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第1日目　1月12日（土）第1会場（オリオン）

■■ 8：30—9：10　代謝（血糖値）（1—5）　　座長　佐藤　麻子（東京女子医科大学）

1 　比較的コントロール良好な高齢者糖尿病の血糖変動の検討
 東京医科大学八王子医療センター ○赤岡　寛晃、大野　　敦、松下　隆哉
 糖尿病・内分泌・代謝内科 　小林　高明、梶　　邦成、廣田　悠祐
  　佐藤　知也、旭　　鴨照、栗根　　尚

2 　持続血糖測定でみる高齢者 2 型糖尿病患者の血糖変動
 東京医科大学 ○小森　崇史、志熊　淳平、安部　浩則
 糖尿病代謝内分泌 　酒井　裕幸、鈴木　　亮、三輪　　隆
 リウマチ膠原病内科学分野 　小田原雅人

3 　持効型溶解インスリン投与中の 2 型糖尿病患者における夜間低血糖―FGM による検討―
 生長会　府中病院　糖尿病研究所1） ○三家登喜夫1）、松岡　有子2）、岡部　玲子2）

 生長会　府中病院　糖尿病センター2） 　角谷　佳城2）、山田　正一2）、島尻　佳典3）

 島尻キンザー前クリニック3） 　角田　圭子4）

 駅前つのだクリニック4）

4 　大規模ブドウ糖負荷試験データと機械学習による糖尿病リスク予測
 順天堂大学医学部 ○藤林　和俊1）,2）,3）、内藤　俊夫1）

 総合診療科研究室1）

 順天堂大学
 革新的医療技術開発研究センター2）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院
 臨床研究・治験センター3）

5 　FGM を用いた薬物療法客観的評価の試み（HBGI／LBGI および ADRR を用いた検討）
 なかじま糖尿病内科1） ○中島　芳樹1）、福井　道明2）

 京都府立医科大学大学院医学研究科
 内分泌・代謝内科学2）

一　般　演　題
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■■ 9：10—10：06　糖尿病（6—12）■ 座長　諏訪内浩紹（東京医科大学）

6 　糖尿病患者における脂質異常症の管理方針に関するアンケート調査結果の年次推移
 東京医科大学八王子医療センター ○大野　　敦1）,2）、植木　彬夫2）、小谷英太郎2）

 糖尿病・内分泌・代謝内科1） 　宮川　高一2）、宮城　調司2）

 糖尿病治療多摩懇話会2）

7 　血清脂質正常者のレムナントリポ蛋白コレステロールの由来と糖尿病との関連
 東京女子医科大学病院 ○菅野　宙子1）,2）、細羽恵美子3）、馬場園哲也2）

 臨床検査科1） 　佐藤　麻子1）,2）

 東京女子医科大学病院
 糖尿病・代謝内科学2）

 東京女子医科大学病院　中央検査部3）

8 　SGLT2 阻害薬投与前後での体組成変化
 東京医科大学 ○岩崎　　源、安部　浩則、石井慶太朗
 糖尿病代謝内分泌 　諏訪内浩紹、鈴木　　亮、三輪　　隆
 リウマチ膠原病内科学分野 　小田原雅人

9 　肥満を伴った 2 型糖尿病患者に対するトホグリフロジンの有効性の検討
 山形市立病院済生館 ○五十嵐雅彦、山口　直樹、鈴木　　亨
 糖尿病・内分泌内科

10　2 型糖尿病におけるバクテリアルトランスロケーションに関連する因子の解析
 順天堂大学大学院医学研究科 ○金澤　昭雄、綿田　裕孝
 代謝内分泌内科学

11　経口摂取が障害される併存疾患で高血糖高浸透圧症候群（HHS）を呈した 2 型糖尿病 2 症例
 帝京大学医学部 ○坂本　美貴、田代　千聖、大野　利菜
 内分泌代謝・糖尿病内科 　眞弓　大輝、内野　卓也、男澤　悠貴
  　江戸　直樹、高橋　　諭、宇野　健司
  　盛田　幸司、石川　敏夫、塚本　和久

