
The 23rd Annual Meeting of Japan Academy of Diabetes Education and Nursing

◆会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、パネルディスカッション、特別企画◆

【第 1日目】9月 23 日（日）
第 1会場（県民文化センター 本館 1F 大ホール）

9：00～10：00 会長講演
あ す

心に響く関わりで拓こう未来への道すじ
演者：道口 佐多子（医療法人健清会 那珂記念クリニック）
座長：藤田 君支 （九州大学大学院）

10：40～11：40 特別講演 1
困難な時代を生きる「究極のストレス耐性」とは？―行動変容のためのレジリエンスを鍛える―
演者：松崎 一葉（筑波大学大学院医学医療系）
座長：柴山 大賀（筑波大学医学医療系）

13：50～15：30 シンポジウム 1
医療連携を私たちの手で発展させよう！～地域連携での看護師の役割～
シンポジスト：

砂川 博司（医療法人貴和の会 すながわ内科クリニック）
赤司 朋之（医療法人社団シマダ嶋田病院 内科）
西岡 恵子（医療法人社団シマダ嶋田病院 連携コーディネートナース）
林 啓子 （らふえる訪問看護ステーション）

座長：永渕 美樹（佐賀大学医学部附属病院 看護部）
川又 光子（筑波大学附属病院水戸地域医療センター

総合病院水戸協同病院 看護部）

15：40～17：40 シンポジウム 2
生涯自分の足で歩くために～フットケア（救肢）への取り組み～
シンポジスト：

寺師 浩人（神戸大学医学部附属病院 形成外科）
青柳 幸江（誠潤会水戸病院 Vascular Unit，心臓血管外科）
楢原 直美（済生会横浜市東部病院 看護部）

座長：土田 博光（誠潤会水戸病院 心臓血管外科）
田口 恵子（水戸済生会総合病院 看護部）
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第 2会場（県民文化センター 本館 2F 小ホール）

14：00～17：10 教育講演 1（合併症）
糖尿病合併症
演者：鈴間 潔 （香川大学医学部眼科学講座）

山縣 邦弘 （筑波大学医学医療系腎臓内科学）
八木橋 操六（弘前大学大学院医学研究科/額田医学生物学研究所）
金井 千晴 （東京歯科大学市川総合病院）

座長：寺内 康夫 （横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学）
伊藤 由実子（筑波大学附属病院）

第 8会場（ホテルレイクビュー水戸 4F 桂）

13：50～17：00 学会特別企画（JADEN23 企画委員）
「LET’S TALK」
※詳細は抄録ページをご覧ください。

第 9会場（三の丸ホテル 4F ステラ）

13：50～15：50 特別企画 1
災害時の糖尿病患者支援
演者：金子 貴美江（小川赤十字病院）

八幡 和明 （長岡中央綜合病院 糖尿病センター）
熊坂 義裕 （熊坂内科医院）
熊坂 薫 （奥口内科クリニック）

座長：安西 慶三 （佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科）
金子 貴美江（小川赤十字病院）

【第 2日目】9月 24 日（月）
第 1会場（県民文化センター 本館 1F 大ホール）

9：00～10：30 特別講演 2
心に響く関わり
演者：東山 弘子 （関西電力 医学研究所）
座長：道口 佐多子（医療法人健清会 那珂記念クリニック）

10：40～11：40 特別講演 4
家族看護/家族への看護
演者：稲垣 美智子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
座長：安酸 史子 （関西医科大学看護学部）
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第 2会場（県民文化センター 本館 2F 小ホール）

9：00～10：00 特別講演 3
わかる！糖尿病の重症化予防における国の政策
演者：宮田 俊男 （医療法人社団DEN/大阪大学産学共創本部/日本健康会議/

厚生労働省）
座長：福井 トシ子（公益社団法人日本看護協会）

10：10～11：40 教育講演 2（高齢者糖尿病）
高齢者糖尿病と看護
演者：小沼 富男（順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌学/

同大学医学部付属高齢者医療センター糖尿病・内分泌内科）
森 加苗愛（大分県立看護科学大学）

座長：木内 恵子（埼玉医科大学病院）

14：00～15：30 特別企画 2
Type1 に聞いてみよう
演者：寺方 孝守 （公益社団法人日本糖尿病協会インスリンメンター）

仲田 真依子（常陸大宮済生会病院 内科）
三ツ橋 美幸（自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床検査部）
安藤 さゆり

座長：中村 慶子 （横浜創英大学 看護学部）
和田 幹子 （医療法人社団 STOP DM すずき糖尿病内科クリニック）

第 8会場（ホテルレイクビュー水戸 4F 桂）

9：00～16：00 学会特別企画（JADEN23 企画委員）
「LET’S TALK」
※詳細は抄録ページをご覧ください。

第 9会場（三の丸ホテル 4F ステラ）

9：00～10：30 教育講演 3
糖尿病治療
演者：遅野井 健（医療法人健清会 那珂記念クリニック）

朝倉 俊成（新潟薬科大学薬学部臨床薬学研究室）
座長：宗村 文江（東京急行電鉄株式会社 東急病院）

10：40～11：50 パネルディスカッション
多様な患者ニーズに対応した標準的指導ツール
パネリスト：

遅野井 健 （医療法人健清会 那珂記念クリニック）
藤井 純子 （佐賀大学医学部附属病院）
大石 菜摘子（医療法人社団大仁会 大石病院 糖尿病内科）
米川 由香 （医療法人健清会 那珂記念クリニック）

座長：遅野井 健 （医療法人健清会 那珂記念クリニック）
永渕 美樹 （佐賀大学医学部附属病院）
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14：00～15：30 特別企画 3
これからの医療を支えるために看護師の特定行為研修制度の活用～糖尿病患者やチーム医療に
もたらす成果～
演者：森 小律恵 （日本看護協会看護研修学校）

髙橋 弥生 （聖隷佐倉市民病院）
髙木 智美 （聖隷佐倉市民病院）

座長：数間 恵子 （元東京大学大学院医学系研究科）
金子 貴美江（小川赤十字病院）

◆学会委員会企画◆

【第 1日目】9月 23 日（日）
第 4会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天）

16：20～17：30 研究推進委員会企画セミナー
研究ステップアップセミナー：アンケートの作成と分析の基本
演者：北川 明 （帝京平成大学）

【第 2日目】9月 24 日（月）
15：10～16：20 政策委員会企画セミナー

平成 32 年度診療報酬改定にむけた JADENの要望を検討する
演者：餘目 千史 （防衛医科大学校）

飯田 直子 （三咲内科クリニック）
金子 佳世 （日本医科大学武蔵小杉病院）
黒田 久美子（千葉大学大学院）
古賀 明美 （佐賀大学医学部看護学科）
高橋 良幸 （東邦大学健康科学部）
中元 美恵 （JA広島総合病院）
任 和子 （京都大学大学院）
肥後 直子 （京都府立医科大学附属病院）
古山 景子 （日本医科大学付属病院）
水野 美華 （原内科クリニック）
森山 美知子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科）
柳井田 恭子（川崎市立川崎病院）

◆市民公開講座◆

【第 2日目】9月 24 日（月）
第 1会場（県民文化センター 本館 1F 大ホール）

14：00～15：20 市民公開講座
演者：松井 浩 （有限会社ヒューマンモア）

石川 祐一（茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科）
座長：村岡 知美（JCHO埼玉メディカルセンター）
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◆1-GATAコンサート◆

