第 10 回日本くすりと糖尿病学会学術集会

プログラム
ライブ配信
オンデマンド配信

9 月 17 日（土）～9 月 18 日（日）
9 月 17 日（土）～10 月 2 日（日）

プログラム
Program

指定演題
大会長講演

ライブ配信：9 月 17 日（土）9：20～9：50、オンデマンド配信

くすりと糖尿病学会との 10 年間の関わり
座長：武田真莉子（神戸学院大学 薬学部 薬物送達システム学研究室）
演者：本田

一春（公立昭和病院 薬剤部）

理事長講演

ライブ配信：9 月 18 日（日）9：00～9：50、オンデマンド配信

2022 年度の学会運営と今後の展望
座長：本田

一春（公立昭和病院 薬剤部）

演者：朝倉

俊成（新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター）

特別講演

ライブ配信：9 月 17 日（土）10：00～11：00、オンデマンド配信

多彩な糖尿病治療薬、各々の作用機序をより詳しく、解かりやすくお伝えし、

その効果を実感してもらおう。
オーガナイザー：厚田幸一郎（北里大学 薬学部 薬剤師地域連携講座）
座長：本田

一春（公立昭和病院 薬剤部）

演者：河盛

隆造（順天堂大学大学院医学研究科 スポートロジーセンター）

教育講演 1

オンデマンド配信

薬局で使える！療養支援に役立つシックデイカード
オーガナイザー：森
座長：廣田

貴幸（株式会社大和調剤センター）
有紀（株式会社九品寺ファーマ せいら調剤薬局）

篠原久仁子（薬局恵比寿ファーマシー）
EL1-1 

シックデイカード作成の経緯
演者：佐竹

正子（クラフト株式会社）

EL1-2 

シックデイカードの内容検討
演者：山本

美絵（クラフト株式会社 さくら薬局 西宮甲子園店）

EL1-3 

シックデイカードのデザイン
演者：菅原
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秀樹（調剤薬局ミッテル本部）

EL1-4 

シックデイカードを用いた研究を検討
演者：塚本有佳子（I&H 株式会社 阪神調剤薬局長田店）
EL1-5 

シックデイカードを薬局現場で実際に使用した症例
演者：國森

公明（株式会社あかつき あかつき薬局）

EL1-6 

シックデイカードを薬局現場で実際に使用した症例
演者：坂倉

圭一（すこやか薬局／東京医科大学病院 薬剤部）

教育講演 2

オンデマンド配信

これだけは知っておきたい！ 1 型糖尿病
オーガナイザー：宮坂
座長：平山

薫（北里大学病院 薬剤部）
大徹（H.E.C サイエンスクリニック 薬局）

EL2-1 

これだけは知っておきたい 1 型糖尿病
演者：宮川

高一（医療法人社団ユスタヴィア 多摩センタークリニックみらい）

EL2-2 

1 型糖尿病とインスリン療法
演者：森

貴幸（株式会社大和調剤センター）

教育講演 3

オンデマンド配信

最近の糖尿病治療薬

注射薬の使い方 update

オーガナイザー：相澤

政明（相模台病院 薬剤部）

座長：齋藤
演者：山川

健一（埼玉医科大学総合医療センター 薬剤部）
正（横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌糖尿病内科）

教育講演 4

オンデマンド配信

糖尿病患者への動機づけ面接～がんばりたい気持ちを引き出すアプローチ
オーガナイザー兼座長：相澤
演者：村田



政明（相模台病院 薬剤部）
千里（東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌代謝科／野村総合研究所）
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教育講演 5

オンデマンド配信

糖尿病の検査
オーガナイザー：本田

一春（公立昭和病院 薬剤部）

座長：西條

雅美（公立昭和病院 薬剤部）

演者：櫻井

勉（公立昭和病院 臨床検査科）

教育講演 6

オンデマンド配信

周術期における糖尿病、ずばっと解決
オーガナイザー：小林
座長：松本

路子（国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 薬剤科）
晃一（東京医科大学茨城医療センター）

