
 

【 平 成 2 6 年 度  事 業 報 告 】 

 

 

平成 25 年６月に閣議決定された日本再興戦略において、「予防・健康管理の推

進に関する新たな仕組みづくり」という項目の中に、「薬局・薬剤師を活用した

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。」ことが盛り込まれた。これにより、厚生労働省は、「薬局・

薬剤師を活用した健康情報拠点の推進」を図るためのモデル事業として、平成

26 年度予算に健康情報拠点推進事業費 2 億 4 千万円を計上した。これを受け、

本会は事業主体の新潟県と協働し、平成 26 年度事業として、「にいがた健康サポ

ート薬局」事業に取り組んだ。県内 122 薬局の参加を得て取り組んだ事業は、報

告書に纏め、国及び新潟県に報告するとともに会員に配布した。また、日薬や他

の都道府県薬並びに医師会、歯科医師会などの関係団体にも配布し、周知に努め

た。  

 また、昨年 6 月に施行された、「地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律」（地域医療介護総合確保促進法）

には、新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関

係）、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の整備（医療法関係）、地域

包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）等が含まれ、た

だし書きにより、医療法関係は 10 月以降、介護保険法関係は平成 27 年 4 月以降

に順次施行されることとなっている。新潟県は、平成 26 年度、18 億 1 千万円の

計画を策定し、一部が本会に委託されることになった。本会が受託した在宅医療

(薬剤)推進に向けた検討事業のなかで、在宅医療をさらに展開し充実するために、

医療・福祉等との連携促進を図るための多職種及び薬剤師に対するアンケート調

査を実施した上で、訪問薬剤管理指導を行う人材の育成と訪問薬剤管理指導の推

進に向けた環境整備に係る検討を重ねた。 

また、在宅医療に向けた環境整備と在宅医療に関する薬剤師のスキルアップの

支援を目的に無菌調剤・フィジカルアセスメントに関する体験型の基礎研修会等

を開催し、会員の在宅医療に向けた支援に取り組んだ。さらに、二次医療圏で開

催される在宅医療連携協議会や地域ケア会議への理解を目的とした研修会を地

域薬剤師会と共催した他、地域薬剤師会における在宅医療の進捗状況を把握する

ための地域薬剤師会担当者会議を開催するなどして薬剤師の資質向上に努めた。 

平成 26 年度は、新潟地震 50 周年にあたり、県、新潟市、国交省北陸地方整備

局の共催により新潟市で防災訓練が実施された。本会は積極的に参加し、防災意

識を高めるとともに災害対策の体制を整備していく一環として、「新潟県薬剤師

会災害対策マニュアル」を改訂し、マニュアルに沿った情報伝達訓練も実施した。

また、新潟県より災害基本法に基づく指定地方公共機関の指定を受けた他、新型

インフルエンザ等対策業務計画を作成し、新潟県が実施した新型インフルエンザ

等対策訓練に参加するなど行政との連携強化を図った。  



 

1 災害等対策の推進  

(1) 災害対策にかかる整備及び啓発（拡充）   

① 平時の防災対策、災害時の対応、災害医療等、災害が発生した際にも薬局業

務が継続でき、薬剤師として円滑に活動できるよう、会員及び地域薬剤師会

担当者を対象に災害医療対策研修会を開催した（参加者 15 名）。  

講演「新潟県災害時医療救護活動マニュアルについて」   

講師 新潟県福祉保健部医務薬事課  地域医療係  土佐一裕氏  

② 県薬と地域薬剤師会が連携して活動できるよう、災害医療対策研修会及び地

域薬剤師会長協議会において、防災対策及び災害時の対応等について情報交

換・収集を行った。  

③ 「新潟県薬剤師会災害対策マニュアル」を改訂し、災害医療対策研修会及び

ホームページにおいて会員に周知した。  

④ 「新潟県薬剤師会災害対策マニュアル」（改訂版）に則り、災害発生時の情報

伝達体制の確立と発生時の初期対応の確認等を目的とした情報伝達訓練を実

施した。  

⑤ 新型インフルエンザ等への対策に関して、会員に情報提供した。  

 

