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平成２７年度 研修会詳細

第１回研修会 日時：４月１１日（土）１８:００～２１:００ 会場：神奈川県総合薬事保健センター多目的ホール

製品紹介 アルツハイマー型・レビー小体型認知症治療剤「アリセプト」について

エーザイ株式会社 横浜統括部 尾形佳紀 氏

講演①「Lewy 小体型認知症の臨床」

横浜市立大学医学部神経内科 助教 上木 英人 先生

講演②「薬事法、薬剤師法の改正の本当の意味と服薬指導、経過観察との関わりについて」      

中外合同法律事務所 弁護士・薬剤師 赤羽根 秀宜 先生     

第２回研修会日時：５月９日（土）１７：５０～２０：５０ 会場：神奈川県総合薬事保健センター多目的ホール

情報提供 徐放性気道潤滑去痰剤「ムコソルバンＬ錠４５㎎」のご紹介 帝人ファーマ株式会社

講演①「気管支喘息とＣＯＰＤについて」 けいゆう病院 呼吸器内科 部長 塩見 哲也 先生

講演②「知っておきたい COPD の病態 ―気道分泌の側面から―」

横浜市立大学大学院医学研究科 呼吸器病学 教授 金子 猛 先生

第３回研修会日時：６月１７日（水）１９:１５～２１:００ 会場：神奈川県総合薬事保健センター多目的ホール

情報提供『製品のご紹介』Meiji Seika ファルマ株式会社

特別講演Ⅰ「薬剤師のための症候学 疼痛編 －頭痛－」

一般社団法人 Sapporo Medical Academy 代表理事 岸田 直樹先生

第４回研修会日時：７月１１日（土） １８：２０～２０：００ 場所：神奈川県総合薬事保健センター 多目的ホール

『検査値が書かれた処方箋の読み方』 医療法人 向日葵会 日横クリニック 院長 鈴木 悦朗 先生

第５回研修会日時：９月５日（土）１７：５０～２１：００ 場所：神奈川県総合薬事保健センター 多目的ホール

演題１「経腸栄養法について」講師：株式会社大塚製薬工場

演題２「経腸栄養投与方法・管理方法について」講師：ジェイ・エム・エス

演題３「投与の実際と問題点対策例」（実技）講師：ジェイ・エム・エス

【特別講演】 「在宅医療における多職種連携と情報共有」

医療法人社団鴻鵠会 睦町クリニック 院長 朝比奈 完 先生

横浜市薬剤師会・横浜市勤務薬剤師会 合同研修会

日時：３月１２日(土) １７：５０～２０：３０ 場所：神奈川県総合薬事保健センター 多目的ホール

【講演】我が国の医療ＩＣＴにおける最近の話題－お薬の情報共有化に向けた今後の展望－

日本病院薬剤師会 副会長 土屋 文人 先生

【シンポジウム】検査値の処方せん印字の課題と展望

シンポジスト           

済生会横浜市東部病院 薬剤部 課長      菅野 浩 先生

鶴見薬剤師会 会長                阿部 正隆 先生

沖縄徳洲会湘南鎌倉病院 薬剤部 部長   仲鉢 英夫 先生

鎌倉市薬剤師会 会長              小宮 賢一 先生
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第１回特別研修会日時：４月１６日（木） １９：１５～２０：４５ 場所：崎陽軒 4F「ダイナスティー」

