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研修項目 研修目標 研修の要点 LS 到達目標
Ⅰ　オリエンテー
ション
（薬局と薬剤師）

①薬剤師綱領・薬剤師倫理、薬局のﾓｯﾄｰ・業
務心得など

《薬剤師の心構え》

②薬局開設許可証、保険薬局指定通知書、保
険薬剤師登録票など

◎医療の担い手が守るべき倫理規範を遵守する。（態
度）

③薬局業務の概要 ◎職務上知り得た情報について守秘義務を守る。（態
度）

④保険調剤業務の流れ

⑤学校薬剤師業務概要 P601 ◎薬局業務を総合的に実践する
①薬局設備構造規則と薬局機能 ◎患者の健康の回復と維持に薬剤師が積極的に貢献

することの重要性を感じとる。（態度）
②施設基準との関連 ◎薬が病気の治癒、進行防止を通して、病気の予後と

QOLの改善に貢献していることを感じとる。（態度）
③調剤用医薬品（備蓄品目数）

④就業薬剤師氏名（掲示）

⑤開局時間、休日の掲示

⑥夜間・休日の連絡先

Ⅱ　患者対応業務

①〈ｲﾗｯｼｬｲﾏｾ!〉のﾀｲﾐﾝｸﾞ 《患者・顧客との接遇》
②初来か再来かの判別 ◎かかりつけ薬局・薬剤師の役割について指導薬剤師

と話し合う。（態度）
③薬歴簿の記載や薬歴簿の取り出し方(ｶｰﾄﾞ、
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ）

◎患者、顧客に対して適切な態度で接する。(態度）

④処方せん受付時のｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
　（傾聴・観察・確認・共感） P402

◎疾病の予防および健康管理についてアドバイスでき
る。（技能・態度）

①SOAP法による薬歴作成の要領
P403

◎医師への受診勧告を適切に行うことができる。（技
能・態度）

②薬歴記載のための初来時ｲﾝﾀﾋﾞｭｰについて 《カウンター実習》
③薬歴記載のための再来時ｲﾝﾀﾋﾞｭｰについて 顧客対応実習：

①患者呼び出し ◎顧客が自らすすんで話ができるように工夫する。（技
能・態度）

②与薬時においての薬識を確認 ◎顧客が必要とする情報を的確に把握する。（技能・態
度）

③患者の聞きたい情報を確認 ◎顧客との会話を通じて使用薬の効き目、副作用に関
する情報を収集できる。（技能・態度）

④教えたい情報を確認

⑤患者の理解度を確認

①会計時のﾏﾅｰ

②一部負担金の説明と同意

③"ｵﾀﾞｲｼﾞﾆ!"のﾀｲﾐﾝｸﾞ

Ⅲ　保険調剤と調
剤報酬

①保険調剤の流れと調剤報酬点数との関連 《保険調剤業務の全体の流れ》
②保険調剤と薬価基準 ◎保険調剤業務の全体の流れを理解し、処方せんの受

付から調剤報酬の請求までの概要を説明できる。
③保険調剤と療担・薬担

④保険調剤と掲示事項など

①調剤報酬の基本構成
　（機関ﾌｨｰ・ﾜｰｷﾝｸﾞﾌｨｰ・ﾒﾝﾀﾙﾌｨｰ）

《調剤報酬》

②各種ﾌｨｰの意味と計算法
P326

◎調剤報酬を算定し、調剤報酬明細書（レセプト）を作
成できる。（技能）

③薬剤料の算定法 P327 ◎薬剤師の技術評価の対象について説明できる。

④調剤報酬の算定と一部負担金

⑤出来高払いと定額制

⑥ﾚｾﾌﾟﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀの操作

①保険医療制度の仕組み

②調剤報酬請求のﾙｰﾙ

③高額ﾚｾﾌﾟﾄ

④返戻ﾚｾﾌﾟﾄ

⑤医療費通知制度

⑥月末処理とﾚｾﾌﾟﾄ作成
　(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる月末処理）
①患者氏名（読み方も）を確認 《処方せんの受付》
②使用期限（発行日付）を確認 ◎処方せん（麻薬を含む）の形式および記載事項につ

いて説明できる。
③発行医療機関名、発行医氏名を確認 ◎処方せん受付時の対応および注意事項（患者名の確

認、患者の様子、処方せんの使用期限、記載不備、偽
造処方せんへの注意など）について説明できる。

④発行医の署名又は記名捺印を確認 ◎初来局患者への対応と初回質問表の利用について
説明できる。

⑤保険の種類、記号番号を確認
　公費負担の有無を確認 P303

◎初来局および再来局患者から収集すべき情報の内
容について説明できる。

⑥患者の生年月日を確認 ◎処方せん受付時の対応ができる。(技能・態度）

⑦患者の住所（連絡先）、電話番号を確認。未
記載の場合は患者の同意を得て聞き取る。

◎生命に関わる職種であることを自覚し、ふさわしい態
度で行動する。（態度）

⑧薬歴簿との照合 ◎患者が自らすすんで話ができるように工夫する。（技
能・態度）

①処方医薬品名（薬価基準収載）及び単位を
確認

②用法・用量を確認

●　薬局の役割は薬剤師が実施する患者応対業務に集約される。患者本位の薬剤
師業務が、薬局特有のフローチャートに従って遂行されていることを研修する。

●　保険薬局における調剤の特徴は保険薬剤師による保険調剤である。患者本位
の調剤に心がけると同時に、健康保険法や薬局・薬剤師療養担当規則を踏まえて
の調剤業務の遂行と、調剤報酬点数表に従っての計算方法などを研修する。

