
趣意書 

令和２年 3月吉日 

 

謹啓 

 早春の候、貴社ますますご清祥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、厚く御礼申し上げます。 

 さて、早速ではございますが、本趣意書を添えお願い申し上げます。 

 

この度、糖尿病療養指導についての豊かな知識と経験を持ちチームの一員と

して質の高い療養指導を行うことのできるスタッフの育成、認定を行い、その成

果を日常診療や市民フォーラム等を通して 糖尿病発症予防および糖尿病患者

の健康と福祉のため広く社会に還元する事を目的として、「静岡県西部糖尿病療

養指導研究会」を開催しております。 すでに 過去 10年間において 地区医

師会、看護師会、薬剤師会他の協力も得て、静岡県西部地区から医師、看護師、

薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士他 多くの方が参加されており

ます。  

 

本来研究会の運営費用は参加費にて 賄われるべきではございますが 本研

究会を円滑に運営しその使命を果たすには、関係各位様より浄財のご寄付によ

る経済的なご援助なしでは極めて厳しい現状にございます。 

つきましては、昨今の市況は重々承知いたしておりますが、何卒 本研究会趣

旨をご理解いただき、格別のご配慮を以ってご支援ご協力を賜ることができま

すれば、誠に幸甚に存じます。 

 先ずは、書面をもちまして 本研究会のご挨拶を申し上げ、あわせてご厚情の

程 何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 末筆ではございますが、貴社 益々ご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

 

静岡県西部糖尿病療養指導研究会    

会長 菊池 範行      

きくち内科クリニック 院長     

 

 



事業計画書 
 

会名： 静岡県西部糖尿病療養指導研究会 定期研修会 

会場： アクトシティ浜松 コングレスセンター 研修交流センター 研修交流室 

 〒430-7790 浜松市中区板屋町 111-1 

会長： 菊池 範行 （きくち内科クリニック 院長） 

事務局 きくち内科クリニック   静岡県浜松市東区将監町 12-15    ℡ 053-468-7255  

対象： 医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、医療事務、他 

内容： 研修会内容は下記の通りです。（本年度も同様に企画しています） 

 

 

