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一般社団法人 大阪府病院薬剤師会 

平成２５年度事業報告書 

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで） 

 

１．公益事業活動 

 １）「府民くすり相談会」の開催 

    開催日：平成２５年１１月９日（土）  

    場 所 : 御堂会館 南御堂 

    参加者：一般府民３１名 

    もよおし： ○一般府民に対する特別講演会の開催 

演題：「動悸・めまいで困っていませんか」 

        講師：大阪赤十字病院 不整脈内科部長 牧田俊則先生  

          ○「困ったときの、くすりＱ＆Ａ」配布 

          ○各種パンフレット等の配布 

 ２）地域健康展等への協力 

    大阪薬科大学第３５回市民講座への協賛：平成２５年６月１日（土） 

    大阪薬科大学第３６回市民講座への協賛：平成２５年１０月５日（土） 

    貝塚市健康祭り：平成２５年５月３日（金・祝） 

     「くすり相談室」の相談員を担当 

 ３）インターネットの本会ホームページによる医薬品情報の提供 

ホームページにくすりの正しい使い方、研修会情報等の掲載  

 

２．各種会合の開催 

   ○第１回通常代議員会 

    開催日：平成２５年４月９日（火）午後６時３０分～８時００分 

    場 所：薬業年金会館 

    出席代議員数：９０名（うち予備代議員５名） 

    議 事：議案 第１号 平成２５年度事業計画の件 

            第２号 平成２５年度予算の件 

                  以上、異議なく承認された。 

   ○第２回通常代議員会 

    開催日：平成２５年６月２５日（火）午後６時３５分～７時３５分 

    場 所：薬業年金会館 

    出席代議員数：８８名（うち予備代議員４名） 

    議 事：議案  第１号 平成２４年度事業報告の件 

            第２号  平成２４年度決算報告の件 

              第３号  監査報告 

            第４号 名誉会員推薦の件 

            第５号 新公益法人制度への対応について 

               （１）定款変更について 

               （２）定款細則変更について 

                 以上、異議なく承認された。 
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 ○通常総会 

    開催日：平成２５年６月２５日（火）午後７時４０分～８時４５分 

    場 所：薬業年金会館 

    出席正会員数： １１７名（委任出席正会員数 ２４７９名） 

       議 事：議案  第１号 平成２４年度事業報告の件 

            第２号  平成２４年度決算報告の件 

              第３号 監査報告の件 

            第４号 平成２５年度事業計画の件 

            第５号  平成２５年度予算の件 

            第６号 新公益法人制度への対応について 

               （１）定款変更について 

               （２）定款細則変更について 

                    以上、異議なく承認された。 

      報告事項 

          １．一般社団法人日本病院薬剤師会平成２５・２６年度代議員及び 

補欠代議員選出について 

            一般社団法人日本病院薬剤師会平成２５・２６年度代議員及び 

補欠代議員候補者案 

２．平成２４年度大阪府薬事関係等功労者知事表彰受賞者 

３．平成２４年度社団法人大阪府病院薬剤師会名誉会員 

４．平成２５年度一般社団法人日本病院薬剤師会功労賞 

５．平成２５年度社団法人大阪府病院薬剤師会有功賞 

○臨時代議員会 

    開催日：平成２６年３月４日（火）午後６時４０分～７時５０分 

    場 所：薬業年金会館 

    出席正会員数：８６名（うち予備代議員２名） 

    議 事：議案  第１号 平成２６年度事業計画の件 

            第２号 平成２６年度予算の件 

            第３号 定款・定款細則変更の件 

            第４号 一般社団法人移行に伴う役員選任の件 

              以上、異議なく承認された。 

○臨時総会 

    開催日：平成２６年３月４日（火）午後７時５０分～８時３５分 

    場 所：薬業年金会館 

    出席正会員数：１１７名（委任出席正会員２２３０名） 

    議 事：議案  第１号 平成２６年度事業計画の件 

            第２号 平成２６年度予算の件 

            第３号 定款・定款細則変更の件 

            第４号 一般社団法人移行に伴う代表理事選任の件 

            第５号 一般社団法人移行に伴う監事選任の件 

            第６号 一般社団法人移行に伴う理事選任の件 

              以上、異議なく承認された。 
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○理事会  ：１２回開催  

             (4/17,5/15,6/19,7/17,8/21,9/18,10/16,11/20,12/11,1/15,2/19,3/19） 

 ○支部長会  ：  ３回開催（6/19,10/16,1/15） 

 ○部長連絡会：１２回開催（4/3,5/1,6/5,7/3,8/7,9/4,10/2,11/6,12/4,1/8,2/5,3/5） 

 

