
日時：2020 年9月26日（土） 14:00～16:40

共催：関西行動医学研究会/兵庫県病院薬剤師会/日本ベーリンガーインゲルハイム（株）/ 日本イーライリリー（株）
後援：糖尿病療養指導士兵庫県連合会

【糖尿病療養指導士兵庫県連合会認定更新のための研修会】 2単位
【日病薬病院薬学認定薬剤師制度（Ⅲ－１）0.5単位、(Ⅲ－２)1単位】申請中

※重要※本会での日病薬単位申請は、兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムより、ご参加の
方のみが対象となります。（当日受付、先着１００名まで）

関西行動医学研究会 代表世話人 上田 容生 先生

真星病院 糖尿病センター長 上田 容生 先生総合座長

14：00 ～14：15

『 糖尿病性腎症進展防止を目的にした
糖尿病透析予防指導への取り組み 』

一般講演①

☕ ≪休憩≫15：00 ～15：10 ☕

演者：新須磨病院 管理栄養士 竹本 昌代 先生

『 糖尿病患者に対する臨床心理学・行動医学的アプローチ 』
～思いを聴き，一歩踏み出すサポートをするためのヒント～

15：10 ～15：55

演者：中央大学文学部 心理学専攻 教授 中村 菜々子 先生

特別講演①

『 地域で行うCKD病診連携 』
15：55 ～16：40

演者：河北総合病院 副院長/臨床教育・研修部 副部長 岡井 隆広 先生

特別講演②

担当者:日本ベーリンガーインゲルハイム（株）藤田 聖治 / TEL:080-8036-5559

『 療養指導に活かすコーチング 』
～エンパワーメントを体現するひとつの手法として～

演者：村上内科 看護師 日本糖尿病療養指導士
日本教育推進財団 認定メンタルコーチ 河野 美保 先生

一般講演② 14：15 ～15：00

配信方法：Zoomおよび兵庫県病院薬剤師会Web研修会システム
参加費：無料



【一般講演①】
演題 『糖尿病性腎症進展防止を目的にした糖尿病透析予防指導への取り組み』
演者：新須磨病院 管理栄養士 竹本 昌代 先生

～抄録～
糖尿病の合併症による腎症進展を予防し、透析導入を阻止することを目的に当院では2012 年5 
月より糖尿病透析予防チームを立ち上げ医師・看護師・管理栄養士による糖尿病透析予防指導
を開始。チーム医療での腎 症重症化予防への取り組みをご紹介します。 また、活動の一環として
『糖尿病透析予防指導介入群と未介入群の腎症ステージの変化の比較』を行い、糖尿病透析予
防指導介入群では腎症増悪遅延に力を発揮できる結果が得られたので併せて報告させていただき
ます。

【一般講演②】
演題 『療養指導に活かすコーチング～エンパワーメントを体現するひとつの手法として～』
演者：村上内科 看護師 日本糖尿病療養指導士

日本教育推進財団 認定メンタルコーチ 河野 美保 先生

～抄録～
患者さんをエンパワーメントすることは、病を持ちながら自分らしく人生を歩むのを支援することであり、
それが支援者をも力づけ、燃え尽きやあきらめを吹き飛ばす力があります。
コーチングを学んでいくことにより、エンパワーメントに必要な、
支援者としての「在り方」を考え、整える機会を作ることができます
「コミュニケーションスキル」をあげ、一部からでも使い始める事ができます
今回はコーチングに興味を持っていただくのを第一目的に、簡単なワークを楽しんで体感していただく
予定です。患者さんや周りの人とのより良い関わりに役立てばと思います。

【特別講演①】
演題 『糖尿病患者に対する臨床心理学・行動医学的アプローチ

～思いを聴き、一歩踏み出すサポートをするためのヒント～』
演者：中央大学文学部 心理学専攻 教授 中村 菜々子 先生

～抄録～
糖尿病治療や末期腎不全に対する透析療法は慢性疾患治療の代表であり、患者本人が担う責
任の範囲が非常に大きい。さらに、自己管理の取り組みを絶えず維持し続けることが求められ、困難
や負担が生じやすいことが知られている。こうした数々の心理的負荷を伴う治療に取り組む患者に対
して、これまでわが国では心理職によってどのような介入が行われてきたのか、そして、今後どのような
ことが期待されるのかについて概観する。

