1、矢野まゆみ2、矢野さゆり1、山下貴子1、江連理衣1、伊崎真美1、
吉田あゆみ1、日野淑子1、青木佐代子3、添田眞理子4、三村和郎2

2-4-15 間欠スキャン式持続血糖測定（isCGM）導入中の糖尿病患者臨床像に関する後ろ向き解析
菊池郡市医師会立病院 代謝・内分泌内科1、熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科2

○吉永礼香1、小野恵子1、狩場佑一1、二ノ村聖1、荒木栄一2、豊永哲至1

2-4-16 外来糖尿病患者の血糖コントロールに関する Flash Glucose Monitoring（FMG）の有用性
医療法人社団紘和会 平和台病院 看護部1、医療法人社団紘和会 平和台病院 内科2

○柞木里美1、原田和子1、天野一志2、中村周治2

2-4-17 高齢者糖尿病血糖コントロールカテゴリー分類におけるCGMを用いた低血糖に関する分析
福岡東医療センター 看護部1、佐賀大学医学部 看護学科2

○猪川康恵1、田渕康子2
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第 5会場

その他の合併症③（8：30―9：30） 座長：田中 克宏

2-5-1 糖尿病診療中に偶発的に腹腔内遊離体を認めた 2例
医療法人 森和会 行橋中央病院 糖尿病内科1、
医療法人 森和会 やまうち内科クリニック2

○永井博史1、江藤知明1、正門光法2、山内照章1、梅田文夫1

2-5-2 膵外分泌酵素の上昇をきたした高血糖高浸透圧症候群の 1例
日本赤十字社 長崎原爆病院 糖尿病内分泌内科
○柿田実紀、江藤真実、藤田成裕

2-5-3 コルチゾール（F）自律分泌能を有する左副腎腫瘍を合併した 2型糖尿病の 1例
北九州市立門司病院 内科1、福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科2、
福岡中央病院 糖尿病・代謝・内分泌内科3

○大庭功一1,3、阿部一朗2、村上嘉一3、岡部泰二郎3、小林邦久2

2-5-4 著明な高血糖に糖尿病性筋 塞を併発した一例
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科1、
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科2

○田口結理1、荒木裕大1、井手口拓弥1、西田周平1、木下博之1、西川武志1、高橋毅1、
荒木栄一2

2-5-5 急激な血糖上昇で発見された膵臓癌で内視鏡手術後約 10年が経過した 2型糖尿病の 1例
社医）北九州病院北九州湯川病院 糖尿病内科
○小串俊雄

2-5-6 Hamman 症候群（特発性縦隔気腫）を合併した若年発症糖尿病の 1例
新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
○日髙竜太郎、福山貴大、辰元為仁、内田あいら、相良陽子、玉井秀一、當時久保正之、

明比祐子、廣松雄治、川﨑英二

インスリン/GLP-1 受容体作動薬配合剤（9：30―10：30） 座長：足立 雅広

2-5-7 持効型インスリン/GLP1 受容体作動薬配合剤への切替により血糖コントロールが改善した
糖尿病症例

国立病院機構大分医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科
○嶋﨑貴信、谷村悠希江、福山光

2-5-8 Dulaglutide+Degludec から Liraglutide/Degludec 配合注へ切り替えが有効であった症例
特定医療法人 光晴会病院 薬剤科1、特定医療法人 光晴会病院 栄養科2、
特定医療法人 光晴会病院 糖尿病センター3

○平野史1、中司梨紗1、杉本悠花1、成末まさみ1、若杉礼子3、首藤美香2、篠﨑彰子2、
川原仁美3、世羅康徳3、赤澤昭一3
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2-5-9 インスリン自己注射困難な高齢者に対しインスリン・GLP-1RA 配合薬を使用した 2症例
大浜第一病院 糖尿病センター
○髙橋隆、照屋道子、金城達也、アジャリラヒム、河野誠一、高嶺光

2-5-10 ゾルトファイ配合注のリラグルチドは 0.3mg 未満でも肥満者には効果がある
聖フランシスコ病院 糖尿病・内分泌内科
○森芙美

2-5-11 当院外来 2型糖尿病患者における IDegLira の前治療別の短期効果の違いと非改善群の特徴
（医社）紘和会 平和台病院 内科
○天野一志、中村周治

