平成２９年 ４月

日

時： 平成２9 年４月１３日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告

19：00～20：45

出席理事： 安保、平井、片渕、惠谷、金光、麻生、下田、横田、伊駒、串田、岡田、平田、友滝、村上(14 名)
欠席理事： 田辺、奥濱（2 名）
議

長： 安保 圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：惠谷展幸、下田篤子
(1)

夜間救急委員会より夜間救急診療所の状況報告

(片渕理事)

・カルテと処方箋の内容の日数間違いアクシデント 4 件発生→カルテと処方箋の内容に相違ないか確認する。
・投薬ミスが日誌にしか記入されておらず、委員に報告がなかった→今後は過誤報告書を用意し、記入する。
・お薬手帳の印刷が全年齢対応できるようになった。
・利用患者数は前年度 1400 名、今年度 2464 名。１日平均は曜日によって多少差があるが 6 名～10 名程度
(2)

実務実習委員会より支部支援内容の計画報告（平井副会長）
・Ⅰ期：9 名、Ⅱ期：4 名
・支部支援内容は前年度とほぼ同様（丸善工場見学、物流センター見学、防災センター見学、高齢者疑似
体験、薬局製剤、在宅講習会など）
・平成 30 年からは先に薬局で実習を行い、次に病院で実習を行うパターンに変更する。

(3) 在宅委員・天かける関連の状況報告（友滝理事）
・平成 29 年 3 月開始予定の総務省のクラウド型ＨＥＲ高度化事業の公募に落選した。
ID リンクは 8 月までに双方向に開示になる。
・尾道在宅支援講習会を行う。
東和薬品は 8 月予定、沢井薬品は時期と内容はまだ未定。
(4) 定期総会準備について（安保副会長）
日時：⒎/１（土）18:30～開始
会場：尾道福祉センター（予約できない場合は市民会館の別館）
(5)

その他

・ かかりつけ薬剤師届出の当番薬局の証明発行の件（麻生理事）
県薬のホームページより応需薬局を印刷する。URL、日付を直すと過去履歴も閲覧できる
・ 薬剤師会事務員の雇用についての経過報告 (麻生事務)
浜中さんは月・木・金曜日、樹山さんは火・水・金曜日に勤務。
・会費の請求書の件（麻生理事）
会費は一括徴収する。予め尾道薬剤師会会費と保険薬局部会会費の明細を薬局に通達。

・FAX コーナーのパネル地図の件（麻生理事）
地図を印刷したもので対応できるので業者に委託して更新しなくてもよい。
・薬局間での医薬品購入時の書類の件（麻生理事）
使用期限などの記入が必要になったので、新フォーマット作成中。

平成２9 年４月

一般社団法人 尾道薬剤師会薬連理事会報告

日

時： 平成２9 年４月１３日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

20:45～21:05

出席理事： 安保、平井、片渕、惠谷、金光、麻生、下田、横田、伊駒、串田、岡田、
平田、友滝、村上(14 名)
欠席理事： 田辺、奥濱（2 名）
議

長： 安保 圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：惠谷展幸、下田篤子

惠谷理事より
藤井もとゆき先生の後任は本田あき子先生を推薦することで決定。
５年後ではなく２年後の入れ替え時に準備段階で入れていきたい。
本田あき子先生が各支部の研修会（５０名以上）に参加したいとの申し入れがある。
4/20 までに任意の申し込みのため様子をみようと思う。
本部から２０名程度でもよいとあれば、検討していきたい。
⇒薬剤師会として承認

平成２９年５月
日

時： 平成２９年５月１１日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19：00～20:50

出席理事： 安保、平井、片渕、惠谷、金光、麻生、横田、伊駒、串田、岡田、平田、奥濱、村上(13 名)
欠席理事： 田辺、下田、友滝、
（3 名）
議

長： 安保 圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：惠谷展幸、横田いつ子
(1)夜間救急委員会よりマニュアル改定と状況報告

(片渕理事)

・在庫不足時の調達方法の改定
・処方日数は通常 1 日分、休前日などの場合は 2～3 日分。
インフルエンザ、帯状疱疹用剤は 5 日分処方される。
・調剤過誤対策：過誤報告書作成。当日または後日に記入し、尾道薬剤師会

