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佐竹 正子（恵比寿ファーマシー）

一般社団法人 日本くすりと糖尿病学会

会 長

星薬科大学（東京都品川区荏原2-4-41）
2013年11月23日（土・祝）・24日（日）会 期

会 場

副会長
実行委員長

主 催

日本糖尿病療養指導士認定・更新のための研修単位（１群）（２群）どちらか2単位
日本薬剤師研修センター研修単位 申請中
西東京糖尿病療養指導士認定・更新のための研修単位 3単位
神奈川糖尿病療養指導士認定・更新のための研修単位 申請中
新潟県地域糖尿病療養指導士認定・更新のための研修単位 4単位
福岡糖尿病療養指導士認定・更新のための研修単位 5単位

単 位

公益社団法人日本薬剤師会、一般社団法人日本病院薬剤師会、公益社団法人日本薬学会、一般社団法人日本医療薬学会
公益社団法人東京都薬剤師会、一般社団法人東京都病院薬剤師会、公益社団法人日本糖尿病協会、星薬科大学

後 援

参加費

清水 淳一（東京都済生会中央病院 薬剤部）

糖尿病薬物療法のさらなる進歩へ
― ALL（オール）薬剤師からの発信 ―

第2回

運営事務局
第2回日本くすりと糖尿病学会学術集会運営事務局
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-29テラサキ第2ビル8F株式会社コネット
Tel:06-6398-5745　Fax:06-6398-5746　E-mail：jpds2013@conet-cap.jp　URL : http://www.conet-cap.jp/jpds2013/

JPDS

The 2nd Annual Meeting of 
Japan Pharmaceutical and Diabetes Society

演 題 募 集
8月6日（火）まで 事前参加登録

10月15日（火）正午12：00まで
【事前登録】 会員 :   8,000円　非会員 : 10,000円　学生 : 3,000円
【当日受付】 会員 : 10,000円　非会員 : 12,000円　学生 : 4,000円



JPDS― ALL（オール）薬剤師からの発信 ―糖尿病薬物療法のさらなる進歩へ　― ALL（オール）薬剤師からの発信 ―

日本くすりと糖尿病学会学術集会
第2回 The 2nd Annual Meeting of Japan Pharmaceutical and Diabetes Society

プログラム概要

1日目　11月23日（土・祝）

2日目　11月24日（日）

● シンポジウム2

● シンポジウム3 「糖尿病治療薬の使用実態と残薬管理」

「ALL薬剤師からの発信 妊娠中の糖代謝異常に対するそれぞれの発信はひとつに結ばれる」

● 会長講演

● 特別講演1

● 特別講演2

● シンポジウム1

「ALL薬剤師から糖尿病薬物療法のさらなる進歩へ」
「糖尿病療養指導と薬剤師（仮題）」
「アッシュビルプロジェクト」
「医薬品の適正使用に必要な最近の薬物動態学（仮題）」

演者　佐竹 正子 薬局 恵比寿ファーマシー

演者　南條 輝志男 和歌山労災病院
演者　Anthony Pudlo PharmD, MBA, BCACP. Iowa Pharmacy Association

演者　荒田 尚子 国立成育医療研究センター 母性医療診療部
演者　厚味 厳一 帝京大学 薬学部

演者　八代 智子 国立病院機構東京医療センター 臨床研究・治験推進室
演者　伊藤 由紀 スギヤマ薬品

演者　亀井 美和子 日本大学 薬学部
演者　秋山 滋男 群馬県済生会前橋病院 薬剤部

演者　大澄 朋香 千葉県薬剤師会 薬事情報センター
演者　篠原 久仁子 フローラ薬局

演者　家入 一郎 九州大学大学院 薬学研究院
演者　梶原 望渡 京都大学医学部附属病院 薬剤部

演者　久米 俊行 田辺三菱製薬 薬物動態研究所
演者　伊藤 清美 武蔵野大学 薬学部

● 教育講演1

● 教育講演2

● 教育講演3

● ミニレクチャー1

● ミニレクチャー2

● 参加型セミナー1

● ランチョンセミナー1

● ランチョンセミナー2

● ランチョンセミナー3

● ランチョンセミナー4

● ランチョンセミナー5

● 一般演題 （口演・ポスター発表）

「糖尿病概論ー診断を中心にー」
「糖尿病網膜症」
「運動療法」
「学会発表を目標に」
「論文の書き方」
「インスリンデバイス・SMBG」

「２型糖尿病の治療ー食事療法、薬物療法の最近の考え方ー」

「DPP-4阻害剤関連」
「2型糖尿病の病態からみたメトホルミンの位置付け」
「2型糖尿病治療薬の選択法～医者は現場でどう考えるか～」
「糖尿病薬物治療における時間医学の可能性」

演者　島田 　朗 東京都済生会中央病院 内科

演者　平形 明人 杏林大学医学部付属病院 眼科

演者　田畑 　稔 豊橋創造大学 保健医療学部

演者　西村 博之 陣内病院 薬剤部

演者　武田 真莉子 神戸学院大学 薬学部
進行　朝倉 俊成 新潟薬科大学 薬学部
進行　虎石 顕一 宗像医師会病院 薬剤科

演者　島田 　朗 東京都済生会中央病院 内科

演者　中村 二郎 愛知医科大学 医学部

演者　田村 好史 順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学・スポートロジーセンター

演者　日吉 　徹 日本赤十字社医療センター 糖尿病内分泌科

演者　内野 　泰 東邦大学 医学部

● 教育講演4

● 教育講演5

● 教育講演6

● 参加型セミナー2

「薬物療法」
「食事療法」
「糖尿病療養支援に必要な「心」の知識」
「症例検討（導入編）処方設計の理解と情報のとり方～処方箋と糖尿病手帳から読み取る～」

演者　山田 　悟 北里研究所病院 糖尿病センター

演者　西村 一弘 緑風荘病院 健康推進部

演者　朝比奈 崇介 朝比奈クリニック

● 参加型セミナー3 「症例検討（応用編）～糖尿病の病態と治療の基礎について学ぼう！～」

コーディネーター　宮川 高一 多摩センタークリニックみらい
コーディネーター　森　 貴幸 大和調剤センター くにたちウラン薬局

コーディネーター　阿部 和史 東京都立府中療育センター 薬剤科

コーディネーター　辻野 元祥 東京都立多摩総合医療センター 内科
コーディネーター　阿部 和史 東京都立府中療育センター 薬剤科

コーディネーター　森　 貴幸 大和調剤センター くにたちウラン薬局

演者　堀川 俊二 JA広島厚生連吉田総合病院 薬剤部

演者　能登 　洋 国立国際医療研究センター病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

演者　香月 健志 東京都済生会中央病院 内科

演者　朝倉 俊成 新潟薬科大学 薬学部

● ランチョンセミナー6

● ランチョンセミナー7

● ランチョンセミナー8

● ランチョンセミナー9

● 一般演題（口演・ポスター掲示）

「よりやさしいインスリン治療を目指して～高齢者のインスリン治療を考える～」

「糖尿病性神経障害の治療」
「糖尿病治療においてアドヒアランス向上の為に」
「薬剤師に必要なGLP－1 アナログとインスリン自己注射のなぜ？となに？～解説！ココを押さえよう、自己注射法のテクニック～」

進行　岡田 　浩 京都医療センター 臨床研究センター 進行　中川 康司 ポロンカンパニー
● ワークショップ 「動機づけ面接・エンパワーメント体験ワークショップ ～３☆（スリースター）ファーマシスト研修体験版～」