【第 2日目】9月 24 日（月）
第 1会場（県民文化センター 本館 1F 大ホール）

15：30～16：20 1-GATA コンサート
出演者： 1-GATA（イチガタ）

中新井 美波
吉田 敬
山川 浩正

司会： 斎藤 三代子（医療法人健清会 那珂記念MITOクリニック）

◆スキルアップセミナー◆

【第 2日目】9月 24 日（月）
第 7会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 常磐）

9：00～12：00 スキルアップセミナー
フットケアの本場！ドイツ人整形外科靴マイスターから学ぶ
フットケアセミナー＆ディスカッション
演者：ベーレ・ルッツ（株式会社フィートバックCEO/ドイツ整形外科靴マイスター）
座長：内田 みさ子（総合病院土浦協同病院）
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◆交流集会◆

【第 1日目】9月 23 日（日）
第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

16：20～17：30 交流集会 1
他の慢性疾患を併せ持つ糖尿病患者への支援を考えよう！Part2
―どう関わればよいかわからないと悩んだことはありませんか？―
企画：竹内 麻衣 （公財）田附興風会医学研究所 北野病院）

山崎 優介 （広島市立安佐市民病院）
赤嶺 勝 （沖縄協同病院）
秋元 陽子 （東京慈恵会医科大学附属第三病院）
飯島 香織 （彩の国東大宮メディカルセンター）
井口 真志 （名南病院）
糸部 文子 （東松山市立市民病院）
今井 由美 （揖斐厚生病院）
岩本 由衣 （長崎医療センター）
大佐古 三香（大阪府済生会吹田病院）
川島 幸美 （総合新川橋病院）
小森 正子 （JA愛知厚生連豊田厚生病院）
佐々木 亜衣（釧路赤十字病院）
佐藤 広太 （横浜医療センター）
鈴木 裕子 （富士吉田市立病院）
高橋 恵子 （上越地域医療センター病院）
中川 由季 （東京医科大学病院）
成田 圭子 （十和田市立中央病院）
原田 愛美 （公立福生病院）
藤井 基広 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター）
森山 初美 （東京慈恵会医科大学附属第三病院）
松田 麻耶 （帝京大学医学部附属病院）

第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

16：20～17：30 交流集会 2
特定行為「インスリンの投与量の調整」の実践は、これまでの糖尿病看護の実践とどう変わる？
企画：森 小律恵 （日本看護協会 看護研修学校）

遠藤 真理 （社会医療法人抱生会 丸の内病院）
丸山 順子 （新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院）
小笠原 郁恵（独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院）
横内 砂織 （町田市民病院）
山村 真紀 （伊勢赤十字病院）
岡崎 眞由美（医療法人社団 日本鋼管福山病院）
田淵 裕子 （鳥取赤十字病院）
清水 小百合（社会医療法人母恋 日鋼記念病院）
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第 7会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 常磐）

16：20～17：30 交流集会 3
診療所ならではのモヤモヤを話し合い、よりやりがいのある看護をするために
企画：大河原 泉 （医療法人社団 とみおか内科クリニック）

谷脇 直美 （医療法人社団 とみおか内科クリニック）
五味 美佐子（医療法人社団 とみおか内科クリニック）
新岡 美由紀（医療法人社団 とみおか内科クリニック）
是本 奈津子（医療法人社団 とみおか内科クリニック）
松岡 香代子（医療法人社団 とみおか内科クリニック）
中川 涼子 （医療法人社団 とみおか内科クリニック）

第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

16：20～17：30 交流集会 4
困った患者と思っていませんか？～見せます！熟練看護師のプロの技～
企画：井上 智恵 （大阪医科大学附属病院/患者教育研究会）

河口 てる子（日本赤十字北海道看護大学/患者教育研究会）
安酸 史子 （関西医科大学/患者教育研究会）
岡 美智代 （群馬大学大学院/患者教育研究会）
小林 貴子 （横浜創英大学/患者教育研究会）
近藤 ふさえ（順天堂大学/患者教育研究会）
小平 京子 （関西看護医療大学/患者教育研究会）
小田 和美 （札幌市立大学/患者教育研究会）
東 めぐみ （東京済生会中央病院/患者教育研究会）
伊波 早苗 （草津総合病院/患者教育研究会）
横山 悦子 （順天堂大学/患者教育研究会）
太田 美帆 （東京家政大学/患者教育研究会）
滝口 成美 （大森赤十字病院/患者教育研究会）
大澤 栄実 （国立病院機構名古屋医療センター/患者教育研究会）
道面 千恵子（九州大学大学院/患者教育研究会）
伊藤 ひろみ（元砂川市立病院/患者教育研究会）
下田 ゆかり（杏林大学医学部付属病院/患者教育研究会）

第 11会場（三の丸ホテル 3F ジェンティール）

16：20～17：30 交流集会 5
糖尿病腎症患者と共に腎症と向き合うことへの新しい支援
～急速進行性糖尿病腎症患者の抽出と腎症の状態の見える化～
企画：平岡 めぐみ（JCHO 四日市羽津医療センター）

西原 晴美 （千葉県循環器病センター）
村内 千代 （関西医科大学総合医療センター）
吉田 多紀 （元 JCHO 大阪病院）
曽根 晶子 （船橋市立医療センター）
稲垣 美智子（金沢大学大学院医学系研究科）
数間 恵子 （元東京大学大学院医学系研究科）
平井 愛山 （日本慢性疾患重症化予防学会代表理事）
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【第 2日目】9月 24 日（月）
第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

13：50～15：00 交流集会 6
がん化学療法を受ける糖尿病患者への支援
企画：南村 二美代（大阪府立大学地域保健学域看護学類）

山本 裕子 （畿央大学健康科学部看護医療学科）
光木 幸子 （同志社女子大学看護学部）
田中 登美 （兵庫医療大学看護学部）
横田 香世 （阪南市民病院）
金山 直美 （大阪赤十字病院）
肥後 直子 （京都府立医科大学附属病院）
門田 典子 （JCHO京都鞍馬口医療センター）
藤田 かおり（洛和会音羽病院がん相談センター）

第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

13：50～15：00 交流集会 7
自分を知り、相手を知ろう！～コミュニケーションはみんな違ってみんないい～
企画：山下 加代子（日南市立中部病院）

糸藤 美加 （医療法人大石内科クリニック）
河野 美保 （医療法人社団村上内科）
坪内 淳子 （医療法人大石内科クリニック）
桑原 京子 （神戸市看護大学大学院看護研究科博士前期課程）
足立 里美 （独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院）

第 7会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 常磐）

13：50～15：00 交流集会 8
「レベルアップ！看護外来！」～はじめの一歩からスタッフ教育～
企画：黒岩 絵美 （きつこう会 多根記念眼科病院）

石津 美紀 （社会医療法人財団慈泉会 相澤病院）
萩原 寛美 （名古屋第二赤十字病院）
稲葉 幸世 （みなみ赤塚クリニック）
野田 和香代（あま市民病院）
廣瀬 宏美 （岡谷市民病院）
金子 智美 （さいたま赤十字病院）
江澤 芳恵 （医療法人 北関東循環器病院）
春日 由貴子（武蔵野赤十字病院）
入江 優子 （市立吹田市民病院）
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第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