夜間救急連絡先に連絡する。

・お薬手帳の印刷が全年齢対応可能となった。
（2）倫理審査に関る研修会（5/1）の参加報告（岡田理事）
・学会発表や論文作成する場合は、必ず研究計画を作成し、倫理審査委員会にて承認が必要。
・日本薬剤師会ＨＰに具体的な各種資料があるので必要時には参照する。
(3) FAX コーナーの地図の件（麻生理事）
A3 版カラー地図をラミネート加工したもので対応していただく。
薬局間譲渡書式の件（麻生理事）
Lot・使用期限の記入できる新フォーマットに変更、会員にはメールにて連絡する。
(4) 総会に向けての準備（会計予算や理事推薦など）（平井副会長）
・会計予算の見直し；事業費の増額（健康まつりの県からの補助金カット分）が必要。
・理事推薦；世羅やみつぎ方面からの理事推薦について検討する。
（5）地域包括ケア連絡協議会（安保副会長）
・来年 3 月までにシステムを構築予定。薬剤師会より各担当者を決める。
・地域支援センターは 7 つ。尾道（５）
：中央・東部・西部・北部・向島、 因島（１）、瀬戸田（１）
（6）その他
・6/19 薬剤師会主催の勉強会開催
「介護の現場とポリファーマシー」
「高齢者の安全な薬物療法～ポリファーマシーの改善も含めて」
・第 1 回ワーキンググループ事務局による認定条件の素案について（安保副会長）
5 年間で県内７つの地域心臓いきいきセンター（尾道では尾道総合病院）を設置した。
今後は診療所・薬局・訪看ステーションの施設がそれらと連携して心不全患者のネットワークを構築する。

平成 29 年 5 月

一般社団法人 尾道薬剤師会薬連理事会報告

日

時： 平成２9 年５月１１日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

20:50～21:10

出席理事： 安保、平井、片渕、惠谷、金光、麻生、横田、伊駒、串田、岡田、
平田、奥濱、村上(13 名)
欠席理事： 田辺、下田・友滝（3 名）
議

長： 安保 圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：惠谷展幸、横田いつ子

惠谷理事より
藤井もとゆき先生の後任の本田あき子先生が各支部の研修会（５０名以上）に参加した
いとの申し入れがあり、申し込み期限が締め切られたが、特に本部からの連絡がないため
様子をみます。
衆議院議員の選挙が秋以降に予定されており、小島先生からパーティーに出席のお願い
がありました。薬剤師会からは 2 名参加予定
日時：6/24（土）11:00～
場所：尾道国際ホテル ２F
参加予定者：平井副会長・平野さん（ププレひまわり尾道中央店）

平成２９年６月
日

時： 平成２９年６月８日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19：00～21:00

出席理事： 田辺、安保、平井、片渕、惠谷、金光、麻生、下田、横田、伊駒、串田、岡田、平田、
友滝、村上(15 名)
欠席理事： 奥濱（１名）
議

長： 安保 圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：惠谷展幸、下田篤子
(1) 健康まつり実行委員会より今年度の実施内容について

(串田理事)

・県薬には例年どおりで申請する。
（2）今年度の「患者のための薬局ビジョン推進事業」について （友滝理事）
・HM ネットと抱き合わせて行うことになった。ポイント制の事業を計画。
尾道市医師会は HM ネットに参加していない、尾道総合病院も稼働していないので今年度は事業に
参加しない。今年度より健康まつり（HbA1c 事業）への補助金はつかない。
(3) 災害対策委員会より PhDLS 研修会への支部推薦者について （串田理事)
・薬を扱う業種の人が避難所を立ち上げる時にどうしたらよいか、災害が起きた時にどうしたらいいかなど
の勉強をする。９月に広島で研修会予定、平野さんを支部推薦とする
(4) 学校薬剤師会総会と研修会について （平田理事）
来年 4 月から広島県学校薬剤師会を廃止し、学校薬剤師会は広島県薬剤師会の部会になる予定。
(5) 総会の準備とまとめ（会計予算・理事推薦・事業計画など）

（平井副会長）

・⒎/１(土) 尾道市総合福祉センター ４F 集団指導室、19:00～総会開催
・理事推薦；世羅やみつぎ方面からの理事を推薦する
・薬薬連携・地域医療連携については尾道の看板事業として継続する
・来年度は FAX 料金が大幅に減少するが、予算案は変更しない
（6）その他
・地域包括ケア連絡協議会

（安保副会長）

地域包括圏域ネットワーク会議に出席する薬剤師会担当者を登録。連絡・窓口を 1 名決定
・学生実務実習指導薬剤師のワークショップは新尾道薬局の安部先生が参加予定（平井副会長）
・8 月の薬剤師会主催の勉強会（東和薬品）
尾道の在宅実績についても発表予定
・次回の理事会は 7/13（木）

（友滝理事）

平成 29 年 6 月

一般社団法人 尾道薬剤師会薬連理事会報告

日

時： 平成２9 年６月８日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

21:00～21:10

出席理事： 田辺、安保、平井、片渕、惠谷、金光、麻生、下田、横田、伊駒、串田、
岡田、平田、友滝、村上 (15 名)
欠席理事： 奥濱（１名）
議

長： 安保 圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：惠谷展幸、下田篤子

惠谷理事より
後任予定の平野さん（ププレひまわり尾道中央店）を主とし、惠谷理事はサポートを
行う。

平成２９年６月
日

時： 平成２９年６月２３日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会臨時理事会報告
19：30～20：40

