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分科会（口演発表） プログラム
7月15日金

第1分科会　15：00～16：00� 第1会場（1F ビューホール）

［ 症例報告 1 ］� 座長：加藤 友美（沖縄民医連 沖縄協同病院 内科）　　　　　　　　　　�
笹川 恭子（北海道民医連 勤医協中央病院 糖尿病看護認定看護師）

O1-1	 治療継続困難な患者様に、スタッフみんなで向き合いました！
大阪民医連 北村 嘉代（看護師）

耳原老松診療所外来 耳原健康サポートセンター老松

O1-2	 中断を繰り返す患者を継続治療に結びつけた症例
長野民医連 笠井 恵美子（看護師）

長野中央病院

O1-3	 通院中断を繰り返す有職2型糖尿病患者を支える外来看護	
～ A氏との7年間を振り返って～

北海道民医連 能藤 泰代（看護師）
勤医協伏古10条クリニック

O1-4	 2年間受診勧奨をし続け、受診に繋げた中断患者の事例を通して
北海道民医連 永田 由美子（看護師）

勤医協中央病院 第一外来

O1-5	 独居男性、経済的問題を抱える患者との関わりから見えてきた課題
長野民医連 中島 裕子（看護師）

社会医療法人健和会 健和会病院 外来

O1-6	 若年発症の2型糖尿病に重篤な合併症を認めた一例
北海道民医連 杉本 創（医師）

勤医協中央病院 内科

第2分科会　15：00～16：00	 第2会場（2F コスモ）

［ 症例報告 2 ］� 座長：仲谷 了（北海道民医連 道北勤医協一条クリニック 内科）�
本前 陽子（北海道民医連 勤医協中央病院 看護師） 　　

O2-1	 訪問指導を開始して
宮城民医連 志賀 綾子（検査技師）

公益法人 宮城厚生協会 長町病院 外来

O2-2	 高齢者のインスリン導入を考える
大阪民医連 西田 佳子（看護師）

医療生協かわち 野東大阪生協病院 外来

O2-3	 糖尿病自己管理行動に顕著な改善がみられた患者からの学び
岐阜民医連 三輪 重喜（看護師）

みどり病院 3F病棟



― 15 ―

O2-4	 自己注射手技導入　何故確立出来ないの？　	
暮らしを知ることから見えてきた　何故できないかの本当の理由

大阪民医連 吉田 浩子（看護師）
医療生協かわちの東大阪生協病院

O2-5	 ゴミ屋敷症候群（Squalor	syndrome）を呈した2型糖尿病患者の1例
愛知民医連 石川 雪絵（看護師）

医療法人名南会 名南病院 看護部

O2-6	 胃全摘後、ダンピング症候群を伴う妊婦の血糖管理に持続血糖モニターが	
有効であった1例

福岡・佐賀民医連 春口 誠治（医師）
福岡医療団 千鳥橋病院

第3分科会　15：00～16：00� 第3会場（2F ペガサス）

［ 症例報告 3 ］� 座長：工藤 有希子（宮城民医連 坂総合病院 糖尿病看護認定看護師）�
野村 充代（北海道民医連 北海道保健企画 菊水ひまわり薬局） 

O3-1	 早期介入が必要と考えられた糖尿病患者と薬剤師の関わり
東京民医連 黒田 麻耶（薬剤師）

（株）地域保健企画 ふくしま薬局

O3-2	 当院におけるインスリンポンプ（CSII）導入について
和歌山民医連 鈴木 裕香子（薬剤師）

和歌山生協病院 薬剤課

O3-3	 精神科疾患を併せ持つ患者様に対するアプローチ	
～多職種も巻き込み、清潔行動からの介入を試みて～

長崎民医連 田嶋 美佳（看護師）
上戸町病院 外来

O3-4	 血糖2,297	㎎/dL　搬送されたDKAは血糖が改善しても問題は解決しなかった
秋田民医連 粟崎 博（医師）

社会医療法人明和会 中通総合病院

O3-5	 何故しない　出来ない　血糖コントロール	
～心筋梗塞も発症した血糖コントロール不良患者への介入を試みて～

長崎民医連 末田 光一（看護師）
上戸町病院 外来

O3-6	 2×歳代、4×歳代の糖尿病患者の在宅死から考える	
―糖尿病療養指導士（CDE）の役割、多職種連携―

秋田民医連 煤賀 恵美（看護師）
大曲中通病院 外来
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第4分科会　15：00～16：00� 第4会場（2F シリウス）

