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第4回 開催概要につきまして

一般社団法人 日本生活習慣病予防協会・アボットジャパン合同会社



開催主旨

新型コロナウイルスの流行により多くの学会・セミナーが中止となっており、医療

従事者の学習の場が減少しております。今後も3密を避けるため、地域での研究会

や勉強会の開催は制限され、自己研鑽の場が少ない状況が続いております。

またそれに伴い、地域CDEの認定更新単位の取得機会が減少し、多くの地域CDEの

方々、団体運営において問題となっているものと思われます。

このような状況の中、2020年度にアボットジャパン社と糖尿病治療研究会の共催

で各地域のCDEと連携したオンラインセミナーを開催し、大変ご好評いただいてま

いりました。糖尿病治療研究会は2021年6月に解散となりましたが、2021年度は、

これまで活動を共にしてきた一般社団法人 日本生活習慣病予防協会の事業として

当セミナーが継続されることとなりました。

引き続き、当セミナーを通じて、糖尿病の療養指導に関わる医療従事者の方々に学

習の場、またCDE単位取得の場を提供することで貢献できればと考えております。



一般社団法人 日本生活習慣病予防協会ご案内

⚫本協会は、生活習慣病の一次予防を中心に、その成因、診断、治療、リハビリテーションに関する
知識の普及啓発、生活習慣病に関する調査研究を行うことにより国民の健康の増進に寄与すること
を目的に、2000年に設立されました。2012年11月には、より公益性を高めるため一般社団法人を
取得しています。

⚫超高齢化社会が目前に迫るなか、生活習慣病の予防は国家的な喫緊の課題となっています。日本生
活習慣病予防協会は、いち早くウェブサイトでの啓発発信に積極的に取り組み、現在では複数の関
連サイトと連携したネットワークを構築しています。

⚫当協会では、健康スローガンとして 「一無（禁煙）、二少（少食・少酒）、三多（多動・多休・多
接）」 を標榜し、生活習慣病予防に対する国民の意識向上と、これによる健康寿命の伸長を目指す
べく、国や自治体をはじめ、多くの団体、学会など連携し、活動しております。

⚫ 2011年より、「毎年2月は、全国生活習慣病予防月間）」として、毎年テーマを設定し、スローガ
ン川柳公募、ポスターやリーフレットの発行とともに、市民公開講演会を開催しています。

【役員】
理事長 宮崎 滋（公益財団法人結核予防会理事・総合健診推進センター長）
副理事長 和田 高士（東京慈恵会医科大学院健康科学教授）
専務理事 吉田 博（東京慈恵会医科大学附属柏病院副院長・教授）
常務理事 吉田 智（横浜市立大学講師）
理 事 河盛 隆造（順天堂大学名誉教授）、海原純子（日本医科大学特任教授）、

横田 邦信（東京慈恵会医科大学客員教授）、村松 弘康（中央内科クリニック院長）、
蒲池 桂子（女子栄養大学教授）、小林隆太郎（日本歯科大学口腔外科）
市田 公美（東京薬科大学病態生理学教室教授）、田中喜代次（筑波大学名誉教授）、
齊藤 郁夫（慶応義塾大学名誉教授）

監 事 金子希代子（帝京平成大学薬学部教授）、永島 貴弘（会社役員）
顧 問 蒲原 聖可（森ノ宮医療大学客員教授）
名誉会長 池田 義雄（タニタ コア技術研究所 名誉所長）
名誉会員 井上 修二（桐生大学前学長）、猿田 享男（慶應義塾大学名誉教授）



開催概要

日程：2021年10月14日（木）19:00～20:40

テーマ・講師：

療養指導スタッフが知っておくべき

重症化予防のエッセンスと先進デバイスの注意点

豊田雅夫 先生（東海大学医学部 腎内分泌代謝内科 准教授）

共 催：日本生活習慣病予防協会、アボットジャパン合同会社

開催方法：ライブ配信（Zoom）＋オンデマンド配信（1週間）

対 象：医師、看護師、CDEJ、地域のCDE

参加者：定員1,000名／回（事前登録制、参加費無料）

内 容：アボットジャパンからの情報提供（5分程度）

講演・質疑応答（90分）

アボットジャパンからの情報提供（5分程度）



受講履歴の確認について

• 使用予定のライブ配信システム（Zoom）では、全視聴者の視聴開始および終了時刻
の記録が残ります。こちらを確認することで、受講履歴の確認を行います。

• オンデマンド配信は、e-ラーニングシステム（eden）にて実施します。こちらは視聴
の有無のみが記録されますが、早送りは不可となっており、動画を最後まで視聴した
人のみ視聴記録が残ります。

• 受講証明書はPDFでの発行となり、受講者共通のものとなります。オンデマンド配信
終了後、メールにてPDFのダウンロードURLとID・パスワードを送付いたします。

• 受講証明書の案内は、以下の条件を満たしている視聴者のみに行います。

▼ライブ配信：講演開始10分以内にログインし最後まで視聴

オンデマンド配信：動画をすべて視聴

⇒いずれかの視聴で受講者証明書案内の対象となります。

▼開催後のアンケートにて単位を申請する地域CDEを申告(チェックボックスで選択)

⇒アンケートはライブ配信終了後の視聴画面、ならびに翌日の配信メールにて案内いたします。

• 受講認定者一覧（受講証明書の送付者リスト）は貴事務局に共有いたします。



地域糖尿病療養指導士セミナー受講確認
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CDEL事務局とセミナー事務局の連携について
（セミナー視聴後、受講証明書・単位付与）

