
テーマ 

「女性のライフサイクルと糖尿病」 
～役割いろいろ・支援いろいろ ○△□●＊～ 

 

 

 
 

＜共催＞ 

テルモ株式会社 

 

  千葉県糖尿病看護研究会も第６回を迎えました。  

今回のテーマは「女性のライフサイクルと糖尿病」です。 

 女性であるがゆえに血糖コントロールが上手にできない方

の支援を、私たちは日々経験しています。このような時に、

女性のライフサイクルを広い視野でみていく必要があるので

はないでしょうか。妊娠・出産・育児のライフイベントに関わる

支援、次世代糖尿病の予防という観点からも支援を考えて

みましょう。 

 今回のグループディスカッションでは事例にとらわれず、皆

様が日頃抱えている疑問などを話し合ってみませんか？ 

 また、本会は県内のネットワーク作りも積極的に推進して

いきたいと考えています。多くの皆様のご参加をお待ちして

います。  

第６回 千葉県糖尿病看護研究会 
        共催 千葉県糖尿病看護研究会   

            日本糖尿病教育・看護学会 

開催日程：平成２１年８月３０日（日）  

開催場所：京葉銀行文化プラザ  

     （旧ぱるるプラザ千葉） 
参加費 ：JADEN会員    3,000円（昼食代含む） 

               JADEN非会員       3,500円（昼食代含む） 
定 員 ：150名（JADEN会員受付中。非会員の方は 

     平成２１年７月３０日より受け付けます。）  

申し込み方法：裏面参照 

注意事項：定員になり次第締め切らせていただきます。申

し込みの際は、記載漏れの無いようご注意ください。参加

については、後日FAXまたはメールでお返事をいたしま

す。記入漏れのある場合には参加ができなくなる可能性が

ありますので、ご注意ください。 

＊お弁当を注文する都合上、キャンセルはあらかじめご連

絡いただけますよう、お願いいたします。 

 

日本糖尿病療養指導士認定更新の為の研修単位､日本糖尿

病教育･看護学会<第1群日糖教看学･共催第090728-4号

>4単位､日本糖尿病療養指導士認定機構<第2群09-367>2

単位､が取得できます。いずれかの取得となります。 

  
プログラム（開場 9：10～） 

 

  9：20～  9：25   オリエンテーション 

総合司会：組合立国保成東病院                                             田中 景子  

  9：25～  9：30   開会挨拶：千葉県糖尿病看護研究会   代表幹事                        青木 美智子 

  9：30～11：30   教育講演  「女性の役割から糖尿病を捉える、周産期の大切さ」 

                講師：杏林大学医学部附属病院 看護部長                       福井 トシ子先生  

                座長：東邦大学医療センター佐倉病院           玉川 智子                         

11：30～11：40 休憩 

11：40～12：40 講演  「耐糖能異常女性の妊娠、出産、育児期への支援 

             ～助産師、エキスパートナース、日本糖尿病療養指導士としての活動～」 

                講師：東京女子医科大学病院母子総合医療ｾﾝﾀｰ ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽ 大原 明子先生 

                座長：千葉大学医学部附属病院              高山 芳栄  

12：40～12：55 休憩 

12：55～13：55 ランチョンセミナー  「女性のライフサイクルと役割」 

                講師：東京歯科大学市川総合病院                                   金井 千晴         

13：55～14：10 休憩   

14：10～15：40 対談  「女性と糖尿病」  

                                  司会：成田赤十字病院                  青木 美智子 

                                                                                                                    患者 2名                            

                  グループディスカッション   「ライフサイクルの視点から支援を考えよう」 

            進行：三咲内科クリニック                飯田 直子 

                 東京慈恵会医科大学附属柏病院             篠田 美和 

15：40～16：10 発表、まとめ                                 

             

16：10～16：15 閉会挨拶：千葉県糖尿病看護研究会   代表幹事                       青木 美智子 

 
 

第９回 千葉県糖尿病看護研究会 
共催 千葉県糖尿病看護研究会 

    日本糖尿病教育・看護学会 
 

プログラム（開場 ９:１０～） 

 

9:20  ～  9:25   オリエンテーション             

9:25  ～  9:35   開会挨拶・総会：千葉県糖尿病看護研究会 代表幹事          玉川 智子 

9:35 ～11:35  シンポジウム 

       東京女子医科大学八千代医療センター               田中 景子 

       東邦大学医療センター佐倉病院    医療ソーシャルワーカー 高橋智美 先生 

       佐倉市志津北部地域包括支援センター 介護支援専門員 看護師 梅﨑由貴 先生 

       緑ヶ丘訪問看護ステーション              所長 山崎潤子 先生           

１1:35～１1:45 休憩 

１1:45～１2:45 講演 

   ｢高齢者訪問看護における糖尿病ケアの質評価指標の開発－ベストプラクティスを目指して｣ 

               講師：千葉大学大学院看護学研究科長  教授 正木治恵 先生
12:45～12:55 休憩 

12:55～13:55 ランチョンセミナー｢みんなで考えよう！災害時のための糖尿病療養指導｣ 

       講演：東京慈恵会医科大学附属柏病院                        篠田 美和              
13:55～14:10 休憩 

14:10～16:10 グループディスカッション 

        「自施設の在宅支援で、今後自分ができること」 

           全体討議および質問等     コメンテーター    正木治恵 先生       

16:10～16:15  閉会挨拶：千葉県糖尿病看護研究会 代表幹事        玉川 智子 

 