３．会員数  

          平成２６年３月３１日   平成２５年４月１日   増減 

  正会員        ３，０４０名      ２，９０７名   ＋１３３ 

  特別会員         ３６７名        ３１３名   ＋ ５４ 

  名誉会員          ３３名         ３３名      ０ 

  賛助会員          ８８社         ８７社   ＋  １ 

  ニュース購読者        ７名          ８名   －  １ 

  施設数          ４８０施設       ４９１施設  － １１ 

 

４．各種委員会報告 

【総務部関係】（担当部長：竹上 学） 

１） 総務部（部長：竹上 学） 

    主たる活動： 事務機能の統括 

事業計画書原案・事業報告書原案作成、総会・代議員会・理事会等の準備、 

会議の受付・記録・議事録作成、関係団体との交渉 

     関係官庁・各種団体からの薬事関係の通知・連絡、各都道府県病薬からの会誌を受領 

   ○薬局長セミナーの開催 

    開催日：平成２６年３月３日（月）：参加者９２名 

   場 所：薬業年金会館 

   演題１：「薬事法・薬剤師法の改正点について」 

    講師１：大阪府健康医療部薬務課 医薬品流通グループ 岩本 敏氏 

演題２：「医薬品等健康被害救済制度・副作用報告制度について」 

講師２：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 大島雅和氏 

     

２）会員委員会（委員長：佐野雅昭） 

      主たる活動：委員会を３回開催 

会員の入・退会手続き件数（新入会４２１件、退会３０３件） 

     会員の各種変更手続き件数（４４８件） 

         平成２５年度会員名簿作成（発行部数３，８００部、１１月発行、会員に送付） 

     会員の親睦を図る企画についての検討 

     入会・退会手続きの簡素化について検討 

     未入会施設への入会の働きかけ 

○会員親睦会の開催 

開催日：平成２５年１１月３０日（土） 

    場 所：東邦薬品・物流センター（ＴＢＣ阪神） 

内 容：センター職員による解説と施設見学 

参加者：３７名 
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３）診療所委員会（委員長：丹下悦子） 

       主たる活動：委員会を４回、小委員会を６回開催 

診療所例会、日常業務なんでも相談会などの企画、実施 

     診療所薬剤師業務支援に関する活動を協議 

○診療所例会：４回開催 

    第３６２回 

開催日：平成２５年５月２３日（木）：参加者１５４名（うち非会員２名） 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「こんな症例、どう介入する？」 

講 師：京都第一赤十字病院 救急科・循環器内科医長  有原正泰先生 

第３６３回 

開催日：平成２５年７月２６日（金）：参加者１２２名（うち非会員４名） 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「高齢者のてんかんの病態・診断・治療」 

講 師：大阪府済生会中津病院 神経内科部長 尾崎彰彦先生 

第３６４回 

開催日：平成２５年９月２６日（木）：参加者１１２名（うち非会員１名） 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「脳梗塞の治療と予防」 

講 師：大阪赤十字病院 脳卒中センター長・脳神経外科部長  山下耕助先生 

第３６５回 

開催日：平成２６年２月２７日（木）：参加者６０名（うち非会員１名） 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「胃癌対策としての H.pylori 感染症診療 ～内視鏡検診の重要性～」 

講 師：大阪赤十字病院 消化器内科副部長  圓尾隆典先生 

○第５５回日常業務なんでも相談会：１回開催 

開催日：平成２６年１月２２日（水）：参加者２７名 

場 所：薬業年金会館 

相談会テーマ「薬歴や指導記録を再考しよう！～計画的な薬剤師の実践に向けて～」 

演題１：「入院患者の問題解決に向けた指導記録と実践例」 

講師１： 淀川キリスト教病院 薬剤部係長 寺沢匡史先生 

演題２：「薬局薬剤師の薬歴作法～限られた患者情報をどう活かすか？～」 

講師２： ㈱ファーマシィ 東山薬局 竹内雅代先生 

    ○診療所勤務薬剤師情報交換会：診療所例会と同時開催 

 

４）小規模病院委員会（委員長：上野山周雄） 

    主たる活動：委員会を３回開催 

     小病院病院活動の窓口として対応、小規模病院懇話会の企画、実施 

     小規模病院における業務内容および薬薬連携のための調査、検討 

  ○小規模病院懇話会：３回開催  

    第６３回 

    開催日： 平成２５日７月１９日（金）：参加者４１名 

場 所： 薬業年金会館 
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演 題：「医療現場で必要とされる接遇とは何か、 

