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スポンサードセミナー（海外招聘講演）

	 座長　海老名総合病院・糖尿病センター長（東京女子医科大学	名誉教授）	 大森　安恵
	 演者　Medicine-Endocrinology,	Northwestern	University	 Boyd E. Metzger

“Long-term Outcomes in Mothers and Their Children: 
Associations with Metabolism During Pregnancy”

■ 11 月 16 日（金）11：00 ～ 12：00

学会特別事業報告

	 進行　日本糖尿病・妊娠学会理事長：岡山大学大学院	医歯学総合研究科産科・婦人科学
	 	 平松　祐司
	 演者　事業代表幹事：東北大学病院	周産母子センター	 杉山  　隆

■ 11 月 16 日（金）13：40 ～ 14：00

特別教育講演

	 座長　東京女子医科大学	常務理事・名誉教授	 岩本　安彦
	 演者　独立行政法人国立成育医療研究センター研究所	周産期病態研究部
	 	 秦　健一郎

「合併症妊娠におけるゲノム解析」

■ 11 月 17 日（土）13：15 ～ 14：05
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シンポジウム Ａ

	 座長　宮崎大学医学部産婦人科	 鮫島　  浩
	 　　　岐阜大学大学院	分子・構造学講座内分泌代謝病態学分野	 武田　  純

「母児の長期予後を知ろう」

■ 11 月 16 日（金）16：50 ～ 18：55

1.「GDM 母体の長期予後についての検討」
	 演者	 医療法人上ノ町・加治屋クリニック	 加治屋  昌子／他

2.「糖尿病網膜症合併妊娠の長期予後」
	 演者	 東京女子医科大学糖尿病眼科	 戸田  淳子

3.「糖尿病腎症合併妊娠の母体予後と児の長期予後」
	 演者	 鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター産科	 上塘  正人／他

4.「糖尿病母体児の予後」
	 演者	 大阪市立大学大学院発達小児医学教室	 川村  智行
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シンポジウム B

	 座長　東京女子医科大学母子総合医療センター	 小川  正樹
	 　　　北里大学医学部内分泌代謝内科学	 守屋  達美

「糖尿病合併妊娠における臨床研究の行方」

■ 11 月 17 日（土）14：10 ～ 16：30

1.「臨床研究をいかに進めるか」
	 演者	 国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナルメディカルセンター
	 　　	 情報管理・解析部生物統計解析室	 米本  直裕

2.「 宮崎県における population based study の報告―子宮内胎児死亡に関する検
討―」

	 演者	 宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター	 児玉  由紀

3.「妊娠糖尿病に対する管理方針の現状」
	 演者	 東北大学病院周産母子センター	 杉山  　隆

4.「海外における臨床研究の現状：妊娠糖尿病のエビデンスを中心に」
	 演者	 国立病院機構長崎医療センター産婦人科	 安日  一郎

5.「糖尿病合併妊娠の臨床研究：内科的観点から」
	 演者	 国立成育医療研究センター母性医療診療部代謝・内分泌内科（母性内科）
	 	 	 荒田  尚子
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ランチョンセミナー A
■ 11 月 16 日（金）12：10 ～ 13：05　コスモスホール（3 階）

	 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
	 演者　海老名総合病院・糖尿病センター	 大森		安恵

「糖尿病網膜症から見た計画妊娠と血糖コントロールの重要性」

ランチョンセミナー B
■ 11 月 16 日（金）12：10 ～ 13：05　　オリオン（5 階）

	 座長　順天堂大学医学部附属順天堂医院	産科・婦人科	 竹田		　省
	 演者　国立病院機構長崎医療センター	産婦人科	 安日		一郎

「妊娠糖尿病における SMBG の新たな適応について」

ランチョンセミナー C
■ 11 月 17 日（土）12：15 ～ 13：10　コスモスホール（3 階）

	 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　東北大学病院	産科、エコチル調査宮城ユニットセンター
	 　　　　　；東北大学大学院	医学系研究科環境遺伝医学総合研究センター兼任
  西郡  秀和

「「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」の現状報告」
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モーニングセミナー
■ 11 月 17 日（土）8：10 ～ 8：55

