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第 48回日本糖尿病学会
近畿地方会

会 期：2011 年 10 月 29 日（土）

会 場：大阪国際会議場

学会会長：花房 俊昭
（大阪医科大学内科学 I）

O-143 抗 GAD抗体高力価を示した緩徐進行型糖尿病の
1例

清恵会病院内科
伊達政道 藤澤玲子 宮里 舞 藤川達也 呉 美枝
北岡治子

【症例】76 歳女性．1996 年他院で糖尿病指摘されOHA開
始，1999 年高血糖にてインスリン導入時，GADAb180,000
U�ml，SPIDDMと診断．2008 年高血糖にて当院入院．【現
症】身長 150 cm，体重 50.1 kg，BMI22.3，PDR【検査】HbA1c
10.6 ％，s-CPR 0.06 ng�ml，GADAb80,500 U�ml（2010
年 63,700 U�ml），IA-2Ab＜0.4 U�ml，TGAb＜0.3 IU�ml，
TPOAb＜0.3 IU�ml，ANA＜40，RA（－），HLA：A24，
B51，DR14（DNAタイピング中）【考案】GADAb＞1000
U�mlを呈した他の 7例と比較した．本例は，筋痙攣もなく
Stiff-person 症候群や自己免疫疾患の合併もなく，発症後比
較的早期にインスリン依存状態となるも，GADAb高力価
を長期間持続している稀少な症例と考え報告する．

O-144 認知症を伴う高齢SPIDDMでインスリンからエ
クセナチドへの切替が有用であった 1例

藍野病院内科 1 藍野加齢医学研究所 2 大阪医科大学内科学 I3

斯波秀行 1 吉田麻美 1 尾崎拓郎 1 前田優希 1 山本直宗 1

佐伯彰夫 1 福田泰樹 1 葛谷 健 2 大澤仲昭 2 花房俊昭 3

70 歳女性．2006 年 GAD抗体陽性から SPIDDMと診断さ
れ，basalbolus 法でインスリン導入も，認知症で独居のため
自己管理困難となり当科紹介（HbA1c 9.4 ％）．混合型 2回や
持効型 1回注射等にても，SMBGや自己注射が困難となっ
ては入退院を繰り返した．2010 年 10 月 5 日退院（50 mix
朝 12 U）後，間もなく単位を忘れたとパニック状態で再入
院．HbA1c 6.7 ％，グルカゴンテストCPR：前 1.1，6 分 3.3
ng�ml．12 月 26 日よりインスリンをエクセナチド 5 μg 朝夕
に変更したところ，徐々に自己管理可能となり，PAIDは 39
から 26 点と改善．2月より通院にて 6月 HbA1c5.8 ％前後を
維持している．認知症を伴うDMではインスリン分泌能が
保持されていれば，インスリンからエクセナチドへの切替が
QOL向上に有用な可能性が示唆された．

O-145 1 型糖尿病患者における血清アディポネクチン濃
度の検討

財団法人住友病院内分泌代謝内科 1 大塚製薬（株）診断事業部 2

小幡佳也 1 高比康充 1 馬殿 恵 1 最所賢二 1 丹波祥子 1

山本浩司 1 山田祐也 1 葛城粛典 2 松澤佑次 1

【目的】1型糖尿病患者の血清アディポネクチン濃度（Ad）に影
響を与える因子について検討した．【対象と方法】過去 5年間に
当院に入院した糖尿病（DM）患者のうちAd測定を行った患者
でピオグリタゾン内服例を除いた 1型 DM52 例と 2型 DM
1729 例を対象に，［1］1型 DMと 2型 DMでAdを含む各種パ
ラメータを比較した．［2］1型 DM内で各種パラメータとAd
の相関をみた．【結果】［1］1型 DMは 2型 DMと比較し有意に
Adが高値であった．腹囲をマッチさせた 2型 DMと比較して
も同様であった．［2］1型 DM内では，Adは空腹時血清CPR，
CPR Index（CPI），腹囲，BMI と負の，HDLと正の単相関を示
した．Adを従属変数とした重回帰分析では，性別，年齢，CPI
のみが有意な説明変数であった．【考察】1型 DMではAd高値
であり，インスリン枯渇と強く関連することが示された．

O-146 糖尿病性ケトアシドーシスに侵襲性肺アスペルギ
ルス症を合併した 1例

関西医科大学第二内科 1

関西医科大学循環器腎内分泌代謝内科 2

高橋広季 1 城 聡一 2 藤高啓祐 2 野村惠巳子 2 城ひろみ 2

岩崎真佳 2 西川光重 2 岩坂壽二 2

39 歳男性で罹病歴約 10 年の 2型糖尿病（インスリン依存状態）．3日目
からの感冒を契機に食事摂取不良となりインスリンを自己中断し，意
識障害を呈した為，救急搬送となった．血糖 767 mg�dl，HbA1c 8.9 ％
（JDS），総ケトン体 265 μmol�l，pH6.876，HCO3 9.4 mmol�lであり糖
尿病性ケトアシドーシス（DKA）と診断した．また同時に横紋筋融解
症，急性腎不全，肺炎，敗血症性ショックの合併を認めた．経過でDKA，
横紋筋融解症，急性腎不全は改善したものの重症感染症の状態が続き
意識障害も遷延した．第 9病日に気管支鏡検査を施行し侵襲性肺アス
ペルギルス症の合併が判明した．以後，急速に呼吸不全が進行し第 11
病日に死亡退院となった．剖検では両肺全体にわたり数ミリから数セ
ンチ大の白色の結節を多数認めた．DKAに侵襲性肺アスペルギルス症
を合併した稀な 1例を経験したので文献的考察を交え報告する．

O-147 糖尿病ケトアシドーシス昏睡で発症した脳膿瘍の
1例

関西電力病院糖尿病・栄養・内分泌内科
藤原周一 表 孝徳 黒瀬 健 臼井亮太 菅原健二
北本友佳 杉崎 和 桑田仁司 渡邊好胤 矢部大介
清野 裕

【症例】56 歳男性【主訴】意識障害【現病歴】スリランカ生まれ．約 10
年来の糖尿病であるが，ほとんど放置され服薬コントロール不良であっ
た．入院日午後から呼びかけに反応せず当院へ搬送され，意識状態は
JCS300 であった．頭部CTで明らかな異常なく，血液検査でWBC
10900�μ l，CRP23.02 mg�dl，総ケトン体 11567 μmol�l，FPG657 mg�dl，
HbA1c（JDS値）10.4 ％，血液ガス分析で pH7.007，HCO3－：10.4 mmol�
lから糖尿病ケトアシドーシス昏睡と診断し抗菌薬投与と併せ治療開始
した．【入院後経過】翌日の頭部CTで右基底核領域を中心に低濃度領域
を認め脳梗塞と診断した．その後の頭部CTで著変ないが意識状態には
変化なかった．入院 17 日目の頭部造影MRI にて，ring enhance 像を散
在性に認めたため，脳膿瘍と診断した．【考察】糖尿病性ケトアシドーシ
ス治療後も意識障害が遷延する際には頭蓋内疾患の鑑別が必要である．
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O-148 髄膜脳炎と同時期に発症した糖尿病性ケトアシ
ドーシスの 1例

兵庫県立加古川医療センター糖尿病・内分泌内科
玉川杏奈 飯田啓二 中村幸子 日野泰久 大原 毅

【症例】32 歳，男性．【現病歴】過去に糖尿病を指摘されたこと
はなく，本院受診 1年前より著明な体重減少を認めていたが
放置していた．今回，39 度台の発熱・頭痛・嘔吐・意識障害
のため当院へ救急搬送．来院時 pH：6.842，随時血糖値：913
mg�dl，総ケトン体：12793 μmol�lであり糖尿病性ケトアシ
ドーシスと診断し治療を開始．また，髄液検査では細胞数・蛋
白の上昇を認め髄膜脳炎が合併していると考えられアシクロ
ビル，CTRX，VCM投与にて治療を開始した．その後，意識
レベル改善に伴い，右手指の巧緻障害・右前腕部の異常感覚
を認めるようになった．第 16 病日に施行した頭部MRI では，
入院時には認めなかった左中心前回・後回を主体とした高信
号域が存在しており右上肢の症状と一致していた．今回，髄膜
脳炎と同時期に糖尿病性ケトアシドーシスを発症し，改善後
に神経症状が顕在化した 1例を経験したので報告する．

O-149 経管栄養中に，尿路感染症を契機として発症した
高浸透圧性高血糖性昏睡の 1例

町立大淀病院
槇野香奈子 田邊 香 岡本恵介 上島純子 鮫島謙一
井澤鉄之 富永 環 辻本伸宏 川野貴弘 西浦公章

【症例】77 歳，女性【主訴】発熱，意識障害【現病歴】右視
床出血発症後に胃瘻が造設され，以後は施設で経管栄養が
施行されていた．なお，今まで糖尿病を指摘されたことはな
かった．来院 8日前から発熱のため抗生物質が投与されて
いた．来院日当日に意識レベルが JCSIII-200 に低下し，当
院へ救急搬送された．【入院後経過】血糖 1150 mg�dl，Na
174 mEq�l，血漿浸透圧 449 mOsmo�l，尿中ケトン体（－）
から，高浸透圧性高血糖性昏睡と診断した．また，発熱の原
因は諸検査所見から尿路感染症と診断した．抗生物質を含
む輸液とインスリンの投与で症状は軽快した．【まとめ】経
管栄養中に，尿路感染症を契機として発症した高浸透圧性
高血糖性昏睡の 1例を経験したので報告する．

O-150 感染と脱水を機に高血糖をきたした 2型糖尿病
の 1例

彦根市立病院内科
濱井優輔 黒江 彰 矢野秀樹

症例は 80 歳代の女性．認知症で施設入所中．15 年前より 2
型糖尿病の治療中であったが入院 2日前より呼名反応が低
下し，近医を受診．感染症と診断され抗生物質の点滴が行わ
れたが，さらに症状が増悪したため本院へ救急搬送され同日
入院となった．随時血糖が 1308 mg�dl，CRPが 18.9 mg�dl
と高値だが，尿中ケトン体は陰性だった．インスリン持続注
入と大量の輸液で治療を開始し，血糖は正常化した．グルカ
ゴン負荷試験でCPRは前値 1.0 ng�ml，負荷後 1.9 ng�ml
でインスリン分泌は不十分だが，最終的にはDPP4 阻害薬の
内服のみで血糖管理可能となった．当院で過去 5年間に血糖
値が 1000 mg�dlを超す症例は 7例あったが，内服のみで退
院できたのは 1例のみであり，比較的稀な症例と考えられ
た．高齢者の糖尿病例では脱水や感染を契機に高浸透圧性非
ケトン性昏睡を惹起する可能性があるため，注意を要する．

O-151 SU薬でコントロール不良な 2型糖尿病患者に
DPP-4 阻害薬を追加する際のSU薬減量は妥当
か

長浜赤十字病院内分泌代謝内科
三澤美和 福家智也 児玉憲一 江川克哉

高容量 SU薬でコントロール不十分な 2型糖尿病患者にDPP-
4 阻害薬を追加投与し低血糖発作が頻発したことを受けて，日
本糖尿病学会は SU薬を減量してDPP-4 阻害薬を上乗せする
よう勧告している．しかし高容量 SU薬を使用しているにもか
かわらずコントロール不良な患者であるのに，本当に SU薬を
減量して悪化しないかという不安がある．そこで我々は外来で
加療中の高容量 SU薬投与にもかかわらずコントロール不十
分な 2型糖尿病患者で SU薬を減量してDPP-4 阻害薬を追加
投与した後のHbA1c の変化を検討した．大部分の患者は SU
薬の減量にもかかわらずDPP-4 阻害薬の投与により 1ヵ月後
から有意にHbA1c の改善が認められた．一部の患者では有意
な改善は認められなかったものの，明らかに悪化したものはい
なかった．日本糖尿病学会勧告の妥当性が証明された．

O-152 シタグリプチン併用時のグリメピリド減量につい
ての検証

医療法人みどり会中村病院糖尿病内科
高橋 輝 武村次郎

DPP-4 阻害薬併用時に SU薬を減量するように勧告が出され
ているが，この SU薬減量の程度について検証するため，グリ
メピリド（以下Glim）内服中の患者にシタグリプチン（以下
Sitag）50 mgを併用した時のGlim減量とHbA1c（JDS値）の
推移について調査を行った．平均 2.1 mgの Glim内服で平均
HbA1c7.45 ％の 20 症例に対して，Sitag50 mg併用時にGlim
は 1.0 mgに減量され，HbA1c は 6.93 ％に低下した．最終的
にはGlim1.3 mgの投与でHbA1c6.98 ％となり，重篤な低血
糖を来たした症例はなかった．その中で 0.5～1 mgと少量の
Glimを中止して Sitag に切り替えた 4症例では，HbA1c が
1.48 ％増加し，うち 2例は Glimの再投与を必要とした．当院
の検証では，少量でもGlimを中止すると増悪する症例が多
いこと，Sitag 併用時のGlimの減量は半量程度にすることで
HbA1c を増悪させずに移行することが可能と考えられた．

O-153 DPP-4 阻害薬追加投与時におけるSU薬減量が
血糖コントロールに及ぼす影響

すみれ病院
上田実希 小西俊彰 春里一子 松山 裕 福田祥子
塚本由佳 浜田 昇

【目的】DPP-4 阻害薬追加投与時，ベースの SU薬は減量が望ましい
が，SU薬が少量の場合はそのままでよいとされる．Sitagliptin（Sit）
追加投与時，ベースの SU薬が少量の場合での SU薬減量が血糖コ
ントロールに及ぼす影響について検討した．【対象】Glimepiride
（Gli）2 mg�日以下内服中の 2型糖尿病患者 17 名．【方法】Sit 投与時
に，Gli を中止した中止群（4名：平均Gli 量 0.63 mg），減量した減
量群（8名：1.38→0.94 mg），減量しなかった維持群（5名：全例 1
mg）に分類し，12 週後のHbA1c を比較検討した．【結果】HbA1c
は，中止群では有意に悪化し（6.68→7.43 ％，平均値，p＜0.05），
減量群・維持群では有意に改善した（減量群 7.39→6.73 ％；維持群
7.24→6.42 ％，p＜0.01）．減量群，維持群のHbA1c 改善度に差はな
かった．【結論】SU薬減量では維持と同等にHbA1c が改善するが，
中止では悪化することが示唆された．［HbA1c：JDS値］
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O-154 Sitagliptin 投与開始時のSU薬減量についての検
討＜1�4 減量【Quarter】を試みて＞

大阪府済生会吹田病院 1 社会保険京都病院内科 2

淀川キリスト教病院老健施設 3

中島芳樹 1 藤田知香子 2 田中紀實 1 森 久也 1 朴 孝憲 3

【背景】「インクレチンと SU薬の適正使用に関する委員会」によ
り SU薬治療患者への Sitagliptin（以下 S）投与開始時には SU
薬の減量が推奨されているが，2011 年 1 月の（S）長期処方制限
の解除と共に低血糖症例の報告数が再び増加している．【方法】入
院患者での投与経験に基づき，勧告前より（S）50 mg投与開始時
に既存の SU薬を前投与量の 1�4 に減量し，コントロール不十分
例のみ SU薬を 1�2 量に再増量，（S）開始後の腎機能低下進行例
には（S）を 25 mgに減量しており，今回は外来通院中の 21 症例
について投与 1および 3ヵ月後の血糖コントロール指標につい
て検討を行った．【結果】HbA1c（JDS）（％）は 8.1±0.8 から 7.9±
0.9（p＜0.01），7.5±1.0（p＜0.05），1,5AG（μg�ml）は 5.1±3.3
から 7.2±5.0（p＜0.01），8.6±5.7（p＜0.05）と改善しており，低
血糖の発症なく血糖コントロールの改善を認めることができた．

O-155 DPP-4 阻害剤（シタグリプチン）とSU剤（グリ
メピリド）併用に関する実態調査

赤穂市民病院薬剤部 1 赤穂市民病院内科 2

深井絵里加 1 三木育子 1 高原典子 2 小畑利之 2

中田日早枝 1 千崎昭輝 1 高瀬尚武 1 新免 徹 1 室井延之 1

【目的】グリメピリド服用患者にシタグリプチンを併用した
場合の低血糖リスクと有用性について調査した．【対象・方
法】グリメピリド 2 mg�日を超えて服用している患者を対象
とし，シタグリプチン開始時にグリメピリドを減量した群
（減量群）と減量しなかった群（非減量群）において，併用後
6週間の重症低血糖の発生，HbA1c の改善について調査し
た．【結果・考察】減量群は 27 名（開始時HbA1c8.3 ％±1.0），
非減量群は 14 名（開始時HbA1c9.0 ％±1.4）で，SU剤減量
の有無に関わらず併用後に重篤な低血糖を認めた症例はな
かった．6週間後のHbA1c については，減量群では前値の
5.08 ％，非減量群では前値の 6.56 ％低下し，両群ともに改善
が認められた．本調査の患者においては安全で有用なシタグ
リプチンの併用が行われたと考える．（HbA1c：JDS値）

O-156 インスリン過量注射による自殺企図後に内服療法
へ切り替えた 2型糖尿病の 1例

京都大学糖尿病・栄養内科
佐々木真弓 原島伸一 村田 舞 豊田健太郎 鈴木和代
浜崎暁洋 長嶋一昭 藤本新平 稲垣暢也

症例は 25 歳男性．解離性障害を合併．14 歳時に糖尿病性ケトア
シドーシスを発症し，1型糖尿病の診断にてインスリン導入さ
れた．今回HbA1c（JDS）値 11-14 ％と高値のため当科紹介入院
となった．入院中に重症低血糖をひきおこし，血糖値 25 mg�dl，
血清CPR 0.12 ng�ml，IRI 822.1 μU�mlであったことからイン
スリン過量投与が疑われた．インスリン非依存状態で自己抗体
陰性より 2型糖尿病と診断し，DPP-4 阻害薬と少量 SU薬の内
服療法に切り替えた．グルカゴン負荷試験ではCPR前値 0.37
ng�ml，6分値 1.50 ng�mlであったが，内服薬切替え後はそれぞ
れ 0.83 ng�ml，2.35 ng�mlとなり，HbA1c（JDS）値も改善して
いる．インスリン過剰投与による低血糖は約 90 ％に自殺企図が
関与するとの報告もあり，DPP-4 阻害薬と SU薬の併用による
インスリン治療からの離脱は，より安全な治療手段となりうる．

O-157 インスリン導入によって診断しえた薬剤性肝障害
の 1症例

ベルランド総合病院
大森一生 八木稔人

症例は 71 歳女性．50 歳頃より糖尿病を指摘され，66 歳時に
顔面神経麻痺にて入院した際に当科紹介となった．グリク
ラジド，メトホルミンにて内服を開始し，開始後 18 ヶ月よ
り軽度肝機能障害が出現，HbA1c も増悪傾向となった．内
服の変更を行うも改善せず，シタグリプチン追加に伴って
肝機能障害，HbA1c がさらに増悪を認めたため，インスリ
ン導入目的で 2011 年 4 月に当科入院となった．内服を全て
中止するとともにインスリンリスプロ混合製剤-50 を開始
したところ，肝酵素は速やかに改善，入院第 18 病日には正
常化に至り，経過より薬剤性肝障害と診断した．糖尿病治療
薬内服開始 18 ヶ月後から長期にわたって肝機能異常を認
め，内服の中止，インスリン導入にて肝機能障害の速やかな
改善及び血糖コントロールの改善を得た 1症例を経験した
ので，若干の文献的考察を含めて報告する．

O-158 sitagliptin により薬剤性膵炎を発症したと考えら
れる 1例

公立那賀病院内科
松谷紀彦 宮田佳穂里 宇野亜紀子 那須鉄史 豊田和之
河島 明 近藤 溪

症例は 68 歳男性．糖尿病にて近医通院．膵炎発症 3ヶ月前より
sitagliptin 50 mgの投与を開始．投与後より血清アミラーゼ 141
IU�lリパーゼ値 58 IU�lと微増を認めたが特に自覚症状なく経
過．しかし入院前日の午後 10 時頃より嘔気出現．翌朝より頻回の
嘔吐と腹痛を認め近医を受診．腹部エコーで膵腫大を指摘され紹
介．受診時に心窩部から左側腹部への圧痛と腹膜刺激症状を認
め，血清アミラーゼ値は 3790 IU�l，腹部CTにてびまん性膵腫大
と周囲への炎症の波及を確認し急性膵炎と診断した（厚生労働省
重症度：軽症APACHE-2 スコア 9点）．加療により軽快退院され
た．膵炎の原因として飲酒歴はなく，胆石や総胆管結石は指摘で
きず．sitagliptin に対するリンパ球刺激試験が陽性であり薬剤性
膵炎と診断した．血清アミラーゼ・リパーゼ値の上昇を認めた際
には薬剤の中止を検討する事が必要と考えこれを報告する．

O-159 DPP4阻害剤で高CA19-9 血症，高アミラーゼ血
症を来たした 2症例

高砂市民病院
竹本利行 井垣直哉 横田一樹 川口貴行 茂山 豊
高澤一男 金光律和 来田和久 廣末好昭 後藤武男

【症例 1】74 歳女性．2型糖尿病に対して SU剤・ビグアナイド
剤・αGI で加療中．随時血糖 161 mg�dl，HbA1c 8.3 ％と血糖管
理不良であり 2010 年 9 月に sitagliptin を処方された．その後に悪
性腫瘍のスクリーニング検査を行ったところ，CA19-9 334.6 U�ml
と高CA19-9 血症を認めた．しかし各種画像検査で精査するも悪
性腫瘍は指摘されず．sitagliptin 中止にてCA19-9 82 U�mlまで低
下した．【症例 2】71 歳男性．2型糖尿病対して SU剤と sitagliptin
を投与されていた．2011 年 6 月に sitagliptin を vildagliptin に変
更したところ，血清アミラーゼ 128 IU�l，尿中アミラーゼ 940 IU�
lと無症候性に膵酵素の上昇を認めた．【結論】DPP4 阻害剤によっ
て急性膵炎発症や膵管上皮細胞過形成が生じるとの報告がある．
今回，DPP4 阻害剤によって高CA19-9 血症・無症候性膵炎を示
唆する症例を経験したので，若干の考察を加えて報告する．
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O-160 シダグリプチン内服中に血清アミラーゼ上昇を認
めた 3例の検討

三世会河内総合病院内科 1 京都医療センター糖尿病センター 2

吉岡二三 1,2 米本俊良 1 佐伯邦雄 1 榎本茂樹 1 北村嘉三 1

日野 充 1 坂根直樹 2 山田和範 2

【目的】シダグリプチンによる膵炎合併の報告はあるが，まれとさ
れている．当院で経験した膵アミラーゼ（AMY）上昇の 3例を報
告する．【方法】シダグリプチン投与前からAMYを測定した．異常
があれば，リパーゼ・CRPなどを追加した．【結果】（症例 1）43 歳男
性初発の糖尿病．投与 1週間後からAMYが上昇し，2週間後CRP
も陽性化，白血球は上昇せず症状を認めなかったが，投与を中止し
た．（症例 2）78 歳男性以前より焼酎を 2合�日飲酒しており，投与
開始 10 週後よりAMYが上昇しCRPも軽度上昇した．無症状で，
飲酒量減量などで軽快し，投薬を続行した．アルコール性の急性膵
炎の既往があった．（症例 3）76 歳女性投与開始 6週後より一過性
にAMYが上昇したが，症状なく正常化し投薬を続行した．【総括】
3例ともAMY上昇時に症状の訴えがなかったので，AMYの測定
と膵炎の既往，飲酒の量を確認することが重要と思われた．

