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都道府県薬剤師会会長殿 

日 本 薬 剤 師 会 

会長 山本 信夫 

  

健康サポート薬局に係る研修について（その 24） 
（研修会開催要領（平成 28 年９月版）の送付について） 

 
 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、健康サポート薬局に係る研修に関しては、研修実施機関として指定確認機関

（公益社団法人日本薬学会）の確認を受けるにあたり、指定確認機関の指摘に対応して

実施要領を修正するよう求められ、実施要領を変更した経緯がございます（平成 28 年

９月９日付．日薬業発第 214 号）。 
 今般、変更後の実施要領に併せて、「『健康サポート薬局』研修会開催要領（以下「研

修会開催要領」という。）」についても変更を行い、「平成 28 年９月版」を作成いたしま

したので、別添のとおりお送りいたします。今後は、実施要領と同じく、平成 28 年９

月版を正式な研修会開催要領として運用いたしますので、これまでに送付しておりまし

た研修会開催要領（平成 28 年７月８日付日薬業発第 156 号「健康サポート薬局に係る

研修について（その９）」にて送付）と異なる点をご確認くださいますよう、お願いい

たします。 
なお、研修会開催要領に関しては、「健康サポート薬局全国担当者会議（平成 28 年 11

月 17 日開催）」等を通じて都道府県薬剤師会からのご意見・ご提案等をいただきつつ、

次年度以降の研修会の開催に向け、必要な改善を行ってまいりたいと考えております。 
 健康サポート薬局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 
 
１．７月版から変更になった事項・留意点等 
２．「健康サポート薬局研修」研修会開催要領（溶け込み） 
３．「健康サポート薬局研修」研修会開催要領（見え消し）［参考］ 
   ※開催事前報告・終了報告様式、受講証明書様式・見本付 
注：研修会Ａ・Ｂのプログラム関連の資料は、今年度時点での変更予定はありません。

引き続き以下の通知をご活用ください。 
   【Ａ】20160816 業 189_健康サポート薬局に係る研修について（その 15） 
       20160826 業 197_健康サポート薬局に係る研修について（その 17） 
   【Ｂ】20160803 業 182_健康サポート薬局に係る研修について（その 14） 

以 上 


リスト

		県番号 ケン バンゴウ		県 ケン

		01		北海道

		02		青森

		03		岩手

		04		宮城

		05		秋田

		06		山形

		07		福島

		08		茨城

		09		栃木

		10		群馬

		11		埼玉

		12		千葉

		13		東京

		14		神奈川

		15		新潟

		16		富山

		17		石川

		18		福井

		19		山梨

		20		長野

		21		岐阜

		22		静岡

		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

		32		島根

		33		岡山

		34		広島

		35		山口

		36		徳島

		37		香川

		38		愛媛

		39		高知

		40		福岡

		41		佐賀

		42		長崎

		43		熊本

		44		大分

		45		宮崎

		46		鹿児島

		47		沖縄



【注】このリストのシートは消さないようにお願いします



Ａ-【入力例】

		【様式１-A】 ヨウシキ

		研修会A ケンシュウカイ				「健康サポートのための多職種連携研修会」　事前報告 ジゼン ホウコク																								→日薬使用欄 ニチヤク シヨウ ラン



		日本薬剤師会学術業務課 小松・新井・横田 行 ニホン ヤクザイシ カイ ガクジュツ ギョウムカ コマツ アライ ヨコタ イキ

		gyoumu@nichiyaku.or.jp

		※PDFに変換せず、Excelデータのまま送信																		報告日： ホウコク ビ		Saturday, October 01, 2016

日本薬剤師会事務局: 西暦で入力。
2017/7/7　などと入力すれば表示されます

																				都道府県薬剤師会： トドウフケン ヤクザイシ カイ		■■

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択

																				都道府県番号： トドウフケン バンゴウ		48

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択

																				報告者名： ホウコク シャ メイ		○○　○○

																				E-mail：		aaaa@nichiyaku.or.jp





		（注1）今回報告する回だけをご記入ださい。既報告分との併記はしないでください。 チュウ コンカイ ホウコク カイ キニュウ キ ホウコク ブン ヘイキ

		（注2）同時に複数報告いただける場合、シートごとコピーしてご作成ください。 チュウ ドウジ フクスウ ホウコク バアイ サクセイ

		（注3）研修会Ａ，Ｂを同時に1日で開催する場合には、開催時間を区分して区別し、各々の様式でご報告ください。



		【１】		概要 ガイヨウ																入力欄 ニュウリョク ラン		↓修正報告の場合、研修会番号を入力すること
（及び修正したセルの色を黄色に変更する） シュウセイ ホウコク バアイ ケンシュウカイ バンゴウ ニュウリョク オヨ シュウセイ イロ キイロ ヘンコウ										都道府県 トドウフケン		都道府県番号 トドウフケン バンゴウ		報告日 ホウコク ビ		報告者 ホウコク シャ		新規　or
修正報告
の別 シンキ シュウセイ ホウコク ベツ		開催日・曜日
(西暦表記で記入） ヨウビ セイレキ ヒョウキ キニュウ		同日開催 ドウジツ カイサイ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		主催者 シュサイシャ		研修担当
役員名
（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ		連絡窓口
（担当者氏名） レンラク マドグチ タントウシャ シメイ		問い合わせ等電話番号 ト ア トウ デンワ バンゴウ		会場名 カイジョウ メイ		会場所在地 カイジョウ		募集定員 ボシュウ テイイン		受講料 ジュコウリョウ								１－１　健康サポート薬局の基本理念（講義）				１－２　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（講義）				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（講義）				２－２　各者の取り組み
（講義）				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（講義）				３　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				４　まとめ
（講義） コウギ				トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン		備考 ビコウ

				新規/修正　報告の別 シンキ シュウセイ ホウコク ベツ																新規																																												会員 カイイン		非会員 ヒカイイン		セット価格 カカク		セット別日 ベツ ビ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		演習司会者の所属・役職・氏名 エンシュウ シカイシャ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名

				開催日・曜日(西暦表記で入力） ヨウビ セイレキ ヒョウキ ニュウリョク																42745.0

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。												■■		48		Saturday, October 01, 2016		○○　○○		新規		42745.0		　研修会A，B同日開催		10:00		16:00		○○県薬剤師会		副会長　○○　○○		学術業務課　■■　■■		03-1234-5678		○○○会館ホール		○県○市○町　1-2-3		100		2000		5000		　セット価格		0.0		23		日本薬剤師会　会長　山本 信夫		20		○○県薬剤師会　役職　氏名		30		○○県健康推進課　○○		40		○○○○会　△△様　20分
×××××　■■様　20分		10		○○県薬剤師会　役職　氏名		115		○○県薬剤師会　役職　氏名		5		○○県薬剤師会　役職　氏名		0		0

				研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研修会A，B同日開催」を選択 バアイ センタク																　研修会A，B同日開催

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択


				開始時間 カイシ ジカン																10:00

日本薬剤師会事務局: 開始、終了時間の入力について
・15：00　などと入力してください　（×　午後3時）

				終了時間 シュウリョウ ジカン																16:00

				主催者 シュサイシャ																○○県薬剤師会

				研修担当役員名（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ																副会長　○○　○○ フクカイチョウ

				問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名） ト ア マドグチ ジムキョク トウ ショゾク シメイ																学術業務課　■■　■■ ガクジュツ ギョウムカ

				問い合わせ先等電話番号 ト ア サキ トウ デンワ バンゴウ																03-1234-5678

				会場名 カイジョウ メイ																○○○会館ホール カイカン

				会場所在地 カイジョウ																○県○市○町　1-2-3 ケン シ マチ

				募集定員　（人） ボシュウ テイイン ニン																100

日本薬剤師会事務局: 募集定員入力欄について
・単位は入力しないでください
・予定でも構いません

				受講料 ジュコウリョウ				会員　（円） カイイン エン												2000

日本薬剤師会事務局: 受講料入力欄について
・予定でも構いません

								非会員　（円） ヒカイイン エン												5000

								研修会A，Bがセット価格の場合は　プルダウンから「セット価格」を選択 ケンシュウカイ カカク バアイ カカク センタク												　セット価格

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択

								「セット価格」の場合、研修会Bを別日程での開催の場合は日程を記載（同日開催の場合は記載不要） カカク バアイ ケンシュウカイ ベツ ニッテイ カイサイ バアイ ニッテイ キサイ ドウジツ カイサイ バアイ キサイ フヨウ





																				

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。		研修項目 ケンシュウ コウモク												形式 ケイシキ						入力欄 ニュウリョク ラン

				１－１　健康サポート薬局の基本理念												講義（DVD教材）				時間数（分）  ジカン スウ フン		23

日本薬剤師会事務局: DVD本編が23分です

																						

日本薬剤師会事務局: 西暦で入力。
2017/7/7　などと入力すれば表示されます		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		講師の
所属・役職・氏名		日本薬剤師会　会長　山本 信夫 ヤマモト ノブオ

				１－２　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												講義				時間数（分） ジカン スウ フン		20

日本薬剤師会事務局: 時間数入力欄について
・単位は入力しないでください

																						

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		○○県薬剤師会　役職　氏名 ヤクショク シメイ

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。

				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												講義				時間数（分） ジカン スウ フン		30

																				講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		○○県健康推進課　○○ ケン ケンコウ スイシンカ

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。

				２－２　各者の取り組み												講義				時間数（分） ジカン スウ フン		40

日本薬剤師会事務局: ２－２　各者の取り組み入力欄について
・時間数にはトータルの時間を入力してください。（推奨は2組、40分です）

・講師欄には以下のように入力してください。
Aさん　20分
Bさん　20分

																				講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		○○○○会　△△様　20分
×××××　■■様　20分 カイ サマ フン サマ フン

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。

				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												講義				時間数（分） ジカン スウ フン		10

																				講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		○○県薬剤師会　役職　氏名

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。

				３　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				時間数（分） ジカン スウ フン		115

																				演習司会者の所属・役職・氏名 エンシュウ シカイシャ		○○県薬剤師会　役職　氏名

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。

																				

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。		４　まとめ																時間数（分） ジカン スウ フン		5

																				講師の
所属・役職・氏名		○○県薬剤師会　役職　氏名

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。

																				

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択
		

日本薬剤師会事務局: 開始、終了時間の入力について
・15：00　などと入力してください　（×　午後3時）		トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン

				備考 ビコウ



				※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください ホン ヨウシキ ホカ シダイ テンプ ホウコク



				研修会番号発行欄　（日本薬剤師会にて入力後、報告者に返信） ケンシュウカイ バンゴウ ハッコウ ラン ニホン ヤクザイシ カイ ニュウリョク ゴ ホウコク シャ ヘンシン

						健Ａ ケン		-				-				-

										開催年度 カイサイ ネンド				県番号 ケン バンゴウ



入力例

入力例に記載した時間数は標準プログラムの時間です

研修会Aは　4時間となります



Ａ-【１】

		【様式１-A】 ヨウシキ

		研修会A ケンシュウカイ				「健康サポートのための多職種連携研修会」　事前報告 ジゼン ホウコク																								→日薬使用欄 ニチヤク シヨウ ラン



		日本薬剤師会学術業務課 小松・新井・横田 行 ニホン ヤクザイシ カイ ガクジュツ ギョウムカ コマツ アライ ヨコタ イキ

		gyoumu@nichiyaku.or.jp

		※PDFに変換せず、Excelデータのまま送信																		報告日： ホウコク ビ

																				都道府県薬剤師会： トドウフケン ヤクザイシ カイ

																				都道府県番号： トドウフケン バンゴウ

																				報告者名： ホウコク シャ メイ

																				E-mail：





		（注1）今回報告する回だけをご記入ださい。既報告分との併記はしないでください。 チュウ コンカイ ホウコク カイ キニュウ キ ホウコク ブン ヘイキ

		（注2）同時に複数報告いただける場合、シートごとコピーしてご作成ください。 チュウ ドウジ フクスウ ホウコク バアイ サクセイ

		（注3）研修会Ａ，Ｂを同時に1日で開催する場合には、開催時間を区分して区別し、各々の様式でご報告ください。



		【１】		概要 ガイヨウ																入力欄 ニュウリョク ラン		↓修正報告の場合、研修会番号を入力すること
（及び修正したセルの色を黄色に変更する） シュウセイ ホウコク バアイ ケンシュウカイ バンゴウ ニュウリョク オヨ シュウセイ イロ キイロ ヘンコウ										都道府県 トドウフケン		都道府県番号 トドウフケン バンゴウ		報告日 ホウコク ビ		報告者 ホウコク シャ		新規　or
修正報告
の別 シンキ シュウセイ ホウコク ベツ		開催日・曜日
(西暦表記で記入） ヨウビ セイレキ ヒョウキ キニュウ		同日開催 ドウジツ カイサイ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		主催者 シュサイシャ		研修担当
役員名
（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ		連絡窓口
（担当者氏名） レンラク マドグチ タントウシャ シメイ		問い合わせ等電話番号 ト ア トウ デンワ バンゴウ		会場名 カイジョウ メイ		会場所在地 カイジョウ		募集定員 ボシュウ テイイン		受講料 ジュコウリョウ								１－１　健康サポート薬局の基本理念（講義）				１－２　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（講義）				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（講義）				２－２　各者の取り組み
（講義）				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（講義）				３　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				４　まとめ
（講義） コウギ				トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン		備考 ビコウ

				新規/修正　報告の別 シンキ シュウセイ ホウコク ベツ																新規 / 修正    を選択   																																												会員 カイイン		非会員 ヒカイイン		セット価格 カカク		セット別日 ベツ ビ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		演習司会者の所属・役職・氏名 エンシュウ シカイシャ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名

				開催日・曜日(西暦表記で入力） ヨウビ セイレキ ヒョウキ ニュウリョク																												0		0		Sunday, December 31, 1899		0		新規 / 修正    を選択   		0.0		0.0		0:00		0:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0		23		日本薬剤師会　会長　山本 信夫		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研修会A，B同日開催」を選択 バアイ センタク

				開始時間 カイシ ジカン

				終了時間 シュウリョウ ジカン

				主催者 シュサイシャ

				研修担当役員名（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ

				問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名） ト ア マドグチ ジムキョク トウ ショゾク シメイ

				問い合わせ先等電話番号 ト ア サキ トウ デンワ バンゴウ

				会場名 カイジョウ メイ

				会場所在地 カイジョウ

				募集定員　（人） ボシュウ テイイン ニン

																				

日本薬剤師会事務局: 募集定員入力欄について
・単位は入力しないでください
・予定でも構いません		受講料 ジュコウリョウ				会員　（円） カイイン エン

																				

日本薬剤師会事務局: 受講料入力欄について
・予定でも構いません		非会員　（円） ヒカイイン エン

								研修会A，Bがセット価格の場合は　プルダウンから「セット価格」を選択 ケンシュウカイ カカク バアイ カカク センタク

																				

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		「セット価格」の場合、研修会Bを別日程での開催の場合は日程を記載（同日開催の場合は記載不要） カカク バアイ ケンシュウカイ ベツ ニッテイ カイサイ バアイ ニッテイ キサイ ドウジツ カイサイ バアイ キサイ フヨウ





																				

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。		研修項目 ケンシュウ コウモク												形式 ケイシキ						入力欄 ニュウリョク ラン

				１－１　健康サポート薬局の基本理念												講義（DVD教材）				時間数（分）  ジカン スウ フン		23

日本薬剤師会事務局: DVD本編が23分です

																						

