
そんな人たちのために、新聞社、新聞販売店のネットワークや機能を活用して、
住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される、
地域包括ケアシステムの普及と啓発を目的としたセミナーを実施しています。
大変ご好評をいただいているこのセミナーの、
新潟県内全域での活動をご報告します。

コーディネート
司会進行

髙澤 綾子
株式会社 共栄堂

小林 寿
株式会社 ダイチク

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けたい！

たくさんのご参加

ありがとう

ございました!

平成29年度健康セミナー実績
各回50～100名様に参加いただいております。医師や医療・介護・福祉関係の講師による
講演会と、薬剤師・技能士の方たちとの健康相談会（自由参加）という２部構成です。

平成30年度
健康セミナー
開催予定

平成30年度も
各地で開催予定です。
ぜひご参加ください!

│主催│NIC新潟日報販売店会
│企画運営協力│株式会社共栄堂、株式会社ダイチク
　　　　　　　　※アドバイザー／㈱ココカラ・ネット
│後援│地域の賛同者（行政・医師会・歯科医師会・薬剤師会 等）
│協力│アステラス製薬㈱、コカ・コーラボトラーズジャパン㈱、
 ㈱ライフプロモート　※企業調整／㈱ココカラ・ネット

新潟日報お客さまセンター
TEL：025-378-2566

お問い合わせ／

新潟市西区善久772-2
受付時間／土・日・祝日を除く 10：00～17：00

からだ生き活き!
フレイルよ、さようなら小千谷市

4/22●土
─
講
師
─

新潟県厚生連小千谷総合病院
病院長・総合内科専門医  高橋 達氏
薬剤師・糖尿病療養指導士・
健康予防管理専門士 濱崎 真沙子氏
理学療法士 丸山 潤氏

第1部

ロコモティブシンドロームとは?第2部

│講師│新潟県厚生連小千谷総合病院 整形外科医 星野 正氏

フレイルやロコモについて
の予防や改善について学
べた。新病院の紹介もあっ
て良かった。具体的な体操
の紹介があって良かった。

参加者の声

●健康相談会＋
│主催│ NIC 新潟日報小千谷地区販売店会
│後援│ 小千谷市
│協力│ 新潟県厚生連小千谷総合病院

新潟県厚生農業協同組合連合会

佐渡から医療・介護を
なくさないために!佐渡市

5/27●土
第1部

│講師│佐渡総合病院 病院長 佐藤 賢治氏

おしっこの悩み〜過活動膀胱とは〜

第2部

│講師│佐渡総合病院 泌尿器科医長 池田 正博氏

佐渡の医療について詳しく
説明を聞き、私達も患者と
しての態度を考えなくては
と思いました。

参加者の声

●健康相談会＋
│主催│ NIC 新潟日報佐渡地区販売店会
│後援│ 佐渡市、佐渡医師会、佐渡歯科医師会、佐渡薬剤師会

佐渡市社会福祉協議会
│協力│ 新潟県厚生連佐渡総合病院、新潟県厚生農業協同組合連合会

見附市
6/17●土 健康で長生きできる秘けつ!

〜健康寿命を延ばすために〜

第1部

│講師│ 見附市保健福祉医療センター長
 見附市立病院 顧問 医学博士 髙橋 壮一郎氏

日本一健康なまちを目指す
見附市の健幸ポイント事業を解説!

第2部

│協力│見附市 健康福祉課 いきいき健康係

真に有意義なセミナー
大変勉強になりました。
健康寿命の大切さを改
めて認識致しました。こ
の会を続けて下さい。

参加者の声

●健康相談会＋
│主催│NIC新潟日報見附地区販売店会
│後援│見附市、見附市社会福祉協議会  │協力│見附市立病院

長岡市
7/29●土 ひざの健康を保つために!

転倒から骨折、寝たきりへ…
要介護になる危険性を
知っておこう!

