
<病院薬局> 病棟
業務 治験

医薬
品
情報

救急
医療

注射・
栄養
管理

研修項目 研修目標 研修の要点 LS 到達目標

①研修生としての立場の理解 ◎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）

②病院薬剤部研修の意義 ◎患者にとって薬に関する窓口である薬剤師の果た
すべき役割を討議し、その重要性を感じとる。（態度）

③医療人としての心構え、医療の倫
理

◎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討議する。（態度）

④薬剤部業務と人間関係 ◎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）

⑤薬剤師としての守秘義務

⑥社会人としての一般常識

　ａ電話応対

　ｂメモの残し方

　ｃ他人への連絡方法

　ｄ字の書き方等

⑦健康管理

①患者心理

②窓口業務の重要性

③言葉遣いと話し方

④服装身だしなみ等

①病院の組織と各部門の機能

《病院調剤業務の全体の流れ》
◎患者の診療過程に同行し、その体験を通して診療
システムを概説できる。

◎病院内での患者情報の流れを図式化できる。

◎病院に所属する医療スタッフの職種名を列挙し、そ
の業務内容を相互に関連づけて説明できる。

④病院内他部門との連携及び人間
関係

◎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。

①薬剤部門の組織、機構の理解 ◎医療の担い手が守るべき倫理規範を遵守する。

②薬剤部門の業務 ◎職務上知り得た情報について守秘義務を守る。

　ａ調剤業務 ◎薬剤部門を構成する各セクションの業務を体験し、
その内容を相互に関連づけて説明できる。

　ｂ製剤業務

　ｃ医薬品管理業務

　ｄ医薬品情報業務

　ｅ病棟業務

　ｆ医薬品試験、研究等

③薬剤部門の施設と設備

①過誤の種類と原因 《安全対策》
◎リスクマネージメントにおいて薬剤師が果たしている
役割を説明できる。

②過去における実例 ◎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。

③処方せんの内容の確認の意味 ◎商品名の綴り、発音あるいは外観が類似した代表
的な医薬品を列挙できる。

④過誤防止対策 ◎医薬品に関わる過失あるいは過誤について、適切
な対処法を討議する。（態度）

⑤過誤発生に対する処置と責任 ◎インシデント、アクシデント報告の実例や、現場での
体験をもとに、リスクマネージメントについて討議す
る。（態度）

○リスクマネージメント全般について学
ぶ。

◎職務上の過失、過誤を未然に防ぐための方策を提
案できる。（態度）
◎実習中に生じた諸問題（調剤ミス、過誤、事故、ク
レームなど）を、当該機関で用いられるフォーマットに
正しく記入できる。（技能）

○チーム医療の意味と薬剤師の役割
を理解する。

①チーム医療

②コミュニケーションのとり方 《医療チームへの参加》
③患者背景の理解

④インフォームドコンセント

⑤ＱＯＬの理解

①医療法、薬事法、薬剤師法、健康
保険法等
②診療報酬関連法規

③医療保険制度、介護保険制度

④薬剤師業務と診療報酬

①薬事委員会

②診療報酬委員会

③治験審査委員会

④院内感染防止委員会

⑤薬剤使用評価委員会（ＤＵＥ）等

○調剤過誤の発生原因と分析、過誤
防止対策及び患者対応等について学
習する。

(６)　医療人としての薬剤師
●常に患者の存在を念頭におき、倫理観を持ち、かつ責任感のあ
る薬剤師となるために、医療の担い手としてふさわしい態度を修得
する。

H102

②病院組織における薬剤部門の役
割と位置づけ

◎医療の担い手が守るべき倫理規範を遵守する。（態
度）

◎職務上知り得た情報について守秘義務を守る。（態
度）

◎処方せん（外来、入院患者を含む）の受付から患者
への医薬品交付、服薬指導に至るまでの流れを概説
できる。

③薬剤部門が関与する各種委員会
の病院内での役割

５  業務上
の過誤防
止

H127⊿

６  医療
チームの一
員としての
患者への
対応

H126⊿

(４)　ベッドサイドで学ぶ
●入院患者に有効性と安全性の高い薬物治療を提供するために、
薬剤師病棟業務の基本的知識、技能、態度を修得する。

４  薬剤部
門の組織・
機能と業務

○薬剤部門の組織・機能及び薬剤業
務の概要を学ぶ。

●処方監査の内容、各種薬剤調製法の根拠を理解し、技術を研修する。患
者の薬歴作成及び服薬指導業務への関与（守秘義務を含む）を通じて、そ
のあり方を学び、医薬品の適正使用における薬剤師の役割を学習する。

