
2017年 国内学会 

 

 

□第 31回日本糖尿病・肥満動物学会                2017.2.10-11 横浜 

＜座長＞中村二郎 

学会賞「米田賞」受賞講演 

演者：粟田卓也「糖尿病関連遺伝子の研究，特に 1型糖尿病の疾患感受性遺伝子」 

 

・スポンサードシンポジウム「動物モデルを用いた糖尿病・肥満研究に関する新技術」 

 座長：神谷 英紀，和田 淳 

 演者： 角田 茂，稲垣 毅，石井 優，尾上浩隆，野口倫生 

 

（ポスター） 

・末梢神経系における glucose反応性 KATP channelの生理的機能に関する検討 

 下田博美，姫野龍仁，茂木幹雄，浅野紗恵子，速水智英，浅野栄水，山田祐一郎， 

三浦絵美梨，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

（口演） 

・皮膚幹細胞球状凝集体由来神経前駆細胞を用いた DPN移植治療の検討 

 速水栄水，近藤正樹，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，成瀬桂子，神谷英紀，中村二郎 

       

 

□第 51回糖尿病学の進歩                     2017.2.17-18  京都 

＜座長＞ 

・専門医更新のための指定講演「糖尿病神経障害」 

 座長：中村二郎 

 演者： 佐々木秀行 

 

（口演）         

・糖尿病療養指導に必要な知識「服薬指導」 

 神谷英紀 

 

 

□第 60回日本糖尿病学会年次学術集会              2017.5.18-20 名古屋 

（会長講演） 

・糖尿病性合併症：その深遠なる課題とともに歩んだ 35年 

 中村二郎 



 

〈座長〉    

特別講演 

 座長：中村二郎 

演者：赤崎 勇 「青色発光ダイオードはいかに創られたか」 

 演者：門脇 孝 「2型糖尿病の成因と治療-真理の追究」 

 

会長特別企画 

・60周年特別企画〜糖尿病学の夢の実現へ〜 

 座長：門脇 孝，中村二郎 

 演者：田嶼尚子「1 型糖尿病治療の未来への架け橋」 

    春日雅人「2 型糖尿病治療の未来への架け橋」 

 瓶井資弘「失明患者に対する人工網膜開発の現状」 

 羽田勝計「腎症治療の未来への架け橋」 

 八木橋操六「神経障害治療の未来への架け橋」 

福田恵一「心筋再生医療：前臨床研究から臨床応用へ向けた課題とその克服」   

 

ランチョンセミナー 

・「見逃さない！見過ごさない！糖尿病神経障害」 

 演者：出口尚寿 

・「簡易神経伝導検査装置 DPNチェックの有用性〜400肢の測定経験から〜」 

 演者：柴田由加 

 

（シンポジウム） 

・インクレチンと神経系 

 姫野龍仁，神谷英紀，中村二郎 

 

・POCT機器連携型インスリンオーダーシステム導入による血糖関連インシデント発生へ 

の影響 

 加藤義郎，近藤正樹，西村美帆，高木三保子，児玉貴光，姫野龍仁，恒川 新，神谷英紀， 

中村二郎 

 

・合併症を併せ持つ糖尿病患者への支援〜糖尿病看護の立場から〜    

 片桐美奈子，中村二郎 

 

・糖尿病フットケア外来の実際と展望 

 片桐美奈子，中村二郎 



 

（口演） 

・世界糖尿病デーイベントで行う血糖測定体験コーナーの有用性    

 山口京子，加藤義郎，平井信弘，小見山みる，高木真子，杉浦紀子，片桐美奈子， 

 山田有理子，安藤敏仁，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新，神谷英紀，中村二郎 

 

・PAIDからみた糖尿病透析予防指導効果 

 片桐美奈子，近藤正樹，鬼頭真樹子，國枝美雪，竹内知子，太田梨江，古井由美子， 

 佐藤史織，戸崎貴博，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

     

・Weekly DPP-4阻害薬トレラグリプチンまたはオマリグリプチン投与 146例における効果 

と患者治療満足度の検討 

 山本祐歌，戸崎貴博，神谷英紀，近藤正樹，稲垣朱実，山口佳奈，蓬臺 優一，大城千恵， 

 坪中かおり，植田里沙，早崎知代，佐藤史織，中屋有貴，中村二郎 

 

