
ＭＰラーニング　講師一覧　 研修認定薬剤師　単位対象５４９コンテンツ

講師名 所属名 コンテンツ名 カテゴリー

【疾患・治療】

杉浦　寛奈先生 東京大学大学院 医学系研究科 精神保健学分野 世界と日本と自分のうつ病

吾郷　由希夫先生 広島大学大学院医系科学研究科　細胞分子薬理学　教授
脳とこころのくすり～脳で効くメカニズム
                                   ：抗うつ薬を中心に～

雜賀　匡史先生 メディスンショップ蘇我薬局 薬剤師にできる認知症ケア

狭間　研至先生 ファルメディコ株式会社　代表取締役 薬剤師も押さえておきたい認知症の基礎知識

松澤　大輔先生
千葉大学　子どものこころの発達教育研究センター
株式会社ライデック 代表
新津田沼メンタルクリニック

発達障害の理解と支援
総論～精神医学的立場から～
注意欠如多動症（ＡＤＨＤ）について

田口　佳代子先生
千葉大学　子どものこころの発達教育研究センター
特任助教

神経発達症 自閉スペクトラム症（ＡSＤ）について

内山　真先生
医療法人財団厚生協会 理事
東京足立病院 院長
日本大学医学部客員 教授

不眠症
睡眠と心身の健康、不眠症治療の考えかた

林　辰弥先生 三重県立看護大学 看護学部 教授 血栓症とその治療薬 心臓・血管系

宮下　修行先生 川崎医科歯科大学 総合内科学１ 咳から考える新しい感染症治療

加藤　晃史先生
神奈川県立循環器呼吸器病センター
呼吸器内科・臨床研究室

肺がんの診断・治療

関　順彦先生
帝京大学 医学部
内科学講座腫瘍内科 病院教授

免疫チェックポイント阻害薬～肺癌治療を例に～

鈴木　文孝先生
虎の門病院　肝臓内科 部長
分院肝臓内科 部長

Ｂ型肝炎の最新治療
Ｃ型肝炎の最新治療

古嶋　薫先生
ＮＴＴ東日本関東病院 外科主任医長
救急センター長

大腸癌の概念と治療方針

横野　浩一先生 北播磨総合医療センター 病院長 糖尿病の常識・非常識

守屋　達美先生 北里大学　健康管理センター　教授
糖尿病性腎症重症化予防
　　　　　　　　　　　　―チーム医療によるアプローチ

綿田　裕孝先生 順天堂大学大学院　医学研究科　代謝内分泌内科学　教授 血糖コントロールと心血管障害

河盛　隆造 先生 順天堂大学　名誉教授 “糖のながれ”を意識して、血糖値スパイクを防ぐ

薬局薬剤師による小児アレルギーエデュケーター活動

地域薬局で行う小児アレルギー教育

入澤　亮吉先生 東京医科大学 皮膚科学教室 助教 ＡＧＡ疾患・治療とコミュニケーションのポイント

水原　章浩先生 医療法人三和会東鷲宮病院　院長 傷の正しい治し方「創傷治療の３原則」

渡部　一宏先生
昭和薬科大学　常務理事
臨床薬学教育研究センター　実践薬学部門　教授

がん性皮膚潰瘍臭改善治療薬
メトロニダゾールゲルの有用性

平尾　佳彦先生
奈良県立医科大学 名誉教授
大阪暁明館病院 名誉院長

前立腺がん

木村　健先生 兵庫医科大学病院 薬剤部長 腎機能低下患者への薬物治療のポイント

小林　浩先生 奈良県立医科大学 産科婦人科教室　教授 経口避妊薬について～ベネフィットとリスク～

岡村 麻子先生
東京北社会保険病院
東京ベイ浦安市川医療センター 産婦人科

薬剤師さんにお伝えしたい性教育

宮原　富士子先生
ＮＰＯ法人 ＨＡＰ 理事長
株式会社ジェンダーメディカルリサーチ 代表取締役社長
ケイ薬局 薬剤師（在宅医療担当）

緊急避妊法～性差を考慮した医療・健康支援～

辰巳　賢一先生 梅ヶ丘産婦人科 院長 不妊症とその治療

脇田　和幸先生 茶屋町ブレストクリニック　院長 乳がんに対する治療法の変化

肥沼　幸先生
国立研究開発法人　国立成育医療研究センター
妊娠と薬情報センター

妊娠と薬
（１） 妊娠と薬情報センター 概要と利用方法
（２） 妊娠と薬に関する基本的知識

藤岡　泉先生
国立研究開発法人　国立成育医療研究センター
妊娠と薬情報センター

妊娠と薬
（３） 授乳と薬

稲葉　可奈子先生
関東中央病院 産婦人科医長
みんパピ！みんなで知ろうＨＰＶプロジェクト 代表理事

今、改めて知っておきたいＨＰＶワクチン

冨家　俊弥先生
医療法人同愛会 小澤病院 薬剤部長
昭和大学薬学部 病院薬剤学講座 兼任講師

小児の発達・発育による薬物動態の変化

鳥巣　啓子先生 うさぎ薬局
