
事 務 連 絡 

平成２８年１１月１８日 

都道府県薬剤師会 

 担当事務局 御中 

 

日本薬剤師会 

事務局 学術業務課 

 

健康サポート薬局全国担当者会議 資料の送付について（その１） 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

さて、１１月１７日（木）に開催いたしました標記会議の資料等を、下記の通りお送

りいたしますので、ご査収の程お願いいたします。 

本通知に、当日配付資料を PDF 形式で添付しています。 

なお、会議は非公開で開催しておりますので、資料については基本的に薬剤師会内限

りの取り扱いとしてくださいますよう併せてお願いいたします（資料2-1,2-2,7を除く）。 

 

記 

次第 

参加者名簿 

健康サポート薬局全国担当者会議 資料 

資料１－１  研修会一覧・受講者数、e-ラーニング受講者数（都道府県別）  

  １－２  研修修了証申請・発行状況 

資料２－１  健康サポート薬局に係る研修実施要綱について（通知） 
   （平成 28 年２月 12 日．薬生発 0212 第８号 厚生労働省医薬・生活衛生局長） 

２－２  健康サポート研修の第三者確認の仕組みのチェックリスト（日本薬学会） 

２－３  健康サポート薬局研修 実施要領（平成 28 年９月 日薬・研修セ） 

２－４  健康サポート薬局研修 研修会開催要領（平成28年９月 日薬・研修セ） 

２－５  都道府県薬剤師会研修実施責任者名簿 

２－６  研修修了証に関する質問 

資料３    健康サポート薬局研修等に関するアンケート 回答まとめ 

資料４－１  【研修会Ａ】標準プログラム 

４－２－１【研修会Ａ】健康サポート薬局研修会運営の手引き（骨子） 

４－２－２【研修会Ａ】のポイント～健康サポート薬局研修［研修会Ａ］について 

４－３  【研修会Ａ】の講師・演題一覧 

４－４  【研修会Ａ】の事例紹介 

４－５  【研修会Ａ】演習用資料一式＋レポート用紙 

資料５    【研修会Ｂ】標準プログラム＋レポート用紙 

資料６    「健康サポート薬局を目指して」 

資料７    健康サポート薬局ロゴマーク関連資料 

その他    当日映写資料（常務理事 有澤 賢二） 

 
※以下資料は、添付を省略しております。既発出通知をご参照ください。 

・資料 2-3：20160909 業 214_健康サポート薬局に係る研修について（その 19） 

・資料 2-4：20161020 業 267_健康サポート薬局に係る研修について（その 24） 

・資料 4-5：20160816 業 189_健康サポート薬局に係る研修について（その 15） 

・資料 7 ：20161006 業 248_健康サポート薬局に係るロゴマークの確定について（お知らせ） 

・資料 7 ：20161115 業 285_健康サポート薬局ロゴマークの配信開始について 

以 上 




健康サポート薬局全国担当者会議 次第 


■日時：平成２８年１１月１７日（木）10：30～16：30（10：00～受付開始） 


■会場：スクワール麹町 ３階「錦華」 


司会：大原  整（理事） 


協議進行：吉田 力久、渡邊 大記（常務理事） 


 


１ 開会にあたって 10：30～10：45【15 分】 


 日本薬剤師会 会長 山本 信夫 


２ 健康サポート薬局研修の運営について 


 -１ 研修の実施体制や運営上の諸課題と今後の対策について（仮題） 10：45～11：10【25 分】 


日本薬剤師会 副会長 森 昌平 


 -２ 協議（ＳＧＤ→全体） 11：10～12：15【65 分】 


・導入、作業説明 


・協議  （１）実施体制について   →全体で共有 


  （２）研修会の運営について →全体で共有 


～昼食・休憩（12：15～12：45）30 分～ 


３ 健康サポート薬局研修【研修会Ａ】について  


 -１【研修会Ａ】の目指すもの～今後の地域連携に向けて～ 12：45～13：00【15 分】 


日本薬剤師会 常務理事 有澤 賢二 


 -２ 全国で開催された【研修会Ａ】の事例紹介 13：00～13：20【20 分】 


 日本薬剤師会 地域医療・保健委員会委員 西島 徹 


-３ 協議（ＳＧＤ→全体） 13：20～13：50【30 分】 


・研修会Ａの企画について →全体で共有 


 -４【研修会Ａ】の目指すもの～演習のねらいと手法について～ 13：50～14：05【15 分】 


日本薬剤師会 常務理事 有澤 賢二 


-５ 協議（ＳＧＤ→全体） 14：05～14：35【30 分】 


・研修会Ａの演習の実施手法について →全体で共有 


４ 健康サポート薬局研修【研修会Ｂ】の運営上の諸課題と今後の対策について 


 14：35～14：55【20 分】（質疑応答込み） 


日本薬剤師会 常務理事 有澤 賢二 


～休憩（14：55～15：05）10 分～ 


５ 健康サポート薬局の今後の展開について  


 -１ 協議（ＳＧＤ→全体） 15：05～15：45【40 分】 


 


-２ 全体協議（30 分） 15：45～16：15【30 分】 


 


６ 健康サポート薬局を目指して 16：15～16：30【15 分】  


            日本薬剤師会 副会長 森 昌 平 


７ 閉会挨拶 


  日本薬剤師会 副会長 森 昌 平 
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健康サポート薬局全国担当者会議（平成28年11月17日　於：スクワール麹町）


※都道府県の研修実施責任者は氏名をゴシック体で表記


都道府県 グ ル ー プ 氏名 役職 グ ル ー プ 氏名 役職 グループ 氏名 役職


1 北 海 道 ① 山田　武志 常務理事 ⑧ 越智　哲夫 薬局委員会委員 ⑭ 田畑　隆政 薬局委員会委員


2 青 森 ② 磯木　雄之輔 常務理事（Ｂ責） ⑨ 青柳　伸一 常務理事（Ａ責） 会長 山本　信夫


3 岩 手 ③ 畑澤　昌美 常務理事 ⑩ 東　　透 保険薬局部会幹事 副会長 森　昌平


4 宮 城 ④ 森川　昭正 常任理事 常務理事 寺山　善彦


5 秋 田 ⑤ 安田　哲弘 専務理事 ⑪ 佐藤　友紀 常務理事 ⑮ 佐藤　一実 理事 〃 有澤　賢二


6 山 形 ⑥ 柴﨑　光太郎 理事（健康サポート薬局
推進委員会委員長) ⑫ 筒井　伸


健康サポート薬局
推進委員会委員 〃 吉田　力久


7 福 島 ⑦ 赤津　雅美 常務理事 ⑬ 藤田　愛里 理事 〃 安部　好弘


8 茨 城 ⑧ 戸倉　憲子 理事 ⑭ 種村　閑 事務局次長 〃 渡邊　大記


9 栃 木 ① 鹿村　恵明 常務理事 ⑮ 村井　加代子 理事 理事 道明　雅代


10 群 馬 ② 高橋　良徳 常務理事 ⑯ 島田　光明 副会長 〃 鵜飼　典男


11 埼 玉 ③ 黒澤　章 常務理事 ⑯ 池田　里江子 常務理事 〃 大原　整


12 千 葉 ④ 日向　章太郎 常務理事 ⑮ 杉浦　邦夫 副会長 〃 安西　英明


13 東 京 ⑤ 松本　有右 常務理事　　　 ⑩ 龍岡　健一 理事 ⑭ 高松　登 理事


14 神 奈 川 ⑥ 唐澤　淳子 常務理事 ⑬ 岩出　信幸 理事 ⑨ 宇井　敬 地域保健委員会委員


15 新 潟 ⑦ 渡邉　彦 副会長 ⑫ 齊藤　園絵 事務局 委員長 福島　紀子


16 富 山 ⑧ 永野　康已 副会長 委員（日薬常務理事） 亀井　美和子


17 石 川 ① 吉藤　茂行 副会長 ⑪ 乙田　雅章 開局薬剤師部会
常任幹事 ⑯ 渡辺　誠治 薬事センター長 〃（日薬理事） 上村　直樹


18 福 井 ② 平賀　貴志 常務理事


19 山 梨 ③ 早川　勉 理事 ⑩ 伊藤　厚 医療保険委員 ⑬ 保坂　達也 薬事情報センター部長


20 長 野 ⑦ 藤澤　裕子 副会長 ⑩ 石塚　豊 常務理事 委員 宇野　雅樹


21 岐 阜 ⑤ 棚瀬　友啓 常務理事 〃 高橋　学


22 静 岡 ⑥ 岡田　国一 常務理事 ⑯ 植　　兆満 常務理事 ⑫ 増田　祥典 常務理事 〃 宮野　廣美


23 愛 知 ⑦ 奥　　健 常務理事 〃 上野　浩男


24 三 重 ⑧ 平岡　伸五 理事 ⑮ 石淵　幹人 副会長 〃 小縣　悦子


25 滋 賀 ① 永井　智宏 常務理事 ⑭ 若森　文夫 理事 ⑪ 間下　高秀 理事 〃 橋場　元


26 京 都 ② 小川　泰弘 理事 ⑬ 神林　純二 理事 〃 岩下　誠


27 大 阪 ③ 尾島　博司 副会長 〃（長野責任者） 髙田　弘子


28 兵 庫 ④ 矢野　謙 常務理事 ⑫ 吉田　昌弘 常務理事 ⑩ 田中　千尋 理事 〃 大西　延明


29 奈 良 ⑤ 杉村　好唯 副会長 ⑪ 新田　朋弘 理事 〃 西川　真司


30 和 歌 山 ⑥ 古川　晴浩 常務理事 〃 徳吉　雄三


31 鳥 取 ④ 松本　一宏
医薬分業対策委員
会委員 ⑨ 前園　健作


医薬分業対策委員
会委員 〃 戸田　康紀


32 島 根 ① 小椋　邦夫 理事 ⑯ 細貝　修二 副会長 〃（鹿児島責任者） 西島　徹


33 岡 山 ⑧ 小笠原　加代 副会長 ⑨ 役重　昌広 常務理事


34 広 島 ② 平本　敦大 常務理事 ⑮ 有村　健二 副会長 ⑨ 中川　潤子 常務理事


35 山 口 ③ 寺戸　功 常務理事 ⑭ 池田　良子 理事（Ａ責） ⑯ 河田　尚己 理事（Ｂ責）


36 徳 島 ④ 伊勢　佐百合 常務理事 ⑬ 和田　朱実 常務理事


37 香 川 ⑤ 中山　幸子 副会長 ⑫ 土居　英之 常務理事


38 愛 媛 ⑥ 堀尾　郁夫 専務理事 ⑪ 宇田　雅実 常務理事


39 高 知 ⑦ 堀岡　広稔 専務理事 ⑩ 稲本　文男 常務理事


40 福 岡 ⑧ 因間　司 理事 ⑨ 杉岡　勇樹 理事


41 佐 賀 ① 宮地　和子 副会長 ⑯ 河野　広美 理事


42 長 崎 ② 堀　　剛 常務理事 ⑮ 七嶋　和孝 常務理事


43 熊 本 ③ 稲葉　一郎 常務理事 ⑭ 中村　繁良 常務理事


44 大 分 ④ 酒井　浩一 理事


45 宮 崎 ⑤ 矢田部　享介 常務理事 ⑬ 橋本　勝史 常務理事


46 鹿 児 島 ⑥ 東郷　和彦 常務理事 ⑫ 沼田　真由美 常務理事 ⑮ 田中　孝明 健康福祉委員会委員、薬
局機能委員会委員


47 沖 縄 ⑦ 笠原　大吾 理事 ⑪ 西川　裕
医薬分業対策委
員


日本薬剤師会


役員


健康サポート薬局
研修委員会


地域医療・保健
委員会







健康サポート薬局全国担当者会議 グループ別名簿　


グループ：① グループ：⑦ グループ：⑫
北 海 道 山田　武志 ２　進行 福 島 赤津　雅美 ２　進行 山 形 筒井　伸 ５　進行


栃 木 鹿村　恵明 ２　書記 新 潟 渡邉　彦 ２　書記 新 潟 齊藤　園絵 ５　書記


石 川 吉藤　茂行 ３　進行 長 野 藤澤　裕子 ３　進行 静 岡 増田　祥典 ３　進行


滋 賀 永井　智宏 ３　書記 愛 知 奥　　健 ３　書記 兵 庫 吉田　昌弘 ３　書記


島 根 小椋　邦夫 ５　進行 高 知 堀岡　広稔 ５　進行 香 川 土居　英之 ２　進行


佐 賀 宮地　和子 ５　書記 沖 縄 笠原　大吾 ５　書記 鹿 児 島 沼田　真由美 ２　書記


グループ：② グループ：⑧ グループ：⑬
青 森 磯木　雄之輔 ５　進行 北 海 道 越智　哲夫 ３　進行 福 島 藤田　愛里 ２　進行


群 馬 高橋　良徳 ５　書記 茨 城 戸倉　憲子 ３　書記 神 奈 川 岩出　信幸 ５　進行


福 井 平賀　貴志 ２　進行 富 山 永野　康已 ５　進行 山 梨 保坂　達也 ５　書記


京 都 小川　泰弘 ２　書記 三 重 平岡　伸五 ５　書記 京 都 神林　純二 ３　進行


広 島 平本　敦大 ３　進行 岡 山 小笠原　加代 ２　進行 徳 島 和田　朱実 ３　書記


長 崎 堀　　剛 ３　書記 福 岡 因間　司 ２　書記 宮 崎 橋本　勝史 ２　書記


グループ：③ グループ：⑨ グループ：⑭
岩 手 畑澤　昌美 ２　進行 青 森 青柳　伸一 ３　進行 北 海 道 田畑　隆政 ５　進行


埼 玉 黒澤　章 ２　書記 神 奈 川 宇井　敬 ３　書記 茨 城 種村　閑 ５　書記


山 梨 早川　勉 ３　進行 鳥 取 前園　健作 ２　進行 東 京 高松　登 ３　進行


大 阪 尾島　博司 ３　書記 岡 山 役重　昌広 ２　書記 滋 賀 若森　文夫 ３　書記


山 口 寺戸　功 ５　進行 広 島 中川　潤子 ５　進行 山 口 池田　良子 ２　進行


熊 本 稲葉　一郎 ５　書記 福 岡 杉岡　勇樹 ５　書記 熊 本 中村　繁良 ２　書記


グループ：④ グループ：⑩ グループ：⑮
宮 城 森川　昭正 ３　進行 岩 手 東　　透 ５　進行 秋 田 佐藤　一実 ３　進行


千 葉 日向　章太郎 ３　書記 東 京 龍岡　健一 ２　進行 栃 木 村井　加代子 ３　書記


兵 庫 矢野　謙 ２　進行 山 梨 伊藤　厚 ２　書記 千 葉 杉浦　邦夫 ２　進行


鳥 取 松本　一宏 ２　書記 兵 庫 田中　千尋 ３　進行 三 重 石淵　幹人 ２　書記


徳 島 伊勢　佐百合 ５　進行 長 野 石塚　豊 ３　書記 広 島 有村　健二 ５　進行


大 分 酒井　浩一 ５　書記 高 知 稲本　文男 ５　書記 長 崎 七嶋　和孝 ５　書記


鹿 児 島 田中　孝明


グループ：⑤ グループ：⑪
秋 田 安田　哲弘　　 ２　進行 秋 田 佐藤　友紀 ３　進行 グループ：⑯
東 京 松本　有右 ２　書記 石 川 乙田　雅章 ３　書記 群 馬 島田　光明 ３　進行


岐 阜 棚瀬　友啓 ３　進行 滋 賀 間下　高秀 ５　進行 埼 玉 池田　里江子 ３　書記


奈 良 杉村　好唯 ３　書記 奈 良 新田　朋弘 ５　書記 石 川 渡辺　誠治 ２　進行


香 川 中山　幸子 ５　進行 愛 媛 宇田　雅実 ２　進行 静 岡 植　　兆満 ２　書記


宮 崎 矢田部　享介 ５　書記 沖 縄 西川　裕 ２　書記 島 根 細貝　修二 ５　進行


山 口 河田　尚己 ５　書記


グループ：⑥ 佐 賀 河野　広美


山 形 柴﨑　光太郎 ２　進行


神 奈 川 唐澤　淳子 ２　書記


静 岡 岡田　国一 ５　進行


和 歌 山 古川　晴浩 ５　書記


愛 媛 堀尾　郁夫 ３　進行


鹿 児 島 東郷　和彦 ３　書記 ※都道府県の研修実施責任者は氏名をゴシック体で表記
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【取扱注意】


開催日 人数（人） 開催日 人数（人）


1 北 海 道
7月24日(日)、8月28日(日) 2回、9月
3日(土)、
9月4日(日)、10月30日(日)


370
9月11日(日)、9月25日(日)、 10月2
日（日）


234 249


2 青 森 8月28日(日) 116 8月28日(日) 83 74
3 岩 手 9月18日(日) 104 8月28日(日) 112 68
4 宮 城 8月28日(日) 60 9月18日(日) 58 49
5 秋 田 9月4日(日) 53 37
6 山 形 8月28日(日) 127 9月19日(月) 118 39
7 福 島 8月11日(木)、8月21日(日) 145 8月28日(日)、9月22日(木) 133 87
8 茨 城 9月4日(日) 142 9月11日(日) 96 63
9 栃 木 8月28日(日) 230 9月4日(日)2回 210 122


10 群 馬 8月7日(日) 121 8月14日(日) 122 62
11 埼 玉 9月25日(日) 174 143
12 千 葉 8月28日(日) 233 9月22日(木) 227 118


13 東 京 8月27日(土) ※プログラムⅠは３回に分けて開
催


893
トータル34回
※詳細別紙


1,136 588


14 神 奈 川
7月24日(日)、8月28日(日) 2回、9月
11日(日)、9月22日(木)2回、11月6日


516
7月24日(日)、8月28日(日)2回、9月
11日(日)、9月22日(木)2回、11月6日


516 312


15 新 潟 8月28日(日) 182 9月11日(日)、10月30日(日) 184 83
16 富 山 8月28日(日) 104 9月22日(木) 73 51
17 石 川 8月7日(日) 150 9月11日(日) 129 82
18 福 井 9月11日(日) 118 9月11日(日) 101 74
19 山 梨 8月28日(日) 137 9月22日(木) 123 69
20 長 野 9月11日(日) 270 8月28日(日) 194 109
21 岐 阜 9月22日(木) 130 78
22 静 岡 8月21日(日) 84 9月4日(日) 84 98
23 愛 知 9月22日(木)、10月30日(日) 254 9月22日(木)、10月30日(日) 253 245
24 三 重 8月21日(日) 92 9月22日(木)、10月16日(日) 77 133
25 滋 賀 8月28日(日) 130 9月4日(日) 113 89
26 京 都 9月4日(日) 102 9月18日(日) 106 51


27 大 阪
8月21日(日)、8月28日(日)
9月4日(日)、9月22日(木)


1036
8月21日(日)、8月28日(日)
9月4日(日)、9月22日(木)


1036 596


28 兵 庫
7月31日(日)、8月21日(日)、8月28日
(日)、9月17日（土）、9月18日(日)、9
月19日（月）


596
7月31日(日)、8月21日(日)、8月28日
(日)、9月17日（土）、9月18日(日)、9
月19日（月）


596 399


29 奈 良 8月21日(日)、9月4日(日) 189 8月21日(日)、9月4日(日) 188 109
30 和 歌 山 9月25日(日) 115 9月25日(日) 115 51
31 鳥 取 10月16日(日) 79 10月16日(日) 74 26
32 島 根 9月11日(日) 120 9月22日(木)2回 100 62
33 岡 山 9月11日(日) 120 77
34 広 島 9月18日(日)、9月19日(月) 177 9月18日(日)、9月19日(月) 178 117
35 山 口 8月28日(日) 113 8月28日(日) 80 54
36 徳 島 9月4日(日) 180 9月11日(日) 179 117
37 香 川 9月25日(日)、10月2日(日) 181 9月25日(日)、10月2日(日) 163 101
38 愛 媛 8月21日(日) 77 9月11日(日) 70 61
39 高 知 30
40 福 岡 9月22日(木) 250 9月19日(月) 232 153
41 佐 賀 9月25日(日) 88 9月11日(日) 84 46
42 長 崎 9月18日(日) 86 9月19日(月) 86 42
43 熊 本 8月28日(日)、9月22日(木) 79 8月28日(日)、9月22日(木) 74 49
44 大 分 8月28日(日)、10月2日(日) 183 9月11日(日)、10月2日(日) 187 86
45 宮 崎 9月10日(土) 84 9月11日(日) 83 54


46 鹿 児 島
8月21日(日)、8月28日(日)、
9月11日(日)、10月16日(日)、10月29
日(土)


536
8月6日(土)、8月27日(土)、
9月10日(土)、10月23日(日)、10月30
日(日)


520 271


47 沖 縄 8月14日（日）、9月22日(木) 123 8月14日（日）、9月22日(木) 111 32
- 9,449 - 8,638 5,706合計


研修会、e-ラーニング受講者数（都道府県別）


研修会受講者数は11月15日までの終了報告で作成
e-ラーニング受講者数は11月14日時点


都道府県
研修会Ａ 研修会B e-ラーニング


受講者数（人）







（別紙）


東京都薬剤師会 研修会B 開催日一覧
2016年11月15日時点


日付 地域


9月10日（土） 文京区


9月10日（土） 練馬区


9月11日（日） 江東区


9月11日（日） 世田谷区


9月13日（火）、15日（木） 大田区


9月17日（土） 新宿区


9月17日（土） 京橋


9月17日（土） 調布市・狛江市


9月18日（日） 江戸川区


9月18日（日） 府中市


9月18日（日） 足立区


9月22日（木） 玉川砧


9月22日（木） 大田区


9月22日（木） 渋谷区


9月22日（木） 目黒区


9月22日（木） 墨田区


9月22日（木） 荒川区


9月22日（木） 小金井市・国分寺市


9月22日（木） 品川


9月22日（木） 荏原


9月24日（土） 町田市


9月24日（土） 北多摩


9月24日（土） 中野区


9月25日（日） 葛飾区


9月25日（日） 南多摩


9月25日（日） 港区


9月25日（日） 北区


10月1日（土） 日本橋


10月2日（日） 杉並区


10月2日（日） 板橋区


10月4日(火)、6日(木) 浅草


10月16日（日） 調布市・狛江市


10月16日（日） 八王子市


11月6日（日） 武蔵野市・三鷹市







健康サポート薬局研修e-ラーニング登録者　概要 2016/11/14現在


（2016.09.12～2016.11.14）


ユーザー登録数　5,706人


◆ユーザー区分　　（人）


日薬会員 4,692 合計 5,706


一般（非会員） 1,014 北海道 249


総計 5,706 青森県 74


岩手県 68


※自己申告 宮城県 49


秋田県 37


山形県 39


福島県 87


茨城県 63


栃木県 122


◆ユーザー年代　　（人） 群馬県 62


20歳未満 2 埼玉県 143


20歳代 88 千葉県 118


30歳代 1,502 東京都 588


40歳代 1,680 神奈川県 312


50歳代 1,630 新潟県 83


60歳代 706 富山県 51


70歳代 94 石川県 82


80歳以上 4 福井県 74


総計 5,706 山梨県 69


長野県 109


※自己申告 岐阜県 78


静岡県 98


愛知県 245


三重県 133


滋賀県 89


京都府 51


◆証明書発行（人） 大阪府 596


発行済 1,951 兵庫県 399


発行不可 3,505 奈良県 109


未発行 250 和歌山県 51


総計 5,706 鳥取県 26


島根県 62


※発行不可＝受講中 岡山県 77


広島県 117


山口県 54


徳島県 117


香川県 101


愛媛県 61


高知県 30


福岡県 153


佐賀県 46


長崎県 42


熊本県 49


大分県 86


宮崎県 54


鹿児島県 271


沖縄県 32


◆県別登録者数


※未発行＝受講は終わってい
るがダウンロードしていない


日薬会


員
82.23%


一般（非


会員）
17.77%


ユーザー区分


20歳代
1.5%


30歳代
26.3%


40歳代
29.4%


50歳代
28.6%


60歳代
12.4%


70歳代
1.6%


80歳以
上


0.1%


ユーザー年代


発行済


34.2%


発行不


可
61.4%


未発行


4.4%


証明書発行
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【取扱注意】


健康サポート薬局研修　研修修了証申請・発行状況 平成２８年１１月１１日現在


１．審査状況


申請 897


交付 881


交付不可 4


保留 12


２．県別交付状況


北海道 48 富山県 2 鳥取県 1


青森県 8 石川県 8 島根県 10


岩手県 11 福井県 20 岡山県 0


宮城県 15 山梨県 10 広島県 19


秋田県 2 長野県 21 山口県 14


山形県 6 岐阜県 7 徳島県 29


福島県 6 静岡県 29 香川県 12


茨城県 12 愛知県 27 愛媛県 14


栃木県 39 三重県 10 高知県 0


群馬県 10 滋賀県 14 福岡県 22


埼玉県 17 京都府 4 佐賀県 13


千葉県 22 大阪府 92 長崎県 3


東京都 75 兵庫県 91 熊本県 8


神奈川県 46 奈良県 12 大分県 23


新潟県 7 和歌山県 16 宮崎県 5


324 363 鹿児島県 17


沖縄県 4


194


合計　 881
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薬生発0212第８号  


平成28年２月12日 


 


 


各           殿 


 


 


 


厚生労働省医薬・生活衛生局長   


（ 公  印  省  略 ）     


 


 


健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(通知) 


 


 


医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行


規則第１条第５項第 10 号に規定する厚生労働大臣が定める基準（平成 28 年


厚生労働省告示第 29 号。以下「基準告示」という。）が本日公布されたとこ


ろです。 


基準告示において、健康サポート薬局には、要指導医薬品等及び健康食品


等の安全かつ適正な使用に関する助言、健康の維持増進に関する相談並びに


適切な専門職種又は関係機関への紹介等に関する研修（以下「本研修」とい


う。）を修了し、一定の実務経験を有する薬剤師（以下「研修修了薬剤師」と


いう。）が常駐することを定めています。この本研修に必要な事項を取りまと


めた「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」を別添のとおり作成しました


ので、ご了知いただくとともに、貴管下関係団体、関係機関等に周知徹底を


図るとともに、その実施に遺漏なきよう、よろしくお願いいたします。 


  


都 道 府 県 知 事 


保 健 所 設 置 市 長 


特 別 区 長 
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（別添） 


 


健康サポート薬局に係る研修実施要綱 


 


１ 目的・概要 


平成27年９月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方につい


て」（「健康情報拠点薬局（仮称）のあり方に関する検討会」報告書）


の内容を踏まえ、本研修の実施要綱を定めるもの。 


 


２ 本研修の実施機関、研修内容等について 


（１）本研修の実施機関について 


① 本研修としては、本実施要綱に示す事項を満たした実施機関（以下


「研修実施機関」という。）が実施する研修のみが認められること。 


② 研修実施機関は、本実施要綱に示す事項を適切に満たすことができ


る法人であり、個人は認められないこと。 


③ 研修実施機関は、本研修の責任者、運営体制、研修実施形式、内容、


時間数、内部評価体制、研修修了証交付等に関する実施要領を定める


こと。 


④ 研修実施機関は、実施要領の作成にあたり、教育、学術等関係者等


の参画を求め、本研修の実施体制の客観性を十分に確保すること。 


⑤ 研修実施機関は、個人情報保護のための措置を適切に講じているこ


と。 


⑥ 本研修の講師は、実施する研修内容に関する専門的な技術・知識を 


有する者とすること。 


 


（２）本研修の内容、時間数等 


① 研修実施機関は、②～⑤に定める全ての研修を提供すること。 


② 本研修は、次に掲げる研修により構成されるものであること。 


ア 技能習得型研修（健康サポート薬局の基本理念、患者又は薬局利


用者の訴えや状態に合わせた対応及び地域の実情に合わせた多職種


連携を適切に実施できる能力の養成を目的とした研修をいう。以下


同じ。） 


イ 知識習得型研修（地域住民からの相談対応のために必要な、要指


導医薬品及び一般用医薬品（以下「要指導医薬品等」という。）や


健康食品等に関する知識をはじめ、地域の医療・保健等のサービス


に関する知識、地域住民の健康な生活を支援するために必要な知識


等の習得を目的とした研修をいう。以下同じ。） 
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③ 技能習得型研修は、別紙１に定めるものであり、各項目に定める学


ぶべき事項を全て含み、各項目に定める時間以上であること。また、


研修は講義及び演習により行うものとし、演習はグループ討議形式で


行うこと。 


  ④ 知識習得型研修は、別紙２に定めるものであり、各項目に定める学


ぶべき事項を全て含み、各項目に定める時間相当以上の内容とするこ


と。 


また、知識習得型研修は講義により行うものとし、その際、講義はe


ラーニングにより行うことができること。 


  ⑤ 本研修の修了に当たり、試験等により各項目に定める達成目標に到


達していることを確認すること。 


 


（３）研修修了証の発行等  


① 研修実施機関は、研修受講者が以下のすべてに該当することを確認


し、研修修了証を研修受講者に交付すること。 


ア すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者 


イ 薬局において、薬剤師として５年以上の実務経験がある者 


② 研修修了証は、発行から６年間に限り有効なものとすること。なお、


有効期限の２年前から有効期限の間に研修を再履修・修了した場合に


は、研修終了証の有効期限を６年間延長できること。一度研修修了証


（無効である研修修了証を除く。）を受けた健康サポート薬剤師に対


しては、別紙１中の「地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬


剤師の対応」のみの受講で修了証を再発行しても差し支えないが、こ


の場合であっても、その他の研修内容についても再履修を促すことが


望ましいこと。 


③ 研修受講者の氏名、研修内容等を適切に記録、保存すること。 


 


（４）研修の第三者による確認について 


① 研修実施機関は、実施要領及び研修内容について、厚生労働省が指


定する第三者機関（以下「指定確認機関」という。）に届け出て、確


認を受けること。なお、指定確認機関については、学術的な面を含め


て適切に確認できる機関を指定することとしており、追って通知する


予定であること。 


また、研修実施機関は、指定確認機関の求めに応じて、本研修に係


る情報を提供すること。なお、厚生労働省からの求めがあった場合に


は、厚生労働省に本研修に係る情報を提供すること。 


② 研修実施機関は、毎年度、指定確認機関による確認を受けること。 
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③ 指定確認機関による確認を受ける前の技能習得型研修について、指


定確認機関の確認を受けた内容と同等であるものについては、本実施


要綱を満たした研修とみなして差し支えないこと。 


 


（５）その他 


① 研修実施機関は、本研修について、ホームページで受講者を広く募 


集する等、希望する全ての薬剤師が受講できるよう研修を公開するこ 


と。 


② 別紙１「技能習得型研修」の「３．地域包括ケアシステムにおける


現状と薬剤師の対応」の研修については、研修受講者は、自らが勤務


等する薬局が所在する地域の地域包括ケアシステムに係る研修を受


講すること。 


③ 本研修が研修要件を満たしていないことが判明した場合は、当該研


修実施機関が発行した研修修了証は過去に遡及してすべて無効とす


ること。 
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（別紙１） 


 


技能習得型研修の内容 


 


 


