
薬剤師会との研修会 
 

 2018 年  

 

2018.3.1 

第 7回 地域連携における安心ながん化学療法を進める会 

活動報告 

「膵・胆道癌の薬物療法」 

岐阜市民病院薬剤部 がん専門薬剤師 安田 昌宏 

教育講演 

「鎮痛薬の特徴と使い分け―薬剤師にチェックしてもらいたいポイント」 

岐阜市民病院 緩和ケアセンター長  石黒 崇 

 特別講演 

「膵癌の最近の話題～薬剤師が知っておきたいポイント～」 

岐阜市民病院 消化器内視鏡部部長  向井 強 

参加者 75名 

 

 2017 年  

 

2017.3.9 

第 5回 地域連携における安心ながん化学療法を進める会 

教育講演 

「腎機能のみかたと薬剤性腎障害について」 

岐阜市民病院 腎臓内科医長      木村 行宏 

一般講演Ⅰ 

「処方せん検査値表示と CTCAE」  

V・drug ぎふ西調剤薬局        吉田 達彦先生 

一般講演Ⅱ 

「外来化学療法時の感染対策 

岐阜市民病院 感染制御認定薬剤師   青山 智 

特別講演 

「前立腺癌と腎癌の薬物療法」 

岐阜市民病院泌尿器科部長              米田 尚生 

参加者 73名 



2017.8.19 

平成 29年度 第 1回 栄養のための地域連携における在宅医療勉強会 

 特別講演① 

「ひとり薬剤師でもできる～在宅医療への取り組み～」 

ろっけん薬局    望月 雄介先生 

教育講演 

「褥瘡の基礎知識」 

大塚製薬工場学術部   相馬 正芳先生 

特別講演② 

「褥瘡の治療方法について」 

岐阜市民病院皮膚科部長   米田 和史 

「褥瘡治療在宅でのポイント」 

岐阜市民病院皮膚・排泄ケア認定看護師 竹田 宏美 

参加者 83名 

 

2017.9.23 

平成 29年度 第 2回 栄養のための地域連携における在宅医療勉強会 

 特別講演① 

「在宅訪問を始めた 1年間を振り返って」 

平成調剤薬局川辺店   中嶋 亜紀先生 

 特別講演② 

「在宅でのヒヤリハット事例」 

陽和彩訪問看護ステーション  高橋 陽子先生 

教育講演 

「摂食嚥下の基礎知識」 

大塚製薬工場学術部   相馬 正芳先生 

特別講演③ 

「在宅での摂食嚥下障害への対応～在宅での誤嚥性肺炎予防～」 

リハビリ訪問看護ステーション TRY  山田 友美先生 

参加者 68名 

 

 

 

 

 

 



2017.9.28 

第 6回 地域連携における安心ながん化学療法を進める会 

活動報告 

「地域連携における安心ながん化学療法を進める会～これまでの活動と今後の展望～」 

岐阜市民病院薬剤部 がん専門薬剤師    大澤 友裕 

教育講演 

「がんと栄養」 

岐阜市民病院薬剤部 NST専門療法士 説田 英利子 

症例報告 

「薬局薬剤師と一緒に考えるがん化学療法への関わり方」 

まみや調剤薬局清住店    野々村 和哉先生 

レクチャー 

「胃癌で使用される薬剤の特徴」 

岐阜市民病院薬剤部 がん専門薬剤師 安田 昌宏 

  特別講演 

「胃癌治療の現状―最新のガイドラインに基づく手術と化学療法―」 

岐阜市民病院診療局長・外科部長   山田 誠 

参加者 59名 

 

 2016 年  

 

2016.2.4 

第 4回 地域連携における安心ながん化学療法を進める会 

 一般講演Ⅰ 

 「血液腫瘍に対する薬剤師の介入」             

岐阜市民病院がん指導薬剤師    安田 昌宏 

 一般講演Ⅱ 

 「ぎふ西調剤薬局における CMLイマチニブ服薬支援事例より」 

  ぎふ西調剤薬局 薬局長              吉田 達彦先生           

 教育講演 

 「EGFR-TKIにおける薬剤師の関わり」 

  岐阜市民病院 歯科口腔外科部長       兵東 巌    

 教育講演 

 「口腔ケアのパンフレット紹介」 

  岐阜市民病院 歯科口腔外科副部長   小林 敦 

 



