
全日本民医連 

第 33 回糖尿病シンポジウム 

in 富山 
「チーム医療～チームでささえる糖尿病のある人生～」 

 

開 催 要 項 
 

◆日 時：2014 年 ７月４日(金)12：30 ～５日(土) 12：30 

 

◆会 場： 富山国際会議場 大手町フォーラム 

       〒930-0084 富山市大手町 1 番 2 号       

TEL(代)076-424-5931 

URL http://www.ticc.co.jp 

 

◆主 催：全日本民医連 第３３回糖尿病シンポジウム実行委員会 

◆後 援：富山市 

◆修得単位：日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位 第２群申請予定 

◆費 用：参加費 12,000 円、交流会費 5,000 円 （1 日のみの参加は 6,000 円） 

◆ホームページ：http://pcojapan.jp/dm-miniren/ 

 

交通機関のご案内                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＪＲ富山駅より              

バス…約 5分「城址公園前」より徒歩 3分 

徒歩…城址大通りを南へ約 15 分 

市内電車（セントラム） 

…約 7分「国際会議場前」 

 

●富山空港より 

タクシー…約 20分 

バス（空港連絡バス） 

    …約 25分「総曲輪（そうがわ）」 

 

●お車（北陸自動車道） 

     富山 ICより約 10 分 

     富山西 IC より約 20 分 

        

http://www.ticc.co.jp/
http://pcojapan.jp/dm-miniren/
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◆日程表 （予定） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆プログラム （予定） 
   

【開会式：４日(金) 12:30～12:40】 

 
【記念講演：４日(金) 12:40～14:40】 

   「糖尿病劇場」 

      講師：独立行政法人国立がんセンター中央病院 総合内科長 

                            大橋 健 先生 
 

  「糖尿病劇場」は、日常の診療場面を切り取り、寸劇で再現し療養指導のあり方を参加者とともに 

考える企画です。 

「糖尿病劇場」を、全国各地で企画、開催、指導されている「本家本元」大橋先生を招いて、講演 

寸劇とディスカッションを行います。 

今回のテーマは「SMBGの結果を偽る患者さん」（仮）です。こうご期待。 

 

【分科会(口演発表)：４日(金) 15:00～17:00】 
  糖尿病にかかわる日頃の医療・介護活動、研究発表等。様々な視点からのテーマを募集します。 

  積極的にご応募ください。なお、都合により発表形式の変更をお願いする場合もございます。 

  あらかじめご了承ください。詳細につきましては募集要項をご覧ください。 

   第１分科会 「臨床報告」 

   第２分科会 「合併症」 

   第３分科会 「困難事例」 

   第４分科会 「療養指導」 

   第５分科会 「薬物療法」 

   第６分科会 「運動・食事療法、検査」 

 

【ポスター発表：４日(金) 17:15～18:15】 
  糖尿病にかかわる日頃の医療・介護活動、研究発表等。様々な視点からのテーマを募集します。 

  積極的にご応募ください。なお、都合により発表形式の変更をお願いする場合もございます。 

  あらかじめご了承ください。詳細につきましては募集要項をご覧ください。 

 

【交流会：4 日(金) 19:00～】 
会場：富山第一ホテル  

 

 

 

 

7 月 4 日(金) 
 

12:00 受付  

12:30 開会式   

12:40 記念講演  

15:00 分科会（口演発表） 

17:15 ポスター発表 

  

19:00 全体交流会 

 [会場：富山第一ホテル]  
 

 

7 月 5 日(土) 
 

（8:20 糖尿病研究会） 
 

9:00 ワークショップ 

10:45 特別講演 

11:45 研究報告 

12:15 閉会式 
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【糖尿病研究会：５日(土) 8:20～8:50】 
 

【ワークショップ：５日(土) 9:00～10:30】 

① フットケア 

「糖尿病患者さんの予防的フットケアについて考えよう」 
  講師：福岡健和会大手町病院 糖尿病認定看護師   

十時 綾子 看護師 
 

      糖尿病足病変の重症化を防ぐためには予防的フットケアが重要になります。 

足の観察からアセスメント・フットケアの方法・セルフケア指導等のレクチャー、外来における 

足チェックとセルフケアの紹介、グループワークでは、外来や病棟における要望的フットケアに 

ついて考えます。 

 

② 歯と糖尿病 

「糖尿病と口腔ケア」 
  講師：滑川公園通り歯科医院 訪問診療チーム  河合 宏一 先生 

 

