一般社団法人箕面市薬剤師会

平成25年度 学術研修会実施状況

第１回

日時

場所

4月17日（水）20:30～

豊能広域こども急病センター
3階 大会議室

演題

講師

１．情報提供：「 不眠症治療剤 ルネスタ錠の特性について 」

エーザイ株式会社

中西 真帆 氏

２．学術講演：「 不眠のマネジメントと薬物治療 」

大阪大学保健センター 精神科
大阪大学医学部附属病院 睡眠医療センター
准教授

第２回

5月15日（水）20:30～

同上

１．情報提供：「 選択的ＤＰＰ-４阻害剤 ２型糖尿病治療剤

足立 浩祥 先生

興和創薬株式会社

スイニー錠１００ｍｇ 」
２．学術講演：「 薬と食物の相互作用 」

自治医科大学附属病院 臨床薬理学
教授

第３回

6月19日（水）20:30～

同上

１．情報提供：「 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

藤村 昭夫 先生

バイエル薬品株式会社

イグザレルト錠 」について
２．学術講演：「 新規抗凝固薬のdrug effectsを考える 」
－循環器医はどのように使い分けを考えているか？－
第４回

7月7日（日）10:00～

(漢方)

千里ライフサイエンスセンター
５階 ライフホール

１．『 漢方薬の総合知 ：
消化管症状に用いる陳皮の薬能と配合処方の方意 』
２．『 消化管機能疾患と漢方～西洋薬と漢方薬のベストミックス～ 』

箕面市立病院 内科主任部長 集中治療部長
金井 秀行 先生
大阪大谷大学 非常勤講師
谿 忠人 先生
医療法人祥佑会 藤田胃腸科病院 理事長
本郷 仁志 先生

7月12日（金）20:30～

豊能広域こども急病センター

大阪e-お薬手帳実証実験アンケート実施についての説明会

大阪府薬剤師会

１．大阪ｅお薬手帳事業についての大阪府薬よりのお知らせ

大阪府薬剤師会 副会長

２．大阪ｅお薬手帳事業について

大阪府薬剤師会 理事

３．講演 「チーム医療における言語聴覚士の役割」

伊丹厚生脳神経外科病院

3階 大会議室
第５回

8月4日（日）10:00～

(ブロック)

池田市民文化会館
２階 コンベンションホール

乾 英夫 先生
堀越 博一 先生

リハビリテーション部
第６回

9月11日（水）20:30～

豊能広域こども急病センター
3階 大会議室

１．情報提供：「 ２型糖尿病治療剤

武田薬品工業株式会社

井之川 真紀 先生
毛利 皓宏 氏

ネシーナ錠の特性について 」
２．学術講演：「 糖尿病治療の進化 」

箕面市立病院 糖尿病センター長
飯田 さよみ 先生
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第７回

日時

場所

10月9日（水）20:30～

豊能広域こども急病センター
3階 大会議室

演題

講師

１．情報提供：「 当社医療用漢方製剤の特徴について 」

クラシエ薬品株式会社

２．学術講演：「 認知症治療の現状と今後の展望 」

大阪大学大学院医学系研究科 精神医学教室
医学部講師

第８回

11月20日（水）20:30～

同上

１．情報提供：「 抗血小板剤の最新の知見について 」

大塚製薬株式会社 中澤 佑太郎 氏

２．学術講演：「 抗血小板剤服用者内視鏡治療ガイドライン 」

大阪医科大学 第二内科
教授

第９回

12月1日（日）10:00～

(ブロック)
第１０回

千里ライフサイエンスセンター

「 窓口の対応で行う自殺に傾いた人への支援について 」

５階 サイエンスホール
12月4日（水）20:30～

豊能広域こども急病センター
3階 大会議室

１．情報提供：「 経皮吸収型過活動膀胱治療剤

同上

関西福祉科学大学

久光製薬株式会社

ネオキシテープ73.5mgについて 」

～高齢者の排尿管理の実際～ 」
1月29日（水）20:30～

樋口 和秀 先生

准教授 都村 尚子先生

２．学術講演：「 尿のトラブル110番

第１１回

田上 真次 先生

泌尿器科くろだクリニック
院長

黒田 秀也 先生

１．情報提供：「 マクロライド系抗生物質 クラリス錠について 」

大正富山医薬品株式会社

２．学術講演：「 肺炎について 」

箕面市立病院 内科部長 呼吸器内科
上田 章人 先生

第１２回

2月16日（日）10:00～

（漢方）

千里ライフサイエンスセンター

１．『乳幼児の鼻症状における麻黄湯坐剤の有用性』

５階 ライフホール

笠嶋 智子 先生
２．『漢方薬の総合知：生姜と乾姜
～感冒様症候群に用いられる処方を例にして～ 』
３．『プライマリーケアと漢方
～かぜと不定愁訴を中心に～』

第１３回

2月26日（水）20:30～

豊能広域こども急病センター
3階 大会議室

3月12日（水）20:30～

同上

大阪大谷大学 非常勤講師
谿 忠人 先生
しもむら内科クリニック 院長
下村 裕章 先生

１．情報提供：「イーフェンバッカル錠」について

大鵬薬品工業株式会社

２．学術講演：「経口抗癌剤のアドヒアランス向上を目指した

市立豊中病院 外科部長

新たな取り組み」
第１４回

グリーンメディック薬局緑丘

１．情報提供：「持続型溶解インスリンアナログ注射液
トレシーバ注フレックスタッチの特性について」
２．学術講演：「糖尿病：インスリン治療の考え方」

今村 博司 先生
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
阪東 佑太 氏
箕面市立病院 内科部長 兼 糖尿病センター 副センター長
大阪大学医学部 臨床教授
小室 竜太郎 先生
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