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平成 28 年度 事業報告 

 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成 25 年 12

月 13 日公布・施行）に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築す

るとともに、地域包括ケアシステムの構築を通じて地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するため、医療介護総合確保推進法、医療法、介護保険法等の関係法

律について所要の整備等が行われた。  
医療提供体制については、平成 26 年 10 月から病床機能報告制度が開始され、都道

府県はこれを基に医療計画において地域医療構想を策定。また、地域包括ケアシステ

ムの構築に関しては、介護保険法の改正により、「在宅医療・介護の連携推進」が介護

保険制度上の地域支援事業として位置付けられ、平成 27 年度以降、全国市町村が主体

となって恒久的に実施されることになった。 

こうした中、厚生労働省は平成 27 年 10 月に公表した「患者のための薬局ビジョン」

を推進することで、地域包括ケアシステムの中で、かかりつけ薬剤師・薬局が地域の

チーム医療の一員として、服薬情報の一元的・継続的な把握や在宅での対応を含む薬

学的管理・指導等の機能を果たしていくことを目的に、平成 28 年度より「患者のため

の薬局ビジョン推進事業」を実施している。具体的には、患者のための薬局ビジョン

実現のためのテーマ別モデル事業として、四つのメニュー（a.地域全体のかかりつけ

薬剤師・薬局機能強化のための連携推進事業、b.多職種連携による薬局の在宅医療サ

ービスの推進事業、c.電子版お薬手帳を活用した地域の先進的な健康サポート推進事

業、d.薬局・薬剤師によるアウトリーチ型健康サポート推進事業）についての公募が

行われ、平成 28 年度は採択された 32 都道府県において都道府県薬剤師会等と連携し

た事業が実施されており、静岡県はモデル事業として「薬局・薬剤師によるアウトリ

ーチ型健康サポート推進事業」を計画し、本会が受託して実施したところである。 

また、厚生労働省は「患者のための薬局ビジョン」の策定・公表を受け、平成 28 年

度予算事業において、全ての薬局が自ら主体的にかかりつけ機能を発揮するべく取り

組んでいくための「『患者のための薬局ビジョン』実現のためのアクションプラン検討

委員会報告書～かかりつけ薬剤師・薬局となるための具体的な取組集～」を公表して

いる。全ての薬局、関係団体、行政等が「患者のための薬局ビジョン」の実現に向け

た具体的な取組が実施できるよう、薬剤師・薬局が抱える現状の課題とその解決のた

めの方策、参考となる事項を纏めたものであるが、内閣府経済財政諮問会議による経

済・財政再生計画改革行程表において、医薬分業の質を評価するため、ＫＰＩ（指標：

Key Performance Indicators）を設定しその進捗管理を行うことが求められているこ

とから、併せて薬局の全国的な進捗状況を把握するためのＫＰＩの設定も検討されて

おり、具体的には、①服薬情報の一元的・継続的把握に関する指標、②24 時間対応・

在宅対応に関する指標、③医療機関等との連携に関する指標、④薬学的管理・指導の



取組を評価できる指標など、検討委員会では、アンケート調査結果や自治体へのヒア

リング等を基に、既に設定されているＫＰＩ以外に、薬剤師・薬局のかかりつけとし

ての機能を評価するため、厚生労働省として全国的に把握すべきＫＰＩについて検討

し、厚生労働省に対して提案している。 

一方、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、地域住民による主体的な健

康の維持・増進を積極的に支援する薬局が、平成 28 年４月１日より「健康サポート薬

局」として医薬品医療機器等法上において位置付けられた。健康サポート薬局は、か

かりつけ薬剤師・薬局の機能を基本に、医薬品等の安全・適正な使用に関する助言を

行い、健康の維持・増進に関する相談を受け付け、かかりつけ医等の専門職種や関係

機関と連携して地域住民の健康をサポートし、地域の薬局への情報発信に取り組む薬

局である。本会では、健康サポート薬局に「常駐する薬剤師の資質に係る所定の研修」

の実施機関である日本薬剤師会及び日本薬剤師研修センターが合同で実施する当該研

修の実施機関として、平成 28 年８月より、「技能習得型研修Ａ・Ｂ」の提供を開始し

たところである。 

医薬分業制度については、その本旨を推進していくことが明確となったものの、保険

薬局の構造上・経営上の独立性の取り扱いについては、「保険医療機関及び保険医療養

担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について（平成28

年３月31日 保医発0331第６号）が、平成28年10月１日から適用された。薬物療法におけ

る安全性・有効性を効果的に確保するためには、 処方せんの確認と調剤は、医療機関か

ら独立した薬局において実施されるべきものであり、保険薬局の指定に当っては、今後

も当該通知の厳格適用を求めていく。また、患者が使用する医薬品の一元的・継続的な

薬学管理指導を担い、薬と健康等に関する多様な相談に対応し、地域に必要な医薬品等

の供給体制を確保する、かかりつけ薬剤師・薬局の普及推進を図るとともに、地域包括

ケアシステムを踏まえた地域の薬剤師と病院（診療所）薬剤師及び関係職種との連携を

一層推進していく。 

調剤報酬体系については、薬剤師を取り巻く厳しい環境の中、昨年４月に調剤報酬の

改定が実施された。平成28年度改定は、薬局の組織形態や受け入れ処方せんの枚数など

を基準とし、新たな算定要件に基づいて調剤基本料にかかる整理が行われた。その反面、

薬剤師が実施した調剤業務は、勤務施設に関わらず、公平な評価とする報酬上の工夫が

なされており、こうした評価軸の変化は超高齢社会における地域包括ケアシステムの中

で求められるかかりつけ薬剤師・薬局を強く意識したもので、薬局の「立地から機能へ」

「門前から地域へ」という期待に応える保険調剤業務を目指したものと思える。 

平成 28 年度はこれらの課題に取り組むとともに、日本薬剤師会及び地域・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ために、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

（集合研修 283 件）を行うとともに、「研修認定薬剤師」の新規認定 1,048 名、更

新認定 315 名、計 1,363 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 28 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 28 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）臨床及び疫学研究に関する倫理審査に係わる検討委員会設置の検討 

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（文部科学省・厚生労働省告

示）が平成 26 年 12 月 22 日公布、平成 27 年４月１日より施行されたことにより、



今後の臨床・疫学研究は本指針に則って進めることが求められており、薬剤師が

活動する分野の研究においても、学会発表、論文投稿の対象となるものは、倫理

審査が必要か否かの判断、並びに必要なものは倫理審査が必須。そのため、臨床・

疫学研究に関する倫理審査委員会の設置について検討を行った。 

（６）地域薬剤師会生涯学習担当者会議の開催 

４月３日（日）、静岡県薬剤師会館にて担当者会議を開催した。 

日本薬剤師会生涯学習支援システム「ＪＰＡＬＳ」の新しい試みとして、クリ

ニカルラダーレベル５又は６の利用者を対象とした『専門分野別学識試験』の内

容を説明するとともに、臨床・疫学研究に関する倫理審査等について説明した。 

平成 29 年３月 31 日現在のＪＰＡＬＳ登録者数は全国で 29,096 人、うち静岡県

内は 720 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１ 185 人 

レベル２ 198 人 

レベル３ 12 人 

レベル４ 50 人 

レベル５ 275 人 

計 720 人 

２ 薬剤師養成のための薬学教育への対応 

（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 62 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）」を開催

した。 

開催日：３月 19 日（日）・20 日（月・祝） 

場所：静岡県立大学（静岡市駿河区） 

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 

認定実務実習指導薬剤師の新規申請者を対象とした「講座ア・イ・ウ・オ」と、

更新申請者対象の「講座カ」を開催した。 

［講座ア・イ・ウ・オ］ 

開催日 場 所 参加者数

６月 12 日（日） 静岡県薬剤師会館 １０名 

11 月 12 日（土） 沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター １０名 

12 月４日（日） 浜松市市民協働センター １３名 

［講座カ］ 

開催日 場 所 参加者数

６月 12 日（日） 静岡県薬剤師会館 ５名 

11 月 19 日（土） 沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター ３名 

12 月４日（日） 浜松市市民協働センター １３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 

平成 31 年度から改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠した成果基盤型



教育（ＯＢＥ）対応実務実習の開始が予定されていることから、改訂以前の認定

実務実習指導薬剤師養成ワークショップを受講された認定実務実習指導薬剤師を

対象に、今後の実務実習のあり方について理解を深めていただくための「認定実

務実習指導薬剤師アドバンストワークショップ」を開催した。  
［認定実務実習指導薬剤師アドバンストワークショップ］ 

開催日：３月５日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①開会式・プレアンケート 

②オリエンテーション 

③カリキュラムプラニング（学習成果基盤型教育における目標とは／パ

フォーマンスを測る教育評価とは） 

④ＳＧＤ～発表・討論 

⑤コーヒーブレイク 

⑥カリキュラムプラニング（真に参加型と呼べる学習方略とは） 

⑦ ＳＧＤ～発表・討論 

⑧ ポストアンケート・今日の評価～閉会式 

講師（チーフタスクフォース）：大阪大学大学院教授 平田收正 

受講者数：２５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 

調整機構委員会・小委員

会合同会議 
５月 14日（土） 名城大学 

松山副会長 

原田常務理事

安達理事 

トライアル実習実施に関

する説明会 
７月 23 日（土） 名城大学 安達理事 

実務実習施設調整小委員

会全体会議 
７月 30 日（土） 名城大学 松山副会長 

調整機構委員会・小委員

会合同会議 
２月 25 日（土） 名城大学 原田常務理事

 

（５）地域薬剤師会薬局実務実習担当者会議の開催 

３月５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 28 年度の現状報告及び平成 29 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、薬局実務実習に関する質疑

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 28 年度は 89 薬局において 131 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 20 日（月） 

場所：静岡県立大学 

出席者：松山副会長、植・伊藤邦彦常務理事、安達理事 

イ 平成 28 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７日（水） 
田方、沼津、清水、静岡、焼津、藤枝、

小笠袋井、浜松 
５９名 

12 月 14 日（水）
沼津、富士、清水、静岡、焼津、藤枝、

榛原、磐田 
５９名 

 

ウ 実務実習発表会への参加 

12 月４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明石会長が出席した。 

エ ＯＳＣＥ（客観的臨床能力試験）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 12 日（土） 

場所：静岡県立大学（静岡市駿河区） 

評価者：秋山・伊藤譲・植常務理事、安達理事他 

［静岡県立大学薬学部ＯＳＣＥ本試験］ 

実施日：12 月 10 日（土） 

場所：静岡県立大学（静岡市駿河区） 

評価者：秋山・伊藤譲・植常務理事、安達理事他 

［新コアカリキュラム対応 薬学共用試験ＯＳＣＥ課題トライアル］ 

実施日：１月 28 日（土） 

場所：静岡県立大学（静岡市駿河区） 

評価者：伊藤譲・植常務理事、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 

［静岡県立大学薬学部 静薬創立 100 周年 記念講演会・シンポジウム］ 

実施日：７月 16 日（土） 

場所：静岡県立大学（静岡市駿河区） 

出席者：明石会長 

［静岡県立大学薬学部 静薬創立 100 周年 記念式典・記念祝賀会］ 

実施日：７月 17 日（日） 

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 

［静岡県立大学創立 30 周年記念式典・レセプション］ 



実施日 11 月８日（火） 

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 

［静岡県立大学薬学部・薬食生命科学総合学府・薬学研究院学位記伝達式］ 

実施日：３月 17 日（金） 

場所：静岡県立大学（静岡市駿河区） 

出席者：明石会長 

（７）改訂モデル・コアカリキュラムに基づく「認定実務実習指導薬剤師養成ワーク

ショップ」に対応する薬学教育協議会実施のタスクフォース研修等への協力 

病院・薬局実務実習東海地区調整機構による「タスクフォーススキルアップ研

修会」に参加した。 

［第１回］ 

実施日：５月 29 日（日） 

場所：名古屋市立大学（名古屋市瑞穂区） 

出席者：松山副会長他 

［第２回］ 

実施日：７月３日（日） 

場所：名城大学（名古屋市天白区） 

出席者：植常務理事、安達理事他 

（８）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が、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 28 年度東海薬学教育コンソーシアム運営委員会］ 

開催日：９月 24 日（土） 

場所：安保ホール（名古屋市中村区） 

［東海薬学教育コンソーシアムによる「東海地区で新しい実務実習実施検討ワー

クショップ」］ 

実施日：１月 29 日（日） 

場所：名古屋市立大学（名古屋市瑞穂区） 

出席者：安達理事 

 



３ 学術活動の推進 

（１）第 49 回日本薬剤師会学術大会（愛知大会）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 28 年度は、以下のとおり開催された。 

メインテーマ：プロフェッションを追及する～Best and beyond～ 

主催：日本薬剤師会、愛知県薬剤師会 

会期：10 月 9 日（日）～10 日（月・祝） 

会場：名古屋国際会議場（名古屋市熱田区） 

名古屋学院大学（名古屋市熱田区） 

参加登録者数：９，７７３人（一般９,５４３名、学生２３０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 浜松  月井英喜  浜松市薬剤師会  
薬局薬剤師の在宅業務を推進するため

の浜松市認定在宅医療・介護対応薬局

事業  

２ 浜松  尾関佳代子  杏林堂薬局／浜松医科

大学健康社会医学講座  
４年制薬剤師と６年制薬剤師の道徳的

感受性の違い  

３ 静岡  飯村智也  あおば薬局  ＯＤ錠の使用実態に関する患者アンケ

ート調査  

４ 沼津  曽根一倫  くるみ薬局藤井原店  

ＳＨＩＰＳ（静岡のよりよい在宅生活

を目指す薬剤師集団）の活動報告 他

職種連携下の残薬整理及び重複投薬相

互作用防止の取り組み  

[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 小笠袋井 鈴木登紀子 くじら薬局 
検査値確認への取り組みが患者にもた

らす効果 

２ 沼津 三澤 健 
(株)メディオ薬局 メデ

ィオ薬局根古屋店 

「アドバンストジェネリック」に対す

る保険薬剤師の認知度とその活用につ

いて 

３ 小笠袋井 箙 祐司 (株)南山堂 南山堂薬局 
日常的に発生するエラーの抑止と調剤

過誤対策の有効性 

４ 富士 渡邉範久 
(有 )ジョーブメディカ

ル このみ薬局広見店 

グループ薬局のヒヤリハット集計と今

後の課題 

５ 北駿 勝間田豊 アリス薬局下宿店 

アリス薬局グループ職員に対する一般

用医薬品相談・販売時の対応に関する

アンケート調査と情報提供に関する取

り組み 

６ 小笠袋井 飯塚 良 あすか薬局 
当薬局におけるセルフメディケーショ

ン支援に対する取組について 

７ 静岡 吉岡優子 
(有)静岡健康企画 たま

ち薬局 
かかりつけ薬剤師登録患者のまとめ 

８ 三島 髙野 茜 
(有)静岡健康企画 こと

ぶき薬局 

糖尿病薬ＳＧＬＴ２阻害薬ダバグリフ

ロジンの使用実態調査 

９ 島田 清水雅之 合同会社みどりや薬局 
2015 年しまだ大井川マラソンにおける

アンチドーピング意識調査 



10 県薬 DI 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

継続発行と評価～静岡県民の医療リテ

ラシーを高めるために～ 

11 病薬 富野浩充 
焼津市立総合病院薬剤

科／薬剤師通信 

薬剤師職の紹介を目的とした同人誌

「The Pharmasists' Heaven」の制作 

（２）第 49 回東海薬剤師学術大会（岐阜大会）への参加 

医療の 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 28 年度は、以下のとおり開催された。 

メインテーマ：「ここから始まる薬剤師新時代」～清流長良川からの飛翔～ 

主催：岐阜県薬剤師会 

共催：愛知県薬剤師会、静岡県薬剤師会、三重県薬剤師会 

開催日：11 月 27 日（日） 

会場：長良川国際会議場（岐阜市） 

岐阜都ホテル（岐阜市） 

参加者数：１,２８０人（静岡県１９２人、岐阜県４２３人、三重県２４５人、

愛知県４０７人、その他１３人） 

[シンポジウム／静岡県シンポジスト] 

