
 

第２回 がん薬物療法研修会 
日本薬剤師会研修センター認定講座：2単位 

日病薬病院薬学認定制度にかかる研修：1.5 単位（申請中） 

外来がん治療認定薬剤師研修認定単位 申請中 

JPALS 研修会コード：46-2017-0147-101 

鹿児島県病院薬剤師会生涯研修 1.5 単位 

 

 

日 時： 平成２９年１１月２３日（祝） 木曜日 １２：００～１５：００ 

場 所： 鹿児島県薬剤師会館 
       鹿児島県鹿児島市与次郎 2 丁目 8 番 15 号 TEL：099(257)8288 

 
 
【一般演題】（１２：００～１２：１５） 

「川内地区 がん副作用モニタリング事業について」 

公益社団法人鹿児島県薬剤師会 常務理事 御手洗 洋一 先生 

 
【ワークショップ】（１２：１５～１５：００） 

「審査報告書から得られる抗がん剤の新規情報 
～カペシタビン錠の場合～（仮）」 

東京薬科大学 薬学部 薬事関係法規研究室 教授 益山光一 先生 

 
（内容） 

・審査報告書とは何か 

 ・実際に、審査報告書を入手してみる（カペシタビンの H21 と H28） 

 ・H21 の効能効果で申請者と PMDA の判断の違いは何だったのかを知る。 

 ・H21 時点での臨床的位置づけはどうだったのか。安全性の留意点は？ 

 ・H28 で公知申請ではあるが、なぜ、治癒切除不能な進行・再発がはずれたのか。 

・安全面で留意することは何か？ 

 ・添付文書で確認してみる。 

＜進め方について＞ 

〇薬局・病院の各現場の意見が出せるよう、グループを割り振る 

〇各グループにて審査報告書をパソコン等で DL し、共同で作業を進める 

 

共催：公益社団法人鹿児島県薬剤師会・鹿児島県病院薬剤師会 
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「ＣＫＤシンポジウム」及び「第２回がん薬物療法研修会」のご案内 
[日本薬剤師会研修センター認定講座 集合研修午前の部1単位・午後の部Ⅱ2単位] 

日病薬病院薬学認定制度単位・外来がん治療認定薬剤師研修認定単位 申請中 

JPALS研修会コード 午前の部46-2017-0146-101、午後の部46-2017-0147-101 

 
 

拝啓 錦秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、標記研修会を下記の通り開催いたします。 

 午前の部「ＣＫＤシンポジウム」は、鹿児島腎と薬剤研究会 会長の田中沙也佳先生を御招きし、症例

を通して腎機能に配慮しながら薬物療法を考える、実践的な内容のワークショップを企画いたしました。 

また、鹿児島市薬剤師会の西川弘剛先生には、鹿児島市で配布をスタートしております「CKDシールにつ

いて」のお話しをいただきます。 

 午後の部「第２回がん薬物療法研修会」は、第１回に引き続き東京薬科大学 教授 益山光一先生にお

越しいただきます。今回は主に分子標的薬について、審査報告書から得られる情報の読み取り方や実際の

臨床への活かし方についてご講演いただきます。また、県薬常務理事の御手洗洋一先生から、今年１０月

より薩摩川内市においてスタートしております「がん副作用モニタリング事業」についてご紹介いただき

ます。 

 受講をご希望の方は参加申込書に必要事項をご記入の上、平成２９年１１月１０日（金）までに、県薬

事務局へFAX（099－254－6129）にてお申込みくださいますようお願い申し上げます。 

敬具 
記 

 
１．日 時 平成２９年１１月２３日（祝）１０：００～１５：００ 

２．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） 

３．内 容 

【午前の部】『ＣＫＤシンポジウム』                     （１０:００～１１:３０） 

  ワークショップ：症例を通して腎機能に配慮した薬物治療支援力を身に着ける 

上山病院 鹿児島腎と薬剤研究会 会長  田中 沙也佳先生   

報  告：CKDシールについて ～鹿児島市薬剤師会の取組み～                         

鹿児島市薬剤師会 常務理事  西川  弘剛先生 

  総合討論                                

 

【午後の部】『第２回がん薬物療法研修会』                                  （１２:００～１５:００） 

講 演１．川内地区 がん副作用モニタリング事業について         

                  アクア薬局川内 鹿児島県薬剤師会常務理事 御手洗 洋一先生 

講 演２．基調講演                           

「審査報告書から得られる抗がん剤の新規情報～分子標的薬を中心に～（仮））」 

                        東京薬科大学 教授  益山  光一先生 

   

