
2022/3/31更新
（院内講師は敬称略）

4/14 癌研有明病院チーム医療について  ～がん化学療法を支える薬剤師の職能～ 財団法人癌研究有明病院 薬剤部　部長　濱　敏弘先生

分子標的薬の最新情報 神戸大学医学部附属病院 腫瘍内科　教授　南 博信先生

外来におけるがん疼痛緩和治療の標準化・均一化を目指した取り組み 大阪赤十字病院 薬剤部　鳥井祥子

経口抗がん剤に関する現状と最新情報 大阪赤十字病院 消化管外科　副部長　外来通院治療センター長  金澤  旭宣

外来患者さんへの情報提供　～外来服薬指導への取り組み～ 大阪赤十字病院 薬剤部　医薬品情報管理課長　小平 いく子

11/16 愛知県病院薬剤師会オンコロジー研究会の活動について 愛知医科大学病院 薬剤部　副部長　斎藤　寛子先生

5/23

保険薬局対象にした大阪赤十字病院薬剤部での癌治療支援活動
　①　当院のレジメン運用と登録レジメンの紹介
　②　最近の経口抗がん剤に対する服薬指導 服薬アドヒアランス向上をめざして
　③　当院における抗がん剤調製の実際

大阪赤十字病院 薬剤部　副部長　籠本 基成
大阪赤十字病院 薬剤部　医薬品情報管理課長　小平 いく子
大阪赤十字病院 薬剤部　製剤課長　紙谷 公彦

11/22 緩和医療と薬剤師　　～地域連携をふまえて～ 済生会横浜南部病院 薬剤部　部長　加賀谷 肇先生

5/11 薬剤師外来の意義とその実際 国立がん研究センター東病院 薬剤部　松井礼子先生

12/5 外来化学療法におけるお薬手帳を活用した薬薬連携 千葉県がんセンター 薬剤部主任上席専門員　がん薬物療法認定薬剤師 浅子 恵利先生

5/27 お薬手帳を中心とした連携から見えてきた成果と課題 横浜市立大学附属市民総合医療センター薬剤部　係長　縄田 修一先生

血液がん治療の進歩　～分子標的療法と骨髄移植～ 大阪赤十字病院　副院長　血液内科部長　通堂　満

薬剤師が行う外来がん化学療法のマネージメント 大阪赤十字病院 薬剤部　製剤課製剤係長　平井　三保子

「免疫抑制・化学療法により発症するＢ型肝炎再発性化対策」 大阪赤十字病院 消化器内科 統括部長 大﨑 往夫

最近の抗がん剤について ブリストル・マイヤーズ株式会社

外科から見た肝がんの集学的治療 京都大学 肝胆膵・移植外科 准教授 波多野 悦朗先生

C型肝炎治療最新の情報 大阪赤十字病院　消化器内科　那須 章洋

Ｃ型肝炎治療薬　ダクルインザ錠/スンベプラカプセル併用療法について ブリストル・マイヤーズ株式会社

乳癌の薬物療法の基本 京都大学医学部附属病院　乳腺外科　高田　正泰先生

12/15 卵巣がんに対する新しい治療戦略 京都大学医学医学部器官外科学　婦人科学産科学　助教　濱西　潤三先生

外来がん化学療法における看護ケア 大阪赤十字病院　がん化学療法看護認定看護師　小袋　和子

がん患者のストーマ管理と創傷管理 大阪赤十字病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　安藤　嘉子

胃がん外来化学療法における医看薬薬連携 大阪赤十字病院　腫瘍内科部長兼通院治療センター長兼消化器内科副部長　津村　剛彦

Ｂ型肝炎ウイルス再活性化について ブリストル・マイヤーズ株式会社

処方箋監査における臨床検査値の活用 大阪赤十字病院　薬剤部　薬物療法支援課治験研究係長　谷　大輔

多発性骨髄腫の治療 大阪赤十字病院　血液内科部長兼輸血部長　今田　和典
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2017 7/21 薬剤師が支えるがん薬物療法と注意すべき検査値 神戸市立医療センター中央市民病院　薬剤部副部長代行　池末　裕明先生

