
報告第 3号

平成19年度 広島県薬剤師会会務並びに事業報告
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

第 1 一般会務関係

1 .会員数 総数 3，083人 (3，086人)

正会員 A 1，493人(1， 497)

11 B 1， 307 (1， 310) 

11 C 71 ( 72) 

11 D 64 ( 65) 

賛助会員 A 88 ( 79) 

11 B O 0) 

11 C 60 ( 63) 

前年度より 3人減

平成19年10月末現在( )内は前年度

平成20年度支部別会員数

5回

18回

1回

(平成19年10月31日現夜)
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2. 各種会議開催状況

(1)第36回通常総会

(2) 第37回通常代議員会

(3) 会長、副会長会 4回

(4) 理 事 h.. 3回ヱミ

(5)常務理事会 12回

(6) 支部長・理事合同会議 3回

(7)監査会 l回 大 tt 

(8) 委 員会 等

業務担当別理事会

広報委員会

表彰選 考委員会

因 島

一一一一一
会員委員会 l回

選挙管 理委員会 2回

薬草に親しむ会打合会 2回

広島県薬剤師会学術大会実行委員会

薬局実習受け入れ実行委員会 2回

薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議

14回

1回

''1'" 

薬事衛生指導員講習会担当理事打合会 1回

薬剤師禁煙支援アド、バイザー認定制度特別委員会 2回

子育て応援団実行委員会 2回

「ひろしまフードフェスティパルj 出展に関する打合会 5回

3. 公的機関への協力

広島県医師会「被爆医療関連施設J懇話会(委員前田泰則)

広島県薬事審議会(委員前田泰則 児玉信子)

広島県薬物乱用対策推進本部(本部員前田泰則 幹事加藤哲也)

広島県医療審議会(委員前田泰則)

広島県医療費適正化計画検討委員会(委員前田泰則)

2 

usr05
長方形

usr05
長方形

usr05
長方形



広島地方社会保険医療協議会(委員前田泰則 平井紀美恵)

広島県保険者協議会(参与前田泰貝IJ)

広島県保健医療計画検討委員会(委員前田泰則)

広島県保健医療計画検討委員会医療提供システム部会(委員豊見雅文)

広島県保健医療計画検討委員会保健医療検討部会(委員松下憲明)

広島県環境審議会温泉部会(委員児玉信子)

広島県地域保健対策協議会(理事前田泰則 松下憲明)

広島県地域保健対策協議会がん対策専門委員会緩和ケア推進WG(委員豊見雅文)

広島県地域保健対策協議会セルフメディケーション検討特別委員会(委員大塚幸三)

広島県医療安全推進協議会(委員松下憲明)

広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会(委員松下憲明)

広島県地域・職域連携推進協議会(委員加藤哲也)

広島県健康ひろしま21推進協議会(委員平井紀美恵)

ひろしま食育・健康づくり実行委員会(委員野村祐仁 ワーキング会議委員増田和彦)

広島県がん対策推進協議会(委員加藤哲也)

広島県血液製剤使用に係わる懇談会(委員木平健治)

広島県在宅緩和ケア推進連絡協議会(委員豊見雅文)

広島県緩和ケア人材育成検討会(委員三浦常代)

広島県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(臨時委員松下憲明)

広島県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会計画検討部会(臨時委員村上信行)

広島県エイズ対策推進会議(委員前田泰則)

第3回日本禁煙学会学術総会準備委員会(委員増田和彦)

NPO法人広島県介護支援専門員協会(理事村上信行橋本洋子 監事有村健二)

広島県介護支援専門員実務研修指導者(有村健二村上信行橋本洋子岸川映子小山峰志)

広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会(委員加藤哲也)

広島県歯科衛生連絡協議会禁煙支援推進協議会(委員増田和彦)

(財)広島県健康福祉センター(理事前田泰則)

(財)広島原爆障害対策協議会(評議員前田泰則)

(財)暴力追放広島県民会議(評議員前田泰員Ij)

(社)青少年育成広島県民会議(常任委員前田泰則)

4. 関係機関への協力

日本薬剤師会(理事前田泰員Ij)

日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会(副担当理事前田泰員Ij)

日本薬剤師会薬剤師業務に関する特別委員会(副担当理事前田泰則)

日本薬剤師会職能対策委員会情報システム検討会(委員長豊見雅文)

日本薬剤師会病院診療所薬剤師部会(幹事木平健治)

日本薬剤師会行政薬剤師部会(幹事島岡 敏)

日本薬剤師会学校薬剤師部会(副部会長永野孝夫)

広島県国民健康保険診療報酬審査委員会(委員吉田 稔)

平成19年度ケアマネジメント学会実行委員会(委員有村健二)

第53回中園地区公衆衛生学会(評議員前田泰則)

