【オンライン】202２年度 西東京糖尿病療養指導
プログラム（CDEJ1群）
【日時】
2022年7月10日(日) 9：40～16：35
【参加方法】 オンライン（Zoomにて開催）
【参加費】
※申込時期によって価格が変わります
申込開始～5月15日(日) ⇒ 6,000円
5月16日(月)～6月30日(木) ⇒ 7,000円
○本研修会は「教育看護」「病態栄養」「薬剤」「臨床検査」「運動療法」の５つの専門分野に分か
れて研修を行います。
○日本糖尿病療養指導士＜１群＞の単位が取得できます。（※自分の職種である研修会に参加し
た場合のみ取得可能です。）

○西東京糖尿病療養指導士の単位が10単位取得できます。
【お申し込み方法】
本研修会は事前申し込みが必要です。参加費のお支払いをもって、お申し込みが完了いたします。
参加費のお支払いは、「クレジット決済」または「コンビニ決済」がお選びいただけます。
お申し込みは全て、当法人ホームページからとなります。
URLはこちらから→ http://www.cad-net.jp/
※お申し込みには、申込者固有のメールアドレスが必要となります。
お申し込みされますと、当法人よりメールで通知が届きますので、当法人のメールアドレス
（w_tokyo_dm_net@crest.ocn.ne.jp）を受信できるよう、メールのセキュリティをご確認のうえ、お
手続きください。
《ホームページからのお申し込み手順》
①当法人ホームページの「重要なお知らせ」及び「新着情報」の「2022年度 西東京糖尿病療養指導プログラ
ム（CDEJ1群）のお申し込みはこちらから」をクリックしてください。
②内容をご確認いただき、頁の最後にある各研修会のリンクページより参加したい研修会をクリックして、該
当研修会の「イベント・セミナー情報」に移動してください。
③表示された情報が参加したい研修会であるか「会の名称」をご確認のうえ、画面最下部にある「このセミ
ナーに申し込む」ボタンをクリックして、「本法人の会員もしくはLCDE認定番号を保有する方／正会員では
ないが、2017年11月以降、当ホームページよりセミナー等に申し込んだことがある方／上記に該当しな
い方」のステータスを選択し、次に進んでください。※セミナー申し込みにはマイページの作成が必須となります。
⑤表示された「申し込みフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。
⑥表示された「お支払いはこちらから」ボタンをクリックし、画面の指示に従い参加費のお支払いをしてくだ
さい。参加費の入金をもって、正式な参加申し込みが完了します。お申し込みが完了すると、ご登録のメー
ルアドレスに受講票が送付されますので、ご確認ください。

【Zoomミーティング】 ※詳細は、西東京糖尿病療養指導プログラム受講マニュアルを必ずご参照下さい。
オンラインセミナーとなりますので、必ずご自身で受講可能なインターネット環境（有線LANへの接続が望ましい
ですが、難しい場合はWi-Fiやテザリングをご活用ください。）と端末（PC、タブレットを推奨いたします）を用意
できることをご確認ください。
※お申し込みの前に、Zoomのご利用が初めての方はZoomミーティングテストページにて視聴確認をお願いし
ます。
ZoomミーティングテストページURL https://zoom.us/test

【参加方法】
あらかじめマイページに掲載のミーティングID、パスコード、受講番号をご準備のうえ、「Zoomミーティング」を
起動し、ご参加ください。「名前」の欄には「受講番号+フルネーム(漢字)」を入力してください。原則２０分前から
アクセスが可能となります。

【受講にあたっての諸注意】
・ミーティング参加時の「名前」は必ず「受講番号+フルネーム(漢字)」を入力してください。入力がなかったり、間
違えていたりすると欠席とみなされ単位を取得できない場合がございます。※受講番号は、マイページ「お申し
込み中の本法人主催セミナー」よりご確認いただけます。
・当日は出席確認の一環として、講義の中で「キーワード」を一定時間表示します。
・当日はミーティング内のチャットにて、「参加証交付申請書URL」を掲載いたします。申請期限は「当日24時ま
で」となりますので、研修会終了後、速やかにお手続きください。
・単位取得につきましては、申し込みを希望する各研修会の諸注意を必ずご確認ください。
・複数台の端末での入室は禁止します。複数台の端末での入室が認められた場合、単位を取得できません。
・講演中はビデオカメラの設定を「オフ」の状態にしてください。※薬剤研修会を除く
・講演中は質疑応答の時間以外はマイクをミュート(消音)設定にしてください。

