
【講義受講の⼿引き】
◆ご案内◆
①本資料の対応プラン
 ⇒年額プラン（個⼈・企業）、ENIFプラン、継続プラン

②本資料はログインしてから、
 講義受講し単位申請までをご説明した資料です。

CS営業部　ENIFチーム　
（2016/3/30版）	
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※ご注意ください※
・ご利⽤になるWindowsPC（パソコン）のブラウザーは
 「Internet Explorer」をご利⽤下さい。
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ログイン⽅法
1-1アカウントが届いてからログインするまでの⽅法

共創未来薬局
東邦 花⼦ 様

ＥＮＩＦｃｌｕｂ薬剤師ｗｅｂラーニング■■■プランの受講⼿続きが完了いたしました。
20○○年○⽉○⽇より受講いただけます。
 
また、受講シールは申請⽉の翌⽉20⽇頃に発送する予定でおります。
※シール発送先についてはログイン後の画⾯にて修正ができます。

単位集計の関係で発送時期が前後する場合がありますのでご了承下さい。
発送が完了しましたらメールにてご連絡させて頂きます。

ＥＮＩＦｃｌｕｂ薬剤師ｗｅｂラーニング年額プランは下記サイトＵＲＬにアクセスし、
受講してください。
【サイトURL】http://www.pharmastream.net/enif

 受講の際に、USER IDおよびPASSWORDが必要になります。
 あなたのID・パスワードは以下の通りです。
 
 【USER ID】 ：ENF○○○○○○○
 【PASSWORD】：×××××××
 
今後ともＥＮＩＦｃｌｕｂ薬剤師ｗｅｂラーニング年額プランを宜しくお願いいたします。

東邦薬品株式会社 ENIFチーム

 問合せ先：03-6838-2823
 電⼦メール：csc@so.tohoyk.co.jp

タイトル：ＥＮＩＦｃｌｕｂ薬剤師ｗｅｂラーニングご登録完了のお知らせ

【STEP1】
 お申込み後、登録完了となりましたら受講者様のメールアドレス宛に
 下記「ご登録完了メール」を送付致します。

【STEP2】
 登録完了メールに記載されております「サイトURL」をクリックし、
 ログインページにアクセスしてください。

 もしくは、東邦薬品のホームページにあります、
 関連サイトリンクの「薬剤師webラーニング」をクリックして
 アクセスしてください。
（東邦薬品ホームページURL：https://www.tohoyk.co.jp/ja/）
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【STEP3】
 登録完了メールに記載されております、USERIDとPASSWORDを
 ログインページにて⼊⼒して下さい。
 ⼊⼒頂きましたら、「Enter」ボタンをクリックしてください。

ＥＮＩＦｃｌｕｂ薬剤師ｗｅｂラーニング年額プランは下記サイトＵＲＬにアクセスし、
受講してください。
【サイトURL】http://www.pharmastream.net/enif

 受講の際に、USER IDおよびPASSWORDが必要になります。
 あなたのID・パスワードは以下の通りです。
 
 【USER ID】 ：ENF○○○○○○○
 【PASSWORD】：×××××××
 
今後ともＥＮＩＦｃｌｕｂ薬剤師ｗｅｂラーニング年額プランを宜しくお願いいたします。

東邦薬品株式会社 ENIFチーム

 問合せ先：03-6838-2823
 電⼦メール：csc@so.tohoyk.co.jp

（ログインページ）

Enterボタン

◆注意点◆
・ログインページにアクセスする際は、必ず「Internet Explorer」のブラウザにて
 アクセスしてください。別のブラウザですと受講できません。
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 薬剤師Webラーニングは、3つのコンテンツに分かれています。
 ①PharmaStream
 ②薬局共創未来研究会WebSeminar
 ③薬剤師MobileSeminar
 各コンテンツの受講⽅法および単位申請⽅法を次のページにて説明します。

受講・確認テスト・単位申請⽅法
2-1まずはじめに

（ログイン直後ページ）

◆注意点◆
・「ParmaStream」と「薬局共創未来研究会WebSeminar」は、
  WindowsPC（パソコン）のみ受講可能。（ブラウザーはInternet Explorerに限る。）

・「薬剤師MobileSeminar」は、スマートフォン、タブレット、
                WindowsPC、MacPCでも受講可能。
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受講・確認テスト・単位申請⽅法
2-2 ParmaStreamコンテンツの受講、確認テスト、単位申請⽅法

