
オンデマンド配信プログラム　【配信期間：9月17日（土）～10月2日（日）】
※ただし、ライブ配信後のオンデマンド配信プログラムに関しては、9月21日以降に配信予定

講演

シンポジウム

一般演題（ポスター発表）

大会日程表
P r o g r a m

9/17 � 9/18 �…P認定視聴ログ視聴時間合算対象日

ライブ配信プログラム�
 9：00  9：30 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00

9月17日（土）

LIVE会場① 開会式
大会長講演

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
演者：本田一春

特別講演
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。
座長：本田一春
演者：河盛隆造

共催セミナー3
糖尿病性腎障害（DKD）の病態と治療

座長：大黒晴美
演者：犬飼浩一

共催：第一三共㈱／田辺三菱製薬㈱

LIVE会場②
シンポジウム1

既往歴に「妊娠糖尿病」を 
見つけたらあなたが出番です！

座長：森　貴幸、影山美穂　　　　　
演者：近藤琢磨、古川誠志、小林庸子

共催セミナー2
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
演者：下野　大

共催：住友ファーマ㈱

共催セミナー4
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
演者：利根淳仁

共催：ノボノルディスクファーマ㈱

LIVE会場③

9月18日（日）

LIVE会場①
理事長講演

2022年度の学会運営と 
今後の展望

座長：本田一春
演者：朝倉俊成

シンポジウム4
継続的薬学管理のための手引き

座長：篠原久仁子　　　　
演者：朝倉俊成、佐竹正子

シンポジウム5
臨床の薬剤師が行う症例報告

座長：堀井剛史、安　武夫　　　　　　　　　　
演者：安　武夫、小林俊介、大東敏和、中村匡志

LIVE会場②
シンポジウム3

リアルワールドデータを活用した臨床研究の実践
座長：堀井剛史、齋藤智之　　　　　　　　　　
演者：毛利順一、坂倉圭一、砂川智子、齋藤智之

シンポジウム6
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～

座長：本田一春、関根　均　　　　　
演者：岸　暁子、関水康伸、神田直幸

LIVE会場③

9：00
～9：15

9：20～9：50 10：00～11：00 11：10～12：10 12：20～13：20

9：15～11：00 11：10～12：10 12：20～13：20

12：30～14：30

9：00～9：50 10：00～11：00 11：10～13：10

9：00～11：00 11：10～13：10

共催セミナー1
「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～」
「糖尿病注射療法のnew normal；コインの両面」

座長：本田一春　　　　　
演者：小池博文、細井雅之

共催：サノフィ㈱

13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30 17：00 17：30 18：00 18：30

シンポジウム2
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
座長：小林庸子、大木一正　　　　　
演者：近藤琢磨、豊島麻美、細江　学

口頭発表1 
O-1～O-6 

（優秀演題応募）
座長：六車龍介

口頭発表2 
O-7～O-11 

（優秀演題応募）
座長：濱谷忠佑

スポンサードシンポジウム
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　　　　　　　　　
演者：堀川俊二、戸崎貴博、阿古潤哉

共催：ノボノルディスクファーマ㈱／MSD㈱

口頭発表3 
O-12～O-19
座長：井上　岳
　　　森　貴幸

ワークショップ
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～
総合司会：稲野　寛
　　講師：豊田雅夫

共催セミナー6
糖尿病治療薬の進歩と最適化

座長：厚田幸一郎
演者：宮塚　健　
共催：ニプロ㈱

シンポジウム7
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～
座長：平山大徹、小林路子　　　　　　　　　　
演者：田中永昭、若林和子、水野賀夫、坂本辰蔵

共催セミナー8
認知症と糖尿病
座長：相澤政明
演者：伊藤　俊

共催：東和薬品㈱

閉会式
（優秀賞表彰）

共催セミナー7
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　演者：合田朋仁
共催：小野薬品工業㈱/アストラゼネカ㈱

