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001 1 9101200180 相澤 政明 アイザワ マサアキ 相模台病院　薬剤部

2021年3月までネットワーク委員会委員として、日本くすりと糖尿病学会会誌の「地域
活動報告」の執筆者選定と執筆依頼などを行ってきた。現在は認定委員会委員とし
て、「糖尿病薬物療法認定薬剤師」の認定・育成を行い、認定申請の書類審査などを
している。技能研修小委員会委員として、技能研修会（症例検討、インスリン
/SMBG）の運営・ファシリテーターをしている。利益相反委員会委員として、学会の
COIに関する業務を行っている。糖尿病薬物療法認定薬剤師の養成を支援するた
め、神奈川県病院薬剤師会主催の糖尿病セミナーで、P認定を取得できるよう企画し
てきた（2021年9月、11月、2022年1月、5月、7月）。今後も同様のWebセミナーを企画
し、全国の薬剤師が様々な視点から糖尿病薬物療法を学べる機会を作りたい。第10
回日本くすりと糖尿病学会学術集会の実行委員長として大会長を補佐し、学術集会
を成功させるため努力している。また、第10回学術集会のノウハウを第11回学術集
会に引き継げるとよいと考えている。日本くすりと糖尿病学会の委員として、糖尿病
薬物療法に関わる薬剤師の質的向上に寄与したい。

001 2 9101200021 秋山 滋男 アキヤマ シゲオ
東京薬科大学　薬学部
薬学実務実習教育センター

私は、現在、本学会で研究推進委員会およびＳBOSのためのプロジェクトチームとし
て活動しております。 
また、糖尿病患者さんに対する正しい知識の啓蒙活動のための講習会などを行なっ
てまいりました。 
今後も、本学会の活動を通じ、糖尿病患者さんに対する適切な薬物療法を実践する
ために薬剤師としてできることを行なっていきたいと思います。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

001 3 9101200018 秋吉 明子 アキヨシ アキコ
熊本赤十字病院
薬剤部

現在、私は代議員であり、また広報委員、試験委員、利益相反委員の他、技能研修
ファシリテーターを務めています。 
広報委員会においては、ホームページ上に掲載する内容やレイアウト等のアイディア
を提案し、より多くの薬剤師をはじめ利用者がもっと活用したくなるようなホームペー
ジの作成・運用に貢献したいと考えています。試験委員会においては、糖尿病薬物
療法認定薬剤師が取得しておくべき知識を踏まえ、適正な試験問題の作成を行いた
いと考えています。利益相反委員会においては、当学会の利益相反（COI）に関する
指針及び細則を十分に理解し、医学・薬学研究の適正な推進に役立つような委員活
動を行いたいと考えています。また、技能研修ファシリテーターとして、基礎編やアド
バンスド編の各到達目標を踏まえ、参加者の自発的なディスカッションへの参加や、
自己注射手技や自己血糖測定手技の技能を取得できるようサポートを行っていきた
いと考えています。なお、代議員として今後も当学会の運営や発展に協力したいと考
えています。

001 4 9101200002 朝倉 俊成 アサクラ トシナリ
新潟薬科大学 薬学部
臨床薬学教育研究セン
ター

　私は本学会設立時から副理事長として学会運営に携わっており、学会誌編集委員
長、ガイドブック編集委員長として学術関連の基盤を作りました。そして、2021年度か
ら理事長として学会の組織改革、特に学術活動と地域連携活動のための委員会活
動の推進に邁進して参りました。そのひとつに各種「てびき」の作成と「てびき集」の
編纂を行い、薬剤師の「糖尿病薬物治療の継続した薬学管理・フォローアップ」を学
会として推し進めるための方策を確立し、広く情報の発信にも力を注いでまいりまし
た。また、学会としてアドボカシー活動を推進するために、さまざまな活動を展開して
おります。今後の学会運営で重要なことは、学会としての社会に対する責任をどのよ
うに果たしていくかということです。そのためには、新たな任期において「地域に根ざ
した学会活動」「タスクシェア・シフトの一環で薬剤師の新たな職能を発揮できる場を
確保する」など、中長期的展望に立った課題に対して、積極的に取り組んでいきたい
と思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。



001 5 9101200001 厚田 幸一郎 アツダ コウイチロウ 株式会社　アステム 日本くすりと糖尿病学会の発展に貢献したいと思います。よろしくお願いいたします。

001 6 9101300052 天野 学 アマノ マナブ
株式会社ハッピーファー
マシー

この度、代議員に立候補させていただきます天野 学と申します。 
今年3月までは大学の教員をしておりましたが、4月よりは薬局で勤務しております。 
薬局での勤務と申しましても、実際は本部の学術部という部署に所属ており、日常の
業務として現場に出ることはあまりない状況です。しかし、業務として研究することも
行っており、場合によっては現場に出て研究を実施しすることも想定されます。研究
においては、自分が感じている疑問点だけでなく、会社内薬剤師が有している問題点
も吸い上げてその検討を実施していく所存です。 
これにより、研究として検討した項目を提示することで社会貢献につなげたいと思っ
ております。

001 7 9101200005 家入 一郎 イエイリ イチロウ 九州大学病院　薬剤部

本学会の設立以来、副理事長、理事、各種委員長を拝命し、活動を続けて参りまし
た。現在は、病院薬剤部に勤務していますが、それまでは、薬学部の教員を長く続け
てきました。専門は、薬物動態学、臨床薬理学、薬理遺伝学と呼ばれる領域です。糖
尿病治療薬の適正使用に必要なこれらの学問に関する情報の会員への発信は重要
であり、今後も続けていきたいと思います。会員の学術的なサポートに重きを置いた
活動を続ける所存です。

1 8 9101200236 石井 由紀子 イシイ ユキコ

横浜未来ヘルスケアシス
テム
よこすか浦賀病院
薬剤科

2015年より広報委員、2021年より代議員として活動しています。学会ホームページの
企画や学術集会での広報ブースの運営、学術集会や研修会のプレス活動を行って
きました。2020年以降、集合研修会場での活動は減りましたが、アドボカシー活動に
関するポスター案作成や、糖尿病に関する時事ニュースのホームページへの掲載案
検討などを通して、薬剤師のみでなく広く一般にも情報提供できるよう努めておりま
す。 
先日、久しぶりに会場開催の学会がありましたが、準備したパンフレットやポスターは
コロナ禍以前に作成しており、見直し・刷新が必要と感じました。今後の再稼働に備
え、必要物品の再検討をしていきたいと考えています。 
また、勤務施設が所属する医療グループや神奈川県病院薬剤師会で教育委員の役
も担っており、糖尿病領域を担当しています。当学会の活動を所属薬剤師に紹介し、
糖尿病治療を担う薬剤師の育成に取り組んでいます。 
今後も、代議員として学会運営に参加し、当学会が医療関係者だけでなく糖尿病治
療に携わる方々に正しい情報を提供し、後進の育成や糖尿病患者の一助となれるよ
う、努力していく所存です。 



001 9 9101400019 石村 淳 イシムラ アツシ
日本薬科大学
実践薬学分野

皆様、こんにちは。日本薬科大学の石村でございます。この度、日本くすりと糖尿病
学会の代議員選挙に立候補させていただくことになりました。これまで約15年、病院
薬剤師として糖尿病治療に携わらせていただき、また、Clinical Questionを大切に患
者アウトカムの臨床研究も行ってきました。現在は、大学教員として日々、未来の薬
剤師のために教育と研究を継続しています。本学会の役割としては、現在、代議員と
ネットワーク委員を務めさせていただいております。この経験を活かして、少しでも皆
様のお役に立ちたいと考えておりますので、次期の代議員も引き続き務めさせてい
ただけますと幸いでございます。何卒、宜しくお願い致します。

