
 

 

日薬業発第２３７号 

平成３０年１０月１日 

 

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 36） 
（研修実施要領、研修会開催要領の一部変更について） 

 

 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、このほど本会と公益財団法人日本薬剤師研修センターは、合同で、健康サポー

ト薬局研修の実施機関として厚生労働省の指定確認機関（公益社団法人日本薬学会）よ

り「適合」として更新通知を受理いたしました（適合期間：2019 年９月末日まで）。 

更新にあたっては、これまでの研修会運営を踏まえ、実施要領及び研修会開催要領の一

部変更を行いました。 
つきましては、新しい実施要領等（平成 30 年９月版）を下記のとおりお送りいたし

ますので、各都道府県薬剤師会におかれましては、今後の研修会の企画・運営にあたっ

ては、「平成 30 年９月版」に則っていただくよう、よろしくお願い申し上げます。なお、

新しい研修実施要領等の施行は 10 月１日といたします。また、研修会開催要領の変更

点については、今後企画される研修会から順次ご対応くださいますよう、重ねてお願い

いたします。 
また、今回の一部変更のうち受講者に深く関わる事項として、研修修了証の有効期限

の延長（更新）に関する規程を定めた点がございます。特にこの点につきましては、貴

会会員ならびに研修受講者等にご周知いただくとともに、貴会における研修の開催計画

においてもご勘案いただきますよう、併せてお願いいたします。 
 これら変更点につきましては、本年度においても「健康サポート薬局担当者全国会

議」を開催いたしますので（日時等未定）、その際に改めてご説明する予定です。 
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、重ねてよろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．実施要領等の変更点 
２．「健康サポート薬局研修」実施要領（平成 30 年９月版） 
３．「健康サポート薬局研修」研修会開催要領（平成 30 年９月版） 
４．【都道府県薬剤師会向け解説資料】健康サポート薬局研修「研修実施要領」「研修会

開催要領」の変更点について（平成 30 年９月版） 
５．【一般向け説明資料】健康サポート薬局研修について（平成 30 年９月版） 

※今般の変更を踏まえて更新いたしました。会員等への周知の際にご活用ください。 
６．［参考］実施要領・開催要領（見え消し版） 

以 上 
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公益社団法人 日 本 薬 剤 師 会                   
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「健康サポート薬局研修」実施要領 


 


 


Ⅰ．実施体制 


 


１．研修の位置づけ 


本研修は、薬局が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等


に関する法律施行規則」（昭和三十六年厚生省令第一号）第一条第二項第五号


に規定される「健康サポート薬局（患者が継続して利用するために必要な機能


及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有す


る薬局をいう。以下同じ。）」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（「医薬品、医療機器等の品質、有効


性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第１条第５項第 10 号に規定する


厚生労働大臣が定める基準」（平成 28 年厚生労働省告示第 29 号））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」として実施する。 


 


２．研修の目的 


 健康サポート薬局に必要な、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能力を養成する。 


 


３．運営体制  


 健康サポート薬局に係る研修の実施機関として、厚生労働省が指定する第三


者機関（指定確認機関）である公益社団法人日本薬学会に届出を行い、確認を


受けた上で、当該研修事業を実施する。 


本研修は、下記体制で実施する。 


 


（１）実施機関 


公益社団法人日本薬剤師会と公益財団法人日本薬剤師研修センターが共同で


研修事業を実施する。実施機関が提供する研修のうち、技能習得型研修（Ⅱ-２


-（１））は集合研修（研修会）により各都道府県で開催することとしており、


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開催する。 
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（２）委員会 


実施機関である公益社団法人日本薬剤師会内に、同会定款第 46 条に定める委


員会として「健康サポート薬局研修委員会」（以下、「研修委員会」という。）


を設置する。日本薬剤師研修センターは研修委員会に委員を派遣する。 


研修委員会は、研修の実施方法・内容の検討、事業の評価、その他研修事業


に係る必要な事項を検討するなど研修事業の企画・運営を担うものとする。 


委員会には、日本薬剤師会理事の中から担当副会長、担当常務理事を置き、


研修の実施体制の客観性を確保すべく教育、学術等関係者の参画を求める。委


員のうち１名を委員長、１名を副委員長とする。 


（別添１：研修委員会名簿） 


  


（３）事業の構想と実施体制 


研修の企画運営は、研修委員会を設置する日本薬剤師会が担う。日本薬剤師


会は薬剤師の職能団体であり、健康サポート薬局に常駐する薬剤師の資質に係


る研修の企画運営を行うにあたりふさわしい能力を有する。なお、研修のうち


技能習得型研修については、全国の薬剤師に対して地域の実情に応じた研修の


提供が必要であることから、都道府県薬剤師会（公益社団法人または一般社団


法人）の協力を得て各都道府県において研修会を開催する。その際、研修委員


会が定める標準プログラム及び「『健康サポート薬局研修』研修会開催要領」


に基づき、都道府県薬剤師会が研修会を企画・開催するものとする。都道府県


薬剤師会には、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


えるものとする。 


都道府県薬剤師会は都道府県単位の薬剤師の職能団体として、地域の行政機


関や他職種の職能団体と密接な連携を有しており、また研修会開催に関し過去


に十分な実績を有しているなど、地域の実情に応じた研修会の企画・開催に関


して十分な能力を有する。 


日本薬剤師研修センターは、薬剤師の生涯学習を支援し推進することを目的


とする団体であり、研修事業や研修認定事業の実績を踏まえて薬剤師研修に関


する豊富な知見を有する。日本薬剤師研修センターと日本薬剤師会が研修を共


同で行うことで、より薬剤師の資質向上に資する研修の企画運営を行うことが


できる。また、本研修事業において、日本薬剤師研修センターは研修修了証の


発行と修了者名簿の管理を担う。日本薬剤師研修センターは認定実務実習指導


薬剤師認定制度や研修認定薬剤師制度など認定事業の経験が豊富であり、本研


修事業において、本研修における修了証発行及び修了者名簿の管理業務を行う


にあたり十分な能力を有する。 


（別添２：実施体制図） 
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（４）責任体制 


本研修事業の実施にあたり、研修の実施に関しては下記ア、研修修了証の


発行に関しては下記イを責任者とする。 


ア 公益社団法人 日本薬剤師会 会長 山本 信夫 


イ 公益財団法人 日本薬剤師研修センター 理事長 豊島 聰 


 


    


Ⅱ．研修内容 


 


１．研修の概要 


（１）受講対象者 


薬剤師。主として、これから健康サポート薬局である旨を表示しようとす


る薬局、及び既に表示している薬局に従事する薬剤師を対象とする。 


 


（２）研修の内容・時間数 


「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）に規定のとおり。 


 


（３）研修の実施方法 


技能習得型研修については集合研修（グループ討議形式による演習を含


む）、知識習得型研修については e-ラーニングにより実施する。詳細は下記


「Ⅱ-２」のとおり。 


 


（４）講師・教材 


「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）に規定される研修項目及び学ぶべき事項に関する、専


門的な技術・知識、経験等を有する者を講師として研修会を実施または教材


を作成する。 


講師の選定にあたっては、技能習得型研修については、研修委員会が定め


る標準プログラムに基づき都道府県薬剤師会が講師を選択することとし、知


識習得型研修については、研修委員会が選択・決定する（別添３：１講師経


歴書・２法人概況書）。 


 


２．研修の実施方法 


技能習得型研修については集合研修（講義及びグループ討議形式による演


習を含む）により、知識習得型研修については e-ラーニングにより、以下の
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とおり実施する。 


 


（１）技能習得型研修（集合研修） 


① 都道府県薬剤師会の協力を得て、47 都道府県において集合研修を実施す


る。 


② 研修内容は、「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「研修項目」「学ぶ


べき事項」「達成目標」「時間」を満たすものとする。 


③ 「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に示された下表の研修項目に対応する研修会


として、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 


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 


④ 研修委員会が定める標準プログラム及び「『健康サポート薬局研修』研修


会開催要領」に基づき、都道府県薬剤師会が研修会の企画・運営を行う。 


  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。 


⑤ 研修会の開催にあたっては、都道府県薬剤師会から研修委員会に対し事


前報告及び終了報告を行うこととする。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する。 


⑥ 理解度確認のため、レポートの作成を受講完了の要件とし、受講完了し


た者に「受講証明書」を発行する（詳細は「Ⅲ-３-（1）」のとおり）。 


⑦ 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。
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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。ま


た、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か月とする。 


 ⑧ 研修の実施に際しては、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）により行う。 


 ⑨ ③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とされていることか


ら、受講者は、研修会Ａについては、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るものとする。したがって、


勤務する薬局が異なる都道府県となった場合には、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。 


 


 


（２）知識習得型研修（e-ラーニング） 


 ① e-ラーニングにより行う。日本薬剤師会を配信元とし、全国の薬剤師を


対象に専用ウェブサイトにより配信する。 


 ② e-ラーニングの教材は、パワーポイントで作成されたスライドを閲覧す


る形式（音声は伴わない）とする（以下「コンテンツ」という。）。スラ


イド枚数は、１時間あたり 40～60 枚とする。 


 ③ 研修内容は、「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２に示された「研修項目」「学


ぶべき事項」「達成目標」「時間」のとおり、下記ア～サとし、１研修項


目につき１ないしは複数のコンテンツで構成する。 


    ア 地域住民の健康維持・増進（２時間分） 


    イ 要指導医薬品等概説（８時間分） 


    ウ 健康食品、食品（２時間分） 


    エ 禁煙支援（２時間分） 


    オ 認知症対策（１時間分） 


    カ 感染対策（２時間分） 


    キ 衛生用品、介護用品等（１時間分） 


    ク 薬物乱用防止（１時間分） 


    ケ 公衆衛生（１時間分） 


    コ 地域包括ケアシステムにおける先進的な取組事例（１時間分） 


    サ コミュニケーション力の向上（１時間分） 


④ 理解度確認のため、コンテンツごとに理解度確認テストを行う。問数は
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１時間相当あたり５問を標準とし、全問正答を求める。すべての理解度


確認テストを完了した者に「受講証明書」を発行する（詳細は「Ⅲ-３-


（２）」のとおり）。 


  


３．受講料 


（１）技能習得型研修（集合研修）の受講料 


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。 


 


（２）知識習得型研修（e-ラーニング）の受講料 


① 実施機関である日本薬剤師会の会員・非会員を問わず、一律の受講料と


する。 


② 本研修は、受講者の希望により研修項目を選択するものではなく、すべ


ての研修項目を受講する必要があるものであることから、研修項目・コ


ンテンツごとに受講料を設定することとせず、22時間分一括で受講料を


設定する。受講料は、8,000円（税別）とする。 


③ 受講料には、受講証明書の発行費用を含む。 


 


 


Ⅲ．研修修了の取扱い 


 


１．研修修了証について 


① 以下アイのすべてに該当する者に研修修了証を発行する。 


ア すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者 


イ 薬局において、薬剤師として５年以上の実務経験（注）がある者 


  （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。 


② 研修修了証の発行にあたっては所定の手続きを要するものとする。 


③ 上記アを確認するため、を本実施要領「Ⅱ-２-（１）」に定める２つの


研修会及び「Ⅱ-２-（２）」に定める e-ラーニングを受講したことを証


明するものとして「受講証明書」を発行する。 


④ 本研修の受講や修了に際し、特定団体への加入（薬剤師会への入会等）
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や、特定団体の与える資格等は、要件として求めない。  


 


２．研修修了証の有効期限及び更新 


① 研修修了証の有効期限は発行日から６年間とし、修了証に有効期限を明


記する。 


② 所定の条件を満たすことにより、研修修了証の有効期限を６年間延長（以


下、「更新」という。）する。 


③ ②に記載する所定の条件は以下アイとし、この条件をすべて満たした者


に対し、有効期限を延長した研修修了証を交付する。 


  ア 研修修了証の有効期限の２年前以降に、「研修会Ａ※」を受講した者。 


  イ 研修修了証の有効期限の２ヶ月前までに、更新申請（日本薬剤師研


修センターの受付日。申請方法は本項４-（３）に規定）を行った者。 


※研修会Ａ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。 


④ 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ものとする。  


          


 


３．受講証明書の発行 


（１）技能習得型研修（集合研修）受講証明書 


① 各都道府県薬剤師会で実施する技能習得型研修（集合研修）を受講完了


（研修会の受講及びレポートの提出）した者に対して、研修会ごとに、


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。なお、受講証明書の様式は、全国統一様式とす


る。 


② 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する。 


   


（２）知識習得型研修（e-ラーニング）受講証明書 


① 日本薬剤師会が配信する知識習得型研修（e-ラーニング）のすべて（22


時間相当）を受講完了（教材の学習及び理解度確認テストの合格）した


者に対し、日本薬剤師会会長名による「知識習得型研修受講証明書」を


e-ラーニングの配信サイトからダウンロードする方法により交付する。 


② 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する。 
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４．研修修了証の発行 


 以下（１）～（４）の申請においては、「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」の研修（研修会Ａに含む）を受講した都道府県


ごとに申請を行うものとし、複数の都道府県をまとめて１件として申請する


ことはできない。 


 


（１）新たに研修修了証の発行を申請する者の場合 


① 技能習得型研修および知識習得型研修のすべてを修了した者は、以下ア


～エを添えて、日本薬剤師研修センターに「研修修了証発行申請書（様


式Ａ）」を提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修センター


が定める。 


ア 技能習得型研修受講証明書（正本） 


イ 知識習得型研修受講証明書（正本） 


ウ 履歴書（実務経験（注）年数を記載） 


  （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


期間を記入すること。 


エ ア～ウのほか、日本薬剤師研修センターが定める書類等 


② 日本薬剤師研修センターは、①に記載する申請書および必要書類を審査


・確認のうえ、研修修了証の発行要件をすべて満たしている者に対し、


「研修修了証」を交付（郵送）する。 


③ 研修修了証の発行費用は5,000円（税別）とする（修了証の発行に係る


経費のほか、研修修了記録の保存管理に関する経費等を含む）。 


 


（２）すでに研修修了証を有している者が、他の都道府県の「地域包括ケアシ


ステムにおける多職種連携と薬剤師の対応」の研修（研修会Ａに含む）を受講


して研修修了証の発行を申請する場合 


① 以下ア～ウを添えて、日本薬剤師研修センターに「研修修了証発行申請


書（様式Ｂ)」を提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修セ


ンターが定める。 


ア 技能習得型研修受講証明書のうち、「健康サポートのための多職


種連携研修会（研修会Ａ）」のもの（正本） 


イ すでに有している研修修了証（有効期限内のものに限る。）の写


し（複数枚を有している場合はすべて）  


ウ ア及びイのほか、日本薬剤師研修センターが定める書類等 


② 日本薬剤師研修センターは、①に記載する申請書および必要書類を審査


・確認のうえ、「研修修了証」を交付（郵送）する。 
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③ 研修修了証の発行費用は3,000円（税別）とする（修了証の発行に係る


経費のほか、研修修了記録の保存管理に関する経費等を含む）。 


 


（３）更新申請（すでに研修修了証を有している者が、研修修了証の有効期


限を６年間延長するための手続きをいう。）の場合  


① 以下ア～ウを添えて、日本薬剤師研修センターに「研修修了証発行申請


書（様式Ｃ)」を提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修セ


ンターが定める。 


ア 技能習得型研修受講証明書（正本）のうち、「健康サポートのた


めの多職種連携研修会（研修会Ａ）」のもの 


イ 更新しようとする研修修了証（有効期限内のものに限る。）の写


し  


ウ ア及びイのほか、日本薬剤師研修センターが定める書類等 


② 日本薬剤師研修センターは、①に記載する申請書および必要書類を審査


・確認のうえ、「研修修了証」を交付（郵送）する。 


③ 研修修了証の発行費用は3,000円（税別）とする（修了証の発行に係る


経費のほか、研修修了記録の保存管理に関する経費等を含む）。 


 


