
薬局でのセルフメディケーション薬局でのセルフメディケーション
～健康チェック対策支援における薬剤師の役割～～健康チェック対策支援における薬剤師の役割～

薬剤師生涯学習講座薬剤師生涯学習講座

◆略歴◆
1978年 近畿⼤学薬学部薬学科卒業

近畿⼤学医学部附属病院
中央臨床検査部

【第1部】 14:00〜15:30

「町の薬局で⾎液検査ができる時代の到来」

平成26年4⽉1⽇より施⾏された 臨床検査技師等に関する法律の告⽰改正により、薬局等で⾃⼰採⾎した検体を測定する場合、
衛⽣検査所としての登録が不要となることが明確化されました。背景として、糖尿病をはじめとする⽣活習慣病の早期発⾒に向けた
新しいしくみづくりとして、薬局での簡易検査が期待されています。薬剤師として何ができるのか？第１弾として、時代の変化・法的問題
を含めた背景と今知っておきたいクリニックなどの⾎液検査の実情についてご講演いただきます。 第2弾は「糖尿病診断アクセス⾰命」についての

講座を予定しています

中央臨床検査部
2008年 同 中央臨床検査部副技師⻑
2010年 同 輸⾎・細胞治療ｾﾝﾀｰ技術科⻑兼務

（公財）堺市救急医療事業団 理事
（公社）⼤阪府臨床検査技師会 顧問

⽇本未病システム学会 評議員

「町の薬局で⾎液検査ができる時代の到来」
講師：近畿⼤学医学部附属病院

中央臨床検査部 副技師⻑

【第2部】15:50〜17:20

「知って得する⾎糖⾃⼰測定」
〜患者さんへの対応⽅法と検体測定時の注意点〜

森嶋 祥之 先⽣ ◆著書（共著）
TDMマニュアル〔医薬ジャーナル社〕／くすりを考える⼒〔㈱じほう〕／
我が国の臨床検査の歴史〔㈱ｴｽｱｰﾙｴﾙ〕／Q＆Aで学ぶTDM活⽤ガイド
〔南⼭堂〕／チーム医療と臨床検査〔臨床病理刊⾏会〕 他

◆略歴◆

1981年 国⽴南⼤阪病院附属臨床検査技
師学校卒業

1994年 医療法⼈ガラシア会ガラシア病院〜患者さんへの対応⽅法と検体測定時の注意点〜

講師：ふくだ内科クリニック
⽇本糖尿病療養指導⼠(臨床検査技師)

17:20〜質疑応答

薬学ゼミナール⼤阪教室 ☎06-6374-8903  

横⼭ 有⼦ 先⽣

■会場地図7⽉27⽇(⽇) 14:00〜17:30⽇ 時⽇ 時
受付開始 事務説明

検査科主任
2001年 渡辺内科クリニック勤務
2010年 ふくだ内科クリニック勤務

（公社）⼤阪府臨床検査技師会 情報組織部
チーム医療部⾨ 糖尿病療養指導部会責任者

◆著書（共著）
糖尿病ケア 糖尿病検査らくらく⼊⾨（株）メディカ出版

【住所】
⼤阪市北区茶屋町1-27
ABC-MART 梅⽥ビル10F 
【アクセス】
阪急「梅⽥駅」より徒歩1分
JR「⼤阪駅」より徒歩5分
⼤阪市営団地下鉄御堂筋線