12　腎障害で低血糖を生じ診断しえた糖尿病合併インスリノーマの 1 例
 東京医科大学八王子医療センター ○古田　菜摘、岩下　　愛、赤岡　寛晃
 糖尿病・内分泌・代謝内科 　廣田　悠佑、梶　　邦成、小林　高明
  　松下　隆哉、大野　　敦
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■■ 10：06—11：10　脂質異常症・動脈硬化（13—20）　　座長　大村　寛敏（順天堂大学）

13　家族性高コレステロール血症診療におけるアキレス腱超音波検査の有用性
 国立循環器病研究センター研究所 ○小倉　正恒、道倉　雅仁、斯波真理子
 病態代謝部

14　冠動脈疾患を合併した家族性高コレステロール血症患者の臨床的特徴と予後
 順天堂大学大学院医学研究科 ○福島　理文、大村　寛敏、代田　浩之
 循環器内科学

15　中年女性における脂質異常症について
 平成横浜病院総合健診センター1） ○増田　佳子1）、中川　　充1）、加藤　美貴1）

 東京大学医学部2） 　草柳　伸彦1）、村井　　徹1）、武久　洋三1）

  　松原　　巧2）、松原絵里佳2）、三輪　　健1）

  　東丸　貴信1）

16　エネルギー出納に着目した断続性の歩行が閉経後女性の食後中性脂肪濃度に及ぼす影響
 早稲田大学大学院 ○名村　紗希1）、山本　　遼1）、濱田　有香1）,2）

 スポーツ科学研究科1） 　柳岡　拓磨1）,2）、藤平　杏子1）,2）、岩田　理沙1）

 日本学術振興会2） 　鈴木　克彦3）、宮下　政司3）

 早稲田大学　スポーツ科学学術院3）

17　高齢者の ST 上昇型心筋梗塞患者における血管内超音波所見および冠動脈危険因子について
 横浜労災病院　循環器内科 ○小林　芳邦、庄司　達朗、井上　峻輔
  　飯岡　勇人、前垣　雅治、豊崎　雄一
  　渡邉　貴博、福澤　朋幸、田中　真吾
  　増田　慶太、長田　　淳、小和瀬晋弥
  　青木　　元、柚本　和彦、梅村　　敏

18　心血管疾患患者における新規動脈硬化指標を用いた動脈硬化指数と身体機能との関連
 順天堂大学大学院医学研究科 ○國本　充洋1）、島田　和典1）、横山　美帆1）

 循環器内科学1） 　本沢　晶雄2）、山田　みき2）、松原　友美1）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院 　相川　達郎1）、大内　翔平1）、宮崎　哲朗1）

 健康スポーツクリニック2） 　藤原　　圭1）、深尾　宏祐1）、嶋田　晶江3）

 順天堂大学大学院医学研究科 　山本　　平3）、天野　　篤3）、代田　浩之1）

 心臓血管外科学3）
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19　ピタバスタチンによる頸動脈硬化進展抑制の優位性　TOHOLIP サブ解析
 東邦大学医療センター佐倉病院 ○丹治　直映1）、清水　一寛2）、守永　幸大1）

 臨床生理機能検査部1） 　佐藤　　文1）、蓮沼絵里香1）、高橋　憲子1）

 東邦大学医学部医学科 　杉山　　恵1）、高橋　　修1）、佐々木　健1）

 内科学講座　循環器内科学分野2） 　金　　徳男1）、田端　強志1）、黒須　　巧1）

  　鈴木　　淳1）、高田　伸夫1）

20　10 年間の喫煙が大血管スティフネスに及ぼす影響
 医療法人如水会 ○福井　敏樹、山内　一裕、松村　周治
 オリーブ高松メディカルクリニック 　丸山　美江、岡田　紀子
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第1日目　1月12日（土）第2会場（601）