広島県学校保健会(副会長加藤稔)

IPPNW日本支部(副支部長前田泰則 理事平井紀美恵)

広島プライマリ・ケア研究会
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医薬品副作用被害救済研究振興調査機構

広島県防犯連合会

広島県日中親善友好協会

北方領土返還要求運動広島県民会議

広島国際センター

(財)ひろしまこども夢財団

(社福)広島県社会福祉協議会

日本臓器移植ネットワーク

ひろしまドナーパンク

広島交響楽協会

広島東法人会

広島県社会保険協会

5. 役員等出張

日本薬剤師会地方連絡協議会(東京 19.5. 23 東京 19.6.27 神戸 19.10.6 東京 20.1. 16) 

第103回日本薬剤師会臨時代議員会(東京 19.8.25・26)

第66回日本薬剤師会通常総会(東京 19.8.26)

第67回日本薬剤師会通常総会(東京 20.2.23・24)

第68回日本薬剤師会臨時総会(東京 20.3.28)

第58回日本薬剤師会共済部総会(東京 19.5.23)

第40回日本薬剤師会学術大会(神戸 19.10. 7・8)

日本薬剤師会代議員中国ブロック会議(広島 19.8.4・5 山口 20.1. 26・27)

中国・四国薬剤師会会長会議(岡山 19.4.14 19. 12.8) 

日本薬学会支部役員・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国ブロック会長合同会議

日本薬剤師会平成19年度全国事務(局)長会議 (20.3.19)

6. 会員の表彰

厚生労働大臣表彰(薬事功労)

文部科学大臣表彰

日本薬剤師会功労賞

日本薬剤師会有功賞

広島県知事表彰(薬事功労)

広島県学校保健・学校安全表彰

広島県薬剤師会々賞

広島県薬剤師会功労賞

広島県薬剤師会有功賞

鍋島睦枝(福山)吉田 稔(広島)

作田利一(福山)

水戸基彦(広島佐伯)

得能敬治(広島) 盛多喜美子(府中)

村上信行(福山)

池田康彦(広島)

政岡 醇(広島) 安田宣子(広島)

林 充代(呉)海井隆司(大竹)

瓜生智加子(広島) 古屋憲次(広島)

中本博子(呉)細川峰代(福山)

竹乗秀晴(東広島)

網本照子(広島)石田洋子(広島)

得能通子 (広島) 中野千恵子(広島)

和田 耕治(広島) 渡辺実代子(安芸)

西谷 正(福山)広畑美代子(尾道)
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(高知 19.11.11) 

(敬称略)

杉原清子(尾道)

石田久美子(呉)

宇都淳子 (呉)

渡遺英晶(廿日市)

児玉俊子(広島)

吉田 稔(広島)

徳山房男(福山)
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7 会員物故

{安佐支部)

( 呉 支 部 )

(福山支剖s)

(府中支部)

(三 次支削)

B 各種印刷出版物等

三郎敏雄

鳥川明葉

桜井宜子

盛多喜夫子

水上初陣

『安心して薬品サーピスをうけていただくために{お知らせ)J 

f個人情報保護に関する越本方針J

「調剤事故発生時の対応マエュアノレj

「綱剤事紘発生時の丙碗惚」

「薬局実務実習テキストJ

「薬局薬剤師のための薬学生実務実習指導の手引き」

「後発医薬品に閲するアンケート調査結某報告啓J

広品県薬剤師会誌

広島県薬メーノレニュース (32件)

Drug Informntion News 

2008年版管理記録簿

薬剤師倫理縦定

お薬手帳

「お業手帳を持ってますかっ」ポスター

薬物の乱mはダメ.ゼッタイ.

薬の基礎知織

薬との上手なつきあい方一高齢者とくすりー

辿絡先ステッ;1)-

「薬の'ti:全使用のために」チラシ

「お薬のことJ、「お願い」ポスター

薬剤師名札
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第 2 事業関係

1. r広島県保健医療計画」の推進

(1)二次保健医療圏の地域保健医療計画作成への参画

(2) 平成19年度圏域地対協研修会への参加(東広島 20.2. 3) 

(3) 市区町村保健センタ一等への支援

(4) プライマリ・ケアにおけるかかりつけ薬局の普及および医療機関との連携

(5) 第四回広島プライマリ・ケア研究会への参加(19.7.29)

(6) 第19回広島プライマリ・ケア研究会準備会への参加 (19.4.25 19.6.7 19.7.25) 

(7)第7回ケアマネジメント学会への参加(19.8.11) 

(8) 広島県地域保健対策協議会理事会への参加 (20.3. 17) 

(9) 広島県地域保健対策協議会がん対策専門委員会緩和ケア推進WGへの参加(19.8.23)

