※ 現在、詳細がわかっている必須研修対象研修会は下記のとおりです。その他は分かり次第お知らせします。 ※
主催団体より日本薬剤師研修センターの受講単位が配付されない場合には、
「様式第 10-1 受講単位請求書」にて、
単位請求 http://www.jpec.or.jp/nintei/kanpou/credit_seikyu.html を行ってください。
研修会主催団体より、受講単位の配布がある場合：令和元年７月以降開催の研修会参加の際は、本人確認ができ
るものを持参し、薬剤師名簿登録番号（薬剤師免許番号）を受付にてお申し出ください。

●2019 年度

日漢協

漢方総合講座（第 29 回）（日本生薬学会

共催）
http://www.nihonkanpoukyokai.com/
（日時）2019/ 4/21, 5/19, 6/16, 7/21（漢方薬局製剤実習講座 10:00-）, 8/18, 9/15（薬草園青空研修会 10:00-）, 10/20,
11/17（第 39 回漢方学術大会）, 12/15, 2020/1/19, 2/16, 3/15
10:00～16:10
（会場）慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス（港区芝公園 1-5-30）を予定、薬用植物青空研修会は東京都
立薬用植物園（東京都小平市）
（予定単位数）4 月,6 月,8-10 月,12-3 月は各回集合研修 3 単位、7 月は実習研修 3 単位、9 月は実習研修 2
単位、11 月は未定
（ご注意）本研修会は､生薬学会が認めるシリーズの研修です。日本漢方協会が実施し生薬学会が共催するシリ
ーズ研修にて､必須研修として認められる単位は､各年（１年目、２年目、３年目それぞれに）5 単位､一期（３年
間：１回の申請に）10 単位が上限です。これを超える単位は､その他の研修として使用できます。
（年間受講料）新規 78,000 円、会員 68,000 円、学生 44,000 円（それぞれ年会費 8,000 円を含む）
（１回受講料）会員：8,000 円、非会員：10,000 円 新規会員の方は入会金 10,000 円＋年会費 8,000 円、
現会員の方は年会費 8,000 円を申し受けます。テキストは別途ご購入ください。
・9 月薬草園青空研修会：協会会員 5,000 円、一般 8,000 円、学生 4,000 円（申込締切 8/30）
（申込・問合先）日本漢方協会 事務局 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-11-15
TEL：03-3805-9140 平日（月～木）10:00～16:00
FAX：03-3805-9140
E-mail：j.kampo@jeans.ocn.ne.jp
●東京漢方教育研究センター

2019 年度・第 26 回 講座
（日本生薬学会

http://www.tokyokanpou.jp/
第 29 回初学者のための漢方運用講座）, 9/8, 10/13, 12/15,
共催）

（日時）2019/4/14, 5/12, 6/9, 7/14（日本漢方交流会公開講座
2020/1/19, 2/16, 3/8 10:30～16:55
（場所）4-6, 9,1,3 月：早稲田大学国際会議場 第三講義室（東京都新宿区西早稲田 1-20-14）
7,10,12,2 月：専門学校 東京テクニカルカレッジ テラハウス（東京都中野区東中野 4-2-3）
（予定単位数）各回集合研修 3 単位
（ご注意）本研修会は､生薬学会が認めるシリーズの研修です。東京漢方教育研究センターが実施し生薬学会が
共催するシリーズ研修にて､必須研修として認められる単位は､各年（１年目、２年目、３年目それぞれに）5 単
位､一期（３年間：１回の申請に）10 単位が上限です。これを超える単位は､その他の研修として使用できます。
（会費・受講料）新規会員 50,000 円（入会金 15,000 円、年会費 5,000 円、受講料 30,000 円）
継続会員 35,000 円（年会費 5,000 円、受講料 30,000 円）
１０月以降に入会される方は、受講料が半額の 15,000 円になります。
原則として、入金いただいた会費の返却はいたしません。
（当日のみの参加費）5,000 円
（申込・問合先）東京漢方教育研究センター事務局 二宮理摩 〒154-0002 東京都世田谷区下馬 1-27-14
E-mail：tokyokanpoukyouikukenkyuu@gmail.com