Opening　Remarks 大阪赤十字病院　腫瘍内科部長　津村　剛彦

2018 2/27 オプジーボ点滴静注　-ｉｒＡＥマネジメントについて- 小野薬品工業株式会社

免疫チェックポイント阻害剤が変える胃癌治療 愛知県がんセンター中央病院　薬物療法部 部長　室　圭先生

多発性骨髄腫と免疫の関わり ブリストル・マイヤーズ株式会社　オンコロジー部門

多発性骨髄腫における治療戦略2019～抗体療法の重要性～ 日本赤十字社医療センター　骨髄腫アミロイドーシスセンター長　鈴木　憲史　先生

固形腫瘍と免疫のかかわりについて ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社　オンコロジー部門

irAE逆引きマニュアル～irAE診療のはじめの一歩に！ 市立長浜病院呼吸器内科　責任部長　野口　哲男　先生

外来抗がん剤治療患者への関わりと薬薬連携 大阪警察病院　薬剤部　北口　剛吉　先生

　①外来抗がん剤治療患者さんへの対応　5施設からの対応 四天王寺病院　薬局　石倉　久美子　先生

　②薬薬連携の現状・課題・展望　について 大阪赤十字病院　薬剤部　山瀨　大雄

丸昌薬局　堀越　博一　先生

ファーマシィ薬局　安福　功一　先生

副作用マネジメント　～悪心・嘔吐～ 大阪赤十字病院　薬剤部　野村　加奈子

膵がんの治療とがんゲノム医療について 京都大学 大学院　医学研究科　腫瘍薬物治療学講座　准教授　金井　雅史　先生

肺がん関連抗癌剤における副作用対策 日本化薬株式会社 学術担当 森田 隆 様

当院における 薬薬 連携強化の取り組み 大阪赤十字病院　薬剤部 山瀨 大雄

Let's Skin Care! がんの治療 にともなう副作用マネジメント 大阪国際がんセンター呼吸器内科 副部長 西野 和美先生

糖尿病薬物療法～療養指導で必要な適正ポイント～ 新潟薬科大学 薬学部臨床薬学教室　准教授　朝倉 俊成  先生

インクレチン関連薬の当院における使用経験 大阪赤十字病院 糖尿病・内分泌内科　部長　武呂 誠司

吹田研究からみた生活習慣病の現状と対策 国立循環器病研究センター　　予防検診部長・予防医学疫学情報部長　宮本 恵宏先生

当院における糖尿病教育入院のご紹介 大阪赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 副部長　米光 新

糖尿病腎症の病態、病期に応じた治療 金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 教授　古家 大祐先生

CKD（慢性腎臓病）の医療連携 - 早期治療のKey Point - 大阪赤十字病院 腎臓内科　部長　菅原 照

11/20 妊娠服薬カウンセリングの実際 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 薬剤部　部長　林　昌洋先生

2013 5/24 糖尿病治療薬の変遷と薬剤師の役割 北里大学病院　薬剤部長・教授　厚田 幸一郎先生
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慢性腎臓病(CKD)の薬物療法  ～これがポイント～ 熊本大学 薬学部附属育薬フロンティアセンター長・臨床薬理学分野　教授　平田 純生先生

DPP-4 阻害薬ジャヌビア錠の特徴～安全性情報を中心に～ ＭＳＤ株式会社　小田　益造氏

ＳＧＬＴ２阻害薬の当院での使用経験 大阪赤十字病院　糖尿病・内分泌内科 村上　隆亮

ＳＧＬＴ２阻害剤　製品紹介 ＳＧＬＴ２阻害薬関連各社（６社）

当院の不眠症治療剤の処方傾向について 大阪赤十字病院　薬剤部　松村　友和

不眠症の診断と治療　～新しい治療戦略を含めて～ 大阪回生病院　睡眠医療センター　部長　谷口　充孝先生

2016 1/8
「Patiant-centered care からの糖尿病医療学へ：
一人ひとりの成長を目指す医療の実践」

奈良県立医科大学　糖尿病学講座　教授　石井　均先生

病棟薬剤業務における糖尿病療養指導士としての介入と課題 大阪市立大学医学部付属病院　薬剤部　川﨑　尚史先生

糖尿病治療薬2017～特徴から考える薬剤選択と療養指導のエッセンス 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学　准教授　絵本　正憲先生