・ラット骨髄間葉系幹細胞の糖尿病及び加齢による性状変化と DPP-4阻害薬の抗酸化作用 

による影響 

 浅野栄水，茂木幹雄，近藤正樹，下田博美，浅野紗恵子，三浦絵美梨，山田祐一郎， 

姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・末梢神経系の Notch シグナリングおよび神経幹細胞・前駆細胞のマウス糖尿病多発神経 

障害の発症機序に及ぼす影響の検討 

 姫野龍仁，John Hayes，Carey Backus，Claudia Figueroa-Romero，Jacqueline Dauch， 

 Lucy Hinder，Junguk Hur，Phillipe O’Brien，Eva Feldman，近藤正樹，恒川 新， 

加藤義郎，神谷英紀，中村二郎， 

 

・末梢神経系における glucose反応 KATP channel の生理的機能に関する検討 

 下田博美，姫野龍仁，神谷英紀，成瀬桂子，大川哲司，茂木幹雄，速水智英，浅野紗恵子， 

近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，清野 進，中村二郎 

 

・マウス末梢神経系におけるグルカゴンの生理的役割の解明 

 茂木幹雄，神谷英紀，姫野龍仁，下田博美，浅野紗恵子，速水智英，三浦絵美梨， 

 山田祐一郎，浅野栄水，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，中村二郎 

     

・糖尿病性神経障害に対する歯髄幹細胞上清療法の治療効果 

 牧野衣利子，中村信久，宮部 愛，秦 正樹，齊木智一，姫野龍仁，神谷英紀， 

 中村二郎，宮澤 健，後藤滋巳，松原達昭，成瀬桂子 



 

・皮膚幹細胞球状凝集体由来神経前駆細胞はミトコンドリア機能を回復させ糖尿病多発神 

経障害治療効果を発揮する 

 近藤正樹，姫野龍仁，浅野栄水，速水智英，茂木幹雄，浅野紗恵子，下田博美， 

 山田祐一郎，三浦絵美梨，恒川 新，加藤義郎，成瀬桂子，加藤宏一，神谷英紀， 

中村二郎 

 

・ω3系多価不飽和脂肪酸による神経突起伸長とそのメカニズムの検討 

 巽 康彰，加藤文子，近藤奈央子，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎， 

加藤宏一 

 

・マウス脊髄後根神経節細胞に対する歯髄幹細胞培養上清の効果の検討 

 三浦絵美梨，恒川 新，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀，成瀬桂子，中村二郎 

     

・新規アルドース還元酵素阻害薬ラニレスタットの糖尿病性神経障害に対する治療効果の 

検討 

 浅野紗恵子，姫野龍仁，速水智英，茂木幹雄，浅野栄水，下田博美，山田祐一郎， 

 三浦絵美梨，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

     

・携帯型末梢神経検査装置（PNS-7000）を用いた糖尿病性神経障害評価の有用性について 

 柴田由加，山羽亜実，神谷妙子，谷 浩也，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎， 

 神谷英紀，中村二郎 

 

・ADRRの低血糖リスク・高血糖リスクと将来的な低血糖・高血糖の発現リスクと関連 

（第２報） 

 平井信弘，加藤義郎，小見山みる，藤巻恵理子，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新， 

 神谷英紀，中村二郎 

 

・JDCP  studyベースライン調査における糖尿病神経障害の有病率とその特徴に関する 

検討 

 神谷英紀，渡会敦子，馬場正之，西村理明，田嶼尚子，中村二郎 

 

・肥満糖尿病におけるインクレチン応答性インスリン分泌障害機序の解明—ZFDMラット膵 

島を用いた検討− 

 速水智英，横井伯英，本田洸平，山口拓郎，グプルジャン・ゲニ，マヒラ アシム， 

 星川律子，神谷英紀，中村二郎，清野 進    

 



・２型糖尿病患者におけるリラグルチドの腎保護効果および非アルコール性脂肪性肝疾患 

の進展抑制効果に関する検討 

 長尾恵理子，姫野龍仁，加藤義郎，山田有理子，江島洋平，茂木幹雄，浅野栄水， 

 下田博美，笠置里奈，安藤敏仁，石川貴大，三浦絵美梨，山田祐一郎，杉浦有加子， 

 小島智花，内藤恵奈，近藤正樹，恒川 新，神谷英紀，中村二郎 

 

