第 14 期福井糖尿病療養指導担当者教育講習会 受講者募集
私共は、糖尿病の全てについて知りたい方、糖尿病療養指導を向上させたい方のための講習会を
２０００年より行なっております。 ２０13 年度講習会の受講者を募集します。
日本糖尿病療養指導士認定試験を受験したい方の受講も歓迎しますが、当講習会を受講し修了し
ても、日本糖尿病療養指導士の受験資格とはなりません。
主催： 福井糖尿病療養指導研究会、日本糖尿病協会福井県支部
後援： 福井県、福井県医師会、福井県糖尿病対策推進会議、福井県栄養士会、福井県病院薬剤
師会、福井県理学療法士会、福井県臨床検査技師会、福井県看護協会
開講予定日時： 3 月 17 日、4 月 14 日、5 月 12 日、6 月 09 日、7 月 14 日、9 月 08 日、10 月 20 日
の計 7 日間、(修了試験 11 月 10 日)、(全て日曜日)です。(詳細は日程表参照)
全て午後 1 時 00 分 開始～５ 時半頃 (終了時刻は講義数等によって少々異なります)
開講場所： 福井県済生会病院 東館３階 大研修室
募集人数: 90 名 (応募者多数の場合は、当会理事会で選定します｡)
受講資格： （日本糖尿病療養指導士受験資格ではありません｡）
糖尿病療養指導に関心のある医療関連の公的資格を持つ方で、臨床実務経験を有すること。
修了証： ８割以上の講習会(１7～21 講義)に出席し、修了試験に合格した方には、修了証を発行し
ます。
資料代等の料金: 7000 円 （教本代など。初回受講時に一括してお支払いください｡）
お申し込み方法：受講申込書に必要事項を記入し、本会役員または下記事務局にお申し込みくださ
い。 （e メール または 郵送に限る。 FAX による申込は受け付けません。）
申込締切： 2013 年 1 月 31 日 (木曜) 必着
事務局: 〒910-0003 福井市松本 ４丁目５番１０号 福井中央クリニック 笈田耕治
webmaster@fukui-cde-society.com
メールアドレス
当研究会ホームページに申込書および今後の予定を掲載します。
http://fukui-cde-society.com/

① 過去に受講経験の有る方へ： ７回の講習会のうち、ご希望のいくつか(いくつでも)を受講できます。
事前の受講申込は不要で、開講当日に講習会受付にお申し出下さい。
② 日本糖尿病療養指導士の方へ：全７回を｢日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会 (認
定更新規則 別表 第２群 糖尿病療養指導研修単位 14.)｣としての認定を申請予定です。5 月、6
月、7 月の 3 回を＜第 1 群＞自己の医療職研修単位 医療職種別認定単位数一覧 看護師・准看護
師 第 19 項 『日本糖尿病教育・看護学会が認定する看護系学会・研修会』としての認定を申請予定
です。認定機構、あるいは、学会より認定されれば、当研究会ホームページに掲載します。
１回当り 1 単位の研修単位を取得できる見込みです。８単位を上限に２群の研修単位とできます。
上記①、②共通事項： 年会費(500 円)と受講料（１日毎に 500 円）が必要です。教本代金を含みませ
ん。教本（１冊 4000 円）は、余りがあれば、希望者に会場で販売します。 昨年の受講者で出席回数
不足だった方については、欠席月の講義の受講料は無料です。教本は、2010 年より第 3 版に改訂し
ました。2014 年度から改訂版を使用する予定です。
③ 教育関連職、介護関連職など、上記の受講資格に該当しない方も、5 月 12 日のセルフケア
を聴講いただけます。（事前申込み不要、年会費と受講料 合計 1000 円； 教本希望者は 教本代
4000 円が別途に必要ですが、余りがある場合のみ販売できます。数冊の貸し出し本を準備します）

第 14 期 カリキュラム詳細および講習会開催日程
開講日
3 月 17 日(日)

担当者
笈田医師

13：00 開始
80 分×3
休憩 10 分×2
４月 14 日(日)

夏井医師
若杉医師
玉井医師

3 月 17 日と
同じ日程

鈴木医師
金原医師

５月 12 日(日)

番度医師

3 月 17 日と
同じ日程

吉田看護師

6 月 09 日(日)
13：00 開始
講義時間は右記
休憩 10 分×2
7 月 21 日(日)

夏井医師
120 分間
加藤看護師
80 分間
畑医師
80 分間

13：00 開始
講義時間は右記
休憩 10 分×2

田邊教授
80 分間

9 月 08 日(日)
13：00 開始
70 分×3
休憩 10 分×2
10 月 20 日(日)
13：00 開始
60 分×4
休憩 10 分×3
11 月 10 日(日)
12 月 07 日(土)
詳細未定

（未定）看護師

テーマ
正常な代謝

内容
三大栄養素、ケトン体、糖産生、インスリンの合成･分
泌、インスリン作用とその機序、インスリン受容体、糖
輸送担体、腎性糖尿、その他
糖尿病の基礎 １
定義、疫学、病態、症状、分類、成因、診断、経過観
察と検査、最近の進歩､ その他
糖尿病の基礎 ２
急性合併症
糖尿病性急性合併症とその成因､ その他の意識障
害､偶発症、シックデイ､ その他
慢性合併症 1
糖尿病に特有な合併症の成因、種類・病期分類、二
次予防対策、治療方針
慢性合併症 2
糖尿病に特有ではないが頻度が高い合併症(動脈硬
化症 その他)の発症・進展形成､ その他
治療概論
治療の目的･基本､合併症の治療､コントロールの指
標､その他
セルフケア 1
自己血糖測定、自己注射、低血糖や合併症の対策、
足･歯･皮膚のケア、日常生活の注意、旅行、シックデ
セルフケア 2
イ、その他
セルフケアと心理 ストレス管理、ライフステージ別の課題と療養指導、そ
学問題
の他
指導の計画と実践 療養指導計画の作り方、
小児糖尿病

小児糖尿病の特徴と療養指導の留意点

糖尿病と妊娠

糖尿病合併妊娠と妊娠糖尿病、糖尿病が妊娠に及
ぼす影響、妊娠が糖尿病に及ぼす影響、妊娠前･中
および産褥期の治療･管理、他
患者・療養指導・指導計画の評価のしかた

浅川看護師
指導の評価
60 分間
木下管理栄養士 食事療法 １
北山管理栄養士 食事療法 2
増井理学療法士 運動療法
中村薬剤師
水野薬剤師
笠川薬剤師
山本検査技師

薬物療法 １
薬物療法 ２
薬物療法 ３
検査の意義

食事療法の方法、腎症などの合併症の食事療法、間
食･アルコール･外食、その他
運動療法の目的･効果･方法･注意､ その他
医薬品に関する基本的な注意事項、経口血糖降下
剤、インスリン、慢性合併症および偶発症の治療、グ
ルカゴン、漢方薬・民間薬､ 他
糖尿病の有無･状態・程度を調べる検査､合併症を調
べるための検査､自己測定の注意､他

修了試験
修了試験予備日
療養指導研究会 平成 26 年度総会、第 10 回福井療養指導セミナー 本館 2 階 講堂

場所： 3 月 17 日～11 月 10 日 福井県済生会病院 東館 3 階 大研修室
お問合せは、メール（webmaster@fukui-cde-society.com） 又は
Fax(0776) 24-2467（福井中央クリニック 笈田耕治 宛）に限ります。
費用等については、募集要項参照。

