令和２年度
岐阜薬科大学附属薬局リカレント講座（地域リーダー養成）のご案内
※添付の申込用紙を使用しFAXまたは郵送にてお申込みください。

★リカレント講座Ⅰ
日 程

１．「トルツ注について」

第1回目
令和 2年 6月18日（木）
JPALSコード
21-2020-0001-101

講師/内容

時 間
19:30～20：00

２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 講師 伊野陽子 先生(附属薬局薬剤師)
３．「乾癬治療の最前線一内服薬と注射薬について必要な知識―」
20:00～21：00
岐阜大学大学院医学系研究科 皮膚病態学 教授 清島 真理子 先生
１．「エフィエント錠について」 第一三共株式会社

第2回目
令和 2年 7月9日（木）
JPALSコード
21-2020-0002-101

19:30～20：00
２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 助教 玉木啓文 先生(附属薬局薬剤師)
３．「虚血性心疾患における抗血小板療法」
20:00～21：00
岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学 教授 大倉 宏之 先生
１．「レキサルティ錠について」 大塚製薬株式会社

第3回目
令和 2年 9月17日（木）
JPALSコード
21-2020-0003-101

19:30～20：00
２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 助教 山下修司 先生(附属薬局薬剤師)
３．「統合失調症の認知機能について」
20:00～21：00
岐阜大学大学院医学系研究科 精神病理学 准教授 大井 一高 先生
１．「ミニリンメルトOD錠について」

第4回目
令和 2年10月15日（木）
JPALSコード
21-2020-0004-101

19:30～20：00
２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 准教授 井口和弘 先生(附属薬局管理薬剤師)

３．「排尿障害に関する治療」
20:00～21：00
岐阜大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 教授 古家 琢也 先生
１．「ゾルトファイ配合注について」 ノボノルディスクファーマ株式会社

第5回目
令和 2年11月19日（木）
JPALSコード
21-2020-0005-101

19:30～20：00
２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 助教 長内理大 先生(附属薬局薬剤師)
３．「GLP-１受容体作動薬による糖尿病治療の新展開」
20:00～21：00
岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学 教授 矢部 大介 先生

※講師の都合で変更になる場合がありますので、ご了承ください。

★リカレント講座Ⅱ
日 程

講師/内容

時 間

１．「大建中湯について」 株式会社ツムラ

第1回目
14:30～15：00
令和 2年 6月20日（土）
JPALSコード
21-2020-0006-101

２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 助教 長内理大 先生(附属薬局薬剤師)
３．「がん患者の栄養管理と漢方薬による服薬支援」 その①
15:00～16：00
芝大門 いまづクリニック 今津 嘉宏 先生

第2回目
令和 2年 6月20日（土）
JPALSコード
21-2020-0007-101

４．「がん患者の栄養管理と漢方薬による服薬支援」 その②
16:10～17：40
芝大門 いまづクリニック 今津 嘉宏 先生
１．「より多くの人が使いやすい漢方ゼリー剤・濃縮煎剤のご紹介」 松浦薬業株式会社

第3回目
令和 2年 9月26日（土）
JPALSコード
21-2020-0008-101

14:30～15：00
２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 助教 野口義紘 先生(附属薬局薬剤師)

15:00～16：00

３．「地域連携による糖尿病の継続的薬学管理フォローアップ」
～セルフメディケーション支援の薬膳講座から在宅まで～ その①
恵比寿ファーマシー&フローラ薬局 代表取締役 篠原 久仁子先生

第4回目
令和 2年 9月 26日（土）
JPALSコード
21-2020-0009-101

４．「地域連携による糖尿病の継続的薬学管理フォローアップ」
～セルフメディケーション支援の薬膳講座から在宅まで～ その②
16:10～17：40

恵比寿ファーマシー&フローラ薬局 代表取締役 篠原 久仁子先生
当日は、今後の調剤報酬改定で求められる糖尿病の継続的薬学管理の実際から２４
年漢方・薬膳講座を薬局で主宰してきた講座の薬膳スープとハーブティの試飲の体験
講座付きです。

