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臨床糖尿病支援ネットワーク 

“mano a mano”とはスペイン語で“手から手へ”という意味です 

 

読んで 
単位を 

獲得しよう 

西東京糖尿病療養指導士（ＬＣＤＥ）は、更新のために５年間において５０単位を取得する必要があります。本法人会員は、

会報「ＭＡＮＯ ａ ＭＡＮＯ」の本問題及び解答を読解された事を自己研修と見做し、１年につき２単位（５年間で１０単位）を

獲得できます。毎月、自分の知識を見直し、日々の療養指導にお役立てください。  

（「問題」は、過去のＬＣＤＥ認定試験に出題されたものより選出、一部改変しております。）  

問題 糖尿病腎症の病期と食事療法について正しいのはどれか、２つ選べ。      （答えは７ページにあります。） 

１．第１期の総エネルギー量は25～30kcal/kg体重/日である。 

２．第２期では、高血圧があれば食塩相当量6ｇ日未満の塩分制限を行う。 

３．第３期では、血清カリウム値に関わらずカリウム制限をする。  

４．第４期では、たんぱく質は1.0～1.2g/kg体重/日とする。 

５．第５期では、水分制限は必要としない。 

[本法人理事] 

杏林大学医学部付属病院 

小林 庸子 [薬剤師] 

『NPO法人 西東京臨床糖尿病研究会』は、７月１１日より『一般社団法人 臨床糖尿病支援ネットワーク』として活動

してまいります。今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 妊娠と糖尿病 薬剤師の役割は？ 

 ２年前、各病棟に薬剤師が専任で配置されることとなり、今まで担当していた複数の内科系病棟は後輩に譲り、薬

剤師が初めて配置されることとなる産科病棟の担当となった。さて、薬剤の少ない産科の担当で何をするか？と悩ん

だのは、ほんの数日であった。切迫早産の長期入院予定のAさんがGDMと診断され、SMBGとインスリン自己注射導

入。受入れは？手技は？低血糖は？日々インスリンの投与量が増えるのはなぜ？・・・。糖尿病療養指導外来で「見

た」ことのある妊婦さんへの本格的な関与の始まりである。 

 内科病棟の担当だった頃、「50歳代女性、妊娠中に糖尿病を指摘されインスリン使用していた（詳細不明）。今回、視力

低下にて眼科受診し、高血糖を指摘されて内科に紹介される。健診は受けておらず。」というエピソードはよく見た。 

 その後、Aさんは無事に出産された。出産後の血糖値は正常である。いよいよ退院であるが、退院処方は鎮痛薬の

みでありインスリン注射は無い。退院時の服薬指導と称して鎮痛薬のお話は少々、20年後にあのようになる可能性が

あること、そのようにならないために、「健診を受けてくださいね」という声掛けに時間を多く費やした。 

 最後にAさんは、「この子のためにも元気なお母さんでいなければならないですよね。」と、話の内容をとてもよく理

解していただくことができた。ただ、この話を20年間忘れずにいてくださるか？妊娠糖尿病と指摘された場合、SMBG

を開始するが、OGTTが一点のみ陽性の場合は、保険調剤薬局で自費購入しなければならない。また出産後、何事

も無ければ病院も離れてしまう。子供やご家族のことで、薬局とのお付き合いは続くのではないか。20年間、折に触

れて思い出していただく方法を検討している、今日この頃である。 

妊娠中の糖代謝異常と診断基準  

 妊娠中に取り扱う「糖代謝異常」には、1)「妊娠糖尿病」(GDM)、2)「妊娠中の明らかな糖尿病」、3)「糖尿病合併妊娠」の3つがある。「妊娠糖尿病」(GDM)は、「妊娠中に

はじめて発見または発症した糖尿病に至っていない糖代謝異常である」と定義され、妊娠中の明らかな糖尿病、糖尿病合併妊娠は含めない。  3つの糖代謝異常は、次

の診断基準により診断する。  

 1)妊娠糖尿病(GDM) 

  75gOGTTにおいて次の基準の1点以上を満たした場合に診断する。 

  (1)空腹時血糖値≧92mg/dL (2)1時間値≧180mg/dL (3)2時間値≧153mg/dL  

 2)妊娠中の明らかな糖尿病(※1） 

  以下のいずれかを満たした場合に診断する。 

  (1)空腹時血糖値≧126mg/dL (2)HbA1c値≧6.5% 

＊ 随時血糖値≧200mg/dLあるいは75gOGTTで2時間値≧200 mg/dLの場合は、妊娠中の明らかな糖尿病の存在を念頭に置き、(1)または(2)の基準を満たすかどう

