公益財団法人日本薬剤師研修センター

ウエブ利用研修（集合研修即時配信）・ウエブ利用研修（学術集会）

開始日

終了日

研修会名称

研修会内容

2022/11/24 2022/11/24 第4回Psychiatric Pharmacotherapy Seminar 睡眠障害と認知機能

主催者(実施機関)

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)

適用(漢方
問い合わせ先
適用(小児
確定単位数 薬生薬認
(担当者名)
認定)
定)

一般社団法人 奈良県病院薬剤師 yakkyoku@kounoikekai.co
中村
会
m

1

2022/11/24 2022/11/24 第256回⿅児島県病院薬剤師会研修会

デジタル技術を使った効率的な医薬品情報の管理と共
一般社団法人鹿児島県病院薬剤師 kazuhiro@m3.kufn.kagoshi
有方法 ～知識・技術不要！ 誰でも今すぐできる、DI業
井上和啓
会
ma-u.ac.jp
務のスマート

1

2022/11/24 2022/11/24 和歌山県薬剤師会ハイブリッド研修会

緩和医療における薬剤師の役割

岡本 佳津美

1

2022/11/24 2022/11/24 小児薬物療法の実例

「小児病院・大学病院小児科の現場から～小児薬物療
栃木県薬剤師研修協議会
法認定薬剤師の役割～

kensyukyogikai@tochiyaku.
事務局 大関
com

1

2022/11/24 2022/11/24 医療用医薬品研修会

乾癬治療の新たなる外用薬ーエビデンスから見た効果
一般社団法人徳島県薬剤師会
の違いと塗り方指導ー

088-655-6991

石田志朗

1

2022/11/24 2022/11/24 SPM研究会

心臓リハビリテーションのエビデンスと慢性腎臓病・貧
血の重要性

ＳＰＭ研究会

t-hiraiwa@omori.jrc.or.jp

平岩知子

1

浅草薬剤師会

asayaku@gmail.com

事務局

1

2022/11/24 2022/11/24

ワンランク上の薬剤師を目指すオンライン研
ナッジで人を動かす
修会

一般社団法人和歌山県薬剤師会

073-422-4748

●

2022/11/25 2022/11/25 栃木県病院薬剤師会学術講演会

肝細胞癌治療における最新の話題と当院におけるレン
kazuyosi_saitou@saimiya.c
一般社団法人栃木県病院薬剤師会
斎藤和悦
バチニブの使用経験
om

