
第２回目のセミナーは、糖尿病の三大合併症のうちの１つである糖尿病腎症につ

いて、基礎知識からチーム医療の実際、さらには今後の薬局薬剤師に期待されるこ

とまで、長年、病院の臨床現場で糖尿病患者に対応されてこられた先生方にご指導

頂く内容となっています。この機会を、ぜひご活用下さい。 

薬剤師のためのスキルアップセミナー 

主催 

 
 

問合先：0120-8934-55（三木・安田） 

共催 名古屋市立大学大学院薬学部研究科 

    臨床薬学教育研究センター 
 

後援 一般社団法人 

    日本くすりと糖尿病学会 

◆ ◆   セミナースケジュール  ◆ ◆ 

❏開催日程： ２０１８年１２月１６日（日） 
 

❏開催時間： １０：００～１６：００ 
 

❏開催場所： 名古屋市立大学薬学部 実習棟 
 

❏参加費 ： ５，０００円 ※お弁当は別途注文を承っております。 
 

❏定  員： ３０名 
 

◆申込URL： http://www.hitonowa-ph.com/skillup/00000063/ 
      薬剤師認定シール３単位申請中!! 

【アクセス】 

    地下鉄（桜通線） 名古屋駅→ 瑞穂区役所駅 約１７分 

  瑞穂区役所駅（１番出口）から 徒歩または市バスを利用 

  徒歩 東へ徒歩で約１５分 

金山駅から 

                約２５分「市大薬学部」下車、徒歩１分 

              約２５分「市大薬学部」下車、徒歩１分 

    市バス ７番のりば「金山１６ 瑞穂運動場東行」→ 

 又は ８番のりば「金山１４ 瑞穂運動場東行」→  

   名古屋駅から 

 



☆ 開催日程： ２０１８年１２月１６日（日）　１０：００　～　１６：００

☆ 開催場所： 名古屋市立大学薬学部　実習棟

☆ 講師　： ➢社会医療法人名古屋記念財団　新生会第一病院　薬剤科長

中部腎と薬剤研究会　代表

橋爪　博隆 先生

➢名古屋第一赤十字病院　薬剤部

日本くすりと糖尿病学会　広報委員会  副委員長

野村　浩夫 先生

➢春日井市民病院　薬剤部　科長補佐

日本くすりと糖尿病学会　広報委員会  委員

服部 芳明 先生

☆ ファシリテーター　： ➢名古屋市立大学大学院　薬学研究科 臨床薬学教育研究センター

講師 菊池　千草 先生

＜プログラム＞

本日の流れ、　注意事項の説明

＜橋爪先生＞
糖尿病の３大合併症のひとつである糖尿病腎症について

* 糖尿病腎症の病期分類について

* 慢性腎臓病（CKD）とその治療薬について

* 糖尿病腎症における薬剤投与の注意点について

【講義/対話形式で進行】 ＜橋爪先生・野村先生・服部先生＞
糖尿病腎症に対するチーム医療の実際

* 糖尿病透析予防加算について
* 名古屋第一赤十字病院におけるチーム医療の実際
* 春日井市民病院におけるチーム医療の実際

　　昼 食 ・ 休 憩

【講義/対話形式で進行】 ＜橋爪先生＞
末期腎不全の治療について

* CKDstage４での治療と薬剤について

* 腎不全の治療の選択について

* CKDstage５の血液透析について（壮年期と老年期）

* 糖尿病透析患者の薬剤投与の注意点

CKD対策における薬局薬剤師への期待
* 隠れCKD患者を掘り起こそう

* 急性腎不全（AKI）発症を防ごう

＜橋爪先生・野村先生・服部先生＞
糖尿病腎症患者の処方について考えよう（SGD形式で）

【本日のまとめ】 ＜菊池先生＞

アンケートのお願い

主催： 東邦薬品株式会社　

共催： 名古屋市立大学大学院薬学研究科　　臨床薬学教育研究センター 　

後援： 日本くすりと糖尿病学会

〒460-0003　 名古屋市中区錦１丁目３－７　ＳＫ名古屋ビル ３階 TEL ：　　　　　　　052-205-6164
フリーダイヤル　：　0120-8934-55
Email ：　　　　　　　hitonowa-edu@so.tohoyk.co.jp

