
 
 

 スポンサードセミナー（海外招聘講演）  
 

 11月1日（金）11:00 ~ 11:50 メインホール（1F） 
 
 

「Diabetic Nephropathy Before, During, and After Pregnancy」 
 

座長 海老名総合病院 糖尿病センター 大森 安恵 

演者 Physician; Director, Diabetes and Pregnancy Program, 
Division of Maternal-Fetal Medicine, 
Santa Clara Valley Medical Center, San Jose 

 Prof. John L. Kitzmiller

 
 

 特別教育講演  
 

 11月2日（土）14:00 ~ 14:40 メインホール（1F） 
 
 

「日本人にふさわしい糖尿病の食事療法」 
――食品交換表の第7 版への改訂と今後の方向性―― 

 
座長 東京女子医科大学 岩本 安彦 

演者 杏林大学医学部第三内科 石田  均 

 
 

 調査研究セミナー  
 

 11月1日（金）15:30 ~ 16:10 メインホール（1F） 
 
 

「報告と提案」 

 
座長 岐阜大学大学院 内分泌代謝病態学 武田  純 

演者（報告） 心臓病センター榊原病院 糖尿病内科 清水 一紀 

演者（報告） 北里大学 健康管理センター 守屋 達美 

演者（提案） 国立成育医療研究センター 母性医療診療部 荒田 尚子 

 
 
  



 
 

 シンポジウムＡ  

 11月1日（金）16：20 ~ 18：10 メインホール（1F） 
 
 

「器官能形成に関する胎生期プログラムとその障害について」 

 

座長 
絡和会音羽病院 総合女性医学健康センター 佐川 典正 

東京女子医科大学 糖尿病センター 内潟 安子 

 
 

1. 「膵島形態形成の調節機構」 

演者 群馬大学生体調節研究所 細胞調節分野 小島  至 

 
 

2. 「膵β細胞発生分化のプログラム」 

演者 順天堂大学医学部 代謝内分泌学 綿田 裕孝 
 

 

3. 「膵細胞量調節とエピジェネティクス」 

演者 神戸大学大学院保健学研究科 病態解析学領域 分析医科学分野 

 木戸 良明 

 

4. 「先天奇形に関する臨床的問題点と機序解明について」 

演者 東北大学病院 周産母子センター 杉山  隆 

 
 

5. 「若年糖尿病 MODY における遺伝的背景と子宮内環境」 

演者 岐阜大学病院 医療連携センター 堀川 幸男 

 
 
  



 

 

 シンポジウムＢ  

 11月2日（土）14：40 ~ 16：30 メインホール（1F） 
 
 

「プレ妊娠からの療養指導を考える」 

 

座長 
聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 田中 達守 

北里大学 健康管理センター 守屋 達美 

 
 

1. 「DOHaD の概念と妊娠前女性の教育のために」 

演者 昭和大学医学部 小児科学 板橋 家頭夫 

 
 

2. 「耐糖能異常患者のプレ妊娠からの療養指導」 

演者 大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科 和栗 雅子 

 
 

3. 「妊娠前から妊娠中にわたる食育を含む全般的な療養指導」 

演者 聖母会聖母病院 栄養室 藤田 真理子 

 
 

4. 「妊婦を様々な角度から看るために－内科・産科の連携－」 

演者 聖マリアンナ医科大学病院 総合周産期母子医療センター 
 桑原 さやか 

  
  

5. 「プレ妊娠、妊娠中を通じた糖尿病の自己管理 

－インスリン療法と SMBG を中心に」 
演者 長崎大学病院 生活習慣病予防診療部 川﨑 英二 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 ランチョンセミナーＡ  

 11月1日（金）12：00 ~ 12：50 メインホール（1F） 
 

「SMBG とリスク因子を用いた妊娠糖尿病への戦略的アプローチ」 

 
座長 兵庫医科大学 糖尿病･内分泌･代謝科 難波 光義 

演者 国立病院機構長崎医療センター 産婦人科 安日 一郎 

 
 

