
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで
［団体・機関別報告］
Ⅰ　県薬関係
　1　総　会

６月１０日 定時総会 新潟グランドホテル
６月１０日 定時総会「特別講演」 新潟グランドホテル
６月１０日 定時総会「表彰式及び懇親会」 新潟グランドホテル
３月２４日 臨時総会 万代シルバーホテル

　2　監査
４月２３日 公認会計士監査 薬剤師会館
４月２７日 監事監査 薬剤師会館

　3　理事会
４月１４日 第1回理事会 薬剤師会館
５月　６日 第2回理事会 薬剤師会館
６月　２日 第3回理事会 薬剤師会館
６月１０日 第4回理事会 新潟グランドホテル
７月　７日 第5回理事会 薬剤師会館
９月　１日 第6回理事会 薬剤師会館

１０月２０日 第7回理事会 薬剤師会館
１２月１５日 第8回理事会 薬剤師会館
２月１６日 第9回理事会 薬剤師会館
３月１６日 第10回理事会 薬剤師会館

　4　常務理事会
４月１２日 第1回常務理事会 薬剤師会館　
５月３１日 第2回常務理事会 薬剤師会館
６月２１日 第3回常務理事会 薬剤師会館
７月１９日 第4回常務理事会 薬剤師会館
８月　９日 第5回常務理事会 薬剤師会館
９月１３日 第6回常務理事会 薬剤師会館

１０月１１日 第7回常務理事会 薬剤師会館
１１月　８日 第8回常務理事会 薬剤師会館
１２月　９日 第9回常務理事会 薬剤師会館
１月１０日 第10回常務理事会 薬剤師会館
２月　８日 第11回常務理事会 薬剤師会館
３月　７日 第12回常務理事会 薬剤師会館

　5　地域薬剤師会長協議会
４月１４日 第1回地域薬剤師会長協議会 薬剤師会館
６月１０日 第2回地域薬剤師会長協議会 新潟グランドホテル
７月　７日 第3回地域薬剤師会長協議会 薬剤師会館
９月　１日 第4回地域薬剤師会長協議会 薬剤師会館

１０月２０日 第5回地域薬剤師会長協議会 薬剤師会館
１２月１５日 第6回地域薬剤師会長協議会 薬剤師会館
２月１６日 第7回地域薬剤師会長協議会 薬剤師会館

　6　地域薬剤師会総会等（役員出席分）
５月２６日 一般社団法人長岡市薬剤師会通常総会 パストラル長岡
６月１６日 一般社団法人新潟市薬剤師会定時会員総会 新潟グランドホテル
６月１６日 県央薬剤師会通常総会 三条ロイヤルホテル
６月１６日 一般社団法人上越薬剤師会総会 高田ターミナルホテル
６月３０日 一般社団法人下越薬剤師会第49回定時社員総会 割烹北辰館
２月　１日 一般社団法人長岡市薬剤師会新年会 ホテルニューオータニ長岡

【　会　務　日　誌　】



Ⅱ　日薬関係
　1　都道府県薬会長協議会・総会等

５月１６日 第1回都道府県会長協議会 日薬会議室
６月２３日

～２４日
第91回日本薬剤師会定時総会 ホテルイースト21東京

７月１１日 第2回都道府県会長協議会 日薬会議室
９月２２日 第3回都道府県会長協議会 ホテル金沢
１月１６日 第4回都道府県会長協議会 日薬会議室
１月１６日 日薬新年賀詞交歓会 明治記念館
３月　９日

～１０日
第92回日本薬剤師会臨時総会 ホテルイースト21東京

　2　会議・研修会関係
６月　７日 薬剤師研修協議会連絡会 日本消防会館
６月１３日 薬局実務実習担当者全国会議 慶応義塾大学
９月２３日
～２４日

第51回日本薬剤師会学術大会 石川県金沢市

１１月３０日 都道府県薬剤師会アンチ･ドーピング活動担当者研修会 日薬会議室
１２月　７日 試験検査センター技術研修会 国立医薬品食品衛生研究所
１２月１０日 薬局実務実習受入に関する関東地区ブロック会議 日薬会議室

２月　１日 平成30年度かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議会 厚生労働省
２月　３日 第1回日薬北陸信越ブロック会議 ホテル信濃路

２月１０日
～１１日

薬剤師生涯教育推進事業　次世代薬剤師指導者研修会 浜松町コンベンションホール

３月　４日 薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会 日薬会議室
３月１３日 研究倫理に関する全国会儀 日薬会議室
３月１８日 社会保険指導者研修会 AP市ヶ谷

