
 

 

日薬業発第２４９号 

平成２９年１１月１４日 

都道府県薬剤師会  

健康サポート薬局研修 担当役員殿 

日 本 薬 剤 師 会 

担当副会長 森 昌 平 

 

健康サポート薬局に係る研修について（その 29） 

（研修会Ａ：新しい演習用ツール等について） 

 

 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、去る１１月５日開催の「健康サポート薬局担当者全国会議」においても説明い

たしましたとおり、一層の研修の充実に向け、本年度、健康サポート薬局の「研修会

Ａ：健康サポートのための多職種連携研修」の演習用ツール等を更新いたしましたので、

下記のとおりお送りいたします。また、「研修会Ａ運営の手引き」等も一部更新しまし

たので、併せてお知らせいたします。 

健康サポート薬局に係る研修の実施につきましては、引き続き、貴会のご協力を賜り

ますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

◆「研修会Ａ」運営関係資料（2017（平成 29）年版） 

 ※ 本通知による連絡のほか、ＪＰＡ文書管理ネット＞その他関連資料＞健康サポート薬局研修 

にも格納いたします。 

1）【研修会Ａ】標準プログラム 

2）【研修会Ａ】健康サポート薬局研修会運営の手引き［研修会Ａ］ 

  ※後半部分に、演習中の助言や介入のポイントを記載しています。 

3）【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）【研修会Ａ】演習進行用スライド 

5）【研修会Ａ】ケーススタディ作業用紙 

6）【研修会Ａ】レポート用紙ひな形 

以 上 


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（2017）



· （　）内は講師

· 実施する上での留意点・ポイント等は、「健康サポート薬局研修会運営の手引き～研修会企画・運営のポイント～【研修会Ａ】」（パワーポイント資料）を参照すること。



---------------------------------------------------------------------------------



◎　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（DVD教材）【20分】

　　　　※「健康サポート薬局」創設の経緯と求められる役割（理念・総論）



-２　健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師

（県薬役員）【20分】

　　　　※当該県での健康サポート薬局に期待すること、推進方策等（理念・地域性）

　　　　　 (タイトル例）「私たちが目指す健康サポート薬局の姿」



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　他職種等の取り組みについて～健康サポート薬局との連携を探る～

（他職種、保険者など）【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】



◎　適宜休憩を挟む



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》

【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

グループ討議 → 発表



-３　演習のまとめ　【20分】※レポート作成を含む

　　　　　作業 → 発表　



４　まとめ（１－２の講義を担当した県薬役員または３演習の進行役など）【５分】





添付ファイル
●A多職種連携研修 標準プログラム（2017）.docx




健康サポートのための
多職種連携研修について


【研修会A】


健康サポート薬局研修会運営の手引き


～研修会企画・運営のポイント～


2017


追加・更新したスライドに
この印をつけています







研修会Aがカバーする研修項目
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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。


3


 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）
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（参考）


厚生労働省資料より


2017







研修会Aの標準プログラム
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◎ 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（DVD教材）【20分】


※「健康サポート薬局」創設の経緯と求められる役割（理念・総論）
-２ 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師
（県薬役員）【20分】


※当該県での健康サポート薬局に期待すること、推進方策等（理念・地域性）
(タイトル例）「私たちが目指す健康サポート薬局の姿」


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 他職種等の取り組みについて～健康サポート薬局との連携を探る～（他職種、保険者など）【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】


◎ 適宜休憩を挟む


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》【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


グループ討議 → 発表
-３ 演習のまとめ 【20分】※レポート作成を含む


作業 → 発表
４ まとめ（１－２の講義を担当した県薬役員または３演習の進行役など）【５分】


2017







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、島型配置等も考慮してくださ
い。
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2017







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
強会等を別途開催することが望ましい（フォ
ローアップ研修など）。


2017







研修内容・方法について
（その１：前半・講義部分）







-1 健康サポート薬局の基本理念 ※総論


 健康サポート薬局創設の経緯と求められる役割について、薬局・薬剤師の基本的理
念（薬剤師法第一条など）を踏まえ、研修の導入的・総論的な内容。


 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。


-２ 健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師 ※地域性


 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。


 （タイトル例）「私たちが目指す健康サポート薬局の姿」
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１ 基本理念 【40分】
-１ 健康サポート薬局の基本理念（DVD教材） 【20分】
-２ 健康サポート薬局の理念


