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平成 30 年度事業報告 

 

1961年（昭和36年）にすべての国民が医療保険及び年金による保障を受けられるという画期的

な「国民皆保険・皆年金」体制を実現したが、1973年（昭和48年）の第１次オイルショック以降

今日まで、人口の少子高齢化等に対応すべく、国民皆保険・皆年金を次世代に引き継ぐための

様々な改革が求められ、その取組が急務となってきた。本年度は、診療報酬・介護報酬の同時改

定や、医療及び介護等に係る各種計画の節目の年として、医療・介護提供体制の充実、疾病予防・

健康づくり、負担能力に応じた公平な負担と給付のあり方や、診療報酬及び医薬品等に係る改革

等を有機的に連携させていくことが求められている。 

こうした中で厚生労働省は、平成27年10月に「患者のための薬局ビジョン」を公表され、団塊

の世代が後期高齢者となる2025年、さらには10年後の2035年までの中期的視野に立って、現在の

薬局を患者本位の「かかりつけ薬局」に再編する道筋を示しているところであり、薬剤師と薬局

は、地域住民・患者から信頼されて選ばれる「かかりつけ」としての機能と役割を発揮し、地域

包括ケアシステムに貢献していかなければならない。 

また、政府の経済財政に関する基本方針「経済財政運営と改革の基本方針2018」（骨太方針）

では、患者本位の医薬分業を実現し、地域において薬局が効果的・効率的にその役割を果たすこ

とができるよう調剤報酬のあり方を引き続き検討すること、セルフメディケーションを進めて

いく中で、地域住民にとって身近な存在として、健康の維持・増進に関する相談や一般用医薬品

等を供給し、助言を行う機能をもった健康サポート薬局の取組の促進が示された。薬機法による

「健康サポート薬局」制度（平成28年４月施行）は地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担

うものであり、静岡県薬剤師会では、健康サポート薬局に常駐が義務付けられている薬剤師の資

質確保のための「健康サポート薬局のための技能習得型研修」を引き続き提供しているところで

ある。 

一方、昨年は偽造医薬品の流通や調剤報酬の付け替え請求、無診察処方といった、薬剤師・薬

局が関わる不祥事が続発したこともあり、薬剤師・薬局に対する批判は、依然として厳しい状況

が続いている。大半の薬剤師・薬局は信頼を得ているものと確信しているが、薬剤師の役割や責

務を忘れたかのような、倫理観にもとる行動をとる一部の者によって、薬剤師全体が同一視され

ることは不本意である。日本薬剤師会では、こうした事態を真摯に受け止め、すべての薬剤師が

倫理観と専門職としての矜持を持って社会から信頼される医療人として業務に取り組んでいか

なければならないとし、新たな「薬剤師行動規範」を公表している。 

医薬分業制度については、国の方針として推進していくことが明確になったものの、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、留意事項通知「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（平成28年10月１日付け保

医発0331第６号。平成28年10月１日から適用）により、いわゆる敷地内薬局を誘致する動きが続

いている。患者の薬物療法を安全でより効果的に確保するためには、処方箋の確認と調剤は、処

方箋を交付する医療機関から独立した薬局において行わなければならないものであり、保険薬

局の指定に当たっては、医薬分業制度の円滑な推進が確保されるよう、薬剤師会として当該通知

の厳格適用を強く求めている。そして、医薬品の一元的・継続的な薬学管理指導と医薬品等の供
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給と、地域包括ケアシステムの中で患者の医療安全確保のため、薬局薬剤師と病院薬剤師との連

携を一層推進していかなければならない。 

また、平成30年度は薬機法の施行後５年を目途とする見直しが厚生労働省の厚生科学審議会・

医薬品医療機器制度部会にて行われ、薬機法等制度改正に関する取り纏めが公表された。薬剤師

については、「調剤時のみならず、服用期間を通じて、一般用医薬品等を含む必要な服薬状況の

把握や薬学的知見に基づく指導を行うこと」「患者の服薬状況等の情報や実施した指導等の内容

について記録すること」「医師等への適切な情報を通じた連携体制の下、安全で効果的な薬物療

法の確保を目指すこと」等を法律上明確にし、薬剤師は調剤のみならず地域住民・患者が使用す

る医薬品全般を管理するものであることを改めて示すよう求めている。一方、薬局については、

薬局が有する機能をより「明確化」し、患者が薬局を主体的に選択できるよう、特定の機能を有

する薬局を法令上明確にする必要性等が示されている。そして、これに基づく薬機法等の一部を

改正する法律案が今国会（第198回通常国会）に提出されている。 

平成 30 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、薬剤師養成のための薬学教育への対応、生涯学習の充実・学術活動の推進、薬剤師・

薬局機能の充実及び医療安全対策の推進など、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 

 

１ 薬剤師養成のための薬学教育への対応  

（１）認定実務実習指導薬剤師の養成 

ア 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 70 回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ in東海（静岡）］ 

開催日：９月 16日（日）～17 日（月・祝） 

場所：静岡県立大学 

受講者数：５４名 

［認定実務実習指導薬剤師アドバンストワークショップの開催］ 

開催日：２月 24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」 

④ ＳＧＤ～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「パフォーマンスを測る教育評価とは」 

⑦ ＳＧＤ～発表・討論 

⑧ 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」 

-3-



 
 

⑨ 臨床現場での学習に有効な手法 

⑩ ポストアンケート・今日の評価～閉会式 

チーフタスクフォース：松山副会長 

受講者数：３４名 

イ 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 

新規申請対象「講座①・②・③」、更新申請対象「講座④」を開催した。 

開催日 場 所 新規 更新 

５月 19 日（土） 浜松市薬剤師会 １５名 ５名 

５月 20 日（日） 静岡県薬剤師会館 ３４名 ４名 

６月９日（土） 沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター １６名 １１名 

11 月 24 日（土） 富士市薬剤師会 ８名 ５名 

（２）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 

平成 30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月 19 日（土） 愛知学院大学薬学部 原田常務理事

平成 30年度第２回東海地区

調整機構運営委員会 
１月 26 日（土） 愛知学院大学薬学部 安達常務理事

（３）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 30 年度は 86薬局において 138 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：１月 21日（月） 

場所：静岡県立大学 

出席者：松山副会長、植常務理事 

イ 平成 30 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 12 日（水） 
田方、三島、沼津、富士、清水、静岡、焼

津、藤枝、小笠袋井、浜松 
６９名 

12 月 13 日（木） 
伊東熱海、田方、沼津、富士、清水、静岡、

焼津、藤枝、島田、浜松 
６８名 

ウ 実務実習発表会への参加 

11 月 18 日（日）、静岡県立大学薬学部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大重理事が出席した。 

エ ＯＳＣＥ（客観的臨床能力評価試験）への評価者派遣 

［静岡県立大学薬学部ＯＳＣＥ直前評価者講習会］ 

実施日：11 月 11 日（日） 

場所：静岡県立大学 

評価者：秋山副会長、安達・植常務理事、大重理事他 

［静岡県立大学薬学部ＯＳＣＥ本試験］ 
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実施日：12 月８日（土） 

場所：静岡県立大学 

評価者：秋山副会長、安達・植常務理事、大重理事他 

（４）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」

対応の研修等の実施 

ア 実務実習のトライアル実習に関する説明会の開催 

開催日：６月 24日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

受講者数：８８名 

イ 改訂コアカリキュラム対応実務実習に関する説明と意見交換会への参加 

開催日：８月 25日（土） 

場所：静岡県立大学 

出席者：松山副会長、植常務理事、大重理事 

（５）東海薬学教育コンソーシアムへの協力 

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

区内の薬系大学と、医学部と看護学部をもつ大学が参画の「６年制薬学教育を主軸とする薬

系・医系・看護系大学による広域総合教育連携」は、平成 23 年３月をもって終了した。 

しかし、これまでの成果を基盤に、引き続き東海四県の薬系７大学を中心に連携体制を維

持することとなり、現在は「東海薬学教育コンソーシアム」として、地域全体の薬学教育の

水準を高め、優れた薬剤師を輩出できることを目指している。静岡県薬剤師会からは、東海

薬学教育コンソーシアムの運営委員として安達常務理事が参画している。 

［東海地区実務実習検討会議］ 

開催日：10 月 27 日（土） 

場所：名古屋市立大学薬学部（名古屋市瑞穂区） 

 

２ 生涯学習の充実・学術活動の推進  

（１）生涯学習の充実 

ア 日本薬剤師研修センター及び日本薬剤師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 265 件）を行うとともに、「研修認定薬剤師」の新規認定 273 名、更新認定 418 名、計

691 名の手続きを行った。 

イ ｅ-ラーニング等による生涯学習・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。 

ウ 臨床及び疫学研究に関する倫理審査等への対応 

平成 26 年 12 月 22 日に厚生労働省及び文部科学省が制定した「人を対象とする医学系
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研究に関する倫理指針」に対応するため、日本薬剤師会において「臨床・疫学研究倫理審

査委員会」が設置され、各都道府県薬剤師会にも同様の倫理審査を行う機関の設置の要請

があった。 

そのため、静岡県薬剤師会は平成 28 年度から準備を進め、平成 30 年度において正式に

「公益社団法人静岡県薬剤師会研究倫理審査委員会」を設置した。なお、平成 30 年度にお

ける研究倫理審査の申請件数は２件であった。 

エ 次世代薬剤師指導者研修会の開催 

日本薬剤師会は平成 29年度において、厚生労働省から「薬剤師生涯教育推進事業」の実

施法人として採択を受け、本事業の一環として「次世代薬剤師指導者研修会」を開催して

いる。本事業は、病院や地域におけるチーム医療に貢献する薬剤師の養成に向け、地域の

実情に応じた研修の企画・指導や、チーム医療の実践につなげることのできる地域の指導

的立場を担う薬剤師（病院・薬局）の育成のための研修会や、薬剤師のかかりつけ機能強

化のための「研修シラバス」の検討・作成等を目的としており、静岡県薬剤師会は平成 30

年度において伝達研修会を開催した。 

開催日：２月 16日（土）～17 日（日）１泊２日 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：講義①「薬剤師を取り巻く社会的情勢と医療等提供体制における役割」 

プレゼンテ―ション①「薬薬連携の実践～患者情報の流れと共有～」 

プレゼンテ―ション②「ふじのくにねっと」 

ＳＧＤ①「患者情報の共有、検査値の利用」 

プレナリーセッション 

講義②「ポリファーマシー対策に必要な薬物動態学の理解と活用」 

プレゼンテ―ション③「ＣＫＤについて」 

ＳＧＤ②「症例検討」 

受講者数：３０名 

（２）学術活動の推進 

ア 第 51 回日本薬剤師会学術大会（石川大会）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。 

［第 51 回日本薬剤師会学術大会］ 

メインテーマ：「人として、薬剤師として。」 

主催：日本薬剤師会、石川県薬剤師会 

会期：９月 23 日（日・祝）～24日（月・振） 

会場：石川県立音楽堂、ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢、ホテル日航金沢、 

ホテル金沢、金沢市アートホール、もてなしドーム他 

参加登録者数：８,４７１名（内訳：一般８,２６８名、学生２０３名） 

[口頭発表／静岡県発表者] 
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№ 地域・職域等 発表者氏名 所 属 題 名 

1 沼津 秋山 雅子 
沼津薬剤師会 

支援センター薬局 

吸入指導をはじめとした病薬連携の実

践と今後の課題について 

2 沼津 星  瑞江 くるみ薬局香貫店 

調剤薬局の薬剤師だからできる糖尿病

患者の支援―「歩こう会」開催 11 回を

振り返って 

3 沼津 山口 宜子 たんぽぽ薬局 
薬局・薬剤師の在宅訪問業務の推進につ

いて 

 [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 三島 後藤 孝夫 長伏つばさ薬局 

アリス薬局グループにおけるプレアボ

イドの収集と薬局業務への活用方法の

検討 

2 富士 久保田 節子 
富士市薬剤師会 

医薬品情報室 

「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～ 

3 浜松 加藤 友博 あおい薬局神田店 
湿布薬を適正に使用できているのか調

査分析し、適正使用を指導する 

4 浜松 飯山 教好 レモン薬局三方原店 
グループホームへの訪問活動開始後の

処方薬剤数減少を伴う介入効果 

5 浜松 尾関 佳代子 
杏林堂薬局 

高塚調剤センター 

福祉施設職員へのインタビュー調査か

ら見えてきた施設の災害対応への課題

と薬剤師の役割 

6 浜松 西島 由仁 初生薬局 
DPP-4 阻害薬 10 製品のパンフレット比

較と活用方法 

7 病薬 富野 浩充 焼津市立総合病院 
小児における錠剤内服可能な年齢につ

いて 

8 静岡 大石 順子 
静岡県薬剤師会 

医薬品情報管理センター 

静岡県薬剤師会におけるアンチ・ドーピ

ング活動 アマチュアからプロの全て

のアスリートのために  

 

イ 第 51 回東海薬剤師学術大会（静岡大会）の開催  

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。 

［第 51 回東海薬剤師学術大会］ 

メインテーマ：「人として、薬剤師として。」 

主催：静岡県薬剤師会 

共催：三重県薬剤師会、岐阜県薬剤師会、愛知県薬剤師会 

開催日：12 月２日（日） 

会場：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」 

参加者数：１,１４６名 

（静岡県 582 名、三重県 176 名、岐阜県 98 名、愛知県 277 名、その他 13 名） 

時間 内 容 場 所 

9:30～ 受付 １階 大ホール 海 エントランスホール 

10:00～10:30 大会式典 １階 大ホール 海 

10:40～11:40 特別記念講演 １階 大ホール 海 

12:00～13:00 ランチョンセミナーＡ ９階 会議室 910 

 ランチョンセミナーＢ 10 階 会議室 1001-1 

 ランチョンセミナーＣ 10 階 会議室 1001-2 

 ランチョンセミナーＤ 11 階 会議ホール 風 

13:20～15:40 研究発表（口頭） 10 階 会議室 1001-1 
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13:20～15:30 教育講演 10 階 会議室 1001-2 

14:30～16:00 シンポジウム 11 階 会議ホール 風 

12:00～15:30 ポスターセッション ６階 展示ギャラリー、交流ホール 

10:00～16:00 薬科機器等展示、書籍販売 ６階 展示ギャラリー 

10:00～16:00 土産販売 １階 大ホール 海 

 

[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 小笠袋井 角皆 卓 健康第一薬局 一般市民向けの講座、地域活動 

 [研究発表（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 県薬剤師会 河西 きよみ 
静岡県薬剤師会 

地域医療部 

薬局・薬剤師の在宅訪問業務の推進につ

いて 

2 県薬剤師会 服部 隆志 
静岡県薬剤師会 

職能対策部 

健康サポート薬局制度推進のための現

状調査 

3 沼津 飯村 龍輝 小島薬局本店 
精神疾患を持つ独居高齢者に対する在

宅医療による服薬支援 

 [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 伊東熱海 安立 寿美子 おおぞら薬局 地域貢献をするために 

2 三島 後藤 孝夫 長伏つばさ薬局 
アリス薬局グループにおける情報のデ

ータベース化による業務効率化の検討 

3 三島 上妻 雅之 
静岡健康企画 

ことぶき薬局 

ことぶき薬局における麻薬調剤４年間

のまとめ 

4 三島 渡辺 永嗣 三島市薬剤師会 
三島市薬剤師会における薬局間連携へ

の取り組み 

5 三島 田嶋 ゆかり 三島市薬剤師会 

三島市薬剤師会 学校薬剤師の取り組み 

薬学講座における生徒の理解度と今後

の薬学講座の工夫について 

6 三島 林  昭文 ことぶき薬局 
健康サポート薬局を見据えたお薬出前

講座の取り組みと課題 

7 沼津 山本 知佐子 
静岡健康企画  

いちご薬局  

かかりつけ薬剤師活動のまとめとプレ

アボイド事例 

8 沼津 本多 健太郎 小島薬局本店 

かかりつけ薬剤師としての役割・機能拡

大の可能性について ～患者様の QOL 改

善に向けた取り組みの症例報告～ 

9 富士 安達 杏奈 小島薬局 新人薬剤師の在宅への取り組み 

10 清水 柴田 昭 清水薬剤師会 
清水薬剤師会ブラウンバッグによる残

薬調整の取り組みについて 

11 清水 滝口 智子 清水薬剤師会 
清水薬剤師会 Ｕ カードのお薬手帳添

付事業について 

12 静岡 吉岡 優子 
静岡市薬剤師会 

地域医療委員会 

静岡市薬剤師会 夜間電話くすり相談 

相談者のかかりつけ薬剤師に関わる意

識調査のまとめ 

13 静岡 野口 雄司 わかくさ薬局唐瀬店 
服薬情報等提供への積極的取り組みと

有用性の検討 

14 静岡 前坂 知之 
静岡市薬剤師会 

連携委員会 

Ｃｈｅｃｋ!ＣＫＤシールしずおかの運

用の現状について 

15 静岡 細川 奈緒 静岡メディスン 
介護予防について薬局・薬剤師に期待さ

れていること 
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16 静岡 鶴田 修 
静岡メディスン 

薬局メディスン中田店 
健康増進イベントの課題と取り組み 

17 静岡 杉山 優香 アイドラッグ 
すずらん薬局９店舗の、第１回顧客満足

度アンケート結果について 

18 静岡 加藤 剛 
アイドラッグ 

すずらん薬局中村店 

疼痛緩和用注入シリンジポンプ導入と、

がん患者の在宅療養支援の取り組み 

19 焼津 大畑 真理奈 ユーカリ薬局 
インシデント防止対策～自社開発監査

システムの導入とその検証～ 

20 焼津 石橋 幸大 わかくさ薬局 

当社におけるチェックシートを用いた

ジェネリック医薬品の選定～モンテル

カスト錠の実例より～ 

21 榛原 加藤 達広 はいやく のぞみ薬局 生活習慣と排尿リズム 

22 小笠袋井 名倉 尚宏 みやわき薬局 
シダトレンのコンプライアンスと患者

治療満足度の相関性について 

23 小笠袋井 箙  祐司 南山堂ホールディングス 
薬局内で発覚したミス及び過誤事例報

告 

24 磐田 髙柳 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 ～認知機能低下

のあるがん患者の在宅治療、重篤な下痢

に対応した一例～ 

25 浜松 黒宮 潔 
静岡健康企画  

みかん薬局 

薬剤適正使用のための減薬や薬剤変更

の取り組み 

26 浜松 永井 基瑛 浜松市薬剤師会 

携帯型６秒量計（ハイチェッカー（R））を

用いたイベント参加者への肺年齢測定と

喫煙・受動喫煙による影響の経時的調査 

27 
県薬学技術 

公務員協議会 
岡野 幸次 静岡県環境衛生科学研究所 化粧品中防腐剤等の一斉分析法の検討 

28 
県薬学技術 

公務員協議会 
岡野 幸次 静岡県環境衛生科学研究所

シルクパジャマと謳う衣類の苦情テス

トについて 

29 
県薬学技術 

公務員協議会 
馬渕 博 

静岡県富士健康福祉センタ

ー 

献血率向上に向けた調査とそのための

取組 

30 
県薬学・薬剤

師教育協議会 
平井 啓太 

静岡県立大学薬学部臨床薬

効解析学分野 

薬剤師による在宅医療における多職種

連携の現状と課題 

31 県薬剤師会 菅瀬 久智 わかくさ薬局長田店 

静岡県薬剤師会におけるアンチドーピ

ング活動～アマチュアからプロの全て

のアスリートのために～ 

32 県薬剤師会 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

継続発行等とその評価～静岡県民の医

療リテラシーを高めるために～ 

 

３ 薬剤師・薬局機能の充実及び医療安全対策の推進 

（１）健康サポート薬局制度の推進 

平成 30 年度は「患者のための薬局ビジョン」の実現に資するための厚生労働省「患者の

ための薬局ビジョン推進事業」のメニューとして、①多職種連携による薬局の在宅医療サー

ビスの推進事業、②ＩＣＴを活用した地域の先進的な健康サポート推進事業、③薬局・薬剤

師による健康サポート推進事業、④薬局薬剤師と病院薬剤師の連携（薬薬連携）等の地域連

携を担う人材育成事業の公募が行われ、静岡県はモデル事業として「多職種連携による薬局

の在宅医療サービスの推進事業」に応募し、静岡県薬剤師会が受託して実施した。 

また、健康サポート薬局の推進を図るため、健康サポート薬局に常駐が義務付けられてい
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る薬剤師の資質確保のための「健康サポート薬局のための技能習得型研修」を開催した。 