７ 医療・保
険診療関
連法規

○医療関連法規並びに医療保険制
度を学習する。

Ⅱ 調剤業
務（服薬指
導・薬歴管
理を含む）

８ 院内各
種委員会
活動

○どのような委員会があり、それに薬
剤師がどういう立場で参加している
か、その役割を学ぶ。

３  病院に
おける薬剤
部門の役
割と位置づ
け

○病院組織における薬剤部門の役割
と位置づけ及び薬剤師の役割ついて
理解する。

実務研修指針

Ⅰ オリエン
テーション

１  研修生
の心構え

○医療従事者としての倫理、心得を
学ぶ。また、医療を取り巻く環境につ
いて理解し、患者の人権保護、イン
フォームドコンセント、患者の自己決
定権等についても学ぶ。

２  患者心
理と接遇

○患者心理について学ぶ。

●医療における病院薬剤師の「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自覚し、病院における薬剤部門の位置付け、機能、
役割を理解し、病・診・保険薬局の連携のあり方を学習する。

病院実習一般目標：病院薬剤師の業務と責任を理解し、チーム
医療に参画できるようになるために、調剤および製剤、服薬指導
などの薬剤師業務に関する基本的知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　病院実習

H101

(１)　病院調剤を実践する
●病院において調剤を通して患者に最善の医療を提供するため
に、調剤、医薬品の適正な使用ならびに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。

(１)　病院調剤を実践する
●病院において調剤を通して患者に最善の医療を提供するため
に、調剤、医薬品の適正な使用ならびに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。

H402

◎医療スタッフが日常使っている専門用語を適切に使
用できる。（技能）
◎病棟において医療チームの一員として他の医療ス
タッフとコミュニケートする。（技能・態度）

◎病院薬剤師と薬局薬剤師の連携の重要性を説明で
きる。

H601
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<病院薬局> 病棟
業務 治験

医薬
品
情報

救急
医療
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栄養
管理

研修項目 研修目標 研修の要点 LS 到達目標
実務研修指針

病院実習一般目標：病院薬剤師の業務と責任を理解し、チーム
医療に参画できるようになるために、調剤および製剤、服薬指導
などの薬剤師業務に関する基本的知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　病院実習

