◆目

的

宮崎県 にお ける 糖尿 病教 育の正 しい 知識 及び 技術 の普及・啓 発を 図る ため 、専門 的な 医療 スタ ッフ を養成 する こと を目 的と し、宮 崎地 域糖 尿病 療養 指導
士の認 定制 度を 設定 する 。

◆対象者
（１） 宮崎 県糖 尿病 協会 （はま ゆう 会） の会 員で あるこ と 。（会 費あ り）
（２）医師、歯科 医師、看護師 、保健 師、助産師 、准看 護師、管理 栄養士 、栄養 士、薬 剤師、臨床 検査技 師、診 療放 射線 技 師、理 学療法 士、作業療 法士 、
健康運 動 指 導士 、 介 護福 祉士 、 社会 福祉 士、 歯科 衛生士 等の 医療 ・介 護 ス タッフ とし て 実 務経 験２ 年以上 。

◆認定方法
（１） 日本 糖尿 病療 養指 導士 並 びに 糖尿 病看 護認 定看護 師 有資 格者
宮崎県 糖尿 病協 会入 会後 、書類 審査 （様 式あ り） のみ で 認定 を受 ける こと ができ る。
（２） 県外 地域 糖尿 病療 養指導 士 有資 格者
資格認 定委 員会 に宮 崎地 域糖尿 病療 養指 導士 の認 定を申 請（様 式あ り）、資 格認定 委員 会の 審査 で有 効と判 断さ れれ ば認 定を 受ける こと がで きる 。
（３） その 他
認定機 構が 開催 する 認定 試験の ため の 講 習会 ４回 受講が 必須 （申 請から 2 年間有 効 ）。講 習会 ４回 受講後 、年 １回 開催 され る認定 試験 受験 資格 を
得るこ とが でき る。 認定 試験合 格後 、認 定を 受け ること がで きる 。

◆認定試験
認定機 構は 毎年 １回 、認 定試験 （筆 記試 験） を行 う。

◆費用等
（１） 認定 機構 が開 催す る講習 会の 受講 料は １ 回 2,000 円とする 。受 講料は 講習 会当 日受 付時 に徴収 する 。
（２） 認定 機構 が開 催す る認定 試験 の受 験料は 2,000 円とする 。受 験料 は受験 当日 受付 時に 徴収 する。

◆更新単位
（１） 宮崎 地域 糖尿 病療 養指導 士認 定機 構主 催研 修会及 び宮 崎地 域糖 尿病 療養指 導士 認定 機構 認定 の研修 会に て、 ５年 で合 計２５ 単位 以上 取得 。
①宮崎 地域 糖尿 病療 養指 導士認 定機 構主 催研 修会 （２年 に１ 回開 催）
１回５ 単位
②宮崎 地域 糖尿 病療 養指 導士認 定機 構 が 認定 する 研修会
１時間 以上 ３時 間未 満
１ 単位
３時間 以上 ６時 間未 満
２ 単位
６時間 以上
４ 単位
③各職 種の 学術 集会
１回５ 単位
④発表 者
参加研 修単 位と 同単 位数
（２） 地域 での イベ ント や友の 会活 動に 、更 新ま でに２ 回以 上参 加す るこ と。
①糖尿 病宿 泊講 習会 、小 児 糖尿 病サ マー キャ ンプ 、無料 検診 、ウ ォー クラ リー等
②友の 会活 動、 地域 での 糖尿病 教室 並び に野 外活 動開催 等 。 参加 証明 書（ 様式あ り） を更 新時 に提 出。
（３ ）宮 崎県 糖尿 病協 会が依 頼し たボ ラン ティ ア活動 に、 更新 まで に１ 回以上 参加 する こと 。（ HP にて 募集 ）

◆更新
５年毎 に更 新す る。 更新 手数料 は 2,000 円とす る。 ５ 年間 の更 新必 要取 得単位 書類 並び に活 動証 明書を 提出 する こと 。