●京都漢方研究会 第 29 期講座
（日本生薬学会 共催） http://kyoto-kampo.kenkyuukai.jp/
（日時）2019/ 4/14（10:30-11:40 は総会）, 5/12, 6/9（野外研修）, 7/21, 8/25, 9/8, 10/13, 12/8, 2020/1/12, 2/9,
3/15（14:20-履修証書授与･懇親会）
10:00～16:00
（会場）京都薬科大学 愛学館「愛学ホール」
（京都市山科区御陵中内町５）
6 月は日本新薬（株）山科植物資料館
（予定単位数）4,3 月は各回集合研修 2 単位、6 月は実習研修 2 単位、5,7-2 月は各回集合研修 3 単位
（会費）入会金 10,000 円（継続会員は不要）
、年間会費 35,000 円。
（受講料）一日 5,000 円
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（ご注意）本研修会は､生薬学会が認めるシリーズの研修です。京都漢方研究会が実施し生薬学会が共催するシ
リーズ研修にて､必須研修として認められる単位は､各年（１年目、２年目、３年目それぞれに）5 単位､一期（３年
間：１回の申請に）10 単位が上限です。これを超える単位は､その他の研修として使用できます。
（申込・問合先）〒607-8412 京都市山科区御陵四丁野町１ 京都薬科大学生薬分野内
京都漢方研究会事務局
TEL：075-595-4634
FAX：075-595-4768
E-mail：kyotokampo@gmail.com
●第 603 回～608 回 近畿鍼灸漢方研究会 （日本生薬学会 共催：2019 年 4 月～2019 年 10 月）
（日時）2019/ 4/14, 5/12, 6/9, 7/14, 8/18, 9/15,10/14 10:00～17:00
（場所）大阪国際交流センター3 階 2 号 会議室（大阪市天王寺区上本町 8 丁目 2-6）
（予定単位数）各日集合研修 4 単位
（ご注意）本研修会は､生薬学会が認めるシリーズの研修です。近畿鍼灸漢方研究会が実施し生薬学会が共催す
るシリーズ研修にて､必須研修として認められる単位は､各年（１年目、２年目、３年目それぞれに）5 単位､一期
（３年間：１回の申請に）10 単位が上限です。これを超える単位は､その他の研修として使用できます。
（聴講費）各回 一般 4,000 円、日本生薬学会会員 2,500 円
（申込方法）Tel：06-6692-1002（小林盛大堂山之内薬局内 近畿鍼灸漢方研究会事務局）へご連絡くださ
い。先着順。
（申込・問合先）〒558-0023 大阪府大阪市住吉区山之内 3-2-20
小林盛大堂山之内薬局内 近畿鍼灸漢方研究会事務局
Tel：06-6692-1002
●岡山漢方研究会

（日本生薬学会関西支部 共催）
http://www.futabakanpo.jp/okayamakanpo/kanpo.html
5/26, 6/23, 7/28, 8/25, 9/22, 10/27, 11/24, 12/15, 2020/1/26, 2/23, 3/22