・講演はライブ配信のみとなり、後日オンデマンド配信はございません。当日必ず受講ください。
・講演中の録音・録画は固く禁止されています。

【日本糖尿病療養指導士＜１群＞の単位取得について】
・ミーティング参加時刻及び退室時刻の記録が残ります。原則として、遅刻及び早退は認められません。

【西東京糖尿病療養指導士の単位取得について】
・ミーティング参加時刻及び退室時刻の記録が残ります。遅刻及び早退が30分を超える場合は欠席とみなし、西

東京糖尿病療養指導士の単位は取得できません。

<教育看護研修会をお申し込みの方へ>
１群単位取得を希望される方は、JADEN オンライン研修に関する認定基準に基づき、以下の２点を併用しての
出席確認を行います。① ②の両方が確認できない場合は、単位の付与ができません。
① 実質研修時間の８割以上の視聴ログ（視聴者名・視聴時間等の情報）が確認できること。
② 研修会終了後に指定アドレスより、提示されているアンケートおよび研修中に提示した「キーワード」をすべて
入力できること。

＊視聴ログの確認が8割を満たさない場合、締め切り日時までに入力がない場合、「キーワード」が全て正しく回
答されない場合は、単位の付与はできません。

<病態栄養研修会をお申し込みの方へ>
当日は、出席確認の一環として、各講義の中で1回（計4回）「キーワード」を一定時間表示します。全講義終了後
チャットにて掲載する参加証交付申請書URLより、回答欄を設けますのでご回答ください。出席ログおよびこの
回答に基づき出席・単位認定等を行います。

<薬剤研修会をお申し込みの方へ>
研修会終了後に、「アンケート」「キーワード」「レポート」入力および単位申請用のアドレスをお送り致します。締切
日時までに入力してください。視聴ログが適正でない、研修中に提示したキーワードが全て正しく回答されない
（回線状況等を含むいかなる理由も認められません）、レポートの内容が適切でない、また締切日時までに必要な
内容が入力されない場合は、単位をお渡しすることができません。

<臨床検査研修会をお申し込みの方へ>
参加状況確認のために午前の始まりと午後の始まりにキーワードを表示します。研修会終了後のアンケートに
キーワードを記入してください。

生涯教育点数（自己申告）１点を取得予定です。日本糖尿病療養指導士１群参加証と一緒に日臨技自己申請書を
送付しますので必要な方はこちらも併せて記載してください。

<運動療法研修会をお申し込み方へ>
研修会終了後にチャットにて掲載する参加証交付申請書URLより、提示されている全ての「アンケート」「キー
ワード」を締め切り日時までに入力してください。締め切り日時までに入力が無い場合や「キーワードが全て正し
く回答されない」場合は、CDEJ1群単位の付与ができません。

第18回 西東京教育看護研修会
☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜1群看護職＞：4単位申請中
テーマ：『気になる ほっとけない つなげる つながる糖尿病看護』
午前の部

午後の部

糖尿病地域連携の可能性を切り開いて
社会医療法人シマダ嶋田病院 内科部長 医師
赤司 朋之 先生
コーディネーターナースを活用した地域連携『気になる・ほっとけない』への対応
社会医療法人シマダ嶋田病院連携室 コーディネーターナース
坂本 則子 先生
在宅で糖尿病を持ちながら生活する高齢者の実際～糖尿病在宅患者の療養・介護支援ガイドの活用～
武蔵野赤十字訪問看護ステーション 看護師
豊島 麻美 先生
1型小児のかかわりと成人科移行のポイント 多摩北部医療センター患者支援センター 看護師
町田 景子 先生
１型糖尿病成人期医療移行患者へのかかわり クリニックみらい立川 看護師
菅原 加奈美 先生
（シンポジウム） 気になる、ほっとけないあの患者さんに何ができるか。つながる、つなげる糖尿病ケアの可能性

