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開催日 時　間 講座名 テーマ・演題 講  師 単位数 受講料 場  所 定員

5月 28日
（日）

10:00～
12：30 第17回症例検討会

SGD（スモール・グループ・ディスカッション）による
症例検討（Zoom研修会）
ACP（人生会議）って行っていますか？
ー開局薬剤師が行うACPについてー

神埼薬局　代表取締役社長　千代延 誠治　先生 1.5 2,000円 Zoom 20

6月

4日
（日）

9：45～
13：00 第101回リカレントセミナー

病態から心不全の薬物療法を理解する 神戸薬科大学医療薬学研究室　准教授　佐々木 直人　先生
2 2,000円

地域連携 
サテライト
センター

40
心不全の薬物治療と薬剤師の関わり 神戸大学医学部附属病院薬剤部　段林 正明　先生

25日
（日）

10：00～
13：10 第63回薬剤師実践塾 無菌調製の基礎

～目に見えない微生物をイメージした調剤のセンスを養う
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 1.5 5,000円 本学11号館5階 20

7月 30日
（日）

9：45～
13：00

第47回健康食品講座
（大項目Ⅱ）
健康食品と食生活・健康管理１

家庭料理から健康の維持増進を考える
ー調理上の工夫も含めてー 甲南女子大学医療栄養学部　教授　東根 裕子　先生

2 2,000円
地域連携 
サテライト
センター

40心筋梗塞と脳梗塞予防のための食事とは
ー動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版と
冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン
2023年改訂版よりー

神戸学院大学栄養学部栄養学科臨床栄養学部門/臨床検査学部門
教授　藤岡 由夫　先生

9月

10日
（日）

10：00～
12：30 第102回リカレントセミナー SGD（スモール・グループ・ディスカッション）による

検査値の理解（基礎編） 神戸薬科大学医療薬学研究室　教授　力武 良行　先生 1.5 2,000円
地域連携 
サテライト
センター

20

23日
（土）

10：00～
12：30 第64回薬剤師実践塾

患者様の生活像・薬の困りごとに近づくために
薬剤師ができること
－ご家族様・多職種等１００人の声より－

特定非営利活動法人 エナガの会
（本学と連携している神戸市垂水区の地域包括ケアシステムにおける

多職種連携を推進する団体　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 1.5 2,000円
地域連携 
サテライト
センター

20

10月 1日
（日）

9：45～
13：00

第48回健康食品講座
（大項目Ⅱ）
健康食品と食生活・健康管理２

時間栄養学：健康増進・疾病予防のためにいつ、
何を食べるのが望ましいか？ 兵庫県立大学環境人間学部　教授　永井 成美　先生

2 2,000円
地域連携 
サテライト
センター

40
女性のヘルスケアと大豆
ー活性型イソフラボンエクオールの可能性 近畿大学東洋医学研究所　所長・教授　武田 卓　先生

11月 12日
（日）

10：00～
12：30

第49回健康食品講座
（大項目Ⅲ）
健康食品購入・利用時の助言・指導

健康食品購入希望者とのファーマシューティカル
コミュニケーション（薬剤師健康食品実践塾） 神戸薬科大学総合教育研究センター 教授 沼田 千賀子 先生 1.5 2,000円 地域連携 

サテライトセンター 20

1月 21日
（日）

10：00～
12：30 第18回症例検討会 SGD（スモール・グループ・ディスカッション）による

症例検討（対面開催） 1.5 2,000円
地域連携 
サテライト
センター

20

2月 25日
（日）

10：00～
12：30 第103回リカレントセミナー SGD（スモール・グループ・ディスカッション）による

検査値の理解（応用編） 神戸薬科大学医療薬学研究室　教授　力武 良行　先生 1.5 2,000円
地域連携 
サテライト
センター

20

※ブルーは生涯研修講座、オレンジは健康食品領域研修講座となります。

対面開催講座年間スケジュール（Zoom研修会含む）
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開催日 時　間 講座名 テーマ・演題 講  師 単位数 受講料 場  所 定員
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SGD（スモール・グループ・ディスカッション）による
症例検討（Zoom研修会）
ACP（人生会議）って行っていますか？
ー開局薬剤師が行うACPについてー
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1月 21日
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症例検討（対面開催） 1.5 2,000円
地域連携 
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2月 25日
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※ブルーは生涯研修講座、オレンジは健康食品領域研修講座となります。

