
               平成２７度会務事業報告  

 

                                             長野県薬剤師会病院診療所部会  

                                             長  野  県  病  院  薬  剤  師  会  

 

１．会員数  

病診部会員数：２８１名（平成２８年３月３１日現在   前年比  ３名減）  

   県病薬会員数：６７９名（平成２８年３月３１日現在   前年比２４名増）  

 

２．主なる事業  

    （１）第 58回通常総会（Ｈ 27.6.13 於  松本市：県薬医薬品総合研究センター  

参 加 者 ： 名  

               議題： 26年度事業報告・決算、 27年度事業計画・予算について、県病  

薬細則の改正、日病薬代議員・補欠代議員の選任について  等  

       特別講演：  

        ・職場のメンタルヘルスと最近の課題  

講師：セイコーエプソン（株）本社診療所  小木曽  俊  先生  

・不眠症治療薬の新たな選択肢～スボレキサントは第一選択となり得  

るか？～  

講師：もりおか心のクリニック  院長  上田  均  先生  

    （２）第 14回学術大会 (Ｈ 27.11.7～ 8)於長野市：信州松代ロイヤルホテル          

参 加 者 ： 名  

     11月 7日  ○情報交換会  

          ・グループディスカッションテーマ：「①管理（マネージメント）」 

「②医薬品の管理」「③安全対策」「④病棟業務」「⑤がん・緩  

和」「⑥感染制御／チーム医療（コラボ）」「⑦キャリアアッ  

プ」  

○新人研修会  

・討議テーマ：薬物治療の安全管理に果たす病院薬剤師の役割に  

ついて考える  

         ○特別講演Ⅰ「米国医療現場より学ぶディフェンス戦略～日本にお  

ける医療安全と医薬品適正使用の強化を考える～」 

講師：北里大学薬学部  講師  岩澤  真紀子  先生  

○特別講演Ⅱ「生物学的抗リウマチ薬の位置付けと使い分け～ 984 

症例の解析結果から～」  

講師：聖マリアンナ医科大学病院  リウマチ・膠原病・ 

アレルギー内科   病院教授  山田  秀裕  先生  

     11月 8日  ○新人研修会  

・グループディスカッション、まとめ  

○シンポジウム「服薬管理におけるリスクマネジメント」  

 ①病棟薬剤業務における持参薬登録と薬歴管理によって得られ    

  た実績」   ＪＡ長野厚生連北信総合病院  小池  恵理先生  

②周術期患者管理における持参薬への関わり」  

佐久総合病院  佐久医療センター  堀内  賢一先生  

③手術・検査前中止薬外来指導～ずくと工夫で手術・検査中止を  

ゼロにする！～」   長野県立木曽病院  松原  重征  先生  

 

 



 

  

④慢性期病棟における配薬時リスクの軽減と、回復期リハ病棟に  

おける多職種協同による服薬支援」  

三才山病院  羽毛田  一  先生  

⑤  怠薬ゼロへ向けて～病棟担当と外来担当の連携を通じて～」  

一之瀬脳神経外科病院  牧田  みずえ  先生  

 