 ランチョンセミナーＢ  

 11月1日（金）12：00 ~ 12：50 大会議室（4F） 
 

「女性のヘルスケアからみた妊娠糖尿病」 

 
座長 新潟県地域医療推進機構・魚沼基幹病院 内山  聖 

演者 東北大学病院 周産母子センター 杉山  隆 

 
 

 ランチョンセミナーＣ  

 11月2日（土）12：00 ~ 12：50 メインホール（1F） 
 

「糖尿病合併妊娠における治療の変遷  

〜HbA1c, GA, CGM を中心に〜」 

 
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 

 
 

 ランチョンセミナーＤ  

 11月2日（土）12：00 ~ 12：50 大会議室（4F） 
 

「魚油と生活習慣病 

-ω3 系多価不飽和脂肪酸による脂質・免疫・炎症の制御‐」 
 

座長 新潟大学医学部 血液･内分泌･代謝内科学 曽根 博仁 

演者 東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病内分泌代謝センター 龍野 一郎 

   



 

 

 イブニングセミナー  

 11月1日（金）18：10 ~ 18：50 メインホール（1F） 
 

「重症糖尿病に対する新規治療法の研究」 

 
座長 岐阜大学大学院 産科婦人科学 森重 健一郎 

演者 京都大学再生医科学研究所 器官形成応用分野 角 昭一郎 

   

 
 

 モーニングセミナー  

 11月2日（土）08：10 ~  8：55 メインホール（1F） 
 

「糖尿病劇場-妊娠糖尿病編」 

 
座長 国立がん研究センター中央病院 総合内科・歯科・がん救急科 大橋  健 

  

 
 
 

 



 
 
 

 一般演題Ⅰ   

 
 11月1日（金）09：00 ~ 10：00 メインホール（1Ｆ） 

 
 
 

座長 
本田 正志（恭美会西川クリニック 内科） 
鮫島 正浩（宮崎大学 産婦人科） 

 
1. 「糖尿病新診断基準導入による厳格な血糖コントロールが周産期事象に及ぼす影響について」 

聖マリアンナ医科大学 産婦人科 

安藤 歩、五十嵐 豪、嶋田 彩子、名古 崇史、新橋 成直子、水主川 純、中村 真、田中 守 

 
2. 「妊娠糖尿病の新診断基準例の産褥早期予後とそのリスク因子」 

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、三好 康広、藤田 愛、渡邉 剛志、水谷 佳敬、楠目 晃子、杉見 創、梅崎 靖、

菅 幸恵、福田 雅史、楠田 展子、安日 一郎 

 
3. 「妊娠糖尿病（GDM）の周産期合併症と耐糖能の推移-当院妊娠糖尿病教育入院での検討-」 

富山県立中央病院 内科（内分泌・代謝） 

田中 友理、島 孝佑、河原 利夫、臼田 里香 
 
4. 「当院における妊娠糖尿病の管理」 

埼玉医科大学 産科婦人科1)、同 内分泌・糖尿病内科2)、順天堂大学産婦人科3) 

水上 順智1)、梶原 健1)、鈴木 元晴1)、亀井 良政1)、石原 理1)、小野 啓2)、栗原 進2)、板倉 敦夫1、3)

 
5. 「当院における妊娠糖尿病症例の推移と産後follow の状況について」 

済生会宇都宮病院 糖尿病内分泌内科 1)、済生会宇都宮病院 総合内科 2)、たかたクリニック 内科 3)、 

済生会宇都宮病院 産婦人科 4)、たかたクリニック 産婦人科5) 

友常 健 1)、泉 隆史1)、箕浦 孝晃1)、菅家 さやか2)、清水 健一郎1)、高田 光平3)、高田 舞子5)、 

飯田 俊彦4)、藤田 延也1) 

 
6. 「当院における妊娠糖尿病の産後フォローアップの現状」 

大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科 
福本 まりこ、吉田 陽子、玉井 杏奈、薬師寺 洋介、武内 真有、生野 淑子、岡田 めぐみ、 

上野 宏樹、山上 啓子、川崎 勲、細井 雅之 

 
  



 
 
 

 一般演題Ⅱ  

 
 11月1日（金）10：00 ~ 11：00 メインホール（1Ｆ） 

 
 
