
京都府糖尿病対策推進講習会（Ｈ２２～Ｈ３０年度） 

平成３０年度 

〔市内〕と き 19年2月11日（月・祝） 

   ところ 京都府医師会館        参加者211名 

〔南部〕と き 19年2月23日（土） 

    ところ けいはんなプラザ       参加者 56名  

〔北部〕と き 19年3月17日（日） 

ところ 宮津シーサイドマートミップル 参加者 69名 

 

テーマ「高齢者の糖尿病治療」 

 講 師 

〔市 内〕  

（医   師）牛込 恵美（京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学） 

 （管理栄養士）赤尾 志（宇治徳洲会病院） 

 （薬 剤 師）河上 英治（京都府薬剤師会） 

（看 護 師）杉島 訓子（京都大学医学部附属病院） 

 （歯科医師）尾﨑 明子（あきデンタルクリニック） 

 

〔南 部〕   

（医   師）千丸 貴史（京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学） 

 （管理栄養士）練谷 弘子（京都府立医科大学附属病院） 

 （薬 剤 師）河上 英治（京都府薬剤師会） 

 （看 護 師）加藤 久代（京都岡本記念病院） 

 （歯科医師）吉川 洋史（吉川歯科医院） 

 

〔北 部〕   

（医   師）千丸 貴史（京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学） 

 （管理栄養士）桂 真理（宮津武田病院） 

 （薬 剤 師）佐藤 和生（日本バプテスト病院） 

 （看 護 師）村上 美智子（綾部市立病院）） 

 （歯科医師）岸本 知弘（きしもと歯科医院） 

 

 

平成２９年度 

〔市内〕と き 17年12月03日（日） 

   ところ 京都府医師会館       参加者218名 

〔南部〕と き 17年12月17日（日） 

    ところ けいはんなプラザ      参加者132名 

〔北部〕と き 18年03月24日（土） 

ところ ホテルロイヤルヒル福知山  参加者 98名 

 

テーマ「糖尿病性腎症重症化予防 ～ＣＫＤ（慢性腎臓病）と生活習慣～」 

 講 師 

〔市 内〕  

（医   師）家原 典之（京都市立病院） 

 （管理栄養士）木村 美枝子（京都府栄養士会） 

 （薬 剤 師）大津山 裕美子（洛和会音羽リハビリテーション病院） 

 （歯科医師）黒田 直子（黒田歯科クリニック） 



〔南 部〕   

（医   師）八田  告（八田内科医院） 

 （管理栄養士）練谷 弘子（京都府立医科大学附属病院） 

 （薬 剤 師）大津山 裕美子（洛和会音羽リハビリテーション病院） 

 （歯科医師）吉川 洋史（吉川歯科医院） 

 

〔北 部〕   

（医   師）家原 典之（京都市立病院） 

 （管理栄養士）宮崎 順子（綾部市立病院） 

 （薬 剤 師）大津山 裕美子（洛和会音羽リハビリテーション病院） 

 （歯科医師）岸本 知弘（きしもと歯科医院） 

 

 

平成２８年度 

〔市内〕と き 16年11月27日（日） 

   ところ 京都府医師会館       参加者76名 

〔北部〕と き 16年12月10日（土） 

    ところ サンプラザ万助       参加者24名 

〔南部〕と き 17年02月25日（土） 

 ところ 京田辺市商工会館ＣＩＫビル 参加者30名 

 

講 演「在宅糖尿病患者の療養を支援するための医療・介護多職種連携のコツ」 

小原 章央（渡辺西賀茂診療所） 

グループワーク 

症例提示 京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学 山崎真裕 

ファシリテーター 

〔市 内〕  

（栄 養 士）木村 美枝子（栄養士会）、谷中 景子（栄養士会） 

 （歯科医師）葉山 義則（葉山歯科医院） 

 （歯衛生士）白波瀬 由香里（歯科衛生士会） 

 （ケアマネ）堀田 裕（栗田地域包括支援センター）、村上雅代（向日市社会福祉協議会） 

 （薬 剤 師）河上 英治（薬剤師会）、小林 篤史（亀岡ゆう薬局） 

  （看 護 師）立山 一美（西陣病院）、肥後 直子（府医大） 

 

〔北 部〕  

（栄 養 士）木村 美枝子（栄養士会）、樹山 敏子（栄養士会） 

 （歯科医師）葉山 義則（葉山歯科医院） 

 （歯衛生士）吉本 美枝（歯科衛生士会） 

 （ケアマネ）佐藤 弓子（福冨士会居宅看護支援事業所）、柴田 崇晴（大浦・朝来・志楽地域包括支援センター） 

 （薬 剤 師）志摩 大介（内記ゆう薬局）、岡田 留美（しみん薬局） 

  （看 護 師）木下 淳（綾部市立病院）、村上 美智子（綾部市立病院） 

 

