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開会挨拶・受賞講演・会長講演・表彰式 メインホール 

 
開 会 挨 拶 
 

第１日目 ７月２９日(土) 10:30～10:40 

第5回日本糖尿病療養指導学術集会 会長（佐賀大学医学部）  安西 慶三 

 

 

日本糖尿病協会賞 受賞講演 

第１日目 ７月２９日(土) 10:40～11:20 

 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 

 

Aretaeus Award for Outstanding Scientific & Health Care Achievement 

和歌山ろうさい病院  南條輝志男 

William Cullen Award for Achievement in Clinical Diabetes Research 

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科  野見山 崇 

 
会 長 講 演 
第１日目 ７月２９日(土) 15:40～16:10 
 座長 和歌山ろうさい病院  南條輝志男 

 

あなたの一歩が地域を変える、佐賀県の取り組み 

第5回日本糖尿病療養指導学術集会 会長（佐賀大学医学部）  安西 慶三 

 
日本糖尿病協会賞 表彰式 
第２日目 ７月３０日(日) 11:40～12:10 
   

Aretaeus Award for Outstanding Scientific & Health Care Achievement 

和歌山ろうさい病院  南條輝志男 

William Cullen Award for Achievement in Clinical Diabetes Research 

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科  野見山 崇 

Tomoko Tachikawa Award 

国保日高総合病院 栄養科  岡井 明美 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Nurse 

京都府立医科大学附属病院 看護部  肥後 直子 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Dietitian 

公立学校共済組九州中央病院 医療技術部栄養管理科  渡辺 啓子 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Pharmacist 

新潟薬科大学 臨床薬学研究室  朝倉 俊成 

JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Physical therapist 

あさひ病院 リハビリテーション科  横地 正裕 
JADEC Award for Excellent Diabetes Educator in Medical technologist 

岡崎市民病院 医療技術局 臨床検査室  夏目久美子 
 
 
 

http://www2.nupals.ac.jp/labo/ph/clinical-ph/


 
 

教育講演  メインホール 

 
教育講演 
 

第１日目 ７月２９日(土) 12:30～15:30 

教育講演 ① 腎症重症化予防プログラム 

座長 関西電力医学研究所 糖尿病研究センター  矢部 大介 
（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科）     

 

保健師から 

「保険者による腎症重症化予防への取り組み」 

徳島県美馬市保険福祉部 保険健康課  前田実知代 

医師から医師から 

「腎症重症化予防プログラム」 

長岡中央綜合病院 糖尿病センター長  八幡 和明 

 

教育講演 ② 歯周病 

座長 岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学  武田  純 

 

歯科から 

「糖尿病歯科医科連携の新たなアプローチ」 

原瀬歯科  原瀬 忠広 

内科から 

「炎症でつながる糖尿病と歯周病～内科医の目からみた口腔感染制御の意義～」 

にしだわたる糖尿病内科  西田  亙 

 

教育講演 ③ 糖尿病と肝 

座長 中村学園大学栄養科学部 栄養科学科  大部 正代 

 

医師から～NASHと肝炎での取組 

「予期しないものは見えない 

〜糖尿病診療に潜む非アルコール性脂肪肝炎（ナッシュ：NASH） を見落とさないコツ」 

佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター  江口有一郎 

看護師から 

「CDEと肝炎コーディネートナースの連携」 

佐賀大学医学部附属病院 看護部  永渕 美樹 

第２日目 ７月３０日(日) 08:30～09:30 

教育講演 ④ 災害対策 

座長 岩手医科大学 内科学講座（糖尿病・代謝内科分野）  石垣  泰 

 

超急性期 

「大規模災害の超急性期に糖尿病チームは何が出来るのか？」 

天草地域医療センター 代謝内科  平島 義彰 

急性期－慢性期 

「急性期から慢性期」 

熊本中央病院 内分泌代謝科  西田 健朗 

 
 



 
 

高齢者の糖尿病  メインホール 

 

高齢者の糖尿病 
 

第２日目 ７月３０日(日) 09:30～11:30 

それぞれの立場からの関わり 

座長 ふくろうクリニック等々力  山口  潔 

 

医師から 

「高齢者の糖尿病治療と医療連携」 

SDC 鈴木糖尿病内科  鈴木  厚 

看護師から 

「看護師の立場からの関わり」 

社会医療法人 川島会 川島病院 第5透析室  小谷 明子 

管理栄養士から 

「地域連携・福岡LCDEアンケート結果を通して」 

公立学校共済組合九州中央病院 医療技術部栄養管理科  渡辺 啓子 

薬剤師から 

「糖尿病性腎症患者に対する保険薬剤師の役割」 

一般社団法人唐津東松浦薬剤師会薬局 実務実習担当理事  高木 一範 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Meet the Expert Room C-2 

 
Meet the Expert 

 

 
 

第 1日目 ７月２９日(土) 12:30～15:30 

Meet the Expert ① 

 進行役 関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター  岡村 香織 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  北谷 直美 

 
医療法人社団シマダ嶋田病院 内科  赤司 朋之 

Meet the Expert ② 
 進行役 北海道大学医学研究科 免疫・代謝内科学分野  三好 秀明 

北海道大学病院 看護部  佐藤 仁美 

 

公益財団法人ライフ・エクステンション研究所附属永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター  渥美 義仁 

Meet the Expert ③ 
 進行役 弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学  松橋 有紀 

医療法人芙蓉会村上病院 看護部  小泉  恵 

 
奈良県立医科大学 糖尿病学講座  石井  均 

 
第２日目 ７月３０日(日) 08:30～11:30 

Meet the Expert ④ 
 進行役 大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科  柴田 大河 