小児薬物療法認定薬剤師が関わる
薬局での服薬指導の実践

七野　浩之先生
国立研究開発法人　国立国際医療研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小児科　診療科長

小児疾患概論～小児科一般子どもにみられる症状～

婦人科系

（2023/5/25現在）研修認定薬剤師　単位対象コンテンツ

呼吸器系

アレルギー・免疫系神林　弾先生

腎臓・泌尿器系

株式会社新医療総合研究所 こぐま薬局
小児アレルギーエデュケーター／
小児薬物療法認定薬剤師

内分泌・代謝系

皮膚科系

消化器系

精神・神経系

小児科系

※ 講師のご所属は、ご講演当時の所属になります。 1　/　7



ＭＰラーニング　講師一覧　 研修認定薬剤師　単位対象５４９コンテンツ
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（2023/5/25現在）研修認定薬剤師　単位対象コンテンツ

田中　瑞恵先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～アレルギー疾患～

吉本　優里先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～小児がん～

渥美　ゆかり先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～消化器・泌尿器疾患～

瓜生　英子先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～精神神経疾患～

山中　純子先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～細菌感染症～

兼重　昌夫先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～ウイルス性疾患～

高砂　聡志先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～呼吸器感染症～

五石　圭司先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～ワクチン～

水上　愛弓先生 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　小児科 小児疾患概論～川崎病～

中澤　裕美子先生 おしゃべりキッズクリニック　院長
小児の夜尿症
小児の泌尿器疾患、外陰部疾患

前田　恵治先生 ＮＴＴ西日本大阪病院 院長 関節リウマチの診断と治療

帖佐　悦男先生
宮崎大学 医学部 教授
宮崎大学医学部附属病院 副病院長

ロコモティブシンドローム普及の重要性

田中　昌博先生 大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座 教授 咀嚼の大切さ～おいしさを提供する補綴歯科～

田中　順子先生 大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座 准教授 オーラルフレイル～気づきと予防～

山浦　克典先生
慶應義塾大学薬学部
医療薬学･社会連携センター 社会薬学部門
教授・附属薬局長

口腔ケアにおける薬局の役割

阪井　丘芳先生
大阪大学大学院歯学研究科
顎口腔機能治療学教室 教授

ＣＯＶＩＤ－１９と唾液腺
～ＭＡ－Ｔを用いた新しい口腔ケア～
高齢者の口腔機能障害とポリファーマシーの関連性

米永　一理先生
東京大学大学院医学系研究科
イートロス医学講座 特任准教授

患者・家族に口腔の重要性をどう理解してもらうか

大里　洋一先生 独立行政法人 国立病院機構東京医療センター 薬剤部
がんの治療と薬剤師
～チーム医療と患者満足度向上のために～

槙原　克也先生 淀川キリスト教病院 薬剤部 経口抗悪性腫瘍薬の最適な使用を目指して

中川　晋作先生 大阪大学 大学院薬学研究科 教授 遺伝子治療とは？

安井　良則先生 大阪府済生会中津病院 臨床教育部 部長 インフルエンザを含めた国内の感染症流行について

門田　淳一先生 大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座 教授 インフルエンザ重症化予防戦略

