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お 知 ら せ 

１．開催方法

① 現地開催ならびに会期後のオンデマンド配信のハイブリット方式での開催です。

② 会期中（7月23-24日）のライブ配信はありません。 
③ プログラムには下記2通りがございます。 
◆「現地のみプログラム」・・・・・会期中の現地開催のみ・配信はなし

◆「現地＆配信プログラム」・・・・会期中の現地開催ならびに会期後の配信

※配信期間：2022年8月1日（月） ～ 8月31日（水） 
④ 参加証と抄録集をお持ちの方は、当日会場での受付は不要です。

会場内では、ネームホルダーをお受け取りの上、参加証を着用ください。

２．単位 

①「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]) 

認定更新申請時に参加証明書を添えて申請していただきます。参加証明書は大切に保管しておいてください。 

CDEJのご質問・お問い合わせは下記へお願いいたします。 

日本糖尿病療養指導士認定機構 事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷2-30-7 本郷T&Sビル3階 

TEL: 03-3815-1481 FAX: 03-3815-1487 

②「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 

山梨糖尿病協会➣参加：4単位 発表：2単位加算 

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 

とやまCDEネットワーク➣参加：5単位 発表：1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 

大阪糖尿病協会➣参加：5単位 

和歌山地域糖尿病療養指導士（WLCDE)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 

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 

福岡糖尿病療養指導士会➣参加：5単位 

大分県糖尿病療養指導士認定委員会➣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認定委員会（LCDE-Nagasaki）➣参加：1単位 
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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。

③「日本糖尿病協会 登録医・認定医・登録歯科医」･････講習会の受講１回分 

※[参加証明書]が出席証明となります。 

④「日本糖尿病協会 糖尿病関連企業EXPERT社員」･･･････更新１0単位分 
※[参加証明書]が出席証明となります。

３．スモールグループディスカッション 

・現地のみプログラムです。

・事前登録をお済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。

４．Meet the Expert 

・現地のみプログラムです。

・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。

５．ランチョンセミナー・イブニングセミナー

・現地のみプログラムです。

・各セミナーは整理券を発行しません。各会場で直接パン等をお受け取りください。

※パン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。

６．注意事項・禁止事項

・配信動画、講演スライド等の録画・録音・撮影・印刷や画面をスクリーンショット等でキャプチャーする行為、 

また、無断転用・複製は一切禁止いたします。

７．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・演者・CDEL報告・研究助成報告の先生方へ（受付）

１．座長・演者の先生方へ

・＜座長・演者受付＞はございませんので、各会場へ直接お越しください。

■発表時間

・口演発表の時間は10分（発表7分・討論3分）です。 
・発表の10分前には「次演者席」に着席してください。 
・発表時は、演者ご自身で演台上に設置されているキーボード・マウスを操作していただきます。

■PCの試写・データのお預かり 
・受付：PCセンター Room 157

23日：8：00-18：00 
24日：7：30-8：00 （24日発表の演題も23日に受付可能です） 

・発表の1時間前までにPCセンターにて動作確認を必ず行ってください。

（最初のセッションで発表される演者の方は、8 : 45までに受付してください。） 
・データのお預かり、PC持込、いずれも場合も受付が必要です。 

■発表データ

・発表データはPowerPoint 2013 / 2016 / 2019で保存してください。 
・PCのOSはWindows10になります。 
（MacはPC持込の場合のみ対応可能です。） 
・PowerPointファイル内の音声出力はできません。 
・受付可能なメディアはUSBメモリーのみです。 
・文字フォントはPowerPointに設定されている標準的なフォントを推奨します。 
・プレゼンテーションに他のデータ（静止画、動画、グラフ等）をリンクさせている場合は、

必ず元のデータも保存してください。

■PC持込の場合 
・接続はHDMIです。 
・PC本体の外部モニター出力端子の形状を必ず確認してください。 

HDMI端子が無い場合は、必ず変換アダプターをご持参ください。 
・ACアダプターは各自でご持参してください。 
・液晶プロジェクターの解像度はFHD（1920×1080）です。 
解像度の切替が必要なPCは、あらかじめ設定が必要です。 

・PC受付にて動作確認後、発表の30分前までに会場内の機材卓へPC本体をご持参ください。 
・万が一に備え、バックアップ用としてUSBメモリーにデータを保存し、ご持参ください。 

２．CDEL報告・研究助成報告の先生方へ 
・ポスターの貼付は7月23日(土)の9：00-12：00、撤去は7月24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報告ポスター前にお越しください。
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会 場 案 内 図 
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日 程 表 
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18:00 00

