
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで
＊　Webによる出席者あり

［団体・機関別報告］
Ⅰ　県薬関係
　1　総　会

６月１４日 定時総会＊ 新潟グランドホテル
３月２８日 臨時総会＊ 新潟ユニゾンプラザ

　2　監査
４月２１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１８日 第1回理事会＊ 薬剤師会館
５月　９日 第2回理事会＊ 薬剤師会館
６月　６日 第3回理事会＊ 薬剤師会館
７月　４日 第4回理事会＊ 薬剤師会館
８月２９日 第5回理事会＊ 薬剤師会館

１０月１７日 第6回理事会＊ 薬剤師会館
１２月１９日 第7回理事会＊ 薬剤師会館
１月２３日 第8回理事会＊ 薬剤師会館
２月１３日 第9回理事会＊ 薬剤師会館
３月２０日 第10回理事会＊ 薬剤師会館

　4　常務理事会
４月　９日 第1回常務理事会＊ 薬剤師会館　
６月　４日 第2回常務理事会＊ 薬剤師会館
６月２３日 第3回常務理事会＊ 薬剤師会館
７月１６日 第4回常務理事会＊ 薬剤師会館
８月２０日 第5回常務理事会＊ 薬剤師会館
９月１０日 第6回常務理事会＊ 薬剤師会館

１０月　８日 第7回常務理事会＊ 薬剤師会館
１１月１２日 第8回常務理事会＊ 薬剤師会館
１２月１０日 第9回常務理事会＊ 薬剤師会館
１月１４日 第10回常務理事会＊ 薬剤師会館
２月　４日 第11回常務理事会＊ 薬剤師会館
３月１１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
７月　４日 第2回地域薬剤師会長協議会＊ 薬剤師会館
８月２９日 第3回地域薬剤師会長協議会＊ 薬剤師会館

１０月１７日 第4回地域薬剤師会長協議会＊ 薬剤師会館
１２月１９日 第5回地域薬剤師会長協議会＊ 薬剤師会館
２月１３日 第6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）
６月２０日 一般社団法人新潟市薬剤師会定時総会 新潟ユニゾンプラザ

Ⅱ　日薬関係
　1　都道府県薬会長協議会・総会等

６月２７日 第95回日本薬剤師会定時総会 ホテルイースト21東京
７月　７日 第1回都道府県会長協議会 日薬会議室

１０月　９日 第2回都道府県会長協議会 札幌パークホテル
１２月　８日 第96回日本薬剤師会定時総会（書面表決） －
１月１３日 第3回都道府県会長協議会＊ 薬剤師会館
３月　６日 第97回日本薬剤師会臨時総会（書面表決） －

【　会　務　日　誌　】



　2　会議・研修会関係
６月　７日 日本医療薬学会　新専門薬剤師制度の発足にかかる全国研

修会＊
薬剤師会館

７月１９日 日本医療薬学会「地域薬学ケア専門薬剤師制度」に係る
マッチング調整業務および申請手順等に関する説明会＊

薬剤師会館

１０月１０日
～１１日

第53回日本薬剤師会学術大会 北海道札幌市

１１月２０日 都道府県薬剤師会アンチ･ドーピング活動担当者等研修会＊ 薬剤師会館
１２月２４日 薬剤師研修協議会連絡会＊ 薬剤師会館
１月２９日 薬局実務実習受入に関する関東地区ブロック会議＊ 薬剤師会館
２月　５日 薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会＊ 薬剤師会館
２月　７日 第1回日薬北陸信越ブロック会議＊ 薬剤師会館
２月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＊ －
２月１８日 薬事関連情報評価・調査企画委員会の予定事業に関する説

明会＊
薬剤師会館

２月２１日 学校薬剤師北陸信越ブロック連絡会議＊ 薬剤師会館
２月２５日 学校薬剤師部会全国担当者会議＊ 薬剤師会館
３月　４日 薬剤師研修協議会連絡会＊ 薬剤師会館
３月１９日 研究倫理に関する全国会儀＊ 薬剤師会館