対
面
開
催
講
座

常
設
講
座

対面開催講座年間スケジュール（Zoom研修会含む）
e-learning

講
座

※研修（募集）内容は変更になる場合があります。詳細はホームページでご確認ください。
※所属は2023年4月現在のものです。
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申込期間 講座名 テーマ・演題 講  師 単位数 受講料 定 員

2023年6月28日（水）～
9月28日（木）

第49回卒後研修講座
性差医学・医療の最前線

性差医学・医療総論：内分泌学的視点も加えて 国立大学法人 政策研究大学院大学保健管理センター
教授　片井 みゆき　先生

6 7,000円 200

人生を豊かにする性差医学・医療
ー循環器内科医の立場からー

国際医療福祉大学 大学院　副大学院長
大学院医学研究科　教授・医学部　教授　下川 宏明　先生

性感染症は無くならないが、感染を制御するために
知っておきたい知識を伝えます！

札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座
教授　高橋 聡　先生

薬物副作用の性差 静岡県立大学薬学部生体情報分子解析学分野
教授　黒川 洵子　先生

保険適用化により変わる不妊診療の薬剤選択 横浜市立大学大学院医学研究科産科婦人科学講座
准教授　倉澤 健太郎　先生

【トピックス】薬用植物に学ぶ医薬品生産 神戸薬科大学医薬細胞生物学研究室　教授　士反 伸和　先生

2023年7月12日（水）～
2024年2月29日（木）

第50回健康食品講座
（大項目Ⅰ）
健康食品と薬剤師

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） 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 1 1,000円 50

健康食品に関連する法律２ 
（景品表示法・JAS法・食品表示法・その他関連制度） 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 1 1,000円 50

保健機能食品制度の現状と問題点 静岡県立大学　客員教授　梅垣 敬三　先生 1 1,000円 50

2023年8月16日（水）～
2024年2月29日（木）

第51回健康食品講座
（大項目Ⅱ）
健康食品と食生活・健康管理

薬剤師に役立つ臨床栄養学（疾患別編） 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 1 1,000円 50

2023年9月20日（水）～
2024年2月29日（木）

第52回健康食品講座
（大項目Ⅱ）
健康食品と食生活・健康管理

健康長寿社会の実現にむけて
ープロバイオティクスの可能性ー

徳島大学大学院医歯薬学研究部　医療教育学分野　准教授・
医療教育開発センター　副センター長　西田 憲生　先生 1 1,000円 50

精神疾患と栄養・食事・サプリメント 帝京大学医学部精神神経科学講座　主任教授　功刀 浩　先生 1 1,000円 50

身近な生薬を活用する！
ー日々の食事にプラスαの工夫をー 神戸薬科大学薬用植物園　講師　西山 由美　先生 1 1,000円 50

健康食品・サプリメントと医薬品の相互作用 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 1 1,000円 50

2023年10月11日（水）～
2024年2月29日（木）

第53回健康食品講座
（大項目Ⅲ）
健康食品購入・利用時の助言・指導

一般者からの相談応需シーンの「困った」を解決！
この海外製の健康食品って摂取しても大丈夫なの？

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 健康食品情報研究室　室長　種村 菜奈枝　先生 1 1,000円 50