O-161 シタグリプチン服用中に自己免疫性膵炎を発症し
た高齢 2型糖尿病患者の 1例

関西電力病院糖尿病・栄養・内分泌内科 1

関西電力病院消化器内科 2

渡邊好胤 1 菅原健二 1 表 孝徳 1 矢部大介 1 東恵史朗 2

染田 仁 2 黒瀬 健 1 中村武史 2 清野 裕 1

症例は 73 歳男性．高血圧症・脂質異常症・橋本病で加療中，6年前に
HbA1c 6.4 ％で 2型糖尿病と診断．平成 21 年 3 月にグリクラジド 20 mg
内服開始，同年 12 月にシタグリプチン 50 mgへ変更した．平成 22 年 9
月 HbA1c 6.6 ％であったが 12 月 7.5 ％と悪化，同時期に味覚障害も出現
した．腹痛はなかったもののCT・MRI でびまん性膵腫大と主膵管狭細
像を認め，IgG4 上昇（407 mg�dl；正常 105 以下）と併せ自己免疫性膵炎
と診断した．入院時HbA1c 8.8 ％と急激に悪化，アミラーゼ 74 IU�l，抗
サイログロブリン抗体陽性，SS-A�SS-B 抗体陰性．PSL 40 mg内服開始後
MRI にて膵腫大は改善，IgG4 141 mg�dlまで低下し，PSL 20 mgへ漸減
のうえ第 37 病日に退院となった．また強化インスリン療法を導入し退院
後も継続した．シタグリプチン投与との関連は不明であるが，投与中に自
己免疫性膵炎を発症したケースは珍しいと思われるため，報告する．

O-162 シタグリプチンによって関節リウマチが誘発され
た 2型糖尿病の 1例

高砂市民病院内科
横田一樹 井垣直哉 竹本利行 川口貴行 茂山 豊
木下真一 高澤一男 金光律和 来田和久 廣末好昭
後藤武男

症例は 48 歳女性．平成 21 年 1月より 2型糖尿病の診断にてミグリトール
とナテグリニドで治療されていた．平成 22 年 6月からシタグリプチン 50
mg�日に変更したところ，同年 9月頃より微熱，頭痛が持続し，さらに両
手・膝・足関節痛も出現した．症状は 6週間以上持続し，新しい関節リウ
マチ（RA）の診断基準であるAmerican College of Rheumatology�Euro-
pean League Against Reumatism（ACR�EULAR）criteria により definite
RAと診断された．シタグリプチンを中止したところ，速やかに症状は軽
快した．RAの発症には遺伝因子と環境因子の両者が重要であり，遺伝因
子としては shared epitope（SE）と呼ばれる特徴的なアミノ酸配列をもっ
たHLA-DRB1 アレルが重要である．本症例も SEを持つHLA-DRB1＊

0101 と DRB1＊0405 が陽性であり，RAの疾患感受性を基礎とし，そこに
シタグリプチンが誘因となりRAを発症したものと推測された．

O-163 糖尿病ケトアシドーシスに敗血症性肺塞栓症と脳
膿瘍を合併した 1例

公立甲賀病院内科
大村 寧 中島敦史 小山哲朗 渋谷和之 小河秀郎
山田 衆

【症例】50 代女性【主訴】発熱【現病歴】ここ数か月は 2型糖尿
病の治療を自己中断していた．数日前より 38 度台の発熱，全身倦
怠感あり，当院受診．血糖 690 mg�dl，HbA1c 13.2 ％，pH 7.249，
尿ケトン（3＋），WBC 20700，CRP21.0 mg�dlと糖尿病ケトアシ
ドーシスおよび著明な炎症所見を認め入院となる．【経過】胸部X
線・CTで両側の多発する小結節影および左腎腫大を認め，血液
培養でKlebsiellapneumoniae（＋）であり，尿路感染による敗血
症性肺塞栓症（SPE）と診断した．さらに脳膿瘍も合併したが，
CTRX，CLDM，IPM�CS投与による保存的加療で軽快した．【考
察】本症例はコントロール不良の糖尿病により免疫能が低下し，
尿路感染が重篤化し敗血症に至り，SPEを合併したものと考えら
れる．糖尿病患者における SPEは近年報告例が増加しており，重
症感染症を有する糖尿病患者では本疾患を考慮する必要がある．

O-164 K.pneumoniae による敗血症をきたしたアルコー
ル性慢性膵炎・2型糖尿病の 1例

兵庫医科大学内科学糖尿病科 1

兵庫医科大学先進糖尿病治療学 2

角田 拓 1 徳田八大 1 越智史浩 1 楠 宜樹 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

症例は 68 歳男性．1986 年発症の 2型糖尿病患者．治療の自己中断やア
ルコール多飲を繰り返し，血糖コントロール不良であった．2009 年 4
月 HbA1c（JDS値）11.6 ％を認めたが入院を拒否．5月 37 度台の発熱
が続き当科受診．血液検査にて炎症反応高値を認め，精査加療のため入
院．各種培養・画像検査にて尿路感染からの敗血症と診断し抗菌薬の投
与を行った．第 5病日全身の痙攣を認め挿管，人工呼吸器管理となる．
髄液検査にて髄膜炎と診断，抗菌薬と抗けいれん薬の投与を継続した．
その後髄液所見の改善を認めたが炎症反応高値が続き，画像検査にて肝
膿瘍，脳膿瘍が疑われた．治療を継続したが全身状態は改善せず第 43
病日に死亡．同日病理解剖を行った．不良な血糖コントロールを背景と
して多発膿瘍から敗血症，死亡への転帰をとった重症感染症のアルコー
ル膵炎合併 2型糖尿病の 1例を経験したので病理所見を加え報告する．

O-165 治療中断 2型糖尿病患者に発症した赤痢アメー
バ症合併フルニエ壊疽の 1例

和歌山労災病院糖尿病センター 1 和歌山労災病院外科 2

和歌山労災病院泌尿器科 3

中尾隆太郎 1 西野雅之 1 那須鉄史 1 庄野剛史 1 山本康久 1

南條輝志男 1 山本 基 2 上門康成 3 森 喬史 3

症例は 62 歳男性．主訴は肛門部痛．既往歴に 55 歳時脊柱間狭窄症．現
病歴：55 歳，脊柱間狭窄症の手術時に糖尿病を指摘され，内服治療を
行っていたが自己中断．当院受診の 1週間前から肛門部痛が出現し，H
23 年 4 月 14 日に当院受診．肛門周囲膿瘍と臀部の壊死性筋膜炎を認
め，同日緊急入院．白血球数 11700�μ l，CRP43.78 mg�dlと高度の炎症
反応，血糖値 591 mg�dl，HbA1c10.4 ％とコントロール不良の糖尿病を
認めた．インスリン持続静注による厳密な血糖管理と広域抗生剤投与
を開始し，外科・泌尿器科にて壊死部を切開排膿し膀胱瘻造設を行
なった．膿汁培養から streptococcus milleri を検出．広域抗生剤投与を
行うも，高熱持続し上行結腸の壁肥厚を認め，4月 26 日に上行結腸切
除，人工肛門造設を行った．切除大腸の検鏡にて赤痢アメーバ症が疑わ
れ，フラジールの内服を開始し次第に症状の改善を認めた．
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O-166 急性腎盂腎炎に伴う敗血症を併発した 2型糖尿
病の 1例

大阪労災病院糖尿病センター 1 大阪労災病院泌尿器科 2

大阪労災病院健康診断部 3 大阪労災病院勤労者予防センター 4

川口祥平 1 上田倫央 2 平尾聡美 1 寺元恵美子 1

阪口友香子 1 下 直樹 1 狭間洋至 1 良本佳代子 3

久保田昌詞 4 大橋 誠 1 野村 誠 1

症例，69 歳女性．主訴，左側腹部痛．従来から外来糖尿病薬物療法を勧め
るも食事療法のみで経過観察し，HbA1c（JDS値）は 9から 10 ％とコン
トロール不良であった．2010 年 9 月 26 日朝，左側腹部痛・悪寒を自覚し
救急受診．当初，WBC：6600�μ l，CRP：0.09 mg�dlと炎症所見は乏し
かったが，39 ℃台と高熱が持続し，意識レベルの低下傾向を認め，腹部CT
にて急性腎盂腎炎と診断し，当科に緊急入院．敗血症併発によりDIC，呼
吸不全を認め ICUで集中治療を施行．泌尿器科にてDJカテーテル留置し
持続排膿実施，当科にて抗生剤治療とインスリンによる血糖管理を実施し
た．その後，病態は改善し，メトホルミン・グリニドの血糖降下剤併用に
て血糖コントロール良好となり，第 44 病日に退院した．今回，急性腎盂腎
炎に伴う敗血症を生じた 2型糖尿病の 1例を経験したので報告する．

O-167 糖尿病患者における FMD測定値に関与する因子
の検討

関西電力病院糖尿病・栄養・内分泌内科
黒瀬 健 杉崎 和 菅原健二 桑田仁司 藤原周一
北本友佳 臼井亮太 渡辺好胤 表 孝徳 矢部大介
清野 裕

【目的】糖尿病患者におけるFMD（Flow-Mediated Dilation）測定
値に関わる因子について検討した．【方法】糖尿病患者 39 例に
FMD検査を実施し，年齢，性別，血圧，喫煙，HbA1c，細小血管
障害，大血管障害との関連について検討した．【結果】2型糖尿病患
者 39 例中男性 24 例，女性 15 例，平均年齢 58.9 歳，平均BMI25.7，
平均血圧 131�79 であった．FMDはHbA1c，血圧，罹病歴とは明
らかな関連なく，年齢とは強い相関を認め若年者では高値を，高
齢者では低値を示した．PWV，IHDには有意の関連を認めたが年
齢の影響は除外できなかった．冠動脈の家族歴の有無は有意の関
連を示したが，年齢の影響は認めず，独立してFMDに影響を与え
る可能性が示唆された．【結論】FMD測定値の検討には年齢，性別
のほかに冠動脈家族歴も考慮する必要があると考えられる．

O-168 糖尿病患者における血流依存性血管拡張反応
（FMD）の有用性

赤穂中央病院臨床検査部 1 赤穂中央病院循環器科 2

赤穂中央病院内科 3

桶口三香子 1 前田つぐみ 1 長尾俊彦 2 田邉昭仁 3

中島弘二 3

【目的】糖尿病患者における血流依存性血管拡張反応（FMD）の有用性
を糖尿病・動脈硬化症の各種指標と比較し検討する．特に加齢による要
因を考慮して解析した．【対象と方法】糖尿病患者 48 人（平均年齢 67.6±
12.1 男性 32 人女性 16 人）を対象にFMDを血液・動脈硬化検査と相関
分析し，年齢を制御変数として偏相関係数（pr）を求めた．統計ソフト
JMP9，SPSS16 を使用した．【結果】FMDは IMT（r＝－0.380 p＝0.0205，
pr＝－0.306，），PWV（r＝－0.375 p＝0.0346 pr＝－0.226）FBS
（r＝－0.365 p＝0.0117 pr＝－0.449）と年齢とは独立して逆相関した．ま
たFBSは IMTと PWVとは相関しなかった．【結論】FMDは年齢とは
独立して IMT，FBSと逆相関した．IMTは FBSと相関しないことか
ら，FMDは糖毒性によるNO低下要因をも反映しており，より早期の
動脈硬化指標として有用であることが示唆された．

O-169 2 型糖尿病患者における血中 TRAIL 濃度と血管
内皮機能との関係

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 1

大阪市立十三市民病院 2

森 克仁 1 絵本正憲 1 日浦義和 2 川野直也 1 浦田博美 1

山崎祐子 1 元山宏華 1 森岡与明 1 福本真也 1 庄司哲雄 1

稲葉雅章 1

【目的】Tumor necrosis factor（TNF）―related apoptosis-inducing ligand
（TRAIL）とその受容体は心血管系に発現し，最近，冠動脈疾患患者で
は血中TRAIL が低値であり，さらに急性心筋梗塞患者において，血中
TRAIL 低値群では予後が不良であることも報告されている．しかし，
TRAIL と早期動脈硬化病変との関連については明らかではない．【方
法】そこで今回我々は 2型糖尿病患者 121 名を対象とし，血中TRAIL
濃度と動脈硬化の初期変化を反映する上腕動脈内皮依存性血管拡張反
応（flow-mediated dilatation：FMD）との関連について検討した．【結果】
単回帰分析にて血中TRAIL 濃度と FMD（r＝0.038，p＝0.678）には有
意な相関関係が認められなかった．【総括】2型糖尿病患者において，血中
TRAIL 濃度と血管内皮機能には有意な関係は認められなかった．

O-170 2 型糖尿病患者におけるNT-proBNPと動脈硬化
マーカーとの関係

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学 1

JR 大阪鉄道病院糖尿病・代謝内科 2

社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院 3

千丸貴史 1 福井道明 1 田中武兵 1 最上伸一 2 大西正芳 2

門野真由子 1 金綱隆弘 3 浅野麻衣 1 山崎真裕 1

長谷川剛二 1 中村直登 1

【目的】心不全の有用なマーカーであるNT-proBNPは血中での安定性がBNPより高く，
血清での測定が可能である．今回我々は，2型糖尿病患者においてNT-proBNPと動脈硬
化マーカーとの関係を調査した．【方法】当科外来通院加療中の 2型糖尿病患者 323 人の
血清NT-proBNPを測定し， 動脈硬化のマーカーとしてPWVおよびABI との関係を，
また年齢，BMI，血圧，脂質，尿酸，HbA1c，ヘモグロビン，喫煙状況，および心血管
病の既往との関係を評価した．【結果】対象患者（平均年齢：66.2±8.9 歳，男性�女性：189
人�134 人）のNT-proBNP中央値は 71（35-138）pg�ml．Log（NT-proBNP）は PWV
と有意な正相関を示し，ABI と有意な逆相関を示した．また多変量解析において，Log
（NT-proBNP）は PWVおよびABI を規定する独立因子であった．【総括】2型糖尿病患者
においてNT-proBNPは動脈硬化のマーカーとなる可能性が示唆された．

O-171 PCI 後のコレステロール塞栓症により急性腎不全
を発症した高齢発症劇症 1型糖尿病の 1例

第二岡本総合病院内科
福田拓也 貴志明生 長谷川雅昭 上古眞理 鹿野 勉
紀田康雄

症例は 72 歳，男性．既往歴は特に無し．2011 年 2 月 6日虚血性心
疾患に伴う鬱血性心不全のため循環器科に入院し，2月 9日及び 2
月 16 日に PCI を施行した．入院時血清Cr 1.01 mg�dlであったが
PCI 後に上昇し，3月 14 日血清Cr 4.16 mg�dlとなった．輸液負荷
にて 3月 26 日血清Cr 3.37 mg�dlまで低下したため，4月 2日退院
した．循環器科入院経過中に血糖異常は無かったが，4月 18 日循環
器科外来再診時，随時血糖 404 mg�dlを指摘された．同日夕より全
身倦怠感，口渇，多尿が出現し，4月 19 日再来院時，随時血糖 1395
mg�dl，HbA1c 6.6 ％，血中ケトン体の上昇を認め，劇症 1型糖尿
病と診断し，当科にて入院加療を行った．血中好酸球上昇，足趾の
網状皮斑あり，4月 26 日皮膚生検を施行し，5月 2日退院した．コ
レステロール結晶を認め，腎不全の原疾患はコレステロール塞栓
症と診断されたため，外来にてステロイド治療を開始した．
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O-172 運動療法中に不安定狭心症を発症した症例
洛和会音羽病院内分泌糖尿病内科
早川尚雅 重本道香 土居健太郎

【症例】85 歳男性【家族歴】父，姉に冠動脈疾患【現病歴】
2000 年に糖尿病を指摘され経口剤で加療されていたが
2010 年夏から徐々に悪化あり 2011 年 1 月 28 日時点の
HbA1c が 10.0 ％となったため同年 2月に入院．合併症は認
めておらず負荷心電図も negative であったため運動療法
を開始した．退院後は徐々に血統コントロールは改善し 5
月 13 日時点のHbA1c は 7.2 ％であった．運動療法は週 6
回で継続していたが 5月 28 日に開始 5分ほどで胸部拘扼
感が出現したたため当院救急外来を受診．朝トイレに行っ
た際も同様の症状があった．【経過】CAGを行ったところ
＃6と＃7に 90 狭窄を認めたため不安定狭心症として緊急
入院．PCI にて＃6は 25 ％，＃7は 0％に改善した．ステン
ト留置後退院となった．【結語】負荷心電図が陰性であって
も高齢であり，脂質異常症，家族歴などのリスクファクター
が多い患者の運動療法には留意すべきであると思われる．

O-173 2 型糖尿病患者に発症したリステリア感染症の 1
例

六甲アイランド病院内科
寺師江美 肥後里実 服部素子 荒井隆志 土橋大輔
山田浩幸 北垣一成

症例は 72 歳女性．2型糖尿病と慢性C型肝炎で当院外来通院中
であった．腹部膨満感と下痢を認めたため近医を受診され，発熱
と炎症反応上昇を認めたため当科入院となった．入院時 38 度台
の発熱を認めたが腹部所見は乏しかった．血液培養提出後，急性
腸炎としてセフピロム 2 g�day を開始した．第 2病日の採血検
査ではWBCと Plt が低下しておりカルバペネム 1 g�day に変
更した．腹部CTで上行から横行結腸にかけての腸管周囲の脂
肪織濃度の上昇を認め腹膜炎が疑われた．診断的腹腔鏡検査で
は，淡黄色透明の腹水と腸管浮腫を認めた．血液培養から Lis-
teria monocytogenes が検出され，リステリア感染症であること
が判明した．Listeria monocytogenes はグラム陽性短桿菌で，細
胞性免疫が低下した例に多く報告されている．糖尿病患者は感
染症をおこしやすく，重篤化しやすいため注意が必要である．

O-174 2 型糖尿病と肝硬変の治療中に腸腰筋膿瘍を合併
した 1例

日本生命済生会付属日生病院総合内科
塩見真由 向井康祐 出口令子 平井孝一 宇都佳彦
森田真也 三木俊治 佐藤文三 笠山宗正

【症例】50 歳男性．2型糖尿病（インスリン治療，HbA1c
5.7 ％，GA33.4 ％，糖尿病腎症 3A期），肝硬変（非B非 C，
Child-Pugh 分類 C）にて当院通院中であった．38 ℃台の発
熱と下痢にて発症した．第 3病日には体温は 40.0 ℃に上昇
し，右大腿内側痛のため歩行困難となり入院となった．特発
性細菌性腹膜炎も考えられたが，腹水は少量のため穿刺で
きなかった．当初は腹膜炎や筋膜炎を疑いCTRX＋MINO
による empiric therapy を開始した．その後造影CT検査
で腸腰筋膿瘍と診断した．CTRX＋MINO＋CFPN-PI I を
継続したところ，画像検査上膿瘍の縮小を認め治癒した．
【考察】本例は感染性腸炎に腸腰筋膿瘍を続発したと考えら
れた．糖尿病患者で発熱と大腿部痛を呈した場合は腸腰筋
膿瘍を疑う必要がある．

O-175 2 型糖尿病，原発性胆汁性肝硬変に化膿性脊椎椎
間板炎を合併した 1例

日本生命済生会付属日生病院
平井孝一 出口令子 向井康祐 宇都佳彦 森田真也
三木俊治 佐藤文三 笠山宗正

81 歳女性． 2型糖尿病（インスリン治療中，HbA1c6.8 ％，
GA42.5 ％），原発性胆汁性肝硬変（Child-Pugh 分類 B）に
対して近医を通院していたが，腰背部痛・発熱・腹水貯留
が増悪し入院となった．感染症を疑い抗菌薬（CMZ）投与
を開始した．検査上呼吸器感染症，尿路感染症，特発性細菌
性腹膜炎は否定的であったが，血液培養よりEnterococcus
が検出されたため抗菌薬をABPC�SBTに変更した．その
後発熱と炎症所見は改善傾向を示した．腰椎MRI にて L4
椎体の骨髄浮腫と L4�5 椎間板の炎症信号を認め化膿性脊
椎椎間板炎と診断した．抗菌薬変更 3週間後に腰痛と発熱
は改善し，炎症所見も改善傾向となった【考察】高齢の糖尿
病患者において原因不明の発熱と腰背部痛を認めた場合，
化膿性脊椎椎間板炎を疑う必要がある．

O-176 Micromonospora spp．による糖尿病性足病変の 1
例

大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科 1

大阪市立総合医療センター整形外科 2

大阪市立総合医療センター感染症科 3

藥師寺洋介 1 吉田陽子 1 大塚淑子 1 寺村めぐみ 1

上野宏樹 1 米田昌弘 2 白野倫徳 3 福本まりこ 1 川崎 勲 1

細井雅之 1

症例は 57 歳男性．10 年前に糖尿病を指摘されたが通院を自己中断．平成 23 年 3月初
旬に爪切りで左第 4趾を受傷，その後同部位に潰瘍形成をきたし，壊疽に発展したた
め，3月 22 日に近医より紹介，入院となった．38 ℃台の発熱と左足背に到る蜂窩織炎
を認め，左足部MRI では第 4趾は壊死に陥っており，第 4中足骨の骨髄炎を認めた．
3DCTAでは下肢末梢の血流は保たれていた．バンコマイシンにて治療したが皮疹と
腎障害のために中止となり，左第 4趾の切断術を施行し，セフタジジム投与を続けた
が反応に乏しかった．切断後の創部培養よりMicromonospora spp．が同定され，感受
性のあった ST合剤へ抗生剤を変更したところ，速やかに解熱，局所所見も改善し退
院となった．Micromonospora spp．は土壌や水中に生息し，病原性は弱くヒトに感染
し起炎菌となることはほとんどない．非常に稀な症例と考えられるため報告する．

O-177 2 型糖尿病患者における血中遊離脂肪酸とインス
リン分泌能低下との関連―長期観察研究より―

和歌山県立医科大学臨床検査医学講座
森田修平 坂頭節哉 植山 実 山名暁子 古田眞智
三家登喜夫

【目的】2型糖尿病（T2D）における血中遊離脂肪酸（NEFA）と経
年インスリン分泌能低下との関連を長期フォローアップにて検討
した．【方法】腎機能正常，抗インスリン抗体陰性のT2D患者 77
名を 10 年間観察し，毎年空腹時血清C-peptide 値（F-CPR）を測定
し，F-CPRと罹病期間との回帰直線の傾きから各個人の年間F-
CPR低下量を求めた．また，同 10 年間のNEFA，A1Cを含む関連
因子の平均値と年間F-CPR低下率との関連を検討した．【結果】各
個人の年間F-CPR低下量の平均値は－0.013±0.027 nmol�l�year
であった．各因子のうちNEFAのみが独立して年間F-CPR低下量
と関連する因子であった．また，各個人のグルカゴン負荷 5分後の
血清C-peptide 値の年間低下量に対してもNEFAのみが関連因子
であった．【総括】T2D患者の長期観察にて，経年インスリン分泌低
下量とNEFAは独立して関連する因子であることが示唆された．
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O-178 著しい高 TG血症を併発した肥満関連腎症合併 2
型糖尿病の 1例

愛仁会千船病院内科
中島進介 高橋哲也 西本祐希 田中裕子 中東由佳
廣瀬幸恵 大野恭太 喜多哲也 田守義和

36 歳，男性．2002 年に腎生検により肥満関連腎症（FSGS）
が判明．2年後 2型糖尿病と診断されたが，治療中断なども
あり血糖コントロール不良であった．本年 5月に当科受診，
血糖値 394 mg�dl，HbA1c13.8 ％に加え，TC793 mg�dl，TG
8828 mg�dl，HDL 24 mg�dl，LDL8 mg�dlと著しい高TG
血症を認め入院．BMI 29.8，内臓脂肪面積 112.4 cm2，ウエ
スト径 93.3 cmとメタボリックシンドロームに合致する所
見を認め，食事・運動療法，強化インスリン療法を開始し，
血糖コントロールの改善とともに退院時にはTG737 mg�
dlまで改善した．本例の著明なTG血症の成因として 2型
糖尿病，内臓肥満，及びFSGSの各病態の併存に加え，糖尿
病治療中断による糖脂質代謝の増悪が相乗的に関与したと
考えられた．

