
  

 

平成３０年度 事業計画 

 

平成27年10月に厚生労働省が公表した「患者のための薬局ビション」では、地域包括ケアシステ

ム下における「かかりつけ薬剤師・薬局」像が示され、「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。新潟県では、平成29年3月に新潟県地域医療構想が策

定され、本会も参画して平成30年3月に第7次新潟県地域保健医療計画が策定される。 

このような中で、平成30年度診療報酬改定においては、「医科：歯科：調剤＝１：1.1：0.3」の財源

配分が堅持され、平成28年度に新設されたかかりつけ薬剤師指導料等に加え、地域医療に貢献

する薬局を評価する地域支援体制加算、薬剤師によるポリファーマシー対策に係る取り組みを評

価する服用薬剤調整支援料が新設されるなど、地域包括ケアシステムにおける薬剤師・薬局への

期待は大きい。 

本会が平成26年から取り組んだ「にいがた健康支援薬局」は、多くの会員の理解と協力のもと、

健康支援を具現化する活動として「おくすりバック」や「なじらね訪問」などによる多職種との協働事

業を展開し、平成30年2月末現在で181薬局となった。「にいがた健康支援薬局」をかかりつけ薬剤

師・薬局の育成事業に位置づけ、引き続き取り組んでいく。また、地域包括ケアシステムにおけるか

かりつけ薬剤師・薬局が定着し、患者や地域住民に信頼される薬剤師として認知されるよう、支援

していく。 

平成28年2月の医薬品医療機器等法施行規則の一部改正により、健康サポート薬局公表制度

が開始され同年10月から届け出が始まった。健康サポート薬局の届け出は、平成30年1月末現在

で新潟県では16件、全国では745件になった。今後も日薬等と連携を図り、研修会の開催等必要

な支援を行う。 

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地域医療介護

総合確保基金事業では、引き続き訪問薬剤管理指導に取り組む薬剤師のスキルアップ及び在宅

医療推進に向けた環境整備等、新潟県や県医師会等の関係団体と連携を図りながら積極的に事

業を推進する。 

薬学教育における新コアカリキュラムは平成27年の入学生から実施されているが、実務実習につ

いては平成31年2月から開始される予定である。改訂に伴う認定実務実習指導薬剤師の養成ワー

クショップ及びアドバンストワークショップの開催等、十分対応できるように準備を進める。 

電子処方箋の普及・促進等には、電子的な薬剤師の資格認証が不可欠である。本会では日薬

が行う薬剤師資格証の発行事業において、地域薬剤師会と連携して申請の受け付け業務に協力

する。 

薬剤師の学術研究発表等が盛んになってきているが、特に人を対象とする医学・薬学系研究に

対しては倫理的な配慮が重要とされている。本会では、学術研究倫理審査委員会を設置し、人を

対象とする医学・薬学系研究を倫理的及び科学的観点から審査し、薬剤師の学術研究を支援す

る。 

さらに、偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止の徹底についても、引き続きしっかりと取り

組んでいく。 

電子処方箋やICT化、病院敷地内薬局等、課題が山積しているが、行政や医師会等の関係団

体並びに日本薬剤師会・地域薬剤師会等との連携を図りながら、以下に掲げる事項に取り組む。 



  

 

１ 災害等対策の推進 

(1) 災害対策にかかる整備及び啓発（継続）  

① 平時の防災対策、災害時の対応、災害医療等について会員へ情報提供を行う。 

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、情報収集する。 

③ 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訓練を実施

する。 

④ 新型インフルエンザ等感染症対策に関して、会員に情報提供する等、適切に対応する。 

 

(2) 行政等との連携協力体制の整備（継続） 

① 新潟県防災会議及び新潟県災害医療連絡協議会への参画、地域の防災会議等への支援

等、行政との連携体制の推進を図る。 

② 新潟県等が行う防災訓練に参加する。 

③ 新潟県が開催する新潟県災害医療従事者研修会等に参加し、情報収集を行う。 

④ 新潟県が行う安定ヨウ素剤の事前配布等について、安定ヨウ素剤事前配布検討会への参加

等、地域薬剤師会と連携して協力する。 

⑤ 新型インフルエンザ等感染症対策について、訓練への参加等、行政、三師会及び日本薬剤

師会等と連携を図る。 

 