研修項目 学ぶべき事項 達成目標 時


間 


健康サポート


薬局の基本理


念 


１．健康サポート薬局の概要（理念、各種施


策・制度、背景等） 


２．健康サポート薬局のあるべき姿に関する


演習 


１．健康サポート薬局の社会的な位置付けを説


明できる。 


２．健康サポート薬局の社会的ニーズを的確に


把握でき、健康サポート薬局及び薬剤師のあ


るべき姿に向けて努力することができる。 


１ 


薬局利用者の


状態把握と対


応 


１．薬局利用者の相談内容から適切に情報を


収集し、状態、状況を把握するための演習 


２．薬局利用者の状態、状況に合わせた適切


な対応を行うための演習 


１．薬局利用者との対話により収集した情報や


身体所見などに基づき、薬局利用者の状態、


状況を把握することができる。 


２．薬局利用者の相談内容から薬局利用者のニ


ーズをくみ取り、解決策を提案することがで


きる。 


３．薬局利用者の状態、状況に合わせた適切な


対応（かかりつけ医や医療機関への受診勧奨、


要指導医薬品等の推奨、生活習慣の改善のた


めの助言、適切な対応先の紹介等）を判断し、


実践できる。 


４．相談対応後のフォローアップができる。 


４ 







6 


 


地域包括ケア


シス テムにお


ける 多職種連


携と 薬剤師の


対応 


１．地域包括ケアシステムにおける当該地域


の医療・保健・介護・福祉の資源と役割の


現状 


２．地域包括ケアシステムの中で健康サポー


ト薬局としての役割を発揮するための各職


種・機関との連携に関する演習 


１．地域包括ケアシステムにおける当該地域の


医療・保健・介護・福祉の資源と役割の現状


について、地域住民の目線でわかりやすく説


明できる。 


２．薬局利用者から健康の保持・増進に関する


相談等を受けた際、適切な職種・機関へ紹介


することができる。 


３．地域包括ケアシステムの中で各職種・機関


と連携した対応を行うことができる。 


３ 
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（別紙２） 


 


知識習得型研修の内容 


 


 


研修項目 学ぶべき事項 達成目標 時


間 


地域住民の健


康維持・増進 


１．健康増進施策の概要（健康日本２１、国


民健康・栄養調査の概要等） 


２．健康診断の概要（がん検診、特定健康診


断を含む。） 


３．健康づくりの基準の概要（「健康づくり


のための身体活動基準２０１３」、「健康


づくりのための睡眠指針２０１４」、「食


生活指針」、「食事バランスガイド」等） 


１．健康増進施策の概要について、住民の目線


でわかりやすく説明できる。 


２．健康診断の概要について、住民の目線でわ


かりやすく説明できる。 


３．健康診断の受診が必要な薬局利用者を発見


した際に、適切な対応（かかりつけ医や医療


機関への受診勧奨、適切な対応先の紹介）を


判断し、実践できる。 


４．健康づくりの基準の概要について、住民の


目線でわかりやすく説明できる。 


２ 


要指導医薬品


等概説 


１．薬局、医薬品販売業及び医療機器販売業


並びに医薬品等の取扱いに関する「医薬品、


医療機器等の品質、有効性及び安全性の確


保等に関する法律」の規定 


２．要指導医薬品等の基本的な薬効群を中心


とした代表的な製剤の成分、効能効果、副


作用、用法用量、使用方法（お薬手帳の活


１．薬局、医薬品販売業及び医療機器販売業並


びに医薬品等の取扱いに関する「医薬品、医


療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等


に関する法律」の規定について、住民の目線


でわかりやすく説明でき、住民の理解を得る


ことができる。 


２．要指導医薬品等の基本的な薬効群を中心と


８ 
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用を含む。）等 


３．薬局利用者の個々の訴え別に、適切に情


報を収集し状態、状況を把握するための知


識（病態生理学、薬理学等） 


４．要指導医薬品等に関する情報収集の方法


（ＰＭＤＡメディナビ等） 


 


した代表的な製剤の成分、効能効果、副作用、


用法用量、使用方法（お薬手帳の活用を含む。）


等について熟知し、地域住民が適切に使用 


できるように提供・指導できる。 


３．要指導医薬品等の重篤な副作用の早期発見


や認められた場合の対応について、地域住民


にわかりやすく説明できる。 


４．薬局利用者の状態に合わせた適切な対応（か


かりつけ医や医療機関への受診勧奨、要指導


医薬品等の推奨、生活習慣の改善のための助


言、適切な対応先の紹介等）を判断し、実践


できる。 


５．新しく販売された要指導医薬品等について、


住民の目線でわかりやすく説明できる。 


健康食品、食品 １．特別用途食品及び保健機能食品並びに機


能性表示食品制度の概要 


２．健康食品による有害作用並びに食品及び


健康食品と医薬品の相互作用 


３．健康食品の最新情報 


４．健康食品に関する適正使用と情報提供 


５．健康食品、食品の情報収集・評価の手法 


 


１．特別用途食品及び保健機能食品並びに機能


性表示食品制度について、説明できる。 


２．健康食品による有害作用並びに食品及び健


康食品と医薬品の相互作用について、地域住


民の目線でわかりやすく説明できる。 


３．健康食品の最新情報を含め健康食品に関す


る適正使用と情報提供について、地域住民の


目線でわかりやすく説明できる。 


４．健康食品、食品の情報収集・評価の手法に


ついて、地域住民の目線でわかりやすく説明


２ 
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できる。 


禁煙支援 １．喫煙の健康影響（症状、疾患等） 


２．薬剤師が行う禁煙支援の方法 


３．禁煙の薬物治療 


１．喫煙による健康影響（喫煙による症状、疾


病への影響）や医薬品との相互作用を薬学的


な観点から説明できる。 


２．喫煙者に対し、禁煙へ向けた適切な対応（助


言による禁煙誘導等）や禁煙支援（禁煙補助


剤の適正使用等）を行うことができる。 


２ 


認知症対策 １．認知症関連施策（認知症施策推進総合戦


略（新オレンジプラン）等）の概要及び薬


剤師の役割 


２．認知症の早期発見・早期対応に関する薬


剤師の取組 


３．認知症の薬物治療 


１．認知症関連施策及び薬剤師の役割を説明で


きる。 


２．認知症の疑いがある薬局利用者を発見した


際に、適切な対応（かかりつけ医や医療機関


への受診勧奨、適切な対応先の紹介）を判断


し、実践できる。 


３．認知症の薬物治療について理解し、実践で


きる。 


１ 


感染対策 １．標準予防策の概要 


２．季節ごとに流行する代表的な感染症の病


態、感染経路、予防方法 


３．流行している感染症情報の収集方法 


４．代表的な予防接種の意義と方法 


５．代表的な消毒薬の使用方法（用途、使用


濃度及び調製時の注意点） 


１．標準予防策を実践できる。 


２．流行している代表的な感染症の病態、感染


経路、予防方法について、住民の目線でわか


りやすく説明できる。 


３．代表的な予防接種の意義と方法について、


住民の目線でわかりやすく説明できる。 


４．代表的な消毒薬の使用方法について、住民


の目線でわかりやすく説明できる。 


２ 


衛生用品、介護 １．衛生材料・介護用品の製品知識、取扱い １．衛生材料・介護用品の製品知識、取扱い １ 
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用品等 方法 


２．衛生材料・介護用品に関する情報収集の


方法 


３．介護保険サービスにおける介護用品の提


供方法 


方法について熟知し、地域住民が適切に使用


できるように提供・指導できる。 


２．ニーズの高い衛生材料・介護用品について、


住民の目線でわかりやすく説明できる。 


３．衛生材料・介護用品を必要とする薬局利用


者に、適切な対応（衛生材料・介護用品の供


給・提供、適切な行政サービス等の紹介）を


判断し、実践できる。 


薬物乱用防止 １．依存性のある主な薬物、化学物質（飲酒


含む）の摂取による健康影響 


２．覚醒剤、大麻、あへん、指定薬物等の乱


用防止に関係する法律の規定 


３．薬物等の依存・乱用防止、過量服薬対策


や自殺防止における薬剤師の役割 


４．地域における精神・福祉・保健センター


の役割 


 


１．依存性のある薬物等やその規制について説


明することができる 


２．薬物乱用、医薬品の不適正使用のおそれ等


の相談を受けた際に、適切な対応（地域の支


援策や支援の仕組みの説明、適切な行政の支


援事業等の対応先の紹介）を判断し、実践で


きる。 


１ 


公衆衛生 １．日用品などに含まれる化学物質とその危


険性の摂取による健康影響 


２．誤飲や誤食による中毒の対応 


３．学校薬剤師の位置づけと業務 


４．食中毒の原因となる細菌・ウイルス、自


然毒、原因物質、症状、対応方法 


１．日用品などに含まれる化学物質による健康


影響を薬学的な観点から説明できる。 


２．日用品に含まれる化学物質の危険性から回


避するための方法を住民の目線でわかりやす


く説明できる。 


３．誤飲や誤食による中毒に対して住民の目線


でわかりやすく助言できる。 


１ 
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４．学校薬剤師の役割と活動を説明できる。 


５．食中毒の原因となる細菌・ウイルス、自然


毒、原因物質、症状、対応方法について、住


民の目線でわかりやすく説明できる。 


地域包括ケア


システムに 


おける先進的


な取組事例 


１．地域包括ケアシステムの概要（理念、各


種施策・制度、背景等） 


２．地域包括ケアシステムにおける先進的な


取組の現状 


１．地域包括ケアシステム及び地域包括支援セ


ンターの役割を地域住民の目線でわかりやす


く説明できる。 


２．地域包括ケアシステムにおける当該先進的


な取組について、地域住民の目線でわかりや


すく説明できる。 


１ 


コミュニケー


ション力の 


向上 


１．来局者への応対、相談対応等の接遇 １．薬や健康に関する気軽で安心できる相談相


手として、相談者の気持ちを配慮した対応を


行い薬局利用者や地域住民、他職種の人々と


良好な信頼関係を築くため、専門職として適


切なコミュニケーションがとれる。 


１ 


 





komatsu
添付ファイル
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（別紙３） 


健康サポート研修の第三者確認の仕組みのチェックリスト 
 
注意）評価項目に関する自己点検を行う際に、適合することを確認してチェック欄に○、等を記入


すること。全ての項目にチェックが付いていることを確認のうえ、本チェックリストを申請時に添


付すること。 


実
施
体
制 


評価分野 評価の項目 評価の視点 (代表的な例) 
チェック欄 


（○、等） 


研修事業の目的・


構想 
目的と構想 


「健康サポート薬局のあり方について」（「健康情報拠点薬局（仮称）


のあり方に関する検討会」報告書）に記載されている考えに即してい


る等、研修事業の目的、構想等は妥当であるか。 
 


研修事業の実施


機関 (組織・運営) 
実施機関の性格 法人であるか。 


 


運営の責任体制 


責任者・運営体制が明確になっているか。研修実施機関が研修事業


を他の組織と共同で行う場合は、その妥当性が示されているか。ま


た、研修実施機関も協同で運営されている場合、各々が研修事業の


適切な組織であるか。 


 


個人情報保護 個人情報の取扱いについて、受講者に対し明示しているか。 
 


運営に関する広報 


事業が適切に運営され、ホームページ等に内容が公開されている


か。 


健康サポート薬局に係る研修以外の認定制度等と誤認（研修修了に


際して健康サポート薬局とは異なる呼称等の付与等）させるような研


修受講者への案内をしていないか。 


 


受講経費 
受講者によって複数の受講料が設定されている場合に適切な受講


料の設定理由が示されている等、受講料は妥当であるか。 
 


研修事業の全体


像 


(方針・体制等) 


企画決定機関 研修事業の企画・運営の決定を行う委員会等が設けられているか。 
 


研修事業実施上の諸


規定 


責任者、運営体制、研修実施形式、内容、時間数、内部評価体制、


研修修了証交付等に関する実施要綱 (実施規定)、細則等が定めら


れているか。 
 


研修の対象 


ホームページで受講者を広く募集する等、希望する全ての薬剤師が


受講できるように研修を公開しているか（なお、初回の確認において


は、公開を準備しているか。）。 
 


実施要領の作成 
教育、学術関係者等の参画を求め、研修の実施体制の客観性を十


分に確保できているか。 
 


研修の事後評価体制 
研修内容の事後評価を行なわれ、研修計画にフィードバックされて


いるか（なお、初回の確認においては、この体制があるか。）。  


受講者の意見聴取   
研修に対する受講者の感想、クレーム等を把握する方法が明示され


ているか。 
 


記録の保存 
研修事業及び研修参加者に関する記録の保管について示されてい


るか。 
 


   


 


研


修


内


容 


評価分野 評価の項目 評価の視点 (代表的な例) 
チェック欄 


（○、等） 


研修制度の実施


内容 


研修項目 別添の全ての研修を提供しているか。  


学ぶべき事項 別添の各項目の学ぶべき項目を全て含んでいるか。  


達成目標 別添の各項目の目標を全て含んでいるか。  


研修時間 研修時間は、各区分に定める時間相当以上の内容となっているか。  


研修の形態  提供する研修の形態・方法は適切であるか。  







（別紙３） 


□技能習得型研修は講義及び演習により行うものであり、演習は参


加型（グループ討議形式など）で行うこととなっているか。 


□知識習得型研修は講義または e ラーニングにより行うものとなって


いるか。 


   


到達度評価  受講者の到達度評価は適切な方法で行なわれているか。  


   


テキスト、教材等  研修用のテキスト等、適切な教材が準備され用いられているか。  


研修の実施場所、環


境条件  
研修に使用する場所、環境、設備等の設定は適切であるか。 


 


 


講師の選定  
講師(指導者)の選定方法、選定結果が適切であるか。 


実施する研修内容に関する専門的な技術・知識を有する者であるか。 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


研


修


修


了


証 


評価分野 評価の項目 評価の視点 (代表的な例) 
チェック欄 


（○、等） 


研修修了証の発


行体制 


研修修了証の発行適


否評価体制  


研修受講者が以下のすべてに該当することを確認し、研修修了証を


研修受講者に交付する体制となっているか。 


ア すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者 


イ 薬局において、薬剤師として５年以上の実務経験がある者 


研修実施機関の研修をすべて修了した者に対して発行することが示


されているか。 


 


研修受講記録の方法  
研修受講者の氏名、研修内容等を適切に記録、保存しているか。 


受講したことの遡及性は確保されているか。 
 


その他の修了の要件  
受講や研修修了するための要件に特定団体への加入、特定団体の


与える資格等が含まれていないか 。 
 


修了証等に関する経


費  


修了証等に関する経費の設定理由を示されている等、研修修了証発


行及び更新のための経費は妥当であるか。  
 


研修修了証の有効期


限、再履修の規定 


研修修了証の有効期限、再履修の規定は適切か。 


□研修修了証は、発行から６年間に限り有効なものとし、有効期限の


２年前から有効期限の間に研修を再履修・修了した場合には、研


修修了証の有効期限を６年間延長できることとしているか。 


□一度研修修了証（無効である研修修了証を除く。）を受けた薬剤師


に対して、別紙１中の「地域包括ケアシステムにおける多職種連携


と薬剤師の対応」のみの受講で修了証を再発行する規定となって


いる場合には、その他の研修内容についても再履修を促している


か。 


 


研修修了証の記載事


項 


研修修了証の記載事項は適切か。具体的には以下の項目が示され


ているか。 


□研修修了者の氏名、生年月日 


□研修実施機関の名称 


□研修修了証の発行日 


□研修修了証の再発行の際は、最初の研修修了証の発行日及び再


発行日 


□研修修了証の有効期限 


 


研修修了取消し条件 研修修了の取消し条件が明示されているか。  


 
※ その他の確認 
日本薬学会教育委員会第三者確認委員会委員が組織の構成に含まれているか。（でチェック） 
□いない □いる （氏名：                                 ） 
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2016/11/15 現在


都道府県 氏名 役職 氏名 役職 氏名 役職 氏名 役職


1 北 海 道 山田　武志 常務理事


2 青 森 高橋　学 副会長 青柳　伸一 常務理事（Ａ責） 磯木　雄之輔 常務理事（Ｂ責）


3 岩 手 畑澤　昌美 常務理事


4 宮 城 轡　　基治 常任理事


5 秋 田 安田　哲弘　　 専務理事


6 山 形 柴﨑　光太郎
理事（健康サポート薬
局推進委員会委員長)


7 福 島 赤津　雅美 常務理事 島貫　英二 副会長 藤田　愛里 理事


8 茨 城 西野　郁郎 常務理事　


9 栃 木 高梨　晃一 専務理事 鹿村　恵明 常務理事 田中　友和 常務理事 加藤　壮 常務理事


10 群 馬 高橋　良徳 常務理事


11 埼 玉 斉藤　祐次 副会長 須鴨　一正 常務理事 黒澤　章 常務理事 池田　里江子 常務理事


12 千 葉 日向　章太郎 常務理事


一瀬　信介 常務理事 龍岡　健一 理事 関根　克敏 理事


小野　稔 常務理事 高松　登 理事


山田　純一 常務理事 根本　陽充 理事


14 神 奈 川 長津　雅則 常務理事 唐澤　淳子 常務理事


15 新 潟 渡邉　彦 副会長 笠原　敦子 常務理事


16 富 山 永野　康已 副会長


17 石 川 吉藤　茂行 副会長　　


18 福 井 平賀　貴志 常務理事


19 山 梨 早川　勉 理事 伊藤　厚 医療保険委員


20 長 野 藤澤　裕子 副会長 髙田　弘子 常務理事 藤森　和良 常務理事 石塚　豊 常務理事


21 岐 阜 伊藤　正隆 副会長


岡田　国一 常務理事 植　　兆満 常務理事 山田　慎二 常務理事


小笠原　俊拓 常務理事 増田　祥典 常務理事


23 愛 知 奥　　健 常務理事


24 三 重 平岡　伸五
理事、薬局機能推進委
員会委員長 水谷　賀典 理事


25 滋 賀 永井　智宏 常務理事


26 京 都 小川　泰弘 理事 神林　純二 理事 山口 政延 理事


27 大 阪 尾島　博司 副会長


28 兵 庫 矢野　謙 常務理事 吉田　昌弘 常務理事


北川　昇一 理事（職能委員長） 坂本　剛 理事（一般用委員長）


中本　政容 理事（地域連携委員長） 後岡　伸爾 理事（生涯学習委員長）


30 和 歌 山 古川　晴浩 常務理事 小野田　昌功 常務理事


31 鳥 取 石川　敏克　 副会長 小林　康治 常務理事 永井　勝正 理事


32 島 根 小椋　邦夫 理事 細貝　修二 副会長


33 岡 山 小笠原　加代 副会長 役重　昌広 常務理事


34 広 島 平本　敦大 常務理事 有村　健二 副会長


池田　良子 理事（Ａ責） 原　　洋司 理事（Ａ副責）


河田　尚己 理事（Ｂ責） 田村　知之 常務理事（Ｂ副責）


36 徳 島 伊勢　佐百合 常務理事


37 香 川 中山　幸子 副会長


38 愛 媛 堀尾　郁夫 専務理事 坂上　讓二 副会長


39 高 知 堀岡　広稔 専務理事 稲本　文男 常務理事（副） 川添　哲嗣 常務理事（Ａ担当） 寺尾　智恵美 副会長（Ｂ担当）


40 福 岡 因間　司 理事　


41 佐 賀 宮地　和子 副会長


42 長 崎 堀　　剛 常務理事 七嶋　和孝 常務理事 織田　堅一郎 理事


43 熊 本 稲葉　一郎 常務理事


44 大 分 酒井　浩一 理事


45 宮 崎 矢田部　享介 常務理事


46 鹿 児 島 西島　徹 副会長 岩元　暢秀 常務理事（副） 宮之原　麻里 常務理事（Ａ責） 東郷　和彦 常務理事（Ｂ責）


47 沖 縄 笠原　大吾 理事


※研修実施責任者を複数人配置の場合は、最左欄が代表する責任者


13


22


日本薬剤師会健康サポート薬局研修 都道府県薬剤師会研修実施責任者名簿


松本　有右 常務理事　　　東 京


石川　幸伸 副会長静 岡


29


35 寺戸　功 常務理事山 口


奈 良 杉浦　好唯
副会長
（開局部会長）
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都道府県薬剤師会 研修実施責任者アンケートより 


研修修了証に関する質問 
 
 
○ 受講証明書の有効期限は３年間とされているが、健康サポート薬局に係る研


修実施要綱を満たすとする研修についてはいつまで受講証明書の発行がで


きるのか？ 
 


（答）みなし対象の研修会については、実際の交付日に関わらず、受講証明書の


発行日を 2016 年 7 月 20 日～9 月 30 日までとしてください。 
 （2016.7.20 日薬業発第 166 号参照） 
 


 
○ 日本薬剤師研修センターで行う研修終了証の費用が安くならないか。また、


県へ提出時に研修終了証ではなく、３講座の受講証明書の添付でも可能にな


らないものか。 
 
（答）受講証明書だけでは、「薬局での５年の実務経験」の確認ができないため、


受講証明書による届出は受け付けられません。 
   実務経験の確認を日本薬剤師研修センターで行っており、研修修了証の


発行に係る費用にはそうした業務にかかる経費も含まれており、ご理解


ください。 
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日程・頻度や規模の設定 受講者募集 受講料設定 受講者意見の徴収 開催手続（日薬・県薬間連絡） レポート、受講証明書の交付 その他 実施体制・運営全般


1 北 海 道 北海道は広域のため、４地区において研修会Aを8
回、研修会Bを6回開催。担当する役員等の負担が大
きい。


各会場で定員を超える申し込みがあり選定に時間を
要した。


北海道健康づくり支援認定薬局：
2,000円、会員薬局：4,000円
非会員薬局：7,000円、（昼食を用意
する会場は＋1,000円）


特に意見聴取は行っていない レポート提出終了後、受講証明書を
交付している


札幌、旭川、函館、帯広会場それぞ
れに会場責任者を配置し、各地域
薬剤師会の協力を経て運営を行っ
た


2 青 森 開催会場の手配や選定に苦慮した
講師予定者の選定基準やその方々との日程調整に
苦慮した。
また、講師予定者には、待機いただく時間が多かった
ので、次回以降は講師予定者の集合時間などに配慮
する必要があったと思われる。
ほぼ休憩を取らずに（お昼過ぎまで）通しての研修の
ため、受講者、開催側の負担が大きい。
A研修、B研修を分けて行えると良いと思われるが、そ
の場合は受講者や受講済み研修と未受講の研修の
資格管理が煩雑になる。


受講者の希望多数での線引きをどうしているのか？
（不公平感の無い方法）
受講者の募集にあたり、薬局開設者が当該薬局にお
いて受講を希望する薬剤師を取りまとめて申し込むよ
う、受講の案内や申し込みの受付に関する体制を整
備（整理）したいと考えている。
開催要領中の対象者に必ずしも当てはまらない薬剤
師からも受講を希望する声があったことから、今後、
これらの希望者に対しても門戸を広げても良いかと考
えているがどうか？


参加者が開始時間に遅刻した場合
の取扱いについて統一したルール
が必要


3 岩 手 初回で応募者が多数と予想され、１００名位を定員と
したが、会場の選定、グループワークの討議、発表の
内容から、もう少し人数を絞ることも必要かと考える。


受講希望者が多数で、定員数の受講者を条件に基づ
き選定したが、選定されなかった希望者から問い合わ
せがあった。


受講料は、収支が確定してから見
直す。
他県では人数及び研修会費はいく
らで行っているのか知りたい。
（今後の参考にするため）


今後アンケート調査などを行うこと
を検討する。


レポートの記載提出に時間に多少
差があったが、スムーズにできた。


県薬の事業として、保険薬局部会と
共同体制で、運営を行ったが、今後
継続していくためにワーキンググ
ループ体制、運営を検討する。


4 宮 城 受講証明書が受講者個人に交付されるものであるこ
とから、本来は希望者全員が受講できる体制をとるべ
きと認識しているが、当県薬における研修開催可能人
数はA/B研修共に 大60 名/回である。案内を周知し
たところ、受講希望者がA/B 共に多数（200
余名）であったことから今年度については暫定的に受
講者を選定せざるをえなかった。
【研修会A/B を同日に実施されている都道府県にお
いてプログラムや時間構成をどのように工夫されてい
るか、また同日開催の利点/欠点について情報を共有
していただきたい。】


受講証明書が受講者個人に交付されるものであるこ
とから、本来は希望者全員が受講できる体制をとるべ
きと認識しているが、当県薬における研修開催可能人
数はA/B研修共に 大60 名/回である。これを上回る
受講希望者があった場合の対応について他都道府県
薬の応募・開催状況を参考に、今後検討していきた
い。


本研修の運営そのものが、地域の
関係団体や行政機関との相互理解
と協力を要するものであるとの印象
をもった。


当県薬においては今年度事業計画
に本研修を組み込んでいなかった
ことから研修会運営に要するコスト
をすべて参加費負担で賄わざるを
えなかった


5 秋 田


6 山 形 研修の受講申込について。予想以上に申込が殺到し
混乱があった。
次回はある程度要件に達している薬局を対象とする
等、検討する。


受講料の設定は次回再度検討予
定。


準備期間の短さ（６月に県薬役員／
委員改選があり正式にはそれ以降
の準備開始となってしまった）→来
年度以降については問題ないと思
います。


7 福 島 行政への届出開始（１０月）に合わせて日程と場所の
選定、講師依頼、受講者の募集へと進めました。当県
の地域性や会員数、会場の大きさなどと「健康サポー
ト薬局制度元年」であることを考慮した結果、研修会
A、Bともに1回６０名定員の各２回の開催となりまし
た。そのため日程が非常にタイトで準備や研修を運営
した会員や事務局員には、多大な負担をかけてしま
いました。


スタート元年なので仕方ない部分も
あると思いますが、今年度中に来年
度研修の骨格を確立させて、全国
統一にする部分と各都道府県薬剤
師会に委ねる部分を鮮明に分け
た、なおかつ受講する側も運営する
側も理解しやすい研修会の計画を
していただきたいと思います。


8 茨 城 毎年，研修会Ａ，研修会Ｂを実施してもどれくらいの人
数が参加するのか，見通しが立たない。


全国で同等の研修を実施できるよう
にするため，開催県は開催案内や
募集，会場確保を担当し，日薬は講
師陣を養成して派遣する方法を検
討してはどうか。


9 栃 木 開催要領やＱ＆Ａが研修会の準備中に提示されるた
め、方向性が定まらず、１０月までに第１回の開催が
難しかった。
また、開催決定から当日までの期間が短く、会場の設
定も困難だった。


健康サポート薬局の概念を分かっている参加者と、単
なる資格目的での参加者がおり、現状の方法ではそ
れを区別する手段がない。
時間はかかるが、健康サポート薬局になり得る構造
（将来性も含め）その意思を地域ごとに確認し、地域
で調整して参加者を選定するようにできないかと思
う。


レポートの必須項目等が明示され
ていないため、提出されたレポート
のチェックが難しい。具体的な基準
を明示して欲しい。


【研修会開催に関連する県薬の負
担はとても大きい。開催準備中に発
出される文書が多すぎて、読み、理
解するまでの時間も負担である。
もっと余裕を持って取り組めなかっ
たのだろうか。】


①研修会の運営全般について
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日程・頻度や規模の設定 受講者募集 受講料設定 受講者意見の徴収 開催手続（日薬・県薬間連絡） レポート、受講証明書の交付 その他 実施体制・運営全般


①研修会の運営全般について


10 群 馬 開催日時（お盆の期間中開催）について、参加者から
「避けるべき」との意見もあった。


非会員の薬剤師名簿登録番号を収集は負担が大き
いと思った。（本会では会員はデータベース化してい
るが、非会員は受講者申込用紙にＡ会員薬局の薬剤
師名簿登録者番号を記載するなどしたため、受講証
明書の再発行などの混乱が生じた。）


受講料設定で会員・非会員で差を
つけた。ただし今回に限り、Ａ会員
薬局（薬局開設者若しくは管理薬剤
師が会員）に勤務されている薬剤師
1名までは、非会員であっても会員
受講料で受講可能とした。（約15％
がこの非会員であった。）


会員のみで開催する。その会員の
範囲を日本薬剤師会として共通の
ものとする。例えば、会員が管理薬
剤師である薬局とするなどとしては
いかがか。


11 埼 玉 ・収容人数とＳＧＤの形式から適切な会場の手配に苦
労した
・今回においては、日程的にタイトであった。


研修会Bのレポート用紙も、Ａ同様、
レポートの課題を示してほしい。


12 千 葉 健康サポート薬局の研修について詳細が決まるのに
時間がかかり、開催の会場を手配するのに大変だっ
た


研修会マニアではないが、一応資格を取るという方も
おり、研修会の性格上多くの人数での開催が難しいた
め、応募方法が難しく、多くの募集があり選別が大変
だった。
研修に参加する資格等について検討してほしい
健康サポート薬局の申請が条件とか


13 東 京 当会は10月1日の健康サポート薬局の申請に間に合
うように研修会日程を設定してほしいという会員ニー
ズを考慮し、各種研修会の日程設定をした。また、思
いのほか健康サポート薬局になりたいというニーズが
高く、研修会Ａについては結果的に1,000名規模の実
施計画と実施方法等を考えざるを得なくなり、全役員
と担当事務職員さらに担当委員会メンバーも加わり、
総出で対応する結果となった。今後は、今回の結果を
踏まえて、日薬の研修会開催要項(追加版)等を基に、
綿密に計画を練り、より充実した研修会の実施を企画
していきたいと考えている。


日薬が運営全般の流れを実際に開
催する立場にたって明確でわかり
やすいマニュアルを作成して頂きた
い。そして、日薬が都道府県薬に対
して実際に募集からすべての実施
まで運営全般を行い、認定機関が
理想とする研修会を行い、その上で
問題点を把握し、それから都道府
県に伝達して頂きたい。開催要領に
ついては現在、度々修正され伝達
されている状況下では、明確な意見
集約はできない。
【研修に関し、指定確認機関の指摘
により修正を余儀なくされる事は今
後もあるのか?　今後も指摘の度に
変わるのでは、事前準備に沿った
研修が実施出来ないこともあり得
る。毎週のように届く通知を読んで
いると、制度の運用そのものが未完
成のままスタートしている感があ
る。そのような状態のまま10月に届
出を開始した国の動きに必ずしも呼
応する必要はなく、日薬はすべてが
整理されてから動くくらいの構えで
よかったのではないか？】


14 神 奈 川 そもそも、健康サポート薬局の意味を理解していない
で研修を申し込む方がいる事に困惑します。事前にア
ンケートを取ったところ「OTCを現在販売していない
が、今後も置く予定はない」と回答する薬局もありまし
た。


各地域への伝達が不十分な箇所が
あり、研修Aを企画する段階で齟齬
が生じているケースが若干見受け
られます。開催の事前報告では日
薬にご迷惑をおかけしております。


15 新 潟 制度自体が始まったばかりにもかかわらず、受講希
望者が多かった。


16 富 山 富山県の規模から年1回しかできないだろう。参加す
る人数に不安あり。（今回程、多くなることはない予
定。）質の均一性が保てるのか？


他県と比較して受講要件としてのハードルが違いとま
どっている。


・Ａ・Ｂいずれもレポートの内容につ
いて吟味できていない。列をついて
ならんでいるのでじっくりみれない。
（早く帰りたがっている。）
・文字数が多いものはＯＫとしてし
まっている。
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①研修会の運営全般について


17 石 川 本県は自前の研修室の収容人数が少なく、10月の届
出に間に合わせるために大きな会場を押さえることに
苦労した。Ａ，Ｂ2回に分けるには講師、会場の日程調
整が大変であり、1回で開催するには研修が長時間と
なるうえ、当日の準備に早朝から会場を押さえる必要
があった。ＳＧＤの時間が限られ、うわべだけの研修
に1日を費やす意味があるのか疑問を呈する意見も
あった。研修内容に関しては満足されたが、時間の使
い方を検討しなければならない。


