
第 49回 新潟糖尿病談話会のご案内 
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。第 49 回新潟糖尿病談話会を下記の要領

にて開催致しますので、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 

敬具  

記 

１．日  時   2023年2 月12 日(日) 9:50～15:00 

２．会  場   朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 2 階スノーホールＢ 

                新潟市中央区万代島 6番地 1号  TEL 025-246-8400 

３．参加費   医師 2,000円 コメディカル 500円 学生無料 

 

※ 「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）取得予定 

※ 「新潟県地域糖尿病療養指導士 認定更新のための研修会」（2単位）取得予定 

※ 「新潟県医師会生涯教育講座」1単位 取得予定 

※ 「大学院特別講義」取得予定 

 
 

発表者は、新潟医学会誌に掲載するための抄録を 400字以内で作成し、 

発表 1週間前を目安に事前に電子媒体にてご送付下さい。 

（宛先：danwakai@kowa.co.jp  興和株式会社内 新潟糖尿病談話会 担当宛） 

 

 

共催：新潟糖尿病談話会 

興和株式会社 

興和(株)事務連絡担当：danwakai@kowa.co.jp または 025-231-2141 

mailto:danwakai@kowa.co.jp


2023 年 2 月 12 日(日) 9:50～15:00 於 朱鷺メッセ 2 階スノーホール B 

 

第 49 回新潟糖尿病談話会プログラム 
 

Ⅰ．情報提供(9:50～10:00) パルモディア錠 0.1㎎ デベルザ錠 20㎎  興和株式会社 
 
会長挨拶 (10:00～10:10)  

曽根 博仁(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) 
 
Ⅱ．一般演題１ (診断・検査関連 (10:10～11:10  各演題発表時間 7分・討論 3分) 
 

座長:小川 洋平（新潟大学医歯学総合病院 小児科） 
 

① 間歇スキャン式持続グルコース測定（isCGM）の人間ドックでの使用経験 
○赤澤道代 髙橋克美 小柳博明 松田和博 佐藤幸示 

(一社)新潟県労働衛生医学協会 臨床検査部 
 

② 当会における血糖緊急報告対象者の推移 
○齋藤章江 赤澤道代 小柳博明 松田和博 佐藤幸示 

(一社)新潟県労働衛生医学協会 臨床検査部 
 

③  2型糖尿病を合併した維持血液透析患者におけるグルカゴン測定法の比較検討 
○吉澤優太１）細島康宏２）蒲澤秀門２）田邊直仁３）宮地淳４）浜島斉４）三重野園理４） 
小林雅樹５）北村忠弘５）成田一衛６）斎藤亮彦７）  

1) 小千谷総合病院 内科 
2) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座 
3) 新潟県立大学 健康栄養学科 
4) 株式会社 三和化学研究所 医薬研究所 薬物代謝/分析センター 
5) 群馬大学 生体調節研究所 代謝シグナル研究展開センター 代謝シグナル解析分野 
6) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学 
7) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座 

 
④ 新潟県における小児１型糖尿病発症率の 21年間の推移 

○澤野堅太郎 小川洋平 長崎啓祐 廣嶋省太 柴田奈央 入月浩美 齋藤昭彦 
新潟大学医歯学総合病院 小児科 

 
⑤ 2型糖尿病における腎予後予測のための尿中メガリン測定の意義 

○飯田倫理１）２）細島康宏３）蒲澤秀門３）蒲澤佳子４）後藤佐和子１）田中崇裕５） 
北村信隆５）小笠原真也６）忰田亮平２）鈴木芳樹２）成田一衛２）斎藤亮彦１） 

1)新潟大学大学院医歯学綜合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座 
2)新潟大学大学院医歯学綜合研究科 腎研究センター 腎膠原病内科 
3)新潟大学大学院医歯学綜合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座 
4)新潟大学大学院医歯学綜合研究科 健康増進医学講座 
5)新潟大学医歯学総合病院 臨床研究推進センター   
6)デンカ株式会社 
 

⑥ 広角眼底撮影装置を用いた糖尿病網膜症診断 
○安藤伸朗１）２）信田和男１）武田さち江２）関正明３） 
1) 長岡眼科  
2) 立川綜合病院  
3) せき眼科 

----------休憩（11:10～11:15）---------- 
 

一般演題２(栄養関連 (11:15～12:15  各演題発表時間 7分・討論 3分) 
 

