
 

【 平 成 2 7 年 度  事 業 報 告 】 

 

 

平成 27 年は、薬剤服用歴の未記載問題、政府の規制改革会議「健康・医療ワ

ーキンググループ」における医薬分業のあり方に関する公開討論会の開催や、そ

れに続く無資格調剤に関する報道など、薬局・薬剤師に対する厳しい逆風が吹い

た１年であった。  

平成 27 年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（骨

太の方針）では、薬剤師による効果的な投薬・残薬管理や医師等との連携による

地域包括ケアへの参画を目指したかかりつけ薬局の推進と、診療報酬における調

剤業務の妥当性と保険薬局の貢献度による評価や適正化の方向性等が示された。 

また、9 月には、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する機能を

持つ薬局を「健康サポート薬局」とすることが、厚生労働省の検討会より公表さ

れ、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を基本に、医薬品等の安全・適正な使用に関

する助言と健康の維持・増進に関する相談を受け付け、かかりつけ医等の専門職

種や関係機関と連携して地域住民の健康サポートを実施し、地域の薬局への情報

発信、取組支援等に取り組む薬局とされた。  

さらに、平成 27 年 10 月には、薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編するた

めの「患者のための薬局ビジョン」が厚生労働省より公表され、日薬が目指して

きたかかりつけ薬剤師像・薬局像が示されるとともに、「門前からかかりつけ、

そして地域へ」と目指すべき医薬分業の姿が明確に示された。  

平成 28 年度の診療報酬改定では、診療報酬本体は＋ 0.49％、医科＋0.56％、

歯科＋0.61％、調剤＋0.17％と、技術料割合に基づく配分比率は「医科：歯科：

調剤＝1：1.1：0.3」とかろうじて堅持された。しかしながら、改定の別枠で実

施される「大型門前薬局等の評価の適正化」など、課題が残った。そのような中

で「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設され

た。薬局や施設ではなく、地域で患者から信頼される薬剤師が調剤報酬上で評価

されたのは今回が初めてである。  

平成 26 年度に創設された国の地域包括ケアシステムの構築等、医療・介護サ

ービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度では、消費税の増税分を基金

として活用する医療介護総合確保推進法に基づく基金事業がスタートし、この方

針を基に平成 27 年度新潟県計画が策定され、当会は、薬剤師の訪問薬剤管理指

導を推進するために、訪問に繋がる導入研修及びフィジカルアセスメント研修に

よるスキルアップ、無菌調剤の推進、在宅医療推進に向けた環境整備等に、地域

薬剤師会、行政、医療・介護・福祉等の関係機関との調整・連携を図りながら取

り組んだ。  

平成 26 年度より新潟県と協働して取り組んだ「にいがた健康サポート薬局」

事業では、参加薬局における相談応需が充実したものとなるよう支援し、県民へ

の広報に努めた。平成 27 年度は 131 薬局が参加し、相談応需した報告数も 400

件を超えた。また、全会員薬局を対象に、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能



 

及び健康サポート機能に関する実態調査を実施した。これらの事業は報告書にと

りまとめ、会員に配布した。  

 

 

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、災害医療等について研修会を開催した。  

   テーマ  災害時の薬局の対応を考えよう～発災後３日間の備え～  

   講師 新潟県薬剤師会会長  山岸美惠子  

② 県薬と地域薬剤師会が連携して活動できるよう防災対策および災害時の対応

等について情報交換した。 

 ③ 「新潟県薬剤師会災害対策マニュアル」を改訂し、ホームページに掲載して

会員に周知した。  

 ④ 「新潟県薬剤師会災害対策マニュアル」に則り、災害発生時の情報伝達につ

いて、役職員の緊急連絡網により情報伝達訓練を実施した。  

 ⑤ 災害時の情報収集のため体制を整備した。  

 ⑥ 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 新潟県防災会議に指定公共機関として参加し、また、新潟県災害医療連絡協

議及び新潟県災害医療コーディネート研修に参加して、行政との連携体制の

推進を図った。  

② 国土交通省、新潟県、新潟市及び聖籠町が主催した大規模津波防災総合訓練

に参加した。  

 ③ 新潟県が開催した安定ヨウ素剤の事前配布等に関する検討会に参加した。ま

た、安定ヨウ素剤の事前配布研修会に参加し、地域薬剤師会とともに安定ヨ

ウ素剤事前配布説明会に協力した。  

④ 指定地方公共機関として新潟県と連携協力して新型インフルエンザ等対策訓

練に参加した。  

 

