
高度薬剤師教育研究センター 
 

平成３０年度 生涯研修認定制度「グループ研修」 
 本センターは、医療現場における優れた薬剤師職能を発揮するための「サポート拠点」として、薬剤師の
皆様に本研修認定制度をご利用いただけるよう、魅力あふれる研修プログラムを運営しております。 
 「グループ研修」は、薬剤師として活躍する皆様の医学的知識や技能の向上を目的として、セミナー形式の
講演や実習等を行います。 

 ※各グループ研修の日程等の詳細は、裏面をご確認ください。 

【お問合せ先】 
 〒956-8603 新潟市秋葉区東島265番地1 TEL. 0250-25-5400（直通） 

 新潟薬科大学 高度薬剤師教育研究センター事務局    

本センターの６つのグループ研修 

平成３０年度 生涯研修認定制度「グループ研修」 受講申込書 

申込講座 

ご希望の研修をお選びください。 
複数の研修を選択いただけますが、各研修に全ての受講を原則とさせていただきます。 

  
 □ 『がん薬物療法』（全４回） 
 
 □ 『薬物速度論入門』（全４回） 
 
 □ 『災害薬学』（全２回） 
 

□ 『症候と疾患』（全４回） 
 
□ 『感染症』（全４回） 
 
□ 『褥瘡の評価と薬物治療』（全２回） 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
 

（                 ） 性別 男性   ・   女性 

氏名 登録番号 
平成30年度薬剤師生涯教育講座登録番号 

 Ｐ18-（        ） 

 平成３０年度薬剤師生涯教育講座への受講登録がお済みでない方は、下記太枠内をご記入ください。 

連絡先 

〔  自宅住所  ・  勤務先住所  〕 
 〒    －                          

 
※アパート名・号室等までお書きください。 

電話番号 メールアドレス                ＠ 

所属 病院 ・ 薬局 ・ その他（     ） 勤務先    

受講申込 

  □ 本学卒業生     1,000円 本学卒業年度 （昭和 ・ 平成）（  ）年度卒業 

  □ 他大学卒業生  10,000円 
出身大学 
卒業年度 

（             ）大学 
（昭和 ・ 平成）（  ）年度卒業 

振込予定日 平成30年    月     日（入金確認のためご記入ください。） 

振込人名義 
 

※申込者と異なる場合のみご記入ください。 

以下の注意事項をご確認いただき、ホームページ又はＦＡＸでお申込みください。 

＜注意事項＞ 

＊各グループ研修とも定員に達し次第、申込みを締め切ります。 
＊会社名等による複数名分の一括での申込や振込はご遠慮ください。 
＊本センターが主催する平成３０年度「薬剤師生涯教育講座」を受講いただくことで、 
 本研修にご参加いただけます。 

お申込み方法 

① ＨＰからお申込みいただく場合 URL: http://www2.nupals.ac.jp/koudo/  
 「受講申込フォーム」からお申込みください。 
 

② ＦＡＸにてお申込みいただく場合 ＦＡＸ番号：０２５０－２８－５３４０ 
                       （高度薬剤師教育研究センター事務局宛） 
  下記の受講申込書に必要事項をご記入いただき、FAXにてお送りください。 

登録料について 

新潟薬科大学の卒業生・・１,０００円  他大学卒業生・・１０,０００円 
 

 ※既に平成３０年度「薬剤師生涯教育講座」へのお申込み及び登録料のお振込みが完了している方は、 
  本グループ研修の登録料をお振込みいただく必要はありません。 

登録料の 
振込先口座及び振
込期日について 

① ゆうちょ銀行または郵便局からお振込みいただく場合 （振込期日：５月２日（水））  
 ゆうちょ銀行 口座記号：００５２０-５ 口座番号：８５８５４ 
 加入者名：新潟薬科大学高度薬剤師教育研究センター  
 

② 他金融機関からお振込みいただく場合 （振込期日：５月２日（水）） 
 振込先口座：ゆうちょ銀行 〇五九店 当座預金 ００８５８５４ 
 口座名義：新潟薬科大学高度薬剤師教育研究センター 
 （ニイガタヤッカダイガクコウドヤクザイシキョウイクケンキュウセンター） 

