1-2．論文（邦文）
論文内容

形態種別

執筆形態

共著者名
（◎はcorresponding author、半角()は本人）

Impact
Factor

貢献度
（%）

1.

DPP(dipeptidyl peptidase)-4阻害薬治療下でのSU薬グリメピリド追 原著
加投与の有用性と安全性の検討. 新薬と臨牀. 2014.01. 63(1):8693

共著

石井 雅雄, 松田 昌文, 和田 誠基

10

2.

オメガ-3脂肪酸製剤への期待. Pharma Medica. 2013.09.
31(9):115-121

共著

西岡利彦, 池脇克則, 松居徹, (松田昌文), 済陽輝久

20

3.

【入院患者の血糖コントロール 周術期やICU、ステロイド使用、感 総説
染症などさまざまなケースに応じた管理のコツ】【3章】 病棟でよく困
る血糖コントロールのQ&A. レジデントノート. 2013.07. 15(6):10911102

共著

◎大野 洋介, 内田 香介, 森本 二郎, 白石 美絵乃, 田中
聡, 大西 由希子, 山崎 知子, 藤田 寛子, 根田 保, 小野
田 教高, 秋山 義隆, (松田 昌文), 日向 崇

10

4.

期待されるチアゾリジン薬 改訂版 ５．大規模試験から ACT
NOW. フジメディカル出版. 2013.05. 217-222

共著

◎(松田昌文)

学術雑誌(その他)

単行本

100

2-1．学会発表（国外）
内容

発表学会名

学会区分

1.

International Diabetes Fedeeration The 国際学会
Changes in prescription of oral hypoglycemic
agents after introduction of DPP-4 inhibitors in World Diabetes Congress 2013.
2013.12. Melbourne, Australia
a diabetes clinic in Japan

2.

Comparison of theoretical doses of insulin
detemir and insulin glargin estimated from
insulin action indices in Japanese diabetic
patients

3.

Features in subjects with increased fasting
American Diabetes Association 73rd
glucagon concentration after administration of a Scientific Sessions. 2013.06. Chicago,
DPP-4 inhibitor
Illinois, USA

International Diabetes Fedeeration The 国際学会
World Diabetes Congress 2013.
2013.12. Melbourne, Australia

国際学会

共同研究者名
（◎は演者、半角()は本人）

貢献度
（%）

◎Yoshitaka Akiyama, Tomoko Morita, Yoshimi Abe,
Chieko Morisawa, Anna Sakashita, Shoji Kawazu, Eiji
Omura, Seiki Wada, Mitsugu Tokunaga, Shinya Minagawa,
Masako Yazawa, Mie Koike, (Masafumi Matsuda)

10

◎Anna Sakashita, Natsuko Oshitani, Chieko Morisawa,
Yoshimi Abe, Tomoko Morita, Yoshitaka Akiyama,
(Masafumi Matsuda)

10

◎TOMOKO MORITA, CHIOKO MORISAWA,
NATSUKO OSHITANI, YOSHIMIABE, YOSHITAKA
AKIYAMA, MASAKO YAZAWA, AKIFUMI
KUSHIYAMA, SHOJI KAWAZU,(MASAFUMI
)

10

2-2．学会発表（国内）
内容

発表学会名

学会区分

共同研究者名
（◎は演者、半角()は本人）

全国学会

◎(松田昌文)

貢献度
（%）

1.

糖尿病の経口薬治療インスリン抵抗性改善薬の 第48回糖尿病学の進歩. 2014.03. 札
使い方
幌

2.

２型糖尿病患者における電子血圧計による脈波 第51回日本糖尿病学会関東甲信越地 地方学会
指標AVI,APIとPWV,FMD測定値との関連
方会. 2014.01. 横浜

◎坂下杏奈、秋山義隆、森澤智子、阿部義美、森田智
子、松田 彰、(松田昌文)

10

3.

シンポジウム２ 「新たな視点で血管機能を診る」 第13回日本AS学会・第6回日本血流血 全国学会
2型糖尿病患者における電子血圧計Pasesa®に 管学会合同学術集会. 2013.11. 東京
よる脈波指数AVI,APIの臨床意義

◎坂下杏奈,秋山義隆, 阿部義美, 森澤智子, 押谷奈都
子,森田智子, 松田彰,(松田昌文)

30

4.

PTUにより薬剤性過敏症症候群を発症し不幸な 第56回日本甲状腺学会. 2013.11. 和
転帰をきたしたバセドウ病の1例
歌山

◎押谷 奈都子、秋山 義隆、矢澤 麻佐子、大村 栄
治、(松田 昌文)

20

5.

2型糖尿病患者における電子血圧計Pasesa®に 第36回北関東内分泌・糖尿病セミナー. 研究会・シンポジウムなど
よる脈波指数AVI,APIの臨床意義
2013.11. 東京

◎坂下杏奈,秋山義隆, 阿部義美, 森澤智子, 押谷奈都
子,森田智子, 松田彰,(松田昌文)

10

6.

病因となる腫瘍側の判定が困難であった原発性 第14回日本内分泌学会関東甲信越支 地方学会
アルドステロン症の２症例
部学術集会. 2013.09. 横浜

◎秋山義隆、阿部義美、押谷奈都子、坂下杏奈、森澤智
子、森田智子、(松田昌文)

10

7.

インクレチン関連薬登場による 糖尿病診療へ
のインパクト

研究会・シンポジウムなど

◎(松田昌文)

80

8.

病因となる腫瘍側の判定が困難であった原発性 第35回埼玉内分泌代謝研究会.
アルドステロン症の２症例
2013.06. 埼玉

研究会・シンポジウムなど

◎阿部義美、押谷奈都子、坂下杏里、森澤智子、森田智
子、秋山義隆、(松田昌文)

10

9.

