
1989年 ⾃治医科⼤学医学部卒業
1989年 京都府⽴医科⼤学附属病院
1991年 ⼤江町国保⼤江病院
1993年 弥栄町国保病院
1994年 京都府保健福祉部医療・国保課
1995年 綾部市⽴病院
1998年 ⼤宮町国保直営⼤宮診療所
1999年 京都府⽴医科⼤学附属病院
2001年 神⼾⼤学⼤学院医学系研究科

分⼦疫学分野（旧衛⽣学）助⼿
2003年 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構

京都医療センター（旧国⽴京都病院）
臨床研究センター予防医学研究室
室⻑ 現在に⾄る

【第1部】 12:30〜14:00
「糖尿病に関する患者の疑問への回答法」
【第2部】 14:15〜15:45
「楽しく患者さんをやる気にさせる糖尿病の療養指導」

講師：独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構
京都医療センター 臨床研究センター
予防医学研究室 室⻑

【第3部】16:00〜17:30
「服薬アドヒアランスを向上させる糖尿病の服薬指導」

講師：独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構
京都医療センター 臨床研究センター
予防医学研究室 研究員（コンパス研究、薬剤師）

薬学ゼミナール⼤阪教室
☎ 06-6374-8903 

薬局でのセルフメディケーション
～多職種連携における薬局でしておきたい糖尿病指導～

薬剤師生涯学習講座

坂根 直樹 先⽣

岡⽥ 浩 先⽣

【住所】
⼤阪市北区⼤深町4-20
グランフロント⼤阪タワーA 16階
【アクセス】
JR「⼤阪駅」より徒歩1分
阪急「梅⽥駅」より徒歩5分
⼤阪市営団地下鉄御堂筋線
「梅⽥駅」より徒歩5分

■会場地図

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

◆場 所：薬学ゼミナール
①仙台教室
②新宿教室
③名古屋教室

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
※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

◆受講料：
事前
振込 2,500円
当⽇
⽀払 3,000円

名古屋
【⼤阪】

【本会場】
Live配信

仙台

広島
博多

④広島教室
⑤博多教室

◆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

薬学ゼミナール⼤阪教室

3単位 90分×3コマ

受講料受講料

認定単位認定単位

場 所場 所

事前
振込 5,000円 当⽇

⽀払 6,000円

定員定員 60名

5⽉17⽇(⽇) 12:30〜17:30⽇ 時⽇ 時
＊受付開始 12:00~ 事務説明12:20~

新宿

⽇本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア認定薬剤師制度
2015年指定講座

1990年 福岡教育⼤学 卒業
2005年 ⻑崎⼤学薬学部 卒業
2012年 京都⼤学⼤学院

理学研究科⽣物科学専攻粒⼦線⽣物学
修⼠課程修了

2013年 京都⼤学⼤学院
医学研究科社会健康医学系専攻健康
情報学分野博⼠後期課程（在籍中）

1990年〜 福岡県⼩中学校講師（8年）
1998年〜 学習塾講師（3年）
2004年〜現在 (医)岡⽥内科クリニック

治験事務局⻑
2005年〜 保険薬局勤務（9年）
2008年〜現在 (独)京都医療センター

臨床研究センター予防医学研究室
研究員

2012年〜現在 (株)コンパス・プロジェクト
代表取締役社⻑

坂根 直樹 先⽣

糖尿病をはじめとする⽣活習慣病の患者さんは、年々増加傾向にあり、その予防・改善は、国を挙げての重要課題となっています。しかし、
ストレスの多い現代社会では、治療がなかなか進まない現状があり、断念し悪化される患者さんが多いのが事実です。患者さんに病気を
理解していただき、継続的・積極的に治療を⾏っていただくことは、全ての医療従事者にとって必要なことです。本講座は、糖尿病患者さん
のわかりやすい指導で著明な坂根先⽣・岡⽥先⽣から、明⽇からできる指導について、講義いただきます。多くのヒントをお持ち帰りいただき、
明⽇からの服薬指導・⽣活習慣改善のアドバイスにお役⽴てください。

岡⽥ 浩 先⽣

②新宿教室 ☎ 03-3370-8903
東京都渋⾕区代々⽊2-1-1

新宿マインズタワー4F

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
名古屋市中区栄四丁⽬１番８号

名古屋教室栄サンシティービル 10階

⑤博多教室 ☎ 092-411-8903 
福岡市博多区博多駅東1-9-11

⼤成博多東ビル5Ｆ

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

※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
※本講義はプライマリ・ケア認定薬剤師制度(P02)の2015年指定講座(必須領域Ｅ,Ｈ)



ふ り が な

⽒ 名
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。

参加 本会場

□ 薬学ゼミナール ⼤阪教室

※土曜日、日曜日、祝日は留守番電話での対応となります。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:03-3518-8247（月曜～金曜 平日09：00～17：00）

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）

■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

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 新宿教室
□ 薬学ゼミナール 名古屋教室
□ 薬学ゼミナール 広島教室
□ 薬学ゼミナール 博多教室

5月17日（日）開催 薬剤師生涯学習講座 申込用紙

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：03‐3518‐8242

薬局でのセルフメディケーション
～多職種連携における薬局でしておきたい糖尿病指導～

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。

③ 必要事項をご記⼊ください

□ 1.事前振込 5,000円
□ 2.当⽇⽀払い 6,000円

☑してください

□ 1.事前振込 2,500円
□ 2.当⽇⽀払い 3,000円

☑してください