Ⅲ　北陸信越ブロック関係
５月２４日 第1回北陸信越ブロック連絡協議会＊ 薬剤師会館
２月　７日 第2回北陸信越ブロック連絡協議会＊ 薬剤師会館

Ⅳ　県庁関係
　1　審議会

３月２４日 新潟県医療審議会 県自治会館

　2　協議会・研修会等
４月１３日 県福祉保健部長への挨拶 新潟県庁
５月１１日 国保ヘルスアップ支援事業に関する県との打合せ＊ 薬剤師会館
５月１５日 県医務薬事課との原子力災害医療協力機関に係る業務打合

せ
薬剤師会館

５月２７日 新潟県高齢者保健福祉推進協議会 新潟県庁
６月１１日 新潟県新型コロナウイルス感染症対策協議会事前説明会 新潟県庁
７月１７日 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に係る県担当

者との打合せ
薬剤師会館

７月２９日 第1回新潟県新型コロナウイルス感染症対策協議会 新潟県庁
８月　６日 第1回新潟県国民健康保険運営協議会 県自治会館
８月　７日 第1回新潟県後期高齢者医療懇談会 県自治会館
８月２０日 新潟県後期高齢者医療広域連合　令和2年度燕市後期高齢

者ポリファーマシー適正化事業についての打合せ会議＊
薬剤師会館

９月１０日 第2回新潟県高齢者保健福祉推進協議会の開催に向けた意
見交換会＊

薬剤師会館

９月２８日 第2回新潟県高齢者保健福祉推進協議会 県自治会館
９月３０日 国保ヘルスアップ支援事業に関する県との打合せ＊ 薬剤師会館

１０月２１日 新潟県地域医療介護総合確保基金に係る県医務薬事課との
打合せ会議

薬剤師会館

１０月２２日 新潟県薬事功労者・薬物乱用防止推進功労者表彰式 興和ビル
１１月１１日 県医務薬事課との業務打合せ会 県自治会館別館
１１月１６日 新潟県がん対策推進協議会 新潟自治労会館
１１月１９日 新潟県地域保健医療計画在宅医療ワーキンググループ 新潟県庁
１１月２４日 第1回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３０日 第2回新潟県国民健康保険運営協議会＊ －
１２月　３日 第2回新潟県後期高齢者医療懇談会 県自治会館
１２月２１日 第3回新潟県高齢者保健福祉推進協議会の開催に向けた意

見交換会＊
薬剤師会館

１２月２３日 新潟県地域包括ケアシステム推進会議 新潟県庁
１月１９日 新潟県救急搬送・受入協議会＊ －
２月　８日 第3回新潟県国民健康保険運営協議会＊ －



２月１５日 第8期新潟県高齢者保健福祉計画のパブリック・コメント
開始に向けた事前説明＊

薬剤師会館

２月１９日 新潟県地域保健医療計画在宅医療ワーキンググループ＊ －
３月１２日 新潟県議会自由民主党薬剤師議員連盟総会 議会庁舎
３月１５日 新潟県血液対策推進協議会 新潟県庁
３月１９日 第4回新潟県高齢者保健福祉推進協議会 県自治会館

Ⅴ　大学関係
１２月１８日 新潟薬科大学下條学長来局 薬剤師会館

Ⅵ　三師会関係
１０月２８日 三師会連絡協議会 県医師会館

Ⅶ　団体関係
４月１７日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会第1回事業実行委員

会
県理学療法士会

５月２２日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会臨時会議＊ 薬剤師会館
５月２５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
６月　１日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会第2回事業実行委員

会＊
－

６月２５日 新潟県介護支援専門員協会定時社員総会、理事会 新潟ユニゾンプラザ
６月２９日 新潟県健康づくり財団第18回定時評議員会 県医師会館
７月　５日 地域ケア個別会議へ参加する助言者育成研修（Web研修） 薬剤師会館
８月１２日 支払基金新潟支部第834回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部

８月１２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
９月　９日 支払基金新潟支部第835回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部
９月１６日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会第3回事業実行委員

会＊
薬剤師会館

９月２９日 新潟県介護支援専門員協会第3回養成研修委員会 新潟ユニゾンプラザ
１０月１４日 第70回新潟県民福祉大会 新潟テルサ
１０月１４日 支払基金新潟支部第836回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部

１０月１５日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会第4回事業実行委員
会＊

薬剤師会館

１１月　１日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会ビデオ収録 県理学療法士会
１１月　４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　５日 新潟県栄養士会在宅医療（栄養）推進事業第1回評価委員
会

