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

2022/06/28 2022/06/28 第3回 所沢市薬剤師会学術講演会

研修会内容
熱中症と補液

主催者(実施機関)
一般社団法人所沢市薬剤師会

問い合わせ先(電話番号
orメールアドレス)
04-2991-4500

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)
上村 浩史

1

2022/06/28 2022/06/28

女性医学（更年期医学・プレコンセプションケ これだけは覚えておきたい 更年期への対応とHRTの実 特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
ア）
際
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

宮原富士子

1

2022/06/28 2022/06/28

どんぐり未来塾の薬剤師が知っておくべき副 どんぐり未来塾の薬剤師が知っておくべき副作用の知
作用の知識
識

一般社団法人薬局支援協会

info@ph-support.jp

竹中孝行

1

2022/06/28 2022/06/28 佐野市薬剤師会6月定例会

認知症における薬物治療の最前線2022

一般社団法人佐野市薬剤師会

0283-20-8857

大山直毅

1

2022/06/28 2022/06/28 支持療法、それでいいの会

制吐療法について押さえておくべきポイント～薬剤師の
一般社団法人香川県薬剤師会
役割と薬薬連携～

087-891-2431

松川 裕輔

1

0154-92-2206

2022/06/29 2022/06/29

第3回 釧路地域感染制御ネットワーク薬剤
ARDSを伴う肺炎に対する介入症例
師部会セミナー

一般社団法人 釧路薬剤師会

玉川淳一

1

2022/06/29 2022/06/29

第250回鹿児島県病院薬剤師会研修会・第
癌疾患と栄養
43回がん薬物療法対策講習会

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

1

2022/06/29 2022/06/29 社会保険に関する研修会

令和４年度調剤報酬改定について

一般社団法人秋田県薬剤師会

018-835-2576

佐々木寛人

1

2022/06/29 2022/06/29 令和４年度青年部研修会

骨粗鬆症対策のスピリット

一般社団法人香川県薬剤師会

087-831-3093

岡内 優典

1

2022/06/30 2022/06/30 医療用医薬品研修会

COVID-19流行下における高齢者のメンタルヘルスとう
一般社団法人徳島県薬剤師会
つ病

088-655-6991

石田志朗

1

2022/06/30 2022/06/30 令和4年度第3回八幡薬剤師会学術研修会 コロナ禍における肝胆膵診療とトピックス

公益社団法人八幡薬剤師会

093-661-1166

森山 尚美

1

2022/06/30 2022/06/30 第２７８回学術生涯教育セミナー

大腸がんをめぐる最近の話題

一般社団法人八戸薬剤師会

0178-80-7557

月舘さつき

1

2022/06/30 2022/06/30 マイケアプラン制度と地域の社会資源

ケアマネジャーとケアマネジメント

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

宮原富士子

1

2022/06/30 2022/06/30 6月の播磨薬剤師会Web研修会

『ご存知ですか？血圧の評価/測り方』

一般社団法人播磨薬剤師会

079-421-8825

淺井雅史

1

2022/07/01 2022/07/01 第141回日本薬理学会近畿部会

優秀発表賞候補演題-1：中枢1

公益社団法人 日本薬理学会

society@pharmacol.or.jp

田沼 慶子

4

2022/07/01 2022/07/01 HIV／AIDS研修会

HIV診療の現状

一般社団法人久留米三井薬剤師会 0942-36-7790

牟田

1

禁煙対策の基礎から頑固な喫煙者対策まで

日本禁煙科学会

info@jascs.jp

事務局 担当
小原

2

2022/07/03 2022/07/03 2022年度研究倫理講習会

倫理審査体制等に関する現状と課題

栃木県薬剤師研修協議会

FAX028-658-9847

事務局 大関

1

2022/07/03 2022/07/03 第81回患者さんと薬剤師の対話の場

発達障害

一般社団法人リード・コンファーマ

080-2334-4945

平石勝巳

1

2022/07/03 2022/07/03

第284回全国禁煙アドバイザー育成講習会
in岡山（Web講習会）

●

※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

2022/07/03 2022/07/03 糖尿病ステップアップセミナー2022

研修会内容
糖尿病薬物療法の最新の話題

2022/07/03 2022/07/03 第283回東京薬科大学卒後教育講座（春期） パーキンソン病に関するテーマ（仮）

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)

