
 

座長：山守 育雄（豊橋市民病院 糖尿病・内分泌内科 部長） 

 

「認知症や ADL 低下を考慮した高齢者糖尿病の療養指導と治療」 

荒木 厚 

東京都健康長寿医療センター 内科総括部長（糖尿病・代謝・内分泌内科） 

 

 

 

座長：金田 成康（豊橋市民病院 糖尿病・内分泌内科 副部長） 

               山口 三恵子（豊橋市民病院 糖尿病看護認定看護師） 

 

「高齢糖尿病患者を地域で支えるためには」 

 杢野 武彦（杢野医院 院長・糖尿病専門医） 

 佐々木 豊 （ゆたか調剤薬局 管理薬剤師） 

  鈴木 香里 （春日井市民病院 糖尿病看護認定看護師） 

 前沢 弘代 （新城市在宅医療サポートセンター） 

 

 

 

「雷蔵、薬がなくなる」の巻 

 

ファシリテータ：岡崎 研太郎 

（名古屋大学大学院医学系研究科地域医療教育学寄附講座、総合診療科） 

 

 

 

 

特別講演  第 1 会場（大ホール） 

11:00～12:00 

シンポジウム  第 1会場（大ホール） 

13:15～14:45 

糖尿病劇場  第 1会場（大ホール） 

14:45～16:15 



 

 

司会：後藤 俊晃（公立陶生病院 薬剤師） 

アドバイザー：吉岡 修子（公立陶生病院 医師） 

 

A-1  糖尿病チーム医療での臨床検査技師としての取り組み 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 佐々木 由美 (臨床検査技師) 

 

A-2  ヘモグロビン A1c 測定値の分析器による変動要因について 

名古屋大学医学部附属病院 石川 裕介 (臨床検査技師) 

 

A-3  当院における糖尿病患者おしゃべり会の活動報告 

一宮市立市民病院 古市 幹雄 (臨床検査技師) 

 

A-4  初めて１型糖尿病と診断された患児に対し、 

退院に向けた支援を多職種で行った一症例 

社会医療法人 宏潤会 大同病院 夜久 由理 (管理栄養士) 

 

A-5  介護必要度の高い患者に服薬支援ロボ○Rを使用した一例 

中部ろうさい病院 渡久川 敦子 (薬剤師) 

 

A-6  春日井市民病院における診療情報提供書を利用した医薬薬連携の取り組み 

春日井市民病院 福井 悠美 (薬剤師) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会 A  第１会場（大ホール） 

8:55～9:55 



 

 

司会：吉田 照美（岡崎市民病院 糖尿病看護認定看護師） 

アドバイザー：塚本 健二（岡崎市民病院 医師） 

 

B-1  炭水化物量を重視した集団指導の有効性 

「コンビニバイキング教室」開催を通じて 

糖尿病・内分泌 内科 名駅東クリニック 大城 寛子 (管理栄養士) 

 

B-2  当院の糖尿病療養指導の現状と今後の課題 

JA 愛知厚生連江南厚生病院 朱宮 哲明 (管理栄養士) 

 

B-3  看護師の継続的な関わりにより、血糖コントロールに寄与した１例 

JA 愛知厚生連江南厚生病院 加来 佳恵 (看護師) 

 

B-4  随時尿による推定塩分摂取量を用いた糖尿病透析予防指導の有用性の検討 

JA 愛知厚生連海南病院 伊藤 名ぐみ (管理栄養士) 

 

B-5  外来糖尿病透析予防指導開始から３年・中間報告 

～減塩を中心とした指導を試みて～ 

医療法人名南会 名南病院 尾関 未紗 (管理栄養士) 

 

B-6  糖尿病透析予防指導における早期腎症期の改善効果 

中部ろうさい病院 水野 智春 (管理栄養士) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会 B  第 2 会場（小ホール 1） 

8:55～9:55 



 

 

司会：金築 美衣子（名古屋第一赤十字病院 看護師） 

アドバイザー：上田 一裕（名古屋第一赤十字病院 医師） 

 

C-1  糖質制限中に糖質摂取増量とレジスタンス運動開始を促し 

HbA1c 値が改善した耐糖能異常の１例 

医療法人 TDE 糖尿病・内分泌内科クリニック TOSAKI 

紺野 佑衣 (管理栄養士) 

 

C-2  歩行強度計を利用した運動療法の有用性 

糖尿病・内分泌 内科 名駅東クリニック 松本 佳子 (看護師) 

 

C-3  IoT を活用した血糖高値者に対する生活習慣改善支援(第 2 報) 