①処方せん記載事項の確認 《計数・計量調剤》
②相互作用の有無

H103
◎処方せん（麻薬、注射剤を含む）の形式、種類およ
び記載事項について説明できる。

③重複投与の有無 ◎処方せんの記載事項（医薬品名、分量、用法・用量
など）が整っているか確認できる。

④配合禁忌の有無 ◎代表的な処方せんについて、処方内容が適正であ
るか判断できる。

⑤投与回数

⑥投与量

⑦投与方法

①疑義照会の方法と注意点

②処方変更の処理

③照会結果の記録

①薬袋作成

②注意事項等の記載

①調剤の流れ ◎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）

②錠剤 ◎錠剤、カプセル剤の計数調剤ができる。（技能）

③粉末・造粒散剤 ◎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。

④内用液剤 ◎代表的な医薬品の剤形を列挙できる。

⑤外用剤 ◎代表的な医薬品を色・形、識別コードから識別でき
る。（技能）

⑥麻薬調剤の留意点 ◎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。

⑦治験薬調剤の留意点 ◎代表的な医薬品の商品名と一般名を対比できる。

⑧調剤室の環境衛生 ◎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。

⑨調剤用具の清潔保持と整理整頓
H108⊿

◎毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬などの調剤ができる。
（技能）

①調剤薬と処方せんとの照合
H109⊿

◎一回量(一包化）調剤の必要性を判断し、実施でき
る。（知識・技能）

②自己監査と他者監査 ◎散剤、液剤などの計量調剤ができる。（技能）

③監査のポイントと留意点 ◎調剤機器（秤量器、分包機など）の基本的な取扱い
ができる。（技能）

①番号表示機、引換券等的確に交
付する方法

◎細胞毒性のある医薬品の調剤について説明でき
る。

②患者接遇法 ◎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）

H112⊿
◎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）

①患者情報の収集方法、カウンセリ
ング 《服薬指導》

②患者情報の評価・活用方法

③収集項目

①服薬指導の必要性

②薬剤師法改正の意義

③服薬指導の項目

④入院患者への服薬指導（→病棟
業務）
⑤外来患者への服薬指導 ◎お薬受け渡し窓口において、薬剤の服用方法、保

管方法および使用上の注意について適切に説明でき
る。

⑥服薬指導の注意点 ◎期待する効果が充分に現れていないか、あるいは
副作用が疑われる場合のお薬受け渡し窓口における
適切な対処法について提案する。（知識・態度）

①薬歴の作成

②記載事項と内容

③薬歴の保管管理

①調剤機器の使用方法

②調剤機器の保守点検

③処方せんの保管

Ⅲ 製剤業
務

①院内製剤とは 《院内で調製する製剤》
②院内製剤とＰＬ法

①ＧＭＰと院内製剤

②混合法

③濾過法

④滅菌法

⑤無菌操作法

⑥設備・機器

⑦その他

①散剤の調製と留意点

②内用・外用液剤の調製と留意点

③軟膏剤の調製と留意点

④坐剤・膣剤の調製と留意点

⑤点眼剤の調製と留意点

⑥注射剤の調製と留意点

①密封試験

②不溶性異物試験

③不溶性微粒子試験

④無菌試験

⑤発熱性物質試験

●病院における院内製剤の必要性を学習する。実際に院内製剤を調製し、
製剤の調製技術とその考え方を研修する。

H105⊿

◎適切な疑義照会の実務を体験する。

H114⊿

４    製剤
検査・試験

○製剤の検査・試験の実際について
研修する。

３ 調製法 ○各剤形の一般的調製法について研
修し、実際に調製し理解する。

２ 製剤の
基礎

○製剤及び調製法の基本的事項、製
剤環境等を研修する。

10その他 ○分割包装機、天秤、混和器等の調
剤機器の保守点検法を研修する。
　処方せん保管方法を研修する。

１ 院内製
剤の意義・
特殊性

○院内製剤の重要性及び特殊製剤
が治療上不可欠であることを理解し、
院内製剤の法的問題なども学習す
る

H110⊿

２ 疑義照
会

○実際の疑義照会の手順、処方変更
の処理及び照会結果の記録方法に
ついて研修する。
　疑義照会事項の具体例について学
習する。

９ 薬歴管
理

○薬歴管理の重要性の理解及び薬
歴作成方法を研修する。

H111⊿

４ 薬剤調
製

○基本的調剤技術を研修する。
　剤形の違いによる調剤の注意点等
を把握する。

５ 調剤薬
の監査

○調剤薬監査の重要性と責任の重さ
を研修する。

◎薬袋，薬札に記載すべき事項を列挙し、記入でき
る。

H107⊿

３ 薬袋作
成

○薬袋、薬札等の適切な記載方法を
研修する。 H106⊿

１ 処方せ
ん点検

○処方意図の確認、処方監査の項目
及び内容について研修する。

６ 調剤薬
交付の方
法

○的確な交付方法と患者接遇法を研
修する。

７ 患者情
報の把握

○患者情報の収集方法について研修
する。

８ 服薬指
導

○服薬指導のあり方を学び、実際的
な指導方法を研修する。
　お薬手帖、健康手帖の活用法につ
いても学ぶ。

H104⊿
◎薬歴に基づき、処方内容が適正であるか判断でき
る。

H115⊿
◎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。

H116⊿
◎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。

(５) 　薬剤を造る・調べる
●患者個々の状況に応じた適切な剤形の医薬品を提供するため、
院内製剤の必要性を認識し、院内製剤の調製ならびにそれらの試
験に必要とされる基本的知識、技能、態度を修得する。

◎院内製剤の必要性を理解し、以下に例示する製剤
のいずれかを調製できる。（軟膏、坐剤、散剤、液状製
剤（消毒薬を含む）など）（技能）

◎無菌製剤の必要性を理解し、以下に例示する製剤
のいずれかを調製できる。（点眼液、注射液など）（技
能）

H501

H502

◎患者向けの説明文書の必要性を理解して、作成、
交付できる。（知識・技能）

H117⊿

H113⊿
◎調剤された医薬品に対して、鑑査の実務を体験す
る。（技能）
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<病院薬局> 病棟
業務 治験

医薬
品
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栄養
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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

病院実習一般目標：病院薬剤師の業務と責任を理解し、チーム
医療に参画できるようになるために、調剤および製剤、服薬指導
などの薬剤師業務に関する基本的知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　病院実習

