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第 2会場

COVID-19①（14：50―15：50） 座長：高橋 隆

1-2-01 COVID-19 感染を契機に発見された 2型糖尿病に対し教育入院を行った 1例
小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科（初期臨床研修医）1、
小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科2

○阿座上絢1、塚本真大2、澤田英明2、林加野2、阿部隼希2、南陽平2、的場ゆか2

1-2-02 血糖コントロール不良若年例がCOVID-19 感染症による重症肺炎を発症した一例
飯塚病院 内分泌・糖尿病内科1、飯塚病院 呼吸器内科2

○舩津美奈1、徳部慧1、伊藤淳1、嶋田伸吾1、末安巧人2、飛野和則2、井上智彰1

1-2-03 COVID-19 に罹患した未治療糖尿病の 1例
くまもと県北病院 糖尿病・内分泌科1、くまもと県北病院 看護部2、
くまもと県北病院 呼吸器内科3

○松田浩史1、佐竹俊彦1、米村八重子2、溝部孝則3

1-2-04 当院におけるCOVID-19 の診療経験
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 感染症内科2、
九州歯科大学 総合内科学分野3、九州大学大学院 病態機能内科学4

○川本徹1、堀内俊輔1、藤平美佳1、於久真由美1、井元博文1、佐々木伸浩1、石丸敏之2、
吉成匡人3、小森田祐二4、大隈俊明4、北園孝成4

1-2-05 当院におけるCOVID-19 感染者に対する血糖管理の傾向
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、森颯馬

1-2-06 Covid-19 入院患者における糖代謝異常の臨床像に関する後方視的解析
菊池郡市医師会立病院 糖尿病センター1、天草地域医療センター 代謝内科2、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学講座3

○小野恵子1、豊永哲至1、狩場佑一1、蓑田理彦1、二ノ村聖1、矢野雄久2、荒木栄一3



11月19日（金）第3会場［3階 大スタジオ］ Lオ

― 36 ―

L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

第 3会場

肥満治療（14：50―15：40） 座長：中山ひとみ

1-3-01 肥満低換気症候群合併 2型糖尿病にセマグルチド投与し体重減少、呼吸状態改善を認めた一
例
伊万里有田共立病院 内科1、同 看護部2、同 リハビリテーション科3、同 栄養管理部4

○小島基靖1、愛川可南子1、前田愛2、池田潤3、田中総子2、山口友紀2、飯盛由希子4

1-3-02 当院での糖尿病合併高度肥満患者におけるスリーブ状胃切除術前後の体重変化について
福岡赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科1、福岡赤十字病院外科2、
九州大学大学院 病態機能内科学3

○落合弘貴1、佐々木伸浩1、堀内俊輔1、藤平美佳1、於久真由美1、川本徹1、井元博文1、
安井隆晴2、永井英司2、大隈俊明3、北園孝成3

1-3-03 地域包括ケア病棟にて二度の入院加療を行った高度肥満症合併 2型糖尿病の二例
北九州市立門司病院 内科1、福岡中央病院 糖尿病代謝内分泌内科2、
福岡中央病院 看護部3

○大庭功一1、村上嘉一2、小玉賢美2、重松和代3、清水有希3、西村悦子3、岡部泰二郎2

1-3-04 2 型糖尿病患者における八味地黄丸の減量効果の検討
飯塚病院 漢方診療科
○牧俊允、原田直之、吉永亮、井上博喜、矢野博美、田原英一

1-3-05 過栄養（肥満症）に対するNSTチームの取り組み
久留米大学医療センター 栄養室1、久留米大学医療センター 看護部2、
久留米大学医療センター 薬剤部3、久留米大学医療センター 糖尿病センター4

○白石智巳1、永松あゆ1、坂口美紀1、白濱清香2、寺田光代2、渡邊悦富3、足達彩香4、
大滝聡一朗4、中村由育4、田尻祐司4
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第 4会場

食事療法①・運動療法（14：50―15：50） 座長：加治屋昌子

1-4-01 糖尿病患者における塩分チェックシートの項目別特徴について
社会医療法人天神会 新古賀病院 栄養管理課1、
社会医療法人天神会 新古賀クリニック糖尿病内分泌内科2、
社会医療法人天神会 古賀病院21栄養管理課3、
社会医療法人天神会 新古賀クリニック栄養管理課4

○大淵由美1、川﨑英二2、平山貴恵1、小西亜也加1、川島奈津希3、富松千枝4

1-4-02 行動療法・薬物療法を併用する高度肥満 2型糖尿病患者に対する栄養指導の経験
社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター 栄養管理課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2

○平池妙子1、藥師寺さおり1、胡子朋美1、岩根くるみ1、生山祥一郎2、濱口和之2

1-4-03 高齢者の骨格筋量の増減に関与する因子についての検討
鹿児島厚生連病院 内科1、鹿児島大学 糖尿病内分泌内科2

○細山田香1、足達良1、西尾善彦2

1-4-04 スリーブ状胃切除術後（SG）3ヵ月の筋力と身体活動量、食物摂取量の関連
大浜第一病院 リハビリテーション科1、大浜第一病院 糖尿病センター2、
大浜第一病院 外科3

○久場美鈴2、末長拓也1、安里恵美子2、國吉香江2、山里由香里2、前田睦子2、前里琉子2、
アジャリラヒム2、高橋隆2、稲嶺進3

1-4-05 高齢 2型糖尿病患者におけるCOVID-19 感染流行期での在宅運動～健康運動指導士の介
入～
社会医療法人かりゆし会 ハートライフクリニック 疾病予防運動施設リューザ1、
社会医療法人かりゆし会 ハートライフクリニック 糖尿病内科2

○高原早陽香1、長嶺敦司1、西珠美2、小原正也2、山本壽一2

1-4-06 糖尿病教育入院患者における不活動時間（第 2報）
公立学校共済九州中央病院 看護部1、公立学校共済九州中央病院 糖尿病内分泌内科2

○大中美保1、松本豊子1、松崎里咲1、外野彩1、山中あゆみ1、須藤麻友美1、天尾カオル1、
原規子2、中尾晶子2、五島大祐2
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第 5会場

COVID-19②（9：00―10：00） 座長：山本 壽一

1-5-01 糖尿病患者を含む新型コロナウイルス感染者の傾向
（社医）敬愛会中頭病院 内分泌代謝内科（糖尿病）1、
（社医）敬愛会ちばなクリニック 内分泌代謝内科（糖尿病）2

○湧田健一郎1、渡辺蔵人1、屋良朝博1、城間勲2

1-5-02 当院における糖尿病合併COVID-19 入院症例の実態
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

1-5-03 当院における糖尿病合併COVID19 患者の酸素投与期間に関わる因子の検討
国立病院機構福岡東医療センター 糖尿病内分泌内科1、
国立病院機構福岡東医療センター 感染症内科2、
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学3

○野原栄1、池内千明1、堤礼子1、肥山和俊2、大隈俊明3、北園孝成3

1-5-04 糖尿病合併COVID19 患者における重症化リスクの検討
国立病院機構福岡東医療センター 糖尿病-内分泌内科1、
国立病院機構福岡東医療センター 感染症内科2、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学3

○池内千明1、野原栄1、堤礼子1、肥山和俊2、大隈俊明3、北園孝成3

1-5-05 当院のCOVID-19 入院患者における高血糖と重症度・予後の関連
国立病院機構九州医療センター 代謝内分泌内科 臨床研究センター1、
国立病院機構九州医療センター 感染症内科 臨床研究センター2、
国立病院機構九州医療センター 呼吸器内科 臨床研究センター3

○中尾裕1、坂本昌平1、村上龍之介1、後藤瞳1、指宿麻里1、髙栁宏樹1、長﨑洋司2、
岡元昌樹3、渡邉哲博1

1-5-06 当院のCOVID-19 入院症例における重症化因子としての糖尿病の意義
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2

○梶原洋文1、山田雅也1、生山祥一郎2、濱口和之2

COVID-19③（10：00―11：00） 座長：関口 直孝

1-5-07 沖縄県内の新型コロナウイルス感染状況による糖尿病者の心理的影響
社会医療法人かりゆし会 ハートライフクリニック 糖尿病内科
○西珠美、新垣優子、長嶺敦司、只野みね子、高原早陽香、小原正也、山本壽一
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1-5-08 高齢者糖尿病患者のコロナ禍における 1年の変化と療養指導の必要性
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 看護部2、社会医療法人恵愛会 大分中村病院3、
社会医療法人恵愛会 大分中村病院 糖尿病内科4

○溝部昌子1、中尾珠樺1、岐部千鶴2、七森和久3、中村太郎3、鎗水浩治4

1-5-09 COVID-19 感染流行下における妊娠糖尿病者への療養指導～栄養相談の役割～
社会医療法人かりゆし会 ハートライフクリニック 糖尿病内科
○新垣優子、只野みね子、久高恵、仲里幸康、長嶺敦司、西珠美、小原正也、山本壽一

1-5-10 COVID-19 による社会変化と運動教室の中断が通院患者の体力に与えた影響の検討
医療法人 南昌江内科クリニック1、一般社団法人 南糖尿病臨床研究センター2

○守田摩有子1,2、野口昭恵1、高巣京子1、黒木幸恵1、今畠百美1、本田佳子1、原田咲季1、
田村あゆみ1、垣田あゆみ1、前田泰孝1,2、南昌江1

1-5-11 COVID-19 が離島に居住する糖尿病患者の生活状況と血糖コントロールに及ぼす影響
長崎県立大学 看護栄養学部 栄養健康学科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、
五島中央病院 看護部3、五島中央病院 内科4

