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１．概要
　当科の診療内容は、糖尿病と各種内分泌・代謝疾患である。日本糖尿病療養指導士15名他の協力で、
糖尿病教育入院の他、療養指導外来、フットケア外来を設置している。インスリンポンプ療法（CSII）、
CGM（持続血糖測定）に続き、SAP（CGM つき CSII）も運用開始した。
　日本糖尿病協会の支部として友の会があり、５月には初のウォーキングイベントを、11月の全国糖
尿病週間に合わせて院内での啓発活動を実施した。６月には歯科・口腔外科とともに豊橋市歯科医師
会主催の「歯の健康フェスティバル」に出展した。
　各種内分泌疾患に対しては各種負荷試験、画像診断を元に正確な診断を行い、一般外科、泌尿器
科、移植外科、脳神経外科、放射線科などとの密接な連携の元に治療を行っている。なお放射線科に
は原発性アルドステロン症に対する選択的副腎静脈サンプリングも依頼している。
　人事面では、３月末で村瀬正敏医師が退職し、４月に長谷川義高医師が赴任した。

　（部長　山守　育雄）

２．ICD－10による疾患別頻度

糖尿病・内分泌内科

E10-E14  977件（44.1％）

E00-E07  536件（24.2％）

E20-E35  86件（3.9％）

D10-D36  47件（2.1％）

E70-E90  364件（16.4％）

その他 40件（1.8％）

E65-E68  25件（1.1％）
R70-R79  30件（1.4％）

O20-O29  30件（1.4％）
D37-D48  35件（1.6％）

E15-E16  47件（2.1％）

新規登録特有疾患件数：2,217件
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糖尿病

甲状腺障害

代謝障害

その他の内分泌腺障害

良性新生物

その他のグルコース調節及び膵内分泌障害

性状不詳又は不明の新生物

主として妊娠に関連するその他の母体障害

血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの

肥満(症及びその他の過栄養<過剰摂食>
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３．活動報告
　⑴　疾患別頻度

2型糖尿病 2,456件（40.3％）

脂質異常症 818件（13.4％）

結節性甲状腺腫 507件（8.3％）

甲状腺機能低下症 262件（4.3％）

バセドウ病 546件（9.0％）

その他 736件（12.1％）下垂体機能低下症 80件（1.3％）

高尿酸血症 105件（1.7％）

1型糖尿病 156件（2.6％）

内分泌腺の新生物 178件（2.9％）

橋本病 256件（4.2％）

特有疾患件数：6,100件
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学会発表（医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 炭酸リチウムにより無痛性甲状腺
炎を生じた双極性感情障害の１例 筆頭演者 萩本　　繁 第14回日本内分泌学会東海支

部学術集会 2015/1/24

2
東海地区における成人１型糖尿病
（T1DM）新規発症患者の特徴に関
する検討

共同演者 山守　育雄 第58回日本糖尿病学会年次学
術総会 2015/5/21

3 歯科医師会と連携した糖尿病啓発
活動を通じて 共同演者 村瀬　正敏 第58回日本糖尿病学会年次学

術総会 2015/5/22

4
副腎静脈サンプリングを施行した
原発性アルドステロン症22例の検
討

筆頭演者 萩本　　繁 第15回日本内分泌学会東海支
部学術集会 2015/9/26

5 当院で経験したSensor-Augmented 
Pump療法の５症例 筆頭演者 萩本　　繁 第89回日本糖尿病学会中部地

方会 2015/10/4

6
胃瘻チューブの十二指腸嵌頓によ
り後期ダンピング症候群をきたし
た一例

共同演者 山守　育雄 第89回日本糖尿病学会中部支
部会 2015/10/4

7
初診時に気管癌が疑われ、放射線
外照射が奏功した超高齢者甲状腺
乳頭癌の１例

筆頭演者 山守　育雄 第58回日本甲状腺学会学術集
会 2015/11/7

8 急速に複視が進行しIgG4関連疾患
が疑われた甲状腺眼症の１例 筆頭演者 長谷川義高 第25回臨床内分泌代謝

Update 2015/11/28



研究会発表（医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 生活習慣病の定期服薬を考える
－脂質改善剤の場合－ 筆頭演者 山守　育雄 豊橋市薬剤師研修会 2015/10/15



座長・司会（医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 座長名 学会・研究会名 発表年月日

雄育　守山腺状甲　演口般一1 第14回日本内分泌学会東海支部学
術集会 2015/1/24

2 一般口演　その他の合併症 山守　育雄 第58回日本糖尿病学会年次学術総
会 2015/5/22

雄育　守山長座3 Current Diabetes Symposium in 
Toyohashi 2015/6/18

2/7/5102ーナミセ策対断中診受雄育　守山長座4
4/7/5102会話談患疾泌分内河三東回36第雄育　守山長座5
4/8/5102河三東ni muroF setebaiD回2第雄育　守山長座6

雄育　守山謝代糖　演口般一7 第15回日本内分泌学会東海支部学
術集会 2015/9/26



講　　演（医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 発表年月日

1 ４月から始まる東三医学会糖尿病勉強
会の目指すもの 山守　育雄 第10回東三河DMフォーラム 2015/2/10

2 低血糖を避けるために  －SU薬のやめ
方、減らし方－ 山守　育雄 東三学術講演会 2015/4/1

52/6/5102会医科内橋豊雄育　守山法療事食すか生を薬害阻２TLGS3
4 オープニングレクチャー 山守　育雄 三河内分泌糖尿病研究会 2015/6/27
5 糖尿病食事療法　最近の話題 山守　育雄 東三学術講演会 2015/7/29
6 オープニングレクチャー 山守　育雄 糖尿病治療について考える会 2015/8/6
7 クロージングレクチャー 山守　育雄 東三河糖尿病講演会 2015/9/3

8 糖尿病の現状を踏まえた療養指導の展
望 山守　育雄 「穂の国」スキルアップセミナー 2015/12/2

71/21/5102会手若郡蒲雄育　守山方い使のンリスンイのめたの医般一9



論文・著書 ( 医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1 生涯教育のためのセルフトレーニング問
題と解説第３集

筆頭著者
（総説） 山守　育雄

一般社団法人日本内科学会 専
門医部会編. 2015, p.68-70,72,283-
285,289,291,295.

2
２型糖尿病患者の自己管理継続を目的と
した家族同席の面接による家族介入プロ
グラム試案の作成と評価

共同著者
（原著論文）山守　育雄 日糖尿教看会誌. 2015; 19: 15-23.




