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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 申請中
日本糖尿病教育・看護学会 CDEJ 更新単位 ＜１群＞２単位 申請中
日本病態栄養学会 CDEJ 更新単位 ＜１群＞２単位 申請中
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この度、平成28年9月25日 ( 日 ) に第16回中四国糖尿病研修セミナーを徳島県で開催させていた
だきます。本セミナーは年2回、岡山県と中四国の他地域での交互開催となりますが、今回は徳
島県で２回目の開催となり、糖尿病に関わる課題が多い地域として、貴重な機会を賜りますこと、
関係の先生方に心より御礼申し上げます。
今回のテーマは「患者に資し地域に活きる糖尿病チーム医療」とさせていただきました。日々
進歩する糖尿病診療の中でも、地域に貢献する糖尿病療養指導、高齢糖尿病患者への実践的対応、
そして糖尿病腎症予防を実現するためノウハウを中心に、多職種の療養指導のエキスパートの
先生方から、そのアップデートと創意工夫についてお話しいただき、様々な臨床現場でも応用
できるよう皆様方と議論する機会を設けたいと思います。
また、教育講演１では、長年にわたり富山県での地域ぐるみの糖尿病医療をけん引されてこ
られた小林正先生（高岡ふしき病院）より、先生の豊富なご経験に基づく地域医療とチーム医
療の真髄についてご講演をいただき、また1型糖尿病治療の最先端について研究室の黒田暁生よ
り披露させていただきます。
本セミナーが中四国の糖尿病療養指導士の方々にとって、新しい気付きと、さらなるモチベー
ションの高揚から、目前の糖尿病患者の方々の笑顔につながりますことを祈念しております。
少しアクセスの悪い徳島ですが、多くの方々とお会いできますことを楽しみにしておりますので、
是非とも奮ってご参加ください。

第16回中四国糖尿病研修セミナー

世話人 松久 宗英

（徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター）

日
会

時：2016年9月25日 ( 日 )
場：あわぎんホール
〒770-0835 徳島県徳島市藍場町2丁目14番地
TEL：088-622-8121
主 催：日本糖尿病学会中国四国支部
後 援：一般社団法人 日本糖尿病療養指導士認定機構、一般社団法人 日本糖尿病教育・看護
（申請中）学会、一般社団法人 日本病態栄養学会、一般社団法人 徳島県医師会、公益社団法人
徳島県看護協会、公益社団法人 徳島県栄養士会、一般社団法人 徳島県臨床検査技師
会、公益社団法人 徳島県理学療法士会、徳島県病院薬剤師会
世話人：松久 宗英（徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター）
企画責任者：瀧川 稲子（徳島大学病院 アンチエイジング医療センター）
参加費：3,000円 ( お申し込み後､ 銀行振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/jdss16
申し込み締切日：平成28年９月９日（金）
■参加申し込みについてのお問い合わせ
運営事務局 第16回中四国糖尿病研修セミナー運営事務局
株式会社キョードープラス
〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾2346-1
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682 E-mail：jdss16@wjcs.jp

192

〒
徳島中央郵便局

※駐車場
（県営地下駐車場：有料）には限りがございますので、できるだけ公共の交通機関をご利用ください。

■プログラムについてのお問い合わせ
事務局
第16回中四国糖尿病研修セミナー事務局
徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター
〒770-8503 徳島県徳島市蔵本町3-18-15
TEL：088-633-7587

< プログラム >

テーマ：
「患者に資し地域に活きるチーム医療」
13：00～13：10
8：50		

13：10～13：40 教育講演2

受付開始

9：20～ 9：25 世話人 開会挨拶

徳島大学 先端酵素学研究所
9：25～10：15




●地域医療とチーム医療

休憩

10：25～12：00



パネルディスカッション






糖尿病臨床・研究開発センター

松久

宗英

教育講演1

10：15～10：25



（座長）徳島大学 松久 宗英（医師）
（講師）高岡ふしき病院 小林
正（医師）





（座長）寺沢病院 鶴尾 美穂（医師）
（座長）横浜創英大学 中村 慶子（看護師）

地域貢献をめざした LCDE の活動とは
⑴糖尿病患者が安心して暮らせる地域をめざした活動
（講師）市立八幡浜総合病院 二宮香津子（看護師）
⑵徳島県における LCDE の活動 ～地域貢献をめざして～
（講師）天満病院 山川 淳子（看護師）
⑶資格取得後の活動も視野に入れた島根県糖尿病療養指導士認定研修をめざして
（講師）安来市立病院 岡 香代子（看護師）
⑷岡山県における糖尿病医療連携の取り組み
～「おかやま糖尿病サポーター」認定とその役割～
（講師）岡山大学病院 長田 麻里（看護師）






12：10～12：55

ランチョンセミナー



支部長挨拶

山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座

谷澤

幸生




雄一（医師）
暁生（医師）

（座長）徳島赤十字病院 新谷 保実（医師）
（座長）徳島大学病院 瀧川 稲子（看護師）

休憩

15：05～16：45 シンポジウム2





12：55～13：00


（座長）徳島県鳴門病院 藤中
（講師）徳島大学 黒田

高齢者の糖尿病療養指導
⑴高齢糖尿病患者のインスリン療法導入、継続のための支援
（講師）徳島県鳴門病院 廣田 美香（看護師）
⑵高齢者の食事療法について
（講師）三加茂田中病院 佐藤 晴美（管理栄養士）
⑶高齢者の薬物療法
（講師）寺沢病院 後藤 廣平（薬剤師）

14：55～15：05

休憩

●慢性疾患の療養指導に関する最新の知見
進化する慢性疾患患者への療養指導
〜慢性の病いと生活する人のケアとクオリティ・オブ・ライフ〜
（座長）山口大学 谷澤 幸生（医師）
（講師）創価大学 添田百合子（看護師）

●1型糖尿病治療の現在と未来

13：40～14：55 シンポジウム1



12：00～12：10




休憩

（座長）徳島県立中央病院
（座長）徳島大学病院 松村

白神 敦久（医師）
晃子（管理栄養士）

透析予防を確かなものに
⑴医師の立場から

（講師）川島病院 野間 喜彦（医師）
⑵透析予防 - 看護師の立場から （講師）JA 徳島厚生連 吉野川医療センター 藤岡美恵香（看護師）
⑶透析予防の食事のポイント
（講師）徳島赤十字病院 里見かおり（管理栄養士）
⑷透析予防の運動療法
（講師）川島病院 玉谷 高広（理学療法士）
⑸保険者による糖尿病腎症重症化予防に向けた取組
（講師）美馬市役所 前田実知代（保健師）

16：45～16：50 世話人 閉会挨拶

徳島大学 先端酵素学研究所

糖尿病臨床・研究開発センター

松久

宗英