001 10 9101200090 井上 岳 イノウエ ガク
北里大学薬学部
薬物治療学

小生はこれまで、理事（総務担当）、広報委員長、ガイドブック編集委員、糖尿病療養
指導士部会を務めさせていただきました。特に2021年度には広報委員長として、HP
リニューアル作業をはじめ、会員マイページの設定見直しなどに従事させていただき
ました。現在は、本学会アドボカシー活動を行うべく、啓蒙活動の一環として、啓蒙ポ
スターの作成にかかわらせていただいております。今後も微力ながら本学会運営の
力になれればと存じます。そのため、代議員選挙に立候補を希望したいと考えます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

001 11 9101200044 井上 享子 イノウエ キョウコ むぎのめ薬局

　私は長年企業健保組合の直営診療所において、保険業務の一端としての診療業
務に携わり、現在は薬局勤務をしております。そして糖尿病の患者様と長期間関わっ
てきた事により得た物のが、いかに大きかったかを日々痛感しております。初めて病
気を告られた時、治療が開始された時、薬を真面目に飲んでいても治療効果が思っ
たように得られなかった時、合併症が避けられなかった時、様々な心情の患者様との
触れ合いは深く心に残っております。 
　学会とは創立時より広報委員長として学界の周知に務めて参りました。現在は広
報委員会と技能研修会の一委員として協力させて頂いております。現在薬剤師を取
り巻く状況は大きく変化しています。糖尿病治療薬も多様化し、治療方針も年々変化
しています。学ばなければならない事が増えているだけでなく、複雑さをより理解でき
る咀嚼力が必要となっていると考えます。コロナ禍で集合研修の開催が難しい期間
が長く続きました。そのような中でWeb開催の研修会の良さも理解しましたが、多くの
会員の方々と直接交流を深める重要性も再認識しました。皆様と共に学会をより意
味深い存在に引き上げる努力をしていきたいと考えます。 

001 12 9101200007 大木 一正 オオキ カズマサ クリーン薬局

今回、代議員選挙への立候補の意思表明をさせて頂きます、大木一正です。 
　薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対
物中心から対人中心への転換が推進されている。同じように、病棟薬剤師業務の評
価も転換推進されている。この中で、医療機関との連携が深まる実態を踏まえて、対
人業務に係る薬学管理料の評価が見直され、その中での、糖尿病に関する適正使
用を推進していくよう指導する、評価が見直されている。また、薬学実務実習におい
ても、代表的8疾患の内には、糖尿病も疾患の中に選定されている 
　糖尿病の病態・薬物療法・効能効果と副作用モニタリングを正しく理解し、患者情報
を把握したうえで、医療機関および地域におけるチーム医療に対しても正しく参画で
きるように、また、地域の保健・医療・福祉への参画に対しても、在宅医療・介護への
参画。地域保健（公衆衛生・学校薬剤師・糖尿病啓発活動）への参画。災害時医療に
関しても、糖尿病に関連した薬剤師の行動計画など、どの場面においても、日本くす
りと糖尿学会の薬剤師の社会的使命および社会的責任は重要と考えている。 



001 13 9101300021 大東 敏和 オオヒガシ トシカズ 広島大学病院　薬剤部

貴法人において、ネットワーク委員(2013年～)中四国ブロック長(2019年～)副委員長
(2020年)、また、代議員(2021年~)を務めております。担当都道府県での活動といたし
ましては、広島県病薬専門薬剤師委員会（糖尿病）と連携した学会後援事業や薬剤
師会と病院薬剤師会が協働した広島県版トレーシングレポート事業においても中心
的な役割を担い、地域医療連携の促進に努めております。ブロック長、副委員長に就
任後は、担当ブロック委員間の連携促進、ネットワーク委員会のこれからの在り方に
ついて提言を積極的に行っております。糖尿病治療は、イメグリミンや経口GLP-1受
容体作動薬など急速に進歩しております。一方で、治療には毎日の食事や運動が基
礎となり、それは患者固有のものであり、日々変化していきます。患者と寄り添う薬剤
師の役割は大きいと感じています。今後は、アドボカシー活動をはじめとする社会に
向けた取り組みにも積極的に関わりたいと考えています。委員会活動の中で、培って
きた知識と経験を生かして、糖尿病治療を必要とするすべての患者とそこに携わる
薬剤師をつなげるメッセージを発信したいと考えています。

001 14 9101200055 奥貞 智 オクサダ サトシ
神戸リハビリテーション病院
薬剤部

 会の設立当初のキックオフミーティングをはじめすべての学術集会にも参加させて
いただき、知識の習得のみならず多くの方々との交流を深めることができ貴重な財産
を得ることができたと感謝しています。 
現在、糖尿病療養指導士兵庫県連合会の理事として普及活動にも携わり貢献してい
ると自負しています。 
 第５回学術集会では委員として会の運営に携わり盛会裏に終了できたことは私に
とっても非常にすばらしい経験をさせていただいたと感謝もしています。 
 来年の第１１回学術集会（神戸学院大学にて）においても組織委員としてご協力も予
定しております。 
 今後も少しでも会の活動にご尽力できればとの思いで立候補させていただきまし
た。 

001 15 9101200155 鎌田 敬志 カマダ タカシ
鶴岡市立荘内病院診療
部薬局

代議員に立候補いたしました鎌田敬志と申します。 
私は、鶴岡市立荘内病院診療部薬局に在職しており、15万人程度の診療圏域の基
幹病院として地域医療の充実のため業務を遂行しております。 
私の地域では糖尿病専門医が少なく、医療を支えるために薬剤師やスタッフが連携
しながら自施設を中心として、地域の糖尿病治療に尽力しております。山形県病院薬
剤師会をはじめとする各研究会で役職につき、東北糖尿病療養指導・薬学研究会の
役員も務めております。 
日本くすりと糖尿病学会には2012年創立より入会し、自らの活動について一般演題
を通して報告しています。当学会では、ネットワーク委員、技能研修小委員、技能研
修ファシリテーター、試験委員を拝命しており努めております。 
2024年仙台国際センターで開催する第12回日本くすりと糖尿病学会学術集会に向
け、東北の実行委員会はスタートしておりますが、なお一層活躍できるよう、代議員と
して活動の場を広げ、東北6県のネットワーク力を活かすために努めてまいります。 
是非、東北地方初の学術集会を成功するためにも代議員へ選出いただきますようお
願い申し上げます。

001 16 9101400124 河崎 尚史 カワサキ ヒサシ
大阪公立大学医学部附
属病院
薬剤部

現在、私は代議員とネットワーク委員会委員を拝命しております。私自身は本年度よ
り大阪公立大学医学部附属病院に異動し、現在主に病棟薬剤業務の運営管理に従
事しております。昨年度までは大阪市立大学代謝内分泌病態内科学講座の学外研
究員として高齢者の糖尿病薬物療法に関する研究をテーマに対して関わってきまし
たが、今後は糖尿病療養指導士の一人として薬剤師の立場から療養指導に関わる
一方で、病院薬剤師や調剤屋局に勤務する薬剤師が通常のスキルとして糖尿病治
療が必要な患者に対して自信をもって安心して療養指導ができる薬剤師の育成がで
きるよう、講習会や研修会の開催や運営・企画等の提案など行っていきたいと思い、
皆さまからのご指導ご鞭撻をいただきながら引き続き代議員として活動させていただ
ければと考えております。よろしくお願いいたします。