 

 座長 
清水 一紀（心臓病センター榊原病院 糖尿病内科） 
光田 信明（大阪府立母子保健総合医療センター 産科） 

 
7. 「妊娠中における血糖コントロールのインスリン製剤の相違に関する検討」 

関西医科大学附属病院 

田代 香織、山本 真貴、築地 由美子、鹿島 京子、中野 美由紀、林 展之、西村 久美子、岩﨑 真佳、

藤尾 智紀、藤高 啓祐、野村 惠巳子、浮田 千津子、豊田 長興、西川 光重、塩島 一朗 

 
8. 「低血糖発作を繰り返す反応性低血糖症例の 2 度の妊娠管理に関する報告」 

旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野1)、旭川医科大学 産婦人科学講座2) 

安孫子 亜津子1)、加藤 育民2)、酒井 健太郎1)、新井 美成1)、中村 知伸1)、永島 優樹1)、 

坂上 英充1)、石関 哉生1)、藤田 征弘1)、千石 一雄2)、羽田 勝計1) 

 
9. 「健康な妊娠中期妊婦の歩数と血糖値の関連について」 

前 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻母性看護学・助産学分野1） 

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻母性看護学・助産学分野2） 

林 文子1)、松崎 政代2）、日下 桃子2）、春名 めぐみ2) 

 
10.  「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、馬場 一憲、関 博之 

 
11.  「糖代謝異常合併褥婦の産褥期における療養指導の実際と課題」 

杏林大学医学部付属病院 看護部1)、同 薬剤部2)、同 栄養部3)、 

杏林大学 医学部第三内科 (糖尿病・内分泌・代謝内科)4) 

髙橋 久子1)、今野 里美1)、下田 ゆかり1)、小林 庸子2)、栗山 絹世1)、塚田 美祐3)、炭谷 由計4)、

髙橋 和人4)、勝田 秀紀4)、田中 利明4)、西田 進4)、吉元 勝彦4)、犬飼 浩一4)、板垣 英二4)、 

石田 均4) 

 
12.  「糖尿病腎症第4 期を合併した 1 型糖尿病合併妊婦における妊娠前管理・治療後の妊娠・出産」 

東京女子医科大学 糖尿病センター 内科 

佐中 眞由実、内潟 安子 

 
 
 
  



 
 
 

 一般演題Ⅲ  
 

 11月1日（金）13：30 ~ 14：30 メインホール（1Ｆ） 
 
 
 

座長 
穴澤 園子  （東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科） 
末原 紀美代（大阪府立大学 名誉教授） 

 
13.  「全国分娩取り扱い施設を対象とした耐糖能異常スクリーニングおよび妊娠糖尿病管理に関する 

アンケート調査報告」 

慶應義塾大学医学部 産婦人科1)、国立病院機構長崎医療センター 産婦人科2)、 

国立成育医療研究センター 母性医療診療部3)、大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科4)、 

国立成育医療研究センター研究所 成育疫学研究室5)、昭和大学医学部 糖尿病・代謝・内分泌内科6) 

宮越 敬1)、安日 一郎2)、釘島 ゆかり2)、三戸 麻子3)、和栗 雅子4)、坂本 なほ子5)、長村 杏奈6)、

荒田 尚子3) 

 
14.  「内科医を対象とした妊娠糖尿病を合併した女性の管理・フォローアップに関する全国アンケート 

  調査報告」 

国立成育医療研究センター 母性医療診療部 1)、大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科 2)、 

国立病院機構長崎医療センター 産婦人科 3)、慶應義塾大学医学部 産婦人科 4)、 

昭和大学 医学部 糖尿病・代謝・内分泌内科 5)、国立成育医療研究センター研究所 成育疫学研究室 6) 

荒田 尚子1)、和栗 雅子2)、安日 一郎3)、宮越 敬4)、釘島 ゆかり3)、長村 杏奈5)、 

三戸 麻子1)、坂本 なほ子6) 

