
会長講演 （第１日）９月18日（土）　9：20～9：50
第１会場

経験にありがとう　偶然の経験と言葉からのおくりもの

座長：土屋 陽子 （弘前学院大学 看護学部）
演者：新良 啓子 （横浜労災看護専門学校）

特別講演 1  （第１日）９月18日（土）　10：25～11：50
第１会場

伝えることと伝わること―認識のからくりを知る―

座長：柳井田 恭子 （川崎市立井田病院）
講師：植垣 一彦 （神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター）

特別講演 2 （第１日）９月18日（土）　15：35～16：35
第３会場

COVID-19アウトブレイクから学んだこと、これから解決すべきこと 
～糖尿病患者の看護につなげるために～

座長：新良 啓子 （横浜労災看護専門学校）
　　　木下 久美子 （関東労災病院）
講師：三鴨 廣繁 （愛知医科大学 感染症科）

特別講演 3 （第２日）９月19日（日）　13：20～14：50
第１会場

省察（リフレクション）で新たな気づきをもたらす越境学習の効果とは

座長：清水 安子 （大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻慢性疾患看護学研究室）
講師：石山 恒貴 （法政大学大学院 政策創造研究科）

教育講演 1 （第１日）９月18日（土）　13：10～14：40
第１会場

糖尿病患者さんのアドボカシーについてみんなで考えよう

座長：和田 幹子 （神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター）
講師：黒江 ゆり子 （前 岐阜県立看護大学／現 甲南女子大学大学院）
　　　田中 永昭 （関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター）
　　　土田 由紀子 （東京女子医科大学病院）

教育講演 2 （第１日）９月18日（土）　14：50～15：50
第１会場

糖尿病患者への爪治療と爪ケア

座長：曽根 晶子 （船橋市立医療センター）
講師：高山 かおる （埼玉県済生会川口総合病院 皮膚科）
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教育講演 3 （第２日）９月19日（日）　9：10～10：10
第１会場

糖尿病看護においてACPを考える

座長：谷本 真理子 （東京医療保健大学・大学院）
講師：任 和子 （京都大学大学院医学研究科）

教育講演 4 （第２日）９月19日（日）　9：10～10：30
第２会場

経験からの学び方

座長：東 めぐみ （日本赤十字北海道看護大学看護学部／大学院 成人看護学）
　　　新良 啓子 （横浜労災看護専門学校）
講師：松尾 睦 （北海道大学大学院経済学研究院）
　　　東 めぐみ （日本赤十字北海道看護大学看護学部／大学院 成人看護学）

特別企画 1 （第１日）９月18日（土）　13：50～15：20
第３会場

横浜子さんとの軌跡から考える 
～長期にわたって糖尿病患者の療養生活を支えるということ～

座　長：石黒 友康 （東都大学 幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科）
発言者：米田 昭子 （山梨県立大学看護学部 成人看護学）
　　　　桐生 史江 （藤沢市民病院）

特別企画 2　 （第２日）９月19日（日）　10：40～11：40
第２会場

人工知能で医療現場が変わる

座長：加藤 理賀子 （川崎市立川崎病院）
講師：湯上 伸弘 （株式会社富士通研究所 人工知能研究所）

特別企画 3　 （第２日）９月19日（日）　15：00～16：20
第１会場

地域連携　糖尿病を持つ患者さんへの在宅支援を考える

座長：桐生 史江 （藤沢市民病院）
講師：蘇原 慧美 （しまむらクリニック　医師）
　　　田邊 弘子 （松葉医院　管理栄養士）
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シンポジウム 1　 （第１日）９月18日（土）　16：00～17：35
第１会場

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 
～病院・クリニック・在宅での活動の現状と課題～

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 （日本赤十字社 小川赤十字病院）
シンポジスト：森 小律恵 （ 公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程  

