
緩和ケアに関わる薬物療法の考え方を考える浅草塾（金子塾）　開催実績

日時 テーマ 講師

【平成 28 年度】

平成 28 年 4 月 14 日（木） 事例検討　日本緩和医療薬学会に向けて 金子　健

平成 28 年 5 月 12 日（木） 事例検討　日本緩和医療薬学会に向けて 金子　健

平成 28 年 8 月 10 日（水） 緩和ケア、服薬情報の共有（講義と SGD　地域多職種研修） 金子　健

平成 28 年 10 月 13 日（木） 緩和ケア、服薬情報の共有（講義と SGD　地域多職種研修） 金子　健

平成 28 年 12 月 8 日（木） 緩和ケア、服薬情報の共有（講義と SGD　地域多職種研修） 金子　健

平成 29 年 2 月 9 日（木） 緩和ケア（服薬情報の共有）医師と薬剤師と訪問看護師 多職種研修 金子　健

日時 テーマ 講師

【平成 29 年度】

平成 29 年 5 月 11 日（木） 第 11 回日本緩和医療薬学会　打合せ会議 金子　健

平成 29 年 7 月 18 日（火） ①緩和ケアのキ ･ ホ ･ ン第 1 弾「アセスメントの重要性」
②トピックス！新規薬剤を理解する 「オピオイド誘発性便秘症治療薬」ほか 金子　健

平成 29 年 11 月 9 日（木）
①情報提供
②トッピクス！「ヒドロモルフォンを知る」
③緩和ケアのキ ･ ホ ･ ン第 2 弾「オピオイド 鎮痛薬を理解する」"

金子　健

平成 30 年 1 月 12 日（金）
①情報提供
②トッピクス！
③緩和ケアのキ ･ ホ ･ ン第 3 弾「実例から学ぶ～がん患者の症状コントロール～」

金子　健

平成 30 年 3 月 8 日（木）
①情報提供
②トッピクス！
③緩和ケアのキ ･ ホ ･ ン第 4 弾「症例検討」

金子　健

日時 テーマ 講師

【平成 30 年度】

平成 30 年 5 月 8 日（火） 緩和ケアのスキルアップを目指して！
「オピオイド鎮痛薬を使い分ける」 金子　健

平成 30 年 7 月 5 日（木） 緩和ケアのスキルアップを目指して！
「オピオイド鎮痛薬を使い分ける 第 2 弾」 金子　健

平成 30 年 9 月 11 日（火） 緩和ケアのスキルアップを目指して！
「それってがん疼痛ですか？～痛みのアセスメントを考える～」 金子　健

平成 30 年 11 月 1 日（木） 緩和ケアのスキルアップを目指して！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「オピオイド鎮痛薬の副作用と対策」 金子　健

平成 31 年 1 月 11 日（金） 緩和ケアのスキルアップを目指して！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「オピオイド鎮痛薬を深堀りする」 金子　健