(2) 行政等との連携協力体制の整備（継続）  

① 新潟県より災害基本法に基づく指定地方公共機関の指定を受け、新潟県災害

医療連絡協議会及びワーキンググループ等へ参画した他、新潟県主催の平成

26 年度新潟県災害医療コーディネート研修会へ参加する等、行政との連携体

制の推進を図った。また、新潟県との災害救助に関する協定書の見直しを行

って協議することとした。  

② 平成 26 年度新潟県・新潟市総合防災訓練に参加した。  

③ 新型インフルエンザ等対策業務計画を作成した。また、新潟県の指定地方公

共機関として、新潟県と連携し、新型インフルエンザ等対策訓練に参加した。  

新潟県の抗インフルエンザウイルス薬供給マニュアル改訂案について意見を

提出した。  

④ 日本薬剤師会の第 2 回全国災害対策担当者会議に出席した。  

 

(3) 災害時の救援活動等への協力・対応（継続）  

① チーム医療への薬剤師の積極的な参加を強化するため、新潟県医師会の災害

医療講演会に出席する等、関係団体等との連携を図った。  

② 医薬品の備蓄体制について新潟県災害医療連絡協議会のソフト事業を通じて

提案し、新潟県の災害時の医療医薬品の備蓄リストについて提案した。また、

災害時等における医薬品等の確保・供給のあり方等について検討した。  

 

 

2 組織強化対策  

(1) 会員増強対策の推進（継続）  

組織強化の基盤である会員の増加策として、会員番号のバーコードを印字した会



 

員証を発行した。また、オーナー会議を開催して、意見交換を行った。  

 

(2) 若手リーダー養成事業の実施及び青年部の活動活性化（継続）  

① 青年部の企画により、若手薬剤師の指導者養成を目的としたリーダー養成フ

ォーラムを開催した (参加者 37 名)。  

講演 薬剤師業務と政治  

講師 日本薬剤師会副会長・日本薬剤師連盟常任総務  石井甲一氏  

② 青年部の企画により「リーダー養成フォーラム」参加者の「フォローアップ

研修」を実施した（参加者 22 名）。  

 

(3) 青年部の活動の活性化（拡充）  

① 青年部員の交流等を目的として定例集会を開催した。  

② 薬剤師の資質向上を目的に研修会を 2 回開催した。  

第 1 回目 テーマ「減塩料理を学んで栄養サポートをしよう」  

 講演 減塩料理を学んで栄養サポート   

講師 管理栄養士  五十嵐泰子氏  

第 2 回目 テーマ「より身近なお姉さん・お兄さん薬剤師になろう！！－

薬事衛生指導員とは？－」  

   講演 薬事衛生指導員を知ろう   

講師 新潟県薬剤師会  仲村スイ子副会長  

③ 第 47 回日本薬剤師会学術大会（山形市）でポスター発表を行った。  

第 47 回北陸信越薬剤師学術大会（福井市）で口頭発表を行い、ブロック内の

若手薬剤師との交流を図った。  

演題 薬物乱用防止活動への取り組み～なじらね？青年部  

 発表 五十嵐丈二氏  

④ 長岡市薬剤師会の要請を受けて、「すこやかともしびまつり」において薬物乱

用防止等の普及啓発活動を行った。  

⑤ 交流イベント等を開催して、部員、会員等相互の親睦を図った。 

⑥ リーダー養成フォーラム及びフォローアップ研修の企画・運営を通じ、本会

事業との連携により組織強化に努めた。  

⑦ 部員への情報提供のため、青年部メールマガジンを随時配信した。  

青年部への積極的な参加を呼びかけるため、会誌「ジャニファ」に活動報告

及びホームページにメールマガジンを掲載して広報した。  

青年部 Facebook ページにより広報に努めた。また青年部員向け Facebook グ

ループにより部員の情報共有を図った。  

 

