
学会等発表者
年 月 日 場所 学会 会名 演題名 座⻑ 所属 氏名
R2 4 三豊市 三豊准看護学院授業（全17回） 薬と看護（授業） 薬剤部 加地努
R2 6 29 WEB開催 ○ 4回⽇本⽼年薬学会（WEB開催） フローチャートを⽤いた薬剤師による慢性便秘症への介⼊ 薬剤部 ⽯原瑛太郎
R2 7 27 WEB開催 ○ 第８４回⽇本循環器学会学術集会 うっ⾎性⼼不全例でのより安全かつ積極的なTolvaptan使⽤を目指して 薬剤部 陶⼭泰治郎
R2 8 28 観音寺市（WEB併⽤） ８⽉度 ⻄部地区定例研修会 R2年度診療報酬改定に伴う対応について 薬剤部 篠永 浩
R2 8 28 観音寺市（WEB併⽤） ８⽉度 ⻄部地区定例研修会 地域連携チームによる多職種連携の実践 ○ 薬剤部 加地努
R2 8 28 観音寺市（WEB併⽤） ８⽉度 ⻄部地区定例研修会 地域連携チームによる多職種連携の実践 薬剤部 ⽯原瑛太郎
R2 9 11 WEB開催 厚⽣労働省「⾼齢者の医薬品適正使⽤推進事業」調査委員会 三豊総合病院におけるポリファーマシー及び地域連携対応（講演） 薬剤部 篠永 浩
R2 9 13 WEB開催 ○ 第68回⽇本化学療法学会（WEB開催） 当院外来における経⼝抗菌薬使⽤量の推移に関する調査 薬剤部 篠永 浩
R2 9 13 WEB開催 ○ 第68回⽇本化学療法学会（WEB開催） 前⽴腺⽣検後に前⽴腺炎を経てESBLs産⽣⼤腸菌による化膿性脊椎炎へと⾄った⼀症例 薬剤部 ⽯井 照樹
R2 9 24 観音寺市（WEB併⽤） 第4回地域がん薬薬連携研修会 院外処⽅箋の様式変更について〜検査値の考え⽅と疑義照会〜 ○ 薬剤部 篠永 浩
R2 9 24 観音寺市（WEB併⽤） 第4回地域がん薬薬連携研修会 院外処⽅箋の様式変更について〜検査値の考え⽅と疑義照会〜 薬剤部 片桐将志
R2 9 24 観音寺市（WEB併⽤） 第4回地域がん薬薬連携研修会 院外処⽅箋の様式変更について〜レジメンの考え⽅〜 ○ 薬剤部 加地努
R2 9 24 観音寺市（WEB併⽤） 第4回地域がん薬薬連携研修会 院外処⽅箋の様式変更について〜レジメンの考え⽅〜 薬剤部 原田 典和
R2 9 26 WEB開催 ○ 第47回⽇本⼩児臨床薬理学会（WEB開催） 成人の味覚試験における薬剤の評価が⼩児患者のアドヒアランスに及ぼす影響の検討 薬剤部 十川 友那
R2 10 23 WEB開催 喘息診療カンファレンス 薬剤師による吸⼊支援の手法と効果（講演） 薬剤部 篠永 浩
R2 10 24 WEB開催 ○ 第30回⽇本医療薬学会 病院薬剤師が地域医療を「繋ぐ」手法とその効果〜⾹川県⻄讃地域の事例を通して〜（シンポジウム５０） 薬剤部 篠永 浩
R2 10 24 WEB開催 ○ 第30回⽇本医療薬学会 地域がん薬薬連携研修会の⽴ち上げと運⽤開始後の評価 薬剤部 片桐将志
R2 10 29 観音寺市（WEB併⽤） 第１７回観三薬剤師会・三豊総合病院薬薬連携セミナー 保険薬局におけるシームレスな薬剤情報提供〜薬剤管理サマリー活⽤法〜 ○ 薬剤部 篠永 浩
R2 10 29 観音寺市（WEB併⽤） 第１７回観三薬剤師会・三豊総合病院薬薬連携セミナー ポリファーマシー是正だけではない適正な薬物療法を目指して 薬剤部 陶⼭泰治郎
R2 10 31 WEB開催 愛媛県病院薬剤師会 NST領域WEB学術講演会 病院、薬局、地域を繋げる多職種栄養連携 薬剤部 篠永 浩