〔南 部〕  

（栄 養 士）木村 美枝子（栄養士会）、宮崎 圭子（栄養士会） 

（歯科医師）葉山 義則（葉山歯科医院） 

 （歯衛生士）吉本 美枝（歯科衛生士会） 

 （ケアマネ）村上 晶之（在宅介護支援センターなのはな）、中吉 克則（宇治市福祉サービス公社西小倉事業所） 

 （薬 剤 師）河上 英治（薬剤師会）、鍵村 和伸（ダイガク薬局） 

  （看 護 師）小林 美保（京都医療センター）、加藤 久代（京都岡本記念病院） 



平成２７年度 

京都府糖尿病対策推進講習会（多職種向け） 

① と き 15年10月３日（土） 

ところ 京都烏丸コンベンションホール 

講 演「③合併症」・・・・・・・・かぎもとクリニック 院長 鍵本 伸二                            

「④食事・運動・服薬指導・セルフケア」     

「食事」・・・・・・京都第二赤十字病院 栄養課 松田 小百合  

「運動療法」・・・康生会クリニック 健康運動指導士 今井 優  

「服薬指導」・・京都大学医学部附属病院 薬剤部 丸山 志穂子  

「セルフケア」・・西陣病院 糖尿病看護認定看護師 立山 一美  

参 加 100名 

② と き 15年12月５日（土） 

ところ ハピネスふくちやま（福知山市） 

講 演「③合併症」・・・・・・・・・・・和田内科医院 院長 和田 成雄                            

「④食事・運動・服薬指導・セルフケア」     

「食事」・・・・・・・・・舞鶴赤十字病院 栄養課 網谷 典子  

「運動療法」・・・康生会クリニック 健康運動指導士 今井 優  

「服薬指導」・・京都大学医学部附属病院 薬剤部 丸山 志穂子  

「セルフケア」・・・・・・・・・・・・綾部市立病院 木下 淳  

参 加 29名 

③ と き 16年２月20日（土） 

ところ 京田辺市商工会館（ＣＩＫビル） 

講 演「③合併症」・・・・・・・・いはら内科クリニック 院長 井原 裕                            

「④食事・運動・服薬指導・セルフケア」     

「食事」・・・・・・・・・・・・・・土井内科 宮脇 美津子  

「運動療法」・・康生会クリニック 健康運動指導士 今井 優  

「服薬指導」・・・・・・・・・かわかみ調剤薬局 河上 英治  

「セルフケア」・西陣病院 糖尿病看護認定看護師 立山 一美  

参 加 51名 

 

 

平成２６年度 

（講演および多職種によるパネルディスカッション） 

① と き 14年５月11日（日） 

ところ 京都府医師会館 

◆講演 『島根県における糖尿病のチーム医療と地域連携』 

鳥取県立中央病院 顧問（前 院長）  武田 倬     

島根糖尿病療養支援機構 副理事長 松江記念病院 管理栄養士  田中 美紗子   

◆パネルディスカッション 

『糖尿病診療における地域連携・多職種連携 ―京都府での取り組みについて』 

土居 健太郎 （洛和会音羽病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病センター センター長 ） 

福光 眞二 （ふくみつ内科 院長）  

 櫻井 登代子 （洛和会音羽病院 薬剤部 係長） 

髙家 沙綾香 （洛和会音羽病院 看護部 副主任）  

仁田 美由希 （愛生会山科病院 栄養科 主任） 

杉  典子  （洛和会音羽病院 総合歯科 副部長） 

金野 栄一 （洛和会音羽病院 医療介護サービスセンター 地域医療課 係長） 

参 加 203名（うちCDE京都 138名） 

 



（医師向け） 

① と き 14年11月８日（土） 

ところ 京都府医師会館 

講 演「①総論・診断」   京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科  山﨑 真裕                             

「②薬物療法」    京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科  原島 伸一  

参 加 48名 

②  と き 15年２月７日（土） 

ところ サンプラザ万助（福知山市） 

講 演「①総論・診断」         和田内科医院 院長  和田 成雄                            

「②薬物療法」     かぎもとクリニック 院長  鍵本 伸二 

参 加 24名 

③  と き 15年２月28日（土） 

ところ 京田辺市商工会館（ＣＩＫビル） 

講 演「①総論・診断」         土井内科 院長  土井 邦紘                            

「②薬物療法」    いはら内科クリニック 院長  井原   裕 

参 加 10名 

 

 

