第12回中四国糖尿病研修セミナー

会 場 の ご 案 内

皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
この度、下記の要項にて第12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。本
セミナーは、糖尿病の診療、療養指導に携わる多くの職種の皆様に、最新の情報を提供することにより、知識
や技能の向上に寄与することを目的として開催されております。
近年、個別化医療の重要性が叫ばれておりますが、糖尿病療養指導においても、患者のライフコースを考慮
した、画一的ではない指導の重要性が認識されております。今回のセミナーでは、「ライフコースに応じた
チームで実践する糖尿病療養指導」をテーマとして、小児から高齢者まで、それぞれの場面での糖尿病療養指
導について、皆で考えてみたいと思います。講演・実践報告ならびにシンポジウムを企画させて頂きました
が、本セミナーが、明日からの皆さまの糖尿病療養指導の一助となることを祈念致しております。
ご多忙のこととは存じますが、多数のご参加・活発なご討論を心よりお待ち申し上げます。
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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
日本糖尿病教育・看護学会＜１群＞２単位
日本病態栄養学会＜１群＞２単位
愛媛地域糖尿病療養指導士 ３単位

FAX：089-931-3304

時：平成26年 9 月28日（日）
場：松山市総合コミュニティセンター 文化ホール（キャメリアホール）
〒790-0012 愛媛県松山市湊町七丁目5番地
TEL：089-921-8222 FAX：089-931-3304
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・一般社団法人 愛媛県医師会・公益社団法人 愛媛県看護協会・公
益社団法人 愛媛県栄養士会・一般社団法人 愛媛県薬剤師会・一般社団
法人 愛媛県臨床検査技師会・公益社団法人 愛媛県理学療法士会・一般
社団法人 愛媛県病院薬剤師会・一般社団法人 愛媛県歯科医師会・一般
社団法人 愛媛県歯科衛生士会
世話人：大沼 裕（愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学 特任教授）
企画責任者：中村 慶子（愛媛大学 名誉教授）
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。
セミナーホームページ：http://www.convention-w.jp/jdss12
申し込み締切日：平成26年 9 月17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 〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾2346-1
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682
E-mail：jdss12@wjcs.jp
■プログラムについてのお問い合わせ
事務局
〒791-0295 愛媛県東温市志津川
愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学内
TEL：089-960-5647 FAX：089-960-5627

<プログラム>
テーマ：「ライフコースに応じたチームで実践する糖尿病療養指導」
8：30		

13：10 〜 13：25		

休憩

13：25 〜 13：30		

日本糖尿病学会中国四国支部

山口大学大学院病態制御内科学教授

開会挨拶

第12回中国四国糖尿病教育セミナー世話人
愛媛大学大学院糖尿病内科学

特任教授

大沼

裕

●「糖尿病診療の新時代─ＣＤＥの役割─」

（座長）愛媛大学大学院糖尿病内科学

教授

大澤

春彦

理事長

南條輝志男

基調講演（50分）

●「１型糖尿病とは」

14：20 〜 15：20

（座長）ＫＫＲ高松病院糖尿病センター

（演者）愛媛大学

名誉教授／白石病院糖尿病センター

センター長

村尾

敏

センター長

牧野

英一

シンポジウム１（60分）

●「糖尿病患者のためのチーム医療
～院内連携を強化し療養指導の質を高めるための実践～」
（座長）松山赤十字病院

10：00 〜 10：30

幸生

特別講演（50分）

（演者）日本糖尿病療養指導士認定機構
9：05 〜 9：55		

谷澤

受付開始
13：30 〜 14：20		

9：00		

副支部長挨拶

教育講演１（30分）

内科部長

愛媛県立中央病院

●「糖尿病合併症指導のポイント」

看護師

近藤しおり
上田由美子

「入院前の患者情報を活用する総合診療サポートセンターと他職種・病棟連携」
（座長）済生会松山病院

院長

宮岡

弘明

（演者）愛媛大学大学院糖尿病内科学

講師

高田

康徳

（演者）愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンター

看護師長

山内美砂子

「総合診療サポートセンターからつなぐ院内連携～糖尿病看護認定看護師の取り組
み～」

10：30 〜 11：00

教育講演２（30分）

（演者）愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンター

●「歯科からの糖尿病療養指導の新たなアプローチ」

（座長）にしだわたる糖尿病内科

院長

西田

亙

（演者）原瀬歯科医院

院長

原瀬

忠広

看護師（糖尿病看護認定看護師）
湯原

君枝

管理栄養士（日本糖尿病療養指導士）清家

祐子

「チーム医療における外来での栄養士の役割」
（演者）愛媛大学医学部附属病院

「松山赤十字病院の糖尿病教育入院について～看護師の立場から～」
11：00 〜 11：10		

休憩

（演者）松山赤十字病院

看護師（愛媛糖尿病療養指導士）髙瀬

裕子

「松山赤十字病院の糖尿病教育入院について～検査技師の立場から～」
11：10 〜 12：00		

実践報告（50分）

（演者）松山赤十字病院

●「安全で確実なインスリン注射指導の実践」
（座長）愛媛県立中央病院

糖尿病・内分泌内科

主任部長

愛媛大学医学部附属病院周産母子センター
		

講師

戎井

理

平井

洋生

実践報告１

休憩

15：30 〜 16：20		

シンポジウム２（50分）

─初期導入と継続的指導─」

（座長）こうのうえ内科クリニック

（演者）愛媛大学医学部附属病院

幸恵

●「糖尿病患者のためのチーム医療 ～地域に拡大し連携を強化するための実践～」

「小児糖尿病サマーキャンプにおけるインスリン自己注射指導

		

15：20 〜 15：30		

臨床検査技師（愛媛糖尿病療養指導士）白石

薬剤師（日本糖尿病療養指導士）武市

佳己

愛媛大学

実践報告２

院長

高上

悦志

名誉教授

中村

慶子

酒井

武則

「八幡浜市の糖尿病疾病管理事業について─地域で糖尿病を支える─」

「高齢糖尿病患者のインスリン注射導入における問題点と支援方法」
（演者）西条市民病院

（演者）市立八幡浜総合病院

看護師（糖尿病看護認定看護師）松田

佳美

内科科長

「八幡浜糖尿病サポーター制度について─多職種協働で糖尿病を支える─」
（演者）市立八幡浜総合病院

薬剤師（愛媛糖尿病療養指導士）宮本

12：00 〜 12：10		

休憩

「地域で糖尿病患者をみていくために

12：10 〜 13：10		

ランチョンセミナー（60分）

「認知症のある高齢糖尿病患者が地域で生活していくための支援」

～チームにおける医師の役割～」

（演者）鷹の子病院

●「糖尿病を持つ患者の妊娠と出産、そして育児を支え支援する」
（座長）心臓病センター榊原病院

内科部長

清水

（演者）鷹の子病院
一紀

「─妊娠と糖尿病のケア学─」

16：20 〜 16：30		
（演者）日本看護協会

常任理事

福井トシ子

閉会挨拶

和典

糖尿病内科

医師

楠

由紀子

看護師長（日本糖尿病療養指導士）宮脇由紀美