（３）諸事業  

平成 27年  

４月  ７日  病薬ホームページリニューアルに関して委託業者との打ち合わせ  

          （松本市：松本薬業会館）   

２０日  ながのけん病薬誌 NO.55発行  

２１日  広報委員会  （松本市：松本薬業会館）   

・ながのけん病薬誌 NO.56編集企画  

２４日  医療安全対策員会・長野県看護協会との第 1回合同会議  

５月１２日  役員会  （松本市：松本薬業会館）  

       ・ 26年度決算、 27年度事業計画案、通常総会開催について  等  

  １４日   病薬ホームページリニューアルに関し業者との打ち合わせ  

           （松本市：松本薬業会館）  

２０日  監査会（松本市：松本薬業会館）  

  ３０日  医療安全対策研修会（松本市：長野県看護協会会館）  

       「ヒューマンエラー防止のためのチームステップス」  

６月１３日  新人研修会  （松本市：県薬医薬品総合研究センター）  

通常総会  （松本市：県薬医薬品総合研究センター）  

       ・ 26年度事業報告・決算、 27年度事業計画、予算について  等  

       ・特別講演２題（共催： MSD株式会社）  

２２日  第１回ホームページ委員会（松本市：松本薬業会館）  

７月１１日  リスクマネジメント研修会（松本市：長野県看護協会会館）  

        「医療版失敗学のすすめ」  

         講師：東京大学学系研究科  機械工学専攻  社会連携講座   

特任教授  濱口哲也先生  

２０日  ながのけん病薬誌 NO.56発行  

  ２２日  第２回ホームページ委員会（松本市：松本薬業会館）  

  ２８日  広報委員会  （松本市：松本薬業会館）  

       ・ながのけん病薬誌 NO.57編集企画  

８月  ４日  三役会  （松本市：松本薬業会館）  

       ・ホームページリニューアル版、学術大会について  等  

第３回ホームページ委員会（松本市：松本薬業会館）  

１０日  病薬ホームページ・リニューアル完成・公開  

  ３０日  第 27回薬剤師専門講座  （松本市：信州大学旭研究棟９階講義室） 

       「初心者からでも分かりやすい、基礎からの緩和医療」  

９月  １日  病薬ホームページ運用管理説明会（松本市：松本薬業会館）  

   ７日  学術大会担当者打ち合わせ  （長野市：信州松代ロイヤルホテル） 

 １６日  三役会  （松本市：松本薬業会館）  

       ・学術大会の開催について、今年度の事業推進について  等  

役員会  （松本市：松本薬業会館）  

       ・学術大会の開催について、今年度の事業推進について  等  

２７日  第 28回薬剤師専門講座  （松本市：信州大学旭研究棟９階講義室） 

      「心不全を考えよう～症例を通して病態と治療の流れを考える～」 

  ２９日  病薬役員選挙管理委員会  （松本市：松本薬業会館）  

１０月２０日  ながのけん病薬誌 NO.57発行  

  ２７日  広報委員会  （松本市：松本薬業会館）  

       ・ながのけん病薬誌 NO.58編集企画  

   



 

  

３１日  長野県病院薬剤師会講演会（業務委員会）  

（松本市：ＪＡ松本市会館） 

      特別講演：「薬剤師業務効率化にむけた先進的な取り組み事例に  

ついて」  

１１月  ７日  総務委員会（長野市：信州松代ロイヤルホテル）  

      情報交換会（長野市：信州松代ロイヤルホテル）  

     第 14回学術大会  （長野市：信州松代ロイヤルホテル）  

      ・特別講演Ⅰ  ・特別講演Ⅱ  

８日  新人研修会  （長野市：信州松代ロイヤルホテル）  

      ・グループディスカッション、まとめ  

第 14回学術大会  （長野市：信州松代ロイヤルホテル）  

      ・シンポジウムテーマ：「服薬管理におけるリスクマネジメント」 

 ２７日  医療安全対策員会・長野県看護協会との第 2回合同会議  

   平成 28年  

１月２０日   三役会  （松本市：みやま荘）  

      ・次期役員･委員構成、来年度事業計画案について  等  

ながのけん病薬誌 NO.58発行  

２６日   広報委員会  （松本市：松本薬業会館）  

      ・ながのけん病薬誌 NO.59編集企画  

２月  ７日   第 29回薬剤師専門講座  （松本市：信州大学旭研究棟９階講義室） 

      「薬剤師からの感染症治療『超』実践アプローチ～適正な感染症治  

療へのさらなる貢献を目指して～」  

  １８日  新潟薬科大学学長らとの懇談  （松本市：相澤病院）  

３月  ５日  長野県病院薬剤師会講演会（業務委員会）  

（松本市：まつもと市民芸術館） 

特別講演：「 2016年診療報酬改定について」  

３月２２日  新旧役員合同会  （松本市：みやま荘）  

      ・次期役員･委員構成、来年度通常総会の開催要綱、来年度事業計  

画案、予算案について  等  

 

３．主なる文書の収受及び発送  

   （１）平成２６年度事業報告並びに決算報告書県薬へ提出  

   （２）平成２７年度事業計画並びに予算案県薬へ提出  

   （３）通常総会・学術大会資料送付  

 

４．その他の事業活動  

 ○ 委 員 会 活 動 報 告  

 

 【学術部・学術委員会】  

1）平成 27 年度県病診・病薬通常総会における特別講演の開催  

2）県病診・病薬学術大会の開催  

特別講演  ２題  

シンポジウム  テーマ「服薬管理におけるリスクマネジメント」：演者５名  

3）薬剤師専門講座の開催  

①第 27 回薬剤師専門講座  緩和医療  

主  題：「初心者からでも分かりやすい、基礎からの緩和医療」  

日  時： 2015 年  8 月 30 日（日）  

会  場：信州大学旭研究棟 9 階講義室  

参加費： 1,000 円  

参加者： 69 名   

共  催：なし  



 

