
◆神戸薬科大学エクステンションセンターe-learning講座（オンデマンド配信）
講座名 講　師 単位数 受講料 申込期間

オンライン服薬指導の現状と今後の活かし方 帝京平成大学薬学部　薬学部長・教授  亀井　美和子　先生

抗がん薬治療における薬剤師のアビリティ
～ 副作用へのロジカルアプローチ ～

福岡大学 薬学部 臨床薬学教室 ・ 福岡大学病院 薬剤部
教授　松尾　宏一　先生

誰も教えてくれなかった薬疹の診かた・考えかた 天神セントラル皮膚科クリニック　皮膚科専門医　松田　光弘　先生

COVID-19 最新の流行状況と感染対策について
大阪大学大学院医学系研究科感染制御学講座
教授　忽那　賢志　先生

薬剤師による生活習慣改善支援のスキルとマインド：
ナッジとエンパワーメント

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
健康情報学分野　特定准教授　岡田　浩　先生

【トピックス】放射性医薬品の最新動向－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

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

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

神戸薬科大学製剤学研究室 教授　坂根 稔康　先生

総合教育研究センター  教授　國正 淳一　先生

第42回健康食品講座
(大項目Ⅰ)

健康食品と薬剤師
（法・制度・保健機能食品分類）

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
7月13日（水）～
9月29日（木）

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

高齢者の介護予防は早期からのフレイル対策
＝たんぱく質の質と適正摂取量とは？＝

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

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

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

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

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

健康食品の現況と相互作用について
健康CaféClub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

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

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

(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

1 1,000円

第45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
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

◆Zｏｏｍミーティンを利用したweb研修会他
講座名 単位数 受講料 開催日時

第61回薬剤師実践塾
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
9月11日（日）

13:00～15:30

第62回薬剤師実践塾 神戸薬科大学臨床心理学研究室　准教授　中島　園美  先生 1.5 2,000円
10月2日（日）

13:00～15:30

第15回症例検討会 ＳＧＤによる症例検討 1.5 2,000円
6月19日（日）

13:00～15:30

第16回症例検討会 ＳＧＤによる症例検討 1.5 2,000円
1月23日（日）

13:00～15:30
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

実施方法など詳細未定 2 2,000円 10月30日（日）

薬剤師健康食品実践塾 症例・事例に基づくSGD、PBL 神戸薬科大学健康講座企画・運営委員会 1.5 2,000円
11月13日（日）

13:00～15：30

※定　員：卒後研修講座・・・200名、リカレントセミナー・・・各講座100名、健康食品講座・・・各講座50名、Zoom研修会・・・各講座20名、シンポジウム・・・未定

第44回健康食品講座
(大項目Ⅱ)

健康食品と食生活・健康管理
（話題の機能性成分・相互作用）

6月29日（水）～
7月28日（木）

第100回リカレントセミ
ナー

7月13日（水）～
9月29日（木）

10月12日（水）～
　1月12日（木）

9月14日（水）～
　11月30日（水）

2,000円

第43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）

第99回リカレントセミナー

7,000円

◆2022年度　神戸薬科大学エクステンションセンター　開講講座一覧

テーマ・演題

第48回卒後研修講座 高めよう、薬剤師力！ 6

腎の知識で薬物療法を変える

妊婦の薬物療法とその考え方 7月27日（水）～
9月29日（木）

サービス担当者会議に薬剤師が参加する意義とは！？
～ケアプランの内容に基づく連携！薬剤師が発信できること！
～コロナ禍、ZOOMでのサービス担当者会議をしてみよう