(3) 災害時の救援活動等への協力・対応（継続）  

 ① 新潟大学医学部災害医療教育センターが主催した平成 27 年度 PFA（心理的応

急処置 Psychological First Aid）研修会に参加し、また、新潟県災害医療

研修会に参加して、チーム医療への薬剤師の積極的な参加を強化するため、

医師会等との連携を図った。  

 ② 災害時等における医薬品等の確保・供給のあり方に関して、新潟県災害医療

連絡協議会における新潟県の備蓄医薬品リストについて提案した。また、薬

局における医療用医薬品の備蓄等に関して県への要望を行った。  

 

 

 



 

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（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若手薬剤師フォ

ーラムを開催した。  

   テーマ  どうなる？未来の薬剤師－私たちが描く KIZUKI  

講演   薬剤師と政治  講師 日本薬剤師連盟副会長 荻野構一氏 

基調講演 国政報告    講師 参議院議員  藤井もとゆき氏  

② 青年部の企画により「若手薬剤師フォーラム」参加者のための「フォローア

ップ研修」を実施した。 

   テーマ  どうなる？未来の薬剤師－私たちが描く KIZUKI 

 

(3) 青年部の活動の活性化（継続）  

① 青年部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とした研修会を開催した。  

   第 1 回  テーマ  薬剤師が行う健康サポート   

講演  にいがた健康サポート薬局とは   

講師  新潟県薬剤師会副会長  渡邉 彦  

    第 2 回 テーマ  県民に求められる薬局・薬剤師とは  

         講演  県民目線の薬局業務とは－アンケート調査で見えてきた

もの   

講師  新潟県薬剤師会青年部  小林圭輔  

    第 3 回 テーマ  スマイルケア食～おいしいとろみ・きざみ食の作り方  

         講演  介護食（スマイルケア食）について  

講師  新潟県栄養士会福祉事業部管理栄養士  江口公子氏  

山田祥子氏  

③ 求められる薬局・薬剤師像等について平成 26 年度に実施した県民への薬局に

対するアンケート調査の結果を考察し、北陸信越薬剤師学術大会において口

頭発表し青年部活動をアピールするとともに、北陸信越ブロックの青年部と

の交流を図った。  

   演題 県民目線の薬局業務とは－アンケート調査で見えてきたもの－  

   発表者  新潟県薬剤師会青年部  小林圭輔  

④ 長岡市薬剤師会の要請を受け「すこやか・ともしびまつり 2015」において、

薬団連と当会が共催した「薬と健康展」で「わくわく調剤体験」を行った。  

 また、地域保健委員会と協働して、「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2015

にいがた」において、お薬相談等のブースを出展した。  

⑤ 交流イベントを開催して部員、会員等相互の親睦を図った。  

⑥ 若手薬剤師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を通じて、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）  

組織強化の一環として、各部会の活動状況等について情報交換を行った。  

 

 

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、未就業薬剤師に就労斡

旋を行った。  

 

 

4 試験検査の実施   

(1) 委託検査等の実施（継続）  

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。また、日薬の医薬

品試験検査に係る精度管理試験（医薬品全国統一試験）に参加した。  

 

(2) 依頼検査等の実施（継続）  

薬局製剤の試験検査について、計画的試験検査及び随時依頼試験検査の依頼を受

け、実施した。  

 

(3) 研修会等への参加（継続）  

日薬主催の試験検査センター技術講習会に参加し、試験検査技術の向上を図った。 

 

(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）  

希望する保険薬局に対して個別面談を行い、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。  



 

(2) 保険薬局研修会の開催（継続）  

保険薬局の質的向上を目指し、薬剤師を取り巻く状況と平成 28 年度調剤報酬改定

等について、研修会を開催した。  

  第Ⅰ部 講演 平成 27 年度個別指導における指摘事項等について  

講師 新潟県薬剤師会専務理事  上野憲夫   

第Ⅱ部 講演  薬剤師を取り巻く状況と平成 28 年度調剤報酬改定について  

講師 日本薬剤師会副会長  森 昌平氏  

 