河島　尚志先生 東京医科大学病院 副院長 小児科学分野 主任教授 インフルエンザ重症化～脳症～

加藤　一也先生 （一社）日本ワクチン産業協会　学術担当講師 ワクチンで予防できる病気

木戸　博先生 徳島大学 特任教授 インフルエンザ重症化機序のメカニズムと対策

渡辺　彰先生
東北大学 加齢医学研究所
抗感染症薬開発寄附研究部門 教授

インフルエンザの重症化を防止する
～肺炎対策を中心に～

齋藤　滋先生
富山大学大学院医学薬学研究部
産科婦人科学教室　教授

妊婦とインフルエンザ

照屋　勝治先生
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
エイズ治療・研究開発センター　病棟医長

ＨＩＶ感染症
（１）ＨＩＶ感染症の病態と治療の現状
（２）ＡＲＴ時代におけるＨＩＶ診療の今後の課題
（３）ＨＩＶ感染症と悪性腫瘍

吉岡　靖雄先生
大阪大学先導的学際研究機構、大阪大学微生物病研究所
ワクチン創成グループ　大阪大学大学院薬学研究科
ナノ創薬デザイン学　特任教授

感染症ワクチン

矢野　邦夫先生
浜松市  感染症対策調整監
浜松医療センター　感染症管理特別顧問

新型コロナウイルス感染症の最新情報と今後の展望

山﨑　伸二先生
大阪公立大学大学院獣医学研究科　獣医学専攻
獣医環境科学分野　感染症制御学領域
獣医国際防疫学教室　教授

感染症の歴史（人類と感染症の戦い）
気をつけたい輸入感染症
人獣共通感染症

砂川　富正先生 国立感染症研究所 感染症免役センター 第二室長 エボラ出血熱を含めた世界の感染症流行について 動物由来感染症

新井　信先生 東海大学 医学部 東洋医学講座 助教授 〔漢方入門〕基礎編

木下　優子先生 日本大学 医学部 東洋医学講座 医局長 〔漢方入門〕処方解説

熊谷　由紀絵先生 横浜朱雀漢方医学センター センター長 〔漢方入門〕女性のための漢方薬

大野　修嗣先生 大野クリニック 院長 〔漢方入門〕高齢者のための漢方薬

【漢方講座】

漢方入門講座

感染症

歯科系

骨・関節・筋系

 【疾患・治療】

臨床薬学系

小児科系

※ 講師のご所属は、ご講演当時の所属になります。 2　/　7
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（2023/5/25現在）研修認定薬剤師　単位対象コンテンツ