社会医療法人厚生会木沢記念病院 内科外来看護相談室  高見 千恵 
 

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 

Meet the Expert ⑤ 
 進行役 

 
公立学校共済組合四国中央病院 小児科  平井 洋生 

愛媛大学大学院医学系研究科 看護学専攻  寺尾奈歩子 

 

医療法人健清会那珂記念クリニック 療養指導部 看護科  道口佐多子 

Meet the Expert ⑥ 
 進行役 

 
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科  野見山 崇 

二田哲博クリニック  小園亜由美 

 

女子栄養大学栄養学部 実践栄養学科医療栄養学研究室  本田 佳子 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

事例検討会 Room E 

 
事例検討会 
 

 
 
 

第 1日目 ７月２９日(土) 12:30～15:30  

第２日目 ７月３０日(日) 08:30～11:30 

 

 事例検討会はさまざまな疾患領域で実施されていますが、本セッションは、「多彩な合併症・併存症をきたす糖尿病」

をテーマに、「多職種連携を掲げる本学術集会」で開催する検討会としての特徴を際立たせることを目指しています。 

 治療と指導のタイムラインの中で、職種それぞれの視点で事例検討を進めます。初めて診断された時と長く療養を

続けている時の療養指導の違い、血管合併症を伴う前後の療養指導の違いなどにフォーカスを当てます。 

 今年の学術集会のテーマは「あなたの一歩が患者さん、施設、地域を変える」です。このメッセージを織り込み、「“症

例”としての事例検討」だけではなく、「“組織・地域”を変える事例検討」を検討会の後半に行う予定です。 

組織・地域で連携が構築されていない時、どのようにチームを作り、地域における信頼と相互理解を得ていくかに

ついて考えます。療養指導連携にかかるデータやエビデンス創出の重要性の共有も目指します。 

  

 進行役 川崎市立川崎病院 糖尿病内科  津村 和大 

 国立病院機構嬉野医療センター 糖尿病内科  山崎 孝太 

九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学（第2内科）糖尿病研究室  吉成 匡人 

 佐賀大学医学部附属病院 看護部  永渕 美樹 

佐賀大学医学部附属病院 栄養管理部  中島  茜 

 ファシリテーター  

川崎市立川崎病院 糖尿病内科  上妻 嵩英 

川崎市立川崎病院 糖尿病内科  森岡 紘子 

川崎市立川崎病院 糖尿病内科  鈴木 昂名 

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  松田やよい 

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  井上佳奈子 

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科  井上  瑛 

済生会唐津病院 内科  小島 基靖 

国立病院機構東佐賀病院 糖尿病・内分泌内科  髙木 佑介 

公立玉名中央病院 糖尿病・内分泌科  岡川 章太 

川崎市立川崎病院  看護部  高橋 一子 

総合新川橋病院 看護部  川島 幸美 

横須賀共済病院 薬剤科  土井 路子 

松澤内科・糖尿病クリニック  菅原 和美 

佐賀大学医学部附属病院 看護部  藤井 純子 

佐賀大学医学部附属病院 薬剤部  江本 晶子 

国立病院機構東佐賀病院 看護部  内川 恵美 

国立病院機構東佐賀病院 看護部  中村 久美 

国立病院機構嬉野医療センター 看護部  森山 照代 

国立病院機構嬉野医療センター 看護部  福島 由佳 

小城市民病院 外来  江頭 早苗 

唐津赤十字病院 外来  諸岡 智子 

唐津赤十字病院 地域救命センター  坂本三奈子 



 
 

テーマセッション メインホール 

 
テーマセッション ①：イブニングセミナー 
私たちの「一歩」の力 
～スタッフから、医師から～ 

 

 
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２９日(土) 18:00～19:00 

 
 座長 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 

 

スタッフから 

医療法人社団シマダ嶋田病院 外来  坂本 則子 
医師から 

市立八幡浜総合病院 内科  酒井 武則 
 
 
 
 

意見交換会                                  さくら 

第 1日目 ７月２９日（土）19：00～20：00 

 

 

 

 

 
テーマセッション ② 
「療養指導の今後の展開」 

 

 
 

第２日目 ７月３０日(日) 13:10～13:50 

 

 座長 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）        

 

第5回日本糖尿病療養指導学術集会 会長（佐賀大学医学部）  安西 慶三 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ランチョンセミナー・モーニングセミナー メインホール 

 
ランチョンセミナー 
「日糖協の教育資材紹介 ① 

医療従事者向資材」 
 

 
共催：アステラス製薬㈱ 

         ＭＳＤ㈱ 
     寿製薬㈱ 
 

第１日目 ７月２９日(土) 11:30～12:20 

 座長 かなもり内科  金森  晃 

 

療養指導者学習支援DVD『薬物療法』 

神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科  廣田 勇士 

東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科  脇  裕典 

 
 

 
モーニングセミナー 
「日糖協の教育資材紹介 ② 

糖尿病療養指導用資材」 
 

 
 

第２日目 ７月３０日(日) 08:00～08:30 

 座長 二田哲博クリニック姪浜  下野  大 

 
糖尿病療養指導カードシステム 

医療法人健清会那珂記念クリニック  遅野井 健 

 

 

 
ランチョンセミナー  
「日糖協の教育資材紹介 ③ 

患者向資材」 
 

 
共催：大正富山医薬品㈱  

 

第２日目 ７月３０日(日) 12:20～13:10 

 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 

 
糖尿病の食事療法に関する最近の話題 

関西電力医学研究所 糖尿病研究センター  矢部 大介 
（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科）        

患者参加型療養支援DVD『食事を考える vol.1』 

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター  田中 永昭 

 
 
 
 
 
 



 
 

スモールグループディスカッション イベントホール 

 
スモールグループディスカッション 
 

 
 