13：50～15：00 交流集会 9
小児期における 1型糖尿病看護について考えよう（第 7弾）
～小児科を卒業する患者・患者を迎える内科 各々の看護を共有しよう～
企画：春口 千賀子（神奈川県立こども医療センター）

石川 万里子（島根大学医学部附属病院）
井出 薫 （埼玉県立小児医療センター）
原田 和子 （医療法人紘和会平和台病院）
浪尾 路代 （香川県立中央病院）
村岡 知美 （埼玉メディカルセンター）
大橋 麻紀 （新潟県立柿崎病院）
山田 未歩子（国立成育医療研究センター）

第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

15：10～16：20 交流集会 10
知っていますか？両立支援～糖尿病患者の治療中断を予防する支援を一緒に考えよう！～
企画：田中 和子 （医療法人社団 敬愛会 佐賀記念病院）

中山 加代 （社会医療法人耕和会迫田病院）
十時 綾子 （公益財団法人健和会 健和会大手町病院）
藤本 美枝 （国立大学法人 熊本大学医学部附属病院）
朝倉 智美 （大分県厚生連鶴見病院）
平塚 元一 （八女発心会 姫野病院）
小坂 和代 （公立八女総合病院）
武石 千鶴子 （社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院）
石井 由美 （にしむら内科 糖尿病クリニック）
初古 智美 （近江八幡市立総合医療センター）
館林 真由美 （半田市立半田病院）
安永 沙織 （岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院）
下須賀 香奈子（倉敷医療生活協同組合総合病院 水島協同病院）
下中 紀代子 （独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院）
渡部 夏子 （独立行政法人労働者健康安全機構 愛媛労災病院）
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第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

15：10～16：20 交流集会 11
分かってすすめる、血糖改善に効果的な運動療法～筋肉の大切さを知ろう～
企画：頼經 史子 （倉敷成人病センター）

小堀 他津子（心臓病センター榊原病院）
石井 正子 （水島中央病院）
兵頭 千恵 （済生会松山病院）
岡田 亜子 （屋島総合病院）
遠藤 朋子 （独立行政法人国立病院機構 米子医療センター）
中辻 裕子 （Dメディカルクリニック大阪）
上野 恵美 （恵生会病院）
大澤 亜紀 （成田記念病院）
塩谷 千早 （住友病院）
久保 久仁子（京都府立医科大学附属病院）
津崎 好美 （明石医療センター）
田中 麻由子（三菱京都病院）
仲上 静香 （市立貝塚病院）
平山 美紀 （八尾市立病院）
村田 裕子 （高島市民病院）
黒田 良子 （自衛隊阪神病院）

第 7会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 常磐）

15：10～16：20 交流集会 12
高齢糖尿病患者への療養支援
企画：原田 和子 （医療法人社団 紘和会 平和台病院）

桃坂 真由美（九州大学病院）
梶野 美保 （九州大学病院）
森 小律恵 （公益社団法人日本看護協会 看護研修学校）
橋本 祐子 （済生会宇都宮病院）
佐藤 果苗 （広島大学大学院医歯薬保健学科 保健学専攻博士課程後期）
高橋 良恵 （信州大学医学部附属病院）

第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

15：10～16：20 交流集会 13
自律神経障害のある糖尿病患者への療養支援～援助ガイドを用いて事例を検討しよう～
企画：青木 美智子（日本赤十字社成田赤十字病院/千葉大学大学院）

由浪 有希子（東北大学病院）
桜庭 咲子 （弘前大学医学部付属病院）
冨永 幸恵 （前東北医科薬科大学病院）



The 23rd Annual Meeting of Japan Academy of Diabetes Education and Nursing

◆ランチョンセミナー◆

【第 1日目】9月 23 日（日）
第 4会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 1
災害時の糖尿病診療～東日本大震災、原発事故を経験して～
講師：種田 嘉信（たねだ内科クリニック）
座長：奥口 文宣（奥口内科クリニック 院長）
共催：ニプロ株式会社

第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 2
糖尿病風林火山～孫子に学ぶ?糖尿病療養指導戦略～
講師：目黒 周 （慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科）
座長：仲本 信也（仲本内科クリニック 院長）
共催：株式会社三和化学研究所

第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 3
GLP-1 受容体作動薬が拓く新たなる糖尿病治療
講師：遅野井 健 （医療法人健清会 那珂記念クリニック）
座長：大橋 優美子（東京大学医学部附属病院）
共催：ノボノルディスクファーマ株式会社

第 7会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 常磐）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 4
‘全病棟で血糖管理’のサポート部隊「糖尿病ラウンド」の活動と活用
講師：関根 信夫（JCHO東京新宿メディカルセンター 院長）

山地 陽子（JCHO東京新宿メディカルセンター 糖尿病看護認定看護師）
座長：鈴木 浩明（筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科 病院教授）
共催：テルモ株式会社

第 9会場（三の丸ホテル 4F ステラ）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 5
エビデンスに基づいた 2型糖尿病の薬物療法―GLP-1 受容体作動薬のポジショニング―
講師：住谷 哲 （公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院 糖尿病・内分泌センター

センター長代行）
座長：水谷 正一（小沢眼科内科病院 副院長）
共催：日本イーライリリー株式会社/大日本住友製薬株式会社
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第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 6
SAP療法の治療満足度アップにつながるチーム医療を目指して
～インスリンに合わせた生活から、生活に合わせたインスリンへ～
講師：利根 淳仁 （岡山大学病院 糖尿病センター）
座長：稲垣 美智子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
共催：日本メドトロニック株式会社

第 11会場（三の丸ホテル 3F ジェンティール）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 7
個別化した最新の糖尿病治療～コメディカルの役割～
講師：田嶼 尚子（東京慈恵会医科大学）
座長：増田 光男（医療法人芙蓉会村上病院）
共催：武田薬品工業株式会社

【第 2日目】9月 24 日（月）
第 4会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 8
最新の糖尿病治療薬をどう使いこなすか
講師：野牛 宏晃（筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター/

水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科 教授）
座長：後藤 尚 （秋田赤十字病院 代謝内科 部長）
共催：小野薬品工業株式会社

第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 9
インスリン強化療法を再考する～CGMを用いて検討した結果から～
講師：釣谷 大輔（浜松医科大学 内科学第二講座 診療助教）
座長：麻生 好正（獨協医科大学 内科学（内分泌代謝内科）主任教授）
共催：サノフィ株式会社

第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 10
その自己注射、簡単にできて当たり前ですか？～無理のない自然な自己注射を目指して～
講師：朝倉 俊成（新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学研究室 教授）
座長：原田 和子（医療法人社団紘和会 平和台病院）
共催：ノボノルディスクファーマ株式会社
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第 7会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 常磐）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 11
インスリン療法の新しい選択肢
講師：三浦 順之助（東京女子医科大学病院 糖尿病センター内科）

土田 由紀子（東京女子医科大学病院 看護部）
座長：松橋 有紀 （弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座）
共催：テルモ株式会社

第 9会場（三の丸ホテル 4F ステラ）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 12
高齢者糖尿病の治療戦略
講師：三好 秀明（北海道大学大学院医学研究院 糖尿病・肥満病態治療学分野 特任教授）
座長：中村 伸枝（千葉大学大学院看護学研究科・看護学部 先端実践看護学講座 高度実践看

護学教育研究分野 教授）
共催：アークレイマーケティング株式会社

第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 13
血糖トレンド時代におけるFlash Glucose Monitoring System の有用性と活用法
講師：山下 滋雄（東京山手メディカルセンター 糖尿病内分泌科）
座長：島田 朗 （埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科 教授）
共催：アボットジャパン株式会社

