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薬薬連携の現状と緩和ケア教育の問題点について熱く語りつくそう

日本薬剤師研修センター認定講座 ３単位
日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 ２単位

日病薬病院薬学認定薬剤師制度に基づいた研修会：単位申請中
鹿児島県薬剤師会緩和医療研修認定薬剤師教育セミナー

月

平成２８年

１２１１日
日

特別講演① 11:10～12:10

「 がんの痛みとスピリチュアルペイン 」

鹿児島大学大学院歯学部総合研究科
腫瘍学講座
消化器・乳腺外科学

的場康徳 先生

教育講演 10:05～11:05

「 緩和ケアチームにおける看護師の役割 」
南風病院 看護部 緩和ケア認定看護師

真上美千子 先生

「 緩和ケアチームにおける薬剤師の役割 」
霧島市立医師会医療センター 緩和薬物療法認定薬剤師

萩尾夕起子 先生

地域連携の鬼、伊東先生が鹿児島に！！

第４回

「 薬剤師として施設間連携でできることは？ 」

東京女子医科大学東医療センター

薬剤部長伊東俊雅
日本で最初の薬剤師地域連携室室長として、薬薬連携の推進
にご尽力。東京都で薬剤師版PEACEプロジェクトを設立・開催
し、今年度中に書籍も出版予定。全国の緩和薬物療法教育の
均てん化を目指され、精力的に活動されている。

先生

病院から住み慣れた在宅へ ～疼痛管理事例などを通して～

※薬剤師向け研修会のご案内

特別講演②

１０：００～１４：３０

鹿児島県薬剤師会館 ３Fホール
鹿児島市与次郎２丁目８－１５

※ 受講料 県薬会員無料 県病薬会員 １０００円 非会員 ３０００円

「 薬薬連携の現状と緩和ケア教育の問題点について熱く語り尽くそう！ 」

12:50～13:50

公開討論 14:00～14:30 司会：鹿児島県薬剤師会 学術研修委員会 竹迫秀和

パネリスト： 伊東俊雅先生 的場康徳先生 沼田真由美

緩和薬物療法 教育セミナー



2015 年 11 月吉日 
会員各位 

鹿児島県病院薬剤師会 

会 長 武田 泰生 
 

平成２８年度第４回ジェネラルファーマシスト研修会ご案内 

[日本薬剤師会研修センター認定講座 集合研修 3単位] 

JPALS 研修会コード 46-2016-0137-101 

【日病薬病院薬学認定薬剤師制度に基づいた研修（申請中）】 

     

拝啓 菊花の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 鹿児島県薬剤師会開催の「ジェネラルファーマシスト研修会」を、鹿児島県病院薬剤師会との共催で、下記の

ごとく開催いたすこととなりました。今回は、鹿児島県薬剤師会研修認定薬剤師制度の「緩和医療研修認定薬剤

師教育セミナー」となっております。地域医療の一端を担う薬剤師として麻薬を含む緩和ケアについての知識は

必要となると思われます。特別講演として鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 腫瘍学講座 消化器・乳腺外科

学 的場 康徳先生と東京女子医科大学東医療センターの伊東 俊雅先生にこれからの緩和ケアについてお話し

いただきます。 
 なお、参加申し込みにつきましては、別紙にて、鹿児島県病院薬剤師会事務局まで、ファクスにてお申し込み

ください。 

敬具 
１．日  時   平成２８年１２月１１日（日） １０：００～１４：３０ 

２．場  所   県薬剤師会館 3F ホール(鹿児島市与次郎 2丁目 8番 15 号 TEL099-257-8288) 

３．会 費 県薬会員 ：無料 県病薬会員：1,000 円  県薬・県病薬非会員：3,000 円 

４．内  容 

【教育講演】 

（10：05～10：35） 

「緩和ケアチームにおける看護師の役割 ～施設連携で薬剤師に期待すること～」 

南風病院 看護部 緩和ケア認定看護師  真上 美千子 先生 

（10：35～11：05） 

「緩和ケアチームにおける薬剤師の役割 ～施設連携での薬剤師の取組み～」 

霧島市立医師会医療センター 薬剤部 緩和薬物療法認定薬剤師  荻尾 夕起子先生 

【特別講演①】 （11：10～12：10） 

「がんの痛みとスピリチュアルペイン」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 腫瘍学講座 消化器・乳腺外科学 的場 康徳先生 

