
【別表１】

開催日・曜日 研修会名 主催 研修会番号

2012年9月2日（日） 薬剤師のための一般用医薬品研修会
日本薬剤師会

日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-078

2013年10月6日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 第１回
日本薬剤師会

日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-079

2014年11月30日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 第3回
日本薬剤師会

日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-080

2015年10月25日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会　第4回
日本薬剤師会

日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-081

健康サポート薬局に係る研修実施要領を満たすとする研修について【中央開催分】
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1 北海道 1 2014年10月19日（日） 平成２６年度薬局・薬剤師研修会 北海道薬剤師会 健B-0000-01-001

1 2013年5月26日（日）
一般用医薬品研修会
〜症候学とトリアージを学ぼう〜（頭痛）

青森県薬剤師会 健B-0000-02-002

2 2014年1月26日（日）
一般用医薬品研修会
〜症候学とトリアージを学ぼう〜（腹痛）（青森市）

青森県薬剤師会 健B-0000-02-003

3 2014年2月2日（日）
一般用医薬品研修会
〜症候学とトリアージを学ぼう〜（腹痛）（八戸市）

青森県薬剤師会 健B-0000-02-004

3 岩  手 1 2015年10月31日（土）
平成27年度　岩手県薬剤師会「薬剤師の臨床判断と
一般用医薬品適正使用研修会」

岩手県薬剤師会 健B-0000-03-005

1 2012年6月10日（日） 薬剤師のための臨床診断ワークショップ 秋田県薬剤師会 健B-0000-05-006

2 2013年7月7日（日） 第2回薬剤師の臨床診断ワークショップ 秋田県薬剤師会 健B-0000-05-007

3 2014年7月6日（日） 第3回薬剤師の臨床診断ワークショップ 秋田県薬剤師会 健B-0000-05-008

4 2016年4月17日（日） 第4回薬剤師の臨床診断ワークショップ 秋田県薬剤師会 健B-0000-05-009

1 2014年7月13日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 福島県薬剤師会 健B-0000-07-010

2 2015年8月2日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 福島県薬剤師会 健B-0000-07-011

3 2016年2月14日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 福島県薬剤師会 健B-0000-07-012

1 2014年2月11日（火） 第1回薬剤師の臨床判断研修会―頭痛編― 茨城県薬剤師会 健B-0000-08-013

2 2014年6月8日（日） 第2回薬剤師の臨床判断研修会―腹痛編― 茨城県薬剤師会 健B-0000-08-014

3 2014年12月21日（日） 第3回薬剤師の臨床判断研修会―腰痛編― 茨城県薬剤師会 健B-0000-08-015

4 2016年2月7日（日） 第4回薬剤師の臨床判断研修会―湿疹編― 茨城県薬剤師会 健B-0000-08-016

1 2016年2月14日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 栃木県薬剤師会 健B-0000-09-017

2 2016年5月19日（木） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 塩谷薬剤師会 健B-0000-09-018

1 2014年7月27日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 埼玉県薬剤師会 健B-0000-11-019

2 2015年8月30日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 埼玉県薬剤師会 健B-0000-11-020

3 2016年7月3日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 埼玉県薬剤師会 健B-0000-12-021