○花村衣咲1,2、平山奈々3、川上知美3、竹島史直4、野中文陽2,4

1-5-12 COVID-19 蔓延中の糖尿病患者の生活様式と身体の変化
医療法人財団聖十字会西日本病院 看護部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 薬剤部3、
医療法人財団聖十字会西日本病院 栄養部4、
医療法人財団聖十字会西日本病院 リハビリテーション部5

○藤本有紀1、松村剛2、眞壁知子3、甲斐芹葉3、本郷恵未4、深田和子1、太田咲子1、
藤本祐輔5、大久保侑馬2、荒木栄一2

インスリン/GLP1 受容体作動薬配合剤（14：40―15：50） 座長：西田 健朗

1-5-13 グラルギン/リキセナチド配合製剤（iGlarLixi）投与による血糖管理への影響
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、高田雅文1、栗並昇2、稗島州雄2、
杉山正悟2、梶原敬三2、陣内克紀2、陣内秀昭2

1-5-14 インスリン/GLP-1 受容体作動薬配合注への変更によるHbA1c に与える影響
長崎原爆病院 糖尿病内分泌内科
○江藤真実、森颯馬、藤田成裕

1-5-15 当院におけるインスリン/GLP-1 受容体作動薬配合注の製剤による導入の特徴
長崎原爆病院 糖尿病内分泌内科
○森颯馬、江藤真実、藤田成裕
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1-5-16 2 型糖尿病患者のインスリンデグルデグ/リラグルチド（IDegLira）の有用性
産業医科大学 第1内科学講座
○友寄祐希子、岡田洋右、田中健一、上村芙美、園田里美、黒住旭、田中良哉

1-5-17 強化インスリン療法から基礎インスリン・GLP-1 受容体作動薬配合注へ切り替えた二症例
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 糖尿病センター2

○平野史1、中司梨紗1、杉本悠花1、成末まさみ1、川原仁美2、世羅康徳2、赤澤昭一2

1-5-18 インスリンデグルデク/リラグルチド配合注の有効性、安全性についての検討
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）1、
国保水俣市立総合医療センター 循環器内科2、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野3

○吉田知史1、古庄正嗣1、佐田公範1、藤澤和夫1、廣瀬豊樹2、荒木栄一3

1-5-19 高血糖入院症例におけるインスリングラルギン/リキシセナチド配合注の有効性
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

○新中須敦1、鎌田哲郎1、和田華菜子1、竹内直矢1、竹迫慎平1、田川理笑1、西尾善彦2
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第 6会場

悪性腫瘍（14：50―15：50） 座長：山崎 浩則

1-6-01 膵頭十二指腸切除術 8年後に発症した膵性糖尿病の一例
佐世保市総合医療センター 糖尿病内分泌内科1、
佐世保市総合医療センター 消化器外科2

○石田優香1、渡部誠也1、五反田幸一郎1、相川恵莉加1、角田順久2、山崎浩則1

1-6-02 緩徐進行型 1型糖尿病と膵がんを同時期に合併した 1例
琉球大学病院 内分泌代謝・血液・膠原病内科
○屋比久賢光、伊敷洋平、照屋理子、本間健一郎、山城清人、上原盛幸、中山良朗、
益崎裕章

1-6-03 長期に血糖コントロール良好で軽度のHbA1c 悪化時に腹痛で膵癌と胃癌が判明した 2症例
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

1-6-04 血糖悪化と掻痒を伴う難治性紅斑を契機に結腸癌が発見された 2型糖尿病の 1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1、
宮崎大学医学部 感覚運動医学講座 皮膚科学分野2、
宮崎大学医学部 外科学講座 消化管・内分泌・小児外科3、
宮崎大学医学部附属病院 病理診断科4

○長友雄麻1、上野浩晶1、古郷芙美子1、内田泰介1、上平雄大1、清水浩一郎1、森愛菜2、
市原明子3、田中弘之4、山口秀樹1、下田和哉1

1-6-05 骨外性粘液型軟骨肉腫の切除後にインスリン抵抗性が改善した 2型糖尿病の 1例
久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門
○田仲洋平、合原水月、岡田一樹、三浦満美、岩田慎平、蘆田健二、野村政壽

1-6-06 悪性リンパ腫を発病し、著明な血糖コントロールの悪化をみた 2型糖尿病の一例
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、
労働健康安全機構 九州労災病院 血液内科3

○末廣悟1、江藤知明1、平瀬伸尚3、正門光法2、井口志洋1、山内照章1、梅田文夫1
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第 8会場

劇症 1型・薬剤関連 1型糖尿病（9：00―9：50） 座長：堀江 一郎

1-8-01 IL-6 阻害薬（トシリズマブ）治療中に急性発症 1型糖尿病を発症した関節リウマチの 1例
新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
○川﨑英二、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

1-8-02 抗 PD-L1 抗体アテゾリズマブ投与中に 1型糖尿病を発症した 1例
独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本労災病院 糖尿病代謝内科
○浜田英明、岩下晋輔、德永理衣、櫻井希美、金子健吾

1-8-03 糖尿病性ケトアシドーシスに壊死性食道炎を合併した劇症 1型糖尿病の 1例
いまきいれ総合病院 糖尿病内科1、上町いまきいれ病院 糖尿病内科2、
いまきいれ総合病院 消化器内科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

○山元聖明1、濵﨑秀崇2、吉永英希3、西尾善彦4

1-8-04 ステロイド加療後の上気道炎に続発し抗GAD抗体が変動した劇症 1型糖尿病の 1例
筑後市立病院1、久留米大学 内科学講座 内分泌代謝内科部門2

○原田奈佳1,2、中山ひとみ1,2、田中智子1、野村政壽2

1-8-05 劇症 1型糖尿病の診断後ステロイド性糖尿病を合併し治療に難渋した一例
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1、
九州大学大学院医学研究院病態機能内科学2

○大村一華1、春田寛子1、井手誠1、納富威充1、内薗祐二1、佐藤雄一1、布井清秀1、
大隈俊明2、北園孝成2

1 型糖尿病・PD-1 抗体（9：50―10：40） 座長：川﨑 英二

1-8-06 ペンブロリズマブ投与後に発症した劇症 1型糖尿病の 1例
新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
○福山貴大、日髙竜太郎、内田あいら、玉井秀一、當時久保正之、廣松雄治、川﨑英二

1-8-07 非小細胞肺癌に対しPembrolizumab 投与 33 か月後に発症した劇症 1型糖尿病の 1例
社会保険田川病院 内分泌・糖尿病内科1、社会保険田川病院 呼吸器内科2、
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科3

○合原水月1、曽我理香1、岩田慎平3、吉富宗重2、蘆田健二3、野村政壽3

1-8-08 ペムブロリズマブ投与開始 23か月後に発症した劇症 1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、
佐世保市総合医療センター 呼吸器内科2

○渡部誠也1、相川恵莉加1、五反田幸一郎1、千住博明2、山崎浩則1
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1-8-09 Pembrolizmab 投与中に発症した劇症 1型糖尿病の 1例
県立宮崎病院 内科1、県立宮崎病院 泌尿器科2

○谷口宗典1、土持若葉1、東真弓1、黒岩顕太朗2

1-8-10 Pembrolizumab 投与で 1型糖尿病と続発性副腎皮質機能低下症を発症した 1例
北九州市立医療センター 内分泌代謝・糖尿病内科
○小笠原諒、河野倫子、吉村將、松村祐介、足立雅広

神経系合併症（14：50―15：50） 座長：出口 尚寿

1-8-11 再発をきたした糖尿病性舞踏病の 1例
義順顕彰会種子島医療センター 糖尿病内科1、鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科2、
鹿児島大学病院 脳神経内科・老年病学3

○久保智1,2、樋口雄二郎3、西尾善彦2

1-8-12 食事療法によるビタミンB1欠乏性ニューロパチーが疑われた 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 栄養管理室2

○豊岡郁子1、富本あけみ1、葛城功1、廣瀬明子2

1-8-13 重度の起立性低血圧とインスリン分泌能低下のため筋肉量増加に難渋した 2型糖尿病の 1例
福岡赤十字病院 糖尿病内科1、九州大学大学院病態機能内科学2

○藤平美佳1、堀内俊輔1、於久真由美1、川本徹1、井元博文1、佐々木伸浩1、大隈俊明2、
北園孝成2

1-8-14 動脈硬化の進行により若年で認知機能低下を認め退院調整が難航した 2型糖尿病患者の 1例
医療法人財団華林会 村上華林堂病院 看護部1、
医療法人財団華林会 村上華林堂病院 糖尿病センター2、
福岡大学病院 内分泌糖尿病内科3

○山本幸恵1、床嶋奈苗1、牟田芳実3、柳田育美2、野中瑠以子2、両林龍太朗2、小野順子2、
吉田亮子2

1-8-15 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～第一報～
二田哲博クリニック
○平尾世利菜、寺脇悠一、近藤恵理子、小園亜由美、住吉周作、佐藤秀一、下野大、
二田哲博

1-8-16 糖尿病性神経障害との鑑別に苦慮した高齢 2型糖尿病の 1例
鹿児島厚生連病院 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