Ⅳ 注射剤
供給業務

①注射剤の特徴 《注射剤調剤》
②薬学的管理の必要性 H118 ◎注射剤調剤の流れを概説できる。

③投与方法と手技

④投与速度
⑤投与量と保険適応量 ◎代表的な注射剤処方せんについて、処方内容が適

正であるか判断できる。（技能）
⑥配合変化と溶解後の安定性 H120 ◎適切な疑義照会の実務を体験する。（技能）

⑦微生物・異物汚染の防止
H121

◎処方せんの記載に従って正しく注射剤の取りそろえ
ができる。（知識・技能）

①注射剤供給方法とその利点、欠
点

◎注射剤（高カロリー栄養輸液など）の混合操作を実
施できる。（技能）

②個人別セット ◎注射剤の配合変化に関して実施されている回避方
法を列挙できる。

③注射剤供給における薬剤師の役
割

H123
◎毒薬・劇薬、麻薬、向精神薬などの注射剤の調剤と
適切な取扱いができる。（技能）

①注射処方せんの形式と法的規制
記載事項の確認

◎細胞毒性のある注射剤の調剤について説明でき
る。

②投与方法と手技 ◎特別な注意を要する注射剤（抗悪性腫瘍薬など）の
取扱いを体験する。（技能）

③投与速度
H125

◎調剤された注射剤に対して、正しい鑑査の実務を体
験する。（技能）

④投与時間

⑤溶解後の安定性と配合変化

①セットの仕方

②ラベルの貼付

③セット薬品の監査

④麻薬及び向精神薬の取り扱い

⑤搬送器具と方法

①薬剤師による注射剤混合業務の
意義と問題点
②混合環境

③混合方法

④細胞毒性を有する注射液混合時
の注意
①注射剤配合変化の要因とその実
例

②配合変化一覧表と配合変化を起
こしやすい薬品
③配合変化検索システム

④粉末注射剤溶解後の安定性

７  輸液類
等の理解

○各診療科で共通して使用される輸
液、ビタミン剤等の種類と使い分けな
どを学習する。

①糖質輸液

②アミノ酸輸液

③脂肪乳剤

④電解質輸液

⑤補充用電解質

⑥高カロリー輸液

①ビタミンＢ群

②その他のビタミン

③総合ビタミン剤

①作用機序

②併用療法

①ＴＰＮの施行目的、投与経路

②組成

③安定性

④無菌製剤処理加算

⑤電解質濃度、浸透圧、ＮＰＣ／Ｎ

⑥合併症（乳酸アシドーシス等）

⑦栄養アセスメント

⑧ＨＰＮ

⑨無菌調製時の注意事項

⑩調製設備と器具

Ⅴ 薬品管
理業務

①医薬品使用と医薬品管理 《医薬品の管理・供給・保存》
②医薬品使用量統計

H201⊿

◎医薬品管理の流れを概説できる。
◎医薬品の適正在庫の意義を説明できる。
◎納品から使用までの医薬品の動きに係わる人達の
仕事を見学し、薬剤師業務と関連づけて説明できる。

③品質管理の重要性
H202

◎医薬品の品質に影響を与える因子と保存条件を説
明できる。

①品目毎の月別購入実績 ◎納入医薬品の検収を体験し、そのチェック項目を列
挙できる。

②デッドストック薬 ◎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。

③院内の在庫チェック

H204

◎院内における医薬品の供給方法について説明でき
る。
◎請求のあった医薬品を取り揃えることができる。（技
能）

●注射剤が実際に投与されている現場を見学し、投与経路を学習し、注射
剤の薬学的管理の必要性について研修する。

●病院薬局で取り扱う医薬品は、内服薬、外用薬、注射剤、消毒剤、麻酔
薬、造影剤等様々である。また、検査用試薬、酸素等の医療用ガスなどのな
じみのないものを扱う場合も少なくない。これら医薬品の管理（購入、在庫、
供給、消費、品質、安全性のすべて）について研修する。あわせて、医薬品
管理は経済的側面も配慮しなければならないことを研修する。

(２) 　医薬品を動かす・確保する
●医薬品を正確かつ円滑に供給し、その品質を確保するために、
医薬品の管理、供給、保存に必要な基本的知識、技能、態度を修
得する。