スタチンエビデンスと吸収阻害の重要性について ＭＳＤ株式会社　岡本　直之氏

吹田研究からみた動脈硬化性疾患の予防戦略 国立循環器病研究センター病院　生活習慣部門予防検診部

～動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年の改訂の要点～ 循環器病統合センター長　宮本 恵宏先生

2019 5/31 出口を見据えた不眠症治療　～リスク回避のための服薬指導～ 滋賀医科大学　睡眠行動医学講座　特任教授　睡眠センター　センター長　角谷　寛　先生

呼吸器感染症の治療方針
～成人市中肺炎診療ガイドライン（2007年度版）を中心に～

大阪赤十字病院　呼吸器内科　副部長   　西坂　泰夫

呼吸器感染症の薬物治療 大阪赤十字病院　薬剤部　畔柳　弥生

お薬手帳型Ｃ型慢性肝炎治療地域連携パスの有用性
　～横浜市東部地区における保険薬局を介した取り組み～

済生会横浜東部病院　薬剤部　　江口　裕三先生

慢性C型肝炎に対する標準的治療と最新の動向 大阪赤十字病院　消化器科　部長　大﨑　往夫

精神科専門薬剤師の役割 ほくとクリニック病院　薬剤部 部長  天正 雅美先生

精神科における認知症の現状と最新の動向 大阪赤十字病院　精神神経科　部長　吉田 佳郎

ＧＥＲＤの病態と治療 大阪赤十字病院　消化器科　副部長　圓尾 隆典

消化器疾患における薬剤師の服薬指導の実際 大阪赤十字病院　薬剤部　西田 佳苗 

抗血栓薬の薬剤管理指導時のポイント 国立循環器病研究センター薬剤部　特任副薬剤部長　和田 恭一先生

抗凝固薬の使い分け～３系統の薬剤を考える～ 大阪赤十字病院心臓血管センター不整脈科　部長　牧田 敏則

抗凝固療法における薬剤師の取り組み 愛媛大学附属病院　薬剤部　部長・教授　荒木　博陽先生

虚血性心疾患における抗血小板剤の使い方 大阪赤十字病院　心臓血管センター循環器科　副部長　林　富士男

「関節リウマチにおける最新の薬物治療について」の課題 京都大学医学部附属病院　リウマチセンター　特定准教授　藤井 隆夫先生

関節リウマチ治療薬　～生物学的製剤を中心に～ 大阪赤十字病院　薬剤部　能木  沙織
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骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折における診断と治療 大阪赤十字病院　整形外科　副部長　坂本　武志