（４）研修修了証の再発行申請 


① 研修修了証を紛失あるいは毀損した者が再発行を希望する場合は、「研


修修了証再発行申請書」及び公的身分証明書の写しを日本薬剤師研修セ


ンターに提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修センターが


定める。この場合、毀損したものであるときは、その研修修了証も併せ


て提出するものとする。 


② 研修修了証の再発行費用は1,700円（税別）とする。 


 


 


５．研修修了証の記載事項 


研修修了証の記載事項は、下記ア～キを含むものとする。様式は別添４のと


おり。 


 ア 研修修了者の氏名、生年月日 


  イ 研修実施機関名（日本薬剤師会並びに日本薬剤師研修センター）    


  ウ 「地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬剤師の対応」の研修


受講都道府県名 


エ 研修修了証の発行日 


  オ 研修修了証の有効期限 


  カ 有効期限を延長した研修修了証を発行する場合は、最初の研修修了証







10 
 


の発行日及び有効期限を延長した研修修了証の発行日 


  キ 発行者名 


 


６．研修修了の取り消し 


① 次の場合は、研修修了を取り消すこととする。 


   虚偽の内容にもとづき申請を行った者 


② 研修修了を取り消そうとするときは、あらかじめ当該者にその旨を通知


し、その求めがあったときは、その者の意見を聴く機会を設けるものと


する。 


③ 研修修了の取り消しは、研修委員会に諮ったうえで決定する。 


 


 


Ⅳ．研修実施に係る方針 


 


１．研修計画 


当該研修は、健康サポート薬局の届出を行うことを希望する薬局について、


その薬局に従事する薬剤師の資質を担保するものとして必要とされているもの


であることから、届出を希望する薬局に対する受講の機会を提供できるよう、


知識習得型研修については通年、技能習得型研修についてはＡ及びＢの２つの


研修会を各都道府県で年１回以上提供することを基本とする。 


ただし、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。 


 


２．運営に関する広報 


① 本研修事業の実施に際しては、実施機関（研修会の開催に関しては都道


府県薬剤師会）の会誌やホームページ等を通じ、広く広報する。 


② 広報にあたっては、実施機関（研修会の開催に関しては都道府県薬剤師


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 広報にあたっては、「健康サポート薬局に係る研修」である旨を明示す


る、e-ラーニング配信サイトにも同様の旨を明示する等、他の研修と誤


認されないように努める。 


 


３．研修事業の評価 


（１）受講者の意見聴取 


① 実施機関である日本薬剤師会のe-ラーニング配信サイトに、本研修に対


する受講者の意見等を受け付ける機能を設ける。 
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② 都道府県薬剤師会においても、適時、研修会に関する受講者からの意見


を受け付ける。 


 


（２）評価体制 


（１）で聴取した意見や、都道府県薬剤師会での研修会実施状況等をもと


に、研修委員会において研修事業の評価を行い、研修計画の改善に反映させ


る。 


 


４．研修受講記録等の保存 


（１）技能習得型研修受講記録の保存 


技能習得型研修（集合研修）を実施した各都道府県薬剤師会において、受講


者の氏名等の受講記録を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）知識習得型研修受講記録の保存 


知識習得型研修（e-ラーニング）を配信した日本薬剤師会において、受講者


の氏名等および受講履歴等を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。   


 


（３）研修修了証発行記録の保存 


研修修了証を発行した日本薬剤師研修センターにおいて、受講者の氏名等


および申請書、受講証明書、実務経験証明書等の添付書類を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。 


 


（４）研修受講記録等の取扱い 


① 研修修了記録 


 研修修了の記録については、実施機関両団体（研修委員会を含む）が閲


覧・確認できるものとする。 


 制度運用の目的で都道府県知事（または保健所設置市の市長及び特別区


の区長）より修了記録に関する照会があった場合には、当該修了記録に


ついて情報提供できるものとする。 


 都道府県薬剤師会は、自県開催の研修会を受講した薬剤師、または自県


開催の研修会の受講を希望する薬剤師の研修修了の記録について、実施


機関に照会できるものとし、また実施機関は都道府県薬剤師会に情報提


供できるものとする。 


② 受講記録 


 研修実施機関は、研修修了証発行に際して必要がある場合、都道府県薬
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剤師会に対し修了証発行申請者の受講記録について照会できるものと


し、また都道府県薬剤師会は実施機関に情報提供できるものとする。 


 


５．個人情報の取扱い 


本研修の実施に係る個人情報の収集は、知識習得型研修の実施にあたって


は日本薬剤師会、技能習得型研修の実施にあたっては実施協力機関である都


道府県薬剤師会、研修修了証の発行にあたっては日本薬剤師研修センターが


行うが、個人情報の取扱いに際しては、実施機関及び実施協力機関の個人情


報の保護に関する規定に則り行う。 


なお、個人情報利用の目的として「Ⅳ-４-（４）」に規定する場合を含むも


のとする。 


 


６．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 


指定確認機関による確認を受ける前に実施した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、「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）を


満たした研修とみなすことができるとされており、該当する研修会の受講者に


対しては、受講者名簿に基づき受講証明書を発行するものとする。これらの取


扱いに係る詳細は、「『健康サポート薬局研修』研修会開催要領」において定


める。 


 


７．その他の認定制度との関係 


 本実施要領に定める研修に対しては、実施機関が運営する認定制度の単位を


交付しない。 


 


８．その他 


 「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、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。 


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ものとす


る。 
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９．実施要領の改訂 


 本実施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） 


  別添4（研修修了証様式）改訂 平成30年3月（平成30年4月1日施行） 


  一部改訂 平成30年９月（平成30年10月１日施行） 


以 上 
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別添  


１ 研修委員会名簿 


２ 実施体制図 


３ 講師経歴書・法人概況書 


４ 研修修了証様式 







（別添１） 


健康サポート薬局研修委員会 
 


平成 30 年 9 月現在 


 
担当副会長  森  昌平（日本薬剤師会 副会長） 
主担当理事  有澤 賢二（日本薬剤師会 常務理事） 
副担当理事  吉田 力久（日本薬剤師会 常務理事） 
       渡邊 大記（日本薬剤師会 常務理事） 
       安西 英明（日本薬剤師会 理事） 
       原口  亨（日本薬剤師会 理事） 
委   員  浦山 隆雄（日本薬剤師研修センター 専務理事） 


吉山 友二（北里大学薬学部 教授） 
高橋  寛（岩手医科大学薬学部 教授） 
亀井美和子（日本大学薬学部 教授） 
根本 陽充（東京都薬剤師会 研修実施責任者） 
矢野  謙（兵庫県薬剤師会 研修実施責任者） 
酒井 浩一（大分県薬剤師会 研修実施責任者） 
長津 雅則（日本薬剤師会 地域医療・保健委員会） 
宮野 廣美（日本薬剤師会 地域医療・保健委員会） 
亀山 貴康（日本薬剤師会 一般用医薬品等委員会） 
吉田 和司（日本薬剤師会 一般用医薬品等委員会） 


 
（敬称略） 


   
 







• 都道府県薬剤師会の協力を
得て実施（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）


• 研修委員会が示す標準プログ
ラムに沿って都道府県薬剤師
会が企画・運営


健康サポート薬局に係る
研修委員会


健康サポート薬局研修の実施体制図


研修の実施


• 研修の実施方法・内容の検討
• 事業の評価


• その他研修事業に係る必要な
事項の検討


研修修了確認
修了証発行
修了者名簿の管理


知識習得型研修
（e-ラーニング）の実施


技能習得型研修
（研修会）の実施


• 日本薬剤師会が専用サイ
トを開設し提供


日本薬剤師会 日本薬剤師研修センター


都道府県薬剤師会
（実施協力機関）


委員参加委員会の設置


（別添２）







（別添３ -１）  
                                       


講 師 経 歴 書  
 


   平成  年  月  日現在  
 


 
担当する研修項目  


種 類  項          目  
□ 研修会   □ ①健康サポート薬局の基本理念  


 □ ②薬局利用者の状況把握と対応  
 □ 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  


□ ｅ -ラーニング   □ 地域住民の健康維持・増進  
 □ 要指導医薬品等概説  
 □ 健康食品、食品  
 □ 禁煙支援  
 □ 認知症対策  
 □ 感染対策  
 □ 衛生用品、介護用品等  
 □ 薬物乱用防止  
 □ 公衆衛生  
 □ 地域包括ケアシステムにおける先導的な取組事例  
 □ コミュニケーション力の向上  


 
担当する研修項目に係る主な実績（教育研究の実績、職務上の実績）      


主 な 実 績  年月日  概      要  
 
 
 
 
 
 
 
 


  


（注）実績は別様式の使用を可とする。  


 ふりがな  
男  
・  
女  


 


 氏   名  
 
 
 


 


 現住所  
〒  
（電話）  （FAX）  
Email: 


 勤務先  


（名称）  （職名）  
（所在地）〒  


（電話）  （FAX）  
Email: 







（別添３-２） 


 法 人 概 況 書 
 


記入日：平成  年  月  日 


法人名 法人格がある場合は法人格からご記入ください。 


代表者名（職名・氏名）  


所在地  


代表電話番号  


ホームページ URL  


設立年月日  


役・職員構成 役員の職名・人数、及び職員の人数をご記入ください。 


  


 


 


    


活動範囲 国内、○○県内、○○市内等をご記入ください。 


会員数 会員を持たない法人の場合、ご記入は不要です。 


事業内容  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 







健康サ第１０００００号


健康サポート薬局研修修了証


○ ○ ○ ○ 様


年 月 日生


「健康サポート薬局研修」実施要領に基づき 必要な研修すべて


を修了するとともに 薬局における必要な実務経験年数を満たして


いることを確認しましたので 研修修了証を交付します


修了証の有効期限： 年 月 日


研修実施機関：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


研修受講地（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）：


年 月 日


（初回の修了証の発行年月日： 年 月 日）更新時のみ


公益財団法人日本薬剤師研修センター


理事長 豊 島 聰


注：2018年４月１日発行分より、日付は西暦表示となります。









添付ファイル
◎「健康サポート薬局研修」実施要領（201809）.pdf




 


 


 


 


 


「健康サポート薬局研修」


研修会開催要領 
 


（平成３０年９月版） 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


平成３０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。 


   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。 


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。 


 


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
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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。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。 


 


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。 


 


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
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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。 


 


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。 


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 







5 
 


   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。 


  


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 


    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（７-⑦「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。 
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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


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。 


 


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） 


  一部改訂 平成 30 年９月（平成 30 年 10 月１日施行） 


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］  


（巻末）事前報告時チェックリスト 


  


 


 







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 


※「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（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 


※当該県での健康サポート薬局に期待


すること、推進方策等【理念・地域


性】 


(タイトル例） 


「私たちが目指す健康サポート薬局の


姿」 


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 他職種等の取り組みについて～健


康サポート薬局との連携を探る～ 


他職種、保険者


など 


20 分×2例 


40 分 


 


-３ 当該地域の医療・保健・健康・介


護・福祉等の資源について 


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 


演習進行役（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


進行役など 


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）（研修会Ａの 1-1,1-2 など


基本理念に相当する部分） 


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 


＜開催前＞ 


STEP 0 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。 


 


STEP 1 


都道府県薬剤師会 


１ 事前報告（共催手続きを兼ねる）※受講者募集開始の 1 ヶ月前まで 


 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）。なお、受講


料の設定根拠について報告を求めることがある。 


  報告方法：①別紙様式１（エクセル形式）及び②研修会次第案、③チェックリ


スト、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：kenshu-kensapo@nichiyaku.or.jp（報告専用） 


TEL：03-3353- 1192（直通）  


   ※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）、依


頼先が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。 


 


STEP 2    


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 


 


STEP 3 


３ 研修会情報の公開 


都道府県薬剤師会 


 受講者募集を開始 


日本薬剤師会 


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。 


 


STEP 4 


都道府県薬剤師会 


４ 研修会の実施 


留意点① 受講者のレポート提出（再提出を含む）及び確認の期限は、最大で研修


会から１ヶ月とする。 


留意点② 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する


こととする。 


留意点③ 受講者数は、研修会ごとに延べ人数でカウントする（名寄せしない）。 


  







 
 


＜開催後＞ 


STEP 5 


都道府県薬剤師会 


５ 終了報告 


 研修会が終了し受講証明書発行数が確定（最大で 1 ヶ月後）したら、速やかに、


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：①別紙様式２（エクセル形式雛形あり）及び②研修会次第（Ｂは進行


表も）、③研修会資料（Ａのみ）を電子メール添付にて報告。 


報告先 ：STEP 1 と同じ 


以 上 







事前報告A
(201709版)


【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


kenshu-kensapo@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）
（標準時間数： 20分）
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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）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 30分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 10分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 115分）


演習司会者の所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 5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）（標準時間数： 4時間）


※本様式の他、次第案、チェックリストを添付のうえ
　 受講者募集開始の１ヵ月前までに報告してください


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 - - -


募集定員　（人）


主催者


研修実施責任者名（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


受講者募集開始日


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）


会員価格を設定した場合は
価格を記載　（円）


定価　（円）


備考


４　まとめ


２－２ ①　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～


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


講義
２－２ 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～


１－２　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


問い合わせ先等電話番号


終了時間


概要


新規/修正　報告の別


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







事前報告B
(201709版）


【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


kenshu-kensapo@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）
（標準時間数： 20分程度）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 4時間程度）


進行役の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 5分程度）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 10～15分）


トータル時間数（挨拶、休憩を含む）（分）（標準時間数： 4時間以上）


※本様式の他、次第案、チェックリストを添付のうえ
　 受講者募集開始の１ヵ月前までに報告してください


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 - - -


（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。


概要


新規/修正　報告の別


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


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


問い合わせ先等電話番号


研修実施責任者名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


受講料


受講者募集開始日


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）


定価　（円）


会員価格を設定した場合は
価格を記載　（円）


開催日・曜日(西暦表記で入力）


募集定員　（人）


開始時間


終了時間


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Ａ
（201809版）


【様式２-Ａ】


日本薬剤師会　会長殿


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．受講者数


会員 非会員


0


0


３．内容


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 30分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 10分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 115分）


演習司会者の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 5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）（標準時間数： 4時間）


４．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、次第及び研修会資料を添付のうえ、受講証明書発行数確定（研修会終了後１ヵ月）後、
　速やかに報告してください


主催者


研修実施責任者名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


研修会番号


会場名


終了時間


概要


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


備考


４　まとめ


２－２ ①　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～


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


講義
２－２ 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～


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


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


１－１　健康サポート薬局の基本
理念


講義
（DVD教
材）


講義


受講者数と証明書発行数にズレがある場合、
その理由を記載


受講者数　（人）


講義


受講証明書発行数


募集定員　（人）


研修項目


会場所在地


問い合わせ先等電話番号


●年●月●日


入力欄
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日本薬剤師会　会長　山本 信夫


合計


●●社団法人　●●県薬剤師会


会長　●●　●●


受講料


定価　（円）


会員価格を設定した場合は
価格を記載（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）







終了報告B
(201809版）


【様式２-Ｂ】


日本薬剤師会　会長殿


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．受講者数


会員 非会員


0


0


３．内容


時間数（分）
（標準時間数： 20分程度）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 4時間程度）


進行役の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 5分程度）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 10～15分）


トータル時間数（挨拶、休憩を含む）（分）（標準時間数： 4時間以上）


４．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、受講証明書発行数確定（研修会終了後１ヵ月）後、
　速やかに報告してください


合計


入力欄


終了時間


研修実施責任者名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


●●社団法人　●●県薬剤師会


会長　●●　●●


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Ｂ　健康サポートのための薬剤師の対応研修会
終了報告


備考


３　まとめ


４　レポート作成


●年●月●日


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


受講者数　（人）


受講証明書発行数


受講者数と証明書発行数にズレがある場
合、その理由を記載


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


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


主催者


募集定員　（人）


会場名


会場所在地


問い合わせ先等電話番号


受講料


定価　（円）


会員価格を設定した場合は
価格を記載（円）


「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）







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）。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







