－ 日本医療薬学会が認定するがん領域の講習会と受講単位 －
（平成30年6月18日現在）

〔１〕 日本医療薬学会が主催・共催するがんに関する教育セミナー
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

１．必修セミナー （１回以上の受講が必要）
1） 平成30年度新規申請
→ 平成25年7月以降
2） 平成30年度更新申請
→ 平成25年10月以降

がん専門薬剤師集中教育講座 （２日間）
・ 日本医療薬学会と日病薬の共催

１２単位／２日間

２．非必修セミナー
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 日本医療薬学会・日本がん薬剤学会共催 「がん専門薬剤師申請になるため50症例書き方セミナー」

平成26年5月18日

３単位

◆ 第2回 日本医療薬学会がん専門薬剤師アドバンスト研修

平成26年8月24日

５単位

◆ 日本医療薬学会・日本がん薬剤学会共催 「がん専門薬剤師申請になるため50症例書き方セミナー」

平成27年5月17日

３単位

◆ 第3回 日本医療薬学会がん専門薬剤師アドバンスト研修

平成27年9月5日

５単位

◆ 第4回 日本医療薬学会がん専門薬剤師アドバンスト研修

平成28年10月15日

５単位

◆ 第9回 日本がん薬剤学会学術大会 「がん専門薬剤師申請になるため50症例書き方」

平成29年5月14日

３単位

◆ 第5回 日本医療薬学会がん専門薬剤師アドバンスト研修

平成29年11月19日

５単位

◆ 第10回 日本がん薬剤学会学術大会 「がん専門薬剤師申請になるため50症例書き方」

平成30年5月13日

２単位

注１） 必修セミナーは、１回以上の参加が必要です。
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〔２〕 必修 日本医療薬学会年会 （１回以上の参加が必要）
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位
１０単位／回

◆ 第23回年会（仙台） ～ 第27回年会（千葉）
注２） 本学会年会へは、１回以上の参加が必要です。

〔３〕 日本医療薬学会が主催するがん領域の公開シンポジウム
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 第51回日本医療薬学会公開シンポジウム（栃木）

平成25年11月17日

３単位

◆ 第2回 日本医療薬学会がん専門薬剤師全体会議

平成26年5月17日

５単位

◆ 第3回 日本医療薬学会がん専門薬剤師全体会議

平成27年5月16日

５単位

◆ 第4回 日本医療薬学会がん専門薬剤師全体会議（福岡）

平成28年5月14日

５単位

◆ 第5回 日本医療薬学会がん専門薬剤師全体会議（大阪）

平成29年5月13日

５単位

◆ 第6回 日本医療薬学会がん専門薬剤師全体会議（東京）

平成30年5月12日

４単位

〔４〕 日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催のがんに関する教育セミナー等（１）
講習会・教育セミナー等
◆ 日本臨床腫瘍学会主催の教育セミナー 「Ａセッション（2日間）」、「Ｂセッション（1日）」

開催日
受講単位
第22回教育セミナーBセッション以降のもの
・ Ａセッション ： １０単位 /２日間
・ Ｂセッション ： ４単位 /１日

◆ 石川県病院薬剤師会 「平成25年度第1回 がん薬物療法における薬剤師の専門的介入・症例検討会」

平成25年8月4日

２単位

◆ 滋賀県病院薬剤師会 「第1回 滋賀県がん薬物療法conference」

平成25年9月4日

１単位

◆ 滋賀県病院薬剤師会 「第2回 滋賀県がん薬物療法conference」

平成25年11月6日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2013」

平成25年11月24日

２単位

◆ 日本病院薬剤師会近畿ブロック 「第30回癌化学療法認定薬剤師講習会」

平成25年12月21日

１単位
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〔４〕 日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催のがんに関する教育セミナー等（２）
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 石川県病院薬剤師会 「平成25年度第2回 がん薬物療法における薬剤師の専門的介入・症例検討会」

平成26年2月16日

２単位

◆ 京都大学がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 「次代を担うがん研究者・医療人養成プラン」
第2回地域がん医療を担う薬剤師養成インテンシブコース