（日時）2019/4/28,
10:0016:00
（会場）岡山県薬業会館 ４階 会議室（岡山市北区表町 1-3-50）
（予定単位数）未定（4-9 月は集合研修 3 単位）
（受講料）年会費 20,000 円、 1 日聴講 3,000 円（学生半額・半日半額）入会金なし
（ご注意）本研修会は､日本生薬学会関西支部が認めるシリーズの研修です。岡山漢方研究会が実施し日本生薬
学会関西支部が共催するシリーズ研修にて､必須研修として認められる単位は､各年（１年目、２年目、３年目そ
れぞれに）5 単位､一期（３年間：１回の申請に）10 単位が上限です。これを超える単位は､その他の研修として使
用できます。
（申込・問合先）岡山漢方研究会 事務局 岡山市北区野田 3-16-31 ふたば漢方薬局内
TEL：086-241-6113 FAX：086-241-1615 E-mail：hida@futabakanpo.co.jp
●広島漢方研究会 （日本生薬学会 共催）
http://hirokan.sakura.ne.jp/
（日時）2019/4/14, 6/9, 7/14, 8/4, 10/13, 11/10 9:30～16:00, 9/8 10:30-15:00
（会場）広島薬剤師会館（広島市東区二葉の里 3 丁目 2 番 1 号 移転しました）
9 月は広島大学医学部霞キャンパス内 広仁会館（広島市南区霞 1-2-3）
（予定単位数）4,6,8,10,11 月は集合研修 3 単位、7,9 月は集合研修 2 単位
（年会費）2 万円
（入会費）1 万円（初回のみ）
（参加費）会員外（当日だけのオープン参加）一回 三千円
（ご注意）本研修会は､生薬学会が認めるシリーズの研修です。広島漢方研究会が実施し生薬学会が共催するシ
リーズ研修にて､必須研修として認められる単位は､各年（１年目、２年目、３年目それぞれに）5 単位､一期（３年
間：１回の申請に）10 単位が上限です。これを超える単位は､その他の研修として使用できます。
（問合先）TEL：082-232-7756
●2019 年度 九州漢方研究会例会 （日本生薬学会 共催）https://kyushu-kampo.info/
（日時）2019/4/28, 5/26, 6/23, 7/28, 8/25, 9/15, 10/6（屋外研修会 10:00～15:00）, 11/10, 12/8, 2020/1/26,
2/23, 3/22 10:00～17:00
（場所）博多バスターミナル 9 階（福岡市博多区博多駅中央街 2 番 1 号）、10 月は油山市民の森自然観察セ
ンター（福岡市南区桧原 855-4）
（予定単位数）未定（4-9 月は集合研修 4 単位）
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（ご注意）本研修会は､生薬学会が認めるシリーズの研修です。九州漢方研究会が実施し生薬学会が共催するシ
リーズ研修にて､必須研修として認められる単位は､各年（１年目、２年目、３年目それぞれに）5 単位､一期（３年
間：１回の申請に）10 単位が上限です。これを超える単位は､その他の研修として使用できます。
（会費・受講料）年会費 3 万 5 千円、入会金 1 万円、会員外聴講料 1 回 5 千円
（申込・問合先）九州漢方研究会 事務局
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉 2－4－35 上人橋薬局内
Tel：092-751-3962、Fax：092-751-3962
●熊本漢方研究会