新潟ユニゾンプラザ

１１月１２日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会代表者会議＊ 薬剤師会館
１１月２０日 新潟県介護支援専門員協会第4回養成研修委員会 新潟ユニゾンプラザ
１１月２５日 新潟県社会保険診療報酬請求書審査委員会親和会「秋の夕

食会」
行形亭

１１月２８日 第7回新潟県糖尿病対策推進会議総会 新潟ユニゾンプラザ
１２月　３日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会第5回事業実行委員

会＊
薬剤師会館

１２月　９日 支払基金新潟支部第838回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新
潟支部

１２月２０日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会第2回新任助言者の
ための育成研修会（Web研修）

薬剤師会館

１月１３日 支払基金新潟支部第839回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新
潟支部

１月１４日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会第6回事業実行委員
会＊

薬剤師会館

２月　９日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会助言者のためのフォ
ローアップ研修打合せ会＊

薬剤師会館

２月１０日 支払基金新潟支部第840回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新
潟支部



２月１４日 新潟県地域包括ケア支援専門職協議会助言者のためのフォ
ローアップ研修（Web研修）

薬剤師会館

２月２５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
３月　５日 新潟県介護支援専門員協会第7回養成研修委員会 新潟ユニゾンプラザ
３月１０日 支払基金新潟支部第841回幹事会 社会保険診療報酬支払基金新

潟支部

３月２５日 新潟県歯科保健協会臨時評議員会 県歯科医師会館

［部会・委員会報告］
Ⅰ　委員会関係
　1　災害対策委員会

５月２２日 新型コロナウイルス感染症への対応に係る感染症対策本部
会議＊

薬剤師会館

６月１６日 新潟市全市一斉地震対応訓練 新潟市
１０月２２日 第1回災害対策委員会＊ 薬剤師会館
１１月１０日 新潟県薬剤師会役員情報伝達訓練 －
１１月２５日 災害薬事研修会の三者打合せ＊ 薬剤師会館
１２月　４日 安定ヨウ素剤配布に係る県医務薬事課との打合せ 薬剤師会館
１月１４日 安定ヨウ素剤配布に係る県医務薬事課との打合せ 薬剤師会館
１月１７日 新潟県災害薬事研修会（Web研修） 薬剤師会館
１月１９日 コロナウイルスワクチン接種に係る県健康対策課との打合

せ
薬剤師会館

２月２６日 安定ヨウ素剤配布に係る県医務薬事課との打合せ 薬剤師会館
３月　８日 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る情報交換

会＊
薬剤師会館

３月１６日 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る情報交換
会＊

薬剤師会館

３月１８日 新型コロナウイルスワクチン接種体制構築に向けた研修用
動画収録

薬剤師会館

３月２４日 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る情報交換
会＊

薬剤師会館

　2　総務委員会
４月　７日 第1回青年部幹事会（メール討議） －

６月　６日 第1回総会議事運営委員会＊ 薬剤師会館
７月　２日 第1回総務委員会＊ 薬剤師会館
７月２７日 第1回代議員選挙管理委員会＊ 薬剤師会館
７月２７日 若手薬剤師フォーラム企画会議＊ 薬剤師会館
７月３０日 ロコモティブシンドローム予防研修会事前打合せ 薬剤師会館
８月　２日 ロコモティブシンドローム予防研修会～みんなでカラダを

動かそう～（Web研修）
薬剤師会館

９月２５日 若手薬剤師フォーラム事前打合せ＊ 薬剤師会館
１０月　２日 第2回代議員選挙管理委員会（文書審議） －
１０月　４日 若手薬剤師フォーラム（集合研修） ガレッソホール
１０月　４日 若手薬剤師フォーラムにおける基調講演（集合研修及び

Web研修）
ガレッソホール

１０月　６日 第2回青年部幹事会＊ 薬剤師会館
１０月１６日 第2回総務委員会＊ 薬剤師会館
１２月　８日 第3回総務委員会＊ 薬剤師会館
１２月１８日 第3回代議員選挙管理委員会＊ 薬剤師会館
１月　８日 第4回総務委員会 薬剤師会館
１月２３日 部会長との面談（学校薬剤師部会、女性薬剤師部会） 薬剤師会館
１月２９日 部会長との面談（病院診療所部会、行政薬剤師部会、卸勤

