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第 40 回滋賀県インスリン治療懇話会 

プログラム 
 

 

日時：令和 5年 3 月 11 日(土) 15:00～18:30 

 

場所：ピアザ淡海 大会議室 
        大津市におの浜 1丁目 1番 20号 

           TEL：077－527－3315 

もしくは WEB 参加 

 

※事前参加申し込みが必要です 

※申し込み用 QR コードは裏面に記載 
   

 

当番世話人           彦根市立病院    黒江 彰      

                     済生会滋賀県病院  福家 智也    

代表世話人 滋賀医科大学/市立野洲病院 前川 聡       

 

 
共催  滋賀県インスリン治療懇話会 

              ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 

 

 
【各種単位取得について】 

各種単位取得は会場参加のみになります。 

WEB 受講は取得対象ではございませんのでご注意ください。 
 

*当懇話会は、日本医師会生涯教育制度の認定講習会として申請中。（3単位） 

〔カリキュラムコード(CC)： 10（チーム医療）、13（医療と介護および福祉の連携）、76（糖尿病）〕 

*当懇話会は「日本糖尿病療養指導士 認定更新のための研修会」＜第 2 群１単位＞として申請中。 

*当懇話会は(社)日本糖尿病協会「糖尿病認定医取得のための講習会」として申請中。 

*当懇話会は「滋賀糖尿病療養指導士（CDE滋賀）更新認定単位：1単位」として申請中。 

 （*当日は「CDE滋賀認定者更新用 研修会参加記録証」を持参ください。） 

*当日参加費として 500 円を徴収させて頂きます。 
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開会挨拶                             

済生会滋賀県病院 糖尿病内分泌内科 

部長 福家 智也 先生 

 
 

 

 

■一般演題（15：00～17：15）  
座長 済生会滋賀県病院 糖尿病内分泌内科 

部長 福家 智也 先生 

 
 

 

1．腎症重症化予防を目的とした外来・入院栄養指導の取り組み 

地方独立行政法人 市立大津市民病院 栄養部 1)、看護局 2)、薬剤部 3)、 

内科（腎臓内科部門）4)、内科（糖尿病・内分泌内科部門）5) 

○田村 仁美 1)、木原 晴美 1)、森口 美由紀 1)、新田 綺咲 1)、光崎 彩乃 1)、中井 聡志 1)、 

山本 順子 1)、仲川 満弓 1)、西田 なほみ 1)、松本 恵子 1)、藤永 純宏 2)、山下 亜希 2)、山中 理 3)、 

中澤 純 4)、峠岡 佑典 5)、石井 通予 5) 

 

＜抄録＞ 

腎症重症化予防のためには、継続した食事療法が不可欠である。当院では腎臓内科を中心に LTEP（Long 

term eGFR plot）が活用され、糖尿病・内分泌内科と連携して腎機能低下の傾向を早期に発見する体制

を構築している。糖尿病透析予防指導では、全症例、介入当日の朝に医師・看護師・管理栄養士がカン

ファレンスを行って現状と方針を確認し連携している。外来栄養指導では、患者自身が病態について正

しく理解し、食生活を自己管理できるようサポートすることを目的に、資料作成し介入を行っている。

CKD 教育入院前には、家人同席で外来栄養指導を実施することで、現在の食事の問題点や疾患理解など

を確認し、入院指導担当者と連携を行っている。また、入院中２回の指導介入時には、患者自身が食事

療法における課題を明確にするためのフローチャートや、疑問を持ちやすい項目ごとの資料を作成して

活用している。当院の現状と、今後の課題について報告する。 

 

 

2．糖尿病性腎症に対するアンケート調査の有用性 

公立甲賀病院 看護部 1)、糖尿病・内分泌内科 2)、栄養科 3)、滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科 4) 

〇鵜飼 梨恵 1)、西村 公宏 2)、村方 広美 1)、中井 美加 3)、松田 昌美 3)、村田 幸一郎 4)、大村 寧 2) 
 

