
平成 28年 2月吉日 

各  位 

福岡県病院薬剤師会 

会 長 増田智先 
 

第８回福岡県病院薬剤師会学術大会開催案内 
 

 

謹啓 向春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

さて、昨今では薬剤師の専門性を生かしたさらなる医療への係わりが求められており、当会で

はオンコロジー、感染制御、精神科薬物療法および周産期医療薬物療法の各専門領域の研修会

を開催しております。 

今般、第 8 回福岡県病院薬剤師会学術大会を開催することとなり、専門領域の研修会に加え、

特別講演として、厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当） 磯部 

総一郎先生をお招きして、「医療の中での薬剤師の使命と役割、診療報酬」という演題でご講演い

ただきます。また、今回からオンコロジー、感染制御、精神科薬物療法に加えて、周産期医療薬

物療法研修会も同時に開催することといたしました。さらに、会員報告として、福岡県病院薬剤師

会の会員の先生方による口頭発表の場を設け、会員相互の情報交換の機会にしたいと思ってお

ります。 

つきましては万障繰り合わせの上、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

謹白 

 

記 

 
日   時： 平成 28年 3月 13日（日） 9：30 ～ 16：30 

場   所： 九州大学医学部百年講堂 

       〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1  電話 092-642-6257 

駐車場の準備はございません。公共交通機関をご利用ください。 

参 加 費：  3,000円（日本病院薬剤師会会員）   4,000円 （非会員） 

研修内容：  別紙 

研修単位：  日病薬病院薬学認定薬剤師制度 （カリキュラムなし 3単位：申請中） 

各専門領域 認定 1単位 （研修会終了後受講証発行） 

日本薬剤師研修センター 認定 4単位 

申  込：  参加登録票に必要事項を明記の上、福岡県病院薬剤師会事務局まで FAX

（092-642-5937）してください。定員になり次第締め切らせていただきます。 

事前の参加証は発行しませんので、当日受付にお越しください。 

申込期限：  平成 28年 2月 26日（金） 

そ の 他:  会場や受講証準備のため、参加希望の領域をお選びください。なお、会員報告はど

の会場も自由に聴講できます。 

福岡県病院薬剤師会会員以外でもご参加いただけます。 

 
問い合わせ先 

九州大学病院薬剤部内 

福岡県病院薬剤師会 庶務 平川 良宏 

〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 

TEL:092-642-5921  FAX:092-642-5937 

E-mail ： yosihiro@pharm.med.kyushu-u.ac.jp 



◆特別講演会 
＜日 時＞ 平成 28年 3月 13日（日） 13：00～14：00 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  大ホール 

 

「医療の中での薬剤師の使命と役割、診療報酬」 
             厚生労働省大臣官房参事官          

（医療機器・再生医療等製品審査管理担当）  磯部 総一郎 先生 

 

◆オンコロジー研修会 
  

＜日 時＞ 平成 28年 3月 13日（日） 9：30～11：45 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  大ホール 

 

＜プログラム＞ 

 

【第一部】   9：30 ～ 10：30 

基礎講座：「肺がん個別化治療に必要な診断アプローチ」 

九州大学大学院 九州連携臨床腫瘍学講座 助教 岩間 映二 先生 

 

 

【第二部】  10：30 ～ 11：30 

特別講演：「進行肺癌治療の変遷 ～抗癌剤と分子標的剤、そして免疫療法剤へ～ 」 

独立行政法人国立病院機構九州医療センター 呼吸器科 科長 一木 昌郎 先生 

 

【確認テスト】11：30～11：45 

 

                          共催：ファイザー株式会社 

◆精神科薬物療法研修会 
 

＜日 時＞ 平成 28年 3月 13日（日） 9：30～11：45 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  中ホール１･２ 

 

＜プログラム＞ 

 

【第一部】  9：30 ～ 10：30 

特別講演「 統合失調症の薬物療法 」 

産業医科大学医学部 精神医学教室 講師 香月 あすか 先生 

 

【第二部】  10：30 ～ 11：30 

特別講演「 不安症・強迫関連症の理解と治療 」 

九州大学病院 精神科神経科 講師 中尾 智博 先生 

      

【成果報告書作成】11：30 ～ 11：45 

                                         共催：大日本住友製薬株式会社 



◆感染制御研修会 
 

＜日 時＞ 平成 28年 3月 13日（日） 14：15～16：30 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  大ホール 

 

＜プログラム＞ 

 

【第一部】  14：15 ～ 15：00  

基礎講座「抗菌薬を理解するために」 

Meiji Seikaファルマ株式会社医薬福岡支店 

       サイエンティフィックサポートグループ  清水 正樹 先生 

  

