
会場  ：　東京経済大学　国分寺キャンパス　2号館

総合司会 クリニックみらい国立 竹　よもぎ　先生

9:30-9:50 受付

オリエンテーション

9:50-10:00 L・CDEの会紹介 大和調剤センター 森　貴幸   先生

10:00-10:15 研究発表　（発表10分、質問2分）　　　

2018年学会発表報告（1演題） 座長 立川相互病院 春日　正美　先生

　≪はじめてコース分科会≫ より

演者 立川相互病院 佐藤　成美　先生

10:15-11:05 特別講演　

座長 ぞうしき薬局 森下　信　先生

座長 國貞　真世　先生

演者 高村内科クリニック　東京医科大学 名誉教授 植木　彬夫　先生

11:05-12:05

座長 東京医科大学八王子医療センター 古畑　英吾　先生

	 座長 高村内科クリニック 福田　麗　先生

　　 演者 東京大学大学院医学系研究科
公共健康医学専攻/健康科学・看護学専攻 教授 佐々木　敏　先生

12:05-12:25 休憩

12:25-13:25 昼食セミナー

①　カーボカウント 座長 武蔵野赤十字病院 鈴木　克麻　先生

　　　〜知って学んで考えよう〜 演者 東京医科大学八王子医療センター 廣田　悠祐　先生

　 演者 東京医科大学八王子医療センター 和田　茜　先生

　

②　あ、これなら話せるかも！ 座長 日本医科大学多摩永山病院 柴田　まり子　先生

　　　〜透析予防外来だけじゃない、糖尿病腎症へのアプローチ〜 演者 多摩センタークリニックみらい 長谷川　亮　先生

③　糖尿病療養指導に生かすコーチング 座長 立川相互病院 大澤　佳代子　先生

演者 日本リハビリテーション専門学校 高瀬　慎輔　先生

④　認知症と糖尿病 座長 多摩センタークリニックみらい 一神　秀介　先生

演者 近藤医院 吉田　敦行　先生

座長 調布東山病院 野口　武志　先生

　　　〜どうやって、その気にさせますか？〜 演者 立川相互病院 山崎　英樹　先生

　　　〜「伝える」から「行動する」へ！〜

⑥　1型糖尿病における運動療法の意義と 座長 日本医科大学多摩永山病院 小笠原　萌恵　先生

演者　 高村内科クリニック　東京医科大学 名誉教授 植木　彬夫　先生

演者　 立川相互病院 長谷部　翼　先生

⑦　糖尿病と薬 座長 青梅市立総合病院 指田　麻未　先生

演者 立川相互病院 宮城　調司　先生

13:25-13:40 休憩＆分科会へ移動

13:40-17:30 分科会

近藤医院 吉田　敦行　先生

　　　〜えーっ！いきなり注射ですか？食事で何とかなりませんか？〜 多摩センタークリニックみらい 長谷川　亮　先生

立川相互病院 山崎　英樹　先生

②　療養指導に活かすグルコースモニタリング 東京医科大学八王子医療センター 大野　敦　  先生 

武蔵野赤十字病院 杉山　徹　  先生

クリニックみらい国立 宮川　髙一　先生 

青梅市立総合病院 松田　祐輔　先生

④　高齢者糖尿病へのアプローチ 2018 東京医科大学八王子医療センター 松下　隆哉　先生

　　　〜食事・運動・薬のことをもう一度考えよう！〜 立川相互病院 宮城　調司　先生

⑤　低血糖、高血糖をどう防ぐか？ 高村内科クリニック 植木　彬夫　先生

　　　〜糖尿病大規模研究から実臨床への応用法を考えよう〜 多摩センタークリニックみらい 藤井　仁美　先生

すみとも内分泌クリニック 住友　秀孝　先生

　　　〜タイプ別実践道場〜 すずき皮膚科 鈴木　洋介　先生

クリニックみらい国立 吉村　弘子　先生

17:30-18:00 　アンケート記入・単位申請

　　　　　　 　共催： 　　　　　　糖尿病療養担当者のためのセミナー実行委員会

   　　　　　　　　　　日本イーライリリー株式会社

   　　　　　　　　　　一般社団法人　臨床糖尿病支援ネットワーク　共催事業

＊日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位（CDEJ:第2群） 申請検討中　　　　　　　　  

＊西東京糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位（LCDE）　　　7単位

                                                 ― プログラム ―

                 第23回  糖尿病療養担当者のためのセミナー

日時  ：　2018年　9月30日　(日)　9：50～18:00

               東京都国分寺市南町1－7－34　電話：042－328-7711

会費　：　4,000円（弁当代含む）※当日徴収させていただきます。

『　大規模臨床試験の結果をどのように

多摩センタークリニックみらい

特別講演

『　いま糖尿病療養担当者に何が求められているか？

⑤　糖尿病教室

　

     

　

