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平成 27 年度 事業報告 

 

平成 27 年度は薬局・薬剤師の存在そのものが厳しく問われた年であった。 

薬剤服用歴の未記載問題に端を発し、政府の規制改革会議による医薬分業制度の大

幅な見直しの要求、そして無資格調剤の露見など、薬剤師・薬局全体の体質が問われ

た。特に、財務省の財政制度等審議会財政制度分科会が 10 月 30 日に示した調剤報酬

や薬価に関する改革案には厳しい内容が盛り込まれ、「保険薬局の果たすべき役割を踏

まえた、ゼロベースでの構造的見直しの必要性」を提起し、調剤基本料の「特例」の

要件と受付回数の大幅な引き下げなど、個別項目への切り込みを迫ってきた。 

一方で、10 月 23 日に厚生労働省から「患者のための薬局ビジョン」が公表された。

このビジョンは、かかりつけ薬剤師・薬局の実現に向けた対応策として、2025 年、さ

らには 10 年後の 2035 年までの長期的視野に立って、現在の薬局を「かかりつけ薬局」

に再編する道筋を示したもので、かかりつけ薬剤師・薬局が持つべき機能として、①

地域包括ケアシステムの一翼を担い、薬に関して、いつでも気軽に相談できる「かか

りつけ薬剤師」がいることが重要、②「かかりつけ薬剤師」が役割を発揮する「かか

りつけ薬局」が、組織体として、業務管理（勤務体制、薬剤師の育成、関係機関との

連携体制、安全管理体制）、構造設備等（相談スペースの確保等）の確保が必要である

として、「服薬情報の一元的・継続的把握」「24 時間対応・在宅対応」「医療機関等との

連携」を求めている。また、医薬分業が薬物療法の適正化・効率化を目指すものであ

る以上、医薬分業を行うことによるアウトカム（成果）を評価することが重要である

としている。そのため、これまで受取率を指標としていた医薬分業は、規制改革会議

の指摘を踏まえ、医薬品による治療の安全性向上と保険財政の効率化の観点から、定

性・定量の両面で検証を行い、今後の医薬分業推進における政策目標や評価指標を明

確化するとしており、また、目標達成状況を適切に管理し、政策の継続性を図るため、

ＰＤＣＡサイクル（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の４段

階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善すること）で政策評価を実施し、診

療報酬改定等の際には政策評価結果を活用し、制度の見直しに反映させるとしている。

このことから、今後は、薬局ビジョンで示されたこれらの新たな指標が調剤報酬の薬

学管理料などへの反映が予想される。 

また、９月 24 日には厚生労働省の「健康情報拠点薬局（仮称）のあり方に関する検

討会」の報告書として、「健康サポート薬局のあり方について」が公表された。これに

より、平成 26 年度以降、国の予算で進めてきた薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点

推進事業は、かかりつけ薬剤師を強く意識した「健康サポート薬局」構想へと進化し、

「健康サポート薬局」の施行に関して、２月 12 日に薬機法施行規則の一部を改正する

省令及び「健康サポート薬局」の基準告示が公布された。「健康サポート薬局」は、か

かりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加えて、地域住民による主体的な健康の保持
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増進を積極的に支援する機能を備えた薬局として、告示に定める基準を満たし、都道

府県に届け出ることによって、「健康サポート薬局」の表示ができ、「健康サポート薬

局」である旨が、薬局機能情報提供制度によって公表される。 

平成 28 年度調剤報酬改定については、吹き荒れる医薬分業バッシングの中、曲がり

なりにも調剤本体はプラス改定になった。批判されたといえ、今改定は厚生労働省の

「患者のための薬局ビジョン」の具現化に向け、「立地から機能へ」「対物業務から対

人業務へ」「バラバラから一つへ」をキーワードに、いわゆる大型門前薬局に対する調

剤基本料の減算措置や、かかりつけ薬剤師への評価など、薬局の改革に道筋を付けて

きた。新設の「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」は試みとな

るもので、「薬剤師として３年以上の薬局勤務経験」「同一薬局に週 32 時間以上の勤務・

６カ月以上の在籍」「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認

定の取得」「医療に係る地域活動への取り組みへの参画」の要件を課し、『かかりつけ

薬剤師のいる薬局』の体制整備を進めるものであるが、これらは、薬剤師が要件を満

たすことに加えて、患者が理解し納得した上で初めて算定が可能となるものであり、

現場の薬剤師・薬局にとっては、いかにして「対人業務」の評価を高めていくかが課

題となる。このことは、静岡県薬剤師会が長年にわたって推奨してきた「かかりつけ

薬剤師」「かかりつけ薬局」の活用が調剤報酬制度上でも評価されたものと考える。 

国は団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて政策の転換を図っている。調剤

に偏重した視点から「かかりつけ薬剤師・薬局」に向けて大きく舵を切っており、静

岡県薬剤師会も、こうした流れを踏まえ、一層の会員への支援に取り組んでいきたい。 

平成 27 年度はこれらの課題に対応するとともに、公益社団法人として、日本薬剤師

会及び県下の地域・職域薬剤師会との連携の下、県民の健康な生活の確保及び向上に

寄与することを目的に、以下の事業を実施した。 

 

＜公益目的事業＞ 

薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学薬業の進歩発展を図ることにより、

静岡県民の健康な生活の確保及び向上に寄与する事業 

 

Ⅰ 薬学及び薬業の進歩発展に関する事業 

１ 生涯学習の推進 

（１）日本薬剤師研修センター及び静岡県薬剤師研修協議会が実施する生涯学習事業

への協力 

薬剤師の資質及び専門性の向上に寄与するための日本薬剤師研修センター制定

の研修認定薬剤師制度に協力することにより、県民の健康な生活の確保及び向上

に寄与することを目的としている。 

地域・職域薬剤師会等が主催する各種研修会の開催計画書等の受付等関係業務
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（集合研修 257 件）を行うとともに、「研修認定薬剤師」の新規認定 130 名、更新

認定 335 名、計 465 名の手続きを行った。 

（２）静岡県立大学薬学部による「薬剤師生涯学習支援講座」への協力 

薬剤師の資質及び専門性の向上に寄与するための三公立連携薬剤師生涯学習支

援講座に協力することにより、県民の健康な生活の確保及び向上に寄与すること

を目的としている。 

文部科学省委託事業である「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」

において、東海地区の公立薬学系大学である名古屋市立大学、岐阜薬科大学、静

岡県立大学による「地域－大学連携による地域医療ニーズに対応した薬剤師リカ

レント学習支援プログラム」が採択され、薬剤師の生涯学習を支援するための教

育プログラム「三公立連携薬剤師生涯学習支援講座」が平成 20 年 12 月からスタ

ートした。 

平成 23 年度からは、「東海地区公立大学薬学部連携 薬剤師生涯学習支援講座」

として発展的に統合、リニューアルされ、平成 27 年度は静岡県立大学と名古屋市

立大学の２校連携で開催された。 

（３）研修センター構想あり方検討有識者会議の開催 

検討課題調整中のため、平成 27 年度の開催は見送りとした。 

（４）ｅ-ラーニングによる生涯学習・研修システムの検討 

仕事や家庭の事情で時間的に制約のある薬剤師、地理的な問題で薬剤師会主催

の研修会に参加できない薬剤師の学習形態について検討した。引き続き今後の検

討課題とした。 

（５）地域薬剤師会生涯学習担当者会議の開催 

５月 31 日（日）、静岡県薬剤師会館にて担当者会議を開催した。 

ＪＰＡＬＳの現状、ＪＰＡＬＳの今後（クリニカルラダーレベル６および（仮

称）総合薬剤師）、今後の生涯学習の展望について説明を行うとともに、３グルー

プに分かれてのＳＧＤを行った。（テーマ１：継続して実践記録を書くには？、テ

ーマ２：薬剤師の学術貢献を積極的に行うには？～学術大会等で発表するには？

～） 

平成 28 年３月 31 日現在のＪＰＡＬＳ登録者数は全国で 27,453 人、うち静岡県

内は 685 人であった。 

［登録ユーザーのクリニカルラダーレベル／３月 31 日／静岡県］ 

レベル１ 165 人 

レベル２ 21 人 

レベル３ 16 人 

レベル４ 214 人 

レベル５ 269 人 

計 685 人 

２ 薬剤師養成のための薬学教育への対応  
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（１）薬学教育協議会認定「認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ」の開催 

［第 54 回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ in 東海（静岡）］ 

開催日：７月 19 日（日）・20 日（月・祝） 

場所：静岡県立大学 

受講者数：５４名 

（２）日本薬剤師研修センター認定「認定実務実習指導薬剤師養成講習会」の開催 

日本薬剤師研修センターでは、「認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領」を

一部改正し、認定実務実習指導薬剤師の認定期間を６年間に定めるとともに、更

新申請の方法等を示したことから、平成 27 年度からは、従来の新規申請者対象の

「講座ア・イ・ウ・オ」に加え、更新申請者対象の「講座カ」を開催することと

なった。 

［講座ア・イ・ウ・オ］ 

開催日 場 所 参加者数 

６月６日（土） 沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター ２９名 

10 月４日（日） 浜松市薬剤師会 １８名 

３月 13 日（日） 静岡県薬剤師会館 ３３名 

［講座カ］ 

開催日 場 所 参加者数 

10 月４日（日） 静岡県薬剤師会館 ８３名 

10 月４日（日） 浜松市薬剤師会 ３７名 

10 月 24 日（土） 沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター ４１名 

３月 13 日（日） 静岡県薬剤師会館 １２名 

（３）認定実務実習指導薬剤師フォローアップ研修会の開催 

薬学生薬局実務実習において、受け入れ薬局の不安解消や業務改善および薬学

教育の変化に伴う新たな知見を得ることによって、県民の健康な生活の確保及び

向上に寄与することを目的としている。 

今回は、平成 31 年度に予定されている改訂モデル・コアカリキュラムに基づく

実務実習に備え、「改訂モデル・コアカリキュラムにおける病院・薬局連携につ

いて」をメインテーマにＳＧＤを行うとともに、平成 27 年度において実務実習を

体験した学生から実習報告（病院、薬局）について発表いただいた。 

開催日：３月６日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：① スモールグループディスカッション 

テーマ１：代表８疾患をどう学ばせるのか 

テーマ２：実習施設間（病院・薬局）での実習生の情報の共有化につ

いて 

② 平成 27 年度静岡県立大学実務実習学生報告会における優秀発表者に

よる発表 

③ 静岡県立大学薬学部薬学科カリキュラムの紹介 
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講師：静岡県立大学薬学部教授 伊藤 邦彦 

受講者数：６０名 

（４）病院・薬局実務実習東海地区調整機構への参画 

会議の名称 開催日 場所 出席者 

指導薬剤師資質向上のた

めのタスクフォーススキ

ルアップ研修 in 東海」 

５月９日（土） 

～10 日（日） 

名城大学 

（名古屋市天白区） 
植常務理事 

調整機構委員会・小委員

会合同会議 
５月 30日（土） 名城大学 

松山副会長 

原田常務理事 

調整機構委員会・小委員

会合同会議 
２月 20 日（土） 名城大学 松山副会長 

（５）地域薬剤師会薬局実務実習担当者会議の開催 

３月６日（日）、静岡県薬剤師会館にて担当者会議を開催した。 

静岡県における実務実習受入の平成 27 年度の現状報告及び平成 28 年度におけ

る受入予定やワークショップ等の開催予定等の説明、認定実務実習指導薬剤師の

資格更新等に関する質疑応答、意見交換を行った。 

（６）静岡県立大学薬学部薬局実務実習への協力 

平成 22 年度から、病院及び薬局における、夫々11 週間にわたる実務実習が開始

され、平成 27 年度は 79 薬局において 115 名の学生を受け入れた。 

受入施設の確保及び「認定指導薬剤師」の養成は、日本薬剤師研修センター、

病院・薬局実務実習東海地区調整機構との連携の下、推進している。 

ア 静岡県立大学薬学部学生病院・薬局実務実習協議会への参画 

開催日：２月 22 日（月） 

場所：静岡県立大学 

出席者：松山副会長、植常務理事 

イ 平成 27 年度薬学部１年生早期体験学習受入薬局の調整 

実施日 受入薬局が属する地域薬剤師会 受入人数 

12 月９日（水） 
田方、北駿、富士、清水、静岡、焼津、

藤枝、榛原、小笠袋井、浜松 
５６名 

12 月 16 日（水） 三島、沼津、富士、清水、静岡、浜松 ５８名 

ウ 実務実習発表会への参加 

12 月 13 日（日）、静岡県立大学にて薬学生による口頭発表およびポスター掲

示が行われた。静岡県薬剤師会から松山副会長が出席した。 

エ ＯＳＣＥ（客観的臨床能力評価試験）への評価者派遣 

［静岡県立大学薬学部ＯＳＣＥ直前評価者講習会］ 

実施日：11 月７日（土） 

場所：静岡県立大学 

評価者：松山副会長、秋山・伊藤譲・植・原田常務理事、安達理事 

［静岡県立大学薬学部ＯＳＣＥ本試験］ 
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実施日：12 月５日（土） 

場所：静岡県立大学 

評価者：松山副会長、秋山・伊藤譲・植・原田常務理事、安達理事 

オ その他静岡県立大学薬学部が主催する関連事業への協力 

［木苗直秀前学長 退官記念祝賀会］ 

実施日：５月 29 日（金） 

場所：ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 

出席者：明石会長 

［平成 27 年度静岡県立大学 学部・大学院 学位記授与式］ 

実施日：３月 17 日（木） 

場所：グランシップ（静岡市駿河区） 

出席者：明石会長 

（７）東海薬学教育コンソーシアムへの協力 

平成 20 年度において、文部科学省「戦略的大学連携支援事業」として採択され

た東海地区内の薬系大学と、医学部と看護学部をもつ大学が参画の「６年制薬学

教育を主軸とする薬系・医系・看護系大学による広域総合教育連携」は、平成 23

年３月をもって終了した。 

しかし、これまでの成果を基盤に、引き続き東海四県の薬系７大学を中心に連

携体制を維持することとなり、現在は「東海薬学教育コンソーシアム」として、

地域全体の薬学教育の水準を高め、優れた薬剤師を輩出できることを目指してい

る。静岡県薬剤師会からは、東海薬学教育コンソーシアムの運営委員として伊藤

譲常務理事が参画している。平成 27 年度は運営委員会が開催された。 

［平成 27 年度東海薬学教育コンソーシアム運営委員会］ 

開催日：１月 30 日（土） 

場所：名城大学名駅サテライト（ＭＳＡＴ）（名古屋市中村区） 

３ 学術活動の推進  

（１）第 48 回日本薬剤師会学術大会（鹿児島大会）への参加 

薬剤師の学術的水準を高めるため、全国各地の薬剤師が日頃の業務の成果を発

表し、講演し、意見交換するなど、薬剤師の学術的水準を高めることにより、国

民の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

平成 27 年度は、以下のとおり開催された。 

メインテーマ：噴き上がれ！湧き上がれ！私たちの熱き思い－地域に求められ 

る薬剤師として－ 

主催：日本薬剤師会、鹿児島県薬剤師会 

会期：11 月 22 日（日）～23 日（月・祝） 

会場：鹿児島市民文化ホール、鹿児島サンロイヤルホテル、宝山ホール、かご

しま県民交流センター、鴨池公園多目的屋内運動場（鴨池ドーム）、鹿児
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島県総合体育センター体育館 

参加登録者数：７,２９４人（一般７,１９８名（うち静岡県７６名）、学生９６

名（うち静岡県２名）） 

[口頭発表／静岡県発表者] 

№ 
地域・ 

職域等 
発表者氏名 所 属 題 名 

１ 静岡  土屋  智彦  あおば薬局中央店  当薬局における在宅ターミナルケア

の活動と問題点  

２ 沼津  曽根  一倫  くるみ薬局藤井原店  ケアマネージャーとの連携の実践 

在宅の残薬調査と他職種連携  

３ 沼津  三澤  健  メディオ薬局根古屋店  
「インスリン注射手技チェックシー

ト」の活用によりみえた使用患者の

現状と今後の課題  
４ 浜松  下條  浩史  浜松薬剤師地域連携研究会  薬剤情報提供、お薬手帳  

[ポスター発表／静岡県発表者] 

№ 
地域・ 

職域等 
発表者氏名 所 属 題 名 

１ 浜松  森 善昭  薬局アザレア大平台店  
ヘリコバクター・ピロリ除菌用 3 剤併

用パック製剤ランサップ&reg;とラベ

キュア&reg;の比較  

２ 浜松  堀内  保宏  このみ薬局  リフィル処方時代を見据えた薬局のあ

り方  

３ 浜松  鈴木  常義  浜松市薬剤師会  
携帯型 6 秒量計（ハイチェッカー(R)）
を用いたイベント参加者への肺年齢測

定  

４ 沼津  佐々木 千絵  沼津薬剤師会支援セン

ター薬局  
沼津薬剤師会における無菌調剤室共同

利用に向けての整備事業報告  

５ 浜松  河野  健佑  薬局アザレア三方原店  薬局において治療途中で中断しやすい

薬剤の調査  

６ 県薬  大石  順子  静岡県薬剤師会医薬品

情報管理センター  

「高齢者くすりの相談室第 20 集：事例

集」の継続発行とその評価～静岡県民

の医療リテラシーを高めるために～  

７ 浜松  篠崎  幸喜  ひくま薬局  
シロスタゾールは BCRP の阻害剤であ

り、ドネペジルの心臓および脳移行を

促進する  

８ 静岡  鈴本  康弘  株式会社ニイム  
患者様自身の操作を減らして、安価に

利用できるお薬手帳アプリの開発につ

いて  
（２）第 48 回東海薬剤師学術大会（三重大会）への参加 

医療の最前線で業務を行っている東海四県の薬剤師が、日頃の業務の成果を発

表し、講演し、意見交換する東海地区の「東海薬剤師学術大会」を開催し、薬剤

師の学術的水準を高めることにより、県民の健康な生活の確保及び向上に寄与す

ることを目的としている。 

平成 27 年度は、以下のとおり開催された。 

メインテーマ：「今、何ができる、何を創る、薬剤師たちよ」 －コミュニティ 

ーで生きる薬のこころ－ 

主催：三重県薬剤師会 

共催：愛知県薬剤師会、岐阜県薬剤師会、静岡県薬剤師会 
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開催日：11 月 29 日（日） 

会場：四日市市文化会館 

参加者数：１,３３１人（静岡県１８５人、三重県１，２５９人、愛知県４１７

人、岐阜県１５６人、その他７２人） 

[研究発表（口頭）／静岡県発表者] 

№ 地域・職域等 発表者氏名 所 属 題 名 

1 静岡  杉山優香  アイドラッグ  
すずらん薬局（静岡市）における在宅医

療への取り組み～居宅療養管理指導等に

関する開業医向け手順書の作成～  

2 静岡  河合今日子  (株)静岡メディスン  
(株 )静岡メディスンにおける無菌調剤室

の共同利用と PCA ポンプを使用した在

宅疼痛緩和の処方の一例  

[ポスターセッション／静岡県発表者] 

№ 地域・職域等 発表者氏名 所 属 題 名 

1 三島 後藤孝夫 長伏つばさ薬局 
点眼薬の使用実態と処方意図の理解度に

関するアンケート調査 

2 三島 上妻雅之 
静岡健康企画  こと

ぶき薬局 

2014 年 1 月～2015 年 8 月までの当薬局

における緩和ケアのまとめ 

3 沼津 色本 貴 沼津薬剤師会 
吸入指導における病院・診療所と薬局の

病薬連携 

4 沼津 佐々木千絵 沼津薬剤師会 
無菌調剤関連施設共同利用に向けての整

備事業報告（第二回） 

5 沼津 小松和季 アリス薬局松長店 
患者に対するジェネリック医薬品使用状

況の意識調査 

6 富士 岡本郁美 富士市薬剤師会 

病院薬剤部と地域薬剤師会との外来化学

療法勉強会を通しての薬薬連携と更なる

取り組み 

7 富士 秋山将寛 富士市薬剤師会 
健康情報拠点薬局を目指すために地域薬

剤師会研修会実施への検討 

8 清水 杉本道信 清水薬剤師会 
静岡市防災トランク備蓄リストの見直し

作業への薬剤師の関与 

9 静岡 石川優子 アイドラッグ 
薬局における実地シリーズ接遇研修を導

入して 

10 静岡 加藤 剛 アイドラッグ 
介護施設における医師と連携した残薬確

認の取り組み 

11 静岡 田畑尚子 静岡メディスン 
地域交流イベントを開催して～かかりつ

け薬局への一歩～ 

12 静岡 吉岡優子 
静岡健康企画  たま

ち薬局 

保険薬局における健康つくり運動－体組

成計による肥満改善・筋肉量保持の啓発

活動－ 

13 焼津 渡邉啓子 
わかくさ薬局グルー

プ 

わかくさ薬局グループにおけるジェネリ

ック医薬品選定の取り組み～来たるべき

80％時代に向けて～ 

14 藤枝 藪﨑 覚 藤枝薬剤師会 
平成 26 年 8 月と 12 月における藤枝市の

「お薬手帳」携帯率の実態調査 

15 小笠袋井 松下彩子 南山堂薬局グループ 

日常業務内に発生するエラーのデータ化

と分析、及び解析によって行った過誤防

止対策の有効性について 
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16 磐田 山村行範 みかの薬局 
磐田市急患センターでのインフルエンザ

流行による投薬業務遅延とその対策 

17 浜松 米澤由希子 
静岡健康企画  ひま

わり薬局 
ポリファーマシーの実態調査と症例報告 

18 浜松 阿久津輝 
レーベンプラン  レ
モン薬局三方原店 

保険薬局における抗精神病薬服用患者の

血糖値検査状況の調査 

19 浜松 富田淑美 
杏林堂薬局聖隷住吉

病院前店 

聖隷浜松病院の一般名処方に対する意識

調査 

20 
薬学技術公

務員協議会 
吉野豪一 

静岡県富士健康福祉

センター 

ＱＭＳ  調査における重度の不備による

指摘事項書交付事例について 

21 
薬学技術公

務員協議会 高橋信行 
静岡県中部健康福祉

センター 

薬局等営業者に対する効果的な情報提供

について 

22 
薬学技術公

務員協議会 前田有美恵 
静岡県環境衛生科学

研究所 

静岡県環境衛生科学研究所における危険

ドラッグ検査に関する取組について 

23 県薬 大石順子 
静岡県薬剤師会医薬

品情報管理センター 

「高齢者くすりの相談室（事例集）」の継

続発行とその評価～静岡県民の医療リテ

ラシーを高めるために～ 

 

（３）日本薬学会等学術団体との連携 

特筆すべき連携はなかった。 

 

Ⅱ 薬業を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業 

１ 医薬品及び薬剤師の役割に関する正しい知識を広く国民に浸透させるための「薬

と健康の週間」事業の推進 

厚生労働省、都道府県、日本薬剤師会及び都道府県薬剤師会主催の毎年度実施の

「薬と健康の週間」（10 月 17 日～23 日）事業は、医薬品及び薬剤師の役割に関す

る正しい認識を広く国民に浸透させることにより、国民の保健衛生の維持向上に寄

与することを目的としている。 

（１）「薬と健康の週間」関連事業への助成 

薬剤師会 事業名 実施主体 開催日 

熱海市薬剤師会 熱海市健康まつり 熱海市 10 月 25 日（日） 

島田薬剤師会 
地域医療感謝フェ

スタ 

島田市地域医療

を支援する会 
９月６日（日） 

浜松市薬剤師会 

第９回くすりと健

康フェスタ～危険

ドラッグ撲滅キャ

ンペーン～ 

浜松市薬剤師会 11 月１日（日） 

天竜産業観光まつ

り 

浜松市天竜商工

会 
11 月３日（火・祝） 

浜北ふれあい広場 
浜松市社会福祉

協議会 
11 月８日（日） 

これで納得！薬立つ

講座 
浜松市薬剤師会 １月 16 日（土） 

（２）日本薬剤師会「薬と健康の週間」統一事業への協力 

平成 27 年度の全国統一事業は、医薬分業に対する政府の規制改革会議等からの
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厳しい指摘や厚生労働省の「医薬分業の原点に立ち返り、57,000 の薬局を患者本