 
15.  「成人病検診受診者を対象とした糖尿病発症リスク因子の問診調査」 

広島共立病院 産婦人科1)、広島市立安佐市民病院 臨床検査部2）、舛本産婦人科医院3） 

三田尾 賢1）、森田 益子2）、舛本 明生3） 

 
16.  「妊娠糖尿病でインスリン治療を要する患者～OGTT120 値の意義～」 

市立豊中病院 内科 

末原 節代 

 
17.  「診断基準改定前後での当院における妊娠糖尿病の検討」 

岐阜大学病院 産科婦人科1)、糖尿病代謝内科2) 

宮居 奈央1)、竹中 基記1)、寺澤 恵子1)、豊木 廣1)、古井 辰郎1)、武田 純2)、森重 健一郎1) 

 
18.  「妊娠糖尿病の膵β細胞機能に及ぼす加齢の影響～35 歳未満と 35 歳以上の比較検討～」 

西川クリニック1)、至誠会第二病院 糖尿病内科2)、至誠会第二病院 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） 

 
 
 



 
 
 

 一般演題Ⅳ  
 

 11月1日（金）14：30 ~ 15：30 メインホール（1Ｆ） 
 
 
 

座長 
佐中 眞由実（東京女子医科大学 糖尿病センター） 
田中 眞守由（聖マリアンナ医科大学 産婦人科） 

 
19.  「妊娠糖尿病および糖尿病合併妊娠における周産期の臨床像に関する後方視的検討」 

東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科1)、東京都立多摩総合医療センター 産婦人科2)、 

東京医科歯科大学大学院 分子内分泌内科学 (内分泌・糖尿病・代謝内科)3) 

櫻田 麻耶1)、永田 友香1)、川崎 元樹1)、平澤 麗子1)、畠山 里枝1)、佐藤 文紀1)、黒澤 由貴子1)、

西田 賢司1)、辻野 元祥1)、光山 聡2)、小川 佳宏3) 

 
20.  「双胎妊娠では単胎妊娠に比べ妊娠糖尿病が発症しやすいか？」 

北海道大学病院 産科・周産母子センター 

森川 守、山田 崇弘、赤石 理奈、小山 貴弘、嶋田 知紗、小島 崇史、荒木 直人、西田 竜太郎、 
水上 尚典 

 
21.  「妊娠初期空腹時血糖および HbA1c 値両者の同時測定は妊娠糖尿病発症を予測する指標として 

有用である(TWC Study)」 

新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科1)、田中ウィメンズクリニック2)、 

山梨学院大学 健康栄養学部3)、川崎市立看護短期大学4) 

谷内 洋子1、 2、 3)、田中 康弘2)、西端 泉4)、由澤 咲子1)、藤原 和哉1)、児玉 暁1)、鈴木 亜希子1)、

羽入 修1)、曽根 博仁1) 

 
(以下の3題は、「調査研究セミナー」の提案演題です。) 

22.  「1 型および 2 型糖尿病合併妊娠の妊娠予後に関する糖代謝異常合併妊娠全国調査報告」 
東北大学病院 産科婦人科 

佐藤 孝洋、杉山 隆、八重樫 伸生、佐川 典正、平松 祐司、佐中 眞由実、赤澤 昭一、穴澤 園子、

和栗 雅子、鮫島 浩、豊田 長康、Japan Diabetes and Pregnancy Study (JDPS) group 

 
23.  「妊娠糖尿病1 点異常に対する管理に関する後方視的研究：全国多施設共同研究」 

Japan gestational diabetes mellitus study group (JGSG) 

濱田 裕貴、杉山 隆、目時 弘仁、森川 守、水上 尚典、板倉 敦夫、吉田 純、竹田 善治、中林 正雄、宮越 敬、池ノ上 学、 
小川 正樹、牧野 康男、松田 義雄、佐中 眞由実、穴澤 園子、本田 正志、大崎 綾、橋本 貢士、小川 浩平、荒田 尚子、 
左合 治彦、永石 匡司、山本 樹生、中島 義之、正岡 直樹、五十嵐 豪、田中 守、高橋 純、奥田 美加、高橋 恒男、神元 有紀、
池田 智明、福本 まりこ、細井 雅之、石井 桂介、光田 信明、和栗 雅子、中西 功、成瀬 勝彦、小林 浩、延本 悦子、増山 寿、
寺本 秀樹、前田 和寿、苛原 稔、清水 一紀、阿部 恵美子、洲脇 尚子、山下 洋、安日 一郎、川崎 英二、上妻 友隆、堀 大蔵、
児玉 由紀、鮫島 浩、上塘 正人、鈴木 奈津子、大森 安恵、佐川 典正、平松 祐司 

