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講師名

役

職

薬局薬剤師が取り組むプライマリケア〜OTC薬、健康食品をどう活用するか〜 Vol.1

狭間 研至先生

医師

薬局薬剤師が取り組むプライマリケア〜OTC薬、健康食品をどう活用するか〜 Vol.2

狭間 研至先生

医師

薬局薬剤師が取り組むプライマリケア〜OTC薬、健康食品をどう活用するか〜 Vol.3

狭間 研至先生

医師

かかりつけ薬剤師として信頼されるための５つのポイント Vol.1

井手口 直子先生

帝京平成大学薬学部 教授 博士（薬学）

かかりつけ薬剤師として信頼されるための５つのポイント Vol.2

井手口 直子先生

帝京平成大学薬学部 教授 博士（薬学）

かかりつけ薬剤師として信頼されるための５つのポイント Vol.3

井手口 直子先生

帝京平成大学薬学部 教授 博士（薬学）

医師が考える機能性食品と薬局の新しい関係〜かかりつけ薬剤師の意外な活用法〜 Vol.1

狭間 研至先生

医師

医師が考える機能性食品と薬局の新しい関係〜かかりつけ薬剤師の意外な活用法〜 Vol.2

狭間 研至先生

医師

医師が考える機能性食品と薬局の新しい関係〜かかりつけ薬剤師の意外な活用法〜 Vol.3

狭間 研至先生

医師

妊活に必要な栄養学と副腎疲労 Vol1

松山 夕稀己先生

Ｐｈ.Ｄ.

臨床心理学博士, 米国アンチエイジング医学会日本支部局長

妊活に必要な栄養学と副腎疲労 Vol2

松山 夕稀己先生

Ｐｈ.Ｄ.

臨床心理学博士, 米国アンチエイジング医学会日本支部局長

妊活に必要な栄養学と副腎疲労 Vol3

松山 夕稀己先生

Ｐｈ.Ｄ.

臨床心理学博士, 米国アンチエイジング医学会日本支部局長

大豆イソフラボンの機能性とその応用 1.大豆イソフラボンの基礎知識

天海 智博先生

医学博士

大豆イソフラボンの機能性とその応用 2.大豆イソフラボンの機能性

天海 智博先生

医学博士

大豆イソフラボンの機能性とその応用 3.大豆イソフラボンの知見

天海 智博先生

医学博士

女性が輝くための５つの栄養メソッド 前半

姫野 友美先生

ひめのともみクリニック院長、日本薬科大学薬学部教授

女性が輝くための５つの栄養メソッド 後半

姫野 友美先生

ひめのともみクリニック院長、日本薬科大学薬学部教授

かかりつけ薬剤師が知っておくべき保健機能食品と注目の機能性表示食品とは？ Vol.1

柿野 賢一先生

医学博士

かかりつけ薬剤師が知っておくべき保健機能食品と注目の機能性表示食品とは？ Vol.2

柿野 賢一先生

医学博士

かかりつけ薬剤師が知っておくべき保健機能食品と注目の機能性表示食品とは？ Vol.3

柿野 賢一先生

医学博士

健康食品の内外の現状と医薬品との相互作用 Vol.1

宇野 文博先生

一般社団法人日本健康食品・サプリメント情報センター 理事

健康食品の内外の現状と医薬品との相互作用 Vol.2

宇野 文博先生

一般社団法人日本健康食品・サプリメント情報センター 理事

健康食品の内外の現状と医薬品との相互作用 Vol.3

宇野 文博先生

一般社団法人日本健康食品・サプリメント情報センター 理事

ワインとアンチエイジング Vol1

青木 晃先生

医師、銀座よしえクリニック都立大院

院長

ワインとアンチエイジング Vol2

青木 晃先生

医師、銀座よしえクリニック都立大院

院長

ワインとアンチエイジング Vol3

青木 晃先生

医師、銀座よしえクリニック都立大院

院長

老ける食事 Vol1

内藤 洋介先生

医師、ラグフォーム新百合ヶ丘院長

老ける食事 Vol2

内藤 洋介先生

医師、ラグフォーム新百合ヶ丘院長

老ける食事 Vol3

内藤 洋介先生

医師、ラグフォーム新百合ヶ丘院長

ビタミンCによる疾病予防と治療 [新型コロナウィルス感染症」Vol1

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

ビタミンCによる疾病予防と治療 [新型コロナウィルス感染症」Vol2

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長
医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