№ 地域・職域等 発表者氏名 所 属 題 名 

1 島田  成岡厚英  成岡薬局井口店  開局薬剤師として市民のためにできる

こと  

[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 
医薬品販売時の情報提供に関するアン

ケート調査 

2 沼津 小松和季 アリス薬局松永店 
薬局における患者サービス向上のため

のアンケート調査と改善点 

3 沼津 鈴木智香子 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（第三回） 

4 富士 岡本郁美 福聚薬局 
抗不安剤導入によりアブストラル 舌下

錠の適正使用が得られた１症例 

5 富士 望月昌子 
フジイチ薬局木の宮

店 

臨床検査値を用いたお薬手帳の活用に

ついて 

6 静岡 榊原有美 すずらん薬局中村店 

在宅現場で薬局に期待する機能につい

て 医師・訪問看護師へのアンケート調

査 

7 静岡 加藤 剛 すずらん薬局沓谷店 

高齢者見守り事業を開始して  薬局

だからできる視覚障害者支援の取り組

み  

8 静岡 三室良子 
( 有 ) 静 岡 健 康 企 画

たまち薬局 
Ｈ.pylori 除菌結果の分析 

9 静岡 田畑尚子 
薬局メディスン中田

店 
お薬講座から見えてきたもの 



10 静岡 島田和彦 
わかくさ薬局東静岡

店 

ジェネリック医薬品の品質について～

バラツキに関する考察 2～ 

11 焼津 栗原武志 大覚寺薬局 
焼津市薬剤師会による地域活動支援の

取り組み 

12 榛原 増井良伸 
(株)はいやく 上住

吉薬局 

重複投薬・相互作用等防止加算から考え

られる薬剤師の役割 

13 小笠袋井 名倉尚宏 みやわき薬局 シダトレンの有用性と副作用について 

14 小笠袋井 栗田敏也 
(株)健康第一調剤薬

局 

薬局での健康フェスタへの取り組み及

び報告 

15 小笠袋井 箙 祐司 (株)南山堂 
調剤過誤の背景分析による再発防止策

の検討・実施について 

16 磐田 高柳ふみ枝 磐田センター薬局 
磐田センター薬局における多職種連携

の在宅医療への取り組み 

17 磐田 小湊順子 
(株)メディカルプラ

ニング秋桜薬局 

オレンジカフェに薬剤師として参加す

る意義 

18 浜松 池畑純一 三ヶ日ドリーム薬局 
南海トラフ地震を想定した浜松市薬剤

師会災害本部立ち上げ訓練 

19 浜松 下條浩史 神田いちご薬局 
医療関係者における抗体価検査の重要

性について 

20 浜松 飯山教好 レモン薬局住吉店 

在宅療養における簡易懸濁法の確認・説

明と多職種連携の重要性 ～ネキシウム

カプセルによるチューブ閉塞を経験し

て～ 

21 浜松 冨田淑美 
杏林堂薬局聖隷住吉

病院前店 

当薬局における疑義照会実施状況の分

析とその評価 

22 

薬 学 技 術

公 務 員 協

議会 

十河磨美 
静岡県賀茂健康福祉

センター 

賀茂地域の災害対策における薬剤師会

と当所の取組みについて 

23 

薬 学 技 術

公 務 員 協

議会 

村田和俊 
静岡県中部健康福祉

センター 

効率的な GMP 査察を目指して～リスク

ベース査察の試み～ 

24 

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 

指定薬物の検出と迅速な県民への情報

提供について 

25 県薬ＤＩ 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 

沼津薬剤師会 
沼津市立病院健康ま

つり 
沼津市立病院 12 月３日（土） 

藤枝薬剤師会 

リレー・フォーライ

フ・ジャパン 2016 静

岡における啓発活動 

リレー・フォーラ

イ フ ・ ジ ャ パ ン

2016 静岡 

９月 10 日（土） 

浜松市薬剤師会 

これで納得！ 

薬立つ講座 
浜松市薬剤師会 ９月 24 日（土） 

天竜産業観光まつり 浜松市天竜商工会 11 月 3 日（木・祝） 

浜北ふれあい広場 
浜松市社会福祉協

議会 
11 月 13 日（日） 

「 か か り つ け 薬 剤

師・薬局」市民啓発事

業 

浜松市薬剤師会 

11 月 17 日発刊「静岡

新聞びぶれ（西部版）」

に巻頭特集タイアップ

記事を掲載 

第 10 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 23 日（水・祝）

 

（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 10 月に厚生労働省より「患者のための薬局ビジョン」が公表され、

薬剤師及び薬局を取り巻く環境が大きく変化する中、「現状の医薬分業はこれま

で薬剤師会が目指してきた本来の姿とかけ離れている」「医薬分業の意義・目的

が必ずしも国民・患者に十分伝わっていない」といった指摘を踏まえ、医薬分業

の原点に立ち返り、現在の薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編することが打

ち出された。 

そのため、平成 28 年度も引き続き「かかりつけ薬剤師・薬局」のより一層の定

着を図る一斉行動を展開することになった。 

具体的には、各会員薬局において、①日薬作成の啓発ポスター（Ａ３サイズポ

スター／１薬局１枚）を掲出し、②ＰＲチラシ（Ａ５サイズ／１薬局 60 枚）を配

布するなどして来局者に「声かけ」していただくとともに、地域薬剤師会には各

種の健康イベントにおける「かかりつけ薬剤師・薬局」の啓発を依頼した。 

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 10 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 23 日（水・祝） 



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。 

平成 28 年度は、NSAIDs 等の皮膚用外用剤（15 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 

医薬品医療機器等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。以下のとおり開

催した。 

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（医薬品医療機

器等法施行規則第 168 条）／医療機器修理業の責任技術者（医薬品医療機器

等法施行規則第 194 条）／特定管理医療機器の販売業者等の営業所管理者

（医薬品医療機器等法施行規則第 175 条第２項） 

［第１回］ 

開催日：９月 11 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

受講者数：１１２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技師 小澤 裕 

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 22 日（日） 

場所：静岡商工会議所会館（静岡市葵区） 



受講者数：２２６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長 岡野幸次 

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：静岡県薬剤師会常務理事 山口宜子 

５ 健康サポート薬局推進事業の実施 

厚生労働省では、薬局・薬剤師の地域住民による主体的な健康の維持・増進の支

援（健康サポート）を推進するため、平成 26 年度にモデル事業「薬局・薬剤師を活

用した健康情報拠点薬局推進事業」を実施し、平成 27 年度には平成 26 年度事業で

把握した好事例を踏まえ、健康サポート機能を有する薬局の基準を作成するなど、

かかりつけ薬剤師・薬局機能を明確にし、将来に向けた薬局再編の姿を示す「患者

のための薬局ビジョン」を策定した。このため、平成 28 年度はビジョンの実現に資

するかかりつけ薬剤師・薬局機能の強化を図るためのモデル事業のメニューとして、

①地域全体のかかりつけ薬剤師・薬局機能強化のための連携推進事業、②多職種連

携による薬局の在宅医療サービスの推進事業、③電子版お薬手帳を活用した地域の

先進的な健康サポート推進事業、④薬局・薬剤師によるアウトリーチ型健康サポー

ト推進事業についての公募が行われ、静岡県はモデル事業として「薬局・薬剤師に

よるアウトリーチ型健康サポート推進事業」を計画し、静岡県薬剤師会が受託して

実施した。 

（１）地域健康課題等研修会の開催 

県下の薬局窓口で相談対応する薬剤師を対象に地域健康課題、健康づくり運動

をテーマとした資質向上のための研修会を開催し、薬局での個別相談や地域イベ

ント等にて実践した。 

開催日：９月 22 日（木・祝日） 

場所：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」 

テーマ 講師 

全
体
会 

患者のための薬局ビジョン 
静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課

薬事企画班専門主査 大橋 佳奈 

特定健診データ分析等による 

地域健康課題の状況 

静岡県健康福祉部医療健康局 

健康増進課課長 土屋 厚子 

みんなで実践する健康づくり

「ふじ 33 プログラム」の概要 

静岡県健康福祉部医療健康局 

健康増進課技監 佐藤 圭子 

分
科
会 

①喫煙 

「静岡県健康戦略－喫煙と生

活習慣病」 

田内内科医院医師 田内 一民 

②高血圧 

「高血圧症とその予防」 

鈴木循環器クリニック 

院長 鈴木 敬太 



③糖尿病 

「糖尿病とその予防」 
小松クリニック院長 小松 勝利 

受講者数：２１４名 

（２）特定健診データの健康課題への対応マニュアルの作成（卒煙チャレンジサポート

教室の開催） 

モデル地区において、あらかじめ医療関係者、行政機関、事業者等との連携を

図った上で、喫煙率の高い事業所に出向き、禁煙教室、健康相談を行うとともに、

薬局における個別指導により禁煙支援を行った。また、その結果を踏まえ、薬局

薬剤師向けの「卒煙チャレンジサポート教室実施マニュアル」を作成した。 

ア モデル地区：富士宮市薬剤師会 

イ 卒煙チャレンジサポート教室 

モデル地区内の薬局薬剤師間で卒煙指導知識を共有し、喫煙率が高い事業所等

において、卒煙を目的とした禁煙教室を開催した。 

（ア）薬局・薬剤師を対象とした説明会の開催 

日時：８月 20 日（土）16:30～20:00 

場所：クリスタルホールパテオン（富士宮市） 

対象：モデル地区内の薬局薬剤師（47 薬局 47 名） 

内 容 説明者・講師 

事業概要 静岡県薬剤師会理事 鈴木 孝一郎 

講演「患者さんへの禁煙指

導」 
西原内科循環器科医院院長 西原 健二 

薬局における卒煙チャレン

ジサポート 
富士宮市薬剤師会理事 渡辺 博文 

ＳＧＤ「ハイチェッカーの

実践」 
静岡県薬剤師会常務理事 植 兆満 

（イ）卒煙教室 

富士健康福祉センターから教室実施事業所の候補の紹介を受け、各事業所

の担当者と調整し、４事業所で７教室を開催した。 

内容：① 卒煙チャレンジサポート教室概要 

② 喫煙による健康被害 

③ 薬局での禁煙サポートの説明 

④ 薬局における健康相談 

回次 事業所名 開催日 参加者数

１ 

アサヒ飲料㈱富士山工場 

９月５日(月) ３名

２ ９月８日(木) 15 名

３ ９月 12 日(月) 24 名

４ ９月 23 日(金) 15 名

５ 小野薬品工業㈱フジヤマ工場 10 月８日(土) ９名

６ テルモ㈱愛鷹工場 10 月 27 日(木) 52 名

７ テルモ㈱富士宮工場 12 月 13 日(火) 46 名

 計  164 名



※ アサヒ飲料㈱富士山工場は交代勤務制。より多くの従業員に受講させるた

め４日に分けて実施した。 

ウ 薬局における卒煙チャレンジ（支援） 

卒煙チャレンジサポート教室の参加者及び呼びかけに応じた薬局来局者に対

し卒煙チャレンジを行った。 

受入薬局：モデル地区内の 47 薬局 

内容：① 薬局に訪れた喫煙者等への禁煙啓発 

② 禁煙挑戦者への禁煙計画の提言 

③ 禁煙に関する健康相談 

（３）薬・健康相談出前講座の実施 

モデル地区において、あらかじめ医療関係者、行政機関等との連携を図った上

で、地域の老人会等の集まりに出向き、地域の健康課題、健康づくり運動等を紹

介する薬・健康に関する相談を行った。また、その結果を踏まえ、薬局薬剤師向

けの「薬局薬剤師のための薬局外における地域住民への健康支援のマニュアル」

を作成した。 

ア モデル地区：島田薬剤師会 

イ 地域密着お達者講座の開催 

モデル地区内の地域健康課題を薬局薬剤師間で共有し、薬局外において、地

域健康課題及び健康づくり運動の推進、服薬知識等を含めた薬・健康に関する

講座を開催した。 

（ア）説明会 

日時：８月 27 日（土）17:00～20:20 

場所：島田市民総合施設プラザおおるり（島田市） 

対象：モデル地区内の薬局薬剤師（30 薬局 33 名） 

内 容 説明者・講師 

事業概要 静岡県薬剤師会理事 服部 隆志 

みんなで実践する健康づくり「ふ

じ 33 プログラム」 

県中部健康福祉センター健康増進課 

班長 藤山 快惠 

主幹 川口 富士子 

島田市における取り組みについ

て 

島田市長寿介護課保健師 渡邉 裕美

島田市健康づくり課係長 鈴木 仁枝 

「お達者講座」資料説明 

＆島田市における健康課題 
島田薬剤師会理事    成岡 厚英 

島田薬剤師会 

会員薬局における対応 
島田薬剤師会副会長   徳本 英史 

（イ） 講座の実施 

事前に周知し、申込のあった 18 団体等に対し、地域健康課題等を踏まえた

健康づくりについての講座を開催した。 

内容：地域健康課題への対策、「ふじ 33 プログラム」の紹介、薬局の機能と

活用、残薬への取組等 



講座開催状況：18 回 

回次 実施日 実施対象 参加者数

１ ９月 18 日(日) 尾川地区敬老会 23 名

２ ９月 18 日(日) 千葉地区敬老会 18 名

３ 10 月 19 日(水) 大柳地区健康を守る会（ＮＹＫ） 19 名

４ 10 月 20 日(木) 伊太地区自治会 20 名

５ 10 月 26 日(水) 
中溝地区保健会 

（いきいき健康クラブ） 
34 名

６ 11 月 5 日(土) 井口地区町内会 19 名

７ 11 月 8 日(火) 岡田地区保健員会 24 名

８ 11 月 8 日(火) さわやか稲荷(ふれあい） 66 名

９ 11 月 10 日(木) 
道悦 1 丁目老人会 

(日だまりサロン） 
15 名

10 11 月 10 日(木) 本通 1 丁目老人会 22 名

11 11 月 12 日(土) 第３・第５合同保健講座 52 名

12 11 月 16 日(水) 扇町老人会 野菊の里 18 名

13 11 月 17 日(木) 松葉町自治会 20 名

14 11 月 18 日(金) はなみずき中央 20 名

15 11 月 22 日(火) 
道悦島地区社会福祉協議会 

（ふれあい） 
59 名

16 11 月 25 日(金) 旧初自治会 18 名

17 11 月 30 日(水) 大津通自治会 17 名

18 12 月 8 日(木) 南原自治体 38 名

計  502 名

ウ 薬局における事後相談 

講座終了後、薬局において講座受講者が持参したブラウンバッグへの対応、

健康相談の応需のほか、適宜受診勧奨等を行った。 

また、モデル地区である島田市の健康課題となる特徴ある疾患（糖尿病）や

「ふじ 33 プログラム」による健康づくりを紹介するなどの啓発を行った。 

（４）健康サポート薬局制度の推進 

健康サポート薬局制度の施行にともない、制度の説明及び常駐する薬剤師の資

質に係る所定の研修（技能習得型研修・知識習得型研修）について説明会を開催

し地域薬剤師会への周知を行った。 

また、実施機関である日本薬剤師会と日本薬剤師研修センターの協力機関とし

て、技能習得型研修を開催した。 

ア 会員への周知と取り組みの支援  

［地域薬剤師会健康サポート薬局に関する担当者説明会］ 

実施日：４月 23 日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①「患者のための薬局ビジョン」及び「健康サポート薬局」について 

説明：静岡県薬剤師会常務理事 増田 祥典 

②健康サポート薬局に向けた取り組み－患者のための薬局ビジョンを



踏まえて－ 

説明：静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一 

③健康サポート薬局に常駐する薬剤師の資質に係る研修について 

説明：静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一 

［健康サポート薬局に関する説明会］ 

実施日：２月 26 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：健康サポート薬局制度について～求められる役割～ 

説明：静岡県健康生活衛生局薬事課課長 岡野 幸次 

静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課専門主査 大橋 佳奈 

イ 健康サポート薬局に係る技能習得型（集合）研修の実施  
［健康サポートのための多職種連携研修会（研修会Ａ）］  

実施日：８月 21 日（日）  
場所：静岡県薬剤師会館 
受講者数：７７名 

内 容  講 師  

健康サポート薬局の基本理念  日本薬剤師会会長 山本 信夫  
（ＤＶＤ）  

健康サポート薬局の理念～地域包

括ケアに対応した薬局・薬剤師会～  
静岡県薬剤師会常務理事 
岡田 国一  

当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状  
静岡県における健康課題と健康

増進策、健康サポート薬局への

期待  

静岡県健康福祉部医療健康局  
健康増進課課長 土屋  厚子 

各者の取り組み  

①伊豆の国市保健福祉・こども・子

育て相談センター保健師 
古野 真実子、  
②全国健康保険協会静岡支部  企画

総務グループ長 山西  ゆかり  
当該地域の医療・保健・健康・

介護・福祉等の資源について  静岡県薬剤師会副会長 細野 澄子

グループ討議形式による演習（地域

包括ケアシステムの中で健康サポ

ート薬局としての役割を発揮する

ための各職種・機関との連携による

対応等に関する演習）  

静岡県薬剤師会理事 安達 士郎  

［健康サポートのための薬剤師の対応研修会（研修会Ｂ）］  
実施日：９月４日（日） 
場所：静岡県薬剤師会館 
受講者数：７７名 

内容：①薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局  



講師：静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一  
②「薬局利用者の状況把握と対応（腹痛編）」（講義、グループワーク、

ロールプレイ等を通じ、薬局利用者の相談内容から適切に情報を収集

し、状態、状況を把握し、それに合わせた適切な対応を行う力を身に

つける。）  
講師：昭和大学医学部薬理学講座医科薬理学部門教授   木内 祐二（Ｄ

ＶＤ講義）／静岡県薬剤師会職能対策委員会委員  松永  敏広

（演習進行）  
③まとめ 静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一  

ウ 関係行政機関・団体との連携 

［日本薬剤師会「健康サポートのための多職種連携研修（仮称）に係る都道府

県薬剤師会説明会」］ 

開催日：５月 22 日（日） 

場所：フクラシア品川クリスタルスクエア（東京都港区） 

出席者：植・原田常務理事、安達理事 

［日本薬剤師会「健康サポートのための薬剤師の対応研修（仮称）に係る都道

府県薬剤師会説明会」］ 

開催日：６月８日（水） 

場所：ＴＫＰ田町カンファレンスセンター（東京都港区） 

出席者：伊藤譲・岡田・増田常務理事 

［日本薬剤師会「健康サポート薬局全国担当者会議」］ 

開催日：11 月 17 日（木） 

場所：スクワール麹町（東京都千代田区） 

出席者：岡田・植・増田常務理事 

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 31 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  かかりつけ薬剤師について 

⑥ 保険請求上の留意点について 

⑦ 保険薬局に対する各種指導について 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一 

静岡県薬剤師会常務理事 小笠原 俊拓 

静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 佐々木 隆雄 

静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 岡本 郁美 

静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 青島 駿 

静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 菅沼 貴仁 

静岡県国民健康保険団体連合会診療報酬審査委員 保坂 知彦 

受講者数：１２９名 

イ 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 

13 地域薬剤師会で実施した。 

① スクール形式：延２地域薬剤師会、４５薬局、６３名 

② グループ形式：延 12 地域薬剤師会、１７５薬局、２２９名 

ウ 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 28 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 23日（土） 静岡県薬剤師会館  ９薬局 

第２回 ７月 30日（土） 静岡県薬剤師会館  ６薬局 

第３回 １月 21日（土） 静岡県薬剤師会館 ２６薬局 

エ 審査支払関係団体との調整 

２月 25 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、２月 25 日（土）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 