糖尿病療養指導士兵庫県連合会

hcde@pac.ne.jp

事務局 松本絵
美里

4

東京薬科大学

kouhouka@toyaku.ac.jp

木場克誌

2

2022/07/03 2022/07/03 第１０回多職種連携シンポジウム

アフターコロナを見据えた鹿児島県の取組と多職種連
携のこれから１

公益社団法人鹿児島県薬剤師会

kayaku@kayaku.jp

川越 洋一

2

2022/07/03 2022/07/03 保険薬局研修会

患者本位の医薬分業をめざして

新潟県薬剤師研修協議会

025-281-7730

峰田 千穂

2

浅草薬剤師会

asayaku@gmail.com

事務局

1

地域連携薬局取得に向けての取組みと、地域・医療機
一般社団法人日本保険薬局協会
関との連携について

103-3243-1075

木内 惠

1

チーム一丸で考える不眠症マネジメント ～睡眠薬適正 一般社団法人 ひたちなか薬剤師
使用を含めたせん妄リスク対策の視点から～
会

070-7607-5048

鈴木 遼子

1

宮原富士子

1

2022/07/04 2022/07/04

ワンランク上の薬剤師を目指すオンライン研 若者の声から考える、今必要とされる性教育と緊急避
修会
妊薬へのアクセス

2022/07/04 2022/07/04 第66回関西服薬懇話会（オンライン研修）
2022/07/04 2022/07/04

ひたちなか地区多職種連携 リスクマネジメ
ントセミナー

2022/07/05 2022/07/05

女性医学・ジェンダー・生き方の視点から学
現代社会 特に直近の女性の健康に関わる課題
ぶ

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

2022/07/06 2022/07/06 県南フォーラム

新たな片頭痛治療の時代到来 -抗CGRP抗体とラスミ
ジタンの登場-

一般社団法人八代薬剤師会

centerph@yatsuyaku.or.jp 佐藤 良太郎

1

2022/07/06 2022/07/06 2022年度第1回龍ケ崎薬剤師会研修会

PF-ILDとは

龍ケ崎薬剤師会

masami1728@gmail.com

倉持将己

1

2022/07/06 2022/07/06 第1回漢方研修会 WEB配信

西洋医学と東洋医学、八綱弁証

長崎県薬剤師研修協議会

FAX:095-848-6160

今井 愛佳

1

2022/07/06 2022/07/06 令和4年度第2回盛岡薬剤師会研修会

新型コロナウイルスと喫煙（仮）

盛岡薬剤師会

moriyaku@bz01.plala.or.jp

佐々木 宣好

1

2022/07/06 2022/07/06

ファーマシーセミナーアドバンスオンライン研 高齢者で起こりやすい副作用に対して薬剤師のできる
一般社団法人日本薬局学会
修（7月6日）
こと

seminar@ps-japan.org

木内 惠

1

2022/07/06 2022/07/06

今さら聞けない！薬剤師が知っておきたい
サプリメントの知識

info@ph-support.jp

竹中孝行

1

2022/07/07 2022/07/07

丸亀市薬剤師会・善通寺市仲多度郡薬剤師
熱中症対応と経口補水療法のすすめ
会合同講演会

一般社団法人丸亀市薬剤師会

088-666-4806

南条秀幸

1

今さら聞けない！薬剤師が知っておきたいサプリメント
一般社団法人薬局支援協会
の知識～そのサプリ、本当に薦めて大丈夫ですか？～

2022/07/07 2022/07/07 第22 回臨床腫瘍夏期セミナー

最新のがん薬物治療Ⅰ（卵巣がん・卵管がん・腹膜が
ん）

東京がん化学療法研究会

tcog-seminar@intage.com 原田文子

3

2022/07/07 2022/07/07 岐阜薬科大学附属薬局リカレント講座

服薬指導のポイント（アイラミド配合懸濁性点眼液）

岐阜市立岐阜薬科大学

0582930220

井口

1

2022/07/07 2022/07/07 骨卒中と神経障害性疼痛に挑む

茨城県西地区の今後の脊椎治療について

筑西薬剤師会

080-7999-2240

守屋 隆人

1

090-2754-3957

武田 典子

1

2022/07/07 2022/07/07

WEB研修 学ぼう 服薬サポート7 抗がん
剤による消化器毒性のマネジメント

抗がん剤による消化器毒性のマネジメント（口内炎・下
つくば薬剤師会
痢・悪心嘔吐）

●

●

※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)

