講演タイトル
スーパーフードと薬局での活用の留意点
ＲＸ
健康サポート時代の薬剤師のコミュニ
ケーション
健康サポート時代の薬剤師のコミュニ
ケーション
スーパーフードの効果的な使い方

講演会名
第26回健康食品講座

神戸薬科大学

第2回キリン堂薬剤師学術大会

キリン堂医療事業本部調剤運営部

日時
場所
2018年10月27日 神戸薬科大学エクステンションセ
ンター
2018年10月7日 ＴＫＰガーデンシティ新大阪

平成30年度第1回地区薬剤師研修会

一般社団法人足立区薬剤師会

2018年9月30日

シアター１０１０アトリエ

食事栄養療法倶楽部

埼玉メンタルヘルス交流会（ＳＭＮ）共催

2018年8月19日

ウェスタ川越

PROとしての主観的QOL評価、SEIQoLの
活用でもたらされたこと
健康サポート薬局時代のセルフメディ
ケーションをサポートするコミュニケーショ
ン
健康サポートのできる薬剤師のコミュニ
ケーション
病院薬剤師のためのストレスコントロール

第88回日本衛生学会学術総会

日本衛生学会

2018年3月23日

DFS薬局会 学術講演会

DFS薬局会/エーザイ株式会社

2018年2月24日

第2回スキルアップ研修会

公益社団法人大分県薬剤師会、公益社団法
人大分市薬剤師会
田辺三菱製薬株式会社

2018年2月3日

東京工科大学 蒲田キャンパス3
号館
エーザイ株式会社札幌コミュニ
ケーションオフィス
大分県薬剤師会館３F研修ホール

2018年1月16日

六本木スタジオ

薬剤師のためのWebセミナー

主催

服薬アドヒアランス向上を目指した製剤選 Anti-coagulation web seminar
第一三共株式会社
択
医薬品安全のための地域包括ケアにお 医薬品安全管理研修会２０１７年ｰ医薬品 国際医療リスクマネージメント学会
ける薬剤師のコミュニケーション
事故対策としての多方面からの取り組みｰ

2017年12月15日 人間ドッグ会館クリニック4階会議
室
2017年12月3日 東京大学法文１号館２５番講堂

在宅医療に必要な薬剤師のコミュニケー 心房細動（AF）Webセミナー高齢者AFの
ション
トータルケア

第一三共株式会社

2017年11月29日 六本木スタジオ

第11回日本薬局学会学術総会 武田テバ
ファーマ株式会社
第一三共株式会社

2017年11月25日 大宮ソニックシティ

服薬アドヒアランス向上にむけた薬剤師
のコミュニケーション
薬剤師のコミュニケーションを考えるｰ情
報収集における倫理と責任ｰ
健康サポートができる薬剤師のコミュニ
ケーション
健康サポートができる薬剤師のコミュニ
ケーション
薬剤師のコミュニケーションスキルアップ

