
第 27 回埼玉糖尿病教育セミナー 

【2019 年 7 月 6 日（土） 於：川口駅前市民ホール『フレンディア』】 

埼玉県では糖尿病療養指導士制度が２０１７年より開始され沢山の糖尿病相談員が誕生して日

本糖尿病療養指導士とともに県内の医療機関等で活躍されていると思います。その様な中、埼玉

糖尿病教育セミナーは今回で２７回目を迎えました。糖尿病の治療・管理については新しい知見

が年々生み出されており、最適な糖尿病療養指導を実践するためにも常に最新の知識をアップデ

ートする必要があります。同時に療養指導は多職種チームとして行うのが効果的ですが、チーム

を組むためには他の職種の指導内容を良く知ってお互いの立場を理解することも重要です。その

様な糖尿病療養指導に携わる多職種の方々が最新の情報に触れて互いに情報交換する場として本

セミナーを活用して頂きたいと思います。 

前半では重要であるけれども本格的に聴講する機会が比較的少ないトピックについて、この分

野をリードする先生方にご講演頂きます。後半は理学療法士と看護師の立場から糖尿病療養指導

の基本的な事項についてお話し頂きチーム医療への理解を深めて頂きたいと思います。糖尿病患

者さんの健康寿命延伸のために質の高い糖尿病療養を行うことができる様、本会によって皆様と

共に一層成長していきたいと思います。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

第 27 回世話人 原 一雄（自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科 教授） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

下記取得可能単位は、「日本糖尿病療養指導士認定更新単位」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

 

 

 

 

※参加ご予定の皆様へ  遅刻、途中退席の場合、単位認定の為の参加証をお渡しできませんので、あらかじめご了承下さい。 

午前のみ(9:35～12:50)参加の方【参加費 1,500 円、お弁当つき】 

【第２群】1 単位（19−0309） 

 

 

 

 

 

 

 

午後のみ(13:00～16:35)参加の方【参加費 500 円/お弁当なし】 

【第２群】1 単位（19−0310）または【第１群】看護の研修単位 1 単位（○○−○○○○） 

 

 終日(9:35～16:35)参加の方【参加費  2,000 円/お弁当つき】 

【第２群】2 単位（19−0309/19−0310） 

 または 
【第２群】1 単位（19−0309） かつ 【第１群】看護の研修単位 1 単位（○○−○○○○） 

埼玉県糖尿病療養指導士（CDEL）：埼玉県糖尿病相談員更新のための講習会として認定 

【午前のみ・午後のみ参加】１単位     【終日参加 9:35～16:35】２単位 

埼玉県糖尿病療養指導士（埼玉県糖尿病相談員）の方は 

「ID カード」と「取得単位自己申告書」を必ずご持参ください 
 



日時：令和元年 7 月 6 日（土） 

場所：フレンディア           

第 27 回埼玉糖尿病教育セミナー 

 

9:30 開始        開会の辞  原 一雄 先生  自治医科大学附属さいたま医療センター  

内分泌代謝科 教授 

前半テーマ：「 最近話題の糖尿病療養指導 」（9:35～12:50 ランチョン含む） 

 

１．教育講演１(9:35-10:35) 60 分 

 『 フットケアの創傷治癒 』  

座長：鈴木 裕也 先生             山王メディカルセンター  予防医学センター 

演者：市岡 滋 先生               埼玉医科大学病院      形成外科 教授 

 

２．教育講演 2(10:35-11:35) 60 分 

   『 これからの糖尿病の食事療法 』  

座長：島田 朗 先生               埼玉医科大学病院    

内分泌内科・糖尿病内科 教授 

演者：山田 悟 先生               北里大学北里研究所病院               

                              糖尿病センター センター長 

1５分休憩 

 

３．ランチョンセミナー(11:50-12:50) 60 分 

『 インスリン治療と療養指導 』  

座長：加計 正文 先生                         さいたま市民医療センター           院長     

演者：大西 由希子 先生             朝日生命成人病研究所附属医院  治験部長               

                

