
平成 30 年度糖尿病・生活習慣病セミナー予定表 
県立西宮病院では、毎月第４月曜日に、糖尿病・生活習慣病セミナーを開催致しております。 

糖尿病・生活習慣病にご関心のある方々のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

日程 テーマ 担当者 

平成 30年 

４月２3日（月） 

「フットケアについて」30分 

「糖尿病と足病変」60分 

看護師 

はらだ皮膚科クリニック 

原田院長 

 

5月２８日（月） 

 

「糖尿病とは・・・」60 分 

 

「薬物療法について」30 分 

糖尿病内科医師 

 

薬剤師 

 

６月２５日（月） 

「糖尿病と歯周病」60分 

 

「運動療法について」30 分 

ナチュラルスマイル 

西宮北口歯科 児玉院長 

理学療法士 

 

７月２３日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

      －その１－ 

糖尿病内科医師 

臨床検査技 

管理栄養士 

 

８月２７日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

      －その２－ 

 

薬剤師 

看護師 

管理栄養士 

 

１０月２２日（月） 

「糖尿病と目の病気」60 分 

 

「シックディについて」30分 

眼科医師 

 

糖尿病内科医師 

 

１１月２６日（月） 

「糖尿病と大血管障害」60分 

 

「食事療法について」30 分 

循環器内科医師 

 

管理栄養士 

 

１２月１７日（月） 

「脂肪肝について」60分 

 

「運動療法」30分 

消化器内科医師 

 

理学療法士 

平成 31年 

１月２８日（月） 

「糖尿病と腎症」60分 

 

「糖尿病の検査について」30分 

腎臓内科医師 

 

臨床検査技師 

【開催時間】１３：３０～１５：３０ 

【開催場所】県立西宮病院 ２号棟２階 大会室 

７月 23日・８月 27日・11月 26日は予約制になり、 

保険診療の範囲内で指導料を頂きます。 

≪問合せ先≫ 県立西宮病院 0798-34-5151 

http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1804.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1805.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1806.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1807.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1808.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1810.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1812.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1901.pdf


平成 29年度糖尿病セミナー予定表 

県立西宮病院では、毎月第４月曜日に、糖尿病セミナーを開催致しております。 

糖尿病の患者様やそのご家族の方、また糖尿病にご関心のある方はぜひご参加ください。 

日程 テーマ 担当者 

平成 29 年 

４月 2４日（月） 

「糖尿病と足病変」 はらだ皮膚科クリニック 

原田院長 

５月 2２日（月） 

「フットケアについて（仮）」 看護師 

６月 2６日（月） 

「糖尿病と歯周病（仮）」 ナチュラルスマイル

西宮北口歯科 児玉院長 

７月 2４日（月） 

「糖尿病と目の病気（仮）」 眼科医師 

８月 2８日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

－その１－ 

糖尿病内科医師 

臨床検査技 

管理栄養士 

９月２５日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

－その２－ 

薬剤師 

看護師 

管理栄養士 

１０月２３日（月） 

「運動療法について（仮）」 

「検査について」（仮） 

理学療法士 

臨床検査技師 

１１月２７日（月） 

「糖尿病と大血管障害（仮）」 循環器内科医師 

１２月 1１日（月） 

「食事療法について（仮）」 管理栄養士 

平成 30 年 

１月２2 日（月） 

「糖尿病とは・・・仮）」 糖尿病内科医師 

２月２6 日（月） 

「糖尿病と腎症（仮）」 腎臓内科医師 

３月２６日（月） 

「薬物療法について（仮）」 

「シックディについて（仮）」 

薬剤師 

看護師 

【開催時間】１３:３０～１４:３０ 

【開催場所】県立西宮病院 ２号棟２階 大会室 

8月 28日・9月 25日は予約制になり、保険診療の範囲内で

指導料を頂きます。 

≪問合せ先≫ 県立西宮病院 0798-34-5151 

http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1704.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1705.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1706.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1707.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1708.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1709.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1710.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1711.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1712.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1801.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1802.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1803.pdf


平成２8年度糖尿病セミナー予定表 
県立西宮病院では、毎月第４月曜日に、糖尿病セミナーを開催致しております。 

糖尿病の患者様やそのご家族の方、また糖尿病にご関心のある方はぜひご参加ください。 

日程 テーマ 担当者 

平成 28年 

４月 25日（月） 

「糖尿病と足病変」 はらだ皮膚科クリニック 

       原田院長 

 

