
平成２８年度 研修会詳細 

調剤改定説明会 日時：４月２８日（木）１９：３０～２１：００ 場所：関内ホール 

「平成２８年度調剤報酬改定と今後の取り組み」 

１．調剤報酬改定の背景と課題、２．主な改定項目と今後の取り組み ＤＶＤ上映 

「平成２８年度調剤報酬改定Ｑ＆Ａについて」横浜市薬剤師会 薬局・医療保険委員会 

 

第１回研修会 日時：６月４日（土）１８：００～２０：００ 場所：神奈川県総合薬事保健センター多目的ホール 

【情報提供】『製品のご紹介』  Meiji Seikaファルマ株式会社 

【特別講演】「精神疾患診療における薬剤師の役割」横浜市立大学附属病院 精神科 講師 浅見 剛 先生      

 

第２回研修会日時：９月２４日（土）１７：５０～２０：５０ 場所：神奈川県総合薬事保健センター多目的ホール 

【情報提供】『製品のご紹介』 持田製薬株式会社 

【特別講演Ⅰ】「不妊治療で使用する薬について」 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 生殖医療センター講師 村瀬 真理子 先生 

【特別講演Ⅱ】「ライフステージに応じたヘルスケア－ホルモン療法を中心に― 」   

横浜市立大学附属市民総合医療センター 婦人科  診療教授・診療部長 榊原 秀也 先生 

 

第３回研修会日時：１０月１５日（土）１８：００～２１：００ 場所：神奈川県総合薬事保健センター多目的ホール 

【情報提供】『点眼剤の製剤設計と参天製薬の取り組み』参天製薬株式会社 

【講演Ⅰ】『加齢黄斑変性の診断と治療』横浜市立大学附属市民総合医療センター 助教 井上 麻衣子先生 

【講演Ⅱ】 『緑内障薬物治療のウソ・ホント』西鎌倉谷野眼科 院長 谷野 富彦先生 

 

第４回研修会日時：１１月１９日（土） １８：００～２１：００ 場所：神奈川県総合薬事保健センター 多目的ホール 

【製品紹介】「ヴィキラックス配合錠」について 

【講演１】「Ｂ型肝炎について」 

横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター准教授 中馬 誠 先生 

【講演２】「Ｃ型肝炎について」 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 准教授   野﨑 昭人 先生 

【講演３】「肝がんについて」 横浜市立大学附属病院  消化器内科  講師  近藤 正晃 先生 

 

第５回研修会日時：１２月９日（金） １９：００～２１：００ 場所：東武横浜第３ビルＢ１ 大会議室 

【演題１】「輸液栄養の基礎」講師：大塚製薬工場 

【演題２】「体験型！さわってわかる輸液ラインの基礎」講師：ジェイ・エム・エス 

【演題３】「体験型！薬剤調整時の医療器材について」講師：ジェイ・エム・エス 

 

 



横浜市薬剤師会・横浜市勤務薬剤師会 合同研修会 

日時：３月４日（土） １８：３０～２０：４０ 場所：横浜市技能文化会館 ２階 ホール 

【情報提供】「会社概要と事業展開」                        ニプロ株式会社 

【講演１】「保険薬局におけるポリファーマシーの実態について」 光栄堂薬局 堀川 壽代 先生 

【講演２】「ポリファーマシー解消への取り組み」 横浜市立大学附属病院 薬剤部 坂本 靖宜 先生 

【特別講演】「ポリファーマシーと薬剤師の新しい機能」 

東京大学大学院医学系研究科 地域医薬システム学講座 教授・医学博士 今井 博久 先生 

 

横浜市薬剤師会認知症対応力向上研修会 

日時：１１月５日（土） １８：００～２１：００ 場所：神奈川県総合薬事保健センター 多目的ホール 

【１】「薬剤師認知症対応力向上研修」  

横浜市薬剤師会 学術研修委員会 委員長 山田 真幸 先生 

【２】「在宅介護の現状報告、委員会の活動報告と協力依頼」 

横浜市薬剤師会 在宅医療・介護委員会 委員長 中里 裕之 先生 

 

第１回特別研修会日時：５月２５日（水） １９：１５～２１：００ 場所：崎陽軒本店 ４階ダイナスティー 

【話題提供】「これからの保険調剤薬局・薬剤師について～平成２８年度診療報酬改定を踏まえて～」 

大日本住友製薬株式会社 御内 直人 

【特別講演】「２型糖尿病治療薬の適正使用について」 

横浜市立大学付属病院 内分泌・糖尿病内科助教 田島 一樹 先生 

 

第２回特別研修会日時：６月６日（月）１９：１５～２１：１５ 場所：崎陽軒本店６Ｆ１号室 

【基調講演】「パーキンソン病の病態と薬物療法」 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 神経内科 講師 岸田日帯 先生 

