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会報第１号

理事長からの挨拶
ＮＰＯ法人

西東京臨床糖尿病研究会
理事長 貴田岡 正史

昭和６１年より始まった西東京臨床糖尿病研究会は、当初の症例検討会から順次その活動の
枠組みを拡大してまいりました。昨年１０月には晴れてＮＰＯ法人(特定非営利活動法人)とし
て東京都に認証され、法人としての本格的稼動を開始いたしました。現法人監事の近藤甲斐夫
先生と伊藤眞一先生が本研究会の初代と第２代の代表世話人を担って本会の発展にご尽力いた
だいたことは皆さんもよくご存知のことと思います。また、西東京地域の糖尿病専門医や掛か
りつけ医の方々、多数のコメディカルスタッフのご協力によって現在の本法人が成り立ってい
ることに言及しておきたいと存じます。
さらに現在１７の企業が賛助会員として参画しております。
本研究会は3つの直接事業と１４の間接事業でなりたっております。その概略は一覧表にし
てあります。（表１）
次号の会報から順を追ってその内容と会員の皆様に必要となってくると思われる手続き等に
ついて解説を掲載していきたいと思いますのでご期待ください。
また現在Home page(http://www.nishitokyo-dm.net)の開設の準備が着々と進行しておりま
す。こちらも皆様のアクセスをお待ちしております。（７月以降の開設となります。）

直接事業

N P O

教育・研修事業（ＬＣＤＥ） 担当

宮川・菅野 ・井上・堀口・西村

研究発表会担当

中野・武居・矢田・西村・和田

情報収集・提供担当

間接事業担当

財

務

総務・企画

広報

(HP)

植木・中野・深野・辻野

菅野・貴田岡

植木・宮川・貴田岡 ・石田・和田

西田・植木 ・調

高村・宮川
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NPO法人西東京臨床糖尿病研究会
名

称

西東京臨床糖尿病研究会
糖尿病療養指導士認定事
業
管理栄養士派遣事業

活

動 内

＜直接事業＞

容

総会（年１回）例会（年２回の講演会）
計１２回の糖尿病療養指導士講座を開催
受講者を対象に認定制度を実施（過去３回）
登録された管理栄養士（会員）をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを介し実地
医家あるいはかかりつけ医に紹介する。

NPO法人西東京臨床糖尿病研究会
名

称

Ⅰ型糖尿病ヤングの会
多摩糖尿病チーム医療研究
会
EBMをめざす薬物治療研究会

ＨＡＤＮet
西東京CDE研究会

糖尿病治療多摩懇話会
多摩糖尿病チーム医療研究
会（薬剤分科会）
（昭和）糖尿病連絡会

活

動

内

＜間接事業＞
容

高校生以上の１型糖尿病の人達に対して、糖尿病の基礎知識
の普及および患者同士での心理的な話あい。
コメディカルスタッフの糖尿病チーム医療の立ち上げ拡充、
糖尿病専門外来立ち上げ支援。
新薬を中心にその有効性や安全性を地域での使用実績を見つ
つ科学的に検討し、地域における薬物療法におけるＥＢＭの
確立とコンセンサスの確立を目的とする。
二人主治医制を実践する会
西東京地区における療養指導士を中心とした研究会であり、
療養指導技術・知識の維持・向上のための研修や講演などを
通じて、療養指導士間の連携を図る。
糖尿病及び周辺疾患の情報交換と討議を行い、地域にあった
共通のﾏﾆｭｱﾙ作成を通して地域のレベルアップを図る
年２回開催する勉強会・講演会が中心

武蔵野糖尿病医療連携の会

年２回の症例検討会、講演会、昭和病院を中心として紹介、
逆紹介の促進
年に２回の学術講演会

薬診連携部門ｲﾝｽﾘﾝ研修会

年２回ｲﾝｽﾘﾝ治療を通して薬局と糖尿病を勉強

実践栄養指導勉強会

毎月講演会・ディスカッション・患者さんを招いてﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝ
ｸﾞなど調理実習や症例検討も実施。
年１回２日にわたり講義、分科会などを行い療養担当者とし
ての見識を深めている。
年４回、地域の糖尿病医療の連携と向上を図ることを目的と
して、紹介糖尿病症例の検討および報告の会を開催してい
る。
年２回の研究会を開催

糖尿病療養担当者のためのｾ
ﾐﾅｰ
多摩老人医療センターとの
糖尿病に関する診療連携の
会
武蔵野糖尿病研究会
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役

