
 

 

旧基準（平成２７年１０月末までは旧基準でも受付けます） 

主催者申請 

当学会は、日本糖尿病療養指導士の認定更新規則＜第１群＞自己の医療職研修単位 医療職種別認定単

位数一覧の（別紙１-１）〔１〕看護師･准看護師 にお ける、第 36 項に基づき、以下の条件を満たして

いる団体に対して、取得単位の認定申請を受け付け、審査結果を通知します。 

【申請資格条件】 

Ⅰ 日本糖尿病教育･看護学会正会員、または賛助会員であること。  

1. 原則として主催団体の代表者が申請者となる。 

2. 主催者が正会員でない場合、共催の賛助会員企業担当者が申請することも可。 

3. 主催団体の代表者が正会員でない場合、企画責任者（あるいは実施責任者）等の正会員が申請

することも可。（プログラム･修了証等に企画責任者の氏名が明記されること） 

Ⅱ 申し込み年度時の年会費を納入済みの正会員、または賛助会員であること。 

【認定基準】                           認定基準（主催者用： PDF） 

Ⅰ 看護に関する内容を主とするもの 

  下記の 1から 2のいずれかに該当する場合は認定する。 

1. 発表者または講演者の過半数（時間単位）が看護職の発表である場合 

2. 上記を満たしていない場合は、看護の内容に関する研修、看護職の技能として有用な技術・知

識の修得を目指す場合（ただし、看護職の講師が 1名以上いること） 

※サテライト方式の研修は、各サテライト会場に看護職のコーディネーターが 1名以上いることが条件

になります。 

※グループワーク、ワークショップ、事例検討会、ロールプレイには複数の看護職がいることが条件に

なります 

Ⅱ 参加が一般に公開されているもの 

1. 専門職に向けて開催され、一般に公開されているもの。 

（市民対象のものは除く） 

2. 会場の都合により定員・先着・予約となっていてもよい。 

Ⅲ 特定の薬剤や機器等の宣伝につながるものではないもの 

 Ⅰ～Ⅲの基準を満たすものについて、1.5時間以上のもの 0.5単位、3時間以上のもの 1単位、6 時間

以上のものは 2単位として認定する。 

 企業・機器の宣伝時間、企業学術研究員の講演、昼食時間・休憩時間は研修時間に入らないが、オリ

エンテーション・質疑応答時間は入れてもよい（来賓・業者のあいさつは不可）。 

 

http://jaden1996.com/workshop/documents/kizyun20121101.pdf


 

 

【申請手順】 

1. 研修会開催日の 1 ヶ月前までに、オンラインシステムで申請登録を行う。 

オンラインシステムに必要事項を入力のうえ、①プログラム（講演者の職種が明記されたもの）、

②研修修了証等（主催団体の公印が捺印されたもの）の見本をアップロードする。 

申請登録が完了すると「新規認定申請完了のお知らせ」メールが担当者あてに送信される（メー

ルが届かない場合は、登録が完了していない可能性がありますので、再度システムにログインし

て申請情報が登録されているかをご確認ください）。 

詳細は、認定申請システム・マニュアルを参照のこと。 

※研修修了証等のアップロードが難しい場合は、下記「問い合せ先」までご連絡ください 

2. 申請と同時に、審査費用実費 3,000円を次の郵便振替口座に振り込む。 

（申請受付事務および審査料なので申請を取り下げられた場合も返却いたしません） 

振込口座番号：00150-7-281203 

振込口座名（加入者名）： JADEN看護研修会認定事務局 

3. 原則として研修会開催日の一週間前までに申請者宛に、審査結果をメールで通知する。 

（ホームページへの掲載は、開催日以降になる場合もある） 

4. 申請が承認された場合は、研修会開催日から 1ヶ月以内にオンラインシステムにて実施報告を行

う。 

オンラインシステムに必要事項を入力のうえ、①研修修了証等（認定番号、単位が記載され、主

催団体の公印が押されたもの）の見本、②修了証等取得者一覧表、③（申請時に提出された書類

に変更あった場合のみ）プログラムをアップロードする。 

問い合せ先 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-1 第 2ユニオンビル 4F 

株式会社ガリレオ 学会業務情報化センター内 

一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会 看護研修会認定事務局 

TEL：03-5981-9824 ／ FAX：03-5981-9852 

E-mail：g015jaden-accredit@ml.gakkai.ne.jp 

【認定された 17項目】 

看護研修として認定された内容 17項目 

① 心理的アプローチに関するもの 

② カウンセリングに関するもの 

③ 教育関係内容（学習理論、教育技法、行動療法等教育学）に関するもの 

④ フットケアに関するもの 

⑤ インスリン注射指導に関するもの（GLP-1注射指導に関するものを含む） 

⑥ 運動療法に関するもの 

⑦ 食事療法に関するもの（カーボカウントに関するものを含む） 

⑧ ＱＯＬに関するもの 

⑨ クリニカルパスに関するもの 

http://jaden1996.com/workshop/documents/syusai_sankasyo.pdf
http://jaden1996.com/workshop/documents/application_manual.pdf
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⑩ チーム医療に関するもの 

⑪ 地域連携に関するもの 

⑫ 高齢者ケアに関するもの 

⑬ リスクマネジメントに関するもの 

⑭ 糖尿病合併症ケア（禁煙指導も含む）に関するもの 

⑮ 血糖自己測定指導に関するもの 

⑯ 血糖パターンマネージメントに関するもの（CGM に関するもの） 

⑰ 肥満の人への指導に関するもの 

＊ 上記が 5割以上あり、看護職講師が 1名以上いることが条件である 

2013年 3月 看護研修認定委員会 作成 

 