か確認する。(※2)  

 3)糖尿病合併妊娠 

  (1)妊娠前にすでに診断されている糖尿病 (2)確実な糖尿病網膜症があるもの  

  ※1 妊娠中の明らかな糖尿病には、妊娠前に見逃されていた糖尿病と、妊娠中の糖代謝の変化の影響を受けた糖代謝異常、および妊娠中に発症した1型糖尿病

が含まれる。いずれも分娩後は診断の再確認が必要である。  

  ※2 妊娠中、特に妊娠後期は妊娠による生理的なインスリン抵抗性の増大を反映して糖負荷後血糖値は非妊時よりも高値を示す。そのため、随時血糖値や

75gOGTT負荷後血糖値は非妊時の糖尿病診断基準をそのまま当てはめることはできない。 

 これらは妊娠中の基準であり、出産後は改めて非妊娠時の「糖尿病の診断基準」に基づき再評価することが必要である。     （日本糖尿病・妊娠学会HPより） 
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第28年度 西東京糖尿病療養指導プログラム（CDEJ１群） 
日時：平成28年7月3日（日） 

場所：北里大学 薬学部 報告 

[本法人会員] 第13回西東京糖尿病教育看護研修会総合司会 

北里大学北里研究所病院  塚本 洋子 [看護師] 

 平成28年7月3日（日）梅雨の中日のうだるような暑さの中、今年も北里大学白金キャンパスにて『第13

回西東京糖尿病教育看護研修会』が開催されました。今回、看護系は申込者が殺到し、キャンセル待ち

の方も出たと事務局より伺っております。 

 看護系では基調講演として糖尿病実践知・糖尿病医療学的側面より、奈良県立医科大学 糖尿病学

講座の石井均先生から「エンパワーメントあるいは糖尿病医療学的な考え方について」、H.E.Cサイエン

スクリニックの瀧本奈奈先生から事例提供「糖尿病療養指導におけるエンパワーメント」を様々な糖尿病

患者さんとの出会いを織り交ぜてご講演をいただきました。諸先生方の患者様やそのご家族との交流が

目に浮かぶような温かいものが胸に響くご講演でした。  

 午後からは、第２部・総合討論と題しまして、症例を通して

患者支援を考える｢エンパワーメントアプローチが有効であっ

たと感じた瞬間｣をテーマに、医師の立場から国立がんセン

ター中央病院の大橋健先生、看護師の立場から京都府立大

学付属病院の肥後直子先生、武蔵野赤十字病院の豊島麻

美先生からそれぞれのご経験談をお話いただきました。第３

部では本研修会の恒例となってきたモバイルdeアンサーシス

テムを利用した初の試みであるディベートセッションを「その

療養支援は誰のもの？もやっとする場面を

考えよう」というテーマで行いました。松本さ

ん、町田さんの熱いトーク、大橋先生の絶

妙な司会に、会場の皆様も引き込まれ盛会

のうちに終了いたしました。 

 当日は、受付混雑のために開始時刻が遅

れましたことをこの場をお借りし、参加いた

だきました方々へ重ねてお詫び申し上げま

す。  

石井先生のお話はとても分かりやすく感動した。滝本先生のお話もお人柄がよく分か

るようなお話で感動した。午後の３人の先生方の臨床のお話では、より理解を深めることが

できた。明日からの臨床に活かしていこうと思う。 

（実のところ）エンパワーメントというタイトルにあまり興味をそそられなかったが、濃い

内容が聞けて良かった。大橋先生の話は素敵で涙してしまった。 

石井先生のお話はとても分かりやすかった。在宅での連携として福祉職とのケアの協働は必要ではな

いかと思う。 

療養指導におけるエンパワーメントは自分がどのようにＰｔに介入していくのか考えさせられた。 

患者さんのエンパワーメントを引き出す。日々の看護でなかなかできていないことだと改めて考えさせら

た。業務の忙しさに流されないで患者さん中心の看護に振り返らなくてはと思った。 

どの先生も話が上手だと思った。時々笑いも交えてくださり、いい経験ができた。 

石井先生、大橋先生の講義がこんなに安い研修費で受けられて大変満足だった。 

大橋先生のお話はとても心に残った。（内容が良かったので）集中して研修に参加できた。もう少し大

橋先生の長い時間の講演があればと参加したい。 

石井先生 大橋先生 

第13回 西東京糖尿病教育看護研修会 
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第28年度 西東京糖尿病療養指導プログラム（CDEJ１群） 
日時：平成28年7月3日（日） 