骨粗鬆症の薬物治療 大阪赤十字病院　薬剤部　濵津 頼子

小児アレルギー診療　update 大阪赤十字病院　小児科　部長　住本 真一

小児病棟の服薬指導 大阪赤十字病院　薬剤部　小児薬物療法認定薬剤師　　小松 絵美

抗血栓薬について 大阪赤十字病院　薬剤部　秋山　花世

心臓血管外科領域における抗凝固療法 大阪赤十字病院　副院長　心臓血管外科　部長　中山　正吾

当院における術前中止薬の取り組み～抗血栓薬を中心に～ 大阪赤十字病院　薬剤部薬事管理課長　辻井　佳代

多職種連携でポリファーマシーに対処しよう 国立病院機構名古屋医療センター　卒後教育研修センター長・総合内科医長　宮田　靖志先生

緩和ケアにおける認定・専門薬剤師の役割 大阪大学医学部附属病院　薬剤部　原　伸輔　先生

化学療法における認定・専門薬剤師の役割 大阪大学医学部附属病院　薬剤部　助教　山本　智也　先生

抗てんかん薬　～最近の話題～ 第一三共株式会社　宮前　浩司氏

てんかん薬物療法　～新規抗てんかん薬の使い方～ 京都大学医学研究科てんかん・運動異常生理学講座　特定助教　下竹　昭寛　先生

地域で看取るための緩和ケア病棟 大阪赤十字病院　緩和ケア科　部長　端　裕之

がん疼痛の薬物療法～新規オピオイドを含めた使い方～ 大阪急性期・総合医療センター　薬局　副薬局長　山東　真寿美　先生

PCI施行患者における至適抗血栓療法について 大阪赤十字病院　心臓血管センター　循環器内科　相田　健次

秘めたるやさしさを持つ剤形とは 昭和大学薬学部　社会健康薬学講座　社会薬学部門　客員教授　倉田　なおみ　先生

フォーミュラリーの在り方と、フォーミュラリーに求められるもの 日本赤十字社 医療事業推進本部 病院支援部 医療課/業務支援課 主査  小口 正義 先生

不整脈薬物治療ガイドラインの改訂ポイントについて 大阪赤十字病院 心臓血管センター 循環器内科 副部長  牧田 俊則

「患者のための薬局ビジョン」推進への第一歩
～病院薬剤師とかかりつけ薬剤師の連携のあり方について考える～

熊本大学病院 薬剤部 主任　村田 夕起子 先生

「with COVID」そして「after COVID」を見据えた急性期病院経営を考える
～バイオシミラー導入と薬剤師に期待される役割～

国立大学法人千葉大学医学部附属病院
副病院長・病院経営管理学研究センター長　井上貴裕先生

7/15
緩和ケアセミナー
　「大阪赤十字病院がん疼痛コントロールマニュアル」説明会

大阪赤十字病院　緩和ケアチーム　薬剤部　小松絵美・谷大輔

11/4

災害に備えた地域連携を考える会
　①大阪赤十字病院の防災の取り組み
　②災害医療、保険薬局の立場から
　③災害現場で薬剤師はなにができるか
　④途上国での薬品管理　－ウガンダの病院の薬剤部ってどんなとこ？－

大阪赤十字病院　国際救援部・呼吸器外科部長　中出　雅治
大阪赤十字病院　国際救援部　国内救援課長　山内　宣幸
天王寺薬剤会会長　カナリヤ薬局　守島　繁昭先生
大阪赤十字病院　国際救援部・薬剤部　山瀨　大雄
大阪赤十字病院　国際救援部・薬剤部　雪本　江里子
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7/8

地域連携薬物療法セミナー
　統合失調症　～その症状と治療～
　　①薬剤師の立場から（疾患教育）
　　②医師の立場から

大阪赤十字病院　薬剤部　上野　沙恵子
　　　　　　　　　　　精神神経科　部長　和田　央

7/15

緩和ケアセミナー
　「大阪赤十字病院がん疼痛コントロールマニュアル（第3版）」説明会
　がん患者の抱える苦痛を理解する
　緩和医療の現状と病薬連携に期待すること

大阪赤十字病院　薬剤部　鳥井　祥子
　　　　　　　　　　　看護部　がん看護専門看護師
　　　　　　　　　　　緩和ケア科　部長　端　裕之

8/31

C型慢性肝炎治療薬運用説明会
　薬剤説明
　運用説明
C型肝炎治療薬の変遷

ギリアド・サイエンシズ株式会社
大阪赤十字病院　医療社会事業課
　　　　　　　　　　　　消化器内科統括部長　大﨑　往夫

2016 7/26

地域連携セミナー
　メサペイン錠の当院での運用について
　がん患者の栄養管理
　質疑応答・情報交換

大阪赤十字病院　薬剤部　松村　友和
　　　　　　　　　　　管理栄養士　大石　麻衣

7/19

地域連携セミナー
　緩和服薬情報提供書の現状報告
　医療用麻薬の基礎知識（講義）
　医療用麻薬の服薬指導の実践（ロールプレイ）

大阪赤十字病院　薬剤部　緩和薬物療法認定薬剤師　福島　智子
　　　　　　　　　　　 薬剤部　治験研究係長　谷　大輔
　　　　　　　　　　　 呼吸器内科副部長　吉村　千恵

