
（2023年1月16日現在）

薬物療法専門薬剤師領域の講習会・教育セミナーの名称 開催日 受講単位 認定領域

日本医療薬学会が認定する他団体のセミナー

日本アプライド・セラピューティクス学会
第４回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「文献評価と臨床情報・文献検索ワークショップ2013」

2013年7月26日
Aコース：３単位
Bコース：２単位

Aコース：「12．内分泌・代謝性疾患」
Bコース：「16.その他」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第５回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析&文献評価ワークショップ2013」

2013年10月13日
Aコース：３単位
Bコース：３単位

Aコース：「12．内分泌・代謝性疾患」
Bコース：「12．内分泌・代謝性疾患」

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2013
「心臓・血管系疾患薬物療法における薬学的介入」

2013年11月10日 1単位 「5.心臓・血管系疾患」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第６回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価と情報検索ワークショップ2014」

2014年5月10日、11日
症例解析：４単位
文献検索：４単位
情報検索：２単位

症例解析：「12.内分泌・代謝疾患」
文献検索：「16.その他」
情報検索：「16.その他」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第７回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析&文献評価と情報検索ワークショップ2014」

2014年10月25日、26日
症例解析：４単位
文献検索：４単位

症例解析：「12.内分泌・代謝疾患」
文献検索：「16.その他」

医療薬学会フォーラム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１】 　日常薬剤業務において得られたクリニカルエビデンス
　　　　　　　　　　　　　～エビデンス構築のための提言～

2015年7月4日 1単位 「16.その他」

医療薬学会フォーラム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１8】 　専門薬剤師の将来を考える
　　　　　　　　　　　　　　～育薬に貢献できる専門性とは～

2015年7月5日 1単位 「16.その他」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第８回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2015：関節リウマチ」

2015年7月11日、12日
症例解析：４単位
文献検索：４単位
情報検索：２単位

症例解析：「4.免疫疾患」
文献検索：「16.その他」
情報検索：「16.その他」

第９回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム１】　慢性および難治性疼痛治療の確立へのアプローチと
　　　　　　　　　　　　  将来展望　　～基礎から臨床へのフィードバック～

2015年10月3日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第９回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム６】　次世代型”包括的緩和医療”の展望

2015年10月3日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第９回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム14】　現場の医療人に役立つ緩和医療領域における
　　　　　　　　　　　　　 最新のリバース・トランスレーショナルリサーチ

2015年10月4日 1単位 「15.悪性腫瘍」

日本医療薬学会が認定する薬物療法専門薬剤師領域の講習会と受講単位
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薬物療法専門薬剤師領域の講習会・教育セミナーの名称 開催日 受講単位 認定領域

第９回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム15】　緩和医療チームを支える薬剤師の力
　　　　　　　　　　　　　～腎機能を配慮した薬物治療支援力を身につける～

2015年10月4日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第９回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム16】　乳がんと緩和ケア
　　　　　　　　　　　　　～多職種による切れ目のないサポートをするために～

2015年10月4日 1単位 「15.悪性腫瘍」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第９回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2015： 2型糖尿病」

2016年2月6日、7日
症例解析：４単位
文献検索：４単位

症例解析：「12.内分泌・代謝疾患」
文献検索：「16.その他」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム１】　腎機能に配慮した薬物支援力を身につける

2016年6月4日 1単位 「6.腎・泌尿器疾患」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム4】　緩和医療を支援する臨床製剤

2016年6月4日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム6】　がん化学療法を理解して、質の高い緩和ケアを目指そう

2016年6月4日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム14】　生存期間延長を目指すSupportive Oncology
　　　　　　　　　　　　　 ～がん治療向上のための戦略～

2016年6月5日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム15】　緩和医療において院内製剤を活用する実践的ノウハウ

2016年6月5日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム16】　がんサバイバーのための次世代型がん性疼痛の
　　　　　　　　　　　　　アルゴリズムの確立を目指して

2016年6月5日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【ディベートシンポジウム1】　オピオイド鎮痛薬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～オピオイドの使い分けに意味があるか～

2016年6月4日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【ディベートシンポジウム2】　鎮痛補助薬の選択と使い方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～本当にきいているのか？～