第1部

第2部

│講師│ 富永草野病院 東ヶ丘整形外科 院長 長谷川 淳一氏
理学療法士 佐々木 雅司氏

パンフレットも絵入
りで説明と両方あわ
せながらで、わかり
やすかった。

参加者の声

健康相談会
│主催│NIC新潟日報栃尾地区販売店会
│後援│長岡市
│協力│富永草野病院、東ヶ丘整形外科

骨粗しょう症と痛み
10/7●
胎内市

土

│講師│ 中条中央病院 整形外科 石井 大輔 氏

おしっこの問題について考える
〜排尿の仕組みとその異常〜

│講師│ 新潟大学大学院医歯学総合研究科
 腎泌尿器病態学分野 特任助教 星井 達彦 氏

第1部

このようなセミナーが行
われていることを知りま
せんでした。とても勉強
になりました。

参加者の声

第2部 健康相談会
│主催│NIC新潟日報胎内地区販売店会
│後援│胎内市
│協力│中条中央病院

認知症になっても安心を。
でもならないに
越したことはない

関川村
8/19●土

第1部

│講師│ 黒川病院 認知症疾患医療センター
センター長 関野 敏氏

分かりやすく聞きやすいセ
ミナーでした。また、年代関
係なく聞けたので良かった
と思います。

参加者の声

第2部 健康相談会
│主催│NIC関川、NIC新潟日報販売店会
│後援│関川村　│協力│黒川病院

新潟市
江南区

9/24●日 認知症になっても
住みやすい私たちの町、江南区
〜知っていますか?「認知症」。
　それを支えるスペシャリストたち〜

第1部

押木内科神経内科医院 副院長 永井 博子氏
新潟市地域包括支援センター曽野木・両川 管理者 主任介護支援専門員 天児 拓氏
認知症カフェぷらむ 事務局 神田 和美氏
新潟市在宅医療・介護連携ステーション江南 医療ソーシャルワーカー 波田野 大和氏

一人で孤立せず、
関係機関に相談
出来る方法もある
と感じました。

参加者の声

第2部 健康相談会
│主催│NIC新潟日報江南区販売店会
│共催│新潟市在宅医療・介護連携ステーション江南（亀田第一病院内）
│協力│亀田第一病院

─
講
師
─ 

9/30●
糸魚川市

土
今、元気なうちに最期を
迎えることについて
考えてみましょう!
〜アドバンスケアプランニングとは〜

第1部

│講師│ 糸魚川総合病院 総合診療医 水澤 桂 氏

人生の終末期
に対する家族の
考え方が興味
深かった。

参加者の声

第2部 健康相談会
│主催│ NIC 新潟日報糸魚川地区販売店会
│後援│ 糸魚川市
│協力│ 新潟県厚生連糸魚川総合病院 

新潟県厚生農業協同組合連合会

健康寿命をおびやかす
骨粗しょう症新潟市

西蒲区

1/27●土

─
講
師
─

新潟大学大学院 医歯学総合研究科
地域医療長寿学講座 特任准教授 今井 教雄 氏

第1部

講演1 健口で延ばそう健康寿命

講演2 フレイル予防でおいしく元気に! 健康に!

第2部

│講師│ 新潟県栄養士会 管理栄養士 山川 琴栄 氏
西蒲中央病院訪問看護ステーション 理学療法士 小島 渉 氏

│講師│ひらさわ歯科医院 院長 平澤 貴典 氏

日常の生活に取り
入れて、健康寿命
をのばしてまいり
たいと思います。

参加者の声

●健康相談会＋
│主催│NIC新潟日報西蒲区販売店会
│共催│新潟市在宅医療・介護連携ステーション西蒲（西蒲中央病院内）
│後援│新潟市歯科医師会、新潟県栄養士会、新潟県理学療法士会

こわばる関節…リウマチの
可能性!?リウマチとはどんな病気?新発田市

3/3●土
第1部

第2部

│講師│新発田県立リウマチセンター副院長 伊藤 聡氏

おしっこの問題について考える
〜排尿の仕組みとその異常〜

│講師│みゆき町内科クリニック院長 医学博士 若生 康一氏

痛みの緩和が理解
出来た。リウマチは
人ごとではないと
思いました。

参加者の声

●健康相談会＋
│主催│NIC新潟日報新発田地区販売店会
│後援│新発田市、新発田北蒲原医師会、新発田市社会福祉協議会

妙高市
10/21●土 医師の往診と調剤薬局に

出来ること!
〜通院できなくなっても
　　　診察を受けられるために〜

第1部

│講師│ 森田内科医院 院長 森田 幸裕氏

高血圧症と糖尿病
～糖尿病から慢性腎臓病にならないために～
│講師│けいなん総合病院 副院長 倉持 元氏

塩分量に注意した
いと思いました。規
則正しい生活を送
りたいと思います。

参加者の声

第2部 健康相談会
│主催│ NIC 新潟日報妙高地区販売店会　│後援│妙高市
│協力│ 新潟県厚生連けいなん総合病院

新潟県厚生農業協同組合連合会、森田内科医院

長岡市
11/5●日

長岡の名医が健康のヒケツ教えます!