日本薬剤師会事務局: 西暦で入力。
2017/7/7　などと入力すれば表示されます		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		講師の
所属・役職・氏名		日本薬剤師会　会長　山本 信夫

				１－２　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												講義				時間数（分） ジカン スウ フン

																						

日本薬剤師会事務局: 時間数入力欄について
・単位は入力しないでください		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ

																						

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。		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												講義				時間数（分） ジカン スウ フン

																				講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ

																						

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。		２－２　各者の取り組み												講義				時間数（分） ジカン スウ フン

																						

日本薬剤師会事務局: ２－２　各者の取り組み入力欄について
・時間数にはトータルの時間を入力してください。（推奨は2組、40分です）

・講師欄には以下のように入力してください。
Aさん　20分
Bさん　20分		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ

																						

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。		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												講義				時間数（分） ジカン スウ フン

																				講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ

																						

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（依頼中）と明記してください。

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません。		

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択
		

日本薬剤師会事務局: 開始、終了時間の入力について
・15：00　などと入力してください　（×　午後3時）		３　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				時間数（分） ジカン スウ フン

																				演習司会者の所属・役職・氏名 エンシュウ シカイシャ

				４　まとめ																時間数（分） ジカン スウ フン

																				講師の
所属・役職・氏名

				トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン

				備考 ビコウ



				※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください ホン ヨウシキ ホカ シダイ テンプ ホウコク



				研修会番号発行欄　（日本薬剤師会にて入力後、報告者に返信） ケンシュウカイ バンゴウ ハッコウ ラン ニホン ヤクザイシ カイ ニュウリョク ゴ ホウコク シャ ヘンシン

						健Ａ ケン		-				-				-





&9事前報告A




添付ファイル
（事前報告）様式1_A.xlsx


リスト

		県番号 ケン バンゴウ		県 ケン

		01		北海道

		02		青森

		03		岩手

		04		宮城

		05		秋田

		06		山形

		07		福島

		08		茨城

		09		栃木

		10		群馬

		11		埼玉

		12		千葉

		13		東京

		14		神奈川

		15		新潟

		16		富山

		17		石川

		18		福井

		19		山梨

		20		長野

		21		岐阜

		22		静岡

		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

		32		島根

		33		岡山

		34		広島

		35		山口

		36		徳島

		37		香川

		38		愛媛

		39		高知

		40		福岡

		41		佐賀

		42		長崎

		43		熊本

		44		大分

		45		宮崎

		46		鹿児島

		47		沖縄



【注】このリストのシートは消さないようにお願いします



B-【入力例】

		【様式1-B】 ヨウシキ

		研修会B ケンシュウカイ				「健康サポートのための薬剤師の対応研修会」　事前報告 ジゼン ホウコク																								→日薬使用欄 ニチヤク シヨウ ラン



		日本薬剤師会学術業務課 小松・新井・横田 行 ニホン ヤクザイシ カイ ガクジュツ ギョウムカ コマツ アライ ヨコタ イキ

		gyoumu@nichiyaku.or.jp

		※PDFに変換せず、Excelデータのまま送信																		報告日： ホウコク ビ		Saturday, October 01, 2016

日本薬剤師会事務局: 西暦で入力。2017/7/7　などと入力すれば表示されます

																				都道府県薬剤師会： トドウフケン ヤクザイシ カイ		■■

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択

																				都道府県番号： トドウフケン バンゴウ		48

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択

																				報告者名： ホウコク シャ メイ		○○　○○

																				E-mail：		aaaa@nichiyaku.or.jp





		（注1）今回報告する回だけをご記入ださい。既報告分との併記はしないでください。 チュウ コンカイ ホウコク カイ キニュウ キ ホウコク ブン ヘイキ

		（注2）同時に複数報告いただける場合、シートごとコピーしてご作成ください。 チュウ ドウジ フクスウ ホウコク バアイ サクセイ

		（注3）研修会Ａ，Ｂを同時に1日で開催する場合には、開催時間を区分して区別し、各々の様式でご報告ください。

		（注4）研修は、原則、中央研修会のDVD＋進行役にて実施（研修会Bの標準形式）してください。それ以外の方法で実施する場合は、備考欄に記載してください。 ジッシ





		【１】		概要 ガイヨウ																入力欄 ニュウリョク ラン		↓修正報告の場合、研修会番号を入力すること
（及び修正したセルの色を黄色に変更する） シュウセイ ホウコク バアイ ケンシュウカイ バンゴウ ニュウリョク オヨ シュウセイ イロ キイロ ヘンコウ										都道府県 トドウフケン		都道府県番号 トドウフケン バンゴウ		報告日 ホウコク ビ		報告者 ホウコク シャ		新規　or
修正報告
の別 シンキ シュウセイ ホウコク ベツ		開催日・曜日
(西暦表記で記入） ヨウビ セイレキ ヒョウキ キニュウ		同日開催 ドウジツ カイサイ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		主催者 シュサイシャ		研修担当
役員名
（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ		連絡窓口
（担当者氏名） レンラク マドグチ タントウシャ シメイ		問い合わせ等電話番号 ト ア トウ デンワ バンゴウ		会場名 カイジョウ メイ		会場所在地 カイジョウ		募集定員 ボシュウ テイイン		受講料 ジュコウリョウ								テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択）		１　導入講義（講義） コウギ				２　薬局利用者の状態把握と対応（演習を含む参加型）				３　まとめ
（講義） コウギ				４　レポート作成		トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン		備考 ビコウ

				新規/修正　報告の別 シンキ シュウセイ ホウコク ベツ																新規																																												会員 カイイン		非会員 ヒカイイン		セット価格 カカク		セット別日 ベツ ビ				時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		進行役の
所属・役職・氏名 シンコウヤク ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名		時間数（分）

				開催日・曜日(西暦表記で入力） ヨウビ セイレキ ヒョウキ ニュウリョク																42745.0

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。												■■		48		Saturday, October 01, 2016		○○　○○		新規		42745.0		0.0		10:00		16:00		○○県薬剤師会		副会長　○○　○○		学術業務課　■■　■■		03-1234-5678		○○○会館ホール		○県○市○町　1-2-3		100		2000		5000		　セット価格		42724.0		頭痛		20		○○県薬剤師会　役職　氏名		240		○○県薬剤師会　役職　氏名		5		○○県薬剤師会　役職　氏名		15		○○県薬剤師会　役職　氏名		0

				研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研修会A，B同日開催」を選択 バアイ センタク

				開始時間 カイシ ジカン																10:00

				終了時間 シュウリョウ ジカン																16:00

				主催者 シュサイシャ																○○県薬剤師会

				研修担当役員名（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ																副会長　○○　○○ フクカイチョウ

				問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名） ト ア マドグチ ジムキョク トウ ショゾク シメイ																学術業務課　■■　■■ ガクジュツ ギョウムカ

				問い合わせ先等電話番号 ト ア サキ トウ デンワ バンゴウ																03-1234-5678

				会場名 カイジョウ メイ																○○○会館ホール カイカン

				会場所在地 カイジョウ																○県○市○町　1-2-3 ケン シ マチ

				募集定員　（人） ボシュウ テイイン ニン																100

日本薬剤師会事務局: 募集定員入力欄について
・単位は入力しないでください
・予定でも構いません

				受講料 ジュコウリョウ				会員　（円） カイイン エン												2000

日本薬剤師会事務局: 受講料入力欄について
・予定でも構いません

								非会員　（円） ヒカイイン エン												5000

								研修会A，Bがセット価格の場合は　プルダウンから「セット価格」を選択 ケンシュウカイ カカク バアイ カカク センタク												　セット価格

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択


								「セット価格」の場合、研修会Aを別日程での開催の場合は日程を記載（同日開催の場合は記載不要） カカク バアイ ケンシュウカイ ベツ ニッテイ カイサイ バアイ ニッテイ キサイ ドウジツ カイサイ バアイ キサイ フヨウ												42724.0

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。

				テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択） センタク																頭痛

横田 あゆみ: テーマ入力欄について
それ以外の場合は、備考欄に記載してください



																						

日本薬剤師会事務局: 西暦で入力。2017/7/7　などと入力すれば表示されます		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		研修項目 ケンシュウ コウモク												形式 ケイシキ						入力欄 ニュウリョク ラン

				１　導入講義												講義				時間数（分）  ジカン スウ フン		20

日本薬剤師会事務局: 時間数入力欄について
・単位は入力しないでください

																						

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		講師の
所属・役職・氏名		○○県薬剤師会　役職　氏名 ヤクショク シメイ

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（予定）と明記してください

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません

				２　薬局利用者の状態把握と対応												演習を含む参加型				時間数（分） ジカン スウ フン		240

																				進行役の
所属・役職・氏名 シンコウヤク ショゾク ヤクショク シメイ		○○県薬剤師会　役職　氏名 ヤクショク シメイ

日本薬剤師会事務局: 進行役入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（予定）と明記してください

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません

				３　まとめ																時間数（分） ジカン スウ フン		5

																				講師の
所属・役職・氏名		○○県薬剤師会　役職　氏名 ヤクショク シメイ

				４　レポート作成																時間数（分）		15

				トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン																		○○県薬剤師会　役職　氏名 ヤクショク シメイ

				備考 ビコウ



																						

日本薬剤師会事務局: 備考欄について
・「中央研修会のDVD＋進行役」以外の方法で実施する場合は、講師の所属・役職・氏名を記載してください

・テーマを、頭痛、腹痛、腰痛以外で行う場合は、記載してください		

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください ホン ヨウシキ ホカ シダイ テンプ ホウコク



				研修会番号発行欄　（日本薬剤師会にて入力後、報告者に返信） ケンシュウカイ バンゴウ ハッコウ ラン ニホン ヤクザイシ カイ ニュウリョク ゴ ホウコク シャ ヘンシン

						健B ケン		-				-				-

										開催年度 カイサイ ネンド				県番号 ケン バンゴウ



入力例に記載した時間数は、標準プログラムに記載した時間です

研修会Bは全体で4時間以上となります

入力例



B-【１】

		【様式1-B】 ヨウシキ

		研修会B ケンシュウカイ				「健康サポートのための薬剤師の対応研修会」　事前報告 ジゼン ホウコク																								→日薬使用欄 ニチヤク シヨウ ラン



		日本薬剤師会学術業務課 小松・新井・横田 行 ニホン ヤクザイシ カイ ガクジュツ ギョウムカ コマツ アライ ヨコタ イキ

		gyoumu@nichiyaku.or.jp

		※PDFに変換せず、Excelデータのまま送信																		報告日： ホウコク ビ

																				都道府県薬剤師会： トドウフケン ヤクザイシ カイ

																				都道府県番号： トドウフケン バンゴウ

																				報告者名： ホウコク シャ メイ

																				E-mail：





		（注1）今回報告する回だけをご記入ださい。既報告分との併記はしないでください。 チュウ コンカイ ホウコク カイ キニュウ キ ホウコク ブン ヘイキ

		（注2）同時に複数報告いただける場合、シートごとコピーしてご作成ください。 チュウ ドウジ フクスウ ホウコク バアイ サクセイ

		（注3）研修会Ａ，Ｂを同時に1日で開催する場合には、開催時間を区分して区別し、各々の様式でご報告ください。

		（注4）研修は、原則、中央研修会のDVD＋進行役にて実施（研修会Bの標準形式）してください。それ以外の方法で実施する場合は、備考欄に記載してください。 ジッシ





		【１】		概要 ガイヨウ																入力欄 ニュウリョク ラン		↓修正報告の場合、研修会番号を入力すること
（及び修正したセルの色を黄色に変更する） シュウセイ ホウコク バアイ ケンシュウカイ バンゴウ ニュウリョク オヨ シュウセイ イロ キイロ ヘンコウ										都道府県 トドウフケン		都道府県番号 トドウフケン バンゴウ		報告日 ホウコク ビ		報告者 ホウコク シャ		新規　or
修正報告
の別 シンキ シュウセイ ホウコク ベツ		開催日・曜日
(西暦表記で記入） ヨウビ セイレキ ヒョウキ キニュウ		同日開催 ドウジツ カイサイ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		主催者 シュサイシャ		研修担当
役員名
（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ		連絡窓口
（担当者氏名） レンラク マドグチ タントウシャ シメイ		問い合わせ等電話番号 ト ア トウ デンワ バンゴウ		会場名 カイジョウ メイ		会場所在地 カイジョウ		募集定員 ボシュウ テイイン		受講料 ジュコウリョウ								テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択）		１　導入講義（講義） コウギ				２　薬局利用者の状態把握と対応（演習を含む参加型）				３　まとめ
（講義） コウギ				４　レポート作成		トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン		備考 ビコウ

				新規/修正　報告の別 シンキ シュウセイ ホウコク ベツ																新規 / 修正    を選択   																																												会員 カイイン		非会員 ヒカイイン		セット価格 カカク		セット別日 ベツ ビ				時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		進行役の
所属・役職・氏名 シンコウヤク ショゾク ヤクショク シメイ		時間数（分） ジカン スウ フン		講師の
所属・役職・氏名		時間数（分）

				開催日・曜日(西暦表記で入力） ヨウビ セイレキ ヒョウキ ニュウリョク																												0		0		Sunday, December 31, 1899		0		新規 / 修正    を選択   		0.0		0.0		0:00		0:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0		頭痛 / 腹痛 / 腰痛　　を選択		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研修会A，B同日開催」を選択 バアイ センタク

				開始時間 カイシ ジカン

				終了時間 シュウリョウ ジカン

				主催者 シュサイシャ

				研修担当役員名（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ

				問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名） ト ア マドグチ ジムキョク トウ ショゾク シメイ

				問い合わせ先等電話番号 ト ア サキ トウ デンワ バンゴウ

				会場名 カイジョウ メイ

				会場所在地 カイジョウ

				募集定員　（人） ボシュウ テイイン ニン

																				

日本薬剤師会事務局: 募集定員入力欄について
・単位は入力しないでください
・予定でも構いません		受講料 ジュコウリョウ				会員　（円） カイイン エン

																				

日本薬剤師会事務局: 受講料入力欄について
・予定でも構いません		非会員　（円） ヒカイイン エン

								研修会A，Bがセット価格の場合は　プルダウンから「セット価格」を選択 ケンシュウカイ カカク バアイ カカク センタク

																				

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択
		「セット価格」の場合、研修会Aを別日程での開催の場合は日程を記載（同日開催の場合は記載不要） カカク バアイ ケンシュウカイ ベツ ニッテイ カイサイ バアイ ニッテイ キサイ ドウジツ カイサイ バアイ キサイ フヨウ

																				

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。		テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択） センタク																頭痛 / 腹痛 / 腰痛　　を選択

横田 あゆみ: テーマ入力欄について
それ以外の場合は、備考欄に記載してください



																						

日本薬剤師会事務局: 西暦で入力。2017/7/7　などと入力すれば表示されます		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		研修項目 ケンシュウ コウモク												形式 ケイシキ						入力欄 ニュウリョク ラン

				１　導入講義												講義				時間数（分）  ジカン スウ フン

																						

日本薬剤師会事務局: 時間数入力欄について
・単位は入力しないでください		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		講師の
所属・役職・氏名

																						

日本薬剤師会事務局: 講師入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（予定）と明記してください

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません		２　薬局利用者の状態把握と対応												演習を含む参加型				時間数（分） ジカン スウ フン

																				進行役の
所属・役職・氏名 シンコウヤク ショゾク ヤクショク シメイ

																						