同一内容の研修システムである
が、県により受講料が異なること。
無料～1万円（会員）


開催報告の修正を行った時期が遅
かったのか、日薬ＨＰに反映されて
いなかった。
開催報告、修正報告、終了報告の
期限を定める。


レポートの保管は文書にて行うこと
としたが、返却した場合は電子的保
管となる。保管方法を統一しておく
必要はないのか。
レポートの保管はいつまで行わなけ
ればならないのか。


18 福 井 少人数で開催できればよいが、その分開催頻度を増
やさないといけなくなるので難しい。
可能なら研修会ABをそれぞれ別日で開催できるとよ
い。


研修会ＡＢを同日に開催したため、
検討時間が短かった。


19 山 梨 受講者の意見、感想などのアン
ケートを実施すれば今後の課題な
ども見えてくるように思う。


・受講者の当日欠席があり、座席の
調整をしなければならないこと。
・当日の欠席者を少なくするために
受講料の前払いなどの検討


20 長 野 ・複数回開催、複数地域開催の要望があるが、他事
業も多く対応が難しい。
・受講申込数が予想できず、会場選定に苦慮した。


・平成28年度は300人規模の研修会
としたため、研修会終了後のレポー
ト提出確認・受講証明書交付に時
間を要した。


21 岐 阜 募集時に条件を設けているが、理解が得られない 岐阜県内の地域薬剤師会独自での
開催を検討しているが、レベルの担
保が課題
・ワークショップのごとく細かなところ
までご指示いただくのは仕方無い
が、各県薬剤師会独自のカリキュラ
ム設定の可否を明確にしてほしい
・他団体での出前研修会が開催さ
れているようだが、日薬の見解は？
【日薬通知にて頻繁に情報をいただ
けるのはありがたいが、正直内容を
精査する時間がない】


22 静 岡 10月1日公示に対して、ｅ－ラーニン
グ等の案内、発信があまりにも遅
く、準備に時間をかけられなかっ
た。もしこのスケジュールを実施す
るなら、遅くとも4月中のガイドライン
を発信してもらわなくては現場は非
常にタイトになってしまう。
何しろ、情報が遅すぎた。ハードル
を上げることについては賛否あると
思うが、技能習得研修内容にせよ、
ｅ－ラーニングにせよ、発表が遅す
ぎである。期日が10月1日であるこ
とから、会員はどうしても前ががり
になってしまうが、それに対して回
答もできない状態はとても辛い。
我々としては、研修会ができないた
めに10月1日の公示に間に合わな
いと県薬の責任を問われかねない
ため、かなり急遽スケジュールを組
まざるを得なかった。とにかく各都
道府県への連絡もできるだけ早急
に願いたい。ただ、次回以降は受講
者にｅ－ラーニングを先に受けさせ
るなどやり方は初回に比べて選択
肢があるのは良い傾向である。
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①研修会の運営全般について


23 愛 知


24 三 重 希望者全員に受講していただけなかったことが問題
であった。


準備についてはとても一生懸命にし
ていただきましたが、今後、各地域
で実施し開催回数を増やすために
は、もっと簡単に実施できるような
システムづくりが必要と考えます。
（スライドの内容の統一化、話す内
容の標準化等）


25 滋 賀 もし可能であれば　２日連続での研修会を行う事も検
討課題だと思う。
（実務実習のワークショップのような研修会）


・今回は、健康サポート薬局自体が何なのかわからな
いなか始めなくてはならず、未熟な知識の中での開催
でしたが、本会として7月に一度、滋賀県の健康サ
ポート体制についての研修会を実施した状態で臨め
たことがよかったのか、他府県で見られたような受講
者募集に関するトラブル等は、比較的回避できたので
はないかと感じている。
・事前に参加するかどうかのアンケートを取ってから
の参加者募集だったので、開催に見合った大きさの
会場を用意する事ができ、特に大きなトラブルも無く
準備できた。
次年度にどれぐらいの受講希望者がいるか予想が立
たないので、来期も事前アンケートは必要だと考え
る。


受講料設定に関しては、当県は他
府県と比較して高めの設定（会員
2000円×2回、非会員10000円×２
回）であったが特にトラブル等はな
かった。受講者の意識もかなり高
く、今後、会としてサポートをきちん
としていかなくてはと考えている。


全般的に振り返ると、日薬の全国会
議からはじまり、色々な資料等も準
備していただけたので、特に問題な
く終えることができたのかなとは感
じているが、根本的に、かかりつけ
薬局がやっとこれから根付かせて
いこうという部分では、受講者から
少し時期尚早ではないかという意見
があった。
一回目という事で、慣れない中の運
営であったが、２回目、３回目と継
続した中できちんとしたものができ
ればよいのではないかと考えてい
る。他都道府県の色々な事例や成
功点、失敗点などを教えていただき
参考にさせていただきたいと思う。


26 京 都 座学だけではなく、ＷＳ形式のプログラムであり、一度
に多人数を受入ることが困難ため、複数回の開催を
せざるを得ない。


今年度は会員の受講を無料とした
が、来年度以降は必要経費から参
加料を算出する予定である。


受講者募集、証明書の交付、開催
手続、受講記録の取扱いなど事務
局の事務量が思ったより多く、経費
もかさむ。また、スタッフも多人数を
要する。


27 大 阪 研修会への受講希望者がどれくらいいるか読めな
かったため、募集人数、開催日数の設定等が難し
かった。


【健康サポート薬局に係る事項全般
に関しまして、日本薬剤師会主導で
各都道府県薬剤師会に具体的にお
示しするべきであったと考えます。】


28 兵 庫 ・時間が決められている以上どうしようもないのかな、
と思う。
２日間に分けるのか、１日で終わらせるのか。
・時間が長くスタッフに負担がかかりすぎると感じた。


・受講者募集において、兵庫県では健康サポート薬局
の基準をクリアできる薬局のみを今回は対象としまし
た。今後の研修会受講者募集については、一定の
ハードルを設けるのでしょうか。
・受講者の中に、健康サポート薬局を理解されていな
い方がおられた。もっと説明した上で講習会を開いた
ほうがよかったのかも。


研修会開催にあたり、あまりにも変
更が多く煩雑でした。継続研修は統
一した内容をお示しいただきたく思
います。


29 奈 良 A研修・B研修同時開催
定員　120名　100名
実施回数　2回


会員薬局に文書（FAX）にて通知
県薬HPに掲載


会員・非会員の受講料の設定あり 遅刻、早退者の対応 今回は時間的にタイトであった
スタッフの経験不足


30 和 歌 山 １２回／２年度間生涯研修会
他、６回／年サポート研修会
１回／年薬剤師会定期研修会


非会員のみ受講料徴収 レポート・受講証明書
受講証明書
なし


特になし すべて、研修委員会にて


31 鳥 取 受講料の設定について、県薬に一
任していただくか、全国一律を希望
します。
他は特に問題ないと思います。
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①研修会の運営全般について


32 島 根 はっきりした受講資格がないため、受講者を選別でき
なかった。
健康サポート薬局について全く理解していない受講希
望者が多く研修の趣旨が理解されていない。
受講者募集にあたって、募集要項があるといいと思
う。
受講者の質を確保するために、全国統一の受講資格
（『健康サポート薬局のあり方について』や健康情報
拠点薬局（仮称）のあり方に関する検討会の議事録を
事前に読んでおく、かかりつけ薬剤師であるなど）を作
成してほしい


レポートの確認項目が具体的でな
いので合否の判断が難しい
レポートの記載事項、形式が具体
的にあったら合否確認しやすい


【研修会についても健康サポート薬
局のためだけに企画するのは困難
です。日本薬剤師会のサポートが
必要です。
提案ですが、中国四国などの地域
で健康サポート薬局の学会を開催
するのはどうでしょうか？中国四国
支部学術大会のような支部大会の
中に健康サポート薬局のセッション
を作り発表、意見交換するのがいい
のではないと思います。パネルディ
スカッションも可能だと思います。
さらに、今後健康サポート薬局を継
続する場合やそこで勤務する薬剤
師の資格として学会での研修発表
や地域での薬剤師向け研修会の講
師やパネルディスカッションのパネ
ラーなどをおこなっていることを要
件に入れるなどすれば会も盛り上
がるのでは？】


33 岡 山 ・グループ討議をする為に人数の制限をせざるを得な
い。受講者が多くて申請する薬局を優先した選考に対
してクレームが多数出た。選考方法の妥当性を理解し
て頂くことが重要。


レポートの保管はスキャナー保存も
大変なので、返却した。
レポートの評価基準の作成が必要
では。
・積極的に研修に参加したかどうか
の把握が必要である
・レポート内容についても検討する


長時間の制約の為、スタッフの確保
と回数の設定が難しい


34 広 島 ・研修会の日程調整に苦労した
・余裕を持った計画作成が必要


・第1回目のことも有り、申し込みの多さと選定に苦労
した
・SGD形式のため参加人数に制限があるが、上限を
超えた場合の参加条件について


事前には伝えたが、レポート用紙1
のメモ書きをしていない方がいた
（A）


35 山 口 ・主旨が理解されず健康サポート薬局の届け出を行う
予定のない方と思われる方が参加されているが断る
理由がない。
・研修参加基準を全国一律にしてほしい


非会員の参加費などを全国一律
に。または参考価格などを設定する
と良い


レポートの記載をどこまで行えば修
了とするかの判断が曖昧。
Aのレポートが３ページあり、両面で
印刷してもＡ４用紙２枚になるので
回収・保管がしづらい。


36 徳 島 研修会参加者は、A、B とも約１７０名であったが、研
修会の案内をする時点では、何人ぐらいの参加者が
あるのか分からず、会場の規模や、受講料の設定が


37 香 川 募集：事前にアンケート調査をしたが、人数把握は難
しい。希望に応えるため、2回開催を計画し、結果的に
想定内の応募（97名、91名）となった。


受講料：ＡＢともに、会員3000円、非
会員9000円（税別）。（1日でAB連続
で実施のため、弁当・お茶付とし、
昼休みを短縮した。）適切な設定
だったと考える。


特に聴取はしていないが、長時間で
疲れたとの声はあった。


行政等の講師名の特定が遅れた。
研修内容は決まっているので、日薬
での認定を簡素化していただきた
い。


・評価において、討議の不参加。離
籍がないこととあるが、遅刻も含
め、どの程度の時間で不適とする
のか、また、内容の適否判定の基
準等を具体的に示していただきた
い。また、レポートの再提出の際の
課題、内容等示していただきたい。
（同じ課題でいいのか）
・レポート：ＰＤＦ化して保存。（コ
ピーしやすいように、記載面は片面
とし、受講番号、氏名を各ページに
記載させた。）
・証明書交付：当初は、終了挨拶等
の時間で、確認し、その場で交付予
定であったが、その16通知におい
て、十分な確認と保存が求められた
め、当日評価委員、複数で確認し、
翌日事務局でＰＤＦ化、保存し、レ
ポートと合わせて受講証明書を郵
送した。


初回であったので、手順の理解が
開催者側にも、受講者側にも気持
ちの上で混乱があった。次回から
は、開催者側は経験を踏まえて、落
ち着いてスムーズに実施できると思
う。


38 愛 媛 ・研修会は遠方からの参加もあり、ＡＢの２回開催４時
間ずつはきついのではないか？
・研修会は、ＡＢを１回で済ませた所もあるようだが、６
時間程度として１日で済ますようにできないのか？


健康サポート薬局の位置づけを理解しているのか、単
に将来の基準調剤の要件になるのではないか？とし
て申し込みがあったのではないかと懸念する。一方で
会場の都合もあり、申し込み多数のため一薬局の人
数調整をしたが、どこまでその必要があったのか疑問
である。


他県を参考に設定したが会員・非会
員の料金の妥当性については不
明。


証明書の交付はレポートと引き換え
としたが、レポートの文字数・内容
に基準がなく曖昧であったため、文
字数のみを基準としたが釈然としな
い


・県薬として開催すべき会が多くな
り開催する側の人材不足や会員の
理解不足が出てきている。


5 / 28 ページ







日程・頻度や規模の設定 受講者募集 受講料設定 受講者意見の徴収 開催手続（日薬・県薬間連絡） レポート、受講証明書の交付 その他 実施体制・運営全般


①研修会の運営全般について


39 高 知 （これから開催）
受講者募集において参加人数が予測できず、どれ位
の広さの会場を用意するか？
募集人数を制限することもできず、 終的には事前ア
ンケートを予定している。


又、研修会Bにおいてスタッフが何
人必要か？の決定に苦慮してい
る。


40 福 岡


41 佐 賀 日程が合わない、複数回開催を希望するという意見
の方も多く見られた


・会員へはホームページ掲載以外にメールマガジン、
ファックス一斉送信で案内


・非会員への通知はホームページのみで行った。


・ファックスにて受講申込受付
・ファックスにて受講者へ受講票送信
・受講票にて当日受付確認


健康サポート薬局　説明会案内時にとったアンケート
結果
 （回答230薬局）
①今年度健康サポート薬局に申し込む予定（８６）
②来年度以降サポート薬局に申し込むよう計画中（５


会員と非会員の差は大きくつけた
が、非会員の参加は予想より多
かった


１回の受講料
会員3000円
非会員9000円


レポート提出後、各人に受講証明
書を手渡しした。
レポート提出後、内容の確認の人
数を多くして対応したのは良かった


受講証明書は事前に準備し、欠席
者は欠番にて対応


レポートは事務局にて保管


短期間で案内・募集・開催のため、
通常業務と同時進行で事務局は苦
労します.


・毎年実施する必要があると思われ
るので、年間スケジュールを立てる


42 長 崎 五島や壱岐・対馬などの離島を抱える県として、開催
日程にはかなり気を使います。
宿泊を前提とした開催やフェリー運航を意識した時間
設定が必要になります。


レポートの体裁が　もう少し要点を
書きやすい形式だったらと思いま
す。
そのほうがチェック・評価しやすいで
す。


43 熊 本 ・一か所のチェーン店からの参加が多く、１薬局から２
～３名の受講があった。
・受講者の絞り込みの方法が難しかった。
・受講条件のハードルが高く、参加者が限られた。


長時間にわたる研修会を複数回開
催することは、多大な労力を要す
る。


44 大 分 事前の開催手続きについては問題
はないが、外部講師の講演資料は
開催前に日薬へ報告し内容の確認
をしてもらうような流れにした方がよ
かったのかもしれない。


45 宮 崎 今回は参加者を厳選した（参加意図を繰り返し確認）
ことと、意欲のある参加者が多かったため、申し込み
無しでの参加や急なキャンセルは無かったが、今後
は同じようにいかない可能性もある。


【他の研修実施機関の状況（どのよ
うな団体がどのような形で）を教え
てもらいたい。】
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日程・頻度や規模の設定 受講者募集 受講料設定 受講者意見の徴収 開催手続（日薬・県薬間連絡） レポート、受講証明書の交付 その他 実施体制・運営全般


①研修会の運営全般について


46 鹿 児 島 各都道府県で様々な対応をしたようですが、本県では
受講希望アンケートを実施した結果、500名を超える
希望者がありました。会員サービスの一環として研修
会の開催日程を増やすこと、また、遠方の会場での開
催を実施することにより、ほぼすべての希望者に受講
の機会を与えることが出来ました。
（開催回数）研修A：5回、研修B：5回
（開催地）鹿児島市AB各3回、奄美AB各1回、鹿屋AB
各1回


●課題●
※次年度以降の開催について
　受講希望者が少なかった場合の開催をどうする
か？（開催回数、開催地等）
　新たに行政等から講師を招聘するのか？
　受講料の設定をどうするのか？
　毎年度開催する必要があるのか？
　開催側のスタッフ等の負担を軽減するにはどうする
か？


受講料（会員：各3000円、非会員：
各12000円）
準備費、資料作成費、会場費、講師
料、日当旅費、通信費、事務局人件
費、機材費等


47 沖 縄 10月1日に間に合うようにと、離島県の本県としては、
研修会を本島で少なくとも2回、宮古・八重山で各1回
実施すると企画しました。日程的にタイトなスケジュー
ルの中、Ａ・Ｂ各研修を同一日に実施する企画にした
ので、講師（ファシリテータ）にはご迷惑と多大なる負
担をかけました。受講証明書も当日渡せるように配慮
しました。
＜課題＞
実施スケジュールの明確化
実施日の決定：Ａ・Ｂ研修を相異なる別々の日に実施
する
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1 北 海 道


2 青 森


3 岩 手


4 宮 城


5 秋 田


6 山 形


7 福 島


8 茨 城


9 栃 木


会場 講義（内部講師） 講義（外部講師） 地域資源リストの資料 演習 内容・プログラム（構成含む） DVD その他・全般


札幌開催ではおよそ100名が収容
できる会場を使用


・各地域薬剤師会の役員が「健康サ
ポート薬局の理念」についての講義
を行った


北海道保健福祉部地域保健課主査 成澤弘美
北海道帯広保健所企画係専門員 神開美知子
北海道上川総合振興局保健行政室主査 本田
真子
札幌市保健福祉局保健所健康企画課地域保健
担当係長 石川珠美
函館市保健福祉部健康増進課主査 天野香
北見市保健福祉部国保医療課特定健診係長
黒岡香理
北海道栄養士会函館支部長 木幡恵子
全国健康保険協会北海道支部長 大場久夫
北海道対がん協会経営管理部企画課広報係長
植村絵美
北海道対がん協会札幌がん検診センター検診
係長 周東百合子
北海道対がん協会旭川がん検診センター検診
第２課課長補佐 新関おりえ
北海道対がん協会釧路がん検診センター検診
課主任保健師 若松邦子


各会場において地域資源リストを作
成し配布した


事前に研修を受けた担当者が進行
を行った


どちらかと言えば、伝達や知識習得
が多いため、青森では階段状の会
場であったため向いていたと思われ
るが、グループワークでは集まり方
に配慮する必要があった。


導入部の山本会長の部分は、受講
を予定していない方にも広くアクセ
スできる様にネット上での受講が可
能にして、研修時間の短縮をしては
どうか？


・研修会Ａの講義部分についても、講師の許諾
が得られればＤＶＤ（録画）による講義でも良い
と思うがいかがか？
・講師選定と開催日程の調整に苦慮した
【地域で選定する講師の部分が日程調整などに
苦慮する。また他県の状況を拝見すると担当さ
れる方が、さまざまで次回以降の開催の際はど
うすべきなのか？と考えてしまいます。この地域
選定の講師部分を　DVDやビデオとする事はい
かがでしょうか？
事前に収録し、当日はこのDVD等での講習を可
能とする事で、いらしていただく講師の方の待ち
時間、移動時間などを効率良く使えるのではな
いでしょうか？】


グループワークでは、明確な答えが
存在しないため、講師側から伝達し
ても患者背景や状態を求める質問
が見受けられる傾向があった。
グループワークでの「ねらい」や求
める「成果」について 初に伝達し
ても良いのでは無いか？


参加人数に対して狭く、グループ
ワークも窮屈な体制だった。


特に問題なく良かったと思われる。 外部講師の講演で、講演内容に対して設定時
間が短時間だったと思われ、今後講演者を減ら
し、講演時間を延長してもいいのではないかと
考える。また、サポート薬局としての機能から、
紹介できるような組織がよいのではないか。


今後地域毎に同様のリストの作成
が求められる。


時間的にケーススタディのグループ
ワークへの介入が難しかった。


具体的な研修内容としてどのような事を今後やらなけ
ればいけないか具体的に示して頂きたい。


外部講師に依頼する講義部分について、研修
開催要綱に基づいた選定に困難を要した。
今後、地域支部単位で開催する場にあたり、そ
の地域の現状と見通し、リソース等に応じて講
師や講義内容に多様性が生じると予想される
が、地域の特異性にある程度対応可能な開催
要綱であることを望みたい。


【今後の課題は、研修会とスタッフの質の評価と担保
と考えているが、具体的対策は今後の検討課題であ


・日薬作成の「演習進行用スライド」
の中に、ケーススタディAとBの経過
が分かるスライドがあれば良かった
・「演習進行用スライド」の説明用原
稿があると良い。


徐々に規模が縮小していくと想定しており、その中で
講師選択等、今年と同様のことを次回以降も継続的
に企画することが難しい。
（受講済薬剤師のフォローアップも兼ね、聴講のみ参
加も可とする等できればいい）


日薬から推奨されていた職域の方へ、健康サ
ポート薬局制度の意義や研修の位置付けなど
を説明した上での講師依頼をしていたところ、あ
る行政の部署からは即答で辞退さてしまい少々
混乱したことがありました。代替の講師は、半民
営企業の方に受けていただいたので大事には
なりませんでしたが、国からの県への事前の通
知があってもよかったのではと思いました。


研修では、広域な県の特性を念頭
に地域性を重要視して、同じ地域の
受講者でグループをつくりSGDを実
施しました。講義中は反応はいまひ
とつでしたが、顔見知りとのSGDで
認識が深まったという印象がありま
した。


本来、内容から考えると、県でもない各郡市会を中心
とした単位で、実際に連携を深める者どうしの内容把
握が重要であると思います。
しかし、本県では各市町村の地域包括ケアシステム
には実務も考え方も現在はかなりの格差があると思
われるため、将来的には各地域で実施されるのが理
想でも、当面は過渡的な流れで県薬中心の内容でい
いと思います。
当初の説明で，地域特性に応じた研修となるよう指示
があったので，そのような内容になるよう計画してい
たが，後になって，日薬で示した内容と同じものを実
施するよう指示があり，困惑した。全国同じ内容で実
施するのであれば，研修会Ａを薬局所在地の都道府
県で受講する縛りは不要なのではないか。


座学については、集合研修に固執しなくても、Ｅ
－ラーニングでも良いのではないか。


プログラムがハードすぎる。
県薬が実施主体となっていることで、行政の講義や地
域連携体制の一覧など、具体的事例にかけていると
感じている。
地域毎に開催し、行政や医師会等との連携を図り、よ
り具体的、実践的な研修とした方が良いのではない
か。


②研修会Ａについて
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10 群 馬


11 埼 玉


12 千 葉


13 東 京


14 神 奈 川


15 新 潟


16 富 山


会場 講義（内部講師） 講義（外部講師） 地域資源リストの資料 演習 内容・プログラム（構成含む） DVD その他・全般


②研修会Ａについて


外部講師の選任について、例えば、当該地域の
医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の
現状（講義）では、行政（県薬務課）の担当者や
大学薬学部の教授は相応しくない？というよう
な情報もあったと聞いたので、具体的な講師依
頼先を示すと準備がしやすいと思った。


（受講者意見）ケーススタディーの
患者情報が少なすぎる。
時間が足りない。


（受講者意見）ビデオの音声が聞き
取り難い。


理念：真に地域に貢献し、多職種と
顔の見える関係である薬局でない
と難しいことである。


・薬局でどのようにサポートするか
は、事例を検討してすぐにわかるも
のではないと感じる。
・事例検討で考え方を理解した先に
地域との関わりをどのように進めた
らよいか、その方法を示したい。
・演習は、１グループ４人（年代層等
に配慮）とし、座席指定で実施した
が、欠席者がいたことから、その対
応と判断を求められた。活発な議論
のためには１グループは、 低６人
程度必要と思われる。
・ＳＧの数が多くなると演習へ介入
するスタッフの人員の確保が難しく
なる
・資料の印刷等（Ａ・Ｂ共通）が大変


時間配分の自由度を許容しても良いのではないか？


地域包括ケアについての統一見解
のようなものが欲しい


県内の市町村により対応が違うので、市町村単位で
の開催が理想と思われるが、市町村によっては、開催
が難しいところもあるようで、今後の課題と思われる。


今後の研修会Ａについては、より適
正な会場選択も含めて、多くとも300
名程度まで受講者の研修会が妥当
と考える。


今後の開催については、地域の医療資源や特性を十
分考慮した取り組みが必要となるので地区薬剤師会
での開催運営も考慮して実施していく必要があると考
える。また、フォローアップの研修の必要性もあると考
えている。
東京都の場合、地区薬剤師会の地域事情にもよるが
地域包括ケアへの参画を考慮すれば地区薬剤師会
での開催で良いと考える。また、各地区では、現在基
金事業の多職種連携の委員会会議も多く開催されて
おり、その中での多職種を交えた講義等を実施するこ
とも可能であると考える。


２－２と２－３が曖昧な内容となる可能性があ
り、今一度県下全域に周知する予定です。


演習の内容については、考えさせる
内容になっていて良いと感じます
が、他職種の方が気を利かせて「薬
剤師さんに期待する事」などの内容
になりやすい事に危険を感じます。


１の山本会長の動画が、音質の問
題なのか聞き取りにくいと訴える参
加者が少なくありません。
DVDの音源をクリアにできれば聞き
取りやすいと思います。


連携先リストの作成について、時間
的に余裕がなく、関係団体等に十
分な説明が行えなかった。
「連携先リスト」の作成に関して、
「連携先へ連携の承認を得ること」
とあるが、薬局単位で行うのではな
く、地域単位でまとめて行う方が効
率的であり、今後の課題である。


次年度、会長のＤＶＤは新たなもの
が作成されるのか？


中央研修と同じレベルで開催できたと思っている。
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17 石 川


18 福 井


19 山 梨


20 長 野


21 岐 阜


22 静 岡


会場 講義（内部講師） 講義（外部講師） 地域資源リストの資料 演習 内容・プログラム（構成含む） DVD その他・全般


②研修会Ａについて


同一県内においても、医療・保健・介護・福祉に
おける実情や地域連携が進んでいる自治体と、
そうでない地域があり、日本薬剤師会としての
共通プログラムとして一定の方針を定めておか
ないと、開催県や講師により内容が異なる内容
とならないか。毎回同じ講師に頼むべきか検討
が必要。
継続して行わなければならないと考えている
が、講師や内容は毎回同じでなければならない


ケーススタディにおいては地域資源
の活用方法、特に他職種へのつな
ぎ方を中心に考えていきたい。


会場が広かったため後ろの方まで
十分にスクリーンの文字が読み取
るのが難しかった。


県薬以外の演者には講演時間を守ってもらえず
（あらかじめ時間は伝えていたが講演時間を
オーバーしてしまった）、そのあとのプログラム
を修正するのが大変だった。


研修会ABを同時に開催したため、
検討時間が短かった。


・ケーススタディについて背景の設
定内容の捉え方が受講者により幅
が出るので、もう少し設定を限定し
ても良いのではないか。
・難易度別でケーススタディがあっ
ても良いかもしれない。例えば、身
近なＯＴＣなどで対応できるものか
ら今回のモデルにあったケースま
で。


参加者にとって他職種の講演はインパクトが強
く、主旨に沿った研修会構成だと思われた。た
だし選考は難航した。


・討議部分は時間的に十分で、中だ
るみしてしまった感がある。 初か
らテーマをグループごとに割り振っ
たが、一つのテーマで考えがまと
まったら、もう一つのテーマも考えて
みるといった対応がよかったかもし
れない。
・討議時間をもう少しコンパクトにし
てもよいかもしれない。（参加者がど
れくらいの心配能力があるかという
ことにもよる）


長野県では県主管課より健康サ
ポート薬局申請についての具体的
な内容を説明する時間を組み入れ
たが、本研修会においては申請に
ついての基本的な事務事項連絡は
必須と考える。基本的な研修プログ
ラムの中にその時間を確保すべき
ではないか。


外部講師が必要なため、開催回数に制限があ
る
ビデオ講習も可とできないか


会場ももっと大きな会場を使って多
くの受講者を受け入れたかったが、
内容の決定から時間がなく、80名し
か受け入れられずに、かなり抗議が
あった。


多職種の方々に来ていただく研修のため、もっ
と綿密な企画が必要だったように思う。
外部講師に関して、ビデオでの研修を認めてほ
しい。
予算措置も急遽のため講師費用等の予算立て
が難しい。そのため今回撮影したビデオを使っ
た講義なら経費は抑えられる。
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23 愛 知


24 三 重


25 滋 賀


26 京 都


27 大 阪


28 兵 庫


29 奈 良


30 和 歌 山


31 鳥 取


会場 講義（内部講師） 講義（外部講師） 地域資源リストの資料 演習 内容・プログラム（構成含む） DVD その他・全般


②研修会Ａについて


【講師の選定が。どうしても限られた
人間に集中するので（同じレベルで
の研修になるのはよいが）他の研
修に影響が及ぶので、今後の講師
ができる人間の育成が課題になる


県単位での研修内容を、地域に即した研修内容も織
り込んでいくことにより実際の地域での対応に即した
業務・連携が行えるようにする
【将来的には地域でＡを開催できる体制の整備が必
要と思います。】


他職種の方のお話しの内容が漠然としてしまっ
た。


資源についての説明が各地域で異
なるので難しかった。


多職種との連携をテーマにしたグ
ループディスカッションでしたが、薬
剤師ばかりだと情報不足で具体的
なところまでいかないと考えられ
た。
実際に他職種の人にもグループに
入ってもらうと良いと感じた。


簡単に研修会が開催できるようなシステムづくりがで
きれば、各地域で研修会Ａは実施できるのではないか
と感じた。
他の職種にグループディスカッションに参加していた
だける方法も検討してみるのも重要と感じた。そのた
めの参加していただく、他職種の方にどのように参加
していただくかの検討も必要だと考えられます。


まだまだ健康サポート薬局というも
のが手探りの状態であったが、 初
に日薬の山本会長からのＤＶＤによ
る基本理念からはじまり、県として
の方向付け、そして当該地域の各
者の取り組みと資源についての講
義について、流れ的、時間的にも
適であったと思う。


各保健所単位（または共通する圏域）での講師
が見つかるとよいと思う。


連携先リストの充実、リストだけで
はなく業務内容や役割などがもう少
しわかるようなものがあればよいと
思う。


演習については、連携先の行って
いる業務や役割というものがまだま
だ参加者にとってよくわかっておら
ず、あまり広がりがなかったと思う。
様々な各職種・機関・社会資源の業
務や役割について、資料や講義が
あればよかったと思う。


・現状では県単位の研修会で行うことが望ましいが、
滋賀県でも北と南では文化、習慣などが異なり、でき
れば地域薬剤師会レベルその２～４地域単位での研
修会を行うとよいと思う。早い段階で各地域で開催で
きるような体制を整えていく必要があるのではないか
と思う。
・資料のペーパ―レス化ができないか？


広範囲の機関に対して講師依頼が必要となる。
特に、行政に依頼する場合、担当が健康対策
部局となる。縦割り行政となっているため、厚生
労働省の健康対策部局から各都道府県の担当
部局への協力依頼の文書を発出するよう働き
かけて欲しい。


研修会開催後、研修会Aの内容を一部変更する
よう日本薬剤師会より指示があったため、急
きょ新たな講師を招聘する等、運営上困難が
あった。
日本薬剤師会主導で研修会A、Bのプログラム
や招聘すべき講師等を各都道府県薬剤師会に


県薬で行う理念の部分、山本会長
と重複する部分があり内容につい
て検討が必要。


・行政の方の内容に、統一感があったのか、少
し不安です。
・行政に意図を説明して講演を依頼したが地域
包括ケアシステムに対応できる薬局に対して期
待する内容での講演依頼だったので介護関係
が中心となった。
・地域に密着した連携をとるような内容にするに
は地域の行政の講演をお願いしたほうが良い
が県全体の研修ではピントがずれる部分が出
るのではないかと心配した。