平成26年2月22日

１単位

◆ 滋賀県病院薬剤師会 「第3回 滋賀県がん薬物療法conference」

平成26年3月5日

１単位

◆ 秋田大学 「次代がん治療推進専門家養成プラン」 地域がん医療を担う薬剤師の明日を考える2014

平成26年3月23日

１単位

◆ 2014年度慶應義塾大学薬学部公開講座 「第1回慶應義塾大学 薬学がんプロフェッショナル研修会」

平成26年6月15日

1単位

◆ 医療薬学フォーラム2014／第22回クリニカルファーマシーシンポジウム 【シンポジウム５】

平成26年6月28日

１単位

◆ 滋賀県病院薬剤師会 「第4回 滋賀県がん薬物療法conference」

平成26年7月2日

１単位

◆ 昭和大学薬学部 地域医療に貢献する臨床指導薬剤師育成プログラム 平成26年度 文部科学省「専門的
看護師・薬剤師等医療人材養成事業」生涯教育セミナー「がん薬物療法に薬剤師が積極的に介入するために」

平成26年7月5日

1単位

◆ 慶應義塾大学 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 薬学分野別分野別委員会主催
「がん化学療法の新展開に向けての課題」

平成26年7月6日

1単位

◆ 滋賀県病院薬剤師会 「第5回 滋賀県がん薬物療法conference」

平成26年9月3日

１単位

◆ 石川県病院薬剤師会 「平成26年度第1回 がん薬物療法における薬剤師の専門的介入・症例検討会」

平成26年10月19日

２単位

◆ 第55回日本肺癌学会学術総会 【メディカルスタッフ向け教育セッション ： よくわかる肺がん診療】

平成26年11月15日

１単位

◆ 2014年度慶應義塾大学薬学部公開講座 「第２回慶應義塾大学 薬学がんプロフェッショナル研修会」

平成26年10月5日

２単位

◆ 日本病院薬剤師会近畿ブロック 「第31回癌化学療法認定薬剤師講習会」

平成26年11月8日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2014」

平成26年11月23日

２単位

◆ 日本病院薬剤師会近畿ブロック 「第32回癌化学療法認定薬剤師講習会」

平成27年1月10日

１単位

◆ 第36回日本病院薬剤師会近畿学術大会 【シンポジウム14】

平成27年1月25日

１単位
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〔４〕 日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催のがんに関する教育セミナー等（３）
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 京都大学がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 「次代を担うがん研究者・医療人養成プラン」
第3回地域がん医療を担う薬剤師養成インテンシブコース

平成27年2月21日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2015 【シンポジウム２】

平成27年3月14日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2015 【シンポジウム５】

平成27年3月15日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2015 【シンポジウム６】

平成27年3月15日

１単位

◆ 石川県病院薬剤師会 「平成26年度第2回 がん薬物療法における薬剤師の専門的介入・症例検討会」

平成27年3月24日

1単位

◆ 滋賀県病院薬剤師会 「第8回 滋賀県がん薬物療法conference」

平成27年7月1日

１単位

◆ 医療薬学フォーラム2015／第23回クリニカルファーマシーシンポジウム 【シンポジウム12】

平成27年7月5日

１単位

◆ 東京がん化学療法研究会 「第16回 臨床腫瘍夏期セミナー」

平成27年7月9日、10日

◆ 慶應義塾大学薬学部 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 薬学分野別委員会主催シンポジウム
「在宅医療および外来化学療法におけるがん化学療法レジメンの現状と課題」

平成27年7月12日

１単位

◆ 石川県病院薬剤師会 「平成27年度第1回 がん薬物療法における薬剤師の専門的介入・症例検討会」

平成27年8月8日

２単位

◆ 第９回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム１６】

平成27年10月4日

１単位

◆ 2015年度慶應義塾大学薬学部公開講座 「第２回慶應義塾大学薬学がんプロフェッショナル研修会」

平成27年10月4日

２単位

◆ 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術大会2015 【がん領域 教育セミナー】

平成27年11月1日

１単位

◆ 神奈川県病院薬剤師会 「第7回 神奈川県がん専門薬剤師・薬物療法認定薬剤師養成ワークショップ」

平成27年11月8日

３単位

◆ 第56回日本肺癌学会学術総会 「メディカルスタッフシンポジウム：看護師、薬剤師と肺癌専門医との対話空間２」

平成27年11月26日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2015」

平成27年12月6日

２単位

◆ 第37回日本病院薬剤師会近畿学術大会 【シンポジウム4】

平成28年1月24日

１単位

５単位／２日間
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〔４〕 日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催のがんに関する教育セミナー等（４）
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 京都大学がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 「次代を担うがん研究者・医療人養成プラン」
第4回地域がん医療を担う薬剤師養成インテンシブコース

