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特別教育講演

	 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　東京女子医科大学名誉教授	 門間  和夫

「薬物性胎児動脈管閉鎖：インドメサシンとスルホニル尿素薬」

■平成 23 年 11 月 12 日（土）13：25 ～ 14：15

イブニングセミナー　（海外招聘講演）

	 座長　海老名総合病院・糖尿病センター	 大森  安恵
	 演者　Royal	Victoria	Hospital,	Belfast,	UK	 David R. Hadden

■平成 23 年 11 月 11 日（金）18：30 ～ 19：30

“Global Trends in Management of Hyperglycaemia in Pregnancy”

学会特別事業報告

	 演者　三重大学医学部附属病院周産母子センター	 杉山  　隆

「全国糖代謝異常妊娠調査および妊娠糖尿病に関する
多施設共同研究について」　　　　　　　　　　　　

■平成 23 年 11 月 11 日（金）11：30 ～ 11：55
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シンポジウム1

	 座長　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科	 平松  祐司
	 　　　久留米大学医学部産婦人科	 堀　  大蔵

「妊娠糖尿病新診断基準への対応」

■平成 23 年 11 月 11 日（金）16：20 ～ 18：20

1.「新旧 GDM 診断基準による周産期合併症発現率の変化」
	 演者	 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室	 延本  悦子／他

2.「妊娠糖尿病と食事療法のありかた―グリコアルブミン値を用いた管理―」
	 演者	 総合母子保健センター愛育病院産婦人科	 松井  大輔／他

3.「妊娠糖尿病の管理に関する新たな提案：リスク因子を考慮した管理指針」
	 演者	 国立病院機構長崎医療センター産婦人科	 山下  　洋／他

4.「妊娠糖尿病の分娩後糖尿病発症におけるフォローアップの重要性」
	 演者	 心臓病センター榊原病院糖尿病内科	 清水  一紀／他
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シンポジウム2

	 座長　音羽病院総合女性医学健康センター	 佐川  典正
	 　　　新潟大学医学部小児科	 内山  　聖

「母体栄養・子宮内環境とエピジェネティクス」

■平成 23 年 11 月 12 日（土）14：20 ～ 16：45

1.「周産期における栄養と児の精神運動発達」
	 演者	 順天堂大学医学部小児科	 田中  恭子

2.「出生体重および乳幼児期の成長と小児思春期の生活習慣病との関連」
	 演者	 新潟大学医歯学総合病院小児科	 菊池  　透／他

3.「 妊婦自身の出生体重は妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群の発症や
　  その他の妊娠結果に関連するか？」
	 演者	 国立成育医療研究センター母性医療診療部	 荒田  尚子／他

4.「 妊娠による次世代高血圧への影響：栄養調節妊娠ラットの検討と、
　  メタボロミクスを用いた妊娠高血圧症候群患者の検討」
	 演者	 福島県立医科大学産婦人科	 高橋  秀憲／他

5.「 母体脂質摂取量の実態調査ならびに母体脂質摂取量の増加が次世代へ与える
影響について」

	 演者	 三重大学産婦人科	 梅川  　孝

6.「マウス母体の高脂肪食摂取が仔の脳機能に及ぼす影響について」
	 演者	 国立精神・神経医療研究センター神経研究所	 和田  圭司
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ディベートセッション
■平成 23 年 11 月 12 日（土）10：40 ～ 12：20

	 座長　大阪府立母子保健総合医療センター母性内科	 和栗  雅子
	 　　　宮崎大学医学部産婦人科周産母子センター	 鮫島  　浩

「糖尿病妊婦の厳格な血糖管理のために使用するならば…？」

1.「SMBG の立場から」
	 演者	 国立病院機構長崎医療センター産婦人科	 安日  一郎

2.「 糖代謝異常合併妊娠の良好な血糖コントロールを達成するためには、
　  ぜひ CGM の使用を」
	 演者	 北里大学医学部内分泌代謝内科学	 守屋  達美

Debate 2. インスリン強化療法： MDI vs. CSII

3.「 妊娠中の厳格な血糖コントロールの達成および新生児合併症の予防は
　  MDI で達成できる」
	 演者	 東京女子医科大学糖尿病センター	 佐中  眞由実

4.「妊娠糖尿病患者における CSII 療法―高度な血糖管理と患者の QOL の両立」
	 演者	 大阪市立大学大学院発達小児医学教室	 川村  智行

Debate 1. 血糖測定器：SMBG vs. CGM
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ランチョンセミナー