・血糖変動指標の ADRRを用いた血糖測定パターンシートの有用性の検討 

 藤巻恵理子，加藤義郎，平井信弘，小見山みる，柴田由加，下田博美，山田有理子， 

 茂木幹雄，江島洋平，浅野栄水，浅野紗恵子，長尾恵理子，笠置里奈，石川貴大， 

 安藤敏仁，山田祐一郎，小島智花，三浦絵美梨，杉浦有加子，内藤恵奈，姫野龍仁， 

 近藤正樹，恒川 新，神谷英紀，中村二郎 

 

・外来患者における CGMおよび SMBGから得られた血糖変動指標 ADRRの比較検討第 3報 

 小見山みる，平井信弘，加藤義郎，谷 浩也，恒川 新，近藤正樹，姫野龍仁， 

 内藤恵奈，小島智花，下田博美，加藤宏一，神谷英紀，中村二郎 

 

・医療連携モデルから見た糖尿病対策—疑い・要治療者へのアプローチ—（調剤薬局を活用し 

た糖尿病対策）    

 佐野隆久，佐々木洋光，塚本知男，野田雄二，吉川昌江，網岡克雄，中島英太郎， 

 中村二郎，堀田 饒 

 

・持続型エキセナチドとデュラグルチドの有効性と利便性の比較—持続型エキセナチドか 

らデュラグルチドへの変更症例での検討— 

 羽賀達也，加藤義郎，内藤恵奈，上田法恵，杉田香里，綿野ひとみ，武藤留里子， 

 濱口麻友美，生川雅美，中村二郎 

  

（ポスター） 

・DPP-4阻害薬，Daily製剤か Weekly製剤のトレラグリプチンかを選ぶ患者さんの違いを 

考える 

 水林竜一，神谷英紀，近藤正樹，山田祐一郎，福山貴広，関根智子，川畑惠子， 

 後藤米理子，後藤恵子，野田貴子，岩原実里，鳥居寛律，石郷岡亜美，奥山洋子， 

 奥村涼子，鬼塚郁美，寺下綾華，林 絢女，中村二郎 

     

・週１回の DPP-4阻害薬または GLP-1受容体作動薬の処方が残薬の有無に与える影響につ 

いての検討 

 岡山伸介，戸崎貴博，岡山亮介，須崎真理，木鋪洋子，加藤千賀，江原夕実，稲垣朱実， 

近藤正樹，恒川 新，神谷英紀，中村二郎 



 

・Weekly DPP-4阻害薬トレラグリプチン 199例における２週間投薬制限解禁前後の患者治 

療満足度変化の相違 

上田晴美，神谷英紀，戸崎貴博，稲垣朱実，中村二郎 

 

・当科外来における DPP-4阻害薬連日製剤から週 1回製剤への切り替えに関するアンケー 

ト調査 

 市橋加奈，加藤義郎，宇野英理子，恒川新，近藤正樹，姫野龍仁，神谷英紀，松浦克彦， 

中村二郎 

 

・糖尿病通院患者の待ち時間や医療従事者からの対応が患者治療満足度と治療中断意思の 

有無に与える影響についての検討 

 大城千恵，戸崎貴博，佐藤史織，宇根底亜希子，渡会敦子，坪中かおり，植田里沙， 

 百済綾恵，小栗亜由美，水野歩美，稲垣朱実，神谷英紀，中村二郎 

     

・糖尿病透析予防指導における有効な栄養指導のポイント 

 竹内知子，近藤正樹，原なおり，太田梨江，片桐美奈子，鬼頭真樹子，佐藤史織， 

 戸崎貴博，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

     

・当院フットケア外来における糖尿病患者の臨床的特徴 

 鬼頭真樹子，片桐美奈子，浅野可奈子，水野久美，隅原美奈実，坂井田法子，姫野龍仁， 

近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

     