(10) 広島県地域保健対策協議会セルフメディケーション検討特別委員会への参加

(19.12.10 20.3.31) 

(11) 広島県地域保健対策協議会セルフメディケーションに関する講演会への協力・参加 (20.2.6)

(12) 広島県医療審議会への参加(19.8.24 20. 1. 28 20.3. 19) 

(13) 広島地方社会保険医療協議会への参加(19.7.24)

(14) 広島県保健医療計画検討委員会への参加 (19.8.29 19. 12. 13 20.3.3) 

(15) 広島県医療費適正化計画検討委員会への参加(19.7.13 19.10.24 19.12.3 20.3.13) 

(16)在宅緩和ケア推進連絡協議会への参加 (20.1. 29) 

(17)平成19年度緩和ケア人材育成検討会への参加 (20.2. 13) 

(18) 地域保健活動としての医薬品のより良い使用推進事業への協力

(19) 平成19年度世界エイズデー(19.12. 1)への協力

(20) r禁煙週間J(19.5.31""'"'6.6) への協力

(21)広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会への協力(19.7.23 19.10.28) 

(22) 広島県禁煙支援ネットワーク第6回研修会への協力(19.10.28) 

(23) 第37回全国禁煙アド、パイザー育成講習会への参加(奈良 19.6.3)

(24) 第3回日本禁煙学会学術総会準備委員会への参加(19.11.28 20.1.23) 

(25) 薬剤師禁煙支援アドバイザーの認定(161名)

(26) 第33回広島県国保診療施設地域医療学会への参加(19.8.18) 

(27) 第57回「社会を明るくする運動」への協力(19.5.11) 

2. 薬学教育機関等との連携強化と共同研修事業の展開

(1)中国・四園地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関事務局の受け入れ

(2)病院・薬局実務実習中国・四園地区調整機構会議への参加(岡山 19.9.21 岡山 20.2.15) 

(3) 中国・四園地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関評議員・ 運営委員合同会議への参加

(4) 薬局実務実習に関する中国四国地区ブロック会議への参加(岡山 19.10. 13) 

(5) 平成19年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会への参加(東京 19.5. 26) 

(6) 日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議への参加(東京 20.3.1・2)

(岡山 20.3. 15) 

(7) 厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップへの参加

(広島 19.4.29・30 米子 19.8.18・19 福山 19.9.8・9 さぬき 19.11.24・25 岡山 20.2.10. 11) 

(8) 認定実務実習指導薬剤師養成WSタスクフォースのスキノレアップ集会への参加(神戸 19.10.6) 

(9) 平成19年度福山大学OSCEミニトライアノレへの協力(福山 19.12.9) 

(10) 平成19年度広島大学OSCEミニトライアルへの協力(広島 19.12.9) 
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(11) 平成19年度広島国際大学OSCEミニトライアルへの協力(呉 20.1. 14) 

(12) 広島大学医学部総合薬学科4年生臨床薬学実習事前講義への協力 (19.10.9'--"'10.12)

(13) 薬局実習の受け入れ(広島大学、福山大学、広島国際大学)

(14) 広島大学大学院医歯薬学総合研究科学生の薬局実習受け入れ

(15) 2007年度臨床薬学実習 (4年生)発表会への参加 (19.12. 15) 

(16)早期体験学習への協力(広島大学、福山大学、広島国際大学、安田女子大学)

(17)県外薬学部学生実務研修への協力

(18)平成19年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会の開催

(福山 19.7.8 広島 19.8.19 呉 20.1. 20 福山 20.3. 30) 

(19)広島県薬剤師会支部認定実務実習指導薬剤師養成講習会(安芸 19.7.8 広島 19.7.22

廿日市・広島佐伯・大竹 19.8. 5 三原 19.9.9 三次 19.10. 14 安佐 19.10.21 福山 19.12.2)

3. 県民の保健衛生向上のための活動

(1)薬事衛生指導員講習会及び健康日本21研修会の開催(福山 19.11.10 広島 19.11.11) 

(2) 薬事衛生指導員の派遣

(3)薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会の開催(福山 19.12. 15 広島 19.12.16) 

(4) r薬と健康の週間j の実施(19.10. 17'--"'23) 

(5) お年寄りに対する医薬品のより良い使用の啓発・相談事業への協力

(6) くすりと健康相談窓口の開設(19.6.3 安佐北区総合福祉センター(広島市安佐北区)) 

" (19.6. 10 安佐南区役所(広島市安佐南区)) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

(19.7. 1 安芸区民文センター(広島市安芸区)) 

(19.8.26 ハノーバー庭園、青少年センター(広島市中区)) 

(19.9.20 呉市文化ホーノレ)

(19.9. 29・30 府中文化センター)

(19. 10.2 竹原市保健センター)

(19.10. 14 南区地域福祉センター・南区役所別館駐車場(広島市南区)) 

