平成26年度事業報告（庶務報告含む）
《4月》
1 辞令交付式
5 平成26年度いわき明星大学入学式
（於：いわき明星大学児玉記念講堂）長谷川会長出席
7 ニュータウン薬局

竹下康照氏 来局

8 いわき市保健福祉部長室訪問：長谷川会長・関

洋美・小西健司・阿部事務局長

12 平成26年度 福島県学校薬剤師会支部長会議（於：ホテル大亀）佐久間美典 参加
14 いわき市教育委員会 学校教育推進室学校教育課
14 いわき市地域医療対策室

来局

来局

15 平成26年度 片倉エンジニアリング（株）安全衛生協議会総会
安全衛生講話（於：正月荘）講師 若松伸洋
16 平成26年度第1回いわき明星大学実務実習連絡協議会
（於：いわき明星大学薬学部棟 103会議室）
長谷川祐一・加藤春一・赤津雅美・石井 望 参加
18 いわき市立総合磐城共立病院院長 樋渡信夫先生退任祝賀会
（於：グランパルティいわき）会長 長谷川祐一出席
21 広報・情報委員会（於：事務局） 5名出席
22 ときわ会常磐病院 小松田氏訪問（阿部事務局長）
22 三役会議（於：事務局） 会長を含む 6名出席
24 平成26年度 福島県薬剤師会第1回常任理事会
（於：県薬会館3階大会議室）赤津雅美 出席
26 平成26年度いわき明星大学白衣授与式
（於：いわき明星大学児玉記念講堂）草野正史・加藤春一 出席
30 いわき市保健福祉部長室訪問：長谷川会長・阿部事務局長

《5月》
8 平成26年度第1回いわき市社会福祉審議会全体会
（於：いわき市総合福祉センター多目的ホール）長谷川会長 出席
8 平成26年度第1回福島県新型インフルエンザ対策いわき地域医療会議
（於：いわき市総合福祉センター３階「栄養指導室」）長谷川会長 出席
11 ”介護フェアinいわき2014”（於：いわき市総合保健福祉センター）
参加者：小倉明子・池田千雪・相楽信夫
15 監査会（於：事務局）瀬尾秀之・國井保裕両監事・いわきビジネス会計を含む ８名
17 県薬主催「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業」に関する会議
（於：県薬会館大会議室）阿部正敏 出席
19 平成26年度第1回いわき市国民健康保険運営協議会（委嘱状交付式）
（於：いわき市役所第3会議室）池田千雪 参加
19 広報・情報委員会（於：事務局） 6名出席
20 平成26年度いわき市薬物乱用防止指導員協議会総会
（於：いわき市総合保健福祉センター）小西健司・小倉明子・池田千雪
20 三役会議（於：事務局） 会長を含む 6名出席

参加

21 北海道薬価大学・岡崎准教授を囲む懇談会
三役会・職能委員会・社会保険分業委員会（於：ラ・パリージャ） 15名出席
22 平成26年度 福島県薬剤師会第2回常任理事会
（於：県薬会館3階大会議室）赤津雅美

出席
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23 平成26年度いわき市薬物乱用防止指導員協議会 研修会
（於：東京税関・成田税関支署旅客ターミナルビル税関施設見学）小倉明子 参加
23 休日当番薬局委員会（於：事務局） 6名出席
25 平成26年度第1回地域薬剤師会連絡協議会（於：県薬会館３階大会議室）
長谷川祐一・赤津雅美 出席
25 平成26年度第2回役員選任委員会（於：県薬会館３階大会議室）
赤津雅美・加藤春一・阿部正敏 出席
25 平成26年度福島県薬剤師会第1回理事会（於：県薬会館３階大会議室）
赤津雅美・加藤春一・阿部正敏 出席
27 理事会（於：いわきニュータウンセンター４Ｆ）会長を含む理事15名・監事2名出席
28 平成26年度第1回いわき市介護保険運営協議会
（於：いわき市文化センター１階大講義室） 矢吹明孝 出席
28 福島県赤十字血液センターいわき出張所 管理係長 後藤明彦氏・
いわき市保健所総務課 医事薬事係長 岡村文宏氏 来局

《6月》
1 平成26年度 第55回福島県学校薬剤師会総会
（於：チェンバおおまち）佐久間美典いわき支部長出席
9 第1回いわき市休日夜間急病診療所運営委員会
（於：いわき市総合保健福祉センター）佐久間美典・飛田桂一 出席
10 三役会（於：事務局） 7名出席
19 平成26年度