演習についてケース例を増やして
みてはどうでしょうか。


ＤＶＤが聞き取りにくい。


北部（奈良県経済倶楽部）
南部（奈良県薬業会館）


本会　会長、理事 県　医療政策部理事
保健所　課長
民間　看護訪問ステーション　所長


司会進行をできる人が限られた
情報ソースの整備
司会進行役、スタッフの育成が必要
【ABどちらの研修も司会進行役に
よって内容に差が出る可能性があ
る


スタッフの経験不足


良 良 良 良 良 良 良 良


ケーススタディはプロセスが大事と
いうことですが、発表後に議論して
は、と思います。色々な意見を出し
討議して、それによって各々がスキ
ルアップできると思います。


日薬の「研修会運営の手引き」が大変参考になりまし
た。
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32 島 根


33 岡 山


34 広 島


35 山 口


36 徳 島


37 香 川


38 愛 媛


会場 講義（内部講師） 講義（外部講師） 地域資源リストの資料 演習 内容・プログラム（構成含む） DVD その他・全般


②研修会Ａについて


県の薬剤師会から理念を説明する
のはＤＶＤの重複になることが多く
難しい
県の薬剤師会から話す内容のひな
型が必要


ケーススタディはできる受講者とで
きない受講者の差が大きい
ケーススタディは詳しい例題や模範
解答があると進行がスムーズに行く
と思う


駐車場のある会場選び 行政等関連団体への依頼で講演内容について
苦心した


受講者の中で、積極的な発表者が
いないのでこちらから選ぶ時の方策
があったほうがいい


外部講師の時間配分が難しい（予鈴等を使用し
てもオーバーすること有り）その後の進行に苦
慮した
少し、余裕を持たせる部分を指定してほしい


確実な事前説明が必要 ・資料の準備が大変だった
・休憩時間をとるタイミングがわからなかった（タイム
テーブルに休憩時間を入れると全体の時間が長くな
る）
・参加者に目的と到達点をわかりやすく説明する必要
を感じた


基本理念の地域に応じた内容も、
元となる資料があると良いかも


Ａ研修における他職種の方の発表内容につい
て参考となるものが多くあれば助かる


演習ケーススタディでは、他職種と
の話し合いがよりイメージできる形
式にすると、今後のフォローアップ
研修会も意識できるのではないで
しょうか。


日薬研修プログラムに沿って運営した。
時間に余裕がなく、予定通りの進行ができるように配
慮した。
運営側の負担が大きい。
・各研修３時間程度に納められる内容に見直して欲し
い


研修担当役員の尽力により、うまく実施出来たと思
う。特に問題無かった。


当初の日薬でのモデル研修（北海道の事例）で
内容を決めたが、講義も時間的なタイトであっ
た。
行政課題は健康課題･健康増進施策１題でもよ
かった。
今回2回実施したが、1回目の実施報告後に一
部資料の是正を求められたが、依頼講師に内
容修正を求めるのは難しい。各県の独自性がど
こまで認められるのかあいまいである。テーマ、
内容の具体的例示をしていただきたい。


・時間の制約があるなかで、演習の
手法に戸惑っている受講生がいた。
・ケーススタディは大変重要で有意
義であると考える。
・受講生はこの形式になれていない
が、グループワークの重要性を理解
してもらえたと思う。
・演習方法の概要を事前に周知して
おけば、スムーズに進行できると思
う。


【県薬の独自性をどこまで発揮できるのかが不透明
で、手探り状態であるが、どう考えているのか。特に多
職種連携については、各地域の特性に合わせて行動
したいが、いかがか。】


・地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源
と役割の現状において、多職種の方に講演をい
ただき、薬剤師会としての取り組み等を理解し
ていただいたことは重要だと思うが、多職種の
枠が広すぎて、都道府県によってばらつきが大
きい気がした。
・もっと多くの多職種に講演をお願いできたらよ
いと考える。
・全国的にある程度、共通の職種を決めたらど


ケーススタディの提示の仕方につい
て、全国共通の手法を取った方が
良かったのではないか。当県では、
まず全く相談者の背景の情報を与
えず個人で考えてもらい、グループ
討議してもらう段階で背景を提示し
た。半年後、１年後の結果について
は提示しなかった。


【多職種に必要とされるためには地
域包括ケアでの薬局薬剤師の役割
等の研修内容をもっと増やすことが
良いと考える。】
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39 高 知


40 福 岡


41 佐 賀


42 長 崎


43 熊 本


44 大 分


45 宮 崎


会場 講義（内部講師） 講義（外部講師） 地域資源リストの資料 演習 内容・プログラム（構成含む） DVD その他・全般


②研修会Ａについて


ケーススタディにおいて課題から広
がりをもった討議内容へすすめて行
く事に難しさを感じる。


・「各者の取り組み」の研修項目については、打
合せを行っているにもかかわらず当方の期待す
る内容（先方の行っている健康づくりの取り組
み）が希薄なものとなってしまった。
・「各者の取り組み」の研修項目について、職能
団体に講師を依頼する場合は、先方の行ってい
る健康づくりの取り組みをメインとする内容は難
しいように感じている。今後は、行政あるいは保
険者に講師を依頼することを検討する。


・日薬の方針はＤＶＤでの講義でよく
理解できると思う。
・県薬の説明は各県独自の方針で
良いか？できれば日薬から、どのよ
うな内容で説明すればよいか骨子
は出してもらえないか？


・講師の選定が毎年となると厳しいと思われる。
・より一層の他職種連携をしていきたい。
・講師については、日薬からの推薦を頂けると
交渉しやすい。講師リストをお願いしたい。


・在宅医療介護委員会が各地域ご
とにリストを作成した


・他職種連携の実例をもう少し学ん
で、今回のディスカッションに臨むと
良かった。
・薬剤師が支援できる部分をもう少
し明確に出した討論も必要ではない
か。


・研修会Ａにおいて、地域ケア会議
の模擬演習的なやり方も良いので
はと思う。
・介護度の違う事例を取り上げてほ
しい。自立支援を促す立場と重度要
介護者のサポートの違いを入れて
ほしい。


・4時間、5時間は負担が大きい
・単位制にして、目標単位を設定すると受けやすい


・前半の講義部分では、所謂通常の聴講スタイ
ルで問題なかったと思います。
・今後、外部講師の方によって内容に偏りが生
じないかどうかが気になります。


後半のＳＧＤで使える機関を数多く
列挙しておいた方が、参加者も取り
組み易かったと思います。
模擬用なので、全国標準の資料を
作成し使用しても差し支えないと思
います。


・当初講師の選定にあたり、健康サポート研修
会開催の趣旨が適切に伝わっていなかったた
め、講師の対象が定まらず、日本薬剤師会の有
澤常務理事の助言を頂きながら、２回修正を
行った。
・講師の選定の基準を、予め明確に提示してほ
しい。講師設定の緩和が望ましい。


グループ討議のケーススタディの
ゴールは予め設定せず、各グルー
プ内で設定するほうがいいのでは
ないか。


当該地域の福祉等の資源について
の講義内容に対して、例として大分
市のものを紹介していたが、受講者
アンケートにて各々の地域のものも
紹介してほしいとの要望があった。
各々で調べるべきだとは思うが、入
り口として地域ごとでの研修会も必
要なのであろうか。


地域ごとに研修会を開くことで、地域ごとの福祉資
源、地域ケア、多職種の状況が詳細に説明できると考
えられるので、地域主催でも開催を行えるようにして
はどうか。


大きな問題ではないが、演習のテー
マが広いようにも感じた。
討議内容を絞り、横道にそれるのを
防ぐ手もあるように思う。
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46 鹿 児 島


47 沖 縄


会場 講義（内部講師） 講義（外部講師） 地域資源リストの資料 演習 内容・プログラム（構成含む） DVD その他・全般


②研修会Ａについて


・健康増進行政より講師を招聘したが、開催日
程を決めてから講師依頼したため、丁度その日
は担当行政課で住民を集めた大きなイベントを
開催する日となっており、無理を言って講師をお
引き受けいただくことになった。事前に講師とな
る方の都合をお聞きしてから開催日を決定した
方が良い。
・開催回数が多いことから研修Aについては、初
回のみ講師に講演いただき、２回目以降はDVD
にて放映した。課題としては音質が悪く聞き取り
づらい箇所が多々あった。講演内容を撮影し
DVDにする場合は、集音マイクを使用するなど
工夫した方が良い。


SGDでは、思考の方向性を「予防・
重症化防止・健康維持増進」の観点
から、どこにつないでいったら良い
かを考えてもらうための誘導が必
要。
受講者にすべてを考えさせるので
はなく、ファシリテーターから「このよ
うな『心配事』があったらどう対応し
ますか？」と問いかけて、思考する
必須項目を示す必要がある。


他職種の演者の選択と早期の実施依頼 グループワークの盛り上がりが期待
できるようなファシリテータの養成と
事前の打ち合わせが必要
講師（ファシリテータ）の養成が課題


時間の配分で途中休憩を入れるかどうかを迷いまし
た。すべてはタイトなスケジュールとしたところに問題
があります。今後は、Ａ・Ｂ研修を別の日に行うことで
解決する問題かと思いました。


14 / 28 ページ







1 北 海 道


2 青 森


3 岩 手


4 宮 城


5 秋 田


6 山 形


7 福 島


8 茨 城


9 栃 木


会場 内容・プログラム（構成含む） 講師・進行役、進め方 DVD・資料 その他・全般


札幌開催ではおよそ100名が収容できる会場を使用 テーマについては、選択肢があるが日薬から統一した
テーマを明確に示してもらいたい。


事前に研修を受けた担当者が進行を行った DVDを北海道版に編集し直し使用している。


影像や音声レベルの調整に手間を要した。実際に影
像が出ない等の準備した機器トラブルを経験した。


・臨床を学ぶ前に接客についての研修、お客様の観
察を身につける内容が必要と考える。トリアージで医
師を除いたケースを内容としたロールプレイ・ディス
カッションを取り入れたらどうか。薬剤師として単独で
の判断力を鍛える企画を実施してほしい。
・要指導医薬品や健康食品に係る研修においては、
法的な取り扱いや概要についてｅ－ラーニングで行う
ことはよいとしても、実際に薬局店頭でどのようなこと
に注意してどのような取り扱いを行い来局者にどう説
明していくのか、より実践的な内容とするべき。ただ要
指導医薬品や健康食品の法的区分を知っているだけ
では何の役にも立たないと思う。


・初回と言うこともあり、DVD→実習→DVD　という流
れに　若干手間がかかった。
・DVDの研修は実施しやすい。さらにグループディス
カッションの回数を増やし時間を取り、より深くOTCを
研修してはどうか。


【次年度以降の研修会Bについて研修内容が決まって
いればお知らせ頂きたい。】


十分な広さでグループワークも余裕をもってできた。 臨床判断の研修は日薬で講師を派遣して頂けるとあ
りがたい。


DVDの映像もよく、滞りなく資料も配布できた。 薬剤師の臨床判断については、症例が数種類あるた
め、今後異なる内容を受講したい希望者へどのように
対応するかが課題。


一部DVD を用いる場合、木内先生の講義レベルやテ
ンポに合わせて進行していくことになるため、独自に
プログラムを作成できないか検討したい。


・時間的余裕を見込んでスケジュールを構成したが、
受講者にとって作業時間が不足していた印象がある。
・作業とディスカッションの時間はさらに確保したい


【他県において、研修会B でDVD を用いない場合にど
のような内容構成であったか教えていただきたい。】


【今後の課題は、研修会とスタッフの質の評価と担保
と考えているが、具体的対策は今後の検討課題であ


SGDが円滑でないグループのフォローが課題


症例の選択肢がいくつかありましたが、当県の選択し
た「腰痛」がその後の通知等で、「腰痛」は今回の研修
にはあまり適切ではない・・などの表現があり、企画準
備中のスタッフから不安な声が多く上がってしまいま
した。選択肢を２個ぐらいにしぼってもよかったので
は、と思いました。


実際の研修では、体験をさせる場面で想定外の回答
が出てしまい、参照のDVDの流れにならず苦労しまし
た。


症例のこともありますが、研修の進行役によってはそ
の質にバラツキが出てしまうと思います。なので、日
程の設定をしっかり管理した上での全国統一のWEB
研修の開催はいかがかと思います。会場も各県で必
要と思われる数を用意すれば、遠隔地の会員の移動
時間や手間も減らせると思います。（運営スタッフのこ
とを考えると 小施行の人数の設定は必要と思いま
す。）


本県では，日本アプライド・セラピューティクス学会の
「OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床
判断ワークショップ認定指導者」が，全面的に協力し
てくれたのでより良い研修を実施することができた
が，毎年実施となると非常に負担になる。


１つの疾病についてだけ受講するのではなく、患者と
のやりとりを学ぶのが主旨であるので、継続的に受講
する必要がある。
継続的受講を必須にするべきではないか。


トリアージについての認識不足、グループワークでの
指針が具体的にないので、方向性が定まらないことが
あった。


③研修会Bについて
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10 群 馬


11 埼 玉


12 千 葉


13 東 京


14 神 奈 川


15 新 潟


16 富 山


会場 内容・プログラム（構成含む） 講師・進行役、進め方 DVD・資料 その他・全般


③研修会Bについて


（受講者からの意見から）
・演習形式なので（座席・机）の配置をもう少し考えて
ほしい。


（受講者からの意見から）
・木内先生の直接の講義が良い。


（受講者からの意見から）
・時間が足りない。


・頭痛のＤＶＤに、チャプターを入れていただきたい。
・木内先生の講義の部分だけでまとめた、再編集ＤＶ
Ｄを作成すると良い。


プログラム内容としては、推奨の腹痛編がよいと思う
が、ＤＶＤの操作上の問題で、本県では腰痛編で実施
することとなった。


セルフメディケーションを中心にサポートすることが健
康サポート薬局の中心として考えるのか？ＯＴＣや健
康食品を提供することを中心とすべきか？他にサ
ポートできる方法もあるのではないかと考えるがどう
か？


進行役にかかる負担が多大である DVDによって使いやすさが異なる（チャプターの有り
無し等）。腹痛編のＤＶＤにもチャプターをつけた編集
をお願いしたい。


時間配分の自由度を許容しても良いのではないか？


DVDによる研修ですが、開催前にスタッフを集めて一
日がかりで模擬研修会を開催し、流れをスタッフで共
有しての開催だったため、研修会はスムーズに出来
た。


DVDに中にビデオ停止位置を明確にして使いやすくし
てほしい


内容については薬剤師が考えるトリアージやアルゴリ
ズムのDVDを作成してもらいたい。都薬で開催する研
修会ではDVDではなく、講師を準備し、標準プログラ
ムに準拠した内容で開催を考えたい。
また、DVDのトリアージ部分には考慮する必要があ
り、必ずしも現場での薬剤師目線にそぐわない部分が
ある。研修会Bに関しては標準プログラムを多少、修
正する必要があると考える。


・都薬から地区薬剤師会の地区実施担当者への1回
の伝達講習会でDVDを使用し期待通りの講習ができ
るか不安であったが、研修会についてはいずれの地
区薬剤師会も問題なく実施できている。事前受付など
の事務的な面で当初混乱があったが現在は順調に行
われている。
・今年度中に2回目の研修会を行う地区もある。地区
における研修会が一通り終了したら全体の伝達講習
会を開催し、来年度に向けて、開催する上での問題点
や今後の課題について検討する予定である。
・（再掲）都薬が実施する場合はDVD講義の部分は講
師を招聘し実施したい。


東京都の場合、地区薬剤師会の地域事情にもよるが
地域包括ケアへの参画を考慮すれば地区薬剤師会
での開催で良いと考える。また、各地区では、現在基
金事業の多職種連携の委員会会議も多く開催されお
り、その中での多職種を交えた講義等を実施すること
も可能であると考える。
都薬が実施する場合はDVD講義の部分は講師を招
聘し実施したい。


非常に労力が必要な研修なので、もう少し運営しやす
いよう動画に工夫を加える必要があると感じます。
動画DVDのチャプター割をして、講師が展開しやすい
流れにはできないものでしょうか？


・４編しかない研修テーマを毎年繰り返し行うこととな
るのか？
・研修会Ａを開催した後、研修会Ｂを開催するような場
合は、冒頭の県薬役員からの講演２０分を必須としな
くてもよいのではないか？


過去にも実施が多数あるので、スタッフは慣れている
ので問題なし。タスクとして新しいスタッフを育てる必
要あり。
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17 石 川


18 福 井


19 山 梨


20 長 野


21 岐 阜


22 静 岡


会場 内容・プログラム（構成含む） 講師・進行役、進め方 DVD・資料 その他・全般


③研修会Bについて


会場の借り上げ時間に制限があり、満足のいくＳＧＤ
の時間が取れなかった。
担当者会議で1日かけた研修をＤＶＤとは言え、4～5
時間で行うことは困難。手法に熟知した開催県薬役
員が講師となれるようにしていただきたい。


頭痛を取り上げたが、4年前のＤＶＤのため、多少手法
が他と異なった。進行役の判断でアレンジして行っ
た。


研修会ABを同時に開催したため、検討時間が短かっ
た。


ＤＶＤはスライドを全画面に表示してほしい。


・「薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局につい
て」は、研修Ａと重複するので削除して、その分、臨床
判断とトリアージに時間を割いた方が良い。
・仕上げのロールプレイでは、しっかりと薬局の窓口で
ＬＱＱＴＳＦＡの順に従って医療面接できるかという事
に重点をもっと置いた方が良いと思う。


専門的な知識（特に医師が診断して行く過程、ガイド
ラインにも近い）を準備し、ワークショップ形式で進め
て行くのが大変であった。解説する場面では、本当に
苦労した。


・参加者からすると意見があるかもしれないが、今ま
で何回も開催してきているので企画やプログラム内容
等特に問題はなかったと思う。運営側は経験もありス
ムースに進行できたが、この様な研修会に初めて参
加する人も多く、各グループに作業の手順を説明する
のに時間がかかった結果、本来の作業時間が短く
なってしまった例があった。作業手順を示すスライドを
日薬で作成していただきたい。
・参加者同士におけるロールプレイは、患者役と薬剤
師役やシナリオＡ，Ｂなど適切に説明できず、スムー
スにいかなかった点がある。（タスクとしての説明が不
充分であり次回の改善点）
・全体の時間配分問題もあると思うが、作業時間をも
う少し増やした方がよいのではないか。また、進行役
の解説とＤＶＤの解説が重なる部分もあったので、進
行役中心の説明で進めたほうが作業等との違和感が
少ないと思う。
・研修会Bについては今までの研修会の実績があるの
で、運営も含め大きく見直す点はないと思う。細かな
改善をしながら回を重ねていけばよい。健康サポート


・今年度は、頭痛をテーマに実施したが、DVDにチャ
プターが設定されていないので進行に苦労した。
・各グループに作業の手順を説明するのに時間がか
かった結果、本来の作業時間が短くなってしまった例
があった。作業手順を示すスライドを日薬で作成して
いただきたい。


4時間程度が必須となっているが、3時間への短縮を
検討していただきたい。


A研修と同様で、特にＳＧＤ等の作業が必須であると、
会場も大きな会場でなければ受け入れられる人数に
限界がある。もっと前から内容がわかっていれば、予
め大きな会場を押さえることも可能だったかと思う。し
かし、公示が10月1日に決まっているためままならな
かったのが悔いが残る。


レポートを書く時間がなくなってしまった。レポート記
入も含めての4時間研修にならないか？
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23 愛 知


24 三 重


25 滋 賀


26 京 都


27 大 阪


28 兵 庫


29 奈 良


30 和 歌 山


31 鳥 取


会場 内容・プログラム（構成含む） 講師・進行役、進め方 DVD・資料 その他・全般


③研修会Bについて


症候の判断からのＯＴＣ販売へのつながりの内容を、
継続のスキルアップとして研修会を開催する必要が
－受講者の要望もある－調剤偏重の現状が


先生に来てもらって研修会Bを一度実施し、一回は
DVDを使用して実施した。
DVDで実施する場合にはやはり限界を感じてしまっ
た。
もう少し、きめ細かなマニュアルが存在するとよりハー
ドルが下がると考えられた。


・DVDを使用した研修会Bのよりきめ細かなマニュアル
の作成と、進行役の台本も必要と感じました。どこま
でDVDを流せばよいのかも検討が必要と感じました。


次回以降の更新研修では、自薬局で作成したアルゴ
リズムを使用した研修ができると良いと感じた。


・臨床判断とトリアージの手法という部分は、非常によ
くできたプログラムであると思う。本来ならもう少し時
間が欲しかったが、これ以上は体力的にも厳しいのか
なとも思う。せっかくなので前もって色々と予習できる
ような仕組みがあれがよいと思う。
・薬剤師の病理に対する基礎知識、学力の向上の研
修会なので定期的に行う必要があると思う。自宅で講
習会のビデオを見ての学習とは少し異なり　他人の意
見を聞きながらの進め方によるグループ学習ならでは
の良さもありこの方法で行う事で良いと思う。
【Ｂ研修会について、研修会で病理病態を学んだ後、
具体的にそろえておかないといけない医薬品、医療用
具の説明また販売を行うロールプレイを通しての話
術、接客（接遇）も必要だと感じた。】


・大量の資料の用意、配布が大変である。
・資料のペーパ―レス化ができないか？


各都道府県で作成したトリアージ手法について、取り
まとめることができれば参考になると思う。


「薬局利用者の状態把握と対応（４時間程度）」はＤＶ
Ｄを用いて実施となるため、ＤＶＤに登場する医師にな
りきり研修をスムーズに行うためには、講師を務める
者が相当の事前学習と準備を行う必要がある。また、
講演に合わせてＤＶＤを操作（ＯＮ・ＯＦＦ）する者の事
前準備もポイントを握ることとなる。当日のスタッフと
の事前打ち合わせも重要となる。


・研修内容は全国で統一していただきたく思います。 ・長時間ＤＶＤを活用するのだか、上手く説明をできる
よう、下準備が必要。


北部（奈良県経済倶楽部）
南部（奈良県薬業会館）


司会進行をできる人が限られた
スタッフの経験不足
司会進行役、スタッフの育成が必要
【ABどちらの研修も司会進行役によって内容に差が
出る可能性がある
他の都道府県の状況を知りたい】


配布資料が多い


良 良 良 良 良


今回初めてということもあり、研修会の開催まで、ＤＶ
Ｄ視聴を含め、準備に多くの時間を費やしました。
進行役次第で、会のまとめ方、雰囲気も変わりますの
で進行役の育成が大切だと思います。
当日スタッフも、今回の研修会を行い、自信がついて
と思われます。
日薬が今まで丁寧に作っていただいたＤＶＤ・資料が
あれば大丈夫だと思います。


研修会Ｂは進行役の負担が大きいので、もう少しわか
りやすいＤＶＤを作成していただけると助かります。
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32 島 根


33 岡 山


34 広 島


35 山 口


36 徳 島


37 香 川


38 愛 媛


会場 内容・プログラム（構成含む） 講師・進行役、進め方 DVD・資料 その他・全般


③研修会Bについて


理念の説明は必要ない
作業時間が短い


スタッフの少ない薬剤師会に提案で、研修前の準備
で、配布のタイミングに合わせた資料を封筒に仕分け
て入れておき、あらかじめ各テーブルに1セットずつ配
置しておく。そして研修中は進行役の指示に従って上
から順に資料を出してもらいながら研修を進めてもら
うと、スタッフの数が少なくてもスムーズに進行でき
る。（配布のためのスタッフが不要に。）


・ファシリテーターの育成が必要
・配布資料が多い為にスタッフの手配が大変


座席のレイアウト ・DVDどおりにすると作業時間の確保が難しい（作業
時間が短くなってしまう）
・1回目にしてはうまくいったと思うが、休憩時間の取り
方（トイレ休憩）が必要


ＤＶＤの編集


木内先生のDVDを参考に時間配分等含め内容を吟
味した。準備など相当の時間を有する。
長時間のグループワークとなるので進行には随分と
配慮した。配布物が多いので配布するタイミングに時
間がかかった。
B研修の内容はそれ相当の内容と時間が必要であり
運営側のスキルを上げる必要もありスキルアップのた
めの研修会も必要では。
研修会Bは、プログラムの作業内容が多く、計画どお
りに進行できるか不安であったが、研修会Aと同様、
研修担当役員の尽力により、うまく実施出来たと思


・４時間で終了できる、プログラムとしていただきたい。
（各県の時間も開きがある）
・症状より病気を考えるのが，ＯＴＣ販売の基本である
ことの意味がどう理解できたか、１回では未知数であ
る。この部門については今後健康サポート薬局に対し
て、繰り返し実施する必要を感じている。


・ＯＴＣの扱い経験の少ない受講者も多く、戸惑いが
あった。
・時間の制約があるなかで、演習の手法に戸惑ってい
る受講生がいた。
・演習方法の概要を事前に周知しておけば、スムーズ
に進行できると思う。


頭痛を実施したが、配付資料において、４回の発疹で
は作業要領（付箋への記載、グループ分け等）が掲載
されており、頭痛、腹痛、腰痛、発疹と順を追うごとに
作業イメージが理解しやすくなっているようなので、初
期の頭痛篇にスライドの追加修正等をお願いしたい。
【対面話法例示集の製本化を希望する。】


【研修Ｂについては、毎年受講を義務化する等、日
薬、県薬が力を合わせて、ＯＴＣ販売の力をつけさせ
る必要があると考えるがいかがか。】


薬局利用者の相談内容から適切に情報収集し、状
態・状況を把握する訓練は重要であり、適切な対応を
行うロールプレイは有意義であった。各疾患について
網羅する必要があり、薬局での対応について臨床判
断ガイドライン（アルゴリズム、トリアージ）があっても
よいのではないかと思う。
・時間的にもネット等で勉強してからの実施が効率的
に行える気がする。
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39 高 知


40 福 岡


41 佐 賀


42 長 崎


43 熊 本


44 大 分


45 宮 崎


会場 内容・プログラム（構成含む） 講師・進行役、進め方 DVD・資料 その他・全般


③研修会Bについて


・DVDとの併用のため、DVDからのつなぎ方が難し
い。
・ロールプレイは本来会場で実際に行うほうが良いと
考えるが、スタッフ数等の問題もあり、DVD使用とし
た。今後は実際にロールプレイできる体制づくりが課
題。


題材として、皮膚病を選択したことについて、日薬の
事務局より意見をいただきました。
内容について、事例パターンを増やしていただきた
い。
また、既に経験豊かな薬剤師からは、内容に関するク
レームがあった。（レベル）


研修会については、前年度に、ほとんど同じスケ
ジュールで開催していたので、特筆すべきことはあり
ません。


・参加人数がわかっていたので、混雑もせず、スムー
ズな研修ができた。


症候別アプローチは何回もやって意味があると思う。
今回のみでは習得したことにはならないと思われる。
受講後研修も必要ではないかと思った


開催スタッフの研修リハーサルが必要と思った。今回
は日薬で一度研修を受けている者がスタッフとしたの
で割とスムーズにいった。


資料の配付するタイミングに合わせて、担当者が短時
間で配り易くするための工夫をした


テンポよく進行する時間配分のスキルが必要だと思
います。
また、長時間になるため、参加者やファシリテーター
両者ともが飽きない、だらけないような研修会を意識
しないといけないと感じました。


スライドを一つにまとめた動画が準備されていると助
かります。


・ファシリテーターの役割が十分に果たせず、グルー
プディスカッションの発表結果が、一部期待していたも
のとは異なる場合があった。
・来局者対応ロールプレイ2症例をDVD視聴で行った
が、研修会Bを受講したことによる変化を、より強く感
じてもらうためにも実際に行うことが望ましい。


ＤＶＤの合間に行うＳＧＤ、ロールプレイに関して、５
分、１０分程度では充分な時間がとれていないと感じ
た。ＳＧＤの時間を十分に確保ができない状況がある
が、現在の４時間３０分以上を確保となると難しい。
ＤＶＤの合間の資料配布について、事前に配布資料と
して手元に欲しいという意見が多かった。講義中の資
料配布が多いので、事前に配布しても問題のないも
のは受講者へ配布していてもよいのではないか。


・今回の研修会は、両日（A･B研修）参加を原則とした
ため、B研修の標準プログラム1（県薬役員より20分）
を割愛できたが、それができなかった場合、A･B研修
それぞれで同じような話をするのはいかがかと思う。B
研修の標準プログラム1（県薬役員より20分）はA研修
でも同様の内容で設定されているので削除してほし
い。
・実際に行った研修を収録したＤＶＤに合わせ、研修
会を進行することに不安を抱いた。全国研修会の
フィードバック等であれば問題ないと思うが、法に則る
研修としては、参加者心情が気になった。


可能であれば当研修用DVDを新たに作成してほし
い。
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46 鹿 児 島


47 沖 縄


会場 内容・プログラム（構成含む） 講師・進行役、進め方 DVD・資料 その他・全般


③研修会Bについて


鹿児島県薬では『頭痛』のDVDを用いたが、DVDの編
集および研修工程表の作成が困難を極めた。
できればDVDを流すだけで、講師の解説、資料の説
明および資料配布のタイミング、作業の解説、ロール
プレイ等の解説がまとめて編集されていたら良かっ
た。


他の都道府県で開催される研修会Bでも参加可能な
旨、周知の必要があると考える。


特に問題なかったと思いますが、グループワークで
ディスカッションが盛り上がるように、ファシリテータの
適切なタイミングの良い介入が重要と痛感しました。
今後、ファシリテータ養成講習が必要と感じました。
グループワークの盛り上がりが期待できるようなファ
シリテータの養成と事前の打ち合わせが必要。
また、時間の配分については、タイトなスケジュールと
したところに問題があります。今後は、Ａ・Ｂ研修を別
の日に行うことで解決する問題かと思いました。


受講者アンケートは必須と考えます。Ｂ研修のそれ
は、2回の研修のうち、2回目のみ実施であったため。
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1 北 海 道


2 青 森


3 岩 手


4 宮 城


5 秋 田


6 山 形


7 福 島


8 茨 城


9 栃 木


数回の開催を予定している。 現時点では、届出を行った薬局へのフォローよりも、届出がない地区へ
の働きかけをしていきたい。


来年度の研修会開催については、今年度と同様の時期・規模での開催
は必須と考えているが、今年度同様、事前アンケートも実施し、受講者
を希望する員数等を把握の上、必要があれば追加の開催を検討したい
と考えている。


当県薬では「健康介護まちかど相談薬局」の新規及びフォローアップ研
修を毎年、県内３か所で実施しており、その内容も地域包括ケアや地域
連携に関連するものなので、
健康サポート薬局のフォローアップも兼ねた内容とすることができない
か摺合せを行いたいと考えている。


コンテンツの中にゲートキーパー（自殺予防・心の悩み相談）が入ってい
ないが地域における薬剤師・薬局の活動として必要な項目かと思う。
また、健康食品や薬乱防止をやるのであればアンチ・ドーピンクについ
ても行うべきだと思う。
感染予防等の中に地震・大雨等災害時における感染予防のための下
水・トイレ等住環境の消毒等、地域の公衆衛生に係る内容も入れるべき
だと思う。


受講証明書の有効期限は３年間とされているが、健康サポート薬局に
係る研修実施要綱を満たすとする研修についてはいつまで受講証明書
の発行ができるのか？


年１回、60人程度の規模を考えている。 フォローアップ研修は必要と考えるが、開催に関しては未定である。 ｅ-ラーニングについては、音声があるとより研修内容を習得できると感
じた。


