基調講演Ⅰ

第 1 会場（大ホール）
9:00～10:00
座長：篠田 純治（トヨタ記念病院 内分泌・糖尿病内科）

「豊田地区における糖尿病地域連携」
① 糖尿病やりたい人集まれ！
吉川 昌江
（金城学院大学 薬学部 准教授）

② 何をどう続けるか？お金はどこから？
伊藤 純子
（イトウ内科クリニック院長 豊田加茂医師会理事・糖尿病研究会副委員長）

基調講演Ⅱ

第 1 会場（大ホール）
10:00～11:00
座長：高橋 宏和（トヨタ記念病院 リハビリテーション科）

指定運動療法施設における糖尿病患者の運動と栄養指導について
前田 翔太
（医療法人三九会三九朗病院 健康運動指導士）
岡野 沙織
（医療法人三九会三九朗病院 管理栄養士）

特別講演

第 1 会場（大ホール）
14:15～15:15

座長 ：有馬 寛 （名古屋大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌内科学 教授）

チームなければ医療なし

連携なければ地域なし

仲 元司
（佐久市立国保浅間総合病院 地域医療部長・糖尿病センター長）
８

シンポジウム

第 1 会場（大ホール）
15:15～16:15
座長：篠田 純治（トヨタ記念病院 内分泌・糖尿病内科）
柘植 直子 （トヨタ記念病院 糖尿病看護認定看護師）

「患者と共に考える糖尿病療養支援」
～各施設の療養支援システムと療養指導に役立つ川柳～

多職種による介入で HbA1c 値は下がるのか？
～当院の症例検討会における現状～
平田 愛梨
（医療法人 TDE 糖尿病・内分泌内科クリニック TOSAKI 管理栄養士）

当院の糖尿病療養指導システムの紹介
有吉 陽
（JA 愛知厚生連 江南厚生病院 内分泌・糖尿病内科）

当院における糖尿病療養支援システムについて～チーム力推進の要とは～
三浦 恵子
（岡崎市民病院 看護師）

時代とともに改善する糖尿病チーム 25 年の歩み
福元 聡史
（トヨタ記念病院 管理栄養士）
コメンテーター ： 仲 寒蟬（仲 元司）
（佐久市立国保浅間総合病院 地域医療部長・糖尿病センター長）
（俳人協会会員、現代俳句協会会員）
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分科会 A（運動・リハビリ）

第１会場（大ホール）
11:00～12:00
司会：北山 健治（安城更生病院 理学療法士）
アドバイザー：水谷 直広（安城更生病院 医師）

A-1

糖尿病患者への個別運動指導は 3 ヵ月後の運動機能向上につながるか
―行動変容ステージ別の運動機能評価結果の推移―
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 阿部 良一 (理学療法士)

A-2

当院糖尿病教育入院患者における低身体活動状態にある患者の特徴
トヨタ記念病院 竹谷 健吾 (理学療法士)

A-3

IoT(Internet of Things)を活用した生活習慣改善が運動未実施者の検査値や活動
量計の利用状況等に及ぼす影響
あいち健康の森健康科学総合センター 山口 和輝

A-4

(健康運動指導士)

当院での糖尿病病棟における ADL 維持向上等体制加算の取り組み
JA 愛知厚生連 海南病院 河邨 誠 (理学療法士)

A-5

心臓リハビリチーム介入患者における糖尿病有病率の実態調査
公立西知多総合病院 金村
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奈々 (管理栄養士)

分科会 B（食事）

第 2 会場（小ホール 1）
11:00～12:00
司会：早川 芳枝(公立西知多総合病院 管理栄養士)
アドバイザー：泉田 久和（公立西知多総合病院 医師）

B-1

食事による血糖値への影響
～脂質の“質”が及ぼす食後血糖値への影響～
愛知学泉大学 喜田 あかね (学生)

B-2

食事による血糖値への影響
～タンパク質と脂質の食べる順番による食後の血糖値の変動～
愛知学泉大学 吉光 厚款 (学生)

B-3

食事による血糖値への影響
～食べる順番によって変化する果物の血糖値への影響～
愛知学泉大学 土田 未来登 (学生)

B-4

食事による血糖値への影響
～朝食の摂取量による昼食後の血糖値の変化～
愛知学泉大学 江尻 新樹 (学生)

B-5

糖尿病食実食と運動を組み合わせた糖尿病教室による教育意欲向上の検討
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 石河
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貴大 (管理栄養士)

