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「健康サポート薬局研修」研修会開催要領 ＜補足・解説＞ 

～【平成３０年９月版】対応～ 

日本薬剤師会 

作  成：平成２９年２月 

最終更新：平成３０年１２月（改訂・加筆箇所網かけ） 

■留意事項（全体） 

  研修実施について指定確認機関の適合確認を受けるに当たり、様々なチェックポイントが示されていま

す。特に以下に関して抵触することがないように留意してください。 

 

 受講者によって複数の受講料が設定されている場合に適切な受講料の設定理由が（実施要領に）示さ

れている等、受講料は妥当であるか。 

    ⇒ 研修会の開催経費や人件費等、積算根拠を踏まえて、定価の受講料を設定してください。その

上で、必要に応じて会員価格を設定するようにしてください。 金額差については、社会通念上

妥当な差となるよう留意してください。 

＜表記の例示＞ 

受講料：○○○○円（但し、当会会員は○○○○円） 

＜会員価格の設定について＞ 

定価に対して非会員価格を設定する考え方ではなく、定価に対して会員価格を設定する考

え方。例えば、係る経費のうち、会費でまかなうもの（例：人件費、県薬会館の使用料な

ど）について、受講料から差し引いて設定する等。 

＜その他＞ 

地域薬剤師会単位で研修会を開催する場合には、地域ごとに受講料が大きくばらつくこと

のないようご配慮ください。 

 

 受講や研修修了するための要件に特定団体への加入、特定団体の与える資格等が含まれていないか。 

    ⇒ 受講要件にこうしたことを含まないように留意してください。 

 

 健康サポート薬局に係る研修以外の認定制度等と誤認（研修修了に際して健康サポート薬局とは異な

る呼称等の付与等）させるような研修受講者への案内をしていないか。 

   ⇒ 健康サポート薬局以外の他の認定制度の認定等を与える研修と混同・誤認を生じるような案内

方法とならないようにしてください。また当然ながら、健康サポート薬局研修は、他の認定制

度等の研修との兼用もできません（このため健康サポート薬局研修では、（公財）日本薬剤師

研修センターの研修認定薬剤師制度の単位（研修シール）を交付しておりません）。 
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■留意事項（各論） 

研修会開催要領 本文 補足・解説 

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。 

研修全体に係る事項は、【「健康サポート薬局」研修

実施要領】で定めています。併せてご確認ください。 

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。 

 

本研修を理解している責任者を置き、実地に監督する

体制を整えるべく、研修実施責任者を配置することと

しています。複数人配置される場合には代表する責任

者を明確にしてください。 

変更がある場合には、都度、日本薬剤師会へお知らせ

ください。 

【参考：平成 28.10.5 日薬業発第 245 号（その 23）】 

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。 

 

募集案内時等に、日本薬剤師会が共催である旨を記

載してください。なお、研修会の事前報告で共催手

続きを兼ねるものとしています［７-②参照］。 

地域薬剤師会で研修会を開催する場合にも、研修会

の主催者は都道府県薬剤師会としてください［12-①

参照］。 

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0

212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

 

研修会は、標準プログラム及び「健康サポート薬局

研修会運営の手引き」に沿って行うことを前提とし

て指定確認機関の適合確認を受けているため、各県

薬にて独自に内容・手法を変更できないことをご理

解ください。 
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）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。 

また、届出方法の説明など標準プログラムに含まな

い内容を追加する場合には、標準プログラムの内容

及び時間数を満たした上で追加するようにしてくだ

さい。 

 

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①

③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 

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。 

 なお、都道府県薬剤師会は、研修会Ａの講師及び講

義内容や演習に用いる情報について１年に１回以

上の見直しを行うこと。また研修会Ｂについても、

最新の情報等に配慮して演習を実施すること。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会の講師が行政や公的機関、職能団体等でない

場合、講師経歴書や法人概況書（研修実施要領の別

添３）の提出を求めることがあります。 

【参考：平成 28.10.20 日薬業発第 267 号（その 24）】 

 

研修会の内容や運営に関して、都道府県薬剤師会に

おいて評価・改善活動を行っていただくことを明文

化しました。 

 

 