月日 時間 場所 単位 内容 時間 講演者 司会

1 ガイダンス（認定・認定更新）

2 療養指導士の役割

3 糖尿病の概念と疫学

4 糖尿病の成因と分類、診断 0.75 柏原裕美子

15:45-17:00 1単位 ★ 新規受験・認定更新のためのプログラム 1.25 源馬理恵子 後藤良重

食事療法の目的と意義 0.5 川合弘太郎

食事療法の基本 0.75 岡本康子

食事療法の実際 0.75 本康淳子

運動療法の目的と意義、実際 0.5 後藤良重

運動療法の実際 0.5 宮下和也

薬物療法（経口血糖降下薬）の基本 1.0 長山浩士

薬物療法（経口血糖降下薬）の服薬指導 0.5 伊藤譲

薬物療法（インスリン）の基本 1.0 釣谷大輔

薬物療法（インスリン）の服薬指導 0.5 大原浩幸

9 急性合併症 1.0 後藤良重 森田浩

10 慢性合併症（細小血管障害） 1.0 森田浩

11 慢性合併症（大血管障害） 1.0 宮澤総介

12 患者教育と療養指導の評価 1.0 鈴木智津子

13 療養指導各論（ライフステージ別の課題） 1.0 源馬理恵子

15:30-17:00 1単位 ★ 管理栄養士 1.00 菊池範行 源馬理恵子

14

15

15:30-17:00 1単位 ★
ご相談してください
～あなたの痛みやしびれ～

1.00

整体あしすと
院長

佐原康之
堀川育子

16 糖尿病患者の心理と行動 1.0 釣谷大輔

17 療養指導各論（一般的な保健指導） 0.75 橋本卓也

17 療養指導各論（一般的な保健指導） 0.75 沓名美香

18 療養指導各論（歯周病） 1.0 青山行彦

15:30-17:00 1単位 ★
糖尿病の薬物療法における服薬指導の
必須ポイント

1.00

名鉄病院
薬剤部長
武藤達也

菊池範行

19 療養指導各論（血糖自己測定） 1.0 川合弘太郎 長山浩士

20 療養指導各論（高齢者糖尿病の管理） 1.0 長山浩士 川合弘太郎

15:30-17:00 1単位 ★ 新規受験・認定更新のためのプログラム 1.00 菊池範行 菊池範行

14:00-14:45 21 まとめ 0.75 菊池範行 森田浩

療養指導各論（フットケアの意義と実際） 1.5
榛村通江
堀川育子

名駅東クリ
ニック院長
山本祐歌

菊池範行

12月３日
土曜日

研修交流
センター

62

沓名美香

10月6日
木曜日

19:30-21:00

2単位
14:45-17:00 ★ 演題 2.0

11月26日
土曜日

14:00-15:30 研修交流
センター

62

1単位

研修交流
センター

62
1単位

7月16日
土曜日

14:00-17:00

研修交流
センター

62

2単位
後藤良重

8月27日
土曜日

14:00-15:30 研修交流
センター

62

2単位 榛村通江

6月11日
土曜日

14:00-17:00

研修交流
センター

62
2単位

7 釣谷大輔

8 伊藤譲

5月7日
土曜日

14:00-17:00

研修交流
センター

62
2単位

5 菊池範行

6 本康淳子

糖尿病療養指導研修会（平成28年度）の日程・内容

4月9日
土曜日

14:00-15:30 研修交流
センター

62

1単位
0.75 菊池範行

源馬理恵子

伊藤譲

10月15日
土曜日

研修交流
センター

62

2単位13:30-15:30

菊池範行

9月17日
土曜日

13:30-15:30
研修交流
センター

62

2単位



企業各位様 

静岡県西部糖尿病療養指導研究会 

会長 菊池範行     

(きくち内科クリニック 院長) 

 

静岡県西部糖尿病療養指導研究会 製品説明および展示の募集のご案内 

 

謹啓  

時下貴社益々ご清栄のことと お慶び申し上げます。 日頃は本研究会に対しまして種種の

ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 本年度も例年通り、静岡県西部糖尿病療養指導研究会 

定期研修会を開催させていただくこととなりました。 

本研修会に併催致します製品説明および展示会に 是非とも 貴社の製品をご出展賜りた

く ご案内旁々お願い申し上げます。   尚 1研修会につき 1社と限りがありますので 

お早めにお申し込みください 

 

謹白 

記 

 

１．日時  2020年 月次研修日(貴社希望日) 別途ホームページ参照： 

２．会場  アクトシティ浜松 研修交流センター 研修交流室 

   〒430-7790  静岡県浜松市中区板屋町 111-1 

３．日程  ①製品説明会 午後 1時 40分～20分程度 

   ②展示 研修会当日 研修会の会場内にて 

   尚 プログラムにより時間が変更する場合もあります。 

 

４．展示スペース 製品（デモ機を含む）や関連宣伝物等 展示内容は自由です。 

 １ １小間（長机付き）のスペースは 約 180cm×90cm です。 

 ２ バックパネルなどはありませんので 必要に応じてご用意ください。 

３ 電源の使用は使用可能です。延長コードはご用意ください。  

５．費用     25,000円（税込）。  

なお軽食や飲料は必要ありません。 

６．小間割り   

申し込み数が多い場合は、研究会事務局が相談の上 調整いたします。 

７．依頼社数  1研修日につき １社 

９．申込方法 

別途申込書に 必要事項をご記入の上 研修会 10 日前までに下記へご連絡ください。 



 

 

静岡県西部糖尿病療養指導研究会 振込先 

浜松信用金庫 植松支店  店番 022 

普通預金  口座番号 2001459 

口座名   静岡県西部糖尿病療養指導研究会 会長 菊池 範行 

ふりがな  ｼｽﾞｵｶｹﾝｾｲﾌﾞﾄｳﾆｮｳﾋﾞｮｳﾘｮｳﾖｳｼﾄﾞｳｹﾝｷｭｳｶｲ ｶｲﾁｮｳ ｷｸﾁ ﾉﾘﾕｷ 

 

