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第２回中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナー

※2017年6月時点

●ゆめマート
二葉の里

ホテル
グランヴィア
広島
●

●シェラトン
グランドホテル広島
福屋広島駅前店
●

●タクシー乗場

皆さま、こんにちは。2019年、令和元年の新たな時代の秋、広島で第２回中四国糖尿病療養指導
スキルアップセミナーを開催させていただきます。
糖尿病の治療の原則は、食事療法、運動療法による生活習慣の改善であり、これだけでは効果が
不十分であったり、より効率よく効果を高めたいときに薬物療法が補助的に加わります。そして、
患者さんの生活習慣改善を成功させるために、患者自身の行動変容が重要なわけですが、これには
医療スタッフ側の熱意や力量（知識やスキル）、さらにちょっとした工夫やコツといったものが必
要です。それを自分のものにするには、他施設での療養指導の成功例や失敗例を学ぶことによって、
自身のスキルアップを図るのが近道だと思います。
また、本セミナーでは広島大学で先端的に実施されている、看護開発、歯周病、肥満外科、運動
療法に関する研究について、それぞれの専門家によるレクチャーも企画しております。
９月、広島の地はカープの４連覇に向け、真っ赤なユニフォームを着た人々で溢れていると思い
ますが、新たな糖尿病療養指導へのステップアップに繋がるよう、多くの皆さまのご参加をお待ち
しております。
第２回中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナー
世話人 米田 真康
（広島大学大学院医系科学研究科 糖尿病・生活習慣病予防医学 教授）
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）
日本糖尿病協会「療養指導医取得・登録歯科医のための講習会」（申請中）
中四国各県ＬＣＤＥ単位（申請中）
日
会

■ 広島コンベンションホール
〒 732-8575 広島県広島市東区二葉の里３丁目５番４号 広テレビル
TEL：082-567-2300 FAX：082-567-2301

■ 広島駅からのアクセス
JR「広島」駅 新幹線口（北口）前から徒歩 4 分
広電「広島」駅 から徒歩 6 分
※敷地内に駐車スペースはございません。

時：2019年９月15日（日）８ : 55〜16 : 45（予定）
場：広島コンベンションホール ３F 大ホール
（〒732-8575 広島県広島市東区二葉の里３丁目５番４号 広テレビル）
主 催：（一社）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、
（一社）広島県医師会、
（公社）広島県看護協会、
（公社）広島県栄養士会、
（一
社）広島県病院薬剤師会、
（一社）広島県臨床検査技師会、
（公社）広島県理学療法士会
世話人：米田 真康 （広島大学大学院医系科学研究科 糖尿病・生活習慣病予防医学 教授）
企画責任者：大石 愛子（広島大学病院 看護部）
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/cdecs ２/
申し込み締切日：2019年８月23日（金）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：cdecs2@wjcs.jp

広島大学大学院医系科学研究科 糖尿病・生活習慣病予防医学
〒734-8551 広島市南区霞１- ２- ３

<プログラム>

テーマ：広島発、新たなる糖尿病療養指導へ
8：30			

12：25 ～ 12：30		

受付開始

日本糖尿病学会中国四国支部

支部長挨拶

日本糖尿病学会中国四国支部
8：55 ～ 9：00		

支部長

谷澤

幸生（医師）

世話人 開会挨拶

広島大学大学院医系科学研究科

糖尿病・生活習慣病予防医学

米田

真康（医師）

12：30 ～ 13：30		

ランチョンセミナー
（共催）サノフィ株式会社

9：00 ～ 9：40		

（座長）山口大学大学院医学系研究科

モーニングセミナー
（共催）小野薬品工業株式会社
（座長）NTT西日本 中国健康管理センタ

ますます多彩になった経口血糖降下薬 !?

山根

基調講演①

石田

和史（医師）

糖尿病の地域医療連携

（座長）広島市立安佐市民病院
糖尿病地域連携

幸生（医師）

内分泌・代謝内科学

福井

道明（医師）

（座長）広島大学大学院医系科学研究科

糖尿病・生活習慣病予防医学

米田

真康（医師）

（座長）広島大学大学院医系科学研究科

分子内科学

大野

晴也（医師）

～持効型溶解インスリンへの期待～

（演者）京都府立医科大学大学院

医学研究科

今日こそ頭の中を整理しましょう！
（演者）JA広島総合病院

9：40 ～ 10 ：10		

公則（医師）

谷澤

食事療法up to date

看護部

山﨑

優介（看護師）

～もう一歩進んだ患者支援の試み～
（演者）JA広島総合病院

看護科

中元

美恵（看護師）

13：30 ～ 13：45		

休憩・展示ブース観覧

13：45 ～ 15：45		

教育講演

糖尿病UpDate

糖尿病疾病管理の新たな取り組み ― 広島県におけるチャレンジの実際―
（演者）広島大学大学院医系科学研究科

10 ：10 ～ 10：40		

基調講演②

病態制御内科学

成人看護開発学

森山

美知子（看護師）

歯周病と糖尿病

糖尿病腎症重症化予防

（座長）グランドタワーメディカルコート

藤川

るみ（医師）

（演者）広島大学大学院医系科学研究科

歯周病態学

藤田

剛（歯科医師）

肥満減量手術の現況

広島における糖尿病腎症重症化予防プログラムについて
（演者）グランドタワーメディカルコート

新庄

由佳（管理栄養士）

（演者）広島大学大学院医系科学研究科

成人健康学

田邊

和照（外科医師）

糖尿病運動療法における最近のトピックス
10：40 ～ 10：50		

休憩・展示ブース観覧

10：50 ～ 12 ：10		

シンポジウム

（演者）東都大学幕張ヒューマンケア学部理学療法学科

チームによる糖尿病療養指導
（座長）広島大学病院

看護部

大石

愛子（看護師）

（座長）広島大学病院

薬剤部

大東

敏和（薬剤師）

（シンポジスト）東広島医療センター

頼本

奈々（看護師）

（シンポジスト）市立三次中央病院

薬剤科

田畑

貴康（薬剤師）

（シンポジスト）広島大学病院

栄養管理部

長尾

晶子（管理栄養士）

（シンポジスト）広島大学病院

診療支援部

（シンポジスト）広島大学病院

診療支援部

リハビリテーション部門
歯科衛生部門

岩城

大介（理学療法士）

小園

知佳（歯科衛生士）

15：45 ～ 16：00		

休憩・展示ブース観覧

16：00 ～ 16：40		

アフタヌーンセミナー

休憩・展示ブース観覧

敏広（理学療法士）

（共催）テルモ株式会社
（座長）広島赤十字・原爆病院

内分泌・代謝内科

亀井

望（医師）

１型糖尿病診療における最新デバイスの現状と展望
（演者）大阪市立大学大学院医学研究科
16：40 ～ 16：45		

世話人

発達小児医学

川村

智行（医師）

米田

真康（医師）

閉会挨拶

広島大学大学院医系科学研究科
12 ：10 ～ 12：25		

河江

糖尿病・生活習慣病予防医学

