
平成 29年 2月吉日 

各  位 

福岡県病院薬剤師会 

会 長 増田智先 
 

第９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 9 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、一般社団法人日本血液製剤機構事業戦略部参事の谷澤 正明先生をお招きし

て、「病院薬剤師はいかに評価されるか ～平成30年度診療報酬改定の動向と病院薬剤師～」と

いう演題でご講演いただきます。また、オンコロジー、感染制御、精神科薬物療法および周産期

医療薬物療法の研修会も同時に開催いたします。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 29年 3月 12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 29年 2月 24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 事務局 金谷朗子 

〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 

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

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



◆特別講演会 
＜日 時＞ 平成 29年 3月 12日（日） 13：00～14：00 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  大ホール 

 

「病院薬剤師はいかに評価されるか 

 ～平成 30年度診療報酬改定の動向と病院薬剤師～ 」 
一般社団法人日本血液製剤機構事業戦略部参事 

                          谷澤 正明 先生 

 

◆オンコロジー研修会 
  

＜日 時＞ 平成 29年 3月 12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：「前立腺癌の治療－疫学からガイドラインまで－」 

日本化薬（株）福岡学術室  上杉 哲也 先生 

 

【第二部】  10：30 ～ 11：30 

特別講演：「去勢抵抗性前立腺癌における薬物療法の進歩と課題」 

九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 准教授  横溝 晃 先生 

 

【確認テスト】11：30～11：45 

 

                                  共催：日本化薬株式会社 

◆精神科薬物療法研修会 
 

＜日 時＞ 平成 29年 3月 12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「 精神科領域でのコミュニケーションスキル 」 

久留米大学医学部 神経精神医学講座 講師 大江 美佐里 先生 

 

【第二部】  10：30 ～ 11：30 

特別講演「 コンサルテーション・リエゾン精神医療における薬物治療 」 

飯塚病院 リエゾン精神科 部長 光安 博志 先生 

      

【成果報告書作成】11：30 ～ 11：45 

                                         共催：吉富薬品製薬株式会社 



◆感染制御研修会 
 

＜日 時＞ 平成 29年 3月 12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「最近の感染症に関する話題」 

    アステラス製薬（株）九州支店学術室 迎 信明 先生 

  

【第二部】  15：00 ～ 16：15  

特別講演「薬剤師だから気になる抗菌薬適正使用のサイン」 

静岡県立静岡がんセンター 薬剤部 望月 敬浩 先生  

 

【確認テスト】16：15 ～ 16：30 

              共催： アステラス製薬(株) 

 

 

◆周産期医療薬物療法研修会 
 

＜日 時＞ 平成 29年 3月 12日（日） 14：00～16：30 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  中ホール１･２ 

 

＜テーマ：周産期を含む女性への漢方薬処方＞ 

 

【製品紹介】 14：00 ～ 14：15    ㈱ツムラ 福岡支店 学術課 藏内浩二氏 

 

【特別講演】 14：15 ～ 16：15  

「女性と漢方」 

福岡大学医学部産婦人科 准教授 城田京子 先生 

        

「周産期のトラブルと薬物療法 ～精神科医の立場から～」 

スタジオリカクリニック 院長 田中理香 先生  

 

【成果報告書作成】16：15 ～ 16：30 

              共催： 株式会社ツムラ 

 
 



◆会員報告 

＜9：30～11：30＞ 

院内処方箋への臨床検査値記載による効果 

九州中央病院  飯田 浩子 

ICUにおける病棟薬剤業務の取り組みについて 

製鉄記念八幡病院   森 葉子 

薬剤師の褥瘡治療介入における有用性 

福岡大学筑紫病院  中島 章雄 

点滴用脂肪乳剤の使用状況についての実態調査報告 

飯塚病院   林 勝次 

NOAC併用注意薬の併用状況調査及び出血事象への影響に関する検討 

                             大牟田天領病院  福田 祥子 

北九州総合病院におけるポリファーマシーへの薬剤師介入の問題点 

北九州総合病院  今村 陽子 

炎症性腸疾患における手術部位感染リスク因子の検討 

福岡大学筑紫病院  宮崎 元康 

レボフロキサシン投与における低血糖発現状況の調査 

                                 久留米大学病院  上瀧 喬仁 

 

＜14：15～16：15＞ 

精神科外来患者に対する診療前薬剤師面談による減薬処方提案の効果 

飯塚病院   進 健司  

認知症・せん妄回診における薬学的介入事例の分析 

JCHO九州病院  藤村 弥生 

体表面積及び腎機能によって投与量調整が必要な薬剤のがん医療チームにおける処方支援 

JCHO久留米総合病院  柿原 圭佑 

肺がん患者におけるペグフィルグラスチムの使用状況と有効性について 

～ 医療経済の観点を交えて ～ 

製鉄記念八幡病院  安河内 友香 

抗がん剤の調製時間に影響を及ぼす因子についての検討 

小倉医療センター   磯田 祥 

フェンタニール貼付剤使用患者におけるオキシコドン速効性製剤と 

フェンタニール速効性製剤の副作用比較について 

九州医療センター  佐伯 芙佑希 

薬剤師外来における麻薬導入患者への関わり 

JCHO九州病院  小倉 秀美 

 

◆ランチョンセミナー 

＜日 時＞ 平成 29年 3月 12日（日） 11：45～12：45 

＜場 所＞ 九州大学医学部百年講堂  大ホール 
「 抗真菌薬の TDMと適正使用 」 

京都薬科大学 薬物動態学分野 教授 栄田 敏之 先生 

共催：ファイザー株式会社 



             

福岡県病院薬剤師会 宛 

FAX ０９２－６４２－５９３７ 

参加申込期限 平成 29年 2月 24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。 

 


