
〒 607-8414 京都府京都市山科区御陵中内町5

生涯教育センター 事務局 実務・生涯教育課
TEL：075-595-4677（平日 10：00～16：00）
FAX：075-595-4792（24時間受付）
E-mail：s-center@mb.kyoto-phu.ac.jp
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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実践まで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。

2022年9月11日(日)、10月16日(日)、11月13日(日)、
12月18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

2022年7月13日(水)～8月29日(月)

2022
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】

2022年
9月11日

（日）

セルフメディケーション領域の漢方
―便秘―
　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』
（１）感冒：風邪とは？ （２）頭痛・目眩
  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

心療内科領域での漢方治療
ー柴胡剤を中心に－
  にしだクリニック
  院長 西田 愼二 先生

2022年
10月16日

（日）

セルフメディケーション領域の漢方
―下痢―
　末広薬局
　京都漢方研究会　理事
　高橋 宏和 先生

「漢方薬・生薬に関する最近の話題」（仮）
　京都大学大学院薬学研究科
  薬品資源学分野
　准教授 伊藤 美千穂 先生

効かせる漢方
（女性のQOLを高めるために）
  かげやま医院
  院長 蔭山 充 先生

2022年
11月13日

（日）

セルフメディケーション領域の漢方
―むくみ―
　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2)
　京都漢方研究会　理事長
  京都薬科大学　名誉教授
  松田 久司 先生

漢方の病理学
気血水の考え方2022
  三谷ファミリークリニック
  院長 三谷 和男 先生

2022年
12月18日

（日）

セルフメディケーション領域の漢方
―冷え症―
　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(3)
　株式会社栃本天海堂　東京営業所
  所長　宮嶋 雅也  先生

漢方薬でサポートする
これからの循環器診療
  神戸海星病院
  循環器内科・漢方内科
  北村 順 先生


2022

		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

		2022年
4月17日(日) ネン ガツ ヒ		難治性疾患に対する中医昇降学の応用
〜人体の昇降出入運動から病態と処方を考える〜
医学博士・中医学講師　寇華勝 先生		漢方の改革者　細野史郎先生を語る
医療法人聖光園細野診療所
理事長　中田 敬吾 先生

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

		2023年
3月12日(日) ネン ガツ ヒ		日々の臨床における傷寒論医学の応用
織部内科クリニック　院長　織部 和宏 先生		イノベーション漢方
飯塚病院　漢方診療科
部長  田原 英一 先生



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

								2022年
9月11日
（日） ガツ ヒ		セルフメディケーション領域の漢方
―便秘―
　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』
（１）感冒：風邪とは？ （２）頭痛・目眩
  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 センセイ		心療内科領域での漢方治療
ー柴胡剤を中心に－
  にしだクリニック
  院長 西田 愼二 先生 センセイ

								2022年
10月16日
（日） ガツ ヒ		セルフメディケーション領域の漢方
―下痢―
　末広薬局
　京都漢方研究会　理事
　高橋 宏和 先生		「漢方薬・生薬に関する最近の話題」（仮）
　京都大学大学院薬学研究科
  薬品資源学分野
　准教授 伊藤 美千穂 先生 センセイ		効かせる漢方
（女性のQOLを高めるために）
  かげやま医院
  院長 蔭山 充 先生 キ カンポウ ジョセイ タカ インチョウ

								2022年
11月13日
（日） ネン ガツ ヒ		セルフメディケーション領域の漢方
―むくみ―
　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2)
　京都漢方研究会　理事長
  京都薬科大学　名誉教授
  松田 久司 先生		漢方の病理学
気血水の考え方2022
  三谷ファミリークリニック
  院長 三谷 和男 先生 インチョウ センセイ

								2022年
12月18日
（日） ガツ ヒ		セルフメディケーション領域の漢方
―冷え症―
　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(3)
　株式会社栃本天海堂　東京営業所
  所長　宮嶋 雅也  先生 ショウヤク セン ヒン カンベツ カブシキガイシャ トチモト テンカイ ドウ トウキョウ エイギョウショ ショチョウ ミヤジマ マサヤ センセイ		漢方薬でサポートする
これからの循環器診療
  神戸海星病院
  循環器内科・漢方内科
  北村 順 先生









チラシ用



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

				2022年
9月11日
（日） ガツ ヒ		セルフメディケーション領域の漢方―便秘―

　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』
（１）感冒：風邪とは？ （２）頭痛・目眩

  ファルメディコ株式会社 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 センセイ		心療内科、
　循環器内科、
　耳鼻咽喉科、
産婦人科の
テーマで調整中 ジュンカンキ ナイカ ジビ インコウ カ サンフジンカ チョウセイチュウ

				2022年
10月16日
（日） ガツ ヒ		セルフメディケーション領域の漢方―下痢―

　末広薬局
　京都漢方研究会　理事
　高橋 宏和 先生		「漢方薬・生薬に関する最近の話題」（仮）

　京都大学大学院薬学研究科
  薬品資源学分野
　准教授 伊藤 美千穂 先生 センセイ

				2022年
11月13日
（日） ネン ガツ ヒ		セルフメディケーション領域の漢方―むくみ―

　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2)

　京都漢方研究会　理事長
  京都薬科大学　名誉教授
  松田 久司 先生

				2022年
12月18日
（日） ガツ ヒ		セルフメディケーション領域の漢方―冷え症―

　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(3)

　株式会社栃本天海堂　東京営業所
  所長　宮嶋 雅也  先生 ショウヤク セン ヒン カンベツ カブシキガイシャ トチモト テンカイ ドウ トウキョウ エイギョウショ ショチョウ ミヤジマ マサヤ センセイ
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