1

2022/11/25 2022/11/25 令和4年度第10回八幡薬剤師会学術研修会

心不全患者の多職種介入と地域連携の実際～心不全
公益社団法人八幡薬剤師会
チーム理学療法士の視点～

093-661-1166

森山 尚美

1

2022/11/25 2022/11/25 広島佐伯薬剤師会第２３４回集合研修会

在宅の実際と多職種連携について

広島佐伯薬剤師会

090-9738-6481

荒川 隆之

1

2022/11/26 2022/11/26 漢 入門講座 症例で学ぶ中医学（WEB）

腎の弁証と治療（1．基礎）

一般社団法人日本中医学会

nihonchuigakkai@gmail.co
佐藤
m

2

●
●

2022/11/26 2022/11/26

2022年次のステップをめざす中医学研修講
女性診療の血と熱
座

一般財団法人東方医療振興財団

gakkai@jptoho.or.jp

佐藤

1

2022/11/26 2022/11/26

リスクマネジメント委員会 アンガーマネジメ アンガーマネジメント講義（1）「アンガーマネジメントと
ント研修
は」

一般社団法人日本保険薬局協会

03-3243-1075

木内 惠

2

ふくやくセミナー

092-588-0800

鈴木哲弥

1

ict.strategy_comm@kansai
小泉祐一
-jinyaku.org

2

2022/11/26 2022/11/26 ふくやくセミナー
2022/11/26 2022/11/26

うつ病における不安焦燥の位置づけとその対応

関西腎と薬剤研究会 第 112 回 特別シンポ 腎排泄型薬剤過量処方に気付いた時～病院薬剤師と
関西腎と薬剤研究会
ジウム
してどこまで踏み込めるか～

2022/11/27 2022/11/27 九州漢方研究会

漢方処方を構成する薬味解説

九州漢方研究会

manekineko@chorus.ocn.n
斉藤容子
e.jp

2

2022/11/27 2022/11/27 若手薬剤師育成セミナー

薬剤師ｘＤＸ

特定非営利活動法人光明塾

secretariat_001@komyoph
七海陽子
armacist.org

1

2022/11/27 2022/11/27 ミライ☆在宅委員会 ウエブ勉強会

薬剤師目線で解説！糖尿病薬物療法アルゴリズム

一般社団法人ミライ在宅委員会

mirai.zaitaku.association@g
曽我
mail.com

1

2022/11/27 2022/11/27 第55回東海薬剤師学術大会

未来の「総合知」を薬剤師の手から育むために 〜これ
公益社団法人静岡県薬剤師会
からの薬剤師と薬学のビッグピクチャーを描こう〜

55tokaitaikai@shizuyaku.or
篠崎和也
.jp

4

2022/11/27 2022/11/27

2022年度第４回山形県がん化学療法セミ
ナー

「外来化学療法における副作用マネジメント」

一般社団法人山形県病院薬剤師会 yamabyoyaku@gmail.com

佐藤 奈実

◎

2

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

公益財団法人日本薬剤師研修センター

ウエブ利用研修（集合研修即時配信）・ウエブ利用研修（学術集会）

開始日

終了日

研修会名称

研修会内容

主催者(実施機関)

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)

適用(漢方
問い合わせ先
適用(小児
確定単位数 薬生薬認
(担当者名)
認定)
定)

2022/11/27 2022/11/27 ファルマ・プラス 薬剤師スキルアップ研修

パンデミックに備える！心不全治療薬エビデンスアップ
一般社団法人ファルマ・プラス
デート

info@pharma-plus.info

ファルマ・プラス
事務局

1

2022/11/28 2022/11/28 第140回おやま薬・薬連携研修会

在宅診薬剤師の役割～実例を踏まえて～

一般社団法人小山薬剤師会

0285-37-8269

伊沢泰直

1

2022/11/29 2022/11/29 ２型糖尿病と慢性腎臓病を考える会

腎臓内科医から見た糖尿病診療

つくば薬剤師会

090-2754-3957

武田 典子

1

2022/11/29 2022/11/29 第310回春日部市薬剤師会研修セミナー

経腸栄養剤のキホンのキ

一般社団法人春日部市薬剤師会

048-872-6918

高橋 清哲

1

2022/11/29 2022/11/29 第１２４回POS薬剤研究会

経過記録の作成② ～再受診後の初期計画見直し～

ＰＯＳ薬剤研究会

posyakuzai@hotmail.com

岩本、佐々木、
渡辺、大石

1

宮原富士子

1

ff-kobayashi.y@e-ff.jp

小林

1

一般社団法人日本薬局学会

seminar@ps-japan.org

木内 惠

1

2022/11/29 2022/11/29

女性医学（更年期医学・プレコンセプションケ
ポータブルエコーでチェックする女性の腹痛・生理痛
ア）

2022/11/29 2022/11/29 第 17回 STLAP 研究会
2022/11/29 2022/11/29

特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

神経難病 視神経脊髄炎スペクトラム障害のABC～薬
剤師さんにも知ってほしい患者さんとの関わりのポイン 加須市薬剤師会
ト～

ファーマシーセミナーアドバンスオンライン研
血友病治療における薬剤師の関わり
修（11月29日）

2022/11/29 2022/11/29 第8回 所沢市薬剤師会学術講演会

大量飲酒者への教育的指導－動機づけ面接法によっ
て短時間で結果を残す秘訣－

一般社団法人所沢市薬剤師会

04-2991-4500

上村 浩史

1

2022/11/30 2022/11/30 筑西薬剤師会研修会

「うつ病治療の基本と リワークプログラム」

筑西薬剤師会

070-2446-5098

古源

1

2022/11/30 2022/11/30 医療安全

事例の分析（SGD）

特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

宮原富士子

1

2022/12/01 2022/12/01 地域連携薬局支援研修会

依存の患者とのつきあい 病院薬剤師からの発信(服薬 特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
情報提供書）
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

