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2020 年 宮城県病院薬剤師会総会次第 

 

日時：2020年 6月 13日（土） 午後 2時 00分より 

 場所：せんだいメディアテーク 

             司会  佐藤(伸)常任理事 

 

（1） 開  会 

（2） 会長挨拶           石 澤 会 長 

（3） 議長選出 

（4） 報告事項 

（1号）2019年度委員会等事業報告 

イ) 常任理事会・理事会       石 澤 会 長 

ロ) 会員委員会         大 竹 委員長 

ハ) 広報委員会                    松 浦 委員長 

ニ) 業務委員会                    尾 形 副会長 

ホ) 学術委員会               富 岡 委員長 

ヘ) 中小病診療養委員会                松 本 委員長 

ト) 精神科病院委員会                 谷 藤 委員長 

チ) 生涯教育委員会        田 中 委員長 

リ) 災害対策委員会                  片 山 副会長 

ヌ) 認定専門特別委員会          中 村 副会長 

ル) 薬学教育･研修特別委員会      村 井 委員長 

ヲ) 地域連携特別委員会                            遠 藤 副会長 

ワ) 法人化検討特別委員会             中 村 副会長 

カ) その他 

（2号）2019年度決算報告       櫻 井常任理事 

（3号）2019年度監査報告       栃 窪 監 事 

（4号）その他 

（5） 議  案 

（1号）2020年度事業方針および事業計画案     石 澤 会 長 

（2号）2020年度予算案             櫻 井常任理事 

（3号）宮城県病院薬剤師会 

会長候補・監事候補選挙について  佐藤(真)委員長 

(4号) 2020年度常任理事・理事選出について      新  会  長  

――――― 休憩 15分間（新理事会開催）―――――――――― 

（5号）その他 

（6） 議長降壇 

（7） 閉会の辞            眞 野 副会長  



- 2 - 

2019年度事業報告 

2019年 4月 1日～2020年 3月 31日 

１．会員数 （2020年 5月 31日現在） 

  正会員  845名     特別会員     35名 

  名誉会員  9名     県内特別会員   1名  賛助会員 59社 

 

２．総会  2019年月 5月 11日（土） 於 エル・パーク仙台 

   ・2018年度事業報告 

   ・2018年度決算報告及び監査報告 

   ・2019年度事業方針、事業計画案、予算案 

・会員 20年表彰（5名）永年会員表彰（3名） 

 

３．常任理事会・理事会 

常任理事会開催 4回（6/17、10/29、2/25、5/20） 

理事会開催   4回（7/30、11/19、4/16～4/20、6/10～6/12） 

活動内容 

・日病薬から発信される情報を共有し、県病薬の事業等の方向性を議論し、決定し

た。 

・事務局委託先と共に一般社団法人化に関して議論し、一般社団法人として登記し

た。 

・宮城県病院薬剤師会 70周年記念事業について議論し、開催した。 

・薬剤師確保事業について議論し、宮城県と締結した。 

《第 1回》 

・一般社団法人移行に伴う対応について 

・東北メディカルメガバンクへの協力について 

・東北ブロック学術大会、70周年記念行事準備報告 

《第 2回》 

 ・病院薬剤部門の現状調査での小規模病院の回答率が低くいため協力要請がされた 

 ・宮城県病院薬剤師会 70周年記念式典報告。参加人数：記念式典 98名、祝賀会 104名 

・台風 19号被災と県病薬の支援報告 

 ・本年度から実施予定の県との共同事業である薬剤師確保事業の企画報告 

《第 3回》 

・新型コロナウイルスへの対応について 

① ブロック大会：「現地開催中止」し「誌上開催（6/30）」で実施 

② ②総会：特別講演と懇親会は中止。総会の開催方法について検討中 

③3月以降の県薬の主催共催の研修会は中止 

  ・(一社)宮城県病院・薬剤師会細則・規程案承認 

・災害対策マニュアル案の承認 

《第 4回》 

 ・日病薬病院薬学認定薬剤師制度は視聴したことを担保に特例として Web 講演会への単

位認定について報告 

 ・総会の縮小開催について 

 ・事務局委託先の変更について 
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 ・県との共同事業（薬剤師確保事業）の実施報告 

