
まずは「教育研修計画無料作成」とご用命ください。

メディカルエデュケーションは
MR認定センター公認の

「教育研修施設取得事業者」
です。



＜M Rの倫理＞
・臨床研究倫理を考える～臨床研究法
施行に向けて～
・医薬品アクセスと患者の権利
・薬を育てるMR活動
・医師の職業倫理指針から考えるMRの
行動
・初歩からしっかりMRの基礎知識医療
と倫理
・初歩からしっかりMRの基礎知識製薬
企業の倫理
・初歩からしっかりMRの基礎知識MRと
倫理
・1年目の医療事故調査制度
・マイナンバー制度と医療情報活用
・変わる医薬品の広告・販売ルール
・次世代MRのための臨床研究倫理
【日本の臨床研究】編
・次世代MRのための臨床研究倫理
【臨床研究をめぐる倫理】編
・次世代MRのための臨床研究倫理
【臨床研究と利益】編
・次世代MRのための臨床研究倫理
【臨床試験の本質】編
・がんの告知
・ホスピスとケア
・緩和ケア
・精神科患者への社会偏見
・人工生殖と体外受精
・始まった新しい出生前診断

＜医薬品情報＞
・副作用発見に役立つ臨床検査値
・ポリファーマシーの問題点と対応策
・大きく変わる添付文書の記載項目
・薬剤性腎障害診療ガイドラインを
読み解く
・初歩からしっかりMRの基礎知識
臨床データの信頼性
・初歩からしっかりMRの基礎知識
医薬品の投与経路
・初歩からしっかりMRの基礎知識
創薬段階の医薬品情報

・初歩からしっかりMRの基礎知識
医薬品の適正使用と「医薬品情報」
・初歩からしっかりMRの基礎知識
MRが働く医療現場
・日本老年医学会「高齢者の安全な薬物
療法ガイドライン2015」解説
・医薬品情報ビッグデータの活用に
ついて
・医薬品リスク管理計画（RMP）制度
・次世代MRのための臨床統計解説
【エンドポイントの解釈】編
・次世代MRのための臨床統計解説
【サブグループ解析】編
・次世代MRのための臨床統計解説
【研究デザイン】編
・文系MRのための統計講座
基礎講義編
・文系MRのための統計講座
論文の吟味編
・「MR実態調査」から考える情報活動
・医薬品情報とリスクコミュニケーション
・医薬品への期待
・医師が求める医薬品情報
・重篤に至った症例から学ぶ注意喚起

＜法規・制度・PM S＞
・最適使用推進ガイドラインのねらい
・バイオ医薬品の基礎知識から最新動向
・2018年度診療報酬・介護報酬同時
改定を迎えるための基礎知識
・地域医療構想データマップ2017
・OPD（オフ・パテント・ドラッグ）の
市場動向と関連制度
・健康サポート薬局と薬局ビジョン実現
への方向性
・地域医療連携推進法人制度の施行
・地域医療連携とICT活用の最新事情
・初歩からしっかりMRの基礎知識概要
・医療技術評価（HTA）と費用対効果評価
・数字で読み解く超高齢社会の薬剤師
と在宅医療
・『患者のための薬局ビジョン』を読み解く
・医療保険制度改革関連法の解説
・いちからわかる「患者申出療養」

・まとめて解説ドラッグ・ラグ/新薬創出
加算/先進医療
・医療介護総合確保推進法と地域医療
構想とは
・DPCどうなる？医療機関群と基礎係数
の見直し
・医療法に基づく臨床研究中核病院
・新難病法と医療費助成制度について
・医療政策ニュースの読み方のコツ
・介護保険と地域包括ケア
・公的医療保険のしくみと課題
・地域医療連携の基礎知識
・病診連携の基礎知識
・在宅医療の基礎知識
・法制化された医療事故調査制度
・副作用被害救済制度と適正使用
・RMP下におけるMRの情報活動
・保険薬局への安全性情報提供
・一般名処方にみる医療現場の課題
・医療費適正化計画のいま
～第2期スタートにあたって～
・在宅医療はどう展開しているか
・新たな段階に入った保険薬局
・拡大する病院薬剤師の業務
・高額療養費制度と患者負担
・第6次医療法改正と病床機能報告制度
・看護師の特定行為研修制度

＜疾病と治療＞
・初歩からしっかりMRの基礎知識
肺がん
・初歩からしっかりMRの基礎知識
乳がん
・初歩からしっかりMRの基礎知識
消化性潰瘍
・初歩からしっかりMRの基礎知識
COPD
・初歩からしっかりMRの基礎知識
代謝・内分泌系―脂質異常症
・初歩からしっかりMRの基礎知識
代謝・内分泌系―糖尿病
・初歩からしっかりMRの基礎知識
循環器系―心不全