P302

４－２　処方せん点
検
（処方欄の確認）

○　処方欄に記載されるべき事項と
その意味を理解し、具体的な点検
方法を研修する。

P304⊿

３　調剤報酬の請
求

○　ﾚｾﾌﾟﾄ作成を通して、医療保険
制度と医療経済の課題、その中に
ある保険調剤業務のあり方につい
て学習する。
　（保険財政の健全な運営）

４－１　処方せん点
検
（患者欄・保険欄の
所定事項を確認）

○　保険処方せんの様式と記載項
目の意味について理解し、具体的
な点検方法について研修する。

１　保険調剤 ○　薬局における調剤の特長は、
保険調剤であることを認識して調剤
報酬点数表による計算方法と関係
法規を学習する。

２　調剤報酬の算
定

○　調剤報酬算定の基本を習得す
ることにより、薬剤師の技術評価の
対象がどこにあるかを学習する。

３　与薬（投薬）時
応対

○　服薬指導や情報提供は話し方
や態度、患者に対する心の持ち方
などが大切であることを理解し与薬
時の患者応対を研修する。

４　会計時応対 ○　会計（金銭授受）時のﾏﾅｰを研
修するとともに、患者の見送りも含
めて医療を担うものとしての心構え
を研修する。

１　処方せん受付
時応対

○　患者応対業務は対話に始まり
対話に終わることを理解する。

○　患者応対ﾏﾅｰとｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの基
本について研修する。

P401

２　薬歴作成時応
対

○　患者の来局時のｲﾝﾀﾋﾞｭｰが薬
歴作成の第一歩であることを理解
し、SOAP法による薬歴記載につい
て研修する。

２　薬局の機能 ○　医療制度の中における薬局の
位置づけと役割について学ぶ。

○　薬局内外の掲示事項等につい
て確認しその目的を理解する。

実務研修指針

１　薬局業務の概
要

○　医療を担う薬剤師として、地域
医療における薬局の使命や薬剤師
倫理・綱領などについて理解する。
また、合わせて薬局や薬剤師の法
的規制を学び、薬局業務概要や保
険調剤の流れを掌握する。

●　薬局の「役割と責任」を果たす上において、薬剤師倫理が基盤となることを理解
し、地域薬局のファーマシューティカルケアと薬剤師が行うインフォームドコンセント
の意義（薬害防止等）について学習する。

◎保険薬局として認定される条件を、薬局の設備と関
連づけて具体的に説明できる。

P406

◎入手した情報を評価し、顧客に対してわかりやすい言
葉、表現で適切に説明できる。（技能・態度）

薬局実習一般目標：薬局の社会的役割と責任を理解し、地域医療
に参画できるようになるために、保険調剤、医薬品などの供給・管
理、情報提供、健康相談、医療機関や地域との関わりについての基
本的な知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　薬局実習

P201

（２）　情報のアクセスと活用
● 医薬品の適正使用に必要な情報を提供できるようになるために、
薬局における医薬品情報管理業務に関する基本的知識、技能、態
度を修得する。

（６）　薬局業務を総合的に学ぶ
●調剤、服薬指導、患者・顧客接遇などの薬局薬剤師の職務を総
合的に実習する。

<保険薬局>

P602

（４）　薬局カウンターで学ぶ
●地域社会での健康管理における薬局と薬剤師の役割を理解する
ために、薬局カウンターでの患者、顧客の接遇に関する基本的知
識、技能、態度を修得する。

（３）　薬局調剤を実践する
●薬局調剤を適切に行うために、調剤、医薬品の適正な使用、リスク
マネージメントに関連する基本的知識、技能、態度を修得する。

P301

◎患者との会話などを通じて、服薬上の問題点（服薬状
況、副作用の発現など）を把握できる。（技能）
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実務研修指針

薬局実習一般目標：薬局の社会的役割と責任を理解し、地域医療
に参画できるようになるために、保険調剤、医薬品などの供給・管
理、情報提供、健康相談、医療機関や地域との関わりについての基
本的な知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　薬局実習

