国際医療福祉大学大学院公開講座 乃木坂スクール

「医療コンコーダンス講座IN赤坂2018」
薬剤師認定対象集合研修会
～全国からWebでも受講できる医療福祉関係者のための生涯学習コース～
東京赤坂会場で行われる講義を、双方向テレビ会議システムにより全国７会場（大田原、
小田原・熱海・福岡・大川・成田の各キャンパス）で受講でき、質疑応答にも参加できます。
WEB受講が可能になりました、遠隔の方、受講日に出席できない方はご利用下さい。
(公財)日本薬剤師研修センター認定の研修単位が取得できる15回講座です。
患者コミュニケーション
地域連携実践
地域フォーミュラリ

多職種連係を担う
最前線の講師陣

政策

厚生労働省保険局

日本大学大学院
国際医療福祉大学大学院
東京大学大学院

国立病院機構栃木医療センター
ポリファーマシー
健保組合
東京医科歯科大学大学院
健康経営・保健指導
緩和医療

上田薬剤師会
かかりつけ薬局
光クリニック
看護師長

ファルメディコ
「薬局3.0」
チェーン薬局の
経営マネジメント

桜新町アーバンクリニック
在宅医療薬剤師
聖マリアンナ医科大学病院
医薬品フォーミュラリの作成

訪問看護センター
フィジカルアセスメント

2018年度・前期コース 乃木坂スクール講座 コース案内
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講座名

コーディネーター 武藤 正樹教授（医療経営管理分野）
※日程・内容は変更する場合がございます。最新情報はホームページをご覧ください
平成30年度は、6年に一度の医療と介護報酬の同時改定が行われます。
その基本は、人生100年時代を見据え、どこに住んでも適切な医療・介護を安心して受けられる社会の実現、つまり医療と介護のシームレスな連係
と、持続可能な制度の確立、それを担う医療・介護現場の人たちの新たな働き方の推進です。
この講座では、改正の基本方針を紐解き、地域包括ケアに携わる、医師、看護師、薬剤師より最前線の実践活動をご講義いただきます。
さらには、生活習慣病の共同薬物治療管理を実施する地域研究や、地域における日本版フォーミュラリーなどの、各大学院より最新の取組をお話し
いただきます。
医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャーをはじめ、製薬業、医薬品卸、自治体、健康保険組合、医療ICT、コンサルティング、学生の方、関係の皆様
お集まり下さい。
なお、本講座は(公財)日本薬剤師研修センター認定の研修単位取得を予定しています。

★開催日時
★受講会場
★ＷＥＢ受講

4月21日開始／土曜／18:00～19:30
東京赤坂 ・ 大田原 ・ 小田原 ・熱海・ 福岡 ・ 大川・成田 各キャンパス遠隔授業システムによる同時双方向授業／
遠隔の方、授業に出席できない場合はWEB受講できます。
一般:39,000円（全15回）
（2名申込32,000円／1名・3名申込30,000円／1名・4名以上申込28,000円／1名）
今期開講される、乃木坂スクールのほかの講座（受講料30,000円以上のもの）を同時にお申込される場合は、1講座
あたり5,000円の割引があります。（割引制度はお一人1種のみの適用となります）