日本薬剤師会事務局: 進行役入力欄について
・講師を依頼中の場合は氏名を入力の上（予定）と明記してください

・講師名を空欄で報告をいただいても、研修会番号を発行できません		３　まとめ																時間数（分） ジカン スウ フン

																				講師の
所属・役職・氏名

				４　レポート作成																時間数（分）

				トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン

				備考 ビコウ



																						

日本薬剤師会事務局: 備考欄について
・「中央研修会のDVD＋進行役」以外の方法で実施する場合は、講師の所属・役職・氏名を記載してください

・テーマを、頭痛、腹痛、腰痛以外で行う場合は、記載してください		

日本薬剤師会事務局: 開催日入力欄について
・2017/8/31　などと入力し、Enterキーを押してください。西暦から曜日まで表示されます。		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください ホン ヨウシキ ホカ シダイ テンプ ホウコク



				研修会番号発行欄　（日本薬剤師会にて入力後、報告者に返信） ケンシュウカイ バンゴウ ハッコウ ラン ニホン ヤクザイシ カイ ニュウリョク ゴ ホウコク シャ ヘンシン

						健B ケン		-				-				-





&9事前報告B




添付ファイル
（事前報告）様式1_B.xlsx


終了報告Ａ

		【様式２-Ａ】 ヨウシキ



		研修会Ａ　健康サポートのための多職種連携研修会
終了報告 ケンシュウカイ ケンコウ タ ショクシュ レンケイ ケンシュウカイ シュウリョウ ホウコク																								→日薬使用欄 ニチヤク シヨウ ラン



		日本薬剤師会　会長殿 ニホン ヤクザイシ カイ カイチョウ ドノ

																				●年●月●日 ネン ガツ ニチ

日本薬剤師会事務局: 報告日　西暦で入力
2017/8/31　と入力し　Enterを押せば表示されます		←報告日（西暦） ホウコク ビ セイレキ

																				●●社団法人　●●県薬剤師会

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		←都道府県薬剤師会（プルダウンから選択） トドウフケン ヤクザイシ カイ センタク

																				会長　●●　●● カイチョウ		←会長名入力 カイチョウ メイ ニュウリョク

																				

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		←都道府県（プルダウンから選択） トドウフケン センタク

																				

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		

日本薬剤師会事務局: 報告日　西暦で入力
2017/8/31　と入力し　Enterを押せば表示されます		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		←県番号（プルダウンから選択） ケン バンゴウ センタク



		標記研修会を下記のとおり開催したので報告いたします。 ヒョウキ ケンシュウカイ カキ カイサイ ホウコク



		１．概要 ガイヨウ

				概要 ガイヨウ														入力欄 ニュウリョク ラン												都道府県 トドウフケン		都道府県番号 トドウフケン バンゴウ		報告日 ホウコク ビ		研修会番号 ケンシュウカイ バンゴウ		開催日・曜日
(西暦表記で記入） ヨウビ セイレキ ヒョウキ キニュウ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		主催者 シュサイシャ		研修担当
役員名
（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ		連絡窓口
（担当者氏名） レンラク マドグチ タントウシャ シメイ		問い合わせ等電話番号 ト ア トウ デンワ バンゴウ		会場名 カイジョウ メイ		会場所在地 カイジョウ		募集定員 ボシュウ テイイン		受講料 ジュコウリョウ								受講者数　（人）		備考 ビコウ		受講者からの意見徴収 ジュコウシャ イケン チョウシュウ

				研修会番号 ケンシュウカイ バンゴウ																																																						会員 カイイン		非会員 ヒカイイン		セット価格 カカク		別日 ベツ ビ

				開催日・曜日(西暦表記で入力） ヨウビ セイレキ ヒョウキ ニュウリョク																										0		0		●年●月●日		0		0.0		0:00		0:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0		0		0		0

				研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研修会A，B同日開催」を選択

				開始時間 カイシ ジカン

				終了時間 シュウリョウ ジカン

				主催者 シュサイシャ

				研修担当役員名（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ

				問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名） ト ア マドグチ ジムキョク トウ ショゾク シメイ

				問い合わせ先等電話番号 ト ア サキ トウ デンワ バンゴウ

				会場名 カイジョウ メイ

				会場所在地 カイジョウ

				募集定員　（人） ボシュウ テイイン ニン

				受講料 ジュコウリョウ		会員　（円） カイイン エン

						非会員　（円） ヒカイイン エン

						研修会A，Bがセット価格の場合は　プルダウンから「セット価格」を選択

						「セット価格」の場合、研修会Bを別日程での開催の場合は日程を記載（同日開催の場合は記載不要）

				受講者数　（人） ジュコウシャ スウ



		２．内容 ナイヨウ

				研修項目 ケンシュウ コウモク										形式 ケイシキ						入力欄 ニュウリョク ラン

				１－１　健康サポート薬局の基本理念										講義（DVD教材）				時間数（分）  ジカン スウ フン		23

																		講師の
所属・役職・氏名		日本薬剤師会　会長　山本 信夫

				１－２　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										講義				時間数（分） ジカン スウ フン

																		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ

				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										講義				時間数（分） ジカン スウ フン

																		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ

				２－２　各者の取り組み										講義				時間数（分） ジカン スウ フン

																		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ

				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										講義				時間数（分） ジカン スウ フン

																		講師の
所属・役職・氏名 コウシ ショゾク ヤクショク シメイ

				３　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				時間数（分） ジカン スウ フン

																		演習司会者の
所属・役職・氏名 エンシュウ シカイシャ

				４　まとめ														時間数（分） ジカン スウ フン

																		講師の
所属・役職・氏名

				トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン

				備考 ビコウ



		３．受講者からの意見徴収 ジュコウシャ イケン チョウシュウ

				（受講者から意見がある場合は、取りまとめの上、入力） ジュコウシャ イケン バアイ ト ウエ ニュウリョク



				※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください ホン ヨウシキ ホカ シダイ テンプ ホウコク



&A




リスト

		一般社団法人北海道薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		北海道 ホッカイドウ		01

		一般社団法人青森県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		青森 アオモリ		02

		一般社団法人岩手県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		岩手		03

		一般社団法人宮城県薬剤師会		宮城		04

		一般社団法人秋田県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		秋田		05

		一般社団法人山形県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		山形		06

		一般社団法人福島県薬剤師会		福島		07

		公益社団法人茨城県薬剤師会 コウエキ シャダン ホウジン		茨城		08

		一般社団法人栃木県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		栃木		09

		一般社団法人群馬県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		群馬		10

		一般社団法人埼玉県薬剤師会		埼玉		11

		一般社団法人千葉県薬剤師会		千葉		12

		公益社団法人東京都薬剤師会		東京		13

		公益社団法人神奈川県薬剤師会		神奈川		14

		公益社団法人新潟県薬剤師会		新潟		15

		公益社団法人富山県薬剤師会		富山		16

		公益社団法人石川県薬剤師会		石川		17

		一般社団法人福井県薬剤師会		福井		18

		一般社団法人山梨県薬剤師会		山梨		19

		一般社団法人長野県薬剤師会		長野		20

		一般社団法人岐阜県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		岐阜		21

		公益社団法人静岡県薬剤師会 コウエキ シャダン ホウジン		静岡		22

		一般社団法人愛知県薬剤師会		愛知		23

		一般社団法人三重県薬剤師会		三重		24

		一般社団法人滋賀県薬剤師会		滋賀		25

		一般社団法人京都府薬剤師会		京都		26

		一般社団法人大阪府薬剤師会		大阪		27

		一般社団法人兵庫県薬剤師会		兵庫		28

		一般社団法人奈良県薬剤師会		奈良		29

		一般社団法人和歌山県薬剤師会		和歌山		30

		一般社団法人鳥取県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		鳥取		31

		一般社団法人島根県薬剤師会 イッパン シャダンホウジン		島根		32

		一般社団法人岡山県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		岡山		33

		公益社団法人広島県薬剤師会 コウエキシャダンホウジン		広島		34

		一般社団法人山口県薬剤師会		山口		35

		一般社団法人徳島県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		徳島		36

		一般社団法人香川県薬剤師会		香川		37

		一般社団法人愛媛県薬剤師会		愛媛		38

		公益社団法人高知県薬剤師会		高知		39

		公益社団法人福岡県薬剤師会		福岡		40

		一般社団法人佐賀県薬剤師会 イッパン シャダンホウジン		佐賀		41

		一般社団法人長崎県薬剤師会		長崎		42

		公益社団法人熊本県薬剤師会		熊本		43

		公益社団法人大分県薬剤師会 コウエキ シャダン ホウジン		大分		44

		一般社団法人宮崎県薬剤師会		宮崎		45

		公益社団法人鹿児島県薬剤師会		鹿児島		46

		一般社団法人沖縄県薬剤師会		沖縄		47



このリストシートは消さないでください。



添付ファイル
（終了報告）様式2_A.xlsx


終了報告B

		【様式２-Ｂ】 ヨウシキ



		研修会Ｂ　健康サポートのための薬剤師の対応研修会
終了報告 ケンシュウカイ ケンコウ ヤクザイシ タイオウ ケンシュウカイ シュウリョウ ホウコク																								→日薬使用欄 ニチヤク シヨウ ラン



		日本薬剤師会　会長殿 ニホン ヤクザイシ カイ カイチョウ ドノ

																				●年●月●日 ネン ガツ ニチ

日本薬剤師会事務局: 報告日　西暦で入力
2017/8/31　と入力し　Enterを押せば表示されます		←報告日（西暦） ホウコク ビ セイレキ

																				●●社団法人　●●県薬剤師会 シャダン ホウジン ケン ヤクザイシ カイ

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		←都道府県薬剤師会（プルダウンから選択） トドウフケン ヤクザイシ カイ センタク

																				会長　●●　●● カイチョウ		←会長名入力 カイチョウ メイ ニュウリョク

																				

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		←都道府県（プルダウンから選択） トドウフケン センタク

																				

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		←県番号（プルダウンから選択） ケン バンゴウ センタク



		標記研修会を下記のとおり開催したので報告いたします。 ヒョウキ ケンシュウカイ カキ カイサイ ホウコク



		１．概要 ガイヨウ

				概要 ガイヨウ														入力欄 ニュウリョク ラン												都道府県 トドウフケン		都道府県番号 トドウフケン バンゴウ		報告日 ホウコク ビ		研修会番号 ケンシュウカイ バンゴウ		開催日・曜日
(西暦表記で記入） ヨウビ セイレキ ヒョウキ キニュウ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		主催者 シュサイシャ		研修担当
役員名
（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ		連絡窓口
（担当者氏名） レンラク マドグチ タントウシャ シメイ		問い合わせ等電話番号 ト ア トウ デンワ バンゴウ		会場名 カイジョウ メイ		会場所在地 カイジョウ		募集定員 ボシュウ テイイン		受講料 ジュコウリョウ								テーマ		受講者数　（人）		備考 ビコウ		受講者からの意見徴収 ジュコウシャ イケン チョウシュウ

				研修会番号 ケンシュウカイ バンゴウ																																																						会員 カイイン		非会員 ヒカイイン		セット価格 カカク		別日 ベツ ビ

				開催日・曜日(西暦表記で入力） ヨウビ セイレキ ヒョウキ ニュウリョク																										0		0		●年●月●日		0		0.0		0:00		0:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0		頭痛 / 腹痛 / 腰痛　　を選択		0		0		0

				研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研修会A，B同日開催」を選択 バアイ センタク

				開始時間 カイシ ジカン

				終了時間 シュウリョウ ジカン

				主催者 シュサイシャ

				研修担当役員名（役職・氏名） ケンシュウ タントウ ヤクイン メイ ヤクショク シメイ

				問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名） ト ア マドグチ ジムキョク トウ ショゾク シメイ

				問い合わせ先等電話番号 ト ア サキ トウ デンワ バンゴウ

				会場名 カイジョウ メイ

				会場所在地 カイジョウ

				募集定員　（人） ボシュウ テイイン ニン

				受講料 ジュコウリョウ		会員　（円） カイイン エン

						非会員　（円） ヒカイイン エン

						研修会A，Bがセット価格の場合は　プルダウンから「セット価格」を選択 ケンシュウカイ カカク バアイ カカク センタク

																		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択
		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		

日本薬剤師会事務局: 報告日　西暦で入力
2017/8/31　と入力し　Enterを押せば表示されます		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		「セット価格」の場合、研修会Aを別日程での開催の場合は日程を記載（同日開催の場合は記載不要） カカク バアイ ケンシュウカイ ベツ ニッテイ カイサイ バアイ ニッテイ キサイ ドウジツ カイサイ バアイ キサイ フヨウ

				テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択） センタク														頭痛 / 腹痛 / 腰痛　　を選択