【第二部】  15：00 ～ 16：15  

特別講演「Antimicrobial Stewardshipに基づいた抗菌薬適正使用の推進とアウトカム」 

岐阜大学医学部附属病院 薬剤部/生体支援センター 丹羽 隆 先生  

 

【確認テスト】16：15 ～ 16：30 

              共催： Meiji Seikaファルマ(株) 

 

 

◆周産期医療薬物療法研修会 
 

＜日 時＞ 平成 28年 3月 13日（日） 14：15～16：30 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  中ホール１･２ 

 

＜プログラム＞ 

 

【第一部】  14：15 ～ 15：00  

基礎講座「周産期も含めた大うつ病性障害の急性期治療と再発予防の意義」 

ファイザー株式会社 エスタブリッシュ医薬品事業部門 

       メディカル・アフェアーズ統括部 中枢神経領域部  浅見 優子 先生 

  

【第二部】  15：00 ～ 16：15  

特別講演「周産期医療のなかで家族の絆を支える 

－母子メンタルヘルスサービスでの経験から－」 

九州大学病院 子どものこころの診療部 特任講師 山下 洋 先生  

 

【成果報告書作成】16：15 ～ 16：30 

              共催： ファイザー株式会社 

 
 



◆会員報告 

＜9：30～11：30＞ 

院外処方箋検査値表示対応のための薬局薬剤師に向けた研修会の有用性 

九州大学病院  田中 瑠美 

当院における病棟薬剤業務の現状とその評価について 

浜の町病院  古賀 清弘 

入院支援センターにおける薬剤師の取組み 

製鉄記念八幡病院  古荘 恵里 

脳卒中サポートチームにおける薬剤師の関わり 

小倉記念病院  清水 誉志 

当院におけるＮＩＣＵ・ＧＣＵ・小児病棟の病棟薬剤業務の確立 

～小児グループとしての取り組みについて         産業医科大学病院  秋山 直子 

抗菌薬使用量評価における指標の検討及びDOTの算出について 

門司メディカルセンター  亀田 敬子 

抗菌薬ラウンド実施によるバンコマイシン注射使用状況変化の検証 

福岡赤十字病院  東 めぐみ 

カルバペネム系抗菌薬の使用量とカルバペネム系耐性緑膿菌及び 

基質拡張型βラクタマーゼ産生菌検出状況                 飯塚病院  梅田 勇一 

 

＜14：15～16：15＞ 

上部消化管内視鏡検査にて消化性潰瘍と診断された症例内服薬の服用状況に関する現状調査 

九州労災病院  栗原 江未 

エルロチニブと胃酸分泌抑制薬の併用実態調査 

九州中央病院  山口 竜司 

シスプラチンによる吃逆に対する治療薬の検討 

福岡大学病院  山本 知佳 

ホスアプレピタント末梢静脈投与による注射部位反応のリスク因子解析 

済生会福岡総合病院  阿曽沼 伸一 

アルブミン懸濁型パクリタキセルの調製方法に関する検討 

福岡大学病院  靍久 阿矢佳 

総合病院精神科における疑義照会事例の解析 

九州医療センター  福山 雄卯介  

精神科病棟における処方オーダー代行に関する取組みとその評価 

飯塚病院  進 健司 

 

◆ランチョンセミナー 

＜日 時＞ 平成 28年 3月 13日（日） 11：45～12：45 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  大ホール 
「 肺癌の免疫療法～新時代の幕開け～」 

九州がんセンター呼吸器腫瘍科 医長 竹之山 光広 先生 

共催：ブリストルマイヤーズ株式会社 

            小野薬品工業株式会社 

 



福岡県病院薬剤師会 宛 

FAX ０９２－６４２－５９３７ 

参加申込期限 平成 28年 2月 26日（金） 

 

参 加 登 録 票 
 

第 8回福岡県病院薬剤師会学術大会に参加致します。 

 

勤務先名称 

勤務先住所 

電話番号 

 

参 加 者 氏
フ リ

 名
ガ ナ

 参加希望領域（丸印で囲む） 

 オンコロジー・感染制御・精神・周産期  

 オンコロジー・感染制御・精神・周産期  

 オンコロジー・感染制御・精神・周産期  

 オンコロジー・感染制御・精神・周産期  

 オンコロジー・感染制御・精神・周産期  

 オンコロジー・感染制御・精神・周産期  

 オンコロジー・感染制御・精神・周産期  

 

※ 参加希望領域は２つまで選択できますが、「オンコロジー」と「精神」および、「感染制御」と「周産期

医療」の同時選択はできません。 

 