第 11会場（三の丸ホテル 3F ジェンティール）

12：20～13：20 ランチョンセミナー 14
糖尿病療養指導カードシステムの概要
講師：安西 慶三（佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科）
座長：八幡 和明（長岡中央綜合病院 糖尿病センター）
共催：日本糖尿病協会
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◆一般演題◆
研究報告・実践報告（口演）

【第 1日目】9月 23 日（日）
■第 4会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天）

第 1群 口演 1 看護師教育① 14：00～15：00
座 長：東 めぐみ（東京都済生会中央病院）
1 混合病棟における Professional Learning Climate 看護師教育と成果

○森野 聡美1、大橋 優美子1、大江 真琴2、大江 晶子1、小武方 希穂子1

1東京大学医学部附属病院、2東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター

2 看護師の Professional Learning Climate：糖尿病主病棟と PLC教育を行った混合病棟の比較
○大江 晶子1、小武方 希穂子1、森野 聡美1、大江 真琴2、大橋 優美子1

1東京大学医学部附属病院、2東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター

3 セルフケア獲得状況：糖尿病主病棟と Professional Learning Climate 教育を行った混合病棟の比較
○大橋 優美子1、森野 聡美1、大江 真琴2、大江 晶子1、小武方 希穂子1

1東京大学医学部附属病院、2東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター

4 「看護師が糖尿病チーム医療を促進するスキルを高める e-learning 教材」で学習した看護師の 12 ヶ月後の変化
○多崎 恵子1、稲垣 美智子1、堀口 智美1、松井 希代子2

1金沢大学医薬保健研究域保健学系、2金沢医科大学看護学部

5 病棟と外来の一元化勤務を経験した若手看護師の糖尿病看護実践評価指標の自己評価の変化
○鈴木 香里
春日井市民病院

■第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

第 2群 口演 2 外来看護 14：00～14：50
座 長：堤 まゆみ（茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター）
6 糖尿病患者のリスクファクター理解度調査から見る療養指導の有効性

○内藤 貴子、高瀬 美津子
仲本内科クリニック

7 糖尿病がある患者の看護に携わる外来看護師が行う支援
～患者を生活者として捉えられているかの実態調査～
○高橋 郁子1、夏原 和美2

1秋田赤十字病院、2東邦大学看護学部

8 糖尿病初期指導標準化への試み（第 3報）
○菊地 恵1、西郷 和枝2、山崎 和恵3、猪俣 利恵4、木戸 仁美5、小田 真由美6、羽賀 貴子7

1星総合病院在宅介護支援センター、2会津中央病院、3竹田綜合病院、4会津医療センター、5公立岩瀬病院、
6公立藤田総合病院、7寿泉堂総合病院
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9 2 型糖尿病患者の治療に対する心理的負担に焦点をあてた介入
○中川 かよこ、長坂 実江、中西 美雪
名古屋市立大学病院

■第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

第 3群 口演 3 ネットワーク・チーム医療 14：00～15：00
座 長：大川 雅代（小川赤十字病院）
10 当院における糖尿病チーム医療推進に向けての取り組みについて検討

○山田 吉子1、林 慎2

1社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 糖尿病センター看護師、
2社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 内科

11 外来看護師における他施設・多職種との連携の実態調査
○原 千晴1、佐藤 三穂2

1北海道大学病院、2北海道大学大学院保健科学研究院

12 多職種による糖尿病事例検討会の取り組みと今後の課題
○池端 美典1、下平 和代1、藤原 優子1、清水 安子2

1大阪大学医学部附属病院、2大阪大学大学院医学系研究科

13 糖尿病看護の院内外の連携に関する実態調査
―その人らしい療養生活を維持するための糖尿病看護情報提供書作成をめざして―
○西山 紀子1、喜田 ひとみ2、日下 由美子3、齋藤 弘子4、市原 多香子5、宮武 陽子6

1社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院、2香川大学医学部附属病院、3高松市民病院、4KKR高松病院、
5香川大学医学部看護学科、6元徳島文理大学

14 糖尿病患者の口腔保健行動の支援―歯科受診時の情報の自己管理に関する文献検討
○桑村 由美1、瀧川 稲子2、大和 光3

1徳島大学大学院医歯薬学研究部、2徳島文理大学地域連携センター、3徳島大学病院

■第 7会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 常磐）

第 4群 口演 4 小児・思春期・妊娠 14：00～15：00
座 長：松本 麻理（公立昭和病院）
15 妊娠糖尿病を経験した女性への糖尿病発症予防を推進するための活動報告行政と糖尿病看護認定看護師の

協働
○飯尾 美紀1、楢原 直美2、春口 千賀子3、古山 恵美2、柏村 恵4、岡 利香4

1横浜市立市民病院、2済生会横浜市東部病院、3神奈川県立こども医療センター、
4横浜市医療局 がん・疾病対策課

16 学童前期の子供が抱く 1型糖尿病をもつ自分への思い
○清水 香織
東北大学病院

17 1 型糖尿病児童の支援～安心した学校生活を送れるために～
○牛山 典子
長野県学校看護師
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18 妊娠を機に糖尿病と向き合うことができた 2型糖尿病妊婦とのかかわり
○水元 陽子、大舘 博美
東京女子医科大学附属八千代医療センター

19 インスリンポンプ療法を行う小児の皮膚トラブルと対処
○中村 伸枝1、仲井 あや1、雨宮 歩1、中島 由紀子1、下屋 聡平1、出野 慶子2、金丸 友3

1千葉大学大学院看護学研究科、2東邦大学看護学部、3秀明大学看護学部

■第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

第 5群 口演 5 患者心理 14：00～15：00
座 長：瀧本 奈奈（H・E・Cサイエンスクリニック）
20 糖尿病患者が家族に対して日常の療養の中で感じる思い

○松田 恵1、佐藤 三穂2

1北海道大学病院、2北海道大学大学院保健科学研究院

21 小児期に 1型糖尿病を発症した人の青年期・成人前期における経験：変化と対処に焦点をあてて
○菊原 伸子
東邦大学医療センター大森病院

22 インスリン治療を拒否していた患者がインスリン治療に主体的に参加するまでの支援を振り返る
○北島 奈緒、住吉 由巳子
順天堂大学医学部附属浦安病院

23 健康の社会的決定要因（SDH）が青年期 2型糖尿病へ与える影響の考察
○野田 尚子、北村 嘉代
社会医療法人同仁会 みみはら高砂クリニック

24 療養上の障害因子と血糖コントロールが困難な患者形成との関連性
―独自の糖尿病療養障害因子抽出質問表を用いて―
○米川 由香、沼田 ひとみ、櫛筍 弘美、遅野井 健、道口 佐多子
医療法人健清会 那珂記念クリニック

■第 11会場（三の丸ホテル 3F ジェンティール）

第 6群 口演 6 合併症・フットケア 14：00～15：00
座 長：横田 香世（社会医療法人生長会阪南市民病院）
25 糖尿病性網膜症のため硝子体手術を受けた患者への危機介入

～生活に支障をきたす視力障害をもつ患者の社会復帰～
○牧田 加代子、上田 淳子
地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院