口腔ケアと糖尿病は関連が深く「歯周病は、糖尿病の 6番目の合併症」と言われる。 

糖尿病と口腔ケアの関連を歯科医師から、患者指導の方法を、歯ブラシを使用して歯科衛生士と 

いっしょに実習します。 

 

③ エンパワーメント 

「エンパワーメント」の実践から療養支援について考える 

～明日から患者サポートの達人になりませんか？～ 
講師：石川民医連 

 

職種間をこえて患者を支え、寄り添い、患者自身が能動的に療養行動を改善・継続できる援助 

についてディスカッションしましょう。 

事例検討、グループワーク、傾聴についてのロールプレイを企画しています。 

 

④ SMBG 

「やさしい SMBG」 
講師：福井民医連 

  

  生活習慣や外的要因によって毎日変化する血糖。糖尿病患者さんにとって最も大切な課題です。 

 SMBG－自己血糖測定―はそれを行うことで、血糖コントロールのための様々な可能性を探ることが

できます。いつの間にかHｂA1cが悪化してしまった症例を通し、インスリン増量の前に SMBGの

記録から本人も気づかない原因を解明し、血糖コントロール改善の方法を一緒に探ります。 

 

⑤ 食事 

「お食事１分間アドバイス」～虎の巻を作ろう！～ 
  講師：食のコンサルタントブーケ 代表  大畑 洋子 管理栄養士 
 

  患者さんから食べ物についての質問を受けて困ったことはありませんか？ 

 お酒は？お菓子は？果物は？ 栄養士がいないときに答えに困る！そんな日常の質問に、１分間で 

患者さんの心に響く「虎の巻」を、グループワークで皆さんと一緒に作ります 

患者さんに聞かれて、返事に困った質問をあらかじめお聞きしますので準備をお願いします。 

 

⑥ 運動 

「継続できる運動とその効果」 

 ～健康運動指導士が提案する具体的な運動処方のポイント～ 
  講師：黒部市民病院 臨床スポーツ医学センター 健康運動指導士 長﨑 成良 先生 
 

      継続することで効果が上がる運動。わかってはいるけれど続かない…天気や季節で左右されること

もしばしば。運動の継続を高める具体的なアドバイスを中心に臨床場面を通して紹介して、皆さんと

共有します。 



全日本民医連第３３回糖尿病シンポジウム 

 

【特別講演：５日(土) 10:45～11:45】 

  「元気の出る糖尿病チームの作り方」（仮） 
      講師：石田修也先生（NPO 法人 Team DiET 理事、理学療法士） 
 

「Team DiET」（Diabetes Education and Treatment）は、金沢大学の篁（たかむら）俊成先生を始め

多職種で構成され、糖尿病の教育や治療を患者さんと向き合って行っているチームです。 

今回は、理学療法士の石田先生をお招きして、Team DiET および御自身で培ってこられた、チーム医療のノ

ウハウと運動療法のとらえ方を講演していただきます。 

 

【研究報告：５日(土) 11:45～12:15】 
「若年２型糖尿病患者実態調査」      

全日本民医連「暮らし・仕事と糖尿病調査班」  
 

2012 年、 2013 年、全日本民医連で取り組んだ、 40 歳以下の２型糖尿病を対象にし

た「暮らし・仕事と糖尿病についての研究～社会的な要因と糖尿病の関係」の報告です。

肥満など生活習慣が要因の２型糖尿病は、その多くが 40 歳以降に発症するとされてきま

した。調査班は生育歴における貧困や労働環境の悪化が発症を早めているのではないかと

考え、全国初の調査を実施しました。社会格差が健康に及ぼす影響を明らかにし、医療機

関が対策を考えていくうえで注目されています。  

 

【閉会式：５日(土) 12:15～12:30】 
 

 

◆参加・宿泊申し込みについて 
 

参加申込および宿泊予約は、ホームページにて受付いたします。 

参加申込締め切り ６月 ７日（土）演題応募された場合も申し込みが別途必要です 

宿泊申込締め切り ６月２０日（金） 

 

◆全体交流会について 
 

会場：富山第一ホテル 

   〒930-0082  

富山県富山市桜木町 10-10 

TEL 076-442-4411（代表） 

 

企画：準備中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム

会場 
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◆演題募集要項   演題申込締切：2014 年 4 月 13 日（日） 

