第 48 回 新潟糖尿病談話会のご案内
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。第 48 回新潟糖尿病談話会を下記の要領
にて開催致しますので、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げます。
敬具

記

2 16

１．日

時

平成 31 年

２．会

場

朱鷺メッセ 3 階 中会議室 302
新潟市中央区万代島 6 番地 1 号
医師 2,000 円 コメディカル 500 円

３．参加費

月

日(土)

14:00～18:00

TEL 025-246-8400
学生無料

※ 「日本糖尿病療養指導士 認定更新のための研修会」（第 2 群 1 単位）申請準備中
※ 「新潟県地域糖尿病療養指導士 認定更新のための研修会」（2 単位）申請準備中
※ 「新潟県医師会生涯教育講座」申請準備中
※ 「大学院特別講義」申請準備中

発表者は、新潟医学会誌に掲載するための抄録を 400 字以内で作成し、
発表 1 週間前を目安に事前に電子媒体にてご送付下さい。
（宛先：danwakai@kowa-souyaku.co.jp 興和創薬株式会社内 新潟糖尿病談話会 担当宛）

共催：新潟糖尿病談話会
興和創薬株式会社

2019 年 2 月 16 日(土)

14:00～18:00 於 朱鷺メッセ

3 階中会議室 302

第 48 回新潟糖尿病談話会
プログラム
Ⅰ．情報提供(14:00～14:10)

興和創薬株式会社

Ⅱ．一般演題(14:10 ～17:00、各演題発表時間 7 分・討論 3 分)
一般演題Ⅰ(14:10～15:00)
座長:鈴木 亜希子（新潟万代病院

内科）

① 食直後血糖（食後 3.5 時間未満）における判定基準の設定について
○齋藤清美 小柳博明 松田和博 佐藤幸示
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会
② 当会における低血糖受診者の現状
○八木原幸子 齋藤章江 北神優太郎 松田
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会

和博

佐藤幸示

③ 当院における 2 型糖尿病に関連する肝細胞癌の実態と対策
○月城孝志
新潟県厚生連糸魚川総合病院 内科
④ 新発田地区糖尿病地域連携パス運用 10 年間のまとめ
〇鈴木裕美１）齋藤啓輔１）小川麻２）笠井明男２）本間則行２）長谷川真美３）
上野友美３）大瀧陽子３）加藤つくし４）
1) 県立新発田病院 代謝内分泌内科
2) 県立新発田病院 腎臓内科
3) 県立新発田病院 看護部
4) 県立新発田病院 栄養課
⑤ 1 型糖尿病幼児の入園に対する受け入れ側の意識調査
○小川洋平 長崎啓祐 佐々木直 入月浩美 齋藤昭彦
新潟大学医歯学総合病院 小児科
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一般演題Ⅱ(15:00～15:40)
座長:丸山 順子（長岡中央綜合病院

3 階中会議室 302

看護部）

⑥ FreeStyle リブレ導入と栄養相談により療養行動が改善につながったと考えられる症例
○山口朝子１）福田有加里１）山岸彰子１）山賀新一郎１）山田絢子２）阿部孝洋２）荻原智子２）
濱ひとみ２）津田晶子２）
1) 木戸病院 栄養科
2) 木戸病院 糖尿病内科
⑦ SGLT2 阻害薬の効果と食事摂取状況の検討
○村山稔子１）細島康宏２）蒲澤秀門２）桑原頌治３）田中崇裕４）鈴木芳樹５）成田一衛６）斎藤亮彦３）
1) 新潟大学医歯学総合病院 栄養管理部
2) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座
3)
4)
5)
6)

新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座
新潟大学医歯学総合病院 臨床研究推進センター
新潟大学保健管理センター
新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学

⑧ 当院の運動療法 ～運動処方後の継続状況と介入効果～
○丸山潤１）瀧澤華織２）角張喜代子２）小山美咲１）馬場優子３）濱崎真沙子４）
福武嶺一５）松林泰弘５）田沼厚人６）
1) 小千谷総合病院 リハビリテーション科 理学療法士 健康運動指導士（演者のみ）
2) 小千谷総合病院 看護部
3) 小千谷総合病院 栄養科
4) 小千谷総合病院 薬剤部
5) 新潟大学医歯学総合病院 血液・内分泌・代謝内科
6) 小千谷総合病院 内科
⑨ 高度自律神経障害により日常生活にも難渋した糖尿病患者への生活支援
〇金子真優美１）塩入めぐみ１）大形友哲１）土田美穂２）遠藤春美１）坂内広恵１）
丸山順子３）日向裕大４）棚橋怜生４）八幡和明４）
1) 長岡中央綜合病院 看護部
2) 長岡中央綜合病院 リハビリテーション科
3) 長岡中央綜合病院 糖尿病看護認定看護師
4) 長岡中央綜合病院 糖尿病センター

----------コーヒーブレイク（15:40～16:00）----------
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一般演題Ⅲ(16:00～17:00)
座長:鈴木 克典（済生会新潟第二病院

3 階中会議室 302

代謝・内分泌内科）

⑩ SGLT2 阻害薬による正常血糖ケトアシドーシスの一例
○涌井一郎 白石友信 片桐尚
柏崎総合医療センター 糖尿病センター
⑪ Blake’s pouch cyst に伴う水頭症の治療により若年性認知症の改善を認めた糖尿病の 1 例
〇種村聡 山本正彦 石黒創 岩永みどり 松林泰弘 山田貴穂 藤原和哉
渡邊賢一 曽根博仁
新潟大学医歯学総合病院 内分泌・代謝内科
⑫ 良好な血糖制御下で眼科にて定期管理するも、血管新生緑内障発症を阻止できなかった
糖尿病症例
〇安藤伸朗
立川綜合病院、済生会新潟第二病院 眼科
⑬ 2 型糖尿病腹膜透析患者への GLP1 作動薬の使用について
○本間則行１）小川麻１）笠井昭男１）里方一紀２）中村元２）
1）県立新発田病院 腎臓内科
2) 新潟市民病院 腎臓・リウマチ科
⑭ 糖尿病患者に対する 80kcal ショコラの効果
－間食がやめられない患者に対する解決策として－
○中村宏志
中村医院 内科
⑮ “がん治療”と“糖尿病”の危険な関係
○谷 長行
新潟県立がんセンター新潟病院 内科

Ⅲ．特別講演(17:00～18:00)

座長：八幡 和明（長岡中央綜合病院 糖尿病センター）

「『指導』しない療養指導
～コミュニケーションから考える糖尿病療養支援～」
国立がん研究センター中央病院 総合内科 科長 大橋 健先生