<保険薬局>

③投与量を確認 《処方せんの鑑査と疑義照会》
④剤数を確認

①他剤併用の有無

②相互作用の有無

③配合禁忌の有無

④投与量の可否

⑤服用時間の可否

⑥保険調剤の可否

⑦備蓄薬を確認

⑧調剤設計（調剤手順・一包化・粉砕など）

⑨薬歴簿でのﾁｪｯｸ

①電話による疑義照会のﾏﾅｰ

②照会事項の具体例を理解

③照会結果の処理（処方変更等）

④照会結果の記録

①調剤設計内容の確認 《計数・計量調剤》
②処方医薬品の取り揃え P309⊿ ◎薬袋、薬札に記載すべき事項を列挙できる。

◎処方せんの記載に従って正しく医薬品の取りそろえ
ができる。（技能）
◎錠剤、カプセル剤などの計数調剤ができる。（技能）

◎代表的な医薬品の剤形を列挙できる。

④薬袋、薬札の作成 ◎医薬品の識別に色、形などの外観が重要であること
を、具体例を挙げて説明できる。

⑤保険上の剤数を算定 ◎代表的な医薬品の商品名と一般名を対比できる。

⑥調剤報酬の点数計算 ◎ 同一商品名の医薬品に異なった規格があるものに
ついて具体例を列挙できる。

⑦一部負担金を計算 ◎異なる商品名で、同一有効成分を含む代表的な医薬
品を列挙できる。

⑧情報提供内容の設計 ◎代表的な同種・同効薬を列挙できる。

①薬剤と処方せん・薬歴簿との照合 ◎代表的な医薬品を色・形、識別コードから識別でき
る。（技能）

②自己点検と他者点検 ◎一回量（一包化）調剤を必要とするケースについて説
明できる。

③ﾁｪｯｸのﾎﾟｲﾝﾄとその実際 ◎一回量（一包化）調剤を実施できる。（技能）

①保険調剤録の法的規制
P312⊿

◎錠剤の粉砕、およびカプセル剤の開封の可否を判断
し、実施できる。（知識・技能）

②「調剤済」等記載 ◎散剤、液剤などの計量調剤ができる。（技能）

③調剤録と調剤済み処方せんとの関係 ◎調剤機器（秤量器、分包機など）の基本的取扱いが
できる。（技能）

④調剤録の保管義務 ◎毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬などの調剤と取扱いがで
きる。（技能）

⑤調剤録と薬歴簿の関係 ◎特別な注意を要する医薬品（抗悪性腫瘍薬など）の
取扱いを体験する。（技能 ）

①処方せんの保管状況 《計数・計量調剤の鑑査》
②検索可能な保管方法

P315⊿
◎調剤された医薬品に対して、鑑査の実務を体験す
る。（技能）

③期限後の処方せんの処理 《調剤録と処方せんの保管・管理》
①期限切れ医薬品廃棄の記録 ◎調剤録の法的規制について説明できる。

②医薬品試験結果の記録 ◎調剤録への記入事項について説明できる。

③その他薬局の管理に関する事項の記録 ◎調剤録の保管、管理の方法、期間などについて説明
できる。

P324
◎調剤後の処方せんへの記入事項について説明でき
る。

P325
◎処方せんの保管、管理の方法、期間などについて説
明できる。

Ⅳ　薬剤服用歴
（薬歴）管理

①薬歴簿の様式 《情報の入手と加工》
②記載事項と内容

P203
◎処方内容から得られる患者情報を的確に把握でき
る。（技能）

③患者ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞとﾁｪｯｸの記録
P204

◎薬歴簿から得られる患者情報を的確に把握できる。
（技能）

④課題の抽出と解決課程の記録

⑤処方と調剤設計の記録

⑥薬剤情報提供文書と貼付

⑦ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ薬歴と手書き薬歴

⑧調剤報酬の中の「薬剤服用歴管理指導料」と
の関連
⑨記載者の署名（または捺印）

①受付時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 《情報の提供》
②服薬中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ（追跡ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）

P210⊿
◎患者および医薬品に関連する情報の授受と共有の
重要性を感じとる。（態度）

③SOAP応用のｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

④服薬情報提供業務（処方医へのﾚﾎﾟｰﾄ）との
関連

⑤医薬品等安全性情報報告（厚生労働省）

①手書き薬歴簿の収納ｼｽﾃﾑ

②ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ薬歴のｼｽﾃﾑ

③保管期限と薬歴簿の廃棄等

Ⅴ　服薬指導

①口頭による服薬指導 《服薬指導の基礎》
②文書による服薬指導

P316⊿
◎適切な服薬指導を行うために、患者から集める情報
と伝える情報を予め把握できる。（知識・技能）

●　調剤録が調剤の点的記録であるに対して、薬歴は薬剤の患者適用の経時的記
録である。薬局業務の中心である薬歴管理の意義と実際について研修する。

●　服薬指導は薬剤の適正使用を目的として、薬剤師が患者に対して行う指導と助
言である。正にファーマシューティカルケアの中核を成す業務であることを研修す
る。

３　薬歴簿の管理 ○　薬歴簿はいつでも手早く検索で
きる状態に保管されていなければ
ならない。そのための薬歴簿の収
納管理について研修する。

１　与薬時　服薬指
導

○　服薬指導は、適時・適切・的確
に、温かい思いやりを持って行われ
ていることを研修する。

１　薬歴（患者情報
の収集・評価・記
録）の活用

○　薬歴管理の目的は、他科受診・
併剤併用・ﾉﾝｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・服薬難易
度・効果・副作用・相互作用などを
ﾁｪｯｸして、問題点を早期に発見して
解決することにある。一般用医薬品
との併用を含めて考え、薬歴管理
業務を通して、医薬品の「適正使
用」のあり方を研修する。

