
東北 
ブロック 

関東 
ブロック 

甲信越 
ブロック 

●ブロック委員：山梨大学医学部附属病院 
          志村 好子           

新潟：新潟県立新発田病院 大瀧 陽子 

長野：長野赤十字病院 松井 浩子 

山梨：山梨県立中央病院 須森 未枝子 

●ブロック委員：済生会宇都宮病院 橋本 祐子 

関東ブロックでは１群4単位取得出来ます標準化プログラム
研修会を、ホットなテーマで毎年実施しております。 
ご参加ください。 

栃木：ミヤ健康クリニック 山口 陽子 

県内のネットワークを広げるため、
研修会の企画や情報をお伝えして
います。会員間の情報交換を通し
て更なるスキルアップを図ります。 

西東京：日本医科大学多摩永山病院  
      飯田 美佐子 

群馬：前橋赤十字病院 高木 あけみ  

群馬メディカルスタッフの会員も1000名ほ
どになり、CDEの会も発足から8年になりま
す。地域の連携を深め、どこでも安心して
療養生活が送れるように頑張ります。 

東東京：三井記念病院 大石 和子 
 

神奈川：横浜市立大学附属病院 野見山 映子 

研修会を通じて様々な情報やトピック
スを提供し、また他職種・他病院・他
県とも連携が図れるよう神奈川県下
435名のCDEJの皆様の活動を盛り上
げていけるように頑張ります。 

茨城： 那珂記念クリニック 小野 陽子 

埼玉：小川赤十字病院 金子 貴美江 千葉：東邦大学医療センター 佐倉病院 
    玉川 智子  

今期、ネットワーク委員を勤めさ
せて頂くことになりました。研修
会を通してホットな情報を提供し
、皆様と共に元気に楽しく活動し
たいと思います。 

茨城県療養指導士会主催、 
協催の研修会を中心にCDEJの
県内でのネットワーク活動を行っ
ていきます。 

広い千葉県ですが、顔見知りに
なれる研修会参加を目指して、
研修会の企画や情報提供がで
きるように頑張ります。 

今期からブロック委員を務めさせて頂
きます。長野・新潟・山梨で開催する
研修会へ、甲信越ネットワーク委員が
参加し、各県の企画・研修内容を相
互に勉強させてもらっています。 

上・中・下越の各地区にとどまらず、
ＬＣＤＥとも連携し、県全体のスキル
アップとネットワーク作りを目指し、活
動していきたいと思います。 

ＣＤＥＪ看護部会は発足して7年目、
認定看護師企画の県下縦断セミナ
ーも立ち上げネットワークとスキルア
ップを目指します。 

 山梨県の糖尿病看護の向上を目
的に専門看護師と認定看護師が協
働し、山梨糖尿病専門認定看護師
会を結成し、研修会を行っています。 

    

CDEJの方との連携・情報交換
を図りながら、更なるスキル
アップを目指しながら活動をし
ていきたいです。 

 平成25年より看護師を対象にした
《看護セミナー》を立ち上げました。ま
た今年度より糖尿病看護スキルアッ
プのための研修会開催を準備中で
す。埼玉県のコメディカルを応援して
います。 

東北ブロック委員：星野 ゆかり（仙台厚生病院）           

“ヤマトナデシコ”的な東北ブロックのメンバー ですが活発に
活動しています。ネットワーク委員会企画の標準化セミナー
『療養支援ネットワーク研修』では 
東北を行脚中です。来年は福島で 
開催します。是非、ご参加ください！ 

2014/7/27開催のセミナー（宮城）の様子 

       

まだまだ経験不足の若輩者で
すが、精一杯頑張ります！ 

青森：青森県立中央病院 蝦名 小野花 

       
秋田：平鹿総合病院 原 萌黄 

まだまだ未熟者ですが 
がんばりたいと思います。 

       
岩手：岩手県立磐井病院 大谷 明子 

わからないことばかりですが、
皆さんと情報交換しながら頑張
りたいと思います。 

       
山形：山形県立保健医療大学看護学科 佐藤 志保  

一緒に頑張れる仲間がいるって嬉しいな！一緒に悩み、考え、学び、歩み、 
高めあう。そんな仲間がたくさんいます。もっと仲間が増えて、活発な活動が
できるといいな！みんな、まじゃれ～！ 