ビタミンCによる疾病予防と治療 [新型コロナウィルス感染症」Vol3

柳澤 厚生先生

日本のアンチエージング医療の現在・過去・未来

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

日本国内におけるCBDオイルの臨床最前線

飯塚 浩先生

医師、メディカルストレスケア飯塚クリニック院長

健康長寿を過ごす為の攻めのTestosterone 補充医学 Vol1

熊本 悦明先生

医師、日本男性医学会名誉理事長、札幌医大名誉教授

健康長寿を過ごす為の攻めのTestosterone 補充医学 Vol2

熊本 悦明先生

医師、日本男性医学会名誉理事長、札幌医大名誉教授

健康長寿を過ごす為の攻めのTestosterone 補充医学 Vol3

熊本 悦明先生

医師、日本男性医学会名誉理事長、札幌医大名誉教授

アンチエイジングの新常識〜健康と美を脅かす歯周病原細菌（red complex）に対する効果〜vol1

森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

アンチエイジングの新常識〜健康と美を脅かす歯周病原細菌（red complex）に対する効果〜vol2

森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

アンチエイジングの新常識〜健康と美を脅かす歯周病原細菌（red complex）に対する効果〜vol3

森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

米国における臨床加齢制御医学の実際 前半

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

米国における臨床加齢制御医学の実際 後半

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

オーソモレキュラー医学のアップツーデート 前半

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

オーソモレキュラー医学のアップツーデート 後半

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

高濃度ビタミンC点滴

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

がん治療からアンチエージングまで

水素点滴・注射・内服の実際 前半

直樹先生

水素点滴・注射・内服の実際 後半

直樹先生

成長ホルモン・甲状腺ホルモンの臨床

藤森 徹也先生

オルソクリニック銀座

アミノ酸製剤 HGHクリスタルMD舌下投与による唾液IGF-1の上昇と歯周病原細菌に対する効果 前半 森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

アミノ酸製剤 HGHクリスタルMD舌下投与による唾液IGF-1の上昇と歯周病原細菌に対する効果 後半 森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