■平成 23 年 11 月 11 日（金）12：00 ～ 12：55

	 座長　岐阜大学大学院分子・構造学講座内分泌代謝病態学分野	 武田  　純
	 演者　東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科	 西村  理明

	 座長　東京女子医科大学	 岩本  安彦
	 演者　順天堂大学大学院代謝内分泌学	 綿田  裕孝

■平成 23 年 11 月 12 日（土）12：25 ～ 13：20

1．「持続血糖モニター（CGM）からみた糖尿病治療の最適化」

2．「妊娠に伴う膵β細胞機能変化のメカニズム」

モーニングセミナー　（Meet-The-Expert）
■平成 23 年 11 月 12 日（土）8：00 ～ 8：50

	 座長　三重大学医学部附属病院周産母子センター	 杉山  　隆
	 演者　徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター	 黒田  暁生／他

「糖尿病合併妊娠における血糖管理の最適化」
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一般演題

■平成 23 年 11 月 11 日（金）8：50 ～ 16：15

 ［症例等（1）］8：50 ～ 9：30

	 座長	 東京都済生会中央病院内科糖尿病研究グループ	 穴澤  園子
	 	 大阪府立母子保健総合医療センター産科	 光田  信明

1．「妊娠中急速に網膜症が進行した 2型糖尿病合併妊娠の 1例」
	 大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科 1）、同・小児代謝内分泌内科 2）、同・産婦人科 3）、同・眼科 4）

	 	吉田  陽子 1）、福本  まりこ 1）、細川  悠紀 2）、薬師寺  洋介 1）、大塚  淑子 1）、寺村  めぐみ 1）、
 上野  宏樹 1）、山上  啓子 1）、川崎  勲 1）、田中  和東 3）、森  秀夫 4）、細井  雅之 1）

2．「妊娠中に糖尿病網膜症の進展を認めた双胎妊娠 1型糖尿病の 1例」
	 東京女子医科大学糖尿病センター 1）、同・母子総合医療センター 2）

	 柳沢  慶香 1）、春山  賢介 1）、小林  藍子 2）、松田  義雄 2）、北野  滋彦 1）、内潟  安子 1）

3．「メトホルミン開始後妊娠し、出産に至った糖尿病合併多嚢胞性卵巣症候群の 1例」
	 聖母病院内科 1）、同・産婦人科 2）

	 井上  ゆか子 1）、森野  美和子 1）、増澤  利秀 2）、樋口  泰彦 2）

4．「一過性尿崩症を合併した妊娠糖尿病の 1例」
	 東京都立大塚病院内科 1）、同・産婦人科 2）

 中村  佳子 1）、安井  麻織 1）、安井  俊行 1）、安藤  郷子 2）、浅野  真 2）、小沢  克典 2）、
 湯原  均 2）、阿部  史郎 2）、宮澤  豊 2）

5．「流産を経験した 1型糖尿病高齢初産妊婦に対する、妊娠から出産後に至るまでのアプローチ」
	 国民健康保険小松市民病院看護部 1）、同・内分泌代謝内科 2）

 南  多以子 1）、紺谷  幸子 1）、吉本  幸子 2）

 ［症例等（2）］9：30 ～ 10：10

	 座長	 埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科	 粟田  卓也
	 	 駿河台日本大学病院小児科	 浦上  達彦

6．「Overt	diabetes	in	pregnancy に伴って妊娠後期に発症した一過性大腿骨頭萎縮症の 1例」
 国立成育医療研究センター周産期センター産科１）、同・母性医療診療部代謝内分泌内科 2）、
 同・臓器・運動器病態外科部整形外科 3）

 小川  浩平 1）、荒田  尚子 2）、入江  聖子 2）、塚原  優己 1）、久保  隆彦 1）、日下部  浩 1）、
 左合  治彦 1）

一般演題
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7．「顕性蛋白尿で 2児を出産しえた 2型糖尿病患者の腎機能経過」
 旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 1）、同・産婦人科学講座 2）、同・小児科学講座 3）

 安孫子  亜津子 1）、堀川  道晴 2）、長屋  健 3）、千石  一雄 2）、羽田  勝計 1）

8．「妊娠後にグラルギンをNPHに変更し血糖管理を行った 1型糖尿病合併妊娠の 1例」
 市立芦屋病院内科 1）、淀川キリスト教病院内分泌・免疫内科 2）、馬場内科クリニック 3）