26 治療自己中断を繰り返す壮年期男性糖尿病患者に対する治療継続のための支援
―冠動脈疾患を発症した 1事例より―
○森山 初美
東京慈恵会医科大学附属第三病院
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27 創傷ケアを必要とする人の生活の営み：血流障害を合併した糖尿病足病変で外来通院する人に焦点をあてて
○伊藤 麻紀
日本赤十字社医療センター

28 A病院透析室看護師のフットケアの取り組みと今後の課題
○土屋 紘子、持山 舞
聖隷三方原病院

29 地域包括ケア病棟において勉強会を通してみえたフットケアの現状
○中川 法子、近藤 考朗
公立学校共済組合北陸中央病院

■第 4会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天）

第 7群 口演 7 看護師教育② 15：10～16：00
座 長：小栁 貴子（武蔵村山病院）
30 急性期病床に勤務する看護師の糖尿病患者に対する糖尿病自己管理支援と関連要因

○カーン 洋子1、青木 きよ子2、高谷 真由美2

1順天堂大学大学院 医療看護学研究科 博士前期課程、2順天堂大学大学院 医療看護学研究科

31 能動的学習による看護師の糖尿病看護実践能力向上の効果
○青山 友香
獨協医科大学埼玉医療センター

32 A病院における看護師のインスリン療法に関する理解度調査～インスリン製剤の理解の確認～
○草間 恵里、高橋 良恵
信州大学医学部附属病院

33 急性期病院における看護師の糖尿病ケアに対する認識と糖尿病ケアの実施状況
○柏崎 純子1,2

1昭和大学保健医療学部、2昭和大学江東豊洲病院

■第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

第 8群 口演 8 透析予防 15：10～16：00
座 長：溝上 貴世美（坂出市立病院）
34 有職患者が糖尿病透析予防指導を継続希望する理由の解明

○山田 佳奈子、大島 すみよ
東京品川病院

35 糖尿病性腎症第 5期患者が自らの意思で透析医療施設へ受診した事例
○長岐 育子、松下 貴子、増子 麗子
医療法人社団日高会 平成日高クリニック 糖尿病内分泌センター 糖尿病外来

36 集団指導と個人指導で取り組む透析予防支援の振り返り
○脇坂 幸江、原田 和子
医療法人社団 紘和会 平和台病院
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37 糖尿病腎症患者の疾病認識と腎症関連知識の実態―腎機能低下の自覚と知識との関連性―
○佐藤 江里、塩澤 学、遅野井 健、道口 佐多子
医療法人健清会 那珂記念クリニック

■第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

第 9群 口演 9 在宅療養指導/特定行為 15：10～16：00
座 長：内堀 真弓（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科）
38 介護老人保健施設における多職種連携の構造モデル―血糖管理と運動を巡る協働性―

○脇 幸子1、式田 由美子2、濱口 和之1

1大分大学医学部看護学科、2大分大学医学部附属病院

39 在宅サービスの導入を拒み続けていた早発性認知症を併発した 1型糖尿病患者への訪問看護導入に至るま
での支援を振り返って
○山元 麻美
富山赤十字病院

40 認知症を発症した 2型糖尿病 50 年間の罹病患者への医療連携を通じた関わり
○中山 一子
医療法人中山クリニック

41 診療看護師による在宅における特定行為の活用と連携の橋渡し役として
～肝不全患者のインスリン調整の一例を振り返る～
○廣瀬 久美
元 TOWN訪問診療所

■第 7会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 常磐）

第 10群 口演 10 教育入院 15：10～16：00
座 長：長谷川 直人（自治医科大学 看護学部）
42 糖尿病教室の現状と課題

○村田 祐子
独立行政法人 労働者健康安全機構 山口労災病院

43 糖尿病教育入院患者の入院目的と達成度の調査
○齋藤 和貴、成瀬 明日華、照沼 則子
順天堂大学医学部附属順天堂医院

44 糖尿病療養指導カードを用いた糖尿病教育入院・外来との連携の実際
～産業医との連携による通院中断予防～
○吉田 光歩、米川 由香、仲田 祥貴、遅野井 健、道口 佐多子
医療法人健清会 那珂記念クリニック

AWARD
45 A施設におけるCDEJ 資格を持たない看護師の教育入院に対する気持ちの変化

～糖尿病療養指導カードシステムを活用して～
○佐竹 明美、小金澤 静、本多 由布子、福田 友紀
医療法人社団日高会日高病院
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■第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

第 11群 口演 11 教育プログラム 15：10～15：50
座 長：石本 香好子（刈谷豊田総合病院）
46 新規に診断された 2型糖尿病患者を対象とした糖尿病患者教育の実態に関する調査

○田中 理恵、柴山 大賀
筑波大学医学医療系

47 A病院の一般病棟看護師における注射・血糖測定手技の実態調査
○田上 尚基
洲本 伊月病院

48 男性 2型糖尿病患者の家族サポート感取・対応力が血糖コントロール良否に与える影響
○堀口 智美1、稲垣 美智子1、多崎 恵子1、太田 沙季子1、松井 希代子2

1金沢大学医薬保健研究域保健学系、2金沢医科大学看護学部

【第 2日目】9月 24 日（月）
■第 4会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天）

第 12群 口演 12 高齢者① 9：00～9：50
座 長：金子 智美（さいたま赤十字病院）
49 重症低血糖を回避できた外来通院中の高齢糖尿病患者の在宅療養支援

～看護通院連携票を作成し、外来と地域との連携を試みて～
○横山 小織
滋賀県立総合病院

50 認知症を持つ 2型糖尿病患者へ退院後訪問にて在宅調整を行った一症例
○古志谷 梨恵
鳥取大学医学部附属病院

51 高齢独居糖尿病患者に周囲の関わりが療養行動の変化をもたらした一事例の考察
○山中 彩
公益財団法人柏市医療公社柏市立柏病院

52 重症低血糖を繰り返す高齢 1型糖尿病患者への支援
～低血糖の予防行動ができるまでの患者への関わりを通して～
○恒吉 慶子
兵庫県立尼崎総合医療センター

■第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

第 13群 口演 13 SMBG・CGM① 9：00～9：50
座 長：木内 亮子（筑波記念病院）
53 FGM前後の意識の変化と行動変容について～面談による聞き取り調査を実施して～

○宮永 菊枝、小島 泰子
宇都宮中央病院
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54 フリースタイル（非観血的血糖測定器：FGM）導入による、データの変化
○松下 貴子、長岐 育子、増子 麗子
医療法人社団日高会 平成日高クリニック 糖尿病内分泌センター 糖尿病外来

55 フリースタイルリブレはセルフケア行動に有用か検討する
○伊牟田 重子、上ノ町 仁、加治屋 昌子
医療法人上ノ町・加治屋クリニック

56 CGM結果を反映した日常生活指導における看護師の役割意識の変化
○山元 文栄、堀 紀陽美
労働者健康安全機構 和歌山労災病院

■第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

第 14群 口演 14 関連疾患：がん・うつ・認知機能低下など 9：00～10：00
座 長：内海 香子（岩手県立大学）
57 外来看護における軽度認知機能障害のある高齢糖尿病患者に対する薬物療法の支援