糖尿病看護学科）
　　　　　　　丸山 順子 （新潟県厚生連長岡中央綜合病院）
　　　　　　　水野 美華 （原内科クリニック／京都大学大学院医学研究科）
　　　　　　　豊島 麻美 （ 日本赤十字社 武蔵野赤十字訪問看護ステーション）

シンポジウム 2　 （第２日）９月19日（日）　10：20～11：50
第１会場

これからの糖尿病看護を担う看護師、リーダーとなる人材を育てるヒントをみつけよう 
～ほぼ在宅、ときどき入院の時代に～

座　　　　長：小林 貴子 （横浜創英大学看護学部）
　　　　　　　桐生 史江 （藤沢市民病院）
シンポジスト：竹内 麻衣 （ 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院）
　　　　　　　星野 ゆかり （仙台厚生病院）
　　　　　　　松永 京子 （産業医科大学病院）

ミニレクチャー 1　 （第１日）９月18日（土）　14：50～15：50
第５会場

糖尿病を知ろう

講師：津村 和大 （ 川崎市立川崎病院／日本医療研究開発機構（AMED））

ミニレクチャー 2　 （第２日）９月19日（日）　13：20～14：50
第５会場

糖尿病患者を知ろう

講師：柳井田 恭子 （川崎市立井田病院）
　　　楢原 直美 （済生会横浜市東部病院）
　　　加藤 理賀子 （川崎市立川崎病院）

ミニレクチャー 3　 （第２日）９月19日（日）　15：00～16：30
第５会場

糖尿病患者に対応しよう

講師：楢原 直美 （済生会横浜市東部病院）
　　　大塚 洋 （日本健康運動指導士会 神奈川県支部）
　　　佐藤 亜里子 （けいゆう病院）
　　　菅原 和美 （松澤内科・糖尿病クリニック）
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委員会企画 1　国際交流委員会　 （第１日）９月18日（土）　13：10～13：30
第４会場

アジアの糖尿病医療・看護に関する現状調査報告

餘目 千史  （日本赤十字北海道看護大学） 
劉 彦  （千葉大学医学部附属病院） 
末永 由理  （東京医療保健大学医療保健学部看護学科） 
グライナー 智恵子 （神戸大学大学院保健学研究科） 
西垣 昌和  （国際医療福祉大学大学院） 
吉田 多紀  （筑波メディカルセンター病院） 
山口 裕子  （神戸大学大学院保健学研究科） 
谷本 真理子  （東京医療保健大学医療保健学部看護学科）

委員会企画 2　ネットワーク委員会 （第２日）９月19日（日）　10：10～10：30
第４会場

ネットワーク委員会　各ブロック活動報告

永渕 美樹 （佐賀大学医学部附属病院）
増田 千絵 （市立旭川病院）
菊地 入子 （社会医療法人 青嵐会 本荘第一病院）
山本 恵美子 （国民健康保険小松市民病院病院）
菊地 友紀 （済生会横浜市南部病院）
千脇 洋子 （長野県立信州医療センター）
藤本 雅子 （公立甲賀病院）
長縄 真奈美 （稲沢市民病院）
石川 万里子 （島根大学医学部附属病院）
藤岡 美恵香 （JA徳島厚生連吉野川医療センター）
平野 晃彦 （済生会長崎病院）
添田 百合子 （創価大学）

委員会企画 3　研究推進委員会 （第２日）９月19日（日）　10：35～11：55
第３会場

看護支援のエッセンスとリサーチクエスチョンについて考えてみませんか 
～高齢糖尿病患者の事例報告から事例研究への繋げ方～

森 加苗愛 （大分県立看護科学大学）
東 めぐみ （日本赤十字北海道看護大学看護学部／大学院 成人看護学）
岡 佳子 （飯塚病院）
餘目 千史 （日本赤十字北海道看護大学）
佐藤 栄子 （足利大学）
清水 安子 （大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻慢性疾患看護学研究室）
住吉 和子 （岡山県立大学）
藤原 優子 （大阪大学医学部附属病院）
村角 直子 （金沢医科大学）
山崎 優介 （広島市立安佐市民病院）
山本 裕子 （畿央大学）
髙橋 慧 （大阪大学）
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委員会企画 4　編集委員会　 （第２日）９月19日（日）　15：20～16：30
第４会場