(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、医師会等との連携を図る。 

② 災害時等における医薬品等の確保・供給のあり方について検討する。 

 

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、会員証の発行、「勤務者（B）会員」の加入促進を

図る。 

 

(2) 若手リーダー養成事業の実施（継続） 

① 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する。 

② 「若手薬剤師フォーラム」参加者の県薬事業への積極的な参加を促す。 

 

(3) 青年部の活動の活性化（拡充）  

① 若手薬剤師の交流等を目的として定例集会を開催する。 

② 若手薬剤師の資質向上を図るための研修会を開催する。 

③ 地域薬剤師会と連携を図り若手薬剤師の地域活動に積極的に協力する。 

④ 交流イベントを開催する他、地域医療、社会福祉への貢献事業等を実施し、部員、会員等

相互の親睦を図る。 

⑤ 青年部名簿を作成するとともに、新入部員をメルマガ等で紹介して、部員同士の繋がりを強

化する。 



  

 

(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て、地域活動の充実・強化に努める。 

 

(5) 部会活動への支援と情報交換会の開催（継続） 

各部会活動のあり方と支援について協議の場を設け、情報交換及び交流等、連携強化に努

める。 

 

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」の広報と薬剤師の就労促進・斡旋を行う。 

 

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する。また、日薬が行う精度管理試

験等の事業に協力する。 

 

(2) 依頼検査等の実施（継続） 

薬局等からの医薬品検査等の依頼に応じて検査を実施する。 

 

(3) 研修会等への参加（継続） 

試験検査の技能向上のため日薬試験検査センター連絡協議会、日薬試験検査センター技術

講習会及び厚生労働省が実施する外部精度管理試験などに積極的に参加する。 

 

(4) 試薬の販売（継続） 

学校給食衛生管理定期検査等の試薬を調製し、薬局、学校等へ販売する。 

 

５ 医療保険制度への対応 

(1) 保険薬局業務点検相談会の開催（継続） 

調剤報酬の適正請求を図るため、新規及び集団的個別指導対象等の保険薬局を対象に保

険薬局業務点検相談会を開催する。 

 

(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、研修会を開催する。 

 

(3) 集団指導、個別指導への立会い（継続） 

関東信越厚生局及び新潟県の保険薬局指導に立会い、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る。 

 

(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」等に掲載するなどし



  

 

て周知を図る。 

 

(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

務所による指導計画等の情報交換を行う。 

 

(6) 平成30年度社会保険指導者研修会への参加（新規） 

日薬主催の社会保険指導者研修会に出席し、研鑽に努める。 

 

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・薬剤師」の定着促進（継続） 

① 患者本位の医薬分業の実現のために「かかりつけ薬剤師・薬局」の周知に努め、「薬と健康

の週間」において広報啓発を行う。 

② かかりつけ薬局として機能強化を推進するため、「にいがた健康支援薬局」事業等、積極的

に薬局を支援する。  

③ 国が推進する健康サポート機能を有する「健康サポート薬局」の整備に向けて薬局を支援す

る。 

 

(2) 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」に対し助成する。 

 

(3) 休日等の医薬品供給体制整備（継続） 

輪番制による休日保険薬局当番をホームページ上で公開し、休日における地域住民に対する

医薬品の調剤・供給体制を確保する。 

 

(4) 日薬の医薬分業に係る会議への参加（継続） 

日薬が主催する医薬分業対策全国会議等に役員等を派遣する。 

 

(5) 医療ICT化への対応（新規） 

日薬が行う薬剤師資格証の発行事業において、地域薬剤師会と連携して申請の受付業務に

協力する。 

 

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（拡充） 

① 安全管理責任者の任務と調剤過誤防止をテーマに研修会を新潟県病院薬剤師会と共催し

て開催する。 

② 「薬局プレアボイド」に関する症例検討会を実施し、会員の取り組みを支援する。 

 

(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） 

日薬の主催する継続研修に共催し、医療機器販売等の営業所管理者を対象として2会場（新



  

 

潟・長岡）で研修会を開催する。 

 