 ・医療安全特別委員会の新設について 

 

主催研修会・講演会 

・令和元年 10月 5日（土） 

  宮城県病院薬剤師会 70周年記念事業 

14：00～    記念式典 

          15：15～16：45特別講演 

           『 70周年を節目に次世代へ 』 

         日本病院薬剤師会 会長 木平 健治 先生  

   ・令和 2年 1月 18日（土） 15:00～16:30  

     宮城県病院薬剤師会 2020年新年会 

      『 創造と創生・挑戦と持続、そして未来 』 

京都大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長 松原 和夫  先生 

 

４．委員会 

(1) 会員委員会 

  委員会開催   2回（1/18、2/10） 

    活動内容 

・会員間の相互交流を深めるための催し物の企画・運営 

・総会・総会後懇親会の運営 

・H31年新年会特別講演会の運営 

・H31新年会企画・運営 

主催講演会・研修会 

・病院薬剤師によるお薬なんでも相談会の企画・運営主催研修会・講演会 

・2019年 4月 6日（土） せんだいメディアテーク （来場者 328名） 

第 17回病院薬剤師によるお薬なんでも相談会 開催 

・2020年 1月 18 日（土） 江陽グランドホテル 5F鳳凰 （参加者 124名） 

 2020年新年会特別講演会 

『創造と創生・挑戦と持続、そして未来』 

（一社）日本病院薬剤師会副会長  

京都大学医学部付属病院薬剤部 教授・薬剤部長 松原 和夫 先生 

・2020年 1月 18日（土） 江陽グランドホテル 5F鳳凰 （参加 112名） 

2020年度宮城県病院薬剤師会新年会 開催 

  

(2) 広報委員会 

委員会開催   0回（メールにて随時意見調整） 

活動内容 

・70周年記念誌の作成 

・事務局委託先へのホームページメンテナンスの移管 

 

(3) 業務委員会 

委員会開催  0回（用事メール会議を開催した） 

活動内容 
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主催研修会・講演会 

・2019年 9月 13 日（金）19:00～20:30 仙台市戦災復興記念館 参加者 30名 

宮城県病院薬剤師会会員向けセミナー 

『ゲノム情報を活用した未来型医療と個別化薬物療法の最前線』 

東北大学大学院薬学研究科生活習慣病治療薬学分野准教授 平塚真弘先生 

東北大学東北メディカル・メガバンク機構特任教授 長神風二先生 

            

(4) 学術委員会  

委員会開催  2回（7/4, 2/6） 

活動内容 

・新人研修会を企画し、開催した。 

・第 150回学術研究発表会を企画し、開催（誌上開催）した。 

主催講演会・研修会 

・令和元年 7月 27日（土） 東北医科薬科大学 （新人参加 33名） 

令和元年度宮城県病院薬剤師会新人研修会 

・令和 2年 3月 7日（土）誌上開催 

第 150回宮城県病院薬剤師会学術研究発表会 (一般口頭発表 18演題) 

 

