
資料 3 平成25年3月24日代議員会議決)

平成25年度 広島県薬剤師会事業計画

1 県民の福祉・医療・保健衛生向上のための活動
(1)広島県保健医療計画に関する地域薬剤師会の積極的参画の推進と支援
(了)広島県保健医療計画及び二次保健医療圏計画への参画
(イ)広島県地域保健対策協議会(特別委員会)等への参画及び協力

(ウ)広島県圏域地域保健対策協議会研修会への参画
(エ)医薬品のより良い使用推進事業への協力
(オ)がん検診サポート薬剤師事業の推進及び協力
(カ)広島プライマリ・ケア研究会への協力
(キ)広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会への協力

(2) I健康日本21J 健康ひろしま21J I健やか親子21Jへの協力
(ア)第8回食育推進全国大会への参加及び協力 (25.6.22・23)

(3) 県民の薬と健康に関する啓発事業
(7) I薬と健康の週間j への協力及び「薬と健康相談窓口 j の開設《県補助事業》

(イ) I薬草に親しむ会」の開催(1カ所)
(ウ) I第30回広島県薬事衛生大会」の開催協力
(エ)県民公開講座の開催
(オ)県民への医薬分業PR
(カ)薬事衛生指導員の育成及び活動 《県補助事業》
(キ) Iくすりの相談」事業の推進と協力及び薬事情報センターの活用
(ク)ブラウンバッグ運動の推進
(ケ)麻薬・覚せい剤・向精神薬等薬物乱用防止活動の支援

(コ)禁煙推進活動の支援
(サ) ドーピング防止活動及びスポーツファーマシスト養成事業への協力
(シ)学校薬剤師活動支援及び協力
(ス)カラーリボンキャンベーンへの支援及び協力
(セ)セルフメディケーションの推進
(ソ)検査センターの活用

(4) 介護保険制度への対応
(5) 防災体制

(ア) I災害時における薬剤師の派遣・医薬品等の供給について」検討
(イ)新型インフノレエンザへの対応

(6) その他
2.医薬分業の推進及び社会保険制度への対応

(1)保険薬局部会の事業
(2) 県民への医薬分業 PR

(3) 在宅医療への参画推進
(4) 医薬品安全性情報収集活動に協力
(5) 調剤報酬審査支払機関への対応

(6) 保険指導薬剤師への対応
3.薬剤師の生涯教育及び養成計画

(1)第34回広島県薬剤師会学術大会の開催(呉 25.11.10) 

(2) 薬学教育機関等との関係強化
(7)広島大学、福山大学、広島国際大学、安田女子大学との連携推進
(イ)広島県病院薬剤師会との協力推進

(3) 薬学部学生薬局実務実習への協力
(了)薬学部学生薬局実務実習への協力
(イ)中国・四園地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関への協力
(ウ)受け入れ薬局と指導薬剤師の育成

(4) 広島県薬剤師研修協議会への協力
(ア)日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度への協力
(イ)新カリキュラム対応薬剤師研修事業への協力
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(ウ)認定実務実習指導者養成ワークショップ・講習会への派遣
(エ)認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップの開催
(オ)認定実務実習指導薬剤師養成講習会の開催
(カ)認定実務実習指導薬剤師養成フォーローアップ研修会の開催
(キ)平成25年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力 (25.
(ク)福山大学卒後教育研修会への協力
(ケ)広島国際大学卒後教育研修会への協力
(コ)安田女子大学卒後教育研修会への協力

(サ)各種学会への協力
(シ)医薬品関連施設等の見学
(ス)新薬剤師研修会の開催 (25.
(セ)未就業薬剤師就業支援事業
(ソ)生涯学習支援システムへの協力
(タ)研修カレンダーの運営
(チ)その他

(5) 生涯教育に関する支部薬剤師会への協力
(6) 第46回日本薬剤師会学術大会への参加(大阪 25.9.22・23)
(7)第52回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会への協力

(愛媛 25.10.26・27)
(8) その他薬剤師の生涯教育に必要な事業

4.薬局等の薬剤師業務への対応
(1)薬剤師倫理の向上
(2) 薬局グランドデザインへの協力
(ア)日本薬剤師会制定「広島県薬剤師会認定基準薬局」制度の推進
(イ)日本薬剤師会サポート薬局制度への対応

(ウ)薬局業務運営ガイドライン等各種指針の活用による薬局業務の整備・充実
(エ)医薬品適正使用の推進(対面販売・服薬指導・相談業務の強化)
(オ)医薬品 a情報の収集・整理・提供の支援
(カ)医薬品の休日・夜間供給体制の確立・支援