宮原富士子

1

2022/12/01 2022/12/01 和歌山県薬剤師会ハイブリッド研修会

抗てんかん薬、気分安定薬の使用

一般社団法人和歌山県薬剤師会

岡本 佳津美

1

2022/12/01 2022/12/01 令和４年度第4回上十三薬剤師会研修会

開かれたフォーミュラリーの実現を目指して

一般社団法人青森県薬剤師会 上 jimukyoku@kamitosanyaku.
森 拓夢
十三支部
com

2022/12/01 2022/12/01 第36回 草加薬物療法研究会

身近な病気として知ってほしい乳がんの基本〜検診・検
一般社団法人草加市薬剤師会
査から治療の実際まで〜

sokayakuyaku@gmail.com

2022/12/01 2022/12/01 関西腎と薬剤研究会 第3回京滋セミナー

薬局での腎臓病薬物療法奮闘記〜疑義照会に悩んだ
関西腎と薬剤研究会
事例〜

ict.strategy_comm@kansai
小泉祐一
-jinyaku.org

1

生活習慣病における食事指導のポイント

二本松薬剤師会

0243-63-1155

保坂泰斗

1

2022/12/01 2022/12/01 つくば アブレーション研究会 ２０２２

ラミン心筋症のジェノタイプと その経過について

つくば薬剤師会

090-2754-3957

武田 典子

1

2022/12/02 2022/12/02 コミュニケーション力の向上研修会

薬薬・多職種地域連携の当院での創り方

青森県薬剤師研修協議会

017-742-8821

宮本 聖子

1

日本服薬支援研究会

fukuyaku.event@gmail.com 石田志朗

2022/12/01 2022/12/01

2022/12/02 2022/12/02

二本松薬剤師会 第２１回疾患と薬物療法
カンファレンス

日本服薬支援研究会 2022 第4回薬学臨床
薬剤師に必要な心電図の基礎知識
推論Web 講演会

073-422-4748

研修委員会 伊
藤剛貴

●

1
1

1

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

公益財団法人日本薬剤師研修センター

ウエブ利用研修（集合研修即時配信）・ウエブ利用研修（学術集会）

開始日

終了日

2022/12/02 2022/12/02

研修会名称
レギュラトリーサイエンスコース 医薬品品
質・GMP講座②

2022/12/03 2022/12/03 薬科部１２月研究会

研修会内容

主催者(実施機関)

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)

適用(漢方
問い合わせ先
適用(小児
確定単位数 薬生薬認
(担当者名)
認定)
定)

医薬品の供給問題について（仮）

東京理科大学薬学部

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

2

代表的甲状腺疾患とその治療

兵庫県保険医協会

[FAX]078-393-1820

山田

1

2022/12/03 2022/12/03

がん疼痛緩和のための医療用麻薬適正使
用推進講習会

医療用麻薬と薬剤師の関わり

公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用
防止センター

shirai@dapc.or.jp

白井 正夫

2

2022/12/03 2022/12/03

令和4年度第3回岩手県病院薬剤師会 感
染制御セミナー

「各種感染症治療薬に関して」

岩手県病院薬剤師会

019-613-7111

塩山 亜紀

1

アトピー性皮膚炎の治療について

日本医科大学付属病院

d-hayashi@nms.ac.jp

林 太祐

1

2022/12/03 2022/12/03 多施設若手薬剤師研究会
2022/12/03 2022/12/03

２０２２年度 第２回 山形県周産期薬物療法 羊水過少のため当院へ入院となった 妊婦への薬剤師
一般社団法人山形県病院薬剤師会 yamabyoyaku@gmail.com
研修会
の関わり

