
 

◆ 
 

仙台市情報・産業プラザ（ＡＥＲ）   

５F 多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール    
    

◆◆◆◆ 
    

    

9:459:459:459:45    開会の辞開会の辞開会の辞開会の辞        

東北大学東北大学東北大学東北大学    宮城地域医療支援寄附講座宮城地域医療支援寄附講座宮城地域医療支援寄附講座宮城地域医療支援寄附講座                

            由浪由浪由浪由浪    有希子有希子有希子有希子                                                
                                        

    

9:509:509:509:50    総総総総    会会会会                    東北公済病院東北公済病院東北公済病院東北公済病院                                    安斎安斎安斎安斎    由美由美由美由美    

    

    

    

    
                                           

9:559:559:559:55～～～～10101010::::55555555    クリニカルトーキングクリニカルトーキングクリニカルトーキングクリニカルトーキング    第一部第一部第一部第一部                                    

     座長座長座長座長    東北薬科大学病院東北薬科大学病院東北薬科大学病院東北薬科大学病院        冨永冨永冨永冨永    幸恵幸恵幸恵幸恵    

    

1-1 集中治療室でのフットケア導入の試み 

仙台厚生病院 看護師  小齋 響子ほか                

 

1-2 糖尿病重症化予防（フットケア）研修後の 

フォローアップ実践報告と今後の課題―第三報― 

 青森市民病院 看護師  井上 和子 

 

1-3 フットケア外来でのアプローチの 1症例 

大崎市民病院 看護師  千葉 早苗ほか 

 

1-4 足のセルフケア困難患者の実態と長期フットケア介入の効果 

東北大学病院 看護師  菅野 エリ子ほか 

 

10:5510:5510:5510:55～～～～11:11:11:11:00005555 休憩 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:0511:0511:0511:05～～～～12121212:3:3:3:35555    

【教育講演【教育講演【教育講演【教育講演】】】】    

    

司会司会司会司会                                                    仙台厚生病院仙台厚生病院仙台厚生病院仙台厚生病院                星野星野星野星野    ゆかりゆかりゆかりゆかり    

    

「「「「糖尿病ケアにおける家族とそのパワー糖尿病ケアにおける家族とそのパワー糖尿病ケアにおける家族とそのパワー糖尿病ケアにおける家族とそのパワー」」」」    

金沢大学大学院金沢大学大学院金沢大学大学院金沢大学大学院    臨床実践看護学講座臨床実践看護学講座臨床実践看護学講座臨床実践看護学講座    

                    教授教授教授教授    稲垣稲垣稲垣稲垣    美智子美智子美智子美智子先生先生先生先生    

    
12:3512:3512:3512:35～～～～13:13:13:13:35353535  昼休憩 

 

 

13:313:313:313:35555～～～～14141414::::50505050    クリニカルトーキングクリニカルトーキングクリニカルトーキングクリニカルトーキング    第二部第二部第二部第二部            

     座長座長座長座長        坂総合病院坂総合病院坂総合病院坂総合病院                山下山下山下山下    義隆義隆義隆義隆    

                                        

2-1 成人看護学実習における集団指導の教育的意義と課題 

東北労災看護専門学校 看護学生  木村 玲奈 

 

2-2 新入職看護師向け糖尿病研修会について 

～3年間の満足度の比較～ 

仙台厚生病院 看護師  髙橋 とし江ほか 

 

2-3 糖代謝異常合併妊娠の理解を深めるための取り組みと今後の課題                                                             

       東北大学病院 助産師  菊池 綾子ほか 

                   

2-4 1 型糖尿病女性の妊娠•出産セミナーに参加した看護職の想い 

東北薬科大学病院 看護師  冨永 幸恵ほか 

 

2-5  糖尿病啓発イベントからみえる糖尿病と歯周病の関連 

東北大学 宮城地域医療支援寄附講座 看護師    山田 沙智子ほか 

   

14141414::::50505050～～～～15:0015:0015:0015:00        休憩    
      

15:0015:0015:0015:00～～～～16161616::::00000000    クリニカルトーキングクリニカルトーキングクリニカルトーキングクリニカルトーキング    第三部第三部第三部第三部                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         座長座長座長座長        東北大学病院東北大学病院東北大学病院東北大学病院        菅野菅野菅野菅野    エリ子エリ子エリ子エリ子    