赤瀬　朋秀先生 済生会横浜市東部病院 薬剤部 漢方薬の医薬品情報と服薬指導

加藤　士郎先生 医療法人社団友志会 野木病院 副院長 〔漢方実践講座〕　全６回　計１６講座
※呼吸器疾患（かぜ）、精神神経疾患、女性疾患など

藤井　泰志先生
東京女子医科大学 東洋医学研究所
南大沢メディカルプラザ 小児科

小児の漢方治療

飯塚　德男先生 一般社団法人 山口総合健診センター　所長

地域連携における漢方の活用
漢方介入による老人のメンタルヘルスケア
女性のライフステージに合わせた漢方診療解説
～思春期・成熟期編～、～更年期編～、～老年期編～

米永　一理先生
東京大学大学院医学系研究科
イートロス医学講座　特任准教授

明日から使いたくなる口腔領域の漢方

三浦　於菟先生
東邦大学医療センター大森病院
東洋医学科

〔東洋医学〕　全２０回　計５５講座
※感冒と消化器疾患、婦人科疾患、冷え症など

三浦於菟先生の
なるほど納得東洋医学

〔漢方医学〕　計１９講座
※歴史、総論、太陽病、少陽病など

伊藤隆先生の
漢方医学講座

〔漢方診療〕漢方診療の現場から

〔漢方診療〕漢方診療の現場から　その他

宮川　亨平先生 東京女子医科大学 東洋医学研究所 〔漢方診療〕外科術後における漢方薬　総論、各論

大谷　かほり先生 東京女子医科大学 東洋医学研究所 〔漢方診療〕処方箋から見る臨床の実際

木村　容子先生 東京女子医科大学 東洋医学研究所 准教授・副所長 〔漢方診療〕女性と漢方

河尻　澄宏先生 東京女子医科大学 東洋医学研究所 〔漢方診療〕漢方診療からみた神経疾患

〔漢方診療〕アトピー性皮膚炎患者の
悪化因子に対する漢方医学

〔漢方診療〕ステロイド忌避アトピー性皮膚炎患者への
取り組み

川島　春佳先生 東京女子医科大学 東洋医学研究所
〔漢方診療〕症候からみる漢方
～鼻炎～、～思春期の不定愁訴～

〔漢方服薬指導〕入門編
「漢方製剤とは」、「漢方製剤と法規制」、
「漢方製剤の添付文書と服薬指導」

〔漢方服薬指導〕応用編Ⅰ
漢方製剤の安全性確保

〔漢方服薬指導〕応用編Ⅱ
妊娠中の漢方薬の服用

〔漢方服薬指導〕応用編Ⅲ
漢方薬の相互作用

峰尾　信章先生 -

〔そこが知りたい漢方〕開講にあたって／半夏、
名前に“黄”がついた生薬、人参
〔そこが知りたい漢方〕Ｓｅａｓｏｎ２　甘草・芍薬・桔梗、
地黄、釣藤鈎、桂皮、茯苓・猪苓、咳の漢方治療

そこが知りたい漢方講座

横山　威一郎先生 千葉大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤主任
処方鑑査における検査値活用講座
総論、電解質編、血算編