2-5-12 当院におけるインスリン・GLP-1 受容体作動薬配合注導入 1年後の経過の検討
日本赤十字社 長崎原爆病院 糖尿病・内分泌内科
○藤田成裕、江藤真実、柿田実紀

感染症②（15：10―16：00） 座長：山崎 浩則

2-5-13 清涼飲料水ケトアシドーシスに重症感染を合併した一例
独立行政法人地域医療推進機構熊本総合病院 糖尿病・内分泌内科1、
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科2、
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 病態生化学3、
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学4

○大村和寛1、本島寛之1、西田周平2、木下博之2、西川武志2、山縣和也3、荒木栄一4

2-5-14 気腫性腎盂腎炎で発症し、高度腎機能低下、増殖前網膜症を認めた 2型糖尿病の一例
光晴会病院 糖尿病センター1、光晴会病院 泌尿器科2

○川原仁美1、世羅康徳1、赤澤昭一1、酒井すずな2

2-5-15 頻回の爪楊枝使用で脊柱起立筋炎を起こした 2型糖尿病の一例
虹が丘病院 糖尿病内科1、虹が丘病院 内科2

○福島徹也1、寺田真由美2

2-5-16 経管栄養を契機に血糖管理が悪化し，気腫性膀胱炎を発症した高齢糖尿病の一例
臼杵市医師会立臼杵コスモス病院 糖尿病・内分泌内科1、
大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座2

○渡邉優花1、近藤誠哉1、岡本光弘2、柴田洋孝2

2-5-17 化膿性脊椎を契機に多発性骨髄腫と診断された高齢 2型糖尿病患者の症例
大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科
○橘祐希、新谷光世
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1型糖尿病④（16：00―17：00） 座長：堀江 一郎

2-5-18 COVID-19 感染後に発症した急性発症 1型糖尿病
慈愛会 いづろ今村病院 糖尿病内科1、鹿児島大学 糖尿病・内分泌内科2

○末永正俊1、新中須敦1、時岡玲子1、和田華菜子1、田川理笑1、大重聡彦1、
上久保定一郎1、鎌田哲郎1、西尾善彦2

2-5-19 ミトコンドリア糖尿病の経過中に劇症 1型糖尿病を発症した 1例
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科1、
熊本大学大学院生命科学研究部 糖尿病分子病態解析学2、
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科3

○瀬ノ口隆文1,2、荒木祐大3、花谷聡子1、石井規夫1、井形元維1、荒木栄一1

2-5-20 アテゾリズマブによる irAE として発症した急性発症 1B型糖尿病の一例
公立学校共済組合九州中央病院 研修医1、
公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病内分泌内科2、九州大学病院 病態機能内科学3

○古賀淳也1、知識裕喜2、原規子2、土師晶子2、五島大祐2、大隈俊明3、北園孝成3

2-5-21 Nivolumab 投与終了 3か月後に発症した劇症 1型糖尿病の 1例
宮崎大学医学部付属病院 血液内分泌糖尿病内科
○谷口宗典、上野浩晶、清水浩一郎、長友雄麻、古郷芙美子、小永田綾香、山口秀樹、

下田和哉
2-5-22 当院において免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症した 1型糖尿病の解析

熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
○大塚由理、井形元維、前田沙梨恵、花谷聡子、石井規夫、吉永佳代、荒木栄一

2-5-23 膵β細胞特異的ヒト CXADR 遺伝子発現マウスを用いたCVBによる膵島組織傷害の解析
佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科1、
佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター2、愛知県衛生研究所3

○三根敬一朗1、森仁恵1、高橋宏和1,2、皆川洋子3、安西慶三1、永淵正法1

経口GLP-1 受容体作動薬②（17：00―18：00） 座長：西田 健朗

2-5-24 当院における経口セマグルチド導入症例の臨床的特徴と有効性の検討
医療法人社団創平会 くりや内科医院
○厨源平、厨直美、厨平

2-5-25 当科における経口GLP-1 受容体作動薬・セマグルチドの使用経験
聖マリア病院 糖尿病内分泌内科1、九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学2