遠藤 汐梨

1

2022/12/04 2022/12/04

第1回ガイドラインに基づく高齢者薬物療法
薬局における高齢者のポリファーマシー対策の始め方 公益財団法人杉浦記念財団
セミナー

相宮 幸典

2

yukinori-aimiya@sugipharmacy.co.jp

2022/12/04 2022/12/04 第25回日本アロマセラピー学会学術総会

森と植物の恵みを享受するアロマセラピー～かおり研
究の最前線から健康を考える～

一般社団法人日本アロマセラピー学
jsa25@procom-i.jp
会

大糀

2

2022/12/04 2022/12/04 第86回患者さんと薬剤師の対話の場

CIDP(慢性炎症性脱髄性多発神経炎）

一般社団法人リード・コンファーマ

info@lead-conpharm.or.jp

平石勝巳

1

2022/12/04 2022/12/04 若手薬剤師が見据える現実と未来

若手薬剤師が見据える現実と未来～座学から現場へ
飛び出して感じること～

一般社団法人リード・コンファーマ

info@lead-conpharm.or.jp

佃 勇也

1

2022/12/04 2022/12/04 第39回安芸医学会

小腸内視鏡診療の最前線

一般社団法人 安芸薬剤師会

082-282-4440

阿良田 奈々

3

2022/12/04 2022/12/04 第48回幹の会

チーム医療における薬剤師の役割

一般社団法人香川県薬剤師会

080-5319-8965

福本 広幸

1

2022/12/05 2022/12/05 三好支部薬剤師研修会

ついに始まる電子処方箋！電子処方箋の対応で知って
徳島県薬剤師会三好支部
おきたいこと

t.fukui@onesky.works

福井俊之

1

2022/12/06 2022/12/06 越谷市薬剤師会学術研修会

獨協医科大学埼玉医療センターでの網膜診療～メディ
一般社団法人越谷市薬剤師会
カルレチナを中心に～

k.shienn@circus.ocn.ne.jp

越谷市薬剤師会
事務局

1

オンライン服薬指導とデータヘルス改革

kensyu.nnyakuzai@gmail.c
村岡悦子
om

1

2022/12/06 2022/12/06

長井西置賜地区薬剤師会 生涯教育研修
会

長井西置賜地区薬剤師会

2022/12/06 2022/12/06 第7回戸薬研修会

超高齢心房細動患者における抗凝固療法のベネフィッ
トは？～ANAFIEとELDERCARE-AFの結果から適正使 一般社団法人戸畑薬剤師会
用を考える

093-882-5589

髙橋 弘之

1

2022/12/06 2022/12/06 腎疾患 Hybrid Seminar

慢性腎臓病の療養指導について

一般社団法人 釧路薬剤師会

0154-91-2206

玉川淳一

1

2022/12/06 2022/12/06 宇都宮市薬剤師会研修会

「小児科診療におけるワクチンの役割」 ～HPVワクチ
ン個別説明会 3年目を迎えて～

一般社団法人宇都宮市薬剤師会

028-600-1750

岡田晶子

1

2022/12/06 2022/12/06 脳をまもって健康長寿を考える

脳血管障害治療における現状

益田市薬剤師会

0856-22-1480

吉田勝好

1

2022/12/06 2022/12/06 加須市薬剤師会研修会

経皮吸収型製剤のトラブルと対処法

加須市薬剤師会

ff-kobayashi.y@e-ff.jp

小林

1

●

●

●

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

公益財団法人日本薬剤師研修センター

ウエブ利用研修（集合研修即時配信）・ウエブ利用研修（学術集会）

開始日

終了日

研修会名称

研修会内容

主催者(実施機関)

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)

適用(漢方
問い合わせ先
適用(小児
確定単位数 薬生薬認
(担当者名)
認定)
定)

2022/12/07 2022/12/07 第2回 NEXT Phrma Seminar

当院骨粗鬆症リエゾンチームにおける薬剤師の取り組 一般社団法人 奈良県病院薬剤師
yoneda@takai-hp.com
み
会

2022/12/07 2022/12/07 関西腎と薬剤研究会 第31回兵庫セミナー

「高齢CKD患者への薬物療法について考えてみよう！
～薬物動態を考慮した介入ポイント～」

関西腎と薬剤研究会

ict.strategy_comm@kansai
小泉祐一
-jinyaku.org

1

2022/12/07 2022/12/07 第１４回つくば地区薬薬連携の会

潰瘍性大腸炎における薬剤師の関わり

つくば薬剤師会

090-2754-3957

武田 典子

1

2022/12/07 2022/12/07 第30回毛呂山薬薬連携研修会

プライマリ・ケアに必要な臨床検査値の読み方

毛呂山薬薬連携研修会

moroyamayakuyaku@gmail.
永野 浩之
com

1

2022/12/08 2022/12/08 湖北薬剤師会定例研修会

急性冠症候群に対するカテーテルインターベンションの
現状および二次予防徹底のための脂質低下療法を考 一般社団法人 湖北薬剤師会
える

kohokuyaku@iris.eonet.ne.jp

小倉 味穂

1

2022/12/08 2022/12/08 がん化学療法地域連携セミナー

がん薬物療法における薬剤師の役割～これから同職
種・他職種でどう連携していくのか？～

日本赤十字社大阪赤十字病院

06-6774-5111

谷

1

一般社団法人日本薬局学会

seminar@ps-japan.org

木内 惠

1

新型コロナウイルスワクチンと我が国におけるワクチン
東京理科大学薬学部
承認審査の動向（質疑応答10分含む）

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

2

2022/12/08 2022/12/08 在宅現場のコレってどうする？！

配達ではなく”管理”をする薬剤師に必要なエッセンス

info@ph-support.jp

竹中孝行

1

2022/12/08 2022/12/08 第2回漢方薬研修会

「水毒の解釈と対策」～五苓散等 利水薬の応用を考え
栃木県薬剤師研修協議会
る～

kensyukyogikai@tochiyaku.
事務局 大関
com

2022/12/08 2022/12/08 第18回 STLAP研究会

周産期のメンタルヘルスについて〜妊娠・出産・育児を
一般社団法人草加市薬剤師会
自分事として考えるために知っておくべきこと〜

naokimura3310@gmail.com

2022/12/08 2022/12/08 一）安房薬剤師会薬業会WEB研修会

便秘と下痢について～酸化マグネシウムの位置づけ～ 一般社団法人安房薬剤師会薬業会 awayaku@ar.wakwak.com

2022/12/09 2022/12/09 臨床薬学研究会（オンライン研修）

あなたも術後疼痛管理（APS）チームの一員です～薬剤 一般社団法人鹿児島県病院薬剤師 kazuhiro@m3.kufm.kagoshi
井上和啓
師の役割～
会
ma-u.ac.jp