  

②第 28 回薬剤師専門講座  心不全  

主  題：「心不全を考えよう～症例を通して病態と治療の流れを考える～」  

日  時： 2015 年  9 月 27 日（日）  

会  場：信州大学旭研究棟 9 階講義室  

参加費： 1,000 円  

参加者： 45 名  

共  催：なし  

③第 29 回薬剤師専門講座  感染症  

主  題：「薬剤師からの感染症治療『超』実践アプローチ～適正な感染症治  

療へのさらなる貢献を目指して～」  

日  時： 2016 年  2 月  7 日（日）  

会  場：信州大学旭研究棟 9 階講義室  

参加費： 1,000 円  

参加者： 95 名  

共  催：大正富山医薬品株式会社  

 

 【業務部・業務委員会】  

1)  長野県病院薬剤師会講演会の開催  

日時：平成 27年 10月 31日（土） 14： 15～ 17： 00 

会場：ＪＡ松本市会館 5階 501大会議室  長野県松本市深志 2丁目 1番 1号  

プログラム：  

○  一般講演「中小病院におけるタブレット端末 iPAD Airを利用した病棟薬  

剤業務への取り組み」  

               演者：富士見高原病院  薬剤部長  丸山  昌孝  先生  

○  特別講演「薬剤師業務効率化にむけた先進的な取り組み事例について」  

               演者：亀田総合病院  薬剤部長代理  舟越  亮寛  先生  

参加者数： 53名  

2)  第 7回  業務別「情報交換会」の開催  

日時：平成 27年 11月 7日（土） 13： 00～ 14： 30 

平成 27年度  長野県病院薬剤師会･長野県薬剤師会病診部会  学術大会（１日目） 

会場：長野市松代町「信州松代ロイヤルホテル」  

情報交換会テーマ : 

①管理（マネージメント）  

②医薬品の管理  

  ③安全対策  ＊  

   ④病棟業務  

   ⑤がん・緩和  

   ⑥感染制御／チーム医療（コラボ）  

   ⑦キャリアアップ  

discussion内容はポスターにて掲示し大会参加者との情報共有  

＊  ベストポスター賞（県病会長賞）は③安全対策のグループへ  

参加者数： 45名  

3)長野県病院薬剤師会講演会の開催  

日時： 2016年 3月 5日（土）  15： 30～  

場所：まつもと市民芸術館  M2会議室  

特別講演「 2016年度診療報酬改定について」  

演者：大日本住友製薬㈱  医療行政担当  首席研究員  御内  直人  様  

参加者数： 50名  

 

 



 

  

 【業務部・医療安全対策委員会】  

1) 委員会の開催   

長野県看護協会と合同会議を第 1回 4月 24日、第 2回 11月 27日に開催した。  

2) 研修会の開催  

       ① 5月 30日 (土 ) 9： 00-17： 00  場所：長野県看護協会会館  

 「ヒューマンエラー防止のためのチームステップス」   

講師：諏訪中央病院  名取  道夫先生  

                飯田市立病院  川上  善久先生  

                 他ファシリテーターとして医療安全対策委員が参加  

② 7月 11日（土） 10： 00－ 16： 00 場所：長野県看護協会会館  

リスクマネジメント研修会「医療版失敗学のすすめ」  

講師：東京大学  学系研究科  機械工学専攻  社会連携講座   

特任教授  濱口哲也先生  

参加者数： 140名  (看護師 112名、薬剤師 24名、医師 1名、  

検査技師 1名、介護福祉士 2名）  

 