            

3-1 行動変容困難患者の透析導入から学んだこと 

八戸市立市民病院 看護師  宮古 由香ほか 

              

3-2 糖尿病透析予防における支援チームの取り組みと今後の課題         

       東北公済病院 看護師  島貫 美枝ほか 

                    

3-3 連携ツールとしての糖尿病連携手帳活用の検討                 

登米市立登米市民病院 看護師  山田 礼子ほか 

 

3-4  １型糖尿病を持つ中・高校生の学校における自己管理の現状 

東北大学病院 看護師  水上 円ほか 

 

 

 

16:0016:0016:0016:00～～～～16161616::::10 10 10 10   休憩 

 

 

16:1016:1016:1016:10～～～～17171717::::40404040    

【特別【特別【特別【特別講演】講演】講演】講演】    

    

座長座長座長座長    奥口内科クリニック奥口内科クリニック奥口内科クリニック奥口内科クリニック    

院長院長院長院長        奥口奥口奥口奥口    文宣文宣文宣文宣    先生先生先生先生    

    

「「「「２型糖尿病の成因と２型糖尿病の成因と２型糖尿病の成因と２型糖尿病の成因と    

                            治療の最近の考え方治療の最近の考え方治療の最近の考え方治療の最近の考え方」」」」    
NTTNTTNTTNTT 東日本東北病院東日本東北病院東日本東北病院東日本東北病院    

                    院長院長院長院長        佐藤佐藤佐藤佐藤    譲譲譲譲    先生先生先生先生    
 

 

        
17:4017:4017:4017:40～～～～17:17:17:17:45454545                                            

閉閉閉閉会の辞会の辞会の辞会の辞    奥口内科クリニック奥口内科クリニック奥口内科クリニック奥口内科クリニック                                                熊坂熊坂熊坂熊坂    薫薫薫薫    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    
                       

 

北海道糖尿病看護研究会規約 
 
                           第 １ 章  総則            
 
第１条     本会は、北海道糖尿病看護研究会と称する。 
第２条     本会の事務局を下記におく。 

北海道大学医学部附属病院 外来ナースセンター 
札幌市北区北 14条西 5丁目 
 
第 ２ 章  目的 

 
第 3条 本会は、糖尿病看護全般の研究と、会員相互の教育と情報交  
    換を行うことにより専門看護領域としての糖尿病看護の向上   
    発展を図ることを目的とする。 
 第 4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

1.研究会の開催 
2.本会の目的達成に必要な事業 
3.その他の事業 
 

                           第 ３ 章  会員           
 
第５条     本会の会員は、糖尿病教育・看護に携わるものとする。 
第６条     本会への入会は研究会の出席をもって入会とする。 
 
                           第 ４ 章  役員及び運営 
 
第７条     本会に次の役員をおく。 
               代表世話人     １名 
               世話人         若干名  
               監事           ２名 
第８条     世話人会は、代表世話人、世話人、監事で構成する。 
第９条     代表世話人は、世話人会において選出する。 
第１０条   世話人会は、本会の企画運営にあたる。 
第１１条   研究会は、世話人会が運営にあたる。 
第１２条   研究会は原則として年１回開催する。    
 
                           第 ５ 章  会計 
 
第１３条   本会の会計は事務局におく。 
第１４条   本会の運営及び事業に必要な経費は、会費、寄附金、その他 
     の収入をもってこれにあてる。 
第１５条   本会の会計年度は、４月１日より３月３１日とする 
                          
        第６章  付則 
 
    １）   本会の会費は、研究会参加費 2,000 円とする。    
    ２）   本会会則の変更は世話人会の議決による。 
    ３）   本会会則は平成９年４月１日から施行する。 

 

 

 

日本糖尿病療養指導士「認定更新のための研修単位」 

 
本研修会は、日本糖尿病教育･看護学会により糖尿病療養指

導士更新単位＜第 1群＞看護の研修 4単位が認定されます。 

日糖教看学－共催 第○○-○○○号 

また、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） 

2 単位（認定番号○○－○○○○）が認定されます。 

 