サプリメントの本当のこと？
ーがん専門薬剤師が教える上手なサプリメントとのつきあい方ー

湘南医療大学薬学部薬物治療学研究室
教授　佐藤 淳也　先生 1 1,000円 50

2023年10月18日（水）～
2024年2月29日（木）

第104回リカレントセミナー
もう一度”医薬品化学”を
学び直す

薬を構造式で読み解くための有機化学 神戸薬科大学薬品化学研究室　教授　上田 昌史　先生
2 2,000円 100

ひらめきと考察で差がつく薬剤師業務！ 神戸薬科大学総合教育研究センター　講師　富田 淑美　先生

2024年2月中旬～
3月29日（金）

第3回関西くすりと健康
食品フォーラム 未　定 未　定 1 1,000円 200

未  定 第3回CAPEP WEBセミナー 未　定 未　定 1 無料 200

2023年4月26日（水）～
2024年2月29日（木）

常設講座（過去に配信し
た講座の継続募集 8～9ページ参照

 ※ブルーは生涯研修講座、オレンジは健康食品領域研修講座となります。

e-learning講座年間スケジュール（オンデマンド配信）
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精神疾患と栄養・食事・サプリメント 帝京大学医学部精神神経科学講座　主任教授　功刀 浩　先生 1 1,000円 50

身近な生薬を活用する！
ー日々の食事にプラスαの工夫をー 神戸薬科大学薬用植物園　講師　西山 由美　先生 1 1,000円 50

健康食品・サプリメントと医薬品の相互作用 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 1 1,000円 50

2023年10月11日（水）～
2024年2月29日（木）

第53回健康食品講座
（大項目Ⅲ）
健康食品購入・利用時の助言・指導

一般者からの相談応需シーンの「困った」を解決！
この海外製の健康食品って摂取しても大丈夫なの？

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 健康食品情報研究室　室長　種村 菜奈枝　先生 1 1,000円 50

サプリメントの本当のこと？
ーがん専門薬剤師が教える上手なサプリメントとのつきあい方ー

湘南医療大学薬学部薬物治療学研究室
教授　佐藤 淳也　先生 1 1,000円 50

2023年10月18日（水）～
2024年2月29日（木）

第104回リカレントセミナー
もう一度”医薬品化学”を
学び直す

薬を構造式で読み解くための有機化学 神戸薬科大学薬品化学研究室　教授　上田 昌史　先生
2 2,000円 100

ひらめきと考察で差がつく薬剤師業務！ 神戸薬科大学総合教育研究センター　講師　富田 淑美　先生

2024年2月中旬～
3月29日（金）

第3回関西くすりと健康
食品フォーラム 未　定 未　定 1 1,000円 200

未  定 第3回CAPEP WEBセミナー 未　定 未　定 1 無料 200

2023年4月26日（水）～
2024年2月29日（木）

常設講座（過去に配信し
た講座の継続募集 8～9ページ参照

 ※ブルーは生涯研修講座、オレンジは健康食品領域研修講座となります。

対
面
開
催
講
座

常
設
講
座

e-learning

講
座

e-learning講座年間スケジュール（オンデマンド配信）

※研修（募集）内容は変更になる場合があります。詳細はホームページでご確認ください。
※受付完了後、「動画視聴用URL」を送信いたします（申込期間終了後も31日間視聴可能（卒後研修講座は60日間））。
※所属は2023年4月現在のものです。

jimu506
テキストボックス
６～７ページ参照
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◆過去に配信した講座の継続募集	 （申込期間：2023年4月26日（水）～2024年2月29日（木））
講座番号 収録年度 講座名・テーマ・演  題 講  師 単位数 受講料

生涯研修2023-01 2021年度 第47回卒後研修講座
　【トピックス】糖鎖を知るー病気への挑戦ー 神戸薬科大学学長・生化学研究室　教授　北川 裕之　先生 1 1,000円

生涯研修2023-02 2021年度 第97回リカレントセミナー
　授乳婦の薬物療法とその考え方

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 1 1,000円

生涯研修2023-03 2021年度 第98回リカレントセミナー
　もう一度”医薬品の作用機序”を学び直す

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 2 2,000円

生涯研修2023-04 2022年度 第48回卒後研修講座
　【トピックス】放射性医薬品の最新動向ーセラノスティクス 神戸薬科大学副学長・薬品物理化学研究室　教授　向 高弘　先生 1 1,000円

生涯研修2023-05 2022年度 第99回リカレントセミナー
　妊婦の薬物療法とその考え方

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 1 1,000円

生涯研修2023-06 2022年度 第99回リカレントセミナー
　腎の知識で薬物療法を変える 神戸大学医学部附属病院 薬剤部　講師　山本 和宏　先生 1 1,000円