★受講料
★定員
★講座内容：

30名

回

日時

講義名・講義内容
（内容は変更になる場合があります）

講師名

①

4／21（土）
18：00～19：30

平成30年度 診療報酬介護報酬 同時改定
～超高齢社会の薬剤師の新機能 ～
処方の再設計と地域のチーム医療への参画

東京大学大学院医学系研究科
地域医薬システム学講座
教授 今井 博久

②

4／28（土）
18：00～19：30

ポリファーマシーを考える
ポリファ
マシ を考える
〜多職種チームによる介入実践例の紹介〜

国立病院機構栃木医療センタ
国立病院機構栃木医療センター
内科医長 矢吹 拓

③

5／12（土）
18：00～19：30

平成30年度 診療報酬改定 薬局と製薬業を取り巻く環境
これからの地域包括ケアとかかりつけ薬局にもとめられる政策

厚生労働省 医薬・生活衛生局
医療機器審査管理課長
中井 清人

④

5／19（土）
18：00～19：30

2025年へのカウントダウン
～地域医療構想・地域包括ケアと新たな薬剤師の役割～

国際医療福祉大学大学院
教授 武藤 正樹

⑤

5／26（土）
18：00～19：30

在宅専門クリニックで院内薬剤師として在宅医療の現場から
医師はじめ看護師や相談員、地域の薬局との連携について

桜新町アーバンクリニック 在宅医療部
薬剤師 大須賀悠子

⑥

6／2（土）
18：00～19：30

薬局の疾病管理への関わり方、患者とのコミュニケーション
アッシュビル・プロジェクトと日本での取り組みと成果

日本大学大学院薬学研究科
医療コミュニケーション学
教授 亀井 美和子

⑦

6／9（土）
18：00～19：30

薬物治療を担う薬剤師の役割
～新薬評価とフォーミュラリーの作成～

日本医薬総合研究所
増原 慶壮

⑧

6／16（土）
18：00～19：30

保険薬局の経営戦略
人材育成と地域に根ざしたあらたな店舗事業の展開

国際医療福祉大学大学院
特任教授 三津原 庸介

⑨

6／23（土）
18：00～19：30

地域の医療環境に根ざした、かかりつけ薬局の実践
上田薬剤師会が目指した「地域に根ざした活動」とは

一般社団法人 上田薬剤師会 会長
飯島 康典

⑩

6／30（土）
18：00～19：30

薬局から始める 地域医療イノベーション
～社会資源としての薬局・薬剤師をどう考えるか～

ファルメディコ株式会社
代表取締役社長 狭間 研至

⑪

7／7（土）
18：00～19：30

「質の高い訪問看護の実現」
〜いち早く患者さんの変化に気づくために〜
フィジカルアセスメントを行うポイント

セントワークス株式会社
看護師 広瀬純子

⑫

7／14（土）
18：00～19：30

緩和医療におけるコンコーダンス
ガン治療における患者さんとのコミュニケーションについて

東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科臨床腫瘍学分野
教授 三宅 智

⑬

7／21（土）
18：00～19：30

保険者のデータヘルス計画の実践
母体企業と一体となって取り組む健康経営戦略

サノフィ健康保険組合
常務理事 片岡 徳祐

⑭

7／28（土）
18：00～19：30

糖尿病をはじめ生活習慣病医療を中心とする、
医師・看護師・薬局薬剤師との
チ ム医療と光クリニックの地域貢献について
チーム医療と光クリニックの地域貢献について

市原市 光クリニック 看護師長
日本糖尿病療養指導士 大野 美香

⑮

8／4（土）
18：00～19：30

リフィル、ＣＤＴＭ、患者が主役のチーム医療、先進国の医療事情

国際医療福祉大学大学院
教授 池田 俊也

【運営支援】この講座は、一般社団法人日本医療コンコーダンス研究会が運営を支援いたします。
お申し込みは、ホームページの申込フォームが便利です。 FAXをご希望の方は下記申込書をご利用ください。
事務所からのご連絡はE-mailアドレスでのご連絡となります。
【お問い合わせ・申込書送付先】
【東京赤坂キャンパス】
所 在 地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-26 電
E-mail：nogizaka@iuhw.ac.jp

話 ： 03-6406-8621

ＦＡＸ：03-6406-8622

アクセス ：
東京メトロ銀座線・丸ノ内線 「赤坂見附駅」から徒歩３分
※東京青山キャンパスは平成30年４月より東京赤坂キャンパスに移転となりました。
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申込区分

一 般 ・ 複数名申込（企業等） ・ 本学学部卒業生/本院修了生 ・ 本グループ職員

氏名 （フリガナ）

病院/診療所 ・ 医療福祉施設 ・ 一般企業 ・ 教育機関 ・ 無職 ・ その他

勤務先

連絡先
住所[ 自宅・職場 ]
どちらかに○
会社名（病院名）
及び部署名
E-mail
住所[ 自宅・職場 ]
どちらかに○
受講キャンパス
いずれかに○

本講座を知ったきっかけ

乃木坂スクールを
受講したことが

東京 ・ 大田原 ・ 小田原 ・熱海・ 福岡 ・ 大川 ・Ｗｅｂ （必ずサンプルを視聴してください）

1ホームページ

2ダイレクトメール（郵便） 3ダイレクトメール（E-mail） 4新聞などの広告
6病院内の掲示板 7その他（

□

ある

5職場（上司・同僚など）
）

□ ない

□ 今後、国際医療福祉大学からのお知らせを 希望しない 方は ☑ してください。
個人情報の取扱いにつきましては、最善の注意を払うとともに、ご記入いただいた個人情報は、本講座の受講に関するご連絡、
並びに本学からのお知らせにのみ使用いたします。なお、本学からのお知らせを希望されない方は、該当欄にチェックしてください。