島型配置を必須とはしませんが、グループ討議が可

能な座席形態・収容人数（多すぎない）を考慮して

会場を選択してください。 

募集定員が 150 名を超える場合には、会場の大きさ
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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。 

 

⑥ ①に示す表中の「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」については、「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）において、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、研修会Ａに

ついては受講者自らが勤務する薬局が所在する都

道府県薬剤師会が開催する研修会を受講すべきこ

とに留意する。したがって、勤務する薬局が異なる

都道府県に変更となった場合には、その薬局が所在

する都道府県薬剤師会が開催する研修会Ａを改め

て受講することとする。 

・構造、進行役の補佐など演習運営スタッフの配置

予定・人数等を事前報告時に報告してください。 

 

 

 

 

 

 

勤務先が異なる都道府県に変更となった場合の取り

扱いについては、【「健康サポート薬局」研修実施

要領】の「Ⅱ-２-（１）-⑨」及び「Ⅲ-３-（２）」、

また【平成 29.9.29 日薬業発第 210 号（その 28）】

を参照してください。 

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

 

定員に余裕がある場合、①以外の者も対象とできま

すが、健康サポート薬局の理念や制度、及び研修の

実施方法（修了証の交付申請等）について理解した

上で受講するようにしてください。 

 

 

この規程についても「原則」としておりますので、

②以外の方も対象とできますが、上記同様、健康サ

ポート薬局の理念や制度、及び研修の実施方法（修

了証の交付申請等）について理解した上で受講する

ようにしてください。特に、実務経験が少ない状態

で受講する場合には、研修修了証の発行申請が可能

となる（＝実務経験が５年となる）前に受講証明書
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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。なお「研修会

Ｂ」については、地域性に依存しない研修内容であ

ることから、他県からの受講希望があった場合にも

対応できるように配慮する。 

 

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。 

の有効期限が切れてしまう場合がありますので、受

講者の誤解がないよう周知を行ってください。 

 

 

 

研修会Ａについて、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つ

いての受講者への周知に関しては、【「健康サポー

ト薬局」研修実施要領】の「Ⅳ-８．その他」も参照

してください。 

研修修了証には、「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」の

受講地が記載されます。 

６ 受講料 

① 研修会に係る受講料は、会場費や人件費等の経費

を踏まえ、地域の実情に応じて都道府県薬剤師会が

定めることとする。 

 

② ①に定める受講料については、都道府県薬剤師会

の会員に対して別途会員価格を設定することがで

きる。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。 

 

①②については、本資料冒頭の留意事項（全体）をご

参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

受講証明書を紛失された場合等の再発行については、

手数料を徴収していただいて差し支えありません。 

手数料を設定する場合は、送料や職員人件費等を踏ま

えて社会通念上適切な金額を設定してください。 

【参考：平成 28.7.26 日薬業発第 170 号（その 12）】 

７ 研修会開催に係る手続き 

① 研修会の開催日が決まった時点で、日本薬剤師会

に連絡する。 

 

② 研修会の企画に際しては、受講者募集開始の1ヶ

※開催要領「別添２」に沿って行ってください。 

電子メールでご連絡ください。様式はありません。 

 

 

事前報告は、受講者募集開始の１ヶ月前までに行っ
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月前までに、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。 

 

③ 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。 

 

 

 

 

 

④ 受講者募集の開始は、研修会番号発行後とする。

但し、研修会日時の告知についてはこの限りではな

い。 

 

⑤ 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。 

 

⑥ 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。 

 

⑦ 研修会が終了し受講証明書発行数が確定（最大で

1ヵ月後）したら、速やかに、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。 

 

⑧ ①～⑦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。 

てください。また、地域薬剤師会で研修会を開催す

る場合も、手続きは都道府県薬剤師会を通じて行っ

てください［12-②参照］。 

 

研修会番号は、受講証明書の記載事項としています。

それ以外に記すことを必須とはしておりませんが、

可能な限り、受講者募集時及び当日の次第等にも明

示するようにしてください。 

【参考：平成 28.7.26 日薬業発第 170 号（その 12）】 

＜研修会番号の構成＞ 

健○-西暦年度 4桁-県番号 2桁-受付順通し番号 3桁 

 