位のかかりつけ薬局に再編する」との方針等に対応するため、「かかりつけ薬局・

薬剤師」のより一層の定着を図る一斉行動を展開することとなり、会員薬局にお

ける、かかりつけ薬剤師・薬局の定着にむけた一斉行動（薬剤師からの声かけ）

の実施について依頼があり対応した。 

具体的には、各会員薬局において、①自局患者・来局者に対する声かけ、チラ

シ（Ａ５サイズ／１薬局 50 枚）の配布、②薬局での「かかりつけ薬局」ＰＲ掲示

物（Ａ３サイズポスター／１薬局１枚）の掲出など、地域薬剤師会を通じて周知

徹底を図った。 

２ 地域・職域薬剤師会主催の健康フェア等への協力 

医薬品及び薬剤師の役割に関する正しい認識を県民に浸透させるための地域薬剤

師会及び関係団体が実施する健康フェア等に協力することにより、県民の健康な生

活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

（１）地域薬剤師会主催の健康フェア等への協力 

名称：第９回くすりと健康フェスタ～危険ドラッグ撲滅キャンペーン～ 

主催：浜松市薬剤師会 

実施日：11 月１日（日） 

場所：ギャラリーモール「ソラモ」（浜松市中区） 

（２）県民総参加の「健康づくり県民運動」を推進する「しずおか健康いきいきフォ

ーラム」への協力 

医薬品の適正使用に関するＰＲや薬学講座など、静岡県薬剤師会が行う健康推

進活動に関する情報を提供した。 

３ 日本薬剤師会「薬剤イベントモニタリング（ＤＥＭ）」事業への協力 

薬局における医薬品の副作用等の情報を迅速かつ的確に収集するための基盤整備

事業「ＤＥＭ」に協力することにより、県民の健康な生活の確保及び向上に寄与す

ることを目的としている。 

日本薬剤師会では、例年２月頃に実施していたが、平成 27 年度からは９月頃の実

施に移行することとした。 

平成 27 年度は、ＳＧＬＴ２阻害薬（６成分）によるイベント発現等の調査が実施

され、県内の薬局に協力を求めた。 

ＤＥＭ事業は、薬局薬剤師が医薬品の安全性向上に積極的に参画する活動であり、

その成果は医薬分業の社会的有用性を明示する意義を併せ持つものである。 

４ 高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修会の開催 

薬機法で義務付けられている高度管理医療機器等販売業・賃与業の営業所の管理

者等の継続研修を実施し、管理者等の技能向上を図ることにより、県民の健康な生

活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

なお、従来、年１回開催していたが、受講希望者の増加に伴い、平成 27 年度は以
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下のとおり年２回開催とした。 

主催：日本薬剤師会 

共催：静岡県薬剤師会 

対象者：高度管理医療機器等の販売業または賃与業営業所管理者（薬機法施行規

則第 168 条）／医療機器修理業の責任技術者（薬機法施行規則第 194 条）／

特定管理医療機器の販売業者等の営業所管理者（薬機法施行規則第 175 条第

２項） 

［第１回］ 

開催日：９月６日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

受講者数：１１０名 

内容：講義１「医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令」 

講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課主任 山本真也 

講義２「医療機器の品質管理」、「医療機器の不具合報告及び回収報告」 

講師：㈱三和化学研究所 診断薬事業部 SMBG グループ長 村上公一 

講義３「医療機器の情報提供」、「薬局で取扱う機器等の話題」 

講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 加藤 剛 

［第２回］ 

開催日：１月 24 日（日） 

場所：静岡商工会議所会館（静岡市葵区） 

受講者数：１９２名 

内容：講義１「医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令」 

講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課主任 山本真也 

講義２「医療機器の品質管理」、「医療機器の不具合報告及び回収報告」 

講師：㈱三和化学研究所診断薬事業部 POCT グループ 田畑伸幸 

講義３「医療機器の情報提供」、「薬局で取扱う機器等の話題」 

講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 加藤 剛 

５ 健康づくり拠点薬局推進事業の実施 

健康長寿日本一を支えるため、薬局を地域に密着した健康情報拠点として位置づ

け、県下の薬局に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応

需のための相談窓口を設置するとともに、薬局の相談機能を地域住民に広報する。 

また、相談対応する薬剤師の資質向上のための研修会の開催やモデル地区を設置

し、地域の健康状況を踏まえた住民の健康支援を行った。 

（１）薬局の健康相談窓口の啓発 

平成 26 年度に引き続き、静岡県健康づくり拠点薬局推進事業（静岡県委託事業）

の一環として、薬局を地域に密着した健康情報拠点として位置づけ、静岡県薬剤

師会の会員が従事するすべての薬局において「健康相談窓口」を設置し、ポスタ
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ー・チラシ等の掲示及び配布を通じて、薬局で一般用医薬品等の適正使用に関す

る助言や健康に関する相談、情報提供ができることを広報した。 

また、健康相談窓口の利用者に対して満足度や事業実施前後の意識の変化等に

関するアンケート調査を実施した。 

ア 健康相談窓口設置の告知ポスターの作成配布 

部数：２，５００枚 

配布先：薬局等 

イ 健康相談窓口設置の告知チラシの作成配布 

部数：３０，０００枚 

配布先：薬局等 

ウ 「健康相談窓口」利用者調査の実施 

調査地域：静岡県全域  

母集団：県内の薬局利用者 

抽出方法：県内の協力薬局 100 施設 

標本数：２,４７３人 

調査方法：自記式調査法 

調査期間：10 月 17 日（土）～11 月 16 日（月） 

【薬局利用者調査の結果】 

（ア）来局目的 

   薬局に訪れた目的は、「処方箋薬の受け取り」と「薬の購入」が殆どで、健

康相談のため」が 9.7％、「在宅医療、介護相談のため」は 1.1％と、10 人に

一人の割合であった。 

（イ）薬局で受けられる健康相談やサポートで知っている事柄（複数回答） 

   知っている事柄は、「一般用医薬品の適正使用、適切な受診勧奨」が 54.4％

と最も多く、次いで「食生活（食品・健康食品）に関する健康サポート」が

33.0％、「高齢者・要介護者に対する服薬指導」が 21.1％、「血圧計等の検査

機器を用いたサポート」が 15.5％の順であった。 

また、薬局で相談できることを知らない人が全体で 21.9％であった。 

（ウ）薬局で受けたい健康に関する相談やサポート（複数回答） 

   受けたい相談やサポートは、「一般用医薬品の適正使用、適切な受診勧奨」

が 58.5％と最も多く、次いで「食生活（食品・健康食品）に関する健康サポ

ート」が 52.1％、「高齢者・要介護者に対する服薬指導」が 33.0％の順であ

った。 

（２）禁煙サポート等に関する研修会の開催 

薬局窓口で相談対応する薬剤師の資質向上を図るため、薬剤師対象の「禁煙サ

ポート薬剤師養成研修会」を開催した。  
開催日：９月 13 日（日） 
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場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①  平成 27 年度静岡県健康づくり拠点薬局推進事業について 

講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課主査 小林千恵 

②  平成 26 年度静岡県健康づくり拠点薬局推進事業報告 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 岡田国一 

③  静岡県健康戦略 ―ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）と禁煙サポート― 

講師：田内内科医院 田内一民 

④ ハイチェッカーの実践～受診勧奨まで 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 植 兆満 

受講者数：４４名 

（３）薬局における健康支援の推進 

ア モデル地区における禁煙等健康支援 

モデル地区における協力薬局の来局者に対して、肺機能測定器を用いた禁煙

等健康支援を行った。 

モデル地区：沼津市、裾野市、駿東郡長泉町及び駿東郡清水町 

協力薬局：５０薬局 

＜協力薬局（薬剤師）に対する説明会の開催＞ 

開催日：９月 27 日（日） 

場所：沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター 

内容：① 平成 27 年度静岡県健康づくり拠点薬局推進事業について 

   講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課主査 小林千恵 

② 平成 26 年度静岡県健康づくり拠点薬局推進事業報告 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 岡田国一 

③ 静岡県健康戦略－ＣＯＰＤと禁煙サポート－ 

講師：田内内科医院 田内一民 

④ ハイチェッカーの実践～受診勧奨まで 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 植 兆満 

参加者：肺機能測定器設置薬局（薬剤師）４２名 

＜ポスター・チラシによる禁煙サポートの周知＞ 

モデル地区において肺機能測定器設置薬局の周知ポスターの掲示及びＣＯ

ＰＤ啓発チラシ等を配布し、禁煙サポート及びＣＯＰＤの周知を図った。 

＜来局者を対象とした肺機能測定の実施および受診勧奨等支援＞ 

肺機能測定器設置の協力薬局は、肺機能測定を行った来局者に対して、健

康支援後の健康意識の変化等に肺機能測定器利用者調査を実施した。 

母集団：肺機能測定器設置薬局の利用者 

抽出方法：肺機能測定器設置薬局で、肺機能測定器を利用した人 

標本数：８０１人 
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調査方法：自記式調査法 

調査期間：10 月１日（木）～11 月 30 日（月） 

【モデル地区／肺機能測定器利用者調査の結果】 

（ア）モデル地区における来局者の喫煙率 

   現在喫煙している人は 801 人中 146 人で、全体の 18.2％であった。40％以

上が喫煙経験者（現在喫煙者 18.2％＋過去喫煙者 23.5％）であった。 

（イ）肺機能測定後の喫煙者の意識変化 

   「すぐにでも禁煙しようと思った」が 8.2％、「早い段階で禁煙しようと思

った」が 23.3％、「将来的には禁煙しようと思った」が 43.8％であった。 

（ウ）来局者へのＣＯＰＤ周知の効果 

   ＣＯＰＤという言葉を知っている人は全体の 42.8％であったが、肺機能測

定や薬剤師による説明を受けることにより、ＣＯＰＤについて「よく理解で

きた」及び「理解できた」という人の割合は 84.3％となった。 

（エ）肺機能測定後の肺の健康への意識変化 

   肺の健康に不安を感じたことのない人の割合が全体の 63％と多かったが、

肺機能測定や薬局・薬剤師から説明を受けて肺への健康意識が高まった。 

イ 地域イベントにおける健康相談会の実施 

県内の地域イベントにおいて、４会場で健康相談会を実施し、来場者に対し

て、①薬局の健康相談窓口の啓発、②薬局の健康相談機能に関する意識調査（「健

康相談会」来場者調査）、③肺機能測定を実施した。 

地区 名 称 月 日 場 所 来場者 

熱海 
第 28 回 

熱海市健康まつり 
10 月 25 日（日） 

熱海市いきいきプラザ 

熱海市役所第３庁舎 
96 名 

東部 
第３回ふじのくに

健康長寿サミット 
９月 12 日（土） 

小山町総合文化会館 

（駿東郡小山町） 
103 名 

中部 
しずおか元気応援

フェア 2015 

10 月 10 日（土） 

11 日（日） 

ツインメッセ静岡 北

館（静岡市駿河区） 
464 名 

西部 
2015 かけがわ 

健康フェア 
10 月 18 日（日） 

徳育保健センター 

（掛川市） 
130 名 

【「健康相談会」来場者調査の結果】 

抽出方法：地域イベント「健康相談会」に来場した全ての人 

標本数：７９３人 

調査方法：自記式調査法 

（ア）薬局で受けられる健康相談やサポートで知っている事柄（複数回答） 

   知っている事柄は、「一般用医薬品の適正使用、適切な受診勧奨」が 40.9％

と最も多く、次いで「食生活（食品・健康食品）に関する健康サポート」が

22.1％、「血圧計等の検査機器を用いたサポート」が 19.8％、「高齢者・要介

護者に対する服薬指導」が 17.9％の順であった。 

また、薬局で相談できることを知らない人が全体で 32.5％であった。 
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（イ）薬局で受けたい健康に関する相談やサポート（複数回答） 

   受けたい相談やサポートは、「一般用医薬品の適正使用、適切な受診勧奨」

が 36.2％と最も多く、次いで「食生活（食品・健康食品）に関する健康サポ

ート」が 31.9％、「血圧計等の検査機器を用いたサポート」が 17.5％、「高齢

者・要介護者に対する服薬指導」が 14.6％の順であった。 

６ 医療・介護保険制度への対応 

保険薬局における調剤報酬請求事務を正しく理解し、保険薬局としての機能と責

務を果たすことにより、患者はいつでも安心して適正な保険医療が受けられるよう

になり、もって県民の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

（１）調剤報酬請求の適正化 

ア 調剤報酬請求事務講習会の開催 

新規登録の保険薬剤師、新たに管理薬剤師となった保険薬剤師等を対象とした。 

開催日：７月 26 日（日） 

場所： 静岡県薬剤師会館 

内容： ① 調剤報酬算定概要 

② 診療報酬請求書等の記載要領についての留意点 

③ 調剤報酬算定要件について 

④ 薬歴管理指導について 

⑤ 保険薬局に対する各種指導 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 小笠原 俊拓 

静岡県薬剤師会常務理事 山田 慎二 

   静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 大屋 克久 

   静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 小谷 淳 

   静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 浅野 進 

受講者数：１２６名 

イ 次期調剤報酬改定に関する説明会の開催 

平成 28 年４月 1 日施行の調剤報酬改定の内容を周知するため、説明会を開催

した。 

地区 期日 場所 説明者 

東部 ３月 29 日（火） 
プラサヴェルデ 

（沼津市） 
鈴木理事 

中部 ３月 24 日（木） 静岡市民文化会館 小笠原常務理事 

西部 ３月 28 日（月） 
浜松市浜北文化セン

ター 
植常務理事 

 

ウ 薬歴管理等に関する地域薬剤師会主催の研修会等への講師の派遣 

16 地域薬剤師会で実施した。 
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① スクール形式：延７地域薬剤師会、２７４薬局、３５０名 

② グループ形式：延 13 地域薬剤師会、１９９薬局、２５９名 

エ 東海北陸厚生局実施の保険薬局に対する個別指導において、その措置が「再

指導」若しくは「経過観察」であった場合の当該薬局に対する指導の実施 

平成 27 年度において次のとおり実施した。 

回次 実施日 場所 受講薬局数 

第１回 ４月 19日（日） 静岡県薬剤師会館  ８薬局 

第２回 ７月 26日（日） 静岡県薬剤師会館  ３薬局 

第３回 １月 30日（土） 静岡県薬剤師会館 ３５薬局 

 

  オ 審査支払関係団体との調整 

３月 12 日（土）開催の職能対策委員会において、国保審査員並びに社会保険

診療報酬支払基金審査員との間で請求事例について調整を行った。 

（２）調剤報酬改定に関する情報の収集及び提供 

平成 28 年度調剤報酬改定に関する情報の収集に務め、３月 12 日の地域薬剤師

会社会保険担当者会議等において情報を提供した。 

（３）東海北陸厚生局等による保険薬局対象の「共同指導」「個別指導」「集団的個別

指導」「集団指導」及び保険薬剤師対象の「集団指導」等への立会い 

個別指導等が以下のとおり実施され、静岡県薬剤師会から調剤に関する学識経

験者として、担当役員等が立ち会った。 

また、保険薬局及び保険薬剤師対象の「平成 26 年度指導・監査結果」と、「平

成 27 年度指導・監査計画」について打合せを行った。 

【保険薬局個別指導】 

回次 実施日 場 所 

第１回 ４月 15 日（水） 清水合同庁舎 

第２回 ４月 21 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

第３回 ５月 19 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

第４回 ５月 22 日（金） 静岡県庁西館 

第５回 ５月 26 日（火） 静岡県東部総合庁舎 

第６回 ６月 19 日（金） 静岡県東部総合庁舎 

第７回 ６月 24 日（水） 清水合同庁舎 

第８回 ６月 26 日（金） 静岡県浜松総合庁舎 

第９回 ７月 22 日（水） 清水合同庁舎 

第 10回 ７月 28 日（火） 静岡県東部総合庁舎 

第 11回 ７月 31 日（金） 静岡県庁西館 

第 12回 ８月 21 日（金） 静岡県浜松総合庁舎 

第 13回 ８月 25 日（火） 静岡県東部総合庁舎 

第 14回 ９月 11 日（金） 清水合同庁舎 

第 15回 ９月 25 日（金） 静岡県東部総合庁舎 

第 16回 10 月２日（金） 静岡県庁西館 

第 17回 10 月９日（金） 静岡県東部総合庁舎 

第 18回 10 月 28 日（水）静岡県庁西館 
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第19回 11 月 6 日（金） 静岡県浜松総合庁舎 

第 20回 11 月 20 日（金）静岡県東部総合庁舎 

第 21回 12 月 15 日（火）静岡県浜松総合庁舎 

第 22回 12 月 16 日（水）静岡県庁西館 

第 23回 １月 20 日（水） 清水合同庁舎 

第 24回 １月 26 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

第 25回 １月 29 日（金） 静岡県富士総合庁舎 

第 26回 ２月 19 日（金） 静岡県庁西館 

第 27回 ２月 23 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

【保険薬局集団的個別指導】 

地区 実施日 場 所 

東部 11 月 17 日（火）沼津労政会館 

西部 11 月 18 日（水）静岡県浜松総合庁舎 

中部 11 月 27 日（金）もくせい会館 

【保険薬局集団指導】 

回次等 実施日 場 所 

第１回 ９月 15 日（火） 静岡県教育会館 

第２回 ２月 10 日（水） もくせい会館 

中部 ３月 24 日（木） 静岡市民文化会館 

西部 ３月 28 日（月） 浜松市浜北文化センター 

東部 ３月 29 日（火） プラサヴェルデ 

【保険薬剤師集団指導】 

回次 実施日 場 所 

第１回 ９月 30 日（水） もくせい会館 

第２回 ２月 26 日（金） もくせい会館 

 

［保険薬局・薬剤師指導に関する東海北陸厚生局静岡事務所、県健康福祉部国民

健康保険課と県薬との打合せ］ 

開催日：４月８日（水） 

場所：静岡県薬剤師会館 

出席者：明石会長、石川副会長、齋藤理事心得、植・町田常務理事他 

（４）医療のＩＴ化に伴う処方せん、薬歴、情報提供書類等の電子化に関する情報収

集 

平成 27 年７月１日より、日薬版の電子お薬手帳「日薬ｅお薬手帳」が公開・提

供されたことを受け、地域薬剤師会を通じて会員薬局に周知するなど、電子版お

薬手帳の普及啓発に努めた。 

（５）地域薬剤師会社会保険担当者会議の開催 

医療保険制度に関する薬剤師としての必要な情報や技術の普及について協議、

検討し、医療現場に勤務する薬剤師の医療保険制度に対する知識、技術の向上を

図ることにより、患者が適正に保険医療を受けられるようにし、もって県民の健

康な生活の確保及び向上に寄与することを目的として開催した。 

開催日：３月 12 日（土） 
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場所：静岡県薬剤師会館 

内容： ① 平成 28 年度診療報酬（調剤報酬）改定について 

② 日薬「医薬分業指導者協議会」について 

③ 患者のための薬局ビジョンについて 

④ 平成 27 年度静岡県健康づくり拠点薬局推進事業について 

⑤ 電子版お薬手帳について 

⑥ 平成 27 年度薬剤師復職支援事業について 

７ 医薬品医療機器等法等関係法令の遵守の徹底 

（１）一般用医薬品販売に関する講習会の開催 

一般用医薬品の購入者に対し、医薬品を正しく使用するために必要な注意事項

等の情報を提供し、購入者からの相談に対応できるよう、一般用医薬品の販売に

関する知識及び技能の向上を図り、もって県民の健康な生活の確保及び向上に寄

与することを目的としている。 

「患者のための薬局ビジョン」において、ニーズに応じて強化すべき薬局の機

能として国民の病気の予防や健康サポートに貢献できるような健康サポート機能

が示されており、その中には要指導医薬品等が適切に選択できるような供給体制

や助言の体制を求められている。また「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」に

は一般用医薬品も含めた服薬情報の一元的・継続的な把握と薬学的管理・指導が

求められており、一般用医薬品に関する知識は必須となる。平成 27 年度は、日本

薬剤師会実施の「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修」の伝達として、

以下のとおり開催した。 

開催日：２月 28 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：薬剤師の臨床診断と一般用医薬品の適正使用 症候学とトリアージ（発疹

編）／講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 松永敏広 

受講者数：６９名 

（２）地域薬剤師会一般用医薬品担当者会議の開催 

一般用医薬品の購入者に対し医薬品を正しく使用するために必要な注意事項等

の情報を提供し、購入者からの相談に対応できるよう、一般用医薬品の販売に関

する知識及び技能の向上を図り、県民の健康な生活の確保及び向上に寄与するこ

とを目的に、以下のとおり開催した。 

開催日：２月 28 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：① 平成 26 年度厚生労働省及び静岡県における一般用医薬品販売定着度

調査結果報告 

② 医薬品販売制度対応に関する自主点検結果 

③ 日薬「平成 27 年度一般用医薬品等担当者全国会議」報告 
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④ 平成 27 年度静岡県健康づくり拠点薬局推進事業 

 

Ⅲ 公衆衛生の普及及び指導に関する事業 

１ 医薬品の正しい知識の普及と、薬物乱用防止のための「薬学講座」の実施 

小学生、中学生及び高校生に対し、医薬品の正しい知識の普及を図るとともに、

シンナー・覚醒剤・大麻・合法ハーブ等と称して販売される薬物（危険ドラッグ）

等の薬物の乱用による弊害を周知し、薬物乱用防止の徹底を図ることにより、生徒

の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

平成 26 年７月 22 日に「違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）」の呼称が「危険

ドラッグ」に統一され、同年 12 月には条例が制定されたことを受け、昨年度に引き

続き危険ドラッグの追加資料を作成し、中学校及び高等学校に配布した。 

また、薬学講座資料の内容を見直し、更に充実したものとするため、ワーキング

グループを設置し、平成 28 年度資料の改訂・編集作業を行った。 

平成 27 年度の実施率は 99.7％、実施校数は 959 校（内訳：小学校 508 校、中学校

294 校、高等学校 138 校、その他の学校 19 校）／962 校、受講者数は 212,436 名（児

童・生徒、教諭及び保護者等）であった。 

２ 学校薬剤師講習会の開催  

学校薬剤師の資質向上を図り、もって学校保健活動を適切に行うことにより、生

徒の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

平成 27 年度は以下のとおり開催した。 

開催日：４月 26 日（日） 

場所：沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター 

内容：講義１「アレルギー性皮膚疾患 －アレルギーの治療と予防戦略－」  

講師：市立島田市民病院副院長・皮膚科主任部長 橋爪 秀夫 

講義２「学校環境衛生検査の実施について」  

講師：静岡県薬剤師会常務理事 秋山 欣三 

受講者数：６０名 

３ 「学習指導要領」の改訂に伴う学校保健教育に係る学校薬剤師活動の検討 

学校薬剤師活動に係るアンケート調査（「学習指導要領」の改訂に伴う学校保健教

育（くすり教育））を実施し、学校薬剤師委員会で検討した。２月７日（日）の地域

薬剤師会学校薬剤師担当者会議において、結果を報告するとともに、地域薬剤師会か

ら市町教育委員会への働きかけを促した。 

さらに引き続き今後の検討課題とした。 

４ 学校環境衛生活動の充実の検討 

学校薬剤師が働きかけることにより県下全学校において学校環境衛生定期検査の完

全実施することを目的に、学校薬剤師委員会で検討を行った。地域薬剤師会等の取組に

ついて情報を収集しフィードバックしながら、さらに今後の検討課題とした。  
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５ ホームページ学校薬剤師サイトの運営 

静岡県薬剤師会のホームページに、学校薬剤師に関するサイトを掲載することに

より、生徒の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

平成 27 年度は、薬学講座用の講師用パワーポイントを更新した。 

６ 地域薬剤師会学校薬剤師担当者会議の開催 

学校薬剤師活動に関する薬剤師として必要な情報や技術の普及について協議、検

討し、学校薬剤師が学校保健活動を適切に行うことにより、児童・生徒等の健康な

生活の確保及び向上に寄与することを目的に、以下のとおり開催した。 

[第１回] 

開催日：５月９日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：学校給食衛生管理基準について 

[第２回] 

開催日：２月７日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①平成 28 年度事業計画(案)、②薬学講座について 

７ 静岡県の「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」「危険ドラッグ撲滅運動」への協力 

「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」に協力することにより、県民の健康な生活の確

保及び向上に寄与することを目的としている。 

平成 27 年度は、11 月７日（土）、グランシップ（静岡市駿河区）にて開催の「平

成 27 年度静岡県薬物乱用防止県民大会」に参加した。 

８  第 65 回全国学校薬剤師大会への参加 

12 月３日（木）、愛媛県県民文化会館他にて開催され、全国から薬剤師 173 名が参

加した。 

 