務薬剤師部会）
薬剤師会館

２月　６日 第2回総会議事運営委員会＊ 薬剤師会館
２月２７日 若手薬剤師フォーラムフォローアップ研修（Web研修） 薬剤師会館
２月２７日 青年部定例集会（Web研修） 薬剤師会館
３月１３日 第3回総会議事運営委員会＊ 薬剤師会館
３月１３日 行政薬剤師部会との面談 薬剤師会館



３月１５日 第3回青年部幹事会＊ 薬剤師会館
３月１７日 第4回代議員選挙管理委員会（書面審議） －

　3　医療保険委員会
６月１１日 医療保険・医薬分業委員会合同打合せ会＊ 薬剤師会館
７月　２日 第1回医療保険委員会＊ 薬剤師会館
７月２７日 第2回医療保険委員会＊ 薬剤師会館
８月２３日 保険薬局研修会（集合研修） コープシティ花園ガレッソ

ホール　他

９月１５日 第3回医療保険委員会＊ 薬剤師会館
１０月１９日 第4回医療保険委員会＊ 薬剤師会館
１１月２７日 医療保険委員会三役会議＊ 薬剤師会館
１２月１６日 第5回医療保険委員会＊ 薬剤師会館
１月２６日 10都県薬剤師会社会保険担当者連絡協議会に関する担当者

打合せ＊
薬剤師会館

２月２３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＊

－

（保険薬局指導立会及び打合せ等）
４月　２日 令和2年度保険薬局指導に係る厚生局との打合せ会＊ 薬剤師会館
４月　９日 令和2年度保険薬局指導計画に係る厚生局及び新潟県との

打合せ会
薬剤師会館

６月　４日 令和2年度保険薬局指導に係る厚生局との打合せ会＊ 薬剤師会館
７月１０日 令和2年度保険薬局指導に係る厚生局との打合せ会＊ 薬剤師会館
８月　５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　６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１６日 保険薬局個別指導立会 パストラル長岡

１０月　７日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所及
び県自治会館

１０月２１日 保険薬局個別指導立会 パストラル長岡
１１月　５日 保険薬局個別指導立会 上越市市民プラザ
１１月１１日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
１２月　２日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
１２月　９日 保険薬局個別指導立会 パストラル長岡
１月２１日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
２月　３日 保険薬局個別指導立会 関東信越厚生局新潟事務所
２月１７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１５日 令和3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２０日 第1回医薬分業委員会正副担当役員会議＊ 薬剤師会館
４月２５日 第2回医薬分業委員会正副担当役員打合せ＊ －
６月　８日 第1回医薬分業委員会＊ 薬剤師会館
８月３０日 オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に係る研修会

（Web研修）
薬剤師会館

１０月２３日 第2回医薬分業委員会＊ 薬剤師会館
１０月２５日 健康サポートのための多職種連携研修（集合研修） 朱鷺メッセ
１１月　３日 高度管理医療機器販売等に係る継続研修会（集合研修及び

Web研修）
朱鷺メッセ

１１月　３日 リスクマネジメント研修会（集合研修及びWeb研修） 朱鷺メッセ
１２月１２日 高度管理医療機器販売等に係る継続研修会（補講）（Web

研修）
－

２月　８日 第3回医薬分業委員会＊ 薬剤師会館
２月２３日 健康サポートのための多職種連携研修（Web研修） 薬剤師会館
３月　３日 認定薬局に関するアンケート調査に係る県との打合せ 薬剤師会館



　5　在宅医療委員会
４月　９日 在宅医療委員会三役会議＊ 薬剤師会館
５月２３日 在宅医療委員会三役打合せ＊ －
５月２５日 第1回在宅医療委員会＊ 薬剤師会館
６月　４日 在宅医療委員会三役会議＊ 薬剤師会館
７月　６日 新潟市薬　広域連合服薬相談【自宅でゆっくりおくすり相

談】事業推進会議
新潟市健康福祉センター

８月　３日 第2回在宅医療委員会＊ 薬剤師会館
８月１８日 介護予防のための地域ケア個別会議 新発田市生涯学習センター
８月２０日 介護予防のための地域ケア個別会議 村上市生涯学習推進センター
８月２０日 介護予防のための地域ケア個別会議 弥彦村役場
８月２１日 介護予防のための地域ケア個別会議 金井コミュニティーセンター
８月２１日 介護予防のための地域ケア個別会議 医療福祉総合センター
９月１５日 介護予防のための地域ケア個別会議 佐渡市羽茂支所
９月１８日 介護予防のための地域ケア個別会議 三条市中央公民館
９月２４日 介護予防のための地域ケア個別会議 東区役所
９月２９日 第3回在宅医療委員会＊ 薬剤師会館