2019 年度漢方フォーラム

（日本生薬学会 共催）
https://kumakanken.jimdofree.com/
（日時）2019/6/2, 7/7, 8/4, 9/1, 10/6, 12/15, 2020/1/12, 2/2, 3/1 13:00～16:40
（会場）熊本大学薬学部 宮本記念館（熊本市中央区大江本町 5-1）
（予定単位数）未定（6-8 月は集合研修 2 単位）
（参加費）1 回 2,000 円
（ご注意）本研修会は､生薬学会が認めるシリーズの研修です。熊本漢方研究会が実施し生薬学会が共催するシ
リーズ研修にて､必須研修として認められる単位は､各年（１年目、２年目、３年目それぞれに）5 単位､一期（３年
間：１回の申請に）10 単位が上限です。これを超える単位は､その他の研修として使用できます。
（申込方法）必ず事前にお申込みください。 参加希望月日を明記の上、氏名・薬剤師免許番号・住所・携帯
電話番号・勤務先を書いて、メールにてお申込みください。なお、お申し込み後に参加できなくなった方
は、必ずご連絡をお願いします。
（申込先）高橋薬局 takahashi-ph@juno.ocn.ne.jp
●日本生薬学会 第 66 回年会
http://sun-and.moon.bindcloud.jp/JSP2019/
（日時）2019 年 9 月 22 日（日）・23 日（月・祝）
（場所）北里大学薬学部 白金キャンパス（〒108-8641 東京都港区白金 5-9-1)
（予定単位数）各日集合研修 3 単位、2 日間参加により集合研修 6 単位
（テーマ）東洋医学の叡智を紡ぐ
（参加費）日本生薬学会会員または日本薬学会会員：事前登録 8,000 円、当日登録 10,000 円
非会員：（当日登録のみ）12,000 円
（事前登録期間）2019 年 5 月 17 日（金）～8 月 2 日（金）
（問合）ホームページ( http://sun-and.moon.bindcloud.jp/JSP2019/contact.html )からお問い合わせ
ください。
●令和元年度 日本東洋医学会 兵庫県部会（生薬学会関西支部 共催）
（日時）2019 年 9 月 29 日（日）9:20～12:40
（場所）神戸大学医学部 楠キャンパス シスメックスホール
（〒650-0017 神戸市中央区楠町 7 丁目 5 番 1 号）TEL：078-382-5111（代表）
（予定単位数）集合研修 2 単位
（問合先）神戸学院大学薬学部 平野 TEL：078-974-4882
●第 19 回 薬用植物を知ろう in 熊本（南阿蘇）
（生薬学会関西支部 共催）
（日時）2019 年 9 月 29 日（日）9:00～16:00
（場所）南阿蘇ビジターセンター、ラクダ山周辺 （駐車場）休暇村南阿蘇駐車場
（受付）8:30～ 南阿蘇ビジターセンター前芝生
（コース）草原も歩く予定ですが、平坦なコースで 4km 位。秋の南阿蘇の薬用植物を皆さんと観察できるの
を楽しみにしています。
（予定単位数）実習研修３単位
（参加費）1,000 円（野外保険料含む）
（申込）氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、研修シールの有無を「メール」または「往復はがき」でお
申込みください。研修シールが必要な場合には、薬剤師名簿登録番号（免許番号）を記載してください。
（締切）１）往復はがき：9 月 21 日までに着くようにお願いします。 ２）メール：9 月 27 日まで。
（定員）70 名（研修シールは 50 名まで）
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（交通）国道 57 号線から １）大津経由～立野右折～阿蘇長陽大橋～長陽経由～南阿蘇。２）熊本 IC・益城
IC～熊本空港～俵山トンネル～南阿蘇。
気を付けて運転しておいでください。
（連絡先）〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 146-14 熊本有用植物研究所 矢原正治
e-mail：yaharashoji@gmail.com
●日本東洋医学会 中四国支部総会
（日時）2019 年 10 月 14 日（月・祝）9 時～16 時
（場所）岡山県医師会館（〒700-0024 岡山市北区駅元町 19-2）TEL 086-250-511
（テーマ）西洋薬との併用、あるいは西洋薬で困った時の漢方治療 なぜ今漢方薬なのか？
（予定単位数）未定
（事務局）新倉敷メディカルスクエア 河合知則
FAX： 086-525-5005
E-mail： shinkura@mocha.ocn.ne.jp
●日本生薬学会関東支部 秋季植物観察会 http://jsphcg-kanto.jupiter.bindcloud.jp/NewEvents.html
（日時）令和元年 10 月 5 日（土）午前 10 時 10 分 集合
（集合場所）西武池袋線「東吾野」駅前広場
（観察コース）東吾野駅～虎秀～ユガテ（昼食）～五常の滝～武蔵横手駅（午後 3 時 30 分頃解散予定）
（予定単位数）実習研修 2 単位
（注意）雨天中止（現地での小雨は決行します）
途中、樹木の根が露出して歩きにくい細道や滑りやすい岩場があります。ハイキングに適した靴でご参加
ください。
昼食や飲み物は各自事前にご用意ください。駅前には飲み物用の自動販売機がありますが、駅周辺やコー
ス途上には売店やコンビニ、自動販売機はありません。
（申込方法）参加希望者は、氏名(よみがな)、性別、年齢(行事保険加入に必要)、所属、電話番号、認定シー
ル希望の有無（「有」の場合は返信にて取得条件をお知らせします）を明記の上、なるべく当日も連絡可
能な E-mail にて、9 月 28 日までにお申し込みください。
（申込・問い合わせ先）E-mail: wadahiro[at]rs.noda.tus.ac.jp
※[at]を@に置き換えてください。
〒278-8510 野田市山崎 2641 東京理科大学薬学部 和田浩志
（交通案内）西武池袋線「池袋」駅 8:50 発 急行・飯能行きで「飯能」駅 9:42 着。
「飯能」駅 9:43 発の西
武秩父行きに乗換えて「東吾野」駅 10:03 着。（その前は、「池袋」駅 8:20 発）
●第 36 回 日本東洋医学会 北海道支部学術大会
（日時）2019 年 10 月 20 日（日）10 時～15 時
（場所）札幌第一ホテル 2F かしわ （札幌市中央区南 7 条西 1 丁目 12-7
TEL：011-530-1101）
（特別講演）宇宙と陰陽～最新宇宙論から考える～ 佐治晴夫
（予定単位数）集合研修 3 単位
（参加費）4,000 円（学生 1,000 円）
（事務局）はるにれ薬局屯田店 後藤伸佳 〒002-0856 札幌市北区屯田 6 条 2 丁目 9 番 12 号
FAX：011-770-2561
E-mail：goto6369@yahoo.co.jp
●第 45 回