001 17 9101600103 菊池 千草 キクチ チグサ
昭和薬科大学
地域医療部門

日本くすりと糖尿病学会の代議員に立候補いたしました菊池千草でございます。私
は名古屋市立大学病院薬剤部に入職し、糖尿病病棟の薬剤管理指導に携わってま
いりました。様々な患者さんの人生に関わることで薬の力を知るとともに、薬剤師の
仕事のやりがいを自覚しました。また、糖尿病は早くからチーム医療が活発であり、
他の医療職と共同で糖尿病教室や地域連携を行うことに大きな喜びを感じました。
2007年に名古屋市立大学薬学部の教員となってからは私の経験を学生に伝えたい
という思いで糖尿病の教育を担当してまいりました。そして、2021年より昭和薬科大
学地域医療部門教授に着任し、研究室の責任者として活動しております。私は日本く
すりと糖尿病学会の会員として、学会実行委員、広報委員、試験委員、将来計画委
員、編集委員、技能研修ファシリテーターとして活動して参りました。そうした活動か
ら、私は日本くすりと糖尿病学会は糖尿病を専門とする薬剤師を育て、その活動を支
える力をもった組織と考えました。私は当学会を糖尿病専門薬剤師たちのよりどころ
となる力強く特色のある学会にするべく代議員としての役割を果たしていく所存でご
ざいます。

001 18 9101300045 葛葉 守 クズバ マモル
萬田記念病院
薬局

萬田記念病院　葛葉守 
昨年からになりますが現在、学会においてはネトワーク委員及び広報委員として活
動に関わっています。ネットワーク委員としての関わりはまだ何もできていない現状
ですが、広報委員としてはホームページのリニューアルなど関わることが出来まし
た。学会への関わりはまだわずかではありますが、これまで以上に、委員としての積
極的な関わりを行っていきたいとの考えより、この度、代議員選へ立候補をいたしま
した。代議員となることで、これまで以上に積極的な関わりを持って臨むことが出来る
と考えています。 

001 19 9101200084 工藤 浩史 クドウ ヒロシ
国立研究開発法人
国立国際医療センター病院

私は、病院薬剤師として入職後早期から糖尿病患者を担当するようになり、経験や
自己研鑽を積み、糖尿病療養指導士・糖尿病薬物療法認定薬剤師を取得し、患者対
応に活かしてきました。 
また、自施設内での糖尿病診療体制を強化すべく、発起人として多職種に向けて打
診し糖尿病チームの立ち上げを実現しました。その後のチーム運営を通して、施設内
で後進の育成に努めて来ました。また、近隣施設間での糖尿病多職種チームでの情
報交換をすべく、近隣施設へ打診を行い、目黒世田谷糖尿病ケアチーム研究会を発
足し、研修会や意見交換会の運営を実現してきました。 
本学会においては、教育研修委員として研修会の運営を行っており、代議員も務め
させていただきました。糖尿病患者から頼れる存在となれる薬剤師が多く輩出される
よう、本学会の活動を通して尽力していきたいと考え、引き続き代議員に立候補しま
した。どうぞよろしくお願い致します。

001 20 9101300004 國森 公明 クニモリ キミアキ
埼玉医科大学
総合医療センター
薬剤部

本学会には設立当初から入会し、各種委員を担当してきました。リモート会議となる
前のコロナ禍以前は鳥取県在住の為、タイムリーな委員会対応には不十分な場合も
ありましたが、学術大会前後だけでなく計画的な東京での委員会には出席・討議して
きました。赤十字病院退職後の身内の保険薬局、在宅ホスピス診療所、精神科病院
に所属している現在も四つの委員として活動しており、総合病院では見えなかった糖
尿病治療の現状があり、教育研修委員会だけでなく保険薬局部会などでも会員への
啓発活動、また学会の方向性の判断に貢献できるのではないかと考え立候補を申
請することとしました。



001 21 9101200208 小出 景子 コイデ ケイコ
永寿総合病院
糖尿病臨床研究センター

私は、東京都済生会中央病院と永寿総合病院において、主にSMBG、CGM、インスリ
ンポンプの導入継続、データに基づく治療支援に携わり、データマネジメントメントシ
ステム指導を発案し展開してきました。日本くすりと糖尿病学会では、発足当初から
この分野の発表をし、教育研修委員を務めました。第6回の本学会年次学術集会で
はシンポジウムに於いて『データマネジメントシステムを活用した1型糖尿病患者の療
養指導』を報告し、『糖尿病の薬学管理必携』ではインスリンポンプ・SAP・CGM章を
執筆しています。『インスリンポンプ療法、各種検体検査機器使用における薬剤師の
関わり方』では監修を担当しました。CDEJ向けには、『糖尿病療養指導ガイドブック
2018』にデータ解析指導とポンプの事例を書き、糖尿病協会学術集会でポンプのハ
ンズオンセミナーを催し、参加者がポンプに触れ理解を深める機会を設けました。日
本糖尿病学会ではCGM適正使用推進委員会の委員としてCGMのe-ラーニングを作
成しました。今後、この分野を中心に本学会会員向けに貢献できると考え代議員に
立候補いたします。 
永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター　小出景子

001 22 9101500037 古林 美貴 コバヤシ ミキ ココロ調剤薬局

調剤薬局勤務、4年目の古林美貴です。
薬剤師4年目に日本糖尿病療養指導士を取得しました。ＣＤＥＪをきっかけに、病院の
糖尿病センター専属薬剤として働く事になり10年間、毎日糖尿外来で療養指導を担
当しました。
問診から患者さんの全身状態、生活面等を細かく聞き取り、その中で何が問題なの
かという事を優先順位をつけて、医師の診察時に同席しお伝えする。患者さんに信
頼してもらうという事を大事に考えてきました。
その後病院から糖尿病クリニックの門前薬局へ転職し、病院で学んだ事を今度は薬
局で活かしたいと3年間やってきました。
病院から家に帰る前に寄る薬局で、同じように信頼関係をまず大事に、患者さんの
治療に役立てる、なんでも相談してもらえる薬剤師になりたいと考えています。
現在くすりと糖尿病学会の代議員をやらせて頂いて、色々な先生とお話させていただ
く機会を頂き、多くの刺激を受けています。私事なのですが、小学生の子供がいて、
今はなかなか新しい事にチャレンジする機会が難しい状況ですが、継続して代議員
に立候補致します。
よろしくお願い致します。

001 23 9101200095 小林 庸子 コバヤシ ヨウコ
杏林大学医学部付属病
院
薬剤部

日本くすりと糖尿病学会には創設時より関与させていただいており、現在は理事を拝
命しております。所属委員会は、教育研修委員会、認定委員会、適正使用推進委員
会、ガイドブック編集委員会、技能研修小委員会です。一昨年までは技能研修小委
員会の委員長として会場型の技能研修会を確立することができ、さらに新型コロナ感
染症の影響で会場における研修会の開催が困難となってからはオンライン形式での
研修会の開催方法を検討し、実現することができました。現在は委員として技能研修
会のファシリテーター業務を担っております。また教育研修委員会委員長に就任後
からはコロナ禍でもあったため、技能研修会で培ったオンライン形式でのノウハウを
生かし、数回の研修会を開催し、今後も計画しています。また、ガイドブックの編集や
手引きの作成にも微力ながらも貢献しています。学術集会の実行委員としても数回
関与させていただいております。今後も、薬剤師が糖尿病の薬物療法を学ぶ場を提
供する学会に貢献できればと考えます。