*尚 領収書は銀行の振込金受領書を持って これに代えさせていただきますので ご了承くだ

さい。  

 

 

 

 

静岡県西部糖尿病療養指導研究会 

～令和 ２年 定期研修会 収支予算～ 

 

 

≪収入の部≫ 

 

参加費  @500 円 x50名～スタッフ 10名    25,000円 

説明会展示費 2.5万円ｘ１社      25,000 円 

研究会事務局より                     10,000 円 

       総計  60,000 円 

 

 

≪支出の部≫ 

 

会場費（会議室 アクトシティ浜松）           15,000 円 

機材･音響･備品他 賃貸料 合計          10,000 円 

各種印刷費(研修会資料他)      10,000 円 

事務用品･備品･消耗品･雑費       5,000 円 

講師交通費および謝礼       20,000 円 

       総計   60,000 円 

 



 

製品説明会および展示・申込書 
 

 

 

趣旨に賛同し、静岡県西部糖尿病療養指導研究会に製品説明会および展示

を申し込みます。 

 

お申込み日    2020  年     月     日 

 

金額   金 25,000 円  

 

振込予定日  令和     年     月     日 

 

貴社名                                 

 

所在地                            

 

                            

 

   電話          Fax            

 

部署名                                

 

ご担当者                               

                         

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                           

 

Fax送信先 きくち内科クリニック：053-462-4128  

静岡県西部糖尿病療養指導研究会 振込先 

浜松信用金庫 植松支店  店番 022 

普通預金  口座番号 2001459 

口座名   静岡県西部糖尿病療養指導研究会 会長 菊池 範行 

ふりがな  ｼｽﾞｵｶｹﾝｾｲﾌﾞﾄｳﾆｮｳﾋﾞｮｳﾘｮｳﾖｳｼﾄﾞｳｹﾝｷｭｳｶｲ ｶｲﾁｮｳ ｷｸﾁ ﾉﾘﾕｷ 

 



