
 

 

平成 28 年度「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

昨年度に引き続き、本年度も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）」を開催いたします。 

“顔の見える関係”で“医薬品の適正使用”と“患者様への質の高い服薬支援”を目指して！！ 

 

【今回のテーマ：浅草地域 認知症をめぐる話題】 
 
講師：亀山 祐美 先生 

（東京大学医学部附属病院老年病科/台東区立台東病院） 

 

日時：平成 28 年 11 月 22 日（火）18：30～21：00 

場所：台東区民会館 第 4 会議室  (都立産業貿易センター台東館 8Ｆ) 

参加費：  浅草かんわネットワーク研究会会員 及び ヘルパー職 500 円   

非会員 1000 円、 学生（学生証提示）無料 

対象：薬剤師、ケアマネージャー、訪問看護師、PT/OT、管理栄養士 他医療介護職 

薬剤師研修認定単位１単位（申請中）（医師、歯科医師の方、診療所職員の方も参加歓迎です）  

 

在宅患者さまが服用されている薬について、聞いてみたいことがあればぜひ資料をご持参ください。 

 

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

共 催 ：特定非営利活動法人 浅草かんわネットワーク研究会 

 

 

浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会   

事務局 〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1 ケイ薬局内      

Tel：090-7702-8925 Fax：03-3876-9084 

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

  



 

 

平成 28 年度「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

昨年度に引き続き、本年度も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）」を開催いたします。 

“顔の見える関係”で“医薬品の適正使用”と“患者様への質の高い服薬支援”を目指して！！ 

 

【今回のテーマ：高齢者の食事・栄養・介護食の考え方】 
 
講師：饗場 直美 先生 

（神奈川工科大学 応用バイオ科学部栄養生命科学科 教授） 
 

日時：平成 28 年 12 月 27 日（火）18：30～21：00 

場所：浅草文化観光センター 5Ｆ 大会議室（台東区雷門 2-18-9） 

参加費：  浅草かんわネットワーク研究会会員 及び ヘルパー職 500 円   

非会員 1000 円 、 学生（学生証提示）無料 

対象：薬剤師、ケアマネージャー、訪問看護師、PT/OT、管理栄養士 他医療介護職 

薬剤師研修認定単位１単位（申請中）（医師、歯科医師の方、診療所職員の方も参加歓迎です）  

 

在宅患者さまが服用されている薬について、聞いてみたいことがあればぜひ資料をご持参ください。 

 

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

共 催 ：特定非営利活動法人 浅草かんわネットワーク研究会 
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平成 28 年度「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

昨年度に引き続き、本年度も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）」を開催いたします。 

“顔の見える関係”で“医薬品の適正使用”と“患者様への質の高い服薬支援”を目指して！！ 

 

【今回のテーマ：創傷治療の三原則】 
 
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） 

 

日時：平成 29 年 1 月 24 日（火）18：30～21：00 

場所：台東区民会館 第 3 会議室  (都立産業貿易センター台東館 8Ｆ) 

参加費：  浅草かんわネットワーク研究会会員 及び ヘルパー職 500 円   

非会員 1000 円、 学生（学生証提示）無料 

対象：薬剤師、ケアマネージャー、訪問看護師、PT/OT、管理栄養士 他医療介護職 

薬剤師研修認定単位１単位（申請中）（医師、歯科医師の方、診療所職員の方も参加歓迎です）  

 

在宅患者さまが服用されている薬について、聞いてみたいことがあればぜひ資料をご持参ください。 

 

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

共 催 ：特定非営利活動法人 浅草かんわネットワーク研究会 
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平成 28 年度「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

昨年度に引き続き、本年度も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）」を開催いたします。 

“顔の見える関係”で“医薬品の適正使用”と“患者様への質の高い服薬支援”を目指して！！ 

 

【今回のテーマ：日常生活の中で考える血圧管理とくすり】 
 
講師：久代 登志男 先生 
（ライフ・プランニング・クリニック(聖路加国際病院サテライトクリニック）所長） 

 

日時：平成 29 年 2 月 6 日（月）18：30～21：00 

場所：台東区民会館 第 3 会議室  (都立産業貿易センター台東館 8Ｆ) 

参加費：  浅草かんわネットワーク研究会会員 及び ヘルパー職 500 円   

非会員 1000 円、 学生（学生証提示）無料 

対象：薬剤師、ケアマネージャー、訪問看護師、PT/OT、管理栄養士 他医療介護職 

薬剤師研修認定単位１単位（申請中）（医師、歯科医師の方、診療所職員の方も参加歓迎です）  

 

在宅患者さまが服用されている薬について、聞いてみたいことがあればぜひ資料をご持参ください。 

 

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

共 催 ：特定非営利活動法人 浅草かんわネットワーク研究会 
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平成 28 年度「浅草観音裏 在宅仲間のおくすり(DI)研修会」のお知らせ 

 

 

昨年度に引き続き、本年度も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）」を開催いたします。 

“顔の見える関係”で“医薬品の適正使用”と“患者様への質の高い服薬支援”を目指して！！ 

 

【今回のテーマ：みんなで支える小児在宅緩和ケア 

～重症児の栄養の現状と課題：在宅医の立場から～】 

 
講師：戸谷 剛先生 

（子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田 院長） 
 

日時：平成 29 年 3 月 28 日（火）18：30～21：00 

場所：台東区民会館 第 3 会議室  (都立産業貿易センター台東館 8Ｆ) 

参加費：  浅草かんわネットワーク研究会会員 及び ヘルパー職 500 円   

非会員 1000 円、 学生（学生証提示）無料 

対象：薬剤師、ケアマネージャー、訪問看護師、PT/OT、管理栄養士 他医療介護職 

薬剤師研修認定単位１単位（申請中）（医師、歯科医師の方、診療所職員の方も参加歓迎です）  

 

在宅患者さまが服用されている薬について、聞いてみたいことがあればぜひ資料をご持参ください。 

 

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

共 催 ：特定非営利活動法人 浅草かんわネットワーク研究会 
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