Ⅲ　北陸信越ブロック関係
６月　３日 第1回北陸信越ブロック連絡協議会 ホテル信濃路
２月　３日 第2回北陸信越ブロック連絡協議会 ホテル信濃路

Ⅳ　県庁関係
　1　審議会

５月　８日 新潟県薬事審議会 新潟県庁
３月２７日 新潟県医療審議会 新潟県庁

　2　協議会・研修会等
５月３１日 新潟県後期高齢者医療広域連合との打合せ会議 新潟市薬剤師会
６月　５日 平成30年度・平成31年度事業の新潟県との打合せ 薬剤師会館
７月２３日 新潟県救急搬送・受入協議会 自治労会館
８月　７日 第1回新潟県国民健康保険運営協議会 新潟県庁
８月　８日 新潟県地域医療構想に関する説明会 新潟テルサ

１０月１５日 感染症発生情報セミナー 県自治会館
１０月１７日 県医務薬事課との業務打合せ会 新潟東映ホテル
１０月２２日 薬事功労者新潟県知事表彰 県自治会館
１１月　６日 新潟県がん診療連携協議会 県立がんセンター新潟病院
１１月　７日 第7回新潟県地震・津波防災地域研究会 興和ビル
１１月１３日 第1回新潟県後期高齢者医療懇談会 県自治会館
１１月１３日 第2回新潟県国民健康保険運営協議会 県自治会館
２月　８日 新潟県アレルギー疾患医療連絡協議会 県自治会館
２月１２日 第3回新潟県国民健康保険運営協議会 県自治会館
２月２０日 麻薬小売業者研修会 新潟県庁
２月２１日 新潟県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 新潟県庁
３月１１日 平成31年度の新潟県補助金事業等についての打合せ会 薬剤師会館
３月１１日 新潟県災害医療連絡協議会 県自治会館
３月１３日 新潟県地域保健医療計画在宅医療ＷＧ 新潟医療人育成センター
３月１５日 新潟県医療安全推進協議会 県自治会館



３月２２日 新潟県防災会議 新潟県庁
３月２５日 新潟県血液対策推進協議会 県自治会館
３月２８日 第2回新潟県自殺予防対策推進県民会議 新潟県庁
３月２８日 新潟県いのちとこころを守る県民集会 新潟県庁

Ⅴ　大学関係
４月　５日 新潟薬科大学　入学式 県民会館
３月１９日 新潟薬科大学　卒業証書・学位記授与式 県民会館

Ⅵ　三師会関係
５月１４日 三師会による県民のための健康セミナー第1回実行委

員会
県歯科医師会館

８月　６日 三師会による県民のための健康セミナー第2回実行委
員会

県歯科医師会館

１０月２１日 県民のための健康セミナー2018 新潟市民プラザ
１２月１４日 三師会による県民のための健康セミナー第3回実行委

員会
県歯科医師会館

１２月１８日 三師会連絡協議会 ホテルイタリア軒
１月２２日 三師会社会保険担当理事連絡協議会 県歯科医師会館
２月１４日 三師会・支払基金及び国保連合会の保険事務懇談会 万代シルバーホテル
３月　６日 三師会会長懇談会 割烹螢

Ⅶ　新潟県民医療推進協議会関係
５月３０日 健康寿命延伸に係る多職種協働推進委員会 県医師会館

１０月２９日 健康寿命延伸フォーラムに関する打合せ会 県医師会館
１１月　４日 健康寿命延伸フォーラム2018 新潟ユニゾンプラザ

Ⅷ　団体関係
４月　７日 新潟県弁護士会新役員披露会兼名刺交換会 ホテルオークラ新潟
４月１１日 支払基金新潟支部第806回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部
４月２７日 新潟県介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟ユニゾンプラザ
５月　９日 支払基金新潟支部第807回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部
５月１１日 新潟栄養・食生活学会第１回役員会 新潟ユニゾンプラザ
５月１１日 新潟県介護支援専門員「実務研修」及び「再・更新研

修」事業における振り返り会議
新潟ユニゾンプラザ

５月１１日 新潟県医薬品登録販売者協会定時総会懇親会 ラマダホテル新潟
５月１７日 新潟県介護支援専門員協会第1回理事会 新潟ユニゾンプラザ
５月２２日 新潟県小児保健研究会役員会 新潟大学医学部有壬記念館
５月２７日 第66回新潟県病院薬剤師会通常総会 新潟グランドホテル
５月２８日 新潟県健診保健指導支援協議会第１回総務委員会 県自治会館
６月　４日 第7回全国配置薬協会北信越ブロック会定期総会 月岡温泉
６月　５日 新潟県介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟テルサ
６月　６日 支払基金新潟支部第808回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部
６月　９日 NPO法人新潟難病支援ネットワーク第12回通常総会 西新潟中央病院
６月１３日 第67回新潟県医薬品配置協議会通常総会 新潟会館
６月１４日 新潟県介護支援専門員協会定時社員総会及び理事会 新潟ユニゾンプラザ
６月２５日 新潟県健診保健指導支援協議会総会 県自治会館
６月２８日 新潟県歯科保健協会理事会及び定時評議員会 県歯科医師会館
６月２９日 新潟県健康づくり財団第16回定時評議員会 県医師会館
７月２１日 新潟栄養・食生活学会第22回総会および第21回栄養と