■■ 8：30—9：18　フレイル／認知症（21—26）　　座長　横山　美帆（順天堂大学）

21　心臓リハビリテーションを施行した高齢男性患者における抑うつ症状と運動耐容能の関連
 順天堂大学大学院医学研究科 ○藤原　　圭1）、國本　充洋1）、島田　和典1）,2）

 循環器内科学1） 　横山　美帆1）,2）、本沢　晶雄2）、山田　みき2）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院 　松原　友美1）、相川　達郎1）、大内　翔平1）

 健康スポーツクリニック2） 　深尾　宏祐1）、宮崎　哲朗1）、嶋田　晶江3）

 順天堂大学大学院医学研究科 　山本　　平3）、天野　　篤3）、代田　浩之1）

 心臓血管外科学3）

22　透析患者におけるサルコペニア／フレイルの発症因子としての ADMA
 順天堂大学医学部　腎臓内科 ○藪内　純子、上田　誠二、長澤　　肇
  　高橋　敬子、大塚　智之、鈴木　祐介

23　糖尿病患者におけるスタチンと転倒・筋力低下症状の関連
 東京女子医科大学　糖尿病センター ○長谷川夕希子、中神　朋子、大屋　純子
  　伊藤　　新、廿楽　麗香、廣田　尚紀
  　近藤有一郎、片峰　亜季、吉村　　蘭
  　松尾　純治、三浦順之助、馬場園哲也

24　フレイルと下剤使用との関連の検討
 順天堂大学医学部附属 ○浅岡　大介1）、竹田　　努1）、佐々木　仁1）

 順天堂東京江東高齢者医療センター1） 　鈴木麻衣子1）、嶋田　裕慈3）、松本　紘平3）

 順天堂大学　消化器内科2） 　松本　健史2）、上山　浩也2）、小森　寛之2）

 順天堂大学静岡病院　消化器内科3） 　赤澤　陽一2）、泉　健太郎2）、北條麻理子2）

  　永原　章仁2）

25　進行性認知症における皮膚生検の有用性―血管内悪性リンパ腫症と神経核内封入体病
 東海大学医学部付属八王子病院 ○野川　　茂1）、川村玲衣奈1）、陳　　佑佳1）

 神経内科1） 　中山　　平1）、徳岡健太郎1）、大熊　壮尚1）

 東海大学医学部付属八王子病院 　北川　泰久1）、松山　　孝2）

 皮膚科2）

26　認知症患者における白内障手術前後の認知機能の変化
 順天堂大学医学部附属 ○吉田　悠人1）、小野　浩一1）、國分　孝道1）

 順天堂東京江東高齢者医療センター1） 　梅屋　玲子1）、村上　　晶2）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院2）
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■■ 9：18—10：06　栄養と疾患（27—32）　　座長　川名　正敏（東京女子医科大学）

27　冠動脈疾患を有する患者における血清アルブミン値と長期予後の関連についての検討
 順天堂大学医学部附属静岡病院1） ○和田　英樹1）、土肥　智貴2）、宮内　克己2）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院2） 　竹内　充裕1）、高橋　徳仁1）、遠藤　裕久2）

  　荻田　　学1）、諏訪　　哲1）、代田　浩之2）

28　急性心血管患者におけるせん妄発症と栄養指標の関連
 順天堂大学大学院医学研究科 ○杉田有里那、宮崎　哲朗、島田　和典
 循環器内科学 　清水めぐみ、國本　充洋、大内　翔平
  　相川　達郎、比企　　優、横山　美帆
  　岩田　　洋、代田　浩之

