
日時

配信
会場

第12回 和歌山糖尿病地域連携研究会
プログラム

「Web型研修」

2021年9月11日（土）15:00～18:35

ホテルグランヴィア和歌山 6F ル・グラン

【 共 催 】
和歌山糖尿病地域連携研究会

和歌山市医師会・和歌山県医師会内科医会・(一社)和歌山県薬剤師会
大日本住友製薬株式会社

●本研究会は以下の講習会として認定されています。
日本医師会生涯教育講座認定研修会
日本糖尿病協会療養指導医取得のための講習会
日本糖尿病療養指導士 (CDEJ)認定講座更新のための研修会
和歌山地域糖尿病療養指導士 (WLCDE)
日本薬剤師研修センター研修受講 (2単位申請中)
※各単位の申し込みについては裏面をご参照下さい。

●時節柄、情報交換会は予定していません。

●別紙の「事前参加登録申込書」をご参照の上、事前参加登録をお願いいたします。



謹啓

盛夏の候、先生におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
「第12回和歌山糖尿病地域連携研究会」を下記の要領で開催する運びとなりましたのでご案内申し上
げます。

ご存知のように、糖尿病による血管合併症は患者さんのQOLを著しく低下させるとともに医療経済的にも
大きな負担を社会に強いていることから、わが国では糖尿病対策が国の重要課題の一つとなっております。
さらに、昨年より新型コロナウィルス感染症という新たな問題にも対処する必要が生じています。今回の研
究会では、かかりつけ医の先生方からご要望の多い「糖尿病の診療に関する実践セミナー」に加え「Withコ
ロナ時代の糖尿病診療に関する講演」も企画いたしました。

つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮に存じますがご参加を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

2021年7月吉日
和歌山糖尿病地域連携研究会 代表世話人

和歌山ろうさい病院 南條輝志男

---- Webセミナー プログラム ----

【情報提供】 15:00～15:15 大日本住友製薬株式会社

【開会の挨拶】 15:15～15:20 和歌山県立医科大学内科学第一講座 教授 松岡孝昭先生

【一般演題】 15:20～17:20

『 糖尿病診療実践セミナー 』
座長：ひだか病院 第２内科 松野正平先生

1. 「 Withコロナ時代における栄養指導の留意点 」
和歌山ろうさい病院 栄養管理室 森 友美先生

2. 「 新型コロナ感染症院内クラスターの経験とその対策 」
済生会和歌山病院 副院長 英 肇先生

3. 「 Withコロナ時代の糖尿病治療薬の選び方 」
紀南病院 内科 中野好夫先生

4. 「 1型糖尿病の治療
－頻回注射(MDI)法とグルコースセンサー付きポンプ(SAP）療法のどちらを選択すべきか－ 」

和歌山県立医科大学内科学第一講座 石橋達也先生



『 糖尿病の地域連携に関する新たな取り組み 』
座長：和歌山県立医科大学内科学第一講座 古田浩人先生

1. 「 糖尿病腎症重症化予防の取り組み
～那賀圏域における保健行政と病院の新連携構築、および、当院の長期腎症病期観察集計～ 」

公立那賀病院 栄養課、内科*

真珠文子、木村奈小、大桑真衣、山田真知子、近藤 溪*、中尾大成*先生

2. 「 オンラインを活用した地域医療への新たな取り組み（医師の立場から）」
国保北山村診療所 内川宗大先生

3. 「 オンラインを活用した地域医療への新たな取り組み（栄養士の立場から）」
和歌山県立医科大学附属病院 病態栄養治療部 田中明紀子先生

4. 「 保険薬局における糖尿病患者へのオンライン服薬指導、および、調剤業務の現状について 」
（一社）和歌山県薬剤師会 エグチ薬局 古川晴浩先生

【コーヒーブレイク】 17:20～17:30

【特別講演】 17:30～18:30 座長：和歌山ろうさい病院 病院長 南條輝志男先生

『 新型コロナ感染症重症化の危険因子である糖尿病
－注意点と治療の考え方－ 』

日本赤十字社和歌山医療センター
糖尿病・内分泌内科部長 兼 副院長

井上 元先生

【閉会の挨拶】 18:30～18:35 和歌山県医師会内科医会 会長 西谷 博先生



「更新単位」発行について

【お問い合わせ先】
大日本住友製薬株式会社 大阪支店 和歌山営業所 担当：長津諒典
E-mail：ryosuke-nagatsu@ds-pharma.co.jp

※「単位」はすべて郵送対応とさせて頂きます。
●申し込み時に、必ず、別紙「事前参加登録申込書」をご確認下さい。
●二次元コードの参加申込フォーム、または、参加申込書(Zoom)に、ご希望の単位
をチェック頂き、事前参加申込をお願いいたします。