コミュニケーショントレーニング 「アサーション」

テーマ・演題・担当等

9月28日（水）～
11月30日（水）

8月17日（水）～
　10月27日（木）

もう一度「製剤学・DDS」を学び直す 2

１／２

(Zoom研修会）

(Zoom研修会）

（Zoom研修会）

（Zoom研修会）

（Zoom研修会）



◆常設講座（過去に配信したe-learning講座の継続募集）

講座番号 収録年度 講　師 単位数 受講料

生涯研修2022-01 2020年度 神戸薬科大学医療薬学研究室 　教授  力武 良行  先生 1 1,000円

生涯研修2022-02 2020年度 神戸薬科大学医療薬学研究室 教授  力武 良行  先生 1 1,000円

生涯研修2022-03 2020年度 神戸薬科大学薬剤学研究室　教授  大河原 賢一  先生 1 1,000円

生涯研修2022-04 2020年度 神戸薬科大学臨床薬学研究室 　教授　江本　憲昭　先生 1 1,000円

生涯研修2022-05 2020年度
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 1,000円

生涯研修2022-06 2020年度 神戸薬科大学　客員教授　四方田　千佳子　先生 1 1,000円

生涯研修2022-0７ 2020年度
神戸薬科大学総合教育研究センター
臨床特命教授　河本　由紀子　先生

1 1,000円

生涯研修2022-08 2020年度 神戸薬科大学  名誉教授　宮田 興子  先生 1 1,000円

生涯研修2022-09 2020年度
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 1,000円

生涯研修2022-10 2021年度 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2022-11 2021年度
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2022-12 2021年度
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

健康食品2022-01
大項目Ⅰ

2020年度 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

健康食品2022-02
大項目Ⅰ

2020年度 神戸薬科大学　名誉教授　岩川　精吾　先生 1 1,000円

健康食品2022-03
大項目Ⅱ

2020年度 神戸薬科大学医療薬学研究室　准教授　佐々木　直人　先生 1 1,000円

健康食品2022-04
大項目Ⅱ

2020年度 神戸薬科大学総合教育研究センター　講師　藤波　綾　先生 1 1,000円

健康食品2022-05
大項目Ⅱ

2020年度
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

1 1,000円

健康食品2022-06
大項目Ⅱ

2020年度 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

健康食品2022-07
大項目Ⅱ

2020年度 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

健康食品2022-08
大項目Ⅱ

2020年度 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

健康食品2022-09
大項目Ⅱ

2020年度 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

健康食品2022-10
大項目Ⅱ

2021年度 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

健康食品2022-11
大項目Ⅱ

2021年度
(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

1 1,000円

※研修（募集）内容は変更になる場合があります。

※本センターホームページ（https://www.kobepharma-u.ac.jp/extension/）からお申込みください（初めてお申込みされる場合は会員登録が必要）。

※e-learning講座は「動画視聴用URL」を受信後ご視聴いただけます（申込期間終了後も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。※受講料は全て前納です。

※定　員：生涯研修2022-01・02（各回200名）、生涯研修2022-03～12（各回100名）、健康食品2022-01～10（各回50名）

（申込期間：2022年4月20日（水）～2023年2月28日（火））

演  題

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〉

レベルアップ輸液調製  -危険な医薬品の取り扱い-
(2019年度第53回薬剤師実践塾の講義部分のみ)

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

フィジカルアセスメント -基本手技から臨床現場への応用まで-
(2019年度第52回薬剤師実践塾の講義部分のみ)

ポリフェノールの多彩な魅力　-ポリフェノールの王様　アシタバカルコンを通して-
（2017年度第18回健康食品講座を改変）

第47回卒後研修講座　【トピックス】糖鎖を知る　-病気への挑戦-

地域医療を支えるために薬剤師に求められること　ｰ薬剤師大同団結を目指してｰ

ポリファーマシーに対する対策について

構造から得られる医薬品情報　ｰ同種同効薬の構造比較から理解できることｰ

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

痛みと漢方

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

ジェネリック医療品の品質保証について
バイオシミラー薬品の現状と問題

薬剤師の健康サポート活動と栄養・健康食品

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）

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―

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）

健康食品の情報検索2　（消費者庁機能性表示食品データベース）

もう一度”医薬品の作用機序”を学び直す

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）

腸から病気を予防できる？
-腸内細菌と生活習慣病の関係-（2017年度第18回健康食品講座を改変）
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