(3) DEM事業の広報（継続） 

会員の勤務する保険薬局に対し、日薬DEM事業への参加を啓発する。 

 

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 在宅医療における薬剤師のスキルアップを図るために、新潟県と連携して医療介護総合確

保基金を活用し、地域薬剤師会の協力を得て、フィジカルアセスメント、服薬支援策・副作用

モニタリング、在宅患者アセスメント、無菌調剤等にかかる研修会を開催する。 

② 薬剤師のための認知症対応力向上研修会を新潟県と連携して開催する。 

③ 地域薬剤師会における在宅医療の推進を支援するため、地域薬剤師会担当者会議を開催

する。 

④ 在宅医療における会員の活動事例や医師等からの学術的寄稿を会誌「ジャニファ」に掲載し、

薬剤師の資質向上を図る。 

 

(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、在宅医療に関する大会等に実行委員を派遣する。 

② 地域における在宅医療に係る多職種との連携を強化するため、新潟県と連携して地域医療

介護総合確保基金を活用して、介護サービス事業者等を対象としたお薬相談会、多職種連

携の事例検討会、在宅医療推進に向けた連携会議等を開催する。 

③ 在宅医療を行う薬局を検索のための県薬ホームページを改修する。 

 

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等の活用等に関する啓発活動（継続） 

① 日薬「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

修会を開催する。研修会DVDの貸し出しを行う。 

② セルフメディケーションハンドブックを薬剤師会の研修会で活用するとともに、消費者に配布し

て一般用医薬品の活用について啓発活動を行う。 

③ 会員への情報提供に努め、薬局等の対応について支援する。 

 

(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する。 

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・サポートする。 

③ 薬局・店舗販売業での内部研修の資料として、DVDの貸し出しを行う。 

 

10 薬局製剤の推進 

(1) 薬局製剤の推進（新規） 



  

 

① 薬局製剤の製造・試験に関する実技を含めた研修会を開催する。 

② 薬局製剤等について会員に随時情報提供を行う。 

 

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 認定実務実習指導薬剤師資格更新への対応等も含めた実務実習生受入薬局への支援を

強化し、受入体制の整備を図る。 

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て対

策を検討する。 

③ 認定実務実習指導薬剤師の資質向上を図るため、アドバンストワークショップを開催する。 

④ 認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ及び講習会を開催する。 

 

(2) 関東地区調整機構・日薬会議への参加（継続） 

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

の会議や日薬の全国会議・関東地区ブロック会議に参加する。 

 

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） 

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」を開催する。 

 

(2) 薬物乱用防止事業の推進（継続） 

薬物乱用の未然防止を図るため、県民を対象に薬物乱用防止の啓発事業を実施する。 

 

(3) 薬事衛生指導員研修会の開催（拡充） 

新任等薬事衛生指導員の養成及び資質向上のための研修会を開催するとともに、新たに指

導員の発掘を図る。 

 

(4) 「薬と健康展」等、薬事啓発事業の実施（継続） 

① 地域薬剤師会等と連携し、新潟県薬事団体連絡協議会と「薬と健康展」を共催する。 

② 健康増進関連団体等が主催する行事に地域薬剤師会の協力を得て参加する。 

③ ジェネリック医薬品の使用を促進するため、県民へ広報するなどして、正しい知識の普及啓

発を図る。 

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、啓発資材を作成して広報・啓発

する。 

⑤ かかりつけ薬局及び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、チラシを増

刷する。 

⑥ 日薬などが作成した薬事啓発資材を購入し、他団体主催の行事等で配布するなどして啓発

する。 

 



  

 

(5) 自殺予防対策の推進（継続） 

① 自殺予防に対する薬剤師の意識向上を図るため、自殺対策に関わる薬剤師の人材を育成

するための研修会（WS）を開催する。また、地域薬剤師会からの依頼に応じて講師を派遣す

る。 

② 自殺予防に関する研修会（WS）に参加した薬剤師のフォローアップのための研修会を開催

する。 

③ 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。 

 

(6) 禁煙対策の推進（継続） 

県民への理解を深めるために、啓発資材を配布するなどして広報・啓発する。 

 