［ 合併症 ］� 座長：沖本 久志（宮城民医連 坂総合病院 糖尿病・代謝科）　�
崎山 幸義（北海道民医連 勤医協札幌西区病院 検査科）

O4-1	 当院で経験した糖尿病性乳腺症の3例
北海道民医連 高橋 智子（検査技師）

勤医協札幌病院 検査科

O4-2	 2型糖尿病患者における L-FABPの測定評価
北海道民医連 覚張 亜沙美（検査技師）

勤医協中央病院 検体検査科

O4-3	 どうしたら透析を防げたのか　―自験透析導入症例を振り返って―
京都民医連 川島 淳子（医師）

京都民医連太子道診療所 内科

O4-4	 糖尿病透析予防指導を始めてみて
大阪民医連 角野 佳奈子（事務）

耳原鳳クリニック 事務

O4-5	 糖尿病患者における癌診断について
大阪民医連 吉崎 恵美子（医師）

社会医療法人同仁会 耳原鳳クリニック 健康サポートセンター

O4-6	 糖尿病罹患者における腹部超音波検査を契機に発見された悪性疾患の検討
北海道民医連 岡部 美恵（検査技師）

公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協札幌病院 検査科

第5分科会　15：00～16：00� 第5会場（2F ベガ）

［ フットケア ］� 座長：十時 綾子（福岡民医連 健和会大手町病院 糖尿病看護認定看護師）　　　　　�
高橋 夏絵（北海道民医連 勤医協中央病院 皮膚排泄ケア（WOC）認定看護師）

O5-1	 フットケア外来における糖尿病患者の行動変容にいたるまで
福岡・佐賀民医連 原槇 めぐみ（看護師）

公益財団法人 健和会 戸畑けんわ病院 外来

O5-2	 当院におけるフットケアの効果について
愛知民医連 松崎 政子（看護師）

医療法人名南会 名南病院 看護部

O5-3	 糖尿病足病変患者に対するフットチェックの評価
山梨民医連 金丸 美由紀（看護師）

巨摩共立病院 内科外来

O5-4	 当院のフットケア外来における現状と今後の課題　～一事例を通しての検討～
富山民医連 松原 仁美（看護師）

富山協立病院 外来

O5-5	 難治性足潰瘍を繰り返す患者に創傷管理目的で訪問看護を導入した効果
宮城民医連 森 瑞歩（看護師）

坂総合病院 循環器科



― 17 ―

O5-6	 手指　足指の潰瘍形成を認めた1型糖尿病の症例
大阪民医連 川口 真弓（医師）

耳原総合病院 内科

第6分科会　15：00～16：00� 第6会場（2F ポラリス）

［ 薬物・運動療法 ］� 座長：小泉 茂樹（北海道民医連 勤医協伏古10条クリニック 内科） 　　�
菅原 美和（北海道民医連 勤医協中央病院 リハビリテーション部）