イブニングセミナー
「新時代のCDE」

進行役　安西　慶三・戸崎　貴博
矢島　鉄也・戸崎　貴博・平岡めぐみ
島　　弘美・吉本　美枝・内潟　安子19:00

30

20

EXPERT社員シンポジウム
テーマ①

進行役　小山　由起・山田祐一郎
清野　　裕・黒坂　千尋・小松　武史

川口　　宙・小山　由起
テーマ②

進行役　尾崎　史長・矢部　大介
津村　和大・郷田　秀樹・松村美穂子
下野　　大・小山　由起・今村　　誠

CDEL報告
研究助成報告
（於：ホワイエ）

50

10 10

10

40
教育講演②

分かりやすい食事支援
座長　大森　安恵

木村美枝子

17:00

50

15:00

10
教育講演⑤

どこでも受けられる患者支援にむけて
座長　藤本　新平

松田やよい

20

40
教育講演⑥

災害時における糖尿病患者支援
座長　八幡　和明

安西　慶三
16:00

10

14:00

10
教育講演③

患者さんとのコミュニケーションツール
座長　小林　邦久

柴田　大河
40

教育講演④
在宅医療機器のまめ知識

座長　朝倉　俊成
貴田岡正史

10
教育講演①

「ピア・ラーニング」の視点を学ぼう
座長　大部　正代

東山　弘子

スモールグループ
ディスカッション

幼少期-学童期-思春期
働き盛り

動ける高齢者
サポートが必要な高齢者

Meet the Expert ①
進行役　郷田　秀樹

清野　　裕

ランチョンセミナー⑦
座長　北谷　直美

幣　憲一郎

30

スモールグループ
ディスカッション

わたしが創る
 『さかえ』の未来！

～企画・編集の
模擬体験～

40

30

12:00 00 00

10 10 10 10

ランチョンセミナー①
座長　山田祐一郎

下野　　大

ランチョンセミナー②
座長　矢部　大介

安西　慶三

ランチョンセミナー③
座長　津村　和大

細井　雅之

13:00 00 00 00 00

一般演題⑫
S12-1～6

症例報告・基礎研究
座長　山崎　裕自

50

00

一般演題②
S02-1～6

CDELの活動
座長　亀田　　啓

11:00 00 00 00 00

一般演題③
S03-1～5

対話・教育入院
座長　山﨑　真裕

一般演題⑨
S09-1～6
食事療法

座長　岡井　明美

10

日本糖尿病協会賞　受賞講演
座長　清野　　裕

中村　昭伸・安西　慶三

45

一般演題⑧
S08-1～6

各種資材の活用
座長　北谷　直美

10:00

9:00 00 00 00 00

一般演題①
S01-1～6

スタッフ教育・医療連携
座長　西田　健朗

一般演題④
S04-1～4

血糖測定・インスリン治療

座長　平井　洋生

40

一般演題⑤
S05-1～4
透析予防

座長　仲　　元司

00

20

一般演題⑥
S06-1～4
フットケア

座長　野澤　　彰

40

表彰式

・・・現地のみプログラム ・・・現地＆配信プログラム

Room　C-2

50
開会

00

メインホール イベントホール Room　D Room　E Room　C-1

一般演題⑦
S07-1～6

患者会・啓発活動
座長　石川万里子

一般演題⑩
S10-1～6
薬物療法

座長　松橋　有紀

00

一般演題⑪
S11-1～6

症例報告・臨床研究
座長　小倉　雅仁

2022年7月23日(土)
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イベントホール Room　D Room　E

・・・現地＆配信プログラム

00

一般演題⑬
S13-1～6

日糖協資材の活用
座長　下野　　大

一般演題⑭
S14-1～6

企業アドボカシ―活動
座長　寺下　眞吾

20

特別募集
チーム医療実践例シリーズ発表

座長　赤司　朋之

50

00

海外からのメッセージ
進行役　内潟　安子

メアリー　J　トーマス

30 30 30 30
教育講演⑦

アドボカシーの視点を学ぼう
座長　山田祐一郎

田中　永昭

スモールグループ
ディスカッション

腎症合併
足壊疽合併

インスリンポンプ
食事療法

肥満

一般演題⑮
S15-1～4

様々な取り組み
座長　清野　祐介

Meet the Expert ②
進行役　石川万里子

　　寺尾奈歩子
中村　慶子

30
教育講演⑪

糖尿病を持つ人の歯科治療
座長　赤司　朋之

栗原　幹直

ランチョンセミナー⑥
座長　神谷　英紀

松久　宗英

スモールグループ
ディスカッション

カンバセーション・マップ

10:00 00
教育講演⑧

小児糖尿病「バーチャル」キャンプ
座長　中村　慶子

秋山　崇一

10

30
教育講演⑨

新興感染症から学ぶニューノーマル
座長　渥美　義仁

忽那　賢志

11:00 00

30

40 40 40

ランチョンセミナー④
座長　清野　　裕

南條輝志男

14:00

15:00

30

00
教育講演⑫

訪問看護のニューノーマル
座長　寺内　康夫

稲垣美智子

30 30

30
閉会

40 40

CDE meeting
進行役　戸崎　貴博

  石川万里子

ランチョンセミナー⑤
座長　三鴨　廣繁

國島　広之・田中　永昭
星野ゆかり・木下久美子

16:00

2022年7月24日(日) ・・・現地のみプログラム

30

00
教育講演⑩

糖尿病を悪化させる歯周病に新知見が！
座長　葉山　義則

西田　　亙

12:00

00 00

8:00 00

9:00

メインホール

13:00

30 30
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プ ロ グ ラ ム 

開 会 挨 拶 

表 彰 式

受 賞 講 演 

教 育 講 演 

EXPERT 社 員 シ ン ポ ジ ウ ム 

イ ブ ニ ン グ セ ミ ナ ー

ラ ン チ ョ ン 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 

海 外 か ら の メ ッ セ ー ジ 

C D E  m e e t i n g 

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 

特 別 募 集 

チーム医療実践例シリーズ発表

一 般 演 題 

第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 抄録集（2022）
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開会挨拶・表彰式・受賞講演 メインホール／現地＆配信 

開 会 挨 拶

第１日目 ７月２３日(土) 08:50～09:00 

第9回日本糖尿病協会年次学術集会 会長（東京女子医科大学附属足立医療センター） 内潟 安子 

日本糖尿病協会賞 表彰式

第１日目 ７月２３日(土) 10:40～11:10

Aretaeus Award for Outstanding Scientific & Health Care Achievement 

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  安西 慶三 

William Cullen Award for Achievement in Clinical Diabetes Research 

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 

Yu Kouchi Award 

小内医院  小内  裕 

Tachikawa ・ Oobe Award 

関西電力医学研究所 医学教育研究部  東山 弘子 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Nurse 

徳島大学先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター  鈴木 麗子 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Dietitian 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  茂山 翔太 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Pharmacist 

薬局恵比寿ファーマシー  篠原久仁子 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Physical Therapist 

公立豊岡病院組合立豊岡病院 リハビリテーション技術科 井垣 誠

日本糖尿病協会賞 受賞講演

第１日目 ７月２３日(土) 11:10～11:45 

座長 日本糖尿病協会 理事長（関西電力病院）  清野  裕 

AL-001 William Cullen Award for Achievement in Clinical Diabetes Research 

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 

AL-002 Aretaeus Award for Outstanding Scientific & Health Care Achievement 

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  安西 慶三 
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教育講演 メインホール／現地＆配信 

教育講演

第 1日目 ７月２３日(土) 13:10～16:10 

EL-001 教育講演 ① 「ピア・ラーニング」の視点を学ぼう 

座長 福岡県栄養士会  大部 正代 

「カンバセーションマップ：ピアラーニングによる学びと支援スキルアップ」 

関西電力医学研究所 医学教育研究部  東山 弘子 

EL-002 教育講演 ② 分かりやすい食事支援 

座長 東京女子医科大学  大森 安恵 

「分かりやすい食事支援」 

京都医療センター 臨床研究センター予防研究室 木村美枝子 

EL-003 教育講演 ③ 患者さんとのコミュニケーションツール 

座長 福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 小林 邦久 

「糖尿病協会グッズを活用して患者さんとのコミュニケーションをゆたかにしよう！」 

大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科  柴田 大河 

EL-004 教育講演 ④ 在宅医療機器のまめ知識 

座長 新潟薬科大学薬学部 臨床薬学教育研究センター  朝倉 俊成 

「糖尿病在宅医療機器使用の適正化を目指して」 

イムス三芳総合病院 内分泌・代謝センター  貴田岡正史 

EL-005 教育講演 ⑤ どこでも受けられる患者支援にむけて 

座長 高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科・糖尿病センター  藤本 新平 

「どこでも受けられる患者支援にむけて」 

九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学  松田やよい 

EL-006 教育講演 ⑥ 災害と糖尿病 

座長 長岡中央綜合病院 糖尿病センター  八幡 和明 

「災害時における糖尿病患者支援」 

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  安西 慶三 

第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 抄録集（2022）
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教育講演 メインホール／現地＆配信 

