令和3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．「ゼジューラカプセルについて」 武田薬品工業株式会社

第1回目
令和 3年 6月24日（木）
JPALSコード
「21-2021-0006-101」

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 長内理大 先生(附属薬局薬剤師)
３．「卵巣癌の薬物療法について」
20:00～21：00
岐阜大学医学部附属病院 産婦人科 臨床講師 早崎 容 先生
１．「アプレピタント錠について」 日本化薬株式会社

第2回目
令和 3年 8月26日（木）
JPALSコード
「21-2021-0007-101」

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．「化学療法に伴う効果的な制吐療法について」
20:00～21：00
岐阜大学 がんセンター 准教授 牧山 明資 先生
１．「アーリーダ錠について」 ヤンセンファーマ株式会社

第3回目
令和 3年 9月16日（木）
JPALSコード
「21-2021-0008-101」

19:30～20：00
２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 教授 井口和弘 先生(附属薬局管理薬剤師)
３．「前立腺がんの最新の治療について」
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．「テリルジー吸入について」

第4回目
令和 3年10月21日（木）
JPALSコード
「21-2021-0009-101」

19:30～20：00
２．「服薬指導のポイント」 岐阜薬科大学 講師 野口義紘 先生(附属薬局薬剤師)
３．「気管支喘息治療の最新の知見-現状と課題-」
20:00～21：00
岐阜大学大学院医学系研究科 呼吸器内科学 臨床教授 大野 康 先生
１．「ダーブロック錠について」 協和キリン株式会社

第5回目
令和 3年11月18日（木）
JPALSコード
「21-2021-0010-101」

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．「腎性貧血の最新の治療について」
20:00～21：00
岐阜大学医学部附属病院 第二内科 内藤 順子 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

時 間

令和 3年 6月19日（土）
JPALSコード
「21-2021-0011-101」

14：30～16：00

第1回目

１．「2021年の改正薬機法と薬局の機能分化について」
ネオフィスト研究所 取締役 吉岡 ゆうこ 先生

第2回目
令和 3年 6月19日（土）
JPALSコード
「21-2021-0012-101」

講師/内容

１．「薬局におけるオンライン服薬指導の現状について」
16：10～17：10
株式会社メドレー 調剤薬局窓口支援システムPharms カスタマーサクセス 福井 彩香 先生

17：10～17：40 ２．「オンライン服薬指導への期待と展望」総合討論 岐阜薬科大学 教授 寺町ひとみ 先生
第3回目
令和 3年 7月10日（土）
JPALSコード
「21-2021-0013-101」

１．「COVID-19パンデミックを経験して～これからの感染対策～」
15：00～16：30
ぎふ綜合検診センター所長/岐阜大学名誉教授 村上 啓雄 先生

１．「リベルサス錠について」 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
14：30～15：00
令和 3年 10月 16日（土）
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)
JPALSコード
「21-2021-0014-101」
15：00～16：00 ３．「スリースターファーマシストを目指して‼」その①

第4回目

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野 特定講師 岡田 浩 先生

第5回目
令和 3年 10月16日（土） 16：10～17：40
JPALSコード
「21-2021-0015-101」

４．「スリースターファーマシストを目指して‼」その②
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野 特定講師 岡田 浩 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３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は土曜日の午後に、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。
本年度は即時配信型オンライン講座として開催いたします（web開催）。また、岐阜薬科大学本部の第二講義室を聴講会
場として設ける予定です。聴講環境に困難がある先生は聴講会場をご利用ください（新型コロナウィルス感染症の状況に
よっては聴講会場を設置できない場合もあります）。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。これまでに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

令
和

※リカレント講座Ⅰ(後援: 岐阜県薬剤師会)
会

場： Web開催（Zoomによる配信）
＊ 聴講会場（予定）：岐阜薬科大学 本部 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7,000円（分割受講はできません。なお、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)
会

場： Web開催（Zoomによる配信）
＊ 聴講会場（予定）：岐阜薬科大学 本部 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7,000円（分割受講はできません。なお、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)。
・令和3年9月末までは、研修会の実施方法に関する時限的特例に基づき、Web受講者に加えて、聴講会場で
の受講者にも薬剤師研修センターシールを配布できるよう申請中です。
・令和3年9月より、研修センターシールの電子化が予定されています。電子化に関する詳細は、日本薬剤師
研修センターのホームページ等でご確認ください。
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または郵送にてお申込みください。
＜聴講会場のご案内＞

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、各講座の受講料をお支払いいただくこと

岐阜薬科大学

で、本受付の完了となります。お支払い方法等につい
て、6月上旬までにメールでご連絡いたします。
岐

問合せ先： 〒501-1113 岐阜市大学西1-108-3
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。
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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【必須】（丁寧にご記入ください）

ご案内はメールにて行う予定です。「＠gifu-pu.ac.jp」および「@city.gifu.gifu.jp 」のドメインからのメールを
受信できるように設定をお願いいたします。
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。