平成 28 年度調剤報酬改定に関する情報の収集に務め、２月 25 日（土）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 27 年度指導・監査結果」と、「平



成 28 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 ５月 27 日（金） 静岡県東部総合庁舎 

第２回 ６月 21 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

第３回 ６月 24 日（金） 静岡県東部総合庁舎 

第４回 ６月 29 日（水） 静岡県静岡総合庁舎 

第５回 ７月 22 日（金） 静岡県静岡総合庁舎 

第６回 ７月 26 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

第７回 ７月 29 日（金） 静岡県東部総合庁舎 

第８回 ８月 26 日（金） 静岡県庁西館 

第９回 ８月 30 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

第 10回 ９月 28 日（水） 静岡県庁西館 

第 11回 ９月 30 日（金） 静岡県東部総合庁舎 

第 12回 10 月 18 日（火）静岡県浜松総合庁舎 

第 13回 10 月 21 日（金）静岡県東部総合庁舎 

第 14回 10 月 26 日（水）静岡県庁西館 

第 15回 11 月 18 日（金）静岡県庁西館 

第 16回 11 月 22 日（火）静岡県浜松総合庁舎 

第 17回 11 月 25 日（金）静岡県東部総合庁舎 

第 18回 12 月 14 日（水）静岡県庁西館 

第 19回 12 月 16 日（金）静岡県東部総合庁舎 

第 20回 １月 24 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

第 21回 １月 27 日（金） 静岡県富士総合庁舎 

第 22回 １月 31 日（火） 静岡県庁西館 

第 23回 ２月 21 日（火） 静岡県浜松総合庁舎 

第 24回 ２月 24 日（金） 静岡県庁西館 

第 25回 ３月 14 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 

中部 11 月 ７日（月）もくせい会館 

西部 11 月 11 日 (金）静岡県浜松総合庁舎 

東部 11 月 15 日（火）沼津労政会館 

【保険薬局集団指導】 

回次等 実施日 場 所 

第１回 ９月 14 日（水） もくせい会館 

第２回 ２月 10 日（金） もくせい会館 

【保険薬剤師集団指導】 

回次 実施日 場 所 

第１回 ９月９日（金） もくせい会館 

第２回 ３月１日（水） 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（金） 



場所：静岡県薬剤師会館 

出席者：明石会長、石川副会長、齋藤専務理事、岡田・植常務理事他 

（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 28 年度調剤報酬改定において薬剤服用歴管理指導料の算定要件に電子版お

薬手帳の項目が新しく追記されたことを鑑み、医療の IT 化に関する全体的な情報

収集を行う中で特に電子版お薬手帳の普及啓発に重点を置き、地域薬剤師会担当

者及び会員を対象とした説明会の開催、各地域薬剤師会への情報提供、関連資料

の配布等を行った。  
（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：２月 25 日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容： ①健康サポート薬局について 

②静岡県健康サポート薬局推進事業について 

③次期調剤報酬に対する意見について 

④調剤報酬点数の取扱いについて 

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おり、関連する知識や顧客対応の技術は必須となる。 

今年度は実践で活かせるスキルの獲得を目的に下記の通り開催した。 

開催日：２月 26 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：「あなたは自信をもってＯＴＣを販売できますか～実践型一般用医薬品販

売術～」 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一 

受講者数：５２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。今年度は制度化された「健康サポート薬局」

「セルフメディケーション税制」についても周知を図った。 

開催日：２月 26 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：① 医薬品販売制度対応に対する自主点検結果について 

② セルフメディケーション税制に関する対応について 

③ 健康サポート薬局の申請時の注意について 

 

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 28 年度の実施率は 100％、実施校数は 963 校（内訳：小学校 511 校、中学校

294 校、高等学校 138 校、その他の学校 20 校）／963 校、受講者数は 210,150 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 28 年度は以下のとおり開催した。 

開催日：８月７日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：講義１「地域に貢献する薬剤師としての学校薬剤師」  

講師：東京薬科大学薬学部教授 北垣邦彦 

講義２「静岡県の薬物乱用の現状と対策」  

講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課薬物対策班長 馬渕 博 

受講者数：84 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 

平成 24 年度より施行の「学習指導要領」の改訂に伴う学校保健教育（くすり教育））

を実施するにあたり、学校薬剤師の関与について学校薬剤師委員会で検討した。２

月４日（土）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。 



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、今後の検討課題とした。 

５ 静岡県薬剤師会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 28 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。 

開催日：２月 4 日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①平成 29 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 28 年度は、11 月 19 日（土）、掛川文化会館シオーネにて開催の「平成 28 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  

10 月 27 日（木）、札幌パークホテルにて開催され、全国から薬剤師 250 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」（2,590 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。 



２ 静岡県薬剤師会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 273,359 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 28 年度は、昨年度の「健康相談窓口」に加え、薬剤師の社会貢献活動等に

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１日（木）～12 月 31 日（土） 

本数：４２４本 

［お薬手帳編］ 

「あなたのかかりつけ薬剤師は、人と、地域と、お薬の、あいだにいます。

静岡県の薬局・薬剤師。」 

［在宅訪問編］ 

「在宅訪問編「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（月）～10 月 23 日（日） 

本数：３０本 

内容：「あなたの、かかりつけ薬剤師は、人と、地域と、お薬のあいだにいま

す。10 月 17 日から 23 日は薬と健康の週間です。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：①ＳＢＳ静岡放送テレビ「Sole いいね!」毎週月～金曜日 9:55～10:50 

②静岡第一テレビ「あいチャン!!」毎週月～金曜日 9：30～10：00 

放送日：①10 月 17 日（月）、②10 月 18 日（火） 



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、かかりつ

けの薬局・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。一般用医薬品の適正使用

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、気軽にお近くのか

かりつけ薬剤師・かかりつけ薬局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 18 日（火） 

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、「かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬

局」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「かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局」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 28 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 26 日（火） 薬剤師の仕事と義務 齊藤文昭・県薬剤師会相談役 

２ ５月 24 日（火） 日焼けは正しく対処 石川優子・県薬剤師会元副会長 

３ ６月 28 日（火） 点眼薬は 1 滴で十分 伊藤 譲・県薬剤師会常務理事 

４ ７月 26 日（火） 服用中止、自己判断は危険 成岡厚英・島田薬剤師会元会長 

５ ８月 23 日（火） 秋に始める花粉症対策 齊藤文昭・県薬剤師会相談役 

６ ９月 27 日（火） 禁止薬物、改定に注意 石川優子・県薬剤師会元副会長 

７ 10 月 25 日（火） 糖尿病の主治医は患者 伊藤 譲・県薬剤師会常務理事 

８ 11 月 22 日（火） 副作用には前触れあり 成岡厚英・島田薬剤師会元会長 

９ 12 月 27 日（火） 「痛くない注射」開発に期待 齊藤文昭・県薬剤師会相談役 



10 １月 24 日（火） 唾液分泌促し免疫アップ 石川優子・県薬剤師会元副会長 

11 ２月 28 日（火） 先進機器で負担は減る？ 伊藤 譲・県薬剤師会常務理事 

12 ３月 28 日（火） 健康食品、相互作用に注意 成岡厚英・島田薬剤師会元会長 

 

＜取材等協力＞ 

取材内容 取材日 取材場所 応対者 

静岡新聞社 

「かかりつけ薬局」について 
４月１日（金） 電話取材 植常務理事

ＮＨＫ静岡放送局 

「災害時の対応」について 
４月 20 日（水） 静岡県薬剤師会館 三浦副会長

ジュビロ磐田 

「薬剤師のお仕事」について 
10 月７日（金） 久井屋薬局加茂店 村松理事 

静岡朝日テレビ 

「セルフメディケーション

税制」について 

１月５日（木） 静岡朝日テレビ（出演） 安達理事 

 

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 28 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 28 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：11 月 25 日（金） 

場所：ＴＫＰガーデンシティ渋谷（東京都渋谷区） 

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 

（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。 

［静岡県体育協会「平成 28 年度スポーツ医・科学委員会」］ 

【第１回】 

開催日：７月 21 日（木） 

場所：パルシェ（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 

【第２回】 



開催日：３月２日（木） 

場所：パルシェ（静岡市葵区） 

出席者：大石医薬品情報管理センター所長 

［日本アンチ・ドーピング機構「平成 28 年度第１回加盟団体連絡会議兼ドーピン

グ防止研修会」］ 

開催日：６月 10 日（金） 

場所：ベルサール神田（東京都千代田区） 

出席者：大石医薬品情報管理センター所長 

［日本アンチ・ドーピング機構「平成 28 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：２月３日（金） 

場所：ベルサール飯田橋（東京都文京区） 

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：７月２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実業団のトレーナーとしてのアンチ・ドーピング活動 

DENSO 女子ソフトボール部専属チームトレーナー 村上 純一 

受講者数：４１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 28 年度相談・質問件数］ 

窓口 一般 薬局 病・医院 公共機関 卸 計 

県薬 5,001 658 369 285 66 6,379

東部地区 157 36 3 8 0 204

中部地区 973 6 0 2 1 982

西部地区 1,387 35 39 35 6 1,502

計 7,518 735 411 330 73 9,067

―内容別質問件数― 

内 容 県薬 東部 中部 西部 計 

1.医薬品の副作用・相互作用   678   52  339   368   1,437

2.妊産婦・授乳婦の薬の服用   122   13   16    15     166

3.医薬品の用法   349   10  215   247     821

4.医薬品の成分・薬理･適応症   566   63  159   326   1,114

5.医薬品の製剤的事項   388    3   17    34     442

6.民間薬・漢方薬   166    3    8    27     204

7.鑑別     1    0    0     1       2

8.消毒薬    22    3    1     2      28

9.治験薬・市販薬の有無    18    2    4     0      24

10.疾病・症状   499   10   105    69     683

11.臨床検査    33   10    32    57     132

12.食品・健康食品・食品添加物   611    8    16    60     695

13.医薬部外品・化粧品・洗剤    71    3     0    10      84

14.農薬・園芸・殺虫剤・動物薬    22    1     1     2      26

15.医療用具・健康器具    14    0     1     4      19

16.毒性・中毒事故・公害・産業中毒    56    1     4     2      63

17.化学薬品・試薬    35    4     1     0      40

18.法規・薬事関係   288    9     9    12     318

19.文献依頼 1,301    7     1    51   1,360

20.その他 1,139    2    53   215   1,409

計 6,379  204   982 1,502   9,067

（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 21 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 28 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 

 5,001 157 973 1,387 7,518 

本人 3,998 121 697 1,138 5,954 

家族等 1,003 36 268 248 1,555 

不明 0 0 8 1 9 

性

別 

男性 2,889 45 697 516 4,147 

女性 2,112 112 268 869 3,361 

不明 0 0 8 2 10 

本

人

の

年

齢 

60 歳代 1,655 33 109 552 2,349 

70 歳代 1,165 54 113 473 1,805 

80 歳代 122 25 133 252 532 

90 歳代 11 0 29 100 140 

その他・不明 2,048 45 589 10 2,692 

―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 62 521 632 3,067 

薬のはたらきに関すること 1,539 78 281 434 2,332 

健康食品、食品添加物に関すること 1,121 6 14 54 1,195 

その他保健衛生に関すること 489 11 157 267 924 

計 5,001 157 973 1,387 7,518 

―相談者住所別件数― 

静岡市 2,218 焼津市 98 湖西市 48 長泉町 84 

浜松市 1,582 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 106 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 7,518 

［「高齢者くすりの相談室第 21 集」の内容］ 

区分 質 問 

薬の使い方 

質問１：かかりつけ薬剤師 

サイドメモ：お薬手帳を持参すると安くなる！ 

質問２：ワルファリンから新薬への切替え 

サイドメモＮＯＡＣとワルファリンのどちら？ 

質問３：「飲み続けてはいけない薬」は本当？ 

サイドメモ：自己判断で使用できる薬とは？ 

病気と薬 

質問４：結核は昔の病気？ 

サイドメモ：40 年ぶりの新規抗結核薬は 1 錠 6,000 円！ 

質問５：乾癬は伝染しません。 

サイドメモ：プールでうつる病気は？ 

質問６：日光角化症とは？ 

サイドメモ：まずはじっくり自分の顔を見てみましょう！ 

ＯＴＣ医薬品 質問７：かぜのセルフメディケーション 



サイドメモ：0TC 医薬品の医療費控除制度が始まります！ 

副作用 

相互作用 

質問８：ロキソニンに重大な副作用？ 

サイドメモ：副作用を理解しよう 

質問９：ポリファーマシーとは何ですか？ 

サイドメモ：ポリファーマシーには患者さん側の問題もある？ 

質問 10：「スルガエレガント」と薬の相互作用 

サイドメモ：アムロジピンの添付文書が改訂されました。 

健康食品 

質問 11：カフェイン中毒 

サイドメモ：カフェインが多く含まれるエナジードリンクとは？

質問 12：酒は百薬の長？ 

サイドメモ：健康を守るための 12 の飲酒ルール 

公衆衛生 

質問 13：帯状疱疹の予防接種 

サイドメモ：帯状疱疹の皮膚症状の経過 

質問 14：ペットと感染症 

サイドメモ：日常生活で注意すること 

質問 15：抗菌薬が効かない耐性菌 

サイドメモ：このままではぺニシリンが発見される以前の状態

に…。 

質問 16：海外旅行と薬 

サイドメモ：くすりのしおり(英語版)を利用しよう！ 

質問 17：震災時のエコノミークラス症候群 

サイドメモ：エコノミークラス症候群の別名は「旅行者血栓症」

質問 18：将来、病気になるリスクがわかる？ 

サイドメモ：がんリスクチェック 

（５）医薬品情報管理センターのあり方の検討 

医薬品情報管理センター運営委員会を開催し、相談内容について検討した。 

［平成 28 年度医薬品情報管理センター運営委員会］ 

開催日：３月９日（木） 

場所：静岡県薬剤師会館 

出席者：松山副会長、原田・伊藤譲・植常務理事、秋山静岡市薬剤師会会長、

大石医薬品情報管理センター所長 

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 28 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

ンシデントの事例に着目し、併せて収集した。 

収集期間：９月１日～７日／収集件数：延べ１６９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 ３９ 23.1%



2.散剤・液剤の秤量・計量の誤り ５ 3.0%

3.同じ医薬品の規格の誤り ２８ 16.6%

4.他薬を調剤 ３２ 18.9%

5.禁忌・相互作用等の見落とし ３ 1.8%

6.処方せんの記載ミスに気づかず調剤 ５ 3.0%

7.一包化の間違い ２ 1.2%

8.他薬・異物等の混入 ３ 1.8%

9.調剤漏れ ３ 1.8%

10.交付もれ ２ 1.2%

11.薬袋の入れ間違い ０ 0.0%

12.交付相手の間違い ０ 0.0%

13.薬剤情報提供書・薬袋の記載ミス １６ 9.5%

14.服薬指導の誤り ２ 1.2%

15.お薬手帳の確認不足 ２０ 11.8%

16.その他 ９ 5.3%

計 １６９ 100.0%

（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：１月 28 日（土）  
場所：静岡県薬剤師会館 
内容：①平成 28 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薬剤師に期待される医療安全管理の役割について  

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：１２７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 

静岡市薬剤師会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 

日本薬剤師会学術大会等における薬薬連携に関連する分科会等への参加および各地域

薬剤師会で行われている薬薬連携に関する情報収集を行い、薬薬連携のあるべき姿につ



いて研究を行った。  

６ 地域医療の推進 

（１）「お薬手帳」の適正使用の推進 

「おくすり手帳」は、処方された医薬品の名前や飲む量、回数、飲み方などを記録

し、携帯するための手帳であり、患者本人が自分の服用している薬の内容を過去に処

方された薬を含めて把握し理解するのに役立ち、また、病院等の医療機関の医師・薬

剤師と薬局薬剤師の情報の共有・連携が図られ、重複投与の防止やアレルギーへの注

意喚起などの医療安全の向上に資するとともに、服薬状況や服薬指導状況の把握によ

るコンプライアンスの向上などが期待されるものである。そのため、医療安全の観点

から「おくすり手帳」の普及促進に努めた。  

（２）電子版お薬手帳サービスの普及促進の推進 

電子版お薬手帳が正しく普及するため各地域薬剤師会への情報提供、関連資料

の配布等および説明会の開催を行った。 

［「電子版お薬手帳」の普及説明会］ 

開催日：６月 18 日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 
内容：電子版お薬手帳普及のための使用方法及び活用方法等について 

講師：日本薬剤師会情報システム検討委員会 藤戸 健司 

㈱ＳＴNet ヘルスケアＩＴ事業部 横田 貴文  
受講者数：１０２名  

［磐田薬剤師会「電子版お薬手帳説明会」説明者派遣］ 

開催日：２月 20 日（月） 

場所：磐田薬剤師会館  
内容：電子版お薬手帳普及のための使用方法及び活用方法等について 

講師：静岡県薬剤師会理事 服部 隆志  
㈱ＳＴNet ヘルスケアＩＴ事業部 横田 貴文  

受講者数：３０名  
（３）麻薬小売業者間譲渡許可制度の推進 

麻薬及び向精神薬取締法及び同法施行規則の一部改正により、平成 28 年４月１

日、麻薬小売業者間譲渡許可の権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲され

たことを受け、許可申請等の運用について説明を行った。  
開催日：６月 18 日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：権限移譲に伴う麻薬小売業者間譲渡許可等について 

講師：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 

（４）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 28 年度の第５回協

議会において、医療材料及び衛生材料等の供給システムの取りまとめを行った。 

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、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。また、地域協議会のモデル地区として、富

士・焼津・小笠袋井地区が選定され、当該地域薬剤師会の主導の下、平成 29 年度

の体制稼働に向けて取り纏めが行われた。 

［第５回静岡県衛生材料等供給体制に関する協議会］ 

開催日：２月 24 日（金） 

場所：ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 

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 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 