Ⅳ 薬事衛生の普及及び啓発に関する事業 

１ 会報「しずおか」の発行  

静岡県薬剤師会の理事会報告や委員会報告、活動報告のほか、薬剤師業務に必要

な薬事及び健康保険に関する各種のお知らせなどを掲載する静岡県薬剤師会会報

「しずおか」（2,550 部）を年６回発行し、薬剤師の知識の向上を図ることにより、

県民の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

主な掲載内容は、①巻頭言、②理事会報告、③執行部だより（活動報告）、④学術

情報部コーナー、⑤研修会・講習会報告、⑥地域・職域薬剤師会だより、⑦事務局

からのお知らせ、⑧メディアコーナー、⑨新規入会者、⑩賛助会員ご紹介、⑪静岡

県薬剤師連盟コーナー、⑫研修認定薬剤師制度「集合研修会」新規開催計画書受付

状況報告、⑬県薬の動き（会務日誌）。その他関係機関・団体等からの寄稿による掲

載を行った。 
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２ ホームページの充実 

静岡薬剤師会のホームページに、薬剤師業務に必要な薬事及び健康保険に関する

各種のお知らせや、一般の方が医薬品を正しく安全に使用していただくための情報

を掲載、公表し、薬剤師の知識の向上及び県民への知識普及を図ることにより、薬

事衛生及び公衆衛生の向上を図り、もって県民の健康な生活の確保及び向上に寄与

することを目的としている。 

薬剤師向けの薬剤師職能を発揮していただくための情報と、一般向けの医薬品等

を正しく安全に使用していただくための情報を随時掲載した。ホームページへのア

クセス回数は 182,109 件であった。 

３ 薬剤師職能メディア啓発事業の実施 

薬局・薬剤師が、国民が健康であるための正しい知識や解決策を提案し、幅広い

分野で地域に貢献する「地域の健康情報拠点」としての役割を果たしていくことを

伝えていくとともに、薬局・薬剤師の「地域性」「健康拠点」「親近感」「専門性」を

訴追し、薬剤師の職能を改めて認識していただくことによって、国民の保健衛生の

維持向上に寄与することを目的としている。 

（１）広報活動 

平成 27 年度は、静岡県健康づくり拠点薬局推進事業（静岡県委託事業）の一翼

として、一般用医薬品の適正な使用に関する助言や健康に関する相談応需のため

の薬局の「健康相談窓口」等について、テレビ・ラジオスポットＣＭ等を通じて

広報した。 

ア テレビスポットＣＭ 

媒体：ＳＢＳ静岡放送・静岡第一テレビ／15 秒テレビスポット 

放送期間：９月 14 日（月）～１月 31 日（日） 

本数：５０６本 

内容：ご存知ですか？薬剤師の在宅訪問。薬剤師女性「こんにちは。」 

   私たちは、主治医と連携し、お薬を通じて、あなたの健康をサポート 

します。静岡県の薬局・薬剤師。 

イ ラジオスポットＣＭ 

媒体：Ｋ-mix・20 秒ラジオスポット 

放送期間：10 月 17 日（土）～10 月 23 日（金） 

本数：３０本 

内容：ご存知ですか？薬剤師の在宅訪問。私たちは主治医と連携し、お薬を

通じて、あなたの健康をサポートします。あなたの街の健康相談窓口

でありたい…。近くにいる、というアンシンを。静岡県の薬局・薬剤

師。  

ウ テレビ番組内パブリシティ 

番組：①静岡第一テレビ「あいチャン!!」毎週月～金曜日 9：30～10：00 

②ＳＢＳ静岡放送テレビ「Sole いいね!」毎週月～金曜日 9:55～10:50 

放送日：①１月 14 日（木）、②１月 21 日（木） 
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仕様：30 秒番組内パブリシティ 

内容：いつまでも健康でいられることは大切なことです。 

家族みんなが、健康で、いきいきと暮らしていけるために、健康づくり

の取組は、私たちにとって重要な課題です。そこで、静岡県薬剤師会で

は、県内の薬局・薬剤師が、地域の「健康相談窓口」として、健康に関

する様々な相談に応じる事業を推進しています。一般医薬品の適正使用

のアドバイスはもちろん、食生活や心の健康サポートをはじめ、在宅医

療や介護予防など、健康に関する様々な相談を、気軽にお近くの薬局・

薬剤師に相談してみてはいかがでしょうか。 

エ ラジオ番組内パブリシティ 

番組：Ｋ-mix「モーニング ラジラ」毎週月曜日～金曜日 7:28～11:00 

放送日：10 月 22 日（木） 

仕様：60 秒番組内パブリシティ 

内容：私たちや私たちの家族が、心も体も健康で、いきいきと暮らしていけ

るために、健康づくりへの取り組みは、とても大切で身近な課題です。 

公益社団法人静岡県薬剤師会では、「薬局・薬剤師」が地域に密着した

「健康相談窓口」になり、皆さんの健康相談や健康サポートを行うこ

とを推進しています。薬剤師は、薬の専門家として、健康に関する様々

な相談に応じます。お薬のアドバイスはもちろん、食生活や心の健康

相談をはじめ、薬物・アルコール依存防止の相談や禁煙相談、さらに

は介護や在宅医療に関するサポートなども行います。皆さんのお近く

の「薬局・薬剤師」を、もっと身近な「健康相談窓口」として、活用

してみたらいかがでしょうか。 

４ 報道機関等内外コミュニケーション活動の推進 

薬局・薬剤師の役割に関する正しい知識を広く一般県民に浸透させることにより、

県民の保健衛生の維持向上に寄与することを目的としている。 

平成 27 年度は、医薬品の進歩に伴う身近で役立つ情報を紹介する静岡新聞社企画

の連載コラム「ちょっと得するクスリの知識」への執筆等に協力した。 

＜連載企画「ちょっと得するクスリの知識」＞ 

  媒体：静岡新聞  

仕様：夕刊全県版「健康」面／毎月第４火曜日連載 

回 掲載日 テーマ 執筆者 

１ ４月 28 日（火） 生活改善と服薬は両輪 齊藤文昭・県薬剤師会相談役 

２ ５月 26 日（火） 脱水症なりやすい高齢者 石川優子・県薬剤師会元副会長 

３ ６月 23 日（火） 腎機能の程度をチェック 伊藤 譲・県薬剤師会常務理事 

４ ７月 28 日（火） 錠剤はつぶさずに服用 成岡厚英・島田薬剤師会元会長 

５ ８月 25 日（火） ビタミンで脚気克服 齊藤文昭・県薬剤師会相談役 

６ ９月 29 日（火） 残薬で節約、誤飲防止も 石川優子・県薬剤師会元副会長 

７ 10 月 27 日（火） カリウム濃度 服薬で変化 伊藤 譲・県薬剤師会常務理事 

８ 11 月 24 日（火） 全身か局所か 使用時確認 成岡厚英・島田薬剤師会元会長 

９ 12 月 22 日（火） 不眠症状続くなら服用も 齊藤文昭・県薬剤師会相談役 

-23-



10 １月 26 日（火） ノロウイルス 対処法は 石川優子・県薬剤師会元副会長 

11 ２月 23 日（火） ドーピング防止 薬剤師活用 伊藤 譲・県薬剤師会常務理事 

12 ３月 22 日（火） 「お薬手帳」は 1 冊に 成岡厚英・島田薬剤師会元会長 

＜取材協力＞ 

取材内容 取材日 取材場所 応対者 

静岡第一テレビ 

「お薬手帳」について 

３月 11 日（金） 静岡県薬剤師会館 石川副会長 

＜雑誌等執筆＞ 

出版社等 雑誌名／テーマ 執筆者 

薬事日報社 
薬事日報 第 11648 号（11/13） 

／「受賞者の横顔」 
明石会長 

公益社団法人日本薬剤師

会 

日本薬剤師会雑誌 2 月号 

／「都道府県薬剤師会～こん

なことやっています～」 

総務部 

 

Ⅴ 地域医療への貢献及び医療安全の確保に関する事業 

１ スポーツファーマシストによるドーピング防止活動及び教育啓発活動の推進 

（１）日本アンチ・ドーピング機構「公認スポーツファーマシスト認定制度」への協   

力 

スポーツ競技者等に対し、薬の正しい使い方の指導、薬に関する健康教育等に

関する普及・啓発を行う公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構公認の「スポ

ーツファーマシスト」を養成し、スポーツにおけるドーピングを防止することに

より、競技者の健全なスポーツ活動や健康な生活の確保及び向上に寄与すること

を目的としている。 

平成 27 年度は、日本薬剤師会において「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」が開催され、担当役員、担当職員が出席した。 

［平成 27 年度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］ 

開催日：12 月４日（金） 

場所：ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター（東京都新宿区） 

出席者：原田常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 

（２）静岡県体育協会等によるアンチ・ドーピング活動への協力 

静岡県体育協会設置の「スポーツ医・科学委員会」の委員として、担当役員、

担当職員がスポーツ医・科学委員会、加盟団体連絡会議兼ドーピング防止研修会

に出席した。 

［平成 27 年度スポーツ医・科学委員会］ 

開催日：７月８日（水） 

場所：静岡駅前会議室（静岡市葵区） 

出席者：伊藤譲常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 

開催日：３月２日（水） 

場所：静鉄ホテルプレジオ（静岡市駿河区） 
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出席者：伊藤譲常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 

［平成 27 年度第２回加盟団体連絡会議兼ドーピング防止研修会］ 

開催日：12 月 11 日（金） 

場所：ベルサール東京日本橋（東京都中央区） 

出席者：伊藤譲常務理事 

［平成 27 年度第３回加盟団体連絡会議兼ドーピング防止研修会］ 

開催日：12 月 18 日（金） 

場所：新大阪丸ビル別館（大阪府大阪市） 

出席者：大石医薬品情報管理センター所長 

（３）スポーツファーマシスト・スキルアップ研修会の開催 

日本アンチ・ドーピング機構が認定するスポーツファーマシストの資質向上（スキ

ルアップ）を図ることにより、競技者を含めたスポーツ愛好家などに対し、薬の正し

い使い方の指導、薬に関する健康教育などの普及・啓発を行い、 スポーツにおけるド

ーピング防止活動を推進し、もって県民の健康に寄与することを目的とする。  
今回は、静岡県内に居住する公認スポーツファーマシスト、公認スポーツファ

ーマシストを取得予定の薬剤師を対象に、実際の活動内容等に関する講演を行っ

た。 

開催日：９月５日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①ドーピング事例等について 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 伊藤 譲 

②地域におけるスポーツファーマシスト活動 

講師：合同会社みどりや薬局 清水 雅之 

受講者数：４２名 

２ 医薬品情報管理センターの運営 

医薬品に関する情報の収集及び解析を行い、県民から医薬品等に関する相談や苦

情を応需し、医薬品に関する正しい情報を提供することにより、県民の健康な生活

及び向上に寄与することを目的としている。 

（１）医薬品等に関する情報の収集及び解析 

雑誌、書籍、データベース等を利用して、医薬品及び健康食品に関する情報の

収集及び解析を行った。 

（２）医薬品等に関する情報の会務組織、医療関係者及び関係機関・団体への提供 

静岡県薬剤師会の会務組織のほか、関係機関・団体等への医薬品に関する情報

の提供に努めた。 

（３）患者及び家族等が抱える医薬品等に関する相談・苦情の応需 

医薬品情報管理センターに寄せられた相談等に応需した。 

［平成 27 年度相談・質問件数］ 
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窓口 一般 薬局 病・医院 公共機関 卸 計 

県薬 4,998 601 388 296 76 6,359 

東部地区 144 37 8 15 0 204 

中部地区 1,038 14 1 2 1 1,056 

西部地区 1,238 77 46 29 1 1,391 

計 7,418 729 443 342 78 9,010 

―内容別質問件数― 

内 容 県薬 
東部 

地区 

中部 

地区 

西部 

地区 
計 

1.医薬品の副作用・相互作用 633 42 409 374 1,458 

2.妊産婦・授乳婦の薬の服用 122 8 20 13 163 

3.医薬品の用法 349 20 249 149 767 

4.医薬品の成分・薬理･適応症 566 60 142 282 1,050 

5.医薬品の製剤的事項 388 3 15 27 433 

6.民間薬・漢方薬 166 0 2 11 179 

7.鑑別 3 2 0 5 10 

8.消毒薬 22 0 3 0 25 

9.治験薬・市販薬の有無 22 2 2 2 28 

10.疾病・症状 499 8 105 33 645 

11.臨床検査 33 8 40 52 133 

12.食品・健康食品・食品添加物 611 6 9 57 683 

13.医薬部外品・化粧品・洗剤 71 3 1 5 80 

14.農薬・園芸・殺虫剤・動物薬 22 2 0 4 28 

15.医療用具・健康器具 14 0 3 0 17 

16.毒性・中毒事故・公害・産業中毒 56 0 6 0 62 

17.化学薬品・試薬 35 7 1 1 44 

18.法規・薬事関係 288 23 7 7 325 

19.文献依頼 1,301 9 0 45 1,355 

20.その他 1,158 1 42 324 1,525 

計 6,359 204 1,056 1,391 9,010 

（４）高齢者医薬品安全使用推進事業の推進 

医薬品等の安全使用を推進するため、高齢者及びその家族が抱える医薬品等に

関する相談・苦情に応ずるとともに、医薬品を安全かつ的確に使用するために必

要な情報を広く県民に提供することを目的としたもので、県内４箇所（富士・静

岡・浜松各地域薬剤師会及び県薬）の医薬品情報管理センター内の「高齢者くす

りの相談室」において医薬品情報の提供及び相談活動を実施した。 

また、寄せられた相談事例集（第 20 集、6,000 部発行）を作成し、希望者（一

般県民）及び関係機関等に配布した。 

［平成 27 年度の相談件数］ 

区分 県薬窓口 東部窓口 中部窓口 西部窓口 計 

相

談

件

数 

 4,998 144 1,038 1,238 7,418 

本人 3,924 121 805 956 5,806 

家族等 1,074 23 226 282 1,605 

不明 0 0 7 0 7 
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性

別 

男性 2,889 36 413 394 3,732 

女性 2,109 108 611 844 3,672 

不明 0 0 14 0 14 

本

人

の

年

齢 

60 歳代 1,651 32 149 419 2,251 

70 歳代 1,165 53 143 261 1,622 

80 歳代 122 26 133 64 345 

90 歳代 8 0 8 0 16 

その他・不明 2,052 33 605 494 3,184 

―相談内容別件数― 

内 容 県薬 東部 中部 西部 計 

薬の適正使用に関すること 1,852 54 587 551 3,044 

薬のはたらきに関すること 1,539 69 311 282 2,201 

健康食品、食品添加物に関すること 1,121 6 10 65 1,202 

その他保健衛生に関すること 486 15 130 340 971 

計 4,998 144 1,038 1,238 7,418 

―相談者住所別件数― 

静岡市 2,156 焼津市 98 湖西市 48 長泉町 84 

浜松市 1,550 掛川市 113 菊川市 102 小山町 22 

沼津市 236 藤枝市 478 伊豆の国市 51 吉田町 88 

熱海市 164 御殿場市 44 東伊豆町 55 川根本町 89 

三島市 100 袋井市 120 河津町 42 森町 75 

富士宮市 99 下田市 33 南伊豆町 33 他県・不明 813 

伊東市 37 裾野市 35 松崎町 41    

富士市 195 伊豆市 88 西伊豆町 39    

島田市 31 御前崎市 42 函南町 44    

磐田市 112 牧之原市 36 清水町 25 計 7,418 

 

［「高齢者くすりの相談室第 20 集」の内容］ 

区分 質 問 

高齢者と薬 
質問１：高齢者の安全な薬物療法とは？ 

サイドメモ：ロコモチャレンジ～「健康寿命」を守ろう！～ 

薬の使い方 

質問２：アトピー性皮膚炎のステロイド外用薬の塗り方 

サイドメモ：適切な量を使うことが大切！ 

質問３：「医療用配合剤」が増えています 

サイドメモ：いろいろな配合剤があります 

病気と薬 

質問４：不眠症の新薬（ベルソムラ錠） 

サイドメモ：日中、眠くなるナルコレプシーとは 

質問５：経口Ｃ型肝炎治療薬 

サイドメモ：一生に一度は C 型肝炎の検査を 

質問６：緑内障と市販薬 

サイドメモ：副作用から開発されたまつげの育毛剤 

質問７：新しい爪水虫の治療 

サイドメモ：外用抗真菌薬の塗布範囲と量 

質問８：ニキビの治療 

サイドメモ：ニキビをこじらせないスキンケア 

サイドメモ：ニキビ予防のための生活の仕方 

質問９：胃食道逆流症とは 

サイドメモ：食道がんの原因 
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OTC 医薬品 

質問 10：市販薬の買い方が変わりました。 

サイドメモ：インターネットで薬が買えるけれど… 

質問 11：市販薬の副作用でも重症化 

サイドメモ：医薬品副作用被害救済制度について 

質問 12：「西洋ハーブ医薬品」でセルフメディケーション 

サイドメモ：植物由来の胃薬が認知症に効果?! 

副作用 
質問 13：糖尿病の薬で脱水の恐れ 

サイドメモ：無自覚性低血糖に注意しましょう！ 

健康食品 

質問 14：食事のコレステロールは気にしない？ 

サイドメモ：食事摂取基準の主な改定ポイント 

質問 15：機能性表示食品とは？ 

サイドメモ：三ヶ日みかんが機能性表示食品に！ 

質問 16：「バター」と「マーガリン」 

公衆衛生 

質問 17：肺炎球菌ワクチンは接種すべき？ 

サイドメモ：肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワクチン 

質問 18：石けんの手洗いとアルコール消毒はどちらが先？ 

サイドメモ：ヨウ素の摂りすぎでコレステロールが高くなる?! 

（５）医薬品情報管理センターのあり方の検討 

検討課題調整中のため、平成 27 年度の開催は見送りとした。 

３ 調剤過誤防止対策の推進 

  薬局に従事する薬剤師に対し、調剤過誤防止対策や医療安全に関する講習等を実

施し、適切に調剤業務を行うことにより、県民の健康な生活の確保及び向上に寄与

することを目的としている。  
（１）インシデント事例の収集及び提供 

   薬局における調剤過誤防止対策の強化を図るため、９月１日から７日までの間、

インシデント事例の収集を行い、その結果を公表することにより、さらなる調剤

過誤防止の徹底を図った。 

   平成 27 年度は、インシデント事例の他、「お薬手帳の確認不足」に起因するイ

ンシデントの実例も併せて収集した。 

  【県薬インシデント報告の分析】  
   収集期間：９月１日～７日／収集件数：延べ２３６件（複数回答含む）  

インシデント事例の内容 件数（延べ） 割合 

1.錠剤・カプセル剤等の計数の誤り 53 22.5% 

2.散剤・液剤の秤量・計量の誤り 7 3.0% 

3.同じ医薬品の規格の誤り 34 14.4% 

4.他薬を調剤 47 19.9% 

5.禁忌・相互作用等の見落とし 2 0.8% 

6.処方せんの記載ミスに気づかず調剤 4 1.7% 

7.一包化の間違い 5 2.1% 

8.他薬・異物等の混入 1 0.4% 

9.調剤漏れ 10 4.2% 

10.交付もれ 8 3.4% 
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11.薬袋の入れ間違い 0 0.0% 

12.交付相手の間違い 1 0.4% 

13.薬剤情報提供書・薬袋の記載ミス 11 4.7% 

14.服薬指導の誤り 4 1.7% 

15.お薬手帳の確認不足 28 11.9% 

16.その他 21 8.9% 

計 236 100.0% 

（２）調剤過誤防止・医療安全管理講習会の開催 

   薬局における「医薬品等の安全管理体制」の整備がもとめられ、年２回程度の

従業員に対する安全管理のための研修会の実施が義務付けられている。  
   これを受け、以下の通り開催した。  
   開催日：２月６日（土）  
   場所：静岡県薬剤師会館  
   内容：① 平成 27 年度静岡県薬剤師会インシデント事例収集の結果分析から傾

向と対策 

② 「お薬手帳の確認不足」に起因するインシデントの事例 

③ 公益財団法人日本医療機能評価機構「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・

分析事業」への参加のお願い 

④ 薬剤師が知っておくべき医療安全管理について  
   講師：静岡県薬剤師会理事 鈴木 孝一郎  

日本医療機能評価機構医療事故防止事業部長 坂口 美佐  
   受講者数：１２１名  
（３）日本医療機能評価機構「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」への協力 

   登録薬局は増加しているものの、事例報告が少ない現状をふまえ、参加登録及

び事例報告に協力するよう依頼した。  
４ 薬局における偽造処方せん及び多重受診患者に関する情報の収集及び対応 

静岡県健康福祉部より多重受診患者情報が寄せられたため、各地域薬剤師会へ情

報を提供した。 

５ 薬薬連携の向上に関する研究 

平成 27年度においては薬薬連携の現状と地域の薬剤師会が抱える問題点等につい

て情報収集を行い、薬薬連携のあるべき姿について研究をおこなった。 

病院薬剤師は入院患者の、薬局薬剤師は外来患者のそれぞれ薬剤に関する管理や

指導を行っているというのが現状であるが、入院患者が退院後薬局薬剤師に、また

外来患者が入院時病院薬剤師に安心して薬に関する事を任せることができるために

は薬薬連携の向上は必要不可欠であり、今後も引き続きそのための研究を継続して

いくこととする。 

６ 地域医療の推進 

（１）「お薬手帳」の適正使用の推進 

-29-



薬事及び健康保険に関係する機関・団体と連携し、医薬分業の質の向上を図る

ことにより、患者に対して医薬分業のメリットを供与し、もって県民の健康な生

活の確保及び向上に寄与することを目的としている。  
今後の方向性を確認し、電子版お薬手帳の普及、推進を確認した。  

（２）医療材料等供給体制整備事業の推進 

在宅医療を推進する上で薬剤師業務には、衛生材料、医療材料及び医療用麻薬

の円滑な供給等の課題がある。そのため、平成 26 年度において静岡県薬剤師会に

「静岡県衛生材料等供給体制に関する協議会」を設置し、平成 27 年度において第

２回、第３回、第４回協議会を開催した。 

この協議会は、衛生材料等の規格・品目の統一及び供給体制等について協議す

るものであり、協議会の委員は、静岡県薬剤師会のほか、静岡県医師会、静岡県

歯科医師会、静岡県看護協会、静岡県介護支援専門員協会及び静岡県訪問看護ス

テーション協議会をもって構成している。以下のとおり開催した。 

［第２回静岡県衛生材料等供給体制に関する協議会］ 

開催日：８月 25 日（火） 

場所：ホテルアソシア静岡 

内容：① 論点整理と対応の方向性について 

      ② 地域協議会モデル地区について 

   ③ その他 

出席者：明石会長、細野副会長、岡田常務理事、伊藤譲常務理事、加藤職能対

策委員会委員 

［第３回静岡県衛生材料等供給体制に関する協議会］ 

開催日：12 月 18 日（金） 

場所：ホテルセンチュリー静岡 

内容：① 論点整理と対応の方向性について 

      ② 医療材料及び衛生材料の一般的なモデルセットについて 

   ③ その他 

出席者：明石会長、細野副会長、岡田常務理事、伊藤譲常務理事、加藤職能対

策委員会委員 

［第４回静岡県衛生材料等供給体制に関する協議会］ 

開催日：３月 15 日（火） 

場所：ホテルアソシア静岡 

内容：① 医療材料及び衛生材料等の供給システムについて 

      ② 医療材料及び衛生材料の一般的なモデルセットについて 

   ③ その他 

出席者：明石会長、細野副会長、岡田常務理事、伊藤譲常務理事、加藤職能対

策委員会委員 
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［富士市衛生材料等供給体制に関する協議会／地域協議会モデル地区］ 