ア 患者のための薬局ビジョン推進事業の実施 

（ア）在宅訪問普及促進業務の実施 

藤枝地域及び中東遠地域に在宅訪問普及促進支援員を配置し、薬局薬剤師と多職 

種が連携して在宅訪問業務を推進した。 

     ａ 在宅訪問普及促進支援員による在宅関係者へのアプローチ 

在宅訪問普及促進支援員が、行政、医師会、歯科医師会、地域包括支援センター、

訪問看護ステーション協議会、居宅介護支援事業所に対し、薬局の在宅業務について

の情報発信とニーズの把握を行うことを目的に、訪問調査を行った。また訪問調査に

当たり在宅訪問可能薬局のＭＡＰ、リストを作成し配布した。調査の結果から得られ

た各団体による意見や要望から薬剤師による在宅業務の課題をまとめ、今後の対応を

検討した。 

(a)  在宅訪問普及促進支援員の氏名、活動範囲 

支援員の氏名 活動範囲 

齊藤 文昭 藤枝薬剤師会地域 藤枝市及び平成20年 11月１日

の合併前の志太郡大井川町 

山中 寛次郎 
中東遠地域： 
磐田薬剤師会地域 磐田市 

増田 祥典 
中東遠地域： 
小笠袋井薬剤師会地域 袋井市、森町 

小笠原 俊拓 
中東遠地域： 
小笠袋井薬剤師会地域 掛川市 

小西 尚樹 
中東遠地域： 
小笠袋井薬剤師会地域 

菊川市及び平成 16 年４月１日

の合併前の小笠郡浜岡町 

(b)  活動期間：平成 30 年６月 27 日（水）～平成 31年２月 28日（木） 

(c)  調査項目 

・薬局薬剤師に期待すること、又は要望する事項 

・薬局薬剤師からの提供が望まれる情報 

・薬局薬剤師による在宅訪問業務に係る課題 

(d)  訪問調査実施状況 

行政 
医師会・歯

科医師会 

病院・

診療所

地域包括支

援センター

訪問看護ステー

ション協議会 

居宅介護支

援事業所 
計 

９ ３ ３ 14 14 ６ 49 

     ｂ 協議会等における検討 

薬局薬剤師による在宅訪問業務を推進するため、薬局薬剤師、多職種及び行政担当

者による協議会を開催した。 

実施日 会議等名 参加職種 

11 月９日（金） 
平成 30 年度第１回地域包括ケ

ア推進ネットワーク会議 

医師、薬剤師、看護師、ケアマ

ネジャー、行政他 

２月 20日（水） 
平成 30 年度第２回磐田市在宅

医療介護連携推進協議会 

医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、ケアマネジャー、行政他 

２月 21日（木） 
小笠袋井薬剤師会「袋井市多職

種連携協議会」 

薬剤師、看護師、ケアマネジャ

ー、行政他 

２月 25日（月） 
小笠袋井薬剤師会「掛川市多職

種連携協議会」 

医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、ケアマネジャー、行政他 
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２月 26日（火） 
中東遠地域包括ケア推進ネッ

トワーク会議 

歯科医師、薬剤師、看護師、ケ

アマネジャー、行政他 

２月 27日（水） 
志太榛原地域包括ケア推進ネ

ットワーク会議 

医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、ケアマネジャー、行政他 

（イ） 多職種と連携した在宅訪問業務の実施及び普及啓発 

     ａ モデル地域における在宅訪問業務の実施 

藤枝薬剤師会をモデル地域とし、多職種や患者・患者家族から依頼された在宅療

養患者等に対して薬局薬剤師が在宅訪問業務を行い、依頼者にその活動内容や患者

情報をフィードバックし、それらの活動を評価した。 

(a)  在宅訪問の実施期間及び実施件数 

時期：８月～12月 

件数：７４件 

(b)  多職種団体等への説明及び協力依頼 

医師会、自治体、地域包括支援センター、訪問看護ステーション及び市立病院等

に対して、本事業の説明および協力依頼を行った。 

実施先 実施回数

県医師会 １回

志太医師会、藤枝歯科医師会、焼津市地域包

括ケア推進課、藤枝市地域包括ケア推進課、

中部保健所、藤枝市立総合病院等 

２１回

(c)  地域薬剤師会内の薬局薬剤師への説明会等の開催 

藤枝薬剤師会において、在宅訪問業務に意欲のある薬局薬剤師の応募を受け、

在宅訪問業務に関する一定の技量習得のための研修会を開催した。 

＜研修会＞ 

開催日 場所 参加人数

７月 25日（水） 藤枝市生涯学習センター ４４人

11 月１日（木） スズケン㈱藤枝支店 １８人

     ｂ 県民、多職種、薬剤師等への情報発信等 

(a) 市町等が実施する健康まつり等において、地域住民に対し、薬局薬剤師による  

在宅訪問業務の内容等について情報発信を行った。 

月日 媒体 内容等 備考 

６月 30日（土） イベント 沼津市立病院健康まつり 2018  

８月５日（日） イベント 焼津市薬剤師会「夏のお薬イベン

ト」 

 

９月８日（土） 

９日（日） 

イベント リレー・フォー・ライフ・ジャパン

2018 静岡 

 

９月 16日（日） イベント 富士市 2018 健康まつり  

10 月～12月 テレビ 薬剤師職能啓発のためのテレビコマ

ーシャル「在宅訪問編」の放映 

放送回数

232 回 

10 月６日（土） 

７日（日） 

イベント 静岡新聞社・静岡放送他「しずおか

元気応援フェア 2018」 

 

10 月 19 日（金） 講演 平成 30年度静岡高校進路講演会  

10 月 21 日（日） イベント 浜松市薬剤師会「第 12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 月９日（金） 講演 湖西市家族介護支援事業「薬剤師・

管理栄養士による講演」 

 

11 月 11 日（日） イベント 伊東市健康フェスタ  
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11 月 23 日（金・祝） 

24 日（土） 

イベント 協和医科器械・浜松市他「メディメ

ッセージ 2018」 

 

12 月 18 日（火） 業界紙 事業の実施について 

（在宅訪問普及促進支援員） 

 

１月 24日（木） 講演 薬とくらしの教室（湖西市栄町老人

会） 

 

２月８日（金） 新聞 事業の実施について（多職種意見交

換会） 

 

(b) 静岡県実施の地域包括ケア推進ネットワーク会議、市町等実施の多職種連携会   

議等、多職種が参集する会議等において、本事業の内容及び薬局薬剤師による在

宅訪問業務について情報発信を行った。 

[県薬剤師会による情報発信] 

実施日 会議等名 対象 

７月 26日（木） 

県医師会「静岡県在宅医療推進センター 

平成 30 年度第１回静岡県在宅医療体制

整備・推進協議会」 

医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、ケアマネジャー、行政他 

８月２日（木） 

県医師会「平成 30 年度第１回シズケア

＊かけはし（静岡県在宅医療・介護連携

情報システム）運用検討部会」 

医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、ケアマネジャー、行政他 

11 月９日（金） 
県長寿政策課「平成 30 年度第１回地域

包括ケア推進ネットワーク」 

医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、ケアマネジャー、行政他 

11 月 17 日（土） 
県介護支援専門員協会「介護支援専門員

スキルアップ中央研修」 

医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、ケアマネジャー、行政他 

[地域薬剤師会による情報発信] 

実施日 会議等名 対象 

７月７日（土） 
静岡市薬剤師会・ケアマネット協会合

同研修会 
薬剤師、ケアマネジャー 

７月 19日（木） 
平成 30年度第 1回浜松市の医療及び介

護連携連絡会 

医師、歯科医師、薬剤師、看

護師、ケアマネジャー、行政

他 

８月 31日（金） 大塚セミナー 
薬剤師、看護師、ケアマネジ

ャー 

11 月 22 日（木） 
地域ケア会議（服織地域包括支援セン

ター圏域） 
薬剤師、ケアマネジャー他 

２月 20日（水） 
平成 30年度第２回磐田市在宅医療介護

連携推進協議会 

医師、歯科医師、薬剤師、看

護師、ケアマネジャー、行政

他 

２月 20日（水） 

東区地域包括支援センター・東区障害

者自立支援連絡会人材育成部会合同研

修会 

薬剤師、看護師、ケアマネジ

ャー、行政他 

２月 21日（木） 
小笠袋井薬剤師会「袋井市多職種連携

協議会」 

薬剤師、看護師、ケアマネジ

ャー、行政他 

２月 25日（月） 
小笠袋井薬剤師会「掛川市多職種連携

協議会」 

医師、歯科医師、薬剤師、看

護師、ケアマネジャー、行政

他 

２月 26日（火） 
中東遠地域包括ケア推進ネットワーク

会議 

歯科医師、薬剤師、看護師、

ケアマネジャー、行政他 

２月 27日（水） 
志太榛原地域包括ケア推進ネットワー

ク会議 

医師、歯科医師、薬剤師、看

護師、ケアマネジャー、行政

他 

２月 27日（水） 浜松市薬剤師会多職種交流会 薬剤師、ケアマネジャー他 

(c) 薬局薬剤師による在宅訪問業務の内容について広報及び発表等を行った。  

[薬剤師会の研修会等において説明] 

実施日 会議等名 
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６月 30日（土） 県薬「平成 30年度地域薬剤師会地域医療担当者会議」 

７月８日（日） 県薬「平成 30年度薬剤師認知症対応力向上研修」 

（東部会場） 

７月 29日（日） 県薬「平成 30年度第１回地域・職域連絡協議会」 

９月２日（日） 県薬「平成 30年度臨床体験実習アドバンス編」 

９月９日（日） 県薬「平成 30年度薬剤師認知症対応力向上研修」 

（西部会場） 

10 月 20 日（土） 県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」 

（西部会場） 

10 月 27 日（土） 県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」 

（中部会場） 

10 月 28 日（日） 県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」 

（中部会場） 

11 月 25 日（日） 県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」 

（西部会場） 

12 月８日（土） 県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」 

（東部会場） 

１月 20日（日） 県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」 

（西部会場） 

１月 27日（日） 県薬「平成 30年度第２回地域・職域連絡協議会」 

[学会における発表] 

実施日 学会等 内容 

９月 24日（月・振） 第 51回日本薬剤師会学術大会 
薬局・薬剤師の在宅訪問業務

の推進について 

12 月２日（日） 第 51回東海薬剤師学術大会 
薬局・薬剤師の在宅訪問業務

の推進について 

２月８日（金） 第 55回静岡県公衆衛生研究会 
薬局・薬剤師の在宅訪問業務

の推進について 

（ウ）多職種意見交換会等の開催 

藤枝薬剤師会及び中東遠地域をモデル地域とし、在宅療養支援診療所、訪問看護ス

テーション及び居宅介護支援事業所、地域病院等の多職種等との意見交換会を開催し

た。 

     ａ  多職種意見交換会等の開催状況 

実施日 地域 場所 テーマ 参加人数 参加職種 

９月 18日（火） 
藤枝

地域

藤枝市立

総合病院 

①薬剤師による訪

問薬剤管理や居宅

療養管理などで良

かったこと 

②多職種から見た

近の訪問薬剤管

理指導や居宅管理

指導の 近の傾向

③薬剤師による訪

問薬剤管理や居宅

療養管理などで改

善して欲しいこと

17人

医師(２名)、歯科医

師(１名）、薬剤師

(４名)、看護師（３

名）、ケアマネジャ

ー(２名)、行政(３

名)、他(２名) 

９月 21日（金） 
藤枝

地域

葉梨交流

センター 

薬剤師に聞きたい

こと、薬剤師の仕

事でやって欲しい

こと、薬剤に関し

て困ったこと 

24 人

薬剤師(４名)、看護

師(３名)、ケアマネ

ジャー(９名)、他

(８名) 

１月 26日（土） 

中東

遠地

域 

磐田グラ

ンドホテ

ル 

薬薬＆多職種連携

で行う退院支援・

在宅移行と薬物療

法適正化 

56 人

歯科医師(１名)、薬

剤師(47名)、ケアマ

ネジャー(３名)、行

政(１名)、その他

(４名) 
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１月 31日（木） 
藤枝

地域
小杉苑 

多職種の方が、薬

局に期待すること
127 人

医師(４名)、歯科医

師(７名)、薬剤師

(30 名)、看護師(８

名)、ケアマネジャ

ー(37 名)、行政（７

名）、他(34 名) 

     b  参加者等に対するアンケート調査の実施 

意見交換会等に参加した多職種及び在宅訪問普及促進支援員による在宅関係者へ

のアプローチにおいて使用のＭＡＰ添付のリストにある薬局を対象に、アンケート

調査を実施した。 

イ 健康サポート薬局のための技能習得型研修の開催 

［研修会Ａ：第１回健康サポートのための多職種連携研修会］ 
実施日：７月１日（日） 
場所：ＴＫＰ浜松ホール（浜松市） 
受講者数：１３３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～地域包括ケアシ

ステムに対応した薬局・薬剤師 静岡県薬剤師会常務理事 鈴木 孝一郎 

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

施策 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 小嶋 由美 

各者の取り組み 

①公益社団法人静岡県栄養士会 
 会長 坪井 厚 
②全国健康保険協会静岡支部 
 企画総務グループ長補佐 名波 直治 

静岡県の医療・保健・健康・介護・福

祉等の資源について 静岡県薬剤師理事 菅沼 貴仁 

グループ討議形式による演習（健康サポー

ト薬局の基本理念及び、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） 

静岡県薬剤師会常務理事 服部 隆志 

   

［研修会Ａ：第２回健康サポートのための多職種連携研修会］ 
実施日：11 月 11 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館（静岡市） 
受講者数：６３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～地域包括ケアシ

ステムに対応した薬局・薬剤師 静岡県薬剤師会常務理事 鈴木 孝一郎 

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

施策 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 小嶋 由美 
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各者の取り組み 

①公益社団法人静岡県栄養士会 
 会長 坪井 厚 
②全国健康保険協会静岡支部 
  企画総務グループ主任 畠山 忍 

静岡県の医療・保健・健康・介護・福

祉等の資源について 静岡県薬剤師会理事 河西 きよみ 

グループ討議形式による演習（健康サポー

ト薬局の基本理念及び、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） 

静岡県薬剤師会常務理事 服部 隆志 

 
［研修会Ａ：第３回健康サポートのための多職種連携研修会］ 
実施日：１月６日（日） 

場所：サンフロント（沼津市） 
受講者数：６７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～地域包括ケアシ

ステムに対応した薬局・薬剤師 静岡県薬剤師会常務理事 鈴木 孝一郎 

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

施策 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 
技監 植松 和子 

各者の取り組み 

①公益社団法人静岡県栄養士会 
 会長 坪井 厚 
②全国健康保険協会静岡支部 
 企画総務グループ主任 畠山 忍 

静岡県の医療・保健・健康・介護・福

祉等の資源について 静岡県薬剤師会常務理事 山口 宜子 

グループ討議形式による演習（健康サポー

ト薬局の基本理念及び、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） 

静岡県薬剤師会常務理事 服部 隆志 

 
［研修会Ｂ：第１回健康サポートのための薬剤師の対応研修会］ 

実施日：７月 22日（日） 
場所：ＴＫＰ浜松ホール（浜松市） 
受講者数：１２７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 鈴木 孝一郎 
② 「薬局利用者の状態把握と対応（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 

（ＤＶＤ講義） 
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演習進行役：静岡県薬剤師会常務理事 安達 士郎 
③ まとめ 静岡県薬剤師会常務理事 服部 隆志 

［研修会Ｂ：第２回健康サポートのための薬剤師の対応研修会］ 
実施日：11 月 18 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館（静岡市） 
受講者数：６１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 鈴木 孝一郎 
② 「薬局利用者の状態把握と対応（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 

（ＤＶＤ講義） 
演習進行役：静岡県薬剤師会常務理事 安達 士郎 

③ まとめ 静岡県薬剤師会常務理事 服部 隆志 
［研修会Ｂ：第３回健康サポートのための薬剤師の対応研修会］ 

実施日：１月 20日（日） 

場所：サンフロント（沼津市） 
受講者数：５８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 鈴木 孝一郎 
② 「薬局利用者の状態把握と対応（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 

（ＤＶＤ講義） 
演習進行役：静岡県薬剤師会常務理事 安達 士郎 

③ まとめ 静岡県薬剤師会常務理事 服部 隆志 
（２）「薬と健康の週間」関連事業の推進 

ア 「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 

伊東熱海 

薬剤師会 

第 31 回伊東市健康まつり「健康

フェスタ 2018」 
伊東市 11 月 11 日（日） 

沼津 

薬剤師会 

平成30年度健康と歯のフェスティ

バル～第40回よい歯をつくる親子

のつどい～ 

裾野市 ６月 10日（日） 

沼津市立病院 健康まつり2018 沼津市立病院 ６月 30日（土） 

静岡市 

薬剤師会 

リレー・フォー・ライフ・ 

ジャパン 2018 静岡 

リレー・フォー・ライ

フ静岡実行委員会 

９月８日（土） 

～９日（日） 
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浜松市 

薬剤師会 

「かかりつけ薬剤師・薬局」市民

啓発事業 
浜松市薬剤師会 

静岡新聞びぶれ（西部

版）10月11日発刊号に

巻頭特集タイアップ記

事を掲載する 

第 12 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 10 月 21 日（日） 

天竜産業観光まつり 
天竜産業観光まつり

実行委員会 
11 月３日（土・祝） 

浜北ふれあい広場 

浜松市社会福祉協議

会、浜北ふれあい広場

実行委員会 

11 月 11 日（日） 

市民公開講座 

「これで納得！薬立つ講座」 
浜松市薬剤師会 ３月 16日（土） 

 

イ 日本薬剤師会「薬と健康の週間」統一事業への協力 

日本薬剤師会においては、すべての薬剤師・薬局が「かかりつけ機能」を発揮し、患者・

地域住民から信頼され「かかりつけ薬剤師・薬局」として選ばれるため、より一層の取り

組みを行うことが 優先事項であるとの考えの下、平成 30 年度の全国統一事業は、前年度

に引き続き「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。 

本事業は、薬局において「かかりつけ機能」に係る取り組みの「見える化」を推進する

ことにより、国民の理解を深め、患者本位の医薬分業の実現を目指すことを目的に、日薬

作成の啓発ポスター（Ａ３サイズポスター）とＰＲチラシ（Ａ５サイズ）を県内の各薬局

に配付し、薬局において来局者に「声かけ」していただくとともに、地域薬剤師会には健

康フェア等種各種イベント会場において「かかりつけ薬剤師・薬局」の職能・機能啓発を

依頼した。 

ウ 医薬品及び健康づくりに関する啓発イベントへの協力 

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。 

[第 12 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：10 月 21 日（日） 

場所：ギャラリーモール「ソラモ」（浜松市中区） 

内容：モバイルファーマシーの展示 

エ 薬局における「健康相談取組宣言」の推進 

静岡県と静岡県薬剤師会は「薬と健康の週間」の実施にあたっての重点事項として、薬

局の健康や医薬品に関する相談の応需機能等の県民への「見える化」を図るため、県内の

薬局に対し、健康相談に関する取組宣言を行い、薬と健康の週間が含まれる 10 月の１か月

間、薬局の見やすい場所に宣言書を掲示するよう呼びかけを行った。 

その結果、県下９４０の薬局が「健康相談取組宣言」を掲出し、静岡県は宣言内容の一

-17-



 
 

覧を県のホームページに掲載するとともに、本取組を県民に発信した。 

（３）医薬分業の質的向上を図るための対策 

医薬分業の質的向上を図る ため、「薬剤師ステップアップ研修会」を開催した。 

また、薬局における医薬品の安全使用のための業務手順書の見直しを支援するため、平

成 30 年度において「業務手順書の記載例」の作成に着手した。 

[薬剤師ステップアップ研修会～今さら聞けないことを教えます] 

開催日：３月 17日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①「薬局と保険薬局の基本事項」 
講師：静岡県薬剤師会副会長 岡田 国一 

②「保険薬局が守らなければならない法令・規則～事例から違反を考える」 

講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 岩切 智博 
③「社会保険制度と保険調剤（薬担規則）～薬歴の書き方」 

講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 鈴木 亮士 
④「患者のための薬局ビジョン」の求めるもの 

講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 板井 和広 
受講者数：６９名 

（４）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。 
ア プレアボイド事例の収集及び提供 

プレアボイド事例の収集を行い、その結果を公表することにより、患者に対して起こ

り得る不利益の未然回避及び調剤過誤防止の徹底を図った。 

収集の結果、副作用未然回避事例の年齢は 70 代、80 代、90 代の順で多かった。また、

疑義照会の理由としては、用法・用量の間違い、重複投薬、誤処方・処方漏れ、副作用の

順で多かった。 

収集期間：９月１日～７日／収集件数：延べ２９７件（複数回答含む） 

イ 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」の整備が求められ、年２回程度の薬局等従業

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。 

開催日：１月 26日（土） 
場所：静岡労政会館（静岡市葵区） 
内容：①「薬局におけるプレアボイド事例について」 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 鈴木 孝一郎 
②「平成 30 年度静岡県薬剤師会プレアボイド事例収集の結果報告と考察」 

講師：静岡県薬剤師会理事 菅沼 貴仁 
③「プレアボイド事例からみる薬薬連携の重要性」 

講師：社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院 
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診療技術部統括科長兼医薬品安全管理責任者 渡邉 学 
受講者数：１６４名 

ウ 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 

 調剤過誤防止・医療安全講習会において、「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」

への登録及び協力を呼びかけた。 
（５）要指導医薬品・一般用医薬品販売に関する講習会の開催 

薬局における要指導医薬品及び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、また相談に対応できるよう、薬剤師としての要指導

医薬品及び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」の中でも、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機能が示されており、要指導医薬品等が適切に選択できるよ

う供給体制や助言の体制を求めている。 

平成 30 年度は、日本薬剤師会において開催の「平成 29 年度薬剤師の臨床判断に基づく要

指導医薬品・一般用医薬品の適正な販売に関する研修会 」の内容を伝達するため、以下の

とおり開催した。 

開催日：３月３日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：①「 近の薬事行政について」 

      講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課主任 山本 真也 

②「要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度と注意すべき点の理解   

  講師：静岡県薬剤師会理事 小鷹 和美 

③ ＳＧＤ「薬剤師の臨床判断と要指導医薬品・一般用医薬品の販売」 

講師：静岡県薬剤師会理事 天野 雄一郎 

受講者数：８３名 

（６）「お薬手帳」の普及・推進 

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、患者自身が携帯するため

の「お薬手帳」は、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、医療機関の医師・薬剤師と薬局の薬剤師間の情報の共有・連携

