
第 31回 新潟糖尿病セミナーのご案内 

テーマ「 一人一人の人生と向き合う 」  

 

糖尿病診療を担う仲間と共に学ぶ新潟糖尿病セミナーは毎年夏に開催しておりましたが、コロナ感染症
（Covid-19）の広がりを考慮して 10月 23日に「第 31回新潟糖尿病セミナー」を Web形式で開催すること
にいたしました。 
今年のテーマは「一人一人の人生と向き合う」です。糖尿病がその方の人生のハンディにならないよう、 
医療者としてサポートできれば素晴らしいことと思います。オープニングレクチャーを宗田医師に、一般
演題は高齢者糖尿病関連で高橋栄養士、石川訪問看護師に、また行政より新潟県の糖尿病腎症重症化予防
への取り組みについて、今村保健師よりご講演いただきます。今年は特別講演に南昌江内科クリニックの
南昌江先生をお招きしました。先生は「糖尿病だって、何だってできる」をモットーに実に多くのことに 
チャレンジされてきました。そう書いてしまえば平易な一文ですが、きっと私たちの想像を絶する先生の
人生の道のりがあったと思います。患者であり医師であり教育者、執筆者、アドバイザーなどなど多くの 
顔を持つ南先生のご講演をぜひお聞きください。そのあとでテーマに沿った座談会も計画しています。 
Web 中心での開催となりますがチャットなどで意見交換も可能です。ぜひともに学び有意義な時間を   
過ごしていただければ幸いです。 

     2022年 世話人  田村紀子 八幡和明 
 
 

◆ 日 時 ： 2022年 10月 23 日（日） 9：25～13：30  
◆ 開催方法 ： Microsoft Teams による web開催 
◆ 共 催 ： 新潟糖尿病教育研究会、新潟県糖尿病対策推進会議、新潟県歯科医師会、 

         新潟県健康づくり財団、新潟県薬剤師会、新潟県病院薬剤師会、 
        新潟県栄養士会、新潟県臨床検査技師会、新潟県医療ソーシャルワーカー協会、 
      ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 

◆ 後   援 ： 新潟県医師会、新潟県看護協会 
◆ 世 話 人 ： 長岡中央綜合病院 糖尿病センター 八幡 和明 TEL 0258-35-3700 
   万代内科クリニック 田村 紀子 TEL 025-244-0600 
◆ 事 務 局 ： 長岡中央綜合病院中央健診センター内   八幡 和明 
   長岡市川崎町 2041    TEL  0258-35-3700     FAX  0258-35-3782 
◆ 対 象 ： 医師、歯科医師、看護師、栄養士、薬剤師、保健師、臨床検査技師、理学療法士、助産師、 
   健康運動指導士、歯科衛生士、医療ソーシャルワーカー、研修医、各種専門学校生、その他 
◆ 受 講 料  ： 3,000円（学生、招待関係者は無料） 
◆ 定 員 ： 270名 
◆ 申込締切 ： 2022年 10月 21日（金） 

 

新潟糖尿病教育研究会 
 
幹事 朝倉 俊成 （新潟薬科大学） 
 五十嵐 仁 （新潟県立坂町病院） 
 井上 正則 （井上内科医院） 
 岡田 節朗 （かえつクリニック） 
 小川 洋平 （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 
 蒲澤 秀門 （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 
 上村 伯人 （上村医院） 
 斎藤 亮彦 （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 
 鈴木 克典 （新潟糖尿病クリニック） 
 宗田 聡  （新潟市民病院） 
 高澤 哲也 （信楽園病院） 
 高橋 慶一 （高橋医院） 
 谷 長行  （新潟県立がんセンター新潟病院） 
 津田 晶子 （木戸病院） 
 中川 理 （中川内科医院） 
 羽入 修  （はにゅうクリニック） 
監事 吉岡 光明  （吉岡内科クリニック） 
会計 田村 紀子  （万代内科クリニック） 
顧問 曽根 博仁  （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 
世話人 八幡 和明  （長岡中央綜合病院） 
 
 