○横溝舞子1、濵小路美貴1、納富威充1、井手誠1、内薗祐二1、佐藤雄一1、大隈俊明2、
北園孝成2

2-5-26 当院での経口GLP-1 受容体作動薬の効果についての検討
飯塚病院 内分泌糖尿病内科
○伊藤淳、井上智彰、嶋田伸吾、梅澤智史、落合弘貴
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2-5-27 経口セマグルチド内服で更なる肝機能障害の改善がみられた脂肪肝合併 2型糖尿病の一例
鹿児島厚生連病院 糖尿病内科1、鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科2、
鹿児島厚生連病院 内科3

○赤星光紀1、細山田香1、今村也寸志3、西尾善彦2

2-5-28 当院における経口セマグルチドの増量の傾向
日本赤十字社長崎原爆病院 糖尿病・内分泌内科
○江藤真実、柿田実紀、藤田成裕

2-5-29 当院における経口セマグルチド処方時の傾向
日本赤十字社 長崎原爆病院 薬剤部1、
日本赤十字社 長崎原爆病院 内分泌・代謝内科2

○駒木真理子1、藤田成裕2、江藤真実2、柿田実紀2
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第 6会場

インスリンポンプ（8：30―9：30） 座長：南 昌江

2-6-1 CSII と rtCGMの併用を契機に注射部位に皮下腫瘤を呈しDKAを発症した 1型糖尿病
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・内分泌代謝内科
○稲田良郁、須貝慧、新生忠司

2-6-2 ハイブリッドクローズドループシステム導入により周術期血糖管理を行った 1型糖尿病
長崎大学病院 第一内科 内分泌代謝内科1、
長崎大学病院 第一内科 リウマチ膠原病内科2

○三谷紗貴1、五反田幸一郎1、錦戸慎平1、池岡俊幸1、堀江一郎1、川上純2

2-6-3 ハイブリッドクローズドループテクノロジー搭載インスリンポンプを導入した 2例
下関市立市民病院 糖尿病内分泌代謝内科1、いな内科・糖尿病クリニック2

○河野倫子1、木村倫子1、伊奈雄二郎2

2-6-4 MiniMed 770G＜ハイブリッドクローズドループ（HCL）＞切替例の検討
ささき内科・糖尿病クリニック
○谷川久美、甲木久仁子、濱地莉夏、出口碧、早嶋知子、佐々木修二

2-6-5 SAP 療法における基礎分泌補充調整強化の重要性（第 2報）：MiniMed770Gによる影響
福岡赤十字病院 糖尿病・代謝・内分泌内科1、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学2

○井元博文1、東木孝太1、原功哉1、於久真由美1、川本徹1、佐々木伸浩1、大隈俊明2、
北園孝成2

2-6-6 Hybrid-closed loop Insulin Pump MiniMed 770Gのオートモード機能は％CVの改善に有効
医社）杜の木会 もりの木クリニック 薬剤部1、同 内科2、同 看護部3

○添田眞理子1、矢野まゆみ2、日野淑子3、伊崎真美3、江連理衣3、山下貴子3、松本千里3、
吉田あゆみ3、添田健2、矢野茂孝2、三村和郎2

チーム医療①（9：30―10：30） 座長：野崎 彩

2-6-7 髄膜脳炎後に高次脳機能障害となった患者のインスリン再導入
福岡大学西新病院 看護部1、福岡大学西新病院 リハビリテーション科2、
福岡大学西新病院 栄養管理科3、福岡大学西新病院 糖尿病・代謝・内分泌内科4

○西村悦子1、井手みどり1、上原美枝子2、齊藤ちづる3、福田高士4

2-6-8 インスリン療法継続が必要な患者に対して多職種連携が効果的であった症例
おもと会 大浜第一病院 糖尿病センター
○山里由香利、新垣朋子、前里琉子、前田睦子、安里笑美子、国吉華江、高嶺光、

アジャリラヒム、高橋隆
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2-6-9 自炊をしない独身肥満男性 2型糖尿病患者が入院を機に血糖コントロールが改善した一例
大分大学医学部附属病院 臨床栄養管理室1、
大分大学医学部附属病院 消化器・小児外科2、
大分大学医学部附属病院 内分泌・糖尿病内科3

