※ 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。

●2018（平成 30）年度

漢方総合講座（第 28 回）（日本生薬学会 共催）
http://www.nihonkanpoukyokai.com/
（日時）2018/ 4/15, 5/20（薬草園青空研修会）, 6/17, 7/15（漢方薬局製剤実習講座）, 8/19, 9/16, 10/21, 11/18（第 38 回
漢方学術大会）, 12/16, 2019/ 1/20, 2/17, 3/17
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、5/20, 7/15, 11/18 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。
（受講料）新規 78,000 円、会員 68,000 円、学生 38,000 円（年会費 8,000 円を含む）
年度の途中からの受講も可能です。非会員受講料 1 回 8,000 円
（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
日漢協

●東京漢方教育研究センター

2018 年度・第 25 回 講座
（日本生薬学会

共催） http://www.tokyokanpou.jp/
（日時）2018/4/8, 5/13, 6/17, 7/8（日本漢方交流会公開講座 第 27 回初学者のための漢方運用講座）, 9/16, 10/14, 12/2,
2019/1/13, 2/17(-16:30), 3/17 10:30～16:55
（場所）4 月～9 月：早稲田大学国際会議場３階会議室（東京都新宿区西早稲田 1-20-14）
10 月～3 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）一般：5,000 円（２月のみ 4,000 円）、日本生薬学会会員：2,000 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 〒152-0013 東京都目黒区南 2-13-5
FAX：050-1234-4109
E-mail：tokyokanpoukyouikukenkyuu@gmail.com
●第 4５期 東海漢方協議会 （日本生薬学会 共催）http://www.koukando.co.jp/~kk_tokai/
（日時）2018/4/8, 5/13, 6/10, 7/8, 9/9, 10/14, 11/11, 12/2, 2019/1/13, 2/10, 3/10 10:30～17:00
（場所）名城大学薬学部 新一号館 3 階（名古屋市天白区八事山 150）
（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。東海漢方協議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。
（予定単位数）各回集合研修 3 単位
（受講料）1 日単位のご参加：5,000 円／日
（問合先）〒464-0084 名古屋市千種区松軒 1 丁目 5 番 12 号（大晃生薬有限会社内）
東海漢方協議会事務局
TEL： 052-722-2205（9:00－17 : 00）
●京都漢方研究会 第 28 期講座
（日本生薬学会 共催） http://kyoto-kampo.kenkyuukai.jp/
（日時）2018/4/15（10:30-11:40 は総会）, 5/13, 6/17（野外研修）, 7/22, 8/19, 9/9, 10/14, 11/11, 12/9, 2019/1/13,
2/17, 3/10（14:20-履修証書授与･懇親会）
10:00～16:00
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（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 月は京都薬科大学薬用植物園
（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
（費用）入会金 10,000 円（継続会員は不要）
、年間会費 35,000 円。
一日３コマ、受講料５０００円／日。
（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 590 回～601 回 近畿鍼灸漢方研究会

共催：2018 年 4 月～2019 年 3 月）
http://kinkan.sakura.ne.jp/kinkan/
（日時）2018/ 4/15, 5/13, 6/17, 7/8, 8/5, 9/2, 10/14, 11/18, 12/2, 2019/ 1/20, 2/10, 3/10 10:00～17:00
（場所）大阪国際交流センター3 階 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、近畿鍼灸漢方研究会会員 2,500 円
（申込方法）下記の申込先へご連絡ください。
（申込・問合先）近畿鍼灸漢方研究会事務局 小林盛大堂山之内薬局内
Tel・Fax：06-6692-1002 E メール：hirashi@basil.ocn.ne.jp
（日本生薬学会