 渋谷  孝裕 1）、紺屋  浩之 1）、生天目  侑子 2）、竹原  樹里 1）、福岡  準人 1）、梶川  道子 2）、
 森山  啓明 2）、馬場  泰人 3）

9．「内科との診療方針の違いにより対応に苦慮した糖尿病合併妊娠症例」
 弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座 1）、大阪市立箕面病院 2）、国立病院機構弘前病院 3）

 福山  麻美 1）、田中  幹二 1）、水沼  英樹 1）、山本  善光 2）、尾崎  浩士 3）

10．「当院の 20 年間の妊娠糖尿病の統計調査から」
 広島市立安佐市民病院臨床検査部 1）、広島共立病院 2）

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

 ［看護・療養指導等］10：10 ～ 10：50

	 座長	 海老名総合病院・糖尿病センター	 鈴木		奈津子
	 	 兵庫医療大学看護学部母性看護学	 末原  紀美代

11．「入院中に妊娠糖尿病を診断された妊婦へのケア」
	 	杏林大学医学部付属病院総合周産期母子医療センター 1）、同・看護部 2）、同・産科婦人科 3）、
 社団法人日本看護協会 4）

 小澤  彩子 1）、近藤  由理香 1）、髙橋  久子 2）、谷垣  伸治 3）、池田  敏子 1）、
 石橋  知佳 1）、石井  優子 1）、秋元  未来 1）、関田  真由美 1）、岩下  光利 3）、福井  トシ子 4）

12．「新しい媒体を用いた妊婦の栄養指導の効果」
	 高崎健康福祉大学健康栄養学科 1）、群馬大学医学部栄養管理部 2）、同・産婦人科 3）、
 同・保健学研究科 4）、同・病態制御内科学 5）

 大友  崇 1）2）、勝俣  祐介 3）、定方  久延 3）、家坂  直子 3）、篠崎  博光 4）、
 橋本  貢士 5）、河原田  律子 1）、峯岸  敬 3）、小浜  智子 1）

13．「当院における妊娠糖尿病および糖尿病合併妊産褥婦への看護の実態」
	 兵庫医科大学病院看護部 1）、同・先進糖尿病治療学 2）、兵庫医科大学内科学糖尿病科 3）

 吉本  奈保美 1）、窪岡  由佑子 1）、松本  豊美 1）、美内  雅之 3）、勝野  朋幸 3）、
 浜口  朋也 2）、宮川  潤一郎 3）、難波  光義 3）

14．「1点異常の妊娠糖尿病における妊娠中の療養指導の検討」
	 杏林大学医学部付属病院看護部 1）、同・薬剤部 2）、同・糖尿病・内分泌・代謝内科 3）

 高橋  久子 1）、森  小律恵 1）、小林  庸子 2）、田中  利明 3）、高橋  和人 3）、勝田  秀紀 3）、
 西田  進 3）、石田  均 3）

15．「妊娠糖尿病（GDM）の発症予測」
	 北海道大学産科・周産母子センター
 森川  守、山田  俊、山田  崇弘、小島  崇史、小山  貴弘、赤石  理奈、石川  聡司、
 武田  真光、西田  竜太郎、荒木  直人、長  和俊、水上  尚典
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 ［肥満、遺伝因子その他のリスクと GDM］10：50 ～ 11：30

	 座長	 天神会新古賀病院	 赤澤  昭一
	 	 秋田大学大学院医学系研究科内分泌・代謝・老年内科学	 山田  祐一郎

16．「	20歳時BMIは妊娠糖尿病発症を予測する指標として有用である（Tanaka	Women’s	Clinic	Study）」
	 筑波大学大学院内分泌代謝・糖尿病内科 1）、田中ウィメンズクリニック 2）、川崎市立看護短期大学 3）

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

17．「妊娠中の母体の体重変化と胎盤栄養素輸送機能についての検討」
	 産業医科大学医学部産科婦人科学教室 1）、母子産業医学センター 2）

	 茗荷  舞 1）、愛甲  悠希代 1）、柴田  英治 2）、David Askew2）、菅  礼子 2）、川本  俊弘 2）、
	 吉村  和晃 1）、蜂須賀  徹 1）