出席理事： 田辺、安保、平井、片渕、惠谷、金光、麻生、下田、横田、伊駒、串田、岡田、村上(13 名)
欠席理事： 平田、友滝、奥濱（3 名）
議

長： 安保 圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：惠谷展幸、下田篤子
(1) 次期理事の選任などについて （安保副会長）
総会では理事の承認をしていただく。
次回（7/13）の理事会で会長・副会長を決定する。
（6/23 理事会で会長（安保）
・副会長（平井・友滝・麻生）候補として挙がり、出席者は全員賛同した）
（2）総会の役割分担について
議長：安保副会長
司会：友滝理事
開会の辞：平井副会長
会長挨拶：田辺会長
報告事項の担当：各担当理事
閉会の辞：平井副会長
議事録：横田理事
議事録署名人：惠谷理事、下田理事
受付：惠谷理事、村上
（3）その他
・地域包括圏域ネットワーク会議

（安保副会長）

・薬剤師会出席者名簿作成。地域包括支援センターに連絡先を提出する。
・向島（第 2 回目会議）

（横田理事）

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・介護施設職員・民生委員など多職種が参加し（60 名程度）
、
８グループに分かれて症例検討、グループディスカッション後に発表
・中央、東部（第 1 回目会議） （岡田理事・平井副会長）
各団体の代表が集まり顔合わせ。今後どのように進めていくのがよいのか話し合い。
講義形式やグループディスカッション形式など検討。第 2 回は 10 月予定
・7/9（日）しまなみ交流館にて尾道市民公開講座があります。

（村上）

平成２９年７月
日

時： 平成２９年７月１３日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19：00～20:50

出席理事： 田邊ナオ、安保、平井、麻生、友滝、惠谷、金光、下田、横田、伊駒、片渕、岡田、串田、
(19 名)

平田、齋藤、田邊厚、平野、岩崎、村上
欠席理事： 奥濱、中山（２名）
議

長： 安保 圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：麻生祐司、金光瑞恵
(1) 一社法人の登記のための書類準備について

(平井副会長)

・７/１定時総会にて新理事が承認され、本日理事会にて代表理事を選出した。
会長 ；安保圭介
副会長；平井貴久美、麻生祐司、友滝恵子
・代表理事 安保圭介は即時その就任を承諾した。
(2）ENIF システムの説明について

（串田理事、セイエル担当者）

・既存の院外処方箋送信システム（ENI ファマシー）は尾道総合病院に２台と尾道市民病院に１台あるが、
保守期間を考慮して新システム導入についての検討が必要である。
・ENI ファマシーに専用ネットワーク回線による画像送信機能が追加された。
・送信した処方箋データは薬局で使用しているパソコンとプリンターから自動印刷される。
・従来の FAX 送信と比較して受診までのスピードが圧倒的に速い。通信料がかからない。
・現在、広島市、福山市薬剤師会が導入している。導入している薬剤師会と情報共有が可能となる。
(3) 疑義照会の包括同意について提案

（串田理事）

・
（広域）病院と薬剤師会で予め院外処方箋における疑義照会の運用について合意書を取り交わすことで、
疑義照会に関する時間を省くことができる。これによって病院・薬局・患者にとって利便性が高まる。
・会員保険薬局で運用できる。
(4) 新理事の役割分担と担当決めについて

（安保会長・麻生副会長）

・組織図の確認。後日ホームページにアップする。
・新しい委員会として「不動在庫対策」
「広域病院 病薬連携」を追加。
・夜間救急の当番予定表をホームページに載せているが、変更後の最終の当番表をアップしなおす。
・会長代理については友滝副会長、麻生副会長、平井副会長の順で行う。
(5)その他
・理事会は第 2 木曜日、月 1 回開催する（19：30 開始）
。

(安保会長)

・7/20 ㈱ネスレ日本主催、医療用栄養剤・補助食品試飲会をしまなみ交流館で開催します。
（友滝副会長）

平成 29 年 8 月
日

時： 平成 29 年 8 月 10 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19：30～21:15

出席理事： 安保、平井、麻生、友滝、金光、横田、伊駒、岡田、串田、斎藤、村上、田邊、中山、岩崎
(14 名)
欠席理事： 片渕、平田、平野（3 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：岩崎麻里
議事録署名人：金光瑞恵、横田いつ子
(1) 処方箋 FAX 送信時の改善案

(串田理事)