回次 月日 場所 議 題 

第１回 11 月 30 日(月) 
ホテルグラン

ド富士 

1.検討すべき課題について 

2.今後の協議会の進め方について 

第２回 12 月 14 日(月) 
ホテルグラン

ド富士 

1.第１回協議会の論点の整理 

2.各団体の衛生・医療材料に対するニーズの確認 

3.福島県の医療材料システムの紹介 

第３回 １月 18 日(月) 
ホテルグラン

ド富士 

1.在宅医療 特定保険医療材料について 

2.前回の協議事項の確認 

第４回 ２月１日(月) 
ホテルグラン

ド富士 

1.福島モデルを参考にした富士システムの協議 

発注・物の流れ・お金の流れ 

2.供給品のリスト案作成依頼に伴う提案 

 

［焼津市衛生材料等供給体制に関する協議会／地域協議会モデル地区］ 
回次 月日 場所 議 題 

第１回 11 月 16 日(月) 焼津市医師会 
1.検討すべき課題について 

2.今後の協議会の進め方について 

第２回 12 月 25 日(金) 焼津市医師会 
1.論点整理と今後の対応の方向性について 

2.今後のスケジュールについて 

第３回 １月 25 日(月) 焼津市医師会 
1.アンケート（案）について 

2.アンケート実施方法（案）について 

第４回 ２月 24 日(水) 焼津市医師会 
1.供給体制図（案）について 

2.キー薬局及び供給薬局について 

 

［小笠地区衛生材料等供給体制に関する協議会／地域協議会モデル地区］ 
回次 月日 場所 議 題 

第１回 11 月９日(月) 
掛川グランド

ホテル 

1.小笠地区衛生材料等供給体制に関する協議会

の設置についての説明 

2.小笠地区衛生材料等供給体制に関する協議会

設置運営要綱の確認 

3.福島県伊達市の視察報告 

4.検討すべき課題について 

第２回 12 月 11 日(金) 
小笠袋井薬剤

師会館 

1.問題点と課題の整理 

2.小笠地区における衛生材料等の使用状況につ

いての説明 

3.医療材料診療報酬請求マニュアルについて 

4.今後検討すべき課題について 

第３回 １月 29 日(金) 
掛川グランド

ホテル 

1.訪問看護ステーションと協議された内容につ

いて 

2.今後検討すべき課題について 

第４回 ２月 22 日(月) 
掛川グランド

ホテル 

1.取扱品目選定についての説明 

2.供給体制始動までのスケジュールの確認 

 

［先進県の視察］ 

視察日 事業名 視察場所 視察者 

６月 20 日(土) 

鈴 鹿 亀 山 薬剤

師 会 訪 問 看護

支援事業 

鈴鹿亀山薬剤師会 
岡田常務理事 

伊藤譲常務理事 

10 月 17 日(土)  

福 島 県 訪 問看

護 連 絡 協 議会

訪 問 看 護 支援

事業 

あぶくま訪問看護

ステーション サテ

ライトやのめ 

細野副会長 

岡田常務理事 

増田常務理事 

（３）訪問薬剤管理指導業務の支援 
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  ア  臨床体験学習プログラム研修の実施 

薬局の薬剤師に対し、在宅介護に必要な知識、技術を修得させ、薬局におけ

る介護に関する総合的な相談応需が出来るようにすることにより、介護を受

ける方の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的とする。 

    平成 27 年度は、以下のとおり実施した。 

 ［第１回臨床体験実習］ 

開催日：８月 30 日（日） 

場所：静岡県立大学薬学部 

内容：① 在宅医療でよく使われる医療材料の特徴と使い方 

講師：ファーマジョイ東海 

② フィジカルアセスメント基礎講義 

講師：静岡県立大学薬学部教授 山田 浩 

③フィジコによるバイタルチェックトレーニング 

指導：静岡県立大学薬学部教授 山田 浩 

静岡県立大学薬学部准教授 内田 信也 

      静岡県立大学薬学部講師 柏倉 康治 

④バイタルサインの基礎と取得手技について 

講師：ファーマジョイ東海 

受講者数：３２名 

［第２回臨床体験実習］ 

開催日：10 月４日（日） 

場所：沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター 

内容：① 在宅医療でよく使われる医療材料の特徴と使い方 

講師：ファーマジョイ東海 

② フィジカルアセスメント基礎講義 

講師：静岡県立大学薬学部教授 山田 浩 

③フィジコによるバイタルチェックトレーニング 

指導：静岡県立大学薬学部教授 山田 浩 

静岡県立大学薬学部准教授 内田 信也 

④バイタルサインの基礎と取得手技について 

講師：ファーマジョイ東海 

受講者数：２２名 

［臨床体験実習アドバンス編］ 

開催日：２月 21 日（日） 

場所：静岡県立大学薬学部 

内容：① ガイダンス 

講師：静岡県立大学薬学部准教授 内田 信也 
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② フィジカルアセスメント方法の解説 

講師：静岡県立大学薬学部教授 山田 浩 

③ フィジカルアセスメントの復習／症例のフィジカルアセスメントと

ＳＧＤ 

指導：静岡県立大学薬学部教授 山田 浩 

静岡県立大学薬学部准教授 内田 信也 

静岡県立大学薬学部講師 柏倉 康治 

受講者数：１８名 

  イ 薬局薬剤師のスキルアップ研修の実施 

（ア） 医療連携推進研修会 

［第１回］ 

開催日：11 月８日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①講演１「外来化学療法について」 

講師：静岡県立大学薬学部助教 辻 大樹 

②グループ討議「薬局で必要ながん化学療法の知識について」 

③講演２「麻薬の使い方と麻薬の薬局間譲渡について」 

講師：福聚薬局 岡本 郁美 

受講者数：７５名 

［第２回］ 

開催日：１月 17 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①講演１「薬剤師が知っておきたい検査値の見方」 

講師：静岡市立清水病院薬剤科 更谷 和真 

②グループ討議「臨床検査について」 

③講演２「ＣＫＤに対する薬剤師の役割」 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 伊藤 譲 

受講者数：７４名 

（イ）薬局薬剤師のコミュニケーションスキルアップ研修会 

    開催日：２月 11 日（木・祝日） 

      場所：静岡県薬剤師会館 

      内容：① STEP１「コミュニケーションスキルを獲得・向上する」 

講師：㈱ＡＲＴＤ＆Ｏ  代表取締役 小村 崇 

            ② STEP２「良い印象を抱いて頂くビジネスマナーを獲得・向上す

る」 

講師：フリーアナウンサー 牧野 光子 

            ③ STEP３「獲得したコミュニケーションスキルを実践的に活用す
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る」／STEP４「総括する」 

講師：㈱ＡＲＴＤ＆Ｏ  代表取締役 小村 崇 

      受講者数：４６名 

（ウ）在宅医療に関する研修会 

静岡県薬剤師会では、在宅医療に対応できる薬局薬剤師を養成するため、

平成 25 年度に入門研修会を、平成 26 年度には中級研修会を実施したところ

であり、平成 27 年度においては、地域薬剤師会主催の「在宅医療に関する

入門研修会」及び「在宅医療に関する中級研修会」に講師を派遣するととも

に、静岡県薬剤師会主催の「在宅医療に関する上級研修会」を開催した。 

［地域薬剤師会主催「在宅医療に関する入門研修会」への講師派遣］ 

地域薬剤師会 月日 派遣講師 受講者数 

沼津薬剤師会 10 月 10 日（土） 
池田医療連携推

進委員会委員 
３３名 

静岡市薬剤師会 11 月４日（水） 
河西医療連携推

進委員会委員 
６７名  

磐田薬剤師会 11 月 16 日（月） 小笠原常務理事 ３０名  

富士市薬剤師会 11 月 19 日（木） 
羽二生医療連携

推進委員会委員 
３３名  

北駿薬剤師会 １月 13 日（水） 
池田医療連携推

進委員会委員 
１６名  

榛原薬剤師会 １月 28 日（木） 
河西医療連携推

進委員会委員 
３４名  

 

［地域薬剤師会主催「在宅医療に関する中級研修会」への講師派遣］ 

地域薬剤師会 月日 派遣講師 受講者数 

熱海薬剤師会 ５月 19 日（火） 岡田常務理事 １２名 

沼津薬剤師会 10 月 10 日（土） 
池田医療連携推

進委員会委員 
３５名  

富士市薬剤師会 11 月 19 日（木） 
羽二生医療連携

推進委員会委員 
３３名  

静岡市薬剤師会 11 月 25 日（水） 岡田常務理事 ５７名  

浜松市薬剤師会 11 月 30 日（月） 
曽布川医療連携

推進委員会委員 
４１名  

伊東市薬剤師会 12 月９日（水） 岡田常務理事 １８名  
北駿薬剤師会 ２月 10 日（水） 山田常務理事 ２９名  
富士宮市薬剤師会 ２月 18 日（木） 細野副会長 ５６名  

 

［在宅医療に関する上級研修会］ 

開催日：12 月 13 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

講義：錠剤粉砕の問題点と安全な経管投薬法 －簡易懸濁法－  

実習：簡易懸濁法実技セミナー『簡易懸濁法を基礎から学ぶ実技セミナー』 

「チューブを詰まらせないために」-簡易懸濁法の実践- 
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講師：昭和大学薬学部教授 倉田なおみ 

ファシリテーター：昭和大学薬学部卒業生 大橋 啓子、源田 治紀 

受講者数：６４名 

  ウ 訪問薬剤管理指導業務啓発用チラシの作成 

在宅療養における服薬管理の意義、薬局業務を説明するツールとして、訪問

薬剤管理指導業務啓発用チラシを作成し、「在宅訪問実施可能薬局リスト」新

規登録薬局 30 薬局を中心に配付した。 

（４）薬剤師確保対策の推進 

  ア 薬剤師復職支援プログラム研修の実施 

医薬分業の進展に伴い、大手チェーン薬局の戦略的店舗拡大や、ドラッグス

トアの調剤併設化のほか、薬剤師の都市部への偏在などにより、地方の中小の

病院及び薬局の薬剤師は慢性的に不足している。加えて、薬剤師は地域医療連

携によるチーム医療、在宅医療への参画が求められており、薬剤師不足は深刻

な問題である。 

そこで、県内の薬局における薬剤師の安定的確保を図るため、復職支援プロ

グラムを通じて未就業者等潜在する薬剤師の復職を支援するため、希望する薬

剤師に対して薬局・薬剤師業務に必要な最新の知識や臨床手技等を習得させる

ことを目的に、薬剤師復職支援事業を実施した。 

［説明会］ 

① 薬剤師説明会 

復職支援プログラムの応募者を対象とした説明会の開催 

開催日：９月 26 日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館   

② 実習施設説明会 

実習施設を対象とした説明会の開催 

開催日：10 月 17 日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

［座学研修］ 

① 座学研修（第１回） 

  開催日：11 月 14 日（土） 

  場所：静岡県薬剤師会館 

  内容：講義１「薬局業務」 

        講師：静岡県薬剤師会常務理事 伊藤 譲 

     講義２「最新の薬物治療薬」 

        講師：静岡県薬剤師会常務理事 原田 晴司 

     講義３「生涯学習の新たな流れ」 

          講師：静岡県薬剤師会常務理事 伊藤 譲 
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② 座学研修（第２回） 

  開催日：12 月 12 日（土） 

  場所：静岡県薬剤師会館 

  内容：講義１「最新の薬物治療薬、ジェネリック医薬品とバイオシミラー」 

        講師：静岡県薬剤師会常務理事 原田 晴司 

     講義２「処方薬の鑑査、症例検討、疑義照会の実際、検査値の読み

方」 

        講師：静岡県薬剤師会常務理事 伊藤 譲 

     講義３「薬歴管理指導料の算定要件と特定薬剤管理指導加算」 

          講師：静岡県薬剤師会常務理事 植 兆満 

③ 座学研修（第３回） 

  開催日：１月９日（土） 

  場所：静岡県薬剤師会館 

  内容：講義１「薬剤師による在宅訪問とコミュニケーションスキル」 

        講師：静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一 

     講義２「抗悪性腫瘍剤」 

        講師：静岡県薬剤師会常務理事 伊藤 譲 

     講義３「薬歴の意義、調剤報酬の仕組み、医療用麻薬の薬局間譲渡、

電子版お薬手帳」 

          講師：静岡県薬剤師会常務理事 小笠原 俊拓 

［実務実習］ 

 実習施設：１６施設（薬局） 

 実習期間：11 月２日（月）～１月 29 日（金）（12 週間） 

 実習内容：「処方せんの流れと調剤録」「麻薬・毒薬の管理と記帳」「インスリ

ン注射の種類と手技」「喘息吸入薬の使い方」「ハイリスク薬の指

導」「疑義照会・情報提供の仕方」「類似薬や後発医薬品の安全対

策」「有害事象（副作用・相互作用等）の把握と対応」「薬歴管理・

作成とその活用」「調剤報酬について（保険薬剤師に必要な知識）」

「セルフメディケーションとＯＴＣ（症候学）」「介護保険、介護

認定審査」「在宅医療・多職種連携」「学校薬剤師業務」「スポーツ

ファーマシストの活動」「災害時医療」「薬学リーダーの地域活動」

「夜間救急、地域医療」「日本薬剤師研修センター認定薬剤師制度」

「病院見学（可能な場合）」 

実習人員：２０名  

  イ 静岡県薬剤師会ホームページ「薬局で働こう」サイトの運営 

静岡県薬剤師会ホームページ上のサイト「薬局で働こう 」において、５３

薬局の求人情報を掲載した。 

-36-



（５）在宅訪問実施可能薬局登録制度の推進 

在宅訪問実施可能薬局リストを作成し、静岡県薬剤師会のホームページに掲載

した。平成 28 年３月 31 日現在の在宅訪問実施可能薬局は１９５薬局となった。 

（６）介護支援事業所等向けの「お薬出前講座」の実施 

薬剤師が介護サービスを行う事業所に出向き、「薬の基礎知識」「疾患別薬の

知識」「薬の飲み方」「副作用・相互作用」「在宅ケアにおける薬剤師の役割」

について講義する「お薬出前講座」を行うことにより、要介護者及び要支援者の

ＱＯＬの向上を図り、もって健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的と

している。 

平成 27 年度の実施状況は２２件であった。 

また、受講者より要望の多い認知症、便秘及び残薬等に関する項目の講座の作成

にとりかかり、次年度への継続事業とした。 

（７）地域医療連携に関する情報の収集及び提供のあり方の検討 

薬事及び健康保険に関係する機関・団体と連携し、医薬分業の質の向上を図る

ことにより、患者に対して医薬分業のメリットを供与し、もって県民の健康な生

活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

静岡県の会議及び研修会に以下のとおり出席した。 

[静岡県医療審議会] 

回次 開催日 場所 出席者 

第１回 ８月 18 日（火） 静岡第一ホテル 明石会長、細野副会長 

第２回 12 月 22 日（火） 
静岡県総合研修所もく

せい会館 

明石会長、細野副会長 

第３回 ３月 14 日（月） 
静岡県総合研修所もく

せい会館 

明石会長 

［静岡県地域医療構想策定作業部会］ 

回次 開催日 場所 出席者 

第１回 ７月７日（火） 静岡県庁西館 細野副会長 

第２回 ８月７日（金） 静岡第一ホテル 細野副会長 

第３回 11 月 19 日（木） 静岡第一ホテル 細野副会長 

第４回 12 月 11 日（金） 静岡第一ホテル 細野副会長 

第 5 回 ２月 18 日（木） 静岡第一ホテル 細野副会長 

［「地域医療構想の策定」に向けての説明会］ 

開催日 場所 出席者 

10 月 13 日（火） 三島市民文化会館 山田常務理事 

［静岡県地域医療構想研修会「地域医療構想が目指すもの」］ 

地区 開催日 場所 出席者 

東部 ２月 28 日（日） プラサヴェルデ 細野副会長 

中部 ２月 21 日（日） ニッセイ静岡駅前ビル 小笠原常務理事 

西部 ２月７日（日） 浜松市福祉交流センター 村松理事 

＜歯科医師・薬剤師認知症対応力向上研修 伝達講習会＞ 

開催日：２月 27 日（土） 
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場所：フクラシア品川クリスタルスクエア 

出席者：山田常務理事 

静岡県医師会の会議及び研修会に以下のとおり出席した。 

［平成 27 年度第１回静岡県在宅医療体制整備・推進協議会］ 

開催日：10 月 22 日（木） 

場所：静岡県医師会館 

出席者：明石会長 

［静岡県在宅医療推進センター平成 27 年度第１回在宅医療支援のための研修会］ 

開催日：６月 13 日（土） 

場所：静岡県医師会館 

出席者：細野副会長、山田常務理事、齋藤理事心得 

［平成 27 年度地域保健医療研修会］ 

開催日：９月 19 日（土） 

場所：静岡県医師会館 

出席者：細野副会長、村松理事、山口理事 

［静岡県在宅医療推進センター「平成 27 年度第１回地域包括ケア普及啓発セミナ

ー」］ 

開催日：11 月 28 日（土） 

場所：静岡県医師会館 

出席者：岡田常務理事、増田常務理事、山口理事 

［平成 27 年度社会保険研修会・医療政策研究会］ 

開催日：１月 30 日（土） 

場所：静岡県医師会館 

出席者：秋山常務理事、小西常務理事、増田常務理事 

［平成 27 年度介護保険研修会］ 

開催日：２月 20 日（土） 

場所：静岡県医師会館 

出席者：小西常務理事 

［静岡県在宅医療推進センター「平成 27 年度第３回在宅医療支援のための研修会

～在宅緩和ケア研修会～」］ 

開催日：３月５日（土） 

場所：静岡県医師会館 

出席者：山口理事 

以下のとおり講師を派遣した。 

［静岡県介護支援専門員協会「平成 27 年度更新等研修会」］ 

開催日：９月２日（水） 

場所：グランシップ 
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派遣講師：岡田常務理事 

［静岡県医師会「かかりつけ医機能強化研修会」］ 

開催日：９月 13 日(日) 

場所：静岡県医師会館 

派遣講師：岡田常務理事 

［静岡県健康増進課「医療と介護の総合確保に向けての保健師等研修」］ 

開催日 場所 派遣講師 

10 月 15 日（木） プラサヴェルデ 細野副会長 

10 月 22 日（木） グランシップ 岡田常務理事 

（８）静岡県薬剤師会ホームページ地域医療連携サイトの運営 

静岡薬剤師会のホームページに、在宅医療に関するサイトを掲載することによ

り、県民の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

「在宅訪問実施可能薬局一覧」を更新した。 

（９）地域医療関係団体への協力 

静岡県社会福祉協議会による「健康福祉推進ネットワーク会議」に参画するこ

とにより、県民の健康な生活の確保及び向上に寄与することを目的としている。 

薬剤師の立場から、多職種との連携のあり方について意見交換を行った。 

以下のとおり会議に出席した。 

［「静岡県健康福祉推進ネットワーク事業」に係る多職種連携広域会議］ 

地域 開催日 場所 出席者 

駿東 １月 14 日（木） プラサヴェルデ 
佐藤沼津薬剤師会副会長 

芹澤北駿薬剤師会会長 

中東遠 １月 28 日（木） 袋井商工会議所 
小笠原小笠袋井薬剤師会副会長 

白尾磐田薬剤師会副会長 

［静岡県健康福祉推進ネットワーク会議］ 

開催日 場所 出席者 

３月 16 日（水） 静岡県総合社会福祉会館 山田常務理事 

（10）地域薬剤師会地域医療担当者会議の開催 

４月 19 日（日）、静岡県薬剤師会館にて担当者会議を開催した。①ケアマネー

ジャーの立場から在宅現場で薬剤師に求めること（県介護支援専門員協会会長講

義）、②平成 27 年度事業計画について、③公益社団法人静岡県薬剤師会在宅訪問

実施可能薬局登録制度実施要領について、④地域支援事業における在宅医療・介

護連携推進事業の手引きについてを実施した。 

（11）麻薬小売業者間譲渡許可制度に関する説明会の開催 

平成 23 年７月１日適用の通知「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正

する省令の制定についての一部改正について」の内容が十分に周知されていない

ことから、地域薬剤師会の役員等対象の説明会を開催した。 

開催日：５月 17 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 
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内容：① 麻薬小売業者間譲渡許可制度について 

         説明：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課薬物対策班班長 馬渕 博 

② 麻薬小売業者間譲渡許可の手順と手引きについて 

  説明：静岡県薬剤師会常務理事 小笠原 俊拓 

７ 薬事・健康保険団体・機関が行う医薬分業関係事業への協力 

（１）社会保険診療報酬支払基金静岡支部の参与及び審査委員 

支払基金の「社会保険診療報酬支払基金静岡支部幹事会」の参与として、静岡

県薬剤師会の会長が就任し、また、同基金の薬剤師審査委員として担当役員を派

遣した。 

（２）静岡県後期高齢者医療懇談会委員  

静岡県後期高齢者医療広域連合設置の「静岡県後期高齢者医療懇談会」の保険

薬剤師代表委員として、担当役員を派遣した。 

（３）静岡県民の健康づくりの推進に向けた事業連携に関する協定の締結 

３月 31 日、静岡県薬剤師会と全国健康保険協会（協会けんぽ）は県民の健康づ

くりの推進に向けた事業連携に関する協定を締結した。 

締結者：公益社団法人静岡県薬剤師会会長 明石 文吾 

        全国健康保険協会静岡支部 支部長 長野  豊 

連携・協力事項：①医薬品の正しい知識の普及に関すること、②ジェネリック

医薬品の使用促進に関すること、③医薬品の適正使用の啓発に関する

こと、④県民の健康づくりの推進に関すること、⑤その他目的を達成

するために必要な事項に関すること。 

 

Ⅵ 災害時等の医薬品の確保及び供給に関する事業 

１ 災害時における携帯電話情報連絡システムの普及  

災害時の被災状況や安否情報を的確に把握するための薬剤師会・会員間の情報連

絡システム（モバイル i-Call）を導入し、連絡網を構築することにより、災害時に

おける被災状況を速やかに把握し、被災地からの薬剤師派遣要請に迅速に対応する

ことにより、効果的に救護活動を行うことを目的としている。 

携帯電話情報連絡システム加入者は、３月 31 日現在において静岡県薬剤師会会員

等 1,365 名（登録台数 1,371 端末）、登録率 54.8％であった。 

２ 医療救護活動に関する防災訓練の実施 

予想される東海地震やその他大規模災害時に速やかに対応できるよう、「携帯電

話情報連絡システム」を活用した災害情報伝達訓練等を実施し、被災地からの薬剤

師派遣要請に迅速に対応できるように準備することにより、効果的に救護活動を行

うことを目的としている。 

（１）大規模地震発生時における被害状況調査に関する連絡訓練の実施  

７月 15 日（水）、８月 26 日（水）、１月 15 日（金）の３回、緊急連絡網による
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「災害情報伝達訓練」（図上訓練）を実施した。今回の訓練は、駿河トラフから南

海トラフを震源域とする震度６以上の大規模災害が発生したことを想定しての被

害状況調査と、薬剤師派遣に関する情報伝達訓練として、地域薬剤師会からの発

信状況及び会員の応答状況について夫々集計を行った。３回とも情報発信及び集

計作業に多少の時間を要したが概ね良好であった。 

携帯電話情報連絡システムの登録者の応答は７月 15 日が 50.6％、８月 26 日が

53.0％、１月 15日は 48.9％であった。受信又は返信ができていない事例としては、

「管理者側で登録している受信者のメールアドレス（メールアカウント）が違っ

ている」「受信者側の携帯電話で迷惑メール対策による設定（受信拒否設定）を

行っている」など、アドレス誤り、受信拒否設定、ドメイン誤り、フィルター設

定及びエラーメッセージのみの表示等が原因であり、要請があれば地域薬剤師会

に出向いて説明することとしている。 

また、当該訓練において、衛星携帯電話配置の沼津薬剤師会、富士市薬剤師会、

静岡市薬剤師会、小笠袋井薬剤師会及び浜松市薬剤師会に対し、衛星携帯電話に

よる通信訓練を併せ実施した。 

（２）静岡県総合防災訓練及び地域防災訓練への協力 

静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課からの要請により、静岡県実施の７月 15 日

の「静岡県健康福祉部防災訓練（医薬品等の供給要請情報伝達訓練）」、８月 26 日

の「静岡県総合防災訓練」及び１月 15 日の「地震対策オペレーション 2016（大規

模図上訓練）」に参加した。 

（３）災害薬事コーディネーターの養成 

災害時における県内外からの応援薬剤師の受け入れの調整や、情報伝達、医薬

品供給等において中心的な役割を担うための知識や対応能力の付加・向上を図る

ため、静岡県災害薬事コーディネーター養成研修会を実施した。 

■本部研修会 

開催日：12 月 20 日（日）／場所：静岡県薬剤師会館 

■地域研修会 

＜東部・賀茂地区＞ 

開催日：10 月 25 日（日）／場所：静岡県東部総合庁舎別棟（沼津市） 

＜中部地区＞ 

開催日：10 月 18 日（日）／場所：静岡県薬剤師会館 

＜西部地区＞ 

開催日：２月 14 日（日）／場所：浜松市薬剤師会研修室（浜松市中区） 

内 容 講 師 

災害対応の基本 

（ＣＳＣＡＴＴＴ、ＨｅＬ

Ｐ－ＳＣＲＥＡＭ） 

日本医科大学千葉北総病院薬剤部 渡邉 暁洋 

岐阜薬科大学准教授 林 秀樹 

伊東市民病院薬剤室 瀬戸 弘和 

災害薬事コーディネーター 静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課主査 鈴木 孝典 
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の役割について 

