
第 9回中四国糖尿病研修セ ミナー

この度、下記の要項で第 9回 中四国糖尿病研修セミナーの開催をお世話させて頂

くこととなりました。今回のセミナーでは、」ADEN理事長数間恵子先生に看護師に

求められる今後の外来業務についてお話を頂くことになっております。また、今回
のテーマの一つに食事療法と運動療法のポイントの習得をあげ、明日からの指導に
つながるワークショップとシンポジウムを組ませて頂きました。本セミナーの地域

連携医療やチーム医療の話題が、臨床現場で取り組んでおられる皆様方の知識や技

術の向上にお役に立ちましたら幸いです。
ご多忙とは存じますが、多くの皆様方のご参加を心よりお待ちしております。

日本糖尿病療養指導士 認定更新のための研修会<2群 >2単位 申請中

日本糖尿病教育 看護学会<1群>2単位 申請中

日本病態栄養学会く 1群>2単位 申請中

日 時 :平成25年 3月 3日 (日 )

会 場 :岡 山コンベンションセンター3階「コンベンションホールJ

岡山市駅元町14番 1号 TEL:0862141∞ 0

http1//、 vww mamakarinet/
主 催 :日 本糖尿病学会中国四国支部

後 援 :一般社団法人 日本糖尿病教育 看護学会 一般社団法人 日本病態栄養

学会 (申請中)社 団法人 岡山県医師会 公益社団法人 岡山県看護tF」

会 社団法人 岡山県臨床検査技師会 岡山県病院薬剤師会

世話人 :公文 義雄 (社会医療法人近森会 近森病院 糖尿病 内分泌代謝内科)

企画責任者 :中村 慶子 (愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 教授)

参加費 :3,000円 (お 申し込み後、銀行振 り込みまたはコンビニ決済にてお支払いくだ

さい。)

定 員 :500名 (定員になり次第締め切らせていただく場合があります)

参加申し込み :事前参加のみです。下記セミナーホームページよりお申し込みくだ

さい。
セミナーホームベージ :https://V3apo1lon nta co jp/tounyousm9

中し込み締切日:平成25年 2月 20日 (水)正午

■参加申し込みについてのお問い合わせ

運営事務局 株式会社共同内
〒7010205岡 山県岡山市南区妹尾23461
TEL:086-250-7681  FAX 1086-250-7682
E―ma11:jdss90● csjp

■プログラムについてのお問い合わせ

事務局   社会医療法人近森会 近森病院 糖尿病 内分泌代謝内科
〒7808522 高知市大川筋 1丁 日116
TEL 1 088-822-5231(代表) FAX 1088-871-7264
E―malli mo―mayumi@chikamorlcom
担当者 :織田真由美



くプログラム>

テーマ :「生活習慣改善の実践 に繋がる看護・療養指導 J

8:30     受付開始

9:lo     会長 FT3会挨拶

社会医療法人近森会 近森病院

糖尿病 内分泌代謝内科 部長 公文 義雄

9:15     支部長挨拶

川崎医科大学 糖尿病 代謝 内分泌内科学 教授 加来 浩平

9:,0^-9:50

●教育講演 1「合併症予防を見据 えた 2型糖尿病の管理」

(座長)高知高須病院 糖尿病内科部長 末廣  正

(演者)川 1崎医療福祉大学 臨床栄養学科 教授 松木 道裕

9 :50^-10 :40

●教育講演2「いま看護師は何に・どのように働きかけるべきか ?

―外来での診療報酬評価の流れを踏まえて一」

(座長)愛媛大学医学部看護学科 教授 中村 慶子

(演者)日本糖尿病教育 看護学会 理事長 数間 恵子

10:40-12:00

●ワークショップ「健康食 と糖尿病食 :実践 に繋げる食事指導」

(座長)社会医療法人近森会 近森病院

糖尿病 内分泌代謝内科 部長 公文 義雄

10:40～11:20 「バランス型紙を用いたダイエットJ

(演者)武庫川女子大学生活環境部 食物栄養学科 鈴木 ―永

11:20～12:00 「500kcalの まんぷく定食で社員の健康管理

～おいしく続く低カロリーのこつ～」

(演者)株式会社タニタ 管理栄養士 龍日 知子

12: 00^-12: 10  ウヽ売員



12:10ヽ -13 1 1Xl

●ランチョンセミナー「地域連携医療 はいかにしてすすめるかJ

(座長)岡山済生会総合病院糖尿病センター センター長 中塔 辰明

(演者)公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院

看護師 重IE 由美

13100～ 13 1 lo 休憩

13: 10ヽ-14 : 20

●シンポジウム①「運動療法の介入のポイントJ

(座長)高知記念病院糖尿病内科 部長 池田 幸雄

「一緒に考えてみませんか
'

患者が運動療法に取り組むために看護師ができることJ(30分)

(演者)東京大学医学部rll属病院 看護師 大橋優美子

「運動療法指導の考え方と明日からの臨床に生かすヮザJ(30分 )

(演者)関西福祉科学大学 保健医療学部

リバビリテーション学科 (理学療法学) 教授 野村 卓生

総合討論 (10分)

14: 20-16: 30

●シンポジウム②「チーム医療のポイン トと課題」

(座長)NTT西 日本中国健康管理センタ 所長 山根 公則

「当院の糖尿病患者教育システムの実際J(30分)

(演者)高知赤十字病院 看護師 尾崎みづほ

「フットケアについてJ(30分 )

(演者)大阪府済生会中津病院 看護師 田井さやか

「チームで取り組む糖尿病性腎症患者への関わり

～現状と課題を考える～J(∞分)

(演者)力 1島病院 看護部長 大 ド 千鶴

「妊娠糖尿病の看護J(30分 )

(演者)岡 山大学病院 看護師 高樽 由美

総合討論 (10分 )

16:30～ 16i35 会長 閉会挨拶

社会医療法人近森会 近森病院

糖尿病 内分泌代謝内科 部長 公文 義雄


