第 17 回 シンメディカル糖尿病セミナー ≪Web 研修≫
テーマ「糖尿病のチーム医療を考える ～ 令和に求められる地域包括ケア ～」
謹啓 清秋の候、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
藍野では、保健、医療、福祉の専門家が共同して(Sym)、患者中心の医療（Medical）をめざす医療体系、すなわち Symmedical
System の確立をすすめておりますが、これを糖尿病治療におけるチームアプローチにおいても実現するために、
第 17 回『シンメディカル糖尿病セミナー』を下記の要領にて開催致します。
糖尿病治療に携わっておられる医師、薬剤師、看護師、栄養士、臨床衛生検査技師、保健師の方々、また糖尿病に関心をお持ち
の方々など、みなさまのご参加をお待ち申し上げております。
謹白
代表世話人：藍野病院 内科部長 吉田 麻美
※1 日本糖尿病療養指導士認定更新のための看護研修単位＜第 1 群＞1 単位 日糖教看学-認定第 2021-033 号
※2 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 Web21-0365
※1・※2 に関して、以下条件を満たした場合に、後日参加証を郵送いたします
・研修参加証につきましては、遅刻・早退の場合は発行されませんのでご注意下さい(個人ごとに PC 等ご準備のうえ参加必要)
・アクセス履歴が研修時間として認定されます。万が一、接続が中断された際には速やかな再接続が必要です
・ 不正受講防止のため、セミナー中に異なるキーワードが複数回提示され、すべてを当日中にアンケートへの入力が必須です

□ 日 時 ： 令和 3 年 11 月 20 日（土）
開催時間 12 :50～16:30
□ 開催方法： Microsoft Teams による Web 配信
□ 会 費 ： 無料
□ 定員（事前登録制となります。方法につきましては裏面をご参照ください）
：
① 日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位取得対象者 100 名
② ①以外の方（CDEJ 単位取得をされない方）20 名
□ 式次第
12:50-13:00 (10 分) 情報提供
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
13:00-13:10 (10 分) ごあいさつ

大阪医科薬科大学 名誉教授 大澤 仲昭 先生

13:10-14:10 (60 分) 講 演 1
座長：大阪医科薬科大学 内科学Ⅰ 講師 寺前 純吾 先生
13:10-13:30 (30分)『リバウンドで入退院を繰り返す肥満を伴う2型糖尿病患者さんへのチームでの関わり』
① 退院後のリバウンドを繰り返す肥満を伴う2型糖尿病患者さんへのチームでの関わり
藍野病院 外来看護主任
北岸 敦子 先生 (10分)
栄養管理科
山崎 満希子 先生 (10分)
② コロナ禍のチーム医療の工夫
藍野病院 外来看護主任
北岸 敦子 先生 (10分)
糖尿病ケアチーム
13:30-14:00 (30分) 『 罹病期間の長い高齢糖尿病患者へ対し、性格に合わせた指導方法の検討
～自己注射指導時の外来看護師の関わり～ 』
大阪医科薬科大学病院 看護部
看護師兼日本糖尿病療養指導士 上地 文江 先生
14:10-14:15 (5 分) 休 憩
14:15-15:15 (60 分) 講 演 2
座長：大阪医科薬科大学 内科学Ⅰ 教授 今川 彰久 先生
『 コロナ禍を新たな変化の機会と捉えてー当院の糖尿病チーム医療はこう変わったー 』
大阪市立総合医療センター 看護部 糖尿病看護認定看護師 倉岡 賢治 先生
15:15-15:20 (5 分) 休 憩
15:20-16:20 (60 分) 特別講演
座長：自治医科大学 名誉教授 葛谷 健 先生
『 肥満２型糖尿病患者さんの病態と治療 』
大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 教授 下村 伊一郎 先生
16:20-16:30 (10分) 閉会の辞

藍野病院 名誉院長 杉野 正一 先生
共 催：糖尿病シンメディカル研究会・ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
連絡先：藍野病院（代）072－627－7611

参加申込：事前登録について
本セミナーは「Microsoft Teams 会議システム」を用いた
Web 型研修として開催します。
〇ご参加には、アンケートシステムによる事前登録が必須です
・申込み人数が定員に達し次第、締め切りとさせて頂きます(※a)
・メールアドレスやCDEJ参加証送付先等、入力間違いの無きようご注意ください(※b)
・参加用リンクはアンケート登録後に自動送信メールに添付いたします(※c)
※a:定員に達した後には、アンケートシステムへの表示と、登録後の返信メール
にて表示いたしますので、必ずご確認ください
※b:登録アドレスの入力間違いや迷惑メール設定等によるメール受信不可、
CDEJ参加証送付先住所間違いによる不着等、
一切の責任を負いかねます。どうぞご了承ください
※c:迷惑メールの設定解除やリンク送信メールのご確認等はご自身でお願い申し上げます

〇定員:計120名
① 日本糖尿病療養指導士（CDEJ）第 1 群または第 2 群
単位取得をご希望の方：100 名
② 医師および①以外の方：20 名
〇参加登録アンケート URL https://bit.ly/395swKF
https://forms.office.com/r/3v9nBce4z1

左の QR コードをスマートフォ
ンのカメラで読み取り頂けれ
ば、アンケート画面が立ち上

がります。
受付期間：2021 年 11 月 12 日（金）17:00 まで
※ただし、定員に達した時点で締め切ります
参加登録にご記入いただいた個人情報は、次の目的のために使用いたします。
【利用目的】
①出欠の確認②経費処理、各種単位認定制度などの事務手続き
視聴登録へのご記入内容は、弊社で責任をもって安全に管理するとともに、上記目的に照らして不要となった場合には適切に廃
棄させていただきます。本件に関するお問合せは、担当 MR までご連絡ください。

― お問い合わせ先 ―
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

担当：弓削（ゆげ） TEL 06－6341－6401

当日の参加方法と注意点
注意点：日本糖尿病療養指導士（CDEJ）第 1 群・第 2 群の単位取得をご希望の方
以下すべてを満たした方に、後日参加証を郵送致します 。
・個人ごとに PC 等ご準備のうえ参加（1 台で複数名の参加は不可）し、遅刻・早退がない
（接続が中断された際には速やかな再接続が必要です）
・ 不正受講防止のための、セミナー中のキーワード（異なるものを 3 回提示）をすべて、
当日中にアンケートにて回答し、正解している（回答用アンケート URL は当日提示）
・登録された参加証送付先住所に間違いがない

①【PC の場合】
本セミナーは Microsoft Teams を使用します。
参加登録後にお送りいたしました、参加用 URL より参加ください。
【ご参加手順①】
参加用 URL から Microsoft Edge または Google
Chrome にてアクセス頂き、右の画面に移りましたら、「こ
のブラウザーで続ける」をご選択下さいますよう、お願い申
し上げます。
※ Internet Explorer は作動しない場合がございます

【ご参加手順②】
ご施設名・お名前（必ずフルネーム）をご入力ください。
右の画面に移りましたら、「今すぐ参加」をクリックし、ご参
加ください。
※ご参加の際には、マイクはミュートであることをご確認く
ださい（事前に設定されている場合はそのまま）。

②【iPad/スマートフォンの場合】

④ご施設名・お名前（必ずフルネーム）をご入力ください。