 

第１日目 ７月２９日(土) 12:30～15:30 

ライフステージに応じた療養指導 

  ① 栄養 

 

  ② 運動 

 

③ 服薬指導 

 

④ 1型糖尿病 

 

⑤ 介護施設 

 

 

第２日目 ７月３０日(日) 08:30～11:30 

⑥ 腎症重症化予防 

 

⑦ フットケア 

 

⑧ 歯科医科連携 

 

⑨ 妊娠 

 

⑩ インスリンポンプ療法 

 

⑪ 精神疾患合併 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ＣＤＥＬ活動報告 メインラウンジ 

 

ＣＤＥＬ活動報告 

 

第１日目 ７月２９日(土) 17:30～18:00 フリートーク（※展示は 7月 29日～30日正午まで） 

「釧路根室（夕日丹頂）CDELの飛翔！」 

釧路CDE研究会 

「秋田県糖尿病療養指導士の活動状況と協議会の支援」 

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 

「宮城県糖尿病療養指導士(CDE-MIYAGI)第1回認定までのプロセスと今後の展望」 

宮城県糖尿病療養指導士認定委員会 

「F-LCDEの活動報告」 

福島県糖尿病療養指導士会 

「茨城県糖尿病療養指導士会の糖尿病小児サマーキャンプへの取り組み」 

茨城県糖尿病療養指導士会 

「群馬県糖尿病療養指導認定機構の活動報告」 

群馬県糖尿病療養指導認定機構 

「栃木県糖尿病療養士認定機構の発足と1年目の活動報告」 

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 ICT活用した試験運営に向けて」 

東京糖尿病療養指導士認定機構 

「千葉県糖尿病療養指導士/支援士(CDE-Chiba)の活動報告」 

一般社団法人千葉県糖尿病対策推進会議 

「東北信地域１０年目の現状と新たな展開」 

東北信地域糖尿病療養指導士育成会 

「静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会（SCL-CDE）の初年度の活動報告」 

静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会 

「岐阜県CDEネットワークの「一歩」（活動報告と課題）」 

岐阜県CDEネットワーク 

「CDE滋賀の活動報告」 

滋賀糖尿病療養指導士認定委員会 

「京都府糖尿病療養指導士 活動報告」 

京都府糖尿病療養指導士認定委員会 

「大阪糖尿病療養指導認定機構（CDE大阪）：活動報告」 

大阪糖尿病療養指導士認定機構 

「和歌山県におけるCDELの現状と課題」 

和歌山LCDE認定委員会 

「「CDEなら」の立ち上げと奈良県糖尿病療養指導士の活用を目指して、私たちらしさとして工夫したこと」 

奈良糖尿病療養指導士認定委員会 

「平成28年度の活動報告」 

糖尿病療養指導士兵庫県連合会 

 
 
 
 
 
 



 
 

ＣＤＥＬ活動報告 メインラウンジ 

 

ＣＤＥＬ活動報告 
 

第１日目 ７月２９日(土) 17:30～18:00 フリートーク（※展示は 7月 29日～30日正午まで） 

「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制度の初年度を振り返る～立ち上げ時の諸問題への対応～」 

鳥取県糖尿病療養指導士認定機構 

「島根CDEL活動報告2017」 

島根県糖尿病療養指導士認定機構 

「やまぐち糖尿病療養指導士の活動」 

山口県糖尿病対策推進委員会 

「9月にスタートとなりました」 

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） 

「徳島県糖尿病療養指導士の現状と問題点」 

徳島県地域糖尿病療養指導士認定機構 

「高知県糖尿病療養指導士～3年後の現状」 

高知県糖尿病療養指導士認定機構 

「愛媛糖尿病療養指導士認定のための研修会～基本的学習と、更なる充実と実践のための研修を企画する～」 

愛媛地域糖尿病療養指導士認定制度委員会 

「筑後糖尿病療養指導士会２０年のあゆみ」 

筑後糖尿病療養指導士会 

「福岡ＬＣＤＥの現状と問題点・2017年版」 

福岡県糖尿病療養指導士会 

「世界糖尿病デー ブルーライトアップin北九州での活動報告」 

北九州CDEの会 

「20年目に向けてQOL を高めよう！大分県CDELの活動評価＆今後の課題」 

大分県糖尿病療養指導士会 

「佐賀糖尿病療養指導士会 活動報告」 

佐賀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 

「CDEL発足から３年～３年の歩みと今後の課題～」 

宮崎地域糖尿病療養指導士認定機構 

「eラーニングから実践へ～鹿児島CDEL認定機構の歩み」 

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(OCDEL)の取組み」 

沖縄県地域糖尿病療養指導士会 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

若手研究者助成報告 メインラウンジ 

 

若手研究者助成報告 

 

第１日目 ７月２９日(土) 17:30～18:00 フリートーク（※展示は 7月 29日～30日正午まで）  

「新規糖尿病治療薬としてのEpac2A活性化化合物の同定」 

神戸大学大学院医学研究科 内分泌・代謝・総合内科学  菅原 健二 

 

「インクレチンの抗癌作用の検討」 

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科  野見山 崇 

 

「ネットワークメタアナリシスによる糖尿病治療選択エビデンスの確立」 

東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科  山田 朋英 

 

「糖尿病性腎症の病態解明・新規治療ターゲットにむけた腎病理組織学的検討」 

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 腎免疫内分泌代謝内科学  三瀬 広記 

 

「脂肪酸結合タンパクFABP5を介したGIP分泌機構の解明」 

京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学  山根 俊介 

 

「脳内高インスリン状態が運動時の脂肪酸化に及ぼす影響」 

大阪市立大学 都市健康・スポーツ研究センター  横山 久代 

 

