
～ 2019年度 薬剤師のためのスキルアップセミナー ～ 

これからの薬局は、地域包括ケアシステムの一員として、地域住民の外来、在宅医療にお

ける適切な薬物療法を提供する役割に加えて、多職種と共に、地域住民の健康の維持・増

進を図ることで住民の安心・安全の確保に貢献することが求められています。 

とりわけ、今後、高齢者をサポートする上で果たすべき役割は、大きいものであると考え

ます。 

そこで、今年度は、高齢者の生活をサポートしていく上で、必要な知識・スキルについて

４回シリーズで習得する内容となっています。 

この機会を、ぜひご活用下さい。                                   

◆ 問合先：0120-8934-55（三木・安田） 

共催 

【アクセス】 

 

   名古屋駅から 

    地下鉄（桜通線） 名古屋駅→ 瑞穂区役所駅 約１７分 

  瑞穂区役所駅（１番出口）から 徒歩または市バスを利用 

  徒歩 東へ徒歩で約１５分 

金山駅から 

    市バス ７番のりば「金山１６ 瑞穂運動場東行」→ 

                   約２５分「市大薬学部」下車、徒歩１分 

 又は ８番のりば「金山１４ 瑞穂運動場東行」→  

                 約２５分「市大薬学部」下車、徒歩１分 

ココ 

主催 

ココ 

 ◆  ◇    セミナースケジュール    ◇  ◆ 

        
★開催日程： ①2019年9月23日（月・祝）    ②2019年12月  8日（日） 

   ③2020年1月26日（日）   ④2020年 2月23日（日） 
  ※各回とも、単回での参加もできますが、シリーズのセミナーですので全回へのご参加をお勧めします。 

 

★開催時間： いずれの日程も １０：００～１６：００ 

★開催場所： 名古屋市立大学薬学部 実習棟 

★参加費 ： 各回とも ５，０００円  ※お弁当は別途注文を受けております。 

★定 員 ： 各回とも ３０名 

名古屋市立大学大学院薬学研究科 

   臨床薬学教育研究センター 



 

 

 

 

 

 

 

コース 日  時 内  容 

第１回 

2019年 9月 23日(月・祝) 

10:00 ～ 16:00 

定員： ３０名 

受講料： 5,000円 

認知症について考える 

☆認知症の第一人者より最新情報を学び、認知症看護認定看護師が認知症と 

どのように関わっているのか学びます 

【講義＆演習】認知症の最新情報を知る 

【講義＆演習】認知症の方と家族をどのように支えるか？を考える 

第２回 

2019年 12月  8日  (日) 

10:00 ～ 16:00 

定員： ３０名 

受講料： 5,000円 

高齢者の「住まい」としての介護施設、予防リハビリを学ぶ 

☆高齢者の住まいとしてどのような施設を選べば良いのか？その基礎知識を学ぶ 

【講義＆演習】高齢者に対応する各施設の概要と違いを学ぶ 

☆施設でも行われる予防リハビリについて理学療法士から学ぶ 

【講義＆演習】予防理学療法について学ぶ 

第３回 

2020年  1月 26日  (日) 

10:00 ～ 16:00 

定員： ３０名 

受講料： 5,000円 

薬物療法における高齢者の生活を観察するポイントを考える 

☆実際の症例を基に、高齢者の生活面まで観ることの大切さを学びます 

【講義＆演習】高齢者の薬物療法での生活面を観ることの重要性を学ぶ 

【講義＆演習】実症例から薬剤性フレイルやポリファーマシーを考える 

第４回 

2020年  2月 23日 (日) 

10:00 ～ 16:00 

定員： ３０名 

受講料： 5,000円 

① 認知症と共に生きる方との実用的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのポイントを学ぶ 

☆高次脳機能障害（失語、失行、失認、記憶障害など）の病態を正しく理解し、 

認知症性高齢者の障害特性に応じた対応のコツを学びます。 

【講義＆演習】普段の何気ない会話や仕草から、高齢者の認知機能の異変を 

素早く捉え、リスク軽減につなげる要所を押さえる。 

②  高齢者の低栄養・フレイル対策の食事を考える 

☆最新の高齢者の食事の問題について管理栄養士から学びます 

【講義＆演習】低栄養・フレイルに陥らない高齢者の食事について学ぶ 

※ 講師・会場などの都合により、若干の内容・開催時間を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 

 