R2 11 12 観音寺市（WEB併⽤） 第１8回観三薬剤師会・三豊総合病院薬薬連携セミナー 疑義照会の効率化と質の向上を目指して〜三豊観音寺地域での取り組み〜 ○ 薬剤部 篠永 浩
R2 11 12 観音寺市（WEB併⽤） 第１8回観三薬剤師会・三豊総合病院薬薬連携セミナー 疑義照会の効率化と質の向上を目指して〜三豊観音寺地域での取り組み〜 薬剤部 十川 友那
R2 11 26 観音寺市（WEB併⽤） 第5回地域がん薬薬連携研修会 がん疼痛の薬物治療 薬剤部 中⻄ 順⼦
R2 11 26 観音寺市（WEB併⽤） 第5回地域がん薬薬連携研修会 胃がん診療の実際〜お世話になっている「おクスリたち」〜 ○ 薬剤部 原田 典和
R2 12 6 WEB開催 ベーリンガー Advisory Board Meeting 吸⼊指導の現状と課題 薬剤部 篠永 浩
R2 12 7 WEB開催 静岡中部輸液療法研究会 第21回薬剤師セミナー 病院、薬局、地域を含めた多職種栄養連携 薬剤部 篠永 浩
R2 12 7 WEB開催 ○ 第59回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国四国支部学術⼤会 当院外来におけるポリファーマシー対応状況の調査報告 薬剤部 佐藤 拓洋
R2 12 12 WEB開催 ○ 第10回⽇本リハビリテーション栄養学会 地域サポート薬剤師による低栄養・フレイル・サルコペニア対策 薬剤部 篠永 浩
R2 12 17 観音寺市（WEB併⽤） 令和２年度 地域サポート薬剤師育成研修会 観音寺・三豊支部における栄養学的管理事業の取り組み〜令和元年度事業を振り返って〜 ○ 薬剤部 篠永 浩
R2 12 17 観音寺市（WEB併⽤） 令和２年度 地域サポート薬剤師育成研修会 観音寺三豊地域における低栄養・フレイル・サルコペニア対策の現状〜コロナ禍における評価⽅法の検討〜 薬剤部 近藤 宏樹
R3 1 21 観音寺市（WEB併⽤） 第6回地域がん薬薬連携研修会 外来化学療法とフォローアップの実例 ○ 薬剤部 加地努
R3 1 21 観音寺市（WEB併⽤） 第6回地域がん薬薬連携研修会 外来がん化学療法の薬薬連携〜保険薬局との共同フォローアップ 薬剤部 原田 典和
R3 2 25 WEB開催 薬剤師のかかりつけ機能強化のためのシラバス研修会 薬剤師が知っておくべき栄養管理の手法〜病院から地域へ〜 薬剤部 篠永 浩
R3 3 6 WEB開催 〇 ⽇本臨床腫瘍薬学会学術⼤会2021 免疫チェックポイント阻害剤の適正使⽤に向けた関わり〜検査セットオーダから薬剤師による代⾏検査オーダプロトコール作成まで〜 薬剤部 原田 典和
R3 3 11 WEB開催 リハビリ研修会 セラピストが知っておくべきお薬のこと〜ポリファーマシーやリハ薬剤〜 薬剤部 篠永 浩
R3 3 18 WEB開催 ○ 第30回⽇本呼吸ケア・リハビリテーション学会 第7回呼吸ケア指導スキルアップセミナー（講師） 薬剤部 篠永 浩
R3 3 19 WEB開催 ○ 第30回⽇本呼吸ケア・リハビリテーション学会 吸⼊支援をステップアップさせるチームビルディング〜薬剤師の⽴場から〜（ワークショップ） 薬剤部 篠永 浩
R3 3 25 観音寺市（WEB併⽤） 第１9回観三薬剤師会・三豊総合病院薬薬連携セミナー 院外処⽅箋の疑義照会簡略化について〜調剤薬局からの報告〜（座⻑） ○ 薬剤部 篠永 浩
R3 3 25 観音寺市（WEB併⽤） 第１9回観三薬剤師会・三豊総合病院薬薬連携セミナー 三豊観音寺地区における疑義照会簡素化プロトコルの導⼊について 薬剤部 十川 友那