 

24.  「妊娠前BMI 別の妊娠糖尿病の妊娠予後に関する全国調査報告」 

日本糖尿病・妊娠学会糖代謝異常妊娠全国多施設調査委員会 

長尾 賢治、杉山 隆、目時 弘仁、西郡 秀和、八重 伸生、佐川 典正、平松 祐司、佐中 眞由実、 

赤澤 昭一、穴澤 園子、和栗 雅子、鮫島 浩、豊田 長康、Japan Diabetes and Pregnancy Study (JDPS) group



1 
 

 

 一般演題Ⅴ  
 

 11月2日（土）09：00 ~ 10：00 メインホール（1Ｆ） 
 
 
 

座長 
板倉 敦夫（順天堂大学 産婦人科） 
岡本 元純（大津赤十字病院 内科） 

 
25.  「Immunoreactive insulin からみた非肥満妊娠糖尿病の病態」 

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、篠原 智子、佐藤 歩美、西嶌 優子、首里 英治、今田 信哉、檜垣 博、 

竹内 沢子、川名 有紀子、竹田 善治、中山 摂子、坂元 秀樹、岡井 崇、中林 正雄 

 
26.  「妊娠糖尿病妊婦の産後のインスリン抵抗性および耐糖能障害に関する検討」 

大阪市立大学医学部附属病院 産科1)、代謝内分泌病態内科2) 

山本 浩子1)、橘 大介1)、柳井 咲花1)、北田 絋平1)、栗原 康1)、佐野 美帆1)、和田 夏子1)、 

浜崎 新1)、羽室 明洋1)、中野 朱美1)、寺田 裕之1)、尾崎 宏治1)、元山 宏華2)、福本 真也2)、 

絵本 正憲2)、古山 将康1) 

 
27.  「新診断基準によって診断された妊娠糖尿病のインスリン治療予測因子」 

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、三好 康広、藤田 愛、渡邉 剛志、水谷 佳敬、楠目 晃子、杉見 創、梅崎 靖、

菅 幸恵、福田 雅史、楠田 展子、安日 一郎 
 
28.  「妊娠糖尿病における羊水中のグルコース濃度の臨床的意義に関する検討」 

国立病院機構 長良医療センター 産科 

岩垣 重紀、高橋 雄一郎、千秋 里香、浅井 一彦、松井 雅子、志賀 友美、飯野 孝太郎、川鰭 市郎

 
29.  「妊娠糖尿病既往女性における授乳の産後糖代謝・膵β細胞機能への影響」 

東京都済生会中央病院糖尿病・内分泌内科1)、国立成育医療研究センター 母性医療診療部内科2) 

同センター 周産期センター産科3)、同センター 看護部4)、同センター 栄養管理部5)、同センター 薬剤部6) 

川﨑 麻紀1、 2)、荒田 尚子2)、佐藤 志織2)、小川 浩平3)、坂本 なほ子2)、山田 未歩子4)、 

近藤 純子5)、西澤 真紀6)、高橋 美恵子5)、島田 朗1)、村島 温子2) 

 
30.  「妊娠糖尿病の胎盤病理」 

都立大塚病院 

有澤 正義 

 
  



 
 

 

 一般演題Ⅵ  
 

 11月2日（土）10：00 ~ 11：00 メインホール（1Ｆ） 
 
 
 

座長 
川﨑 英二（長崎大学病院） 
池田 智明（三重大学 産科婦人科） 

 
31.  「妊娠初期に妊娠糖尿病と診断され、妊娠中期に耐糖能が正常化した妊婦の臨床像」 

長崎大学病院 内分泌・代謝内科1)、長崎大学病院 生活習慣病予防診療部2)、長崎大学病院 栄養管理室3) 