29　地域在住高齢者における低栄養リスクの関連因子
 畿央大学健康科学部 ○金内　雅夫1）、柴田　　満1）、岩村　真樹2）

 健康栄養学科1）

 藍野大学保健医療学部
 理学療法学科2）

30　医療従事者における朝食欠食、ライフスタイルならびに抑うつ症状の関連
 順天堂大学　本郷・お茶の水 ○伊藤佳奈美1）、土肥　智貴2）,5）、福田　　洋1）

 キャンパス安全衛生管理室1） 　福島　理文2）,5）、葛西　隆敏2）,5）

 順天堂大学医学部　循環器内科2） 　上田　誠二3）,5）、松下　　訓4）,5）、瀬山　邦明1）

 順天堂大学医学部　腎・高血圧内科3） 　佐藤　裕之1）、天野　　篤4）,5）

 順天堂大学医学部　心臓血管外科4） 　
 順天堂大学　グラノーラ健康科学・予防医学講座5） 

31　月経前症候群の栄養状態について　医療従事者の基礎栄養調査から
 東京医療保健大学 ○塩見　卓也1）、上野　友美2）、神田　裕子3）

 医療保健学研究科1）

 大塚製薬株式会社
 佐賀栄養製品研究所2）

 東京医療保健大学医療保健学部
 医療栄養学科3）

32　重篤な骨軟化症に至った男性菜食主義者の 1 例
 東京医科大学病院 ○細井　美希、酒井　裕幸、石川　卓也
 糖尿病代謝内分泌内科 　岩崎　　源、小森　崇史、谷古宇史芳
  　安部　浩則、楊　　傑仲、永井　義幸
  　諏訪内浩紹、志熊　淳平、鈴木　　亮
  　小田原雅人
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■■ 10：06—10：54　睡眠時無呼吸／その他（33—38）　　■
■ 座長　葛西　隆敏（順天堂大学）

33　睡眠時無呼吸症候群による血圧上昇機序及び腎交感神経除神経の効果の検証
 順天堂大学医学部　腎臓内科 ○高橋　敬子、大塚　智之、上田　誠二
  　藪内　純子、長澤　　肇、小林　　敬
  　鈴木　祐介

34　急性非代償性心不全で入院した患者における睡眠呼吸障害の有病率と関連因子について
 順天堂大学医学部　循環器内科1） ○須田　翔子1）、葛西　隆敏1）,2）、松本　紘毅1）,2）

 順天堂大学大学院医学研究科 　谷津翔一朗1）、村田　　梓1）、加藤　隆生1）

 心血管睡眠呼吸医学講座2） 　比企　　優1）、宮崎彩記子1）、代田　浩之1）

35　人間ドックにおける女性睡眠時無呼吸症患者スクリーニングの試み
 国家公務員共済組合連合会 ○富田　康弘1）,2）、佐藤真理子1）、木村　由香1）

 虎の門病院　睡眠センター1） 　葛西　隆敏1）,2）、成井　浩司1）

 順天堂大学大学院
 心血管睡眠呼吸医学講座2）

36　当院の経皮的冠動脈インターベンション（PCI）患者における睡眠呼吸障害の検討
 公立学校共済組合近畿中央病院 ○和泉　匡洋1）、伊熊　早紀1）、林　　斉亨1）

 循環器内科1） 　東谷　典史1）、高島　聡志1）、平源　善宗1）

 公立学校共済組合近畿中央病院 　黒田　　忠1）、大嶋　有一1）、森本　真史1）

 総合診療科2） 　高見　　宏2）

37　労働年齢集団の男性において血圧上昇が過剰医療費に与える影響の検討
 日本医科大学付属病院 ○西城　由之1）、大塚　俊昭2）、加藤　活人2）

 循環器内科1） 　川田　智之2）、清水　　渉1）

 日本医科大学　衛生学公衆衛生学2）

38　循環器診療における漢方の可能性～六君子湯を用いた愁訴の変化について～
 越谷市立病院　循環器科 ○恩田　俊仁、相川　達郎、圓山　雅己
  　高橋　秀平、高木　篤俊
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■■ 10：54—11：34　消化器癌（内科・外科治療）（39—43）　■
■ 座長　田尻　久雄（東京慈恵会医科大学）