共催申請 

  当学会は、日本糖尿病療養指導士の認定更新規則＜第１群＞自己の医療職研修単位 医療職種別認定

単位数一覧の（別紙１-１）〔１〕看護師･准看護師 にお ける、第 34項、35項に基づき、日本糖尿病

教育・看護学会が条件を満たしている研究会に対して、取得単位の申請を受付、審査結果を通知します。 

 認定単位は、3時間以上の研修に対し、3時間以上 4.5時間未満 2単位、4.5時間以上 6時間未満 3単

位、6時間以上 4単位とする。 

【申請資格条件】 

I  研究会認定基準  

1. 研究会、または患者教育の研究会であることが明らかな名称を用いている 

2. 団体の代表者が、日本糖尿病教育・看護学会正会員であり、看護職である 

3. 会則または規約がある（年会費と参加費を分けて徴収する、年会費＝参加費は不可、会員数  およ   

び役員名簿を管理していること） 

4. 年 1回以上の集会と総会を開催している 

Ⅱ 企業共催について 

     賛助会員のみ認める 

【認定基準】 

Ⅰ 看護に関する内容を主とするもの 

  下記の 1から 2のいずれかに該当する場合は認定する。 

1. 発表者または講演者の過半数（時間単位）が看護職の発表である場合 

2. 上記を満たしていない場合は、看護の内容に関する研修、看護職の技能として有用な技術・知識

の修得を目指す場合（ただし、看護職の講師が 1名以上いること） 

※サテライト方式の研修は、各サテライト会場に看護職のコーディネーターが 1名以上いることが条件

になります。 



 

 

※グループワーク、ワークショップ、事例検討会、ロールプレイには複数の看護職がいることが条件に

なります 

Ⅱ 参加が一般に公開されているもの 

1. 専門職に向けて開催され、一般に公開されているもの。 

（市民対象のものは除く） 

2. 会場の都合により定員・先着・予約となっていてもよい。 

Ⅲ 特定の薬剤や機器等の宣伝につながるものではないもの 

 Ⅰ～Ⅲの基準を満たすものについて、3時間以上 4.5時間未満 2単位、4.5時間以上 6時間未満 3単位、

6 時間以上 4単位として認定する。 

 企業・機器の宣伝時間、企業学術研究員の講演、昼食時間・休憩時間は研修時間に入らないが、オリ

エンテーション・質疑応答時間は入れてもよい（来賓・業者のあいさつは不可）。 

申請手順 

1. 研修会開催日の 2 ヶ月前までに、オンラインシステムで申請登録を行う。 

オンラインシステムに必要事項を入力のうえ、①プログラム（講演者の職種が明記されたもの）、

②研修修了証等（主催団体の公印が捺印されたもの）の見本、③会則（または規約）・役員名簿、

④総会資料（議事録等）をアップロードする。 

申請登録が完了すると「新規認定申請完了のお知らせ」メールが担当者あてに送信される（メー

ルが届かない場合は、登録が完了していない可能性がありますので、再度システムにログインし

て申請情報が登録されているかをご確認ください）。 

詳細は、認定申請システム・マニュアルを参照のこと。 

※研修修了証等のアップロードが難しい場合は、下記「問い合せ先」までご連絡ください。 

2. 申請と同時に、審査費用実費 3,000円を次の郵便振替口座に振り込む。 

（申請受付事務および審査料なので申請を取り下げられた場合も返却いたしません） 

振込口座番号：00150-7-281203 

振込口座名（加入者名）： JADEN看護研修会認定事務局 

3. 原則として研修会開催日の一週間前までに申請者宛に、審査結果をメールで通知する。 

（ホームページへの掲載は、開催日以降になる場合もある） 

4. 申請が承認された場合は、研修会開催日から 1ヶ月以内にオンラインシステムにて実施報告を行

う。 

オンラインシステムに必要事項を入力のうえ、①研修修了証等（認定番号、単位が記載され、主

催団体の公印が押されたもの）の見本、②修了証等取得者一覧表、③（申請時に提出された書類

に変更あった場合のみ）プログラムをアップロードする。 

問い合せ先 

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-1 第 2ユニオンビル 4F 

http://jaden1996.com/workshop/documents/kyousai_sankasyo.pdf
http://jaden1996.com/workshop/documents/application_manual.pdf


 

 

株式会社ガリレオ 学会業務情報化センター内 

一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会 看護研修会認定事務局 

TEL：03-5981-9824 ／ FAX：03-5981-9852 

E-mail：g015jaden-accredit@ml.gakkai.ne.jp 

【認定された 17項目】 

看護研修として認定された内容 17項目 

① 心理的アプローチに関するもの 

② カウンセリングに関するもの 

③ 教育関係内容（学習理論、教育技法、行動療法等教育学）に関するもの 

④ フットケアに関するもの 

⑤ インスリン注射指導に関するもの（GLP-1注射指導に関するものを含む） 

⑥ 運動療法に関するもの 

⑦ 食事療法に関するもの（カーボカウントに関するものを含む） 

⑧ ＱＯＬに関するもの 

⑨ クリニカルパスに関するもの 

⑩ チーム医療に関するもの 

⑪ 地域連携に関するもの 

⑫ 高齢者ケアに関するもの 

⑬ リスクマネジメントに関するもの 

⑭ 糖尿病合併症ケア（禁煙指導も含む）に関するもの 

⑮ 血糖自己測定指導に関するもの 

⑯ 血糖パターンマネージメントに関するもの（CGM に関するもの） 

⑰ 肥満の人への指導に関するもの 

＊ 上記が 5割以上あり、看護職講師が 1名以上いることが条件である 

2013年 3月 看護研修認定委員会 作成 
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