お申込み及び 
登録料振込期間 

平成３０年４月２３日（月）～５月２日（水） 

お申込み方法について 

★ がん薬物療法 
 悪性新生物（がん）による死亡者数は年々増加傾向にあり、なかでも消化器癌は早期発見・早期治療すれ
ば治癒率も高い。本研修では、消化器癌の中でも特に患者数が多い胃癌と大腸癌に焦点をあて、解剖生理
学や薬理学など基礎医学から抗癌剤を用いた薬物治療の実臨床まで、最近の大規模臨床試験の結果も踏
まえて概説する。 

★ 症候と疾患 
 患者さんの主訴（症状）からその疾患を適切に推測し、正しい服薬説明や医療機関への受診勧奨をするた
めに、日常遭遇する代表的症状の発症メカニズムとその症状を呈する疾患と他の随伴症状を系統的に整理
し理解する。 

★ 薬物速度論入門 
 薬効や副作用を体内の薬物動態から定量的に理解できるようになるために、薬物動態の理論的解析に関
する基本的知識と技能を修得する。 

★感染症 
 薬局には感染症患者が数多く来局され、在宅訪問など地域での業務が増加するなか感染症の知識は自
分の身を守るためにも必要となる。薬剤師として必要な感染症の基礎知識の修得と、現場で役立つ感染対
策の研修を行う。また、今年は腎機能と抗微生物薬についての講義も予定する。 

★褥瘡の評価と薬物治療 
 褥瘡の病態及び治療薬の講義と治療に使用される薬剤および医療材料の使い方の実践を体験する。 
 ※上越地域医療センター病院薬剤科長 宮川哲也先生指導 

★災害薬学 
 日本は自然災害による人的被害が他国に比して非常に高いにも関わらず、比較的平穏な中で高度成長期
や少子高齢化を迎え、必ずしも災害に強い国作りや教育は行われてこなかった。本研修では、阪神淡路大
震災以来繰り返し見直しを迫られてきた災害医療の基本戦略を概説し、災害時の健康維持上の課題や被
災者に寄り添った支援のあり方、薬剤師の必要性について考えることを通し、薬学教育や平時の薬剤師業務
についても考える時間としたい。 
※新潟大学医学部災害医療教育センター 和泉邦彦先生指導 

必要事項をご記入後、本受講申込書をＦＡＸ（0250-28-5340）で高度薬剤師教育研究センター事務局宛にお送りください。 

FAXでお申し込みの方は、下記受講申込書の太枠内を全てご記入ください。記入漏れのないようご確認ください。 



がん薬物療法（全４回） 

 ＜担当＞ 小林 靖奈                        定員３０名 

日時 講義項目 

1 5月24日(木) 

19:00～20:30 

胃の解剖生理と胃癌の病態 

2 7月12日(木) 胃癌化学療法とエビデンス 

3 9月20日(木) 大腸の解剖生理と大腸癌の病態 

4 10月18日(木) 大腸癌化学療法とエビデンス 

【参考文献】わかりやすい疾患と処方薬の解説（アークメディア）、薬物治療学（南山堂） 
      胃癌治療ガイドライン、大腸癌治療ガイドライン 

 【会場】新潟日報メディアシップ（６階新潟薬科大学メディアキャンパス） 

  〒950-8535 新潟市中央区万代3-1-1 

高度薬剤師教育研究センター 生涯研修認定制度 

本学生涯研修認定制度の規定に基づき、各研修とも１回の受講につき「生涯研修認定単位」を１単位発給します。 

症候と疾患（全４回） 

 ＜担当＞ 若林 広行                        定員３０名 

日時 講義項目 

1 5月16日(水) 