(5) 中小病診療養委員会  

委員会開催  1回（4/27） 

活動内容 

・来年度の仙台開催の東北ブロック学術大会において、委員会として委員からテ

ーマを募集し、演題発表することを検討した。 

その内容として、新人研修会での参加者の就職に関する意識調査や委員の病院

の人員確保に関しての意見の聴取を実施した。 

・3～4回開催予定の研修会の内容に関して検討し、2回の研修会を開催した。企

画意見として、多くの参加者が見込めなくても良いので専門分野に特化した内

容が良い、添付文書改訂、ＲＭＰの利用方法、薬学生の考えを知りたいなどが

挙げられた。 

主催研修会・講演会 

・平成 31年 4月 27日（土）14；20～17：00 戦災復興記念館 参加者 25名 

第 1回研修会 

『薬剤師なら知っておきたい抗がん剤の最新情報』 

石巻赤十字病院腫瘍内科部長 大堀久詔 先生 他 

・令和 2年 2月 1日（土）13：55～16：50  

せんだいメディアテークスタジオシアター 参加者 41名 

     第 2回研修会 

『病院薬剤師が知っておきたい医薬品安全管理の基礎知識』 

横浜市立大学附属市民総合医療センター  

医療安全管理学准教授 中村京太 先生 他 

 

(6)精神科病院委員会 

委員会開催  1回（12/14） 

活動内容 
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・委員会を開催し、来年度事業計画、講習会企画等について検討した。 

・精神科薬物療法認定講習会を 2/29に計画したが中止になった。 

・中小病診療養委員会、業務委員会合同研修会を 3/14に計画したが中止になっ

た。        

 

(7) 生涯教育委員会 

委員会開催  1回（2/1） 

活動内容 

・東北褥瘡サミットの開催 

・簡易懸濁研修会の開催 

・輸液関連研修会を企画開催 

・日病薬病院薬学認定薬剤師制度に関する研修会の運営補助 

主催研修会・講演会 

・令和元年 6月 15日（土）13時～18時 25分 東北医科薬科大学 参加者 38名 

第 9回 東北褥瘡サミット    

『褥瘡の病態と治療、皮膚科医が認めた褥瘡の概要治療 Furuta Methods』 

古田 勝経先生 

・2019年 7月 20日（土） 14：00～ 東北医科薬科大学 参加者 80名 

簡易懸濁研修会 

『過剰でも過少でもない薬剤の適正使用を考える  

―真のポリファーマシー対策とは？－』   

新井 克明 先生 

『適正な簡易懸濁を習得するために～現場で生かせる簡易懸濁～』 

秋山滋男 先生 

・2020年 2月 1日（土）14:00～17:00 アゼリアヒルズ 17Ｆ 参加者 35名 

第 9回 宮城県病院薬剤師会 生涯教育委員会研修会 

『タイトル：輸液の配合変化と注意点』 

  三浦 洋尚 先生 

『経腸栄養コネクタ ISO80369-3国内導入について』 

  松本 文博 先生 

 

(8) 災害対策委員会 

 活動内容 

    ・宮城県病院薬剤師会災害派遣マニュアルの作成 

主催研修会・講演会 

 ・令和元年 8月 17日 

災害対策研修会開催 

 

(9) 選挙管理委員会 

活動内容 

・宮城県病院薬剤師会会長・監事選挙を実施し、選出した。 

 