●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
（日時）2018/4/22, 5/27, 6/24, 7/22, 8/26, 9/23, 10/28, 11/25, 12/16, 2019/1/27（無料公開）, 2/24, 3/24
10:00-16:00 （毎月第４日曜日（12 月は第３日曜日））
（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
●広島漢方研究会 （日本生薬学会 共催）
http://hirokan.sakura.ne.jp/
（日時）2018/4/8, 5/13, 6/10, 7/8(10:00-15:30), 8/5(広島県医師会館), 9/9(10:30-15:30 広島大学霞キャンパス内 広仁会館),
10/14, 11/11, 12/9 9:30～16:00
（会場）広島薬剤師会館（広島市中区富士見町 11-42）
（予定単位数）4-6、8、10-12 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）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：０８２－２８５－３３９５（薬王堂漢方薬局内）
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●2018 年度 九州漢方研究会 （日本生薬学会 共催）https://kyushu-kampo.info/
（日時）2018/4/22, 5/27, 6/24, 7/22, 8/26, 9/16, 10/14（屋外研修会 13:00～15:00）, 11/11, 12/9, 2019/1/27,
2/24, 3/24 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）、9 月は八仙閣本店（福岡市博多区
博多駅東 2-7-27)、10 月は九州大学薬用植物園（福岡市東区馬出 3-1-1）
（予定単位数）未定（4-9 月は集合研修 4 単位、10 月は実習研修 1 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。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
事前申込無しでの当日受付も可能です。
（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
●平成 30 年度 漢方フォーラム
（熊本漢方研究会 主催、日本生薬学会 共催）
（日時）2018/ 6/3, 7/1, 8/5, 9/16, 10/21, 11/18, 12/16, 2019/ 1/13, 2/3, 3/3 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 番 1 号）
（予定単位数）各回集合研修 2 単位
（参加費）2,000 円
（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・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
（ご注意）本研修会は､日本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日本生薬学会が
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）熊本漢方研究会 事務局
熊本市中央区白山 1-1-2 高橋薬局内
E-mail：takahashi-ph@juno.ocn.ne.jp
●第 22 回 天然薬物の開発と応用シンポジウム
http://kumamoto-natmed.org/22tennen/
（日時）2018 年 10 月 7 日（日）～8 日（月・祝日）
（会場）熊本大学薬学部（熊本市中央区大江本町５－１）
（予定単位数）各日集合研修 3 単位、2 日間参加で 6 単位
（参加費）予約参加：6,000 円、当日参加：8,000 円
（懇親会参加費）予約参加：6,000 円、当日参加：8,000 円
（予約申し込み）参加費および懇親会費を下記銀行口座にお振り込みください。E-mail にて下記必要事項を
お送りください。一度振り込まれた参加費等は返却いたしません。予約申込者には 9 月中旬に要旨集をお
送りいたします。
（振込先）ゆうちょ銀行 記号：17100
