※ 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。

●漢方薬・生薬薬剤師講座２５（ストリーミング型ｅ-ラーニング研修）
http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_e-learnig_kanpo25.html
※「平成 29 年度 漢方薬・生薬研修会」を受講・再受講された方は、本講座は同一研修会の重複受講となります。
受講されても更新申請の際の単位としては認められませんのでご注意ください。
（予定単位数）全講演を視聴し期限までに修了報告を行った場合
集合研修 ９ 単位
（ 受講方 法） 講義の 動画 を、 日本薬剤師研 修 センター専 用サイトから 視聴して く ださい。詳 細については
http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_e-learnig_kanpo25.html をご覧ください。
（受講申込方法）「薬剤師研修支援システム」のみから受付いたします。
漢方薬・生薬認定薬剤師の方は、3 月に封書（DM 便）にてお送りする必須研修会年間計画、もしくは認
定証に同封される「申込パスワード」をご準備のうえ、お申込ください。ご連絡先ご住所やお名前の変更
等により、3 月中に必須研修年間計画が届かない場合には、認定登録番号とお名前、「必須研修案内再送
希望」の旨を明記して、メールにて送付先ご住所をお知らせください。
（受講申込受付期間）2018 年 4 月 17 日～7 月 20 日
（配信時期）2018 年 4 月 17 日～7 月 31 日
（受講料）漢方薬・生薬認定薬剤師 税込み 8,229 円（本体 7,619 円、税 610 円）
日本薬剤師研修センター個人賛助会員 税込み 8,229 円（本体 7,619 円、税 610 円）
一般 税込み 13,371 円（本体 12,381 円、税 990 円）
（単位請求方法）画面上に表示されるキーワード（研修会受講報告のためのキーワード）を、8 月 6 日までに
薬剤師研修支援システムに入力・保存してください。ファクシミリや郵送ではお受けできません。
全講演の正しいキーワードを保存していただいた 1～2 週間後から、修了報告を完了されるまで毎週、
「修
了パスワード」をメールにてお送りします（毎週月曜日を予定しています。月曜日が休日の場合にはその
翌営業日になります）。
「修了パスワード」をご確認後、8 月 17 日までに薬剤師研修支援システムから修了報告を行ってくださ
い。受講単位は、ご自身で薬剤師研修支援システムより印刷してください。
全ての講義のキーワードが入力・保存できなかった場合や期日までに修了報告ができなかった場合には、「受講
単位請求書（様式第 10-1）」にて「自己研修」としてご請求ください。
（問合先）日本薬剤師研修センター 漢方薬・生薬薬剤師講座担当
E-mail : jpec@jpec.or.jp
●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

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
●東京漢方教育研究センター
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（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
（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～595 回 近畿鍼灸漢方研究会