～連絡ノートを用いた地域連携～
○山上 紀子
大阪大学医学部附属病院

58 血糖コントロール不良の糖尿病合併心不全患者の療養体験
○山崎 優介1、石井 千雪1、中川 美紀1、上田 淳子1、北平 久子1、黒田 寿美恵2

1地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院、2県立広島大学

59 社会との関わりが少なかった糖尿病患者への支援～患者の自律を促す関わり～
○中川 有佳、米村 美代、中山 由紀子、松井 美貴
済生会松阪総合病院

60 動機づけ面接法を用いた糖尿病患者への介入統合失調症患者への療養支援
○田口 三知
東京都立松沢病院

AWARD
61 インスリン治療中の 2型糖尿病患者のがん薬物療法時における自己管理行動

○鵜山 美樹1、藪下 八重2、籏持 知恵子2

1奈良県立医科大学附属病院、2大阪府立大学大学院看護学研究科

■第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

第 15群 口演 15 1 型糖尿病 9：00～10：00
座 長：松井 希代子（金沢大学 医療保健研究域保健学系）
62 10 年間血糖コントロール不良であった 1型糖尿病患者へ SAP療法支援の 1例

～成人学習支援論での看護実践の振り返り～
○菅原 加奈美1、橋本 ゆか1、箱木 まゆみ1、徳永 礼子2、藤井 仁美1、宮川 高一2

1医療法人社団ユスタヴィア 多摩センタークリニックみらい、2クリニックみらい国立
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63 コントロール不良の 1型糖尿病患者との関わりを通して～転換期に応じた看護と心理的変遷について～
○安楽 香奈子、上ノ町 仁、加治屋 昌子
医療法人 上ノ町・加治屋クリニック

64 1 型糖尿病患者会「1型のわ」立ち上げと今後の展望
○金子 宏子1、稲葉 幸世1、小泉 由紀子1、小田 由美子1、高橋 秀夫2

1医療法人永和会みなみ赤塚クリニック看護部、2医療法人永和会みなみ赤塚クリニック内科

65 成人 1型糖尿病患者のインスリン調整に関する実態～カーボカウントへの認識に焦点をあてて～
○山本 恵美子
国民健康保険小松市民病院

AWARD
66 1 型糖尿病患者の夜間睡眠中の低血糖の頻度による主観的睡眠満足感の差

○藤井 純子1,2、松永 由理子2、古賀 明美2

1佐賀大学医学部附属病院、2佐賀大学医学部看護学科

■第 11会場（三の丸ホテル 3F ジェンティール）

第 16群 口演 16 薬物療法 9：00～10：00
座 長：志賀 和美（武蔵野赤十字病院）
67 持続装着型デバイス使用時における皮膚トラブル予防ケアの有効性

○町川 香代子、石本 洋子、肴屋 絵里香
国立国際医療研究センター病院

68 2 型糖尿病患者のインスリン療法への抵抗感克服につながる主要因子の探索：
EMOTION 質的研究パートの日本人部分集団解析
○岡崎 研太郎1、新垣 友隆2、Magaly Perez-Nieves3、Heather Stuckey4
1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、2日本イーライリリー株式会社、
3イーライリリー アンド カンパニー、4ペンシルバニア州立大学

69 インスリンポンプ外来の取り組みと課題
○吉田 照美
岡崎市民病院

70 インスリンリポハイパートロフィーに関する調査と介入の効果
○片山 初美
近江八幡市立総合医療センター

71 インスリン自己注射に伴うリポハイパートロフィが主体と考えられる結節の実態調査
―5年経過者との比較検討―
○後藤 奈津紀、米川 由香、遅野井 健、道口 佐多子
医療法人健清会 那珂記念クリニック
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■第 4会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天）

第 17群 口演 17 高齢者② 10：00～10：50
座 長：河内 あゆみ（日本赤十字社医療センター）
72 インスリン注射を実施している糖尿病高齢者が低血糖対応に習熟するまでのプロセス

○中村 美幸
東京医療学院大学保健医療学部看護学科

73 認知症のある糖尿病患者の薬物管理能力を向上させる取り組み
○櫻井 陽子1,2、池田 詠子1、谷畑 ひろみ1

1三楽病院、2附属生活習慣病クリニック

74 認知機能低下のある高齢糖尿病患者の地域での生活を支える支援
○山本 真矢、藤沢 一乃、松本 礼子
聖隷浜松病院

75 独居高齢糖尿病患者の在宅自己注射指導を通じて見えてきたもの
○島津 あゆみ、小沼 真由美、綿引 恵子
医療法人TCC 友部セントラルクリニック

■第 5会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 鳳凰）

第 18群 口演 18 SMBG・CGM② 10：00～10：50
座 長：水野 美華（原内科クリニック 京都大学大学院）
76 フラッシュグルコースモニタリングシステムを使用して「血糖の見える化」から 1型糖尿病の自己管理に自

信がついた症例
○瀧本 奈奈1、若林 和子1、鵜久森 芳美1、伊藤 ちよ子1、新妻 英子1、内田 文子1、大内 美治1、
平尾 節子1、植木 彬夫2、前田 一1、平尾 紘一1、調 進一郎1

1H.E.Cサイエンスクリニック、2高村内科

77 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 の利点と欠点
○井口 真志、丸田 須美子
名南病院

78 当院におけるフラッシュグルコースモニタリング（FGM）システム：FreeStyle Libre 使用の現状報告
○福田 恵、武田 美江
医療法人社団 武田クリニック

79 グルコースモニタリングシステムで明らかになった小児 1型糖尿病患者の学校生活における血糖コント
ロールの実際
○橘 優子、照沼 則子
順天堂大学医学部附属順天堂医院
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■第 6会場（ホテルレイクビュー水戸 2F 紫峰）

第 19群 口演 19 セルフケア行動 10：10～11：10
座 長：古賀 明美（佐賀大学）
80 歯科診療を併設していない病院に外来通院中の 2型糖尿病患者の口腔の自己管理行動の実態と自己効力感

との関連
○工藤 理恵、柴山 大賀
筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻

81 糖尿病患者の自己管理行動と行動変容ステージについての実態調査
○瀧川 稲子1、桑村 由美2、大和 光3

1徳島文理大学 地域連携センター、2徳島大学大学院医歯薬学研究部、3徳島大学病院

82 糖尿病の療養行動継続に向けた支援方法の検討―療養行動の影響因子を踏まえて―
○倉原 千春
大分県立病院

83 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
○松下 理恵、川口 真実、富永 明美、舘林 真由美
半田市立半田病院 7B病棟

84 移行にゆらぐ 2型糖尿病の中高年男性に「食卓の営みに着目した看護モデル」を用いた援助の効果
○有馬 弥生1、遠藤 和子2

1医療法人 原三信病院、2山形県立保健医療大学

■第 10会場（三の丸ホテル 2F リルト）

第 20群 口演 20 2 型糖尿病 10：10～11：10
座 長：佐久間 裕子（北茨城市民病院）

AWARD
85 2 型糖尿病をもつ就労している壮年期男性の仕事と通院を続ける体験

○村田 中
日本赤十字社 武蔵野赤十字病院

86 2 型糖尿病患者の主観的および客観的睡眠評価と糖尿病コントロールとの関連
○小田 梓1、稲垣 美智子2、多崎 恵子2、堀口 智美2

1金沢大学大学院医薬保健学総合研究科、2金沢大学医薬保健研究域保健学系

87 糖尿病受診勧奨機会から現在の療養生活に至る構造
○和田 理沙1,2、稲垣 美智子3、多崎 恵子3、松井 希代子4、堀口 智美3、大橋 佳代2,5、熊倉 良太6、
近藤 考朗7、濱野 初恵2,8