・来局予定の時間帯（すぐに、X 時頃、本日中、翌日以降）を記載するように改善する。
（2）HM ネットワーキンググループ会議の報告 （横田理事）
・カープカード発行キャンペーンにより発行枚数は増えたが、利用者は少ない。
・ひろしま医療情報ネットワーク(HM ネット)に、尾道支部で参加している施設は 1 件だけ。
・HM ネットと日薬リンク付サーバー接続により、自己負担の軽減を検討中。
・患者のための薬局ビジョン推進事業における取り組みに、今年は尾道支部は参加しない。
(3) 在宅・居宅業務に関するアンケートの実施について （友滝副会長)
・現在の在宅業務の実態を把握するためのアンケートを実施し、在宅業務可能薬局はホームページへ掲載予
定。
・1 薬局 1 枚提出。
(4) 地域包括ケア会議について （安保会長）
・尾道市地域包括圏域ネットワーク会議 尾道薬剤師会出席者名簿 20170724 が最新。
北部 ファーマシィせら薬局→ファーマシィあすなろ薬局 (世羅町は尾道市ではないため)
西部 平野理事、渡辺先生を追加 (少なかったため、市から追加依頼あり)
東部 追加予定
(5) 第 1 回保険医療計画・高齢者プラン策定ワーキング会議の進捗状況

（金光理事）

・県が五ヶ年計画を立てて、各保健所→各団体に下りてくるもの。成果の確認、今後の計画のため。
・毎月 10 日締め切りだが、今月は 17 日。
（6）夜間救急委員会からの報告 （岡田理事）
・緊急出務がこれまで 5 回発生しており、今後対策検討。
・ジェネリック、採用品について伝達。
・お薬手帳は、片淵先生(タワーメディカル)から寄贈。今後については要検討。
・外用薬の薬袋に点眼薬の用法がないが、処方頻度が少ないため、その都度薬袋に追記対応。

（7）各委員会について （平井副会長）
・次の理事会までに、各委員会を開催し、委員長、副委員長を決定し、来月の理事会で承認を得る。
・各委員会へは、理事以外に、一般会員の方も参加可。組織図へは色を変えて掲載する。
（8）その他
・みつぎ総合病院健康まつりへの尾道薬剤師会会員の参加について、薬剤部村上薬局長より依頼あり。
（安保会長）
・尾道市健康まつり （串田理事）
・11 月 2 週目
・参加証明書を希望の方へは発行する
・実施内容は、血糖測定、薬草コーナー、お薬相談、モバイルファーマシィによる薬剤師体験。
・事務所の片づけについて （友滝副会長）
普通ゴミ→尾道中央薬局で処分。
薬歴簿、書類等→ヤマト運輸の機密文書リサイクルサービス利用。
・夜間救急出務者の証明書は市長名で各個人に対して発行して頂ける予定。 （安保会長）
・HP の更新（店名変更、新規開局追記、組織図変更、安保会長挨拶変更）完了。 （麻生副会長）
・9 月度研修会は、検体測定について 9 月 21 日（木）19:30～21:00 しまなみ交流館大会議室。
（金光理事）
・包括同意については、広域病院病薬連携委員会が対応。委員長は串田理事。メンバーは変更の可能性あり。
（岡田理事）

平成 29 年 8 月

一般社団法人 尾道薬剤師会薬連理事会報告

日

時： 平成 29 年 8 月 10 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

21:15～21:20

出席理事： 安保、平井、麻生、友滝、金光、横田、岡田、串田、斎藤、村上、田邊、
中山、岩崎 (13 名)
欠席理事： 生駒、片渕、平田、平野（4 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：岩崎麻里
議事録署名人：金光瑞恵、横田いつ子

串田理事より
岸田先生のパーティーの招待状が届いており、薬剤師会からは 2 名出席予定。
日時：9/3(日)11:00～
場所：リーガロイヤルホテル
出席予定者：平野理事、もう 1 名は未定

平成 29 年 9 月
日

時： 平成 29 年 9 月 14 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19:30～21:15

出席理事： 安保、平井、麻生、友滝、金光、横田、伊駒、串田、平野、中山、岩崎、村上(12 名)
欠席理事： 片渕、岡田、平田、斎藤、田邊（5 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：金光瑞恵、横田いつ子
(1) 尾道市健康まつり 進捗状況 （串田理事）
・市の第 2 回実行委員会（9/6）には井上監事が出席。9/13 委員会開催。
・実施内容は、血糖測定、薬草コーナー、お薬相談、モバイルファーマシィ展示、こども薬剤師体験（20
組程度）
。昨年同様、随時血糖と HbA1c 測定は薬剤師会が担当する。
・10 月初旬の第 3 回実行委員会でパンフレットとポスターを受け取る。9～10 月にメンバー募集の案内を行
う。
（2）疑義照会 包括同意について （串田理事）
・尾道総合病院薬剤部に打診、前向きに検討する。福山市と中国中央病院の資料を参考にする。
(3) 地域包括圏域ネットワーク会議について （安保会長）
・10/29(日)、7 地区全体の研修会（他職種参加）開催予定。各地区から代表 1 名が参加する。
(4) 三師会について

