
保健師

第７回 日本糖尿病療養指導学術集会
個から地域、全国へ
療養支援の話、和、輪！
（プログラム・講演抄録集）
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第 7回 日本糖尿病療養指導学術集会 抄録集（2019）
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お 知 ら せ 

 

１．受付 

①参加受付 

・受付場所：福岡国際会議場・１階“正面玄関 受付” 

・受付時間：７月２０日(土)０８:００～１８:００・７月２１日(日)０７:００～１２:００ 
・参 加 費：日本糖尿病協会会員１０,０００円・非会員１５,０００円 

②参加証には必要事項を記入し、会期中は必ずご着用ください。 

参加証の再発行はいたしません。 

・「日本糖尿病療養指導士」 

更新4単位＜第2群＞ (演題発表筆頭演者：2単位加算[但し、審査あり]) 

２階 ロビーの日本糖尿病療養指導士認定機構窓口まで、CDEJカード（写真貼付）を持参してください。 

CDEJカードがない場合は、認定更新申請時に参加証明書（ネームカード）を添えて申請していただきます。 

・「地域糖尿病療養指導士」 

特定非営利活動法人秋田県糖尿病対策推進協議会➣参加：8単位 発表：2単位加算 論文の提出：2単位加算 

宮城県糖尿病療養指導士認定委員会➣参加：4単位（指定研修-A群） 発表：2単位加算（指定研修-A群） 

群馬県糖尿病療養指導認定機構➣参加：4単位 

栃木県糖尿病療養指導士認定機構➣参加：5単位 発表：2単位加算 

東京糖尿病療養指導士認定機構➣参加：5単位（東京糖尿病療養指導士、東京糖尿病療養支援士） 

千葉県糖尿病対策推進会議➣参加：3単位 

東北信地域糖尿病療養指導士育成会➣参加：4単位 

新潟県地域糖尿病療養指導士認定機構➣参加：4単位 発表：2単位加算 

静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会➣参加：5単位 

岐阜県CDEネットワーク➣参加：5単位 発表者・共同演者：2単位加算 

滋賀糖尿病療養指導士認定委員会➣参加：5単位 発表者・共同演者：2単位加算 

京都府糖尿病療養指導士認定委員会➣参加：6単位 発表：2単位加算 

大阪糖尿病療養指導士認定機構➣参加：5単位 

和歌山地域糖尿病療養指導士認定委員会➣参加：5単位 

糖尿病療養指導士兵庫県連合会➣参加：4単位 発表：2単位加算 

広島県糖尿病療養指導士認定機構➣参加：5単位 発表：3単位加算 

鳥取県糖尿病療養指導士認定機構➣参加：5単位 

島根県糖尿病療養指導士認定機構➣参加：4単位 発表：1単位加算 

山口県糖尿病対策推進委員会➣参加：1単位 発表：1単位加算 

高知県糖尿病療養指導士認定機構➣参加：4単位 発表：2単位加算 

大分県糖尿病療養指導士会➣参加：3単位 筆頭演者：3単位加算 共同演者：1単位加算 

長崎地域糖尿病療養指導士会➣参加：1単位 

熊本地域糖尿病療養指導士認定委員会➣認定委員会が指定する更新認定講座 

宮崎地域糖尿病療養指導士認定機構➣参加：5単位 

※上記以外にも認定更新単位としてお認めいただいているCDELがございます。詳細はご所属のCDELに 

ご確認ください。 

   ・「日本糖尿病協会 登録医・療養指導医・登録歯科医」･････講習会の受講１回分とみなされます。 

※[所属・氏名を記入した部分]と[参加証明書]が出席証明となります。 
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２．スモールグループディスカッション 

・事前登録の方は予めご連絡しましたグループの座席にお座りください。 

・当日受付の方はご参加いただけません。 

 

３．Meet the Expert 

・事前登録の方は予めご連絡しましたセッションにご参加ください。 

・当日受付の方はご参加いただけません。 

 

４．ワークショップ 

・事前登録の方は予めご連絡しましたグループの座席にお座りください。 

・当日受付の方はご参加いただけません。 

 

５．臨床研究入門 

・事前登録の方は予めご連絡しましたお部屋のご自由な席に座りください。 

・当日受付の方はご参加いただけません。 

 

６．ランチョンセミナー・スイーツセミナー・イブニングセミナー・モーニングセミナー 

・ランチョンセミナーは整理券を発行しません。各会場で直接お弁当をお受け取りください。 

・スイーツセミナーは整理券を発行しません。各会場で直接スイーツをお受け取りください。 

配布時間は７月２０日（土）１６：３０からメインホール：先着５００名分／国際会議室：４００名分 配布終了までです。 

・イブニングセミナー終了後の意見交換会は、ご入場時の配布資料付属の整理券が必要です。 

・モーニングセミナーは整理券を発行しません。会場（メインホール）で直接軽食をお受け取りください。 

なお、同時間において２階多目的ホールでも軽食を配布します。 

※お弁当等は共催社のご好意によるものです。数には限りがあります事をご了承ください。 
 

７．会場間シャトルタクシー 

・第 27 回西日本肥満研究会会場（九州大学医学部百年講堂）および第 7 回日本糖尿病療養指導学術集会会場（福

岡国際会議場）間にてシャトルタクシー（無料）を運行します。 

・運行時間： ７月２０日（土） １０：００～１８：４０／７月２１日（日） ０８：３０～１４：１０ 

 ※両学会の会場間の移動にのみ利用可能です。九州大学医学部百年講堂⇔福岡国際会議場間以外のご移動に

はご利用できません。 

※2台のシャトルが会場間を移動しますので、お待ちいただくこともございます。ご了承ください。 

 

８．学会本部 

   公益社団法人 日本糖尿病協会 事務局 

   〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-4 麹町セントラルビル8階 
   TEL (03)3514-1721 FAX (03)3514-1725 e-mail meeting@nittokyo.or.jp 
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座長・ポスター発表の先生方へ（受付） 

 

１．座長の先生方へ 

・＜座長受付＞はございませんので、各会場へ直接お越しください。 
なお、進行につきましては、時間厳守でお願いします。 

 

 

２．ポスター発表の先生方へ 
・ポスターの貼付は７月２０日(土)の０８：００-０９：００、撤去は７月２１日(日)の１２：００までです。 

１２：００を過ぎても放置されているポスターは事務局で処分させていただきますので、予めご了承ください。 

・セッション開始時間には発表ポスター前にお越しください。 

・発表時間３分、討論時間２分です。時間厳守でお願いします。 
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日 程 表 
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２０１９年７月２０日(土) 

 
  

9:00

10:00

教育講演 ①
ライフステージに応じた療養指導

総論
座長　武田　　純

寺内　康夫

30

11:00

10

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

20:00

21:00

17:00

18:00

19:00

40

意見交換会
（於：サンパレス
2Fパレスルーム）

　3F　メインホール 2F　多目的ホール

40

30

教育講演 ②
高齢者の糖尿病

座長　南條輝志男
荒木　　厚

30

30

教育講演 ③
療養指導者学習支援DVD活用術

金森　　晃
脇　　裕典

一般演題／ポスター
＜9：30～10：10＞

P3・P6・P9・P12・P15
＜10：00～10：40＞

P1・P4・P7・P10・P13・P16

30

20

00

表彰式

ランチョンセミナー ①
座長　清野　　裕

北田　宗弘・南　　昌江

00

30

10
CDEL活動報告

若手研究者助成報告
ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌ育成研究助成報告

サマーキャンプ報告
40

10

イブニングセミナー
食事療法の落とし穴

～人生100年をめざした
個別対応の重要性～

座長　矢部　大介
 　　 北谷　直美

医師　　　　　山田祐一郎
看護師　　　　橋本　祐子
薬剤師　　　　益成　　宏
管理栄養士　　樋口　則子
理学療法士　　松木　良介
臨床検査技師　手塚　裕子

40

10

20

30

4F　401-403

Meet the Expert ①
進行役　小倉　雅仁

東山　弘子

00

40

開会

日本糖尿病協会賞 受賞講演
座長　清野　　裕

下野　　大・髙橋　一征
太田　謙司

40

臨床研究入門
講師　津村　和大

40

スイーツセミナー ①
座長　矢部　大介

東山　弘子

会長講演
座長　中村　慶子

大部　正代

30
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21:00

40

意見交換会
（於：2Fパレスルーム）

20:00

17:00

10

18:00

19:00

30

40

スイーツセミナー ②
座長　小園亜由美

野見山　崇

　　スモールグループ
　　ディスカッション

　　腎症重症化予防
　　　➣パレスルーム
　　サマーキャンプ
　　　➣平安
　　皮下硬結
　　　➣末広

14:00

15:00

16:00

30

30 30 30

メインホール
サテライト

　　スモールグループ
　　ディスカッション

　　災害対策
　　　➣404-406
　　フットケア
　　　➣409-410
　　インスリンポンプ
　　　➣411-412
　　精神疾患合併
　　　➣413-414
　　糖尿病療養指導ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ
　　　➣502-503