○利根哲子1、足立和代1、平野薫1、廣田優子1、太田正之2、正木孝幸3

2-6-10 療養生活を支える糖尿病療養指導士の役割
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 看護部1、
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病内科2

○鳥取和代1、多田麗子1、尾崎まゆみ1、眞田知慧2、中村宇大2

2-6-11 大分県における糖尿病足病変重症化予防への取り組みと診療看護師の役割
大分岡病院 看護部1、大分岡病院 形成外科2

○倉原千春1、松久美1、松本健吾2、古川雅英2

2-6-12 手術予定患者に対する糖尿病治療介入必要度トリアージの試み
九州大学病院 医療連携センター 入退院・周術期支援担当1、
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科（第三内科）2、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学分野3、
九州大学大学院医学研究院 保健学部門4、
九州大学大学院医学研究院 病態修復内科学分野5、
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学分野6

○梶野美保1、淀川千穂1、坂本竜一2、松田やよい2、大隈俊明3、佐藤直市6、勝田仁4、
小川佳宏5

インスリン治療（15：10―16：10） 座長：佐々木修二

2-6-13 高齢 1型糖尿病患者におけるCSII 導入後の継続支援体制を振り返る
社会医療法人同心会古賀総合病院 外来1、社会医療法人同心会古賀総合病院 看護部2、
社会医療法人同心会古賀総合病院 内分泌代謝内科3

○平川真紀1、御筆恵美子1、中さおり1、中武美奈1、原田明美2、堀竜太3、中村孝之3、
椎屋智美3

2-6-14 応用カーボカウントの導入で食事制限によらない血糖管理へ移行できた 1型糖尿病の一例
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 糖尿病・内分泌内科1、
佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科2

○美奈川仁美1、明島淳也1、井上瑛2

2-6-15 注射部位の変更が血糖コントロール安定化に有効であった超高齢 1型糖尿病患者の 1例
福岡県済生会大牟田病院 看護部1、福岡県済生会大牟田病院 内分泌糖尿病内科2

○古賀寛子1、永迫久裕2、岩屋智加予2

2-6-16 高齢不安定型 1型糖尿病患者へのCSII 導入とその後（第 2報）
慈風会白石病院 糖尿病センター1、愛媛大学糖尿病内科2

○宮尾公志1、越智和江1、白石三思郎1、牧野英一1,2
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2-6-17 無自覚性低血糖を繰り返しSAP導入にて低血糖を回避できた症例
古賀総合病院 総合内科 看護部1、古賀総合病院 内分泌代謝内科2、
駅前クリニック 内分泌代謝内科3

○御筆恵美子1、椎屋智美2、平川真紀1、中さおり1、中武美奈1、原田明美1、中村孝之2、
堀竜太2、日髙博之2、栗林忠信3

2-6-18 フリースタイルリブレにて血糖コントロール中の患者への栄養指導
佐伯中央病院 食事療養部1、佐伯中央病院 医局2

○松岡みず希1、濱野容子1、日高菜穂子1、三浦由美1、山田未奈1、小田直樹2、小寺隆元2

食事療法②（16：10―17：10） 座長：森田恵美子

2-6-19 たんぱく質食品及び発酵食品の摂取が血糖コントロール改善に寄与したと思われる症例
福岡和白病院 栄養管理室1、福岡和白病院 糖尿病センター2

○金子由季1、藤嶋佳純1、小栁なおみ1、古賀まり2、石井正夫2

2-6-20 演題取り下げ
2-6-21 アナモレリン投与下のがん患者の血糖管理における管理栄養士の介入効果の検討

九州大学病院 栄養管理部1、九州大学病院 薬剤部2、
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学3

○田中壯昇1、森戸愛美1、山下さきの1、横山富美子1、松金良祐2、南晴奈2、藤森尚3、
武市幸奈1,3、家入一郎2、小川佳宏1,3

2-6-22 糖尿病患者の食塩摂取過剰に関する塩分チェックシートでの評価と食習慣との関連
社会医療法人天神会 新古賀病院 栄養管理課1、
社会医療法人天神会 新古賀病院 糖尿病内分泌内科2、
社会医療法人天神会 新古賀クリニック 栄養管理課3