R3 3 26 WEB開催 愛媛県薬剤師会吸⼊支援研修会 吸⼊薬総論〜吸⼊支援のポイント〜 薬剤部 篠永 浩

論⽂・著書など
年 月 日 論⽂名 所属 氏名
R2 4 認知症のリハビリテーション栄養Update「認知症の栄養管理と薬物療法」 薬剤部 篠永 浩
R2 4 L-カルニチンによる終末期がん患者に対する倦怠感緩和効果の症例集積報告 薬剤部 中⻄順⼦
R2 5 Pharmacist Eye「⼊院・外来・在宅の薬物療法をつなぐために薬剤師が果たすべき役割」 薬剤部 篠永 浩
R2 5 患者のアドヒアランスを⾼める服薬支援のポイントと対応〜残薬管理〜 薬剤部 篠永 浩
R2 7 スペシャル・ポピュレーションの抗菌薬投与設計〜⾼齢者・フレイル〜 薬剤部 篠永 浩
R2 7 味覚試験による⼩児⽤抗菌薬の院内採⽤⽅法の検討 薬剤部 十川友那
R3 1 呼吸器病棟⼊院中の気管支喘息およびCOPD患者に対する吸⼊支援プログラムの有⽤性の調査研究 薬剤部 渡邊 舞
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学会等発表者
年 月 日 場所 学会 会名 演題名 座⻑ 所属 氏名

H31 4 5 三豊市 三豊准看護学院授業（全17回） 薬と看護（授業） 薬剤部 加地努
R1 5 11 名古屋市 ○ 第3回⽇本⽼年薬学会 地域包括ケア病棟における常駐薬剤師の必要性に関する検討 薬剤部 ⽯原瑛太郎
R1 6 1 ⼤阪市 中津吸⼊支援研修会 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 篠永浩
R1 6 6 観音寺市 平成31年度介護支援専門員連絡会 糖尿病を理解して在宅での支援を考える〜他職種からの助⾔を得て連携⽅法を学ぶ〜（講演） 薬剤部 篠永浩
R1 6 8 ⾼松市 ○ 第114回⽇本循環器学会中国四国合同地⽅会 うっ⾎性⼼不全症例に対する Tolvaptan 積極的使⽤の安全性についての検討―⾎清 Na 濃度 の観点から― 薬剤部 陶⼭泰治郎
R1 6 13 観音寺市 第6回⻄讃地区地域医療連携講演会 三豊観音寺地域での医療連携に関する課題と今後について（講演） 薬剤部 篠永浩
R1 6 22 弘前市 弘前市薬剤師会吸⼊支援研修会 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 篠永浩
R1 6 22 弘前市 弘前市薬剤師会吸⼊支援研修会 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 近藤宏樹
R1 6 26 観音寺市 第2回地域がん薬薬連携研修会 病院薬剤師からみた胃がん治療〜内服薬を中⼼に〜 薬剤部 片桐将志
R1 7 4 ⾼松市 喫煙防止出前講座 加熱式タバコや受動喫煙などの事項（講義） 薬剤部 近藤宏樹
R1 7 10 観音寺市 第16回観三薬剤師会・三豊総合病院 薬薬連携セミナー トレーシングレポートを活⽤した薬薬連携⽅法について（講演） 薬剤部 近藤宏樹
R1 7 10 観音寺市 第16回観三薬剤師会・三豊総合病院 薬薬連携セミナー 観音寺・三豊地区における病院・薬局・地域がつながる連携体制構築事業について（講演） 薬剤部 篠永浩
R1 7 19 ⾼松市 さぬき地域の栄養を考える会 さぬき地域の栄養を考える会2018 アンケート結果報告（講演） 薬剤部 篠永浩
R1 8 4 ⾼知市 第1回⾼知県薬剤師会学術研修会 地域医療を守るための薬剤師の活かし⽅（講演） 薬剤部 篠永浩