日本東洋医学会 北陸支部例会
http://www.jsom.or.jp/medical/information/hokuriku_01.html
（日時）2019 年年 10 月 20 日 9:20～15:00
（場所）富山大学附属病院臨床講義室１（富山県富山市杉谷 2630 TEL: 076-434-2281（代表））
（予定単位）未定
（事務局）富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座内（担当：藤本誠）
〒930-0194 富山県富山市杉谷 2630
FAX：076-434-0366
E-mail：fsakura@med.u-toyama.ac.jp
●日本東洋医学会 関西支部例会
http://www.kansaikampo.jp
（日時）2019 年 10 月 20 日（日）9 時 40 分～17 時（予定）
次頁もご覧ください

（場所）千里ライフサイエンスセンター5 階 山村雄一記念ライフホール・サイエンスホール
（〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-4-2）
（予定単位数）未定
（参加費）6,000 円（学生 1,000 円）※参加は当日登録のみです。学生は学生証の提示が必要です。
（事務局）医療法人向坂医院 向坂直哉
〒547-0047 大阪市平野区平野元町 8-15
FAX：06-6794-8010
E-mail：kansai20191020@gmail.com
●日本生薬学会関西支部 秋期講演会
（日時）10/31（木）13 時 30 分～17 時 30 分（予定）
（会場）京都大学藤多記念ホール（京都市左京区吉田下阿達町 46-29）
京都大学大学院薬学研究科・京都大学薬学部 医薬系総合研究棟 1F
（テーマ）生薬に関する最近の話題
（予定単位数）未定
（注意）研修受講シールを希望の方は、できるだけ事前申込〔メール又は Fax（下記アドレス、番号）で、氏
名及び薬剤師免許番号を連絡〕をお願いします。
当日受付もしますが、薬剤師免許番号が確認できない方には研修シールを交付できません。
また、いずれも本人確認のできるものを必ずご持参ください。
（参加費）（当日受付）：生薬学会会員 無 料、非会員(一般) 3,000 円、（学生） 1,000 円
（懇親会費）
（当日受付）
：生薬学会会員 2,000 円、非会員 3,000 円
（問合先）（一社）日本生薬学会関西支部長 天倉 吉章
〒790-8578 松山市文京町 4-2 松山大学薬学部 生薬学研究室
FAX：089-926-7162