「末梢神経系神経幹細胞/前駆細胞の動態変化と糖尿病多発神経障害の発症・進展との関連に関する研究」 

愛知医科大学医学部 内科学講座糖尿病内科  姫野 龍仁 

 

「膵β細胞脱分化機構解明に基づく新規糖尿病治療法開発を目指す研究」 

山口大学医学部 分子代謝制御学講座  椎木幾久子 

 

「糖尿病患者における合併症とバランス能力、ロコモティブシンドロームとの関連性」 

熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科  久木留大介 

 

「2型糖尿病発症に対する人種および生活習慣の影響：アジア多施設共同研究」 

関西電力医学研究所 先端糖尿病学研究部  桑田 仁司 

 

「生体防御調節因子としてのGLP-1の役割の解明」 

秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座  佐藤 雄大 

 

「膵β細胞量に着目した新規糖尿病治療薬併用による2型糖尿病治療戦略」 

北海道大学大学院医学研究科 免疫・代謝内科学分野  中村 昭伸 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

サマーキャンプ特別ミーティング Room C-2 

 

サマーキャンプスペシャルミーティング 

「糖尿病サマーキャンプ運営上の課題と工夫を共有しよう」 

 

第２日目 ７月３０日(日) 14:00～15:40 

 

小児糖尿病サマーキャンプは、小児期に糖尿病を発症した患児の医療教育や療養指導の場として、54年の歴史をも

つ取組みです。日本糖尿病協会は創立当初から、小児糖尿病対策事業として全国でキャンプを主催しています。 
このサマーキャンプスペシャルミーティングは、こうしたキャンプに対する正しい理解を促進するとともに、キャ

ンプの運営にあたる医療者が運営の課題や実施内容について意見交換を行い、全国のキャンプの質的向上を図る目的

で開催します。 
今年は、過去の開催成果や各キャンプからの報告をもとに、段階的な協議に発展することを目指し、キャンプ運営

の問題解決に向けたグループワークに重点を置いて実施します。 
 

 司会 日本糖尿病協会 インスリンケアサポート委員会委員 

坂本 辰藏 

山本 真吾 
１ 主催者報告 

  全国のキャンプの実施状況 

日本糖尿病協会 インスリンケアサポート委員会委員 

坂本 辰藏 

山本 真吾 

 

２ 実施報告 

新潟ペガサスの会の活動 

新潟大学医歯学総合病院 小児科  小川 洋平 

 

３ グル－プワーク  

   キャンププログラム、安全確保、運営スタッフの確保、運営資金調達等、テーマに分かれてディスカッション 

 

４ 全体討論～まとめ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

糖尿病カンバセーション・マップ TM Room H 

 

糖尿病カンバセーション・マップ総会 

フォローアップトレーニング ～JADEC DMカルテット＜ダイジェスト＞ 

 

第２日目 ７月３０日(日) 14:00～16:00 

 

１ 14:00～15:00 総会 

  糖尿病カンバセーション・マップ普及活動報告 

教育制度の紹介 

   トレーナー認定証授与式 

 

２ 15:00～16:00 糖尿病カンバセーション・マップ フォローアップ 

カンバセーション・マップのファシリテーションに必要なスキル獲得のために 
日糖協が開発したトレーニングメソッド「JADEC DMカルテット」を体験。 

 

運営：日本糖尿病協会 糖尿病カンバセーション・マップ委員会 

 

出席：糖尿病カンバセーション・マップのトレーニングを担当するエキスパートトレーナー、トレーナー、 

トレーナーアシスタント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

一般演題／口演発表①・②  Room Ｃ－2/Ｆ 

 
口演発表① 糖尿病療養カードシステム 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～17:20  Room Ｃ－２ 

座長 小内医院  小内  裕   

斗南病院 薬剤部  大音師澄子   

 

O1-1 当院の糖尿病療養指導カードシステム導入への試み 

唐津赤十字病院 看護部  諸岡 智子、他 

O1-2 当院における糖尿病療養指導カードシステムの活用と課題 

医療法人芙蓉会村上病院 看護部  伊藤 佳子、他 

O1-3 療養指導カードシステムを活用した当院での新患指導の取り組み～活用開始後１年を振り返って～ 

医療法人南昌江内科クリニック  今畠 百美、他 

O1-4 療養指導カードを活用した小集団指導での学習会の構築とスタッフ育成 

医療法人社団紘和会平和台病院 看護部  野地めぐみ、他 

O1-5 カードシステムを活用した「短期糖尿病教育入院」の取り組み 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  高橋 拓也、他 

O1-6 糖尿病療養指導カードシステム箋を用いた運動指導の経験 

関西電力病院 リハビリテーション科  松木 良介、他 

 
 
※口演発表①・②の演題については、イベントホールにてポスターによる掲示も行います。 
 
 
 
口演発表② 日糖協資材の活用 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～17:30  Room Ｆ 

座長 二田哲博クリニック姪浜  下野  大   

島根大学医学部附属病院 看護部  石川万里子   

 

O2-1 クリニック開院から3年の糖尿病教室における「カンバセーションマップ」の現状と今後の展望 

医療法人社団健生会いどがやケンズクリニック  古谷 千早、他 

O2-2 当院におけるカンバセーションマップの活用～集団栄養食事指導に取り入れて～ 

医療法人社団相和会渕野辺総合病院  小島 志保、他 

O2-3 カンバセーションマップを用いた特定健診支援事業 

～市の保健師と佐賀県糖尿病コーディネート看護師による糖尿病支援～ 

小城市民病院 看護部  江頭 早苗、他 

O2-4 当院における患者参加型療養支援DVD「運動療法のすすめ」「フットケアのすすめ」の活用法 

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター  田中 永昭、他 

O2-5 診療所外来で「運動療法のすすめ」DVDを用いて行う糖尿病の運動指導の有用性 

野島内科医院  野島 秀樹、他 

O2-6 糖尿病療養指導士 学習支援DVD(支援・面接の基本編)の使用評価 

相模台病院  相澤 政明、他 

O2-7 

 