実践訓練 

（発災直見の立上げ及び発

災３日後の行動シミュレー

ション） 

日本医科大学千葉北総病院薬剤部 渡邉 暁洋 

岐阜薬科大准教授 林 秀樹 

伊東市民病院薬剤室 瀬戸 弘和 

静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課 

講評・質疑応答・総括   

 

［静岡県災害薬事コーディネーター名簿］平成 28 年３月 31 日現在 
氏 名 所属の地域・職域薬剤師会名 派遣予定先 

本部災害薬事コーディネーター 

1 石川 幸伸 静岡市薬剤師会 静岡県庁 

2 山本 勝央 静岡市薬剤師会 静岡県庁 

3 小鷹 和美 清水薬剤師会 静岡県庁 

4 野口 修治 静岡県薬学・薬剤師教育協議会 静岡県庁 

5 林 秀樹 静岡県薬学・薬剤師教育協議会 静岡県庁 

6 三宅 正紀 静岡県薬学・薬剤師教育協議会 静岡県庁 

7 神戸 宏憲 静岡県病院薬剤師会 静岡県庁 

8 伊田 貢也 静岡県病院薬剤師会 静岡県庁 

9 益田 和彦 静岡県病院薬剤師会 静岡県庁 

10 三浦 正人 浜松市薬剤師会 静岡県薬剤師会 

11 天野 栄次 焼津市薬剤師会 静岡県薬剤師会 

12 小西 尚樹 小笠袋井薬剤師会 静岡県薬剤師会 

13 賀川 義之 静岡県薬学・薬剤師教育協議会 静岡県薬剤師会 

地域災害薬事コーディネーター 

14 水越 康有 賀茂薬剤師会 賀茂保健所、下田市（副担当） 

15 八代 由隆 賀茂薬剤師会 東伊豆町、地域薬剤師会 

16 植松 慶司 賀茂薬剤師会 河津町、東伊豆町（副担当） 

17 髙橋 浩 賀茂薬剤師会 
松崎町、賀茂保健所松崎保健支援室

（副担当） 

18 今野  織江 賀茂薬剤師会 西伊豆町、松崎町（副担当） 

19 椿  麻莉子 賀茂薬剤師会 南伊豆町、西伊豆町（副担当） 

20 髙橋 清彦 賀茂薬剤師会 
南伊豆町（副担当）、地域薬剤師会西

伊豆地区（副担当） 

21 菊地  雅己 賀茂薬剤師会 下田市、河津町（副担当） 

22 一杉 悦子 伊東市薬剤師会 地域薬剤師会 

23 堀野 泰司 伊東市薬剤師会 伊東市 

24 宇居 宏樹 熱海薬剤師会 熱海保健所 

25 秋本 佳秀 熱海薬剤師会 地域薬剤師会 

26 鈴木 祐一 熱海薬剤師会 熱海市 

27 原田 義次 田方薬剤師会 地域薬剤師会 

28 美﨑 陽子 田方薬剤師会 伊豆市 

29 小柳出 孝子 田方薬剤師会 伊豆の国市 

30 廣田 晶子 田方薬剤師会 函南町 

31 小島 真 三島市薬剤師会 地域薬剤師会 

32 関 浩芳 三島市薬剤師会 三島市 

33 太田 昭仁 三島市薬剤師会 三島市 

34 渡辺 好司 沼津薬剤師会 東部保健所 

35 勝又 康裕 沼津薬剤師会 東部保健所 

36 山本 泰 沼津薬剤師会 東部保健所 

37 井出 千重 沼津薬剤師会 地域薬剤師会 

38 山口 宜子 沼津薬剤師会 沼津市 

39 渡辺 信昭 沼津薬剤師会 沼津市 

40 田家 学 沼津薬剤師会 裾野市 

41 日吉 雅彦 沼津薬剤師会 清水町 

42 加藤 明英 沼津薬剤師会 長泉町 

43 渡辺 孝三 北駿薬剤師会 御殿場保健所 
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44 勝又 英司 北駿薬剤師会 地域薬剤師会 

45 太田 祐治 北駿薬剤師会 御殿場市 

46 芹澤 一男 北駿薬剤師会 小山町 

47 秋山 智司 富士市薬剤師会 富士保健所 

48 秋山 将寛 富士市薬剤師会 富士保健所 

49 岡本 郁美 富士市薬剤師会 富士保健所 

50 羽二生尚身 富士市薬剤師会 地域薬剤師会 

51 鈴木 正直 富士市薬剤師会 富士市 

52 斉藤 寿幸 富士市薬剤師会 富士市 

53 渡辺 恭秀 富士宮市薬剤師会 地域薬剤師会 

54 寺田 昌嗣 富士宮市薬剤師会 富士宮市 

55 青木 広明 富士宮市薬剤師会 富士宮市 

56 清水 睦久 清水薬剤師会 地域薬剤師会 

57 長田  正章 清水薬剤師会 地域薬剤師会 

58 望月 俊彦 清水薬剤師会 静岡市（清水区） 

59 伏見 勇一 清水薬剤師会 静岡市（清水区） 

60 宮城 規秋 清水薬剤師会 静岡市（清水区） 

61 坂井 美文 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

62 海老岡  ゆかり 静岡市薬剤師会 静岡市保健所 

63 三橋 由香理 静岡市薬剤師会 静岡市保健所 

64 貴田 美和子 静岡市薬剤師会 静岡市保健所 

65 宮浦 康明 静岡市薬剤師会 静岡市保健所 

66 田畑 尚子 静岡市薬剤師会 静岡市保健所 

67 河西 きよみ 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

68 佐野 由佳 静岡市薬剤師会 地域薬剤師会 

69 渡邊 睦也 静岡市薬剤師会 地域薬剤師会 

70 秋山 欣三 静岡市薬剤師会 地域薬剤師会 

71 石川 滋彦 静岡市薬剤師会 静岡市保健所 

72 石川 元之 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

73 佐藤 弘敏 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

74 石川 圭祐 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

75 吉岡 優子 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

76 天野 雄一郎 焼津市薬剤師会 中部保健所 

77 鈴木 稔 焼津市薬剤師会 地域薬剤師会 

78 小山 裕司 焼津市薬剤師会 焼津市 

79 山城 邦之 藤枝薬剤師会 中部保健所 

80 本田 裕 藤枝薬剤師会 地域薬剤師会 

81 鈴木 正章 藤枝薬剤師会 藤枝市 

82 服部 隆志 藤枝薬剤師会 藤枝市 

83 小林  剛 藤枝薬剤師会 藤枝市 

84 德本 英史 島田薬剤師会 中部保健所 

85 山﨑 勝嘉 島田薬剤師会 地域薬剤師会 

86 清水 雅之 島田薬剤師会 島田市 

87 小山 靖広 榛原薬剤師会 地域薬剤師会 

88 鈴木愛一郎 榛原薬剤師会 牧之原市 

89 森 直樹 榛原薬剤師会 吉田町 

90 松岡 政臣 榛原薬剤師会 川根本町 

91 牧野 貴浩 小笠袋井薬剤師会 西部保健所 

92 大木 利勝 小笠袋井薬剤師会 西部保健所 

93 袴田 高弘 小笠袋井薬剤師会 地域薬剤師会 

94 鈴木 孝尚 小笠袋井薬剤師会 御前崎市 

95 中村 崇 小笠袋井薬剤師会 掛川市 

96 名倉 尚宏 小笠袋井薬剤師会 掛川市 

97 増田 圭吾 小笠袋井薬剤師会 菊川市 

98 杉浦 弘承 小笠袋井薬剤師会 袋井市 

99 太田 博志 小笠袋井薬剤師会 森町 

100 村松 弘也 磐田薬剤師会 西部保健所 
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101 松井 恵理 磐田薬剤師会 西部保健所 

102 倉橋 健 磐田薬剤師会 地域薬剤師会 

103 鈴木 祐之 磐田薬剤師会 磐田市 

104 山村 行範 磐田薬剤師会 磐田市 

105 石貝 嘉幸 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

106 平野 高志 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

107 鈴木 謙市 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

108 熊谷 馨 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

109 森園 直美 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

110 土屋 哲之 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

111 太田 勝啓 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

112 池畑 純一 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

113 寺田 俊二 浜松市薬剤師会 浜松市保健所 

114 品川 彰彦 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

115 竹内 寛行 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

116 澤井 康行 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

117 花山 雅昭 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

118 川口 久佳 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

119 月井 英喜 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

120 木下 次郎 浜松市薬剤師会 湖西市 

121 安達 士郎 浜松市薬剤師会 浜松市（中区） 

122 寺田美智子 浜松市薬剤師会 浜松市（中区） 

123 小黒 聡史 浜松市薬剤師会 浜松市（東区） 

124 野村 洋介 浜松市薬剤師会 浜松市（東区） 

125 輕部 暁宏 浜松市薬剤師会 浜松市（西区） 

126 澤田由紀子 浜松市薬剤師会 浜松市（西区） 

127 富田 淑美 浜松市薬剤師会 浜松市（南区） 

128 藪 公靖 浜松市薬剤師会 浜松市（南区） 

129 橋本 達広 浜松市薬剤師会 浜松市（北区） 

130 渥美 将彦 浜松市薬剤師会 浜松市（浜北区） 

131 太田 美和子 浜松市薬剤師会 浜松市（天竜区） 

３ 地域・職域薬剤師会災害対策担当者会議の開催  

２月 21 日（日）、静岡県薬剤師会館にて担当者会議を開催した。①携帯電話情報

連絡システムの普及のお願い、②地域薬剤師会における業務継続計画－震災対策編

－の作成のお願い、③安定ヨウ素剤の事前配布の説明、④賀茂薬剤師会、静岡市薬

剤師会、藤枝薬剤師会及び浜松市薬剤師会における災害対策への取り組み事例の発

表と、シミュレーション訓練～発災３日後の行動シミュレーション～を実施した。 

 

＜収益事業＞ 

１ 毒物劇物取扱者試験準備講習会の開催 

毒劇物が適正に管理されることを目的に、毒物及び劇物取締法による毒物劇物取

扱者試験の受験者対象の「毒物劇物取扱者試験準備講習会」を開催した。 

期日：７月 25 日（土）・26 日（日） 

場所：静岡県総合研修所もくせい会館（静岡市葵区） 

講師：剱持佳日路、興津 馨 

区分 申込者数 
７月 25 日（土） ７月 26 日（日） 

出席者数 欠席者数 出席者数 欠席者数 
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一般 110 104 6 103 7 

学生 5 4 1 4 1 

計 115 108 7 107 8 

２ 斡旋書籍及び諸用紙の販売 

日本薬剤師会及び静岡県薬剤師会が斡旋、販売している書籍は 110 種であり、平

成 27 年度における販売実績は 2,237 冊であった。 

静岡県薬剤師会が作成、販売している諸用紙は、「明細書（医保・国保共通）」

「医保請求書」「国保請求書」「後期高齢者請求書」「乳幼児医療費請求書」「処

方せん」「業務日誌」「毒物劇物譲受書」「毒薬劇薬譲受書」「薬歴カード」であ

り、平成 27 年度における販売実績は 1,957 冊であった。 

３ 事務室の賃貸 

平成 12 年７月１日、貸主として静岡県薬剤師会、借主として静岡県病院薬剤師会

との間に静岡県薬剤師会館の２階の事務室 39.75 ㎡を物件とする建物賃貸借契約を

締結している。平成 27 年４月１日付けをもって同契約の継続更新（自動更新）を行

った。  

＜管理部門＞ 

１ 地域・職域薬剤師会の法人化の支援 

静岡県薬剤師会は、県内 21 団体の地域・職域薬剤師会の法人格の取得を促進して

いるところであり、必要に応じて助言を行っている。 

平成 28 年３月 31 日現在の法人格取得の地域・職域薬剤師会は次のとおりである。 

［法人格取得の地域薬剤師会］ 

一般社団法人沼津薬剤師会／一般社団法人富士市薬剤師会／一般社団法人富士宮

市薬剤師会／一般社団法人静岡市薬剤師会／一般社団法人藤枝薬剤師会／一般社

団法人小笠袋井薬剤師会／特定非営利活動法人磐田薬剤師会／一般社団法人浜松

市薬剤師会 

２ 会員拡充対策の検討 

会員の拡充対策については、組織・会員委員会において検討しているところであ

り、平成 28 年度への継続課題とした。 

また、平成 25 年度に引き続き、会員拡充対策の一環として、静岡県薬剤師会会員

が所属する薬局（店舗）であることを証明するための「静岡県薬剤師会会員章」を、

夫々の薬局に配付した。 

３ 地域・職域連絡協議会の開催 

（１）地域・職域連絡協議会 

［第 1 回］ 

開催日：７月 12 日（日） 

場所：クーポール会館（静岡市葵区） 
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報告事項：①平成 27 年度会務活動方針、②薬学教育関連事項、③生涯学習支援

システム（JPALS）、④静岡県健康づくり拠点薬局推進事業、⑤日本薬剤師

会「薬局・薬剤師のための検体測定室の適正な運用の手引き」、⑥東海北

陸厚生局及び静岡県による保険薬局・薬剤師指導方針、⑦厚生労働省「平

成 26 年度医薬品販売制度実態把握調査」の結果、⑧医療材料等供給体制

整備事業、⑨薬剤師復職支援プログラム、⑩災害薬事コーディネーターの

養成、⑪日本薬剤師会「平成 27 年度第１回都道府県会長協議会」、⑫日本

薬剤師会「第 85 回定時総会」、⑬その他 

協議事項：①医薬分業を巡る課題と対策、②医薬品販売制度に関する課題と対策、

③その他 

［第２回］ 

開催日：１月 31 日（日） 

場所：クーポール会館（静岡市葵区） 

報告事項：①日本薬剤師会生涯学習支援システム（JPALS）、②薬学教育関連事項、

③第 48 回日本薬剤師会学術大会、④第 48 回東海薬剤師学術大会、⑤静

岡県健康づくり拠点薬局推進事業、⑥最近の保険薬局指導・監査状況、⑦

平成 28 年度診療報酬（調剤報酬）改定の動向、⑧要指導・一般用医薬品

販売制度への対応の徹底、⑨平成 28 年度薬学講座の実施方針、⑩薬剤師

職能メディア啓発事業、⑪医療材料等供給体制整備事業、⑫災害対策、⑬

日本薬剤師会「平成 27 年度第４回都道府県会長協議会」、⑭その他 

協議事項：①「患者のための薬局ビジョン」及び「健康サポート薬局」制度への

対応、②その他 

（２）地域ブロック協議会  

［伊豆・東部ブロック］ 

開催日：10 月 28 日（水） 

場所：沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼津市） 

出席者：明石会長、三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事、 

岡田・山田常務理事 

［中部ブロック］ 

開催日：１月 23 日（土） 

場所：パルシェ JR 静岡駅ビル（静岡市葵区） 

出席者：石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事、秋山常務理事 

［西部ブロック］ 

開催日：11 月 30 日（月） 

場所：中東遠センター薬局（掛川市） 

出席者：明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事、植常務理事 

４ 危機管理（災害対策を含む）への対応 
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災害や事故等が発生すると、被害を受けた事業所の操業度（製品供給量など）は

その時点で急落し、被害が大きい場合は操業不能な状況に陥ることが想定される。

その後、災害や事故等の発生から時間が経つにつれて操業度は回復してくるが、必

ずしも 100％まで回復できるとは限らず、また、その回復時間が長くなればなるほど

損失は大きくなる。 

そのため、静岡県薬剤師会は災害が発した場合でも重要な業務は中断せず、或い

は早期に業務を再開させるための計画として、平成 27 年９月に「静岡県薬剤師会業

務継続計画」（震災対策編）を策定した。 

この計画は、大規模地震災害が発生した場合に備えるためのもので、内容は、①

関係機関との災害活動に関する協定等の内容の事前の確認、②災害時に何を優先す

べきかについての基本方針の策定、③前提となる被害想定、④日常業務の把握、⑤

優先業務を行うための業務資源の把握、⑥リスクの評価、⑦優先業務のサービスレ

ベル、目標を設定するための業務継続目標の設定、⑧目標達成のための事前対策の

実施―等である。 

５ 会員（会費収納）管理システムの構築の検討 

今後の検討課題とした。 

６ 日本薬剤師会ＨＰＫＩ（Health Public Key Infrastructure：保健医療福祉分野

の公開鍵基盤）認証局（薬剤師資格証の発行）への対応 

インターネットを介して診療関連文書のやり取りを行う場合、なりすましや改ざんと

いったリスクを回避するための保健医療福祉分野で適用される認証基盤がＨＰＫＩであ

る。具体的には、紙書面による署名や押印の代わりに、電子データに電子署名を付与す

ることによって、付与された電子署名は電子証明書により保証され、認証局より発行さ

れる。  
この電子証明書には、電子署名を付与した人物の身分証明情報に加え、保健医療福祉

分野の国家資格（医師、歯科医師、薬剤師など）や医療施設での管理者資格（病院長、

保険薬局の管理責任者など）の情報も格納されており、これによって、受取人は、電子

署名を付与した人物が資格保有者であることも同時に確認することができる。  
既に厚生労働省による認証局運用規程として「保健医療福祉分野ＰＫＩ認証局証明書

ポリシ」が纏められており、日本薬剤師会のＨＰＫＩ認証局の現状としては、３月７

日に厚生労働省の準拠性審査を受け、正式なＨＰＫＩ認証局の設置が承認される見

通しである。また、日本薬剤師会では、平成 28 年４月から電子処方せんの発行が可

能となり、電子処方せんの応需には薬剤師ＨＰＫＩが必須であることから、現実的

な発行に向けた体制を構築したいとしており、併せて、薬剤師資格証発行業務の「業

務範囲に関わる覚書」を作成し、都道府県薬剤師会で実施していただく業務内容を

明確にした上で、協力体制の整備を進めたいとしている。 

日本薬剤師会のＨＰＫＩ認証局による薬剤師資格証の発行は当初の予定より１年

以上遅れており、平成 31 年度より本格的な発行（年間約 20,000 枚発行）を予定し
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ているとのことで、静岡県薬剤師会としては、今後、日本薬剤師会から係る業務内

容が示された時点において対応の予定とした。 

７ 薬事功労者、学校保健功労者等の表彰及び推薦 

（１）叙勲の受章 

春の叙勲において篠崎文秀氏（静岡市）が学校保健功労における「瑞宝双光章」

に浴された。 

秋の叙勲において、静岡県薬剤師会元会長 齊藤文昭氏（藤枝市）が薬事功労に

おける「旭日双光章」に浴された。 

（２）薬事功労者の表彰 

薬事衛生の向上等に顕著な功績のあった薬事功労者に対し、その労を報いるた

めの表彰状等の贈呈が行われた。 

＜厚生労働大臣表彰＞ 

天野 栄次（焼津市） 

＜静岡県知事表彰＞ 

鈴木 典之（沼津市） 

＜日本薬剤師会賞＞ 

曽布川 和則（浜松市） 

＜日本薬剤師会有功賞＞ 

小早川 久仁子（三島市）、杉山 たまえ（清水）、河合 俊一（静岡市） 

原 豊（榛原）、水野 守（磐田）、河西 健（浜松市）、山内 丈（浜松市） 

＜静岡県薬事振興会会長表彰＞ 

細野 澄子（富士市）、牧野 榮行（小笠袋井）、中村 良雄（磐田） 

大石 章（浜松市）、菅沼 利之（浜松市）、馬場 宏行（浜松市） 

上林 敏（静岡県病院）、髙林 敏弘(静岡県病院)、原田 晴司(静岡県病院) 

＜静岡県薬剤師会会長表彰＞ 

渡辺 春雄（伊東市）、鈴木 康夫（熱海）、平松 修治（沼津） 

勝間田 あけみ（北駿）、佐藤 好孝（富士市）、吉村 千枝子（富士市） 

渡邉 聰（富士宮市）、杉本 道信（清水）、笠原 久美子（静岡市） 

神戸 研一（焼津市）、藤田 正俊（小笠袋井）、鈴木 祐之（磐田） 

伊藤 譲（浜松市）、太田 勝啓（浜松市）  

（３）薬物乱用防止功労者の表彰 

薬物乱用防止の向上等に顕著な功績のあった薬物乱用防止功労者に対し、その

労に報いるため感謝状が贈られた。 

＜厚生労働省医薬・生活衛生局長表彰＞ 

石川 滋彦（静岡市）、杉浦 信昌（小笠袋井） 

＜静岡県知事褒賞＞ 

山本 勝央（静岡市）、月井 英喜（浜松市） 
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（４）学校保健功労者の表彰 

学校保健の向上等に顕著な功績のあった学校保健功労者に対し、その労に報い

るための表彰状等の贈呈が行われた。 

＜静岡県学校保健会表彰＞ 

長田 進（北駿）、阿部 淳一（富士市）、細野 澄子（富士市） 

三浦 安壽（富士市）、秋山 欣三（静岡市）、秋山 良太（静岡市） 

堀井 美智子（静岡市）、袴田 高弘（小笠袋井） 

８ 日薬共済部、薬剤師年金、薬剤師国民年金基金、薬剤師賠償責任保険及び個人情

報漏洩保険等への加入の促進 

（１）日薬共済部 

日本薬剤師会会員の弔慰金、配偶者弔慰金、火災見舞金及び災害見舞金を支給

する制度である。 

平成 28 年３月末日現在の部員数は、静岡県 147 名（全国 1,634 名）であった。 

（２）薬剤師年金 

掛金は年齢等に関係なく月払一口 2,400 円（最高 50 口まで）、終身保障＋遺族

年金制度であって、日本薬剤師会の正会員対象の制度である。 

平成 28 年３月末日現在の加入者数は、静岡県 73 名（全国 3,634 名）であった。 

（３）薬剤師国民年金基金 

老後が安定して、生きがいのある生活を保証する国民年金法による公的年金制

度（基礎年金の上乗せ制度）であって、国民年金第１号被保険者（満 20 歳以上 60

歳未満の薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業に従事されている方）対象

の制度である。 

平成 28 年３月末日現在の加入員数は、静岡県 32 名（全国 749 名）であった。 

（４）薬剤師賠償責任保険制度 

薬剤師が安心して日々の業務に専念できるよう、薬剤師業務における偶然の事

故によって、被害者に対して法律上の賠償責任を負うことにより被る損害に対し

て保険料が支払われるもので、日本薬剤師会の正会員対象の制度である。 

平成 28 年３月末日現在の加入件数は、薬剤師契約は静岡県 357 名（全国 16,200

名）、薬局契約は静岡県 828 名（全国 25,476 名）であった。 

（５）個人情報漏洩保険制度 

制度の概要は次のとおりであり、日本薬剤師会の正会員である開設者、法人代

表者又は管理薬剤師対象の制度である。 

平成 28 年３月末日現在の加入件数は、静岡県 349 名（全国 10,138 名）であっ

た。 

ア 業務遂行にあたり、偶然な事由により個人情報を漏えいしたこと、またはそ

のおそれがあることに起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求

がなされた場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償
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する。 