細島 康宏 （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 
百都 健  （佐渡総合病院）  
山谷 恵一  （新潟万代病院） 
山田 貴穂 （新潟大学大学院医歯学総合研究科） 
石塚 ほから （あがの市民病院） 
佐藤 宏  （長岡中央綜合病院） 
濱崎 真沙子 （大手薬局） 
青柳 玲子 （新潟県看護協会） 
大瀧 陽子 （新潟県立新発田病院） 
西山 陽子 （済生会新潟病院） 
丸山 順子 （長岡中央綜合病院） 
桜井 健一 （済生会新潟病院） 
髙橋 洋平 （上越総合病院） 
坂西 清     （新潟県臨床衛生検査技師会） 
大脇 教光 （新潟大学医歯学総合病院） 
 
涌井 一郎  （柏崎総合医療センター） 
 
佐藤 幸示 （新潟県労働衛生医学協会） 
田村 紀子 （万代内科クリニック） 
 



第 31回  新潟糖尿病セミナー プログラム 
「 一人一人の人生と向き合う 」 

 
【午前の部】 

 

開会の挨拶 (9:25～9:30） 5分  世話人：万代内科クリニック 院長   田村 紀子 先生 

 

オープニングレクチャー (9:30～10:00) 30分 座 長：新潟糖尿病クリニック 院長  鈴木 克典 先生

「糖尿病治療の目標：血糖コントロールの先にあるもの」 演 者：新潟市民病院 内分泌・代謝内科 科部長   宗田 聡 先生

  

講演 1. (10:00～10:20)  20分  座 長：済生会新潟病院 栄養科 桜井 健一 先生 

「高齢糖尿病患者の治療で考えること 

食事指導の あいうえお かきくけこ」  演 者：上越総合病院 栄養科 高橋 洋平 先生 

      

 

講演 2.  （10:20～10:40） 20分   座 長：新潟県看護協会                   青柳 玲子 先生 

「高齢糖尿病患者を地域で支える」  演 者：長岡中央綜合病院 訪問看護ステーション 石川 弘美 先生                          

  

講演 3.  （10:40～11:00） 20分        座 長：新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎研究センター 

「新潟県での糖尿病腎症重症化予防の取り組み」  病態栄養学講座 特任准教授  細島 康宏 先生 

   演 者：新潟県福祉保健部 健康づくり支援課   

            健康立県推進班 保健師  今村 円香 先生 

 

                                休憩 （15分） 
 

特別講演（11:15～12:15） 60分 座 長：長岡中央綜合病院 糖尿病センター長     八幡 和明 先生 

「 1型糖尿病の治療の歴史と今後の課題 」 演 者：医療法人 南昌江内科クリニック  院長 南 昌江 先生 

     

                        

座談会（12:15～13:25） 70分 司 会：万代内科クリニック 院長                 田村 紀子 先生 

「 一人一人の人生と向き合う 」                             長岡中央綜合病院 糖尿病センター長      八幡 和明 先生 

  医療法人 南昌江内科クリニック  院長      南 昌江 先生 

 
 
開会の挨拶 (13:25～13:30） 5分 世話人：長岡中央綜合病院 糖尿病センター長     八幡 和明 先生 

 

 

 

各種認定単位申請をご希望の方は、webセミナー当日に提示される URLまたは QR コードより必要事項を入力フォームに入力願います。 

研修開始時・終了後・および研修途中に１回、計３回のそれぞれ異なる「3 つのキーワード」を発信します。開催当日までにすべてのキーワ

ードを正しく提出いただいた受講者の方に対してのみ参加証が発行されます。（入力方法はセミナー中、終了後にお示し致します。）  

※入力の締め切りは、セミナー当日 10 月 23 日（日） 24 時厳守です。（入力フォームは自動でクローズします） 

 

【各種単位申請予定】 

① 「新潟県医師会生涯教育講座」 （申請中） 

② 「日本糖尿病協会歯科医師登録医のための講習会」 （申請中） 

③ 「日本薬剤師研修センター生涯教育制度」 （申請中） 

④ 「日病薬病院薬学認定薬剤師制度研修会認定単位」 （申請中） 

⑤ 「日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会」＜第 2 群＞ （申請中）  

⑥ 「日本病態栄養学会 日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会」＜第 1 群＞ （申請中） 