｢セルフケア困難なインスリン療法患者のソーシャルサポートを
考えよう！～施設と地域をつなぐ～｣ 

  

開催日程 ： 平成23年10月9日（日）9:20～16:15 
開催場所 ： 京葉銀行文化プラザ（旧ぱるるプラザ千葉）欅（けやき） 
参加費    ： 千葉県糖尿病看護研究会  会員 3,000円（昼食代含む） 
                     非会員 3,500円（昼食代含む） 
定 員  ： 150名 
  

 近年高齢社会による認知症や老老介護の増加、在院日数の短縮化、核家族化、地域社会
の結びつきの希薄化などが社会問題になっています。このような状況下で、高齢者や障害
者が地域の中でインスリン治療をしながら安心して生活することは容易ではありません。
私達医療者は施設と地域をつなぎ、患者さんが安心してインスリン治療に取り組めるよう
な支援が必要ではないかと考えています。セルフケアの確立が困難な糖尿病患者さんへの
支援を皆さんと一緒に考えたいと思います。 

申し込み方法：裏面参照 

注意事項：定員になり次第締め切らせていただきます。申し込みの際は、記載漏れの無いようご注意ください。参加に
ついては、後日ＦＡＸまたはメールでお返事をいたします。＊お弁当を注文する都合上、キャンセルはあらかじめご連
絡いただけますよう、お願いいたします。 

日本糖尿病療養指導士認定更新の為の研修単位、日本糖尿病教育・看護学会＜第１群 日糖教看学―共催第110906-1
号 ＞4単位、日本糖尿病療養指導士認定機構＜第２群 10－402＞2単位（申請中）が取得できます。いずれかの取得
となります。 



 糖尿病足病変は患者のQOLに大きな影響

を与える合併症の一つです。その足病変を

予防するために、看護師としてどのようにか

かわっていけるでしょうか。前回のフットケア

企画では、糖尿病患者支援の足がかりとし

て行うフットケアとして、病態をふまえた基

礎編を学びました。今回の研修は、そのス

テップアップ編です。フットケアの気持ちよ

さを伝えられる技術、個々の生活背景など

をふまえた指導を通して、患者が自分の足

に関心を向け、セルフケアができるように支

援していける。そんなフットケア技術を学ん

でいきましょう。 

ご自身の参加しやすい場所・

日程を選べます！ 

 

今回も、３つの会場にて研修

を行います。 

 

申し込み方法：裏面参照 

 

注意事項：定員各施設５０名になり次第締

め切らせていただきます。申し込みの際

は、記載漏れの無いようご注意ください。

参加については、後日FAXまたはメールで

お返事をいたします。記入漏れのある場合

には参加ができなくなる可能性があります

ので、ご注意ください。 

 

＊当日は爪切りをしますので、爪を伸ばし

足を出しやすい服装でお越しください。 

＊各自、爪切りをご持参してください。 

平成1９年 
１２月発行 

協賛：テルモ株式会社 

 

地域の診療所にお勤めの方など、多くの

施設からご参加していただけるよう、今

回も３つの地域で開催します。 

 

１／２６（土） 

東邦大学医療ｾﾝ

ﾀｰ佐倉病院 
 
佐倉市下志津５６４－１  

担当 玉川智子 

 

３／１５（土） 

千葉市生涯学習ｾﾝ

ﾀｰ 

千葉市中央区弁天3-7-7 
ＪＲ千葉駅徒歩８分  

日程、会場が変更に 

なっています 

 

３／２２（土） 

社会保険 

船橋中央病院 
 
千葉県船橋市海神6-13-10 

担当 横村妙子 

 

 
次回のお知らせ 

 

第５回千葉県糖尿病看護研 

究会は平成２０年７月２７ 

日（日）開催予定です。 

日本糖尿病療養指導士更新 

1群４単位取得可能な研修会 

にする予定です。 

テーマは「エンパワーメン 

トについて」です。 

ご期待ください。 

共催 千葉県糖尿病看護研究会 

    代表幹事 青木美智子 

    テルモ株式会社 

第４回 千葉県糖尿病看護研究会 

開催のお知らせ 

開催場所一覧 テーマ 

「知って習って得をする、  

             フットケア技術」 

 

参加しやすい場所・日程をお選びくださ

い。また、「研修を通して施設同士の交

流を深められる場にもなれば」と願って

います。 

プログラム 
 

開催時間：14：００～1６：30 

開催場所：右記参照 

参加費 ：1,000円 

定 員 ：各施設 ５０名（先着順） 

 