２　服薬ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ ○　服薬ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは、患者のﾉﾝｺﾝﾌﾟ
ﾗｲｱﾝｽの発見とその原因の究明及
び副作用の早期発見など、薬害防
止に欠かせない作業であることを
研修する。

９　処方せんの保
管管理

○　処方せんの保管は法的に義務
づけられている。調剤の最終業務と
しての処方せんの保管・管理業務
を研修する。

１０　その他
（薬局管理記録簿
等）
（業務日誌）

○　開設者と管理者が相互責務を
遂行するために薬局管理記録簿な
どがある。管理帳簿記載の意義を
学習する。

８　調剤録と処方
せん

○　薬剤師法において調剤済となっ
た処方せんを保存する場合は、調
剤録は省略できるが保険調剤の場
合は、健康保険関係記載事項の記
載を必要とすることを研修する。

P313⊿

P314⊿

６　調剤実務 ○　「調剤業務　ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ」　「実務
手順書」などを用い、薬局における
保険調剤の実際を研修する。 ③調剤（一包化、計量混合、水剤混和、軟膏剤

練合など）

P310⊿

７　調剤済み薬剤
の点検

○　調剤済み薬剤の点検は、調剤
の過誤防止のために薬剤師が責任
を持って行うことを研修する。

P311⊿

４－３　処方せん点
検
（調剤前点検）

○　記載された処方に対する点検
は薬学的な知識を基盤として、保険
調剤の見地から患者の安全性を最
優先にして行われることを理解す
る。
また、この時行われる薬剤師の調
剤設計のやり方を理解し、関連して
調剤報酬点数表による計算方法に
ついて研修する。

５　疑義照会 ○　疑義照会とは、薬剤師と医師が
医療の担い手として職能連携を効
果的に発揮する手段の一つであ
る。薬剤師法、療担、薬担等に義務
規定があることを知り、その実際を
研修する。

（２）　情報のアクセスと活用
● 医薬品の適正使用に必要な情報を提供できるようになるために、
薬局における医薬品情報管理業務に関する基本的知識、技能、態
度を修得する。

（３）　薬局調剤を実践する
●薬局調剤を適切に行うために、調剤、医薬品の適正な使用、リスク
マネージメントに関連する基本的知識、技能、態度を修得する。

P323

P306
◎薬歴簿を参照して処方内容の妥当性を判断できる。
（知識・技能）

◎処方せんが正しく記載されていることを確認できる。
（技能）

P307
◎疑義照会の行い方を身につける。（知識・態度）

◎疑義照会事例を通して、医療機関との連携、患者へ
の対応をシミュレートする。（技能・態度）

P308

P305⊿
◎処方せんに記載された処方薬の妥当性を、医薬品
名、分量、用法、用量、薬物相互作用などの知識に基
づいて判断できる。（知識・技能）
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研修項目 研修目標 研修の要点 LS 到達目標

実務研修指針

薬局実習一般目標：薬局の社会的役割と責任を理解し、地域医療
に参画できるようになるために、保険調剤、医薬品などの供給・管
理、情報提供、健康相談、医療機関や地域との関わりについての基
本的な知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　薬局実習

<保険薬局>

③処方せんからの服薬指導 ◎薬歴管理の意義と重要性を説明できる。

④添付文書からの服薬指導 ◎薬歴簿の記載事項を列挙し、記入できる。（知識・技
能）

⑤薬歴簿からの服薬指導 ◎薬歴簿の保管、管理の方法、期間などについて説明
できる。

⑥患者の理解度を確認
P318⊿

◎妊婦、小児、高齢者などへの服薬指導において、配
慮すべき事項を列挙できる。

①与薬後ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの目的
P319⊿

◎患者に使用上の説明が必要な眼軟膏、坐剤、吸入剤
などの取扱い方を説明できる。（技能）

②「会話」の中でのﾁｪｯｸと指導
P320⊿

◎自己注射が承認されている代表的な医薬品を調剤
し、その取扱い方を説明できる。

③電話ﾁｪｯｸのﾀｲﾐﾝｸﾞと予約 《服薬指導入門実習》
④服薬情報提供書作成 ◎指示通りに医薬品を使用するように適切な指導がで

きる。（技能）
⑤ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ直後の処方医への疑義照会と服薬
再指導