共催：2018 年 4 月～9 月）
http://kinkan.sakura.ne.jp/kinkan/
（日時）2018/ 4/15, 5/13, 6/17, 7/8, 8/5, 9/2 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
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●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（4-6 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) 9:30～16:00
（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 月、8 月は集合研修 3 単位、7 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）
●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）、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（4-7 月は集合研修 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。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
聴講を希望される方は、14 日前までに事務局へ出席希望のご連絡をお願いします。資料作成のため、
ご協力ください。
（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）未定（6-9 月は各回集合研修 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
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（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
●薬用植物フォーラム 2018（日本生薬学会関東支部 共催）
（日時）2018 年 7 月 10 日（火）10:00～17:00
（会場）つくば国際会議場 1 階大ホール（茨城県つくば市竹園 2-20-3）
（予定単位数）集合研修 4 単位
（問合先）国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センター筑波研究部（担当：柴田）
〒305-0843 茨城県つくば市八幡台 1-2
Tel：029-838-0571 Fax：029-838-0575
●第 20 回 漢方薬剤師育成研修会（日本漢方交流会 主催、日本生薬学会 共催）
http://www.kanpou.com/wakate/20/20-2.pdf
（日時）平成 30 年 7 月 22 日（日）10:00～16:00（受付 9:30～10:00）
（場所）日本薬科大学（埼玉県北足立郡伊奈町小室 10281）
（内容）10:00～13:00「漢方薬局開局マニュアル・経営ノウハウ」テツムラ漢方薬局 鉄村 努
14:00～16:00「薬局製剤（桂枝茯苓丸）の作成」広島漢方研究会理事 木原 敦司
（予定単位数）集合研修 2 単位、実習研修 1 単位
（定員）50 名
（参加費）5,000 円（日本生薬学会会員・日本漢方交流会会員は 2,000 円）
（申込方法）郵便番号、住所、氏名、当日も連絡可能な電話番号、FAX 番号もしくは Email アドレスを FAX
又は Email でお送りください。（定員があるため、一週間以内に受付確認の返信をいたします。）
（申込先）FAX：0942-48-0039
Email： kanekoya.1193@gmail.com
●第 35 回 和漢医薬学会学術大会
http://square.umin.ac.jp/wakan35/index.html
（日時）2018/9/1（土）～9/2（日）
（場所）長良川国際会議場（〒502-0817 岐阜市長良福光 2695-2 TEL 058-296-1200）
（予定単位数）未定
（大会テーマ）和漢薬の礎を固める
（事務局）岐阜薬科大学機能分子学大講座薬理学研究室 田中 宏幸、山下 弘高、石井 実雪
〒501-1196 岐阜市大学西 1-25-4
E-MAIL：ishii＠gifu-pu.ac.jp
●第 47 回 日本東洋医学会 中四国支部総会
（日時）平成 30 年 9 月 9 日（日）9 時 30 分 ～ 14 時 30 分
（場所）松江テルサ（〒690-0003 松江市朝日町 478-18 TEL 0852-31-5550）
（予定単位数）未定
（参加費）10,000 円
（事務局）内海皮フ科医院 内海康生 〒690-0002 松江市大正町 442-17
FAX 0852-22-2235
E-mail fwgf1006@mb.infoweb.ne.jp
●日本生薬学会 第 65 回年会
http://www.jsphcg.or.jp/schedule.html
（日時）2018/9/16（日）～ 17（祝）
（場所）安田女子大学（〒731-0153 広島市安佐南区安東 6-13-1)
（予定単位数）未定
（参加費）
事前登録
当日登録
会員
非会員

8,000 円
―

10,000 円
12,000 円

（参加予約申込期限）2018 年 7 月中旬（予定）
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（参加登録 問合先）株式会社キョードープラス「日本生薬学会第 65 回 運営事務局」
〒701-0205 岡山市南区妹尾 2346-1
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682
E-mail：jsp2018＠wjcs.jp
●第 75 回 日本東洋医学会関東甲信越支部総会
（日時）平成 30 年 9 月 23 日（日）10 時～16 時
（場所）山梨県立図書館 （山梨県甲府市北口２丁目８ TEL 055-255-1040）
（予定単位数）未定
（事務局）山梨県甲府市宮原町２１１－１ 健友堂クリニック 菅原 健
E-mail：sugawara@kenyudo-clinic.com
●第 18 回 薬用植物を知ろう in 熊本（南阿蘇）（日本生薬学会関西支部 共催）
（日時）平成 30 年 9 月 30 日（日）9 時～16 時
（場所）南阿蘇ビジターセンター http://www.minamiaso-vc.go.jp/outline/、ラクダ山周辺
（受付）8 時 30 分～ 南阿蘇ビジターセンター前芝生
（予定単位数）実習研修 3 単位
（参加費）1,000 円
（コース）草原も歩く予定ですが、平坦なコースで、４km 位。
（交通）http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/tecforce/pdf/asoaccess
（駐車場）休暇村南阿蘇駐車場
（申込方法）氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、研修シールの有無を明記して、メールもしくは往復
はがきにてお申込みください。
（申込締切）往復はがき：9 月 22 日必着、メール：9 月 28 日
（定員）70 名（薬剤師研修シール：50 名）
（申込・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
●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
（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
●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
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（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
●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 1 階
（予定単位数）未定
（参加費）5,000 円
（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 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

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。