⑦ 「新潟県地域糖尿病療養指導士認定機構単位」 （4 単位） 

単位取得をご希望の方へ （日本糖尿病療養指導士認定更新、薬剤師研修単位等） 



 

 

   （内容をよくお読みの上、お手続きをお願い致します） 

※本セミナーのご参加登録には E-mail アドレスが必須となります。 

※お申込は PCやスマートフォン・タブレット端末から登録可能です。  （視聴方法は別紙をご確認ください） 

 
【参加登録・参加費お支払い方法】 販売主：新潟糖尿病教育研究会 

ご参加希望の方は下記枠内 URL、QR コードより「PassMarket（パスマーケット）」へアクセス   

いただき、参加費 3,000 円を指定の支払い方法でお納めください。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※お支払い完了後、自動返信にて確認メールが届きます。視聴用 Teams のリンクは後日送信します（下記のとおり） 

※支払いが完了したにも関わらず、返信メールが届かない場合はアドレスが間違っている可能性がございます。 

受付窓口までお問い合わせください。 

 

【Microsoft Teams 視聴用リンクの送信について】 

10月 17日(月)以降随時、視聴用 URLを登録頂きましたメールアドレスへお送りいたします。 

 「Microsoft Teamsの事前準備のお願い」を事前にご確認ください。 

 
【各種単位申請について】 

各種単位申請は、セミナー開催中に登録フォームの URLをご提示いたします。 

詳しくはプログラムの「単位取得をご希望の方へ （日本糖尿病療養指導士認定更新、薬剤師 

研修単位等）」をご参照ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL : https://bit.ly/3BpsP1S       QRコード : 

Yahoo! JAPAN ID をお持ちではない方 

・クレジットカード決済 （手数料不要） 

※いずれの決済方法も使用できない場合は恐れ入りますが、   

受付窓口までメールにてご連絡をお願い致します。振込先を   

お知らせ致します。（振込手数料はご自身の負担となります） 

Yahoo! JAPAN ID をお持ちの方 

・PayPay 残高（手数料不要） 

・クレジットカード決済（手数料不要） 

・コンビニ決済 (別途手数料がかかります。お支払い期限あり) 

 申込方法 および 注意点 

単位取得の際のご注意点 
ご職種によって申請できる単位・重複して取得できない単位がございます。下記の表にてご確認ください。 

https://bit.ly/3BpsP1S


 

 

 

 

 

【PC から参加】 

「 Google chrome」      もしくは、「Microsoft Edge」       がインストールされていることを 

ご確認ください。（Internet Explorer は使用できません。ご注意ください） 

 

【スマートフォン・タブレットから参加】 

事前に端末へ「Microsoft Teams」       アプリのダウンロードをお願い致します。 

・新規で Microsoft アカウントの作成は不要です。 

 

 

 

 

 

【ＰＣから視聴】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スマートフォン・タブレットから視聴】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】（可能な限り e-mail でのご連絡にご協力をお願い致します） 

  共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 新潟糖尿病セミナー係 

窓口担当：山澤 智也 (e-mail：tyza@novonordisk.com TEL：080-5892-4536  FAX：025-210-2361) 

Microsoft Teams の事前準備のお願い 

 

② 「名前を入力」欄にご参加者の日本語フルネームを入力 
※アカウントをお持ちの場合はサインインで参加も可能ですが 
日本語フルネームが分かるようにご協力お願い致します 

① 申し込み後にメールで届いた URL を開くと、
下記の画面が表示されます 
「このブラウザーで続ける」をクリック 

Microsoft Teams 視聴方法 

 

① 申し込み後にメールで届いた URL を開く、もしくは QR コードを読み取る 

② 「ゲストとして参加」をタップ ③「名前」にご参加者の日本語フルネームを入力し、 

「会議に参加」をタップ 

mailto:tyza@novonordisk.com