H119

◎注射処方せんの記載事項（医薬品名、分量、用法・
用量など）が整っているか確認できる。（技能）

２ 在庫医
薬品の管
理とコン
ピュータの
利用

○効率の良い医薬品管理について研
修する。

１ 医薬品
管理業務
の意義

○医薬品の特殊性を理解した管理方
法を研修する。

H203⊿

８ ＴＰＮ業
務
　Ａ．概要
　Ｂ．調製
法

○高カロリー輸液法の基礎を研修し、
薬剤師がＴＰＮに係わる意義を考え
る。
実際に無菌環境でＴＰＮの調製法を
研修する。

４ 個人別
セット

Ａ．輸液の種類と用途を学習する。

Ｂ．ビタミン剤の種類と必要性を学習
する。

Ｃ．抗がん剤の種類と特徴について学
習する。

６ 配合変
化

○注射剤の調剤方法を研修する。

５ 注射剤
の混合

○薬剤師が混合することの意義及び
現状について研修する。
　混合方法について研修する。

○配合変化の主な要因について研修
する。
　配合変化一覧表または配合変化検
索システムの理解。
　粉末注射剤の溶解後の安定性の実
例について学習する。

１ 注射剤
の基礎知
識

○注射剤の性質、特徴と注射剤管理
の重要性を理解し、注射剤の投与経
路と手技、投与方法を研修し、適正な
使用法を理解する。

２ 注射剤
の供給業
務 H122

H124

３ 注射処
方せんの
点検チェッ
ク

○注射処方せんの内容点検の必要
性、薬学的チェックについて理解す
る。
注射処方せんの内容を実際に点検す
る。

○定数配置、一本渡し等、注射剤の
供給方法について研修する。

(１)　病院調剤を実践する
●病院において調剤を通して患者に最善の医療を提供するため
に、調剤、医薬品の適正な使用ならびに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。
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<病院薬局> 病棟
業務 治験

医薬
品
情報

救急
医療

注射・
栄養
管理

研修項目 研修目標 研修の要点 LS 到達目標
実務研修指針

病院実習一般目標：病院薬剤師の業務と責任を理解し、チーム
医療に参画できるようになるために、調剤および製剤、服薬指導
などの薬剤師業務に関する基本的知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　病院実習

①包装単位の検討 《医薬品の採用・使用中止》
②卸への発注

③検収業務

④使用期限のチェック

⑤配置薬の設定と定数化

⑥緊急時の対応

①医薬品毎の保管条件

②病棟、外来での保管状態のチェッ
ク
③返品、廃棄薬品の処理

５ 地域医
療への協
力など

○災害時対策など、緊急用の備蓄薬
について学習する。

①備蓄薬の種類と管理方法

①麻薬管理者の業務 《特別な配慮を要する医薬品》
②麻薬の保管

③麻薬の発注先

④麻薬帳簿

⑤事故時の処理の仕方

①輸血用血液製剤の管理

②血漿分画製剤の管理

③保管条件

④交叉試験

８ 危険物
取扱い

○危険物取扱いに必要な構造設備等
について学習する。

①薬事関係法規と消防法
（エタノール等）

９ 放射性
医薬品管
理

Ⅵ 医薬品
情報管理
業務
（ＤＩ業務）

①情報源の収集とその特徴、保管に
ついて 《情報の入手・評価・加工》
　a．添付文書

H302⊿
◎医薬品の基本的な情報を、文献、MR（医薬情報担
当者）などの様々な情報源から収集できる。（技能）

　b．インタビューフォーム
H303

◎DIニュースなどを作成するために、医薬品情報の評
価、加工を体験する。（技能）

　c．製薬企業から提供されるa b以
外の情報

H304⊿
◎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）

　d． その他厚生省から発信される
情報やメディア情報等 《病院での医薬品情報》
　e．各種雑誌・業界紙など ◎医薬品情報源のなかで、当該病院で使用しているも

のの種類と特徴を説明できる。
　f．書籍類 ◎院内への医薬品情報提供の手段、方法を概説でき

る。

　g．コンピュータを利用した情報
　（海外情報の収集を含む）

◎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について説明できる。

②各情報源のメンテナンス ◎患者、医療スタッフへの情報提供における留意点を
列挙できる。

①院内医師・看護師への情報提供 《情報提供》
②院内・院外薬剤師への情報提供

③印刷物による情報提供

④医薬品鑑別

⑤質疑応答の分類・評価・記録

　質問内容の分析

　情報検索・調査

　情報提供・回答

　質疑応答の記録・管理

　提供した情報に対する評価

①薬事委員会関連業務

②副作用情報収集体制における病
院内での役割
③副作用モニター制度への協力

④薬学生や研修医などに対する教
育とガイダンス
⑤地域薬局との連携

⑥その他

Ⅶ 病棟業
務

①各病棟での１週間、１日の業務の
流れと薬剤師の関わり 《病棟業務の概説》
②医師、看護師との連携方法

③医師、看護師とのコミュニケーショ

④カンファレンスへの参加

①主要疾患とその治療法 ◎薬剤師の業務内容について、正確に記録をとり、報
告することの目的を説明できる。

②主要薬剤 ◎病棟における薬剤の管理と取扱いを体験する。（知
識・技能・態度）

○ＤＩ業務には情報の管理や伝達以
外にも様々な業務があることを学び、
その内容や必要性を認識する。

●医薬品情報は全ての薬剤師業務において、必要不可欠である。医薬品
情報を管理するＤＩ業務は薬剤管理指導業務をはじめとする薬局内各セク
ションの業務を支援するとともに、病院内において医師、看護師をはじめと
する医療従事者に情報提供することにより、患者にとり最適の薬物治療がな
されること、すなわち医薬品の適正使用に大きく寄与する重要な業務であ
る。そのＤＩ業務全般について研修し、基本的技術を学習する。