食生活講演会
新潟ユニゾンプラザ

７月２６日 新潟県薬事団体連絡協議会理事会・総会・懇親会 新潟グランドホテル
８月２７日 第1回新潟県糖尿病対策推進会議理事会 県医師会館
９月　１日 新潟県歯科医師会納涼会 アートホテル新潟駅前
９月　３日 新潟県介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟ユニゾンプラザ



９月１２日 支払基金新潟支部第811回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新
潟支部

１０月１０日 支払基金新潟支部第812回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新
潟支部

１０月１７日 第57回新潟県小児保健研究会 県自治会館
１０月１９日 第59回日本母性衛生学会 朱鷺メッセ
１０月２５日 新潟県在宅医療(栄養)推進事業・第1回評価委員会 新潟ユニゾンプラザ
１０月２６日 第63回予防医学事業推進全国大会 オークラホテル新潟
１０月２７日 新潟県医師会設立記念大会 ANAクラウンプラザホテル新潟
１１月１４日 支払基金新潟支部第813回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部
１１月２２日 新潟県介護支援専門員協会実務研修等　講師及びファ

シリテーター連絡会
新潟ユニゾンプラザ

１１月２７日 新潟県社会保険診療報酬請求書審査委員会親和会親和
会「秋の夕食会」

日本料理「行形亭」

１２月　１日 平成30年度栄養学術講習会、第22回新潟栄養・食生活
学会

新潟ユニゾンプラザ

１２月１２日 支払基金新潟支部第814回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新
潟支部

１月　９日 支払基金新潟支部第815回幹事会及び新春懇談会 ANAクラウンプラザホテル新潟
２月１３日 支払基金新潟支部第816回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部
２月１４日 新潟県介護支援専門員協会第3回理事会 新潟ユニゾンプラザ
２月２６日 介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟ユニゾンプラザ
３月　５日 新潟県介護支援専門員協会実務研修 ハイブ長岡
３月　７日 新潟県在宅医療(栄養)推進事業・第2回評価委員会 新潟ユニゾンプラザ
３月１３日 新潟県歯科保健協会第2回理事会及び臨時評議委員会 県歯科医師会館
３月１３日 支払基金新潟支部第817回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部
３月１４日 新潟県介護支援専門員協会平成30年度社員総会 燕三条地場産業振興センター
３月１６日 国民健康保険診療報酬審査委員会懇親会 新潟[鍋茶屋]
３月１８日 新潟市薬剤師会服薬相談事業 事業評価会議 新潟市総合保健医療センター

［部会・委員会報告］
Ⅰ　学薬部会関係

５月２０日 新潟県学校薬剤師会定期総会 新潟グランドホテル
１０月２４日 新潟県への学校薬剤師に関する要望についての説明 新潟県庁
３月　３日 学校薬剤師研修会 新潟ユニゾンプラザ

Ⅱ　病薬・女性薬・行薬部会関係
４月２２日 新潟県女性薬剤師会総会・春期研修会 東映ホテル
５月２６日 新潟県行政薬剤師会総会 ラマダホテル新潟
５月２７日 新潟県病院薬剤師会通常総会 新潟グランドホテル

１１月　３日
～４日

第16回日本女性薬剤師会　全国移動セミナーin新潟 月岡温泉華鳳

Ⅲ　委員会関係
　1　災害対策委員会

４月１７日 新潟大学医学部災害医療教育センターとの打合せ 薬剤師会館
４月１９日 新潟県・村上市・粟島浦村総合防災訓練第1回全体会議 村上市民ふれあいセンター
６月　８日 新潟県・村上市・粟島浦村総合防災訓練第2回全体会議 村上市民ふれあいセンター
８月　２日 新潟県・村上市・粟島浦村総合防災訓練第3回全体会

議及び第3回分科会
村上市民ふれあいセンター

９月２１日 「テロ対策パートナーシップ新潟（仮）」設立総会 新潟県庁
９月２７日 災害医療研修会打合せ会 新潟大学

１０月１０日 第1回災害対策委員会 薬剤師会館
１１月　７日 第7回新潟県地震・津波防災地域研究会 興和ビル
１２月１３日 災害薬事研修会に係る打合せ 薬剤師会館
１２月１６日 新潟県災害薬事研修会 新潟大学医学部医療人育成セ