				受講者数　（人） ジュコウシャ スウ



		２．内容 ナイヨウ

				研修項目 ケンシュウ コウモク										形式 ケイシキ						入力欄 ニュウリョク ラン

				１　導入講義										講義				時間数（分）  ジカン スウ フン

																		講師の
所属・役職・氏名

				２　薬局利用者の状態把握と対応										演習を含む参加型				時間数（分） ジカン スウ フン

																		進行役の
所属・役職・氏名 シンコウヤク ショゾク ヤクショク シメイ

				３　まとめ														時間数（分） ジカン スウ フン

																		講師の
所属・役職・氏名

				４　レポート作成														時間数（分）

				トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分） ジカンスウ アイサツ キュウケイ フク フン

				備考 ビコウ

		３．受講者からの意見徴収 ジュコウシャ イケン チョウシュウ

				（受講者から意見がある場合は、取りまとめの上、入力） ジュコウシャ イケン バアイ ト ウエ ニュウリョク



				※本様式の他、次第及び進行表を添付のうえ報告してください ホン ヨウシキ ホカ シダイ オヨ シンコウヒョウ テンプ ホウコク



&A




Sheet1

		一般社団法人北海道薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		北海道 ホッカイドウ		01

		一般社団法人青森県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		青森 アオモリ		02

		一般社団法人岩手県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		岩手		03

		一般社団法人宮城県薬剤師会		宮城		04

		一般社団法人秋田県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		秋田		05

		一般社団法人山形県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		山形		06

		一般社団法人福島県薬剤師会		福島		07

		公益社団法人茨城県薬剤師会 コウエキ シャダン ホウジン		茨城		08

		一般社団法人栃木県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		栃木		09

		一般社団法人群馬県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		群馬		10

		一般社団法人埼玉県薬剤師会		埼玉		11

		一般社団法人千葉県薬剤師会		千葉		12

		公益社団法人東京都薬剤師会		東京		13

		公益社団法人神奈川県薬剤師会		神奈川		14

		公益社団法人新潟県薬剤師会		新潟		15

		公益社団法人富山県薬剤師会		富山		16

		公益社団法人石川県薬剤師会		石川		17

		一般社団法人福井県薬剤師会		福井		18

		一般社団法人山梨県薬剤師会		山梨		19

		一般社団法人長野県薬剤師会		長野		20

		一般社団法人岐阜県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		岐阜		21

		公益社団法人静岡県薬剤師会 コウエキ シャダン ホウジン		静岡		22

		一般社団法人愛知県薬剤師会		愛知		23

		一般社団法人三重県薬剤師会		三重		24

		一般社団法人滋賀県薬剤師会		滋賀		25

		一般社団法人京都府薬剤師会		京都		26

		一般社団法人大阪府薬剤師会		大阪		27

		一般社団法人兵庫県薬剤師会		兵庫		28

		一般社団法人奈良県薬剤師会		奈良		29

		一般社団法人和歌山県薬剤師会		和歌山		30

		一般社団法人鳥取県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		鳥取		31

		一般社団法人島根県薬剤師会 イッパン シャダンホウジン		島根		32

		一般社団法人岡山県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		岡山		33

		公益社団法人広島県薬剤師会 コウエキシャダンホウジン		広島		34

		一般社団法人山口県薬剤師会		山口		35

		一般社団法人徳島県薬剤師会 イッパン シャダン ホウジン		徳島		36

		一般社団法人香川県薬剤師会		香川		37

		一般社団法人愛媛県薬剤師会		愛媛		38

		公益社団法人高知県薬剤師会		高知		39

		公益社団法人福岡県薬剤師会		福岡		40

		一般社団法人佐賀県薬剤師会 イッパン シャダンホウジン		佐賀		41

		一般社団法人長崎県薬剤師会		長崎		42

		公益社団法人熊本県薬剤師会		熊本		43

		公益社団法人大分県薬剤師会 コウエキ シャダン ホウジン		大分		44

		一般社団法人宮崎県薬剤師会		宮崎		45

		公益社団法人鹿児島県薬剤師会		鹿児島		46

		一般社団法人沖縄県薬剤師会		沖縄		47



このリストシートは消さないでください。



添付ファイル
（終了報告）様式2_B.xlsx


別添３

健康サポート薬局　技能習得型研修都道府県薬が証明書発行に必要な番号を入れる場合はこの位置に入れてください（枠線不要）



受 講 証 明 書

－研修会Ａ－



○○　○○○　様

薬剤師名簿登録番号：0000000



あなたは健康サポート薬局に係る下記研修を受講されましたのでこれを証します



【研修内容】

研修会名：研修会Ａ　健康サポートのための多職種連携研修

研修会番号：健A-2016- XX-001　（←日薬が発行）

開催日：○○年○月○日　（←西暦）

場　所：○○○○○○○



年　　月　　日　（←証明書発行日・西暦）

（有効期限：発行日より３年間）　　　



○○社団法人 ○○県薬剤師会

印



会 長　○○ ○○

添付ファイル
別添3-1_技能習得型研修Ａ　受講証明書★修正ナシ.docx


健康サポート薬局　技能習得型研修都道府県薬が証明書発行に必要な番号を入れる場合はこの位置に入れてください（枠線不要）



受 講 証 明 書

－研修会Ｂ－



○○　○○○　様

薬剤師名簿登録番号：0000000



あなたは健康サポート薬局に係る下記研修を受講されましたのでこれを証します



【研修内容】

研修会名：研修会Ｂ　健康サポートのための薬剤師の対応研修

研修会番号：健Ｂ-2016- XX-001　（←日薬が発行）

開催日：○○年○月○日（←西暦）

場　所：○○○○○○○



　　年　　月　　日　（←証明書発行日・西暦）

（有効期限：発行日より３年間）

○○社団法人 ○○県薬剤師会

印



会 長　○○ ○○

添付ファイル
別添3-2_技能習得型研修Ｂ　受講証明書★修正ナシ.docx
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日本薬剤師会 健康サポート薬局研修委員会 
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「健康サポート薬局研修」研修会開催要領 


 


 本要領は、健康サポート薬局である旨の表示を行うにあたり健康サポート


薬局に関して厚生労働大臣が定める基準第三号で規定される常駐する薬剤師


の資質に係る「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、健康の保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」として、公益社団法人日本薬剤師会及び公益財団法


人日本薬剤師研修センター（以下、「実施機関」）が定める「『健康サポー


ト薬局研修』実施要領」に規定する技能習得型研修（集合研修）の開催に係


る事項を定めるものである。 


 


１ 実施体制 


技能習得型研修（集合研修）は、研修実施に係る協力機関（以下「実施協


力機関」という。）として、都道府県薬剤師会が研修会を企画・開催する。


都道府県薬剤師会には、研修の実施に係る責任者を置き、実地に監督する体


制を整える。 


 


２ 主催者 


研修会の主催者は都道府県薬剤師会とし、日本薬剤師会を共催とする。 


 


３ 研修内容・方法 


研修内容及び方法は、「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」


（平成 28 年２月 12 日薬生発 0212 第８号）別紙１に則り、日本薬剤師会に


設置する「健康サポート薬局研修委員会（以下、「研修委員会」という。）」


が定める標準プログラム（別添１）及び「健康サポート薬局研修会運営の手


引き」に基づくものとし、講義及びグループ討議形式による演習を含むもの


とする。 


なお、受講完了にあたっては、理解度確認のため、受講者にレポートの作


成及び提出を求める。 


 


４ 研修会 


① 上記「２ 研修内容」を踏まえ、以下ＡＢの２つの研修会を開催するこ


とを標準の形式とする。 


Ａ 健康サポートのための多職種連携研修会：下表①③を含む研修会 


Ｂ 健康サポートのための薬剤師の対応研修会：下表②を含む研修会 
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表：「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」別紙１より 


研修項目 時間 


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 


 ② 研修委員会が定める標準プログラム（別添１）及び「健康サポート薬局


研修会運営の手引き」に基づき、都道府県薬剤師会が研修会を企画・運


営する。研修会の講師についても、標準プログラムに基づき、都道府県


薬剤師会が選定・依頼する。 


③ 研修会の開催日時・開催場所は都道府県薬剤師会が決定する。その際、


演習を含むプログラムが円滑に実施できる場所（環境・設備等）に配慮


する。 


④ 原則、研修会Ａ、Ｂを各々年１回以上開催する。 


⑤ 都道府県内の受講希望者の状況に応じて、開催頻度を増減することがで


きる。 


 


５ 対象者 


 ① 対象者は、既に健康サポート薬局である旨を表示し得る業務体制を有す


る、あるいは既に表示している薬局に従事しており、健康サポート薬局


の意義を理解し、健康サポート薬局として地域住民の健康の保持増進に


貢献する意欲のある薬剤師とする。 


② かつ、原則、薬局での５年の実務経験を有する薬剤師とする。ただし、


近いうち（目安として１年未満）に実務経験が５年に到達する等の者も


対象として差し支えない。ただしその場合、修了証の発行申請の手続き


は実務経験が５年以上となってから行うことに留意すること。 


  （注）実務経験は、週当たりの勤務時間数が 20 時間以上であった期間を


通算するものとする。 


③ 原則、研修会主催者が所在する都道府県で薬局業務に従事する薬剤師を


対象とする。特に、研修項目「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」を含む「研修会Ａ」については、受講者は自らが勤


務等する薬局が所在する地域の研修を受ける必要があることに留意す


る。 


④ 都道府県薬剤師会の会員・非会員の区別による受講の制限は行わない。 
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６ 受講料 


① 地域の実情に応じ、都道府県薬剤師会が受講料を定める。 


② 都道府県薬剤師会の会員・非会員の別により、受講料に差を設けること


ができることとする。但し、金額差については、社会通念上妥当な差と


なるよう留意する。       


③ 受講料には、受講証明書の発行費用を含む。 


 


７ 研修会開催に係る手続き 


① 研修会の企画に際しては、都道府県薬剤師会から研修委員会に対し事前


報告を行うものとする。本報告は共催手続きを兼ねる。 


② 研修委員会は、事前報告に基づき研修会内容が標準プログラムに沿って


いることを確認した上で「研修会番号」を付し、都道府県薬剤師会に連


絡する。 


③ 実施機関は、各都道府県薬剤師会が開催する健康サポート薬局研修に関


して日本薬剤師会のホームページにおいて情報公開する。 


④ 都道府県薬剤師会が受講者に対して発行する受講証明書（後述）には、


研修会番号を記載することとする。 


⑤ 研修会終了後、都道府県薬剤師会から研修委員会に対し終了報告を行う。 


⑥ ①～⑤の研修会開催に係る手続きについては、別添２に沿って行うこと。 


 


８ 受講者の募集 


① 都道府県薬剤師会のホームページ等、都道府県薬剤師会の会員以外も研


修会の情報が入手可能な方法により広報する。 


② 都道府県薬剤師会の会員のみならず、会員以外の者も受講できることを


明示する。 


③ 「健康サポート薬局に係る研修」である旨を明示し、他の研修と誤認さ


れないように努める。 


④ 研修会の開催に係る個人情報の収集にあたっては、研修会の運営のため


に利用する旨を明示した上で収集し、利用目的の範囲内で利用する（個


人情報の取扱いについては「『健康サポート薬局研修』実施要領」を参


照のこと）。 


 


９ 受講証明書の交付 


① 都道府県薬剤師会は、受講完了（研修会の受講及びレポート提出）した


者に、研修会Ａ、Ｂについてそれぞれ、都道府県薬剤師会会長名による


「技能習得型研修受講証明書」を交付（手交または郵送）する。 
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② 受講証明書の発行にあたっては、レポートについて、研修プログラム及


び「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」（平成28年２月12


日薬生発0212第８号）の別紙１に定められた「達成目標」に関して、以


下のことを確認する。 


  一 レポートが提出されていること 


  二 レポートに、本人の理解したことや思考過程が記載されていること 


  三 受講態度が適切であること（討議への不参加や離席がないこと等） 


    確認できない場合には、研修内容の復習とレポートの再提出を求め


る。 


なお、受講態度が不適の場合は、受講証明書を発行しないものとす 


る。 


③ 受講証明書の記載事項は以下のとおりとする。なお、様式は別添３のと


おりとする。 


   ア 受講者氏名 


   イ 薬剤師名簿登録番号 


   ウ 研修会名 


   エ 研修会番号 


   オ 研修会開催日 


   カ 研修会開催場所 


   キ 受講証明書発行日 


   ク 受講証明書発行者（都道府県薬剤師会会長名、押印） 


   ケ その他、都道府県薬剤師会が受講証明書の発行業務に必要と考え


る事項 


④ 受講証明書の有効期限は３年間とする。有効期限内に研修修了証の発行


申請を行わず有効期限を経過したものは無効となる。 


  


10 研修会受講記録の保存 


 ① 都道府県薬剤師会において、研修会受講者の受講記録を７年間保存する。


なお、保存に際しては電磁的記録も可とする。 


 ② 受講記録は以下の項目について記録する。 


    ア 受講者氏名 


    イ 薬剤師名簿登録番号 


    ウ 研修会名及び該当研修項目 


    エ 研修会番号 


    オ 研修会開催日 


    カ 研修会開催場所 
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    キ レポートを確認した旨の記録 


    ク その他、都道府県薬剤師会が受講記録の保管業務に必要と考える


事項 


③ レポート原本の保管に関しては、本項①の保存期間に関する規程は適用


しない。レポートの確認後、主催者において廃棄する場合には、個人情


報が漏洩しないような対策を講じた上で廃棄すること。また、主催者に


よる確認後、受講者本人に返却しても差し支えない。 


 


11 受講者の意見聴取 


① 都道府県薬剤師会において、研修会開催時等を活用し、研修会に関する


受講者からの意見を受け付ける。 


② 受け付けた意見は、都道府県薬剤師会で取りまとめて研修委員会に報告


する（７-⑤「終了報告」時）。同時に、都道府県薬剤師会において研修


会の開催計画の改善に反映させる。 


 


12 地域薬剤師会単位で研修会を実施する場合の取扱い 


 地域薬剤師会単位で研修会を実施する場合にも、都道府県薬剤師会の責任の


下、本要領に則り実施すること。なおその際、以下①～③のとおり取り扱うこ


と。 


① 「１ 主催者」に規定するとおり、研修会の主催者は都道府県薬剤師会


とすること。 


② 「７ 研修会開催に係る手続き」は都道府県薬剤師会を通じて行うこと。 


③ 「９ 受講証明証の交付」の②のク「受講証明書発行者」は、都道府県 


薬剤師会会長名を原則とする。ただし、地域の実情に応じて、都道府県


薬剤師会会長名及び地域薬剤師会会長名の連名とすることも差し支え


ない。 


 


13 指定確認機関の確認を受ける前に実施した研修の取扱い 


「『健康サポート薬局研修』実施要領」Ⅳ－６の規定に基づき当実施機関が


当該実施要領を満たした研修会とするものについては別添４のとおりとする。 


 


14 研修の再履修 


 研修修了証の有効期限の延長の際には、「健康サポート薬局に係る研修実施


要綱について」（平成28年２月12日薬生発0212第８号）別紙１に示された「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」を含む研修を履修す


る必要がある。したがって、「健康サポートのための多職種連携研修会（研修
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会Ａ）」を再履修させるものとする。 


 その際、研修会Ａを受講する者に対し、その他の研修（研修会Ｂおよび知識


習得型研修（e-ラーニング））の再受講を促すこと。 


 


15 その他 


 本要領は必要に応じて改訂する。 


以 上 
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別添 


１ 研修会標準プログラム（研修会Ａ及び研修会Ｂ）  


２ 研修会開催手続き及び報告様式  


３ 研修会受講証明書様式、作成時の留意点、見本  


４ 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［別表 1,2］  


  


 


 







別添１ 


 


■研修会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 


大項目 形式 小項目 講師等 時間 


１  


基本理念 


【40 分】 


 


講義 -１ 健康サポート薬局の基本理念 


 


日本薬剤師会会


長（DVD 教材） 


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 


都道府県薬剤師


会役員 


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】 


 


講義 -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 


当該県の健康担


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 


都道府県薬剤師


会役員 


10 分 


３  


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】 


演習 -１ アイスブレイク   


健康サポート薬局とは 


演習司会者（都


道府県薬剤師会


にて選定） 


15 分 


-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 


 


80 分 


-３ 演習のまとめ 


（レポート作成を含む） 


20 分 


４ 


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 


5 分 


（合計：４時間） 


 


■研修会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 


項目 形式 講師等 時間 


１ 導入講義 


（薬局・薬剤師を巡る現状と健


康サポート薬局） 


講義 都道府県薬剤師会役


員 


20 分程度 


２ 薬局利用者の状態把握と対


応  


演習を含む参加型 共通 DVD 教材（都道


府県薬剤師会にて進


行役を選定） 


４時間程度 


３ まとめ － 進行役または県薬役


員等 


5 分程度 


４ レポート作成 －  10～15 分程度 


（合計：研修会全体で４時間以上） 







 
 


別添２ 


「健康サポート薬局研修」研修会開催手続き 


m＜開催前＞ 


STEP1 


都道府県薬剤師会 


１ 事前報告（共催手続きを兼ねる） 


 研修会の企画に際して、都道府県薬剤師会から日本薬剤師会に、別紙様式にて事


前報告を行う（地域単位で開催の場合も都道府県薬剤師会から報告）。 


  報告方法：別紙様式１（エクセル形式）及び研修会次第案を電子メール添付に


て報告 


  報告先 ：日本薬剤師会 学術業務課（担当：小松、新井、横田） 


e-mail：gyoumu@nichiyaku.or.jp 


TEL：03-3353- 1192  


   ※講師は依頼中の段階で報告いただいても結構ですが（依頼中と記載）、未


定の状態では報告しないで下さい。 


   ※報告内容に変更が生じた場合は、修正報告をお願いします。 


 


STEP2    


日本薬剤師会 


２ 確認、研修会番号の付与 


 事前報告に基づき研修会内容が標準プログラムに沿っていることを確認（必要に


応じ、電話、電子メールによる照会等を行う）した上で「研修会番号」を付し、都


道府県薬剤師会に連絡する。 


  連絡方法：電子メールによる 


 


STEP3 


日本薬剤師会 


３ 研修会情報の公開 


各都道府県薬剤師会が開催する健康サポート薬局研修に関して日本薬剤師会のホ


ームページにおいて情報公開する。 


 


STEP4 


都道府県薬剤師会 


４ 研修会の実施 


  