【特別講演②】
演題 『地域で行うCKD病診連携』
演者：河北総合病院 副院長/臨床教育・研修部 副部長 岡井 隆広 先生

～抄録～
2008年からCKD手帳を用いたCKD地域連携パスを地域診療所と開始し、現在75診療所6病
院と350名を超える患者に運用している。本講演では、パスの導入基準、概要、診療の実際での
使い方、アウトカム、課題について報告する。



共催：関西行動医学研究会/兵庫県病院薬剤師会/日本ベーリンガーインゲルハイム（株）/ 日本イーライリリー（株）
後援：糖尿病療養指導士兵庫県連合会

本件のお問い合わせ先
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）藤田 聖治
Tel：080-8036-5559
mail: seiji.fujita@boehringer-ingelheim.com

①兵庫県病院薬剤師会 会員の方
⇒４ページ

■兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムより、
ご視聴ください。
※当日視聴受付、先着100名まで

②兵庫県病院薬剤師会 非会員の方
⇒5～7ページ

■Zoomにて、ご視聴頂きます。事前お申し込み必須。
※Zoomでご視聴の方は、日病薬単位は取得不可
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tel:080-8036-5559


《１：ご視聴方法》

※会当日は100名までの視聴制限を設けております。
先着順での視聴受付となりますこと予めご了承ください。
兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムよりご視聴ください

ご視聴先URLはこちら↓
https://iryoo.com/login/105?top=live

《２：キーワードの記録》
受講確認のため、会の途中に2つのキーワードを発表します。

単位取得に必要ですので、必ず記録ください
キーワードが合致しない場合、

受講したものと認められませんのでご注意ください。
《３：研究会終了後》

兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムより、
発表された２つのキーワードを当日中にご入力ください

① 兵庫県病院薬剤師会 会員の方
重要(1)日病薬単位の取得について

当日に発表される２つのキーワードを記録してください。
受講後、兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムにて

キーワードをご入力いただく必要があります。
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重要(2) CDE兵庫単位の交付について
参加証は後日のお届けとなります。

参加証をお送りするための返送用封筒※を下記宛先へ郵送ください。
後日、県病薬システムより入力いただいたキーワードの確認が取れた方に
参加証を交付させて頂きます。

※切手が貼付された返送用封筒をご準備ください
（当方で送料負担はできかねますので、何卒ご了承ください）
※必ず①ご氏名②ご施設名③返送先住所を明記ください

〈ご郵送先〉
〒651-1242 神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3

医療法人社団まほし会 真星病院 関西行動医学研究会事務局 上田 容生 宛

https://iryoo.com/login/105?top=live


②兵庫県病院薬剤師会 非会員の方(1/3ページ)
※ご視聴にあたり、事前申し込みが必要です。日病薬単位の取得は不可

【お申し込み方法】
FAXまたはE-mailで下記必要事項を明記の上、お申し込みください。
受付後、ご招待用メールをお送り致します。

【E-mail】
seiji.fujita@

boehringer-ingelheim.com

【FAX】
078－306-1438

お申し込み〆切：9月23日（水）

お名前

ご施設

E-mailアドレス

重要(1) CDE兵庫単位の取得について
当日に発表される２つのキーワードを記録してください。

受講後、Microsoft Formsにてキーワードをご入力いただく必要があります。
（操作方法は7ページをご参照ください）
重要(2) CDE兵庫単位の交付について
参加証は後日のお届けとなります。