第11回日本薬局学会学術総会ランチョン
セミナー４
CHUSHIN Pharmacy Director Seminar

2017年10月27日 深志神社梅風閣３階飛梅の間

都立病院関連施設薬剤師会平成２９年度 都立病院関連施設薬剤師会
第２回学術講演会
平成29年度生涯教育研修会
岐阜県薬剤師会、第一三共株式会社

２０１７年９月２４日 セラトピア土岐

平成29年度生涯教育研修会

２０１７年９月３日 大垣市情報工房

第1回スキルアップ研修会

岐阜県薬剤師会、第一三共株式会社

2017年10月19日 新宿 安代ホール

公益社団法人大分県薬剤師会、公益社団法
2017年9月2日 ホルトホール大分会議室
人大分市薬剤師会
健康サポートドラッグ推進のために必要 第1回日本ヘルスケア学会年次大会一般 一般社団法人日本ヘルスケア協会
2017年9月1日 弥生講堂「一条ホール」
なコミュニケーション
社団法人日本ヘルスケア協会活動方針発
表会/JAHI活動報告とJAHI及びヘルスケ 北海道民主医療機関連合会
服薬コミュニケーション
北海道民医連青年医師の会主催の学習
２０１７年８月３１日 勤医協中央病院２階多目的ホー
講演会
ルみなくる
「日常生活における感染症の予防と対策」 感染症バイオハザード～災害発生時の感 一般社団法人レジリエンス・ジャパン推進協議 2017年8月27日 TEPIAホール
ディスカッション パネリスト
染症を知り、対策を考える～
会

セルフメディケーションと薬剤師のコミュニ
ケーション
座長 「おいしいからこそ、健康に。イン
ターネット・レシピサイトを活用した食事療
法と家庭目線の重要性」
「あるべき論」から「実践」へ

北海道医療大学薬剤師支援センター「将 北海道医療大学
来ビジョン講座」
第10回日本在宅薬学会学術大会モーニン 第10回日本在宅薬学会学術大会 武田テバ
グセミナー
ファーマ株式会社

２０１７年８月９日 北海道医療大学札幌サテライト
キャンパス
２０１７年７月３０日 パシフィコ横浜会議センター第2会
場

第10回日本在宅薬学会学術大会大会長
講演
第18回岡山県医師会透析医部会学術講
演会
第２回あすかＷＥＢセミナー「子宮内膜症
の薬物治療の現状と服薬指導の実際」
第11回日本緩和医療薬学会年会ワーク
ショップ オーガナイザー
第２回「医療工学特別講演会」

協和発酵キリン株式会社 岡山県医師会透
析医部会
あすか製薬株式会社

２０１７年７月２９日 パシフィコ横浜会議センターメイン
ホール
２０１７年７月１５日 ホテルグランヴィア岡山４階フェ
ニックスの間
２０１７年７月１１日

第11回日本緩和医療薬学会

２０１７年６月３日 札幌コンベンションセンター

透析患者さんとの服薬コミュニケーション
～ポリファーマシー対応も含め～
子宮内膜症患者とのコミュニケーションと
服薬指導
医療接遇から患者さんが望む心と体のケ
アを考える-ロールプレイを交えて
薬剤師の役割と連携～ケースで考える医
工連携～
座長 「ありのままを 実践認知症対応」 第1回全国在宅医療医歯薬連合会全国大
会シンポジウム2
薬剤師パワーアッププログラム 乾癬患 マルホ株式会社ファーマシー事業部社内
者のナラティブ・心理編の解説
研修会
かかりつけ薬剤師、健康サポート薬局の 笹川薬局第１５回全体会議記念事業「記
機能とコミュニケーション
念セミナー」
在宅医療に必要な薬剤師のコミュニケー 第2回全国ファーマシーフェア2017医療従
ション
事者限定講演3
座長 「がんになったがん治療医からの提 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2017ラン
言～薬剤師の皆さんに伝えたいこと～」 チョンセミナー８
医療に関わる問題解決コミュニケーション 千葉県病院薬剤師会南部支部・同地域薬
剤師会合同研修会

第10回日本在宅薬学会学術大会

京都大学充実した健康長寿社会を築く統合医 ２０１７年５月３０日
京都大学医学部構内
療開発リーダー育成プログラム
全国在宅療養支援診療所連絡会 全国在宅 ２０１７年５月２８日 ステーションコンファレンス東京５F
療養支援歯科診療所連絡会 全国薬剤師・在
５０３
宅療養支援連絡会
マルホ株式会社
2017年5月23日 マルホ株式会社東京支店会議室
株式会社笹川薬局