生涯研修2023-07 2022年度 第100回リカレントセミナー
　もう一度”製剤学・DDS”を学び直す

神戸薬科大学製剤学研究室　教授　坂根 稔康　先生
神戸薬科大学総合教育研究センター　教授　國正 淳一　先生 2 2,000円

健康食品2023-01
大項目Ⅱ 2021年度

第39回健康食品講座
　薬剤師が知っておくべき食事摂取基準
　ー2020年版の主な改訂ポイントを踏まえてー

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 1 1,000円

健康食品2023-02
大項目Ⅱ 2021年度

第40回健康食品講座
　「薬膳があなたを元気にする」 夏編
　ー管理栄養士・薬剤師がとりいれたい薬膳の知恵ー

株式会社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 1 1,000円

健康食品2023-03 
大項目Ⅰ 2022年度 第42回健康食品講座

　 健康食品に関する最近の話題
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 1 1,000円

健康食品2023-04 
大項目Ⅱ 2022年度 第43回健康食品講座

　タンパク質・アミノ酸をどれだけ食べるべきか？ 甲南女子大学医療栄養学部　教授　木戸 康博　先生 1 1,000円

健康食品2023-05 
大項目Ⅱ 2022年度

第43回健康食品講座　
　高齢者の介護予防は早期からのフレイル対策
　ーたんぱく質の質と適正摂取量とは？ー

甲南女子大学医療栄養学部　准教授　天野 信子　先生 1 1,000円

健康食品2023-06 
大項目Ⅱ 2022年度 第43回健康食品講座

　薬剤師のための臨床栄養学 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 1 1,000円

健康食品2023-07 
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　ポリフェノールの健康機能と腸内フローラの働き 甲南女子大学医療栄養学部　准教授　川畑 球一　先生 1 1,000円

健康食品2023-08 
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　Well-beingを目指した機能性食品ーカロテノイドの役割も含めて
京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座 
教授　内藤 裕二　先生 1 1,000円

健康食品2023-09 
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　さまざまなライフステージにおける多価不飽和脂肪酸の役割 群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野　教授　浜崎 景　先生 1 1,000円

健康食品2023-10
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　長寿社会への貢献：免疫を維持するプラズマ乳酸菌の研究開発
キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業部 
部長　藤原 大介　先生 1 1,000円

健康食品2023-11 
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　健康食品の現況と相互作用について
三橋健康Care Club　代表・薬剤師
元帝京大学薬学部非常勤講師　三橋 清治　先生 1 1,000円

健康食品2023-12 
大項目Ⅱ 2022年度

第44回健康食品講座
　「薬膳があなたを元気にする」 冬編
　ー管理栄養士・薬剤師がとりいれたい薬膳の知恵ー

株式会社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 1 1,000円

健康食品2023-13 
大項目Ⅲ 2022年度

第45回健康食品講座
　相談者に食品の機能性や安全性情報をどのように伝えたらいいの！？
　対象者の意思決定を支えるベネフィットリスクコミュニケーションの意義

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 健康食品情報研究室　室長　種村 菜奈枝　先生 1 1,000円

※研修（募集）内容は変更になる場合があります。詳細はホームページでご確認ください。
※受付完了後、「動画視聴用URL」を送信いたします（申込期間終了後31日間【３月31日まで】視聴可能）。
※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。

2023年度　常設講座一覧（e-learning講座）
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◆過去に配信した講座の継続募集	 （申込期間：2023年4月26日（水）～2024年2月29日（木））
講座番号 収録年度 講座名・テーマ・演  題 講  師 単位数 受講料

生涯研修2023-01 2021年度 第47回卒後研修講座
　【トピックス】糖鎖を知るー病気への挑戦ー 神戸薬科大学学長・生化学研究室　教授　北川 裕之　先生 1 1,000円

生涯研修2023-02 2021年度 第97回リカレントセミナー
　授乳婦の薬物療法とその考え方

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 1 1,000円

生涯研修2023-03 2021年度 第98回リカレントセミナー
　もう一度”医薬品の作用機序”を学び直す

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 2 2,000円

生涯研修2023-04 2022年度 第48回卒後研修講座
　【トピックス】放射性医薬品の最新動向ーセラノスティクス 神戸薬科大学副学長・薬品物理化学研究室　教授　向 高弘　先生 1 1,000円

