
 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に係る 

研修会出席の際の注意事項 
 

 

新型コロナウイルス対策本部 

学術研修委員会 

 

福岡市薬剤師会の学術研修会につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を

講じ開催しておりますが、当面の間は福岡市薬剤師会の会員限定（Ａ会員・Ｂ会員・

市薬研修メンバー）の事前申し込み制（人数制限あり）で開催させていただきます。非会員の

方はご参加いただけません。 

緊急事態宣言や感染状況によっては、開催中止・延期になる可能性もあります

ので情報配信にご注意ください。 

 

◇研修会へ出席の際は、以下の注意事項を必ず確認の上ご出席ください。 

 会館入り口にて検温をさせていただき、37.5度以上の場合は参加をご遠慮いただく場合がご

ざいます。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

◆ かぜ症状（発熱、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、たん）が 

ある場合、体調に不安がある場合は出席をご遠慮ください。 

◆ 出席される時は、必ず「マスク」を着用してください。 

 ◆ 間隔を空けてご着席いただくため、「使用不可」としている席もございます。 

確認の上ご着席ください。 

◆ こまめに手洗いを実施していただき、咳やくしゃみが出るときは咳エチケット 

を心がけていただきますようお願いいたします。 

◆ 感染が疑わしい者との濃厚接触がある場合は出席をご遠慮ください。 

◆ 終了後は速やかにご帰宅ください。 

 



２０２１年６月 市薬研修案内 
会 員 各 位                                  一般社団法人福岡市薬剤師会 

下記のとおり、研修会を開催いたします。 

◇開 催 場 所       ： 

福岡市薬剤師会館 4Ｆ講堂 福岡市中央区今泉 1-1-1 TEL：（092）714-4416 

開催日 研修会名 演 題 ・ 講 師 な ど           

6月 1日 

（火) 

19時 30分 

薬物療法研究会 
《学術・研修委員会》 

製品紹介：テセントリクについて（中外製薬） 

講 演：「進展型小細胞肺癌における薬物治療 up to date」 

講 師：国家公務員共済組合連合会浜の町病院  

呼吸器内科 麻生 達磨 先生 

【要旨】近年肺小細胞癌の領域でも、従来からの殺細胞性抗がん剤に

よる化学療法に加え、殺細胞性抗癌剤と免疫チェックポイント阻害薬

を併用した治療の有用性が示され、新たながん化学療法の時代に入り

ました。集学的治療の進歩により治療内容が多様化、複雑化していく

中で、チーム医療における薬剤師の果たす役割は更に大きくなってい

ます。本講演では、肺小細胞癌の所見や治療方針を含め、診断・治療

の流れから薬剤選択、副作用対策についてご紹介します。 

6月 8日 

（火) 

19時 30分 

学校薬剤師 

研修会 
《学校薬剤師委員会》 

 

1.「学校薬剤師委員会伝達」 

講 師：福岡市薬剤師会 学校薬剤師委員会  

常務理事 吉村 宏 先生 

2.「シラミの生態及び駆除について」 

講 師：アース製薬株式会社マーケティング総合企画本部 
トレードマーケティング部 教育・啓発推進課  
山本 美由紀 先生 

6月 10日 

(木) 

19時 30分 

東大・薬剤師会 

育 薬 セ ミ ナ ー         
《学術・研修委員会》 

テーマ：選択的 SGLT2 阻害剤 ダパグリフロジンプロピレングリコール 

製品名：フォシーガ錠（アストラゼネカ） 
講  師：東京大学大学院 薬学系研究科 育薬学講座 

教授 澤田 康文 先生 
◇PS項目：1-1-1／1-2-1・2／1-3-1～4／2-1-4・6・22・24・26・29・30 

2-2-3・7～9・53～55・120～123・127～136・140～153 
2-3-1・3～5・31～38／4-1-1～5 

6月 11日 

(金) 

19時 30分 

在宅・介護研修会 
 

【講 演Ⅰ】 

演 題：「薬剤師の現状と未来」 

講 師：福岡市薬剤師会 会長 田中 泰三 先生 

福岡県薬剤師連盟 会長 原口 亨 先生 

福岡市薬剤師連盟 女性担当 田城 涼子 先生 

【講 演Ⅱ】 

「地域密着型薬局の将来～2021介護報酬改定から～」 

講師：福岡県薬剤師会 常務理事 木原 太郎 先生 

6月 15日 

（火) 

19時 30分 

広域病院研修会 
腎研修会 

《学術・研修委員会》 

講 演：「腎機能を意識した処方せんの見方」 

講 師： 九州中央病院 薬剤科 飯田浩子先生 

（腎臓病薬物療法認定薬剤師、腎臓病療養指導士） 

   

２枚目に続く 



  
 

6月 16日 

(水) 

19時 30分 

Basic Study 
～薬局薬剤師のための

免疫関連有害事象

（irAE）マネジメント～ 

《学術・研修委員会》 

【講演①Short Lecture】 

演 題：「みんなで学ぼう 免疫チェックポイント阻害剤 基礎編」 

講 師：九州大学病院 薬剤部 池田 宗彦 先生 

【講演②Special Lecture】 

演 題：「irAE下痢・大腸炎について」 

講 師：九州大学病院 病態機能内科学 梅野 淳嗣 先生 

【講演③Information】 

演 題：「病診薬連携における irAE マネジメント体制づくり」 

講 師：九州大学病院 薬剤部 南 晴奈 先生 

6月 23日 

（水) 

19時 30分 

漢方研修会 
《学術・研修委員会》 

【特別講演】 

演 題：「薬剤師が知っておきたい漢方処方 

～患者さんへの服薬指導も含めて～」 

講 師：東北大学病院 漢方内科・産科婦人科 講師 大澤 稔 先生 

6月 24日 

(木) 

19時 30分 

東大・薬剤師会 

育 薬 セ ミ ナ ー         
《学術・研修委員会》 

テーマ：アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤 

アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩 

製品名：キャブピリン配合錠（武田薬品工業） 

講  師：東京大学大学院 薬学系研究科 育薬学講座 

教授 澤田 康文 先生 
◇PS項目：1-1-1／1-2-1・2／1-3-1～4／2-1-4・6・22・24・26・29・30 

2-2-3・10～12・16・65・66・120～123・127～136・140～155 
2-3-1・3～5・16・31～38／4-1-1～5 

6月 29日 

(火) 

19時 30分 

Basic Study 
《学術・研修委員会》 

情報提供：「経口補水液 OS-1について」（大塚製薬工場） 

演 題：「熱中症搬送者数ゼロを目指して～経口補水療法の有用性～」 

講 師：株式会社大塚製薬工場 学術担当 利根 義人 様 

【要旨】毎年、気温の上昇とともに熱中症による救急搬送者数が大き

く増加しております。COVID-19 感染対応で医療が逼迫している中、本

年は全国的に例年より気温が高くなる予報が出ており、このままでは、

医療崩壊に拍車がかかってしまう恐れがあります。本講演ではそうい

った背景も踏まえながら、脱水を伴う熱中症を正しく理解し、経口補

水療法の活用によって熱中症搬送者を少しでも減らすべく、実践的な

情報共有に努めて参りたいと存じます。地域医療の要としてご活躍の

先生方から患者様やご家族の皆様へのご指導により、地域全体の熱中

症リスク削減に寄与していただければ幸いに存じます。 
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