(19.10.14 大野福祉保健センター(廿日市市)) 

(19. 10.20・21 福山ローズアリーナ)

(19.10.27 海田町福祉センター(安芸郡海田町)) 

(19.10.27・28 三原サンシープラザ)

(19.10.28 サントピア大竹)

(19.11. 3・4 東広島運動公園)

(19.11. 4 あいプラザ(廿日市市)) 

" (19.11. 11 尾道総合福祉センター)

" (19.11. 11 三次市福祉保健センター)

" (19.11. 11 佐伯区民文化センター(広島市佐伯区))

fI (19.11. 4 広島サンプラザ、近隣公園(広島市西区)) 

" (19. 12.9 福山市新市公民館)

(7)薬草に親しむ会の開催(西部地区 19.9.23 山県郡安芸太田町)

(8) 11 東部地区 19.9.24 三次市布野町)

(9) 在宅医療及び在宅介護用品の情報提供

(10) 学校保健活動の推進

(11)日本薬剤師会全国学校薬剤師担当者会議への参加(19.9.12 20.3.6) 

(12)休日、夜間救急診療への協力

(13)広島県健康福祉センターへの協力
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(14) 広島県医療安全支援センターへの協力

(15) 医療安全推進週間への協力(19.11.25'"'-'12.1) 

(16) r健康日本21J r健康ひろしま2lj運動への協力

(17)健康ひろしま21推進協議会への参加 (20.2. 7) 

(18) 21世紀、県民の健康とくらしを考える会への協力(19.9.13 19. 11. 29 20. 1. 12) 

(19) 広島県医師会「被爆医療関連施設j 懇話会への参加(19.4.13)

(20) 麻薬、覚せい剤、向精神薬等薬物乱用防止活動の推進への協力

(21)平成19年度「不正大麻、けし撲滅運動月間」への協力(19.5.1'"'-'6.30)

(22) 広島県「農薬危害防止運動」への協力(19.6.1 '"'-'30) 

(23) 平成19年度広島県薬物乱用対策推進本部会議への参加(19.7.18)

(24) 平成19年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動・ 626ヤング街頭キャンベーンへの協力

(19.6.20'"'-'7. 19) 

(25) r広島県麻薬・覚せい剤乱用防止運動」への協力(19.10.1'"'-'11.30) 

(26) 薬物乱用防止対策の推進

(27) ひろしま食育・健康づくり実行委員会・同ワーキング会議への参加

(19.6.6 19.8.3 19.8.8 19.9.21 19.10.23 20.3.19) 

(28) 平成19年度健康増進普及月間への協力(19.9.1 '"'-'30) 

(29) 平成19年度がん征圧月間への協力(19.9.1 '"'-'30) 

(30) 広島県がん対策推進協議会計画会議への参加(19.6.18 19. 10.25 19. 12.27) 

(31) r広島県がん対策推進協議会」がん情報提供部会(患者団体等ヒアリング)への参加(19.8.1) 

(32) 平成19年度食生活改善普及運動への協力(19.10.1'"'-'11.30) 

(33) 平成19年度広島県生活習慣病予防月間への協力(19.2.1 '"'-'28) 

(34) r 40歳からの健康週間」への協力(19.10.8'"'-'14)

(35) 平成19年度結核予防週間への協力 (19.9.24'"'-'30)

(36) 青少年育成県民会議への協力

(37) 暴力追放広島県民会議への協力(19.6.14 19.11. 8) 

(38) 広島原爆障害対策協議会への協力

(39) 麻薬・向精神薬盗難事故について周知、発見への協力

(40) 第17回広島県健康福祉祭への協力 (19.9.4・5)

(41) 子育て応援団すこやか2007への参加(広島 19.5.26・27)

(42) ひろしまフードフェスティパノレへの参加(広島 19. 10.27・28)

(43) インターフエロン治療費助成における指定医療機関の申請についての説明会への協力

4. 医薬分業の推進及び社会保険制度への対応

(1)適正な医薬分業の推進

(2)保険薬局部会の事業推進

(20. 3. 17 20. 3. 18) 

(3) 一般紙に医薬分業 PR広告掲載(中国新聞 19.4.27 19.8.15 19.10.17 20.1.4) 

(4) rくすりと健康相談窓口」に於いて医薬分業の P R

(5)保険薬局の処方せん受付状況の調査

(6) 入手困難な小包装医薬品に関する窓口の設置

(7) N P 0法人広島県介護支援専門員協会への協力

(8) 介護支援専門員資格研修会への参加 (19.4.23)

(9) 院外処方せん応需体制の整備および支援
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5. 学術研修活動

(1)第28回広島県薬剤師会学術大会の開催(呉 19.11.18) 