座長:蒲澤 秀門（新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座） 
 

⑦ 栄養指導の継続で長期に体重減少が得られている Prader-Willi症候群の１例 
○大竹美香１）田村智子２）鈴木裕美３）鈴木將也３）中村博至３） 
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1) 新潟県立新発田病院 栄養課 
2) 新潟県立津川病院 栄養課 
3) 新潟県立新発田病院 代謝内分泌内科 
 

⑧ 当院における糖尿病透析予防指導の取り組み 
○南和代１）田井由子２）平瀬和美２）海発咲子１）古川和郎３） 
1) 長岡赤十字病院 栄養課 
2) 長岡赤十字病院 看護部 
3) 長岡赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝科 
 

⑨ 臨床検査科の疾病管理の取り組み 
○郷裕昭１）渡邉玲音１）吉田和文１）布施克也２） 
1) 魚沼市立小出病院 検査科 
2) 魚沼市立小出病院 内科 
 

⑩ SGLT2阻害薬が栄養管理に与える影響について 
○早川兼司１）村越南２） 
1) 立川綜合病院 薬剤部 
2) 立川綜合病院 栄養科  

 
⑪ 糖尿病性腎症重症化予防事業における地域特性に基づく 

塩分チェックシートを使用した指導効果について 
○村山稔子１）２）細島康宏３）蒲澤秀門３）伊藤愛奈２）小林美聡２）上法花子２）増岡里紗２） 

久志田順子１）山田恭子４）澤田香織４）志賀久美子４）斎藤亮彦５）鈴木芳樹６）成田一衛７）  
1) 新潟県栄養士会 
2) 新潟県立大学 人間生活学部 健康栄養学科 
3) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座 
4) 新潟市福祉部保険年金課 
5) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座 
6) JR東日本新潟健康推進センター 
7) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学 
 
 

⑫ 日本人 2型糖尿病患者における食品群摂取量と肥満の関連－JDDMにおける検討 
○治田麻理子１）２）堀川千嘉１）３）武田安永１）池田和泉１）森川咲子１）４）藤原和哉１）曽根博仁１） 
1) 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 
2) 済生会新潟病院 栄養科 
3) 新潟県立大学 人間生活学部健康栄養学科 
4) 徳島文理大学 人間生活学部食物栄養学科 
 

----------休憩（12:15～12:25）---------- 
 
ミニレクチャー (12:25～12:50) 

 
座長: 村山 稔子（新潟県立大学 人間生活学部 健康栄養学科） 

 
「動脈硬化性疾患予防ガイドラインの概説」 
 
藤原 和哉（新潟大学大学院医歯学総合研究科 健康寿命延伸・生活習慣病予防治療医学講座） 
 

 
----------休憩（12:50～12:55）---------- 
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一般演題３(症例・治療関連 (12:55～13:55 各演題発表時間 7分・討論 3分) 
 

座長:山田 貴穂（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） 
 

⑬ COVID-19ワクチン接種後の急性発症 1型糖尿病の１例 
○赤壁尚太 棚橋怜生 八幡和明 
長岡中央綜合病院 糖尿病センター 

 
⑭ 低血糖が遷延した若年 2型糖尿病の 1例 

○小林美恵子１）古寺一樹２）小川洋平３） 
1) 国立病院機構新潟病院 看護部 
2) 国立病院機構新潟病院 小児科 
3) 新潟大学医歯学総合病院 小児科 

 
⑮ ステロイド糖尿病の経過中、両大腿の違和感で発症した両側非定型大腿骨不全骨折の一例 

○渡邉和樹１）黒澤陽一１）長谷川絵理子１）若松彩子１）蒲澤秀門２）細島康宏２） 
佐藤弘恵１）中枝武司１）鈴木芳樹３）斎藤亮彦４）成田一衛１） 

1) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学 
2) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座 
3) JR東日本新潟健康推進センター 
4) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 機能分子医学講座 
 