(4) 地域薬剤師会事務局の支援（継続）  

地域薬剤師会事務局体制に応じた支援策を講じ、地域活動の充実・強化に努めた。  

 

(5) 部会活動への支援と情報交換会の開催（継続）  

組織強化対策の一環として、各部会長から部会の活動報告をしていただき当会執



 

行部との情報交換を行った。  

 

 

3 未就業薬剤師の就業促進  

(1) 薬剤師無料職業紹介所（継続）  

ホームページ等を通じて「薬剤師バンク」の広報を行い、「薬剤師バンク」の周知

と未就業薬剤師の就労斡旋を図った。新規求職者の登録は 3 名、新規求人票登録

は 31 件であった。うち求職者 2 名の就職が決定した。  

 

 

4 試験検査の実施   

(1) 委託検査等の実施（継続）  

① 薬局等からの委託による医薬品の計画的試験検査を実施した。 164 薬局より

検体の提出があり、溶出試験、崩壊試験、定量試験を実施した。  

② 日本薬剤師会の医薬品全国統一溶出試験に参加した。  

 

(2) 依頼検査等の実施（継続）  

① 薬局製剤の試験検査について依頼を受け、 9 検体 13 成分について実施した。 

② 日本薬剤師会の平成 26 年度雨水中の無機物質調査に参加した。  

  

(3) 研修会等への参加（継続）  

① 平成 26 年度試験検査センター技術研修会に参加し、試験検査技術の向上を図

った。  

② 平成 26 年度医薬品試験検査に係る精度管理試験に参加した。  

 

(4) 試薬の販売（継続）  

学校給食衛生管理定期検査で使用する食器の残留物検査用試薬を調製し、販売し

た。 

 

 

5 医療保険制度への対応   

(1) 保険薬局個別的研修会の開催（継続）  

新規保険薬局等を対象に、希望する保険薬局に対する個別面談を行い、薬歴管理

や指導内容等について助言を行う等、調剤報酬の適正請求等に関する知識の普

及・指導に努めた。 19 薬局が参加した。  

  

(2) 保険薬局研修会の開催（継続）  

保険薬局の適正な保険請求事務の推進及び質的向上を目指して、保険薬局及び  

保険薬剤師を対象に研修会を開催した（参加者 278 名） 

講演 今回の調剤報酬改定がもたらすものと今後の保険薬剤師の果たすべき役割 

講師 前厚生労働省保険局医療課薬剤管理官  近澤和彦氏  



 

 

(3) 集団指導、個別指導の立会い（継続）  

関東信越厚生局新潟事務所及び新潟県の指導に立会い、当該指導の円滑な実施と

適正な保険請求の推進に努めた。  

 

(4) 「保険薬局だより」の作成（継続）  

保険調剤に関する通知等の情報や質問について、会誌「ジャニファ」等に掲載し

た他、号外をメールで発信する等、周知を図った。  

 

(5) 社会保険指導者研修会への参加（継続）  

日本薬剤師会の社会保険指導者研修会に参加し、適正な保険調剤のための研鑽に

努めた。  

 

(6) 関東信越厚生局管内 10 都県薬剤師会社会保険担当者連絡協議会への参加（継

続） 

関東信越厚生局管内 10 都県薬剤師会社会保険担当者連絡協議会へ参加し、各都県

事務所による指導状況等の情報交換を行った。 

 

 

6 医薬分業に係る質的向上対策  

(1) 医薬分業及びかかりつけ薬局の定着促進（拡充）  

① かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師の推進を目的として地域薬剤師会からの

推薦者及び青年部員を対象とした「かかりつけ薬局研修会」を開催した（参

加者 22 名）。  

② 日本薬剤師会が実施する「薬と健康の週間」全国統一事業に参加した。薬局

利用者に対するアンケート調査を実施し、その結果を会誌「ジャニファ」に

掲載して周知した。  

  