O 特別講演

演題 「新薬学教育の構築」

講師広島大学 薬学部長太田 茂先生

演題 「変化する保険医療 ~診療報酬の改定"'-'J

講師日本薬剤師会 副 会 長 山 本 信 夫 先 生

O 口頭発表 11題

(2)平成19年度病院診療所薬剤師研修会(広島会場 19.6.23・24)

テーマ「医療の質と安全における薬剤師の役割」

(3) 支部主催薬剤師生涯教育研修会の案内及び協力

(4)第40回日本薬剤師会学術大会の参加及び発表者支援(神戸 19.10.7・8)

(5)第46回日本薬学会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会への参加(高知 19.11.10・11)

(6) (財)日本薬剤師研修センターの運営への協力

(7) r日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度」への協力 (668名)

(8)平成19年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議への参加(神戸 19.10.7) 

(9)平成19年度全国薬局・病院薬剤師生涯学習担当者連絡会議への参加(東京 19.10.27・28)

(10) 広島県薬剤師研修協議会への支援・協力

(11)福山大学薬学部卒後教育研修会への協力(19.11.17)

(12)平成19年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力(19.7.8)

(13)新薬剤師研修会の開催(広島 19.6.3)

(14) 日本薬剤師研修センタ一生涯教育ビデオライブラリーの活用

(15) ラジオNIKKEI r薬学の時間J・「研修認定薬剤師講座j の紹介及び書籍の案内

(16) CS-TVによる「研修認定薬剤師講座」の紹介及び書籍の案内

(17) ケアネットメディカルチャンネルの視聴及び活用

6. 薬局等の業務充実

(1)認定基準薬局制度運営協議会の開催

(19.4.11 19.6.1 19.7.24 19.9.18 19.11. 1 19.11. 29 20.3.6) 

(2)認定基準薬局制度支部担当者協議会(19.7.12 19.11. 8) 

(3)広島県薬剤師会認定「基準薬局j の推進 第l次認定 19.4. 1 薬局(新規12更新60)

第2次認定 19.8. 1 薬局(新規一更新55)

第3次認定 19. 12. 1 薬局(新規15更新68)

20.3.31現在認定基準薬局数 (765薬局)

(4)認定基準薬局新規申請及び更新薬局、新規保険薬局指定申請薬局との共同研修会

(広島 19.6. 24 福山 19.10. 14 広島 20.2. 3) 

(5) 2008年版管理記録簿・自己点検表の作成配布

(6) 薬剤師倫理規定の配布

(7) 薬局等構造設備規則に伴う検査センターとの契約

(8) 薬局業務運営ガイドラインの周知徹底

(9) r医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構J拠出金の徴収等への協力

(10) r毒物及び劇物の適正な管理について」への協力

(11)広島県毒物劇物安全協会へ協力

(12) 医薬品等安全性情報報告制度への協力

(13) r薬局等構造設備規則」等関係図書の斡旋
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(14) 在宅医療への参画の推進

(15)高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会の開催(19.9.2)

(16)薬局機能情報提供制度への協力

(17) 服薬指導の強化・休日夜間体制の整備に関する対策

(18) 日本薬剤師会賠償責任保険への加入促進

(19) 日本薬剤師会個人情報漏洩保険への加入促進

(20) P L法に関する相談窓口及び地方苦情処理連絡網の整備

7. 薬事情報センターの事業

8. 検査センターの事業

9. 組織整備並びに充実強化

(1)薬局、一般販売業及び保険薬局等の許可状況の調査

(2) 会員具動状況調査報告

(3) 日本薬剤師会共済部への加入促進

(4) 日本薬剤師会薬剤師年金制度への加入促進

(5) 日本薬剤師国民年金基金への加入促進

(6) 薬剤師ローン等の活用

(7)職業紹介責任者講習会(更新)への参加(大阪 19.9.20 大阪 19.10.19)

(8)薬剤師無料職業紹介所事業の就業紹介促進(求人71件 求職17件)

(9)求人・求職情報ホームページで推進(求人158件 求職24件)

(10) 広島県病院薬剤師会の事業への協力

(11)広島県女性薬剤師会の事業への協力

(12) 広島県学校薬剤師会の事業への協力

(13)広島県青年薬剤師会の事業への協力

(14) 広島県薬剤師国民健康保険組合の事業への協力

(15)公益法人地方講習会への参加(19.12.11) 

10 関連並びに継続事業等

(1)県薬会誌の発行 (6回)

(2) 県有地の取得

(3)保険請求事務の指導

(4) 本会の後援・共催した事業

ア平成19年度「看護の日」広島県大会(19.5.13) 

イ広島県「農薬危害防止運動J(19.6. 1 "'-'30) 