（安保会長）

・12/6(水) 尾道国際ホテルにて。今年度は薬剤師会主幹。案内・担当窓口・勉強会の詳細は今後検討する。
（5）学術研修会 進捗状況

（金光理事）

・臨床栄養学について、ポリファーマシィについて、診療報酬改定について、総合診療科についてなどいろ
いろ検討している。
（6）夜間救急委員会からの報告

（平井副会長、麻生副会長)

・無断欠勤を最小限にするために、従来どおり 1 週間前に当番担当者に連絡する。当番担当者は確認済みの
連絡を事務所に行う。未連絡の場合は事務所から確認要請の連絡をする。
・アンケートを再度行い参加者名簿を新規に作成する。出勤証明書は市が発行し、各個人に郵送する。
（7）学生実習について （平井副会長）
・31 年からⅣ期生に変更するため 30 年は前倒しで行う。
・すべての学生が「薬局」→「病院」とつなげて実習を行うため、薬局の実習はⅠ期～Ⅲ期実施となる。
・指導手引き（改訂版）と現行モデルコアカリキュラムの考え方は多少違うが、指導内容はほぼ同じ。
・支部支援内容については再検討する。
（8）その他
・みつぎ総合病院健康まつり参加については今年度は見送りとなった。

（安保会長）

・医師会より、尾道市に対する平成 30 年度予算要望に関する関係団体の意見の取りまとめについて依頼が
あった。
「放課後児童クラブ」の開設時間延長、土曜日の開設についての要望のため、事務局から会員へ
配信し、意見をとりまとめて医師会へ回答する。

平成 29 年 10 月
日

時： 平成 29 年 10 月 12 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19:30～20:50

出席理事： 安保、平井、麻生、友滝、横田、伊駒、岡田、村上、斎藤、田邊、平野、中山、岩崎
(13 名)
欠席理事： 片渕、金光、串田、平田（4 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：岩崎麻里
議事録署名人：横田いつ子、平野健
(1) 「尾道市暮らしのガイドブック」について

(安保会長)

2 年ごとに更新。今回更新に合わせて尾道薬剤師会の内容を改訂する。
（2）地対協 自殺対策 （友滝副会長）
・こころの悩みごと～リーフレット改訂
尾道薬剤師会事務所の相談対応時間変更⇒(月)10:30～14:30 （火～金)11:30～15:30
・11 月 21 日の講演会のお知らせ
場所：JA 尾道総合病院 5 階大会議室
日時：11/21(火)19:00～20:30
内容：自死遺族、自殺未遂者の思いと支援
講師：廿日市法律事務所所長(弁護士)
日本薬剤師研修センター認定シール申請中
(3) 地域包括連絡協議会
・お薬手帳の活用について（友滝副会長)
お薬手帳情報貼付について尾道薬剤師会でまとめて、10/27 部会で報告予定。
・尾道市地域包括圏域ネットワーク会議の開催状況 （安保会長）
10/1 現在の各地域の開催状況伝達
(4) その他
・おのみち市民健康まつり (村上理事)
ポスター：各理事の薬局と尾道市民病院前の各薬局に掲示
チラシ：各理事の薬局で配布
・実務実習生のおのみち市民健康まつり参加について (平井副会長)
薬剤師会として、考え方の再確認⇒実習の一環として参加する必要あり。

・医療材料勉強会 (平井副会長)
広島県薬剤師会が 7/30 に実施した「医療・衛生材料の基礎知識研修会～在宅相談窓口機能強化にむけ
て～」の支部伝達研修。11/26(日)予定。
・三師会 (安保会長)
勉強会の内容は、岡田理事(花粉症について)に変更。
・おのみち市民健康まつり事前説明会 (村上理事)
来週の健康まつり委員会後、日程調整予定。

平成 29 年 11 月
日

時： 平成 29 年 11 月 2 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19:30～21:05

出席理事： 安保、平井、麻生、金光、横田、伊駒、岡田、串田、平野、田邊、村上(11 名)
欠席理事： 友滝、片渕、平田、斎藤、中山、岩崎、
（6 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：金光瑞恵、横田いつ子
(1) 尾道市健康まつり 進捗状況と質問 （串田理事）
・健康まつり当日ボランティアの人数によって配置を検討する
・モバイルファーマシィ展示では子供薬剤師体験を 15 組（20 分/組）予定。
・モバイルファーマシィ移動にかかる経費は請求してもよいか？(串田理事)→「請求可」
、参加理事承認。
・薬剤師免許は昨年提出した人は再提出必要か？（安保会長）→必要なし
・前日準備の手伝いは、地域貢献になるのか？（平井副会長）→地域貢献とは認められない
（2）医療・衛生材料の基礎知識研修会の進捗状況