001 24 9101200144 齋藤 健一 サイトウ ケンイチ
埼玉医科大学
総合医療センター

この度、日本くすりと糖尿病学会代議員選挙に立候補いたしました齋藤健一と申しま
す。私は2003年から日本糖尿病療養指導士（CDEJ）を取得し主に院内の糖尿病患
者の治療に携わってきました。院内だけでなく保険薬局薬剤師と連携が必要と感じ、
日本くすりと糖尿病学会が設立した2012年から正会員となりました。現在は小林庸子
先生の元で教育研修委員を2017年から務めさせていただいています。教育委員と
いっても教えることより学ぶことが多い委員会活動ではありますが、それだけ価値あ
る活動に携われていることを誇りに思っています。また、埼玉県糖尿病協会において
常任理事、CDEL認定委員を拝任し、微力ながら地域の薬剤師がCDELとして活躍で
きるように尽力しております。今後、少子高齢化の波により薬剤師へのタスクシフトが
益々盛んになると思われます。薬剤師としていかに糖尿病治療に貢献するか、日本
くすりと糖尿病学会が果たす役割が非常に大きいと感じております。今回、日本くす
りと糖尿病学会の発展に努めたいと思い立候補させていただきました。何卒よろしく
お願い申し上げます。 



001 25 9101200194 坂倉 圭一 サカクラ ケイイチ 東京医科大学 薬剤部

私は、技能研修小委員会・試験委員会・ガイドライン作成委員会・薬局部会・インスリ
ン療法部会に所属し、各員会の活動に携わる事でいろいろと勉強させて頂きました。
その経験を活かし、日本くすりと糖尿病学会がさらに成長していく事を目指し、学会の
運営へ携わりたいと考え、今回代議員に立候補させていただきました。今後は、これ
までの経験を活かしつつ、新たな視点を持ちながら会員の臨床力・教育力の向上を
バックアップできるような環境づくりをさらに進めて行きたいと考えます。とくに薬局薬
剤師のさらなる活躍の場を学会として提供でればと考えます。また、糖尿病薬物療法
認定薬剤師も徐々に増えてきていますが、まだ少ないのが現状だと思います。現在、
薬剤師の資格として広告が可能なものはがん専門薬剤師のみでありますが今後は
糖尿病薬物療法認定薬剤師も可能となるような活動を行い、糖尿病薬物療法認定薬
剤師を目指したいと思う薬剤師が増えるような取り組みをしたいと思います。

001 26 9101400009 佐々木 弘好 ササキ ヒロヨシ
ＮＴＴ東日本札幌病院
薬剤科部長
治験管理センター

日本くすりと糖尿病学会の運営について、出来る限り尽力してまいります。

001 27 9101200003 佐竹 正子 サタケ マサコ 	クラフト株式会社

日本くすりと糖尿病学会代議員に立候補致します。本学会設立の2012年より副理事
長として会計担当理事も兼任しておりました。委員会業務はコロナ下でも開催された
技能研修小委員会の委員として、研修会の運営やファシリテーターとして活動をし、
適正使用委員会事業である「てびき」の執筆担当もしました。副理事長という学会社
員の立場より、俯瞰的に学会を見守り、各委員会および委員との連携に、微力です
が努めてまいりました。この数年は事務局長業務の補助的な役割も担い、学会運営
及び会員対応業務に協力をしていました。また、会計担当の立場より、本学会の運
営基盤である将来的な財政を見据え、コスト意識をもった学会運営を心がけてきまし
た。現在は臨床現場を離れましたが、現職になり作成したシックデイカードを、薬局部
会にて学会版の作成に協力しています。今後は認定制度を安定して運営できる基盤
を作り、研修会開催等会員サービスをより提供できるように代議員として関わりたい
と思っております。

001 28 9101600153 佐藤 伸輔 サトウ シンスケ
東北医科薬科大学
若林病院　薬剤部

これまで、日本くすりと糖尿病学会においてネットワーク委員会、教育研修委員会、
将来計画委員会に所属していた。そのなかで糖尿病に関わる薬剤師のサポートや育
成などに携わってきた。地域において東北6県の繋がりを糖尿病に関わる薬剤師と
共に構築し、東北全体で開催する研修会などを継続的に開催することができている。
さらに宮城県でも同様で、研究会を構築し薬剤師の糖尿病に対する知識向上のため
に研修会を開催し、臨床研究などを行っている。その他、宮城県糖尿病療養指導士
認定委員会にも所属し、宮城県内の医療スタッフの育成にも関与している。 
　今回日本くすりと糖尿病学会の代議員に立候補させていただき、これまで以上に糖
尿病に関わる機会を増やしていきたいと考える。特に宮城県の研究会において現在
多施設横断的なアンケート調査を進めている。まだ始めたばかりではあるが、アン
ケート調査のみならず、臨床検査値を使用した調査などを進めたいと考えている。代
議員になった暁には、日本くすりと糖尿病学会を中心に県単位ではなく東北地方など
の様に広域での臨床研究も可能にしていきたいと考える。 



001 29 9101200009 篠原 久仁子 シノハラ クニコ ㈱恵比寿ファーマシー

 薬局恵比寿ファーマシー　篠原久仁子 
 
薬機法及び薬剤師法の改正により、薬剤師は調剤後の服用状況までフォローアップ
が求められ、特にインスリンやＳＵ剤などの糖尿病薬は、低血糖のリスク回避など、
継続的薬学管理が重要である。くすりと糖尿病学会では、学術統括や適正使用委員
会の中で、「JPDS継続的薬学管理のてびき」の一部執筆とセミナーなどを担当した。
今後は、次世代の育成のために、継続的薬学管理の活用法を普及し、医師のタスク
シフトに対応できるくすりと糖尿病学会の薬物療法認定薬剤師やスぺシャリストの育
成に貢献していきたい。

001 30 9101300091 菅原 秀樹 スガワラ ヒデキ 調剤薬局ミッテル本部

私は2014年に入会後、17年に糖尿病履修薬剤師を、20年に糖尿病薬物療法認定薬
剤師の資格を取得しました。委員会活動としては2020年8月からネットワーク委員を、
また21年3月からは薬局部会の委員を務めております。ネットワーク委員としては東
北のネットワーク委員の先生方が立ち上げた「東北地区糖尿病療養指導・薬学研究
会」の一員として、毎年11月頃に定期研修会を開催し、今年は代表世話人を務め、
11月の研修会に向けた準備を行っております。また24年の学術集会実行委員として
も活動しております。薬局部会の委員としてはシックでカードの作成とてびき作成の
為、微力ながら尽力してまいりました。福島県においては、認定薬剤師の資格を取得
している薬剤師は現在2名しかおらず、入会者もまだ多くない状況です。そのような状
況を改善すべく、一昨年より地域薬剤師向けにスキルアップや「くすりと糖尿病学会」
の存在をアピールすべく研修会を医薬品メーカーと開催しています。代議員になった
あかつきには、今以上に地域活動に力を入れ、自身も含め地域薬剤師の療養指導、
服薬指導のスキルアップに一層取り組んでいく所存であります。 