1回あたりの受講者数ではなく開催回数増を検討している。ただし、薬剤
師会以外の団体が実施する研修に企業として受講するケースもあると
考えられるため、開催数については、状況を見ながら判断する。


プログラムの押し付けとならないよう、健康サポート薬局の活動状況や
地域ニーズ等を基に、フォローアップの目的と手段を明確にしていきた
い。
本来の趣旨に鑑みて、他団体の研修を受講して届出した薬局が開催団
体ごとのフォローアップ研修を受講することとなるのであれば、地域包
括ケアシステム・地域連携に資するフォローアップ研修の意義自体不明
瞭なものになりかねないと思われる。


研修会ＡＢを各３回開催することが理想であるが、Ｂの複数回開催は日
程とマンパワーの確保が困難との意見もあり検討中。


県薬主催の既存の学術講演会や生涯学習で取り上げてはどうか。（こち
らは研修認定薬剤師の単位の対象）


研修会A、Bともに年１回程度。
OTC品目数等ある程度要件を考慮した基準を設定し、数十人規模。


現時点では未定。
例えば、既に研修を終えた薬剤師のフォローアップとして、聴講のみの
参加等と合わせて研修会A,Bを企画することは可能か？


今年度と内容が同様での開催ならば、研修会A、Bとも各１～２回（１回
約６０名）


健康サポート薬局の届出をして実際に掲示を行っている薬局には、実
施した内容の報告は監督官庁には必須だと思います。掲示をしたが、
何もしない薬局が現れてからでは質の低下が甚だしくなると思われま
す。地域への貢献がないと判断した場合は、届出を差し戻すか更新させ
ないなどの行政の措置も必要だと思います。
フォローアップこそは、これから盛んになるであろう多職種連携を念頭に
各地域薬剤師会が内容を考えて実施するのが適切と思います。


今年度第1回目の研修に多数の応募がありお断りした経緯があったた
め，12月25日に2回目を計画している。来年度については，その研修会
の応募結果を見てから検討するので，現時点では未定である。


健康サポート薬局を名乗るためには，地域住民の健康サポート実績や
医療や介護，福祉との連携がすでにできていることが前提となっている
ため，すでに健康サポート薬局になっている薬局を対象とした講習会等
については，現時点では開催予定がない。
本会としては，これから健康サポート薬局になろうとしている薬局のフォ
ローが重要と認識しており，健康サポート薬局のことも含めた，今後の
薬局のあり方に関する研修会を，今年度事業として地域単位に実施す


具体的予定はないが、開催の予定である。
他道府県の状況を参考に取り組みたい。


地域薬剤師会の実情を把握しきれていない。また、実際に健康サポート
薬局の届出をした（しようとしている）薬局の有無を把握できていないの
で、具体的方法等は決まっていない。
また、当県では、極端に会員数の少ない地域薬剤師会があり、他職種も
その地域だけで完結出来ないところがある。過疎地域においては、地域
での講習会は困難だと思われる。


来年度の研修会の開催計画についての現時点での考え
健康サポート薬局の届出を行った薬局に対するフォロー
アップの機会（地域ごとの講習会など）についての現時
点での考え


e-ラーニングについて 修了証発行体制について
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10 群 馬


11 埼 玉


12 千 葉


13 東 京


14 神 奈 川


15 新 潟


16 富 山


来年度の研修会の開催計画についての現時点での考え
健康サポート薬局の届出を行った薬局に対するフォロー
アップの機会（地域ごとの講習会など）についての現時
点での考え


e-ラーニングについて 修了証発行体制について


今回の受講者の意見などを取り入れながら、基本的には期の研修内容
に準じた計画を立てる予定。


周辺の都道府県薬と情報交換しながら検討するが、現時点では来年度
の「健康サポート薬局研修」に集中し、届出済みの薬局へのフォロー
アップは考えていない。


回数：研修会Ａ、研修会Ｂ　各１回
規模：Ａ，Ｂ　各２００人


今後、検討していく予定。


研修会Ａと研修会Ｂをそれぞれ1回
それぞれ200名程度


地域ごとに、地域包括ケアシステムに関して、研修会等を開催して、フォ
ローアップ研修会を開いてもらう


東京都の場合、会員数は7,000人以上、会員以外も含めると2万人以上
の薬剤師が健康サポート薬局研修を受ける権利がある。このような実
情から研修会A，B共に各地区の薬剤師会の協力も考慮に入れて開催
することが望まれる。また、各地区で日薬作成の実施要項通り、研修会
が行えるよう伝達講習会を複数回、開催することになると思われる。そ
のため都薬では役員を中心とした健康サポート薬局ワーキンググルー
プを組織し、より充実した体制構築を行う予定である。また、都薬独自で
研修会A，B共に年2回程度開催する予定だが、会員ニーズを十分把握
しながらアレンジしていきたいと考えている。


まずは健康サポート薬局の届出を行った薬局をしっかりと把握し、その
上でそれぞれの地区の実情にあったフォローアップが必要であると考え
る。その方法等については、日薬としての健康サポート薬局に対する
フォローアップの仕方や同研修会に必要な要件を提示して頂きたい。ま
た、マニュアルもできれば作成して頂き、その上で東京の地域にあった
フォローアップができるように都薬のワーキンググループや委員会等で
ブラッシュアップし、指導者講習会を含めて各地区薬剤師会に伝達した
いと考えている。来年度の早い時期に日薬の指針を作成してもらいた
い。


健康サポート薬局におけるｅ－ラーニング講座のコンテンツは、いつま
で静止画なのか?　コストに見合う内容に検討するべきだと考える。


今のところ未定ですが、複数回は開催すると思います。 確かにフォローは必要ですが、現状では届出事態が困難な状態である
ので、今後の事を精査している段階ではありません。
一段落したところで検討に入る課題だと感じています。


e-ラーニングは、動画コンテンツとならなかった割には充実した内容だと
感心します。


研修会Ａ、Ｂともに１回開催を予定。 　「健康サポート薬局」となった薬局の報告会のようなものが必要ではな
いかと考える。（今後、「健康サポート薬局」を目指す薬局にも参加いた
だけるようなものも有効と考える。）
　このような報告会を開催する場合には、地域薬剤師会単位で開催する
ことが有効だと考える。


年1回　富山市（中心部）　Ｍａｘ50人 全く検討していない。他県の情報があれば教えてほしい。
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17 石 川


18 福 井


19 山 梨


20 長 野


21 岐 阜


22 静 岡


来年度の研修会の開催計画についての現時点での考え
健康サポート薬局の届出を行った薬局に対するフォロー
アップの機会（地域ごとの講習会など）についての現時
点での考え


e-ラーニングについて 修了証発行体制について


今回は1薬局2名までとした。また、会場の収容人数に制限があったた
め、次回開催時に振り替えてもらったため、継続して行わなければなら
ないと考えている。1回100名程度と考えると、すべての薬局に1人とし
て、少なくとも4回開催が必要。


かかりつけ薬局薬剤師機能促進事業にて「セルフメディケーション支援
薬剤師の養成」、しっかり服薬推進事業にて「ホームヘルパー、介護士
を対象に研修会」健康情報拠点推進事業にて「薬局店頭並びに地域で
の健康相談機能の充実」を目的とした支援を行う。


年1回以上は開催しようと考えている。 研修会Ｂはフォローアップのためにも様々な疾患で行ってほしいという
要望がある。フォローアップのための研修会とするよりも研修会Ｂを兼
ねて開催できるとよいと思うが、受講料や受講者募集方法などが煩雑に
なるのではないかと懸念している。


希望者がいる場合（○○人以上）に実施 保健所や市町村が主体となって行う研修会やケア会議などの情報を伝
え、利用してもらう。また、地域薬剤師会と連携して講習会を開催する。
健康サポート薬局の機能が周知されれば、研修会のニーズも高まるの
ではないか。


日本薬剤師研修センターで行う研修終了証の費用が安くならないか。
また、県へ提出時に研修終了証ではなく、３講座の受講証明書の添付
でも可能にならないものか。


健康サポート薬局研修会A 平成28年4月16日（日）開催予定　定員300
人(予定)
健康サポート薬局研修会B 平成28年4月下旬～5月開催予定   定員260
人(予定)
　※A・Bとも1回開催予定


・長野県では今年度医療介護総合確保基金を使って、各地域薬剤師会
に在宅医療にかかわるワールドカフェの開催をお願いしている。このよ
うに各地域における「多職種との顔の見える関係づくり」を県薬としても
今後も応援する体制をとっていきたい。
・長野県ではまだ申請した薬局は無い状態で、具体的な支援体制は検
討していない。
ただし、喫緊の課題として、日本薬剤師会で制定したロゴマークを県薬
としてどの様に活用していくかの検討には早急に入りたいと考えてい
る。
・各地域薬剤師会や各薬局での取り組みを県薬のHP等を使い広く住民
に公表していくシステムを今後検討していきたい。


・e-ラーニングは非常に質が高く、素晴らしい内容である。短時間でこれ
ほどの資料を作成した講師陣に敬意を表したい。印刷して、手元で利用
したいと考えるがそれはいかがか。 ｅ-ラーニングの学習方法の進め方
を検討すれば(一定の時間をかけなければ進めないような方式など)、資
料を印刷して利用できるようになるのではないかと思うので検討してい
ただきたい。


県薬剤師会としては各1回（100名程度） 健康サポート薬局及び地域薬剤師会で対応


○１回目
日時　4月2日　Ａ研修　13：30～18：00
4月9日　Ｂ研修　13：30～18：00
場所　静岡商工会議所
募集人数　150名程度
○２回目
来年度予算措置の中で２回目を検討する予定


本来、「健康サポート薬局」になることより、なった後のほうが重要である
ことを伝えているが、当面は軒数の増加を第一に置くべきであると考え
る。ある程度、この制度が進んで様々な問題点、改善の余地のある点な
どが検証された後でないとフォローアップは難しいと考える。
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23 愛 知


24 三 重


25 滋 賀


26 京 都


27 大 阪


28 兵 庫


29 奈 良


30 和 歌 山


31 鳥 取


来年度の研修会の開催計画についての現時点での考え
健康サポート薬局の届出を行った薬局に対するフォロー
アップの機会（地域ごとの講習会など）についての現時
点での考え


e-ラーニングについて 修了証発行体制について


年度の届出状況・会員からのご意見要望等を勘案して開催計画を策定
予定。
現時点では年間２～３回、A・B通しで１００名前後は開催予定。


地域毎での講習・研修会は必須であり、各地域と協議の上検討したい ｅ-ラーニングの音声がないのが不満であるとの声を多数寄せられてお
りますので、ご検討いただければと思います。


平成29年度研修会開催予定：研修会Ａ・Ｂ　各1回
受講対象者：平成28年度において受講していない者


健康サポート薬局の届け出を出した薬局に地域包括ケアセンターの担
当になってもらい、定期的な訪問と意見交換を行ってもらい。
そこから依頼を受けたおくすり相談などを同じ地域のほかの薬局に依頼
してかかりつけ薬剤師業務の橋渡しをすると良いと思います。
その場合に、健康サポート薬局以外の薬局の協力も不可避であり、そ
の薬局に対する説明会も必要と考えます。


・滋賀県では、来年度も 低一回は実施していきたい。今回は急がず、
まずはかかりつけ薬局という部分に重きを置いてほしいというスタンスを
会員に伝えたので、次回は少し実施を早める必要があると考えている。
・規模は今年と同じ規模を想定している。


・健康サポート薬局が地域で健康サポート薬局研修会を実施するとよい
思う。
・健康サポート薬局の薬剤師を集め、フォローアップ研修会を年一回以
上行う必要を感じている。


２～３回／年
１００名／回


研修会の開催
・健康食品・サプリメントと医薬品の相互作用
・ＯＴＣ医薬品の販売講座（かぜ編・胃腸編等 シリーズで開催）


研修会への受講希望者数も踏まえ、担当役員で検討の上、進めて行き
たい。


健康サポート薬局の届出を行った薬局のある支部に対して、支部ごとで
地域の実情に則した研修会等の開催をお願いしたい。


知識習得型研修（e-ラーニング）の受講料が高すぎる。


年間2回　150名/回程度。
県内で約350の健康サポート薬局を目標としています。
H28年10月までの研修実施で598名が受講済みとなっております。常駐
薬剤師をクリアするために1薬局 低2名→合計700名を今年度中に受
講済みとしたいと思います。


10月20日現在、届出数0件です。
現在、フォローアップについては検討中です。


年間、１～２回の開催 未定
定期的なフォロー研修は必要と思う


今年度と同規模予定 薬剤師会より、講習会開催を促すＰＲ広告、キャンペーンをうつなどご支
援願います。例えば、推奨講習会やテーマの提供など。


不明 良


今回は初めてですので、多くの会員が受講されました。来年度以降は１
０～２０名位になるのではと考えています。年１回程度、希望者を募り実
施したいと考えています。


地域ごとでのフォローがベストと思われますので、支部単位で対応し、
問題点があれば、県薬として対応していきたいと思います。


ｅ-ラーニングで、受講内容（テキスト）を印刷できると便利だと思います。
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32 島 根


33 岡 山


34 広 島


35 山 口


36 徳 島


37 香 川


38 愛 媛


来年度の研修会の開催計画についての現時点での考え
健康サポート薬局の届出を行った薬局に対するフォロー
アップの機会（地域ごとの講習会など）についての現時
点での考え


e-ラーニングについて 修了証発行体制について


研修会ＡＢを２回ずつ行いたいが、受講希望者が少ない可能性があり実
際に行えるのか不明。規模は今回の３分の１～２分の１程度になると思
う


島根県薬剤師会の規模では単独でフォローアップは困難と思う。今回の
研修会のように日本薬剤師会で講習会のプログラムを作成していただ
きそれを地域の実情に合わせて行えればと思っている。
島根県では健康サポート薬局の届出ができる薬局は地域の中心的な
薬局なので、健康サポート薬局間で講習会が行えるようにサポートはし
ていきたい。


・スタッフ側の手間から年間2 回で研修会AB を1 日で開催する
半年に1 回の割合 4 月と9 月で
・会場の関係から120 名程度で募集


・支部単位で他職種との研修会の開催
・地域包括会議への参加推進
・各団体トップへの県薬剤師会としての理解と協力の働きかけ


○来年度の早い段階で東部西部で各1回開催予定
（数回の開催を続ける必要を感じる）
参加人数は今年度と同じ東部60名　西部120名程度
受講希望者が少なくなれば、年に1回　県内1会場
○今回終了後どれだけの数の薬局が健康サポート薬局を標榜できるか
不明。
1日でAB研修を行ったが、スタッフも受講者も疲れた
別研修も考える必要があるかも


○現段階では届出を行った薬局以前に各薬局が連携資源の作成を行う
際、諸団体に迷惑のかからないように各支部単位で各団体との理解を
求める活動が行えていない
○薬局が積極的に外へ出る必要を訴えた
○広島県では四師会、リハビリテーション、訪問看護、栄養士の地域ケ
アシステムに向けて会議も多く、それらをつなげていく予定
○来年5月には四師会による地域ケアシステムフォーラムを開催予定、
その他、地域薬剤師会にも薬剤師主導の多職種研修も行っており、充
実を目指す
○質を高めるための継続研修が必要


毎年８月末の日曜に１日でＡ研修、Ｂ研修を開催予定
具体的にはH29.8.27（日）の１日で実施。定員は８０名。H28年度と同一
内容


・地域毎の講習会をフォローアップする機会は特段設けていないが、実
施する場合には助言等アドバイスする体制があることは周知している。
・具体的には決まってないが、薬剤師会の各地域に「地域医療連携」支
援窓口の設置、「地域医療連携システム」研修の実施などが開催できれ
ばと考える。


２９年度は、研修会A、Bとも各１回開催予定です。参加人数は、今年度
（170人）に比べ、かなり少なくなるものと予想しています。


地域で講習会などを実施する際には、県薬剤師会として、資金面を含め
て支援していく予定です。


・今年度の経験を踏まえて、より充実させたいと考える。
具体的には未定であるが、１回、１００名程度の実施を考えている。
ＡＢを１日で実施するか、２日に分けるかについては、開催時に検討した
い。


・健康サポート薬局委員会を設置しており、多職種連携を県薬（支部を
含め）を中心にうまく稼動させていきたい。国の大方針に基づき、面に広
げることが大切と考える。
・薬局薬剤師の大前提である、調剤･医薬品の供給・薬事衛生のバラン
スが取れたものにしたい。そのために、①今回の研修Ｂを繰り返し実施
する。②地域における一般用医薬品の仕入先確保。③地域で活動でき
る場（会員が主となるお薬相談・講習会（一般の方向け）等を考える。）


ｅラーニングは、１回 長でも１時間程度としていただきたい。


年１回　理想は５０～６０名程度とし、 大で１００名。ＯＴＣの条件等が
厳しく参加は今年より少なくなるのではないか？


・届け出の要件（ＯＴＣ薬、営業時間、セミナーの開催など）が多すぎて、
これらの確認・フォローでは地域ケアシステムの中では意味がなく、地
域の実情に合ったものを全体の中でのフォローする必要があると考え
る。
・地域毎の講習会は、地域でリーダーシップを発揮できる薬局（支部長
の薬局とは限らない）が核となり、好事例や多職種連携の事例を紹介す
るのが良いと思う。
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39 高 知


40 福 岡


41 佐 賀


42 長 崎


43 熊 本


44 大 分


45 宮 崎


来年度の研修会の開催計画についての現時点での考え
健康サポート薬局の届出を行った薬局に対するフォロー
アップの機会（地域ごとの講習会など）についての現時
点での考え


e-ラーニングについて 修了証発行体制について


年１回　参加希望者での開催。 ・従来より当会在宅・介護委員会では県の助成を受け多職種連携の一
環として、多職種を交えた在宅に関するケアカフェを開催している。来年
度以降は未定であるが、これをフォローアップの機会とできないかと考
えている。
・本質問の主旨とはずれるが、自己研鑽の方法を学び、それを継続する
ことを目的とする研修会Bでは、受講修了者に次年度からの研修会Bの


１～２回/年、１回２００名程度を想定している。 考えていない。


・研修会Ａ・Ｂ1回ずつでは少ないと思う フォローアップの研修会は必要です。
・申請時の手順書等の見直しもフォローしていく必要があると思われる。


・何回も見直せて良かった。
・著作権の関係もあると思うが、印刷できたら、学習したものを冊子にで
きるし読み返して確認できる。


・スムーズに修了証を手にすることができた。
・修了の確認メールは良かった。


現時点では、初年度という事もあり、年2回の開催がベストであると考え
ています。
研修会Aについては、外部講師を準備する関係で、大規模に開催しても
良いが、研修会Bについては中小規模で開催するのが良いと思います。


地域によって実情が異なると思われます。アンケートなどを行い、きめ細
かいフォローアップのニーズを探る必要があると思います。


参加者30～40名、年２回開催 定期的に（年１回程度）、健康サポート薬局の実施状況と、実施内容の
確認アンケート調査を実施する。
トリアージなどを含めた研修会、他職種との連携会議の実施のフォロー
を行っていく。


今年度実施した１００人規模のものをＡ・Ｂともに年に１～２回程度を検
討している。


土曜の午後に薬局を閉めることができないところもあるようなので、日曜
もしくは祭日で1日かけ両研修を行うことを考えている。
開催回数は1回は確実に行うが、複数回は参加申し込み状況によって
検討する。
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46 鹿 児 島


47 沖 縄


来年度の研修会の開催計画についての現時点での考え
健康サポート薬局の届出を行った薬局に対するフォロー
アップの機会（地域ごとの講習会など）についての現時
点での考え


e-ラーニングについて 修了証発行体制について


受講希望者が少ないことが考えられることから、鹿児島会場のみで研修
ABを各２回程度実施する方向性。


健康サポート研修Aについては、各地域包括ケアシステムの単位で多
職種を交えた研修会を開催することが重要と考える。
今後は、各地域薬剤師会において多くの薬局が参加して健サポ研修A
と同様な研修会を開催して頂けるよう呼び掛けていく予定。（必要な資
料等は県薬でサポート）


沖縄本島2回以上
離島（宮古・八重山）各1回以上
以上は、各地区薬剤師会のリクエストを取ってから企画したい。
また、Ａ・Ｂ研修は別々の日に企画予定
離島への他職種の演者は、許可を得て内容をＤＶＤ等で提供する（本年
通り）
その他、地区薬レベルでの実施も考慮する。その際はあらかじめ講師
の養成についても企画に入れる。


県薬としては、開催主体はともかくとしても講習会企画の必要性は理解
している。実施方法は、コンテンツ案を示しながら、同時にリクエストも
取って、実施内容を決めて年間スケジュールを示したいと考えている。
健康サポート薬局の届出を行った薬局とこれから届け出を行う薬局で
フォローアップ（の希望内容）が異なるかどうかは県薬としても大変興味
のあるところである。
ただし、上記の実施については、地区薬剤師会で行えればそのように実
施することが望ましいと考えているが、離島県ゆえ、無理ならば県薬が
離島へき地を含めコーディネートや出前講習会を開催することは辞さな
い。
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都道府県薬剤師会 研修実施責任者アンケートより 


健康サポート薬局を地域で活用する事業の予定 
 
予定あり 
富山 薬局、薬剤師健康創造拠点化推進事業（主体：富山県薬剤師会、富山県） 
岡山 電子お薬手帳を活用した選択的な情報提供による地域健康サポート事業（主体： 


岡山県） 
香川 薬局ビジョン事業委託事業「へき地から始まる健康サポートプラットフォーム構


築事業」（主体：香川県･香川県薬剤師会・坂出市薬剤師会） 
へき地を対象に、多様な関係者の連携による健康サポートプロジェクトの実


施を通じて、地域住民や多様な関係者との顔の見える関係作りや、薬剤師・


薬局のあり方など地域に応じたサービスを提供していくための検討･調整を


行う「プラットフォーム（基盤）」を構築する。  
 
その他の取り組み 
熊本 県薬剤師会で健康サポート薬局のリストを作成し、ホームページ上でリストを公


開する 
宮崎 「めざせ三ツ星薬局」事業（主体：宮崎県薬剤師会） 


※健康サポート薬局の活用ではないが、会員薬局が健康サポート薬局となった時


に名ばかりのものとならないよう、実績づくりおよび経験を目的に実施。 
沖縄 薬局と診療所の連携の中で健康サポート薬局を生かした取り組みを模索中。でき


ればその連携の中で、健康サポート薬局を増やしていきたいと考えている。具体


的には、認知症（新オレンジプランの活用）、自殺念慮のある方への診療所等医療


機関への通報・受診勧奨を含む内容として検討中。また、疾患別に重症化予防（2
次予防）ならびに発症予防（1 次予防）の企画を考慮中である。疾患としては、糖


尿病、ＣＫＤなど。事業主体は、薬剤師会と医師会等および行政（県または市町


村）を考えている 
 
具体的に情報をいただいた県のみ記載。その他の県は「b 具体的にないが、今後検討し


たい」との回答。 
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Ａ健康サポートのための多職種連携研修 標準プログラム 


（ ）内は講師 


 


◎ 冒頭、主催者より、挨拶・研修会の流れの説明を行う 


 


１ 基本理念 【40 分】 


-１ 健康サポート薬局の基本理念（日薬・共通 DVD 教材を予定） 【20 分】 


   薬局・薬剤師の基本的理念（薬剤師法第一条など）を踏まえた健康サポート薬局の姿につ


いて、研修の導入的・総論的な内容を予定。 


 


-２ 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアに対応した薬局・薬剤師（県薬役員） 


【20 分】 


1-1 を受けて、健康サポート薬局の理念と役割、それを地域でどう活かしていくか、当該県


の薬剤師の指導的立場から講義を行う。 


 


２ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状 【80 分】 


-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待（健康担当行


政）【30 分】 


    ・行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や係


者（職種、機関など）の関わりなどについて総論的な講義 


    ・健康サポート薬局に期待することなど 


 -２ 各者の取り組み（他職種、保険者など） 【（例）20 分×2例＝40 分】 


    ・健康づくりの取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予防、重症化


予防など）を行っている他職種等の取り組み 


    ・専門職としてのサービスにとどまらず、行政等と連動して地域の仕組みとして機能し


ている取り組みの事例があるとなおよい   


  -３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（県薬役員）【10 分】 


    ・「３ 演習」では、地域の関係者の名称や役割に関する資料を用いることとしており、


演習で資料を使用する旨の説明を兼ねつつ、地域の関係者に関する情報を説明。 


※事前に情報収集し資料作成する必要がある（とある地域の一例でも可） 


 


◎ 休憩を挟む 


 


３ 演習《健康サポート薬局の基本理念及び、地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬


局としての役割を発揮するための各職種・機関との連携による対応等に関する演習》 


（演習司会者、補佐役が必要）【115 分】 


 演習はグループ討議式が必須とされています（研修要綱より）。スクール形式のレイアウト


を基本としつつ、演習のタイミングで、前後左右の数名でグループ化して行う方法を想定


していますが、受講人数に応じて、島型配置等も考慮してください。 


 また、集合研修においては確認試験に替えてレポート提出といたします。そのため、個人


でレポートを作成しながら演習に取り組んでいただきます。 


 演習は、グループ討議を通じて知恵を出し合いながら、自身で考えるプロセスを身につけ


ることを目的としています。そのため、グループ討議を行いつつも、作業自体は個人単位







で行います。 


 「２－３」で説明した資料を演習で用います。（注）ただし。これが即、健康サポート薬局


の基準にある「関係機関のリスト」ではないことに留意。各薬局では事前の連携（薬剤師


会を通じての連携でも可）を踏まえて当該地域のリストを作成する必要があることに留意


する。 


 


-１ アイスブレイク 【15 分】  


健康サポート薬局とは  


・プログラム 1・2を踏まえて、健康サポート薬局についてのその時点での思い等を、前後


左右の４名程度で組になって話し合う。【10 分】 


・ 後に、２名ほどに発言してもらう。【5分】 


 


-２ ケーススタディ【80 分】 


地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬局としての役割を発揮するための各職種・


機関との連携による対応等に関する演習 


①グループ討議 【50 分】※各県で研修時間が確保できるなら、もっと長めに設定 


・前後左右の４名でグループ化し、ケースを用いて対応を討議（作業用紙あり） 


   ・グループ討議をしながら、自身の気づき・対応等を作業用紙に書き込んでいく 


   ・ケーススタディの 後にはレポート用紙に整理 


  ②発表（全体）【30 分】 


   ・何名かに発表・意見交換（ケース 1つにつき１名程度） 


 


-３ 演習のまとめ 【20 分】 


 ①作業 【15 分】 


   ・研修会を受講して、あらためて、自身の考える健康サポート薬局の役割や業務、今後の


意欲等を考え、レポート用紙に記載 


  ②発表（全体）【５分】 


   ・２～３名に、演習前と比較しての考え方の変化等を発表いただく 


 


４ まとめ（１－２の講義を担当した県薬役員または３演習の司会者など）【５分】 


  前半の講義、後半の演習を踏まえて、まとめ（健康サポート薬局の役割の再確認、地域での


活かし方など） 


    


◎閉会挨拶は「４ まとめ」と兼ねてもよい。 


 


■留意点■ 


 挨拶・休憩や、作業の延長等を考慮すると、研修会の時間として４時間半程度を確保したほ


うがよい。 


 「２－３」の資料については、事前に情報収集し資料作成する必要がある（とある地域の一


例でも可） 


 健康サポート薬局研修実施要領に規定する研修とは別途、プログラム２及び３にあたる部分


については、地域包括ケアシステムの単位で勉強会等を開催することが望ましい（フォロー


アップ研修を行うなど）。 
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健康サポートのための
多職種連携研修（仮称）について


【研修会A】


～研修会企画・運営のポイント～







研修会Aがカバーする研修項目


2


研修項目 学ぶべき事項 達成目標 時
間


健康サポート
薬局の基本理
念


１．健康サポート薬局の
概要（理念、各種施策・
制度、背景等）


２．健康サポート薬局の
あるべき姿に関する演習


１．健康サポート薬局の社会的な位置付け
を説明できる。


２．健康サポート薬局の社会的ニーズを的
確に把握でき、健康サポート薬局及び薬剤
師のあるべき姿に向けて努力することがで
きる。


１


地域包括ケア
システムにお
ける多職種連
携と薬剤師の
対応


１．地域包括ケアシステ
ムにおける当該地域の医
療・保健・介護・福祉の
資源と役割の現状


２．地域包括ケアシステ
ムの中で健康サポート薬
局としての役割を発揮す
るための各職種・機関と
の連携に関する演習


１．地域包括ケアシステムにおける当該地
域の医療・保健・介護・福祉の資源と役割
の現状について、地域住民の目線でわかり
やすく説明できる。


２．薬局利用者から健康の保持・増進に関
する相談等を受けた際、適切な職種・機関
へ紹介することができる。


３．地域包括ケアシステムの中で各職種・
機関と連携した対応を行うことができる。


３







研修会Aのねらい


かかりつけ薬剤師・薬局として、医薬品等に関する相談や
健康相談への対応を行える薬剤師・薬局が、より一層、国
民の病気の予防や健康サポートに貢献できるよう、健康に
関する幅広い相談に対応でき、地域の社会資源と連携し
て相談解決に向けた提案や支援を行える力を身につける。
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 人口構造の変化（不健康寿命の長期化）、疾病構造の変化、支え手の不足（財源の不足、
医療・介護の担い手の不足）により、医療のあり方・提供体制のあり方が「医療機関完結
から地域完結」、「発症させない、重症化させない」へ変化してきている中、薬剤師にも薬局
にも、「予防の視点」は必須である。


 予防から介護までの幅広い視点を持ち、地域住民の生活全体をとらえることで、健康上の
問題点に早期に気づき、薬剤師・薬局が提供できる解決策に加えて地域社会・他職種との
つながりにより問題解決に向けた提案や助言等の支援を行うほか、地域住民の身近な相
談先として継続的なサポート等を行える視点と力を養う。







社会の変化・医療構造の変化


• 人口構造の変化（不健康寿命の長期化）


• 疾病構造の変化


• 支え手の不足


（財源の不足、医療・介護の担い手の不足）


医療のあり方・提供体制のあり方の変化
「医療機関完結から地域完結」へ


「発症させない、重症化させない」へ


薬剤師にも、薬局（医療提供施設）にも、予防の視点が必須


 薬物治療だけでなく、発症前（予防・健康の維持増進）からの関わり
 ライフステージを通じた関わり
 地域の保健・衛生との関わり
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（参考）







地域包括ケアシステムに対応した
薬局・薬剤師へ


地域包括ケアシステムは、高齢化等の社会構造の変化を踏まえて
提唱されている、「住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提
供体制」


予防から介護までの
幅広い視点と


対応力


薬局・薬剤師


地域社会、他職種との
つながり


対「患者」に加え、対「地域」へ 健康サポート薬局
5


（参考）







研修会Aの標準プログラム
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１ 基本理念 【40分】
-１ 薬局・薬剤師についての総論（日薬・共通DVD教材を予定） 【20分】
-２ 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアに対応した薬局・薬剤師（県薬役員）【20分】


２ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状 【80分】
-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待（健康担当行政）【30分】
-２ 各者の取り組み（他職種、保険者など） 【（例）20分×2例＝40分】
-３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（県薬役員）【10分】


３ 演習（演習司会者、補佐役、スタッフが必要）【115分】
-１ アイスブレイク 【15分】


健康サポート薬局とは


-２ ケーススタディ【80分】
地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬局としての役割を発揮するための各職種・機関との連携に
よる対応等に関する演習
①グループ討議 【50分】※各県で研修時間が確保できるなら、もっと長めに設定
②発表（全体）【30分】