勇気をもって、質的研究を投稿しよう

委員長：柴山 大賀  （筑波大学）
講　師：大原 裕子  （帝京科学大学 医療科学部）
　　　　米田 昭子  （山梨県立大学 成人看護学）
座　長：澄川 真珠子 （札幌医科大学 成人看護学）

交流集会 1 （第１日）９月18日（土）　13：10～14：30
第５会場

明日につなげよう、フットケア外来運営の改善に向けた取り組み

澄川 真珠子 （札幌医科大学）
桑村 由美 （徳島大学大学院）
吉田 祐子 （札幌保健医療大学）
藤原 優子 （大阪大学医学部附属病院）

交流集会 2 （第１日）９月18日（土）　14：30～15：50
第２会場

孤独じゃない！　糖尿病をもつ男性のセクシュアリティの看護の悩みとはじめの一歩

森 加苗愛 （大分県立看護科学大学）
原田 和子 （平和台病院）
山﨑 優介 （広島市立安佐市民病院）
岡 佳子 （飯塚病院）
岩橋 淑恵 （飯塚病院）
朝倉 智美 （大分県厚生連鶴見病院）
原 光明 （黒木記念病院）
岩本 由衣 （大分県立看護科学大学）
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交流集会 3 （第１日）９月18日（土）　16：10～17：30
第２会場

患者と医療者で病状理解をわかち合おう  
～看護の教育的かかわりモデルの「病態・病状のわかち合いと合点化」～

井上 智恵 （済生会京都府病院）
伊波 早苗 （草津総合病院）
小田 和美 （札幌市立大学）
恩幣 宏美 （群馬大学大学院）
河口 てる子 （日本赤十字北海道看護大学）
安酸 史子 （関西医科大学）
小林 貴子 （横浜創英大学）
岡 美智代 （群馬大学大学院）
小平 京子 （関西看護医療大学）
太田 美帆 （東京家政大学）
滝口 成美 （大森赤十字病院）
伊藤 ひろみ （元砂川市立病院）
横山 悦子 （順天堂大学）
近藤 ふさえ （順天堂大学）
東 めぐみ （日本赤十字北海道看護大学）
道面 千恵子 （九州大学大学院）
大澤 栄実 （企業保健師）
長谷川 直人 （自治医科大学）

交流集会 4 （第１日）９月18日（土）　16：10～17：30
第５会場

曲線を読もう！（FGM編）第2弾　 
～レポートを用いた療養・カンファレンスの提案～

菅原 加奈美 （医療法人社団ユスタヴィア クリニックみらい立川）
山田 未歩子 （国立成育医療研究センター）
穴井 えりも （自衛隊中央病院）
小林 麗子 （公立置賜総合病院）
山下 みどり （社会医療法人 愛仁会高槻病院）
三村 芙美江 （島田市立総合医療センター）

交流集会 5 （第２日）９月19日（日）　9：10～10：30
第５会場

ケアリンクレポートが教えてくれる患者の思いと行動  
～今より少し深くレポートを読んでみませんか～

吉田 直子 （ましたに内科クリニック）
藤原 恭子 （公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院）
山本 恵美子 （国民健康保険 小松市民病院）
山本 なつ美 （日本赤十字社名古屋第二赤十字病院）
山田 未歩子 （国立成育医療研究センター）
稲垣 美智子 （金沢大学大学院）
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交流集会 6 （第２日）９月19日（日）　10：35～11：55
第５会場

精神疾患と共にある糖尿病患者さんの療養指導を皆さんはどうしていますか？

宅井 さやか （新潟医療福祉大学看護）
遠藤 和子 （山形県立保健医療大学）
内海 香子 （岩手県立大学看護学部）
藤澤 由香 （岩手県立大学看護学部）
由浪 有希子 （東北大学病院）
有馬 弥生 （無所属）
本田 千晶 （国保水俣市立総合医療センター）
木村 怜 （岩手県立大学看護学部）