院長

DHEA・メラトニンの臨床

上符 正志先生

M.D.,Ph.D. 銀座上符メディカルクリニック院長

日本のアンチエージング医療の現在・過去・未来

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

デトックスと栄養改善

伊達 友美先生

医療法人財団

歯科から支えるアンチエイジング

松尾 通先生

歯学博士、松尾歯科医院院長

口腔内環境とデトックスそしてアンチエイジング

早川 基樹先生

早川歯科医院

口腔内環境とデトックスそしてアンチエイジング

森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

口腔内環境とデトックスそしてアンチエイジング

加藤 哲先生

KDCインプラント矯正センター所長

ビタミンCによる疾病予防と治療の最新動向 前半

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

ビタミンCによる疾病予防と治療の最新動向 後半

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

米国における臨床加齢制御医学の実際 前半

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

米国における臨床加齢制御医学の実際 後半

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

酵素栄養学の秘密 前半

鶴見 隆史先生

医師、医療法人社団 森愛会 鶴見クリニック理事長

酵素栄養学の秘密 後半

鶴見 隆史先生

医師、医療法人社団 森愛会 鶴見クリニック理事長

心療内科領域におけるバイオロジカル療法 前半

姫野 友美先生

医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック 院長

心療内科領域におけるバイオロジカル療法 後半

姫野 友美先生

医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック 院長

百葉の会「銀座医院」日本アンチエイジング歯科学会理事,管理栄養士

院長

ビタミンCによる疾病予防と治療の最新動向 前半

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

ビタミンCによる疾病予防と治療の最新動向 後半

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

米国における臨床加齢制御医学の実際 〜HRT、ペプチド治療、ヌートロピックを中心に〜 前半

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

米国における臨床加齢制御医学の実際 〜HRT、ペプチド治療、ヌートロピックを中心に〜 後半

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

口腔環境と全身疾患〜アメリカ・アンチエイジング医学のトレンド〜 Vol.1

森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

口腔環境と全身疾患〜アメリカ・アンチエイジング医学のトレンド〜 Vol.2

森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

口腔環境と全身疾患〜アメリカ・アンチエイジング医学のトレンド〜 Vol.3

森永 宏喜先生

森永歯科医院 院長

アンチエイジング医療の実際 前半

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

アンチエイジング医療の実際 後半

松山 淳先生

M.D. Ph.D. 医療法人社団松寿会 松山医院 本町 / 院長

超高濃度ビタミンC点滴と併用する療法 前半

水上 治先生

健康増進クリニック 院長

超高濃度ビタミンC点滴と併用する療法 後半

水上 治先生

健康増進クリニック 院長

医師による家庭でできる栄養療法の実践〜Dr.EMI’S KITCHEN〜 前半

半田 えみ先生

医師、EMI CLINIC 院長

医師による家庭でできる栄養療法の実践〜Dr.EMI’S KITCHEN〜 後半

半田 えみ先生

医師、EMI CLINIC 院長

「アンチエイジングの新しいアプローチ」ライフスタイルとサプリメントで幹細胞を増やす Vol.1

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

「アンチエイジングの新しいアプローチ」ライフスタイルとサプリメントで幹細胞を増やす Vol.2

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

ファスティングを用いた腸内環境改善へのアプローチ

山崎 まいこ先生

まいこホリスティックスキンクリニック 院長

栄養精神医学における糖と鉄代謝の理解 前半

奥平 智之先生

医療法人山口病院 精神科部長

栄養精神医学における糖と鉄代謝の理解 後半

奥平 智之先生

医療法人山口病院 精神科部長

ケトン体、敵か味方か 〜最近の知見〜 前半

宗田 哲男先生

宗田マタニティクリニック 院長

ケトン体、敵か味方か 〜最近の知見〜 後半

宗田 哲男先生

宗田マタニティクリニック 院長

ビタミンＣによる疾病予防と治療の最新動向 前半）

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

ビタミンＣによる疾病予防と治療の最新動向 後半

柳澤 厚生先生

医師、国際オーソモレキュラー医学会 会長

アンチエイジングとアンチオキシダントシリーズ Vol.1

矢澤 一良先生

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授

アンチエイジングとアンチオキシダントシリーズ Vol.2

矢澤 一良先生

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授

アンチエイジングとアンチオキシダントシリーズ Vol.3

矢澤 一良先生

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授

かかりつけ薬剤師が知っておきたい_認知症ケアとコミニュケーション法 Vol.1

雜賀 匡史先生

薬剤師 メディスンショップ蘇我薬局

かかりつけ薬剤師が知っておきたい_認知症ケアとコミニュケーション法 Vol.2

雜賀 匡史先生

薬剤師 メディスンショップ蘇我薬局

かかりつけ薬剤師が知っておきたい_認知症ケアとコミニュケーション法 Vol.3

雜賀 匡史先生

薬剤師 メディスンショップ蘇我薬局

エビデンスベースのサプリメント有効活用 カテキン

禹 済泰先生

中部大学応用生物学部教授/琉球大学教授

エビデンスベースのサプリメント有効活用 クルクミン

禹 済泰先生

中部大学応用生物学部教授/琉球大学教授

エビデンスベースのサプリメント有効活用 ブラジル産プロポリス

禹 済泰先生

中部大学応用生物学部教授/琉球大学教授

かかりつけ薬剤師が知っておくべくサプリメントの科学 Vol.1

横山 信治先生

中部大学生物機能開発研究所・客員教授

かかりつけ薬剤師が知っておくべくサプリメントの科学 Vol.2

横山 信治先生

中部大学生物機能開発研究所・客員教授

かかりつけ薬剤師が知っておくべくサプリメントの科学 Vol.3

横山 信治先生

中部大学生物機能開発研究所・客員教授

エビデンスベースのサプリメント有効活用 「黒ショウガ（ウコン）生理機能成分とその作用」

禹 済泰先生

中部大学応用生物学部教授/琉球大学教授

禹 済泰先生
エビデンスベースのサプリメント有効活用 「骨形成促進機能性素材 〜ハルミン、アセロゲニン及びホノキオール〜」

中部大学応用生物学部教授/琉球大学教授

エビデンスベースのサプリメント有効活用 「シークァーサー由来ノビレチンの多様な生理機能」

禹 済泰先生

中部大学応用生物学部教授/琉球大学教授

かかりつけ薬局・健康サポート薬局における婦人科領域の植物療法 〜PMS・更年期〜 Vol.1

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

かかりつけ薬局・健康サポート薬局における婦人科領域の植物療法 〜PMS・更年期〜 Vol.2

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

かかりつけ薬局・健康サポート薬局における婦人科領域の植物療法 〜PMS・更年期〜 Vol.3

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ第4回 「精神科領域の植物療法不眠・うつ」 Vol.1

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ第4回 「精神科領域の植物療法不眠・うつ」 Vol.2

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ第4回 「精神科領域の植物療法不眠・うつ」 Vol.3

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ第3回「ウィメンズヘルス＆メンタルヘルスケア」 Vol.1

