2015年度

講演実績

（全54回）

2016年3月24日（木）
東広島薬剤師会
演題：「医師と介護をつなぐ 薬局薬剤師の役割 ～疼痛緩和編～」
演者：佐藤 賢治
2016年3月16日（水）
認知症家族セミナー
演題：「薬剤師さんに教えてもらおう。認知症の薬のこと」
「認知症介護に役立つ！最新の福祉用具を知ろう」
演者：北中 紀子
2016年3月6日（日）
中河内、南河内ブロック薬薬連携研修会
演題：「在宅医療連携における薬局の役割～退院調整、薬薬連携の実例をふまえて～」
演者：孫 尚孝
2016年3月6日（日）
在宅特別勉強会 ～薬局での注射剤調剤 踏み出そう初めの一歩～
演題：「株式会社ファーマシィの無菌調剤への取り組みについて」
演者：熊谷 岳文
2016年3月2日（水）
重症化予防事業 第4期
演題：「腎臓病と薬」「お薬手帳について」
演者：佐藤 賢治
2016年2月24日（水）
富山県中新川郡薬剤師会研修会
演題：「地域包括システムにおける薬局の役割」
演者：孫 尚孝
2016年2月21日（日）
笠岡健康まつり
演題：「高血圧 ～薬を正しく飲むために～」
演者：栗原 慎吾
2016年2月19日（金）
大島いきいきサロン
演題：「すぐに役立つ薬の知識」
演者：片山 貴大
2016年2月18日（木）
介護従事者のためのお薬講座
演題：「薬の基礎知識・抗認知症薬の知識」「居宅療養管理指導について」
演者：山﨑 大輔
2016年2月17日（水）
第35回ベイエリア連携の会
演題：「在宅医療推進と在宅薬局のこれからの在り方」
演者：孫 尚孝
季刊誌 Wing
記事：「在宅医療における多職種連携の重要性」
掲載者：孫 尚孝

社会保険旬報
記事：「ファーマシィにおける在宅医療への取り組み」
掲載者：孫 尚孝
2016年1月25日（月）
奈良県立ろう学校教職員研修
演題：「食物アレルギーとエピペンの使い方」
演者：中川 博之
2016年1月24日（日）
日本病院薬剤師会近畿学術大会
シンポジウム：「患者さんの一生涯サポーターになろう。外来服薬支援から在宅まで」
演者：竹内 雅代
2016年1月23日（土）
第58回 喘息勉強会
演題：「吸入指導 再考」
演者：中川 博之
2016年1月21日（木）
2015年度第2回緩和ケアセミナー 千葉県病院薬剤師会
演題：「在宅緩和ケアにおけるチーム医療と薬局薬剤師」
演者：孫 尚孝
2015年12月17日（木）
安芸高田市居宅介護支援事業所連絡協議会 居宅介護事業所連絡協議会研修
演題：「どうすれば上手くいく？ ～①医師との情報交換 ②薬剤師の活用～」
演者：佐藤 賢治
2015年12月12日（土）
安芸高田市在宅医療・介護連携推進部会
最後まで笑顔で生き抜く～ともに暮らそう住み慣れたこの町で～
演題：「緩和ケア～限られた時間の中で満足の高い生活を目指して薬剤師に出来ること～」
演者：佐藤 賢治
2015年12月12日（土）
天理よろづ相談所病院小児科 食物アレルギー教室
演題：「エピペンの使い方」
演者：中川 博之
2015年12月2日（水）
城西大学 薬学部
演題：在宅医療持論
演者：孫 尚孝・安福 功一
2015年11月25日（水）
小金井市医師会 小金井市三師会合同研修会
演題：「意外と知らない地域包括ケアにおける薬局の役割」
演者：孫 尚孝
2015年11月22日（日）
一般社団法人 日本医療薬学会 第25回 日本医療薬学会年会シンポジウム
演題：薬剤師は診療ガイドラインやシステマティックレビューをどう実践活用するのか。
～見つけて吟味して行動する～」
演者：竹内 雅代

2015年11月16日（月）
宇品東社会福祉協議会 福祉部 ふれあいの集い
演題：「薬局の上手な付き合い方について」
演者：和田 美智代
2015年11月13日（金）
kaeマネジメント 第71回HSEセミナー
演題：「薬局が在宅医療に関わる上で必要なこと」
演者：孫 尚孝
2015年11月12日（木）
平田地区福祉協議会 福祉部 ふれあいの集い
演題：「インフルエンザ、風邪のまん延防止について」
演者：北條 聡志
2015年11月11日（水）
第7回高齢者住宅新聞社 高齢者住宅フェア大阪セミナー
演題：「知っておきたい薬剤師による居宅療養管理指導の活用術」
演者：孫 尚孝
2015年11月11日（水）
安芸高田市福祉保健部高齢者福祉課 平成27年度介護予防講演会
演題：「ただしく飲んで、健やかに生活を送ろう」
演者：佐藤 賢治
2015年11月7日（土）
松江市立病院 医師支援室 在宅PCAポンプ研修会
演題：「薬剤師連携の実施と活動状況」
演者：熊谷 岳文
2015年11月7日（土）
島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室 在宅PCAポンプ研修会
演題：「薬剤師連携の実際と活動状況」
演者：熊谷 岳文
2015年10月30日（金）
ボンセジュール南千束
演題：「薬の適正使用について」
演者：森屋 美沙子
2015年10月14日（水）
世田谷区薬剤師会 在宅推進研修会
演題：「在宅・地域医療連携における薬局の役割」
演者：孫 尚孝
2015年10月3日（土）
大阪府立呼吸器アレルギー医療センター 第3回 羽曳野在宅緩和ケア研究会
演題：「保険薬局との連携で機能する在宅医療、薬剤師の取組み
～南河内エリアにおける在宅緩和ケアの推進に向けて～」
演者：北中 紀子
2015年9月28日（月）
がん薬薬連携研究会
演題：「がん化学療法薬薬連携の取り組みについて」
演者：竹内 雅代