＜開催後＞ 


STEP5 


都道府県薬剤師会 


５ 終了報告 


 研修会終了後、都道府県薬剤師会から日本薬剤師会へ終了報告を行う。 


研修に関し受講者から受け付けた意見がある場合、都道府県薬剤師会で取りまと


めの上、併せて報告する。 


  報告方法：別紙様式２（エクセル形式雛形あり）及び研修会次第（Ｂの場合は進


行表も）、研修会資料を電子メール添付にて報告。様式２は会長印を


押印した PDF ファイルとエクセルファイルの両方を添付すること。 


報告先 ：STEP1 と同じ 


以 上 







事前報告A


【様式１-A】


研修会A 「健康サポートのための多職種連携研修会」　事前報告


日本薬剤師会学術業務課 小松・新井・横田 行


gyoumu@nichiyaku.or.jp
※PDFに変換せず、Excelデータのまま送信 報告日：


都道府県薬剤師会：


都道府県番号：


報告者名：


E-mail：


（注1）今回報告する回だけをご記入ださい。既報告分との併記はしないでください。
（注2）同時に複数報告いただける場合、シートごとコピーしてご作成ください。
（注3）研修会Ａ，Ｂを同時に1日で開催する場合には、開催時間を区分して区別し、各々の様式でご報告ください。


【１】 入力欄
↓修正報告の場合、研修会番号を入力すること


（及び修正したセルの色を黄色に変更する）


新規 / 修正    を選択   


入力欄


時間数（分） 23


講師の
所属・役職・氏名


日本薬剤師会　会長　山本 信夫


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


演習司会者の所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分）


※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください


研修会番号発行欄　（日本薬剤師会にて入力後、報告者に返信）


健Ａ - - -


開催日・曜日(西暦表記で入力）


開始時間


研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研修
会A，B同日開催」を選択


概要


新規/修正　報告の別


問い合わせ先等電話番号


終了時間


１－２　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


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


形式


講義


講義


１－１　健康サポート薬局の基本理念
講義


（DVD教
材）


研修項目


備考


４　まとめ


２－２　各者の取り組み


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


３　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


講義


講義


演習


会員　（円）


非会員　（円）


受講料
研修会A，Bがセット価格の場合は
プルダウンから「セット価格」を選択


「セット価格」の場合、研修会Bを別日
程での開催の場合は日程を記載（同


日開催の場合は記載不要）


募集定員　（人）


主催者


研修担当役員名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


会場名


会場所在地







事前報告B


【様式1-B】


研修会B 「健康サポートのための薬剤師の対応研修会」　事前報告


日本薬剤師会学術業務課 小松・新井・横田 行


gyoumu@nichiyaku.or.jp
※PDFに変換せず、Excelデータのまま送信 報告日：


都道府県薬剤師会：


都道府県番号：


報告者名：


E-mail：


（注1）今回報告する回だけをご記入ださい。既報告分との併記はしないでください。
（注2）同時に複数報告いただける場合、シートごとコピーしてご作成ください。
（注3）研修会Ａ，Ｂを同時に1日で開催する場合には、開催時間を区分して区別し、各々の様式でご報告ください。


【１】 入力欄
↓修正報告の場合、研修会番号を入力すること


（及び修正したセルの色を黄色に変更する）


新規 / 修正    を選択   


頭痛 / 腹痛 / 腰痛　　を選択


入力欄


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


進行役の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分）


※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください


研修会番号発行欄　（日本薬剤師会にて入力後、報告者に返信）


健B - - -


開催日・曜日(西暦表記で入力）


募集定員　（人）


研修項目


テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択）


主催者


会場名


会場所在地


開始時間


問い合わせ先等電話番号


終了時間


研修担当役員名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研
修会A，B同日開催」を選択


受講料


会員　（円）


非会員　（円）


備考


３　まとめ


４　レポート作成


２　薬局利用者の状態把握と対応


形式


演習を含
む参加型


１　導入講義 講義


新規/修正　報告の別


（注4）研修は、原則、中央研修会のDVD＋進行役にて実施（研修会Bの標準形式）してください。それ以外の方法で実施する
場合は、備考欄に記載してください。


研修会A，Bがセット価格の場合は
プルダウンから「セット価格」を選


択


「セット価格」の場合、研修会Aを別
日程での開催の場合は日程を記
載（同日開催の場合は記載不要）


概要







終了報告Ａ【様式２-Ａ】


日本薬剤師会　会長殿


●年●月●日


●●社団法人　●●県薬剤師会


会長　●●　●●


標記研修会を下記のとおり開催したので報告いたします。


１．概要


入力欄


２．内容


入力欄


時間数（分） 23


講師の
所属・役職・氏名


日本薬剤師会　会長　山本 信夫


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


演習司会者の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分）


３．受講者からの意見徴収
（受講者から意見がある場合は、取りまとめの上、入力）


※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください


研修会Ａ　健康サポートのための多職種連携研修会
終了報告


受講者数　（人）


備考


４　まとめ


２－２　各者の取り組み


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


３　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


講義


講義


演習


１－２　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


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


形式


講義


講義


１－１　健康サポート薬局の基本
理念


講義
（DVD教
材）


主催者


研修担当役員名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


会場名


会場所在地


問い合わせ先等電話番号


募集定員　（人）


研修項目


受講料


会員　（円）


非会員　（円）


研修会A，Bがセット価格の場合は
プルダウンから「セット価格」を選
択
「セット価格」の場合、研修会Bを
別日程での開催の場合は日程を記載
（同日開催の場合は記載不要）


終了時間


概要


研修会番号


開催日・曜日(西暦表記で入力）


開始時間


研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンか
ら「研修会A，B同日開催」を選択







終了報告B


【様式２-Ｂ】


日本薬剤師会　会長殿


●年●月●日


●●社団法人　●●県薬剤師会


会長　●●　●●


標記研修会を下記のとおり開催したので報告いたします。


１．概要


入力欄


頭痛 / 腹痛 / 腰痛　　を選択


２．内容


入力欄


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


進行役の
所属・役職・氏名


時間数（分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）


トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分）


３．受講者からの意見徴収
（受講者から意見がある場合は、取りまとめの上、入力）


※本様式の他、次第及び進行表を添付のうえ報告してください


研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから
「研修会A，B同日開催」を選択


受講料


会員　（円）


非会員　（円）


研修会A，Bがセット価格の場合は　プ
ルダウンから「セット価格」を選択


「セット価格」の場合、研修会Aを別日
程での開催の場合は日程を記載（同日
開催の場合は記載不要）


主催者


募集定員　（人）


研修項目


テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択）


２　薬局利用者の状態把握と対応


形式


演習を含
む参加型


１　導入講義 講義


研修会Ｂ　健康サポートのための薬剤師の対応研修会
終了報告


受講者数　（人）


問い合わせ先等電話番号


終了時間


研修担当役員名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


会場名


会場所在地


概要


研修会番号


開催日・曜日(西暦表記で入力）


開始時間


備考


３　まとめ


４　レポート作成







別添３ 


健康サポート薬局 技能習得型研修 


受 講 証 明 書 
－研修会Ａ－ 


 


○○ ○○○ 様 
薬剤師名簿登録番号：0000000 


 
あなたは健康サポート薬局に係る下記研修


を受講されましたのでこれを証します 
 
【研修内容】 


研修会名：研修会Ａ 健康サポートのための多職種連携研修 


研修会番号：健 A-2016- XX-001 （←日薬が発行） 
開催日：○○年○月○日 （←西暦） 


場 所：○○○○○○○ 
 


年  月  日 （←証明書発行日・西暦） 


（有効期限：発行日より３年間）    
 


○○社団法人 ○○県薬剤師会 


会 長 ○○ ○○ 


 
印 


都道府県薬が証明書発行に必要な番号を入れ


る場合はこの位置に入れてください（枠線不要） 







健康サポート薬局 技能習得型研修 


受 講 証 明 書 
－研修会Ｂ－ 


 


○○ ○○○ 様 
薬剤師名簿登録番号：0000000 


 
あなたは健康サポート薬局に係る下記研修


を受講されましたのでこれを証します 
 
【研修内容】 


研修会名：研修会Ｂ 健康サポートのための薬剤師の対応研修 


研修会番号：健Ｂ-2016- XX-001 （←日薬が発行） 
開催日：○○年○月○日（←西暦） 


場 所：○○○○○○○ 


 


  年  月  日 （←証明書発行日・西暦） 
（有効期限：発行日より３年間） 


○○社団法人 ○○県薬剤師会 


会 長 ○○ ○○ 


 
印 


都道府県薬が証明書発行に必要な番号を入れ


る場合はこの位置に入れてください（枠線不要） 







 


 


 


技能習得型研修受講証明書 作成時の留意点 


 


様 式：「『健康サポート薬局研修』研修会開催要領」別添３のとおり 


サイズ：Ａ４サイズ 


用 紙：一般的なコピー用紙 


色  ：白黒印刷（押印は除く） 


 


＜留意点＞ 


 書式、フォントは変更しないこと 


変更されますと、研修修了証発行の際、日本薬剤師研修センターで行う確認作


業に支障が生じ、場合によっては確認不能となるなどの影響が及びかねません。 


 研修会開催日、受講証明書発行日は西暦で記載すること 


 発行日は、交付日を原則とすること 


  （例）研修会当日にレポート確認・受講証明書交付を行う場合：研修会当日     


研修会後にレポート確認・受講証明書の送付を行う場合：実際に発行した日 


      【注】後日発行の場合、極端に開催日と発行日の期間が開くことがないよ


うにしてください（目安として開催後１ヶ月以内に発行）。また、


同一の研修会は同一の発行日にそろえていただくようお願いします。 


 発行者の押印を忘れないこと（地域薬剤師会会長名と連名の場合は、都道府県薬


剤師会会長・地域薬剤師会会長の両方の押印が必要） 


 その他、完成イメージを参考としてください（次頁） 


 


 







健康サポート薬局 技能習得型研修 


受 講 証 明 書 
－研修会Ａ－ 


 


健康 沙保 様 
薬剤師名簿登録番号：888888 


 
あなたは健康サポート薬局に係る下記研修


を受講されましたのでこれを証します 
 
【研修内容】 


研修会名：研修会Ａ 健康サポートのための多職種連携研修 


研修会番号：健 A-2016-48-999 
開催日：2017 年 3 月 31 日 


場 所：日本薬剤師会館第２会議室 
 


2017 年 3 月 31 日 


（有効期限：発行日より３年間） 
 


○○社団法人 ○○県薬剤師会 


会 長 ○○ ○○ 


 
印 


見本（例） 



komatsu

タイプライターテキスト

印刷の際は枠は黒色にて







別添４ 


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 


 


健康サポート薬局に係る研修については、厚生労働省医薬・生活衛生局長が定める「健康


サポート薬局に係る研修実施要綱」（平成 28年２月 12 日．薬生発 0212 第８号）により、「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、実施要綱を満たした研修とみなして差し支えない」とさ


れている。 


日本薬剤師会及び日本薬剤師研修センターが定める「『健康サポート薬局研修』実施要領」


（以下、「実施要領」）Ⅲ－６の規定に基づき、当実施機関では、下記の研修会は実施要領を


満たした研修会とする。 


記 


 


１ 実施要領及び「『健康サポート薬局研修』研修会開催要領」（以下、「開催要領」という。）


に沿って、指定確認機関による確認を受ける前に開催された、「研修会Ａ」または「研修


会Ｂ」の研修会 


 


２ 「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」（平成 28 年２月 12 日．薬生発 0212 第８号）


の交付以前に、「研修会Ｂ」標準プログラムの「２ 薬局利用者の状態把握と対応」と同


様の内容・手法で開催された、以下アイの研修会 


 


ア 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だ「薬剤師の臨床判断と一


般用医薬品適正使用研修事業」中央研修会のうち、以下①～④の研修会 


 ①H24.9.2「薬剤師のための一般用医薬品研修会」【頭痛】 


 ②H25.10.6「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 第１回」【腹痛】 


 ③H26.11.30「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 第 3回」【腰痛】 


④H27.10.25「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 第 4回」【発疹】 


（注）第 2回（H26.2.9）は内容・形式とも異なるため対象外。 


 


イ これまでに都道府県薬剤師会・地域薬剤師会で行われた研修会のうち、以下１）～４）


の条件を満たす研修会（別表１,２） 


１）都道府県薬剤師会または地域薬剤師会が主催者であること（共催も可） 


２）研修内容・手法がアと同様であること 


  （注）アの研修事業を開始した平成 24 年度以降のものを対象とする。 


３）講師が以下①②③のいずれかであること 


    ①中央研修会と同様、木内祐二氏を招聘 


    ②プログラムに適切な講師を招聘（この場合、開催要領７-②と同様に、研修委員会


の確認を経ることとする） 


③中央研修会の DVD を用い、適切な進行役を配置して実施（今後行う「研修会Ｂ」


の標準形式） 


４）受講者名簿が保管されており、受講したことの遡及性が確保されていること 


 


以 上 







【別表１】


開催日・曜日 研修会名 主催 研修会番号


2012年9月2日（日） 薬剤師のための一般用医薬品研修会
日本薬剤師会


日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-078


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


日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-079


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


日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-080


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


日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-081


健康サポート薬局に係る研修実施要領を満たすとする研修について【中央開催分】







【別表２】-1


県番
号


都道
府県


県別
連番


開催日・曜日 研修会名 主催 研修会番号


1 北海道 1 2014年10月19日（日） 平成２６年度薬局・薬剤師研修会 北海道薬剤師会 健B-0000-01-001


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


青森県薬剤師会 健B-0000-02-002


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


青森県薬剤師会 健B-0000-02-003


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


青森県薬剤師会 健B-0000-02-004


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


岩手県薬剤師会 健B-0000-03-005


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


新潟県薬剤師会 健B-0000-15-023


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


新潟県薬剤師会 健B-0000-15-024


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


新潟県薬剤師会 健B-0000-15-025


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


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


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


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


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


富山県薬剤師会 健B-0000-16-030


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


富山県薬剤師会 健B-0000-16-031


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


富山県薬剤師会 健B-0000-16-032


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


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


15 新　潟


16 富  山


8 茨  城


9 栃  木


11 埼  玉


7 福  島


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


2 青　森


5 秋  田
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県番
号


都道
府県


県別
連番


開催日・曜日 研修会名 主催 研修会番号


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


甲府市薬剤師会 健B-0000-19-035


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


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


長野県薬剤師会 健B-0000-20-037


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


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


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


岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-040


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


岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-041


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


共催
岐阜県薬剤師会
もとす薬剤師会


健B-0000-21-042


4
2014年12月5日（金）、


12月11日（木）
「健康サポート薬剤師」養成研修会（下呂市薬剤師
会）


共催
岐阜県薬剤師会
下呂市薬剤師会


健B-0000-21-043


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


共催
岐阜県薬剤師会
東濃薬剤師会


健B-0000-21-044


6 2014年12月13日（土） (一社)大垣薬剤師会緊急伝達講習会
共催


岐阜県薬剤師会
大垣薬剤師会


健B-0000-21-045


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


共催
岐阜県薬剤師会


関薬剤師会
健B-0000-21-046


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


共催
岐阜県薬剤師会
海津養老剤師会


健B-0000-21-047


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


共催
岐阜県薬剤師会
各務原市剤師会


健B-0000-21-048


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


共催
岐阜県薬剤師会
高山市剤師会


健B-0000-21-049


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


共催
岐阜県薬剤師会
東濃薬剤師会


健B-0000-21-050


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


岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-051


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


岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-052


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


岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-053


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


共催
岐阜県薬剤師会
飛騨市薬剤師会


健B-0000-21-054


16
2015年11月19日（木）、12月17日


（木）
関薬剤師会伝達講習（関薬剤師会）


共催
岐阜県薬剤師会


関薬剤師会
健B-0000-21-055


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


共催
岐阜県薬剤師会
岐阜市薬剤師会


健B-0000-21-056


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


共催
岐阜県薬剤師会
大垣薬剤師会


健B-0000-21-057


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


 岐阜県薬剤師会
山県市薬剤師会


健B-0000-21-078


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


愛知県薬剤師会 健B-0000-23-058


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


滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-059


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


滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-060


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


滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-061


21 岐  阜


25 滋  賀


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


滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-062


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


京都府薬剤師会 健B-0000-26-063


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


京都府薬剤師会 健B-0000-26-064


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


岡山県薬剤師会 健B-0000-33-065


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


岡山県薬剤師会 健B-0000-33-066


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


広島県薬剤師会 健B-0000-34-067


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


山口県薬剤師会 健B-0000-35-068


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


香川県薬剤師会 健B-0000-37-069


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


香川県薬剤師会 健B-0000-37-070


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


香川県薬剤師会 健B-0000-37-071


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


高知県薬剤師会 健B-0000-39-072


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


福岡県薬剤師会 健B-0000-40-073


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


沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-074


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


沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-075


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


沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-076


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


沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-077


33 岡  山


37 香  川


47 沖  縄


26 京　都









添付ファイル
◎「健康サポート薬局研修」研修会開催要領（201609版）.pdf



「健康サポート薬局研修」研修会開催要領 ７月版から変更になった事項・留意点等 

 