（金光理事・岡田理事）

・11/26（日）13:00～16:30、ベイタウン尾道２Ｆ会議室にて開催（会場費は県薬から支給）
第 1 回目はＤＶＤ視聴による研修とする。
第 2 回目は H30．1 月にすずらん薬局の松谷先生を講師に迎え、体験型研修を開催予定。
(3) 学術研修会の受付について （金光理事・田邊理事）
・研修会の受付は今までどおりメーカーにお願いする。記帳後、研修シールの引換券を交付する。
研修会終了時に受付にて引換券と交換で研修シールの交付と参加費の支払いをしていただく。
(4) 三師会の講演内容の変更ついて

（安保会長）

・講演内容は「お薬手帳の活用について」
。演者は友滝副会長。
・今後、薬局にアンケートをとり、その結果も簡単に発表する予定。
（5）夜間救急委員会からの報告

（平井副会長、岡田理事、金光理事)

・夜間救急参加アンケート集計結果より参加可能な薬剤師は 79 名から 70 名弱程度に減少した。
個々の参加条件なども考慮して、必要であれば再募集も検討する。
・カルテと処方箋記載内容の違いによるアクシデント発生。カルテと処方箋の照らし合わせを徹底する。
（6）その他
・薬剤師会の定款原本は田邊元会長から安保会長に保管先が変更。

（安保会長）

・薬剤師会職員給与は最低賃金の改定に伴い、800 円→820 円/時にベースアップする。 （麻生副会長）
・「尾道市暮らしのガイドブック」の内容は各担当者が更新。再確認後 11 月中旬までに業者に提出する
(麻生副会長)
・第 34 回広島県薬事衛生大会が 11/30（木）14:00 よりエソール広島にて開催予定。 （安保会長）
横田理事、平野理事、村上が参加予定
・組織図の更新について（岡田理事）
夜間救急に森会員の名前が記載されていない →
実務実習の委員長名

理事でなくても記載する

→ 平田理事⇒平野理事に訂正

学術（薬薬連携）は平井副会長・金光理事・田邊理事・岡田理事の 4 名とする

平成 29 年 11 月

一般社団法人 尾道薬剤師会薬連理事会報告

日

時： 平成 29 年 11 月 2 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

21:05～21:10

出席理事： 安保、平井、麻生、金光、横田、伊駒、岡田、串田、平野、田邊、村上(11 名)
欠席理事： 友滝、片渕、平田、斎藤、中山、岩崎、（6 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：村上朝路
議事録署名人：金光瑞恵、横田いつ子

安保会長より
「これからの医療と薬剤師を語る会」
～山本信夫会長・本田あきこ副会長と語る夕べ～

開催について 出席依頼が届いて

います。尾道薬剤師会からは 3 名の出席予定。
日時：H29.11.19 (日) 17：30～20：00
場所：オリエンタルホテル 4F オリエンタルボールルーム
出席予定者：安保会長 、麻生副会長、 平野理事
参加費：4000 円

平成 29 年 12 月
日

時： 平成 29 年 12 月 14 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19:30～22:00

出席理事： 安保、平井、麻生、友滝、横田、伊駒、串田、平田、村上、斎藤、田邊、平野、岩崎
(13 名)
欠席理事： 片渕、金光、岡田、中山（4 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：岩崎麻里
議事録署名人：麻生祐司、横田いつ子
(1) 学術講演会受付について

(田邊理事)

武田薬品工業(株)現担当者より、金銭授受不可の申し出があり、先日研修会で田邊理事が対応。
シール希望により金銭授受が必要な方が 10 名以上いたため、大変だった。
共催であることをお伝えし、今後も対応不可であれば、薬剤師会から 1 名対応する。
その他のメーカーは今まで通りお願いし、申し出があった場合には、その都度検討する。
(2) 医療・衛生材料研修会(12/19)の案内・周知 （麻生副会長）
医療・衛生材料研修会は 12/19(火)に変更。25 名参加予定。
尾道市総合福祉センター2 階会議室 19:30～21:00
(3) 夜間救急委員会より改善委員会の報告等 （平井副会長）
年末年始に向けて、十分量の在庫を置く予定。
包装単位が大きく期限切れになりやすい医薬品は、リストにして机に貼ることで、医師が協力して処方
してくださるとのこと。
抗インフルエンザ薬は、イナビル、タミフル、リレンザの順に使用される可能性が高いため、それに合
わせて在庫をする予定。
(4) 実務実習委員会より 2/4 のワークショップアドバンストの件ほか （平井副会長)
認定実務実習指導薬剤師アドバンストワークショップ開催。
条件として、今年度と来年度の受入をしている薬局の指導薬剤師。
○1/21(日)13:00～17:30 岡山就実大学
尾道支部から 2 名⇒村上理事、残り 1 名
○2/4(日)13:00～17:30