【別表２】-2


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







【別表２】-3


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


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







A B


↓○×で記入してください


自己点検欄 日薬確認欄


総論


講師・演題・内容が、標準プログラムに沿って構成されているか。


演習は、最新の情報等に配慮して行うこととしているか。


各講義の時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。


事前報告時チェックリスト


全
体


開催
規模


受講料


①　ケーススタディでは、一つの正解を導くのではなく、相談者に起き得る多様な可能性を検討
するものであることが、ファシリテーターに共有されているか。


②　演習（または研修会）のまとめでは、受講者自身に、相談対応にはどのような知識や能力
が必要か、自身には何が足りないかの自己分析を促すようにしているか。


■３　演習


各プログラムの時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。


次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照）


■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


■１-２　健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（県薬役員担当箇所）


①　医療・介護だけでなく、保健・健康・福祉等の幅広い視点から、多様な相談窓口や、サービ
ス実施者についての情報を収集し、受講者へ提供することとしているか。


①　全体を通じて、特定の層（年齢など）に偏らず、地域住民全般に向けた健康サポート機能の
発揮、といった視点で研修内容が組まれているか。


研
修
会
B


総論


構成


研
修
会
A


各論


構成


受講料について、定価と会員価格の２種類を設定している場合、社会通念上妥当な差であるか。


②　外部講師に対して、事前に健康サポート薬局についての説明や意見交換などを積極的に
行い、講義内容に反映いただくような取り組みを行ったか。


■２全般を通じて


①　講師は県（または地域）の健康担当行政に依頼しているか。


②　①が×の場合、そうでない理由を記載してください。


③　以下の内容が講義に含まれるよう、講師と調整済みであるか。
行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や関係者（職
種、機関など）の関わりなどについて。


①　講師は、健康づくりや生活を支える取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣
病予防、重症化予防、認知症支援、母子保健、生活支援、見守りなど）を行っている他職種等
に依頼しているか。


②　講義内容が、「健康サポート薬局との連携を探る」という点において、医療・介護的な対応だ
けではなく、国民の健康づくり、疾病予防、重症化の予防という点での連携を念頭においた内容
として、講師依頼や調整を行っているか。


■２-２　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～


③　２－１～２－３の各講義が、「３　演習」に繋がるように、全体が組み立てられているか。


■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


次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照）


都道府県薬剤師会名


A・Bの別


開催日


受講者募集開始予定日


チェックリスト記入者 （研修実施責任者の方がご記入ください）


点検項目


会場と定員は、演習を含むプログラムの開催にあたって妥当であるか。


①　以下の内容が講義に含まれるか。
当該県の実情を踏まえて、地域包括ケアシステム（予防・健康づくりに対する役割に目を向けさ
せることに重点を置く）に対応する薬局・薬剤師としてのあるべき姿や業務、地域で求められる
役割等について。


前回の研修会を踏まえて、講師及び講義内容や演習に用いる情報について見直しの検討を行った
か。
また、検討を行った上で同じ講師に依頼する場合には、より充実した研修とするために、講義内容につ
いて（講義内容の追加・変更を含めた）講師との調整を行ったか。


定員が150名以上の場合は、会場の大きさ・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。
※150名以下の場合は、自己点検欄に「＼」を記入してください。


受講料は、研修会の開催経費や人件費等を踏まえて設定しているか。（「受講料設定の考え方」を参
考としてください）







A B


↓○×で記入してください


自己点検欄
都道府県薬


確認欄
日薬確認欄


総論


受講者募集開始予定日


事前報告時チェックリスト（地域薬版）


県薬名・地域薬剤師会名 （県名と地域薬剤師会名をご記入ください）


A・Bの別


開催日


③　２－１～２－３の各講義が、「３　演習」に繋がるように、全体が組み立てられているか。


チェックリスト記入者 （研修実施責任者の方がご記入ください）


点検項目


全
体


開催
規模


会場と定員は、演習を含むプログラムの開催にあたって妥当であるか。


定員が150名以上の場合は、会場の大きさ・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。
※150名以下の場合は、自己点検欄に「＼」を記入してください。


受講料 受講料は、研修会の開催経費や人件費等を踏まえて設定しているか。（「受講料設定の考え方」を参考
としてください）


受講料について、定価と会員価格の２種類を設定している場合、社会通念上妥当な差であるか。


■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


①　医療・介護だけでなく、保健・健康・福祉等の幅広い視点から、多様な相談窓口や、サービ
ス実施者についての情報を収集し、受講者へ提供することとしているか。


■２全般を通じて


①　全体を通じて、特定の層（年齢など）に偏らず、地域住民全般に向けた健康サポート機能の
発揮、といった視点で研修内容が組まれているか。


②　外部講師に対して、事前に健康サポート薬局についての説明や意見交換などを積極的に
行い、講義内容に反映いただくような取り組みを行ったか。


③　以下の内容が講義に含まれるよう、講師と調整済みであるか。
行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や関係者（職
種、機関など）の関わりなどについて。


■２-２　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　講師は、健康づくりや生活を支える取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣
病予防、重症化予防、認知症支援、母子保健、生活支援、見守りなど）を行っている他職種等
に依頼しているか。


②　講義内容が、「健康サポート薬局との連携を探る」という点において、医療・介護的な対応だ
けではなく、国民の健康づくり、疾病予防、重症化の予防という点での連携を念頭においた内容
として、講師依頼や調整を行っているか。


研
修
会
B


総論 講師・演題・内容が、標準プログラムに沿って構成されているか。


演習は、最新の情報等に配慮して行うこととしているか。


構成 各講義の時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。


次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照）


研
修
会
A


前回の研修会を踏まえて、講師及び講義内容や演習に用いる情報について見直しの検討を行った
か。
また、検討を行った上で同じ講師に依頼する場合には、より充実した研修とするために、講義内容につ
いて（講義内容の追加・変更を含めた）講師との調整を行ったか。


各論


①　ケーススタディでは、一つの正解を導くのではなく、相談者に起き得る多様な可能性を検討
するものであることが、ファシリテーターに共有されているか。


②　演習（または研修会）のまとめでは、受講者自身に、相談対応にはどのような知識や能力
が必要か、自身には何が足りないかの自己分析を促すようにしているか。


構成 各プログラムの時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。


次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照）


■１-２　健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（県薬役員担当箇所）


①　以下の内容が講義に含まれるか。
当該県の実情を踏まえて、地域包括ケアシステム（予防・健康づくりに対する役割に目を向けさ
せることに重点を置く）に対応する薬局・薬剤師としてのあるべき姿や業務、地域で求められる
役割等について。


■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


①　講師は県（または地域）の健康担当行政に依頼しているか。


②　①が×の場合、そうでない理由を記載してください。


■３　演習







「研修会開催要領」より
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。


＜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。









添付ファイル
◎「健康サポート薬局研修」研修会開催要領（201809）.pdf




健康サポート薬局研修


「研修実施要領」
「研修会開催要領」
の変更点について


日本薬剤師会・日本薬剤師研修センター


平成３０年９月版


この資料は日本薬剤師会が作成しました。
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研修修了証の延長期限の更新について
【新規】
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研修修了証の「更新」について


■厚労省通知（研修要綱）より


研修修了証は、発行から６年間に限り有効なものとすること。なお、有効期限の２年前
から有効期限の間に研修を再履修・修了した場合には、研修終了証の有効期限を６
年間延長できること。一度研修修了証（無効である研修修了証を除く。）を受けた健康
サポート薬剤師に対しては、別紙１中の「地域包括ケアシステムにおける多職種連携
と薬剤師の対応」のみの受講で修了証を再発行しても差し支えないが、この場合で
あっても、その他の研修内容についても再履修を促すことが望ましいこと。


今回、実施要領等に【更新】に係る規定を整備
（次頁）


更新は有効期限
の２年前から
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２．研修修了証の有効期限及び更新


① 研修修了証の有効期限は発行日から６年間とし、修了証に有効期限を明記す
る。


② 所定の条件を満たすことにより、研修修了証の有効期限を６年間延長（以下、
「更新」という。）する。


③ ②に記載する所定の条件は以下アイとし、この条件をすべて満たした者に対し、
有効期限を延長した研修修了証を交付する。
ア 研修修了証の有効期限の２年前以降に、「研修会Ａ※」を受講した者。
イ 研修修了証の有効期限の２ヶ月前までに、更新申請（日本薬剤師研修セ


ンターの受付日。申請方法は本項４-（３）に規定）を行った者。
※研修会Ａ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。


④ 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
するよう努めるものとする。


研修実施要領（平成30年９月版） Ⅲ 研修修了の取扱い


 ①は変更なし、②③④を加筆修正・再構成


２．研修修了証の有効期限及び更新
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２．研修修了証の有効期限及び更新


① 研修修了証の有効期限は発行日から６年間とし、修了証に有効期限を明記す
る。


② 所定の条件を満たすことにより、研修修了証の有効期限を６年間延長（以下、
「更新」という。）する。


③ ②に記載する所定の条件は以下アイとし、この条件をすべて満たした者に対し、
有効期限を延長した研修修了証を交付する。
ア 研修修了証の有効期限の２年前以降に、「研修会Ａ※」を受講した者。
イ 研修修了証の有効期限の２ヶ月前までに、更新申請（日本薬剤師研修セ


ンターの受付日。申請方法は本項４-（３）に規定）を行った者。
※研修会Ａ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。


④ 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
するよう努めるものとする。


 ①は変更なし、②③④を新たに整備。


研修修了証の有効期限は人に
より異なり、【２年間】の対
象期間は各々異なることに留
意。


実質的には、【２年間】の対象期
間は、１年10ヶ月であることに留
意。
（注）研修会の開催頻度によっては、人に
よっては受講チャンスが１回となるケース
が生じる。


留意点研修実施要領（平成30年９月版） Ⅲ 研修修了の取扱い


２．研修修了証の有効期限及び更新
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２．研修修了証の有効期限及び更新


① 研修修了証の有効期限は発行日から６年間とし、修了証に有効期限を明記す
る。


② 所定の条件を満たすことにより、研修修了証の有効期限を６年間延長（以下、
「更新」という。）する。


③ ②に記載する所定の条件は以下アイとし、この条件をすべて満たした者に対し、
有効期限を延長した研修修了証を交付する。
ア 研修修了証の有効期限の２年前以降に、「研修会Ａ※」を受講した者。
イ 研修修了証の有効期限の２ヶ月前までに、更新申請（日本薬剤師研修セ


ンターの受付日。申請方法は本項４-（３）に規定）を行った者。
※研修会Ａ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。


④ 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
するよう努めるものとする。


研修実施要領（平成30年９月版）


 ①は変更なし、②③④を新たに整備。


更新要件は「研修会Ａ」であるが、「Ａだけ
でよい」ではなく、継続的な自己研鑽、能力
の維持向上のため、研修会Ｂやe-ラーニング
の再受講に努めるものとする。
都道府県薬剤師会においても、研修会Ｂも受
講いただけるよう、研修機会の充実等の環境
整備をお願いしたい。


研修会開催要領にも
同様の規定を整備


２．研修修了証の有効期限及び更新


留意点
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４ 研修修了証の発行


（３）更新申請（すでに研修修了証を有している者が、研修修了証の有効期限を６年
間延長するための手続きをいう。）の場合


① 以下ア～ウを添えて、日本薬剤師研修センターに「研修修了証発行申請書（様
式Ｃ)」を提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修センターが定める。
ア 技能習得型研修受講証明書（正本）のうち、「健康サポートのための多職


種連携研修会（研修会Ａ）」のもの
イ 更新しようとする研修修了証（有効期限内のものに限る。）の写し
ウ ア及びイのほか、日本薬剤師研修センターが定める書類等


② 日本薬剤師研修センターは、①に記載する申請書および必要書類を審査・確認
のうえ、「研修修了証」を交付（郵送）する。


③ 研修修了証の発行費用は3,000円（税別）とする（修了証の発行に係る経費のほ
か、研修修了記録の保存管理に関する経費等を含む）。


 更新申請の手順として、（3）を新たに整備。


研修実施要領（平成30年９月版） Ⅲ 研修修了の取扱い


４．研修修了証の発行
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（１）技能習得型研修（集合研修）


④ 研修委員会が定める標準プログラム及び「『健康サポート薬局研修』研修会開催
要領」に基づき、都道府県薬剤師会が研修会の企画・運営を行う。


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。


研修実施要領（平成30年９月版） Ⅱ 研修内容


 「なお」以降を追加。


 修了証の有効期限の延長（更新）の規程を整備したことに伴い、研修会を常に
最新の状況に応じて実施することを実施要領上明確化した。


研修会開催要領にも
同様の規定を整備


２．研修の実施方法
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複数の都道府県で「研修会A」を受講し、
複数の研修修了証を有している場合の


更新について


 自身が修了証の更新を行いたい都道
府県の「研修会A」を受講する。


 複数の都道府県の研修修了証を更
新したい場合は、各々の都道府県で
「研修会A」を受講する。







研修会開催事務の変更
【変更】


10







研修会開催事務の変更
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変更点① 事前報告時チェックリストの変更


地域薬単位で開
催される場合は
「地域薬版」をご利
用ください


 標準プログラムの意図がより明確とな
るようなチェック項目に改定。
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研修会A 総論


■１-２　健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（県薬役員担当箇所）


■２全般を通じて


■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


■２-２　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～


■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


①　ケーススタディでは、一つの正解を導くのではなく、相談者に起き得る多様な可能性を検討するも
のであることが、ファシリテーターに共有されているか。


②　演習（または研修会）のまとめでは、受講者自身に、相談対応にはどのような知識や能力が必要
か、自身には何が足りないかの自己分析を促すようにしているか。


①　医療・介護だけでなく、保健・健康・福祉等の幅広い視点から、多様な相談窓口や、サービス実施
者についての情報を収集し、受講者へ提供することとしているか。


①　全体を通じて、特定の層（年齢など）に偏らず、地域住民全般に向けた健康サポート機能の発揮、
といった視点で研修内容が組まれているか。


②　外部講師に対して、事前に健康サポート薬局についての説明や意見交換などを積極的に行い、講
義内容に反映いただくような取り組みを行ったか。


③　２－１～２－３の各講義が、「３　演習」に繋がるように、全体が組み立てられているか。


■３　演習


③　以下の内容が講義に含まれるよう、講師と調整済みであるか。
行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や関係者（職種、機
関など）の関わりなどについて。


①　講師は、健康づくりや生活を支える取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予
防、重症化予防、認知症支援、母子保健、生活支援、見守りなど）を行っている他職種等に依頼してい
るか。


②　講義内容が、「健康サポート薬局との連携を探る」という点において、医療・介護的な対応だけで
はなく、国民の健康づくり、疾病予防、重症化の予防という点での連携を念頭においた内容として、講
師依頼や調整を行っているか。


前回の研修会を踏まえて、講師及び講義内容や演習に用いる情報について見直しの検討を行ったか。
また、検討を行った上で同じ講師に依頼する場合には、より充実した研修とするために、講義内容について
（講義内容の追加・変更を含めた）講師との調整を行ったか。


各論


①　以下の内容が講義に含まれるか。
当該県の実情を踏まえて、地域包括ケアシステム（予防・健康づくりに対する役割に目を向けさせるこ
とに重点を置く）に対応する薬局・薬剤師としてのあるべき姿や業務、地域で求められる役割等につい
て。


①　講師は県（または地域）の健康担当行政に依頼しているか。


②　①が×の場合、そうでない理由を記載してください。
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変更点② 終了報告様式の変更（事前報告様式は変更なし）


 受講者数及び受講証明書発行数の報告
欄に、会員・非会員の内訳を記載する欄を
設けた（A・B共通）。







受講にあたっての注意点
（受講者への注意喚起等のお願い）


14







注意点（他団体研修との混同）


健康サポート薬局研修は、複数の団体・企業が実施してい
ます。


技能習得型・知識習得型あわせて30時間の研修が必要と
されておりますが、同一の研修実施団体のものを受講しな
ければ、研修修了証は発行されません。


日薬以外の団体・企業も「研修会A・B」という名称を用いて
いることがあるため、受講者が間違えて申込をする可能性
もあり、募集の際は留意してください。


更新においても、同じ研修実施団体の研修会でなければ
なりません。


【参考：平成30年９月時点での研修実施機関】 日本薬学会＞生涯研鑽支援 のページで確認できます。
公益社団法人日本薬剤師会・公益財団法人日本薬剤師研修センター（合同）
特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women
一般社団法人日本保険薬局協会
一般社団法人上田薬剤師会
一般社団法人薬局共創未来人財育成機構
一般社団法人日本薬業研修センター 15