演者：柴田ゆうか（広島大学病院 薬剤部）

教育講演 7

オンデマンド配信

集中治療および災害医療における糖尿病
オーガナイザー：小林

路子（国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 薬剤科）

座長：石井由紀子（よこすか浦賀病院 薬剤科）
演者：土井

智喜（横須賀共済病院 救急科）

教育講演 8

オンデマンド配信

病態生理から考える糖尿病性腎臓病 (DKD) の治療と合併症管理 
－最近の治療薬と薬剤師が知っておきたいトータルマネージメント－
オーガナイザー：小林

庸子（杏林大学医学部付属病院 薬剤部）

座長：本間

三絵（済生会長崎病院）

演者：福岡

利仁（杏林大学 医学部 腎臓・リウマチ膠原病内科）

教育講演 9

オンデマンド配信

検定手法の選択

～パラメトリック検定か、ノンパラメトリック検定か～

オーガナイザー：相澤

政明（相模台病院 薬剤部）

座長：林

太祐（日本医科大学付属病院 薬剤部）

演者：道前

洋史（北里大学 薬学部）

シンポジウム 1

ライブ配信：9 月 17 日（土）9：15～11：00、オンデマンド配信

既往歴に「妊娠糖尿病」を見つけたらあなたが出番です！
オーガナイザー：小林
オーガナイザー兼座長：森
座長：影山
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庸子（杏林大学医学部付属病院 薬剤部）
貴幸（株式会社大和調剤センター）
美穂（東京薬科大学 薬学部 薬学実務実習教育センター）

SY1-1 

妊娠中にみられる糖代謝異常への対応と産後のフォローアップについて
演者：近藤

琢磨（杏林大学 医学部 糖尿病・内分泌・代謝内科）

SY1-2 

妊娠周辺期における糖代謝異常の管理
演者：古川

誠志（河北総合病院 産婦人科）

SY1-3 

妊娠と糖尿病
演者：小林

既往歴に「妊娠糖尿病」を見つけたらあなたが出番です！

庸子（杏林大学医学部付属病院 薬剤部）

シンポジウム 2

ライブ配信：9 月 17 日（土）13：30～15：30、オンデマンド配信

一緒に考えて糖尿病患者を在宅・施設で療養生活を自分らしく生き抜くために
オーガナイザー：森
オーガナイザー兼座長：小林
座長：大木

貴幸（株式会社大和調剤センター）
庸子（杏林大学医学部付属病院 薬剤部）
一正（株式会社クリーン薬局 クリーン薬局）

SY2-1 

糖尿病在宅患者の治療と医療従事者の役割 〜「療養・介護支援ガイド」の活用〜
演者：近藤

琢磨（杏林大学 医学部 糖尿病・内分泌・代謝内科）

SY2-2 

糖尿病患者の在宅における訪問看護師の役割
演者：豊島

麻美（武蔵野赤十字訪問看護ステーション）

SY2-3 

在宅における地域包括支援センターの役割
演者：細江

学（東村山市南部地域包括支援センター）

シンポジウム 3

ライブ配信：9 月 18 日（日）9：00～11：00、オンデマンド配信

リアルワールドデータを活用した臨床研究の実践
オーガナイザー兼座長：堀井
座長：齋藤

剛史（武蔵野大学 薬学部 臨床薬学センター／埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）
智之（順天堂大学 革新的医療技術開発研究センター）