	 座長　杏林大学医学部附属病院	産婦人科	 岩下  光利
	 演者　聖マリアンナ医科大学	産婦人科	 田中  　守

「糖尿病妊婦の周産期管理―糖尿病と診断されたら胎児の何に注意する？」

ランチョンセミナー D
■ 11 月 17 日（土）12：15 ～ 13：10　オリオン（5 階）

	 座長　岐阜大学大学院	分子・構造学講座内分泌代謝病態学分野	 武田  　純
	 演者　独立行政法人国立がん研究センター中央病院	総合内科	 大橋  　健

「糖尿病と癌」

アフタヌーンセミナー
■ 11 月 16 日（金）16：10 ～ 16：45

「安心・安全なお産のための産科救急シミュレーション教育 ALSO
　　　　　　　　　　　（Advanced Life Support in Obstetrics）」

	 座長・演者　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

「日本人の出生体重は減っている !!」

「産科はいま：話題提供」

	 演者　　　　公益社団法人地域医療振興協会	西吾妻福祉病院	 伊藤  雄二



S - 15一般演題

一般演題

■平成 24 年 11 月 16 日（金）9：00 ～ 11：00、14：00 ～ 16：10

 （Ⅰ）9：00 ～ 10：00

	 座長	 池田  智明（三重大学医学部産科婦人科学教室）
	 	内潟  安子（東京女子医科大学糖尿病センター）

1．「当院における新診断基準導入後の妊娠糖尿病の臨床像に関する検討」
	 慶應義塾大学医学部産婦人科 1）、同・腎臓内分泌代謝内科 2）

	 池ノ上  学 1）、宮越  敬 1）、税所  芳史 2）、春日  義史 1）、門平  育子 1）、松本  直 1）、峰岸  一宏 1）、
	 吉村  泰典 1）

2．「新 GDM診断基準導入前後での当センターにおける軽症耐糖能異常症例の比較」
	 大阪府立母子保健総合医療センター産科 1）、同・母性内科 2）、東京都立大塚病院産婦人科 3）

	 村田  将春 1）、和栗  雅子 2）、石井  桂介 1）、岩田  みさ子 3）、中西  功 2）、光田  信明 1）

3．「妊娠糖尿病診断基準変更に伴う妊娠初期 75g 糖負荷試験の取り扱いに関する検討」
	 北海道大学病院産科・周産母子センター

	 森川  守、山田  俊、山田  崇弘、遠藤  大介、千葉  健太郎、小島  崇史、河口  哲、武田  真光、
	 西田  竜太郎、荒木  直人、水上  尚典

4．「新診断基準による妊娠糖尿病の管理の重要性」
	 医療法人上ノ町・加治屋クリニック栄養科 1）、同・内科 2）、鹿児島市立病院産婦人科 3）

	 中尾  矢央子 1）、松山  香子 1）、前田  千穂 1）、藤﨑  佳世 1）、山領  美雪 1）、上ノ町  仁 2）、
	 加治屋  昌子 2）、上塘  正人 3）

5．「糖代謝異常合併妊婦における分娩後耐糖能異常のリスク因子に関する検討」
	 加古川西市民病院糖尿病内科

	 高嶋  基嗣、小林  寛和、永田  正男

6．「糖尿病合併妊娠および妊娠糖尿病の 10 年間における変遷」
	 海老名総合病院・糖尿病センター

	 鈴木  奈津子、大森  安恵、青木  絵麻、岡田  千穂、平嶋  勇士、田川  暁大、牛腸  直樹、
	 田中  秀樹
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 （Ⅱ）10：00 ～ 11：00

	 座長	 光田  信明（大阪府立母子保健総合医療センター産科）
	 	難波  光義（兵庫医科大学内科学糖尿病科）

7.「	耐糖能障害合併妊婦のエネルギー需要量は妊娠経過中にどのように変化するか―REEを指標
とした検討―」

	 北里大学医学部内分泌代謝内科学 1）、北里大学病院栄養部 2）

	 市川  雷師 1）、守屋  達美 1）、川上  悠子 2）、人見  麻美子 2）、中嶋  としみ 2）、七里  眞義 1）

8.「	1 型糖尿病女性の安全・安心な妊娠・出産を支援する教育プログラムの開発と評価―実施前
後における誤回答の変化の分析―」

	 大阪医科大学看護学部慢性期成人看護学 1）、大阪医科大学医学部内科学Ⅰ 2）、
 大阪府立母子保健総合医療センター母性内科 3）、大阪市立大学大学院発達小児医学教室 4）、
 兵庫医科大学病院看護部 5）、兵庫医科大学内科学糖尿病科 6）、兵庫医療大学看護学部母性看護学 7）