2016年6月4日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第10回日本緩和医療薬学会年会
　【ディベートシンポジウム4】　悪性消化管閉塞に対する薬物療法(オクトレ
　　　　　　　　　　　　　　　オチド・ステロイド)　～投与すべきか？否か？～

2016年6月5日 1単位 「9.消化器疾患」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第10回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2016： 2型糖尿病」

2016年6月11日、12日
症例解析：４単位
文献検索：４単位

症例解析：「12.内分泌・代謝疾患」
文献検索：「16.その他」
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薬物療法専門薬剤師領域の講習会・教育セミナーの名称 開催日 受講単位 認定領域

日本アプライド・セラピューティクス学会
第11回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2016： てんかん」

2016年12月10日、11日
症例解析：５単位
文献検索：５単位

症例解析：「2.神経・筋疾患」
文献検索：「2.神経・筋疾患」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第12回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2017： 2型糖尿病」

2017年5月13日、14日
症例解析：５単位
文献検索：５単位

症例解析：「12.内分泌・代謝疾患」
文献検索：「12.内分泌・代謝疾患」

第11回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム２】　がんによる自然免疫低下改善のための
　　　　　　　　　　　　　病態緩和生理学の理解

2017年6月3日 1単位 「16.その他」

第11回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム５】　悪質液のスマートマネージメント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～生き生きと生きる方法を科学する～

2016年6月3日 1単位 「15.悪性腫瘍」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第13回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2017： てんかん」

2017年11月11日、12日
症例解析：５単位
文献検索：５単位

症例解析：「2.神経・筋疾患」
文献検索：「2.神経・筋疾患」

 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2017
　 認定講習会「薬物療法専門薬剤師が支えるチーム医療　 ～質の高い薬物治
療支援を実践するには～」

2017年11月26日 1単位 「16.その他」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第14回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2018： 脂質異常」

2018年5月19日、20日
症例解析：５単位
文献検索：５単位

症例解析：「12.内分泌・代謝疾患」
文献検索：「12.内分泌・代謝疾患」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム２】　化学療法と緩和医療の支持療法
　　　　　　　　　　　　　　～アドヒアランス向上、どうしていますか？～

2018年5月26日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム３】　生存期間の延長を目指すSupportive Oncology研究

2018年5月26日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム４】　がん患者の非がん慢性痛治療の実際と問題点 2018年5月26日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム５】　がん患者の性を支える薬剤師の視点
　　　　　　　　　　　　　　～がんとの共生社会を実現させるために～

2018年5月26日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム８】　骨転移患者をチーム医療で支える
　　　　　　　　　　　　　　～薬剤師が知っておくべき知識とスキル～

2018年5月26日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム13】　多死社会における、がん・非がんを超えた
　　　　　　　　　　　　　 意思決定支援について

2018年5月26日 1単位 「16.その他」
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薬物療法専門薬剤師領域の講習会・教育セミナーの名称 開催日 受講単位 認定領域

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム18】　がん患者の血栓治療を注視しよう
　　　　　　　　　　　　　　 －薬剤師が支援できること－

2018年5月27日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム19】　Mohsペーストの最適な製剤設計を考える 2018年5月27日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム20】　腎機能低下時の緩和薬物療法の実際
　　　　　　　　　　　　 ～情報リテラシーを高め、いのちの輝きを支えるために～

2018年5月27日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム21】　Authorityに聞くナルデメジン
　　　　　　　　　　　　　　：リアルワールドから7つの臨床疑問

2018年5月27日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム24】　がん性疼痛による生体への"二次的侵襲"を科学する
　　　　　　　　　　　　　　: "緩和科学"の理解

2018年5月27日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第12回日本緩和医療薬学会年会
　【年会企画シンポジウム２】　最期を迎える患者に寄り添う
　　　　　　　　　　　　　　　 ～患者さんが最後まで自分らしく過ごせるために～

2018年5月27日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第４回医薬品安全性学会学術大会
　【シンポジウム１】　防げ！薬剤性腎障害 （DKI：Drug induced kidney injury）
　　　　　　　　　　　　～ 薬剤師の実践行動計画 ～

2018年8月18日 1単位 「6.腎・泌尿器疾患」

第４回医薬品安全性学会学術大会
　【シンポジウム２】　医療機関と保険薬局の連携が支えるがん薬物療法の
　　　　　　　　　　　　安全性の向上とその先に見えるもの

2018年8月18日 1単位 「15.悪性腫瘍」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第15回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2018： 心房細動」