［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５回 12 月 26 日（月） 
ホテルグラ

ンド富士 

1.第４回までのおさらい 

2.供給品目リストアンケート結果に基づ

く薬剤師会リスト（案）について 

3.請求書及び領収書について 

4.拠点薬局の選定について 

5.その他 

第６回 ２月６日（月） 
ホテルグラ

ンド富士 

1.供給品目の 終提案について 

2.システムの簡易マニュアルについて 

3.システムの稼働日程について 

4.その他 

［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５回 12 月 15 日(木) 
焼津市医師

会 

1.在宅医療材料等供給品目リスト（案）に

ついて 

2.在宅医療材料等供給システム及び注文

書類等（案）（例）について 

3.供給拠点薬局（キー薬局）及び供給薬局

一覧について 

4.その他 

第６回 ２月 16 日（木） 
焼津市医師

会 

1.在宅医療材料等供給品目リスト（案）に

ついて 

2.在宅医療材料供給システム及び注文書

類等（案）について 

3.在宅医療材料供給システムの地域での

活用・サポート体制について 

4．その他 

 



［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５回 12 月 13 日（火） 
掛川グラン

ドホテル 

1.協議会委員の紹介 

2.これまでに協議された内容についての

確認 

3.医療材料供給システムマニュアルの内

容について 

4.今後の日程について 他 

第６回 １月 30 日（月） 
掛川グラン

ドホテル 

1.前回協議された内容についての確認 

2.医療材料供給システムマニュアルの内

容について 

3 ３月 14 日開催の説明会について 

4.その他 

［先進県の視察］ 

視察日 事業名 視察場所 視察者 

５月 13 日(金) 
「在宅医療連携拠点事業

（むーみんネット）」事業
宗像薬剤師会

岡田常務理事 

増田常務理事 

植常務理事 

（５）訪問薬剤管理指導業務の支援 

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 28 年度は、以下のとおり実施した。 

［臨床体験実習］ 

開催日：11 月 20 日（日） 

場所：沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼津市） 

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：訪問看護ステーションひより 

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バイタルサイン測定と手技について 

講師：訪問看護ステーションひより 

受講者数：２３名 

［臨床体験実習アドバンス編］ 

開催日：２月５日（日） 

場所：静岡県立大学薬学部（静岡市駿河区） 

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 



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６日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①講演１「在宅における向精神薬の注意点」 

講師：トライアドジャパン㈱ 竹内尚子 

②グループ討議「在宅医療と薬剤師の関わりについて」 

③講演２「保険薬局薬剤師の在宅活動の必要性～在宅療養患者の問 

題点を解決するために～」 

講師：レモン薬局住吉店 飯山教好 

受講者数：５７名 

［第２回］ 

開催日：12 月 11 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①講演１「セルフメディケーション・在宅における漢方について～ 

漢方のできる事・できない事～」 

講師：ハーブ調剤薬局 金 兌勝 

②グループ討議「漢方薬を提案できるかかりつけ薬剤師を目指して」 

③講演２「腎機能低下時に役に立つ漢方」 

講師：徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床薬学実務教育学 

川添和義 

受講者数：７５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 19 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①ウオーミングアップ 

一言だけでＰＲするには／営業の流れを分割する／商談を４つの

ステップに分ける 



②ステップ１：アイスブレイク 

初対面との雑談／話題の見つけ方/どの話題を選ぶ？ 

③「相手の心を開く ～アナウンサーの取材心得～」 

④ステップ２：ヒアリング 

３つの質問とは？／実際にやってみよう【ワーク】／相手の本音

を引き出す 

⑤ステップ３：プレゼンテーション 

２人の販売員を比較/相手に届く説明の仕方/相手を３通りに分け

て対応する 

⑥ステップ４：クロージング 

説得しない・お願いしない／ただ○○を取り除くだけ／圧倒的な

価格差でも売れる 

⑦まとめ 

講師：㈲ピクトワークス 代表取締役 渡瀬 謙 

㈱社舎鐘 長谷川玲子アナウンス事務所代表取締役 長谷川 玲子 

受講者数：５０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、

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」に講師を派遣した。また、静岡県薬剤師会主催の「在宅医療

に関する入門研修会」「在宅医療に関する中級研修会」及び「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

三島市薬剤師会 ６月８日（水） 
池田医療連携推進

委員会委員 
５３名 

田方薬剤師会 ７月 21 日（木） 山田常務理事 ３７名  

清水薬剤師会 ７月 21 日（木）
河西医療連携推進

委員会委員 
７３名  

磐田薬剤師会 ９月 26 日（月） 村松理事 ３０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

三島市薬剤師会 ７月６日（水） 山口理事 ４２名 

田方薬剤師会 ９月 15 日（木） 山田常務理事 ３２名  
磐田薬剤師会 10 月 17 日（月） 村松理事 ３６名  

榛原薬剤師会 12 月９日（金）
曾根医療連携推進

委員会委員 
３１名  

清水薬剤師会 12 月 15 日(木) 
河西医療連携推進

委員会委員 
５６名  

 



［静岡県薬剤師会主催「在宅医療に関する入門研修会」］ 

開催日：８月 28 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

講義：在宅訪問入門講座（関係書類の実務）について 

講師：静岡県薬剤師会理事 村松 弘也 

受講者数：１１３名 

［静岡県薬剤師会主催「在宅医療に関する中級研修会」］ 

開催日：８月 28 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：講義１「『薬剤師がご自宅へお伺いします!』（訪問薬剤管理指導業務啓

発用チラシ）を活用し、在宅医療を開始した事例発表」 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一 

講義２「在宅現場における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 山田 慎二 

受講者数：１０７名 

［静岡県薬剤師会主催「在宅医療に関する上級研修会」］ 

開催日：12 月 18 日（日） 

場所：沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼津市） 

内容：講義「簡易懸濁法の基礎と製剤学的知識」 

実習「嚥下障害患者への投薬-簡易懸濁法を中心に-」 

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 熊木 良太、齊藤 凌 

受講者数：４９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４万部増刷し、「在宅訪問実施可能薬局リス

ト」の新規登録薬局１４１薬局を中心に配付した。 

（６）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。 

そのため、希望する薬剤師に対して薬局・薬剤師業務に必要な 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。 

 



［薬剤師説明会］ 

開催日：11 月 12 日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

［座学研修］ 

開催日：12 月 17 日（土）／１月 21 日（土）／２月４日（土） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：講義１「薬局業務」 

講義２「 新の薬物治療薬」 

講義３「生涯学習の新たな流れ」 

講義４「 新の薬物治療薬、ジェネリック医薬品とバイオシミラー」 

講義５「処方薬の鑑査、症例検討、疑義照会の実際、検査値の読み方」 

講義６「薬歴管理指導料の算定要件と特定薬剤管理指導加算」 

講義７「抗悪性腫瘍剤について」 

講義８「薬剤師による在宅訪問とコミュニケーションスキル」 

講義９「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 伊藤 譲 

静岡県薬剤師会常務理事 岡田 国一 

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 原田 晴司 

静岡県薬剤師会常務理事 増田 祥典 

［実務実習］ 

実習施設：４施設（薬局） 

実習期間：11 月 15 日（火）～２月 14 日（火）（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・情報提供書の仕方」「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」 

実習人員：４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、５０薬

局の求人情報を掲載した。 



（７）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 29 年３月 31 日現在の在宅訪問実施可能薬局は３２９薬局となった。 

（８）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」

「消毒と感染予防」「がん疼痛緩和ケア」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 28 年度の実施状況は６８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、平成 28 年度は「認知症と治療薬」を追加し他は次年度への継続事業

とした。 

（９）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 

平成 28 年度における各種の会議及び研修会への出席並びに研修会の共同開催は

以下のとおりであった。 

[静岡県医療審議会] 

回次 開催日 場 所 出席者 

第１回 ８月１日（月） 静岡県庁本館 明石会長、細野副会長 

第２回 ３月 22 日(水) 
静岡県職員会館「もくせい

会館」（静岡市葵区） 
細野副会長 

［静岡県保健医療計画策定作業部会］ 

回次 開催日 場 所 出席者 

第 1 回 ８月 30 日(火) 
グランディエールブケトー

カイ（静岡市葵区） 
細野副会長 

第２回 12 月 21 日(水) 
グランディエールブケトー

カイ（静岡市葵区） 
細野副会長 

第３回 ３月 15 日（水） 
グランディエールブケトー

カイ（静岡市葵区） 
細野副会長 

［静岡県在宅復帰支援ガイドライン検討会議］ 

回次 開催日 場 所 出席者 

第１回 12 月 21 日(水) 静岡県庁別館 山口理事 

第２回 １月 30 日(月) 静岡県庁別館 山口理事 

第３回 ３月１日(水) 静岡県庁別館 山口理事 

［静岡県保健福祉計画策定部会］ 

開催日：３月 28 日（火） 

場所：ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 

出席者：細野副会長 

［静岡がんセンター「平成 28 年度静岡県がん医療地域連携交流会」］ 

開催日：11 月 29 日（火） 



場所：プラサヴェルデ（沼津市） 

出席者：山田常務理事、山口理事 

[薬剤師認知症対応力向上研修] 

高齢者が受診した際や受診後等に接する薬局・薬剤師に対し、認知症の人本人

とその家族を支えるために必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性等を

習得するための研修を実施することにより、認知症の疑いのある人に早期に気

づき、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状

況に応じた薬学的管理を適切に行い、認知症の人への支援体制構築の担い手と

なることを目的としたもので、平成 28 年度は静岡県と共同で以下のとおり実施

した。 

開催日：11 月 13 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①新オレンジプラン 静岡県における認知症対策の推進 

講師：静岡県健康福祉部福祉長寿局長寿政策課 

地域包括ケア推進班長 加藤 克寿 

②基本知識 病態、原因疾患の特徴と症例、観察ポイント 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 山田 慎二 

③対応力（薬学的管理：認知症治療薬、薬物以外の療法とケア、服薬継続の

管理ポイント、認知症の人・家族への支援） 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 山田 慎二 

④対応力（気づき・連携：早期発見・対応や多職種連携の必要性と対応、カ

ンファレンスでの薬局・薬剤師の役割、徴候や服薬状況からの気づき、医

師連絡） 

講師：静岡県薬剤師会理事 村松 弘也 

⑤制度等（地域包括ケアシステム、介護保険制度、医師やケアマネジャーが

薬局・薬剤師に望むこと） 

講師：静岡県社会福祉士会副会長 安藤 千晶 

受講者数：９４名 

[平成 28 年度静岡県在宅医療体制整備・推進協議会] 

回次 開催日 場 所 出席者 

第１回 ５月 19 日（木） 静岡県医師会館（静岡市葵区） 明石会長 

第２回 ３月８日(水) 静岡県医師会館（静岡市葵区） 明石会長 

［静岡県在宅医療体制整備・推進協議会 静岡県在宅医療・介護連携情報システム

運用検討部会］ 

開催日：８月２日（火） 

場所：静岡県医師会館（静岡市葵区） 

出席者：秋山常務理事 



［平成 28 年度地域保健医療研修会］ 

開催日：９月 10 日（土） 

場所：静岡県医師会館（静岡市葵区） 

出席者：山田常務理事、山口理事 

［平成 28 年度介護保険研修会］ 

開催日：10 月 15 日（土） 

場所：静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵区） 

出席者：細野副会長、山口理事 

［郡市医師会「在宅医療・介護連携情報システム」担当理事連絡協議会］ 

開催日：10 月 27 日（木） 

場所：ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 

出席者：岡田常務理事 

［静岡県在宅医療推進センター「平成 28 年度多職種連携リーダー研修会」］ 

開催日：11 月 20 日（日） 

場所：静岡商工会議所会館（静岡市葵区） 

出席者：細野副会長 

［静岡県在宅医療推進センター「平成 28 年度在宅医療支援のための研修会」］ 

開催日：２月 25 日（土） 

場所：静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵区） 

出席者：細野副会長、村松理事 

［静岡県在宅医療体制整備・推進協議会 平成 28 年第４回静岡県在宅医療・介護連

携情報システム運用検討部会］ 

開催日：３月６日（月） 

場所：静岡県医師会館（静岡市葵区） 

出席者：秋山常務理事 

以下のとおり講師を派遣した。 

［静岡県リハビリテーション専門職団体協議会「静岡県多職種連携シンポジウム」］ 

開催日：９月８日（木） 

場所：しずぎんホール「ユーフォニア」（静岡市葵区） 

派遣講師：細野副会長 

［静岡県リハビリテーション専門職団体協議会「静岡県訪問リハビリテーション実

務者研修会２」］ 

開催日：２月５日(日) 

場所：駅前交流センター「きらら」（富士宮市） 

派遣講師：池田医療連携推進委員会委員 

（10）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。 

（11）地域医療関係団体への協力 

平成 27 年度まで静岡県社会福祉協議会が開催していた「健康福祉推進ネットワ

ーク会議」は平成 28 年度から「地域包括ケア推進ネットワーク会議」と呼称を改

め県長寿政策課が開催することになった。医療・保健・福祉に関わる多職種に新

たに認知症の家族が参加し、地域包括ケアシステムの確立に向けた議論の場とな

っている。この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・認知症の方との関わり方等につ

いて意見交換を行った。 

以下のとおり会議に出席した。 

［静岡県長寿政策課「平成 28 年度地域包括ケア推進ネットワーク会議」］ 

回次 開催日 場 所 出席者 

第１回 ７月 25 日（月） 
グランディエールブケトーカイ

（静岡市葵区） 
明石会長 

第２回 ３月 13 日（月） ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 細野副会長

（12）地域薬剤師会地域医療担当者会議の開催 

４月 24 日（日）、静岡県薬剤師会館にて担当者会議を開催した。①訪問看護師の

立場から在宅現場で薬剤師さんと一緒に考えたいこと（県訪問看護ステーション協

議会理事講義）、②平成 28 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在宅医療に関する研修会につ

いてを実施した。 

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）全国健康保険協会（協会けんぽ）との事業連携 

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

に向けた事業締結に基づく健康保険委員研修会における講師を派遣した 

開催日 場 所 派遣役員 

11 月 28 日 掛川市生涯学習センター 増田常務理事 

11 月 30 日 沼津労政会館（沼津市） 山田常務理事 

12 月２日 浜松市勤労会館 U ホール 植常務理事 



12 月５日 
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 

12 月６日 富士市文化会館ロゼシアター 細野副会長 

 

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 1,387 名（登録台数 1,393 端末）、登録率 54.4％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  

９月１日（木）、１月 17 日（火）の２回、緊急連絡網による「災害情報伝達訓

練」（図上訓練）を実施した。今回の訓練は、南海トラフ巨大地震が発生し、県内

各地で震度７～６弱を観測。建物倒壊や地盤の液状化、火災等の発生、大津波が

襲来など、沿岸部で著しい被害発生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。２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９月１日が 50.3％、１月 17 日は

48.5％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９月１日

（木）の「静岡県総合防災訓練（本部運営訓練）」及び１月 17 日（火）の「地震



対策オペレーション 2017（大規模図上訓練）」に参加した。県薬剤師会の災害対策

本部の立ち上げと、会員の被害状況等の県本部への報告を行った。 

また、８月６日（土）の政府訓練（大規模地震時医療活動訓練）に係る「静岡

県医療救護訓練」に、静岡県災害薬事コーディネーターとして県薬剤師会の村松

理事が静岡県西部健康福祉センター（西部保健所）に参集した。午前中は、救護

活動中のＤＭＡＴから医薬品、血液、血漿、酸素の供給依頼があり、衛星電話や

インターネットを使って医薬品卸と県本部に連絡し、現地まで届ける手配を行っ

た。また、県本部より応援薬剤師の派遣要請があり、受け入れ先、集合時間等に

ついて調整を行った。午後は浜松南病院と遠州病院のＤＭＡＴから医薬品の供給

依頼があり、医薬品卸及び県本部に対して手配を依頼した。浜松市からも遠州病

院への医薬品の供給依頼があり、医薬品卸に搬送を依頼した。  
（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：１月 15 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２日（日）／場所：プラサ ヴェルデ（沼津市） 

＜中部地区＞ 

開催日：12 月 18 日（日）／場所：静岡県薬剤師会館 

＜西部地区＞ 

開催日：11 月 20 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 

伊東市民病院薬剤室 瀬戸 弘和 

熊本地震での薬事支援 岐阜薬科大准教授 林 秀樹 

災害薬事コーディネーター

の役割等について 

静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課 

薬事企画班長    米倉 克昌 

薬事企画班専門主査 大橋 佳奈 

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 29 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 佐々木 崇光  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 岩瀬 裕  伊東熱海薬剤師会 伊東市 

23 名越 美千代 伊東熱海薬剤師会 地域薬剤師会 

24 宇居 宏樹 伊東熱海薬剤師会 熱海保健所 

25 鈴木 祐一 伊東熱海薬剤師会 熱海市 

26 浅野 一幾 伊東熱海薬剤師会 地域薬剤師会 

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 

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 森本 真生 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 奥田 雄太郎 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（葵区・駿河区） 

63 大重 由香理 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

64 貴田 美和子 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

65 宮浦 康明 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

66 田畑 尚子 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

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（葵区・駿河区） 

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 

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（南区） 

106 平野 高志 浜松市薬剤師会 浜松市（北区） 

107 鈴木 謙市 浜松市薬剤師会 浜松市（東区） 

108 熊谷 馨 浜松市薬剤師会 浜松市（北区） 

109 森園 直美 浜松市薬剤師会 浜松市（中区） 

110 土屋 哲之 浜松市薬剤師会 浜松市（西区） 

111 太田 勝啓 浜松市薬剤師会 浜松市（天竜区） 

112 池畑 純一 浜松市薬剤師会 浜松市役所 



113 寺田 俊二 浜松市薬剤師会 浜松市（中区） 

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 浜松市役所 

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（浜北区） 

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（中区） 

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） 

132 杉山 裕司 浜松市薬剤師会 浜松市（東区） 

133 下山 大地 浜松市薬剤師会 浜松市（西区） 

134 野寄 秀明 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

 