５月 23日（月） 

「病気の時の対応について

（仮）」 

看護師 

 

６月 27日（月） 

「糖尿病と歯周病（仮）」 ナチュラルスマイル 

西宮北口歯科 児玉院長 

 

７月 25日（月） 

「糖尿病と目の病気（仮）」 眼科医師 

 

８月 22日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

      －その１－ 

糖尿病内科医師 

臨床検査技 

管理栄養士 

 

９月２6日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

      －その２－ 

 

薬剤師 

看護師 

管理栄養士 

 

１０月２4日（月） 

「運動療法について（仮）」 

「検査について」（仮） 

理学療法士 

臨床検査技師 

 

１１月 28日（月） 

「糖尿病と大血管障害（仮）」 循環器内科医師 

 

１２月 12日（月） 

「食事療法について（仮）」 管理栄養士 

平成２9年 

１月２3日（月） 

「薬物療法について（仮）」 

「シックディについて（仮）」 

薬剤師 

看護師 

 

２月２7日（月） 

「糖尿病と腎症（仮）」 腎臓内科医師 

 

３月２7日（月） 

「糖尿病とは・・（仮）」 糖尿病内科医師 

 

【開催時間】１３:３０～１４:３０ 

【開催場所】県立西宮病院 ２号棟２階 大会室 

8月 22日・9月 26日は予約制になり、保険診療の範囲内で

指導料を頂きます。 

≪問合せ先≫ 県立西宮病院 0798-34-5151 

４月２5日

のみ開始時

間が１４時

からになり

ます。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RinFP9L91WC3gAPTSU3uV7/SIG=12dnfv78a/EXP=1457422717/**http:/iina117.xyz/wp-content/uploads/2015/11/saru-i1.jpg
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1606.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1607.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1608.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1609.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1610.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1611.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1612.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1701.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1702.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1703.pdf


平成２7年度糖尿病セミナー予定表 
県立西宮病院では、毎月第４月曜日に、糖尿病セミナーを開催致しております。 

糖尿病の患者様やそのご家族の方、また糖尿病にご関心のある方はぜひご参加ください。 

日程 テーマ 担当者 

平成 27 年 

４月 27 日（月） 

「糖尿病と足病変」 はらだ皮膚科クリニック 

原田院長 

５月 25 日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

－その１－ 

糖尿病内科医師 

臨床検査技師 

６月 22 日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

－その２－ 

薬剤師 

看護師 

管理栄養士 

７月 27 日（月） 

「糖尿病と目の病気（仮）」 眼科医師 

８月 24 日（月） 

「糖尿病と歯周病（仮）」 ナチュラルスマイル

西宮北口歯科 児玉院長 

９月２8日（月） 

「フットケアについて（仮）」 看護師 

１０月２6日（月） 

「運動療法について（仮）」 

「検査について」（仮） 

理学療法士 

臨床検査技師 

１１月１6日（月） 

「糖尿病と大血管障害（仮）」 循環器内科医師 

１２月 14日（月） 

「食事療法について（仮）」 管理栄養士 

平成２8年 

１月２5日（月） 

「薬物療法について（仮）」 

「シックディについて（仮）」 

薬剤師 

看護師 

２月２2日（月） 

「糖尿病と腎症（仮）」 腎臓内科医師 

３月２8日（月） 

「糖尿病とは・・（仮）」 糖尿病内科医師 

【開催時間】１３:３０～１４:３０ 

【開催場所】県立西宮病院 ２号棟２階 大会室 

なお、当セミナーへはご予約の必要はありません。 

≪問合せ先≫ 県立西宮病院 0798-34-5151 

４月２７日の

み開始時間が

１４時からに

なります。 

http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1504.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1505.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1506.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1507.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1508.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1509.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1510.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1511.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1512.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1601.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1602.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1603.pdf


平成２６年度糖尿病セミナー予定表 
 県立西宮病院では、毎月第４月曜日に、糖尿病セミナーを開催致しております。糖尿病の

患者様やそのご家族の方、また糖尿病にご関心のある方はぜひご参加ください。 

 