注意点（他団体研修との混同）


都道府県薬剤師会の研修会を受講した方が、他の研修実
施団体のe-ラーニングを受講しようとするケースが散見さ
れています。


「日本薬剤師会」のホームページからe-ラーニングサイトに
行くようご案内ください。（検索を用いると間違える可能性
あり）
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日本薬剤師会の活動 → 健康サポート薬局 → e-ラーニング研修ページ







注意点（研修修了証発行申請忘れ）


研修会Ａ・Ｂ、e-ラーニングを受講しても、「研修修了証」の
発行申請をしていない方があります。


受講証明書の有効期限は発行から３年間です。各受講証
明書の有効期限内に、「研修修了証」の発行申請を行うよ
う周知してください。
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《研修修了証発行申請先》
（公財）日本薬剤師研修センター
※申請方法は、日本薬剤師研修センターのホームページに


案内があります。
http://www.jpec.or.jp







注意点（e-ラーニングの有効期限）


本会が配信している「健康サポート薬局研修e-ラーニング」
（知識習得型研修）は、利用登録から2年間で利用期限を
迎えます。


以下について、周知にご協力をお願いします。


• 利用期限経過後は、e－ラーニングサイトにログインできなくなり、
受講及び受講証明書のダウンロードができなくなります。ご自身の
利用期限を確認の上、期限内に受講完了し、受講証明書のダウン
ロードを行ってください。


• 期限内にダウンロードするには、利用期限の前日23時59分までに
すべての講座の学習を完了する必要がありますのでご注意くださ
い。


• スライド１枚でも見落としがある場合は「受講完了」となりませんの
で、日数に余裕を持って受講を進めてください。
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（日本薬剤師会雑誌2018年9月号「お知らせ」参照）
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《利用期限の確認方法》


手順① 日薬e-ラーニングサイト（https://www.jpakensapo.jp/）にログインする。
※他団体・他企業の健康サポート薬局研修と間違えないように留意してください。


メールアドレス（利用者ID）
欄には、登録メールアドレ
スを入力してください


パスワードはご自身で
設定されたものです


パスワードはこちらから
再設定できます
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すべての講座の受講が完了した翌日の朝、ダウンロードボ
タンが有効になり（ボタン色が黄緑色に変化）、クリック
するとダウンロードが可能となります。期限内にダウン
ロードできるよう、受講は利用期限の前日23時59分までに
完了してください。


ここに「利用期間」が
表示されます


手順② ログイン後画面で利用期間を確認


利用期限内に受講証明書を発行しなかった場合、新規申し込み・再受講となります。





添付ファイル
平成30年９月版の変更点【県薬向け】★.pdf
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健康サポート薬局について
（概要）







社会的な背景


厚生労働省 「患者のための薬局ビジョン」の策定
「健康サポート薬局」の創設（次ページ以降で説明）


我が国における少子高齢化の進行
→高齢者の多くが地域の身近な医療機関を受診したり、在宅医療・介護を受ける社会


→「地域包括ケアシステム」の構築
＊地域包括ケアシステム：重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること
ができるための、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供体制


薬局・薬剤師の現状


• 薬剤師には、調剤や医薬品供給等を通じて、公衆衛生の向
上・増進に寄与し、国民の健康な生活を確保する役割が求
められている。


• しかし、患者の服薬情報の一元的把握とそれに基づく薬学
的管理・指導などの機能が必ずしも発揮できていないなど
患者本位の医薬分業になっていない、医薬分業に伴う負担
に見合うサービスの向上や分業の効果などを実感できてい
ない等の問題が指摘されている。（規制改革会議）
《 急速な医薬分業の進展の副作用 》


薬局・薬剤師がより一層、本来の職能・役割を発揮するとともに、地域包括ケアシス
テムに対応した、予防から介護までの幅広い視点と対応力を持つことの必要性


薬局を地域に密着した健康情報の
拠点として、一般用医薬品等の適
正な使用に関する助言や健康に関
する相談、情報提供を行う等、セ
ルフメディケーションの推進のた
めに薬局・薬剤師の活用を促進す
る。


日本再興戦略（H25.6.14）


～ 背 景 ～


国民の健康寿命の延伸
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社会の変化・医療構造の変化


• 人口構造の変化（不健康寿命の長期化）


• 疾病構造の変化


• 支え手の不足


（財源の不足、医療・介護の担い手の不足）


医療のあり方・提供体制のあり方の変化
「医療機関完結から地域完結」へ


「発症させない、重症化させない」へ


薬剤師にも、薬局（医療提供施設）にも、予防の視点が必須


 薬物治療だけでなく、発症前（予防・健康の維持増進）からの関わり
 ライフステージを通じた関わり
 地域の保健・衛生との関わり
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地域包括ケアシステムに対応した
薬局・薬剤師へ


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


予防から介護までの
幅広い視点と


対応力


薬局・薬剤師


地域社会、他職種との
つながり


対「患者」に加え、対「地域」へ 健康サポート薬局
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• 医薬品等の安全かつ適正な使用に関する助言を行うこと
• 健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、必要に応じ、かか


りつけ医を始め適切な専門職種や関係機関に紹介すること
• 地域の薬局の中で率先して地域住民の健康サポートを積極的かつ具体


的に実施すること
• 地域の薬局への情報発信、取組支援等を行うといった積極的な取組を


実施すること など


• 服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
• 24時間対応・在宅対応
• かかりつけ医を始めとした医療機関等との連携強化 など


かかりつけ薬剤師・薬局（かかりつけ機能）


健康サポート機能


健康サポート薬局


健康サポート薬局の機能


かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能を備えた上で、地域包括ケアシステムの中で、
地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する機能を持つ＝健康サポート薬局


6
厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」をもとに作図







かかりつけ薬局と健康サポート薬局
（考え方の整理）


かかりつけ薬局 健康サポート薬局


患者を中心とした考え方（患者が選ぶも
の）


患者とのパーソナルな関係性


社会リソース


薬局機能、薬剤師職能を地域で活用す
る仕組み


医薬品の一元的・継続的管理（外来か
ら在宅まで）


地域に必要な医薬品の過不足ない供給


医薬品等に関する相談や健康相談への
対応


かかりつけ薬局としての機能は当然有
する


地域の保健・医療・介護等と連携した、
より積極的な健康情報等の発信や健康
相談窓口・相談対応機能


地域住民のニーズに応える医薬品・衛
生用品等の供給


薬局としての基本的役割 これからの社会により求められる役割


■かかりつけ薬局


「かかりつけ薬局」とは、地域に必要な医薬品等の供給体制を確保し、その施設に従事する「かかりつけ薬
剤師」が、患者の使用する医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行っている薬局。（日本薬剤師会.
平成27年9月16日）


■健康サポート薬局


健康サポート機能※を有する薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた薬局のうち、地域住
民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局。（厚生労働省「健康サポート薬局のあり方に
ついて」.平成27年9月24日）


※健康サポート機能：かかりつけ薬剤師・薬局が、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援すること。
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健康サポート薬局の薬機法上の位置づけ


薬局の業務体制や設備について一定の基準
（厚生労働省告示）に適合


都道府県知事等に届出（H28.10月より開始）


→健康サポート薬局である旨の表示ができる


→薬局機能情報提供制度により公表される


健康サポート薬局である旨を表示する場合には、
基準に適合させることが薬局開設者の遵守事項
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健康サポート薬局の基準（主なもの）


(1) 関係機関※とあらかじめ連携体制を構築
※ 医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーションのほか、健診や保健指導の実施機関、市町村保


健センターその他の行政機関、介護保険法における介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等


(2) 人員配置・運営


① 相談対応や関係機関への紹介に関する研修を修了した薬剤師が常駐
② 平日働く社会人も相談できるよう、土日も一定時間開局
③ 地域住民の健康の維持・増進を具体的に支援
※ 薬剤師のお薬相談会、健診の受診勧奨、認知症の早期発見、医師や保健師と連携した糖尿病予防教室、


管理栄養士と連携した栄養相談会など


(3) 医薬品等の取扱い・設備


① 要指導医薬品等、衛生材料等を適切に選択できるような供給機能や助言
の体制


② プライバシーに配慮した相談窓口を設置
③ 健康サポート機能を有する旨やその内容を薬局内外に表示
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図：厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
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健康サポート薬局研修について







■常駐する薬剤師の資質（基準告示三関係）
① 要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助
言、健康の維持増進に関する相談並びに適切な専門職種又は関係機
関への紹介等に関する研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤
師（以下「研修修了薬剤師」）が常駐していること。
② 一定の実務経験については、過去に薬局の薬剤師としての経験が
５年以上あるものとすること。研修の提供者は、研修の修了証を発
行する際に確認するものとすること。
③ 研修修了薬剤師は、研修修了後も健康サポートに関する知識の習
得に努めること。
④ 研修修了薬剤師は、かかりつけ薬剤師としての役割が果たせるよ
う、当該薬局で業務を行っている薬剤師であること、また、認定や
研修を積極的に受けるなど自己研鑽に努めること。
（以下略）


健康サポート薬局に常駐する薬剤師の資質（施行通知より）


健康サポート薬局に常駐する薬剤師の資質


所定の研修を修了し、薬局での５年の実務経験がある薬剤師の常駐が必要
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研修の内容、時間数等


研修項目 時間
技能
習得型


（演習が必須）


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


知識
習得型


地域住民の健康維持・増進 2
要指導医薬品等概説 8
健康食品、食品 2
禁煙支援 2
認知症対策 1
感染対策 2
衛生用品、介護用品等 1
薬物乱用防止 1
公衆衛生 1
地域包括ケアシステムにおける先進的な取組事例 1
コミュニケーション力の向上 1


計：30時間


研修内容と時間数は、厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「健康サポート薬局に
係る研修実施要綱について」により定められています。
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実施体制


 （公社）日本薬剤師会と（公財）日本薬剤師研修センターは、
合同で、厚生労働省が指定する確認機関（日本薬学会）へ
の届出を行い、都道府県薬剤師会の協力を得て研修を行い
ます。


技能習得型研修・・・研修会A・B（都道府県薬剤師会で開催）


＋


知識習得型研修・・・e-ラーニング（日本薬剤師会が配信）


↓
研修修了証の発行・・・日本薬剤師研修センター
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日本薬剤師会・日本薬剤師会研修センターによる
研修の実施について







受講対象者


本研修は、基本的に、


すでに「健康サポート薬局」である旨を表示し得る業務
体制を有する薬局に従事しており、健康サポート薬局
の意義や諸規定を理解し、


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を対象とします。


健康サポート薬局の理念や制度については、以下を参照
「健康サポート薬局のあり方について」


（健康情報拠点薬局（仮称）のあり方に関する検討会報告書）
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/matome.pdf


施行通知（平成28年2月12日薬生発0212第５号）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000112481.pdf
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日本薬剤師会・日本薬剤師会研修センターによる
研修の全体像


研修項目 時間数 当会の
研修実施方法


技能習得型
研修
（集合研修）


健康サポート薬局の基本理念 1
【健康サポートのための多職
種連携研修会】
（研修会Ａ）４時間分
※都道府県薬剤師会にて実施


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
（注：自らが勤務する薬局が所在する地域の地域包括
ケアシステム係る研修を受講すること）


3


薬局利用者の状態把握と対応 4
【健康サポートのための薬剤
師の対応研修会】
（研修会Ｂ）４時間分
※都道府県薬剤師会にて実施


知識習得型
研修


地域住民の健康維持・増進 2


e-ラーニング 22時間分
※日本薬剤師会が実施


要指導医薬品等概説 8
健康食品、食品 2
禁煙支援 2
認知症対策 1
感染対策 2
衛生用品、介護用品等 1
薬物乱用防止 1
公衆衛生 1
地域包括ケアシステムにおける先進的な取組事例 1
コミュニケーション力の向上 1


合計30時間


17







受講～研修終了～届出の流れ


STEP1 受講申し込み
• 研修会（A・B）：勤務する薬局が所在する都道府県薬剤師会へ申し込み
• e-ラーニング：研修専用サイトにて受講（https://www.jpakensapo.jp/）


STEP2 研修の受講・受講証明書の取得
• 受講者は、研修会A ・Bと、e-ラーニングをそれぞれ受講し、受講証明書を取


得する（合計３通）。


STEP3 研修修了証発行申請


• 各研修の受講が終わったら、日本薬剤師研修センターへ全ての受講証明書
（３通）及び必要書類を提出し、研修修了証の発行申請を行う。
（あらかじめ申請手数料の支払が必要：5,400円・税込）


STEP4 研修修了証の取得
• 日本薬剤師研修センターから研修修了証が送付


薬局→都道府県知事等へ必要書類とともに届出 18
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知識：eラーニング（日薬）


技能：集合研修（県薬）※日薬が定めるプログラムに基づき実施
研修修了証発行
（研修センター）


（２２時間分相当）


受講～研修終了～届出の流れ（図）


②全研修課程の
履修完了
（受講証明書３点）


⑤薬局→都道府県知事等へ
必要書類とともに届出


③申請手
数料の支
払い・


修了証発
行申請


④


研
修
修
了


証
送
付


受講
証明書


受講
証明書
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※研修会A・B及びe-ラーニングには、各々受講料が必要です。







受講にあたっての留意点①


受講証明書には、有効期限があります（3年）。有効期限


内に修了証発行申請を行ってください。有効期限を過ぎ
た受講証明書による研修修了証発行申請は受け付け
ません。


本研修は、薬剤師の認定制度ではなく、薬局が健康サ
ポート薬局として届出を行うにあたっての人的資質要件
であり、基本的には、近いうちに届出を行う見込み・意
欲のある薬局に勤務する薬剤師を対象とするものです。


 （公財）日本薬剤師研修センターの研修認定シールは
発行されません。
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 健康サポート薬局研修は、複数の団体・企業が実施していま
す。


 技能習得型・知識習得型あわせて合計30時間の研修が必要


とされておりますが、同一の研修実施団体のものを受講しな
ければ、研修修了証は発行されません。


 日薬以外の団体・企業も「研修会A・B」という名称を用いてい
ることがあるため、間違えないよう留意してください。


 e-ラーニングは「日本薬剤師会」のものを受講してください。
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受講にあたっての留意点②


【参考：平成29年９月時点での研修実施機関】 日本薬学会＞生涯研鑽支援 のページで確認できます。
公益社団法人日本薬剤師会・公益財団法人日本薬剤師研修センター（合同）
特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women
一般社団法人日本保険薬局協会
一般社団法人上田薬剤師会
一般社団法人薬局共創未来人財育成機構
一般社団法人日本薬業研修センター







技能習得型研修について
（研修会）







研修内容と到達目標
研修項目 学ぶべき事項 達成目標


時間
数


健康サポート薬局
の基本理念


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


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


1


薬局利用者の状
態把握と対応


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


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


4


地域包括ケアシス
テムにおける多職
種連携と薬剤師の
対応


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


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


3
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技能習得型研修の実施方法


研修項目
時
間
数


当会の
研修実施方法


技能習得型
研修
（集合研修）


健康サポート薬局の基本理念 1
【健康サポートのための多職種連
携研修会】
（研修会Ａ）４時間分
※都道府県薬剤師会にて実施


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
（注：自らが勤務する薬局が所在する地域の地域包括
ケアシステム係る研修を受講すること）