場所：北里大学 薬学部 報告 

[本法人会員] 第13回西東京病態栄養研修会総合司会 

全国労働金庫健康保険組合  高橋 大悟 [管理栄養士]   

 今回は、近年２型糖尿病や肥満との関連が指摘されている腸内細菌、そして糖代謝

と関連の深い肝臓・胆のう・膵臓疾患といった消化器系の病態をテーマに研修を行いま

した。 

 午前の部１は、慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科講師の入江潤一郎先生

より「２型糖尿病・肥満症と腸内細菌」と題し、細菌の遺伝学的検査や腸管内代謝産物

の解析により明らかになってきた、腸内細菌叢の偏りによる血糖・エネルギー代謝に影

響を与える機序や、腸内細菌叢を含めた腸内環境と人工甘味料や乳化剤などの食品

やメトホルミンなどの薬剤との関連が示され、これらを踏まえた治療法についてご教示

いただきました。 

午前の部２は、北里大学薬学部 講師の井上岳先生から「肝

臓・胆のう・膵臓疾患の薬物療法」と題し、著効率の極めて高い

新薬で選択肢の増えたC型肝炎の薬物療法をはじめ、肝臓が

んの９割以上を占めるウイルス性肝炎を中心に、最新の薬物療

法の治療戦略を示していただきました。 

 午後の部１と２は、秀和総合病院 消化器病センター長の鈴木

壱知先生に「胆のう・膵臓の病態と栄養治療」、「ウイルス性肝疾

患における糖代謝異常」と題し、これらの疾患の病態や栄養治

療の基本知識、そしてウイルス性慢性肝疾患には高率に糖代

謝異常が合併し、とくにＣ型肝炎に合併した糖尿病は肝発癌な

らびに肝癌の腫瘍増殖速度、肝癌の再発に影響するため栄養

治療を中心とした治療が重要であることなどをご教示いただきま

した。 

 消化器系疾患と糖代謝との関連について、最新のエビデンス

を元に数多く学ぶことができましたが、予防、治療における食事

の重要性をあらためて感じました。  

非常に分かりやすく、DMだけ見るのではなく考え方（視野）をもっと広く持たなければ

ならないと感じるような内容だった。 

肥満症と腸内細菌の話はおもしろく、患者様にも分かりやすいと思った。今後、腎臓

についての講演も聞いてみたい。 

実践で活かせるかどうかと考えると、内容を消化するのに時間が必要だと思った。 

腸内細菌についてはとても興味深かった。肝とDM、LES、エネルギーなど、とても興味深く、病院に持

ち帰り再度検討していきたいと思う。 

わかりやすくまとまっていて良い講習だった。また、鈴木先生のような先生にお話いただきたいと思う。 

腸内細菌は食事と関連があるため、参考になった。薬物療法については、もっと食事との関連や薬に

関する幅広い情報がほしかった。午後の研修も参考になった。 

病態の基礎が再認識できた。特に午後の鈴木先生のご講演で日頃の悩みに対する答えが出た。きっ

と明日からの業務に役立つのではないかと思う。 

鈴木壱知先生のお話は内容が濃く、肝臓病最前線の話を詳しく聞くことができてよかった。これからも

勉強していきたいと思う。 

井上先生 鈴木先生 

第13回 西東京病態栄養研修会 

入江先生 
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第28年度 西東京糖尿病療養指導プログラム（CDEJ１群） 
日時：平成28年7月3日（日） 

場所：北里大学 薬学部 報告 

[本法人会員] 第13回西東京薬剤研修会総合司会 

㈱大和調剤センター  森 貴幸 [薬剤師] 