001 31 9101200221 住吉 加奈 スミヨシ カナ サンポート高松クリニック

サンポート高松クリニックの住吉加奈でございます。この度代議員選挙に立候補する
にあたり、所信を述べさせていただきます。私は糖尿病専門のクリニックで働いてお
ります。調剤はしておらず、糖尿病患者の診察前後で面談を行っております。診療所
薬剤師の数はまだまだ少ないとは思いますが、薬剤師が活躍できる業務は多く必要
な存在だと考えております。活動内容をこの学会を通して広く周知し、また、同じよう
に診療所で活躍されている先生方の取り組みを拾い上げることが望ましいと思って
おります。それにより薬剤師が活躍できる場を増やしていくことが出来ると考えていま
す。また、近年糖尿病治療においては、CGMやインスリンポンプ等の登場でさらに血
糖コントロールしやすい環境になってきました。このような特殊で複雑な医療機器に
対しても学会を通して、糖尿病に携わる先生方にお伝えしていきたいと考えていま
す。CGMの解析には大変時間がかかるため、血糖コントロールには有益ですが、医
師の負担が増えてしまいます。将来的には医師に代わって薬剤師が事前面談で患
者から聞き取り、解析を行えるような体制が出来ればと考えています。

001 32 9101200013 武田 真莉子 タケダ マリコ
神戸学院大学薬学部
医療薬学領域　製剤系

私こと、武田真莉子は、 
この度、一般社団法人日本くすりと糖尿病学会代議員への立候補の意思表明をいた
します。 
私は、現在、当学会の理事であり、また研究推進委員会・前委員長です。研究推進
員会の活動としては、これまでに会員に最新情報を届ける「トピックス連載」や学術集
会時の「研究相談ブース」、倫理規定策定・倫理審査のサポートなどを企画し実施し
てきました。また、2023年に開催されます第11回学術集会の大会長に就任しておりま
すので、会員の皆様に有用な学術集会となりますよう、現在、鋭意準備を進めている
ところです。これからも大学から参加する役員として、微力ではございますが、精一杯
学会運営のご支援をして参りたいと考えています。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 



001 33 9101500202 丹代 恭太 タンダイ キョウタ 盛岡赤十字病院 薬剤部

私は現在、日本くすりと糖尿病学会ネットワーク委員を拝任しております。今回、代議
員へ立候補した理由として、岩手県のみならず、東北地域さらには全国での強固な
ネットワーク構築が必要であり、その一助となりたいと考えたからです。 
私は2013年から、岩手県において、いわて糖尿病療養指導士会（LCDE）の理事とし
て、研修会の企画・立案、認定試験問題の作成等に取り組んでおります。また、日本
病院薬剤師会東北ブロック大会ではシンポジスト（第7回：2017年）、オーガナイザー
（第9回：2019年）として糖尿病関連のシンポジウムを運営し、東北地域でのネット
ワーク構築および糖尿病薬物療法における知識の充実を図るための取り組みを行っ
て参りました。東北地域ではネットワーク委員が中心メンバーとなり、東北地区糖尿
病療養指導・薬学研究会を立ち上げ、私はその代表世話人として、第4回研修会
（2021年）を企画し、学会の後援を受け開催いたしました。このように、岩手県、東北
地域、さらには全国において、糖尿病薬物療法の知識や技術の普及、強固なネット
ワーク構築に学会の代表として努力と研鑽を行って参りたいと考えております。

001 34 9101200011 辻本 勉 ツジモト ツトム
武庫川女子大学薬学部
臨床薬学教育センター

この度、日本くすりと糖尿病学会代議員に立候補しました辻本勉です。私は、これま
で当学会のネットワーク委員長と副理事長を努めてまいりました。今、私たちの環境
は大きな転換期を迎えていると思います。認定薬剤師の活動実績を把握し学会が目
指す認定制度に向けた方向性の定着、地域における活動の活性化、学会から発信
されるプロダクトの有効利用の促進、関連団体と協働したアドボカシー活動の展開な
ど活動が重要です。また2019年の薬機法改正で薬剤師の継続的薬学管理の結果も
社会に発信する必要があります。アドボカシー活動の展開についても喫緊の課題で
あり、さまざまな意識改革も必要です。これらのことを、学会の会員皆様とともに考
え、実行できるよう取り組む所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

001 35 9101300046 津村 淳一 ツムラ ジュンイチ
医療法人慈誠会
山根病院三隅分院

員会活動および立候補趣意書 
私こと、「津村淳一」は島根県浜田市にある医療法人慈誠会山根病院三隅分院に勤
務しています。週末は山口県北部の調剤薬局に赴き、患者様の服薬指導並びに健
康指導に努めています。特に、糖尿病の療養指導に於いては、患者様のバイタルサ
インに合わせた指導、季節に応じた指導、またオリジナルの注意事項の記載文章を
作成・配布し、患者様の健康管理に努めています。当学会ではネットワーク委員や技
能研修におけるファシリテーターとしては後任の育成に取り組んでおります。 
それに加え、私の現在の就業形態は、初めに述べたように病院薬局・院外調剤薬局
に従事しているので、様々な角度から意見が述べられると思います。 
以上の事由をもって、継続して代議員選挙の立候補を決意いたします。 

001 36 9101400010 寺田 芳弘 テラダ ヨシヒロ
山梨大学
医学部附属病院　薬剤
部

私こと、寺田芳弘は、この度、一般社団法人日本くすりと糖尿病学会代議員への立
候補の意思表明をいたします。 
現在は2017年度よりネットワーク委員（山梨担当）、2020年度より広報委員に拝命さ
れており、山梨県内でCDE研修会・サマーキャンプ・ウォークラリーなど通じて、薬剤
師・CDE-J・CDE-Lと連携を取りながら糖尿病の活動に努めております。 
今年度は技能研修会ファシリテーターに認定されました。 
技能研修会を通じて認定薬剤師の育成に努めたいと思います。また山梨での技能研
修会が開催できるように尽力したいと思います。 
山梨県薬剤師会、山梨県病院薬剤師会で研修会担当をしており、CDE-Lでは講師も
担当しておりますので、今後も糖尿病薬物療法認定薬剤師制度や日本くすりと糖尿
病学会の活動に関して紹介していきたいと考えております。 
代議員に晴れて当選の暁には、山梨県の薬剤師・CDEと日本くすりと糖尿病学会を
繋げる役割を担えたら幸いです。



001 37 9101500063 冨田 里佳 トミタ リカ
医療法人社団汐咲会
井野病院　診療支援部

これまで私は、勤務する病院の糖尿病教育入院チームや糖尿病教室の一員として
糖尿病薬物療法に関わってまいりました。そして現在、自院では次世代の薬剤師を
育てる立場となっております。 
院外活動としては、糖尿病療養指導士兵庫県連合会（以下連合会）の理事として、年
に一回の糖尿病薬剤研修会の企画・実施や、数々の連合会主催の研修会や兵庫県
民向け啓発イベントに参加してまいりました。その中で、多くの薬剤師が糖尿病薬物
療法の専門的知識の習得を熱望していることを知りました。また、他職種とともに連
合会の活動をする中で、他職種をよく知り、連携することが非常に重要であることも
学びました。 
代議員としてくすりと糖尿病学会をより多くの医療者に知っていただき、糖尿病薬物
療法に関わる薬剤師の専門性を高めて、患者さんに貢献できるよう、精一杯努めて
参ります。 
今後ともより一層のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

