
ご自身の学習記録にお役立てください。

受講票や研修手帳等とあわせて保管していただくと便利です。

講座 開催日時 講演者 職名 単位 出席 自己評価

C
【Web】

5/22（土）
15:20-16:50

武田 祐子
慶應義塾大学看護医療学部 学部長／大学院
健康マネジメント研究科 教授

1

C
【Web】

5/23（日）
11:20-12:50

添田 博 東京医科大学病院　薬剤部・感染制御部 1

B
【会場】

5/30（日）
9:50-12:50

山吉康子、川島沙織
笠井雄佑、吉田加奈

神成はるか、傳田容子
慶應義塾大学病院薬剤部 国際化対応チーム 2

石橋 幸滋
医療法人社団実幸会 石橋クリニック 院長、明
治薬科大学 客員教授

坂口 眞弓 みどり薬局

第1回がんプロフェッショナル研修会

臨床医から見た遺伝子パネル検査のメ
リット・デメリット

古川 孝広
がん研究会有明病院 先端医療開発センター
がん早期臨床開発部 部長

がんゲノム医療に向けた創薬研究 濱田 哲暢
国立がん研究センター研究所 分子薬理研究
分野長

笠師 久美子
北海道医療大学薬学部 薬学教育推進講座
特任教授

山澤 文裕
丸紅健康開発ｾﾝﾀｰ、日本陸上競技連盟医事
委員会

鈴木 智弓
（公財）日本ｱﾝﾁ・ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ機構 結果管理・ｻｲｴ
ﾝｽ部 ｻｲｴﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

B
【Web】

7/3（土）
13:50-16:50

渡辺 賢治 医療法人社団修琴堂 大塚医院 院長、慶應義
塾大学医学部漢方医学センター 客員教授

2

石川 恵 医療法人鉄蕉会 亀田ＩＶＦクリニック幕張

土屋 雅美 宮城県立がんセンター薬剤部 主任

野呂 幾久子 東京慈恵会医科大学 人間科学教室 教授

杉原 桂 医療法人社団 緑風会 理事長

A
【Web】

9/12（日）
9:50-12:50

松下 麻衣子 慶應義塾大学薬学部病態生理学講座 准教授 2

増田 道雄
茨城県薬剤師会 副会長、マスダ調剤薬局、
日本災害医療薬剤師学会 副会長

西澤 健司
東邦大学医療センター大森病院 薬剤部長、
日本災害医療薬剤師学会 会長

鈴木 康生
茨城県薬剤師会、ｱｲｱｰﾙﾌｧｰﾏｼｰ株式会社災
害対策支援室 室長、日本災害医療薬剤師学
会 理事

藤本 和子
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 専任講師、
日本災害医療薬剤師学会 理事

B
【Web】

10/2（土）
13:50-16:50

梅垣 敬三 昭和女子大学 食健康科学部食安全マネジメ
ント学科 教授

2

G
【会場】

10/17（日）
9:00-17:00

　　（　講　演　）平井 麻衣子
　　（　講　演　）平山 貴敏
　　（　講　演　）宇田川 涼子
　　（症例検討）小田 泰弘
　　（教育講演）山田 満稔

日本大学医学部附属板橋病院 小児科・新生児科 助教
国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院 精神腫瘍科
国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院 薬剤部 主任
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 薬剤部
慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 専任講師

4

横山 威一郎 千葉大学医学部附属病院 薬剤部

山崎 香織 千葉大学医学部附属病院 薬剤部

第3回がんプロフェッショナル研修会[市民公開講座]

がん治療の副作用対策「快適ながん治
療をめざして」

全田 貞幹 国立がん研究センター東病院 放射線治療科
医長

生活の質を保ちつつ、抗がん剤治療を受け
るには？～副作用について薬剤師に相談し
よう！～

田内 淳子 国立がん研究センター東病院 薬剤部

演題・講演者の職名は変更になる場合があります。
最新情報は、Webサイトよりご確認ください。 　　　　　　1：理解できなかった　2：あまり理解できなかった　3：普通　4：理解できた　5：とても理解できた
https://cpec.pha.keio.ac.jp/o_class/list.html

トレーシングレポートは医師との連携ツール

　2021年度　慶應義塾大学薬学部　公開講座
年間テーマ「人生100年時代の薬剤師を考える」

演題

がんゲノム医療におけるチームアプローチ
と遺伝カウンセリング

薬剤師の視点からみた救急外来部門におけ
る感染対策 ～渡航者への対応も含めて～

外国人に服薬指導するためのアプリや電
話通訳システムなどの利用法の実際

B
【Web】

6/6（日）
9:50-12:50

医師の立場から考える医薬連携のコツ ～
トレーシングレポートの活用術

2

G
【Web】

6/13（日）
9:50-12:50

2

感染症の漢方治療

C
【Web】

7/11（日）
9:50-12:50

不妊治療をめぐる現状と将来子供を望む
プレ妊娠世代への啓発

2

妊娠・妊孕性とがん薬物療法

C
【会場】

6/20（日）
10:30-16:00

スポーツファーマシストのためのワーク
ショップ
「Episode 8 : アンチ・ドーピング活動の継
続的な支援に向けて」

3

B
【Web】

9/5（日）
9:50-12:50

医療人に求められるコミュニケーション 2

難治がんに対する免疫療法～患者さん自
身の免疫能を高めるために～

E
【会場】

9/26（日）
13:00-17:00

指導薬剤師のためのワークショップ
「災害医療カリキュラムの指導の実践 ～
実務実習時における災害医療プログラム
の指導方法を学ぶ」
（協力：日本災害医療薬剤師学会）

2

　　　　　【自己評価】

第1回 健康食品・栄養学講座
「保健機能食品の効果的な利用に求められる
取り組み」

第2回がんプロフェッショナル研修会（講演・
SGD等）
「AYA(Adolescent＆Young Adult)世代のがん
患者に対する薬剤師のかかわり」

C
【Web】

10/30（土）
13:50-16:50

すぐに実践できる！臨床検査値を活かし
た処方鑑査と服薬指導～改正薬機法に対
応するために～

2

D
【Web】

1/16（日）
13:30-15:00

なし