 平成28年7月3日（日）に『第13回西東京薬剤研修会』が開催されました。昨今、糖尿病治療において新しい

薬の種類が増え、さらなる選択肢の幅が広がっています。そこですべての薬について薬剤師として１度整理を

する必要があると思い今回の内容を企画しました。 

 午前の部１と２は北里研究所病院 糖尿病センター長，腎臓・内分泌代謝内科副部長，医療連携室の山田

悟先生をお招きして「経口血糖降下薬（SU，グリニド，BG，αGI，チアゾリジン，SGLT2i）」、午前の部２は「経

口血糖降下薬（SU，グリニド，BG，αGI，チアゾリジン，SGLT2i）」の続きと「症例検討」をモバイルdeアンサー

を用いてディスカッションを行いました。午後の部１は東京都済生会中央病院 副医長 香月健志先生をお招き

して「インクレチン関連薬（DPP-4i，GLP-1）」についてご講演いただきました。午後の部２は医療法人社団ユス

タヴィア理事長 宮川高一先生をお招きして「インスリン治療法の進歩」についてご講演いただきました。 

 糖尿病に限らず薬剤師は薬のプロとして正しい知識・情報を得ることは重要です。しかし情報を得るだけで

は足らず整理をして使うことが出来ないとプロとは言えないと思います。今回の研修会ではそれぞれの先生方

がEBMを用いた根拠のあるデータをお示しいただき今後の療養指導に生かせる内容であったと思います。胸

を張って薬のプロは薬剤師であると言えるよう日々精進していかないとい

けないと思いを新たにしました。 

どの先生も大変お話がお上手で、講義の内容も興味

深いものだった。明日からの業務に役立てていきたい。 

講義の内容はどれも先生方の臨床経験に基づいて

いてとても勉強になった。 

第13回 西東京薬剤研修会 

[本法人会員] 第1回西東京臨床検査研修会総合司会 
公立昭和病院  櫻井 勉 [臨床検査技師] 

 『西東京臨床検査研修会』を初めて開催しました。「第1回」という事もあり、手探りでしたが「糖尿病に

おいて行われる臨床検査の基本的な検査項目にスポットを当てよう」と言うことで、東京医科大学八王子

医療センターの浅海技師に糖尿病に関連する基本的な検体検査を、原田技師には神経生理学的検

査、武蔵野赤十字病院の山口技師には超音波検査について話をしていただきました。病院勤務の検査

技師は専門化している人も多く、全ての検査を熟知していない人も多いため、総合的に学べるようにしま

した。本法人の貴田岡代表理事にはSMBG・POCT測定器の精度管理について話をしていただきまし

た。また検査結果をどう活用しているかを関口医師、志賀看護師、西條薬剤師、永田管理栄養士、小池

健康運動指導士という各職域のエキスパートに話をしていただいた後、ディスカッションを行いました。

日ごろ我々が不安に思うことなどの解消に役立てたのではないかと感じています。  

 最後になりますが東京で働く病院従事の臨床検査技師は約5780名、CDEJ取得者は約140名程度で

す。西東京地域ではLCDEの取得割合が高く、参加人数に不安がありましたが貴田岡代表理事より「５

職種合同開催が重要である」とご指導ご鞭撻いただき参加を決意しました。大きな混乱はなかったもの

の、「これでよかったのか？」という懸念を抱いております。本法人の活動の中では多職種合同での活動

が出来ていますが、今後は多摩地域だけではなく広く周知し参加者

が増やせるような企画にしたいと考えております。  

第1回 西東京臨床検査研修会 

大変勉強になった。自分で行っている業務以外での

糖尿病とのかかわりについて、とてもよく分かった。 

検査技師として、今までは患者に説明する機会がな

い状態だったが、今後は必要であると思った。 

山田先生   香月先生   

浅海先生   貴田岡先生   
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第28年度 西東京糖尿病療養指導プログラム（CDEJ１群） 
日時：平成28年7月3日（日） 

場所：北里大学 薬学部 報告 

[本法人会員] 第1回西東京運動療法研修会総合司会 

医療法人社団守成会 広瀬病院  永田 昌宏 [理学療法士] 