001 38 9101200091 中野 玲子 ナカノ レイコ 萬田記念病院

札幌にあります萬田記念病院の中野です。 
私は「くすりと糖尿病学会」が立ち上がる前から厚田先生や朝倉先生ともに糖尿病に
関わる薬剤師の立場を確立したいと思い、力不足ではありましたが関わらせていた
だいて来ました。 
現在、私はこの学会の理事であり、認定委員会、適正使用推進委員会、技能研修小
委員会などの多くの委員会に参加しています。 
特に技能研修小委員会は認定申請や更新に必要な研修会になります。 
そのために開催日程、内容検討、物品の準備など、委員長を中心に進めさせていた
だいているところです。 
この技能研修は学会の柱となるものですが、まだまだ改善の余地があるものだと考
えますので、そこに力を注ぎ、技能研修を支えていくつもりでいます。 
微力ではありますが、今後も「くすりと糖尿病学会」のため、患者様ため、薬剤師のた
めに貢献できるように頑張っていきたいと思っています。 

001 39 9101200062 中村 敏史 ナカムラ サトシ 春日井市民病院
糖尿病治療に関わる薬剤師の医療職としてのレベルアップとヒエラルキーを感じない
ような薬剤師の社会的地位向上が実現できるように取り組んでいきたいと思います。 

001 40 9101200017 西村 博之 ニシムラ ヒロユキ 陣内病院　薬剤部

日本くすりと糖尿病学会の活動のなかで、私とは異なる環境で糖尿病医療に貢献し
ている多くの尊敬する全国の薬剤師の先生方と意見を交え、その度に刺激をいただ
いております。 
糖尿病医療に携わる薬剤師の先生方と一緒に、私が所属させていただいている研
究推進委員会・ネットワーク委員会・インスリン部会・そして学術集会への参加をとお
して、糖尿病薬物療法の適正化・患者支援に貢献したいと考えております。ご支援の
ほどよろしくお願いいたします。 



001 41 9101200195 野澤 彰 ノザワ アキラ
上都賀厚生農業協同組
合連合会
上都賀総合病院

これまで本学会の認定委員会に所属し活動してまいりました。病院勤務のなかでの
糖尿病医療へのかかわりは20年を超え、栃木県糖尿病療養指導士認定機構の事務
局を担い、栃木県糖尿病重症化予防プログラムの改訂作業にも携わりました。糖尿
病患者に対し治療支援を実践してサポートを行うことは必要不可欠なことであり、患
者が経験する様々な事象に柔軟に対応できる薬剤師は重要な存在であると考えま
す。糖尿病医療において薬剤師が何をすべきか、糖尿病治療の進化とともに複雑化
した医療をわかりやすく患者に提供し実践までつなげること、また生活様式の多様化
に合わせた対応ができること、これらのことが実践できる薬剤師の育成のため、本学
会の認定制度を正しく理解し、認定薬剤師の輩出に尽力します。また、自身の研究を
行って報告することも本学会の学術的発展のために必要なことであり、そのような場
を提供することに努力を惜しみません。安心して継続できる糖尿病医療の整備のた
め、執行部の方々と協力して行動する所存です。

001 42 9101200154 服部 芳明 ハットリ ヨシアキ 春日井市民病院  薬剤局

私は今まで広報委員会の一員として学会の広報活動に携わってきました。特にフェ
イスブックの管理を任され、会員への情報提供を行ってきました。年次学術集会の報
告だけでなく、毎年11月にはブルーライトアップのイベント紹介を行い、学会活動だけ
でなく糖尿病の啓蒙活動にも携わってきました。今後は日本くすりと糖尿病学会の会
員増加と糖尿病薬物治療認定薬剤師や履修薬剤師の周知活動をさらに進めていき
たいと考え立候補させていただきました。よろしくお願いします。

001 43 9101300003 濱口 良彦 ハマグチ ヨシヒコ
関西電力病院　薬剤部
長　中央診療センター

本法人での活動を報告いたします。まずは、理事として５年間、本法人の運用に尽力
してきました。理事会では、会員を代表して理事の運営を監視することとともに会員
の不利益になることへの注意喚起や会員の意見を吸い上げて理事の方への建設的
な意見を述べてきました。 
その他にガイドブック委員会では、初版の糖尿病認定薬剤師のための必見ガイドブッ
クの部分的著者として投稿し作成を手伝いました。また、認定委員会委員長を委嘱さ
れ、５年が経過しました。その間の認定委員会の活動は、CPCに認証を受けた認定
制度の改訂・更新作業、認定薬剤師・履修薬剤師の審査（申請書の審査や自験例の
審査と再提出の確認）、認定制度の会員からの質問への回答、ガイドブックのSBOs
の見直しなどの活動をしてきました。 
最後に、会の運営を見守るためにも代議員となり本法人に尽力いたします。 

001 44 9101500074 濱谷 忠佑 ハマヤ タダスケ
せたな町立国保病院
薬局

この度，日本くすりと糖尿病学会代議員に立候補しました，せたな町立国保病院の
濱谷忠佑と言います． 
せたな町は北海道にある高齢化率50％の小さな町で，当院は糖尿病専門医や療養
指導士がいません．その中で，私は糖尿病薬物療法認定薬剤師としての医師や看
護師と協働で糖尿病の薬物療法に関わる業務活動を続けております．現在は，学会
内の研究推進委員会の一員として，先生方の研究活動の一助となれるよう活動を続
けてまいりました． 
全国には糖尿病専門医のいない施設でご活躍されている学会員の先生方がいらっ
しゃると思います．ぜひ，そのような先生方の活躍を発信・共有できる場を作っていき
たいと考えております．また，諸先輩方が作り上げられてきた本学会への想いを大切
にし，後輩たちにつなぐ役割ができれば幸甚です． 
今後とも，学会活動はもちろん，代議員としても積極的に関わっていく所存にござい
ますので，よろしくお願いいたします．



001 45 9101700126 林 太祐 ハヤシ ダイスケ
日本医科大学付属病院
薬剤部

2018年より研究推進委員会を、2020年からは同委員会副委員長を拝命いたしまし
た。理規定の作成、トピックスの継続的な運用、認定薬剤師エビデンス確立のための
実態調査（現在進行中）、薬局部会とのコラボレーション企画によるシックデイカード
運用後の成果集積（現在進行中）、教育研修委員会とのコラボレーション企画による
臨床研究を広く実施してもらうための研修会（現在進行中）などの活動を行ってまいり
ました。特に倫理規定については、制度の変更に伴い見直しが必要かとは思います
が、作成した原案がほぼ採用され、臨床研究および倫理審査受審の促進、広報がで
きたのではないかと思っております。これらの活動を通じて他の委員会や部会とのコ
ラボレーションが重要であり、横の連携の必要性を痛感いたしました。まだまだ未熟
者であり、多くの先生方と連携するには人脈形成が欠けており、委員会活動の幅を
広げていくにも限界があります。代議員として認めていただけましたら、多くの先生方
と連携が可能になり各位委員会・部会とのコラボレーション、学会会員の声を反映し
た委員会活動ができると考え、この度代議委員に立候補いたします。