(3) 集団指導、個別指導への立会い（継続）  

関東信越厚生局新潟事務所及び新潟県が実施する指導に立会い、当該指導の円滑

な実施と適正な保険請求事務の推進に努めた。 

 

(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および質問について、会誌「ジャニファ」等に掲

載し周知を図った。  

 

(5) 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の各都県事務所による指導状況等について、10 都県薬剤師会

社会保険担当者連絡協議会に参加して情報交換を行った。  

 

(6) 平成 28 年度調剤報酬改定等説明会への参加（新規）  

 日薬主催の平成 28 年度調剤報酬改定等説明会に参加した。  

 

(7) 平成 28 年度調剤報酬改定説明会の開催（新規）  

 平成 28 年度調剤報酬改定に関する説明会を開催して、会員への周知を図った。  

   講演 平成 28 年度調剤報酬改定のポイントとその考え方  

講師 新潟県薬剤師会専務理事  上野憲夫  

 

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（継続）  

「薬と健康の週間」における全国統一事業（かかりつけ薬局の普及啓発）につい

て、会員へ広報啓発を図った。  

 

(2) 「健康情報拠点薬局」の推進（継続）  

新潟県から受託した「平成 27 年度薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点薬局推進

事業」として以下の事業を実施した。  

1）  「にいがた健康サポート薬局」参加薬局を対象に以下の取り組みを行った。 

・相談応需の充実のために、服薬支援グッズリストの作成、メールマガジンの  

配信、情報交換会の開催を実施した。  

   ・参加薬局の相談応需記録を収集し相談内容を取りまとめた。  

・地域住民への広報のため、相談事例を示した啓発チラシを作成し配布した。 



 

・平成 28 年度より「にいがた健康支援薬局」へ名称変更することに伴い、  

広報用ステッカー及びチラシを作成して参加薬局に配布した。  

2）  事業説明会を開催して新規参加薬局を募集した。  

3）  「にいがた健康サポート薬局」について県民に周知するために、新聞広告

及びテレビ CM により広報した。  

4）  会員の薬局を対象に、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能及び健康サポ

ート機能に関する実態調査を実施した。  

5）  本事業報告書を冊子としてとりまとめ、会員に配布した。  

 

(3) 処方箋応需薬局名簿の作成（継続）  

新潟市薬剤師会が行う「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)  休日等の医薬品供給体制整備（継続）  

① 輪番制による休日当番薬局をホームページに掲載し、休日における薬局の開

局状況を広報した。  

② 前述の「健康サポート機能」に関する実態調査の一環として、薬局における

夜間対応の状況を調査した。  

 

(5) 医薬分業対策全国会議等への参加（継続）  

厚生労働省が主催する医薬分業指導者協議会に参加した。  

 

(6）薬剤服用歴の未記載問題を踏まえた研修会の開催（新規）  

 日薬からの要請を受け、薬剤服用歴の未記載問題を踏まえ、薬剤師業務の理念と

職能倫理、医薬分業や薬剤服用歴の意義等について、改めて会員に周知徹底する

ため、新潟市薬剤師会と共催して研修会を開催し、DVD に収録した。 

  講演 薬歴未記載問題から考える医薬分業の理念と薬剤師倫理  

講師 新潟県薬剤師会副会長  荻野構一  

  講演 薬局・薬剤師をめぐる国の方針   

講師 新潟県薬剤師会副会長  渡邉  彦  

また、収録した DVD を活用して各地域薬剤師会に開催を依頼した。  

 

 

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）  

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新潟県病院薬剤師会との共催で開催した。  

講演 調剤事故・調剤過誤発生時の対応について   

講師 新潟県薬剤師会常務理事  五十嵐 央   

特別講演 医療過誤裁判から考える薬剤師による情報提供と服薬指導  

講師 東邦大学薬学部医療薬学教育センター薬事法学研究室  秋本義雄氏  



 

 

(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）  

日薬の主催する高度管理医療機器販売等に係る継続研修会に共催し、医療機器販

売等の販売管理者を対象として開催した。  

  講演 医薬品医療機器等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  滝川泰弘氏、吉﨑麻友子氏   

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 

 

(3) DEM 事業の広報（継続）  

日薬が行う DEM 事業について、会員が勤務する薬局に周知して参加を啓発した。  

 