●講演会終了後、1週間以内に、セミナー登録時のお名前にて、返信用封筒を
同封の上、下記住所にお送りください。

●必ず返信用封筒に切手(84円)をお貼り下さい。
●お送り頂くものは返信用封筒のみです。
●必ず、ご希望の単位の郵送を希望される方のお名前と返信先のお名前・住所が
同じである事を確認の上、お送りください。

【返信用封筒送付先】
〒641-0036
和歌山県和歌山市美園町3-32-1 損保ジャパン和歌山ビル8階
大日本住友製薬㈱ 担当：長津諒典

※日本糖尿病療養指導士認定機構参加証、もしくは、日本薬剤師研
修センター認定シールをご希望される場合の注意点
●日本糖尿病療養指導士認定機構の制度に則り、3つのキーワードをご登録頂く事で
参加証を発行します。

●公益財団法人日本薬剤師研修センターの制度に則り、３つのキーワードをご登録
頂く事で研修シールを発行します。

●ご芳名・キーワード登録については、研究会終了後にご芳名・キーワード登録の時間を
設けております。指定された手順にて、本研究会当日中にご登録ください。

登録頂きました個人情報は、会の運営ならびに単位認定のため、和歌山糖尿病地域連携研究会/和歌山市医師会/和

歌山県医師会内科医会/(一社)和歌山県薬剤師会/日本糖尿病療養指導士認定機構/和歌山県糖尿病協会との連

絡にのみ使用いたします。他の目的に使用する事、第三者に提供・開示する事は一切ございません。



日時

本会場

第12回 和歌山糖尿病地域連携研究会
プログラム

「会場参加型研修」

2021年9月11日（土）15:00～18:35

ホテルグランヴィア和歌山 6F ル・グラン

【 共 催 】
和歌山糖尿病地域連携研究会

和歌山市医師会・和歌山県医師会内科医会・(一社)和歌山県薬剤師会
大日本住友製薬株式会社

●会費：500円

●本研究会は以下の講習会として認定されています。
日本医師会生涯教育講座認定研修会
日本糖尿病協会療養指導医取得のための講習会
日本糖尿病療養指導士 (CDEJ)認定講座更新のための研修会
和歌山地域糖尿病療養指導士 (WLCDE)
日本薬剤師研修センター研修受講
※取得希望の単位は当日会場でお渡しいたします

●時節柄、情報交換会は予定していません。

●別紙の「事前参加登録申込書」をご参照の上、事前参加登録をお願いいたします。

サテライト
会場

①公立那賀病院 北別館1階 講義室
②和歌山県立情報交流センター Big･U 情報実習室2 
③那智勝浦町立温泉病院 2階 大会議室



謹啓

盛夏の候、先生におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
「第12回和歌山糖尿病地域連携研究会」を下記の要領で開催する運びとなりましたのでご案内申し上
げます。

ご存知のように、糖尿病による血管合併症は患者さんのQOLを著しく低下させるとともに医療経済的にも
大きな負担を社会に強いていることから、わが国では糖尿病対策が国の重要課題の一つとなっております。
さらに、昨年より新型コロナウィルス感染症という新たな問題にも対処する必要が生じています。今回の研
究会では、かかりつけ医の先生方からご要望の多い「糖尿病の診療に関する実践セミナー」に加え「Withコ
ロナ時代の糖尿病診療に関する講演」も企画いたしました。

つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮に存じますがご参加を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