19:00～20:30 

発熱、頭痛、めまい、耳鳴りなどの発症メカニズムと関
連疾患ならびのそのトリアージ 

2 6月21日(木) 
胸痛、動悸、息切れ、咳などの発症メカニズムと 

関連疾患ならびのそのトリアージ 

3 7月26日(木) 
黄疸、悪心・嘔吐、腹痛、下痢・便秘、食欲不振、肥
満・やせなどの発症メカニズムと関連疾患ならびのその

トリアージ 

4 9月27日(木) 
排尿障害、浮腫、血便、血尿、気分障害、記憶障害など
の発症メカニズムと関連疾患ならびのそのトリアージ 

 【会場】新潟日報メディアシップ（６階新潟薬科大学メディアキャンパス） 
  〒950-8535 新潟市中央区万代3-1-1 

薬物速度論入門（全４回） 

 ＜担当＞ 久保田 隆廣                       定員３０名 

日時 講義項目 

1 9月6日(木) 

19:00～20:30 

1-コンパートメントモデル解析（その１） 

2 9月13日(木) 
1-コンパートメントモデル解析（その２）と 

非線形動態解析 

3 10月11日(木) 生理学的モデル解析 

4 10月25日(木) 薬物投与設計 

 【参考文献】確認テストと症例解析で身につける 薬物速度論入門（医療ジャーナル社） 

 【会場】新潟日報メディアシップ（６階新潟薬科大学メディアキャンパス） 

  〒950-8535 新潟市中央区万代3-1-1 

感染症（全４回） 

 ＜担当＞ 継田 雅美                        定員３０名 

日時 講義項目 

1 5月10日(木) 

19:00～20:30 

感染症の基礎知識 

2 6月28日(木) 
感染症と薬 

（抗菌薬・抗ウイルス薬・ワクチン・消毒薬） 

3 7月19日(木) 腎機能の評価と抗微生物薬 

4 9月12日(水) 細菌・ウイルス感染症の治療と予防 

 【参考文献】今からはじめる中小病院薬剤師の感染管理（南山堂） 

 【会場】新潟日報メディアシップ（６階新潟薬科大学メディアキャンパス） 
  〒950-8535 新潟市中央区万代3-1-1 

褥瘡の評価と薬物治療（全２回） 

 ＜担当＞ 坂爪 重明                        定員１５名 
 ＜講師＞ 上越地域医療センター病院 薬剤科長 宮川 哲也 先生        

日時 講義項目 

1 8月2日(木) 

19:00～20:30 

褥瘡の病態及び治療薬の講義と治療に使用される薬剤 
および医療材料の使い方の実践を体験する (1) 

2 8月9日(木) 
褥瘡の病態及び治療薬の講義と治療に使用される薬剤 

および医療材料の使い方の実践を体験する (2) 

 【お願い】「褥瘡の評価と薬物治療」の研修をやむを得ず欠席される場合は、研修日の1週間前までに、 

       高度薬剤師教育研究センター事務局（℡：0250-25-5400）へご連絡ください。 

 【会場】新潟薬科大学 新津キャンパス Ｃ２０７セミナー室 
  〒956-8603 新潟市秋葉区東島265番地1 

災害薬学（全2回） 

 ＜担当＞ 小林 靖奈                        定員３０名 
 ＜講師＞ 新潟大学医学部災害医療教育センター 和泉 邦彦 先生 

日時 講義項目 

1 6月26日(火) 

19:00～20:30 

災害医療の基本戦略と災害薬学概論 

2 7月5日(木) 災害時に生じる医薬品の問題と薬剤師としての対応 

 【お願い】「災害薬学」の研修をやむを得ず欠席される場合は、研修日の1週間前までに、 
      高度薬剤師教育研究センター事務局（℡：0250-25-5400）へご連絡ください。  

 【会場】新潟日報メディアシップ（６階新潟薬科大学メディアキャンパス） 
  〒950-8535 新潟市中央区万代3-1-1 

【注意事項】・各グループ研修の最小催行人数は５名となります。中止の場合は、初回の2日前に本事務局ＨＰ     
       （http://www2.nupals.ac.jp/koudo/）にてお知らせ致しますのでご確認ください。 
      ・「褥瘡の評価と薬物治療」の会場は「新潟薬科大学新津キャンパス」となりますのでご注意ください。 