特別講演Ⅰ 

「当院における造血器悪性腫瘍に対する外来化学療法の実際」 

  岐阜市民病院 血液内科部長      笠原 千嗣 

特別講演Ⅱ 

 「積極的医療から在宅医療へ円滑につなぐ体制の構築」 

岐阜市民病院 地域連携部部長     高橋 健 

 参加者 74名 

 

2016.3.24 

平成 28年 第 1回 岐阜西地区 薬・薬連携勉強会 

 講演 

「平成 28年度調剤報酬改定と今後の薬剤師について」 

調剤薬局カトレア           井深宏和 先生 

 参加者名 

 

2016.7.16 

平成 28年度 第 1回 地域連携における在宅医療勉強会 

「在宅医療における注射薬投与の基礎知識」 

                    青西伊都子先生 

「輸液ポンプのレンタルについて」 

松田隆先生 

「ディスポーザブルポンプを理解しよう」 

倉島衆先生 

 参加者 73名 

 

2016.8.6 

平成 28年度 第 2回 栄養のための地域連携における在宅医療勉強会 

 

症例検討 

「無菌調製が必要な患者さんの退院事例」 

 

講演 

「在宅医療の最近の話題～在宅栄養管理の現状と今後～」 

        山下靖彦 先生 

 参加者 65名 

 



2016.9.10 

平成 28年度 第 3回 栄養のための地域連携における在宅医療勉強会 

 

特別講演 

「スカッと在宅、地域連携の神対応～栄養管理の重要性～」 

講師 シティ・タワー診療所 管理者・医師 島崎 亮司 先生 

 

症例検討 

「症例から見る各職種の課題」 

総合司会 岐阜市民病院 髙橋 健 先生 

主治医 シティ・タワー診療所 島崎 亮司 先生 

居宅介護支援センター かやば 坂口 まゆみ 先生 

保険薬局 橋本薬局 橋本 恵子 先生 

 参加者 79名 

 

 2015 年  

 

2015.2.4 

第 2回 地域連携における安心ながん化学療法を進める会 

 活動報告 

 「お薬手帳とホームページの活用について」             

安田 昌宏 

 レクチャー 

 「臨床検査値：AST・ALTについて」 

                     後藤 千寿 

 業務報告 

 「EGFR-TKIにおける薬剤師の関わり」 

                     大澤 友裕 

 教育講演 

「注意すべき薬剤性間質性肺炎」 

  岐阜市民病院 呼吸器・腫瘍内科部長  吉田 勉 

 

特別講演 

 「変貌する肺癌治療と地域薬剤師の役割」 

岐阜市民病院 診療局長(がんセンター) 澤 祥幸 

 参加者 69名 



2015.2.26 

平成 27年 第 1回 岐阜西地区 薬・薬連携勉強会 

 講演 1 

「感染症の雑学」 

後藤 千寿 

講演 2 

「Up-to-date 医薬品副作用被害救済制度～不支給事例を再確認する～」 

ぎふ西調剤薬局 薬局長  吉田 達彦先生 

 

 参加者 24名 

 

2015.4.16 

栄養のための地域連携における在宅医療勉強会 Part 1 

 講演 

 「在宅における栄養療法の話題」 

～在宅栄養管理の現状と今後～ 

     山下 靖彦先生 

 参加者 49名 

 

2015.5.21 

栄養のための地域連携における在宅医療勉強会 Part 2 

 講演 

 「在宅における栄養療法の話題」 

～在宅静脈・経腸栄養管理の実際～ 

     山下 靖彦先生 

 参加者 52名 

 

2015.6.18 

栄養のための地域連携における在宅医療勉強会 Part 3 

 講演 

 「医療保険と介護保険の豆知識」 

～栄養管理の事例から～ 

     山下 靖彦先生 

 参加者 53名 

 

 



2015.7.22 

平成 27年 第 2回 岐阜西地区 薬・薬連携勉強会 

 講演 1 

「処方監査に活かす腎機能・体表面積推算式 

～Ccr，GFR，BSA推算と用法用量確認～」 

ぎふ西調剤薬局 薬局長  吉田 達彦先生 

 

講演 2 

「精神科における薬物療法・精神療法」 

岐阜市民病院 精神科    田村量哉 

 参加者 30名 

 