  イ 個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことを知った場合において、保

険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行うこと等を要件

として、企業ブランド価値のき損を防止・縮減するための対応策を実施するた

めに会員が支出した費用が支払われる。 

（６）休業補償保険制度 

病気やケガで、就業不能の場合に、最大 12 か月間、契約の保険金を支払うもの

であって、日本薬剤師会の正会員対象の制度である。 

平成 28 年３月末日現在の加入件数は、静岡県５名（全国 345 名）であった。 

（７）長期休業補償保険制度 

   就業障害状態の場合に最長満 70 歳（満 65 歳以上の方は３年間）まで、減少し

た収入を補償するものであって、日本薬剤師会の正会員対象の制度である。 

平成 28 年３月末日現在の加入件数は、静岡県４名（全国 107 名）であった。 

９ 静岡県医師会、静岡県歯科医師会、静岡県病院協会、静岡県病院薬剤師会、静岡

県薬事振興会等関係団体との連携・協力 

静岡県医師会及び静岡県歯科医師会とは、各種関連事業について連携・協調して

おり、その他保健・医療・福祉関係団体とも関連事業を通じて連携した。 

静岡県薬事振興会、静岡県生活科学検査センター、静岡県病院協会、静岡県腎臓

バンク、静岡県予防医学協会、静岡県学校保健会の理事又は評議員として役員を派

遣するなど、関係団体の事業推進に協力した。 

10 静岡県薬剤師会館の管理運営 

平成 12 年３月竣工の「静岡県薬剤師会館」の保守管理を行った。 
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平成27年度静岡県薬剤師会会務・事業誌

会    議   ・   事    業   名 月 日 曜 時間 場　　　　　所 出   席   者   等

県薬事務局職員辞令交付 ４ 1 水 － 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

保険薬局・薬剤師指導に関する東海北陸厚生局静岡事務所、県
健康福祉部国民健康保険課と県薬との打合せ会

４ 8 水 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、 石川副会長、植・町田常務理事他

県薬「平成27年度第１回正副会長会議」 ４ 9 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長他

県薬「平成27年度第１回理事会」 ４ 9 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長他

県薬「第１回薬剤師復職支援事業プロジェクトチーム検討会」 ４ 9 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、増田・伊藤・原田常務理事他

県くらし交通安全課「春の全国交通安全運動」推進連絡会議 ４ 13 月 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 大塚事務局長

東海北陸厚生局「平成27年度第１回保険薬局個別指導」（中
部）

４ 15 水 13:00 清水合同庁舎（静岡市清水区） 石川副会長、山田常務理事

県教育委員会・県学校保健会他「第66回関東甲信越静学校保健
大会第１回実行委員会」

４ 16 木 15:30 静岡県教育会館（静岡市葵区） 細野副会長

県薬「平成27年度第１回薬歴管理に関する研修会」 ４ 19 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、植・小笠原・岡田・増田・山田常務理事他

県薬「平成27年度地域薬剤師会地域医療担当者会議」 ４ 19 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、岡田・小笠原・小西・増田・山田常務理事
他

東海北陸厚生局「平成27年度第２回保険薬局個別指導」（西
部）

４ 21 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 植・小笠原常務理事

県薬「平成27年度第１回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

４ 23 木 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、原田常務理事、大石県薬DI所長他

賀茂薬剤師会災害研修会 ４ 24 金 19:00 静岡県下田総合庁舎（下田市） 三浦副会長、天野常務理事

県薬「平成27年度学校薬剤師講習会」 ４ 26 日 13:30
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

明石会長、 細野副会長、 秋山・佐藤常務理事他

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ４ 28 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県薬 「平成27年度第２回正副会長会議」 ４ 30 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長他

麻薬小売業者間譲渡許可制度に関する説明会に係る県薬事課と
の打合せ

５ 7 木 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 岡田常務理事

県病院協会「平成27年度第１回理事会」 ５ 7 木 16:00 浮月楼（静岡市葵区） 松山副会長

県生活科学検査センター「平成27年度監事監査」 ５ 8 金 13:00
静岡県生活科学検査センター焼津検査所（焼
津市）

明石会長、天野常務理事、戸塚監事

東海地区調整機構「指導薬剤師資質向上のためのタスクフォー
ススキルアップ研修in東海」

５ 9.10 土.日 9/13:45 名城大学（名古屋市天白区） 植常務理事

県薬「平成27年度第１回地域薬剤師会学校薬剤師担当者会議」 ５ 9 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、秋山・伊藤・佐藤常務理事、齋
藤理事心得他

県薬「第１回薬学講座資料改訂ワーキンググループ会議」 ５ 9 土 17:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、秋山・伊藤・佐藤常務理事、齋藤理事心得
他

県生活科学検査センター「平成27年度理事会」 ５ 12 火 13:30 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 明石会長、石川・三浦副会長、天野常務理事、戸塚監事

日薬「平成27年度第１回都道府県会長協議会」 ５ 13 水 13:00
富士・国保連ビル（日薬会議室）（東京都新
宿区）

明石会長、石川副会長

県薬「平成27年度第３回正副会長会議」 ５ 14 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長他

県薬「平成27年度第２回理事会」 ５ 14 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長他

県薬「麻薬小売業者間譲渡許可制度に関する説明会に係る県薬
事課との事前打合せ」

５ 14 木 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田・小笠原常務理事他

県薬「第２回薬剤師復職支援事業プロジェクトチーム検討会」 ５ 14 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、増田・伊藤常務理事他

県薬事課・静岡県立大学・県薬事振興会「平成27年度第１回薬
草講座」

５ 16 土 10:00 静岡県立大学他（静岡市駿河区） 県薬職員

県薬「臨床体験実習に関する打合せ」 ５ 16 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 細野副会長、岡田常務理事

県薬「平成27年度静岡県健康づくり拠点薬局推進事業に関する
県薬事課との事前打合せ」

５ 16 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、岡田・小笠原・増田・山田常務理事、齋藤
理事心得他

県薬「麻薬小売業者間譲渡許可制度に関する説明会」 ５ 17 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田・岡田・山田・小笠原・植常務理事他

第48回東海薬剤師学術大会東海四県事前打合せ会 ５ 17 日 15:30 四日市都ホテル（三重県四日市市）
明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤理事
心得、大塚事務局長

県薬「平成27年度第１回学術情報部会議」 ５ 18 月 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、伊藤・賀川・植常務理事

東海北陸厚生局「平成27年度第３回保険薬局個別指導」（西
部）

５ 19 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 増田・町田常務理事

静岡県薬剤師会理事候補者名簿（案）作成のための選考委員会 ５ 19 火 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
熊谷総会議長、成岡総会副議長、鈴木・海老岡・中村代
議員

日薬第85回定時総会質問事項に関する打合せ ５ 20 水 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、齋藤理事心得、大塚事務局長

地域医療構想に関する県薬事課との打合せ ５ 21 木 11:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、細野副会長

県薬「平成27年度監事監査」 ５ 21 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
鈴木・戸塚監事、明石会長、石川・三浦・細野・松山副
会長、秋山常務理事

東海北陸厚生局「平成27年度第４回保険薬局個別指導」（中
部）

５ 22 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 町田・山田常務理事

東海四県薬剤師会長・ 日薬代議員及び事務局長会議 ５ 23.24 土.日 15:00 十八楼他（岐阜市）
明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤理事
心得、大塚事務局長

東海北陸厚生局「平成27年度第５回保険薬局個別指導」（東
部）

５ 26 火 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 岡田・山田常務理事

県病院協会「平成27年度通常総会」 ５ 26 火 15:00
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

松山副会長

県生活科学検査センター「平成27年度評議員会」 ５ 27 水 13:30 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 明石会長、秋山常務理事
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会    議   ・   事    業   名 月 日 曜 時間 場　　　　　所 出   席   者   等

県生活科学検査センター「平成27年度理事会」 ５ 27 水 15:00 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 明石会長、石川・三浦副会長、天野常務理事、戸塚監事

しずおか健康いきいきフォーラム21監事監査 ５ 27 水 16:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

県歯科医師会「平成27年度第１回静岡県8020推進住民会議」 ５ 28 木 15:00 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長

県薬「平成27年度第４回正副会長会議」 ５ 28 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長他

県腎臓バンク「第15回理事会」 ５ 29 金 15:00
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
（静岡市駿河区）

石川副会長

静岡県立大学「木苗直秀前学長 退官記念祝賀会」 ５ 29 金 18:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 明石会長

平成27年度第１回東海地区調整機構委員会・小委員会合同会議 ５ 30 土 14:00 名城大学（名古屋市天白区） 松山副会長、原田常務理事

県薬「平成27年度地域薬剤師会生涯学習担当者会議」 ５ 31 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、松山副会長、伊藤・原田・植常務理事、齋藤
理事心得他

県薬「平成27年度第２回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

６ 1 月 13:00
浜松市薬剤師会医薬分業推進支援センター浜
松（浜松市中区）

原田常務理事、大石県薬DI所長他

県薬「平成27年度第５回正副会長会議」 ６ 4 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長他

県薬「平成27年度第３回理事会」 ６ 4 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長他

県薬「第３回薬剤師復職支援事業プロジェクトチーム検討会」 ６ 4 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、増田・伊藤・原田常務理事他

県法務文書課「公益法人実務担当者説明会」 ６ 5 金 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 事務局職員

県薬「平成27年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会」（東
部）

６ 6 土 14:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

永瀬薬学生実務実習委員会委員、青木生涯学習委員会委
員

県薬「平成27年度第１回職能対策部会議」 ６ 6 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、岡田・小笠原・植・増田・山田常務理事他

県薬事課「健康づくり拠点薬局推進のための検討会（第１
回）」

６ 6 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、岡田・小笠原・植・増田・山田常務理事他

第54回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップin東海（静
岡）タスクフォース事前研修会

６ 7 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、賀川常務理事他

県法務文書課「移行法人実務担当者説明会」 ６ 10 水 9:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 事務局職員

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第779回幹事会」 ６ 10 水 15:00
社会保険診療報酬支払基金静岡支部（静岡市
駿河区）

明石会長

県病院協会「平成27年度医療安全部会議」 ６ 12 金 16:00 静岡県病院協会（静岡市葵区） 松山副会長

日本ジェネリック医薬品学会第９回学術大会 ６ 13.14 土.日 13/11:45 アクトシティ浜松（浜松市中区） 明石会長

県医師会「静岡県在宅医療推進センター平成27年度第１回在宅
医療支援のための研修会」

６ 13 土 15:00 静岡県医師会館（静岡市葵区）
細野副会長、山田常務理事、齋藤理事心得、大塚事務局
長

鈴木梅太郎博士顕彰会「平成27年度理事会・総会・理事会」 ６ 15 月 13:30 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県くらし交通安全課「平成27年度しずおか防犯まちづくり県民
会議総会」

６ 15 月 14:00 静岡県庁本館（静岡市葵区） 大塚事務局長

健康づくり拠点薬局推進事業に関する打合せ ６ 16 火 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、岡田・植常務理事、齋藤理事心得他

県薬「第93回定時総会議事運営打合せ会」 ６ 16 火 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
熊谷総会議長、成岡総会副議長、明石会長、石川・三
浦・細野・松山副会長、天野常務理事他

県学校保健会「平成27年度第１回理事会」 ６ 18 木 14:00
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

細野副会長、秋山常務理事

県薬「平成27年度第１回総務部会議」 ６ 18 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、天野・小西・佐藤常務理事

東海北陸厚生局「平成27年度第６回保険薬局個別指導」（東
部）

６ 19 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 町田・山田常務理事

日薬「平成27年度薬局実務実習担当者全国会議」 ６ 19 金 13:30
富士・国保連ビル（日薬会議室）（東京都新
宿区）

明石会長、植常務理事、安達薬学生実務実習委員会委員

県予防医学協会「平成27年度定時評議員会」 ６ 19 金 19:30
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

秋山常務理事

鈴鹿亀山薬剤師会訪問看護支援事業の視察 ６ 20 土 17:00 鈴鹿センター薬局（三重県鈴鹿市） 伊藤・岡田常務理事

浜松市薬剤師会懇親会 ６ 20 土 18:00
オークラアクトシティーホテル浜松（浜松市
中区）

明石会長、石川・三浦副会長

県薬「第93回定時総会」 ６ 21 日 14:00 クーポール会館 （静岡市葵区） 明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長他

県薬「平成27年度第４回理事会」 ６ 21 日 17:05 クーポール会館 （静岡市葵区）
明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事他

東海北陸厚生局「平成27年度第７回保険薬局個別指導」（中
部）

６ 24 水 13:00 清水合同庁舎（静岡市清水区） 増田常務理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ６ 25 木 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県薬事振興会「平成27年度監事監査」 ６ 25 木 15:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 県薬職員

県薬事振興会「平成27年度第１回理事会」 ６ 25 木 16:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川副会長

県薬事振興会「平成27年度定時総会」 ６ 25 木 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川副会長

県薬事振興会「平成27年度第２回理事会」 ６ 25 木 17:10 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川副会長

県薬「平成27年度第６回正副会長会議」 ６ 25 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

東海北陸厚生局「平成27年度第８回保険薬局個別指導」（西
部）

６ 26 金 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 町田前常務理事、角皆職能対策委員会委員

県警「平成27年度静岡県爆発物の原料となり得る化学物質の販
売事業者連絡会」

６ 26 金 14:00
警察本部中部運転免許センター（静岡市葵
区）

齋藤専務理事

日薬第85回定時総会 ６ 27.28 土.日 27/10:00 ホテルイースト21東京（東京都江東区） 明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長
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県薬「平成27年度調剤報酬請求事務講習会の事前打合せ会」 ６ 27 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 小笠原・植・山田常務理事他

県薬「平成27年度第３回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

６ 29 月 13:00
浜松市薬剤師会医薬分業推進支援センター浜
松（浜松市中区）

原田常務理事、大石県薬DI所長他

ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会「平成27年度
第１回理事会」

６ 29 月 19:15 静岡県立総合病院（静岡市葵区） 秋山常務理事

県教育委員会「平成27年度新規採用養護教員第３回校外研修」 ６ 30 火 10:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山常務理事、石川静岡市薬剤師会副会長

賀茂薬剤師会通常総会 ７ 4 土 16:00 セントラルコミュニティーホール（下田市） 明石会長

県薬「平成27年度第２回職能対策部会議」 ７ 4 土 17:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・増田・
山田常務理事、安達・鈴木・服部理事

県薬「平成27年度第２回学術情報部会議」 ７ 6 月 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
松山副会長、齋藤専務理事、伊藤邦彦・伊藤 譲・植・
原田常務理事、安達理事

静岡県立こども病院との打合せ会 ７ 6 月 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長

県医療政策課「平成27年度第１回地域医療構想策定作業部会」 ７ 7 火 16:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 細野副会長

県薬「第２回衛生材料等供給体制に関する協議会の事前打合
せ」

７ 7 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第780回幹事会」 ７ 8 水 15:00
社会保険診療報酬支払基金静岡支部（静岡市
駿河区）

明石会長

県体協「平成27年度第１回スポーツ医・科学委員会」 ７ 8 水 18:45 金清軒ビル静岡駅前会議室（静岡市葵区） 伊藤 譲常務理事、大石県薬DI所長

県薬「平成27年度第７回正副会長会議」 ７ 9 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第５回理事会」 ７ 9 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他

磐田薬剤師会「一般用医薬品基礎知識研修会」 ７ 11 土 15:00 磐田市急患センター（磐田市） 岡田常務理事

静岡県薬学技術公務員協議会懇親会 ７ 11 土 16:45 クーポール会館 （静岡市葵区） 明石会長

県薬「平成27年度第１回地域・職域連絡協議会」 ７ 12 日 14:30 クーポール会館 （静岡市葵区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他

県薬事課「平成27年度第１回薬学講座検討委員会」 ７ 14 火 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事

県薬「平成27年度第１回学校保健部会議」 ７ 14 火 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事

県地域医療課「平成27年度第１回静岡県救急・災害医療対策協
議会」

７ 14 火 16:00 静岡県庁本館（静岡市葵区） 三浦副会長

静岡県健康福祉部防災訓練 ７ 15 水 ― 静岡県庁（静岡市葵区） 三浦・石川・松山副会長

県薬「平成27年度第１回災害情報伝達訓練（図上訓練）」 ７ 15 水 ― 静岡県薬剤師会館他（静岡市駿河区他）

東海四県事業担当常勤役員等意見交換会 ７ 16 木 15:00 愛知県薬剤師会館（名古屋市中区） 齋藤専務理事

小西県薬常務理事のご尊父様の通夜参列 ７ 16 木 18:00
JA遠州夢咲「やすらぎ菊川ホール」（菊川
市）

明石会長

第54回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップin東海（静
岡）タスクフォース直前研修会

７ 18 土 13:00 静岡県立大学 （静岡市駿河区） 明石会長、松山副会長、植・伊藤 譲・原田常務理事他

第54回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップin東海（静
岡）

７ 19.20 日.月 9:00 静岡県立大学 （静岡市駿河区） 明石会長、松山副会長、植・伊藤 譲・原田常務理事他

東海北陸厚生局「平成27年度第９回保険薬局個別指導」（中
部）

７ 22 水 13:00 清水合同庁舎（静岡市清水区） 増田・山田常務理事

県薬「平成27年度第２回総務部会議」 ７ 23 木 15:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、齋藤専務理事、小西常務理事、鈴木・服
部・村松理事

県薬「平成27年度第１回地域医療部会議」 ７ 23 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、岡田・小西・増田・山田常
務理事、村松・山口理事

県薬「平成27年度毒物劇物取扱者試験準備講習会」 ７ 25.26 土.日 9:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

三浦副会長

県薬「薬剤師職能メディア啓発事業 テレビＣＭに係る撮影場所
下見」

７ 25 土 13:00 さくらんぼ薬局他（静岡市葵区他） 小西常務理事他

県薬「平成27年度調剤報酬請求事務講習会」 ７ 26 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川副会長、小笠原・植・増田・山田常務理
事、鈴木・服部理事他

県薬「平成27年度第２回薬歴管理に関する研修会」 ７ 26 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、小笠原・植常務理事他

県薬「平成27年度第４回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

７ 27 月 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、原田常務理事、大石県薬DI所長他

東海北陸厚生局「平成27年度第10回保険薬局個別指導」（東
部）

７ 28 火 13:00 静岡県東部総合庁舎別館（沼津市） 岡田・山田常務理事

日薬「平成27年度第２回都道府県会長協議会」 ７ 29 水 13:00
富士・国保連ビル （日薬会議室）（東京都
新宿区）

明石会長、石川副会長

県薬「薬剤師職能メディア啓発事業に係るテレビＣＭ撮影」 ７ 30 木 12:30 小西薬局かも店他（静岡市葵区他） 三浦副会長、小西常務理事他

県薬事課「平成27年度静岡県献血推進大会」 ７ 30 木 13:30 グランシップ（静岡市駿河区） 細野副会長、齋藤専務理事

県薬「平成27年度第８回正副会長会議」 ７ 30 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

東海北陸厚生局「平成27年度第11回保険薬局個別指導」（中
部）

７ 31 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 石川副会長

県薬「平成27年度第４回薬剤師復職支援事業プロジェクト検討
会」

８ 1 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、増田・伊藤 譲・原田常務
理事他

県薬事課「健康づくり拠点薬局推進のための検討会（第２
回）」

８ 1 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・増田・
山田常務理事、服部理事他

県薬「平成27年度第９回正副会長会議」 ８ 6 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第６回理事会」 ８ 6 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事他

県医療政策課「平成27年度第２回地域医療構想策定作業部会」 ８ 7 金 16:00 静岡第一ホテル(静岡市駿河区) 細野副会長
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県生活科学検査センター「平成27年度理事会」 ８ 11 火 10:30 静岡市産学交流センター（静岡市葵区）
明石会長、石川・三浦副会長、天野前常務理事、戸塚監
事

県薬「第２回衛生材料等供給体制に関する協議会の事前打合
せ」

８ 11 火 18:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第781回幹事会」 ８ 12 水 15:00
社会保険診療報酬支払基金静岡支部（静岡市
駿河区）

明石会長

県医療政策課「平成27年度第１回医療審議会」 ８ 18 火 16:00 静岡第一ホテル(静岡市駿河区) 明石会長、細野副会長

県薬「平成27年度第５回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

８ 20 木 13:00
浜松市薬剤師会医薬分業推進支援センター浜
松（浜松市中区）

原田常務理事、大石県薬DI所長他

磐田薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 ８ 20 木 19:30 磐田市急患センター（磐田市） 植常務理事

東海北陸厚生局「平成27年度第12回保険薬局個別指導」（西
部）

８ 21 金 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 石川副会長、植常務理事

県薬「平成27年度学校環境衛生活動優良候補学校選出一時審査
会」

８ 22 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 細野副会長、秋山・伊藤 譲常務理事、山口理事他

県薬「第２回薬学講座資料改訂ワーキンググループ会議」 ８ 22 土 16:45 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事他

県生活科学検査センター「平成27年度評議員会」 ８ 25 火 10:00 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 明石会長、秋山常務理事

東海北陸厚生局「平成27年度第13回保険薬局個別指導」（東
部）

８ 25 火 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 植・山田常務理事

県情報政策課長「マイナンバー制度民間事業者向け説明会」 ８ 25 火 15:00 グランシップ（静岡市駿河区） 事務局職員

県薬「第２回衛生材料等供給体制に関する協議会」 ８ 25 火 18:30 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員

静岡県総合防災訓練 ８ 26 水 ―
静岡県庁（静岡市葵区）、西部保健所（磐田
市）

三浦・石川副会長、村松理事

県薬「平成27年度第２回災害情報伝達訓練（図上訓練）」 ８ 26 水 ― 静岡県薬剤師会館他（静岡市駿河区他）

県男女共同参画課「平成27度しずおか男女共同参画推進会議・
部会」

８ 26 水 13:30
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
（静岡市駿河区）

事務局職員

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ８ 26 水 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県教育委員会他「第66回関東甲信越静学校保健大会」 ８ 27 木 10:20 グランシップ （静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事他

県薬「平成27年度総務部・財務部合同会議」 ８ 27 木 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、齋藤専務理事、秋山・小西常務理事、鈴
木・服部・村松理事

県薬「平成27年度第３回総務部会議」 ８ 27 木 17:15 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、齋藤専務理事、小西常務理事、鈴木・服
部・村松理事

県薬「平成27年度第10回正副会長会議」 ８ 27 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

静岡市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 ８ 27 木 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 植常務理事

しずおか元気応援フェア2015出展者説明会 ８ 28 金 13:30 静岡新聞放送会館（静岡市駿河区） 齋藤専務理事

日薬「学校薬剤師部会 平成27年度学校環境衛生検査技術講習
会」

８ 29.30 土.日
13:00
9:30

スクワロール麹町（東京都新宿区） 塩澤学校薬剤師委員会委員

県薬「平成27年度第１回職能対策委員会」 ８ 29 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・山田常
務理事、安達・鈴木・服部理事他

県薬「平成27年度第１回臨床体験実習」 ８ 30 日 10:00 静岡県立大学（静岡市駿河区） 細野副会長、小笠原・小西常務理事、村松理事他

上村武氏叙勲受章祝賀会 ８ 30 日 12:00 津都ホテル(三重県津市) 明石会長

県介護支援専門員協会「平成27年度更新等研修会」講演 ９ 2 水 13:45 グランシップ（静岡市駿河区） 岡田常務理事

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 3 木 ― 浜松市立丸塚中学校（浜松市東区） 伊藤 譲常務理事、川口実地調査員（浜松）

県体協「平成27年第70回国民体育大会メディカルチェック」 ９ 3 木 13:00 静岡県体育協会会館（静岡市駿河区） 伊藤 譲常務理事

県薬「静岡県衛生材料等供給体制に関する地域協議会設置に係
る説明会」

９ 3 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員他

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 4 金 ― 浜松市立高等学校（浜松市中区） 川口・徳永実地調査員（浜松）

県薬「平成27年度スポーツファーマシスト・スキルアップ研修
会」

９ 5 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、松山副会長、伊藤 譲・植常務理事他

県薬「平成27年度第１回高度管理医療機器等の販売業等に係る
継続研修会」

９ 6 日 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、伊藤 譲常務理事他

県薬「平成27年度第１回学校薬剤師委員会」 ９ 6 日 16:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事他

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 7 月 ― 富士宮市立柚野小学校（富士宮市） 奥藤実地調査員（富士宮）

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 7 月 ―
静岡県立浜名特別支援学校（湖西市）・浜松
市立神久呂中学校（浜松市西区）

川口・徳永実地調査員（浜松）

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 8 火 ― 静岡県立静岡高等学校（静岡市葵区） 石川・坂井実地調査員（静岡）

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 水 ―
沼津市立第四中学校・沼津市立原東小学校
（沼津市）

