
- 1 - 

 

 

 

東京都薬剤師会東京都薬剤師会東京都薬剤師会東京都薬剤師会    平成２６年度事業計画平成２６年度事業計画平成２６年度事業計画平成２６年度事業計画    

 

 

 東京都薬剤師会は、昨年「公益社団法人」として新しい時代へ向けて一歩を踏み出し

た。平成２６年度も、都民から信頼され社会に貢献できる薬剤師・薬局を目指して各種

事業を進める。 

 最近の薬剤師・薬局を取り巻く環境は、平成２５年１月に下された厚生労働省令への

最高裁の医薬品販売制度に関する判決や、薬局・薬剤師業務に対する社会からの厳しい

指摘など、これまで経験したことがないほど激しくまた、厳しいものと認識している。 

 本年６月に施行される、改正薬事法において非対面による一般用医薬品の販売方法が

可能となったことに留まらず、その議論の中で、薬剤師として基本的な役割である、調

剤や医薬品の供給までも対面から非対面とすることを可とすべきといった意見も聞か

れている。今こそ医薬分業が処方箋調剤と同義語ではなく、薬剤師法第一条で規定され

ている薬剤師の任務を再確認し、本来求められるべき姿に戻し、薬局は地域に密着した

健康情報の拠点として機能しなければならない。 

 一方、２０２５年の医療提供体制を目指して昨年スタートした「保健医療計画」では、

これまで以上に薬局・薬剤師に大きな期待が寄せられている。高齢化のピークを目前に、

「地域包括ケアシステム」の構築が不可欠であり、在宅での療養を必要とする患者への

的確な医療の提供が求められる。その中で、薬局・薬剤師は自らの役割を確実に果さな

ければ、地域からの信頼を失うこととなる。 

都民から信頼され、求められる薬剤師・薬局として地域に貢献し、引き続き「安全な医

薬品と安心な薬物療法を提供し、都民の健康な生活を守る」という大きな目標に向け、

すべての薬剤師と共に都民に目を向けた施策の企画・実施・検証を行いながら、我々が

目指している「医薬分業制度」を確実に実現できるよう、会員各位と一致団結して着実

に事業を実行してゆく。 

 以上を踏まえ、 

 ・改正薬事法、薬剤師法に対応した、一般用医薬品等の適切な販売体制の周知徹底。 

 ・災害時（新型インフルエンザ対策を含む）における医療救護体制構築の推進。 

 ・「保健医療計画」の地域での積極的関与のための情報発信。 

 ・薬剤師の資質向上のための研修会等の充実。 

これらを重点事項と捉えて会務を進める一方、都民の健康な生活とそれを支える安心・

安全な医薬品の使用を確保するため、以下に示す各事業を確実に推進する。 
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           事業の名称                             [該当する事業区分・項目 等] 

 

１．薬剤師倫理規定並びに薬事・医療関連法規の趣旨の周知徹底１．薬剤師倫理規定並びに薬事・医療関連法規の趣旨の周知徹底１．薬剤師倫理規定並びに薬事・医療関連法規の趣旨の周知徹底１．薬剤師倫理規定並びに薬事・医療関連法規の趣旨の周知徹底    

[全体 定款第３条・第４条 (1)～(10)] 

 

２．薬剤師職能及び薬局機能対策２．薬剤師職能及び薬局機能対策２．薬剤師職能及び薬局機能対策２．薬剤師職能及び薬局機能対策    

 

２－１ 薬剤師資質向上対策（薬学振興対策） 

（１）｢かかりつけ薬剤師育成事業｣の実施                           [公１項目２] 

（２）禁煙支援薬剤師認定制度の推進                               [公１項目１] 

（３）e-ラーニングの利用を含めた都薬独自の生涯学習プログラムの検討 

                                                                 [公１項目１] 

（４）日本薬剤師会生涯学習支援システム（ＪＰＡＬＳ）の利用推進 

                                                           [他１・定款第４条] 

（５）薬学講習会など各種講習会の開催                          [公１項目１･２] 

（６）認定実務実習指導薬剤師の養成及び継続教育                   [公１項目４] 

（７）地区薬剤師研修会への支援                                   [公１項目２] 

 

２－２ 薬局機能の充実対策 

（１）｢かかりつけ薬局育成事業｣の実施                             [公１項目２] 

（２）新たな基準薬局制度の検討                                   [公１項目２] 

（３）実務実習受入れ体制の整備                                   [公１項目３] 

（４）調剤実務研修会の実施                                       [公１項目１] 

（５）新たな地域医療・介護提供体制を踏まえた在宅医療の推進       [公１項目２] 

（６）改正薬事法に対応した、一般用医薬品等の適正使用の推進及び供給体制 

      整備等の周知・徹底のための資料作成・提供                [公１項目２・３] 

（７）一般用医薬品販売制度に対応した研修会の実施                 [公１項目２] 

（８）登録販売者研修会の実施                                     [公１項目２] 

（９）後発医薬品の使用促進と後発医薬品データベースの充実         [公１項目１] 