☆ 研修センターシールの配布方法は、研修会終了後、会次第に添付の「引換券」との引換といたします。 

また、研修開始30分を過ぎての入場には引換券をお渡しいたしませんのでご注意ください。 

共催：公益社団法人鹿児島県薬剤師会・鹿児島県病院薬剤師会 



「ＣＫＤシンポジウム」及び「第２回がん薬物療法研修会」参加申込書 

勤務先名  

氏名 
区分(○で回答) 午前の部 午後の部 昼食の申込

(飲み物別) 
県薬 
会員 

病薬
会員 

その他 (1 単位)
研修 
シール 

(2 単位) 
研修 
シール 

 
   参加・ 

不参加 

研修ｾﾝﾀｰ

日病薬 

参加・ 

不参加 

研修ｾﾝﾀ  ー

日病薬 
要・不要 

 
   参加・ 

不参加 

研修ｾﾝﾀｰ

日病薬 

参加・ 

不参加 

研修ｾﾝﾀ  ー

日病薬 
要・不要 

 ※県薬会員以外の方はお手数ですがご連絡先をご記入ください。 

  住所：〒    － 

   

 

  TEL：                  FAX： 

 ※  研修センターシールは研修会終了後、会次第に添付の「引換券」との引換といたします。 

※  研修開始 30 分を過ぎての入場には引換券をお渡しいたしませんのでご注意ください。 

※ 鹿児島県薬剤師会会員（正会員及び賛助会員、寿会員、特別会員）、県病薬会員の受講料は不要です。 

 ※ 昼食を申し込まれた方は、当日午前 10 時までに実費（５００円）をお支払いいただきます。 

 ※ 当日午前 10 時までに昼食代を頂けない場合はキャンセルとなりますのでご了承ください。 

 ※ 県薬・県病薬会員以外の方の受講料は３０００円となります。受講を希望される際には事前にお振込みく

ださい。〔振込先〕鹿児島銀行鴨池支店 普通預金 １０８６７４６ 公益社団法人鹿児島県薬剤師会  

受講料振込用紙貼り付け欄（県薬･病薬会員以外の方 受講料 3000 円） 

※受講料振込後に振込用紙の控えを貼付（別紙でも可）してからお申込みください。 

 

 

 

昼食代（500 円）は振り込み不要。研修会当日 10 時までに別途お支払いください。 

☆託児ルームご利用の方はご記入下さい(無料) 

・預けられるお子様は     歳：お名前
ふ り が な

       男・女/   歳：お名前
ふ り が な

       男・女 

             歳：お名前
ふ り が な

       男・女/   歳：お名前
ふ り が な

       男・女 
 
・預けられるお時間        ：       ～        ：       まで 
 
・当日連絡がとれる連絡先 ＴＥＬ      ―      ― 

 

※専門の方に委託しますので、お申し込み・キャンセルのご連絡は必ずお願いします。 
 

※お子様のお食事、お飲みもの等はご持参下さい。 
 

・預けられるにあたって注意してほしい事 

 

 

 ※ 申込期限は１１月１０日（金）まで  

 

申込先ＦＡＸ ０９９－２５４－６１２９（県薬剤師会事務局） 



鹿児島県薬剤師会 CKD シンポジウム  

日本薬剤師会研修センター認定講座 集合研修 1単位 

日病薬病院薬学認定制度にかかる研修：1単位（申請中） 

JPALS 研修会コード：46-2017-0146-101 

鹿児島県病院薬剤師会生涯研修 0.75 単位 

 
 

日 時： 平成２９年１１月２３日（祝） 木曜日 １０：００～１１：３０ 

場 所： 鹿児島県薬剤師会館 
     鹿児島県鹿児島市与次郎 2 丁目 8 番 15 号 TEL：099(257)8288 

 
 
【ワークショップ】（１０：００～１１：００） 

「症例を通して腎機能に配慮した薬物治療支援力を身に着ける」 

医療法人 腎愛会 上山病院 薬剤科 
鹿児島腎と薬剤研究会 会長 田中沙也佳 先生 

 
 
【事例報告】（１１：００～１１：１５） 

「CKD シールについて～鹿児島市薬剤師会の取組み～」 

医療法人 碩済会 吉田温泉病院 薬局 
鹿児島市薬剤師会 常務理事 西川弘剛 先生 

 
 
【総合討論】（１１：１５～１１：３０） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

共催：公益社団法人鹿児島県薬剤師会・鹿児島県病院薬剤師会 




