『第２回とやま糖尿病療養指導士試験受験資格取得のための講習会』開催要綱
特定非営利活動法人とやま糖尿病療養支援機構
１

目的
この講習会は、とやま糖尿病療養指導士の育成を目的として開催します。

２

実施主体
特定非営利活動法人とやま糖尿病療養支援機構
（事務局：富山大学医学部第一内科医局内）

３

期日と会場
住所：富山県富山市杉谷 2630 番地
①平成３０年８月２５日（土）14 時１0 分～19 時 00 分
受付：13 時４０分～14 時１0 分
会場：附属病院棟 臨床講義室Ⅰ
②平成３０年９月１５日（土）14 時１0 分～19 時 00 分
受付：13 時４０分～14 時１0 分
会場：講義実習棟 大講義室
③平成３０年９月２９日（土）14 時 00 分～19 時 00 分（１０月２７日と同じ内容）
受付：13 時３０分～14 時 00 分
会場：総合教育センター2 階 多目的研修室
※③の講習は、９月２９日か１０月２７日のどちらか受講
③平成３０年１０月２７日（土）14 時 00 分～19 時 00 分（９月２９日と同じ内容）
受付：13 時３０分～14 時 00 分
会場：総合教育センター2 階 多目的研修室
※③の講習は、９月２９日か１０月２７日のどちらか受講
④平成３０年１１月１７日（土）14 時１0 分～19 時 00 分
受付：13 時４０分～14 時１0 分
会場：附属病院棟 臨床講義室Ⅰ

４

日程・内容

2018 年度
開

催

日

程

第1回
８月２５日(土)
富山大学
杉谷キャンパス
附属病院棟
臨床講義室Ⅰ

とやま糖尿病療養指導士認定研修会プログラム
時

間

研修
番号

研

修

内

容

14：10～15：00

1

地域糖尿病療養指導士の意義とその役割
日本糖尿病協会の活動について
糖尿病総論、糖尿病の概念（病型、成因、病態）

15：10～16：00

2

糖尿病慢性合併症１
（デンタルケア・歯周病/ 足病変）

16：10～17：00

3

糖尿病慢性合併症２
（腎症、末梢神経障害、網膜症）

17：10～18：00

4

糖尿病慢性合併症 3
（大血管障害・癌・認知症・骨粗鬆症）

18：10～19：00

5

糖尿病の概念
（検査、診断）

第2回
９月１５日(土)
富山大学
杉谷キャンパス
講義実習棟
大講義室

第3回
９月２９日(土)
富山大学
杉谷キャンパス
総合臨床教育センター
２F 多目的研修室

14：10～15：00

6

食事療法の基礎
（食品交換表の使い方・カーボカウント・健康食品）

15：10～16：00

7

食事療法の応用
（糖尿病腎症の食事・アルコール・間食・補食・外食）

16：10～17：00

8

運動療法（総論）
禁煙指導

17：10～18：00

9

薬物療法 1
（糖尿病治療薬・総論）

18：10～19：00

10

14：00～14：10

同時刻
同会場

第4回
１１月１７日(土)
富山大学
杉谷キャンパス
附属病院棟
臨床講義室Ⅰ

11

実習 1：SMBG の測り方とその評価

15：40～17：５0

12

実習 2：インスリン・GLP-1 注射の打ち方

13

Case study1：2 型糖尿病の薬剤

14

Case study2：インスリン導入

14：10～15：00

15

薬物療法 3
（高血圧、高脂血症、尿酸血症の治療薬）

15：10～16：00

16

糖尿病の急性合併症および治療に関連した低血糖
シックデイ指導

16：10～17：00

17

糖尿病患者の教育
糖尿病患者の心理と行動

17：10～18：00

18

高齢者糖尿病の特徴・管理目標
1 型糖尿病・糖代謝異常のある妊婦の治療

18：０0～19：00

18：10～19：00

５

今日の予定の説明

14：10～15：30

予備日

１０月２７日(土)