【STEP1】（受講⽅法）
 ログイン後のページにて、「利⽤する」をクリック。

【STEP2】（受講⽅法）
 左側に講義シリーズの⼀覧がありますので、いずれかをクリックしてください。
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【STEP3】（受講⽅法）
 STEP2で選んだシリーズの講義が表⽰されます。
「受講」をクリックしてください。

「受講」をクリック
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【STEP4】（受講⽅法）
 講義が再⽣されます。-再⽣時の画⾯説明（1）

（図拡⼤）

①
② ③ ④ ⑤

①講義カウンター
 →講義の進⾏状況を表⽰します。
②講義再⽣ボタン
 →講義を再スタートさせる場合に使⽤します。
③⼀時停⽌（ポーズ）ボタン
 →講義受講中に途中で停⽌させる場合に使⽤します。
④講義停⽌ボタン
 →講義受講を中⽌させる場合に使⽤します。
   ※注意※講義受講中に停⽌ボタンを押すと受講中のセクションの
       最初に戻ります。途中停⽌させる場合は③のボタンを使⽤下さい。
⑤⾳量調節ボタン
 →⼩、中、⼤の3段階で⾳量を調節できます。
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【STEP4】（受講⽅法）
 講義が再⽣されます。-再⽣時の画⾯説明（2）

（図拡⼤）

① ② ③

①セクションボタン
 →講義は15分の複数セクションに分かれています。
  別のセクションを受講する際に使⽤。
 （受講中に⼀旦講義を閉じた後、再び受講する際は該当セクションを
  選択すればその選択したセクションから再⽣頂けます。）
②EXITボタン
 →講義を⼀旦閉じ終了させる。
③NEXTボタン
 →次のセクションに進める際に使⽤。

◆注意点（セクションボタン）◆
・15分の複数セクションに分かれています。（例：90分講義は6セクション）
 15分すべて受講しなければ「NEXT」ボタンをクリックできず、
 次のセクションに進めない仕様となっております。（不正受講防⽌措置の為）
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【STEP5】（確認テスト）
 講義全てのセクションを受講した後、確認テストを⾏って頂きます。
 確認テスト実施ページにいくには2パターンあります。

≪パターン①≫
全てのセクション終了後画⾯にて「NEXT」ボタンをクリックする。

≪パターン②≫
講義メニュー内の「テスト実施 enter」をクリックする。
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【STEP5】（確認テスト）
 確認テストは、選択式になります。（※講義によって問題数は異なります。）

↑の選択肢を
 クリック

【STEP6】（単位申請）
 確認テスト全問回答終了後、単位申請ができます。「単位申請」をクリック。

受講単位請求画⾯が出てきます。
下部の「送信」をクリックしてください。
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【STEP6】（単位申請）
 単位申請が完了致しましたら、受理画⾯が出てきます。
 「閉じる」ボタンをクリックし、画⾯を閉じて頂ければ申請完了です。

◆補⾜◆
・確認テストの正答率は、単位申請の可否に影響はしません。
 あくまでも理解度を図るテストですので、間違えた箇所は繰り返し学習し、
 より理解度を上げて頂くことをお勧め致します。
◆注意◆
・単位申請後は受講シールを付与いたします。受講シールの付与は、
 1単位につき1枚とし、 0.5単位講義の場合は0.5単位の講義を2つ受講することに 
 よって1単位とカウントします。
 単位申請した⽉に1単位に満たない場合（0.5単位の端数）は
 翌⽉以降に繰越しとなります。1単位にカウントされた⽉に付与の対象となります。
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その他 補⾜情報
・講義メニュー

講義受講、確認テスト、
単位申請が完了しますと
表⽰がピンク⾊に変わります。
（実施⽇も表⽰されます。）

その他 補⾜情報
・講義選択画⾯

「受講状況 受講中」は、
講義を⼀度でも再⽣すると
表記されます。（単位は申請していない状況）

「単位申請済み」は受講後、
 単位申請まで実施すると
 表記されます。
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受講・確認テスト・単位申請⽅法
2-3 薬局共創未来研究会WebSeminarコンテンツの受講、確認テスト、単位申請⽅法

【STEP1】（受講⽅法）
 ログイン後のページにて、「利⽤する」をクリック。

【STEP2】（受講⽅法）
 左側に講義シリーズの⼀覧がありますので、いずれかをクリックしてください。
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【STEP3】（受講⽅法）
 STEP2で選んだシリーズの講義が表⽰されます。
「受講」をクリックしてください。