交流集会 7 （第２日）９月19日（日）　13：30～14：50
第２会場

糖尿病とがんを併せ持つ患者への支援 
－手術を終えた大腸がんと糖尿病を併せ持つ患者への退院指導

山本 裕子 （畿央大学）
田中 登美 （奈良県立医科大学）
横田 香世 （大阪青山大学）
光木 幸子 （同志社女子大学）
南村 二美代 （大阪府立大学）
藤田 かおり （洛和会音羽病院）
肥後 直子 （京都府立医科大学附属病院）
嶋田 幸子 （京都田辺中央病院）
門田 典子 （JCHO京都鞍馬口医療センター）

交流集会 8 （第２日）９月19日（日）　13：30～14：50
第３会場

自分らしく、ありのままの糖尿病看護認定看護師の軌跡  
―糖尿病看護認定看護師のしくじり先輩？！と交流してみませんか―

森田 恵美子 （医療法人社団 尚志会 福山城西病院）
今野 康子 （医療法人社団 宋仁会 宗仁会病院）
加藤 理賀子 （川崎市立川崎病院）
柳井田 恭子 （川崎市立井田病院）
柏本 佐智子 （第二大阪警察病院）
新良 啓子 （横浜労災看護専門学校）
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交流集会 9 （第２日）９月19日（日）　15：10～16：30
第２会場

働き盛りの患者さんの治療中断　どのように予防していますか

白水 眞理子 （神奈川県立保健福祉大学）
奥井 良子 （駒沢女子大学）
安藤 里恵 （神奈川県立保健福祉大学）
青木 美智子 （千葉中央メディカルセンター）
尾崎 順子 （早稲田医院）
吉田 多紀 （筑波メディカルセンター病院）

交流集会 10 （第２日）９月19日（日）　15：10～16：30
第３会場

明日から使える！「臨床推論」体験セミナー　～糖尿病看護のあるある場面を通して～

原 光明 （特定医療法人社団春日会 黒木記念病院）
山﨑 優介 （広島市立安佐市民病院）
森 加苗愛 （大分県立看護科学大学 成人・老年看護学研究室）
岩本 由衣 （大分県立看護科学大学大学院）
窪岡 由佑子 （兵庫医科大学病院）
熊野 真美 （大阪市立総合医療センター）
大佐古 三香 （大阪府済生会吹田病院）
佐々木 亜衣 （釧路赤十字病院）

ランチョンセミナー 1-1 （第１日）９月18日（土）　12：00～13：00
第１会場

新型コロナ感染症（COVID-19）禍における糖尿病診療の注意点

座長：清水 安子 （大阪大学大学院 医学研究科 教授）
演者：能登 洋 （聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長）

 共催：アークレイ マーケティング株式会社

ランチョンセミナー 1-2 （第１日）９月18日（土）　12：00～13：00
第２会場

病棟血糖管理とPOCT血糖測定機器の導入について

座長：城所 扶美子 （昭和大学藤が丘病院 看護部 部長）
演者：有村 愛子 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学 助教）
　　　井手迫 和美 （鹿児島大学病院 看護部 糖尿病看護認定看護師）

 共催：テルモ株式会社
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ランチョンセミナー 1-3 （第１日）９月18日（土）　12：00～13：00
第３会場

インスリン自己注射患者への継続的なフォローアップ 
～スマートインスリンペンの可能性～

座長：道口 佐多子 （那珂記念クリニック）
演者：朝倉 俊成 （新潟薬科大学薬学部）

 共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ランチョンセミナー 1-4 （第１日）９月18日（土）　12：00～13：00
第４会場

糖尿病治療の新機軸

座　長：津村 和大 （ 川崎市立川崎病院（病態栄養治療部長・臨床研究支援室長・健康診査室長・
検査科部長）／日本医療研究開発機構（AMED）プログラムオフィサー）