【Ⅰ】製品紹介「過活動膀胱治療剤ネオキシテープ 73.5ｍｇ」 久光製薬株式会社

【Ⅱ】特別講演会『過活動膀胱治療薬はどう作用？~抗コリン薬が前立腺肥大症の禁忌でなくなった理由~ 』

木村泌尿器皮膚科  院長  木村 明 先生

第２回特別研修会日時：６月１６日（火） １９：１５～２１：００ 場所：MM パークビル６階 エーザイ(株)会議室

【１】認知症研修会

認知症への理解を更に高め、グループ討議を交えて、ご自身や他の参加者の体験や考えから 患者・ご家族・介

護者への対応をまとめ「今後の服薬指導や対応」に活かす。

①症状を知る ②服薬指導の留意点 ③薬局外来での認知症患者と薬剤師の関わり 等

第３回特別研修会日時：７月７日（火）１９：３０～２１：００ 場所：MM パークビル６階 エーザイ(株)会議室    

【１】在宅訪問研修会（基本編）」薬剤師の在宅訪問における基本的な活動を理解し実践できるようになる。

①宅訪問の流れの理解 ②他の職種に確認する事項の確認 ③必要書類の準備・作成 等

第４回特別研修会日時：７月２８日（火）１７：３０～２１：００ 場所：MM パークビル６階 エーザイ(株)会議室

【１】在宅訪問研修会（実践編）薬剤師の在宅訪問における基本的な活動を理解し実践できるようになる。

①宅訪問の準備 ②多職種連携を図る ③体調チェック④体調チェックの結果から薬効や副作用を類推

⑤報告書の作成 等

第５回特別研修会日時：６月２３日（火） １９:１５~２０:４５ 場所：ホテルプラム 「バレルロワイヤル」

【製品紹介】

【特別講演】「【PCI 治療と薬剤選択】～最近の知見と臨床経験を踏まえて～」

横浜市立大院附属病 循環器内科  准教授 菅野 晃靖先生

第７回特別研修会日時：１１月５日（木）１９：１５～２０：４５ 会場：崎陽軒本店 6F 会議室

製品紹介【ラタノプロスト PF 点眼液 0.005%「日点」】株式会社日本点眼薬研究所

特別講演『もっと知ろう 緑内障点眼薬』

金沢医科大学眼科学 准教授 福田 正道  先生

第６回特別研修会日時：１２月１日（火）１９：３０～２１：００ 場所：MM パークビル６階 エーザイ(株)会議室

【Ⅰ】製品紹介「プロトンポンプ阻害剤 パリエット錠」エーザイ株式会社横浜統括部 尾形佳紀

【Ⅱ】講演①「循環器疾患の検査値と服薬指導」

横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 講師 塚原 健吾 先生

【Ⅲ】講演②「血液悪性疾患の検査値と服薬指導」

横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科 部長 藤澤 信 先生

横浜市薬剤師会特別セミナー 横浜リウマチメディカルスタッフセミナー

日時：３月２６日(土) １５：００～１７：００ 場所：崎陽軒本店 ６階会議室

講演 「関節リウマチの理解と対応」

横浜薬科大学 臨床薬理学 薬理学研究室 教授 定本 清美 先生
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横浜市南部エリア協議会 研修会

日時：７月１日（水）１９：００～２１：００ 場所：横浜崎陽軒 ６階会議室

【情報提供】「腎・泌尿器領域における治療薬剤」扶桑薬品工業株式会社

【講演Ⅰ】「腎機能改善外来における薬剤師の役割」

ＪＣＨＯ横浜中央病院 薬剤科長 牧野 以佐子 先生

【講演Ⅱ】「慢性腎臓病診療における薬剤師さん達の役割」～特に医師が保健薬局の薬剤師さんに期待する事～

川崎幸病院 腎臓内科部長 宇田 晋 先生

薬剤師会北部エリア協議会 研修会

日時：７月２日（木）１９：１５～２１：００ 場所：新横浜国際ホテル マナーハウス南館 ４階

【情報提供】「２０１５年６月発売 ジェネリック製品紹介」Meiji Seika ファルマ株式会社

【基調講演】「薬局に必要な感染対策～ボードゲームと講義による学習効果の比較～」

横浜労災病院 薬剤部長 松田 俊之 先生

【特別講演】「薬剤師のための小児感染症学のおもしろさ」

横浜労災病院 こどもセンター長 城 裕之 先生

第１回 学校薬剤師研修会日時：４月２６日（日）１４：００～１７：００ 場所：神奈川県総合薬事保健センター

演題１ 屋内塵性ダニ簡易検査キット「マイティチェッカー」の使用方法   リオンテック株式会社 河野道匡 様

演題２ 横浜市立学校における給食場の害虫駆除について横浜市の指導と見解

横浜市教育委員会健康教育課 給食係指導主事  高原早苗 様

演題３横浜市立学校における害虫駆除について アース製薬㈱ 東京支店 日向弘美 様

演題４ 学校保健大会発表報告 保土ヶ谷区  深井眞由美先生、戸塚区    田口 真穂先生

第２回 学校薬剤師研修会日時：１１月１５日（日）１３：３０～１６：３０ 場所：横浜薬科大学 Leo Esaki 記念ホール

内 容  医薬品の適正使用～スポーツ選手へのアンチドーピングを中心に～

【特別講演】「これからの薬剤師に望まれること」中井 清人 氏 厚生労働省 保険局医療課 薬剤管理官

【教育講演】「アスリートの立場から考えるドーピング」森 友紀 氏 アルティメット女子日本代表監督

「薬剤師として知っておきたいドーピング防止の知識」

遠藤 敦 先生 薬剤師・スポーツファーマシスト 株式会社アトラク代表

「スポーツドクターの立場から」中野 真 先生 医師・スポーツドクター 横浜薬科大学 教授