・糖尿病患者 628例における頸動脈 IMTの変化に関連する因子の検討 

 片山みなみ，戸崎貴博，佐藤史織，山田早紀，稲垣朱実，山口佳奈，蓬臺優一，近藤正樹， 

長尾恵理子，山田祐一郎，加藤義郎，姫野龍仁，神谷英紀，中村二郎 

     

・糖尿病におけるフリッカー網膜電位計レチバル DRによる網膜電位図検査と糖尿病性合併 

症の相関の検討 

 山田有理子，神谷英紀，姫野龍仁，柴田由加，浅野栄水，茂木幹雄，安藤敏仁， 

笠置里奈，下田博美，浅野紗恵子，長尾恵理子，石川貴大，小島智花，杉浦有加子， 

 三浦絵美梨，山田祐一郎，内藤恵奈，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，中村二郎 

     

・大規模臨床研究 J-BRAND Registry：第 4回中間報告 

 山田祐一郎，中村二郎，植木浩二郎，谷澤幸生，綿田裕孝，下村伊一郎，西村理明， 

 山崎 力，門脇 孝 

 



・マーカー染色体を有する無排卵性月経を合併した若年発症糖尿病の症例 

 恒川 新，石川貴大，江島洋平，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀，大江瑞恵， 

倉橋浩樹，中村二郎 

 

・SGLT2阻害薬投与 24ヶ月間の効果と安全性の検討 

 村瀬世枝恵，戸崎貴博，神谷英紀，近藤正樹，稲垣朱実，山口佳奈，蓬臺優一， 

 長尾恵理子，山田祐一郎，姫野龍仁，早崎知代，中屋有貴，加藤義郎，中村二郎 

     

・糖尿病継続栄養指導の効果と患者が期待する役割 

 太田梨江，加藤宏一，原なおり，竹内知子，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎， 

神谷英紀，中村二郎 

 

・砂糖使用ヨーグルトもしくは人工甘味料使用ヨーグルトの食後血糖変動について当院で 

の検討 

 石郷岡亜美，神谷英紀，水林竜一，福山貴広，鳥居寛律，関根智子，後藤米利子， 

 川畑惠子，後藤恵子，岩原実里，近藤正樹，山田祐一郎，中村二郎 

        

・極端な糖質制限に伴う高 LDL-コレステロール血症が糖質摂取により改善した 2症例 

 野澤美知子，戸崎貴博，村瀬世枝恵，佐藤史織，百済綾恵，藤吉春奈，小川 望， 

 早崎知代，稲垣朱実，近藤正樹，神谷英紀，中村二郎 

 

・世界糖尿病デーイベントを職員食堂と共同開催して 

 戸田景子，加藤義郎，原なおり，片桐美奈子，恒川 新，近藤正樹，姫野龍仁， 

 安藤敏仁，浅田有理子，神谷英紀，中村二郎 

 

・糖尿病専門クリニック通院中の認知症患者の早期発見から対処までのシステム構築と 

評価 

 後藤米利子，神谷英紀，水林竜一，福山貴広，関根智子，後藤恵子，川畑惠子， 

 岩原実里，石郷岡亜美，鳥居寛律，山田祐一郎，近藤正樹，中村二郎 

 

・糖尿病療養困難者に対する知能検査の有用性について—WAIS-Ⅲの情報からみた療養指導 

の提案— 

 古井由美子，大島良江，佐藤友里，土屋美恵子，伊奈 萌，片桐美奈子，鬼頭真樹子， 

 國枝美雪，石川貴大，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

     

・地域住民の健康維持・増進のための医薬連携モデルの構築について 

 吉川昌江，佐々木洋光，網岡克雄，野田雄二，塚本知男，中島英太郎，佐野隆久，    



 中村二郎，堀田 饒 

 

・マウス不死化シュワン細胞における反復する血糖変動・低血糖による細胞死および 

酸化ストレス亢進の機序解明 

 加藤文子，巽 康彰，三五一憲，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀， 

 中村二郎，加藤宏一 

 

・角膜共焦点顕微鏡(CGM)画像の自動解析における検者間差の検討 

 石川貴大，浅野紗恵子，江島洋平，柴田由加，安藤敏仁，茂木幹雄，速水智英， 

 姫野龍仁，近藤正樹，浅野栄水，下田博美，山田祐一郎，三浦絵美梨，小島智花， 

 杉浦有加子，内藤恵奈，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎   

     