３ 地域・職域薬剤師会災害対策担当者会議の開催 

10 月 30 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、②Biz 安否確認 for docomo への移行、③業務継続計画－震災

対策編－、④安定ヨウ素剤の事前配布、⑤モバイルファーマシー、⑥熊本地震にお

けるボランティア活動について説明した。  
４ 平成 28 年熊本地震への対応 

４月 14 日（木）及び 16 日（土）、熊本県阿蘇地方や大分県西部・中部などを震源

とする 大震度７の大地震が発生し、その後も九州中部を中心に大きな地震が続い

た。そのため、県薬剤師会では熊本地震への支援策として、義援金の募集を開始す

るとともに、被災地への支援のための薬剤師ボランティアを派遣した 

＜義援金募集＞ 

熊本県薬剤師会の被災会員に対する義援金として静岡県薬剤師会から日本薬剤師

会を通じて金 100 万円を、一般被災者に対する義援金として日本赤十字社を通じて

金 190,971 円を寄付した。 

＜派遣薬剤師＞ 

活動期間：４月 26 日（火）～29 日（金・祝） 

稼働場所：益城町総合体育館（熊本県上益城郡益城町）  
派遣薬剤師： 三浦 正人（静岡県薬剤師会副会長）、天野 栄次（焼津市薬剤師会）、

太田 勝啓（浜松市薬剤師会） 

５ 安定ヨウ素剤の事前配布のための住民説明会への協力 

平成 25 年９月の国の原子力災害対策指針の改定により、原発から半径５㎞のＰＡ



Ｚ圏内の住民に対する安定ヨウ素剤の事前配布の方針が示された。これに伴い、静

岡県では、中部電力浜岡原子力発電所のＰＡＺ圏内の住民に対し、安定ヨウ素剤を

事前に配布するための住民説明会が９月～12 月までの間において 17 回（御前崎市

12 回、牧之原市５回）実施された。 

静岡県からの要請により、住民説明会におけるチェックシートの確認（服用中の

薬との飲み合わせの確認等）要員として、榛原薬剤師会及び小笠袋井薬剤師会に所

属する薬剤師 58 名が協力した。 

 

＜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９日（土）・10 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：吉野豪一、興津 馨 

区分 申込者数 
７月９日（土） ７月 10 日（日） 

出席者数 欠席者数 出席者数 欠席者数

一般 91 90 1 90 1

学生 2 2 0 2 0

計 93 92 1 92 1

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 121 種であり、平

成 28 年度における販売実績は 2,918 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 28 年度における販売実績は 1,767 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 28 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 20 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 29 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 29 年度への継続課題とした。 

また、平成 25 年度から引き続き、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 24 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

報告事項：①薬学教育関連事項、②生涯学習支援システム（JPALS）、③第 49 回

東海薬剤師学術大会への対応、④「薬と健康の週間」における全国統一事

業、⑤静岡県健康サポート薬局推進事業、⑥平成 28 年度調剤報酬改定、

⑦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、⑧電子版

お薬手帳、⑨保険薬局の構造規制見直し、⑩薬剤師職能メディア啓発事業、

⑪麻薬小売業者間譲渡許可制度、⑫薬剤師復職支援事業、⑬地域包括ケア

推進会議の設置、⑭認知症地域医療支援事業、⑮熊本地震への対応、⑯日

本薬剤師会ＨＰＫＩ認証局、⑰日本薬剤師会「平成 28 年度第２回都道府

県会長協議会」、⑱日本薬剤師会「第 87 回定時総会」、⑲その他 

協議事項：①健康サポート薬局に係る研修について、③その他 

［第２回］ 

開催日：１月 29 日（日） 

場所：クーポール会館（静岡市葵区） 

報告事項：①薬学教育関連事項、②生涯学習支援システム（JPALS）、③第 49 回

日本薬剤師会学術大会、④第 49 回東海薬剤師学術大会、⑤静岡県健康サ

ポート薬局推進事業、⑥ 近の保険薬局指導・監査状況、⑦セルフメディ

ケーション税制、⑧電子お薬手帳、⑨保険薬局の構造規制見直し、⑩平成

29 年度薬学講座の実施方針、⑪薬剤師職能メディア啓発事業、⑫認知症

地域医療支援事業、⑬モバイルファーマシー（在宅医療移動研修設備）の

設備整備、⑭Biz 安否確認 for docomo への移行、⑮日本薬剤師会「平成



28 年度第４回都道府県会長協議会」、⑯その他 

協議事項：①健康サポート薬局について、②在宅医療・介護連携情報システムに

ついて、③その他 

（２）地域ブロック協議会 

［伊豆・東部ブロック］ 

開催日：11 月 30 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、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事 

岡田・植・山田常務理事 

［中部ブロック］ 

開催日：２月 11 日（土・祝） 

場所：パルシェ JR 静岡駅ビル（静岡市葵区） 

出席者：明石会長、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 28 日（月） 

場所：浜松市薬剤師会研修室（浜松市中区） 

出席者：明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事 

岡田・植常務理事 

４ 危機管理（災害対策を含む）への対応 

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。これに伴い、平成 28 年度は当該計画にあ

る備蓄資材として、非常用食品と非常用飲料水を備蓄した。 

５ 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。  

また、日本薬剤師会では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、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るとしている。 

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、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。 

６ 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 

秋の叙勲において、田村年氏（賀茂郡河津町）が学校保健功労における「瑞宝

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＞ 

石川 幸伸（静岡市） 

＜静岡県知事表彰＞ 

細野 澄子（富士市）、松山 耐至（静岡県病院） 

＜日本薬剤師会有功賞＞ 

田村 年（賀茂）、小松 英之（熱海）、岡本 幸子（田方）、勝又 節子（三島市） 

塚田 冷子（三島市）、山本 勝宏（三島市）、吉邨 太津子（沼津） 

大村 悌治郎（静岡市）、近藤 暢彦（静岡市）、福地 康浩（焼津市） 

山﨑 博康（焼津市）、村松 和雄（磐田）、鈴木 明（浜松市） 

多田 知恵子（浜松市） 

＜静岡県薬事振興会会長表彰＞ 

吉澤 廣美（富士市）、岡田 和明（静岡市）、溝口 順子（磐田） 

秋元 久志（浜松市）、太田 修二（浜松市）、河西 健（浜松市） 

黒柳 公子（浜松市）、北村 修(静岡県病院)、堀内 保孝(静岡県病院) 

＜静岡県薬剤師会会長表彰＞ 

佐藤 哲哉（沼津）、町田 勇司（沼津）、山本 泰（沼津）、石川 喜英（富士市） 

久保田 節子（富士市）、秋山 万仁（富士宮市）、岩崎 文治（清水） 

海老岡 ゆかり（静岡市）、山本 勝央（静岡市）、吉岡 優子（静岡市） 

小山 平太郎（榛原）、横山 敦（小笠袋井）、倉橋 健（磐田） 

原田 晴司（静岡県病院） 



（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。 

＜厚生労働大臣感謝状＞ 

斉藤 陽子（富士宮市） 

＜静岡県知事褒賞＞ 

佐野 礼子（富士宮市）、近藤 司（静岡市）、佐竹 康秀（静岡市） 

進士 寿子（榛原）、倉橋 健（磐田） 

（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。 

＜文部科学大臣表彰＞ 

三浦 正人（浜松市） 

＜日本薬剤師会学校薬剤師賞＞ 

細野 澄子（富士市） 

＜静岡県学校保健会表彰＞ 

藤井 真奈美（賀茂）、杉村 明美（伊東熱海）、鈴木 典之（沼津） 

小林 圭子（富士宮市）、若尾 直司（静岡市）、鈴木 稔（焼津市） 

大木 明代（小笠袋井）、小笠原 俊拓（小笠袋井）、鈴木 孝利（小笠袋井）

横山 敦（小笠袋井）、品川 彰彦（浜松市）、松本 政典（浜松市） 

７ 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 29 年３月末日現在の部員数は、静岡県 134 名（全国 1,516 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（ 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 29 年３月末日現在の加入者数は、静岡県 73 名（全国 3,419 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 29 年３月末日現在の加入員数は、静岡県 31 名（全国 655 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 29 年３月末日現在の加入件数は、薬剤師契約は静岡県 354 名（全国 15,727

名）、薬局契約は静岡県 825 名（全 24,267 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 29 年３月末日現在の加入件数は、静岡県 384 名（全国 10,208 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

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、 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 29 年３月末日現在の加入件数は、静岡県５名（全国 369 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 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 29 年３月末日現在の加入件数は、静岡県４名（全国 111 名）であった。 

８ 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。 

９ 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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県薬事務局職員辞令交付 ４ 1 金 11:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

県薬「平成28年度第１回学校保健部会議」 ４ 3 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

県薬「平成28年度第１回学校薬剤師委員会」 ４ 3 日 13:00 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・伊藤譲常務理事他

県薬「平成28年度地域薬剤師会生涯学習担当者会議」 ４ 3 日 14:30 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・原田常務理事、安達
理事他

県薬「平成28年度第１回学術情報部会議」 ４ 3 日 16:30 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・原田常務理事、安達
理事

伊東熱海薬剤会合併調印式 ４ 7 木 19:30 暖香園ボウル（伊東市） 明石会長

平成28年度静岡県立大学 学部・短期大学部・大学院入学式 ４ 8 金 10:00 グランシップ（静岡市駿河区） 明石会長

東海北陸厚生局静岡事務所、県国民健康保険課と県薬との打
合せ会

４ 8 金 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、齋藤専務理事、岡田・植常務
理事

県薬「健康サポート薬局推進事業に関する島田薬剤師会との
打合せ」

４ 11 月 19:30 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・増田・山田常務理
事、服部理事他

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第789回幹事会」 ４ 13 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28年度第１回正副会長会議」 ４ 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28年度第１回理事会」 ４ 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「平成28年度第1回総務部会議」 ４ 14 木 18:00 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

齊藤文昭氏旭日双光章受章祝賀会 ４ 17 日 12:30 ホテルセンチュリー静岡（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

日薬「平成28年度薬局実務実習担当者全国会議」 ４ 17 日 13:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

植常務理事、佐藤薬学生実務実習委員会委員

ＮＨＫ静岡放送局「災害時の対応」に関する取材 ４ 20 水 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長

藤枝薬剤師会「藤枝薬剤師会研修会」講演 ４ 21 木 19:00 藤枝市民会館（藤枝市） 小笠原常務理事

県薬「健康サポート薬局推進事業に関する富士宮市薬剤師会
との打合せ」

４ 21 木 19:00 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・増田常務理事他

県薬「健康サポート薬局推進事業に関する事務局との打合
せ」

４ 22 金 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、植常務理事

県薬「地域薬剤師会健康サポート薬局に関する担当者説明
会」

４ 23 土 16:00 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、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28年度第１回薬歴管理に関する研修会」 ４ 23 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、鈴木・服部理事他

県薬「平成28年度第１回地域医療部会議」 ４ 24 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、岡田・小笠原・増田・山
田常務理事、村松・山口理事

県薬「平成28年度地域薬剤師会地域医療担当者会議」 ４ 24 日 13:00 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・小笠
原・増田・山田常務理事、村松・山口理事他

県薬「平成28年度第１回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

４ 25 月 10:00 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

県薬「平成28年度第２回総務部会議」 ４ 25 月 19:30 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

熊本地震救援活動第一次派遣 ４ 26～29 火～金 － 益城町総合体育館他（熊本県上益城郡他）
三浦副会長、天野栄次（焼津市）、太田勝啓（浜松
市）

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ４ 26 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県薬「平成28年度第２回正副会長会議」 ４ 28 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川・細野・松山副会長、齋藤専務理事

日薬「平成28年度第１回都道府県会長協議会」 ５ 11 水 13:30
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

明石会長、石川副会長

県生活科学検査センター「平成28年度監事監査」 ５ 11 水 15:00
静岡県生活科学検査センター焼津検査所（焼
津市）

戸塚監事、天野前常務理事

日薬「故 渡邉徹先生を偲ぶ会」 ５ 11 水 17:00 如水会館（東京都千代田区） 明石会長

県薬「平成28年度第３回正副会長会議」 ５ 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28年度第２回理事会」 ５ 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28年度第１回職能対策部会議」 ５ 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

福岡市薬剤師会「節薬バッグ運動」・宗像医師会「在宅医療
連携拠点事業（むーみんネット）」視察

５ 13 金 11:30
福岡市薬剤師会（福岡市中央区）、宗像薬剤
師会（福岡県宗像市）

岡田・植・増田常務理事

県病院協会「平成28年度第１回理事会」 ５ 13 金 16:00 浮月楼（静岡市葵区） 松山副会長

県薬事課・静岡県立大学・県薬事振興会「平成28年度第１回
薬草講座」

５ 14 土 10:00 静岡県立大学他（静岡市駿河区） 県薬職員

病院薬局実務実習東海地区調整機構「平成28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 14 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、安達理事

県生活科学検査センター「平成28年度理事会」 ５ 16 月 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

県議会「みんなで取り組む健康長寿条例案検討委員会」 ５ 17 火 14:20 静岡県庁本館（静岡市葵区） 明石会長

「沼津市学校保健会総会」講演 ５ 18 水 14:15 沼津教育会館（沼津市） 伊藤譲常務理事

県薬「平成28年度監事監査」 ５ 19 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、石川・三浦・細野・松山
副会長、齋藤専務理事、秋山常務理事

県医師会「平成28年度第１回静岡県在宅医療体制整備・推進
協議会」

５ 19 木 17:30 静岡県医師会館（静岡市葵区） 明石会長

県腎臓バンク「第17回理事会」 ５ 20 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

東海四県薬剤師会会長会議 ５ 21 土 15:15 アイリス愛知（名古屋市中区） 明石会長

東海四県薬剤師会長・日薬代議員及び事務局長会議 ５ 21.22 土.日 21/15:30 アイリス愛知（名古屋市中区）
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

日薬「健康サポートのための多職種連携研修に係る都道府県
薬剤師会説明会」

５ 22 日 10:30
フクラシア品川クリスタルスクエア（東京都
港区）

植・原田常務委理事、安達理事
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しずおか健康いきいきフォーラム21監事監査 ５ 23 月 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

県薬「平成28年度第３回総務部会議」 ５ 25 水 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、鈴木・服
部・村松理事

県薬「平成28年度第２回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

５ 26 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

県薬「平成28年度第４回正副会長会議」 ５ 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

東海北陸厚生局「平成28年度第１回保険薬局個別指導」（東
部）

５ 27 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 山田常務理事、板井職能対策委員会委員

平成28年度伊東熱海薬剤師会設立懇親会 ５ 28 土 18:00 ラヴィエ川良（伊東市） 明石会長

薬学教育協議会・病院薬局実務実習東海地区調整機構「2016
年第１回タスクフォーススキルアップ研修会in東海」

５ 29 日 9:00 名古屋市立大学（名古屋市瑞穂区） 松山副会長他

県生活科学検査センター「平成28年度評議員会」 ５ 31 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

県薬事振興会「平成28年度監事監査」 ５ 31 火 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 県薬職員

県生活科学検査センター「平成28年度理事会」 ５ 31 火 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、戸塚監事、天野前常務
理事

県病院協会「平成28年度通常総会」 ５ 31 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

県病院協会「平成28年度理事会」 ５ 31 火 15:50
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

松山副会長

県薬「平成28年度第５回正副会長会議」 ６ 2 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28年度第３回理事会」 ６ 2 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１回薬剤師復職支援事業プロジェクト検討会」 ６ 2 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・岡
田・小笠原・植常務理事

県薬「平成28年度第４回総務部会議」 ６ 2 木 18:00 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・村松理事

県法務文書課「移行法人実務担当者説明会」 ６ 3 金 9:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 県薬職員

県法務文書課「公益法人実務担当者説明会」 ６ 3 金 13:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 県薬職員

災害薬事コーディネーター養成研修に関する県薬事課との打
合せ

６ 7 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、村松理事他

日薬「健康サポートのための薬剤師の対応研修に係る都道府
県薬剤師会説明会」

６ 8 水 13:00
ＴＫＰ田町カンファレンスセンター（東京都
港区）

伊藤譲・岡田・増田常務理事

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第791回幹事会」 ６ 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

三島市薬剤師会「在宅医療に関する入門研修会」講演 ６ 8 水 19:30 三島市民文化会館（三島市） 池田医療連携推進委員会委員

県くらし交通安全課「平成28年度しずおか防犯まちづくり県
民会議総会」

６ 9 木 14:00 静岡県庁本館（静岡市葵区） 大塚事務局長

県教育委員会「平成28年度新規採用養護教員第２回校外研
修」

６ 10 金 10:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山常務理事、石川元理事

県くらし交通安全課「夏の交通安全県民運動推進連絡会議」 ６ 10 金 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 大塚事務局長

日薬「ドーピング防止対策委員会」 ６ 10 金 14:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

明石会長、大石県薬DI所長

日本アンチ・ドーピング機構「第１回加盟団体連絡会議兼
ドーピング防止研修会」

６ 10 金 18:00 ベルサール神田（東京都千代田区） 明石会長、大石県薬DI所長

第49回東海薬剤師学術大会東海四県事前打合せ会 ６ 11 土 15:30 岐阜都ホテル（岐阜市）
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

県薬「平成28年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座
アイウオカ）」（中部地区）

６ 12 日 12:30 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、安達理事他

県薬「第95回定時総会に関する議事運営打合せ会」 ６ 14 火 19:30 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、鈴木・服部理事他

鈴木梅太郎博士顕彰会「平成28年度総会」 ６ 15 水 13:30 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

