
平成 30年 7月 

会員各位 

愛知県病院薬剤師会 

会長 木村 和哲 

 

平成 30年度新任・中堅薬剤師研修会開催について（変更案内） 

 

病院・診療所に勤務する新任薬剤師を対象として、標記の研修会を 5 月にご案内申

し上げましたが、共催メーカーの諸事情により一部研修内容を変更することとなりま

した。すでにお申込みいただきました方々には、大変申し訳ありませんが、ご了承い

ただきたくお願い申し上げます。 

変更となりました内容を含めて要綱を再度ご案内申し上げます。 

なお、昨年度より新任薬剤師だけでなく中堅薬剤師も出席し易いよう新任・中堅薬

剤師研修会とし、内容も中堅薬剤師の方にもお役に立てるようさらに工夫を致しまし

たので、中堅薬剤師の皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

 

研 修 会 要 綱 

 

日 時：平成 30年 8月 26日（日）  13:00～19:30 

場 所：名古屋大学医学部附属病院 中央診療棟 A 3階 講堂 

〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町 65番地  

TEL 052-741-2111 

集 合：12時 30分より受付を開始しますので開催時間までに受付を修了して

ください。 

交 通：（１）JR中央本線・鶴舞駅（名大病院口側）下車 徒歩 3分 

（２）地下鉄（鶴舞線）鶴舞駅下車 徒歩 8分 

（３）市バス「栄」から栄 18系統「妙見町」行きで「名大病院」下車 

研修認定単位：日本薬剤師研修センター2単位もしくは 

日病薬病院薬学認定薬剤師制度 1.5単位（Ⅱ-6：1単位、Ⅳ-1：0.5単位）予定 

なお、研修センターと日病薬の研修単位はどちらか一方しか取得できませんの

で、参加時までに受講票に取得を希望する単位を記載してください。 

 

 

 

 



研修項目および講師 

 

13:00～13:20 「日本病院薬剤師会と専門薬剤師制度によるキャリア形成」 

講師：愛知県病院薬剤師会会長  木村 和哲 先生 

13:20～13:40 「病院薬剤師による妊婦・授乳婦に対する薬物療法支援、 

取り組みと成果」 

講師：医療法人葵鐘会 エンジェルベルホスピタル  

薬剤部部長 森 千与 先生 

13:40～14:00 「 精神科領域の現状と薬剤師の取り組み 」 

講師：豊川市民病院薬剤部     山崎 孝佳 先生 

14:00～14:20 「HIV感染症専門薬剤師の役割とは？  

～活動紹介と HIV部会としての取り組み～」 

講師：名古屋医療センター薬剤部     平野 淳 先生 

14:20～14:40 「病院薬剤師が求められる感染制御と 

感染領域における資格の取得状況」 

講師：安城更生病院薬剤部         奥平 正美  先生 

14:40～15:00 「がん専門薬剤師とがん部会の取り組みについて」 

講師：中部労災病院薬剤部        山口 智江  先生 

15:00～15:20  休憩 

15:20～15:50 「抗がん剤の暴露対策等について」 

             講師：ニプロ株式会社 営業推進部 佐々木 秀行 氏 

15:50～16:50 「医療安全管理者から病院薬剤師にのぞむこと」 

   講師：医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 情報管理部医療安全管理課 

 渡邉 幸子 先生 

16:50～17:30  休憩・移動 

17:30～19:30  グループワークによる意見交換会 

 

 

共 催   愛知県病院薬剤師会 

ニプロ株式会社   

後 援   愛知県病院協会 

愛知県医療法人協会 

 

 

 



受講手続き 

 

