
第45回高知糖尿病チーム医療研修会のご案内
謹啓、時下、皆様方におかれましては、益々ご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。
第45回高知糖尿病チーム医療研修会をご案内致します。
今回の教育講演は、高知記念病院  池田 幸雄 先生から「どう伝える？ 糖尿病重症化予防のた

めの療養支援」、また、愛媛大学総合健康センター 古川 慎哉 先生から「コロナ感染リスク下での
糖尿病診療・療養の留意点と工夫　一緒にピンチをチャンスに変えよう」と題してご講演いた
だきます。

シンポジウムでは、県内各施設で糖尿病療養指導にご活躍の先生方の口述発表を予定してお
ります。糖尿病治療、指導に興味をお持ちの医師、歯科医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理
栄養士、栄養士、保健師、理学療法士、歯科衛生士等多数のご参加をお待ちしております。

尚、本研修会は、日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会として＜第２群＞（糖尿病療
養指導研修単位）１単位を申請中です。

謹　白

※本研修会は、公益信託　高知新聞・高知放送「生命（いのち）の基金」の助成を受けています。

※本講演会は、新型コロナウィルス感染拡大防止策として、以下を実施致します。
◦ 本研修会は、すべて事前登録制とさせていただきます。事前申し込みなく、ご来場いただいて

もご参加できない旨ご了承ください。
◦ソーシャルディスタンスの確保、換気と消毒を徹底致します。
◦ご来場時にはマスクの着用をお願い申し上げます。
◦ ご来場時には検温へのご協力をお願い致します。37.5℃以上の場合は、ご参加をお断りさせて

いただくことをご了承下さい。
◦当日は、ご施設名、ご芳名の記帳をお願い申し上げます。
◦ ご記帳いただきましたご施設名、ご芳名は、医薬品の適正使用情報および医学・薬学に関する情

報提供のために利用させていただくことがございます。何卒、ご理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

第45回高知糖尿病チーム医療研修会
幹事　高知記念病院　高田　浩史

記
 日　時：令和4年11月27日（日）　13：00～17：00
 場　所：中澤氏家薬業株式会社 高知本社 4階 大会議室・中会議室
 対　象：医師、歯科医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、
 対　象：管理栄養士、栄養士、保健師、理学療法士、歯科衛生士、
 対　象： その他医療・介護スタッフ

【 プ ロ グ ラ ム 】

12：00 ～　受付

13：00 ～ 13：05 開会挨拶

 第45回研修会幹事 高田　浩史 先生（高知記念病院/青柳クリニック　医師）

13：05 ～ 14：00 教育講演１ 司　会 中村　寿宏 先生（三愛病院　医師）

 「どう伝える？ 糖尿病重症化予防のための療養支援」

  演　者 池田　幸雄 先生（高知記念病院　医師）

   　　　　（共催：田辺三菱製薬株式会社）

14：00 ～ 14：10 休憩

14：10 ～ 15：10 教育講演２ 司　会 高田　浩史 先生（高知記念病院/青柳クリニック　医師）

 「コロナ感染リスク下での糖尿病診療・療養の留意点と工夫

   一緒にピンチをチャンスに変えよう」

  演　者  古川　慎哉 先生（愛媛大学総合健康センター　医師）

15：10 ～ 15：20 休憩

15：20 ～ 16：55 シンポジウム「糖尿病療養指導の現状と課題」

  司　会 近江　訓子 先生（青柳クリニック　医師）

   濵田　三紀 先生（高知大学医学部附属病院　看護師）

 ① 田島　一樹 先生（三愛病院　理学療法士）

 　 「大型スーパーと共同した健康教室における糖尿病予防の啓蒙活動と継続」

 ② 高橋　奈津子 先生（高知高須病院　臨床検査技師）

 　 「糖尿病合併血液透析患者のグリコアルブミン値の推移」

 ③ 井上　那奈 先生（高知県立幡多けんみん病院　管理栄養士）

 　 「当院の糖尿病サポートチームの活動に関して」

 ④ 浜田　詩子 先生（土佐市立土佐市民病院　看護師）

 　 「当院の糖尿病性腎症重症化予防への取り組み」

16：55 ～ 17：00 閉会挨拶

 第45回研修会幹事 高田　浩史 先生（高知記念病院/青柳クリニック　医師）



【その他の連絡事項】
１． 参加費　お一人様 1,000円を受付にて申し受けます。
２．  参加申し込み方法　 住所・氏名・施設名・職種・電話番号を記入の上、FAX又はE-mailにて

申し込み願います。
３． 参加申込先　〒781-5103 高知市大津乙2705-1　高知高須病院　栄養部

 Fax 088−878−3322
 TEL 088−878−3377
 Email:dm-takasu@takasuhp.or.jp

４． 申込締切日　令和4年11月18日㈮

５． 当セミナーは、下記の研修認定単位を取得することができます。
　　・ 日本医師会生涯教育講座（2単位）
　　・ 日本臨床衛生検査技師会履修点数（基礎−20点）
　　・ 日本栄養士会 生涯教育（1単位）
　　・ 日本歯科医師会 生涯研修制度単位認定（8単位）
　　・ 日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修〈第2群〉1単位
　　・ 日本糖尿病協会登録医・療養指導医制度のための講習会
　　・ 日本糖尿病協会 歯科医師登録医のための講習会
　　・ 高知県糖尿病療養指導士単位認定（4単位）

共催： 高知糖尿病チーム医療研修会
 高知県糖尿病対策推進会議
 高知県医師会
 高知県糖尿病療養指導士会

公益社団法人高知県栄養士会
公益社団法人高知県薬剤師会
高知県病院薬剤師会

後援： 公益社団法人高知県看護協会
 ㈳高知県臨床検査技師会
 公益社団法人高知県理学療法士協会
 高知県歯科医師会

 ご　施　設　名  ：

 ご施設名住所  ：  〒

 電　話　番　号  ：（　　　　　）　　　　−

 代表者のe-mail  ：

　１．申込み代表者名 ご職種
　２．ご　芳　名 ご職種
　３．ご　芳　名 ご職種
　４．ご　芳　名 ご職種
　５．ご　芳　名 ご職種
　６．ご　芳　名 ご職種
　７．ご　芳　名 ご職種
　８．ご　芳　名 ご職種
　９．ご　芳　名 ご職種
   10．ご　芳　名 ご職種

講師の先生にお聞きしたい点、ご質問がありましたら事前にご記入ください。

足りない場合、用紙をコピーしてご記入の上、FAX してください。

参 加 申 込 書

高知糖尿病チーム医療研修会　事務局
〒781-5103　高知市大津乙2705-1 
高知高須病院　栄養部 TEL　088−878−3377
  FAX　088−878−3322 Email:dm-takasu@takasuhp.or.jp
※ この用紙に同一施設・複数名で、ご記名願います。

　　歯科医師会会員の先生方へ
　　　研修単位登録は後日、受講者にメールでお知らせいたします。

■電車でご来社の場合
◦JR土讃線「土佐大津」駅より　徒歩約35分
　　又は、とさでん交通バス※「JA高知病院」下車　徒歩約14分
　　又は、とさでん交通御免線「清和学園前」乗換え、「長崎」下車
◦とさでん交通御免線「長崎」停留所より　徒歩約22分
　　　　　　　　※バスは運行本数が少ないですのでご注意ください

■お車でご来社の場合
◦高知東部自動車道「なんこく南IC」
　　出口の信号を左折すぐ
◦高知自動車道「南国IC」より約10分
　　　　　　　「高知IC」より約14分
◦高知龍馬空港より約7分（高知東部自動車道利用）
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