静岡県西部糖尿病療養指導研究会規約 

第 1 章 名称および事務局 

第 1条（名称） 

本会は名称を『静岡県西部糖尿病療養指導研究会』とする。 

第 2条（事務局） 

本会の事務局は、きくち内科クリニックに置く。  

第 2 章 目的および事業 

第 3条（目的） 

本会は静岡県西部地区において、豊かな知識と経験を持ち、チームの一員として質の高い療養指導を行うことのできる

地域糖尿病療養指導士の育成および活動支援を行い、糖尿病患者の健康と福祉の向上を目指し、地域医療に貢献するこ

とを目的とする。 

第 4条（事業内容） 

1. 糖尿病に関する知識と技術の普及啓発を行う。 

2. 糖尿病療養指導に関する人材を育成する。（静岡県西部糖尿病療養指導士の認定については細則に定める） 

3. 病診連携を通して、かかりつけ医やスタッフのレベルアップを目指す。 

4. ホームページを開設し、医療従事者への情報提供を行う。 

5. 糖尿病の予防や治療について、市民に啓蒙する。 

6. その他この研究会の目的を達成するための事業を行う。 

第 3 章 構成および組織 

第５条（会員） 

本会の会員は、本会の趣旨に賛同した医師とコメデイカルとする。 

第６条（役員） 

本会に、会長 1名、副会長 2名、会計 1 名、会計監査 1名をおく。 

第 7条（組織） 

本会の運営のために、運営委員会および認定委員会を設け、各委員長ならびに若干名の委員は会長が指名する。 

1. 運営委員会は本会の運営の実務を担当し、研修会や市民公開講座の企画などを行なう。 

2. 認定委員会は地域糖尿病糖尿病療養指導士の認定作業を行う。 

3. 各委員長は各委員会を招集する。但し委員数の 3分の 1以上から会議の目的とする事項を示し請求があったときは、各

委員長は直ちに当該委員会を招集しなければならない。各委員会は委員数の過半数が出席していなければ、会議を開き

議決することができない。 

4. 各委員の任期は 2 年とし、再選を妨げない。各委員会の欠員が生じた場合は、当該委員の補充を行う。その場合、後任

者の任期は前任者の残余期間とする。  

第 4 章 会計 

第 8条（会計） 

1. 本会の収入は、研修会の参加費、その他とする。 

2. 研修会の参加費は、1回 500 円とし、資料代等も含む。 

3. 本会の支出は、本会の事業の遂行に必要な費用、会議費、その他本会の目的を達成するために必要な費用とし、運営委

員会で決定する。 

4. 年 1 回監事の監査後に会計が会計報告を 3月末に行う。 

第 5 章 細則 

第 9条（細則） 

この会則に定めない事項ならびに会の運営に関する細則は運営委員会で定める。 



第 6 章 附則 

第 10 条（施行） 

本規約は 2009 年 2月 1 日から施行する。 

 

静岡県西部糖尿病療養指導士の認定施行細則 

第 1条（認定資格） 

静岡県西部糖尿病療養指導士の認定を申請するものは、次の各項の条件をすべて満足することを要する 

1. 医師、薬剤師、保健師、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、介護福祉士など医療に

関わる経験が直近 3 年以上の者。 

2. 静岡県西部糖尿病療養指導研究会主催の研修会に参加し、修了証を取得していること。研修会の開催要項や修了証取得

資格等については、補則に定める。 

3. 修了証の受験のための有効期間は取得年度または、その年度に受験されなかった方に限り、次年度の受験までとなる。 

第 2条（申請書類） 

静岡県西部糖尿病療養指導士を希望するものは次項に定める申請書類に審査料を添えて、認定委員会に提出するものと

する。有資格者は認定試験を受験することができる。 

1. 静岡県西部糖尿病療養指導士認定申請書  

2. 静岡県西部糖尿病療養指導研究会主催の研修会修了証 

3. 履歴書  

第 3条（審査料） 

認定審査料（受験料・認定料を含む）は２０００円とする。 

第 4条（審査） 

認定委員会は申請書類によって受験資格についての審査を行う 

第 5条（認定と試験） 

認定委員会は試験問題を作成し、有資格者を対象に静岡県西部糖尿病療養指導士認定試験を施行し、合格者に対して静

岡県西部糖尿病療養指導士の認定証を交付する。ただし、試験は以下の方法とする。 

1. 研修会の際、講師よりあらかじめ出題された練習問題 50 題の中から、認定委員会は 30 問を選出し、セルフトレーニン

グ問題とする。 

2. 受験者は自宅で、セルフトレーニング問題に解答し、静岡県西部糖尿病療養指導研究会に提出する。 

3. 6 割以上の正答したものを合格者とする。 

第 6条（認定更新） 

認定は 5年毎に更新する。更新規定は補則に定める。 

第 7条（資格喪失） 

認定委員会は、静岡県西部糖尿病療養指導士としてふさわしくない行為があったと認められた場合には、その認定資格

を認定委員会の議を経て取り消すことができる。 

第 8条（規則改廃） 

この規則の改廃は静岡県西部糖尿病療養指導研究会の議決を経なければならない。 

 

補則 

第 1 条（研修会の単位取得） 

静岡県西部糖尿病療養指導士受験に関わる静岡県西部糖尿病療養指導研究会主催の研修会の時間・単位は以下の如くで

ある。原則として、1 年に 10 回（24 時間・16単位）の研修会を開催する。 



修了証は以下のものに交付する。 
1. 1 年間で合計 10 単位（15 時間）以上の講義に出席した者 

2. 2 年間で合計 10 単位（15 時間）以上の講義に出席した者 

3. 3 年間で合計 10 単位（15 時間）以上の講義に出席した者 

第 2 条（認定更新） 
1. 認定は 5年毎に更新する。 

2. 認定の更新に際しては以下の条件を満足する必要がある。 

静岡県西部糖尿病療養指導研究会主催の研修会 10 単位以上 

糖尿病関連講演会等の参加取得単位 ･5単位以上 

3. 静岡県西部糖尿病療養指導士の認定更新を希望するものは以下の書類に更新審査料を添えて、事務局に提出するものと

する。 

   静岡県西部糖尿病療養指導士認定更新申請書 

   学術活動に関する単位数を合計 15 単位取得したことを証明する資料 

4. 更新の手数料は２０００円とする。 

 

