
日　　時／会　場 演　　題 後　援 出席者数

１２月１日（土）１８：００～
「長崎県薬剤師会にソクラテスがやってきた
～最高の患者ケアのための『実践薬歴』講座～」

佐世保市中央公民館
阪神調剤ホールディンググループ　(有)アップル薬局
熊本大学薬学部　臨床教授　山本　雄一郎　先生

日　　時／会　場 演　　題 後　援 出席者数

４月２４日（火）１９：００～ 「潰瘍性大腸炎診療の ｕｐ ｔｏ ｄａｔｅ」

アルカスSASEBO
長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　展開医療学講座
消化器内科学分野　准教授　竹島　史直　先生

５月１５日（火）１９：００～ 「知っておきたい漢方薬－補剤の使い分け、服薬指導について－」

アルカスSASEBO ㈱ツムラ　信頼性保証本部福岡製品情報課　課長　藏内　浩二　先生

６月１４日（木）１９：００～ 「慢性腎臓病の治療戦略における新たな視点」

アルカスSASEBO 長崎大学病院　腎臓内科　教授　西野　友哉　先生

７月１３日（金）１９：００～
「薬局薬剤師が明日から腎機能低下患者にできる事
～有害事象を確認する・回避する・科学する～」

佐世保市中央公民館 熊本大学大学院生命科学研究部 薬剤情報分析学分野 助教 近藤悠希先生

８月２日（木）１９：００～ 「女性ホルモンの変動と婦人科疾患」

アルカスSASEBO 村上病院　副院長　村上　京子　先生

９月１３日（木）１９：００～ 「麻薬・向精神薬・覚せい剤原料の取り扱いついて」

アルカスSASEBO 長崎県福祉保健部薬務行政室

１０月３１日１９：００～
「これからの高齢者診療を考える
～認知症と心房細動、そして脳卒中の薬物療法～」

アルカスSASEBO 佐世保市総合医療センター　神経内科　診療科長　藤本　武士　先生

１１月２０日（火）１９：００～ 「こころの診方－薬物療法を中心に－」

アルカスSASEBO うえき心療内科クリニック　院長　植木　健　先生

１２月４日（火）１９：００～ 「高齢者の下部尿路障害」

アルカスSASEBO 佐世保共済病院　泌尿器科　顧問　山田　潤　先生

日　　時／会　場 演　　題 共　催 出席者数

「生物が作り出す色々な油～サプリメントや化粧品での利用～」

産総研　材料・科学領域　機能化学研究部門　部門長　北本　大　先生

「やさしく理解する洗濯の科学」　文化学園大学 服装学部 教授 米山雄二先生

「からだ錆びていませんか？～酸化・炎症と画像解析」
長崎国際大学　薬学部　教授　市川　和洋　先生

７月５日（木）１９：００～ 「胃がんの薬物療法」

佐世保市総合医療センター 佐世保市総合医療センター　消化器外科　荒木　政人　先生

１０月１１日１９：００～ 「大腸がんの薬物療法」

佐世保市総合医療センター 佐世保市総合医療センター　外科　大石　海道　先生

１２月６日（木）１９：００～
「糖尿病診療～患者さんのためにできること～」
佐世保中央病院　糖尿病センター　明島　淳也　先生

アルカスＳＡＳＥＢＯ
「コンコーダンスの視点から考える患者の服薬支援」
日本大学薬学部　薬事管理学研究室　教授　亀井　美和子　先生

平成31年1月30日（木）19：20～ 「三つの眼から見る『かかりつけ薬剤師』の仕事と生き方」

アルカスＳＡＳＥＢＯ 長崎国際大学　特任教授　安徳　勝憲　先生

２月１４日（木）１９：３０～ 「肝胆膵がんの薬物療法」

佐世保市総合医療センター 佐世保市総合医療センター 消化器外科 診療科長 角田 順久 先生
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佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0004-101】

「潰瘍性大腸炎診療のup to date」

長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科
展開医療学講座　消化器内科学分野
准教授 　竹島　史直　先生