一般社団法人日本保険薬局協会、第一三共
株式会社
日本臨床腫瘍薬学会学術大会2017 武田テ
バファーマシー株式会社
千葉県病院薬剤師会南部支部・市原薬剤師
会・君津木更津薬剤師会・鴨川薬剤師会・館
山薬剤師会・協和発酵キリン株式会社
薬局の評価を上げるクレームマネジメント 株式会社笹川薬局第4回定例合同勉強会 株式会社笹川薬局
とコミュニケーション
健康サポート薬局時代の薬剤師のコミュ 第10回日本薬局学会学術総会ランチョン 武田テバファーマ株式会社
ニケーション
セミナー
透析患者における服薬コミュニケーション Web講演会～より良い透析医療を目指し 協和発酵キリン株式会社
服薬指導におけるコミュニケーション
日本透析医学会総会スイーツセミナー
日本透析医学会・協和発酵キリン株式会社
緩和医療におけるストレスマネジメント2～ 第10回日本緩和医療薬学会年会ワーク 第10回日本緩和医療薬学会
ロールプレイを交えたシュミレーションする ショップ オーガナイザー
～
これからの薬剤師のコミュニケーション
滋賀県薬剤師会総会
一般社団法人滋賀県薬剤師会
これからの薬局コミュニケーション
第1回南区薬剤師会・横浜市大センター病 南区薬剤師会・横浜市大センター病院
院地域医療連携研修会 特別講演
ファーマシューティカルコミュニケーション 社内学術大会講師
株式会社レデイ薬局
について

2017年5月5日
２０１７年４月２２日

千里阪急ホテル
パシフィコ横浜

２０１７年３月１９日 朱鷲メッセ新潟コンベンションセン
ター第2会場
２０１６年１２月１３ 木更津看護学院３階
日
２０１６年１０月３０
日
２０１６年１０月２９
日
２０１６年７月７日
２０１６年６月１１日
2016年6月4日

千里阪急ホテル仙寿の間
国立京都国際会館第2会場
グランキューブ大阪
アクトシティ浜松

２０１６年５月２９日 ホテルボストンプラザ草津
２０１６年４月１４日 南区メディカルセンター
２０１６年２月１１日 株式会社レデイ薬局本社

トークセッションと質疑応答

素晴らしき薬剤師ＬＩＦＥ～
WorkLoveBalanceキャリアアップと人生～
これからの薬局コミュニケーション
薬の誤解と正しい使い方～薬剤師へのお
薬相談の勧め～
新時代の薬局コミュニケーションはこれが
必要！

「高信頼多機能ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ・ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝｾﾝｻ」
普及啓発第4回「ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ」/ウェアラブ
ル・バイタルサインセンサが切り開く新次
元の事業・サービスの可能性
トークライブ

徳永薬局株式会社2015年大忘年会
徳永薬局株式会社
いまさら聞けない痛み止め薬の基礎知識 ファイザー株式会社・エーザイ株式会社

平成27年度第2回薬剤師生涯学習研修会
「地域に貢献する薬剤師の資質向上を図
る生涯学習の一環」
慢性腎臓病治療における薬剤師の役割 第9回日本腎臓病薬物療法学会学術集
～患者さんとのコミュニケーション～
会・総会２０１５
「その先」にある薬局経営
薬局支援セミナー
「その先」にある薬局経営
薬局支援セミナー
「その先」にある薬局経営
薬局支援セミナー
気付いて動けるコミュニケ―ション
岡山県病院薬剤師会北地区学術講演会
「その先」にある薬局経営
薬局支援セミナー
製薬会社のくすり相談窓口に求められる セミナー
コミュニケーションスキル
薬学とコミュニケーション 心理などの神 教育講演会
髄
薬学とコミュニケーション
医療におけるコミュニケーション教育講演

在宅患者さんを通しての多職種コミュニ
ケーション～服薬支援を通しての多職種
コミュニケーション～
薬局・薬剤師におけるバイタルサイン測定
とｳｪｱﾗﾌﾞﾙｾﾝｻ
薬薬連携を円滑に行うためのコミュニ
ケーション
社内のストレスマネジメントについて
特別講演