O-179 当院の 2型糖尿病患者における脂質管理の現状
大阪警察病院内分泌内科
金丸洋蔵 中庄谷伊帆子 浦川彩子 桂 央士 大楠崇浩
吉内和富 坂本賢哉 小杉圭右

【背景・方法】T2DMの合併症として心血管系疾患が増加して
おり脂質管理の重要性は高い．2年前の当院における調査では，
脂質投薬管理を受けていないT2DMの約半数が目標値（LDL-
C＜120）を達成していなかった．2年前と本年の当院における
T2DMの脂質管理調査とその比較を行った．【結果】T2DMにお
いて脂質管理を受けている人数とその割合は，2年前が 947 人
（29 ％），本年は 2204 人（56 ％）であった．LDL-C 管理目標の
達成状況に関しては，2年前の調査ではスタチン単剤では LDL-
C＜120 が約 80 ％，LDL-C＜100 が約 50 ％であったが，本年の
調査ではスタチン単剤で LDL-C＜120 が約 80 ％，LDL-C＜100
が約 65 ％であった．【結語】T2DMにおいて脂質管理を受けて
いる患者数とその割合はここ 2年間で倍増し，同時に脂質目標
達成率の改善を認めた．このことは脂質管理の重要性を認識し
より厳密な管理を行った結果であると考える．

O-180 教育入院患者のスタチン処方内容の変化について
財団法人住友病院内分泌代謝内科
山本浩司 高比康充 小幡佳也 馬殿 恵 最所賢二
丹波祥子 山田祐也 松澤佑次

【目的と方法】虚血性心疾患等を予防するため LDLコレステ
ロール（以下 LDL）を管理することは重要であり，スタチンは
それを低下させる目的で汎用されている．スタチン処方の実態
を調査する目的で 2005 年から 2010 年の間，当院糖尿病・代謝
センターに教育入院した 2233 人を対象に，2年ごとの 3期間
に分け，入院時の LDL及び内服しているスタチンを調査し
た．【結 果】平 均 LDLは 125±32，121±31，126±33 mg�dl
と著変なかった．スタチンの処方割合は 23.4 ％，28.3 ％，
33.7 ％と漸増し，ストロングスタチンが占める割合は 36.1 ％，
39.3 ％，55.9 ％と近年著増していた．ストロングスタチン内服
患者の LDLはスタンダードスタチン内服患者よりも低値で
あった．【総括】患者は動脈硬化ハイリスクであり，LDLも厳格
に管理することがガイドライン上求められている．処方の実態
もそれに添った形で変遷していることが明らかになった．

O-181 Friedewald の式におけるVLDL-C 算出のための
至適係数に関する検討

第二岡本総合病院内科 1 滋賀医科大学糖尿病腎臓神経内科 2

紀田康雄 1 貴志明生 1 福田拓也 1 長谷川雅昭 1 上古真理 1

鹿野 勉 1 前川 聡 2

【目的】LDL-C の計算式，Friedewald の式（F式）のVLDL-
C 算出のためのTGに掛かる係数 5の日本人における妥当
性を検討した．【方法】対象は 2416 例の健診症例である．空
腹時サンプルを用いてTC，LDL-C，TG，HDL-C を測定し，
K＝TG�（TC－LDL-C－HDL-C）からTGに掛かる係数を
求め至適係数について検討した．【結果】K値はノンパラメ
トリック分布をしめし，過半数は中央値近傍に集積し，中央
値で見たところ性差や糖尿病の有無，肥満・高血圧の有無，
脂質異常のタイプ，特にTGレベルに関係なくK＝7前後
であった．【総括】F式を，LDL-C＝TC－HDL-C－TG�7
として求めた LDL-C は，K＝5の時より直接法で測定した
実測値との整合性は高く，両者の誤差はTGが高値の場合
にも少なかった事からK＝7が至適係数と考えられた．

O-182 肥満症手術の術前評価を契機に同定した部分脂肪
萎縮症合併糖尿病の 1例

社会医療法人誠光会草津総合病院糖尿病内分泌内科
小林 純 原田慎史 巖西真規

症例は 47 歳女性，33 歳時に糖尿病と診断され治療開始．44
歳時のインスリン使用量 104 単位�日，BMI30.0 前後だっ
た．肥満症手術の術前評価のため平成 23 年 2月当院入院の
際，インスリン分泌能低下，血中アディポネクチン低値，前
腕・臀部及び四肢の脂肪萎縮，MRI 及び骨塩定量検査で脂
肪偏在を認め，部分脂肪萎縮症と診断した．頭部MRAで右
中大脳動脈閉塞及び左内頚動脈狭窄，心臓CTAにて冠動
脈石灰化を伴う多枝病変，更に回腸病変を示す悪性リンパ
腫を合併していた．部分脂肪萎縮症は早期に進行する動脈
硬化病変や悪性腫瘍を有する症例があり，注意を要すると
考えられた．

O-183 2 型糖尿病患者におけるボディイメージと臨床指
標の関連

和歌山県立医科大学附属病院・病態栄養治療部 1

和歌山県立医科大学第一内科 2 和歌山労災病院 3

東 佑美 1 西 理宏 1 杉浦仁美 1 田中明紀子 1 笹野馨代 1

藤田寿実子 1 川村雅夫 1 三家登喜男 1 佐々木秀行 2

南條輝志男 3 赤水尚史 2

【目的】2型糖尿病患者のボディイメージ（BI）を調査し，臨床指標との関連を
検討した．【対象・方法】対象は当院外来通院中の 2型糖尿病患者 98 名と非糖
尿病者 172 名．BI に関するアンケート調査を行い，理想とする体重から理想と
するBMI を算出．BI はやせから肥満に向かう 9体の人体図より選択，スコア
化．【結果】理想とするBMI と実際のBMI はそれぞれ非糖尿病女性 19.4，21.8，
非糖尿病男性 21.8，22.6，糖尿病女性 22.2，25.1，糖尿病男性 23.0，24.9 であり，
有意に相関した．現在のBI と理想のBI も実際のBMI と相関した．糖尿病患者
においてHbA1c，治療法，栄養指導の有無と実際あるいは理想のBMI・BI
の間に有意な関連は認めなかった．【総括】理想のBMI や BI は BMI と関連し，
また性差や糖尿病の有無によっても一部差を認めるものの今回の検討では糖
尿病患者においてHbA1c などの臨床指標による差を認めなかった．
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O-184 糖尿病患者の動脈硬化は肥満の影響が少ない
和歌山県立医科大学内科学第 1講座 1

和歌山市医師会成人病センター 2 和歌山ろうさい病院 3

田中宏典 1 佐々木秀行 1 菊岡弘芳 2 山本康久 3 若﨑久生 1

古田浩人 1 西 理宏 1 中尾大成 1 赤水尚史 1 南條輝志男 3

【目的】非糖尿病（DM）者と治療中DM患者で動脈硬化と肥満
の関連性を検討した．【方法】和歌山市医師会成人病センターで
健診をうけた非DM者 1069 例と複数医療機関の治療中DM患
者 221 名において，頸動脈超音波検査での内膜中膜複合体厚
（IMT）およびAnkle brachial pressure index（ABI：0.9 以上に
限定）と肥満の関連性を，年齢，性別，BMI，高血圧の有無，脂
質異常の有無を説明変数とする重回帰分析により解析した．【結
果】非DM者では IMT肥厚と有意に関連する因子は年齢，性別，
高血圧，BMI，DM患者では年齢と性別であった．ABI と有意に
関連する因子は非DM者では年齢，性別，BMI，脂質異常であっ
たが，DM患者では有意な回帰式が得られなかった．【結論】肥満
は非DM者では動脈硬化の指標（IMTとABI の上昇）と有意に
関連したが，治療中DM患者では有意な関連性を示さなかった．

O-185 2 型糖尿病のウェストとウェストヒップ比の増
加―当院教育入院における検討―

住友病院内分泌代謝内科 1 大塚製薬（株）診断事業部 2

山田祐也 1 高比康充 1 小幡佳也 1 馬殿 恵 1 最所賢二 1

丹波祥子 1 山本浩司 1 葛城粛典 2 松澤佑次 1

【目的】メタボ型の 2型糖尿病が激増しており，内臓脂肪減量を意
識した取り組みが必要である．糖尿病教育入院例を対象として，数
年間の体型変動を検討した．【方法】2006 年 1 月から 2010 年 12 月
までに当院に教育入院した 2型糖尿病 1824 例を対象として入院
時のウェスト（W），ヒップ（H），ウェストヒップ（W�H）比の年
次推移を男女別に検討した．【結果】各年でBMI の増加傾向を認め
た．全体の検討では，5年間でW，H，W�H比の増加を認め体型の
変化が推定された．男女別の検討では男性ではWが増加したがH
の増加は有意でなくW�H比が増加した．女性ではW，Hともに増
加傾向で，W�H比は変動しなかった．メタボリックシンドローム
合致例の増加，アディポネクチンの低下傾向を認めた．【考察】特に
男性においてメタボ型の 2型糖尿病患者は現在もなお増加してい
ることが推定された．内臓脂肪減量を意識した指導が重要である．

O-186 2 型糖尿病患者の第 2選択降圧剤ランダム比較試
験MZARD

大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科 1

夕陽ヶ丘佐藤クリニック 2 都島医師会 3

細井雅之 1 上野宏樹 1 福本まりこ 1 山上啓子 1 吉田陽子 1

薬師寺洋介 1 川崎 勲 1 佐藤利彦 2 竹谷 哲 3 伊原千尋 3

泉岡利於 3

【目的】第 2選択降圧治療の降圧効果をMZARD（Randomized study in Miyak-
ojima with aZelnidipine，ARB and Diuretic of type 2 diabetes mellitus）試験で
検討した．【方法】ARB常用量投与中で外来血圧が 130�80 mmHg以上の 2型糖
尿病患者（46 名）を対象とした．年齢 64.2±8.8 歳，血圧 155±17�83±13 mmHg，
HbA1c7.2±1.0 ％，ランダムに投与薬剤を 3群（ARB増量群（A）：最大用量ま
で増量，Ca拮抗薬併用群（C）：アゼルニジピン 16 mgを併用，利尿薬併用群
（D）：トリクロルメチアジド 1 mgを併用）に振り分け，3カ月間検討した．【結
果】平均血圧降下値は（A）6.4＋－9.1，（C）－12.5＋－10.6，（D）－8.2＋－14.6
mmHg，アルブミン尿も有意差はなかった．HbA1c，血清尿酸，クレアチニン，
eGFRの有意な変化は見られなかったが，Dで悪化する症例もみられた．【総
括】糖尿病患者の第 2選択降圧薬は必ずしも同等ではないと思われた．

O-187 随時尿からの食塩摂取量推定と減塩による降圧効
果についての検討

財団法人天理よろづ相談所病院
桑田博仁 黒川理永 藤田直尚 松永佐澄志 岡村真太郎
増谷 剛 古家美幸 北谷真子 辻井 悟 石井 均

【背景】減塩による降圧効果については多くの報告がある．入院患
者で，減塩食のみで著明な降圧を認める症例を経験する．【目
的】随時尿からの食塩摂取量推定換算式の有用性を検討する．減
塩と血圧変化の相関関係を調査し，外来での減塩指導に役立て
る．【対象】当科に入院中，減塩食（食塩 7 g�日）を摂取し，降圧
薬・利尿薬の変更をされなかった 80 人を対象とした．【方法】入
院 2日目，8日目に早朝第 1尿の尿検査，同日の起床時血圧を記
録した．入院 8日目の推定食塩摂取量を用いて食塩摂取量推定換
算式の評価を行った．入院時の推定食塩摂取量と入院後の血圧変
化について検討した．【結果】入院第 8日目の推定食塩摂取量は平
均 7.71±1.81 g�日となった．入院時の推定食塩摂取量と，入院後
の降圧の変化量は有意に相関関係を示した．（R＝0.649，p＜
0.0001）以上の結果に文献的考察を加えて発表させていただく．

O-188 ARBと Ca拮抗薬 2剤併用にてもコントロール
不十分な高血圧合併糖尿病患者の治療に関する検
討

正名会池田病院
井田健一 宇佐美勝 木村祐子 小松隆之 児玉光顕
吉崎祐子 池田弘毅 池田正毅

【目的】ARBと Ca 拮抗薬併用にても降圧不十分な高血圧合併糖尿病
患者の治療について検討．【対象と方法】1）上記 2剤にても降圧不十分
な糖尿病患者のARBを利尿剤との合剤に変更する群とARBを増量
する群に分け経過を比較．2）上記 2剤に aliskerin（以下 a薬）を追加
した場合と a薬単独投与の経過を比較．【結果】1）合剤群（16 例）で
は変更後平均血圧が 105.1→94.9 mmHg（p＜0.001），尿 alb（mg�g・
Cre）が 65.6→34.1（p＜0.05）ともに有意に低下したがHbA1c は 7.14
→3 ヵ月後 7.44 と上昇傾向（p＝0.12）を示した．増量群（11 例）では
血圧，尿 alb ともにむしろ軽度増加傾向，HbA1c は低下傾向を示した．
2）a薬追加症例では平均血圧は 105.1→100.2 と低下したが a薬単独投
与（104.0→96.3）や検討 1の合剤群と比較しても降圧効果は弱かった．
【結論】利尿剤追加がARB増量や a薬追加より降圧効果が強かった．

O-189 ロサルタン・ヒドロクロロチアジド合剤の尿アル
ブミン減少作用についての長期的検討

医療法人川崎病院 1 武田医院，KOLABO研究グループ 2

大塚章人 1 久保聡子 1 深水英昭 1 武田浩一郎 2

高血圧合併 2型糖尿病患者において，各種ARBからロサルタ
ン・HCTZ合剤への変更が，著明な降圧と尿アルブミン減少
（eGFR減少と有意に正相関）をもたらすことを既に報告した
（KOLABO研究，研究期間 6カ月）．今回，研究期間中に尿アル
ブミンを測定していた 44 人を対象に，降圧薬を変更せずに観察
した 24 カ月後までの期間の経過について検討した．尿アルブミ
ン中央値（mg�gCr）は，変更前の 28.7 から，3，6，9，12，18，
24 カ月後，15.3，10.3，16.2，17.1，10.2，11.5 に減少した（3，
6，9，12，18 カ月後は有意）．eGFRも全期間有意に減少したが，
尿アルブミン減少量と eGFR減少量の間には 3，6，9，12，18，
24 カ月後，r＝0.412，0.496，0.306，0.534，0.644，0.432 の正相
関を認めた（3，6，12，18 カ月後は有意）．各種ARBからロサ
ルタン・HCTZ合剤への変更により，長期的にも eGFR減少と
の間に正相関を示す尿アルブミン減少が認められた．
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O-190 糖尿病教育入院での昼食会導入による教育効果
大阪市立総合医療センター栄養部 1

大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科 2

矢根康江 1 秋成星河 1 源氏博子 1 巽 浩司 1 中村典子 1

林 睦夫 1 山中 昇 1 日浦義和 2 細井雅之 2

【目的】昼食会の体験と血糖コントロールの関連を検討し
た．【対象と方法】平成 21 年 4月から平成 22 年 3月に教育
入院した患者 88 名で，食事療法の理解度テスト及び食事記
録の演習にて理解良好と判断された 51 名，不良と判断され
た 37 名を対象とし，退院後のHbA1c 値の経過を分析し
た．尚，テストの正解率が 7割以上，食事記録において 1
日の食事量とバランスの把握ができている者を理解良好
群，その他を不良群と判断した．【結果】理解良好群の入院開
始 時 のHbA1c は 9.9±0.5 ％で 退 院 1年 後 のHbA1c は
7.0±0.3 ％であった．理解不良群の入院開始時のHbA1c
は 9.2±0.6 ％で退院 1年後のHbA1c は 7.7±0.4 ％であっ
た．【結語】昼食会の理解度が 1年後の血糖コントロールに
反映する．HbA1c：JDS値

O-191 教育入院における心理的介入により望ましい効果
が認められた 2型糖尿病の 1例

藍野病院臨床心理 1 藍野病院内科 2 藍野加齢医学研究所 3

大阪医科大学内科学 I 4
中間祐美子 1 中野明子 1 首藤 賢 1 山本直宗 2 吉田麻美 2

葛谷 健 3 大澤仲昭 3 花房俊昭 4

68 歳女性，設計士．2007 年近医で糖尿病を指摘され，SU剤を開始も約 3ヶ月
で治療中断．2011 年 5 月仕事中視力低下に気づき，眼科受診．白内障及び緑内
障で手術が必要なものの，PG330 mg�dlと高血糖が判明し，当院紹介．HbA1c
（JDS）9.6 ％にて 2週間の教育入院となった．入院時の心理評価で PAIDは 79
点と高値で，回答からは 2極化した態度が認められた．物事を中立的に捉えに
くく葛藤が強いこと，自信の低下が示唆されたことから，心理面接を開始し
た．罹患による心理的なダメージに寄り添い，対処できている方法を活かせる
ように，支持的な助言やコーチングスキルを活用し，疾患に対して柔軟な姿勢
が保てるように介入した．血糖値は食事療法の徹底のもと，エクセナチド 5 μ
朝夕投与にて，FPG 130-150→100-130 mg�dl，食後 2時間 PG 240-310→90-190
mg�dlと改善した．PAIDも 47 点と著明に改善し退院となった．PAID高値の
糖尿病患者に対する心理的介入の有用性が示唆された．

O-192 行動目標を設定した糖尿病教育コースプログラム
の作成・評価ならびに改良への試み

清恵会病院看護部 1 清恵会病院内科 2

末井洋子 1 西尾美咲 1 宮崎清美 1 増田美佐子 1 久埜孝子 1

藤川達也 2 伊達政道 2 呉 美枝 2 北岡治子 2

【目的】各部門の一般目標と行動目標を設定して評価方法を組み
込んだ教育プログラムを作成・実践し，その効果について検証
した．【方法・結果】1）教育コース患者 228 名で各部門 SOBに
そって，知識習得度を 5段階，理解度・興味度・満足度でみた
コース評価を 4段階で調査して看護部門の成績を解析した．結
果，フットケアの観察・手入れの項目と興味度が最も低値を示
した．2）1）の結果より，指導時にアンケートの導入を行い，そ
の効果を検討した．対象は導入後の教育コース患者 538 名．その
結果，個別性をもった具体的な指導が可能となり，知識習得度な
らびにコース評価についても得点の改善が得られた．【結語】糖
尿病教育において一般目標と行動目標を設定し，評価を加える
ことによって，プログラムの問題点が明らかとなり，問題点の解
決に向かって教育方法の方略を工夫することが可能となった．

O-193 糖尿病教育入院のリピーターに有効な目標設定は
何か？

財団法人住友病院
中島千恵 山内有紀子 野呂尚美 藤井梨絵 北畑智子
椋本義子 塩見眞琴 最所賢二 山本浩司 山田祐也
松澤佑次

【目的】本学会で具体性のある目標設定の重要性を報告してきた．今回
教育入院リピーター（R）に有効な目標設定を検討した．【方法】3年以
内に教育入院を繰返した場合をRとした．（1）H22 年の R115 例につき
前後の入院の目標数，具体性，難度レベルを比較検討した．（2）H23
年 6 月の R10 例に前回目標の聞き取り調査を行い，新たな目標の立て
方を検討した．目標は退院前日に患者の意思で決定した．【結果】（1）目
標数や内容の分布はほぼ同じだった．65％が前回と類似目標で具体性
が増したが有意ではなかった．難度はアップ例とダウン例が半々だっ
た．（2）前回目標を覚えている人は約半数で達成度も低かった．達成可
能な目標を立てるよう指導したところ，前回より具体性のあるレベル
ダウンした目標になった．【考察】Rの目標設定は前回目標を参考に患
者と振り返り，達成可能で具体的になるよう指導すべきである．

O-194 短期糖尿病教育入院から 1年後の日常生活アン
ケート調査

加古川西市民病院
中川秀子 尾崎 恵 内海美保子 片山富江 岡田裕子
小林寛和 西澤昭彦 高田政文 鎮西忠信 永田正男

【目的】短期糖尿病教育入院から退院し，その後の日常生活の中で
血糖測定や食事療法，薬剤治療，リハビリ面がどう改善されてい
るか，問題点があるのか，また糖尿病合併症の経過観察のために
も継続して患者と関わっていく必要がある．そのため日常生活で
の問題点について，アンケート調査にて明確化することとした．
【方法】対象は短期糖尿病教育入院から 1年を経過した患者とす
る．平成 22 年 6 月より 7泊 8日（4名�1 コース）の短期糖尿病教
育入院プログラムを導入し医師，看護師，薬剤師，管理栄養士，
臨床検査技師，理学療法士の各部署が集学的に患者教育を行っ
た．そして退院から 1年後に実施するアンケート調査を各部署で
まとめ，立案を行った．【結果及び総括】アンケート調査は 6ペー
ジにわたり，約 20 分で行える内容を作成した．アンケート調査は
現在実施中であり，解析結果についても発表予定である．

O-195 糖尿病チーム医療のための電子化 3次元パス第
17報【治療に掛かる費用の予算化】

赤穂中央病院糖尿病診療チーム
桶口博之 高田景子 釜田千鶴 元佐慶子 桶口三香子
高橋次雄 松本梨絵子 西田信子 田邊昭仁 中島弘二

【背景】糖尿病は合併症を起こし重篤化に至る場合は，身体的苦痛
のみならず経済的にも大きな負担を伴う．【目的】患者個人の治療
計画とともに医療費予算を提示し，良好な治療成績を上げること
が治療費の軽減に繋がることを示し，患者のモチベーションを向
上させる．【方法】パスソフトDM-Ako7 によりチームメンバーか
ら提供される患者情報からクラス 1：食事運動療法のみ．クラス
2：経口剤投与，クラス 3：インクレチンまたはインスリンの注射
療法に分け，それぞれに必要な予算を 1年単位で立てる．また病
気の悪化により必要となる経費がどの程度上昇するかをシミュ
レーションする．3大合併症，大血管障害の費用についても説明す
る．【結果】コスト計算に基づく患者指導は意外性があり，戸惑う
患者もいたが概ね理解され，患者の治療意欲を向上させた．コス
ト計算は医療提供側にとっても患者指導の必須項目である．
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O-196 2 型糖尿病患者における血糖コントロール・セル
フケアと自尊感情との関係

兵庫県立大学環境人間学部 1 こたに糖尿病内科クリニック 2

森光ゆり子 1 籔彩恵佳 1 小谷 圭 2 坂上元祥 1

【目的】2型糖尿病患者において糖尿病コントロールや食事
療法，運動療法，薬物療法の順守度と自尊感情との関係を解
析した．【方法】診療所に通院中の 2型糖尿病患者 92 名（平
均年齢 67.8 歳）を対象とし，自尊感情尺度，生活習慣と糖
尿病治療の質問紙について対面式の調査を行った．【結果】
自尊感情尺度と患者臨床プロフィールでは自尊感情の高い
群のBMI と体脂肪率が有意に低い値であった．また，自尊
感情と生活習慣の解析では自尊感情の高い群の運動療法の
項目での得点が有意に高かった．生活習慣項目分類別に自
尊感情の得点を比較すると運動習慣がある群の自尊感情が
有意に高得点で，他には有意な差は認めなかった．合併症数
においては合併症を 3つ持つ群の自尊感情が他の群よりも
有意に高得点であった．【結論】自尊感情が肥満度と運動療
法の実施度に関係することが明らかになった．