2015.9.12 

栄養のための地域連携における在宅医療勉強会 Part 4 

 一般講演 

 「岐阜市薬剤師会の在宅」 

一般社団法人岐阜市薬剤師会  在宅担当副会長 遠藤栄一先生 

特別講演 

「HPN・HENへのチャレンジ・連携，そして一歩先へ！！」 

ゆう薬局    山口秀樹先生 

 情報提供 

 「岐阜地域の医療・介護・福祉連携について」 

  岐阜市民病院 血液腫瘍センター長 地域連携部長 高橋健  

 参加者 34名 

 

2015.9.17 

第 3回 地域連携における安心ながん化学療法を進める会 

 活動報告 

 「お薬手帳とホームページの活用について」             

安田 昌宏 

 業務報告 

 「これまでの取り組みにおけるアンケート結果報告」 

                              水井 貴詞 

 教育講演 

「肝障害に変動する臨床検査値」 

  岐阜市民病院 中央検査部部長              内木 隆文 



 

一般講演Ⅰ  

「ぎふ西調剤薬局における乳がんゼローダ®服薬支援事例より」  

岐阜市薬剤師会 ぎふ西調剤薬局薬局長           吉田 達彦先生  

 

一般講演Ⅱ 

「乳腺外来での取り組み」 

                 堀 晃代 

特別講演 

 「最近の乳癌治療について」 

岐阜市民病院 乳腺外科部長               中田 琢巳 

 参加者 64名 

 

2015.11.4 

平成 27年 第 3回 岐阜西地区 薬・薬連携勉強会 

 

 特別講演 

「認知症に対する薬物療法」 

岐阜市民病院 神経内科副部長    香村彰宏 

 参加者 28名 

 

 2014 年  
 

2014.5.9 

平成 26年度第 2回もとす薬剤師会研修会 本田コミュニティセンター 

特別講演 

「今後の岐阜市民病院のあり方」 

                  後藤 千寿 

2014.6/18 

緩和ケア勉強会 Part1 岐阜市民病院サルビアホール 

 

基礎講演 

「医療用麻薬の適正使用と緩和医療について」 

                     下田 耕司先生 

症例検討 

 参加者 49名 

 



2014.6.25 

緩和ケア勉強会 Part2 岐阜市民病院中会議室 

 

基礎講演 

「神経障害性疼痛の薬物治療」 

                     笹山 博士先生 

症例検討 

 参加者 41名 

 

2014.7.2 

緩和ケア勉強会 Part3 岐阜市民病院サルビアホール 

 

 講演 

「臨床例から学ぶオピオイドの使用方法」 

岐阜市民病院 副院長 緩和ケアセンター長 

                   杉山 保幸  

 参加者 59名 

 

2014.8.14 

平成 26年第 1回症例検討会 岐阜市民病院 西病棟 5F中会議室 

病院と保険薬局が連携する血友病治療体制に向けて 

プログラム 

    当薬局における血友病患者さん定期補充支援の現状 

～ 血友病 A,B 各 1症例より ～   

 岐阜市薬剤師会 会営 ぎふ西調剤薬局 吉田 達彦先生 

オープン・ディスカッション 

   岐阜市民病院  

薬剤部   小林 健司 後藤 千寿 

血液内科  高橋 健 

 参加者 16名 

 

2014.9.6 

輸液栄養講演会 岐阜県薬剤師会 主催：もとす薬剤師会 

 「輸液の処方設計と輸液管理時におけるフィジカルアセスメント」 

参加者 24名  

 



2014.9.7 

輸液栄養講演会 岐阜県薬剤師会 主催：岐阜市薬剤師会 

 「輸液の処方設計と輸液管理時におけるフィジカルアセスメント」 

参加者 16名  

 

2014.10.23 

第 1回 地域連携における安心ながん化学療法を進める会 

 教育講演 

 「岐阜市民病院薬剤部でのがん化学療法における副作用チェックの現状とそ

の対応」                   安田 昌宏 

 レクチャー 

 「がん化学療法説明書の使い方～地域で支えるがん治療を目指して～」 

                        大澤 友裕 

 特別講演 

 「大腸がん治療における化学療法の位置づけと実際」 

     岐阜市民病院 内視鏡外科部長     松井 康司 

 参加者 76名 

 