鈴木梅太郎博士顕彰会「平成28年度第１回理事会」 ６ 15 水 ― 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

しずおか健康いきいきフォーラム21総会 ６ 16 木 13:00 グランシップ（静岡市駿河区） 明石会長

県学校保健会「平成28年度第１回理事会」 ６ 16 木 14:00 静岡県教育会館（静岡市葵区） 細野副会長、秋山常務理事

県薬「平成28年度第２回学術情報部会議」 ６ 16 木 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・原田
常務理事、安達理事

権限移譲に伴う麻薬小売業者間譲渡許可制度及び「電子版お
薬手帳」の普及説明会

６ 18 土 16:00 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、岡田・小笠
原・増田・山田常務理事、服部理事他

一般社団法人浜松市薬剤師会懇親会 ６ 18 土 18:00
オークラアクトシティホテル浜松（浜松市中
区）

明石会長、三浦副会長

県薬「健康サポート薬局に係る研修に関する打合せ」 ６ 19 日 10:30 クーポール会館 （静岡市葵区）
石川・細野・松山副会長、齋藤専務理事、伊藤譲・岡
田・植・原田・増田・山田常務理事、安達・鈴木・服
部理事

県薬「第95回定時総会」 ６ 19 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

県病院協会「平成28年度医療安全部会」 ６ 20 月 16:00 静岡県病院協会（静岡市葵区） 松山副会長

東海北陸厚生局「平成28年度第２回保険薬局個別指導」（西
部）

６ 21 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

県薬「薬剤師職能メディア啓発事業に係るテレビＣＭ作成に
係る撮影下見」

６ 21 火 13:30
常葉大学教育学部附属橘小学校・静岡市立葵
小学校他（静岡市葵区）、磐田市急患セン
ター（磐田市）

秋山・小西常務理事、村松理事、石川静岡市薬剤師会
理事

県薬事振興会「平成28年度定時総会」 ６ 23 木 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、齋藤専務理事

県薬事振興会「平成28年度第１回理事会」 ６ 23 木 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、齋藤専務理事

県薬「薬剤師職能メディア啓発事業におけるテレビＣＭ作成
に係る「ダメ。ゼッタイ。」街頭キャンペーン」撮影立合い

６ 24 金 19:30 ＪＲ静岡駅（静岡市葵区） 齋藤専務理事、大塚事務局長

東海北陸厚生局「平成28年度第３回保険薬局個別指導」（東
部）

６ 24 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 山田常務理事、鈴木職能対策委員会委員

日薬第87回定時総会 ６ 25.26 土.日
25/10:00
26/9:30

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「薬剤師職能メディア啓発事業に係るテレビＣＭ作成に
係る撮影」

６ 27 月 13:35
常葉大学教育学部附属橘小学校・静岡市立葵
小学校（静岡市葵区）他

秋山・小西常務理事、石川静岡市薬剤師会理事
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東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ６ 28 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「平成28年度第４回保険薬局個別指導」（中
部）

６ 29 水 13:00 静岡県静岡総合庁舎（静岡市駿河区） 石川副会長、植常務理事

県薬「平成28年度第６回正副会長会議」 ６ 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

県薬「平成28年度スポーツファーマシストスキルアップ研修
会」

７ 2 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・原田常務理事、大石
県薬DI所長他

県薬「平成28年度第１回医療連携推進委員会」 ７ 2 土 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、岡田・小笠原・増田・山
田常務理事、村松・山口理事他

薬学教育協議会・病院薬局実務実習東海地区調整機構「2016
年第２回タスクフォーススキルアップ研修会in東海」

７ 3 日 8:30 名城大学（名古屋市天白区） 植常務理事、安達理事他

浜松医科大学「今野弘之先生 学長就任祝賀会」 ７ 4 月 18:00
オークラアクトシティホテル浜松（浜松市中
区）

明石会長

静岡県立こども病院との打合せ会 ７ 4 月 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長他

三島市薬剤師会「在宅医療に関する中級研修会」講演 ７ 6 水 19:30 三島市民文化会館（三島市） 山口理事

県薬「平成28年度毒物劇物取扱者試験準備講習会」 ７ 9.10 土.日 9:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

鈴木理事他

賀茂薬剤師会「平成28年度通常総会」 ７ 9 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

平成28年度静岡県薬学技術公務員協議会懇親会 ７ 9 土 16:45 クーポール会館 （静岡市葵区） 齋藤専務理事

県薬「平成28年度第３回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

７ 11 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「静岡県健康サポート薬局推進事業島田地区第１回連絡
会」

７ 11 月 19:30 島田保健福祉センター（島田市） 齋藤専務理事、服部理事他

日薬「平成28年度第２回都道府県会長協議会意見交換会」 ７ 13 水 11:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

明石会長、三浦副会長

日薬「平成28年度第２回都道府県会長協議会」 ７ 13 水 13:30
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

明石会長、三浦副会長

県薬「平成28年度第７回正副会長会議」 ７ 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28年度第４回理事会」 ７ 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「平成28年度第２回薬剤師復職支援事業プロジェクト検
討会」

７ 14 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

県薬「平成28年度第５回総務部会議」 ７ 14 木 18:00 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、鈴木・服部・村松理事

県薬「静岡県健康サポート薬局推進事業富士宮地区第１回連
絡会」

７ 15 金 19:30 富士宮市救急医療センター（富士宮市）
齋藤専務理事、植常務理事、鈴木理事、大塚事務局長
他

静岡県立大学薬学部 静薬創立100周年 記念講演会・シンポジ
ウム

７ 16 土 13:00 静岡県立大学（静岡市駿河区） 明石会長

沼津薬剤師会・沼津薬業会「登録販売者研修会」講演 ７ 16 土 14:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

齋藤専務理事

静岡県立大学薬学部 静薬創立100周年 記念式典・記念祝賀会 ７ 17 日 11:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 明石会長

県警交通企画課「交通部長感謝状贈呈式」 ７ 19 火 13:30 静岡県警察本部（静岡市葵区） 明石会長

県薬事課「平成28年度第１回薬学講座検討委員会」 ７ 19 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、秋山常務理事他

東海四県薬剤師会専務理事等会議 ７ 20 水 15:00 愛知県薬剤師会館（名古屋市中区） 齋藤専務理事

伊東熱海薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 ７ 20 水 19:00 生涯学習センターひぐらし会館（伊東市）
岡田・山田常務理事、服部理事、板井・鈴木職能対策
委員会委員

静岡年金事務所「健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格
及び報酬等の調査」

７ 21 木 11:00 静岡年金事務所（静岡市駿河区） 事務局職員

県薬事課「平成28年度静岡県献血推進大会」 ７ 21 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

静岡県医師会役員就任披露パーティー ７ 21 木 17:30 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 明石会長

県体協「平成28年度第１回スポーツ医・科学委員会」 ７ 21 木 18:45 パルシェ（静岡市葵区） 伊藤譲常務理事、大石県薬DI所長

清水薬剤師会「在宅医療に関する入門研修会」講演 ７ 21 木 19:00 清水保健福祉センター（静岡市清水区） 河西医療連携推進委員会委員

田方薬剤師会「在宅医療に関する入門研修会」講演 ７ 21 木 19:30
あやめ会館（長岡中央公民館）（伊豆の国
市）

山田常務理事

東海北陸厚生局「平成28年度第５回保険薬局個別指導」（中
部）

７ 22 金 13:00 静岡県静岡総合庁舎（静岡市駿河区） 植常務理事、茂木職能対策委員会委員

県薬「静岡県健康サポート薬局推進事業に関する打合せ」 ７ 22 金 19:30 島田保健福祉センター（島田市）
齋藤専務理事、植常務理事、服部理事、大塚事務局長
他

病院薬局実務実習東海地区調整機構「トライアル実習実施に
関する説明会」

７ 23 土 16:00 名城大学（名古屋市天白区） 安達理事

県薬事課「平成28年度健康サポート薬局推進のための検討会
（第１回）」

７ 23 土 17:00 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、鈴木・服部理事

県薬「平成28年度第１回地域・職域連絡協議会」 ７ 24 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事他

県長寿政策課「平成28年度第１回地域包括ケア推進ネット
ワーク会議」

７ 25 月 14:00
グランディエール ブケトーカイ（静岡市葵
区）

明石会長

東海北陸厚生局「平成28年度第６回保険薬局個別指導」（西
部）

７ 26 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 増田常務理事、菅沼職能対策委員会委員

県地域医療課「安定ヨウ素剤研修会」 ７ 26 火 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

県地域医療課「安定ヨウ素剤研修会」 ７ 26 火 19:00 静岡県原子力広報研修センター（御前崎市）

藤枝薬剤師会研修会講演 ７ 26 火 19:30 藤枝市民会館（藤枝市） 伊藤譲常務理事

県地域医療課「平成28年度政府訓練（大規模地震時医療活動
訓練）に係る医療ＷＧ」

７ 27 水 13:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 大塚事務局長

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ７ 27 水 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県地域医療課「安定ヨウ素剤研修会」 ７ 27 水 19:00 牧之原市役所相良庁舎（牧之原市）

県薬「平成28年度第８回正副会長会議」 ７ 28 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、三浦・細野・松山副会長、齋藤専務理事

東海北陸厚生局「平成28年度第７回保険薬局個別指導」（東
部）

７ 29 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 山田常務理事、渡辺職能対策委員会委員
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病院薬局実務実習東海地区調整機構「平成28年度実務実習施
設調整小委員会全体会議」

７ 30 土 16:00 名城大学（名古屋市天白区） 松山副会長

県薬「平成28年度第２回薬歴管理に関する研修会」 ７ 30 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
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年度第２回職能対策部会議」 ７ 30 土 17:00 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、安達・鈴木・服部理事

県薬「平成28年度調剤報酬請求事務講習会」 ７ 31 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、小笠原・岡田・植・増田・山田常務理事、
安達・鈴木・服部理事他

県薬「平成28年度第４回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

８ 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

県医療政策課「平成28年度第１回静岡県医療審議会」 ８ 1 月 16:00 静岡県庁本館（静岡市葵区） 明石会長、細野副会長

県医師会「静岡県在宅医療体制整備・推進協議会 平成28年度
第１回静岡県在宅医療・介護連携情報システム運用検討部
会」

８ 2 火 18:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 秋山常務理事

県歯科医師会「平成28年度第１回8020推進住民会議」 ８ 3 水 13:00 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長

県薬「平成28年度第９回正副会長会議」 ８ 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28年度第５回理事会」 ８ 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

県薬「平成28年度第６回総務部会議」 ８ 4 木 18:00 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、鈴木・服
部・村松理事

平成28年度政府訓練（大規模地震時医療活動訓練）における
静岡県医療救護訓練

８ 6 土 8:00
静岡県庁（静岡市葵区）、西部保健所（磐田
市）他

村松理事他

県薬「平成28年度第２回学校薬剤師委員会」 ８ 7 日 10:00 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、
山口理事他

県薬「平成28年度学校薬剤師講習会」 ８ 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

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第793回幹事会」 ８ 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

県薬「平成28年度学校環境衛生活動優良校の表彰候補学校選
出一次審査会」

８ 20 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

富士宮市薬剤師会「平成28年度静岡県健康サポート薬局推進
事業 卒煙チャレンジサポート教室説明会」

８ 20 土 16:30 クリスタルホールパテオン（富士宮市）
齋藤専務理事、植・増田常務理事、鈴木理事、大塚事
務局長他

平尾徳二元県薬理事の通夜参列 ８ 20 土 18:00 蓮永寺（静岡市葵区） 明石会長

県薬「トライアル実務実習に関する説明会」 ８ 20 土 18:00 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、安達理事他

県薬「平成28年度健康サポート薬局のための技能習得型研修
健康サポートのための多職種連携研修会」

８ 21 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・細野・松山副会長、齋藤専務理事、
岡田・小笠原・植・原田・増田・山田常務理事、安
達・鈴木・服部理事他

県地域医療課「安定ヨウ素剤の事前配布のための住民説明会
に係る事前説明会」

８ 23 火 13:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

第67回関東甲信越静学校保健大会 ８ 25 木 10:20 栃木県総合文化センター（栃木県宇都宮市） 秋山常務理事、岡田学校薬剤師委員会委員

県薬「平成28年度第10回正副会長会議」 ８ 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28年度第８回保険薬局個別指導」（中
部）

８ 26 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 植常務理事、浅野職能対策委員会委員

県地域医療課「安定ヨウ素剤の事前配布のための住民説明会
に係る事前説明会」

８ 26 金 13:00 静岡県庁別館（静岡市葵区）

日薬「平成28年度学校薬剤師東海ブロック連絡会議」 ８ 27 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・伊藤譲常務理事

島田薬剤師会「平成28年度静岡県健康サポート薬局推進事業
地域健康課題等を踏まえた地域密着お達者講座説明会」

８ 27 土 17:00 島田市民総合施設プラザおおるり（島田市）
石川副会長、植・小笠原常務理事、服部・安達理事、
大塚事務局長他

県薬「在宅医療に関する入門・中級研修会」 ８ 28 日 13:00 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・小西・
山田常務理事、村松・山口理事他

磐田薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 ８ 29 月 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28年度第９回保険薬局個別指導」（西
部）

８ 30 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 安達理事、下山職能対策委員会委員

県地域医療課「安定ヨウ素剤の事前配布のための住民説明会
に係る事前説明会」

８ 30 火 19:00 静岡県原子力広報研修センター（御前崎市）

県医療政策課「第１回静岡県保健医療計画策定作業部会」 ８ 30 火 16:00
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

細野副会長

平成28年度静岡県総合防災訓練 ９ 1 木 8:30 静岡県庁（静岡市葵区）他

県薬「平成28年度第１回総合防災訓練（情報連絡システム
（モバイルi-call）による災害情報連絡訓練）」

９ 1 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）他

県地域医療課「安定ヨウ素剤の事前配布のための住民説明会
に係る事前説明会」

９ 1 木 19:00 牧之原資料館（牧之原市）

県薬事課「平成28年度健康サポート薬局推進のための検討会
（第２回）」

９ 3 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、安達・鈴木・服部理事

県薬「平成28年度健康サポート薬局のための技能習得型研修
健康サポートのための薬剤師の対応研修会」

９ 4 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・松山副会長、齋藤専務理事、岡田・
小笠原・植・原田・増田・山田常務理事、安達・鈴
木・服部理事他

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 5 月 ―
浜松市立西都台小学校・静岡県立浜松大平台
高等学校（浜松市西区）

石原・徳永実地調査員（浜松）

県新産業集積課「静岡県医療健康産業研究開発センター開所
式・施設説明会・祝賀会・視察」

９ 5 月 10:30
静岡県医療健康産業研究開発センター（駿東
郡長泉町）

明石会長

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 6 火 ― 富士市立吉原第一中学校（富士市） 細野副会長、石田実地調査員（富士）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 6 火 ― 静岡市立清水第五中学校（静岡市清水区） 秋山常務理事、高月実地調査員（清水）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 6 火 ― 浜松市立新津小学校（浜松市南区） 石原・川口実地調査員（浜松）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 7 水 ― 御殿場市立印野小学校（御殿場市） 山口理事、渡辺実地調査員（沼津）

県リハビリテーション専門職団体協議会「静岡県多職種連携
シンポジウム」講演

９ 8 木 12:00
しずぎんホール「ユーフォニア」（静岡市葵
区）

細野副会長

県薬「平成28年度第11回正副会長会議」 ９ 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・松山副会長、齋藤専務理事

県薬「平成28年度第６回理事会」 ９ 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・松山副会長、齋藤専務理事他

県薬「平成28年度第７回総務部会議」 ９ 8 木 18:00 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、鈴木・服
部・村松理事

県薬「平成28年度第１回生涯学習委員会」 ９ 8 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、伊藤譲・原田常務理事他
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平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 金 ― 清水町立清水中学校（駿東郡清水町） 濱田・渡辺実地調査員（沼津）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 金 ― 富士市立大渕第二小学校（富士市） 石田実地調査員（富士）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 金 ― 静岡県立富士宮西高等学校（富士宮市） 山口理事、奥藤実地調査員（富士宮）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 金 ―
静岡市立清水有度第二小学校（静岡市清水
区）

秋山常務理事、高月実地調査員（清水）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 金 ― 静岡県立視覚特別支援学校（静岡市駿河区） 石川実地調査員（静岡）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 金 ― 静岡市立安西小学校（静岡市葵区） 坂井実地調査員（静岡）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 金 ―
浜松市立気田小学校（浜松市天竜区）、浜松
市立浜北北部中学校（浜松市浜北区）

伊藤譲常務理事、川口実地調査員（浜松）

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 9 金 ― 浜松市立舞阪中学校（浜松市西区） 石原・川口実地調査員（浜松）

東海北陸厚生局「保険薬剤師集団指導」 ９ 9 金 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、大屋職能対策委員会委員

県薬「平成28年度第５回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

９ 9 金 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

県薬「平成28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 9 金 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、村松理事他

県医師会「平成28年度地域保健医療研修会」 ９ 10 土 15:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 山田常務理事、山口理事

県薬「平成28年度高度管理医療機器等の販売業等に係る継続
研修会（第１回）」

９ 11 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

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 12 月 ― 静岡県立焼津中央高等学校（焼津市） 秋山常務理事、塩澤実地調査員（藤枝）

県警「静岡県自動車会議所自発光式反射材贈呈式」 ９ 12 月 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

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 13 火 ― 静岡市立服織中学校（静岡市葵区） 石川実地調査員（静岡）

県薬「臨床体験実習に関する打合せ」 ９ 13 火 14:00 訪問看護ステーションひより（富士宮市） 細野副会長

平成28年度東海四県薬剤師会事務局長会議 ９ 13.14 火.水 14:30 入鹿温泉ホテル瀞流荘（三重県熊野市） 大塚事務局長他

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」 ９ 14 水 13:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

