
開催日 研修会名称 
研修認
定薬剤
師単位

神奈川
県生涯
学習認
定制度
研修

（時間） 研修会内容

主催者 開催場所 講師

2016年 04月
0４月 ２１日(木) 学術研修会　１ 1 PS2

( 19:30 ～ 21:00 ) 地域薬局における薬局 DOTS の推進 ～治療完遂を支えるために～
講演１：結核の基礎知識と薬局 DOTS 講演 2：小田原版薬局 DOTS 事業
の実施について

公益社団法人小田原薬
剤師会

小田原市保健センター
３Ｆ　大研修室

講演１：公益財団法人
結核予防会 結核研究
所 対策支援部部長 小
林典子先生
講演２：小田原保健福
祉事務所 保健福祉部
保健予防課 齋藤麻利

0４月 ２８日(木) 医療保険適正化研修会 PS5

( 19:30 ～ 21:00 ) 調剤報酬改定説明会（ＤＶＤ）      疑義解釈、質疑等

公益社団法人小田原薬
剤師会

小田原市保健センター
３Ｆ　大研修室

0４月 ３０日(土) 認知症シンポジウム 活動証明
書( 13:30 ～16:30  ) ・講演「認知症の理解」 ・認知症体験談 ・認知症シンポジウム

小田原市民会館　小
ホール

小田原市立病院心身医
療内科 竹内文一先生

2016年 05月
０５月２９日(日) 子育て支援フェスティバル 活動証明

書( 19:30 ～ 21:00 )

2016年 06月
０６月２６日(日) 薬乱街頭キャンペーン 活動証明

書( 10:30 ～ 12:00 )

小田原駅西口及び小田小田原駅西口及び小田
原駅アークロード

2016年 07月
０７月1４日（木） 学術研修会 ２ 1 PS1

( 19:30 ～ 21:00 ) 薬剤師の将来像 ～取り巻く環境と課題～
講演１：上田薬剤師会が組織で取り組む「かかりつけ薬局」
講演 2：今後の薬剤師に必要なスキル ～海外事例を含めて～

小田原市保健センター
３Ｆ　大研修室

講演１：一般社団法人
上田薬剤師会 会長 飯
島康典先生
講演２：東京理科大学
経営学部 教授 坂巻弘
之先生

2016年 08月
2016年 09月
０９月０４日（日） 学術研修会 ３ 2 PS1　2単

位( 13：30～16：30 ) 『その怒り、上手にコントロールしませんか？』～アンガーマネジメント～

公益社団法人小田原薬
剤師会

他 川東タウンセンター　マ
ロニエ　集会室202

一般社団法人日本アン
ガーマネジメント協会
シニアファシリテーター
近畿大学薬学部非常勤
講師　薬剤師　髙橋　直
子先生

09月11日(日) 市民公開講座 1 PS3
活動証明( 13:30 ～15:00  ) 「健康診断の結果のみかた！～精密検査といわれたら～」

お薬相談、受付、アンケート回収など
公益社団法人小田原薬
剤師会

小田原市保健センター
３Ｆ　大研修室

小田原循環器病院　循
環器内科　医局長　医
師　熊谷賢太先生



PS3

０９月２２日(木) 健康サポート薬局に係る技能取得型研修会

( 09:00 ～18:30  ) 研修A：　健康サポートのための多職種連携研修
研修B:　健康サポートのための薬剤師の対応研修
公益社団法人小田原薬
剤師会

小田原市保健センター
３Ｆ　大会議室

09月２５日(日) 認知症イベント 1 PS3
活動証明( 10:00 ～16:00  ) 『認知症をにんちしよう会イベント』

脳年齢測定のお手伝い、参加者の誘導、パンフレット配布、等
HaRuNeおだわら

０９月２５日（日） 健康フェスティバル PS3
活動証明( 09:00 ～ 12:00 ) 湯河原町民デー

湯河原町保健センター

2016年 10月
1０月０２日（日） 健康フェスティバル PS3

活動証明( 10:00 ～ 15:00 ) 小田原市ふれあいけんこうフェスティバル

小田原西武１階キャニ

10月13日（木） 学術研修会 ４ 1 ＳＰ２

( 19:30 ～ 21:00 ) 乳がん治療～検診による早期発見と治療について～

公益社団法人小田原薬
剤師会

小田原市保健センター
３Ｆ　大研修室

山近記念総合病院　院
長　久保田光博先生

10月２3日（日） 居宅研修会

( 13:00 ～ 18:00 )

小田原市保健センター
３Ｆ　大会議室

2016年 11月
1１月０３日（木） 献血事業

1１月 １０日(木) 薬物乱用相談薬局研修会  1 PS３

( 19:30 ～ 21:00 ) 神奈川県内における薬物乱用の実態と対策について

公益社団法人小田原薬
剤師会

小田原市保健センター
３F　大会議室

神奈川県警察本部薬物
銃器対策課　薬物捜査
伝承官　志水佳比古

1１月２3日（水）1１月２3日（水） 包括支援センタ 地域連携研修会包括支援センター地域連携研修会 PS3

１１月 ２４日(木) メーカー研修会

( 19:30 ～ 21:00 )

第一三共株式会社 小田原市保健センター
３F　大研修室（予定）

小田原循環器病院　循
環器内科　熊谷賢太先

1２月 　日(　) Ｈ28年度県下統一調剤事故防止研修会 1 ＳＰ４

公益社団法人神奈川県
薬剤師会・小田原薬剤

2016年 12月
１２月1日（木） 学術研修会 ５

( 19:30 ～ 21:00 ) （予定）薬剤師の行動科学

公益社団法人小田原薬
剤師会

小田原市保健センター
３Ｆ　大研修室

株式会社キャンサース
キャン　石川善樹先生

１２月 ０３日(土) 吸入デバイス研修会

( 18:30 ～ 21:00 )

キョーリン株式会社 小田原市保健センター
３F　大研修室（予定）

2017年 1月
０１月 ２９日(　) 倫理研修会 必須倫理

（すでに倫
理受講者
はＳＰ１）

公益社団法人神奈川県
薬剤師会・小田原薬剤



2017年 2月
０２月２３日（） リスク研修会 PS4

０２月　　日（　） 認知症研修会

2017年 3月
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