山口理事、渡辺実地調査員（沼津）

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 水 ― 富士市立元吉原中学校（富士市） 石田実地調査員（富士）

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 水 ― 静岡市立清水袖師小学校（静岡市清水区） 鈴木（清水）・石川実地調査員（静岡）

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 水 ― 焼津市立豊田中学校（焼津市） 秋山常務理事、塩澤実地調査員（藤枝）

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第782回幹事会」 ９ 9 水 15:00
社会保険診療報酬支払基金静岡支部（静岡市
駿河区）

明石会長

県薬「平成27年度第11回正副会長会議」 ９ 10 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

日薬「平成27年度一般用医薬品等担当者全国会議」 ９ 10 木 13:00
フクラシア東京ステーション（東京都千代田
区）

岡田常務理事、松永職能対策委員会委員
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県薬「平成27年度第７回理事会」 ９ 10 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事他

県薬「平成27年度第５回薬剤師復職支援事業プロジェクト検討
会」

９ 10 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、増田・伊藤 譲・原田常務
理事

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 11 金 ― 富士宮市立西小学校（富士宮市） 奥藤実地調査員

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 11 金 ― 静岡県立御殿場南高等学校（御殿場市） 濱田・渡辺実地調査員（沼津）

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 11 金 ― 静岡市立由比中学校（静岡市清水区） 細野副会長

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 11 金 ― 島田市立島田第五小学校（島田市） 秋山常務理事、塩澤実地調査員（沼津）

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 11 金 ― 浜松市立泉小学校（浜松市中区） 伊藤 譲常務理事

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 11 金 ―
浜松市立浅間小学校（浜松市中区）、浜松市
立与進北小学校（浜松市東区）

石原・徳永実地調査員（浜松）

東海北陸厚生局「平成27年度第14回保険薬局個別指導」（中
部）

９ 11 金 13:00 清水合同庁舎（静岡市清水区） 服部理事

しずおか健康いきいきフォーラム21「第３回ふじのくに健康長
寿サミット」

９ 12 土 10:30 小山町総合文化会館（駿東郡小山町）
石川副会長、齋藤専務理事、植・岡田・山田常務理事、
鈴木理事他

県薬「平成27年度第１回医療連携推進委員会」 ９ 12 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・小西・増
田・山田常務理事、村松・山口理事他

県薬「禁煙サポート薬剤師養成研修会」 ９ 13 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川副会長、齋藤専務理事、植・山田・岡田・小
笠原・増田常務理事、服部・安達・鈴木・山口・渡辺理事他

県医師会「かかりつけ医機能強化研修会」講演 ９ 13 日 14:30 静岡県医師会館（静岡市葵区） 岡田常務理事

村松求己氏 叙勲旭日双光章受章祝賀会 ９ 13 日 18:00 クリスタルホールパテオン（富士宮市） 明石会長

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 14 月 ― 静岡市立清水入江小学校（静岡市清水区） 鈴木実地調査員（清水）

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」 ９ 15 火 13:30 静岡県教育会館（静岡市葵区） 植常務理事、加藤職能対策委員会委員

県薬事振興会「平成27年度第３回理事会」 ９ 15 火 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川副会長

衛生材料等に関する焼津市薬剤師会担当者会議 ９ 16 水 19:30 ゆりかもめ薬局（焼津市） 細野副会長、大塚事務局長

県障害福祉課「平成27年度第１回静岡県社会福祉審議会障害者
福祉専門分科会審査部会」

９ 17 木 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 石川副会長

島田薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 ９ 17 木 19:30 島田市保健福祉センター（島田市）
小笠原・植・増田常務理事、安達・服部理事、浅野・松
永職能対策委員会委員

平成27年度東海四県薬剤師会事務局長会議 ９ 17.18 木.金 15:00 大仙家（伊豆の国市） 大塚事務局長

県医師会「平成27年度地域保健医療研修会」 ９ 19 土 15:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 細野副会長、村松・山口理事、大塚事務局長

県薬「平成27年度第12回正副会長会議」 ９ 24 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

平成27年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 25 金 ― 静岡市立安倍川中学校（静岡市葵区） 秋山常務理事、石川実地調査員（静岡）

東海北陸厚生局「平成27年度第15回保険薬局個別指導」（東
部）

９ 25 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 鈴木理事、板井職能対策委員会委員

日薬「平成27年度第１回東海ブロック会議」 ９ 26 土 13:30
愛知県産業労働センター「ウインクあいち」
（名古屋市中村区）

明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、大塚事務局
長

県薬「薬剤師復職支援プログラム説明会」 ９ 26 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 齋藤専務理事、増田常務理事他

県薬「平成27年度静岡県健康づくり拠点薬局推進事業『肺機能測定器
を用いた禁煙等健康支援モデル地区説明会』」

９ 27 日 13:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

明石会長、石川副会長、齋藤専務理事、植・岡田・山田
常務理事、鈴木理事他

静岡商工会議所「企業におけるマイナンバー制度実務対応セミ
ナー」

９ 29 火 13:30 静岡商工会議所（静岡市葵区） 事務局職員

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ９ 29 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県薬事課・県薬「平成27年度災害薬事コーディネーター養成研
修会」の事前打合せ会

９ 29 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 齋藤専務理事、村松理事他

榛原薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 ９ 29 火 19:30 榛原医師会館（牧之原市） 植・増田常務理事、服部理事

東海北陸厚生局「保険薬剤師集団指導」 ９ 30 水 13:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

増田常務理事

県学校保健会「平成27年度学校保健に関する表彰審査会」 １０ 1 木 13:30 静岡県教育会館（静岡市葵区） 細野副会長、秋山常務理事

東海北陸厚生局「平成27年度第16回保険薬局個別指導」（中
部）

１０ 2 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 安達理事、髙野職能対策委員会委員

佐古伊康先生 叙勲祝賀会 １０ 2 金 19:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 明石会長

県薬「薬剤師復職支援事業に関する受入薬局の調整打合せ会」 １０ 3 土 14:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、増田・伊藤 譲・原田常務
理事他

県薬「平成27年度第２回臨床体験実習」 １０ 4 日 10:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

細野副会長、齋藤専務理事、山田・岡田常務理事、山口
理事他

県薬「平成27年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会」（中
部）

１０ 4 日
13:00
15:30

静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、原田常務理事他

県薬「平成27年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会」（西
部）

１０ 4 日
12:30
15:57

浜松市薬剤師会（浜松市中区） 植・伊藤 譲常務理事、安達理事他

県薬「平成27年度第13回正副会長会議」 １０ 8 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第８回理事会」 １０ 8 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他

県薬「平成27年度第２回学校保健部会議」 １０ 8 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事

静岡市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １０ 8 木 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区）
小笠原・山田常務理事、鈴木理事、岩切・加藤・森・浅
野・松永職能対策委員会委員

東海北陸厚生局「平成27年度第17回保険薬局個別指導」（東
部）

１０ 9 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 石川副会長、鈴木理事
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静岡新聞社・静岡放送「しずおか元気応援フェア2015」 １０ 10.11 土.日
10:00
10:00

ツインメッセ静岡北館（静岡市駿河区）
明石会長、石川副会長、植・岡田・小笠原・増田・山田
常務理事、安達・鈴木・服部理事他

沼津薬剤師会「在宅医療に関する研修会（入門研修会・中級研
修会）」講演

１０ 10 土 14:30
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

池田医療連携推進委員会委員

県医療政策課「『地域医療構想の策定』に向けての説明会」 １０ 13 火 18:30 三島市民文化会館（三島市） 山田常務理事

服部県薬理事のご母堂様のご会葬 １０ 14 水 16:30 ラビュー藤枝（藤枝市） 明石会長

伊東市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １０ 14 水 19:30 生涯学習センターひぐらし会館（伊東市） 岡田常務理事

県健康増進課「医療と介護の総合確保に向けての保健師等研
修」

１０ 15 木 13:30 プラサヴェルデ（沼津市） 細野副会長

県薬「『平成27年度スキルアップ研修会』講師との事前打合
せ」

１０ 15 木 15:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、岡田・植常務理事

県薬「平成27年度総務部・財務部合同会議」 １０ 15 木 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、齋藤専務理事、秋山・小西常務理事、鈴木
理事

県薬「第１回保険薬局会費見直しに関する特別委員会」 １０ 15 木 18:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、秋山・小西常務理事、鈴木理事、原田・土
佐谷・山本・保坂・本田・横山・月井委員

静岡市薬剤師会「麻薬小売業者間譲渡許可制度に関する説明
会」講義

１０ 15 木 20:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 小笠原常務理事

日薬「研究倫理に関する全国会議」 １０ 16 金 13:00
富士・国保連ビル（日薬会議室）（東京都新
宿区）

原田常務理事他

県養護教諭研究会「平成27年度静岡県養護教諭研究会第２回代
表者研修会」

１０ 16 金 13:00
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
（静岡市駿河区）

秋山常務理事

県薬事課・静岡県立大学・県薬事振興会「平成27年度第２回薬
草講座」

１０ 17 土 10:00 静岡県立大学他（静岡市駿河区） 事務局職員

福島県訪問看護連絡協議会訪問看護支援事業視察 １０ 17 土 15:00
あぶくま訪問看護ステーション サテライト
やのめ（福島市）

細野副会長、岡田・増田常務理事

県薬「薬剤師復職支援事業 実習受入施設説明会」 １０ 17 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、齋藤専務理事、伊藤・原田常務理事他

県薬事課・県薬「平成27年度災害薬事コーディネーター養成研
修会」の事前打合せ会

１０ 17 土 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 村松理事

2015かけがわ健康フェア １０ 18 日 10:00 徳育保健センター（掛川市） 齋藤専務理事、植・小笠原常務理事、安達理事他

県薬事課・県薬「平成27年度災害薬事コーディネーター養成研
修会 地域研修会」（中部地区）

１０ 18 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長他

県歯科医師会「スポーツ歯科講演会」講演 １０ 18 日 10:00 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 伊藤 譲常務理事

厚労省「平成27年度薬事功労者厚生労働大臣表彰式」 １０ 21 水 14:00 厚生労働省（東京都千代田区） 天野前常務理事

県健康増進課「医療と介護の総合確保に向けての保健師等研
修」

１０ 22 木 13:30 グランシップ（静岡市駿河区） 岡田常務理事

県薬「平成27年度第14回正副会長会議」 １０ 22 木 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬事課・県薬事振興会「平成27年度薬事功労者表彰式」 １０ 22 木 16:00 クーポール会館（静岡市葵区） 明石会長、石川・三浦・細野副会長、齋藤専務理事他

平成27年度東海四県薬剤師会調剤報酬に関する意見交換会 １０ 22 木 17:30 キャッスルプラザ（名古屋市中村区） 小笠原・植常務理事他

県医師会「平成27年度第１回静岡県在宅医療体制整備・推進協
議会」

１０ 22 木 18:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 明石会長

田方薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １０ 22 木 19:30
長岡中央公民館（あやめ会館）（伊豆の国
市）

岡田・山田常務理事、鈴木理事、荒井・渡辺職能対策委
員会委員

県薬「平成27年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会」（東
部）

１０ 24 土 14:30
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

永瀬知彦・青木学（沼津）

第28回熱海市健康まつり １０ 25 日 10:00 熱海市いきいきプラザ（熱海市） 齋藤専務理事、植・岡田・小笠原常務理事他

県薬事課・県薬「平成27年度災害薬事コーディネーター養成研
修会 地域研修会」（東部・賀茂地区）

１０ 25 日 10:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 細野副会長他

県医薬品登録販売者協会「平成27年度第２回静岡県登録販売者
薬事研修会」講義

１０ 25 日 10:00 静岡商工会議所会館（静岡市葵区） 増田常務理事

日薬「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会（第４
回）」

１０ 25 日 12:00 北里大学薬学部（東京都港区） 安達理事、松永職能対策委員会委員

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １０ 27 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

小笠袋井薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １０ 27 火 19:30 中東遠センター薬局（掛川市）
植・増田常務理事、角皆・牧野・髙野・寺本職能対策委
員会委員

東海北陸厚生局「平成27年度第18回保険薬局個別指導」（中
部）

１０ 28 水 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 増田常務理事

県薬「平成27年度地域ブロック協議会」（東部・伊豆） １０ 28 水 20:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

明石会長、三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事、岡
田・山田常務理事他

県薬「平成27年度第15回正副会長会議」 １０ 29 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

衛生材料等に関する焼津市薬剤師会担当者会議 １０ 30 金 19:30 ゆりかもめ薬局（焼津市） 大塚事務局長

日薬「平成27年度学校薬剤師東海ブロック連絡会議」 １０ 31 土 15:00
名鉄ニューグランドホテル（名古屋市中村
区）

細野副会長、秋山常務理事、山口理事

日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術
大会2015 合同シンポジウム

１１ 1 日 9:30 金城学院大学（名古屋市守山区） 植常務理事

浜松市薬剤師会「第９回くすりと健康フェスタ」 １１ 1 日 10:00
浜松市ギャラリーモールソラモ（浜松市中
区）

明石会長

静岡県立こども病院との打合せ会 １１ 2 月 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長

平成27年度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

１１ 4 水 14:00 静岡県教育会館（静岡市葵区） 秋山常務理事

静岡市薬剤師会「在宅医療に関する入門研修会」講演 １１ 4 水 20:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 河西医療連携推進委員会委員

県薬「平成27年度第１回代議員選挙管理委員会」 １１ 5 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、小西常務理事、服部理事、金沢代議員選挙管理
委員会委員長、松本代議員選挙管理委員会副委員長他

平成27年秋の叙勲受章者拝謁 １１ 6 金 ― 皇居豊明殿（東京都千代田区） 齊藤相談役
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東海北陸厚生局「平成27年度第19回保険薬局個別指導」（西
部）

１１ 6 金 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 植常務理事、下山職能対策委員会委員

静岡県立大学「平成27年度薬学共用試験ＯＳＣＥ直前評価者講
習会」

１１ 7 土 13:00 静岡県立大学（静岡市駿河区）
松山副会長、秋山・伊藤 譲・植・原田常務理事、安達
理事

県薬事課「平成27年度静岡県薬物乱用防止県民大会」 １１ 7 土 13:30 グランシップ（静岡市駿河区） 明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、山口理事他

県薬「薬局薬剤師のスキルアップ研修（第１回）『平成27年度
医療連携推進研修会』」

１１ 8 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、伊藤 譲・植常務理事他

小笠袋井薬剤師会「第１回小笠地区衛生材料等供給体制に関す
る協議会」

１１ 9 月 19:00 掛川グランドホテル（掛川市） 伊藤 譲常務理事他

県男女共同参画課「平成27年度しずおか男女共同参画推進会
議・全体会」

１１ 10 火 13:30 静岡県庁本館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

小笠袋井薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 10 火 19:30 袋井センター薬局（袋井市） 植常務理事

県くらし交通安全課「年末の交通安全県民運動」推進連絡会議 １１ 11 水 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 大塚事務局長

三島市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 11 水 19:00 三島商工会議所会館（三島市）
岡田・山田常務理事、鈴木理事、岡部・板井・加藤職能
対策委員会委員

焼津市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 11 水 19:30 焼津文化会館（焼津市）
石川副会長、小笠原・植常務理事、服部理事、岩切・浅
野・青島・西村・松永職能対策委員会委員

平成27年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会 １１ 12.13 木.金
12/10:00
13/9:30

シーガイアコンベンションセンター（宮崎県
宮崎市）

秋山常務理事、山口理事

県薬「平成27年度第16回正副会長会議」 １１ 12 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第９回理事会」 １１ 12 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事他

県薬「平成27年度第３回職能対策部会議」 １１ 12 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・増田・
山田常務理事、安達・鈴木・服部理事

県薬「第１回静岡県薬剤師会会報『しずおか』見直しに関する
ワーキンググループ会議」

１１ 12 木 18:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、小西常務理事、服部・鈴木・村松理事他

県医療政策課「静岡県医療安全相談窓口運営協議会」 １１ 13 金 15:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 松山副会長

富士宮市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 13 金 19:00 富士宮市保健センター（富士宮市）
山田常務理事、鈴木理事、板井・岡本・和田・佐々木職
能対策委員会委員

県薬「薬剤師復職支援事業 第１回研修会（座学）」 １１ 14 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、齋藤専務理事、伊藤 譲・原田常務理事他

焼津市薬剤師会「第１回焼津市衛生材料等供給体制に関する協
議会」

１１ 16 月 19:00 焼津市医師会館（焼津市）

磐田薬剤師会「在宅医療入門研修会」講演 １１ 16 月 19:30 磐田市救急センター（磐田市） 小笠原常務理事

東海北陸厚生局「保険薬局集団的個別指導」（東部） １１ 17 火 13:30 沼津労政会館（沼津市） 鈴木理事

県薬「第３回衛生材料等供給体制に関する協議会の事前打合
せ」

１１ 17 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員

東海北陸厚生局「保険薬局集団的個別指導」（西部） １１ 18 水 13:30 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 増田常務理事、髙野職能対策委員会委員

日本医薬品卸勤務薬剤師会・東海ブロック協議会「平成27年度
勤務薬剤師東海ブロック合同研修」

１１ 18 水 13:30 名古屋銀行協会（名古屋市中区） 齋藤専務理事

浜松市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 18 水 20:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区）
石川副会長、小笠原・植常務理事、服部理事、栗原・下
山・菅沼・髙野・寺本職能対策委員会委員

県医療政策課「平成27年度第３回地域医療構想策定作業部会」 １１ 19 木 16:00 静岡第一ホテル（静岡市駿河区） 細野副会長

清水薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 19 木 19:00 清水保健福祉センター（静岡市清水区）
小笠原・増田常務理事、服部理事、岩切・加藤・浅野・
松永職能対策委員会委員

富士市薬剤師会「在宅医療に関する研修会（入門講座・中級講
座）

１１ 19 木
19:00
20:15

富士市フィランセ（富士市） 羽二生地域医療連携推進委員会委員

東海北陸厚生局「平成27年度第20回保険薬局個別指導」（東
部）

１１ 20 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 山田常務理事

日薬「平成27年度第３回都道府県会長協議会」 １１ 21 土 13:30 城山観光ホテル（鹿児島市） 明石会長、石川副会長

第48回日本薬剤師会学術大会 １１ 22.23 日.月 22/10:00
鹿児島市民文化ホール・宝山ホール・鴨池
ドーム他（鹿児島市）

明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他

「災害薬事コーディネーター養成研修会 本部研修会」に関する
打合せ

１１ 25 水 15:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、村松理事

静岡市薬剤師会「在宅訪問に関する研修会（中級編）」講演 １１ 25 水 20:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田常務理事

県薬「自衛消防訓練」 １１ 26 木 9:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 齋藤専務理事、事務局職員

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １１ 26 木 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県薬「平成27年度第17回正副会長会議」 １１ 26 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

浜松市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 26 木 20:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区）
小笠原常務理事、安達理事、栗原・下山・菅沼・寺本職
能対策委員会委員

東海北陸厚生局「保険薬局集団的個別指導」（中部） １１ 27 金 13:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

小笠原常務理事、青島職能対策委員会委員

県医師会「静岡県在宅医療推進センター『平成27年度第１回地
域包括ケア普及啓発セミナー』」

１１ 28 土 15:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 岡田・増田常務理事、山口理事他

第48回東海薬剤師学術大会「東海四県会長懇談会」 １１ 28 土 18:30 四日市都ホテル（三重県四日市市）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事、大塚事務局長

第48回東海薬剤師学術大会 １１ 29 日 10:00 四日市市文化会館（三重県四日市市）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他

富士市薬剤師会「第１回富士市衛生材料等供給体制に関する協
議会」

１１ 30 月 19:00 ホテルグランド富士（富士市） 伊藤 譲常務理事他

浜松市薬剤師会「在宅医療に関する中級研修会」講演 １１ 30 月 19:30 浜松市薬剤師会（浜松市中区） 曽布川医療連携推進委員会委員

県薬「平成27年度地域ブロック協議会」（西部） １１ 30 月 20:00 中東遠センター薬局（掛川市）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事、植常務理事他

日薬・愛媛県薬 「第65回全国学校薬剤師大会」 １２ 3 木
13:00
17:30

ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）
国際ホテル松山(愛媛県松山市)

細野副会長、伊藤譲常務理事
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文科省・愛媛県教育委員会他「平成27年度全国学校保健・安全
研究大会」

１２ 3.4 木.金 3/15:00
ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）（愛
媛県松山市）他

細野副会長、伊藤譲常務理事

ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会「平成27年度
第２回理事会」

１２ 3 木 19:15
静岡県立総合病院循環器病センター（静岡市
葵区）

秋山常務理事

日薬「平成27年度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」

１２ 4 金 13:00
ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター（東京
都新宿区）

明石会長、原田常務理事、大石県薬DI所長

鈴木梅太郎博士顕彰会理事会 １２ 5 土 12:10
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

明石会長

鈴木梅太郎博士顕彰会「第62回鈴木賞授与式」 １２ 5 土 13:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

明石会長

静岡県立大学「平成27年度ＯＳＣＥ本試験」 １２ 5 土 9:00 静岡県立大学（静岡市駿河区）
松山副会長、秋山・伊藤 譲・植・原田常務理事、安達
理事

県薬「平成27年度第１回災害対策委員会」 １２ 5 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、小西常務理事、村松・鈴木・服部理事、髙橋災
害対策委員会委員長、貴田災害対策委員会副委員長他

県薬事課「平成27年度第２回薬学講座検討委員会」 １２ 8 火 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事

県薬「平成27年度第３回学校保健部会議」 １２ 8 火 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第785回幹事会」 １２ 9 水 15:00
社会保険診療報酬支払基金静岡支部（静岡市
駿河区）

明石会長

伊東市薬剤師会「在宅訪問に関する中級研修会」講演 １２ 9 水 19:00 生涯学習センターひぐらし会館（伊東市） 岡田常務理事

県薬「平成27年度第18回正副会長会議」 １２ 10 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第10回理事会」 １２ 10 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事他

静岡県立総合病院先端医学棟建設工事安全祈願祭 １２ 11 金 11:00 静岡県立総合病院（静岡市葵区） 明石会長

日本アンチ・ドーピング機構「平成27年度スポーツ庁委託事業
第２回加盟団体連絡会議兼ドーピング防止研修会」

１２ 11 金 18:00 ベルサール東京日本橋（東京都中央区） 明石会長、伊藤 譲常務理事

県医療政策課「平成27年度第４回地域医療構想策定作業部会」 １２ 11 金 18:00 静岡第一ホテル（静岡市駿河区） 細野副会長

小笠袋井薬剤師会「第２回小笠地区衛生材料等供給体制に関す
る協議会」

１２ 11 金 19:30 中東遠センター薬局（掛川市） 加藤職能対策委員会委員他

県薬「薬剤師復職支援事業 第２回研修会（座学）」 １２ 12 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、齋藤専務理事、伊藤 譲・原田常務理事他

県薬「第３回衛生材料等供給体制に関する協議会の事前打合
せ」

１２ 12 土 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員

静岡県立大学薬学部「実務実習発表会」 １２ 13 日 9:30 静岡県立大学 （静岡市駿河区） 松山副会長

県薬「薬局薬剤師のスキルアップ研修（第２回）『平成27年度
在宅医療に関する上級研修会』」

１２ 13 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、岡田・小笠原・増田・山田常務理事、村
松・山口理事他

富士市薬剤師会「第２回富士市衛生材料等供給体制に関する協
議会」

１２ 14 月 19:00 ホテルグランド富士（富士市） 岡田常務理事他

東海北陸厚生局「平成27年度第21回保険薬局個別指導」（西
部）

１２ 15 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 増田常務理事、安達理事

東海北陸厚生局「平成27年度第22回保険薬局個別指導」（中
部）

１２ 16 水 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 小笠原・植常務理事

県薬「平成27年度監事中間監査」 １２ 17 木 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 鈴木・戸塚監事、明石会長、三浦副会長

静岡市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １２ 17 木 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 小笠原・植常務理事

日本アンチ・ドーピング機構「平成27年度スポーツ庁委託事業
第３回加盟団体連絡会議兼ドーピング防止研修会」

１２ 18 金 18:00 新大阪丸ビル別館（大阪市東淀川区） 大石県薬DI所長

県薬「第３回衛生材料等供給体制に関する協議会」 １２ 18 金 18:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員他

県薬「第２回保険薬局会費見直しに関する特別委員会」 １２ 19 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、齋藤専務理事、秋山・小西常務理事、鈴
木・村松理事他