ンター
１月１５日 総合警備訓練参観 朱鷺メッセ



３月２８日 災害薬事コーディネーター等に係る医務薬事課との打
合せ会

薬剤師会館

　2　総務委員会
４月　９日 第1回総務委員会 薬剤師会館
４月２１日 第1回青年部幹事会 薬剤師会館
４月２１日 第1回総会議事運営委員会 薬剤師会館
５月１８日 若手薬剤師フォーラム（仮）企画会議 薬剤師会館
５月２９日 第2回総務委員会 薬剤師会館
８月　２日 第3回総務委員会 薬剤師会館
８月１８日 青年部研修会with女性薬剤師会 まちなかキャンパス長岡
８月１８日 薬剤師交流会～納涼会～ ナガオカバル　Ｌｕｉｇｉ
８月２１日 第2回青年部幹事会 薬剤師会館
８月２６日 第7回青年部親愛ゴルフコンペ 湯田上カントリークラブ
９月　６日 第4回総務委員会 薬剤師会館
９月２９日 薬剤師資格証に関する地域担当者会議 薬剤師会館

１０月３０日 第1回代議員選挙管理委員会 薬剤師会館
１０月３０日 第5回総務委員会 薬剤師会館
１１月１２日 薬剤師フォーラムディスカッション担当者打合せ 薬剤師会館
１１月１７日 オーナー会議 東映ホテル
１１月２３日 薬剤師フォーラム2018 アートホテル新潟駅前
１１月２３日 青年部　新潟・佐渡地区薬剤師交流会～忘年会～ ビアダイニング麒麟
１１月１４日 会計検査院による会計実地検査に係る打合せ会議 県自治会館
１１月２１日 会計実地検査に係る医務薬事課との打合せ 薬剤師会館
１１月２４日 第3回青年部幹事会 薬剤師会館
１１月２８日 会計検査院による会計実施検査 薬剤師会館
１１月２８日 第6回総務委員会 薬剤師会館
１１月２９日 職業紹介従事者講習会 ガレッソホール
１２月　８日 青年部　下越地区薬剤師交流会～忘年会～ 割烹　千渡里
１２月１５日 青年部　上越・糸魚川地区薬剤師交流会 上越市市民プラザ「リラック

ス」
１２月１９日 第2回代議員選挙管理委員会 薬剤師会館
１月　９日 第3回選挙管理委員会（メール討議）
１月２６日 青年部　県央地区薬剤師交流会 わいわい肴屋海老勢
１月２８日 第7回総務委員会 薬剤師会館

２月　４日 第3回総会議事運営委員会 薬剤師会館
２月１３日 公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入

検査
薬剤師会館

２月２３日 第4回青年部幹事会 スモークカフェ
２月２３日 青年部定例集会及び薬剤師フォーラムフォローアップ

研修
スモークカフェ

３月　５日 第8回総務委員会 薬剤師会館
３月１３日 第4回選挙管理委員会 薬剤師会館
３月１９日 第4回総会議事運営委員会（メール討議）

　3　医療保険委員会
５月　７日 第1回医療保険委員会 薬剤師会館
８月　８日 第2回医療保険委員会 薬剤師会館
９月１０日 第3回医療保険委員会 薬剤師会館

１０月　６日 保険薬局業務点検相談会 アミューズメント佐渡
１０月２１日 保険薬局研修会 新潟市民プラザ
１０月２７日 保険薬局業務点検相談会 南魚沼市ふれ愛支援センター
１１月１５日 第4回医療保険委員会 薬剤師会館
１２月　７日 下越薬剤師会との打合せ会 薬剤師会館
１２月２０日 病院局との面談 新潟県庁
２月　７日 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
L'AUBE　Kasumigaura

２月１４日 第5回医療保険委員会 薬剤師会館



（保険薬局指導立会及び打合せ等）
４月１７日 保険薬局指導計画に係る厚生局及び新潟県との打合会 薬剤師会館
５月　９日 保険薬局集団的個別指導及び集団指導 上越市市民プラザ
５月１８日 関東信越厚生局新潟事務所との打合せ会 厚生局新潟事務所
５月２２日 保険薬局集団的個別指導及び集団指導 県自治会館
５月３０日 保険薬局集団的個別指導及び集団指導 パストラル長岡
６月１９日 保険薬局個別指導立会 パストラル長岡
６月２６日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
７月１１日 保険薬局個別指導立会 上越市市民プラザ
７月１９日 保険薬局個別指導立会 上越市市民プラザ
７月２４日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
８月　９日 保険薬局個別指導立会 パストラル長岡
８月２９日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
９月　３日 個別指導に関する打合せ会 薬剤師会館
９月　５日 保険薬局個別指導立会 県自治会館

