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一般社団法人 薬学教育協議会 

第 65回理事会議事録 

 

日  時：令和 4 年 3月 11日（金） 10：00～11：30 

（ZoomによるWEB 会議） 

会  場：（ホスト会場）薬学教育協議会事務局 

出 席 者：別記 1 

配付資料：別記 2 

 

○定足数について 

第 10期理事 16名中 11名の理事が出席しており、定款第 37条に定める定足数を満たしているので、

本理事会は成立すると本間代表理事が宣言した。なお、開始時は 11名の出席であったが、途中から出席

した理事が 3名いたため出席者は 14 名となった。 

 

○議案 

1. 令和 4年度事業計画（案）について 

資料 1と資料 5-1を用いて本間代表理事が、令和 4 年度より開始する認定実務実習指導薬剤師の認

定業務と講習会の開催運営業務について重点的に説明した。なお、各支部の令和 4年度事業計画につ

いては、認定実務実習指導薬剤師養成講習会および更新講習会開催に関する事業が追加されているこ

とを説明し、詳細は割愛した。おって、認定実務実習指導薬剤師の認定業務については、日本薬剤師

研修センターからの事務引き継ぎを円滑に行うよう、要望があった。 

令和 4年度事業計画（案）は異議なく承認された。 

 

2. 令和 3年度補正予算案について 

北海道支部より提出された令和 3年度補正予算案（資料 2）は本間代表理事が説明し、異議な

く承認された。 

 

3. 令和 4年度予算案について 

資料 3に基づき関藤事務局長が、新規事業開始に伴い収入合計が増額となったこと、また、支

出に関してはシステム構築費用や人件費が増加となったことを中心に説明した。なお、各支部の

令和 4年度予算案は大きな変化は無いため割愛した。 

令和 4年度予算案は異議なく承認された。 

 

4. 認定実務実習指導薬剤師 認定制度実施要領について 

資料 4に基づき本間代表理事が概要を説明し、事務局員の石澤氏が詳細を説明した。齊藤監事

から、本資料に記載の認定実務指導薬剤師認定委員会は、定款第４７条に規定する委員会に該当

するので、定款及び委員会に関する基本規則と整合性の取れたものとする必要がある旨の指摘が

あった。一方、当該事業は、令和４年度早々に発足するところから、事務局において本要領の修
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正案等必要な資料を取りまとめて次回理事会に提案することを前提に、本実施要領は異議なく承

認された。 

 

○協議事項および報告事項 

1. 認定実務実習指導薬剤師 認定業務の移管について 

議案 1で本間代表理事が説明した。 

 

2. 実務実習指導薬剤師認定の実施に向けた準備検討委員会の報告 

資料 6に基づき当該委員会について、本間代表理事が認定委員会への名称変更とともに委員会

の概要を報告した。また、資料 7に基づき石澤氏がシステムでの認定者の管理について説明した。 

 

3. 薬学教育者ワークショップ実施委員会の報告 

資料 8に基づき、本間代表理事が養成研修委員会への名称変更とともに委員会の概要を報告し

た。また、当該委員会委員長の平田業務執行理事が補足説明した。 

 

4. 病院・薬局実務実習中央調整機構委員会の報告 

資料 9に基づき、本間代表理事が概要を報告した。 

 

5. 薬学教育教科担当中央会議の報告 

資料 10に基づき、本間代表理事が概要を報告した。 

 

6. モデル・コアカリキュラムの改定について 

モデル・コアカリキュラムの改訂について、本間代表理事が説明した。文部科学省より令和 4年度

から 3年間の委託事業の公募があり、薬学教育協議会は応募することを検討しているとし、意見を求

めた。応募に対して肯定的な意見が出され、本間代表理事が協力のお願いをした。 
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以上、相違ありません。 

 

令和 4年 3月 29日 

 一般社団法人 薬学教育協議会 

 代表理事  本  間  浩 

（押印済み） 

 

 監 事  三 輪 亮 寿 

（押印済み） 

 

 監 事  齊  藤  勲 

（押印済み） 
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別記 1  一般社団法人 薬学教育協議会 第 65 回理事会出席者名簿 

 

 氏名（敬称略） 所属・役職 出欠 

代表理事 本間 浩 北里大学名誉教授 ○ 

専務理事 

業務執行理事 
伊東 明彦 帝京平成大学薬学部 ○ 

業務執行理事 平田 收正 和歌山県立医科大学薬学部 ○ 

理事 根東 義則 東北大学大学院薬学研究科 ○ 

理事 加藤 博章 京都大学大学院薬学研究科 欠 

理事 中村 明弘 昭和大学薬学部 ○ 

理事 奥 直人 帝京大学薬学部 ○ 

理事 越前 宏俊 明治薬科大学 ○ 

理事 後藤 直正 京都薬科大学 欠 

理事 宮田 興子 神戸薬科大学 ○ 

理事 井上 圭三 一般社団法人 日本私立薬科大学協会 ○ 

理事 西島 正弘 一般社団法人 薬学教育評価機構 ○ 

理事 山本 信夫 公益社団法人 日本薬剤師会 ○ 

理事 木平 健治 一般社団法人 日本病院薬剤師会 ○ 

理事 佐々木 茂貴 公益社団法人 日本薬学会 ○ 

理事 白幡 晶 城西大学 ○ 

監事 三輪 亮寿 三輪亮寿法律事務所 ○ 

監事 齊藤 勲 元厚生省大臣官房 ○ 

顧問 百瀬 和享 昭和大学名誉教授 ○ 

顧問 須田 晃治 明治薬科大学名誉教授 欠 
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別記 2  配付資料 

 

配付資料 

資料 1-1： 令和 4年度事業計画（案） 

資料 1-2： 令和 4年度実務実習広報用ポスター 

資料 2： 令和 3年度補正予算案 

資料 3： 令和 4年度予算案 

資料 4： 認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領（改訂案） 

資料 5-1： 認定実務実習指導薬剤師の申請受付と認定業務について 20211206 

資料 5-2： 認定実務実習指導薬剤師 認定申請についてのお知らせ 20220125 

資料 6： 第 1回実務実習指導薬剤師認定の実施に向けた準備検討委員会 議事録 

資料 7： 認定実務実習指導薬剤師業務内容 

資料 8： 令和 3年度第 2回薬学教育者ワークショップ実施委員会 議事録 

資料 9： 第 43回病院・薬局実務実習中央調整機構委員会 議事録 

資料 10： 令和 3年度（第 7回）薬学教科担当教員中央会議議事録 

参考資料 1： 第 64回理事会 議事録 