⑯ 当院におけるペマフィブラートの使用経験 
○保川亮太 渡邊資夫 
長岡中央綜合病院 腎臓内科 
 

⑰ 認知症をもつ高齢者に対するインスリン治療 
○片桐尚 土田大介 斎藤啓輔 
柏崎総合医療センター 内科（糖尿病センター） 
 

⑱ メトホルミン内服中の 2型糖尿病患者に対する DPP4阻害薬または SGLT2阻害薬の 
追加併用効果の多施設共同無作為化比較試験 

○北澤勝１）片桐尚２）鈴木裕美３）百津健４）五十嵐智雄５）中川理６）高澤哲也７） 
宗田聡８）古川和郞９）髙木正人１０）岡田節朗１１）山谷恵一１２）鈴木克典１３）１４）津田晶子１５） 
川田亮１６）治田麻理子１）山本正彦１）岩永みどり１）山田貴穂１）藤原和哉１）曽根博仁１） 
1)新潟大学医歯学総合病院 2)新潟県厚生農業協同組合連合 柏崎総合医療センター 3)新潟県
立新発田病院 4)新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 5)新潟県厚生農業協同組合連
合会 新潟医療センター 6)中川内科医院 7)社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院 
8)新潟市民病院 9)長岡赤十字病院 10)髙木内科クリニック 11)社会医療法人 新潟勤労者医
療協会 かえつクリニック 12)社会医療法人新潟臨港保健会 新潟万代病院 13)社会福祉法人 
恩賜財団済生会支部 新潟県済生会 済生会新潟病院 14)新潟糖尿病クリニック 15)新潟医療
生活協同組合 木戸病院 16)新潟県立十日町病院 

 

----------休憩（13:55～14:00）---------- 
 

Ⅲ．特別講演(14:00～15:00) 

座長：細島 康宏 

（新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎研究センター 病態栄養学講座） 
 

「Withコロナ時代の糖尿病診療」 
京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学 教授 福井 道明先生 



第49回

新潟糖尿病談話会

会場：朱鷺メッセ 2階 スノーホールB 参加加方法は裏面を
新潟市中央区万代島6番地1号 ご覧ください
参加費：医師 2,000円 コメディカル 500円 学生無料

考古堂書店の出店もあります！

計18演題があります。
（うち栄養関連の演題が6題）
詳細はプログラムを参照ください

お昼のミニレクチャー（昼食をご用意しております）は
新潟大学大学院医歯学総合研究科

健康寿命延伸・生活習慣病予防治療医学講座

特任准教授 藤原和哉 先生 より
「動脈硬化性疾患予防ガイドラインの概説」

特別講演は
京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学

教授 福井道明 先生 より

「Withコロナ時代の糖尿病診療」

お問い合わせ：興和株式会社 025-231-2141
danwakai@kowa.co.jp

明日からの診療に、きっと役に立ちます。
ご参加をお待ちしています！
当番世話人 細島 康宏

（新潟大学 病態栄養学講座）

新潟の糖尿病に関連
する取り組みや研究
について、みんなで
勉強しませんか？

欲しかったあの一冊が
見つかるかも…？

活発なディスカッションのため
感染対策をしながら対面参加を
重視させていただきました。
ぜひ、現地でご参加ください！

日時：2023年2月12日(日)
９：５0～１５：00



以下ご説明をよくお読みの上、お手続きをお願い申し上げます。

第49回新潟糖尿病談話会 受付について
※お申込みには、E-mailアドレスが必須です。

【参加登録・参加費お支払い方法】
販売主：新潟糖尿病談話会

以下URLまたは2次元バーコードより
「PASS Market(パスマーケット)」にアクセスいただき
お申し込みをお願いいたします。
CDE-J／L-CDEの皆様は現地参加でのみ単位を配布します。

※当日現地でも対応いたします。

お支払い方法

①PayPay残高 手数料なし

②クレジットカード決済 手数料なし

③コンビニ決済 ③は手数料がかかります。支払期限3日となります。

③はキャンセル時に自動返金されませんのでご注意ください

Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方

お支払い方法

①クレジットカード決済 手数料なし

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

いずれの決済方法も使用できない際は担当：外池までご連絡
ください。お振込み口座をお知らせいたします。
(手数料はご自身の負担になります)

お申込方法がわからない、
お申込後、メールが届か
ない 等
お困りの際は大変お手数
ですが、担当者までご連
絡をお願いいたします。
新潟糖尿病談話会

担当 外池
danwakai@kowa.co.jp
025-231-2141
（080-1388-8520）
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お申込みURL 2次元バーコード

https://onl.la/KguQ8iA

お申込みの流れ

mailto:danwakai@kowa.co.jp