	 田中  克子 1）、カルデナス  暁東 1）、西尾  ゆかり 1）、堤  千春 2）、花房  俊昭 2）、和栗  雅子 3）、
	 川村  智行 4）、窪岡  由佑子 5）、楠  宜樹 6）、勝野  朋幸 6）、難波  光義 6）、末原  紀美代 7）

9.「糖尿病女性における妊娠と糖尿病に関するカウンセリングの効果」
	 東京女子医科大学東医療センター内科 1）、東京女子医科大学糖尿病センター 2）、
 東京女子医科大学母子総合医療センター 3）、海老名総合病院糖尿病センター 4）

	 柳沢  慶香 1）、佐藤  麻子 2）、松田  義雄 3）、内潟  安子 2）、大森  安恵 4）

10.「糖尿病合併妊婦の産後の血糖コントロール状況について」
	 市立豊中病院内科

	 末原  節代

11.「妊娠糖尿病妊婦の産後フォローアップの実態と今後の課題」
	 日本赤十字社医療センター看護部 1）、同・糖尿病内分泌科 2）、同・産婦人科 3）

	 今野  康子 1）、加賀  英義 2）、日吉  徹 2）、杉本  充弘 3）

12.「	中高年女性のメタボリックシンドロームに対する高出生時体重児出産の既往および生活習慣の関与」
	 大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科

	 福本  まりこ、岡田  めぐみ、武内  真有、玉井  杏奈、吉田  陽子、薬師寺  洋介、
 大塚  淑子、上野  宏樹、山上  啓子、川崎  勲、細井  雅之

 （Ⅲ）14：00 ～ 15：10

	 座長	 佐川  典正（音羽病院総合女性医学健康センター）
	 和栗  雅子（大阪府立母子保健総合医療センター母性内科）

13.「妊娠期に EPAを投与した糖尿病ラットから生まれた仔への影響」
	 高崎健康福祉大学 1）、群馬大学大学院医学系研究科病態薬理 2）

	 河原田  律子 1）、増田  春菜 2）、中村  彰男 2）、小浜  智子 1）

14.「スルホニル尿素薬による胎児毒性は胎仔動脈管収縮と低血糖であった」
	 湘南鎌倉総合病院産婦人科、東京女子医科大学循環器小児科

	 門間  美佳、門間  和夫
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15.「	妊娠糖尿病（GDM）におけるVillitis	of	unknown	etiology（VUE）の合併とFibromuscular	
sclerosis（FS）の合併の意義」

	 都立大塚病院検査科　
 有澤  正義

16.「分娩後糖尿病を発症した妊娠糖尿病の膵β細胞機能に関する検討」
 西川クリニック 1）、至誠会第二病院糖尿病内科 2）、同・産婦人科 3）

 本田  正志 1）、高野  靖子 2）、小宮  朋子 2）、照屋  亮 2）、茂木  瑞恵 2）、雨宮  照子 3）、舟山  幸 3）、
 黒島  淳子 3）

17.「妊娠初期後期にCGMを施行したカーボカウント導入 1型糖尿病合併妊婦の 2症例」
 大阪府立母子保健総合医療センター母性内科 1）、武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科 2）

 黒川  理永 1）、和栗  雅子 1）、山本  周美 2）、山田  佑子 1）、和田  芳直 1）、中西  功 1）

18.「	妊娠全経過中の頻回CGMに基づく強化インスリン療法の微調節により厳格な血糖管理が継
続できた 1型糖尿病合併妊娠の 1例」

 兵庫医科大学内科学糖尿病科 1）、同・先進糖尿病治療学 2）

 安部  真希子 1）、楠  宜樹 1）、宮越  香名 1）、井川  貴資 1）、越智  史浩 1）、徳田  八大 1）、
 村井  一樹 1）、美内  雅之 1）、勝野  朋幸 1）、浜口  朋也 2）、宮川  潤一郎 1）、難波  光義 1、2）

19.「初産・経産別に着目した妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の転帰に関する検討」
 奈良県立医科大学産婦人科学教室