 平成28年7月3日（日）に北里大学白金キャンパスで『第1回西東京運動療法研修会』が開催されました。理

学療法士や健康運動指導士をはじめ、様々な職種の方が参加され、フリーコースからの参加を含めると100名

以上の方が会場に集いました。 

 午前の部は「糖代謝と骨格筋」を野村卓生先生に、「糖尿病患者の身体的機能の特性踏まえた運動療法」

を天川淑宏先生に講演していただき、運動療法の基礎から臨床まで概要が示されました。 

 午後の部では「糖尿病の一次・二次予防と運動療法」を小池日登美先生に、「糖尿病の二次・三次予防と運

動療法」を安達枝理先生に、実臨床での取り組みの紹介と療養指導のポイントを講演していただきました。ま

た田村好史先生から「糖尿病 運動療法のトピックス」として脂肪筋の話題を

中心に運動療法に纏わる最新の動向を講演していただきました。最後にパ

ネルディスカッションとして「糖尿病の治療と療養における運動療法の臨床

的意義と課題」を午後の部で講義をしていただいた先生方にパネラーと

なっていただき、会場からの質問に対して活発な意見が交わされました。 

 幅広い話題が取り上げられましたが、各セッションで質疑応答が多く行わ

れ、盛況のうちに終了を迎えました。病院やクリニックなど様々な場面で療

養指導に関わる皆様が何かのヒントを得たのではないでしょうか。運動療法

の重要性を再確認した有意義な研修会になりました。  

第1回 西東京運動療法研修会 

今年度は42名の方がフリーコースに参加されました。 フリーコース（５分科会自由受講） 

他職種の専門的な講演を聞ける機会は多くないので、非常に面白い企画だと思った。

「糖尿病に関する」の前提があるので他職種の講演でも理解でき、実際の指導、カンファレン

スで話されている内容がより身近になると思った。 

参加当日まで参加コースを考えられるので良い。 

職種 人数 

医師 3 

保健師 2 

（准・正）看護師 14 

（管理）栄養士 11 

薬剤師 7 

臨床検査技師 3 

理学療法士 1 

医療事務 1 

計 42 

＜参加者職種内訳＞ 

教育看護

教育看護

教育看護

教育看護

病態栄養

病態栄養

病態栄養

病態栄養

薬剤

薬剤

薬剤

薬剤

臨床検査

臨床検査

臨床検査

臨床検査

運動療法

運動療法

運動療法

運動療法

未回答

未回答

未回答

未回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

午前①

午前②

午後①

午後②

＜参加した研修会＞ 回答数：29人

教育看護

病態栄養

薬剤

臨床検査

運動療法

未回答

骨格筋インスリン抵抗性についてとても勉強になった。

運動の必要性を再確認した。 

理学療法士、健康運動指導士等、様々な職種からの

多元的アプローチで今後の予防医学への道が見えた。 

最新の研究と臨床の現場の報告を興味深く聴講することができた。 

天川先生   小池先生   

安達先生   田村先生   
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第39回 糖尿病連絡会 
日時：平成28年7月28日（木） 