2015年9月26日（土）
次世代薬局研究会2025セミナー
演題：「今から始める在宅医療－入門編から実践編まで」
演者：孫 尚孝
2015年9月12日（土）
奈良小児喘息治療研究会・帝人ファーマ株式会社 第10回 奈良小児喘息治療セミナー
演題：「ステロイド忌避の母親への介入によりアドヒアランスが向上した小児気管支喘息児の一例」
演者：中川 博之
2015年8月30日（日）
エーザイ株式会社 保険薬局マネジメントセミナー
演題：「なぜ薬剤師がチーム医療から信頼を得るに到ったか？～認知症の退院時調整を含めて～」
演者：孫 尚孝
2015年8月20日（木）
第32回ベイエリア連携協議会
演題：「地域医療と介護の現状と課題 ～在宅医療推進と薬局、またこれからについて～」
演者：孫 尚孝
2015年8月2日（日）
一般社団法人京都府薬剤師会・薬剤師糖尿病研究会・サノフィ株式会社 薬剤師糖尿病シンポジウム
演題：「薬剤師なら気がつく。在宅でのヒヤリハット」
演者：竹内 雅代
2015年8月1日（土）
ファーマシーフェア 医療関連専門講演
演題：「なぜ薬剤師が在宅チーム医療から信頼を得ることができたのか？」
演者：孫 尚孝
2015年7月29日（水）
特別養護老人ホーム甲田 老人ホーム甲田施設内研修
演題：「知って得するお薬の話 ～施設編～」
演者：佐藤 賢治
2015年7月26日（日）
株式会社ベネッセスタイルケア 医療・介護セミナー
演題：「知っておくと役に立つ薬の上手な付き合い方」
演者：孫 尚孝
2015年7月23日（木）
安芸高田市福祉保健部高齢者福祉課 平成27年度介護予防講演会
演題：「ただしく飲んで、穏やかに生活を送ろう」
演者：佐藤 賢治
2015年7月20日（月）
株式会社ミズ 社内研修
演題：「在宅緩和ケアで学んだ調剤薬局の役割」
演者：山根 暁子
2015年6月27日（土）
Tokyo Medical Industry MeetingⅡ
パネルディスカッション：「地域包括ケアの現状と今後の課題について」
演者：孫 尚孝

2015年6月25日（木）
公益社団法人広島県介護福祉士会 広島県介護福祉会第3ブロック研修会
シンポジウム：「介護職に必要な薬の知識とリスクマネジメント
演者：山﨑 康樹
2015年6月25日（木）
社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会 介護職員研修会
シンポジウム：「お薬の基礎知識と管理 ～在宅支援時の困りごとは？～」
演者：佐藤 賢治
2015年6月24日（水）
やかげ薬局出前講習会
シンポジウム：「薬と健康出前講座」
演者：渡邉 治
2015年6月19日（金）
第20回 日本緩和医療学会学術大会
シンポジウム：「鎮痛薬の内服困難時の工夫：痛み止めがのめなくなったらどうする？」
演者：山根 暁子
2015年6月17日（水）
船井調剤マーケティングフォーラム（大阪）
演題：「在宅・地域医療連携と薬局・薬剤師の役割」
演者：孫 尚孝
2015年6月14日（日）
株式会社ベネッセスタイルケア 医療・介護セミナー
演題：「知っておくと役に立つ薬の上手な付き合い方」
演者：孫 尚孝
2015年5月23日（土）
第16回 日本死の臨床研究会中国四国大会
シンポジウム：「在宅における大容量PCA ポンプアイフューザープラスの使用を通じて」
演者：熊谷 岳文
2015年5月23日（土）
船井総合研究所 薬局経営者向けセミナー
演題：「医療介護報酬改定から考える薬局経営と在宅医療」
演者：孫 尚孝
2015年5月20日（水）
第16回 日本死の臨床研究会中国四国大会
シンポジウム：「在宅緩和ケアを考える」
演者：山根 暁子
2015年4月19日（日）
やかげ薬局出前講習会 吉祥寺婦人会
演題：「保冷剤を使って芳香剤を作ろう」
演者：杉井 美穂