平成 31 年 3 月 7 日（木） 緩和ケアのスキルアップを目指して！ 金子　健



浅草観音裏 在宅仲間のおくすり（DI）研修会　開催実績

日時 テーマ 講師

【平成 28 年度】

平成28年4月26日（火） 在宅現場で役に立つ循環器疾患/循環器薬の基礎知識 真中哲之

平成28年5月13日（金） 患者になったつもりの喘息とその注意点 －危機の見極めと鑑別診断－ 灰田美知子

平成28年5月27日（金） 今、もう目の前？　知らないうちのCOPD 灰田美知子

平成28年6月28日（火） 今 台東区（浅草）で考えたい受動喫煙　対策 受動喫煙に関わるエビデンス 村松弘康

平成28年7月26日（火） ・上手なはり薬のはり方 
・上手なからだの動かし方　高齢者のからだの動きに合わせた支援 渡會公治

平成28年8月23日（火） 高齢者の眼疾患　緑内障、白内障の最近の治療の動向と眼科医からのメッセージ 
～点眼剤についての注意事項～ 佐々木　聡

平成28年9月16日（金） ・地域区民向け爪ケア活動の取り組み　台東区生涯学習ｾﾝﾀ-での活動を中心に 
・在宅で診る皮膚疾患 佐々木厚子

平成28年10月18日（火） 糖尿病の治療 中野智紀

平成28年11月22日（火） 浅草地域　認知症をめぐる話題 亀山祐美

平成28年12月27日（火） 高齢者の食事・栄養・介護食の考え方 饗場直美

平成29年1月24日（火） 創傷治療の三原則 水原章浩

平成29年2月6日（月） 日常生活の中で考える血圧管理とくすり 久代登志男

平成29年3月28日（火） 小児在宅医療 戸谷　剛

日時 テーマ 講師

【平成 29 年度】

平成29年5月23日（火） 吸入薬の特性と正しい選択及び使用法について 黒木宏隆

平成29年6月27日（火） 2020年に向けたドーピング防止の医薬品情報 遠藤 敦

平成29年7月25日（火） みんなで体験しよう　口腔ケア　～オーラルフレイルとは？～ 古賀登志子

平成29年8月22日（火） 排泄についてもっと身近なこととして考えてみよう！ ～排泄と身近で体験する排泄障害について
～ 梶原敦子

平成29年9月26日（火） 皮膚の症状　保湿　身近な知識を身につけよう 竹崎伸一郎

平成29年10月24日（火） 糖尿病の患者の心に寄り添う　 中野智紀

平成29年11月28日（火） 認知症の患者の心に寄り添う　MCIについて我がこととして考えてみよう 亀山祐美

平成29年12月26日（火） 腸内フローラの視点で考える　味とうまみの視点で考える高齢者の食事　 饗場直美

平成30年1月23日（火） 褥瘡　ラップ療法を身近に 水原章浩

平成30年2月5日（月） 家庭血圧計の測り方　実習研修 久代登志男

平成30年3月27日（火） みんなで支える小児在宅緩和ケア
～在宅医療から在宅緩和ケアへ　生活の視点から生きるを育む：親・ご家族により添う～ 戸谷　剛

日時 テーマ 講師

【平成 30 年度】

平成30年5月22日（火） 経管栄養　臨床推論的に考える 園田景三

平成30年6月26日（火） 吸入デバイスの使い方と喘息の自己管理 黒木宏隆

平成30年7月24日（火） 口腔ケアでオーラルフレイルを改善 古賀登志子

平成30年8月28日（火） 在宅現場で活用できる健康食品　　　　　　　　　　　 宮原富士子

平成30年10月23日（火） 糖尿病治療の心理社会的側面 中野智紀

平成30年11月27日（火） 認知症　 亀山祐美

平成30年12月25日（火） 高齢者の食事 饗場直美

平成31年1月22日（火） 傷、褥瘡、栄養そしてチーム医療 水原章浩

平成31年2月18日（月） 血圧管理から健康管理へ：医療者の役割とジレンマ　 久代登志男

平成31年3月26日（火） 小児在宅緩和ケア～旅立ちにより添う～ 戸谷　剛



浅草かんわネットワーク主催・共催　開催実績

日時 テーマ 講師

【平成 28 年度】

平成28年7月1日（金） 実践に役立てよう、コミュニケーション！ 高澤洋子

平成28年10月22日（金） NPOとの協働を考える

吉澤明孝
星野奈月
三宅智
秋山正子　
ほか

平成29年2月2日（木） がん患者さんのリハビリテーションについて 鮫島光博

平成 29年3月24日（金） 台東区・浅草の緩和ケアについて語ろう
鷹野 理
新田尋美
矢田部一恵
山田千代美

日時 テーマ 講師

【平成 29 年度】

平成29年9月7日（木）
・緩和ケア領域の最近の新薬の話題
「特にスインプロイク錠、ヒドロモルフィンについて薬剤師の視点から期待できること、注意すべ
きこと」　
・緩和ケア病棟からの話題提供「がん患者の望ましい看取りのために考えること」

金子　健
廣橋　猛

日時 テーマ 講師

【平成 30 年度】

平成30年4月27（金） 台東区における緩和ケアの普及　現状と課題
廣橋　猛

平成 31年3月1日（金）　
・「地域医療をさせる薬剤師の仕事～病院薬剤師だって連携できる～」
・「在宅医療と緩和ケア病棟の連携のこれから～安心して希望する場で過ごすために～」　　　　　　　　　　　　　　
・「杜の都から物申す！その痛み止め、ちゃんとわかって使っていますか？」

鷹野 理廣
橋　猛
田上 恵太