1

2022/12/09 2022/12/09 栃木県北薬薬連携講演会

（仮）地域連携薬局の現状とトレーシングレポート」

大田原薬剤師会

寺戸

1

2022/12/09 2022/12/09 外来化学療法Webセミナー

「がん薬物治療の肺毒性を考える」

一般社団法人山形県病院薬剤師会 yamabyoyaku@gmail.com

本田 貴朗

1

2022/12/09 2022/12/09 札幌市薬剤師会厚別支部webセミナー

医療従事者向け 子どもの健康づくり講座

一般社団法人札幌薬剤師会

jinushi@hibarigaoka-hp.jp

地主隆文

1

2022/12/09 2022/12/09 県南フォーラム

(仮)薬剤師としての肝疾患コーディネーターの役割

一般社団法人八代薬剤師会

centerph@yatsuyaku.or.jp 佐藤 良太郎

1

患者さんの気持ちに配慮したお薬の説明

公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用
防止センター

shirai@dapc.or.jp

白井 正夫

2

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

2

hcde@pac.ne.jp

松本 絵美里

2

2022/12/08 2022/12/08

ファーマシーセミナーアドバンスオンライン研
知られざる緑内障点眼薬のリアルワールド
修(12月8日開催）

2022/12/08 2022/12/08

レギュラトリーサイエンスコース 医薬品開
発等講座②

一般社団法人薬局支援協会

2022/12/10 2022/12/10

がん疼痛緩和のための医療用麻薬適正使
用推進講習会

2022/12/10 2022/12/10

消化器領域における漢方治療 ～最新の知 消化器領域で使われる漢方のメカニズム～基礎におけ
東京理科大学薬学部
見・漢方医学的な位置付け～
る３つの発見～

2022/12/10 2022/12/10 第11回兵庫県糖尿病薬剤研修会

糖尿病療養指導士（薬剤師）の活動～糖尿病内科以外
糖尿病療養指導士兵庫県連合会
の診療科における役割と薬学実務実習への関わり～

米田

0287-20-3395

1

1

草加市立病院
木村直也

1

谷祐弘

1

●

●

●

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

公益財団法人日本薬剤師研修センター

ウエブ利用研修（集合研修即時配信）・ウエブ利用研修（学術集会）

開始日

終了日

研修会名称

研修会内容

主催者(実施機関)

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)

適用(漢方
問い合わせ先
適用(小児
確定単位数 薬生薬認
(担当者名)
認定)
定)

2022/12/10 2022/12/10 ファルマ・プラス 薬剤師スキルアップ研修

服薬指導に活用できる季節別・天気別の養生法 ～ 基
一般社団法人ファルマ・プラス
礎編

ファルマ・プラス
事務局

2022/12/10 2022/12/10 第１回東京都がん薬物療法協議会

医療機関協働に向けた薬薬連携推進の取組み

公益財団法人がん研究会有明病院 tomomi.takiguchi@jfcr.or.jp 瀧口 友美

2022/12/11 2022/12/11 第51回「本物の薬剤師！」養成講座

薬の特徴を掴む

一般社団法人服薬ケア医療学会

jimukyoku@fukuyakucare.o
岡村朱夏
rg

3

FAX:095-848-6160

今井 愛佳

3

info@pharma-plus.info

1

●

1

2022/12/11 2022/12/11

第288回全国禁煙アドバイザー育成講習会
（長崎） WEB配信

明日から役立つ禁煙支援の知識とノウハウ

一般社団法人長崎県薬剤師会

2022/12/11 2022/12/11

地域女性の妊娠とくすりの悩みの支援と情
報提供ができるかかりつけ薬剤師になる

妊娠と薬の分野で必要な産婦人科の基礎知識

特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

宮原富士子

2

2022/12/11 2022/12/11

令和4年度青森県薬剤師認知症対応力向上
認知症に関する基本的な知識を理解する
研修

一般社団法人青森県薬剤師会

017-742-8821

佐藤 優子

2

2022/12/11 2022/12/11

第19回後期 朴庵塾セミナー 中級オンライ
中級 金匱要略の読み方と解説
ン❼

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2022/12/11 2022/12/11

第19回後期 朴庵塾セミナー 初級オンライ
初級 漢方の基礎と漢方薬の使い方
ン⑦

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2022/12/11 2022/12/11

認知症研修認定薬剤師制度OL研修会 基
認知症の基礎知識：薬物療法のポイント
礎編

一般社団法人日本薬局学会

dementia@ps-japan.org

木内 惠

2

2022/12/11 2022/12/11 令和4年度第2回学校薬剤師研修会

学校環境衛生検査機器の手法について

一般社団法人滋賀県薬剤師会

info@shigayaku.or.jp

山下 美幸

1

2022/12/12 2022/12/12 那須地区 医療連携セミナー

当院における心不全治療の現状

大田原薬剤師会

0287-20-3395

寺戸

1

2022/12/12 2022/12/12 糖尿病薬物治療法Update

糖尿病薬物治療法Update

一般社団法人リード・コンファーマ

info@lead-conpharm.or.jp

平石勝巳

1

2022/12/13 2022/12/13 Pharmacists Web in Kushiro

がん治療における薬剤師の役割～チロシンキナーゼイ
一般社団法人 釧路薬剤師会
ンヒビターの有害作用・相互作用について～

0154-91-2206

玉川淳一

1

seminar@ps-japan.org

木内 惠

1

吉村 拓

1

2022/12/13 2022/12/13

ファーマシーセミナーアドバンスオンライン研 新たな排尿モニタリングシステムを活用した治療 ～久
一般社団法人日本薬局学会
修（１２月１３日）
米島デジタルヘルスプロジェクト～

