
神戸薬科大学は「生涯研修認定制度」（G07）　「健康食品領域研修認定薬剤師制度」
（P05）の2つの制度を認証されたプロバイダーです。
『公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構』から平成29年12月15日付で「健康食品
領域研修認定薬剤師制度」（P05）として新たに認証を取得しました。一つの研修機
関において「生涯研修認定制度」（G）および「特定領域認定制度」（P）の両分野の認
証を取得したプロバイダーは神戸薬科大学が最初です。

CCPJapan
認証番号G07
認証番号P05

神戸薬科大学エクステンションセンターのTwitterはじめました！
研修会の開催情報や研修会の様子などをつぶやきますフォローはこちらから→

〒658-8558 神戸市東灘区本山北町4-19-1　TEL：078-441-7627（直）　FAX：078-441-7629
URL：https://www.kobepharma-u.ac.jp/extension/　E-mail：extc@kobepharma-u.ac.jp
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エクステンションセンター

2021年度 神戸薬科大学エクステンションセンター

神戸薬科大学エクステンションセンター
e-learning 講座

生涯研修支援プログラム

神戸薬科大学エクステンションセンター

GUIDANCE FOR THE KOBE PHARMACEUTICAL UNIVERSITY CPD (Continuing Professional Development)

2020年度から継続募集を行うe-learning講座（オンデマンド配信）
（申込期間：2021年4月14日～ 2022年2月28日）

※研修（募集）内容は変更になる場合があります。
※「動画視聴用URL」を受信後、ご視聴いただけます。申込期間が終了後も31日間（3月31日まで）はご視聴いただけます。
※本センターホームページ（https://www.kobepharma-u.ac.jp/extension/）からお申し込みください。
一度受講された講座に再度お申し込みいただくことはできません。
※受講料はすべて前納です。
※定員：生涯研修2021-01・02（各回200名）、03～05（各回100名）、健康食品2021-01～06（各回50名）

生涯研修2021-01

生涯研修2021-02

生涯研修2021-03

生涯研修2021-04

生涯研修2021-05

健康食品2021-01
大項目Ⅰ

健康食品2021-02
大項目Ⅰ

健康食品2021-03
大項目Ⅱ

健康食品2021-04
大項目Ⅱ

健康食品2021-05
大項目Ⅲ

健康食品2021-06
大項目Ⅲ

今日から使える！検査値の見方〈処方提案で悩まないために〉

今日から使える！検査値の見方〈適切な薬学的患者ケアの実践〉

もう一度”薬物動態”を学び直す
薬物動態を学び直し、ワンランク上の業務遂行に役立てる

構造から得られる医薬品情報
-同種同効薬の構造比較から理解できること-

ポリファーマシーに対する対策について

健康食品に関連する法律1
（健康増進法・食品衛生法・食品安全基本法・医薬品医療機器等法）

健康食品に関連する法律2
（食品表示法・食品表示基準・JAS法・景品表示法・その他関連制度）

痛みと漢方

骨粗鬆症予防と栄養・運動

健康食品の情報検索1
（国立健康・栄養研究所データベース）

健康食品の情報検索2
（消費者庁機能性表示食品データベース）
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神戸薬科大学医療薬学研究室 
教授　力武 良行 先生

神戸薬科大学医療薬学研究室 
教授　力武 良行 先生

神戸薬科大学薬剤学研究室　
教授　大河原 賢一 先生

神戸薬科大学 
学長　宮田 興子 先生

神戸薬科大学総合教育研究センター 
臨床特命教授　山本 克己 先生

神戸薬科大学エクステンションセンター 
講師　鎌尾 まや 先生

神戸薬科大学 
特別教授　岩川 精吾 先生

神戸薬科大学総合教育研究センター 
臨床特命教授　奥川 斉 先生

神戸薬科大学エクステンションセンター 
講師　鎌尾 まや 先生

神戸薬科大学エクステンションセンター 
講師　鎌尾 まや 先生

神戸薬科大学エクステンションセンター 
講師　鎌尾 まや 先生

講座番号 演　題 単位数 受講料講　師

（第2版）



2021年度　神戸薬科大学エクステンションセンター生涯研修支援プログラム
神戸薬科大学エクステンションセンターe-learning講座　開講講座一覧　 配信形式：オンデマンド

※研修（募集）内容は変更になる場合があります。
※「動画視聴用URL」を受信後、ご視聴いただけます。申込期間が終了後も31日間はご視聴いただけます。
※本センターホームページ（https://www.kobepharma-u.ac.jp/extension/）からお申し込みください。
一度受講された講座に再度お申し込みいただくことはできません。
※受講料はすべて前納です。
※定員：卒後研修講座（200名），リカレントセミナー（各回100名），健康食品講座（各回50名）

神戸薬大エクステンション 検 索お申し込みはこちらから

計画中（詳細未定、新型コロナウィルス感染症の状況次第で中止する可能性があります。）

大阪大学微生物病研究所細胞性免疫寄附研究部門
寄附研究部門 准教授　青枝 大貴 先生
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科
情報科学領域 教授　荒牧 英治 先生
大阪大学大学院薬学研究科 分子生物学分野 
教授　水口 裕之 先生
堺市立総合医療センター 大腸肛門外科部長・
消化器外科部長・緩和ケア科部長・緩和ケアセンター長
中田 健  先生
（株）ユヤマ 学術部 部長　森 和明 先生

