
日薬主催研修会

過去の研修会一覧

会期・場所 大会・研修会等
令和5年3月3日（金） 令和4年度　行政薬剤師部会講演会
（Web開催）
令和5年3月7日（火）～3月31日（金） 令和4年度　卸薬剤師部会研修会
（オンデマンド配信）
令和5年3月1日（水） 令和4年度　製薬薬剤師部会研修会
（Web開催）
令和5年2月22日（水） 令和4年度　農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会
（ハイブリッド開催－Web、東京：TKP
市ヶ谷カンファレンスセンター）

令和5年2月5日（日） 令和4年度　くすり教育研修会
（ハイブリッド開催－Web、東京：TKP
ガーデンシティーPREMIUM神保町）

令和4年8月21日（日） 令和4年度　学校環境衛生検査技術講習・学術研修会
（ハイブリッド開催）
令和4年6月～11月 令和4年度　病院診療所薬剤師研修会
福岡、仙台、広島、札幌、東京、名古
屋、大阪【開催順】

令和4年3月11日（金） 令和3年度　行政薬剤師部会講演会
（Web開催）
令和4年3月1日（火）～3月31日（木） 令和3年度　卸薬剤師部会研修会
（オンデマンド配信）
令和4年2月18日（金） 令和3年度　農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会
（Web開催）
令和4年2月17日（木） 令和3年度　製薬薬剤師部会研修会
（Web開催）
令和4年2月6日（日） 令和3年度　くすり教育研修会
（Web開催）
令和3年11月7日（日） 令和3年度　学校薬剤師学術フォーラム
（Web開催）
令和3年6月～12月 令和3年度　病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、札幌、大阪、名古屋、東
京）【開催】、（仙台）【開催中止】

令和3年3月15日（月）～4月10日（土） 令和2年度　卸薬剤師部会研修会
（オンデマンド配信）
令和3年3月1日（月） 令和2年度　行政薬剤師部会講演会
（Web開催）
令和3年2月25日（木） 令和2年度　製薬薬剤師部会研修会
（Web開催）
令和3年2月19日（金） 令和2年度　農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会
（Web開催）
令和3年1月24日（日） 令和2年度　くすり教育研修会
（Web開催）
令和2年9月27日（日） 令和2年度　学校薬剤師学術フォーラム
（東京：フクラシア品川クリスタル（港
南））

令和2年6月～12月、令和3年1月 令和2年度　病院診療所薬剤師研修会
（大阪）【開催】、（福岡、仙台、札幌、名
古屋、東京、広島）【開催中止】

令和2年3月4日（水） 【開催中止】令和元年度　製薬薬剤師部会研修会
（東京：都市センターホテル）



会期・場所 大会・研修会等
令和2年3月2日（月） 【開催中止】令和元年度　行政薬剤師部会講演会
（東京：スクワール麹町）
令和2年3月19日（木）
（大阪：大阪府薬剤師会館）
令和2年2月14日（金） 令和元年度　農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会
（東京：スクワール麹町）
令和2年2月21日（金）
（大阪：大阪府薬剤師会館）
令和2年2月9日（日） 令和元年度　くすり教育研修会
（東京：全国町村会館）
令和元年12月5日（木） 令和元年度　卸薬剤師部会研修会
（東京：スクワール麹町）
令和元年7月28日（日） 令和元年度　学校薬剤師学術フォーラム
（東京：フクラシア品川クリスタルスクエ
ア）

令和元年6月～11月 令和元年度 病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、札幌、名古屋、東
京、大阪）【開催順】

平成31年3月15日（金） 平成30年度　行政薬剤師部会講演会
（東京：日本薬学会　長井記念館ホー
ル）

平成31年3月22日（金）
（大阪：大阪府薬剤師会館）
平成31年2月8日（金） 平成30年度　農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会
（東京：スクワール麹町）
平成31年2月15日（金）
（大阪：大阪府薬剤師会館）
平成31年1月27日（日） 平成30年度　くすり教育研修会
（東京：スクワール麹町）
平成30年12月14日（金） 平成30年度　製薬薬剤師部会研修会
（東京：都市センターホテル）
平成30年12月13日（木） 平成30年度　卸薬剤師部会研修会
（東京：スクワール麹町）
平成30年7月22日（日） 平成30年度　学校薬剤師学術フォーラム
（東京：フクラシア品川クリスタルスクエ
ア　ホールA）

平成30年6月～11月、平成31年3月 平成30年度 病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、東京、名古屋、大
阪、広島（振替開催））【開催順】

