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今号の主な内容
糖尿病療養士認定事業日程
研究会等日程

担当理事からの挨拶とお知らせ
NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会副理事長
教育・研修事業（LCDE）担当 宮川 高一

新事務所開設のお知らせ
会計報告（別紙）

季夏の候、会員の皆様には、益々ご清祥にてご活躍のこととお慶び申し上げます。当研究会
では、平成 11 年度よりコメディカルスタッフを対象に連続 10 回の糖尿病療養指導研修講座
を開始致しました。また平成 12 年度より認定試験を実施して、その合格者を「西東京糖尿病
療養指導士」として認定してまいりました。また平成 13 年度からは連続 12 回講座に拡充し、
昨年度は 95 名の方が新たに認定され西東京療養指導士は計 351 名となりました。
当研究会としましては、日本糖尿病療養指導士制度と地域糖尿病指導士制度は互いに補完し
あう関係にあると認識しております。特に行政職の方や調剤薬局勤務の方等、実際の糖尿病療
養指導の現場で大切な役割を果たしている方々に積極的に受講して頂き、資格認定を取得して
頂くことが重要と考えております。
本年度も NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会連続 12 回講座および西東京糖尿病療養指導士
認定試験を実施致します。認定試験受験資格は①本年度研修受講終了者（12 回中 9 回以上の
受講者）②昨年度（平成 14 年度）研修受講終了したが、認定試験を受験しなかった方③平成
14 年度研修講座 8 回受講した方で、本年度 8 回以上受講した方のいずれかに与えられます。
スキルアップが目的でもありますので再度の受講も歓迎致します。西東京糖尿病療養指導士更
新制度により１回につき２単位取得できます。また「日本糖尿病療養指導士ガイドブック」に
沿った研修講座を予定しておりますので、日本糖尿病療養指導士受験のための研修講座をさら
に拡充した形としています。研修講座（平成 15 年 9 月～同年 12 月）終了後、平成 16 年 2 月
15 日（予定、10 月末までに決定）に西東京糖尿病療養指導士認定試験を実施致します。皆様
のご参加をお待ちします。
●申し込み用紙は事務局（4 ページに新事務所開設のお知らせがあります）に用意しておりま
す。申し付け下さい。
●昨年度より 2 ヶ月早くの開講となります。
申し込み締め切りは 9 月８日です。
ご注意下さい。
日程表は次ページにあります。
NPO 法人
西東京臨床糖尿病研究会

2003（平成 15 年）

８月２０日

会報２号（２）

❏研究会等日程❑
◇平成 15 年度 NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会連続 12 回講座（

）

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

申し込み締め切りは

9月25日

9月30日

10月9日

10月14日

10月21日

11月6日

9 月８日

第7日

第8回

第９回

第10回

第11回

第12回

です。

11月13日

11月18日

11月27日

12月2日

12月11日

12月16日

受講料:\1,000／1回

19 時開始（18 時半開場）。立川市女性総合センター・アイム（立川駅、電話 042-528-6801）。
申し込み用紙あり、事務局へお申しつけ下さい。
◇管理栄養士勉強会（

）

平成 15 年 8 月 30 日（土）
、午後２時～4 時（13 時半開場）。立川市女性総合センター・
アイム立川（立川駅、電話 042-528-6801）。無料。講師は東京都立立川短期大学名誉教授の
吉田勉先生。演題は「健康と食」。西東京療養指導士認定更新単位 4 単位、認定番号 006 号。
申し込みは、〆切らさせていただきました。
◇NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会第 34 回例会（

）

平成 15 年 10 月 18 日（土）、午後 2 時半～5 時 40 分、七生公会堂（高幡不動駅より徒歩
５分、電話 042-593-2911）。会員無料、一般 1000 円。西東京療養指導士認定更新単位 3 単
位、認定番号 008 号。日本糖尿病療養指導士認定更新単位 1 単位、認定番号 668 号。
プログラム
１．「糖尿病眼手帳をめぐって」

NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会副理事長
日本糖尿病眼学会

眼手帳作成委員会委員

立川相互病院副院長

２．「糖尿病眼手帳の使用状況」

宮川高一先生

東京医大八王子医療センター内分泌代謝科助教授

大野敦先生
３．「糖尿病網膜症の臨床

光凝固およびガラス体手術について」
杏林大学眼科

助教授

平形明人先生

４．パネルディスカッション「糖尿病網膜症における眼科内科連携」
司会・・東京医大

内分泌代謝科

植木彬夫先生

杏林大学眼科 助教授

平形明人先生

東京医大 内分泌代謝科

大野敦先生

立川相互病院副院長

宮川高一先生
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◇東京都糖尿病協会第４回糖尿病予防講演会
平成 15 年 11 月１日（土）、午後１時～4 時 40 分、小金井公会堂（ＪＲ中央線武蔵小
金井駅より徒歩５分、電話 042-383-1134）。無料。
◇第 10 回多摩糖尿病チーム医療研究会

薬剤師分科会（

）

平成 15 年 11 月 20 日（木）、午後７時～９時。国分寺 L ホール（国分寺駅ビル）。

☆療養指導士の認定更新について☆
NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会の直接事業研究会（タイトルの後に
ています）もしくは間接事業研究会及びその他の認定講演会等（

マークが付い

）に参加なさると更

新のための点数が加算されます。上記の各研究会等にご参加の際は、必ず芳名帳へのご
記入をお願い致します。
ご記入のない場合は、ご参加いただいてもカウントされません。
単位数が記入されていない講座につきましては、単位数が決定され次第、順次会報で
お知らせ致します。

会員のコーナー
糖尿病食が食べられるレストラン

高村内科クリニック
高村香代子様から
レストランの情報を頂きまし
た。

ビストロマスタッシュ
国分寺市富士見台１の４の４ 松井ビル１Ｆ

042-571-0555
担当者

曽我さん

お勧めのポイント
30～38 名で貸切り、患者会の食事会に適して
います。フランス料理コースメニュー（635Kcal）
が楽しめます。料金・2000 円+消費税
高村様、ありがとう
ございました。

多摩みなみ+高村内科クリニック合同患者会
に利用した経験あり、味、量ともに好評でした。
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❏新事務所開設のお知らせ❐
公立昭和病院内にありました NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会事務局が、8 月から新
しい事務所に移転致しました。新事務所開設に伴い、これから新人事務員「北條まさみ」
と「渡辺香」の二人が、西東京臨床糖尿病研究会会員の皆様のお手伝いをさせて頂きま
す。どうぞよろしくお願い致します。ご質問、ご意見希望などございましたら、なんな
りと事務局までご連絡下さい。また会報に対しましても、忌憚ないご意見を頂けました
ら、幸いです。この会報は、会員の皆様の紙面です。ぜひ、活用なさって下さい。研究
会の感想、勉強会の情報、糖尿病向け料理レシピなどなど、事務局までお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。

★地図★
NPO 法人西東京臨床
糖尿病研究会事務局

NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会事務局
〒185-0012
東京都国分寺市本町 3-10-22 オリエントプラザ 402
電話 042-322-7468（10:00～12:00・13:00～16:00）fax 042-322-7478
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