O6-1	 当院のGLP-1受容体作動薬リラグルチドの長期成績
大阪民医連 結城 由恵（医師）

淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 内科

O6-2	 インスリン頻回注射に SGLT2阻害薬とGLP-1アナログを導入して治療法を変更した	
肥満合併2型糖尿病4症例の検討

新潟民医連 新井 雄亮（医師）
新潟勤労者医療協会 下越病院 糖尿病内科

O6-3	 糖尿病患者における身体機能特性の把握　～運動療法指導内容の再考にあたって～
秋田民医連 長谷川 壮（リハビリ）

社会医療法人明和会 中通総合病院 リハビリテーション部

O6-4	 運動を始める、続けることができる糖尿病患者の特徴は？　	
～アンケート調査から今後の支援方法を考える～　

新潟民医連 古川 理志（健康運動指導士）
勤医協 かえつクリニック メディカルフィットネス・ウオーム

O6-5	 低強度運動が糖尿病患者の血糖値に及ぼす影響
宮城民医連 咲間 優（健康運動指導士）

坂総合クリニック 運動療法センター

O6-6	 看護師ができる転倒予防のためのバランスチェック～症例を通して～
大阪民医連 本部 勇地（健康運動実践指導者）

耳原鳳クリニック

第7分科会　16：00～17：00� 第1会場（1F ビューホール）

［ 食事療法 ］� 座長：岡 千陽（北海道民医連 特養もなみの里 管理栄養士）　　　　�
久々津 ちさと（北海道民医連 勤医協苫小牧病院 管理栄養士）

O7-1	 当院の待ち時間を利用した展示栄養教育は肥満患者の評価が低かった！！	
～「食べてはダメ」ではない工夫を～

京都民医連 森實 千香（看護師）
公益社団法人京都保健会 吉祥院病院 外来看護課

O7-2	 継続できる栄養指導とはどのような展開で可能となるか
大阪民医連 染原 剛（管理栄養士）

耳原老松診療所外来 耳原健康サポートセンター老松
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O7-3	 貧困と食事療法　	
～生活保護世帯の食事調査を通して、見えてきた現実から療養指導のあり方を考える～

北海道民医連 岡 千陽（管理栄養士）
特別養護老人ホームもなみの里 栄養科

O7-4	 食事療法が困難な独居男性において食行動改善がみられた症例
石川民医連 山下 あゆみ（管理栄養士）

公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 栄養部

O7-5	 糖尿病透析予防指導が始まりました　～栄養士の立場から～
大阪民医連 巴山 宣子（管理栄養士）

耳原鳳クリニック 健康サポートセンター

O7-6	 患者の理解度に応じた透析予防指導の実施
愛知民医連 尾関 未紗（管理栄養士）

名南病院 栄養課

第8分科会　16：00～17：00� 第2会場（2F コスモ）

［ チーム医療 1 ］� 座長：結城 由恵（大阪民医連 西淀病院 糖尿病・代謝科）　　　�
山田 美保子（北海道民医連 勤医協中央病院 管理栄養士）

O8-1	 フィッシュボーンダイアグラムから可視化して考える日常の取り組み
東京民医連 岡崎 志歩（事務）

健友会中野共立診療所 糖尿病チーム

O8-2	 2泊3日糖尿病短期教育入院　チームでの取り組み
徳島民医連 川上 あき子（看護師）

徳島健生病院

O8-3	 Let’s	DM	Study ！！　～DM患者さんとサポートしていけるために～
大阪民医連 山岡 ひとみ（看護師）

同仁会 耳原総合病院

O8-4	 ぽっちゃり入院における管理栄養士の取り組み
大阪民医連 古田 剛（管理栄養士）

耳原総合病院 栄養科

O8-5	 退院後の中食講義の効果について
長野民医連 宮澤 沙織（看護師）

社会医療法人 中信勤労者医療協会 松本協立病院 2東病棟

O8-6	 HbA1c10%以上の患者さんに対する継続的な糖尿病グループカンファレンスについて
山口民医連 上野 八重子（医師）

宇部協立病院 内科
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第9分科会　16：00～17：00� 第3会場（2F ペガサス）