番号：39294141
※他金融機関から振込の場合 店名：七一八（読み ナナイチハチ）店番：718 預金種目：普通預金
口座番号：3929414
口座名：第２２回天然薬物の開発と応用シンポジウム実行委員会
（予約フォーム）1 名ずつ E-mail（件名：参加登録予約申込）にてお送りください。
１．所属、２．氏名、３．連絡先宛名（〒、住所、TEL、FAX、E-mail）、４．日本薬学会会員種別（一般
会員、学生会員、一般非会員、学生非会員）、５．薬学会会員番号（薬学会会員の方のみ）（入会手続き中
の場合は「入会手続き中」）、６．懇親会参加の有無、７．送金内訳（送金日、参加費、懇親会会費、合計
金額）
なお、ご記入いただいた個人情報は、本シンポジウム実施のためにのみ利用し、それ以外の目的には一切
使用しません。
（申込先 E-mail） natmed@kumamoto-u.ac.jp
（予約参加申込締切）8 月 10 日（金）必着
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（問合先）〒862-0973 熊本市中央区大江本町５-１ 熊本大学大学院生命科学研究部天然薬物学分野
第２２回天然薬物の開発と応用シンポジウム実行委員会
E-mail: natmed@kumamoto-u.ac.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）平成 30 年 10 月 13 日（土）午前 10 時 集合
（集合場所）石神前駅前（JR 東日本青梅線）
（観察コース）石神前駅前～黒沢～矢倉台～休憩所～青梅駅（午後 3 時半頃青梅駅で解散予定）
（予定単位数）実習研修 2 単位
（注意）雨天中止（小雨決行）昼食は各自ご用意ください。
トイレは石神前駅前，昼食予定地にあります。
歩行距離約 6.6km，高低差約 200ｍ，足元をしっかりと準備してください。
ルーペ持参を推奨します。
（申し込み方法）参加希望者は氏名，所属，電話番号，性別，年齢(行事保険加入のため)，認定シール希望の
有無を明記の上，9 月 30 日までに下記まで E-mail（当日連絡可能なアドレス）にてお申し込みくだ
さい。
申込みアドレス： kansatsukai@phar.toho-u.ac.jp
（交通案内）JR 新宿駅 8:26 発 中央特快・高尾行 国分寺駅 8:46 着
国分寺駅 8:47 発 JR 青梅線・青梅行 青梅駅着 9:26 着
青梅駅 9:41 発 JR 青梅線・奥多摩行 石神前駅 9:51 着
（問い合わせ先）〒274-8510 船橋市三山 2-2-1 東邦大学薬学部生薬学教室 小池 一男
kansatsukai@phar.toho-u.ac.jp
●第 34 回 日本東洋医学会 東北支部学術総会
（日時）平成 30 年 10 月 21 日（日）10:00～15:00
（会場）秋田市にぎわい交流館 AU 3F 多目的ホール（秋田市中通 1 丁目 4-1 tel:018-853-1133）
（予定単位数）集合研修 3 単位
（事務局）日本東洋医学会東北支部事務局（宮城利府掖済会病院 担当：片寄）
〒981-0103 宮城県宮城郡利府町森郷字新太子堂 51
FAX:022-767-2156
e-mail:4i2itang@gmail.com
●第 44 回 日本東洋医学会 北陸支部例会
（日時）平成 30 年 10 月 21 日（日）9 時 20 分 ～ 15 時 00 分
（場所）福井県済生会病院 臨床講堂（福井県福井市和田中町舟橋７番地１ ）
（予定単位数）未定
（参加費）4,000 円
（事務局）豊田内科医院内 〒919-0433 福井県坂井市春江町為国平成 32
FAX：0776-51-5456 E-mail：onasan@mx2.fctv.ne.jp
●第 36 回 日本東洋医学会 北海道支部学術大会
（日時）平成 30 年 10 月 28 日（日）9 時 00 分 ～ 15 時 00 分
（場所）医学部学友会館「フラテ」
（札幌市北区北 15 条西 7 丁目）
（予定単位数）未定
（参加費）4,000 円
（事務局）はるにれ薬局屯田店内 後藤伸佳
〒002-0856 札幌市北区屯田 6 条 2 丁目 9 番 12 号 はるにれ薬局屯田店内
E-mail
goto6369@yahoo.co.jp
●平成 30 年度 日本東洋医学会 関西支部例会
（日時）平成 30 年 10 月 28 日（日）10 時～16 時
（場所）ホテルエミナース京都 アニバーサリーホール
（予定単位数）未定
（参加費）5,000 円