○大淵由美1、平山貴恵1、鎌田亜也加1、富松千枝3、川﨑英二2

2-6-23 2 型糖尿病患者における糖尿病腎症ステージ分類による栄養状態の検討
（医）厚生会 虹が丘病院 栄養管理室1、
（医）厚生会 虹が丘病院 リハビリテーション科2、
（医）厚生会 虹が丘病院 糖尿病内科3、長崎県立大学 看護栄養学部栄養健康学科4、
長崎県立大学 地域創生研究科人間健康科学専攻栄養科学コース5

○畠山今日子1,5、古賀千秋1、松木彩子1、本田智代1、岩永友美1、塩塚順2、勝原稲衣4、
福島徹也3、世羅至子4

2-6-24 玄米発酵飲料がメタボリックシンドローム保有者の腸内フローラに及ぼすインパクト
琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座 第二内科1、
理化学研究所生命医科学研究センター 代謝エピジェネティクスYCIラボ2、
国立成育医療研究センター ゲノム医療研究部3、
福島県立医大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座4、会津天宝醸造株式会社5

○赤嶺ゆかり1、Millman Jasmine Frances1、上間次己1、岡本士毅1、上原盛幸1、
小塚智沙代2、要匡3、島袋充生4、満田昌代5、益崎裕章1
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チーム医療②（17：10―18：10） 座長：江島 英理

2-6-25 演題取り下げ
2-6-26 糖尿病スティグマに関する院内スタッフアンケート

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

2-6-27 ストップ糖尿病対策事業におけるオンライン連絡会開催の報告と課題
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 看護部1、
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 糖尿病・内分泌内科2

○井上絵梨1、佐藤智美1、森山照代1、工藤完美1、織田里子1、伊藤綾音1、築田あい1、
芦塚睦美1、美奈川仁美2、明島淳也2

2-6-28 A 大学病院の糖尿病看護教育について
九州大学病院 北棟9階2病棟 内分泌代謝・糖尿病内科1、
九州大学病院 北棟9階1病棟 内分泌代謝・糖尿病内科2、
九州大学病院 入退院・周術期支援センター3

○濵﨑正子1、桃坂真由美2、梶野美保3

2-6-29 コロナ禍時代に対応した糖尿病看護セミナーの工夫
糖尿病看護実践力開発研究会1、公立大学法人福岡県立大学 看護実践教育センター2、
関西医科大学3、福岡国際医療福祉大学4、九州大学病院5、すどうクリニック6、
飯塚市立病院7

○佐多愛子1,2、安酸史子1,3、生駒千恵1,4、梶野美保1,5、別城佐和子1,6、益坂典子1,7

2-6-30 糖尿病関連の指示に関する業務内容についての検討
日本赤十字社長崎原爆病院 看護部1、日本赤十字社長崎原爆病院 糖尿病・内分泌内科2

○森明子1、山口洋美1、柿田実紀2、江藤真実2、藤田成裕2
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第 9会場

療養指導③（15：10―16：10） 座長：西田 啓子

2-9-1 インスリン自己注射の指導困難で訪問看護に移行し、実施可能となった高齢独居患者
特定医療法人 光晴会病院 看護部 外来1、
特定医療法人 光晴会病院 糖尿病センター2

○岩崎恵美子1、吉田律子1、白井真理1、松方沙紀枝1、世羅康徳2、赤澤昭一2

2-9-2 治療目標が明確でない患者に対する糖尿病療養指導カードを用いた関わりの有用性
九州大学病院 北棟9階2病棟1、
九州大学病院 医療連携センター 入退院・周術期支援担当2、
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科（第三内科）3、
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学分野4

○真鍋萌1、梶野美保2、濵﨑正子1、坂本竜一3、松田やよい3、小川佳宏4

2-9-3 糖尿病治療を自己中断したことで大血管合併症が進行した患者に対する診療看護師の役割
国際医療福祉大学成田病院 救急外来 看護部1、
国際医療福祉大学成田病院 糖尿病代謝内分泌内科2、
国際医療福祉大学成田病院 救急科3