関東信越厚生局新潟事務所
９月１８日 保険薬局個別指導立会 パストラル長岡

１０月１８日 保険薬局新規個別指導立会 上越市市民プラザ
１１月１４日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
１１月２８日 保険薬局個別指導立会 パストラル長岡
１１月２９日 保険薬局新規個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
１２月１２日 保険薬局新規個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
１２月１９日 保険薬局個別指導立会 パストラル長岡

１月２３日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
３月２２日 平成31年度保険薬局指導計画（案）に係る厚生局との

打合せ会
薬剤師会館

　4　医薬分業委員会
４月　５日 新潟市の多職種連携を推進する会―IT連携事業を通じ

た医療・介護の新たな連携に向けて―
新潟ユニゾンプラザ

４月１８日 医薬分業委員会三役会議 薬剤師会館
５月　９日 薬局プレアボイド事前打合せ 薬剤師会館
５月１７日 第1回医薬分業委員会 薬剤師会館
６月　５日 「にいがた健康支援薬局」周知に係る協会けんぽとの

打合せ
薬剤師会館

６月１９日 第1回「かかりつけ薬局・薬剤師」啓発資材作成ワー
キング

薬剤師会館

６月２８日 「にいがた健康支援薬局」周知に係る協会けんぽとの
打合せ

薬剤師会館

７月　２日 第２回医薬分業委員会 薬剤師会館

８月　５日 薬局プレアボイド「DI・症例検討会」 新潟ユニゾンプラザ

９月　９日 健康サポートのための多職種連携研修（研修会A） スポーツ医科学センター

９月１８日 第3回医薬分業委員会 薬剤師会館
１０月１４日 高度管理医療機器販売等に係る継続研修会 ハイブ長岡
１１月１８日 高度管理医療機器販売等に係る継続研修会 新潟ユニゾンプラザ
１１月１８日 リスクマネジメント研修会 新潟ユニゾンプラザ
１月２４日 医薬分業委員会三役会議 薬剤師会館
２月１２日 薬局機能強化及び調査・検討事業に係る県との打合せ 薬剤師会館
３月　５日 医薬分業委員会三役会議 薬剤師会館

（患者のための薬局ビジョン推進事業関係）

５月１０日 第1回患者のための薬局ビジョン推進に係る検討会義 薬剤師会館
６月　４日 薬局ビジョン事業に係る打合せ会議 薬剤師会館
６月　５日 平成30年度・平成31年度事業の県との打合せ 薬剤師会館
６月１３日 第1回実態調査にかかる検討会議 薬剤師会館
６月２０日 「なじらね訪問」普及啓発ワーキング 薬剤師会館
７月　３日 第2回患者のための薬局ビジョン推進に係る検討会議 薬剤師会館
７月１３日 第2回実態調査に係る検討会議 薬剤師会館
８月　１日 薬局ビジョン推進協議会設置に係る県医師会への説明 県医師会館
８月　７日 薬局ビジョン推進事業に関する下越病院への説明 下越病院



８月　９日 薬局ビジョン推進協議会に係る県歯科医師会への説明 県歯科医師会館
８月２０日 ビジョン事業に係る県看護協会への説明 県看護協会
８月２３日 薬局ビジョンに係る打合せ 薬剤師会館
８月２８日 薬局ビジョン推進協議会に係る県医師会への説明 県立新発田病院
９月１３日 第1回患者のための薬局ビジョン推進協議会 薬剤師会館
９月２５日 第3回患者のための薬局ビジョン推進に係る検討会議 薬剤師会館

１１月１１日 薬薬連携で活きる！ポリファーマシー対策研修会 ガレッソホール
１１月１６日 第4回患者のための薬局ビジョン推進に係る検討会議 薬剤師会館
１月３０日 第5回患者のための薬局ビジョン推進に係る検討会議 薬剤師会館
２月２１日 平成30年度患者のための薬局ビジョン推進事業報告会 新潟ユニゾンプラザ
２月２６日 第2回患者のための薬局ビジョン推進協議会 薬剤師会館

　5　在宅医療委員会
４月　１日 在宅ケアを考える集いin越後2018第3回実行委員会 県医師会館
４月　５日 介護予防のための地域ケア個別会議 胎内市役所
４月　８日 在宅医療に係る地域薬剤師会担当者会議 薬剤師会館
４月　９日 平成30年度地域医療介護総合確保基金（医療分）にか

かる都道府県ヒアリング事前打合せ
県医師会館

４月１７日 介護予防のための地域ケア個別会議 新発田市役所
４月１９日 平成30年度地域医療介護総合確保基金（医療分）にか

かる都道府県ヒアリング
厚生労働省

４月２０日 在宅医療研修事業に係るWG会議 薬剤師会館
４月２３日 第1回在宅医療委員会 薬剤師会館
５月１０日 介護予防のための地域ケア個別会議 胎内市役所
５月１３日 在宅ケアを考える集いin越後2018第4回実行委員会 県医師会館
５月１４日 介護予防活動普及展開事業における手引き作成ワーキ

