
第21-23号
2021年11月03日（水）

-11月14日（日）
2021年度日本東洋医学会東京都部会 日本東洋医学会東京都部会 Web開催 2単位 G06-K230121110302

K23 オンデマンド 明治薬科大学臨床漢方研究室
「水チャネル（アクアポリン)が展く生体水輸送の病態生理」
　　石橋 賢一（明治薬科大学　教授）

「真武湯省察」
　　久永明人（医療法人社団ひのき会　証クリニック併設和漢診療研究所　所長）

「利水剤、その臨床応用、他」
　　大野 修嗣（大野クリック院長）

「明治薬科大学薬用植物園・資料館のみどころ」
　　馬場正樹（明治薬科大学　准教授）

第19-22号 2019年6月9日（日） 第15回紀尾井会生薬勉強会 紀尾井会 1単位 G06-K220119060901
K22 13：00～15：00 明治薬科大学臨床漢方研究室

「万葉集の中の生薬」
　　金井 藤雄（明治薬科大学　理事） （東京都千代田区紀尾井町3－27）

第18-21号 2019年2月3日（日） 第14回紀尾井会生薬勉強会 紀尾井会 1単位 G06-K210119020301
K21 13：00～15：00 明治薬科大学臨床漢方研究室

「熊・豚由来のお薬」
　　金井 藤雄（明治薬科大学　理事） （東京都千代田区紀尾井町3－27）

第18-20号 2018年9月13日（木） 第9回学術講演会 東久留米市診薬連携の会 明治薬科大学付属薬局 1単位 G06-K200118091301
K20 19：30～21：00 明治薬科大学

「慢性疼痛の薬物療法について」
　　成田 英之　（田無ペインクリニック）

第18-19号 2018年7月22日（日） 第13回紀尾井会生薬勉強会～女性薬剤師のためのスキルアップ講座～ 紀尾井会 1単位 G06-K190118072201
K19 13：00～15：00 明治薬科大学臨床漢方研究室

「カビとヒトとのかかわりあい」
　　上村 尚　（元明治薬科大学教授） （東京都千代田区紀尾井町3－27）

第17-18号 2017年12月17日（日） 第12回紀尾井会生薬勉強会～女性薬剤師のためのスキルアップ講座～ 紀尾井会 1単位 G06-K180117121701
K18 13：00～15：00 明治薬科大学臨床漢方研究室

「鹿茸（ろくじょう）～鹿茸を知ろう・その歴史から最新の話題まで～」
　　金井 藤雄　（明治薬科大学理事） （東京都千代田区紀尾井町3－27）

第17-17号 2017年11月12日（日） 第2回Community　Pharmacyフォーラム　～健康サポート薬局を考える～ 星薬科大学 星薬科大学 2単位 G06-K170117111202
K17 9：30～12：40 慶応大学薬学部

「健康サポート薬局　～地域薬局の目指す住民への～ 明治薬科大学 （東京都品川区荏原2−4−41）
セルフメディケーション・セルフケア支援への取り組みとは」
　　藤原 英憲　（つちばし薬局）　他

第17-16号 2017年6月28日（木） 東久留米市診薬連携の会・明治薬科大学　共催セミナー 東久留米市診薬連携の会 明治薬科大学付属薬局 １単位 G06-K160117062801
K16 19：30～21：00 明治薬科大学

「最新インスリン治療の実際　－自己注射指導のコツ－」
　　田中 健太郎　（東久留米駅前クリニック）

第16-15号 2017年3月16日（木） 東久留米市診薬連携の会・明治薬科大学　共催セミナー 東久留米市診薬連携の会 明治薬科大学付属薬局 １単位 G06-K150117031601
K15 19：30～21：00 明治薬科大学

「COPDと呼吸リハビリテーション　－ 気管支拡張剤の重要性 －」
　　　千住 秀明　（複十字病院）

第16-14号 2016年10月2日（日） 第4回東京都緩和医療研究会　学術集会 東京都緩和医療研究会 明治薬科大学　清瀬キャンパス　 2単位 G06-K140116100202
K14 12：30～17:00 明治薬科大学 総合教育研究棟フロネシス

「日本緩和医療学会の最近の話題と東京都緩和医療研究会
　-第22回日本緩和医療学会学術大会の準備を通して-　　　」 （東京都清瀬市野塩2-522-1）
　　　有賀 悦子（帝京大学医学部緩和医療学講座　教授）