39　大腸 Cold polypectomy の有用性
 順天堂大学医学部　消化器内科 ○田島　　譲、坂本　直人、黒澤　太郎
  　村上　　敬、立之　英明、澁谷　智義
  　荻原　達雄、永原　章仁

40　総胆管結石に対する内視鏡的治療における低侵襲な乳頭処置の開発
 順天堂大学　消化器内科 ○石井　重登、高橋　　翔、高崎　祐介
  　鈴木　彬実、冨嶋　　亨、金澤　　亮
  　斎藤　紘昭、藤澤　聡郎、椎名秀一朗
  　伊佐山浩通

41　当院の院内癌登録データベースを用いた大腸癌統計の変遷
 東京慈恵会医科大学医学部 ○小野　真吾、炭山　和毅
 内視鏡科

42　高齢者胃癌における術前呼吸機能が予後に与える影響の検討
 東京大学　胃食道外科 ○菅原弘太郎、山下　裕玄、八木　浩一
  　西田　正人、奥村　康弘、愛甲　　丞
  　瀬戸　康之

43　肛門温存手術を受けた高齢患者における肛門機能と QOL の経時的変化
 東京大学医学部　腫瘍外科 ○福井　梨紗、佐々木和人、野澤　宏彰
  　平田　悠悟、江本　成伸、室野　浩司
  　日吉　雅也、金子　　学、秀野　泰隆
  　西川　武司、田中　敏明、畑　　啓介
  　川合　一茂、石原聡一郎
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■■ 11：34—12：14　癌治療（ラジオ波／その他）（44—48）　　■
■ 座長　淡田　修久（大阪国際がんセンター）

44　ラジオ波焼灼術（RFA）のハイボリュームセンターにおける新世代マイクロ波焼灼術（new—MWA）の評価
 順天堂大学大学院医学研究科 ○椎名秀一朗1）、佐藤　公紀1）、清水　基規1）

 消化器画像診断・治療学1） 　遠藤　　啓3）、Bolatkan Amina1）

 順天堂大学医学部附属練馬病院2） 　石井　重登1）、金澤　　亮2）、大久保裕直2）

 岩手医科大学附属病院3） 　高和　　正1）、永松　洋明1）

45　ラジオ波（RFA）および新世代マイクロ波（MWA）トレーニングプログラム
 順天堂大学大学院医学研究科1） ○椎名秀一朗1）、佐藤　公紀1）、清水　基規1）

 順天堂大学医学部附属練馬病院2） 　遠藤　　啓3）、Bolatkan Amina1）

 岩手医科大学附属病院3） 　石井　重登1）、金澤　　亮2）、大久保裕直2）

  　高和　　正1）、永松　洋明1）

46　治癒切除を受けた消化器癌患者のメトホルミン内服による生存率改善について
 自治医科大学　消化器一般外科1） ○熊谷　祐子1）、大澤　英之1）、山口　博紀2）

 自治医科大学　臨床腫瘍科2） 　佐久間康成1）、堀江　久永1）、細谷　好則1）

  　佐田　尚宏1）、北山　丈二1）

47　血友病Bを始めとした多岐にわたる併存疾患により周術期管理に苦慮したS状結腸癌の1例
 帝京大学医学部附属病院　外科 ○福島　慶久、土屋　剛史、岡田　有加
  　大野　航平、八木　貴博、塚本　充雄
  　堀内　　敦、島田　　竜、小澤　毅士
  　端山　　軍、野澤慶次郎、松田　圭二
  　橋口陽二郎

48　合併症を考慮して縮小手術にとどめた乳癌症例の検討
 山形大学医学部　外科学第一講座 ○柴田　健一、小野寺雄二、田中　喬之
  　蜂谷　　修、木村　　理
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■■ 15：10—15：58　肥満／NASH（49—54）　　座長　三浦総一郎（国際医療福祉大学）