詳細は担当者（一万田）がご説明にあがります。教育研修計画への組み込み方、
具体的な活用方法、カスタマイズなど、直接ご相談ください。 メディカルエデュケーションは

MR認定センター公認の
「教育研修施設取得

事業者」です。

体裁：A4判/32頁/フルカラー
成果確認テストとして、各テーマ10問の正誤問題データ（word形式、解答・解説付き）が付属します。

年間購読（年4冊）：￥10,000（税・送料別）　単号単価：￥2,600（税・送料別）
※年間購読がお得です。一括購入割引がございます。お見積もりいたします。

1教材：￥200,000（税別）
商品形態：PowerPoint（解説ノート付き）
使用条件：改変可能・社内利用限定・人数制限なし・eラーニング使用可
スライド枚数は平均して25枚前後で、教材により変動します。
成果確認テストとして、10問の正誤問題データ（word形式、解答・解説付き）が付属します。
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MRの倫理 医薬品情報 法規・制度・PMS

春号

2019年
3月10日
発行

夏号

2019年
6月10日
発行

秋号

2019年
9月10日
発行

冬号

2019年
12月10日
発行

遺伝カウンセリングの
難しさ

がん患者を
どう支援する

これからの時代の
看取り

危機的状況にある
MRのプロモーション

社会保障と
医療扶助を考える

医学研究のあゆみと
医薬品の価値

MRなら知っておきたい
血液製剤のこと

AMR（薬剤耐性）対策と
ワンヘルス

高齢者の
医薬品適正使用

免疫アレルギー疾患研究
のこれから

薬物相互作用と
情報提供

再生医療周辺の
法整備の現状

地域包括ケアに欠かせない
介護保険の基礎知識

医療と消費税

薬剤費削減と
フォーミュラリ

在宅医療連携モデル構築のた
めの実態調査報告書より、神
奈川県横須賀市の在宅医療事
例を取り上げる

医療用医薬品の販売情報提供
活動に関するガイドライン、
医療用医薬品の広告活動監視
モニター事業報告書

新興感染症と再興感染症、風疹、
結核の流行、AMR 対策、薬剤
耐性対策アクションプラン、抗
生物質製剤市場、院内感染対策

再生医療等安全性確保法、造
血幹細胞移植法の改正、iPS
細胞、バイオバンク

ゲノム医療等実用化推進タス
クフォース、遺伝カウンセラー、
遺伝子治療

社会保障と医療費、医療扶助
の基本知識、生活保護受給者
の後発品使用原則化

高齢者の医薬品適正使用の指
針（総論編）、日本医師会「超
高齢社会におけるかかりつけ
医のための適正処方の手引き」

介護保険制度、介護報酬、医
療と介護の連携

がん対策ロードマップ、受動
喫煙対策の推進、がん患者の
就労支援、がん研究 10ヵ年
戦略の見直し、がん哲学外来

医学研究の歴史、ノーベル生
理学賞・医学賞の授賞、ブロッ
クバスターの登場、政策研「医
薬品の価値」改訂

免疫アレルギー疾患研究 10
ヵ年戦略、層別化医療（プレ
シジョン・メディシン）

医療機関等における消費税負
担に関する分科会、薬価に与
える影響

情報通信機器（ICT) を利用し
た死亡診断等ガイドライン、
遠隔医療

血液製剤とは、血液製剤と他の医
薬品との違い、健康被害の救済制
度、血液製剤の安全性と安定供給、
血液事業、献血の現状とこれから

医薬品開発と適正な情報提供
のための薬物相互作用ガイド
ライン、ディシジョン・ツリー

医療費に占める薬剤費、フォー
ミュラリ導入のシュミレー
ション、協会けんぽによる
フォーミュラリ

※タイトルおよび取り扱う内容は変更することがあります。



必要事項をご記入の上、ご返送ください
株式会社メディカルエデュケーション 行

請求書と異なる場所への送付をご希望のお客様は下記欄へご記入ください

商品の返品は承りかねますので予めご了承ください（汚破損・乱丁・落丁の場合を除きます）

すべての価格は税別です。送料が別途かかります。

URL: https://www.medicaleducation.co.jp/

ご購入申込書

※単号でのお申し込みは上記ご要望欄にてお知らせください

■

FAX 03-5368-2181
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e-mail
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ご担当者

ご住所

〒

宛名

ご住所

〒

TEL FAX

TEL

Medical Education for MR
                    （１契約 10,000 円）

購買部数

部

その他 申込
見積り

商品説明

PowerPoint予約

内容：

訪問希望日程：

テーマ：
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