
プログラム
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特別教育講演

 座長　東京女子医科大学糖尿病センター 岩本  安彦
 演者　海老名総合病院・糖尿病センター 大森  安恵

「母子を糖尿病から守る予防キャンペーン
妊娠前における糖代謝異常検出への期待 」

■平成 22年 11 月 27 日（土）15：20 ～ 15：40

学会報告

 座長　東京都済生会中央病院内科 穴澤  園子
 演者　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室 平松  祐司

■平成 22年 11 月 26 日（金）10：20 ～ 10：50

「妊娠糖尿病の新しい診断基準確立と今後の対応」

教育講演

 座長　東京女子医科大学産婦人科・母子総合医療センター 松田  義雄
 演者　山梨大学大学院 環境遺伝医学講座 久保田健夫

「成人病胎生期発症仮説（DOHaD）とエピジェネティクス」

■平成 22年 11 月 27 日（土）11：36 ～ 12：26
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〈海外招聘講演〉

 演者　Department of Pediatrics,University of California Davis, U.S.A. Anthony F. Philipps

“Effects of Maternal Diabetes on the Fetus and Beyond: 
Interactions between the Milieu and Genome”

イブニングシンポジウム

 
座長
　東京女子医科大学東医療センター小児科 杉原  茂孝

 　　　駿河台日本大学病院小児科 浦上  達彦

■平成 22年 11 月 26 日（金）16：30 ～ 18：50

「小児科からみる life cycle disease としての糖尿病と妊娠」

1．「糖尿病をもつ女性の妊娠前教育」
 演者 大阪市立大学発達小児医学教室 川村  智行

2．「糖尿病合併妊娠の胎児・新生児への対応」
 演者 埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター新生児科 側島  久典

3． 「DOHaDからみた出生体重および乳幼児期の成長と
　　小児思春期の肥満および代謝異常との関連」
 演者 新潟大学医歯学総合病院小児科 菊池  　透

4．「SGA 児における耐糖能異常（GH治療を含めて）」
 演者 山梨大学小児科 小林  浩司



 - 12

アフタヌーンワークショップ

 
座長
　埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 粟田  卓也

 　　　埼玉医科大学産婦人科 板倉  　敦

「妊娠糖尿病および糖尿病妊娠療養への先進的取り組み」

■平成 22年 11 月 27 日（土）13：40 ～ 15：10

1．「妊娠時のカーボカウントによる血糖管理」
 演者 大阪大学医学部附属病院内分泌代謝内科 黒田  暁生

2． 「糖尿病合併妊娠に対するContinuous Glucose Monitoring (CGM) の
　　使用により分かること」
 演者 北里大学医学部内分泌代謝内科学 守屋  達美

3．「当院における妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の管理」
 演者 東京慈恵会医科大学産婦人科 和田  誠司

4．「最近 10 年間の糖尿病合併妊娠から見た周産期予後影響因子」
 演者 鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター母体胎児部門 上塘  正人
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ランチョンセミナー

■平成 22年 11 月 26 日（金）12：20 ～ 13：20

 座長　岐阜大学大学院医学系研究科分子・構造学講座内分泌代謝病態学分野 武田  　純
 演者　あだち健康行動学研究所 足達  淑子

 座長　埼玉社会保険病院 丸山  太郎
 演者　中央内科クリニック 村松  弘康

■平成 22年 11 月 27 日（土）12：30 ～ 13：30

1．「行動療法による妊産婦の生活援助と育児支援」

2．「若い女性への禁煙のすすめ」

モーニングセミナー
■平成 22年 11 月 27 日（土）8：30 ～ 9：30

 座長　母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 中林  正雄

「グリコアルブミン測定の現状と今後の展望」

1．「妊娠中の血糖コントロールにおけるグリコアルブミンの有用性」
 演者 石井記念愛染園附属愛染橋病院内科 橋本久仁彦

2．「献血者におけるグリコアルブミン（ＧＡ）測定導入の意義と成績」
 演者 石川県赤十字血液センター 三輪  梅夫
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■平成 22年 11 月 26 日（金）8：50 ～ 10：20　　10：50 ～ 12：02　　14：05 ～ 16：29

 ［症例］8：50 ～ 9：35

 
座長

 愛媛県立今治病院内科 清水  一紀
 三重大学医学部附属病院周産母子センター 杉山　  隆

1．「若年発症 2型糖尿病の腎症合併妊娠の 1例」
 
 

2．「Bevacizumab を硝子体内投与した糖尿病網膜症合併妊娠の 1例」
 
 

3．「妊娠時、橋本病確認された 1型糖尿病妊婦の 1例」
 
 

4．「妊娠 25 週に発症した劇症 1型糖尿病と考えられる 1例」
 
 

5．「母子ともに生後 1年以内の乳児期に発症した 1型糖尿病症例」
 
 

 ［胎児合併症］9：35 ～ 10：20

 
座長

 国立病院機構長崎医療センター産婦人科 安日  一郎
  東京女子医科大学母子総合医療センター 楠田　  聡

6．「一過性副甲状腺機能低下症によるhypocalcemic heart failureを合併した糖尿病母体児の１例」
 
 

一般演題
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7．「当センターにおける巨大児症例についての検討」
 
 

8．「妊娠初期における母体の体重増加とGDM・LGAについての検討」
 
 

9．「スルホニル尿素薬の胎生期動脈管収縮；50 年前の周産期死亡の主因？」
 
 

10．「妊娠糖尿病の胎盤病理」
 
 