一般社団法人都城市北諸県郡薬剤
0986-25-2455
師会

2022/12/14 2022/12/14 令和4年12月二水会

神経障害性疼痛の最近の知見とその理論

2022/12/14 2022/12/14 第7回がん領域専門薬剤師養成講習会

薬剤師は知っていても臨床医はあまり知らないかもしれ
ないオピオイドの世界～メサドン塩酸塩錠は怖い薬？ 宮崎県病院薬剤師会
～

miyashp@med.miyazakiu.ac.jp

宮崎県病院薬剤
師会事務局

1

2022/12/14 2022/12/14 益田市薬剤師会学術研修会

「考えよう！“がん治療の理想的な連携を”」～抗がん剤
益田市薬剤師会
の副作用を知ろう～

0856-22-1480

吉田勝好

1

2022/12/14 2022/12/14 第６０回香川喘息研究会

これからを考えたCOPD治療～健康寿命を意識した診
療の実際～

一般社団法人香川県薬剤師会

080-6237-7942

井上 真伸

1

2022/12/15 2022/12/15 臨床薬学研究会

T細胞リンパ腫の治療

一般社団法人鹿児島県病院薬剤師 kazuhiro@m3.kufm.kagoshi
井上和啓
ma-u.ac.jp
会

1

2022/12/15 2022/12/15 第293回薬剤師臨床セミナー

糖尿病治療のUPDATE

一般社団法人札幌薬剤師会

1

011-814-5556

三浦 功

●

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

公益財団法人日本薬剤師研修センター

ウエブ利用研修（集合研修即時配信）・ウエブ利用研修（学術集会）

開始日

終了日

研修会名称

研修会内容

主催者(実施機関)

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)

適用(漢方
問い合わせ先
適用(小児
確定単位数 薬生薬認
(担当者名)
認定)
定)