R1 9 10 川越市 埼⽟県病院薬剤師会 輸液・栄養管理研修会 地域⼀体型NSTの取り組みについて（講演） 薬剤部 篠永浩
R1 9 19 新居浜市 愛顔の多職種連携等薬剤師人材育成推進事業 ポリファーマシー解消へ向けて（講演） 薬剤部 近藤宏樹
R1 9 19 新居浜市 愛顔の多職種連携等薬剤師人材育成推進事業 地域の健康サポートを担う薬剤師の活かし⽅（講演） 薬剤部 篠永浩
R1 9 26 観音寺市 地域サポート薬剤師育成研修会 本事業の内容と認定制度について〜地域サポート薬剤師の展望〜（講演） 薬剤部 近藤宏樹
R1 9 26 観音寺市 地域サポート薬剤師育成研修会 保険調剤薬局における栄養学的介⼊⽅法（座⻑） ○ 薬剤部 篠永浩
R1 9 27 ⾼松市 喫煙防止出前講座 加熱式タバコや受動喫煙などの事項（講義） 薬剤部 近藤宏樹
R1 10 4 ⻑崎市 ○ 第59回 全国国保地域医療学会 三豊総合病院における院外処⽅に対する疑義照会の現状 薬剤部 佐野嘉容⼦
R1 10 4 広島市 ○ 第23回 ⽇本⼼不全学会 ︓Tolvaptan導⼊⼼不全パスにおける⾼Na⾎症症例を通した安全性に関する検討 薬剤部 陶⼭泰治郎
R1 10 16 ⾼松市 第6回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 篠永浩
R1 10 16 ⾼松市 第6回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 近藤宏樹
R1 10 16 ⾼松市 第6回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 渡邊舞
R1 10 25 ⾼松市 ○ 第11回⽇本静脈経腸栄養学会四国支部学術集会 NSTはどう進化したか〜各専門職からみたNSTの進化と今後の展望〜（シンポジスト） 薬剤部 篠永浩
R1 11 3 ⼭形市 ○ 第13回⽇本禁煙学会学術総会 ⼩中学⽣に対する喫煙防止教室の有⽤性について 薬剤部 近藤宏樹
R1 11 3 福岡市 ○ 第29回⽇本医療薬学会年会 「L-カルニチン製剤による終末期がん患者の倦怠感に対する改善効果の探索的単群前後⽐較試験 薬剤部 中⻄順⼦
R1 11 9 ⾼松市 ○ 第58回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国四国支部学術⼤会 糖尿病教育⼊院を繰り返す患者の背景因⼦と退院後のHbA1c値の検討 薬剤部 加福⾹織
R1 11 9 ⾼松市 ○ 第58回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国四国支部学術⼤会 薬剤耐性(AMR)アクションプラン策定後の⼩児科における抗菌薬の使⽤状況調査 薬剤部 十川友那
R1 11 9 ⾼松市 ○ 第58回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国四国支部学術⼤会 化学療法施⾏時B型肝炎ウイルス検査のプロトコールに基づく薬剤師代⾏オーダにおける効果 薬剤部 今滝泉
R1 11 9 ⾼松市 ○ 第58回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国四国支部学術⼤会 プレアボイド報告数増加へ向けた取り組み〜TQM手法を⽤いて〜 薬剤部 合田綾⼦