30

30

ランチョンセミナー ②
座長　安西　慶三

寺内　康夫
13:00

20

11:00

12:00

10:00

9:00

5F　国際会議室 4F・5F サンパレス
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２０１９年７月２1日(日) 

 

  

教育講演 ④
久山町研究

座長　中村　宇大
二宮　利治

教育講演 ⑤
保健行政

座長　茅山加奈江
矢島　鉄也
教育講演 ⑥

糖尿病患者の運動療法
座長　井垣　　誠

松田　拓朗
教育講演 ⑦

薬物療法 SGLT2阻害薬
座長　厚田幸一郎

柴田　大河

特別募集
チーム医療実践例

シリーズ発表
（於：多目的ホール特設ブース）

一般演題／ポスター
P2・P5・P8・P11
P14・P17・P18

40

30

50

13:00

14:00

30

15:00

教育講演 ⑧
FGM・リアルタイムCGMの期待と課題

座長　内潟　安子
渥美　義仁

00

10

00
閉会

10

CDE meeting

10

ランチョンセミナー ③
座長　渡邉　啓子

矢部　大介

9:00 00

10:00

11:00

12:00

00

00

30

8:00 00

7:00

3F　メインホール 2F　多目的ホール

30

00

モーニングセミナー
座長　中園　徳斗士

　　吉井千賀子
藤本　淑子

福岡県糖尿病協会　有志

4F　401-403

Meet the Expert ②
進行役 中村　昭伸

清野　　裕

00

30
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15:00

13:00

14:00

10

ランチョンセミナー ④
座長　三鴨　廣繁

田中　永昭・松島　由実
和田　幹子

00

　 スモールグループ
 　ディスカッション

　ｻﾎﾟｰﾄが必要な高齢者
　　➣パレスルーム
　歯科医科連携
　　➣平安
　成育期
　　➣末広11:00 00

00 00 00 0012:00

教育講演 ⑨
"発症前から考える"
糖尿病療養指導

座長　赤司　朋之
飯西　美咲
阿比留教生

00 00 00

メインホール
サテライト

療養支援の話・和・輪・
ワークショップ！

～家族になろうよ！～

　スモールグループ
　ディスカッション

　女性の一生
　　➣404-406
　働き盛り
　　➣409-410
　動ける高齢者
　　➣411-412
　糖尿病ｶﾝﾊﾞｾｰｼｮﾝ・ﾏｯﾌﾟ
　　➣502-503

9:00 00

10:00

サンパレス

7:00

8:00

5F　国際会議室 4F 413-414 4F・5F
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プ ロ グ ラ ム 
 

 

開 会 挨 拶  

 

表 彰 式  
 

受 賞 講 演  

 

会 長 講 演  

 

教 育 講 演  

 

イ ブ ニ ン グ セ ミ ナ ー 

 

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー 

 

ス イ ー ツ セ ミ ナ ー 

モ ー ニ ン グ セ ミ ナ ー 

 

ス モ ー ル グ ル ー プ 

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 

 

M e e t  t h e  E x p e r t 

 

ワ ー ク シ ョ ッ プ 

 

サ マ ー キ ャ ン プ 報 告  

 

臨 床 研 究 入 門 

 

若 手 研 究 者 助 成 報 告  

メディカルスタッフ育成研究助成報告 

 

Ｃ Ｄ Ｅ Ｌ 活 動 報 告 

C D E  m e e t i n g 

 

特 別 募 集  

一 般 演 題  
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開会挨拶・表彰式・受賞講演・会長講演 メインホール 

 
開 会 挨 拶 
 

第１日目 ７月２０日(土) 09:00～09:10 

第7回日本糖尿病療養指導学術集会 会長（福岡県栄養士会）  大部 正代 

 

 

日本糖尿病協会賞 表彰式 
第１日目 ７月２０日(土) 11:00～11:30 
 

Aretaeus Award for Outstanding Scientific & Health Care Achievement 

大阪府歯科医師会  太田 謙司 

William Cullen Award for Achievement in Clinical Diabetes Research 

二田哲博クリニック  下野  大 

Palamedes Award for Leadership and Service in Diabetes 

東京都糖尿病協会  髙橋 一征 

Tomoko Tachikawa Award 

並河内科クリニック  田中美紗子 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Nurse 

医療法人姫野治子内科クリニック  吉井千賀子 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Dietitian 

医療法人十薬会上大類病院 栄養課  堀口 時子 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Pharmacist 

武庫川女子大学 薬学部  辻本  勉 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Physical therapist 

石川県立中央病院 リハビリテーション室  片田 圭一 
JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Medical technologist 

医療法人社団ＤＭ会成田センタークリニック 検査室  手塚 裕子 
 
日本糖尿病協会賞 受賞講演 

第１日目 ７月２０日(土) 11:30～12:20 

 座長 公益社団法人日本糖尿病協会 理事長（関西電力病院）  清野  裕 

 

William Cullen Award for Achievement in Clinical Diabetes Research 

二田哲博クリニック  下野  大 

Palamedes Award for Leadership and Service in Diabetes 
東京都糖尿病協会  髙橋 一征 

Aretaeus Award for Outstanding Scientific & Health Care Achievement 

大阪府歯科医師会  太田 謙司 

 
会 長 講 演 
第１日目 ７月２０日(土) 17:40～18:10 
 座長 横浜創英大学大学院 看護学研究科  中村 慶子 

 

「糖尿病食事療法の過去・現在、そしてこれから」 

第7回日本糖尿病療養指導学術集会 会長（福岡県栄養士会）  大部 正代 
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教育講演  メインホール

 
教育講演 
 

第１日目 ７月２０日(土) 13:30～16:30 

教育講演 ① ライフステージに応じた療養指導 総論 

座長 康生会武田病院  武田  純

 

「ライフステージに応じた療養指導 総論」 

一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構 理事長  寺内 康夫

（横浜市立大学附属病院）       

 

教育講演 ② 高齢者の糖尿病 

座長 和歌山ろうさい病院  南條輝志男

「高齢者の糖尿病」 

東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科  荒木  厚

 

教育講演 ③ 療養指導者学習支援DVD活用術 

  

「仲間と一緒に考えよう！療養支援・指導のポイント」 

かなもり内科  金森  晃

東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科  脇  裕典

＜活用実例紹介＞ 

医療法人社団大仁会大石病院 看護部  吉川 千晴

医療法人興生会 相模台病院 薬剤部  相澤 政明
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教育講演  メインホール／国際会議室 

 
教育講演 
 

第２日目 ７月２１日(日) 09:00～12:00 

教育講演 ④ 久山町研究 

座長 九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学  中村 宇大 

 

「糖尿病に関する最近の知見：久山町研究」 

九州大学大学院医学研究院 衛生・公衆衛生学分野  二宮 利治 

 