「受講」をクリック
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【STEP4】（受講⽅法）
 講義が再⽣されます。-再⽣時の画⾯説明（1）

①講義カウンター
 →講義の進⾏状況を表⽰します。
②講義再⽣ボタン
 →講義を再スタートさせる場合に使⽤します。
③⼀時停⽌（ポーズ）ボタン
 →講義受講中に途中で停⽌させる場合に使⽤します。
④講義停⽌ボタン
 →講義受講を中⽌させる場合に使⽤します。
   ※注意※講義受講中に停⽌ボタンを押すと受講中のセクションの
       最初に戻ります。途中停⽌させる場合は③のボタンを使⽤下さい。
⑤⾳量調節ボタン
 →⼩、中、⼤の3段階で⾳量を調節できます。

①
② ③ ④ ⑤

（図拡⼤）
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① ② ③

①セクションボタン
 →講義は15分の複数セクションに分かれています。
  次のセクションに進める際に使⽤。
 （受講中に⼀旦講義を閉じた後、再び受講する際は該当セクションを
  選択すればその選択したセクションから再⽣頂けます。）
②EXITボタン
 →講義を⼀旦閉じ終了させる。
③NEXTボタン
 →次のセクションに進める際に使⽤。

◆注意点（セクションボタン）◆
・15分の複数セクションに分かれています。（例：90分講義は6セクション）
 15分すべて受講しなければ「NEXT」ボタンをクリックできず、
 次のセクションに進めない仕様となっております。（不正受講防⽌措置の為）

【STEP4】（受講⽅法）
 講義が再⽣されます。-再⽣時の画⾯説明（2）
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【STEP5】（確認テスト）
 講義全てのセクションを受講した後、確認テストを⾏って頂きます。
 確認テスト実施ページにいくには2パターンあります。

≪パターン①≫
全てのセクション終了後画⾯にて「NEXT」ボタンをクリックする。

≪パターン②≫
講義メニュー内の「テスト実施 enter」をクリックする。
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【STEP5】（確認テスト）
 確認テストは、選択式になります。（※講義によって問題数は異なります。）

↑の選択肢を
 クリック

【STEP6】（単位申請）
 確認テスト全問回答終了後、単位申請ができます。「単位申請」をクリック。

◆補⾜◆
・確認テストの正答率は、単位申請の可否に影響はしません。
 あくまでも理解度を図るテストですので、間違えた箇所は繰り返し学習し、
 より理解度を上げて頂くことをお勧め致します。
◆注意◆
・単位申請後は受講シールを付与いたします。受講シールの付与は、
 1単位につき1枚とし、 0.5単位講義の場合は0.5単位の講義を2つ受講することに 
 よって1単位とカウントします。
 単位申請した⽉に1単位に満たない場合（0.5単位の端数）は
 翌⽉以降に繰越しとなります。1単位にカウントされた⽉に付与の対象となります。
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その他 補⾜情報
・講義メニュー

講義受講、確認テスト、
単位申請が完了しますと
表⽰がピンク⾊に変わります。
（実施⽇も表⽰されます。）

その他 補⾜情報
・講義選択画⾯

「受講状況 受講中」は、
講義を⼀度でも再⽣すると
表記されます。（単位は申請していない状況）

「単位申請済み」は受講後、
 単位申請まで実施すると
 表記されます。
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受講・確認テスト・単位申請⽅法
2-4（1） 薬剤師MobileSeminarコンテンツの受講、確認テスト、単位申請⽅法

【STEP1】（受講⽅法）
 ログイン後のページにて、「利⽤する」をクリック。

≪PC（パソコン）で受講する場合≫	

【STEP2】（受講⽅法）
 左側に講義シリーズの⼀覧がありますので、いずれかをクリックしてください。
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【STEP3】（受講⽅法）
 STEP2で選んだシリーズの講義が表⽰されます。
「詳細」をクリックしてください。

WindowsPCで受講の場合は
「PCで受講する」を
クリックしてください。

MacのPCで受講の場合は、
「i-Pad等で受講する」をクリックしてください。
（※i-Padでも、この⽅法で受講頂けます。）
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【STEP4】（受講⽅法）
講義が再⽣されます。
 

①

②
③ ④

⑤

①再⽣・⼀時停⽌ボタン
 →講義の再⽣、⼀時停⽌に使⽤。
②巻き戻し・早送りボタン
 →講義を巻き戻し、早送り時に使⽤。
③講義カウンター
  →講義の進⾏状況を表⽰します。
④⾳量調節ボタン
 →⼩、中、⼤の3段階で⾳量を調節できます。
⑤次へボタン
 →受講後、確認テストを実施する際に使⽤。