平成30年3月16日（金） 平成29年度　行政薬剤師部会講演会
（東京：日本薬学会　長井記念館ホー
ル）

平成30年3月23日（金）
（大阪：大阪府薬剤師会館）
平成30年3月1日（木） 平成29年度　製薬薬剤師部会研修会
（東京：都市センターホテル）
平成30年2月25日（日） 平成29年度　くすり教育研修会
（大阪：大阪府薬剤師会館）
平成30年2月18日（日） 平成29年度　学校薬剤師研修会
（愛知：東建本社丸の内ビル　東建ホー
ル）

(第２回愛知県学校薬剤師講習会との合同開催)

平成30年2月9日（金） 平成29年度　農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会
（東京：全国町村会館ホール）



会期・場所 大会・研修会等
平成30年2月16日（金）
（大阪：大阪府薬剤師会館）
平成29年12月15日（金） 平成29年度　卸薬剤師部会研修会
（東京：スクワール麹町）
平成29年6月～11月 平成29年度 病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、札幌、東京、名古
屋、大阪【開催順】）

平成29年1月22日（日）・3月26日（日） 平成28年度　学校薬剤師研修会
（沖縄、東京）
平成29年3月26日（日） 平成28年度　くすり教育研修会
（東京：スクワール麹町）
平成29年3月8日（水） 平成28年度　行政薬剤師部会講演会
（東京：全国町村会館ホール）
平成29年3月17日（金）
（大阪：大阪府薬剤師会館）
平成29年2月15日（水） 平成28年度　製薬薬剤師部会研修会
（東京：都市センターホテル）
平成29年2月10日（金） 平成28年度　農林水産薬事薬剤師部会動物薬事研修会
（東京：全国町村会館ホール）
平成29年2月17日（金）
（大阪：大阪府薬剤師会館）
平成28年12月７日（水） 平成28年度　卸薬剤師部会研修会
（東京：全国町村議員会館）
平成28年6月～11月 平成28年度 病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、札幌、大阪、東京、
名古屋【開催順】）

平成28年3月2日（水） 平成27年度　製薬薬剤師部会研修会
（東京：都市センターホテル）
平成28年2月24日（水） 平成27年度 行政薬剤師部会講演会
（東京会場：全国町村会館ホール）
平成28年3月18日（金）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館 講堂）
平成28年2月3日（水） 平成27年度 農林水産薬事薬剤師部会 動物薬事研修会
（東京会場：全国町村会館ホール）
平成28年2月10日（水）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館 講堂）
平成27年12月11日（金） 平成27年度 卸薬剤師部会研修会
（東京：スクワール麹町）
平成27年6月～11月 平成27年度 病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、札幌、東京、名古
屋、大阪【開催順】）

平成27年8月～9月 平成27年度 学校薬剤師研修会
（帯広市、長崎市、さいたま市　【開催
順】）

平成27年8月28日（金） 平成27年度 くすり教育研修会
（東京：スクワール麹町）
平成27年3月13日（金） 平成26年度 行政薬剤師部会講演会
（東京会場：全国町村会館ホール）
平成27年3月20日（金）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館)
平成27年3月12日（木） 平成26年度 学校薬剤師部会　くすり教育研修会
（東京：スクワール麹町）
平成27年3月4日（水） 平成26年度 製薬薬剤師部会研修会
（東京：都市センターホテル）
平成27年1月29日（木） 平成26年度 農林水産薬事薬剤師部会 動物薬事研修会



会期・場所 大会・研修会等
（東京会場：日本薬学会長井記念館
長井記念ホール）

平成27年2月4日（水）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館）
平成26年12月8日（月） 平成26年度　卸薬剤師部会研修会
（東京：スクワール麹町）
平成26年8月～10月 平成26年度 学校薬剤師研修会
（東京都港区：慶應義塾大学薬学部
芝共立キャンパス2号館3階355教室）

平成26年6月～11月 平成26年度 病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、札幌、東京、名古
屋、大阪【開催順】）

平成26年3月5日（水） 平成25年度 日本薬剤師会 製薬薬剤師部会研修会
（東京都千代田区：都市センターホテ
ル）

平成26年2月27日（木） 平成25年度 日本薬剤師会 行政薬剤師部会講演会
（東京会場：長井記念館）
平成26年3月7日（金）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館）
平成26年2月7日（金） 平成25年度 日本薬剤師会 農林水産薬事薬剤師部会 動物薬事研修会

（東京会場：長井記念館）
平成26年2月14日（金）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館）
平成25年10月28日（月） 平成25年度 日本薬剤師会 卸薬剤師部会研修会
（東京：日本薬学会 長井記念ホール）
平成25年6月～11月 平成25年度 病院診療所薬剤師研修会
（福岡・広島・仙台・札幌・東京・名古屋・
大阪【開催順】）