教育講演 ⑤ 保健行政 

座長 石川県国民健康保険団体連合会  茅山加奈江 

 

「糖尿病重症化予防に関する最近の国の動向について」 

千葉大学 客員教授（医療政策学）  矢島 鉄也 

 

教育講演 ⑥ 糖尿病患者の運動療法 

座長 公立豊岡病院日高医療センター リハビリテーション技術科  井垣  誠 

 

「運動療法の基本と実践 ～安全かつ効果的な運動療法を実現するためのポイント～ 」 

福岡大学病院 リハビリテーション部  松田 拓朗 

 

教育講演 ⑦ 薬物療法 SGLT2阻害薬 

座長 北里大学病院 薬剤部  厚田幸一郎 

 

「SGLT2阻害薬」 

大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科  柴田 大河 

 

教育講演 ⑧ FGM・リアルタイムCGMの期待と課題 

座長 東京女子医科大学東医療センター  内潟 安子 

 

「血糖管理の新展開：リアルタイムFGM・CGMへの期待と課題」 

永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター  渥美 義仁 

 

教育講演 ⑨ "発症前から考える"糖尿病療養指導 

座長 医療法人社団シマダ嶋田病院 内科  赤司 朋之 

 

「子どものＨbＡ1c実態調査」 

宇美町 健康づくり課  飯西 美咲 

「小太りは糖尿病のはじまり！？」 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻 内分泌・代謝内科学分野  阿比留教生 

 
 
 
 
 
 



 20 

 
 

イブニングセミナー メインホール 

 
イブニングセミナー 
食事療法の落とし穴 
～人生100年をめざした個別対応の重要性～ 

 
共催：日本イーライリリー㈱ 

日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 
 

第１日目 ７月２０日(土) 18:10～19:40 

日本では高齢人口が増加の一途を辿り、加えて高齢独居者の割合も増えつつあると報告されています。人生 100年と 

言われる時代を迎え、糖尿病療養指導の在り方を再考すべくこのセミナーを企画しました。 

本イブニングセミナーでは、糖尿病治療に関わる医師・スタッフそれぞれの職種の立場より日常の臨床での失敗事例、

成功事例を通して、療養指導におけるチーム内での連携、他の職種に望む事など、様々な問題点を議論し、その結果を

共有したいと考えています。 

なお、今回は参加者の意見を「スマートフォン」を使い集約するなど、初めての試みを予定していますので多くの皆

様のご参加お待ちしています。 

 座長 岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学分野  矢部 大介 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  北谷 直美 

 

医師 

秋田大学大学院医学系研究科 内分泌･代謝･老年内科学  山田祐一郎 

看護師 

医療法人社団亮仁会那須中央病院 看護部  橋本 祐子 

薬剤師 

徳山中央病院 薬剤部  益成  宏 

管理栄養士 

国家公務員共済組合連合会浜の町病院 栄養課  樋口 則子 

理学療法士 

関西電力病院 リハビリテーション部  松木 良介 

臨床検査技師 

医療法人社団ＤＭ会成田センタークリニック 検査室  手塚 裕子 
 
 
 

意見交換会                        サンパレス パレスルーム 

第 1日目 ７月２０日（土）19：40～21：00 
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ランチョンセミナー メインホール／国際会議室 

 
ランチョンセミナー ①：メインホール 
 

 
共催：大正製薬㈱ 

第１日目 ７月２０日(土) 12:30～13:20 

 座長 公益社団法人日本糖尿病協会 理事長（関西電力病院）  清野  裕 

 

「糖尿病性腎症に対する食事量のあり方を考える」 

金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学  北田 宗弘 

「スポーツで広がる療養指導の輪」 

医療法人南昌江内科クリニック  南  昌江 

 

 
ランチョンセミナー ②：国際会議室 

 
共催：田辺三菱製薬㈱ 

第一三共㈱  
第１日目 ７月２０日(土) 12:30～13:20 

 座長 佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  安西 慶三 

「糖尿病治療の最新情報 ～腎症を考慮した薬物治療～ 」 

横浜市立大学 内分泌・糖尿病内科学  寺内 康夫 

 

 
ランチョンセミナー ③：メインホール 
 

 
共催：武田薬品工業㈱  

第２日目 ７月２１日(日) 12:10～13:00 

 座長 中村学園大学 栄養科学部 栄養科学科  渡邉 啓子 

 
「超高齢社会における糖尿病治療の現状と課題」 

岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学分野  矢部 大介 

 
 
ランチョンセミナー ④：国際会議室 
 

 
共催：日本ベクトン・ディッキンソン㈱  

第２日目 ７月２１日(日) 12:10～13:00 

 座長 愛知医科大学 感染症科  三鴨 廣繁 

 
「糖尿病治療に関する針刺損傷ゼロを目指して 

～糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル～」 

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター  田中 永昭 
社会医療法人畿内会岡波総合病院  松島 由実 

医療法人社団STOP DMすずき糖尿病内科クリニック  和田 幹子 
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スイーツセミナー・モーニングセミナー メインホール／国際会議室 

 
スイーツセミナー ①：メインホール 
 

 

 
共催：日本イーライリリー㈱  

 
 

第１日目 ７月２０日(土) 16:40～17:10 

 座長 岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学分野  矢部 大介 

 

「カンバセーション・マップに魅せられて」 

関西電力医学研究所 医学教育研究部  東山 弘子 

 
 
スイーツセミナー ②：国際会議室 
 

 

 
共催：日本コカ・コーラ㈱ 

 
 

第１日目 ７月２０日(土) 16:40～17:10 

 座長 二田哲博クリニック  小園亜由美 

 

「糖尿病患者の理に適った熱中症対策 ～ミネラルから考える水分補給～ 」 

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科  野見山 崇 
 
 
 
モーニングセミナー：メインホール 
 

 

 
 

第２日目 ７月２１日(日) 7:30～08:00 

 座長 福岡県糖尿病協会 支部長  中園徳斗士 

医療法人姫野治子内科クリニック  吉井千賀子 

「患者から見た日糖協の地域活動 ～福岡県の場合・CDELと共に～ 」 

福岡県糖尿病協会（患者代表）  藤本 淑子 

福岡県糖尿病協会有志 
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スモールグループディスカッション  

 
スモールグループディスカッション 
 

 
 
 

第１日目 ７月２０日(土) 13:30～16:30 

① 腎症重症化予防 （於：サンパレス パレスルーム） 

 

② フットケア （409-410） 

 

③ インスリンポンプ （411-412） 

 

④ 精神疾患合併 （413-414） 

 

⑤ 皮下硬結 （サンパレス 末広） 

 

⑥ 災害対策 （404-406）  

 

⑦ サマーキャンプ （サンパレス 平安） 

 

⑧ 糖尿病療養指導カードシステム （502-503） 

 

 

第２日目 ７月２１日(日) 09:00～12:00 

ライフステージに応じた療養指導 

⑨ 成育期 （サンパレス 末広） 

 

⑩ 働き盛り ～早期発見・治療継続 （409-410） 

 

⑪ 女性の一生 ～妊娠・出産から更年期まで （404-406） 

 

⑫ 動ける高齢者 ～これからも元気に過ごすために （411-412） 

 

⑬ サポートが必要な高齢者 ～介護・在宅医療 （サンパレス パレスルーム） 

 

⑭ 歯科医科連携 （サンパレス 平安） 

 

⑮ 糖尿病カンバセーション・マップ （502-503） 
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Meet the Expert 401-403 

 
Meet the Expert  

第 1日目 ７月２０日(土) 13:30～15:00 

Meet the Expert ① 

 進行役 京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学  小倉 雅仁 

 
関西電力医学研究所 医学教育研究部  東山 弘子 

 

第２日目 ７月２１日(日) 09:00～10:30 

Meet the Expert ② 
 進行役 北海道大学大学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室  中村 昭伸 

 
公益社団法人日本糖尿病協会 理事長（関西電力病院）  清野  裕 

 
 