49　2 型糖尿病におけるうつと肥満の関係
 東京女子医科大学　糖尿病センター ○吉村　　蘭、中神　朋子、大屋　純子
  　長谷川夕希子、伊藤　　新、廿楽　麗香
  　廣田　尚紀、近藤有一郎、片峰　亜季
  　松尾　純治、三浦順之助、馬場園哲也

50　当科における高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の取り組みと治療成績
 自治医科大学　消化器・一般外科 ○春田　英律、細谷　好則、倉科憲太郎
  　斎藤　　心、宇井　　崇、松本　志郎
  　金丸　理人、高橋　和也、山口　博紀
  　佐久間康成、堀江　久永、北山　丈二
  　佐田　尚宏

51　糖尿病患者の脳卒中と心疾患の発症における肥満の影響―3 年間の前向き調査―
 東京女子医科大学 ○藤川　広菜1）、佐藤　麻子1）,2）、三浦順之助1）

 糖尿病センター内科1） 　矢納和香子1）、馬場園哲也1）

 東京女子医科大学　臨床検査科2）

52　BMI＞80 の super super obesity が重症軟部組織感染症後、死亡した一例
 順天堂大学医学部附属静岡病院 ○柳川　洋一、吉澤　俊彦、長澤　宏樹
 救急診療科 　竹内　郁人、日域　　佳、間所　俊介
  　石川　浩平、大森　一彦、高橋　徳仁
  　大坂　裕道

53　当院における 15 年間の NAFLD／NASH 症例のフォローアップ状況の解析
 順天堂大学医学部附属順天堂医院 ○森永　真紀、今　　一義、深田　浩大
  　内山　　明、福原　京子、山科　俊平
  　池嶋　健一、渡辺　純夫

54　NASH 治療の変遷と治療有効性の検討
 順天堂大学医学部　消化器内科 ○宗林　祐史、今　　一義、内山　　明
  　森永　真紀、福原　京子、石塚　　敬
  　北川　隆太、多田　昌弘、深田　浩大
  　山科　俊平、池嶋　健一
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■■ 15：58—16：22　尿酸（55—57）　　　　　　座長　池脇　克則（防衛医科大学校）

55　キサンチンオキシダーゼ阻害薬 Febuxostat は血管内皮機能を改善する
 防衛医科大学校　抗加齢血管内科1） ○佐々木　誠1）、綾織　誠人2）、荒川　純子1）

 所沢ハートセンター2） 　末永由美子1）、遠藤　康弘1）、桜田　真己2）

  　池脇　克則1）

56　日本人成人 85,286 人における血清尿酸値／高尿酸血症と高血圧の関連
 順天堂大学医学部　総合診療科 ○金澤　晶雄、横川　博英、福田　　洋
  　内藤　俊夫

57　日本人男性における高尿酸血症・痛風患者の治療達成状況と治療未達成の関連要因の検討
 順天堂大学医学部 ○小川　まゆ、横川　博英、宮上　泰樹
 総合診療科研究室 　福田　　洋、久岡　英彦、内藤　俊夫
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■■ 16：30—17：10　循環器（予後）（58—62）　　座長　岩田　　洋（順天堂大学）

58　当院における急性冠症候群の臨床的特徴と長期予後に関する検討
 順天堂大学医学部附属静岡病院 ○堂垂　大志1）、坪井　秀太1）、竹内　充裕1）

 循環器科1） 　高橋　徳仁1）、園田　健人1）、和田　英樹1）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院 　荻田　　学1）、土肥　智貴2）、諏訪　　哲1）