(3) ブラウンバッグ運動推進への協力
(4) 薬局機能情報公開制度への対応
(5) 薬局製剤等薬局医薬品の活用
(6) 医薬品副作用被害救済制度への協力
(7)リスクマネージメント等への対応

(ア)苦情処理委員会

(イ)薬局における医療安全管理体制の充実
(ウ) I薬剤師賠償責任保険J(日本薬剤師会)及び「個人情報漏洩保険」の加入促進と対応
(工)医薬品等安全性情報報告の徹底

(8) 2014年版管理記録簿の作成・配布
(9) 高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の開催

(10) がん検診サポート薬剤師事業の協力
(11) 薬局等に勤務する登録販売者研修会の開催

(12) 関係団体等の連携の推進
5 薬事情報センターの事業
6.検査センターの事業
7 その他の事業

(1)医師会、歯科医師会、看護協会等関係団体との協力
(2) 薬局業務・薬剤師職能 PR

(3) 県薬会誌の発行
(4) 広島県薬メーノレニュースの配信
(5) 広島県薬ホームページの管理・運営
(6) 薬剤師無料職業紹介所事業

(7)薬祖神大祭の開催
(8) 公益法人制度改革への対応
(9) 薬剤師会館移転の検討及び対応

(10) その他本会の目的達成に必要な事業
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資料4 (平成25年3月24日代議員会議決)

平成25年度 薬事情報センタ一事業計画

1 .情報提供

(1)薬事情報提供

電話による情報提供(メール、 FAXによる相談も可能)

FAXによる情報提供(各種資料、研修会ご案内、他)

(2) 広島中毒119番

電話による情報提供(夜間・休日は留守番電話で対応[大阪中毒110番、つくば中毒110番]) 

FAXによる情報提供

IT及び携帯電話による情報提供(自動検索システム)

(3) お薬相談電話

県民からの薬に関する相談(メール、 FAXによる相談も可能、回答は電話で行う)

2. ホームページによる情報提供の充実

(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. 情報誌の発刊・寄稿

(1) D. 1. News (ヒロシマ)発干Ij 4回

(2) 広島県薬剤師会誌への寄稿 6回

薬事情報センターだより/お薬相談電話/保険ニュース

(3) その他、必要と認められる場合

4. 研修

(1)日本薬剤師会薬事情報センタ一実務担当者研修会への出席

(2) 日本薬剤師会学術大会への出席

(3)平成25年度公認スポーツファーマシスト認定制度特別実務講習会への出席

(4) その他、必要と認められる研修会への出席

5. 講習会の開催および講師派遣

(1)定例研修会の開催 12回(毎月第2土曜日)

(2) その他、必要と認められる講習会の開催及び講師派遣

6. 会員の講演活動の支援

(1)資料収集、パワーポイントによるスライド作成

7 薬局実務実習への協力(施設見学)

8. 広島中毒119番のフリーダイヤルサービス

対象:県内(一般電話・携帯電話・ PHSよりの受付のみ)

9. 関係団体への協力

(1) 13本薬剤師会

Bunsaku文献データベースへのデータ入力

日本薬剤師会から提供された資料・情報の伝達(定例研修会、ホームページ等)

(2) 広島県

広島県医療安全支援センターへの協力
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(3)広島県病院薬剤師会

医薬品情報委員会への委員派遣

(4) (財)日本アンチ・ドーピング機構(JADA)

ドーピングホットラインとして協力

1 O.広報活動

(1)広島中毒119番

広島県 r農薬危害防止講習会テキストJ r広島県ホームページ(相談窓口)J 

広島県毒物劇物安全協会 r毒物劇物用シーノレj

広島市 r母子健康手帳J rすくすく J rのびのびJ わくわく J

「わくわく子育てベビーダイヤル」

「広島市ホームページ(ひろしま子育てナピ) Jに広島HDISシステムをリンク

財団法人ひろしまこども夢財団子育てガイドブック (2013)J

東広島市保健センター r母子健康手帳別冊受診券セット子育てパンフレットすくすく」

福山市 rあんしん子育て応援ガイド2013J

府中市 r母子健康手帳別冊j

府中町母子健康手帳別冊 r府中町ホームページ」

株式会社ガリバープロダクツ r子育てマガジン WFunFANFun.]J 

(2) お薬相談電話

広島県 r広島県ホームページ(相談窓口) J r広島県民手帳資料編(広島県統計協会)J 

「広島県ホームページ(後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する相談窓口)J 

広島市 r広島市ホームページ(よくある Q&A) J 

福山市 rあんしん子育て応援ガイド2013J

広島県後期高齢者医療広域連合:ジェネリック医薬品お願いカード

広島県市町国民健康保険 ・国民健康保険組合:ジェネリック医薬品お願いカード

株式会社ガリバープロダクツ r子育てマガジン WFunFANFun.]J 

中国新聞:広告掲載

(3)薬事情報センター

福山市:ポータルサイト「ふくやま子育て@一支援情報」に薬事情報センターホームページを

リンク

1 1. 全国薬事情報センターとの連携

(1)薬事情報センタ一間メーリングリストを活用した情報交換

(2) その他、必要と認められる事項
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資料6 平成25年間 24日代議員会議決)