 

療養支援の話・和・輪・ワークショップ！～家族になろうよ！～ 413-414 

 
療養支援の話・和・輪・ワークショップ！～家族になろうよ～ 
 

 

第２日目 ７月２１日(日) 09:00～12:00 

糖尿病療養は生活そのもの、２４時間３６５日休みなく続きます！多分上手く行く時ばかりじゃあないでしょう。

時には辛い時、怠けたい時、めんどくさい時ありますよね！そんな時、そばにいてくれるのは家族をはじめとした周

囲の人達・・・。今日は医療者の仮面を脱ぎ捨てて、自分の気になる患者さんの『家族になろうよ！』。『家族』の立

場からみた『あの人』は、どんな風に見えるでしょうか？『家族』の自分はどんなサポートができるのでしょうか？ 

暑い暑い福岡で！熱く篤くトークしましょう！ 

 進行役 釧路赤十字病院 内科  古川  真 

 

 ファシリテーター  

釧路赤十字病院 医療技術部 栄養課  宮井 理沙 

釧路赤十字病院 リハビリテーション科部  井上 里紗 

釧路赤十字病院 薬剤部  佐藤  文 

独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 栄養管理室  白坂 亜子 

サカイ薬局  酒井 孝征 

原三信病院 看護部  有馬 弥生 

嶋田病院 看護部  柏  裕子 

回生会堤病院 検査科  深水 由美 

福岡赤十字病院 検査部  加藤 康男 
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サマーキャンプ報告 多目的ホール 

 
サマーキャンプ報告 

 
 

第１日目 ７月２０日(土) 17:10～17:40 フリートーク（※展示は 7月 20日～21日 14時まで） 

わが国の小児糖尿病サマーキャンプは、1963年に丸山博先生が初めて開催し半世紀の歴史を持ちます。そして、1967

年から日本糖尿病協会主催の小児糖尿病生活指導講習会として支援が進められ、全国各地で開催されるようになりま

した。昨年は全国50ヵ所で1,124人のキャンパーが参加し、参加したスタッフの延べ人数は5,050人であったと報告

されています。 

全国各地で開催されているキャンプは、それぞれの歴史を持ち、特徴ある企画やプログラムで活動が行われていま

す。今年の目標は？目玉のプログラムは？もう始まったキャンプもあります。 

このセッションでは、平成30年度に開催された全国各地のキャンプの活動が報告されます。昨年同様、直接それぞ

れのキャンプを生の声で紹介していただきます。 

発症後はじめてキャンプに参加した子どもたちの表情、みんなで楽しむキャンプファイヤー、一人じゃないインス

リン注射や血糖測定など、成果はどうだったのでしょうか？キャンプはチーム医療のミニモデルでもあります。キャ

ンプでの役割は果たせたのでしょうか？ 

それぞれのキャンプの経験を共有して、よりよいキャンプを一緒に作ってまいりましょう。 

 

 進行役 H.E.C サイエンスクリニック  平山 大徹 
 

 
 
 

臨床研究入門 401-403 

 
臨床研究入門 

 
 
 

第１日目 ７月２０日(土) 16:40～17:40 

日本糖尿病協会では、メディカルスタッフによる糖尿病療養指導のエビデンス創出を目指す「メディカルスタッフ

育成研究助成」を設けています。 
今回、研究に関心があるメディカルスタッフが、臨床研究について学ぶ入門セッションを開催します。これまで研

究に携わる機会がなかった方でも臨床研究のいろはを学ぶことができますので、ぜひ、この機会に糖尿病療養指導の

科学的なアプローチに取り組んでみてください。そして、研究助成にご応募ください。 
 
研究助成の詳細は日本糖尿病協会ホームページで 
 

 講師 川崎市立川崎病院 糖尿病内科  津村 和大 
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若手研究者助成報告・メディカルスタッフ育成研究助成報告 多目的ホール 

 

若手研究者助成報告 

 

第１日目 ７月２０日(土) 17:10～17:40 フリートーク（※展示は 7月 20日～21日 12時まで） 

「先天性重症インスリン抵抗性症候群の臨床像と病態解明」 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 発生発達病態学分野/小児科  高澤  啓 

「腸管内分泌細胞老化に着目したGLP-1制御機構の解明とその糖尿病治療への応用」 

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科  五十嵐正樹 

「体性幹細胞分泌因子を用いた糖尿病多発神経障害に対する新規治療法開発と機序の解明」 

愛知医科大学医学部 内科学講座糖尿病内科  恒川  新 

「消化管ホルモン分泌制御による肥満・糖尿病治療戦略の構築」 

京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学  加藤 朋子 

「腸管グルカゴンの機能及び糖新生器官としての腸管の役割の解明」 

滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科  柳町 剛司 

「ベージュ脂肪細胞維持に関わる分子機構の解明」 

広島大学大学院医系科学研究科 分子内科学  大野 晴也 

 

 

メディカルスタッフ育成研究助成報告 

 

第１日目 ７月２０日(土) 17:10～17:40 フリートーク（※展示は 7月 20日～21日 12時まで） 

「インスリン使用中の高齢者における自己注射手技向上を目指した介入研究」 

公立学校共済組合北陸中央病院 看護部  石田 一美 

「高齢者糖尿病におけるサルコペニアに有効な栄養・運動指導方法の開発」 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  茂山 翔太 

「シックデイ対応指導マニュアルの作成およびそれを用いた服薬指導の有用性」 

福岡大学筑紫病院 薬剤部  中島 章雄 

「糖尿病患者におけるポリファーマシーの要因検索に対する研究」 

北里大学薬学部 薬物治療学I  堀井 剛史 
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ＣＤＥＬ活動報告 多目的ホール 

 

ＣＤＥＬ活動報告 

 

第１日目 ７月２０日(土) 17:10～17:40 フリートーク（※展示は 7月 20日～21日 12時まで） 

「夕日丹頂CDELは嵐を呼ぶぜ！」 

夕日丹頂CDEL(釧路根室地域糖尿病療養指導士) 

「札幌LCDE認定機構の立ち上げから札幌LCDE誕生まで」 

札幌地域糖尿病療養指導士認定機構 

「秋田県糖尿病療養指導士の育成状況」 

特定非営利活動法人秋田県糖尿病対策推進協議会 

「岩手県におけるLCDEの役割」 

いわて糖尿病療養指導士会 

「CDE-Yamagata 活動報告」 

山形糖尿病療養指導士認定委員会 

「宮城県糖尿病療養指導士認定委員会認定委員会 これまでの軌跡と今後の課題」 

宮城県糖尿病療養指導士認定委員会 

「福島県糖尿病療養指導士会の現状と課題」 

福島県糖尿病療養指導士会 

「群馬県糖尿病療養指導の活動報告」 

群馬県糖尿病療養指導認定機構 

「糖尿病対策の核となる活動を目指して」 

栃木県糖尿病療養指導士認定機構 

「東京糖尿病療養指導士認定機構 2018年度活動報告」 

東京糖尿病療養指導士認定機構 

「CDE-Chiba活動報告2019」 

千葉県糖尿病対策推進会議 

「埼玉県糖尿病相談員（CDEL）制度の取り組みと現状」 

埼玉県糖尿病協会 

「平成30年度活動報告 令和の時代へ」 

東北信地域糖尿病療養指導士育成会 

「長野県中信地域糖尿病療養指導士のスキルアップを目指して」 

中信地域糖尿病療養指導士育成会 

「新潟県地域糖尿病療養指導士 CDE-niigataの現状と課題:2019」 

新潟県地域糖尿病療養指導士認定機構 

「静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会の活動報告」 

 静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会 

「愛知県糖尿病療養指導士認定機構の発起と活動について」 

愛知県糖尿病療養指導士認定機構 

「三重県における糖尿病療養指導活動について」 

三重県糖尿病協会CDEL認定委員会 

「岐阜県の皆も（ミナモ）いっしょに〝話・和・輪〟」 

岐阜県CDEネットワーク 

「とやま糖尿病療養支援機構の活動について」 

とやま糖尿病療養支援機構 
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ＣＤＥＬ活動報告 多目的ホール 