18．「High	risk	GDM基準の有用性に関する検討」
	 久留米大学周産期母子医療センター

	 上妻  友隆、林  魅里、小關  剛、堀之内  崇士、下村  卓也、河田  高伸、林  龍之介、
	 堀  大蔵、嘉村  敏治

19．「	妊娠糖尿病の合併頻度に与える母体肥満の影響―当施設における過去 6年間の後方視的検
討に基づいて―」

	 兵庫医科大学産科婦人科 1）、同・糖尿病内科 2）

	 池田  ゆうき 1）、原田  佳世子 1）、武信  尚史 1）、小森  信二 1）、楠  宣樹 2）、勝野  朋幸 2）、
 宮川  潤一郎 2）、難波  光義 2）

20．「日本人妊娠糖尿病合併妊婦における遺伝子多型に関する検討」
	 慶應義塾大学医学部産婦人科 1）、独立行政法人国立成育医療研究センター研究所周産期病態研究部 2）、
 京都大学大学院医学研究科ファーマコゲノミクスプロジェクト 3）、慶應義塾大学医学部内分泌代謝内科 4）

	 宮越  敬 1）、田中  守 1）、前原  佳代子 2）、秦  健一郎 2）、関根  章博 3）、税所  芳史 4）、
 松本  直 1）、峰岸  一宏 1）、伊藤  裕 4）、吉村  泰典 1）

 ［糖尿病と母体・胎児環境（基礎的研究）］13：35 ～ 14：15

	 座長	 医誠会病院糖尿病糖尿病 ･代謝センター	 谷川  敬一郎
	 	 杏林大学医学部第三内科	 石田  　均

21．「エストロゲンによる中枢性および末梢性の糖エネルギー代謝改善作用の比較検討」
	 富山大学産科婦人科学 1）、同・病態制御薬理学 2）

	 米澤  理可 1）、和田  努 2）、笹岡  利安 2）、斎藤  滋 1）

22．「糖代謝異常妊婦の分娩後の代謝正常化に関する検討―膵β細胞機能に関する検討―」
	 海老名総合病院糖尿病センター 1）、至誠会第二病院糖尿病内科 2）、同・産婦人科 3）

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

一般演題
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23．「糖尿病母体児における低血糖時の糖代謝、脂肪酸分解、ケトン体産生の検討」
	 東京女子医科大学母子総合医療センター新生児部門（現　島根大学小児科新生児集中治療部　柴田直昭）

	 柴田  直昭、楠田  聡、今井  憲、鷲尾  洋介、青柳  裕之、増本  健一、戸津  五月、
 中西  秀彦、内山  温

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

	 河原田  律子 1）、河端  香保里 1）、高橋  美紀 1）、増田  春菜 1）、中村  彰男 2）、
 小濱  一弘 2）、小浜  智子 1）

25．「スルホニル尿素薬による胎仔動脈管収縮：低血糖、グリベンクラミド、グリクラジド」
	 湘南鎌倉総合病院産婦人科 1）、 東京女子医科大学循環器小児科 2）

	 門間  美佳 1）、門間  和夫 2）

 ［GDM と母児合併症・新基準 GDM］14：15 ～ 14：55

	 座長	 東京女子医科大学産婦人科・母子総合医療センター	 松田  義雄
	 	 大津赤十字病院内科 岡本  元純

26．「正常妊娠経過中のAGEs/RAGE系変動と妊娠糖尿病ならびに高血圧への関与」
	 奈良県立医科大学産婦人科学教室

	 成瀬  勝彦、常見  泰平、小山  恵美、小池  奈月、金山  清二、野口  武俊、佐道  俊幸、
 大井  豪一、小林  浩

27．「妊娠糖尿病例における産褥期大動脈Augmentation	Index 変化―診断時期による検討」
	 国立病院機構西埼玉中央病院産婦人科 1）、同・代謝内科 2）

	 吉田  純 1）、成宮  学 2）

28．「1型糖尿病合併妊娠での血糖コントロールと母児の合併症」
	 大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科

	 藤田  有可里、岩橋  博見、倉敷  有紀子、芳川  篤志、黒田  陽平、小澤  純二、
 沖田  考平、今川  彰久、下村  伊一郎

29．「当院における妊娠糖尿病 85 例の妊娠中の管理および周産期帰結に関する検討」
	 神戸大学産科婦人科

	 小嶋  伸恵、谷村  憲司、園山  綾子、前澤  陽子、平久  進也、陌間  亮一、
 森田  宏紀、山崎  峰夫、山田  秀人

30．「妊娠中に発見された「あきらかな糖尿病」における網膜症および腎症の合併に関する検討」
	 東京女子医科大学糖尿病センター
 佐中  眞由実、内潟  安子

 ［新しい診断基準と GDM の管理（1）］14：55 ～ 15：35

	 座長	 東京女子医科大学母子総合医療センター	 楠田  　聡
	 	 埼玉医科大学健康管理センター	 河津  捷二
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31．「当院における妊娠糖尿病の新旧診断基準による相違の検討」
	 田附興風会北野病院糖尿病内分泌センター 1）、同・産婦人科 2）