福島県薬剤師会第3回常任理事会（於：県薬会館３階大会議室）
赤津雅美出席・阿部長一事務局長（オブザーバー出席）
19 平成26年度小名浜地区いのちを救う愛の献血市民運動推進協議会総会
（於：小名浜公民館２階 会議室）関 洋美出席
22 平成26年度 福島県薬剤師会第2回理事会（於：県薬会館３階大会議室）
長谷川祐一・阿部正敏・加藤春一・赤津雅美出席
22 「ダメ。ゼッタイ。」いわき市６２６ヤング街頭キャンペーン
（於：イオンいわき店周辺）小西健司・小倉明子 出席
23 平成26年度 いわき市平地区いのちを救う愛の献血市民運動推進協議会 役員会・総会
（於：いわき市総合保健福祉センター3階 健康学習室）池田千雪 出席
26 東京電力福島復興本社 福島原子力補償相談室いわき補償相談センター
商工業相談第二グループ 部長 杉森正章氏・課長 桑原 正紀氏 来局
27 いわき市薬剤師会平成26年度通常総会&一般社団法人移行祝賀会
（於：いわきワシントンホテル椿山荘）
名出席
30 平成26年度健康教育推進者研修会「薬物乱用防止教育指導者講習会」
（於：いわき合同庁舎）講師：長谷川祐一・研修会参加者：学校薬剤師５名

《7月》
3 平成26年度第1回いわき市医療安全相談センター運営協議会
（於：いわき市総合保健福祉センター2階 会議室１）草野正史 出席
4 福島県医療福祉情報ネットワークに関する説明会
（於：いわきニュータウンセンター１階会議室）参加者 51名
9 平成26年度第1回いわき市三師会幹事会
（於：いわきワシントンホテル） 長谷川会長を含む 5名出席
10 新病院建設事業 設計・施工一括発注（デザイン・ビルド）に係る
公開プレゼンテーション（於：いわき市文化センター大ホール）阿部事務局長
15 理事会（於：ラ・パリージャ）会長を含む理事19名・監事2名出席
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16 平成26年度第2回いわき市介護保険運営協議会
（於：いわき市文化センター１階大講義室） 矢吹明孝 出席
17 平成26年度福島県くすりの週間実行委員会
（於：福島県薬剤師会館 3階大会議室） 長谷川会長 参加
27 献血キャンペーン（於：いわきニュータウンセンター祭）スタッフ8名参加
（献血受付 68名・採血者 57名）
29 平成26年度第1回いわき市在宅医療・多職種連携推進会議
（於：いわき市医師会館）政井 学出席
30 平成26年度第2回いわき明星大学実務実習連絡協議会
（於：いわき明星大学薬学部棟103会議室） 長谷川・加藤・赤津・石井参加

《8月》
7 平成26年度学校保健講習会「エピペン」実技研修（講師：先﨑 敬）
（於：いわき市総合保健福祉センター）参加対象者：小中学校の保健主事・養護教諭等
7 第40回いわき市総合社会福祉大会運営委員会
（於：いわき市社会福祉センター5階第３会議室） 阿部事務局長 出席
18 休日当番薬局委員会（於：事務局） 5名出席
19 社会保険委員会（於：事務局） 5名出席
20 平成26年度第2回いわき市休日夜間急病診療所運営委員会
（於：いわき市総合保健福祉センター会議室） 佐久間美典・飛田桂一 出席
26 三役会（於：事務局） 5名出席
27 平成26年度 いわき市社会福祉審議会身体障害者福祉審査部会臨時会
（於：いわき市総合保健福祉センター３階健康学習室）長谷川祐一 出席
31 麻薬・覚せい剤乱用防止キャンペーン
（於：鹿島ショッピングセンターエブリア）池田千雪・小倉明子

参加

《9月》
2 広報・情報委員会（於：事務局） ８名出席
2 くすりと健康の週間実行委員会
（於：いわきニュータウンセンタービル１階会議室） 11名出席
6 市民フォーラム”救急医療いわき2014”
（於：いわき市総合保健福祉センター 多目的ホール） 山本直樹 参加
9 勿来いきいきday倶楽部（於：勿来老人福祉センター）講師 若松 伸洋
16 広報・情報委員会（於：事務局） 7名出席
18 第13回健康いわき21推進市民大会 （於：いわき市総合保健福祉センター）
保健衛生功労者表彰受賞者
加藤典子・松本伸丈
20 平成26年度「くすりと健康の週間」禁煙研修会
（於：いわきワシントンホテル椿山荘） 53名出席
20 平成26年度いわき市医療安全対策研修会
（於：いわき市文化センター 大ホール） 71名出席
24 平地区いきいきday倶楽部講演会（於：南白土公民館）講師 村田 亮
24 平成26年度第4回いわき市介護保険運営協議会
（於：いわき市文化センター4階大講義室1） 矢吹明孝
24 FAXコーナー運営委員会（於：事務局） ５名出席