2022/07/07 2022/07/07 地域連携薬局支援研修会

心不全患者に使える服薬情報提供書

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

2022/07/07 2022/07/07 一）安房薬剤師会薬業会WEB研修会

妊婦と薬について

一般社団法人安房薬剤師会薬業会

副作用機序別を活用したハイリスク薬管理の実践②

一般社団法人リード・コンファーマ

2022/07/07 2022/07/07

副作用機序別を活用したハイリスク薬管理
の実践②

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)
宮原富士子

1

e-mail
awayaku@ar.wakwak.com

谷祐弘

1

info@lead-conpharm.or.jp

平石勝巳

1

寺本 由香里

1

2022/07/08 2022/07/08 砺波糖尿病講演会

砺波総合病院糖尿病地域連携パス継続における栄養
公益社団法人富山県薬剤師会
指導の効果

info@tomiyaku.or.jp

2022/07/08 2022/07/08 日本服薬支援研究会 2022Web特別講演会

薬学臨床推論 はじめの一歩 「痛みを中心とした病歴聴
日本服薬支援研究会
取」

fukuyaku.event@gmail.com 石田志朗

1

2022/07/08 2022/07/08 第3回戸薬研修会

『熱中症対応と経口補水療法のすすめ』～知っておきた
一般社団法人戸畑薬剤師会
い、水分補給の重要ポイント～

093-882-5589

1

2022/07/08 2022/07/08

髙橋 弘之

第251回鹿児島県病院薬剤師会研修会（オ 急性心不全うっ血管理の新たな治療戦略～トルバプタ 一般社団法人鹿児島県病院薬剤師 kazuhiro@m3.kufm.kagoshi
井上和啓
ンライン）
ンリン酸エステルナトリウムへの期待～
会
ma-u.ac.jp

2022/07/08 2022/07/08 第22 回臨床腫瘍夏期セミナー

最新のがん薬物療法Ⅱ（胃がん）

2022/07/09 2022/07/09 第547回薬事情報センター定例研修会

1

tcog-seminar@intage.com 原田文子

3

フレイル・サルコペニア・ロコモをどう診る？ ～世界一
公益社団法人広島県薬剤師会
の高齢社会において～

kamakura@hiroyaku.or.jp

鎌倉美香子

1

2022/07/09 2022/07/09 令和４年度第1回学校・環境衛生研修会

災害支援薬剤師と学校薬剤師

公益社団法人福岡県薬剤師会

092-271-3791

中原 学

1

2022/07/09 2022/07/09 ふくやくセミナー

『 皮膚と漢方 』

ふくやくセミナー

092-588-0800

鈴木 哲弥

1

2022/07/09 2022/07/09 服薬指導に活かせる『ストレッチ』研修会

服薬指導に活かせるストレッチ

新潟県薬剤師研修協議会

025-281-7730

柳生田 ゆかり

1

2022/07/09 2022/07/09 わかりやすい臨床統計講座④

サンプルサイズの決め方

東京理科大学薬学部

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

2

2022/07/09 2022/07/09 第17回中医学研修講座 基礎の部

7.八綱弁証

一般財団法人東方医療振興財団

gakkai@jptoho.or.jp

佐藤

1

●

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

東京漢方教育研究センター

y.hosono0209@gmail.com

細野 靖之

3

●

滋賀県薬剤師研修協議会

info@shigayaku.or.jp

西村 麻美

1

一般社団法人和歌山県薬剤師会

073-422-4748

岡本 佳津美

1

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

2022/07/10 2022/07/10

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③

2022/07/10 2022/07/10 東京漢方教育研究センター 漢方講座
2022/07/10 2022/07/10

在宅ホスピス薬剤師公開講座「在宅におけ
在宅における医療的ケア児とのかかわり方について
る医療的ケア児とのかかわり方について」

2022/07/10 2022/07/10 （一社）和歌山県薬剤師会 薬剤師研修会
2022/07/10 2022/07/10

気の病と方剤

不妊治療について

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③

東京がん化学療法研究会

●

●
●

●

●

※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

2022/07/10 2022/07/10

研修会名称

研修会内容

主催者(実施機関)