 

ＣＤＥＬ活動報告 
 

第１日目 ７月２０日(土) 17:10～17:40 フリートーク（※展示は 7月 20日～21日 12時まで） 

「石川県糖尿病療養指導士研究会の活動報告」 

石川県糖尿病療養指導士研究会 

「CDE滋賀の認定とフォローアップ事業～設立後 5 年間の歩み～」 

滋賀糖尿病療養指導士認定委員会 

「CDE京都における更新初年度の結果と今後の課題」 

京都府糖尿病療養指導士認定委員会 

「CDEO 平成の歩み」 

大阪糖尿病療養指導士認定機構 

「和歌山地域糖尿病療養指導士の現状と課題」 

和歌山地域糖尿病療養指導士認定委員会 

「CDEなら の設立3年目の現状とこれから」 

奈良糖尿病療養指導士認定委員会 

「2019年 活動報告」 

糖尿病療養指導士兵庫県連合会 

「岡山県における糖尿病医療連携の取り組み～「おかやま糖尿病サポーター」認定とその役割～」 

岡山県糖尿病医療連携推進事業 

「広島県糖尿病療養指導士認定機構 活動報告」 

広島県糖尿病療養指導士認定機構 

「鳥取県糖尿病療養指導士認定制度創設３年を経て見えてきたこと」 

鳥取県糖尿病療養指導士認定機構 

「認定研修会プログラム＆研修の実際」 

島根県糖尿病療養指導士認定機構 

「この1年間の活動とスタッフ会管理システムの開発」 

かがわ糖尿病療養指導士認定機構（みとよ糖尿病療養指導士） 

「徳島県LCDEの現状と課題」 

徳島県地域糖尿病療養指導士認定機構 

「CDE高知の現状／高知県東部地域におけるCDE高知の活動」 

高知県糖尿病療養指導士認定機構 

「愛媛地域糖尿病療養指導士受験者・認定更新の現状と活動～認定更新者研修会「研修企画グループワーク」報告～」 

愛媛地域糖尿病療養指導士認定制度委員会 

「北九州ＣＤＥの会活動報告「研修会活動」」 

北九州CDEの会 

「福岡糖尿病療養指導士会 20年の歩み」 

福岡糖尿病療養指導士会 

「地域での取り組み」 

筑後糖尿病療養指導士会 

「2018年活動報告＆大分県糖尿病協会活動における大分LCDEの役割」 

大分県糖尿病療養指導士会 

「佐賀糖尿病療養指導士 活動報告」 

佐賀糖尿病療養指導士会 
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ＣＤＥＬ活動報告 多目的ホール 

 

ＣＤＥＬ活動報告 
 

第１日目 ７月２０日(土) 17:10～17:40 フリートーク（※展示は 7月 20日～21日 12時まで） 

「離島・地域を結ぶスキルアップ・キャラバンセミナーの取り組み」 

長崎地域糖尿病療養指導士会 

「２次医療圏毎の研修会開催の試み」 

熊本地域糖尿病療養指導士認定委員会 

「宮崎地域糖尿病療養指導士の歩みと活躍の場を広げるための工夫」 

宮崎地域糖尿病療養指導士認定機構 

「eラーニングから療養指導の実践へ～CDEとCDELの地域連携」 

鹿児島県地域糖尿病療養指導士認定機構 

「沖縄県地域糖尿病療養指導士会の活動報告」 

沖縄県地域糖尿病療養指導士会 

 
 
 
 
 
 

CDE meeting メインホール 

 

CDE meeting 

 

 

 

第２日目 ７月２１日(日) 13:10～14:10 

 進行役 佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  安西 慶三 

松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科  佐藤 利昭 

 

CDEL を立ち上げた後、認定方法や基準、認定更新、研修会などの教育支援、財政など、実務的な運営面でご苦労いた

だいている点について、各団体の代表者が集まって意見交換を行います。 

一般の方も自由にご参加ください。 
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特別募集 多目的ホール 特設ブース 

 
特別募集 チーム医療実践例シリーズ発表 
 

第２日目 ７月２１日(日) 07:30～08:50 

 

T① 糖尿病チームによる関わりにより治療に前向きになれた1型糖尿病の1例 

 
T①-1 医師の立場より 

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター  岡本 紗希 

T①-2 看護師の立場より 

関西電力病院 看護部  面谷 智子 

T①-3 管理栄養士の立場より 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  玉城 光平 

T①-4 

 

理学療法士の立場より 

関西電力病院 リハビリテーション部  松木 良介 

 

T② 多職種チームで開催する糖尿病教室～参加者からの質問分析 

 

T②-1 理学療法士編 

森ノ宮医療大学 保健医療学部 理学療法学科  角田 晃啓 

（（公財）田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌内科)        

T②-2 薬剤師編 

(公財)田附興風会医学研究所北野病院 薬剤部  上田  覚 

T②-3 管理栄養士編 

（公財）田附興風会医学研究所北野病院 栄養部  石田 梨奈 

T②-4 

 

医師編 

(公財)田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌内科  本庶 祥子 

T②-5 看護師編 

（公財）田附興風会医学研究所北野病院 看護部  古河てまり 
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特別募集 多目的ホール 特設ブース 

 
特別募集 チーム医療実践例シリーズ発表 
 

第２日目 ７月２１日(日) 07:30～08:50 

 

T③ 福岡県小郡・大刀洗地区における糖尿病連携手帳の活用 

 

T③-1 多職種・多施設間での糖尿病連携手帳の活用とその意義 

医療法人社団シマダ嶋田病院 内科  赤司 朋之 

T③-2 糖尿病連携パス患者における歯科受診率向上への取り組み 

医療法人社団シマダ嶋田病院 地域連携室  坂本 則子 

T③-3 年間検査計画カレンダー作成による、糖尿病連携手帳「合併症関連検査」項目の円滑な活用 

医療法人社団シマダ嶋田病院 地域連携室  西岡 恵子 

T③-4 保険薬局における糖尿病連携手帳の普及と活用 

総合メディカル株式会社 北野調剤薬局  石井 美帆 

T③-5 介護施設での連携手帳の活用の試み 

赤司内科医院  堤  純子 

T③-6 診療所における糖尿病連携手帳の活用について 

医療法人やなぎ医院  堀内由紀子 

 

T④ 当院におけるチーム医療 実践例 

 

T④-1 医師から 

二田哲博クリニック 診療部  下野  大 

T④-2 医療事務から 

二田哲博クリニック 事務部  中川由紀子 

T④-3 臨床検査技師から 

二田哲博クリニック 臨床検査部  城野 梨絵 

T④-4 管理栄養士から 

二田哲博クリニック 栄養指導部  小園亜由美 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
 

一般演題／ポスター発表①・② 多目的ホール 

 
ポスター発表① 日糖協資材の活用1 
 

第１日目 ７月２０日(土) 10:00～10:40 

座長 関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター  田中 永昭   

 

P1-1 療養指導カードシステム導入に向けた実践報告‐病棟看護師に向けた勉強会の実施‐ 

静岡赤十字病院 内科病棟看護師  八木 美保、他 

P1-2 糖尿病療養指導カードシステムを活用し、個別性のある看護を提供するために 

上都賀厚生農業協同組合連合会上都賀総合病院 看護部  江田 昌代、他 

P1-3 急性期混合病棟における糖尿病療養指導～療養指導カードシステム導入への取り組み～ 

医療法人社団寿量会熊本機能病院 看護師  筑紫あずさ、他 

P1-4 糖尿病患者に知識を提供するために必要なこととは？～アンケートを通じて見えた課題を考える～ 

医療法人社団紘和会平和台病院 看護部  長谷川雄二、他 

P1-5 カードシステムを活用した患者指導への試み～スタッフ教育への有効性をアンケート分析から考える～ 

社会医療法人川島会川島病院  戸田 己記、他 

P1-6 糖尿病教室において、糖尿病療養指導カードシステムを導入した取り組み 

岡崎市民病院 看護局  吉田 照美、他 

P1-7 看護師から見た糖尿病療養指導カードの有用性 

藤田医科大学病院 看護部  白鳥 智也、他 

P1-8 カードシステムを用いた診療連携 

医療法人辰川会山陽病院  辰川 匡史、他 

 
 
