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第 7 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 7 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 年初頭から全世界に広がった COVID-19 感染症は、感染した患者さんのみならず、普段通り糖尿病治

療を行っている患者さんにも大きな療養環境の変化を引き起こしています。また、我々医療従事者も、パンデ

ミックを契機に療養指導ができなくなった方や今までの学びの場が失われてしまった方など、多くの方々が影

響を被っていることと存じます。一方で糖尿病診療の進歩は止まること無く、新たな療養指導を研鑽する必要

性は高まり続けています。 

 これらの環境を踏まえ、今回はテーマを「コロナ禍こそ！チームで織りなす糖尿病治療」と題して行います。

まだまだ先行きが見通せない感染状況を鑑み、第 7 回は完全 web 形式で開催したいと考えております。 

 コロナ禍での糖尿病診療の実態や糖尿病診療の最新情報、さらには、今多くの病院で問題となっている、入

院糖尿病患者さんへのアプローチなどに取り組んでいく予定です。本セミナーが皆様の日々の糖尿病診療に役

立ち、いつか患者さんの 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 7 回中四国糖尿病療養指導スキルアップセミナー 

世話人 白神 敦久 

（徳島県立中央病院 糖尿病・代謝内科） 

 

＜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 ※島根、鳥取は除く 

熊本地域糖尿病療養指導士 

 

※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 13 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。 

※ただし、愛媛県の LCDE＜ECDE＞はオンデマンド配信も単位対象になります。 

 

日 時：＜LIVE 配信＞2022 年 3 月 13 日(日) 8:55～17:00 

＜オンデマンド配信＞2022 年 3 月 21 日(月・祝)～4 月 3 日(日) 

主 催：日本糖尿病学会中国四国支部 

後 援：（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）日本病態栄養学

会、（一社）徳島県医師会、（公社）徳島県理学療法士会、（一社）徳島県薬剤師会、（一社）徳島県臨

床検査技師会、（公社）徳島県栄養士会、（公社）徳島県看護協会 

世話人：白神 敦久（徳島県立中央病院 糖尿病・代謝内科） 

企画責任者：新井 幸（徳島県立中央病院 糖尿病看護認定看護師） 

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：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：https://kwcs.jp/cdecs7/ 

事前参加登録期間：2022 年 1 月 24 日(月)～3 月 4 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 岡山県岡山市南区妹尾 2346-1 

       TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682 E-mail：cdecs7@kwcs.jp 

■事務局   徳島県立中央病院 糖尿病・代謝内科 

       〒770-8539 徳島県徳島市蔵本町 1 丁目 10-3 

        TEL：088-631-7151（代表）  

（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。 

⚫ 単位取得条件① 単位取得対象は、3 月 13 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

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（3/13）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。 

⚫ 愛媛県 LCDE＜ECDE＞の単位のみ、オンデマンド配信の視聴により単位取得が可能です。 

ただし、すべてのセッションの視聴は必須です。 
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＜プログラム＞ 

テーマ：コロナ禍こそ！チームで織りなす糖尿病治療 

 

8：30～  受付開始                                      

 

 

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

徳島県立中央病院  白神 敦久（医 師） 

 

 

9：00～9：50 モーニングセミナー                  共催：田辺三菱製薬株式会社  

（座長）徳島県鳴門病院  藤中 雄一（医 師） 

チームで支える糖尿病治療 

（演者）JA 徳島厚生連 吉野川医療センター  近藤 絵里（医 師） 

 

 

9：55～11：15 スキルアップセッション 1 COVID19 感染症下で糖尿病診療               

（座長）徳島赤十字病院  近藤 剛史（医 師） 

（座長）徳島県立中央病院  新井  幸（看護師） 

コロナ下での食事療法：オンラインを活用した栄養食事指導法 

（演者）徳島大学  森  博康（管理栄養士） 

コロナ禍における感染予防対策と運動療法の実践 

（演者）徳島県鳴門病院  出口 憲市（理学療法士） 

コロナ下での療養指導 

（演者）徳島赤十字病院  平田 久美（看護師） 

COVID-19 感染症患者さんに寄り添う治療や療養支援を目指して 

（演者）徳島県立三好病院  古元 香織（看護師） 

 

 

11：20～12：10 基調講演                共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  

（座長）寺沢病院  鶴尾 美穂（医 師） 

患者の行動変容につながる糖尿病療養指導のスキルアップを目指してー職種の垣根を超えて学び合おうー 

（演者）DM-NURSE-LAB  土川 睦子（看護師） 

 

 

12：20～12：25 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） 

 

 

12：25～13：15 ランチョンセミナー                     共催：テルモ株式会社  

（座長）山口大学  谷澤 幸生（医 師） 

香川県での糖尿病療養の試み 

（演者）香川大学  井町 仁美（医 師） 
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13：20～14：40 スキルアップセッション 2 療養指導のニューノーマル                 

（座長）徳島大学病院  吉田守美子（医 師） 

（座長）東徳島医療センター  大花美千代（看護師） 

透析予防における看護師の役割 

（演者）JA 徳島厚生連 吉野川医療センター  藤岡美恵香（看護師） 

患者さんの足を守ろう ～大切なフットケア～ 

（演者）徳島大学病院  瀧川 稲子（看護師） 

声かけからはじまる口腔保健行動の支援 

（演者）徳島大学  桑村 由美（看護師） 

病院薬剤師からのアプローチのニューノーマル 

（演者）徳島県鳴門病院  後藤 廣平（薬剤師） 

 

 

14：45～15：35 特別講演                      共催：大日本住友製薬株式会社  

（座長）徳島大学  松久 宗英（医 師） 

インスリン発見から新たな１００年へ -糖尿病治療の進歩と未来- 

（演者）熊本大学  荒木 栄一（医 師） 

 

 

15：40～16：55 スキルアップセッション 3 入院糖尿病患者へのアプローチ               

（座長）徳島県立中央病院  白神 敦久（医 師） 

（座長）徳島県立三好病院  藤本 恵年（看護師） 

地域の基幹病院における糖尿病教育入院の現状と課題 

（演者）愛媛県立中央病院  兵頭佳代子（看護師） 

院内の血糖データ管理と周術期血糖コントロールの改善に向けた取り組み 

（演者）倉敷中央病院  藤原 恭子（看護師） 

インスリンに関連したインシデントレポートからの取り組み 

（演者）徳島県立中央病院  小川  薫（看護師） 

 

 

16：55～17：00 世話人 閉会挨拶                                  

徳島県立中央病院  白神 敦久（医 師） 

 

 


