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漢方治療の臨床力を身につけよう
京都漢方研究会との共催で、漢方治療の基礎から臨床まで4回コースで学びます。
漢方の知識や経験のない薬剤師も受講できます。
今年度は、例年時間外に開催し好評の漢方初心者対象の内容を本講座内に組み入れ、
受講しやすくしました。

開催場所：上記に同じ
予約不要、聴講無料

※演題などプログラム内容は変更される場合があります。

2020年11月8日(日)、12月6日(日)、
2021年1月24日(日)、2月14日(日)  10:00～16:00開催日程

京都薬科大学 躬行館 3階 T31講義室

100名 20,000円

G24 計12単位（3単位/日、1単位/演題）

申込方法 ホームページよりお申込みください。
https://skc.kyoto-phu.ac.jp/

開催場所

定員

申込受付

受講料

認定単位

2020年9月1日(火)～10月26日(月)

＜京都漢方研究会 特別講演のご案内(後援：京都薬科大学)＞
京都薬科大学認定単位G24を計2単位/日、配付します。
※日本薬剤師研修センターG01単位をご希望の場合は、当日受付にてお申出のうえ、京都漢方研究会に受講料を
お支払いください。受講料 5,000円 G01 計2単位

予約不要、聴講無料

開催日程、開催場所、一部プログラムを変更しています

開催日 12:30～14:10　<100分>　1単位 14:20～16:00　<100分>　1単位

2021年
3月14日

(日)

難治性慢性炎症症候群に対する山本巖医学の治療戦略
～一貫堂解毒剤の現代医学的な使い方～
医療法人勇山会山方内科医院　院長　山方 勇次 先生

実臨床に役立つ漢方口訣－臨床経験知としての古典
漢方内科・訪問診療クリニック　院長　小山 誠次 先生

開催日 10:00-11:40【基礎】 12:30-14:10【薬物】 14:20-16:00【臨床】

2020年
11月8日

（日）

入門講座　『八綱』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生

処方解説（処方名の意味）
大阪大学大学院薬学研究科
招聘教授  谿 忠人 先生

漢方の森の中で迷わないために・・・
本音で語る第２弾〜消化器疾患を例に～
吉田内科クリニック
院長  吉田 光範 先生

2020年
12月6日

（日）

入門講座　『気』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生

生薬の選品と鑑別
株式会社栃本天海堂　医専部
課長  宮嶋 雅也 先生

更年期疾患における漢方の役割と活用法
大阪医科大学健康科学クリニック
教授　後山 尚久 先生

2021年
1月24日

（日）

入門講座　『血・水』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生

精神科領域で処方される
漢方薬の服薬指導
グッドファーマシー株式会社
あおぞら薬局　藤沢店　成井 繁 先生

足は第二の心臓：
漢方を中心に足を識る・診る・治す
ふくおかクリニック
院長　福岡　正平　先生

2021年
2月14日

（日）

入門講座　『四診』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生

漢方薬・生薬の現代薬理学的解明(仮)
京都薬科大学　生薬学分野
教授　松田　久司　先生

中医弁証論治の応用（仮）
木村漢方薬局
木村　勇　先生


Sheet2

		開催日		10:00～11:40　<100分>　1単位		12:30～14:10　<100分>　1単位 タンイ		14:20～16:00　<100分>　1単位 タンイ

		2020年
4月19日(日) ネン ガツ ヒ				ペインクリニシャンによる痛みの漢方治療　第1弾
平田ペインクリニック　院長　平田 道彦 先生 イタ カンポウ チリョウ ダイ ダン ヒラタ インチョウ		漢方薬の副作用について
医療法人養光会ベイサイドクリニック
院長　萬谷 直樹 先生　 イリョウ ホウジン ヤシナ ヒカリ カイ インチョウ ヨロズ タニ ナオキ センセイインチョウ

		2021年
3月14日(日) ネン ガツ ヒ		難治性水滞関連疾患に対する山本巖医学の応用
～明日から役立つ利水剤の先進医学的な使い方について
医療法人勇山会山方内科医院　院長　山方 勇次 先生 ナンジセイ スイタイ カンレン シッカン タイ ヤマモト イワオ イガク オウヨウ アス ヤクダ リスイ ザイ センシン イガクテキ ツカ カタ イリョウ ホウジン イサム ヤマ カイ ヤマガタ ナイカ イイン インチョウ		私の好きな処方（仮）
漢方京口門診療所　所長　山崎 正寿 先生 カンポウ キョウ クチ モン シンリョウショ ショチョウ