参加証をお送りするための返送用封筒※を下記宛先へ郵送ください
後日、キーワード確認が取れた方に参加証を交付させて頂きます。

※切手が貼付された返送用封筒をご準備ください
（当方で送料負担はできかねますので、何卒ご了承ください）
※必ず①ご氏名②ご施設名③返送先住所を明記ください

〈ご郵送先〉
〒651-1242 神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3

医療法人社団まほし会 真星病院 関西行動医学研究会事務局 上田 容生 宛
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080-9294-8090
080-8028-1721
080-8018-9706

クリック
or
タップ

https://zoom.us/download#client4_meeting

✉アプリのインストール完了後に事前登録完了メールのリンクより、ご参加ください。✉

https://zoom.us/download#client4_meeting

PC上でクリック

②兵庫県病院薬剤師会 非会員の方(2/3ページ)

※話し中の場合、留守番電
話にメッセージを残さず、
他のつながる番号におかけ

直しください。

開催当日の緊急問合せ先（アクセス障害など）
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CDE兵庫単位取得ご希望の方は、Microsoft Formsにてご回答いただきます。
下記URLおよびQRコードより、当日中に２つのキーワードをご入力ください。

https://forms.office.com/Pages/R
esponsePage.aspx?id=hq_44ZXuG
Ee9DTdbNzZsg0ApaYApIi5EmSiQ
mIKmerNUNzYwWDhSUDk5NjNW
NklBV1NCMEpZRDNWRi4u

クリック
or
タップ

スマホ
or

タブレット
読み取り

回答記入後、必ず送信ボタンをクリック
してください。

以下のメッセージが表示されましたら、
送信完了です。

②兵庫県病院薬剤師会 非会員の方(3/3ページ)
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https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=hq_44ZXuGEe9DTdbNzZsg0ApaYApIi5EmSiQmIKmerNUNzYwWDhSUDk5NjNWNklBV1NCMEpZRDNWRi4u&FlexPane=SendForm
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=hq_44ZXuGEe9DTdbNzZsg0ApaYApIi5EmSiQmIKmerNUNzYwWDhSUDk5NjNWNklBV1NCMEpZRDNWRi4u&FlexPane=SendForm
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第28回関西行動医学研究会年次集会

Online Seminar



日時：2020 年9月26日（土）　14:00～16:40



共催：関西行動医学研究会/兵庫県病院薬剤師会/日本ベーリンガーインゲルハイム（株）/ 日本イーライリリー（株）

後援：糖尿病療養指導士兵庫県連合会

【糖尿病療養指導士兵庫県連合会 認定更新のための研修会】　2単位

【日病薬病院薬学認定薬剤師制度（Ⅲ－１）0.5単位、(Ⅲ－２)1単位】申請中

※重要※本会での日病薬単位申請は、兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムより、ご参加の方のみが対象となります。（当日受付、先着１００名まで）



　　　　　　

関西行動医学研究会　代表世話人　上田　容生 先生



真星病院　糖尿病センター長　上田　容生 先生

-program-

総合座長



　　14：00 ～14：15　　　　

　　　　　　　　　　『 糖尿病性腎症進展防止を目的にした

　　　　　　　　　　　　  糖尿病透析予防指導への取り組み 』

一般講演①

☕ ≪休憩≫15：00 ～15：10 ☕　　

演者：新須磨病院　管理栄養士　竹本　昌代 先生



『 糖尿病患者に対する臨床心理学・行動医学的アプローチ 』

〜思いを聴き，一歩踏み出すサポートをするためのヒント〜

　　15：10 ～15：55　　　　　

演者：中央大学文学部　心理学専攻　教授　中村　菜々子 先生

特別講演①



『 地域で行うCKD病診連携 』

　　15：55 ～16：40　　　　　

演者：河北総合病院　副院長/臨床教育・研修部　副部長　岡井　隆広 先生

特別講演②

担当者:日本ベーリンガーインゲルハイム（株）藤田　聖治　/ TEL:080-8036-5559



『 療養指導に活かすコーチング 』

～エンパワーメントを体現するひとつの手法として～

演者：村上内科　看護師　日本糖尿病療養指導士　

　　     日本教育推進財団　認定メンタルコーチ　河野　美保 先生

一般講演②

　　14：15 ～15：00　　　　　

配信方法：Zoomおよび兵庫県病院薬剤師会Web研修会システム

 　参加費：無料
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【一般講演①】

演題 『糖尿病性腎症進展防止を目的にした糖尿病透析予防指導への取り組み』

演者：新須磨病院　管理栄養士　竹本　昌代 先生

 