１０月　８日 在宅医療委員会三役会議＊ 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 巻地区公民館
１０月１６日 介護予防のための地域ケア個別会議 医療福祉総合センター
１０月１７日 在宅医療委員会三役会議＊ 薬剤師会館
１０月２０日 第4回在宅医療委員会＊ 薬剤師会館
１０月２１日 介護予防のための地域ケア個別会議 南区役所
１０月２２日 介護予防のための地域ケア個別会議 村上市生涯学習推進センター
１０月２３日 県職能団体在宅医療担当者情報交換会 県医師会館
１１月１２日 介護予防のための地域ケア個別会議 魚沼市小出ボランティアセン

ター

１１月１４日 在宅医療に係る地域薬剤師会担当者会議＊ 薬剤師会館
１１月２０日 介護予防のための地域ケア個別会議 新潟テルサ
１１月２５日 介護予防のための地域ケア個別会議 西新潟市民会館
１１月２７日 介護予防のための地域ケア個別会議 豊栄健康センター
１２月　２日 介護予防のための地域ケア個別会議 新潟市江南区福祉センター
１２月１１日 介護予防のための地域ケア個別会議 燕市役所つばめホール
１２月１４日 介護予防のための地域ケア個別会議 巻地区公民館
１２月１６日 介護予防のための地域ケア個別会議 水原公民館
１２月１７日 在宅医療委員会三役会議＊ －
１２月２２日 第5回在宅医療委員会＊ 薬剤師会館
１２月２３日 介護予防のための地域ケア個別会議 中地区公民館
１月１５日 介護予防のための地域ケア個別会議 新潟市役所
１月１８日 介護予防のための地域ケア個別会議 秋葉区役所
１月２７日 介護予防のための地域ケア個別会議 西区役所
２月　１日 介護予防のための地域ケア個別会議 南区役所
２月１５日 第6回在宅医療委員会＊ 薬剤師会館

２月１７日 介護予防のための地域ケア個別会議 巻地区公民館
２月２５日 介護予防のための地域ケア個別会議 東区役所
３月１７日 介護予防のための地域ケア個別会議 阿賀野市役所
３月１８日 新潟市薬　広域連合事業【自宅でゆっくりおくすり相談】

事業評価会議＊
薬剤師会館

３月２４日 県職能団体在宅医療担当者情報交換会 県医師会館

（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

７月１６日 「無菌調剤に係る基礎研修会」打合せ＊ 薬剤師会館
９月　１日 在宅医療・介護に関する座談会in新発田に関する打合せ＊ －
９月　５日 在宅医療・介護に関する座談会in新発田＊ 薬剤師会館
９月１３日 無菌調剤に係る基礎研修会（集合研修及びWeb研修） コープシティ花園ガレッソ

ホール
９月１５日 在宅医療・介護に関する座談会in新発田 振り返り会議＊ －

１１月１３日 フィジカルアセスメント研修担当講師打合せ会議＊ 薬剤師会館
１１月２０日 応用研修担当講師打合せ会議＊ 薬剤師会館
１月　９日 無菌調剤室における実技研修 共創未来湖南薬局
１月１３日 フィジカルアセスメント研修ビデオ収録 薬剤師会館



１月１５日 無菌調剤室における実技研修 長岡市在宅医療支援センター
薬局

１月２３日 無菌調剤室における実技研修 共創未来湖南薬局
１月２７日 無菌調剤室共同利用にかかる多職種連携会議打合せ＊ －
１月３１日 薬効評価と副作用モニタリングのためのバイタルサイン研

修会（Web研修）
薬剤師会館

１月３１日 フィジカルアセスメント研修会（Web研修） 薬剤師会館
２月　５日 第1回無菌調剤室共同利用に係る多職種連携会議＊ 薬剤師会館
２月　６日 無菌調剤室における実技研修 共創未来湖南薬局
２月１３日 無菌調剤室における実技研修 共創未来湖南薬局
３月　５日 第2回無菌調剤室共同利用に係る多職種連携会議＊ 薬剤師会館