～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（県薬役員）【20分】


2017
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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 他職種等の取り組みについて～健康サポート薬局との連携を探る～


（他職種、保険者など）【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。


2017







 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。分野が医療・介護に偏らない用
に留意する。


 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 他職種等の取り組みについて～健康サポート薬局との連携を探る～


（他職種、保険者など）【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講師への説明・
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い、講演内容に反映いただくこと。


 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。


2017







 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】


• 研修会主催者にて、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 他職種等の取り組みについて～健康サポート薬局との連携を探る～


（他職種、保険者など）【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】


2017







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。


 演習の総合的な進行役、補佐役（受講人数に応じた数）、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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2017







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》


・演習の進行役
・補佐役（進行役の補佐、演習の助言など）：受講人数に応じた数


・スタッフ（会場係、マイク係等）：受講人数に応じた数
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2017
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演習の達成目標


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。


2017


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







 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）


19


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【20分】


 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。


2017







 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
-３ 演習のまとめ【20分】


 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。多様な可能性を検討し、情報を引き
出し、解決・支援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。


2017







ケーススタディの題材
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A 認知症が疑われる母親がいるが、家で一人のときの生活が


心配。


B 一人暮らしの母が元気がなく、閉じこもりがちになってきました。


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のか心配です。


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。


E 先天性の下半身不随。仕事も生活もギリギリでの状態で、老


後を考えると今後が不安。


＜人物の情報がほとんどない状況・・・何からスタートするか？＞


2017







 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、進行役や演習補佐役は、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（想像を働かせる）


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
2017
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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。


• 進行役は、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。


2017







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。進行役は、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。
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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【20分】


2017







 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演習の進行役など）


 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演習の進行役などが、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。


2017







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 27


《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。 28







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・介護はもとより、保健・


健康・福祉等の幅広い視点から多様な相談窓口や、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。
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※ 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（地域薬剤師会が中心となってリスト化のための連携構築が進むと理想的）。


2017
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研修会Ａのポイント（2017）

※スライドは、「健康サポート薬局研修会運営の手引き（研修会Ａ）」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。（上記スライド点線枠内再掲）

· また、薬剤師会が中心となって健康政策の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。（上記スライド点線枠内再掲）

· 上記のことから、薬務課や介護保険担当課ではなく、健康政策（健康○○２１など）の担当行政を講師とする。（薬務課が入ってもよいが、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、上記スライド点線枠内再掲）

· 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。







【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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※進行役の方へ



　演習は、レポート用紙とケーススタディ作業用紙を用いながら作業します。

　研修会の開始前に、受講者に対し、

　レポート用紙の「１」にメモをしながら受講するようご案内ください。





　演習中の助言や介入等のポイントは、

　「健康サポート薬局研修会運営の手引き～研修会企画・運営のポイント～

　【研修会Ａ】」をご参照ください。

研修会A　演習進行説明用スライド（次スライドから）

2017







1



演　　習

ここから映写用です

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







2



演習の達成目標

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。

2017





演習の進め方

演習は1グループ●名のグループ形式で⾏います。

グループ討議を⾏いつつも、作業用紙への記入などの作業そのものは個⼈ベースで⾏っていただきますので、個々での記録もお願いします。

進行役、進行役補佐がグループをまわるのでわからないことがあれば聞いてください。

演習終了後にレポートを提出して頂きます（後⽇郵送可）

グループ人数やレポート提出方法は実情に応じて書き換えてください





1．アイスブレイク



健康サポート薬局とは？

（グループ討議）

これまでの講義を踏まえ、

健康サポート薬局の社会的意義や役割について、

前後左右の４名で組になって話し合いましょう。

（●分）

グループ化のしかた等は実情に応じて変えてください





発　表





２.ケーススタディ



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

（グループ討議）





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。

各グループに指定された「ケーススタディ題材」を用いて、作業用紙を用いて対応を討議しながら、作業を進めます。

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きます。グループで一つの結論とする必要はありません。

したがってグループ内で「書記」などを決める必要はありませんが「進⾏役」は決めてください。



ケーススタディの進め方





ケーススタディの題材

認知症が疑われる母親がいるが、家で一人のときの生活が心配。

一人暮らしの母が元気がなく、閉じこもりがちになってきました。

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のか心配です。

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。

先天性の下半身不随。仕事も生活もギリギリでの状態で、老後を考えると今後が不安。

　　　