◎薬歴簿を活用した服薬指導ができる。（技能）

⑥医薬品等安全性情報報告（厚生労働省）との
関連

◎患者向けの説明文書を使用した服薬指導ができる。
（技能）

⑦薬歴簿への記入要領 ◎お薬手帳、健康手帳を使用した服薬指導ができる。
（技能）

①妊婦と薬剤の催奇性（疑義照会） 《服薬指導実践実習》
②保護者への服薬指導 ◎患者に共感的態度で接する。（態度）

③小児への対策（飲み過ぎなど） ◎患者との会話を通じて病態、服薬状況（コンプライア
ンス）、服薬上の問題点などを把握できる。（技能）

④高齢者への対策（飲んだこと忘れなど） ◎患者が必要とする情報を的確に把握し、適切に回答
できる。（技能・態度）

⑤薬剤の使用（難易度）性とその対処 ◎患者との会話を通じて使用薬の効き目、副作用に関
する情報を収集し、必要に応じて対処法を提案する。
（技能・態度）

⑥薬剤保管場所に関する注意

⑦関連疑義照会と薬歴への記載

Ⅵ　情報提供とDI
業務

①添付文書とDSU関連 《情報の入手と加工》
②ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾌｫｰﾑ・文献関連 ◎医薬品の基本的な情報源（厚生労働省、日本製薬工

業協会、製薬企業、日本薬剤師会、卸など）の種類と特
徴を正しく理解し、適切に選択できる。（知識・技能）

③各種雑誌・業界紙関連 ◎基本的な医薬品情報（警告、禁忌、効能、副作用、相
互作用など）を収集できる。（技能）

④ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ内蔵の情報ｿﾌﾄ関連

⑤ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ通信・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連

⑥上記情報のﾒﾝﾃﾅﾝｽについて

①医師への医薬品情報提供 《情報の提供》
②処方医への「服薬情報提供」

③処方医からの在宅患者情報

④守秘義務（刑法134条）について

①薬剤師法の義務規定

②「薬剤情報提供加算」の算定要件と文書によ
る情報提供
③「老人薬剤情報提供加算」の算定要件と健康
手帳（受給者証）への書き込みの実際
④「お薬手帳」・「薬識手帳」などによる情報提
供の実際
⑤薬歴簿への記録（ｺﾋﾟｰの貼付）

①報告制度の概要 《情報の入手と加工》
②報告書の書式とその内容

P205⊿
◎緊急安全性情報、不良品回収、製造中止などの緊急
情報の取扱い方法を説明できる。

③報告後の「情報提供施設」認定証と有効期間
P207⊿

◎医薬品・医療用具等安全性情報報告用紙に必要事
項を記載できる。（知識・技能）

Ⅶ　医薬品管理

①在庫管理と卸への発注
　（医療用医薬品と一般用医薬品について）

《薬局アイテムの管理と保存》

②卸からの配送品受取と保管 ◎医薬品の適正在庫とその意義を説明できる。

③分割販売（零売）について
（地域医薬品管理ｾﾝﾀｰ及び薬局間分割販売）

◎納入医薬品の検収を体験し、そのチェック項目（使用
期限、ロットなど）を列挙できる。

④返品、廃棄医薬品の処理

⑤保管と冷所、遮光、防湿

⑥在庫（備蓄）医薬品の試験・検査

①麻薬小売業者免許証について 《特別な配慮を要する医薬品》
②麻薬の発注と受取り方 ◎麻薬、向精神薬などの規制医薬品の取扱いについて

説明できる。
③麻薬帳簿について ◎毒物、劇物の取扱いについて説明できる。

④麻薬金庫について

⑤向精神薬の取り扱い方

⑥薬物乱用防止について
　(ﾀﾞﾒ!ｾﾞｯﾀｲ!運動、鎮咳剤なども含む）

①調剤報酬点数と在宅医療 《地域保健》
②医師や訪問看護師等との連携

P510
◎麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止運動における薬剤師
の役割について説明できる。

③主治医からの情報提供文書 《在宅医療》
④主治医への情報提供文書 ◎訪問薬剤管理指導業務について説明できる。

⑤訪問薬剤管理指導の体験（同行） ◎在宅医療における医療廃棄物の取り扱いについて説
明できる。

●　薬局における医薬品管理には、商品的管理と薬学的管理があり両者は共に薬
剤師の専権的業務対象となっている。ここでは、医薬品の発注から保管までの動的
管理と、規制医薬品など静的管理の実際を通して、薬局における薬品管理の特徴
について研修する。

●　患者への「薬剤情報提供」は、義務化された重要な薬剤師業務にある。また、処
方医への「服薬情報提供」も高点数で評価されている。これら双方向的情報提供義
務を通して、その重要性を理解しその実際を研修する。

４　医薬品等安全
性情報報告制度

○　医薬品や医療用具による、国
民の健康被害の再発防止策の意
義を実践的に研修する。

Ⅷ　在宅医療
（在宅患者訪問薬
剤管理指導）

○　在宅医療における薬局薬剤師
の役割について、臨場感を味わい
ながら、現場研修をする。
（訪問薬剤管理指導への同行や
　患者宅への薬剤配達の体験）

１　一般管理
（発注・受取・保管）

○　薬局における医薬品備蓄が医
療機関のそれと違う（受け身型であ
り、一般用医薬品も販売している）
ことを理解する。
また、薬局間における調剤用医薬
品の分割販売の意義についても学
習する。