糖尿病治療最前線 ～ 基礎インスリン・GLP-1受容体作動薬配合注の臨床的意義～

演者１：森上 善史 （社会医療法人財団 石心会 川崎幸クリニック 糖尿病科）

インスリン at 100; 患者と伴に - be with you

演者２：細井 雅之 （大阪市立総合医療センター 糖尿病内科 部長）

 共催：サノフィ株式会社

ランチョンセミナー 1-5 （第１日）９月18日（土）　12：00～13：00
第５会場

看護師の腕の見せ所！糖尿病を抱える人に寄り添うAGP/TIRを活用した看護ケア

座長兼演者：利根 淳仁 （岡山済生会総合病院 糖尿病センター 副センター長）
演　　　者：佐藤 真理子 （ 岡山済生会外来センター病院 糖尿病看護外来 /インスリンポンプ 

サポート外来）

 共催：アボットジャパン合同会社

ランチョンセミナー 2-1 （第２日）９月19日（日）　12：10～13：10
第１会場

SMBGの新たな展開 -モニタリングからマネジメントへ-

座長：森 保道 （虎の門病院 内分泌代謝科 部長）
演者：目黒 周 （慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 専任講師）

 共催：LifeScan Japan 株式会社
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ランチョンセミナー 2-2 （第２日）９月19日（日）　12：10～13：10
第２会場

新しい糖尿病治療薬とQOLと医療学

座長：福井 道明 （京都府立医科大学大学院 医学研究科 内分泌・代謝内科学 教授）
演者：石井 均 （奈良県立医科大学 医師・患者関係学講座 教授）

 共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社／MSD株式会社

ランチョンセミナー 2-3 （第２日）９月19日（日）　12：10～13：10
第３会場

低血糖、忘れたころにやってくる

演者：木村 那智 （医療法人純正会 ソレイユ千種クリニック 院長）

 共催：日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー 2-4 （第２日）９月19日（日）　12：10～13：10
第４会場

SAP療法におけるメディカルスタッフの活躍 
～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～

座　長：稲垣 美智子 （元金沢大学大学院医薬保健研究域保健学系 名誉教授）

「SAP療法におけるメディカルスタッフの役割 
～家族からの目線と医療従事者からの目線をふまえて～」
演者１：水野 賀夫  （ 福井県済生会病院 薬剤部 日本糖尿病療養指導士／ 

糖尿病薬物療法認定薬剤師）

「明日から使えるケアリンクレポートの活用術～この線をみたら、こう質問しよう～」
演者２：山田 未歩子 （国立成育医療研究センター 看護部 糖尿病看護認定看護師）

 共催：日本メドトロニック株式会社
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一般演題　第１群　口演１　JADEN26 AWARD （第１日）９月18日（土）　13：10～14：10 
座長 ： 瀬戸 奈津子（関西医科大学）

第２会場

1  食べることに罪悪感をもつ高度肥満糖尿病患者への援助 
～遠隔会議ツールを用いた事例検討会を活用して～
○本田 千晶 1、遠藤 和子 2

1国保水俣市立総合医療センター、 2山形県立保健医療大学

2 糖尿病関連のインシデント「ゼロ」を目指して ～インスリンオーダーシステム導入による成果と課題～
○三浦 恵子、吉田 照美
岡崎市民病院

3 特定行為「インスリンの投与量の調整」における看護実践の特徴
○山﨑 優介、中川 美紀
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

4 2型糖尿病患者の信頼のあり様を分類する尺度の信頼性と妥当性の検討
○丸山 育子 1、林 紋美 1、齋藤 史子 1、小田 真由美 2

1福島県立医科大学、 2公立藤田総合病院

一般演題　第２群　口演２　壮年期（勤労者）食事療法他 （第１日）９月18日（土）　13：40～14：40 
座長 ： 清水 正子（厚木市立病院）

第４会場

5 壮年期もしくは勤労中の糖尿病患者を対象とした糖尿病短期入院の教育効果
○福住 幸子、松野 沙耶
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