O-197 10 時と 15時のインスリン注射：受け持ちナー
スによる継続的指導の試み

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院内分泌代謝科 1

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院看護部 2

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院薬剤部 3

加藤星河 1 藤田敬子 2 青江玲子 2 福ヶ迫美幸 2 松林明恵 3

田中一成 1

【目的】各食前には看護師は忙殺されているため，患者指導に十分な時間を
割くことができない．そこで日勤の受け持ち看護師が部屋周りをするとき
に，自己注射と SMBG指導をおこなうことを試みた．【方法】インスリン導
入目的で入院となった，7名の患者（年齢 64.4±7.2 才）を対象とし，basal-
bolus 4 名と BOTの 1例については，持効型インスリンの一日量を半分づ
つにして，ノボラピッド 30 ミックスの 2症例については，2単位づつで 10
時と 15 時に練習させるようにした．【結果】看護師への聞き取り調査では，
時間をかけて，患者のペースにあわせて指導できるようになっている傾向
がうかがわれた．指導開始から，手技がマスターできるようになるまでの
日数は 5.4±1.7 日であった．【考察】低血糖は発生しなかった．患者の理解
と協力は良好であった．受け持ち看護師が指導に責任を持つことができた

O-198 糖尿病チーム医療のための電子化三次元パス（第
15報）―アンケート調査とインスリン指導―

赤穂中央病院糖尿病診療チーム
釜田千鶴 小西由記 粟津桂子 飯田理恵 桶口三香子
松本梨絵子 元佐慶子 高田景子 西田信子 田邉昭仁
中島弘二

【目的】患者のインスリン使用状況の問題点を把握し，チーム全体で個
別指導する．【方法】糖尿病外来インスリン使用患者 69 名を対象とし，
インスリンの保存方法及び手技についてアンケート調査を実施した．
【結果】アンケートの記名率は 97％であった．注射時長押しが 5秒未満
（31.8 ％），針の廃棄が自宅（8.6 ％），混合製剤使用患者 22 名のうち 10
回以上振とうしていない患者は 60％と多くの患者が誤った認識を
持っていた．そこで，患者のアンケート内容を個人の電子カルテに転写
し，他職種からも個々の問題点を把握できるようにした．調査結果を生
かした重点的な指導を行うことができ，さらに指導後に理解度を追記
し情報を共有することができた．【総括】電子カルテに情報を集約し，
チームのメンバーがアクセスすることで定期的な指導が繰り返し可能
となり，患者の正しい理解，インスリン注射手技の改善を達成できた．

O-199 糖尿病医療チームの対応困難事例の分析，糖尿病
医療チームが抱える問題と課題

大阪医科大学附属病院看護部 1

大阪医科大学神経精神医学教室 2

大阪医科大学病院医療相談部 3 大阪医科大学内科学 I4
大阪医科大学眼科学教室 5

添田百合子 1 有田成子 1 澤井美奈子 1 樫木淑恵 1

二宮ひとみ 2 小野美鈴 3 大西峰樹 4 植木麻理 5 寺前純吾 4

池田恒彦 5 花房俊昭 4

【目的】複数の疾患と糖尿病網膜症を合併し，視力障害をもつ患者から医療スタッフ
の対応に不満の訴えがあった．繰り返される患者の訴えに医療スタッフは対応困難
となった．この事例を振り返り，糖尿病医療チームが抱える問題とチーム医療の質
を向上させるための課題について検討したので報告する．【方法】事例分析．対象は
医療スタッフの対応に不満を訴えていた 1事例．【倫理的配慮】所属の倫理審査を受
けて実施．【結果】糖尿病医療チームが抱える問題として，1）チームで問題を解決し
ようとする意識（問題解決能力）が低い，2）患者の抱える問題に各職種がばらばら
に介入している，3）多職種間をつなぎ調整できる人が少ない等があった．今後の課
題として，カンファレンスの実施等を通してコミュニケーションを図り，チーム員
各々の調整能力とチーム全体の問題解決能力を高めていくことが必要である．

O-200 強化インスリン療法とリラグルチドに対する患者
の意識調査：適正な情報提供をめざして

京都大学医学部附属病院薬剤部 1

京都大学医学部附属病院糖尿病・栄養内科 2

大澤理代 1 木下美津子 1 深津祥央 1 矢野育子 1 桂 敏也 1

浜崎暁洋 2 藤本新平 2 稲垣暢也 2

【目的】リラグルチドに対する患者意識を強化インスリン療法と比較す
ることで，適正な情報提供のあり方を検討した．【方法】強化インスリン
療法からリラグルチドへの切り替えが行われた入院患者を対象に，リ
ラグルチド投与量が維持量となった時点で，インスリン治療及びリラ
グルチドに関するアンケート調査を実施した．【結果】インスリン療法
では，自己注射に対する抵抗感は少なかったものの，複数回投与への不
満，低血糖の恐怖等を持っており，社会的・対人的制約も感じていた．
一方リラグルチドに対しては，投与回数が少なく低血糖を起こさない
等から患者満足度は高かったが，長期投与による安全性への不安，食事
療法に対する誤解等が一部の患者で認められた．【結語】リラグルチド
については情報不足による誤解や不安も認められたため，患者に対す
る適正な情報提供が一層必要であることが示唆された．

O-201 高齢者在宅支援における地域コメディカルとの連
携が功を奏した 2症例

関西医科大学附属滝井病院看護部 1 関西医科大学第二内科 2

村内千代 1 城 聡一 2 藤高啓祐 2 大久保縁 1 勢登万祐子 1

井上由美 1

【目的】外来通院中の独居高齢患者における不確実な薬物療法や
不安定な食行動がみられる症例に対し，安全な療養生活を継続す
るためケアマネージャーや訪問看護師（以後地域コメディカルと
略す）と支援方法を検討し効果を確認する事．【方法】平成 21 年
1 月から平成 23 年 6月までに地域コメディカルと連携し介入し
ている 2症例の治療経過，有害事象，及び連携内容や介入内容の
調査を行った．【結果】自宅での患者の生活状況が早期より把握で
き，両症例とも投薬状況が安定した．1症例は一時的に低血糖を
認めたが，速やかな対応が可能であった．その結果，食行動の改
善のためのケアプラン修正に繋がった．一方問題点として，患者
の生活に入り込む事で患者に窮屈さが生じQOL低下の懸念が
残った．【総括】外来看護師と地域のコメディカルが連携すること
で患者の安全な療養生活支援につながる事が期待できた．
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O-202 インスリンからエキセナチドへの変更で血糖管理
し得た認知症合併糖尿病の 1症例

ベルランド総合病院
大森一生 八木稔人

症例は 75 歳女性．55 歳で脳梗塞発症を契機に糖尿病，高血
圧，脂質異常症を指摘され加療を開始された．糖尿病につい
ては内服，インスリン併用にてHbA1c7 ％台で推移した
が，73 歳頃より認知症，視力低下のために食事及びインス
リン注射が不安定になった．HbA1c が 10 ％台まで悪化し，
2011 年 3 月（75 歳時）に入院にてエキセナチドを 10 μg�
day で導入した．退院後に再度コントロール不良となった
ため，同年 5月に再入院し，エキセナチドを 20 μg�day
に増量するとともに，本人だけでなく家族にも手技確認，療
養指導を行った．血糖は改善したため，介護サービスを利用
し自己注射，内服の確認を行うこととしたうえで退院とし
た．認知症のためインスリン治療が困難であったが，GLP-
1 アナログ導入にて血糖コントロールの改善を得た 1症例
を経験したので，若干の文献的考察を加えて報告した．

O-203 効果的な療養指導を目指して『高齢糖尿病の 2
例より』

NTT西日本大阪病院看護部 1

NTT西日本大阪病院糖尿病・内分泌内科 2

宮武宜子 1 柏本佐智子 1 清水久代 1 秋田すみ子 1

北村まゆみ 1 陳 瑛超 2 高田昌幸 2 鈴木俊伸 2 中谷嘉寿 2

岡野理江子 2 浅沼伸行 2

罹病歴の長い高齢者糖尿病患者 2例の療養指導の経験を報告する．【症例 1】90
歳男性，2型糖尿病．罹病歴 20 年．経口血糖降下剤により治療をうけていたが
食事療法が厳守できず，HbA1c9.1 ％とコントロールが悪化した．入院加療を
勧めるも，家庭の事情により入院困難であったため，外来にて医師・看護師が
本人および家族に聞き取り，療養指導を行ったところ，血糖コントロールは
HbA1c 6-7 ％台にて維持することができた．【症例 2】80 歳男性， 2型糖尿病，
罹病歴 10 年．インスリン治療を行っていたが認知機能低下があり妻が注射を
介助していた．妻が疾病にて入院の間，血糖コントロールは悪化したが，退院
後改善した．これらのことからも高齢者の場合，治療の要となるキーパーソン
をみつけ，食生活の見直しや問題点をともに考えつつ，医師・看護師はさまざ
まな疑問を傾聴・共感することが重要であると考えられた．

O-204 認知機能障害を有する患者の糖尿病治療戦略
日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科
廣畠知直 井上 元 船越生吾 岩橋 彩

【目的】現代の高齢社会に於いて，糖尿病患者ではインスリ
ン分泌能の低下，合併症の増加，治療コンプライアンスの低
下が問題となっている．核家族化のため家人の協力も難し
く，長期療養型病院や介護サービスも不足している．重症低
血糖のリスクのため厳密な血糖コントロールは困難とな
る．認知機能障害を有する症例に焦点を当て，最適な治療戦
略を探り，糖尿病診療の現状と課題について検討する．【方
法】当科で診療した糖尿病患者のうち，認知機能障害が治療
上問題となった症例について，課題と対策について考察し
た．【結果】インスリン自己注射が不可能な症例が特に問題
となった．家人の協力や訪問看護サービスの利用により，急
性期合併症を生じない程度のコントロールが可能となっ
た．一方，高血糖の抑制は不十分であり，慢性合併症や悪性
腫瘍，感染症のリスクの観点では課題を残している．

O-205 糖尿病治験に対する患者の意識調査
渡辺内科クリニック内科
福留かおる 安原孝子 前田真央 岡崎一美 渡辺伸明

【目的】治験参加における患者の意識を調査【対象】当院に
て糖尿病治療薬の第 3相試験を終了した 27 名（男性 13 名，
女性 14 名，2型経口薬 6名，1型インスリン 9名，2型イン
スリン 12 名）【方法】治験終了後に自書式でアンケートを実
施【結果】全員が，全体的な治験の印象，スタッフのサポー
トはよかったと回答．治験参加時には 52 ％が不安があった
と回答したが，治験参加中の不安は 26 ％へ減少した．その
内容は，副作用，スケジュール，薬の効果に関するものが多
かった．治験参加により「病状の把握ができた」「病気に対す
る関心が強くなった」との記載があり 96 ％が治験参加は治
療に有用と回答．【考察】治験では，コントロールに与える薬
効は確実ではないが，医療者のサポートにより，参加者の不
安を軽減しうる．また治験参加により病態の理解と療養へ
の意欲が高まる可能性があると考えられた．

O-206 インスリン導入から 1年後のフォローシートの
作成と活用状況

医療法人社団正名会池田病院
矢野多恵子 木原孝子 日野文子 宇佐美勝 池田弘毅
池田正毅

【目的】インスリン導入時から 1年後までのフォローシートを作
成し，外来の継続看護に努めているので報告する．【内容】導入時
は在宅環境情報・患者の感想・手技チェック表・評価コメント
欄で構成．導入後初回外来，1・3・6・12 ヶ月後の継続指導時は，
打ち忘れ，硬結の有無，SMBG測定・活用状況，低血糖の有無と
その対処等の項目と患者の感想，評価コメント欄で構成，手技
チェックは導入時と同じ表に 4段階評価で記入．一目で，それま
での指導経過が分かるようにしている．また，次回指導予定を記
入，患者にもその予定を伝える．【結果】1年 2ヶ月でインスリン
外来導入 28 名・入院導入 59 名を含め，シート使用者は 114 名．
患者の心理，ニーズ，生活状況の把握，個々のペースに合わせた
指導，スタッフ間の連携に役立っている．【結論】フォローシート
活用で個別の問題点の発見や適切な対応が可能となった．

O-207 広域な有棘細胞癌の手術後に低栄養及び創部治癒
遅延を認めた 2型糖尿病患者へのNST介入

関西電力病院疾患栄養治療部栄養管理室 1

関西電力病院糖尿病・栄養・内分泌内科 2

辻とも子 1 廣瀬直樹 1 岩崎真宏 1 松元知子 1 北谷直美 1

藤原周一 2 渡邊好胤 2 表 孝徳 2 矢部大介 2 黒瀬 健 2

清野 裕 2

【目的】有棘細胞癌手術後の低栄養及び創部治癒遅延を認めた 2型糖尿病
患者に対し，NST介入により血糖を悪化させず栄養状態が改善され，創部
治癒に至った症例を報告する．【症例】64 歳，女性，BMI25.5 kg�m2の 2
型糖尿病患者．臀部に広域な有棘細胞癌を認め摘出術を実施，人工真皮貼
付し植皮を行ったが，創部の炎症や食事摂取量の著明低下により低栄養状
態となり創部治癒の遅延が認められたためNST介入となった．インスリ
ン強化療法で血糖管理し，糖尿病食にグルタミン，アルギニン，HMB
を高濃度含む栄養補助食品および輸液を用いて適正なエネルギー摂取を
維持したところ，速やかな栄養状態の改善及び良好な創部治癒が認められ
た．【結語】手術後に低栄養となった 2型糖尿病患者において，NST介入に
よる栄養管理と血糖管理が低栄養及び創部治癒遅延を効果的に改善した．
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O-208 1 型糖尿病患者忘年会における取り組み
磯谷内科
松下浩子 宿利節子 一柳高湖 中島志保子 藤居安子
岡田佳子 磯谷治彦

【目的】1型糖尿病患者との忘年会を行ない診療の場以外で
の血糖管理の指導と患者同士の親睦を図る．【方法・結果】
2005 年 12 月より年 1回平日の診療終了後に開催．参加者は
毎回 10 名前後で，診療中に声をかけて参加を勧めたが，男性
の参加は 1名のみで，女性中心となった．毎回会場を変え，
つみれ鍋，肉のしゃぶしゃぶ鍋，和食料理，イタリアンで開
催．事前に摂取カロリーを計算したが，通常の外食を想定し
各自の判断で摂取し終了後に解説．自己紹介用アンケート，
1型糖尿病川柳をアイスブレークに使用し，食事の前後に血
糖測定を実施．その場でインスリン注射を施行し患者と医療
者，患者同士が日頃の疑問点や問題点を相談した．予想外の
事例としてシックディの発症や帰宅後の低血糖を認めたが，
医師と共に対処し患者教育に繋がった．【結語】1型糖尿病忘
年会は患者同士の親睦と実践的な患者教育が可能である．

O-209 インスリンアドヒアランスと血糖コントロール
天理よろづ相談所病院内分泌内科 1

京都大学大学院医学研究科医療疫学分野 2

天理よろづ相談所病院糖尿病センター 3

増谷 剛 1 桑田博仁 1 黒川理永 1 松永佐澄志 1 藤田直尚 1

岡村真太郎 1 古家美幸 1 北谷真子 1 林野泰明 2 辻井 悟 3

石井 均 1

【背景】インスリン混合製剤による治療はADA，EASDにおいては推奨され
ていない．日本の糖尿病診療の現場では最も頻繁に行われている治療方法で
ある．【目的】天理よろづ相談所病院での 2型糖尿病患者に対するインスリン
治療の実態とアドヒアランスに関して調査し，投与回数別にその特徴を検討
した．【対象と方法】インスリン治療を受けている 2型糖尿病患者 1456 例．
アドヒアランスについて自己記述式アンケートで評価した．記入日に随時で
血液検査を行った．【結果】投与回数 1日 2回の群のアドヒアランスが最も良
好で，さらに同群ではHbA1c，PAIDが低値でった．アドヒアランスが不良
な群はHbA1c が高値であり， またインスリン投与量が多い傾向にあった．
【考察】インスリン導入はアドヒアランスを考慮して行うことが重要である．
インスリン増量する際には，アドヒアランスの再確認も重要である．

O-210 カーボカウント導入に難渋した思春期 1型糖尿
病の一症例

市立池田病院看護部 1 市立池田病院内分泌・代謝内科 2

奥平知里 1 杉田裕子 1 松浦千佐子 1 岡田拓也 2

津川真美子 2

【目的】思春期に 1型糖尿病を発症した患者に対し，カーボカ
ウント導入を試みたが導入困難あり，断念せざるを得なかった
症例を振り返り，考察したので報告する．【症例】15 歳男性，糖
尿病性ケトアシドーシス診断され緊急入院．抗GAD抗体陽性
であり，1型糖尿病と診断，入院時よりインスリン治療開始，
カーボカウント導入する．【看護の実際と結果】入院当初，否定
的であった患者が，関わりを通して，病気を受け止めたと判断
した為，カーボカウント指導開始．しかし，患者と医療者との
目標にズレが生じていた．その為，カーボカウント指導中に，
拒否反応を認め，導入を断念したところ，療養行動に変化がみ
られた．【考察】思春期は，自立のための準備期であり，個人を
尊重し，患者の考えや感情に目を向け，自分自身の方向性や行
動を示すことができるように支援する必要があったと考える．

O-211 当院におけるカンバセーション・マップ TMの活
用と今後の展望

町立大淀病院栄養科 1 町立大淀病院看護部 2

町立大淀病院薬剤部 3 町立大淀病院中央検査室 4

町立大淀病院リハビリテーション室 5 町立大淀病院内科 6

吉井雅恵 1 米田さつき 2 宮本伸子 2 亀井美香 2 北友紀子 2

平井真澄 3 中村雅子 4 辻村浩己 5 川野貴弘 6 西浦公章 6

当院では，糖尿病教育入院をした患者に対して糖尿病集団教室を行っ
ており，平成 23 年 1月から集団教室にカンバセーション・マップ TM

（以下マップ）を導入した．このマップの目的は少人数からなる糖尿病
患者のグループに，自由かつ意義のある話し合いをしてもらうことで
あり，そうした参加者の知識や体験から，相互学習可能なようになっ
ている．マップには進行役がつき，その役割として従来の講義形式と
は異なり，参加者に活発な話し合いを促すことであり，参加者に答え
を教えるものではない．当院での 1月から 6月までの集団教室の開催
は全 9回，参加者は 1名から 3名であった．そこで当院に取り入れた
マップは，本来期待されるべき効果が得られているか，また新たに見
えた活用方法，今後の展望についてまとめたので報告する．

O-212 糖尿病療養指導における新しい学習ツール「カン
バセーションマップ」の取組みと効果の検討

関西電力病院疾患栄養治療部栄養管理室 1

佛教大学大学院教育学研究科 2

関西電力病院糖尿病・栄養・内分泌内科 3

関西電力病院看護部 4

京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科学 5

北谷直美 1 岩崎真宏 1 東山弘子 2 矢部大介 3 横田香世 4

小倉雅仁 5 原島伸一 5 辻とも子 1 黒瀬 健 3 清野 裕 3

【目的】新たな糖尿病の学習ツールとして注目される「糖尿病カンバセーション・
マップ TM」（以下，マップ）について，当院での取り組みと効果の検討を報告する．
【方法】当院では，マップを糖尿病教育入院のプログラムに週 3回（1回約 1時間）
取り入れている．規定の講習会を受けた医師，管理栄養士，看護師が進行役とな
り，東 3階病棟談話室にて，5から 9名のグループで実施．受講後に，同意を得た
74 名に質問用紙を用いたアンケート調査をおこなった．【結果】「糖尿病に関する
知識や理解が深まった」と答えた方が全体の 90 ％「他の患者さんと話し合えた」
が 69％，「自分の病気を振り返る事ができた」が 68 ％であった．【結語】マップに
参加することで糖尿病の知識の向上とグループ学習に意義があることが示唆さ
れ，既存のツールとの併用で，糖尿病療養指導を効果的にすることが期待される．

O-213 インスリン治療後期高齢者の低血糖に関する実態
調査

渡辺内科クリニック
前田真央 安原孝子 杉原加代子 松山玲子 寺西悦子
岡崎一美 渡辺伸明

【目的】インスリン治療後期高齢者の低血糖に対する認識と対処
についての実態を調査【方法】当院通院中の 75 歳以上のインスリ
ン治療中の糖尿病患者 39 名を対象に低血糖に関する聞き取り調
査を実施【結果】平均注射歴：7.7±6.5 年．3名は認知症のため回
答困難であった．回答可能であった 36 名中，低血糖症状を正しく
認識：94 ％，対処法を正しく認識：97 ％，低血糖に正しく対処：
94 ％であった．血糖 70 mg�dl未満の記録があった 23 名のうち，
35 ％は自覚症状がなかったためそれを低血糖と認識していな
かった．低血糖に不安がある者は 47 ％で，独居者 10 名に限ると
70 ％とより高率であった【結論】低血糖の認識や対処が正しくで
きている割合が高かったが，自覚症状欠如のため低血糖を認識で
きない現状も伺えた．独居や認知機能低下のある患者のサポート
は今後検討していくべき課題であると考えられた．
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O-214 サッカーをしながらCSII を導入する患者の思い
CSII を拒否する要因を探る

大阪府立急性期総合医療センター
秋山智美 村井正美 黒木美紀 堤三恵子 奥 京子

【目的】サッカー指導を職業とする患者が持続皮下インスリ
ン注入療法（以下CSII）導入目的で入院となったが，サッ
カーをする時にCSII を拒否されたため，その要因を明らか
にする．【方法】半構成的面接調査を用いて＜サッカー指導
時にインスリンポンプを装着することへの思い＞＜CSII
への思い＞＜周囲への思い＞に関して抽出し考察した．【結
果】サッカーをする際にCSII を拒否される要因は，CSII
の有用性は理解できているが，プレイや指導に影響をきた
すこと．職場での自己のイメージを保つために，周囲へ糖尿
病である事を明らかにしていないことであった．【考察】
CSII を拒否される要因はCSII を行うことで自己の理想像
が崩れるとの思いであると示唆された．このような患者に
は社会的背景をふまえたアプローチも必要であると考えら
れる．

O-215 食べたい料理を食べる糖尿病食の工夫
―低カロリーカレーの試食会の経験から―

医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック 1

あなたと健康を支える会こうべ 2

四本礼子 1 堤ともみ 1 中橋陽子 1 秋丸佳菜 1 福永聡美 1

柏原淑恵 1 岡田直美 1 中野満子 1 前川 悟 1 河野律子 2

西影裕文 1

【目的】食べたいがエネルギーを気にして遠慮しているメニューにカレーが
ある．家庭でも作れる低カロリーカレーの試食会について報告する．【方法】
家庭で作り易いよう市販のルゥを使用し甘口辛口の 2種類を提供した．具材
には茸類を入れ米にはマンナンを使用した．【結果】29 名が参加．カレーの評
価は好評だった．工夫を取り入れて家庭でも作ってみたいという意見が多
かった．【考察】低カロリー食品の存在を知らない，実際に試した事がない患
者に紹介することができた．高カロリーのメニューだが食べたいと思うメ
ニューを調理方法や低カロリー食品を使用する事で家庭でも上手く工夫し
て食事の幅を広げる事ができる事，美味しくボリュームアップで満足感を得
ることができる事を実感して頂けた．【結論】制限すべきと思い込んでいるメ
ニューも工夫によっては安心して食べることができる事を体験して頂けた．