（12：20～12：50） ランチョンセミナー 

「変形性関節症に対する新規経皮吸収型鎮痛消炎剤の開発経緯」 

大正製薬株式会社  薬制部 部長   八田羽 幾子先生 

【特別講演②】（13：00～14：00） 

「薬剤師として施設間連携で出来ることは？  

病院から住み慣れた在宅へ ～疼痛管理事例などを通して～」 

東京女子医科大学東医療センター 薬剤部長  伊東 俊雅 先生 

【公開討論】 （14:00～14:30） 

  「薬薬連携の現状と緩和ケア教育の問題点について熱く語り尽くそう！」 

司会・進行：鹿児島県薬剤師会 学術研修委員会 副委員長 竹迫秀和 

パネリスト：伊東俊雅先生、的場康徳先生、沼田真由美 
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FAX 099-265-5293 

⿅児島⼤学病院薬剤部内 
⿅児島県病院薬剤師会 事務局  御中 
 

平成 28 年度第 4 回ジェネラルファーマシスト研修会 

（⽇病薬病院薬学認定薬剤師制度に基づいた研修会︓2 単位 申請中） 
（⿅児島県病院薬剤師会⽣涯研修︓2.25 単位） 

（⽇本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 2 単位） 
⽇ 時︓平成 28 年１２⽉１1 ⽇ (⽇)  10︓00〜14︓30 
場 所︓⿅児島県薬剤師会館 3F ホール 

⿅児島市与次郎 2 丁⽬ 8 番 15 号 TEL 099-257-8288 

会 費︓県薬会員︓無料   県病薬会員（県薬⾮会員）︓1000 円 
【教育講演】 

（10：05～10：35）「緩和ケアチームにおける看護師の役割 ～施設連携で薬剤師に期待すること～」 

南風病院 看護部 緩和ケア認定看護師  真上 美千子 先生 

（10：35～11：05）「緩和ケアチームにおける薬剤師の役割 ～施設連携での薬剤師の取組み～」 

霧島市立医師会医療センター 薬剤部 緩和薬物療法認定薬剤師  荻尾 夕起子先生 

【特別講演①】 （11：10～12：10）「がんの痛みとスピリチュアルペイン」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 腫瘍学講座 消化器・乳腺外科学 的場 康徳先生 

（12：20～12：50） ランチョンセミナー 

「変形性関節症に対する新規経皮吸収型鎮痛消炎剤の開発経緯」 

大正製薬株式会社  薬制部 部長   八田羽 幾子先生 

【特別講演②】（13：00～14：00） 

「薬剤師として施設間連携で出来ることは？ 病院から住み慣れた在宅へ ～疼痛管理事例などを通して～」 

東京女子医科大学東医療センター 薬剤部長  伊東 俊雅 先生 

【公開討論】 （14:00～14:30）「薬薬連携の現状と緩和ケア教育の問題点について熱く語り尽くそう！」 

司会・進行：鹿児島県薬剤師会 学術研修委員会 副委員長 竹迫秀和 

パネリスト：伊東俊雅先生、的場康徳先生、沼田真由美 

 
■■■ 締切り︓平成 28 年 12 ⽉５⽇（⽉）■■■ 

施設名                                 

参加予定者名 昼食の申込 必要単位種類 参加予定者名 昼食の申込 必要単位種類 

 要・不要 日病・県病・緩和  要・不要 日病・県病・緩和

 要・不要 日病・県病・緩和  要・不要 日病・県病・緩和

 要・不要 日病・県病・緩和  要・不要 日病・県病・緩和

※ランチョンセミナーは、食事の準備はありません。 

昼食は、各自でご準備されるか、事前申し込み（500 円：お茶無）で購入されて下さい。 

FAX 前に指差し確認ください。 

□ 参加施設名 ヨーシ！ 

□ 参加者氏名確認 ヨーシ！ 

□ FAX する面 ヨーシ！ 

FAX 原稿 

別紙 


