第 49 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 49 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 29

時

2020 年

２．会

場

朱鷺メッセ 2 階 中会議室 201

３．参加費

月

日(土)

１．日

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

14:00～18:10

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）申請中
※ 「新潟県医師会生涯教育講座」申請中 1 単位
※ 「大学院特別講義」申請中

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.co.jp 興和株式会社内 新潟糖尿病談話会 担当宛）

共催：新潟糖尿病談話会
興和株式会社
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第 49 回新潟糖尿病談話会
プログラム
Ⅰ．情報提供(14:00～14:07)

パルモディア錠 0.1 ㎎

デベルザ錠 20 ㎎

興和株式会社

当番世話人挨拶
細島 康宏(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)

Ⅱ．一般演題(14:10 ～17:00、各演題発表時間 7 分・討論 3 分)
栄養・運動関連 (14:10～15:00)
座長:小川 洋平（新潟大学医歯学総合病院

小児科）

① 小児 1 型糖尿病患者の運動セルフエフィカシーに関する検討
○白井信行１）椿淳裕２）大脇教光３）小川洋平４）
1) 新潟臨港病院 リハビリテーション科 2) 新潟医療福祉大学大学院
3) 新潟大学医歯学総合病院 総合リハビリテーションセンター
4) 新潟大学医歯学総合病院 小児科
② 低血糖が遷延した若年 2 型糖尿病の 1 例
○小林美恵子１）古寺一樹２）小川洋平３）
1) 国立病院機構新潟病院 看護部 2) 新潟大学医学部小児科
3) 新潟大学医歯学総合病院 小児科
③ 行政との共催による多部署・多職種で取り組んだ糖尿病予防活動
～地域住民を対象とした HPH(健康増進活動拠点病院)活動の一端として～
○古川理志 池尻真希子 高橋良太 中野沙紀 高橋博幸 斉藤幸恵 青野直美
新潟勤労者医療協会 かえつクリニック メディカルフィットネス・ウオーム

岡田節朗

④ 日本人の 2 型糖尿病患者の肥満に対する摂取エネルギー量と身体活動量の複合的効果
○治田麻理子１）２）藤原和哉１）武田安永１）竹内瑞希１） 根立梨奈１）
池田和泉１）曽根博仁１）
1) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学
2) 済生会新潟病院 栄養科
⑤ 2 型糖尿病患者における食事エネルギー密度とエネルギー、マクロ栄養素の肥満との関連
○武田安永１）２）藤原和哉１）治田麻理子１）森川咲子１）３）堀川千嘉１）４）
根立梨奈１）池田和泉１）曽根博仁１）
1) 新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科学分野
2) 新潟大学医歯学総合病院栄養管理部 3) 徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科
4) 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科
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検査・診断関連 (15:00～15:40)
座長:蒲澤 秀門（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）
⑥ 認知機能の悪化、怠薬と共に病型の変化を認めた高齢者糖尿病の 1 例
○村井幸四郎 岸裕太郎 金子正儀 滝澤祥子 竹内亮 今西明 安楽匠 小松健 佐藤隆明
矢口雄太 山田万祐子 川田亮 松林泰弘 藤原和哉 岩永みどり 山田貴穂 曽根博仁
新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野
⑦ 当会における血糖緊急報告対象者の推移
○鶴間純 赤澤道代 小柳博明 松田和博
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会

佐藤幸示

⑧ 検眼鏡、走査型広角眼底撮影装置、OCT アンギオの糖尿病網膜症検出力の比
○栗山桃奈１）安藤伸朗１）八百枝潔１）２）
1) 立川綜合病院
2) やおえだ眼科
⑨ 糖尿病の腎障害の新規尿バイオマーカーの探索
○山本格１）２）山本恵子１）平尾嘉利１）内許智博２）Amr Elguoshy１）
山田幸男２）上村宗２）高澤哲也２）
1) 新潟大学 生体液バイオマーカーセンター
2) 信楽園病院 臨床検査科、糖尿病・内分泌内科
薬剤関連(15:40～16:20)
座長:山田 貴穂（新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野）
⑩ 継続した栄養指導と SGLT2 阻害薬で著明な減量が得られた Prader-Willi 症候群の１例
○大竹美香１）田村智子２）鈴木裕美３）西井郁生３）加藤つくし１）
1) 新潟県立新発田病院 栄養課
2) 新潟県立津川病院 栄養課
3) 新潟県立新発田病院 代謝内分泌科
⑪ インスリン使用中の維持血液透析患者における GLP-1 受容体作動薬デュラグルチド
併用の有効性および安全性に関する探索的臨床試験
○宇賀村大亮１）細島康宏２）蒲澤秀門２）田邊直仁３）吉澤優太１）忰田亮平４）河野恵美子５）
竹山綾６）三浦隆義７）藤川浩一８）須貝昌博９）山崎肇１０）捧博輝６）青池郁夫１１）三浦義明７）
鈴木芳樹１２）成田一衛４）斎藤亮彦１）
1) 新潟大学医歯学総合病院 腎研究センター 機能分子医学講座
2) 新潟大学医歯学総合病院 腎研究センター 病態栄養学講座
3) 新潟県立大学 健康栄養学科
4) 新潟大学医歯学総合病院 腎研究センター 腎・膠原病内科学
5) 長岡中央綜合病院 6) 済生会三条病院 7) 三浦内科医院 8) 舞平クリニック
9) 西川町立病院 10)長岡赤十字病院 11) 向陽メディカルクリニック
12) 新潟大学 保険管理センター
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⑫ 2 型糖尿病を合併した維持血液透析患者におけるオマリグリプチンの有効性の検討
○吉澤優太１）細島康宏２）蒲澤秀門２）田邊直仁３）甲田豊４）島田久基５）髙澤哲也５）
伊藤孝仁６）北村忠弘７）鈴木芳樹８）成田一衛９）斎藤亮彦１）
1) 新潟大学医歯学総合病院 腎研究センター 機能分子医学講座
2) 新潟大学医歯学総合病院 腎研究センター 病態栄養学講座
3) 新潟県立大学 健康栄養学科 4) 甲田内科クリニック 5) 信楽園病院
6) 片桐記念クリニック 7) 群馬大学 生体調節研究所 代謝シグナル解析分野
8) 新潟大学 保健管理センター
9) 新潟大学医歯学総合病院 腎研究センター 腎・膠原病内科学
⑬ 当院におけるペマフィブラートの使用経験
○井上正則
井上内科医院
----------コーヒーブレイク（16:20～16:30）---------糖尿病性腎症重症化予防事業関連(16:30～17:10)
座長:八幡 和明（長岡中央綜合病院 糖尿病センター）
糖尿病性腎症重症化予防事業に関する新潟県からのお知らせ
○中川圭子（新潟県福祉保健部健康対策課 健康食育推進係）
⑭ 新潟市における糖尿病性腎症重症化予防事業について
○金子幸子１）佐藤純子１）坂井範子１）細島康宏２）蒲澤秀門２）成田一衛３)
1) 新潟市福祉部保険年金課
2) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 病態栄養学講座
3) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎・膠原病内科
⑮ 燕市での糖尿病性腎症化予防の取り組み
○北澤勝 本間修 甲田豊
燕労災病院
⑯ 上越市における糖尿病重症化予防のための取組
○伊倉さつき
上越市役所 健康づくり推進課
Ⅲ．特別講演(17:10～18:10)

座長：鈴木 芳樹（新潟大学 保健管理センター）

「最適な 2 型糖尿病食事療法を目指して
-SGLT2 阻害薬は糖質制限と同じ？-」
京都府立医科大学 大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学 教授

福井 道明先生