＜人物の情報がほとんどない状況・・・何からスタートするか？＞

2017

実際に使うものや割り振り等を書いてください





ケーススタディ　例題



治療を継続しつつ、

家族の支えを得ながら、

復職している。

メンタル面は？

患者の会

【目標】





乳がん治療中の妻は、最近ふさぎ込みがちで、食欲も落ちている。

家族間の会話も少なくなった。本人は職場復帰を望んでいる。



【相談】

・４０代後半、女性

・化学療法中

・治療経過良好

・夫婦共稼ぎ

・子供２人（小中学生）

・持ち家あり

就業支援は？



治療内容や

再発への不安？



セカンドオピニオン

食べられてる?

育児は？

お金は?

市町村の提供する学童保育

近隣コミュニティやNPOの子供の預かりサービス



食事相談



一部負担金減免制度

高額医療費貸付制度

高額療養費制度





健康食品

サプリメント



歯科受診勧奨

副作用？

（味覚障害

口内炎 等）



ハローワークや

会社の社労士への相談



抗がん剤使用による脱毛？

カツラの貸し出しサービス

副作用被害救済制度

対象薬剤か？

心療内科

解決方法や

連携先　等

その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　

2017





個⼈作業



まずは個⼈ごとに、考えられる問題点や

相談者のニーズを推測して

ケーススタディの作業⽤紙に

記⼊してください。



（●分）





グループ討議



グループ内で意見交換しながら

対応策を検討してください

（作業⽤紙を使って、各自で作業をしながら）



（●分）





レポート記⼊



グループで討議した内容や作業⽤紙を

もとに、レポート用紙の「2」に

記⼊してください。

（●分）





発　表



「レポート2」の内容を発表

ケース●　●名

ケース●　●名

実情に応じて

人数は適宜





３．演習のまとめ



個⼈作業



今日の講義、演習を通じて、

自身の考える健康サポート薬局の役割や業務、今後の意欲等について

考えましょう。

　　　　　

 レポート用紙の「３」に記入してください

（●分）





発　表
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ケーススタディ作業用紙等

スライド2：例題

スライド3～4：ケースA（進行役用参考例あり）

スライド5～6：ケースB（進行役用参考例あり）

スライド7：ケースC

スライド8：ケースD

スライド9：ケースE

ケーススタディは、

A、B・・標準

C、D、E・・少し難易度が高めのもの

としています。（相談者情報が少ない、目標等も示されていない（取得する（演習では推測する）必要あり）など）

状況に応じてご活用ください。







ケーススタディ　例題



治療を継続しつつ、

家族の支えを得ながら、

復職している。

メンタル面は？

患者の会

【目標】





乳がん治療中の妻は、最近ふさぎ込みがちで、食欲も落ちている。

家族間の会話も少なくなった。本人は職場復帰を望んでいる。



【相談】

・４０代後半、女性

・化学療法中

・治療経過良好

・夫婦共稼ぎ

・子供２人（小中学生）

・持ち家あり

就業支援は？



治療内容や

再発への不安？



セカンドオピニオン

食べられてる?

育児は？

お金は?

