
○清瀬キャンパス

　第1日曜日 ■健康サポート薬局のかかりつけ薬剤師  になろう！ ■健康サポート薬局の基礎づくり

   明日から使える技能を身につける実践ワークショップシリーズ

　定員40名 　定員20名

6月4日 7月2日 9月3日

10:30～12：00 B01

健康サポート薬局のかかりつけ薬剤師 になろう！

明日から使える技能を身につける実践ワークショップシリーズ

吉岡 ゆうこ テーマ責任者：石井 文由

13:00～14：30 B02

石井 文由 石井 文由 石井 文由 健康サポート薬局の基礎づくり

テーマ責任者：吉岡 ゆうこ

吉岡 ゆうこ

14:40～16：10

G06-B010117060401 G06-B010417070201 G06-B010717090301

G06-B010217060401 G06-B010517070201 G06-B010817090301 吉岡 ゆうこ

G06-B010317060401 G06-B010617070201 G06-B010917090301

■ゼロから始める薬局の在宅医療 ■緩和ケア

　定員30名 入門編 中級・アドバンス

　定員40名 　定員30名

6月4日 7月2日 9月3日

10:30～12：00 10:30～12：00 E01

ゼロから始める薬局の在宅医療

テーマ責任者：佐藤 亮一

佐藤 亮一 関下 禅美 豊田 義貞

G06-E010117060401 G06-E010317070201 G06-E010517090301

13:00～14：30 13:00～14：30 F01/F02

緩和ケア

テーマ責任者：加賀谷 肇

佐藤 亮一 関下 禅美 豊田 義貞

G06-E010217060401 G06-E010417070201 G06-E010617090301

14:40～16：10

　第4日曜日 ■漢方・鍼灸

　定員120名

5月28日 6月25日 7月23日

10:30～12：00 A01

東洋医学の理論と臨床の実際

テーマ責任者：大野 修嗣、磯部 秀之

大野 修嗣 岡安 維蓉 赤瀬 朋秀

G06-A010117052801 G06-A030117062501 G06-A020117072301 A02

13:00～14：30 漢方エキス製剤のDrug Informationと服薬指導

テーマ責任者：赤瀬 朋秀

山口 智 岡安 維蓉 佐藤 大輔 A03

G06-A010217052801 G06-A030217062501 G06-A020217072301 重要漢方処方解説

14:40～16：10 テーマ責任者：岡安 維蓉

A04

磯部 秀之 岡安 維蓉 難波 昭雄 寒熱・脾胃・気血水の現代医学的解釈と臨床応用

G06-A010317052801 G06-A030317062501 G06-A020317072301 テーマ責任者：伊藤 剛

土曜日 ■病院薬学コース特別講演会

　 定員30名

5月13日（土） 6月3日（土） 7月22日（土）

13:00～ J01

病院薬学コース特別講演会

シリーズ責任者：三田 充男

浦上 宗治 浦上 宗治 小川 竜一

～16:00 G06-J010117051302 G06-J010217060302 G06-J010317072202

1月 2月17日（土） 3月10日（土）

13:00～

堀川 俊二 四十物 由香

～16:00 G06-J010818021702 G06-J010918031002

2017（H29）年度　明治薬科大学  薬剤師生涯学習講座  日程表

10月1日 11月5日 12月3日

健康サポート薬局 の かかりつけ薬剤
師 実践ワークショップ1
検体測定室の運営 と 生活習慣病予防
支援

健康サポート薬局 の かかりつけ薬剤
師 実践ワークショップ2
薬剤師による生活習慣改善支援[1]
運動習慣改善支援
 ～ 安全で効率的な運動法 ～

健康サポート薬局 の かかりつけ薬剤
師 実践ワークショップ3
薬剤師による生活習慣改善支援[2]
食習慣改善支援 と サプリメント・健康
食品

健康サポート薬局とは 薬局内多職種連携
薬局外多職種連携[1]
訪問看護ステーションの人と連携する

吉岡 ゆうこ／片山 智栄

吉岡 ゆうこ

G06-B020217100101 G06-B020517110501 G06-B020817120301

検査値を健康相談に活用
家庭の常備薬、健康診断の値を持って
きた人に対する相談会のロールプレイ
[2]