O-216 外来リハビリテーション中の身体機能障害のある
糖尿病患者における運動療法について

医療法人みどり会中村病院リハビリテーション科 1

医療法人みどり会中村病院糖尿病内科 2

平野祐輔 1 高橋 輝 2

運動療法は糖尿病治療の基本に挙げられるが，脳梗塞・脳出血
といった脳血管疾患や腰痛・骨折等の運動器疾患を患うこと
で，運動療法の実施には制限が加わる．運動療法の評価や処方
については身体的に健常な者を想定したものとなっており，脳
血管疾患や運動器疾患による身体的な機能障害を有する患者
での運動療法は，その評価や方法について確立したものがな
い．特に，糖尿病を有する患者は運動量の変化により血糖コン
トロールに影響を与えることから，身体機能障害を有する糖尿
病患者での運動療法について検証する必要がある．このため，
当院において外来リハビリテーションに通院している糖尿病
患者について，運動状況の実態調査や外来リハビリテーション
中の運動量，運動と血糖コントロールとの関係などを調査し，
その評価や実践についての課題を検証したので報告する．

O-217 糖尿病性ケトアシドーシスから脳膿瘍を併発した
2型糖尿病患者への関わり

関西電力病院
高見安奈 里上美奈 河野千尋 菊永麻衣 吉田幸子
横田香世 黒瀬 健 清野 裕

【目的】患者のライフスタイルに合わせてケアを工夫したこと
でセルフケアの再獲得ができた事例について振り返る．【方法】
期間：2011 年 1 月から 2011 年 4 月．糖尿病性ケトアシドーシ
スから脳膿瘍を併発し，寝たきりとなった 50 代男性に対して，
日中リズムをつけるために環境を整え，音楽療法を取り入れな
がら食事，排泄，運動等の日常生活動作への工夫を行った．【結
果】対象者の好きな音楽や家族の声が刺激になり，発語が増え，
セルフケアへの能力が徐々に回復した．車椅子座位がとれ，食
事の一部自己摂取が可能となった．【考察】音楽は言葉ではかな
えられないコミュニケーションを人と人の間に結ぶことがで
きると言われており，対象に効果的であった．「口から食べる」
ということは，その人がより人間らしく生きるための第一歩で
あり，ひいてはセルフケア能力の向上につながったと考える．

O-218 保険薬局におけるGLP-1 作動薬服薬指導の現状
と課題

株式会社ファルコクリニカルプランあい薬局藤森 1

京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室 2

大石内科クリニック 3

河本一真 1 岡田 浩 2 岸純一郎 2 大石まり子 3 坂根直樹 2

【背景】患者は，医師には直接質問しにくい疑問や使用開始後の感想な
どを薬局で語ることが少なくない．そこで，当薬局におけるGLP-1
作動薬使用患者の訴え等について，薬歴を基に調査した．【方法】当薬局
における 16 例の GLP-1 作動薬使用患者（リラグルチド 14 名，エキセ
ナチド 2名）について，薬歴を用い，レトロスペクティブに患者訴え等
を調査した．【結果】当薬局におけるGLP-1 作動薬使用患者 16 名のう
ち，最も多かった訴えは，体重減少，食欲低下，嘔気であったが，効果
を実感できることが治療意欲を向上させていた．また，次に多かったの
がダイヤル操作，試し打ちの有無，注入量の正確さについてであった．
【結語】GLP-1 作動薬は，保険薬局にて問い合わせや相談が多いことが
明らかとなった．患者が医療機関で説明を受けた場合でも，基本的手技
や保管方法について，薬局で確認する必要があると考える．

O-219 高齢 2型糖尿病患者におけるインスリンからエ
クセナチド切替の安全性の検討：デバイスの調査

藍野病院薬剤部 1 藍野病院内科 2 藍野加齢医学研究所 3

大阪医科大学内科学 I4
三木清絵 1 本庄嘉明 1 山本直宗 2 吉田麻美 2 葛谷 健 3

大澤仲昭 3 花房俊昭 4

【目的】高齢 2型糖尿病患者でインスリンからエクセナチドへ切替が安全
に行えるかデバイスの調査をする．【方法】切替後 16 週を経過し自己注射
中の患者に，独自のアンケートを使用して自己注射の実施状況及びデバイ
スの使用感について調査した．【結果】対象患者は 17 名（男 7�女性 10 名），
年齢 69.2±8.4 歳，罹患期間 17.2±7.9 年，インスリンは混合製剤 10，持効
型 6，超速効型 6名（Basal-bolus 法 5 名）であった．全例でエクセナチド
の自己注射手技は問題なく行われていた．66 歳以上の 12 名（O群）では
その他の 5名（Y群）に比べ，インスリン注射に比べて操作が簡単，ダイ
アルが見やすい，安心感がある，との項目で有意差がみられた．切替前後
の自己満足感は両群とも有意な改善をみた（56±7→69±10 vs 64±11→
71±10 ％，p＜0.01）．【結論】高齢 2型糖尿病患者でインスリンからエクセ
ナチドへ切替は，デバイスの面からは安全に行えることが示唆された．
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O-220 継続指導の効果と血糖コントロールの検討
市立小野市民病院栄養管理室
西田直美 坂崎美紀子 河村 朗 藤本真由美 北野佐知
嘉瀬正仁 西山勝人 安友佳朗 門脇誠三

【目的】糖尿病患者の自己管理を持続させるためには継続的
なフォローが必要である．継続指導を行うことにより，患者
の性格特性を把握し，良好な血糖コントロールを維持する．
【方法】半年以上継続管理を行った 15 名の糖尿病患者に対
して，HbA1c，体重，性格的特徴を比較検討した．【結果・
考察】血糖コントロールが良好な患者は，病識が高く，実行
力もある．血糖コントロール不良な患者は入院に対する抵
抗が強い．長期間指導することで，患者との良好な関係が形
成され，80 ％以上は血糖コントロールの良好な状態が維持
された．血糖コントロール不良な患者でも継続管理を行う
ことで一定の効果があることは示唆された．

O-221 2 型糖尿病患者における血糖コントロールと自己
効力感尺度の関連性について

社会医療法人景岳会南大阪病院内科 1

社会医療法人景岳会南大阪病院栄養科 2

大阪府立大学総合リハビリテーション学研究科 3

佐久間知子 1 藤吉恭子 2 金石智津子 2 鈴木恵美子 2

岡本朋美 2 大関知子 3 澤 絢 1 森上浩和 1 川口祐司 1

前野孝明 1 久米田靖郎 1

【目的】糖尿病の食事療法において，患者自身の自己効力感が血糖コントロールに関
わるか検討した．【方法】外来通院中の 2型糖尿病患者 20 名（男性 4名，女性 16 名）
を対象とし，安酸らによって開発された「糖尿病患者の食事自己管理に対する自己効
力感尺度（Diabetes Mellitus Dietary Self Efficacy Scale：以下DMDSES）」を用いて
6ヵ月間，月 1回の食事指導を実施した．6ヵ月後にHbA1c 改善群と非改善群につい
てDMDSESの得点の変化を検討した．【結果】改善群では介入時 59.6±9.2 点から 3
ヵ月後に有意に得点が高くなったが，6ヵ月後の変化はみられなかった．非改善群で
は，介入時 55.2±4.4 点から 6ヵ月後には 54.3±5.2 点と得点が減少した．【結語】食事
療法に対する自己効力感尺度の得点が増加すると，HbA1c も有意に改善することが
確認できたことから，患者の自己効力感を高める食事指導の必要性が示唆された．

O-222 当院における栄養相談からみた糖尿病初期治療の
重要性第 3報

土井内科
宮脇美津子 土井邦紘

【目的】糖尿病の初期治療において，糖尿病治療薬の影響を除
外しても栄養相談が重要であることを第 1，2報で報告した．
そこで今回はさらに食事内容を分析し，検討を行ったので報
告する．【対象と方法】対象は 2004 年 10 月から 2009 年 12
月に初めて栄養相談を受けた糖尿病患者 143 名のうち，食事
記録を回収できた 81 名である．対象者を過去に糖尿病の治
療歴がない群（A群）とある群（B群）に分け，摂取エネル
ギー量やその内容について分析した．そして，その間の
BMI・HbA1c・nonHDLコレステロールの経過により，栄
養相談の効果を評価した．【結果】HbA1c は，初回栄養相談か
ら 1年後にA群は 7.6±1.8 ％から 6.5±0.9 ％，B群は 8.0±
2.2 ％から 6.7±0.9 ％とそれぞれ有意に低下し，BMI・
nonHDLコレステロールも低下傾向を示した．さらに食事内
容を分析して栄養相談の効果を評価する予定である．

O-223 継続的栄養指導と非継続的栄養指導の血糖コント
ロールにおよぼす栄養指導の効果

武田総合病院栄養科 1 武田総合病院糖尿病センター 2

温谷恭幸 1 小西弘幸 1 林 優里 1 別府浩毅 2 和木千尋 1

【目的】外来通院中の 2型糖尿病患者に対して，継続的栄養指
導群（以下，継続群）と非継続的栄養指導群（以下，単回群）
の効果を検討することを目的とした．【方法】当院通院中の糖尿
病患者 229 名，平均年齢 67.0±10.9 歳とした．そのうち 6ヶ月
間で 1回のみ指導を受けた単回群 158 名，3回以上指導を受け
た継続群（平均栄養指導回数 4回）71 名であった．これらを栄
養指導前と 6ヶ月後で比較検討した．統計処理は対応ある t
検定（有意水準 5％）を用いた．【結果】継続群のHbA1c は
7.8±1.5 ％から 7.2±0.9 ％へ有意に低下した．血糖値は 192±
74 から 183±53 と変化は認められなかった．一方，単回群の
HbA1c は 7.3±1.2 ％から 7.1±1.0 ％へ低下傾向を示したが有
意差は認められなかった．血糖値は 176±59 mg�dlから 182±
60 mg�dlと変化は認められなかった．【総括】継続的な栄養指
導は，単回群に比し，一定の効果をおよぼすことが示唆された．

O-224 糖尿病チーム医療のための電子化三次元パス（第
16報）データに基づいた個別栄養指導

赤穂中央病院糖尿病診療チーム
高島千佳 岸野理映 松本梨絵子 元佐慶子 釜田千鶴
高橋次雄 桶口三香子 高田景子 西田信子 田邉昭仁
中島弘二

【目的】患者の個別性に対応するための電子カルテ連携ソフト（DM-
Ako7）のメリットを生かし，効率の良いデータ集積と指導媒体作成を
行うことで，指導能率を向上させ，患者の治療意欲の維持・向上に努め
る．【方法】身長・体重・BMI・内臓脂肪量を指導媒体に引用させ，自己
内臓脂肪面積を視覚的に理解しやすいよう腹部CT画像とともにとり
こみ，必要エネルギー量や単位配分など 6つの食品グループとともに，
今後食生活を見直す上でのポイントをカラーで明記したものを使用
し，2年間実施．【結果】2年間で 61 症例をDM-Ako7 を用いて指導を行
い，患者の食生活の問題点や食事指導内容を他のチームメンバーにも
分かるよう電子カルテに転写し，情報を共有しながら指導出来た．また
指導媒体を視覚的に見ることにより，患者の理解度も高い．しかし情報
を共有するため，情報入力が遅れると他部署の指導も遅れる．

O-225 『きたの料理教室』の取り組み
（財）田附興風会医学研究所北野病院栄養指導部 1

（学）大手前学園大手前栄養学院専門学校 2

（財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター 3

福田美由紀 1 永原 守 1 志水晃介 1 井上裕子 1 山田信子 1

久保麻友子 1 金田恵美 1 小谷一子 2 名引順子 2 本庶祥子 3

越山裕行 3

【目的】糖尿病患者教育の一環として食事に関心をもっていただくこと，
また料理を始めるきっかけ作りの場とすることを目的とし料理教室を
開催した．【対象・内容】当院受診中の料理初心者を対象に「ヘルシー料
理」をテーマとして参加者の募集を行った．当日参加者は男性 12 名，
女性 14 名の計 26 名（平均年齢 59.6±14.6 歳）であり，参加者の大半が
料理経験者であった．簡単に調理可能な炒め物を主菜とし，副菜 2品を
合わせた計 3品の調理を 9グループに分けて行なった．教室終了後にア
ンケートを実施した．【考察】全体的な感想は全員が「満足」「やや満足」
と回答した．記述意見では「少し前に進んだ気がした」「簡単に野菜を摂
取できる方法を学ぶことができた」等の感想をいただいた．今後も定期
的に料理教室を行い，食事療法への関心を高めていきたい．
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O-226 DPP-4 阻害薬による食欲の変化と栄養指導介入
の有用性についての検討

日本バプテスト病院栄養科 1 日本バプテスト病院看護部 2

日本バプテスト病院糖尿病内科 3

金子 緑 1 森本美由紀 1 荻原暁子 2 勝山由香 2 後藤佳子 2

田中真由子 2 米田紘子 3

【目的】DPP-4 阻害薬により，血糖コントロール改善後，再度悪化をき
たすことをしばしば経験する．その原因として，血糖コントロールの改
善により食事療法が甘くなるという結果が当院アンケート調査により
得られた．これがDPP-4 阻害薬の食欲の変化の影響によるものか否
か，又長期的に良好なコントロールを得る為の栄養指導介入の時期に
ついて検討を行った．【対象】DPP―阻害薬投与患者でアンケートを行っ
た 28 名【方法】アンケートの結果から血糖コントロールと食欲の変化
及び栄養指導介入の効果及び介入時期について検討した．【結果】DPP-
4 阻害薬投与後，適切な時期に指導を行うことにより食事量や間食の
改善が見られ良好な維持に繋げられることができた例が多かった．【ま
とめ】DPP-4 阻害薬投与後，患者の食欲や食行動に留意し適切な時期に
栄養指導介入を行うことでより治療効果を高めると考えられた．

O-227 n-3 系多価不飽和脂肪酸を多く含む魚類の摂取は
DPP-4 阻害薬の血糖改善効果を高める

関西電力病院疾患栄養治療部 1

関西電力病院糖尿病・栄養・内分泌内科 2

岩崎真宏 1 矢部大介 2 北谷直美 1 星庵史典 1 辻とも子 1

松元知子 1 廣瀬直樹 1 黒瀬 健 2 清野 裕 2

【目的】DPP-4 阻害薬による血糖改善効果を高める食事療法を確立
する．【方法】DPP-4 阻害薬を単剤使用している 2型糖尿病患者を
対象に，使用期間の食事に含まれる栄養成分とHbA1c（JDS）の変
化（ΔHbA1c）との相関分析を行った．【結果】魚類の摂取量と
ΔHbA1c は逆相関を示した．n-3 系多価不飽和脂肪酸（n-3PUFA）
摂取量は ΔHbA1c と逆相関し，特に魚類に多く含まれるDHAと
EPAの摂取量と ΔHbA1c は高い逆相関を示した．さらにDHA
と EPAの血中濃度は食事からの摂取量と正相関し，血中濃度と
ΔHbA1c は逆相関を示した．以上の結果から，n-3PUFAを多く含
む魚類の摂取はDPP-4 阻害薬を使用する患者の血糖改善に効果的
に作用する可能性が示唆された．【総括】魚類を取り入れた食事療
法はDPP-4 阻害薬の血糖改善効果を高める可能性がある．

O-228 カーボカウント導入による患者の食事療法に対す
る意識変化

神戸掖済会病院栄養科 1 神戸掖済会病院糖尿病内科 2

吉村治香 1 勝矢雅子 1 高橋留佳 1 岡本貴子 1 深水真希 2

【目的】カーボカウント（以下CC）を導入した患者の食事
療法に対する意識変化を探る．【方法】CC導入後 1型及び 2
型糖尿病患者（男 2名，女 3名）に対し，食事療法に関する
アンケートを行った．【結果】「食事療法への満足度が高まっ
た」「血糖コントロールが改善した」等の良い点と「炭水化物
量の計算が難しい」「栄養バランスを気にしなくなった」等
の問題点があった．【考察】「制限されている」という意識が
薄れ，食事の自由度が高まり，満足度が向上したと考える．
しかし，食事内容には大きな変化は見られなかった．炭水化
物量の計算が難しいと感じていたが，計算結果に誤差は少
なく，CCに不慣れな為難しく感じたと考える．【結語】CC
は血糖コントロールの改善，満足度の向上のみならず，食事
療法への取り組む姿勢の改善も期待できる有用な食事療法
である．

O-229 膵癌合併糖尿病患者の術後血糖管理にカーボカウ
ントを導入した 2症例

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター栄
養管理室 1

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター臨
床検査科 2

向井美紀 1 大橋希江 1 中井敦子 1 清水三郎 1 冨田晃司 2

栗原宏子 2 中島 弘 2 山崎知行 2

【目的】膵癌術後糖尿病患者の血糖コントロールの安定化のためにカーボカウ
ント（以下CC）は有用であるか検討した．【症例 1】30 代女性，2000 年 4 月膵
頭十二指腸切除術施行．2005 年 2 月よりインスリン療法開始．インスリンリス
プロを 3回固定打ちからスライディングスケール法に変更したが偏食傾向も
あり，血糖コントロール不安定のためCCを導入した．厳しい食事制限をする
ことなく改善がみられた．【症例 2】60 代女性，2011 年 1 月膵頭十二指腸切除術
施行．2011 年 2 月よりインスリン療法開始．食欲不振による食事摂取量低下に
より低血糖が頻回出現．血糖コントロール不安定のためCCを導入した．低血
糖予防のための食事の義務感から解放され，低血糖も減少した．【考察】2症例
ともQOLを低下させることなく血糖コントロールの改善がみられた．

O-230 授乳中の 2型糖尿病合併妊娠妊婦に行った栄養
管理の 1例

京都大学医学部附属病院疾患栄養治療部 1

京都大学医学部附属病院糖尿病・栄養内科 2

和田啓子 1 藤田義人 2 菅野美和子 1 黒田美代子 1

浜崎暁洋 2 長嶋一昭 2 藤本新平 2 幣憲一郎 1 稲垣暢也 2

【症例】36 歳女性．身長 153 cm，体重 57 kg（非妊娠時），BMI24.3．33
歳時に 2型糖尿病と診断され食事・運動療法のみでHbA1c5.4 ％前後
を維持していた．35 歳時に第 1子を妊娠，出産した．妊娠中は食事療法
を 1600 kcal に設定し強化インスリン療法を行った．授乳期に体重が 3
kg減少し外来にて栄養指導を予定していたが，第 2子を妊娠し，授乳中
の 2型糖尿病合併妊娠としての栄養管理を開始した．【経過・考察】食事
記録は 1300-1600 kcal であったものの，肥満妊婦の推奨体重増加量を超
えるペースで体重が増加し，第 1子妊娠時に 9 kg増加した経緯もあり，
授乳を継続していたが授乳による 450 kcal の負荷量はなしで 1600 kcal
にて栄養管理を行った．母子ともに合併症なく，妊娠 37 週にて 3556
g の女児を出産した．授乳中に妊娠した特殊な状況下の栄養管理におい
ては，体重変化を主な評価指標とした個別対応が必要である．

O-231 当院の糖尿病性腎症 6例の腎生検による検討
大阪厚生年金病院内科 1 関西電力病院腎臓内科 2

安原章浩 1,2 南 聡 1 藤本 拓 1 岡 樹史 1 大武陽一 1

松田佳奈 1 中田裕人 1 藤田芳正 1 横山建二 1

2009 年 9 月から当院にて施行された腎生検症例 80 例のうち
糖尿病性腎症を有する 6例について検討を行った．症例 1．32
歳男性，糖尿病性腎症（DMN）．症例 2．79 歳男性，DMN＋
腎硬化症＋急性腎不全．症例 3．52 歳男性，DMN＋腎硬化症．
症例 4．61 歳男性，DMN＋IgA腎症＋腎硬化症．症例 5．75
歳男性，DMN＋巣状分節性糸球体硬化症．症例 6．62 歳男性，
DMN＋膜性増殖性糸球体腎炎．結節性病変を有する症例 1
と症例 3，高度なびまん性病変を有する症例 2は，増殖性網膜
症（PDR）を合併し，インスリン治療中で血糖コントロールは
不良であった．症例 6は非典型的な結節性病変であった．軽度
のびまん性病変を呈する症例 5は網膜症がなく，血糖コント
ロールは良好であったが，長い糖尿病罹病期間を有していた．
症例 4は糸球体基底膜の肥厚のみであった．以上をふまえ糖
尿病性腎症について若干の文献的考察を加えて報告する．
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O-232 2 型糖尿病患者における食塩摂取量と尿中微量ア
ルブミン排泄量との関連

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌代謝内科 1

京都第 1赤十字病院第 1内科 2 京都第 2赤十字病院内科 3

JR 大阪鉄道病院糖尿病・代謝内科 4

社会保険京都病院循環器内科 5

坂部和美 1 福井道明 1 牛込恵美 1 田中 亨 2 熱田晴彦 3

北川良裕 4 小田洋平 5 浅野麻衣 1 山崎真裕 1 長谷川剛二 1

中村直登 1

【目的】過剰な塩分摂取は心血管イベントのリスクを上昇させるが，摂取量
が少なすぎても同様の報告が散見される．我々は 2型糖尿病患者において食
塩摂取量と尿中微量アルブミン排泄量との関連につき検討した．【対象・方
法】当院及び関連病院に外来通院中の 2型糖尿病患者 270 名において食塩摂
取量と尿中微量アルブミン排泄量の関係を調査した．塩分摂取量は随時尿を
用いて推定し，8 g，10 g，12 g で 4 群に分類した．【結果】食塩摂取量 10-12
g�日の群で log 尿中微量アルブミン排泄量は最も少なく，また多変量解析や
ロジスティック解析で食塩摂取量は log 尿中微量アルブミン排泄量を規定
する有意な因子であった．【結語】2型糖尿病患者において尿中微量アルブミ
ン排泄量は食塩摂取量 10-12 g�日の群で最も少なく，逆 J-shape を呈した．

O-233 2 型糖尿病患者において，家庭血圧の変動と顕性
腎症には関連がある

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌代謝内科
牛込恵美 福井道明 中西尚子 峠岡祐典 岡田博史
稲田しのぶ 岩瀬広哉 小林香苗 山崎真裕 長谷川剛二
中村直登

【背景】家庭血圧と標的臓器障害には強い関連がある．また，血圧
の変動と標的臓器障害との関連も指摘されている．【方法】糖尿病
外来通院中の 2型糖尿病患者 858 名を顕性腎症の有無で分類，そ
れぞれの家庭血圧の変動係数を比較．また，家庭血圧の変動と log
尿中アルブミン排泄量との関係（線形回帰分析），顕性腎症との関
係（ロジスティック解析）を検討．【結果】早朝の収縮期血圧の変
動係数は顕性腎症群においてそうでない群に比し有意に高値で
あった（8.08±3.35 ％vs. 7.19±2.25 ％，p＜0.05）．早朝の収縮期血
圧の変動係数は log 尿中アルブミン排泄量に対する独立した予
測因子であった．早朝の収縮期血圧の変動係数の顕性腎症に対す
るオッズ比は 1.35 であった（P＜0.05）．【考察】2型糖尿病患者に
おいて，家庭血圧の変動は顕性腎症と関連がある．

O-234 心不全を併発した糖尿病性腎症に対し，多角的強
化療法により尿蛋白が減少した 1例

市立吹田市民病院内科
南 朋子 竹下恵理子 木村武量 火伏俊之

症例は 60 歳女性．53 歳に耐糖能異常を指摘されるも放置
していた．2010 年 10 月初旬に下腿浮腫，下旬に呼吸困難を
自覚した．起座呼吸をきたしたため，近医より紹介受診，全
身浮腫，両側胸水貯留を認め入院となった．心不全併発の糖
尿病性腎症と判断し，急性期は心不全に対し，酸素，アルブ
ミン製剤や利尿薬により，溢水状態から脱した．慢性期は腎
症に対し，RAS系阻害を中心とした厳格な血圧コントロー
ル，インスリン療法による血糖コントロール，蛋白制限食に
よる食事療法を行った．結果，尿蛋白が 2.02 g�日から 0.11
g�日まで減少し，顕性腎症から早期腎症へ寛解した．現在，
早期腎症の寛解例は数多く報告されているが，顕性腎症の
寛解例の報告は少ない．本例のように，多角的強化療法を行
うことで，顕性腎症から早期腎症，更には腎症前期への寛解
が可能であると考えられた．