①　はじめてコース

③　アブラカタブラ

　　　〜その食品のあぶら、大丈夫ですか？〜

 栄養疫学の視点から　』　

日常臨床に活かしてきたか、あるいは活かしていくか　』　

リブレの運動療法への応用　　　　　

　　　〜食べて測って補食人気ランキング〜

　

⑥　運動療法はコーチングで変わる



宛先 ：　日本イーライリリー株式会社　糖尿病・成長ホルモン領域　東京支店　箱守　希咲　宛
　〒107-0052　東京都港区赤坂4－15－1　赤坂ガーデンシティ11F

FAX番号 ：　03-5574-9970 お問い合わせ電話番号　03-5574-9100

　　　昼食セミナーおよび分科会は会場振り分けの為、下記より希望する演題の数字を選択し申し込み欄にご記入下さい。

　　　振り分けは先着順とさせていただきますので、皆様からのご希望の集計次第では ご希望にそえない場合がございますこと予めご了承下さい。

　　　また、第2希望まで必ず明記してください。（ご不明な点は弊社担当までご連絡ください。）

　　　経験年数・CDEの有無・セミナー参加経験の有無は昼食セミナーと分科会の振り分けの参考とさせて頂きます。

　　　●　昼食セミナー　　　： 7つのテーマに分かれ、専門講師によるレクチャー形式の勉強会

　　　●　分 科 会    　      ：　6つのテーマに分かれ、グループ・ディスカッションスタイルで行う参加型勉強会
※後日詳細地図を送付させていただきます。

【1】　12：25～13：25　昼食セミナー 【2】 13：40-17：30　分科会

	 	 	 

　　　

ファクシミリ・郵送　9月18日（火）必着

施設名

   事前配布資料　届け先　住所
  

      【 施設　or  自宅 】

 ※病院の場合は所属課（科）も記入

   〒　　　　  　   －

ＴＥＬ ＦＡＸ

①   カーボカウント
　　　〜知って学んで考えよう〜

①　はじめてコース
　　　〜えーっ！いきなり注射ですか？食事で何とかなりませんか？〜

②　療養指導に活かすグルコースモニタリング
　　　〜食べて測って補食人気ランキング〜

③   糖尿病療養指導に生かすコーチング ③　アブラカタブラ
　　　〜その食品のあぶら、大丈夫ですか？〜

②　 あ、これなら話せるかも！
　　　〜透析予防外来だけじゃない、糖尿病腎症へのアプローチ〜

   J-CDE  ：  有 ・ 無
  
   L-CDE  ：  有 ・ 無  当セミナーの参加経験

  有 （　　　　回目）     無

④　認知症と糖尿病 ④　高齢者糖尿病へのアプローチ 2018
　　　〜食事・運動・薬のことをもう一度考えよう！〜

⑤　糖尿病教室
　　　〜どうやって、その気にさせますか？〜
　　　〜「伝える」から「行動する」へ！〜

⑤　低血糖、高血糖をどう防ぐか？
　　　〜糖尿病大規模研究から実臨床への応用法を考えよう〜

⑥　1型糖尿病における運動療法の意義と
　　　　　　　　　　　　　リブレの運動療法への応用

⑥　運動療法はコーチングで変わる
　　　〜タイプ別実践道場〜

⑦　糖尿病と薬

　代表者の御名前： 　ﾌﾘｶﾞﾅ： 　職種：

 経験年数：   5年未満
  
                5年以上

　　                              パートレクチャー

  第1希望 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　分科会

  第1希望 ：

  第2希望 ：   第2希望 ：

　御名前： 　ﾌﾘｶﾞﾅ： 　職種：

 経験年数：   5年未満
  
                5年以上    J-CDE  ：  有 ・ 無

  
   L-CDE  ：  有 ・ 無  当セミナーの参加経験

  有 （　　　　回目）     無

　　                              パートレクチャー

  第1希望 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　分科会

  第1希望 ：

  第2希望 ：   第2希望 ：

　御名前： 　ﾌﾘｶﾞﾅ： 　職種：

 経験年数：   5年未満
  
                5年以上    J-CDE  ：  有 ・ 無

  
   L-CDE  ：  有 ・ 無  当セミナーの参加経験

  有 （　　　　回目）     無

　　                              パートレクチャー

　第1希望 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　分科会

  第1希望 ：

　第2希望 ：   第2希望 ：

　御名前： 　ﾌﾘｶﾞﾅ： 　職種：

 経験年数：   5年未満
  
                5年以上    J-CDE  ：  有 ・ 無

  
   L-CDE  ：  有 ・ 無  当セミナーの参加経験

  有 （　　　　回目）     無

　　                              パートレクチャー

  第1希望 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　分科会

  第1希望 ：

  第2希望 ：   第2希望 ：

国分寺駅南口徒歩10分	  
公共の交通機関をご利用くださ
い	  