 循環器内科2） 　宮内　克己2）、代田　浩之2）

59　好中球リンパ球数比と安定狭心症患者の長期予後についての検討
 順天堂大学医学部附属静岡病院 ○和田　英樹1）、土肥　智貴2）、諏訪　　哲1）

 循環器内科1） 　宮内　克己2）、代田　浩之2）

 順天堂大学大学院医学研究科
 循環器内科学2）

60　Vitamin D 低値はω3 脂肪酸および炎症と関連し急性心血管疾患患者の長期予後に影響する
 順天堂大学大学院医学研究科 ○相川　達郎、宮崎　哲朗、島田　和典
 循環器内科学 　杉田有里那、國本　充洋、清水めぐみ
  　大内　翔平、門口　智泰、塩澤　知之
  　比企　　優、高橋　秀平、代田　浩之

61　透析患者に対するスタチンの二次予防有用性の検討
 順天堂大学医学部附属順天堂医院 ○船水　岳大、岩田　　洋、土井信一郎
 循環器内科 　遠藤　裕久、和田　英樹、華藤　芳輝
  　岡井　　巌、土肥　智貴、葛西　隆敏
  　岡崎　真也、宮内　克己、代田　浩之

62　冠動脈疾患患者において高感度 CRP と癌死との関連
 順天堂大学大学院医学研究科 ○遠藤　裕久、土肥　智貴、船水　岳大
 循環器内科学講座 　設楽　　準、和田　英樹、土井信一郎
  　岩田　　洋、葛西　隆敏、岡崎　真也
  　磯田　菊生、島田　和典、宮内　克己
  　代田　浩之
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第2日目　1月13日（日）第2会場（601）

■■ 10：20—11：00　腎・泌尿器（63—67）　　座長　堀越　　哲（順天堂大学）

63　常染色体優性多発性囊胞腎（ADPKD）に対する低用量トルバプタンの適用
 順天堂大学　腎臓内科 ○深尾　勇輔、鈴木　　仁、佐藤　大介
  　木原　正夫、合田　朋仁、鈴木　祐介

64　慢性腎臓病患者における橈骨動脈石灰化の影響因子の検討
 順天堂大学医学部附属練馬病院 ○井尾　浩章1）、中田純一郎2）、毎熊　政行1）

 腎・高血圧内科1） 　松山　容子1）、中野　貴則1）、石坂　匡則1）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院 　鈴木　祐介2）

 腎臓内科2）

65　伊豆半島における慢性腎臓病患者の背景
 順天堂大学医学部附属静岡病院1） ○清水　芳男1）,2）、林　　陽子1）、若林　啓一1）

 順天堂大学 　原　　一彰1）、富野康日己3）、鈴木　祐介4）

 静岡災害医学研究センター2）

 医療法人　松和会3）

 順天堂大学医学部　腎臓内科4）

66　2 型糖尿病患者における血中 TNF 関連マーカーと eGFR の関連性
 順天堂大学　腎臓内科1） ○山岸　宏子1）、合田　朋仁1）、越田　剛生1）

 広島赤十字・原爆病院 　足立　恵理1）、市川　沙紀1）、村越　真紀1）

 内分泌・代謝内科2） 　亀井　　望2）、鈴木　祐介1）

67　原発性アルドステロン症の局在診断における予測因子の検討
 東京医科大学　糖尿病代謝内分泌 ○石井慶太朗、安部　浩則、岩崎　　源
 リウマチ膠原病内科学分野 　諏訪内浩紹、鈴木　　亮、三輪　　隆
  　小田原雅人
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■■ 11：00—11：32　不整脈／失神（68—71）　　座長　橋本　賢一（防衛医科大学校）

68　高齢者に於ける心房細動アブレーションの安全性と有効性に関する検討
 自衛隊中央病院　循環器内科 ○森　　　仁、濱部　　晃、永沼　　嗣
  　木村　豊和、河合　　茜、田畑　博嗣

69　発作性心房細動に対する抗不整脈薬開始後、頻拍を生じた軽度腎不全の一例
 江東病院1） ○松本　貴宏1）、山本　翔一1）、神山　　崇1）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院2） 　高部　智哲1）、田宮　栄治1）、加納　達二1）