平成２５年度 

（症例検討パネルディスカッション） 

① と き 13年４月20日（土） 

ところ 京都府立医科大学 

講師・パネリスト 和田 成雄 氏 （和田医院院長） 

原島 伸一 氏 （京都大学大学院医学研究科糖尿病・栄養内科） 

肥後 直子 氏 （京都府立医科大学附属病院 看護師） 

小林 美保 氏 （京都医療センター 看護師） 

櫻井 登代子 氏（洛和会音羽病院 薬剤師） 

松本 明子 氏 （京都府立医科大学附属病院 管理栄養士） 

堀部 尊人 氏（京都府歯科医師会 学術部委員） 

松本 善則 氏 （亀岡市地域包括支援センターあゆみ 介護支援専門員） 

参 加 83名 

② と き 13年５月11日（土） 

ところ 舞鶴市西駅交流センター 

講師・パネリスト 土井 邦紘 氏 （土井内科院長） 

髙尾 嘉興 氏 （高尾医院院長） 

            肥後 直子 氏 （京都府立医科大学附属病院 看護師） 

            村上 美智子 氏（綾部市立病院 看護師） 

            真下 耕治 氏 （みのり薬局 薬剤師） 

            宮崎 順子 氏 （綾部市立病院 管理栄養士） 

           中村 公一 氏 （京都府歯科医師会 学術部委員） 

           山下 宣和 氏 （綾部市社会福祉協議会 介護支援専門員） 

 参 加 22名 

 

 

平成２４年度 

① と き ４月15日（日）府医会館 

 講 演 「糖尿病治療の変革と新しいHbA1c国際標準化の留意点」 

        京都大学大学院医学研究科 糖尿病・栄養内科学教授  稲垣 暢也 

  参 加 29名 



② と き 13年１月19日（土）京田辺市商工会館（CIKビル） 

症例検討パネルディスカッション 

   講師・パネリスト 鍵本 伸二（かぎもとクリニック院長） 

小出 操子（小出医院院長） 

肥後 直子（京都府立医科大学附属病院 看護師） 

小林 美保（京都医療センター 看護師） 

            河上 英治（かわかみ調剤薬局 薬剤師） 

            菅野 美和子（京都府栄養士会） 

内藤 邦夫（京都府歯科医師会 学術部部員） 

柴田 いずみ（ケアステーションあさくら 介護支援専門員） 

   参 加 22名 

 

 

平成２３年度 

① 10月16日（日） 京都府医師会館 

 講師・ファシリテーター：和田 成雄 氏（和田内科医院院長） 

             鍵本 伸二 氏（かぎもとクリニック院長） 

              稲垣 暢也 氏（京都大学大学院医学研究科教授） 

                     中村 直登 氏（京都府立医科大学大学院医学研究科教授） 

  参加：84名 

② １月14日（土） サンプラザ万助（福知山市） 

 講師・ファシリテーター：畑 雅之 氏（畑内科医院院長） 

             高尾 嘉興 氏（高尾医院院長） 

     市田 裕紀子 氏（綾部市立病院） 

  参加：21名 

③ ３月10日（土） 文化パルク城陽 

 講師・ファシリテーター：和田 成雄 氏（和田内科医院院長） 

             土井 邦紘 氏（土井内科院長） 

             小出 操子 氏（小出医院院長） 

  参加：30名 

 

 

平成２２年度 

  ①10年10月2日（土） CIKビル（京田辺市） 

   講師：土井 邦紘氏（土井内科院長） 

小出 操子氏（小出医院院長） 

      大倉 瑞代氏（京都大学看護師） 

      小山 裕之氏（みやこ薬局薬剤師） 

      木村 美枝子氏（京都府栄養士会） 

      杉  典子氏（洛和会音羽病院京都口腔健康センター医長） 

   参加：71名 

  ②10年12月5日（日） 京都府医師会館 

   講師：稲垣 暢也氏（京都大学教授） 

      鍵本 伸二氏（かぎもとクリニック院長） 

      小林 美保氏（南京都病院看護師） 

      小山 裕之氏（みやこ薬局薬剤師） 

      幣 憲一郎氏（京都大学管理栄養士） 

      堀  智範氏（京都第一赤十字病院歯科口腔外科部長） 

   参加：261名 



  ③10年12月11日（土） 宮津市中央公民館 

   講師：畑  雅之氏（畑内科医院院長） 

      肥後 直子氏（府立医科大学看護師） 

      小山 裕之氏（みやこ薬局薬剤師） 

      竹村 智子氏（綾部市立病院管理栄養士） 

      堀  信介氏（京丹後市立久美浜病院歯科口腔外科部長） 

   参加：19名 

  ④11年1月8日（土） サンプラザ万助（福知山市） 

   講師：中村 直登氏（府立医科大学教授） 

和田 成雄氏（和田内科医院院長） 

      肥後 直子氏（府立医科大学看護師） 

      小山 裕之氏（みやこ薬局薬剤師） 

      菅野 美和子氏（京大病院管理栄養士） 

      木村  功氏（公立南丹病院歯科口腔外科医長） 

   参加：37名 

 


