
第 30 回新潟糖尿病 web セミナーのご案内 

テーマ「 with コロナ時代の糖尿病診療 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 
              世話人  八幡 和明 田村 紀子 

 
◆ 日 時 ： 2021年 8月 29 日（日） 9：55～13：05  
◆ 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  ： 2,000円（学生、招待関係者は無料） 
◆ 定 員 ： 270名 
◆ 申込締切 ： 2021年 8月 22日（日） 
 

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） 
 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） 
 鈴木 芳樹 （新潟大学保健管理センター） 
 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） 
  
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） 

 

中川 理  （中川内科医院） 
羽入 修  （はにゅうクリニック） 
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） 
桜井 健一 （済生会新潟病院） 
青柳 玲子 （新潟県看護協会） 
濱崎 真沙子 （大手薬局） 
佐藤 宏  （長岡中央綜合病院） 
坂西 清     （新潟県臨床衛生検査技師会） 
丸山 順子 （長岡中央綜合病院） 
大瀧 陽子 （新潟県立新発田病院） 
西山 陽子 （済生会新潟病院） 
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 30回 新潟糖尿病 webセミナー プログラム 
「 with コロナ時代の糖尿病診療 」 

【午前の部】 
 

開会の挨拶 (8:55～9:00） 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 

 

オープニングレクチャー (9:00～9:35) 35分  座 長：中川内科医院 院長    中川 理 先生 

     演 者：新潟大学大学院医歯学総合研究科 

   血液・内分泌・代謝内科学分野 地域医療健康学講座  

「糖尿病にかかわるスティグマとアドボカシー活動」  特任准教授    北澤 勝 先生 

 

講演 1. (9:35～10:10) 35分   座 長：新潟市民病院 内分泌・代謝内科 科部長    宗田 聡 先生 

「新しい糖尿病薬のトリセツ」           演 者：長岡中央綜合病院 糖尿病センター 棚橋 怜生 先生 

 

地域における糖尿病対策.（10:10～10:50） 40分       座 長：髙木内科クリニック 院長              髙木 正人 先生 

講演 2.  

「長岡市糖尿病性腎症重症化予防 PG―実施 1 年後報告」 演 者：長岡市福祉保健部健康課             石黒 あゆみ 先生 

講演 3. 

「診療所における食事栄養相談」  演 者：新潟県栄養士会 長岡支部 管理栄養士     吉原 緑 先生 

 
                                休憩 （10分） 
 

特別講演（11:00～12:00） 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 

「コロナ禍における糖尿病診療」 演 者：京都府立医科大学大学院医学研究科 

    内分泌・代謝内科学 講師    山﨑 真裕 先生 

    

                        

総合討論（12:00～13:00） 60分 司 会：万代内科クリニック 院長        田村 紀子 先生 

「Covid19 感染が糖尿病診療にもたらしたもの～      長岡中央綜合病院 糖尿病センター長     八幡 和明 先生 

検診から糖尿病診療、そして患者教育の課題について考える」 京都府立医科大学大学院医学研究科 

    内分泌・代謝内科学 講師    山﨑 真裕 先生 

 
 
開会の挨拶 (13:00～13:05） 5分 世話人：万代内科クリニック 院長        田村 紀子 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 コードにてアンケートにお答えください。 

アンケートフォーム内に必須項目（講演中に提示される 3 つのキーワード）の入力とご参加ログ（運営にて記録）にて単位申請を致します。

（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、当日の 8 月 29 日（日） 24 時までです。 

 

【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」 （2 単位 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」 （区分 Ⅲ-２ 1.5 単位、Ⅴ-２ 1 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＞ （1 単位 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＞ （1 単位 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。PC やスマートフォン・タブレット端末からの登録、 

セミナー聴講も可能となっております。 

 

【お申し込みの流れ】 
 
① ご参加希望の方は、受講料（2,000円）を下記枠内の指定口座にお振込み下さい。 

※例年とは異なり、代表者が複数人のお申込みは不可となります。必ず個人でお振込みをお願い致します。 

お申込み名義はセミナーご参加者のフルネームが確認できるようにお願い致します。 

 

振込先：ゆうちょ銀行      

通帳記号：11240   口座番号：24974881    口座名：新潟糖尿病教育研究会 代表 八幡 和明 

 

 

② 振込後、下記 URL もしくは QR コードにアクセス頂き、お申し込みフォームに必要事項を入力 
してください。 

 

【申込 URL】                                          【QR コード】 
 
https://forms.office.com/r/u45hmsTMd7 

 
 

 

③ 申込手続きが完了すると、セミナーご参加用 URL がメールにて返送されます。配信媒体は
「Microsoft Teams」です。視聴方法は別紙にてご確認ください。 

 

   

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位取得の際のご注意点 

 申込方法 および 注意点 

https://forms.office.com/r/u45hmsTMd7


 

 

 

【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 FAX か e-mail でのご連絡にご協力をお願い致します） 

  〒951-8055 

新潟市中央区礎町通二ノ町 2077 朝日生命新潟万代橋ビル４F 

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 

TEL 025-210-2360 FAX 025-210-2361 

窓口担当：山澤 智也 (e-mail : tyza@novonordisk.com) 

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 
「代わりに Web 上で参加」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 