を図るため、県民の健康な生活の確保及び重複投与の防止やアレルギーへの注意喚起など医

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。 

平成 30 年度は、調剤報酬改定において手帳の携帯率の低い薬局に対する減算措置がとら

れたことに伴い、地域・職域連絡協議会等関係諸会議において「お薬手帳」のさらなる携

帯率向上のための普及推進の徹底に努めた。 

（７）高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修会の開催 

薬機法で義務付けられている高度管理医療機器等販売業・賃与業の営業所の管理者等の継

続研修を実施し、管理者等の技能向上を図ることにより、県民の健康な生活の確保及び向上

に寄与することを目的としている。 
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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） 

【第１回】 

開催日：８月５日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

受講者数：１２０名 

内容：講義１「医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令」 

講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課主任 大場 舞 

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：テルモ(株)静岡支店支店長 黒澤 章人 

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 

【第２回】 

開催日：３月 21日（木・祝） 

場所：静岡労政会館（静岡市葵区） 

受講者数：１９６名 

内容：講義１「医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令」 

講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課主任 大場 舞 

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：テルモ(株)静岡支店支店長 黒澤 章人 

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 

 

４ 医薬品等情報活動の推進  

（１）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、県民からの医薬品等に関する相談や苦情に応

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。 

ア 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。 

イ 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。 

ウ 患者及び家族等が抱える医薬品等に関する相談・苦情への応需 

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。 
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［平成 30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 4,999 814 378 345 75 6,611

東部地区 65 10 4 10 0 89

中部地区 1,011 13 3 0 1 1,028

西部地区 1,104 6 11 15 2 1,138

計 7,179 843 396 370 78 8,866

―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 812 27 393 309 1,541

2.妊産婦・授乳婦の薬の服用 328 5 11 14 358

3.医薬品の用法 302 7 191 190 690

4.医薬品の成分・薬理･適応症 555 29 119 277 980

5.医薬品の製剤的事項 356 1 17 33 407

6.民間薬・漢方薬 185 2 24 42 253

7.鑑別 2 0 0 1 3

8.消毒薬 32 1 2 0 35

9.治験薬・市販薬の有無 11 0 0 3 14

10.疾病・症状 488 8 164 22 682

11.臨床検査 32 2 36 43 113

12.食品・健康食品・食品添加物 708 4 21 38 771

13.医薬部外品・化粧品・洗剤 65 0 0 0 65

14.農薬・園芸・殺虫剤・動物薬 18 0 0 2 20

15.医療用具・健康器具 18 0 2 1 21

16.毒性・中毒事故・公害・産業中毒 45 0 0 3 48

17.化学薬品・試薬 27 1 1 1 30

18.法規・薬事関係 198 2 4 9 213

19.文献依頼 1,256 0 0 24 1,280

20.その他 1,173 0 43 126 1,342

計 6,611 89 1,028 1,138 8,866

エ 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、寄せられた相談を事例集（第 23 集、6,000 部発行）として作成し、希望者（一般

県民）及び関係機関等に配布した。 

［平成 30年度高齢者くすりの相談室事例集編集会議］ 

開催日：４月 26日（木）、５月 30 日（水）、６月 19 日（火）、７月 10 日（火）、 

７月 30 日（月）、８月 23 日（木） 

［平成 30年度の相談件数］ 
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区分 県薬窓口 東部窓口 中部窓口 西部窓口 計 

相

談

件

数 

 4,999 65 1,011 1,104 7,179 

本人 4,001 56 817 944 5,818 

家族等 998 9 183 160 1,350 

不明 0 0 11 0 11 

性

別 

男性 2,866 19 334 361 3,580 

女性 2,133 46 664 741 3,584 

不明 0 0 13 2 15 

本

人

の

年

齢 

60 歳代 1,854 8 90 526 2,478 

70 歳代 1,252 21 252 235 1,760 

80 歳代 210 12 155 241 618 

90 歳代 11 0 13 89 113 

その他・不明 1,672 24 501 13 2,210 

―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 2,001 22 603 537 3,163 

薬のはたらきに関すること 1,255 35 231 393 1,914 

健康食品、食品添加物に関すること 1,422 3 15 34 1,474 

その他保健衛生に関すること 321 5 162 140 628 

計 4,999 65 1,011 1,104 7,179 

―相談者住所別件数― 

静岡市 2,157 焼津市 111 湖西市 58 長泉町 96 

浜松市 1,399 掛川市 135 菊川市 108 小山町 28 

沼津市 145 藤枝市 469 伊豆の国市 51 吉田町 89 

熱海市 165 御殿場市 42 東伊豆町 61 川根本町 65 

三島市 108 袋井市 140 河津町 48 森町 97 

富士宮市 52 下田市 41 南伊豆町 36 他県・不明 777 

伊東市 33 裾野市 22 松崎町 48 計 7,179

富士市 154 伊豆市 69 西伊豆町 35 

島田市 41 御前崎市 68 函南町 49 

磐田市 119 牧之原市 41 清水町 22 

［「高齢者くすりの相談室第 23 集」の内容］ 

区分 質 問 

高齢者と薬 

質問１ 高齢者と不眠 

サイドメモ まずは、朝の食生活を改善！ 

質問２ 高齢者のスキンケア 

サイドメモ エモリエント効果、モイスチヤー効果、とは？ 

薬の使い方 

質問３ スポーツと薬 

〔静岡スポーツ情報〕 

質問４ 薬局により支払額が違う？ 

サイドメモ 飲み残した薬（残薬）は薬局へ持って行こう！ 

質問５ 高齢者と災害 

サイドメモ 災害時の救急箱を備えよう！ 

病気と薬 質問６ インフルエンザの治療薬 
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サイドメモ 先駆け審査指定制度とは？ 

質問７ 慢性便秘症診断ガイドライン 

サイドメモ 診療ガイドラインとは 

質問８ 便秘症ののみ薬 

サイドメモ 市販薬（ＯＴＣ）の便秘薬の常用はやめて生活改善を！ 

質問９ 変形性関節症の貼り薬 

サイドメモ 貼り薬とスキンケア（参照:Ｑ２） 

質問 10 新しい花粉症の薬 

サイドメモ 市販で購入できる抗ヒスタミン薬（スイッチＯＴＣ薬） 

質問 11 潰瘍性大腸炎 

サイドメモ 難病は命に関わる？ 

質問 12 下痢と抗菌薬（抗生物質） 

サイドメモ 薬剤耐性（ＡＭＲ）対策のために一人一人ができること 

ＯＴＣ医薬品 
質問 13 物忘れと認知症 

サイドメモ スポーツ観戦で認知機能向上の可能性も！ 

副作用 

相互作用 

質問 14 薬による手の痺れ（末梢神経障害） 

サイドメモ 抗がん剤の末梢神経障害対策は？ 

質問 15 眼に対する薬の副作用 

サイドメモ 視力 1.0 とは？ 

質問 16 食欲不振 

サイドメモ 筋肉量低下（サルコペア）の簡単なチェック法:指輪っかテスト

健康食品 

質問 17 カルシウムをサプリメントでとり過ぎない 

サイドメモ 骨粗鬆症治療薬を服用中のカルシウムのとり方は？ 

質問 18 整腸薬？それともヨーグルト？ 

サイドメモ どのヨーグルトを選ぶ？ 

公衆衛生 
質問 19 有毒植物による食中毒 

サイドメモ 秋のキノコにも注意! 

 

オ 医薬品情報管理センターのあり方の検討 

日本薬剤師会において「平成 30 年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会」

が開催され、担当職員が出席した。 

［平成 30年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者研修会］ 

開催日：３月４日（月） 

場所：四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿区） 

出席者：大石医薬品情報管理センター所長 

（２）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「Ｄ

ＥＭ」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。 
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平成 30 年度は、医薬品の使用に伴う有害事象の検討（平成 28年 11 月薬価収載 11品目に

関する Drug Event Monitoring（ＤＥＭ）における報告イベントの解析）をテーマに、会員

薬局において、調査期間内に調査対象医薬品が新規に処方された患者に対して当該薬局で調

剤を行い、 初に投薬してから 91日間(13 週間)以内に再来、あるいは電話等で患者対応さ

れ、対象医薬品の服用状況が薬歴から確認できた患者を対象に調査を実施いただくよう協力

を求めた。 

 

５ 公衆衛生・薬事衛生への対応  

（１）学校薬剤師活動の推進 

ア 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 30 年度の実施率は 99.6％、実施校数は 952 校（内訳：小学校 501 校、中学校 293

校、高等学校 138 校、その他の学校 20 校）／956 校、受講者数は 211,396 名（児童・生

徒、教諭及び保護者等）であった。 

イ 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 30年度学校薬剤師講習会] 

開催日：４月８日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

講義１「学校環境衛生基準の改正に向けて」 

講師：岐阜医療科学大学教授 永瀬 久光  

講義２「薬学講座と学校環境衛生定期検査等について」 

講師：静岡県薬剤師会常務理事 山口 宜子 

受講者数：８８名 

[平成 30年度薬学講座講師研修会] 

開催日：８月 19日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

講義１「 近の薬物情勢」 

講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課薬物対策班主査 金子 智英 

   「大麻の有害性と違法性」 

   講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課薬物対策班主任 岩崎 泰憲 

講義２「薬学講座の流れ」 

   講師：静岡県薬剤師会常務理事 山口 宜子 

受講者数：６９名（薬剤師 65 名、養護教諭４名） 

ウ 「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 
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平成 24 年度施行の「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検討し、地域薬剤師会学校薬剤師担当者会議に

おいて市町教育委員会への働きかけを促した。また、引き続き今後の検討課題とした。 

エ 学校環境衛生活動の充実の検討 

県下全学校において「学校環境衛生定期検査」を完全実施することを目的に検討を行

った。その結果として、平成 30 年度は県立中学校・高等学校において、学校薬剤師によ

る「騒音環境・騒音レベル検査」を実施した。 

また、学校薬剤師講習会において「学校環境衛生基準」の考え方等を周知するととも

に、地域薬剤師会学校薬剤師担当者会議等において各地域薬剤師会の取組情報を収集す

るなど、学校環境衛生活動の充実について今後の検討課題とした。 
[騒音環境・騒音レベル検査の実施] 

対象学校：県立中学校２校、県立高等学校 108 校（全日制 88 校、定時制 20 校） 

実施時期：平成 30 年７月～平成 31 年２月  

検査方法：日中の授業時間に、児童・生徒がいない状態で教室の窓側と廊下側で、窓

を閉じた時と開けた時の等価騒音レベルをＡ特性で５分間測定。 

測定箇所：１学校１教室 

測定結果：114 校（内訳：県立中学校２校、県立高等学校 102 校、県立特別支援学校

10 校）で検査を実施し、基準値以内の学校が 102 校（89％）、基準値以上

の学校が 12 校（11％）であった。また、著しく基準値を下回る学校が 61

校であった。 
（２）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 

平成 30 年度は対応すべき有力な情報は皆無であった。 

（３）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 30 年度は、11 月 10 日（土）、グランシップ（静岡市駿河区）にて開催の「平成 30年

度静岡県薬物乱用防止県民大会」に参加した。 

（４）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 

ア 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 30 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

当者研修会」が開催され、ホットライン担当者が出席した。 

［平成 30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］ 

開催日：11 月 30 日（金） 

場所：四谷安田ビル（日本薬剤師会議室）（東京都新宿区） 

出席者：原田常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 
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イ 県体育協会等によるアンチ・ドーピング活動への協力 

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。 

また、スポーツファーマシストを派遣し、選手、コーチ、保護者に対してアンチ・ドー

ピング等教育啓発活動を行った。 

［県体育協会「平成 30年度スポーツ医・科学委員会」］ 

【第１回】 

開催日：６月 28日（木） 

場所：パルシェ（静岡市葵区） 

出席者：原田常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 

【第２回】 

開催日：３月 18日（月） 

場所：パルシェ（静岡市葵区） 

出席者：原田常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 

［日本アンチ・ドーピング機構「平成 30 年度加盟団体連絡会議兼ドーピング防止研修会」］ 

【第１回】 

開催日：４月 13日（金） 

場所：大手町サンケイプラザ（東京都千代田区） 

出席者：原田常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 

【第２回】 

開催日：１月９日（水） 

場所：国立スポーツ科学センター（東京都北区） 

出席者：大石医薬品情報管理センター所長 

【第３回】 

開催日：２月 27日（水） 

場所：国立スポーツ科学センター（東京都北区） 

出席者：原田常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 

［日本スポーツ協会「国民体育大会に向けたアンチ・ドーピング講師養成講習会」］ 

開催日：６月 22日（金） 

場所：ＴＫＰ品川カンファレンスセンターANNEX（東京都港区） 

出席者：大石医薬品情報管理センター所長 

［大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部「アンチ・ドーピング講演会」］ 

開催日：４月 23日（月） 

場所：東海大学付属静岡翔洋高等学校（静岡市清水区） 

出席者：大石医薬品情報管理センター所長 

［全国高等学校総合体育大会におけるアンチ・ドーピング活動］ 

開催日：８月４日（土）・５日（日） 

競技 会 場 派遣 SP延人数

体操 静岡県草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ） ４名 
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サッカー（女子） 藤枝総合運動公園サッカー場、陸上競技場 ５名 

バドミントン 浜松アリーナ,浜松市浜北総合体育館 

（グリーンアリーナ） 

４名 

相撲 ふじのくに千本松フォーラム（プラサヴェルデ） ４名 

弓道 小笠山総合運動場公園エコパアリーナ ４名 

自転車競技 日本サイクルスポーツセンター ４名 

［県医師協同組合「静岡県一人医師医療法人会セミナー」］ 

開催日：11 月 15 日（木） 

場所：ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 

出席者：原田常務理事、大石医薬品情報管理センター所長 

［県体育協会「平成 30 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」」］ 

開催日：２月 21日（木） 

場所：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区） 

出席者：大石医薬品情報管理センター所長 

ウ 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。 

平成 30 年度は、平成 29年度スポーツファーマシストスキルアップ研修会において依頼

があった競技団体にスポーツファーマシストを派遣した。また、大塚製薬㈱の Live on 

Seminar システムを用いた Web 研修会「アンチ・ドーピングに関する情報提供」にスポー

ツファーマシスト 16 名が参加した。 

［ブレス浜松「アンチ・ドーピング講習会」］ 

開催日：４月 21日（土） 

場所：浜松医療学院（浜松市浜北区） 

講師：清水雅之（島田）、菅瀬久智（静岡） 

［アグレミーナブレス浜松「アンチ・ドーピング講習会」］ 

開催日：５月３日（木・祝） 

場所：浜松アリーナ（浜松市東区） 

講師：斎藤尊之（浜松）、菅瀬久智（静岡）、大石医薬品情報管理センター所長 

［Web 研修会「アンチ・ドーピングに関する情報提供」］ 

開催日：10 月 19 日（金） 

場所：静岡県薬剤師会館 

（５）新型インフルエンザ等対策への対応 

   11 月９日（金）及び 13 日（火）、静岡県では内閣官房新型インフルエンザ等対策室の

政府対策本部訓練の実施に合わせ、新型インフルエンザ等対策訓練（連絡訓練）を実施

し、指定地方公共機関である静岡県薬剤師会も訓練に参加した。 

［訓練の概要］ 

新型インフルエンザが海外で発生し、さらに国内に病原体が侵入した場合を想定し、新
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型インフルエンザ等対策行動計画に基づき静岡県が実施すべき措置を確認するとともに、

市町・関係機関との連携確保を図る。 

 

６ 地域包括ケアシステムを踏まえた地域医療、介護、保健等の提供体制の取り組みの推進  

（１）医療計画等各種計画及び医療提供体制等への参加・連携促進 

ア 薬剤師の医療、介護提供体制への参加、多職種との連携促進 

[県医療政策課「静岡県医療審議会」] 

回次 開催日 場 所 出席者 

第１回 ８月 27 日（月） 
グランディエールブケトーカイ 

（静岡市葵区） 

石川会長 

山口常務理事

第２回 ３月 25 日（月） 
静岡県総合研修所もくせい会館 
（静岡市葵区） 

石川会長 

山口常務理事

 [県長寿政策課「地域包括ケア推進ネットワーク会議」] 

開催日：11 月９日（金） 

場所：レイアップ御幸町ビル（静岡市葵区） 

出席者：増田副会長 

［県医師会他「地域包括ケアシステム推進セミナー」］ 

開催日：７月 16日（月・祝） 

場所：静岡県総合研修所もくせい会館（静岡市葵区） 

出席者：山田常務理事、河西理事 

[県医師会「静岡県在宅医療体制整備・推進協議会」] 

開催日：７月 26日（木） 

場所：ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 

出席者：山口常務理事 

［県医師会「平成 30 年度病院と在宅医療・介護の連携のための研修会」］ 

開催日：８月５日（日） 

場所：ニッセイ静岡駅前ビル（静岡市葵区） 

出席者：小笠原常務理事、小西常務理事 

[県医師会「静岡県在宅医療・介護連携情報システム運用検討部会」] 

回次 開催日 場 所 出席者 

第１回 ８月２日（木） サンパレスホテル（静岡市駿河区） 河西理事 

第２回 11 月 21 日（水） サンパレスホテル（静岡市駿河区） 河西理事 

［県医師会「平成 30 年度介護保険研修会」］ 

開催日：11 月 24 日（土） 

場所：静岡労政会館（静岡市葵区） 

出席者：増田副会長、山口常務理事 

［県医師会「ＩＣＴを利用した医療・介護連携における個人情報保護に関する研修会」］ 

開催日：１月 26日（土） 

場所：ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 

出席者：山口常務理事 

［県医師会「在宅医療・介護連携情報システムモデル事業「シズケア＊かけはし」活用推進
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のための研修会」］ 

開催日：３月９日（土） 

場所：中島屋グランドホテル（静岡市葵区） 

出席者：河西理事 

［県介護支援専門員協会「介護支援専門員スキルアップ中央研修」］ 

開催日：11 月 17 日（土） 

場所：静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区） 

シンポジスト：山口常務理事 

イ がん対策 

［県疾病対策課「静岡県がん対策推進協議会」］ 

開催日：３月 19日（火） 

場所：静岡県庁本館（静岡市葵区） 

出席者：石川会長 

［県立静岡がんセンター「静岡県がん診療連携協議会」］ 

回次 開催日 場 所 出席者 

第１回 ８月９日（木） 静岡県庁別館（静岡市葵区） 石川会長 

第２回 ３月 14 日（木） 静岡県庁別館（静岡市葵区） 石川会長 

［県立静岡がんセンター「静岡県がん診療連携協議会支持療法部会」］ 

回次 開催日 場 所 出席者 

第１回 ７月 13 日（金） 
静岡県男女共同参画センター

「あざれあ」（静岡市駿河区）

山口常務理事

第２回 10 月 25 日（木） 静岡県庁西館（静岡市葵区） 山田常務理事

［県立静岡がんセンター「静岡県がん医療地域連携交流会」］ 

開催日：11 月 29 日（木） 

場所：プラサヴェルデ（沼津市） 

出席者：山口常務理事、山田常務理事 

［県立静岡がんセンター「支持療法研修会」］ 

開催日：２月２日（土） 

場所：静岡県庁西館（静岡市葵区） 

出席者：山口常務理事 

［県立静岡がんセンター「静岡がん会議 2018」］ 

開催日：３月２日（土） 

場所：静岡県立静岡がんセンター研究所（駿東郡長泉町） 

出席者：山口常務理事 

ウ 認知症対策 

 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ている。 
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［薬剤師認知症対応力向上研修（東部会場）］ 

開催日：７月８日（日） 

場所：日本大学国際関係学部・短期大学部（三島市） 

内容：① 静岡県における認知症対策の推進 

講師：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 基本編（病態、原因疾患の特徴と症例、観察ポイント、認知症治療薬） 

講師：伊東市民病院認知症疾患医療センター長 築地 治久 

 ③ 対応編（薬学的管理：薬物以外の療法とケア、服薬継続の管理ポイント、認知の

人・家族への支援、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：静岡県薬剤師会医療連携推進委員会副委員長 池田 靖啓 

 ④ 制度編（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理事 浦田 民恵 

受講者数：１５１名 

［薬剤師認知症対応力向上研修（西部会場）］ 

開催日：９月９日（日） 

場所：浜松市地域情報センター１階ホール 

内容：① 静岡県における認知症対策の推進 

講師：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主査 日吉 幸野 

 ② 基本編（病態、原因疾患の特徴と症例、観察ポイント、認知症治療薬） 

講師：焼津市医師会理事／医療法人社団峻凌会 やきつべの径診療所（認知症

疾患医療センター）院長 夏苅直己 

 ③ 対応編（薬学的管理：薬物以外の療法とケア、服薬継続の管理ポイント、認知の

人・家族への支援、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：静岡県薬剤師会医療連携推進委員会委員 鈴木 謙市 

 ④ 制度編（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：９９名 

（２）多職種連携（チーム医療）の推進 

ア 臨床体験実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している。 

［臨床体験実習アドバンス編］ 
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開催日：９月２日（日） 

場所：静岡県立大学薬学部棟１階（静岡市駿河区） 

内容：① フィジカルアセスメント方法の解説 

   ② フィジカルアセスメントの復習（瞳孔反射、心音聴診、腸音聴診、呼吸音聴診） 

   ③ 症例のフィジカルアセスメントとＳＧＤ 

   ④ 発表会 

   ⑤ 症例解説 

講師：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：１４名 

イ 薬局薬剤師のスキルアップ研修の実施 

在宅医療に対応できる薬局薬剤師を養成するための研修会を開催した。 

［在宅医療に関する上級研修会］ 

開催日：10 月 14 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：① 効果的な褥瘡薬物治療への第一歩！～褥瘡の病態評価から薬物治療への応用～ 

講師：静岡県立大学薬学部講師 柏倉 康治 

 ② 褥瘡モデルを用いた実習（1.創傷被覆材の特徴、ならびに貼り方や がし方、 

      2.褥治療に用いる外用薬、3.薬剤使用における注意点） 

講師：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 

静岡県立大学薬学部助教 田中 紫茉子 

受講者数：３９名 

ウ 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 31 年３月 31日現在の在宅訪問実施可能薬局は４４２薬局となった。 