ゥ公開シンポジュウム「第13回薬用植物シンポジュウムーこんにゃくいも語る環境変化一」な

ェらびに広島大学薬学部附属薬用植物園観察会 (19.6.9・10)

ォ第58回日本東洋医学会学術総会 (19.6.15"'-'17)

カ (社)認知症の人と家族の会広島県支部第26回記念大会(19.6.16)

キ第四回ジュノー記念祭(19.6.17) 

ク広島大学霞室内管弦楽団 2007Summer Concert (19.6.30) 

平成19年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動(19.6.20"'-'7.19) 

ケ第39回中国・四国学校保健学会(19.6.24)

コ第3回がん患者大集会(19.8.26)

サ第48回がん征圧月間(19.9.1 "'-'30) 

シ平成19年度老人保健福祉月間(19.9.1 "'-'9.30) 

ス第17回広島県健康福祉祭 (19.9.4・5)
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セ市民公開講座(19.9.15) 

ソ健康づくり提唱のつどい(19.9.15)

タ第48回広島県公衆衛生大会(19.10 .12) 

チ 「医と暮らし」健康大学(19.10.14)

ツがん医療を考える市民フォーラムin広島(19.10.28)

テ中四国放射線医療技術フォーラム市民公開シンポジワム(19.11.10) 

ト平成19年度「広島県高校生のがん予防講演会J(19. 11.22) 

ナ第21回日本エイズ学会学術集会・総会(19.11.28"-'30) 

::::. 21世紀、県民の健康とくらしを考える県民フォーラム (20.1. 12) 

ヌ薬剤師のための漢方セミナー(福山 20. 2. 23) 

ネ第3回広島胃痩と経腸栄養療法研究会 (20.3. 1) 

ノ市民公開講座「がん治療の最前線~肺がんの症状から最新治療まで"-'J (20. 3. 2) 

ハ平成19年度健康づくり絵画・ポスター募集

(5) 四師会事業への協力

(6) 平成19年度広島県四師会役員連絡協議会への参加(19.6.15)

(7) 1 P P NW並びに JPPNWへの協力

(8) ジュノー顕彰事業実行委員会への協力

(9)各図書の斡旋

(10)毒物及び劇物譲受書等の頒布

(11)平成19年度広島県保険者協議会への参加 (19.8.20 20.2.22) 

(12)広島大学薬学部・学部生および大学院生全員を対象とした第2回就職説明会への協力(19.9.8)

(13)第24回広島県薬事衛生大会への協力(19.12.6) 

(14)平成19年度薬祖神大祭の開催(19.12.6) 

(15)平成20年薬事関係者新年互礼会の開催 (20.1.10) 

(16)広島県後期高齢者医療広域連合運営協議会への参加(19.8.24 19.9.26 19. 10.26) 

(17) 関係官庁より諸通達事項の伝達

(18)福利厚生事業の推進

広島県薬剤師会カードの発行

指定応の契約

所得補償制度の紹介

(19) その他

ア減らそう犯罪運動事業(広島県警察)への協力

イクレジットカード取扱いについての案内

ウ医薬品副作用被害救済制度をご存じですか?チラシ配付

エ国民生活金融公庫配付

オ保険各種案内

カ 「大衆薬の販売方法が変わります。」リーフレット配付

キ広島県後期高齢者医療制度ポスター配付

ク後発医薬品(ジェネリック医薬品)ってご存じですか?ポスター配付

ケ国税電子申告・納税システム (e-Tax)事業への協力
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報告第 5号

平成19年度 保険薬局部会事業報告

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 .総務

(1)平成19年度全国職能対策実務担当者会議への参加(東京.20. 2. 2) 

(2)平成19年度医薬分業指導者協議会への参加(東京20.3. 7) 

(3)平成19年度社会保険指導者研修会及び平成20年度調剤報酬改定等説明会への参加

(東京.20. 3. 8) 

(4)平成20年度調剤報酬改定等説明会(広島20.3.22 福山20.3. 24 広島20.3. 25) 

(5)保険薬局部会特別研修会 IH1 V感染症の概要と抗HIV療法~一般医療機関での診療と

服薬援助に向けて~J (20. 2. 17) 

(6)在宅緩和ケア検討委員会準備会 (20.3. 21) 

(7)保険薬局部会担当理事打合会(19.9.28 19.12.11) 

(8)会費検討の為のワーキンググループ会議(19.9.6)

(9) 日本薬剤師会中国ブロック会議(広島 19.6.30)

(10)休日当番薬局の広報システムの構築

(11)インターフエロン治療費助成における指定医療機関の申請のとりまとめ

(12)保険薬局ニュース(会誌各号)と保険薬局ニュース速報の発行 (FAX5回)

(13)薬学生実務実習事業への協力

(14)調剤報酬に関する質疑、応答

(15)平成19年度社会保険医療担当者 (薬局)指導打合会を開催(広島社会保険事務局・広島県・

本会 19.5.16) 

(16)広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療担当者(保険薬局及び保険薬剤師)の共同

集団指導に立会(広島 19.6.21)

(17) 広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療担当者(保険薬局及び保険薬剤師)の集団的

個別指導に立会(広島 19.9.27)

(18) 広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療担当者(保険薬局及び保険薬剤師)の個別

指導に立会(広島 19.9.13 広島 19.10.17 広島 19.10.26 福山 19.11.21・22 呉 19.