R1 11 9 ⾼松市 ○ 第58回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国四国支部学術⼤会 三豊総合病院の抗菌薬適正使⽤支援チームの活動について（講演） 薬剤部 加地努
R1 11 10 名古屋市 ○ ⽇本呼吸ケア・リハビリテーション学会 ＣＯＰＤ薬剤の基本、薬剤師が⾏う吸⼊支援 薬剤部 篠永浩
R1 11 23 福岡市 ○ 第9回⽇本リハビリテーション栄養学会学術集会 保険薬局を活⽤した「低栄養・フレイル・サルコペニア」スクリーニングモデルの構築について 薬剤部 篠永浩
R1 11 28 観音寺市 地域サポート薬剤師育成研修会 当薬局における低栄養・フレイル・サルコペニア介⼊事例紹介（座⻑） ○ 薬剤部 近藤宏樹
R1 11 28 観音寺市 地域サポート薬剤師育成研修会 保険薬局薬剤師が知っておくべき栄養支援のいろは（座⻑） ○ 薬剤部 篠永浩
R2 1 28 観音寺市 第3回 地域がん薬薬連携研修会 地域薬学ケア専門薬剤師（がん）の新設について（講演） 薬剤部 片桐将志
R2 1 28 観音寺市 第3回 地域がん薬薬連携研修会 病院薬剤師からみた⼤腸癌治療 〜内服薬を中⼼に〜（講演） 薬剤部 原田典和
R2 2 1 ⾼松市 第7回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 篠永浩
R2 2 1 ⾼松市 第7回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 近藤宏樹
R2 2 1 ⾼松市 第7回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 渡邊舞
R2 2 6 観音寺市 地域サポート薬剤師育成研修会 保険薬局薬剤師が知っておくべきリハビリ・運動支援のいろは（座⻑） ○ 薬剤部 篠永浩
R2 2 6 ⾼松市 ⾹川県がん診療連携拠点病院薬剤師セミナー 当院におけるirAEマネジメントの取り組みについて（講演） 薬剤部 原田典和
R2 2 27 京都市 ○ 第35回⽇本静脈経腸栄養学会（WEB開催） 周術期の栄養管理２（座⻑） ○ 薬剤部 篠永浩
R2 2 27 京都市 ○ 第35回⽇本静脈経腸栄養学会（WEB開催） ⼼不全患者における栄養状態を含めた予後予測因⼦の検討 薬剤部 近藤宏樹
R2 2 28 京都市 ○ 第35回⽇本静脈経腸栄養学会（WEB開催） 保険薬局を活⽤した「低栄養・フレイル」スクリーニングモデルの構築（地域⼀体型NST実現を目指して） 薬剤部 篠永浩

論⽂・著書など
年 月 日 論⽂名 所属 氏名
R1 7 「地域連携担当薬剤師」が繋ぐ保険薬局と協働で進める栄養サポート 薬剤部 加地努/篠永浩

雑誌名
病院薬剤師雑誌Pallette 第112号



学会等発表者
年 月 日 場所 学会 会名 演題名 座⻑ 所属 氏名

H30 5 12 東京都 ○ 第2回⽇本⽼年薬学会 中核拠点病院に地域連携担当薬剤師を配置した効果の調査 薬剤部 篠永浩
H30 5 10 観音寺市 第2回多職種連携討論会 在宅医療における病院薬剤師の役割と課題 薬剤部 篠永浩
H30 5 22 ⾼松市 KAGAWA Immuno-がん治療フォーラム 当院におけるがん免疫療法を受けられる患者さんに対する関わり 薬剤部 原田典和
H30 6 24 ⾼松市 ⻭科衛⽣⼠勉強会 ⻭科衛⽣⼠が知っておくべき薬剤の基礎知識 ~お薬と上手につきあうために~ 薬剤部 加地 努