［ チーム医療 2 ］� 座長：松井 法生（富山民医連 富山協立病院 内科）　　　�
鈴木 康崇（北海道民医連 勤医協中央病院 薬剤部）

O9-1	 インスリン療法を受ける高齢糖尿病患者の在宅支援のための外来看護師の役割
北海道民医連 野崎 佳恵（看護師）

勤医協伏古10条クリニック

O9-2	 高齢認知症患者A氏の在宅内服・インスリン注射療法を訪問看護・保険薬局との	
連携で支えている事例報告

北海道民医連 赤松 明日佳（看護師）
道東勤医協 協立すこやかクリニック

O9-3	 外来糖尿病患者に対する薬剤師の関わり
岡山民医連 白髪 恵美（薬剤師）

水島協同病院

O9-4	 診療所で開始した糖尿病外来の5年間を振り返って
大阪民医連 上田 真意子（医師）

淀川勤労者厚生協会附属 西淀病院 内科

O9-5	 糖尿病外来での初期教育導入を試みて
栃木民医連 前田 弘子（看護師）

宇都宮協立診療所 外来

O9-6	 高齢糖尿病患者への支援・連携についての一考察	
～在宅療養を支援する訪問看護師へのアンケート結果から～

福岡・佐賀民医連 十時 綾子（看護師）
健和会大手町病院 師長室 

第10分科会　16：00～17：00� 第4会場（2F シリウス）

［ 社会経済学 ］� 座長：莇 也寸志（石川民医連 城北病院・城北診療所 内科）　�
古田 陽介（北海道民医連 勤医協中央病院 医療福祉課）

O10-1	 一部負担金割合からみた2型糖尿病患者の治療実態
大阪民医連 大野 涼（薬剤師）

（一社）大阪ファルマプラン あおぞら薬局

O10-2	 無料低額診療を適応している糖尿病患者の現状について
大阪民医連 園部 光香（看護師）

のざと診療所

O10-3	 当院の無料低額診療事業における糖尿病患者の検討
栃木民医連 軽部 憲彦（医師）

宇都宮協立診療所

O10-4	 無料低額診療事業を利用した糖尿病患者の社会的背景についての検討
石川民医連 伍賀 道子（MSW）

公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北診療所 医療福祉相談室
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O10-5	 無料低額診療対象外の中断患者にできること　～わかばマークの事務長の学び～
山口民医連 三浦 由華（事務）

生協上宇部クリニック

O10-6	 無料定額診療制度を利用しながら通院する糖尿病患者の実態
北海道民医連 宮田 麻紀子（看護師）

勤医協中央病院 第一外来

第11分科会　16：00～17：00� 第5会場（2F ベガ）

［ その他 1 ］� 座長：宮城 調司（東京民医連 立川相互病院 内分泌代謝科）�
高橋 智子（北海道民医連 勤医協札幌病院 検査科）　

O11-1	 SMBGにおけるカラー指導を用いた患者の行動変容と教育入院による患者の心理的変化
大阪民医連 松岡 公栄（看護師）

一般財団法人 淀川勤労者厚生協会 西淀病院

O11-2	 当院の糖尿病の特徴と SMBGへの意識調査
大阪民医連 江藤 美枝子（看護師）

コープこぶし通り診療所

O11-3	 血糖自己測定機器の使用状況
宮城民医連 日野 重子（検査技師）

長町病院 検査室

O11-4	 糖尿病在宅療養指導から見えるもの
長野民医連 髙山 さつき（看護師）

松本協立病院

O11-5	 当院における糖尿病患者の在宅療養支援の現状
石川民医連 中村 美津子（看護師）

公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 看護部 

O11-6	 地域保健活動「生き活き健康フェア」　	
～糖尿病診療支援チームとしての看護師の関わり～

秋田民医連 堀川 砂織（看護師）
社会医療法人明和会 中通総合病院

第12分科会　16：00～17：00� 第6会場（2F ポラリス）

［ その他 2 ］� 座長：清水 信明（長野民医連 上伊那生協病院 院長）　　�
川口 敬秋（北海道民医連 北海道保健企画 薬剤師）

O12-1	 2型糖尿病のリスク因子の探索～都市部診療所健診データによる横断研究～
大阪民医連 竹内 護（医師）

よどがわ保健生協 コープこぶし通り診療所

O12-2	 当院糖尿病外来患者における一日推定食塩摂取量の実態
岡山民医連 小坂 恭也（検査技師）

岡山協立病院 臨床検査科



― 21 ―

O12-3	 当事者からはじまる健康格差をなくす運動の一考察　	
～ SDHを患者と共有し考えたこと～

山口民医連 森山 美千留（看護師）
宇部協立病院

O12-4	 高齢糖尿病患者における相談環境調査
北海道民医連 横山 ルミ（看護師）

道北勤医協一条クリニック 内科

O12-5	 経皮的ニコチン製剤を使用した禁煙指導の効果に影響する要因（第3報）
石川民医連 中山 真樹（保健師）

公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北診療所 外来

O12-6	 糖尿病患者における眼科中断実態調査
北海道民医連 小田 隆子（看護師）

勤医協中央病院 第一外来