誰でもわかる！抗がん剤の基礎 連続講座 誰でもわかる！抗がん剤の基礎 連続講座 第5回 ～
一般社団法人服薬ケア医療学会
第5回
トポイソメラーゼ阻害剤～

2022/07/10 2022/07/10 令和4年度第１回学校薬剤師研修会

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)

jimukyoku@fukuyakucare.o
岡村朱夏
rg

3

学校における熱中症対策

滋賀県薬剤師研修協議会

info@shigayaku.or.jp

山下 美幸

1

女性の疾患と漢方薬

栃木県薬剤師研修協議会

FAX028-658-9847

事務局 大関

1

2022/07/11 2022/07/11 心・腎連関WEBセミナー In茨城

合併症を伴った高血圧診療・治療の重要性 -クリニカ
ルイナーシャをもう一度考える-

一般社団法人 ひたちなか薬剤師
会

090-7000-5815

工藤靖章

1

2022/07/11 2022/07/11 症例検討会1

症例検討会1

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

2022/07/12 2022/07/12 セルフメディケーション＆健サポ支援塾

暮らしの中の生活薬学～より健やかに、より安全に〜
薬局からの提案：殺虫剤、討議

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

宮原富士子

1

貝塚市薬剤師会

西村 卓也

1

本田 貴朗

1

内藤 健斗

1

吉村 拓

1

木内 惠

1

2022/07/10 2022/07/10

第 1 回漢方薬研修会～女性の疾患と漢方
薬～

2022/07/12 2022/07/12 ２０２２年度 第２回 OHP第１６支部研修会 がん化学療法に関するトレーシングレポート

072-433-2222

2022/07/12 2022/07/12 令和4年度山形県病院薬剤師会U40研修会 『薬剤師ｘ研究マインド-小さな気づきを大きな成果に-』 一般社団法人山形県病院薬剤師会 yamabyoyaku@gmail.com
2022/07/13 2022/07/13

令和４年度 第２回 山梨県薬剤師会学術
研修会

2022/07/13 2022/07/13 令和4年7月二水会

（仮）こんな痛みには、どんな薬を使いましょうか？

一般社団法人山梨県薬剤師会

血液疾患の基礎とCML治療

一般社団法人都城市北諸県郡薬剤
0986-25-2455
師会

2022/07/13 2022/07/13

2022年診療報酬改定に伴う地域医療連携への影響～
ファーマシーセミナーアドバンスオンライン研
リフィル処方箋、オンライン服薬指導、対人業務の評価 一般社団法人日本薬局学会
修（7月13日）
～

2022/07/13 2022/07/13

令和4年度 第2回 愛知県病院薬剤師会 HIV HIVと診断されてから元気になるまでの話 ～一緒に考
部会学術講演会
えよう, 最適な服薬支援～

055-254-3400

seminar@ps-japan.org

一般社団法人愛知県病院薬剤師会 atsushy.hirano@gmail.com 平野淳

1
1

2022/07/13 2022/07/13 医療安全

薬剤師に関する医療事故

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

2022/07/14 2022/07/14 臨床薬学研究会

急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群への診断と治
療

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

2022/07/14 2022/07/14 湖北薬剤師会定例研修会

「がんの支持療法 ～神経障害性疼痛の管理～」

一般社団法人 湖北薬剤師会

kohokuyaku@iris.eonet.ne.jp

小倉 味穂

1

2022/07/14 2022/07/14 第28回安芸薬薬連携研修会

心不全手帳の作成経緯と今後の展望

一般社団法人 安芸薬剤師会

082-282-4440

阿良田奈々

1

2022/07/14 2022/07/14 関西腎と薬剤研究会 第110回講演会

地域の保険薬局で腎臓病療養指導を実施する価値 ～
もっと保険薬局薬剤師が腎臓病薬物療法に貢献するた 関西腎と薬剤研究会
めに～

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

1

2022/07/14 2022/07/14 明日から役立つ肺炎セミナーin IBARAKI

誤嚥性肺炎 up to date 2022

090-2754-3957

1

つくば薬剤師会

宮原富士子

武田 典子

●
●

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)