教育講演

第２日目 ７月２４日(日) 09:30～12:30 

EL-007 教育講演 ⑦ アドボカシーの視点を学ぼう 

座長 関西電力病院  山田祐一郎 

「糖尿病スティグマとアドボカシー ～私たちに何ができるか～」 

関西電力病院 糖尿病･内分泌代謝センター  田中 永昭 

EL-008 教育講演 ⑧ 小児糖尿病「バーチャル」キャンプ 

座長 愛媛大学大学院医学研究科  中村 慶子 

「バーチャルキャンプの企画で大切にしたキャンプの「価値と魅力」」 

１型糖尿病患者 元博報堂アートディレクター  秋山 崇一 

EL-009 教育講演 ⑨ 新興感染症から学ぶニューノーマル 

座長 永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター 渥美 義仁 

「次の新興感染症に備えて」 

大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学  忽那 賢志 

EL-010 教育講演 ⑩ 糖尿病を悪化させる歯周病に新知見が！ 

座長 葉山歯科医院  葉山 義則 

「糖尿病を悪化させる歯周病に新知見が！」 

にしだわたる糖尿病内科  西田 亙 

EL-011 教育講演 ⑪ 糖尿病を持つ人の歯科治療 

座長 社会医療法人シマダ嶋田病院 内科  赤司 朋之 

「歯周病と糖尿病は相互に関連する―歯科治療の留意点および医科歯科連携の重要性―」 

くりはら歯科医院  栗原 幹直 

EL-012 教育講演 ⑫ 訪問看護のニューノーマル 

座長 横浜市立大学医学部 内分泌・糖尿病内科学  寺内 康夫 

「糖尿病ケアのニューノーマルへ  訪問看護」 

糖尿病ケア研究会  稲垣美智子 

第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 抄録集（2022）
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EXPERT 社員シンポジウム メインホール／現地＆配信 

EXPERT社員シンポジウム 

第１日目 ７月２３日(土) 16:20～17:50 

テーマ① 企業におけるスティグマ認識の現状と課題 

進行役 住友ファーマ株式会社  小山 由起 

関西電力病院 山田祐一郎 

「日本糖尿病協会のアドボカシー活動」 

日本糖尿病協会 理事長（関西電力病院）  清野 裕 

「各社の取り組み状況～社内での取り組み状況・研修状況～」 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社  黒坂 千尋 

大正製薬株式会社  小松 武史 

エムベクタ合同会社（(旧BDダイアベティーズケア)  川口  宙 

「日本糖尿病協会企業委員会・糖尿病EXPERT社員からのアンケート結果」 

住友ファーマ株式会社  小山 由起 

テーマ② 企業の情報提供に求められるものと今後の在り方 

進行役 ＭＳＤ株式会社  尾崎 史長 

岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学／膠原病・免疫内科学  矢部 大介 

「医療者から企業への要望」 

川崎市立川崎病院 病態栄養治療部  津村 和大 

「企業から医療者への要望」 

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  郷田 秀樹 
「ディスカッション（病院の立場から／クリニックの立場から）」 

上都賀総合病院 糖尿病センター  松村美穂子 
二田哲博クリニック姪浜  下野  大

「総合まとめ」 

住友ファーマ株式会社  小山 由起 

日本イーライリリー株式会社  今村  誠

第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 抄録集（2022）
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イブニングセミナー メインホール／現地のみ 

新時代の CDE 共催：日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 

第１日目 ７月２３日(土) 18:00～19:30 

医療の現場が大きく変わりゆく今、CDEが果たす役割も新しい形(ニューノーマル)が求められています。社会からの

期待や、認定・育成組織の取り組み、そして今まさに現場に立っている CDEの方々が抱く将来の展望を紹介いただ

き、それらの討論を通じて、新時代のCDEのあり方について考えます。 

進行役 佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  安西 慶三 

医療法人TDE糖尿病・内分泌内科クリニックＴＯＳＡＫＩ  戸崎 貴博 

「行政の立場から見たCDEの将来」 

日本糖尿病協会  矢島 鉄也 

「CDEネットワークの今後の展望」 

医療法人TDE糖尿病・内分泌内科クリニックＴＯＳＡＫＩ  戸崎 貴博 

現場のCDEより -1人多役が求められる時代に向けて- 

在宅・介護施設との橋渡し役として 

四日市羽津医療センター 看護部  平岡めぐみ 

小規模病院のCDEにできること～カードシステムを利用して～ 

大仁会大石病院 看護部  島  弘美 

もうひとつのかかりつけ‐歯科診療所のCDEとして 

京都府歯科衛生士協会  吉本 美枝 

「総括」 

第9回日本糖尿病協会年次学術集会 会長（東京女子医科大学附属足立医療センター）  内潟 安子 

第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 抄録集（2022）
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ランチョンセミナー メインホール・Room D・E・C-1／現地のみ 

LS-01 ランチョンセミナー ① メインホール 共催：ノボ ノルディスク ファーマ（株） 

  ＭＳＤ（株）

第１日目 ７月２３日(土) 12:10～13:00 

座長 関西電力病院  山田祐一郎 

「GLP-1受容体作動薬の選択肢～経口セマグルチドを中心に～」 

二田哲博クリニック姪浜  下野  大 

LS-02 ランチョンセミナー ② Room D 共催：田辺三菱製薬（株）

第一三共（株）

第１日目 ７月２３日(土) 12:10～13:00 

座長 岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学／膠原病・免疫内科学  矢部 大介 

「糖尿病重症化予防のための治療戦略～多職種協働連携の取り組み～」 

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  安西 慶三 

LS-03 ランチョンセミナー ③ Room E 共催：帝人ファーマ（株）

 帝人ヘルスケア（株）

第１日目 ７月２３日(土) 12:10～13:00 

座長 川崎市立川崎病院 病態栄養治療部  津村 和大 

「高齢者糖尿病の運動療法；No Time to Sit」 

大阪市立総合医療センター 糖尿病内分泌センター  細井 雅之 

LS-07 ランチョンセミナー ⑦ Room C-1 共催：（社）日本病態栄養学会

第１日目 ７月２３日(土) 12:10～13:00 

座長 関西電力病院 疾患栄養治療センター  北谷 直美 

「今、求められる専門技能と技術を活用する力～糖尿病病態栄養専門管理栄養士を取得して～」 

京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部  幣 憲一郎 

第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 抄録集（2022）
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ランチョンセミナー メインホール・Room D・E／現地のみ 

LS-04 ランチョンセミナー ④ メインホール 共催：大正製薬（株） 

第２日目 ７月２４日(日) 12:40～13:30 

座長 日本糖尿病協会 理事長（関西電力病院）  清野 裕 

「糖尿病診療はチーム医療から1人多役医療の時代へ!?」 

和歌山労災病院  南條輝志男 

LS-05 ランチョンセミナー ⑤ Room D 共催：エムベクタ（同）

(旧BD ダイアベティーズケア) 

第２日目 ７月２４日(日) 12:40～13:30 

座長 愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学  三鴨 廣繁 

「糖尿病治療に関する針刺し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2022 病院・診療所版/在宅版」 

