
有機化学
■原子の電子配置と周期表
■化学結合　
■医薬品の命名法
■芳香族性と共役・共鳴
■医薬品の骨格・基本構造
■立体配置
■立体配座　
■分子間相互作用と物性

A 有機化学① 戸島講師

■反応の基礎
■芳香族化合物の反応
■ハロゲン化アルキルの反応
■アルケン・アルキンの反応
■ケトン・アルデヒドの反応
■カルボン酸誘導体の反応
■炭素-炭素結合生成反応
■酸性・塩基性の強弱

B 有機化学② 守ヶ洞講師

薬理学

■糖質
■脂質
■アミノ酸・タンパク質

■核酸と遺伝情報
■細胞の構造と機能
■免疫

（約 15 時間）

（約 20 時間）

【講義内容 ・ 受講料】

【受講料：19,500 円】
【受講期間：2週間】

【受講料：26,000 円】
【受講期間：2週間】

有機化学セット（有機①、②）
受講料：38,500 円   【受講期間：3週間】

①記載の受講料はすべて税込表示になっております。 　

②本講座はファーマプロダクト全日制 1 年コースの講義を撮影したものですので、 CBT 対策にも薬剤師国家試験対策にもご利用いただける基本的な内容の講義となっております。

③講義で使用するオリジナルテキスト類は e ラーニングサイト上でダウンロードしてご使用ください。

④ID とパスワードの発行は、 受講料をご入金いただいてからご利用開始までに７営業日程度お時間を要します。 

⑤セット価格は追加のお申込には適用されませんのでご了承ください。

⑥受講期間の延長はできません。 再度同じ科目をお申込いただく必要があります。

⑦同時に複数の科目をお申込いただいた場合、 受講期間はそれぞれの受講期間を合算した期間で設定いたします。  追加のお申込の場合は合算されませんのでご注意ください。

⑧メールや FAX による講義に関する質問にはご対応できませんのでご了承ください。 　

有機化学セット物理化学・物理薬剤学
■物理化学の基礎
■熱力学
■反応速度論
■溶液の束一的性質
■電解質溶液

C 物理化学① 伊藤講師

■化合物の物性
■相平衡
■粉体
■薬物の溶解
■界面化学
■分散系
■放射化学

D物理化学② 伊藤講師

（約 21 時間）
【受講料：27,300 円】
【受講期間：3週間】

【受講料：22,100 円】
【受講期間：2週間】

（物理薬剤学・放射化学）

生化学
E生化学① 鎌田講師

F生化学② 小林講師

（約 14 時間）
【受講料：18,200 円】
【受講期間：2週間】

【受講料：18,200 円】
【受講期間：2週間】

生化学セット（生化①、②）
受講料：30,800 円【受講期間：3週間】

■末梢神経系
■自律神経系
■細胞膜受容体

I薬理学① 齋藤講師
【受講料：14,300 円】
【受講期間：1週間】

■ファーマコキネティクス(基礎編)
■ファーマコキネティクス(応用編Ⅰ)

■吸収
■分布
■排泄
■ファーマコキネティクス(応用編Ⅱ）

薬物動態学
G薬物動態学① 伊藤講師

H薬物動態学② 伊藤講師

【受講料：23,400 円】
【受講期間：2週間】

【受講料：16,900 円】
【受講期間：2週間】

薬物動態学セット（薬物動態学①、②）
受講料：34,100 円【受講期間：3週間】

衛生
S衛生 岡ノ谷講師
【受講料：10,400 円】
【受講期間：1週間】

機器分析学
T機器分析学 堀川講師
【受講料：15,600 円】
【受講期間：2週間】

（約 14 時間）

J 薬理学② 阿南講師

O薬理学⑦ 森田講師

■ホルモン
■代謝性疾患とその治療薬

K 薬理学③ 堀川講師 ■オータコイド
■免疫系

P 薬理学⑧ 堀川講師

L薬理学④ 佐藤講師

Q薬理学⑨ 阿南講師

■呼吸器系
■消化器系

M薬理学⑤ 加藤講師
■循環器系

薬理学セット（薬理①～⑨）
受講料：83,600 円【受講期間：8週間】

物理化学・物理薬剤学セット（物理①、②）
受講料：41,800 円【受講期間：4週間】

■分光分析法
■構造解析法
■分離精製法

（約 17 時間）

（約 13 時間）

最終申込受付日︓平成 30 年 8 月 31 日　17:00まで
最終受講可能日︓平成 30 年 9 月 28 日　23:59まで※
※科目毎に定めている受講期間にかかわらず最終受講可能日を過ぎると受講はできませんので、お申込の際はご注意ください。

（約 18 時間）

【受講料：10,400 円】
【受講期間：1週間】

【受講料：7,800 円】
【受講期間：1週間】

【受講料：14,300 円】
【受講期間：1週間】

【受講料：13,000 円】
【受講期間：1週間】

【受講料：11,700 円】
【受講期間：1週間】

【受講料：7,800 円】
【受講期間：1週間】

【受講料：7,800 円】
【受講期間：1週間】

（約 11 時間）

■局所麻酔薬
■骨格筋弛緩薬
■利尿薬
■感覚器疾患とその治療薬

（約 8時間）

N薬理学⑥ 齋藤講師
【受講料：11,700 円】
【受講期間：1週間】

■中枢神経系

■血液・造血器系
■抗病原生物薬

■腎・泌尿器系
■抗悪性腫瘍薬

（約 6時間）

（約 11 時間）

（約 10 時間）

（約 9時間）

（約 9時間）

（約 6時間）

（約 6時間）

製剤学
R製剤学 岡ノ谷講師
【受講料：9,100 円】
【受講期間：1週間】

■製剤製造工程
（約 7時間）

（約 12 時間）

（約 8時間）

【注意事項】

■ウイルス性・細菌性食中毒
■化学汚染物質
■化学物質の代謝
■乱用薬物の特徴

実務実習事前学習 実務実習事前学習セット（実務①、②）
受講料：19,800 円【受講期間：2週間】

■医薬品管理
■特別な配慮が必要な医薬品の取扱い
■消毒薬

■処方せん鑑査と疑義照会
■相互作用の回避
■医薬品情報(DI)の取扱い

U実務実習事前学習① 島村講師

V実務実習事前学習② 加藤講師

【受講料：6,500 円】
【受講期間：1週間】

【受講料：16,900 円】
【受講期間：2週間】 （約 13 時間）

（約 5時間）

【申込方法】
▼申込URL
https://www.pharmaproduct.co.jp/topics/292

下記のQRコード
　　またはURLよりお申込ください。

5 日以内にご案内メールをお送りいたします。
※ドメインの解除をお願いいたします。
送信ドメイン⇒@pharmaproduct.co.jp　
お申込から 5日を過ぎてもご案内メールが届かない場合、
受付が完了しておりませんので、必ずお電話にてお問合せください。

各科目セットでお申込いただくと断然お得♫各科目セットでお申込いただくと断然お得♫