2022/07/14 2022/07/14 第３回Phamacy Seminar in 県央

周術期における薬学的管理～診療報酬改定内容を踏
まえて～

一般社団法人大村東彼薬剤師会

0957-48-7712

山上 大介

1

2022/07/14 2022/07/14 第25回滋賀県薬薬連携研修会

心不全多職種連携での薬剤師の役割

一般社団法人滋賀県薬剤師会

info@shigayaku.or.jp

西村 麻美

1

2022/07/15 2022/07/15 薬剤師がん医療セミナー【Web開催】

当院でのがん治療における薬剤師の関わり

一般社団法人 奈良県病院薬剤師
0744-43-5001
会

山下晃司

1

2022/07/15 2022/07/15 女性の健康支援を学ぶWEBセミナー

産婦人科医師との連携

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

宮原富士子

1

パーキンソン病とレボドパ製剤等の治療薬の適正使用
大阪医科薬科大学
－薬学に携わる患者として願うこと－

p-omplec@ompu.ac.jp

河合 悦子

2

2022/07/19 2022/07/19 膵がん薬物療法の基本

膵がん薬物療法の基本

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

2022/07/19 2022/07/19 大村漢方研究会

症状と向き合う漢方

一般社団法人大村東彼薬剤師会

0957487712

山上 大介

1

●

2022/07/19 2022/07/19 座間市薬剤師会 漢方基礎講座

目と耳の漢方薬

座間市薬剤師会

gisuma5@gmail.com

金井

1

●

一般社団法人長崎市薬剤師会

095-845-5228

古谷麻希

1

seminar@ps-japan.org

木内 惠

1

2022/07/17 2022/07/17

第91回 大阪医科薬科大学薬学部 公開教
育講座

2022/07/20 2022/07/20

令和４年度7月20日薬剤師生涯学習研修会
「排尿障害を伴う様々な疾患」
（Web）

2022/07/20 2022/07/20

ファーマシーセミナーアドバンスオンライン研 薬剤師の法的責任とトラブル対応ーリフィル処方箋 在
一般社団法人日本薬局学会
修（7月20日）
宅対応他ー

2022/07/20 2022/07/20 賀茂東広島精神科医会学術講演会

精神療法の神経科学的基盤

一般社団法人東広島薬剤師会

higashiyakuzaishikai@lime.
城迫 ひろみ
ocn.ne.jp

1

2022/07/20 2022/07/20 令和4年度第4回岸和田支部WEB研修会

「頭痛の鑑別と、片頭痛治療の新たな選択肢 頭痛診
療ガイドライン2021を交えて（仮）」

一般社団法人岸和田市薬剤師会

Kishiyaku93@gmail.com

高田有紀

1

CINVの最新トピックス

一般社団法人 奈良県病院薬剤師
gakujyutu@nara-hp.com
会

米田

1

2022/07/20 2022/07/20 那須地区循環器病連携セミナー

那須地区における循環器医療連携

大田原薬剤師会

0287-20-3395

寺戸

1

2022/07/21 2022/07/21 第289回薬剤師臨床セミナー

炎症性腸疾患(IBD)における基本から最新の治療法ま
で

一般社団法人札幌薬剤師会

011-814-5556

三浦 功

1

2022/07/21 2022/07/21 第17回奈良県薬剤師漢方WEBセミナー

女性の不定愁訴に対する漢方療法

一般社団法人 奈良県病院薬剤師
0744-43-5001
会

山下

1

2022/07/21 2022/07/21 第8回ひたちなか吸入指導カンファレンス

解説：ＣＯＰＤガイドライン2022第６版

一般社団法人 ひたちなか薬剤師
会

08021838900

会田

1

2022/07/21 2022/07/21 第191回生涯教育研修会

熱中症対策と経口補水療法のすすめ

一般社団法人 安芸薬剤師会

082-282-4440

阿良田奈々

1

心房細動についてー薬物治療を中心にー

一般社団法人播磨薬剤師会

079-421-8825

淺井雅史

1

2022/07/20 2022/07/20

2022/07/21 2022/07/21

第160回奈良県薬剤師会学術（Ｗｅｂ）講演
会

病薬東播支部・県薬明石、播磨、東播支部
共催 合同研修会 Web

●

●

※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)

