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プログラム 講演内容 日時 会場 定員 

第 1 回研修会 

（講義） 

「フィジカルアセスメントⅠ」 
手嶋無限（薬剤師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

坂本仁美（看護師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

 中尾勘一郎（医師） ホーム・ホスピス中尾クリニック 

5月 10日(火) 

19：30～21：00 

長崎大学薬学部 

模擬薬局 

36 名 

第 2 回研修会 

（演習） 

「フィジカルアセスメントⅡ」 
手嶋無限（薬剤師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

坂本仁美（看護師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

 中尾勘一郎（医師） ホーム・ホスピス中尾クリニック 

5月 12日(木) 

19：30～21：00 

長崎大学薬学部 

模擬薬局 

12 名 

第 3 回研修会 

（演習） 

「フィジカルアセスメントⅢ」 
手嶋無限（薬剤師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

坂本仁美（看護師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

 中尾勘一郎（医師） ホーム・ホスピス中尾クリニック 

5月 17日(火) 

19：30～21：00 

長崎大学薬学部 

模擬薬局 

12 名 

第 4 回研修会 

（演習） 

「フィジカルアセスメントⅣ」 
手嶋無限（薬剤師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

坂本仁美（看護師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

  中尾勘一郎（医師） ホーム・ホスピス中尾クリニック 

5月 20日(金) 

19：30～21：00  

長崎大学薬学部 

模擬薬局 

12 名 

第 5 回研修会 

（講義） 

「フィジカルアセスメントⅤ」 
手嶋無限（薬剤師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

坂本仁美（看護師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

 大坪 健（医師）  おおつぼ内科クリニック 

5月 31日（火） 

19：30～21：00 

長崎国際大学薬学部 

講義棟 1階 6103講義室 

 

12 名 

第 6 回研修会 

（演習） 

「フィジカルアセスメントⅥ」 
手嶋無限（薬剤師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

坂本仁美（看護師） 長崎大学 GP 専任教育職員 

大坪 健（医師）  おおつぼ内科クリニック 

6月 2日（木） 

19：30～21：00 

長崎国際大学薬学部 

講義棟 1階 6103講義室 

 

12 名 

第 1 回 

シンポジウム 

「神戸大学における多職種協働教育」 
平井みどり（医師・薬剤師） 神戸大学医学部附属病院  

「多職種連携の実践に向けた調剤薬局看護師の取組み」 
河島生美（看護師） ファルメディコ株式会社 

「多職種連携で機能する地域連携在宅医療システム」 

中野一司（医師）ナカノ在宅医療クリニック 

6月 26日(日) 

14：00～17：00 

長崎県立大学シーボルト校

大講義室 

200 名 

第 7 回研修会 

（講義・演習） 

「簡易懸濁法Ⅰ」 
倉田なおみ（薬剤師） 昭和大学 

7月 2日(土) 

14：00～17：00 

長崎国際大学薬学部 

講義棟 3階 Ｔ6301実習室 

30 名 

第 8 回研修会 

（講義・演習） 

「簡易懸濁法Ⅱ」 
賀勢泰子（薬剤師） 鳴門山上病院 

7月 23日(土) 

14：00～17：00 

長崎大学薬学部 

模擬薬局 

30 名 

第 2 回 

シンポジウム 

「在宅支援における歯科の役割～食医とは～」 
小谷泰子（歯科医師） 平成歯科クリニック 

「個々のニーズに対応した地域栄養ケア～おいしい笑顔は多職種で引き出す～」 
江頭文江（管理栄養士） 地域栄養ケア PEACH 厚木 

「薬剤師の勘所」 

越川法子（薬剤師） 一般社団法人在宅療養支援薬局研究会 

9月 18日(日) 

14：00～17：00 

アルカスＳＡＳＥＢＯ 

大会議室 

200 名 

日韓合同 

フォーラム 

「（未定）」 

未定（日本・薬剤師） 

「（未定）」 

未定（韓国・薬剤師） 

「（未定）」 

未定（日本・看護師） 

「（未定）」 

未定（韓国・看護師） 

10月 23日(日) 

14：00～17：00 

長崎国際大学 200 名 

県民フォーラム 「県民を真ん中に～地域医療のあり方とは～」 
冨安志郎（医師） 長崎市民病院 

「薬を理解して、暮らしを守ろう～薬剤師がお手伝いします～」 
龍恵美（薬剤師） 長崎大学病院 

「お家へ帰ろう！」 

松島由美（看護師） 医療法人小森内科クリニック訪問看護ステーション鳴見 

「長崎の地域包括ケア体制を考える中における医療連携～患者事例から 

歯科機能を考える～」 
角町正勝（歯科医師） 角町歯科医院 

1月 8日(日) 

14：00～17：00 

ＮＣＣ＆スタジオ 200 名 

 長崎薬学・看護学連合コンソーシアム 

平平成成 2233 年年度度生生涯涯学学習習ププロロググララムム  
文文部部科科学学省省「「大大学学教教育育充充実実ののたためめのの戦戦略略的的大大学学連連携携支支援援ププロロググララムム（（戦戦略略 GGPP））」」選選定定取取組組  