＜抄録＞ 

【目的】糖尿病性腎症患者の病識や治療意欲、アドヒアランスに関するアンケート調査を行い、その状

況を把握する。 

【方法】当院通院中の腎症 2 期以上の患者 216 名。1 年ごとに 2 回のアンケート調査を実施した。

【結果】BMI、HbA1c、SGLT2 阻害薬の使用の有無は、1 回目・2 回目に変化はなかった。病期分類は、

調査 1 回目→2 回目で、腎症 1 期:7→47 名、2 期:160→124 名、3 期:45→37 名、4 期:4→8 名と

なり、早期腎症患者の病期に改善が認められた。アンケート調査より、①「糖尿病の合併症で腎臓の機

能が低下することを知っている」と回答した患者は 170→191 名、②「今までに医師より腎臓の数値が

悪いと指摘を受けたことがある」と回答した患者は 48→79 名に増加した。 

【考察】今回のアンケート調査により、腎症の理解や病識が改善したことから、糖尿病透析予防の一つ

の方法となる可能性が考えられた。 

 

 

 

 



3. 当院における、糖尿病患者に対する動画を用いた運動療法の取り組みについて 

社会医療法人誠光会 淡海医療センター リハビリテーション部 1)、糖尿病内分泌内科 2)、 

肥満外科治療センター内科 3)、肥満外科治療センター外科 4) 

○岩本 有紗 1)、山本 敏雄 1)、関根 理 2)、柏木厚典 2)、 

山本 有香子 3)、大江 康光 4)、小座本 雄軌 4)、戸川 剛 4) 

＜抄録＞ 

【目的】当院での糖尿病教育入院では多数の職種が関わっており、理学療法士は運動指導を行っている。

患者が入院時から退院後まで運動を継続して行うことができるような運動指導方法を目指している。当

院での肥満外科治療チームが高度肥満患者に youtube での運動指導を行っており、これらを糖尿病患

者に対しても運動指導で新たに用いた取り組みについて紹介する。 

【方法】当院に入院した糖尿病患者に対して、肥満外科治療チームが作成した８種類の運動についての

動画を見せながら実践していただき、初回の評価としてこれらの運動の達成度を点数化し、患者に自宅

で継続して実施できる運動指導を行った。 

【今後の取り組み】退院後の外来受診時には、指導した運動が継続して行えているか、継続が困難と感

じることなどについて患者から聞き取りを行っていくことで、運動指導方法についての課題を検証して

いく。 

 

 

4. 思春期の急性発症 1 型糖尿病患者のセルフケア行動の支援について 

大津赤十字病院 7 階西病棟 1) 糖尿病内分泌センター2) 

○井上 添美 1)、宮宇地 智美 1)、石井 貴子 1)、中西 朋子 1)、三宅 由美子 1) 

平野 眞理 2)、藤田 直尚 2)、扇田 祐貴子 2)、谷口 孝夫 2) 

 

<抄録> 

思春期の急性発症１型糖尿病患者２名に、学校生活を中心としたセルフケア行動の支援を経験した

ので報告する。 

Ａ氏は、１７歳高校２年生で山岳部に所属。月２回の登山をしている。Ａ氏と母は、主体的にセル

フケア行動の取得をすることを希望され、尊重し関わった。 

Ｂ氏は、１６歳高校２年生で弓道部所属。疾患や部活動に対して悲観的発言があり、同世代の同病

患者の体験記を紹介し気持ちに寄り添いつつ、療養行動に結び付くように関わった。 

両患者には、学校生活を想定したカーボカウントや SAP の操作方法の練習、母と一緒に栄養士・薬

剤師から低血糖の予防や対処方法について指導を行った。患者に疾患の情報開示の程度を確認し、担

任・養護教諭に支援の依頼をした。退院後の支援目的として外来との情報共有を図った。私達は、患

者が安全に学校生活を送れるようにセルフケア行動の取得が出来るように関わり、学校や患者の取り

巻く環境調整を行うことが出来た。 

 

 

5．「極度の高血糖で多発神経障害を呈した 2 型糖尿病の一例」 

彦根市立病院 リハビリテーション科 1)、糖尿病代謝内科 2) 

○藤井 淑子 1) 、熊木 綾子 1)、高木 顕 1)、吉田 勝巳 1)、菱澤 方洋 2)、黒江 彰 2)、矢野 秀樹 2) 

 