【特別講演】「パーキンソン病の服薬指導とパッチ製剤の貼付のコツ」  

横浜市薬剤師会 学術研修委員会 委員長 山田 真幸 先生 

 

第３回特別研修会日時：７月８日（金）１９：００～２０：４０ 場所：中外製薬株式会社 横浜支店     

【製品紹介】「骨粗鬆症治療薬ボンビバ錠」 中外製薬株式会社 

【特別講演】「時間栄養学について～健康寿命を延ばすために～」 

女子栄養大学 栄養学部臨床生化学研究室 教授 堀江 修一 先生 

 

第４回特別研修会日時：９月２２日（木）第一部１１：００～１３：００、第二部１４：００～１６：００  

場所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ４Ｆ（清流） 

【１】「かかりつけ薬剤師と地域医療」 横浜市薬剤師会 学術研修委員会 委員長 山田 真幸 先生 

【２】調剤報酬改定に伴う電子お薬手帳について 



 

第５回特別研修会日時：１１月１６日（水）１９：１０～２０：５０ 場所：横浜市健康福祉総合センター４階ホール 

【製品紹介】「ヒルドイドシリーズ」 マルホ株式会社 

【特別講演】「高齢者によくみられる皮膚疾患～新しい治療法を含めて～」 ふくろ皮膚科クリニック 袋秀平 先生 

 

第６回特別研修会日時：１１月２４日（木）１９：３０～２１：１０ 場所：崎陽軒本店 ６階 会議室 

【情報提供】あすか製薬 製品情報提供   あすか製薬株式会社 

【１】「調剤薬局から見るオーソライズドジェネリック採用基準」 

ミナミファーマシー取締役管理薬剤師山田 真幸 先生 

【２】「病院薬剤部から見るオーソライズドジェネリックの位置づけ」 

横浜市立大学附属病院 薬剤部 課長補佐 小池 博文 先生 

 

第７回特別研修会日時：２月１４日（火）１９：１５～２１：００ 場所：崎陽軒本店６Ｆ会議室 

【情報提供】「関節リウマチ治療薬について」 小野薬品工業株式会社 

【講演】「新規抗リウマチ薬の位置づけと使い分け」 

聖隷横浜病院リウマチ・膠原病センター センター長 山田 秀裕 先生 

 

第８回特別研修会日時：２月１６日（木） １９：１５～２０：４５ 場所：横浜市社会福祉センターホール 

【情報提供】「女性の健康をサポートする大豆由来新成分「エクオール」について」 

「大塚ヘルシーエイジングサポーター養成プログラム（ＯＡＴＨＡＳ）のご紹介」                  

大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部横浜支店女性の健康推進担当 長濱貴男 

【特別講演】女性の健康とホルモンの関係について ひまわりレディースクリニック 院長 植田 啓 先生   

 

倫理研修会日時：７月２日（土） １８：００～２０：００ 場所：神奈川県総合薬事保健センター３０６・３０７号室 

【講演】「日常業務における薬剤師の倫理」 神奈川県薬剤師会 広報出版委員会 髙橋 洋一 先生 

【スモールグループ・ディスカッション】 進行 横浜市薬剤師会 三沢 喜彦 先生 

 

横浜市薬剤師会特別セミナー 第２回横浜リウマチメディカルスタッフセミナー 

日時：６月２５日（土） １５：００～１７：００ 場所：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ横浜ランドマークシティ２

５階 

【製品紹介】「トラムセット配合錠について」 

【１】「関節リウマチの現況と治療戦略」 

聖マリアンナ医科大学 病院リウマチ・膠原病・アレルギー内科 講師 花岡 洋成 先生 

【２】「関節リウマチ治療における、病棟薬剤師の関わりについて」 

聖マリアンナ医科大学病院  薬剤部  山本 飛翔 先生 

 

 



横浜市薬剤師会特別セミナー 第３回横浜リウマチメディカルスタッフセミナー 

日時：１０月１日（土） １５：００～１７：００ 場所：崎陽軒 本店６階 １号館 

【製品紹介】「シンポニー皮下注５０㎎シリンジ」 

【１】「免疫統括医療センターにおける関節リウマチ患者に対するケア」 

慶應義塾大学病院 看護部  腫瘍センター・免疫統括医療センター  飯沼 智恵 先生 

【２】 「免疫統括医療センターにおける薬剤師の役割」 

慶應義塾大学病院 薬剤部 櫻井 洋臣 先生 

 

横浜市薬剤師会特別セミナー 第４回横浜リウマチメディカルスタッフセミナー 

日時：２月４日（土） １５：００～１６：３０ 場所：崎陽軒 本店６階 １号館 

【製品紹介】「シンポニー皮下注５０㎎シリンジ」 

【１】「関節リウマチの診療現場におけるメディカルスタッフの重要性」 

東邦大学医学部 内科学講座膠原病学分野 （医療センター大橋病院）教授 亀田 秀人 先生 

 

 