聖マリアンナ医科大学 感染症学講座  國島 広之 

関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター  田中 永昭 

やまと内科クリニック  星野ゆかり 

関東労災病院  木下久美子 

LS-06 ランチョンセミナー ⑥ Room E 共催：小野薬品工業（株）

第２日目 ７月２４日(日) 12:40～13:30 

座長 愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科  神谷 英紀 

「糖尿病をもつ高齢者の病態と治療を考える」 

徳島大学先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター  松久 宗英 

第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 抄録集（2022）
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スモールグループディスカッション イベントホール／現地のみ 

スモールグループディスカッション

「Well-being」を共通キーワードとして、それぞれのライフステージや状態に応じた Well-beingを考えます。 

自分の専門のテーマへの参加だけでなく、これまであまりよく知らなかったテーマにも参加してみて、ご自身

の「ニューノーマル」を考える機会にしてみてください。 

第１日目 ７月２３日(土) 13:10～16:10 

① 幼少期―学童期―思春期

② 働き盛り

③ 動ける高齢者

④ サポートが必要な高齢者

第２日目 ７月２４日(日) 09:30～12:30 

⑤ 腎症合併

⑥ 足壊疽合併

⑦ インスリンポンプ

⑧ 食事療法

⑨ 肥満

第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 抄録集（2022）
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スモールグループディスカッション Room E／現地のみ 

「わたしが創る『さかえ』の未来！ ～企画・編集の模擬体験～」 

第１日目 ７月２３日(土) 13:30～15:30 

進行役 川崎市立川崎病院 病態栄養治療部（さかえ編集委員会）  津村 和大 

〔ご参加の皆さんへ〕 

Well-being を共通キーワードとして企画された第 9 回日本糖尿病協会年次学術集会スモールグループディスカッシ

ョンの番外編として、ご参加の皆さんから、新鮮な視点で「さかえ」のより良い姿や将来像についてご意見をいただ

きます。Well-being を実現する情報発信プラットフォームである「さかえ」の未来について、一緒に考えてみましょ

う！ 
「さかえ」は、日本糖尿病協会の機関誌として 60 年以上の長い歴史があります。それぞれの時代のニーズを的確

に受け止めながら、必要な情報を分かりやすく提供してきました。そして今、新しい時代を見据えて、さらなる高み

を目指しています。 
 「もしも、自分が編集委員だったら」どんな企画を提案したいですか？ 装丁は？ 編集プロセスは？ 電子図書・ス

マホ対応は？・・・きっといろいろなアイデアが思い浮かぶことでしょう。皆さんの“生の声”を是非とも聞かせて

ください。

〔進行〕 

自分が編集委員になったつもりで、楽しく意見交換しましょう。 

13:30～13:50  趣旨説明・アイスブレイク 

13:50～14:10  フリートーク「こうしたら もっと良くなる！」 

14:10～14:50  編集会議「イメージを 具体的な企画へ！」 

14:50～15:15  企画発表・総合討論 

15:15～15:30  まとめ 

※可能な範囲で当日の飛び込み参加もお受けします。

ご興味ある方は、お気軽に会場まで足を運んでいただけますと嬉しく思います。

体験！糖尿病カンバセーション・マップ TM

第２日目 ７月２４日(日) 09:30～12:30 

糖尿病カンバセーション・マップ委員会 
岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学／膠原病・免疫内科学  矢部 大介 

福岡県栄養士会  大部 正代 

医療法人小内医院  小内  裕 

二田哲博クリニック姪浜  下野  大 

関西電力医学研究所 医学教育研究部  東山 弘子 

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 

ファシリテーター 
京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部  水野菜穂子 

岐阜大学医学部附属病院 看護部  古田 均 

神奈川県済生会若草病院 薬剤部  宮永 幸実 

浜の町病院 栄養管理部 樋口 則子 

姫野治子内科クリニック  吉井千賀子 

  吉野徳一郎 

※経験問わず参加できます。

初めて触れてみる機会に最適です。
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Meet the Expert Room D／現地のみ 

Meet the Expert 

第 1日目 ７月２３日(土) 13:10～14:40 

Meet the Expert ① 

進行役 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  郷田 秀樹 

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 

第２日目 ７月２４日(日) 11:00～12:30 

Meet the Expert ②
進行役 島根大学医学部附属病院 看護部  石川万里子

愛媛大学医学部 糖尿病内科  寺尾奈歩子

愛媛大学大学院医学研究科  中村 慶子 

海外からのメッセージ メインホール／現地＆配信 

海外からのメッセージ 

第２日目 ７月２４日(日) 09:00～09:30 

海外からのメッセージを通じて、糖尿病医療、そして糖尿病がある人のくらしについてのニューノーマルを考えてみ

ましょう。 

進行役 第9回日本糖尿病協会年次学術集会 会長（東京女子医科大学附属足立医療センター）  内潟 安子 

「世界と日本の糖尿病医療」 

日本イーライリリー株式会社 糖尿病・成長ホルモン事業本部  メアリー J トーマス 

CDE meeting Room D／現地のみ 

CDE meeting 

第２日目 ７月２４日(日) 13:40～15:30 

CDEネットワークでは全国を7つのブロックに分け、ブロックごとに運営連絡協議会を開催し、団体が抱える課題

の共有する場を設けてきました。 

今回のCDE meetingでは過去の運営連絡協議会で多く挙げられたテーマを中心に、CDEL団体の代表者が集まってグ

ループディスカッションを行い、今後の団体運営に役立てていただくための意見交換を行います。 

進行役 医療法人TDE糖尿病・内分泌内科クリニックＴＯＳＡＫＩ  戸崎 貴博 

島根大学医学部附属病院 看護部  石川万里子 
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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 ホワイエ／現地＆配信 

若手研究者助成報告 

第１日目 ７月２３日(土) 16:20～16:50 フリートーク（※現地展示は 7月 23日～24日正午まで） 

G01-01 「肥満糖尿病病態への統合的介入が膵β細胞の細胞内代謝に及ぼす影響」 

北海道大学病院 内科II 野本 博司 

G01-02 「糖尿病合併症の性差を規定する環境・遺伝要因の解明：大規模ゲノムコホート研究」 

九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学(第二内科) 大隈 俊明 

G01-03 「単細胞トランスクリプトーム解析結果を用いた膵β細胞量を標的とした新規治療法の探索」 

京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学  龍岡 久登 

G01-04 「2型糖尿病患者の性格特性が治療アドヒアランス及び治療アウトカムに与える影響の検討」 

徳島文理大学 人間生活学部 食物栄養学科  森川 咲子 

メディカルスタッフ育成研究助成報告 

第１日目 ７月２３日(土) 16:20～16:50 フリートーク（※現地展示は 7月 23日～24日正午まで） 

G02-01 「糖尿病足病変患者に対する理学療法介入の効果について」 

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  福富 広海 

G02-02 「地域DMデータベースの構築と高齢患者の個別療養指導への応用」 

医仁会武田総合病院 糖尿病センター  藤原 美紀 
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ＣＤＥＬ活動報告 ホワイエ／現地＆配信 