山口　洪樹先生 千葉大学医学部附属病院 薬剤部
処方鑑査における検査値活用講座
腎機能編、肝機能・その他編

杉岡　信幸先生
学校法人 神戸学院 神戸学院大学
薬学部 臨床薬学部門 臨床薬物動態学研究室 教授

臨床薬物動態学の理解と実践

大谷　壽一先生
慶應義塾大学医学部 病院薬剤学教室 教授
慶應義塾大学病院 薬剤部長

医薬品情報から薬物相互作用を読み取る
グレープフルーツ、柑橘類と医薬品の相互作用

佐藤　ユリ先生 特定非営利活動法人どんぐり未来塾 代表理事
患者さんを副作用から守ろう
①～発生機序から考える副作用チェック～
②～薬物動態の活用～

麻生　敦子先生 特定非営利活動法人どんぐり未来塾 副代表理事
患者さんを副作用から守ろう
③～高齢者における薬物治療の留意点～

真砂　一誠先生 株式会社エム・アイ・シー　取締役 令和４年度調剤報酬改定の解説 調剤報酬

薬剤師が行う緩和ケアの基礎知識

薬局薬剤師が行う緩和ケアインタビューレクチャー

がん患者さんとのコミュニケーション症例編

がん患者さんのためのロジカル・トータルサポート

漢方実践講座

【医薬品の基礎知識】

【実務マネジメント】

麻生　悠子先生

東京女子医科大学 東洋医学研究所 教授・所長

院外処方せんの
検査値活用法

【薬事関連法規】

どんぐり未来塾講座

東京女子医科大学 東洋医学研究所

薬物動態

服薬指導のための
漢方講座

東京女子医科大学
東洋医学研究所講座

【臨床検査】

伊藤　隆先生

篠原　宣先生 しのはら漢方企画　代表

【漢方講座】

コミュニケーション
スキルアップ高瀬　久光先生 日本医科大学 多摩永山病院 薬剤部長

※ 講師のご所属は、ご講演当時の所属になります。 3　/　7



ＭＰラーニング　講師一覧　 研修認定薬剤師　単位対象５４９コンテンツ

講師名 所属名 コンテンツ名 カテゴリー

（2023/5/25現在）研修認定薬剤師　単位対象コンテンツ

薬局でのコミュニケーションスキルアップ

薬局でのジェネリック医薬品に関する
患者コミュニケーション

健康サポート時代の薬局コミュニケーション

セルフメディケーションを
サポートするコミュニケーション

Withコロナ時代　薬剤師のコミュニケーション

前野　哲博先生
筑波大学　地域医療教育学　教授
筑波大学附属病院　副病院長・総合診療科長

医療面接

薬局でのリスクマネジメント リスクマネジメント

薬局でのクレームマネジメント クレームマネジメント

ナラティブ・ベイスド・ファーマシューティカルケア

高垣　伸匡先生 千春会病院 内科 薬剤師のためのＥＢＭ

調剤過誤時の薬剤師の法的責任

薬剤師の調剤にかかる義務
～対人業務の裁判例を参考に～

上町　亜希子先生 神戸学院大学 薬学部 臨床薬学部門 患者の利益になるＳＯＡＰ薬歴の活用 ＳＯＡＰ薬歴

注射薬の基礎

注射薬の無菌調製

簡易懸濁法の総論と必要性

簡易懸濁法の実施時に必要な知識

齊藤　直裕先生 ファーコス薬局 新宿 経腸栄養剤を学ぶ　実践

感染対策と消毒薬（総論）

薬局内の感染対策の基礎

地域での感染対策の基礎

保険薬局を取り巻く環境変化とマネジメント

薬剤師を取り巻く環境変化と課題

今井　博久先生
東京大学大学院医学系研究科
地域医薬システム学講座教授

地域フォーミュラリ　薬剤師の役割～基礎編、応用編～

江崎　禎英先生
経産省　商務・サービスグループ政策統括調整官
厚生労働省　医政局　統括調整官
内閣官房　健康・医療戦略室次長

超高齢社会への対応

狭間　研至先生 ファルメディコ株式会社　代表取締役
「０４０２通知」から考える今後の薬剤師業務
薬局・薬剤師の未来を予想する

山村　真一先生 一般社団法人保険薬局経営者連合会　会長
薬局のこれから
～薬局を取り巻く情勢、 薬剤師はどう動くべきか～

近藤　昌夫先生

大阪大学大学院　薬学研究科
附属実践薬学教育研究センター　薬事教育研究ユニット
附属創薬センター　創薬臨床研究推進ユニット
医薬品・医療機器規制科学プロジェクト　教授

薬剤師を取り巻く環境

松岡　宏先生
愛媛県立中央病院 医局長
愛媛大学医学部 臨床教授

医療従事者として知っておくべき、タバコの基礎知識

村松　弘康先生
中央内科クリニック 院長
東京都医師会タバコ対策委員会アドバイザー

たばこに関する新たな問題と禁煙治療法

小林　隆太郎先生
日本歯科大学 東京短期大学 学長
日本歯科大学附属病院 口腔外科 教授

たばこと歯周病

飯島　勝矢先生 東京大学 高齢社会総合研究機構 教授 超高齢社会を見据えたフレイル対策とそのポイント

経口抗がん薬における薬薬連携の進め方

がん薬物療法における
保険薬局薬剤師の服薬サポート

薬剤師による糖尿病患者支援

薬局で簡単にできる！高血圧患者支援のコツ

薬局から始める地域医療連携

鈴木　渉太先生
奈良県立医科大学附属病院　臨床研究センター　助教
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