 森  可南子 1）、浜本  芳之 1）、龍岡  久登 1）、藤本  寛太 1）、本庶  祥子 1）、
 河崎  祐貴子 1）、和田  良春 1）、池田  弘毅 1）、野瀬  真里 2）、永野  忠義 2）、越山  裕行 1）

32．「当院における 50gGCTを介したスクリーニングと妊娠糖尿病への取り組みの現状について」
	 成田赤十字病院産婦人科 1）、同・内科 2）

 塙  真輔 1）、 小幡  新太郎 1）、計良  和範 1）、上杉  健哲 1）、杉田  達哉 1）、田中  圭 1）、
 松尾  哲 2）

33．「新基準妊娠糖尿病例の血糖値プロファイルに関する検討」	
	 慶應義塾大学医学部産婦人科 1）、同・内分泌代謝内科 2）

 泉  陽子 1）、宮越  敬 1）、税所  芳史 2）、松本  直 1）、峰岸  一宏 1）、田中  守 1）、伊藤  裕 2）、
 吉村  泰典 1）

34．「妊娠糖尿病（GDM）の診断基準と分娩後の糖尿病発症に関する検討」
	 長崎大学病院栄養管理室 1）、同・生活習慣病予防診療部 2）

 坂中  亜衣 1）2）、高島  美和 1）2）、前山  美和 1）2）、山本  広美 2）、東  るみ 1）2）、
 篠崎  彰子 1）2）、川崎  英二 2）

35．「診断基準改定前後での当院における妊娠糖尿病症例の検討」
	 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）

 岩田  みさ子 1）、和栗  雅子 1）、光田  信明 2）、中西  功 1）

 ［新しい診断基準と GDM の管理（2）］15：35 ～ 16：15

	 座長	 H.E.C サイエンスクリニック糖尿病肥満治療研究所	 平尾  紘一
	 	 陣内病院	 陣内  秀昭

36．「	妊娠糖尿病におけるインスリン治療を要する患者のプロフィール―OGTT1点のみ陽性の重
要性―」

	 市立豊中病院内科
 末原  節代

37．「子宮内胎児死亡からみた妊娠糖尿病の新診断基準―Population-based	研究の検討―」
	 宮崎大学医学部産婦人科、宮崎県周産期症例検討会
 児玉  由紀、鮫島  浩、池ノ上  克

38．「一点のみ異常を示す妊娠糖尿病妊婦が児体重に影響を与える因子についての検討」
	 久留米大学周産期母子医療センター
 林  魅里、上妻  友隆、小關  剛、堀之内  崇士、下村  卓也、河田  高伸、林  龍之介、
 堀  大蔵、嘉村  敏治

39．「新基準により新たに妊娠糖尿病として追加された症例の血糖管理法について」
 群馬大学産婦人科 1）、同・看護学部 2）、高崎健康福祉大学健康栄養学科 3）

 水谷  亜希子 1）、勝俣  祐介 1）、小林  未央 1）、家坂  直子 1）、田村  友宏 1）、笠原  慶充 1）、
 定方  久延 1）、小浜  智子 3）、篠崎  博光 2）、峯岸  敬 1）

一般演題
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40．「診断基準変更により追加診断されるGDMは介入によって周産期予後が改善するのか？」
 埼玉医科大学産科婦人科

 水上  順智、西林  学、田丸  俊輔、三木  明徳、板倉  敦夫、石原  理

■平成 23 年 11 月 12 日（土）8：55 ～ 10：35

 ［GDM の血糖管理（1）］8：55 ～ 9：45

	 座長	 高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科	 小浜  智子
	 	 杏林大学医学部第三内科	 石田  　均

41．「劇症 1型糖尿病を発症した妊産婦の 1例」
 湘南鎌倉総合病院総合産婦人科 1）、同・糖尿病内科 2）、

 堂本  佳典 1）、井上  裕美 1）、木幡  豊 1）、日下  剛 1）、福田  貴則 1）、門間  美佳 1）、
 大林  美貴 1）、市田  知之 1）、外山  唯奈 1）、小見  理恵子 2）