6 就労男性2型糖尿病患者の食事に対する家族サポート感の実態と血糖コントロール及び対象特性の関係
○北川 麻衣 1，2、稲垣 美智子 2、多崎 恵子 2、堀口 智美 2、浅田 優也 2、長棟 瑞代 1，3

1金沢大学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、 3金沢医科大学看護学部

7 2型糖尿病をもつ患者の『空腹感対処への自己評価』と病気の不確かさの関連
○長棟 瑞代 1，2、稲垣 美智子 3、多崎 恵子 3、堀口 智美 3、浅田 優也 3、北川 麻衣 1，3

1金沢大学医薬保健学総合研究科、 2金沢医科大学看護学部、 3金沢大学医薬保健研究域保健学系

8  2型糖尿病患者がもつ医療者との関係構築スキルの実態およびQOLとの関連　 
～中断経験の有無との比較～
○藤田 結香里 1、稲垣 美智子 2、多崎 恵子 2

1公立大学法人公立小松大学 保健医療学部看護学科、 2国立大学法人金沢大学 医薬保健研究域保健学系

9 A病棟における糖尿病急性期代謝異常による入院症例の生活背景および関連要因の分析
○岡田 弾
聖マリアンナ医科大学病院
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10 ミトコンドリア脳筋症の糖尿病患者の支援　～医師・訪問看護師との連携～
○武田 美江、福田 恵
医療法人社団 武田クリニック

一般演題　第３群　口演３　透析予防・医療安全・低血糖 （第１日）９月18日（土）　16：20～17：10 
座長 ： 福永 ヒトミ（日本医科大学武蔵小杉病院）

第４会場

11  糖尿病腎症3期4期で長期に腎機能を維持している患者の食事と運動とは　 
―BDHQによる栄養評価と身体活動量・骨格筋指数から－
○江尻 加奈子 1、播磨 美佳 2、森 克仁 3

1大阪市立大学医学部附属病院、 2大阪市立大学医学附属病院 栄養部、 
3大阪市立大学医学 医学研究科  代謝内分泌病態内科学

12 糖尿病透析予防指導の再構築 管理栄養士と看護師の合同面談に変更した効果の一考察
○冨樫 智子、杉本 友紀、今井 三千代
慶應義塾大学病院

13 脳神経外科病棟における糖尿病勉強会の試みとその効果
○秋山 史奈、金井 千晴
東京歯科大学市川総合病院

14 2病院統合に向けての業務調整　～インスリン指示、実施の流れ　統一した事、統一しなかった事～
○柏本 佐智子
第二大阪警察病院

15 血糖変動が大きい糖尿病者2事例への支援の検討
○山本 真矢、藤沢 一乃、松本 礼子
聖隷浜松病院

一般演題　第４群　口演４　CDE・CN・特定行為 （第１日）９月18日（土）　16：45～17：25 
座長 ： 今野 康子（宗仁会病院）

第３会場

16 A大学病院における糖尿病療養指導に携わる看護師の糖尿病療養指導スキルの現状調査
○田口 郁香、渡部 菜緒、福井 清美
東海大学医学部付属病院

17 CDEJN の役割行動と看護専門職における自律性の関係
○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

18 糖尿病看護認定看護師による30分フットケア外来支援の経験から抽出した臨床判断
○川畑 愛子 1、佐々木 裕子 2、高橋 佳子 2

1神戸女子大学、 2愛知医科大学看護学部
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19 特定行為研修を修了した糖尿病看護認定看護師の実践報告　～B診療所での実践から見えた役割と課題～
○山本 恵美子
国民健康保険 小松市民病院

一般演題　第５群　口演５　患者心理・がん他 （第２日）９月19日（日）　9：10～10：00 
座長 ： 高見 千恵（松波総合病院）

第３会場

20  糖尿病患者のがん終末期における血糖値、体調管理について在宅療養中の支援を特定行為により対応し
た症例の振り返り
○篠原 真結
東京高輪病院

21  糖尿病をもつ成人期患者の語りを「聴く」を支えるもの 
－糖尿病看護認定看護師と慢性疾患看護専門看護師へのインタビューから－
○小川 実花
聖隷福祉事業団聖隷横浜病院