出席

27 ～28 第65回東北薬剤師会連合大会（於：飯坂温泉ホテル聚楽）赤津雅美出席
28 いわき市障害福祉課（手話通訳担当者）講演会・・・薬の正しい使い方
（於：サンアビリティズ）講師 若松伸洋
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30 危険ドラッグ乱用防止方部別研修会
（於：いわき市総合保健福祉センター多目的ホール） 86名出席

《10月》
1 いわき市三師会第2回幹事会（於：いわきワシントンホテル椿山荘） 7名出席
2 ときわ会常磐病院訪問
町野県薬会長・県薬事務局長・長谷川会長・関 FAXコーナー運営委員長
・小西副委員長・阿部事務局長
5 第64回福島県薬業スポーツ大会 参加
（於：会津若松市立第二中学校・福島県立葵高校第二グランド）
いわき薬業チーム（ソフトボール）
9 「子ども薬剤師体験事業」事前打ち合わせ会（於：事務局） ３名出席
14 広報・情報委員会（於：事務局）７名出席
14 「薬と健康の週間」禁煙の扉事業説明会
（於：いわきニュータウンセンタービル１階会議室） 25薬局参加
16 平成26年社会保険特別研修会「福島・伊達・二本松方部」
（於：コラッセふくしま）赤津雅美・政井 学・山本直樹 出席
20 「子ども薬剤師体験事業」事前打ち合わせ会（於：いわき明星大学） 8名出席
24 勿来いきいきday倶楽部（於：勿来老人福祉センター）講師

若松 伸洋

26 子ども薬剤師体験事業（於：いわき明星大学薬学部棟）
スタッフ16名参加（小・中学生体験者71名）
28 在宅医療推進委員会（於：事務局）6名出席

《11月》
4 「地域といわき明星大学との情報交換会」
（於：いわきワシントンホテル椿山荘３階）長谷川会長・菅野香・阿部事務局長 出席
5 平成26年度いわき明星大学薬学部プレ実務実習
（於：いわき明星大学薬学部棟）模擬患者役５名参加
6 三役会（於：事務局） 6名出席
11 広報・情報委員会（於：事務局）８名出席
12 休日当番薬局委員会（於：事務局） ４名出席
18 社会保険委員会（於：事務局）5名出席
19 平成26年度第5回いわき市介護保険運営協議会
（於：いわき市文化センター4階大講義室1） 矢吹明孝 出席
20 平成26年度薬事講習会（於：東京都調布市文化会館たづくり「くすのきホール」）
講師：長谷川祐一（演題：東日本大震災における医薬品供給と薬剤師の役割）
25 理事会（於：いわき市生涯学習プラザ）理事16名・監事2名出席
25 くすりの週間実行委員会反省会&理事会忘年会（於：いおり）17名出席

《12月》
4 いわき市三師会第３回幹事会（於：いわきワシントンホテル椿山荘） 5名出席
11 広報・情報委員会（於：事務局）８名出席
16 在宅服薬支援マニュアルに関する方部別研修会
（於：いわき市総合保健福祉センター 多目的ホール）

71名参加
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《1月》
7 平成26年度第6回いわき市介護保険運営協議会
（於：いわき市文化センター4階大講義室1） 矢吹明孝 出席
10 一般社団法人福島薬剤師会 新法人設立祝賀会並びに新年会
（於：ホテル福島グリーンパレス 瑞光東の間） 阿部副会長 出席
14 平成26年度第3回いわき明星大学実務実習連絡協議会
（於：いわき明星大学薬学部棟103会議室）加藤春一・石井 望・阿部長一 参加
18 県薬主催 地域包括ケアシステムに関する研修会
（於：コラッセ福島５階 小研修室）阿部正敏・加藤典子 出席
19 いわき明星大学イグナイト教育ステップ１Ａ （参加者 学生87名・教師20名）
（於：いわき明星大学薬学部棟105大講義室）講師：菅野 香
20 広報・情報委員会（於：事務局） 7名出席
23 勿来いきいきday倶楽部（於：勿来老人福祉センター）講師