(2) 「健康情報拠点薬局」の推進（拡充）  

① 新潟県から「平成 26 年度薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業」を

受託し、予病の観点から体の不調・健康不安に関する相談を応需し、地域住

民の健康意識の改善、セルフメディケーション等を推進する「にいがた健康

サポート薬局」事業に取り組んだ（参加薬局 122 薬局）。また、事業報告書を

作成し、新潟県や会員に報告した他、日薬や他の都道府県薬剤師会並びに県

医師会、県歯科医師会等の関係団体にも配布し、周知した。  

② 日本薬剤師会の「地域・在宅医療、薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推

進事業担当者全国会議」に参加し情報収集に努めた。  

 

(3) 処方箋応需薬局名簿の作成（継続）  

新潟市薬剤師会の「処方箋応需薬局名簿の作成」を助成し、医薬分業の推進を図

った。  



 

 

(4) 夜間・休日対応の充実（継続）  

休日における地域住民への医薬品の調剤・供給体制を確保するために、輪番制に

よる休日当番保険薬局を県薬ホームページに掲載して広報した。  

  

(5) 医薬分業対策全国会議等への参加（継続）  

厚生労働省医薬食品局が主催する平成 26 年度医薬分業指導者協議会に参加した。 

 

 

7 リスクマネジメント対策  

(1) 薬局における医療安全管理体制の整備（継続）  

① 薬局開設者が管理者に受講させることが義務付けられている医療安全に係る

研修として、リスクマネジメント研修会を県病薬との共催で開催した（参加

者 95 名）。  

特別講演 薬剤師が牽引する医療安全の取組み  

～チーム医療と薬薬連携を中心に～  

講師 医療法人橘会東住吉森本病院医療安全管理部部長 渡邉幸子先生 

 ② 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について、会誌「ジャニファ」で周

知し、参加登録等をお願いした。  

 

 (2) 高度管理医療機器販売等に係る継続研修会の開催（継続）  

日本薬剤師会主催の高度管理医療機器販売等に係る継続研修会を共催し、新潟市

及び長岡市において開催した（修了者  新潟会場 246 名、長岡会場 123 名）。  

講演 薬事法その他薬事に関する法令  

講師 新潟県福祉保健部医務薬事課  髙木伸浩氏、清水正法氏  

講演 医療機器の品質管理、不具合報告及び回収報告、情報提供  

講師 株式会社メディセオ上越支店  土田 勝氏 

 

 

8 在宅医療・介護対策   

(1) 在宅医療に関する薬剤師のスキルアップの支援（拡充）  

① 無菌調剤・フィジカルアセスメントに関する体験型の基礎研修会を２回開催

した（参加者 1 回目 28 名、2 回目 16 名）。  

講演 点滴静脈注射の実際  

講師 日本歯科大学新潟病院薬剤科長・新潟県薬剤師会常務理事 竹野敏彦氏 

講演 フィジカルアセスメント  

講師 新潟薬科大学臨床薬学研究室  教授 青木定夫氏  

②  二次医療圏で開催される在宅医療連携協議会や地域ケア会議への理解を目

的とした研修会を、地域薬剤師会と共催して開催し、症例検討を通してスキ

ルアップを図った（上越薬剤師会・糸魚川薬剤師会、県央薬剤師会、下越薬

剤師会）。  



 

③ 地域薬剤師会における在宅医療の進捗状況を把握するため、地域薬剤師会担

当者会議を開催した。  

④ 在宅療養における会員の活動事例を会誌「ジャニファ」に掲載し、薬剤師の

資質向上を図った。  

  