・糖尿病患者における安静時 CVR-Rと深呼吸時 CVR-Rに関する検討〜合併症との関連性に 

ついて〜 

 高木真子，柴田由加，谷 浩也，室谷健太，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎， 

 神谷英紀，中村二郎 

 

・糖尿病神経障害に対する認識度調査の検討 

 笠置里奈，神谷英紀，加藤義郎，恒川 新，近藤正樹，姫野龍仁，加藤 浩，中村二郎 

 

・週 1回 GLP-1受動態作動薬デュラグルチド投与における糖尿病合併症への効果の検討 

 山田祐一郎，近藤正樹，茂木幹雄，浅野栄水，下田博美，浅野紗恵子，安藤敏仁， 

 石川貴大，三浦絵美梨，小島智花，内藤恵奈，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀， 

 中村二郎 

 

・教室でのインスリン注射を禁止された 1型糖尿病中学生に対する社会的介入とその経過 

 坪中かおり，戸崎貴博，神谷英紀，大城千恵，植田里沙，山田早紀，片山たかみ， 

 高倉純子，近藤正樹，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，中村二郎 

     

・糖尿病腎移植患者と非糖尿病腎移植患者の栄養指導の実態 

 原なおり，加藤宏一，太田梨江，竹内知子，松岡 裕，堀見孔星，小林孝彰，渡辺 恵， 

 近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・糖尿病肥満患者の食行動の傾向 

 鳥居寛律，神谷英紀，水林竜一，福山貴広，石郷岡亜美，関根智子，後藤米理子 

 川畑惠子，後藤恵子，岩原実里，近藤正樹，山田祐一郎，中村二郎 

 



・ヒト歯髄幹細胞移植による糖尿病性神経障害に対する治療効果発現メカニズムの検討 

 秦 正樹，大見真衣子，小林泰子，中村信久，宮部 愛，姫野龍仁，神谷英紀，     

 尾澤昌悟，中村二郎，武部 純，松原達昭，成瀬桂子 

 

・2週間連続 CGMによるデュラグルチドとオマリグリプチンの効果と患者治療満足度の検 

討  

クロスオーバー比較試験 

 戸崎貴博，神谷英紀，片山たかみ，中屋有貴，佐藤史織，稲垣朱実，近藤正樹， 

山田祐一郎，長尾恵理子，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，中村二郎 

 

・2型糖尿病患者における GLP-1受容体作動薬の⊿eGFR に対する効果 

 宇野英理子，加藤義郎，市橋加奈，恒川 新，近藤正樹，姫野龍仁，神谷英紀， 

 松浦克彦，中村二郎 

 

・インスリングラルギン U-100からインスリングラルギン U-300への切り替えに関する後 

ろ向き研究 

 江島洋平，加藤義郎，恒川 新，近藤正樹，姫野龍仁，山田祐一郎，石川貴大， 

 下田博美，神谷英紀，中村二郎 

 

・インスリングラルギンからグラルギンバイオシミラーへの切り替えによる臨床的変化の 

検討 

 小島智花，加藤義郎，恒川 新，近藤正樹，姫野龍仁，内藤恵奈，三浦絵美梨， 

 山田祐一郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・頻回インスリン注射療法から Sensor Augmented Pump療法への切り替えによる 

Average Daily Risk Range の変化 

 内藤恵奈，加藤義郎，恒川 新，近藤正樹，姫野龍仁，小島智花，山田祐一郎， 

 浅野紗恵子，下田博美，浅野栄水，平井信弘，神谷英紀，中村二郎 

 

・1型糖尿病におけるインスリングラルギンからインスリンデグルデクへの切り替え 3か 

月後の食前血糖値の変化 

 加藤義郎，神谷英紀，恒川 新，近藤正樹，姫野龍仁，内藤恵奈，小島智花， 

 杉浦有加子，三浦絵美梨，山田祐一郎，石川貴大，安藤敏仁，加藤宏一，中村二郎 

 