3


薬局利用者の状態把握と対応 4
【健康サポートのための薬剤師の
対応研修会】
（研修会Ｂ）４時間分
※都道府県薬剤師会にて実施


当会では、３項目８時間分を２つの研修会として実施します。


研修会の受講申し込みは、都道府県薬剤師会で受け付けます。
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研修会Aの標準プログラム
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１ 基本理念【40分】
-１ 健康サポート薬局の基本理念
-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 当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状 【80分】
-１ 当県における健康課題と健康増進施策、健康サポート薬局への期待
-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～
-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 演習
健康サポート薬局の基本理念及び、地域包括ケアシステムの中で健康
サポート薬局としての役割を発揮するための各職種・機関との連携によ
る対応等に関する演習【115分】


４ まとめ【5分】







１ 薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局【20分程度】


２ 薬局利用者の状態把握と対応 【4時間程度】


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。


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、提出【10～15分程度】
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研修会Bの標準プログラム







研修会の概要


 47都道府県において研修会を開催します。


理解度確認のため、レポートの作成を受講完了の要件
とし、受講完了した者に「受講証明書」が発行されます。


（受講証明書は全国統一様式）


受講料は都道府県薬剤師会により異なります。


受講証明書の発行費用は受講料に含みます。
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よくある質問


Q：
他県の研修でも受講できるか。


A：
研修会Aは、「地域包括ケアシステムにおける現状と薬剤


師の対応」の研修であるため、厚労省実施要領にて「自ら
が勤務等する薬局が所在する地域の研修を受講するこ
と」とされています。したがって、研修会Aは、自県の研修を
受講してください。
研修会Bは、その規定はありませんので、他県の研修会の


受講は妨げられません。詳しくは受講希望先の県薬剤師
会にお問い合わせ下さい。
（注）他団体が行う研修とは組み合わせられません。 28







みなし受講扱いの研修会Bについて


 過去に健康サポート薬局【研修会Ｂ】と同様のプログラムで
開催された研修会のうち、一定の基準を満たすものについて
は、当該研修会を受講された方は、健康サポート薬局研修
の【研修会Ｂ】を受講したものとみなして取り扱います。


 当該研修会を受講された方で、受講証明書の発行を希望さ
れる方はお申出下さい。


 【研修会Ｂ】受講みなし措置対象研修会リストは日薬ホーム
ページで確認できます。


https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/conference/minashi-b.pdf


 研修会Ａは、受講みなし措置の対象となる研修会はありませ
ん。
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知識習得型研修について
（e-ラーニング）







研修内容


研修項目 学ぶべき事項 達成目標 時間数
地域住民の健
康維持・増進


１．健康増進施策の概要（健康日本２１ 、国民
健康・栄養調査の概要等）
２．健康診断の概要（がん検診、特定健康診
断を含む。）
３．健康づくりの基準の概要（「健康づくりのた
めの身体活動基準２０ １３ 」、「健康づくりのた
めの睡眠指針２ ０１ ４」、「食生活指針」、「食
事バランスガイド」等）


１．健康増進施策の概要について、住民の目線でわかり
やすく説明できる。
２．健康診断の概要について、住民の目線でわかりやすく
説明できる。
３．健康診断の受診が必要な薬局利用者を発見した際に、
適切な対応（かかりつけ医や医療機関への受診勧奨、適
切な対応先の紹介）を判断し、実践できる。
４．健康づくりの基準の概要について、住民の目線でわか
りやすく説明できる。


2


要指導医薬品
等概説


１．薬局、医薬品販売業及び医療機器販売業
並びに医薬品等の取扱いに関する「医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律」の規定
２．要指導医薬品等の基本的な薬効群を中心
とした代表的な製剤の成分、効能効果、副作
用、用法用量、使用方法（お薬手帳の活用を
含む。）等
３．薬局利用者の個々の訴え別に、適切に情
報を収集し状態、状況を把握するための知識
（病態生理学、薬理学等）
４．要指導医薬品等に関する情報収集の方法
（ＰＭＤＡメディナビ等）


１．薬局、医薬品販売業及び医療機器販売業並びに医薬
品等の取扱いに関する「医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律」の規定について、
住民の目線でわかりやすく説明でき、住民の理解を得る
ことができる。
２．要指導医薬品等の基本的な薬効群を中心とした代表
的な製剤の成分、効能効果、副作用、用法用量、使用方
法（お薬手帳の活用を含む。）等について熟知し、地域住
民が適切に使用できるように提供・指導できる。
３．要指導医薬品等の重篤な副作用の早期発見や認め
られた場合の対応について、地域住民にわかりやすく説
明できる。
４ ．薬局利用者の状態に合わせた適切な対応（かかりつ
け医や医療機関への受診勧奨、要指導医薬品等の推奨、
生活習慣の改善のための助言、適切な対応先の紹介等）
を判断し、実践できる。
５ ．新しく販売された要指導医薬品等について、住民の
目線でわかりやすく説明できる。
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研修内容は、厚生労働省通知により下表のとおり定められています。







健康食品、食品 １．特別用途食品及び保健機能食品並びに機能
性表示食品制度の概要
２．健康食品による有害作用並びに食品及び健
康食品と医薬品の相互作用
３．健康食品の最新情報
４．健康食品に関する適正使用と情報提供
５．健康食品、食品の情報収集・評価の手法


１．特別用途食品及び保健機能食品並びに機
能性表示食品制度について、説明できる。
２．健康食品による有害作用並びに食品及び健
康食品と医薬品の相互作用について、地域住
民の目線でわかりやすく説明できる。
３．健康食品の最新情報を含め健康食品に関す
る適正使用と情報提供について、地域住民の目
線でわかりやすく説明できる。
４．健康食品、食品の情報収集・評価の手法に
ついて、地域住民の目線でわかりやすく説明で
きる。


2


禁煙支援 １．喫煙の健康影響（症状、疾患等）
２．薬剤師が行う禁煙支援の方法
３．禁煙の薬物治療


１．喫煙による健康影響（喫煙による症状、疾病
への影響）や医薬品との相互作用を薬学的な
観点から説明できる。
２ ．喫煙者に対し、禁煙へ向けた適切な対応
（助言による禁煙誘導等）や禁煙支援（禁煙補
助剤の適正使用等）を行うことができる。


2


認知症対策 １．認知症関連施策（認知症施策推進総合戦
略（新オレンジプラン）等）の概要及び薬剤師の
役割
２．認知症の早期発見・早期対応に関する薬剤
師の取組
３．認知症の薬物治療


１．認知症関連施策及び薬剤師の役割を説明で
きる。
２．認知症の疑いがある薬局利用者を発見した
際に、適切な対応（かかりつけ医や医療機関へ
の受診勧奨、適切な対応先の紹介）を判断し、
実践できる。
３．認知症の薬物治療について理解し、実践で
きる。


1


感染対策 １．標準予防策の概要
２．季節ごとに流行する代表的な感染症の病態、
感染経路、予防方法
３．流行している感染症情報の収集方法
４．代表的な予防接種の意義と方法
５．代表的な消毒薬の使用方法（用途、使用濃
度及び調製時の注意点）


１．標準予防策を実践できる。
２．流行している代表的な感染症の病態、感染
経路、予防方法について、住民の目線でわかり
やすく説明できる。
３．代表的な予防接種の意義と方法について、
住民の目線でわかりやすく説明できる。
４．代表的な消毒薬の使用方法について、住民
の目線でわかりやすく説明できる。


2
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衛生用品、介護用
品等


１．衛生材料・介護用品の製品知識、取扱
い方法
２．衛生材料・介護用品に関する情報収集
の方法
３．介護保険サービスにおける介護用品の
提供方法


１．衛生材料・介護用品の製品知識、取扱い方法につ
いて熟知し、地域住民が適切に使用できるように提供・
指導できる。
２．ニーズの高い衛生材料・介護用品について、住民の
目線でわかりやすく説明できる。
３．衛生材料・介護用品を必要とする薬局利用者に、適
切な対応（衛生材料・介護用品の供給・提供、適切な
行政サービス等の紹介）を判断し、実践できる。


1


薬物乱用防止 １．依存性のある主な薬物、化学物質（ 飲
酒含む）の摂取による健康影響
２．覚醒剤、大麻、あへん、指定薬物等の
乱用防止に関係する法律の規定
３．薬物等の依存・乱用防止、過量服薬対
策や自殺防止における薬剤師の役割
４．地域における精神・福祉・保健センター
の役割


１．依存性のある薬物等やその規制について説明する
ことができる
２．薬物乱用、医薬品の不適正使用のおそれ等の相談
を受けた際に、適切な対応（地域の支援策や支援の仕
組みの説明、適切な行政の支援事業等の対応先の紹
介）を判断し、実践できる。


1


公衆衛生 １．日用品などに含まれる化学物質とその
危険性の摂取による健康影響
２．誤飲や誤食による中毒の対応
３．学校薬剤師の位置づけと業務
４．食中毒の原因となる細菌・ウイルス、自
然毒、原因物質、症状、対応方法


１．日用品などに含まれる化学物質による健康影響を
薬学的な観点から説明できる。
２．日用品に含まれる化学物質の危険性から回避する
ための方法を住民の目線でわかりやすく説明できる。
３．誤飲や誤食による中毒に対して住民の目線でわか
りやすく助言できる。
４．学校薬剤師の役割と活動を説明できる。
５．食中毒の原因となる細菌・ウイルス、自然毒、原因
物質、症状、対応方法について、住民の目線でわかり
やすく説明できる。


1


地域包括ケアシス
テムにおける先進
的な取組事例


１．地域包括ケアシステムの概要（理念、各
種施策・制度、背景等）
２．地域包括ケアシステムにおける先進的
な取組の現状


１．地域包括ケアシステム及び地域包括支援センター
の役割を地域住民の目線でわかりやすく説明できる。
２．地域包括ケアシステムにおける当該先進的な取組
について、地域住民の目線でわかりやすく説明できる。


1


コミュニケーション
力の向上


１．来局者への応対、相談対応等の接遇 １．薬や健康に関する気軽で安心できる相談相手とし
て、相談者の気持ちを配慮した対応を行い薬局利用者
や地域住民、他職種の人々と良好な信頼関係を築くた
め、専門職として適切なコミュニケーションがとれる。


1
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e-ラーニングについて


 日本薬剤師会を配信元とし、全国の薬剤師を対象にe-ラーニング
（22時間分）を専用ウェブサイトにより配信します。


https://www.jpakensapo.jp/


 教材は、スライド閲覧形式です（動画・音声はありません）。


 理解度確認のため、教材毎に理解度確認テストを行い、すべての
教材の理解度確認テストを完了した者に「受講証明書」を発行しま
す。


 e-ラーニングの受講料は、会員・非会員を問わず一律です。
【受講料：8,640円・税込】


 受講料には、受講証明書の発行費用を含みます（ダウンロードに
よる発行で、郵送ではありません）。
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https://www.jpakensapo.jp/
日本薬剤師会のe-ラーニングサイト







「日本薬剤師会」のホームページからe-ラーニングサイトにお入りく
ださい。
（検索で探すと、他団体のe-ラーニングと間違える可能性があります）
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日本薬剤師会の活動 → 健康サポート薬局 → e-ラーニング研修ページ


Click!







よくある質問


Q：
30時間の研修は、一つの研修機関のものを受講しなければい
けないのか、様々な研修機関のものを受けてもよいのか。


A：
30時間の研修課程を同一の研修実施機関で受講しなければ、
研修修了証は発行されません。
したがって、たとえ研修内容が同一・類似であったとしても、他
の実施機関が行う研修の受講では、修了証は発行されません。
研修会は都道府県薬剤師会のもの、eラーニングは日本薬剤
師会のものを受講してください。
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研修修了証の発行について







研修修了証の発行について


以下アイを満たすことが定められています。


ア すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者


イ 薬局において、薬剤師として５年以上の実務経験がある者


（注）研修修了証は、５年以上の実務経験があることを確認した上での発行となりま
す。５年以下の実務経験で研修を受講した方は、実務経験が５年以上となって
からの申請となります。
＊申請時、履歴書に薬局での実務経験を記載いただきます。
＊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とします。


日本薬剤師研修センターにて、
・ ３通の受講証明書
・ ５年以上の薬局での実務経験（履歴書）
を確認の上、研修修了証を発行します。【発行費用：5,400円・税込】
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申請方法の詳細は、（公財）日本薬剤師研修センターのホームページでご確認ください。


http://www.jpec.or.jp/
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研修修了証の取り消し


虚偽の内容にもとづき申請を行った場合、研修修了が取
り消しとなります。
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研修修了証の再発行
（紛失・毀損等の場合）


紛失・毀損等により、研修修了証の再発行を希望する場
合は、再発行が可能です。【再発行費用：1,836円・税込】


・研修修了証再発行申請書


・公的身分証明書（写し）


・毀損の場合は、その研修修了証


↓
日本薬剤師研修センターへ再発行申請


（詳細は研修センターホームページ参照）


42







研修修了証の有効期限等


 研修修了証の有効期限は発行から６年間です。修了証に発行
日と有効期限が明記されます。


 研修修了薬剤師の修了証の有効期限が切れた場合には、健
康サポート薬局の届出を取り下げる必要がありますのでご留
意ください。


 研修を修了しても、健康サポートに関する知識の習得に努める
こと、自己研鑽に努めることが求められています。


 なお、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」の研修（研修会A）の受講地が記載さ
れます。


 研修修了証は所定の要件を満たすことで更新が可能です。（次
頁）
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研修修了証の更新
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■厚労省通知（研修要綱）より


研修修了証は、発行から６年間に限り有効なものとすること。なお、有効期限の２年前
から有効期限の間に研修を再履修・修了した場合には、研修終了証の有効期限を６
年間延長できること。一度研修修了証（無効である研修修了証を除く。）を受けた健康
サポート薬剤師に対しては、別紙１中の「地域包括ケアシステムにおける多職種連携
と薬剤師の対応」のみの受講で修了証を再発行しても差し支えないが、この場合で
あっても、その他の研修内容についても再履修を促すことが望ましいこと。


更新は有効期限
の２年前から


 自身が研修修了証の更新を行いたい都道府県で「研修会A」を
受講する。


 なお、更新申請は研修修了証の有効期限の２ヶ月前までに行
う必要があり、有効期限の【２年前以降～２ヶ月前】に、研修会
Aの再受講及び更新申請を行うこととなります。


 更新申請方法については、2020年4月頃、日本薬剤師会、日本
薬剤師研修センターのホームページ等でご案内いたします。
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研修修了証を有している者が、
勤務先の薬局が異なる都道府県に
変更になった場合の取扱いについて







■厚労省通知（研修要綱）より


「技能習得型研修」の「３．地域包括ケアシステムにおける現状と薬剤師
の対応」の研修については、研修受講者は、自らが勤務等する薬局が所
在する地域の地域包括ケアシステムに係る研修を受講すること。


つまり、「研修会Ａ」は、薬局所在地の研修を受講する必要がある。
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① したがって、勤務先の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
講するものとする。


② 研修会Ａを改めて受講した者は、既に持っている
研修修了証と新たな研修会Ａの受講証明書にて、
新たな研修修了証の発行申請を行う。







すでに研修修了証を有している者が、
勤務先の薬局が異なる都道府県に変更になって、


その薬局が所在する都道府県の研修会Ａを受講した場合に、


研修修了証の発行を申請する方法


• ア 技能習得型研修受講証明書のうち、「健康サポートのための
多職種連携研修会（研修会Ａ）」のもの（正本）


• イ すでに有している研修修了証（有効期限内のものに限る。）の
写し（複数枚を有している場合はすべて）


• ウ ア及びイのほか、日本薬剤師研修センターが定める書類等


↓
日本薬剤師研修センターへ申請【発行費用：3,240円・税込】


（詳細は研修センターホームページ参照）
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 神奈川で研修会Ａ・Ｂ及び日薬のe-ラーニングを受けて「Ａ


受講地：神奈川」の修了証を持っている人が、東京の薬局
に勤務先が変わった場合


↓
 東京Aを受講する


↓
 新たな修了証の発行申請


・発行済の修了証（Ａ受講地：神奈川） の写し
・東京Ａの受講証明書 の正本
・申請書・必要書類・手数料3,240円（税込）
（申請先：日本薬剤師研修センター）


↓
 「Ａ受講地：東京」の修了証が発行される（有効期間６年間）
（「Ａ受講地神奈川」の修了証も、有効期限内は有効）
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具体例