ＣＤＥＬ活動報告 

第１日目 ７月２３日(土) 16:20～16:50 フリートーク（※現地展示は 7月 23日～24日正午まで） 

CD-001 「札幌LCDEの歩みとこれから」 

札幌糖尿病療養指導士認定機構 

CD-002 「Withコロナ時代の釧路CDE研究会の取り組みとこれから！」 

釧路CDE研究会 

CD-003 「秋田県糖尿病療養指導士の活動状況・2022」 

特定非営利活動法人秋田県糖尿病対策推進協議会 

CD-004 「いわて糖尿病療養指導士会の活動に関して-岩手県におけるLCDEの役割-」
いわて糖尿病療養指導士会 

CD-005 「2021年度山形県糖尿病療養指導士会 活動報告 」 

山形県糖尿病療養指導士会 

CD-006 「令和3年度 CDE-MIYAGI活動報告 ～5年間の歩み～」 

宮城県糖尿病療養指導士認定委員会 

CD-007 「福島県糖尿病療養指導士会 2021年度活動報告」 

福島県糖尿病療養指導士会 

CD-008 「茨城県糖尿病療養指導士の活動報告」 

茨城県糖尿病協会 

CD-009 「第１回受講者の更新アンケート結果」 

群馬県糖尿病療養指導認定機構 

CD-010 「はじめての認定更新！モチベーションを維持するためにCDE-Tochgiができること」 

栃木県糖尿病療養指導士認定機構 

CD-011 「東京糖尿病療養指導士認定機構 2021年度の活動報告」 

東京糖尿病療養指導士認定機構 

CD-012 「令和3年度千葉県糖尿病対策推進会議活動報告」

千葉県糖尿病対策推進会議 

CD-013 「埼玉県糖尿病相談員（CDEL）制度の現状と課題」 

埼玉県糖尿病協会 

CD-014 「神奈川県におけるCDE育成事業と日糖協・他県組織との連携」 

神奈川糖尿病療養指導士認定機構（KLCDE） 

CD-015 「山梨糖尿病協会 活動報告」 

山梨糖尿病協会 

CD-016 「コロナ禍の活動再開と新たな取り組み」 

東北信地域糖尿病療養指導士育成会 

CD-017 「中信地域糖尿病療養指導士育成会10年目の歩み ー主要な行事をWEB開催とした1年を振り返ってー」 

中信地域糖尿病療養指導士育成会 

CD-018 「飯田下伊那地域糖尿病療養指導士活動の紹介」 

飯田下伊那地域糖尿病療養指導士育成会 
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ＣＤＥＬ活動報告 ホワイエ／現地＆配信 

ＣＤＥＬ活動報告 

第１日目 ７月２３日(土) 16:20～16:50 フリートーク（※現地展示は 7月 23日～24日正午まで） 

CD-020 「静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会(SCL-CDE)の発足後5年間の活動報告」

静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会 

CD-021 「2021年度活動報告」 

愛知県糖尿病療養指導士認定機構 

CD-022 「糖尿病療養指導士（三重）の認定と更新の問題点」 

三重県糖尿病協会糖尿病療養指導士認定委員会 

CD-023 「地域一丸で取り組む岐阜県CDEネットワークの歩み」 

岐阜県CDEネットワーク 

CD-024 「とやま糖尿病療養支援機構のこれまでの活動のふりかえり」 

とやまCDEネットワーク 

CD-025 「石川県糖尿病療養指導士研究会 令和3年度活動報告」 

石川県糖尿病療養指導士研究会 

CD-026 「CDE滋賀 活動報告 ～認定・更新・フォローアップ事業～」 

滋賀糖尿病療養指導士認定委員会 

CD-027 「CDE京都の認定更新状況とスキルアップ委員会の強化」 

京都府糖尿病療養指導士認定委員会 

CD-028 「CDE大阪活動報告2021-2022」 

大阪糖尿病協会 

CD-029 「和歌山県におけるCDEL活動の取り組みに関して」 

和歌山地域糖尿病療養指導士（WLCDE)認定委員会 

CD-030 「コロナ禍のCDEL認定：CDEならWeb講習会開催の試み」 

奈良糖尿病療養指導士(CDEなら)認定委員会 

CD-031 「糖尿病療養指導士兵庫県連合会活動報告」 

糖尿病療養指導士兵庫県連合会 

CD-032 「おかやま糖尿病サポーターのこれまでとこれから」 

岡山県糖尿病医療連携推進事業 

CD-033 「広島県糖尿病療養指導士認定機構 2021年度活動報告」 

広島県糖尿病療養指導士認定機構 

CD-034 「コロナ禍を経て、鳥取県の地域糖尿病療養指導士はどこに向かうのか？」 

鳥取県糖尿病療養指導士認定機構 

CD-035 「島根県糖尿病療養指導士認定機構の活動報告 ～コロナ禍での苦労と工夫～」 

島根県糖尿病療養指導士認定機構 

CD-036 「CDEL活動報告 かがわ糖尿病療養指導士について」 

かがわ糖尿病療養指導士認定機構 

CD-037 「徳島県地域糖尿病療養指導士活動報告」 

徳島県地域糖尿病療養指導士 

CD-038 「高知県糖尿病療養指導士（CDE高知）の現状 2022」 

高知県糖尿病療養指導士認定機構 

CD-039 「ECDE認定開始から20年！New ECDE活動」 

愛媛糖尿病療養指導士認定制度委員会 
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ＣＤＥＬ活動報告 ホワイエ／現地＆配信 

ＣＤＥＬ活動報告 

第１日目 ７月２３日(土) 16:20～16:50 フリートーク（※現地展示は 7月 23日～24日正午まで） 

CD-040 「福岡LCDE 退会者の実態調査より」 

福岡糖尿病療養指導士会 

CD-041 「WITH  covid-19に向けた大分県での糖尿病療養指導士育成の取り組み」 

大分県糖尿病療養指導士認定委員会・大分県糖尿病療養指導士会 

CD-042 「佐賀県における活動報告～認定更新の支援および研修プログラムの改変～」 

佐賀県糖尿病療養指導士認定委員会 

CD-043 「LCDE-Nagasakiの新たな取り組み」 

長崎地域糖尿病療養指導士認定委員会（LCDE-Nagasaki） 

CD-044 「熊本地域糖尿病療養指導士の現状と今後の展開」 

熊本地域糖尿病療養指導士認定委員会 

CD-045 「宮崎地域糖尿病療養指導士育成への取り組みと今後の展望」 

宮崎地域糖尿病療養指導士認定機構 

CD-046 「コロナ禍における鹿児島県地域糖尿病療養指導士（KCDEL)活動〜現状と展望」 

鹿児島県地域糖尿病療養指導士（KCDEL)認定機構 
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特別募集 メインホール／現地＆配信 