(2) 医療・福祉等との連携促進（拡充）  

①  訪問薬剤管理指導を行う人材の育成と訪問薬剤管理指導の推進に向けた環

境整備に係る検討会を開催した。  

・薬剤師の訪問薬剤管理指導推進のための検討会  

・新潟市における訪問薬剤管理指導への推進に向けた検討会  

・新発田市における訪問薬剤管理指導への推進に向けた検討会  

    ・長岡市・柏崎市の各地域において多職種による検討会  

    ・薬剤師の基礎及び応用研修にかかる検討会  

また、検討に資するため、多職種及び薬剤師に対して、関連した実態調査を

実施した。さらに、在宅医療において医師と薬局・薬剤師が地域連携を行っ

ている佐久市への視察を実施した。  

② 日本薬剤師会の地域在宅医療、薬局薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業

全国担当者会議に参加し、情報収集に努めた。   

③ 在宅ケアを考える集い in 越後（長岡市）に参加し、多職種との連携促進を

図った。  

④ 新潟県介護支援専門員協会の賛助会員として、連携を図った。  

 

 

9 セルフメディケーションの推進  

(1) セルフメディケーションのための一般用医薬品の活用等に関する啓発及び医

薬品販売制度への対応（拡充）  

① 県民に向けてセルフメディケーション啓発ビデオを作成し、県薬ホームペー

ジで公開した。  

②  日本薬剤師会の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）

に参加した。また、日本薬剤師会の「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正

使用研修会」の資料を活用して、WS 形式の研修会を３回開催した。  

③ 「薬局に整備すべき OTC 薬リスト」を作成し、「にいがた健康サポート薬局」

等への一般用医薬品の整備を支援した。  

④ セルフメディケーションハンドブック 2014 を購入し、研修会で活用した。ま

た、「にいがた健康サポート薬局」、薬のセミナー参加者及び県民向けイベン

トに提供した。  

⑤ 一般用医薬品販売制度の改正について、会誌「ジャニファ」及び県薬ホーム

ページで広報して会員への情報提供に努め、薬局等の対応について支援した。 

⑥ 登録販売者が勤務する薬局の開設者に義務付けられている登録販売者の研修

会を新潟県医薬品登録販売者協会と共催した。 

また、登録販売者の通信研修として日本薬剤師研修センターの e-ラーニング



 

について会員に周知・サポートした。  

 薬局・店舗での内部研修の資料として、 DVD の貸し出し及び地域薬剤師会へ

の配布を行った。  

 

 

10 薬局製剤の推進    

(1) 薬局製剤・漢方製剤に関する情報提供（継続）  

会員への薬局製剤・漢方製剤に関する啓発に取り組むとともに研鑽を支援する

ために、会員に適時情報提供を行った。  

 

 

11 薬剤師養成のための薬学教育への対応  

(1) 実務実習受入体制の整備と指導薬剤師の資質向上（継続）  

① 平成 27 年度薬局実務実習受入施設募集の調査を行い、関東地区調整機構と

連携して受入体制を整備した（受入表明薬局 151 薬局、受入施設 100 薬局）。  

②  充実した実務実習を実現するため薬局実務実習地域薬剤師会担当者会議を

開催した。  

③ 受入指導薬剤師の資質向上を図り、大学等との連携を深めるための情報交換

会を開催した（参加者 92 名）。  

 

(2) 認定実務実習指導薬剤師養成講習会の開催（継続）  

認定実務実習指導薬剤師養成のための講義部分の講習会を新潟県病院薬剤師会と

共催して開催した。  

 

(3) ワークショップの開催（継続）  

認定実務実習指導薬剤師養成のための新潟地区ワークショップを、薬学教育協議

会・関東地区調整機構と共催し新潟薬科大学の後援により開催した。   

 

(4) 関東地区調整機構・関東地区ブロック会議への参加（継続）  

① 日本薬剤師会が主催する薬局実務実習担当者全国会議に参加した。また、薬

局実務実習受入に関する関東地区ブロック会議に出席した。  

② 関東地区調整機構の総会及び指導薬剤師養成薬局小委員会に出席した。  

 

 

12 地域保健対策の推進  

(1) 「消費者のための薬のセミナー」の開催（拡充）  

① 地域の健康維持と保健衛生の向上に資するため、県からの事業委託による消

費者のための薬のセミナーを、実施団体からの依頼を受け、合計 129 回開催

した（受講者延べ約 4,000 名）。地域薬剤師会と連携し、講師として薬事衛生

指導員を派遣した。  

② 「薬のセミナー」テキスト改訂のためのワーキンググループを立ち上げ、「お



 

