
 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 25 年 9 月 18 日（水）18：30～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

ワンポイント情報提供：“15 分で早わかり 最近の降圧剤”ケイ薬局 宮原富士子 

講義内容：より良い血圧管理を目指して  これからの高血圧治療とチーム医療 

講師：久代 登志男先生（日本大学医学部総合健診センター） 

 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                  メールアドレス：myanko@vividlady.com 

  



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

日時：平成 25 年 9 月 24 日（火）18：30～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：①骨粗鬆症、骨粗鬆症マネージャー認定制度について  

②美しく立つ、ロコモとロコトレ技術（３つの A、３つの S） 

講師：①宮原富士子（NPO 法人 HAP 理事長） 

②渡會公治先生（帝京平成大学 健康メディカル学部理学療法学科） 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                  メールアドレス：myanko@vividlady.com 

  



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 25 年 10 月 8 日（火）18：30～21：00  

場所：茶房 花の辻 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

ワンポイント情報提供：栄養表示 ㈱ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙﾘｻｰﾁ 須川かほり 

講義内容：在宅医療；①経腸栄養療法における注意点 ②食習慣アセスメント 

講師： ①青井昭三氏（㈱大塚製薬工場 学術部） 

②髙村美帆氏（㈱ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙﾘｻｰﾁ DHQ サポートセンター） 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                   メールアドレス：myanko@vividlady.com 



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 25 年 10 月 21 日（月）18：30～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：糖尿病治療薬≪チーム医療の中での糖尿病疾病管理≫ 

講師：中野智紀先生（東埼玉総合病院 代謝内分泌科） 

 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                   メールアドレス：myanko@vividlady.com 

  



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 25 年 10 月 29 日（火）19：00～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：在宅医療における不眠の考え方 睡眠と睡眠薬の使い方 

講師：中島 亨先生（杏林大学精神神経科学教室） 

 

 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                  メールアドレス：myanko@vividlady.com 

  



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 25 年 11 月 5 日（火）18：30～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：緩和ケア、疼痛管理の考え方/具体的な疼痛管理事例 

講師：安達昌子先生（慶應義塾大学病院・野中医院） 

 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                   メールアドレス：myanko@vividlady.com 

  



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 25 年 11 月 13 日（水）18：30～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：緩和ケア、疼痛管理の考え方/具体的な疼痛管理事例 

オピオイドローテーション（病院薬剤部）薬剤師の関わり(三井記念病院) 

講師：廣橋 猛先生（三井記念病院  緩和ケア科） 

    鷹野 理先生（三井記念病院  薬剤部） 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                   メールアドレス：myanko@vividlady.com 



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 25 年 11 月 26 日（火）18：30～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：傷の正しい治し方 ～創傷治療の３原則から褥瘡のラップ療法～ 

講師：水原章浩先生（医療法人三和会東鷲宮病院  循環器・血管外科 副院長   

褥瘡・創傷ケアセンター） 

 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                  メールアドレス：myanko@vividlady.com 

 



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 25 年 12 月 19 日（木）18：30～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：症例からみる緩和ケアチームにおける薬剤師の役割 

講師：金子 健先生（慶應義塾大学病院 薬剤部 ） 

    

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                   メールアドレス：myanko@vividlady.com 

 



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 26 年 1 月 21 日（火）19：00～21：00 

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：認知症に使われる医薬品 

講師：山口 潔先生（ふくろうクリニック等々力） 

 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                   メールアドレス：myanko@vividlady.com 

  



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 26 年 1 月 22 日（水）18：30～21：00  

場所：浅草医師会会議室  

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

講義内容：在宅現場の服薬に活かせる“簡易懸濁法” 

講師：倉田なおみ先生（昭和大学薬学部 薬物療法学講座 薬剤学部門） 

 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：簡易懸濁法研究会 

浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                  メールアドレス：myanko@vividlady.com 

 



 

 

「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

この度 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団からの助成により、在宅医療現場の 

服薬指導＋服薬支援に専門職間連携（IPW）と DI(医薬品情報)のサポートを目的としました 

「浅草観音裏在宅仲間のおくすり(DI)研修会（略称：在宅 DI研修会）」を開催する事となりま

した。 

  この機会を活用し、浅草で在宅医療（居宅療養）を担うメンバーが集い、医薬品の適正使用

に関わる情報を学び、事例を共有する場を創ります。なかなか人に聞けなかった疑問点などを

解決してゆく場づくりににも活用いたします。ぜひ、御参加いただき、地域在宅医療（居宅療

養）の質の向上にともに邁進できればと考えております。皆さまのご参加を心よりお待ちして

おります。 

 

日時：平成 26 年 1 月 31 日（金）18：30～21：00  

場所：ブルーウェーブイン浅草 

参加費： 無料 ＜薬剤師研修認定単位１単位（申請中）＞ 

対象：薬剤師、看護師、ケアマネージャー、保健師等 保健医療関係者 

（医師、歯科医師の方も参加歓迎です）  

内容：どうして海外承認薬が使えないの？～日本の医薬品開発の現状について～ 

講師：井口豊崇先生（独立行政法人医薬品医療機器総合機構 新薬審査第五部） 

 

 

主 催 ：浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会 

共 催 ：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects For Women(NPO 法人 HAP) 

後 援 ：浅草かんわネットワーク研究会 

     勝海舟記念 下町（浅草）がん哲学外来 
 

本研修会は、公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成を受け実施しております。 

 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

代表：宮原富士子（薬剤師） 事務局：若林由香子（薬剤師） 

〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：03-3876-1506 Fax：03-3876-9084 

                                   メールアドレス：myanko@vividlady.com 
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