後半テーマ：「 地域医療連携 」（13:00～16:40） 

４．教育講演 3（13:00-14:00）                                   60 分                 

 『 地域医療連携で糖尿病から失明を防ぐ 』  

座長：犬飼 敏彦 先生                   西部総合病院              院長 

演者：梯 彰弘 先生               自治医科大学附属さいたま医療センター 

                                      眼科 教授 

 

５．教育講演 4（14:00-14:30）                  30 分 

 『 糖尿病患者における身体機能と身体活動量 』   

座長：山田 智教 先生              獨協医科大学埼玉医療センター 

                                      理学療法士 

演者：谷 直樹 先生                自治医科大学附属さいたま医療センター 

                                      理学療法士                        

 

 



６．教育講演 5（14:30-15:10）                                   40 分 

   『 透析予防における当院での取り組み 』  

座長：羽鳥 智子 先生               自治医科大学さいたま医療センター   看護部 

演者：椛島 美雪 先生               埼玉医科大学総合医療センター        看護部 

 

休憩 10 分 

 

７．パネルディスカッション（15:20-16:35）           75 分 

 テーマ：『 地域で延ばす！患者さんの健康寿命 』 

座長：原 一雄 先生                  自治医科大学附属さいたま医療センター  

内分泌代謝科 教授 

座長：金子 貴美江 先生                  小川赤十字病院            看護部                   

①   『 糖尿病患者さんの入院前から退院後まで 』 

看護師：中泉 直子 先生                 埼玉医科大学病院           看護部 

②   『 糖尿病患者さんの健診センター・地域包括支援センターでの実践 』 

看護師：瀬賀 理美 先生         JCHO 埼玉メディカルセンター        看護部                            

③    『 糖尿病患者さんの退院支援 』 

看護師：青山 友香 先生           獨協医科大学埼玉医療センター         看護部 

④   討論 

  

16:40 終了           閉会の辞       加計 正文先生   さいたま市民医療センター       院長 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日時：令和元年 7 月 6 日（土）午前９時 30 分～午後４時 40 分（受付開始 9:00～） 

 

会場：フレンディア 

〒332-0015  埼玉県川口市川口 1 丁目 1-1 キュポ・ラ本館棟４階 

電 話：048-227-7603（代） 

 

共催：埼玉県糖尿病協会  

テルモ株式会社  

サノフィ株式会社  

 

 後援：埼玉県糖尿病対策推進会議、埼玉県医師会、浦和医師会、埼玉県病院薬剤師会 

埼玉県薬剤師会、埼玉県看護協会、埼玉県栄養士会、埼玉県臨床検査技師会 

 

対象：医師、保健師、看護師、栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、埼玉県糖尿病療養指導士 

 

定員：３００名（定数を超える応募がある場合には締め切りとさせていただきます） 

受講料  午前のみ  1,500 円(お弁当つき)    

午後のみ    500 円(お弁当なし) 

      終日    2,000 円(お弁当つき) 

 



申込み用紙 

申込方法：必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は E-Mail でお申込みください 

 ＦＡＸ：048－643－7334（お間違えのないようお願いいたします） 

  Ｅ-ｍａｉｌ：Makoto.Sakurai@sanofi.com 

 宛先：サノフィ(株) 担当：桜井誠（サクライマコト）宛 

施設名：           所属：           

住所: 〒                          

電話番号：             （内線：     ）  

氏名         職種          CDEJ の資格   CDEL の資格    

                        あり・なし    あり・なし    

 

参加時間：該当するご参加時間に、「○」をつけて下さい。 

ご希望の取得予定単位は表紙下部をご覧下さい。 

[   ] 午前のみ（1,500 円/お弁当つき） 

[   ] 午後のみ（ 500 円/お弁当なし） 

[   ] 終日  （2,000 円/お弁当つき） 

 申込締め切り：令和元年 6 月 28 日（金）必着（定員次第終了） 

会場案内図 

 

川口駅前市民ホール『フレンディア』 

〒332-0015  

川口市川口１－１－１キュポ・ラ本館棟４階 

電 話：048-227-7603（代） 

JR 川口駅（東口）下車 徒歩３分 

 

 

 