【問合先】 

東邦ホールディングス株式会社 ファーマジョイ東海   （担当：三木・安田） 

〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目３－７ ＳＫ名古屋ビル ３階 

★Tel：0120-8934-55  ★Fax：052-951-2155  ★E-mail：hitonowa-edu@so.tohoyk.co.jp 

2019年度 薬剤師のためのスキルアップセミナー 

地域連携・かかりつけ薬局機能向上を目指して 

～高齢者の生活・心身機能のｻﾎﾟｰﾄを習得する～ 
主 催： 一般社団法人 薬局共創未来人財育成機構  共 催： 東邦ホールディングス株式会社 

名古屋市立大学大学院薬学研究科 

                                     臨床薬学教育研究センター 



 第１回目のセミナーは、認知症の第一人者である国立長寿医療研究

センター 長寿医療研修センター長の遠藤英俊先生から認知症の最新

情報についてご講義頂くと共に、認知症患者さんと、どのように共生

していくのがよいか考えて頂く内容となっています。 

薬剤師のためのスキルアップセミナー 

主催 共催 

◆ ◆   セミナースケジュール  ◆ ◆ 

❏開催日程： ２０１９年９月２３日（月・祝） 
 

❏開催時間： １０：００～１６：００ 
 

❏開催場所： 名古屋市立大学薬学部 実習棟 
 

❏参加費 ： ５，０００円 ※お弁当は別途注文を承っております。 
 

❏定  員： ３０名 
 

◆申込URL： http://www.hitonowa-ph.com/skillup/00000067/ 

      薬剤師認定シール３単位申請中!! 

【アクセス】 

   名古屋駅から 

    地下鉄（桜通線） 名古屋駅→ 瑞穂区役所駅 約１７分 

     瑞穂区役所駅（１番出口）から 徒歩または市バスを利用 

  徒歩 東へ徒歩で約１５分 

   

金山駅から 

    市バス ７番のりば「金山１６ 瑞穂運動場東行」→ 

                約２５分「市大薬学部」下車、徒歩１分 

 又は ８番のりば「金山１４ 瑞穂運動場東行」→  

              約２５分「市大薬学部」下車、徒歩１分 

ＱＲコード 

名古屋市立大学大学院薬学部研究科 

◆ 問合先：0120-8934-55（三木・安田） 



☆ 開催日程： ２０１９年９月２３日（月・祝）　１０：００　～　１６：００

☆ 開催場所： 名古屋市立大学薬学部　実習棟

☆ 講師　： ➢国立長寿医療研究センター　長寿医療研修センター長

遠藤　英俊 先生

➢春日井市民病院

認知症看護認定看護師

伊藤　松恵 先生

☆ ファシリテーター　： ➢名古屋市立大学大学院　薬学研究科 臨床薬学教育研究センター

教授 鈴木　匡 先生

講師 菊池　千草 先生

＜プログラム＞

本日の流れ、　注意事項の説明

＜遠藤先生＞

認知症の最新情報を知る　

* 認知症の予防・治療の最前線

* 認知症を取り巻く国の動き等の状況

＜遠藤先生＞

薬剤師の認知症対応事例について（グループワーク）

* 薬局薬剤師としてどのように認知症と関わるか？を考える

* これからの薬局に期待すること

　　昼 食 ・ 休 憩

＜伊藤先生＞

認知症の方と家族をどのように支えるか？を考える

* 認知症看護認定看護師の仕事と役割について

* 実例を基に、薬局薬剤師としてのサポートの仕方について考える

【本日のまとめ】 ＜鈴木先生・菊池先生＞

　

アンケートのお願い

主催： 一般社団法人　薬局共創未来人財育成機構

共催： 東邦ホールディングス株式会社　

名古屋市立大学大学院薬学研究科　　臨床薬学教育研究センター　　

問い合わせ先　：　　　　　　　　　　　　　

〒460-0003　 名古屋市中区錦１丁目３－７　ＳＫ名古屋ビル ３階 TEL　：　　　　　　　052-205-6164
東邦ホールディングス株式会社 フリーダイヤル　：　0120-8934-55
ファーマジョイ東海　三木 Email ：　　　　　　　hitonowa-edu@so.tohoyk.co.jp

