
新しい共催研修会の紹介
（D連携型）

「D連携型」は、地域薬剤師会などの実施団体と企業が実施す
る研修会に、神奈川県薬剤師会（県薬）も共催することで、県
薬の生涯学習認定制度（G21）で研修受講シールが発行され、
さらに研修会の支援金が拠出されます。
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なぜ今、【D連携型】が必要なのか？

県薬が生涯学習認定制度（G２１）を取得しすでに６年が過ぎましたが、
G21による認定者は５０人弱です。つまり、県下の薬剤師が求める十分
な研修会制度を実施・サポートできなかった結果と考えられます。

つまり、地域で実施している研修会が、G２１の共催研修会の対象になっ
ていなかったり、申請方法がわかりにくい（G01の方が楽）。

地域薬剤師会で行っている研修会（本当に現場の薬剤師が求めている研修
会内容）に、G21の単位を付与できる新しい形の研修会制度を作り、
G21が県下の認定薬剤師数の増加に貢献したいと考えています。

⇒地域薬剤師会研修会で認定をとっている薬剤師にG21の選択肢も提供したい

これまで、県薬の研修会には以下がありました。
「A 認定型」：県薬主催
「Ｂ依頼型」：県薬が企画し、地域薬剤師会が運営（共催）
「Ｃ提案型」：地域薬剤師会が企画・運営（共催）



研修認定薬剤師を「取得している」が68%、「取得予定」が16%でした。調剤薬局・調
剤併設ドラッグストア勤務の薬剤師は79%が取得しており、「取得予定」と合わせると
9割を超えていました。病院・診療所勤務の薬剤師は53%が取得しており、23%が「取
得予定」と回答しました。

現在、「研修認定薬剤師」資格を取得していますか？(n=2022)

「研修認定薬剤師」の新規取得時に必要な
単位はどのように取得しましたか。取り組
んだ学習方法として当てはまるものを全て
お選びください。(n=1384)

「研修認定薬剤師」を取得した

きっかけを1つお選びください。
(n=1384)

薬剤師会員に、取得当時のきっかけや苦労、そして今感じる資格取得して
良かったことなど意識と実態を調査しました。
（調査期間：2020年7月20日～8月2日 総回答数:2,022人）

日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師数は104,616名（2020年6月30日現在）

過半数の方が、地域の薬剤師会の研修会に参加



神奈川県薬剤師会（県薬）との共催がOKなら以下へ
（神奈川県薬剤師会 生涯学習認定制度（G21）との共催研修会）

B依頼型
県薬から地域薬剤師
会へ研修依頼。

費用は県薬と折半
前年度1月ごろ決定

企業と共催する予定

研修会テーマは
自分たちで決めたい

研修会テーマは
決まっていない

ありなし

C提案型
研修会の申請をして
ください。審査後に単
位認定します。

補助金最大20万円
申請は1か月前まで

D連携型
企業などとの共催研
修会の申請をしてくだ
さい。審査後に単位
認定します。
補助金最大5万円
申請は1か月前まで

共通事項
• 集合研修会およびオンライン研修会のどちらでも単位認定します。
• 薬剤師に求められるプロフェッショナルスタンダードに準拠します。
• 共催研修会となるので、県薬会員も参加可能となります。



共催研修会の概要
C提案型（改良）, D連携型（新設）

◆申請方法

研修会の開催１回ごとに、以下の書類を生涯学習委員会研修企画・運営小委
員会に提出してください。ただし、同一の団体からの申請は年度を通じて５
回までとします。
①研修会共催開催申請書
②研修会次第
③利益相反事前申告書（※D連携型では必須）
④申請団体の概要がわかる資料（定款等）（※初めて申請を行う団体のみ）

申請書類は本会ホームページに掲載しております。

◆募集期間
開催予定日の１ヶ月前まで随時。但し、県薬の広報を利用する場合は3か月前
を目途に申請。

申請書類を減らし、申請可能期間を変更



◆財政支援

研修の補助金対象経費
1回の開催につきC提案型は20万円、Ｄ提携型は５万円を上限とし、原則と
して実施団体の負担する事業費の二分の一を対象とする財政支援を行います。
（企業などが負担する費用は含みません）
（１）講師謝金・交通費
（２）飲料費（ただし、研修時間内に飲むものに限る）
（３）会場使用料
（４）印刷製本費
（５）備品（投影機器、文具等の研修内で使用するもの）

C提案型：地域薬剤師会のみで実施する場合
費用の半分を財政支援（20万円まで）

D連携型：地域薬剤師会と企業との共催
薬剤師会費用の半分を財政支援（5万円まで）



D連携型 研修の新設により

①認定薬剤師を増やし、県薬の益々の発展に寄与させる
②県内の薬剤師の資質向上の一助
③県薬の2つの柱『くすりと健康相談薬局』と『生涯学習制度』
の強化・充実

そのための魅力のある研修制度の改革
申請書類の簡素化、締切期限の短縮、補助金の付与
魅力ある質の高い研修会の提案
（各委員会、生涯学習委員会、各地域薬剤師会からの発信）