       宮城：東北薬科大学病院 冨永 幸恵  

       福島：うめつLS内科クリニック 梅津 奈津恵  

県内では様々なセミナーが行われています。CDE間のネットワークが 
更に深められるよう頑張ります！ 

今後もネットワークの活動を通して、皆様と共に、成長していきたいと 
思っています。ネットワークが広がりますように・・・。 

ネットワーク委員会 
委員長 
福井 トシ子 

 ネットワーク委員会は、全国を10ブロックにわけ、ブロックごとの活動を精力的に行っています。   
 ネットワーク委員会の活動は、大きくは、ＣＤＥＪの活動支援と、ネットワーク強化、に分けられます。 
 ＣＤＥＪの活動支援は、ＣＤＥＪ更新のための研修会開催や、標準化プログラムによる4単位研修を行っています。 
 ネットワーク強化は、ブロック内のネットワークの強化はもとより、県単位の活動支援も視野に入れた活動を行っています。            
 日本には、たくさんの学会がありますが、このような全国をネットワーク化した組織をもつ学会は、日本糖尿病教育看護 
学会のみです。全国のネットワーク委員のお顔とお名前を覚えていただき、連絡をしてみてください。ネットワーク委員は、 
糖尿病看護の質をあげ、糖尿病療養支援に貢献できるように、大変ユニークな活動を行っています。委員の持ち前の 
明るさと、フロンティア精神で邁進しています。本業を持ちながらの、委員会活動は苦しいときもありますが、ネットワーク 
委員に支えられ、全国とつながっていることがモチベーションの維持になっています。    
 この活動へのみなさまのご参加を歓迎いたします。 

●広報委員会委員長：創価大学看護学部 添田百合子 

ネットワーク委員兼広報委員として、JADENの会員の活動のPRと 
会員相互の交流を進めます！おもしろい仕掛けを考え、元気に頑張ります！ 

ごあいさつ 

北海道 
ブロック 

●ブロック委員：札幌市病院局市立札幌病院 阿部てるみ 

           広い北海道でもCDEJの方々が参加できるセミナーや、 
研修会を少しでも多く企画できるように、各地域の委員
と頑張っています。 

旭川：旭川医科大学病院 法月章子 

           

道内の糖尿病看護の質の向上のため、研究会 
などの企画運営に取り組んでいます。 

帯広：JA北海道厚生連 帯広厚生病院 
青野由紀子 

           

北見：医療法人社団 煌生会 
     北見循環器クリニック 村松 一枝 

           
オホーツク管内のCDEJ支
援と、連携が図れるよう頑
張っています。 

道東地区の糖尿病看護
が活発になるよう、取り
組んでいます。 

北陸 
ブロック 

◀第1回北陸糖尿病看護スキルアップセミナー 

●ブロック委員：小松市民病院 山本恵美子 

北陸ブロックの糖尿病看護の質の向上、
およびネットワークの充実を目標に頑張り
たいと思います。よろしくお願いします。 

福井：福井大学 麻生佳愛 

福井糖尿病看護研究会の活動を通じて、みんなで福井県内の
糖尿病看護の“わ”を広げていきたいと思います。 

富山：富山赤十字病院 山田 美穂子 

糖尿病看護の仲間づくりに努めています。 

石川：芳珠記念病院 東康子 

石川県内の糖尿病ケアのネットワーク作りとその強化
についてがんばっていきたいと思います。 

第7回北陸糖尿病看護スキルアップセミナー ▶ 



九州 
ブロック 

●ブロック委員：産業医科大学病院 松永京子 

 
地域の糖尿病看護に携わる仲間の
力になれるようにこれからも魅力的な
研修会を開催していきたいと思います。 

中部 
ブロック 

近畿 
ブロック 

中国 
ブロック 

四国 
ブロック 

●ブロック委員：碧南市民病院 岡田 照代 

中部ブロックは、各県で活発に研究会や勉強会を開催しています。 
中部地区の糖尿病看護の質の向上に少しでも支援ができたらと考えています。 

大阪：松波総合病院 山田 吉子 

岐阜県糖尿病看護認定看護師の会「ちえのやま」主催の 
研究会を通して、顔の見える看護師のネットワークづくりに 
取り組んでいます。 

●ブロック委員：大阪大学医学部附属病院    
          藤原 優子 

近畿ブロックでは、2年前に新委員4
名を加え、近畿糖尿病看護研究会の
皆様と一緒に活動をしています。互い
の結束力が強く、それぞれの役割を
粛々と果たしてくださる委員のおかげ
で、例年セミナーは成功をおさめてい
ます。これからもCDEJの方々に最新
の情報を提供し、参加して良かったと
思ってもらえるセミナーを続けていき
ます。 ↑岡山県備中国分寺 

●ブロック委員：岡山県立大学 杉島 訓子 

中国ブロックは糖尿病療養支援に積極的な地域です。
抜群のチームワークで、毎年研修会を行っています。
今季より山口県代表が交代となります。これまで以上
に糖尿病看護のスキルアップを目指して努力したいと
思います。 