ング
新潟県庁

５月１５日 介護予防のための地域ケア個別会議 新発田市役所
５月２０日 自立支援型ケアマネジメントに向けた専門職ステップ

アップ研修
新潟県医療福祉大学

５月２１日 第2回在宅医療委員会 薬剤師会館
６月１４日 介護予防のための地域ケア個別会議 胎内市役所
６月１９日 介護予防のための地域ケア個別会議 新発田市役所
６月２５日 自立支援型ケアマネジメントに向けた専門職ステップ

アップ研修
県自治会館

７月　３日 介護予防活動普及展開事業における手引き作成ワーキ
ング（第2回）

新潟県庁

７月　９日 第3回在宅医療委員会 薬剤師会館
８月　４日 研修会開催のための運営会議 薬剤師会館
８月１７日 基金事業に係る県栄養士会への説明 県栄養士会
８月２０日 薬剤師版手引き作成ＷＧ　第1回会議 薬剤師会館
８月２４日 介護予防における地域ケア個別会議への派遣調整等に

係る意見交換会
新潟県庁

８月２７日 基金事業に係る県医師会への説明 県医師会館
８月３０日 薬剤師のスキルアップ研修会における事例作成のため

の打合せ会議
薬剤師会館

８月３０日 介護予防のための地域ケア個別会議 三条市役所
９月１０日 第4回在宅医療委員会 薬剤師会館
９月１２日 介護予防のための地域ケア個別会議助言者リーダー研修 三条市栄体育館
９月２１日 介護予防活動普及展開事業における手引き作成ワーキ

ング（第3回）
新潟県庁

９月２８日 薬剤師のスキルアップ研修　事例作成の打合せ 薬剤師会館
９月３０日 第6回甲信越在宅医療推進フォーラムin新潟

（第11回在宅ケアを考える集いin越後2018）
ホテルニューオータニ長岡

１０月１５日 第5回在宅医療委員会 薬剤師会館
１０月１５日 介護予防のための地域ケア個別会議 三条市役所
１０月２４日 介護予防のための地域ケア個別会議助言者育成研修

（第2回）
県自治会館

１１月１９日 薬剤師版手引き作成ＷＧ　第2回会議 薬剤師会館
１１月２２日 新潟県介護支援専門員協会実務研修等　講師及びファ

シリテーター連絡会
新潟ユニゾンプラザ



１１月２６日 介護予防活動普及展開事業における手引き作成ワーキ
ング（第4回）

新潟県庁

１１月２７日 介護予防のための地域ケア個別会議 三条市役所
１２月　４日 第6回在宅医療委員会 薬剤師会館

１２月　８日 県民向け介護予防フォーラム パストラル長岡
１２月　８日 第2回多職種連携に向けた勉強会・新潟県地域包括ケ

ア支援専門職協議会 合同研修会
パストラル長岡

１２月１７日 介護予防のための地域ケア個別会議 小出ボランティアセンター
１２月２０日 介護予防のための地域ケア個別会議 弥彦村役場
１月２６日 在宅ケアを考える集いin越後2019第1回実行委員会 県医師会館
２月　５日 第7回在宅医療委員会 薬剤師会館
２月　７日 介護予防のための地域ケア個別会議 弥彦村役場
２月　７日 介護予防活動普及展開事業における手引き作成ワーキ

ング（第5回）
新潟県庁

２月　８日 介護予防のための地域ケア個別会議 魚沼市役所
２月１３日 介護予防のための地域ケア個別会議 村上市役所
２月１９日 介護予防のための地域ケア個別会議 新発田市役所
２月２０日 介護予防のための地域ケア個別会議 阿賀町役場
２月２８日 介護予防のための地域ケア個別会議 五泉市保健センター
３月　３日 在宅ケアを考える集いin越後2019第2回実行委員会 県医師会館
３月１１日 第1回新潟県地域包括ケア支援専門職協議会会議 県自治会館
３月１１日 介護予防活動普及展開事業における手引き作成ワーキ

ング（第6回）
薬剤師会館

３月１８日 服薬相談事業　事業評価会議 新潟市総合保健医療センター

（地域医療介護総合確保基金事業関係）
①在宅医療（薬剤）人材育成事業

６月　３日 フィジカルアセスメント研修会に係る事前説明会 県民会館
６月　３日 フィジカルアセスメント研修会 県民会館
６月１７日 在宅患者アセスメントと多職種への提案のための研修

