
東京理科大学薬学部 医療薬学教育研究支援センター主催

生涯学習
プログラム
2019年度後期

東京理科大学薬学部医療薬学教育研究支援センター (SCCPER)は、薬剤師を始め、製薬
企業、医療行政などで働く社会人のスキルアップを支援します。
また、本センターは本学の社会人大学院を通じて学位取得を支援します。
ご相談ください．

薬学

公開セミナーの概要
１．薬剤師のためのスキルアップ講座シリーズ

⽇々進歩する薬物治療に関する知識のアップデートだけでなく，エキスパート養成、臨床研究の実施に役⽴つ講
座を通じて薬剤師のスキルアップを⽬指します。

(1)ベーシック講座

(2)基礎薬学スキルアップ講座

(3)エキスパート養成講座

(4)わかりやすい臨床統計講座

２．レギュラトリーサイエンス研修講座シリーズ
薬学関連のレギュラトリーサイエンス（開発・評価・PVなど）の知識や考え⽅を体系的に修得することを⽬指し
ます。

(1)品質・GMP講座

(2) ADHOCトピック講座
３．薬学マーケティングとリスクコミュニケーション講座シリーズ

アンケート等の社会調査のスキルアップと医薬品・⾷品のリスクコミュニケーションを実施するための知識や技
術の修得を⽬指します。

(1)リスクマネージメント講座
(2)社会調査⼊⾨講座

各セミナーの詳しい情報・お申し込みはこちら☛
東京理科⼤学薬学部医療薬学教育研究⽀援センター https://www.tus.ac.jp/sccper/



東京理科大学薬学部医療薬学教育研究支援センター
生涯学習プログラム（2019年度後期開講分）一覧

講座名 コード 日時 場所 受講料テーマ

　WHO患者安全の考え方
～ヒューマンファクターズを理解する～

　講師：小茂田　昌代　（東京理科大学薬学部　教授）

　基礎薬学を臨床に活用した処方提案とは
講師：小茂田　昌代　（東京理科大学薬学部　教授）　ほか

　循環器領域の臨床薬剤師スキル
講師：古野喬志（大崎病院東京ハートセンター薬剤部）　ほか

　妊産婦領域の臨床薬剤師スキル
講師：中島 研（独立行政法人国立病院機構相模原病院薬剤部 ）ほか

　薬剤師のためのスキルアップ講座

薬物治療アップトゥデート③
骨粗鬆症治療薬の薬理作用と
最新治療

JC-3 2019/11/9 (土） 神楽坂キャンパス ¥6,000

薬物治療アップトゥデート④
気管支喘息とCOPDの病態・
診断・治療

JC-4 2019/11/30  (土） 神楽坂キャンパス ¥6,000

¥5,000

薬物治療アップトゥデート⑤
がん疼痛治療の現在

JC-5 2019/12/14  (土）

¥6,000
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1. 骨代謝の分子メカニズム
講師：早田　匡芳（東京理科大学薬学部　准教授　）

2. 骨粗鬆症の最新治療
講師：長尾　雅史（順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科　准教授）

1. 気管支喘息・COPDの病態と診断（仮）
講師：多賀谷悦子（東京女子医大・呼吸器内科　教授）

2. 気管支喘息・COPDの治療薬（仮）
講師：礒濱　洋一郎　（東京理科大学薬学部　教授）

1. がん疼痛治療の臨床（仮）
講師：里見絵理子（国立がん研究センター中央病院）

2. がん疼痛治療の基礎（仮）
講師：吉澤　一巳（東京理科大・薬　講師）

1. 抗うつ薬の使い方、考え方～基本から最新知見まで
講師：功刀　浩（国立精神・神経医療研究センター）

2. 抗精神病薬の使い方、考え方～患者の視点から医師の視点ま
で　講師：功刀　浩（国立精神・神経医療研究センター）
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¥20,000
企業におけるリスクマ
ネージメント