○足達良1、細山田香1、西尾善彦2
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第 9会場

シックデイ・フットケア（9：00―9：50） 座長：長田 光司

1-9-01 当院外来通院中の糖尿病患者を対象としたシックデイの理解度に関する調査
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

○杉本佳代1、松村剛2、眞壁知子1、甲斐芹葉1、永田和代1、太田咲子3、深田和子3、
大久保侑馬2、荒木栄一2

1-9-02 当院看護師を対象としたシックデイの理解度及び患者対応に関する調査
医療法人財団会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、
医療法人財団会聖十字会西日本病院 看護部3

○甲斐芹葉1、松村剛2、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

1-9-03 フットケアにおけるDPNチェックを用いた糖尿病多発神経障害の評価
朝倉医師会病院 看護部1、朝倉医師会病院 糖尿病・内分泌内科2、
佐賀大学病院形成外科3

○鐘江竜子1、石橋理津子3、出宮睦之2、山田研太郎2

1-9-04 手術適応とされるも保存的治療で経過をみた統合失調症合併糖尿病足壊疽の 1例
長崎県富江病院 看護部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2、
長崎県富江病院 内科3、長崎県富江病院 外科4

○小柳伊織1、野中文陽2,3、松長由里子4、大平多恵子1、久毛孝子1、関田孝晴3、松尾繁年4、
小原則博3

1-9-05 当院におけるフットチェックの現状と既存のフットチェック用紙の見直しを検討
田川市立病院 外科
○青谷つかさ、渡邊慶子

療養指導①（9：50―10：50） 座長：森田恵美子

1-9-06 1 型糖尿病を発症した知的障害を抱える患者の「その人らしさ」を大切にした支援
飯塚病院 看護部1、飯塚病院 内分泌・糖尿病内科2

○川口まどか1、西本美香1、岡佳子1、伊藤淳2

1-9-07 セルフケア向上につなげる支援のあり方
大浜第一病院 糖尿病センター
○前里琉子、山里由香利、前田睦子、國吉華江、安里恵美子、砂川澄人、前田士郎、
アジャリラヒム、高橋隆

1-9-08 整形外科病棟で行なった 2型糖尿病患者への療養支援の 1例
飯塚病院 看護部1、飯塚病院 整形外科2、飯塚病院 総合診療科3

○田原舞1、小島薫1、岩橋淑恵1、原俊彦2、鵜木友都3
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1-9-09 膵性糖尿病患者・家族への日常生活教育
千鳥橋病院 看護部1、千鳥橋病院 糖尿病・内分泌内科2

○諫山彩希1、永田千佳1、春口誠治2、野中美里2

1-9-10 糖尿病患者教育プログラムにおける自己効力感を高める効果的な看護支援の文献検討
佐賀大学医学部付属病院 看護部
○松尾直美

1-9-11 小児科から成人科へキャリーオーバーした青年期患者支援
大浜第一病院 糖尿病センター
○山里由香利、前里琉子、前田睦子、國吉華江、安里笑美子、久場美鈴、砂川澄人、
前田士郎、アジャリラヒム、高橋隆

療養指導②（14：40―15：50） 座長：西田 啓子

1-9-12 治療中断歴のある糖尿病入院患者の実態調査～治療再開にむけた看護師の関わり～
済生会福岡総合病院 看護部1、済生会福岡総合病院 糖尿病内科2

○宮原里絵1、大浦紀子1、関口直孝2

1-9-13 CGMと運動記録表を利用した当院での取り組み
鹿児島厚生連病院 リハビリテーション科1、鹿児島厚生連病院 糖尿病内科2

○長嶺秀平1、細山田香2、足達良2、齋藤義光1

1-9-14 認定看護師による血糖パターンマネジメントを活用した特定行為への試み
JCHO熊本総合病院 看護部1、JCHO熊本総合病院 糖尿病センター2、熊本大学付属病院3

○松本さ月1、福島雅美1、本島寛之2、村田雄介2、高木優樹2、井手口拓弥2、荒木栄一3

1-9-15 糖尿病療養指導士育成に向けた長期的教育の一考察
日本赤十字九州国際看護大学 クリティカルケア・災害看護領域
○鴨川めぐみ

1-9-16 乳癌化学療法中にDKAを発症した患者症例から救急診療看護師の役割を考える
国際医療福祉大学成田病院 看護部1、国際医療福祉大学成田病院 救急科2

○栗林薫1、遠藤拓郎2、千葉拓世2、志賀隆2

1-9-17 糖尿病患者を対象とした災害時の備えに対する指導
社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院
○冨澤香津美、入江崇、田島恵子、上野佳世、小川美和子、児玉正明、加納査恵子、
柴田沙織、林竜平、宮明佑輔、村山久美
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第 10 会場

持続グルコース測定①（9：00―10：00） 座長：橋口 裕

1-10-01 FGM導入により患者医療者関係が改善した 3例
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

○小田美絵1、森明子1、山口洋美1、森颯馬2、江藤真実2、藤田成裕2

1-10-02 フラッシュグルコースモニタリング（FGM）を用いた血液透析患者の糖尿病への介入
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

○井上知晃1、高木博人1、野中文陽1,2、山下由恵1、竹島史直1、西野友哉3

1-10-03 糖尿病患者に対する Flash Glucose Monitoring（FGM）の有用性について
（公社）鹿児島共済会 南風病院 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2

○上ノ町優仁1、中﨑満浩1、政昌子1、吉留正次1、松下敬亮1,2、西尾善彦2

1-10-04 1 週間の糖尿病教育治療入院後の多職種によるCGM検査外来の活用と意義
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 糖尿病センター 専門外来1、
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 糖尿病センター 栄養指導管理室2、
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 糖尿病センター 臨床心理室3、
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 糖尿病センター 糖尿病内分泌内科4、
くまもと内科クリニック5

○川述里美1、本田美貴1、田中あゆみ2、石橋麻理南3、倉重寿子1、武石千鶴子1、井手誠4、
内薗祐二4、佐藤雄一4、布井清秀4、山本竜太5

1-10-05 間歇スキャン式持続血糖測定器の導入における院内システム構築
臼杵市医師会立コスモス病院 看護部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 医事課3

○高橋友美1、神田香代美1、戸次菊枝1、吉賀麻佑3、今石奈緒2、近藤誠哉2

1-10-06 持続グルコース管理による 1型糖尿病合併妊婦の周産期看護の一症例
社会保険田川病院 内科1、同 産婦人科2

○川敷美穂2、屋方広美1、山本敬子1、養父知美1、行徳恵美1、曽我理香1、藤井毅2

持続グルコース測定②（10：00―11：00） 座長：岡田 朗

1-10-07 Flash Glucose Monitoring（FGM）導入で血糖コントロールが改善した 2型糖尿病の 1例
新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
○相良陽子、日髙竜太郎、内田あいら、福山貴大、玉井秀一、當時久保正之、廣松雄治、
川﨑英二
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1-10-08 当院における Freestyle リブレ活用法
社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 検査科1、
社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 内科2、
社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 健康管理室3

○柴田沙織1、加納査恵子1、上野佳世3、冨澤香津美3、田島恵子3、児玉正明1、入江崇2

1-10-09 当院におけるリブレ link を用いたCOVID-19 患者の血糖管理
熊本中央病院 内分泌代謝科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

○工藤泉璃1、狩場宏美1、大久保美那1、西田健朗1、下田誠也2、荒木栄一3

1-10-10 FRC（fixed-ratio combination）の有効性が FGMで確認できた外来 2型糖尿病 3症例
産業医科大学病院 第1内科学講座
○齋藤桃、岡田洋右、黒住旭、田中良哉

1-10-11 CGMにて算出されたGMI と HbA1c の実測値の差に関する検討
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、
熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科3

○西田健朗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

1-10-12 1 型糖尿病患者における網膜症とCGMメトリクス∫Bの相関はCGM継続により失われる
医療法人 南昌江内科クリニック1、一般社団法人 南糖尿病臨床研究センター2、
東京大学医学部付属病院 検査部3、
一般社団法人 福岡市医師会福岡市健康づくりサポートセンター4

○前田泰孝1,2、関口男1,2、守田摩有子1,2、田村あゆみ1、黒木幸恵1,2、安川恵子3、
井口登與志4、南昌江1,2

感染症（14：50―15：50） 座長：的場 ゆか

1-10-13 血液透析施行中に恥骨周囲膿瘍を生じた 1型糖尿病患者の一例
熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科
○宮津明友子、工藤泉璃、三島ともみ、狩場宏美、大久保美那、西田健朗

1-10-14 膵頭十二指腸切除後に気腫肝膿瘍を発症した 2型糖尿病の 1例
公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病内分泌内科1、九州大学大学院病体機能内科学2

○中村捷太郎1、中尾晶子1、原規子1、五島大祐1、大隈俊明2、北園孝也2

1-10-15 当院での急性胆嚢炎の頻度と糖尿病合併についての検討
医療財団法人華林会 村上華林堂病院 糖尿病センター
○両林龍太朗、野中瑠以子、柳田育美、吉田亮子、小野順子

1-10-16 Myroides odratimimus による敗血症で診断された 2型糖尿病の 1例
宮崎大学医学部附属病院 内分泌代謝糖尿病内科
○鍋倉弘樹、上野浩晶、釘宮啓一、中村孝之、内田泰介、上平雄大、迫田秀之、
中里雅光、山口秀樹
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1-10-17 糖尿病肥満患者で高度な肉芽形成を伴った爪周囲炎を有した症例
国家公務員共済組合連合会 千早病院 糖尿病センター1、
国家公務員共済組合連合会 千早病院 整形外科2