エ 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」「認知症と治療薬」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 30 年度の実施状況は４３件であった。 

（３）病院・診療所薬剤師との連携（薬薬連携）の推進の検討 

患者の入退院時における病院薬剤師と薬局薬剤師の連携は、安全な薬物療養を継続して

患者に提供していくために必要なことであり、薬局におけるプレアボイドへの取組を含

め、次年度への検討課題とした。 

（４）在宅医療推進のための環境整備 

ア 麻薬小売業者間譲渡許可制度の推進 
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医療用麻薬を提供する薬局の薬剤師に対し、医療用麻薬に関する知識及び技術の習得を

図り、医療用麻薬の適正使用を推進することにより、がん患者の適切な疼痛管理を行い、

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。 
［医療用麻薬に関する研修会の開催］ 

開催日：10 月 28 日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：① 医療用麻薬の適正管理 

講師：静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課薬物対策班主任 岩崎 泰憲 

 ② がん疼痛治療におけるオピオイド 

講師：静岡県立静岡がんセンター緩和医療科部長 佐藤 哲観 

受講者数：１１８名 

イ 医療材料等供給体制整備の推進 

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。次年度への検討課題とした。 

ウ 薬剤師確保対策の推進 

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、７７薬局の求人

情報を掲載した。 

エ 訪問薬剤管理指導業務の啓発 

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「在宅訪問実施可能薬局リスト」の新規登録薬局６５薬局を中心に

配付した。 

オ 無菌調剤等技術習得の支援 

平成 29 年度において導入の在宅医療研修車（モバイルファーマシー）を用いて在宅医

療に係わる「無菌調製技能習得研修会」を開催した。 

また、モバイルファーマシーを用いて、地域住民及び多職種等に対する薬剤師による在

宅訪問業務、かかりつけ薬剤師・薬局に関する啓発活動を行った。 

［無菌調製技能習得研修会（西部会場）］ 

開催日：10 月 20 日（土） 

場所：浜松市薬剤師会研修室 

受講者数：８名 

内 容 講 師 

在宅医療患者に関する無菌調製の現状 静岡県薬剤師会常務理事 品川 彰彦 

無菌調製の基礎知識とミキシング手技の基本 浜松医療センター薬剤科 宮本 康敬 

実技「無菌調製の実際」 浜松医療センター薬剤科 宮本 康敬 

浜松医療センター薬剤科 平野 公美 

［無菌調製技能習得研修会（中部会場）］ 

開催日：10 月 27 日（土） 

場所：静岡市薬剤師会館 

受講者数：１１名 

内 容 講 師 

在宅医療患者に関する無菌調製の現状 静岡県薬剤師会常務理事 品川 彰彦 
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無菌調製の基礎知識とミキシング手技の基本 静岡市立清水病院薬剤部 松浦 功貴 

実技「無菌調製の実際」 静岡市立清水病院薬剤部 松浦 功貴 

［無菌調製技能習得研修会（中部会場）］ 

開催日：10 月 28 日（日） 

場所：静岡市薬剤師会館 

受講者数：９名 

内 容 講 師 

在宅医療患者に関する無菌調製の現状 静岡県薬剤師会常務理事 品川 彰彦 

無菌調製の基礎知識とミキシング手技の基本 静岡市立清水病院薬剤部 杉山 弘樹 

実技「無菌調製の実際」 静岡市立清水病院薬剤部 杉山 弘樹 

［無菌調製技能習得研修会（西部会場）］ 

開催日：11 月 25 日（日） 

場所：浜松市薬剤師会研修室 

受講者数：８名 

内 容 講 師 

在宅医療患者に関する無菌調製の現状 静岡県薬剤師会常務理事 品川 彰彦 

無菌調製の基礎知識とミキシング手技の基本 聖隷浜松病院薬剤部 廣瀬 勝也 

実技「無菌調製の実際」 聖隷浜松病院薬剤部 廣瀬 勝也 

聖隷浜松病院薬剤部 佐原 百合名 

［無菌調製技能習得研修会（東部会場）］ 

開催日：12 月８日（土） 

場所：沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター 

受講者数：１４名 

内 容 講 師 

在宅医療患者に関する無菌調製の現状 静岡県薬剤師会常務理事 山口 宜子 

無菌調製の基礎知識とミキシング手技の基本 沼津市立病院薬剤部 角田 一成 

実技「無菌調製の実際」 沼津市立病院薬剤部 角田 一成 

［無菌調製技能習得研修会（西部会場）］ 

開催日：１月 20日（日） 

場所：小笠袋井薬剤師会館（掛川市） 

受講者数：１０名 

内 容 講 師 

在宅医療患者に関する無菌調製の現状 静岡県薬剤師会常務理事 品川 彰彦 

無菌調製の基礎知識とミキシング手技の基本 中東遠総合医療センター薬剤部長 

伊藤 政治 

実技「無菌調製の実際」 中東遠総合医療センター薬剤部長 

伊藤 政治 

中東遠総合医療センター薬剤部 

渥美 仁 

［在宅医療等の啓発］ 

実施日 事業名 見学者数

６月 30日（土） 沼津市立病院健康まつり 2018 150 名 

８月５日（日） 焼津市薬剤師会「夏のお薬イベント」 150 名 

９月 16日（日） 富士市 2018 健康まつり 60 名 

10 月６日（土） 

７日（日） 

静岡新聞社・静岡放送他「しずおか元気応援フェア

2018」 
200 名 
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10 月 21 日（日） 
浜松市薬剤師会「第 12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～」 
60 名 

11 月 23 日（金・祝） 

24 日（土） 

協和医科器械・浜松市他「メディメッセージ

2018」 
930 名 

 

７ 医療保険制度・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・介護報酬請求の適正化 

ア 調剤報酬・介護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に開催した。 

開催日：８月 26日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 

内容：① 調剤報酬等算定概要（居宅療養管理指導を含む） 

講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 小長谷 晋吾 

② 診療報酬等請求書等の記載要領についての留意点 

   講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 萩倉 健介 

③ 調剤報酬算定要件について 

  講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 曾根 啓紀 

④ 薬歴管理指導について 

  講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 寺本 貴広 

⑤  かかりつけ薬剤師について 

  講師：静岡県薬剤師会職能対策委員会委員 石川 圭祐 

⑥ 調剤報酬請求時の留意点について 

  講師：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 

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 小笠原 俊拓 

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 

県内の地域薬剤師会実施の研修会に講師を派遣した。 

① スクール形式：延３地域薬剤師会、１１５薬局、１５６名 

② グループ形式：延 15地域薬剤師会、２０４薬局、２６４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 

回次 実施日 場所 受講薬局数

第１回 ４月 14 日（土） 静岡県薬剤師会館 １０薬局

第２回 ５月 26 日（土） 静岡県薬剤師会館 １３薬局

第３回 ５月 26 日（土） 静岡県薬剤師会館 ３３薬局

（２）調剤報酬・介護報酬改定に関する情報の収集及び提供 

-34-



 
 

平成 30 年度調剤報酬改定に関する情報の収集に務め、地域薬剤師会へ情報提供した。 

 

８ 災害時等の医薬品の確保・供給への対応 

（１）災害時における医薬品等の確保・供給のあり方の検討 

地域薬剤師会における「業務継続計画」（震災対策編）の作成と、市町との「災害時の医

療救護活動に関する協定」の締結の促進を図るため、医薬品等の確保・供給のあり方につい

て検討するものであるが、次年度への検討課題とした。 

（２）災害時の救援活動等への準備・対応 

ア 大規模地震発生時における災害対策本部の立ち上げ及び被害状況調査等に関する防災

訓練の実施 

８月 30 日（木）、１月 16 日（水）の２回、薬剤師会・会員間の携帯電話情報連絡シス

テムを用いての「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を行った。 

その結果、携帯電話情報連絡システムの登録者の応答は８月 30 日（木）が 47.0％、１

月 16 日（水）は 46.5％であった。 

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。 

イ 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８月 30 日（木）

の「静岡県総合防災訓練（本部運営訓練）」及び１月 17 日（木）の「地震対策オペレーシ

ョン 2019（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。 

ウ 静岡県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。 

＜東部・賀茂地域（県保健所管轄）＞ 

開催日：12 月 23 日（日・祝）／場所：プラサ ヴェルデ（沼津市） 

＜中部・西部地域（県保健所管轄）＞ 

開催日：２月 10日（日）／場所：島田市民総合施設プラザおおるり（島田市） 

＜静岡市地域（政令市）＞ 

開催日：10 月 28 日（日）／場所：静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 

＜浜松市地域（政令市）＞ 

開催日：12月 16 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 静岡県立総合病院薬剤部副主任 神戸 宏憲 
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●災害時の薬剤師の活動 
静岡県薬剤師会専務理事 杉井 邦好 

静岡県薬剤師会常務理事 鈴木 孝一郎 

●災害薬事コーディネーターの役割及

び医薬品等の供給要請 

静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課 

薬事企画班班長 大橋 佳奈 

薬事企画班主査 中西 隆之 

薬事企画班主任 山本 真也 

 
浜松市災害医療ネットワークの構

築及び運用について（浜松市地域） 
浜松市健康福祉部健康医療課課長補佐 西崎 公康 

●西日本豪雨災害対応～岡山県～ 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 

災害医療マネジメント学講座助教 渡邉 暁洋 

●実践訓練 

・発発災直後の立上げ及び発災４日後

の行動についてシミュレーション（県

薬本部・地域薬剤師会担当災害薬事コ

ーディネーター） 

・発災４日後の行動についてシミュレ

ーション（県本部・保健所・市町担当

災害薬事コーディネーター） 

伊東市民病院薬剤室主任薬剤師 瀬戸 弘和 

静岡県立総合病院薬剤部副主任 神戸 宏憲 

静岡県薬剤師会専務理事 杉井 邦好 

 

［静岡県災害薬事コーディネーター名簿］平成 31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 小鷹 和美 清水薬剤師会 静岡県庁 
2 吉岡 優子 静岡市薬剤師会 静岡県庁 
3 山本 勝央 静岡市薬剤師会 静岡県庁 
4 小西 尚樹 小笠袋井薬剤師会 静岡県庁 
5 伊田 貢也 静岡県病院薬剤師会 静岡県庁 
6 益田 和彦 静岡県病院薬剤師会 静岡県庁 
7 神戸 宏憲 静岡県病院薬剤師会 静岡県庁 
8 佐々木 崇光 静岡県薬学・薬剤師教育協議会 静岡県庁 
9 三宅 正紀 静岡県薬学・薬剤師教育協議会 静岡県庁 
10 石川 幸伸 静岡市薬剤師会 静岡県薬剤師会 
11 海老岡  ゆかり 静岡市薬剤師会 静岡県薬剤師会 
12 秋山 欣三 静岡市薬剤師会 静岡県薬剤師会 
13 前坂  知之 静岡市薬剤師会 静岡県薬剤師会 
14 天野 雄一郎 焼津市薬剤師会 静岡県薬剤師会 
15 三浦 正人 浜松市薬剤師会 静岡県薬剤師会 
16 伊藤  邦彦 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 

17 水越 康有 賀茂薬剤師会 賀茂保健所、下田市（副担当） 

18 八代 由隆 賀茂薬剤師会 東伊豆町、地域薬剤師会 

19 植松 慶司 賀茂薬剤師会 河津町、東伊豆町（副担当） 

20 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） 

21 今野  織江 賀茂薬剤師会 西伊豆町、松崎町（副担当） 

22 花田 麻莉子 賀茂薬剤師会 南伊豆町、西伊豆町（副担当） 

23 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） 

24 菊地  雅己 賀茂薬剤師会 下田市、河津町（副担当） 

25 鈴木 紀子 賀茂薬剤師会 西伊豆町、松崎町 

26 岩瀬  裕  伊東熱海薬剤師会 伊東市 

27 白石 誠一郎 伊東熱海薬剤師会 地域薬剤師会 

28 宇居 宏樹 伊東熱海薬剤師会 熱海保健所 

29 鈴木 祐一 伊東熱海薬剤師会 熱海市 

30 浅野  一幾 伊東熱海薬剤師会 地域薬剤師会 
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31 諏訪 正彦 田方薬剤師会 地域薬剤師会 

32 美﨑 陽子 田方薬剤師会 伊豆市 

33 小柳出 孝子 田方薬剤師会 伊豆の国市 

34 廣田 晶子 田方薬剤師会 函南町 

35 小島 真 三島市薬剤師会 地域薬剤師会 

36 関 浩芳 三島市薬剤師会 三島市 

37 太田 昭仁 三島市薬剤師会 三島市 

38 渡辺 好司 沼津薬剤師会 東部保健所 

39 板井 和広 沼津薬剤師会 長泉町 

40 山本 泰 沼津薬剤師会 東部保健所 

41 井出 千重 沼津薬剤師会 地域薬剤師会 

42 山口 宜子 沼津薬剤師会 沼津市 

43 渡辺 信昭 沼津薬剤師会 沼津市 

44 田家 学 沼津薬剤師会 裾野市 

45 日吉 雅彦 沼津薬剤師会 清水町 

46 加藤 明英 沼津薬剤師会 東部保健所 

47 渡辺 孝三 北駿薬剤師会 御殿場保健所 

48 勝又 英司 北駿薬剤師会 地域薬剤師会 

49 太田 祐治 北駿薬剤師会 御殿場市 

50 芹澤 一男 北駿薬剤師会 小山町 

51 中司 真生 富士市薬剤師会 富士保健所 

52 秋山 将寛 富士市薬剤師会 富士保健所 

53 渡邉 和紀 富士市薬剤師会 富士保健所 

54 和田 泰明 富士市薬剤師会 地域薬剤師会 

55 鈴木 正直 富士市薬剤師会 富士市 

56 斉藤 寿幸 富士市薬剤師会 富士市 

57 渡辺 恭秀 富士宮市薬剤師会 地域薬剤師会 

58 寺田  昌嗣 富士宮市薬剤師会 富士宮市 

59 堀内 祐希 富士宮市薬剤師会 富士宮市 

60 柴田 昭 清水薬剤師会 地域薬剤師会 

61 長田  正章 清水薬剤師会 地域薬剤師会 

62 岩切 智博 清水薬剤師会 静岡市（清水区） 

63 滝口 智子 清水薬剤師会 静岡市（清水区） 

64 宮城 規秋 清水薬剤師会 静岡市（清水区） 

65 密山  高志 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

66 坂井 美文 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

67 大重 由香理 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

68 貴田 美和子 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

69 宮浦 康明 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

70 河西 きよみ 静岡市薬剤師会 地域薬剤師会 

71 渡邊 睦也 静岡市薬剤師会 地域薬剤師会 

72 石川 滋彦 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

73 石川 元之 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

74 佐藤 弘敏 静岡市薬剤師会 静岡市（葵区・駿河区） 

75 石川 圭祐 静岡市薬剤師会 地域薬剤師会 

76 天野 栄次 焼津市薬剤師会 中部保健所 

77 西島  秀明 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 松浦  信義 焼津市薬剤師会 地域薬剤師会 

80 栗原  武志 焼津市薬剤師会 焼津市 

81 小長谷  晋吾 焼津市薬剤師会 中部保健所 

82 山城 邦之 藤枝薬剤師会 中部保健所 

83 本田 裕 藤枝薬剤師会 地域薬剤師会 

84 鈴木 正章 藤枝薬剤師会 藤枝市 

85 服部 隆志 藤枝薬剤師会 藤枝市 

86 小林  剛 藤枝薬剤師会 藤枝市 

87 德本 英史 島田薬剤師会 中部保健所 

88 山﨑 勝嘉 島田薬剤師会 地域薬剤師会 
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89 清水 雅之 島田薬剤師会 島田市 

90 小山 靖広 榛原薬剤師会 地域薬剤師会 

91 鈴木  愛一郎 榛原薬剤師会 牧之原市 

92 森 直樹 榛原薬剤師会 吉田町 

93 松岡 政臣 榛原薬剤師会 川根本町 

94 生駒 徹 榛原薬剤師会 牧之原市 

95 松尾 静男 榛原薬剤師会 御前崎市 

96 田代 州彦 榛原薬剤師会 島田市 

97 牧野 貴浩 小笠袋井薬剤師会 西部保健所 

98 大木 利勝 小笠袋井薬剤師会 西部保健所 

99 袴田 高弘 小笠袋井薬剤師会 地域薬剤師会 

100 鈴木 孝尚 小笠袋井薬剤師会 御前崎市 

101 中村 崇 小笠袋井薬剤師会 掛川市 

102 名倉 尚宏 小笠袋井薬剤師会 掛川市 

103 増田 圭吾 小笠袋井薬剤師会 菊川市 

104 渡辺 浩平 小笠袋井薬剤師会 袋井市 

105 太田 博志 小笠袋井薬剤師会 森町 

106 村松 弘也 磐田薬剤師会 西部保健所 

107 松井 恵理 磐田薬剤師会 西部保健所 

109 倉橋 健 磐田薬剤師会 地域薬剤師会 

108 鈴木 祐之 磐田薬剤師会 磐田市 

110 山村 行範 磐田薬剤師会 磐田市 

111 橋本 久敬 磐田薬剤師会 地域薬剤師会 

112 平野 高志 磐田薬剤師会 地域薬剤師会 

113 石貝 嘉幸 浜松市薬剤師会 浜松市（南区） 

114 鈴木 謙市 浜松市薬剤師会 浜松市（東区） 

115 熊谷 馨 浜松市薬剤師会 浜松市（北区） 

116 森園 直美 浜松市薬剤師会 浜松市（中区） 

117 土屋 哲之 浜松市薬剤師会 浜松市（西区） 

118 太田 勝啓 浜松市薬剤師会 浜松市（天竜区） 

119 池畑 純一 浜松市薬剤師会 浜松市役所 

120 寺田 俊二 浜松市薬剤師会 浜松市（中区） 

121 品川 彰彦 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

122 竹内 寛行 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

123 澤井 康行 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

124 川口 久佳 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

125 月井 英喜 浜松市薬剤師会 浜松市役所 

126 木下 次郎 浜松市薬剤師会 湖西市 

127 安達 士郎 浜松市薬剤師会 浜松市（浜北区） 

128 寺田  美智子 浜松市薬剤師会 浜松市（中区） 

129 小黒 聡史 浜松市薬剤師会 浜松市（東区） 

130 野村 洋介 浜松市薬剤師会 浜松市（東区） 

131 輕部 暁宏 浜松市薬剤師会 浜松市（中区） 

132 澤田  由紀子 浜松市薬剤師会 浜松市（西区） 

133 富田 淑美 浜松市薬剤師会 浜松市（南区） 

134 橋本 達広 浜松市薬剤師会 浜松市（北区） 

135 渥美 将彦 浜松市薬剤師会 浜松市（浜北区） 

136 太田 美和子 浜松市薬剤師会 浜松市（天竜区） 

137 杉山  裕司 浜松市薬剤師会 浜松市（東区） 

138 下山  大地 浜松市薬剤師会 浜松市（西区） 

139 野寄  秀明 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

140 大田 邦生 浜松市薬剤師会 地域薬剤師会 

エ 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

テムを導入することにより、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
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る。 

地域・職域連絡協議会等において、平成 29 年 10 月に移行した新システム（Biz 安否確

認 for docomo）に対する会員の登録率の向上を呼び掛けた。 

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

等 1,346 名、登録率 54.2％であった。 

 

９ 広報活動の推進  

（１）会報の発行 

静岡県薬剤師会の理事会報告や入会者紹介のほか、薬剤師業務に必要な薬事及び健康保険

に関する特集や各種のお知らせなどを掲載する静岡県薬剤師会会報誌（2,600 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。 

掲載内容の充実を図るため、会報編集委員会において、①巻頭言、②特集、③お知らせ、

④理事会報告、⑤学術情報部コーナー、⑥地域・職域薬剤師会だより、⑦新規入会者、⑧賛

助会員ご紹介、⑨静岡県薬剤師連盟コーナー、⑩事務局からのお知らせのほか、関係機関・

団体等からの寄稿等の掲載内容について検討した。 

（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

533,485 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。 

ア 広報活動 

平成 30 年度は、「かかりつけ薬剤師・薬局」及び「在宅医療」の取組み等について、テ

レビ・ラジオスポットＣＭ等を通じて広報した。 

（ア）テレビＣＭ 

媒体：ＳＢＳ静岡放送、静岡第一テレビ、テレビ静岡／15秒スポット 

放送期間：10 月１日（月）～12月 31 日（月） 

本数：４６０本 

内容：かかりつけ薬局編「なんでも相談できる、かかりつけ薬局を、決めておきまし

ょう。薬剤師「お大事にね。」子供「うん。」近くにいる、というアンシンを。静岡

県の薬局・薬剤師。」 
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在宅訪問編「ご存知ですか？薬剤師「こんにちは。」薬剤師の在宅訪問。お薬に関

する疑問をお知らせください。患者さんとお医者さんの架け橋になります。静

岡県の薬局・薬剤師。」 

（イ）ラジオＣＭ 

媒体：Ｋ-mix／20 秒スポット 

放送期間：10 月 17 日（水）～10月 23 日（火） 

本数：３０本 

内容：「ご存知ですか？薬剤師の在宅訪問。おくすりに関する疑問をお知らせくださ

い。患者さんとお医者さんの架け橋になります。あなたの街の健康相談窓口で

ありたい。近くにいる、というアンシンを。静岡県の薬局・薬剤師。」 

（ウ）テレビ番組内パブリシティ 

   番組：① ＳＢＳ静岡放送テレビ「Sole いいね!」毎週月～金曜日 9:55～11:20 

       ② 静岡第一テレビ「しずプリα」毎週月～金曜日 10:25～10:30 

       ③ テレビ静岡「チョッと!いいタイム」毎週月～金曜日 11:19～11:25 

   放送日：①10 月 18 日（木）、②10月 18 日（木）、③10 月 17 日（水） 

   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、公益社団法人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 静岡エフエム放送「モーニング ラジラ」毎週月～金曜日 7:28～ 