※事務的な記載の修正や番号ずれ等の軽微なものは除く。 

 

１ 実施体制  

   実施要領の変更（都道府県薬剤師会を研修実施に係る協力機関（実施協力機関）と

位置づけるとともに、都道府県薬剤師会における実施体制（研修の実施に係る責任

者を置くこと）を明記したこと）を受けた加筆です。 

    

３ 研修内容・方法 

   ７月版における「２」「３」を一つの項目にまとめるとともに、後段「４－②」の内

容をこの項目にも書き入れたものです。 

 

５ 対象者 ③ 

   実施要領の変更（「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」につ

いては、研修受講者は自らが勤務する薬局が所在する地域の研修を受講するものと

されていることから、転職や異動等で勤務する薬局が変わった場合にはその薬局が

所在する地域の研修を受講するように修了者に周知するものとする、と加筆したこ

と）を受けた加筆です。 

  

９ 受講証明書の交付 ② 

   実施要領の変更（技能習得型研修の到達度評価の実施方針を明記）を受けた加筆で

す。 

 

12 地域薬剤師会単位で研修会を実施する場合の取扱い ③ 

   記載ぶりを変更しました。 

 

別添２ 研修会開催手続き及び報告様式 

   実際の運用を踏まえて変更しました。様式（エクセル形式）も新しくなっています。 

 

別添３ 研修会受講証明書様式 

   作成時の留意点と見本を追加しました。 

 

別添４ 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 

   対象となる研修会を別表として追加しました。 

以 上 

 

（注）「『健康サポート薬局研修』実施要領」にて、講師が研修内容に沿った実績や経歴等を有するこ

とを確認するための基本フォーム（講師経歴書・法人概況書）を追加しましたが、技能習得型

研修（研修会）については、標準プログラムを講師まで含めて定めており（行政や職能団体

等）、研修委員会の確認も経ることから、研修会の講師経歴書や法人概況書の取得は必須とは

いたしません。但し、講師が行政・職能団体以外の場合、研修委員会における確認のために提

出を求めることがあります。 



 

 

 

 

 

「健康サポート薬局研修」

研修会開催要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月 

 

日本薬剤師会 健康サポート薬局研修委員会 
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「健康サポート薬局研修」研修会開催要領 

 

 本要領は、健康サポート薬局である旨の表示を行うにあたり健康サポート

薬局に関して厚生労働大臣が定める基準第三号で規定される常駐する薬剤師

の資質に係る「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、健康の保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」として、公益社団法人日本薬剤師会及び公益財団法

人日本薬剤師研修センター（以下、「実施機関」）が定める「『健康サポー

ト薬局研修』実施要領」に規定する技能習得型研修（集合研修）の開催に係

る事項を定めるものである。 

 

１ 実施体制 

技能習得型研修（集合研修）は、研修実施に係る協力機関（以下「実施協

力機関」という。）として、都道府県薬剤師会が研修会を企画・開催する。

都道府県薬剤師会には、研修の実施に係る責任者を置き、実地に監督する体

制を整える。 

 

２ 主催者 

研修会の主催者は都道府県薬剤師会とし、日本薬剤師会を共催とする。 

 

３ 研修内容・方法 

研修内容及び方法は、「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」

（平成 28 年２月 12 日薬生発 0212 第８号）別紙１に則り、日本薬剤師会に

設置する「健康サポート薬局研修委員会（以下、「研修委員会」という。）」

が定める標準プログラム（別添１）及び「健康サポート薬局研修会運営の手

引き」に基づくものとし、講義及びグループ討議形式による演習を含むもの

とする。 

なお、受講完了にあたっては、理解度確認のため、受講者にレポートの作

成及び提出を求める。 

 

４ 研修会 

① 上記「２ 研修内容」を踏まえ、以下ＡＢの２つの研修会を開催するこ

とを標準の形式とする。 

Ａ 健康サポートのための多職種連携研修会：下表①③を含む研修会 

Ｂ 健康サポートのための薬剤師の対応研修会：下表②を含む研修会 
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表：「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」別紙１より 

研修項目 時間 

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 

 ② 研修委員会が定める標準プログラム（別添１）及び「健康サポート薬局

研修会運営の手引き」に基づき、都道府県薬剤師会が研修会を企画・運

営する。研修会の講師についても、標準プログラムに基づき、都道府県

薬剤師会が選定・依頼する。 

③ 研修会の開催日時・開催場所は都道府県薬剤師会が決定する。その際、

演習を含むプログラムが円滑に実施できる場所（環境・設備等）に配慮

する。 

④ 原則、研修会Ａ、Ｂを各々年１回以上開催する。 

⑤ 都道府県内の受講希望者の状況に応じて、開催頻度を増減することがで

きる。 

 

５ 対象者 

 ① 対象者は、既に健康サポート薬局である旨を表示し得る業務体制を有す

る、あるいは既に表示している薬局に従事しており、健康サポート薬局

の意義を理解し、健康サポート薬局として地域住民の健康の保持増進に

貢献する意欲のある薬剤師とする。 

② かつ、原則、薬局での５年の実務経験を有する薬剤師とする。ただし、

近いうち（目安として１年未満）に実務経験が５年に到達する等の者も

対象として差し支えない。ただしその場合、修了証の発行申請の手続き

は実務経験が５年以上となってから行うことに留意すること。 

  （注）実務経験は、週当たりの勤務時間数が 20 時間以上であった期間を

通算するものとする。 

③ 原則、研修会主催者が所在する都道府県で薬局業務に従事する薬剤師を

対象とする。特に、研修項目「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」を含む「研修会Ａ」については、受講者は自らが勤

務等する薬局が所在する地域の研修を受ける必要があることに留意す

る。 

④ 都道府県薬剤師会の会員・非会員の区別による受講の制限は行わない。 
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６ 受講料 

① 地域の実情に応じ、都道府県薬剤師会が受講料を定める。 

② 都道府県薬剤師会の会員・非会員の別により、受講料に差を設けること

ができることとする。但し、金額差については、社会通念上妥当な差と

なるよう留意する。       

③ 受講料には、受講証明書の発行費用を含む。 

 

７ 研修会開催に係る手続き 

① 研修会の企画に際しては、都道府県薬剤師会から研修委員会に対し事前

報告を行うものとする。本報告は共催手続きを兼ねる。 

② 研修委員会は、事前報告に基づき研修会内容が標準プログラムに沿って

いることを確認した上で「研修会番号」を付し、都道府県薬剤師会に連

絡する。 

③ 実施機関は、各都道府県薬剤師会が開催する健康サポート薬局研修に関

して日本薬剤師会のホームページにおいて情報公開する。 

④ 都道府県薬剤師会が受講者に対して発行する受講証明書（後述）には、

研修会番号を記載することとする。 

⑤ 研修会終了後、都道府県薬剤師会から研修委員会に対し終了報告を行う。 

⑥ ①～⑤の研修会開催に係る手続きについては、別添２に沿って行うこと。 

 

８ 受講者の募集 

① 都道府県薬剤師会のホームページ等、都道府県薬剤師会の会員以外も研

修会の情報が入手可能な方法により広報する。 

② 都道府県薬剤師会の会員のみならず、会員以外の者も受講できることを

明示する。 

③ 「健康サポート薬局に係る研修」である旨を明示し、他の研修と誤認さ

れないように努める。 

④ 研修会の開催に係る個人情報の収集にあたっては、研修会の運営のため

に利用する旨を明示した上で収集し、利用目的の範囲内で利用する（個

人情報の取扱いについては「『健康サポート薬局研修』実施要領」を参

照のこと）。 

 

９ 受講証明書の交付 

① 都道府県薬剤師会は、受講完了（研修会の受講及びレポート提出）した

者に、研修会Ａ、Ｂについてそれぞれ、都道府県薬剤師会会長名による

「技能習得型研修受講証明書」を交付（手交または郵送）する。 
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② 受講証明書の発行にあたっては、レポートについて、研修プログラム及

び「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」（平成28年２月12

日薬生発0212第８号）の別紙１に定められた「達成目標」に関して、以

下のことを確認する。 

  一 レポートが提出されていること 

  二 レポートに、本人の理解したことや思考過程が記載されていること 

  三 受講態度が適切であること（討議への不参加や離席がないこと等） 

    確認できない場合には、研修内容の復習とレポートの再提出を求め

る。 

なお、受講態度が不適の場合は、受講証明書を発行しないものとす 

る。 

③ 受講証明書の記載事項は以下のとおりとする。なお、様式は別添３のと

おりとする。 

   ア 受講者氏名 

   イ 薬剤師名簿登録番号 

   ウ 研修会名 

   エ 研修会番号 

   オ 研修会開催日 

   カ 研修会開催場所 

   キ 受講証明書発行日 

   ク 受講証明書発行者（都道府県薬剤師会会長名、押印） 

   ケ その他、都道府県薬剤師会が受講証明書の発行業務に必要と考え

る事項 

④ 受講証明書の有効期限は３年間とする。有効期限内に研修修了証の発行

申請を行わず有効期限を経過したものは無効となる。 

  

10 研修会受講記録の保存 

 ① 都道府県薬剤師会において、研修会受講者の受講記録を７年間保存する。

なお、保存に際しては電磁的記録も可とする。 

 ② 受講記録は以下の項目について記録する。 

    ア 受講者氏名 

    イ 薬剤師名簿登録番号 

    ウ 研修会名及び該当研修項目 

    エ 研修会番号 

    オ 研修会開催日 

    カ 研修会開催場所 
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    キ レポートを確認した旨の記録 

    ク その他、都道府県薬剤師会が受講記録の保管業務に必要と考える

事項 

③ レポート原本の保管に関しては、本項①の保存期間に関する規程は適用

しない。レポートの確認後、主催者において廃棄する場合には、個人情

報が漏洩しないような対策を講じた上で廃棄すること。また、主催者に

よる確認後、受講者本人に返却しても差し支えない。 

 

11 受講者の意見聴取 

① 都道府県薬剤師会において、研修会開催時等を活用し、研修会に関する

受講者からの意見を受け付ける。 

② 受け付けた意見は、都道府県薬剤師会で取りまとめて研修委員会に報告

する（７-⑤「終了報告」時）。同時に、都道府県薬剤師会において研修

会の開催計画の改善に反映させる。 

 

12 地域薬剤師会単位で研修会を実施する場合の取扱い 

 地域薬剤師会単位で研修会を実施する場合にも、都道府県薬剤師会の責任の

下、本要領に則り実施すること。なおその際、以下①～③のとおり取り扱うこ

と。 

① 「１ 主催者」に規定するとおり、研修会の主催者は都道府県薬剤師会

とすること。 

② 「７ 研修会開催に係る手続き」は都道府県薬剤師会を通じて行うこと。 

③ 「９ 受講証明証の交付」の②のク「受講証明書発行者」は、都道府県 

薬剤師会会長名を原則とする。ただし、地域の実情に応じて、都道府県

薬剤師会会長名及び地域薬剤師会会長名の連名とすることも差し支え

ない。 

 

13 指定確認機関の確認を受ける前に実施した研修の取扱い 

「『健康サポート薬局研修』実施要領」Ⅳ－６の規定に基づき当実施機関が

当該実施要領を満たした研修会とするものについては別添４のとおりとする。 

 

14 研修の再履修 

 研修修了証の有効期限の延長の際には、「健康サポート薬局に係る研修実施

要綱について」（平成28年２月12日薬生発0212第８号）別紙１に示された「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」を含む研修を履修す

る必要がある。したがって、「健康サポートのための多職種連携研修会（研修
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会Ａ）」を再履修させるものとする。 

 その際、研修会Ａを受講する者に対し、その他の研修（研修会Ｂおよび知識

習得型研修（e-ラーニング））の再受講を促すこと。 

 

15 その他 

 本要領は必要に応じて改訂する。 

以 上 

 

 

  



7 
 

別添 

１ 研修会標準プログラム（研修会Ａ及び研修会Ｂ）  

２ 研修会開催手続き及び報告様式  

３ 研修会受講証明書様式、作成時の留意点、見本  

４ 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［別表 1,2］  

  

 

 



別添１ 

 

■研修会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 

大項目 形式 小項目 講師等 時間 

１  

基本理念 

【40 分】 

 

講義 -１ 健康サポート薬局の基本理念 

 

日本薬剤師会会

長（DVD 教材） 

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 

都道府県薬剤師

会役員 

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】 

 

講義 -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 

当該県の健康担

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 

都道府県薬剤師

会役員 

10 分 

３  

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】 

演習 -１ アイスブレイク   

健康サポート薬局とは 

演習司会者（都

道府県薬剤師会

にて選定） 

15 分 

-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 

 

80 分 

-３ 演習のまとめ 

（レポート作成を含む） 

20 分 

４ 

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 

5 分 

（合計：４時間） 

 

■研修会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 

項目 形式 講師等 時間 

１ 導入講義 

（薬局・薬剤師を巡る現状と健

康サポート薬局） 

講義 都道府県薬剤師会役

員 

20 分程度 

２ 薬局利用者の状態把握と対

応  

演習を含む参加型 共通 DVD 教材（都道

府県薬剤師会にて進

行役を選定） 

４時間程度 

３ まとめ － 進行役または県薬役

員等 

5 分程度 

４ レポート作成 －  10～15 分程度 

（合計：研修会全体で４時間以上） 



 
 

別添２ 

「健康サポート薬局研修」研修会開催手続き 

m＜開催前＞ 

STEP1 

都道府県薬剤師会 

１ 事前報告（共催手続きを兼ねる） 

 研修会の企画に際して、都道府県薬剤師会から日本薬剤師会に、別紙様式にて事

前報告を行う（地域単位で開催の場合も都道府県薬剤師会から報告）。 

  報告方法：別紙様式１（エクセル形式）及び研修会次第案を電子メール添付に

て報告 

  報告先 ：日本薬剤師会 学術業務課（担当：小松、新井、横田） 

e-mail：gyoumu@nichiyaku.or.jp 

TEL：03-3353- 1192  

   ※講師は依頼中の段階で報告いただいても結構ですが（依頼中と記載）、未

定の状態では報告しないで下さい。 

   ※報告内容に変更が生じた場合は、修正報告をお願いします。 

 