場所：公立昭和病院 報告 

 平成28年7月28日（木）公立昭和病院 大講堂において、『第39回糖尿病連絡会』が開催されました。当日は

医師・薬剤師・コメディカルを含め45名のご参加をいただき、盛況に終えることができました。 

 講演１として株式会社田無薬品 代表取締役 伊集院一成先生から「災害時における薬剤師の役割〜災害派

遣の経験より〜」をテーマに、東日本大震災を通して得られた災害地での薬剤師の役割、薬剤を取り巻く環境

について分かり易くご講演いただきました。また震災直後の被災地でのインスリン注射への対応について質疑

応答があり、具体的な対応策についてご発表いただきました。 

 特別講演として順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科 先任准教授 杉田学先生から「大規模

災害への対応と内科医の役割」をご講演いただきました。震災等の自然災害だけが対象ではなく、テロや感

染症など広義な災害も大規模災害であることをご提示いただきました。さらには崩落現場での狭小空間医療・

多人数が集合する一定空間限定地域に対応する医療など、発生時の状況に合わせた対応策・注意点を大変

分かり易くご解説していただきました。日本の災害医療が抱える現状として、各専門領域に分かれた効率のよ

い救命と、組織間連携を高めるための統制体制を今後の課題としてご提示いただきました。  

第29回 武蔵野糖尿病医療連携の会 学術講演会 
日時：平成28年7月2日（土） 

場所：立川グランドホテル 報告 

 『第29回武蔵野糖尿病医療連携の会』は、「糖尿病治療中断と向き合う ～働き盛りの糖尿病～」をテーマに

平成28年7月2日（土）立川グランドホテルにて開催され、計34名の医師・コメディカルの方々にご出席をいた

だきました。 

 演題１は、「働き盛りの糖尿病の治療中断と向き合う ～診療所で出来ることは何か～」という演題で、府中よ

つやクリニック 市川雅先生より診療所における問題点と対策についてお話いただきました。演題２は、「糖尿

病治療中断予防に対する病院での取り組みについて」という演題で、立川相互病院 宮城調司先生より病院と

しての取り組みから考えられる問題点と対策についてお話いただきました。演題３は、「循環型医療連携は治

療中断予防に有用か？」という演題で、東京都立多摩総合医療センター 辻野元祥先生より循環型医療連携

における活動報告ならびに治療中断予防に及ぼす影響についてお話いただきました。 

 ３つのご講演を通じて「医療連携の重要性」を改めて確認出来る会となりました。次回は平成29年7月頃に

開催予定で、現在日程調整中です。この研究会はありきたりのテキストブックでは飽き足らない皆様に、実践

に即したすぐに役立つ情報をお届けすることを目的としております。次回も多数の医師及びコメディカルの先

生のご参加をお待ちしております。 

伊集院先生   杉田先生   指田先生   
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第4回日本糖尿病療養指導学術集会 

平成28年7月23日（土）・24日（日） 国立京都国際会館 

テーマ：チーム力Up！自分にできること 自分にしかできないこと 

答え  １，２  下記の解説をよく読みましょう。      （問題は１ページにあります。）  

解説  腎症の病期は、主要な臨床徴候の有無により第１期から第５期に分類されています。第１期、２期

は糖尿病食を基本とし、血糖コントロールに努めます。高血圧があれば食塩相当量6g未満の塩分制限を行

います。腎症の食事療法の基本は、十分なエネルギーを確保したうえでの、病期に応じたタンパク質制限、塩分制限、

カリウム制限を行うことです。第３期以降では、タンパク質制限が腎症進展防止に重要となります。第３期では、0.8～

1.0g/㎏体重/日、第４期では0.6～0.8g/㎏体重/日とします。カリウムは第３期では制限しませんが、高カリウム血症を

認める場合は、＜2.0g/日とします。第4期では、＜1.5g/日とします。第５期は透析療法期であり、水分制限が必要とな

ります。血液透析患者の場合、最大透析間隔日の体重増加を6％未満とします。  

[本法人理事]  

杏林大学医学部付属病院 

小林 庸子 [薬剤師] 

読んで 
単位を 

獲得しよう 

 今年は例年に比べると少し涼しいかな・・・と思いながら、国立京都国際会館に到着した。とは言っても、もち

ろん30度は超えている。そんな夏の最中である平成28年7月23～24日（土・日）の２日間、『第4回日本糖尿病

療養指導学術集会』に参加したので報告したい。 

①スモールグループディスカッション「妊娠」 

 学術集会参加者の大半が参加するセッションである。１日目に５つ、２日目に６つのテーマが用意され、テー

マごとにワールドカフェ方式のスモールグループディスカッションが行われた。 

 今回、私は「妊娠」のファシリテーターとして参加した。実は、前日のファシリテーターの説明会の時からディ

スカッションは盛り上がっていた。当日、まずはリーダーの清水一紀先生（心臓病センター榊原病院）より「妊娠

と糖尿病」のミニレクチャーをしていただいた。そしていよいよ開始である。看護師、助産師、保険調剤薬局勤

務の栄養士、病院勤務の薬剤師、大学教員の薬剤師など、様々な職種の方と意見交換をすることができた。

もちろん「妊娠と糖尿病」の知識がある方も、無い方も参加されている。妊娠中に妊娠糖尿病と診断されたら？

気持ちは？どのような治療方法？出産後には治る？将来はどうなる？など、たくさんの意見交換ができた。出

産直後は病院が関与するが、将来、継続的に関与できるのは調剤薬局かな？と、保険調剤薬局勤務の栄養

士が気付かれた。そこに如何につなげるか。薬学部の学生に教えたい！と大学教員の薬剤師も何かを見つけ

たようである。最後に、各グループよりディスカッションの成果を発表して終了となった。 

②CDEL活動報告「西東京糖尿病療養指導士15年のあゆみ」（NPO法人西東京臨床糖尿病研究会） 

 CDEL世話人である桜井勉氏によってポスターが発表された。講演会、例会、イベントなどの15年間を紹介し

たものである。各地域のCDEL活動報告発表会場の一等地に２区画もいただいた（他のポスターは１区画で

あった）。ポスターの内容を写真撮影される方、熱心に読まれる方なども多く、活動の大きさを改めて感じること

ができた。 

 教育講演や最新の知見について、モーニングセミナー・ランチョンセミナー・イブニングセミナーも用意され、

さらに20時開始の意見交換会では全国の療養指導士の皆様と交流することができ、充実した２日間であった。 

 １日目の帰り道、意見交換会で遅くなったが地下鉄を途

中下車し、祇園祭（後祭）も見学をすることができた。  
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TEL:042(322)7468 FAX:042(322)7478 