 佐々木  義和、成瀬  勝彦、大野  澄美玲、伊東  史学、小池  奈月、野口  武俊、佐道  俊幸、
 小林  浩

 （Ⅳ）15：10 ～ 16：10

	 座長	 田中  克子（大阪医科大学看護学部）
	 	大舘  博美（東京女子医科大学病院母子総合医療センター）

20.「出産経験のある糖尿病女性のピアエデュケーターに求められるもの」
 久留米大学医学部看護学科母性看護学 1）、社会保険看護研修センター認定看護師教育課程 2）、
 久留米大学医学部看護学科基礎看護学 3）

 田中  佳代 1）、青木  美智子 2）、永田  真理子 3）、中嶋  カツヱ 1）、加藤  陽子 1）

21.「妊婦の栄養指導教材に関する検討」
 群馬大学附属病院栄養管理部 1）、同・保健学研究科 2）、同・病態制御内科学 3）、高崎健康福祉大学健康栄養学科 4）

 大友  崇 1）、篠㟢  博光 2）、橋本  貢士 3）、河原田  律子 4）、小浜  智子 4）

22.「内科・産科の連携に向けた、妊娠糖尿病と糖尿病合併妊娠の現状調査」
 川崎市立川崎病院看護部外来

 加藤  理賀子、山崎  香、駒野  久恵、猪野瀬  美樹

23.「妊娠初期に発見された 2型糖尿病合併妊婦の妊娠・出産期の管理」
 東京女子医科大学病院母子総合医療センター

 飯田  香子、大原  明子、大舘  博美
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24.「妊娠後期に 2型糖尿病を診断された妊婦への支援―助産師の役割―」
 東京女子医科大学病院母子総合医療センター　

 山田  夕子、大原  明子、大舘  博美

25.「当センターにおける妊娠糖尿病患者の食事摂取状況の検討」
 大阪府立母子保健総合医療センター栄養管理室 1）、同・母性内科 2）

 加嶋  倫子 1）、西本  裕紀子 1）、森元  明美 1）、寺内  啓子 1）、藤本  素子 1）、川原  央好 1）、和栗  雅子 2）

■平成 24 年 11 月 17 日（土）9：00 ～ 12：00

 （Ⅴ）9：00 ～ 9：50

	 座長	 板倉  敦夫（埼玉医科大学産婦人科）
	 楠田  聡（東京女子医科大学母子総合医療センター）

26.「妊娠糖尿病にはインスリン抵抗性およびインスリン分泌能の両者が独立して関与している」
 国立病院機構長崎医療センター産婦人科

 山下  洋、釘島  ゆかり、福田  雅史、渡辺  剛志、水谷  佳敬、楠目  晃子、橋本  崇史、
 杉見  創、梅崎  靖、菅  幸恵、楠田  展子、安日  一郎

27.「糖尿病合併妊婦に対する糖質制限食による管理」
 宗田マタニティクリニック 1）、永井クリニック 2）

 宗田  哲男 1）、河口  江里 1）、永井  泰 2）、松本  桃代 2）

28.「母体血中脂肪が出生体重に与える影響についての検討」
 国立成育医療研究センター周産期センター産科 1）、同・母性医療診療部母性内科 2）、同・社会医学研究部 3）、
 同・薬剤部 4）

 小川  浩平 1）、荒田  尚子 2）、坂本  なほ子 4）、八代  智子 3）、三戸  麻子 2）、久野  道 2）、山口  晃史 2）、
 村島  温子 2）、久保  隆彦 1）、左合  治彦 1）

29.「妊娠中の母体の血糖状態と低出生体重児出産との関連の検討」
 新潟大学大学院医歯学総合研究科内科 1）、田中ウィメンズクリニック産婦人科 2）、
 川崎市立看護短期大学看護学科 3）

 谷内  洋子 1）、田中  康弘 2）、西端  泉 3）、菅原  歩美 1）、児玉  暁 1）、斎藤  和美 1）、曽根  博仁 1）

30.「糖尿病母体より出生した極低出生体重児の臨床像と修正 1歳 6カ月時の予後」
 東京女子医科大学母子総合医療センター 新生児部門

 内山  温、中西  秀彦、戸津  五月、増本  健一、鷲尾  洋介、首里  京子、今井  憲、石田  宗司、
 杉田  依里、楠田  聡
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 （Ⅵ）9：50 ～ 10：50