   放送日：10 月 17 日（水） 

   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。」 

イ 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 30 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
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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 24日（火） 献血通して医療に参加 県薬剤師会相談役   齊藤 文昭  

2 ５月 22日（火） ぼうこう炎、夏前から注意 県薬剤師会元副会長 石川 優子 

3 ６月 26日（火） 調剤技術向上へ研修車活用 県薬剤師会常務理事 伊藤 邦彦  

4 ７月 24日（火） 水分の過剰摂取にも注意 県薬剤師会副会長   岡田 国一 

5 ８月 28日（火） 副作用による体調変化注意 県薬剤師会相談役   齊藤 文昭  

6 ９月 25日（火） 食中毒 秋も気をつけて 県薬剤師会元副会長 石川 優子 

7 10 月 23 日（火） 早めにインフルエンザ対策 県薬剤師会常務理事 伊藤 邦彦  

8 11 月 27 日（火） 入浴後は保湿、乾燥防ぐ 県薬剤師会副会長   岡田 国一 

9 12 月 25 日（火） 的確に効果、負担は軽く 県薬剤師会相談役   齊藤 文昭  

10 １月 22日（火） 食事と運動で骨丈夫に 県薬剤師会元副会長 石川 優子 

11 ２月 26日（火） ＯＴＣ医薬品 上手に活用 県薬剤師会常務理事 伊藤 邦彦  

12 ３月 26日（火） 心身バランス保つには 県薬剤師会副会長   岡田 国一 

＜取材等協力＞ 

取材内容 取材日 取材場所 応対者 

ＳＢＳラジオ「鉄崎幹人の WASABI・防

災プロジェクト Team Buddy」 

 災害薬事コーディネーター 

８月 22日（水）
静岡放送㈱ラジオ

局（出演） 
秋山副会長 

ＮＨＫ静岡放送「たっぷり静岡」 

インフルエンザ治療薬「ゾフルーザ」 
11 月 19 日（月）

さくらんぼ薬局 

（静岡市葵区） 
河西理事 

㈱じほう「PHARMACY NEWSBREAK」 

患者のための薬局ビジョン推進事業 
12 月７日（金） 静岡県薬剤師会館

増田副会長 

齊藤・山中在

宅訪問普及促

進支援相談員

㈱じほう「PHARMACY NEWSBREAK」 

健康サポート薬局制度推進のための現

状調査 

12 月 13 日（木） 静岡県薬剤師会館
岡田副会長 

服部常務理事

ＮＨＫ静岡放送「たっぷり静岡」 

インフルエンザ治療薬 
1 月 30 日（水）

さくらんぼ薬局 

（静岡市葵区） 
河西理事 

すこやかネット「げんきのカプセル」 

かかりつけ薬剤師・薬局 
2 月 7 日（木） 静岡県薬剤師会館 岡田副会長 

㈱じほう「PHARMACY NEWSBREAK」 

浜松医科大学敷地内薬局誘致活動への

意見表明 

３月７日（木） 静岡県薬剤師会館
石川会長 

品川常務理事

＜雑誌等執筆＞ 

出版社等 雑誌名／テーマ 執筆者 

公益財団法人 

しずおか健康長寿財団 

財団情報誌「すこやか長寿」82 号 

「憩いの広場」 
石川会長 

 

＜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７日（土）・８日（日） 
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場所：静岡県薬剤師会館 

講師：釼持佳日路、吉野豪一 

区分 申込者数 
７月７日（土） ７月８日（日） 

出席者数 欠席者数 出席者数 欠席者数 

一般 95 95 0 89 6

学生 6 6 0 6 0

計 101 101 0 95 6

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 131 種であり、平成 30 年度

における販売実績は 3,222 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」「処方箋」「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 30 年度における販売実績は

1,670 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 30 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 31 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、総務部会において検討しているところであり、平成 31 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 29日（日） 

場所：静岡県薬剤師会館 
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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臨床・疫学研

究の倫理審査、④平成 30 年度「薬と健康の週間」における事業、⑤平成 30 年

度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事業、⑥健康サポート薬局制度への対

応、⑦無菌調剤技能研修等、⑧医薬品・医療機器等安全性情報報告制度、⑨「薬

と健康の週間」における健康相談取組宣言、⑩要指導医薬品・一般用医薬品販

売制度への対応の徹底、⑪騒音環境・騒音レベル検査の実施、⑫平成 30年度薬

剤師認知症対応力向上研修、⑬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、⑭日本薬剤師会「第 91 回定時総会」、⑮日本薬剤師会「平成 30

年度第２回都道府県会長協議会」、⑯その他（1.お薬手帳の適正使用 2.薬剤師

メディア啓発事業） 

協議事項：①第 51 回東海薬剤師学術大会への対応について、②その他 

【第２回】 

開催日：１月 27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臨床・疫学研

究の倫理審査、④第 51回日本薬剤師会学術大会、⑤第 51回東海薬剤師学術大

会、⑥健康サポート薬局制度への対応、⑦平成 30 年度静岡県患者のための薬

局ビジョン推進事業、⑧医薬分業の質的向上を図るための事業、⑨薬機法等制

度改正に関するとりまとめ、⑩規制改革実施計画への対応、⑪薬局機能情報提

供制度の拡充とＫＰＩ、⑫平成 31 年度薬学講座の実施方針、⑬無菌調剤技能

研修等、⑭薬剤師認知症対応力向上研修、⑮ 近の保険薬局指導・監査状況、

⑯日薬認証局と薬剤師資格証（ＨＰＫＩ）の現状、⑰在宅医療研修車両使用規

程、⑱日本薬剤師会「平成 30 年度第４回都道府県会長協議会」、⑲県薬事振興

会薬事功労者表彰推薦基準内規等について、⑳その他 

協議事項：①医薬品販売制度実態把握調査結果への対応、②10連休における医療提供体制

ついて、③その他 

（２）地域ブロック協議会 

【東部ブロック】 

開催日：９月 11日（火） 

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：石川会長、岡田・増田・松山副会長、杉井専務理事 

鈴木・山田常務理事 

【中部ブロック】 

開催日：９月 29日（土） 

場 所：パルシェ JR 静岡駅ビル（静岡市葵区） 

出席者：石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、服部常務理事 

【西部ブロック】 

開催日：９月６日（木） 

場 所：掛川グランドホテル（掛川市） 

-43-



 
 

出席者：石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務理事 

品川常務理事 

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生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、当該計画にある備蓄資材につき検討した。 

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 

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。 

これを受け、静岡県薬剤師会は、平成 30 年度において「薬剤師資格証に係る申請受付等に

関する日本薬剤師会と静岡県薬剤師会の連携協力に関する覚書」を締結し、平成 31 年度以降

において理事・監事から薬剤師資格証の発行を開始、次いで地域薬剤師会への拡充の予定とし

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、村松 孟子氏（富士宮市）が薬事功労における「旭日双光章」に、袴

田 浩平氏（掛川市）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＞ 

細野 澄子（富士市） 

＜静岡県知事表彰＞ 

岡田 国一（伊東熱海）、原田 晴司（病院） 

＜日本薬剤師会有功賞＞ 

櫻井 昇（沼津）、平野 照子（富士市）、篠崎 文秀（静岡市） 

中川 豊子（藤枝）、袴田 浩平（小笠袋井）、鈴木 のり子（磐田） 

岡田 眞弓（浜松市）、木俣 昭（浜松市）、増井 ほとり（浜松市） 

＜静岡県薬事振興会会長表彰＞ 

清水 潤一（島田）、小笠原 俊拓（小笠袋井）、鈴木 祐之（磐田） 

澤井 康行（浜松市）、冨田 治（浜松市）、川上 純一(病院) 

＜静岡県薬剤師会会長表彰＞ 
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今井 景樹（伊東熱海）、山口 宜子（沼津）、渡邉 孝三（沼津）、羽二生 尚身（富士市） 

貴田 美和子（静岡市）、小笠原 俊拓（小笠袋井）、白尾 成史（磐田） 

月井 英喜（浜松市）、髙林 敏弘（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、感謝状が贈ら

れた。 

   ＜厚生労働省医薬・生活衛生局長感謝状＞ 

    太田 勝啓（浜松市） 

＜静岡県知事褒状＞ 

原 滝子（富士市） 

（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。 

＜日本薬剤師会学校薬剤師賞＞ 

秋山 欣三（静岡市） 

＜静岡県学校保健会表彰＞ 

八代 由隆（賀茂）、岡田 国一（伊東熱海）、高橋 秀和（伊東熱海） 

眞野 巧（沼津）、加藤 孝司（富士宮市）、渡辺 和代（富士宮市） 

小鷹 和美（清水）、海老岡 ゆかり（静岡市）、羽生 成子（静岡市） 

小澤 聖和（焼津市）、本田 裕（藤枝）、杉村 美昌（島田） 

芹澤 敏文（島田）、大石 章（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

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 31年３月末日現在の部員数は、静岡県 111 名（全国 1,289 名）であった。 

（２）薬剤師年金 

「公益社団法人日本薬剤師会年金規則」に基づき運営されている私的年金であって、日本

薬剤師会の正会員対象の制度である。 

平成 31 年３月末日現在の加入者数は、静岡県 61 名（全国 3,017 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 31 年３月末日現在の加入員数は、静岡県 26 名（全国 523 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
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もので、日本薬剤師会の正会員対象の制度である。 

平成 31 年３月末日現在の加入件数は、薬剤師契約は静岡県 333 名（全国 16,685 名）、薬

局契約は静岡県 822 名（全 24,784 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 31 年３月末日現在の加入件数は、静岡県 399 名（全国 10,672 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 31 年３月末日現在の加入件数は、静岡県６名（全国 472 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 31 年３月末日現在の加入件数は、静岡県５名（全国 179 名）であった。 

（８）アンチ・ドーピング活動保険制度 

日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）が「アンチ・ドーピング規則違反」として公表

したドーピングで起こる損害賠償請求を保証するもので、日本薬剤師会の正会員対象の制度

である。 

平成 31 年２月より取扱いが開始された。 

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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平成30年度静岡県薬剤師会会務・事業誌
会    議   ・   事    業   名 月 日 曜 時間 場　　　　　所 出   席   者   等

県薬事務局職員辞令交付 ４ 2 月 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長

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 4 水 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、岡田副会長、植・鈴木常務理事、杉井理事
心得他

平成30年度静岡県立大学学部・短期大学部・大学院入学式 ４ 5 木 14:00
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

石川会長

県薬「平成30年度第１回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」

４ 5 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、原田・伊藤・安達常務理事、大重理事他

県薬「平成30年度第１回学校保健部会議」 ４ 8 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、山口常務理事、天野・川口理事

県薬「平成30年度学校薬剤師講習会」 ４ 8 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山副会長、山口常務理事、天野・川口理
事他

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第813回幹事会」 ４ 11 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）

石川会長

県薬「平成30年度第１回正副会長会議」 ４ 12 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井理事
心得

県薬「平成30年度第１回理事会」 ４ 12 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長他

県薬「平成30年度第１回地域医療部会議」 ４ 12 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、小笠原・小西・品川・山口・山田常務理
事、河西理事

県薬「平成30年度第１回会報編集委員会」 ４ 12 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
秋山副会長、服部・小西常務理事、川口理事、清水会
報編集委員会委員長、平野会報編集委員会副委員長他

日本アンチ・ドーピング機構「平成30年度第１回加盟団体
連絡会議兼ドーピング防止研修会」

４ 13 金 18:30 大手町サンケイプラザ（東京都千代田区） 原田常務理事、大石県薬DI所長

県薬「平成30年度第１回薬歴管理に関する研修会」 ４ 14 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、小笠原・鈴木・植・服部・山田常務理
事、天野・菅沼理事

県薬「平成30年度第１回職能対策委員会」 ４ 14 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、安達・小笠原・植・鈴木・服部・山田常
務理事、天野・小鷹・菅沼理事

第51回東海薬剤師学術大会に関する県薬・設営業者及びグ
ランシップとの打合せ

４ 16 月 13:00
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

杉井理事心得、大塚事務局長他

県雇用推進課「産業人材確保のための企画提案募集に係る
説明会」

４ 18 水 14:00 障害者働く幸せ創出センター（静岡市葵区） 杉井理事心得

県薬剤師国保険組合「平成30年度第１回理事会」 ４ 18 水 15:00 クーポール会館（静岡市葵区） 石川会長

日薬「アンチ・ドーピング委員会」 ４ 19 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

静岡県幹部職員モバイルファーマシー（無菌調剤移動研修
設備）見学会

４ 20 金 10:25 静岡県庁本館前駐車場（静岡市葵区） 秋山副会長、杉井理事心得、大塚事務局長他

ブレス浜松「アンチ・ドーピング講習会」講演 ４ 21 土 14:30 浜松医療学院（浜松市浜北区） 清水雅之（島田）、菅瀬久智（静岡）

大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部「アンチドー
ピング講演会」講演

４ 23 月 16:00
東海大学付属静岡翔洋高等学校（静岡市清水
区）

大石県薬DI所長

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ４ 24 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

「伊東熱海薬剤師会研修会」講演 ４ 24 火 19:30 いきいきプラザ（熱海市） 岡田副会長

県薬「平成30年度第１回高齢者くすりの相談室事例集編集
会議」

４ 26 木 13:30
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30年度第２回正副会長会議」 ４ 26 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長他

アグレミーナ浜松「アンチ・ドーピング講習会」講演  ５ 3 木 9:00 浜松アリーナ（浜松市東区）
菅瀬久智（静岡）、斎藤尊之（浜松）、大石県薬DI所
長

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第814回幹事会」  ５ 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）

石川会長

県薬「平成30年度第３回正副会長会議」  ５ 10 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井理事
心得

県生活科学検査センター「平成30年度監事監査」  ５ 10 木 13:00
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、明石相談役、天野元常務理事

県薬「平成30年度第２回理事会」  ５ 10 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長他

県薬「平成30年度第２回学校保健部会議」  ５ 10 木 16:40 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、山口常務理事、天野・川口理事

県薬「平成30年度第１回職能対策部会議」  ５ 10 木 16:45 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、安達・小笠原・植・鈴木・服部・山田常
務理事、天野・小鷹・菅沼理事

県病院協会「平成30年度第１回理事会」  ５ 11 金 16:00 浮月楼(静岡市葵区) 松山副会長

県薬「平成30年度地域薬剤師会生涯学習担当者会議」  ５ 13 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、原田・安達常務理事、大重理事他

しずおか健康いきいきフォーラム21監事監査  ５ 15 火 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長

県生活科学検査センター「平成30年度理事会」  ５ 15 火 15:30 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 石川会長、戸塚・三浦監事他

藤枝薬剤師会「静岡県患者のための薬局ビジョン推進事業
「薬剤師の体験在宅訪問」説明会」

 ５ 15 火 19:30 藤枝市民会館（藤枝市） 増田副会長、杉井理事心得、大塚事務局長

日薬「意見交換会・平成30年度第１回都道府県会長協議
会」

 ５ 16 水 11:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

石川会長

県薬「平成30年度監事監査」  ５ 17 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
戸塚・三浦監事、石川会長、秋山・岡田・増田・松山
副会長、品川常務理事、杉井理事心得

県薬「平成30年度第２回地域医療部会議」  ５ 17 木 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、小笠原・小西・品川・山田常務理事、河
西理事

第４回「第51回東海薬剤師学術大会ワーキンググループ会
議」

 ５ 17 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
松山副会長、安達・伊藤・植・原田常務理事、大重理
事他

県腎臓バンク「第23回理事会」  ５ 18 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）

石川会長

県薬「平成30年度第１回総務部会議」  ５ 18 金 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
秋山副会長、小西・鈴木・服部常務理事、川口・小鷹
理事

県薬事課・県立大学・県薬事振興会「平成30年度第１回薬
草講座」

５ 19 土 10:00 静岡県立大学薬草園他（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30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 19 土 14:00 愛知学院大学薬学部（名古屋市千種区） 原田常務理事

東海四県薬剤師会長・日薬代議員及び事務局長会議 ５ 19.20 土.日 19/15:30 ホテル ネム（三重県志摩市）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井理事
心得、大塚事務局長

県薬「平成30年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会」
（西部地区）

 ５ 19 土 16:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区） 安達常務理事

県薬「平成30年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会」
（中部地区）

 ５ 20 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 大重理事

ＳＢＳラジオ「鉄崎幹人のWASABI」出演  ５ 22 火 11:35 静岡放送㈱ラジオ局（静岡市駿河区） 秋山副会長

東海北陸厚生局「平成30年度第１回保険薬局個別指導」
（西部）

 ５ 22 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 菅沼理事、角皆職能対策委員会委員

県教育委員会「平成30年度新規採用養護教員宿泊研修」講
義

 ５ 22 火 14:50 静岡県総合教育センター（掛川市） 山口常務理事

県薬「平成30年度第４回正副会長会議」  ５ 23 水 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長他

静岡市薬剤師会「薬学生実務実習研修会」講演  ５ 24 木 19:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長
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東海北陸厚生局「平成30年度第２回保険薬局個別指導」
（中部）

 ５ 25 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 植常務理事、加藤職能対策委員会委員

県薬「平成30年度第２回薬歴管理に関する研修会」  ５ 26 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
小笠原・鈴木・安達・植・服部・山田常務理事、天
野・小鷹・菅沼理事

県薬「平成30年度第３回薬歴管理に関する研修会」  ５ 26 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
小笠原・鈴木・安達・植・服部・山田常務理事、天
野・小鷹・菅沼理事

賀茂薬剤師会総会  ５ 26 土 17:00 伊豆急下田ホテル（下田市） 岡田副会長

浜松市薬剤師会「第69回指定都市学校保健協議会懇親会」  ５ 26 土 18:00
オークラアクトシティホテル浜松（浜松市中
区）

石川会長、秋山副会長

県危機対策課・静岡市危機管理課「平成30年度静岡市・静
岡県総合防災訓練第１回全体会議」

 ５ 28 月 13:00
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

鈴木常務理事

県薬事振興会「平成30年度監事監査」  ５ 28 月 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 県薬職員

東海北陸厚生局「平成30年度第３回保険薬局個別指導」
（東部）

 ５ 29 火 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 岡田副会長、曾根職能対策委員会委員

兼法務文書課「公益法人実務担当者説明会」  ５ 29 火 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 県薬職員

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会  ５ 29 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

県病院協会「平成30年度通常総会」  ５ 29 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30年度臨時理事会」  ５ 29 火 －
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

松山副会長

山田常務理事のご母堂様のご会葬  ５ 30 水 11:00 三島東平安典礼会館（三島市） 石川会長

県薬「平成30年度第２回高齢者くすりの相談室事例集編集
会議」

 ５ 30 水 13:30
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

県生活科学検査センター「平成30年度評議員会」  ５ 30 水 13:30 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 秋山副会長他

県生活科学検査センター「平成30年度理事会」  ５ 30 水 15:00 静岡市産学交流センター（静岡市葵区） 石川会長、岡田・増田副会長、戸塚・三浦監事

県薬「平成30年度第５回正副会長会議」  ５ 31 木 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井理事
心得

県薬「平成30年度第３回理事会」  ５ 31 木 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長他

第51回東海薬剤師学術大会東海四県事前打合せ会 ６ 2 土 15:30
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、植・安
達・伊藤・原田常務理事、大重理事、杉井理事心得他

静岡県生活科学検査センター（仮称）藤枝検査所新築工事
起工式

６ 3 日 10:30 藤枝市谷稲葉（藤枝市） 石川会長

日本薬剤師研修センター「薬剤師研修協議会連絡会」 ６ 7 木 13:30 日本消防会館（東京都港区） 県薬職員

県薬「平成30年度岡県患者のための薬局ビジョン推進事業
に関する事前打合せ」

６ 7 木 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田副会長、山田・山口常務理事、河西理事

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する県薬事課との打合せ」

６ 7 木 17:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田副会長、山田・山口常務理事、河西理事

県薬「平成30年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会」
（東部地区）

６ 9 土 15:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

渡辺理事他

鈴木梅太郎博士顕彰会「平成30年度定時総会」 ６ 11 月 15:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

鈴木梅太郎博士顕彰会「平成30年度第１回理事会」 ６ 11 月 － 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

県くらし交通安全課「平成30年度しずおか防犯まちづくり
県民会議総会」

６ 12 火 15:15 静岡県庁西館（静岡市葵区） 杉井理事心得

県薬「第99回定時総会」に関する議事運営打合せ会 ６ 12 火 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、小西・服
部常務理事、杉井理事心得

日薬「平成30年度薬局実務実習担当者全国会議」 ６ 13 水 12:30
慶應義塾大学芝共立キャンパス（東京都港
区）

植常務理事

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第815回幹事会」 ６ 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）

石川会長

県薬「平成30年度第２回会報編集委員会」 ６ 14 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
秋山副会長、服部・小西常務理事、川口理事、清水会
報編集委員会委員長、平野会報編集委員会副委員長他

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する事前打合せ」

６ 14 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田副会長、山田・山口常務理事、河西理事

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する藤枝薬剤師会との打合せ」

６ 14 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田副会長、山田・山口常務理事、河西理事他

しずおか健康いきいきフォーラム21総会 ６ 15 金 14:00
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

石川会長

県薬「平成30年度第１回健康サポート薬局のための技能習
得型研修事前打合せ」

６ 16 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田副会長、服部・安達常務理事他

浜松市薬剤師会懇親会 ６ 16 土 18:00
オークラアクトシティホテル浜松（浜松市中
区）

石川会長

県薬第99回定時総会 ６ 17 日 14:00 クーポール会館（静岡市葵区） 石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長他