│主催│NIC新潟日報販売店会  │後援│長岡市  │協力│株式会社共栄堂、株式会社ダイチク

講演1 うちの年寄りが、動けなくなった、どうすればいいの

│講師│ 草間医院 院長 草間 昭夫氏
〜在宅医療の実際と、我が家の体験から〜

講演2 長岡ドクターヘリと救急医療
│講師│ 長岡赤十字病院 集中治療科部長 兼 救命救急センター副センター長 宮島 衛氏

講演3 長岡市胃がん撲滅プロジェクト ～愛する人のために今できること～
│講師│ 新潟県厚生連長岡中央綜合病院 病院長 富所 隆氏

講演4 高血圧について │講師│立川綜合病院 循環器内科 医長 池田 佳生氏

●健康相談会＋

新潟市
11/19●日

新潟の名医が健康のヒケツ教えます!

│主催│NIC新潟日報販売店会　│後援│新潟市
│協力│株式会社共栄堂、株式会社ダイチク、ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

講演1 アルツハイマー病は予防できる!

│講師│ JA厚生連新潟医療センタ－ 脳神経センター長 西澤 正豊氏
〜今やるべきことは?〜

講演2 生涯、独歩を楽しみませんか？〜リハビリのコツ教えます〜
│講師│ 新潟南病院 統括常勤顧問 和泉 徹氏

講演3 ひざ・股関節の痛みをあきらめない 〜痛みのない生活に戻りましょう〜
│講師│ 新潟臨港病院 院長 湊 泉氏 ・ 新潟万代病院 院長 堂前 洋一郎氏

●健康相談会＋

12/9●
燕市

土
女性必見!? 骨粗しょう症とは

第1部

│講師│ 青山医院 院長 青山 徹 氏

これからの超高齢社会に
おける歯科診療
│講師│ デンタルクリニックツチヤ 院長 土屋 信人 氏

医者、病院へは10年以上
かかっていなかったので、
これからは勇気を出して病
院へ行き、かかりつけをもつ
ことの大切さも知りました。

参加者の声

│主催│ NIC 新潟日報燕地区販売店会
│後援│ 燕市、燕市医師会、燕歯科医師会

燕・弥彦医療介護センター、燕・弥彦在宅歯科医療連携室

第2部 健康相談会

健康相談会
 11：00～15：00  
 歯科医師や薬剤師による様 な々測定器による健康チェックを、無料でお受けいただけます。

その他フリー参加 5講演予定  11:20～15:00  1F 階段下スペース

│講師│宇都宮記念病院 副院長・整形外科専門医 三輪 道生氏
│講師│東京大学医学部附属病院 医師 関谷 徳泰氏

さいたま訪問診療所 副院長・看護師 鈴木 大樹氏

 「寝たきりにならないために…
　　　　腰ひざ股関節を治して楽しく歩こう！
　 ～驚異的な手術数を誇る総合整形外科医からのメッセージ～」

新潟日報メディアシップ5周年 特別企画
 み

来て魅てわかる！NIC健康セミナー拡大版
新潟市
5/12●土

新潟日報メディアシップ
11:00～15:00
【参加無料】

メイン講演
12:30～13:50
2F日報ホール

※事前申し込み制

5/12のイベントについてのお申し込み・お問い合わせは  NIC万代 新潟市中央区蒲原町8‐10  TEL 025‐244‐5490　受付時間／日・祝日を除く 9：30～17：30　

人と人・人と地域
をつなげま

す

「自宅健康管理のスペシャリスト！
　　　～なるほど、知っ得！お家がクリニック～」11:20～12:00

【1講演目】


