
※ 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。 ※ 
研修会主催団体より、受講単位の配布がある場合は、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。 

 
 
●2021 年度 日漢協 漢方総合講座（第 31 回）（日本生薬学会 共催） 

http://www.nihonkanpoukyokai.com/  
（日時）2021/ 4/18, 5/16（薬草園青空研修会 10:00-16:00）延期になりました, 6/20, 7/18（漢方薬局製剤実習講座 12:30～16:00）, 

8/22 変更になりました, 9/19, 10/3（薬草園青空研修会 9:55-15:15）, 10/17, 11/21（第 41 回漢方学術大会 12:00-17:30）, 

12/19, 2022/1/16, 2/20, 3/20  10:00～16:10 
（会場）薬草園青空研修会は東京都立薬用植物園（東京都小平市） 

4,6 月：ワイム貸会議室 四谷三丁目（東京都新宿区四谷 3-12 丸正総本店ビル 4F） 
7 月：東京薬科大学八王子キャンパス（八王子市堀之内１４３２－１） 
8,3 月：帝京平成大学 225 教室（中野区中野 4-21-2） 
11 月：ワイム貸会議室 御茶ノ水（千代田区神田駿河台２丁目１−２０ お茶の水ユニオンビル 4F） 
12,1 月：三鷹産業プラザ（東京都三鷹市下連雀 3-38-4：JR 三鷹駅 南口徒歩 7 分） 
2 月：ワイム貸会議室 赤坂スターゲートプラザ地下 1 階（東京都港区赤坂-3-5 赤坂スターゲート

プラザ B1F） 
（予定単位数）4,6,8-3 月：集合研修 3 単位、7 月：実習研修 1 単位、10/3：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。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 88,000 円、会員 78,000 円、学生 48,000 円（それぞれ年会費 8,000 円を含む） 
（１回受講料）会員：9,000 円、非会員：11,000 円 

（5 月の薬草園青空研修会は、会員：6,000 円、非会員：9,000 円） 
（7 月は、日本漢方協会会員：10,000 円、一般：15,000 円。申込締切：6 月 24 日） 
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。 
（申込・問合先）一般社団法人 日本漢方協会 事務局 

  〒130-0026 東京都墨田区両国 2-17-19 PAZ 両国 6 階 
  TEL 03-6659-9980   メール j.kampo＠jeans.ocn.ne.jp （＠は半角にしてください）  

 
●2021 年度・第 27 回東京漢方教育研究センター 講座  

（日本生薬学会 共催） http://www.tokyokanpou.jp/  
（日時）2021/3/21, 4/11, 5/9, 6/13, 7/11, 9/12（日本漢方交流会公開講座 第 31 回初学者のための漢方運用講座）, 10/10（日本漢方

交流会全国学術総会）, 11/14, 12/12, 2022/1/16, 2/13, 3/20 10:30～16:55 
（受講方法）会場参加（先着 30 名限定：当日参加はできません）、ZOOM 参加（席数制限なし） 

これまで通りの会場での受講形式と、ZOOM を利用したオンライン受講形式をお選びください。 
（会場）早稲田大学国際会議場（2021 年 3,4,6,7,12 月, 2022 年 1,3 月）、 エッサム神田 1 号館（2021 年

5,11 月）、エッサム神田 本社ビルグリーンホール（2021 年 9 月）、飯田橋レインボービル（2022 年 2
月） 

（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。 
（単回受講・受講料）一般：5,000 円、日本生薬学会会員：3,000 円 
（申込）ホームページ http://www.tokyokanpou.jp/ からお申込みください。 
（問合先）東京漢方教育研究センター事務局 二宮理摩 

 E-mail：tokyokanpou＠yahoo.co.jp（＠は半角にしてください） 
 
●第 48 期 東海漢方入門講座 （日本生薬学会 共催）https://tokaikanpo-kyogikai.net/ 
（日時）2021/4/18, 5/9, 6/13, 7/11, 8/8, 9/12, 11/14, 12/12, 2022/1/9, 2/13, 3/13 10:30～16:15  
（場所）Zoom を利用した Web 研修 

                                                       次頁もご覧ください 

 



（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）4 月～11 月：各回集合研修 3 単位、以後未定 
（受講料）入会金：2,000 円、年会費：20,000 円 

単回受講：1 日 5,000 円 （受講日 10 日前に申込を完了させてください。） 
（入会・単回受講申込方法）入会・単会受講の募集内容を確認し、東海漢方協議会ホームページ上の入会・単