  　田淵　晴名1）,2）、岡崎　真也2）、代田　浩之2）

70　幅広い年齢層の健常例における不整脈出現率.―ホルター心電図による検討―
 防衛医科大学校　集中治療部 ○橋本　賢一、高瀬　凡平、眞崎　暢之

71　生活習慣の改善に伴い睡眠時無呼吸症候群による洞停止と咳嗽失神が消失した 1 例
 順天堂大学医学部附属練馬病院 ○佐藤　彰洋1）、木村　友紀1）、塩崎　正幸1）

 循環器内科1） 　清水めぐみ1）、福田健太郎1）、比企　　優1）

 順天堂大学医学部附属順天堂医院 　久保田直純1）、田村　　浩1）、井上　健司1）

 循環器内科2） 　藤原　康昌1）、住吉　正孝1）、代田　浩之2）
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■■ 15：00—15：40　循環器（心機能／その他）（72—76）　　■
■ 座長　末永　祐哉（順天堂大学）

72　左室収縮機能障害を有する心不全患者へのアスタキサンチン服用効果
 順天堂大学医学部　循環器内科1） ○加藤　隆生1）、葛西　隆敏1）,2）、松本　紘毅1）,2）

 順天堂大学大学院医学研究科 　村田　　梓1）、須田　翔子1）,2）、比企　　優1）

 心血管睡眠呼吸医学講座2） 　代田　浩之1）

73　冠動脈疾患を有するmrEF群とrEF群でのβ遮断薬が与える影響の違いに関する検討
 順天堂大学　循環器内科学講座1） ○設樂　　準1）、葛西　隆敏1）、宮内　克己3）

 順天堂大学医学部附属静岡病院2） 　遠藤　裕久1）、和田　英樹2）、土井信一郎1）

 順天堂大学医学部附属 　内藤　　亮1）、小西　宏和2）、荻田　　学2）

 江東高齢者医療センター3） 　土肥　智貴1）、岡崎　真也1）、磯田　菊生1）

  　代田　浩之1）

74　左室心筋重量に影響する心臓血管連関
 東邦大学医学部医学科 ○清水　一寛1）,2）、田端　強志2）、清川　　甫1）

 循環器内科学分野（佐倉）1） 　中神　隆洋1）、守永　幸大2）、丹治　直映2）

 東邦大学医学部医学科 　佐々木　健2）、佐藤　修司1）、高田　伸夫2）

 臨床生理機能学研究室（佐倉）2） 　野呂　眞人1）

75　心大血管手術患者における血清アディポネクチン、レプチン濃度と心外膜脂肪量との関連
 獨協医科大学　心臓血管内科1） ○金田　宇行1）、中島　敏明1）、春山亜希子1）

 獨協医科大学　心臓血管外科2） 　柴崎　郁子2）、豊田　　茂1）、福田　宏嗣2）

  　井上　晃男1）

76　非心臓手術症例における生活習慣病危険因子の年齢別保有率と周術期心合併症の関係
 杏林大学医学部　循環器内科1） ○谷合　誠一1）、伊藤準之助1）、森山　久美2）

 杏林大学医学部　麻酔科2） 　萬　　知子2）、吉野　秀朗1）
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■■ 15：40—16：28　大血管疾患／動脈瘤（77—82）■ 座長　野出　孝一（佐賀大学）

77　青壮年者における大動脈硬化と頸動脈硬化の関係
 汐留シティーセンター ○茨木　美枝1）、山本悠有理1）、東野恵梨香1）

 セントラルクリニック1） 　畠山　結児1）、松原絵里佳2）、松原　　巧2）

 東京大学医学部2） 　東丸　貴信3）

 平成横浜病院3）

78　中年女性における生活習慣病と動脈硬化症について
 平成横浜病院　総合健診センター1） ○増田　佳子1）、中川　　充1）、加藤　美貴1）

 東京大学医学部2） 　草柳　伸彦1）、村井　　徹1）、三輪　　健1）
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