○古賀勇太1、岡本佳那子1、前野彩香1、水谷紗織1、伴由美子1、鍋山亮太郎2、池田紀子1

1-10-18 体幹まで波及したガス壊疽に対して集学的加療により救命し得た一例
九州労災病院 内分泌代謝・糖尿病内科
○押領司虞子、牧村啓晃、多田隈博、梅澤智史、小林宏正、田中誠一
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第 1会場

チーム医療①（11：00―12：00） 座長：迫 康博

2-1-01 インスリン取り違えによる低血糖事故から学んだこと
いづろ今村病院 糖尿病内科
○鎌田哲郎、新中須敦、田川理絵、竹迫慎平、竹内直矢、和田華菜子、石橋和久、
大重聡彦、上久保定一郎

2-1-02 回復期リハビリテーション病棟における多職種糖尿病カンファレンスの取り組み
公益財団法人健和会 戸畑けんわ病院 看護部1、
公益財団法人健和会 戸畑けんわ病院 栄養科2、
公益財団法人健和会 戸畑けんわ病院 リハビリテーション科3、
公益財団法人健和会 健和会大手町病院 看護部4、
公益財団法人健和会 健和会大手町病院 内科5

○坂崎香織1、白水由希1、二木房江2、友成健太3、太田秀紀3、十時綾子4、内村作子5、
大脇為常5

2-1-03 家族背景を通じて糖尿病患者との関わり方を考察できた 1型糖尿病の一例
佐世保市総合医療センター 看護部1、佐世保市総合医療センター 糖尿病内分泌内科2

○西郷太朗1、梶原亜耶1、中嶋遙美2、相川恵莉加2、五反田幸一郎2、渡部誠也2、
真弓五月1、山崎浩則2

2-1-04 治療放棄していた青壮年患者が糖尿病教育入院により行動変容に繋がった一例
鹿児島厚生連病院 診療支援部 栄養管理科1、鹿児島厚生連病院 糖尿病内科2

○白井宗子1、一ノ宮佐保1、下山紗也加1、大久保理沙1、杉安尊子1、塘涼子1、川西孝子1、
桑原ともみ1、油田幸子1、足達良2、細山田香2

2-1-05 糖尿病療養指導カードシステムを活用した糖尿病透析予防指導の効果と課題
くまもと県北病院 糖尿病内分泌科外来1、くまもと県北病院 糖尿病内分泌科2

○田上貴子1、寺本智美1、米村八重子1、佐竹俊彦2、松田浩史2

2-1-06 多職種連携により重症低血糖を予防し安全な糖尿病薬物療法を実現できた 1症例
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 薬剤部1、
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院 薬剤部2、
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院 糖尿病内科3

○土屋貴1,2、坂井義之3、安河内尚登1

チーム医療②（15：10―16：10） 座長：田尻 祐司

2-1-07 軽度認知症高齢者の一人暮らしを継続するための支援～退院後電話訪問を導入して～
佐世保市総合医療センター 看護部1、佐世保市総合医療センター 糖尿病内分泌内科2

○梶原亜耶1、西郷太朗1、相川恵莉加2、五反田幸一郎2、渡部誠也2、橋口千晴1、
真弓五月1、山崎浩則2
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2-1-08 介護負担軽減に向け退院支援を行った多発合併症のある高齢 2型糖尿病患者の 1例
嬉野医療センター 糖尿病・内分泌内科
○佐藤智美、明島淳也、美奈川仁美、芦塚睦美、濱本安代、伊藤綾音

2-1-09 多職種カンファレンスによる老健施設用チーム医療Webシステムの有用性の検討
大分大学医学部 看護学科1、大分大学医学部附属病院 看護部2、
大分三愛メディカルセンター 糖尿病・内分泌内科3

○脇幸子1、大末美代子2、式田由美子2、濱口和之3

2-1-10 栄養指導から看護師介入へ繋ぎ、多職種連携により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

○黒川彩花1、川島奈津希1、天本美憂1、作間理恵子1、中村聡江2

2-1-11 病診連携中にCGM検査とチームアプローチを活かし治療介入を行った 2型糖尿病の 1例
聖マリア病院 糖尿病センター 糖尿病内分泌内科1、
聖マリア病院 糖尿病センター 専門外来2、九州大学大学院 病態機能内科学3

○内薗祐二1、川逑里美2、本田美貴2、井手誠1、納富威充1、春田寛子1、大村一華1、
佐藤雄一1、布井清秀1、大隈俊明3、北園孝成3

2-1-12 一人暮らしの認知症糖尿病患者に認知症看護認定看護師が介入し、HbA1c が改善した 1症例
特定医療法人 光晴会病院 看護部1、特定医療法人 光晴会病院 地域連携室2、
特定医療法人 光晴会病院 薬剤部3、特定医療法人 光晴会病院 糖尿病センター4

○福田康恵1、平瀬万里2、中司梨紗3、若杉礼子4、川原仁美4、世羅康徳4、赤澤昭一4
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第 2会場

糖尿病・肥満の基礎研究（11：00―11：50） 座長：正木 孝幸

2-2-01 膵島におけるGABA合成酵素及びKCC2の局在と糖尿病モデルマウスでの発現変化
琉球大学大学院医学研究科 分子解剖学講座1、
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2

○清水千草1、岡田滋喜1、岡本士毅2、益崎裕章2、高山千利1

2-2-02 Heat Shock Protein 72（HSP72）が膵α細胞に及ぼす影響
熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学
○渡邊拓郎、近藤龍也、宮川展和、吉積臨太郎、北野さやか、井形元維、瀬ノ口隆文、
松村剛、荒木栄一

2-2-03 IRF4 ハプロ不全は膵島抗原特異的CD8＋T 細胞を介して糖尿病自然発症を抑制する
長崎大学病院 内分泌代謝内科
○錦戸慎平、二里哲朗、赤澤諭、阿比留教生

2-2-04 演題取り下げ
2-2-05 沖縄県民を対象としたゲノムワイド相関解析（GWAS）によるBMI 関連領域の同定

琉球大学大学院医学研究科 先進ゲノム検査医学講座1、琉球大学病院 検査・輸血部2

○内里開1、松波雅俊1、今村美菜子1,2、前田士郎1,2
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第 3会場

1型糖尿病（9：00―10：00） 座長：小林 邦久

2-3-01 体重減少が高血糖症状に先行したバセドウ病合併急性発症 1型糖尿病の 1例
新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
○日髙竜太郎、福山貴大、中野優子、内田あいら、相良陽子、玉井秀一、當時久保正之、
廣松雄治、川﨑英二

2-3-02 バセドウ病診断後 20年経過して発症した急性発症 1型糖尿病の 1例
古賀総合病院 内分泌代謝内科
○堀竜太、椎屋智美、中村孝之、鍋倉弘樹、日高博之、栗林忠信

2-3-03 演題取り下げ
2-3-04 1 型糖尿病，橋本病を合併したダウン症候群の 1例

社会保険仲原病院 内科
○藤田美穂、吉村恵美、小宮真理子、安田幹彦、久保宏明、大神吉光

2-3-05 免疫抑制療法を受けた再生不良性貧血合併 1型糖尿病の長期経過
天草市立栖本病院 内科・糖尿病内科・呼吸器内科1、
熊本大学大学院生命科学研究部附属健康長寿代謝制御研究センター2、
熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学3

○水流添覚1、入江晃士朗1、山元章1、福田一起2、荒木栄一3

2-3-06 COVID-19 ワクチン接種後に急性発症 1型糖尿病を呈した一例
臼杵市医師会立コスモス病院 糖尿病-内分泌内科1、
岡本医院 おかもと糖尿病・内分泌クリニック2、
大分大学医学部附属病院 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座3

○今石奈緒1、近藤誠哉1、岡本将英2、柴田洋孝3

緩徐進行 1型糖尿病（10：00―11：00） 座長：二田 哲博

2-3-07 緩徐進行 1型糖尿病と橋本病を合併したDown 症候群の一例
小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科1、杉本クリニック2

○塚本真大1、阿座上絢1、澤田英明1、林加野1、阿部隼希1、南陽平1、杉本英克2、的場ゆか1

2-3-08 超高齢で発症しインスリン療法を必要とした緩徐進行 1型糖尿病の 1例
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学1、筑後川温泉病院 糖尿病内科2

○横溝久1,2、畑山朋美1,2、宮澤崇1、坂本竜一1、小川佳宏1

2-3-09 1 年 6ヶ月後に抗GAD抗体が陽転化した緩徐進行 1型糖尿病の 1例
（医社）紘和会 平和台病院 内科
○藤﨑弘志郎、中村亜季、天野一志、松下隆司、中村周治



11月20日（土）第3会場［3階 大スタジオ］ Lオ

― 53 ―

L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

2-3-10 インスリン分泌低下が緩徐に進行したGAD抗体陰性 IA-2 抗体陽性小児期発症糖尿病の一例
福岡中央病院 糖尿病・代謝・内分泌内科1、
福岡山王病院 糖尿病・代謝・内分泌内科2、ささき内科・糖尿病クリニック3、
北九州市立門司病院4