平成25年3月21日（木） 平成24年度 日本薬剤師会 卸薬剤師部会 研修会
（東京会場：長井記念ホール）
平成25年3月3日（日） 平成24年度 学校薬剤師研修会
（高知会場：土佐御苑）
平成25年3月17日（日）
（長野会場：サンパルテ山王）
平成25年3月1日（金） 平成24年度 日本薬剤師会 製薬薬剤師部会研修会
（東京都千代田区：都市センターホテ
ル）

平成25年2月13日（水） 平成24年度 日本薬剤師会 行政薬剤師部会 講演会
（東京会場：長井記念ホール）
平成24年3月1日（金）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館）
平成25年2月8日（金） 平成24年度 日本薬剤師会 農林水産薬事薬剤師部会 動物薬事研修会

（東京会場：グランパーク プラザ棟）
平成25年2月15日（金）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館）
平成24年3月5日（月） 平成23年度 日本薬剤師会 製薬薬剤師部会研修会
（東京都千代田区：都市センターホテ
ル）

平成24年3月1日（木） 平成23年度 日本薬剤師会 行政薬剤師部会 講演会
（東京会場：長井記念ホール）
平成24年3月16日（金）



会期・場所 大会・研修会等
（大阪会場：大阪府薬剤師会館）
平成24年2月10日（金） 平成23年度 日本薬剤師会 農林水産薬事薬剤師部会 動物薬事研修会

（東京会場：日本薬学会　長井記念ホー
ル）

平成24年2月17日（金）
（大阪会場：大阪府薬剤師会館）
平成23 年12月9日（金） 平成23年度 日本薬剤師会 卸薬剤師部会 研修会
13：30～16：30
（東京都：長井記念ホール ）
平成23年9月～11月 平成23年度 学校薬剤師研修会
（宮崎、名古屋、大阪、札幌、東京【開催
順】）

平成23年6月～11月 平成23年度病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、札幌、東京、大阪、名古
屋【開催順】）

平成22年11月～平成23年2月 平成22年度 学校薬剤師研修会
（兵庫、宮城、岐阜、熊本、富山、茨城
【開催順】）

平成23年3月7日（東京） 平成22年度 日本薬剤師会 製薬薬剤師部会研修会
平成23年3月4日（東京会場） 平成22年度 日本薬剤師会 行政薬剤師部会 講演会
平成23年3月11日（大阪会場）
平成23年2月4日（東京会場） 平成22年度 日本薬剤師会 農林水産薬事薬剤師部会 動物薬事研修会

平成23年2月18日（大阪会場）
平成22年11月12日（東京：日本薬学会
長井記念ホール）

平成22年度　日本薬剤師会 卸薬剤師部会研修会

平成22年11月19日（大阪：大阪府薬剤
師会館）

平成22年6月～11月 平成22年度病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、札幌、東京、大阪、
名古屋【開催順】）

平成22年2月12日（東京会場） 平成21年度 日本薬剤師会 行政薬剤師部会 講演会
平成22年2月18日（大阪会場）
平成22年2月5日（東京会場） 平成21年度 日本薬剤師会 農林水産薬事薬剤師部会 動物薬事研修会

平成22年2月19日（大阪会場）
平成22年2月10日（東京） 平成21年度 日本薬剤師会 製薬薬剤師部会研修会
平成21年12月4日（東京：日本薬学会
長井記念ホール）

平成21年度　日本薬剤師会 卸薬剤師部会研修会

平成21年7月～9月 平成21年度 学校薬剤師研修会
（岡山、大阪、福岡、札幌、岩手、静岡、
東京、新潟【開催順】）

平成21年6月～11月 平成21年度病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、札幌、東京、大阪、
名古屋【開催順】）

平成21年3月4日（東京） 平成20年度 日本薬剤師会 製薬薬剤師部会研修会
平成21年2月13日（東京会場） 平成20年度 日本薬剤師会 行政薬剤師部会 講演会
平成21年3月12日（大阪会場）
平成21年2月6日（東京会場） 平成20年度 日本薬剤師会 農林水産薬事薬剤師部会 動物薬事研修会

平成21年2月13日（大阪会場）
平成20年12月5日（東京：日本薬学会
長井記念ホール）

平成20年度　日本薬剤師会 卸薬剤師部会研修会

平成20年6月～11月 平成20年度病院診療所薬剤師研修会
（福岡、広島、仙台、札幌、東京、大阪、
名古屋【開催順】）