附則１（講習単位） 

静岡県西部糖尿病療養指導士認定更新に関わる講習単位となるものは以下の如くである。下記の単位は 1 学会期間中同

一である。 

• 日本糖尿病学会学術集会 - 4 単位 

• 日本糖尿病学会地方会 - 4単位  

• 日本糖尿病教育・看護学会 - 4 単位  

• 日本病態栄養学会 - 4 単位  

• 糖尿病学の進歩 - 4 単位  

• 糖尿病学会の分科会 - 2単位  

• 糖尿病のよりよい連携医療を考える会主催の講演会 - 2 単位 

• 生活習慣病態研究会 – 0.5 単位  

• 静岡県西部糖尿病看護研究会 – 0.5 単位  

• 中東遠糖尿病研究会 - 0.5 単位  

• 静岡県西部糖尿病療養指導研究会に申請し、認定された糖尿病関連の研修会で参加証明書の交付がなされるもの 
      1.5 時間以上 3 時間以内 0.5 単位  3 時間以上 1 単位  

• 学会、講演会における発表者は 2単位を加算する。     

附則 2 

研修会講演会について認定単位を希望する場合は所定の書類を事務局に申請すること。代表は各委員会の委員長と協議

の上、認定単位を決定する。 

附則 3 

認定研修会のための条件 

1. 会の企画または責任者が LCDE、もしくは糖尿病専門医の資格を有すること。  

2. 1 ヶ月前に事務局に研修のプログラムの届出が済んでいること。  

3. LCDE の研修としての内容があること。  

4. 公開されている研修会が望ましい。  

  

 

  



静岡県西部糖尿病療養指導研究会は 二つの委員会で構成されています。  

 
   運営委員会は 主に研究会の企画・運営・実行について携わっています。 

   認定委員会は 主に研究会の受講管理・認定試験・広報等に携わっています。 

 

 

 

 

認定委員会 

施設名 氏名 職種 

遠州病院 後藤 良重 医師（委員長） 

浜松北病院 澤田 健 医師 

聖隷浜松病院 林 千雅 医師 

きらりタウンかわい内科医院 川合弘太郎 医師 

浜松医科大学 釣谷 大輔 医師 

浜松赤十字病院 福原 梨江 看護師 

聖隷三方原病院 土屋 紘子 看護師 

なるみやハートクリニック 北村 久美

子 

看護師 

きくち内科クリニック 片岡 咲子 管理栄養士 

聖隷浜松病院 冨田 加奈

恵 

管理栄養士 

浜松労災病院 澤木 瑛子 管理栄養士 

浜松リハビリテーション病院

病院 

戸塚 淳子 薬剤師 

浜松赤十字病院 小菅 緑 薬剤師 

はんど薬局 大原 浩幸 薬剤師（会計） 

浜松北病院 宮下 和也 理学療法士 

浜松北病院 鈴木聡仁 理学療法士 

聖隷浜松病院 谷高由利子 臨床検査技師 

きくち内科クリニック 堀川育子 看護師（会計監査） 

運営委員会 

施設名 氏名 職種 

きくち内科クリニック 菊池 範行 医師（会長） 

藤枝市立総合病院 森田 浩 医師 

浜松北病院 源馬 理恵子 医師 

浜松医療センター 長山 浩士 医師 

掛川東病院 榛村 通江 看護師（副会長） 

浜松医科大学 鈴木 智津子 看護師 

なるみやハートクリニック 沓名 美佳 看護師 

社会保険桜ヶ丘病院 本康淳子 管理栄養士 

聖隷三方原病院 古橋 啓子 管理栄養士 

レモン薬局 

レモン薬局 

伊藤 譲 薬剤師（副会長） 

浜北さくら台病院 加茂 慎哉 薬剤師 

聖隷浜松病院 鈴木伊都子 臨床検査技師 