２　規制医薬品 ○　麻薬・向精神薬等の取り扱い方
（保管場所・書類など）を学習する。

●　在宅医療は福祉を背景とした患者ニーズに、応えるものである。薬剤師が患者
の居宅において薬剤について管理・指導する業務が拡大している。寝たきり老人等
の介護の実践現場に触れて、新たな薬剤師職能を学習する。

１　在宅患者（寝た
きり老人）訪問薬
剤管理指導業務

２　医師（医療機
関）への情報提供

○　薬局から医師・医療機関への
医薬品情報提供の仕方と「服薬情
報提供」の意義と実際を研修する。

３　患者への薬剤
情報提供

○　患者への「薬剤情報提供」は、
口頭・文書（お薬手帳）・健康手帳
等を通して行われる実態を把握し、
薬剤師法との関連、調剤報酬点数
との関連、薬歴との関連などを研修
する。

１　医療・医薬品情
報の収集と評価

○　薬局業務に必要な情報の収
集・評価・整理・蓄積・検索法などの
実際を研修する。

P202⊿

（２）　情報のアクセスと活用
● 医薬品の適正使用に必要な情報を提供できるようになるために、
薬局における医薬品情報管理業務に関する基本的知識、技能、態
度を修得する。

２　与薬後　服薬指
導
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ時服薬
指導）

○　薬局は一元的に服薬管理が可
能な位置にあり、与薬後服薬ﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞが服薬指導上欠かせない業務
であることを研修する。

P321⊿

３　妊婦・小児・高
齢者への服薬指導

○　妊婦・小児・高齢者の服薬に関
しては、それぞれに留意すべきﾎﾟｲ
ﾝﾄがあることを理解し、その対策を
研修する。

P322⊿

（１）　薬局アイテムと管理
●薬局で取り扱うアイテム（品目）の医療、保健・衛生における役割を
理解し、それらの管理と保存に関する基本的知識と技能を修得す
る。

P317⊿

（５）　地域で活躍する薬剤師
●地域に密着した薬剤師として活躍できるようになるために、在宅医
療、地域医療、地域福祉、災害時医療、地域保健などに関する基本
的知識、技能、態度を修得する。

P104⊿ ◎薬局におけるアイテムの管理、配列の概要を把握し、
実務を体験する。（知識・技能）

P501

P105⊿ ◎法的な管理が義務付けられている医薬品（麻薬、向
精神薬、劇薬、毒薬，特定生物由来製剤など）を挙げ、
その保管方法を見学し、その意義について考察する。
（態度）

◎入手した情報を評価し、患者に対してわかりやすい言
葉、表現で適切に説明できる。（技能・態度）

P209
◎入手した患者情報を、必要に応じ、適正な手続きを経
て他の医療従事者に提供できる。（技能・態度）

P208
◎入手した情報を評価し、患者に対してわかりやすい言
葉、表現で適切に説明できる。（技能・態度）

P206⊿
◎問い合わせに対し、根拠に基づいた論理的な報告書
を作成できる。（知識・技能）
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実務研修指針

薬局実習一般目標：薬局の社会的役割と責任を理解し、地域医療
に参画できるようになるために、保険調剤、医薬品などの供給・管
理、情報提供、健康相談、医療機関や地域との関わりについての基
本的な知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　薬局実習