1金沢大学附属病院看護部、2金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻、
3金沢大学医薬保健研究域保健学系、4金沢医科大学看護学部、5滋賀医科大学医学部附属病院看護部、
6新潟大学医歯学総合病院看護部、7公立学校共済組合北陸中央病院看護部、8かみいち総合病院看護部

88 2 型糖尿病患者の食生活の理想 現在の食生活と比較して
○鈴木 翔子、大渕 恵美、鈴木 さゆり
水戸協同病院
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89 2 型糖尿病患者の教育入院後のHbA1c の推移 糖尿病継続指導の効果と課題を抽出する
○下村 絵理香、鈴木 さゆり
筑波大学附属水戸地域医療センター茨城県厚生連総合病院水戸協同病院

■第 11会場（三の丸ホテル 3F ジェンティール）

第 21群 口演 21 教育技法 10：10～11：10
座 長：塚本 洋子（北里大学北里研究所病院）
90 運動療法としてラジオ体操を病棟に取り入れたことによる効果

―患者スタッフが共に参加しエンパワメントの向上を目指して―
○村尾 春美
医療法人健康会総合病院京都南病院

91 看護師による患者の自己注射自立の判断基準に影響を与える要因
○古田島 一、平野 好美
NHO宇都宮病院

92 糖尿病教育方法として、ゴルフ会を活用した試み
○増子 麗子、松下 貴子、長岐 育子
医療法人社団日高会 平成日高クリニック 糖尿病内分泌センター 糖尿病外来

93 他の慢性疾患を併せ持つ糖尿病患者の支援に焦点を当てた交流集会の有用性
○糸部 文子1、山崎 優介2、竹内 麻衣3、原田 愛美4、藤井 基広5

1東松山市立市民病院、2広島市立安佐市民病院、3田附興風会医学研究所 北野病院、4公立福生病院、
5埼玉県立循環器・呼吸器病センター

94 EASE（イーズ）プログラム ver.3.0Ⓡの活用により妊娠・出産までできた 2型糖尿病患者への関わり
○塚本 明美1、岡 美智代2

1群馬大学医学部附属病院看護部、2群馬大学大学院保健学研究科

◆一般演題◆
研究報告・実践報告（ポスター）

【第 1日目】9月 23 日（日）
■第 3会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 1F 集会室 1～3号）

第 22 群 ポスター 1 ケア評価 15：00～15：35
座 長：菅原 加奈美（多摩センタークリニックみらい）
95 地域で糖尿病患者を受け止め支えきるケアのネットワーク作りをめざして

○井上 朱實
ぽらんのひろば井上診療所

96 高齢 2型糖尿病患者の食事療法の自己管理と関連する要因―独居者、家族と同居者との比較―
○山岸 直子
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科
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97 特別養護老人ホームに勤務する介護職員に対する糖尿病教育の評価
○古川 智恵
山陽学園大学 看護学部

98 高齢 2型糖尿病患者に対する薬物療法の自己管理支援に関する文献検討
○森 京子1、古川 智恵2

1岐阜聖徳学園大学看護学部、2山陽学園大学看護学部

■第 12会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 2F 県民ギャラリー）

第 23群 ポスター 2 教育入院・教育技法 15：00～15：35
座 長：町田 景子（多摩北部医療センター）
99 糖尿病教育入院患者の指導充実を図る取り組み

○津守 久江
独立行政法人国立病院機構下志津病院

100 PAIDで評価した糖尿病患者の教育入院前後の負担感情の変化
○田子 真優
高岡市民病院

101 2 型糖尿病患者の自己管理行動の継続のための看護援助に関する文献研究
○片野 恵美子
松蔭大学 看護学部

102 日本糖尿病療養指導士の認定資格を有する看護師が考える役割行動の分析
○小林 真央1、利 緑2、安藤 秀明2

1秋田大学医学部附属病院、2秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻臨床看護学講座

■第 3会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 1F 集会室 1～3号）

第 24 群 ポスター 3 リスクマネジメント・災害 15：45～16：20
座 長：豊島 麻美（武蔵野赤十字訪問看護ステーション）
103 糖尿病非専門病院でのインスリンに対する病棟看護師の安全管理に関する認識

○中澤 由紀子、竹内 優子
友愛記念病院看護部

104 インスリンリスクマネジメントに視点を置いた病棟巡回型糖尿病学習会の検討
○加藤 久代
京都岡本記念病院

105 糖尿病教室での災害対策指導による食事・運動・薬物療法に対する患者の意識の変化
○式田 由美子1、脇 幸子2、藤本 和之1、大末 美代子1、矢野 幸乃1、伊東 楓1、後藤 誓友1、渡辺 翔子1、
疋田 香代3

1大分大学医学部附属病院、2大分大学医学部看護学科、3元大分大学医学部附属病院

106 A病院入院患者における災害への準備状況と支援による意識変化
○前田 るみ
北医療生活協同組合北病院
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■第 12会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 2F 県民ギャラリー）

第 25群 ポスター 4 セルフケア行動 15：45～16：20
座 長：栗山 知子（古河赤十字病院）
107 糖尿病患者のセルフケア状況と糖尿病に対する考えの関連

―糖尿病患者の主体的なセルフケア行動の実行度を高めるために―
○岩田 大地1、土屋 陽子2、大山 和依3、綿貫 大智4

1JCHO札幌北辰病院、2名寄市立大学、3中村記念病院、4札幌北楡病院

108 SMBGを頻回測定する糖尿病患者への支援
○藤川 芳江
清湘会記念病院

109 妊娠糖尿病妊婦の産後セルフケアの現状～産後フォローアップシステムの確立に向けて 第二報～
○成田 麻見佳、川崎 てるみ
札幌市病院局市立札幌病院

110 自己血糖測定体験による糖尿病予防へのアドヒアランスの向上～長続きする予防行動を見つけるために～
○長谷川 純子1、田村 梨菜1、廣瀬 ひろみ1、金子 史代2

1新潟臨港病院、2新潟青陵大学

■第 3会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 1F 集会室 1～3号）

第 26 群 ポスター 5 SMBG・CGM 16：30～17：05
座 長：中泉 直子（埼玉医科大学病院）
111 外来における 1型糖尿病患者へのFreestyle リブレ導入時の課題

○金山 直美
埼玉医科大学病院

112 糖尿病患者の血糖自己測定とワンタッチ・アクロの操作性・機能性の関連
○増田 誠一郎
静岡県立総合病院

113 連続グルコース・モニタリング（CGM）を行った患者の思いと糖尿病療養指導の検討
○小林 麗子、井渕 奈緒美
公立置賜総合病院

114 膵臓癌術後の血糖パターンマネージメントを考える
○高橋 久子、下田 ゆかり、山田 光洋、今野 里美
杏林大学医学部付属病院

■第 12会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 2F 県民ギャラリー）

第 27群 ポスター 6 患者心理・その他 16：30～17：05
座 長：田所 美和（総合病院土浦協同病院）
115 東大式エゴグラム 2を用いた 2型糖尿病患者の性格特性による食事療法への取り組みの違い

○石破 早稀、喜多村 瞳、古志谷 梨恵
鳥取大学医学部附属病院
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116 A病院と地域専門職とが連携を図った高齢糖尿病患者の在宅療養支援
○山根 美枝子
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会広島病院