株式会社ニューチャーネットワークス/経済産
業省所管独立行政法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）の委託事業の成
果の一部利用
NPO JOIN

チームかまいし支援事業 釜石薬剤師会
主催他職種連携研修会

２０１６年２月４日 フクラシア品川クリスタルスクエア

２０１５年１２月２６ Chairs
日
２０１５年１２月２３ ローズホテル
２０１５年１２月１日 帝国ホテル

一般社団法人栃木県薬剤師会、日医工株式
会社関東支店

２０１５年１１月２９ 獨協医科大学創立30周年記念館
日

日本腎臓病薬物療法学会・テバ製薬株式会
社
カシオ情報機器株式会社
カシオ情報機器株式会社
カシオ情報機器株式会社
岡山県病院薬剤師会北地区/サノフィ株式会
カシオ情報機器株式会社
EP-PharmaLine

２０１５年１０月２５
日
２０１５年８月２９日
２０１５年８月１日
２０１５年７月１８日
２０１５年７月１４日
２０１５年７月１１日
２０１５年５月２９日

仙台国際センター
アピタあおもり
カシオセミナールーム
中野サンプラザ
津山中央病院健康管理センター
カシオセミナールーム
東京芸術劇場

独立行政法人国立病院機構新潟病院

２０１５年５月１５日 独立行政法人国立病院機構新潟
病院
国立病院機構新潟病院臨床研究部 平成27 ２０１５年５月１５日 国立病院機構新潟病院 臨床検
年度日本医療研究開発機構研究費（難治性
討会室Ⅰ
疾患実用化研究事業）希少難治性脳・脊髄疾
患の歩行障害に対する生体電位駆動型下肢
装着型補助ロボット（HAL-HN01）を用いた新
たな治療実用化のための多施設共同医師主
導治験の実施研究班（中島班）
釜石薬剤師会
２０１５年３月５日 釜石地区合同庁舎

「高信頼多機能ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ・ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝｾﾝｻ」 株式会社ニューチャーネットワークス/経済産 ２０１５年３月２日 帝京平成大学中野キャンパス
普及啓発第1回「ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ」
業省所管独立行政法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）の委託事業の成
果の一部利用
第1回西濃薬剤師連携研究会
西濃薬剤師連携研究会/サノフィ株式会社
２０１５年１月２１日 ソフトピアジャパンセンター
医療コミュニケーション クレーム対応から 株式会社千葉薬品
おもてなし
2014年度アメル・パートナーズ会議
共和薬品工業株式会社
薬剤師フォーラム2014
株式会社富士薬品

インスリン治療を行っている患者さんへの 第8回日本腎臓病薬物療法学会学術集
コミュニケーション、糖尿病性腎症を含め 会・総会2014 スポンサードセミナー

サノフィ株式会社

２０１４年１１月１６ ㈱千葉薬品 都町研修センター
日
２０１４年１１月７日 リーガロイヤルホテル大阪
２０１４年１１月３日 ベルサール新宿グランドコンファ
レンスセンター
2014年10月12日
大阪国際交流センター
～13日

これからの医療コミュニケーション
これからの薬剤師のコミュニケーションと
展望
ストレスマネジメントと人材育成
処方箋を推理せよ！

サノフィ薬剤師オンデマンドセミナー
平成26年度足柄上三師会学術講演会
石川県病院薬剤師会学術講演会

サノフィ株式会社
（社）足柄上三師会
石川県病院薬剤師会/第一三共株式会社/田
辺三菱製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社/第一三共株式会社
ファイザー株式会社