「「在在宅宅医医療療とと福福祉祉にに重重点点化化ししたた薬薬学学とと看看護護学学のの統統合合教教育育ととチチーームム医医療療総総合合職職養養成成のの拠拠点点形形成成」」  

  長崎薬学･看護学連合コンソーシアム 
○推進センター事務局       〒852-8521 長崎市文教町 1-14（薬学部内） 

(長崎大学)           TEL:095-819-2460  FAX:095-819-2460 

                E-mail:info@nagasaki-pnc.jp 

○サテライト推進センター事務局  〒851-2195 西彼杵郡長与町まなび野 1-1-1 

(長崎県立大学)         TEL:095-813-5500 FAX:095-813-5220 

○サテライト推進センター事務局   〒859-3298 佐世保市ハウステンボス町 2825-7 

(長崎国際大学)         TEL:0956-20-5611 FAX:0956-20-5622 

http://www.nagasaki-pnc.jp/ 

 

【【背背景景】】  

医療職には専門性があり、職能領域には制限があります。しかし、在宅医療においては、患者が必要としている薬物療法・看護・介護・栄養などのケアを、切れ目のない医療

サービスとして享受できる環境整備が急務となっています。そのような状況の下、薬物療法と看護の知力に長けたチーム医療総合職ならびに保健医療分野を支える人材の育成を

目指す本取組は、大学と地域が連携し、大学教育および生涯学習プログラムを計画実施することにより、社会に貢献する取組として平成 21年度戦略 GP に選定されました。 

【【生生涯涯学学習習ププロロググララムムのの目目的的】】  

下記の研修会（フィジカルアセスメント・簡易懸濁法）、シンポジウム、日韓合同フォーラム、県民フォーラムを通して、在宅ケアの場で患者が必要としている様々なケアに対

応できる臨床能力のオンデマンド型総合実践力を身につけた医療総合職の養成を目的としています。 

【【大大学学教教育育ププロロググララムムにに

つついいてて】】  
本プログラムのほかにも、

NICE キャンパス長崎（単位互

換制度）を利用した大学生およ

び一般社会人の方々向けの大

学教育プログラムも実施して

います。 

○年間スケジュール 

【【第第１１回回～～６６回回研研修修会会  

（（フフィィジジカカルルアアセセススメメンン

トトⅠⅠ～～ⅥⅥ））のの参参加加条条件件】】  
上記研修会の参加について

は、長崎会場・佐世保会場のい

ずれかで、講義および演習 1 回

の受講が可能な方に限ります。   

※長崎会場の第 2回～第 4回 

研修会の内容は同じです。 

※定員に達したため 

申込受付を終了しました。 

※定員に達したため 

申込受付を終了しました。 

※定員に達したため 

申込受付を終了しました。 

※定員に達したため 

申込受付を終了しました。 

※定員に達したため 

申込受付を終了しました。 

※定員に達したため 

申込受付を終了しました。 

※定員に達したため 

申込受付を終了しました。 

※定員に達したため 

申込受付を終了しました。 



 

   平成 23 年度生涯学習プログラムにおける 

修了証書および履修証明書の発行について 
  

長崎薬学・看護学連合コンソーシアムでは、平成 23 年度生涯学習プログラム・年間スケジュ

ール(裏面)のとおり、今年度も多彩なプログラムを実施いたします。 

そのなかで、「フィジカルアセスメント研修会」および「簡易懸濁法研修会」を修了された方

に対し、それぞれ修了証書を発行いたします。また、その 2 つの研修会を修了された方で、「第

1 回シンポジウム」・「第 2回シンポジウム」・「県民フォーラム」・「日韓合同フォーラム」のうち

2 回以上参加された方に対し、平成 23年度生涯学習プログラム履修証明書を発行いたします。 

なお、履修証明書の取得方法等の詳細につきましては、フィジカルアセスメント研修会(講義)

にて改めてご説明させていただきます。 

みなさまの積極的なご参加をお待ちしております。 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

                 

 

   

 

        

 

 

 

 

※平成 22年度フィジカルアセスメント研修会の修了証書を取得された方につきましては、今年度の履修証明書 

取得に関するご案内を別途ご送付いたします。 

 

 長崎薬学・看護学連合コンソーシアム 

ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｱｾｽﾒﾝﾄ
研修会

講義（1回）

ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｱｾｽﾒﾝﾄ
研修会

演習（1回）

ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｱｾｽﾒﾝﾄ
研修会
修了証書

簡易懸濁法
研修会

講義・演習
（1回）

簡易
懸濁法
研修会
修了証書

簡易
懸濁法
研修会
修了証書

平成23年度
生涯学習
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

履修証明書

ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｱｾｽﾒﾝﾄ
研修会
修了証書

 フィジカルアセスメント研修会 修了証書  

 簡易懸濁法研修会 修了証書 

 

 平成 23年度生涯学習プログラム 履修証明書 

 

第１回
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

県民
ﾌｫｰﾗﾑ

第２回
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

日韓合同
ﾌｫｰﾗﾑ

このうち２回以上参加