①受講資格 ：愛病薬会員（本年度入会予定者を含む）およびその他の希望者 

②研修会費 ：参加費 5,000円 

（グループワークの費用は愛知県病院薬剤師会が負担します。） 

③申込み方法：通信欄に、必ず、施設名、出席者全員の氏名を記入し、 

平成 30年 7月 20日（金）迄に、まとめて下記へ振り込んで下さい。 

ご記入のない場合は、受講票が送付できない場合があります。 

7 月 20 日以降の申し込みも可能ですが、下記研修会費の問合せ先に

ご相談ください。 

④振込み先 ：ゆうちょ銀行 振込み口座：00880－9－216064 

愛知県病院薬剤師会学術教育委員会  

※年会費とは別です。 

⑤受講票  ：振込みがあり次第、順次、受講票（はがき）を送付します。  

当日、受講票を必ずご持参の上、研修会場で受講票を提示し、研修シ

ール等を受け取って下さい。 

⑥その他  ：受講票を発行した方の研修会費は、返却いたしません。 

 

<研修会費の問合せ先>  

三菱 UFJ 銀行 健康センター 薬局 稲垣量子（会計理事） 

Tel ：052－211－0326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 平成 30年 7月 

院  長 殿 

愛知県病院薬剤師会 

会長 木村 和哲 

 

研修内容の一部変更のお知らせと貴職員参加に対する再度のお願い 

 

拝啓 初夏の候、貴院には益々ご清祥の段お慶び申し上げます。 

この度、当会では病院・診療所に勤務する新任および中堅の薬剤師を対象として、

平成 30 年度新任・中堅薬剤師研修会について 5 月に貴職員の参加に対するご配慮の

お願いを申し上げたところですが、共催メーカーの諸事情により研修内容を一部変更

して開催することになりました。大変ご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。 

変更後の研修内容を以下にお知らせし、改めて参加に対するご配慮をお願い申し上

げます。お取り計らいの程よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

研 修 会 要 綱 

 

日 時：平成 30年 8月 26日（日）  13:00～19:30 

場 所：名古屋大学医学部附属病院 

〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町 65番地  

TEL 052-741-2111 

受講資格 ：  新任および中堅薬剤師、その他（特に受講を希望する者） 

研修費  ：  参加費 5,000円 

（グループワークの費用は愛知県病院薬剤師会が負担します。） 

申し込み ：  通信欄に施設名、出席者名を記入してゆうちょ銀行  

振込み口座：00880－9－216064 愛知県病院薬剤師会学術教育委員会 

へ参加費用を振り込んで下さい。 

締め切り ：  平成 30年 7月 20日（金） 

研修認定単位：日本薬剤師研修センター2単位もしくは 

日病薬病院薬学認定薬剤師制度 1.5単位（Ⅱ-6：1単位、Ⅳ-1：0.5単位）予定 



研修項目および講師 

 

13:00～13:20 「日本病院薬剤師会と専門薬剤師制度によるキャリア形成」 

講師：愛知県病院薬剤師会会長  木村 和哲 先生 

13:20～13:40 「病院薬剤師による妊婦・授乳婦に対する薬物療法支援、 

取り組みと成果」 

講師：医療法人葵鐘会 エンジェルベルホスピタル  

薬剤部部長 森 千与 先生 

13:40～14:00 「 精神科領域の現状と薬剤師の取り組み 」 

講師：豊川市民病院薬剤部     山崎 孝佳 先生 

14:00～14:20 「HIV感染症専門薬剤師の役割とは？  

～活動紹介と HIV部会としての取り組み～」 

講師：名古屋医療センター薬剤部     平野 淳 先生 

14:20～14:40 「病院薬剤師が求められる感染制御と 

感染領域における資格の取得状況」 

講師：安城更生病院薬剤部         奥平 正美  先生 

14:40～15:00 「がん専門薬剤師とがん部会の取り組みについて」 

講師：中部労災病院薬剤部        山口 智江  先生 

15:00～15:20  休憩 

15:20～15:50 「抗がん剤の暴露対策等について」 

             講師：ニプロ株式会社 営業推進部 佐々木 秀行 氏 

15:50～16:50 「医療安全管理者から病院薬剤師にのぞむこと」 

   講師：医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 情報管理部医療安全管理課 

 渡邉 幸子 先生 

16:50～17:30  休憩・移動 

17:30～19:30  グループワークによる意見交換会 

 

 

 

共 催   愛知県病院薬剤師会 

ニプロ株式会社   

後 援   愛知県病院協会   

愛知県医療法人協会 