特別募集 チーム医療実践例シリーズ発表

第２日目 ７月２４日(日) 08:20～08:50  メインホール 

座長 社会医療法人シマダ嶋田病院 内科  赤司 朋之 

1型糖尿病発症後の心情に寄り添ったチームアプローチ 

T01-01 ～医師の立場より～ 

関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター  原口 卓也 

T01-02 ～看護師の立場より～ 

関西電力病院 看護部  末田 咲 

T01-03 ～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  國枝 加誉 

T01-04 ～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  谷名 英章 

T01-05 ～臨床検査技師の立場より～ 

関西電力病院 臨床検査部  橋本 寛子 
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一般演題①・② Room D／現地＆配信 

一般演題① スタッフ教育・医療連携

第１日目 ７月２３日(土) 09:00～10:00  Room D 

座長 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科  西田 健朗 

S01-01 Welcome to THE 小内塾！ 〜こんな時代だからこそ、立ち上がれ〜 

最上糖尿病連携研究会「チームいすいーっす！」  小内  裕、他 

S01-02 糖尿病専門クリニックのスタッフ教育における「コーチングを用いた1 on 1 ミーティング」の開始半年後の効果 

みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科  松澤 仁美、他 

S01-03 糖尿病教育入院での指導内容の統一化を図るために作成したテキストの評価 

独立行政法人筑後市立病院 太田早知子、他 

S01-04 地域包括ケア病棟における糖尿病療養指導～当院糖尿病チームの取り組み～ 

医療法人川崎病院 看護部  大西由美子、他 

S01-05 コロナ禍における職員に対する糖尿病と糖尿病性腎症予防啓発の取り組みと実践報告 

赤磐医師会病院 中村しげ子、他 

S01-06 糖尿病治療において歯科医療ができること 

かすもり・おしむら歯科  押村 憲昭  

S01-07（※） 療養指導士認定研修会におけるZoomを用いた事例検討会の成果と課題 

社会医療法人財団天心堂へつぎ診療所  北迫千賀子、他 

S01-08（※） 地域一体型NSTを活用した2型糖尿病患者の全身管理 

最上地域NST研究会「食うべじゅ」  星  利佳、他 

S01-09（※） 糖尿病専門クリニック主体による地域一体型糖尿病管理の構築 

医療法人小内医院  松田由利子、他 

※配信のみ

一般演題② CDELの活動 

第１日目 ７月２３日(土) 10:00～11:00  Room D 

座長 北海道大学病院 糖尿病・内分泌内科  亀田 啓 

S02-01 静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会(SCL-CDE)の発足後5年間の活動報告 

島田市立総合医療センター  菅沼 博茂、他 

S02-02 Covid-19禍で実施した地域糖尿病療養指導士資格取得のための講習会の実践と振り返り 

富山大学保健管理センター杉谷分室  石木  学、他 

S02-03 長野県糖尿病療養指導士学術大会 ～ハイブリット開催のメリット・デメリット～ 

飯山赤十字病院 薬剤部  滝澤 康志、他 

S02-04 独自で構築した地域糖尿病療養指導士のためのe-Learningの意義と展望 

愛媛大学大学院医学系研究科 分子・機能領域糖尿病内科学講座  寺尾奈歩子、他 

S02-05 CDEネットワーク甲信越ブロック連絡協議会の取り組み ～次世代ミーティング～ 

東北信地域糖尿病療養指導士育成会  森本 光俊、他 

S02-06 CDEL単位取得講演会の取り組みと今後の展望 

住友ファーマ株式会社  永田 優也、他 
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一般演題③・④ Room D・E／現地＆配信 

