
平成２7 年度  西東京糖尿病療養指導プログラム  

第 12 回  西東京教育看護研修会  

日 時 平成２7 年 7 月 5 日（日）9：25～16：55（開場：9：10）  

場 所 北里大学薬学部コンベンションホール  

参加費 6,000 円（昼食代含まず）  

共催：日本糖尿病教育・看護学会 西東京糖尿病教育看護研修会 ＮＰＯ法人 西東京臨床糖尿病研究会（敬称略） 

 
総合司会： 武蔵村山病院 小栁 貴子 

9：25 開会の辞 NPO法人 西東京臨床糖尿病研究会 副理事長 植木 彬夫 

午前の部       

 
座長： 多摩北部医療センター（看護師） 

 看護師 

町田 景子 

  
          （看護師） 下地 亜希子 

9：30 糖尿病看護ベストプラクティスーインスリン療法― 
 

 

 

講師： 日本看護協会研修学校認定看護師教育課程 
 

  
糖尿病看護学科主任教員（看護師） 森 小律恵 

11：00 休憩（15分） 
 

11：15 患者のこころを聴く知と技 
 

 
講師： 大阪大学医学系研究科保健学専攻 教授（看護師） 遠藤 淑美 

12：45 昼食（45分） 
 

午後の部     

13：30 糖尿病劇場 インスリン物語「なんで打たなきゃいけないの？」 

 

 

 
 

 

座長： 武蔵野赤十字病院（看護師） 豊島 麻美 

  
公立昭和病院（看護師） 松本 麻里 

 
進行： 北里研究所病院（看護師） 塚本 洋子 

15：00 休憩（15分） 
 

 
総合討論「ナラティブを通して患者支援を考える」 

 

 
座長： 武蔵野赤十字病院（看護師） 豊島 麻美 

  
公立昭和病院（看護師） 松本 麻里 

15：15 医師の立場からの語り 
 

 
講師： 朝比奈クリニック（医師） 朝比奈 崇介 

15：40 病院現場からの語り～再入院となった事例への支援を通して～ 
 

 
講師： 武蔵野赤十字病院（看護師） 志賀 和美 

16：05 糖尿病外来での出会いー伝えたいことー 
 

 
講師： 高村内科クリニック（看護師） 名嘉真 香小里 

16：30 総合討論 
 

16：50 閉会の辞 NPO法人 西東京臨床糖尿病研究会 理事長 貴田岡 正史 

    
  問い合わせ先：NPO法人 西東京臨床糖尿病研究会・事務局 担当：三上竜治（みかみ りゅうじ） 

〒185-0012 国分寺市本町 2-23-5 ラフィネ込山NO.3-802号 Tel:042-322-7468 Fax:042-322-7478 

 URL:（w_tokyo_dm_net@softbank.ne.jp） E-mail:w_tokyo_dm_net@crest.ocn.ne.jp 

 

mailto:w_tokyo_dm_net@softbank.ne.jp


平成２７年度  西東京糖尿病療養指導プログラム  

第 1２回  西東京病態栄養研修会  

日 時 平成２７年７月５日（日）9:25～16:55（開場：9:10）  

場 所 北里大学薬学部１号館１５０１講義室  

参加費 6,000 円（昼食代含まず）  

共催：日本病態栄養学会 ＮＰＯ法人 西東京臨床糖尿病研究会（敬称略） 

 総合司会： 東京医科大学八王子医療センター 栄養管理科 
深谷 祥子 

 
永田 美和 

9：25 開会の辞 NPO 法人 西東京臨床糖尿病研究会 副理事長 菅野 一男 

午前の部     

9：30 基調講演「油脂と糖・脂質代謝」 
 

 座長： 
緑風荘病院 栄養室 藤原 恵子 

 
公立昭和病院 栄養科 村田 里香 

 
演者： 日本女子大学 家政学部 食物学科 教授 丸山千壽子 

11：00 休憩（15分） 
 

11：15 特別講演「長寿とアブラのいい関係」 
 

 座長： 
全国労働金庫健康保険組合 高橋 大悟 

 
武蔵野赤十字病院 栄養課 黒木 智恵 

 
演者： 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター理事・センター長 井藤 英喜 

12：45 昼食（45分） 
 

午後の部     

13：30 ディベート：糖尿病の最適脂質量をどう考えるか 
 

 座長： 
東京医科大学内科学 名誉教授 植木 彬夫 

 
緑風荘病院 栄養室 鈴木 順子 

 
「脂質はトコトン減らすべき！」 

 

 演者： 
東京医科大学八王子医療センター 糖尿病内分泌代謝内科 松下 隆哉 

 
伊藤内科クリニック 管理栄養士 布川かおる 

 
「脂質は量でない中身だ！」 

 

 演者： 
近藤医院 吉田 敦行 

 
多摩丘陵病院 管理栄養士 冨永 晴郎 

15：00 休憩（15分） 
 

15：15 ディスカッション：糖尿病の最適脂質量をどう考えるか 
 

 座長： 
東京医科大学内科学 名誉教授 植木 彬夫 

 
武蔵野赤十字病院 栄養課 原 純也 

16：50 閉会の辞 NPO 法人 西東京臨床糖尿病研究会 副理事長 植木 彬夫 

 



平成２７年度  西東京糖尿病療養指導プログラム  

第 12 回  西東京薬剤研修会  

日 時 平成 27 年 7 月 5 日（日）9：25～16：55（開場：9：10）  

場 所 北里大学薬学部１号館１２０２講義室  

参加費 6,000 円（昼食代含まず）  

共催：西東京糖尿病薬剤研究会 一般社団法人 東京都病院薬剤師会 ＮＰＯ法人 西東京臨床糖尿病研究会（敬称略） 

 
総合司会： 東京都健康長寿医療センター 薬剤科 深野 光司 

9：25 開会の辞 NPO法人 西東京臨床糖尿病研究会 理事長 貴田岡 正史 

午前の部１       

9：30 CGM を用いた療養指導と CSII 療法の実際 
 

 
座長： くにたちウラン薬局 森 貴幸 

 
講師： 多摩センタークリニックみらい 藤井 仁美 

  
多摩センタークリニックみらい 管理栄養士 國貞 真世 

11：00 休憩（15分） 
 

午前の部２       

11：15 
薬剤師による患者支援の有効性 

～薬局版動機づけ面接「3☆ファーマシスト研修」を体験しよう！～  

 
座長： 青梅市立総合病院 薬剤部 田中 三広 

 
講師： 京都医療センター 臨床研究センター予防医学研究室 岡田 浩 

12：45 昼食（45分） 
 

午後の部 1     

13：30 
総合討論１「コミュニケーション能力を高めよう－患者さんと話せる薬剤師になろう－」 

1)低血糖，2)自動車運転，3)DMの検査  

 
座長： 杏林大学医学部付属病院  薬剤部 小林 庸子 

  
公立昭和病院  薬剤部 本田 一春 

 
コメンテーター： 京都医療センター 臨床研究センター予防医学研究室 岡田 浩 

15：00 休憩（15分） 
 

午後の部 2     

15：15 

総合討論２「コミュニケーション能力を高めよう－患者さんと話せる薬剤師になろう－」 

4)BG薬服用中の患者の検査，5)休薬期間のある薬（外科的処置を伴う場合），6)CSII，7)CGM 

モバイルｄｅアンサーを使って討論！ 
 

     
16：50 閉会の辞 NPO法人 西東京臨床糖尿病研究会 副理事長 菅野 一男 

 