応募資格 所属や職種など特に規定いたしません 

募集テーマ 

日常診療に関する分野から幅広く演題を募集いたします。 

なお、応募演題数により、分科会・発表形式の変更をお願いする場合がありま

すので、ご了承ください。 

発表形式 

口演発表（口述）またはポスター発表（示説）をご選択ください。 

 

＜口演発表＞ 

パソコンとプロジェクターによるプレゼンテーション 

Microsoft Power Point2007 もしくは 2010 を使用 

動画の使用はできません。 

Macintoshによる発表はご遠慮ください。 

 

＜ポスター発表＞ 

展示用パネル（縦２１０ｃｍ×横９０ｃｍ）に発表内容を掲示 

パネルに貼り付けるものは現地でご用意致します。 

展示するスペースはございませんので、全てパネルに貼り付けられるようご準

備下さい。 

ポスター前でご対応いただきます。 

 

＜発表時間＞ 

口演発表   1 演題 10 分（発表 7分、質疑 3分）を予定 

ポスター発表 1 演題 5分（発表 3分、質疑 2 分）を予定 

申込み、提出 

締め切り 

演題申込 2014 年 4 月 13 日（日） 

抄録提出 2014 年 5 月 9 日（金） 

パワーポイント提出 2014 年 6 月 15 日（日） 
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応募方法 

 

※演題、抄録原稿、パワーポイントは、電子メールにて受付いたします。 

 抄録提出は、抄録原稿を添付しご提出してください。 

（宛先） 

33th-min-dmsympo@toyama-hcoop.com 

 

●演題申込について 

件名及び下記必要事項を本文にご記載ください。 

【件名】 ＜演題申込＞ 

【本文記入事項】 

＜発表者名＞＜発表者フリガナ＞＜発表者所属＞＜連絡先電話番号＞ 

＜発表形式（希望）＞ ※口演かポスター発表のどちらかを選んでください。 

＜分科会希望＞ ※口演発表をご希望の方は、下記のなから選んでください。 

＜演題名＞ 

【分科会カテゴリー】 

第 1 分科会 「臨床報告」 第 4 分科会 「療養指導」 

第 2 分科会 「合併症」 第 5 分科会 「薬物療法」 

第 3 分科会 「困難事例」 第 6 分科会 「運動・食事療法、検査」 

 

準備都合上、期限を厳守願います。演題を受領次第、5 日以内に受領通知メー

ルを返信いたします。携帯電話のメールアドレスは不可となります。フリーメ

ールアドレス（yahoo,hotmail 等）を指定アドレスに設定された場合、受領が

上手くいかない場合がありますので、あらかじめご了承ください 

 

演題登録に FAX ご利用の方は申込用紙に必要事項をご記入の上、事務局へ送付 

願います。 

 

●抄録原稿について 

件名に＜抄録原稿＞とご記載のうえ、添付してください。 

 

●パワーポイントについて 

件名に＜パワーポイント＞とご記載のうえ、添付してください。 

抄録文字数制限 

抄録フォームを使用し以下の文字数に抑えて原稿を作成してください。 

演題名：全角 50文字 

抄録本文：全角 1000 文字（図表なし） 

フォント：明朝体 10ポイント  

抄録原稿の作成 
Microsoft office Word2007 もしくは 2010 で原稿を作成してください。 

内容は【目的】【方法】【結果】【考察】に至る論旨を明確にお書きください。 

 

mailto:33th-min-dmsympo@toyama-hcoop.com
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◆その他 
 

 DM シンポジウムのメーリングリストを開設しております。 

    準備状況のお知らせやニュースの送付等、実行委員会から直接お手元に届きます。 

    参加ご希望の方は登録が必要ですので join-min-dmsympo.yMz9@ml.freeml.com まで 

    空メールを送信してください。手続きいたします。 

 

 託児サービス 

会場で託児サービスを承ります。 

人数に制限がありますのでご希望の方は事務局へお問い合わせください。料金等のご案内をいたします 

 

 

◆問い合わせ先 
  全日本民医連第 33 回糖尿病シンポジウム実行委員会 事務局 

   富山医療生活協同組合 富山協立病院内  担当：浅井 

    

〒931-8501 

   富山市豊田町 1-1-8  

   TEL 076-433-1077㈹ 

   FAX 076-444-5724 

   Email dmsympo-tym@toyama-hcoop.com 
 

file:///F:/開催要項/join-min-dmsympo.yMz9@ml.freeml.com
mailto:dmsympo-tym@toyama-hcoop.com