KFR-0

2019/10/30（水）
11/28（水）
12/20（金）

2020/  1/15（水）
2/21（金）

神楽坂キャンパス
　企業におけるリスクマネージメントー毒性学勉強会
　－食品安全の視点から（全5回シリーズ）

講師：堀口　逸子　（東京理科大学薬学部　教授）

　薬学マーケティングとリスクコミュニケーション講座

DB-2   未定（HPでご確認下さい） 2020/3月
（HPでご確認下さい）

そ
の
他

ADHOCトピック AH-１
　改正薬機法について

講師：PMDAほかより招聘予定
神楽坂キャンパス ¥6,000

ADHOCトピック AH-２
　GCP、GLP、GMPのデータインテグリティー

講師：PMDAより招聘予定

神楽坂キャンパス ¥5,000

レギュラトリーサイエンス講座

妊産婦領域の臨床薬剤師エキ
スパート研修（入門編） CS-４1 2020/1/13(月）

神楽坂キャンパス ¥6,000

¥5,000
循環器領域の臨床薬剤師エキ
スパート研修（入門編）

RJ-2 2020/1/26(日） 神楽坂キャンパス

第3回アカデミックディテー
ラー養成プログラム A

AD3-A 2019/12/21 (土） 神楽坂キャンパス ¥5,000

新コアカリSBOを理解する CS-31 神楽坂キャンパス

2020/1/25 (土） 神楽坂キャンパス

薬物治療アップトゥデート⑥
抗うつ薬・抗精神病薬の使い
方、考え方

JB-06 2020/1/11 (土） 神楽坂キャンパス

JB-03

1. 医薬品の化学を臨床活用①
講師：高橋　秀依　（東京理科大学薬学部　教授）

2. 医薬品の化学を臨床活用②
講師：高橋　秀依　（東京理科大学薬学部　教授）

基礎薬学スキルアップ

神楽坂キャンパス ¥6,000
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品質・GMPコース1 PQ-1
1. 日本薬局方17局第二追補（6/28発出）解説
2. ICH Q12検討状況について

講師：斎藤理恵子（PMDA）、八木聡美（PMDA）

2019/10/8（火） 神楽坂キャンパス ¥6,000

品質・GMPコース2 PQ-2
　１．再生医療等製品の品質管理戦略の留意点 その１
　２．再生医療等製品の品質管理戦略の留意点 その２

講師：独立行政法人医薬品医療機器総合機構  西川淳史

2019/12/4（水） 神楽坂キャンパス ¥6,000

品質・GMPコース3 PQ-3

1. GMP省令改正（案）と最近の指導事例について
講師：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審議役 櫻井信豪

2. GDP概論
講師：日本通運株式会社ロジスティクス事業支店 松本欣也

2019/12/18（水） 神楽坂キャンパス ¥6,000

品質・GMPコース4 PQ-4

1. 連続生産について
2. バイオの連続生産について
3. 連続生産に関するGMPからの考察

講師：PMDAより招聘予定

神楽坂キャンパス ¥6,000 
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DB研究コース DB-1

　１．リアルワールドデータを用いた研究の概略
　２．精神・神経・疾患領域における患者レジストリの構
築

と運営　～NCNPの取組み～
講師： 松下泰之（第一三共（株））　小居秀紀（国立精神・神経医療研究センター）

2019/11/15（金） 神楽坂キャンパス ¥6,000

DB研究コース

2020/2/２９（土）

2020/1/21（火）

¥5,000 

2020/3/6（金）

2020/3/23（月）

※都合により当講座はキャンセルになりました

※都合により当講座は6/27（土）に延期になりました

2/21の講座は延期になりました　
受講者には別途ご連絡いたします

2020/6/27（土）

※都合により当講座は延期になりました

※都合により当講座は延期になりました

6月頃開催予定

6月頃開催予定

A29386
取り消し線

A29386
取り消し線

A29386
取り消し線

A29386
取り消し線

A29386
取り消し線

A29386
取り消し線

A29386
取り消し線