１．担当者挨拶 

２．演習「やってみよう 

      足が喜ぶフットケア」             

    東京慈恵会医科大学附属柏病院 

             河野 彩子 

３．アセスメント「足からわかる 

           患者の状態」 

     日本赤十字看護大学大学院 

             金井 千晴 

   東邦大学医療センタ－佐倉病院 

             玉川 智子 

４．まとめ 

 

注）今回は日本糖尿病療養指導士認定更

新の為の研修単位は取得出来ません。研

修単位は次回になります。 

参加申し込み書 

 ＦＡＸ送信先 テルモ株式会社 川上宛 【ＦＡＸ】０４７－３６６－３９８９ 
 
御名前                  ,  

御施設名            所属      （主な診療科     ）職種      , 

御連絡先   ＴＥＬ               ＦＡＸ                  , 

日本糖尿病教育・看護学会会員番号（会員の方のみ）                    , 

日本糖尿病療養指導士認定番号（ＣＤＥＪの方のみ）                    , 

御氏名                  , 

御施設名            所属      （主な診療科     ）職種        , 

御連絡先   ＴＥＬ              ＦＡＸ                   , 

日本糖尿病教育・看護学会会員番号（会員の方のみ）                    , 

日本糖尿病療養指導士認定番号（ＣＤＥＪの方のみ）                    , 
 

メール申し込み先 テルモ株式会社 川上宛 E-maiｌ: Shintarou_Kawakami@terumo.co.jp 

＊メール申し込みの方も 氏名、施設名、連絡先、会員番号、資格の有無をご明記下さい。 

＊個人情報保護法に基づきお預かりした個人情報につきましては、安全に保管します。 

 お預かりした個人情報につきましては、本研究会の運営のためのみに利用します。 

＊お問い合わせ先 テルモ株式会社 千葉支店 川上【携帯】 080-1005-7162 
 
＜注意事項＞ 

＊ゴミは各自でお持ち帰りください。 

＊遅刻・早退はどのような理由があっても、参加証明書を発行いたしかねます。 

＊お弁当を注文する都合上、キャンセルはあらかじめご連絡いただけますようお願いいたします。 

＊受付で研修単位の希望（１群、２群）を確認いたします。１群、２群ともに研究会終了後に単位 

 登録表をお渡しいたします。 

＊日本糖尿病教育・看護学会会員番号及び、日本糖尿病療養指導士認定番号をご確認の上ご参加 

 下さい。 
 
 ＜会場案内＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京葉銀行文化プラザ （旧ぱるるプラザ千葉） ６Ｆ 会議室 欅 
〒260-0015 千葉市中央区富士見1丁目3-2【TEL】043-202-0800（代）ＪＲ千葉駅東口 徒歩３分 

ＦＡＸ送信先 テルモ株式会社 千野宛 【ＦＡＸ】０４７－３６６－３９８９ 

 

 御氏名                                             .                                                        

御施設名         所属      （主な診療科     ）職種              .            

御連絡先    ＴＥＬ           ＦＡＸ                .                       

日本糖尿病教育・看護学会会員番号（会員の方のみ）                                             .                   

日本糖尿病療養指導士認定番号（ＣＤＥＪの方のみ）                 .                     

 

御氏名                   .                                   

御施設名         所属      （主な診療科     ）職種             .  

御連絡先    ＴＥＬ           ＦＡＸ                                   .      

日本糖尿病教育・看護学会会員番号（会員の方のみ）                                                  .                                                               

日本糖尿病療養指導士認定番号（ＣＤＥＪの方のみ）                                                   .                            

 

メール申し込み先テルモ株式会社 千野宛   E－mail  :   Yasuo_Chino@terumo.co.jp 
 

＊メール申し込みの方も氏名、施設名、連絡先、会員番号、資格の有無をご明記下さい。 

＊個人情報保護法に基づきお預かりした個人情報につきましては、安全に管理します。 

   お預かりした個人情報につきまては、本研究会の運営のためのみに利用します。 

＊お問い合わせ先  テルモ株式会社 東関東統轄支店 千野 【携帯】０８０－１００５－７７８５  

 

＜注意事項＞ 

＊ゴミは各自でお持ち帰りください。 

＊遅刻・早退はどのような理由があっても、参加証明書を発行いたしかねます。 

＊お弁当を注文する都合上、キャンセルはあらかじめご連絡いただけますよう、お願いいたします。 

＊受付で研修単位の希望（１群、２群）を確認いたします。２群ご希望の方は研究会終了後単位登録票をお配り

しますので必要事項を記入の上（認定番号等）、ご提出下さい。１群ご希望の方は研究会終了後にお渡しいた

します。 

＊日本糖尿病教育・看護学会会員番号及び、日本糖尿病療養指導士認定番号をご確認の上参加下さい。  
 

＜会場案内＞  

           

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

京葉銀行文化プラザ （旧ぱるるプラザ千葉） ６Ｆ 会議室 欅 

〒260-0015 千葉市中央区富士見1丁目3-2 【TEL】043-202-0800（代）ＪＲ千葉駅東口 徒歩３分 

    

参加申し込み書 

京葉銀行文化プラザ 