※やむを得ない都合により、プログラム内容を変更させて頂くことがあります。あらかじめご了承下さい。

※今後の参考の為、各セッションにて写真・ビデオ撮影をさせていただくことがあります。あらかじめご了承下さい。

時間

11：00～11：10
（10分）

コンテンツ会場

実習棟
北館２階

実習棟
北館２階

15：40～15：55
（15分）

実習棟
北館２階

14：40～15：40
（60分）

実習棟
北館２階

　ファーマジョイ東海　三木 健義

～薬剤師のためのスキルアップセミナー～

＜糖尿病薬物療法を通して多職種連携の進め方を学ぶ Ⅱ＞

15：55～16：00
（5分）

10：00～10：10
（10分）

問い合わせ先　：　　　　　　

東邦ホールディングス株式会社

　　休 憩

実習棟
北館２階

12：00～13：00
（60分）

10：10～11：00
（50分）

11：10～12：00
（50分）

【講義】

実習棟
北館２階

　　休 憩

【演習】

13：00～14：00
（60分）

実習棟
北館２階

14：30～14：40
（10分）



【記入必須項目】

◎お名前（フリガナもご記入下さい。）

◎お振込名義人（振込予定日も必ずご記入下さい。） ※振込は12月13日までにお願いします。

◎受講票送付先チェック及びそれに対応する住所・E-mailアドレス

◎お弁当の要・不要をご指定下さい。

◎以下ＵＲＬからも申し込み可能です。

ＵＲＬ：http://www.hitonowa-ph.com/skillup/00000063/

【FAXでお申込の場合】

申込用紙に必要事項をご記入いただき　FAX送信してください。

◆　参　加　申　込　手　順　◆

【E-mailでお申込の場合】

メール本文に必要事項を入力いただき、送信してください。

※　連絡方法につきましては、E-mailアドレスをお知らせいただいている場合は、E-mailでご連絡

いたします。E-mailアドレスをご記入いただいていない場合はFAＸにてご連絡いたします。

※　受付番号は、振込の際に必要となります。

【ご請求額を指定口座にお振込下さい。】

※　お振込の際は、名義人の前にお知らせした受付番号を入力してください。

※　お振込は12月13日（木）までに必ずお済ませください。

※　振込手数料はご負担下さい。

参加申込書と参加費の入金完了を確認後、直ちに参加票をご希望の送付方法にてお届けいたします。

参加費振込後１週間以内に参加証がお手元に届かない場合は、下記フリーダイヤルにお問合せ下さい。

フリーダイヤル ０１２０ ８９３４ ５５ （東邦薬品 東海・北陸支社内）フリーダイヤル ０１２０－８９３４－５５ （東邦薬品　東海・北陸支社内）

※お振込予定日が期限間近の場合、上記フリーダイヤルにて振込日のご連絡をお願いします。



東邦薬品株式会社　東海・北陸支社

薬剤師のためのスキルアップセミナー事務局　行き

E-mail:　hitonowa-edu@so.tohoyk.co.jp

【参加申込みの手順】　   ※　お申し込み・お振込みは、12月13日までに完了頂く様にお願い致します。

　① 下記の記入欄にご記入後、上記FAX宛にお送り頂くか、上記事務局にE-mail送信にてお申し込み下さい。
右記ＵＲＬからもお申し込みいただけます。　　ＵＲＬ：http://www.hitonowa-ph.com/skillup/00000063

　② 上記の要領でお申込頂いた方には、ＦＡＸまたはメールにて、参加費振込先をご連絡しますので、
所定の金額をお振込み下さい。（振込手数料はご負担下さい。）

　③ お振込み完了を確認次第、セミナー受講票をお送り致します。
　　　※ご入金後のキャンセルは受付できません。ご欠席の場合は、セミナー修了後、資料をお送りします。

FAX送信先：０５２－２０５－６１６３

フリガナ

お名前

お振込名義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
※お振込は、できる限り12月13日までにお願いします。

お振込予定日 ：　　　　　月　　　　　日

受講票送付先

フリガナ

　　□　ご勤務先　　　　　　　　　　　　□　ご自宅

お弁当のご予約 　　□ 要 ( お申込の場合は、お弁当代 1,000円（税込み）を含めお振込下さい。 ）　　　　□ 不要

受講票の受取方法

　　　□　メール
　

ご自宅　TEL/FAX
   FAX (                   )                  -

   FAX (                   )                  -

   TEL (                   )                  -

　（〒　　　　　　　　-　　　　　　　　　　）

必ず下記に E-Mail をご記入下さい。

　　　□　ＦＡＸ

受講票の受け取り方法について下記のいずれかをお選び下さい。メールをご希望の方は

　（〒　　　　　　　　-　　　　　　　　　　）
ご自宅住所

ご勤務先住所

ご勤務先

フリガナ

   TEL (                   )                  -
ご勤務先TEL/FAX

個人情報について

PC E-Mail ： @

※メールの場合、受講票をＰＤＦファイルにて送信しますので、当日印刷してお持ち下さい。

１．参加申込書でご提供いただいた個人情報は、安全かつ厳密に管理いたします。

２．個人情報は、セミナーの案内・参加に関する事務手続きのみに使用します。

３．個人情報は、第三者に開示・提供・預託することはありません。

４．個人情報の開示・訂正・削除については、以下の窓口までご相談ください。

個人情報に関する問合せ窓口 電話：052-205-6164（個人情報担当） E-mail：hitonowa-edu@so.tohoyk.co.jp
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