	 座長	 山本  樹生（日本大学医学部附属板橋病院産婦人科）
	  谷川  敬一郎（医誠会病院糖尿病・代謝センター）

31.「妊娠前女性における尿中ミオイノシトール測定による耐糖能異常早期発見の試み」
 高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科

 小浜  智子、芳賀  もえみ、河原田  律子

32.「当科における糖代謝異常妊婦のグリコアルブミン値に関する検討」
 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母体・胎児部門

 深津  真弓、高井  泰、松村  英祥、村山  敬彦、齋藤  正博、高木  健次郎、馬場  一憲、関  博之

33.「当院の妊娠糖尿病症例 64 例における 75gOGTT結果と周産期予後の検討」
 済生会宇都宮病院総合内科 1）、同・糖尿病・内分泌内科 2）、同・産婦人科 3）

 友常  健 1）、菅家  さやか 1）、箕浦  孝晃 2）、清水  健一郎 2）、高田  光平 1）、伊東  剛 1）、
 荒井  邦彦 1）、飯田  俊彦 3）、藤田  延也 2）

34.「妊娠糖尿病の産褥初回 75gOGTT異常の予測関連因子」
 国立病院機構長崎医療センター産婦人科

 釘島  ゆかり、山下  洋、渡辺  剛志、水谷  佳敬、楠目  晃子、橋本  崇史、杉見  創、梅崎  靖、
 菅  幸恵、福田  雅史、楠田  展子、安日  一郎

35.「75gOGTTワンポイントのみ陽性GDM症例の長期予後」
 東京医科大学八王子医療センター産科・婦人科

 野平  知良、清水  巴菜、小野寺  高幹、中村  浩

36.「妊娠糖尿病既往女性の産後糖代謝異常発症の予測指標に関する検討」
 慶應義塾大学医学部産婦人科 1）、同・内科 2）

 宮越  敬 1）、税所  芳史 2）、池ノ上  学 1）、春日  義史 1）、松本  直 1）、峰岸  一宏 1）、吉村  泰典 1）

 （Ⅶ）10：50 ～ 12：00

	 座長	 増山  寿（岡山大学産科婦人科）
	  穴澤  園子（東京都済生会中央病院内科糖尿病研究グループ）

37.「リトドリン投与量の変化がインスリン必要量に与える影響」
 杏林大学産科婦人科学教室 1）、同・糖尿病内分泌代謝内科学教室 2）、同・看護部 3）、同・産科病棟 4）

 谷垣  伸治 1）、片山  素子 1）、田中  啓 1）、宮﨑  典子 1）、松島  実穂 1）、髙橋  和人 2）、髙橋  久子 3）、
 池田  敏子 4）、小澤  彩子 4）、関田  真由美 4）、近藤  由理香 4）、森田  知子 4）、増永  啓子 4）、
 石田  均 2）、岩下  光利 1）

38.「高度肥満妊婦（BMI ≧ 30）における内科的管理・治療上の問題点」
 東京女子医科大学糖尿病センター内科 1）、同・母子総合医療センター 2）

 佐中  眞由実 1）、内潟  安子 1）、松田  義雄 2）、楠田  聡 2）
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39.「	初期 GTT2 ポイント以上異常を示す肥満 GDMは、内臓脂肪量が多くインスリン抵抗性が
高い」

 自治医科大学産婦人科 1）、子ども医療センター放射線科 2）

 高橋  佳代 1）、大口  昭英 1）、相原  敏則 2）、松原  茂樹 1）、鈴木  光明 1）

40.「肥満度別にみた耐糖能異常合併妊娠の周産期予後について」
 東京都立墨東病院産婦人科

 深田  幸仁、中村  ゆりさ、東上  加波、石田  健太郎、関根  仁樹、船倉  翠、神部  友香理、
 川道  弥生、渡邉  征雄、武内  務、品川  寿弥、林  瑞成

41.「肥満の有無からみた妊娠糖尿病の周産期予後に関する検討」
 三重大学産婦人科

 神元  有紀、高山  恵理奈、村林  奈緒、大里  和弘、池田  智明

42.「肥満妊婦における適切な体重増加に関する検討」
 東京都済生会中央病院内科 1）、成育医療研究センター母性内科 2）、同・周産期センター 3）、
 日本赤十字社医療センター産婦人科 4）、成育医療研究センター栄養管理部 5）、同・薬剤部 6）、
 同・研究所成育社会医学研究部 7）