今後も、研修会制度を充実させ、
実施しやすい・参加しやすい研修会の

支援と開催を推進します



分かりやすい研修会名がGOOD。

地域薬剤師会の代表者など。

実務者の連絡先を記入ください。
基本的には代表者ではなく実務者
に連絡します。

正味時間は単位数に関係するため、
県薬でも次第と合わせて確認します。

研修会の内容は、受講シールのPS領
域に関係します。目的と研修会内容
を簡潔に記載ください。
プロフェッショナルスタンダード
（PS）一覧も参考になります。



受講シールを県薬で用意するため、
定員数から算出して記入ください。

企業と連携した研修会（D連携型）の
場合は「有」を選び、講師の利益相
反事前申告書も提出してください。
企業と連携しない研修会（C提案型）
の場合は、「無」を選んでください。

県薬との共催となるため、県薬会員
（くすりと健康相談薬局勤務者含む）
も無料として頂くことが多いです。

補助金の予算確保のためです。
概算でいいのでご記入ください。

初回申請書の不備で否認することは基本
的にはありません。県薬で確認し、記載
内容の修正依頼などにより、多くの研修
会は承認となります。是非申請ください。



Q 1. 研修会テーマに制約はありますか．
A 1. 基本的にありませんが、PSに添った内容であることが求められます。
企業との共催の場合、新薬の説明などがテーマになりやすいですがPS2で対
応可能です。もちろん他のPS研修会も申請可能です。

Q ２. 財政支援以外に利用できるものはありますか．
A ２. 3か月前までに申請頂ければ、薬壺や県薬HPで広報を支援します。ま
た、オンライン研修会において、県薬が保持するライセンスなども利用でき
ます。不明な点などはご相談ください。

Q ３. 研修会の講師は誰でもいいですか．
A ３. 研修会テーマに適した講師であれば、制約はありません。利益相反事
前申告書の提出をお願いしていますが、利益相反があっても講師になれます。

D連携型 共催研修会についてのQ＆A
申請時提出書類
①研修会共催開催申請書
②研修会次第
③利益相反事前申告書（※D連携型では必須）



D連携型研修会の講師が記入くださ
い。
（複数いる場合は、それぞれ記入）

特定の企業などから報酬や助成金を
もらっているかの記載です。「有」
でも研修会の講師として講演可能で
す。



「有」の場合は、具体的な内容の記
載をお願いします。「無」の場合は
記載不要。

講師には誓約事項の確認もお願いし
ます。

企業が企画する勉強会や研修会で講演経
験のある講師は、利益相反の申告は慣れ
ていることが多いです。
また、企業側も様々なガイドラインなど
で、利益相反などの重要性を理解してお
ります。より良い研修会実施のため、書
類の作製にご協力ください。



Q 1. 利益相反（Conflicts of interest : COI）とは何ですか．
A 1.「対立する利益」で，「経済関係の有無により偏向した情報を与えるこ
と，それによって社会に損失をもたらす行為」となります．言い換えると、
「演者が得ている利益により、講演内容が受講者の不利益となるように偏る
可能性があること」です。

Q 2. COIとは，具体的にどんなものですか．
A 2. たくさんありますが、代表的なものに企業からの資金提供などがあり
ます。「演者が企業から資金提供されていると、その企業の製品情報だけを
説明し、受講者に不利益になるかもしれない」。

Q 3. COIは，あってはいけないのでしょうか．
A 3. COIは有る無しが問題ではなくて，有無を開示することが大切です．
演者にCOIが存在していても、共催研修会で講演することは可能です。ただ
し、受講者へのCOIを開示することが大切です。それが利益相反申告書です。

D連携型 共催研修会についてのQ＆A
申請時提出書類
①研修会共催開催申請書
②研修会次第
③利益相反事前申告書（※D連携型では必須）



研修会後の提出書類
1. 報告書
2. 請求書
3. 受講者名簿

受講者数と参加費は、受講シールや
補助金の根拠になります。



研修会後の提出書類
1. 報告書
2. 請求書
3. 受講者名簿

補助金の請求書となります。実際の
経費をご記入ください。
経費の根拠として、領収証などのコ
ピーも一緒に提出ください。



研修会後の提出書類
1. 報告書
2. 請求書
3. 受講者名簿

受講シールの発行に必要です。
受講者リストの提出をお願いします。

リストとは別に、受講者は県薬HPより受講

シールの発行に必要な共通アンケートへ
の回答が必要です。

受講リストと共通アンケートの内容を照合
して、受講シールの郵送となります。



共催研修会の申請を
お待ちしています

詳細は県薬HPをご参照ください。

申請様式は本会ホームページからダウンロードいただけます。
ホーム > 生涯学習認定制度 > 研修を開催する（提案、連携・実施団体募集）

問い合わせ先
公益社団法人神奈川県薬剤師会 事業課
〒235-0007神奈川県横浜市磯子区西町14番11号
E-mail：jigyou-ka@mail.kpa.or.jp

公益社団法人 神奈川県薬剤師会
生涯学習委員会

mailto:jigyou-ka@mail.kpa.or.jp
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