2019年1月12日、13日
症例解析：４単位
文献検索：４単位

症例解析：「領域5．心臓・血管系疾患」
文献検索：「領域5．心臓・血管系疾患」

第13回日本緩和医療薬学会年会
　【特別シンポジウム１】　オープニングセッション 2019年6月1日 1単位 「16.その他」

第13回日本緩和医療薬学会年会
　【特別シンポジウム２】　ホットトピックスセッション 2019年6月2日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第13回日本緩和医療薬学会年会
　【特別シンポジウム３】　テイクホームメッセージセッション 2019年6月2日 1単位 「16.その他」

第13回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム９】　緩和医療薬学の未来を語ろう

2019年6月1日 1単位 「16.その他」
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薬物療法専門薬剤師領域の講習会・教育セミナーの名称 開催日 受講単位 認定領域

日本アプライド・セラピューティクス学会
第16回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2019： 心不全」

2019年7月20日、21日
症例解析：５単位
文献検索：５単位

症例解析：「5. 心臓・血管系疾患」
文献検索：「5. 心臓・血管系疾患」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第17回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2019： 心不全」

2020年1月25日、26日
症例解析：５単位
文献検索：５単位

症例解析：「5. 心臓・血管系疾患」
文献検索：「5. 心臓・血管系疾患」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第1回症例解析から始める実践薬物治療報告会

2021年7月4日 2単位 「16.その他」

第21回日本糖尿病インフォマティクス学会学術集会 2021年8月28日、29日
教育講演Ⅰ：１単位
教育講演Ⅱ：１単位

各講演：「領域12. 内分泌・代謝疾患」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第19回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2021： 心不全」

2021年11月28日
症例解析：３単位
文献検索：３単位

症例解析：「5. 心臓・血管系疾患」
文献検索：「5. 心臓・血管系疾患」

日本アプライド・セラピューティクス学会
第20回科学的・合理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
「症例解析・文献評価ワークショップ2021-2： 心不全」

2022年3月20日
症例解析：３単位
文献検索：３単位

症例解析：「5. 心臓・血管系疾患」
文献検索：「5. 心臓・血管系疾患」

第15回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム２】緩和ケア病棟における薬剤師の活動と課題

2022年5月14日 1単位 「16.その他」

第15回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム4】小児緩和ケアにおける薬物療法の現実と薬剤師の役割

2022年5月14日 1単位 「16.その他」

第15回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム5】がん悪液質に対する最新の知見
※　オンデマンド配信については2時間未満のため、対象外とする。

2022年5月14日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第15回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム7】薬剤師だからできるアドバンス・ケア・プランニング（ACP)
　　　　　　　　　　　-出来ること、一歩踏み出すためには-

2022年5月14日 1単位 「16.その他」

第15回日本緩和医療薬学会年会
　【シンポジウム11】「メサドン」という選択肢を活かすために！
　　　　　　　　　　　　　～薬剤師が知っておくべきエトセトラ～

2022年5月15日 1単位 「15.悪性腫瘍」

第15回日本緩和医療薬学会年会
　【年会企画シンポジウム3】分子標的薬の副作用マネジメント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-患者フォローに必要な薬剤師のスキル-

2022年5月15日 1単位 「15.悪性腫瘍」

石川県病院薬剤師会
ISPECセミナー2022夏の陣～SOAPの組み立て方を学ぼう！～

2022年8月6日 2単位 「 5. 心臓・血管系疾患」
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薬物療法専門薬剤師領域の講習会・教育セミナーの名称 開催日 受講単位 認定領域

石川県病院薬剤師会
第2回ISPECセミナー2023 冬の陣
～輸液製剤と水分分布についての基本を学ぼう～

2023年2月18日 2単位 「16.その他」

　　　　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全ての講義時間を合算し受講単位数に換算している訳ではありません。

注１）　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書（又はネームカード）のコピーが必要です。

注２）　新規認定申請の対象セミナーは、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です。

注３）　更新申請の対象セミナーは、認定期間中の受講・参加実績を有するものが対象です。

注４）　日本医療薬学会が認定する他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小委員会で内容を
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