今から始める外国人対応

薬剤師が行う地域支援
　　　　　　　　　　　～「地域デビュー」の心構えと実践～

健康から予防・治療・介護まで～薬剤師が気づく視点～

感染対策

北陸大学 薬学部 臨床薬学教育センター 助教授

丸石製薬株式会社 営業本部 営業企画部

毎田　千恵子先生

倉田　なおみ先生

中外合同法律事務所赤羽根　秀宜先生

昭和大学 薬学部
社会健康薬学講座 地域医療薬学部門 教授

リスクマネジメント

調剤技術

赤瀬　朋秀先生

岡田　浩先生

日本経済大学 経営学部長
日本経済大学大学院 教授

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　特定講師

株式会社メディカルファーマシィー
ミキ薬局日暮里店　店長

ＥＢＭとＮＢＭ

後藤　潤子先生

井手口　直子先生

【実務マネジメント】

コミュニケーション
スキルアップ

服薬・健康支援

帝京平成大学 薬学部 教授

井手口　直子先生 帝京平成大学 薬学部 教授

経営マネジメント

岐阜薬科大学地域医療薬学寄付講座　特任教授
ウエルシアHD株式会社　地域連携推進担当部長

長久保 久仁子先生

小原 道子先生

※ 講師のご所属は、ご講演当時の所属になります。 4　/　7



ＭＰラーニング　講師一覧　 研修認定薬剤師　単位対象５４９コンテンツ

講師名 所属名 コンテンツ名 カテゴリー

（2023/5/25現在）研修認定薬剤師　単位対象コンテンツ

井手口　直子先生 帝京平成大学 薬学部 教授 投薬後の服薬フォローアップ

廣瀬　素久先生
千葉大学 大学院医学研究院
認知行動生理学 助教

薬剤師が活かす認知行動療法

福田　英二先生 地域包括支援センター　ウエルシアハウス　センター長
地域包括ケアシステム・
変わっていく薬剤師の役割を考える

宇都口　直樹先生 昭和薬科大学 副学長　薬学部 薬剤学研究室 教授 免疫を利用した治療法について

大内　尉義先生

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 顧問
東京大学名誉教授　医学博士
公益財団法人冲中記念成人病研究所 代表理事
医療法人社団赤坂虎の門クリニック 顧問

高齢者のフレイル／サルコペニアと栄養

大野　裕先生

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
認知行動療法センター 顧問
一般社団法人 認知行動療法研修開発センター 理事長
ストレスマネジメントネットワーク株式会社 代表