12. 12 広島 19.12. 18 広島 20.1. 22) 

(19) 保険薬局コードゴム印の作成、供給

(20)健康保険法等改正ポスターの配付

- 16 

usr05
長方形

usr05
長方形

usr05
長方形



2. 保険薬局指定申請時及び認定基準薬局更新時研修会の実施

(1)認定基準薬局新規申請及び更新薬局、新規保険薬局指定申請薬局との共同研修会

(広島 19.6.24 福山 19.10. 14 広島20.2. 3) 

3. かかりつけ薬局機能の強化(院外処方せんへの対応)

(1)広島県医療審議会保健医療計画部会への参画

(2) 広域病院の院外処方せんに関する協議と資料の提供

(3) 医薬品の適正使用の推進

(4)広島大学病院院外処方送信システムへの協力

4. 基幹薬局並びに地区センター薬局の整備、及び設置の推進

(1)医薬分業支援組織整備

(2)備蓄検索システムの整備

5. 県民へのかかりつけ薬局理解のための広報

(1) Iおくすり手帳をもっていますか?J啓発ポスターの配布

(2) 県民への医薬分業啓発

(3) Iくすりと健康相談窓口」等に於いての医薬分業PR支援

6.研修

(1) Drug Information Newsの配布

(2) I保険薬局業務指針」等関係書籍の整備、斡旋

7.在宅医療への参画推進

(1)在宅介護相談支援事業の支援

(2)在宅医療への参画、推進

8. 医薬品安全性情報収集活動に協力

9.保険診療報酬審査委員会への対応

1 O. 保険医療指導専門薬剤師への対応

11. 各種印刷出版物等

薬の基礎知識

薬との上手なつきあい方一高齢者とくすり ー

調剤事故発生時の対応マニュアノレ

調剤事故発生時の再確認

「お薬手帳を持っていますか ?J ポスター

調剤報酬・改定資料集(平成20年 4月版)

平成19年度社会保険指導者研修会平成20年度調剤報酬改定等説明会資料
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報告第 7号

平成19年度 会館運営事業報告

(平成 19年4月 l日から平成20年3月31日まで)

広島県薬剤師会合館及び関連施設の運営管理を行った.

耳'n)t19'手 9月27日

平成 19年 12月 6日

広島県知事表彰者541

平成20年 1月1013

第24回広品比li臨'11衛 生大会実行委員会

第24回広島県薬事衛生大会(ェ :J-/レ広島)

業祖神大祭(広島県薬剤師曾館)

平成20年薬事関係者新年互礼会
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報告第 9号

平成19年度検査センタ一事業報告
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 .水質検査

飲料水

-飲食屈の営業許可証に係わる水質検査(理化学試験、細菌試験)

・学校の水飲み場における水質検査 (理化学試験、細菌試験)

・ピルなどの貯水槽清掃後の水質検査 (理化学試験、細菌試験)

公共浴場水

-浴槽水の水質検査(細菌検査)

フ。ーノレ水

・遊泳用プール水水質検査(理化学試験、細菌試験)

・学校プール水水質検査 (理化学試験、細菌試験)

2. 衛生検査

飲食物取扱業者、保育園・福祉施設関係者、貯水槽清掃業者、教育実習予定者等の検便検査

腸内細菌検査

・赤痢菌・サルモネラ菌

・腸管出血性大腸菌0-157

寄生虫卵検査

-ぎょう虫卵・横川吸虫

尿検査(学童検診)

3. 医薬品検査

・計画的試験検査

-医薬品の崩壊試験・定量試験

・生薬製剤の定量試験

-医薬品原料の社内規格試験

.医薬品原料の局方試験

-医薬品原料の局外規試験

.医薬品原料の薬添規試験

・日本薬剤師会主催の全国統一試験

.化粧品の純度試験

4. 家庭用品検査

・衣類等のホノレムアルデヒド検査

.洗剤中の酸およびアノレカリ試験
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5 学校教室等の化学物質空気(シツヴハウス)検査

- 空気中のホノレム71レデヒ I~およびトノレエンの濃度測定

6 研修活動

・平成19年度円本薬剤師会試験検査センタ一連絡協議会に出版(宮城県)