O-235 糖尿病性腎不全患者における経口吸着剤（クレメ
ジン）の効果

天理よろづ相談所病院内分泌内科
古家美幸 桑田博仁 黒川理永 藤田直尚 松永佐澄志
岡村真太郎 増谷 剛 北谷真子 辻井 悟 石井 均

【目的】糖尿病性腎不全患者における経口吸着剤（クレメジ
ン）の有効性を検討．【方法】当院内分泌内科通院中の持続性
蛋白尿を呈する血清クレアチニン（Cr）1.3 mg�dl以上を示
す糖尿病性腎症患者 39 例．クレメジン投与による血清Cr
値の逆数傾斜を基に腎不全の進行抑制効果を検討した．【結
果】クレメジン投与開始時血清Cr値は平均 2.9±0.8（1.3-
5.2）mg�dlであった．全例におけるクレメジン投与前の傾
斜の平均－0.01528±0.01170（dl�mg・月）に対して，投与
後の平均は－0.00416±0.00965（dl�mg・月）であり，有意
に腎機能の悪化が抑制された（p＜0.0001）．【結語】クレメジ
ンの投与により腎不全の進行が抑制され，透析導入を遅延
させることができると考えられた．

O-236 インフルエンザ感染を契機に著明な低血糖から心
肺停止に陥った 1例

兵庫県立加古川医療センター総合内科 1

兵庫県立加古川医療センター糖尿病・内分泌内科 2

兵庫県立加古川医療センター救命救急センター 3

多木拓子 1 飯田啓二 2 小野雄一郎 3 玉川杏奈 1 高橋佳子 1

中村幸子 1 日野泰久 2 高岡 諒 3 大原 毅 2 千原和夫 2

症例は 46 歳女性．糖尿病の既往なし．某年 1月感冒様症状出現．
近医でA型インフルエンザと診断され抗インフルエンザ薬を
処方された．翌日自宅で倒れているのを発見され本院救命救急
センターに搬送された．救急車内で心肺停止となり蘇生処置が
施された．来院時血糖 2 mg�dl，血中 IRI 197 μU�ml，Cペプチ
ド 9.7 ng�mlとインスリン分泌過剰による著明な低血糖を認め
た．集学的治療により全身状態改善し，以後低血糖，高インスリ
ン血症は認めなかった．汎下垂体機能低下症の合併も判明した．
本症例は SU薬等の内服歴はなく，下垂体機能低下症は低血糖
の原因になり得るが高インスリン血症の原因および機序の詳細
は不明のままである．稀な症例と思われ報告する．

O-237 インスリンの大量注射後にCGMにより血糖値の
変動を観察しえた 2型糖尿病の 1例

和歌山県立医科大学第一内科
石橋達也 形部宏昭 早川隆洋 太田敬之 高木伴幸
若﨑久生 古田浩人 西 理宏 佐々木秀行 赤水尚史

【症例】46 歳女性【主訴】低血糖【現病歴】うつ病，2型糖尿病で加
療中，自殺企図にてインスリンを計 3000 単位を皮下注射し 1時間
後に救急搬送．来院時意識清明．血糖値 116 mg�dlであったが低血
糖リスクのため入院．【入院経過】低血糖に対して患者の同意を得て
持続血糖モニタリング（CGM）を装着し，経静脈または経口にてブ
ドウ糖を摂取とした．インスリンによる血糖降下作用は遷延し，ブ
ドウ糖投与による血糖上昇は鋭いピークを繰り返し鋸状であった．
皮下注射 3時間後の IRI は 31975 μU�mlと著明に上昇，24 時間後
で 317 μU�mlとすみやかに低下した．第 6病日からは低血糖はみ
られずインスリンを再開した．【考察】本症例はインスリン注射量が
多いが，投与 1時間後に受診し適切な処置がなされたため脳障害な
どの後遺症は生じなかった．低血糖が遷延する状況での血糖値の上
昇効果は一時的であり頻回の血糖測定が有用と考えられた．
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O-238 膵頭部腫瘍切除後意識障害を繰り返し，CGMに
て夜間低血糖を証明した 1例

関西医科大学附属滝井病院第二内科
奥野良樹 城 聡一 藤高啓祐 野村惠巳子 岩崎真佳
西川光重 岩坂壽二

症例は 72 歳，男性．2004 年に膵頭部腫瘍を指摘され，膵頭胃十
二指腸切除術を施行された．術後よりグラルギンを朝 18 単位と
ボグリボース 0.3 mg2 錠とナテグリニド 90 mg 1 錠を投与して
いたが，早朝に意識障害で救急搬送され入院となった．ダンピン
グ症候群が疑われ内視鏡検査と小腸追いかけ造影を施行したが
異常は認められなかった．抗インスリン抗体が（力価 539 nU�ml
抗体結合率 2.1 ％）陽性であり低血糖の原因は抗インスリン抗体
によるものと思われた．CGMを施行したところ早朝の低血糖と
日中の高血糖を証明することができ，半減期を考慮し朝食前のグ
ラルギンをデテミル 8単位に変更し良好な血糖コントロールを
得られた．CGMは不安定糖尿病の血糖コントロールに有用とさ
れるが，本症例は治療変更前後にCGMを施行でき，その有用性
を証明できたと考えられたため文献的考察を踏まえ報告する．

O-239 反応性低血糖にミグリトールを使用しCGMSに
て血糖変動を観察した 2症例

国立病院機構大阪医療センター糖尿病内科
森本竹紗 重原万葉 加藤 研 瀧 秀樹

症例 1：24 歳女性．75gOGTTは正常型，負荷後 60 分 IRI 91.4
μU�ml，240 分血糖値 66 mg�dlと反応性低血糖を認めた．症例
2：57 歳女性．75gOGTTは境界型，負荷後 120 分 IRI 75.7 μU�
ml，240 分血糖値 48 mg�dlと反応性低血糖を認めた．この 2例を
対象に反応性低血糖に対する αGI miglito（l mig）の効果を観察す
るためmig 内服なし，有りで蔗糖負荷試験を施行．1例目，内服
なしでは負荷後 90 分 IRI 最高値 34.9 μU�ml，120 分血糖最低値
76 mg�dl（低血糖症状出現し継続を断念）に比しmig 50 mg内服
ありでは負荷後 90 分 IRI 最高値 8.0 μU�ml，240 分血糖最低値
79 mg�dlとインスリン過分泌の抑制による低血糖の改善を認め
た．2例目も同様に負荷試験を施行し IRI 最高値 25.8→10.7 μU�
ml，血糖最低値 66→72 mg�dlより 1例目と同様に低血糖の改善
を認めた．その後 3日間食事内容をそろえてmig 内服なし，有り
での血糖変動をCGMSにて観察したので報告する．

O-240 後期ダンピング症候群に対し α グルコシダーゼ
阻害薬（Miglitol）が有効であった 2症例

国立病院機構大阪医療センター糖尿病内科
重原万葉 森本竹紗 加藤 研 瀧 秀樹

症例 1は 69 歳男性．2006 年食道癌根治術施行．OGTTにて後
期ダンピング症候群と診断．α -GI 投与を考慮し voglibose
（vog）とmiglitol（mig）を蔗糖負荷試験にて比較，vog 0.3 mg
→mig 50 mg（0，30，60，90，120）分後血糖値mg�dl（81，186，
117，56，47）→（81，72，89，101，98），IRI μU�ml（3.1，218，
46，8.8，5.4）→（4.7，7.2，11.1，12.7，2.4）と vog に比しmig
では急峻な血糖上昇を認めず，その後のインスリン過分泌や反
応性低血糖も認めなかった．症例 2は 78 歳男性．1995 年胃癌
胃全摘術施行．vog→mig 蔗糖負荷試験の結果，最高血糖値 30
分後 259→100 mg�dl，最高 IRI30 分後 156.9→12.2 μU�mlと
vog に比しmig での血糖上昇の抑制とインスリン過分泌の抑
制を認めた．ダンピング症候群に対しmig が有効であった 2
症例を経験した．この 2症例にCGMSを使用しmig 内服なし，
有りでの血糖変動を観察したのでその結果も加え報告する．

O-241 産後に血糖コントロールの悪化をきたした 2型
糖尿病合併妊娠の 3例

市立豊中病院内科 1 市立豊中病院産婦人科 2

末原節代 1 久保田哲 2 楠岡良子 2 出口有近 1 岡内幸義 1

嶺尾郁夫 1 徳平 厚 2

症例は 2型糖尿病合併妊娠の 3例．1例は妊娠時に初めて 2型糖
尿病を指摘され，すでに眼底 SDR，腎症 2期，妊娠初期HbA1c
10.8 ％．他の 2例は初期HbA1c＞8％で眼底 SDRであった．し
かし 3例とも妊娠中はHbA1c6 ％以下と良好なコントロールが
得られた．児は 1例のみ過体重で先天異常は認めなかった．分娩
後インスリン必要量は激減するも産後 3ヶ月頃よりHbA1c の
悪化を認め，1年後には分娩直後の 2倍以上のインスリンを要し
た．妊娠中は出産という最大の目標があるため患者は高いモチ
ベーションを維持でき，比較的良好な血糖管理が得られる一方
で，産後は安堵感・達成感からのモチベーション低下，育児によ
る身体活動の増加，多忙に紛れての SMBGの不徹底などにより
血糖管理は容易に悪化する．しかしこの時期の急激な悪化は将
来の合併症発展に結びつくので注意が必要である．

O-242 当院における妊娠糖尿病の現状と栄養指導の実際
公立甲賀病院栄養管理室 1 公立甲賀病院産婦人科 2

公立甲賀病院内科 3

冨田 香 1 久田 茜 1 松田昌美 1 高橋真理子 2 小林 昌 2

大村 寧 3 山田 衆 3

【目的】妊娠糖尿病患者へ栄養指導を行なうことで食習慣の改善
に寄与できたかを検討した．【対象】2009 年 6 月から 2010 年 7
月までに妊娠糖尿病と診断された群 6名（以後GDM群）と対照
群 5名で比較した．【方法】栄養指導を分娩予定の 1ヶ月前まで
行なった．評価項目は産科合併症，出生時体重，Apgar score
とした．【方法】平均年齢はGDM34.3±4.6 歳，対照群 31.4＋6.8
歳．聞き取り及び食事記録より推定摂取量を算出した．【結果】
GDM群では炭水化物・蛋白質が少なく，対照群では脂質が多
かった．またGDM群では鉄が所要量の半分以下で，葉酸の摂取
量も対照群に比較し極端に少なかった．当院は地域の中でハイ
リスクな妊産婦の入院も多いが，周産期合併症は両群で差は見
られなかった．バランスのとれた食生活を目指し，行動変容を促
すことは母児の将来にわたる健康増進に役立つと考える．

O-243 カーボカウント法とCSII 療法を取り入れた 1型
糖尿病合併妊娠の 1例

加古川西市民病院栄養管理科 1 加古川西市民病院内科 2

藤田加余子 1 岡田裕子 2 橘 知里 1 山口恭葉 1 小林寛和 2

辻 光 1 永田正男 2

症例は 30 歳女性．9歳で 1型糖尿病を発症．インスリン強化療
法にて血糖コントロールを試みたがHbA1c8 ％前後でコント
ロール不良であった．2007 年第 1子を出産．その後HbA1c7 ％
前後で推移していた．2010 年 10 月第 2子妊娠を機にCSII 療
法導入のため入院．CSII 療法に慣れるために基礎カーボカウ
ント法を用い，炭水化物量は管理栄養士が計算．ボーラスの変
更を患者が習得できたのを確認し，応用カーボカウント法へ変
更，外来管理となった．2011 年 4 月出産後，授乳による低血糖
が頻繁にみられたが，自覚症状がなかったためCGMS装着し，
インスリン量の見直しを行った．継続的な関わりにより患者の
理解も得られ，血糖コントロール良好で退院．妊娠，出産，授
乳と状況が変わる中で，カーボカウント法及びCSII 療法は 1
型糖尿病合併妊娠において有用であったので報告する．
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O-244 プロゲステロン注射による高血糖に対しCSII の
微調整が有効であった 1型糖尿病合併妊娠の 1
例

大阪大学医学部附属病院内分泌・代謝内科 1

徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター 2

佐々木周伍 1 藤田有可里 1 田渕優希子 1 藤澤慶子 1

嵩 龍一 1 黒田暁生 2 安田哲行 1 金藤秀明 1 下村伊一郎 1

症例は 37 歳，女性．3歳時発症の 1型糖尿病でCSII により血糖コントロー
ルされていた．今回不妊治療にて妊娠が成立し，より厳格な血糖コントロー
ル目的のため当科に入院となった．入院後，分割食を用いることで血糖は比
較的良好にコントロールし得たが，妊娠維持のため妊娠 4週から開始された
プロゲステロン皮下注射（週 1回）後数日間は血糖コントロールの悪化を認
めた．これに対し，基礎インスリン量をプロゲステロン投与経過に合わせ，
通常量，1.1 倍，1.7 倍の 3パターンで使い分け，良好な血糖コントロールを
得られた．妊娠時にはプロゲステロンをはじめとした胎盤由来ホルモンによ
りインスリン抵抗性が惹起される．本症例では外因性のプロゲステロン投与
によりインスリン抵抗性がさらに増悪することで高血糖を呈したが，CSII
による基礎インスリンの微調整が厳格な血糖コントロールに有効であった．

O-245 妊娠初期 8週間で急激に網膜症が悪化した糖尿
病合併妊婦の 1例

大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科 1

大阪市立総合医療センター眼科 2

吉田陽子 1 福本まりこ 1 薬師寺洋介 1 大塚淑子 1

寺村めぐみ 1 上野宏樹 1 細川悠紀 1 山上啓子 1 川崎 勲 1

細井雅之 1 森 秀夫 2

症例は 31 歳女性，罹病 22 年の 2型糖尿病患者．妊娠 8週で当院を
紹介受診された（HbA1c8.6 ％，GA21.2 ％）．血糖コントロール強化
に先立ち眼底検査を行うも異常は認めなかった．経口血糖降下薬を
中止し，1800 kcal 日 6 分割減塩食とインスリン頻回注射に治療を
変更し，妊娠管理目標を達成し得た．しかし妊娠 16 週に視力低下を
自覚し近医を受診したところ，両増殖性網膜症と眼底出血を指摘さ
れた（HbA1c6.0 ％，GA15.1 ％）．その後も進行性の視力低下を認め
たため，妊娠 26 週で入院の上全身管理，黄斑浮腫に対してケナコル
トテノン嚢注射を行い著効した．血糖，血圧管理は経過中良好で
あった．病歴の長い糖尿病合併妊婦では網膜症の急激な進行があり
得ることを経験した．本症例に関して，分娩経過も含めて報告する．

O-246 糖尿病から母児を守るキャンペーン若年女性への
生活習慣病健診の取り組み

大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科 1

大阪市立総合医療センター小児代謝内分泌内科 2

福本まりこ 1 寺村めぐみ 1 大塚淑子 1 細川悠紀 2

吉田陽子 1 薬師寺洋介 1 上野秀樹 1 山上啓子 1 川崎 勲 1

細井雅之 1

【目的】若年女性に生活習慣病健診を実施し，Heavy-for-date 児（HFD）出
産既往の有無と健診結果の特徴を検討する．【対象】産後数年以内の女性を対
象とした保育付健康講座に参加した 68 名．【方法】生活習慣病健診として理
学的所見，血液検査（脂質，血糖値，インスリン，γ GTP）を実施．問診項
目に出生児の週数，体重を含みHFDの判定を行い，HFD群と非HFD群で
健診結果を比較した．【結果】対象者 68 名のうち，空腹時で採血を行えた 64
名で解析を行った．糖尿病発症者は認めなかったが，HOMA β がHFD群で
有意に低値であった．（HFD vs 非 HFD 68.4±21.2 vs 98.5±85.4，p＜0.05）【総
括】HFD既往群でインスリン分泌能の低下が疑われ，糖尿病発症のハイリス
クにあり，発症予防のための取り組みが必要と考えられた．若年女性で受診
可能な健診は少なく，今後もこのような取り組みを広げていきたい．

O-247 頻発する低血糖とグリコアルブミン高値を呈した
神経性食思不振症の 1例

市立豊中病院糖尿病センター
李 享相 西浦伸子 出口有近 末原節代 岡内幸義
嶺尾郁夫

症例は 27 歳女性．17 歳時に神経性食思不振症の診断を受けた．食事は
固形物をほとんど食べず，経腸栄養剤（1600 kcal�日相当）を摂取して
いると自己申告．数か月前から体重が 2 kg減少し，2日前より低血糖症
状があるため入院加療となる．身長 150 cm，体重 21.5 kg，BMI 9.6 とる
い痩著明であるが，意識清明でADLは良好．末梢血赤血球 437 万�μ l，
Hb 14.0 g�dlと貧血はないが，血清アルブミンは 3.2-3.6 g�dlに低下．入
院後も，夜間から早朝に 30-50 mg�dlの低血糖をほぼ連日呈し，ブドウ
糖投与を要した．低血糖時は，IRI ＜0.5 μU�dlに抑制，ACTH（93.7
pg�ml）・コルチゾール（33.4 μ g�dl），hGH（113.0 ng�ml）は上昇．IGF-
1 は＜6.3 ng�ml．入院 13 日間の 7：30，11：30，17：30，21：30 の平均
血糖値±SD（n＝46）は，82.5±54.7 mg�dlであった．HbA1c（JDS）4.7 ％，
1.5AG 32.0 μ g�mlと正常であったが，グリコアルブミン（GA）は 18.8 ％
と高値を認めた．GA高値には血糖値以外の要因の関与が示唆された．

O-248 CGMSを術前術後に施行し血糖動態の改善が認
められたインスリノーマの 1例

大阪府立急性期・総合医療センター糖尿病代謝内科
片岡隆太郎 狭間洋至 藤田洋平 畑崎聖弘 馬屋原豊

【症例】70 歳男性【主訴】意識障害【現病歴と経過】腹部エコー
検査で膵尾部に陰影を認めた事から膵腫瘍精査目的に当科紹
介となり精査加療目的に入院．食後に 40 mg�dl以下へ血糖値
の低下が，OGTT検査 2時間値で血糖値 21 mg�dlに対し血中
IRI 4300 μU�mlとインスリン異常分泌が認められた．腹部造
影CT検査で膵臓尾部に 4 cm大の腫瘍像が認められた．空腹
時血糖値・インスリン値よりTaminato の診断基準を満たし
インスリノーマと診断，膵尾部切除術を施行．術後より低血糖
発作は消失を認めた．術前術後にOGTT�CGMS（Continuous
Glucose Monitoring System）で血糖推移の確認を行ない，術施
行により血糖動態の改善を認めた．【結語】CGMSの登場によ
り検査回数の軽減や連続的な血糖動態の把握が可能となった
事からインスリノーマの病態評価にCGMSが有効と思われた
症例を経験した．多少の文献的考察を加え報告を行う．

O-249 サプリメント連用によるインスリン自己免疫症候
群の 1例：コーンスターチ療法の有効例

市立豊中病院糖尿病センター
出口有近 岡内幸義 末原節代 嶺尾郁夫

症例は 70 歳女性．2年前よりメチオニンを含むサプリメントを
服用していたが，α リポ酸・グルタチオンを含むものはなかっ
た．20XX年 6月 3日夜間に動悸・発汗あり，6月 4日と 6月 6
日夕食前にも同症状あり．近医にて低血糖および高インスリン
血症を認めたため当院紹介入院．FPG 54 mg�dl，IRI 1210 μU�
ml，CPR 5.3 ng�ml，抗インスリン抗体結合率 88.8 ％，濃度≧
5000 nU�ml，HbA1c 5.9 ％（JDS），GA 18.6 ％，U-CPR 115 μg�
日．GADAb陰性であったが，TPOAb（166 IU�ml），TgAb
（282 IU�ml），抗核抗体（≧2560 倍）は陽性．午前 0，2，4時に
血糖 60-70 mg�dlの低血糖あり．OGTTにて 0，30，60，120，
180，240 分の，血糖（mg�dl）は 94，168，237，246，209，118，
IRI（ μg�ml）は 149，341，499，720，900，633，CPR（ng�ml）
は 2.8，6.9，10.2，11.7，13.9，9.5 であった．深夜低血糖に対し
てコーンスターチ療法を開始し，低血糖の消失を認めた．
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O-250 刺激反応性のインスリン分泌能を保持したインス
リノーマの 1例

神戸大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科 1

神戸大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・内分泌内科学 2

神戸大学大学院医学研究科生理学・細胞生物学講座細胞分子医
学 3

中川 靖 1 松田友和 1 廣田勇士 1 吉岡奈美 1 高田絵美 1

中村友昭 1 高部倫敬 1 橋本尚子 2 坂口一彦 2 清野 進 3

小川 渉 2

【症例】81 歳男性．1年前から時に冷汗を自覚．朝食後に意識障害が生じ，血糖 23
mg�dl，IRI 13.6 μU�mlを認め当院入院．食事負荷では食後 60 分で IRI276 μU�ml
に上昇し，食後 120 分で低血糖が生じた．OGTTでは負荷後 30 分で IRI1483 μU�ml
に上昇し，負荷後 90 分で低血糖を認めた．グルカゴン負荷でも負荷後 IRI 2398 μU�
mlに上昇した． 48 時間絶食では IRI は 2 μU�mlまで低下し低血糖は認めなかった．
絶食後のグルカゴン投与で，負荷後 50 分で IRI は 52 μU�mlまで上昇し低血糖を認
めた．CT�MRI で膵頭部に径 20 mmの腫瘤を認め，ASVSで同部位から著明なインス
リン分泌が確認された．【考察】絶食時に低血糖がなく負荷後�食後に著明な高インス
リン血症と低血糖を認め，高度な刺激反応性を保持したインスリノーマと考えられ
た．膵 β 細胞のグルコース反応性の分子機構を保持している可能性が示唆された．

O-251 低血糖性意識障害時の経口砂糖水投与にて急性肺
水腫を発症した 1例

北摂総合病院
竹内 徹 飯田 亮 矢野雅浩 佐野村誠 貴島源一
木野昌也

【症例】62 歳，女性．近医にて 1型糖尿病加療中，血糖コントロー
ルは不安定型であった．【経過】痙攣発作を伴う意識障害を認め
砂糖水を経口摂取させるも意識回復せず当院救急搬送となっ
た．ブドウ糖点滴投与により速やかに意識改善を認めたが来院
2時間後より突然の呼吸困難を訴え始め，著明な低酸素血症
（PaO2：27.1 torr）を認めたため直ちに気管内挿管，呼吸管理入
院となった．胸部CTでは広範囲の浸潤影を認めており，抗生
剤，ステロイド及び好中球エラスターゼ阻害薬を開始したが，翌
日の胸部CTでは浸潤影は著明に改善しており抜管可能となっ
た．以降低血糖再発は認めず，浸潤影も改善し経過良好にて退院
となった．【結語】意識障害を有する低血糖発作時に砂糖水を経
口投与させる事は，誤嚥による重篤な肺障害を来す可能性を有
する事を糖尿病教育において充分に啓発する事が必要である．