◆注意点（タブレット）◆
・お使いのタブレット、PC（パソコン）によっては
 ①〜④が表⽰されない場合もございます。
 再⽣・⼀時停⽌、⾳声調整などはお使いの端末機能に沿って操作をお願いします。
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【STEP5】（確認テスト）
 講義を受講した後、確認テストを⾏って頂きます。
 「次へ」ボタンをクリックして確認テストを実施して下さい。

確認テストは「○」「✖」の選択式になります。



25	

【STEP6】（単位申請）
 確認テスト全問回答終了後、単位申請ができます。
 薬剤師MobileSeminarのトップ画⾯にある「単位申請」ボタンをクリック。

単位が申請可能な講義⼀覧が表⽰されます。

左側のチェック欄に
チェックを⼊れて、右下の
「単位を申請する」を
クリックしてください。
◆注意◆
・6講義で1単位申請可能
 （薬剤師MobileSeminarは1講義あたり15分）
・単位申請は、
 1単位ずつ⾏ってください。
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受講・確認テスト・単位申請⽅法
2-4（2） 薬剤師MobileSeminarコンテンツの受講、確認テスト、単位申請⽅法

≪スマートフォンで受講する場合≫	

【STEP1】（モバイル専⽤サイトへのアクセス⽅法）
 スマートフォンでも受講できる
 モバイル専⽤サイトへアクセスするには3パターンの⽅法があります。
 いずれかの⽅法ご利⽤ください。
パターン①

PC版サイトの
トップページ左下にあります
「モバイル版のURLを送信」を
クリックしてください。

お使いのスマートフォン、
タブレットで確認できる
メールアドレスを⼊⼒し、
「次へ」をクリックしてください。

◆パソコン版サイトからメールにてモバイル版URLを送る⽅法
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パターン①（前ページ続き）

⼊⼒頂いたメールアドレス宛に
モバイル専⽤のURLを
送信しましたので
「閉じる」ボタンをクリックし、
メールをご確認ください。

⼊⼒頂いたメールアドレス宛に
下記メール内容が届きます。
・■モバイル専⽤URL h.p://www.pharmastream.net/mobile/os.html	
 URLをタップしてください。

≪スマートフォンに届いたメール内容≫

≪モバイル版ログイン画⾯≫



◆QRコードで読み取る⽅法 ◆URLを直接⼊⼒する場合

お持ちのスマートフォン、
タブレットにて
下記URLを直接⼊⼒

http://www.pharmastream.
net/mobile/os.html

お持ちのスマートフォン、
タブレットにて
上記QRコードをスキャン
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パターン② パターン③

≪モバイル版ログイン画⾯≫

【STEP2】ログイン（モバイル専⽤サイトへのログイン⽅法）
 モバイル専⽤サイトにアクセス頂きましたら、お持ちのID・パスワードを
 ⼊⼒し、「ログイン」をタップしてください。
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【STEP3】（受講⽅法）⇒（i-Phone、i-Padの場合）
①講義シリーズ⼀覧が表⽰されます。   
  いずれかをタップしてください。

i-Phone、i-Pad
いずれかを選んでください。

② ①にて選んだシリーズの講義が
 表⽰されます。右側にある
 「講義受講」をタップしてください。

「未」→未だ受講していない講義
「受」→受講中の講義（単位は申請していない状況）
「済」→単位申請した講義

 ③講義を再⽣し、受講してください。 再⽣すると全画⾯に表⽰されます。
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【STEP3】（受講⽅法）⇒（Androidの場合）
①講義シリーズ⼀覧が表⽰されます。   
  いずれかをタップしてください。

もし講義受講できない場合は
「こちらをクリック」を
タップしてください。

② ①にて選んだシリーズの講義が
 表⽰されます。右側にある
 「講義受講」をタップしてください。

「未」→未だ受講していない講義
「受」→受講中の講義（単位は申請していない状況）
「済」→単位申請した講義

 ③講義を再⽣し、受講してください。

  再⽣ボタンをタップして下さい。
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【STEP4】（確認テスト）
 講義受講終えたら、再⽣前の画⾯に戻り
 「次へ」をタップして下さい。
（※動画部分が全画⾯表⽰の場合、ツールが表⽰されませんので全画⾯を解除してください。）