分科会 C（事例）

第 3 会場（小ホール 2）
11:00～12:00
司会：林 克彦(江南厚生病院 臨床検査技師)
アドバイザー：富永 隆史(江南厚生病院 医師)

C-1

病みの軌跡を用いて自己中断を繰り返す患者と共に振り返り療養支援を考えた
事例
名古屋医療センター 坂田

C-2

瞳 (看護師)

外来と訪問看護の連携により、治療継続できた知的障害のある糖尿病患者の事例
医療法人豊田会高浜豊田病院 栁澤 真由美 (看護師)

C-3

不幸な転帰をたどった 40 歳未満で発病した 2 型糖尿病の 1 例
医療法人名南会 名南病院 柳瀬 亜沙美 (看護師)

C-4

認知症を有した高齢糖尿病患者を支える訪問看護の 1 症例
一宮市立市民病院 西片 雅美 (看護師)

C-5

当院の高齢者糖尿病患者の入院から外来へつなぐ療養支援
名鉄病院 坪井 麻衣子 (看護師)

C-6

発症直後の小児 1 型糖尿病患者・家族への関わりにおける栄養士の役割について
トヨタ記念病院 上原 由希子 (管理栄養士)
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分科会 D（療養指導）

第 1 会場（大ホール）
13:15～14:15
司会：三浦 恵子(岡崎市民病院 看護師)
アドバイザー：近藤 祐市(岡崎市民病院 医師)

D-1

糖尿病教育介入前に実施した患者アンケートの成果
公立西知多総合病院 千蔵

D-2

早耶花 (看護師)

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 吉田 照美

D-3

診療看護師による糖尿病患者への介入の試み
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 大仲 將美

D-4

(看護師)

(看護師)

2 型糖尿病患者における食行動・食認識についての検討
名古屋第一赤十字病院 伊藤 朱音 (管理栄養士)

D-5

「変わりない」と答える患者は誰が作ったのか？
公立学校共済組合 東海中央病院 馬渕 亜紀

13

(看護師)

分科会 E（腎・眼）

第 2 会場（小ホール 1）
13:15～14:15
司会：高浜 由加里（名古屋第一赤十字病院 看護師）
アドバイザー：水谷 圭吾（名古屋第一赤十字病院 医師）

E-1

愛知県 20 市町の糖尿病性腎症重症化予防プログラム
～対象者選定基準の視点から～（第 3 報）
あいち健康の森健康科学総合センター 栄口 由香里 (保健師)

E-2

糖尿病性腎症予防に対する意識付けの変化に関する検討
名古屋第一赤十字病院 伊藤 春香 (看護師)

E-3

糖尿病透析予防指導：減塩指導のその前に
医療法人名南会 名南病院 尾関 未紗 (管理栄養士)

E-4

急速な eGFR の低下が停止し，年余にわたり同一レベルを維持している糖尿病性
腎症の１例
医療法人名南会 名南病院 内田 実奈美

E-5

(管理栄養士)

「眼科受診 100％めざして」‐活動を通して得られた気づき‐
ふなはし内科クリニック 金堂 由美子 (看護師)
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分科会 F（検査他）

第 3 会場（小ホール 2）
13:15～14:15
司会：長縄 真奈美(稲沢市民病院 看護師)
アドバイザー：山田 紗矢加（稲沢市民病院 医師）

F-1

フリースタイルリブレセンサーの皮膚トラブルとその対策について
酒井内科・皮フ科 河内 美友

F-2

(管理栄養士)

食事写真とフラッシュグルコースモニタリングシステムを併せた栄養指導の
取り組み
安城更生病院 壁谷 江里 (管理栄養士)

F-3

自己血糖測定器（SMBG）5 機種の検討について
豊橋市民病院 森下 拓磨 （臨床検査技師）

F-4

糖尿病ケアにおけるインシデント減少に向けたスタッフ教育の取り組み
―看護師、看護補助者の意識変容と協働を目指して―
稲沢市民病院 渡邊 裕子 (看護師)

F-5

世界糖尿病デーランチ会の活動報告 ～参加者を増やす努力とこれからの課題～
糖尿病・内分泌内科クリニック TOSAKI 伊東葵（管理栄養士）

F-6

当院の看護外来の現状と課題－フットケア－
名古屋大学医学部附属病院
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柴山加奈 (看護師)