平成28年2月6日

１単位

◆ 日本癌治療学会 「第11回日本癌治療学会アップデート教育セミナー」

平成28年2月6日

２単位

◆ 石川県病院薬剤師会 「平成27年度第2回 がん薬物療法における薬剤師の専門的介入・症例検討会」

平成28年2月28日

２単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2016 【シンポジウム１】

平成28年3月12日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2016 【シンポジウム２】

平成28年3月12日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2016 【シンポジウム６】

平成28年3月13日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2016 【シンポジウム８】

平成28年3月13日

１単位

◆ オンコロジー教育推進プロジェクト「地域に根差したチームオンコロジーセミナー 2016」 【１日目】

平成28年4月23日

２単位

◆ オンコロジー教育推進プロジェクト「地域に根差したチームオンコロジーセミナー 2016」 【２日目】

平成28年4月24日

２単位

◆ NPO法人がん医療研修機構 「第20回オンコロジーセミナー」

平成28年5月21日

１単位

◆ 日本癌治療学会 「第12回日本癌治療学会アップデート教育セミナー」

平成28年5月28日

１単位

◆ 第8回日本がん薬剤学会 「がん専門薬剤師申請になるため50症例書き方セミナー」

平成28年6月4日

１単位

◆ 第10回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム６】

平成28年6月4日

１単位

◆ 第10回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム１４】

平成28年6月5日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2015 in 関西」

平成28年6月19日

２単位

◆ 東京がん化学療法研究会 「第17回 臨床腫瘍夏期セミナー」

平成28年7月21日、22日

◆ NPO法人がん医療研修機構 「第21回オンコロジーセミナー」

平成28年10月29日

１単位

◆ 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術大会2016 【専門領域セミナー ３】

平成28年10月30日

１単位

５単位／２日間
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〔４〕 日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催のがんに関する教育セミナー等（５）
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 第8回神奈川県がん専門・薬物治療認定薬剤師養成ワークショップ

平成28年11月6日

２単位

◆ 第57回日本肺癌学会学術総会 【チーム医療セッション３】

平成28年12月20日

１単位

◆ 日本癌治療学会 「第13回日本癌治療学会アップデート教育セミナー」

平成29年1月28日

１単位

◆ 京都大学がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 「次代を担うがん研究者・医療人養成プラン」
第5回地域がん医療を担う薬剤師養成インテンシブコース

平成29年1月28日

１単位

◆ 石川県病院薬剤師会 「平成28年度がん薬物療法における薬剤師の専門的介入・症例検討会」

平成29年2月19日

２単位

◆ 第38回日本病院薬剤師会近畿学術大会 【シンポジウム１】

平成29年2月25日

１単位

◆ 北海道医療大学 がんプロ・地域がん医療薬剤師コース「第6回がん薬物療法研究討論会」

平成29年2月25日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2017 【シンポジウム４】

平成29年3月18日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2017 【シンポジウム６】

平成29年3月18日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2017 【シンポジウム７】

平成29年3月19日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2017 【シンポジウム１０】

平成29年3月19日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2017 【JASPO教育研修委員会シンポジウム】

平成29年3月19日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「スタートアップセミナー2017 東京」

平成29年5月28日

２単位

◆ 第11回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム５】

平成29年6月3日

１単位

◆ 2017年度慶應義塾大学薬学部公開講座 「効果的で安全ながん治療を実践するための薬学的介入のポイント」

平成29年6月11日

１単位

◆ NPO法人がん医療研修機構 「第22回オンコロジーセミナー」

平成29年6月24日

１単位

◆ 日本癌治療学会 「第14回日本癌治療学会アップデート教育セミナー」

平成29年7月1日

１単位

◆ 東京がん化学療法研究会 「第18回 臨床腫瘍夏期セミナー」

平成29年7月20日、21日

３単位／２日間
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〔４〕 日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催のがんに関する教育セミナー等（６）
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 第15回日本臨床腫瘍学会学術集会 【シンポジウム２０】