～抄録～

糖尿病の合併症による腎症進展を予防し、透析導入を阻止することを目的に当院では2012 年5 月より糖尿病透析予防チームを立ち上げ医師・看護師・管理栄養士による糖尿病透析予防指導を開始。チーム医療での腎 症重症化予防への取り組みをご紹介します。 また、活動の一環として『糖尿病透析予防指導介入群と未介入群の腎症ステージの変化の比較』を行い、糖尿病透析予防指導介入群では腎症増悪遅延に力を発揮できる結果が得られたので併せて報告させていただきます。

 

 

【一般講演②】

演題 『療養指導に活かすコーチング～エンパワーメントを体現するひとつの手法として～』

演者：村上内科　看護師　日本糖尿病療養指導士　

         日本教育推進財団　認定メンタルコーチ  河野　美保 先生

 

～抄録～

患者さんをエンパワーメントすることは、病を持ちながら自分らしく人生を歩むのを支援することであり、それが支援者をも力づけ、燃え尽きやあきらめを吹き飛ばす力があります。

コーチングを学んでいくことにより、エンパワーメントに必要な、

支援者としての「在り方」を考え、整える機会を作ることができます

「コミュニケーションスキル」をあげ、一部からでも使い始める事ができます

今回はコーチングに興味を持っていただくのを第一目的に、簡単なワークを楽しんで体感していただく予定です。患者さんや周りの人とのより良い関わりに役立てばと思います。

 

 【特別講演①】

演題 『糖尿病患者に対する臨床心理学・行動医学的アプローチ

                                     ～思いを聴き、一歩踏み出すサポートをするためのヒント～』

演者：中央大学文学部　心理学専攻　教授　中村　菜々子 先生

 

～抄録～

糖尿病治療や末期腎不全に対する透析療法は慢性疾患治療の代表であり、患者本人が担う責任の範囲が非常に大きい。さらに、自己管理の取り組みを絶えず維持し続けることが求められ、困難や負担が生じやすいことが知られている。こうした数々の心理的負荷を伴う治療に取り組む患者に対して、これまでわが国では心理職によってどのような介入が行われてきたのか、そして、今後どのようなことが期待されるのかについて概観する。

 

 

【特別講演②】

演題 『地域で行うCKD病診連携』

演者：河北総合病院　副院長/臨床教育・研修部　副部長　岡井　隆広 先生

 

～抄録～

2008年からCKD手帳を用いたCKD地域連携パスを地域診療所と開始し、現在75診療所6病院と350名を超える患者に運用している。本講演では、パスの導入基準、概要、診療の実際での使い方、アウトカム、課題について報告する。

-ご講演要旨-











Online Seminar

参加方法の手順書

共催：関西行動医学研究会/兵庫県病院薬剤師会/日本ベーリンガーインゲルハイム（株）/ 日本イーライリリー（株）

後援：糖尿病療養指導士兵庫県連合会

本件のお問い合わせ先

日本ベーリンガーインゲルハイム（株）藤田　聖治　

 Tel：080-8036-5559

mail: seiji.fujita@boehringer-ingelheim.com

①兵庫県病院薬剤師会 会員の方

    ⇒４ページ

■兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムより、

　ご視聴ください。

※当日視聴受付、先着100名まで

②兵庫県病院薬剤師会 非会員の方

　　⇒5～7ページ

■Zoomにて、ご視聴頂きます。事前お申し込み必須。

※Zoomでご視聴の方は、日病薬単位は取得不可
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 《１：ご視聴方法》

