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第 9 回中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナー【Web 開催】 
 

この度第 9 回中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナーの世話人を務めさせていただいております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

2020 年初頭から続く COVID-19 感染症の蔓延により、感染予防のための様々な変化を余儀なくされた数年間

であったと思います。行動制限は緩和される方向になってきておりますが、集合研修への参加が制限される方

がまだ一定数おられることを踏まえて、第９回は完全 web 形式で開催したいと考えております。 

これから高齢化社会はさらに進行し、またウィズコロナのニューノーマルの時代となりますが、糖尿病療養指

導については基本に立ち返り、糖尿病合併症の予防およびすでに合併症を持つ方への療養指導をテーマにした

いと考えております。 

今回はテーマを「元気に生きる！合併症を防ぐ、付き合う糖尿病療養指導」と題して行います。本セミナーで

は、合併症予防およびすでに合併症のある方への療養指導の工夫や取り組みをご紹介いただく予定です。また、

これからさらに進行する高齢化社会に向けて、多くの併存症を持つことの多い、高齢者の特徴や療養指導の工

夫について取り組みたいと考えております。本セミナーが皆様の日々の糖尿病診療に役立ち、ひいては患者さ

んの well-being に寄与できれば幸いです。多くの皆様のご参加お待ち申し上げます。 

 

第 9 回中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナー 

世話人 藤岡 洋平 

（社会医療法人同愛会 博愛病院 糖尿病内科） 

 

＜申請中 取得可能単位＞ 

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 

中四国各県 LCDE 単位 

 

※本会は集合型での開催ではなく、オンライン参加のみの完全 Web 開催です。 

※単位が必要な方は、必ず 3 月 19 日(日)の LIVE 配信にて全セッションを視聴いただく必要があります。 

 

日 時：＜ライブ配信＞ 2023 年 3 月 19 日(日) 8:55～16:50 

＜オンデマンド配信＞ 2023 年 3 月 29 日(水) ～ 4 月 10 日(月) 

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・看護学会、一般社

団法人 日本病態栄養学会、公益社団法人 鳥取県医師会、一般社団法人 鳥取県理学療法士会、一

般社団法人 鳥取県薬剤師会、一般社団法人 鳥取県臨床検査技師会、公益社団法人 鳥取県栄養士

会、公益社団法人 鳥取県看護協会 

世話人：藤岡 洋平（社会医療法人同愛会 博愛病院 糖尿病内科） 

企画責任者：古志谷 梨恵（鳥取大学医学部附属病院） 

参加費：3,000 円（お申し込み後､クレジット決済にてお支払いください｡） 

定 員：なし 

参加申し込み：事前参加登録のみです。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：https://kwcs.jp/cdecs9/ 

事前参加登録期間：2023 年 1 月 30 日(月) 9:00 ～ 3 月 14 日(火) 17:00 まで 

 

＜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 岡山県岡山市南区妹尾 2346-1 

       TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682 E-mail：cdecs9@kwcs.jp 

■事務局   社会医療法人同愛会 博愛病院 糖尿病内科 

〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 1880 

TEL：0859-29-1100 FAX：0859-29-6322  

（予定） 
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【重要】Web 型研修会における単位取得について 

 

単位取得ご希望の方は、下記の注意事項をよくご確認いただき、案内に沿ってご視聴いただきますようお

願いいたします。 

なお、ライブおよびオンデマンド配信後、視聴履歴や単位取得に関するお問い合わせには対応いたしかね

ますのでご注意ください。 

 

⚫ 本会はすべて Web 上のみで行い、集合型の開催は一切ございません。 

⚫ Web 視聴は個人のインターネット環境に依存しますので、各自で事前にご確認・ご準備ください。 

⚫ 質疑応答については、Zoom システムの Q&A 機能を用いてテキストで募集し、座長が読み上げて演者よ

り口頭で回答いたします。 

⚫ 単位取得条件① 単位取得対象は、3 月 19 日(日)のライブ配信視聴のみです。 

オンデマンド配信の視聴では単位取得ができません。また、ライブ配信は全セッションを視聴いただく

必要があります。一部の視聴のみでは認められません。視聴記録は自動的に登録され、運営事務局にて

確認します。 

⚫ 単位取得条件② 視聴後キーワードおよびアンケート回答が必須です。 

各セッションにおいて、講演中にキーワードを発表しますので、全セッション分を記録いただき、WEB

ページ内の専用回答フォームにてご記入いただきますようお願いいたします。なお、回答締め切りはラ

イブ配信当日中（3/19）です。 

⚫ 上記の 2 つの条件が満たされない場合、単位の取得が出来ませんので、予めご了承ください。 

⚫ 参加証は会期後に郵送にて個別にお送りいたします。 
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＜プログラム＞ 