O-252 高用量 SU薬投与中に無症候性低血糖を認め，減
量・中止に至った 3症例

石井記念愛染園附属愛染橋病院
福田士郎 入江宏史 永田恒久 松田政浩 橋本久仁彦
野口左内 森本靖彦

【症例 1】69 歳男性．グリメピリド 6 mg（シダグリプチン併
用）でHbA1c4.8 ％．紹介教育入院中に食前血糖＜100 mg�
dlが続き経口糖尿病薬を全て中止．75gOGTTは糖尿病境
界型．【症例 2】48 歳男性．糖尿病診断当時は食後血糖 200
程度．グリメピリド 6 mg（メトホルミン，シダグリプチン
併用）でHbA1c5 ％も尿糖陽性のため紹介．無症状である
が食後血糖 47 mg�dlが判明し，経口糖尿病薬を全て中止．
75gOGTTは正常型．【症例 3】56 歳男性．グリメピリド 6
mg（シダグリプチン併用）でHbA1c6.0 ％．紹介教育入院
中に食前血糖 40-50 mg�dlのためグリメピリドを漸減中
止．食後血糖 160-170 mg�dlで，シダグリプチンを増量し良
好なコントロールを得た．【総括】高用量 SU薬投与中は無
症状であっても低血糖に十分な注意を要する．

O-253 自殺目的でインスリン 1200単位皮下注射したが
早期回復しえた 1例

（財）田附興風会医学研究所北野病院糖尿病内分泌センター
前川裕継 森可南子 本庶祥子 浜本芳之 河崎祐貴子
龍岡久登 藤本寛太 越山裕行

【症例】30 歳，肥満男性，うつ病で内服治療中であった．2011
年 6 月中旬に他院で糖尿病を指摘され，インスリン導入．混合
製剤［Mix50］（朝 16�夕 12），メトホルミン 500 mg処方され 7
月初旬に退院．以後通院加療の予定で退院 4日後に薬剤を処方
されたが，翌日に自殺企図し向精神薬を大量服薬するとともに
Mix50 4 本（1200 単位）を頻回に自己注射し，低血糖昏睡およ
び薬物中毒にて当院救急搬送された．搬送時血糖は測定不能低
値で，入院後 25％ブドウ糖液を持続点滴し，随時 50％ブドウ
糖の静脈注射を実施した．7時間後に意識回復，16 時間後には
低血糖は改善した．ブドウ糖総投与量は 360 g であった．【考
察】本症例はインスリン大量注射により自殺を図ったが早期の
対応により救命し得た．うつ病患者のインスリン導入には十分
注意し精神科的ケアが必要であると考えられた．

O-254 低血糖症と横紋筋融解症を契機に診断，内科的治
療が無効であったインスリノーマの 1例

大阪医科大学内科学 I
重本 翔 忌部 尚 宮脇正博 高本晋吾 谷本啓爾
佐野寛行 三柴裕子 平岩哲也 大西峰樹 寺前純吾
花房俊昭

【主訴】低血糖【現病歴】統合失調症にて近医長期療養中，2010 年 6
月横紋筋融解症を発症した際に血糖値 20 mg�dl，インスリノーマを疑
い腹部造影CTを施行したところ，膵頭部に φ 1 cm大の造影効果を認
める腫瘤を認めた．その後ブドウ糖を含む持続点滴を行ったが，血糖値
40～60 mg�dl台と低血糖を認めた．このため精査加療目的に 2010 年 8
月当科入院となった．【生活歴】飲酒：機会飲酒，喫煙歴：20 本�日×40
年【入院後経過】絶食試験開始 11 時間 40 分後に発汗著明，血糖値 41
mg�dl，IRI 6.1 μU�mlとインスリンの過分泌を認め，インスリノーマと
診断した．手術に対し同意が得られず，アログリセム内服・ソマトスタ
チン皮下注射での治療を試みたが低血糖症は改善しなかった．このため
2010 年 12 月胃幽門輪温存膵頭十二指腸切除術施行，低血糖症は消失し
た．インスリノーマに対し内科的治療を行うことは稀であり，報告する．

O-255 リラグルチド 0.3 mg�日の単独投与で夜間低血糖
が認められた慢性腎不全の 1例

（財）田附興風会医学研究所北野病院
龍岡久登 浜本芳之 本庶祥子 河崎祐貴子 藤本寛太
森可南子 和田良春 池田弘毅 越山裕行

【症例】78 歳男性，2型糖尿病．近医でグリメピリド内服にて加療
されていたが，腎症悪化に伴いHbA1c（JDS）は 5.4 ％まで低下し
ていた．自宅で意識障害となり当院に救急搬送された．腎機能悪化
に伴う SU薬の遷延性低血糖と判断，SU薬を中止し第 4病日より
リラグルチド 0.3 mg�日の投与を開始した．日中の血糖値は良好と
なったが，持続血糖測定システムにて早朝に 40 mg�dl未満の低血
糖を認めた．そこでシタグリプチン内服に変更したところ，低血糖
なく日中の血糖値も良好に維持され退院となった．【結語】インク
レチン製剤はそのインスリン分泌促進機序から単剤では低血糖を
起こしにくいとされているが，腎不全における単剤使用で低血糖
を認めた症例を経験したので報告する．シタグリプチンでは低血
糖を認めなかったことから，腎不全症例ではDPP-4 阻害薬の方が
適切な可能性があり，夜間血糖も含めた評価が推奨される．
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O-256 低血糖昏睡を契機に副腎皮質機能低下症が判明し
た 2型糖尿病の 1例

神戸市立医療センター中央市民病院糖尿病・内分泌内科
佐々木翔 藤原雄太 岩倉敏夫 松岡直樹 石原 隆

【症例】77 歳，女性．平成 17 年頃より 2型糖尿病で近医通院，
23 年 3月グリメピリド 1 mgから 2 mgに増量とシタグリプ
チン 50 mgを追加された．4月 25 日倦怠感出現し，30 日倒れ
ているのを発見され当院に搬送された．意識レベル低下E1V
1M4，血糖 38 mg�dl，低血糖性昏睡と診断，ブドウ糖静脈投
与にて意識レベル軽快したが，低血糖遷延，原因不明の発熱と
倦怠感が続いた．来院時検査（IRI 5.3 μU�ml，ACTH 15.8 pg�
ml，Cortisol 3.8 μg�dl，）より副腎不全を疑った．CRH負荷で
ACTH前値 11.7 頂値 20.0，Cortisol 前値 2.7 頂値 3.7 と低反
応，中枢性副腎皮質機能低下症と診断した．他の下垂体機能検
査正常であった．ヒドロコルチゾン 10 mg投与にて発熱と倦
怠感は改善したため退院とした．【考察】本症例は当初薬剤性
低血糖を疑ったが，その後副腎皮質機能低下症と判明．低血糖
が遷延する場合には内分泌疾患の除外診断が重要である．

O-257 低血糖を繰り返し脳MRI にて両側海馬病変を認
めた 1型糖尿病の 1例

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 1

大阪市立大学大学院医学研究科老年内科・神経内科 2

三島誉史 1 元山宏華 1 竹内珠貴 1 三間洋平 1 森岡与明 1

森 克仁 1 福本真也 1 武田景敏 2 嶋田裕之 2 絵本正憲 1

稲葉雅章 1

症例は 36 歳男性．25 歳時，1型糖尿病と診断されインスリン治療を
開始．2011 年 6 月 26 日就寝時に痙攣，意識障害が出現．ブドウ糖内
服にて意識を回復したが，この頃より短期記憶障害を認めた．その後
も低血糖を繰り返し，同年 7月 1日 2時頃，意識障害にて当院搬送と
なり入院．入院時 JCSII-20．血糖値は 26 mg�dlと低血糖を認めた．
髄液検査は異常認めず，頭部MRI で両側海馬に左右対称性の軽度腫
大とT2W1で高信号を認めた．50 ％ブドウ糖液静注にて，意識レベ
ルは改善したが，順行性健忘は遷延した．その後，MRI 所見の改善と
ともに短期記銘力障害は部分的に改善した．低血糖症脳症の脳MRI
所見に関する報告は少ない．本症例は，反復する低血糖により海馬限
局病変が認められた稀な例であり，経時的な経過を報告する．

O-258 低血糖発作を契機に診断に至った膵島細胞腫症の
1例

大阪医科大学内科学 I
忌部 尚 宮里 舞 宮脇正博 高本晋吾 谷本啓爾
佐野寛行 三柴裕子 大西峰樹 平岩哲也 寺前純吾
花房俊昭

【症例】41 歳女性【主訴】冷汗，動悸【現病歴】26 歳頃，運動の際に冷
汗，手指振戦などの低血糖症状を認めたが糖分摂取により症状は改善．
以後同様の症状を繰り返すも，自己判断にて様子観察．39 歳頃，妊娠中
に低血糖症状あり，75gOGTTにて反応性低血糖を認めた．MRI で膵尾
部に 9 mm大の腫瘤を指摘，インスリノーマを疑われ，2010 年 11 月精
査加療目的に当科入院．【既往歴】37 歳：意識消失，39 歳：突発性難聴
【家族歴】父：胃癌，母：糖尿病【生活歴】飲酒・喫煙：なし【入院後
経過】腹部造影CTにて膵尾部に濃染される腫瘤を指摘．絶食試験開始
60 時間後に血糖値 47 mg�dlと低血糖を認めた．選択的動脈内カルシウ
ム注入試験を行ったところ，脾動脈にて IRI の上昇を認めた．膵腫瘍の
診断にて他院にて手術を施行されたところ，膵島細胞腫症であった．膵
島細胞腫症は比較的稀な疾患であり，文献的考察を加え報告する．

O-259 組織液抽出技術を用いたグルコースモニタリング
システムの評価 ―CGMとの相関評価 第三報

滋賀医科大学糖尿病内分泌内科 1 シスメックス株式会社 2

大阪府立成人病センター 3

潮 正輝 1 卯木 智 1 森野勝太郎 1 西尾善彦 1 柏木厚典 1

前川 聡 1 佐藤利幸 2 岡田正規 2 吉川泰生 2 渡辺敏弘 2

中島 弘 3

【目的】経皮的に組織液を収集し，血糖曲線下面積（AUC）相当指標を簡易
に測定するシステムを開発している．持続血糖モニタ（CGM）から算出す
る血糖AUCと本システムの相関を 8時間にわたり評価する．【方法】対象
は入院中にCGMを行った糖尿病患者 15 名．CGM施行中に，低侵襲微細針
アレイによる皮膚透過亢進処理を行った前腕部に貼付したゲルパッチ（2
部位）により，組織液を持続的に収集した．2時間毎の収集ブドウ糖総量を
貼付時間の血糖AUC相当指標として算出し，CGMによる血糖AUCと比
較した．【結果】本手法により得られた血糖AUCは，CGMから算出した参
照値と高い相関を示した（R＝0.85，2 部位のCV7％）．また，8時間の測定
にわたって，性能の低下は見られなかった．【結論】本システムにより，8
時間にわたって血糖変動を簡便・的確に把握できることが示唆された．

O-260 持続皮下血糖測定（Continuous Glucose Monitor-
ing）と自律神経機能の検討

藍野病院内科 1 東京女子医科大学東医療センター内科 2

西新井病院 3 帝京大学内科 4 藍野大学 5

大阪医科大学内科学 I6
山本直宗 1 久保 豊 2 石澤香野 2 金 光宇 3 山内俊一 4

吉田麻美 1 福田泰樹 1 佐々木恵雲 5 大澤仲昭 5 花房俊昭 6

大塚邦明 2

【目的】自律神経の活動性と血糖調節の関連を明らかにするため血糖と血圧，自律神
経機能を同時測定し比較した．【方法】医療従事者 35 名（年齢 40.3±7.6 歳，BMI26.2
Kg�m2，男性 30 名，女性 5名）を対象に，24 時間血糖連続測定とホルター心電計を
同時に測定し，RR間隔より算出された自律神経機能（副交感＝HF，交感＝L�H）と
血糖，血圧の関連を検討した．【結果】HFは血糖より血圧と負の相関を認めた割合が
有意に多かった（34.3 vs. 51.3 ％，P＜.05）．L�Hは血糖より血圧と負の相関を認めた
割合は多い傾向にあった（14.3 vs. 34.3 ％，P＝.24）．60 mg�dl未満の低血糖を認めた
3症例の自律神経機能において，2例は低血糖と一致する時間帯に交感神経機能の上
昇を認めたが，1例は認めなかった．【総括】心臓自律神経機能とCGMでの血糖の関
連は血圧の関連より弱く，低血糖時の交感神経機能の活動性は症例により異なった．

O-261 CA19-9 の著明高値を認めた糖尿病性ケトアシ
ドーシスの 1例

京都第一赤十字病院糖尿病・内分泌・リウマチ科
奧 紗織 田中 亨 中野美由紀 木村寿宏 尾本篤志
福田 亙

【症例】45 歳，男性．40 歳で糖尿病と診断され，近医で経口
薬治療を受けていた．感冒様症状が出現した 1週間後から嘔
気，嘔吐がみられ，食事量も低下したため内服を中断した．
補液後も改善せず，当院救急外来へ紹介され，糖尿病ケトア
シドーシスの診断で緊急入院した．生理食塩水の点滴とイン
スリン持続静脈内投与を行った．高血糖とともにCA19-9
11779 U�mlと著明高値を認め，各種画像検査を行ったが，原
因は明らかではなかった．嘔気，嘔吐は数日後には改善し，
CA19-9 は 13 日目には 2893.5 U�mlまで低下し，1ヵ月後に
は正常化した．【考察】CA19-9 は胆道癌，膵癌で高値を示すこ
とが知られ，胆管炎，胆道結石，膵炎などの良性疾患におい
ても同様に高値を示すことがあるが，10000 U�ml以上を示す
報告は散見されるのみであり， 文献的考察を含め報告する．
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O-262 脂肪肝患者における頚動脈 IMTとプラーク：
HbA1c の値による違いは？

すがの内科クリニック
菅野雅彦 松野たか子 永田聖華 伊東雅子

【目的】脂肪肝（FL）の頸動脈USを検討．【対象】H23�22�21 年の 94�
63�51 例．【方法】IMT；I（R：L），plaque；P例数（R：L）をHbA1c
≧5.5 ％（耐糖能障害：D），≦5.4 ％（N）別に記載（両側B，多発 PP）．
【結果】23 年；D：48 例；I（0.74：0.75），P25（21：20），B13，PP4．
N：46；I（0.67：0.67），P20（15：17），B9，PP7．有 plaque（PC）は
D（M：F；16：9）；年 齢（A）（有：無；66.6：58.1），HDL（49.7：
61.4），N（M：F；8：12）；A（70.7：52.9），H（65.8：63.1）．22 年：
D：39；I（0.69：0.69），P17（14：12），B8，PP9．N：24；I（0.65：
0.66），P5（5：4），B4，PP3．PC：D（M：F；10：7）A（69.2：54.7），
H（50.1：58.7），N（M：F；4：1）；A（62.8：57.2），H（63.6：67.3）．
21 年：D28；I（0.71：0.66），P11（7：8），B4，PP4，N：23；I（0.63：
0.62），P6（4：4），B2，PP2．PC：D（M：F；7：4）A（69.2：59.5），
H（48.0：54.4），N（M：F；1：5）A（67.3：54.8），H（71.3：62.5）．
【結語】Iは D＞N，PC：M＞F，D：39-52 ％，23 年 FLは Nも 44 ％．

O-263 電子カルテに対応した血糖測定用POCT機器の
使用経験

神戸赤十字病院内科
川島邦博 伊賀真紀子 横山祐二 上田祐介 國定浩一
梶本和宏

【背景】測定値管理や機器精度の問題から POCT（Point of
CareTesting）機器を病棟で導入する施設が最近増加している．さ
らに電子カルテの普及に伴い，リスクマネージメントと業務効率
化の観点から電子カルテに対応した POCT機器が注目されてい
る．【方法】病棟看護師に対するアンケート調査を行い，簡易血糖
測定に関する現状の問題点を検討した．また当院での「メディ
セーフフィットプロ」の使用経験を基に，その導入効果も検討し
た．【結果】電子カルテ対応 POCT機器は，血糖値の転記漏れや転
記ミス，患者の取り間違いなどの人的オペレーションミスの防止
に役立ち，看護師の業務軽減にも有用であった．また血糖値が電
子カルテ上でリアルタイムに確認できることから，患者の血糖管
理にも有用であった．【考察】血糖測定指示やインスリン指示との
システム連携など，今後さらなる機能の充実を期待したい．

O-264 糖尿病患者におけるHbA1c の季節変動に関する
検討

和歌山県立医科大学医学部臨床検査医学 1

和歌山県立医科大学付属病院中央検査部 2

古田眞智 1 冨坂竜矢 2 山名暁子 1 森田修平 1 植山 実 1

大石博晃 2 三家登喜夫 1

【目的】HbA1c の測定は糖尿病の診断および治療に不可欠な検査である
が季節的影響に関する報告は少ない．我々はHbA1c の季節変動について
検討した．【方法】a）過去 10 年間の和歌山県立医科大学付属病院で
HbA1c を測定した全患者，b）当院の糖尿病内分泌代謝内科外来に定期通
院した患者 133 名，c）HbA1c の値により 3群に分けた糖尿病患者，各々
の対象群に対し季節によるHbA1c 値の変化について検討した．【結果】
HbA1c は，a）全患者では 3，4月が有意に高く，9，10 月は低値の傾向で
あった．b）133 名の糖尿病患者でも 3，4，5月が有意に高く，9，10，11
月に低い傾向にあった．c）HbA1c により 3群に分けた糖尿病患者におい
ても同様の傾向であった．特に，コントロールの悪い群では 3，4，5月と
9，10，11 月のHbA1c 値の差が他の群に比べて大きかった．【結語】HbA1c
には季節変動があり，それを考慮した治療や指導が必要である．

O-265 糖尿病患者の血糖季節変動の要因に関する検討
財団法人甲南病院糖尿病センター
中野有紀 片岡千明 江之口二三代 弓岡稔貴 片山茂明
上浦 望 芳野 弘 福永 馨 八木規夫 坂井 誠
老籾宗忠

【目的】外来通院中の糖尿病患者の血糖季節変動に関連する
患者背景因子を検討した．【対象と方法】当院で継続して外来
治療中の糖尿病患者 127 名を対象にHbA1c を測定し，性別
及び治療法別にHbA1c の推移を 3カ月移動平均で比較検
討した．【結果】全例を対象としたHbA1c は 1-3 月に 7.5±
1.0 ％と最も高く，8-10 月に 7.0±0.8 ％と最低値を示した．そ
の変動幅は，男性より女性に大きい傾向であった．治療法別
では，インスリン群，内服群，非投薬群の 3群間で同様であっ
た．その他の患者背景因子との関連についても報告する．【考
察と結語】糖尿病患者の血糖コントロールは治療法とは関係
なく，1-3 月に悪化し，8-10 月に安定する傾向がみられた．こ
の季節変動の解析を行い，その要因を累積することによっ
て，より的確な糖尿病指導を行うことが出来ると考えた．

O-266 糖尿病患者の一般検尿から尿路悪性腫瘍を見つけ
るための前向き検討

財団法人住友病院臨床検査技術科 1

財団法人住友病院内分泌代謝内科 2

西 律子 1 川口路実 1 愛甲佐津紀 1 小橋真規子 1

小幡佳也 2 馬殿 恵 2 最所賢二 2 丹波祥子 2 山本浩司 2

山田祐也 2 松澤佑次 2

【目的】昨年の本学会で一般検尿から尿路悪性腫瘍を診断できた糖尿病 20 例
を報告した．効率的な尿路悪性腫瘍発見のため，精査条件を決めて前向きに検
討した．【対象と方法】2009 年 1 月の一般検尿 5,469 検体中，外来糖尿病患者
1,261 例．蛋白定性・潜血反応と尿沈渣中の変性移行上皮細胞の有無を精査の
条件とし，これを満たす例の臨床診断を調査した．【結果】尿蛋白 30 mg�dl
以上で潜血反応（1＋）以上は 76 例あり，尿路結石 9例，尿路感染症 6例，尿
路腫瘍術後経過 6例，前立腺肥大 11 例であった．この期間に新規尿路悪性例
はなかった．変性移行上皮細胞は，尿沈渣実施 612 例中 17 例で認め，尿路結
石 3例，尿路感染症 5例，尿路腫瘍術後経過 3例，前立腺肥大 4例であった．
【考察】一般検尿異常例は良性疾患が圧倒的に多い．この中で少数の悪性疾患
例をすくいあげるには，積極的に沈渣鏡検を実施することが有効である．

O-267 二度顎下腺腫脹の生検をしたにも関わらず診断に
苦慮した糖尿病合併 IgG4関連腎症の 1例

国立病院機構京都医療センター糖尿病内科 1

国立病院機構京都医療センター腎臓内科 2

橡谷真由 1 金子恵一 2 中川内玲子 1 八幡兼成 2 河野茂夫 1

症例は 70 歳代男性．11 ヶ月前に無痛性の右顎下腺腫脹を認め，腫
瘤摘出術の所見では慢性唾液腺炎の診断であり，免疫染色にて
IgG4�IgG は 5 ％未満であった．同時期から口渇，頻尿，全身倦怠
感，体重減少があり，4ヶ月前近医受診，11 ヶ月前と比較し血清
Cre1.1→2.3 mg�dl，Hb10.7→7.5 g�dl，随時血糖値 107→300 mg�dl
に悪化，HbA1c 12 ％（JDS値），エコー，CTでは異常所見はな
かった．糖尿病はインスリン導入にて改善し，腎機能障害は検尿
異常無く経過観察となった．1ヶ月前に左顎下腺腫脹を認め，針生
検の結果再度慢性唾液腺炎の所見であった．経過中血清蛋白 7.5
→10.3 g�dlとなり，血清 IgG 4828 mg�dl，IgG4 1880 mg�dlであ
り，ここで IgG4 関連疾患が疑われた．腎生検にて間質性腎炎と診
断，IgG4 陽性形質細胞を多数認めた．顎下腺生検では診断に至ら
ず，診断に苦慮した症例であり文献的考察を加えて報告する．
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O-268 膵腫瘤切除後 14年の経過で内因性インスリン分
泌能の枯渇を認めた自己免疫性膵炎の 1例

大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 1

大阪大学大学院医学系研究科病態病理部 2

細川吉弥 1 小澤純二 1 樫根 晋 1 北村哲宏 1 前田法一 1

大月道夫 1 沖田考平 1 岩橋博見 1 千原 剛 2 今川彰久 1

下村伊一郎 1

症例は 50 歳の男性．1996 年，膵体尾部腫瘤に対し切除術を施行し腫瘤形成
性膵炎と診断した．術前耐糖能は正常型であったが，術直後境界型を示し，
97 年には糖尿病型であった．98 年眼瞼腫脹認め，FPG 273 mg�dlでインス
リン加療を開始したが，内因性インスリン分泌能は比較的保たれていた（尿
CPR 26.5-61.9 μ g�日）．その後徐々に血清CPRは低下し，インスリン必要量
は増加，2010 年には血清CPR＜0.1 ng�ml，尿CPR 2.7 μ g�日と内因性イン
スリン分泌能の枯渇を認めた．96 年の膵病理標本を再検討し，IgG4 陽性細
胞浸潤を認め，自己免疫性膵炎と診断した．自己免疫性膵炎におけるインス
リン分泌能の長期予後に関する報告は少ないが，今回，かつて腫瘤形成性膵
炎と診断された症例の再検討を行うことで自己免疫性膵炎と診断，その後
14 年間の経過における内因性インスリン分泌能の一経過を明らかにした．