 
 
ポスター発表② 日糖協資材の活用 2 

 

第２日目 ７月２１日(日) 08:00～08:35 

座長 済生会飯塚嘉穂病院 外来  安河内清子   

 

P2-1 精神疾患を伴う患者に対する糖尿病教育入院とその効果 ～“糖尿病カンバセーションマップ”を用いて～ 

医療法人豊永会飯塚記念病院 内科外来棟 検査科  前畠 淑美、他 

P2-2 薬局管理栄養士による糖尿病支援～カンバセーションマップと運動イベント～ 

健ナビ薬樹薬局矢向  大石 友美、他 

P2-3 カンバセーション・マップを多職種に広げる試み 

国家公務員共済組合連合会浜の町病院 栄養科  宮村 未喜、他 

P2-4 “カンバセーションマップ”の効果について ～当院ファシリテーターのアンケートを通して～ 

福岡県済生会飯塚嘉穂病院 栄養部  堀之内潤子、他 

P2-5 療養支援DVD教育効果に関する調査 

市立八幡浜総合病院  木戸美江子、他 

P2-6 糖尿病療養指導士 学習支援DVD（薬物療法の支援編）の使用評価 

さがみ糖尿病カンファレンス  相澤 政明、他 

P2-7 日本糖尿病協会発行の「自己管理応援シール」を用いたクリニックと保険薬局の低血糖指導と課題抽出 

総合メディカル株式会社 そうごう薬局 天神中央店  橋口 知香、他 

 
 
 



 33 

 
 

一般演題／ポスター発表③・④ 多目的ホール 

 
ポスター発表③ 食事療法1 

 

第１日目 ７月２０日(土) 09:30～10:05 

座長 中村学園大学 栄養科学部 栄養科学科  渡邉 啓子   

 

P3-1 創部感染症を合併した長期入院糖尿病患者の血糖コントロールに難渋した1例 

三菱三原病院  濱本能利子   

P3-2 写真での食事記録法により血糖値の改善を認めた統合失調症合併2型糖尿病患者の一例 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  高橋 拓也、他 

P3-3 食事療法に関して主治医との情報共有が重要であった肥満2型糖尿病患者の一例 

慶應義塾大学病院 食養管理室  清水真美子、他 

P3-4 妻の介護を担う糖尿病腎症を発症した患者への慢性腎臓病教室での支援 

飯塚病院 南2A病棟  間  恵美、他 

P3-5 妊娠糖尿病患者への栄養食事指導の効果と今後の課題 

宮崎病院 栄養管理室  本莊 真一、他 

P3-6 糖尿病患者に対する継続栄養指導の効果の検討 

昭和大学横浜市北部病院 栄養科  星川 麻美、他 

P3-7 高知県における外来栄養食事指導推進に関する意識調査の結果について 

美作大学 生活科学部 食物学科  徳広 千惠、他 

 
 
 
 
ポスター発表④ 食事療法 2 

 

第１日目 ７月２０日(土) 10:05～10:35 

座長 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 栄養課  樋口 則子   

 

P4-1 薬局管理栄養士による健康管理機能付き電子お薬手帳アプリを用いた糖尿病支援の効果 

健ナビ薬樹薬局矢向2号店  力久 綾乃、他 

P4-2 ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）ＬＩＮＥ＠を活用した栄養支援 

いどがや内科・糖尿病内科クリニック  古谷 千早、他 

P4-3 糖尿病専門クリニックにおけるドクターズカフェの立ち上げ ～実践型の栄養指導を目指して～ 

あそうクリニック 栄養科  勝又 香子、他 

P4-4 釧路CDE研究会における糖尿病デー食事栄養ブースの取り組み 

釧路赤十字病院 医療技術部 栄養課  宮井 理沙、他 

P4-5 バイキング形式の外来糖尿病教室の取り組み～実践的栄養食事指導～ 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  茂山 翔太、他 

P4-6 運動・食事療法の合同開催における多職種との連携 

株式会社麻生飯塚病院 リハビリテーション部  尾方 佑輔、他 
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一般演題／ポスター発表⑤・⑥ 多目的ホール 

 
ポスター発表⑤ 料理教室／食事会 
 

第２日目 ７月２１日(日) 08:00～08:30 

座長 松江赤十字病院 栄養課  安原みずほ   

 

P5-1 糖尿病患者対象の料理教室開催方法について～看護師から～ 

ＪＡ静岡厚生連遠州病院 看護師  森下 絵美、他 

P5-2 糖尿病患者対象の料理教室開催方法について～管理栄養士から～ 

ＪＡ静岡厚生連遠州病院 管理栄養士  安本美登里、他 

P5-3 糖尿食を学ぶ料理教室 新築移転に伴い院内開催へ 5年間の歩み 

国家公務員共済組合連合会浜の町病院 栄養科  前田 美咲、他 

P5-4 糖尿病教室に調理実習を取り入れてみての報告 

長野厚生連富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院 看護部  上月喜美子、他 

P5-5 クッキング講座を通しての減塩活動 

鹿児島県糖尿病協会 栄養部会  中尾矢央子、他 

P5-6 美味しく 楽しく 糖尿病夕食会 

ぽらんのひろば井上診療所 管理栄養士  染原  剛、他 

 
 
 
 
ポスター発表⑥ 市民啓発 
 

第１日目 ７月２０日(土) 09:30～10:00 

座長 釧路赤十字病院 内科  古川  真   

 

P6-1 筑豊地区における世界糖尿病デー・ブルーライトアップにおける現状と課題について 

地域医療振興協会  渡邊 美幸、他 

P6-2 「筑豊糖尿病の集い」を効果的な草の根活動にするために 

嘉麻赤十字病院  大里 幸子、他 

P6-3 当院が行う療養支援～健康＆減塩フェスタについて～ 

社会医療法人製鉄記念八幡病院 栄養管理部  瀬戸 瑠璃、他 

P6-4 天草市におけるCDE-Kとしての糖尿病予防の取り組み～CDE-Kによる糖尿病の啓蒙活動～ 

（株）天草調剤薬局 デイ薬局  野田亜希子、他 

P6-5 地域住民への啓発活動「糖尿病の基本の○き」紙芝居を実施して 

北医療生活協同組合北病院  前田 るみ、他 

P6-6 当院における糖尿病デーの取り組み 

医療法人同仁会おおぞら病院 リハビリテーション部  畠山 一輝、他 
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一般演題／ポスター発表⑦・⑧ 多目的ホール 

 
ポスター発表⑦ 医療スタッフの教育 
 

第１日目 ７月２０日(土) 10:00～10:35 

座長 薬局恵比寿ファーマシー  佐竹 正子   

 

P7-1 糖尿病教室運営委員会主催 院内糖尿病勉強会～管理栄養士から～ 

ＪＡ静岡厚生連遠州病院 管理栄養士  安本美登里、他 

P7-2 糖尿病教室運営委員会主催 院内糖尿病勉強会～看護師から～ 

ＪＡ静岡厚生連遠州病院 看護師  森下 絵美、他 

P7-3 シックデイの患者指導における薬剤師と看護師の連携 

公立甲賀病院 薬剤部  小梶 良太、他 

P7-4 バーチャル患者を用いた多職種による症例検討トレーニング 

公益社団法人有隣厚生会富士病院 栄養科  花山 陽平、他 

P7-5 糖尿病服薬・療養支援研究会の取り組み 

医療法人康曜会プラーナクリニック 内科  奥野  茂、他 

P7-6 地域連携を目指した近隣の調剤薬局合同の勉強会を実施して 

一般財団法人積善会十全総合病院  守谷 景子、他 

P7-7 静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会(SCL-CDE)の活動報告と資格試験結果について 