第5回目
令和 2年 10月24日（土）
JPALSコード
21-2020-0010-101

１．「薬機法改正により、今後目指す薬局像について ～ドイツの薬局の例を参考に～」

15:00～16：30
ネオフィスト研究所 取締役 吉岡 ゆうこ 先生

※講師の都合で変更になる場合がありますので、ご了承ください。

＜岐阜薬科大学附属薬局リカレント講座（地域リーダー養成） 募集要項＞
令和２年度の岐阜薬科大学リカレント講座は、昨年度と同様にⅠとⅡの2つのコースを計画いたしました。リカレント講座
Ⅰは木曜日の19時30分～21時に最近の新規治療薬についての情報提供および服薬指導のポイント、岐阜大学の臨床医
による薬物治療に関するご講演をしていただきます。
リカレント講座Ⅱは土曜日の14時30分～17時40分に、地域医療に特化した内容で、その分野において日本で著名な先生
に講師をお願いしました。6月は、現代版漢方診療をされている、芝大門 いまづ クリニック院長 今津 嘉宏先生です。9月
は、恵比寿ファーマシー&フローラ薬局の篠原久仁子先生です。10月は、日本コミュニティファーマシー協会代表理事である
吉岡ゆうこ先生にお願いいたしました。地域包括ケアシステムで活躍する薬剤師を目指している方には効果的な内容で
す。なお、リカレント講座ⅠとⅡを受講し、所定の要件を満たした薬剤師の先生には、岐阜薬科大学から地域リーダーとして
認定証を授与いたします。平成28・29・30年度・令和元年度地域リーダー認定証を授与された方は、更新を目指して受講し
てください。
病院および薬局の薬剤師の先生方の受講をお待ちしております。
附属薬局長 寺町ひとみ

※リカレント講座Ⅰ(後援: 岐阜県薬剤師会)
場

所： 岐阜薬科大学附属薬局 講義室

リカレント講座Ⅰとリカレント講座Ⅱは
会場が異なりますのでご注意ください

（〒501-1113 岐阜市大学西1-108-3，TEL 058-293-0220）
受 講 料： 一括6,000円（分割受講はできません，途中受講でも同額となります）
募集人数： 50名程度（先着順）

募集期間：随時

※リカレント講座Ⅱ(後援: 岐阜県薬剤師会)
場

所： 岐阜薬科大学 第２講義室
（〒501-1196 岐阜市大学西1-25-4，TEL 058-230-8100）

受 講 料： 一括6,000円（分割受講はできません，途中受講でも同額となります）
募集人数： 50名程度（先着順）

募集期間：随時

研修認定： 本講座は日本薬剤師研修センターの認定講習です。(4月の段階では申請中)
受講資格： 薬剤師の免許をお持ちの方（現在仕事についているか否かは問いません）
応

募： 下記の受講申込書に必要事項を記入して、FAXまたは郵送
＜会場へのご案内＞

にてお申込みください。
岐阜薬科大学
附 属 薬 局

受講通知： 受講通知は行っておりません。応募段階ではまだ仮受付
であり、各講座の初回受講時に受講料をお支払いいただ

リカレント講座Ⅰ会場

くことで、本受付の完了となります。

岐
阜

問合せ先： 岐阜薬科大学附属薬局
〒501-1113 岐阜市大学西1-108-3

岐
本 阜
薬
科
部 大
学

TEL 058-293-0220，FAX 058-293-0221
E-mail： iguchi@gifu-pu.ac.jp
※お問い合わせはできるだけE-mailをご利用ください。

リカレント講座Ⅱ会場

大
学

FAX番号 ０５８-２９３-０２２１
「岐阜薬科大学附属薬局リカレント講座（地域リーダー養成）」 受講申込書

＊ご芳名（ふりがな）

＊ご所属

＊薬剤師免許番号（日本薬剤師研修センターの研修受講シールを受け取りたい方は記入してください。）

＊以下の講座への参加を希望します（○で囲んでください）
①リカレント講座Ⅰ

②リカレント講座Ⅱ

③リカレント講座Ⅰ・Ⅱの両方

＊現在薬剤師として仕事についている（いずれかに○をご記入ください） （

＊ご連絡先住所

（

）自宅 （

）はい

（

）いいえ

）職場（いずれかに○をご記入ください）

〒

＊電話番号（日中連絡が可能な番号）
－

－

＊FAX
－

－

＊E-mailアドレス（お持ちでしたらご記入ください）

お知らせ：
研修受講シールをお渡しするために、氏名及び薬剤師免許番号を含む受講者名簿を公益財団法人日本薬剤師研
修センターに報告しております。