日時の告知は研修会番号の発行に先んじて行ってい

ただいて差し支えありません。 

 

 

県薬ホームページでの情報公開は適宜行ってくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前報告：様式１、次第案、チェックリスト 

終了報告：様式２、次第（B は進行表も）、資料（A

の 1-2, 2-1, 2-2, 2-3） 

・様式は適宜改善します。最新版を使用してくださ

い。 

・次第は本資料別添の例に則り作成してください。 
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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）。 

 

受講者募集の参考例や注意点については、【平成

28.6.17 日薬業発第 128 号（その 5）】を参考として

ください。 

 

 

 

本資料冒頭の留意事項（全体）をご参照ください。 

 

 

個人情報の取扱いについて必ず明示するようにして

ください。その際、【「健康サポート薬局」研修実

施要領】の「Ⅳ-５．個人情報の取扱い」を参照して

ください。 

＜参考＞   

指定確認機関の確認を受けるに当たり、以下のチェ

ックポイントが示されています。 

 個人情報の取扱いについて、受講者に対し明示

しているか。 

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。 

 

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 

 

一人が複数回の研修会を受講した場合でも、都度受

講証明書を発行してください。また、受講者数のカ

ウントは、研修会ごとに延べ人数でカウントするよ

うにしてください（名寄せしない）。 

 

 

研修会受講者の到達度評価の考え方については、【平

成 28.8.16 日薬業発第 190 号（その 16）】の別添１

を参照してください。 
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  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 受講者のレポート提出（再提出を含む）及び確認

の期限は、都道府県薬剤師会が定めることとし、最

大で研修会から１ヶ月の間とする。 

 

④ 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 

 

⑤ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講証明書作成時の留意点は、研修会開催要領別添

３の３枚目を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

ク：地域薬剤師会で研修会を開催する場合は、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

でも差し支えありません［12-③参照］。 

（注）地域薬剤師会会長名のみは不可 

 

受講証明書を再発行する場合には、有効期限との兼

ね合いから、受講証明書の発行日を変更することの

ないようにご留意ください（同じものを再交付す

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。 
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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 

  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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レポート原本の保存期間については規定を設けてい

ません。確認完了後、受講者に返却されても問題あ

りません。レポートの確認等に関する運用面の工夫

については、【平成 28.8.16 日薬業発第 190 号（そ

の 16）】の別添１の参考資料を参照してください。 

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

 

この規定は、研修実施機関に対して、受講者が意見

を言える機会を設けることや、研修計画改善のため

のプロセスが求められているものです。意見受け付

け方法については定めてはおりませんので、口頭に

よる意見聴取や受講者アンケートなど、実情に応じ

て工夫いただきますようお願いいたします。 

【参考：平成 28.7.26 日薬業発第 170 号（その 12）】 

＜参考＞   

指定確認機関の確認を受けるに当たり、以下のチェ

ックポイントが示されています。 

 研修に対する受講者の感想、クレーム等を把握

する方法が（実施要領に）明示されているか。 

 

研修会の運営に関する意見は研修会の開催計画に反

映してください。また、都道府県薬剤師会で受け付

けられた意見・クレーム等について、研修全般に係
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催計画の改善に反映させる。 るものについては、日本薬剤師会へご報告ください。 

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。 

 

 

研修実施責任者のもと、実地に監督する体制を整え

てください。 

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。 

（いわゆる「みなし研修会Ｂ」について） 

 

これに該当する研修会の受講証明書の発行に関して

は、【平成 28.7.20 日薬業発第 166 号（その 11）】

を参照して下さい。 

なお、みなし研修会Ｂは、受講証明書の発行日を平

成 28（2016）年 7 月 20 日から９月 30 日までの間と

定めているため、有効期限は平成 31（2019）年の当

該日の前日までとなります。 

平成 31（2019）年 10 月頃を目途として、みなし研修

会Ｂの受講証明書発行枚数の確認及び確定を行ない

ますので、引き続き発行枚数の管理を行ってくださ

い。 

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

 

 

 

 

 

 



11 
 

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。 

 また、更新申請に際しては、研修会Ｂ及び知識習得

型研修（e-ラーニング）の再受講が要件とはされてい

ないが、健康サポート薬局の趣旨に鑑み、積極的に再

履修するよう努めることとし、修了者に対しその旨を

周知すること。  

 