注)以上の申請のうちどちらかの一方の選択になります。 

 

 

 

会会会場場場まままでででのののアアアクククセセセススス  

 
 

共催：宮城県糖尿病看護研究会 

日本糖尿病教育・看護学会 

宮城県糖尿病対策推進会議 

日本イーライリリー（株） 

 

 

 
 

第第 1100 回回  

宮宮城城県県糖糖尿尿病病看看護護研研究究会会  

ププロロググララムム 

 

 
 

 

 

日時：平成２６年６月１日(日) 
 

９：４５～１７：４５ 

 

会場：仙台市情報・産業プラザ 

      (AER) 
 

 ５Ｆ 多目的ホール 
 

      仙台市青葉区中央仙台市青葉区中央仙台市青葉区中央仙台市青葉区中央 1111----3333----1111    

    

TELTELTELTEL    022022022022----724724724724----1200120012001200    
    

 

 

【緊急連絡先・研修会問合せ先】  

日本イーライリリー株式会社  

糖尿病・成長ホルモン事業本部 

北日本支店 柚賀 正臣 

TEL:022-712-8060 

FAX:022-712-8065 

E-mail:yuga_masaomi@lilly.com 

 

   宮城県糖尿病看護研究会会則 
 

第１章第１章第１章第１章    総則総則総則総則 
第１条 本会は、宮城県糖尿病看護研究会（以下「本会」）と 

称する。 

第２章第２章第２章第２章    目的目的目的目的 
第２条 本会は、糖尿病看護全般の研究と、会員相互の教育と情報交換を行

うことにより専門看護領域としての糖尿病看護の向上発展を図るこ

とを目的とする。 

第３章第３章第３章第３章    事業事業事業事業 
第３条 本会は、前章の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１． 研修会の開催 
２． 本会の目的達成に必要な事業 
３． その他の事業 

第４章第４章第４章第４章    会員会員会員会員 
第４条 本会の目的に賛同し入会した者とする。 
第５条 会員は、次の項に該当する際は退会したものとする。 

１． 退会を希望した時 
２． 2 年以上会費を納入しなかった時 
３． その他の理由により世話人会で決定した時 

第５章第５章第５章第５章    組織組織組織組織 
第６条 本会の組織は、以下の通りとする。 

１． 世話人会 
本会は、代表世話人 1 名、世話人複数名をおき、これをもって

世話人会を構成し、本会の意思決定機関とする。 
２． 当番世話人 

当番世話人は、世話人会において互選により決定し、研修会の

代表として会の運営および提言を行う。 
３． 会計・会計監査 

本会は、会計担当者と会計監査役を 1 名ずつおく。 
４． 代表世話人・世話人の改選 

代表世話人・世話人の改選は、世話人会承認のもと 2 年毎に見

直しを行い再選は妨げない。 
５． 事務局 

本会の事務局は、東北大学病院内におく。 

第６章第６章第６章第６章    運営運営運営運営 
第７条  本会の運営及び事業に必要な経費は、会費、寄附金、その他の収入

をもってこれに充てる。 
第８条  本会の会費は、年会費 1,000 円、参加費 1,000 円とする。 
第９条  会計担当者は、世話人会において会計報告を行い、世話人会の承認

を受けなければならない。 
第１０条 会計年度は、毎年 4 月 1 日より始まり、翌年 3 月 31 日に終わる 

ものとする。 

第７章第７章第７章第７章    研修会研修会研修会研修会 
第１１条 本会は、原則として研修会を年 1 回以上開催する。 
第１２条 共催で行う場合は、共催者と協議の上で決定する。 

第８章第８章第８章第８章    総会総会総会総会 
第１３条 総会は、年 1 回開催する。総会の開催については世話人会の協議に

より決定するが、原則として研修会の同日に開催する。 
第１４条 総会においては、本会の運営方針、年間計画、事業報告、会計報

告、その他の基本方針について検討し議決を行う。 
第１５条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の際は世

話人会の決するところによるものとする。 
 

附則附則附則附則 
１． 本会会則は、世話人会によって承認された日より施行する。 
２． 本会会則の変更は、世話人会の議決による。 

 
2014 年年 3月 25日 施行 