「東京都のがん対策～医療提供体制、相談支援体制について～」
　　　白井 淳子（東京都福祉保険局医療政策部歯科担当課長）　他

「都内の緩和ケアの地域連携に関するワーキンググループ報告」
　　　加藤 雅志（国立がん研究センターがん対策情報センターがん医療支援研究部長）

第16-13号 2016年9月22日（木） 第1回Community　Pharmacyフォーラム　～健康サポート薬局とは？～ 星薬科大学 星薬科大学 2単位 G06-K130116092202
K13 9:30～12:50 慶応大学薬学部

「健康サポート薬局について」 明治薬科大学 （東京都品川区荏原２−４−４１）
　 　　　紀平 哲也（厚生労働省）　他

第16-12号 2016年4月14日（木） 東久留米市診薬連携の会・明治薬科大学　共催セミナー 東久留米市診薬連携の会 明治薬科大学付属薬局 １単位 G06-K120116041401
K12 19:30～21:00 明治薬科大学

「在宅診療の実際と薬剤師さんに期待すること
 ～在宅緩和ケア・疼痛管理、そして地域包括ケア～」
　　　鈴木 道明　(小平すずきクリニック　院長）

第15-11号 2015年7月16日（木） 東久留米市診薬連携の会・明治薬科大学　共催セミナー 東久留米市診薬連携の会 明治薬科大学付属薬局 １単位 G06-K110115071601
K11 19:30～21:00 明治薬科大学

「抗血栓療法における新しい話題」
　 　　　小阪　明仁　(公立昭和病院　循環器内科医長）

第14-10号 2015年1月29日（木） 東久留米市診薬連携の会・明治薬科大学　共催セミナー 東久留米市診薬連携の会 明治薬科大学付属薬局 １単位 G06-K100115012901
K10 19:30～21:00 明治薬科大学

「眼科領域における疾患と薬剤」
     佐々木　秀次　（佐々木眼科）

第14-09号 2014年9月25日（木） 東久留米市診薬連携の会・明治薬科大学　共催セミナー 東久留米市診薬連携の会 明治薬科大学付属薬局 １単位 G06-K090114092501
Ｋ09 19:30～21：00 明治薬科大学

「妊婦と薬」
　　島田　信敬　（アルテミス ウイメンズ ホスピタル院長）

第12-08号 2013年2月24日（日） (社)栃木県薬剤師会・明治薬科大学・明治薬科大学同窓会栃木支部　共催セミナー (社)栃木県薬剤師会 宇都宮ポートホテル １単位 G06-K080113022401
Ｋ08 14:00～16：00 明治薬科大学

「がん薬物療法について」 明治薬科大学同窓会 栃木支部 （栃木県宇都宮市東宿郷 2-4-1）
　　遠藤　一司　（明治薬科大学　医薬品安全管理学　教授）

第11-07号 2012年2月19日（日） (社)栃木県薬剤師会・明治薬科大学・明治薬科大学同窓会栃木支部　共催セミナー (社)栃木県薬剤師会 宇都宮ポートホテル １単位 G06-K070112021901
Ｋ07 17:00～19：00 明治薬科大学

「実践的なCKD対策」 明治薬科大学同窓会 栃木支部 （栃木県宇都宮市東宿郷 2-4-1）
　　石橋　賢一　（明治薬科大学　病態生理学　教授）
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 明治薬科大学 認定薬剤師研修制度 （認証番号G06）

明治薬科大学 認定共催(主催）研修会　開催日程

開催日
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研修会名称
演題

共催 開催場所 単位



第11-06号 2012年1月22日（日） (社)茨城県薬剤師会・明治薬科大学・明薬会茨城支部　共催セミナー (社)茨城県薬剤師会 ホテル テラス ザ ガーデン水戸 １単位 G06-K060112012201
Ｋ06 10:30～12：00 明治薬科大学

「明治薬科大学における6年制薬剤師教育」 明薬会茨城支部 （茨城県水戸市宮町1-7）
　　石井 文由　（明治薬科大学　薬学教育研究センター　教授）

「東日本大震災　～薬剤師はどのように動いたか～」
　　増田 道雄　（日本災害医療薬剤師学会　副会長、茨城県薬剤師会　常務理事）

第11-05号 2011年6月26日（日） 臨床腫瘍薬学研究会　第１回スタートアップセミナー 臨床腫瘍薬学研究会 明治薬科大学　清瀬キャンパス　 １単位 G06-K050111062601
Ｋ05 10:00～16：20 （JASPO） 総合教育研究棟フロネシス 　（第１部）