1 2013年7月7日（日） 薬剤師のための一般用医薬品研修会研修会 新潟県薬剤師会 健B-0000-15-022

2 2014年10月5日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会
（第2回）

新潟県薬剤師会 健B-0000-15-023

3 2015年6月14日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会
（第４回）

新潟県薬剤師会 健B-0000-15-024

4 2015年12月13日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会
（第５回）

新潟県薬剤師会 健B-0000-15-025

5 2013年11月10日（日） 薬剤師のための一般用医薬品研修会 下越薬剤師会 健B-0000-15-026

6 2013年11月9日（土） 臨床判断と薬剤師～症候学とトリアージを学ぼう～ 県央薬剤師会 健B-0000-15-027

7 2013年8月29日（木） 臨床判断と薬剤師～症候学とトリアージを学ぼう～ 柏崎薬剤師会 健B-0000-15-028

8 2013年11月9日（土） 薬剤師のための一般用医薬品研修会伝達講習会 長岡市薬剤師会 健B-0000-15-029

1 2014年12月7日（日）
参加型ワークショップ「臨床判断と薬剤師～症候学と
トリアージを学ぼう～」

富山県薬剤師会 健B-0000-16-030

2 2015年2月15日（日）
参加型ワークショップ「頭痛を訴える来局者への対
応」

富山県薬剤師会 健B-0000-16-031

3 2015年11月29日（日）
参加型ワークショップ「臨床判断と薬剤師～症候学と
トリアージを学ぼう～」

富山県薬剤師会 健B-0000-16-032

17 石  川 1 2015年5月10日（日） 薬剤師の臨床判断 石川県薬剤師会 健B-0000-17-033

18 福  井 1 2015年12月13日（日） 臨床判断と薬剤師～症候学とトリアージを学ぼう～ 福井県薬剤師会 健B-0000-18-034

15 新　潟

16 富  山

8 茨  城

9 栃  木

11 埼  玉

7 福  島

健康サポート薬局に係る研修実施要領を満たすとする研修について【都道府県薬剤師会等開催分】

2 青　森

5 秋  田
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19 山  梨 1 2015年3月18日（水）
第155回甲府市薬剤師会学術研修会
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会

甲府市薬剤師会 健B-0000-19-035

1 2012年12月9日（日） 平成24年度薬剤師のための一般用医薬品研修会 長野県薬剤師会 健B-0000-20-036

2 2014年1月26日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会
（第1回）

長野県薬剤師会 健B-0000-20-037

3 2014年12月7日（日） 一般用医薬品の適正使用に関する研修会 長野県薬剤師会 健B-0000-20-038

4 2015年12月6日（日） 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 長野県薬剤師会 健B-0000-20-039

1 2014年10月19日（日）
平成26年度「健康サポート薬剤師」養成研修会（岐
阜県薬剤師会）

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-040

2 2014年11月9日（日）
平成26年度「健康サポート薬剤師」養成研修会（岐
阜県薬剤師会）

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-041

3 2014年12月6日（土）
もとす薬剤師会における「健康サポート薬剤師」養成
研修会

共催
岐阜県薬剤師会
もとす薬剤師会

健B-0000-21-042

4
2014年12月5日（金）、

12月11日（木）
「健康サポート薬剤師」養成研修会（下呂市薬剤師
会）

共催
岐阜県薬剤師会
下呂市薬剤師会

健B-0000-21-043

5 2014年12月13日（土）
平成26年度「健康サポート薬剤師」養成伝達研修会
多治見会場（東濃薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会
東濃薬剤師会

健B-0000-21-044

6 2014年12月13日（土） (一社)大垣薬剤師会緊急伝達講習会
共催

岐阜県薬剤師会
大垣薬剤師会

健B-0000-21-045

7 2014年12月14日（日）
「健康サポート薬剤師」養成合同伝達研修会（関薬
剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会

関薬剤師会
健B-0000-21-046

8 2014年12月21日（日）
「健康サポート薬剤師」養成研修会（海津養老薬剤
師会）

共催
岐阜県薬剤師会
海津養老剤師会

健B-0000-21-047

9 2014年12月21日（日）
平成26年度「健康サポート薬剤師」養成伝達研修会
（各務原市薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会
各務原市剤師会

健B-0000-21-048

10 2014年12月23日（火）
平成26年度「健康サポート薬剤師」養成研修会伝達
研修会（高山市・飛騨市薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会
高山市剤師会

健B-0000-21-049

11 2014年12月27日（土）
平成26年度「健康サポート薬剤師」養成伝達研修会
瑞浪会場（東濃薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会
東濃薬剤師会

健B-0000-21-050

12 2015年10月25日（日）
平成27年度「健康サポート薬剤師」養成研修会 岐阜
会場（岐阜県薬剤師会）

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-051

13 2015年10月25日（日）
平成27年度「健康サポート薬剤師」養成研修会
USTREAM多治見会場

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-052

14 2015年10月25日（日）
平成27年度「健康サポート薬剤師」養成研修会
USTREAM 高山会場

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-053

15 2015年11月18日（水）
平成27年度「健康サポート薬剤師」養成伝達研修会
（飛騨市薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会
飛騨市薬剤師会