生涯研修2023-05 2022年度 第99回リカレントセミナー
　妊婦の薬物療法とその考え方

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 1 1,000円

生涯研修2023-06 2022年度 第99回リカレントセミナー
　腎の知識で薬物療法を変える 神戸大学医学部附属病院 薬剤部　講師　山本 和宏　先生 1 1,000円

生涯研修2023-07 2022年度 第100回リカレントセミナー
　もう一度”製剤学・DDS”を学び直す

神戸薬科大学製剤学研究室　教授　坂根 稔康　先生
神戸薬科大学総合教育研究センター　教授　國正 淳一　先生 2 2,000円

健康食品2023-01
大項目Ⅱ 2021年度

第39回健康食品講座
　薬剤師が知っておくべき食事摂取基準
　ー2020年版の主な改訂ポイントを踏まえてー

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 1 1,000円

健康食品2023-02
大項目Ⅱ 2021年度

第40回健康食品講座
　「薬膳があなたを元気にする」 夏編
　ー管理栄養士・薬剤師がとりいれたい薬膳の知恵ー

株式会社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 1 1,000円

健康食品2023-03 
大項目Ⅰ 2022年度 第42回健康食品講座

　 健康食品に関する最近の話題
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 1 1,000円

健康食品2023-04 
大項目Ⅱ 2022年度 第43回健康食品講座

　タンパク質・アミノ酸をどれだけ食べるべきか？ 甲南女子大学医療栄養学部　教授　木戸 康博　先生 1 1,000円

健康食品2023-05 
大項目Ⅱ 2022年度

第43回健康食品講座　
　高齢者の介護予防は早期からのフレイル対策
　ーたんぱく質の質と適正摂取量とは？ー

甲南女子大学医療栄養学部　准教授　天野 信子　先生 1 1,000円

健康食品2023-06 
大項目Ⅱ 2022年度 第43回健康食品講座

　薬剤師のための臨床栄養学 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 1 1,000円

健康食品2023-07 
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　ポリフェノールの健康機能と腸内フローラの働き 甲南女子大学医療栄養学部　准教授　川畑 球一　先生 1 1,000円

健康食品2023-08 
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　Well-beingを目指した機能性食品ーカロテノイドの役割も含めて
京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座 
教授　内藤 裕二　先生 1 1,000円

健康食品2023-09 
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　さまざまなライフステージにおける多価不飽和脂肪酸の役割 群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野　教授　浜崎 景　先生 1 1,000円

健康食品2023-10
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　長寿社会への貢献：免疫を維持するプラズマ乳酸菌の研究開発
キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業部 
部長　藤原 大介　先生 1 1,000円

健康食品2023-11 
大項目Ⅱ 2022年度 第44回健康食品講座

　健康食品の現況と相互作用について
三橋健康Care Club　代表・薬剤師
元帝京大学薬学部非常勤講師　三橋 清治　先生 1 1,000円

健康食品2023-12 
大項目Ⅱ 2022年度

第44回健康食品講座
　「薬膳があなたを元気にする」 冬編
　ー管理栄養士・薬剤師がとりいれたい薬膳の知恵ー

株式会社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 1 1,000円

健康食品2023-13 
大項目Ⅲ 2022年度

第45回健康食品講座
　相談者に食品の機能性や安全性情報をどのように伝えたらいいの！？
　対象者の意思決定を支えるベネフィットリスクコミュニケーションの意義

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 健康食品情報研究室　室長　種村 菜奈枝　先生 1 1,000円

※研修（募集）内容は変更になる場合があります。詳細はホームページでご確認ください。
※受付完了後、「動画視聴用URL」を送信いたします（申込期間終了後31日間【３月31日まで】視聴可能）。
※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。

2023年度　常設講座一覧（e-learning講座）

※受講料は全て前納です。
※定員：原則 生涯研修講座 各回100名、健康食品講座 各回50名
※講師の所属は収録時のものです。
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