SY3-1 

臨床研究のイロハ～緻密な研究計画が研究成功のカギとなる！～
演者：毛利



順一（北里大学 薬学部 薬物治療学Ⅰ）
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SY3-2 

保険薬局における臨床研究の実践
演者：坂倉

圭一（すこやか薬局／東京医科大学病院 薬剤部）

SY3-3 

臨床と育児と研究を両立する
演者：砂川

智子（琉球大学病院 薬剤部）

SY3-4 

多施設コホート研究の経験についてとデータベースを利活用した
研究を検討する際の留意点について
演者：齋藤

智之（順天堂大学 革新的医療技術開発研究センター）

シンポジウム 4

ライブ配信：9 月 18 日（日）10：00～11：00、オンデマンド配信

継続的薬学管理のための手引き
オーガナイザー：本田

一春（公立昭和病院 薬剤部）

小林 庸子（杏林大学医学部付属病院 薬剤部）
座長：篠原久仁子（薬局恵比寿ファーマシー）
SY4-1 

JPDS 継続的薬学管理のてびき
演者：朝倉

俊成（新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター）

SY4-2 

低血糖のてびきとシックデイのてびき
演者：佐竹

正子（クラフト株式会社）

シンポジウム 5

ライブ配信：9 月 18 日（日）11：10～13：10、オンデマンド配信

臨床の薬剤師が行う症例報告
オーガナイザー兼座長：堀井
座長：安

剛史（武蔵野大学 薬学部 臨床薬学センター／埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）
武夫（明治薬科大学 薬学教育研究センター 臨床薬学部門 治療評価学）

SY5-1 

はじめての症例報告
演者：安

ポイントとお作法

武夫（明治薬科大学 薬学教育研究センター 臨床薬学部門 治療評価学）

SY5-2 

大学教員と連携した症例報告の経験
演者：小林
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俊介（日産厚生会玉川病院 医療技術部 薬剤科）

SY5-3 

症例報告のすすめ 
～臨床現場には、糖尿病治療に携わる薬剤師が報告すべき症例が埋もれている～
演者：大東

敏和（広島大学病院 薬剤部）

SY5-4 

糖尿病を合併したがん患者への薬学的介入
演者：中村

匡志（公益財団法人がん研究会 有明病院 薬剤部）

シンポジウム 6

ライブ配信：9 月 18 日（日）11：10～13：10、オンデマンド配信

糖尿病治療のイノベーション
～デジタルセラピューティクスとセンサ技術で変わる糖尿病治療の未来～
オーガナイザー兼座長：本田

一春（公立昭和病院 薬剤部）

座長：関根

均（公立福生病院 薬剤部）

SY6-1 

「自分ゴト化」を通してアカデミア発のデジタルヘルスアプリを DTx へ
演者：岸

暁子（東京大学 大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 個別化保健医療講座）

SY6-2 

週次血糖モニタリングマーカー「グリコアルブミン」による在宅血糖管理の DTx
演者：関水

康伸（株式会社 Provigate）

SY6-3 

日本の製薬会社によるデジタルセラピューティクス（DTx）への挑戦
演者：神田

直幸（アステラス製薬株式会社 Rx+ 事業創成部）

シンポジウム 7

ライブ配信：9 月 18 日（日）14：30～16：30、オンデマンド配信

糖尿病とスティグマ～充実した患者支援に求められること～
オーガナイザー兼座長：平山

大徹（H.E.C サイエンスクリニック 薬局）

小林 路子（国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 薬剤科）
SY7-1 

糖尿病スティグマに「No ！」 私たちに何ができるか
演者：田中

永昭（関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター）

SY7-2 

糖尿病治療と仕事を両立するためにはスティグマの評価が重要
演者：若林



～看護師の立場から～

和子（H.E.C サイエンスクリニック）
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SY7-3 

薬剤師、親の立場から
演者：水野

賀夫（福井県済生会病院 薬剤部）

SY7-4 

糖尿病患者が感じるスティグマとは
演者：坂本

～社会から医療まで～

辰蔵（公益社団法人 日本糖尿病協会）

シンポジウム 8

ライブ配信：9 月 18 日（日）14：30～16：30、オンデマンド配信

臨床腫瘍薬学会とのコラボシンポジウム
オーガナイザー兼座長：関根
井上

糖尿病患者さんががんになったとき

均（公立福生病院 薬剤部）
岳（北里大学 薬学部／北里大学北里研究所病院 薬剤部）

SY8-1 

がん薬物療法の現状と展望
演者：増田

信一（国立がん研究センター東病院 薬剤部）

SY8-2 

がん治療中の糖尿病管理はどうするべきか
演者：田内

～がん専門病院の立場から～

淳子（国立がん研究センター東病院 薬剤部）

SY8-3 

治療時の血糖コントロールの課題（専門薬剤師の立場から）
演者：井上
コメンテーター：杉山

岳（北里大学 薬学部／北里大学北里研究所病院 薬剤部）
徹（武蔵野赤十字病院 内分泌代謝科・臨床研修部）

シンポジウム 9

オンデマンド配信

血糖降下薬の薬物動態 ～基本から応用まで～
オーガナイザー：相澤
座長：秋山

政明（相模台病院 薬剤部）
滋男（東京薬科大学 薬学部）

濱口 良彦（関西電力病院 薬剤部）
SY9-1 

薬物動態の理解と適正使用への応用 - 薬物相互作用を中心として 演者：家入
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一郎（九州大学病院 薬剤部）