1階
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（内容）教育講演 Ⅰ 関西漢方の歴史 小曽戸洋
教育講演Ⅱ 浅田宗伯の医学の臨床応用 加島雅之
特別講演
伝統的な体の動かし方・丹田を中心として 樺島勝徳
（事務局）株式会社 JTB コミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション
事業部内 担当：石川・福島
〒541-0058 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 7 階
TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804
●第 51 回 日本漢方交流会 全国学術総会 東京大会（日本生薬学会 共催）http://www.kanpou.com/
（日時）平成 30 年 11 月 3 日（土）～4 日（日）
（場所）東京有明医療大学（江東区有明 2－9－1）
（大会テーマ）「免疫と漢方」
（予定単位数）各日集合研修３単位、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）
（事前申込）ホームページより申込書を印刷し、9 月 7 日（金）17:00 までに FAX（03-6730-3230）して
ください。お申込み後、費用明細書等を㈱近畿日本ツーリスト首都圏より送付させていただきますのでご
確認のうえ、所定の期日【9 月 14 日（金）】までにお支払いください。
（問い合わせ先）東京大会事務局:外山博視 FAX:046-256-3925
toyama0462@ybb.ne.jp
●日本生薬学会関東支部 見学会ご案内
（日時）平成 30 年 11 月 5 日（月） 7 時 30 分から 20 時 30 分
（見学地）養命酒製造株式会社駒ケ根工場（長野県駒ヶ根市赤穂 16410）
養命酒製造株式会社駒ケ根工場および圃場や健康の森の植物の見学も併せて行います。
（募集人数）45 名（先着順とします）
（集合場所及び時間）JR「新宿駅西口」7 時 30 分集合
（内容）新宿発（貸切バス）、各自車内で昼食（要持参）、12 時現地着、12 時 30 分～養命酒製造駒ケ根工場・
健康の森の見学、16 時 30 分現地発、20 時 30 分頃新宿駅着解散
（申込方法） 申込は必ず下記の URL からお願いします。申し込みフォームに必要事項を入力して送信して下
さい。
申込 URL： http://jsphcg-kanto.jupiter.bindcloud.jp/Shopform.html
（参加費）5,000 円（交通費・保険料含む）
（予定単位数）実習研修 2 単位
（対象）日本生薬学会会員、薬剤師
（申込締切）平成 30 年 10 月 19 日（金）
参加を申し込まれた方は、確認メールにしたがって期日までに参加費の振込をお願いします。
参加費の送金を確認出来た方には、再度詳細のご案内を 10 月下旬にお知らせ致します。
なお、当日受付はありませんのでご了承ください。
（問い合わせ）明治薬科大学 臨床漢方研究室 馬場正樹 （E-mail：mbaba@my-pharm.ac.jp ）
●日本生薬学会関西支部 平成３０年秋期講演会「生薬に関する最近の話題」
（日時）平成 30 年 11 月 6 日（火）13:30～17:30
（会場）京都大学藤多記念ホール
〒606-8501 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
（予定単位数）集合研修２単位
（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 1,000 円、非会員 2,000 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
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●第 48 回 日本東洋医学会 東海支部学術総会
（日時）平成 30 年 11 月 18 日（日）9 時 30 分～16 時 30 分
（場所）名古屋大学医学部附属病院中央診療棟 3 階講堂
（予定単位数）未定
（参加費）3,000 円
（事務局）名古屋大学医学部附属病院総合診療科内 佐藤寿一
〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町 65
FAX 052-744-2960
E-mail juichi@med.nagoya-u.ac.jp
●第 44 回 日本東洋医学会九州支部学術総会
（日時）平成 30 年 11 月 18 日（日）9 時 00 分 ～ 15 時 40 分（予定）
（場所）城山観光ホテル（〒890-8586 鹿児島県鹿児島市新照院町４１−１）
（テーマ）気血水を整えて慢性病を治す
（予定単位数）未定
（事務局）鹿児島大学病院 女性診療センター産婦人科 沖 利通
〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1
FAX：099-275-5888
E-mail：oki@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp
●第 34 回 生薬に関する懇談会：テーマ「細辛」（日本生薬学会関東支部 主催）
http://jsphcg-kanto.jupiter.bindcloud.jp/NewEvents.html
（日時）平成 30 年 12 月 2 日（日）12:30～18:00
（場所）北里大学薬学部 白金キャンパス 2 号館 2201･2202 大講義室（東京都港区白金 5-9-1）
（予定単位数）集合研修３単位
（参加費）3,000 円（当日のみ 12 時より受付、事前申込は不要）
（懇親会費） 2,000 円（会終了後、北里大学薬学部にて、当日受付）
（事務局）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。

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。