会にかかる事前説明会
新潟ユニゾンプラザ

６月１７日 在宅患者アセスメントと多職種への提案のための研修会 新潟ユニゾンプラザ
７月　１日 フィジカルアセスメント研修会 新発田市生涯学習センター
７月　１日 フィジカルアセスメント研修会 柏崎市文化会館アルフォーレ
７月２２日 在宅患者アセスメントと多職種への提案のための研修会 パストラル長岡
７月３１日 多職種との事例検討に向けた薬剤師のスキルアップ研

修会の事例作成会議
薬剤師会館

８月　３日 フィジカルアセスメントフォローアップ研修 柏崎薬剤師会館
８月　４日 研修会開催のための運営会議 薬剤師会館
９月　２日 フィジカルアセスメント研修会 上越市市民プラザ

１０月　９日 多職種との事例検討に向けた薬剤師のスキルアップ研
修会打合せ

薬剤師会館

１０月２２日 多職種との事例検討に向けた薬剤師のスキルアップ研
修会打合せ

薬剤師会館

１０月２５日 フィジカルアセスメントフォローアップ研修 上越薬剤師会
１０月２８日 多職種との事例検討に向けた薬剤師のスキルアップ研

修会
新潟ユニゾンプラザ

１１月　８日 フィジカルアセスメントフォローアップ研修 薬剤師会館
１２月１４日 フィジカルアセスメントフォローアップ研修 下越薬剤師会館

②在宅医療（薬剤）環境整備事業
４月１２日 おくすり相談会に係る打合せ 地域包括支援センター小新小

針
５月１１日 おくすり相談会に係る打合せ 曽野木両川地域包括支援セン

ター
５月１１日 おくすり相談会に係る打合せ 宮浦東新潟地域包括支援セン

ター
６月１８日 「無菌調剤室における実技研修」に係る打合せ会議 薬剤師会館
７月１２日 おくすり相談会 はまゆう
７月１７日 おくすり相談会 江南区福祉センター
７月２０日 長岡市医師会平成30年度ビールパーティー 長岡グランドホテル
７月２１日 無菌調剤に係る基礎研修会 新潟国際友好会館



８月２３日 無菌調剤に係る基礎研修会 薬剤師会館
８月２５日 無菌調剤室における実技研修 中央薬局新発田店
９月　８日 無菌調剤室における実技研修 ファーマみらい湖南薬局
９月１４日 おくすり相談会に係る打合せ 地域包括支援センター宮浦東

新潟
９月２０日 おくすり相談会 東地域保健福祉センター
９月２９日 無菌調剤室における実技研修 ファーマみらい湖南薬局

１０月１３日 無菌調剤室における実技研修 共創未来新発田中央薬局
１０月１７日 おくすり相談会 糸魚川市役所
１０月１８日 おくすり相談会に係る打合せ 長岡市社会福祉センター
１０月２５日 おくすり相談会に係る打合せ 長岡市社会福祉センタートモ

シア
１１月１０日 無菌調剤室における実技研修 共創未来湖南薬局
１２月　１日 無菌調剤室における実技研修 共創未来新発田中央薬局

１月１２日 おくすり相談会 三条東公民館
１月２１日 おくすり相談会 地域包括支援センター赤塚
１月２８日 第1回無菌調剤室共同利用に係る多職種連携会議 長岡市薬剤師会館
１月２９日 おくすり相談会 加茂市役所
２月　６日 第3回介護支援専門員連絡部会「薬剤師の業務紹介」

（おくすり相談会）
新津健康センター

２月２０日 おくすり相談会 新潟ユニゾンプラザ
２月２１日 おくすり相談会 長岡市医師会館
２月２４日 １から始める、輸液ポンプ研修会～在宅輸液療法で必

要な知識～
新潟ユニゾンプラザ

３月　６日 第2回無菌調剤室共同利用に係る多職種連携会議 長岡市薬剤師会館

③薬剤師認知症対応力向上研修事業

５月１３日 薬剤師のための認知症対応力向上研修会 朱鷺メッセ
５月２７日 薬剤師のための認知症対応力向上研修会 アミューズメント佐渡

１０月１４日 薬剤師のための認知症対応力向上研修会 ハイブ長岡

　6　一般用医薬品・薬局製剤・漢方委員会
６月１８日 第1回一般用医薬品・薬局製剤・漢方委員会 薬剤師会館
９月１８日 新潟県医薬品登録販売者協会第2回生涯学習研修会 県民会館

１０月２２日 第2回一般用医薬品・薬局製剤・漢方委員会 薬剤師会館
１１月２５日 健康サポートのための薬剤師の対応研修会（研修会B） ガレッソホール
１２月　９日 薬剤師の臨床判断に基づく要指導医薬品・一般用医薬