②薬剤師認知症対応力向上研修事業
６月１９日 薬剤師認知症対応力向上研修事業に係る県との打合せ会議

＊
薬剤師会館

７月２１日 薬剤師のための認知症対応力向上研修会に関する打合せ会
議

薬剤師会館

１０月１８日 薬剤師のための認知症対応力向上研修会（集合研修及び
Web研修）

朱鷺メッセ

　6　一般用医薬品・薬局製剤・漢方委員会
７月　７日 第1回一般用医薬品・薬局製剤・漢方委員会＊ 薬剤師会館

１０月１９日 新潟県医薬品登録販売者協会第2回生涯学習研修会講演動
画収録

クロスパル新潟

１１月　１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　１日 漢方研修会（Web研修） 薬剤師会館
１１月２９日 健康サポートのための薬剤師の対応研修会（研修会B）

（集合研修）
新潟ユニゾンプラザ

　7　薬学生実務実習委員会
１０月１３日 第1回薬学生実務実習委員会＊ 薬剤師会館
１１月　６日 薬学生実務実習委員会三役会議 薬剤師会館
１２月２１日 関東地区調整機構 指導薬剤師養成小委員会＊ 薬剤師会館
１２月２１日 認定実務実習に関する意見交換会 薬剤師会館
１２月２８日 実務実習指導薬剤師研修会に係る県病薬との打合せ会 薬剤師会館

２月　７日 実務実習指導薬剤師研修会（Web研修） 新潟薬科大学
２月２６日 令和3年度認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップに

係る三者打合せ会
薬剤師会館

３月　８日 関東地区調整機構 指導薬剤師養成小委員会＊ 薬剤師会館

　8　地域保健委員会
４月２４日 第1回地域保健委員会＊ 薬剤師会館
５月２７日 ジェネリック医薬品啓発テレビ番組制作に係るNSTとの打

合せ会
薬剤師会館

５月２７日 第1回地域保健委員会正副担当役員会議 薬剤師会館
７月　３日 ジェネリック医薬品啓発テレビ番組制作に係る打合せ会 薬剤師会館
７月　７日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会＊ 薬剤師会館
７月１０日 第2回地域保健委員会＊ 薬剤師会館
７月２２日 ジェネリック医薬品啓発テレビ番組制作に係るNSTとの打

合せ会
薬剤師会館

９月　６日 薬事衛生指導員研修会（集合研修） 新潟ユニゾンプラザ
９月　６日 自殺予防ゲートキーパー研修会（集合研修） 新潟ユニゾンプラザ
９月１８日 「薬と健康の週間」に係る地域保健委員会と医薬分業委員

会合同打合せ＊
薬剤師会館

９月１８日 ジェネリック医薬品啓発番組制作にかかる取材撮影 新潟市
１０月１６日 第3回地域保健委員会＊ 薬剤師会館
１０月　６日 ジェネリック医薬品啓発に係る番組収録 NST新潟総合テレビ
１０月１３日 ジェネリック医薬品啓発に係る番組収録 NST新潟総合テレビ
１２月１５日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会＊ －

１月２６日 第4回地域保健委員会＊ 薬剤師会館
２月２８日 「自殺予防ゲートキーパー指導員」養成ワークショップ

in 新潟市（集合研修）
新潟ユニゾンプラザ

３月　９日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会＊ －



　9　生涯学習・広報委員会
４月　１日 生涯学習・広報委員会（メール討議） －

６月２９日 第1回生涯学習・広報委員会＊ 薬剤師会館
９月２８日 第2回生涯学習・広報委員会＊ 薬剤師会館

１１月１２日 第1回生涯学習地域薬剤師会担当者会議＊ 薬剤師会館
１２月１８日 第3回生涯学習・広報委員会＊ 薬剤師会館
３月　７日 第162回新潟薬学会（Web研修） 薬剤師会館
３月３０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
４月２４日 第1回学術研究倫理審査委員会＊ 薬剤師会館

１１月　３日 研究倫理に関する研修会（集合研修及びWeb研修） 朱鷺メッセ

　11　地域薬学ケア専門薬剤師研修調整委員会
８月２８日 地域薬学ケア専門薬剤師研修調整委員会（仮）立ち上げ準

備会議＊
薬剤師会館

　　１０月　２日 第1回地域薬学ケア専門薬剤師研修調整委員会＊ 薬剤師会館