2022/07/21 2022/07/21 東広島地区医師会学術講演会

新しい経口GLP-1受容体作動薬療法の展望

一般社団法人東広島薬剤師会

higashiyakuzaishikai@lime.
城迫 ひろみ
ocn.ne.jp

1

2022/07/21 2022/07/21 第３１８回生涯教育研修会

「高齢者の健康と食事 ～食事による体調管理～」

一般社団法人青森市薬剤師会

017-742-8859

山内美佐子

1

2022/07/22 2022/07/22 砺波糖尿病講演会

1型糖尿病におけるSGLT2阻害薬の有効性と安全性

公益社団法人富山県薬剤師会

info@tomiyaku.or.jp

寺本 由香里

1

2022/07/23 2022/07/23

第5回静岡中部渡航医学セミナー（兼 第50
回静岡小児臨床研究ネットワーク勉強会）

渡航ワクチン外来で学んだ狂犬病とその対策

一般社団法人ＴＯＭＯＳＯ

054-204-0455

鈴木 早苗

2

2022/07/23 2022/07/23

令和4年度 第1回富山県病薬研修委員会
研修会

二次性骨折予防の管理を目的とした薬剤師の役割

富山県病院薬剤師会

076-422-0911

守内 匡

2

脾の弁証と治療（1．基礎）

一般社団法人日本中医学会

nihonchuigakkai@gmail.co
m

佐藤

2

●

gakkai@jptoho.or.jp

佐藤

1

●

2022/07/23 2022/07/23 漢 入門講座 症例で学ぶ中医学（WEB）
2022/07/23 2022/07/23

2022年次のステップをめざす中医学研修講
少陽病とは？傷寒論、金匱要略の柴胡剤について
座

一般財団法人東方医療振興財団

2022/07/24 2022/07/24

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

2022/07/24 2022/07/24

第5回アカデミック・ディテーラー養成プログ
ラム

アカデミック・ディテーリングにおける臨床エビデンス

一般社団法人日本アカデミック・ディ academicdetailing2021@g
テーリング研究会
mail.com

小茂田昌代

1

CKD-MBD 最新の治療戦略

公益社団法富山市薬剤師会

info@tomiyaku.or.jp

寺本 由香里

1

一般社団法人薬局支援協会

info@ph-support.jp

竹中孝行

1

宮原富士子

1

上村 浩史

1

2022/07/26 2022/07/26 富山市薬剤師会学術講演会
2022/07/26 2022/07/26

薬剤師が知っておくべき爪の疾患 ～フットケ
薬剤師が知っておくべき爪の疾患
アの実例～

2022/07/26 2022/07/26

女性医学（更年期医学・プレコンセプションケ 21世紀の性教育への取組み 我が思い 歩み 22世紀へ 特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
ア）
の継承
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

2022/07/27 2022/07/27 第４回 所沢市薬剤師会学術講演会

総合診療医の皮膚科診療

一般社団法人所沢市薬剤師会

2022/07/28 2022/07/28 骨粗鬆症リエゾンサービス塾（FLS実践塾)

骨粗しょう症治療の現状と骨粗鬆症リエゾンサービスの 特定非営利活動法人ＨｅａｌｔｈｙＡｇｉｎ
asakusao@hap-fw.org
重要性
ｇＰｒｏｊｅｃｔｓｆｏｒＷｏｍｅｎ

宮原富士子

1

2022/07/28 2022/07/28 岩手県病院薬剤師会 定例学習会

小児薬物療法～新生児領域～

岩手県病院薬剤師会

070-2919-2108

寺岡 聖

1

2022/07/28 2022/07/28 医療用医薬品研修会

心房細動の病態について

一般社団法人徳島県薬剤師会

088-655-6991

石田志朗

1

2022/07/28 2022/07/28 第86回板薬イブニングセミナー

１.吸入剤のトレーシングレポートに関して

一般社団法人板橋区薬剤師会

itayaku@onyx.ocn.ne.jp

事務局

1

2022/07/28 2022/07/28 第14回妊婦授乳婦・小児科領域研修会

子どもの感染症に対する抗微生物薬とワクチンのはな
し～抗菌薬適正使用や新型コロナウイルス感染症の流 一般社団法人埼玉県薬剤師会
れをふまえて～

048-829-7698

中村 房子

1

2022/07/29 2022/07/29 越谷市薬剤師会学術研修会

パーキンソン病診療で薬剤師ができる事

k.shienn@circus.ocn.ne.jp

山田

1

一般社団法人越谷市薬剤師会

04-2991-4500

●

●

※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

2022/07/30 2022/07/30 わかりやすい臨床統計講座⑤
2022/07/31 2022/07/31

研修会内容

主催者(実施機関)

観察研究における統計解析～近年流行りの傾向スコア
東京理科大学薬学部
を中心に～

令和4年度 第1回 薬剤師認知症対応力向
かかりつけ薬剤師の役割 編
上研修

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)