 ［妊娠糖尿病 1（新診断基準による疫学）］10：50 ～ 11：26

 
座長
 北海道大学大学院医学研究科産科・生殖医学分野 水上  尚典

  医誠会病院糖尿病・代謝センター 谷川  敬一郎

11． 「妊娠糖尿病診断基準変更にあたっての当院における妊婦耐糖能異常スクリーニングの妥当
性に関する検討」

 
 

12．「多施設における妊娠糖尿病の新しい診断基準を用いた臨床統計」
 

 

13．「新しいGDM診断基準採用後の日本人におけるGDM妊婦数の変化」
 

14．「当院で開始した 50gGCTの結果―GDMの新基準と旧基準の比較を含めて―」
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 ［妊娠糖尿病 2（新診断基準による疫学）］11：26 ～ 12：02

 
座長
 天神会新古賀病院糖尿病内分泌内科 赤澤  昭一

  埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター 関　  博之

15．「これからの妊娠糖尿病のスクリーニング」
 
 

16．「市中病院に対して妊娠糖尿病（旧基準）管理のアンケート調査を実施して」
 
 

17．「新妊娠糖尿病診断基準における耐糖能正常妊婦とGDMの比較」
 
 

18．「妊娠糖尿病の診断基準の変更がもたらす耐糖能異常合併妊娠の病像の変化に関する検討」
 
 

 ［妊娠糖尿病 3（新診断基準による予後判定）］14：05 ～ 14：50

 
座長

 若宮病院 森川　  肇
  東京女子医科大学糖尿病センター 佐中  眞由実

19．「新基準による妊娠糖尿病の周産期予後と母体管理」
 
 

20．「新基準により妊娠糖尿病と診断される妊婦の周産期予後」
 
 

21．「新しい診断基準により再分類した耐糖能異常妊婦の母体・児予後について」
 
 

22．「新たに妊娠糖尿病として追加される症例の周産期予後」
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23．「妊娠糖尿病診断基準変更に伴う周産期予後への影響」
 
 

 ［臨床研究］14：50 ～ 15：44
 

座長
 三重大学医学部産婦人科学教室 佐川  典正

  慶應義塾大学医学部産婦人科 田中  　守

24．「低出生体重で生まれた女性の妊娠中のインスリン分泌とインスリン感受性の検討」
 

 

25．「妊娠糖尿病の新・旧診断基準例の比較検討―インスリン分泌・インスリン抵抗性について―」
 
 

26．「耐糖能異常妊婦の病態についての検討」
 
 

27．「新診断基準による妊娠糖尿病合併妊婦における膵β細胞機能に関する検討」
 
 

28． 「新しい妊娠糖尿病（GDM）診断基準に基づくOvert DM妊婦とDM妊婦におけるインス
リン分泌能」

 
 

29．「妊娠糖尿病の診断基準にHbA1c を考慮したい」
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 ［看護・栄養］15：44 ～ 16：29
 

座長
 社団法人日本看護協会 福井  トシ子

  兵庫医科大学看護学部 末原  紀美代

30．「既婚女性とパートナーにとっての「女性のための糖尿病教室」の意義を考える」
 

 

31．「糖尿病女性・家族と看護職者のためのセミナーの効果」
 

 

32．「1型糖尿病女性・家族と看護職者における双方向性のある支援のあり方」
 

 

33．「糖代謝異常の治療に伴う妊婦の体験」
 

 

34．「耐糖能異常を有する肥満妊婦（肥満妊婦）における必要エネルギー量の検証」
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■平成 22年 11 月 27 日（土）9：30 ～ 11：36

 ［糖代謝異常合併妊娠の教育］9：30 ～ 10：15

 
座長

 至誠会第二病院糖尿病内科 本田  正志
  大阪医科大学看護学部 田中  克子

35．「妊娠糖尿病患者の受診行動を促す動機づけの検討」
 
 

36．「妊娠前カウンセリングをうけた糖尿病女性の妊娠と糖尿病に関する知識の実態」
 
 

37．「糖尿病合併妊娠の管理―思春期糖尿病外来での心理的サポートを得て―」
 
 

38．「妊娠糖尿病既往女性の産褥フォローアップ」
 
 

39．「当院における 1型糖尿病合併妊娠 10 年間の報告」
 
 

 ［基礎的研究］10：15 ～ 10：51
 

座長
 東京慈恵会医科大学産婦人科学教室 田中  忠夫

  高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科 小浜  智子

40．「高脂肪食を与えた糖尿病妊娠マウスの骨格筋や心臓におけるシグナル伝達の影響」
 
 

41．「妊娠中の遊離脂肪酸変動ならびにアディポサイトカインとの連関」
 
 

42．「1型糖尿病妊婦の連日血糖値の散布図に移動平均近似曲線追加による血糖管理の提案」
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43．「臍帯血の血糖コントロール指標（糖化ヘモグロビンおよびGA）についての検討」
 

 

 ［糖尿病の先進的治療］10：51 ～ 11：36

 
座長

 兵庫医科大学内科学糖尿病科 難波  光義
  東京女子医科大学糖尿病センター 内潟  安子

44．「CSII にて分娩に至った最近の 1型糖尿病 3症例」
 
 

45．「1型糖尿病合併妊娠のインスリン療法：頻回注射法とCSII の比較検討」
 
 

46．「Continuous Glucose Monitoring（CGM）による糖尿病合併妊娠の食後血糖peak時間の検討」
 
 

47．「糖尿病合併妊娠症例の血糖コントロール改善におけるCGMSの活用」
 
 

48．「糖尿病合併妊娠および妊娠糖尿病に、外来で持続血糖測定器（CGMS）を使用することの意義」
 
 