あいち健康の森健康科学総合センター 山口 和輝 (健康運動指導士) 

 

C-4  定期的な運動機能評価の実施により運動機能を維持し、 

フレイル状態を改善した 2 型糖尿病高齢者の２症例 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 鈴木 あすか (理学療法士) 

 

C-5  糖尿病教育入院患者における口腔意識調査 

独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 中島 陽子 (歯科衛生士) 

 

C-6  循環器病棟に配信する糖尿病看護 －糖尿病新聞を活用して－ 

名古屋第二赤十字病院 志村 尚美 (看護師) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会 C  第 3 会場（小ホール 2） 

8:55～9:55 



 

 

司会：藤田 舞子（JA 愛知厚生連海南病院 看護師） 

アドバイザー：板野 麻衣子（JA 愛知厚生連海南病院 医師） 

 

D-1  糖尿病性腎症重症化予防プログラム 愛知県７市町における実証事業(第 2 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) 

 

D-2  病診連携における高齢糖尿病患者の現状と課題 

独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 大澤 栄実 (看護師) 

 

D-3  糖尿病入院患者に対する退院後継続支援の必要性の検討 

トヨタ記念病院 西川 彩乃 (管理栄養士) 

 

D-4  糖尿病教育入院患者のセルフケア行動の改善を目指して 

半田市立半田病院 松下 理恵 (看護師) 

 

D-5  在宅療養中の糖尿病患者に対する当院在宅医療室の取り組み 

公立陶生病院 久保田 有美 (看護師) 

 

D-6  認知症患者の糖尿病患者教育における医療ソーシャルワーカーの役割 

公立陶生病院 稲垣 いづみ (医療ソーシャルワーカー) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会 D  第 1 会場（大ホール） 

9:55～10:55 



 

 

司会：朱宮 哲明（JA 愛知厚生連江南厚生病院 管理栄養士） 

アドバイザー：富永 隆史（JA 愛知厚生連江南厚生病院 医師） 

 

E-1  食品が示す血糖値①～野菜の摂取と食べる順番による血糖値の変化～ 

愛知学泉大学 加藤 かおり (学生) 

 

E-2  食品が示す血糖値②～朝食の影響を受ける昼食後の血糖値～ 

愛知学泉大学 横山 文武 (学生) 

 

E-3  食品が示す血糖値③～米飯の食べ方による血糖値の変化～ 

愛知学泉大学 千葉 志織 (学生) 

 

E-4  食品が示す血糖値④～高脂質食を摂取した後の血糖値の推移～ 

愛知学泉大学 細井 万由奈 (学生) 

 

E-5  高度肥満合併 2 型糖尿病患者に対する 

減量外科治療における管理栄養士の取り組み 

岡崎市民病院 簗瀬 徳子 (管理栄養士) 

 

E-6  摂食嚥下障害の有無による 

高齢糖尿病患者の食事摂取量･血糖値･アルブミン･BMIの比較 

名古屋掖済会病院 取越 清志 (管理栄養士) 

 

E-7  SGLT2 阻害薬服用者の体成分変化についての検討 

稲沢市民病院 高木 美妃 (管理栄養士) 

 

 

 

 

 

 

 

分科会 E  第 2 会場（小ホール 1） 

9:55～10:55 



 

 

司会：畠山 桂吾（名古屋第二赤十字病院 管理栄養士） 

アドバイザー：木下 珠希（名古屋第二赤十字病院 医師） 

 

F-1  当院の糖尿病フットケア外来の実態調査 

岡崎市民病院 纐纈 陽子 (看護師) 

 

F-2  フットケア取り組み後の成果と課題 

名古屋第一赤十字病院 松下 隼太朗 (看護師) 

 

F-3  １型糖尿病患者女子会の 3 年間の取り組み 

－患者同士が支えあえる会を目指して－ 

岐阜県立多治見病院 石井 美香 (看護師) 

 

F-4  ペン型インスリンを使用中の１型糖尿病患者さんの 

flash glucose monitoring 使用経験 

医療法人名南会 名南病院 竹内 かおる (看護師) 

 

F-5  週 1 回 GLP-１注射製剤に対する患者からの評価の検討 

JA 愛知厚生連安城更生病院 加藤 純子 (看護師) 

 

F-6  インスリン自己注射導入時の関わり 

～インスリン自己注射導入時の患者の心理を調査して～ 

豊橋市民病院 河合 幸枝 (看護師) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会 F  第 3 会場（小ホール 2） 

9:55～10:55 


