
【オンラインセミナー】 

第 19 回 糖尿病療養指導士兵庫県連合会 年次学術集会 
 

日 時 2020 年 9 月 5 日（土）14:00～17:30 

配 信 Microsoft Teams 
（接続のための URL は、9 月 2 日(水)にお申込みの際に登録されたアドレスに送付します。セミナー開始時刻

になりましたらご自身で接続してください） 

※参加までの流れは裏面を参照 

 

プログラム 
開会挨拶    14:00～14:05 

『  兵庫県における糖尿病療養指導活動について  』 

武庫川女子大学 薬学部 臨床薬学教育センター 教授 辻本 勉  先生 

症例報告  14:05～14:30 

司会 武庫川女子大学 薬学部 臨床薬学教育センター 教授  辻本 勉  先生 

『  各職種の視点から３職種 （詳細は裏面に記載） 』 

 西宮渡辺病院 6 階病棟    看護師 岡見 さとみ 先生 

神戸市立西神戸医療センター 眼科兼リハビリテーション技術部主任 

視能訓練士 笹田 多恵子 先生 

 市立川西病院栄養科  管理栄養士 福井 みゆき 先生 

            

教育講演  14:30～15:15 

        『 糖尿病患者の課題のとらえ方と症例報告（レポ－ト）の書き方 』 

     兵庫県立尼崎総合医療センター 糖尿病看護認定看護師  恒吉 慶子 先生 
 

  

特別講演Ⅰ 15:15～16:15 

司会 医療法人 綱島会 厚生病院 院長 松下 健次 先生 

『  糖尿病患者のやる気を引き出すチーム医療とは？！ 』 

 糖尿病・内分泌・漢方内科 新神戸おかだクリニック 院長 岡田 裕子 先生 
 

16:15～16:30 － Break － 

 

特別講演Ⅱ  16:30～17:30  

司会  神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・総合内科学分野  

総合内科学部門 准教授  坂口 一彦 先生 

『 糖の流れのその先へ ～未来を護るベストチョイス～ 』 

国際医療福祉大学 市川病院 教授 野見山 崇 先生 

※ 参 加 費 CDE 兵庫県連合会 会員 無料  非会員 1000 円 

※参加登録はホームページから事前登録をお願いします。 

糖尿病療養指導士兵庫県連合会 URL：https://www.pac-mice.jp/hcde/  

（7 月 22 日(水)14：00 より受付開始～締め切り 8 月 25 日(火)） 

※ CDE 兵庫の認定更新のための単位を 6 単位取得できます 

★日本薬剤師研修センターの単位（2 単位）を希望の方は、簡易書留で送付のため、参加費

とは別に実費相当（郵送料＋事務手数料）1,000 円の事前振込が必要となります。 

共催 糖尿病療養指導士兵庫県連合会、兵庫県病院薬剤師会 

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  後援  日本くすりと糖尿病学会 



症例報告  14:05～14:30 

司会 武庫川女子大学 薬学部 臨床薬学教育センター 教授  辻本 勉  先生 

『 認知機能障害を伴う後期高齢患者への関わり 

～行動変容につながった療養指導を振り返って～ 』 
西宮渡辺病院 6 階病棟    看護師 岡見 さとみ 先生                    

『 2 型糖尿病合併妊娠患者に対する視能訓練士から見た療養指導の自験例 』 
神戸市立医療センター西市民病院 眼科 視能訓練士 笹田 多恵子 先生 

『 スムーズな医療連携ができた肥満患者に対する栄養指導 』 
市立川西病院栄養科  管理栄養士 福井 みゆき 先生 

                     

 

※当日は MicrosoftTeams にて配信を行います 
視聴登録のために入力いただいた個人情報は、次の目的のために使用いたします。 

【利用目的】①出欠の確認 ②経理処理などの事務手続き 

視聴登録へのご記入内容は、弊社で責任をもって安全に管理するとともに、上記目的に照らして不要となった場合には適切に廃棄させていただきます。 

本件に関するお問合せは、担当MR までご連絡ください。 

【参加までの流れ】 
1. 参加登録はホームページから事前登録をお願いします。 

糖尿病療養指導士兵庫県連合会 URL：https://www.pac-mice.jp/hcde/  

（7 月 22 日(水)14：00 より受付開始～締め切り 8 月 25 日(火)） 

2. 参加登録画面にて入力いただいたメールアドレスに、受付完了の返信メールが届きますの

で、ご確認ください。 

  ＊メールが届かない場合、登録したメールアドレスに誤りがあるか、迷惑メールに分類され

ている可能性がございます。 

3. 非会員の方、日本薬剤師研修センターの単位取得を希望される方は、期限(8 月 26 日(水))

までに、入金を済ませてください。（非会員かつ薬剤師研修センターの単位を希望される際は 2,000

円のお振り込みが必要です） （必ずお振込み名義の前に申込者番号(数字 7 桁)をご入力ください。） 

振込先：三井住友銀行 神戸営業部 普通口座：9122825 名義：糖尿病療養指導士兵庫県連合会 

（お振込み名義の前に申込者番号(数字 7 桁)をご入力ください。入金された参加費については、 

返金対応を受け付けませんので、ご了承ください。） 

４. 9 月 2 日(水)に、会員で申し込まれた方、非会員の申込者で入金が確認できた方に、 

申し込み時のメールアドレスに、セミナー接続のための URL をお送りします。 

（届かない場合は、9 月 3 日(木)、9 月 4 日(金)に連合会事務局(078-332-3703)へ 

お問い合わせください） 

5. 開催日時になりましたら、セミナーへのリンクからご参加ください。 

 

【以下、ケース 1-3 のいずれか方法でご参加いただけます。】 
★ケース 1 

すでに PC/スマートフォンに Teams アプリがインストールされている場合 

  ⇒「セミナーに参加する」をクリックするとライブイベントの視聴画面が表示されます 

  ★ケース 2 

 Teams アプリがインストールされていない PC で参加する場合 

 ⇒「セミナーに参加する」をクリック  ※推奨ブラウザ：Microsoft Edge または Google Chrome 

 ⇒｢代わりに Web で視聴する｣をクリック 

⇒｢ライブイベントへようこそ！｣の画面にて｢匿名で参加｣をクリック（表示されない場合もあります） 

⇒視聴画面が表示されます 

★ケース３ 

Teams アプリがインストールされていないスマートフォンで参加する場合 

 ⇒App Store または Google Play より｢Microsoft Teams｣をインストール(無料) 

 ⇒「セミナーに参加する」をクリック 

 ⇒｢Microsoft Teams｣を起動して｢ゲストとして参加｣をタップ 

 ⇒半角英数字でニックネームを入力 

⇒視聴画面が表示されます 
 

当日のトラブル連絡先：ノボ ノルディスクファーマ株式会社（TEL:078-242-8051） 