品の適正な販売等研修会
ガレッソホール

　7　薬学生実務実習委員会
４月１０日 新潟薬科大学ルーブリック評価研修会 新潟日報メディアシップ
４月１２日 新潟薬科大学ルーブリック評価研修会 新潟日報メディアシップ
４月１５日 平成30年度臨床実務実習事前説明会、平成29年度臨床

実務実習成果報告会
新潟薬科大学

４月１８日 第1回病院・薬局関東地区調整機構委員会総会 星薬科大学
５月　９日 第1回薬学生実務実習委員会 薬剤師会館
６月１９日 認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップに係る5

者打合せ会
薬剤師会館

７月　４日 新コア・カリキュラム実務実習に関する打合せ 薬剤師会館
７月　５日 第2回薬学生実務実習委員会 薬剤師会館
７月１３日 認定実務実習指導薬剤師のためのアドバンストワーク

ショップ打合せ
薬剤師会館

７月１５日 認定実務実習指導薬剤師のためのアドバンストワーク
ショップ事前打合せ会

新潟薬科大学

７月１６日 認定実務実習指導薬剤師のためのアドバンストワーク
ショップ

新潟薬科大学

８月　５日 ワークショップタスクフォース練習会① 薬剤師会館
８月１９日 認定実務実習指導薬剤師養成及び更新講習会 新潟薬科大学
８月１９日 薬局実務実習地域薬剤師会担当者会議 新潟薬科大学
８月３０日 ルーブリック評価研修会 新潟日報メディアシップ
９月１６日 ワークショップタスクフォース練習会② 薬剤師会館

１０月　６日 認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップタスク
フォース練習会

新潟薬科大学



１０月　７日
～８日

第7回関東地区調整機構主催認定実務実習指導薬剤師
養成ワークショップ

新潟薬科大学

１０月２２日 第3回薬学生実務実習委員会 薬剤師会館
１２月２７日 第2回病院・薬局関東地区調整機構委員会総会 慶應義塾大学

１月１０日 新潟薬科大学との実務実習に係る打合せ 薬剤師会館
１月２１日 改訂モデル・コアカリキュラムに基づく実務実習実施

に向けた三者会議（第5回）
新潟薬科大学

２月　３日 平成31年度臨床実務実習事前説明会 新潟薬科大学
２月２８日 関東地区調整機構 指導薬剤師養成小委員会 慶應義塾大学

　8　地域保健委員会
４月　９日 第1回地域保健委員会 薬剤師会館
５月２５日 民間団体による地域での支え合いの輪構築事業ヒアリ

ング
新潟県庁

６月２４日 自殺予防ゲートキーパー指導員養成ワークショップ
（長岡市薬剤師会主催）

長岡市薬剤師会館

７月　４日 第2回地域保健委員会 薬剤師会館
７月　８日 自殺予防ゲートキーパー指導員養成ワークショップ ワークパル上越
７月２４日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会 がん予防総合センター
７月２４日 ジェネリック医薬品番組制作に係るBSNとの打合せ会 薬剤師会館
９月１１日 ジェネリック医薬品啓発番組収録 長岡市薬剤師会会営薬局
９月１７日 自殺予防ゲートキーパーフォローアップ研修会 コープシティ花園ガレッソ
９月１７日 薬事衛生指導員研修会 コープシティ花園ガレッソ
９月１８日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会 がん予防総合センター
９月２９日 薬と健康展（すこやか・ともしびまつり2018） アオーレ長岡

１０月１０日 第3回地域保健委員会 薬剤師会館
１０月１２日 がん征圧新潟県大会併設生活習慣病予防展ブース出展 糸魚川市民会館
１０月１９日 スポーツファーマシスト研修会（Live on Seminar） 薬剤師会館
１０月２１日 ピンクリボンホリデー2018 岩室地区公民館

２月　７日 第4回地域保健委員会 薬剤師会館
３月　５日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会 がんセンター新潟病院
３月２５日 薬の使用に係る新潟日報取材 薬剤師会館

　9　生涯学習・広報委員会
６月２７日 第1回生涯学習・広報委員会 薬剤師会館

１０月　３日 第2回生涯学習・広報委員会 薬剤師会館
１２月１９日 第3回生涯学習・広報委員会 薬剤師会館
３月１０日 生涯学習地域薬剤師会担当者情報交換会 新潟ユニゾンプラザ
３月１０日 第159回新潟薬学会 新潟ユニゾンプラザ
３月２７日 第4回生涯学習・広報委員会 薬剤師会館

　10　学術研究倫理審査委員会
８月　２日 第1回学術研究倫理審査委員会 薬剤師会館

１０月１８日 第2回学術研究倫理審査委員会 薬剤師会館
３月１０日 研究倫理に関する研修会 新潟ユニゾンプラザ