会受講申込フォームに必要事項を入力し送信してください。登録したアドレスに送られた返信メールよ

り申込内容を確認の上、振込をお願いします。（申込内容に変更がある場合は、返信メールを修正し再送

信してください。）事務局より送られる振込確認メールを受け取り、申込完了となります。 
（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 31 期講座  （日本生薬学会 共催）     https://kyotokampo.jp/ 
（日時）2021/ 6/20（野外研修； 10:00-12:00 もしくは 13:30-15:30、各回定員 40 名）, 7/11, 8/22, 9/5, 10/17, 11/14, 12/5, 

2022/1/23, 2/13, 3/12（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（野外研修）は武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園 
（予定単位数）未定（6 月は午前午後とも実習研修 1 単位、7-11 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 
（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  
 
●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）2021/04/25, 5/23 中止, 6/27, 7/25, 8/22, 9/26 中止, 10/24, 11/28, 12/19, 2022/1/23, 2/27, 3/27 10:00-

16:00 
（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（4,6-8,10,11,1,2 月：集合研修 3 単位） 
（受講料）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://www.hirokan.com 
（日時）2021/4/11, 5/9, 7/11(9:30-13:00), 8/8, 10/17, 12/12, 2022/1/9, 2/13, 3/13 9:30～12:30 
（会場）広島県薬剤師会館 二階 ふたばホール 
（予定単位数）各回集合研修 2 単位 
（参加費）広島漢方研究会会員は無料（会員のみ） 
（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）テツムラ漢方薬局 TEL：082-232-7756 
 

          次頁もご覧ください 

 



●九州漢方研究会 （日本生薬学会 共催） https://kyushu-kampo.info/ 
（日時）2021/6/27, 7/25, 8/22, 9/26, 10/24, 11/28, 12/26, 2022/1/23, 2/27, 3/27 13:00～16:00 
（開催方法）WEB 開催 
（予定単位数）各回集合研修 2 単位 
（参加費）会員外：1 回 5,000 円 
（定員）50 名 
（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。 
 ＊受講方法および単位の取得方法は、九州漢方研究会のホームページをご確認ください。 
（申込方法）九州漢方研究会ホームページ（ https://kyushu-kampo.info/ ）から申し込んでください。 
（連絡先）manekineko＠chorus.ocn.ne.jp （＠は半角にしてください） 
 
●熊本漢方研究会 2021 年度漢方フォーラム （日本生薬学会 共催） 

 https://kumakanken.jimdofree.com/ 
（日時）2021/6/6, 7/4, 8/1 13:00～16:10 
（開催方法）Zoom 
（予定単位数）各回集合研修 2 単位 
（参加費）3 回：12,000 円（ご入金後の返金はできません） 
（定員）100 名 
（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。 
 ＊受講方法および単位の取得方法は、熊本漢方研究会のホームページをご確認ください。 
（申込方法）必ず事前にお申込みください。  

熊本漢方研究会ホームページ（ https://kumakanken.jimdofree.com/ ）から申し込んでください。参

加申し込み後 Google フォームから自動返信メールが届きます。 
Google フォームから確認メールが入らないときはメールにてご連絡ください。 

（締切）開催の 2 週間前までに入金も済ませてください。 
（連絡先）kumamotokanpoukenkyukai＠gmail.com （＠は半角にしてください） 
 
●日本薬学会 第142年会（名古屋） https://confit.atlas.jp/guide/event/pharm142/top  
（日時）2022 年 3 月 26 日（土）～28 日（月） 
（場所）オンライン開催 
（予定単位数）集合研修 9 単位（1 日 3 単位） 
（参加費） 

区分 予約参加申込 
一般会員 10,000 円 
非会員 14,000 円 
非会員【2 day pass：3 月 26 日（土）, 3 月 27 日（日）】 10,000 円 

（予約参加申込） 
申込サイト https://pharm.confit.atlas.jp/ja よりお申込みください。薬剤師研修シールの交付を希望

される方は薬剤師名簿登録番号をご用意ください。 
銀行振込（申込期限：2022 年 3 月 15 日）とクレジットカード決済のどちらかをお選びください。いず

れの場合も決済完了後の申込内容の変更，キャンセル，返金は一切承れませんのでご注意ください。 
支払期限：2022 年 3 月 22 日（火）正午まで。 

参加費のご⼊金が期日までに確認できない場合，予約参加は取り消されます。 
（ご注意）3 月 22 日正午以降の参加申込は受け付けません。直前参加申込や当日参加申込はございませんの

で、参加を希望される方は必ず期日中に予約参加申込をしてください。 
（問合）お問い合わせフォーム https://pro.form-mailer.jp/lp/47971833182358 よりお願いします。 
 
 
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。 