３ その他の
ＤＩ業務

H206

２ 疾患群、
患者層の
分析

○病棟毎に主な疾患、患者層を把握
する。
　主な疾患の大まかな治療方法を学
習する。

１ コミュニ
ケーション：
チーム医療
の必要性

○病棟における医師、薬剤師、看護
師の役割分担と連携を学ぶ。
　他の医療スタッフとのコミュニケー
ション法を学ぶ。

１ 医薬品
情報の管
理、収集、
評価、整
理、保管

○医薬品情報とは何か？を理解し、
臨床に必要かつ役立つ情報を提供す
るには、どのような情報源があるかを
学ぶ。さらに、情報の利用のためのＤＩ
業務におけるドキュメンテーション方
法を研修する。
　医薬品情報の分類とその特徴を理
解する。
　情報源の収集方法を学ぶ。
　情報の分類・整理方法を研修する。
　情報の評価方法とそのポイントを研
修する。
　コンピュータを活用した情報の収
集、整理等を研修する。

●病院薬剤師の業務は従来の外来調剤中心から入院患者を対象とした薬
剤師業務へ、医薬品供給業務から医薬品の適正使用をキーワードとしたソ
フト業務へと大きく転換している。従って、病院薬剤部も病棟業務に重点を
置くシステムにしなければならない。その中で病院薬剤師に求められる役割
を認識し、病棟業務の基本を学習する。

２ 医薬品
情報の提
供・伝達

○ＤＩ業務としての医薬品情報提供の
あり方を学び、提供する情報に対して
は責任が伴うことを研修する。
　能動的情報提供（①～③等）方法と
そのポイントを学ぶ。
　受動的情報提供（④⑤等）方法と注
意点等を学ぶ。

６ 麻薬・向
精神薬等
管理

○品目毎の購入数・払い出し数・在庫
数等の帳簿への記載、その他麻薬管
理者の業務、麻薬管理全般について
研修する。

７    血液
製剤の管
理

○「血液製剤に関する記録の保管・管
理」の通知に基づき、血液製剤の受払
いに際して使用患者名、ロット№等の
記録の仕方について研修する。

４ 品質管
理

○品質管理の重要性を学習する。
　病棟、診療各科での品質管理の実
際を研修する。必要に応じて、医療従
事者（看護師等）への医薬品の適切な
管理方法の指導の在り方について研
修する。

３ 医薬品
の購入と院
内流通

○採用薬の使用量の予測と、在庫量
による発注点の設定の仕方を研修す
る。
　納入薬の検収業務、在庫管理につ
いて研修する。
　各部門への供給・管理について研
修する。

◎医薬品の採用と使用中止の手続きを説明できる。

◎代表的な同種・同効薬を列挙できる。

◎患者のニーズに合った情報の収集、加工および提
供を体験する。（技能・態度）

(４) 　ベッドサイドで学ぶ
●入院患者に有効性と安全性の高い薬物治療を提供するために、
薬剤師病棟業務の基本的知識、技能、態度を修得する。

(３) 　情報を正しく使う
●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、薬剤部門における医薬品情報管理（DI）業務に必要な基本的知
識、技能、態度を修得する。

H305

◎医療スタッフからの質問に対する適切な報告書の
作成を体験する。（知識・技能）

◎医療スタッフのニーズに合った情報提供を体験す
る。（技能・態度）

◎情報提供内容が適切か否かを追跡できる。（技能）

H301

H306

H307

◎病棟業務における薬剤師の業務（薬剤管理、与薬、
リスクマネージメント、供給管理など）を概説できる。

H401

◎麻薬・向精神薬および覚せい剤原料の取扱いを体
験する。（技能）

H205⊿

◎毒薬、劇薬を適切に取り扱うことができる。（技能）

◎血漿分画製剤の取扱いを体験する。（技能）

◎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）
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<病院薬局> 病棟
業務 治験

医薬
品
情報

救急
医療

注射・
栄養
管理

研修項目 研修目標 研修の要点 LS 到達目標
実務研修指針

病院実習一般目標：病院薬剤師の業務と責任を理解し、チーム
医療に参画できるようになるために、調剤および製剤、服薬指導
などの薬剤師業務に関する基本的知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　病院実習