 入江  聖子 1）、荒田  尚子 2）、小川  浩平 3）、池谷  美樹 4）、高橋  美恵子 5）、八代  智子 6）、
 坂本  なほ子 7）、村島  温子 2）、左合  治彦 3）

43.「糖尿病合併妊娠における産科合併症の検討」
 東京女子医科大学母子総合医療センター 1）、同・産婦人科 2）、同・糖尿病センター 3）

 井出  早苗 1、2）、松田  義雄 1）、嶋田  悦子 1、2）、小林  藍子 1、2）、三谷  穣 1）、小川  正樹 1）、
 牧野  康男 1）、松井  英雄 2）、佐中  眞由実 3）、内潟  安子 3）
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ポスターセッション

■平成 24 年 11 月 17 日（土）11：50 ～ 12：15

 （P1）

	 座長	 宮越  敬（慶應義塾大学医学部産婦人科）

P1-1「	妊娠糖尿病を経てインスリン依存状態へ進行した緩徐進行 1型糖尿病の 1例における耐糖
能の推移および膵島関連自己抗体の検討」

	 長崎大学病院生活習慣病予防診療部 1）、同・内分泌代謝内科 2）

 安井  順一 1）、川﨑  英二 1）、中村  剛 2）、原口  愛 2）、夏田  昌子 2）、池岡  俊幸 2）、森  芙美 2）、
 植木  郁子 2）、赤澤  諭 2）、古林  正和 2）、山崎  浩則 2）、阿比留  教生 2）、川上  純 2）

P1-2「妊娠中にDKAを発症した LADAの 1例」
 東北大学病院周産母子センター

 氷室  裕美、杉山  隆、橋本  千明、濱田  裕貴、佐藤  孝洋、片桐  未希子、齋藤  昌利、
 井原  基公、清水  孝郎、西郡  秀和、菅原  準一、八重樫  伸生

P1-3「妊娠中に発現した抗インスリン抗体のため血糖コントロールに苦慮した妊娠前糖尿病の 1 例」
 長崎医療センター産婦人科 1）、同・内分泌代謝内科 2）、いづはら病院産婦人科 3）

 橋本  崇史 1）、山下  洋 1）、厨  源平 2）、山内  祐樹 3）、渡辺  剛志 1）、水谷  佳敬 1）、楠目  晃子 1）、
 杉見  創 1）、梅崎  靖 1）、菅  幸恵 1）、釘島  ゆかり 1）、福田  雅史 1）、楠田  展子 1）、安日  一郎 1）

P1-4「血糖コントロール不良により尾部退行症候群をきたした糖尿病合併妊娠の 1例」
 弘前大学医学部附属病院周産母子センター

 伊東  麻美、田中  幹二、鴨井  舞衣、谷口  綾亮、樋口  毅、水沼  英樹

P1-5「妊娠中に発症しインスリン分泌能の改善をみた劇症 1型糖尿病の 1例」
 宮崎大学医学部産婦人科

 紀  愛美、古川  誠志、松澤  聡史、藤崎  碧、岩永  巌、大橋  昌尚、古田  賢、鮫島  浩、池ノ上  克

 （P2）

	 座長	 小浜  智子（高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科）

P2-6「不育症治療後、深部静脈血栓症を合併した 2型糖尿病合併妊娠の 1例」
 旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 1）、同・産婦人科学講座 2）、
 同・外科学講座循環呼吸腫瘍病態外科分野 3）