当院における外来での糖尿病連携手帳の活用 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  坂口真由香、他 

 
 



 
 

一般演題／口演発表③・④  Room Ｇ/Ｈ 

 
口演発表③ チーム医療 

 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～17:20  Room Ｇ 

座長 名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科  清野 祐介   

岡崎市民病院 医療技術局 臨床検査室  夏目久美子   

 

O3-1 透析看護師による糖尿病の外来患者教育の効果 

社会福祉法人恩賜財団済生会石川県済生会金沢病院 看護部  細田 夕子、他 

O3-2 統合失調症をもつ一人暮らしの２型糖尿病患者の胃がん術前後のチーム医療～訪問薬剤師としての関わり 

（株）天草調剤薬局 デイ薬局  野田亜希子、他 

O3-3 理学療法士と連携した高齢者糖尿病患者への運動指導資料作成と外来栄養指導時における活用 

彦根市立病院 栄養科・栄養治療室  茂山 翔太、他 

O3-4 糖尿病チームで実施した糖尿病合併症外来の試み 

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 中央臨床検査センター  田平 泰徳、他 

O3-5 療養病棟で血糖コントロールに薬剤師が介入できた一症例 

飯山赤十字病院 薬剤部  滝澤 康志、他 

O3-6 成人急性期病棟における「低血糖セット」システム導入の有用性 

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 糖尿病センター  武石千鶴子、他 

 
 
 
 
口演発表④ 患者とスタッフの学びの機会 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～17:30  Room Ｈ 

座長 北海道大学大学院医学研究科 免疫・代謝内科学分野  中村 昭伸   

国保日高総合病院 栄養科  岡井 明美   

 

O4-1 糖尿病教室に関する学習ニード調査 

社会医療法人きつこう会多根記念眼科病院  黒岩 絵美、他 

O4-2 糖尿病教室改善プロジェクト 

福岡大学病院 看護部本館7階病棟  鐘ヶ江すずか、他 

O4-3 最少労力で最大の効果を！～外来待合でのミニ糖尿病教室の運営 

船橋二和病院・ふたわ診療所 内科  池田 美佳   

O4-4 糖尿病看護の専門性を高める取り組み―ケースカンファレンスを実施して― 

札幌市病院局市立札幌病院 看護部看護課  成田麻見佳、他 

O4-5 当クリニックにおける糖尿病診療のレベルアップを目指した取り組み 

医療法人社団新虎の門会新浦安虎の門クリニック  関川さゆり、他 

O4-6 入院中の個別療養指導の実施率の上昇に向けた取り組み～療養指導・記録の際のポイント用紙を導入して～ 

福岡大学病院 看護部本館7階病棟  坂本 倫基、他 

O4-7 地域全体での糖尿病療養指導の質の向上を目指した試み～多職種参加を呼び掛けた糖尿病の基本を学ぶ会～ 

医療法人社団シマダ嶋田病院 連携室  西岡 恵子、他 

 
 
 
 
 



 
 

一般演題／ポスター発表①・②  イベントホール 

 
ポスター発表① 糖尿病療養カードシステム 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～17:00  イベントホール 

座長 天草地域医療センター 看護部  今村 敬代   

 

P1-1 糖尿病療養指導カードシステムを導入して 

赤井町クリニック  藤元 玲奈、他 

P1-2 糖尿病療養指導カードキットの教育困難な合併症入院患者と療養指導士に対する効果 

独立行政法人地域医療推進機構 下関医療センター 臨床検査部  岸本 玲子、他 

P1-3 「カードシステム」で教育入院10症例目指せ！指導力アップ 

医療法人社団大仁会大石病院 看護部  島  弘美、他 

P1-4 わずかなチャンスを見逃さない！一歩進んだテーラーメイドな療養指導 

医療法人社団大仁会大石病院 栄養科  田中 陽子、他 

P1-5 糖尿病療養指導カードを用いた糖尿病教育入院システム 

那珂記念クリニック 看護科  米川 由香、他 

P1-6 糖尿病療養指導カードを用いた透析予防指導 

那珂記念クリニック 栄養科  髙野 由夏、他 

P1-7 診療所薬剤師による療養指導カードシステムを用いた薬剤管理指導 

那珂記念クリニック 薬剤科  鯉淵 忠敬、他 

P1-8 臨床検査技師による集団指導の取り組み 

関西電力病院 臨床検査部  橋本 寛子、他 

 
 
 
 
 
ポスター発表② 市民啓発 
 

第１日目 ７月２９日(土) 17:00～17:30  イベントホール 

座長 佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病センター  森本 光俊   

 

P2-1 当院における世界糖尿病デーイベント活動報告 

一宮市立市民病院 糖尿病ケア委員会  伊藤あけみ、他 

P2-2 当院の糖尿病サポートチームと糖尿病患者、地域住民との関わり 

市立根室病院  田中麻紀子、他 

P2-3 ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を活用した糖尿病啓発活動 

島根大学医学部附属病院 検査部  矢田恵梨香、他 

P2-4 当院における17年間の糖尿病イベント活動を通じた日本糖尿病療養指導士の活動の分析と今後の活動につい

て 

東北医科薬科大学病院 栄養管理部  阿部 幸子、他 

P2-5 “みんなでブルーサークル糖尿病予防inえひめ”における愛媛県理学療法士会の取り組みについて 

公益社団法人愛媛県理学療法士会  天野 貴裕、他 

P2-6 O県A地域における糖尿病予防の市民啓発事業の過去4年間の実践報告 

赤磐医師会病院  福島 真弓、他 

 
 