福山大学

尾道支部から 5 名⇒友滝副会長、横田理事、斎藤理事、残り 2 名
要確認者：平野理事、中山理事、クルーズ薬局小松谷先生、古浜薬局渡辺先生
(5) 退院時ケアカンファレンスについてのアンケート結果の報告 （平井副会長）
8/16 実施の在宅業務に関するアンケート集計結果。薬局数 49 件/98 件回答あり。
・約半数が在宅業務実施。
・実施における問題点は、人員不足、Dr.やケアマネージャーからの依頼が少ないなど。

・退院時カンファレンスへの参加意向はあるが依頼がないが約半数。
・在宅支援講習会開催についての要望は、学術担当へ移行し、活用していきたい。
関連事項として
先日の包括ケア会議で、尾道市医師会副会長三宅先生より「ケアマネが薬局薬剤師をカンファレンス
に呼ぶように。
」というお話があった。
(6) 疑義照会プロトコルの進展状況 （串田理事)
福山市薬剤師会、さいたま赤十字病院、さいたま市薬剤師会、神戸大学のプロトコルを参考に作成。
原案のため、連携委員で検討し、JA 尾道総合病院薬剤部長堀川先生に確認後、理事会で検討予定。
JA 尾道総合病院、尾道市立市民病院、公立みつぎ総合病院で使用出来るようにする予定。
(7) 健康まつりについて （串田理事）
アンケートの結果で、まちの薬局は人気ランキング第 3 位。
災害時医薬品供給車両展も参加者 15 名中 9 名が評価。
来年度は、11/11(日) 尾道市総合福祉センターで開催予定。
従来通りの開催予定だが、来年度は尾道市政 120 周年にあたるため、若干変更になる可能性あり。
(8) 組織図の変更および改組について(HP 含む) （麻生副会長）
前回指摘のあった部分を訂正し、夜間救急に森会員を追加、実務実習の委員長を平田理事→平野理事に
変更。
定款・細則→法務・危機管理に変更し、総務と友滝副会長を追加。
不動在庫対策に、串田理事を追加。
広域病院 病薬連携 JA 尾道総合病院担当に、斎藤理事を追加。
各委員会が機能していない可能性があり、委員会の再編と運用に関して、メール上で検討していく。
(9) 職員への弔意報告および職員配置について （麻生副会長)
尾道市立市民病院 FAX 担当者のご主人にご不幸があり、最初もう 1 名が終日対応、その後 JA 尾道総
合病院からヘルプに入ってもらった。
現在 FAX 担当者は、JA 尾道総合病院 3 名、尾道市立市民病院 2 名、公立みつぎ総合病院 1 名配置。
今後同様の事例があった時にどのように対応するか検討する必要あり。
(案)尾道薬剤師会事務の方が研修に入ることで、今回と同様のケースが発生した場合にヘルプで入れる
ようにする。
他に何かいい案があれば、麻生副会長へ連絡。
(10) 偽造処方せんの報告および「対策マニュアル」策定について （麻生副会長）
11/17～11/18 に尾道市内の薬局で発生した偽造処方せんによる医薬品の搾取(未遂)事件は、欠品等偶
然が重なったことで発覚。
向精神薬ではなかったため、被害届等の提出はしていない。
今後、適切かつ迅速な対応が行えるように、法務・危機管理委員会を設置し、
「対策マニュアル」を
策定する必要あり。

(11) 新年会について （安保会長）
2/17(土) レスポワールで開催、20～30 名(理事含む)参加予定。
担当幹事：平野理事
(12) その他
・市主催の勉強会について （平井副会長、串田理事）
尾道市健康推進課の方が、健康まつりでモバイルファーマシーを見られ、健康推進課と医師会の笠井
先生より、災害について話をして欲しいと薬剤師会に依頼あり。
対象者は、医療、介護福祉関係者で、串田理事か岡田理事が対応予定。
・新年互礼会について （安保会長）
日時：1/11(木)16 時～
出席者：串田理事、平野理事 予定
提出期限：12/25 までのため、出席希望の方は安保会長へ連絡。
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時： 平成 30 年 3 月 8 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