-３ 演習のまとめ 【20分】
①作業 【15分】
②発表（全体）【5分】


４ まとめ（１－２の講義を担当した県薬役員または３演習の司会者など）【5分】







実施方法・留意点


研修の趣旨としては地域ごとに実施することが
望ましいが、現実的な観点から、県薬単位で開
催することを標準として考えます。


演習はグループ討議式が必須とされています。
スクール形式のレイアウトを基本としつつ、演習
のタイミングで、前後左右の数名でグループ化し
て行う方法を想定しています。


受講人数に応じて、島型配置等の考慮も一案で
す。
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その他
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• 挨拶・休憩や、作業の延長等を考慮すると、
研修会の時間として４時間半程度を確保した
ほうがよい。


• 「健康サポート薬局研修実施要領」に規定す
る研修会は、県薬単位の開催を標準と考えて
いるが、プログラム２及び３にあたる部分につ
いては、地域包括ケアシステムの単位で勉強
会等を開催することが望ましい（フォローアッ
プ研修を行うなど）。







研修内容・方法について
（その１：前半・講義部分）







-1 薬局・薬剤師についての総論


 薬局・薬剤師の基本的理念（薬剤師法第一条など）を踏まえた健康サポート薬局の
姿について、研修の導入的・総論的な内容を予定。


 薬剤師法の理念を踏まえた薬剤師の職能、薬剤師のあるべき姿について。特に、
「公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保する」という点
について、薬剤師としてどのような役割が担えるかという意識付け、及び健康サポー
ト薬局に必要とされる視点と力について。


 全研修会で共通の内容が実施できるよう、教材はDVDを用いる。
（７月中旬完成見込）


-２ 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアに対応した薬局・薬剤師


 1-1を受けて、健康サポート薬局の理念と役割、それを地域でどう活かしていくかを、
当該県の薬剤師の指導的立場から、当該県の役員から講義を行う。


 当該県の実情を踏まえて、地域包括ケアシステム（医療・介護だけでなく、予防・健
康づくりに対する役割に目を向けさせることに重点を置く）に対応する薬局・薬剤師と
してのあるべき姿や業務、地域で求められる役割等について。
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１ 基本理念 【40分】
-１ 薬局・薬剤師についての総論（日薬・共通DVD教材を予定） 【20分】
-２ 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアに対応した薬局・薬剤師


（県薬役員）【20分】
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２ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状
-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待


（健康担当行政）【30分】
-２ 各者の取り組み（他職種、保険者など） （例）20分×2例＝60分
-３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（県薬役員）【10分】


 行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的
な事業や関係者（職種、機関など）の関わりなどについて総論的に


 健康サポート薬局に期待すること


 行政や保険者（国保、後期高齢者広域連合）として、薬局・薬剤師との協働
の可能性等について語っていただけるとなおよい。


 研修会への協力依頼を契機に、当該県における健康サポート薬局の推進、また薬局・薬
剤師が更なる役割を発揮できるよう、事前に、薬剤師会から健康サポート薬局について健
康担当課への説明・意見交換などを積極的に行い、行政の様々な取り組みへの協力関係
の構築や、将来的な健康施策・保健事業等との連携の可能性等を視野に入れた協議を行
うことを推奨する。


 また、薬剤師会が中心となって健康担当行政と連携することによって、健康サポート薬局
が健康サポート機能を発揮する上で必要な、地域における連携体制の構築の基盤を築く
ことにつながる。







 健康づくりの取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予
防、重症化予防など）を行っている他職種等の取り組み


 専門職としてのサービスにとどまらず、行政等と連動して地域の仕組みと
して機能している取り組みの事例があるとなおよい
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２ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状
-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待


（健康担当行政）【30分】
-２ 各者の取り組み（他職種、保険者など） （例）20分×2例＝60分
-３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（県薬役員）【10分】


 薬局が、健康サポート機能を発揮するには、地域の他職種や関係機関が、地域住民の健康の保
持増進のためにどういうサービスを提供しているか、またどういう枠組みで提供されているかを知
る必要がある。


 この研修項目では、健康づくりの取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予防、
重症化予防など）を行っている他職種等の取り組みを紹介いただく。また、その職種の本質的な職
能に基づくサービスの紹介にとどまらず、その職種が行政等と連動して社会的な役割を果たして
いる取り組みの事例があるとより望ましい。


 研修会の企画運営に際しては、事前に、薬剤師会から健康サポート薬局について他職種・機関へ
の説明・意見交換などを積極的に行い、各者の様々な取り組みへの協力関係の構築や、具体的
な連携を視野に入れた協議を行うことを推奨する。


 また、薬剤師会が中心となって健康担当行政と連携することによって、健康サポート薬局が健康
サポート機能を発揮する上で必要な、地域における連携体制の構築の基盤を築くことにつながる。







 このパートは、講義から演習へのつなぎの役割を果たす。


 後半の「演習」では、地域の関係者の名称や役割に関する資料を用いる
こととしており、演習で資料を使用する旨の説明を兼ねつつ、地域の関係
者に関する情報を説明する。


【留意点】


• 事前に情報収集し資料作成する必要がある（演習にあたっては、とある
地域の例でも可）


• ただしこれが即、健康サポート薬局の基準にある「関係機関のリスト」で
はないことに留意。各薬局では、事前の連携（薬剤師会を通じての連携
でも可）を踏まえて当該地域のリストを作成する必要があることに留意す
る（事前に連携がとれるまでできればベスト）。
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２ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状
-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待


（健康担当行政）【30分】
-２ 各者の取り組み（他職種、保険者など） （例）20分×2例＝60分
-３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（県薬役員）【10分】







研修内容・方法について


（その２：後半・演習部分）







演習にあたって


 演習はグループ討議式が必須とされています。スクール形式のレイアウ
トを基本としつつ、演習のタイミングで、前後左右の数名でグループ化し
て行う方法を想定しています。


 演習の総合的な司会者、補佐役（数名）、スタッフ（資料配布等）が必要
です。


 グループで討議を行いつつ、作業そのものは個人ベースで行っていただ
きます。そのため、グループ内で「発表者」「書記」などを決める必要はあ
りません（グループ内の議論のリード役はある程度必要。自然と進めば
よいが、難しそうなら助言する）。


 また、ホワイトボードやマジック、カード（ポストイット）等の事務用品も必
要としません。参加者が持参する筆記用具（多色ペンやラインマーカー
の持参を推奨）で十分と考えられます。
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演習の準備


《準備物》


・ケーススタディ題材が書かれたワークシート（作業用紙）


（A3サイズがよい）


・筆記用具（各自持参）※多色ペンやラインマーカー推奨


・レポート用紙（研修会資料として所定様式を配布）


《人的資源》


・演習の司会者


・補佐役数名（司会者の補佐、演習の助言など）


・スタッフ（会場係、マイク係等）
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 受講者には、レポート用紙に前半の講義を聞きつつ自身の気づきや考え
等をメモしながら受講していただく（自由に）。※冒頭その旨案内


 プログラム1・2を踏まえて、健康サポート薬局についてのその時点での思
い等を、前後左右の４名程度で組になって話し合う。（10分程度）


 最後に、2名ほどに発言してもらう。（5分程度）
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３ 演習
-１ アイスブレイク 【15分】
-２ ケーススタディ【80分】
-３ 演習のまとめ


 前半の講義を踏まえた自身の考え等を発言しあうことで、アイスブレイク兼、
自身の理解を深めていただくたことを目的とします。


 自由な意見交換とし、グループで結論を導く必要はありません。







 前後左右の４名でグループ化し、ケースを用いて対応を討議（作業用紙
あり）


 グループ討議をしながら、自身の気づき・対応等を作業用紙に書き込ん
でいく（グループで一つの結論とする必要はない）
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３ 演習
-１ アイスブレイク 【15分】
-２ ケーススタディ【80分】 （目安）作業50分+発表30分
地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬局としての役割を発揮する
ための各職種・機関との連携による対応等に関する演習


-３ 演習のまとめ


 このパートでは、ある背景を抱えた人物を題材に、その人物に発生しうる健
康上・生活上の問題点などを推測し、課題解決に向けたケーススタディを行
います。


 ケーススタディでは、「相談があったときの答え方」ではなく、相談に対応す
る際の思考のプロセスを身につけます。可能性を検討し、情報を引き出し、
解決策を判断し提案する、そうした一連のプロセスをケーススタディにより体
験します。







ケーススタディの題材（例）


A 父の物忘れが多くなり心配です。


B 一人暮らしの母が最近急に痩せてきました。


C 40半ばになってからどうも体調が芳しくない。
今後自分の体がどのように変化するか心配です。


D 時々、肥満症改善薬を購入される方。
来局時間からして生活が不規則そうである。


＜人物の情報がほとんどない状況・・・何からスタートするか？＞
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 ケーススタディの流れは、各グループにより多様に発展すると考えられま
すが、司会者や演習補佐役は、以下の流れでケーススタディが進むよう、
適宜介入やアドバイスを行ってください。
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【作業50分】


① 問題点・ニーズを推測する


② 情報収集


③ ニーズの明確化と対応策の検討


④ 対応策を実現するために必要なアイテム・リソースの検討
・機能
・アイテム
・情報
・他の専門職種等との連携 など


⑤ まとめ
⇒レポート用紙（２）に記載


ケーススタディの進め方
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⑥ 発表【30分】


• 最後に、何名かに、討議内容と結果を発表いただきます。


• 複数の題材を使用した場合は、各題材から1名発表いただくとよ
い。


• 司会者は、発表内容に対して質問を加える、場内に意見を求め
る、異なる視点を提示する等してさらに思考を促します。







①作業（個人） 【15分】


• 研修会を受講して、あらためて、自身の考える健康サポート薬局の役割
や業務、今後の意欲等を考える


⇒レポート用紙（３）に記載


 研修会前と比較してどのように考え方が変化したか、これからどのような力をつけ、ど
のように地域に貢献していくか、そうしたことをまとめていただきます。


②発表（全体）【5分】


• 2-3名に発表いただく


 最後に、何名かに、それらの内容を発表いただきます。司会者は、発表内容に対して
質問を加える、場内に意見を求める、異なる視点を提示する等してさらに思考を促しま
す。 22


３ 演習
-１ アイスブレイク 【15分】
-２ ケーススタディ【80分】
地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬局としての役割を発揮する
ための各職種・機関との連携による対応等に関する演習


-３ 演習のまとめ







 前半の講義、後半の演習を踏まえて、まとめを行う


（健康サポート薬局の役割の再確認、地域での活かし方など）


 演習のまとめ（３－３）から流れを切らないように、まとめにつな
げるとよい
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４ 研修会全体のまとめ【5分】
（１－２の講義を担当した県薬役員、または３演習の司会者など）


 前半の講義、後半の演習を踏まえて、１－２の講義を担当した県薬役員、
または３演習の司会者などが、研修全体のまとめを行います。


 健康サポート薬局の役割の再確認、地域での活かし方など、健康サポート
薬局の方向性を決定づける重要なパートです。







研修会Aのねらい
（まとめ）







ケースタディのねらいケースタディのねらい


• 医療そのものが、また医療（保険）制度が予防重視へと移行する時代


「発症予防」「重症化予防」「健康保持増進」の視点


（医療・介護だけでなく、）地域の「保健」「健康」「福祉」等の視点


• これまで自局の患者に対して提供してきた機能を地域に開く
⇒地域資源として活きる


• 様々な住民サービスと住民のニーズをつなぐ
⇒より質の高い相談応需と多職種連携


• 健康サポート薬局に「相談者」は突然現れる？


“いつもの患者・来局者”に潜む変化・新たなニーズを読む力


薬剤師としての専門性に根ざした「ニーズを発見」する力 25


《本研修のねらい》


かかりつけ薬剤師・薬局として、医薬品等に関する相談や健康相談への対応を行え
る薬剤師・薬局が、より一層、国民の病気の予防や健康サポートに貢献できるよう、
健康に関する幅広い相談に対応でき、地域の社会資源と連携して相談解決に向け
た提案や支援を行える力を身につける。







演習のねらい
 ケーススタディでは、登場人物の背景設定・情報などは細かく設定されてお


らず、討議の中で参加者自身が具体化していくため、ニーズ・対応策なども


多様に発展すると考えられます。ニーズの中には、薬局・薬剤師が自らの


機能・職能において解決できるものもあれば、地域の多職種等と連携して


解決策を提案するなどの対応をとるものなど多様に存在すると考えられま


す。


 参加者は、ケーススタディの最後に、相談対応にはどのような知識や能力


が必要か、自身には何が足りないかを自己分析することとなります。薬剤


師が自身の知識や薬局で取り扱えるアイテムで対応するもの、たとえばＯＴ


Ｃや健康食品、感染や消毒など保健衛生の知識など、学習することで得ら


れるものもあれば、地域の仕組みや他職種の活動など、常に地域の医療・


介護・保健等の関係者と協働していなければ得られない情報もあります。


 演習を通じて、受講者が、健康サポート薬局の理念及び健康サポート薬局


に必要な機能、薬剤師の能力について自ら考え、理解することをねらいとし


ます。 26







運営者側に必要な準備等
 他職種・機関と連携した相談対応の力を参加者に身に着けてもらうには、


あらかじめ運営者側が地域の実情を把握していなければなりません。


 研修会の企画運営に際して、事前に、地域の他職種や関係機関の役割


や機能を情報収集しておく必要があります。医療・保健・健康・介護・福祉


等の多様な相談窓口や、サービス実施者についての情報を収集し、演習


の際の資料として提供できるようにしてください。


 さらに、健康サポート薬局が実際に地域で機能し、他職種等と連携した


相談対応が行えるよう、薬剤師会が中心となって、地域の他職種・他機


関との連携を構築するようにしてください。


27


※ 健康サポート薬局が行うべき「地域の他機関との連携体制の構築やリストの作成」について、薬剤師会が
中心となって体制整備を図ることで、地域全体で連携が図れるような体制を整えることもご検討ください。


※ 演習資料が即、健康サポート薬局に備える関係機関のリストとされてしまうことのないよう、事前の連携構
築が済んでいるものなのか、連携構築が済んでいない単なる情報なのかは受講者に丁寧に説明するようにし
てください （制度運用開始までにリスト化のための連携構築が進んでいると理想的）。
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健康サポート薬局研修［研修会Ａ］について 


図：健康サポート薬局研修会運営の手引き（骨子）【※5/22 説明会資料と同じ】より抜粋 


 


 


 


【留意点】 


 医療、介護だけでなく、疾病予防や健康の保持増進の支援、予防分野に着目 


 医療・介護はこれまでも在宅医療等を通じた取り組みがあり、これまで研修


等が不足していた分野に着目することがポイント。 


 薬剤師の問題解決力（提案・助言など）を向上させると同時に、健康の保持


増進に関係する他職種・機関との連携につながるような研修内容であること


が重要。 


 


 
 







 
 
【留意点】 


 １－１（共通 DVD）は、研修全体の導入的・総論的な内容。 


 １－２（県薬役員から講義）は、ＤＶＤの内容を踏まえて、都道府県の薬剤


師の指導的立場から、当該県における健康サポート薬局の推進ビジョン、あ


るべき姿・役割等について。（制度概説や研修の説明を想定しているものでは


ない） 


 共通ＤＶＤだけではなく、かならず県薬指導者自身の言葉で受講者に伝えて


いただく。 


 


  







 


【留意点】 


 「２」のパートは、健康サポート薬局への意識付けに非常に重要な意味を持


つ。予防の視点を含めた幅広い健康課題を意識した講師をコーディネートす


ることがポイントとなる。 


 研修会への協力依頼を契機に、当該県における健康サポート薬局の推進、ま


た薬局・薬剤師が更なる役割を発揮できるよう、事前に、薬剤師会から健康


サポート薬局について健康担当課への説明・意見交換などを積極的に行い、


行政の様々な取り組みへの協力関係の構築や、将来的な健康施策・保健事業


等との連携の可能性等を視野に入れた協議を行うことを推奨する。（手引き


点線枠内再掲） 


 また、薬剤師会が中心となって健康担当行政と連携することによって、健康


サポート薬局が健康サポート機能を発揮する上で必要な、地域における連携


体制の構築の基盤を築くことにつながる。（手引き点線枠内再掲） 


 上記のことから、薬務課ではなく、健康担当行政（健康○○２１など）を講


師とする。（薬務課と健康課両方でもよいが、薬務課だけでは趣旨にあわな


い） 


 薬務課と薬剤師会が一緒になって健康担当行政に働きかけ、行政内での連携


も図ってもらうことが望ましい。 


  







 


 


【留意点】（以下、手引き点線枠内再掲） 


 薬局が、健康サポート機能を発揮するには、地域の他職種や関係機関が、地


域住民の健康の保持増進のためにどういうサービスを提供しているか、また


どういう枠組みで提供されているかを知る必要がある。 


 この研修項目では、健康づくりの取り組み（健康相談、健康教室、検診・健


診、生活習慣病予防、重症化予防など）を行っている他職種等の取り組みを


紹介いただく。また、その職種の本質的な職能に基づくサービスの紹介にと


どまらず、その職種が行政等と連動して社会的な役割を果たしている取り組


みの事例があるとより望ましい。 


 研修会の企画運営に際しては、事前に、薬剤師会から健康サポート薬局につ


いて他職種・機関への説明・意見交換などを積極的に行い、各者の様々な取


り組みへの協力関係の構築や、具体的な連携を視野に入れた協議を行うこと


を推奨する。 


 また、薬剤師会が中心となって健康担当行政と連携することによって、健康


サポート薬局が健康サポート機能を発揮する上で必要な、地域における連携


体制の構築の基盤を築くことにつながる。 


 



komatsu

タイプライターテキスト

※誤植　60分→40分







 


【留意点】 


 これまでの内容を踏まえ、演習用の地域資源リストは、地域住民の健康の保


持増進のためにサービス（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予


防、重症化予防など）の視点から作成する。 


 リストの作成に当たっては、健康担当課に相談するほか、市民報などに掲載


される健康相談や健診等のお知らせ等にも多様な情報があるので参考にさ


れたい。 


  







 


【留意点】 


 医療・介護だけでなく、地域の「保健」「健康」「福祉」等の視点を持って演


習を進める 


 相談を受けるだけでなく、「ニーズを発見する力」「想像力」を育てる 
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【研修会Ａ】の講師・演題一覧
（注）同一県で複数回（複数地域）開催されている場合は、代表的な事例を１つ記載。 （注）演題（内容）・・・次第の記載または資料タイトルのうち、より具体的なほうを記載。タイトルだけでは内容が分かりにくいものは日薬にて補足を記載。


都道府
県名


研修会番号 開催日
受講料_


会員
受講料_
非会員


受講者
数


１－１ １－２ ２－１ 演題（内容） ２－２① 演題（内容） ２－２② 演題（内容）
２－２③


（３題ある場合のみ）
演題（内容）


北海道 健Ａ-2016-01-006 2016年7月24日(日) 4000 7000 31 共通DVD
北海道薬剤師会
副会長　有澤　賢


二


北海道保健福祉部地域
医療推進局
地域保険課


北海道における健康増進
施策の取り組みと健康サ


ポート薬局への期待


北海道対がん協会
経営管理部企画課広報


係長　植村絵美


普及啓発事業について/
健診事業について


北見市保健福祉部国保
医療課特定健診係長　黒


岡香理


重複・多剤投薬者等訪問
事業～北見市の取り組み


～


青森 健Ａ-2016-02-017 2016年8月28日(日) 5000 10000 116 共通DVD
青森県薬剤師会
会長 木村　隆次


①青森県健康福祉部医
療薬務課


薬務指導グループ総括
主幹


②青森県健康福祉部が
ん・生活習慣病対策課健
やか力推進グループ総


括主幹


①健康サポート薬局への
期待


②青森県の健康課題と健
康増進施策


青森県立保健大学健康
科学部看護学科特任教


授 大西 基喜


行政と連動した地域の取
組み～ヘルスリテラシー


向上を目指して～


青森県国民健康保険団
体連合会保健活動推進


専門員　澤谷悦子


健康づくりの取組み～市
町村保健活動への支援


を中心に～


岩手 健Ａ-2016-03-054 2016年9月18日(日) 3000 5000 104 共通DVD
岩手県薬剤師会
常務理事 畑澤


昌美


①岩手県保健福祉部健
康国保課健康増進担当


主任主査
②岩手県保健福祉部長
寿社会課 特命課長（地


域包括ケア推進）


①健康いわて21プラン(第
2次)の推進と健康サポー


ト薬局への期待
②地域包括ケアシステム


と専門職の役割


（公財）岩手県予防医学
協会医療技術部 部長 太


田睦子


よぼういがく協会の取り
組み －総合健康支援機


関としての役割－


特定非営利活動法人 サ
ロンたぐきり


理事長 関合征子


「サロンたぐきり」の自殺
対策への取り組み


宮城 健A-2016-04-012 2016年8月28日(日) 10000 15000 60 共通DVD
宮城県薬剤師会
会長 佐々木　孝


雄


①宮城県 保健福祉部 健
康推進課 健康推進班 技


術主幹
②宮城県 保健福祉部 薬
務課 監視麻薬班 技術主


幹


①宮城県の健康課題と健
康増進施策


②健康サポート薬局に期
待すること


宮城県ケアマネジャー協
会


理事 内田裕子


介護・福祉等の資源につ
いて


- -


秋田 健A-2016-05-061 2016年9月4日(日) 5000 10000 53 共通DVD
秋田県薬剤師会
専務理事 安田


哲弘


秋田県健康福祉部医務
薬事課 主幹


当県における健康課題と
健康増進施策、健康サ
ポート薬局への期待


全国健康保険協会秋田
支部


保健グループ グループ
長 二田幸子


（タイトルなし）
健診受診率や県内の健


康状態、各種保健事業等
の内容など


医療法人 正和会 地域連
携部


 部長 菅原 則次


在宅医療連携拠点事業
の取組み


山形 健Ａ-2016-06-027 2016年8月28日(日) 1000 3000 127 共通DVD
健康サポート推進


委員会委員長
柴﨑　光太郎


　　　山形県健康福祉部
健康長寿推進課


健康づくりプロジェクト推
進室


健康づくり推進専門員


健康課題と健康増進施
策、健康サポート薬局へ


の期待


　山形県地域包括・在宅
介護支援センター協議会
副会長（地域包括支援セ
ンターかがやき社会福祉


士・主任ケアマネー
ジャー）


地域包括支援センターの
紹介と健康増進への取り
組み～薬局に期待するこ


と～


一般社団法人山形県作
業療法士会理事（朝日町
立病院　主任作業療法


士）
清野　敏秀


認知症出前講座の取り組
みと作業療法士の視点


福島 健Ａ-2016-07-010 2016年8月11日(木) 3000 10000 79 共通DVD


かかりつけ薬局推
進委員会


担当理事 藤田 愛
里


福島県保健福祉部薬務
課 薬剤技師


福島県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


全国健康保険協会福島
支部


保健グループリーダー 齋
藤 郁恵


協会けんぽの保健事業
について


福島県保健福祉部高齢
福祉課


主任主査 山田 誠治


地域包括ケアシステムの
概要と本県の進捗状況に


ついて


茨城 健Ａ-2016-08-062 2016年9月4日(日) 3000 6000 142 共通DVD
茨城県薬剤師会
常務理事　西野


郁郎


①茨城県保健福祉部薬
務課


②茨城県長寿福祉課


①当県における健康課題
と健康増進施策，健康サ
ポート薬局への期待～
「健康サポート薬局につ


いて」
②茨城型地域包括ケアシ
ステムにおける薬局や薬
剤師に期待される役割～
「茨城型地域包括ケアシ


ステムについて」


指定居宅介護支援事業
所みがわ


主任介護支援専門員　鯉
渕　望


水戸市における多職種連
携の取り組み


～在宅医療のお話会紹
介～


- -


栃木 健Ａ-2016-09-014 2016年8月28日(日) 3000 8000 230
栃木県保健福祉部健康


増進課
健康長寿推進班


栃木県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


介護付き有料老人ホーム
みどり


ケアマネジャー
●（舟へんに公）田　貢一


地域包括ケアにおける他
職種連携～施設入所者
への健康管理について


栃木県国民健康保険団
体連合会


保健事業課　課長　上村
恵子


特定健診受診勧奨につ
いて


群馬 健Ａ-2016-10-004 2016年8月14日(日) 8000 12000 121 共通DVD
群馬県薬剤師会
副会長 島田　光


明


①群馬県こども未来部児
童福祉課


母子保健係　補佐（母子
保健係長）


② 群馬県健康福祉部薬
務課


薬事・血液係補佐（薬事・
血液係長）


①地域における包括支援
の現状について


②健康サポート薬局に期
待すること


   群馬県介護支援専門
員協会　 理事
大屋千代子


地域包括ケアシステムに
おける多職種に連携に関
すること (薬剤師への期


待)


②高崎健康福祉大学 薬
学部


講師 土井　信幸


　介護保険法からかかり
つけ薬剤師・健康サポー
ト薬局の役割を考える


埼玉 健Ａ-2016-11-028 2016年9月25日(日) 5000 10000 174 共通DVD
埼玉県薬剤師会
常務理事　池田


里江子


埼玉県 保健医療部 健康
長寿課 主査


埼玉県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


公益社団法人埼玉県栄
養士会


常任理事 川嶋啓子


地域栄養ケア活動の取り
組み


医療法人真正会 霞ヶ関
南病院


理学療法士 岡持 利亘


地域包括ケアシステムと
リハビリテーション専門職


の取り組み


千葉 健Ａ-2016-12-041 2016年8月28日(日) 5000 10000 233 共通DVD
千葉県薬剤師会
常務理事　 日向


章太郎


千葉県健康福祉部薬務
課企画指導班長


千葉県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


千葉西ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ事務
所


主任介護支援専門員　吉
演題不明


ほほえみケアセンター
介護支援専門員　高橋


瑞穂
演題不明


東京 健A-2016-13-051 2016年7月10日(日) 1000 3000 1673 共通DVD
東京都薬剤師会
常務理事　上野


浩男


東京 健A-2016-13-051 2016年8月27日(土) 2000 6000 893
東京都福祉保健局保健


政策部
健康推進課（医師）


東京都の健康課題と健康
増進施策 健康サポート


薬局への期待


墨田区 福祉保健部保健
衛生担当


保健計画課健康推進担
当   主査・保健師　松本


静（保健師）


墨田区における多職種連
携と地域保健活動につい
て～ 薬剤師会と行政の


連携から ～


小平市地域包括支援セン
ター中央センター長　介
護支援専門員　荒井 久


美子


小平市における多職種連
携研修の取り組みについ


て


栃木県薬剤師会常務理事
（日本薬剤師会副会長）


森　昌平
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神奈川 健Ａ-2016-14-008 2016年7月24日（日） 3000 10000 189 共通DVD
神奈川県薬剤師
会　副会長　後藤


知良


    神奈川県　高齢福祉
課（保健師）


神奈川県における地域包
括ケアの現状


全国健康保険協会　神奈
川支部


企画総務部　部長　内田
浩


保険者の取り組みについ
て


神奈川県介護支援専門
員協会　副理事長　   そ
らいろケアプラン　青地


千晴


多職種連携における取り
組み


横浜市都筑区福祉保健
センター　高齢・障害支援
課 地域包括ケア推進担


当係長　菅野　美穂


保健師の立場から


新潟 健Ａ-2016-15-016 2016年8月28日（日） 3000 5000 182 共通DVD
 新潟県薬剤師会
常務理事　笠原


敦子


新潟県福祉保健部健康
対策課


新潟県における健康課題
と健康増進施策等につい


て


新潟大学医歯学総合研
究科


生活習慣病予防検査医
学講座　加藤公則


ネクスト10 - 重大合併症
イベントの発症予防（適切
な健診機関と医療機関の


連携）


新潟県栄養士会　栄養ケ
アステーション
川村美和子


在宅訪問栄養食事指導
のシステム作り


薬剤師と栄養士の連携


富山 健Ａ-2016-16-023 2016年8月28日(日) 1,000 3,000 104 共通DVD
富山県薬剤師会
会長 西尾　公秀


富山県厚生部健康課  課
長補佐


健康寿命日本一をめざし
て～富山県における健康
課題と健康増進施策、健
康サポート薬局への期待


富山県医師会　理事 道
振義治


健康づくりの取組みⅠ
「ロコモティブシンドームを


中心に」


富山市保健所康課 課長
石倉善子


健康づくりの取組みⅡ
「富山市健康プラン21


（第 2次） 」


石川 健Ａ-2016-17-005 2016年8月7日（日） 1000 2000 150 共通DVD
石川県薬剤師会
副会長　中森　慶


滋


石川県健康福祉部薬事
衛生課（薬事・麻薬グル


－プ）


石川県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


（公財）金沢総合健康セン
ター


在宅医療・介護連携支援
センター準備室


室長補佐 中島 三津男


在宅医療・介護連携推進
事業 金沢市の取り組み


石川県がん安心生活サ
ポートハウス


つどい場はなうめ
看護師 木村美代


他職種における石川県内
における取り組み事例


（がんサポート）


福井 健Ａ-2016-18-035 2016年9月11日（日） 500 5000 118 共通DVD
福井県薬剤師会
理事　木村　嘉明


福井県健康福祉部健康
増進課


健康長寿推進G


地域住民の健康維持・増
進


永平寺町社会福祉協議
会地域包括支援センター


所長　横井美智子


健康増進の観点から見た
地域包括支援センターの


役割


みどりの森居宅介護支援
事業所ケアマネジャー池


田かおる


介護支援専門員の立場
から


山梨 健Ａ-2016-19-020 2016年8月28日(日) 2000 5000 137 共通DVD
山梨県薬剤師会


理事 早川 勉


山梨県福祉保健部健康
増進課


健康企画担当課長補佐


山梨県における健康課題
と健康増進施策、健康サ
ポート薬局への期待～健
康寿命の延伸を目指して


～


山梨県看護協会 訪問看
護ステーション部 部長 石


原 準子


住み慣れた地域で、自分
らしい生活が最後までで


きることを目指して
（訪問看護/まちの保健


室）


日本介護支援専門員協
会　会長


山梨県介護支援専門員
協会 会長
鷲見 よしみ


高齢者を取り巻く課題と
連携


長野 健Ａ-2016-20-031 2016年9月11日（日） 0 3000 270 共通DVD


①長野県薬剤師
会　常務理事 髙


田 弘子
②長野県健康福
祉部薬事管理課


長野県健康福祉部増進
課 主査保健師


長野県の健康づくり取組
～世界一の健康長寿を


目指す信州ＡＣＥプロジェ
クト


長野県看護協会 副会長
樋口 千代子


長野県看護協会の取組
みについて


（主に保健師の取組）


小諸市基幹包括支援セン
ター


センター 長 前田 智子


小諸市の高齢者福祉事
業取り組みについて


岐阜 健A-2016-21-022 2016年9月22日(木) 1000 5000 130 共通DVD
岐阜県薬剤師会
常務理事　棚瀬


友啓


岐阜県健康福祉部 次長
森岡 久尚


地域包括ケアシステムの
構築と健康サポート薬局


への期待


郡上市健康福祉部高齢
課郡上市地域包括支援


センター
主任介護支援専門員　安


田幸二


共通連携ノートの運用を
含めた郡上市における他
職種連携の取り組みと薬


剤師の参加について


しいのみセンター薬局
土屋辰司


岐阜県東武における地域
住民の健康維持増進の


他職種連携会議について


静岡 健Ａ-2016-22-024 2016年8月21日（日） 1000 3000 84 共通DVD
静岡県薬剤師会
常務理事　岡田


国一


静岡県健康福祉部医療
健康局


健康増進課 課長


静岡県における健康課題
と健康増進策、健康サ
ポート薬局への期待


伊豆の国市保健福祉・こ
ども・子育て相談センター


保健師 古野 真実子


地域包括ケアシステム構
築のために必要な“連携”


