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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 16 名や新たに発
足した愛知県糖尿病療養指導士 4名等の協力で、糖尿病教育入院の他、療養指導外来、フットケア外来、
糖尿病透析予防指導外来を設置している。通常のインスリンポンプ療法（CSII）に加え、SAP（CGM
つき CSII）療法を行っている。2週間連続で血糖値を記録できるFlash Glucose Monitoring 式の CGM
も数十名が継続している。
　日本糖尿病協会の支部として友の会があり、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。この年は新企画としてアトリウムでのミニ糖尿病教室とポイントラリー形式の参加型展示、
会議室を利用してのフットケア体験とお茶会を行った。
　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。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。
　人事面では廣瀬友矩医師が 4月に着任し、代わって金田成康副部長が 6月末に退職した。廣瀬友矩医
師は 3月末に退職した。

　（部長　山守　育雄）

糖尿病・内分泌内科

２．新規登録疾患
総数：889件

甲状腺中毒症［甲状腺機能
亢進症］84件（9.4%）

２型糖尿病 420件（47.2%）

非中毒性甲状腺腫 120件（13.5%）

リポタンパク代謝障害及びその他
の脂血症 39件（4.4%）

甲状腺機能低下症 27件
 （3.0%）

アルドステロン症 17件（1.9%） その他 69件（7.8%）

甲状腺炎 36件（4.0%）

二次性糖尿病 26件（2.9%）

妊娠中の糖尿病 28件（3.1%）

１型糖尿病 23件（2.6%）
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３．活動報告
　⑴　患者状況
　　　　年間外来患者数 21,470人 年間外来新患者数 1,137人
　　　　年間入院患者数 3,802人 年間入院新患者数 298人

疾　患　名 主となるICD10病名 件数（件） ICD10

２型糖尿病 ２型糖尿病 317 E11
２型糖尿病，多発合併症を伴うもの 42 E117

非中毒性甲状腺腫 非中毒性甲状腺腫，詳細不明 98 E049
非中毒性多結節性甲状腺腫 15 E042

甲状腺中毒症［甲状腺機能亢進症］ びまん性甲状腺腫を伴う甲状腺中毒症 77 E050

リポタンパク代謝障害及びその他の脂血症 高脂血症，詳細不明 30 E785

甲状腺炎 自己免疫性甲状腺炎 33 E063

妊娠中の糖尿病 妊娠中に発生した糖尿病 28 O244

甲状腺機能低下症 甲状腺機能低下症，詳細不明 27 E039

二次性糖尿病 その他の明示された糖尿病 23 E13

１型糖尿病 １型糖尿病 15 E10

アルドステロン症 原発性アルドステロン症 14 E260



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 開催地 発表年月日 演者
区分

1 自転車のハンドルによる外傷性甲状腺炎の1例 筆頭演者 七原　佳洋 第237回日本内科学会
東海地方会 津市 2019/2/17 S

2
基礎インスリン1日1単位未
満で管理可能であった1型
糖尿病の6例

筆頭演者 山守　育雄 第62回日本糖尿病学会
年次学術集会 仙台市 2019/5/23

3
前立腺膿瘍から肝膿瘍、精巣
上体炎を併発し治療に難渋し
た高齢者2型糖尿病の1例

筆頭演者 山守　育雄 第93回日本糖尿病学会
中部地方会 福井市 2019/9/7

4
水酸化酵素欠損症に合併し
たPFAPA症候群が疑われ
る1例

筆頭演者 山守　育雄 第239回日本内科学会
東海地方会 岐阜市 2019/10/6

5
肝細胞癌に対するレンバチ
ニブにより破壊性甲状腺中
毒症を呈した1例

筆頭演者 廣瀬　友矩 第62回日本甲状腺学会
学術集会 前橋市 2019/10/11



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 開催地 発表年月日 演者
区分

1
SGLT2阻害薬の投与により
正常血糖ケトアシドーシス
を呈した1型糖尿病の一例

筆頭演者 西田　泰之 第41回東三医学会 豊橋市 2019/3/2 R

2
CDC73遺伝子のエクソン
7-17に欠失をみとめた家族
性副甲状腺癌の1例

筆頭演者 山守　育雄 第16回愛知甲状腺研究
会 名古屋市 2019/6/20



座長・司会（医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者
区分

1 座長 一般内科医のためのメトホ
ルミンの使い方 山守　育雄 メトホルミンセミナー

in東三河 豊橋市 2019/2/5

2 座長
エビデンスに基づいた2型糖
尿病の薬物療法－基礎治療
薬としてのメトホルミン－

山守　育雄 メトホルミンセミナー
in東三河 豊橋市 2019/2/5

3 Opening 
Remarks Opening Remarks 第4回名古屋糖尿病・

内分泌研究会 名古屋市 2019/3/14

4 座長 Weekly GLP-1受容体作動
薬の臨床応用 山守　育雄 新時代の糖尿病治療を

考える会in豊橋 豊橋市 2019/4/8

5 座長 内分泌・代謝④ 第116回日本内科学会
総会・講演会 名古屋市 2019/4/27

6 Closing 
Remarks Closing Remarks 糖尿病・内分泌セミナ

ー2019 名古屋市 2019/5/31

7 座長 肥満・糖尿病の腎！とくる
腸！いい話 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/8/28

8 座長 豊橋市における糖尿病性腎
症重症化予防の取組み 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/10/30

9 座長 糖尿市民病院における
DKD治療 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/10/30

10 座長 成田記念病院における紹介
患者の症例提示 山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/10/30

11 座長
岡山県におけるSTOP－
DKDを見据えた取り組み
と治療戦略

山守　育雄 東三学術講演会 豊橋市 2019/10/30

山守　育雄

山守　育雄

山守　育雄



講　　演（医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者
区分

1 冬を乗り切るための工夫 山守　育雄 東三学術講演会 2019/1/30
2 甲状腺外来診療私の小技 山守　育雄 TOYOAKE甲状腺セミナー 2019/2/28

3 ADA/EASDのコンセンサスレポートをこう読む 山守　育雄 東三学術講演会 2019/5/29

豊橋市
名古屋市

豊橋市