員
理事長
副理事長
副理事長
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
監 事
監 事

評

議

貴田岡 正史
植木 彬夫
宮川 髙一
石田 均
菅野 一男
髙村 宏
武居 正郎
中野 忠澄
西田 賢司
近藤 甲斐夫
伊藤 眞一

(公立昭和病院）
(東京医科大学八王子医療ｾﾝﾀｰ）
(多摩みなみクリニック）
(杏林大学医学部付属病院)
(武蔵野赤十字病院)
(高村内科クリニック)
(武居小児科医院)
(多摩老人医療ｾﾝﾀｰ)
(都立府中病院)
(近藤医院)
(伊藤内科クリニック)

員

井上 岳
調 進一郎
辻野 元祥
西村 一弘
深野 光司
堀口 ハル子
矢田 眞理子
和田 幹子

（東京医科大学）
（緑成会病院）
（都立府中）
（緑風荘病院）
（多摩老人医療センター）
（近藤病院）
（公立昭和病院）
（日本看護協会）
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☆西東京糖尿病療養指導研究会認定更新 の為の講座情報☆
NPO法人西東京臨床糖尿病研究会 ・例会・間接事業研究会に参加なさると更新の為の点数が加算されます 。
JCDEと異なり開催研究会の参加者名簿より自動カウントいたします。下記の研究会ご参加の際は必ず芳名帳等
へのご記入をお願いします。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 。
第９回武蔵野糖尿病研究会
テーマ「肥満」参加にあたって
府中市 伊藤クリニック 伊藤眞一
本研究会は武蔵野日赤病院内分泌代謝科 と近隣四市(調布・府中・武蔵野・小金井 )の医療機関 が糖尿
病を勉強しながら、病診連携をスムーズに行うことを目的とし、設立された。今回は９回めとなり、
「肥満」をメインテーマにすることが決まっている。（代表世話人 武蔵野日赤病院菅野一男先生 ）
糖尿病は勿論のこと、高血圧，高脂血症、いわゆる生活習慣病 に対処するには「肥満」をどのように
理解し、どのように治療するかは極めて重要であり、ダイエットと表して、患者のニーズも高い。マ
スコミからも肥満の分野の新しい知見が報道され，それらは目をみはるものがある 。例えば脂肪細胞
からレプチン、ＴＮＦα、ＰＡＩ・Ｉ、アディポネクテン 、ＦＦＡ、angiotensin 、が分泌され、そ
れぞれインスリン抵抗性、動脈硬化、食欲などに関与するなどである 。
その点では、日本の指導的立場でおられる京都府立医大吉田教授からは、多くの新しい知識の提供
とその複雑な相互関係を整理できる名講演が期待される。
また症例報告も小児科、内分泌科から出されることも 興味深いところである。

□ 第９回武蔵野糖尿病研究会
日時：６月１４日(土)15：00～17：00
場所：日本日赤武蔵野短期大学 Ｂ館 1Ｆ５教室
参加費：５００円(軽食の用意があります。）
申し込み：事前に事務局にお申込ください 。
西東京糖尿病療養指導士認定更新 １点取得
認定番号 ００３号
□ 第２回西東京CDE研究会
日時：７月５日（土）18：50～21：30
場所：立川女性総合センター アイム１Ｆ
参加費：１０００円
申し込み：直接会場に起こしください。
西東京糖尿病療養指導士認定更新 ４点取得
認定番号 ００２号
日本糖尿病療養指導認定０．５取得

□

第９回多摩糖尿病 チーム医療研究会
薬剤師分科会
日時：６月１９日（木）19：00～21：00
場所：国分寺Ｌホール(JR国分寺駅ﾋﾞﾙ８階)
参加費：５００円（軽食の用意があります 。）
申し込み：事前に事務局にお申込ください。
西東京糖尿病療養指導士認定更新 １点取得
認定番号００４号
□ 多摩糖尿病 チーム医療研究会
日時：７月１０日（木）19：00～21：00
場所：国分寺Ｌホール(JR国分寺駅ﾋﾞﾙ８階)
参加費：５００円（軽食の用意があります 。）
申し込み：事前に事務局にお申込ください。
西東京糖尿病療養指導士認定更新 １点取得
認定番号００５号

□ 第４６回日本糖尿病学会総会
西東京糖尿病療養指導士認定更新
３点取得できます。
第４６回日本糖尿病学会総会参加証 のコピーを事務局
までＦＡＸもしくは郵送ください 。（ご本人のお名
前・西東京糖尿病療養指導士認定番号 をご記入の上ご
送付下さい。）
こちらにて認定単位をカウントさせて頂きます。

第３４回西東京臨床糖尿病研究会例会開催日と会場のお知らせ
日時：平成１５年１０月１８日(土)午後
場所：七生公会堂（日野市）
プログラムが決定次第ご連絡いたします。
ミクス〔５月号〕に当研究会掲載
医療情報・マーケティング誌「ミクス」５月号P12～P13に当研究会の概要が紹介され
ました。勤務先等でご購入なさっている方はご覧下さい。