１９時～２１時
（２）時間

アルカス
佐世保

佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0012-101】

「知っておきたい漢方薬
－補材の使い分け、服薬指導について－」

㈱ツムラ　信頼性保証本部福岡製品
情報課　　課長　藏内　浩二　先生

１９時～２１時
（２）時間

アルカス
佐世保

日本油化学会関西支部／油脂工業会館

／  佐世保市薬剤師会

「生物が作り出す色々な油～ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄや化粧品

での利用」　北本大先生

「やさしく理解する洗濯の科学」　米山雄二先生

「からだ錆びていませんか？～酸化・炎症と

画像解析～」　市川和洋先生

13時30分～16時30分

（３）時間
アルカス
佐世保

佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0028-101】

「慢性腎臓病の治療戦略における

新たな視点」
長崎大学病院　腎臓内科

教授　西野　友哉　先生

１９時～２１時
（２）時間

アルカス
佐世保

佐世保市薬剤師会
佐世保市総合医療センター

「胃がんの薬物療法」

佐世保市総合医療センター
消化器外科　荒木　政人　先生

19時～20時30分

（１．５）時間

佐世保市

総合医療
センター

佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0038-101】

『薬局薬剤師が明日から腎機能低下患者にできるこ

と～有害事象を確認する・回避する・科学する～』

熊本大学大学院生命科学研究部

薬剤情報分析学分野　助教　近藤悠希先生

１９時～２１時
（２）時間

佐世保市
中央公民館

佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0039-101】

「女性ホルモンの変動と婦人科
疾患」
村上病院 副院長 村上京子先生

１９時～２１時
（２）時間

アルカス
佐世保

佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0064-101】

「麻薬・向精神薬・覚せい剤
材料の取り扱いについて」

長崎県福祉保健部薬務行政室

19時～20時30分

（１．５）時間
アルカス
佐世保

佐世保市薬剤師会
佐世保市総合医療センター
佐世保地区長崎県病院薬剤師会

「大腸がんの薬物療法」

佐世保市総合医療センター

外科　大石　海道　先生

19時～20時30分

（１．５）時間

佐世保市

総合医療

センター

佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0075-101】

「これからの高齢者診療を考える～認知症
と心房細動、そして脳卒中の薬物療法～」

佐世保市総合医療センター　神経内科
診療科長　藤本　武士　先生

１９時～２１時
（２）時間

アルカス
佐世保

佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0112-101】

「こころの診方-薬物療法を中心に-」
うえき心療内科クリニック
院長　植木　健　先生

１９時～２１時
（２）時間

アルカス
佐世保

長崎県薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0105-101】

「長崎県薬剤師会にｿｸﾗﾃｽがやってきた～

最高の患者ケアのための『実践薬歴』講座～」

阪神調剤ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ　(有)アップル薬局

熊本大学薬学部　臨床教授　山本雄一郎先生

１８時～２０時
（２）時間

アルカス
佐世保

佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0126-101】

「高齢者の下部尿路障害」

佐世保共済病院　泌尿器科
顧問　山田　潤　先生

１９時～２１時
（２）時間

アルカス
佐世保

佐世保地区病院薬剤師会
佐世保市薬剤師会
「糖尿病診療～患者さんの為にできる事～」

佐世保中央病院 糖尿病ｾﾝﾀｰ 明島淳也先生

「ｺﾝｺｰﾀﾞﾝｽの視点から考える患者の服薬支援」

日本大学薬学部　教授　亀井美和子先生

１９時～２１時
（２）時間

アルカス
佐世保

1230

県北医療薬学研究会

30 112

市薬生涯教育学術講演会

県薬薬学講習会

受講年月日 研修課題名

30 4 24

市薬生涯教育学術講演会

30 5 15

市薬生涯教育学術講演会

30 6 3

油化学シンポジウムｉｎ佐世保

市薬生涯教育学術講演会

市薬生涯教育学術講演会

30 6 14

市薬生涯教育学術講演会

30 7 5

第1回がん薬物療法勉強会

30 7 13

30 8 2

30 9 13

30 10 11

市薬生涯教育学術講演会

第2回がん薬物療法勉強会

30 12 4

30 10 31

30

市薬生涯教育学術講演会

市薬生涯教育学術講演会

11 20

6
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長崎県薬剤師会
佐世保市薬剤師会
【JPALSｺｰﾄﾞ 42-2018-0149-101】

「三つの眼から見る『かかりつけ薬剤
師』仕事と生き方」
長崎国際大学特任教授　安徳勝憲先生

19時20分～21時

（１．５）時間
アルカス
佐世保

佐世保市薬剤師会
佐世保市総合医療センター

「肝胆膵がんの薬物療法」
佐世保市総合医療ｾﾝﾀｰ消化器外科
診療科長　角田　順久　先生

19時～20時30分

（１．５）時間

佐世保市

総合医療
センター

受講年月日 研修課題名

31 1 30

かかりつけ薬剤師・薬局推進
事業薬剤師向け講演会

31 2 14

第3回がん薬物療法勉強会