										開催日		10:00-11:40【基礎】		12:30-14:10【薬物】		14:20-16:00【臨床】

										2020年
9月13日
（日） ガツ ヒ		入門講座　『八綱』
あゆみ薬局 桃山南店 薬局長
京都漢方研究会 副理事長  細野 靖之 先生 ヤッキョク モモヤマ ミナミ テン ヤッキョク チョウ キョウト カンポウ ケンキュウカイ フク リジチョウ		生薬の選品と鑑別
株式会社栃本天海堂　医専部
課長  宮嶋 雅也 先生 ショウヤク セン ヒン カンベツ		訪問診療に於ける漢方薬のアレコレ
～実例を中心に～
漢方内科・訪問診療クリニック
院長　小山 誠次 先生 ホウモン シンリョウ オ カンポウヤク ジツレイ チュウシン カンポウ ナイカ ホウモン シンリョウ インチョウ コヤマ セイジ センセイ

										2020年
10月11日
（日） ガツ ヒ		入門講座　『気』
サカイ薬局
京都漢方研究会　理事　酒井 孝征 先生 ヤッキョク キョウトカンポウケンキュウカイ リジ		精神科領域で処方される漢方処方と
服薬指導
グッドファーマシー株式会社
あおぞら薬局　藤沢店　成井 繁 先生 カブシキガイシャ ヤッキョク フジサワ テン		素晴らしきかな漢方！古から学び、そして薬能も考える漢方
広島国際大学薬学部 生薬漢方診療学 教授
広島大学病院漢方診療外来　責任指導医
中島 正光 先生 スバ カンポウ コ マナ ヤク ノウ カンガ カンポウ

										2020年
11月8日
（日） ネン ガツ ヒ		入門講座　『血・水』
株式会社栃本天海堂
京都漢方研究会　理事　関田 倫彦 先生 カブシキガイシャ トチモト テンカイ ドウ キョウトカンポウケンキュウカイ リジ セキタ		処方解説（処方名の意味）
大阪大学大学院薬学研究科
招聘教授  谿 忠人 先生 タニ タダヒト センセイ		漢方の森の中で迷わないために・・・
本音で語る第２弾〜消化器疾患を例に～
吉田内科クリニック
院長  吉田 光範 先生

										2020年
12月6日
（日） ガツ ヒ		入門講座　『四診』
漢方薬局ハレノヴァ
京都漢方研究会　理事　清水　涼 先生 カンポウ ヤッキョク キョウト カンポウ ケンキュウカイ リジ		処方解説「瀉下剤」
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生 ショホウ カイセツ シャカ ザイ スエヒロ ヤッキョク キョウト カンポウケンキュウカイ リジ タカハシ ヒロカズ センセイ		更年期疾患における漢方の役割と活用法
大阪医科大学健康科学クリニック
教授　後山 尚久 先生 コウネンキ シッカン カンポウ ヤクワリ カツヨウホウ オオサカ イカ ダイガク ケンコウ カガク キョウジュ アトヤマ ナオヒサ センセイ















修正版

		開催日		12:30～14:10　<100分>　1単位 タンイ		14:20～16:00　<100分>　1単位 タンイ

		2021年
3月14日(日) ネン ガツ ヒ		難治性慢性炎症症候群に対する山本巖医学の治療戦略
～一貫堂解毒剤の現代医学的な使い方～
医療法人勇山会山方内科医院　院長　山方 勇次 先生 ナンジセイ マンセイ エンショウ ショウコウグン タイ ヤマモト イワオ イガク チリョウ センリャク イッカン ドウ ゲドクザイ ゲンダイ イガク テキ ツカ カタ イリョウ ホウジン イサム ヤマ カイ ヤマガタ ナイカ イイン インチョウ		実臨床に役立つ漢方口訣－臨床経験知としての古典
漢方内科・訪問診療クリニック　院長　小山 誠次 先生 ジツ リンショウ ヤクダ カンポウ クチ ケツ リンショウ ケイケン チ コテン

								開催日		10:00-11:40【基礎】		12:30-14:10【薬物】		14:20-16:00【臨床】

								2020年
11月8日
（日） ネン ガツ ヒ		入門講座　『八綱』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生		処方解説（処方名の意味）
大阪大学大学院薬学研究科
招聘教授  谿 忠人 先生 タニ タダヒト センセイ		漢方の森の中で迷わないために・・・
本音で語る第２弾〜消化器疾患を例に～
吉田内科クリニック
院長  吉田 光範 先生

								2020年
12月6日
（日） ガツ ヒ		入門講座　『気』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生		生薬の選品と鑑別
株式会社栃本天海堂　医専部
課長  宮嶋 雅也 先生 ショウヤク セン ヒン カンベツ		更年期疾患における漢方の役割と活用法
大阪医科大学健康科学クリニック
教授　後山 尚久 先生 コウネンキ シッカン カンポウ ヤクワリ カツヨウホウ オオサカ イカ ダイガク ケンコウ カガク キョウジュ アトヤマ ナオヒサ センセイ