STEP2    

日本薬剤師会 

２ 確認、研修会番号の付与 

 事前報告に基づき研修会内容が標準プログラムに沿っていることを確認（必要に

応じ、電話、電子メールによる照会等を行う）した上で「研修会番号」を付し、都

道府県薬剤師会に連絡する。 

  連絡方法：電子メールによる 

 

STEP3 

日本薬剤師会 

３ 研修会情報の公開 

各都道府県薬剤師会が開催する健康サポート薬局研修に関して日本薬剤師会のホ

ームページにおいて情報公開する。 

 

STEP4 

都道府県薬剤師会 

４ 研修会の実施 

  

＜開催後＞ 

STEP5 

都道府県薬剤師会 

５ 終了報告 

 研修会終了後、都道府県薬剤師会から日本薬剤師会へ終了報告を行う。 

研修に関し受講者から受け付けた意見がある場合、都道府県薬剤師会で取りまと

めの上、併せて報告する。 

  報告方法：別紙様式２（エクセル形式雛形あり）及び研修会次第（Ｂの場合は進

行表も）、研修会資料を電子メール添付にて報告。様式２は会長印を

押印した PDF ファイルとエクセルファイルの両方を添付すること。 

報告先 ：STEP1 と同じ 

以 上 



事前報告A

【様式１-A】

研修会A 「健康サポートのための多職種連携研修会」　事前報告

日本薬剤師会学術業務課 小松・新井・横田 行

gyoumu@nichiyaku.or.jp
※PDFに変換せず、Excelデータのまま送信 報告日：

都道府県薬剤師会：

都道府県番号：

報告者名：

E-mail：

（注1）今回報告する回だけをご記入ださい。既報告分との併記はしないでください。
（注2）同時に複数報告いただける場合、シートごとコピーしてご作成ください。
（注3）研修会Ａ，Ｂを同時に1日で開催する場合には、開催時間を区分して区別し、各々の様式でご報告ください。

【１】 入力欄
↓修正報告の場合、研修会番号を入力すること

（及び修正したセルの色を黄色に変更する）

新規 / 修正    を選択   

入力欄

時間数（分） 23

講師の
所属・役職・氏名

日本薬剤師会　会長　山本 信夫

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

演習司会者の所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分）

※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください

研修会番号発行欄　（日本薬剤師会にて入力後、報告者に返信）

健Ａ - - -

開催日・曜日(西暦表記で入力）

開始時間

研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研修
会A，B同日開催」を選択

概要

新規/修正　報告の別

問い合わせ先等電話番号

終了時間

１－２　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

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

形式

講義

講義

１－１　健康サポート薬局の基本理念
講義

（DVD教
材）

研修項目

備考

４　まとめ

２－２　各者の取り組み

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

３　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

講義

講義

演習

会員　（円）

非会員　（円）

受講料
研修会A，Bがセット価格の場合は
プルダウンから「セット価格」を選択

「セット価格」の場合、研修会Bを別日
程での開催の場合は日程を記載（同

日開催の場合は記載不要）

募集定員　（人）

主催者

研修担当役員名（役職・氏名）

問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）

会場名

会場所在地



事前報告B

【様式1-B】

研修会B 「健康サポートのための薬剤師の対応研修会」　事前報告

日本薬剤師会学術業務課 小松・新井・横田 行

gyoumu@nichiyaku.or.jp
※PDFに変換せず、Excelデータのまま送信 報告日：

都道府県薬剤師会：

都道府県番号：

報告者名：

E-mail：

（注1）今回報告する回だけをご記入ださい。既報告分との併記はしないでください。
（注2）同時に複数報告いただける場合、シートごとコピーしてご作成ください。
（注3）研修会Ａ，Ｂを同時に1日で開催する場合には、開催時間を区分して区別し、各々の様式でご報告ください。

【１】 入力欄
↓修正報告の場合、研修会番号を入力すること

（及び修正したセルの色を黄色に変更する）

新規 / 修正    を選択   

頭痛 / 腹痛 / 腰痛　　を選択

入力欄

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

進行役の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分）

※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください

研修会番号発行欄　（日本薬剤師会にて入力後、報告者に返信）

健B - - -

開催日・曜日(西暦表記で入力）

募集定員　（人）

研修項目

テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択）

主催者

会場名

会場所在地

開始時間

問い合わせ先等電話番号

終了時間

研修担当役員名（役職・氏名）

問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）

研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから「研
修会A，B同日開催」を選択

受講料

会員　（円）

非会員　（円）

備考

３　まとめ

４　レポート作成

２　薬局利用者の状態把握と対応

形式

演習を含
む参加型

１　導入講義 講義

新規/修正　報告の別

（注4）研修は、原則、中央研修会のDVD＋進行役にて実施（研修会Bの標準形式）してください。それ以外の方法で実施する
場合は、備考欄に記載してください。

研修会A，Bがセット価格の場合は
プルダウンから「セット価格」を選

択

「セット価格」の場合、研修会Aを別
日程での開催の場合は日程を記
載（同日開催の場合は記載不要）

概要



終了報告Ａ【様式２-Ａ】

日本薬剤師会　会長殿

●年●月●日

●●社団法人　●●県薬剤師会

会長　●●　●●

標記研修会を下記のとおり開催したので報告いたします。

１．概要

入力欄

２．内容

入力欄

時間数（分） 23

講師の
所属・役職・氏名

日本薬剤師会　会長　山本 信夫

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

演習司会者の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分）

３．受講者からの意見徴収
（受講者から意見がある場合は、取りまとめの上、入力）

※本様式の他、次第を添付のうえ報告してください

研修会Ａ　健康サポートのための多職種連携研修会
終了報告

受講者数　（人）

備考

４　まとめ

２－２　各者の取り組み

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

３　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

講義

講義

演習

１－２　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

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

形式

講義

講義

１－１　健康サポート薬局の基本
理念

講義
（DVD教
材）

主催者

研修担当役員名（役職・氏名）

問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）

会場名

会場所在地

問い合わせ先等電話番号

募集定員　（人）

研修項目

受講料

会員　（円）

非会員　（円）

研修会A，Bがセット価格の場合は
プルダウンから「セット価格」を選
択
「セット価格」の場合、研修会Bを
別日程での開催の場合は日程を記載
（同日開催の場合は記載不要）

終了時間

概要

研修会番号

開催日・曜日(西暦表記で入力）

開始時間

研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンか
ら「研修会A，B同日開催」を選択



終了報告B

【様式２-Ｂ】

日本薬剤師会　会長殿

●年●月●日

●●社団法人　●●県薬剤師会

会長　●●　●●

標記研修会を下記のとおり開催したので報告いたします。

１．概要

入力欄

頭痛 / 腹痛 / 腰痛　　を選択

２．内容

入力欄

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

進行役の
所属・役職・氏名

時間数（分）

講師の
所属・役職・氏名

時間数（分）

トータル時間数　（挨拶、休憩を含む）　（分）

３．受講者からの意見徴収
（受講者から意見がある場合は、取りまとめの上、入力）

※本様式の他、次第及び進行表を添付のうえ報告してください

研修会A，B同日開催の場合は、プルダウンから
「研修会A，B同日開催」を選択

受講料

会員　（円）

非会員　（円）

研修会A，Bがセット価格の場合は　プ
ルダウンから「セット価格」を選択

「セット価格」の場合、研修会Aを別日
程での開催の場合は日程を記載（同日
開催の場合は記載不要）

主催者

募集定員　（人）

研修項目

テーマ　（頭痛、腹痛、腰痛のいずれかを選択）

２　薬局利用者の状態把握と対応

形式

演習を含
む参加型

１　導入講義 講義

研修会Ｂ　健康サポートのための薬剤師の対応研修会
終了報告

受講者数　（人）

問い合わせ先等電話番号

終了時間

研修担当役員名（役職・氏名）

問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）

会場名

会場所在地

概要

研修会番号

開催日・曜日(西暦表記で入力）

開始時間

備考

３　まとめ

４　レポート作成



別添３ 

健康サポート薬局 技能習得型研修 

受 講 証 明 書 
－研修会Ａ－ 

 

○○ ○○○ 様 
薬剤師名簿登録番号：0000000 

 
あなたは健康サポート薬局に係る下記研修

を受講されましたのでこれを証します 
 
【研修内容】 

研修会名：研修会Ａ 健康サポートのための多職種連携研修 

研修会番号：健 A-2016- XX-001 （←日薬が発行） 
開催日：○○年○月○日 （←西暦） 

場 所：○○○○○○○ 
 

年  月  日 （←証明書発行日・西暦） 

（有効期限：発行日より３年間）    
 

○○社団法人 ○○県薬剤師会 

会 長 ○○ ○○ 

 
印 

都道府県薬が証明書発行に必要な番号を入れ

る場合はこの位置に入れてください（枠線不要） 



健康サポート薬局 技能習得型研修 

受 講 証 明 書 
－研修会Ｂ－ 

 

○○ ○○○ 様 
薬剤師名簿登録番号：0000000 

 
あなたは健康サポート薬局に係る下記研修

を受講されましたのでこれを証します 
 
【研修内容】 

研修会名：研修会Ｂ 健康サポートのための薬剤師の対応研修 

研修会番号：健Ｂ-2016- XX-001 （←日薬が発行） 
開催日：○○年○月○日（←西暦） 

場 所：○○○○○○○ 

 

  年  月  日 （←証明書発行日・西暦） 
（有効期限：発行日より３年間） 

○○社団法人 ○○県薬剤師会 

会 長 ○○ ○○ 

 
印 

都道府県薬が証明書発行に必要な番号を入れ

る場合はこの位置に入れてください（枠線不要） 



 

 

 

技能習得型研修受講証明書 作成時の留意点 

 

様 式：「『健康サポート薬局研修』研修会開催要領」別添３のとおり 

サイズ：Ａ４サイズ 

用 紙：一般的なコピー用紙 

色  ：白黒印刷（押印は除く） 

 

＜留意点＞ 

 書式、フォントは変更しないこと 

変更されますと、研修修了証発行の際、日本薬剤師研修センターで行う確認作

業に支障が生じ、場合によっては確認不能となるなどの影響が及びかねません。 

 研修会開催日、受講証明書発行日は西暦で記載すること 

 発行日は、交付日を原則とすること 

  （例）研修会当日にレポート確認・受講証明書交付を行う場合：研修会当日     

研修会後にレポート確認・受講証明書の送付を行う場合：実際に発行した日 

      【注】後日発行の場合、極端に開催日と発行日の期間が開くことがないよ

うにしてください（目安として開催後１ヶ月以内に発行）。また、

同一の研修会は同一の発行日にそろえていただくようお願いします。 

 発行者の押印を忘れないこと（地域薬剤師会会長名と連名の場合は、都道府県薬

剤師会会長・地域薬剤師会会長の両方の押印が必要） 

 その他、完成イメージを参考としてください（次頁） 

 

 



健康サポート薬局 技能習得型研修 

受 講 証 明 書 
－研修会Ａ－ 

 

健康 沙保 様 
薬剤師名簿登録番号：888888 

 
あなたは健康サポート薬局に係る下記研修

を受講されましたのでこれを証します 
 
【研修内容】 

研修会名：研修会Ａ 健康サポートのための多職種連携研修 

研修会番号：健 A-2016-48-999 
開催日：2017 年 3 月 31 日 

場 所：日本薬剤師会館第２会議室 
 

2017 年 3 月 31 日 

（有効期限：発行日より３年間） 
 

○○社団法人 ○○県薬剤師会 

会 長 ○○ ○○ 

 
印 

見本（例） 

komatsu
タイプライターテキスト
印刷の際は枠は黒色にて



別添４ 

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 

 

健康サポート薬局に係る研修については、厚生労働省医薬・生活衛生局長が定める「健康

サポート薬局に係る研修実施要綱」（平成 28年２月 12 日．薬生発 0212 第８号）により、「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、実施要綱を満たした研修とみなして差し支えない」とさ

れている。 

日本薬剤師会及び日本薬剤師研修センターが定める「『健康サポート薬局研修』実施要領」

（以下、「実施要領」）Ⅲ－６の規定に基づき、当実施機関では、下記の研修会は実施要領を

満たした研修会とする。 

記 

 

１ 実施要領及び「『健康サポート薬局研修』研修会開催要領」（以下、「開催要領」という。）

に沿って、指定確認機関による確認を受ける前に開催された、「研修会Ａ」または「研修

会Ｂ」の研修会 

 

２ 「健康サポート薬局に係る研修実施要綱」（平成 28 年２月 12 日．薬生発 0212 第８号）

の交付以前に、「研修会Ｂ」標準プログラムの「２ 薬局利用者の状態把握と対応」と同

様の内容・手法で開催された、以下アイの研修会 

 

ア 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だ「薬剤師の臨床判断と一

般用医薬品適正使用研修事業」中央研修会のうち、以下①～④の研修会 

 ①H24.9.2「薬剤師のための一般用医薬品研修会」【頭痛】 

 ②H25.10.6「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 第１回」【腹痛】 

 ③H26.11.30「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 第 3回」【腰痛】 

④H27.10.25「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 第 4回」【発疹】 

（注）第 2回（H26.2.9）は内容・形式とも異なるため対象外。 

 

イ これまでに都道府県薬剤師会・地域薬剤師会で行われた研修会のうち、以下１）～４）

の条件を満たす研修会（別表１,２） 

１）都道府県薬剤師会または地域薬剤師会が主催者であること（共催も可） 

２）研修内容・手法がアと同様であること 

  （注）アの研修事業を開始した平成 24 年度以降のものを対象とする。 

３）講師が以下①②③のいずれかであること 

    ①中央研修会と同様、木内祐二氏を招聘 

    ②プログラムに適切な講師を招聘（この場合、開催要領７-②と同様に、研修委員会

の確認を経ることとする） 

③中央研修会の DVD を用い、適切な進行役を配置して実施（今後行う「研修会Ｂ」

の標準形式） 

４）受講者名簿が保管されており、受講したことの遡及性が確保されていること 

 