 安孫子  亜津子 1）、大石  由利子 2）、内田  恒 3）、東  信良 3）、千石  一雄 2）、羽田  勝計 1）



S - 22 プログラム糖尿病と妊娠　12 巻２号（２０１２）

P2-7「	妊娠初期の甲状腺機能亢進がその後も持続して妊娠糖尿病を合併し、TSH受容体遺伝子変
異も疑われた症例

 聖母病院内科 1）、同・産科 2）、昭和大学薬学部遺伝解析薬学 3）、昭和大学藤が丘病院内科内分泌代謝科 4）、
 東京都予防医学協会内分泌科 5）

 井上  ゆか子 1）、森野  美和子 1）、樋口  泰彦 2）、戸崎  晃明 3）、谷山  松雄 4）、百渓  尚子 5）

P2-8「母体の低血糖に伴い胎児除脈を来した 1型糖尿病合併妊娠の 1例」
 群馬大学大学院医学系研究科産科婦人科学 1）、花水木内科 2）

 定方  久延 1）、森田  晶人 1）、水谷  亜紀子 1）、家坂  直子 1）、笠原  慶充 1）、田村  友宏 1）、
 勝俣  祐介 1）、大井  晋介 2）、峯岸  敬 1）

P2-9「耐糖能異常妊婦における新しい持続グルコースモニタの使用経験」
 国立病院機構西埼玉中央病院産婦人科 1）、同・代謝内科 2）、同・小児科 3）、同・医療機器管理室 4）

 吉田  純 1）、成宮  学 2）、茂木  陽 3）、佐藤  正道 4）、石井  賢治 1）、斉藤  恵子 1）、東  伊佐男 1）

 （P3）

	 座長	 佐中  眞由実（東京女子医科大学糖尿病センター）

P3-10「妊娠糖尿病（GDM）1点異常妊婦のグルコアルブミンとヘモグロビンA1c 値の推移）」
 横浜市立大学附属市民総合医療センター、総合周産期母子医療センター

 笠井  絢子、倉澤  健太郎、持丸  綾、望月  昭彦、青木  茂、奥田  美加、高橋  恒男

P3-11「HFD児を分娩した母体の背景と周産期予後」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室

 延本  悦子、沖本  直輝、井上  誠司、瀬川  友功、増山  寿、平松  祐司

P3-12「糖尿病妊婦における帝王切開の検討」
 宮崎大学医学部附属病院産婦人科

 藤﨑  碧、明野  慶子、岩永  巌、大橋  昌尚、古田  賢、古川  誠志、鮫島  浩、池ノ上  克

P3-13「当院における妊娠糖尿病の療養指導」
 社会福祉法人聖母会聖母病院栄養室 1）、同・看護部 2）、同・内科 3）、同・産婦人科 4） 

 藤田  真理子 1）、色摩  真由美 1）、片桐  綾香 1）、濱谷  早紀子 2）、佐藤  みゆき 2）、柳瀬  由香 2）、
 森野  美和子 3）、井上  ゆか子 3）、樋口  泰彦 4）

 （P4）

	 座長	 竹田  善治（総合母子保健センター愛育病院産婦人科）

P4-14「	耐糖能正常妊婦における妊娠中のインスリン抵抗性発現の程度と Large-for-gestational	
age 児発症との関連」

 国立病院機構長崎医療センター産婦人科

 山下  洋、釘島  ゆかり、福田  雅史、渡辺  剛志、水谷  佳敬、楠目  晃子、橋本  崇史、
 杉見  創、八並  直子、菅  幸恵、楠田  展子、安日  一郎
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P4-15「Heavy	for	date（HFD）児の胎盤病理」
 都立大塚病院検査科

 有澤  正義

P4-16「妊娠糖尿病の診断基準改定による母児予後への影響の検討」
 東京慈恵会医科大学産婦人科

 竹川  悠起子、大浦  訓章、山下  修位、佐藤  泰輔、松岡  知奈、野口  幸子、
 佐藤  陽一、梶原  一紘、土橋  麻美子、田中  邦治、種元  智洋、恩田  威一、岡本  愛光

P4-17「妊娠中の 75g 糖負荷試験正常者の次回妊娠時の妊娠糖尿病（GDM）発症頻度の検討」
 広島市立安佐市民病院臨床検査部 1）、同・看護部 2）、広島共立病院産婦人科 3）

 森田  益子 1）、関藤  真由美 1）、岡村  恵美 1）、島崎  晴美 2）、三田尾  賢 3）

P4-18「妊娠糖尿病における母体管理とグリコアルブミンに関する検討」
 総合母子保健センター愛育病院産婦人科

 中林  靖、安達  知子、西嶌  優子、首里  英治、瀬山  貴博、檜垣  博、竹内  沢子、砂川  空広、
 近藤  朱音、川名  有紀子、竹田  善治、中山  摂子、坂元  秀樹、中林  正雄