一般演題③ 対話・教育入院

第１日目 ７月２３日(土) 11:00～11:50  Room D 

座長 京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科  山﨑 真裕 

S03-01 経口糖尿病薬の休薬後、自発的「16時間断食」食事療法により血糖値の改善を認めた2型糖尿病患者の一例 

いどがや内科・糖尿病内科クリニック  古谷 千早、他 

S03-02 コーチングやリフレーミングを支援に組み込むことで、治療の自己中断を繰り返す患者が行動変容に至った一例 

医療法人偕行会偕行会城西病院 看護部  山田ゆきの、他 

S03-03 教育入院を経て療養行動が変化した一事例～「入院してよかった」という患者の言葉から～ 

医療法人王子総合病院 坂東  瞳  

S03-04 「ワーケーション」を活用した糖尿病療養の取り組みと地域連携について 

三重大学医学部附属病院 栄養診療部  宮村みさ子、他 

S03-05   糖尿病罹患期間の差が糖尿病教育入院での成果（QOL）に及ぼす影響 

パナソニック健康保険組合松下記念病院 診療技術部リハビリテーション療法室 飯田 秀人、他 

S03-06（※） 就労者支援もアドヴォカシー活動☆目指せ、通院継続！ 

医療法人小内医院  松井  優、他 

S03-07（※） スティグマを覆すアドヴォカシー（受付の視点から一言） 

医療法人小内医院  星川 寿子、他 

※配信のみ

一般演題④ 血糖測定・インスリン治療 

第１日目 ７月２３日(土) 09:00～09:40  Room E 

座長 愛媛大学医学部 地域医療再生学  平井 洋生 

S04-01 糖尿病療養指導士の活動報告－自己注射介入を中心に－ 

神奈川県済生会若草病院 薬剤部  宮永 幸実、他 

S04-02 自己血糖測定穿刺器具は痛みが少ないほどいいのか？ 

医療法人小内医院  柴田さおり、他 

S04-03 外来糖尿病患者へのパーソナルFGM（フリースタイルリブレリンク）導入時の課題と現状 

健清会那珂記念クリニック 佐藤 江里、他 

S04-04 糖尿病網膜症により視力障害のある患者への血糖コントロールの介入～リブレリンクを導入して～ 

医療法人王子総合病院  宮脇 晴代  

S04-05（※） 糖尿病患者の自己検査用グルコース測定器の使用感に関する意識調査 

医療法人社団DM会成田センタークリニック 手塚 裕子、他 

S04-06（※） 検査科が主体となった血糖自己測定器の定期メンテナンスの取り組みについて 

イムス三芳総合病院 臨床検査科  藤井 建太、他 

S04-07（※） 認知機能低下がある高齢糖尿病患者に対してのインスリン導入時における工夫と課題 

藤田医科大学病院 看護部  上村 昂斉、他 

※配信のみ
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一般演題⑤・⑥ Room E／現地＆配信 

一般演題⑤ 透析予防

第１日目 ７月２３日(土) 09:40～10:20  Room E 

座長 佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病内科  仲 元司 

S05-01 糖尿病透析予防指導管理 改善者の報告 

加藤内科クリニック  加藤 則子、他 

S05-02 糖尿病チームで作成した透析予防支援テキスト使用による担当看護師の認識の変化 

北医療生活協同組合北病院 外来看護部  前田 るみ、他 

S05-03 当院における糖尿病透析予防外来の取り組みと今後の課題 

赤磐医師会病院 看護部 福島 真弓、他 

S05-04 糖尿性腎症病期別、栄養摂取状況の特徴～糖尿病性腎症予防の栄養支援策のために～ 

あとう内科クリニック  髙山華奈子、他 

一般演題⑥ フットケア 

第１日目 ７月２３日(土) 10:20～11:00  Room E 

座長 上都賀総合病院 薬剤部  野澤 彰 

S06-01 一般診療所におけるフットケアの課題について 

医療法人社団宏久会泉岡医院  金 静輝、他 

S06-02 病棟フットケアチームの活動報告 

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 看護部  田中 愛、他 

S06-03 フットケア外来受診勧奨の取り組み - 自己評価式アンケート「糖尿病の足のチェックシート」 

藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学 松尾 悠志、他 

S06-04 足病変予防のためのフットケア習得への取り組み 

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 美幸、他 
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一般演題⑦・⑧ Room C-1／現地＆配信 

一般演題⑦ 患者会・啓発活動

第１日目 ７月２３日(土) 09:00～10:00  Room C-1 

座長 島根大学医学部附属病院 看護部  石川万里子 

S07-01 今後の患者会運営について検討すべきこと 

公益社団法人有隣厚生会富士病院 栄養科  花山 陽平、他 

S07-02 コロナ禍における糖尿病患者会活動の取り組みと課題 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  茂山 翔太、他 

S07-03 新潟県におけるオンライン会議システムを利用しての1型糖尿病患者会の取り組み 

新潟大学医歯学総合病院 小児科  小川 洋平、他 

S07-04 友の会活動20年を綴る記念誌の作成 

上都賀総合病院 看護部  近澤 珠聖、他 

S07-05 ・しっかり・美味しく・楽しく食べることが糖尿病食事療法では一番大事

ぽらんのひろば井上診療所  染原  剛、他 

S07-06 10周年を迎えた糖尿病デーの軌跡と今後の展望 

市立根室病院  大倉 五月、他 

S07-07（※） 患者会「ブルースノー最上」の活動報告 

医療法人小内医院  矢口 直子、他 

S07-08（※） コロナに負けるな！ブルーライトアップ大作戦 

医療法人小内医院  黒坂 千穂、他 

S07-09（※） 回復期病院糖尿病チームにおける糖尿病予防の啓蒙活動 

公益財団法人シルバーリハビリテーション協会メディカルコート八戸西病院  平山 麻子、他 

S07-10（※） コロナ禍における動画配信による新たな糖尿病教室の試み～検査部の立場から～ 

関西電力病院 臨床検査部  野田 鮎子、他 

※配信のみ

一般演題⑧ 各種資材の活用 

第１日目 ７月２３日(土) 10:00～11:00  Room C-1 

座長 関西電力病院 疾患栄養治療センター  北谷 直美 

S08-01 「月刊糖尿病ライフさかえ」記事広告の連載と別刷りを活用した取り組み報告 

住友ファーマ株式会社  丸岡 大祐、他 

S08-02 「月刊糖尿病ライフさかえ」記事広告を用いたシックデイ啓発活動の取り組み報告 

住友ファーマ株式会社  四橋 幸展、他 

S08-03 糖尿病疾患啓発活動「どうなる？どうする？糖尿病」 -過去・現在・未来- 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社  鈴木 惟國、他 

S08-04 糖尿病診療における課題に対する当社の取組み～食事・運動・薬物療法の観点から～ 

大正製薬株式会社  小松 武史、他 

S08-05 献立提案アプリを活用した栄養療法の可能性と、その利用データから見る食生活インサイト 

株式会社おいしい健康  野尻 哲也、他 

S08-06 ボクシング動作を取り入れた運動プログラム“楽らくボクシング”の運動時酸素摂取量と消費エネルギーの検討 

関西電力病院 リハビリテーション部  松木 良介、他 
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一般演題⑨・⑩ Room C-1・C-2／現地＆配信 

一般演題⑨ 食事療法

第１日目 ７月２３日(土) 11:00～12:00  Room C-1 

座長 和歌山信愛女子短期大学 生活文化学科  岡井 明美 

S09-01 高齢糖尿病患者が豆苗を育てたら野菜摂取への意識が向上するのか 

大阪市立大学大学院 生活科学研究科  浜本 由紀、他 

S09-02 高齢糖尿病患者が豆苗を育てることは食品多様性への一助となり得るのか 

大阪市立大学大学院 生活科学研究科  浜本 由紀、他 

S09-03 高度肥満を伴う2型糖尿病患者に対する栄養食事支援の効果 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  高原 舞衣、他 

S09-04 たんぱく質強化介入でサルコペニアの改善を得た高齢者糖尿病の一例 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  若月 未来、他 

S09-05 就労期における2型糖尿病患者への療養指導～分食を強く希望する患者への関わり～ 

地方独立行政法人那覇市立病院 内分泌代謝病棟  池間 将士  

S09-06 初回指摘で高度肥満を伴う糖尿病患者における栄養食事支援 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  右谷 怜奈、他 

一般演題⑩ 薬物療法 

第１日目 ７月２３日(土) 09:00～10:00  Room C-2 

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 

S10-01 経口セマグルチドの服薬状況調査 

関西電力病院 薬剤部  仲宗根千佳、他 

S10-02 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬：経口セマグルチドの患者理解度実態調査 

たんぽぽ薬局株式会社  畠山 規明、他 

S10-03 経口セマグルチド使用による食行動の変化（管理栄養士からの視点） 

カイセイ調剤薬局  大沼 瑞季、他 

S10-04 Weekly GLP-1受容体作動薬セマグルチド使用に伴い生じた患者への影響 

長岡中央綜合病院 看護部  丸山 順子、他 

S10-05 デグルデク/リラグルチド配合注の新規導入がHbA1c及びQOLに及ぼす影響 

関西電力病院 糖尿病･内分泌代謝センター  内山  葵、他 

S10-06 老視症状と一包化されたSGLT2阻害薬の選別難易度との関連について 

みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科  植田いづみ、他 
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一般演題⑪・⑫ Room C-2／現地＆配信 

一般演題⑪ 症例報告・臨床研究

第１日目 ７月２３日(土) 10:00～11:00  Room C-2 

座長 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 

S11-01 清涼飲料水ケトーシスにて発症した精神発達遅滞をもつ2型糖尿病患者への療養支援 

岩手県立軽米病院  千葉 美香  

S11-02 未治療2型糖尿病に合併したヒラメ筋壊死を伴う化膿性筋炎の1例 

関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター  井村 将大、他 

S11-03 高齢者の体組成と死亡率の関係 

関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター  松城 真里、他 

S11-04 2型糖尿病患者におけるPsoas Muscle Mass Index関連因子についての検討 

愛知医科大学医学部 内科学講座糖尿病内科  森下 啓明、他 

S11-05 高齢２型糖尿病患者におけるサルコペニア・骨粗鬆症の評価と栄養・運動指導- DOS study (Diabetic OsteoSarcopenia) 第1報 

藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学  高柳 武志、他 

S11-06 当院における尿ケトン体陽性にて入院した患者の臨床的背景についての検討 

藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学  西田 康貴、他 

S11-07（※） NOスティグマ！アドヴォカシーで支える血糖管理（精神発達遅滞患者の対応） 

医療法人小内医院  阿部千豆枝、他 

S11-08（※） スリーブ手術後の体組成変化と血糖コントロールに関する考察 

藤田医科大学病院 食養部  原田 歩実、他 

※配信のみ

一般演題⑫ 症例報告・基礎研究 

第１日目 ７月２３日(土) 11:00～12:00  Room C-2 

座長 関西電力病院 糖尿病･内分泌代謝センター  山崎 裕自 

S12-01   胃癌に対する胃全摘術を契機に重症低血糖を頻発し、血糖マネジメントに苦慮した1型糖尿病の1例 

関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター  中谷  晋、他 

S12-02 虫垂癌に対してUFT/LV療法中にウイルス感染を契機に発症した劇症1型糖尿病の1例 

関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター  大守 泰広、他 

S12-03 抗PD-1抗体による,DKAを来たす以前の劇症1型糖尿病発症直後における血中インスリンの検討 

愛知医科大学 内科学講座糖尿病内科  清瀬 俊樹、他 

S12-04 進行膵癌を併発した治療中断歴のある緩徐進行１型糖尿病患者に対する多職種での関わり 

公益社団法人京都保健会吉祥院病院 外来看護課  乾  香織、他 

S12-05 高蛋白質食負荷におけるグルカゴン作用の検討～グルカゴン欠損マウスの解析から～ 

藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学  上野 慎士、他 

S12-06 膵β細胞における老化機構の解明 

藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学  村尾 直哉、他 

S12-07（※） 工夫ひとつで血糖管理！認知症合併2型糖尿病患者の対応 

医療法人小内医院  荒木恵利子、他 

※配信のみ
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一般演題⑬・⑭ Room D・E／現地＆配信 

一般演題⑬ 日糖協資材の活用

第２日目 ７月２４日(日) 08:00～09:00  Room D 

座長 医療法人二田哲博クリニック姪浜  下野 大 

S13-01 オンラインによるカンバセーションマップ実施の可能性 

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、他 

S13-02 セッションの進行に苦慮したグループの事例に学ぶカンバセーションマップの意義と目的達成の要因考察 

関西電力医学研究所 医学教育研究部  東山 弘子、他 

S13-03 カードシステムミニレクチャー講演会の取り組みと今後の展望 

住友ファーマ株式会社  永沼恵理奈、他 

S13-04 糖尿病療養指導カードを使用した糖尿病教室-パス入院を実施していない施設での取り組み- 

Nurse-Office OKADA  岡田 照代、他 

S13-05 糖尿病透析予防指導に療養指導カードを用いたパスを導入しての振り返り 

鳥取県立中央病院 栄養管理室  田中 敬子、他 

S13-06 腎臓内科医主導の新規糖尿病患者外来に対する、看護師からの報告 

医療法人やまびこ会福岡東ほばしらクリニック  青木  悟、他 

S13-07（※） 糖尿病療養指導カードシステムを用いたインスリン導入患者指導運用の構築 

東京女子医科大学附属足立医療センター 外来  渡邉由布子、他 

※配信のみ

一般演題⑭ 企業アドボカシ―活動 

第２日目 ７月２４日(日) 08:00～09:00  Room E 

座長 小野薬品工業株式会社 寺下 眞吾 

S14-01 糖尿病アドボカシー啓発の取り組み報告 

住友ファーマ株式会社  丸岡 大祐、他 

S14-02 企業で取り組むアドボカシー活動 

サノフィ株式会社  西 龍彦、他 

S14-03 ノボ ノルディスクにおけるスティグマ解消に関する社内外の活動実施と課題 

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  畑  智子  

S14-04 当社におけるスティグマ認識の現状と課題～医薬部での取り組みについて～ 

大正製薬株式会社  小松 武史、他 

S14-05 MRを介したスティグマ克服のための活動～課題と展望～ 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社  黒坂 千尋、他 

S14-06 「新生エムベクタ」スティグマ認識の現状と課題 

エムベクタ合同会社(旧BDダイアベティーズケア)  川口  宙  
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一般演題⑮ Room D／現地＆配信 

一般演題⑮ 様々な取り組み

第２日目 ７月２４日(日) 09:30～10:10  Room D 

座長 藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学  清野 祐介 

S15-01 インスリンポンプ療法導入における外来と病棟の連携 

東京女子医科大学病院 看護部  中原 脩斗、他 

S15-02 パッチ式インスリンポンプ導入後の問題点から指導内容の検討 

東京女子医科大学病院 看護部  土田由紀子、他 

S15-03 「取り組み課題共有用紙」を活用した糖尿病透析予防指導の実際 

東京女子医科大学病院 看護部  佐藤 曉子、他 

S15-04 糖尿病患者のフットケアに対する看護師の意識調査 

東京女子医科大学病院 看護部  坂口 優希、他 
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企 業 展 示 

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 

エムベクタ合同会社(旧BD ダイアベティーズケア) 

テルモ株式会社 

ニプロ株式会社 

株式会社三和化学研究所 

アークレイ株式会社 

Life Scan Japan 株式会社 

ロシュＤＣジャパン株式会社 

東洋羽毛関西販売株式会社 

株式会社VIP グローバル 

日本メドトロニック株式会社（※WEB 展示） （順不同） 

広告掲載企業 

住友ファーマ株式会社 

ノバルティス ファーマ株式会社 

アステラス製薬株式会社 

寿製薬株式会社 （順不同）

共 催 企 業

イブニングセミナー     ７月２３日（土） 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

ランチョンセミナー ①  ７月２3日（土） 

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社／MSD 株式会社 

ランチョンセミナー ②  ７月２3日（土） 

  田辺三菱製薬株式会社／第一三共株式会社 

ランチョンセミナー ③  ７月２3日（土） 

  帝人ファーマ株式会社／帝人ヘルスケア株式会社 

ランチョンセミナー ④  ７月２4日（日） 

  大正製薬株式会社 

ランチョンセミナー ⑤  ７月２4日（日） 

エムベクタ合同会社(旧BD ダイアベティーズケア) 

ランチョンセミナー ⑥  ７月２4日（日） 

  小野薬品工業株式会社 

ランチョンセミナー ⑦  7 月23 日（土） 

  一般社団法人日本病態栄養学会 （順不同） 
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