くすりセミナー BOOK～おくすりと上手につきあうために～」を作成した。  

 

(2) 薬物乱用防止事業の推進（継続）  

① 新潟県等の依頼により、薬物乱用の未然防止を図るための啓発ポスターやリ

ーフレット等を薬のセミナー等で配布し、広報啓発に努めた。  

② 新潟県薬物乱用対策推進本部会議の本部委員として参画する等、行政との連

携を図った。  

 

(3) 薬事衛生指導員研修会の開催（継続）  

薬事衛生指導員の資質向上と新任薬事衛生指導員の養成を図るため、研修会を

開催した(参加者 27 名)。 

 

(4) 県民公開講座の開催（継続）  

県民の保健衛生の維持向上及び厚生福祉の増進に寄与し、ジェネリック医薬品

の安心使用を促進するために、県民公開講座「くすりと健康フェア 2014 in に

いがた～正しく学ぼう！ジェネリック医薬品～」を、開催した（参加者 62 名）。

また、青年部の協力によるジェネリック医薬品の展示ブース等も併催した。  

講演 ジェネリック医薬品の新たなロードマップ  

講師 日本ジェネリック医薬品学会理事長  武藤正樹氏  

シンポジウム  ジェネリック医薬品をかしこく使おう！！！  

シンポジスト  日本ジェネリック医薬品学会代表理事  武藤正樹氏  

株式会社はあとふるあたご居宅介護支援グループリーダー 

 阿部充子氏  

新潟県薬剤師会  山岸美恵子副会長  

 

(5) 「薬と健康展」等、薬事啓発事業の実施（継続）  

① 「薬と健康展」を、新潟県薬事団体連絡協議会と共催して「新発田市健康づ

くりフェスティバル」にブース出展し、薬事啓発に努めた。  

② 健康増進関連団体等が主催する健康関連イベントに、地域薬剤師会の協力を

得て参加した（すこやか・ともしびまつり（長岡市）、がん征圧新潟県大会併

設「生活習慣病予防展」（上越市）、ピンクリボンホリデー  2014（新潟市）小

千谷市健康福祉まつり（小千谷市）、柏崎市健康まつり 2014（柏崎市）、にい

がた健口文化フォーラム 2014 in 佐渡（佐渡市））。  

③ ジェネリック医薬品の安心使用を促進するため、薬のセミナー及び健康関連

イベントにおいて啓発資材を配布して広報した。 

④ お薬手帳の活用等についての啓発資材を増刷し、薬のセミナー及び健康関連

イベントにおいて配布して広報した。  

⑤ 薬剤師の訪問薬剤管理指導について啓発するチラシを増刷し、薬のセミナー

及び健康関連イベントにおいて配布して広報した。  

⑥ 日本薬剤師会などが作成した「知っておきたい薬の知識」を購入し、健康関

連イベント等において配布して広報した。  



 

(6) 自殺予防対策（拡充）  

① 薬剤師がゲートキーパーとしての意識を持ち自殺予防対策に積極的に取り組

めるよう集合研修を開催した（参加者 55 名）。 

講演 自殺予防対策の最近の話題について  

講師 (独)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所   

自殺予防総合対策センター研究員  小高真美先生  

② 自殺の危機にある人への初期介入ができるよう、WS 形式でスキルを習得する

ゲートキーパー指導員養成研修会を新潟・長岡で開催した（参加者  新潟会場

19 名、長岡会場 11 名）。  

③ ゲートキーパー指導員養成研修会参加者を対象にフォローアップ研修会を新

潟市と長岡市で開催した（参加者  新潟会場 42 名、長岡会場 16 名）。  

④ 薬剤師のための「ゲートキーパーマニュアル」を作成して会員へ配布した。  

⑤ 新潟県自殺予防対策推進県民会議に２回参加した。また新潟県の「官民協働

した自殺対策の推進を考える研修会」に参加した。  

⑥ 「ハートスクラムにいがた―自殺予防活動団体ガイド―」に登録して県民に

広報した。また、内閣府の自殺対策支援情報検索サイトへフリーダイヤル無

料お薬相談を登録し県民に案内した。  

  