H30 6 27 観音寺市 第14回観三薬剤師会・三豊総合病院 薬薬連携セミナー TS-1服⽤患者に対するソフトサンティア洗眼の運⽤と当院のTS-1含有レジメン紹介 薬剤部 原田典和
H30 6 27 観音寺市 第14回観三薬剤師会・三豊総合病院 薬薬連携セミナー 栄養障害・フレイル予防 自分のからだチェックの運⽤について 薬剤部 篠永浩
H30 7 3 観音寺市 保険診療講演会 「訪問薬剤管理指導」の必要性と現状について 薬剤部 篠永浩
H30 7 20 観音寺市 第70回⾹川シームレスケア研究会 地域包括ケアにおける病院薬剤師の役割と課題 薬剤部 篠永浩
H30 7 21 横浜市 第1回吸⼊療法ファシリテーター講習会 吸⼊薬のおさらい〜薬効からデバイスまで〜 薬剤部 篠永浩
H30 7 27 ⾼松市 ⽇本病院会⾹川県支部院内感染対策制御研究会 当院における 抗菌薬適正使⽤への取り組み 薬剤部 加地 努
H30 8 1 観音寺市 循環器疾患連携の会 循環器病センター常駐薬剤師の役割 薬剤部 陶⼭ 泰治郎
H30 9 1 徳島市 ○ 第10回⽇本静脈経腸栄養学会四国支部学術集会 NST専門療法⼠を地域連携担当薬剤師として配置して運⽤する「栄養サポートツール」の概要 薬剤部 篠永浩
H30 9 23 ⾼松市 ○ ⾹川NSTメタボリッククラブ Nの会 輸液のいろは 明⽇からできる輸液栄養の考え⽅ 薬剤部 篠永浩
H30 9 27 観音寺市 ○ 三豊総合病院学会 当院におけるバンコマイシン使⽤に関する調査と初期投与設計に関する検討 薬剤部 陶⼭ 泰治郎
H30 9 14 観音寺市 第57回 三豊観音寺地区栄養サポート勉強会 とよはま荘＆三豊総合病院 地域連携NSTラウンド報告 薬剤部 篠永浩
H30 9 15 ⾼松市 第19回⾹川感染管理及び滅菌業務研究会 抗菌薬適正使⽤支援チーム活動 薬剤部 加地 努
H30 10 6 東京都 ○ 第45回⼩児臨床薬理学会学術総会 味覚試験による⼩児⽤抗菌薬の院内採⽤選定⽅法の検討 薬剤部 十川友那
H30 10 20 浜松市 ○ 第12回⽇本腎臓病薬物療法学会学術総会 重篤な感染状態がバンコマイシンクリアランスに与える要因の検討 薬剤部 近藤宏樹
H30 10 25 観音寺市 第3回さぬき医療人のための寺⼦屋 「明⽇からできるフィジカルアセスメントWS〜栄養モニタリング編〜」 薬剤部 篠永浩
H30 11 8 千葉市 ○ ⽇本呼吸ケア・リハビリテーション学会 ＣＯＰＤ薬剤の基本、薬剤師が⾏う吸⼊支援 薬剤部 篠永浩
H30 11 11 米⼦市 ○ 第57回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国四国支部学術集会 ⽼年薬学認定薬剤師ワークショップ〜Ｂａｓｉｃコース〜（ファシリテーター） 薬剤部 篠永浩
H30 11 11 米⼦市 ○ 第57回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国四国支部学術集会 当院の急性冠症候群患者における脂質管理の現状 薬剤部 ⽯井照樹
H30 11 11 ⾼松市 第12回⽇本禁煙学会学術総会 全国各地での禁煙啓発活動の報告や認定制度の設⽴等の取り組み ○ 薬剤部 近藤宏樹
H30 11 17 ⾼松市 第4回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 篠永浩
H30 11 17 ⾼松市 第4回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 近藤宏樹