市立島田市民病院  菅沼 博茂、他 

 
 
 
 
ポスター発表⑧ 糖尿病教室／友の会活動 
 

第２日目 ７月２１日(日) 08:00～08:40 

座長 わきさか内科  脇坂 正則   

 

P8-1 地域包括ケア病棟における健幸増進運動教室の導入～生活習慣改善を目指して～ 

済生会小樽病院 リハビリテーション室  三浦富美彦、他 

P8-2 糖尿病センターのチーム活動 療養教室チームでの3年間の活動のまとめ 

柏市立柏病院 リハビリテーション科  藤浪  毅、他 

P8-3 患者さんと一緒に走るTDJ（チームダイアベーティスジャパン）当院での実績 

加藤内科クリニック  加藤 則子、他 

P8-4 当院における糖尿病教室の取り組み～スタッフの立場から効率化を目指して～ 

釧路赤十字病院 リハビリテーション科部  井上 里紗、他 

P8-5 糖尿病教室の参加者を増やす取り組み 

中津川市民病院 糖尿病薬剤部  曽我 未央   

P8-6 仲間を作ろう 友の会 きっと役立つ 

その絆 患者・スタッフとして関わる活動を通して友の会の今後を考える 

医療法人十薬会上大類病院 栄養課  堀口 時子、他 

P8-7 友の会の発展課題と魅力的な活動のための検討～グループワーク記録の解析～ 

大分大学医学部 看護学科  脇  幸子、他 

P8-8 HbA1c値と糖尿病薬剤の使用状況 

飯山赤十字病院 薬剤部  滝澤 康志、他 
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一般演題／ポスター発表⑨・⑩ 多目的ホール 

 
ポスター発表⑨ 運動療法 
 

第１日目 ７月２０日(土) 09:30～10:05 

座長 広島大学病院 診療支援部リハビリテーション部門  岩城 大介   

 

P9-1 糖尿病教育入院患者に対する身体機能チェック「2型糖尿病とロコモ」の関係 

柏市立柏病院 リハビリテーション科  藤浪  毅、他 

P9-2 当院の糖尿病運動療法の現状 運動療法の継続のために 

医療法人秋芳会秋吉病院  小名川知徳、他 

P9-3 社会保険田川病院における教育入院患者の体組成、運動機能に関する実態調査 

社会保険田川病院 栄養科  青木 哲美、他 

P9-4 当院における糖尿病外来リハビリテーションの取り組み 

公益財団法人健和会戸畑けんわ病院  永末 真也   

P9-5 糖尿病患者における運動療法がインスリン治療に及ぼす影響についての検討 

医療法人南昌江内科クリニック  守田摩有子、他 

P9-6 定期的な運動指導により血糖値とセルフエフィカシーが改善した2型糖尿病脳卒中患者1例 

秋田県立循環器・脳脊髄センター  鈴木 智士、他 

P9-7 糖尿病患者の心不全増悪により入院となり理学療法介入をした症例 

戸田中央医科グループ医療法人社団徳成会八王子山王病院 リハビリテーション科  天谷 未希、他 

 
 
 
 
ポスター発表⑩ 薬物療法／患者との対話 
 

第１日目 ７月２０日(土) 10:05～10:35 

座長 上都賀総合病院 薬剤部  野澤  彰   

 

P10-1 経口血糖降下薬配合剤の使用状況と薬剤師による介入の可能性についての検討 

釧路赤十字病院 薬剤部  佐藤  文、他 

P10-2 飯塚病院におけるスルホニル尿素製剤の使用実態調査 

飯塚病院 薬剤部  景山 花奈、他 

P10-3 感染症による緊急入院時の血糖降下薬の扱いについて 

東京都済生会中央病院 薬剤部  清水 淳一、他 

P10-4 未治療の糖尿病を有したガス産生蜂窩織炎患者に対し多職種介入を試みた一例 

関西電力病院 看護部  河野 千尋、他 

P10-5 社会復帰を目指す壮年期の糖尿病透析患者の看護～目標に向かい療養行動を始めた症例～ 

医療法人姫野クリニック  戸谷 悠里、他 

P10-6 再入院を繰り返す糖尿病患者の自己管理行動への援助～退院後の良好な血糖コントロール継続を目指して～ 

一般社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院 看護部  足立はるみ、他 
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一般演題／ポスター発表⑪・⑫ 多目的ホール

 
ポスター発表⑪ 患者との対話と心理 
 

第２日目 ７月２１日(日) 08:00～08:40 

座長 佐賀大学医学部 看護学科  古賀 明美  

 

P11-1 糖尿病患者に対する指導の一助とするための心理検査と運動・食事習慣のアンケート調査 

社会医療法人青洲会青洲会クリニック  仁位 泰輔、他

P11-2 ２型糖尿病患者の性格特性と自己管理行動及び血糖コントロールの関連 

徳島文理大学 人間生活学部 食物栄養学科  森川 咲子、他

P11-3 教育入院における「患者情報シート」および「自己効力に焦点を当てた面談」導入の効果 

恵生会恵生会病院 看護部  上野 恵美、他

P11-4 糖尿病教育入院における人生目標の設定が糖尿病自己管理に与える影響 

関西電力病院  糖尿病・代謝・内分泌センター  山口 裕子、他

P11-5 Ａ病棟看護師の糖尿病療養指導の振り返り～初回外来受診時の療養指導に同席して～ 

上都賀厚生農業協同組合連合会上都賀総合病院 看護師  大塚 陽美、他

P11-6 当院における糖尿病指導の1症例 ～行動変化ステージとマンダラート法を用いて～ 

福岡県済生会大牟田病院 看護部  古賀 寛子、他

P11-7 診察予約票にクイズを載せることで、患者に病識を得てもらうきっかけ作りの取り組み 

医療法人社団大仁会大石病院 クラーク  貞縄 春菜、他

P11-8 糖尿病日めくりカレンダーの使用状況とその効果―アンケート調査の結果から― 

市立奈良病院 臨床検査室  小林 史孝、他

 
 
 
 
ポスター発表⑫ 高齢者 
 

第１日目 ７月２０日(土) 09:30～10:05 

座長 小内医院  小内  裕  

P12-1 おっと、まさかの認知症！～糖尿病教育入院中に判明した認知症患者の検討 

船橋二和病院・ふたわ診療所 内科  池田 美佳  

P12-2 認知症により血糖コントロール困難とされた高齢糖尿病患者の在宅復帰に向けた取り組み 

戸田中央医科グループ医療法人社団徳成会八王子山王病院 リハビリテーション科  田口 昌絵、他

P12-3 

 

フットケアと運動療法により恐怖回避思考に改善がみられた1症例 

東京CDE・CDSの会(東京糖尿病療養指導士)  鈴木  誠、他

P12-4 インスリン自己注射の受け入れに難渋した高齢2型糖尿病患者への関わり 

医療法人南昌江内科クリニック  金納 典子、他

P12-5 高齢糖尿病患者のインスリン注射の実施状況と課題に対する当院での工夫 

医療法人南昌江内科クリニック  髙巣 京子、他

P12-6 高齢糖尿病透析患者におけるフレイル・サルコペニアと高齢者総合的機能評価(CGA)の関連性 

一成会たちばな台病院 透析センター  鈴木 志穂、他

P12-7 西東京地域における多職種による糖尿病と介護に関する検討 

西東京CDEの会  森  貴幸、他
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一般演題／ポスター発表⑬・⑭ 多目的ホール 

 
ポスター発表⑬ 専門性を生かした取り組み 
 

第１日目 ７月２０日(土) 10:05～10:40 

座長 弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学  松橋 有紀   

 