(7) 禁煙対策（継続）  

① 県民への理解を深めるために、啓発資材を健康関連イベント等で配布するな

どして広報・啓発した。 

② 県薬ホームページ等で禁煙支援に関する啓発広報を行った。  

 

 

13 ドーピング防止対策の推進  

(1) ドーピング防止に関する啓発・広報活動の推進（継続）  

①  薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック 2014 年版」を購入して会員薬局   

及び会員所属の医療機関等に配布した。  

②  会誌「ジャニファ」、メールニュースによりドーピング防止関連情報につい   

て広報した。  

③   会員や選手等からのドーピングに関する質問に回答した。  

 

(2) ドーピング防止のための研修会への参加（継続）  

日本薬剤師会が主催し日本アンチ・ドーピング機構が協力して開催する公認スポ

ーツファーマシスト制度平成 26 年度ドーピング防止ホットライン担当者研修会

に出席した。  

 

(3) 他団体との協力（継続）  

新潟県体育協会が競技関係者を対象として開催する平成 26 年度ドーピング防止

研修会に講師を派遣した。  

 



 

14 電話相談事業の推進  

(1) 電話相談の対応（継続）  

新潟県の補助事業として、フリーダイヤルを活用した県民からの薬に関する電話

相談に応じた（相談件数：一般県民 315 件）。 

 

 

15 学術研修・生涯教育の充実   

(1) 新潟薬学会の開催（継続）    

新潟県病院薬剤師会と共催して第 155 回新潟薬学会を開催し、会員の研究発表を

支援し、吸入療法の薬薬連携に資する研修を実施した（参加者 150 名）。   

 

(2) 学術研修会の共催（継続）  

新潟県学校薬剤師会研修会、新潟県女性薬剤師会春期研修会・秋期研修会及び新

潟薬科大学薬剤師生涯教育講座を共催した。  

 

(3) 薬剤師生涯学習関連事業の推進（継続）  

① 本会が関係する学会・研修会等の行事予定をホームページに掲載して広報し

た。 

② JPALS（日本薬剤師会生涯学習支援システム）を推進するため、本会の研修

会、会誌「ジャニファ」、ホームページ、メールニュース等により、広報に

努めた。さらに JPALS 推進のための情報提供を、学術研修会において行い、

会員の生涯学習環境の充実を図った。また、JPALS システムに研修会コード

を登録して周知した。  

③ 平成 26 年度日本薬剤師会生涯学習担当者全国会議に出席し、内容は会誌「ジ

ャニファ」により会員に周知した。  

 

(4) 学術研修会の開催（継続）  

 プロフェッショナルスタンダードの不足部分を補うために、学術研修会を開催し

た（参加者 72 名）。  

講演 薬疹について  －重症例を中心に－  

講師 新潟市民病院皮膚科部長   富山勝博氏 

 

 

16 広報・情報活動の推進   

(1)  「ジャニファ」の定期刊行（継続）  

① 県薬会誌「ジャニファ」を年 6 回発行し、学術的研鑚・会員の交流の場等に

なるよう寄稿を積極的に働きかけ、掲載内容の充実に努める等、県薬活動の

広報を強化した。  

② 第 46 回日本薬剤師会学術大会に参加し、報告を会誌「ジャニファ」に掲載し

た。 

 



 

(2) 日薬データベースへの参加（継続）  

日薬データベース「 Bunsaku」共同入力事業に参加した。  

 

(3) 図書及び情報の整備（継続）  

図書及び研修用 DVD、薬物乱用防止教室資料等の整備、貸し出しを行った。  

 

(4) 薬事情報に関する研修会への参加（継続）  

日本薬剤師会の平成 26 年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会及び

第２回平成 26 年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会に参加した。  

 