若松伸洋

27 三役会（於：事務局） 7名出席
28 社会保険分業委員会主催「平成26年度調剤報酬研修会」（講師：庄子 授）
（於：いわき市総合保健福祉センター） 117名参加
31 平成26年度「いわき市三師会総会＆懇親会」
（於：いわきワシントンホテル 椿山荘）14名参加

《2月》
4 「福島県医療福祉情報ネットワーク」に関する打ち合わせ（於：田村）
（福島県医療福祉情報ネットワーク協議会 小針一真氏・丸木瑞氏・高木良一氏・
長谷川会長・阿部事務局長）
6 勿来いきいきday倶楽部（於：勿来老人福祉センター）講師 若松伸洋
9 平成26年度いわき市ケアマネジメント実践講座
（於：いわき市総合保健福祉センター）
9 FAXコーナー運営委員会（於：事務局） ８名出席

講師

長谷川祐一

12 平成26年度いわき市医師会「主治医意見書説明会」医師と多職種連携の集い
（於：パレスいわや）竹下真紀子副会長 出席
12 広報・情報委員会（於：事務局） 6名出席
13 福島労災病院

訪問（関

洋美ＦＡＸコーナー運営委員長・阿部事務局長）

13 休日当番薬局委員会（於：事務局） 5名出席
18 理事会（於：いわきニュータウンセンタービル１階B会議室）
理事18名・監事2名出席
20 第4回いわき市休日夜間急病診療所運営委員会
（於：いわき市総合保健福祉センター）佐久間美典・飛田桂一 出席

《3月》
3 平成26年度 第2回いわき市在宅医療・多職種連携推進会議
（於：いわき市医師会館） 政井
5 福島労災病院ＦＡＸコーナー（FAX自動送信機入換）
12 三役会（於：生涯学習プラザ） 4名出席
オブザーバー出席（FAXコーナー運営委員長
17 広報・情報委員会（於：事務局） 5名出席
18 学校保健委員会（於：事務局） 4名出席

関

学 出席

洋美・副委員長

小西健司）
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18 「（仮称）地域包括ケア推進会議」
（於：いわき市文化センター４階大会議室２） 政井

学 出席

19 平成26年度いわき明星大学学位授与式
（於：いわき明星大学児玉記念堂） 長谷川会長 出席
22 平成26年度第2回地域薬剤師会連絡協議会
（於：県薬会館3階 大会議室）長谷川会長 出席
24 平成26年度第2回いわき市医療安全相談センター運営協議会
（於：いわき市総合保健福祉センター3階 健康学習室）草野正史 出席
26 第5回いわき市休日夜間急病診療所運営委員会
（於：いわき市総合保健福祉センター）佐久間美典・飛田桂一 出席
31 理事会（於：いわきニュータウンセンタービル１階B会議室）
理事 17名・監事2名出席

平成 2６年度中央台鹿島薬局事業報告
委員長

長谷川

祐一

１．地域公衆衛生に貢献する、会営薬局としての健全運営
地域における公衆衛生に貢献する会営薬局として、調剤薬局としての標準
的内容を堅持しつつ、地域公衆衛生の支援薬局としての機能の充実を図った。
いわき市における、基幹薬学生長期実務実習受入薬局として、第２期２名
の薬学生を受け入れた。
平成２６年度の処方箋枚数は前年度比１０１％、調剤報酬金額前年比９２．
５％とやや減少はしているものの、東日本大震災前と比較すると薬局周辺に
仮設住宅が設置され、まだ、多くの被災者が入居されていることから、薬局
を訪れる被災者が多く見受けられる状況にある。
課題としては、東日本大震災後の福島県内における医療機関では医師、薬
剤師、看護師等の医療従事者が不足するなど劣悪な状況が改善されていない。
会営薬局においても、同様に薬剤師不足が深刻で厳しい職場環境であり、
そのような中でも職員同士が協力し合い、難局を乗り切ることができた。
今後とも、職員一丸となり患者の視点に立った対応の充実に向けて、更なる
研鑽に努める所存である。
２

中央台鹿島薬局の整備
平成２６年１０月
調剤用レセプトコンピュータの更新
薬歴情報の電子化

３

薬学性実務実習生受入
長期実務実習受入 第２期９月１日～１１月１６日いわき明星大学（２名）
早期体験学習（イグナイト）受入

６月いわき明星大学