※やむを得ない都合により、プログラム内容を変更させて頂くことがあります。あらかじめご了承下さい。

※今後の参考の為、各セッションにて写真・ビデオ撮影をさせていただくことがあります。あらかじめご了承下さい。

【講義】

【講義＋演習】

【講義＋演習】

会場

実習棟
北館２階

～薬剤師のためのスキルアップセミナー～

＜地域連携・かかりつけ薬局機能向上を目指して＞
　高齢者の生活・心身機能のｻﾎﾟｰﾄを習得するⅠ

10：00～10：10
（10分）

　　休 憩

実習棟
北館２階

12：30～13：30
（60分）

10：10～11：15
（65分）

11：25～12：30
（65分）

時間

11：15～11：25
（10分）

コンテンツ

実習棟
北館１階

実習棟
北館１階

実習棟
北館１階

13：30～15：45
（途中休憩あり）

15：45～15：55
（10分）

15：55～16：00
（5分）



【記入必須項目】

◎お名前（フリガナもご記入下さい。）

◎お振込名義人（振込予定日も必ずご記入下さい。） ※振込は9月18日までにお願いします。

◎受講票送付先チェック及びそれに対応する住所・E-mailアドレス

◎お弁当の要・不要をご指定下さい。

◎以下ＵＲＬからも申し込み可能です。

http://www.hitonowa-ph.com/skillup/00000067/

【FAXでお申込の場合】

申込用紙に必要事項をご記入いただき　FAX送信してください。

【E-mailでお申込の場合】

メール本文に必要事項を入力いただき、送信してください。

※　連絡方法につきましては、E-mailアドレスをお知らせ頂いている場合は、E-mailでご連絡

いたします。E-mailアドレスをご記入頂いていない場合はＦＡＸでご連絡いたします。

※　受付番号は、振込の際に必要となります。

【ご請求額を指定口座にお振込下さい。】

※　お振込の際は、名義人の前にお知らせした受付番号を入力してください。

※　お振込は9月18日（水）までに必ずお済ませください。

※　振込手数料はご負担下さい。

参加申込書と参加費の入金完了を確認後、直ちに受講票をご希望の送付方法にてお届けいたします。

参加費振込確認の上、９月９日以降 順次 受講票をお送りします。

９月１９日までにお手元に届かない場合は、下記フリーダイヤルにお問合せ下さい。

フリーダイヤル ０１２０－８９３４－５５ （東邦ホールディングス株式会社　内）

※お振込予定日が期限間近の場合、上記フリーダイヤルにて振込日のご連絡をお願いします。

◆　参　加　申　込　手　順　◆

http://www.hitonowa-ph.com/skillup/00000067/#


東邦ホールディングス株式会社　ファーマジョイ東海

薬剤師のためのスキルアップセミナー事務局　行き

E-mail:　hitonowa-edu@so.tohoyk.co.jp

【参加申込みの手順】　   ※　お申し込み・お振込みは、9月18日までに完了頂く様にお願い致します。

　① 下記の記入欄にご記入後、上記FAX宛にお送り頂くか、上記事務局にE-mail送信にてお申し込み下さい。
右記ＵＲＬからもお申し込みいただけます。　　http://www.hitonowa-ph.com/skillup/00000067/

　② 上記の要領でお申込頂いた方には、ＦＡＸまたはメールにて、参加費振込先をご連絡しますので、
所定の金額をお振込み下さい。（振込手数料はご負担下さい。）

　③ お振込み完了を確認次第、９月９日以降 順次 セミナー受講票をお送り致します。
　　　※ご入金後のキャンセルは受付できません。ご欠席の場合は、セミナー修了後、資料をお送りします。

お弁当のご予約 　　□ 要 ( お申込の場合は、お弁当代 1,000円（税込み）を含めお振込下さい。 ）　　　　□ 不要

受講票の受取方法

　　　□　メール
　

ご自宅　TEL/FAX

FAX送信先：０５２－２０５－６１６３

フリガナ

お名前

お振込名義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

   FAX (                   )                  -

   FAX (                   )                  -

   TEL (                   )                  -

　（〒　　　　　　　　-　　　　　　　　　　）

※お振込は、できる限り9月18日までにお願いします。

お振込予定日 ：　　　　　月　　　　　日

メールをご希望の方は、必ず下記に E-Mail をご記入下さい。

　　　□　ＦＡＸでの送付

受講票の受け取り方法について下記のいずれかをお選び下さい。

　（〒　　　　　　　　-　　　　　　　　　　）

受講票送付先

ご自宅住所

ご勤務先住所

ご勤務先

フリガナ

   TEL (                   )                  -
ご勤務先TEL/FAX

　　□　ご勤務先　　　　　　　　　　　　□　ご自宅

個人情報について
１．参加申込書でご提供いただいた個人情報は、安全かつ厳密に管理いたします。

２．個人情報は、セミナーの案内・参加に関する事務手続きのみに使用します。

３．個人情報は、第三者に開示・提供・預託することはありません。
４．個人情報の開示・訂正・削除については、以下の窓口までご相談ください。

個人情報に関する問合せ窓口 電話：052-205-6164（個人情報担当） E-mail：hitonowa-edu@so.tohoyk.co.jp

PC E-Mail ： @

※メールの場合、受講票をＰＤＦファイルにて送信しますので、当日印刷してお持ち下さい。
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