								2021年
1月24日
（日） ネン ガツ ヒ		入門講座　『血・水』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生 スエヒロ ヤッキョク キョウト カンポウ ケンキュウカイ リジ タカハシ ヒロカズ センセイ		精神科領域で処方される
漢方薬の服薬指導
グッドファーマシー株式会社
あおぞら薬局　藤沢店　成井 繁 先生 ヤク フクヤク シドウ カブシキガイシャ ヤッキョク フジサワ テン		足は第二の心臓：
漢方を中心に足を識る・診る・治す
ふくおかクリニック
院長　福岡　正平　先生 アシ ダイニ シンゾウ カンポウ チュウシン アシ シキ ミ ナオ インチョウ フクオカ ショウヘイ センセイ

								2021年
2月14日
（日） ガツ ヒ		入門講座　『四診』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生 スエヒロ ヤッキョク キョウト カンポウ ケンキュウカイ リジ タカハシ ヒロカズ センセイ		漢方薬・生薬の現代薬理学的解明(仮)
京都薬科大学　生薬学分野
教授　松田　久司　先生 カンポウ ヤク ショウヤク ゲンダイ ヤクリガクテキ カイメイ カリ キョウト ヤッカ ダイガク ショウヤク ガク ブンヤ キョウジュ マツダ ヒサシ ツカサ センセイ		中医弁証論治の応用（仮）
木村漢方薬局
木村　勇　先生 チュウイ ベンショウロン オサム オウヨウ カリ キムラ イサム センセイ
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修正版

		開催日		12:30～14:10　<100分>　1単位 タンイ		14:20～16:00　<100分>　1単位 タンイ
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医療法人勇山会山方内科医院　院長　山方 勇次 先生 ナンジセイ マンセイ エンショウ ショウコウグン タイ ヤマモト イワオ イガク チリョウ センリャク イッカン ドウ ゲドクザイ ゲンダイ イガク テキ ツカ カタ イリョウ ホウジン イサム ヤマ カイ ヤマガタ ナイカ イイン インチョウ		実臨床に役立つ漢方口訣－臨床経験知としての古典
漢方内科・訪問診療クリニック　院長　小山 誠次 先生 ジツ リンショウ ヤクダ カンポウ クチ ケツ リンショウ ケイケン チ コテン

								開催日		10:00-11:40【基礎】		12:30-14:10【薬物】		14:20-16:00【臨床】

								2020年
11月8日
（日） ネン ガツ ヒ		入門講座　『八綱』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生		処方解説（処方名の意味）
大阪大学大学院薬学研究科
招聘教授  谿 忠人 先生 タニ タダヒト センセイ		漢方の森の中で迷わないために・・・
本音で語る第２弾〜消化器疾患を例に～
吉田内科クリニック
院長  吉田 光範 先生

								2020年
12月6日
（日） ガツ ヒ		入門講座　『気』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生		生薬の選品と鑑別
株式会社栃本天海堂　医専部
課長  宮嶋 雅也 先生 ショウヤク セン ヒン カンベツ		更年期疾患における漢方の役割と活用法
大阪医科大学健康科学クリニック
教授　後山 尚久 先生 コウネンキ シッカン カンポウ ヤクワリ カツヨウホウ オオサカ イカ ダイガク ケンコウ カガク キョウジュ アトヤマ ナオヒサ センセイ

								2021年
1月24日
（日） ネン ガツ ヒ		入門講座　『血・水』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生 スエヒロ ヤッキョク キョウト カンポウ ケンキュウカイ リジ タカハシ ヒロカズ センセイ		精神科領域で処方される
漢方薬の服薬指導
グッドファーマシー株式会社
あおぞら薬局　藤沢店　成井 繁 先生 ヤク フクヤク シドウ カブシキガイシャ ヤッキョク フジサワ テン		足は第二の心臓：
漢方を中心に足を識る・診る・治す
ふくおかクリニック
院長　福岡　正平　先生 アシ ダイニ シンゾウ カンポウ チュウシン アシ シキ ミ ナオ インチョウ フクオカ ショウヘイ センセイ

								2021年
2月14日
（日） ガツ ヒ		入門講座　『四診』
末広薬局
京都漢方研究会　理事　高橋 宏和 先生 スエヒロ ヤッキョク キョウト カンポウ ケンキュウカイ リジ タカハシ ヒロカズ センセイ		漢方薬・生薬の現代薬理学的解明(仮)
京都薬科大学　生薬学分野
教授　松田　久司　先生 カンポウ ヤク ショウヤク ゲンダイ ヤクリガクテキ カイメイ カリ キョウト ヤッカ ダイガク ショウヤク ガク ブンヤ キョウジュ マツダ ヒサシ ツカサ センセイ		中医弁証論治の応用（仮）
木村漢方薬局
木村　勇　先生 チュウイ ベンショウロン オサム オウヨウ カリ キムラ イサム センセイ
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