(4) 医療安全対策に係る会議への参加（継続）  

医療事故調査制度の平成 27 年 10 月施行に向けた関東甲信越ブロック医師会主催

の医療事故調査制度に関するシンポジウムに参加した。また、新潟県医療事故調

査等支援団体連絡協議会に参加した。  

 

 

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 新潟県および関係団体と連携して、地域医療介護総合確保基金にかかる在宅

医療(薬剤)人材育成事業の一環として、以下の研修会を開催した。  

・薬剤師の在宅訪問業務の導入研修会  

・フィジカルアセスメントに関する研修会  

第 1 部 基調講演  チーム医療および薬剤師の役割について  

―高齢者、地域医療の現状と課題―  

講師 新潟南病院副院長 横山明裕氏  

第 2 部 薬剤師に必要なフィジカルアセスメント  講演及び実技研修    

講師 影向範昭氏  

②  在宅医療(薬剤)人材育成事業の一環として、薬局・薬剤師の更なるスキルア

ップのための応用研修カリキュラム作成に向けた検討会議を開催した。  

③  無菌調剤に係る人材育成を図るため、病院実習及び集合研修等による研修シ     

ステム構築について検討し、無菌調剤、患者の病態把握のための病院実習研

修を試行的に実施し、内容等について評価した。  

④  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。  

⑤   在宅医療における会員の活動事例及び医師からの学術的寄稿を会誌「ジャニ  

ファ」に掲載して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 多職種との連携促進を図るため、「第３回甲信越在宅医療推進フォーラム  in 



 

新潟（在宅ケアを考える集い  in 越後2016）」の実行委員会に参画し、薬剤

師の訪問薬剤管理指導の紹介等のブース出展を行った。  

②   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。  

③ 新潟県および関係団体と連携して、在宅医療 (薬剤)推進事業として、薬剤師

の訪問薬剤師管理指導推進に向けた検討会を多職種の協力を得て開催した。  

④ 新潟県および関係団体と連携して、在宅医療 (薬剤)環境整備事業として、以

下の会議等を多職種、地域薬剤師会等の協力を得て開催した。  

・無菌調剤設備の共同利用推進のための検討会を開催した。  

・佐渡市における訪問薬剤管理指導の推進に向けた検討会を開催した。  

・訪問薬剤師管理指導業務の推進のための検討会を開催した。  

 

 

9 医薬品販売制度への対応  

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

動（継続）  

① 日薬の「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会」に参加した。  

② 日薬の「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

て研修会を開催した。  

    テーマ 薬剤師の臨床判断～症候学とトリアージを学ぼう（腰痛編）～  

講師 新潟県薬剤師会一般用医薬品・薬局製剤・漢方委員会  

       本部委員  廣橋義和、槇坂幸恵      

③ セルフメディケーションハンドブック 2015 を購入して研修会で活用した。  

また、にいがた健康サポート薬局、薬のセミナー、県民向けイベントに配布

して医薬品の適正使用等について県民に啓発した。  

④ 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ホームページに

掲載して会員への情報提供に努めた。  

 

（2） 医薬品販売制度への対応（継続）  

① 登録販売者の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開催した。  

②  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。  

③ 薬局・店舗での内部研修の資料としてＤＶＤを貸し出し、また地域薬剤師会

に配布した。  

 

 

10 薬局製剤の推進   

(1) 薬局製剤・漢方研修会の開催（継続）  

① 会員への薬局製剤・漢方製剤に関する啓発・研鑽を支援する目的で、研修会

を開催した。  

   演題 薬局製剤を始めてみませんか   



 

講師 日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会委員  岩浪 登氏  

② 薬局製剤について会誌ジャニファ及びホームページ、メールにより、会員に

随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（拡充）  

① 平成 28 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。  

② 認定実務実習指導薬剤師資格更新のための講習会を新潟県病院薬剤師会と共

催して開催した。  

③ 充実した実務実習の実現のために、薬局実務実習地域担当者会議を開催して

意見交換した。  

④ 認定実務実習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

アドバンストワークショップを開催した。  

   テーマ 服薬指導から考える薬局薬剤師業務のスキルアップ  

～ロールモデルの指導薬剤師を目指して～  

講演 これからの実務実習  

～患者のための薬局ビジョンは受け入れ施設のビジョン？～   

講師 埼玉県薬剤師会常務理事  畑中典子氏  

⑤ 平成 25 年度改訂版  薬学教育モデル・コアカリキュラムに対応した実務実習   

のために、新潟県病院薬剤師会及び新潟薬科大学と意見交換を行った。  

 