 



 
 

一般演題／ポスター発表③・④  イベントホール 

 
ポスター発表③ 治療継続と行動変容 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～17:00  イベントホール 

座長 佐賀大学医学部 看護学科  古賀 明美   

 

P3-1 薬局の管理栄養士ができる患者支援～患者が笑顔になれる栄養指導～ 

健ナビ薬樹薬局南林間  太刀岡桃子、他 

P3-2 当院で発案された「オールディーズde運動療法」イベントが治療中断再発防止に寄与したと考えられる一例 

門司掖済会病院 看護部  足立はるみ、他 

P3-3 当院での“糖尿病合併症の理解強化月間キャンペーン”の報告～手作りポスターもつくってみました～ 

医療法人なかたクリニック 内科・糖尿病内科  石川久美子、他 

P3-4 フットケア外来受診中断患者の現状とその対策についての検討 

市立根室病院  柿本 利恵、他 

P3-5 糖尿病を有する透析患者の定期眼科受診の実態調査 

鶴岡市立荘内病院血液浄化療法センター 看護部  齋藤 まゆ、他 

P3-6 初期の２型糖尿病患者が体の変化に気づき行動変容に至った１症例 

地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立十三市民病院 看護部  森脇恵美子   

P3-7 外来患者が感じる糖尿病療養指導の受け止め方と行動変化ステージ 

公立学校共済組合北陸中央病院  石田 一美、他 

P3-8 治療継続・セルフケア意欲が低下した腎症4期患者へのアプローチ 

千葉大学医学部附属病院  高橋  藍、他 

 
 
 
 
 
ポスター発表④ 友の会運営・糖尿病教室1 
 

第１日目 ７月２９日(土) 17:00～17:30  イベントホール 

座長 医療法人姫野治子内科クリニック 看護部  吉井千賀子   

 

P4-1 当院の新たな患者会活動の取り組みについて 

医療法人南昌江内科クリニック  米本  愛、他 

P4-2 糖尿病専門医不在の中での患者会活動継続の工夫と今後の課題 

独立行政法人国立病院機構 都城医療センター  溝田 記子、他 

P4-3 友の会環境整備と外部行事参加への取り組み 

公益社団法人有隣厚生会富士病院 栄養科  花山 陽平、他 

P4-4 糖尿病の知識とスキルを地域に届ける関西電力病院「出張糖尿病教室」の効果 

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター  上野 慎士、他 

P4-5 Z病院糖尿病患者会での取り組み～カンバセーションマップを使用して～ 

市立秋田総合病院  筒井あすか、他 

P4-6 ヘルスツーリズムを活用した糖尿病療養者のメンタルヘルス対策 

島根県立大学  大森 眞澄、他 

 
 
 
 



 
 

一般演題／ポスター発表⑤・⑥  イベントホール 

 
ポスター発表⑤ 友の会運営・糖尿病教室2 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～16:55  イベントホール 

座長 釧路赤十字病院 内科  古川  真   

 

P5-1 座談会形式の参加型糖尿病相談会を実施して～管理栄養士の視点から～ 

都城市郡医師会病院 栄養管理室  稲次 里美、他 

P5-2 患者参加型の糖尿病教室の活動と今後の課題 

石巻赤十字病院  佐藤 久子、他 

P5-3 当院での糖尿病教室“糖尿病つどい”の参加アンケート 

一宮西病院 リハビリテーション科  小菅 弘幸、他 

P5-4 チームさとしお～当院の糖尿病療養指導士活動報告～ 

社会医療法人製鉄記念八幡病院 栄養管理部  荒牧 味穂、他 

P5-5 だれでもできる糖尿病教室〜運動療法DVDを活用して〜 

医療法人たねだ内科クリニック  名城 真弓、他 

P5-6 低所得者対象の糖尿病教室での学びと今後への示唆～アメリカ合衆国で CDE活動を体験して～ 

愛媛大学大学院医学系研究科 看護学専攻  寺尾奈歩子   

P5-7 糖尿病教室受講後の患者のセルフケア行動の変化 

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  小園志保美、他 

 
 
 
 
 
ポスター発表⑥ CDEL活動と地域連携 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:55～17:30  イベントホール 

座長 医療法人社団紘和会平和台病院 看護部  原田 和子   

 

P6-1 大分CDEL活動の現状と今後の課題（第1報）～ 地域ボランティア活動 ～ 

大分赤十字病院  浜野 峰子、他 

P6-2 大分CDEL活動の現状と今後の課題（第2報）～ 療養指導と研修会 ～ 

大分大学医学部附属病院  廣田 優子、他 

P6-3 大分CDEL活動の現状と今後の課題（第3報）～ 糖尿病療養指導士としての変化 ～ 

大分大学医学部 看護学科  脇  幸子、他 

P6-4 静岡中部糖尿病療養指導士養成運営委員会（SCL-CDE）の初年度の活動報告と第1回資格試験の結果について 

岡本内科医院（SCL-CDE養成運営委員会委員長・事務局）  井村 満男、他 

P6-5 福岡糖尿病療養指導士会における糖尿病指導グッズ作成の取り組みと課題 

国際医療福祉大学 福岡看護学部  仙波 洋子、他 

P6-6 当院の糖尿病コーディネート看護師事業の評価に関する検討 

独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院 看護部  内川 恵美、他 

P6-7 管理栄養士の雇用されていない診療所で高知県栄養士会と連携して実施した栄養指導の成果と課題 

美作大学 生活科学部食物学科  徳広 千惠、他 

 
 