堀江 一郎1)、川﨑 英二2)、坂中 亜衣3)、前山 美和3)、高島 美和3)、花田 浩和3)、川上 純1、2) 

 
32.  「妊娠糖尿病既往女性の母乳哺育と産褥１年間の耐糖能異常発症の予防効果」 

国立病院機構長崎医療センター 産婦人科 

早田 知子、浦川 敦子、泉美 穂子、岡本 弘子、徳永 多美子、梅崎 靖、釘島 ゆかり、山下 洋、 
安日 一郎 

 
33.  「糖尿病患者の子における出生時体重と耐糖能についての検討」 

朝日生命成人病研究所 糖尿病代謝科 

田原 たづ、吉田 洋子、大西 由希子、櫛山 暁史、高尾 淑子、菊池 貴子、田中 健太郎、 
山本 万友美、河津 捷二 

 
34.  「妊娠糖尿病のスクリーニングで１点のみを満たす例における胎児機能不全と死産２例」 

都立大塚病院 

有澤 正義 

 
35.  「当院における GDM、糖尿病合併妊娠の妊婦に対する保健指導の現状調査」 

岐阜大学医学部附属病院 成育医療・女性科 

冨田 美紗子、齋藤 久美子、末次 加奈、春日井 麻里子 

 
36.  「１型糖尿病合併妊婦における 2 種の異なる食事療法の血糖管理効果 

－カーボ表と食品交換表を用いた場合の比較－」 
武庫川女子大学 生活環境学部食物栄養学科1)、大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科2) 

大阪府立母子保健総合医療センター 栄養管理室3) 

山本 周美1)、和栗 雅子2)、加嶋 倫子3)、和田 芳直2)、中西 功2) 

 
  



 
 

 

 一般演題Ⅶ  
 

 11月2日（土）11：00 ~ 11：50 メインホール（1Ｆ） 
 
 
 

座長 
赤澤 昭一子（天神会新古賀病院 糖尿病センター） 
福井 トシ子（日本看護協会） 

 
37.  「GDM 診断時における CGM での血糖変動の評価」 

兵庫医科大学 内科学糖尿病・内分泌・代謝科1)、兵庫医科大学先進糖尿病治療学2) 

中江 理絵1)、楠 宜樹1)、宮越 香名1)、井川 貴資1)、堀松 寛子1)、越智 史浩1)、徳田 八大1)、 

赤神 隆文1)、 村井 一樹1)、勝野 朋幸1)、浜口 朋也2)、宮川 潤一郎1)、難波 光義1、2) 

 
38.  「CGM を用いた耐糖能異常妊娠管理の胎児発育への影響」 

防衛医科大学校 産婦人科1)、防衛医科大学校 総合臨床部2)、国立病院機構西埼玉中央病院 産婦人科3) 

国立病院機構西埼玉中央病院内科4) 

吉田 純1)、曽山 浩明1)、渋谷 剛志1)、今井 瑞葉1)、松浦 寛子1)、笹秀 典1)、古谷 健一1)、 

田中 祐司2)、石井 賢治3)、成宮 学4) 

 
39.  「胃亜全摘術後、後期ダンピング症候群を伴う妊婦の血糖管理に CGM が有効であった一例」 

大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科1)、同 産科2)、大阪医科大学附属病院 代謝内分泌内科3) 

葛谷 実和1)、和栗 雅子1)、小森 綾乃1)、山田 佑子1)、別所 恵1、 3)、和田 芳直1)、光田 信明2)、 

中西 功1) 

 
40.  「妊娠中に CGM を施行し CSII を導入した 1 型糖尿病合併妊娠の 2 例」 

神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科1)、神戸市立医療センター西市民病院 糖尿病・内分泌内科2)、 

同 産婦人科3) 

平田 悠1)、村前 直和2)、岡田 裕子2)、武部 礼子2)、中村 武寛2)、上中 美月3)、森島 秀司3)、 

寺本 憲司3)、原田 明3) 