県薬「平成30年度第４回理事会」 ６ 17 日 17:00 クーポール会館（静岡市葵区） 石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長他

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する藤枝市地域包括ケア推進課訪問」

６ 18 月 19:00 藤枝市役所（藤枝市） 増田副会長、杉井専務理事

県薬「平成30年度第３回高齢者くすりの相談室事例集編集
会議」

６ 19 火 13:30
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

県薬剤師国保険組合「平成30年度第２回理事会」 ６ 20 水 15:00 クーポール会館（静岡市葵区） 石川会長

県学校保健会「平成30年度第１回理事会」 ６ 21 木 14:00 静岡県教育会館（静岡市葵区） 秋山副会長、山口常務理事

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する藤枝薬剤師会会員への事業説明」

６ 21 木 19:00 藤枝生涯学習センター（藤枝市） 増田副会長

東海北陸厚生局「平成30年度第４回保険薬局個別指導」
（東部）

６ 22 金 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 植常務理事、萩倉職能対策委員会委員

日本スポーツ協会「国民体育大会に向けたアンチ・ドーピ
ング講師養成講習会」

６ 22 金 16:00
ＴＫＰ品川カンファレンスセンターANNEX
（東京都港区）

大石県薬DI所長

第５回「第51回東海薬剤師学術大会ワーキンググループ会
議」

６ 22 金 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、植・原田常務理事、大重理事他

日薬第91回定時総会 ６ 23.24 土.日 23/10:00 ホテルイースト21東京（東京都江東区） 石川会長、岡田・松山・増田副会長

県薬「平成30年度実務実習のトライアル実習に関する説明
会」

６ 24 日 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 伊藤・植・原田常務理事、大重理事他

ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会「平成30
年度第１回理事会」

６ 25 月 19:15
静岡県立総合病院循環器病センター（静岡市
葵区）

小鷹理事

県薬「平成30年度健康サポート薬局に関する県薬事課との
打合せ」

６ 25 月 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田副会長、服部・安達常務理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ６ 26 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

東海北陸厚生局「平成30年度第５回保険薬局個別指導」
（中部）

６ 27 水 13:00 静岡県静岡総合庁舎（静岡市駿河区） 山田常務理事、土屋職能対策委員会委員

県薬事振興会「平成30年度定時総会」 ６ 27 水 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、増田副会長、杉井専務理事

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する焼津市地域包括ケア推進課訪問」

６ 28 木 15:00 焼津市役所アトレ庁舎（焼津市） 増田副会長、杉井専務理事他
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県体協「平成30年度第１回スポーツ医・科学委員会」 ６ 28 木 18:45 パルシェ（静岡市葵区） 原田常務理事、大石県薬DI所長

県薬「平成30年度第６回正副会長会議」 ６ 28 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

東海北陸厚生局「平成30年度第６回保険薬局個別指導」
（西部）

６ 29 金 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 菅沼理事、髙野職能対策委員会委員

県病院協会「平成30年度医療安全部会」 ６ 29 金 16:00 静岡県産業経済会館(静岡市葵区) 原田常務理事

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する静岡県医師会との打合せ」

６ 29 金 16:00 静岡県医師会（静岡市駿河区） 杉井専務理事

沼津市立病院健康まつり2018（モバイルファーマシー出
展）

６ 30 土 11:00 沼津市立病院（沼津市） 秋山副会長、鈴木常務理事、大塚事務局長

県薬「無菌調剤技術研修に関する打合せ」 ６ 30 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、杉井専務理事、品川・小笠原・小西・山
口・山田常務理事、河西理事他

県薬「平成30年度地域薬剤師会地域医療担当者会議」 ６ 30 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、増田副会長、杉井専務理事、小笠原・小
西・品川・山口・山田常務理事、河西理事他

県薬「平成30年度第１回医療連携推進委員会」 ６ 30 土 17:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、山田・小笠原・小西・品川・山口常務理
事、河西理事他

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する打合せ」

６ 30 土 17:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 杉井専務理事、山口常務理事、河西理事他

県薬「平成30年度第１回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(研修会Ａ） 」
７ 1 日 13:30 ＴＫＰ浜松ホール（浜松市中区）

石川会長、岡田副会長、服部・安達・小笠原・植・鈴
木常務理事、天野・菅沼理事他

静岡市薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 ７ 4 水 20:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 植常務理事、天野理事

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する焼津市大井川地域包括支援センター訪問」

７ 5 木 13:00
焼津市大井川地域包括支援センター（焼津
市）

杉井専務理事

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に係る在宅訪問業務普及促進支援予定者との打合せ」

７ 5 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
杉井専務理事、齊藤在宅訪問普及促進支援員、山中在
宅訪問普及促進支援員、大塚事務局長他

県薬「平成30年度毒物劇物取扱者試験準備講習会」 ７ 7.8 土.日 9:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、小鷹理事

平成30年度静岡県薬学技術公務員協議会懇親会 ７ 7 土 16:45 クーポール会館 （静岡市葵区） 杉井専務理事

県薬「平成30年度薬剤師認知症対応力向上研修」（東部会
場）

７ 8 日 13:00
日本大学国際関係学部・短期大学部三島駅北
口校舎（三島市）

増田副会長、山田・品川・山口常務理事他

県薬事課「薬学講座及び薬物乱用防止講習会の講師を対象
とした研修会」

７ 9 月 13:30 静岡県中遠総合庁舎（磐田市） 杉井専務理事他

県歯科医師会「第１回静岡県8020推進住民会議」 ７ 10 火 13:10 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長

県薬「平成30年度第４回高齢者くすりの相談室事例集編集
会議」

７ 10 火 13:30
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30年度健康サポート薬局に関する県薬事課との
打合せ」

７ 10 火 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田副会長

日薬「意見交換会・平成30年度第２回都道府県会長協議
会」

７ 11 水 11:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

石川会長

県警本部「平成30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」

７ 11 水 14:00 静岡県警察本部（静岡市葵区） 杉井専務理事

静岡県立こども病院との打合せ会 ７ 11 水 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 小鷹理事

平成30年度静岡県健康福祉部防災訓練 ７ 12 木 9:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する藤枝市立総合病院地域連携室訪問」

７ 12 木 10:00 藤枝市立総合病院（藤枝市） 杉井専務理事、齊藤在宅訪問普及促進支援員

県薬「平成30年度第７回正副会長会議」 ７ 12 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県薬「平成30年度第１回健康サポート薬局のための技能習
得型研修（研修会Ａ）の提出レポート査読」

７ 12 木 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、服部・安達・小笠原・植・鈴木・山田常
務理事、天野・菅沼理事

県薬「平成30年度第５回理事会」 ７ 12 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県立静岡がんセンター「平成30年度第１回静岡県がん診療
連携協議会支持療法部会」

７ 13 金 14:30
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
（静岡市駿河区）

山口常務理事

平成30年度東海四県薬剤師会専務理事等会議 ７ 13 金 15:00 愛知県薬剤師会館（名古屋市中区） 杉井専務理事

県医師会他「地域包括ケアシステム推進セミナー」 ７ 16 月 13:00
静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

山田常務理事、河西理事

県薬「平成30年度災害薬事コーディネーター養成研修会に
関する講師との打合せ」

７ 17 火 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、杉井専務理事、鈴木常務理事、小鷹理事

県薬「平成30年度第２回総務部会議」 ７ 19 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、鈴木・服部常務理事、川口理事

県薬剤師国保険組合「平成30年度第１回組合会」 ７ 21 土 15:00 静岡グランドホテル中島屋（静岡市葵区） 石川会長

沼津薬剤師会・沼津薬業会「登録販売者研修会」講演 ７ 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）

大石県薬DI所長

日薬「平成30年度学校薬剤師学術フォーラム」 ７ 22 日 10:00
フクラシア品川（港南口）クリスタルスクエ
ア（東京都港区）

山口常務理事他

県薬「平成30年度第１回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（研修会Ｂ）」
７ 22 日 13:30 ＴＫＰ浜松ホール（浜松市中区）

石川会長、岡田副会長、服部・安達・小笠原・鈴木常
務理事、天野・菅沼理事他

日本禁煙科学会「全国禁煙アドバイザー育成講習会」講演 ７ 22 日 14:00 静岡県立大学看護学部棟（静岡市駿河区） 植常務理事

県薬「平成30年度第１回薬学講座検討委員会」 ７ 24 火 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、杉井専務理事、山口常務理事、川口理事

東海北陸厚生局「平成30年度第７回保険薬局個別指導」
（東部）

７ 25 水 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 鈴木常務理事、曾根職能対策委員会委員

藤枝薬剤師会「「薬剤師の体験在宅訪問」研修会」講演 ７ 25 水 19:00 藤枝市生涯学習センター（藤枝市） 河西理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ７ 25 水 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

県医師会「静岡県在宅医療推進センター 平成30年度第１回
静岡県在宅医療体制整備・推進協議会」

７ 26 木 18:00 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 山口常務理事

県薬「平成30年度第８回正副会長会議」 ７ 26 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

東海北陸厚生局「平成30年度第８回保険薬局個別指導」
（中部）

７ 27 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 植常務理事、小長谷職能対策委員会委員

しずおか健康長寿財団「しずおか元気応援フェア2018」出
展者説明会

７ 27 金 13:30 静岡新聞社（静岡市駿河区） 大塚事務局長他

県薬「次世代薬剤師指導者養成研修会に関する打合せ」 ７ 27 金 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、伊藤・植・原田常務理事、大重理事

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に係る在宅訪問普及促進業務に関する打合せ」

７ 27 金 19:00
小笠袋井薬剤師会館（中東遠センター薬局）
（掛川市）

増田副会長、杉井専務理事、小笠原・小西常務理事他

県薬「平成30年度第１回健康サポート薬局のための技能習
得型研修（研修会Ｂ）の提出レポート査読」

７ 29 日 12:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、服部・安達・小笠原・植・鈴木常務理
事、天野・菅沼理事

県薬「平成30年度第１回地域・職域連絡協議会」 ７ 29 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県薬「平成30年度第５回高齢者くすりの相談室事例集編集
会議」

７ 30 月 13:30
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

東海北陸厚生局「平成30年度第９回保険薬局個別指導」
（西部）

７ 31 火 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 菅沼理事、大屋職能対策委員会委員

県薬事課「平成30年度静岡県献血推進大会」 ７ 31 火 13:30
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

杉井専務理事、山口常務理事、秋山静岡市薬剤師会会
長他
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県地域医療課「平成30年度第１回静岡県救急・災害医療対
策協議会」

８ 1 水 16:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 鈴木常務理事

県医師会「平成30年度第１回シズケア＊かけはし（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 木 17:30 サンパレスホテル（静岡市駿河区） 河西理事

平成30年度全国高等学校総合体育大会におけるアンチ・
ドーピング活動

８ 4.5 土.日 4/9:00
静岡県草薙総合運動場体育館他11ヶ所（静岡
市駿河区他）

原田常務理事、大石県薬DI所長他

県薬「平成30年度学校環境衛生活動優良学校の表彰候補学
校選出一次審査会」

８ 4 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、山口常務理事、天野・川口理事他

県薬「お薬出前講座「残薬」講座作成ワーキンググループ
会議」

８ 4 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
品川常務理事、池田医療連携推進委員会副委員長、上
妻・滝口・清水・鈴木医療連携推進委員会委員

県医師会「平成30年度病院と在宅医療・介護の連携のため
の研修会」

８ 5 日 13:00 ニッセイ静岡駅前ビル（静岡市葵区） 小笠原・小西常務理事他

焼津市薬剤師会「夏のお薬イベント」（モバイルファーマ
シー出展）

８ 5 日 13:30 焼津中央公民館（焼津市） 天野理事、大塚事務局長

県薬「平成30年度第１回高度管理医療機器等の販売業等に
関する継続研修会」

８ 5 日 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、植・山口常務理事他

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第817回幹事会」 ８ 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）

石川会長

県薬「平成30年度災害薬事コーディネーター養成研修会に
関する講師との打合せ」

８ 8 水 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、杉井専務理事、鈴木常務理事、小鷹理事

県薬「平成30年度第９回正副会長会議」 ８ 9 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県薬「平成30年度第６回理事会」 ８ 9 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県立静岡がんセンター「平成30年度第１回静岡県がん診療
連携協議会」

８ 9 木 18:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 石川会長

ゼミ学生等地域貢献推進事業に関する静岡県立大学との打
合せ

８ 15 水 13:00 静岡県立総合病院（静岡市葵区） 増田副会長、大塚事務局長

静岡市薬剤師会「薬学生実務実習」講義 ８ 16 木 19:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する藤枝薬剤師会との打合せ」

８ 16 木 19:15 高洲地区交流センター（藤枝市） 増田副会長、齊藤在宅訪問普及促進支援員他

焼津市薬剤師会臨時総会 ８ 18 土 18:30 焼津グランドホテル（焼津市） 増田副会長、大塚事務局長

県薬事課・県薬「平成30年度薬学講座講師研修会」 ８ 19 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山副会長、杉井専務理事、山口常務理
事、天野・川口理事他

県国民健康保険課「平成30年度第１回静岡県国民健康保険
運営協議会」

８ 20 月 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 山口常務理事

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ８ 23 木 － 御殿場市立原里小学校（御殿場市） 濱田・渡辺実地調査員（沼津）

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ８ 23 木 － 焼津市立大村中学校（焼津市） 天野理事・矢元実地調査員（藤枝）

群馬県教育委員会・群馬県学校保健会他「第69回関東甲信
越静学校保健大会」

８ 23 木 10:20 群馬音楽センター他（群馬県高崎市） 秋山副会長、川口理事

県薬「平成30年度第６回高齢者くすりの相談室事例集編集
会議」

８ 23 木 13:30
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

第６回「第51回東海薬剤師学術大会ワーキンググループ会
議」

８ 24 金 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
松山副会長、杉井専務理事、植・安達・伊藤・原田常
務理事、大重理事他

静岡県立大学「改訂コアカリキュラム対応実務実習に関す
る説明と意見交換会」

８ 25 土 15:00 静岡県立大学はばたき棟（静岡市駿河区） 松山副会長、植常務理事、大重理事

県薬「平成30年度第２回職能対策委員会」 ８ 25 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、岡田副会長、小笠原・安達・植・鈴木・服
部・山田常務理事、天野・小鷹・菅沼理事他

県薬「平成30年度調剤報酬等請求事務講習会」 ８ 26 日 10:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、岡田副会長、小笠原・鈴木・植常務理事、
天野理事他

第70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

８ 26 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、松山副会長、安達・植常務理事、大重・菅
沼理事他

県薬「平成30年度第１回災害対策委員会」 ８ 26 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山副会長、杉井専務理事、鈴木常務理
事、小鷹理事、髙橋災害対策委員会委員長他

県医療政策課「平成30年度第１回医療審議会」 ８ 27 月 16:00
グランディエールブケトーカイ（静岡市葵
区）

石川会長、山口常務理事

東海北陸厚生局「平成30年度第10回保険薬局個別指導」
（東部）

８ 28 火 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 小鷹理事、鈴木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 ８ 28 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ８ 29 水 － 裾野市立深良中学校（裾野市） 山口常務理事・田嶋実地調査員（三島）

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ８ 30 木 －
裾野市立須山小学校・裾野市立須山中学校
（裾野市）

濱田・渡辺実地調査員（沼津）

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ８ 30 木 －
静岡市立清水第二中学校・静岡市立清水浜田
小学校（静岡市清水区）

石川・坂井実地調査員（静岡）

平成30年度静岡県総合防災訓練（本部運営訓練） ８ 30 木 8:30 静岡県庁（静岡市葵区） 秋山副会長、小西常務理事

県薬「大規模地震発生時における災害情報連絡訓練」 ８ 30 木 13:00 静岡県薬剤師会館他（静岡市駿河区他）

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する打合せ」

８ 30 木 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田副会長

県薬「平成30年度第10回正副会長会議」 ８ 30 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ８ 31 金 － 富士市立神戸小学校（富士市） 相澤実地調査員（富士）、山内実地調査員（富士宮）

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ８ 31 金 － 静岡県立天竜特別支援学校（浜松市天竜区） 川口理事、西島実地調査員（浜松）

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ８ 31 金 － 静岡県立浜松湖北高等学校（浜松市北区） 川口理事、中村実地調査員（小笠袋井）

日薬「学校薬剤師部会東海ブロック会議」 ９ 1 土 15:30 ＡＢＣ貸会議室（名古屋市中村区） 秋山副会長、山口常務理事、川口理事

静岡市・静岡県総合防災訓練 ９ 2 日 8:30 静岡市・富士山静岡空港（静岡市他）

県薬「平成30年度臨床体験実習アドバンス編」 ９ 2 日 12:15 静岡県立大学薬学部棟（静岡市駿河区） 石川会長、増田副会長、山田常務理事、河西理事他

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 3 月 －
静岡市立清水桜が丘高等学校（静岡市清水
区）

秋山副会長、高月実地調査員（清水）

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 3 月 － 静岡県立三島長陵高等学校（三島市） 山口常務理事、田嶋実地調査員（三島）

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 3 月 －
浜松市立双葉小学校（浜松市中区）、浜松市
立南陽中学校（浜松市南区）

川口理事、石原実地調査員（浜松）

県障害者政策課「平成30年度障害を理由とする差別解消推
進県民会議」

９ 3 月 15:00
静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

大塚事務局長

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 4 火 － 浜松市立追分小学校（浜松市中区） 徳永・西島実地調査員（浜松）

東海北陸厚生局「保険薬剤師集団指導」 ９ 4 火 13:30
静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

植常務理事、小長谷職能対策委員会委員

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 5 水 －
浜松市立庄内中学校・浜松市立雄踏小学校
（浜松市西区）

石原・徳永実地調査員（浜松）

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 6 木 －
焼津市立焼津西小学校・焼津市立黒石小学校
（焼津市）

天野理事、矢元実地調査員（藤枝）

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」 ９ 6 木 13:30 静岡労政会館（静岡市葵区） 山田常務理事、渡辺職能対策委員会委員
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県歯科医師会「静岡県在宅歯科医療推進室運営委員会」 ９ 6 木 14:10 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 増田副会長

県薬「平成30年度地域ブロック協議会」（西部） ９ 6 木 20:00 掛川グランドホテル（掛川市）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事、品川常務理事他

県薬「平成30年度静岡県患者のための薬局ビジョン推進事
業に関する打合せ」

９ 7 金 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、杉井専務理事、齊藤在宅訪問普及促進支
援員他

県薬「平成30年度薬剤師認知症対応力向上研修」（西部会
場）

９ 9 日 13:00 浜松市地域情報センター（浜松市中区）
石川会長、増田副会長、小笠原・小西常務理事、河西
理事他

平成30年度学校環境衛生活動優良校候補校実地調査 ９ 10 月 － 静岡市立清水第八中学校（静岡市清水区） 秋山副会長、高月実地調査員（清水）

県薬「平成30年度地域ブロック協議会」（東部） ９ 11 火 20:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

石川会長、岡田・増田・松山副会長、杉井専務理事、
鈴木・山田常務理事他

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第818回幹事会」 ９ 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）

石川会長

県薬「平成30年度第11回正副会長会議」 ９ 13 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山・増田・松山副会長、杉井専務理事

県障害福祉課「平成30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 13 木 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 岡田副会長

県薬「平成30年度第７回理事会」 ９ 13 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県警本部「第２回テロ対策ネットワーク静岡 総会」 ９ 14 金 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 杉井専務理事

横浜市薬剤師会によるモバイルファーマシーの視察 ９ 14 金 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山副会長

第70回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップin東海
（静岡）タスクフォース直前研修会

９ 15 土 13:00 静岡県立大学看護学部棟（静岡市駿河区）
松山副会長、安達・伊藤・植・鈴木・原田常務理事、
大重・菅沼理事他

富士市2018健康まつり（モバイルファーマシー出展） ９ 16 日 9:00 富士市フィランセ（富士市） 山口常務理事他

第70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）

９ 16.17 日.月 16/9:00 静岡県立大学看護学部棟（静岡市駿河区）
松山副会長、安達・伊藤・植・鈴木・原田常務理事、
大重・菅沼理事他

県薬剤師国保険組合「平成30年度第３回理事会」 ９ 19 水 15:00 クーポール会館（静岡市葵区） 石川会長

県薬事振興会「平成30年度第２回理事会」 ９ 20 木 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、増田副会長、杉井専務理事

沢井製薬㈱名古屋支店「社内講演会」講演 ９ 20 木 18:00 レイアップ御幸町ビル（静岡市葵区） 岡田副会長

県薬「臨床及び疫学研究に関する倫理審査に係る打合せ」 ９ 21 金 18:00 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、大塚事務局長

日薬「平成30年度第３回都道府県会長協議会」 ９ 22 土 13:30 ホテル金沢（石川県金沢市） 石川会長

第51回日本薬剤師会学術大会（金沢） ９ 23.24 日.月 23/9:30 石川県立音楽堂他（石川県金沢市）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ９ 25 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

第51回東海薬剤師学術大会抄録原稿の査読 ９ 25 火 18:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、植・伊藤・原田常務理事、大重理事他

第７回「第51回東海薬剤師学術大会ワーキンググループ会
議」

９ 25 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、植・伊藤・原田常務理事、大重理事他

東海北陸厚生局「平成30年度第11回保険薬局個別指導」
（西部）

９ 26 水 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 菅沼理事、髙野職能対策委員会委員

静岡市薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 ９ 26 水 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区）
植・服部常務理事、小鷹理事、石川・加藤・土屋・小
長谷・松永職能対策委員会委員