２枚の修了
証を持つこと


になる


もともと、修了証
には「研修会Aの
受講地」が記載さ


れている
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平成30年9月版の施行は、平成30年10月1日です。
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「健康サポート薬局研修」実施要領 


 


 


Ⅰ．実施体制 


 


１．研修の位置づけ 


本研修は、薬局が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等


に関する法律施行規則」（昭和三十六年厚生省令第一号）第一条第二項第五号


に規定される「健康サポート薬局（患者が継続して利用するために必要な機能


及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有す


る薬局をいう。以下同じ。）」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（「医薬品、医療機器等の品質、有効


性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第１条第５項第 10 号に規定する


厚生労働大臣が定める基準」（平成 28 年厚生労働省告示第 29 号））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」として実施する。 


 


２．研修の目的 


 健康サポート薬局に必要な、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能力を養成する。 


 


３．運営体制  


 健康サポート薬局に係る研修の実施機関として、厚生労働省が指定する第三


者機関（指定確認機関）である公益社団法人日本薬学会に届出を行い、確認を


受けた上で、当該研修事業を実施する。 


本研修は、下記体制で実施する。 


 


（１）実施機関 


公益社団法人日本薬剤師会と公益財団法人日本薬剤師研修センターが共同で


研修事業を実施する。実施機関が提供する研修のうち、技能習得型研修（Ⅱ-２


-（１））は集合研修（研修会）により各都道府県で開催することとしており、


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開催する。 
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（２）委員会 


実施機関である公益社団法人日本薬剤師会内に、同会定款第 46 条に定める委


員会として「健康サポート薬局研修委員会」（以下、「研修委員会」という。）


を設置する。日本薬剤師研修センターは研修委員会に委員を派遣する。 


研修委員会は、研修の実施方法・内容の検討、事業の評価、その他研修事業


に係る必要な事項を検討するなど研修事業の企画・運営を担うものとする。 


委員会には、日本薬剤師会理事の中から担当副会長、担当常務理事を置き、


研修の実施体制の客観性を確保すべく教育、学術等関係者の参画を求める。委


員のうち１名を委員長、１名を副委員長とする。 


（別添１：研修委員会名簿） 


  


（３）事業の構想と実施体制 


研修の企画運営は、研修委員会を設置する日本薬剤師会が担う。日本薬剤師


会は薬剤師の職能団体であり、健康サポート薬局に常駐する薬剤師の資質に係


る研修の企画運営を行うにあたりふさわしい能力を有する。なお、研修のうち


技能習得型研修については、全国の薬剤師に対して地域の実情に応じた研修の


提供が必要であることから、都道府県薬剤師会（公益社団法人または一般社団


法人）の協力を得て各都道府県において研修会を開催する。その際、研修委員


会が定める標準プログラム及び「『健康サポート薬局研修』研修会開催要領」


に基づき、都道府県薬剤師会が研修会を企画・開催するものとする。都道府県


薬剤師会には、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


えるものとする。 


都道府県薬剤師会は都道府県単位の薬剤師の職能団体として、地域の行政機


関や他職種の職能団体と密接な連携を有しており、また研修会開催に関し過去


に十分な実績を有しているなど、地域の実情に応じた研修会の企画・開催に関


して十分な能力を有する。 


日本薬剤師研修センターは、薬剤師の生涯学習を支援し推進することを目的


とする団体であり、研修事業や研修認定事業の実績を踏まえて薬剤師研修に関


する豊富な知見を有する。日本薬剤師研修センターと日本薬剤師会が研修を共


同で行うことで、より薬剤師の資質向上に資する研修の企画運営を行うことが


できる。また、本研修事業において、日本薬剤師研修センターは研修修了証の


発行と修了者名簿の管理を担う。日本薬剤師研修センターは認定実務実習指導


薬剤師認定制度や研修認定薬剤師制度など認定事業の経験が豊富であり、本研


修事業において、本研修における修了証発行及び修了者名簿の管理業務を行う


にあたり十分な能力を有する。 


（別添２：実施体制図） 
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（４）責任体制 


本研修事業の実施にあたり、研修の実施に関しては下記ア、研修修了証の


発行に関しては下記イを責任者とする。 


ア 公益社団法人 日本薬剤師会 会長 山本 信夫 


イ 公益財団法人 日本薬剤師研修センター 理事長 豊島 聰 


 


    


Ⅱ．研修内容 


 


１．研修の概要 


（１）受講対象者 


薬剤師。主として、これから健康サポート薬局である旨を表示しようとす


る薬局、及び既に表示している薬局に従事する薬剤師を対象とする。 


 


（２）研修の内容・時間数 


「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）に規定のとおり。 


 


（３）研修の実施方法 


技能習得型研修については集合研修（グループ討議形式による演習を含


む）、知識習得型研修については e-ラーニングにより実施する。詳細は下記


「Ⅱ-２」のとおり。 


 


（４）講師・教材 


「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）に規定される研修項目及び学ぶべき事項に関する、専


門的な技術・知識、経験等を有する者を講師として研修会を実施または教材


を作成する。 


講師の選定にあたっては、技能習得型研修については、研修委員会が定め


る標準プログラムに基づき都道府県薬剤師会が講師を選択することとし、知


識習得型研修については、研修委員会が選択・決定する（別添３：１講師経


歴書・２法人概況書）。 


 


２．研修の実施方法 


技能習得型研修については集合研修（講義及びグループ討議形式による演


習を含む）により、知識習得型研修については e-ラーニングにより、以下の
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とおり実施する。 


 


（１）技能習得型研修（集合研修） 


① 都道府県薬剤師会の協力を得て、47 都道府県において集合研修を実施す


る。 


② 研修内容は、「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「研修項目」「学ぶ


べき事項」「達成目標」「時間」を満たすものとする。 


③ 「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に示された下表の研修項目に対応する研修会


として、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 


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 


④ 研修委員会が定める標準プログラム及び「『健康サポート薬局研修』研修


会開催要領」に基づき、都道府県薬剤師会が研修会の企画・運営を行う。 


  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。 


⑤ 研修会の開催にあたっては、都道府県薬剤師会から研修委員会に対し事


前報告及び終了報告を行うこととする。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する。 


⑥ 理解度確認のため、レポートの作成を受講完了の要件とし、受講完了し


た者に「受講証明書」を発行する（詳細は「Ⅲ-３-（1）」のとおり）。 


⑦ 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。
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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。ま


た、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か月とする。 


 ⑧ 研修の実施に際しては、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）により行う。 


 ⑨ ③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とされていることか


ら、受講者は、研修会Ａについては、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るものとする。したがって、


勤務する薬局が異なる都道府県となった場合には、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。 


 


 


（２）知識習得型研修（e-ラーニング） 


 ① e-ラーニングにより行う。日本薬剤師会を配信元とし、全国の薬剤師を


対象に専用ウェブサイトにより配信する。 


 ② e-ラーニングの教材は、パワーポイントで作成されたスライドを閲覧す


る形式（音声は伴わない）とする（以下「コンテンツ」という。）。スラ


イド枚数は、１時間あたり 40～60 枚とする。 


 ③ 研修内容は、「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２に示された「研修項目」「学


ぶべき事項」「達成目標」「時間」のとおり、下記ア～サとし、１研修項


目につき１ないしは複数のコンテンツで構成する。 


    ア 地域住民の健康維持・増進（２時間分） 


    イ 要指導医薬品等概説（８時間分） 


    ウ 健康食品、食品（２時間分） 


    エ 禁煙支援（２時間分） 


    オ 認知症対策（１時間分） 


    カ 感染対策（２時間分） 


    キ 衛生用品、介護用品等（１時間分） 


    ク 薬物乱用防止（１時間分） 


    ケ 公衆衛生（１時間分） 


    コ 地域包括ケアシステムにおける先進的な取組事例（１時間分） 


    サ コミュニケーション力の向上（１時間分） 


④ 理解度確認のため、コンテンツごとに理解度確認テストを行う。問数は







6 
 


１時間相当あたり５問を標準とし、全問正答を求める。すべての理解度


確認テストを完了した者に「受講証明書」を発行する（詳細は「Ⅲ-３-


（２）」のとおり）。 


  


３．受講料 


（１）技能習得型研修（集合研修）の受講料 


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。 


 


（２）知識習得型研修（e-ラーニング）の受講料 


① 実施機関である日本薬剤師会の会員・非会員を問わず、一律の受講料と


する。 


② 本研修は、受講者の希望により研修項目を選択するものではなく、すべ


ての研修項目を受講する必要があるものであることから、研修項目・コ


ンテンツごとに受講料を設定することとせず、22時間分一括で受講料を


設定する。受講料は、8,000円（税別）とする。 


③ 受講料には、受講証明書の発行費用を含む。 


 


 


Ⅲ．研修修了の取扱い 


 


１．研修修了証について 


① 以下アイのすべてに該当する者に研修修了証を発行する。 


ア すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者 


イ 薬局において、薬剤師として５年以上の実務経験（注）がある者 


  （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。 


② 研修修了証の発行にあたっては所定の手続きを要するものとする。 


③ 上記アを確認するため、を本実施要領「Ⅱ-２-（１）」に定める２つの


研修会及び「Ⅱ-２-（２）」に定める e-ラーニングを受講したことを証


明するものとして「受講証明書」を発行する。 


④ 本研修の受講や修了に際し、特定団体への加入（薬剤師会への入会等）
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や、特定団体の与える資格等は、要件として求めない。  


 


２．研修修了証の有効期限及び更新 


① 研修修了証の有効期限は発行日から６年間とし、修了証に有効期限を明


記する。 


② 所定の条件を満たすことにより、研修修了証の有効期限を６年間延長（以


下、「更新」という。）する。 


③ ②に記載する所定の条件は以下アイとし、この条件をすべて満たした者


に対し、有効期限を延長した研修修了証を交付する。 


  ア 研修修了証の有効期限の２年前以降に、「研修会Ａ※」を受講した者。 


  イ 研修修了証の有効期限の２ヶ月前までに、更新申請（日本薬剤師研


修センターの受付日。申請方法は本項４-（３）に規定）を行った者。 


※研修会Ａ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。 


④ 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ものとする。  


          


 


３．受講証明書の発行 


（１）技能習得型研修（集合研修）受講証明書 


① 各都道府県薬剤師会で実施する技能習得型研修（集合研修）を受講完了


（研修会の受講及びレポートの提出）した者に対して、研修会ごとに、


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。なお、受講証明書の様式は、全国統一様式とす


る。 


② 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する。 


   


（２）知識習得型研修（e-ラーニング）受講証明書 


① 日本薬剤師会が配信する知識習得型研修（e-ラーニング）のすべて（22


時間相当）を受講完了（教材の学習及び理解度確認テストの合格）した


者に対し、日本薬剤師会会長名による「知識習得型研修受講証明書」を


e-ラーニングの配信サイトからダウンロードする方法により交付する。 


② 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する。 
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４．研修修了証の発行 


 以下（１）～（４）の申請においては、「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」の研修（研修会Ａに含む）を受講した都道府県


ごとに申請を行うものとし、複数の都道府県をまとめて１件として申請する


ことはできない。 


 


（１）新たに研修修了証の発行を申請する者の場合 


① 技能習得型研修および知識習得型研修のすべてを修了した者は、以下ア


～エを添えて、日本薬剤師研修センターに「研修修了証発行申請書（様


式Ａ）」を提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修センター


が定める。 


ア 技能習得型研修受講証明書（正本） 


イ 知識習得型研修受講証明書（正本） 


ウ 履歴書（実務経験（注）年数を記載） 


  （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


期間を記入すること。 


エ ア～ウのほか、日本薬剤師研修センターが定める書類等 


② 日本薬剤師研修センターは、①に記載する申請書および必要書類を審査


・確認のうえ、研修修了証の発行要件をすべて満たしている者に対し、


「研修修了証」を交付（郵送）する。 


③ 研修修了証の発行費用は5,000円（税別）とする（修了証の発行に係る


経費のほか、研修修了記録の保存管理に関する経費等を含む）。 


 


（２）すでに研修修了証を有している者が、他の都道府県の「地域包括ケアシ


ステムにおける多職種連携と薬剤師の対応」の研修（研修会Ａに含む）を受講


して研修修了証の発行を申請する場合 


① 以下ア～ウを添えて、日本薬剤師研修センターに「研修修了証発行申請


書（様式Ｂ)」を提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修セ


ンターが定める。 


ア 技能習得型研修受講証明書のうち、「健康サポートのための多職


種連携研修会（研修会Ａ）」のもの（正本） 


イ すでに有している研修修了証（有効期限内のものに限る。）の写


し（複数枚を有している場合はすべて）  


ウ ア及びイのほか、日本薬剤師研修センターが定める書類等 


② 日本薬剤師研修センターは、①に記載する申請書および必要書類を審査


・確認のうえ、「研修修了証」を交付（郵送）する。 
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③ 研修修了証の発行費用は3,000円（税別）とする（修了証の発行に係る


経費のほか、研修修了記録の保存管理に関する経費等を含む）。 


 


（３）更新申請（すでに研修修了証を有している者が、研修修了証の有効期


限を６年間延長するための手続きをいう。）の場合  


① 以下ア～ウを添えて、日本薬剤師研修センターに「研修修了証発行申請


書（様式Ｃ)」を提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修セ


ンターが定める。 


ア 技能習得型研修受講証明書（正本）のうち、「健康サポートのた


めの多職種連携研修会（研修会Ａ）」のもの 


イ 更新しようとする研修修了証（有効期限内のものに限る。）の写


し  


ウ ア及びイのほか、日本薬剤師研修センターが定める書類等 


② 日本薬剤師研修センターは、①に記載する申請書および必要書類を審査


・確認のうえ、「研修修了証」を交付（郵送）する。 


③ 研修修了証の発行費用は3,000円（税別）とする（修了証の発行に係る


経費のほか、研修修了記録の保存管理に関する経費等を含む）。 


 


（４）研修修了証の再発行申請 


① 研修修了証を紛失あるいは毀損した者が再発行を希望する場合は、「研


修修了証再発行申請書」及び公的身分証明書の写しを日本薬剤師研修セ


ンターに提出する。具体的な手順については日本薬剤師研修センターが


定める。この場合、毀損したものであるときは、その研修修了証も併せ


て提出するものとする。 


② 研修修了証の再発行費用は1,700円（税別）とする。 


 


 


５．研修修了証の記載事項 


研修修了証の記載事項は、下記ア～キを含むものとする。様式は別添４のと


おり。 


 ア 研修修了者の氏名、生年月日 


  イ 研修実施機関名（日本薬剤師会並びに日本薬剤師研修センター）    


  ウ 「地域包括ケアシステムにおける多職種連携と薬剤師の対応」の研修


受講都道府県名 


エ 研修修了証の発行日 


  オ 研修修了証の有効期限 


  カ 有効期限を延長した研修修了証を発行する場合は、最初の研修修了証
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の発行日及び有効期限を延長した研修修了証の発行日 


  キ 発行者名 


 


６．研修修了の取り消し 


① 次の場合は、研修修了を取り消すこととする。 


   虚偽の内容にもとづき申請を行った者 


② 研修修了を取り消そうとするときは、あらかじめ当該者にその旨を通知


し、その求めがあったときは、その者の意見を聴く機会を設けるものと


する。 


③ 研修修了の取り消しは、研修委員会に諮ったうえで決定する。 


 


 


Ⅳ．研修実施に係る方針 


 


１．研修計画 


当該研修は、健康サポート薬局の届出を行うことを希望する薬局について、


その薬局に従事する薬剤師の資質を担保するものとして必要とされているもの


であることから、届出を希望する薬局に対する受講の機会を提供できるよう、


知識習得型研修については通年、技能習得型研修についてはＡ及びＢの２つの


研修会を各都道府県で年１回以上提供することを基本とする。 


ただし、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。 


 