 
41.  「CSII 加療中１型糖尿病合併妊娠におけるインスリン必要量の変化についての検討」 

神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 

西本 祐希、廣田 勇士、中村 友昭、岩橋 泰幸、藤田 泰功、播 悠介、平田 悠、伊賀 真紀子、 

中島 進介、向井 美希、坂口 一彦、小川 渉 

 
  



 
 

 

 ポスターセッション１  
 

 11月2日（土）13：00 ~ 13：35 市民ギャラリー（1Ｆ） 
 
（P1）●                                      
 

座長 谷川 敬一郎（普真会 ベリタス病院 糖尿病内科） 

 
P1-1  「妊娠糖尿病妊婦における産褥1 ヶ月の耐糖能変化とインスリン分泌能」 

久留米大学病院 総合周産期母子医療センター産科部門 

井上 茂、上妻 友隆、堀之内 崇士、林 龍之介、堀 大蔵 
 
P1-2  「75gOGTT1 点陽性例の特徴と周産期予後に関する検討」 

関西医科大学 第二内科学講座 

中野 美由紀、西村 久美子、原田 梓、田代  香織、岩崎 真佳、浮田 千津子、豊田 長興、 
西川 光重、塩島 一朗 

 
P1-3  「妊娠糖尿病患者の食事傾向および食生活から探る問題点の検討」 

岐阜大学医学部附属病院 栄養管理室 

荒川 直江、西村佳代子、杉山佐織、田村孝志 
 
P1-4  「低炭水化物食を行った妊娠糖尿病患者の血糖管理および栄養状態についての検討」 

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)、五郎畑 美穂1)、藤本 素子1)、惠谷 ゆり1)、 

和栗 雅子2) 

 
P1-5  「糖質制限食による妊婦、胎児、新生児の高ケトン血症の検討」 

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）、松本 桃代2）、永井 泰2） 

 
P1-6  「臍帯動脈血中のケトン体測定による胎児•新生児の熱源の検討」 

永井クリニック1)、宗田マタニティクリニック2) 

引場 真理1)、松本 桃代1)、三輪 淳子1)、今井 史江1) 堤 清明1)、足立 匡1)、宗田 哲男2)、 

永井 泰1)  

 
P1-7  「妊婦の栄養・血糖状態に基づいた適切な献立作成方式の検討 第一報 ～妊娠末期における 

CGM を用いた血糖値変動から観察～」 
永井クリニック1)、宗田マタニティクリニック2) 

松本 桃代1)、渡辺 真麻1）、生田 佳絵1）、飯田 真澄1）、宗田 哲男2）、永井 泰1） 

 
 

 
  



 
 
 

 ポスターセッション２  

 
 11月2日（土）13：00 ~ 13：40 市民ギャラリー（1Ｆ） 

 
（P2）●                                
 

座長 西郡 秀和（東北大学 産婦人科）

 
P2-8  「出産後3 カ月で 1 型糖尿病を発症した 1 例」 

昭和大学 内科学部門 糖尿病代謝内分泌内科 
長村 杏奈、森川 友喜、伊藤 利香、寺崎 道重、福井 智康、平野 勉 

 
P2-9  「インスリン治療導入を拒否のうえ食事摂取量を自ら減らしていた妊娠糖尿病の 1 例」 

杏林大学医学部付属病院、栄養部1）、看護部2）、産科3）、糖尿病・内分泌・代謝内科4） 

栗山 絹世1)、塚田 美裕1)、高橋 久子2)、谷垣 伸治3)、高橋 和人4)、塚田 芳枝1)、犬飼 浩一4)、

石田 均4) 

 
P2-10 「当院に入院した妊娠糖尿病患者の実態調査」 

滋賀医科大学医学部 糖尿病・腎臓・神経内科1)、大津赤十字病院 糖尿病内科2) 

山本 有香子1)森野 勝太郎1)、吉崎 健1)、大橋 夏子1、2)、楠 知里1)、福山 佳代1)、辻明 紀子1)、

堀川 修1)、西村 公宏1)、高槻 信夫1)、関根 理1)、卯木 智1)、前川 聡1) 