こころの蜜を育てる
～スマートフォンによるＡＩセルフカウンセリング～

松井　礼子先生 国立がん研究センター東病院　薬剤部　副薬剤部長 抗がん剤の服薬指導と患者フォローアップ

中川　恵一先生
東京大学大学院医学系研究科
総合放射線腫瘍学講座　特任教授

がん検診の重要性
がん放射線治療の最前線

ドーピングの現状とオリンピックムーブメント

アンチ・ドーピング活動と薬剤師
～スポーツファーマシスト

對崎　利香子先生
東京都薬剤師会
アンチ・ドーピング活動推進ワーキンググループ委員

アンチ・ドーピングとスポーツファーマシストの活動

新井田　純坪先生
虎薬局
東京都薬剤師会　学校保健委員会
帝京大学薬学部　特任助教

これからの学校薬剤師に求められること 学校薬剤師

﨑本　裕治先生 八雲総合病院　薬事第一係 係長　兼　感染対策室 主査 薬剤師としての災害への備え 災害対策

検体測定室とは

検体測定室の活用

長井　彰子先生 有限会社あやせ薬局 検体測定室でできること～開設編～、～運用編～

坂口　眞弓先生
東京薬科大学 客員教授
みどり薬局

健康サポート薬局における検体測定室の活用法

夢のある健康サポート薬局づくり

地域住民の健康維持・増進

要指導医薬品等概説

禁煙支援

薬物乱用防止

健康サポート薬局の基本理念

健康サポート薬局の立ち上げ

コロナ災禍！
薬局まちかど第一線に立ち続けて考えたこと

コロナ災禍を超えて
健康サポート薬局で地域に資する為の提案

在宅業務に取り組むための３Ｓｔｅｐｓ 在宅ベーシック講座

五感と５領域の体調チェックによる
薬学的アセスメント

在宅アドバンス講座

奈良　健先生
株式会社サン薬局 在宅薬物治療支援部長
一般社団法人 日本在宅薬学会 エバンジェリスト

How to Start　在宅薬物治療支援

地域包括ケアと薬剤師

認知症患者さんへの在宅ポイント

在宅での緩和ケア

小児在宅医療

自宅療養での高カロリー輸液管理

原　博先生

川添　哲嗣先生

有限会社メディフェニックスコーポレーション
薬局つばめファーマシー

矢作　直也先生

齋藤　直裕先生

萩田　均司先生

宮原　富士子先生
ＮＰＯ法人 ＨＡＰ 理事長
株式会社ジェンダーメディカルリサーチ 代表取締役社長
ケイ薬局 薬剤師（在宅医療担当）

宮原先生の
健康サポート講座
※健康サポート薬局
　（研修） 対象外

検体測定室関連講座

【在宅医療】

在宅ベーシック講座

ゆう薬局

有限会社くろしお薬局 代表取締役 副社長
株式会社メローライフジャパン 代表取締役 社長
有限会社ライフケア調剤 専務取締役
株式会社リーベメディカル 取締役

筑波大学 内分泌代謝・糖尿病内科 准教授

在宅アドバンス講座

【実務マネジメント】

スポーツファーマシスト

服薬・健康支援

公益社団法人東京都薬剤師会 相談役
日本アンチ・ドーピング機構（JADA）　学術委員会委員
日本薬剤師会 アンチ・ドーピング委員会委員長
東京薬科大学 理事

※ 講師のご所属は、ご講演当時の所属になります。 5　/　7



ＭＰラーニング　講師一覧　 研修認定薬剤師　単位対象５４９コンテンツ

講師名 所属名 コンテンツ名 カテゴリー

（2023/5/25現在）研修認定薬剤師　単位対象コンテンツ

薬局３．０
～立地依存から人材依存へのパラダイムシフト～

薬剤師３．０
～ＳｐｒｉｎｔｅｒからＣｏａｃｈへの華麗なる転身～

薬局経営３．０
～「調剤薬局」がとるべき新たな経営戦略～

薬剤師が取り組むバイタルサイン

山丸　淳司先生 やままる薬局 高カロリー輸液～入門編～、～デバイス編～

坂井　美千子先生 さかい薬局グループ 株式会社薬心堂 専務取締役
おせっかい薬剤師が行く！
ポリファーマシー（減薬・適正化）大作戦

重田　由美先生 日本地域統合人材育成機構J-RIHDO　理事長 いっぽ踏み出す多職種連携

ママだからこそできるおせっかい在宅
～終末期患者の在宅支援～

ＣＯＰＤ患者への在宅支援
 ～おせっかい薬剤師のＯＴＣ～

宮木　智子先生 株式会社新医療総合研究所 こぐま薬局 在宅におけるポリファーマシー解消への取り組み

武田　和宏先生 株式会社新医療総合研究所 こぐま薬局 高齢者の施設在宅における薬剤師の役割

坂本　岳志先生 あけぼのファーマシーグループ 在宅支援室 室長 在宅緩和ケアにおける患者対応

戸谷　剛先生
医療法人財団はるたか会
子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田　院長

みんなで支える小児在宅ホスピスケア
小児の薬物療法的緩和～疼痛を中心に～

小林　輝信先生
一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会
常務理事
合同会社SparkleRelation フォーライフ薬局　代表