岡田常務理事、松永職能対策委員会委員

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 15 木 ― 伊豆の国市立長岡北小学校（伊豆の国市） 細野副会長

平成28年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 15 木 ― 静岡市立大河内小学校（静岡市葵区） 秋山常務理事

県障害福祉課「平成28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 15 木 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 石川副会長

県歯科医師会「在宅歯科医療推進室運営委員会」 ９ 15 木 15:10 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 細野副会長

田方薬剤師会「在宅医療に関する中級研修会」講演 ９ 15 木 19:30
あやめ会館（長岡中央公民館）（伊豆の国
市）

山田常務理事

小笠袋井薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 ９ 15 木 19:30 中東遠センター薬局（掛川市）
小笠原・植・増田常務理事、角皆・牧野・髙野職能対
策委員会委員

県薬事振興会「平成28年度第２回理事会」 ９ 20 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、齋藤専務理事

県薬「平成28年度静岡県健康サポート薬局推進事業 地域健康
課題等研修会」

９ 22 木 10:30 グランシップ（静岡市駿河区）
明石会長、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
他

県薬「平成28年度第６回高齢者くすりの相談室事例集編集会
議」

９ 26 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28年
度第２回理事会」

９ 26 月 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

磐田薬剤師会「在宅医療に関する入門研修会」講演 ９ 26 月 19:30 磐田市急患センター（磐田市） 村松理事

東海北陸厚生局「平成28年度第10回保険薬局個別指導」（中
部）

９ 28 水 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 増田常務理事、岩切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 ９ 28 水 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県警「平成28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」

９ 28 水 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

県学校保健会「平成28年度学校保健に関する表彰」の審査会 ９ 29 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

県薬「平成28年度第12回正副会長会議」 ９ 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

富士市薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 ９ 29 木 19:00 富士市フィランセ（富士市）
小笠原・山田常務理事、鈴木・服部理事、岡本・和田
職能対策委員会委員

東海北陸厚生局「平成28年度第11回保険薬局個別指導」（東
部）

９ 30 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 岡田常務理事、板井職能対策委員会委員

県薬「平成28年度災害薬事コーディネーター養成研修会 地域
研修会」（東部地区）に係る事前打合せ

１０ 1 土 19:00 ダイワロイネットぬまづ（沼津市） 大塚事務局長

県薬「平成28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 2 日 10:00 プラサヴェルデ（沼津市） 細野副会長、齋藤専務理事、鈴木理事他

平成28年度東海四県薬剤師会調剤報酬に関する意見交換会 １０ 6 木 17:00 名鉄グランドホテル（名古屋市中村区） 小笠原・植常務理事他

県薬「平成28年度第８回総務部会議」 １０ 6 木 18:00 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、村松理事

県医師会「静岡県医療事故調査等支援団体連絡協議会」 １０ 6 木 18:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 鈴木理事

島田薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １０ 6 木 19:00 島田市保健福祉センター（島田市）
増田常務理事、服部理事、浅野・西村・松永・大屋職
能対策委員会委員

県薬「第１回通常会費見直しに関する特別委員会」 １０ 6 木 19:30 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、村松理
事、天野通常会費に関する特別委員会委員長、佐藤通
常会費に関する特別委員会副委員長他

ジュビロ磐田「ジュビロキッズ（広報誌）掲載のお仕事たん
けん隊」に関する取材

１０ 7 金 14:00 久井屋薬局加茂店（磐田市） 小西常務理事、村松理事

日薬「平成28年度第３回都道府県会長協議会」・歓迎レセプ
ション

１０ 8 土 13:30 名古屋国際会議場（名古屋市熱田区） 明石会長、石川副会長

第49回日本薬剤師会学術大会 １０ 9.10 日.月 9/10:00
名古屋国際会議場・名古屋学院大学（名古屋
市熱田区）

明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事他

日本薬剤師研修センター「平成28年度全国薬剤師研修協議会
連絡会議」

１０ 9 日 12:15 名古屋学院大学（名古屋市熱田区） 松山副会長
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全国モバイルファーマシー担当者会議 １０ 9 日 14:30 名古屋国際会議場（名古屋市熱田区） 三浦副会長、大塚事務局長

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第795回幹事会」 １０ 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

県薬「平成28年度第13回正副会長会議」 １０ 13 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28年度第７回理事会」 １０ 13 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「衛生材料等供給体制に関する地域協議会担当者連絡
会」

１０ 13 木 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、伊藤譲・岡田
常務理事、加藤職能対策委員会委員他

県薬事課・静岡県立大学・県薬事振興会「平成28年度第２回
薬草講座」

１０ 15 土 10:00 静岡県立大学他（静岡市駿河区） 県薬職員

県医師会「平成28年度介護保険研修会」 １０ 15 土 15:00
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

細野副会長、山口理事他

賀茂薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １０ 15 土 18:00 下田商工会議所（下田市）
岡田・山田常務理事、鈴木理事、板井職能対策委員会
委員

磐田薬剤師会「在宅医療に関する中級研修会」講演 １０ 17 月 19:30 磐田市急患センター（磐田市） 村松理事

東海北陸厚生局「平成28年度第12回保険薬局個別指導」（西
部）

１０ 18 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 植常務理事、髙野職能対策委員会委員

県長寿政策課「平成28年度ふじのくに安心地域支え合い体制
づくり県民会議」

１０ 18 火 13:15 静岡県庁別館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

県薬「平成28年度第９回総務部会議」 １０ 18 火 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、鈴木・村
松理事

平成28年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会 １０ 20.21 木.金 20/10:00 じゅうろくプラザ（岐阜市）
伊藤譲常務理事、山口理事、川口学校薬剤師委員会副
委員長

県薬事課・県薬事振興会「平成28年度薬事功労者表彰式」 １０ 20 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・松山副会長、齋藤専務
理事他

東海北陸厚生局「平成28年度第13回保険薬局個別指導」（東
部）

１０ 21 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 山田常務理事、荒井職能対策委員会委員

厚労省「平成28年度薬事功労者厚生労働大臣表彰式」 １０ 21 金 14:00 厚生労働省（東京都千代田区） 石川副会長

県介護支援専門員協会「設立15周年記念式典および祝賀会」  １０ 22 土 15:00 クーポール会館 （静岡市葵区） 明石会長

厚労省・静岡県・日本臓器移植ネットワーク「第18回臓器移
植推進国民大会」、県腎臓バンク「30周年記念懇談会」

１０ 23 日 13:00 グランシップ（静岡市駿河区） 明石会長、石川副会長

県男女共同参画課「平成28年度しずおか男女共同参画推進会
議・全体会」

１０ 24 月 13:30 静岡県庁本館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １０ 25 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県歯科医師会「平成28年度第２回8020推進住民会議」 １０ 26 水 12:30 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長

東海北陸厚生局「平成28年度第14回保険薬局個別指導」（中
部）

１０ 26 水 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 石川副会長、大屋職能対策委員会委員

文科省・北海道教育委員会他「平成28年度全国学校保健・安
全研究大会」

１０ 27.28 木.金 27/13:00 札幌コンベンションセンター（札幌市） 秋山常務理事、山口理事

第66回全国学校薬剤師大会 １０ 27 木 16:45 札幌パークホテル（札幌市） 秋山常務理事、山口理事

県医師会「郡市医師会『在宅医療・介護連携情報システム』
担当理事連絡協議会」

１０ 27 木 18:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市葵区） 岡田常務理事

県薬「平成28年度第14回正副会長会議」 １０ 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

藤枝薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １０ 27 木 20:00 藤枝市民会館（藤枝市）
小笠原・植常務理事、服部理事、浅野・青島・西村・
松永・大屋職能対策委員会委員

県薬「平成28年度地域薬剤師会災害対策担当者会議」 １０ 30 日 13:30 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28年度薬局薬剤師のスキルアップ研修（第１回）
「医療連携推進研修会」」

１１ 6 日 13:00 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・原田常務理事他

東海北陸厚生局「保険薬局集団的個別指導」（中部） １１ 7 月 13:30
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

岡田常務理事、鈴木職能対策委員会委員

県生活科学検査センター「平成28年度理事会」 １１ 7 月 13:30
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、三浦副会長、戸塚監事

県薬「Biz安否確認 for docomoへの移行に係る打合せ」 １１ 7 月 16:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長、村松理事

静岡県立こども病院との打合せ会 １１ 7 月 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長

静岡県立大学「創立30周年記念式典・レセプション」 １１ 8 火
14:40
18:30

静岡県立大学・ホテルセンチュリー静岡（静
岡市駿河区）

明石会長

県医療政策課「静岡県医療安全相談窓口運営協議会」 １１ 8 火 15:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 松山副会長

日本医薬品卸勤務薬剤師会・東海ブロック協議会「平成28年
度卸勤務薬剤師東海ブロック合同研修」

１１ 9 水 13:30 名古屋銀行協会（名古屋市中区） 齋藤専務理事

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第796回幹事会」 １１ 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

第55回静岡県学校保健研究大会 １１ 10 木 12:45 伊東市観光会館（伊東市） 秋山常務理事

県薬「平成28年度第15回正副会長会議」 １１ 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28年度第８回理事会」 １１ 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

県薬事課・県薬「健康サポート薬局の届出の開始に当たり静
岡県医師会へ説明のため訪問」

１１ 10 木 17:30 静岡県医師会館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

県薬「平成28年度第２回学校保健部会議」 １１ 10 木 18:00 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

県薬「第２回通常会費見直しに関する特別委員会」 １１ 10 木 18:00 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・村松理事、天野通
常会費に関する特別委員会委員長、佐藤通常会費に関
する特別委員会副委員長他

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

静岡県立大学「平成28年度薬学共用試験ＯＳＣＥ直前評価者
講習会」

１１ 12 土 13:00 静岡県立大学（静岡市駿河区） 秋山・伊藤譲・植常務理事、安達理事他

県薬「平成28年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座
アイウオ）」（東部地区①）

１１ 12 土 14:30
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

渡辺理事、永瀬薬学生実務実習委員会委員

県薬「平成28年度第３回職能対策部会議」 １１ 12 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、安達・鈴木・服部理事

県医薬品登録販売者協会「平成28年度第２回静岡県医薬品登
録販売者薬事研修会」講演

１１ 13 日 10:00 静岡県商工会議所会館（静岡市葵区） 増田常務理事
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県薬「平成28年度第２回地域医療部会議」 １１ 13 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、岡田・小笠原・小西・山
田常務理事、村松・山口理事

県長寿政策課・県薬「平成28年度薬剤師認知症対応力向上研
修」

１１ 13 日 13:00 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・小笠
原・小西・山田常務理事、村松・山口理事

東海北陸厚生局「保険薬局集団的個別指導」（東部） １１ 15 火 13:30 沼津労政会館（沼津市） 山田常務理事、岡本職能対策委員会委員

県薬「自衛消防訓練」 １１ 16 水 9:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 齋藤専務理事、県薬職員

北駿薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 16 水 19:30 御殿場市民交流センター（御殿場市） 山田常務理事、鈴木理事

浜松市薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 16 水 20:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区）
植常務理事、服部理事、西村・大屋・下山・菅沼・髙
野・寺本職能対策委員会委員

日薬「健康サポート薬局担当者全国会議」 １１ 17 木 10:30 スクワロール麹町（東京都新宿区） 岡田・植・増田常務理事

静岡税務署「年末調整説明会」 １１ 17 木 13:30 静岡市民文化会館（静岡市葵区） 事務局職員

清水薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 17 木 19:00 清水保健福祉センター（静岡市清水区）
小笠原常務理事、岩切・茂木・加藤・浅野・松永・大
屋職能対策委員会委員

東海北陸厚生局「平成28年度第15回保険薬局個別指導」（中
部）

１１ 18 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 鈴木理事、加藤職能対策委員会委員

県薬事課「平成28年度静岡県薬物乱用防止県民大会」 １１ 19 土 13:30 掛川市文化会館シオーネ（掛川市） 明石会長、秋山常務理事

県薬「平成28年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座
イカ）」（東部地区②）

１１ 19 土 14:30
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

渡辺理事、永瀬薬学生実務実習委員会委員

県薬「平成28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）

１１ 20 日 10:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区） 三浦副会長他

県薬「平成28年度第１回臨床体験実習」 １１ 20 日 10:00
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、山田・岡田常務理事、山口理事他

県医師会「静岡県在宅医療推進センター『平成28年度多職種
連携リーダー研修会』」

１１ 20 日 10:00 静岡商工会議所会館（静岡市葵区） 細野副会長他

東海北陸厚生局「平成28年度第16回保険薬局個別指導」（西
部）

１１ 22 火 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

浜松市薬剤師会「第10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～」

１１ 23 水 10:00 浜松市ギャラリー「ソラモ」（浜松市中区） 明石会長

県薬「平成28年度第16回正副会長会議」 １１ 24 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、石川・細野・松山副会長、齋藤専務理事

富士宮市薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 24 木 19:30 富士宮市保健センタ―（富士宮市）
山田常務理事、鈴木理事、板井・岡本・佐々木職能対
策委員会委員

浜松市薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １１ 24 木 20:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区）
小笠原・植常務理事、安達・服部理事、角皆・下山・
菅沼・寺本職能対策委員会委員

東海北陸厚生局「平成28年度第17回保険薬局個別指導」（東
部）

１１ 25 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 岡田常務理事、渡辺職能対策委員会委員

日薬「平成28年度都道府県薬剤師会スポーツファーマシスト
担当者研修会」

１１ 25 金 13:00 ＴＫＰガーデンシティ渋谷（東京都渋谷区） 明石会長、伊藤譲常務理事、大石県薬DI所長

日薬「平成28年度東海ブロック会議」 １１ 26 土 16:00 岐阜都ホテル（岐阜市）
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49回東海薬剤師学術大会「東海四県会長懇談会」 １１ 26 土 18:00 岐阜都ホテル（岐阜市）
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49回東海薬剤師学術大会 １１ 27 日 10:00 長良川国際会議場・岐阜都ホテル（岐阜市）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事他

県生活科学検査センター「平成28年度評議員会」 １１ 28 月 13:30
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

全国健康保険協会静岡支部「健康保険委員研修会」講演 １１ 28 月 15:10 掛川市生涯学習センター（掛川市） 増田常務理事

県薬「平成28年度地域ブロック協議会」（西部） １１ 28 月 20:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事、岡田・植常務理事他

県立静岡がんセンター「平成28年度静岡県がん医療地域連携
交流会」

１１ 29 火 19:00 プラサベルデ（沼津市） 山田常務理事、山口理事

県生活科学検査センター「水環境と浄化槽講座」 １１ 30 水 13:30 掛川市生涯学習センター（掛川市） 明石会長

全国健康保険協会静岡支部「健康保険委員研修会」講演 １１ 30 水 15:10 沼津労政会館（沼津市） 山田常務理事

鈴木梅太郎博士顕彰会理事会・鈴木賞授与式に関する県薬事
課との打合せ

１１ 30 水 16:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

県薬「平成28年度地域ブロック協議会」（東部） １１ 30 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、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事、岡田・植・山田常務理事他

全国健康保険協会静岡支部「健康保険委員研修会」講演 １２ 2 金 15:10 浜松市勤労会館Ｕホール（浜松市中区） 植常務理事

鈴木梅太郎博士顕彰会理事会 １２ 3 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63回鈴木賞授与式」 １２ 3 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

静岡県立大学薬学部「病院・薬局実務実習発表会」 １２ 4 日 9:30 静岡県立大学 （静岡市駿河区） 明石会長

県薬「平成28年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座
アイウオカ）」（西部地区）

１２ 4 日 12:30 浜松市市民協働センター（浜松市中区） 植常務理事、安達理事他

全国健康保険協会静岡支部「健康保険委員研修会」講演 １２ 5 月 15:10
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

静岡県立入検査 １２ 6 火 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、石川・三浦・松山副会長、齋藤専務理事、
鈴木・戸塚監事

全国健康保険協会静岡支部「健康保険委員研修会」講演 １２ 6 火 15:10 富士市文化会館ロゼシアター（富士市） 細野副会長

三島市薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 １２ 7 水 19:30 三島商工会議所会館（三島市）
岡田・山田常務理事、鈴木理事、荒井・板井職能対策
委員会委員

県薬「平成28年度第17回正副会長会議」 １２ 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28年度第９回理事会」 １２ 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

県病院協会「平成28年度第２回理事会」 １２ 9 金 16:00 浮月楼（静岡市葵区） 松山副会長

榛原薬剤師会「在宅医療に関する中級研修会」講演 １２ 9 金 19:30 榛原医師会館（牧之原市） 曽根医療連携推進委員会委員

静岡県立大学「平成28年度薬学共用試験ＯＳＣＥ本試験」 １２ 10 土 9:00 静岡県立大学（静岡市駿河区） 秋山・伊藤譲・植常務理事、安達理事他

県薬「平成28年度薬局薬剤師のスキルアップ研修（第２回）
「医療連携推進研修会」」

１２ 11 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・原田常務理事他

小笠袋井薬剤師会「第５回小笠地区衛生材料等供給体制に関
する協議会」

１２ 13 火 19:30 掛川グランドホテル（掛川市） 岡田常務理事他
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県薬「平成28年度監事中間監査」 １２ 14 水 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、秋山常務理
事

東海北陸厚生局「平成28年度第18回保険薬局個別指導」（中
部）

１２ 14 水 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 増田常務理事、浅野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797回幹事会」 １２ 14 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

清水薬剤師会「在宅医療に関する中級研修会」 １２ 15 木 19:00 清水保健福祉センター（静岡市清水区） 河西医療連携推進委員会委員

焼津市薬剤師会「第５回焼津市衛生材料等供給体制に関する
協議会」

１２ 15 木 19:00 焼津市医師会館（焼津市） 加藤職能対策委員会委員他

東海北陸厚生局「平成28年度第19回保険薬局個別指導」（東
部）

１２ 16 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 山田常務理事、板井職能対策委員会委員

県薬事課「平成28年度第２回薬学講座検討委員会」 １２ 16 金 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「薬剤師復職支援事業 第１回研修会（座学）」 １２ 17 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「平成28年度静岡県健康サポート薬局推進事業に係る収
集事例報告の内容査読作業」