＜抄録＞ 

高血糖（1855mg/dl）にケトアシドーシスを合併し、極度の脱水による重篤な状態で救急搬送され、ICU 

入室後敗血症性ショックを起こし人工呼吸器管理となった患者のリハビリを経験した。内科的治療で血

糖を含む血液データ改善後も、度重なる起立性低血圧で離床に難渋し、急性の多発性神経障害および運

動神経障害を認め、著明な ADL 低下や歩行困難を伴った。また病識不足や合併症への知識不足もあっ

たため、糖尿病教室への参加や、糖尿病チームにてパンフレット等を利用し繰り返し学習する機会を設

けた。長期的な介入で杖歩行まで回復し、自宅退院を目標に転院が可能となった症例の経過をまとめ報

告する。 

 

 

 

 



座長 彦根市立病院 糖尿病代謝内科 

主任部長 黒江 彰 先生 

   
 

 

6. 経口糖尿病薬が処方された高齢者の腎機能別投与量確認の取り組み 

近江八幡市立総合医療センター 薬剤部 1)、代謝・内分泌内科 2) 

〇髙見 麻友 1)、林 八恵子 1)、湯月 翔太 1)、秋元 昂燿 1)、 

小川 暁生 1)、山本 圭恵 1)、藤井 重治 1)、山口 瑞彦 1)、卯木 智 2) 
 

＜抄録＞ 

【目的】「高齢者糖尿病治療ガイド 2021」は高齢者の低血糖について注意喚起されている。腎排泄 

性経口糖尿病薬は腎機能低下した高齢者に注意が必要である。当院では調剤時に患者腎機能別投与量の

確認を開始し、経口糖尿病薬への腎機能別投与量の確認状況について報告する。 

【方法】腎機能別投与量の確認は、調剤時、病棟業務時に実施した。取り組み開始前後 1 年を対象 

に、調剤時の腎機能別投与量に関する疑義照会のうち、経口糖尿病薬に関するものを比較し、同様に病

棟業務におけるプレアボイド事例、該当患者の平均年齢も算出し比較した。 

【結果】「経口糖尿病薬」に関する疑義照会は、取り組み開始前 30 件中 2 件、開始後 71 件中 5 件、 

病棟業務における事例は、開始前 55 件中 6 件、開始後は 110 件中 7 件、平均年齢は開始前 79.8 

歳、開始後 78.4 歳であった。 

【考察】「腎機能別投与量」に関する疑義照会および、「経口糖尿病薬」に関する事例も増加し、プ 

レアボイド事例件数も増加しており、どちらも投与量の確認が機能した結果と考えられる。 

平均年齢は 75 歳以上であり、高齢者への腎機能別投与量に注意が払われた結果と考える。 

【結論】高齢者への経口糖尿病薬に関し、「腎機能別投与量を確認する取り組み」が機能している。 

 

 

7. 糖尿病教育入院時における 2 型糖尿病患者の身体的特徴が、1 年後の血糖コントロールに与える

影響 

済生会滋賀県病院リハビリテーション技術科 1)、滋賀県済生会訪問看護ステーション 2)、 

済生会滋賀県病院看護部 3)、済生会滋賀県病院糖尿病内分泌内科 4) 

○和田 拓弥 1)、磯嵜 悠依子 1)、宮田 信彦 1)、内村 賢博 1)、小澤 和義 1)、竹澤 翔太 2)、 

日下 梨沙 3)、川口 真実 3)、西田 ユカ 3)、小林 大地 4)、 犬塚 恵 4)、福家 智也 4) 
 

＜抄録＞ 

【目的】本研究では、糖尿病教育入院時の身体的特徴が、1 年後の血糖コントロールに与える影響につ

いて調査することを目的とした。 

【方法】対象は、2018 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までに当院へ入院し、理学療法士が介

入した 2 型糖尿病患者 35 名とした。研究デザインは後ろ向きコホート研究とし、血糖コントロール

良好群（A 群）を教育入院 1 年後の HbA1c:6.9%以下、血糖コントロール不良群（B 群）を HbA1c:7.0%

以上と 2 群に分けた。統計手法は X2 検定、Mann-Whitney U 検定、対応のない T 検定を用い、有意

水準は 5％とした。 

【結果】統計解析の結果、2 群間では膝伸展筋力にのみ有意差を認め、A 群が 0.5（±0.15）kgf/kg、 

B 群が 0.38（±0.13）（P＜0.05）kgf/kg と A 群が有意に筋力を高く示した。 

【結論】糖尿病教育入院 1 年後に血糖コントロールが悪化する可能性のある症例は、膝伸展筋力 

が低下していることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 



8．当院に在籍する CDEJ の資格取得、及び、資格継続理由からみえたこと 

長浜赤十字病院 看護部 1) 糖尿病・内分泌内科 2) 

