
～ 毎月20日は「住友ファーマ」の日 ～

糖尿病SP チャンネル

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社では、これまで数多くの糖尿病治療薬を販売し、情報提供活動を行って

まいりましたが、今後も先生方に少しでもお役に立つため、今回、アドボカシー

や食事・運動療法などに軸足を置いた講演会を企画させていただきました。

毎月20日は是非、「糖尿病 SP チャンネル」をご視聴いただけましたら幸い

です。

＊「SP」とは、2022年4月1日より新しくなった社名「住友ファーマ株式会社」の頭文字に

なっております。

住友ファーマ株式会社 東海支店長

高岡 泰志



糖尿病 SP チャンネル
～ 毎月20日は「住友ファーマ」の日 ～

2022年 8月20日（土）17:00～18:00

渡会 敦子 先生（名城病院 糖尿病・内分泌内科 部長）

【講演Ⅰ】 17:00～17:30

糖尿病と歯周病 ～オーラルケアで目指す健康長寿～

成瀬 桂子 先生（愛知学院大学歯学部内科学講座 教授）

【講演Ⅱ】 17:30～18:00

糖尿病を克服する ～早期の良好な血糖コントロール達成のために～

田中 智洋 先生

演者

座長

演者

2022年 7月20日（水）19:30～20:30

糖尿病治療の進め方 ～食事・運動療法のポイントを解説します！～

麻生 克己 先生（あそうクリニック 院長）

西尾 善彦 先生（鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 教授）演者

座長

2022年 6月20日（月）19:30～21:00

【講演Ⅰ】 19:30～20:30

低血糖への理解がその最大の防御

住田 安弘 先生（JCHO四日市羽津医療センター 院長）

松久 宗英 先生（徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センタ－長 教授）

【講演Ⅱ】 20:30～21:00

過去ご経験された低血糖症例への対応 ～職種ごとの役割～

平岡 めぐみ 先生（ JCHO四日市羽津医療センター DMセンター 看護師長）

和田 啓子 先生（三重大学医学部附属病院 栄養診療部 副部長・栄養士長）

今髙 加奈子 先生（伊勢赤十字病院 糖尿病・代謝内科）

演者

座長

2022年 5月20日（金）19:30～20:30

糖尿病療養指導とチーム医療 ～通院中断を減らす工夫～

神野 美和 先生（みわホームクリニック 院長）

戸崎 貴博 先生（医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 院長）演者

座長

2022年 4月20日（水）19:30～20:30

演者

座長

【オープニング】 19:30～19:50

最適な糖尿病治療を目指して

堀川 幸男 先生（岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学 臨床教授）

【講演】 19:50～20:30

糖尿病者の心理的理解と支援 ～症状の奥に拡がる「生きる苦悩へのまなざし」と「こころの処方箋」～

堀川 幸男 先生（岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学 臨床教授）

東山 弘子 先生（関西電力医学研究所 医学教育研究部 部長）

演者

（名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学准教授）

（名古屋市立大学病院 肥満症治療センター 副センター長）

パネ
リスト



主催:住友ファーマ株式会社

各地域のCDEL認定状況に関しましては、裏面をご確認ください

2022年 12月20日（火）19:30～20:30

伊藤 純子 先生（医療法人ころも会 イトウ内科クリニック 院長）

【講演Ⅰ】 19:30～20:00

糖尿病患者さんの療養を支援する双方向コミュニケーション

大石 まり子 先生（大石内科クリニック 院長）

【講演Ⅱ】 20:00～20:30

メトホルミンを中心に考える糖尿病治療～早期治療の展望～

鈴木 克典 先生（鈴木糖尿病クリニック 院長）

演者

2022年 11月20日（日）17:00～18:00

井村 満男 先生（岡本内科医院 院長）

【講演Ⅰ】 17:00～17:30

糖尿病性腎症の食事療法に対するワンポイントアドバイス

廣瀬 弘美 先生（山内ホスピタル 栄養科 主任）

【講演Ⅱ】 17:30～18:00

糖尿病の早期治療を考える。～温故知新のメトホルミン～

保坂 利男 先生

演者

2022年 10月20日（木）19:30～20:30

ASAP糖尿病運動療法；No Time To Sit
＊ASAPは「as soon as possible」の略語で「できるだけ早く」という意味

菊池 範行 先生（きくち内科クリニック 院長）

細井 雅之 先生（大阪市立総合医療センター 部長）演者

座長

座長

2022年 9月20日（火）19:30～20:30

佐々木 洋光 先生（東海記念病院院長補佐）

【講演Ⅰ】 19:30～20:00

糖尿病療養支援チームの取り組みとチーム力推進のミソ

吉田 照美 先生（岡崎市民病院看護局 患者支援部門 看護長補佐 糖尿病看護認定看護師）

【講演Ⅱ】 20:00～20:30

最新のエビデンスとガイドラインを紐解きメトホルミンを再考する

上西 栄太 先生（糖尿病・甲状腺 上西内科 院長）

演者

演者

座長

演者 （静岡県立大学 食品栄養科学部栄養生命科学科 教授）

（静岡県立大学 食品栄養環境学科研究院 教授）

座長

演者



下記URLもしくはＱＲコードを読み込んで頂きますと、

専用フォームが表示されますので必要事項をご記入の上、ご送信ください。

専用フォームＵＲＬ

専用フォーム
ＱＲコード：

＊QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

お申し込み

CDEL
単位認定

本講演会に関するお問い合わせ先

住友ファーマ株式会社 東海支店名古屋第2営業所 屋敷祐治
TEL 052-201-3341
メールアドレス yuji.yashiki@sumitomo-pharma.co.jp

開催日程が近づきましたら、視聴方法等をメールにてご案内致します。
ご連絡いただく「個人情報」は本会運営の目的のみに使用させていただきます。

主催 住友ファーマ株式会社

QR
コード
添付欄

お申し込み方法のご案内

以下の専用フォームよりお申し込みください

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vWCmBFc2RFeJHjEMRDvxwg

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
愛知県 ● ● ☆ ● ● ● ● ● ●
岐阜県 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
三重県 - - 0.5単位 - - - - - -
静岡東部 ● ● ☆ ● ● ● ● ● ●
静岡中部 - ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
静岡西部 - - - - - - 0.5単位 - -

●1.0単位 ☆1.5単位 ◇3.0単位

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vWCmBFc2RFeJHjEMRDvxwg