(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、新潟県病院薬剤師会と共催し、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等への参加（継続）  

① 薬学生実務実習の環境整備やワークショップの円滑な実施等を協議する関東

地区調整機構の総会、薬局小委員会、指導薬剤師養成小委員会に参加した。  

② 日薬の薬局実務実習担当者全国会議、薬局実務実習受入に関する関東地区ブ

ロック会議に参加した。  

③ タスクフォーススキルアップのための講習会、平成 25 年度改訂版  薬学教育

モデル・コアカリキュラムによる実務実習のためのワークショップに参加し

た。また、全国薬学教育者アドバンストワークショップにオブザーバーとし

て参加した。  



 

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（継続）  

① 地域の健康維持と保健衛生の向上に資するため、新潟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、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て開催した。  

② 平成 28・29 年度の薬事衛生指導員を地域薬剤師会から推薦を受け委嘱した。 

 

(2) 薬物乱用防止事業の推進（継続）  

① 新潟県等の依頼を受け、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 薬物乱用防止啓発資材 (ポケットティッシュ )を作成し、県へ寄付した。  

③ 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、情報交換のための研修

会を開催した。  

  講演 わたしのおくすりセミナー  

  講師 新潟県薬剤師会薬事衛生指導員  小林裕美子  

 

(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等に寄与するため「くすりと健康

フェア 2015 in にいがた」を、自殺予防をテーマに開催した。また、お薬相談、

ストレスチェック等のブースを出展した。  

講演 アルコールとうつ・自殺～「死のトライアングル」を防ぐために   

講師 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター  

精神保健研究所薬物依存研究部部長   

自殺予防総合対策センター副センター長  松本俊彦氏  

 

(5) 「薬と健康展」等、薬事啓発事業の実施（継続）  

① 長岡市が主催する「すこやか・ともしびまつり 2015」において、新潟県薬事

団体連絡協議会が開催する「薬と健康展」を長岡市薬剤師会の協力を得て共

催し、薬事啓発のためのブースを出展した。  

②   健康増進関連団体等が主催した、がん征圧新潟県大会併設生活習慣病予防展  

   （長岡市）、にいがた健口文化フォーラム 2015 in 上越（上越市）、ピンクリ

ボンホリデー 2015（新潟市）に地域薬剤師会の協力を得て参加した。 

③   ジェネリック医薬品の安心使用を促進するため、テレビ番組による県民への  

   広報、薬のセミナーやイベント参加者への啓発資材の配布により、県民の正

しい知識の普及啓発を図った。  

④   お薬手帳の活用等について県民への理解を深めるために、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・啓発した。また、医薬  



 

   分業およびかかりつけ薬局の定着を図るための啓発資材を配布して広報・啓

発に努めた。  

⑤   薬剤師の訪問薬剤管理指導について県民へ広報するため、薬のセミナー及び  

 健康関連イベントにおいて啓発チラシを配布して広報した。  

⑥   日薬作成の「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て  

 配布するなどして、正しい薬の知識の普及・啓発を図った。  

    

(6) 自殺予防対策（継続）  

① 自殺危機にある方へ薬剤師としての初期介入ができるようゲートキーパー養

成研修会（ＷＳ）を開催した。  

    講師  自殺危機初期介入スキル研究会認定講師・新潟県薬剤師会  

向井 勉、髙橋由紀子、齋藤大幸  

② 地域薬剤師会においても、自殺危機にある方へ薬剤師としての初期介入がで

きるためのゲートキーパー養成研修会の開催を呼びかけ、地域薬剤師会の依

頼を受け講師を派遣した。 

③   自殺予防のためのゲートキーパー養成研修会の修了者を対象にフォローア  

 ップ研修会を開催した。 

 講演 薬剤師の自殺予防活動の実際～初期介入スキルの振り返り～  

 講師 自殺危機初期介入スキル研究会認定講師・新潟県薬剤師会  

今井理央子、金子祥大  

講演 いろいろな領域での臨床心理士の仕事  

   講師 新潟県臨床心理士会  名和 淳氏 

④   地域における自殺予防対策を推進するために他団体との連携を図る。  

⑤  新潟県自殺予防対策推進県民会議に参加した。また、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―」に当会の自殺予防  