O-269 カリウム補充にて血糖管理が著明に改善した糖尿
病の 1例

滋賀医科大学医学部附属病院糖尿病内分泌内科
大橋夏子 村田幸一郎 山本秀香 佐藤大介 池田和弘
森野勝太郎 西尾善彦 前川 聡

【症例】糖尿病を指摘されたことがないC型肝炎の 66 歳女性【現
病歴】昨年夏から多飲多尿が出現，本年 4月入院時には 13 kg の体
重減少がみられた．当院消化器内科通院中の 3月採血で空腹時血
糖 263 mg�dl・HbA1c11.2 ％と初めて糖尿病を指摘され，血糖コ
ントロールとインスリン導入目的で当科紹介，入院となった．【所
見】pH7.48，PCO2 46，HCO3 33，Na 139，K 2.3，Cl 96【経過】昨
年春から処方開始となったグリチルリチンによる偽性アルドス
テロン症が原因と考え内服を中止したところ，食事療法の併用下
でだが空腹時血糖 350 mg�dlは 6日間で 150 mg�dlまで改善，8
日目には経口血糖降下薬のみでコントロール良好となった．イン
スリン分泌不全やインスリン抵抗性が低カリウム血症によって
誘導されたと考える．【結論】低カリウム血症を治療することで，
短期間に血糖コントロールの改善に成功した 1例を経験した．

O-270 CGMにより血糖日内変動と治療効果を観察した
ステロイド糖尿病の 1例

西宮市立中央病院
長尾綾子 玉田大介 合屋佳世子 紅林昌吾

症例は 78 歳女性．2011 年 3月アレルギー性肉芽腫性血管炎
と診断され，メチルプレドニゾロンのハーフパルス療法後，プ
レドニゾロン（PSL）50 mg�day より漸減投与された．同年 6
月 PSL30 mg内服中，HbA1c 6.4 ％，随時血糖 228 mg�dlを認
め当科紹介となった．空腹時血糖 78 mg�dl，IRI 5.1 μU�ml，
HOMA-R 0.98，HOMA-β 122 ％．これまでに糖尿病を指摘さ
れたことはなく，本例はステロイド糖尿病と診断した．CGM
では朝食後から日中にかけて緩徐に血糖上昇し，昼食後およ
び夕食後に著明な高血糖となり，最高値 292 mg�dlを認めた．
夜間には急峻に低下し，日内平均血糖値は 150±49 mg�dlで
あった．シタグリプチン 50 mgを投薬するも，効果は乏しく
（136±53 mg�dl），インスリンリスプロ頻回注射で大幅に改善
した（95±31 mg�dl）．CGMSを活用することでより安全で的
確な治療法を選択することができたと考えられる．

O-271 糖尿病初確認時に約 5 cm大の右副腎腫瘤を発見
した 1例

第二岡本総合病院内科 1 滋賀医科大学糖尿病腎臓神経内科 2

貴志明生 1 福田拓也 1 長谷川雅昭 1 上古眞理 1 鹿野 勉 1

紀田康雄 1 前川 聡 2

症例は 63 歳女性．2011 年 3 月に息苦しさのため受診した際，随
時血糖 272 mg�dl，HbA1c 7.6 ％と糖尿病を指摘された．BMI
は 14.2 kg�m2と低値で腹部単純CTを施行したところ，右副腎に
約 5 cm大の腫瘤を認め精査加療目的で入院となった．コルチ
ゾール値は，早朝 26.9 μg�dl，23 時 15.4 μg�dlと基礎値，夜間と
もに高かったが，デキサメサゾン 1 mg負荷にて 2.0 μg�dlまで
抑制された．一方カテコラミンやメタネフリンを含め他の副腎ホ
ルモンに異常を認めなかった．胸部CTや腹部造影CT・MRI，上
部・下部消化管内視鏡検査にても右副腎以外に腫瘍性病変を認
めず，123I-MIBG シンチグラフィでは副腎に異常集積を示さな
かった．インスリン療法により血糖コントロールの改善後，右副
腎摘出術を施行した．糖尿病初確認時に副腎腫瘤を発見し得た興
味ある症例で，今後病理組織についても検索する予定である．

O-272 ステロイド投与により尿糖改善を認めた Fanconi
症候群の 1例

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 1

大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学 2

大阪市立大学大学院医学研究科老年内科学 3

今西康雄 1 藏城雅文 1 永田友貴 1 小林郁江 2 嶋 英昭 2

森 克仁 2 石村栄治 2 三木隆己 3 絵本正憲 1 稲葉雅章 1

症例は 54 歳女性．2年前より下肢疼痛による歩行障害が出現．腎性
尿糖，血清リン低値，尿細管性アシドーシスを認め，Fanconi 症候
群と診断．腎生検で間質性腎炎と診断．高ALP血症を呈し，骨生
検で骨軟化症と診断．Fanconi 症候群の原因となり得る，薬物，重
金属の暴露歴は無く，シェーグレン症候群等の全身性疾患も認め
ない．抗ミトコンドリア抗体（AMA）陽性，IgM増加を認めたが，
肝生検では原発性胆汁性肝硬変に特徴的な慢性非化膿性胆管炎は
認めない．PSL 40 mg�日の投与により尿糖陰性化し，さらに血清リ
ン値の上昇，ALP低下，下肢疼痛改善．AMA陽性を呈するFan-
coni 症候群がステロイド治療により尿細管機能が改善したことよ
り，本症例の間質性腎炎に免疫学的機序の関与が示唆された．

O-273 トロサーハント症候群の治療中に褐色細胞種の診
断に至った 2型糖尿病の 1例

大津赤十字病院
荒木美希 荒牧 陽 池口絵理 谷口孝夫 岡本元純

【症例】48 歳男性【経過】糖尿病，高血圧症にて近医通院し
ていたが，糖尿病は食事療法のみでコントロール良好で
あった．2010 年 4 月上旬より急激な体重減少，頭痛，左眼
痛が出現．当院神経内科にてトロサ―ハント症候群の診断
のもとにステロイドパルス療法が施行されたが，ステロイ
ド投与によりHbA1c10.7 ％（JDS値）と血糖上昇を認め，
血糖コントロールおよび体重減少の精査目的に当科入院と
なった．インスリン強化療法を開始するとともに腹部超音
波検査を施行したところ，右副腎に径 30 mmの腫瘤を認め
た．血中カテコラミン，尿中メタネフリンはいずれも高値
で，褐色細胞腫と診断した．腹腔鏡下右副腎摘除術施行以
後，インスリン治療から離脱でき，体重も回復した．【考察】
トロサ―ハント症候群の発症，治療を契機に褐色細胞腫の
発見に至った症例であり，文献的考察を加えて報告する．
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O-274 小児急性リンパ性白血病への同種骨髄移植にてタ
クロリムス使用後に高血糖を来した一症例

京都大学大学院内分泌代謝内科 1 京都大学医学部小児科 2

酒井 建 1 日下部徹 1 平松英文 2 斧紀久子 2 足立壮一 2

阿部 恵 1 海老原健 1 青谷大介 1 藤倉純二 1 細田公則 1

中尾一和 1

【症例】10 歳男子，糖尿病の既往や家族歴なし．2010 年 10
月に当院小児科にて急性リンパ性白血病に対し非血縁者同種
骨髄移植を施行し，GVHD予防のため day-1 よりタクロリム
ス（FK506）が開始された．その後，空腹時血糖値の上昇を認
め（day0 95 mg�dl，day9 136 mg�dl），day9 か ら のGVHD
へのプレドニゾロン（PSL）（最大 70 mg�日）開始後に血糖値
の更なる上昇を認め，day54 からインスリン療法を行った（最
大 44 単位�日）．経過中の畜尿中Cペプチドは 36.5 μg�日と血
糖値と比較し低値であり，インスリン分泌不全が示唆された．
FK506，PSLの漸減・中止によりインスリン必要量は減少し，
day203 には中止可能となった．本症例の血糖値上昇の原因と
して，FK506 によるインスリン分泌障害の関与が考えられた．

O-275 食事運動療法にて減量に成功する糖尿病患者の特
徴

財団法人住友病院内分泌代謝内科 1 大塚製薬（株）診断事業部 2

高比康充 1 小幡佳也 1 馬殿 恵 1 最所賢二 1 丹波祥子 1

山本浩司 1 山田祐也 1 葛城粛典 2 松澤佑次 1

【背景】肥満を伴う糖尿病において体重減量が効果的に行えるかど
うかは重要である．今回，食事運動療法を同じように行った場合に
減量に成功する群とそうでない群の特徴を検討した．【方法】2003
年 7 月から 2010 年 12 月までに当院糖尿病センターに教育入院を
行った 3076 例を対象とした．身体測定，血液検査，CTによる内臓
脂肪測定を行った．食事運動療法を行い，入院中の減量の度合い
と，身体測定値，糖脂質代謝，脂肪分布などの関連を検討した．【結
果】男女とも減量に成功する群では入院時のウェストが大きかっ
た．CTによる脂肪分布では，減量に成功する群ではVFAが有意
に大きかったが SFAには差を認めなかった．減量幅との単相関で
もVFAは相関したが SFAは相関しなかった．男性ではアディポ
ネクチン低値例で減量幅が大きかった．【結論】内臓脂肪量の多い
糖尿病症例は，生活改善により減量に成功しやすい．

O-276 2 型糖尿病における食事負荷CPRへの寄与因子
の解析ーグルカゴン負荷試験との比較ー

京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科学 1

関西電力病院 2

船越生吾 1 藤本新平 1 浜崎暁洋 1 藤原秀哉 1 藤田義人 1

池田香織 1 高原志保 1 清野 裕 2 稲垣暢也 1

食後 CPRは臨床で簡便に測定でき，グルカゴン負荷後CPRと良好な相
関を示すため，インスリン分泌指標として用いられるが，寄与因子は不明
である．入院中の 273 名の 2型糖尿病患者において，朝食後 2時間後
CPR（PPCPR）を横断的に解析し，グルカゴン負荷 6分後 CPR（CPR-
6 min）と比較した．重回帰分析の結果，診断年数，BMI，HbA1c が PPCPR
を予測する主な独立変数であった．HbA1c は PPCPRの主な予測因子で
あるが，CPR-6 min の予測因子ではなかった．単相関では，HbA1c は
PPCPR，PPCPR�CPR-6 min と有意な負の相関を示した．PPCPRは，診
断年数やBMI といった，空腹時CPRや CPR-6 min と共通する寄与因子
と相関する一方で，他のCPR指標ではみられないHbA1c との負の相関
が特徴である．慢性高血糖状態は，食事負荷後の分泌能を抑制するが，グ
ルカゴン負荷後の分泌能には影響を与えにくいことが示唆された．

O-277 ケトーシスでインスリン療法を行い内服薬に移行
し退院可能となった 2型糖尿病の 1例

大阪労災病院糖尿病内科 1 棚橋内科・循環器科 2

阪口友香子 1 棚橋秀生 2 川口祥平 1 下 直樹 1 植松俊彦 1

狭間洋至 1 岡野理江子 1 良本佳代子 1 久保田昌詞 1

大橋 誠 1 野村 誠 1

【症例】39 歳，男性【既往歴】喘息【家族歴】父，兄 糖尿病【現病
歴】2010 年春，健康診断で糖尿病を認めなかった．半年間で 7 kg 体重
増加し，11 月に 87 kg（29.6 kg�m2）となった．11 月下旬，全身倦怠
感を自覚し，1ヶ月で体重 7 kg 減少を認めた為，12 月 21 日に他院受
診．血糖 311 mg�dl，HbA1c 12.2 ％，尿ケトン体（＋）で，同月 22
日当科紹介．【経過】入院後，インスリン療法・食事療法を開始，徐々
に血糖値・全身状態の改善を認め，入院第 10 病日に退院．第 2病日と
第 5病日の 1日尿中CPRは 16→100 μ g と改善を認めた．インスリン
療法からDPP-4 阻害薬・BG薬・TZD薬に移行後，近医通院．半年
後，退院時処方が継続されHbA1c 5.3 ％と経過良好である．【考察】今
回，ケトーシスで入院しインスリン治療後，経口血糖降下薬内服に移
行可能で経過良好となった 2型糖尿病の 1例を経験した．

O-278 2 型糖尿病でCSII を導入してQOLが向上した一
事例

淀川勤労者厚生協会西淀病院 6階病棟
藤原志乃 小野真意子 結城由恵 堀口結香 濱岡仁美
木村道子 山本樹璃

症例は 38 歳男性．28 歳頃より健診にて高血糖指摘され，他院に
入院し 2年ほど通院していたが，HbA1c4 から 5％，血糖コント
ロール良好なため自己判断にて治療を中断した．33 歳時，健診に
てHbA1c12.6 ％と分かり入院し，インスリン導入となった．その
後も仕事が不規則で，HbA1c9 から 11 ％で経過，その後もコン
トロール改善せず，今 11.2 ％のため再入院となった．仕事上の都
合もあり，本人の羞恥心から昼型のペン型インスリンにも抵抗
があった．そのため，入院中は患者自身もCSII に興味もあり，
急遽導入となった．CIR は毎回計算され，最終的には，朝 9，昼
16，夕 18 程度でカーボカウントを行った．ベーサルは時間帯に
より 0.3 から 0.45 単位�時間．1型糖尿病に関わらず，2型糖尿病
の患者にCSII とカーボカウントを導入し，効果的に治療がで
き，QOLの向上につながったため，その考察を考え，報告する．

O-279 ステロイド外用薬により不安定 2型糖尿病の臨
床像を呈したと考えられる 1例

関西医科大学第二内科
中丸 洸 岩崎真佳 藤高啓祐 野村惠巳子 城ひろみ
城 聡一 西川光重 岩坂壽二

症例は 72 歳男性．20 年来の 2型糖尿病で，他院にてインスリン
治療中であったが，血糖コントロールが非常に不安定であり，当
科で入院加療となった．入院時検査ではインスリン依存性が示
唆されたが，食事療法のみで血糖値は順調に低下傾向を示した．
しかし第 5病日から突然再増悪を認め，インスリン強化療法に
変更したが血糖値は容易には低下しなかった．血液検査の結果，
ACTHとコルチゾールの著明な低下を認め，原因として難治性
脂漏性湿疹に対し長期間使用中のステロイド外用薬が考えられ
た．外用薬の使用を中止したが，それに先立ち，ACTHとコル
チゾールは正常化傾向を示し，血糖コントロールも安定，インス
リン減量が可能となった．今回，ステロイド外用薬の一過性全身
性効果に起因したインスリン抵抗性により，不安定 2型糖尿病
の臨床像を呈したと考えられる 1例を経験したので報告する．
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O-280 持続的な喫煙と血糖コントロール，脂質代謝との
関連

医療法人川崎病院
久保聡子 大塚章人 松永 彩 深水英昭 岡崎能久
中村 正

【目的】喫煙が糖尿病の新規発症に影響を与えることが知られて
いる．今回 2型糖尿病患者において，持続的な喫煙が血糖コント
ロールなどの臨床指標に与える影響について検討した．【方法】対
象は当院外来通院中の 2型糖尿病患者 473 名（男性 263 名，女性
210 名，平均年齢 66±11 才，平均糖尿病罹病期間 13±9 年，平均
BMI24.2±4.0，平均HbA1c6.8±0.9 ％，喫煙率 23.7 ％）．喫煙の有
無により糖代謝，脂質代謝，糖代謝，血圧，ABI などの臨床パラ
メーターに差を認めるか検討した．【結果】年齢，BMI により補正
した値を検討したところ，喫煙者では非喫煙者と比較して，
HbA1c，血糖値，γ -GTP，高感度CRPが有意に高く，HDL-C，ABI
は有意に低かった eGFR，血圧，PWVには差は認めなかった．【考
察】2型糖尿病患者において，持続的な喫煙は血糖コントロール
と脂質代謝に悪影響を与えている可能性があると考えられた．

O-281 術後残存GH産生下垂体腫瘍摘除にてインスリン
離脱に至った糖尿病の 1例

大阪府済生会中津病院糖尿病内分泌内科
松本義弘 田中早津紀 山内一郎 満田佳名子 保田紀子
吉田有希子 中野厚生 前田康司 新谷光世 西村治男

症例は 58 歳女性．25 歳時に 2型糖尿病と診断され内服開始となっ
た．20 歳代後半には末端肥大症に特異的な顔貌を呈し，指輪のサイ
ズが 20 年で 9号から 17 号と増大した．37 歳時にインスリン加療
開始となり，この時撮影した頭部CTで偶発的に下垂体腫瘍を発
見，精査にて下垂体性末端肥大症と診断し当院脳外科にて下垂体
腫瘍摘除術施行した．術後もインスリンは約 50 単位�日必要であ
り，GH過剰も改善しなかったためカベルゴリン 7.5 mg，ソマトス
タチンLAR40 mg�月を併用したが，GH3～8 ng�ml，IGF-1 400～
600 ng�mlとコントロール不良で経過していた．2009 年 12 月頭部
MRI で再評価したところトルコ鞍底近傍に，約 20×10 mmの残存
腫瘤を確認し 2011 年 5 月再手術を施行した．術後 6週でGHは 0.8
ng�mlへ低下，下垂体機能低下をきたすことなく血糖コントロー
ルも劇的に改善し 20 年来使用のインスリンを離脱可能となった．

O-282 2 型糖尿病の経過中に自己免疫性膵炎を急発症し
た症例

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 1

大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 2

山崎祐子 1 森岡与明 1 田中新二 1 森 克仁 1 福本真也 1

絵本正憲 1 庄司哲雄 1 西澤良記 1 稲葉雅章 1 森川浩安 2

河田則文 2

症例は 68 歳男性．2型糖尿病にて 3年来内服加療中であった．4
か月間でHbA1c の急激な上昇（7.8→10.2 ％）と 6 kgの体重減少を
認め入院となった．FPG 230 mg�dl，尿CPR 18 μg�日とインスリ
ン分泌能の低下，AST�ALT�γ -GTP 190�228�1068 IU�lと肝胆系
酵素の上昇，IgG�IgG4 2035�615 mg�dl，MRCPにてびまん性膵腫
大と主膵管の不整狭細・膵内胆管の狭窄，EUS-FNAでの膵病理組
織にて IgG4 陽性形質細胞の浸潤を認め，自己免疫性膵炎と診断し
た．PSL 40 mg�日により膵炎所見の著明な改善を認め，強化インス
リン療法にて血糖コントロール良好（＜FPG＜130 mg�dl）となり
退院．2年後の現在もPSL 5 mg�日にて膵炎は寛解状態であり，イ
ンスリン療法にて良好な血糖コントロールを維持している．

O-283 長期観察しえた自己免疫性膵炎に合併した糖尿病
の 1例

京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科学
渋江公尊 西 勇一 原田範雄 浜崎暁広 長嶋一昭
藤本新平 稲垣暢也

症例は 71 歳男性．2003 年近医にて膵頭部腫瘤を指摘．
MRCPにて膵管狭窄を認めた．膵液細胞診で悪性所見なく，
血清 IgG上昇を認め自己免疫性膵炎が疑われた．2005 年膵
腫大と胆管拡張を認め当院消化器内科受診．プレドニゾロン
が開始された．退院後体重減少が出現．近医で血糖 700 mg�
dl，HbA1c 9.5 ％（JDS値）であり当科 1回目の紹介入院．
混合型インスリン 2回注射にて血糖改善し，退院後はステロ
イド中止を機にインスリン中止となった．2009 年，IgG 再上
昇に伴いステロイド再開．2010 年 9 月より体重減少，口渇が
出現し随時血糖 354 mg�dl，HbA1c9.5 ％を指摘され 2回目
の入院となった．本症例は自己免疫性膵炎によるインスリン
分泌能低下が進み，ステロイド治療によるインスリン抵抗性
の上昇が加わったことで糖尿病が顕在化したと考えられた．

O-284 シェーグレン症候群を合併し低カリウム血性四肢
麻痺をきたした 2型糖尿病の 1例

箕面市立病院糖尿病センター 1 箕面市立病院内科 2

北井宏美 1 正田英雄 1 西井稚尋 1 井端 剛 1 小室竜太郎 1

金井秀行 2 田村信司 2 飯田さよみ 1

【症例】68 歳女性【主訴】四肢麻痺【既往歴】42 歳統合失調症
【現病歴】55 歳よりシェーグレン症候群を指摘されたが血清K
はほぼ正常．果実を含む食事摂取量が多く 63 歳より糖尿病を発
症した．グリメピリド 3 mg，塩酸メトホルミン 750 mg服用する
もHbA1c（JDS）8.6 ％であり血糖管理不良．平成 23 年 4月（68
歳）低K（1.8 mEq�l）性四肢麻痺を発症した．【経過】K製剤補充
により血清Kが正常化した時点の血液ガスは代謝性アシドーシ
ス，レニンおよびアルドステロン正常でありシェーグレン症候
群による尿細管アシドーシスが低K性四肢麻痺の原因だと診
断．インスリン分泌能はグルカゴン負荷試験 6分値―前値血中
CPR1.2 ng�mlであり良好．K製剤補充により以前は食事量を増
やすことでK補給する食生活を改めるとグリメピリド 1 mgに
減量にてHbA1c（JDS）6.6 ％になり血糖管理は改善した．

O-285 血糖コントロール悪化を契機にRS3PE症候群を
診断した高齢 2型糖尿病の 1例

医仁会武田総合病院糖尿病センター
陳 文 森本昌親

症例は 88 歳女性．2010 年 3 月までHbA1c7.0-7.5 ％と推移．同年
5月から手足膝関節周囲腫脹と痛みを繰り返し，当院整形外科
を 3回受診，抗生剤と消炎鎮痛剤が投与され，上記症状が一時緩
解したが，7月中旬再発，血液検査CRP16.65，HbA1c10.2 ％
（JDS），蜂窩織炎が疑われた．同時に，血糖コントロールも悪化
したため，入院となった．入院後抗生剤投与中にも関わらず発
熱，両手足関節浮腫が悪化，CRP15.65 と再上昇，リウマチ因子
と抗CCP抗体陰性，手足の骨びらんを認めず．RS3PE症候群が
疑われ，PSL20 mg�day を投与した後，炎症と四肢浮腫が速やか
に改善した．RS3PE症候群は，1985 年にMcCarty らによって
JAMAに報告された，予後良好，リウマチ因子陰性，対称性手
背足背圧痕浮腫を伴う滑膜炎を臨床的特徴として，少量なステ
ロイドで著効する症候群とされている．2型糖尿病との合併例
の報告は少なく，稀な症例と考え，報告する．
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O-286 非薬剤性の横紋筋融解症を来たした 2型糖尿病
患者の 1例

大阪厚生年金病院内科 1 大阪厚生年金病院皮膚科 2

田邉和浩 1 新田洋介 1 比佐伊都子 1 鈴木智子 1 銭林雅子 1

石橋里江子 1 中井大介 2 馬渕恵理子 2 池上隆太 2

宮田 哲 1

76 歳男性．平成 22 年 9月に糖尿病と診断され，グリクラジド内服
を開始されたが，発疹が出現したため内服を中止していた．その他
の内服薬は約 3年間変わりなく，スタチン系の内服歴はない．平成
23 年 1月に甲殻類のフライを食べた後，体幹部と下肢に皮疹・筋
肉痛・関節痛が出現し始め，近医にて蕁麻疹疑いとしてヒドロコ
ルチゾン静注を受け，プレドニゾロン内服を開始された．その後の
血液検査でCK9560 U�lと高値を認めたため，当院皮膚科紹介・緊
急入院となり，血糖コントロールを含めて内科共観となった．当院
紹介時，WBC7700�μ l，CRP14.4 mg�dl，CK6610 U�l，ミオグロビ
ン 1300 ng�ml，HbA1c（JDS値）8.9 ％であった．皮膚筋炎等は否
定され横紋筋融解症と診断，補液等にて軽快した．非薬剤性の横紋
筋融解症を合併した 2型糖尿病患者の 1例について報告する．