神戸薬科大学副学長・生化学研究室 教授　北川 裕之 先生
神戸こども初期急病センター薬事グループ 
チーフ　木村 誠 先生
名城大学薬学部医薬品情報学研究室 
医薬情報センター 教授　大津 史子 先生
神戸大学医学部附属病院薬剤部 主任　谷藤 亜希子 先生

神戸薬科大学薬理学研究室 教授　小山 豊 先生
三菱ガス化学トレーディング株式会社
化学品BU化学品第一部化学品第一グループ
（一財）日本健康食品規格協会 副理事長　立川 智一 先生
甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科
准教授　藤井 映子 先生
甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科
講師　戸田 明代 先生
神戸薬科大学エクステンションセンター 
講師　鎌尾 まや 先生
国立精神・神経医療研究センター（NCNP)
病院長　阿部 康二 先生
株式会社J.みらいメディカル サクラ薬局執行役員・薬局部
部長・薬剤師　藤谷 一良  先生／きららみらい薬局千林店・
きららみらい星の子Café店長・管理栄養士　森田 眸 先生
京都女子大学 家政学部食物栄養学科 
教授　川添 禎浩 先生
(株)トータルマネジメントビジネス 人材サービス本部 
人材活用推進部　管理栄養士、国際中医薬膳師　
中 倫子 先生
島根大学医学部附属病院臨床研究センター 
センター長・教授　大野 智 先生
城西大学薬学部医療栄養学科 准教授　菊地 秀与 先生
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部 
部長　千葉 剛 先生

薬剤師が向き合うべき新しい
医療の流れ

小児と授乳婦の薬物治療

健康食品と薬剤師

もう一度”医薬品の作用機序”を学び直す

第97回リカレントセミナー

第98回リカレントセミナー

第38回健康食品講座
(大項目Ⅰ)

第39回健康食品講座
(大項目Ⅱ)

健康食品と食生活・健康管理
（薬剤師に役立つ栄養学）

健康食品と食生活・健康管理
（話題の機能性成分・相互作用）

健康食品購入・利用時の助言・指導

第40回健康食品講座
(大項目Ⅱ)

第41回健康食品講座
(大項目Ⅲ)

第47回卒後研修講座 6 7,000円
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免疫の力を生かした古くて新しい医療

医薬品情報におけるAI活用の未来

遺伝子、iPS細胞と『くすり』

ロボット手術で外科の未来を拓く

調剤ロボットの発展と変わりゆく薬剤師の在り方
【トピックス】糖鎖を知る　－病気への挑戦－

終末期・緩和ケアにおける食べることの意味

認知症予防と食品サプリメントの最新話題

薬膳とは何か－薬膳の効能効果をどう考えるか－

ハーブの食品機能と薬物相互作用

これからの糖尿病の栄養管理

授乳婦の薬物療法とその考え方

こどもの薬物療法を支える薬剤師　
－地域に根付くことの社会的役割－

健康食品の製造・品質管理の要求・実態および
海外動向について　－安心できる健康食品とは－

薬局の新しいカタチ　
－健康カフェで食生活をサポート－（仮）

「薬膳があなたを元気にする」　
－管理栄養士・薬剤師がとりいれたい薬膳の知恵－

健康食品は効くのか？　
－患者から相談を受けたときの対応を考える－

健康食品による健康被害を防止するには　
食品衛生法改正で何が変わったのか

薬剤師が知っておくべき食事摂取基準　
－2020年版の主な改訂ポイントを踏まえて－

講座名 担  当 単位数 受講料 申込期間テーマ・演題

6月30日（水）～
7月29日（木）

7月28日（水）～
9月30日（木）

9月29日（水）～
11月30日（火）

7月14日（水）～
9月30日（木）

8月18日（水）～
10月28日（木）

7月14日（水）～
9月30日（木）

7月28日（水）～
9月30日（木）

9月15日（水）～
11月30日（火）

10月13日（水）～
1月13日（木）

10月17日（日）
11月14日（日）
11月28日（日）
 1月23日（日）

薬剤師の未来を拓く　－頼れる薬剤師になるために－（仮）
健康食品購入･利用時の助言･指導
薬剤師の、薬剤師による、多職種連携のための「在宅医療連携ツール」開発講座
SGDによる症例検討

第14回神戸薬科大学
エクステンションセンターシンポジウム
第42回健康食品講座（大項目Ⅲ）
第61回薬剤師実践塾
第14回症例検討会

（中止）
（中止）
（中止）

e- l ea rn ing　　CAPEP　WEBキックオフセミナー　　　　　　　2021年8月18日（水）～10月27日（水）
e - l ea rn ing　　第1回　関西くすりと健康食品フォーラム　　　　２０２２年２月16日（水）～　3月31日（木）