     対策事業を登録して県民に広報した。また、新潟県が企画した新潟民法ラジ

オ合同自殺予防キャンペーン番組に出演した。  

⑦  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、内閣府自殺対策推進室公式 Facebook サイトに当会の自殺予防のため

の取組みを掲載して広報した。  

 

(7) 禁煙対策（継続）  

県民へ禁煙について広報・啓発するために、当会及び健康増進団体等が主催する

イベントにおいて啓発資材を配布した。  

 

 

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 適正なドーピング防止活動を行うために、薬剤師のためのドーピング防止ガ

イドブック 2015 を会員の薬局及び会員所属の医療機関に配布した。  



 

② 会員へのドーピング防止関連情報を会誌「ジャニファ」及びメールニュース

に掲載して広報した。  

 

(2) ドーピング防止のための研修会への参加（継続）  

会員及びスポーツファーマシストのドーピング防止活動を支援するために、日薬

の都道府県薬剤師会スポーツファーマシスト担当者合同研修会に参加した。  

 

(3) 他団体との協力（継続）  

新潟県体育協会が主催した「第１回スポーツ医科学委員会」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）  

新潟県からの補助事業として、フリーダイヤルの活用による県民からの薬に関す

る電話相談に応じた。  

 

 

15 学術研修・生涯教育の充実   

(1) 新潟薬学会の開催（継続）    

会員の研究発表及び薬剤師としての学術的研鑽を支援するため、新潟県病院薬剤

師会と共催で第 156 回新潟薬学会を開催した。 

 特別企画 新たなる医療連携の展開   

特別講演 シームレスな医療の提供“これからの医療連携を考える”   

講師 新潟県薬剤師会会長  山岸 美惠子  

 

(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及び秋期研修会、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）  

日薬の JPALS（生涯学習支援システム）について、会誌ジャニファ、ホームペー

ジ、メールにより広報啓発に努めた。また、 JPALS システムに各研修会コードを

登録して周知した。  

地域薬剤師会と研修会開催状況、問題点等についての情報交換を行った。  

 

(4) 学術研修会の開催（継続）  

 認知症の早期発見と治療における薬剤師の役割と多職種連携に関する研修会を

開催した。  

  講演 認知症の早期発見と治療における薬剤師の役割と多職種連携   

講師 医療法人新成医会総合リハビリテーションンター・みどり病院病院長  

成瀬 聡氏  



 

16 広報・情報活動の推進   

(1)  会誌「ジャニファ」の定期刊行（継続）  

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。 

北陸信越薬剤師学術大会への取材活動を行い、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）  

図書および研修用 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）  

日薬の情報センター実務担当者会議に参加した。 

 

(5) ホームページの管理（継続）  

 新潟県薬剤師会及び薬事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）  

会員へのメールニュースの配信により、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の実行委員会に参画し、講

師を派遣して、開催した。 

③ 三師会社会保険担当理事連絡協議会に出席した。  

④ 三師会・国保連合会・支払基金保険事務懇談会に出席した。  

 

(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協働推進

委員会等に参画して構成団体と連携を図った。    

③ 健康寿命延伸フォーラム 2015 において、パネルディスカッションに講師を派



 

遣した。また、お薬相談及び薬事啓発のためのブースを出展した。  

 

(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参加した。  

⑨ 独立行政法人日本スポーツ振興センター学校安全業務運営会議に参加した。  

⑩ 公益財団法人新潟県臓器移植推進団体に参画した。  

⑪ 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会に参画した。  

⑫ 新潟県在宅医療（栄養）推進事業・栄養評価委員会に参画した。  

 

 

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に参加して、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（北陸信越）ブロック会議への参加（継続）  

日薬（北陸信越）ブロック会議に参加し、日薬及びブロック内の各薬剤師会と情

報・意見交換を行った。 

 

 

19 日本薬剤師学術大会、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、日本薬剤師学術大会に役員等が参加して会誌

「ジャニファ」で報告した。  

 

(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 北陸信越学術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。 

② 会員の資質向上に寄与するために、北陸信越薬剤師大会及び北陸信越薬剤師

学術大会に参加して会誌「ジャニファ」等で報告した。  
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