薬剤部長マネジメントセミナー
インターネットシンポジウム‘気が利く‘薬
剤師になるためのヒントvol.2
①患者コミュニケーションの基礎と演習② 地域医療薬局学講座セミナー第26回開
名城大学薬学部地域医療薬局学講座/NPO
チームコミュニケーションとしての問題解 局・在宅医療におけるcommunicationにお 法人医薬品適正使用推進機構
「～患者さんの声から学ぶ Unmet
創薬懇話会2014in岐阜ランチョンセミナー テバ製薬株式会社
Medical Needs～」
薬剤師を取り巻くコミュニケーション
第6回三重乾癬治療研究会
三重乾癬治療研究会/田辺三菱製薬株式会
西三河リスクマネジメントセミナー
MSD株式会社
薬剤師のためのスキルアップセミナー
6月、薬剤師としてのあり方を考える。
イオンリテール株式会社
ＩＴを用いた薬剤師コミュニケーション
第5回J-HOP研修会ランチョンセミナー
一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連
絡会
服薬支援での患者さんとのコミュニケー 盛岡薬剤師会研修会・岩手県病院薬剤師 盛岡薬剤師会/岩手県病院薬剤師会/ファイ
ション
会研修会
ザー（株）
薬剤師のコミュニケーション～調剤報酬改 長野市薬剤師会 特別生涯教育講座 薬 （一社）長野市薬剤師会/ファイザー株式会社
定に対応する～
剤師スキルアップセミナー
今、望まれる薬剤師のコミュニケーショ
第105回町田薬学フォーラム
町田薬学フォーラム
ン、‘あるべき姿‘にどう近づくか・・・
調剤前の患者コミュニケーションのポイン 共和薬品工業㈱マネジメントセミナーﾚｸ
共和薬品工業株式会社
ト
ﾁｬｰ&ﾄｰｸ 調剤報酬改定と調剤プロセス
変更に伴う患者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
調剤前の患者コミュニケーションのポイン 共和薬品工業㈱マネジメントセミナーﾚｸ
共和薬品工業株式会社
ト
ﾁｬｰ&ﾄｰｸ 調剤報酬改定と調剤プロセス
変更に伴う患者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
今望まれる薬剤師のコミュニケーション
学術講演会
田辺三菱製薬株式会社
‘あるべき姿‘にどう近づくか
薬剤師のためのコミュニケーションスキル 第1回愛媛県病院薬剤師会東予支部講演 愛媛県病院薬剤師会東予支部/愛媛県薬剤
アップ講座～糖尿病治療薬の服薬指導を 会
師会新居浜支部/サノフィ株式会社
例に～
一般用医薬品のインターネット販売解禁 平成26年度第2回メディア勉強会
薬の適正使用協議会
半年後の実態調査から考える「くすりの適
正使用」～かしこい生活者になるために
知っておきたい、薬と人とのナイショ話
第8回市民と薬剤師で共に考えよう！
（一社）越谷市薬剤師会/越谷市
薬剤師のコミュニケーション
第2回九州がんセンター薬薬連携研究所 Meiji Seika ファルマ株式会社
薬剤師としての必須なコミュニケーション 一般社団法人日本在宅薬学会認定薬剤 一般社団法人日本在宅薬学会
スキルを 体験会得するための ワーク
師研修セミナー
ショップ研修
医療コミュニケーション・忘れたくない４つ 第20回南大阪薬剤師業務研究会
南大阪薬剤師業務研究会/一般社団法人堺
のポイント
市薬剤師会/田辺三菱製薬株式会社
患者のアドヒアランス、コンコーダンスとコ
一般社団法人島根県薬剤師会・島根県病院
第7回島根薬剤師学術大会 特別講演
ミュニケーション
薬剤師会
薬剤師生涯学習研修会
一般社団法人佐賀県薬剤師会

２０１４年１０月６日
２０１４年９月２５日 開成町福祉会館
２０１４年９月６日 金沢都ホテル
２０１４年８月２０日 横浜ベイシェラトンホテル＆タワー
２０１４年７月２８日 ベルサール新宿グランドコンファ
レンスセンター
２０１４年７月２７日 名城大学八事キャンパス６号館
２０１４年７月１１日 ホテルパーク
２０１４年７月３日
２０１４年６月２７日
２０１４年６月２２日
２０１４年６月１５日