SY9-2 

糖尿病治療に用いられるバイオ医薬：
インスリンおよびセマグルチドの経口製剤化のサイエンスと体内動態特性
演者：武田真莉子（神戸学院大学 薬学部 薬物送達システム学研究室）
SY9-3 

薬物動態パラメータの活用
演者：駒井

- 服薬指導への応用と注意点 -

元彦（藤沢市民病院 薬局）

シンポジウム 10

オンデマンド配信

糖尿病の薬学教育
オーガナイザー：本田
座長：井上

一春（公立昭和病院 薬剤部）
岳（北里大学 薬学部／北里大学北里研究所病院 薬剤部）

菊池 千草（昭和薬科大学 地域医療部門）
SY10-1 

大学における糖尿病薬学教育の現状と課題
演者：櫛山

暁史（明治薬科大学 薬物治療学研究室）

SY10-2 

薬局実務実習における糖尿病薬学教育の現状や問題点 or 工夫について
演者：大木

一正（株式会社クリーン薬局 クリーン薬局）

SY10-3 

当院の実務実習の実情
演者：藤井

～糖尿病（血糖値）の薬学管理を中心に～

博之（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院）

シンポジウム 11

オンデマンド配信

つながる、つなげる！患者・薬剤師・病院・薬局・地域
オーガナイザー兼座長：菊池

千草（昭和薬科大学 地域医療部門）

野村 恭子（厚木市立病院 薬剤部門薬剤科）
SY11-1 

春日井市における薬薬連携について
演者：服部

芳明（春日井市民病院 薬剤局）

SY11-2 

糖尿病患者の在宅移行支援と病診薬連携：在宅療養支援診療所薬剤師の視点から
演者：大須賀悠子（医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック）
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SY11-3 

薬剤師が地域をつなげる！糖尿病治療における病病・病薬連携
演者：小林

路子（国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 薬剤科）

SY11-4 

地域連携薬局として取り組む糖尿病治療
～糖尿病専門クリニックと薬局を繋げるトレーシングレポート活用について～
演者：海老原

亮（株式会社メディカルガーデン ガーデン薬局西口店）

SY11-5 

地域連携薬局から発信できるシックデイカードを用いた薬薬連携の試み
演者：神田

祐人（クラフト株式会社 さくら薬局古河店）

ワークショップ

ライブ配信：9 月 17 日（土）12：30～14：30

症例検討 糖尿病患者と薬のロジカルシンキング 
～チーム医療の一員としての薬剤師の役割を考える～
オーガナイザー：相澤

政明（相模台病院 薬剤部）

総合司会：稲野

寛（北里大学病院 薬剤部）

講師：豊田
ファシリテーター：藤田
森田

雅夫（東海大学 医学部 内科学系 腎代謝内科学）
茂起（株式会社望星薬局 本局）
肇（クリエイト薬局 かしわ台駅前店）

勝呂 美香（北里大学病院 薬剤部）
佐々木喬哉（総合相模更生病院 薬剤部）
益成

宏（JCHO 徳山中央病院 薬剤部）

石井由紀子（よこすか浦賀病院 薬剤科）
ファシリテーター補佐：徳原

大介（厚木市立病院 薬剤科部門）

滝川 亜弥（横芝光町立東陽病院 薬剤科）
 ライブ配信：9 月 18 日（日）14：30～15：30
10th JPDS クリニカルコンペティション Q（クイズ大会）

