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CDE Meetingは、地域糖尿病療養指導士（CDEL）の認定団体の連携と情報共有を図る場として毎年開か
れています。今回は、各団体の状況を把握するために実施されたアンケート調査の結果を基に議論しました。
CDELは、国内 53 団体が 2 万 3909人（2018 年12 月現在）を認定していますが、各団体で認定試験の形
態や研修会の実施状況、年会費、資格の有効期限
（更新までの期間）
などが異なります。アンケート調査では、
地域によっては認定要件が厳しく申請者数や更新数が頭打ちであること、団体間で認定資格に互換性がない
ため他地域への異動の際に資格を失

主な問題点と要望

う可能性があること、運営資金が不

認定機構

事業・活動

足していることなどが指摘され、改善
が必要であることが確認されました。
日本 糖尿病協会の清野裕理事長

求める情報
運営

事務局業務の増大
資金源

事務局業務の増大
資金源

事務局業務 税金処理事務員の確保
役員選出方法・任期
県全体への情報発信の方法
お金のかからない広報活動

はそうした声を受け、
「 運 営 方法 の

資格取得後のフォロー

改革は私も必要だと思います。協会
も支援しますので、よい方向にいく

申請者数の伸び悩み
更新率を上げる工夫

ように皆さんでしっかり議 論し、決

資格取得後の学習機会
資格取得後の活動
療養指導士同士の連携
モチベーションの維持

めていただきたい」と各団体に呼び
かけました。

H.E.Cサイエンスクリニック

平山大徹

進行役 ＜＜＜

資格を活かすための機会・手段
スキルアップの方法論
糖尿病療養指導の実践状況の把握方法
日糖協eラーニングの活用方法
取得者の情報公開・共有・発信
他地区のCDELとの交流方法
在宅支援との連携

サマーキャンプ報告

小児糖尿病キャンプは、糖尿病の子どもに対する医療教育と友達づくり
の場として、毎年全国約 50カ所で実施されています。今回の学術集会でも、
昨年に続き、14 のキャンプが、自分たちの活動をポスター発表の形で発信
しました。
発表者および聴講者の8 割方が、サマーキャンプSGDの参加者でありました。
その流れを汲み、キャンプスタッ
フの確保・開催日数など、キャンプ実施に関する具体的な内容について、活発に情報交換が行われました。
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埼玉県糖尿病協会

東北信地域糖尿病療養指導士育成会

埼玉県糖尿病相談員
（CDEL）
制度の取り組みと現状

CDEL活動報告

令和元年度 東北信CDEL活動報告

新潟県地域糖尿病療養指導士認定機構
CDE-niigataの現状と課題：2019

長野県東北信地域のCDEL制度は2008
年4月に発足し11年目を迎えました。発
足当初から職種や所属施設の隔たりの
ない、コメディカル同士の強固なつなが
りを主軸として運営して参りました。昨年度から、日本糖

夕日丹頂CDEL
（釧路根室地域糖尿病療養指導士）
夕日丹頂CDELは嵐を呼ぶぜ！

札幌地域糖尿病療養指導士認定機構
札幌LCDE認定機構の立ち上げから
札幌LCDE誕生まで

尿病協会の会員であることをCDELの認定要件に加え、

特定非営利活動法人
秋田県糖尿病対策推進協議会

現在326名のCDELが認定され地域で活躍しています。
毎年、CDELの地域活動の中から画期的なもの、模範とな
る活動について最優秀地域活動賞を表彰しています。行

秋田県糖尿病療養指導士の育成状況

政・医師会・保険者が主導で展開している佐久地域糖尿
病性腎症重症化予防連絡会議に加わり、地域行政の保健

平成27年の『釧 路糖尿病デー』から『釧

師・管理栄養士を中心にCDEL取得への動きが加速して

路根室地域糖尿病療養指導士（夕日丹頂

愛知県糖尿病療養指導士認定機構

CDEL）研修会』を始めました。平成30年
11月で28名の夕日丹頂CDELが誕生しま

愛知県糖尿病療養指導士認定機構の
発起と活動について

した！
この新しい仲間と共に『目の前の1人のために行動しよ

第1回認定研修会の様子

う！』
『道東（DO TO）が1つになろう！』という“DO
TO 1!”プロジェクトを展開中です！多くの方に『糖尿

初代札幌LCDE73名が誕生しました！

病療養』をする『力』と『こころ』を持っていただき、道

今後も活動の幅を広げていきます！

います。また医科歯科連携にも力を入れています。今後も
有資格者一人一人の地域活動を大切にし、地域住民のた
めの実のある認定制度として成長させていくため、尽力し
ていきたいと思います。