P13-1 臨床検査技師としての糖尿病患者への支援 

越谷市立病院 臨床検査科  大久保宏子、他 

P13-2 CDE臨床検査技師としての院内での取り組み、その後 

社会医療法人長門莫記念会長門記念病院 検査科  加納査恵子、他 

P13-3 当院での外来患者における、血糖自己測定器保守点検実施への取り組みについて 

上尾中央医科グループ白岡中央総合病院 検査技術科  片桐 佳紀、他 

P13-4 愛媛地域糖尿病療養指導士としての歯科衛生士の取り組み 

医療法人原瀬歯科医院  坪内美由紀、他 

P13-5 小学生に、CDELである歯科衛生士が生活習慣病予防の授業を行ったら 

医療法人原瀬歯科医院  武内 佳香   

P13-6 行政保健師及びCDELとして実施した、嘉麻市役所確定申告会場での血糖測定 

福岡県嘉麻市役所  山下  愛   

P13-7 筑豊地区の糖尿病啓発イベントにおける理学療法士・作業療法士の関わり 

公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院  宇佐波政輝   

 
 
 
 
ポスター発表⑭ インスリン／血糖測定 
 

第２日目 ７月２１日(日) 08:00～08:35 

座長 イムス三芳総合病院 内分泌・代謝センター  貴田岡正史   

 

P14-1 糖尿病専門病棟での自己注射チェックスタンプの活用により硬結の発見、インスリン減量につながった一例 

飯塚病院 看護部  坂ノ上文子、他 

P14-2 インスリンボールの早期発見とサイトローテーションの効果～皮下エコーとFGMを活用した看護支援～ 

四日市羽津医療センター 看護部  平岡めぐみ、他 

P14-3 皮下腫瘤を認める１型糖尿病患者の注射部位変更後の低血糖回避について ～FreeStyleリブレを用いて～ 

白金台おがわクリニック  大島すみよ、他 

P14-4 FreeStyleリブレ®導入患者の使用感と満足度に関するアンケート調査 ～現状と今後の課題～ 

相模原赤十字病院 検査部  箭内 紀史、他 

P14-5 2型糖尿病患者における低血糖と高血糖のFreeStyleリブレによる把握とその有用性 

北光記念クリニック 看護部  細川  渚、他 

P14-6 Free Styleリブレ導入後1年間のHbA1cの経過 

社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 栄養科  田村 美香、他 

P14-7 血糖自己測定における穿刺手技困難者に対する穿刺器具の新たな導入 

市立奈良病院 臨床検査室  森山美奈子、他 
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一般演題／ポスター発表⑮・⑯ 多目的ホール 

 
ポスター発表⑮ 組織での取り組み／1型糖尿病 
 

第１日目 ７月２０日(土) 09:30～10:10 

座長 愛媛大学大学院医学系研究科 小児科  濱田 淳平   

 

P15-1 その人らしい療養生活を支える糖尿病看護情報提供書作成をめざして 

～院内外連携の実態調査自由記述の分析～ 

KKR高松病院  齋藤 弘子、他 

P15-2 インスリンに関連したインシデント軽減に向けての取り組み ～第2報～ 

社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 インスリンに関するワーキンググループ  越智 志保、他 

P15-3 糖尿病対策推進事業に関する理学療法士の組織化に向けた取り組み-都道府県担当者の配置について- 

公益社団法人日本理学療法士協会  永嶋 道浩、他 

（日本糖尿病理学療法学会）          

P15-4 H30年北海道胆振東部地震における糖尿病患者への意識調査 

王子総合病院  宮脇 晴代、他 

P15-5 小児1型糖尿病に対する多職種連携フローの作成と管理栄養士の関わり 

豊川市民病院 栄養管理科  杉山 優一、他 

P15-6 新潟小児糖尿病キャンプにおける低血糖頻回となる患児の特徴 

新潟県立燕労災病院 内科  北澤  勝、他 

P15-7 １型糖尿病患者の女性の会「なのはな会」の開催までの道のりと今後の課題 

公益財団法人柏市医療公社柏市立病院 看護部  山村 和江   

P15-8 当院1型糖尿病患者の会実施報告～アンケート調査からの考察～ 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  坂口真由香、他 

 
 
 
 
ポスター発表⑯ 合併症 
 

第１日目 ７月２０日(土) 10:10～10:40 

座長 大分大学医学部 看護学科  脇  幸子   

 

P16-1 患者へのフットケアを通して見えた当院での課題 

医療法人財団明理会行徳総合病院  佐久間幸栄   

P16-2 糖尿病足病変スクリーニングツール「AAAスコア」は高齢糖尿病患者に有用であるか 

独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター 看護部  阿座上 操、他 

P16-3 フットケア外来開設３年間の取り組みと今後の課題について 

医療法人亀岡病院 看護部  岡本 常宏   

P16-4 一般病棟糖尿病患者に対する糖尿病療養指導士の活動意義 

～大切な足を守るためにチーム医療が出来ること～ 

恵生会恵生会病院 看護部  清水 道子、他 

P16-5 糖尿病腎症を原疾患とする維持透析患者の末梢動脈疾患と足病変の相関 

医療法人王子総合病院 血液浄化室  坪井 方雪   

P16-6 交流集会報告「九州全域で取り組む透析予防プロジェクト」～個・自施設・地域でできること～ 

九州糖尿病看護研究会  平野 晃彦、他 
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一般演題／ポスター発表⑰・⑱ 多目的ホール 

 
ポスター発表⑰ 透析予防指導／院内連携 
 

第２日目 ７月２１日(日) 08:00～08:40 

座長 千葉労災病院 糖尿病・内分泌内科  三村 正裕   

 

P17-1 済生会松山病院における糖尿病透析予防指導システムの報告 第2弾 

社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 看護部  徳野みどり、他 

P17-2 当院における糖尿病透析予防指導外来の取り組み 

香川県立中央病院 看護部  浪尾 路代、他 

P17-3 糖尿病透析予防における多職種での取り組み 

福岡大学病院 看護部７階病棟  坂本 倫基、他 

P17-4 糖尿病教育入院患者の腎症予防指導の現状と課題―入院時と半年後外来時のデータを比較してー 

独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 看護部  池田 綾華、他 

P17-5 チームで支える糖尿病教育入院を目指して～パスの見直しと教育体制の整備を行う～ 

JCHO大和郡山病院  餅田 友希、他 

P17-6 臨床検査技師による糖尿病教育入院での検査指導と今後の課題 

関西電力病院 臨床検査部  橋本 寛子、他 

P17-7 当院における糖尿病外来教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの取り組みについて 

社会医療法人財団白十字会白十字病院 栄養管理部  澤山有利菜、他 

P17-8 滋賀県湖西地域の病床数150床の小規模病院における糖尿病教育入院立ち上げにむけての取り組み 

大津赤十字病院 医療技術部 栄養課  中田有紀子、他 

 
 
 
 
ポスター発表⑱ 療養指導における調査と取り組み 
 

第２日目 ７月２１日(日) 08:00～08:25 

座長 公立学校共済組合九州中央病院 糖尿病・内分泌内科  五島 大祐   

 

P18-1 糖尿病網膜症から眼を守るために～眼科受診を勧めて～ 

医療法人永井医院  岸 ひろみ、他 

P18-2 某歯科診療所における地域糖尿病療養指導士（CDEL）を有する歯科衛生士の取り組み 

一般財団法人サンスター財団附属千里歯科診療所  福池 久恵、他 

P18-3 通院中の糖尿病患者におけるお薬手帳の活用状況について～災害対策の視点から～ 

JA秋田厚生連湖東厚生病院  児玉 朱美、他 

P18-4 糖尿病患者におけるポリファーマシーの現状と内服薬に対する認識 

医療法人永井医院  間  絵理、他 

P18-5 糖尿病カードシステムを導入した院内連携の実際と課題 

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連 総合病院 水戸協同病院  下村絵理香、他 
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