○栗林薫1、北澤勉1、山縣弘規2、千葉拓世3、志賀隆3

2-9-4 療養行動の主体性の変化を認めた中断歴のある若年発症 2型糖尿病患者の心理面接過程
聖マリア病院 臨床心理室1、聖マリア病院 糖尿病センター2

○石橋麻理南1、中島康浩1、内薗祐二2、佐藤雄一2

2-9-5 重症下痢で脱水から短期間で腎前性急性腎障害となったコントロール不良 2型糖尿病患者の
一例

熊本市医師会 熊本地域医療センター 糖尿病代謝内科
○笹原誉之、有馬由佳

2-9-6 リハビリテーション部と共同した当院でのフットケア外来の活動報告と今後の課題
JCHO 宮崎江南病院 外来診療科 看護部1、
JCHO 宮崎江南病院 リハビリテーション部2

○二宮久美1、永井博規2、山本晋維2、宮田千恵2

療養指導④（16：10―17：10） 座長：東 真弓

2-9-7 認知機能低下が疑われる糖尿病患者の教育入院と家族支援によりHbA1c が改善した一例
社会医療法人天神会 古賀病院21 栄養管理課1、
社会医療法人天神会 古賀病院21 糖尿病内分泌内科2

○野上早紀1、長嶺遥1、黒川彩花1、作間理恵子1、中村聡江2、林秀樹2
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2-9-8 家族支援に繋ぐことができた認知機能低下を合併した 2型糖尿病 2症例の検討
おもと会 大浜第一病院 糖尿病センター
○前田睦子、前里琉子、山里由香利、新垣朋子、安里恵美子、國吉華江、當銘由香、

砂川澄人、髙橋隆
2-9-9 認知機能低下を認める糖尿病患者に糖尿病療養指導カードを用いて情報収集を行った症例

九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科（第三内科）1、
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学分野2、九州大学病院 北棟9階2病棟3、
九州大学病院 医療連携センター 入退院・周術期支援担当4

○橋口由依3、真鍋萌3、福島由布子3、佐藤吏夏3、梶野美保4、濵﨑正子3、小笠原諒1、
坂本竜一1、松田やよい1、小川佳宏2

2-9-10 初診時に 2型糖尿病と診断された患者へ行動変容理論を用いた介入の 1症例
医療法人 如水会 嶋田病院 外来
○西山真純、皆越奈津子、大森和代、石松秀

2-9-11 血糖認識トレーニング（BGAT）教室における臨床検査技師による患者指導
福岡赤十字病院 検査部1、福岡赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科2

○加藤康男1、中島理恵1、山本翔太1、佐々木伸浩2

2-9-12 糖尿病をもつ成人期男性のセクシュアリティの看護ケア～糖尿病教室での取り組み～
飯塚病院 看護部1、飯塚病院 内分泌糖尿病内科2、大分県立看護科学大学3

○岩橋淑恵1、岡佳子1、井上智彰2、森加苗愛3

病院ケア力（17：10―18：10） 座長：藤本 良士

2-9-13 COVID-19 専用病棟における糖尿病患者のケアへの課題
国家公務員共済組合連合会 千早病院 1階病棟1、
国家公務員共済組合連合会 千早病院 内科2

○伴由美子1、植村由紀1、岡本佳那子2、前野彩香2、池田紀子2、水谷沙織1、川崎はるか1、
和田幸子1

2-9-14 コロナ禍における糖尿病院内研修の検討～院内オンデマンド研修を実施しての考察～
熊本市立熊本市民病院 看護部
○遠藤靖子

2-9-15 コロナ禍で行った患者会糖尿病教室の報告と今後の展望
医療法人上ノ町・加治屋クリニック 看護部1、医療法人上ノ町・加治屋クリニック内科2

○安楽香奈子1、上ノ町仁2、加治屋昌子2

2-9-16 無料低額診療でインスリン療法を継続できている 2症例
健和会大手町病院 内科1、健和会大手町病院 看護部2、宇部協立病院 内科3

○内村作子1、大脇為常1、十時綾子2、小川亜沙美2、上野八重子3

2-9-17 A 病院の防災に対する意識と備えの現状
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 看護部1、
嬉野医療センター 糖尿病・内分泌内科2

○伊藤綾音2、森永美咲1、芦塚睦美1、美奈川仁美2、明島淳也2
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2-9-18 オンライン版「糖尿病劇場」の実践報告
九州大学大学院医学研究院 地域医療教育ユニット
○岡崎研太郎
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