岡山：岡山市立市民病院 植田 明美 

岡山県糖尿病看護研究会をコアとして糖尿病看護のネット
ワーク強化に努めます。岡山県の糖尿病対策事業にも協力し
ています。 

広島：呉共済病院 山本 みゆき 島根：島根大学医学部附属病院     
    石川 万里子 

山口：山口赤十字病院 澤山 恵 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥取：鳥取赤十字病院 
    田淵 裕子 

中国地区ネットワーク
委員の連携と研修企
画をとおして療養指導
士と自分自身の糖尿
病看護スキルアップを
目指します。 

CDE中心にほぼ毎月
研修会です。皆とても
熱心です。 

      県内のネットワーク
を作り、糖尿病看護のスキ
ルアップをはかっていきたい
と思います。 

        学会の意向を把握し、
私自身勉強していきたいと思います。
そのことを糖尿病看護に関わる山口
の皆さんにお伝えし、山口を盛り上
げていくことを目標に頑張ります。 

●ブロック委員兼・愛媛県委員： 
  愛媛県立中央病院 上田 由美子 
 
   
           

香川：高松赤十字病院 浮田 清美 
 
 
 
 

「Qの会」は設立10周年を迎えました。 
これからも～地道にコツコツ大胆に～ 

徳島： JA徳島厚生連 麻植協同病院 藤岡 美恵香    

CDEJ・LCDEとの連携を深める活動をしていきたいと思います。 

高知：高知赤十字病院 大西 須美子   

高知土佐の会を中心に活動の場を広げていきます。 

沖縄：中頭病院 荷川取祐香 

県内でCDE・コメディ カル講習会や、 
看護師のスキルアップを目指した講習
会等の開催を進めています。平成25年
に沖縄県LCDE誕生、今年も新たな
LCDE会員が増えました。 

愛知：名古屋第一赤十字病院 近森 清美 

三重：四日市糖尿病クリニック 関根 智子 

静岡：静岡済生会総合病院 我妻 ひと美 

愛知県糖尿病看護研究会を中心に活動しています。 
今後も、近隣の看護師と連携し、糖尿病看護の質の向上
に努めていきたいです。 

エビザベス 

三重県糖尿病看護研究会をはじめ各地区に多くの研究会が 
立ち上がっています。三重県の糖尿病看護のスキルアップが 
できるように又各地区との連携ができるように支援したいと思います。 

静岡県では東部・中部・西部 地区で研究会や研修会が 
行われています。連携を通して、糖尿病看護の質の向上に 
努めています。 

佐賀：佐賀中部病院 冨山ルミ 

仲間と共に糖尿病 
看護の学びを深めて 
いきたと思います。    

宮崎：平和病院 原田 和子 

宮崎県では今年ようやくCDELが 
発足し、 研修が始まりました。 
九州の各地域の活動を参考に、 
県内の糖尿病看護を盛り上げて 
いきたいと思います。 

長崎：長崎大学病院 山本広美 

         糖尿病に携わる 
         県内のメディカル 
         スタッフ育成に 
         努めています。 
今後は、地域CDEの立ち上げが
課題です。     

熊本：陣内病院 岩見 優貴 

常にスキルアップを 
しながら、患者さんの 
ためになる活動を 
目指します。 

福岡：村上華林堂病院 
    小江奈美子 

九州地区の糖尿病看護の質の 
向上をめざし、ネットワーク委員の
方々と連携を深め、活動していき
たいと思います。 

大分：大分県立病院 看護部 中西 美子 

糖尿病看護の旬のテーマを捉えた研修
会の企画・運営が出来るようネットワーク
委員の方々と連携をとって活動していき
たいと思っています。 

鹿児島：鹿児島大学病院 
      上野和美 

LCDE発足に向け、準備中です。 

糖尿病看護への熱い思いをもった
仲間を増やせるよう頑張ります。 

平成27年度は、日本糖尿病教育・看護学会
が 香川県であります。『地域文化に根ざした
“その人らしさ” を支える糖尿病ケア』をテーマ
に開催します。 四国のネットワークの充実を
図っていきます。 
また、愛媛県の連携・四国の連携を深めてい
きます。 

大阪： 
大阪府立急性期・総合医療センター 
村井 正美 

京都：井上クリニック糖尿病センター  
     井上 公子 

兵庫：神戸海星病院 尾近 望都 滋賀：公立甲賀病院 藤本 雅子 

和歌山：橋本市民病院 金本 純子 奈良： 
奈良県立医科大学附属病院 
森田 冴子 

府内CDEJの糖尿病ケア
向上に取り組んでいます。 

京都CDEJのスキル
アップに貢献できる
ように努めます。 

県内CDEJと連携を深めて
いけるよう努めています。 

県内CDEJの会で 
糖尿病ケアスキル 
アップに努めています。 

県内CDEJの支援と仲間
作りに頑張っています。 

県内糖尿病ケアの
ネットワーキングに
努めています。 