 
 



 
 

一般演題／ポスター発表⑦・⑧  イベントホール 

 
ポスター発表⑦ 服薬指導・食事療法 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～16:55  イベントホール 

座長 薬局恵比寿ファーマシー  佐竹 正子   

 

P7-1 糖尿病入院患者における年代別アドヒアランス～入院時持参薬の解析から～ 

上都賀総合病院 薬剤部  小黒佐友里、他 

P7-2 当院外来通院中の２型糖尿病患者における薬剤の管理と飲み忘れ・打ち忘れに関するアンケート 

一般財団法人永頼会松山市民病院 薬剤部  阿部 記史、他 

P7-3 

 

糖尿病患者へのシックデイ指導における保険薬局と共通ツールの作成 

関西電力病院 薬剤部  横井  恵、他 

P7-4 SGLT2阻害薬投与患者に対する食事療法の有用性について 

社会医療法人生長会ベルランド総合病院 栄養管理室  田中 実穂、他 

P7-5 Na／Cr値測定を活用した減塩指導による糖尿病患者の塩分摂取量への効果 

岩手県立軽米病院  栗生由香里   

P7-6 糖尿病＆減塩フェスタから見えた効果的な栄養指導の検討 

社会医療法人製鉄記念八幡病院 栄養管理部  瀬戸 瑠璃、他 

P7-7 やってみよう！につなげる体験型イベント 世界糖尿病デー『きたの栄養バランス御膳』の報告 

(公財)田附興風会医学研究所北野病院 栄養部  三輪 花蓮、他 

 
 
 
 
 
ポスター発表⑧ 食事療法 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:55～17:30  イベントホール 

座長 松江赤十字病院 栄養課  安原みずほ   

 

P8-1 ポーションコントロールプレート（ヘルシープレート）を活用した栄養教育 一報  

―食事バランスを伝えた教室事例― 

食のアトリエbene  伊藤 孝子、他 

P8-2 ポーションコントロールプレートを活用した栄養教育 二報 ―糖尿病患者への試み― 

ひだまりクリニック  太田 萌菜、他 

P8-3 ポーションコントロールプレートを活用した栄養教育 三報  

―ランチタイムに簡単介入！ヘルシープレートでメタボ改善― 

京都医療センター  山内 惠子、他 

P8-4 ご飯を実際に測ってみよう！！栄養指導の取り組み 

 関西電力病院 疾患栄養治療センター  松本裕一郎、他 

P8-5 新たに開始した当院での糖尿病教育入院患者の集団栄養指導 

JAかみつが厚生連上都賀総合病院 栄養科  市田 佳澄、他 

P8-6 薬局待ち時間を用いた栄養指導～指導プログラムに基づいた栄養指導～ 

健ナビ薬樹薬局矢向  若尾  恵、他 

P8-7 当院における食事・生活指導の工夫「今月の話題」について 

井本整形外科・内科クリニック  吉田有紀子、他 

 



 
 

一般演題／ポスター発表⑨・⑩  イベントホール 

 
ポスター発表⑨ 運動療法 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～16:55  イベントホール 

座長 ＫＫＲ高松病院 リハビリテーションセンター  片岡 弘明   

 

P9-1 糖尿病患者に対する身体活動量計を用いた外来運動指導の試み 〜長期罹患患者2症例に対して〜 

松本市立病院 リハビリテーション科  中村 慶佑、他 

P9-2 運動器疾患を有する糖尿病患者の運動継続率アンケート調査から見えた傾向 

福岡赤十字病院  梶原香那子   

P9-3 運動の急性効果に影響を及ぼす対象者特性についての調査 

半田市立半田病院 リハビリテーション科  石黒 博也、他 

P9-4 糖尿病ウォークラリー参加者の握力の特徴 

北九州CDEの会  木部 竜也、他 

P9-5 北九州糖尿病ウォークラリーにおけるサルコペニア調査 

北九州CDEの会  古門 功大、他 

P9-6 理学療法士のいないクリニックでの運動療法の取り組み～今、私達にできること～ 

医療法人やたがい内科クリニック 看護技師部  青木 広美、他 

P9-7 糖尿病患者の運動療法〜看護師による入院中の個別指導についての検討〜 

JAかみつが厚生連上都賀総合病院  三品 雅洋、他 

 
 
 
 
 
ポスター発表⑩ 血糖測定 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:55～17:25  イベントホール 

座長 新潟薬科大学 臨床薬学研究室  朝倉 俊成   

 

P10-1 頸部脊柱管狭窄症による手指機能低下のある患者へのSMBG 

近江八幡市立総合医療センター  片山 初美、他 

P10-2 2型糖尿病患者へのセルフケア支援について 

～血糖値に対する恐怖心から中断を繰り返した事例を振り返って～ 

千葉大学医学部附属病院  江原 千晴、他 

P10-3 大分県糖尿病療養指導士会臨床検査技師によるクローバーの会の活動について 

塚川第一病院  吉岡 香織、他 

P10-4 当院検査部における血糖自己測定器の交換についての取り組み 

埼玉医科大学総合医療センター 中央検査部  渡邉 裕樹、他 

P10-5 より良い血糖値モニタリングを目指して“SMBG精度管理システムの導入とその取組み” 

IMS(イムス)グループ イムス三芳総合病院 検査科  佐藤あゆみ、他 

P10-6 全部署スタッフによるＰＯＣＴ精度管理を開始して 

石巻赤十字病院  菊地 由惠、他 

 
 
 
 
 

http://www2.nupals.ac.jp/labo/ph/clinical-ph/


 
 

一般演題／ポスター発表⑪・⑫  イベントホール 

 
ポスター発表⑪ 自己注射指導 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～16:50  イベントホール 