2022/12/15 2022/12/15 2022年度糖尿病治療薬Webセミナー

『GLP-1受容体作動薬の使い分け』

大田原薬剤師会

0287-20-3395

寺戸

1

2022/12/15 2022/12/15 第４５回仏の里薬薬会

間質性膀胱炎

国東市薬剤師会

h-matano@kunisaki-hp.jp

又野宏

1

2022/12/15 2022/12/15 第27回滋賀県薬薬連携研修会

乳児血管腫の病態と治療について

一般社団法人滋賀県薬剤師会

info@shigayaku.or.jp

西村 麻美

1

一般社団法人薬局支援協会

info@ph-support.jp

竹中孝行

1

道家

1

2022/12/15 2022/12/15

医師直伝！薬剤師が知っておきたい電解質
医師直伝！薬剤師が知っておきたい電解質の見方
の見方

2022/12/16 2022/12/16 令和4年度第3回保険薬剤師研修会

保険調剤の実際

長野県薬剤師研修協議会

0263-34-5511

2022/12/16 2022/12/16 2022年度第3回中信支部研修会

周術期における薬学的管理と診療報酬対応と課題

長野県病院薬剤師会

fukai@hsp.city.omachi.naga
深井康臣
no.jp

1

2022/12/16 2022/12/16 HCC Safety measure Seminar

肝細胞癌治療の今

つくば薬剤師会

090-2754-3957

武田 典子

1

2022/12/16 2022/12/16

薬剤師に必要な基本的臨床医学知識シリー
薬剤師が知っておきたい病態生理（COPD編）
ズ

公益社団法人大分県薬剤師会

097-544-4405

津野真由美

1

2022/12/16 2022/12/16

令和４年度 医薬・環境情報に関する研修
会（Ｗｅｂ）

医薬品副作用被害救済制度

一般社団法人山梨県薬剤師会

055-254-3400

内藤 健斗

1

2022/12/16 2022/12/16 女性の健康支援を学ぶWEBセミナー

性感染症の治療と避妊法へのアドバイス、質疑応答

特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

宮原富士子

1

2022/12/16 2022/12/16 薬剤師がん医療セミナー【Web開催】

がん化学療法における薬物相互作用とマネジメント

一般社団法人 奈良県病院薬剤師
yakuzai@seiwa-mc.jp
会

樋野

1

守内 匡

2

2022/12/17 2022/12/17

令和4年度第4回富山県病薬研修委員会研 ①講演１「ナトリウム概論」講演2「低ナトリウム血症」講
富山県病院薬剤師会
修会
演3「高ナトリウム血症」質疑応答

t-moriuchi@h-c-h.jp

2022/12/17 2022/12/17 第8期CP研究会第７回

「地域から愛される薬局 〜健康な暮らしを支えるラスト 一般社団法人日本コミュニティファー
info@ja-cp.org
ワンマイル〜」
マシー協会

吉岡ゆうこ

1

2022/12/17 2022/12/17 薬物治療アップトゥデート講座③

漢方薬を構成する生薬の役割

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

2

048-827-0060

小暮／川崎

2

2022/12/18 2022/12/18

東京理科大学薬学部

かかりつけ薬剤師のためのセルフメディケー ここが知りたかったOTC医薬品の選び方と勧め方～皮
一般社団法人埼玉県薬剤師会
ション・ゲートキーパー講習会
膚疾患編～

2022/12/18 2022/12/18 日漢協漢方総合講座

漢方基礎理論「三陰三陽」

一般社団法人日本漢方協会

j.kampo@jeans.ocn.ne.jp

山内

3

2022/12/18 2022/12/18 令和4年度研究倫理研修会

「統計データの理解と活用」について

一般社団法人滋賀県薬剤師会

info@shigayaku.or.jp

西村 麻美

1

2022/12/18 2022/12/18

薬剤師を活用した在宅医療推進のための研
医療的ケア児に関する基礎知識(医療)
修会

一般社団法人長野県薬剤師会

0263-34-5511

道家

2

2022/12/18 2022/12/18

がん疼痛緩和のための医療用麻薬適正使
用推進講習会

医療用麻薬の服薬指導〜病院薬剤師のかかわり〜

公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用
防止センター

shirai@dapc.or.jp

白井 正夫

2

冷え性改善の漢方薬

座間市薬剤師会

gisuma5@gmail.com

金井

1

2022/12/20 2022/12/20 座間市薬剤師会 漢方基礎講座

●

●

◎

●

●

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

公益財団法人日本薬剤師研修センター

ウエブ利用研修（集合研修即時配信）・ウエブ利用研修（学術集会）

開始日

終了日

研修会名称

研修会内容

2022/12/20 2022/12/20 第311回春日部市薬剤師会研修セミナー

在宅医療にあたり薬剤師に求めること

2022/12/20 2022/12/20 令和4年度第9回岸和田支部WEB研修会

主催者(実施機関)

適用(漢方
問い合わせ先
適用(小児
確定単位数 薬生薬認
(担当者名)
認定)
定)

048-872-6918

高橋 清哲

1

「乳がん患者の病態、治療薬、薬薬連携について」(仮) 一般社団法人岸和田市薬剤師会

Kishiyaku93@gmail.com

麻生川万寿美

1

2022/12/20 2022/12/20 医療統計学の基礎 連続講座 第3回

研究デザインの違い

一般社団法人服薬ケア医療学会

jimukyoku@fukuyakucare.o
岡村朱夏
rg

1

2022/12/21 2022/12/21 第30３回浜田薬剤師セミナー

造血器悪性腫瘍の治療について

浜田薬剤師会

080-4005-4601

岡山裕

1

2022/12/21 2022/12/21 医薬品開発等講座③

再生医療法の改正について（質疑応答10分含む）

東京理科大学薬学部

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

2

asayaku@gmail.com

事務局

1

宮原富士子

1

2022/12/22 2022/12/22

一般社団法人春日部市薬剤師会

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)

ワンランク上の薬剤師を目指すオンライン研 「がんによくある迷信と誤解～薬剤師としての対応を考
浅草薬剤師会
修会
える～」

2022/12/22 2022/12/22 骨粗鬆症リエゾンサービス塾（FLS実践塾)

さあ世界へ羽ばたこう～国内外のFLS /OLSから学ぶこ 特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
と～
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

2022/12/25 2022/12/25 九州漢方研究会

漢方処方解説

九州漢方研究会

manekineko@chorus.ocn.n
斉藤容子
e.jp

2

2023/01/07 2023/01/07 薬物治療アップトゥデート講座④

双極性障害の薬物療法と療養のポイント

東京理科大学薬学部

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

2

◎

2023/01/08 2023/01/08

第2回ガイドラインに基づく高齢者薬物療法
高齢者の腎機能評価と活用法
セミナー

公益財団法人杉浦記念財団

yukinori-aimiya@sugipharmacy.co.jp

相宮 幸典

2

2023/01/08 2023/01/08

第19回後期 朴庵塾セミナー 初級オンライ
初級 漢方の基礎と漢方薬の使い方
ン⑧

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2023/01/08 2023/01/08

第19回後期 朴庵塾セミナー 中級オンライ
中級 金匱要略の読み方と解説
ン❽

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2023/01/12 2023/01/12 骨粗鬆症リエゾンサービス塾（FLS実践塾)