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

2

公益社団法人広島県薬剤師会

kamakura@hiroyaku.or.jp

鎌倉 美香子

2

大田原薬剤師会

0287-20-3395

寺戸

1

2022/08/01 2022/08/01 大田原薬剤師会講演会

大学病院における薬薬連携の取り組み

2022/08/04 2022/08/04 第１６５回学術研修会

気管支喘息とCOPD治療の現状と吸入指導ならびにデ
一般社団法人高松市薬剤師会
バイスについて

087-812-1001

竹上由美子

1

2022/08/06 2022/08/06 わかりやすい臨床統計講座⑥

臨床論文の批判的吟味

sccper@admin.tus.ac.jp

センター事務局

1

2022/08/06 2022/08/06 「輸血シンポジウム2022 in 九州」

日本のコロナ敗戦～医療安全の行き詰まりとの共通点
日本赤十字社
～

y-asao@qc.bbc.jrc.or.jp

浅尾 洋次

2

簡易懸濁法の基本と製剤学

fukuyaku.event@gmail.com 石田志朗

3

東京理科大学薬学部

2022/08/07 2022/08/07

日本服薬支援研究会 第6回 簡易懸濁法
Web 実技セミナー

2022/08/09 2022/08/09

ファーマシーセミナーアドバンスオンライン研 過活動膀胱治療薬の膀胱選択性と認知機能への影響
一般社団法人日本薬局学会
修（8月9日）
を薬剤学で考える

seminar@ps-japan.org

木内 惠

1

2022/08/20 2022/08/20

第9回スポーツ医学セミナー（兼 第51回静岡 ”何ができるか、何をすべきか” ～スポーツ現場におけ
一般社団法人ＴＯＭＯＳＯ
小児臨床研究ネットワーク勉強会）
るメディカルサポート～

054-204-0455

鈴木 早苗

2

gisuma5@gmail.com

金井

1

2022/08/23 2022/08/23 座間市薬剤師会 漢方基礎講座

気象病の漢方薬

日本服薬支援研究会

座間市薬剤師会

2022/08/24 2022/08/24

ファーマシーセミナーアドバンスオンライン研 薬剤師が押えておきたい関節リウマチ診療ガイドライン
一般社団法人日本薬局学会
修（8月24日）
と薬物治療（総論）

seminar@ps-japan.org

木内 惠

1

2022/08/25 2022/08/25

ワンランク上の薬剤師を目指すオンライン研
実践！小児の服薬指導
修会

浅草薬剤師会

asayaku@gmail.com

事務局

1

●

●

2022/08/27 2022/08/27 第85回医療薬学公開シンポジウム

地域医療連携での薬剤師の立ち位置

一般社団法人日本医療薬学会

023-628-5830

山形大学医学
部附属病院 小
倉次郎

2

2022/08/30 2022/08/30 第５回 所沢市薬剤師会学術講演会

偏頭痛の診断と治療 ～抗CGRP製剤の特徴を含めて
一般社団法人所沢市薬剤師会
～

04-2991-4500

上村 浩史

1

「小児への服薬支援」

日本服薬支援研究会

fukuyaku.event@gmail.com 青木学一

1

●
●

2022/09/04 2022/09/04

第 3 回 日本服薬支援研究会 第 15 回 簡
易懸濁法研究会学術講演会‧総会

2022/09/10 2022/09/10

第52回静岡小児臨床研究ネットワーク勉強
ワクチン類の包材改良への取り組み
会

一般社団法人ＴＯＭＯＳＯ

054-204-0455

鈴木 早苗

2

2022/09/11 2022/09/11

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④

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2022/09/11 2022/09/11

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④

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

※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

2022/10/08 2022/10/08 第87回医療薬学公開シンポジウム

研修会内容

主催者(実施機関)

「がん医療の問題点と現状：Overview」「最新のがん研
究」「がん治療における支持療法の研究」「がん医療に 一般社団法人日本医療薬学会
おける地域」

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)

0561-62-6095

名城大学薬学
部 築山 郁人

2

2022/10/09 2022/10/09

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❺

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2022/10/09 2022/10/09

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⑤

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2022/11/13 2022/11/13

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⑥

一般社団法人方術信和会

bokuanjuku@gmail.com

今井 喜登

3

●

2022/11/13 2022/11/13

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❻

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

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

●

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

●

2023/01/08 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

●

2023/02/12 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

●

2023/02/12 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

●

2023/03/12 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

●

2023/03/12 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

●

※適用の印において、「◎」は必須研修の対象となります。

