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謹啓、初秋の候、皆様方におかれましては、益々ご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。

第30回 高知糖尿病チーム医療研修会をご案内致します。

今回の教育講演は、徳島大学糖尿病臨床。研究開発センター 助教 黒田 暁生 先生から

「実践カーボカウント」、また、高知記念病院 糖尿病内科部長 池田 幸雄 先生から「これは常

識 I DM関 連検査の基礎知識」と題してご講演いただきます。

シンポジウムでは、県内各施設で糖尿病療養指導にご活躍の先生方の回述発表と総合討論を予

定してお ります。糖尿病治療、指導に興味をお持ちの医師、歯科医師、看護師、薬剤師、臨床 i食査技

師、管理栄養士、栄養士、保健師、理学療法士、歯科衛生士等多数のご参加をお待ちしております。

尚、本研修会は、日本糖尿病療養指導士認定更新のための研 4参会として<第 2群 >(糖尿病療

養指導研修単位)1単位を申請中です。

謹 白

第30回 高知糖尿病チーム医療研修会

幹事 高知高須病院 井上 美和

平成25年 ]1月 3日 (日 ) 13:00～ 17:00
高知市文化プラザ かるは一と 2階 大ホール

医師、曲科塵師、若護師、爬剤師、臨床検査技師、管理栄養士、

栄養壼、保健師、理学療法壼、歯科衛生士、その他医療スタッフ

蝙露師プ国フイ姜ルなひ謙鍼爽要睡潮

F実践カーボカウントJ

黒田 暁生 先生 (徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター 助教)

カーボカウントとは、食事に含まれる炭水化物量を把握することで、食後血糖管理を行う指導

法である。カーボカウントは糖質制限食とは全く異なるものである。カーボカウントは基礎カー

ボカウントと応用カーボカウントに分類できる。基礎カーボカウントとは、摂取糖質量を一定にす

ることで食後血糖を安定させることを目的とするもので、すべての糖尿病症例が適応となる。特に食品交換表を

用いたエネルギー管理食を実践している症例へ補助的に主食量を具体的に指導することは大変重要である。一

方、応用カーボカウントとは摂取糖質量に応じて投与インスリン量を変化させる1型糖尿病、あるいは強化インスリン

療法中の2型糖尿病症例が適応となる。カーボカウントを利用すれば好きなだけ食べられるという風潮であるが逆

に、減量を目的とする「減らす応用カーボカウントJは体重管理に大変有用であり、その使用法も紹介する。

「こ組 |ま常識 !DM関連検量の基礎矢口識」

池田 幸雄 先生(高知記念病院糖尿病内科部長)

1 2013年 5月に熊本で開催された第56回 日本糖尿病学会年次学術集会において、「熊本宣言

12013Jとして新しい血糖コントロールロ標が発表され、同年6月 1日より運用されている。合併症

「

  予防のための目標HbAlc 70%未満を中心に、血糖正常化を目指す際の目標HbAlc 60%未

満、治療強化が困難な際の目標HbAlc 80%未満が掲げられている。HbAlcは平均血糖値を反映する指標とし

てのゴールド・スタンダードであるが、いくつかの病態において両者に乖離が生じる。そのような病態においては、より

短期的な平均血糖値を反映するグリコアルブミンや1,5-AGを用いることを考慮すべきである。糖尿病の包括的管理

にチームアプローチが重要であることは言うまでもないが、その実践においては、患者個 の々病態や合併症について

正しい理解を共有することが不可欠である。本講演では、血糖コントロール指標の他、糖尿病の成因分類、インスリ

ン分泌能、インスリン抵抗性、脂質代謝、合併症の評価に用いる臨床検査について、症例を提示しながら解説する。
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【プ ログ鰺骰 曇

罐21①◎～ 嚢付

描⑬:◎◎～ 13:05 開会挨拶

第30回研修会幹事 丼上 美和 先生 (高知高須病院)

13:05～ 1410● 塵 育講演11司 会 高松 和永 先生 (高松内科クリニック)

「実践カーボカウント」

演 者 黒圏 鰺麗菫霙贅盤備島大学糖尿病臨床,研究開発セリ数簗 助教)

14100～ 15:00 シンポジウム「糖尿病療養指導の現状と実際』

司 会 中村 寿宏 籠饉 (綱木病院 医師)

開脇 機子 先生 (高知赤十字病院 臨床検査技師)