<保険薬局>

⑥麻薬処方せんとﾍﾟｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ
P502

◎薬剤師が在宅医療に関わることの意義を指導薬剤師
と話し合う。（態度）

⑦患者宅への薬剤配達

⑧介護保険法との関連

①主治医訪問（同行） 《地域医療・地域福祉》
②関係ｶﾝﾌｧﾚﾝｽへの参加

P503
◎病院薬剤師と薬局薬剤師の連携の重要性を説明で
きる。

③在宅介護支援ｾﾝﾀｰ等の見学
P504

◎当該地域における休日、夜間診療と薬剤師の役割を
説明できる。

④介護保険法（案）の理解
（介護保険法と薬局・薬剤師とのかかわりにつ
いて）

P505
◎当該地域での居宅介護、介護支援専門員などの医
療福祉活動の状況を把握できる。（知識・技能）

①特殊製剤（TPN、CAPDなど）とその調整法

②ﾍﾟｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙと麻薬管理

③介護用品と福祉機器

④在宅患者と住環境衛生

⑤介護者からの相談事項等

①一般用医薬品の相談販売 《一般用医薬品・医療用具・健康食品》
②使用上の注意と薬剤師責任

P404
◎セルフメディケーションのための一般用医薬品、医療
用具、健康食品などを適切に選択・供給できる。（技能）

③一般用医薬品の情報提供

④陳列・値札付け・POP書き

⑤品切れ・期限切れ品調査 《カウンター実習》
⑥一般用医薬品と医療用医薬品との相互作用 健康管理実習：

⑦最近のｽｲｯﾁＯＴＣ薬情報

⑧OTC指定薬について

⑨ｸﾚｰﾑ処理と医薬品等安全性情報報告書と
の関連

◎セルフメディケーションのための一般用医薬品・医療
用具などを適切に選択・供給できる。（技能）

⑩要注意医薬品（液体鎮咳剤・鎮痛剤・ｽﾃﾛｲﾄﾞ
外用剤など）

◎医師への受診勧告を適切に行うことができる。（技
能・態度）

⑪毒・劇薬販売時の記帳義務 ◎患者・顧客からモニタリングによって得た副作用およ
び相互作用情報への対応策について説明できる。

①尿蛋白・糖試験紙、妊娠判定薬の使用法と
結果への対処

②毒物劇物販売時の記帳義務 《地域保健》
③各種消毒薬の使い方

P513
◎生活環境における消毒の概念について説明できる。

④局方品（ﾎﾟﾝﾄﾞ瓶）の用途

⑤殺虫殺鼠剤等の使用上の注意

⑥各種試薬の取り扱い上の注意

①漢方理論の概要
　（三陽三陰・虚実・気血水）
②望・問・切診の特長と違い

③代表的処方の解説

④医療用漢方薬と一般用漢方薬

⑤煎・散・丸・ｴｷｽ剤の違い

⑥薬局製剤としての漢方薬

⑦漢方薬と民間薬の区別

⑧生薬の選品と保管管理法

⑨薬価基準収載の漢方薬・生薬と院外処方せ
んの関連
①代表的民間薬の目的

②汎用されている剤形

①薬局製造業の許可
　薬局製剤の品目と添付文書

《薬局製剤》

②製造と販売の実際 P102 ◎代表的な薬局製剤・漢方製剤について概説できる。

③製造記録の記帳義務 P103 ◎代表的な薬局製剤・漢方製剤を調製できる。

④ＰＬ法と薬剤師賠償責任保険

⑤販売後のモニタリング

①薬局構造設備基準

②官能試験と簡単な局方試験

③委託試験による医薬品試験

④試験結果を管理帳簿へ記載

XII　その他 《薬局アイテムの流れ》

①医薬部外品 ◎薬局で取り扱うアイテムが医療の中で果たす役割に
ついて説明できる。

②計量器（体温計、血圧計等） ◎薬局で取り扱うアイテムの保健・衛生、生活の質の向
上に果たす役割を説明できる。

③いわゆる健康食品

④介護用品（福祉機器）

２　民間薬 ○　現在、汎用されている民間薬と
その剤形などについて学習する。

１　漢方薬 ○　漢方理論の概要と、代表的な
漢方処方の適用について理解す
る。また、その構成要素である生薬
各々の薬理学的効果を学習する。

●　漢方薬は、高齢化社会ではそのニーズをますます広げる傾向にある。陰陽・虚
実等の漢方独特の考え方を認識するのと同時にそれに対応する漢方薬の特異性を
理解する。また、漢方の処方を構成する生薬一つひとつの働きを知ることにより、そ
の集合体である漢方処方の適用目的を学習する。
民間薬については、茶剤として広く用いられており、日本の伝統薬が今日でも生かさ
れている現実を知って、薬剤師としての視野を広げる。

○　一般用検査薬・家庭用消毒薬・
毒物・劇物等の取り扱いとその留意
点を学習する。

１　一般用医薬品
の管理・相談・販売

○　薬局店頭に立ち、接客を通して
顧客と対話のある相談販売を体験
する。このことから、顧客（患者）と
のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが重要であることを
研修する。

１　その他の薬局
取り扱い品

○　薬局において、一般的に取り扱
われている医薬品以外の品目につ
いて、総合的に学習する。

●　薬局薬剤師が行うファーマシューティカルケアでは、個々の患者を対象としてい
るだけではなく、地域社会にまでその対象が広がっていることを理解する。

２　医薬品試験 ○　薬局が行う医薬品の品質管理
を理解し、薬の専門家としての責任
の重さを学習する。

１　薬局製剤の製
造と販売

２　医師・看護師等
との連携

○　医師・看護師・保健師・ヘル
パーなどとの交流から薬局薬剤師
が地域医療の一員であることを研
修する。

３　在宅患者の薬
歴管理業務

○　在宅患者の調剤や薬歴管理を
通し薬剤師が在宅医療へ取り組む
ための課題を学習する。

○　薬局製造業の意義と実際を体
験することによって、薬剤師の職能
の広さを知る。
また、その製品が販売される様子
から薬剤師の使命と責任を認識す
る。

Ⅸ　一般用医薬品

２　一般用検査薬・
消毒薬等

●　一般用医薬品（大衆薬・ＯＴＣ薬）販売は処方せん調剤と並び、薬局における重
要な業務の一つに挙げることができる。このことによって薬局は、はじめて地域にお
ける総合的な医薬品供給者としての役割と責任を果たしている。ここでは、薬局薬剤
師がメディカルケア領域における処方せん調剤だけではなく、セルフケア領域におけ
る専門的アドバイザーとしてファーマシューティカルケアを実践していることを研修す
る。