 日程 テーマ 担当者 

1 平成２５年 

４月２８日（月） 

「糖尿病と足病変」 はらだ皮膚科クリニック 

       原田院長 

2  

５月２６日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

      －その１－ 

糖尿病内科医師 

臨床検査技師 

3  

６月２３日（月） 

「糖尿病の基礎（仮）」 

      －その２－ 

薬剤師 

看護師 

管理栄養士 

4  

７月２８日（月） 

「糖尿病と目の病気（仮）」 眼科医師 

5  

８月２５日（月） 

「糖尿病と歯周病（仮）」 ナチュラルスマイル 

西宮北口歯科 

       児玉院長 

6  

９月２２日（月） 

「シックディについて（仮）」 看護師 

7  

１０月２７日（月） 

「運動療法について（仮）」 

「検査について」（仮） 

理学療法士 

臨床検査技師 

8  

１１月１７日（月） 

「糖尿病と大血管障害（仮）」 循環器内科医師 

9  

１２月２２日（月） 

「食事療法について（仮）」 管理栄養士 

10 平成２６年 

１月２６日（月） 

「薬物療法について（仮）」 

「低血糖について（仮）」 

薬剤師 

看護師 

11  

２月２３日（月） 

「糖尿病と腎症（仮）」 腎臓内科医師 

12  

３月２３日（月） 

「糖尿病とは・・（仮）」 糖尿病内科医師 

 

【開催時間】１３:３０～１４:３０ 

【開催場所】県立西宮病院 ２号棟２階 大会議室 

なお、当セミナーへはご予約の必要はありません。 

≪問合せ先≫ 県立西宮病院 0798-34-5151 

http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1405.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1406.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1407.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1408.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1409.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1410.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1411.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1412.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1501.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1502.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1503.pdf


平成 25年度の糖尿病セミナー予定表 

 

 昨年度まで糖尿病教室として開催しておりましたが、「糖尿病セミナー」と名前を変更させて 

頂き、より充実した内容を提供できるようスタッフ一同取り組んでまいります。 

 

皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 5月・9月・平成 26年 1月の初級編は、予約が必要となります。 

初級編以外のセミナーには、どなたでも参加して頂けます。事前申し込みは不要、無料です。 

詳しくは内科外来にお問い合わせください。 

講義内容は、前月にポスターにてお知らせします。 

場合により担当者が変更となる場合もあります。ご了承ください。 

平成 25年 

4月 22日 

 

医師（皮膚科） 

5月 27日 初級編 

6月 24日 医師（眼科） 

7月 22日 医師（歯科） 

8月 26日 看護師 

薬剤師 

9月 9日 初級編 

10月 28日 理学療法士 

臨床検査技師 

11月 25日 医師（循環器内科） 

12月 9日 管理栄養士 

平成 26年 

1月 27日 

 

初級編 

2月 24日 医師（腎臓内科） 

3月 24日 医師（内科） 

http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1304.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1305.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1306.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1307.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1308.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1309.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1310.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1311.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1312.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1401.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1402.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1403.pdf


平成24年度の糖尿病教室予定表 
 
H24． 

4月 
 
9日 

 
看護師 
薬剤師 

 
23日 

 
医師（皮膚科） 

5月 14日 初級編 28日 看護師 
6月 
 

11日 検査技師 
薬剤師 

25日 医師（歯科） 

7月 
 

9日 検査技師 
薬剤師 

23日 医師（眼科） 

8月 13日 初級編 27日 医師（内科） 
9月 10日 理学療法士 

管理栄養士 
24日 検査技師 

薬剤師 
10月   22日 医師（循環器） 
11月 12日 初級編 26日 医師（皮膚科） 
12月 
 

10日 管理栄養士 
検査技師 

  

H25． 
1月 

 
 

  
28日 

 
医師（腎臓内科） 

2月   25日 医師（内科） 
3月 11日 管理栄養士 

薬剤師 
25日 看護師 

 
 

初級編は、予約が必要となります。 

詳しくは内科外来にお問い合わせ下さい。 

講義内容は、前月にポスターにてお知らせします。 

場合により担当者が変更することもあります。ご了承ください。 

 
 

http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_04.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_05.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_06.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_07.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_08.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_09.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_10.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_11.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_12.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1301.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1302.pdf
http://www.nishihosp.nishinomiya.hyogo.jp/seikatsu_yobo/seikatsu_yobo_pdf/tsushin_1303.pdf

	h30_kyousituyotei.pdf
	kyousituyotei_backnumber.pdf
	h28_kyousituyotei
	20170410_kyousituyotei_backnumber
	h27_kyousituyotei
	kyousituyotei_backnumber
	h26_kyousituyotei
	kyousituyotei_backnumber
	h25_kyousituyotei
	h24_kyousituyotei