シンポジウム8
臨床腫瘍薬学会とのコラボシンポジウム 

糖尿病患者さんががんになったとき
座長：関根　均、井上　岳

コメンテーター：杉山　徹　　　　　　　　　　
　　　　　演者：増田信一、田内淳子、井上　岳

共催セミナー9
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
演者：篠田純治

共催：トーアエイヨー㈱

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～
司会進行：駒井元彦、野村恭子

13：30～15：30 15：40～16：40 16：50～17：40

13：30～15：30 15：40～16：40 16：50～18：10

13：20～14：20 14：30～16：30 16：40～17：40 17：50
～18：10

13：20～14：20 14：30～16：30 16：40～17：40

14：30～15：30

共催セミナー5
「血糖変動を捉え、服薬指導に役立つ力を身につけよう」 
「リアルタイムCGM・CSIIは糖尿病治療を前向きに変えるか？」

座長：佐竹正子　　　　　
演者：藤井仁美、森　貴幸

共催：テルモ㈱

大会長講演
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
演者：本田一春　

理事長講演
2022年度の学会運営と今後の展望

座長：本田一春
演者：朝倉俊成

特別講演 9/17
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。

座長：本田一春
演者：河盛隆造

教育講演1 9/17
薬局で使える！療養支援に役立つシックデイカード

座長：廣田有紀、篠原久仁子 　　　　
演者：佐竹正子、山本美絵、菅原秀樹、

　　　 塚本有佳子、國森公明、坂倉圭一

教育講演6
周術期における糖尿病、ずばっと解決

座長：松本晃一　
演者：柴田ゆうか

教育講演7
集中治療および災害医療における糖尿病

座長：石井由紀子
演者：土井智喜　

教育講演8 9/18
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－

座長：本間三絵
演者：福岡利仁

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～

座長：林　太祐
演者：道前洋史

9/17 9/18

9/18 9/18 教育講演9 9/18

シンポジウム1
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：小林庸子
オーガナイザー兼座長：森　貴幸
　　　　　　　　座長：影山美穂
　　　　　　　　演者：近藤琢磨
　　　　　　　　　　　古川誠志
　　　　　　　　　　　小林庸子

シンポジウム2
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　貴幸
オーガナイザー兼座長：小林庸子
　　　　　　　　座長：大木一正
　　　　　　　　演者：近藤琢磨
　　　　　　　　　　　豊島麻美
　　　　　　　　　　　細江　学

シンポジウム3
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：堀井剛史
　　　　　　　　座長：齋藤智之
　　　　　　　　演者：毛利順一
　　　　　　　　　　　坂倉圭一
　　　　　　　　　　　砂川智子
　　　　　　　　　　　齋藤智之

シンポジウム4
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　
　　　　　　　　小林庸子　
　　　　　座長：篠原久仁子
　　　　　演者：朝倉俊成　
　　　　　　　　佐竹正子　

シンポジウム5
臨床の薬剤師が行う 

症例報告
オーガナイザー兼座長：堀井剛史
　　　　　座長兼演者：安　武夫
　　　　　　　　演者：小林俊介
　　　　　　　　　　　大東敏和
　　　　　　　　　　　中村匡志

シンポジウム6
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
　　　　　　　　座長：関根　均
　　　　　　　　演者：岸　暁子
　　　　　　　　　　　関水康伸
　　　　　　　　　　　神田直幸

9/17 9/17 9/18 9/18 9/18 9/18

教育講演2
これだけは知っておきたい！ 1型糖尿病

座長：平山大徹　　　　　
演者：宮川高一、森　貴幸

教育講演3
最近の糖尿病治療薬　 

注射薬の使い方update
座長：齋藤健一
演者：山川　正

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

座長：相澤政明
演者：村田千里

教育講演5
糖尿病の検査

座長：西條雅美
演者：櫻井　勉

口頭発表1 
O-1～O-6 

（優秀演題応募）
座長：六車龍介

口頭発表2 
O-7～O-11 

（優秀演題応募）
座長：濱谷忠佑

口頭発表3 
O-12～O-19

座長：井上　岳、森　貴幸

9/17 9/17 教育講演4 9/18 9/17

9/17 9/17 9/17

シンポジウム7
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
　　　　　　　　　　　小林路子
　　　　　　　　演者：田中永昭
　　　　　　　　　　　若林和子
　　　　　　　　　　　水野賀夫
　　　　　　　　　　　坂本辰蔵

シンポジウム8
臨床腫瘍薬学会とのコラボシンポジウム　 

糖尿病患者さんががんになったとき
オーガナイザー兼座長：関根　均
　　　　　　　　　　　井上　岳
　　　　　　　　演者：増田信一
　　　　　　　　　　　田内淳子
　　　　　　　　　　　井上　岳
　　　コメンテーター：杉山　徹

シンポジウム9
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：相澤政明
　　　　　座長：秋山滋男
　　　　　　　　濱口良彦
　　　　　演者：家入一郎

　　　　　　　　　武田真莉子
　　　　　　　　駒井元彦

シンポジウム10
糖尿病の薬学教育

オーガナイザー：本田一春
　　　　　座長：井上　岳
　　　　　　　　菊池千草
　　　　　演者：櫛山暁史
　　　　　　　　大木一正
　　　　　　　　藤井博之

シンポジウム11
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　
　　　　　　　　　　　野村恭子　
　　　　　　　　演者：服部芳明　
　　　　　　　　　　　大須賀悠子
　　　　　　　　　　　小林路子　
　　　　　　　　　　　海老原亮　
　　　　　　　　　　　神田祐人　

9/18 9/18 9/17 9/17 9/17


	ライブ＆オンデマンド (くすり)