三重県糖尿病協会CDEL認定委員会
三重県における糖尿病療養指導活動について

約150名が参加

東地域で糖尿病療養ができて『幸せだ』と言っていた
だけることが目標です！

いわて糖尿病療養指導士会
岩手県におけるCDELの役割

山形糖尿病療養指導士認定委員会
CDE-Yamagata 活動報告

岐阜県CDEネットワーク
岐阜県の皆も
（ミナモ）
いっしょに
〝 話・和・輪 〟

宮城県糖尿病療養指導士認定委員会
これまでの軌跡と今後の課題

福島県糖尿病療養指導士会
福島県糖尿病療養指導士会の現状と課題

とやま糖尿病療養支援機構
とやま糖尿病療養支援機構の活動について

石川県糖尿病療養指導士研究会
石川県糖尿病療養指導士研究会の活動報告

群馬県糖尿病療養指導認定機構
群馬県糖尿病療養指導の活動報告

岐阜県CDEネットワーク（CDE岐阜）は、糖尿病教育・
支援に同じ志を持つ“熱き仲間”が集まっています！

滋賀糖尿病療養指導士認定委員会
CDE滋賀の認定とフォローアップ事業
～設立後5年間の歩み～

とやま糖尿病療養指導士の実習風景です。インスリン
注射や自己血糖測定の実習を行います。

京都府糖尿病療養指導士認定委員会
CDE京都における更新初年度の
結果と今後の課題

大阪糖尿病療養指導士認定機構
CDEO 平成の歩み

普段手にする機会のない職種の方にも体験してもら
い、より良い療養指導ができるよう開催しました。

栃木県糖尿病療養指導士認定機構
糖尿病対策の核となる活動を目指して
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東京糖尿病療養指導士認定機構
2018年度活動報告

千葉県糖尿病対策推進会議
CDE-Chiba活動報告2019

地域でのCDE京都としての活動の場を増やし、eラーニン
グの活用・スキルアップ講習会の充実などによる更新率
アップと新規認定者獲得のための努力を続けています。
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和歌山地域糖尿病療養指導士認定委員会

糖尿病療養指導士兵庫県連合会

和歌山地域糖尿病療養指導士の現状と課題
WLCDE更新者用講習会
グループで症例検討や活動報告

2019年 活動報告

岡山県糖尿病医療連携推進事業
「おかやま糖尿病サポーター」
認定とその役割～

大分県糖尿病療養指導士会

佐賀糖尿病療養指導士会

活動報告＆大分県糖尿病協会活動
における大分LCDEの役割

長崎地域糖尿病療養指導士会

佐賀糖尿病療養指導士 活動報告

離島・地域を結ぶスキルアップ・
キャラバンセミナーの取り組み

伊丹市の健康増進事業に協賛しました。

広島県糖尿病療養指導士認定機構
広島県糖尿病療養指導士認定機構 活動報告

島根県糖尿病療養指導士認定機構
認定研修会プログラム＆研修の実際

かがわ糖尿病療養指導士認定機構
（みとよ糖尿病療養指導士）

熊本地域糖尿病療養指導士認定委員会

宮崎地域糖尿病療養指導士認定機構

２次医療圏毎の研修会開催の試み

宮崎地域糖尿病療養指導士の歩みと
活躍の場を広げるための工夫

この1年間の活動と
スタッフ会管理システムの開発
2年目の認定で合計137名となりま
した。今回から医療事務の認定もあ
り、多職 種 の 会になっています。認
定 講 習 会も、年 間 35回とまず まず
です。香川は、糖尿病 協会と事務局
が現在同じで 作 業 量が多く、簡素化のためにファイ
ルメーカーでデータ管理をしています。

徳島県地域糖尿病療養指導士認定機構
徳島県LCDEの現状と課題

高知県糖尿病療養指導士認定機構

岡山県糖尿病医療連携推進事業

鹿児島県地域糖尿病療養指導士認定機構
eラーニングから療養指導の実践へ
～CDEとCDELの地域連携

「スモールグループディスカッションのファシリテーター
を務めてきました！勉強になりました。」
「来年の『宮崎CDEL更新のための講習会』で、この学
会参加のことを発表します！」

沖縄県地域糖尿病療養指導士会
沖縄県地域糖尿病療養指導士会の活動報告

高知県東部地域におけるCDE高知の活動
演劇を通して分かりやすく伝えるため、
災害時に避難所で対応できるスキルを
身につけるための『災害に備えましょ
う』のDVDと、腎症重症化予防のための『腎臓にやさ
しい生活とは』のDVDを作成。

福岡糖尿病療養指導士会
福岡糖尿病療養指導士会 20年の歩み

愛媛地域糖尿病療養指導士認定制度委員会
愛媛地域糖尿病療養指導士誕生から
18年のネットワーク

北九州CDEの会
北九州ＣＤＥの会活動報告
「研修会活動」
1999年に会が発足し20周年、会員のスキルアップを目
指した研修会を継続していきたい。

若手研究者助成報告
「先天性重症インスリン抵抗性症候群の臨床像と病態解明」
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 発生発達病態学分野/小児科 高澤啓

「腸管内分泌細胞老化に着目した
GLP-1制御機構の解明とその糖尿病治療への応用」
東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 五十嵐正樹

「体性幹細胞分泌因子を用いた糖尿病多発神経障害に対する
新規治療法開発と機序の解明」
愛知医科大学医学部 内科学講座 糖尿病内科 恒川新

「消化管ホルモン分泌制御による肥満・糖尿病治療戦略の構築」
京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学 加藤朋子

「腸管グルカゴンの機能及び糖新生器官としての腸管の役割の解明」

メディカルスタッフ育成研究助成報告
「インスリン使用中の高齢者における
自己注射手技向上を目指した介入研究」
公立学校共済組合北陸中央病院 看護部 石田一美

「高齢者糖尿病におけるサルコペニアに有効な
栄養・運動指導方法の開発」
関西電力病院 疾患栄養治療センター 茂山翔太

「シックデイ対応指導マニュアルの作成およびそれを用いた
服薬指導の有用性」
福岡大学筑紫病院 薬剤部 中島章雄

「糖尿病患者におけるポリファーマシーの要因検索に対する研究」
北里大学薬学部 薬物治療学I 堀井剛史

滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科 柳町剛司

「ベージュ脂肪細胞維持に関わる分子機構の解明」
広島大学大学院医系科学研究科 分子内科学 大野晴也
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