22 医療関係者である2型糖尿病患者への行動変容を促す看護　～ペプロウの看護理論を活用して～
○恒吉 慶子
兵庫県立尼崎総合医療センター

23  皮膚癌により放射線治療を施行中の2型糖尿病高齢患者への支援　 
治療を拒否したA氏との関わりを振り返って
○森山 初美
東京慈恵会医科大学附属第三病院

24 非代償性肝硬変合併糖尿病患者の療養体験
○大佐古 三香 1、山﨑 優介 2、黒田 寿美恵 3

1大阪府済生会吹田病院、 2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、 
3県立広島大学保健福祉学部看護学科

一般演題　第６群　口演６　１型糖尿病 （第２日）９月19日（日）　13：30～14：10 
座長 ： 佐藤 亜里子（けいゆう病院）

第４会場

25 入院を拒絶した発症直後の1型糖尿病患者への外来支援　～学業と療養の両立を目指して～
○畠中 眞弓、鈴木 征子
聖マリアンナ医科大学病院

26 1型糖尿病をもつ女性が未婚時から出産に至るなかで抱く困難に関する文献研究
○山崎 歩
大阪医科薬科大学

27 小児期発症１型糖尿病患者の語るライフイベント
○鈴木 健太 1、稲垣 美智子 2、多崎 恵子 2、堀口 智美 2、浅田 優也 2

1東京女子医科大学病院、 2金沢大学医薬保健研究域保健学系
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28 職場における1型糖尿病非開示行動の実態調査　～糖尿病治療と仕事の両立支援調査を試みて～
○鵜久森 芳美、若林 和子、新妻 英子、渡邉 文子、鈴木 愛子、伊藤 ちよ子、平尾 節子、前田 一、
調 進一郎、平尾 紘一
H.E.C サイエンスクリニック

一般演題　第７群　口演７　高齢者・在宅・口腔ケア （第２日）９月19日（日）　14：30～15：10 
座長 ： 野見山 映子（横浜市立大学附属病院）

第４会場

29 高齢糖尿病患者の糖尿病感情負担感に関連する要因
○清水 正子 1、只浦 寛子 2

1厚木市立病院、 2国際医療福祉大学大学院

30 在宅療養を希望する認知症を伴う高齢独居2型糖尿病患者の支援をめざして
○木内 亮子
医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院

31 血糖コントロールに必要な自己管理行動を実行に移すことができた2型糖尿病患者への関わり
○遠藤 真理
社会医療法人抱生会丸の内病院

32 糖尿病患者の口腔保健行動についての文献検討
○桑村 由美 1、澄川 真珠子 2

1徳島大学大学院、 2札幌医科大学

一般演題　オンデマンド発表１　１型糖尿病・CGM （第１日）９月18日（土）　13：10～13：40
第３会場

33 小児糖尿病キャンプの現状とキャンプの効果についての文献研究
○平本 悠利 1、山崎 歩 2

1大阪市立大学医学部付属病院、 2大阪医科薬科大学

34 インスリンポンプ療法中の１型糖尿病患者に対する手技確認の効果
○金山 直美
日本赤十字社 大阪赤十字病院

35 コロナ禍の療養指導　～オンライン1型糖尿病の勉強会の実践報告
○横手 磨由美
上野浅草通りクリニック

36 高齢1型糖尿病患者の今後のインスリン治療に関する意識調査
○正井 静香
兵庫県立加古川医療センター
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37 高齢糖尿病患者の低血糖を皮下連続式グルコース測定（CGM）により確認できた2症例
○石井 由美
医療法人健優会 にしむら内科・糖尿病クリニック