・強化インスリン療法から基礎インスリンとミチグリニド／ボグリボース配合錠併用療法 

への切替えは夜間低血糖を改善する 

 安藤敏仁，近藤正樹，山田有理子，江島洋平，茂木幹雄，浅野栄水，下田博美， 



浅野紗恵子，石川貴大，三浦絵美梨，山田祐一郎，杉浦有加子，小島智花，内藤恵奈， 

 姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・当院におけるデュラグルチドの使用試験 

 福山貴広，神谷英紀，水林竜一，山田祐一郎，近藤正樹，中村二郎         

 

 

□第 91回日本糖尿病学会中部地方会                2017.10.14-15 金沢 

〈座長〉 

・指定講演「療養における”教育”を再考する」 

 座長：中村二郎    

演者：稲垣美智子 

 

（口演） 

・膵癌診断時に抗 GAD 抗体の陽転化を認めた糖尿病の 1例 

舟橋夕貴子，恒川 新，三條篤史，茂木幹雄，小島智花，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎， 

神谷英紀，中村二郎 

 

・αグルコシターゼ阻害薬（α-GI）内服中に腸管気腫症を認めた一例 

 内原夕貴，恒川 新，山田有理子，長尾恵理子，安藤敏仁，内藤恵奈，姫野龍仁， 

 近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・リナグリプチン投与中に発症した水疱性類天疱瘡の 1例 

 山田祐一郎，加藤義郎，高間寛之，渡辺大輔，江島洋平，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新， 

 神谷英紀，中村二郎 

 

・溶血性貧血により HA1cと GAの解離を認めた 1例 

 石川貴大，恒川 新，水野昌平，江島洋平，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀， 

中村二郎 

 

・混合型インスリン 2 回からデグルデク／アスパルト配合溶解 2回への切り替えに関する 

検討 

 加藤義郎，山内一征，山内雄一郎，伊藤雅子，堀尾さよ子，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新， 

神谷英紀，中村二郎 

 

・中性脂肪蓄積心筋血管症に 2型糖尿病を合併した 1例 

 清瀬俊樹，恒川 新，杉浦有加子，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 



 

・インスリン抵抗性改善薬が著効した筋強直性筋ジストロフィー合併糖尿病の 1例 

 下田博美，山田有理子，内藤恵奈，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀， 

中村二郎 

 

・糖尿病性ケトアシドーシスを発症し血清中 HHV6型を検出した劇症 1型糖尿病の 1例 

 清澤禄基，近藤正樹，清瀬俊樹，加藤 誠，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀， 

中村二郎 

 

・血糖の改善に伴い著明な CA19-9上昇が改善した慢性膵炎合併糖尿病の 1例 

 茂木幹雄，姫野龍仁，舟橋夕貴子，小島智花，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎， 

 神谷英紀，中村二郎 

 

・DPP-4阻害薬または GLP-1受容体作動薬投与によるリパーゼ値の変化に関する検討 

 戸崎貴博，神谷英紀，近藤正樹，稲垣朱実，長尾恵理子，山田祐一郎，加藤義郎， 

 恒川 新，佐藤史織，中屋有貴，中村二郎 

 

・間接熱量測定を契機に発見した高用量メトホルミンによる乳酸蓄積の一例 

 江島洋平，長尾恵理子，恒川 新，藤掛彰史，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎， 

 神谷英紀，中村二郎 

 

・インスリン製剤中の添加物に対する即時型局所アレルギーが疑われた 2型糖尿病の 1例 

 杉浦有加子，江島洋平，加藤 誠，竹尾友宏，井上利恵子，姫野龍仁，近藤正樹， 

 恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・デュラグルチドにより NAFLDの著明な改善を認めた糖尿病を合併した Werner症候群の 

1例 

 笠置里奈，加藤義郎，小島智花，杉浦有加子，三浦絵美梨，内藤恵奈，姫野龍仁， 

近藤正樹，恒川 新，神谷英紀，中村二郎 

 

・アリピプラゾール投与を契機に糖尿病性ケトアシドーシスに至った 2型糖尿病の 1例 

 三浦絵美梨，近藤正樹，浅野栄水，茂木幹雄，浅野紗恵子，姫野龍仁，恒川 新，  

 加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・メトホルミンと SGLT2阻害薬の投与により重症な糖尿病性ケトアシドーシスを発症した 