一般社団法人 尾道薬剤師会理事会報告
19:30～21:50

出席理事： 安保、平井、麻生、友滝、金光、横田、伊駒、岡田、串田、平田、村上、斎藤、田邊、平野、中山、
岩崎（16 名)
欠席理事： 片渕（1 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：岩崎麻里
議事録署名人：金光瑞恵、横田いつ子
(1) JA 尾総 FAX ENI ファーマシーのリース満了、再契約の確認

(横田理事)

JA 尾総 FAX がリース満了となる。４回目のリース更新を確認した。
(2) 未収 FAX 料金について （伊駒理事）
一昨年の未払い金の回収は完了した。
今後も、原則は口座振り込みとするが、トラブル発生時は臨機応変に対応する。
会計の決算書処分について （伊駒理事）
7 年間の保管義務を過ぎた会計の決算書を、尾道市クリーンセンターで廃棄処分する。
(3) 学校薬剤師会について中間報告 （平田理事）
広島県学校薬剤師会が 3/31 で解散することが臨時総会で決議された。その後は広島県薬剤師会に引き
継がれる予定だが詳細は未定。
(4) 疑義照会プロトコルの進捗状況報告 （串田理事)
1 月頃に一度、JA 尾道総合病院と協議したが未決着。今後も協議する予定。
(5) 夜間救急委員会より報告事項 （平井副会長）
2/27 に開催された夜間救急改善委員会の報告事項
・お薬手帳返却忘れ防止のため、カルテに「しおり」を挟むことになった。
・医療事務が 4 月から外部委託になる。3 月から引き継ぎが行われる。
・地域包括連絡協議会作成のお薬手帳貼付用の情報共有シートは対象の方へ対応する。
・リレンザは採用医薬品から削除された。
実務実習委員会より報告事項 （平井副会長）
H30 年度実務実習受け入れのお願い(配属先振り分け表記載)を受け入れ薬局に配信する予定。
支部支援内容は、次年度の新カリキュラムをふまえて、今後委員会で詰める。
(6) HbA1c 測定の取り組みについて（友滝副会長)
三原薬剤師会では市との連携で薬局での HbA1c 測定を進めている。
尾道薬剤師会も、事業を推進したほうが良いと思うが、まず、三原市の状況を確認し、玉浦先生への講

演依頼も考えたい。
尾道市地域包括ケア連絡協議会の医療・介護連携推進部会について （友滝副会長）
情報共有シートの普及のためポスター作成中。
その他の変更点
・企画作成として、尾道市地域包括ケア連絡協議会と記載
・名称を情報共有シートで統一
・お薬手帳への貼付対象者を 70 歳以上→65 歳以上に変更する。
・4 月に各薬局へ新しい「情報共有シート」
（シールになって貼りやすくなる）配布予定。
・来年度以降も、
「情報共有シート」普及のためにアイデア（お薬手帳のブックカバー兼シートにする
など）を出して検討していく予定。
(7) 公立みつぎ総合病院より要望 （岡田理事）
尾道薬剤師会のホームページに日曜日の当番薬局を掲載してもらいたいと要望あり。
広島県薬剤師会のホームページに休日当番薬局が掲載されているので、それを活用する。
委員会について （岡田理事）
尾道薬剤師会のホームページに掲載されている組織名簿の変更は引き続き検討していく。
(8) その他・各種報告
公立みつぎ総合病院について補足説明 （麻生副会長）
公立みつぎ総合病院の院外処方箋発行システムが 3/1～変更になった。
FAX コーナーの存続も、考える必要が出てくるかも。
薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡時の運用変更について （麻生副会長）
3/1 より適用されている運用手順について、今後広島県薬剤師会がガイドライン作成予定のため、必
要であれば修正する。
学術講演会の受付について （田邊理事）
出席者名簿に、研修シール希望のチェック欄を作成した。
学術委員以外でも対応出来るように、受付マニュアルを作成した。
3/9 歯科医師会合同研修会参加の依頼 （平井副会長）
現在、薬剤師会からの参加予定は 13 名。
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一般社団法人 尾道薬剤師会薬連理事会報告

日

時： 平成 30 年 3 月 8 日(木)

場

所： 尾道薬剤師会事務所

21:30～21:40

出席理事： 安保、平井、麻生、友滝、金光、横田、岡田、串田、平田、村上、斎藤、
田邊、平野、中山、岩崎 (15 名)
欠席理事： 伊駒、片渕（2 名）
議

長： 安保圭介

議事録作成者：岩崎麻里
議事録署名人：金光瑞恵、横田いつ子

平野理事より
本田あきこ先生が 4/16～4/19 に広島に来られる予定のため、先生の挨拶の場が必要。
本田あきこ先生のスケジュールを確認後、学術委員会と連携して、東和薬品(株)と学術
講演会を調整する。