県看護協会「第49回日本看護学会－慢性期看護－学術集会
開会式」

９ 27 木 9:40
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

石川会長

県学校保健会「「平成30年度学校保健に関する表彰」の審
査会」

９ 27 木 13:30 静岡県教育会館（静岡市葵区） 秋山副会長、山口常務理事

県薬「平成30年度第12回正副会長会議」 ９ 27 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

東海北陸厚生局「平成30年度第12回保険薬局個別指導」
（中部）

９ 28 金 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 山田常務理事、茂木職能対策委員会委員

賀茂薬剤師会「災害研修会」 ９ 29 土 15:00 下田市民文化会館（下田市） 杉井専務理事

県医師会「ＪＭＡＴに関する災害医療研修会」 ９ 29 土 15:00
静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

鈴木常務理事他

県薬「平成30年度地域ブロック協議会」（中部） ９ 29 土 18:30 パルシェ（静岡市葵区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、服部常務
理事他

県歯科医師会「第２回静岡県8020推進住民会議」 １０ 2 火 13:00 静岡県歯科医師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長

平成30年度東海四県薬剤師会事務局長会議 １０ 2.3 火.水 2/15:00 愛知県薬剤師会館（名古屋市中区） 大塚事務局長

沼津薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １０ 3 水 19:30
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

鈴木・山田常務理事、萩倉・渡辺・板井・植松・鈴木
職能対策委員会委員

平成30年度東海四県薬剤師会調剤報酬に関する意見交換会 １０ 4 木 17:00 名鉄グランドホテル （名古屋市中村区） 岡田副会長、植・鈴木常務理事他

島田薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １０ 4 木 19:30 島田市保健福祉センター（島田市）
小笠原・服部常務理事、天野理事、西村・松永・大屋
職能対策委員会委員

静岡新聞社・静岡放送他「しずおか元気応援フェア2018」
出展

１０ 6.7 土.日 6/10:00 ツインメッセ静岡（静岡市駿河区）
秋山副会長、杉井専務理事、小笠原・小西・品川・山
田常務理事他

県薬「平成30年度第１回職能対策委員会 患者のための薬局
ビジョン小委員会」

１０ 6 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
安達・小笠原・植・鈴木・服部・山田常務理事、天
野・菅沼理事他

県薬「平成30年度第１回職能対策委員会 法令順守小委員
会」

１０ 6 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
安達・小笠原・植・鈴木・服部・山田常務理事、天
野・菅沼理事他

県薬「平成30年度第１回職能対策委員会 社会保険小委員
会」

１０ 6 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
安達・小笠原・植・鈴木・服部・山田常務理事、天
野・菅沼理事他

県歯科医師会「平成30年度東海信越地区歯科医師会役員・同国保組合役

員・同連盟役員合同連絡協議会 懇親会」
１０ 6 土 17:45 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 石川会長

吉田眞澄氏旭日双光章受賞祝賀会 １０ 7 日 12:00 ホテルグリーンパーク津（三重県津市） 石川会長、明石相談役

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第819回幹事会」 １０ 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）

石川会長

県薬「平成30年度災害薬事コーディネーター養成研修会に
関する講師との打合せ」

１０ 10 水 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、杉井専務理事、鈴木常務理事、小鷹理事

県薬「平成30年度第13回正副会長会議」 １０ 11 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県薬「平成30年度第８回理事会」 １０ 11 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、岡田・増田・松山副会長、杉井専務理事他

県薬「平成30年度第２回職能対策部会議」 １０ 11 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、安達・小笠原・植・鈴木・服部常務理
事、天野・小鷹・菅沼理事

県薬「平成30年度第３回地域医療部会議」 １０ 11 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、小笠原・小西・品川・山口・山田常務理
事、河西理事

県薬「平成30年度第３回会報編集委員会」 １０ 11 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
秋山副会長、服部・小西常務理事、清水会報編集委員
会委員長、平野会報編集委員会副委員長他

県医薬品登録販売者協会「平成30年度第２回静岡県医薬品
登録販売者薬事研修会」講義

１０ 14 日 11:00 静岡商工会議所会館（静岡市葵区） 安達常務理事

県薬「平成30年度在宅医療に関する上級研修会」 １０ 14 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、増田副会長、小笠原・山田・山口常務理事
他

伊東熱海薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １０ 17 水 19:00 生涯学習センターひぐらし会館（伊東市）
岡田副会長、鈴木・山田常務理事、岡部・板井職能対
策委員会委員
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県薬事課・県薬事振興会「平成30年度薬事功労者表彰式」 １０ 18 木 16:00 クーポール会館（静岡市葵区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県薬「アンチ・ドーピングに関する情報提供」 １０ 19 金 18:30 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、大重理事、大石県薬DI所
長他

県薬「平成30年度第３回総務部会議」 １０ 19 金 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、小西・服部常務理事、小鷹理事

県薬事課・県立大学・県薬事振興会「平成30年度第２回薬
草講座」

１０ 20 土 10:15 静岡県立大学薬草園他（静岡市駿河区） 県薬職員

県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」（西部
会場）

１０ 20 土 15:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区） 増田副会長、品川常務理事

浜松市薬剤師会「第12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～」（モバイルファーマシー出展）
１０ 21 日 10:00

浜松市ギャラリーモール「ソラモ」（浜松市
中区）

石川会長、杉井専務理事、品川常務理事

西井政彦三重県薬剤師会会長のご母堂様のご会葬 １０ 21 日 14:00 メモリアルホール五十鈴（三重県伊勢市） 石川会長

日本薬局協励会新東海合同支部静岡支部「一般社団法人日
本薬局協励会新東海合同大会」講演

１０ 21 日 14:45 メルパルク名古屋（名古屋市東区） 大石県薬DI所長

厚労省「平成30年度薬事功労者厚生労働大臣表彰式」 １０ 23 火 14:00 厚生労働省（東京都千代区） 細野前副会長

県薬「平成30年度災害薬事コーディネーター養成研修会に
関する講師との打合せ」

１０ 23 火 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、杉井専務理事、鈴木常務理事、小鷹理事

県薬「省令手順書に関する打合せ」 １０ 24 水 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 植常務理事、菅沼理事

第８回「第51回東海薬剤師学術大会ワーキンググループ会
議」

１０ 24 水 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
松山副会長、植・安達・伊藤・原田常務理事、大重・
渡辺理事他

文科省・鹿児島県教育委員会他「平成30年度全国学校保
健・安全研究大会」

１０ 25.26 木.金 25/13:00 鹿児島市民文化ホール他（鹿児島市） 山口常務理事、川口理事

県立静岡がんセンター「平成30年度第２回静岡県がん診療
連携協議会支持療法部会」

１０ 25 木 14:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 山田常務理事

日薬・鹿児島県薬「第68回全国学校薬剤師大会」 １０ 25 木 16:45 鹿児島サンロイヤルホテル（鹿児島市） 山口常務理事、川口理事

県薬「平成30年度第14回正副会長会議」 １０ 25 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

東海北陸厚生局「平成30年度第13回保険薬局個別指導」
（東部）

１０ 26 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

東海薬学教育連携コンソーシアム「東海地区実務実習検討
会議」

１０ 27 土 14:00 名古屋市立大学（名古屋市瑞穂区） 安達常務理事

県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」（中部
会場）

１０ 27 土 15:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、品川常務理事、河西理事

県薬「平成30年度第２回健康サポート薬局のための技能習
得型研修事前打合せ」

１０ 27 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田副会長、服部・小笠原・植常務理事、菅沼理事

県薬「平成30年度災害薬事コーディネーター養成研修会～スキルアップ

研修～」（静岡市地域（政令市））
１０ 28 日 10:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区）

石川会長、秋山副会長、杉井専務理事、鈴木・小西常
務理事他

県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」（中部
会場）

１０ 28 日 13:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 品川常務理事、河西理事

県薬「平成30年度医療用麻薬に関する研修会」 １０ 28 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、岡田副会長、山田・小笠原・植常務理事、
小鷹理事他

東海北陸厚生局「平成30年度第14回保険薬局個別指導」
（中部）

１０ 30 火 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 菅沼理事、松永職能対策委員会委員

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １０ 30 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

伊東熱海薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １０ 30 火 19:00 いきいきプラザ（熱海市）
岡田副会長、鈴木・山田常務理事、岡部・萩倉・板井
職能対策委員会委員

東海北陸厚生局「平成30年度第15回保険薬局個別指導」
（西部）

１０ 31 水 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 植常務理事、大屋職能対策委員会委員

富士市薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １１ 1 木 19:00 富士市フィランセ（富士市）
鈴木・山田常務理事、板井・曾根・佐々木・加藤職能
対策委員会委員

藤枝薬剤師会「「薬剤師の体験在宅訪問」研修会」 １１ 1 木 19:00 スズケン藤枝支店（藤枝市） 河西理事

県くらし交通安全課「年末の交通安全県民運動」推進連絡
会議

１１ 2 金 13:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 大塚事務局長

日本医薬品卸勤務薬剤師会東海ブロック協議会「平成30年
度卸勤務薬剤師東海ブロック合同研修」

１１ 7 水 13:30 名古屋銀行協会（名古屋市中区） 杉井専務理事

東海北陸厚生局「保険薬局集団的個別指導」（中部） １１ 7 水 13:30 静岡労政会館（静岡市葵区） 小鷹理事、岩切職能対策委員会委員

県薬「平成30年度第15回正副会長会議」 １１ 8 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

東海北陸厚生局「保険薬局集団的個別指導」（東部） １１ 8 木 13:30 沼津労政会館（沼津市） 小鷹理事、萩倉職能対策委員会委員

県薬「平成30年度第９回理事会」 １１ 8 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、岡田・増田・松山副会長、杉井専務理事他

県薬「平成30年度第３回職能対策部会議」 １１ 8 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、安達・小笠原・植・鈴木・服部・山田常
務理事、天野・小鷹・菅沼理事

県男女共同参画課「平成30年度しずおか男女共同参画推進
会議・全体会」

１１ 9 金 13:30 静岡県庁本館（静岡市葵区） 杉井専務理事

県長寿政策課「平成30年度第１回地域包括ケア推進ネット
ワーク」

１１ 9 金 16:00 レイアップ御幸町ビル（静岡市葵区） 増田副会長

県薬事課「平成30年度静岡県薬物乱用防止県民大会」 １１ 10 土 13:30
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

秋山副会長、杉井専務理事、山口常務理事、川口理事

県薬「平成30年度第２回災害対策委員会」 １１ 10 土 17:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
秋山副会長、杉井専務理事、鈴木常務理事、小鷹理事
他

静岡県立大学「平成30年度薬学共用試験ＯＳＣＥ直前評価
者講習会」

１１ 11 日 13:00 静岡県立大学薬学部棟（静岡市駿河区） 秋山副会長、安達・植常務理事、大重理事他

県薬「平成30年度第２回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（研修会Ａ）」
１１ 11 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）

石川会長、岡田副会長、杉井専務理事、服部・小笠
原・鈴木常務理事、天野・小鷹・菅沼理事他

静岡県立こども病院との打合せ会 １１ 12 月 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 小鷹理事

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

県薬「平成30年度第１回研究倫理審査委員会」 １１ 13 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、安達・伊藤・原田常務理事、大重理事他

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第820回幹事会」 １１ 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）

石川会長

県医療政策課「静岡県医療安全相談窓口運営協議会」 １１ 14 水 15:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 松山副会長

県薬「平成30年度患者のための薬局ビジョン推進事業に関
する打合せ」

１１ 14 水 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田副会長、杉井専務理事、小西・山口常務理事他

浜松市薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １１ 14 水 19:30 浜松市薬剤師会（浜松市中区）
植・服部常務理事、菅沼理事、小長谷・西村・垣本・
下山・髙野・寺本職能対策委員会委員

文科省・滋賀県教育委員会他「平成30年度学校環境衛生・
薬事衛生研究協議会」

１１ 15.16 木.金 15/10:00 栗東芸術文化会館(滋賀県栗東市) 川口理事、岡田学校薬剤師委員会委員

県学校保健会他「第57回静岡県学校保健研究大会」 １１ 15 木 12:30 プラサヴェルデ（沼津市） 秋山副会長、山口常務理事

静岡税務署「平成30年分年末調整等説明会」 １１ 15 木 13:00 静岡市民文化会館（静岡市葵区） 県薬職員

県医師協同組合「静岡県一人医師医療法人会セミナー」 １１ 15 木 18:30 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 原田常務理事、大石県薬DI所長

富士宮市薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １１ 15 木 19:30 富士宮市薬剤師会館（富士宮市）
鈴木常務理事、板井・曾根・佐々木職能対策委員会委
員
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県介護支援専門員協会「介護支援専門員スキルアップ中央
研修」

１１ 17 土 13:10 静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区） 山口常務理事（シンポジスト）

静岡県立大学薬学部 実務実習発表会 １１ 18 日 9:30 静岡県立大学薬学部棟（静岡市駿河区） 大重理事

県薬「平成30年度第２回健康サポート薬局のための技能習
得型研修（研修会Ａ）の提出レポート査読」

１１ 18 日 11:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、服部・安達・小笠原・鈴木常務理事、天
野・菅沼理事他

静岡県栄養士会「（公社）静岡県栄養士会法人設立25周年
記念式典」

１１ 18 日 11:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 石川会長

県薬「平成30年度第２回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（研修会Ｂ）」
１１ 18 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）

石川会長、岡田副会長、服部・安達・小笠原・鈴木常
務理事、天野・小鷹・菅沼理事他

ＮＨＫ静岡放送「たっぷり静岡」インフルエンザ治療薬
「ゾフルーザ」に関するさくらんぼ薬局への取材

１１ 19 月 13:00 さくらんぼ薬局（静岡市葵区） 河西理事

第９回「第51回東海薬剤師学術大会ワーキンググループ会
議」

１１ 20 火 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
松山副会長、植・安達・伊藤・原田常務理事、大重理
事他

県薬「平成30年度患者のための薬局ビジョン推進事業に関
する県薬事課との打合せ」

１１ 21 水 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田副会長、杉井専務理事、山口常務理事

県医師会「平成30年度第２回シズケア＊かけはし（静岡県在宅医療・介

護連携情報システム）運用検討部会」
１１ 21 水 19:00 サンパレスホテル（静岡市駿河区） 河西理事

焼津市薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １１ 21 水 19:30 焼津文化会館（焼津市）
植・服部常務理事、天野理事、小長谷・西村・松永・
大屋職能対策委員会委員

北駿薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １１ 21 水 19:30 御殿場市民交流センター（御殿場市） 鈴木常務理事

故 永田耕平氏通夜参列 １１ 22 木 18:00 ソーサレアホール田町（静岡市葵区） 石川会長

清水薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １１ 22 木 19:00 清水保健福祉センター（静岡市清水区）
小笠原・安達・植・服部常務理事、小鷹・菅沼理事、
岩切・茂木・小長谷・松永職能対策委員会委員

協和医科器械・浜松市他「メディメッセージ2018」（モバ
イルファーマシー出展）

１１ 23.24 金.土 23/10:00
アクトシティ浜松展示イベントホール（浜松
市中区）

品川常務理事他

県薬「平成30年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会（富
士地区）」

１１ 24 土 14:00 富士市薬剤師会（富士市） 安達常務理事、大重理事他

県医師会「平成30年度介護保険研修会」 １１ 24 土 15:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 増田副会長、山口常務理事他

県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」（西部
会場）

１１ 25 日 13:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区） 増田副会長、品川常務理事他

東海北陸厚生局「平成30年度第16回保険薬局個別指導」
（東部）

１１ 27 火 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

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １１ 27 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

渡邉邦彌氏 平成30年春の叙勲を祝う会 １１ 27 火 17:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 石川会長

東海北陸厚生局「平成30年度第17回保険薬局個別指導」
（西部）

１１ 28 水 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

県薬「自衛消防訓練」 １１ 28 水 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 杉井専務理事、県薬職員

磐田薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １１ 28 水 19:30 磐田市急患センター（磐田市）
植・服部常務理事、菅沼理事、山村・垣本職能対策委
員会委員

県薬「平成30年度第16回正副会長会議」 １１ 29 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県立静岡がんセンター「平成30年度静岡県がん医療地域連
携交流会」

１１ 29 木 19:00 プラサヴェルデ（沼津市） 山口・山田常務理事

浜松市薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １１ 29 木 19:30 浜松市薬剤師会（浜松市中区）
小笠原・安達・植・服部常務理事、菅沼理事、角皆・
山村・垣本・下山職能対策委員会委員

日薬「平成30年度アンチ・ドーピング委員会」 １１ 30 金 11:30
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

大石県薬DI所長

日薬「平成30年度都道府県薬剤師会アンチ・ドーピング活
動担当者研修会」

１１ 30 金 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、大石県薬DI所長

自民党県連「厚生問題対策連絡協議会」 １１ 30 金 13:00 クーポール会館（静岡市葵区） 石川会長、杉井専務理事

鈴木梅太郎博士顕彰会「平成30年度理事会」 １２ 1 土 12:10
静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

石川会長

鈴木梅太郎博士顕彰会「第65回鈴木賞授与式」 １２ 1 土 13:30
静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

石川会長

県薬「平成30年度第２回健康サポート薬局のための技能習
得型研修（研修会Ｂ）提出レポートの査読」

１２ 1 土 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 服部・小笠原・山田常務理事

平成30年度日本薬剤師会東海ブロック会議 １２ 1 土 16:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

第51回東海薬剤師学術大会「東海四県会長懇談会」 １２ 1 土 18:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事、大塚事務局長他

第51回東海薬剤師学術大会 １２ 2 日 10:00
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県薬「平成30年度第１回学術情報部会議」 １２ 5 水 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、安達・伊藤・植常務理事、大重理事

県薬「平成30年度第４回会報編集委員会」 １２ 6 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
秋山副会長、服部・小西常務理事、川口理事、清水会
報編集委員会委員長他

患者のための薬局ビジョン推進事業に関する㈱じほうの取
材

１２ 7 金 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 増田副会長、齊藤・山中在宅訪問普及促進支援員

県病院協会「平成30年度第２回理事会」 １２ 7 金 16:00 浮月楼(静岡市葵区) 松山副会長

ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会「平成30
年度第２回理事会」

１２ 7 金 19:15 静岡県立総合病院先端医学棟（静岡市葵区） 服部常務理事

静岡県立大学「平成30年度薬学共用試験ＯＳＣＥ本試験」 １２ 8 土 9:00 静岡県立大学薬学部棟（静岡市駿河区） 秋山副会長、安達・植常務理事、大重理事他

県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」（東部
会場）

１２ 8 土 15:00
沼津薬剤師会医薬分業推進支援センター（沼
津市）

山口・山田常務理事他

県薬「平成30年度第３回職能対策委員会」 １２ 8 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、小笠原・鈴木・服部常務理事、天野・小
鷹・菅沼理事他

県薬「平成30年度第３回健康サポート薬局のための技能習
得型研修事前打合せ」

１２ 8 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 服部常務理事、小鷹・菅沼理事他

県薬「平成30年度地域薬剤師会災害対策担当者会議」 １２ 9 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山副会長、杉井専務理事、鈴木常務理
事、小鷹理事他

藤枝薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １２ 10 月 19:30 藤枝市民会館（藤枝市）
服部常務理事、天野理事、小長谷・西村・松永・大屋
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821回幹事会」 １２ 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）

石川会長

県薬剤師国保険組合「平成30年度第４回理事会」 １２ 12 水 16:00 クーポール会館（静岡市葵区） 石川会長

県薬「平成30年度第17回正副会長会議」 １２ 13 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

健康サポート薬局制度推進のための現状調査に関する㈱じ
ほうの取材

１２ 13 木 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田副会長、服部常務理事

県薬「平成30年度第10回理事会」 １２ 13 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県薬「平成30年度災害薬事コーディネーター養成研修会～スキルアップ

研修～」（浜松市地域（政令市））
１２ 16 日 10:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区） 秋山副会長、杉井専務理事、鈴木・小西常務理事他

静岡県立大学薬学部「新実務実習指導・管理システム講習
会」

１２ 16 日 13:00 静岡県立大学看護学部棟（静岡市駿河区） 松山副会長、安達・植常務理事

東海北陸厚生局「平成30年度第18回保険薬局個別指導」
（東部）

１２ 18 火 13:00 静岡県東部総合庁舎（沼津市） 鈴木常務理事、渡辺職能対策委員会委員
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県薬「平成30年度第２回薬学講座検討委員会」 １２ 19 水 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
秋山副会長、杉井専務理事、山口常務理事、天野・川
口理事

県薬「平成30年度監事中間監査」 １２ 20 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
戸塚・三浦監事、石川会長、秋山副会長、品川常務理
事

県薬「平成30年度災害薬事コーディネーター養成研修会～スキル
アップ研修～」（東部・賀茂地域（県保健所管轄））

１２ 23 日 10:00 プラサヴェルデ（沼津市） 秋山副会長、杉井専務理事、鈴木常務理事他

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １２ 27 木 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

県薬「平成30年度第18回正副会長会議」 １２ 27 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

仕事納め １２ 28 金

仕事始め １ 4 金

静岡新聞社・静岡放送「平成31年新春祝賀会」 １ 4 金 16:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 石川会長

静岡市薬剤師会新年会 １ 5 土 19:00 ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 石川会長

県薬「平成30年度第３回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（研修会Ａ）」
１ 6 日 13:30 サンフロント（沼津市）

石川会長、岡田副会長、杉井専務理事、服部・小笠
原・鈴木・山田・山口常務理事他

平成31年新年挨拶回り １ 7 月 14:30 静岡県庁（静岡市葵区） 石川会長、秋山・増田・松山副会長、杉井専務理事

日本アンチ・ドーピング機構「平成30年度第２回アンチ・
ドーピング定期研修会」

１ 9 水 18:00 国立スポーツ科学センター（東京都北区） 大石県薬DI所長

県薬「平成30年度第19回正副会長会議」 １ 10 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県薬「平成30年度第11回理事会」 １ 10 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県薬「平成30年度第４回職能対策部会議」 １ 10 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、安達・小笠原・植・鈴木・服部常務理
事、天野・小鷹・菅沼理事