全国健康保険協会静岡
支部企画総務グループ


長　山西 ゆかり


協会けんぽ静岡支部
データヘルス計画に基づ
く事業所コラボヘルスの


取り組み


愛知 健Ａ-2016-23-056 2016年9月22日(木) 2000 4000 154 共通DVD
愛知県薬剤師会
副会長　西川　弘


嗣


愛知県健康福祉部 保健
医療局健康対策課 健康


づくりグループ


愛知県の健康課題と取り
組み


-健康日本２１あいち新計
画の推進－


全国健康保険協会愛知
支部企画総務グループ
リーダー　井上　真希


協会けんぽ愛知支部 健
康づくりの取り組み


名古屋市社会福祉協議
会　総務部長


小林勝巳


（タイトルなし）
協議会の相談支援業務


など


三重 健Ａ-2016-24-021 2016年8月21日(日) 500 2500 92 共通DVD
三重県薬剤師会
副会長 石淵 幹人
副会長 神保 泰志


　
①三重県健康福祉部医


療対策局
健康づくり課


②三重県健康福祉部薬
務感染症対策課


①三重県における健康課
題と健康増進施策


②健康サポート薬局にか
かる手続き及び健康サ
ポート薬局への期待


三重県介護支援専門員
協会


理 事 井谷 礼


介護支援専門員の役割
等について


有限会社だいち 取締役
社長


社会福祉法人モモ 理事
長


福本 美津子
（看護師・主任介護支援


専門員）


多職種の取り組みと薬剤
師・薬局に期待すること


滋賀 健Ａ-2016-25-015 2016年8月28日(日) 2000 10000 130 共通DVD
滋賀県薬剤師会
職能対策委員会
委員長 永井 智宏


①滋賀県健康医療福祉
部


薬務感染症対策課
②滋賀県健康医療福祉
部 健康医療課 健康寿命


対策室


①（演題なし）健康サポー
ト薬局の業務や目指す姿


など
②滋賀県における健康課
題と健康増進施策の取組


み


大津市保険年金課 副参
事 樫田 八知栄


保険者における健康づく
り事業～大津市国民健康
保険の取り組みについて


～
（保健事業）


全国健康保険協会滋賀
支部 保健グループ グ


ループ長　福地 猛


保険者における健康づく
りの取り組み


（検診）


京都 健Ａ-2016-26-003 2016年9月4日(日) 0 5000 102 共通DVD
京都府薬剤師会
副会長　渡邊 大


記


京都府健康対策課
①健康長寿・未病改善担


当課
②がん対策担当課


京都府の健康づくりの取
り組み


仁和地域包括支援セン
ター 立見 和正


多職種連携を踏まえた現
場・地域における認知症
高齢者への対応・支援の


実例 の実例


全国健康保険協会 京都
支部


企画総務部 近藤 こずえ
グループ長


全国健康保険協会 京都
支部の取り組みについて


大阪 健Ａ-2016-27-039 2016年9月4日（日） 5000 10000 259 共通DVD
大阪府薬剤師会
常務理事　伊藤


憲一郎


大阪府健康医療部保健
医療室


健康づくり課


大阪府における健康課題
と健康増進施策、健康サ
ポート薬局への期待～薬
局における「禁煙、高血
圧、特定検診」の情報提


供について～


大阪市福祉局高齢者施
策部恒例福祉課　担当係


長　前田　美知子


地域包括支援センターの
業務と役割について


大阪府訪問看護ステー
ション協会 会長


榮木　教子


大阪府訪問看護ステー
ション協会における健康
づくりの具体的な取組に


ついて


大阪府栄養士会理事
大阪市立大学医学部付


属病院保健主幹
塚田　定信


高血圧予防のための食
事～食塩チェックのすす


め～


兵庫 健Ａ-2016-28-042 2016年8月21日(日) 3000 10000 105 共通DVD


兵庫県薬剤師会
会長


日本薬剤師会　理
事


笠井　秀一


加古川市福祉部健康課
保健師


加古川市における健康課
題と増進施策、サポート


薬局への期待


高砂市福祉部地域室
地域包括ケア担当参事


岩﨑　靖博


高砂市の介護保険事業
の概況と在宅医療、介護


連携への取り組み


加古川市福祉部高齢者・
地域福祉課


地域包括ケア担当　前川
有紀


加古川市の認知症の取
組について


奈良 健A-2016-29-018 2016年8月21日(日) 3000 10000 100 共通DVD
奈良県薬剤師会
会長　竹上　茂


奈良県医療政策部理事


奈良県における健康課題
と健康増進


施策、健康サポート薬局
への期待


中和保健所 健康増進課
課長　和家佐 日登美


地域包括システム構築に
かかわる在宅医療連携


の保健所の取り組み～病
院から地域へ暮らしをつ
なぐ切れ目のない連携を


目指して～


王寺周辺広域休日応急
診療施設組合


みむろ訪問看護ステー
ション


管理者　下城 明子


訪問看護師からみた健康
サポートのた


めの多職種連携について
～薬局・薬剤師への期待


～
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和歌山 健A-2016-30-068 2016年9月25日(日) 0 10000 115 共通DVD
和歌山県薬剤師
会　常務理事　古


川　晴浩


和歌山県福祉保健部健
康局薬務課


薬事血液班主査


和歌山県における健康課
題と健康増進施策、健康
サポート薬局への取組


全国健康保険協会和歌
山支部


支部長　東　誠


協会けんぽの取り組みに
ついて～今後の地域包
括化システムにおける健
康サポート薬局への保険
者の立場からの期待～


恵みの風　代表社員・主
任介護支援専門員　塩津


大輔


介護支援専門員の取り組
みについて


鳥取 健Ａ-2016-31-077 2016年10月16日(日) 2000 20000 79 共通DVD
鳥取県薬剤師会
常務理事　原 利


一郎


鳥取県福祉保健部健康
医療局


医療指導課


鳥取県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


倉吉市役所保健センター
健康増進係　 主任保健


師　森 美栄


　倉吉市の健康づくりの
取り組み


　
介護老人福祉施設百寿
苑介護支援センター 主
任ケアマネジャー　久米


礼子


地域の介護サービスの現
状


島根 健Ａ-2016-32-013
平成28年9月11日
（日）


2000 5000 120 共通DVD
島根県薬剤師会
常務理事　勝部


靖隆


島根県健康福祉部健康
推進課


健康増進グループ


島根県の健康づくり対策
について


松江市健康福祉部保健
センター


保健企画係小川理恵


糖尿病性腎症重症化予
防の取り組み


松江市介護保険課
保健師　岡田静


認知症対策の取り組みに
ついて


岡山 健Ａ-2016-33-025 2016年9月11日（日） 3000 6000 120 共通DVD
岡山県薬剤師会
副会長　小笠原


加代


　　岡山県保健福祉部健
康推進課


第２次健康おかやま２１と
健康サポート薬局への期


待


全国健康保険協会岡山
支部企画総務部企画総
務グループリーダー　影


森　克博


協会けんぽ岡山支部の
事業について


特定医療法人紀典会北
川病院リハビリテーション
室室長（理学療法士）　岡


田　健次郎


北川病院リハビリテーショ
ン室での地域活動の取り
組みと薬剤師への期待


広島 健Ａ-2016-34-070 2016年9月18日(日) 3000 10000 118 共通DVD
広島県薬剤師会
副会長 有村 健二


①広島県地域包括ケア・
高齢者支援課


②広島県薬務課


①当県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待
②健康サポート薬局につ


いて


広島県看護協会訪問看
護ステーション「中央」所


長　保永　康枝
訪問看護について


地域包括・在宅介護支援
センター協議会医療法人


永和会
（介護老人保険施設かな


え）小山 峰志


地域包括ケアシステム
地域包括支援センター


と
地域包括ケアの展開


山口 健Ａ-2016-35-002 2016年8月28日(日) 0 8000 113 共通DVD
　保険薬局部会
理事　戸田康紀


山口県健康福祉部　健康
増進課


健康づくり班


山口県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


看護師:山口県看護協会
防府支部長
伊藤悦子


※YIC看護福祉専門学校
副校長


「まちの保健室」について
ケアマネジャー:下関市長
府地域包括支援センター


センター長　小林綠
「認知症カフェ」について


徳島 健A-2016-36-036 2016年9月4日(日) 3000 6000 180 共通DVD
徳島県薬剤師会
常務理事 伊勢佐


百合


徳島県保健福祉部健康
増進課


徳島県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


徳島県介護支援専門員
協会理事
中健太郎


ケアマネージャーとして
の、健康づくりの取り組み


徳島県看護協会訪問看
護ステーション徳島　複


合型サービス事業所あい
所長 稗田真由美


訪問看護師としての、健
康づくりの取り組み


香川 健Ａ-2016-37-059 2016年9月25日(日) 3000 9000 96 共通DVD
香川県薬剤師会
副会長　中山　幸


子


①香川県健康福祉総務
課


②香川県薬務感染症対
策課


①香川県の健康課題と健
康増進施策


②健康サポート薬局への
期待


香川県介護支援専門員
協議会副会長


辻　　章伯


訪問看護ステーションこく
ぶ所長


安部　美枝子


健康づくりへの取り組み
～専門職としての地域へ


の関わり～


介護支援専門員の取り組
み～地域へ向けて～


愛媛 健Ａ-2016-38-007 2016年8月21日(日) 2000 6000 77 共通DVD
愛媛県薬剤師会
常務理事　宇田


雅実


愛媛県保健福祉部健康
増進課


健康づくりの取り組み－
愛媛県の健康課題と重点


施策－


松山市在宅医療支援セン
ター


副センター長　　高須賀
紀子


松山市在宅医療支援セン
ターの活動と薬剤師会へ


の期待


松山市地域包括支援セン
ター東・拓南地区　管理


者　吉田　秀志


地域包括支援センターに
おける健康増進への取り


組み


高知 今後開催予定


福岡 健Ａ-2016-40-032 2016年9月22日(木) 1000 3000 250 共通DVD
福岡県薬剤師会
常務理事　小田


真稔


福岡県保健医療介護部
健康増進課


福岡県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


福岡県介護支援専門員
協会　常任理事


松永 幸代


介護保険と薬剤師
　　～ケアマネジャーが望
む情報共有とそれぞれの


役割～


小倉薬剤師会　常務理事
森　康弘


多職種協働による在宅医
療と会員薬局主体の地域


活動


佐賀 健A-2016-41-064 2016年9月25日(日) 3000 9000 88 共通DVD
佐賀県薬剤師会
副会長　宮地 和


子


佐賀県健康福祉部 健康
増進課


佐賀県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


おたっしゃ本舗小城北（小
城市北部地域包括支援
センター）統括センター長


坂上泰清


介護保険制度からみた地
域包括ケアの取組み～


地域包括支援センターか
らの報告～


かわそえネットワーク（ら
いふ薬局 川副店）仲村


祐太朗


多職種ネットワークを通じ
た地域の健康づくりや行
政との連動～かわそえ


ネットワークの取り組みに
ついて～


長崎 健Ａ-2016-42-069 2016年9月18日(日) 3000 10000 86 共通DVD
長崎県薬剤師会
常務理事　堀　剛


　①長崎県福祉保健部薬
務行政室


②長崎県福祉保健部長
寿社会課


①健康サポート薬局に関
する手続きについて


②地域包括ケアシステム
の現状と他職種の連携に


ついて


長崎市高齢者すこやか支
援課　森山　文子


地域包括ケアにおける薬
局との連携


長崎市介護福祉専門員
連絡協議会


薬剤師との連携によって
得られる効果を考える


熊本 健A-2016-43-052 2016年8月28日(日) 1000 12000 45 共通DVD
熊本県薬剤師会
常務理事　石橋


卓也


熊本県健康福祉部健康
づくり推進課


熊本県の健康増進の取
組みと健康サポート薬局


への期待


全国健康保険協会熊本
市部企画総務部保健グ
ループ　保健グループ長


山田　理佳


協会けんぽの取り組みに
ついて～健康サポート薬


局に期待すること～


株式会社くまもと健康支
援研究所


医療生活産業室室長　管
理栄養士
山本　　亮


熊本県内保険者を支援
する疾病予防・重症化予
防事業の実情について


大分 健A-2016-44-050 2016年8月28日(日) 0 8000 98 共通DVD
大分県薬剤師会
常務理事　矢野


ことみ


福祉保健部健康づくり支
援課薬務室


大分県における健康課題
と健康増進施策、健康サ


ポート薬局への期待


アルメイダ訪問看護ス
テーション管理者


安東悦子


地域包括支援センターの
取組み


上野が丘地域包括支援
センターセンター長　関根


真由美


地域における訪問看護の
実際


宮崎 健Ａ-2016-45-033 2016年9月10日(土) 2000 10000 84 共通DVD
宮崎県薬剤師会
常務理事　青木


浩朗
宮崎県健康増進課


当県における健康課題と
健康増進施策、健康サ
ポート薬局への期待


JCHO 宮崎江南病院地
域医療連携室


新町智穂


宮崎江南病院における地
域への取り組みと「健康
サポート薬局」への期待


えびの市地域包括支援
センター保健師


萩原紀代美


えびの市地域包括支援
センターの取組


鹿児島 健Ａ-2016-46-034 2016年8月21日(日) 3000 12000 249 共通DVD
鹿児島県薬剤師
会　副会長　　西


島　徹
鹿児島県健康増進課


鹿児島県の健康課題と健
康増進施策～鹿児島県


における生活習慣病対策


鹿児島県健康増進課　技
術補佐


五田 貴子


CKD（慢性腎臓病）予防
ネットワークモデルと健康
サポート薬局への期待


日置市地域包括支援セン
ター　渡邉 早苗


地域包括支援センターの
取り組み～薬剤師との連


携～


沖縄 健A-2016-47-026 2016年8月14日（日） 0 10000 57 共通DVD


沖縄県薬剤師会
地域保健開局委


員会
理事　笠原　大吾


沖縄県保健医療部健康
長寿課


とりもどそう！健康長寿お
きなわ！


～沖縄県における健康課
題と健康増進施策､健康
サポート薬局への期待～


沖縄県リハビリテーション
専門職協会


事務局長　城間　定治


地域包括ケアシステムに
おける


リ八ビリ専門職の役割
～沖縄県リ八ビリテーショ
ン専門職協会の活動～


沖縄県栄養士会地域活
動事業部


管理栄養士　並里ななえ


沖縄県栄養会における
健康づくりの取組
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【研修会A】の事例紹介







２－１
当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待（健康担当行政）


依頼先の例


・●●県 健康●●部、保健●●部、
「健康増進課」「健康づくり課」「健康推進課」等の名称


・他の部署であっても、保健師など、保健関係の行政職に依頼した例もあり


• 行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や係
者（職種、機関など）の関わりなどについて総論的な講義


• 健康サポート薬局に期待することなど


政策・仕組みを作る側
健康、予防、保健の


視点







（講演例）鹿児島











































２－２
各者の取り組み（他職種、保険者など）


• 健康づくりの取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予防、重症化予
防など）を行っている他職種等の取り組み


• 専門職としてのサービスにとどまらず、行政等と連動して地域の仕組みとして機能して
いる取り組みの事例があるとなおよい


実際に地域住民に
サービスを提供する者


（プレイヤー）（演題例）埼玉







訪問看護と介護支援専門員で、一見
介護分野に偏っているように見える


が・・・実は


看護協会の話題・・・「まちの保健室事業」などの話題を含む
介護支援専門員協会の話題・・・フレイル、老化予防、セルフケア等の取り組みに着目した講演


これまで（処方せん調剤を介した連携）とは
別の視点の発見につながる話題


（演題例）山梨







（演題例）福井


依頼先だけ見ると、介護分野の職種に偏っているように思えるが、
医療・介護連携のみの話題ではなく、
地域包括支援センターの健康増進面に着目した講演内容で興味深い


「誰に頼むか」 「何を頼むか」


健康サポート薬局を理解いただくこと







（演題例）長野


【地域包括】
・介護予防事業
①健康達人クラブ
②介護予防地域交流事業


・認知症対策
① もの忘れ相談の開始
② 認知症初期集中支援チームの活動
③ 認知症介護予防教室の開催
④ 認知症地域支援推進員の活動
⑤ 認知症ケアパスの更新


【看護協会】
・主に保健師の活動について







長野県看護協会資料抜粋























２-３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について


各県工夫して情報を集めていただいているが、
若干、情報不足からか、医療・介護・福祉の情報は多いものの、
健康づくりや市民生活に関する資源の情報が少なかった。


ポイントは「幅広さ」 → 演習につなげる







（例） 順不同。各県の例から主なもの


・救急
・中毒
・妊婦・授乳婦
・子育て
・未熟児養育
・心。メンタルヘルス
・心と体の健康・病気
・被災
・労働
・法律
・経済
・子ども・青少年
・ひとり親
・DV
・生活
・障がい
・人権
・生活安全・犯罪被害
・生活保護


・保健センター
・地域包括支援センター
・各種事業所
・特徴のある医療機関など
・難病、肝炎、エイズ等
・感染症
・アレルギー
・健康食品、食品安全
・ドーピング防止
・被災
・発達障がい
・PLセンター
・医療安全
・セカンドオピニオン
・検診、健診
・高齢者支援
・児童虐待
・医療事故
・認知症
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Ｂ健康サポートのための薬剤師の対応研修 標準プログラム  
（ ）内は講師 


 


◎ 冒頭、主催者より挨拶・研修会の流れの説明を行う 


◎ 休憩は演習中に適宜 


 


１ 薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局（県薬役員） 【20 分程度】 


   薬剤師を取り巻く地域医療・地域保健等の現状、健康サポート薬局の理念、本


研修の目的・達成目標等について、県薬役員から解説する。 
 


２ 薬局利用者の状態把握と対応 （DVD+進行役）【４時間程度】 


 日本薬剤師会・日本薬剤師研修センターが合同で取り組んできた「薬剤師の臨


床判断と一般用医薬品適正使用研修事業」のノウハウを活用し、当該研修会の


収録 DVD を用いて実施。 


 中央研修会を収録したＤＶＤを用いて、進行役が説明を加えながら以下の流れで


進める。（詳細は各ＤＶＤに付属の進行表を参照のこと） 


 これまでにＷＳ形式の研修会は頭痛、腹痛、腰痛、発疹の４テーマで行っていま


す。基本の流れは同じですが、研修会により時間配分やＤＶＤチャプターの構成


等が微妙に異なりますので、それぞれのＤＶＤに付属する進行表に基づき研修会


を計画してください。 
 


１ 導入講義 


２ 来局者対応ロールプレイ ２症例 


３ 作業① 症候からの疾患の列挙 


４ 講義（臨床判断、アルゴリズム、トリアージ他） 


５ 作業② 症状を訴える疾患と症状の特徴の列挙 


６ 講義（症状を呈する疾患概説） 


７ 作業③ 疾患を推測するためのアルゴリズム作成 


８ 講義（アルゴリズム例の解説） 


９ 作業④ トリアージプランの作成 


10 仕上げのロールプレイ（若干の作業を含む） 


11 作業⑤ 参加者同士のロールプレイ 


12 まとめ 


 


３ まとめ（進行役または県薬役員等）【５分程度】 


   冒頭の講義及び演習を踏まえて、まとめ（健康サポート薬局の役割の再確認、


地域での活かし方など） ※このタイミングで閉会挨拶も兼ねるなども可 


 


４ レポート作成、提出【10～15 分程度】 


研修会を受講して、あらためて、自身の考える健康サポート薬局としての業務や


役割についてレポートを作成 


 
■留意点■ 


標準的な所要時間として約４時間が必要であるが、作業時間がタイトになるため、


「２」だけで４時間～研修会全体で５時間程度確保できると、充実したタイムスケ


ジュールを組むことができる。 







（案） 


 


健康サポートのための薬剤師の対応研修会 


レポート 


 


薬局名             


 


氏 名             
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健康サポート薬局を目指して


日本薬剤師会
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医薬分業率の年次推移


※医薬分業率（%） ＝
処方箋枚数（薬局での受付回数）


医科診療 入院外 日数×医科投薬率＋歯科診療日数×歯科投薬率
× １００
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処方せん枚数 処方せん受取率


※ 処方せん枚数、処方せん受取率：「保険調剤の動向」（日本薬剤師会）より


２７年速報値
医療費41.5兆


円


８．２億枚
調剤費７.９兆円
（1.8 兆↑＋６


兆）


平成27年度
医薬分業率


７０．０％


（平成４年）
診療報酬改定により
処方せん料を引上げ
５５点→ ７４点


（平成１０年）
診療報酬改定により
処方せん料を引上げ
７９点→ ８１点


（昭和４９年）
診療報酬改定により


処方せん料を引上
げ
１０点→ ５０点







在宅・病棟業務・分割調剤・新たな医薬品販売制度によ
り、 薬剤師の薬学的関与の場・業務・役割が変わる。


かかりつけ薬剤師・薬局の一元管理機能を充実
業務・役割の変化に応じ「薬学的知見」のレベル向上
生涯研修の充実による薬剤師の標準的薬学管理業務
地域単位の医薬品供給・相談応需の24時間対応


第六世代業務の標準化 → 薬剤師の基本業務に







医薬分業に対する批判・議論
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調剤業務の機能
費用対効果


薬局の絵姿・機能 敷地（門内）
薬局 ビジネスモデル


薬歴未記載・無資格調剤


院内外報酬格差 営利性・高収益性


財政制度等審議会・財政制度分科会
規制改革会議 （公開ディスカッション）







今後の薬局の在り方（イメージ）


医療機関Ａ 門前薬局a


医療機関Ｂ
門前薬局


b


かかりつけ医・医療機関
かかりつけ薬剤師・薬局


現状 今後


処方
箋自宅 地域の薬局


受診


地域の医療機関


ケアマネ
ジャー


栄養士


看護師


医療機関Ａ


医療機関Ｂ


処方
箋


自宅


受診


地域包括ケア
連携


連携


多くの患者が門前薬局で薬を受け取ってい
る。


患者はどの医療機関を受診しても、身近
なところにあるかかりつけ薬局に行く。


○薬局の薬剤師が専門性を発揮して、ICTも活用し、患者の服薬情報の一元的・継続的な
把握と薬学的管理・指導を実施。


○これにより、多剤・重複投薬の防止や残薬解消なども可能となり、患者の薬物療法の安
全性・有効性が向上するほか、医療費の適正化にもつながる。


受診


受診


在
宅
訪
問


医薬分業に対する厚生労働省の基本的な考え方







社会の変化・医療構造の変化


医療提供体制のあり方、医療のあり方の変化


「医療機関完結」 から 「地域完結」へ
「医療」から「医療・介護」へ
「治 療」 から 「予 防」へ


（発症させない、重症化させない）


薬剤師にも、薬局（医療提供施設）にも、予防の視点が必須


 薬物治療だけでなく、発症前（予防・健康の維持増進）からの関わり
 ライフステージを通じた関わり
 地域の保健・衛生との関わり







地域包括ケアシステムに対応した
薬局・薬剤師へ


地域包括ケアシステムは、高齢化等の社会構造の変化を踏ま
えて提唱されている、「住まい・医療・介護・予防・生活支援の一
体的な提供体制」


予防から介護までの
幅広い視点と


対応力


薬局・薬剤師


地域社会、他職種との
つながり


対「患者」に加え、対「地域」へ 健康サポート薬局







・要指導医薬品等を適切に選択できるよう
な供給機能や助言の体制


・健康相談受付、受診勧奨・関係機関紹
介 等


・専門機関と連携し抗がん剤の副作用
対応や抗ＨＩＶ薬の選択などを支援
等


☆ 国民の病気の予防や健康サポートに貢
献


☆ 高度な薬学的管理ニーズへの対応


健康サポート機能 高度薬学管理機能
健康サポート


薬局


「患者のための薬局ビジョン」 ～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～


24時間対応・在宅対応
服薬情報の一元的・継続的把握


☆ 副作用や効果の継続的な確認
☆ 多剤・重複投薬や相互作用の防止


・24時間の対応


・在宅患者への薬学的管理・服薬指
導


☆ 夜間・休日、在宅医療への対応


☆疑義照会・
処方提案


☆副作用・服薬状
況のフィードバック


※ 地域の薬局・地区薬剤師会との連携のほ
か、 へき地等では、相談受付等に当たり地
域包括支援センター等との連携も可能


○ ＩＣＴ（電子版お薬手帳等）を活用し、
・患者がかかる全ての医療機関の処方情
報を把握


・一般用医薬品等を含めた服薬情報を一
元的・継続的に把握し、薬学的管理・指導


医療機関等との連携 ☆医薬品等に関する相談
や健康相談への対応


☆医療機関への受診勧奨


かかりつけ薬剤師・薬局


・医療情報連携ネット
ワークでの情報共有
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健康サポート薬局に係る研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤師の常駐


健康サポート薬局の概要
健康サポート薬局とは、


○ かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、
○ 地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局


【「積極的な支援」とは】
① 医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言


②地域住民の身近な存在として健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、適切な専門職種や関係機関に紹介
③ 率先して地域住民の健康サポートを実施し、地域の薬局への情報発信、取組支援も実施


地域包括ケアシステムにおける地域住民の身近な健康づくりの相談相手


服薬情報の一元的・継続的把握
・かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制


・服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴へ
の記載
・懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
・お薬手帳の活用
・かかりつけ薬剤師・薬局の普及


かかりつけ薬剤師
･薬局の基本的機能


健康サポートを実施する上での地域における
連携体制の構築


・ 受診勧奨
・ 連携機関の紹介
・ 地域における連携体制の構築とリストの作成
・ 連携機関に対する紹介文書
・ 関連団体等との連携及び協力


健康サポートの取組
・ 健康の保持増進に関する相談対応と記録


の作成
・ 健康サポートに関する具体的な取組の実施
・ 健康サポートに関する取組の周知
・ 健康の保持増進に関するポスター掲示、


パンフレット配布


要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
・ 要指導医薬品等の取扱い
・ 専門的知識に基づく説明


薬局の設備
・個人情報に配慮したパーテーション等の相談窓口の
設置


健康サポート薬局であることの薬局の
外側と内側における表示


開局時間
・薬局として平日連続した開局。土日を含めた開
局


積極的な
健康サポート機能


24時間対応・在宅対応
・24時間対応
・在宅患者の薬学的管理及び指導の実績


医療機関等との連携
・疑義照会等
・受診勧奨
・医師以外の多職種との連携







ビジョン実現に向けた日薬としての最近の主な取組状況


平成27年10月 「患者のための薬局ビジョン」 公表


平成28年 4月 かかりつけ薬剤師指導料／かかりつけ薬剤師包括管理
料の新設（調剤報酬点数表）


平成28年10月 健康サポート薬局 （届出手続きスタート）


平成25年4月 〈日薬〉
薬剤師の将来ビジョン


平成26年6月 〈日薬〉
薬局のグランドデザイン2014 （中間まとめ）


平成27年9月 〈日薬〉
地域の住民・患者から信頼される
「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」の役割


毎年10月17日～23日 〈薬と健康の週間〉
ポスター・チラシなど資材を活用した「かかりつけ」機能の周知 など
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薬剤師の将来ビジョン
 平成25年4月 日薬公表


 薬剤師が国民・社会から真に評価されるには、全ての職域の薬剤師が自らの職能
を十分に自覚し、国民のニーズに応えることが不可欠。そのような観点から、近未
来に向けた薬剤師のあるべき絵姿を、薬局、病院・診療所、製薬、卸、学薬の各職
域ごとに検討し、薬剤師の「将来ビジョン」として策定


① 薬局薬剤師の現状と将来ビジョン


② 病院・診療所薬剤師の現状と将来ビジョン


③ 製薬勤務薬剤師の現状と将来ビジョン


④ 卸勤務薬剤師の現状と将来ビジョン


⑤ 学校薬剤師の現状と将来ビジョン
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＜今後の薬局・薬剤師の向かうべき方向性＞


 セルフメディケーションの拠点としての薬局機能を確立する
（地域住民に密着した健康ステーションとなる）


 地域包括ケアシステムにおける薬局・薬剤師職能を確立する
（地域医療連携の中で、医療提供施設としての役割を確立する）


 薬事衛生・公衆衛生における薬局薬剤師の地域における活動を強化する
（地域住民に最も近い医療提供施設、医療人として、組織的な地域活動を強化）







薬局のグランドデザイン2014 （中間まとめ）


 平成26年6月 日薬公表


 2025年を見据えた具体的目標


※当面は、地域薬局を牽引する基幹薬局的位置付けとして15,000施設を目指す
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医
療
・
保
健
に
関
わ
る
医
薬
品
の
供
給
責
任
と


安
全
性
の
確
保
（
医
薬
分
業
の
完
成
に
む
け
て
）


① 医療・介護 ＜少子高齢社会における国民皆保険制度維持への責務＞
地域包括ケアシステムへの参画、
地域医療・介護関連多職種との連携、
薬物療法における有効性と安全性の確保（リスクマネジメント）、
医療安全を確保した効率化への協力、
医薬品及び在宅医療・在宅介護用品等の備蓄・供給、
医療過誤・医療事故への適切な対応、
医療・介護・福祉相談、地域薬剤師会を通じての活動


② 保健（健康づくり） ＜健康長寿社会実現に向けた薬局の役割＞
地域住民のセルフメディケーション等への支援、
地域住民の健康増進のための医薬品等、関連品の備蓄・供給、
早期発見、重症化予防、重複投与防止、
地域の健康情報拠点、
地域薬剤師会を通じての活動（地域社会の信頼）


③ 体制 ＜目標達成のための薬局体制整備＞
構造・設備、届出・許認可、研修、薬学教育・薬剤師の養成・再教育、
かかりつけ薬局機能の周知


④ 倫理
倫理・使命、公共性・継続性







かかりつけ薬剤師・薬局の役割


 「かかりつけ薬剤師」と「かかりつけ薬局」の関係（考え方の整理）


(1) かかりつけ薬剤師


患者が使用する医薬品について、一元的かつ継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬物治療、健康等に
関する多様な相談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し、地域の住民から信頼される薬剤師


(2) かかりつけ薬局


地域に必要な医薬品等の供給体制を確保し、その施設に従事する「かかりつけ薬剤師」が、患者の使用する
医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行っている薬局


 「かかりつけ薬剤師」に求められる資質


地域の住民・患者からのニーズに的確に応え、「かかりつけ薬剤師」として選ばれるためには、次に示すような
資質を備えていることが求められる。


地域の住民・患者から信頼される「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」の役割について
（平成27年9月16日、日本薬剤師会）


① 地域の住民から、医薬品等に関する相談を親身になって受け、そのニーズを把握することができ


会を行うなど、かかりつけ医と連携して、患者に安全で安心な薬物治療を提供することができる。


① 地域の住民から、医薬品等に関する相談を親身になって受け、そのニーズを把握することができ
る。


② 常に自己研鑽に励み、最新の医療および医薬品等の情報に精通している。
③ 地域医療連携に不可欠な地域の社会資源等に関する情報を、十分把握している。


④ 薬事・保健衛生等に関する地域の社会活動、行政活動等に積極的に参加し、地域包括ケアシステ
ムの一員として活動できる。


⑤ 医薬品等の使用について的確な情報提供や指導を行うことができ、また、適切にかかりつけ医等へ
受診勧奨等を行うことができる。


⑥ 医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行い、処方医に対して薬学的知見に基づき疑義照
会を行うなど、かかりつけ医と連携して、患者に安全で安心な薬物治療を提供することができる。
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来局者向け資材 （平成27年 薬と健康の週間）