○小玉賢美1、岡部泰二郎1,2、永田宙生2、園田浩一朗2、平松真佑2、村上嘉一1、
大庭功一1,4、佐々木修二3、髙栁涼一2

2-3-11 ヒューマログⓇからルムジェブⓇへの変更をCGMで評価した緩徐進行 1型糖尿病の一例
産業医科大学医学部 第1内科学講座
○植本優里、岡田洋右、園田里美、得津明美、田中良哉

2-3-12 社会資源を見据えた加療を行った超高齢発症のSPIDDM
いづろ今村病院 糖尿病内科1、鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科2

○和田華菜子1、新中須敦1、竹迫慎平1、田川理笑1、竹内直矢1、鎌田哲郎1、西尾善彦2

高齢者（11：00―12：00） 座長：伊東 康子

2-3-13 総合診療科外来における高齢糖尿病患者への看護支援
飯塚病院 看護部1、飯塚病院 総合診療科2

○宮西博子1、渡辺由香利1、岡佳子1、清田雅智2

2-3-14 サルコペニアを有する高齢 2型糖尿病患者における糖尿病治療内容の特徴
（医療法人）厚生会 虹が丘病院 栄養管理室1、
（医療法人）厚生会 虹が丘病院 リハビリテーション科2、
（医療法人）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 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、福島徹也3、
世羅至子4

2-3-15 高齢糖尿病外来患者におけるチーム医療でのフレイルチェックへの取り組み
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 糖尿病センター 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

○武石千鶴子1、佐藤雄一2、内薗裕二2、井手誠2、本田美貴1、濱砂麻美3、田平泰徳4、
田中あゆみ5、中島康浩6、倉重寿子1、川逑里美1

2-3-16 後期高齢糖尿病患者のサルコペニアについてCOVID-19 感染拡大前後の握力に関する検討
医療法人財団博愛会 ウェルネス天神クリニック 内科
○鈴木静、西藤亮子、橋本俊彦
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2-3-17 認知症患者の家族に対する支援を在宅で行った 1例
医療法人咸宜会 日田中央病院 外来
○末松由美

2-3-18 外来でインスリン療法を導入した在宅要介護高齢者の支援の一例
社会医療法人財団天心堂 へつぎ診療所 外来1、社会医療法人財団天心堂 看護部2、
社会医療法人財団天心堂 へつぎ病院 糖尿病・内分泌内科3

○北迫千賀子1、二宮幸代2、局哲夫3

腎合併症（15：10―16：10） 座長：砂川 博司

2-3-19 糖尿病性腎症評価における指尖部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、
東海大学農学部 バイオサイエンス学科 食品生体調節学研究室3

○松村剛1、山中幹宏2、瀬ノ口隆文1、石井規夫1、福田一起1、近藤龍也1、永井竜児3、
荒木栄一1

2-3-20 糖尿病患者における末期腎不全予測ツールの開発
福岡市医師会福岡市健康づくりサポートセンター1、
九州大学病院 メディカルインフォメーションセンター2、
株式会社カルナヘルスサポート3、久留米大学医学部 内分泌代謝内科4、
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科5、福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科6、
佐賀県医療センター好生館 糖尿病代謝内科7、行橋中央病院8

○井口登與志1、奥井佑2、野尻千夏2、日山富士代3、西田大介3、
in Patients with Diabetes Group for Prediction Study of ESRD4,5,6,7,8、中島直樹2

2-3-21 SGLT2 阻害薬が腎機能へ与える影響とその要因についての検討
社会医療法人天神会 新古賀病院 栄養管理課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、小西亜也加1、大淵由美1、上村愛理1、伊藤真理1

2-3-22 コーヒー摂取とCKD発症の関連：Fukuoka Diabetes Registry
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学1、
社会医療法人財団白十字会 白十字病院 糖尿病センター2、
福岡歯科大学総合医学講座 内科学分野3、製鉄記念八幡病院 糖尿病センター4、
九州歯科大学 総合内科学5

○小森田祐二1、大隈俊明1、岩瀬正典1,2、藤井裕樹1,3、中村宇大4、於久祐太郎1、東大樹1、
大城彩香1、坂本和可子1、吉成匡人1,5、北園孝成1

2-3-23 自己免疫性膵炎寛解後に IgG4 関連膜性腎症を発症した一例
久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門1、
久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門2、社会医療法人シマダ嶋田病院糖尿病内科3

○伊藤洋1,3、本村誠一1、吉信聡子1、岩田慎平1、久保沙織2、植田詩子2、蘆田健二1、
赤司朋之3、野村政壽1
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2-3-24 IgA 腎症で透析導入となり、ファブリー病が疑われた 2型糖尿病の一例
医療法人森和会 行橋中央病院 糖尿病内科1、同 やまうち内科クリニック2、
医療法人 行橋クリニック3

○江藤知明1、正門光法2、松本美香3、井口志洋1、山内照章1、梅田文夫1
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第 5会場

急性合併症①（9：00―10：00） 座長：佐藤 雄一

2-5-01 ソフトドリンクにより急激に耐糖能が悪化し，糖尿病性ケトアシドーシスをきたした 2例
鹿児島大学 糖尿病内分泌内科
○橋野公輔、楠元公士、有村愛子、倉野美穂子、橋口裕、出口尚寿、西尾善彦

2-5-02 糖尿病ケトーシス発症が診断契機となった中枢性尿崩症の 1例
JCHO熊本総合病院 糖尿病センター1、
熊本大学大学院 生命科学研究部 病態生化学2、
熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学3

○髙木優樹1、本島寛之1、村田雄介1、大塚由理1、山縣和也1,2、荒木栄一3

2-5-03 急性膵炎を契機に乳酸アシドーシスを発症した糖尿病合併妊娠の一例
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科1、宇城総合病院 糖尿病センター2

○大塚由理1、福田一起1、前田沙梨恵1、浜田英明1、小野薫1、梶原伸宏1、石井規夫1、
井形元維1、瀬ノ口隆文1、宮村信博2、荒木栄一1

2-5-04 著明な高トリグリセライド血症を合併した糖尿病性ケトアシドーシスの 1例
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科
○久保徹、地頭薗公宏、倉野美穂子、有村愛子、橋口裕、出口尚寿、西尾善彦

2-5-05 SGLT2 阻害薬による正常血糖ケトアシドーシスを来した 1型糖尿病の 1例
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1、
鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科2

○時岡玲子1、堀切陽祐1、牧野美和2、有村愛子1、倉野美穂子1、橋口裕1、出口尚寿1、
西尾善彦1

2-5-06 演題取り下げ

急性合併症②（10：00―11：00） 座長：中村 宇大

2-5-07 一過性の急性胃拡張症をきたした 1型糖尿病性ケトアシドーシスの 1例
医療法人財団華林会 村上華林堂病院 糖尿病センター
○吉田亮子、両林龍太朗、野中瑠以子、柳田育美、小野順子

2-5-08 劇症 1型糖尿病様の代謝性アシドーシスと一過性の高血糖を認めた急性膵炎の一例
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 消化器内科2、長崎大学病院 内分泌・代謝内科3

○コーヘン朋子1、野崎彩1、三谷紗貴1、池田智成2、本田徹郎2、宮﨑修2、錦戸慎平3、
阿比留教生3、門田淳一1

2-5-09 演題取り下げ
2-5-10 DKAによる意識障害、低血圧、低体温を認めたが救命し得た 2型糖尿病の一例

鹿児島大学病院 糖尿病内分泌内科
○當房卓也、池田真紀、有村愛子、倉野美穂子、橋口裕、出口尚寿、西尾善彦
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2-5-11 アルカレミアを呈した糖尿病性ケトアシドーシスの 1例
いまきいれ総合病院 初期臨床研修医1、いまきいれ総合病院 糖尿病内科2、
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3

○和田竣太郎1、山元聖明2、下鶴麻希子3、西尾善彦3

2-5-12 常用量のメトホルミンを内服中に乳酸アシドーシスを呈した膵性糖尿病の 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
○迫田景子、永井聡、福山光、泊秀史、坪井由紀、吉道剛

急性合併症③（11：00―12：00） 座長：橋口 裕

2-5-13 当院におけるSGLT2 阻害薬内服中にケトーシス・ケトアシドーシスを呈した糖尿病症例
JCHO熊本総合病院 糖尿病センター1、熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学2

○村田雄介1、本島寛之1、井手口拓弥1、高木優樹1、山縣和也1、荒木栄一2

2-5-14 SGLT2 阻害薬と副腎不全により正常血糖ケトーシスを発症した一例
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科1、熊本労災病院 糖尿病・代謝内科2

○吉永礼香1、前田沙梨恵1、浜田英明1,2、井手芙美1、荒木裕大1、井形元維1、瀬ノ口隆文1、
荒木栄一1

2-5-15 正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスと副腎不全を合併した高齢 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、長崎大学病院 内分泌代謝内科2

○相川恵莉加1,2、渡部誠也1,2、五反田幸一郎1、原口愛1,2、堀江一郎2、山崎浩則1、
阿比留教生2

2-5-16 糖尿病ケトアシドーシスに血小板減少をともなって発症した 1A型糖尿病の 1例
宮永病院 糖尿病センター1、宮永病院 総合内科2

○西勇一1、宮田研一郎2

2-5-17 清涼飲料水ケトアシドーシスを契機に急性発症 1型糖尿病と判明した症例
公益社団法人慈愛会 いづろ今村病院 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

○竹迫慎平1、新中須敦1、田川理笑1、竹内直矢1、和田華菜子1、鎌田哲郎1、西尾善彦2

2-5-18 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1、
九州大学大学院医学研究院 社会環境医学講座2、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）3、
九州大学病院 メディカルインフォメーションセンター4