藤枝薬剤師会「「多職種意見交換会」に関する打合せ」 １ 10 木 18:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 河西理事

県疾病対策課「静岡県感染症発生動向調査委員会薬剤耐性
（AMR）対策部会」

１ 10 木 18:30 パルシェ（静岡市葵区） 大重理事

日薬「平成30年度第４回都道府県会長協議会」 １ 16 水 13:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

石川会長

日薬新年賀詞交歓会 １ 16 水 17:30 明治記念館（東京都港区） 石川会長

県薬「大規模地震発生時における災害情報連絡訓練」 １ 16 水 13:00 静岡県薬剤師会館他（静岡市駿河区他）

静岡県地震対策オペレーション2019（大規模図上訓練） １ 17 木 8:30 静岡県庁（静岡市葵区）他 秋山副会長、小西常務理事他

東海北陸厚生局「平成30年度第19回保険薬局個別指導」
（西部）

１ 18 金 13:00 静岡県浜松総合庁舎（浜松市中区） 植常務理事

県薬「静岡県薬事審議会に関する県薬事課との打合せ」 １ 18 金 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長

小笠袋井薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １ 18 金 19:30
小笠袋井薬剤師会館（中東遠センター薬局）
（掛川市）

小笠原・植常務理事、角皆・牧野・山村職能対策委員
会委員

賀茂薬剤師会「薬歴管理に関する研修会」 １ 19 土 18:00 下田市民文化会館（下田市） 岡田副会長、植常務理事

県薬「在宅医療に係わる無菌調製技能習得研修会」（西部
会場）

１ 20 日 10:00
小笠袋井薬剤師会館（中東遠センター薬局）
（掛川市）

増田副会長、品川・小笠原・小西常務理事

日本薬局協励会静岡支部新年大会 １ 20 日 13:00 静岡第一ホテル（静岡市駿河区） 石川会長

県薬「平成30年度第３回健康サポート薬局のための技能習
得型研修（研修会Ａ）の提出レポート査読」

１ 20 日 12:00 サンフロント（沼津市） 服部・安達・鈴木・山田常務理事、天野・小鷹理事

県薬「平成30年度第３回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（研修会Ｂ）」
１ 20 日 13:30 サンフロント（沼津市）

岡田副会長、服部・安達・鈴木・山田常務理事、天
野・小鷹理事他

静岡県立大学「実務実習協議会」 １ 21 月 13:00 静岡県立大学薬学部棟（静岡市駿河区） 松山副会長、植常務理事

東海北陸厚生局「平成30年度第20回保険薬局個別指導」
（東部）

１ 22 火 13:00 東海北陸厚生局静岡事務所（静岡市清水区） 鈴木常務理事

東海北陸厚生局「平成30年度第21回保険薬局個別指導」
（中部）

１ 23 水 13:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 山田常務理事、西村職能対策委員会委員

県薬「平成30年度第４回地域医療部会議」 １ 24 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、小笠原・小西・品川・山口・山田常務理
事、河西理事

東海地区調整機構「平成30年度第２回東海地区調整機構運
営委員会」

１ 26 土 14:00 愛知学院大学薬学部（名古屋市千種区） 安達常務理事

東海四県薬剤師会長・ 日薬代議員及び事務局長会議 １ 26 土 15:30 名鉄グランドホテル（名古屋市中村区）
石川会長、岡田・増田・松山副会長、杉井専務理事、
大塚事務局長

県医師会「ＩＣＴを利用した医療・介護連携における個人
情報保護に関する研修会」

１ 26 土 15:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 山口常務理事

県薬「平成30年度第３回健康サポート薬局のための技能習
得型研修（研修会Ｂ）の提出レポート査読」

１ 26 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 服部・小笠原常務理事、天野理事

県薬「平成30年度調剤過誤防止・医療安全管理講習会」 １ 26 土 18:30 静岡労政会館（静岡市葵区）
岡田副会長、鈴木・植・山田常務理事、菅沼・小鷹理
事他

磐田薬剤師会「川添哲嗣先生特別講演会（意見交換会）」 １ 26 土 19:00 磐田グランドホテル（磐田市） 河西理事

県薬「平成30年度第２回地域・職域連絡協議会」 １ 27 日 14:00 クーポール会館（静岡市葵区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県薬新年賀詞交歓会 １ 27 日 18:00 クーポール会館（静岡市葵区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県薬「「薬局薬剤師と病院薬剤師との連携強化事業（仮称）に関する静

岡県立総合病院森副院長との面談」
１ 29 火 18:30 静岡県立総合病院（静岡市葵区） 秋山・岡田副会長

ＮＨＫ静岡放送「たっぷり静岡」インフルエンザ治療薬に
関する取材

１ 30 水 14:00 さくらんぼ薬局（静岡市葵区） 河西理事

日薬「平成30年度薬局実務実習受入に関する東海地区ブ
ロック会議」

１ 30 水 14:30 名鉄グランドホテル（名古屋市中村区） 石川会長、松山副会長、安達常務理事

元静岡県医師会会長 吉永歸一先生の通夜参列 １ 30 水 19:00 あいネットホール江尻台（静岡市清水区） 小鷹理事

県薬「平成31年度予算ヒアリング」 １ 31 木 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、杉井専務理事、品川常務理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 １ 31 木 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

県危機管理監他「平成31年度静岡県・三島市・函南町総合
防災訓練全体説明会」

１ 31 木 14:00 三島市民文化会館（三島市） 鈴木常務理事

県薬「平成30年度第20回正副会長会議」 １ 31 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山・岡田・増田副会長

藤枝薬剤師会「多職種意見交換会」 １ 31 木 19:00 小杉苑（藤枝市） 杉井専務理事、河西理事

厚労省「平成30年度かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協
議会」

２ 1 金 12:30 厚生労働省（東京都千代田区） 岡田副会長、鈴木常務理事

県薬事課「平成30年度静岡県薬事審議会」 ２ 1 金 14:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 石川会長、山口常務理事

静岡県がん診療連携協議会支持療法部会・静岡県立静岡が
んセンター「平成30年度第１回支持療法研修会」

２ 2 土 13:30 静岡県庁西館（静岡市葵区） 山口常務理事

浜松市薬剤師会「健康サポート薬局のための研修会」講演 ２ 2 土 16:00 浜松市薬剤師会（浜松市中区） 岡田副会長
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県薬「平成30年度第３回学校保健部会議」 ２ 3 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、山口常務理事、天野・川口理事

県薬「平成30年度地域薬剤師会学校薬剤師担当者会議」 ２ 3 日 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山副会長、山口常務理事、天野・川口理
事他

東海北陸厚生局「保険薬局集団指導」 ２ 6 水 13:30 静岡労政会館（静岡市葵区） 山田常務理事

すこやかネット情報誌「げんきのカプセル」かかりつけ薬
剤師・薬局に関する取材

２ 7 木 13:15 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田副会長

県薬「介護スタッフ向け研修会に関する静岡鉄道との打合
せ」

２ 7 木 14:30 静岡鉄道株式会社シニア事業部(静岡市葵区) 河西理事

県薬職能対策部と県薬事課との打合せ ２ 7 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、杉井専務理事、安達・小笠原常務理事、
菅沼理事

静岡県知事と三師会との行政懇談会 ２ 7 木 18:30 求友亭（静岡市葵区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

第55回静岡県公衆衛生研究会 ２ 8 金 10:00
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

増田副会長、杉井専務理事

県病院協会「平成30年度第３回理事会」 ２ 8 金 16:00 静岡県産業経済会館(静岡市葵区) 松山副会長

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「保険診療と審査を考
えるフォーラムin静岡」

２ 9 土 14:00
しずぎんホール「ユーフォニア」（静岡市葵
区）

石川会長、植常務理事（パネリスト）

県医師会「救急災害医療研修会」 ２ 9 土 15:00
静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

鈴木常務理事他

県医師会・県地域医療課「災害時医療救護活動の連携体制に係る県内医

療関係５団体および県健康福祉部による打合会」
２ 9 土 17:30

静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

秋山副会長、鈴木常務理事

日薬「平成30年度薬剤師師生涯教育推進事業「次世代薬剤
師指導者研修会」

２ 10.11 日.月 10/10:00 浜松町コンベンションホール（東京都港区） 服部常務理事、秋山生涯学習委員会委員

県薬「平成30年度災害薬事コーディネーター養成研修会～スキル
アップ研修～」（中部・西部地域（県保健所管轄））

２ 10 日 10:00
島田市民総合施設プラザ「おおるり」（島田
市）

秋山副会長、杉井専務理事、小西常務理事他

県国民健康保険課「平成30年度第２回静岡県国民健康保険
運営協議会」

２ 12 火 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 山口常務理事

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

秋山副会長、山口常務理事

東海北陸厚生局「保険薬剤師集団指導」 ２ 13 水 13:30
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

植常務理事、加藤職能対策委員会委員

県地域医療課「平成30年度第２回静岡県救急・災害医療対
策協議会」

２ 13 水 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 鈴木常務理事

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第823回幹事会」 ２ 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）

石川会長

県薬「平成30年度第21回正副会長会議」 ２ 14 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

県薬「平成30年度第12回理事会」 ２ 14 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県薬「平成30年度第５回地域医療部会議」 ２ 14 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、小笠原・小西・品川・山口・山田常務理
事、河西理事

県薬「平成30年度第５回会報編集委員会」 ２ 14 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
服部・小西常務理事、川口理事、清水会報編集委員会
委員長、平野会報編集委員会副委員長他

東海北陸厚生局「平成30年度第22回保険薬局個別指導」
（中部）

２ 15 金 13:00 静岡県静岡総合庁舎（静岡市駿河区） 小鷹理事、松永職能対策委員会委員

県薬「平成30年度次世代薬剤師指導者養成研修会」 ２ 16.17 土.日 16/15:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、松山副会長、原田・安達・伊藤・植常務理
事、大重理事他

県健康増進課「平成30年度ふじのくに健康増進計画推進協議会領
域別部会（たばこ・薬物・アルコール部会）」

２ 19 火 10:00 静岡県庁西館（静岡市葵区） 秋山副会長

県薬「平成31年度薬局薬剤師と病院薬剤師の連携強化事業（仮
称）の説明のため富士市薬剤師会訪問」

２ 19 火 20:00 ＪＲ三島駅（三島市） 岡田副会長、鈴木常務理事他

県学校保健会「平成30年度第２回理事会」 ２ 21 木 13:30 静岡県教育会館（静岡市葵区） 秋山副会長、山口常務理事

小笠袋井薬剤師会「袋井市多職種連携協議会」 ２ 21 木 19:00 袋井市総合センター（袋井市） 増田副会長、小笠原・小西常務理事他

県薬「平成31年度薬局薬剤師と病院薬剤師の連携強化事業（仮
称））の説明のため富士宮市薬剤師会訪問」

２ 21 木 19:00 富士宮市薬剤師会館（富士宮市） 鈴木常務理事他

県体協「平成30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」」講演

２ 21 木 19:00 ツインメッセ静岡（静岡市駿河区） 大石県薬DI所長

内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部「ホ
ストタウン研修会」

２ 22 金 13:00 武蔵野大学有明キャンパス（東京都江東区） 大石県薬DI所長

県腎臓バンク「第26回理事会」 ２ 22 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）

岡田副会長

県薬「平成31年度薬局薬剤師と病院薬剤師の連携強化事業（仮
称））の説明のため島田薬剤師会訪問」

２ 23 土 16:00 成岡薬局井口店（島田市） 岡田副会長、安達・服部常務理事他

県薬「平成30年度地域薬剤師会薬学生実務実習担当者会
議」

２ 24 日 10:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 松山副会長、安達・伊藤・植・原田常務理事他

県薬「平成30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」

２ 24 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
松山副会長、安達・伊藤・植・原田・鈴木・服部常務
理事、菅沼理事他

小笠袋井薬剤師会「掛川市多職種連携協議会」 ２ 25 月 19:00 掛川グランドホテル（掛川市） 増田副会長、小笠原・小西常務理事他

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ２ 26 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

本庶佑先生ノーベル生理学・医学賞受賞祝賀会 ２ 26 火 18:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 石川会長

日本アンチ・ドーピング機構「平成30年度第３回アンチ・
ドーピング定期研修会」

２ 27 水 18:00 国立スポーツ科学センター（東京都北区） 原田常務理事、大石県薬DI所長

平成30年度第１回志太榛原圏域地域包括ケア推進ネット
ワーク会議

２ 27 水 18:30 静岡県藤枝総合庁舎（藤枝市） 杉井専務理事他

県薬「平成31年度薬局薬剤師と病院薬剤師の連携強化事業
（仮称）に関する打合せ」

２ 28 木 18:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田副会長、安達・植・鈴木・服部常務理事

県薬「平成30年度第22回正副会長会議」 ２ 28 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

静岡市薬剤師会研修会講演 ３ 1 金 20:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長

県立静岡がんセンター「静岡がん会議2018」 ３ 2 土 10:00 静岡がんセンター研究所（駿東郡長泉町） 山口常務理事

県薬剤師国保険組合「平成30年度第２回組合会」 ３ 2 土 15:00 クーポール会館（静岡市葵区） 石川会長

県薬「平成30年度第５回職能対策部会議」 ３ 2 土 16:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、安達・小笠原・植・鈴木・服部・山田常
務理事、天野・小鷹・菅沼理事他

県薬「薬剤師ステップアップ研修会～今さら聞けないこと
教えます」事前打合せ

３ 2 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、植・安達・小笠原・鈴木・服部・山田常
務理事、天野・菅沼理事他

県薬「平成30年度地域薬剤師会一般用医薬品担当者会議」 ３ 3 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、安達・鈴木・小笠原・植・服部・山田常
務理事、天野・小鷹・菅沼理事他

県薬「平成30年度要指導医薬品・一般用医薬品販売に関す
る講習会」

３ 3 日 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
岡田副会長、杉井専務理事、安達・鈴木・小笠原・
植・服部・山田常務理事、天野・小鷹・菅沼理事他

県薬「浜松医科大学敷地内薬局誘致活動への意見表明」 ３ 4 月 11:00 浜松医科大学（浜松市東区）
石川会長、品川浜松市薬剤師会会長、野寄浜松市薬剤
師会副会長、大塚事務局長

日薬「平成30年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等
研修会」

３ 4 月 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

静岡県立こども病院との打合せ会 ３ 4 月 19:30 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 小鷹理事

県生活科学検査センター「平成30年度理事会」 ３ 5 火 13:00
静岡県生活科学検査センター焼津検査所（焼
津市）

石川会長、岡田・増田副会長、戸塚・三浦監事
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県危機政策課「平成30年度災害時応援協定締結事業者研修
会」

３ 6 水 14:00
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
（静岡市駿河区）

秋山副会長

県薬「平成30年度第４回総務部会議」 ３ 6 水 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
秋山副会長、杉井専務理事、小西・鈴木・服部常務理
事、川口・小鷹理事

県薬「平成31年度予算ヒアリング」 ３ 7 木 13:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 秋山副会長、品川常務理事

県薬「平成30年度第６回地域医療部会議」 ３ 7 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
増田副会長、杉井専務理事、小笠原・小西・品川・山
口・山田常務理事、河西理事

浜松医科大学敷地内薬局誘致活動への意見表明に関する㈱
じほう「PHARMACY NEWSBREAK」の取材

３ 7 木 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、品川常務理事

県医師会「静岡県医療事故調査等支援団体連絡協議会「研
修会」」

３ 7 木 17:00 静銀・中京銀静岡駅南ビル（静岡市駿河区） 鈴木常務理事

県歯科医師会「第３回静岡県8020推進住民会議」 ３ 7 木 17:30 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 秋山副会長

静岡市薬剤師会「薬学生実務実習」講義 ３ 7 木 19:00 静岡市薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長

ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会「平成30
年度第３回理事会・総会」

３ 7 木 19:15
静岡県立総合病院循環器病センター（静岡市
葵区）

服部常務理事

県病院協会「平成30年度臨時総会」 ３ 8 金 16:00 静岡県産業経済会館(静岡市葵区) 松山副会長

日薬「第92回臨時総会」 ３ 9.10 土.日 9/13:30 ホテルイースト21東京（東京都江東区） 石川会長、秋山・岡田・松山副会長

県医師会「在宅医療・介護連携情報システムモデル事業
『シズケア＊かけはし』活用推進のための研修会」

３ 9 土 15:00 中島屋グランドホテル（静岡市葵区） 河西理事

平成30年度厚生労働省事業「遠隔医療従事者研修」 ３ 10 日 14:30 ｉｍｙホール（名古屋市東区） 小笠原常務理事

県健康増進課・国民健康保険課「しずおか健康会議」 ３ 11 月 14:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区） 石川会長、松山副会長、杉井専務理事

県生活科学検査センター「平成30年度評議員会」 ３ 12 火 13:00
静岡県生活科学検査センター焼津検査所（焼
津市）

石川会長、秋山副会長

日薬「平成30年度研究倫理に関する全国会議」 ３ 13 水 13:00
四谷安田ビル（日薬会議室）（東京都新宿
区）

安達常務理事

県薬事課「平成30年度静岡県献血推進協議会」 ３ 13 水 14:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 山口常務理事

社会保険診療報酬支払基金静岡支部「第824回幹事会」 ３ 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）

石川会長

県薬「平成30年度第23回正副会長会議」 ３ 14 木 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、秋山・増田・松山副会長、杉井専務理事

県障害福祉課「平成30年度第２回静岡県社会福祉審議会障
害者福祉専門分科会審査部会」

３ 14 木 14:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 岡田副会長

県薬「平成30年度第13回理事会」 ３ 14 木 15:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県立静岡がんセンター「平成30年度第２回静岡県がん診療
連携協議会」

３ 14 木 18:30 静岡県庁別館（静岡市葵区） 石川会長

村松孟子氏 叙勲旭日双光章受賞祝賀会 ３ 16 土 17:00 クリスタルホールパテオン（富士宮市） 石川会長

県薬「平成31年度薬局薬剤師と病院薬剤師の連携強化事業（仮
称）に関するモデル地域関係者との打合せ会」

３ 16 土 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 岡田副会長、安達・鈴木常務理事他

県薬「平成30年度医薬分業の質的向上を図るための事業 薬剤師
ステップアップ研修会～今さら聞けないこと教えます」

３ 17 日 13:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、岡田副会長、植・安達・小笠原・鈴木・服
部・山田常務理事、天野・小鷹・菅沼理事他

日薬「平成30年度社会保険指導者研修会」 ３ 18 月 13:00 ＡＰ市ヶ谷Ｃ会議室（東京都千代田区） 植・鈴木常務理事

県体協「平成30年度第２回スポーツ医・科学委員会」 ３ 18 月 18:45 パルシェ（静岡市葵区） 原田常務理事、大石県薬DI所長

県疾病対策課「平成30年度静岡県がん対策推進協議会」 ３ 19 火 15:00 静岡県庁本館（静岡市葵区） 石川会長

県薬「第100回臨時総会」に関する議事運営打合せ会 ３ 19 火 19:30 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
熊谷総会議長、石川総会副議長、石川会長、秋山・岡田・増
田・松山副会長、杉井専務理事、小西・服部常務理事

平成30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 20 水 10:00
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

石川会長

県ラグビーワールドカップ2019推進課「ラグビーワールド
カップ2019静岡県開催推進委員会第７回総会」

３ 20 水 13:25
静岡県コンベンションアーツセンター「グラ
ンシップ」（静岡市駿河区）

岡田副会長

平成30年度静岡県立大学薬学部・大学院薬学研究院 学位記
伝達式

３ 20 水 14:00 静岡県立大学(静岡市駿河区) 石川会長

第30回日本医療薬学会年会「第１回組織委員会・プログラ
ム委員会 合同委員会」

３ 21 木 12:15 幕張メッセ国際展示場（千葉市美浜区） 石川会長

県薬「平成30年度第２回高度管理医療機器等の販売業等に
関する継続研修会」

３ 21 木 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 松山副会長、植・山口常務理事他

日薬「平成30年度アンチ・ドーピング委員会」 ３ 22 金 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

県薬第100回臨時総会 ３ 24 日 14:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県薬第100回総会特別記念講演会 ３ 24 日 17:00 ホテルセンチュリー静岡（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事他

県薬事振興会「平成30年度臨時総会」 ３ 25 月 14:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、増田副会長、杉井専務理事

県地域政策課「平成30年度第２回医療審議会」 ３ 25 月 16:00
静岡県総合研修所「もくせい会館」（静岡市
葵区）

石川会長、山口常務理事

東海北陸地方社会保険医療協議会静岡部会 ３ 26 火 14:00 静岡労政会館（静岡市葵区） 石川会長

県健康増進課「平成30年度ふじのくに健康増進計画推進協
議会」

３ 26 火 15:00 静岡県庁別館（静岡市葵区） 秋山副会長

県疾病対策課「静岡県難病医療連絡協議会」 ３ 27 水 18:30 パルシェ（静岡市葵区） 岡田副会長

協会けんぽによる地域フォーミュラリーの概要説明 ３ 28 木 17:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区） 石川会長、岡田副会長、杉井専務理事

県薬「平成30年度第24回正副会長会議」 ３ 28 木 19:00 静岡県薬剤師会館（静岡市駿河区）
石川会長、秋山・岡田・増田・松山副会長、杉井専務
理事

-56-



平成30年度事業報告附属明細書 

 
平成30年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34

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

で作成しない。 
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