　第１部「やさしいがん化学療法の基本知識」 明治薬科大学
　第２部「抗がん剤による副作用と疼痛緩和の基本知識」 （東京都清瀬市野塩2-522-1） １単位 G06-K050211062601
　第３部「がんの病態とがん化学療法の実践のポイント」 　（第２部）

１単位 G06-K050311062601
　（第３部）

第11-04号 2011年6月25日（土） 臨床腫瘍薬学研究会　第１回ブラッシュアップセミナー 臨床腫瘍薬学研究会 明治薬科大学　清瀬キャンパス　 １単位 G06-K040111062501
Ｋ04 13:00～17：30 （JASPO） 総合教育研究棟フロネシス 　（第１幕）

　第１幕　シンポジウム「がん化学療法における薬薬連携の実際」 明治薬科大学
　第２幕　一般講演「制吐剤適正使用における薬剤師による臨床研究の試み」 （東京都清瀬市野塩2-522-1） １単位 G06-K040211062501
　第３幕　特別講演「消化器癌における臨床試験のこれまでとこれから」 　（第２幕と第３幕）

第10-01号 2010年 6月 6日（日） 明治薬科大学薬剤師生涯学習公開講座（群馬開催） 主催： ホテルメトロポリタン 高崎 １単位 G06-S010110060601
Ｓ01 14:00～17:00 　明治薬科大学 　６階　"おしどりの間"

「薬剤師が活用する医療コミュニケーション」
　　町田 いづみ　（明治薬科大学　准教授） 後援： （群馬県高崎市八島町 222）

　(社)群馬県薬剤師会
「患者が主体となる医学教育・実践と提言」 　明治薬科大学同窓会
　　酒巻 哲夫　（群馬大学　医学部　教授） 　明治薬科大学同窓会　群馬支部

第09-03号 2010年2月21日（日） (社)栃木県薬剤師会・明治薬科大学・明治薬科大学同窓会栃木支部　共催セミナー (社)栃木県薬剤師会 ホテル・ニューイタヤ １単位 G06-K030110022101
Ｋ03 14:00～ 明治薬科大学 　南館4Ｆ　桜の間

「最近のリウマチ治療」 明治薬科大学同窓会　栃木支部
　　吉尾 卓 （栃木県宇都宮市大通り 2-4-6）
　　（自治医科大学附属病院　臨床試験センター　センター長、
　　　自治医科大学　アレルギー・リウマチ科　准教授）

第08-02号 2008年7月19日（土） 第２回 明治薬科大学・横浜市薬剤師会 共催薬学セミナー (社)横浜市薬剤師会 ウィリング横浜 研修室 ２単位 G06-K020208071902
Ｋ02 18:00～21:10 　糖尿病治療における薬剤師の視点･医師の視点 明治薬科大学 　５F 研修室

　１．「糖尿病の薬物治療 -治療薬の臨床評価-」　 （横浜市港南区上大岡西 1-6-1）
　　　　　伊東 明彦　（明治薬科大学教授）
　２．「糖尿病診療アップデート」　
　　　　　庄司 優　（明治薬科大学教授）

第08-01号 2008年6月7日（土） 第１回 明治薬科大学・横浜市薬剤師会 共催薬学セミナー (社)横浜市薬剤師会 神奈川県総合薬事保険センター ２単位 G06-K010208060702
Ｋ01 18:00～21:10 　ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ領域における医師と薬剤師の連携･協働 明治薬科大学 　多目的ホール

　１．「薬剤師の立場から」　 （横浜市磯子区西町 14-11）
　　　　　矢澤 一博　（明治薬科大学特任客員教授、日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ学会理事）
　２．「医師の立場から」
　３．「効果的な生活習慣指導とは -行動科学的手法を用いて-」　
　　　　　石橋 幸滋　（石橋クリニック院長、東京医科歯科大学臨床教授）

＜単位識別コード G06-K080113022401　の読み方＞

　　G06 -　　　　K08　　　　　 01　　 　130224　　　　　01
　　↑　　　　　　　↑　　　　　　↑　　　　↑　　　　　　　　↑
　　認証番号　　講義番号　　回数　　開催年月日　　単位数

　　認証番号：　　　G06が明治薬科大学の認証番号です
　　講義番号：　　　各々の講義を表します
　　回数：　　　　　　講義の回数を表します
　　開催年月日：　 130224は、2013年2月24日を表します
　　単位数：　　　　 01は、1単位、1コマを表します