平成19年6月7、8日

・平成19年度岡本業剤師会試験検査センター技術講習会に出席(東京)

平成19年12月 13、14日

・第16回広品県保健環境センター業績発表会に出席(広島)

平成20年2)'16日

第9回広島微生物研究会に出席(広品)

平成20年l月25日

7 広島県薬剤師会誌への寄稿

倹査センターだより等

B 委託依頼

・薬局からの依頼による試薬等の制撤

9 下水道法特定施設段霞洗浄施設の清掃維持管理

1 0 その他

地方公共団体依頼の凡積初等作成

-飲料水検査

・プーノレ水検査

-ぎょう虫卵検査

室内空気倹査
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報 告第 1 1号

平成19年度 薬事情報センター事業報告

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1 情報提供

(1)薬事情報提供件数 6， 551件

電話による情報提供 1，040件

FAX送信 5，511件

(2) 中毒119番情報提供件数 308件

電話による情報提供 297件

留守番電話 9件

FAX送信 2件

(3) お薬相談電話情報提供件数 1， 131件

電話受信件数 686件

(4) 中毒情報検索システムHP アクセス件数 14，894件

(5)携帯版中毒情報検索システム アクセス件数 8， 184件

2.ホームページによる情報提供

(1)研修会、お薬相談事例、薬事情報、中毒情報、他

(2) 広島県薬剤師会備蓄薬品検索システムにおける薬品情報メンテナンス

3.情報誌の発干IJ ・寄稿

(1) D. I. News (ヒロシマ)発刊 4回

(2)広島県薬剤師会誌への寄稿(No.209~214) 6回

薬事情報センターだより/お薬相談電話/保険薬局ニュース

4.研修活動

(1)定例研修会開催 13回 (1，412名)

東部地区(福山)にて2回開催

(2) 平成19年度日本薬剤師会薬事情報センタ一実務担当者研修会に出席(東京)

平成20年1月25日

5.会員の講演会活動支援事業

(1)資料作成 3件

(2) 資料収集 9件

6.広島中毒119番のフリーダイヤルサービス

ただし、対象は県内、 一般電話・携帯電話・ PHSよりの受付に限る

7.関係団体への協力および広報活動

(1)日本薬剤師会

BUNBUN文献データベースにデータ入力

日本薬剤師会から提供された資料の解説(定例研修会、ホームページ等を通じて)

(2)広島県

広島中毒119番の事業を通じて、県民一般への中毒情報の提供と相談受付

広島県民手帳資料編(広島県統計協会)にお薬相談電話の電話番号掲載

農薬危害防止講習会テキストに広島中毒119番の電話番号掲載
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広島県ホームページ(相談窓口)に広島中毒119番及びお薬相談電話の電話番号掲載

広島県医療安全支援センターに協力

(3) 広島市

「母子健康手帳J rすくすく JrのびのびJ rわくわく J r女性のための相談窓口ハンドブック」

広島市子育て応援ガイドブック「こそだてひろしまげんキッズ」に広島中毒119番の電話

番号掲載

「女性のための相談窓口ハンドブック」にお薬相談電話の電話番号掲載

「わくわく子育てベビーダイヤル」に広島中毒119番の電話番号登録

(4)財団法人ひろしまこども夢財団

「子育てガイドブック」に広島中毒119番の電話番号掲載

携帯サイト「パパママ応援おうちの看護」に広島中毒119番の電話番号掲載 (8月から)

(5) 東広島市保健センター

「妊婦配布用冊子Jr子育てパンフレットすくすく Jに広島中毒119番の電話番号掲載

(6)福山市

「あんしん子育て応援ガイド2007J に広島中毒119番及びお薬相談電話の電話番号掲載

(7) ACT21 (福山市人材育成セミナー)

「生き生きふくやま 相談窓口ガイドブック 2007年Jに広島中毒119番及びお薬相談電話の

電話番号掲載

(8)府中町民生部福祉保健センター

「母子健康手帳別冊」に広島中毒119番の電話番号掲載

(9)府中町

府中町ホームページに広島中毒119番の電話番号掲載

(10) 広島県病院薬剤師会

D. 1. News (ヒロシマ)への寄稿 4回

医薬品情報委員会に委員派遣

(11) 株式会社ガリバープロダクツ

子育てマガジン rFunFANFunJ (隔月発行)に広島中毒119番及びお薬相談電話の電話番号掲載

(12) リピンク守ひろしま

おたすけダイヤノレifに広島中毒119番及びお薬相談電話の電話番号掲載

(掲載日:平成20年1月7日)

(13) 中国新聞社

「お薬相談電話」関連記事掲載

(掲載日:平成20年1月4日)

(14)広島テレビ

「子育て応援団すこやか2007J 出展用資料作成および参加

(広島グリーンアリーナ 平成19年5月26・27日)
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