117 市民血糖測定の平均血糖値と啓発活動報告～781 名の健康維持生活習慣調査～
○手塚 奈央子
湘南鎌倉総合病院

118 現象学的研究が開示した糖尿病者における病い経験の特徴に関する一考察―理論的基盤と研究方法の一貫
性を論述した文献をもとに
○細野 知子1、栩川 綾子2

1日本赤十字看護大学看護学部、2首都大学東京大学院人間健康科学研究科

【第 2日目】9月 24 日（月）
■第 3会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 1F 集会室 1～3号）

第 28 群 ポスター 7 合併症 14：00～14：25
座 長：内田 邦子（東京女子医科大学病院 看護部）
119 糖尿病患者の多項目短時間唾液検査結果から見た口腔内状況の関連と検査に対する反応と変化

○大山 和依1、土屋 陽子2、岩田 大地3、綿貫 大智4

1中村記念病院、2名寄市立大学、3札幌北辰病院、4札幌北楡病院

120 糖尿病患者の口腔内状況と多項目短時間唾液検査結果から見たセルフケア意欲との関連
○綿貫 大智1、土屋 陽子2、岩田 大地3、大山 和依4

1札幌北楡病院、2名寄市立大学、3札幌北辰病院、4中村記念病院

121 A病院における糖尿病患者の歯周病への向き合い方
○西牟田 圭子、田中 かおり、田中 陽子、平田 司、沢田 秀美、井村 裕子、石井 奈穂
一般財団法人防府消化器病センター防府胃腸病院

■第 12会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 2F 県民ギャラリー）

第 29群 ポスター 8 看護師教育① 14：00～14：35
座 長：横山 悦子（順天堂大学保健看護学部）
122 カーボカウント学習にロールプレイを取り入れた看護師への教育効果

○横岑 友海、阿部 裕子、美馬 ゆかり
徳島赤十字病院

123 糖尿病リンクナース育成への取り組み―ミニ勉強会を実施して―
○遠藤 朋子
独立行政法人国立病院機構 米子医療センター

124 療養型病院（医療病棟）の糖尿病に関する看護師と介護士の意識調査
～療養型病院における糖尿病看護認定看護師の課題を見出す～
○笠原 保人
袋井みつかわ病院
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125 認知行動療法を活用した糖尿病看護実践教育プログラム―他者変化を意識した研修方法の視点から―
○市川 美奈子1、白坂 町子2、中谷 健2、山田 基矢3、佐藤 洋子4、井澤 美樹子1

1青森県立保健大学、2青森県立中央病院、3弘前大学大学院保健学研究科、4弘前大学医学部付属病院

■第 3会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 1F 集会室 1～3号）

第 30 群 ポスター 9 外来看護 14：35～15：00
座 長：古川 智恵（山陽学園大学）
126 当院での高齢糖尿病患者に対するデュラグルチド（トルリシティ）導入の有効性に関する検討

○細谷 陽子、石引 由美子、大場 郁子
則武内科クリニック

127 患者の行動変容に繋がった外来におけるインスリン注射部位ローテーション指導のプロセス
○石崎 香織
信楽園病院

128 糖尿病と診断され、糖尿病初回オリエンテーションを受けた患者の反応と今後の課題
○小川 実花、川上 陽子、阿比留 美幸
社会福祉人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院

■第 12会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 2F 県民ギャラリー）

第 31群 ポスター 10 透析予防 14：45～15：20
座 長：青山 友香（獨協医科大学埼玉医療センター）
129 糖尿病透析予防指導の現状と今後の課題

○吉田 貴普
JA北海道厚生連倶知安厚生病院

130 2 型糖尿病性腎症患者の「療養認識パターン」の維持と腎機能悪化阻止の縦断的調査
○松井 希代子1、稲垣 美智子2、多崎 恵子2、堀口 智美2

1金沢医科大学看護学部、2金沢大学医薬保健研究域保健学系

131 九州全域で取り組む糖尿病透析予防～個・自施設・地域でできること～第 2報
○小池 つな代2、原田 和子2、安楽 加奈子2、井出迫 和美2、岩見 優貴2、岡田 秀子2、川口 はるみ2、
北迫 千賀子2、許田 英子2、島袋 瑞枝2、富山 ルミ2、中西 美子2、平野 晃彦2、三好 栄子2、本山 詔誇2、
山下 加代子2、山田 靖子2、松永 京子2

1清水医院、2九州糖尿病看護研究会

132 糖尿病透析予防指導における 4職種の関わりによる効果
○玉村 浩美、水野 啓子
（株）日立製作所日立総合病院
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■第 3会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 1F 集会室 1～3号）

第 32 群 ポスター 11 看護師教育② 15：10～15：35
座 長：井澤 美樹子（青森県立保健大学）
133 A病院看護師の糖尿病療養指導カードシステム導入前後の経験と自信度

○浦島 愛佳、長谷 佳子
北海道医療大学病院看護部

134 糖尿病とがんを併せ持つ患者への支援 2）がん看護に専門性をもつ看護師の視点より
○光木 幸子1、山本 裕子2、田中 登美3、南村 二美代4、門田 典子5、横田 香世6、金山 直美7、
肥後 直子8、藤田 かおり9

1同志社女子大学看護学部、2畿央大学健康科学部看護医療学部、3兵庫医療大学看護学部、
4大阪府立地域保健学域看護学類、5JCHO京都鞍馬口医療センター、6阪南市民病院、7大阪赤十字病院、
8京都府立医科大学医学部附属病院、9洛和会音羽病院

135 糖尿病とがんを併せ持つ患者への支援 1）糖尿病看護に専門性をもつ看護師の視点より
○山本 裕子1、光木 幸子2、南村 二美代3、田中 登美4、横田 香世5、金山 直美6、門田 典子7、
肥後 直子8、藤田 かおり9

1畿央大学健康科学部看護医療学科、2同志社女子大学看護学部、3大阪府立大学地域保健学域看護学類、
4兵庫医療大学看護学部、5阪南市民病院、6大阪赤十字病院、7京都鞍馬口医療センター、
8京都府立医科大学附属病院、9洛和会音羽病院

■第 12会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 2F 県民ギャラリー）

第 33群 ポスター 12 フットケア 15：30～15：55
座 長：片岡 千明（兵庫県立大学）
136 フットケア外来を受診する糖尿病患者の合併症重症化予防のためのセルフモニタリングの実際と対処にお

ける困難について
○内堀 真弓1、横田 香世2、山崎 智子1、浅野 美知恵3、本田 彰子1

1東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科、2阪南市民病院看護部、3東邦大学健康科学部

137 在宅療養におけるフットケアに関する実態調査
○田仲 淑江
島根看護協会 訪問看護ステーションいずも

138 血液透析患者の足の状態及びフットケアに対する意識
○浪尾 路代
香川県立中央病院
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◆糖尿病看護認定看護師活動展示◆

■第 3会場（ポスター会場）（県民文化センター 本館 1F 集会室 1～3号）

福岡県田川市から未来を切り拓こう！―糖尿病看護認定看護師への道―
○國村 昭子1、鐘江 竜子2、清川 由美子3、澤山 恵4、下川 要5、中村 一乃6、藤原 美香7

1社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院、2一般社団法人朝倉医師会 朝倉医師会病院、
3医療法人社団 日本鋼管福山病院、4綜合病院 山口赤十字病院、5福岡県済生会二日市病院、
6医療法人 第一東和会病院、7岡山済生会総合病院