① 繭原 えり子 発生 (高知大学医学部附属病院 臨床検査技鍮

F当院の糖尿病チーム医療における臨床検査技師のかかわりと今後の課題』

② 片岡 典代 先堂 (細木病院 署護師)

F当院における種尿病透析予防指導の実際」

③ 八木 亜紀子 先生 (細木病院 薬剤師)

「日本病院会 QIプロジェクト～糖尿病患者の血糖コント回―ル～」に参加して

④ 東 大和生 先生 (く ばかわ病院 理学療法士)

F糖尿病理学療法の臨床教育

― CDEJの理鶉 法士が地域のリハビリテーション病購 出来ること一J

⑤ 伊興本 美爆 先饉 (高知大学医学部附属病院 管理栄養士)

「当院におけるカーボカウント指導の実践

―緩徐進行1型糖尿病の媚症側の紹介を含鰺て一』

15:◎③～ 15:◎5 休憩

15:OS特 15135 ポスターセッション(上記シンポジウム篭ボスターにて質疑応答)

15:35～ 16:◎③ 総合討論

16:③◎～1611◎ 糖尿病の寸bll「高須栄養士国記」

慮JttTAKASU

嗜61¶ ③～ 16:55 教育講演2 司 会 末廣 正 先生 (高知高須病院)

「これ|ま常識:DAl欄連検査の基礎知識』

演 者 池圏 華雄 先生 (高知記念病院 糖尿病内科部長)

16:55～ 17:00 闘会挨拶

第30回研修会幹事 丼上 美和 免笠 (高知高須病院)



参 加 申 込 書

高知糖尿病チーム医療研修会

〒781‐5103 高知市大津乙2705… 1

高知高須病院 栄養部

FAX 088-878-3322
※ この用紙に同一施設・複数名で、ご記名願います。

歯科医師会会員の先生方ヘ

こ出席の際には、日歯生涯研修事業:Cカ ードを必ずご持参ください。

iCカードを忘れると、研修会の研修単位登録は自己申告で行うこととなります。

電 話 番 号

1.申込み代表者名

2.ご 芳 名

3.ご 芳 名

4.ご 芳 名

5,ご 芳 名

6.ご 芳 名

7.ご 芳 名

8.ご 芳 名

9.ご 芳 名

10.ご 芳 名

講師の先生にお聞きしたい点、こ質問がありましたら事前にご記入ください。

事務局

TEL 088-878-3377
巨rnailidm―takasu@takasuhp.or.jp

ご職種

ご職種

ご職種

ご職種

ご職種

ご職種

ご職種

ご職種

ご職種

ご職種

ご施設名住

足りない場合、用紙をコピーしてご記入の上、FAXしてください。
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【その他の連絡事項磯

参加費 お一人様 1,000円 を受付にて申し受けます。

参加申し込み方法 住所。氏名・施設名。職種。電話番号を記入の上、FAX又 は[― mailに て

申し込み願います。

参加申込先 〒7815103高知市大津乙2705-]高 Al薦須病院 栄養部

椰骰文 彦幌呻―輪70攀 002卜
了麗L 088-878-3377
Emailldmttakasu@takasuhp.o%p

呻込締切 属 平成25年 10月 25日圃

当セミナーは、下記の研修認定単位を取得することができます。

・日本医師会生涯教育講座(35単位)

。日本薬斉」師研修センター 認定単位(2単位)

・日本病院薬剤師会生涯研修制度(2単位)

。日本臨床衛生検査技師会履修点数(基礎-20点 )

。日本栄養士会 新生涯学習認定(1単位)

。日本理学療法士協会 専門。認定理学療法士制度 (5ポイント)

「研修会の内容によっては認定単位が付与されない場合があります」

・日本歯科医師会 生涯研修制度単位認定(4単位 )

。日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修(第2群〉1単位

。日本糖尿病協会登録医。療養指導医制度のための講習会

。日本糖尿病協会 歯科医師登録医のための講習会

4

5

6 会場案内図

高知糖尿病チーム医療研修会

高知県糖尿病対策推進会議

バイエル薬品株式会社

第一三共株式会社

田高知県栄養士会

的高知県薬斉」師会

高知県病院薬剤師会

けはりまや橋より徒歩5分

鸞高知 ICより車で10分

辟高知駅より車で5分

け高LEl空港より車で30分

後援 :田高知県看護協会

llll高 知県臨床検査技師会

田高知県理学療法士会

高知県医師会

高知県医師会糖尿病対策委員会

高知県歯科医師会

高知自動車道

久万川

大津バイパス

江ノロ川

共催 :