XI　薬局製剤・医薬
品試験

●　薬局製剤は、許可を受けた薬局だけが独占的に製造することが出来る医薬品
である。薬局製剤はわが国における「売薬製造」の伝統を受け継ぎ、「薬局の調剤室
における製剤」として、法的に位置づけられたものであり調剤や医薬品販売と並んで
薬局の重要な業務となっている。
　また、薬局製剤の品質管理を通して薬局における医薬品品質検査試験の意義と
実際について研修する。

Ⅹ　漢方薬と民間
薬

（４）　薬局カウンターで学ぶ
●地域社会での健康管理における薬局と薬剤師の役割を理解する
ために、薬局カウンターでの患者、顧客の接遇に関する基本的知
識、技能、態度を修得する。

（５）　地域で活躍する薬剤師
●地域に密着した薬剤師として活躍できるようになるために、在宅医
療、地域医療、地域福祉、災害時医療、地域保健などに関する基本
的知識、技能、態度を修得する。

P407

◎疾病の予防および健康管理についてアドバイスでき
る。（技能・態度）

◎顧客からモニタリングによって得た副作用および相互
作用情報への対応策について説明できる。P405

P101
◎薬局アイテムの流通機構に係わる人達の仕事を見学
し、薬剤師業務と関連づけて説明できる。

（１）　薬局アイテムと管理
●薬局で取り扱うアイテム（品目）の医療、保健・衛生における役割を
理解し、それらの管理と保存に関する基本的知識と技能を修得す
る。

4 / 5 



漢方
薬
調剤

薬局
製剤

在宅
管理
指導

研修項目 研修目標 研修の要点 LS 到達目標

実務研修指針

薬局実習一般目標：薬局の社会的役割と責任を理解し、地域医療
に参画できるようになるために、保険調剤、医薬品などの供給・管
理、情報提供、健康相談、医療機関や地域との関わりについての基
本的な知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　薬局実習

<保険薬局>

⑤殺虫剤・農薬

⑥化粧品・雑貨など

①学校薬剤師の必置制度
　（学校三師の一員）

②学校環境衛生検査の意義
　（担当校職員として委嘱）

《地域保健》

③学校での薬剤師業務の補助体験 P508 ◎学校薬剤師の職務を見聞し、その役割を説明でき
る

P509
◎地域住民に対する医薬品の適正使用の啓発活動に
おける薬剤師の役割を説明できる。

①制度の概要と目的 ◎日用品に係る薬剤師の役割について説明できる。

②都道府県薬剤師会の認定と更新（認定基準） ◎日用品に含まれる化学物質の危険性を列挙し、わか
りやすく説明できる。

③指定講習会出席義務
P512

◎誤飲、誤食による中毒および食中毒に対して適切な
アドバイスできる。（知識・技能）

④基準薬局の看板 P513 ◎生活環境における消毒の概念について説明できる。

⑤基準薬局のマーク
P514

◎話題性のある薬物および健康問題について、科学的
にわかりやすく説明できる。

《災害時医療と薬剤師》

P506
◎緊急災害時における、当該薬局および薬剤師の役割
について説明できる。

P507
◎緊急災害時における、当該薬局および薬剤師の役割
について説明できる。

《地域対応実習》
◎日用品に含まれる化学物質の危険性を列挙し、わか
りやすく説明できる。
◎誤飲、誤食による中毒および食中毒に対して適切な
アドバイスができる。（知識・技能）
◎生活環境における消毒の概念について説明できる。

◎話題性のある薬物および健康問題について、科学的
にわかりやすく説明できる。

《安全対策》

P328⊿
◎代表的な医療事故訴訟あるいは調剤過誤事例につ
いて調査し、その原因について指導薬剤師と話し合う。
（知識・態度）

◎調剤中に過誤が起こりやすいポイントについて討議
する。（態度）
◎過誤が生じたときの対応策を討議する。（態度）

P333⊿
◎インシデント、アクシデント報告の記載方法を説明で
きる。

３　基準薬局制度
　（日本薬剤師会）

○　日本薬剤師会制定「基準薬局
制度」についてその目的と現況を学
習する。

２　学校薬剤師 ○　学校薬剤師が薬剤師の社会的
活動の実践行動であることを体験
的に研修する。

P332⊿

◎名称あるいは外観が類似した代表的な医薬品を列挙
できる。

P330⊿
◎特にリスクの高い代表的な医薬品（抗悪性腫瘍薬、
抗糖尿病薬など）を列挙できる。

P331⊿
◎調剤過誤を防止するために、実際に工夫されている
事項を列挙できる。

P329⊿

（３）　薬局調剤を実践する
●薬局調剤を適切に行うために、調剤、医薬品の適正な使用、リスク
マネージメントに関連する基本的知識、技能、態度を修得する。

P511

P515

（５）　地域で活躍する薬剤師
●地域に密着した薬剤師として活躍できるようになるために、在宅医
療、地域医療、地域福祉、災害時医療、地域保健などに関する基本
的知識、技能、態度を修得する。
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