テーマ：元気に生きる！合併症を防ぐ、付き合う糖尿病療養指導 

 

 

8：55～9：00 世話人 開会挨拶                                  

社会医療法人同愛会 博愛病院  藤岡 洋平（医 師） 

 

9：00～10：00 基調講演                        共催：協和キリン株式会社  

（座長）鳥取大学医学部地域医療学講座  谷口 晋一（医 師） 

糖尿病性腎症の診断と治療～新たな展開～ 

（演者）岡山大学病院 新医療研究開発センター  四方 賢一（医 師） 

 

10：05～11：05 シンポジウム 1：温故知新！３大合併症への療養指導                  

（座長）山陰労災病院  山本  直（医 師） 

糖尿病性神経障害を理解し患者支援に活かす 

（演者）山根病院  山根 晴香（看護師） 

糖尿病網膜症予防に向けた支援 看護師の立場から 

（演者）鳥取大学医学部附属病院  古志谷梨恵（看護師） 

糖尿病患者さんの慢性腎臓病看護外来での療養支援 

（演者）山陰労災病院  森岡 万里（看護師） 

 

11：10～12：30 シンポジウム 2：早期発見・早期対処！臨機応変な療養指導                 

（座長）三朝温泉病院  森  倫子（看護師） 

一筋縄ではいかない、心不全 StageA から始める療養指導のコツ 

（演者）鳥取赤十字病院  濱本 奈未（看護師） 

早期発見・早期対処！臨機応変な療養指導 

（演者）山陰労災病院  武下 絵梨（看護師） 

臨機応変にカスタマイズされた糖尿病フットケア 

（演者）山陰労災病院  足立 里美（看護師） 

【口腔機能の維持と向上】～早期治療で「噛める」を支える～ 

（演者）鳥取大学医学部附属病院  生田恵里子（歯科衛生士） 

 

12：55～13：00 支部長 挨拶                                    

日本糖尿病学会中国四国支部 支部長  谷澤 幸生（医 師） 

 

13：00～13：50 ランチョンセミナー                共催：アボットジャパン合同会社  

（座長）山口大学  谷澤 幸生（医 師） 

糖尿病医療に isCGM を上手に取り入れるコツ 

（演者）四国こどもとおとなの医療センター  吉田守美子（医 師） 

isCGM をどう活かす？療養支援のコツと実際 

（演者）広島市立北部医療センター安佐市民病院  山﨑 優介（看護師） 
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14：00～14：30 特別講演                       共催：LifeScan Japan 株式会社  

（座長）安来市立病院  岡 香代子（看護師） 

血糖自己測定を活用した療養指導 ～血糖変動の原因を患者と一緒に振り返る～ 

（演者）鳥取赤十字病院  田淵 裕子（看護師） 

 

14：35～15：55 シンポジウム 3：同心協力！チームによる糖尿病療養指導                

（座長）鳥取県立中央病院  楢崎 晃史（医 師） 

当院の糖尿病療養における理学療法士の役割 

（演者）三朝温泉病院  山口 洋司（理学療法士） 

糖尿病医療支援チームにおける薬剤師の役割について 

（演者）鳥取大学医学部附属病院  太田 友樹（薬剤師） 

高齢糖尿病患者への支援 ～チームによる関わりを通して～ 

（演者）鳥取県立中央病院  田中 絢奈（管理栄養士） 

博愛病院検査部での糖尿病療養指導の取り組み 

（演者）社会医療法人同愛会 博愛病院  大太 好恵（検査技師） 

 

16：00～16：45 アフタヌーンセミナー                                  

（座長）鳥取大学医学部附属病院  大倉  毅（医 師） 

認知機能が低下した糖尿病患者さんへの看護 

（演者）鳥取大学医学部附属病院  大櫃 恵子（看護師） 

 

16：45～16：50 世話人 閉会挨拶                                  

社会医療法人同愛会 博愛病院  藤岡 洋平（医 師） 

 

 