第18回 西東京病態栄養研修会
☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜1群＞日本病態栄養学会主催：2単位申請中
☆病態栄養専門師認定更新のための研修単位：2点申請中
☆日本栄養士会生涯教育実務研修（臨床栄養分野）：講義4単位申請中
テーマ：『糖尿病に関するスティグマを学び、食事療法との関連を探り、管理栄養士としてできることを考える』
午前の部

午後の部

糖尿病治療に関わるスティグマを症例から学ぶ
熊倉医院
AYA世代（思春期・若年成人）の1型糖尿病とスティグマ
緑風荘病院 栄養室
糖尿病治療の変遷を見据えたこれからの栄養指導～管理栄養士のアドボカシー活動～
駒沢女子大学 教授／東京都栄養士会 会長
高齢者糖尿病治療ガイド2021を踏まえた高齢者への療養指導～高齢者に潜むスティグマ～
杏林大学 糖尿病・内分泌・代謝内科
（パネルディスカッション）『糖尿病の食事療法とスティグマ』管理栄養士にできることを考えよう！
武蔵野赤十字病院 栄養科
東京医科大学八王子医療センター 栄養管理科
東京さつきホスピタル

熊倉 淳
先生
藤原 恵子 先生
西村 一弘 先生
近藤 琢磨 先生
原 純也
先生
深谷 祥子 先生
和田 美紀子先生

第18回 西東京薬剤研修会
☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜1群＞東京都病院薬剤師会主催：2単位申請中
☆研修認定薬剤師のための受講単位（研修受講シール）：2単位申請中
テーマ：『糖尿病薬物療法アップデートとトレーシングレポート活用術』
午前の部
午後の部

糖尿病自己注射製剤の進化
医療法人社団桜一会 かんの内科
糖尿病機器の進化（仮）
医療法人社団ユスタヴィア クリニックみらい国立
経口血糖降下薬の進化（仮）
杏林大学医学部 糖尿病・内分泌・代謝内科
糖尿病症例でトレーシングレポートを書いてみる！
大和調剤センター

菅野 一男 先生
宮川 高一 先生
安田 和基 先生
森 貴幸 先生 他

第6回 西東京臨床検査研修会
☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜1群臨床検査技師＞：2単位申請中
テーマ：『糖尿病療養指導士の可能性～タスクシェア・シフトで臨床検査技師はどこまでできるか～』
午前の部
午後の部

ケトアシドーシスの病態・治療法
糖尿病治療薬について
タスクシェア・シフトについて
CGMをつけて退院させよう CGM測定器の実際①
CGMをつけて退院させよう CGM測定器の実際②
CGM解析結果を利用した患者指導の実際

杏林大学附属病院
杏林大学附属病院
日臨技
アボットジャパン
テルモ
多摩総合医療センター

近藤 琢磨 先生
小林 庸子 先生
未定
未定
未定
百瀬 崇 先生

第6回 西東京運動療法研修会
☆日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位＜1群理学療法士＞：2単位申請中
※「健康運動指導士及び健康運動実践指導者の登録更新に必要な履修単位」、「日本理学療法士協会 生涯学習ポイント」は取得できません。

テーマ：『セルフチェックからはじめる運動療法の理論と実践～糖尿病と脚～』
午前の部

午後の部

糖尿病患者の運動器に生じる特徴的な問題とは
東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科 理学療法士 天川 淑宏 先生
「FASCIA」とは何か、その役割とは
日本整形内科学研究会副会長 理学療法士・鍼灸師 銭田 良博 先生
脚を守るセルフチェックは血管から行おう 日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院 理学療法士 金井 弘徳 先生
足の裏と足の指をチェックして、動かしてみよう 社会医療法人社団順江会 江東病院 理学療法士 佐々木 枝里先生
運動療法“継続”に重要な膝関節のSelf Conditioning
立川相互病院 理学療法士 長谷部 翼 先生
股関節の動きと役割を知ってお得に運動療法
ジャパンメディカルアライアンス 介護老人保健施設アゼリア 理学療法士 藁谷 里砂 先生

