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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にも理解しやすいプログラムですので、一から漢方を
学びたい方にもお勧めします。

※演者、演題は変更される場合があります。
【重要】COVID-19の状況により、開催日、会場、定員、実施方法等に変更が生じる可能性があります。
最新情報、詳細は必ずホームページ（https://skc.kyoto-phu.ac.jp/）をご確認ください。

2021年8月22日(日)、9月5日(日)、10月17日(日)、
11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（予定） 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

2021年6月23日(水)～8月2日(月)

2021
漢方講座
申込ページ

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

2021年
8月22日

（日）

頭痛の漢方治療
　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(2)
　株式会社栃本天海堂　医専部
　課長  宮嶋 雅也 先生

漢方薬局での店頭経験～炎症性疾患～
　テツムラ漢方薬局
　代表取締役　鉄村　努先生

2021年
9月5日
（日）

四肢の痛みの漢方治療
　末広薬局
　京都漢方研究会　理事
　高橋 宏和 先生

知っておきたい漢方配合生薬 (その1)（仮）
　京都薬科大学 生薬学分野
　教授 松田 久司 先生

眼科領域における漢方治療
　山本眼科～東洋医学研究所～
　院長 山本 昇伯 先生

2021年
10月17日

（日）

風邪の漢方治療
　末広薬局
　京都漢方研究会　理事
　高橋 宏和 先生

【薬局・薬剤師の為の分かり易い漢方】
      『山本巌流一貫堂漢方医学』〜3つの体質〜
  ファルメディコ株式会社 代表代表取締役会長
　一般社団法人日本在宅薬学会 理事
　一般社団法人日本在宅薬学会 漢方研究会 会長
　狭間 紀代　先生

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

2021年
11月14日

（日）

咳・痰の漢方治療
　末広薬局
　京都漢方研究会　理事
　高橋 宏和 先生

漢方製剤を併用する考え方：
                     アトピー性皮膚炎治療を例にして
  大阪大谷大学
  名誉教授  谿 忠人 先生

漢方の森の中で迷わないために・・・
これだけは押さえておきたい疾患の漢方治療
　吉田内科クリニック
　院長  吉田 光範 先生
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		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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4月11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
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		2022年
3月13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		日本漢方の実際（仮）
漢方京口門診療所　所長　山崎正寿 先生 ニホン カンポウ ジッサイ カンポウ キョウ クチ モン シンリョウショ ショチョウ
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　京都薬科大学 生薬学分野
　教授 松田 久司 先生 キョウト ヤッカ ダイガク ショウヤク ガク ブン ノ キョウジュ マツダ センセイ		漢方薬局での店頭経験～炎症性疾患～
　テツムラ漢方薬局
　代表取締役　鉄村　努先生
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　課長  宮嶋 雅也 先生		眼科領域における漢方治療
　山本眼科～東洋医学研究所～
　院長 山本 昇伯 先生 ヤマモト ガンカ トウヨウ イガク ケンキュウショ
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　末広薬局
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  ファルメディコ株式会社 代表代表取締役会長
　一般社団法人日本在宅薬学会 理事
　一般社団法人日本在宅薬学会 漢方研究会 会長
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  名誉教授  谿 忠人 先生 カンポウ セイザイ ヘイヨウ カンガ カタ セイ ヒフ エン チリョウ レイ オオサカ オオタニ ダイガク メイヨ キョウジュ タニ タダヒト センセイ		漢方の森の中で迷わないために・・・
これだけは押さえておきたい疾患の漢方治療
　吉田内科クリニック
　院長  吉田 光範 先生
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