2021年7月吉日
和歌山糖尿病地域連携研究会 代表世話人

和歌山ろうさい病院 南條輝志男

---- プログラム ----

【情報提供】 15:00～15:15 大日本住友製薬株式会社

【開会の挨拶】 15:15～15:20 和歌山県立医科大学内科学第一講座 教授 松岡孝昭先生

【一般演題】 15:20～17:20

『 糖尿病診療実践セミナー 』
座長：ひだか病院 第２内科 松野正平先生

1. 「 Withコロナ時代における栄養指導の留意点 」
和歌山ろうさい病院 栄養管理室 森 友美先生

2. 「 新型コロナ感染症院内クラスターの経験とその対策 」
済生会和歌山病院 副院長 英 肇先生

3. 「 Withコロナ時代の糖尿病治療薬の選び方 」
紀南病院 内科 中野好夫先生

4. 「 1型糖尿病の治療
－頻回注射(MDI)法とグルコースセンサー付きポンプ(SAP）療法のどちらを選択すべきか－ 」

和歌山県立医科大学内科学第一講座 石橋達也先生



『 糖尿病の地域連携に関する新たな取り組み 』
座長：和歌山県立医科大学内科学第一講座 古田浩人先生

1. 「 糖尿病腎症重症化予防の取り組み
～那賀圏域における保健行政と病院の新連携構築、および、当院の長期腎症病期観察集計～ 」

公立那賀病院 栄養課、内科*

真珠文子、木村奈小、大桑真衣、山田真知子、近藤 溪*、中尾大成*先生

2. 「 オンラインを活用した地域医療への新たな取り組み（医師の立場から）」
国保北山村診療所 内川宗大先生

3. 「 オンラインを活用した地域医療への新たな取り組み（栄養士の立場から）」
和歌山県立医科大学附属病院 病態栄養治療部 田中明紀子先生

4. 「 保険薬局における糖尿病患者へのオンライン服薬指導、および、調剤業務の現状について 」
（一社）和歌山県薬剤師会 エグチ薬局 古川晴浩先生

【コーヒーブレイク】 17:20～17:30

【特別講演】 17:30～18:30 座長：和歌山ろうさい病院 病院長 南條輝志男先生

『 新型コロナ感染症重症化の危険因子である糖尿病
－注意点と治療の考え方－ 』

日本赤十字社和歌山医療センター
糖尿病・内分泌内科部長 兼 副院長

井上 元先生

【閉会の挨拶】 18:30～18:35 和歌山県医師会内科医会 会長 西谷 博先生



アクセス

【本会場：和歌山会場】
ホテルグランヴィア和歌山
6F ル・グラン

〒640-8342 和歌山市友田町5-18
TEL:073-425-1871

【サテライト会場①：紀北会場】
公立那賀病院
北別館1階 講義室

〒649-6414 紀の川市打田1282
TEL:0736-77-4659
(ファシリテーター：

公立那賀病院 近藤溪先生)

【サテライト会場②：田辺会場】
和歌山県立情報交流センター Big･U
情報実習室2

〒646-0011 田辺市新庄町3353-9
TEL:0739-26-4111
(ファシリテーター：

紀南病院 中野好夫先生)

【サテライト会場③：新宮・勝浦会場】
那智勝浦町立温泉病院
2階 大会議室
〒649-5331 東牟婁郡那智勝浦町

天満1185-4
TEL:0735-52-1055
(ファシリテーター：
那智勝浦町立温泉病院 山本康久先生)



【参加申し込み方法】
参加をご希望される先生は、①二次元コードもしくは、②FAXにて
ご連絡をお願い致します。

①二次元コードでの申し込みの場合
右の二次元コードを読み取り頂き、
参加申込フォームにご記入下さい。

②FAXでの申し込みの場合
下記の「参加申込書」にご記入頂き、
073-422-8470(大日本住友製薬㈱和歌山営業所)にご連絡をお願い致します。

2021年 9月11日(土) 15:00～18:35

ご連絡頂く『個人情報』は本会運営の目的のみに使用させていただきます。

【お問い合わせ先】
大日本住友製薬株式会社 大阪支店 和歌山営業所 担当：長津諒典
E-mail：ryosuke-nagatsu@ds-pharma.co.jp

第12回和歌山糖尿病地域連携研究会
事前参加登録申込書

■ご芳名

■ご施設名

■メールアドレス

■ご希望会場(※いずれかにチェックをお願いします)

□ホテルグランヴィア和歌山
□公立那賀病院
□和歌山県立情報交流センター Big･U
□那智勝浦町立温泉病院

※ご希望会場が定員に達し会場変更をお願いする場合のみご連絡
させていただきます

※ソーシャルディスタンスを確保し、感染予防に十分配慮し運営させ
ていただきます

■ご芳名

■ご施設名

■メールアドレス

※ryosuke-nagatsu@ds-pharma.co.jpよりメールで当日の
URLを含めご連絡差し上げます

■取得希望の単位にチェックをお願いします
□和歌山県医師会生涯教育講座
□日本糖尿病協会療養指導医
□日本糖尿病療養指導士(CDEJ)
□和歌山地域糖尿病療養指導士(WLCDE)
□日本薬剤師研修センター研修受講
□希望なし

※Zoom(個人視聴)の場合、参加費は無料です

参加申込書 (会場) 参加申込書 (Zoom)
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