○佐藤直市1、伊豆倉理江子2、相良理香子1、神田橋忠4、平田明恵4、宇山佳明3、
小川佳宏1、中島直樹4
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調査研究②（15：10―16：00） 座長：水流添 覚

2-5-19 看護師の糖尿病患者に対する災害教育についての意識および実態調査
独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院門司メディカルセンター 看護部1、
独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院門司メディカルセンター 糖尿病・血液・膠
原病内科2

○進裕美子1、中村博子1、望月玉青1、内田麻紀1、林奈美1、五島麻里子1、新生忠司2

2-5-20 当院の退院後療養指導における在宅療養指導料の算定状況についての調査
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、森颯馬2、江藤真実2、藤田成裕2

2-5-21 糖尿病教室後の患者への振り返りを行った看護師の実態調査
九州大学病院 北10階2病棟1、九州大学大学院 医学研究院 病態機能内科学2

○前田英子1、岩本夏美1、豊福由香里1、梅津人美1、久冨清美1、坂本和可子2、大城彩香2、
大隈敏明2

2-5-22 糖尿病スティグマについての院内アンケート
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

2-5-23 当院における糖尿病地域連携パスの円滑な運用に向けた取り組み
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

○山下由起子1、明島淳也2、美奈川仁美2、森山照代1、工藤完美1、織田里子1、井上絵梨1、
佐藤智美1、伊藤綾音1
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第 6会場

臨床検査①（9：00―10：00） 座長：松村 剛

2-6-01 2 型糖尿病患者における肝予備能マーカーALBI の検討
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター1、
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病内科2、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学3

○中村宇大1,2、坂本典彦2、高野瑛子3、原功哉2、眞田知慧2

2-6-02 2 型糖尿病患者における肝線維化スコアリングシステム FIB-4 index の検討
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病内科1、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学2、
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター3

○坂本典彦1、原功哉1、眞田知慧1、高野瑛子2、大隈俊明2、中村宇大1,3、北園孝成2

2-6-03 2 型糖尿病患者におけるRETeval-DR 値と末梢神経障害、肝線維化との関連の検討
九州大学病院 内分泌代謝糖尿病内科
○甲斐田実里、松田やよい、松崎千登勢、平畠啓介、田中康平、木村倫子、伊藤寛治、
白石弘樹、坂本竜一、小川佳宏

2-6-04 NAFLDを有する 2型糖尿病患者へのSGLT2 阻害薬による FIB-4 index の変化と特徴の検討
平和台病院 内科
○喜多省太郎、天野一志、中村周治

2-6-05 後期高齢 2型糖尿病患者における血清ビリルビン値と骨格筋指数の相関
医療法人森和会 行橋中央病院 内科1、福岡市健康づくりサポートセンター2、
医療法人森和会 やまうち内科クリニック3

○井口志洋1、井口登與志2、江藤知明1、正門光法3、梅田文夫1、山内照章1

2-6-06 外来 2型糖尿病患者の合併症検査における異常値の頻度について
松本メディカルコミュニケーションズ 内科1、京町内科病院2、三川内病院3

○松本一成1、大坂薫平2、橋本聡3

臨床検査②（10：00―11：00） 座長：西川 武志

2-6-07 心疾患を合併した糖尿病患者の外来管理状況
済生会福岡総合病院 糖尿病内科1、済生会福岡総合病院 薬剤部2

○京志穂子1、窪田美咲2、澤田布美1、関口直孝1

2-6-08 糖尿病（DM）患者における長期CPAP（C）使用の影響について
内科阿部医院1、大分三愛メディカルセンター2

○梶原由香1、金井美和1、金當智美1、大口市子1、森永真衣1、伊藤千春1、濱口和之2、
阿部理恵1、阿部陽子1、阿部信行1、阿部克成1
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2-6-09 臨床検査技師による血糖測定器の精度管理運用について
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 検査部1、
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター2

○黒田友啓1、村田悦子1、西堂園紀子1、中村宇大2

2-6-10 未知の修飾ヘモグロビンのためにHbA1c が偽高値を示したと考えられた 1例
（社）遠賀中間医師会おんが病院 糖尿病内科1、
（社）遠賀中間医師会おんが病院 臨床検査科2、はくほう会 セントラル病院 内科3

○大江宣春1、奥下由紀子2、古賀正史3

2-6-11 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1、
久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門2

○田尻祐司1、大滝聡一郎1、足達彩華1、中村由育1、野村政壽2

2-6-12 HbA1c と血糖値に顕著な乖離を認めた肥満合併 2型糖尿病患者の 1例
福岡赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科1、九州大学大学院病態機能内科学2

○佐々木伸浩1、堀内俊輔1、藤平美佳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

肥満・動脈硬化（11：00―12：10） 座長：瀬ノ口隆文

2-6-13 Weekly GLP-1RA の切り替えによるHbA1c 及び体重に及ぼす効果の検討
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

○高田雅文1、吉田陽1、西村博之1、塩山由紀1、守田彩文1、栗並昇2、杉山正悟2、
稗島州雄2、陣内克紀2、梶原敬三2、陣内秀昭2

2-6-14 GLP-1 による体重減少は脂肪が減少するのか？～In Body を用いた検討～
医）岡田内科クリニック 内科
○冨永博之、黒坂謙、岡田朗

2-6-15 COVID-19 感染拡大に伴う自粛前後での大学生の体重変化と生活状況関連因子の検討
長崎大学病院 内分泌・代謝内科1、長崎大学病院 糖尿病診療支援センター2、
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 産学共同研究プラットフォーム＆ゲノム医療研究推
進室3

○有森春香1、鎌田昭江2、三輪昌輝2、山本広美2、森本心平3、古林正和1、阿比留教生1

2-6-16 著明な膵脂肪置換を剖検で確認した、高度肥満を伴う若年 2型糖尿病患者の一例
国保水俣市立総合医療センター 臨床検査科1、
国保水俣市立総合医療センター 代謝内科2、JCHO熊本総合病院 病理診断科3

○下野原壮1、佐田公範2、藤沢和夫2、猪山賢一3

2-6-17 肥満と糖尿病の関連における性差：ISSA-CKD研究
福岡大学医学部 衛生・公衆衛生学1、福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学講座2、
福岡大学医学部 腎臓・膠原病内科学講座3

○永松享規1、江口遼1、阿部真紀子1、藤井秀幸2、舩越駿介1、佐藤敦1、川添美紀1、
前田俊樹1、川浪大治2、升谷耕介3、有馬久富1
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2-6-18 頸動脈エコーによる動脈硬化症スクリーニングにて無症候性虚血性心疾患が判明した症例
（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、志村淳子、宮良律子、宮良るみ子、東竹西慶乃

2-6-19 胃癌術後の造影CTによりルリッシュ症候群が判明した 2型糖尿病の一例
医療法人森和会 行橋中央病院 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、井口志洋1、山内照章1、梅田文夫1

その他の合併症（15：10―16：10） 座長：井形 元維

2-6-20 長期経過でインスリン分泌能が低下した膵尾部低形成を合併した糖尿病の一例
久留米大学病院 内科学講座内分泌代謝内科部門
○水落紘一郎、吉信聡子、出宮睦之、曽根崎文、岩田慎平、永山綾子、本村誠一、
蘆田健二、野村政壽

2-6-21 膵癌術後の高齢患者の昏睡の原因が門脈シャントによることが示唆された症例
（特医）成仁会 くまもと成仁病院 内科 代謝内科
○勇聡、松田浩治、上原昌哉

2-6-22 筋強直性ジストロフィーを背景として発症した diabetic lipemia の一例
福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科
○永田大、高橋弘幸、満岡遼、秀島早紀、牟田芳実、髙士祐一、田邉真紀人、川浪大治

2-6-23 ACTH単独欠損症を合併した高齢 2型糖尿病の一例
福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科
○長田真依、阿部一朗、越智健太郎、千田友紀、竹下佳織、古賀翠、工藤忠睦、小林邦久

2-6-24 演題取り下げ
2-6-25 糖尿病患者における肩関節周囲炎の頻度の検討

高木病院 予防医学 内科1、高木病院 内科2

○和泉賢一1、三角優莉奈2、高原由樹2、小野恭裕2
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第 8会場

GLP1 受容体作動薬（9：00―10：10） 座長：田邉真紀人

2-8-01 新規 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの実臨床での肥満糖尿病に対する有用性
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2

○吉川貴教1、梶原洋文1、山田雅也1、生山祥一郎2、濱口和之2

2-8-02 週 1 回注射GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの臨床効果
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、井口志洋2、江藤知明2、梅田文夫2、山内照章2

2-8-03 当院通院中の 2型糖尿病患者におけるセマグルチド注射薬（Sema）の短期効果
（医社）紘和会 平和台病院 内科
○天野一志、藤崎弘志郎、寺坂喜子、山下優子、中村周治

2-8-04 GLP-1 受容体作動薬投与中に腸管気腫症をきたした 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、
長崎大学病院 呼吸器内科3

○淵野萌子1、鎌田昭江2、福島光基3、山口博之3、迎寛3、阿比留教生1、川上純1

2-8-05 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、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