(10) 認定専門特別委員会 

    委員会開催   3回（7/1、10/10、2/8） 



- 6 - 

・専門領域の認定・専門薬剤師の増加を目指し、単位取得機会の増加や認定申請

更新者に対する支援を行う。 

・認定・専門薬剤師の認定単位が取得可能な学会、講演会等の日程を調査した。 

・日病薬の専門領域の単位申請した（8回、計 9単位） 

・感染領域の認定希望者にレポート作成講習会を実施した 

・専門領域に関する調査を行い、その結果を東北ブロック大会に報告した 

（紙上開催予定） 

主催研修会・講演会 

     ・2019年 12月 4日(火) 東北公済病院 2号館 7階 中会議室 参加者 4名 

            『感染制御認定薬剤師に必要なレポート作成研修会』 

講師 中村 浩規 先生（東北公済病院） 

                   千葉 博暁 先生（東北公済病院） 

                      工藤 敦 先生 （仙台オープン病院） 

       ･2020年 2月 23日(土) 仙台市立病院 3階 会議室 参加者 47名 

『認定・専門薬剤師の臨床業務への取り組みと今後の展望』 

1. HIV感染症薬物療法認定薬剤師/ HIV感染症専門薬剤師について 

              仙台医療センター 薬剤部 神尾咲留未 先生 

2. 精神科薬物療法認定薬剤師/精神科専門薬剤師について 

              宮城県立精神医療センター 薬剤部 石田 雄介 先生 

3. 日本糖尿病療養指導士について 

              仙台厚生病院 薬剤部 本田 弘 先生 

4. がん薬物療法認定薬剤師/がん専門薬剤師/外来がん治療認定薬剤師 

について 

              東北労災病院 薬剤部 熊谷 史由 先生 

5. 妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師/妊婦・授乳婦専門薬剤師について 

              仙台医療センター 薬剤部 永澤 佑佳 先生 

6. 感染制御認定薬剤師/感染制御専門薬剤師について 

              仙台赤十字病院 薬剤部 堤 栄二 先生 

 

 (11) 薬学教育・研修特別委員会 

委員会開催  3回（6/11、11/30、4/28 zoom） 

活動内容 

・東北地区認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップを共催（第 60 回：

9/15･16）、タスクフォースとして委員を派遣した。また、会員施設から受

講希望を募り、委員会で選考した参加者 9名を所管事務局に推薦した。 

・2020 年度実務実習マッチング結果を一斉メールと本会ホームページ上で

会員施設に報告した。 

・東北地区調整機構ワークショップ企画運営小委員会（ワークショップ形式）

に本委員会委員 3名が出席した（11/23）。 

・2021年度薬学実務実習受入れについて会員施設に対し意向調査を行い、回

答を取りまとめて東北地区調整機構に報告した(2月)。 

・各期の実務実習終了後アンケート調査を行い、結果を取りまとめ東北地区

調整機構病院実習小委員会に報告した(9, 12, 3月)。 

・実務実習指導支援のためのアンケート調査を行い、集計・解析を行った。 
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結果は日病薬東北ブロック第 10 回学術大会で発表予定（倫理審査受審済。

令和 2年 8月誌上開催）。 

・COVID-19感染等に伴う実務実習指導の支援を検討した。 

主催研修会・講演会 

・令和元年 7月 27日(土)東北医科薬科大 新人研修会参加者＋10名    

フィジカルアセスメント研修会（新人研修会の講演を公開） 

『実践につながるフィジカルアセスメント』 

東北大学大学院薬学研究科 臨床薬学分野・教授 佐藤 博 先生 

・令和元年 12月 8日（土） 東北医科薬科大学 2A講義室、2B講義室 

認定実務実習指導薬剤師養成講習会（新規申請 18名および更新申請 11名）

DVD使用。引き続いて実務実習 webツール説明会 

富士ゼロックスシステムサービス株式会社  

新規事業統括部 清水良太 氏 

 

(12) 地域連携特別委員会 

委員会開催   1回（9/24） 

活動内容 

・臨床薬剤業務研修受け入れ（実施施設：みやぎ県南中核病院） 

研修期間：令和 2年 2月 13日、26日 研修者：1名 槻木中央調剤薬局  

研修項目：ＮＳＴ、緩和、がん化学療法、無菌製剤 情報管理、等 

・実施期間：2020 年 3月 2日（月）～2020年 8月 28日（金）（予定） 

研修者：1名 古川調剤薬局 

研修項目：病院薬剤師業務全般、実施期間の半分はがん薬剤師外来の研修 

・宮城県による薬剤師確保対策事業（人材育成研修事業）に関する下記研修 

会の運営等を支援 

1.県北地区薬剤師研修会 

令和 2年 2月 8日（土） サンシャインホテル佐沼 

2.県南地区薬剤師研修会 

令和 2年 2月 29日（土） コミュニティーセンターオーガ 

      

 