※会当日は100名までの視聴制限を設けております。

先着順での視聴受付となりますこと予めご了承ください。

 兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムよりご視聴ください

　ご視聴先URLはこちら↓

　https://iryoo.com/login/105?top=live

　 《２：キーワードの記録》

 受講確認のため、会の途中に2つのキーワードを発表します。

 単位取得に必要ですので、必ず記録ください

 キーワードが合致しない場合、

 受講したものと認められませんのでご注意ください。

 《３：研究会終了後》

 兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムより、

 発表された２つのキーワードを当日中にご入力ください





①　兵庫県病院薬剤師会　会員の方

重要(1)日病薬単位の取得について

当日に発表される２つのキーワードを記録してください。

受講後、兵庫県病院薬剤師会Web研修会システムにて

キーワードをご入力いただく必要があります。
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重要(2) CDE兵庫単位の交付について

参加証は後日のお届けとなります。

参加証をお送りするための返送用封筒※を下記宛先へ郵送ください。

後日、県病薬システムより入力いただいたキーワードの確認が取れた方に参加証を交付させて頂きます。

※切手が貼付された返送用封筒をご準備ください

 （当方で送料負担はできかねますので、何卒ご了承ください）

※必ず①ご氏名②ご施設名③返送先住所を明記ください

〈ご郵送先〉

〒651-1242 神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3　

医療法人社団まほし会　真星病院　関西行動医学研究会事務局　上田　容生　宛





②兵庫県病院薬剤師会 非会員の方(1/3ページ)

※ご視聴にあたり、事前申し込みが必要です。日病薬単位の取得は不可

【お申し込み方法】

FAXまたはE-mailで下記必要事項を明記の上、お申し込みください。

受付後、ご招待用メールをお送り致します。









【E-mail】

seiji.fujita@

boehringer-ingelheim.com

【FAX】

078－306-1438

お申し込み〆切：9月23日（水）

		お名前		

		ご施設		

		E-mailアドレス		



CDE兵庫の単位申請される方へ



重要(1) CDE兵庫単位の取得について

当日に発表される２つのキーワードを記録してください。

受講後、Microsoft Formsにてキーワードをご入力いただく必要があります。

（操作方法は7ページをご参照ください）

重要(2) CDE兵庫単位の交付について

参加証は後日のお届けとなります。

参加証をお送りするための返送用封筒※を下記宛先へ郵送ください

後日、キーワード確認が取れた方に参加証を交付させて頂きます。

※切手が貼付された返送用封筒をご準備ください

 （当方で送料負担はできかねますので、何卒ご了承ください）

※必ず①ご氏名②ご施設名③返送先住所を明記ください

〈ご郵送先〉

〒651-1242 神戸市北区山田町上谷上字古々谷12-3　

医療法人社団まほし会　真星病院　関西行動医学研究会事務局　上田　容生　宛
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ご視聴方法（Zoom）案内

080-9294-8090

080-8028-1721

080-8018-9706

























































クリック

or

タップ









https://zoom.us/download#client4_meeting





✉アプリのインストール完了後に事前登録完了メールのリンクより、ご参加ください。✉



https://zoom.us/download#client4_meeting



PC上でクリック

②兵庫県病院薬剤師会 非会員の方(2/3ページ)

※話し中の場合、留守番電話にメッセージを残さず、

他のつながる番号におかけ直しください。

開催当日の緊急問合せ先（アクセス障害など） 
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CDE兵庫単位取得ご希望の方は、Microsoft Formsにてご回答いただきます。

下記URLおよびQRコードより、当日中に２つのキーワードをご入力ください。



















https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hq_44ZXuGEe9DTdbNzZsg0ApaYApIi5EmSiQmIKmerNUNzYwWDhSUDk5NjNWNklBV1NCMEpZRDNWRi4u





クリック

or

タップ

スマホ

or

タブレット

読み取り

















回答記入後、必ず送信ボタンをクリックしてください。

以下のメッセージが表示されましたら、

送信完了です。

　②兵庫県病院薬剤師会 非会員の方(3/3ページ)



キーワード入力(Microsoft Forms)方法
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