（１０）高度管理医療機器販売業等営業管理者継続研修の実施         [公１項目２] 

（１１）地域医薬品使用実態調査の実施                          [公１項目１･２] 

 

２－３ 医薬分業対策 

（１）医薬分業対策地区指導者会議の開催                           [公１項目２] 

（２）広域医療機関など、処方せん応需に係る諸問題への対応         [公１項目３] 
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（３）医薬分業について関係諸団体との協力                           [法人事業] 

 

２－４ 地域医療対策 

（１）東京都の保健医療計画等各種計画への積極的な参画･協力        [公１項目２] 

（２）東京都保健医療計画に対応する二次医療圏連絡協議会への参加と協力 

                                                                 [公１項目２] 

 

２－５ 医療安全対策 

（１）薬事法改正に伴う体制の整備                                 [公１項目２] 

（２）薬局版ヒヤリ・ハット事例収集分析事業への協力促進等調剤事故防止 

      対策の徹底                                                 [公１項目２] 

（３）調剤過誤発生後の的確な対応と弁護士紹介事業の体制整備       [公１項目２] 

（４）東京都健康安全研究センターへの協力                         [公１項目２] 

（５）使用済み注射針回収事業の継続と今後のあり方の検討           [公１項目２] 

（６）薬剤イベントモニタリング（ＤＥＭ）事業への協力          [公１項目２･５] 

（７）倫理審査委員会（仮称）の実施・運用                     [全体・定款３条] 

 

２－６ 規制改革等への対策 

（１）休日・夜間などにおける医薬品供給体制の整備･拡充            [公１項目２] 

（２）日薬の施策に対応した対策の検討                    [全体・定款３条･４条] 

 

２－７ 都民への広報対策 

（１）薬局機能情報公表制度に基づいた「薬局機能情報提供システム」の運 

      営管理                                                     [公１項目２] 

（２）薬剤師･薬局の役割、各種事業等の都民への周知･広報           [公１項目５] 

（３）安全・適正な医薬品使用のための情報提供               [公１項目１･２･５] 

（４）安全・適正な医薬品使用のための「お薬手帳」普及啓発         [公１項目２] 

 

３．医療保険対策３．医療保険対策３．医療保険対策３．医療保険対策    

３－１ 医療保険対策 

（１）医療保険等関連情報の収集と伝達                             [公１項目３] 

（２）適正な保険請求業務の指導                                   [公１項目３] 

（３）「国民健康保険調剤必携」など保険調剤関連資料の作成          [公１項目３] 

（４）社会保険地区指導者協議会の開催                             [公１項目３] 

（５）保険薬局の経営等に関する各種調査                        [公１項目２･３] 
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３－２ 介護保険制度の適正な運用の指導と高齢者対策 

（１）在宅薬剤管理業務の拡充のための調査・研修会の実施        [公１項目２･３] 

 

４．医薬品等薬事情報対策４．医薬品等薬事情報対策４．医薬品等薬事情報対策４．医薬品等薬事情報対策    

（１）安全・適正な医薬品使用の啓発のための情報収集・提供         [公１項目５] 

（２）インターネットを利用した各種薬事情報提供の推進          [公１項目１･５] 

（３）都民のための「おくすり相談窓口」業務の充実              [公１項目１･５] 

（４）都民のための「健康食品に関する安全性情報」提供のための情報収集 

                                                              [公１項目１･５] 

（５）関係諸団体との連携、情報収集                            [公１項目１･５] 

 

５．衛生試験所で行う試験検査対策５．衛生試験所で行う試験検査対策５．衛生試験所で行う試験検査対策５．衛生試験所で行う試験検査対策    

（１）会員薬局の医薬品および薬局製剤の計画的試験                       [収１] 

（２）日本薬剤師会が実施する全国統一試験への協力・参画                 [収１] 

（３）薬局の業務向上に資する医薬品（後発医薬品・調剤薬を含む）試験の検 

      討、実施、情報提供                                   [公１項目２ 収１] 

（４）第１６改正日本薬局方に従った精製水（容器入り）一般細菌試験 

      の実施                                                           [収１] 

（５）薬局における保冷庫の温度管理状況調査と管理方法に関する評価･検討  [収１] 

 

６．計量器管理事業（最終年度）６．計量器管理事業（最終年度）６．計量器管理事業（最終年度）６．計量器管理事業（最終年度）    

（１）会員薬局における計量器管理事業の実施           [他１] 

 

７．「図書企画・編纂・出版」事業７．「図書企画・編纂・出版」事業７．「図書企画・編纂・出版」事業７．「図書企画・編纂・出版」事業    

（１）会員ニーズに対応した『都薬雑誌』の編集・発行              [公１項目１] 

（２）『医薬品情報』・『ＤＩレター』の発行              [公１項目１] 

（３）調剤報酬関連の冊子の企画、編纂              [公１項目２] 

 

８．管理センター事業への支援８．管理センター事業への支援８．管理センター事業への支援８．管理センター事業への支援    

（１）管理センターを拠点とする薬事情報提供活動の推進   [公１項目２] 