薬物療法 2
（糖尿病治療薬・服薬指導の実際）

認定試験

受講対象者
 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技
師、理学療法士、臨床心理士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉士、言語聴覚士、歯科衛生士、
健康運動指導士、視能訓練士、臨床工学技師、ケアマネージャー、ソーシャルワーカーなどの医療・
福祉・介護等に関する認定資格を有する者あるいは職種従事者、その他本認定機構が承認する業務
への従事
 糖尿病患者の療養等に 1 年以上従事している者
 日本糖尿病協会の正会員であること（受講決定通知書が送付された後、日本糖尿病協会の正会員に
なる手続きをして下さい。３ページ目参照）
 受講申込書には、できれば推薦者も記載下さい（推薦者は無料で講習の聴講が可能です）
※現在、日本糖尿病療養指導士認定機構の「日本糖尿病療養指導士(CDEJ)」の資格を有しているかた
は、日本糖尿病協会の会員になり、申請をすれば自動的に「とやま糖尿病療養指導士」の認定が受け
られます（認定料 3,000 円）。また、CDEJ の失効後５年未満の方は試験に合格すれば「とやま糖尿
病療養指導士」の認定が受けられます。ただし、試験料＋認定料計 5,000 円をお支払いください。

６

定員
３０名程度（先着順。定員になり次第締切）

７

申込み締切
平成３０年６月２０日（水）

８ 申込み先・お問い合わせ先
特定非営利活動法人とやま糖尿病療養支援機構
〒930-0194 富山県富山市杉谷 2630 富山大学第一内科 内
FAX：076-434-5025
メールアドレス：tymcde-office@umin.net
※申し込み受付は FAX のみです。
９

受講料と受験料 ※一括で 1０,000 円といたします。
受講決定通知書が届きましたら、通知書に記載されている指定口座に、指定されている期日までに受講
料の振込みをお願いします。振込手数料は各自で負担してください。受講者は、日本糖尿病協会に正会
員として入会して下さい。本部会員になるかあるいは、所属医療機関にある友の会からご入会ください。
本部会員は日本糖尿病協会（03-3514-1721）へ、友の会からの入会は所属医療機関へお問い合わ
せください。受講料の支払いを証明する書類と日本糖尿病協会の会員番号、あるいは所属している友の
会から入会していることを示す書類を発行してもらい（形式任意）、機構あてに FAX（076-4345025）でお送り下さい。
※日本糖尿病協会の年会費：本部会員の場合は 1 年 3,500 円／2 年一括 6,000 円／3 年一括 7,500
円です。5 年間の会費は高くて【17,500 円＝1 年 3,500 円×5 年間】となります。２年一括、３年
一括を両方使うと 5 年間で 13,500 円となります。

１０

講習会の受講について
講習会はすべて必修となります。講習が修了しましたら受講票に事務局より押印し受講証明といたし
ます。毎回必ず受講票を御持参ください。受講証明書は２年間有効です。

１１

試験
第 4 回目の最後の講習日の 18：10-19：00 の間に行います。第１回か第２回のどちらかを欠席し
ても、第３回、４回に出席すれば試験は受けられます。次年度に残りの講義を受けて資格認定を申し込
んで下さい。

１２

認定について（初年度は認定料をとりません）合格された方には、資格認定証を発行します。ただし、
CDEJ の資格を有する者の認定料は 3,000 円、
CDEJ 失効者の場合は試験料と認定料は併せて 5,000
円と致します。
（認定は 202３年度末まで有効です。２０２３年度に更新の手続きが開始されます。更
新の要件及び必要手続きについては、後日お知らせします。
）

１３

紹介者あるいは推薦者の医師および上司の方の参加・聴講は無料です。

その他
（１） 糖尿病療養指導ガイドブック 201８（日本糖尿病療養指導士認定機構編著・メディカルレビュー社）
（本体 2,800 円＋税）
、糖尿病治療ガイド 201８-201９（６月１日発表）（日本糖尿病学会編著・
文光堂）
（本体 800 円＋税）をテキストとして使用いたします。該当年度版を各自でご準備ください。
（２） 駐車場は、富山大学附属病院の敷地内有料駐車場をご利用ください。参加者には無料駐車券を発行し
ます。