薬剤師の何割が知ってるコト !?～くすりと糖尿病～
オーガナイザー兼司会進行：駒井

元彦（藤沢市民病院 薬局）

野村 恭子（厚木市立病院 薬剤部門薬剤科）
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スポンサードシンポジウム・共催セミナー
スポンサードシンポジウム

ライブ配信：9 月 17 日（土）13：30～15：30

2 型糖尿病治療薬の最前線 ～経口 GLP-1 受容体作動薬を考える～
座長：厚田幸一郎（北里大学 薬学部 薬剤師地域連携講座）
SSY-1 
演者：堀川

俊二（寺岡記念病院 薬剤科）

SSY-2 
演者：戸崎

貴博（医療法人 TDE 糖尿病・内分泌内科クリニック TOSAKI）

SSY-3 
演者：阿古

潤哉（北里大学 医学部 循環器内科学）

共催：ノボノルディスクファーマ株式会社／MSD 株式会社

共催セミナー1
座長：本田

ライブ配信：9 月 17 日（土）11：10～12：10

一春（公立昭和病院 薬剤部）

医薬品フォーミュラリの実践～考え方と導入事例、BS・糖尿病用薬を中心に～
演者：小池

博文（横浜市立大学附属病院 薬剤部）

糖尿病注射療法の new normal；コインの両面
演者：細井

雅之（地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター／糖尿病内分泌センター 糖尿病内科）

共催：サノフィ株式会社

共催セミナー2

ライブ配信：9 月 17 日（土）11：10～12：10

広がった糖尿病治療薬の選択肢～ツイミーグへの期待～
座長：家入

一郎（九州大学病院 薬剤部）

演者：下野

大（二田哲博クリニック 姪浜）

共催：住友ファーマ株式会社

共催セミナー3

ライブ配信：9 月 17 日（土）12：20～13：20

糖尿病性腎障害（DKD）の病態と治療
座長：大黒

晴美（公立昭和病院 糖尿病・内分泌内科）

演者：犬飼

浩一（東大和病院 糖尿病センター）

共催：第一三共株式会社／田辺三菱製薬株式会社
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プログラム
Program

共催セミナー4

ライブ配信：9 月 17 日（土）12：20～13：20

糖尿病治療の個別化

～スマートインスリンペンの登場～

座長：朝倉

俊成（新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター）

演者：利根

淳仁（岡山済生会総合病院 糖尿病センター）

共催：ノボノルディスクファーマ株式会社

共催セミナー5
座長：佐竹

ライブ配信：9 月 17 日（土）15：40～16：40

正子（クラフト株式会社）

血糖変動を捉え、服薬指導に役立つ力を身につけよう
演者：藤井

仁美（多摩センタークリニックみらい）

リアルタイム CGM・CSII は糖尿病治療を前向きに変えるか？
演者：森

貴幸（株式会社大和調剤センター）

共催：テルモ株式会社

共催セミナー6

ライブ配信：9 月 18 日（日）13：20～14：20

糖尿病治療薬の進歩と最適化
座長：厚田幸一郎（北里大学 薬学部 薬剤師地域連携講座）
演者：宮塚

健（北里大学医学部 内分泌代謝内科学）

共催：ニプロ株式会社

共催セミナー7

ライブ配信：9 月 18 日（日）13：20～14：20

糖尿病性腎臓病の治療戦略 - 血糖降下作用を併せ持つダパグリフロジンの CKD 治療における意義 座長：関根

均（公立福生病院 薬剤部）

演者：合田

朋仁（順天堂大学 腎臓内科）

共催：小野薬品工業株式会社／アストラゼネカ株式会社

共催セミナー8

ライブ配信：9 月 18 日（日）16：40～17：40

認知症と糖尿病
座長：相澤

政明（相模台病院 薬剤部）

演者：伊藤

俊（相模原赤十字病院 内科）

共催：東和薬品株式会社

共催セミナー9

ライブ配信：9 月 18 日（日）16：40～17：40

メトホルミンの作用機序と臨床現場での具体的使用法
座長：中野

玲子（萬田記念病院 薬局）

演者：篠田

純治（トヨタ記念病院 内分泌・糖尿病内科）

共催：トーアエイヨー株式会社
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