ベイシスカ
八千代病院 講堂
ＡＰ東京駅八重洲通り
北里大学薬学部

２０１４年６月６日 アイーナ803
２０１４年５月１７日 長野県農協ビル
２０１４年５月１５日 町田市健康福祉会館
２０１４年４月１２日 TKP新大阪ビジネスセンター
２０１４年４月９日 トラストシティカンファレンス・丸之
内
２０１４年４月５日 長良川国際会議場
２０１４年４月２日 リーガロイヤルホテル新居浜
２０１４年２月２７日 JAビルカンファレンス（東京・大手
町）
２０１４年２月９日 越谷市中央市民会館劇場
２０１４年２月７日 九州がんセンター
２０１４年１月２６日 大阪
２０１３年１１月２９ ホテル・アゴーラリージェンシー堺
日
２０１３年１１月１７
ニューウエルシティ出雲
日
２０１３年１１月１６ 佐賀県薬剤師会館

セルフメディケーションのためのコミュニ
ケーション

平成25年度 薬事講習会

東京都多摩立川保健所

岡山県病院薬剤師会北地区学術講演会

２０１３年１１月１４ 国分寺市立いずみホール
日
２０１３年１１月１１ 津山中央病院健康管理センター
日
２０１３年１１月９日

岡山県病院薬剤師会北地区/田辺三菱製薬
株式会社
患者の主観的ＱＯＬ評価とコミュニケー
サノフィ株式会社 薬剤師ＷＥＢカンファレ サノフィ株式会社
ション
ンス
患者さんとのコミュニケーション
富士見市・三芳町薬剤師会学術講演会
富士見市・三芳町薬剤師会/サノフィ株式会社 ２０１３年１１月６日
薬剤業務におけるコミュニケーション・ミス 医薬品安全管理研修会
２０１３年１１月４日
による医薬品事故の実態
薬剤師ともっと話してストレスに負けない 薬と健康の週間＆篠山市民健康大学講座 篠山市薬剤師会・篠山市・篠山市医師会
２０１３年１０月２６
自分になりましょう！！
からだの薬とこころのくすり
日
薬剤師としての必須なコミュニケーション 一般社団法人日本在宅薬学会認定薬剤 一般社団法人日本在宅薬学会
２０１３年１０月６日
スキルを 体験会得するための ワーク
師研修セミナー
ショップ研修
（医療におけるコミュニケーションスキル 学術講演会
エーザイ株式会社
２０１３年９月３０日
の普及）
（キャリアデザイン）
東京都薬剤師会武蔵野、三鷹、多摩中央 一般社団法人武蔵野市薬剤師会
２０１３年９月２９日
三支部 地区研修会
薬剤師ＧＯ！に学ぶ、これからのコミュニ 講演会（社員対象）
テバ製薬株式会社
２０１３年９月２４日
ケーション
薬剤師のハイパー問題解決スキル～アク 第46回日本薬剤師会学術大会分科会「薬 第46回日本薬剤師会学術大会in OSAKA
２０１３年９月２３日
ションラーニングを体験しましょう！～
剤師の問題解決技法」～体験、アクション
ラーニング～での基調講演
医療コミュニケーションにかかわるＰＲＯ 第7回日本緩和医療薬学会年会ランチョン 第7回日本緩和医療薬学会年会/大日本住友 ２０１３年９月１６日
（Patient Reported Outcome)と主観的ＱＯ セミナー
製薬株式会社
Ｌ測定法SEIQoL
ワークショップオーガナイザー
第7回日本緩和医療薬学会年会
第7回日本緩和医療薬学会年会
２０１３年９月１６日
人を育てるコミュニケーション
岩手県薬剤師会「管理薬剤研修会」
一般社団法人岩手県薬剤師会
２０１３年８月３１日
服薬支援での患者とのコミュニケーション
これからの薬局薬剤師のコミュニケーショ
ン
医療コミュニケーションにかかわるＰＲＯ
（Patient Reported Outcome)とＱＯＬ
患者さんにまた来たいと思われる薬局に
なるために
（リスクマネジメント）
服薬支援での患者とのコミュニケーション
患者さんの主観的評価に基づく医療＾QOL評価の新しい実践患者主体の医療のために～演習で学ぶ
患者主体のQOL測定法～
薬局におけるコミュニケーション術
（佐賀県内の医師・薬剤師の在宅緩和ケ
ア対策）