薬局外多職種連携[3]
地域包括支援センターの人と連携する

吉岡 ゆうこ

G06-B020117100101 G06-B020417110501 G06-B020717120301

家庭のくすり箱点検
家庭の常備薬、健康診断の値を持って
きた人に対する相談会のロールプレイ
[1]

薬局外多職種連携[2]
ヘルパーステーションの人と連携する

吉岡 ゆうこ／草野 真司

在宅訪問準備編
「始めましょう在宅訪問」
～在宅訪問に必要なものは？～

在宅訪問報告編
「関わりましょう地域の方と！」
～他職種連携って何するの？～

薬剤師の食支援
～摂食嚥下障害に関わる～

１）緩和ケア症状マネジメントのポイント
２）患者とのアドバンスコミュニケーショ
ン

１）加賀谷 肇　２）伊東 俊雅

G06-F020117111901

吉岡 ゆうこ

G06-B020317100101 G06-B020617110501 G06-B020917120301

10月1日 11月19日

吉岡 ゆうこ／竹中 毅

G06-F010117100101

１）加賀谷 肇　２）遠藤 理香

１）緩和ケア入門、オピオイドの導入
２）がん疼痛患者への服薬支援のポイ
ント

１）模擬患者を用いた実践ロールプレイ
（続き）
２）症例のまとめ

伊東 俊雅/金子 健/加賀谷 肇

G06-F020317111901

9月24日 10月22日 11月26日

在宅訪問　訪問編
「行ってみましょう在宅訪問」
～在宅訪問で何するの？～

在宅訪問番外編「こんな関わり方もあり
ます」
～知っていると便利薬局アイテム～

バイタルサインから読み取る薬効評価
１）緩和ケアにおける症例の見方
２）模擬患者を用いた実践ロールプレイ

１、２）金子 健　２）伊東 俊雅

G06-F020217111901G06-F010217100101

G06-F010317100101

ワールドカフェ方式グループディスカッ
ション
緩和ケアマインドを磨く

加賀谷 肇/遠藤 理香

服薬支援ロールプレイ

加賀谷 肇/遠藤 理香

磯部 秀之 伊藤 剛 赤瀬 朋秀

G06-A010417092401 G06-A040117102201 G06-A020417112601

漢方医学と西洋医学の比較、時間軸で
病態をみる漢方医学

六経弁証（風邪の漢方治療）[1]
漢方エキス製剤のDrug Informationを
創る

恒常性維持機能と気血水
冷え症と体温調節障害より診た寒熱・
脾胃・気血水の漢方臨床

漢方エキス製剤のDrug Informationを
活用する

山口 智 伊藤 剛 佐藤 大輔

G06-A010517092401 G06-A040217102201 G06-A020517112601

鍼灸総論　－鍼灸治療とは？－ 六経弁証（風邪の漢方治療）[2] 保険薬局実務と漢方薬の服薬指導
鍼灸各論－鍼灸治療の適応疾患とそ
の治療効果－

消化器疾患より診た寒熱・脾胃・気血
水の漢方臨床

皮膚科疾患と漢方治療

大野 修嗣 伊藤 剛 稲葉 健二郎

G06-A010617092401 G06-A040317102201 G06-A020617112601

漢方医学の基礎理論（陰陽、虚実、寒
熱、表裏）

冷え症の漢方治療及び養生法
疾患領域別漢方エキス製剤の服薬指
導

臨床現場での漢方医学の有用性
心身症より診た寒熱・脾胃・気血水の
漢方臨床

産婦人科疾患と漢方治療

9月16日（土） 10月7日（土） 11月18日（土）

感染症治療の考えかた・患者の診かた
専門薬剤師による感染症コンサルテー
ション

医薬品情報と臨床理が支える薬学サー
ビス

ICU 多職種チームにおける薬剤師の役
割
～敗血症物治療～

がん治療における薬剤師の役割：病棟
業務から臨床研究まで

１）循環器疾患と薬学的管理(仮題)
２）循環器専門病院における感染症対
策(仮題)

G06-J010417091602 G06-J010517100702 G06-J010617111802

未定

前田 幹広 望月 伸夫／魚住 真哉 古屋 順一／坪田 吉宏

糖尿病治療への薬剤師の関わり 集学的チーム医療の実践