42．「糖尿病合併妊婦の食事療法におけるカーボカウント法の有用性に関する検討」
 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）、
 同・栄養管理室 3）

 山本  周美 1）、和栗  雅子 2）、佐久間  幸子 3）、岩田  みさ子 2）、和田  芳直 2）、中西  功 2）

43．「	妊娠初期の血糖値の変動にCSII とカーボカウンティング法が有効であった 1型糖尿病合併
妊娠の 1例」

 東京都済生会中央病院糖尿病内分泌内科

 富田  益臣、沖杉  真理、川崎  麻紀、壁谷  悠介、香月  健志、及川  洋一、島田  朗、
 加藤  清恵、穴澤  園子、渥美  義仁

44．「CSII にて妊娠前管理を行ったインスリンアレルギー合併 1型糖尿病の 1例」
 大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科 1）、同・小児代謝内分泌内科 2）、同・産婦人科 3）

 福本  まりこ 1）、吉田  陽子 1）、細川  悠紀 2）、薬師寺  洋介 1）、大塚  淑子 1）、
 寺村  めぐみ 1）、上野  宏樹 1）、山上  啓子 1）、川崎  勲 1）、中本  収 3）、細井  雅之 1）

45．「持続皮下インスリン療法（CSII）を導入した 1型糖尿病合併妊娠の 2例」
 群馬大学大学院病態制御内科学

 片野  明子、橋本  貢士、大井  晋介、福島  彩加、小林  孝至、小澤  厚志、斎藤  従道、
 高橋  洋樹、土屋  天文、岡田  秀一、森  昌朋

46．「妊娠経過中のMDI から CSII への変更で良好な血糖管理が得られた 1型糖尿病の 3例」
 兵庫医科大学内科学糖尿病科 1）、同・先進糖尿病治療学 2）、同・産科婦人科 3）

 角田  拓 1）、楠  宜樹 1）、井川  貴資 1）、越智  史浩 1）、徳田  八大 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）、池田  ゆうき 3）、
 原田  佳世子 3）、武信  尚史 3）、小森  慎二 3）
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 ［GDM の血糖管理（2）］9：45 ～ 10：35

	 座長	 公益社団日本看護協会	 福井  トシ子
	 	 長崎大学病院生活習慣病予防診療部	 川﨑  英二

47．「妊娠中および妊娠前血糖管理におけるCSII および CGMの有用性について」
 日本大学小児科学系小児科学分野

 羽生  政子、浦上  達彦、桑原  怜未、古宮  圭、吉田  彩子、鈴木  潤一、高橋  昌里、
 麦島  秀雄

48．「糖尿病合併妊婦におけるCGMの正確性」
 北里大学医学部内分泌代謝内科学

 千田  将馬、小川  顕史、林  哲範、岸原  絵梨子、小川  惇郎、山岸  貴博、若倉  苑美、
 市川  雷師、鎌田  裕二、高田  哲秀、守屋  達美、七里  眞義

49．「	GDM症例における Poincaré	 Plot を用いた CGMS データ表示法ならびに Continuous		
Overlapping		Glycemic		Action（CONGA）によるデータ分析に関する検討」

 東京都保健医療公社豊島病院産婦人科 1）、同・内分泌代謝内科 2）

 大鷹  美子 1）、西澤  麻衣子 2）、堀内  敏行 2）

50．「妊娠糖尿病管理における血糖コントロールマーカーに基づく自己血糖測定導入基準の検討」
 石井記念愛染園附属愛染橋病院内科 1）、同・産婦人科 2）

 橋本  久仁彦 1）、福田  士郎 1）、入江  宏史 1）、永田  恒久 1）、松田  政浩 1）、
 野口  左内 1）、森本  靖彦 1）、早田  憲司 2）、今井  史郎 2）

51．「妊娠糖尿病妊婦におけるインスリン導入までの血糖自己測定の有用性」
 医療法人上ノ町・加治屋クリニック 1）、鹿児島市立病院産科 2）

 三好  栄子 1）、上ノ町  仁 1）、加治屋  昌子 1）、上塘  正人 2）

52．「糖尿病合併妊婦の血糖管理におけるグリコアルブミン（GA）の効用」
 海老名総合病院・糖尿病センター

 鈴木  奈津子、近藤  智子、田川  暁大、牛腸  直樹、田中  秀樹、大森  安恵

一般演題