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ第3回「ウィメンズヘルス＆メンタルヘルスケア」 Vol.2

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ第3回「ウィメンズヘルス＆メンタルヘルスケア」 Vol.3

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ 第2回「認知症の植物療法（ハーブ・アロマ）」 Vol.1

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ 第2回「認知症の植物療法（ハーブ・アロマ）」 Vol.2

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ 第2回「認知症の植物療法（ハーブ・アロマ）」 Vol.3

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ 第1回「医薬品とハーブや精油の薬物相互作用」 Vol.1

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ 第1回「医薬品とハーブや精油の薬物相互作用」 Vol.2

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

統合医療シリーズ 第1回「医薬品とハーブや精油の薬物相互作用」 Vol.3

林 真一郎先生

薬剤師・臨床検査技師 グリーンフラスコ代表

大野
Vol.1
智先生
「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ3 〜患者様から相談を受けたときのポイントがん編〜

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ3 〜患者様から相談を受けたときのポイントがん編〜
大野
Vol.2
智先生

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

大野
Vol.3
智先生
「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ3 〜患者様から相談を受けたときのポイントがん編〜

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ2 〜患者とのコミュニケーションのコツ〜 vol.1

大野 智先生

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ2 〜患者とのコミュニケーションのコツ〜 vol.2

大野 智先生

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ2 〜患者とのコミュニケーションのコツ〜 vol.3

大野 智先生

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ1 〜かかりつけ薬剤師が知っておくべき基礎知識〜大野
Vol.1智先生

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

Vol.2智先生
「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ1 〜かかりつけ薬剤師が知っておくべき基礎知識〜大野

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

「かかりつけ薬剤師、健康食品を学ぶ！」シリーズ1 〜かかりつけ薬剤師が知っておくべき基礎知識〜大野
Vol.3智先生

島根大学医学部附属病院臨床研究センター 教授

科学的検証に基づいた乳酸菌の有効性 Vol.1

只野 武先生

東北医科薬科大学名誉教授

科学的検証に基づいた乳酸菌の有効性 Vol.2

只野 武先生

東北医科薬科大学名誉教授

科学的検証に基づいた乳酸菌の有効性 Vol.3

只野 武先生

東北医科薬科大学名誉教授

ブレインフード開発の現状とその有効性評価 （前半）

矢澤 一良先生

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授

ブレインフード開発の現状とその有効性評価 （後半）

矢澤 一良先生

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授
早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授

機能性食品の歴史 （前半）

矢澤 一良先生

機能性食品の歴史 （後半）

矢澤 一良先生

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授

生体内酸化還元 -抗酸化成分の予防医学作用- （前半）

矢澤 一良先生

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授

生体内酸化還元 -抗酸化成分の予防医学作用- （後半）

矢澤 一良先生

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所研究院教授

機能性素材とEMBシリーズ5 プラセンタエキスとアンチエイジング Vol.1

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEMBシリーズ5 プラセンタエキスとアンチエイジング Vol.2

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEMBシリーズ5 プラセンタエキスとアンチエイジング Vol.3

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

肝臓水解物の生活習慣病に対する効果 〜抗疲労効果とそのメカニズム〜 Vol.1

只野 武先生

東北医科薬科大学名誉教授

肝臓水解物の生活習慣病に対する効果 〜抗疲労効果とそのメカニズム〜 Vol.2

只野 武先生

東北医科薬科大学名誉教授

肝臓水解物の生活習慣病に対する効果 〜抗疲労効果とそのメカニズム〜 Vol.3

只野 武先生

東北医科薬科大学名誉教授

機能性素材とEBMシリーズ4 シイタケ菌糸体抽出物 Vol.1

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEBMシリーズ4 シイタケ菌糸体抽出物 Vol.2

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEBMシリーズ4 シイタケ菌糸体抽出物 Vol.3

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEBMシリーズ1 ハトムギ Vol.1

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEBMシリーズ1 ハトムギ Vol.2

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEBMシリーズ2 フコイダン Vol.1

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEBMシリーズ2 フコイダン Vol.2

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEBMシリーズ3 メリンジョ Vol.1

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

機能性素材とEBMシリーズ3 メリンジョ Vol.2

鈴木 信孝先生

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 特任教授