 【教育部  新人教育委員会】  

   1) 第 1回新人研修会  （参加人数  40名）  

日  時   平成 27年６月 13日（土）  午前１０時３０分～１２時３０分  

場  所   長野県薬剤師会医薬品総合研究センター  

テーマ   「病院薬剤師業務のリスクとそのマネージメントについて」  

研修スケジュール  

プレゼンテーション  ①・②  

 「調剤業務におけるリスク管理 /事例紹介」  

      新人教育委員会委員   

グループディスカッション  各班のテーマ（KBT）に沿って討議   

グループディスカッション  まとめと発表および講評  

2) 第２回新人研修会  （参加人数  37名）       

日  時  1日目：平成 27年 11月 7日（土）１３時～１４時３０分  

         2日目：平成 27年 11月 8日（日）午前８時～９時  

場  所  信州松代ロイヤルホテル  

テーマ「薬物治療の安全管理に果たす病院薬剤師の役割について考える」  

1日目：11月 7日（土）   

①新人研修講演・プレゼンテーション  

「薬物治療における安全管理の実際について」  

新人教育委員会委員  

②ケーススタディ/グループディスカッション  

「入院時の薬剤管理および持参薬管理」  

「病棟における薬剤管理」  

「退院時の薬剤管理と薬薬連携」  

2日目：11月 8日（日）   

グループディスカッション・まとめと発表  

 

 【教育部  薬学生教育委員会】  

1)平成 26年度、27年度長野県実務実習生受け入れ施設の状況調査について、全県

でのアンケート調査を実施するには至らなかった。しかし、病診部会における

実務実習指導薬剤師ワークショップ参加者の取りまとめを行った際に、参加申

し込みのあった 18施設に聞き取り調査を実施した。 18施設中  H26年度は 11施

設で、 H27年度は 13施設で実務実習生を受け入れていた状況を把握できた。  

H27年 12月には、関東地区調整機構実務実習のためのワークショップ「改訂コ

アカリキュラムに基づく薬学実務実習ガイドラインによる実務実習の実施に

向けて」（東京・帝京大学）に参加した。  



 

  

2)日病薬病院薬学認定薬剤師制度への対応については、 H28年度に新たに教育部

生涯研修委員会が発足する予定となっているため、新たな委員会での検討をお

願いしたい。  

 

【総務部  総務委員会】  

1) 委員会開催日   11月 7日  

2) 主な実施事項及び検討事項  

 ①通常総会 (6/13)・臨時総会 (11/8)・学術大会 (11/7.8)の運営を関係委員会と  

ともに実施  

②病院・診療所薬剤師の未加入者へ対する入会の促進  

③賛助会員制度について他県の状況を調査し、長野県病薬の制度の検討と賛助  

会員の募集を実施  

④会員名簿の作成に関して掲載内容と配布方法などの検討  

⑤日本病院薬剤師会の一般社団法人化に伴い、長野県病院薬剤師会の方向性を  

検討  

⑥事務局体制の強化に向けた検討を開始；現在エムエープランへ委託している  

が会の組織運営と事務局体制の強化に向けて今後の方向性の検討を会費問題  

も含め開始  

⑦日本病院薬剤師会生涯研修認定制度の長野県における運用方法の検討  

⑧日本病院薬剤師会  病院薬剤部門の現状調査への協力と、調査結果より課題の  

検討  

⑨学術大会における長野県薬女性薬剤師復職支援事業のチラシ等の配布  

 

【総務部  広報委員会】  

1.ながのけん病薬誌を発行した（第 55号～第 58号の 4回）  

2.上記病薬誌発行の際、広告掲載を募集し広告収入を得た。ただし、予定数の獲  

得には至らなかった。  

（ 55号 4P、 56号 4P、 57号 3P、 58号 2P、計 3万円 /P ×13P ＝ 39万円）  

3.委員会（編集会議）を開催した（ 4/28、 7/28、 10/27、 1/26の 4回）  

4.病薬誌に関するアンケート結果を関東ブロック学術大会で発表した。  

5.他の都道府県病薬誌を閲覧し参考とした。  

6.ホームページ維持管理への協力として、当委員会として関われる事項を検討し  

た。  

 

【総務部  ホームページ委員会】  

   4月：ホームページ仕様書作成、入札、HP委員選定  

     5月：HP委員会承認：像形打ち合わせ、HP作成開始。新サイトデザイン案を仮サ  

          イトにアップし委員にURLとパスワードを配布して確認  

     6月：第 1回HP委員会開催。  

      委託業者・像形側でサイト構成案に沿って仮サイト作成、提示。ベーター  

     サイトの提示。会員ページ概略図、動作フロー説明  

     メール配信システムの概略、動作フロー説明  

     7月：初旬～中旬：サイト修正、追加（随時）を行いながら仮サイトで確認作業。         

     下旬：第２回HP委員会（７月２２日）で最終確認。会長、部長確認後に第  

          １期のサイト公開。  

   8月： 10日  ホームページ正式公開  

   9月 ~ 会員ページの充実  勉強会、セミナー、学術大会のHPからのオンライン申  

 