在宅医療の質を上げる

柏木　一恵先生
公益財団法人 浅香山病院 医療福祉相談室
・認知症疾患医療センター 精神保健福祉士

認知症のひとたちの介護と社会的支援

河　洋子先生 株式会社フォルテ 代表取締役
コメディカルから学ぶ在宅ケア
～介護保険制度～、～薬剤師への期待～

川口　美喜子先生 大妻女子大学　家政学部　食物学科　教授 地域・在宅栄養支援の対応と実践

戸原　玄先生
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科
老化制御学系口腔老化制御学講座　高齢者歯科学分野
准教授

摂食嚥下障害の評価～背景～、～具体的に～

中島　恵美先生 慶応義塾大学 薬学部 教授 薬理作用の及ぼす心的制御効果 ＯＴＣ医薬品の使い方

健康食品概論

医薬品と食品との相互作用

井手口　直子先生 帝京平成大学 薬学部 教授 薬局で行うスーパーフードアドバイス スーパーフード

大腸がんを予防するために

低栄養を予防するために

東根　裕子先生 大阪青山大学 健康科学部 健康栄養学科 教授 『食と健康』～子どもの食生活と大人の肥満～

柳澤　厚生先生
国際オーソモレキュラー医学会 会長
日本オーソモレキュラー医学会 代表理事

薬剤師のためのオーソモレキュラー医学

奥平　智之先生
医療法人山口病院 精神科部長
日本栄養精神医学研究会 会長

栄養精神医学
※栄養型うつ・鉄欠乏症、貧血がなくても鉄欠乏、
　 鉄欠乏の血液検査の読み方

宮原　富士子先生
ＮＰＯ法人 ＨＡＰ 理事長
株式会社ジェンダーメディカルリサーチ 代表取締役社長
ケイ薬局 薬剤師（在宅医療担当）

女性の生涯健康支援
※食習慣アセスメント、ロコモ・サルコぺニア予防、
　 コンチネンスケア

女性の健康支援のための
ＮＰＯ法人ＨＡＰ

城西大学 薬学部 医療栄養学科 教授

中村　富予先生

和田　政裕先生

【臨床栄養学】

相愛大学 人間発達学部
発達栄養学科 准教授

健康食品と医薬品

【学会・シンポジウム】

食事療法

在宅アドバンス講座

【実践栄養学】

【セルフメディケーション】

さかい薬局グループ 株式会社薬心堂 さかい調剤薬局田﨑　恵玲奈先生

狭間　研至先生 ファルメディコ株式会社　代表取締役

介護・支援

在宅アドバンス講座

【在宅医療】

在宅ベーシック講座
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ＭＰラーニング　講師一覧　 研修認定薬剤師　単位対象５４９コンテンツ

講師名 所属名 コンテンツ名 カテゴリー

（2023/5/25現在）研修認定薬剤師　単位対象コンテンツ

並木　幸久先生 一般財団法人 生物科学安全研究所
遺伝子情報応用講座　実用編
遺伝子情報と倫理、遺伝子情報と薬剤効果の個別差

バーコードの基礎知識

医療用医薬品向けバーコードの基礎知識

バーコードの読み取り

西村　由希子先生 ＮＰＯ法人 ＡＳｒｉｄ 理事長 希少・難治性疾患（難病）について知る

竹下　啓先生 東海大学医学部基盤診療学系医療倫理学領域・主任　教授 「ウィズコロナ」時代の医療倫理

渡部　一宏先生
昭和薬科大学　常務理事
臨床薬学教育研究センター　実践薬学部門　教授

新型コロナワクチン接種体制における
薬剤師の役割とこれからの薬学教育

患者・処方元へ分かりやすく伝える
（薬歴編、トレーシングレポート編）

患者さんの気持ちを察して対応する方法
（気持ちを察する編、察して対応する編、クレーム対応編）

部下・後輩や医療事務への指示・指導方法

多職種連携の際のコミュニケーション術

井関　健二先生 プラザコンサルティング株式会社　代表取締役
コミュニケーション
スキルアップ研修

株式会社エムエスティ豊浦　基雄先生

【薬学・関連講座】

【薬剤師スキルアップ研修】

セミナー

※ 講師のご所属は、ご講演当時の所属になります。 7　/　7