座長 東京証券業健康保険組合診療所 薬剤部  井上 享子   

 

P11-1 当院における糖尿病チーム医療の実際～インスリンボールの形成が認められた2症例を通じて～ 

特定医療法人清翠会牧病院 看護部  宇高由希子、他 

P11-2 看護師による超音波検査を用いたインスリン指導の事例 

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 看護部  岸本 有紀、他 

P11-3 インスリン自己注射患者の触診によるインスリンボール調査と分析～理解度100％を目指す取り組み～ 

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 

P11-4 入院中のインスリン継続使用患者の硬結の有無とその特徴についての実態調査 

関西電力病院 15階病棟  里上 美奈、他 

P11-5 「インスリンボール(皮下硬結)をなくそう!」体験型研修会の実施と評価 

独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 院内糖尿病治療支援チーム(DCST) 薬剤部 

益成  宏、他 

P11-6 当院における院内作成バイアルを用いたグルカゴン注射用製剤の指導症例 

津久見市医師会立津久見中央病院 薬剤部  加納 史也、他 

 
 
 
 
 
ポスター発表⑫ 1 型糖尿病 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:50～17:30  イベントホール 

座長 公立学校共済組合四国中央病院 小児科  平井 洋生   

 

P12-1 糖尿病専門クリニックにおける療養指導の取り組み－1型糖尿病の調理実習－ 

医療法人南昌江内科クリニック  田村あゆみ、他 

P12-2 SAP療法を導入した1型糖尿病患者への栄養指導方法の検討 

神戸大学医学部附属病院 栄養管理部  山本 育子、他 

P12-3 劇症1型糖尿病を発症した患者への継続指導の効果 

～発症直後にライフイベント指導を行った患者の一症例～ 

一宮市立市民病院  浅野よしみ、他 

P12-4 1型糖尿病患者の思いを知って 

社会医療法人財団白十字会白十字病院 外来  古賀 康子、他 

P12-5 発症初期より心理的サポートができた思春期の1型糖尿病の1例 

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 臨床心理室  日高由紀子、他 

P12-6 第2回 えひめ1型糖尿病患者と家族の会「愛DM+（たす）の会」活動の意義と今後の方向性 

愛媛県糖尿病協会  中村 慶子、他 

P12-7 1型糖尿病患児の親の交流会でのアンケートを通して見えたもの 

医療法人南昌江内科クリニック  黒木 幸恵、他 

P12-8 小児糖尿病キャンプにおける理学療法士の役割 

新潟臨港病院 リハビリテーション科  白井 信行、他 

 
 



 

一般演題／ポスター発表⑬・⑭  イベントホール 

 
ポスター発表⑬ 様々な症例における療養指導 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:20～16:50  イベントホール 

座長 岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学  堀川 幸男   

 

P13-1 妊娠・出産を考える糖尿病患者を支えるために当院が始めた研修会 

一宮市立市民病院 糖尿病・内分泌内科  鳥居みずき、他 

P13-2 経過中にラマダンを実施した糖尿病合併妊娠の1症例 

昭和大学藤が丘病院 栄養科  星川 麻美、他 

P13-3 当院における高齢者の糖尿病のコントロール状況の現状と問題点 

医療法人永井医院  永井 俊一、他 

P13-4 高齢糖尿病患者の握力測定と栄養指導について 

関西電力病院 疾患栄養治療センター  山本 卓也、他 

P13-5 糖尿病が基礎疾患にある脳梗塞患者の血糖、体重コントロール 

～急性期病院から繋いだ糖質制限食の１症例～ 

医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院 診療技術部 栄養科  鈴木 里穂、他 

P13-6 A病院の糖尿病透析予防指導の効果 

岩手県立軽米病院  君成田 大   

 
 
 
 
 
ポスター発表⑭ 療養指導における調査と取組み 
 

第１日目 ７月２９日(土) 16:50～17:25  イベントホール 

座長 よねいクリニック  米井 泰治   

 

P14-1 外来通院中の糖尿病患者におけるセルフケア能力と行動の実態調査 

聖マリア学院大学  中尾 友美、他 

P14-2 歯科大学附属病院と糖尿病専門医院における糖尿病・歯周病病態解明に向けての臨床研究の実際 

神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科  山本 裕子、他 

P14-3 骨密度の低い糖尿病患者における生活習慣の現状と骨折リスク 

医療法人永井医院  間  絵理、他 

P14-4 当院における災害時の備えに関する現状と課題～アンケート調査からの考察～ 

津久見市医師会立津久見中央病院 看護部  荒木 由紀、他 

P14-5 K-DAT（熊本糖尿病支援チーム）による避難所訪問支援に参加して 

国保水俣市立総合医療センター 看護部  山元  優、他 

P14-6 内科医院だからできる糖尿病療養指導～問診票調査から見えてきた指導の方法～ 

河面内科医院  伊藤 教子、他 

P14-7 地域密着型「津久井糖尿病勉強会」の果たす役割についての検討 

相模原赤十字病院 看護部  金子 亜古、他 

 
 
 
 
 


	大規模災害の超急性期にまず駆けつける医療救護班は、DMAT（Disaster Medical Assistance Team）です。1995年の阪神・淡路大震災時に、平時の救急医療レベルの初期医療が提供されていれば、救命できたと考えられる「避けられた災害死」が500名存在したと後に報告され、それを克服すべく2005年4月からDMATが発足しました。1チームは48時間以内の活動で、出発から帰るまで約3日間の活動です。
	次に被災地に入るのはJMAT（Japan Medical Association Team）などの様々な医療救護班です。JMATは2010年3月に医師会で構想が提案され、東日本大震災でも活躍しました。