市町村の提供する学童保育

近隣コミュニティやNPOの子供の預かりサービス



食事相談



一部負担金減免制度

高額医療費貸付制度

高額療養費制度





健康食品

サプリメント



歯科受診勧奨

副作用？

（味覚障害

口内炎 等）



ハローワークや

会社の社労士への相談



抗がん剤使用による脱毛？

カツラの貸し出しサービス

副作用被害救済制度

対象薬剤か？

心療内科

解決方法や

連携先　等

その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　







症状も進行しており、たまに徘徊も見受けられるが、地域の理解も得られ、一年後には、自宅で落ち着いた生活を維持できている。

【目標】



認知症が疑われる母親がいるが、家で一人のときの生活が心配。

その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　

解決方法や

連携先　等





A

・８０歳、女性

・共稼ぎの娘夫婦と居住

・介護認定あり（要支援３）

・骨粗しょう症、糖尿病、高血圧で服薬あり

・戸建て



【相談】





解決方法や

連携先　等



運動は？

A　進行役用参考例

服薬状況は？

通院は？（交通手段、付き添い）

地域での見守りは？

福祉・行政等の援助・サービスは？

食事は？（食事の嗜好、健康食品の利用など）

介護認定は？

家族の長期不在時は？（５日程度）

トイレは？



症状も進行しており、たまに徘徊も見受けられるが、地域の理解も得られ、一年後には、自宅で落ち着いた生活を維持できている。

【目標】



認知症が疑われる母親がいるが、家で一人のときの生活が心配。

その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　

【相談】



・８０歳、女性

・共稼ぎの娘夫婦と居住

・介護認定あり（要支援３）

・骨粗しょう症、糖尿病、高血圧で服薬あり

・戸建て





積極的に地域コミュニティへ参加するなど、明るく笑顔ですごす姿が見られるようになる。

【目標】



一人暮らしの母が元気がなく、閉じこもりがちになってきました。





B　

・近所の方から遠方の娘に連絡あり

・娘から電話で相談

・運転できず買い物が困難

・人口１万人の町で家族と離れて暮　

　らしている

・母の年齢60歳



その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　

解決方法や

連携先　等

【相談】





一人暮らしの母が元気がなく、閉じこもりがちになってきました。



運動は？

B　進行役用参考例

・近所の方から遠方の娘に連絡あり

・娘から電話で相談

・運転できず買い物が困難

・人口１万人の町で家族と離れて暮　

　らしている

・母の年齢60歳



生きがいは？

受診は？

地域とのかかわりは？

福祉・行政等の援助・サービスは？

食事は？（食べられないものの有無）

家族とのかかわりは？

福祉・行政の援助・サービスは？

収入は？

積極的に地域コミュニティへ参加するなど、明るく笑顔ですごす姿が見られるようになる。

【目標】

その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　

解決方法や

連携先　等

【相談】







【相談】

【目標】

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のか心配です。





C



・女性

・40台半ば



難易度高

解決方法や

連携先　等

その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　







【相談】

【目標】



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。





D



・男性

・お互いに顔はわかっている程度



難易度高

解決方法や

連携先　等

その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　







【相談】

【目標】



先天性の下半身不随。仕事も生活もギリギリでの状態で、老後を考えると今後が不安。





E



・女性

・先天性の下半身付随

難易度高

解決方法や

連携先　等

その人に発生すると想像される、健康上・生活上の問題点・心配事（潜在ニーズ）　





image1.png





添付ファイル
研修会A_ケーススタディ用紙all（2017）.pptx


表紙は、各県で使いやすいように

変更してください

（日付、開催地を入れる等）

※ただし、以下の「達成目標」は

消さないでください。









健康サポートのための多職種連携研修会

レポート使用するケーススタディ題材（A～Ｅ）を記入していただくイメージです。





薬局名　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　





ケーススタディ指定課題：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



レポートについて

厚生労働省通知で定められている以下の「達成目標」への到達を確認するため、研修会終了後にレポートを提出いただきます。

達成目標

健康サポート薬局の基本理念

①健康サポート薬局の社会敵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。



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について、地域住民の目線でわかりやすく説明ができる。

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。



確認にあたっては、研修を通じて理解したことや思考の過程がレポートに記載されていることを確認します。
１．健康サポート薬局とは？使用するケーススタディ題材（A～D）を記入していただくイメージです。



「私はこう考える」

各講義を聴きながら、気づいたことなどをメモしてください。

１）理念について

①薬局・薬剤師についての総論（日薬・山本会長DVD）







②地域包括ケアに対応した薬局・薬剤師（県薬役員）







２）当該地域の医療・保健・介護・福祉等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



指定課題：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ケーススタディを終えて、自身ならばこのケースにどのように対応するかを記入して下さい。

（作業用紙を踏まえて、整理）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．まとめ

研修会を終えて、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を記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記を踏まえ、健康サポートとして自身の考える今後の取組等を記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この欄は、運用上返却を行わない場合は削除しても結構です。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※このレポートの返却を希望されますか？

希望する　　・　　希望しないこの印は、レポート確認が完了していることをの印の意味です（手順の可視化）。「記録」としてこのページの保管が必要ということではありません。







主催者確認印　　　　　　印

添付ファイル
★6●研修会A_レポート用紙（説明入り）（2017） .docx