2-8-06 セマグルチド導入後、血糖値、体組成、脂肪肝の改善を認めた 2型糖尿病の一例
嬉野医療センター 糖尿病・内分泌内科
○美奈川仁美、明島淳也

2-8-07 演題取り下げ

CSII・経口GLP1 受容体作動薬（10：10―11：10） 座長：比嘉 盛丈

2-8-08 持続皮下インスリン注入療法における基礎分泌補充調整強化による効果
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、堀内俊輔1、藤平美佳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
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2-8-09 ルムジェブⓇ（URLi）を用いたインスリンポンプ療法（CSII）の血糖変動抑止効果
久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門
○迫智基、岩田慎平、岡田一樹、三浦満美、森高かの子、永山綾子、吉信聡子、
蘆田健二、野村政壽

2-8-10 当院外来でリベルサスⓇ（Sema）3mg，7mg，14mg を投与した 2型糖尿病患者，3例の検
討
医療法人社団絋和会 平和台病院 内分泌代謝科
○中村亜季、天野一志、藤﨑弘志郎、山下優子、中村周治

2-8-11 経口 GLP-1 受容体作動薬セマグルチドの臨床経験
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、井口志洋1、江藤知明1、梅田文夫1

2-8-12 注射療法を拒否していた糖尿病患者に経口GLP1 受容体作動薬が有効であった一例
光晴会病院 糖尿病センター
○川原仁美、世羅康徳、赤澤昭一

2-8-13 経口セマグルチド使用下での血糖改善と体組成変化を観察した高齢 2型糖尿病の 1例
産業医科大学 第1内科学
○立山莉奈、岡田洋右、上村芙美、齋藤桃、田中良哉

SGLT2 阻害薬（11：10―12：00） 座長：田仲 秀明

2-8-14 重症心不全を伴う 2型糖尿病にエンパグリフロジン投与でNT-ProBNPが著明に改善した 1
例
医療法人社団創平会 くりや内科医院
○厨源平、厨直美、厨平

2-8-15 実地医科におけるルセオグリフロジンの 3年間投与の臨床効果（KDDS1）
福元医院1、りい内科クリニック2、いのくち医院3、ひさとみ内科クリニック4、
横溝内科クリニック5、たまきクリニック6

○福元良英1、李源台2、玉置昇6、猪口哲彰3、久富孝昭4、横溝由史5

2-8-16 当院での SGLT-2 服用高齢者の治療効果
鹿児島厚生連病院 薬剤科1、鹿児島厚生連病院 糖尿病内科2

○中村有莉恵1、佐多照正1、細山田香2、足達良2

2-8-17 高齢 2型糖尿病患者におけるSGLT2 阻害薬の効果
医療法人 上ノ町・加治屋クリニック 検査科1、同内科2

○丸口由紀子1、加治屋昌子2、岩元真菜美1、上ノ町仁2

2-8-18 著明なインスリン抵抗性を伴う非肥満糖尿病患者にSGLT2 阻害薬が有効であった一例
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科
○永井博史、松田やよい、岩橋徳英、伊藤寛治、木村倫子、田中康平、平畠啓介、
白石弘樹、山下彩織、坂本竜一、小川佳宏
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薬物療法（15：10―16：00） 座長：本島 寛之

2-8-19 当院外来 2型糖尿病患者の経口治療薬数とHbA1c の推移
医療法人森和会 行橋中央病院 薬剤部1、
医療法人森和会 行橋中央病院 糖尿病内科2、
医療法人森和会 やまうち内科クリニック3

○栗山伸隆1、梅田文夫2、正門光法3、江藤知明2、井口志洋2、山内照章2

2-8-20 2 型糖尿病患者に対する薬物療法の実態調査九州糖尿病データベース研究会KDDS2
医療法人 ひさとみ内科クリニック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、横溝内科クリニック5、土井内科クリニック6、
渡辺内科医院7、田中内科クリニック8、医療法人社団昇陽会 たまきクリニック9、
佐々木クリニック10、こまつ医院11

○久冨昭孝1、李源台2、猪口哲彰3、福元良英4、横溝由史5、土井賢6、渡辺泰夫7、
田中弘吉8、玉置昇9、佐々木正彦10、小松千代11

2-8-21 当院におけるSU剤およびグリニド系薬剤の処方傾向
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、森颯馬2、江藤真実2、池田能利子1、藤田成裕2

2-8-22 心疾患と糖尿病が併存した患者に対する糖尿病治療薬の処方内容の比較
済生会福岡総合病院 薬剤部1、済生会福岡総合病院 糖尿病内科2

○窪田美咲1、京志穂子2、澤田布美2、関口直孝2

2-8-23 当院における糖尿病治療薬の処方割合の変遷
福岡県済生会飯塚嘉穂病院 薬剤部1、福岡県済生会飯塚嘉穂病院 糖尿病内科2

○古川貴弘2、冨松洋治1、安部健太郎2、野殿光貴2、工藤佳奈2、有田好之2、迫康博2
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療養指導・自己注射①（9：00―9：50） 座長：陣内 秀昭

2-9-01 インスリン注射自己管理チェック表を用いた指導結果から見えてきた現状と課題
くまもと県北病院 糖尿病内分泌科外来1、くまもと県北病院 糖尿病内分泌科2

○加藤智恵1、寺本智美1、米村八重子1、佐竹俊彦2、松田浩史2

2-9-02 片麻痺を呈した患者に対するインスリン自己注射手技への自助具の検討
医療法人春水会 山鹿中央病院 リハビリテーション科1、
医療法人春水会 山鹿中央病院 糖尿病内科2、
医療法人春水会 山鹿中央病院 看護部3、医療法人春水会 山鹿中央病院 栄養課4

○澤村一豊1、竹迫雅弘2、柴田巳有希3、石原幸子3、上野優花4

2-9-03 オゼンピックⓇ皮下注 SDの自己注射に難渋した 2型糖尿病の 3症例
宮永病院 看護部1、宮永病院 糖尿病センター2

○本田啓子1、西勇一2、福永詔子1

2-9-04 糖尿病注射薬の保管状況に関する実態調査
福岡県済生会大牟田病院 薬剤部1、福岡県済生会大牟田病院 看護部2、
福岡県済生会大牟田病院 内分泌糖尿病内科3

○竹下和余1、古賀寛子2、永迫久裕3、岩屋智加予3

2-9-05 限局的なインスリン注射により高度の硬結を呈した 1例
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 糖尿病内分泌代謝内科2

○山下理恵1、野崎彩2、門田淳一2

療養指導・自己注射②（9：50―10：50） 座長：仲地 健

2-9-06 当院外来におけるサイトローテーション指導後の実施状況と皮下腫瘤予防への課題
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、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

2-9-07 入院中の高齢糖尿病患者における自己注射手技の実態と支援課題
公益財団法人健和会 健和会大手町病院 看護部1、
公益財団法人健和会 健和会大手町病院 内科2

○十時綾子1、小川亜沙美1、内村作子2

2-9-08 インスリン注射部位皮下の超音波検査が血糖コントロール改善に有用であった 2型糖尿病の
1例
学校法人福岡大学 筑紫病院 臨床検査部1、
学校法人福岡大学 筑紫病院 内分泌糖尿病内科2

○池田悠悟1、磯沖英理1、岩下みゆき1、井田祐子1、徳永実紗1、稲員成美1、石川未希1、
川崎都子1、生田幹博1、小林邦久2
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2-9-09 GLP-1 受容体作動薬～『疼痛』への検討～
医療法人 石橋医院1、北里大学病院臨床研修センター2、
岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座3

○石橋興介1,3、藤田琢磨2、下沖収3

2-9-10 ペン型インスリン注射器を介した血液曝露リスクに関する当院看護師の認識調査
琉球大学病院 看護部 9階西病棟1、
琉球大学医学部 保健学科 母子看護学講座 国際地域保健分野2、
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3

○花城貴子1、呉屋秀憲1、具志堅美智子2、徳元裕子1、喜友名真由美1、野村美帆1、
島袋優子1、中山良朗3、益崎裕章3

2-9-11 ペン型インスリン注射器を介した血液曝露リスクに関する周知活動報告
琉球大学病院 看護部 9階西病棟1、
琉球大学医学部 保健学科 母子看護学講座 国際地域保健分野2、
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3

○呉屋秀憲1、花城貴子1、具志堅美智子2、徳元裕子1、喜友名真由美1、野村美帆1、
島袋優子1、中山良朗3、益崎裕章3

食事療法②（10：50―11：40） 座長：矢野まゆみ

2-9-12 糖尿病腎症第 4期から透析予防指導を開始した 2症例～透析導入症例と維持症例～
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、斎藤和子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

2-9-13 糖尿病性腎症 3期患者における蛋白質摂取量と eGFR低下速度の関係
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 糖尿病センター2、
社会医療法人天神会 新古賀クリニック 栄養管理課3

○小西亜也加1、川﨑英二2、平山貴恵1、大淵由美1、伊藤真理1、富松千枝3、福山貴大2

2-9-14 応用カーボカウント導入により行動変容がみられた 1型糖尿病の 1例
社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 栄養管理部1、同 糖尿病センター2

○八木計佑1、伊藤文子2、尾藤大輔2、山西優香2

2-9-15 1 型糖尿病合併症の高齢初産患者におけるカーボカウント導入
社会保険田川病院 栄養科1、社会保険田川病院 内科2、社会保険田川病院 産婦人科3、
社会保険田川病院 看護部4