リウマチ・関節疾患を考える

特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

宮原富士子

1

2023/01/14 2023/01/14 第17回中医学研修講座 基礎の部

15.中薬学（Ⅰ）

一般財団法人東方医療振興財団

gakkai@jptoho.or.jp

佐藤

1

緩和医療における薬剤師の関わり

公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用
防止センター

shirai@dapc.or.jp

白井 正夫

2

漢方基礎理論「気血水」

一般社団法人日本漢方協会

j.kampo@jeans.ocn.ne.jp

山内

3

日本服薬支援研究会

fukuyaku.event@gmail.com

石田志朗、岸本
真

1

2023/01/14 2023/01/14

がん疼痛緩和のための医療用麻薬適正使
用推進講習会

2023/01/15 2023/01/15 日漢協漢方総合講座
2023/01/19 2023/01/19

日本服薬支援研究会 運動障害部会 Web講
虚弱な高齢者の服薬支援に寄り添うカタチを考える
演会

2023/01/22 2023/01/22 九州漢方研究会

漢方処方に配合される生薬講義

九州漢方研究会

manekineko@chorus.ocn.n
斉藤容子
e.jp

2

2023/01/22 2023/01/22 簡易懸濁法研修会

簡易懸濁法の基本と製剤学

一般社団法人秋田県薬剤師会

018-835-2576

佐々木寛人

1

2023/01/28 2023/01/28 2022年度大阪大学薬学部卒後研修会第5回

炎症性の組織損傷を引き起こすIL-1過剰産生機構の
解明と制御法の開発

大阪大学薬学部

yakuzais@phs.osakau.ac.jp

池田 賢二

1

●

◎

◎

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

公益財団法人日本薬剤師研修センター

ウエブ利用研修（集合研修即時配信）・ウエブ利用研修（学術集会）

開始日

終了日

2023/01/29 2023/01/29

研修会名称

研修会内容

第3回ガイドラインに基づく高齢者薬物療法
在宅における薬剤師の役割と服薬支援
セミナー

主催者(実施機関)

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)

適用(漢方
問い合わせ先
適用(小児
確定単位数 薬生薬認
(担当者名)
認定)
定)

公益財団法人杉浦記念財団

yukinori-aimiya@sugipharmacy.co.jp

相宮 幸典

2

2023/02/04 2023/02/04 第17回中医学研修講座 基礎の部

17.中薬学（Ⅲ）

一般財団法人東方医療振興財団

gakkai@jptoho.or.jp

佐藤

1

2023/02/11 2023/02/11 第54回日本臨床栄養協会近畿地方会

糖尿病と脂質代謝異常

一般社団法人日本臨床栄養協会

info@jcna.jp

一般社団法人日
本臨床栄養協会

1

●

2023/02/12 2023/02/12

第19回後期 朴庵塾セミナー 初級オンライ
初級 漢方の基礎と漢方薬の使い方
ン⑨

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2023/02/12 2023/02/12

第19回後期 朴庵塾セミナー 中級オンライ
中級 金匱要略の読み方と解説
ン❾

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2023/02/18 2023/02/18 第10回静岡中部スポーツ医学セミナー

小児のスポーツ外傷

一般社団法人ＴＯＭＯＳＯ

054-204-0455

鈴木 早苗

2

●

2023/02/19 2023/02/19 日漢協漢方総合講座

漢方基礎理論「四診」

一般社団法人日本漢方協会

j.kampo@jeans.ocn.ne.jp

山内

3

◎

2023/02/26 2023/02/26 九州漢方研究会

漢方投薬に必要な食養生

九州漢方研究会

manekineko@chorus.ocn.n
斉藤容子
e.jp

2

◎

2023/03/11 2023/03/11 第17回中医学研修講座 基礎の部

19.弁証論治の実際

一般財団法人東方医療振興財団

gakkai@jptoho.or.jp

佐藤

1

●

2023/03/12 2023/03/12

第19回後期 朴庵塾セミナー 中級オンライ
中級 金匱要略の読み方と解説
ン❿

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2023/03/12 2023/03/12

第19回後期 朴庵塾セミナー 初級オンライ
初級 漢方の基礎と漢方薬の使い方
ン⑩

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2023/03/18 2023/03/18

第55回静岡小児臨床研究ネットワーク勉強 ワクチン忌避：どうしてみんなワクチン接種が怖いの
会
か？

一般社団法人ＴＯＭＯＳＯ

054-204-0455

鈴木 早苗

2

山内

3

◎

2

◎

2023/03/19 2023/03/19 日漢協漢方総合講座

漢方基礎理論「生薬を含む一般用医薬品及び薬局製
剤」

一般社団法人日本漢方協会

j.kampo@jeans.ocn.ne.jp

2023/03/26 2023/03/26 九州漢方研究会

漢方処方解説

九州漢方研究会

manekineko@chorus.ocn.n
斉藤容子
e.jp

●

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

