会場案内図

第1回中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナー
日本糖尿病学会中四国支部の主催で年2回開催されていた「中四国糖尿病研修セミナー」が第20
回をもって終了し、2019年以降は「中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナー」に名称を変更し
て開催されることになりましたが、その第1回が2019年3月24日（日）に岡山市の岡山コンベンショ
ンセンターで開催されます。本セミナーでは糖尿病診療に関わる医師、看護師、薬剤師、栄養士、
臨床検査技師、理学療法士の皆さんと日常臨床において問題となっているテーマについて共に考え、
知識と手技のスキルアップを図りながら、対処法を探ることを目的としています。今回のテーマは
「待ったなし！地域で支える高齢糖尿病医療」と題し、高齢糖尿病患者の特徴と治療上の問題点を
踏まえた上で、急性期病院からクリニック・在宅医療へ、看護から介護へと地域で途絶えることの
ない糖尿病医療をどのように継続していくべきかを各職種の皆さんと一緒に考えてみたいと思いま
す。実技面でのスキルアップとしては高齢患者のフットケアを取り上げ、またパネルディスカッショ
ンとしては各施設でのチーム医療と地域での各職種間の連携を強化して、個々の患者の情報共有を
地域で共有できる具体策についてディスカッションを行う予定です。多数の方々の御参加をお待ち
しております。
第1回中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナー
世話人 松岡 孝
（（公財）大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 糖尿病内科）
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＜ 1 群＞ 2 単位（申請中）
おかやま糖尿病サポーター 認定更新研修会 B（申請中）
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時：2019年3月24日（日）
場：岡山コンベンションセンター 3F コンベンションホール
〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町14番1号
TEL： 086-214-1000 FAX： 086-214-3600
主 催：日本糖尿病学会中国四国支部
（一社）日本糖尿病療養指導士認定機構、
（一社）日本糖尿病教育・看護学会、
（一社）日本
後 援 ：
（予定） 病態栄養学会、
（公社）岡山県医師会、
（公社）岡山県看護協会、
（公社）岡山県栄養士会、
（一
社）岡山県病院薬剤師会、
（一社）岡山県臨床検査技師会、
（一社）岡山県理学療法士会
世話人：松岡 孝（（公財）大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院糖尿病内科）
企画責任者：藤原 恭子（（公財）大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院糖尿病内科）
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/cdecs1/
申し込み締切日：2019年３月４日（月）正午
■参加申し込みについてのお問い合わせ
運営事務局 株式会社キョードープラス
〒701-0205 岡山市南区妹尾2346-1
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682
■事務局

E-mail：cdecs1@wjcs.jp

（公財）大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院糖尿病内科
〒710-8602 倉敷市美和1-1-1

<プログラム>

8：30 ～

テーマ：待ったなし！地域で支える高齢糖尿病医療

受付開始

12：40 ～ 13：30		

ランチョンセミナー
（座長）岡山大学

9：00 ～ 9：05		

世話人

開会挨拶

9：05 ～ 9：15		 挨拶
岡山県における療養指導活動〜 CDEJと糖尿病サポーター〜
日本糖尿病学会中国四国支部岡山幹事
基調講演

松岡

四方

孝 （医師）

賢一（医師）

看護と介護連携
（講師）金沢大学

稲垣

在宅における看護と介護の連携
（講師）岡山県訪問看護ステーション連絡協議会

美智子（看護師）

江田

純子（看護師）

高齢糖尿病医療
（座長）岡山赤十字病院 宮下 雄博（医師）
糖尿病は甘くない！〜超高齢社会における高齢糖尿病患者の特徴と管理〜
（講師）岡山医療センター 肥田 和之（医師）
高齢者糖尿病の治療～フレイルと認知機能低下防止を目指した糖尿病治療～
（講師）岡山済生会総合病院 中塔 辰明（医師）

10：55 ～ 11：05		
11：05 ～ 12：25		

（講師）神戸大学
13：30 ～ 13：40		

休憩・展示ブース観覧

13：40 ～ 14：50		

スキルアップセッション

看護と介護連携
（座長）岡山大学病院 四方 賢一（医師）
（座長）心臓病センター榊原病院 吉沢 祐子（保健師）

10：15 ～ 10：55		

淳（医師）

GLP-IRA ～ EvidenceとPractice ～
倉敷中央病院

9：15 ～ 10：15		

和田
坂口

一彦（医師）

高齢者のフットケア
（座長）倉敷中央病院 亀井 信二（医師）
（座長）倉敷中央病院 藤原 恭子（看護師）

高齢者糖尿病の足病変・フットケア
（講師）倉敷成人病センター 金田 伊史（医師）
検査をフットケアにつなぐ〜神経障害・下肢血液に関する検査〜
（講師）倉敷リバーサイド病院 中川 裕美（臨床検査技師）
糖尿病患者さんの足をチームで守る関わり～フットケア外来の症例を通して～
（講師）心臓病センター榊原病院 小堀 他津子（看護師）
（講師）心臓病センター榊原病院 池田 陽子（保健師）

教育講演

休憩・展示ブース観覧
シンポジウム

高齢糖尿病合併症の管理と対策
（座長）心臓病センター榊原病院 福田 哲也（医師）
（座長）岡山大学病院 大橋 睦子（看護師）
認知症をもつ糖尿病患者への療養指導
（講師）心臓病センター榊原病院 横谷 弘子（看護師）
高齢糖尿病腎症患者の看護
（講師）倉敷中央病院 戎谷 典子（看護師）
心疾患と糖尿病と付き合う療養を迷っている人の支援
（講師）心臓病センター榊原病院 吉沢 祐子（保健師）
誤嚥防止と尿路感染症
（講師）岡山大学病院 宮村 純子（看護師）
視力障害のある患者への支援
（講師）倉敷中央病院 井上 祐子（看護師）
12：25 ～ 12：40		 休憩・展示ブース観覧

14：50 ～ 15：00		
			

休憩・展示ブース観覧

15：00 ～ 16：25		
			

パネルディスカッション
高齢糖尿病患者の看護から在宅・介護へ

～理想と現実～

（座長）倉敷スイートホスピタル 松木 道裕（医師）
（座長）倉敷成人病センター 笹邊 順子（看護師）
病院薬剤師の立場から
（講師）倉敷中央病院 武知 和子（薬剤師）
高齢糖尿病患者に寄り添った食事指導を目指して
（講師）倉敷中央病院 井上 有希子（管理栄養士）
高齢者糖尿病患者の看護から在宅・介護へ
〜理想と現実〜これだけは実践してほしい具体的ゴール
（講師）倉敷中央病院 浦谷 明宏（理学療法士）
高齢糖尿病患者さんの入院から外来・地域へ繋げる支援
（講師）岡山赤十字病院 豊田 里美（看護師）
患者さんの"暮らし"に合った療養支援とは
（講師）笠岡第一病院 水ノ上 かおり（看護師）
高齢慢性疾患患者の在宅フットケア実践―訪問看護の関わり―
（講師）倉敷中央訪問看護ステーション 樋口 妙子（看護師）
16：25 ～ 16：30		

世話人

閉会挨拶
（公財）倉敷中央病院

松岡

孝（医師）