 

  

          し込みのスタート。学術大会の専用申し込みページの作成  HPのアクセス  

          数増加  

     コンテンツの追加  新人紹介、病院紹介  

     HP整備、アクセス数の分析（ google  analyt ics)  

    12月：地域別病院別会員名簿公開  （会員ページ）  

  ＜これまでの実績＞平成 27年 8月 10日～平成 28年 5月 9日  

   アクセス数（ログイン数）  12,964件  ページビュー数  49.676  

   会員登録率  35.5％  

 

 ○ 支 部 活 動 報 告  

 

【北信支部】  

1）学術講演会  

6 月 11 日  うつ病と不眠症～薬剤の処方を中心に～  

鶴賀病院  精神科  診療部長  田玉  逸男先生   ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ長野  

7 月 17 日  適切な吸入指導への取り組み～吸入指導認定を取り入れて～  

岡山赤十字病院薬剤部  森  英樹先生       長野第一ﾎﾃﾙ 

10 月 22 日  抗がん薬曝露対策の最新の話題  

名古屋大学大学院   杉浦   伸一先生        ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ長野  

11 月 27 日  がんチーム医療における薬剤師の取り組みと地域連携  

       九州大学病院  薬剤部  池末  裕明先生       ﾎﾃﾙ国際 21 

2 月 18 日  糖尿病患者の感染症について  

        県立須坂病院、信州大学医学部  臨床准教授  山﨑  善隆先生  

      糖尿病性腎症の重症化予防  

北信総合病院  腎臓内科  上條  浩司先生  

          以上  ﾎﾃﾙ国際 21 

3 月 11 日  糖尿病治療における新たな治療戦略  

      ～残薬の現状と取り組みを含め～  

佐久市立国保浅間総合病院  地域医療部部長  仲  元司先生  

  長野第一ﾎﾃﾙ 

3 月 26 日  薬剤師の視点で取り組む研究  

国立がんセンター  東病院  鈴木  真也先生     長野第一ﾎﾃﾙ 

2）共催  

4 月 18 日  第 44 回北信糖尿病ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ                ﾎﾃﾙ国際 21 

7 月 10 日  北信濃学術講演会                 ﾎﾃﾙほていや  

7 月 16 日  飯山糖尿病懇話会                 ﾎﾃﾙほていや  

10 月 10 日  第 45 回北信糖尿病ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ              長野ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ会館  

3）その他  

    9月 13-14日  ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2015 信州長野  への協力  
 

【東信支部】  

1)東信支部通常総会（平成２７年６月６日  於：佐久大学）  

                                              出席人員       ２８名  

  ・特別講演  

   「認知症サポーター養成講座」  

 講師  社会福祉法人グリーンアルム福祉会・  

介護老人保健施設ウィングラス副管理者  小池   富士子先生  

    座長  佐久医療センター  薬剤部長  柳澤  国道先生  

・東信支部会報誌（第 15号）の発行  

2)東信支部学術大会（平成２８年２月６日～７日   於：春日温泉  かすがの森） 

                                      出席人員     ７２名（宿泊：２５名） 



 

  

１日目：学術講演  

「肺癌診療におけるがん薬物療法について」  

講師   長野赤十字病院  第二呼吸器内科  部長  倉石  博先生  

「透析まで行かせない CKDチーム医療」  

講師   日本大学板橋病院   阿部  雅紀先生  

座長：浅間総合病院   市川  輝幸先生  

（情報交換会  ３５名参加） 

２日目：学術研究会  

座長：佐久穂町立千曲病院  依田善教先生、三才山病院  小宮山親先生  

演題  

「 2014年御嶽山噴火における D-MAT活動報告」  

佐久医療センター   菊地  環先生  

「疑義照会の現状と今後について」  

小諸厚生総合病院   大井  ありさ先生  

「病院薬局 DI業務の現状」（上田薬剤師会）  

三才山病院   小宮山  親先生  

「佐久総合病院本院における新人薬剤師育成のための工夫」  

佐久総合病院   武重  さやか先生  

「当院における長期実務実習への取り組み」  

丸子中央病院   宮川  達行先生  

「地域で支えるチーム医療の実現に向けて」  

三才山病院   羽毛田  一先生  

 