 
P2-11 「腎症3 期B で超低出生体重児を出産に至った 1 型糖尿病妊娠の一例」 

佐賀大学 医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科1)、産婦人科2)、腎臓内科3) 

井上 佳奈子、山口 美幸1)、栗原 麻希子1)、寺坂 喜子1)、山崎 孝太1)、高木 聡子1)、 

河田 望美1)、山内 寛子1)、松田 やよい1)、津村 圭介2）、池田 裕次3）、安西 慶三1) 

 
P2-12 「妊娠23 週に劇症1 型糖尿病を発症し子宮内胎児死亡に至った 1 例」 

公立昭和病院 内分泌・代謝内科 

金子 千束、山本 浩之、重田 真幸、大黒 晴美、貴田岡 正史 
 
P2-13 「HbA1c 値良好な 1 型糖尿病合併妊娠にネフローゼ症候群を続発した１例」 

国立病院機構長崎医療センター 産婦人科 

水谷 佳敬、山下 洋、三好 康広、藤田 愛、渡邉 剛志、楠目 晃子、杉見 創、梅崎 靖、菅 幸恵、

釘島 ゆかり、福田 雅史、楠田 展子、安日 一郎 
 
P2-14 「血糖コントロールに難渋した 2 型糖尿病合併妊娠の１症例」 

弘前大学医学部附属病院 産婦人科 

伊東 麻美、大石 舞香、石原 佳奈、千葉 仁美、湯澤 映、田中 幹二、水沼 英樹 
 
P2-15 「耐糖能異常と早産、前期破水の関連について」 

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、衛藤 英理子、早田 桂、瀬川 友功、増山 寿、平松 祐司 
 



 
 
 

 ポスターセッション３  

 
 11月2日（土）13：00 ~ 13：35 市民ギャラリー（1Ｆ） 

 
（P3）●                                
 

座長 古井 辰郎（岐阜大学大学院 産科婦人科学） 
 
P3-16 「妊娠糖尿病の療養指導外来の有用性について：グリコアルブミンを指標とした指導を実施して」

日本医科大学武蔵小杉病院 

福永 ヒトミ、金子 佳世、望月 瑠美、島田 博美、八木 孝、石川 真由美、中島 敏晶、南 史朗 
 
P3-17 「妊娠糖尿病における血糖自己測定法（SMBG）の保険適応の拡大にむけて」 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

平野 友美加、衛藤 英理子、延本 悦子、早田 桂、瀬川 友功、増山 寿、平松 祐司 
 
P3-18 「Ⅱ型糖尿病合併妊娠における血糖自己測定法（SMBG）の保険適応の拡大にむけて」 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

平野 友美加、衛藤 英理子、延本 悦子、早田 桂、瀬川 友功、増山 寿、平松 祐司 
 
P3-19 「妊娠糖尿病妊婦の支援における課題と解決に向けた提案 

P3-4  「妊娠糖尿病について学ぶ・考えるセミナー」から」 

久留米大学 医学部看護学科1)、(社)全国社会保険協会連合会 社会保険看護研修センター2) 

元 久留米大学医学部看護学科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) 

 
P3-20 「当院における妊娠糖尿病 (GDM) 診断基準改訂後の周産期予後について」 

総合病院国保旭中央病院 

古賀 千悠、寺田 周平、栗下 岳、不殿 絢子、山本 晃子、塚田 貴史、森野 晴美、八重樫 優子、

小林 康祐 

 
P3-21 「当院における GDM 妊婦分娩後の診療実態について」 

独立行政法人国立病院機構東京医療センター産婦人科 1)、総合診療内科 2) 

久木 田麻子1)、高橋 純1)、鄭 東考2) 

 
P3-22  「妊娠糖尿病を疑われた妊婦の「精神的な健康障害」について」 

岐阜大学医学部附属病院 看護部1) 糖尿病代謝内科2)、東海中央病院 看護部3) 

小枝 美穂1）、内藤 和代1）、佐藤 美絵1）、田中 美穂1）、森﨑 裕永1)、松井 静子1）、安藤 真由実1）、

川地 慎一2)、倉橋小代子3） 
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