○青木哲美1、肥田幸1、若狭恵子1、朝部陽1、光井千晶1、山川千尋1、行徳恵美4、
屋方広美4、藤井毅3、曽我理香2

2-9-16 応用カーボカウント導入が食事療法への興味に結びついた 1型糖尿病患者の 1例
地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 栄養管理部1、
地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 糖尿病代謝内科2

○石田美穂1、満岡佑生1、堀之内梨恵1、山本美紗子1、小根森智子1、朝長礼音2、
江頭絵里奈2、吉村達2、相部仁1
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食事療法③（15：10―16：00） 座長：南 昌江

2-9-17 食事や運動のタイミングが定まらない中で糖尿病を発症、指導により改善した症例
宇城総合病院 栄養管理科1、宇城総合病院 理学療法科2、宇城総合病院 糖尿病内科3

○森美由希1、小野絵里奈1、藏土香月1、吉武茉莉花1、田邊まどか1、野村千津子1、
藤原照美2、冨田さおり3、蛯原賢司3、宮村信博3

2-9-18 退院後の経過中に血糖コントロールが悪化しやすい糖尿病患者の特徴
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 栄養管理部1、
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病内科2、
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター3

○瀬戸瑠璃1、福田陽子1、増田圭子1、原功哉2、坂本典彦2、眞田知慧2、安永勝代1,3、
中村宇大2,3

2-9-19 管理栄養士による包括ケア病棟利用における栄養指導件数減少への介入
日本赤十字社 長崎原爆病院 医療技術部 栄養課1、
日本赤十字社 長崎原爆病院 糖尿病・内分泌内科2、
日本赤十字社 長崎原爆病院 看護部3

○松田梓1、藤田成裕2、江藤真実2、森颯馬2、森明子3、山口洋美3

2-9-20 糖尿病患者の個人栄養指導キャンセルに関する調査
医療法人財団聖十字会西日本病院 栄養部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、医療法人財団聖十字会西日本病院 薬剤部4

○本郷恵未1、松村剛2、藤本有紀3、眞壁知子4、岡部仁美1、大久保侑馬2、荒木栄一2

2-9-21 教育入院を通して見えてきた現状～これまでの評価とこれからの課題～
おもと会 大浜第一病院 診療技術部 栄養給食科1、
おもと会 大浜第一病院 糖尿病センター2

○國吉華江1、安里恵美子1、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
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第 10 会場

調査研究①（9：00―9：50） 座長：土井 康文

2-10-01 糖尿病教育入院患者の実態調査
NHO 福岡東医療センター 栄養管理室1、
NHO 福岡東医療センター 糖尿病・内分泌内科2

○北和貴1、原田瑞紀1、荒木翔太1、内田詩織1、中山美帆1、野原栄2

2-10-02 増え続ける指導ツール。効率的な整理整頓術、その活用例
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、
独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 看護部2

○明島淳也1、美奈川仁美1、佐藤智美2、工藤完美2、森山照代2

2-10-03 糖尿病療養スタッフのカンバセーションマップに対する意識調査
福岡県済生会飯塚嘉穂病院 栄養部1、福岡県済生会飯塚嘉穂病院 看護部2、
福岡県済生会飯塚嘉穂病院 糖尿病内科3

○堀之内潤子1、碓井寿佳2、尾畑智美2、梶原奈津子2、龍野敦子2、水上さおり2、
工藤佳奈3、有田好之3、迫康博3

2-10-04 当院の糖尿病教育入院に携わるスタッフの教育指導内容に関する意識調査
くまもと県北病院 看護部1、くまもと県北病院 糖尿病内分泌科2、
くまもと県北病院 栄養科3、くまもと県北病院 検査科4、くまもと県北病院 薬剤部5、
くまもと県北病院 リハビリ6

○米村八重子1、中村由加利1、永野裕美4、榊なぎさ3、中村文彦6、長井太郎5、佐竹文彦2、
松田浩史2

2-10-05 療養指導の均一化を目指した取り組み～カードシステムのリーフレットを活用して～
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

○平澤智子1、村松美紀1、山下明美1、本田千晶1、岡田美保子1、尾川ひろえ1、
水本千代子1、藤澤和夫2

妊娠・小児（9：50―11：00） 座長：小野 恵子

2-10-06 最大 168 単位のインスリンを必要とした妊娠中の明らかな糖尿病の一例
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

○後藤悠太1、朝長礼音1、江頭絵里奈1、金井督之2、室雅巳2、安永牧生2、吉村達1

2-10-07 妊娠 24 週未満にGDMと診断された症例の臨床像
医療法人 上ノ町・加治屋クリニック1、鹿児島市立病院 産婦人科2

○加治屋昌子1、上ノ町仁1、上塘正人2
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2-10-08 第一子出産後に周産期心筋症の発症が疑われた 1型糖尿病の一例
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1、
独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 循環器内科2、
独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 産婦人科3

○山﨑悠介1、渡部太郎1、松尾崇史2、菅幸恵3、山下洋3、安井順一1

2-10-09 高血糖高浸透圧症候群を契機に 1型糖尿病と診断した重症心身障害の 2歳女児例
産業医科大学 小児科学教室
○桑村真美、齋藤玲子、山本幸代、楠原浩一

2-10-10 DPP4 阻害薬の追加によりインスリン離脱が可能となった永続型新生児糖尿病の一例
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学
○大城彩香、大隈俊明、坂本和可子、高野瑛子、坂本知子、東大樹、小森田祐二、
平川洋一郎、北園孝成

2-10-11 1 型糖尿病ヤングホークスサマーキャンプ参加者に対する意識調査
医療法人 岡田内科クリニック 内科1、
京都大学大学院医学系研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野2

○山仲祐三子1、倉内祥太郎1、林裕子1、岡田浩2、岡田朗1

2-10-12 COVID-19 パンデミックのため受診が遅れた初発の小児糖尿病 2例
福岡市立こども病院 内分泌・代謝科
○牧村美佳、古園美和、都研一

低血糖①（11：00―12：00） 座長：松田やよい

2-10-13 重症低血糖からの回復後に誤嚥性肺炎を合併した 1型糖尿病の 1例
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病内科1、
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学2、
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター3

○梅津紗詠子1、高野瑛子2、眞田知慧1、原功哉1、坂本典彦1、中村宇大1,3

2-10-14 血中 IRI 値が低血糖からの回復時期の予測に有用であったインスリン大量注射の 1例
福岡市民病院 糖尿病内科1、九州労災病院 内分泌代謝内科2

○柴田茉祐1,2、牧村啓晃2、多田隈博2、梅澤智史2、永井博史2、坂井義之1、田中誠一2

2-10-15 低血糖を機に視床下部性副腎皮質機能低下症の診断に至った 1型糖尿病の一例
佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科
○久冨茜音、武市幸奈、今薗直博、岩野文音、井上瑛、山﨑有菜、安西慶三

2-10-16 意識障害を契機にインスリノーマを疑い、ジアゾキシド投与により改善した一例
飯塚病院 糖尿病内科 糖尿病・内分泌代謝内科1、
九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科2

○徳部慧1、舩津美奈1、伊藤淳1、嶋田伸吾1、木村倫子2、井上智彰1、山下彩織2、坂本竜一2

2-10-17 低血糖昏睡にダンピング症候群と低栄養・飲酒が関与したと考えられた一例
鹿児島大学病院 糖尿病内分泌内科
○川本雄大、倉野美穂子、有村愛子、橋口裕、出口尚寿、西尾善彦



11月20日（土）第10会場［WEB会場］ Lオ

― 70 ―

L・・・【Ｌｉｖｅ配信】 オ・・・【オンデマンド配信】

2-10-18 1 型糖尿病患者に生じる低血糖の臨床的背景
長崎県五島中央病院 看護部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2、
長崎県五島中央病院 内科3、長崎県立大学 看護栄養学部栄養健康学科4、
長崎大学病院 総合診療科5

○野中文陽2,3、平山奈々1、谷川美喜子1、松野尾節子1、花村衣咲4、高木博人3、
前田隆浩2,5、竹島史直3

低血糖②（15：10―16：00） 座長：池間 朋己

2-10-19 SU薬の誤薬による重症低血糖をきたした高齢者の一例
佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科1、唐津赤十字病院 内科2

○今薗直博1、武市幸奈1、久冨茜音1、岩野文音1、岸川まり子2、井上瑛1、山崎有菜1、
安西慶三1

2-10-20 イプラグリフロジンでの治療中に遷延性低血糖を生じた一例
北九州市立医療センター 内分泌代謝・糖尿病内科
○吉村將、小笠原諒、松村祐介、河野倫子、権藤元治、足立雅広

2-10-21 グルカゴン製剤に対する意識と実態の聞き取り調査
杉本クリニック 内科
○清田陽子、溝口利穂、杉松ひろみ、池田志穂、杉本英克

2-10-22 HLA-DRB1*0404 を有した超高齢インスリン自己免疫症候群（IAS）の 1例
白十字病院糖尿病センター1、九州中央病院 糖尿病・内分泌内科2、
九州大学大学院病態機能内科学3

○原規子1,2、平田詩乃1、髙木可南子1、於久祐太郎1,3、井手均1、岩瀬正典1、五島大祐2、
大隈俊明3、北園孝成3

2-10-23 視床下部性副腎機能低下を合併したと考えられるインスリン自己免疫症候群の 1例
公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病内分泌内科1、九州大学大学院病体機能内科学2

○小林和貴1、原規子1、中尾晶子1、大隈俊明2、北園孝成2、五島大祐1