E-mail: amakura(a)g.matsuyama-u.ac.jp

第 76 回 関東甲信越支部学術集会
http://www.jsom.or.jp/medical/information/kantou_01.html
（日時）2019 年 11 月 17 日 10 時～16 時
（場所）宇都宮市文化会館 （320-8570 栃木県宇都宮市明保野町 7-66 TEL. 028-636-2121）
（予定単位数）未定
（事務局）獨協医科大学医学部麻酔科学講座 〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880
E-mail：kkt-toyo@dokkyomed.ac.jp
●日本東洋医学会

●第 45 回

日本東洋医学会 九州支部学術総会
http://www.jsom.or.jp/medical/information/kyusyu_01.html
（日時）2019 年 11 月 17 日（日）
（場所）佐賀大学医学部看護学科１階大講堂（〒849-8501 佐賀市鍋島 5-1-1
㈹0952-31-6511）
（テーマ）漢方医学教育の現状とこれからの展望
（予定単位数）未定
（事務局）佐賀大学医学部保健管理センター 尾﨑岩太
〒849-8501 佐賀市鍋島 5-1-1
E-mail：ozaki@cc.saga-u.ac.jp
●第 52 回 日本漢方交流会 全国学術総会 京都大会（日本生薬学会 共催）http://www.kanpou.com/
（日時）2019 年 11 月 23 日（土・祝）11:00～17:00, 24 日（日）9:30～16:50
（場所）京都薬科大学「躬行館」（京都市山科区御陵中内町 5）
（大会テーマ）病は「気」から ～気の異常を伴う病と漢方
（予定単位数）２日間参加で集合研修６単位
（参加費）交流会・生薬学会会員：事前登録 8,000 円（当日 10,000 円）
会員外：事前登録 10,000 円（当日 12,000 円）
（問い合わせ先）京都大会実行委員会事務局:松田久司
FAX：075-595-4768
e-mail：kampo52[at]mb.kyoto-phu.ac.jp ※[at]を@に置き換えてください。
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●第 35 回生薬に関する懇談会（日本生薬学会関東支部 主催）
http://jsphcg-kanto.jupiter.bindcloud.jp/NewEvents.html
（日時）2019 年 12 月 1 日（日）12:30～18:00（当日 12:00 より受付、事前申込み不要）
（会場）北里大学薬学部 2 号館 2201･2202 大講義室（〒108-8641 東京都港区白金 5-9-1）
※当日、学事の都合上、会場以外の建物には入らないようにご配慮お願い致します。
（予定単位数）集合研修 3 単位
（特別講演）局方生薬に関する最近の話題と日本薬局方外生薬規格（局外生規）について
袴塚 高志（国立医薬品食品衛生研究所・生薬部）
（テーマ）黄柏
（参加費）3,000 円（当日 12:00 より受付、事前申込み不要）
（懇親会費）2,000 円（18:30 より北里大学薬学部にて、当日受付）
（問い合わせ先）公益社団法人 東京生薬協会 事務局
〒187-0033 東京都小平市中島町 21-1 東京都薬用植物園内
FAX：042-346-2686
E-Mail：info[at]tokyo-shoyaku.jp ※[at]を@に置き換えてください。
●日本漢方交流会学術部主催 第12回 冬期合宿講習会（日本生薬学会 共催）http://www.kanpou.com/
（日時）令和 2 年 1 月 12、13 日（日、月連休）1 泊 2 日
（場所）ホテルビナリオ嵯峨嵐山（旧コミュニティー嵯峨野）
京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 3-4（JR 山陰線『嵯峨嵐山駅』）
TEL(075)871-9711
（予定単位数）集合研修 6 単位
（テーマ）漢方医薬学の実践
（講師）西京極薬局 須藤 朝代
（定員）85 名
（費用）交流会会員：1 万 8 千円、一般：2 万円 1 千円
（いずれも 1 泊 4 食付）
（連絡先）日本漢方交流会 学術部 真鍋 励次郎
Fax：0877-75-3662
E-mail：shimaya-p@ip-members.net

注） これらの年間計画は、予定のため変更される場合がありますので予めご了承ください。変更があった場合には、
随時お知らせいたします。