２．運営に関する広報 


① 本研修事業の実施に際しては、実施機関（研修会の開催に関しては都道


府県薬剤師会）の会誌やホームページ等を通じ、広く広報する。 


② 広報にあたっては、実施機関（研修会の開催に関しては都道府県薬剤師


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 広報にあたっては、「健康サポート薬局に係る研修」である旨を明示す


る、e-ラーニング配信サイトにも同様の旨を明示する等、他の研修と誤


認されないように努める。 


 


３．研修事業の評価 


（１）受講者の意見聴取 


① 実施機関である日本薬剤師会のe-ラーニング配信サイトに、本研修に対


する受講者の意見等を受け付ける機能を設ける。 
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② 都道府県薬剤師会においても、適時、研修会に関する受講者からの意見


を受け付ける。 


 


（２）評価体制 


（１）で聴取した意見や、都道府県薬剤師会での研修会実施状況等をもと


に、研修委員会において研修事業の評価を行い、研修計画の改善に反映させ


る。 


 


４．研修受講記録等の保存 


（１）技能習得型研修受講記録の保存 


技能習得型研修（集合研修）を実施した各都道府県薬剤師会において、受講


者の氏名等の受講記録を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）知識習得型研修受講記録の保存 


知識習得型研修（e-ラーニング）を配信した日本薬剤師会において、受講者


の氏名等および受講履歴等を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。   


 


（３）研修修了証発行記録の保存 


研修修了証を発行した日本薬剤師研修センターにおいて、受講者の氏名等


および申請書、受講証明書、実務経験証明書等の添付書類を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。 


 


（４）研修受講記録等の取扱い 


① 研修修了記録 


 研修修了の記録については、実施機関両団体（研修委員会を含む）が閲


覧・確認できるものとする。 


 制度運用の目的で都道府県知事（または保健所設置市の市長及び特別区


の区長）より修了記録に関する照会があった場合には、当該修了記録に


ついて情報提供できるものとする。 


 都道府県薬剤師会は、自県開催の研修会を受講した薬剤師、または自県


開催の研修会の受講を希望する薬剤師の研修修了の記録について、実施


機関に照会できるものとし、また実施機関は都道府県薬剤師会に情報提


供できるものとする。 


② 受講記録 


 研修実施機関は、研修修了証発行に際して必要がある場合、都道府県薬
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剤師会に対し修了証発行申請者の受講記録について照会できるものと


し、また都道府県薬剤師会は実施機関に情報提供できるものとする。 


 


５．個人情報の取扱い 


本研修の実施に係る個人情報の収集は、知識習得型研修の実施にあたって


は日本薬剤師会、技能習得型研修の実施にあたっては実施協力機関である都


道府県薬剤師会、研修修了証の発行にあたっては日本薬剤師研修センターが


行うが、個人情報の取扱いに際しては、実施機関及び実施協力機関の個人情


報の保護に関する規定に則り行う。 


なお、個人情報利用の目的として「Ⅳ-４-（４）」に規定する場合を含むも


のとする。 


 


６．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 


指定確認機関による確認を受ける前に実施した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、「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）を


満たした研修とみなすことができるとされており、該当する研修会の受講者に


対しては、受講者名簿に基づき受講証明書を発行するものとする。これらの取


扱いに係る詳細は、「『健康サポート薬局研修』研修会開催要領」において定


める。 


 


７．その他の認定制度との関係 


 本実施要領に定める研修に対しては、実施機関が運営する認定制度の単位を


交付しない。 


 


８．その他 


 「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、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。 


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ものとす


る。 
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９．実施要領の改訂 


 本実施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） 


  別添4（研修修了証様式）改訂 平成30年3月（平成30年4月1日施行） 


  一部改訂 平成30年９月（平成30年10月１日施行） 


以 上 
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別添  


１ 研修委員会名簿 


２ 実施体制図 


３ 講師経歴書・法人概況書 


４ 研修修了証様式 







（別添１） 


健康サポート薬局研修委員会 
 


平成 30 年 9 月現在 


 
担当副会長  森  昌平（日本薬剤師会 副会長） 
主担当理事  有澤 賢二（日本薬剤師会 常務理事） 
副担当理事  吉田 力久（日本薬剤師会 常務理事） 
       渡邊 大記（日本薬剤師会 常務理事） 
       安西 英明（日本薬剤師会 理事） 
       原口  亨（日本薬剤師会 理事） 
委   員  浦山 隆雄（日本薬剤師研修センター 専務理事） 


吉山 友二（北里大学薬学部 教授） 
高橋  寛（岩手医科大学薬学部 教授） 
亀井美和子（日本大学薬学部 教授） 
根本 陽充（東京都薬剤師会 研修実施責任者） 
矢野  謙（兵庫県薬剤師会 研修実施責任者） 
酒井 浩一（大分県薬剤師会 研修実施責任者） 
長津 雅則（日本薬剤師会 地域医療・保健委員会） 
宮野 廣美（日本薬剤師会 地域医療・保健委員会） 
亀山 貴康（日本薬剤師会 一般用医薬品等委員会） 
吉田 和司（日本薬剤師会 一般用医薬品等委員会） 


 
（敬称略） 
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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。 


   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。 


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。 


 


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
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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。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。 


 


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。 


 


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
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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。 


 


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。 


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 
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   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。 


  


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 


    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（７-⑦「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。 
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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


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。 


 


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） 


  一部改訂 平成 30 年９月（平成 30 年 10 月１日施行） 


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］  


（巻末）事前報告時チェックリスト 


 


 







終了報告Ａ
（201809版）


【様式２-Ａ】


日本薬剤師会　会長殿


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．受講者数


会員 非会員


0


0


３．内容


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 30分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 20分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 10分）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 115分）


演習司会者の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 5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）（標準時間数： 4時間）


４．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、次第及び研修会資料を添付のうえ、受講証明書発行数確定（研修会終了後１ヵ月）後、
　速やかに報告してください


主催者


研修実施責任者名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


研修会番号


会場名


終了時間


概要


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


備考


４　まとめ


２－２ ①　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～


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


講義
２－２ 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～


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


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


１－１　健康サポート薬局の基本
理念


講義
（DVD教
材）


講義


受講者数と証明書発行数にズレがある場合、
その理由を記載


受講者数　（人）


講義


受講証明書発行数


募集定員　（人）


研修項目


会場所在地


問い合わせ先等電話番号


●年●月●日


入力欄


23


日本薬剤師会　会長　山本 信夫


合計


●●社団法人　●●県薬剤師会


会長　●●　●●


受講料


定価　（円）


会員価格を設定した場合は
価格を記載（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）







終了報告B
(201809版）


【様式２-Ｂ】


日本薬剤師会　会長殿


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．受講者数


会員 非会員


0


0


３．内容


時間数（分）
（標準時間数： 20分程度）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 4時間程度）


進行役の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 5分程度）


講師の
所属・役職・氏名


時間数（分）
（標準時間数： 10～15分）


トータル時間数（挨拶、休憩を含む）（分）（標準時間数： 4時間以上）


４．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、受講証明書発行数確定（研修会終了後１ヵ月）後、
　速やかに報告してください


合計


入力欄


終了時間


研修実施責任者名（役職・氏名）


問い合わせ窓口（事務局等の所属・氏名）


●●社団法人　●●県薬剤師会


会長　●●　●●


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Ｂ　健康サポートのための薬剤師の対応研修会
終了報告


備考


３　まとめ


４　レポート作成


●年●月●日


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


受講者数　（人）


受講証明書発行数


受講者数と証明書発行数にズレがある場
合、その理由を記載


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


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


主催者


募集定員　（人）


会場名


会場所在地


問い合わせ先等電話番号


受講料


定価　（円）


会員価格を設定した場合は
価格を記載（円）


「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）







A B


↓○×で記入してください


自己点検欄 日薬確認欄


総論


講師・演題・内容が、標準プログラムに沿って構成されているか。


演習は、最新の情報等に配慮して行うこととしているか。


各講義の時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。


事前報告時チェックリスト


全
体


開催
規模


受講料


①　ケーススタディでは、一つの正解を導くのではなく、相談者に起き得る多様な可能性を検討
するものであることが、ファシリテーターに共有されているか。


②　演習（または研修会）のまとめでは、受講者自身に、相談対応にはどのような知識や能力
が必要か、自身には何が足りないかの自己分析を促すようにしているか。


■３　演習


各プログラムの時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。


次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照）


■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


■１-２　健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（県薬役員担当箇所）


①　医療・介護だけでなく、保健・健康・福祉等の幅広い視点から、多様な相談窓口や、サービ
ス実施者についての情報を収集し、受講者へ提供することとしているか。


①　全体を通じて、特定の層（年齢など）に偏らず、地域住民全般に向けた健康サポート機能の
発揮、といった視点で研修内容が組まれているか。


研
修
会
B


総論


構成


研
修
会
A


各論


構成


受講料について、定価と会員価格の２種類を設定している場合、社会通念上妥当な差であるか。


②　外部講師に対して、事前に健康サポート薬局についての説明や意見交換などを積極的に
行い、講義内容に反映いただくような取り組みを行ったか。


■２全般を通じて


①　講師は県（または地域）の健康担当行政に依頼しているか。


②　①が×の場合、そうでない理由を記載してください。


③　以下の内容が講義に含まれるよう、講師と調整済みであるか。
行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や関係者（職
種、機関など）の関わりなどについて。


①　講師は、健康づくりや生活を支える取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣
病予防、重症化予防、認知症支援、母子保健、生活支援、見守りなど）を行っている他職種等
に依頼しているか。


②　講義内容が、「健康サポート薬局との連携を探る」という点において、医療・介護的な対応だ
けではなく、国民の健康づくり、疾病予防、重症化の予防という点での連携を念頭においた内容
として、講師依頼や調整を行っているか。


■２-２　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～


③　２－１～２－３の各講義が、「３　演習」に繋がるように、全体が組み立てられているか。


■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


次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照）


都道府県薬剤師会名


A・Bの別


開催日


受講者募集開始予定日


チェックリスト記入者 （研修実施責任者の方がご記入ください）


点検項目


会場と定員は、演習を含むプログラムの開催にあたって妥当であるか。


①　以下の内容が講義に含まれるか。
当該県の実情を踏まえて、地域包括ケアシステム（予防・健康づくりに対する役割に目を向けさ
せることに重点を置く）に対応する薬局・薬剤師としてのあるべき姿や業務、地域で求められる
役割等について。


前回の研修会を踏まえて、講師及び講義内容や演習に用いる情報について見直しの検討を行った
か。
また、検討を行った上で同じ講師に依頼する場合には、より充実した研修とするために、講義内容につ
いて（講義内容の追加・変更を含めた）講師との調整を行ったか。


定員が150名以上の場合は、会場の大きさ・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。
※150名以下の場合は、自己点検欄に「＼」を記入してください。


受講料は、研修会の開催経費や人件費等を踏まえて設定しているか。（「受講料設定の考え方」を参
考としてください）







A B


↓○×で記入してください


自己点検欄
都道府県薬


確認欄
日薬確認欄


総論


受講者募集開始予定日


事前報告時チェックリスト（地域薬版）


県薬名・地域薬剤師会名 （県名と地域薬剤師会名をご記入ください）


A・Bの別


開催日


③　２－１～２－３の各講義が、「３　演習」に繋がるように、全体が組み立てられているか。


チェックリスト記入者 （研修実施責任者の方がご記入ください）


点検項目


全
体


開催
規模


会場と定員は、演習を含むプログラムの開催にあたって妥当であるか。


定員が150名以上の場合は、会場の大きさ・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。
※150名以下の場合は、自己点検欄に「＼」を記入してください。


受講料 受講料は、研修会の開催経費や人件費等を踏まえて設定しているか。（「受講料設定の考え方」を参考
としてください）


受講料について、定価と会員価格の２種類を設定している場合、社会通念上妥当な差であるか。


■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


①　医療・介護だけでなく、保健・健康・福祉等の幅広い視点から、多様な相談窓口や、サービ
ス実施者についての情報を収集し、受講者へ提供することとしているか。


■２全般を通じて


①　全体を通じて、特定の層（年齢など）に偏らず、地域住民全般に向けた健康サポート機能の
発揮、といった視点で研修内容が組まれているか。


②　外部講師に対して、事前に健康サポート薬局についての説明や意見交換などを積極的に
行い、講義内容に反映いただくような取り組みを行ったか。


③　以下の内容が講義に含まれるよう、講師と調整済みであるか。
行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や関係者（職
種、機関など）の関わりなどについて。


■２-２　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　講師は、健康づくりや生活を支える取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣
病予防、重症化予防、認知症支援、母子保健、生活支援、見守りなど）を行っている他職種等
に依頼しているか。


②　講義内容が、「健康サポート薬局との連携を探る」という点において、医療・介護的な対応だ
けではなく、国民の健康づくり、疾病予防、重症化の予防という点での連携を念頭においた内容
として、講師依頼や調整を行っているか。


研
修
会
B


総論 講師・演題・内容が、標準プログラムに沿って構成されているか。


演習は、最新の情報等に配慮して行うこととしているか。


構成 各講義の時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。


次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照）


研
修
会
A


前回の研修会を踏まえて、講師及び講義内容や演習に用いる情報について見直しの検討を行った
か。
また、検討を行った上で同じ講師に依頼する場合には、より充実した研修とするために、講義内容につ
いて（講義内容の追加・変更を含めた）講師との調整を行ったか。


各論


①　ケーススタディでは、一つの正解を導くのではなく、相談者に起き得る多様な可能性を検討
するものであることが、ファシリテーターに共有されているか。


②　演習（または研修会）のまとめでは、受講者自身に、相談対応にはどのような知識や能力
が必要か、自身には何が足りないかの自己分析を促すようにしているか。


構成 各プログラムの時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。


次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照）


■１-２　健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（県薬役員担当箇所）


①　以下の内容が講義に含まれるか。
当該県の実情を踏まえて、地域包括ケアシステム（予防・健康づくりに対する役割に目を向けさ
せることに重点を置く）に対応する薬局・薬剤師としてのあるべき姿や業務、地域で求められる
役割等について。


■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


①　講師は県（または地域）の健康担当行政に依頼しているか。


②　①が×の場合、そうでない理由を記載してください。


■３　演習







「研修会開催要領」より
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。


＜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。
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◎「健康サポート薬局研修」研修会開催要領（201809）見え消し抜粋.pdf
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		全体 ゼンタイ		開催
規模 カイサイ キボ		会場と定員は、演習を含むプログラムの開催にあたって妥当であるか。 カイジョウ テイイン エンシュウ フク カイサイ ダトウ
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						受講料について、定価と会員価格の２種類を設定している場合、社会通念上妥当な差であるか。 ジュコウ リョウ テイカ カイイン カカク シュルイ セッテイ バアイ シャカイ ツウネンジョウ ダトウ サ												「受講料設定の考え方」を参考としてください
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								②　①が×の場合、そうでない理由を記載してください。 バアイ リユウ キサイ



								③　以下の内容が講義に含まれるよう、講師と調整済みであるか。
行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や関係者（職種、機関など）の関わりなどについて。

						■２-２　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～
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小松 紀子: 依頼内容がわかる依頼文や訪問メモ等があれば添付してください。
												②　講師及び講義内容が、医療・介護だけでなく、他職種との、保健・健康・福祉等の幅広い連携に関する内容となっているか。 コウシ オヨ コウギ ナイヨウ レンケイ カン ナイヨウ

						■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

								①　医療・介護だけでなく、保健・健康・福祉等の幅広い視点から、多様な相談窓口や、サービス実施者についての情報を収集し、受講者へ提供することとしているか。 ジュコウシャ テイキョウ
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								②　外部講師に対して、事前に健康サポート薬局についての説明や意見交換などを積極的に行い、講義内容に反映いただくような取り組みを行ったか。 ガイブ コウシ タイ ジゼン コウギ ト ク オコナ