ポスター


チラシ
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来局者向け資材 （平成28年 薬と健康の週間）


ポスター チラシ（表裏）
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 主な算定要件（調剤報酬）


十分な経験等を有する保険薬剤師


3年以上の薬局勤務経験、週32時間以上勤務、0.5年以上在籍（勤務）


研修認定を取得


医療に係る地域活動の取り組み


お薬手帳の活用


患者が受診している医療機関の情報把握


調剤後の服薬状況の把握・指導、保険医への情報提供と処方提案


 24時間相談応需体制の確保


ブラウンバッグ運動の取り組み


かかりつけ薬剤師指導料／包括管理料


 保険薬局の届出数


全国 26,163薬局※


⇒ 全保険薬局（57,654施設、平28.5月調剤分）の約45％


※各厚生局HPの情報に基づき集計（平28.8/1 時点、ただし一部は 7/1（11県）の状況）
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 主な算定要件


直近1年間における在宅薬剤管理指導（在宅患者訪問薬剤管理指導料、
居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費）の算定実績が計
10回以上


緊急時など開局時間以外の時間における在宅業務の対応体制


行政や関係機関に対する在宅業務実施体制の周知


定期的な研修実施


医療材料・衛生材料の供給体制


麻薬小売業者の免許


 保険薬局の届出数


全国 11,338薬局※


⇒ 全保険薬局（57,654施設、平28.5月調剤分）の約20％


※各厚生局HPの情報に基づき集計（平28.8/1 時点、ただし一部は 7/1（11県）の状況）
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在宅患者調剤加算







「患者のための薬局ビジョン」の実現に向けた諸課題


調剤偏重


OTC医薬品の取り扱い


立地・環境に依存した経営基盤（門前型）


服薬情報の一元的・継続的把握の確実な実施


時間外対応（24時間相談体制、処方せん応需体制）


在宅薬剤管理指導の普及・推進


薬剤師確保（地域偏在の解消）


など
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課題解決のために取り組んでいる主な事項


 かかりつけ薬剤師の普及・推進


 「かかりつけ」機能の周知 （→ 患者、国民）


 健康サポート薬局の積極的な推進


 基準の周知 （→ 薬局、薬剤師）


 適正な運営に向けた対応依頼 （→ 都道府県薬剤師会、地域薬剤
師会）


 研修実施機関として参画 （→薬局、薬剤師）


 要指導医薬品・一般用医薬品関連


 「要指導医薬品、一般用医薬品販売の手引き」「新たな医薬品販売
制度の概要と法令遵守のポイント」など、ポスター・リーフレットを含
む各種資料を作成・配布


 在宅薬剤管理指導関連


 「在宅服薬支援マニュアル」（在宅医療における薬剤師向け支援ツー
ル）、「生活機能と薬からみる体調チェック・フローチャート解説と活
用」（現在は出版物として市販）など、ポスター・リーフレットを含む各
種資料を作成・配布
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健康サポート薬局の積極的な推進
都道府県薬剤師会へのお願い


• 各都道府県における健康サポート薬局推進ビジョンの策定。


• 会員へ健康サポート薬局の理念、基準等についての周知。


• 健康サポート薬局推進のビジョンに照らし、薬局のニーズや受講者の動
向も踏まえて適切な開催規模・回数・方法の検討。


• 実施責任者による監督体制の構築。


• 実施要領及び研修会開催要領に則った研修会の企画。


（対象者、受講料、受講者の募集、研修プログラム・実施方法


（環境・設備含む）など）。


• 地域薬剤師会で実施する研修会は、実施要領及び研修会開催要領に
則って企画されていることを確認の上、日本薬剤師会に報告。


• 当該地域薬剤師会に対して的確に支援を行い、実施要領に則った研修
会の開催。


• 届出した薬局や研修を修了した薬剤師のためのフォローアップ
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受診受診


診断・治療
処方箋発行


処方箋による調剤や一般用医薬品等の販
売はもちろん、在宅医療に必要な医療・衛
生材料、介護用品の供給、患者さんのお宅
を訪問して薬の指導・管理を行う「訪問薬剤
管理指導」、そして健康や介護などに関する
相談を受け付ける。


地域包括ケアシステムの中での薬局・薬剤師


病院


診断・治療
処方箋発行


かかりつけ医・診療所等の
医療機関


患者
調剤薬、OTC医薬品等の供給


セルフメディケーションの推進・支援
情報提供、薬学的指導


一元的・継続的管理
重複投与・相互作用等のチェック


OTC


要指導医薬品
一般用医薬品等の供給


処方箋提出
※複数の医療機関に
かかる場合は、複数
枚の処方箋を提出


在宅訪問


看護師・ケアマネジャー、
保健師等の他職種


連携


く
す
り


薬局


かかりつけ薬剤師


行政・保険者健康相談


健康サポート薬局
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3-1 【研修会A】の目指すもの
～今後の地域連携に向けて～


H28.11.17 日本薬剤師会 健康サポート薬局全国担当者会議







研修の実施方法
研修項目 時間 当機関としての実施方法


技能
習得型


健康サポート薬局の基本理念 1 集合研修


薬局利用者の状態把握と対応 4 集合研修


地域包括ケアシステムにおける多職
種連携と薬剤師の対応


3 集合研修


知識
習得型


地域住民の健康維持・増進 2 eラーニングにより提供


要指導医薬品等概説 8 eラーニングにより提供


健康食品、食品 2 eラーニングにより提供


禁煙支援 2 eラーニングにより提供


認知症対策 1 eラーニングにより提供


感染対策 2 eラーニングにより提供


衛生用品、介護用品等 1 eラーニングにより提供


薬物乱用防止 1 eラーニングにより提供


公衆衛生 1 eラーニングにより提供


地域包括ケアシステムにおける先進
的な取組事例


1 eラーニングにより提供


コミュニケーション力の向上 1 eラーニングにより提供


計：30時間 2







研修内容と到達目標
研修項目 学ぶべき事項 達成目標


時間
数


健康サポート薬局
の基本理念


１．健康サポート薬局の概要（理念、各
種施策・制度、背景等）
２．健康サポート薬局のあるべき姿に関
する演習


１．健康サポート薬局の社会的な位置付けを説明で
きる。
２．健康サポート薬局の社会的ニーズを的確に把握
でき、健康サポート薬局及び薬剤師のあるべき姿に
向けて努力することができる。


1


薬局利用者の状
態把握と対応


１．薬局利用者の相談内容から適切に
情報を収集し、状態、状況を把握するた
めの演習
２．薬局利用者の状態、状況に合わせ
た適切な対応を行うための演習


１．薬局利用者との対話により収集した情報や身体
所見などに基づき、薬局利用者の状態、状況を把握
することができる。
２．薬局利用者の相談内容から薬局利用者のニー
ズをくみ取り、解決策を提案することができる。
３．薬局利用者の状態、状況に合わせた適切な対応
（かかりつけ医や医療機関への受診勧奨、要指導医
薬品等の推奨、生活習慣の改善のための助言、適
切な対応先の紹介等）を判断し、実践できる。
４．相談対応後のフォローアップができる。


4


地域包括ケアシス
テムにおける多職
種連携と薬剤師の
対応


１．地域包括ケアシステムにおける当該
地域の医療・保健・介護・福祉の資源と
役割の現状
２．地域包括ケアシステムの中で健康サ
ポート薬局としての役割を発揮するため
の各職種・機関との連携に関する演習


１．地域包括ケアシステムにおける当該地域の医
療・保健・介護・福祉の資源と役割の現状について、
地域住民の目線でわかりやすく説明できる。
２．薬局利用者から健康の保持・増進に関する相談
等を受けた際、適切な職種・機関へ紹介することが
できる。
３．地域包括ケアシステムの中で各職種・機関と連
携した対応を行うことができる。


3


3







集合研修で行う内容と研修会の構成


研修会A：①③を含む研修（新規に企画）


研修会B：②は、これまでの「薬剤師の臨床判断
と一般用医薬品適正使用研修事業」
のノウハウを活用


【企画上の留意点】
集合研修は、県内の受講希望に対応できるように企画する必要あり
（常駐要件に留意）


また、③の研修は、修了証の期限延長（6年ごと）の際受講が必要


①～③の研修項目を２つの研修会でカバー


研修項目 時間


技能
習得型


①健康サポート薬局の基本理念 1
②薬局利用者の状態把握と対応 4
③地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬剤師の対応 3


6/8説明会


5/22説明会
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研修会Aがカバーする研修項目


研修項目 学ぶべき事項 達成目標 時
間


健康サポート
薬局の基本理
念


１．健康サポート薬局の
概要（理念、各種施策・
制度、背景等）


２．健康サポート薬局の
あるべき姿に関する演習


１．健康サポート薬局の社会的な位置付け
を説明できる。


２．健康サポート薬局の社会的ニーズを的
確に把握でき、健康サポート薬局及び薬剤
師のあるべき姿に向けて努力することがで
きる。


１


地域包括ケア
システムにお
ける多職種連
携と薬剤師の
対応


１．地域包括ケアシステ
ムにおける当該地域の医
療・保健・介護・福祉の
資源と役割の現状


２．地域包括ケアシステ
ムの中で健康サポート薬
局としての役割を発揮す
るための各職種・機関と
の連携に関する演習


１．地域包括ケアシステムにおける当該地
域の医療・保健・介護・福祉の資源と役割
の現状について、地域住民の目線でわかり
やすく説明できる。


２．薬局利用者から健康の保持・増進に関
する相談等を受けた際、適切な職種・機関
へ紹介することができる。


３．地域包括ケアシステムの中で各職種・
機関と連携した対応を行うことができる。


３
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研修会Aのねらい


かかりつけ薬剤師・薬局として、医薬品等に関する相談や
健康相談への対応を行える薬剤師・薬局が、より一層、国
民の病気の予防や健康サポートに貢献できるよう、健康に
関する幅広い相談に対応でき、地域の社会資源と連携し
て相談解決に向けた提案や支援を行える力を身につける。


 人口構造の変化（不健康寿命の長期化）、疾病構造の変化、支え手の不足（財源の不足、
医療・介護の担い手の不足）により、医療のあり方・提供体制のあり方が「医療機関完結
から地域完結」、「発症させない、重症化させない」へ変化してきている中、薬剤師にも薬局
にも、「予防の視点」は必須である。


 予防から介護までの幅広い視点を持ち、地域住民の生活全体をとらえることで、健康上の
問題点に早期に気づき、薬剤師・薬局が提供できる解決策に加えて地域社会・他職種との
つながりにより問題解決に向けた提案や助言等の支援を行うほか、地域住民の身近な相
談先として継続的なサポート等を行える視点と力を養う。
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-1 薬局・薬剤師についての総論


 薬局・薬剤師の基本的理念（薬剤師法第一条など）～健康サポート薬局とは、という
研修の導入的な総論的な内容を予定。


 薬剤師法の理念を踏まえた薬剤師の職能、薬剤師のあるべき姿について。特に、
「公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保する」という点
について、薬剤師としてどのような役割が担えるかという意識付け、及び健康サポー
ト薬局に必要とされる視点と力について。


 全研修会で共通の内容が実施できるよう、教材はDVDを用いる。
（７月中旬完成見込）


-２ 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアに対応した薬局・薬剤師


 1-1を受けて、健康サポート薬局の理念と役割、それを地域でどう活かしていくかを、
当該県の薬剤師の指導的立場から、当該県の役員から講義を行う。


 当該県の実情を踏まえて、地域包括ケアシステム（医療・介護だけでなく、予防・健
康づくりに対する役割に目を向けさせることに重点を置く）に対応する薬局・薬剤師と
してのあるべき姿や業務、地域で求められる役割等について。


１ 基本理念 【40分】
-１ 薬局・薬剤師についての総論（日薬・共通DVD教材を予定） 【20分】
-２ 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアに対応した薬局・薬剤師


（県薬役員）【20分】
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２ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状
-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待


（健康担当行政）【30分】
-２ 各者の取り組み（他職種、保険者など） （例）20分×2例＝40分
-３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（県薬役員）【10分】


 行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的
な事業や関係者（職種、機関など）の関わりなどについて総論的に


 健康サポート薬局に期待すること


 行政や保険者（国保、後期高齢者広域連合）として薬局・薬剤師との協働の
可能性等について語っていただけるとなおよい。


 研修会への協力依頼を契機に、当該県における健康サポート薬局の推進、また薬局・薬
剤師が更なる役割を発揮できるよう、事前に、薬剤師会から健康サポート薬局について健
康担当課への説明・意見交換などを積極的に行い、行政の様々な取り組みへの協力関係
の構築や、将来的な健康施策・保健事業等との連携の可能性等を視野に入れた協議を行
うことを推奨する。


 また、薬剤師会が中心となって健康担当行政と連携することによって、健康サポート薬局
が健康サポート機能を発揮する上で必要な、地域における連携体制の構築の基盤を築く
ことにつながる。
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研修会A １．基本理念
【講義（内部講師部分）について】


• 会長のDVDは毎年新しいものが作られるのか？


• DVDの部分はe-ラーニングにできないか？


• 話の内容が共通DVDと重複してしまう？


• 講義内容・資料を日薬で統一的に示すことが必要
ではないか？


→初年度であることなどから全国共通の導入講義があった
ほうが望ましいということでDVDを作成したが、「DVDだから
eラーニングでもいいのでは」ではなく、理想は、各県の役
員等指導者層がDVD内容に相当する部分も含めて話して
いただけること。来年度以降は新しい話題も出てくるだろう
し、DVDを使うのか、標準資料を使うのか等も含めて再考
していきたい。







 健康づくりの取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予
防、重症化予防など）を行っている他職種等の取り組み


 専門職としてのサービスにとどまらず、行政等と連動して地域の仕組みと
して機能している取り組みの事例があるとなおよい


２ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状
-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待


（健康担当行政）【30分】
-２ 各者の取り組み（他職種、保険者など） （例）20分×2例＝40分
-３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（県薬役員）【10分】


 薬局が、健康サポート機能を発揮するには、地域の他職種や関係機関が、地域住民の健康の保
持増進のためにどういうサービスを提供しているか、またどういう枠組みで提供されているかを知
る必要がある。


 この研修項目では、健康づくりの取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予防、
重症化予防など）を行っている他職種等の取り組みを紹介いただく。また、その職種の本質的な職
能に基づくサービスの紹介にとどまらず、その職種が行政等と連動して社会的な役割を果たして
いる取り組みの事例があるとより望ましい。


 研修会の企画運営に際しては、事前に、薬剤師会から健康サポート薬局について他職種・機関へ
の説明・意見交換などを積極的に行い、各者の様々な取り組みへの協力関係の構築や、具体的
な連携を視野に入れた協議を行うことを推奨する。


 また、薬剤師会が中心となって健康担当行政と連携することによって、健康サポート薬局が健康
サポート機能を発揮する上で必要な、地域における連携体制の構築の基盤を築くことにつながる。 10







 このパートは、講義から演習へのつなぎの役割を果たす。


 後半の「演習」では、地域の関係者の名称や役割に関する資料を用いる
こととしており、演習で資料を使用する旨の説明を兼ねつつ、地域の関係
者に関する情報を説明する。


【留意点】


• 事前に情報収集し資料作成する必要がある（演習にあたっては、とある
地域の例でも可）


• ただしこれが即、健康サポート薬局の基準にある「関係機関のリスト」で
はないことに留意。各薬局では、事前の連携（薬剤師会を通じての連携
でも可）を踏まえて当該地域のリストを作成する必要があることに留意す
る（事前に連携がとれるまでできればベスト）。


２ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状
-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待


（健康担当行政）【30分】
-２ 各者の取り組み（他職種、保険者など） （例）20分×2例＝40分
-３ 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（県薬役員）【10分】
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２．当該地域の医療・保健・健康・介
護・福祉等の資源と役割の現状
【講義（外部講師部分）について① 】
•講師選定、講義内容等に県薬の自由度が
欲しい。


•ある程度共通で（職種など）決めて欲しい。


→標準プログラムの範囲で、研修のねらいに沿った
選定はなんら問題ないが、標準プログラムを逸脱
しないということをどう担保するかが課題。


→研修実施責任者との研修理念の共有を深めるこ
とが必要。


→決めてしまうと、形骸化のリスクもある。







２．当該地域の医療・保健・健康・介
護・福祉等の資源と役割の現状
【講義（外部講師部分）について② 】


・集合研修8時間分については講義部分はeラーニングや
DVD（録画）でもいいのでは？


→集合研修が必須で、eラーニングは不可（厚労省要綱）。


→録画DVDによる講義について、初年度は、時間のない中
で複数回開催を実現するためや、講師の都合がつかない
等のやむをえない事情があるケース等、不可とはしなかっ
た。しかし「それでよい」とは思っていないので、DVDをどう
考えるかはあらためて検討したいし、皆さんにも考えてい
ただきたい。


→「DVDでよい」ではなく、「DVDでも質の高い研修になるよう
に」が重要（研修の質、研修効果の担保）。







研修会A全体
【プログラム全般について①】


• 研修内に、制度・手続きの説明が必要ではない
か？


→手続きの説明は研修とは別と考えている。なお、
制度の理念や基準の趣旨等への理解を深めるも
のは研修内容に含めても差し支えないと考えてい
るが、健康担当行政のパートをなくしてしまうこと
は不可。


→学ぶべき事項と必要時間数は定められており、そ
れ以外に必要と考えるものは「プラスアルファ」で
追加して欲しい。







研修会A全体
【プログラム全般について①】
• 研修時間の縮小はできないか？


→厚労省要綱で学ぶべき事項と時間数の規定があり
、それを下回ることはできない（3項目合計8時間）







研修会A全体
【プログラム全般について②】
• 県単位ではなく地域ごとで行うべきではないか？


→本来の趣旨からすると地域ごとが理想であるが、
「健康サポート薬局研修」として行うならば、全てに
おいて実施要領を満たして開催する必要があるこ
とにも留意が必要。各県の研修実施責任者の業
務負担やスタッフ等のリソースも考慮し、地域単位
は別の支援策を講じる等も含めて各県薬で慎重に
検討いただきたい。研修実施機関の日薬としては
、研修会は県薬主体で開催いただくことが基本と
考えている。







研修会A全体
【プログラム全般について③】
• 演習進行役、スタッフの育成が課題。


→進行役の研修会・勉強会等、日薬でも検討したい。







研修会A全体
【プログラム全般について④】


• 研修会Aについて、県薬の独自性がまったくない。これなら
県別で開催する意味があるのか？


→独自性について、標準プログラムの趣旨を踏まえたアレ
ンジであれば問題ないが、標準プログラムを逸脱しないと
いうことをどう担保するかが課題。お互いに理解を深めて
いく努力が必要。なお、現状の実施方法において、研修会
Aは全国同じではない。


→また、研修会Aの受講地に関しては、厚生労働省要綱に【
別紙１「技能習得型研修」の「３．地域包括ケアシステムに
おける現状と薬剤師の対応」の研修については、研修受
講者は、自らが勤務等する薬局が所在する地域の地域包
括ケアシステムに係る研修を受講すること。】とされている
ことに留意されたい。







3-4 【研修会Aの目指すもの】
～演習のねらいと手法について～







 前後左右の４名でグループ化し、ケースを用いて対応を討議（作業用紙
あり）


 グループ討議をしながら、自身の気づき・対応等を作業用紙に書き込ん
でいく（グループで一つの結論とする必要はない）
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３ 演習
-１ アイスブレイク 【15分】
-２ ケーススタディ【80分】 （目安）作業50分+発表30分
地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬局としての役割を発揮する
ための各職種・機関との連携による対応等に関する演習


-３ 演習のまとめ


 このパートでは、ある背景を抱えた人物を題材に、その人物に発生しうる健
康上・生活上の問題点などを推測し、課題解決に向けたケーススタディを行
います。


 ケーススタディでは、「相談があったときの答え方」ではなく、相談に対応す
る際の思考のプロセスを身につけます。可能性を検討し、情報を引き出し、
解決策を判断し提案する、そうした一連のプロセスをケーススタディにより体
験します。







演習にあたって


 演習はグループ討議式が必須とされています。スクール形式のレイアウ
トを基本としつつ、演習のタイミングで、前後左右の数名でグループ化し
て行う方法を想定しています。


 演習の総合的な司会者、補佐役（数名）、スタッフ（資料配布等）が必要
です。


 グループで討議を行いつつ、作業そのものは個人ベースで行っていただ
きます。そのため、グループ内で「発表者」「書記」などを決める必要はあ
りません（グループ内の議論のリード役はある程度必要。自然と進めば
よいが、難しそうなら助言する）。


 また、ホワイトボードやマジック、カード（ポストイット）等の事務用品も必
要としません。参加者が持参する筆記用具（多色ペンやラインマーカー
の持参を推奨）で十分と考えられます。
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 ケーススタディの流れは、各グループにより多様に発展すると考えられま
すが、司会者や演習補佐役は、以下の流れでケーススタディが進むよう、
適宜介入やアドバイスを行ってください。
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【作業50分】


① 問題点・ニーズを推測する


② 情報収集


③ ニーズの明確化と対応策の検討


④ 対応策を実現するために必要なアイテム・リソースの検討
・機能
・アイテム
・情報
・他の専門職種等との連携 など


⑤ まとめ
⇒レポート用紙（２）に記載


ケーススタディの進め方







ケーススタディの題材（例）


A 父の物忘れが多くなり心配です。


B 一人暮らしの母が最近急に痩せてきました。


C 40半ばになってからどうも体調が芳しくない。
今後自分の体がどのように変化するか心配です。


D 時々、肥満症改善薬を購入される方。
来局時間からして生活が不規則そうである。


＜人物の情報がほとんどない状況・・・何からスタートするか？＞
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ケースタディのねらいケースタディのねらい


• 医療そのものが、また医療（保険）制度が予防重視へと移行する時代


「発症予防」「重症化予防」「健康保持増進」の視点


（医療・介護だけでなく、）地域の「保健」「健康」「福祉」等の視点


• これまで自局の患者に対して提供してきた機能を地域に開く
⇒地域資源として活きる


• 様々な住民サービスと住民のニーズをつなぐ
⇒より質の高い相談応需と多職種連携


• 健康サポート薬局に「相談者」は突然現れる？


“いつもの患者・来局者”に潜む変化・新たなニーズを読む力


薬剤師としての専門性に根ざした「ニーズを発見」する力 24


《本研修のねらい》


かかりつけ薬剤師・薬局として、医薬品等に関する相談や健康相談への対応を行え
る薬剤師・薬局が、より一層、国民の病気の予防や健康サポートに貢献できるよう、
健康に関する幅広い相談に対応でき、地域の社会資源と連携して相談解決に向け
た提案や支援を行える力を身につける。







演習のねらい
 ケーススタディでは、登場人物の背景設定・情報などは細かく設定されてお


らず、討議の中で参加者自身が具体化していくため、ニーズ・対応策なども


多様に発展すると考えられます。ニーズの中には、薬局・薬剤師が自らの


機能・職能において解決できるものもあれば、地域の多職種等と連携して


解決策を提案するなどの対応をとるものなど多様に存在すると考えられま


す。


 参加者は、ケーススタディの最後に、相談対応にはどのような知識や能力


が必要か、自身には何が足りないかを自己分析することとなります。薬剤


師が自身の知識や薬局で取り扱えるアイテムで対応するもの、たとえばＯＴ


Ｃや健康食品、感染や消毒など保健衛生の知識など、学習することで得ら


れるものもあれば、地域の仕組みや他職種の活動など、常に地域の医療・


介護・保健等の関係者と協働していなければ得られない情報もあります。


 演習を通じて、受講者が、健康サポート薬局の理念及び健康サポート薬局


に必要な機能、薬剤師の能力について自ら考え、理解することをねらいとし


ます。 25







３．演習
【ケーススタディについて①】


• 手法などの伝達の不十分さや、やりにくさの指摘、
改善提案などを複数いただいた 。


→まずは本来の演習の目的・ねらい等を再確認。


→ 改善提案、足りない部分、工夫すべき点は意見
を踏まえて日薬でも検討したい。







３．演習
【ケーススタディについて②】


• ケーススタディの題材や手法は自由にできないのか？


• ケーススタディの題材はバリエーションやレベルをもっと増やし
てはどうか。


→プログラムまで含めて第三者確認機関の確認を受けているた
め、「自由」にはできないことは理解いただきたい。でも「提案」を
いただければ、よりよい演習を検討していく材料になる。ぜひ具
体的にご提案いただきたい。


→ケーススタディの題材のバリエーションについては検討したい。


→実際に、独自の手法でやれないかという相談を受けたが、標準
プログラムの演習と趣旨が異なったために遠慮いただいた事例
もある。まずは標準プログラムの趣旨を共有して進めていきた
い。







4. 【研修会B】運営上の諸課題と
今後の対策について







研修会Bがカバーする研修項目


研修項目 学ぶべき事項 達成目標
時間
数


薬局利用者
の状態把握
と対応


１．薬局利用者の相談内容
から適切に情報を収集し、状
態、状況を把握するための
演習
２．薬局利用者の状態、状況
に合わせた適切な対応を行
うための演習


１．薬局利用者との対話により収集
した情報や身体所見などに基づき、
薬局利用者の状態、状況を把握す
ることができる。
２．薬局利用者の相談内容から薬
局利用者のニーズをくみ取り、解決
策を提案することができる。
３．薬局利用者の状態、状況に合わ
せた適切な対応（かかりつけ医や医
療機関への受診勧奨、要指導医薬
品等の推奨、生活習慣の改善のた
めの助言、適切な対応先の紹介
等）を判断し、実践できる。
４．相談対応後のフォローアップが
できる。
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研修会B 薬局利用者の状態把握と対応
【プログラム全般について①】


• 研修会Ａを開催した後、研修会Ｂを開催するような場合は、
冒頭の県薬役員からの講演20分を必須としなくてもよいの
ではないか？（その分演習にまわす）


→「同一日かつ同一受講者」である場合には、必ずしも必要
とは考えていない（今年度もそうした場合は時間を短縮す
るなどの弾力運用は行った）が、別日開催等の場合は、健
康サポート薬局の意義や目指すもの等の再確認は必須と
考えている。本来の目標を失念して臨床判断の手法のみ
を学ぶことがよいとは考えていない。日程の組み方や進行
の流れにもよるが、なくてよいとは考えていない。


→（ただ、DVD中の木内講師による導入講義の部分との兼
ね合いもあるので、どういう風に組み立てるのがより効果
的かは、今後の検討課題と考えている。）







研修会B 薬局利用者の状態把握と対応
【プログラム全般について②】


• 臨床判断以外の内容（OTC販売の実践や相談対
応）も必要ではないか？


• 研修会を効果的に進めるための事前学習などが
あってもよい。


→当面は現行の内容で進めたいと考えているが、
指摘はもっともであり、健康サポート薬局研修に含
めるのか、別の機会とするのがよいのか等も含め
て今後の課題と考えている。







研修会B 薬局利用者の状態把握と対応
【プログラムについて③】


• 臨床判断研修の意図するところがしっかりと伝わ
るかの懸念がある 。


• DVDのトリアージ部分には必ずしも現場での薬剤
師目線にそぐわない部分がある。研修会Bに関し
ては標準プログラムを多少、修正する必要がある
と考える。「薬剤師のトリアージ」を独自で構築して
研修をやりたい。


→今後の課題。







研修会B 薬局利用者の状態把握と対応
【プログラム全般について④】


• レポート記入まで含めて4時間にしてほしい。


→標準プログラムでは、演習部分の所要時間として約
４時間程度はかかるということもあり、研修会B全体
で4時間以上確保していただきたいとしている。


→ レポート記入まで含めて4時間で演習時間が確保
できるのであれば、4時間でも問題ない。







【テーマ（頭痛、腹痛等）について①】


• 全国統一としてほしい。


→県によって、これまでの取り組み状況が違うので、
決めることはしなかった。決めたほうがよいのかど
うか、様々な観点からの意見を伺いたい。







【テーマ（頭痛、腹痛等）について②】


• なぜ発疹・腰痛を推奨していないのか。


→（再周知）患者の訴えからの推測、対話による情
報収集を重要視するプログラムであるため、「痛
み」のテーマを推奨している。また、「腰痛」は、整
形外科領域の専門傾向が強く、物理的な障害を判
断する要素も考慮され、また、疾患名も独特で作
業を進めるにあたって題材として扱いにくいことも
あり、「頭痛」か「腹痛」を推奨している。







【テーマ（頭痛、腹痛等）について③】


• テーマは今あるものを同じものを繰り返して行うの
か？


• 事例パターンを増やして欲しい。


→講師とも相談して検討したい。







【進行役について】
• 進行役の育成が課題。スキルアップ研修会などが
あるとよい 。


• 進行役の力量により研修の質にバラツキが出るの
を避けるため、WEBを使って全国一斉に開催等が
できないか？（各県にスタッフを配置して開催）


• はたしてDVD研修でよいのか？


• 日薬から派遣して欲しい？


• これまでの取り組み実績がある県薬からは、問題
なかったとの意見もあり。


→進行役の育成・支援は必要だと考えている。今後
支援策等検討したい。







【進め方について】


• DVDと現場の議論がずれてしまい、うまくつながら
ない。


• 時間配分や資料配布のタイミング等、スタッフの熟
練が必要。


→進行役の育成・支援は必要だと考えている。今後
支援策等検討したい。







【DVD・資料について】


• DVDの使いにくさに関する指摘多数（チャプター、
進行に不要な部分のカットなど


• 作業内容・手順を説明するためのスライドを日薬
で作成してほしい


• 資料が多すぎてスタッフワークが大変。簡略化で
きないか


→改善提案、足りない部分、工夫すべき点は意見を
踏まえて日薬でも検討したい。


→資料配布の方法については、研修の趣旨を損な
わない範囲で工夫いただいてかまわない。







【その他】


• 研修会Bは全国共通（他県受講可）であることを周
知する必要がある。


→（日薬からお願い）木内氏本人が講師として来場
されるかのような誤認のおそれがある案内（次第
の記載等）は行わないでいただきたい。







５．健康ｻﾎﾟｰﾄ薬局の今後の展開


• 地域おける健康ｻﾎﾟｰﾄ薬局の育成と活用


• 届出薬局、研修終了薬剤師への支援とﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ


• 地域住民への周知


• 他職種への周知







〇配布方法


本会ホームページでロゴマークのほか、使用規定等についても配信している。


使用の際、使用規定を確認の上活用されるようお願いしたい。


日本薬剤師会ホームページ


日本薬剤師会の取り組み＞健康サポート薬局＞健康サポート薬局ロゴマークについて
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〇ロゴ（イメージ）
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健康サポート薬局のロゴマーク


〇目的


医薬品、医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関
する法律施行規則第１条第２項第５号で規定される健康サ
ポート薬局に関する届出を行った薬局が、健康サポート薬局
である旨を広く患者や住民に周知する際に使用するためのも
のとして、ロゴマークの作成を行った。


〇使用について


会員／非会員問わず、健康サポート薬局に係る届出を行った
薬局は、規定の目的及び使用規定の範囲内に限り、無料で
使用できる。
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