(13) 法人化検討特別委員会 

   委員会開催   1回（1/21） 

      活動内容 

 ・一般社団法人としての定款細則、諸規程案を作成して、理事会に上申する 

・12月に定款細則、諸規程原案を作成しメール審議を行った。 

・1月に委員会を開催し、定款細則、諸規程を検討し、常任理事会、理事会に上

申した。 
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2020年度事業方針（案）および事業計画（案） 

 

１．常任理事会・理事会 

・日病薬から発信される情報や新たな事業について、宮城県の実情に合わせて実施する

体制を構築し、各種事業への会員の積極的な参画を促す。 

・宮城県病薬の活動を活発化・効率化するための方策を提案する。 

・ホームページ等を活用し、病院･診療所に勤務する薬剤師に関する市民の関心を高める。 

・薬剤師の偏在解消のため宮城県や関連団体と連携し活動する 

 

２．会員委員会 

 ・第 18回病院薬剤師によるお薬なんでも相談会の企画・運営 

  （令和 2年 4月 4日（土）開催） ⇒コロナウイルス蔓延により開催中止 

・総会・総会後懇親会などの事務局サポート 

・2021年新年会特別講演会の企画・運営（2021年 1月 16日決定） 

・2021年新年会の企画・運営（2021年 1月 16日決定） 

 

３．広報委員会 

 ・会誌の作成 

・HPのメンテナンス 

・Web会議のへの移行を検討 

 

４．業務委員会 

・業務委員会として、新会長の考えに沿ったイベントを企画する。 

 

５．学術委員会 

・新人研修会の開催方法を検討し、可能であれば企画し、開催する。 

・第 151回学術研究発表会を企画し、開催する。 

・学術奨励賞候補者を選考する。 

・東北病院薬剤師会学術連絡委員会の活動への協力を行う。 

 

６． 中小病診療養委員会 

・中小病診療養委員会ならではの研修会を企画し、年 3回実施する。 

・精神科病院委員会との合同研修会他、各委員会との合同研修会 

・昨年度実施できなかった宮城県内の中小病院、診療所の現状を把握し、人員充足状況

や業務負担などの調査を検討する。 

・県内各ブロックと連携し、中小病院、診療所の薬剤師が情報交換できる場を作る。 

 

７．精神科病院委員会 

・他委員会合同、他領域合同による精神科領域に関する研修会等開催 

・精神科薬物療法認定講習会の開催 

・精神科領域での実務実習参画の検討 

・精神科病院における諸課題の調査 
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８．生涯教育委員会 

・生涯教育主催研修会開催 

・日病薬病院薬学認定薬剤師制度に関する研修会の運営補助 

・委員会開催 

 

９．災害対策委員会 

・宮城県病院薬剤師会災害派遣マニュアル周知 

・災害派遣マニュアルにかかわる訓練 

・災害対策にかかわる研修会の開催 

 

１０．選挙管理委員会 

・日病薬代議員・代議員補欠を適切に実施する。 

 

１１．認定専門特別委員会 

・専門領域の認定・専門薬剤師の増加を目指し、単位取得機会の増加や認定申請更新者に対する

支援を行う。 

認定・専門領域の単位が賦与される講演会を増やす。 

認定申請のためのレポート作成講習会を感染領域以外でも行う。 

・各種専門領域の業務紹介に関する研修会を開催する。 

 

１２．薬学教育･研修特別委員会 

 ・薬学実務実習指導支援のための会員ニーズの分析を行う。 

・関連団体と連携をとって薬学実務実習の円滑な実施を図る。 

・認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ及び講習会参加者の募集と 調整を行う。 

 

１３．地域連携特別委員会 

・地域医療連携に関する研修会開催 

・臨床薬剤業務研修の普及 

  

１４．関係団体との連携 

日本病院薬剤師会、日本医療薬学会、日本薬剤師会、日本薬学会、宮城県薬剤師会 

などの関係諸機関との連携協力を図る。 

 

 

 