○山口 沙織 1)、秋山 直美 1)、前川 美由紀 1)、臼井 晴美 1)、角川 和也 1)、小野 陽子 1) 

北川 奈津子 2)、夜西 麻椰 2)、児玉 憲一 2)、江川 克哉 2) 

  

＜抄録＞ 

当院には 21 名の日本糖尿病療養指導士（以下 CDEJ と略す）が在籍しており、滋賀県内において上

位の在籍数を誇っている。メンバーの入れ替わりはあるものの、ここ 10 年常に 20 人以上が在籍し、

多職種で連携して、患者・家族に質の高い糖尿病療養支援の提供を目指している。今後も、地域におけ

る糖尿病患者の療養支援を通じて役に立ちたいと考えているところである。 

そこで、今後の糖尿病チームの活動や CDEJ の育成に繋げていきたいと考え、当院に現在在籍する 

CDEJ に、資格取得の理由や継続して資格を更新し続けている理由についてアンケート調査を実施、そ

の結果を報告する。 

 

 

9．糖尿病教室の有用性調査 

滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部 1)、糖尿病内分泌内科 2)、看護部 3)、 

栄養治療部 4)、リハビリテーション部 4)、歯科口腔外科 5) 

○磯野 哲一郎 1)、國津 侑貴 1)、伊藤 早織 1)、松宮 英美里 1)、 

佐藤 大介 2)、村田 幸一郎 2)、藤田 征弘 2)、山口 雅之 3)、藤田 岬 3)、鵜飼 征子 3)、 

安原 祥子 4)、平岩 康之 5)、鳥本 真由 5)、中川 鈴子 6)、若村 祐宏 6) 

 

＜抄録＞ 

【背景】各職種の専門性を活かして、糖尿病教室を行っている。これまで糖尿病教室によって、患者が

どの程度知識を習得できているか明らかとなっていなかった。そこで今回、糖尿病教室の有用性につい

て調査した。 

【方法】各職種がそれぞれの領域の問題作成を担当し、合計 13 問の正誤問題を作成した。2021 年 7 

月から 2022 年 11 月に、入院時と糖尿病教室受講後にクイズを回答した患者を対象とし、正答率を比

較検討した。統計解析はχ2 検定を用い、p<0.05 を有意とした。 

【結果】入院時の回答患者は 109 名であり、糖尿病教室受講後は 56 名であった。入院時の全問題合

計の正答率は 67.9％に対して、糖尿病教室受講後の正答率は 83.4%と有意に上昇した（p= 0.014）。13 

問のクイズのうち、2 問で正答率が低下したが、有意な差は認められなかった。 

【考察】本研究により糖尿病教室の有用性が明らかとなった。一方で、入院時の回答患者には、糖尿病

教室を受講されなかった患者も多くいたため、今後は、糖尿病教育目的の患者に焦点を絞り、糖尿病教

室の有用性を評価していくことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************** Break 15 分間（17:15～17:30）*************** 

 

 

 

 

■特別講演（17:30〜18:30) 
 

 座長        滋賀医科大学 名誉教授 

市立野洲病院 糖尿病・内分泌内科 

 前川 聡 先生 

            

 

 

『糖尿病性腎症の現状と治療の新展開』 
 

 

  演者 滋賀医科大学内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科 

教授 久米 真司 先生 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



交通のご案内 
 

 

●JR大津駅から京阪・近江バス［草津駅西口行］または［石山駅行］ 

「大津署前」下車 約 10分 

●JR大津駅からタクシー約 5分 

●JR膳所駅から徒歩約 12分 

●京阪電車石場駅から徒歩約 5分 

●名神大津インターから約 7分 

 

 

駐車場のご案内 
 

ピアザ淡海の地下駐車場は現在閉鎖中でございます。 

お車でお越しの方は琵琶湖ホールの駐車場をご利用ください。 



 

事前参加申し込み 
 

 

 
 
   

 

 

  

 

 

上記の操作がうまくいかない場合、お手数ではございますが、 

下記メールアドレスより、弊社担当者までお問い合わせください。 

担当者よりご連絡をさせていただきます。 

 

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 廣田 

                        nthi@novonordisk.com 

下記の QR コードもしくは URL から、 

登録をお願いいたします。 

https://bit.ly/3XqN9bu 