001 46 9101500189 平泉 達哉 ヒライズミ タツヤ
 JA秋田厚生連
 湖東厚生病院　薬剤科

現在私は、ネットワーク委員として東北地区を中心に活動を行っております。東北地
区では、ネットワーク委員が世話人となり、会員の糖尿病療養指導に必要な薬学の
最新の知識習得と研究・情報交換を推進し、糖尿病療養指導に精通した薬剤師等の
育成・研修を行うことを目的に「東北糖尿病療養指導・薬学研究会」を立上げました。
6県が持ち回りで事務局となり、年1回の研究会を開催しております。研究会では、日
本くすりと糖尿病学会のPR動画を放映するなど、会員増に寄与する活動も行ってお
ります。昨年度は、第12回学術集会の大会長に立候補させていただき、代議員総会
にて承認され、務めさせていただくこととなりました。これまで東北地区での開催実績
はありませんが、研究会での活動のノウハウを活かし、東北ならではのテーマによる
シンポジウムやその他多くの企画を検討中です。第12回学術集会は、「東北地区開
催」として６県の力を集結し、参加者の満足度が高い学術集会を目指します。今後
も、薬剤師として糖尿病治療へ貢献すると共に、安心安全で効果的な薬物療法の提
供を推進すべく、日本くすりと糖尿病学会会員として活動していく所存です。

001 47 9101300048 平山 大徹 ヒラヤマ ダイテツ
H.E.Cサイエンスクリニッ
ク　薬局

糖尿病薬物療法認定薬剤師制度発足時より試験委員として認定試験の作成に携
わっている。神奈川県病院薬剤師会にて、糖尿病薬物療法認定薬剤師の養成を目
的とし、本学会P認定単位取得可能な研修会の企画・運営に携わっている。今後、こ
れらの活動を継続するとともに、本学会のアドボカシー活動の企画と実施および他学
会との連携などに尽力したいと考えている。

001 48 9101200216 廣田 有紀 ヒロタ ユキ
株式会社九品寺ファーマ
せいら調剤薬局

このたび代議員選挙に立候補します廣田有紀です。 
現在日本くすりと糖尿病学会では、薬局部会、編集委員会、試験委員会、ネットワー
ク委員会、教育研修委員会、将来計画委員会の委員として活動しています。編集委
員、試験委員、ネットワーク委員としては以前から活動していましたが、新しく加わっ
た薬局部会、教育研修委員、将来計画委員のうち、特に薬局部会では部会長とし
て、薬局薬剤師の糖尿病薬学管理をサポートすることを目的に活動してきました。 
　代議員として、地方の委員も学会運営状況を把握し、さらなる会員数の増大と学会
が効率的でわかりやすい組織となるよう、運営の発展に尽力できればと思います。



001 49 9101400069 深井 康臣 フカイ ヤスオミ
市立大町総合病院
薬剤科

私は長野県在住の基幹病院薬剤師ですが、長野県には本学会の代議員が少ない
か、または不在のため、本学会と長野県の橋渡しとしての役割を務めさせて頂きたい
と思います。また私共は、長野県北信地域に北信糖尿病デバイス・インストラクター
研究会を設立、本年で10周年を迎えます。本学会は地域連携を基盤とした糖尿病デ
バイスのインストラクターを養成する団体です。これらから培った経験を学会で活か
せていければと思う所存でございます。宜しくお願い致します。

001 50 9101200096 福井 宗憲 フクイ ムネノリ
医療法人徳洲会
千葉徳洲会病院　薬剤
部

私は令和2年1月よりネットワーク委員として活動して参りました。また千葉県内にお
いて、船橋薬剤師会、日本大学薬学部の諸先生方と協同で千葉県西部若手薬剤師
研修会の開催を企画・運営しており、本学会が目指す薬―薬―学連携の実践にも微
力ながら尽力して参りました。令和元年度からは千葉県病院薬剤師会理事・西部支
部長に就任して地域の病院・薬局薬剤師の先生方と共同で糖尿病薬物療法をテー
マにした内容を含めた研修会を開催しております。所属する徳洲会グループ内にお
いて糖尿病研究会を立ち上げ、全国71病院の糖尿病担当薬剤師による学術研究会
を実施、指導しております。 
今後、国民に求められる安全で質の高い糖尿病薬物療法を提供していきたいと思い
ます。また、臨床実習教育、学術の向上等に努め、健康寿命の延伸や地域ネット
ワークシステムの構築に向けて邁進したい所存です。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。 

001 51 9101200098 藤井 博之 フジイ ヒロユキ
国家公務員共済組合連合
会
虎の門病院　薬剤部

このたび日本くすりと糖尿病学会代議員に立候補いたしました、虎の門病院薬剤部
の藤井博之と申します。 
　糖尿病を有する患者さんは多く、種々の併存疾患や社会的背景を有していることか
ら、自己管理の難しさも多様化しているため、患者さんを取り巻く課題を他職種で俯
瞰した対応も必要と考えております。薬剤師としては薬学管理の視点を前提として、
患者支援により一層寄与していくことが望まれているものと思っております。さらに
は、近年は糖尿病を有する患者さんに対するスティグマという課題も注目されてお
り、本学会としても積極的に取り組まなければならない事項のひとつと認識しており
ます。 
　私自身は微力ではございますが、糖尿病の薬物療法に熱意のある薬剤師の方々
と連携・協力することで、学会や会員における持続可能性についても共に考え、結果
的には、一人でも多くの患者さんに貢献できればと考えております。 
　どうぞ、よろしくお願い致します。 

001 52 9101200012 二神 幸次郎 フタガミ コウジロウ 元福岡大学病院薬剤部

この度、私こと二神幸次郎は一般社団法人日本くすりと糖尿病学会代議員への立候
補の意思表明をいたします。私は一般社団法人日本くすりと糖尿病学会が2012年に
設立された当時より、医薬品の適正使用を通して、薬剤師としていかに糖尿病治療
に貢献するかを理念に活動してきました。2014年11月3・4日に開催の第3回日本くす
りと糖尿病学会学術集会では、アクロス福岡において「糖尿病治療薬の適正使用を
考える」というテーマで虎石大会長のもと実行委員長を務めました。委員会活動で
は、編集委員会委員としてこれまで学会誌の発行等に貢献してきました。また、本会
編集の糖尿病薬物療法認定薬剤師ガイドブックの「糖尿病の薬学管理必携」の分担
執筆を行いました。さて、糖尿病治療においては、薬の種類が大幅に増え適正な使
い方がより一層求められています。薬を長期継続使用するためには、副作用を最小
限に抑え有効性を最大にしなければいけません。そこで、糖尿病薬物療法に習熟し
他の医療関係者と協力して貢献できる薬剤師の重要性はますます高くなります。こ
れからも糖尿病治療薬剤師人材育成としての本学会に貢献していきたいと思いま
す。