平成25年度 保険薬局部会事業計画

1 総務

(1)医薬分業の質的向上対策の検討と推進

(2) 各支部保険薬局部会への支援、協力

(3) 保険薬局ニュースの発行

(4) 薬学生実務実習事業への協力

(5) 保険薬局部会の組織及び運営の検討

(6) 調剤報酬に関する質疑、応答

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)研修会の実施

3. 院外処方せん応需体制の整備・かかりつけ薬局機能の強化

(1)医薬品の情報収集及び情報提供、適正使用の推進

(2) 後発医薬品の情報収集及び情報提供による使用推進

(3) 休日・夜間等24時間医薬品供給体制整備への支援

(4) 基幹薬局・地区センター薬局の整備・活用の推進

(5) 医薬分業支援組織整備

(6) 備蓄検索システムの利用推進、整備

(7)無薬局地区における医薬品供給システムの調査、検討

4. 県民へのかかりつけ薬局理解のための広報

(1)かかりつけ薬局を県民に PR

(2) 地域における医薬分業・かかりつけ薬局 PR事業への支援

(3) インターネットホームページによる広報

(4) おくすり手帳の理解向上及び活用推進

(5) ブラワンバッグ運動の推進

5. 保険薬剤師の資質の向上

(1)各種研修会、講演会の開催

(2) 服薬指導、薬歴管理、情報提供実施の徹底

(3) 調剤事故防止のための情報提供と研修

(4) 訪問薬剤管理指導の研修

(5) Drug Information Newsの活用

(6) 各種保険制度に関する資料、図書の整備

6. 在宅医療への参画推進

(1)在宅患者服薬管理指導の推進

( 2) 在宅緩和ケアへの参画推進

7 医薬品安全性情報収集活動に協力

8 調剤報酬審査支払機関への対応

9. 保険指導薬剤師への対応
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資料 8 平成25年間"日代描員会酷決}

平成25年度 会館運営事業計画

平成25年度において、次の諸事業を行う .

1 広島県薬剤師命館及び関連施設の運営管理を行う .

2 ~高業団体及びその関係者との連絡制整を図り、県民の健康増進と福祉の増進に

帯与する。

3 会館研修室の利用を推進し、薬事関係者の知識の交流を図る.

4 第 30回広島県薬事衛生大会を開催する.

5 図書、印刷物等の斡旋販売を行う .

6 その他、必要と認められるもの。
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資料10 平成25年3月24日代議員会議決)

平成25年度 検査センタ一事業計画

広島県、広島市をはじめ、関係市町及び各支部薬剤師会、県学校薬剤師会、各支部学校

薬剤師会、関係諸国体の協力を得るほか、 一般への業務の拡大をはかり、更に検査センタ

ーの機能の充実に努める。

なお、本施設を県内薬事関係者に開放し、できるかぎり便宜供与をはかる。

1.薬事に関する試験、検査業務

( 1 )医薬品(後発医薬品を含む)の試験、検査

( 2 )医薬品原料及び資材の試験、検査

( 3 )無許可無承認、医薬品の試験、検査

( 4 )計画的試験検査の実施

2.その他の試験、検査業務

( 1 )飲料水の検査

( 2 )家庭用品の有害物質検査

( 3 )プール水の検査

( 4 )工場水などの排水、下水道水の検査

( 5 )浴槽水などの検査

( 6 )小学校、中学校、高等学校等の寄生虫卵及び尿検査

( 7 )食品取り扱い業者、共同炊事場従業者の腸内細菌検査

( 8 )学校教室等の空気中化学物質濃度測定検査

3. 研修

( 1 )日本薬剤師会試験検査センタ一連絡協議会への参加

( 2 )日本薬剤師会学術大会への参加

( 3 )日本薬剤師会試験検査センター技術研修会への参加

( 4 )日本医学検査学会への参加

( 5 )施設見学会の開催

( 6 )各種講習会への参加及び講習会の開催

( 7 )その他

4. 広島県薬剤師会誌への寄稿

( 1 )検査センターだより

( 2 )研修会等の報告

5. その他、必要と認められるもの
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