健B-0000-21-054

16
2015年11月19日（木）、12月17日

（木）
関薬剤師会伝達講習（関薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会

関薬剤師会
健B-0000-21-055

17 2016年1月17日（日）
平成27年度「健康サポート薬剤師」養成伝達研修会
（岐阜市薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会
岐阜市薬剤師会

健B-0000-21-056

18 2016年2月20日（土）
平成27年度「健康サポート薬剤師」養成伝達研修会
（大垣薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会
大垣薬剤師会

健B-0000-21-057

19 2014年12月4日（木）、11日（木） 「健康サポート薬剤師」伝達講習会
共催

 岐阜県薬剤師会
山県市薬剤師会

健B-0000-21-078

23 愛  知 1 2014年1月13日（月）
平成25年一般用医薬品担当者全国会議・平成25年
度医療安全全国担当者会議　地域薬剤師会担当者
伝達講習会

愛知県薬剤師会 健B-0000-23-058

1 2013年6月16日（日）
「一般用医薬品適正使用研修会」臨床判断と薬剤師
～症候学とトリアージを学ぼう～

滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-059

2 2014年6月29日（日）
薬剤師の臨床判断と
一般用医薬品適正使用研修会(腹痛編)

滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-060

3 2015年8月2日（日）
薬剤師の臨床判断と
一般用医薬品適正使用研修会(腰痛編)

滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-061

21 岐  阜

25 滋  賀

20 長  野
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4 2015年9月27日（日）
薬剤師の臨床判断と
一般用医薬品適正使用研修会(腰痛編)

滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-062

1 2014年5月18日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会
～症候学とトリアージ（腹痛編）～

京都府薬剤師会 健B-0000-26-063

2 2014年10月26日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会
～症候学とトリアージ（頭痛編）～

京都府薬剤師会 健B-0000-26-064

1 2015年3月1日（日）
平成26年度薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正
使用研修会

岡山県薬剤師会 健B-0000-33-065

2 2015年9月27日（日）
平成27年度薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正
使用研修会

岡山県薬剤師会 健B-0000-33-066

34 広  島 1 2014年3月2日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会
「薬剤師の臨床判断 ～症候学とトリアージを学ぼう
（腹痛編）～」

広島県薬剤師会 健B-0000-34-067

35 山  口 1 2016年1月31日（日）
Ｈ28年度　山口県薬剤師会研修会
・チーム医療について
・薬剤師の臨床判断とトリアージ

山口県薬剤師会 健B-0000-35-068

1 2014年3月16日（日）
第1回薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用
伝達研修会（ＤＶＤ研修）

香川県薬剤師会 健B-0000-37-069

2 2015年6月21日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用（第３
回）伝達研修会（ＤＶＤ研修）

香川県薬剤師会 健B-0000-37-070

3 2016年3月6日（日）
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用（第４
回）伝達研修会（ＤＶＤ研修）

香川県薬剤師会 健B-0000-37-071

39 高  知 1 2015年10月18日（日）
一般用医薬品適正使用研修会　臨床判断と薬剤師
症候学とﾄﾘｱｰｼﾞを学ぼう～腹痛編～

高知県薬剤師会 健B-0000-39-072

40 福  岡 1 2016年2月7日（日）
平成27年度薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正
使用研修会

福岡県薬剤師会 健B-0000-40-073

1 2013年2月11日（月）
薬剤師のための一般用医薬品研修会における講義
収録のＤＶＤ研修～臨床判断と薬剤師：症候学とトリ
アージを学ぼう～

沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-074

2 2013年4月6日（土）
薬剤師のための一般用医薬品研修会における講義
収録のＤＶＤ研修～臨床判断と薬剤師：症候学とトリ
アージを学ぼう～

沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-075

3 2013年4月7日（日）
薬剤師のための一般用医薬品研修会における講義
収録のＤＶＤ研修～臨床判断と薬剤師：症候学とトリ
アージを学ぼう～

沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-076

4 2016年2月28日（日）
日本薬剤師会「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品
適正使用研修会（第４回）」伝達研修会

沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-077

33 岡  山

37 香  川

47 沖  縄

26 京　都