001 53 9101200152 堀井 剛史 ホリイ タケシ 武蔵野大学　薬学部

私は現在、大学にて教育・研究に携わっております。くすりと糖尿病学会との関わり
は、2012年の学会創設当初から学会員になり、2021年からは代議員も務めており、
複数の委員会に委員として運営に参画してきました。薬剤師を取り巻く環境はダイナ
ミックに変化しており、薬剤師の仕事の重要性が着実に認識されてきております。特
に糖尿病は国民の多くが罹患する疾患であり、それに関わる薬剤師への期待はます
ます大きくなりつつあります。今こそ日本くすりと糖尿病学会の社会における立ち位
置とあり方を真剣に考えていくとともに、薬学生および基礎・臨床における薬剤師が"
くすりと糖尿病"に魅力を感じる現場のあり方を、検討し、実践していかなければなり
ません。薬剤師が、糖尿病との関わりに必要不可欠な存在であることを世の中にア
ピールをし、幅広く広く支持をしていただけるように尽力します。現在までのくすりと糖
尿病学会での多くの経験を基盤として全力で努力する所存でございますので御支援
の程何卒宜しくお願い申し上げます。

001 54 9101200159 本田 一春 ホンダ カズハル 公立昭和病院　薬剤部

2022年度代議員選挙に立候補いたしました公立昭和病院薬剤部本田です。 
2021年度のくすりと糖尿病学会では試験委員長、将来計画委員長、技能研修委員と
して仕事をさせていただきました。試験委員会としましては、今年度は11月に30名の
受験者で認定試験を予定しております。また将来計画委員会としまして、当学会のア
ドボカシー活動について朝倉理事長に2度の答申と代議員の先生方にご協力いただ
き5月にワークショップの開催しアドボカシー活動のポスター作製を行いました。 
今年度は委員会活動以外に、2021年9月17日、18日にweb開催させていただく学術
集会の大会長もやらせていただくことになっております。 
当学会が目指す、適正な薬物療法を実現し糖尿病治療に貢献できる薬剤師の育成
に来年度も微力ながらお役に立たてることができたらと考え立候補いたしました。

001 55 9101200020 本間 美絵 ホンマ ミエ
済生会長崎病院　薬剤
部

　代議員として、日本くすりと糖尿病学会の運営や活動（学術集会、研修会、出版物
など）が適正に行われ、社会的に意義があることを確認していきます。 
　また、当学会の代議員制度の選出方法は地域選出制ではありませんが、私自身の
活動が「日本くすりと糖尿病学会」の理念を地域に浸透させる一助となるよう努めて
まいります。

001 56 9101200038 松本 晃一 マツモト コウイチ
東京医科大学茨城医療
センター薬剤部

日本くすりと糖尿病学会も設立して１０年が過ぎました。長い間、糖尿病患者への支
援・教育を病院薬剤師の立場で患者さんに提供してきました。しかし今現在は、病院
再編の中で急性期病院は重症度、医療・看護必要度の高い患者の病床占有率30％
以上が要件の1つとなっています。糖尿病患者の多くが重症には当たらないことか
ら、教育入院もままならない現状があります。十分な支援と教育の機会が病院から
減っている昨今、糖尿病患者の支援には新たな人的資源が必要です。病院はもとよ
り保険薬局の薬剤師の糖尿病患者に関わる人材の育成と拡大がこの学会の大きな
存在意義かと思われます。自身が、これまで経験してきたことが活かすことで微力な
がら糖尿病患者の支援を望む方の手助けに少しでもなれればと考え立候補としまし
た。「人生は、選択の連続である」という言葉がありますが、良い選択肢が得られず
合併症が進展してしまった患者さんは現在もおられます。その、より良い選択肢を患
者さんに示すことができるよう、自身も更にみなさんと進化をしていきたいと考えてい
ます。



001 57 9101300081 水野 賀夫 ミズノ ヨシオ

社会福祉法人 恩賜財団
済生会支部
福井県済生会病院
薬剤部

これまで本学会に所属させて頂き、学会から得られる情報をもとに、糖尿病患者さん
に対して、薬剤師として如何に貢献できるかを考えながら日々の業務にあたってきま
した。引き続き学会活動を通して得られた情報、また自分が経験したことを踏まえて、
会の発展に貢献出来たらと思っております。コロナ禍の大変な時期ではありますが
微力を尽くしてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。

001 58 9101500048 六車 龍介 ムグルマ リュウスケ
兵庫県立がんセンター
薬剤部

兵庫県おいては、糖尿病療養指導師兵庫（CDE兵庫）の認定・更新事業を担っている
糖尿病療養指導師兵庫県連合会の常任理事として、認定更新や広報の仕事をして
います。CDEJとCDE兵庫の関係を強化し、兵庫県の糖尿病療養指導の質向上を目
指しています。くすりと糖尿病学会では、ネットワーク委員として糖尿病療養指導を志
す薬剤師の関係を強化し、その質向上を目指していきたいと考えています。また、編
集委員として、薬剤師が発信するエビデンス作りに少しでも貢献できれば考えており
ます。くすりと糖尿病学会は、糖尿病薬物療法の専門家を育成し、薬剤師としていか
に糖尿病治療に貢献するかを追及するために非常に重要な学術団体であると考え
ています。そのような学会にすこしでも貢献できればと考えています。

001 59 9101200150 武藤 達也 ムトウ タツヤ 名鉄病院　薬剤部
私は、現在技能研修小委員会を中心に複数の委員会活動を行っており、今後も継続
して活動していきたいと考えております。そこで、令和4年度の代議員として立候補さ
せていただきました。

001 60 9101200117 室井 延之 ムロイ ノブユキ
神戸市立医療センター
中央市民病院　薬剤部

この度、日本くすりと糖尿病学会代議員に立候補いたします神戸市立医療センター
中央市民病院の室井です。 
「病院完結型」から「地域完結型」医療への転換が加速度的に進み、地域連携による
シームレスな薬物療法を提供するためには、患者の生活を考慮した服薬管理、さら
に自立支援にも関わることが大切だと考えます。また、電子お薬手帳、電子処方せ
ん、オンライン服薬指導の普及においては双方向の薬剤情報共有を実践する上での
プラットフォームの整備が大きな課題です。それぞれの地域での保険薬局と病院との
連携のあり方が明確になってくる中で、保険薬局・病院薬剤師間の相互理解を促し、
地域と病院をつなぐ糖尿病薬物療法の実践ならびに本会のさらなる活性化を目指し
て、精一杯努力してまいる所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。 



001 61 9101200235 森 貴幸 モリ タカユキ
株式会社大和調剤セン
ター

糖尿病薬物療法の進歩に日本くすりと糖尿病学会が先頭に立っていけるように役に
立っていきたい。 
各種職能団体、地域LCDEとの連携も模索して今後の学会活動が円滑に行くために
尽力していきたいと考えます。

001 62 9101800038 山本 高範 ヤマモト タカノリ
三重中央医療センター
薬剤部

私は病院薬剤師として、急性期病院の職務に従事しながら、糖尿病患者さんにおけ
る緊急入院、教育入院、外来指導等の糖尿病に関する様々な業務に携わらせてい
ただいております。研究活動に関しましては、日々の臨床の疑問に対し積極的にアプ
ローチすることにより、その成果を日本糖尿病学会での発表や日本病院薬剤師会雑
誌へ原著論文での投稿にて報告させていただいております。今後も多くの知見を発
信することで、本学会活動に貢献したいと考えております。また、地域の活動としまし
ては、三重県におきまして、地域糖尿病療養指導士や糖尿病重症化予防人材育成
研修会の講師を務めさせていただき、糖尿病患者と向き合う医療スタッフの質の向
上に努めさせていただいております。微力ではございますが、皆様のご指導をいただ
きながら糖尿病患者さんへより良い薬物療法を提供できるよう努力していきたいと
思っております。会員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。