以 上 



【別表１】

開催日・曜日 研修会名 主催 研修会番号

2012年9月2日（日） 薬剤師のための一般用医薬品研修会
日本薬剤師会

日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-078

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

日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-079

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

日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-080

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

日本薬剤師研修センター 健B-0000-48-081

健康サポート薬局に係る研修実施要領を満たすとする研修について【中央開催分】



【別表２】-1

県番
号

都道
府県

県別
連番

開催日・曜日 研修会名 主催 研修会番号

1 北海道 1 2014年10月19日（日） 平成２６年度薬局・薬剤師研修会 北海道薬剤師会 健B-0000-01-001

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

青森県薬剤師会 健B-0000-02-002

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

青森県薬剤師会 健B-0000-02-003

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

青森県薬剤師会 健B-0000-02-004

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

岩手県薬剤師会 健B-0000-03-005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

新潟県薬剤師会 健B-0000-15-023

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

新潟県薬剤師会 健B-0000-15-024

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

新潟県薬剤師会 健B-0000-15-025

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

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

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

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

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

富山県薬剤師会 健B-0000-16-030

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

富山県薬剤師会 健B-0000-16-031

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

富山県薬剤師会 健B-0000-16-032

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

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

15 新　潟

16 富  山

8 茨  城

9 栃  木

11 埼  玉

7 福  島

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

2 青　森

5 秋  田
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県番
号

都道
府県

県別
連番

開催日・曜日 研修会名 主催 研修会番号

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

甲府市薬剤師会 健B-0000-19-035

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

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

長野県薬剤師会 健B-0000-20-037

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

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

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

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-040

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

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-041

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

共催
岐阜県薬剤師会
もとす薬剤師会

健B-0000-21-042

4
2014年12月5日（金）、

12月11日（木）
「健康サポート薬剤師」養成研修会（下呂市薬剤師
会）

共催
岐阜県薬剤師会
下呂市薬剤師会

健B-0000-21-043

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

共催
岐阜県薬剤師会
東濃薬剤師会

健B-0000-21-044

6 2014年12月13日（土） (一社)大垣薬剤師会緊急伝達講習会
共催

岐阜県薬剤師会
大垣薬剤師会

健B-0000-21-045

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

共催
岐阜県薬剤師会

関薬剤師会
健B-0000-21-046

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

共催
岐阜県薬剤師会
海津養老剤師会

健B-0000-21-047

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

共催
岐阜県薬剤師会
各務原市剤師会

健B-0000-21-048

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

共催
岐阜県薬剤師会
高山市剤師会

健B-0000-21-049

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

共催
岐阜県薬剤師会
東濃薬剤師会

健B-0000-21-050

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

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-051

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

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-052

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

岐阜県薬剤師会 健B-0000-21-053

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

共催
岐阜県薬剤師会
飛騨市薬剤師会

健B-0000-21-054

16
2015年11月19日（木）、12月17日

（木）
関薬剤師会伝達講習（関薬剤師会）

共催
岐阜県薬剤師会

関薬剤師会
健B-0000-21-055

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

共催
岐阜県薬剤師会
岐阜市薬剤師会

健B-0000-21-056

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

共催
岐阜県薬剤師会
大垣薬剤師会

健B-0000-21-057

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

 岐阜県薬剤師会
山県市薬剤師会

健B-0000-21-078

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

愛知県薬剤師会 健B-0000-23-058

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

滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-059

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

滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-060

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

滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-061

21 岐  阜

25 滋  賀

20 長  野
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都道
府県

県別
連番

開催日・曜日 研修会名 主催 研修会番号

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

滋賀県薬剤師会 健B-0000-25-062

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

京都府薬剤師会 健B-0000-26-063

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

京都府薬剤師会 健B-0000-26-064

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

岡山県薬剤師会 健B-0000-33-065

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

岡山県薬剤師会 健B-0000-33-066

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

広島県薬剤師会 健B-0000-34-067

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

山口県薬剤師会 健B-0000-35-068

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

香川県薬剤師会 健B-0000-37-069

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

香川県薬剤師会 健B-0000-37-070

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

香川県薬剤師会 健B-0000-37-071

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

高知県薬剤師会 健B-0000-39-072

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

福岡県薬剤師会 健B-0000-40-073

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

沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-074

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

沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-075

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

沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-076

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

沖縄県薬剤師会 健B-0000-47-077

33 岡  山

37 香  川

47 沖  縄

26 京　都
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日本薬剤師会 健康サポート薬局研修委員会 
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タイプライターテキスト
 （見え消し）

komatsu
タイプライターテキスト
　本文及び別添2のみ。　報告様式1・2（変更）、別添3の3・4枚目（新規追加）、別表1,2（新規追加）は　溶け込み版をご覧下さい。

komatsu
タイプライターテキスト
［参考］
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「健康サポート薬局研修」研修会開催要領 

 

 本要領は、健康サポート薬局である旨の表示を行うにあたり健康サポート

薬局に関して厚生労働大臣が定める基準第三号で規定される常駐する薬剤師

の資質に係る「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、健康の保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」として、公益社団法人日本薬剤師会及び公益財団法

人日本薬剤師研修センター（以下、「実施機関」）が定める「『健康サポー

ト薬局研修』実施要領」に規定する技能習得型研修（集合研修）の開催に係

る事項を定めるものである。 

 

１ 実施体制主催者 

技能習得型研修（集合研修）は、研修実施に係る協力機関（以下「実施協

力機関」という。）として、都道府県薬剤師会が研修会を企画・開催する。

都道府県薬剤師会には、研修の実施に係る責任者を置き、実地に監督する体

制を整える。 

 

２ 主催者 

研修会の主催者は都道府県薬剤師会とし、日本薬剤師会を共催とする。 

 

３２ 研修内容・方法 

研修内容及び方法は、「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」

（平成 28 年２月 12 日薬生発 0212 第８号）別紙１に則り、日本薬剤師会に

設置する「健康サポート薬局研修委員会（以下、「研修委員会」という。）」

が定める標準プログラム（別添１）及び「健康サポート薬局研修会運営の手

引き」に基づくもののとおりとし、する。 

 

３ 研修方法 

① 講義及びグループ討議形式による演習を含むものとする。 

なお、② 受講完了にあたっては、理解度確認のため、受講者にレポートの

作成 及び提出を求める。 

 

４ 研修会 

① 上記「２ 研修内容」を踏まえ、以下ＡＢの２つの研修会を開催するこ

とを標準の形式とする。 

Ａ 健康サポートのための多職種連携研修会：下表①③を含む研修会 
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Ｂ 健康サポートのための薬剤師の対応研修会：下表②を含む研修会 

表：「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」別紙１より 

研修項目 時間 

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 

 ② 日本薬剤師会に設置する「健康サポート薬局研修委員会（以下、「研修

委員会」という。）」が定める標準プログラム（別添１）及び「健康サ

ポート薬局研修会運営の手引き」に基づき、都道府県薬剤師会が研修会

を企画・運営する。研修会の講師についても、標準プログラムに基づき、

都道府県薬剤師会が選定・依頼する。 

③ 研修会の開催日時・開催場所は都道府県薬剤師会が決定する。その際、

演習を含むプログラムが円滑に実施できる場所（環境・設備等）に配慮

する。 

④ 原則、研修会Ａ、Ｂを各々年１回以上開催する。 

⑤ 都道府県内の受講希望者の状況に応じて、開催頻度を増減することがで

きる。 

 

５ 対象者 

 ① 対象者は、既に健康サポート薬局である旨を表示し得る業務体制を有す

る、あるいは既に表示している薬局に従事しており、健康サポート薬局

の意義を理解し、健康サポート薬局として地域住民の健康の保持増進に

貢献する意欲のある薬剤師とする。 

② かつ、原則、薬局での５年の実務経験を有する薬剤師とする。ただし、

近いうち（目安として１年未満）に実務経験が５年に到達する等の者も

対象として差し支えない。ただしその場合、修了証の発行申請の手続き

は実務経験が５年以上となってから行うことに留意すること。 

  （注）実務経験は、週当たりの勤務時間数が 20 時間以上であった期間を

通算するものとする。 

③ 原則、研修会主催者が所在する都道府県で薬局業務に従事する薬剤師を

対象とする。特に、研修項目「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」を含む「研修会Ａ」については、受講者は自らが勤

務等する薬局が所在する地域の研修を受ける必要があることに留意す

る。 
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④ 都道府県薬剤師会の会員・非会員の区別による受講の制限は行わない。 

 

６ 受講料 

① 地域の実情に応じ、都道府県薬剤師会が受講料を定める。 

② 都道府県薬剤師会の会員・非会員の別により、受講料に差を設けること

ができることとする。但し、金額差については、社会通念上妥当な差と

なるよう留意する。       

③ 受講料には、受講証明書の発行費用を含む。 

 

７ 研修会開催に係る手続き 

① 研修会の企画に際しては、都道府県薬剤師会から研修委員会に対し事前

報告を行うものとする。本報告は共催手続きを兼ねる。 

② 研修委員会は、事前報告に基づき研修会内容が標準プログラムに沿って

いることを確認した上で「研修会番号」を付し、都道府県薬剤師会に連

絡する。 

③ 実施機関は、各都道府県薬剤師会が開催する健康サポート薬局研修に関

して日本薬剤師会のホームページにおいて情報公開する。 

④ 都道府県薬剤師会が受講者に対して発行する受講証明書（後述）には、

研修会番号を記載することとする。 

⑤ 研修会終修了後、都道府県薬剤師会から研修委員会に対し終了報告を行

う。 

⑥ ①～⑤の研修会開催に係る手続きについては、別添２に沿って行うこと。 

 

８ 受講者の募集 

① 都道府県薬剤師会のホームページ等、都道府県薬剤師会の会員以外も研

修会の情報が入手可能な方法により広報する。 

② 都道府県薬剤師会の会員のみならず、会員以外の者も受講できることを

明示する。 

③ 「健康サポート薬局に係る研修」である旨を明示し、他の研修と誤認さ

れないように努める。 

④ 研修会の開催に係る個人情報の収集にあたっては、研修会の運営のため

に利用する旨を明示した上で収集し、利用目的の範囲内で利用する（個

人情報の取扱いについては「『健康サポート薬局研修』実施要領」を参

照のこと）。 

 

９ 受講証明書の交付 
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① 都道府県薬剤師会は、受講完了（研修会の受講及びレポート提出）した

者に、研修会Ａ、Ｂについてそれぞれ、都道府県薬剤師会会長名による

「技能習得型研修受講証明書」を交付（手交または郵送）する。 

② 受講証明書の発行にあたっては、レポートについて、研修プログラム及

び「健康サポート薬局に係る研修実施要綱について」（平成28年２月12

日薬生発0212第８号）の別紙１に定められた「達成目標」に関して、以

下のことを確認する。 

  一 レポートが提出されていること 

  二 レポートに、本人の理解したことや思考過程が記載されていること 

  三 受講態度が適切であること（討議への不参加や離席がないこと等） 

    確認できない場合には、研修内容の復習とレポートの再提出を求め

る。 

なお、受講態度が不適の場合は、受講証明書を発行しないものとする。 

③② 受講証明書の記載事項は以下のとおりとする。なお、様式は別添３の

とおりとする。 

   ア 受講者氏名 

   イ 薬剤師名簿登録番号 

   ウ 研修会名 

   エ 研修会番号 

   オ 研修会開催日 

   カ 研修会開催場所 

   キ 受講証明書発行日 

   ク 受講証明書発行者（都道府県薬剤師会会長名、押印） 

   ケ その他、都道府県薬剤師会が受講証明書の発行業務に必要と考え

る事項 

④③ 受講証明書の有効期限は３年間とする。有効期限内に研修修了証の発

行申請を行わず有効期限を経過したものは無効となる。 

  

10 研修会受講記録の保存 

 ① 都道府県薬剤師会において、研修会受講者の受講記録を７年間保存する。

なお、保存に際しては電磁的記録も可とする。 

 ② 受講記録は以下の項目について記録する。 

    ア 受講者氏名 

    イ 薬剤師名簿登録番号 

    ウ 研修会名及び該当研修項目 

    エ 研修会番号 
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    オ 研修会開催日 

    カ 研修会開催場所 

    キ レポートを確認した旨の記録 

    ク その他、都道府県薬剤師会が受講記録の保管業務に必要と考える

事項 

③ レポート原本の保管に関しては、本項①の保存期間に関する規程は適用

しない。レポートの確認後、主催者において廃棄する場合には、個人情

報が漏洩しないような対策を講じた上で廃棄すること。また、主催者に

よる確認後、受講者本人に返却しても差し支えない。 

 

11 受講者の意見聴取 

① 都道府県薬剤師会において、研修会開催時等を活用し、研修会に関する

受講者からの意見を受け付ける。 

② 受け付けた意見は、都道府県薬剤師会で取りまとめて研修委員会に報告

する（７-⑤「終了報告」時）。同時に、都道府県薬剤師会において研修

会の開催計画の改善に反映させる。 

 

12 地域薬剤師会単位で研修会を実施する場合の取扱い 

 地域薬剤師会単位で研修会を実施する場合にも、都道府県薬剤師会の責任の

下、本要領に則り実施すること。なおその際、以下①～③のとおり取り扱うこ

と。 

① 「１ 主催者」に規定するとおり、研修会の主催者は都道府県薬剤師会

とすること。 

② 「７ 研修会開催に係る手続き」は都道府県薬剤師会を通じて行うこと。 

③ 「９ 受講証明証の交付」の②のク「受講証明書発行者」は、都道府県 

薬剤師会会長名を原則とする。ただし、地域の実情に応じて、または、

都道府県薬剤師会会長名及び地域薬剤師会会長名の連名とすることも

差し支えない。こと。 

 

13 指定確認機関の確認を受ける前に実施した研修の取扱い 

「『健康サポート薬局研修』実施要領」Ⅳ－６の規定に基づき当実施機関が

当該実施要領を満たした研修会とするものについては別添４のとおりとする。 

 

14 研修の再履修 

 研修修了証の有効期限の延長の際には、「健康サポート薬局に係る研修実施

要綱について」（平成28年２月12日薬生発0212第８号）別紙１に示された「地
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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」を含む研修を履修す

る必要がある。したがって、「健康サポートのための多職種連携研修会（研修

会Ａ）」を再履修させるものとする。 

 その際、研修会Ａを受講する者に対し、その他の研修（研修会Ｂおよび知識

習得型研修（e-ラーニング））の再受講を促すこと。 

 

15 その他 

 本要領は必要に応じて改訂する。 

以 上 
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別添 

１ 研修会標準プログラム（研修会Ａ及び研修会Ｂ） 変更なし 

２ 研修会開催手続き及び報告様式 変更あり 

３ 研修会受講証明書様式 作成時の留意点を追加 

４ 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 別表を追加 

  

 

 



 
 

別添２ 

「健康サポート薬局研修」研修会開催手続き 

 

＜開催前＞ 

STEP1 

都道府県薬剤師会 

１ 事前報告（共催手続きを兼ねる） 

 研修会の企画に際して、都道府県薬剤師会から日本薬剤師会に、別紙様式にて事

前報告を行う（地域単位で開催の場合も都道府県薬剤師会から報告）。 

  報告方法：別紙様式１（エクセル形式）及び研修会次第案を電子メール添付に

て報告 

  報告先 ：日本薬剤師会 学術業務課（担当：小松、新井、横田） 

e-mail：gyoumu@nichiyaku.or.jp 

TEL：03-3353- 1171 or 1192  

   ※講師は依頼中の段階で報告いただいても結構ですが（依頼中と記載）、未

定の状態では報告しないで下さい。 

   ※報告内容に変更が生じた場合は、修正報告をお願いします。 

 

STEP2    

日本薬剤師会 

２ 確認、研修会番号の付与 

 事前報告に基づき研修会内容が標準プログラムに沿っていることを確認（必要に

応じ、電話、電子メールによる照会等を行う）した上で「研修会番号」を付し、都

道府県薬剤師会に連絡する。 

  連絡方法：電子メールによる 

 

STEP3 

日本薬剤師会 

３ 研修会情報の公開 

各都道府県薬剤師会が開催する健康サポート薬局研修に関して日本薬剤師会のホ

ームページにおいて情報公開する。 

 

STEP4 

都道府県薬剤師会 

４ 研修会の実施 

  

＜開催後＞ 

STEP5 

都道府県薬剤師会 

５ 終了報告 

 研修会終修了後、都道府県薬剤師会から日本薬剤師会へ終了報告を行う。 

研修に関し受講者から受け付けた意見がある場合、都道府県薬剤師会で取りまと

めの上、併せて報告する。 

  報告方法：別紙様式２（エクセル形式雛形あり）及び研修会次第（Ｂの場合は進

行表も）、研修会資料を電子メール添付にて報告。様式２は会長印を

押印した PDF ファイルとエクセルファイルの両方を添付すること。 

報告先 ：STEP1 と同じ 

以 上 




