第 59 回 和歌山県インスリン治療懇話会のご案内
謹啓
時下、先生方におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、下記要綱で第 59 回和歌山県インスリン治療懇話会を開催させていただく運びとなりました。
本懇話会はできるだけ多くの医師、看護師、栄養士、薬剤師、検査技師の方々のご参加を仰ぎ、専門的な分野と
いうよりもむしろ各施設における治療の現状、症例の検討などを率直に話し合うことを目的としております。
大変ご多忙とは存じますが、ご出席賜りますようお願い申し上げます。
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（※ 医師名は当番世話人順）

記
日
場

時： 平成 28 年 2 月 13 日 ( 土 ) 14 : 30 ～ 19 : 30
所： ホテルグランヴィア和歌山
6F 『 ル・グラン 』
和歌山市友田町 5 丁目 18 番地 TEL (073)425-3333

参加費： 500 円

プログラム
情報提供 (14:30～14:45)
開会の辞 (14:45～14:50)
一般演題 (14:50～16:50)
座長

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
近藤 溪 （公立那賀病院 名誉院長）

佐々木 秀行 （和歌山県立医科大学紀北分院 教授）

１．『 当院における外来療養支援の取り組み～退院後の継続支援の現状と今後の課題 』
和歌山県立医科大学附属病院 看護部
○山本美子、中村斗茂美、米島 望、宮原智子、蘭 真知、岡本祐子、中島珠生、坂本麻美

２．『 糖尿病教室の参加回数と血糖コントロールへの有用性の検討 』
和歌山労災病院 糖尿病センター 薬剤部 1、看護部 2、栄養管理室 3、中央リハビリテーション部 4
中央検査部 5、皮膚科 6、内科 7
〇三宅美有紀 1、大川聖子 2、森 友美 3、田村晴彦 4、土居楠博 5、中村智之 6、中尾隆太郎 7、
庄野剛史 7、石亀昌幸 7、中 啓吾 7、南條輝志男 7

３．『 糖尿病患者における肝臓、膵臓の性状に関する検討 』
日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科
○藤田晴香、南野寛人、伊藤沙耶、岩橋 彩、廣畠知直、古宮 圭、大棟浩平、川村俊介、井上 元

４．『 当院における糖尿病透析予防への取り組み 』
公立那賀病院 看護部 1、栄養科 2、腎臓臓内科 3, 内科 4
○辻井千鶴子 1、岩城千恵 1、西岡千春 1、真珠文子 2、山本修人 3、近藤 溪 4、岡村順平 4、那須哲史 4、豊田和之 4
河島 明 4、中尾大成 4,

座長

若﨑 久生

（国保日高総合病院 診療部長）

５．『 当科における 1 型糖尿病患者の追跡結果 』
橋本市民病院 代謝内科 1、近畿大学医学部 内分泌代謝糖尿病内科 2、近畿大学医学部奈良病院 消化器内分
泌内科３、和歌山県立医科大学 内科学第一講座 4、和歌山ろうさい病院 内科５
○大星隆司 1、廣峰義久 2、庭野史丸 2、岸谷 讓 3、赤水尚史 4、南條輝志男 5

６．『 医師・看護師・栄養士が 1 floor で業務する効果
～ SMBG と食事メモを照らし合わせた継続指導の一例 ～ 』
柏井内科クリニック 管理栄養士 1、看護師 2、内科 3
○楠原洋子 1、根岸啓子 2、柏井利彦 3

７．『 当院における糖尿病透析予防指導の取り組みと今後の課題 』
那智勝浦町立温泉病院，看護部 1、栄養科 2、和歌山県立医科大学スポーツ温泉医学研究所 3，糖尿病内科 4
○西谷益子 1、大籔江美子 1、望月裕美子 1、平田規子 1、野田由美 1、平澤早紀 2、杉本由佳 2、櫻井雄太 3
坂野元彦 3、南條輝志男 4、山本康久 4

８．『 外来糖尿病診療と療養指導における当院の取り組み 』
彌栄会 やよいメディカルクリニック 看護師１、管理栄養士 2、理学療法士３、内科４
○奥田秀美 1、松島かねこ 1、平田佐知子 1、高居としみ 1、橘本育代 1、田村晶子 1、林 明美 1、智原浩美 1
川口敏美 1、上野真由子 1、柑本満里 2、龍田義人３、坂頭節哉 4

休憩
(16:50～17:00)
特別講演 (17:00～18:00)
座長

近藤 溪

（公立那賀病院 名誉院長）

『 糖尿病腎症の血糖管理 ～早期腎症から透析まで～ 』
大阪市立大学大学院医学研究科 准教授 絵本正憲 先生
閉会の辞 (18:00～18:05) 若﨑 久生

（国保日高総合病院 診療部長）

情報交換会 (18:05～19:30) 糖尿病に関する情報交換
共催 和歌山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
後援 和歌山県糖尿病対策委員会
●本懇話会は、下記の単位を申請中です。
日本糖尿病療養指導士認定機構の更新のための研修会〈第 2 群〉1 単位
日本糖尿病協会「療養指導医取得のための講習会」・和歌山県医師会生涯教育講座（3 単位）
和歌山県病院薬剤師会生涯教育講座研修区分(2)－②（1.75 単位） ・和歌山地域糖尿病療養指導士（5 単位）