(5) ホームページの管理（継続）  

 県薬情報の発信及び更新を行い、広報・啓発に努めた。  

 

(6) メールニュースの発信（継続）  

メールニュースの配信により、会員への即時性のある情報を提供した。  

 

 

17 三師会等関係団体との連携  

(1) 三師会との連携（継続）  

① 新潟県における医療、保健、福祉の向上に寄与するため、新潟県三師会連絡

協議会に参画して、三師会との連携を強化した。 

② 新潟県三師会連絡協議会の目的、事業である県民の医療、保健、福祉に関す

る事項を達成するため、県民向けの健康セミナー 2014「インフルエンザ―プ

ロが明かす防御法―」の実行委員会に参画し、講師を派遣して、開催した。  

演題 くすりを味方につけるには  

講師 新潟大学医歯学総合病院准教授・副薬剤部長  外山聡氏    

③ 三師会社保担当理事連絡協議会に参加した。 

④ 三師会・国保連合会・支払基金保険事務懇談会に参加した。  

 

(2) 新潟県民医療推進協議会との連携（継続）  

① 新潟県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、新潟県における医療・介護・ 

保健及び福祉行政の拡充強化をめざして、三師会等関係団体で構成する新潟    

県民医療推進協議会に参画して連携を強化した。 

② 同協議会に設置されている在宅ケアにおける多職種協働推進委員会、大災害

に対する多職種協働推進委員会及び健康寿命延伸にかかる多職種連携委員

会等に参画して構成団体と連携を図った。  

 

(3) 新潟県薬事団体連絡協議会との連携（継続）  

① 構成団体相互協力のもとに、業界の発展、公衆衛生の向上及び県民の健康維

持増進に寄与することを目的とする新潟県薬事団体連絡協議会に参画して連

携を強化した。  



 

② 新潟県薬事団体連絡協議会の事務局を担当して総会を開催し、薬と健康展等

の事業の運営に係る事務局を担った。  

 

(4) その他の関係団体との連携（継続）  

① 公益財団法人新潟県健康づくり財団に参画した。  

② 新潟県糖尿病対策推進会議に参画した。  

③ 新潟県歯科保健協会に参画した。  

④ 新潟県小児保健研究会に参画した。  

⑤ 新潟母性衛生学会に参画した。  

⑥ 新潟栄養・食生活学会に参画した。  

⑦ NPO 法人新潟難病支援ネットワークに参画した。  

⑧ 新潟県学校保健研究大会に出席した。  

⑨ 公益財団法人新潟県臓器移植推進団体に参画した。  

⑩ 新潟県交通安全対策連絡協議会に参画した。  

 

 

18 北陸信越ブロック薬剤師会との連携  

(1) 北陸信越ブロック連絡協議会との連携（継続）    

北陸信越ブロック連絡協議会等に出席して、北陸信越ブロックの各薬剤師会と連

携を図り、情報交換に努めた。  

 

(2) 日薬ブロック（北陸信越）会議への参加（継続）  

日薬ブロック会議（北陸信越）に出席し、日薬及びブロック内の情報・意見交換

を行った。  

 

 

19 日本薬剤師会学術大会、並びに北陸信越薬剤師大会及び北陸信越薬剤師学術大

会への参加  

(1) 日本薬剤師会学術大会への参加（継続）    

会員の資質向上に寄与するために、日本薬剤師会学術大会に役員等が参加した。  

 

(2) 北陸信越薬剤師大会及び北陸信越薬剤師学術大会への参加（継続）   

① 北陸信越薬剤師大会及び北陸信越薬剤師学術大会にかかる参加及び発表につ

いて情報提供し、会員の参加費について支援した（参加者 95 名、発表者 15

名）。  

 ② 北陸信越薬剤師大会及び北陸信越薬剤師学術大会へ情報収集等のために役員

等が参加し、会誌「ジャニファ」により会員に報告した。  

 

 

 

 