一関市薬剤師会講演会
医療薬学ﾌｫｰﾗﾑ2013第21回ｸﾘﾆｶﾙﾌｧｰﾏ
ｼｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
第6回日本在宅薬学会学術大会 特別講
演
基準薬局中央研修会

一関市薬剤師会、ファイザー株式会社
公益社団法人日本薬学会医療薬科学部会
一般社団法人日本在宅薬学会
公益社団法人東京都薬剤師会

キラリふじみ
篠山市立丹南健康福祉センター
ＡＰ東京八重洲
山形国際ホテル
武蔵野芸能劇場
テバ製薬株式会社本社
大阪国際会議場
幕張メッセ 国際会議場

幕張メッセ
岩手医科大学矢巾キャンパス東
2-A
２０１３年７月２５日 一関市 ベリーノホテル一関
2013年7月20日～ 石川県立音楽堂、ANAクラウンプ
21日
ラザホテル金沢
2013年7月14日～
梅田スカイビルタワーウエスト
15日
２０１３年７月７日 日比谷公会堂

Webセミナーシリーズ～Ｄｒ.ニーズセミナー サノフィ株式会社
第214回北上薬剤師会研修会
北上薬剤師会、ファイザー株式会社
薬局経営セミナーin福岡
ファイザー株式会社

２０１３年７月１日
２０１３年６月２７日 北上市 ブランニュー北上
２０１３年６月６日 福岡市ホテルセントラーザ博多

卒後研修２０１３年度桔梗会セミナー

神戸薬科大学同窓会関東支部

２０１３年５月１９日 東京ウィメンズプラザ・ホール

薬局経営セミナーin武蔵野
第10回佐賀在宅緩和ケア薬研究会

ファイザー株式会社
佐賀在宅緩和ケア薬研究会、佐賀県薬剤師
会、大日本住友製薬株式会社

２０１３年５月１８日 中野サンプラザ
２０１３年４月２０日 マリトピア

コメディカル学科との連携教育および患
者参加のワークショップの実施と教育的
医療現場でのクレームマネジメント

一般社団法人日本在宅薬学会認定薬剤
師研修セミナー
第4回手稲地区薬剤師のためのコミュニ
ケーション・スキルアップ講座
第21回日本医療薬学会年会 シンポジウ
ム：臨床薬学アドバンス教育の構築
日本社会薬学会第29年会 教育講座

コミュニケーション教育の現状、全国大学
日本薬学会第130年会
調査報告と考察
ファーマシューティカルコミュニケーション 第42回日本薬剤師会学術大会
とジェネリック医薬品-薬剤師と社会をつ
なぐコミュニケーション-

一般社団法人日本在宅薬学会

２０１３年１月２６日 新大阪ブリックビル

ファイザー株式会社

２０１２年１１月１３ 手稲渓仁会病院 渓仁会ビル
日
2011年10月1日～ 神戸商工会議所会館
2日
2010年9月4日～5 日本大学薬学部
日
ホテルグランヴィア岡山
２０１０年３月３０日

一般社団法人日本医療薬学会
日本社会薬学会
公益社団法人日本薬学会
社団法人日本薬剤師会、社団法人滋賀県薬
剤師会、東和薬品株式会社

2009年10月11日 大津プリンスホテル
12日