①カルテ内容の把握 《薬剤管理指導業務》
②ＰＯＳによる記載方法

③主な臨床検査値の見方

④看護記録 ◎報告に必要な要素（5W1H）に留意して、収集した情
報を正確に記載できる（薬歴、服薬指導歴など）。（技
能）

①病態の把握 ◎収集した情報ごとに誰に報告すべきか判断できる。
（技能）

②薬歴に基づいた副作用予測 ◎患者の診断名、病態から薬物治療方針を把握でき
る。（技能）

③副作用モニター ◎使用医薬品の使用上の注意と副作用を説明でき
る。

①薬歴の整理方法とその見方 ◎ 臨床検査値の変化と使用医薬品の関連性を説明
できる。

②患者の生活環境の把握（心身共） ◎医師の治療方針を理解したうえで、患者への適切な
服薬指導を体験する。（技能・態度）

①担当医との打ち合わせ内容 ◎患者の薬に対する理解を確かめるための開放型質
問方法を実施する。（技能・態度）

②看護師からの情報収集 ◎薬に関する患者の質問に分かり易く答える。（技能・
態度）

③投与管理表の作成 ◎患者との会話を通して、服薬状況を把握することが
できる。（知識・技能）

④患者ごとの問題点の把握方法 ◎代表的な医薬品の効き目を、患者との会話や患者
の様子から確かめることができる。（知識・技能）

⑤患者との接し方 ◎代表的な医薬品の副作用を、患者との会話や患者
の様子から気づくことができる。（知識・技能）

⑥服薬記録のチェック ◎患者がリラックスし自らすすんで話ができるようなコ
ミュニーケションを実施できる。（技能・態度）

⑦副作用発現のチェック方法 ◎患者に共感的態度で接する。（態度）

⑧患者面接のタイミング

①患者の処方の問題点の把握

②医師への助言方法の学習 ◎期待する効果が現れていないか、あるいは不十分
と思われる場合の対処法について提案する。（知識・
技能）

①基礎情報 ◎副作用が疑われる場合の適切な対処法について提
案する。（知識・態度）

②問題リストと初期計画 《処方支援への関与》
③経過記録 ◎治療方針決定のプロセスおよびその実施における

薬剤師の関わりを見学し、他の医療スタッフ、医療機
関との連携の重要性を感じとる。（態度）

④退院時の記録 ◎適正な薬物治療の実施について、他の医療スタッフ
と必要な意見を交換する。（態度）

Ⅷ 薬物治
療モニタリ
ング（ＴＤ
Ｍ）

①ＴＤＭの基礎理論とＴＤＭ用語 《薬物モニタリング》
②特定薬剤治療管理料

③薬物相互作用

④ＡＤＭＥ

⑤投与間隔と採血時期

①測定方法

②必要とする試料

③測定濃度の単位

①解析方法

②依頼患者の疾患

③臨床上の薬効評価（１）

④パラメータの算出

⑤予測値等の解析

⑥適正量の投与設計

⑦処方医への報告

①予測値と実測値の解析

②臨床上の薬効評価（２）

③患者ごとのファイリング

Ⅸ 治験業
務

①事務局業務

②ＩＲＢ事務局業務

③治験薬管理

④ＣＲＣ業務

⑤その他

Ⅹ 救急医
療

①救急医療について 《中毒医療への貢献》
②救急薬品の種類と使用方法

H504
◎薬物中毒患者の中毒原因物質の検出方法と解毒
方法について討議する。（知識、態度）

③病態別薬品の使い方（急性薬物
中毒、広範囲熱傷、その他）
④カンファレンスへの参加

⑤中毒原因物質の同定

○投与内容の変更後期間をおいて予
測値と変動がないか、所見上に改善
が見られたかを総合的に評価すること
を研修する。

○現在の処方薬の薬歴や入院前の
薬歴を研修する。
　食事や生活環境も把握して、副作
用、相互作用への影響の有無を実例
をもって理解する。

○ＴＤＭの基礎理論、ＴＤＭ対象薬を
研修する。
　薬剤の体内動態パラメータが何に
よって影響を受けるのかその基礎を理
解する。

○薬剤師が個々の患者に行った業務
について記録する仕方を研修する。
　ＰＯＳの全般について理解し、薬剤
師の記録への応用について研修す
る。
　経過記録（ＳＯＡＰ形式、フォーカス
チャーティング等）の方法について研
修する。

●ＴＤＭは、薬物の投与計画をより適切に行うため、薬物血中濃度を測定
し、データ解析した結果を提供するもので、薬物の種類によっては理論的に
適正な薬物治療を行うための最良の方法である。
ＴＤＭの基礎理論、ＴＤＭ対象薬物、解析を含めた実例等を研修する。