 

研修実施要領への更新規定の追加にあわせて、研修

会Ｂ及び知識習得型研修の再履修については、これ

まで「促す」としていましたが、「積極的に再受講

するよう努める」「修了者にその旨を周知する」と

改訂しました。 

15 その他 

 本要領は必要に応じて改訂する。 

制定 平成 28 年９月 

一部改訂 平成 29 年９月（平成 29 年 10 月１日施

行） 

以上 

 

 

○ 別添：次第様式例（研修会Ａ・Ｂ） 

  ※研修会Ａ：変更あり 

1-2の「タイトル例」を演題に含めて標記しました。 

    タイトル例が見落とされ、講義内容が地域包括ケアシステムの仕組みやかかりつけ機能に関わる

解説が主となる事例があったため、健康サポート機能、健康サポート薬局に関する内容が主とな

るように演題例として示しました。企画の際にご勘案ください。 

  ※研修会Ｂ：変更なし 

以 上 



＜研修会Ａ次第 様式例＞ 

～ 健康サポート薬局研修 ～ 
健康サポートのための多職種連携研修会【研修会Ａ】 

次第 
 

日時：平成○年○月○日（○）○時○○分～○時○○分 

場所：○○○○○○○○○○ 

主催 ○○社団法人 ○○（都道府県）薬剤師会 

共催 公益社団法人 日本薬剤師会 

開会挨拶（*:**～*:**） 

○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

１．健康サポート薬局の基本理念 

（１）健康サポート薬局の基本理念（*:**～*:**【○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】 

  日本薬剤師会 会長 山本 信夫（ＤＶＤ講義） 

（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 

演題例：「私たちが目指す健康サポート薬局の姿」（*:**～*:**【○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】 

   ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

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）「演題」（*:**～*:**【○分】） 

  ※↑標準プログラム「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」に相当する演題 

   ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

（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～ 

   １）「演題」（*:**～*:**【○分】） 

   ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

   ２）「演題」（*:**～*:**【○分】） 

   ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

（３）○○県の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（*:**～*:**【○分】） 

   ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

３．演習（*:**～*:**【○分】）   

健康サポート薬局のあるべき姿や、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 
演習進行：○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

（１）健康サポート薬局とは                   

（２）ケーススタディ 

（３）演習のまとめ 

４．まとめ（*:**～*:**【○分】） 

 ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

DVD 講義である旨を明示 

進行に必要な情報は適宜追加い

ただいて差し支えありません 

レポート作成時間を別にとる

場合など、進行の実態に併せ

て適宜記載してください 

講師の所属、役職、氏名を記載 



＜研修会Ｂ次第 様式例＞ 
～ 健康サポート薬局研修 ～ 

健康サポートのための薬剤師の対応研修会【研修会Ｂ】 
次第 

 

日時：平成○年○月○日（○）○時○○分～○時○○分 

場所：○○○○○○○○○○ 

 

主催 ○○社団法人 ○○（都道府県）薬剤師会 

共催 公益社団法人 日本薬剤師会 

 

 

開会挨拶（*:**～*:**） 

○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

 

１．薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局（*:**～*:**【○分】） 

   ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

 

 

２．薬局利用者の状態把握と対応（演習）（*:**～*:**【○分】） 

   題材：○○ ←頭痛、腹痛等を記載 

    講義、グループワーク、ロールプレイ等を通じ、薬局利用者の相談内容から適切

に情報を収集し、状態、状況を把握し、それに合わせた適切な対応を行う力を身

につけます。 

 

講師：昭和大学医学部薬理学講座 医科薬理学部門  

教授  木内 祐二先生（ＤＶＤ講義） 

 

演習進行：○○○○○○○○ ○○ ○○○○  

    

 

３．まとめ（*:**～*:**【○分】） 

   ○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

 

 

４．レポート作成（*:**～*:**【○分】）                         

進行に必要な情報は適宜追加い

ただいて差し支えありません 

DVD 講義である旨を明示 

レポート作成の時間や閉会挨

拶などは進行の実態に併せて

適宜記載してください 

講師の所属、役職、氏名を記載 