薬学ゼミナール⼤阪教室

2単位 90分×2コマ

受講料受講料

認定単位認定単位

場 所場 所

事前
振込 3,000円 当⽇

⽀払 4,000円

定員定員 60名

＊受付開始 13:30~ 事務説明13:50~

⼤阪市営団地下鉄御堂筋線
「梅⽥駅」より徒歩1分

◆場 所：薬学ゼミナール
①仙台教室
②池袋教室

本会場から薬ゼミ各教室Live配信します！
※Live配信は本会場にお越しできない⽅

への講座として開催します
※Live配信会場では⾃⼰⾎糖測定の

◆受講料：
事前
振込 1,500円

【本会場】
Live配信

仙台④広島教室
⑤福岡教室

2単位 90分×2コマ 60名
※本認定単位は⽇本薬剤師研修センターなど

CPC認証研修制度間で原則互換性があります

池袋②池袋教室
③名古屋教室

①仙台教室 ☎ 022-224-8903  
仙台市⻘葉区中央4－6－1  

住友⽣命仙台中央ビル27階

③名古屋教室 ☎052-262-7589
名古屋市中区栄3 -18 -1
ナディアパークビジネスセンタービル21F

②池袋教室 ☎03-5956-3189
豊島区東池袋 1-13 -6

イケブクロ・ロクマルビル５階

⑤福岡教室 ☎ 092-561-6651 
福岡県福岡市南区⼤橋1-4-31 

体験は⾏いません.予めご了承ください
※スケジュール・認定単位は本会場と同じ

内容のため省略します

④広島教室 ☎ 082-511-8903
広島市中区⼋丁堀16-3

広島第⼀ビル5F

振込 1,500円
当⽇
⽀払 2,000円

名古屋
【⼤阪】広島

福岡

⑤福岡教室

◆定 員：30名 ※会場により定員が変更
となる場合がございます

Ｇ１３認証

主催：⼀般社団法⼈ 薬学ゼミナール⽣涯学習センター 後援：⼀般社団法⼈ 埼⽟県病院薬剤師会



7月27日（日）開催 薬剤師生涯学習講座 申込用紙申込用紙

薬局でのセルフメディケーション薬局でのセルフメディケーション
～～健康チェック対策支援における薬剤師の役割～健康チェック対策支援における薬剤師の役割～

申込みは下記必要事項をご記入の上ＦＡＸにてご送信ください。

ＦＡＸ：03‐5298‐8269

～～健康チェック対策支援における薬剤師の役割～健康チェック対策支援における薬剤師の役割～

参加 本会場

□ 薬学ゼミナール ⼤阪教室

参加 Live配信会場

① 参加ご希望の会場に☑をしてください。 ② 受講料の⽀払⽅法を1or2選択してください。

□ 1.事前振込 3,000円
□ 2.当⽇⽀払い 4,000円

☑してください

参加 Live配信会場

□ 薬学ゼミナール 仙台教室
□ 薬学ゼミナール 池袋教室
□ 薬学ゼミナール 名古屋教室
□ 薬学ゼミナール 広島教室

□ 1.事前振込 1,500円
□ 2.当⽇⽀払い 2,000円

☑してください

ふ り が な

⽒ 名

□ 薬学ゼミナール 福岡教室

③ 必要事項をご記⼊ください

住 所 〒

Ｔ Ｅ Ｌ Email
経 験 年 数 １年未満 ・ １〜３年 ・ ３〜６年 ・ ６〜１５年 ・ １５年以上

業 種 保険調剤薬局 ・ ドラッグストア ・ 病院 ・ その他（ ）

※ご記入いただいた個人情報は、申込確認・講演会案内の目的以外の使用、第三者への開示・提供はいたしません。

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
申込み 受付確認メール 受講料振込み 受講票発⾏

HP・メール・FAX・電話にて受付
※定員になり次第締め切らせていただきます

当センターから振込先をメールします 振込みがない場合はキャンセル扱いとな
ります

⼊⾦確認と受講票をメール配信します
開催当⽇は受講票をご持参ください

開催10⽇前締切 開催1週間前締切 開催3〜4⽇前

■申込から受講までの流れ（事前振込の場合）

※土曜日、日曜日、祝日は確認のご連絡ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【問い合わせ先】一般社団法人薬学ゼミナール生涯学習センター 受付係
ＨＰ：http://www.yakuzemi-shougai.jp/schedule.html  
Email：info@yakuzemi-shougai.jp  TEL:03-5298-8264

※定員になり次第締め切らせていただきます ります 開催当⽇は受講票をご持参ください

■複数開催を受講される方へ ＊受講料は合算してお振込みいただくことも可能です