								③　２－１～２－３の各講義が、「３　演習」に繋がるように、全体が組み立てられているか。 カク コウギ エンシュウ ツナ ゼンタイ ク タ

						■３　演習 エンシュウ

								①　ケーススタディでは、一つの正解を導くのではなく、相談者に起き得る多様な可能性を検討するものであることが、ファシリテーターに共有されているか。 ヒト セイカイ ミチビ ソウダンシャ オ ウ キョウユウ

								②　演習（または研修会）のまとめでは、受講者自身に、相談対応にはどのような知識や能力が必要か、自身には何が足りないかの自己分析を促すようにしているか。 エンシュウ ケンシュウカイ ジュコウシャ ジシン ウナガ

				構成 コウセイ		各プログラムの時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。 カク ジカン ヒョウジュン モ イジョウ

						次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照） シダイ ヒツヨウ ジコウ メイジ シダイ レイ サンショウ

		研修会B ケンシュウ カイ		総論 ソウロン		講師・演題・内容が、標準プログラムに沿って構成されているか。 コウシ エンダイ ナイヨウ ヒョウジュン ソ コウセイ

						演習は、最新の情報等に配慮して行うこととしているか。 エンシュウ オコナ

				構成 コウセイ		各講義の時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。 カク コウギ ジカン ヒョウジュン モ イジョウ

						次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照） シダイ ヒツヨウ ジコウ メイジ シダイ レイ サンショウ





チェックリスト (地域薬版)新

		事前報告時チェックリスト（地域薬版） ジゼン ホウコク ジ チイキヤク バン

		県薬名・地域薬剤師会名 ケン ヤク メイ チイキ ヤクザイシ カイ メイ								（県名と地域薬剤師会名をご記入ください） ケンメイ チイキ ヤクザイシ カイ メイ キニュウ

		A・Bの別 ベツ								A		B								←該当に○ ガイトウ

		開催日 カイサイ ビ

		受講者募集開始予定日 ジュコウシャ ボシュウ カイシ ヨテイビ

		チェックリスト記入者 キニュウ シャ								（研修実施責任者の方がご記入ください） ケンシュウ ジッシ セキニンシャ カタ キニュウ



														↓○×で記入してください キニュウ

		点検項目 テンケン コウモク												自己点検欄 ジコ テンケン ラン		都道府県薬
確認欄 トドウフケン ヤク カクニン ラン		日薬確認欄 ニチ ヤク カクニン ラン

		全体 ゼンタイ		開催
規模 カイサイ キボ		会場と定員は、演習を含むプログラムの開催にあたって妥当であるか。 カイジョウ テイイン エンシュウ フク カイサイ ダトウ

						定員が150名以上の場合は、会場の大きさ・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。
※150名以下の場合は、自己点検欄に「＼」を記入してください。 テイイン メイ イジョウ バアイ カイジョウ オオ コウゾウ シンコウ ヤク ホサ エンシュウ ウンエイ ハイチ ヨテイ ニンズウ トウ ジゼン ホウコク ジ ホウコク メイ イカ バアイ ジコ テンケン ラン キニュウ

				受講料 ジュコウ リョウ		受講料は、研修会の開催経費や人件費等を踏まえて設定しているか。（「受講料設定の考え方」を参考としてください） ジュコウ リョウ ケンシュウ カイ カイサイ ケイヒ ジンケンヒトウ フ セッテイ ジュコウ リョウ セッテイ カンガ カタ サンコウ														「受講料設定の考え方」を参考としてください

						受講料について、定価と会員価格の２種類を設定している場合、社会通念上妥当な差であるか。 ジュコウ リョウ テイカ カイイン カカク シュルイ セッテイ バアイ シャカイ ツウネンジョウ ダトウ サ														「受講料設定の考え方」を参考としてください

		研修会A ケンシュウ カイ		総論 ソウロン		前回の研修会を踏まえて、講師及び講義内容や演習に用いる情報について見直しの検討を行ったか。
また、検討を行った上で同じ講師に依頼する場合には、より充実した研修とするために、講義内容について（講義内容の追加・変更を含めた）講師との調整を行ったか。 ゼンカイ ケンシュウカイ フ コウシ オヨ コウギ ナイヨウ エンシュウ モチ ジョウホウ ミナオ ケントウ オコナ ケントウ オコナ ウエ オナ コウシ イライ コウギ ナイヨウ ツイカ ヘンコウ フク

				各論 カクロン		■１-２　健康サポート薬局の理念～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（県薬役員担当箇所） シ ケン ヤク ヤクイン タントウ カショ

								①　以下の内容が講義に含まれるか。
当該県の実情を踏まえて、地域包括ケアシステム（予防・健康づくりに対する役割に目を向けさせることに重点を置く）に対応する薬局・薬剤師としてのあるべき姿や業務、地域で求められる役割等について。 イカ ナイヨウ コウギ フク

						■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

								①　講師は県（または地域）の健康担当行政に依頼しているか。 コウシ ケン チイキ ケンコウ タントウ ギョウセイ イライ

								②　①が×の場合、そうでない理由を記載してください。 バアイ リユウ キサイ



								③　以下の内容が講義に含まれるよう、講師と調整済みであるか。
行政の立場（健康担当課）から、当該地域の健康課題と重点施策、具体的な事業や関係者（職種、機関など）の関わりなどについて。

						■２-２　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　講師は、健康づくりや生活を支える取り組み（健康相談、健康教室、検診・健診、生活習慣病予防、重症化予防、認知症支援、母子保健、生活支援、見守りなど）を行っている他職種等に依頼しているか。 コウシ セイカツ ササ ニンチ ショウ シエン ボシ ホケン セイカツ シエン ミマモ イライ

								②　講義内容が、「健康サポート薬局との連携を探る」という点において、医療・介護的な対応だけではなく、国民の健康づくり、疾病予防、重症化の予防という点での連携を念頭においた内容として、講師依頼や調整を行っているか。 コウギ カイゴ ナイヨウ コウシ イライ チョウセイ オコナ

小松 紀子: 依頼内容がわかる依頼文や訪問メモ等があれば添付してください。


						■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

								①　医療・介護だけでなく、保健・健康・福祉等の幅広い視点から、多様な相談窓口や、サービス実施者についての情報を収集し、受講者へ提供することとしているか。 ジュコウシャ テイキョウ

						■２全般を通じて ゼンパン ツウ

								①　全体を通じて、特定の層（年齢など）に偏らず、地域住民全般に向けた健康サポート機能の発揮、といった視点で研修内容が組まれているか。 ゼンタイ ツウ トクテイ ソウ ネンレイ カタヨ チイキ ジュウミン ゼンパン ム ケンコウ キノウ ハッキ シテン ケンシュウ ナイヨウ ク

								②　外部講師に対して、事前に健康サポート薬局についての説明や意見交換などを積極的に行い、講義内容に反映いただくような取り組みを行ったか。 ガイブ コウシ タイ ジゼン コウギ ト ク オコナ

								③　２－１～２－３の各講義が、「３　演習」に繋がるように、全体が組み立てられているか。 カク コウギ エンシュウ ツナ ゼンタイ ク タ

						■３　演習 エンシュウ

								①　ケーススタディでは、一つの正解を導くのではなく、相談者に起き得る多様な可能性を検討するものであることが、ファシリテーターに共有されているか。 ヒト セイカイ ミチビ ソウダンシャ オ ウ キョウユウ

								②　演習（または研修会）のまとめでは、受講者自身に、相談対応にはどのような知識や能力が必要か、自身には何が足りないかの自己分析を促すようにしているか。 エンシュウ ケンシュウカイ ジュコウシャ ジシン ウナガ

				構成 コウセイ		各プログラムの時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。 カク ジカン ヒョウジュン モ イジョウ

						次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照） シダイ ヒツヨウ ジコウ メイジ シダイ レイ サンショウ

		研修会B ケンシュウ カイ		総論 ソウロン		講師・演題・内容が、標準プログラムに沿って構成されているか。 コウシ エンダイ ナイヨウ ヒョウジュン ソ コウセイ

						演習は、最新の情報等に配慮して行うこととしているか。 エンシュウ オコナ

				構成 コウセイ		各講義の時間は標準プログラムどおり若しくはそれ以上であるか。 カク コウギ ジカン ヒョウジュン モ イジョウ

						次第に必要な事項が明示されているか（次第例参照） シダイ ヒツヨウ ジコウ メイジ シダイ レイ サンショウ





受講料設定の考え方

		「研修会開催要領」より ケンシュウ カイ カイサイ ヨウリョウ

		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。

		＜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＞ カイ イン カカク セッテイ

		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。 タト カカ ケイヒ カイヒ レイ ジンケンヒ ケン ヤク カイカン シヨウ リョウ ジュコウ リョウ サ ヒ セッテイ トウ



		＜その他＞ タ

		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。 チイキ ヤクザイシ カイ タンイ ケンシュウ カイ カイサイ バアイ チイキ ジュコウ リョウ オオ ハイリョ





（参考）標準プログラム

		Ａ		1-1		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

						※「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】

				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		都道府県薬剤師会役員		20分

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

						(タイトル例）

						「私たちが目指す健康サポート薬局の姿」

				2-1		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

				2-2-1		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		他職種、保険者など		20分 フン

				2-2-2		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～②		他職種、保険者など		20分 フン

				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		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		演習進行役（都道府県薬剤師会にて選定）		115分

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

										（合計：４時間）





		Ｂ		1		薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局（研修会Ａの1-1,1-2など基本理念に相当する部分）		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　に関する演習・講義		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）





添付ファイル
（事前報告）チェックリスト（201809）.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

事務局: ・報告日　西暦で入力
2018/10/10　と入力し　Enterを押せば表示されます
・報告日は、本終了報告を実際に日薬に送付する日付にしてください				←報告日（西暦） ホウコク ビ セイレキ

																				●●社団法人　●●県薬剤師会

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

																				

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

																				

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		研修実施責任者名（役職・氏名）		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）						受講証明書発行数						ズレの理由 リユウ		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）				２－２①　他職種等の取り組みについて
（講義）				２－２②　他職種等の取り組みについて
（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		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		合計 ゴウケイ		会員 カイイン		非会員 ヒカイイン		合計 ゴウケイ		会員 カイイン		非会員 ヒカイイン				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		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		●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		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		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

																		

事務局: プルダウンから選択		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

				研修実施責任者名（役職・氏名） ケンシュウ ジッシ セキニンシャ 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				定価　（円）

								会員価格を設定した場合は
価格を記載（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）



		２．受講者数 ジュコウシャ スウ																合計 ゴウケイ

																				会員 カイイン

事務局: 都道府県薬剤師会の会員		

事務局: ・報告日　西暦で入力
2018/10/10　と入力し　Enterを押せば表示されます
・報告日は、本終了報告を実際に日薬に送付する日付にしてください		

事務局: プルダウンから選択		非会員 ヒカイイン

				受講者数　（人） ジュコウシャ スウ														0

				受講証明書発行数														0

				受講者数と証明書発行数にズレがある場合、その理由を記載 リユウ キサイ



		３．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）
（標準時間数： 20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）
（標準時間数： 20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）
（標準時間数： 30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 ①　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～										講義				時間数（分）
（標準時間数： 20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 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～										講義				時間数（分）
（標準時間数： 20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）
（標準時間数： 10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）
（標準時間数： 115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）
（標準時間数： 5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）（標準時間数： 4時間）

				備考 ビコウ



		４．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、次第及び研修会資料を添付のうえ、受講証明書発行数確定（研修会終了後１ヵ月）後、 ホン ヨウシキ ホカ シダイ オヨ ケンシュウカイ シリョウ テンプ ジュコウ ショウメイショ ハッコウ スウ カクテイ ケンシュウカイ シュウリョウ ゴ ガツ アト

				　速やかに報告してください



&A
（201809版）




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
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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

事務局: ・報告日　西暦で入力
2018/10/10　と入力し　Enterを押せば表示されます
・報告日は、本終了報告を実際に日薬に送付する日付にしてください

																				●●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

																				会長　●●　●● カイチョウ







																				

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		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		研修実施責任者名（役職・氏名） ケンシュウ ジッシ セキニンシャ 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）						受講証明書発行数						ズレの理由 リユウ		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		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				合計 ゴウケイ		会員 カイイン		非会員 ヒカイイン		合計 ゴウケイ		会員 カイイン		非会員 ヒカイイン				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		●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		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

																		

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

				終了時間 シュウリョウ ジカン

				主催者 シュサイシャ

				研修実施責任者名（役職・氏名） 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				定価　（円）

								会員価格を設定した場合は
価格を記載（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）

				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



		２．受講者数 ジュコウシャ スウ																合計 ゴウケイ

																				会員 カイイン

事務局: 都道府県薬剤師会の会員		

事務局: ・報告日　西暦で入力
2018/10/10　と入力し　Enterを押せば表示されます
・報告日は、本終了報告を実際に日薬に送付する日付にしてください		

日本薬剤師会事務局: プルダウンから選択		非会員 ヒ カイイン

				受講者数　（人） ジュコウシャ スウ														0

				受講証明書発行数														0

				受講者数と証明書発行数にズレがある場合、その理由を記載 リユウ キサイ



		３．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） 
（標準時間数： 20分程度） ジカン スウ フン テイド

																		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）
（標準時間数： 4時間程度） ジカン スウ フン テイド

																		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）
（標準時間数： 5分程度） ジカン スウ フン テイド

																		講師の
所属・役職・氏名

				４　レポート作成														時間数（分）
（標準時間数： 10～15分）

				トータル時間数（挨拶、休憩を含む）（分）（標準時間数： 4時間以上）

				備考 ビコウ

		４．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、受講証明書発行数確定（研修会終了後１ヵ月）後、 ホン ヨウシキ ホカ シダイ オヨ シンコウヒョウ テンプ

				　速やかに報告してください
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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。
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実施要領等の変更点 
（1）研修実施要領 

ページ 変更した項目 変更内容 変更理由 
4 Ⅱ 研修内容 

２．研修の実施方法 
（1）技能習得型研修（集合研修）

の④【文章の追加】 

以下を追加 
「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。」 

修了証の有効期限の延長（更新）の規

程を整備したことに伴い、研修会を常

に最新の状況に応じて実施することを

実施要領上明確化した。 

7 Ⅲ 研修修了の取扱い 
２．研修修了証の有効期限及び更

新 の②③④【文章の変更】 

従前の「４．研修修了の有効期限等 ②③

④⑤⑥」を加筆修正・再構成 
修了証の有効期限の延長（更新）の規

程を整備した。 

9 Ⅲ 研修修了の取扱い 
４．研修修了証の発行 
（３）更新申請の場合 
【項目の追加】 

項目の追加 修了証の有効期限の延長（更新）の規

程を整備したことに伴い、その申請手

順の規程を整備した。 

12 Ⅳ 研修実施に係る方針 
８．その他【文章の追加】 

以下を追加 
「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

を周知するものとする。」 

修了証の有効期限の延長（更新）の規

程を整備したことに伴い、更新時の努

力規程を追加した。 

別添 1 健康サポート薬局研修委員会名簿 委員名簿の変更 委員改選のため 
 



 
（2）研修会開催要領 

ページ 変更した項目 変更内容 変更理由 
2 ４ 研修会 の②【文章の追加】 以下を追加 

「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。」 

実施要領にて、修了証の有効期限の延

長（更新）の規程を整備したことに伴

い、研修会を常に最新の状況に応じて

実施することを研修会開催要領におい

ても明確化した。 

6 １４ 研修の再履修【文章の変更】 以下に変更 
「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。」 

実施要領にて、修了証の有効期限の延

長（更新）の規程を整備したことに伴

い、研修会開催要領においても更新時

の努力規程を追加した。 

別添 2 様式 2-A【様式変更】 終了報告様式について、受講者数及び受講

証明書発行数の報告欄に、会員・非会員の

内訳を記載する欄を設けた。 

会員・非会員別の状況を把握したいた

め。 

別添 2 様式 2-B【様式変更】 同上 同上 
巻末 チェックリスト【様式変更】 チェック項目の追加 標準プログラムの意図がより明確とな

るようなチェック項目に改定した。 
 