38 間欠スキャン持続グルコースモニタリングを使用する患者の生活習慣と意識の変化に関する調査
○原 萌黄
平鹿総合病院

一般演題　オンデマンド発表２　患者・看護師関係・高齢者他 （第１日）９月18日（土）　15：00～15：25
第４会場

39 医療者に不信感をもつ糖尿病腎症患者の透析導入の意思決定までの支援
○柏崎 純子
共立女子大学

40 行動変容できた患者へ短時間の継続的支援　～セルフマネジメントからの考察～
○田中 麻由子
社会福祉法人京都社会福祉事業財団 京都桂病院

41  エンパワーメントの関わりによる2型糖尿病患者の行動変化　～A氏との約9年間における看護面談から～
○林 紋美
福島県立医科大学看護学部看護学科

42 認知症を持つ高齢糖尿病患者と夫を支える認知機能が低下した妻への療養支援に対する実践報告
○秦 志麻、福田 純子
JCHO星ヶ丘医療センター

43 血糖コントロール不良の在宅療養患者に関わる訪問看護師による調整と多職種連携
○安藤 百合江
医療法人社団すまいる

一般演題　オンデマンド発表３　外来・療養指導他 （第１日）９月18日（土）　15：35～15：55
第４会場

44 治療中断歴のある患者へ外来継続支援を行うことで療養行動と向き合えた一事例
○古志谷 梨恵
鳥取大学医学部附属病院

45 肥満2型糖尿病患者の背景を探る　～太るには理由がある～
○大塚 美穂
医療法人社団憲仁会 中井記念病院

46 自己中断を繰り返した後に透析導入となった糖尿病患者の病みの軌跡を明らかにする
○佐久川 久美子
功仁会 さくだ内科クリニック
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47  インスリン デグルデク〈遺伝子組換え〉／リラグルチド〈遺伝子組換え〉注導入支援 
～ラポール形成からエンパワーメント～
○中山 一子
医療法人中山クリニック

一般演題　オンデマンド発表４　多職種連携・教育評価他 （第２日）９月19日（日）　9：10～9：30
第４会場

48 日本糖尿病療養指導士 (CDEJ) である看護師の外来における患者の家族への関わり
○上田 伊津代、山口 昌子、辻 あさみ
和歌山県立医科大学

49 石川県における専門的看護実践力研修「糖尿病看護」受講後の活動実態
○荒井 香映 1、越田 美佳 1、東 康子 2、山本 恵美子 3、中村 美津子 4、菅 優華子 5、太田 晴美 6、滝 真弓 7、
立浪 春香 8

1JCHO金沢病院、 2芳珠記念病院、 3小松市民病院、 4リハビリ型デイサービスてまりフィットネス、 
5金澤なかでクリニック、 6公立つるぎ病院、 7石川県立中央病院、 8金沢大学附属病院

50 介護老人保健施設に勤務する介護士への遠隔によるフットケアセミナーの評価
○古川 智恵
姫路大学

51 透析予防外来の質向上を目指した医療チームの合同ワークショップの取り組み
○村内 千代、大原 千園、藤本 悠、瀬戸 奈津子
関西医科大学

一般演題　オンデマンド発表５　療養指導・看護師教育他 （第２日）９月19日（日）　9：40～10：00
第４会場

52 療養指導外来の効果の検証
○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ヶ谷中央病院

53 糖尿病外来患者の軽度認知機能低下とセルフケア能力および行動との関連
○武石 千鶴子 1、中尾 友美 2、堤 千代 3

1社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院、 2千里金蘭大学、 3聖マリア学院大学

54  糖尿病セルフケア能力測定ツールを活用した入院時療養支援での患者―看護師ペア3事例別の相互作用の
検討
○大末 美代子 1、脇 幸子 2、式田 由美子 1、清水 安子 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大阪大学医学系研究科

55 血液内科病棟における糖尿病看護教育の試みと課題
○濵田 一豊、梅原 千紗
高知赤十字病院

The 26th Annual Meeting of Japan Academy of Diabetes Education and Nursing