7/26
病薬ジョイントミーティング
　循環器疾患における抗血栓薬と降圧剤について考える
　消化器内科医が考える処方のポイント～逆流性食道炎を中心に～

大阪赤十字病院  心臓血管センター　循環器内科  　小林  洋平
ＮＴＴ西日本大阪病院　消化器内科医長　光学医療センター長　渋川　成弘　先生

11/22
大腸癌化学療法勉強会
　大阪警察病院での取り組み　～がん患者さんにできること
　大腸癌化学療法について

大阪警察病院　薬剤部長　村田　久枝　先生
大阪赤十字病院　腫瘍内科部長　津村 剛彦

2018 3/17
天王寺区病薬連携推進協議会セミナー
　診療報酬改定の概要と薬剤師に対する期待
　　　～改定議論から求められる薬剤師の職責～

厚生労働省　老健局　老人保健課　薬事サービス専門官　賀登　浩章　氏

多発性骨髄腫Updateセミナー　　For Pharmacist

RevMateについて　～運用の実際と患者さんに接する際の留意点～ 大阪赤十字病院　薬剤部　小平　いく子

多発性骨髄腫に対するIMiDs治療　～レブラミドやポマリストの使い方～ 大阪赤十字病院　血液内科部副部長兼救急科部副部長　金子 仁臣

病診薬連携セミナー

がん薬物療法における薬薬連携の実際　～トレーシングレポート活用事例～ 京都大学医学部附属病院　薬剤部　山本　将太　先生

最近の知見に基づく乳癌の薬物療法 京都大学大学院医学研究科　外科学講座乳腺外科学　教授　戸井　雅和先生

地域連携WEBセミナー
　～安心安全な質の高い抗がん剤治療を目指して～

①抗がん剤治療における当院の薬薬連携強化への取り組み 大阪赤十字病院　薬剤部　山瀨　大雄

②消化器がん化学療法と保険薬局への期待 大阪赤十字病院　腫瘍内科部長　津村　剛彦

大阪赤十字病院 地域連携 WEB セミナー～オピオイドの使い方･使い分けを知ろう～

　1.オピオイドの使い分け ～基本的な知識を見直そう～ 大阪赤十字病院 緩和薬物療法認定薬剤師 福島 智子

　2.メサドンの使いどころ、注意点について知ろう 大阪赤十字病院 緩和ケア科主任部長 端 裕之

2017

2015

2020 6/24

2019 5/21

2022 3/9

10/42019



気管支喘息について 大阪赤十字病院  呼吸器科  副部長　吉村  千恵

吸入指導のポイント 大阪赤十字病院　薬剤部　畔柳 弥生

吸入指導の実技指導 大阪赤十字病院  呼吸器科  副部長　吉村  千恵

吸入指導ロールプレイ 大阪赤十字病院　薬剤部　小間 実・畔柳 弥生

吸入指導の実技指導 大阪赤十字病院  呼吸器科  副部長　吉村  千恵

吸入指導ロールプレイ 大阪赤十字病院　薬剤部　小間 実・畔柳 弥生・藤井幹子・木下晴江

9/1 吸入指導の実技指導 大阪赤十字病院　呼吸器科　副部長　吉村 千恵　小児科　副部長　住本　真一

2013 4/6 吸入指導の実技指導 大阪赤十字病院　呼吸器科　副部長　吉村 千恵　小児科　部長　住本 真一

喘息・患者指導のエッセンス 大阪赤十字病院  呼吸器科  副部長　吉村  千恵

子供さんと親御さんへの吸入指導のコツ 大阪赤十字病院　小児科　 部長　　住本 真一

吸入指導ロールプレイ 大阪赤十字病院　薬剤部　小間 実・畔柳 弥生

面倒な口腔内トラブルに対処する方法 大阪赤十字病院　歯科口腔外科　山田 龍男

　 くるみ薬局　腰山 節子先生

吸入指導の実技指導 大阪赤十字病院  呼吸器科  副部長　吉村  千恵

吸入指導ロールプレイ 大阪赤十字病院　薬剤部　小間 実・畔柳 弥生

気管支喘息とＣＯＰＤの現状 丸昌薬局　　堀越博一先生

ゲームでわかる？！　閉塞性肺疾患 独立行政法人国立病院機構　東近江総合医療センター　呼吸器内科　医長　小熊　哲也先生

呼吸機能検査と肺の力ゲーム・ピークフォロー・デバイス確認
大阪赤十字病院　呼吸器内科　副部長　吉村　千恵
　　　　　　　　　　　小児科　医師　肥田晋矢
　　　　　　　　　　　薬剤部　薬剤業務課長　小間　実