○医薬品の開発から承認までの過程と薬剤師の関わり方を学ぶ

○患者の病態の変化をカルテから的
確に把握する。
　薬歴から治療効果の予測と実際の
病状変化を比較し、薬による副作用の
モニター法について研修する。

(５) 　薬剤を造る・調べる
●患者個々の状況に応じた適切な剤形の医薬品を提供するため、
院内製剤の必要性を認識し、院内製剤の調製ならびにそれらの試
験に必要とされる基本的知識、技能、態度を修得する。

H503
◎実際の患者例に基づきTDMのデータを解析し、薬
物治療の適正化について討議する。（技能・態度）

◎患者の薬物治療上の問題点をリストアップし、
SOAPを作成できる。（技能）

(５) 　薬剤を造る・調べる
●患者個々の状況に応じた適切な剤形の医薬品を提供するため、
院内製剤の必要性を認識し、院内製剤の調製ならびにそれらの試
験に必要とされる基本的知識、技能、態度を修得する。

H405

H406

４    患者
情報の把
握

１  救急医
療と薬剤

○救急医療の実際を理解し、必要とさ
れる医薬品の使用法を学習する。

２ 血中濃
度測定

６    服薬
指導の実
際

○患者面談前に準備すべきことを研
修する。
　患者への説明のポイントを学習する
（個人別の説明書の準備などを含
む）。
　コンプライアンスの把握の仕方、副
作用の有無の把握の仕方について研
修する。

７ 処方設
計への関
与

○処方設計への関与について研修す
る。

４ 投与設
計に基づく
投与後の
フォロー
アップ

１ ＴＤＭの
基礎

○測定法の種類と原理を研修する。

３ ＴＤＭと
臨床

○測定値から患者個々のパラメータを
求め、それに基づく現在の動態を解
析し、さらに所見上と比較検討して、よ
り適正な投与設計を立てる。
　測定値から解析していく課程を実例
をもって学習する。
　医師への解析結果の報告方法を研
修する。

H407
８ 服薬指
導等の記
録

H408

５ 薬歴管
理

３ カルテ等
の内容及
び臨床検
査値の理
解

○カルテの記載内容と基本的医学用
語を学習する。
　臨床検査値の見方を研修する。

◎診療録、看護記録、重要な検査所見など、種々の
情報源から必要な情報を収集できる。（技能）

H404

H403
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<病院薬局> 病棟
業務 治験

医薬
品
情報

救急
医療

注射・
栄養
管理

研修項目 研修目標 研修の要点 LS 到達目標
実務研修指針

病院実習一般目標：病院薬剤師の業務と責任を理解し、チーム
医療に参画できるようになるために、調剤および製剤、服薬指導
などの薬剤師業務に関する基本的知識、技能、態度を修得する。

実務実習モデル・コアカリキュラム　病院実習

①院内感染の感染経路

②院内感染症の種類と原因菌

③消毒薬の種類と特性

④院内感染防止委員会の役割及び
委員会での薬剤師の役割
⑤院内感染防止マニュアル

①小規模災害発生時の対応

②大規模災害発生時の対応

③災害時の医薬品供給、備蓄薬品

①衛生管理

②環境管理

③医療廃棄物の適正管理

ⅩⅠ 病院
内及び病
院外施設
見学

①管理部（庶務、医事、医療社会事
業等）
②医療情報部（コンピュータシステ

③臨床検査部

④放射線部

⑤手術部

⑥集中治療部

⑦病理部

⑧栄養部

⑨内視鏡室

⑩外来診療部門

⑪その他

２ 在宅医
療

○在宅訪問医療の実際を研修する。 ①在宅訪問

○薬剤部内、病院内の衛生管理及び
環境管理について研修する。
　医療廃棄物の適正管理について研
修する。

１ 院内見
学

○院内の他職種の業務を見学して把
握し、相互理解の必要性を理解する。

４  衛生・環
境関係

●医療は患者を主体とする各専門職種が参加するチーム医療の充実が必
要とされている。薬剤部門以外の職場についての理解を深めるため、実際
に見学して他職種の業務を理解する。

○災害発生時の病院職員あるいは病
院薬剤師としての対応について学ぶ。

３ 災害対
策

２ 院内感
染予防

○院内感染症の種類、原因菌及び感
染ルートを研修する。
　院内感染防止上不可欠となる消毒
薬の種類と特徴について学習する。
　院内感染防止委員会における薬剤
師の役割について学ぶ。
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