平成29年7月29日

１単位

◆ 第15回日本臨床腫瘍学会学術集会 【シンポジウム２２】

平成29年7月29日

１単位

◆ NPO法人がん医療研修機構 「第23回オンコロジーセミナー」

平成29年9月2日

１単位

◆ 第20回北海大学薬学部生涯教育特別講座秋季講演会

平成29年9月30日

１単位

◆ 2017年度慶應義塾大学薬学部公開講座 「多様な新ニーズに対する「がん専門医療人材」養成プラン」

平成29年10月1日

２単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2017 東京」

平成29年10月7日

２単位

◆ 第58回日本肺癌学会学術総会 【シンポジウム１】

平成29年10月14日

１単位

◆ 第58回日本肺癌学会学術総会 【シンポジウム２】

平成29年10月14日

１単位

◆ 第58回日本肺癌学会学術総会 【メディカルスタッフ部会企画シンポジウム】

平成29年10月14日

１単位

◆ 第58回日本肺癌学会学術総会 【シンポジウム３】

平成29年10月15日

１単位

◆ 第58回日本肺癌学会学術総会 【シンポジウム４】

平成29年10月15日

１単位

◆ 第58回日本肺癌学会学術総会 【シンポジウム５】

平成29年10月15日

１単位

◆ 第58回日本肺癌学会学術総会 【シンポジウム６】

平成29年10月15日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2017 京都」

平成29年11月26日

２単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「実務スキルアップセミナー2017」

平成29年12月17日

２単位

◆ 山形県病院薬剤師会 「平成29年度第5回山形県がん化学療法セミナー」

平成30年1月21日

１単位

◆ 石川県病院薬剤師会 「平成29年度がん薬物療法における薬剤師の専門的介入・症例検討会」

平成30年1月21日

２単位

◆ 日本癌治療学会 「第15回日本癌治療学会アップデート教育セミナー」

平成30年1月27日

１単位
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〔４〕 日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催のがんに関する教育セミナー等（７）
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 京都大学 「多様な新ニーズに対するがん専門医療人材（がんプロフェッショナル）養成プラン」
第１回地域がん医療における病院・薬局・在宅の連携強化・推進に取り組む薬剤師養成コース

平成30年2月17日

１単位

◆ 北海道医療大学 「多様な新ニーズに対するがん専門医療人材（がんプロフェッショナル）養成プラン」
地域がん医療連携の推進を担う薬剤師養成コース 「第７回がん薬物療法研究討論会」

平成30年2月24日

１単位

◆ 日本癌治療学会 「第16回日本癌治療学会アップデート教育セミナー」

平成30年3月17日

２単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018 【シンポジウム１０】

平成30年3月17日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018 【oncologyセミナー１】

平成30年3月17日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018 【シンポジウム１２】

平成30年3月18日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018 【シンポジウム１５】

平成30年3月18日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2018 東京」

平成30年5月20日

２単位

◆ 第12回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム２】

平成30年5月26日

１単位

◆ 第12回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム３】

平成30年5月26日

１単位

◆ 第12回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム５】

平成30年5月26日

１単位

◆ 第12回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム８】

平成30年5月26日

１単位

◆ 第12回日本緩和医療薬学会年会 【シンポジウム１８】

平成30年5月27日

１単位

◆ NPO法人がん医療研修機構 「第25回オンコロジーセミナー」

平成30年6月9日

１単位

◆ 2018年度慶應義塾大学薬学部公開講座・第1回がんプロフェッショナル研修会

平成30年6月10日

１単位

◆ 千葉県病院薬剤師会 「千葉県がん専門・認定薬剤師講習会」

平成30年6月16日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2018 大阪」

平成30年6月24日

２単位

◆ 東京がん化学療法研究会 「第19回 臨床腫瘍夏期セミナー（第１日目）」

平成30年7月12日

２単位
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〔４〕 日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催のがんに関する教育セミナー等（８）
講習会・教育セミナー等

開催日

受講単位

◆ 東京がん化学療法研究会 「第19回 臨床腫瘍夏期セミナー（第２日目）」

平成30年7月13日

２単位

◆ 第16回日本臨床腫瘍学会学術集会 【シンポジウム９】

平成30年7月19日

１単位

◆ 第16回日本臨床腫瘍学会学術集会 【メディカルスタッフプログラム２】

平成30年7月20日

１単位

◆ 日本臨床腫瘍薬学会 「ブラッシュアップセミナー2018 福岡」

平成30年7月29日

２単位

◆ 第４回医薬品安全性学会学術大会 【シンポジウム２】

平成30年8月18日

１単位

◆ 2018年度慶應義塾大学薬学部公開講座・第2回がんプロフェッショナル研修会

平成30年10月14日

２単位

注３） 各認定・更新申請の際には、主催者から交付された受講証明（又はネームカード）及びプログラムのコピーが必要です。
その他の代替物（例えば、学会発表の証明をもって受講証明に代えること）は、認められません。
注４） 各認定・更新申請の受付締切日から遡り、過去５年以内に開催されたものが対象になります。
注５） 日本医療薬学会が認定する他学術団体主催のがんに関する教育セミナーに関する単位数は、本学会のがん専門薬剤師研修委員会で内容を
審査の上、認定したものです。従って、各認定講習会のプログラム上の講義時間を単純に受講単位数に換算している訳ではありません。
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