H30 11 20 坂出市 第2回中⻄讃ICTネットワーク合同カンファレンス 当院のAST活動の実際 薬剤部 加地努
H30 12 15 ⾼松市 第34回⾹川NSTメタボリッククラブ及び世話人会にて会計報告 くも膜下出⾎患者に対する栄養学的介⼊の1症例 薬剤部 近藤宏樹
H30 12 13 観音寺市 第15回観三薬剤師会・三豊総合病院 薬薬連携セミナー 薬剤師による地域連携の手法と効果 薬剤部 篠永浩
H30 12 13 観音寺市 第15回観三薬剤師会・三豊総合病院 薬薬連携セミナー フレイル対策とポリファーマシー 〜薬剤師に必要な視点と考え⽅〜（座⻑） ○ 薬剤部 加地 努
H31 1 26 岡⼭市 中四国ブロックOncology Pharmacist Community Forum2019 がん化学療法への薬剤師のかかわり 〜ＰＢＰＭによるＢ型肝炎再活性化対策を中⼼に〜 薬剤部 片桐将志
H31 2 14 東京都 ○ 第34回⽇本静脈経腸栄養学会 地域⼀体型NSTの現状と課題（シンポジスト） 薬剤部 篠永浩
H31 2 33 神⼾市 ○ 第34回⽇本環境感染学会総会・学術⼤会 バンコマイシン初期投与設計の実態調査と有⽤性に関する検討 薬剤部 陶⼭泰治郎
H31 2 6 観音寺市 いきいきサロン 知っておきたい薬の知識 薬剤部 加地 努
H31 2 21 三豊市 おれんじかふぇやまもと 認知症とくすり 薬剤部 加地 努
H31 2 27 観音寺市 徳島⽂理⼤学⾹川薬学部 臨床栄養学講座 NSTにおける薬剤師の役割（講義） 薬剤部 篠永浩
H31 3 16 ⾼松市 第5回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 講師のため 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 篠永浩
H31 3 16 ⾼松市 第5回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 講師のため 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 近藤宏樹
H31 3 16 ⾼松市 第5回みんなで実践 吸⼊支援inうどん県 講師のため 吸⼊療法の基礎知識（講師） 薬剤部 渡邊舞
H31 3 1 観音寺市 第四回 さぬき医療人のための寺⼦屋 当院のポリファーマシー対策と今後の展望 薬剤部 近藤宏樹
H31 3 12 ⾼松市 ⾹川便秘療法研究会 フローチャートを⽤いた薬剤師による便秘症例への介⼊状況について 薬剤部 ⽯原 瑛太郎
H31 3 19 三豊市 桑⼭⼩学校 薬物乱⽤防止教室 くすりの正しい使い⽅ 薬剤部 加地 努
H31 3 28 観音寺市 第1回地域がん薬薬連携研修会 当院のがん化学療法の現状 薬剤部 原田典和
H31 3 28 観音寺市 第1回地域がん薬薬連携研修会 地域がん薬薬連携の幕開け〜実践で⾝に付けるがん薬物治療マネジメント〜 薬剤部 片桐将志

論⽂・著書など
年 月 日 論⽂名 所属 氏名

H30 1 地域包括ケアシステムからみえる在宅栄養療法の今後 薬剤部 篠永浩
H30 6 抗⾼⾎圧薬の適正使⽤について 薬剤部 陶⼭ 泰治郎
H30 5 ⾼⽤量オピオイド鎮痛薬⻑期投与から⼦宮体がん根治術により完全離脱できた1症例 薬剤部 中⻄ 順⼦

雑誌名
診断と治療（1⽉号）
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