1例 

 内藤恵奈，恒川 新，清瀬俊樹，林 優佑，下田博美，山田祐一郎，姫野龍仁， 



近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・低血糖脳症治療中に頭部 MRI検査で Wernicke脳症を疑い VitB1補充療法を施行した一例 

 長尾恵理子，近藤正樹，山田有理子，茂木幹雄，下田博美，石川貴大，姫野龍仁， 

 恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・HbA1c測定感度限界値を超え，グリコアルブミン（GA）80.3％と高値を示した 2型糖尿病 

の一例 

 浅野栄水，近藤正樹，内原夕貴，清瀬俊樹，笠置里奈，内藤恵奈，姫野龍仁，恒川 新， 

 加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・FreeStyleリブレ Proフラッシュグルコースモニタリングシステムのセンサー値の正確 

性評価 

 平井信弘，加藤義郎，山口京子，江島洋平，浅野栄水，下田博美，姫野龍仁， 

 近藤正樹，恒川 新，神谷英紀，中村二郎 

 

・簡易神経伝導検査機器（DPNチェック）を用いた糖尿病性神経障害の重症度評価への試み 

 柴田由加，神谷英紀，神谷妙子，谷 浩也，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新， 

 加藤義郎，中村二郎 

 

・血糖コントロール不良の 2型糖尿病に合併した慢性膿皮症の 1例 

 河合美由花，加藤義郎，舟橋夕貴子，安藤敏仁，近藤正樹，横尾和久，伊藤悠介，  

 姫野龍仁，恒川 新，神谷英紀，中村二郎 

 

・糖尿病患者・家族に対する糖尿病カンバセーション・マップ TM教育効果の検証  

片桐美奈子，鬼頭真樹子，大下姫佳，古井由美子，笠置里奈，姫野龍仁，近藤正樹， 

恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

 

□第 32回日本糖尿病合併症学会                2017.10.27-29 東京 

（受賞講演） 

  Expert Investigator Award 

 中村二郎 

「糖尿病性神経障害の発症メカニズムと治療に関する研究」 

 

Young Investigator Award 

 姫野 龍仁 



「糖尿病神経障害の新規治療法の開発」 

 

（シンポジウム） 

・神経障害からみた糖尿病性合併症 

 神谷英紀，姫野龍仁，中村二郎 

 

（〈座長〉教育講演） 

・「糖尿病神経障害の診断と治療」   

座長：中村二郎  演者：水上浩哉 

        

（ワークショップ）   

・糖尿病患者および健常者における角膜共焦点顕微鏡検査の自動解析の比較検討 

 江島洋平，石川貴大，浅野紗恵子，柴田由加，茂木幹雄，速水智英，姫野龍仁，近藤正樹， 

 笠置里奈，下田博美，山田祐一郎，三浦絵美梨，小島智花，杉浦有加子，内藤恵奈， 

 恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・糖尿病神経障害に対する歯髄幹細胞培養上清の効果と作用機序 

 牧野衣利子，中村信久，宮部 愛，秦 正樹，齊木智一，神谷英紀，中村二郎，宮澤 健， 

 後藤滋巳，松原達昭，成瀬桂子 

 

・ヒト乳歯歯髄幹細胞培養上清が糖尿病多発神経障害にもたらす効果の検討 

 三浦絵美梨，成瀬桂子，恒川 新，姫野龍仁，近藤正樹，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・フリッカー網膜電位計レチバル DRTMと糖尿病性合併症の相関の検討 

河合美由花，山田有理子，浅野栄水，杉浦有加子，安藤敏仁，石川貴大，小島智花， 

 内藤恵奈，柴田由加，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀，中村二郎 

 

・携帯型末梢神経検査装置（PNS-7000）を用いた糖尿病性神経障害評価の有用性について 

 柴田由加，山羽亜実，神谷妙子，谷 浩也，姫野龍仁，近藤正樹，恒川 新，加藤義郎， 

神谷英紀，中村二郎 

 

・ラット骨髄間葉系幹細胞の糖尿病及び加齢による性状変化と DPP-4阻害薬の抗酸化作用 

による影響 

 浅野栄水，近藤正樹，茂木幹雄，下田博美，姫野龍仁，恒川 新，加藤義郎，神谷英紀， 

 中村二郎 