糖尿病患者に合併した慢性肝疾患と肝細胞癌 第49回日本肝臓学会総会. 2013.06.
の検討
東京

全国学会

◎山口 菜緒美, 名越 澄子, 大塚 武史, 細見 英里子, 高
橋 正朋, 原田 舞子, 小林 泰輔, 林 健次郎, 平井 紗弥
可, 長船 靖代, 知念 克也, 可児 和仁, 石田 周幸, 宮城
直也, 山本 龍一, 桜田 智也, 大野 志乃, 加藤 真吾, (松
田 昌文), 屋嘉比 康治

5

第27回埼玉医科大学・連携施設懇談
会. 2013.06. 川越

全国学会

100

内容

発表学会名

学会区分

共同研究者名
（◎は演者、半角()は本人）

貢献度
（%）

10. 日本人糖尿病患者における75g経口ブドウ糖負 第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
荷試験時の血中C-peptide、インスリン濃度変化 2013.05. 熊本
とインスリン分泌率の変化の比較

＠森澤 智子, 阿部 義美, 押谷 奈都子, 森田 智子, 秋山
義隆, 和田 誠基, 河津 捷二, 大村 栄治, 矢澤 麻佐子,
徳永 貢, 小池 美江, 皆川 慎哉, (松田 昌文)

8

11. DPP-4阻害薬投与で空腹時グルカゴンが上昇
する症例についての検討

第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
2013.05. 熊本

＠森田 智子, 森澤 智子, 押谷 奈都子, 阿部 義美, 秋山
義隆, 矢澤 麻佐子, (松田 昌文), 櫛山 暁史, 吉田 洋子,
河津 捷二

10

12. シタグリプチン投与24ヵ月後の臨床転帰 薬剤
耐性の評価

第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
2013.05. 熊本

◎松田 彰, 浜田 勝男, 三坂 和温, (松田 昌文)

5

13. 2型糖尿病患者におけるexenatide、liraglutide製 第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
剤導入症例の臨床診療での血糖および体重面 2013.05. 熊本
での有効性

◎押谷 奈都子, 森澤 智子, 阿部 義美, 森田 智子, 秋山
義隆, 大村 栄治, 河津 捷二, (松田 昌文)

10

14. インスリン非依存GAD抗体陽性糖尿病における 第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
2013.05. 熊本
DPP-4阻害薬シタグリプチンの有効性の検討
(SPAN-S第1報)

◎池袋 香織, 栗原 進, 波多野 雅子, 皆川 晃伸, 片山 茂
裕, 島田 朗, 小林 哲郎, 丹羽 正孝, (松田 昌文), 粟田
卓也

5

15. Sitagliptin介入耐糖能正常型化群の経口ブドウ 第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
糖負荷パターン 非糖尿病患者および食事・運 2013.05. 熊本
動療法介入耐糖能正常型化群との比較

◎阿部 義美, 森澤 智子, 押谷 奈都子, 森田 智子, 秋山
義隆, 小池 美江, 和田 誠基, 皆川 慎哉, 徳永 貢, 矢澤
麻佐子, 大村 栄治, (松田 昌文), 櫛山 暁文, 吉田 洋子,
河津 捷二

10

16. 一医院におけるレパグリニドの血糖コントロール 第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
改善効果の検討
2013.05. 熊本

◎皆川 真哉, (松田 昌文)

10

17. 糖尿病教育入院患者へのガムテストをとりいれ
た口腔ケア

◎椛島 美雪, 大野 智子, 原嶋 友美, 上野 葉月, 高橋 一
子, 石川 明実, 山口 陽子, 武熊 由佳, 森田 智子, (松田
昌文), 大和 時江

10

第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
2013.05. 熊本

内容

発表学会名

学会区分

18. 糖尿病患者における脈波解析による血管障害
指標の臨床的有用性

第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
2013.05. 熊本

共同研究者名
（◎は演者、半角()は本人）

貢献度
（%）

◎秋山 義隆, 阿部 義美, 森澤 智子, 押谷 奈都子, 森田
智子, 松田 彰, (松田 昌文)

10

19. 在宅食事負荷後尿中ミオイノシトール(UMI)測定 第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
による耐糖能低下の検出 非観血的な耐糖能 2013.05. 熊本
低下者のスクリーニング(その3)

◎山縣 文夫, 矢口 通子, 八巻 悟郎, 及川 孝光, 矢澤 麻
佐子, (松田 昌文), 佃 克則, 吉田 洋子, 櫛山 暁史, 河津
捷二

5

20. インスリン療法の適応とベネフィット

第56回日本糖尿病学会年次学術集会. 全国学会
2013.05. 熊本

◎(松田昌文)

100

21. Recent developments in insulin preparation in
clinical use

The 56the Annual Meeting of the Japan 全国学会
Diabetes Society. 2013.05. 熊本

◎(Masafumi Matsuda)

100

9．その他
事項

総合医療センター 内分泌･糖尿病内科 ／ 松田 昌文

団体機関等の名称

活動区分

1.

埼玉糖尿病対策推進会議

. 2012.04 -

委員会・協会等

2.

川越地域糖尿病療養研究会

. 2012.02 -

学会・研究会・セミナー等の開催

3.

埼玉県医科歯科連携推進会議 糖尿病作業部会

. 2011.06 -

委員会・協会等

4.

日本糖尿病学会パブリックリレーション委員会

. 2008.08 -

委員会・協会等

5.

Member of the Editorial Board of "Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases"

. 2008.08 -

学術芸術雑誌編集委員