http://www.nishitokyo-dm.net/ 

Email:w_tokyo_dm_net@crest.ocn.ne.jp 

今年はブラジルのリオデジャネイロでオリンピック、パラリン

ピックが開催されました。期待通り活躍した選手、実力が出

せず悔しい思いをした選手、予想以上の結果を残した選

手、みなさん感動をありがとうございました。開催当初は不

安視されていたリオですが大成功だったのではないでしょうか。

さて次の開催地は我が国「東京」です。都知事が変わって膿が

出始めた東京都政、しっかりしろ東京！ （広報委員 矢島 賢） 

編集後記 

研究会等のセミナー・イベント情報 直接事業     間接事業  その他 

臨床糖尿病支援ネットワーク 第６０回例会 

 テーマ：『妊娠と糖尿病』 

 開催日：平成２８年１１月２６日（土）１５：３０～１９：００ 

 場 所：八王子労政会館 ホール（ＪＲ「八王子駅」北口徒歩１０分 / 京王線「京王八王子駅」徒歩５分） 

 参加費：本法人会員 無料 / 一般 １,５００円 

 問合せ：臨床糖尿病支援ネットワーク事務局 TEL：042-322-7468 
 ☆西東京糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位：７単位 

 ☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜第２群＞：１単位申請中 

 ☆日糖協療養指導医取得のための講習会：申請中 

詳細資料の

同封あり 

参加費 

無料 

第９回 ブルーライトアップ － スカイタワー西東京 － 

 開催日：平成２８年１１月１２日（土）１６：００～１８：００（開場：１５：３０） 

 場 所：スカイタワー西東京 タワープラザ地下１階会議室   ※雨天決行 
      （西武線「花小金井駅」北口徒歩２０分または西武線「田無駅」北口よりバス有） 

 申 込： FAX：042-322-7478 

 問合せ：臨床糖尿病支援ネットワーク事務局 TEL：042-322-7468 

参加費 

無料 

 15：00～ 西東京糖尿病療養指導士による

「糖尿病クイズラリー」にも参加可能です。 

第２１回 糖尿病療養担当者のためのセミナー 

 開催日：平成２８年１１月１３日（日）９：５０～１８：００ 

 場 所：東京経済大学 国分寺キャンパス ２号館（ＪＲ・西武線「国分寺駅」南口徒歩１０分） 

 申 込： FAX：03-5574-9970（10/28(金)締切）  

 参加費：４,０００円（弁当代含む） 

 問合せ：日本イーライリリー㈱（担当：原） TEL：03-5574-9100 

 ☆西東京糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位：５単位 

 ☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜第２群＞：２単位申請中  

詳細資料兼

申込用紙の

同封あり 

第１８回 南多摩糖尿病教育研究会 

 開催日：平成２８年１０月１３日（木）１９：１０～２１：１０ 

 場 所：日本医科大学多摩永山病院 Ｃ棟２階 第１会議室  
      （京王線「京王永山駅」徒歩３分 / 小田急線「小田急永山駅」徒歩３分） 

 申 込： FAX：042-362-1602（10/7(金)締切）  参加費：５００円 

 問合せ：ノボ ノルディスク ファーマ㈱（担当：山形） TEL：042-362-1601 

 ☆西東京糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位：２単位 

 ☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜第２群＞：0.5単位申請中  

詳細資料兼

申込用紙の

同封あり 

第３１回 武蔵野糖尿病研究会 

 開催日：平成２８年１０月２９日（土）１４：５０～１６：３０ 

 場 所：三鷹産業プラザ ７階会議室（ＪＲ「三鷹駅」南口徒歩約７分） 

 申 込： FAX：042-362-1602（10/21(金)締切）  参加費：５００円 

 問合せ：ノボ ノルディスク ファーマ㈱（担当：半田） TEL：042-362-1601 

 ☆西東京糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位：２単位 

 ☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜第２群＞：0.5単位申請中  

詳細資料兼

申込用紙の

同封あり 

詳細資料兼

申込用紙の

同封あり 
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