
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、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 ）療法が増加しつつあり、約半
数が SAP 療法となっている。年末には新しく保険収載された 2 週間連続で血糖値を記録できる Flash 
Glucose Monitoring 式の CGM を運用開始した。
　日本糖尿病協会の支部として友の会があり、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。
　人事面では動きがなかった。

　（部長　山守　育雄）

糖尿病・内分泌内科

２．新規登録疾患
総数：1,262件

甲状腺中毒症［甲状腺機能
亢進症］116件（9.2%）

インスリン非依存性糖尿病
 439件（34.8%）

非中毒性甲状腺腫 188件（14.9%）リポたんぱく代謝障害及びその他の
脂（質）血症 67件（5.3%）

甲状腺機能低下症 53件
 （4.2%）

内分泌腺の性状不詳又は不明
の新生物 39件（3.1%）

その他 185件（14.7%）

甲状腺炎 62件（4.9%）

二次性糖尿病 53件（4.2%）

妊娠中の糖尿病 33件（2.6%）

インスリン依存性糖尿病
 27件（2.1%）



数件名病01－DCIるなと主名　患　疾 （件） ICD－10

インスリン非依存性糖尿病 11E493 病尿糖性存依非ンリスンイ
インスリン非依存性糖尿病，多発合併症をを伴うもの 25 E117

非中毒性甲状腺腫 非中毒性甲状腺腫，詳細不明 174 E049
140E11節結腺状甲性発単性毒中非

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 102 E050
950E41明不細詳，症毒中腺状甲

リポたんぱく代謝障害及びその他
の脂（質）血症 高脂（質）血症， 587E46明不細詳

360E55炎腺状甲性疫免己自炎腺状甲

甲状腺機能低下症 甲状腺機能低下症，詳細不明 51 E039

41E73病尿糖の明不細詳病尿糖性次二

内分泌腺の性状不詳又は不明の新
生物

内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物，副腎 22 D441
内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物，甲状腺 14 D440

442O33病尿糖たし生発に中娠妊病尿糖の中娠妊

01E42病尿糖性存依ンリスンイ病尿糖性存依ンリスンイ

３．活動報告
　⑴　患者状況
　　　　年間外来患者数 19,591人 年間外来新患者数 1,045人
　　　　年間入院患者数 3,024人 年間入院新患者数 248人

　⑵　疾患別頻度

2型糖尿病 2,549件（39.3％）

脂質異常症 862件（13.3％）

結節性甲状腺腫 572件（8.8％）

甲状腺機能低下症 251件（3.9％）

バセドウ病 587件（9.1％）

その他 799件（12.3％）下垂体機能低下症 99件（1.5％）

高尿酸血症 160件（2.5％）

1型糖尿病 168件（2.6％）

内分泌腺の新生物 193件（3.0％）

橋本病 246件（3.8％）

総数：6,486件



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

1 脊髄空洞症による横隔神経麻
痺でSIADHを来した1例 筆頭演者 山守　育雄 第228回日本内科学会東

海地方会 名古屋市 2016/2/21

2
高Ca血症の制御にデノスマブ
が有効であった副甲状腺癌の
1例

筆頭演者 山守　育雄 第89回日本内分泌学会学
術集会 京都市 2016/4/22

3
安全なインスリン療法をめざ
したインスリン関連インシデ
ントレポート･アンケートの
解析

共同演者 山守　育雄 第59回日本糖尿病学会年
次学術集会 京都市 2016/5/19

4
地域中核病院入院患者におけ
る糖尿病患者数の増加につい
て

筆頭演者 山守　育雄 第59回日本糖尿病学会年
次学術集会 京都市 2016/5/20

5
肺癌下垂体転移に伴う下垂体
前葉機能低下症と中枢性尿崩
症の1例

筆頭演者 金田　成康 第229回日本内科学会東
海地方会 浜松市 2016/6/26

6
ダクラタスビル･アスナプレ
ビル併用療法時に血糖増悪を
呈した1例

筆頭演者 荻本　　繁 第90回日本糖尿病学会中
部地方会 名古屋市 2016/10/2

7
糖尿病啓発イベント時に行っ
た間食および食事療法に関す
る意識調査

筆頭演者 荻本　　繁 第90回日本糖尿病学会中
部地方会 名古屋市 2016/10/2

8
救急外来で中枢性めまいをと
らえるために－スコアリング
の作成と精度の検討－

共同演者 長谷川義高 第65回日本農村医学会学
術集会 志摩市 2016/10/28

9 両側副腎偶発腫瘤で発見され
た両側副腎出血の1例 共同演者 長谷川義高 第26回臨床内分泌代謝

Update さいたま市 2016/11/19



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

第1回名古屋糖尿病･内分
泌研究会 名古屋市 2016/3/31

2 糖尿病治療おさえておきたい最新の話題
第59回愛知県糖尿病療養
指導研究会 名古屋市 2016/9/18

l



座長・司会（医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 座長・司会 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

第64回東三河内分泌疾患
談話会

2 座長 特別講演
糖尿病腎症

4 座長 糖尿病療養指導(栄養指導　
透析予防) 山守　育雄 第59回日本糖尿病学会年

次学術集会
日本内科学会第229回東
海地方会
第90回日本糖尿病学会中
部地方会

7 座長
医師は無力、減塩実現には多
職種でつくる町の減塩環境を
活用する～よりよい降圧療法
のために～

8 座長
大災害時の生活習慣病の変化
とその対策－大津波による血
糖と血圧の変化－

山守　育雄 Diabetes Forum in 東三
河 豊橋市 2016/10/24

9 座長 視床下部による水･エネルギ
ーバランスの調節 2016/10/26

10 座長
なぜ副甲状腺が必要なのか?
～臨床の現場から見るカルシ
ウム代謝の臨床～

原発性副甲状腺機能亢進
症を考える会 豊橋市 2016/10/31



講　　演（医局）
＜糖尿病・内分泌内科＞

№ 演　　題　　名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日

第6回豊橋市民病院豊橋薬薬連携
研修会

3 栄養サポートのための糖尿病の
知識

4 新たに定められた「高齢者の血糖
コントロール目標」とその背景

5 脳卒中予防のための糖尿病の知
識 2016/11/12