【中信支部】  

1)第 1回役員会  

  日時：平成 27年 4月 28日（火） 19： 00～ 21： 00 

  場所：城西病院   

  内容：平成 27年度第１回中信支部研修会、通常総会について  

     平成 27年度事業計画・予算案について  

           日病薬病院薬学認定薬剤師制度について  

2)第 1回中信支部研修会・通常総会  

日時：平成 27年 6月 5日（金）  19： 00～ 20： 45 

場所：長野県薬剤師会医薬品総合研究センター  

       通常総会：平成 27年度事業計画・予算案について  

        一般講演：『抗がん剤に関する当施設の支持療法についての取り組  

           み』    

          相澤病院  薬剤管理情報センター  篠原  章能先生  

 

特別講演：『抗がん剤に治療に伴う曝露防止について』  

           同志社女子大学薬学部医療薬学科  

臨床薬学教育研修センター  教授  中西  弘和先生  

共催：長野県病院薬剤師会･持田製薬株式会社･ホスピーラジャパン株式会社  

3)第 2回役員会  

  日時：平成 27年 10月 22日（木） 19： 00～ 21： 00 

  場所：城西病院   

  内容：平成 27年度第 2回中信支部研修会について  

      平成 28年度役員割りについて  

 



 

  

4)第 12回中信薬剤師緩和ケア勉強会（中信支部後援）   

日時：平成 27年 10月 30日（金） 19： 30～ 21： 00 

場所：キッセイ文化ホール  

特別講演：『長野県における緩和医療の今後の取り組み』  

             信州がんセンター  緩和医療部門  

                               教授  間宮  敬子先生  

  共催：長野県薬剤師研修協議会  大日本住友製薬株式会社  

5)第 2回中信支部研修会  

日時：平成 27年 11月 12日（木） 19： 15～ 21： 00 

   場所：長野県薬剤師会医薬品総合研究センター  

情報提供：『メマリー錠の併用療法における有用性』(第一三共株式会社) 

特別講演：『認知症における薬物療法‐日常臨床でみかけること‐』  

          北アルプス医療センターあづみ病院  

副院長  村田  志保先生  

共催：長野県病院薬剤師会  第一三共株式会社  

6)第 3回役員会  

   日時：平成 28年 2月 23日（火） 19： 00～ 21： 00 

   場所：胡坐  

   内容：平成 27年度第 3回中信支部研修会について  

        平成 28年度役員割りについて  

7)第 3回中信支部研修会・通常総会  

   日時：平成 28年 3月 1日（火） 19： 00～ 21： 00 

   場所：長野県薬剤師会医薬品総合研究センター  

   通常総会：平成 27年度事業報告・会計報告・来年度役員紹介  

情報提供：製品概要（株式会社ツムラ）  

特別講演：『いにしえの智慧と最新のエビデンス』  

JA長野厚生連長野松代総合病院  小児科部長  池野  一秀先生  

共催：長野県病院薬剤師会  株式会社ツムラ   

 

【南信支部】  

1)支部総会  

総   会  平成 27 年 7 月 9 日（水）    飯田市  シルクホテル  

臨時総会  平成 27 年 3 月 31 日（木）  飯田市  シルクホテル  

2)研修会  

①平成 27 年 7 月 9 日   飯田市  シルクホテル  

     「糖尿病の薬物療法  ～経口薬と注射薬～」  

健和会病院  透析センター部長  熊谷  悦子  先生  

 

②平成 27 年 12 月 8 日   飯田市  シルクホテル  

「リウマチ治療の最近の話題」  

飯田病院  総合内科部長  千葉  隆一  先生  

③平成 28 年 3 月 31 日   飯田市  シルクホテル  

「変わるスギ花粉症の治療  – かかりつけ薬剤師に期待する事 -」  

飯田病院  耳鼻咽喉科  部長  堀口  茂俊  先生  

3)薬剤業務研究会  

①平成 27 年 7 月 3 日      健和会病院  

分子標的治療薬の基本  

中外製薬株式会社    池上  正晃  先生  

会誌発行  79 号  

 



 

  

②平成 27 年 11 月 13 日     岡谷市民病院  

免疫チェックポイント阻害薬について  

小野薬品工業株式会社   大橋  祐美先生  

会誌発行  80 号  

③平成 28 年 2 月 26 日     昭和伊南病院  

やっぱりわかりにくい臨床統計  

伊那中央病院   六波羅  孝先生  

会誌発行  81 号  