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、ドーピング防止ガイドブック2018を会員薬局及び会

員所属の医療機関に配布する。 

② ドーピング防止に関する情報を会誌「ジャニファ」等で広報する。 

 

(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、日薬や日本アンチド

ーピング機構が実施する研修会に参加する。 

 

(3) 他団体との協力（継続） 

三師会や新潟県体育協会等と連携を図り、ドーピング防止活動を推進する。 

 

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一般県民からの薬に関する電話相

談に応ずる。 

 

15 学術研修・生涯教育の充実 

(1) 新潟薬学会の開催（継続） 

会員の研究発表を支援するため、新潟県病院薬剤師会と共催で新潟薬学会を開催する。 

 

(2) 学術研修会の共催（継続） 

新潟薬科大学「薬剤師生涯教育講座」、新潟県女性薬剤師会研修会等を共催し、広報活動

を行う。また後援する研修会等の広報を行う。 

 

(3) 薬剤師生涯学習関連事業の推進（継続） 

① 日薬の生涯学習支援システムの広報啓発に努める。 

② 効果的な薬剤師の生涯学習を推進するために、地域薬剤師会と連携して、会員の生涯学



  

 

習の環境整備を図る。 

 

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） 

① 会誌「ジャニファ」を年4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、当会の活動の広報を強化する。 

② 日本薬剤師学術大会等への取材活動を行い、取材及び参加報告を会誌「ジャニファ」に掲

載し、学術的広報を充実させる。 

 

(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する。 

 

(3) 図書及び情報の整備（継続） 

薬事情報センター機能の充実を図るために、図書及び情報等の整備に努める。 

 

(4) 薬事情報に関する研修会への参加（継続） 

日薬生涯学習担当者全国会議、日薬情報センター実務担当者会議及び日本医薬品情報学

会学術大会等に役員等を派遣する。 

 

(5) ホームページの管理（継続） 

新潟県薬剤師会に関する情報発信のためにホームページの管理及び内容の充実を図る。 

 

17 学術研究倫理審査（新規） 

(1) 学術研究倫理審査委員会の開催（新規） 

人を対象とする医学・薬学系研究を倫理的及び科学的観点から審査するために学術研究倫

理審査委員会を開催する。 

 

(2) 研究倫理に関する研修会の開催（新規） 

研究倫理に関する研究者向けの研修会を開催する。 

 

(3) 研究倫理に関する研修会・講習会への参加（新規） 

日薬が主催する研究倫理に関する全国担当者会議等に参加する。 

 

18 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する。 

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、三師会による県民のための健康セミナー実行委員会へ参画するとともに、三師

会が主催する一般県民向けの健康セミナーを開催する。 



  

 

③ 三師会社会保険担当理事連絡協議会に参画する。 

④ 三師会・国保連合会・支払基金保険事務懇談会に参画する。 

 

(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

画して連携を強化する。 

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

成団体と連携を図る。 

③ 健康寿命延伸にかかる多職種協働推進委員会へ参画するとともに、新潟県民医療推進協

議会が主催する一般県民・多職種等を対象とした「健康寿命延伸フォーラム2018」へブース

出展する。 

 

(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する。 

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

営に係る事務を担う。 

 

(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する。 

② 新潟県糖尿病対策推進会議に参画する。 

③ 新潟県歯科保健協会に参画する。 

④ 新潟県小児保健研究会に参画する。 

⑤ 新潟母性衛生学会に参画する。 

⑥ 新潟栄養・食生活学会に参画する。 

⑦ NPO法人新潟難病支援ネットワークに参画する。 

⑧ 新潟県学校保健研究大会に出席する。 

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出席する。 

⑩ 公益財団法人新潟県臓器移植推進団体に参画する。 

⑪ 新潟県交通安全対策連絡協議会に参画する。 

⑫ 新潟県介護支援専門員協会に参画する。 

⑬ その他関係団体との連携を強化する。 

 

19 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

交換に努める。 

   



  

 

(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）ブロック会議に出席し、日薬事業の確認と日薬及びブロック内の情報・意見

交換を行う。 

 

20 日本薬剤師学術大会への対応 

(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を派遣し、会誌「ジャニフ

ァ」等で報告する。 