認定者 セミナー事務局
（株式会社創新社）

①セミナー視聴

②受講証明書

CDEL事務局

③メールにて
受講認定者一覧
（PDF）を送付

④各CDELの仕様に
合わせ単位を付与

メール 氏名 職種 勤務先名 ライブ視聴 オンデマンド視聴 認定番号

〇〇@gmail.com 〇〇太郎 看護師 △△病院 〇 xxxxxx

〇〇@yahoo.co.jp 〇〇次郎 薬剤師 △△クリニック 〇 xxxxxx

〇〇@yahoo.co.jp △△花子 看護師 ○○大学病院 ○ ○ xxxxxx
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〇〇糖尿病療養指導士 受講者一覧

【共催】アボットジャパン合同会社・一般社団法人日本生活習慣病予防協会

【テーマ・講師】

　講演１：血糖トレンドを生かした療養指導に向けて

　西村 理明 先生（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授）

　講演２：はじめよう！AGPレポートを用いた支援 -患者とともに考える5、15、30分の療養支援の提案-

　山田 未歩子 先生（国立成育医療研究センター 看護部 外来副看護師長 糖尿病看護認定看護師）

【配信日程】

　ライブ配信：2020年12月19日（土）16:30～18:10  オンデマンド配信：2020年12月21日（月）～2020年12月28日（月）

【受講者数】

　ライブ配信：79名　オンデマンド配信：552名　合計：1,318名（両方視聴した方の重複を除く）
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【共催】アボットジャパン合同会社・一般社団法人日本生活習慣病予防協会

【テーマ・講師】

　講演１：血糖トレンドを生かした療養指導に向けて

　西村 理明 先生（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授）

　講演２：はじめよう！AGPレポートを用いた支援 -患者とともに考える5、15、30分の療養支援の提案-

　山田 未歩子 先生（国立成育医療研究センター 看護部 外来副看護師長 糖尿病看護認定看護師）

【配信日程】

　ライブ配信：2020年12月19日（土）16:30～18:10  オンデマンド配信：2020年12月21日（月）～2020年12月28日（月）

【受講者数】

　ライブ配信：79名　オンデマンド配信：552名　合計：1,318名（両方視聴した方の重複を除く）

受講証明書と受講認定者一覧について

受講証明書

• 受講認定者にオンデマンド配信終了後
に受講証明書（PDF）をメールで送付

• 受講証明書は原則、以下のように共通
のフォーマットにて対応。運営の中で
ご要望をお聞きしつつ、改善してまい
ります。

受講認定者一覧

• オンデマンド配信終了後、各地域CDE
事務局様に受講認定者一覧（Password
付きExcel）をメールで送付。

• 受講認定者一覧は氏名、認定番号、所属
施設名、視聴方法、メールアドレスを一
覧でご報告

デジタルで発行すると受講証明書をコピー（流用、加工）される可能性はありますが、
受講認定者一覧を事務局様にお届けするため、不正な単位申請は防げます。

受講認定者一覧イメージ受講証明書イメージ

＜掲載項目（案）＞
セミナー名、
講師名、
付与単位数、
セミナー開催日、
オンデマンド期間、
発行日、
主催者名



参考：地域CDE単位認定一覧（第3回開催時実績）

・山形県糖尿病療養指導士

・宮城県糖尿病療養指導士

・青森糖尿病療養指導士

・福島県糖尿病療養指導士

・東京糖尿病療養指導士・療養支援士

・西東京糖尿病療養指導士

・神奈川糖尿病療養指導士

・栃木県糖尿病療養指導士

・埼玉県糖尿病療養指導士

・岐阜県糖尿病療養指導士

・福井県糖尿病療養指導士

・新潟県糖尿病療養指導士

・大阪糖尿病療養指導士

・滋賀糖尿病療養指導士

・京都府糖尿病療養指導士

・やまぐち糖尿病療養指導士

・広島県糖尿病療養指導士

・愛媛糖尿病療養指導士

・高知県糖尿病療養指導士

・福岡糖尿病療養指導士

・北九州糖尿病療養指導士

・筑豊糖尿病療養指導士

・筑後糖尿病療養指導士

・熊本地域糖尿病療養指導士

・長崎地域糖尿病療養指導士

・大分県糖尿病療養指導士

・宮崎地域糖尿病療養指導士

・沖縄県地域糖尿病療養指導士会



参考：過去の開催実績

第1回 講演テーマ

糖尿病療養指導に求められるAct Against Amputation

―コロナ禍でのフットケアを考える―

講師：富田益臣先生（下北沢病院 糖尿病センター センター長）

ライブ配信：2020年7月30日（木）19:00～20:40

オンデマンド配信：2020年7月31日（金）～8月6日（木）



参考：過去の開催実績

第2回 テーマ・講師

講演１：

COVID-19と糖尿病 ～Withコロナ時代の糖尿病診療～

廣田 勇士 先生（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学 准教授）

講演２：

今こそ食事療法に必要な視点と具体策

～穏やかな血糖変動と心身機能活性化のために～

國枝 加誉 先生（とくだ内科クリニック 管理栄養士）

ライブ配信：2020年10月26日（月）19:00～20:40

オンデマンド配信：2020年10月27日（火）～11月3日（火）



参考：過去の開催実績

第3回 テーマ・講師

講演1：血糖トレンドを生かした療養指導に向けて

西村 理明 先生

（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授）

講演2：はじめよう！AGPレポートを用いた支援

-患者とともに考える5、15、30分の療養支援の提案-

山田 未歩子 先生

（国立成育医療研究センター 看護部 外来副看護師長 糖尿病看護認定看護師）

ライブ配信：2020年12月19日（土）16:30～18:10

オンデマンド配信：2020年12月21日（月）～12月28日（月）