喘息・ＣＯＰＤの基礎知識
子供さんと親御さんへの吸入指導のコツ

大阪赤十字病院  呼吸器内科  森田　恭平
　　　　　　　　　　　 小児科部長　住本　真一

吸入支援ロールプレイ
Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　畔柳　弥生
大阪警察病院　呼吸器内科部長　山本　傑先生
とくい薬局　薬剤師　湯谷　勝治先生

ＣＯＰＤ診療～検査から処方まで～ 大阪赤十字病院  呼吸器内科  森田　恭平

ステップアップシナリオ使用で吸入支援ロールプレイと全デバイス体験
Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　畔柳　弥生
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喘息・ＣＯＰＤの基礎知識
子供さんと親御さんへの吸入指導のコツ

大阪赤十字病院  呼吸器内科  森田　恭平
　　　　　　　　　　　 副院長兼小児科部長　住本　真一

ステップアップシナリオ使用で吸入支援ロールプレイと全デバイス体験
Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　畔柳　弥生

喘息・ＣＯＰＤの基礎知識 大阪警察病院　呼吸器内科臨床部長　山本　傑先生

ステップアップシナリオ使用で吸入支援ロールプレイと全デバイス体験
Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　大河　頼子

喘息・ＣＯＰＤの基礎知識
こどもの喘息

大阪赤十字病院  呼吸器内科  中井　恵里佳
　　　　　　　　　　　 副院長兼小児科部長　住本　真一

ステップアップシナリオ使用で吸入支援ロールプレイと全デバイス体験
Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　畔柳　弥生

ＣＯＰＤ　半端ねえガイドライン2018を処方箋と会話で読み解く！ 大阪赤十字病院  呼吸器内科  森田　恭平

ステップアップシナリオ使用で吸入支援ロールプレイ（ＣＯＰＤ関連を中心に）と全デバイ
ス体験　　　Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　畔柳　弥生

こどもの喘息
喘息・ＣＯＰＤの基礎知識
吸入に関する口腔のお話

大阪赤十字病院  小児科  肥田　晋矢
　　　　　　　　　　　 呼吸器内科　西　健太
　　　　　　　　　　　 歯科口腔外科　歯科衛生士　藤岡　香代子

ステップアップシナリオ使用で吸入支援ロールプレイと全デバイス体験
Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　畔柳　弥生

ＣＯＰＤの吸入療法 大阪赤十字病院  呼吸器内科  西　健太

ステップアップシナリオ使用で吸入支援ロールプレイ（ＣＯＰＤ関連を中心に）と全デバイ
ス体験　　　Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　畔柳　弥生

こどもの喘息2020
喘息・ＣＯＰＤの基礎知識
吸入に関する口腔のお話

大阪赤十字病院  副院長兼小児科主任部長　住本　真一
　　　　　　　　　　　 呼吸器内科　西　健太
　　　　　　　　　　　 歯科口腔外科　歯科衛生士　藤岡　香代子