（２）管理センター備蓄医薬品検索システムの維持・管理            [公１項目２] 

（３）薬局間の備蓄医薬品検索システムの維持・管理                [公１項目２] 

（４）後発医薬品の備蓄に関する情報提供                          [公１項目２] 

（５）管理センターを核とした医療用医薬品分譲業務の調査          [公１項目２] 
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（６）管理センター運営に関する指導                              [公１項目２] 

 

９．「薬事衛生・公衆衛生」事業９．「薬事衛生・公衆衛生」事業９．「薬事衛生・公衆衛生」事業９．「薬事衛生・公衆衛生」事業    

（１）都民に対する一般用医薬品の適正使用の啓発   [公１項目５] 

（２）『薬事衛生自治指導教本』の作成と講習実施                   [公１項目２] 

（３）改正薬事法の定着のための施策の実施                     [公１項目１･２] 

（４）薬物乱用防止啓発事業への協力                              [公１項目５] 

（５）『薬と健康の週間』事業の実施                               [公１項目５] 

（６）自殺防止普及啓発の推進                                 [公１項目２･５] 

（７）アンチ・ドーピング活動への協力                            [公１項目５] 

 

１０．組織強化対策１０．組織強化対策１０．組織強化対策１０．組織強化対策    

（１）会員増加策の検討     [法人事業] 

（２）公益法人制度への対応     [法人事業] 

（３）会員管理システムの維持と拡充     [法人事業] 

（４）インターネットなどを活用した本会と地区・職域薬剤師会間の連携強化 

     [法人事業] 

（５）職種部会（製薬部会・卸勤務薬剤師部会・行政薬剤師部会）活動への支援 

     [法人事業] 

（６）学校薬剤師活動への支援     [法人事業] 

（７）“創立１３０周年記念誌”作成への準備     [法人事業] 

（８）第 50 回日本薬剤師会学術大会への準備     [法人事業] 

（９）講習会・研修会実施における担当部署間の連携強化     [法人事業] 

 

１１．災害時等における医療救護対策１１．災害時等における医療救護対策１１．災害時等における医療救護対策１１．災害時等における医療救護対策    

（１）災害時等、医療救護体制の整備   [公１項目５] 

（２）災害時医療救護に係る実務講習会の開催   [公１項目５] 

（３）防災訓練への参加協力   [公１項目５] 

（４）大災害時における薬局ＢＣＰ(事業継続計画)の作成周知   [公１項目５] 

（５）災害時等における地区支援のための事務局機能維持体制の整備  [公１項目５] 

（６）東京都国民保護計画への体制整備   [公１項目５] 

（７）新型インフルエンザ対策の推進   [公１項目５] 
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１２．会員奉仕事業１２．会員奉仕事業１２．会員奉仕事業１２．会員奉仕事業    

（１）学術出版物などの斡旋         [他１] 

（２）制度融資の紹介・斡旋         [他１] 

（３）企業年金保険等及びがん保険の斡旋         [他１] 

（４）薬剤師賠償責任保険制度の周知と加入促進         [他１] 

（５）薬剤師年金並びに薬剤師国民年金基金の斡旋         [他１] 

 

１３．その他１３．その他１３．その他１３．その他 [他１及び法人事業] 

（１）（公社）日本薬剤師会の諸施策に対する協力と意見具申 

（２）日本薬剤師会関東ブロック薬剤師会との連携 

（３）（一社）東京都病院薬剤師会との連携 

（４）（一社）東京都学校薬剤師会との連携 

（５）東京都並びに関連官公庁への協力と意見具申 

（６）（公社）東京都医師会・（社）東京都歯科医師会との連携 

（７）（公財）日本薬剤師研修センター事業への協力 

（８）関東地区調整機構との連携 

（９）各関連団体・友好団体との交流・連携及びその強化 

（１０）都薬会館建設に係る調査･分析 

（１１）会員サービスに対応した事務局機能の充実と質的向上 

 

 

事業区分・項目の凡例 

公益目的事業 公１ 都民の健康な生活の確保、公衆衛生の向上に寄与するための事業 

 項目１ 薬剤師(個人)の資質向上を目的とする研修会の開催等の事業 

 項目２ 地域医療における適正な医薬品提供を確保するための、薬局等の業務の質的向 

  上のための事業 

 項目３ 医療用医薬品の提供並びに服薬指導に関する健康保険法等関連法に基づく適正 

  な保険調剤と薬局業務、適正な調剤報酬請求のための事業 

 項目４ 薬学教育の均等化のための薬学生の実務実習指導者養成及び実習受入れ施設の 

  整備に関する事業 

 項目５ 医薬品の適正使用の都民への広報、不適正使用防止のため等の広報、啓発事業 
 

収 益 事 業 収１ 薬局製造医薬品・調剤用機器等の検査 

その他事業 他１ 薬局の計量機器の法定検査、会員向け薬事関係書籍等の頒布、会員の福 

 利厚生事業 