１２ 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、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28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）

１２ 18 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長他

県薬「平成28年度薬局薬剤師のスキルアップ研修（第３回）
「在宅医療に関する上級研修会」」

１２ 18 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、細野副会長、齋藤専務理事、岡田・小西・
山田常務理事、山口理事他

岡田県薬常務理事のご母堂様の通夜参列 １２ 20 火 18:00 熱海中央斎場（熱海市） 明石会長

県医療政策課「第２回静岡県保健医療計画策定作業部会」 １２ 21 水 16:00
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

細野副会長

県地域医療課・長寿政策課「第１回静岡県在宅復帰支援ガイ
ドライン検討会議」

１２ 21 水 18:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 山口理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １２ 26 月 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

第５回富士市衛生材料等供給体制に関する協議会 １２ 26 月 19:00 ホテルグランド富士（富士市） 細野副会長他

薬局薬剤師のコミュニケーションスキルアップ研修会に係る
講師と県薬との打合せ

１２ 27 火 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・植常務理事

仕事納めの式 １２ 28 水 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 水 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「平成29年新春祝賀会」 １ 4 水 16:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 明石会長

静岡朝日テレビ「とびっきり！しずおか」出演 １ 5 木 16:45 静岡朝日テレビ（静岡市葵区） 安達理事

新年挨拶回り １ 6 金 10:30 静岡県庁（静岡市葵区）
明石会長、石川・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事

県薬「平成28年度第18回正副会長会議」 １ 6 金 13:30 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

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第798回幹事会」 １ 11 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

県薬「平成28年度第19回正副会長会議」 １ 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28年度第10回理事会」 １ 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「第３回通常会費見直しに関する特別委員会」 １ 12 木 18:00 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、鈴木・服部・村松理事、
天野通常会費に関する特別委員会委員長、佐藤通常会
費に関する特別委員会副委員長他

県薬事課「平成28年度健康サポート薬局推進のための検討会
（第３回）」

１ 14 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、安達・鈴木理事

藤枝薬剤師会新年会 １ 14 土 18:00 小杉苑（藤枝市） 明石会長

静岡市薬剤師会新年会 １ 14 土 19:00 静岡グランドホテル中島屋（静岡市葵区） 石川副会長

県薬「平成28年度災害薬事コーディネーター養成研修会」
（本部研修）

１ 15 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、齋藤専務理事他

日本薬局協励会静岡支部新年大会 １ 15 日 12:30 静岡第一ホテル（静岡市駿河区） 明石会長

栗田省吾先生旭日双光章受章祝賀会 １ 15 日 16:00 みしまプラザホテル（三島市） 明石会長

静岡県地震対策オペレーション2017（大規模図上訓練） １ 17 火 8:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）

県薬「平成28年度第２回総合防災訓練（情報連絡システム
（モバイルi-call）による災害情報連絡訓練）」

１ 17 火 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）他

日薬「平成28年度第４回都道府県会長協議会」 １ 18 水 13:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

明石会長、石川副会長

日薬新年賀詞交歓会 １ 18 水 17:30 ホテルグランドパレス（東京都千代田区） 明石会長、石川副会長

県薬「平成28年度第１回編集委員会」 １ 19 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・鈴木・村松理事他

沼津薬剤師会・沼津薬業会「登録販売者研修会」講義 １ 21 土 15:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

齋藤専務理事

県薬「薬剤師復職支援事業 第２回研修会（座学）」 １ 21 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、増田・伊藤譲・原田常務理事他

県薬「平成28年度第３回薬歴管理に関する研修会」 １ 21 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長、植常務理事、安達・服部理事他

県薬「平成28年度高度管理医療機器等の販売業等に係る継続
研修会（第２回）」

１ 22 日 14:00 静岡商工会議所会館（静岡市葵区） 松山副会長、原田常務理事、山口理事他

東海北陸厚生局「平成28年度第20回保険薬局個別指導」（西
部）

１ 24 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 植常務理事、角皆職能対策委員会委員

静岡県知事と三師会との行政懇談会 １ 24 火 19:00 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
理事他

県健康増進課「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」

１ 25 水 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 秋山常務理事

県薬「平成28年度第20回正副会長会議」 １ 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

富士宮市薬剤師会勉強会講義 １ 26 木 19:30 富士宮市救急医療センター（富士宮市） 岡田常務理事、安達理事

東海北陸厚生局「平成28年度第21回保険薬局個別指導」（東
部）

１ 27 金 13:00 静岡県富士総合庁舎（富士市） 山田常務理事
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大野啓昇氏平成28年秋の叙勲を祝う会 １ 27 金 17:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 明石会長

静岡県立大学「新コアカリキュラム対応 薬学共用試験ＯＳＣ
Ｅ課題トライアル」

１ 28 土 10:00 静岡県立大学（静岡市駿河区） 伊藤譲・植常務理事、安達理事他

東海四県薬剤師会長・ 日薬代議員及び事務局長会議 １ 28 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・三浦・細野・松山副会長、齋藤専務
理事、大塚事務局長

県薬「平成28年度調剤過誤防止・医療安全管理講習会」 １ 28 土 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
山田・岡田・小笠原・植・増田常務理事、鈴木・服
部・安達理事他

東海薬学教育コンソーシアム「東海地区で新しい実務実習実
施検討ワークショップ」

１ 29 日 10:00 名古屋市立大学（名古屋市瑞穂区） 安達理事

県薬「平成28年度第２回地域・職域連絡協議会」 １ 29 日 13:30 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

静岡県薬剤師会新年賀詞交歓会 １ 29 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

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １ 30 月 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県地域医療課・長寿政策課「第２回静岡県在宅復帰支援ガイ
ドライン検討会議」

１ 30 月 18:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 山口理事

小笠袋井薬剤師会「第６回小笠地区衛生材料等供給体制に関
する協議会」

１ 30 月 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

東海北陸厚生局「平成28年度第22回保険薬局個別指導」（中
部）

１ 31 火 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 増田常務理事、髙野職能対策委員会委員

県薬「第５回静岡県衛生材料等供給体制に関する協議会の事
前打合せ」

１ 31 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

県薬「第１回平成29年度予算ヒアリング」 ２ 2 木 10:00 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

県歯科医師会「平成28年度第３回8020推進住民会議」 ２ 2 木 14:00 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 三浦副会長

三輪匡男元静岡県立大学薬学部長の通夜参列 ２ 2 木 18:00
平安祭典静岡「あいネットホール新川」（静
岡市駿河区）

齋藤専務理事

厚労省「平成28年度医薬分業指導者協議会」 ２ 3 金 13:00 厚生労働省（東京都千代田区） 齋藤専務理事、植常務理事

日本アンチ・ドーピング機構「平成28年度第２回加盟団体連
絡会議兼ドーピング防止研修会」

２ 3 金 18:00
ベルサール飯田橋ファースト（東京都文京
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 4 土 13:30
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「薬剤師復職支援事業 第３回研修会（座学）」 ２ 4 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・岡田・小笠原常
務理事

県薬「平成28年度地域薬剤師会学校薬剤師担当者会議」 ２ 4 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・伊藤譲常務理事、山口
理事他

県リハビリテーション専門職団体協議会「静岡県訪問リハビ
リテーション実務者研修会２」講演

２ 5 日 10:10 駅前交流センター「きらら」（富士宮市） 池田医療連携推進委員会委員

県薬「平成28年度臨床体験実習アドバンス編」 ２ 5 日 12:15 静岡県立大学（静岡市駿河区） 明石会長、細野副会長、山田・小笠原常務理事他

県地域福祉課「人権に配慮した相談対応を行うためのスキル
アップ講座」

２ 6 月 13:00 静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区） 大石県薬DI所長

静岡県薬事審議会に関する県薬事課との打合せ ２ 6 月 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長

富士市薬剤師会「第６回富士市衛生材料等供給体制に関する
協議会」

２ 6 月 19:00 ホテルグランド富士（富士市） 細野副会長他

県薬「平成28年度第３回学術情報部会議」 ２ 7 火 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・原田常務理事

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第799回幹事会」 ２ 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

第53回静岡県公衆衛生研究会 ２ 9 木 10:00 グランシップ（静岡市駿河区） 齋藤専務理事、秋山常務理事

県薬「平成28年度第21回正副会長会議」 ２ 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28年度第11回理事会」 ２ 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

県薬「平成28年度第２回編集委員会」 ２ 9 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・鈴木・村松理事、
清水編集委員会委員長、秋山編集委員会副委員長他

県国民健康保険課「平成28年度静岡県国民健康保険運営協議
会」

２ 10 金 14:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 山口理事

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」 ２ 10 金 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、茂木職能対策委員会委員

県病院協会「平成28年度第３回理事会」 ２ 10 金 16:00 静岡県経済産業会館（静岡市葵区） 松山副会長

日薬「平成28年度生涯学習担当者全国会議」 ２ 11 土 13:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

原田常務理事

県薬「平成28年度地域ブロック協議会」（中部） ２ 11 土 18:00 パルシェ（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、秋山常務理事他

第62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

２ 12 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、安達理事他

県生活科学検査センター「平成28年度理事会に係る事前打合
せ」

２ 13 月 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

県薬事課「平成28年度静岡県薬事審議会」 ２ 14 火 14:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 明石会長、細野副会長

県学校保健会「平成28年度第２回理事会」 ２ 16 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

県薬「第５回静岡県衛生材料等供給体制に関する協議会の事
前打合せ」

２ 16 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、加藤職能対策
委員会委員

焼津市薬剤師会「第６回焼津市衛生材料等供給体制に関する
協議会」

２ 16 木 19:00 焼津市医師会館（焼津市）

静岡市薬剤師会「平成28年度薬歴管理に関する研修会」 ２ 16 木 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、小笠原・植常務理事、服部理事、加藤・
松永職能対策委員会委員

県薬事課「平成28年度健康サポート薬局推進のための検討会
（第４回）」

２ 18 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、安達・鈴木・服部理事

県薬「平成28年度薬局薬剤師のスキルアップ研修（第４回）
「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 19 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、岡田・増田・小笠原・植・山
田常務理事、服部理事他

静岡県立大学薬学部実務実習協議会 ２ 20 月 15:00 静岡県立大学（静岡市駿河区） 松山副会長、植・伊藤邦彦常務理事、安達理事

磐田薬剤師会「電子版お薬手帳研修会」講演 ２ 20 月 19:30 磐田市急患センター（磐田市） 服部理事

東海北陸厚生局「平成28年度第23回保険薬局個別指導」（西
部）

２ 21 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 安達理事、下山職能対策委員会委員

県薬「第97回定時総会に関する打合せ」 ２ 21 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、齋藤専務理事
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平成28年度薬局実務実習受入に関する東海地区ブロック会議 ２ 22 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

平成28年度静岡県保険者協議会・保険者協議会作業部会合同
会議

２ 23 木 14:00
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

植常務理事

県薬「第２回平成29年度予算ヒアリング」 ２ 23 木 14:30 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、秋山常務理事

県薬「平成28年度第22回正副会長会議」 ２ 23 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28年度第24回保険薬局個別指導」（中
部）

２ 24 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 植常務理事、大屋職能対策委員会委員

日薬「平成28年度学校薬剤師部会全国担当者会議」 ２ 24 金 13:30
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

秋山常務理事、山口理事

県薬「第５回静岡県衛生材料等供給体制に関する協議会」 ２ 24 金 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、伊藤譲・岡田
常務理事、加藤職能対策委員会委員他

病院薬局実務実習東海地区調整機構「平成28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 25 土 14:00 名城大学（名古屋市天白区） 原田常務理事

県医師会「静岡県在宅医療推進センター 平成28年度在宅医療
支援のための研修会」

２ 25 土 15:00
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

細野副会長、村松理事他

県薬「平成28年度第１回職能対策委員会」 ２ 25 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川副会長、小笠原・岡田・植・増田・山田常務理
事、安達・鈴木・服部理事他

県薬「平成28年度第１回地域薬剤師会社会保険担当者会議」 ２ 25 土 16:30 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、安達・鈴木・服部理事他

県薬「健康サポート薬局制度に関する説明会」 ２ 26 日 10:30 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、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28年度第１回地域薬剤師会一般用医薬品担当者会
議」

２ 26 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・増田・山田常
務理事、安達・鈴木・服部理事他

県薬「平成28年度一般用医薬品販売に関する講習会」 ２ 26 日 14:10 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・増田・山田常
務理事、安達・鈴木・服部理事他

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ２ 27 月 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会「平成28年
度第３回理事会」

２ 27 月 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

県生活科学検査センター「平成28年度理事会」 ３ 1 水 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

東海北陸厚生局「保険薬剤師集団指導」 ３ 1 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、加藤職能対策委員会委員

県地域医療課・長寿政策課「第３回静岡県在宅復帰支援ガイ
ドライン検討会議」

３ 1 水 18:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 山口理事

県地域医療課「平成28年度第１回静岡県救急・災害医療対策
協議会」

３ 2 木 17:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 村松理事

県体協「平成28年度第２回スポーツ医・科学委員会」 ３ 2 木 18:45 パルシェ（静岡市葵区） 大石県薬DI所長

日薬「平成28年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研
修会」

３ 3 金 13:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

大石県薬DI所長

県薬「平成28年度地域薬剤師会薬局実務実習担当者会議」 ３ 5 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28年度認定実務実習指導薬剤師アドバンストワー
クショップ」

３ 5 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
明石会長、松山副会長、植・伊藤邦彦常務理事、安達
理事他

県警「テロ対策ネットワーク説明会」 ３ 6 月 13:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

県医師会「静岡県在宅医療体制整備・推進協議会 平成28年度
第４回静岡県在宅医療・介護連携情報システム運用検討部
会」

３ 6 月 19:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 秋山常務理事

静岡県立こども病院との打合せ会 ３ 6 月 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川副会長

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第800回幹事会」 ３ 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

県医師会「平成28年度第２回静岡県在宅医療体制整備・推進
協議会」

３ 8 水 18:00 静岡県医師会館（静岡市葵区） 明石会長

県薬「平成28年度第23回正副会長会議」 ３ 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

日薬「アンチ・ドーピング委員会」 ３ 9 木 13:30
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

大石県薬DI所長

県薬「平成28年度第12回理事会」 ３ 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

県薬「平成28年度医薬品情報管理センター運営委員会」 ３ 9 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
松山副会長、原田・伊藤譲・植常務理事、秋山静岡市
薬剤師会会長

県薬「会報誌の表紙のデザイン及び印刷業務に関するプロ
ポーザル発表会」

３ 9 木 18:00 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・鈴木・村松理事他

県薬「平成28年度第３回編集委員会」 ３ 9 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・鈴木・村松理事、
清水編集委員会委員長他

県腎臓バンク「第20回理事会」 ３ 10 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

県病院協会「平成28年度臨時総会」 ３ 10 金 16:00 静岡県経済産業会館（静岡市葵区） 松山副会長

日薬第88回臨時総会 ３ 11.12 土.日 11/13:30 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

県生活科学検査センター「平成28年度評議員会」 ３ 13 月 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

県長寿政策課「平成28年度第２回地域包括ケア推進ネット
ワーク会議」

３ 13 月 14:00 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 細野副会長

東海北陸厚生局「平成28年度第25回保険薬局個別指導」（西
部）

３ 14 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 植・増田常務理事

県健康増進課「ふじのくに健康増進計画推進協議会」 ３ 14 火 15:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 明石会長

県医療政策課「第３回静岡県保健医療計画策定作業部会」 ３ 15 水 15:00
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

細野副会長

日薬「研究倫理に関する全国会議」 ３ 16 木 13:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

原田常務理事、事務局職員

平成28年度静岡県立大学学部・短期大学部・大学院 学位記授
与式

３ 17 金 10:00 グランシップ（静岡市駿河区） 明石会長

静岡県立大学薬学部・薬食生命科学総合学府・薬学研究院学
位記伝達式

３ 17 金 13:30 静岡県立大学（静岡市駿河区） 明石会長

県体協「平成28年度指導者スキルアップ促進事業～スポーツ
医・科学合同研修会」

３ 17 金 19:00 ツインメッセ静岡（静岡市駿河区） 伊藤譲常務理事

第62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）直前研修会

３ 18 土 13:00 静岡県立大学（静岡市駿河区）
松山副会長、植・伊藤邦彦・伊藤譲・原田常務理事、
安達理事他
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第62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）

３ 19.20 日.月
19/9:00
20/9:00

静岡県立大学（静岡市駿河区）
明石会長、松山副会長、植・伊藤邦彦・伊藤譲・原田
常務理事、安達理事他

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 22 水 13:00 静岡県庁本館（静岡市葵区） 齋藤専務理事

県医療政策課「平成28年度第２回静岡県医療審議会」 ３ 22 水 16:00
静岡県職員会館「もくせい会館」（静岡市葵
区）

細野副会長

日薬「平成28年度社会保険指導者研修会」 ３ 23 木 13:00
ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター（東京
都新宿区）

岡田・増田常務理事

県薬「第96回臨時総会議事運営打合せ会」 ３ 23 木 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、齋藤専務理事、服部理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ３ 24 金 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 明石会長

県疾病対策課「平成28年度静岡県がん対策推進協議会」 ３ 24 金 15:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 明石会長

県薬第96回臨時総会 ３ 26 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
理事他

県薬事振興会「平成28年度臨時総会」 ３ 28 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、齋藤専務理事

県長寿政策課「第１回静岡県保健福祉計画策定部会」 ３ 28 火 16:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 細野副会長

県薬「平成28年度第24回正副会長会議」 ３ 30 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 明石会長、 石川・細野・松山副会長、齋藤専務理事
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