県薬事課・県薬「平成27年度災害薬事コーディネーター養成研
修会 本部研修会」

１２ 20 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦副会長、齋藤専務理事、小西常務
理事他

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １２ 22 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県医療政策課「平成27年度第２回医療審議会」 １２ 22 火 16:00
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

明石会長、細野副会長

県薬「平成27年度第３回学術情報部会議」 １２ 22 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、伊藤 譲・植・原田常務理事

県議会議員の「みんなで取り組む健康長寿条例（案）」の説明
に係る面談

１２ 24 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

県薬「平成27年度第19回正副会長会議」 １２ 24 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

焼津市薬剤師会「第２回焼津市衛生材料等供給体制に関する協
議会」

１２ 25 金 19:00 焼津市医師会館（焼津市） 細野副会長他

仕事納めの式 １２ 28 月 12:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

仕事始めの式 １ 4 月 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

静岡新聞社・静岡放送「新春祝賀会」 １ 4 月 16:30 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 明石会長

新年挨拶回り １ 5 火 13:30 静岡県庁（静岡市葵区） 明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第786回幹事会」 １ 6 水 16:00
社会保険診療報酬支払基金静岡支部（静岡市
駿河区）

明石会長

県介護保険課「市町介護保険・高齢者保健福祉担当者会議」 １ 7 木 13:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

齋藤専務理事

県薬「平成27年度第１回組織・会員委員会」 １ 7 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、齋藤専務理事、小西常務理事、服部・村松
理事、澤井組織・会員委員会委員長他

薬学教育評価機構「第８回評価者研修会」 １ 9.10 土.日
9/13:00

クロス・ウェーブ府中（東京都府中市） 植常務理事

県薬「薬剤師復職支援事業 第３回研修会（座学）」 １ 9 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、増田・伊藤 譲・岡田・小
笠原常務理事
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日薬「平成27年度第４回都道府県会長協議会」 １ 13 水 13:00
富士・国保連ビル（日薬会議室）（東京都新
宿区）

明石会長、石川副会長

日薬賀詞交歓会 １ 13 水 17:30 明治記念館（東京都港区） 明石会長、石川副会長

北駿薬剤師会「在宅訪問に関する入門研修会」講演 １ 13 水 19:30 御殿場市民交流センター（御殿場市） 池田医療連携推進委員会委員

県薬「平成27年度第20回正副会長会議」 １ 14 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第11回理事会」 １ 14 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、 石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事他

県薬「第２回静岡県薬剤師会会報『しずおか』見直しに関する
ワーキンググループ会議」

１ 14 木 18:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、小西常務理事、服部・鈴木・村松理事他

県薬「平成27年度第１回生涯学習委員会・薬学生実務実習委員
会合同会議」

１ 14 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
松山副会長、伊藤邦彦・伊藤 譲・植・原田常務理事、
安達理事

県社会福祉協議会「『静岡県健康福祉推進ネットワーク事業』
に係る多職種連携広域会議」

１ 14 木 19:00 プラサヴェルデ(沼津市) 佐藤沼津薬剤師会副会長、芹澤北駿薬剤師会会長

静岡県地震対策オペレーション訓練2016（大規模図上訓練） １ 15 金 －
静岡県庁西館（静岡市葵区、）西部保健所
（磐田市）

石川・三浦副会長、村松理事

県薬「平成27年度第３回災害情報伝達訓練（図上訓練）」 １ 15 金 － 静岡県薬剤師会館他（静岡市駿河区他）

藤枝薬剤師会新年会 １ 16 土 18:00 藤枝四川飯店＆ガーデンズ（藤枝市） 明石会長

静岡市薬剤師会新年会 １ 16 土 19:00 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 石川副会長

薬学教育協議会「全国薬学教育者アドバンストワークショッ
プ」

１ 17 日 10:00 帝京大学薬学部（東京都板橋区） 松山副会長

日本薬局協励会静岡支部新年大会 １ 17 日 12:30 静岡第一ホテル（静岡市駿河区） 明石会長

県薬「薬局薬剤師のスキルアップ研修（第３回）『平成27年度
医療連携推進研修会』」

１ 17 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、伊藤 譲・植・原田常務理事、安達理事他

県薬「衛生材料等供給体制の方向性に関する打合せ会」 １ 18 月 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員他

富士市薬剤師会「第３回富士市衛生材料等供給体制に関する協
議会」

１ 18 月 19:00 ホテルグランド富士（富士市） 岡田常務理事他

東海北陸厚生局「平成27年度第23回保険薬局個別指導」（中
部）

１ 20 水 13:00 清水合同庁舎(静岡市清水区) 石川副会長

県薬「認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ等に関する
静岡県立大学薬学部との打合せ」

１ 20 水 19:00 静岡県立大学 （静岡市駿河区） 松山副会長

県生活科学検査センターとの打合せ １ 21 木 13:00
静岡県生活科学検査センター焼津検査所（焼
津市）

明石会長、秋山常務理事

県歯科医師会「平成27年度第２回静岡県8020推進住民会議」 １ 21 木 15:00 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長

県医師会「国民医療を守るための静岡県総決起大会」 １ 21 木 18:30 静岡県医師会館（静岡市葵区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

静岡県知事と静岡県三師会との行政懇談会 １ 22 金 18:30 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第２回災害対策委員会」 １ 23 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、小西常務理事、村松・鈴木・服部理事、髙橋災
害対策委員会委員長、貴田災害対策委員会副委員長他

県薬事課「健康づくり拠点薬局推進のための検討会（第３
回）」

１ 23 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・増田・
山田常務理事、服部理事

県薬「平成27年度地域ブロック協議会」（中部） １ 23 土 18:30 パルシェJR静岡駅ビル（静岡市葵区）
石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事、秋山常
務理事他

県薬「平成27年度第２回高度管理医療機器等の販売業等に係る
継続研修会」

１ 24 日 14:00 静岡商工会議所会館（静岡市葵区） 松山副会長、伊藤 譲常務理事他

焼津市薬剤師会「第３回焼津市衛生材料等供給体制に関する協
議会」

１ 25 月 19:00 焼津市医師会館（焼津市） 伊藤 譲常務理事他

東海北陸厚生局「平成27年度第24回保険薬局個別指導」（西
部）

１ 26 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎(浜松市中区) 植・増田常務理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １ 26 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

藤枝薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １ 26 火 19:15 藤枝市民会館（藤枝市） 植常務理事、服部理事

熱海薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 １ 26 火 19:30 熱海市いきいきプラザ（熱海市）
岡田・山田常務理事、鈴木理事、岡部職能対策委員会委
員

県薬「第１回平成28年度予算ヒアリング」 １ 28 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、齋藤専務理事、秋山常務理事

県薬「平成27年度第21回正副会長会議」 １ 28 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県社会福祉協議会「『静岡県健康福祉推進ネットワーク事業』
に係る多職種連携広域会議」

１ 28 木 19:00 袋井商工会議所（袋井市）
小笠原小笠袋井薬剤師会副会長、白尾磐田薬剤師会副会
長

榛原薬剤師会「在宅医療に関する入門研修会」講演 １ 28 木 19:30 榛原医師会館（牧之原市） 河西医療連携推進委員会委員

東海北陸厚生局「平成27年度第25回保険薬局個別指導」（東
部）

１ 29 金 13:00 静岡県富士総合庁舎(富士市) 山田常務理事、鈴木理事

県薬事課「平成27年度静岡県薬事審議会」 １ 29 金 14:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 明石会長、細野副会長

小笠袋井薬剤師会「第３回小笠地区衛生材料等供給体制に関す
る協議会」

１ 29 金 19:30 掛川グランドホテル（掛川市） 加藤職能対策委員会委員他

東海臨床薬学教育連携センター「東海薬学教育コンソーシアム
運営委員会」

１ 30 土 11:00
名城大学名駅サテライト(MSAT)(名古屋市中
村区)

伊藤 譲常務理事

浜松市薬剤師会「曽布川和則先生 市勢功労賞受賞を祝う会」 １ 30 土 15:00
オークラアクトシティーホテル浜松（浜松市
中区）

三浦副会長

県医師会「平成27年度社会保険研修会・医療政策研究会」 １ 30 土 15:15 静岡県医師会館（静岡市葵区） 秋山・小西・増田常務理事

東海四県薬剤師会長・ 日薬代議員及び事務局長会議 １ 30 土 15:30 名鉄グランドホテル（名古屋市中村区）
明石会長、石川・細野・松山副会長、齋藤専務理事、大
塚事務局長

県薬「平成27年度第３回薬歴管理に関する研修会」 １ 30 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 植・岡田常務理事、安達・服部理事他

県薬「平成27年度第２回地域・職域連絡協議会」 １ 31 日 13:00 クーポール会館（静岡市葵区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他
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新年賀詞交歓会 １ 31 日 17:30 クーポール会館（静岡市葵区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他

富士市薬剤師会「第４回富士市衛生材料等供給体制に関する協
議会」

２ 1 月 19:00 ホテルグランド富士（富士市） 細野副会長、加藤職能対策委員会委員他

県健康増進課「平成27年度ふじのくに健康増進計画推進協議会
たばこ・アルコール・薬物部会」

２ 3 水 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 秋山常務理事

日薬「平成27年度実務実習受入に関する東海地区ブロック会
議」

２ 3 水 14:30 名鉄グランドホテル（名古屋市中村区） 明石会長、松山副会長、植常務理事、安達理事

県薬「平成27年度第22回正副会長会議」 ２ 4 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第12回理事会」 ２ 4 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他

県歯科医師会「在宅歯科医療推進室運営委員会」 ２ 4 木 15:10 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 細野副会長

県薬「平成27年度第４回職能対策部会議」 ２ 4 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・増田・
山田常務理事、安達・鈴木・服部理事

日薬「平成27年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修
会」

２ 5 金 10:00
富士・国保連ビル（日薬会議室）（東京都新
宿区）

大石県薬DI所長

日本製薬工業協会「くすり相談対応検討会フォーラム」 ２ 6 土 13:00
野村コンファレンスプラザ日本橋（東京都中
央区）

大石県薬DI所長

県薬「平成27年度調剤過誤防止・医療安全管理講習会」 ２ 6 土 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川副会長、山田・岡田・小笠原・植・増田
常務理事、鈴木・服部理事他

県薬「平成27年度第２回学校薬剤師委員会」 ２ 7 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事他

県歯科医師会「平成27年度8020推進・静岡大会in下田2016」 ２ 7 日 13:00 下田市民文化会館（下田市） 三浦副会長

県薬「平成27年度第２回地域薬剤師会学校薬剤師担当者会議」 ２ 7 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲
常務理事、山口理事他

県医療政策課「静岡県地域医療構想研修会『地域医療構想が目
指すもの』」

２ 7 日 14:00 浜松市福祉交流センター（浜松市中区） 村松理事

県薬「第３回『薬学講座資料』改訂ワーキンググループ会議」 ２ 7 日 15:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、秋山・伊藤 譲常務理事、
山口理事他

県長寿政策課「ふじのくに安心地域支え合い体制づくり県民会
議」

２ 8 月 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」 ２ 10 水 13:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

植常務理事

北駿薬剤師会「在宅医療に関する中級研修会」講演 ２ 10 水 19:30 御殿場市民交流センター（御殿場市） 山田常務理事

県薬「薬局薬剤師のスキルアップ研修（第４回）『平成27年度薬局薬
剤師のコミュニケーションスキルアップ研修会』」

２ 11 木 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・増田・山田常務理
事、服部・安達・鈴木理事他

日薬「平成27年度生涯学習担当者全国会議」 ２ 11 木 13:00
富士・国保連ビル（日薬会議室）（東京都新
宿区）

原田常務理事

第52回静岡県公衆衛生研究会 ２ 12 金 10:00 グランシップ（静岡市駿河区） 岡田常務理事（発表者）、齋藤専務理事

県病院協会「平成27年度第３回理事会」 ２ 12 金 16:00 静岡県産業経済会館（静岡市葵区） 松山副会長

県薬事課「健康づくり拠点薬局推進のための検討会（第４
回）」

２ 13 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・増田・
山田常務理事、服部理事他

野口博司教授定年退職記念祝賀会 ２ 13 土 18:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 明石会長

県薬事課・県薬「平成27年度災害薬事コーディネーター養成研
修会 地域研修会」（西部地区）

２ 14 日 10:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区） 三浦副会長他

永田泰造先生の藍綬褒章受章を祝う会 ２ 14 日 12:00 帝国ホテル（東京都千代田区） 明石会長

安定ヨウ素剤の事前配布に関する静岡県地域医療課等との打合
せ

２ 16 火 11:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長

県地域医療課「平成27年度第２回静岡県救急・災害医療対策協
議会」

２ 16 火 16:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 三浦副会長

日薬「平成27年度学校薬剤師部会全国担当者会議」 ２ 17 水 13:30
富士・国保連ビル（日薬会議室）（東京都新
宿区）

秋山常務理事、山口理事

富士市薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 ２ 17 水 19:00 富士市フィランセ（富士市）
石川副会長、植・山田常務理事、服部理事、渡辺・板
井・岡本職能対策委員会委員

日薬「平成27年度地域医療・地域保健担当者全国会議」 ２ 18 木 12:30
ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター（東京
都港区）

齋藤専務理事、岡田・増田常務理事

県学校保健会「平成27年度第２回理事会」 ２ 18 木 13:30 静岡県教育会館（静岡市葵区） 細野副会長、秋山常務理事

県医療政策課「第５回地域医療構想策定作業部会」 ２ 18 木 16:00 静岡第一ホテル（静岡市駿河区） 細野副会長

富士宮市薬剤師会「在宅医療に関する中級研修会」講演 ２ 18 木 19:30 クリスタルホールパテオン（富士宮市） 細野副会長

東海北陸厚生局「平成27年度第26回保険薬局個別指導」（中
部）

２ 19 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 植常務理事

東海地区調整機構「平成27年度第２回東海地区調整機構委員
会・小委員会合同会議」

２ 20 土 14:00 名城大学（名古屋市天白区） 松山副会長

県医師会「平成27年度介護保険研修会」 ２ 20 土 15:15 静岡県医師会館（静岡市葵区） 小西常務理事

県薬「平成27年度地域薬剤師会災害対策担当者会議」 ２ 21 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、三浦副会長、小西常務理事、村松・鈴木・服
部理事他

県薬「平成27年度第３回臨床体験実習アドバンス編」 ２ 21 日 13:00 静岡県立大学（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、山田・岡田常務理事、山口理事
他

県医療政策課「静岡県地域医療構想研修会『地域医療構想が目
指すもの』」

２ 21 日 14:00 ニッセイ静岡駅前ビル（静岡市葵区） 小笠原常務理事

齊藤睿先生の旭日双光章受章を祝う会 ２ 21 日 17:30 ホテルイースト21東京（東京都江東区） 明石会長

静岡県立大学薬学部実務実習協議会 ２ 22 月 15:00 静岡県立大学 （静岡市駿河区） 松山副会長、植常務理事

小笠袋井薬剤師会「第４回小笠地区衛生材料等供給体制に関す
る協議会」

２ 22 月 19:30 掛川グランドホテル（掛川市） 伊藤 譲常務理事他

東海北陸厚生局「平成27年度第27回保険薬局個別指導」（西
部）

２ 23 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 安達理事、髙野職能対策委員会委員
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ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会「平成27年度
第３回理事会・総会」

２ 23 火 19:15 静岡県立総合病院（静岡市葵区） 秋山常務理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ２ 24 水 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

焼津市薬剤師会「第４回焼津市衛生材料等供給体制に関する協
議会」

２ 24 水 19:00 焼津市医師会館（焼津市） 加藤職能対策委員会委員他

県薬「第２回平成28年度予算ヒアリング」 ２ 25 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、齋藤専務理事、秋山常務理事

県薬「平成27年度第23回正副会長会議」 ２ 25 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

東海北陸厚生局「保険薬剤師集団指導」 ２ 26 金 13:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

増田常務理事、浅野職能対策委員会委員

厚労省「平成27年度医薬分業指導者協議会」 ２ 26 金 13:00 厚生労働省（東京都千代田区） 植・山田常務理事

県薬「平成27年度第２回代議員選挙管理委員会」 ２ 26 金 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、小西常務理事、服部理事、金沢代議員選挙管理
委員会委員長、松本代議員選挙管理委員会副委員長他

歯科医師・薬剤師認知症対応力向上研修 伝達講習会 ２ 27 土 13:00
フクラシア品川クリスタルスクエア（東京都
港区）

山田常務理事

県薬「衛生材料等供給体制に関する地域協議会担当者連絡会」 ２ 27 土 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
細野副会長、齋藤専務理事、岡田常務理事、加藤職能対
策委員会委員他

県薬「平成27年度地域薬剤師会一般用医薬品担当者会議」 ２ 28 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川副会長、岡田・小笠原・植・山田常務理
事、安達・鈴木・服部理事他

県医療政策課「静岡県地域医療構想研修会『地域医療構想が目
指すもの』」

２ 28 日 14:00 プラサヴェルデ(沼津市) 細野副会長

県薬「平成27年度一般用医薬品販売に関する講習会」 ２ 28 日 14:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川副会長、岡田・小笠原・植・山田常務理
事、安達・鈴木・服部理事他

県生活科学検査センター「平成27年度理事会」 ３ 1 火 13:30 静岡市産学交流センター（静岡市葵区）
明石会長、石川・三浦副会長、戸塚監事、天野前常務理
事

県薬「第４回衛生材料等供給体制に関する協議会の事前打合
せ」

３ 1 火 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員他

県体協「平成27年度第２回スポーツ医・科学委員会」 ３ 2 水 18:45 静鉄ホテルプレジオ（静岡市葵区） 伊藤 譲常務理事、大石県薬DI所長

日薬「平成28年度調剤報酬改定等説明会」 ３ 5 土 13:00 航空会館（東京都港区） 植常務理事、鈴木理事

県医師会「静岡県在宅医療推進センター『平成27年度第３回在宅医療
支援のための研修会～在宅緩和ケア研修会～』」

３ 5 土 15:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 山口理事他

県薬「平成27年度地域薬剤師会薬局実務実習担当者会議」 ３ 6 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、植・伊藤邦彦常務理事、安達理事他

県薬「平成27年度認定実務実習指導薬剤師フォローアップ研修
会」

３ 6 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、植・伊藤邦彦常務理事、安達理事他

東海四県薬剤師会事務局長打合せ会 ３ 7 月 15:00 愛知県薬剤師会館（名古屋市中区） 大塚事務局長

静岡県立こども病院との打合せ会 ３ 7 月 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長

県生活科学検査センター「平成27年度評議員会」 ３ 8 火 13:30 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 明石会長、秋山常務理事

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第788回幹事会」 ３ 9 水 15:00
社会保険診療報酬支払基金静岡支部（静岡市
駿河区）

明石会長

県薬「平成27年度第24回正副会長会議」 ３ 10 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事

県薬「平成27年度第13回理事会」 ３ 10 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事他

県薬「第３回静岡県薬剤師会会報『しずおか』見直しに関する
ワーキンググループ会議」

３ 10 木 18:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、小西常務理事、服部・鈴木・村松理事他

静岡第一テレビ「お薬手帳」に関する取材 ３ 11 金 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長

日薬第86回臨時総会 ３ 12.13 土.日 12/10:00 ホテルイースト21東京 （東京都江東区） 明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長

県薬「平成27年度第２回職能対策委員会」 ３ 12 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田・小笠原・植・増田・山田常務理事、安達・鈴木・
服部理事他

県薬「平成27年度第１回地域薬剤師会社会保険担当者会議」 ３ 12 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田・小笠原・植・増田・山田常務理事、安達・鈴木・
服部理事他

鈴木勝彦先生 旭日小綬章受章祝賀会 ３ 12 土 18:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 明石会長

県薬「平成27年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会」 ３ 13 日 12:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 植常務理事、安達理事他

日薬「ドーピング防止対策委員会」 ３ 14 月 13:30
富士・国保連ビル（日薬会議室）（東京都新
宿区）

大石県薬DI所長

県医療政策課「平成27年度第３回医療審議会」 ３ 14 月 16:00
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

明石会長

県薬事課「平成27年度献血推進協議会」 ３ 15 火 14:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 細野副会長

県疾病対策課「平成27年度静岡県新型インフルエンザ等医療専
門家会議」

３ 15 火 18:30 パルシェＪＲ静岡駅ビル（静岡市葵区） 石川副会長

県薬「第４回衛生材料等供給体制に関する協議会」 ３ 15 火 18:30 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区）
明石会長、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・伊藤 譲
常務理事、加藤職能対策委員会委員他

静岡県社協「静岡県健康福祉推進ネットワーク会議」 ３ 16 水 18:30 静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区） 山田常務理事

平成27年度静岡県立大学 学部・大学院 学位記授与式 ３ 17 木 10:00 グランシップ（静岡市駿河区） 明石会長

県薬事振興会「平成27年度第４回理事会」 ３ 17 木 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、齋藤専務理事

県障害福祉課「平成27年度第２回静岡県社会福祉審議会障害者
福祉専門分科会審査部会」

３ 17 木 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 石川副会長

県薬事振興会「平成27年度臨時総会」 ３ 17 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、齋藤専務理事

県立静岡がんセンター「平成27年度第１回静岡県がん診療連携
協議会」

３ 17 木 18:30
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
（静岡市駿河区）

明石会長

沼津薬剤師会「平成27年度薬歴管理に関する研修会」 ３ 17 木 19:30
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

山田常務理事
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県長寿政策課「ふじのくに健康寿命日本一推進県民会議」 ３ 18 金 13:30 静岡県庁本館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

県腎臓バンク「第16回理事会」 ３ 18 金 15:30
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
（静岡市駿河区）

石川副会長

県健康増進課「ふじのくに健康増進計画推進協議会」 ３ 22 火 15:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 明石会長

県薬「第94回臨時総会議事運営打合せ会」 ３ 22 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
熊谷総会議長、成岡総会副議長、明石会長、石川・三浦・細
野・松山副会長、齋藤専務理事、小西常務理事、服部理事

県生活科学検査センター「評議員選定委員会」 ３ 23 水 13:30 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 明石会長、秋山常務理事、天野前常務理事

県疾病対策課「平成27年度静岡県がん対策推進協議会」 ３ 23 水 15:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 明石会長

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」（中部） ３ 24 木 19:00 静岡市民文化会館(静岡市葵区)
石川副会長、小笠原・岡田・植・山田常務理事、安達・
鈴木・服部理事他

県薬「平成28年度調剤報酬改定に関する説明会」（中部） ３ 24 木 20:00 静岡市民文化会館(静岡市葵区)
石川副会長、小笠原・岡田・植・山田常務理事、安達・
鈴木・服部理事他

県薬「職能対策部事業に関する打合せ」 ３ 27 日 12:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・小笠原・植・増田・
山田常務理事、安達・服部理事

県薬「第94回臨時総会」 ３ 27 日 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事、熊谷総会議長、成岡総会副議長他

県薬「平成27年度第６回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

３ 28 月 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 原田常務理事、大石県薬DI所長他

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」（西部） ３ 28 月 19:00 浜松市浜北文化センター(浜松市浜北区) 石川副会長、小笠原・植・増田常務理事、安達理事他

県薬「平成28年度調剤報酬改定に関する説明会」（西部） ３ 28 月 20:00 浜松市浜北文化センター(浜松市浜北区) 石川副会長、小笠原・植・増田常務理事、安達理事他

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ３ 29 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」（東部） ３ 29 火 19:00 プラサヴェルデ(沼津市)
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・植・山田常務理事、
鈴木理事他

県薬「平成27年度第３回代議員選挙管理委員会」 ３ 29 火 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
三浦副会長、小西常務理事、服部理事、金沢代議員選挙管理
委員会委員長、松本代議員選挙管理委員会副委員長他

県薬「平成28年度調剤報酬改定に関する説明会」（東部） ３ 29 火 20:00 プラサヴェルデ(沼津市)
石川副会長、齋藤専務理事、岡田・植・山田常務理事、
鈴木理事他

県薬と全国健康保険協会静岡支部との「静岡県民の健康づくりの推進
に向けた相互連携に関する協定」の締結式

３ 31 木 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川副会長、齋藤専務理事

県薬「平成27年度第25回正副会長会議」 ３ 31 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理
事
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平成27年度事業報告附属明細書 
 
平成27年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34

条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないの

で作成しない。 
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