ステップアップシナリオ使用で吸入支援ロールプレイと全デバイス体験
Ⅰ手技説明　Ⅱ実技　Ⅲ総括

大阪赤十字病院  呼吸器内科副部長  吉村　千恵
　　　　　　　　　　　 薬剤部　薬剤師　畔柳　弥生

外来がん化学患者指導 大阪赤十字病院　腫瘍内科　部長　津村 剛彦  

症例検討会　　FOLFIRI regimen・Xelox regimen 大阪赤十字病院　薬剤部　化学療法課化学療法係長　平井　三保子

肺癌治療の現状～化学療法・特に分子標的薬を中心に～ 大阪赤十字病院　呼吸器内科　部長　西坂　泰夫

症例検討会　　ALK 大阪赤十字病院　薬剤部　化学療法課化学療法係長　平井　三保子

胃癌 大阪赤十字病院　腫瘍内科　副部長　関川　昭

症例検討会　　制吐剤を中心に 大阪赤十字病院　薬剤部　化学療法課化学療法係長　平井　三保子

乳癌 大阪赤十字病院　乳腺外科　部長　露木　茂

症例検討会　　 大阪赤十字病院　薬剤部　化学療法課化学療法係長　平井　三保子

慢性骨髄性白血病について(予定) 大阪赤十字病院　血液内科　部長　今田　和典

症例検討会　　 大阪赤十字病院　薬剤部　化学療法課化学療法係長　平井　三保子

がん治療における口腔ケアの有効性 大阪赤十字病院　口腔外科　歯科衛生係長　藤岡　香代子

症例検討会　　 大阪赤十字病院　薬剤部　薬物療法連携課化学療法係長　平井　三保子
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7/8 統合失調症　～その症状と治療～　　①薬剤師の立場から（疾患教育） 大阪赤十字病院　薬剤部　上野　沙恵子

統合失調症　～その症状と治療～　　②医師の立場から 　　　　　　　　　　　 精神神経科　部長　和田　央

8/28 救急領域における薬学的臨床推論 日本大学医学部附属病院　薬剤部　今井　徹先生

前立腺がんに対するファーマシューティカルケア 大阪赤十字病院　薬剤部　森田　直

去勢抵抗性前立腺癌の薬物療法 　　　　　　　　　　　　泌尿器科　副部長　大久保　和俊

脂質異常症患者への服薬指導 大阪赤十字病院　薬剤部　前田　花世

冠動脈疾患と脂質異常症治療”up to date” 　　　　　　　　　　　 循環器内科　部長　稲田　司

安心安全な薬物療法を目指して、
　イブランスカプセル（抗悪性腫瘍剤　ＣＤＫ4/6阻害剤）について

ファイザー株式会社　山下　裕史氏

進行再発乳癌の治療と副作用マネージメント
-ホルモン療法と分子標的薬を中心に-

大阪赤十字病院　乳腺外科　部長　露木　茂

肝癌患者におけるレンバチニブ投与～副作用の発現とその対策～ 大阪赤十字病院　薬剤部　長谷川　翼

急速に進化した肝硬変＆肝癌薬物療法の基礎知識 大阪赤十字病院　消化器内科　主任部長　丸澤　宏之

抗がん剤治療における末梢神経障害および下痢とその対策 大阪赤十字病院　薬剤部　松本早織

当院の膵がん薬物療法の現状 大阪赤十字病院　消化器内科　副部長　淺田全範

2016 6/28 製薬各社による情報提供

ザファテック錠（武田薬品工業）
アシテアダニ舌下錠・ムルプレタ錠（塩野義製薬）
TS-1[眼の副作用を中心に]（大鵬薬品）
ブイフェンド（ファイザー）
エフピー（藤本製薬グループ　エフピー）

敗血症性DIC（播種性血管内凝固症候群）と抗凝固療法
～アンチトロンビン製剤を中心に～

一般社団法人日本血液製剤機構　吉井　康浩氏

血漿分画製剤の現状について 一般社団法人日本血液製剤機構　エリアプロダクトマネージャー　谷口　昭宣氏

2018 3/12 製薬各社による情報提供

カロナール錠（あゆみ製薬）
エルプラット点滴静注（ヤクルト）
ジャドニュ顆粒分包・レボレード錠（ノバルティス ファーマ）
プラルエント皮下注（サノフィ）
ボナロン錠・経口ゼリー・点滴静注（帝人ファーマ）
ティーエスワン配合カプセル・顆粒・ＯＤ錠（大鵬薬品）
タルセバ錠・アレセンサカプセル（中外製薬）

天薬鳳凰の会
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薬物療法支援アライアンス

2019 4/24

2021 10/29

大阪赤十字病院地域連携薬物療法研究会
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