
第 33回福島 DMスタッフ懇話会のご案内

令和元年8月 吉日

拝啓 晩夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さてこの度、「第 33回福島 DMスタッフ懇話会」を開催する運びと

なりました。今回は「糖尿病治療注射製剤について」をテーマとし、県内の各医療機関から一般演題を 4演題ご発表いた

だきます。また、特別講演では福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 准教授 野見山 崇 先生をお招き致しまして下

記の内容でご講演いただきます。

ご多忙中とは存じますが、多数のご出席を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 :令和 元年 10月 12日 (土 )14ЮO～ 1■35

場 所 :いわき産業創造館 6F「 会議室 1」 (JRいわき駅前ビル LATOV)

いわき市平字田町 120 TEL 0246-21-7570

参加費 :500円

テーマ :「糖尿病治療注射製剤について 」

【一般講演】 県内の各ご施設より4演題

【ミニレクチャー】講 師 :たねだ内科クリニック 院長 種田 嘉信 先生

【特別講演】 『 GLP-1受容体作動薬のトリセツ ～未来を護るパートナー～ 』

講 師:福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 准教授 野見山 崇 先生

福島県糖尿病療養指導士会認定更新の為の研修会 2単位を取得予定。

日本糖尿病療養指導士認定更新の為の研修1単位〈第 2群>を取得予定。

日本病態栄養学会による認定更新1単位<第 1群 >を取得予定。

日病薬病院薬学認定薬剤師制度 (Ⅲ -2:連携)2単位を取得予定。

日本薬剤師研修センターの受講シールを申請予定。

※日本薬剤師研修センター受講シール取得希望の方は【薬剤師免許番号】を当日必ずご提示ください。

共催 :福島DMスタッフ懇話会 ノボ ノルディスクファーマ株式会社、福島県糖尿病療養指導士会、福島県病院薬剤師会

第 33回 福島 DMスタッフ懇話会 参加申し込み 申込締切日 10月 4日 (金 )

申込先 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 宛

FAX iO24 - 933 -491 I (rer: oz4-eg3-+ogr )

御施設名・所属部署名

参加者名 (ご参加を希望される方全てのお名前をご記入下さい。)



第33回 福島DMスタッフ懇話会
日 時 :令和 元年 10月 12日 (土 )14ЮO～ 1735

場 所 :いわき産業創造館 6F「 会議室 1」 (JRいわき駅前ビル LATOV)

いわき市平字田町 120 TEL 0246-21-7570

参加費 :500円

ノボ ノルディスク ファーマ(株)による情報提供 13:50-14:00

テーマ:「 糖尿病治療注射製剤について 」

【一 般 講 演】 14:00´V16:00
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座 長 :たねだ内科クリニック 院長 種田 嘉信 先生

1,『 糖尿病教育入院における薬剤師の個別指導導入について 』

竹田綜合病院 薬剤科 齋藤 裕和 先生

2.『 当院における糖尿病治療注射製剤のトラブルと対処方法 』

せいの内科クリニック 看護師 磯野 恵― 先生
3.『 1型糖尿病を発症した 80代女性への治療の取り組み

～高齢・独居の患者の安全な自己管理を目指して～ 』

済生会福島総合病院 薬局長 大場 康子 先生

4.『 当院におけるインスリン治療者に対する運動指導法 』

ひろさか内科クリニック 運動習慣支援室 室長 佐久間 貞典 先生

【ミニレクチャー】 16:00-16:20

『 撹拌不要な配合溶解インスリンアナログ注射液の有用性 』

講 師 :たねだ内科クリニック 院長 種田 嘉信 先生

(～休憩10分～)

【特 男1講 演】 16:30～ 17:30   ‐
:

座長 :公立大学法人福島県立医科大学医学部 糖尿病内分泌代謝内科学講座 主任教授 島袋 充生 先生

『 GLP-1受容体作動薬のトリセツ ～未来を護るパートナー～ 』

講 師 :福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 准教授 野見山 崇 先生

まとめ 17:30～ 17:35

公立大学法人福島 県立 医科大学医学部 糖尿病内分泌代謝 内科学講座 主任教授 島袋 充生 先生

※福島県糖尿病療養指導士会認定更新の為の研修会 2単位 を取得予定。
※日本糖尿病療養指導士認定更新の為の研修 1単位〈第 2群 >を取得予定。
※日本病態栄養学会による認定更新 1単位<第 1群>を取得予定。
※日病薬病院薬学認定薬剤師制度 (Ⅲ -2連携)2単位を取得予定。
※日本薬剤師研修センターの受講シールを申請予定。笙 劃師免許番号を当日必ずご提示ください。)

但し、日病薬病院薬学認定薬剤師制度と日本薬剤師研修センターの認定単位は、
希望されるどちらか1種類のみの取得となりますので、いづれかを選択して頂きます。

共催 :福島 DMスタッフ懇話会、ノボ ノルディスク ファーマ株式会社、
福島県糖尿病療養指導士会、福島県病院薬剤師会、福島県薬剤師会

※本イベント参加のために弊社が必要な交通費・宿泊費を負担させていただく方におかれましては、
関連法規等およびご所属施設のルールに則り、弊社にて実費相当負担いたします。



会場のご案内
【住所】
福島県いわき市平字田町120
いわき産業創造館 6F
丁EL:0246-21-7570

【広域地図】
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<列車 :高速バスでお越しの方>
常磐線・磐越東線 いわき駅から
徒歩 所要時間 約3分

<お車でお越しの方>
常磐道 いわき中央ICから所要時間 約15分

*お車をご利用の方は施設内駐車場には限りがございますので、
周辺のコインパーキング等をご利用ください。

(駐車料金は参加者様のご負担となりますので、料金上限設定の有無をご確認ださい。)
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