確認テストは「○」「✖」の選択式になります。
「次の問題へ」をタップすると次の問題に移ります
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【STEP5】（単位申請）
 確認テスト全問回答終了後、単位申請ができます。
 トップ画⾯にある「単位申請」をタップしてください。

左側のチェック欄にチェックを⼊れて、
右下の「単位を申請する」をタップしてください。
◆注意◆
・6講義で1単位申請可能
 （薬剤師MobileSeminarは1講義あたり15分）
・単位申請は、
 1単位ずつ⾏ってください。
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【STEP6】（取得単位の確認）
 単位申請ページにあります「取得単位⼀覧はこちら」をタップすると、
 いつ・どの講義で単位申請したかがわかります。

その他 補⾜情報
・講義シリーズ⼀覧に「⾼齢者薬物治療認定薬剤師制度 認定講座」と
 記載がございますが、研修認定薬剤師の単位として取得可能です。

※『⾼齢者薬物治療認定薬剤師制度』とは
 ポリファーマシーなどの不適切処⽅を
 マネジメントできる⾼い臨床⼒を持つ
 薬剤師を育成していく認定制度です。
 詳細につきましては下記URLをご参照下さい。
 URL：http://pfpd.or.jp/koreisha/

※ 
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①ParmaStreamコンテンツと、薬局共創未来研究会WebSeminarコンテンツは
 合算して単位申請が⾏われます。

ParmaStreamのトップ画⾯の左上には単位情報が表⽰されております。
「今⽉分申請単位数」は、 
 ParmaStreamコンテンツで申請した単位数と
 薬局共創未来研修会WebSeminarコンテンツで申請した単位数が
 合算された情報が表⽰されています。

②薬剤師MobileSeminarコンテンツは他のコンテンツと合算しての
 単位申請は出来かねます。（薬剤師MobileSeminarの講義どうしのみ）

薬剤師MobileSeminarの単位申請ページ内にある「取得単位⼀覧」にて 
申請した単位数を確認することができます。

受講・確認テスト・単位申請⽅法
2-5 コンテンツごとの申請した単位数の確認について
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受講シール送付⽅法・薬剤師研修⼿帳への記載⽅法
3-1受講シール発送について

【①受講シール発送時期】
 受講シールは単位申請した⽉末に締め切り、翌⽉20⽇前後にご登録住所に
 送付致します。
 ※送付⽅法は、クロネコヤマトのメール便で送付いたします。
  ※受講シールの紛失については再発⾏致しませんのでご注意ください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  	
		
		
		  	

●受講シール送付状（⾒本）	

 

	
	

	
	 

 

申請した講義の
⼀覧も記載されています。
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受講シール送付⽅法・薬剤師研修⼿帳への記載⽅法
3-2 薬剤師研修⼿帳への記載⽅法

インターネット薬剤師⽣涯教育講座「ファーマストリーム」は、
⽇本薬剤師研修センターのインターネット実施機関として、
集合研修同等と位置付けられています。
受講シール送付書に記載されている内容を研修⼿帳の「集合研修欄」に記載して
受講シールを貼り付けてください。

●薬剤師研修⼿帳の記録欄（⾒本）	

◆注意点◆
・受講年⽉⽇は、受講シールが発送された⽉の末⽇をご記⼊頂きますよう
 お願い致します。
 ※例）3⽉2⽇に受講・単位申請を実施。
    ⇒受講シールは4⽉の20⽇前後に到着。
    ⇒⼿帳の受講年⽉⽇には、4⽉30⽇と記載してください。
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受講シール送付⽅法・薬剤師研修⼿帳への記載⽅法
3-3 [年額プランのみ]受講シール送付先変更⼿続き

年額プランでは店舗移動や引っ越しに伴い、受講シール送付変更をWeb上で
⾏うことができます。⽅法は下記の通りです。

【STEP1】ログイン後のページにて、
     「登録情報修正」のバナーをクリックしてください。

【STEP2】アカウント情報（IDとパスワード）を⼊⼒し、
     「次へ」をクリックしてください。

【STEP3】住所等の修正箇所を⼊⼒し、「次へ」をクリックしてください。

◆ご案内◆
ENIFプラン・継続プラン（⽉額）はWeb上での変更は受付けておりません。
⼤変お⼿数ですが「登録情報変更申請書」にて変更を承りますので、
申請書を弊社の営業担当者にお申し付けくださいますようお願い致します。
（※ただし⾃宅への配送は不可となっております。）