医療スタッフが身に着けておきたいコミュニケーションスキルとは」 

    講 師： 奈良女子大学大学院 博士研究員 東出加奈子先生 

         八尾市立病院 米田勇太先生  

    第６４回 

    開催日： 平成２５年１０月３０日（水）：参加者１３２名 

場 所： 薬業年金会館 

    演 題： 「薬剤師が行う検査値からのアセスメント～糖尿病を中心に～」 

    講 師： 大阪大谷大学薬学部分子生物学講座教授 冨田晃司先生 

         葛城病院 小宮山水智先生     

第６５回 

    開催日： 平成２６年３月２０日（木）：参加者３６名 

場  所： 薬業年金会館 

    演 題： 「まだ間に合う？！診療報酬改訂に向けて小規模病院薬剤師ができること 

         ＋小規模お悩み相談会」 

    講 師： 日医工株式会社 齋藤敏之氏 

   ○小規模病院委員会研修会 

    開催日： 平成２５年１２月７日（土）：参加者４５名 

場  所： 薬業年金会館 

演  題：「医療環境激変期における病院薬剤師の将来像  ～2014年度診療報酬 

改定予測～」 

講 師： 株式会社イニシア 代表取締役・薬剤師 田原 一氏 

  

５）精神科病院委員会（委員長：本多智子） 

    主たる活動：委員会を９回開催 

     精神科病院委員会研修会を３回開催 

臨床の場に役立つ精神医学、精神薬学に関する講習会の開催 

家族会での「精神科薬剤師によるおくすり相談室」への協力 

○第１回精神科病院委員会研修会 

 開催日：平成２５年６月２６日（水）：参加者９４名 

 場 所：薬業年金会館３０１号室 

演 題：「双極性障害の薬物治療について」 

講 師：医療法人三和会 しおかぜ病院 医長 平尾 徹先生 

○第２回精神科病院委員会研修会 

 開催日：平成２５年１１月７日（木）：参加者７５名 

 場 所：薬業年金会館４０１・４０２号室 

演 題：「高齢者の精神科薬物治療について ～せん妄～」 

    講 師：関西医科大学 助教 片上哲也先生 

   ○第３回精神科病院委員会・第６回専門薬剤師育成委員会共催研修会 

 開催日：平成２５年３月５日（水）：参加者７５名 

 場 所：薬業年金会館３０１号室 

演  題：「児童・思春期の心の病気」 

    講  師：そうしん堂レディスメンタルクリニック院長 堀内麻美先生  
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○「精神科薬剤師によるおくすり相談室」の相談員を担当 

 開催日：平成２５年９月９日（月）・１０日（火）：参加者約７４名 

 場 所：大阪国際会議場 

    みんなネット（全国精神保健福祉家族大会大阪大会にて） 

 

【経理部関係】（担当部長：西川直樹） 

１） 経理部（部長：西川直樹） 

    主たる活動：部会を２回開催（上・下半期の会計監査実施） 

     予算書原案・収支決算書原案作成（公認会計士と連携） 

     監査会（監事、会長、担当副会長、経理部長、総務部長）を開催 

 

 ２）財務委員会（委員長：松田孝緒） 

    主たる活動：委員会を１回開催 

基本財産の貯蓄性の見直し、特定資産の中の財政安定準備預金等、 

今後の財産運用検討 

 

【学術部関係】（担当部長：永山勝也） 

１）学術情報委員会（委員長：永山勝也） 

        主たる活動： 学術情報委員会ならびに新薬調査会を１２回開催 

調査会での検討結果はO.H.P.NEWSに「新薬の顔」として掲載 

     大阪府病院協会ニュース(新薬一口メモ)を執筆 

   新薬調査会月              調査新薬              O.H.P.NEWS 掲載号 

   平成２５年  ４月 エリキュース（アピキサバン）           平成２５年 ６月号 

               ５月  トレシーバ（インスリン デグルデク(遺伝子組換え)） 

                                                                平成２５年 ７月号 

         ６月 ノウリアスト（イストラデフィリン）       平成２５年 ８月号 

７月 スチバーガ（レゴラフェニブ）            平成２５年 ９月号 

８月 プラリア（デノスマブ(遺伝子組換え)）      平成２５年１０月号 

９月 パージェタ（ペルツズマブ(遺伝子組換え)）  平成２５年１１月号 

１０月 メサペイン（メサドン塩酸塩）            平成２５年１２月号 

         １１月 イーフェンバッカル（フェンタニルクエン酸塩）           

平成２６年 １月号 

        １２月 ネオキシテープ（オキシブチニン塩酸塩）    平成２６年 ２月号 

   平成２６年  １月 ソブリアード（シメプレビルナトリウム）    平成２６年 ３月号 

２月 レルベア（ビランテロールトリフェニル酢酸塩 

/フルチカゾンフランカルボン酸エステル)    平成２６年 ４月号 

３月 スーグラ（イプラグリフロジン L-プロリン） 平成２６年 ５月号 

 

２）生涯研修委員会（委員長：野村剛久） 

        主たる活動：委員会を１２回開催 

     各種研修会の企画立案と実施運営 

     大阪府病院薬剤師会生涯研修制度の充実に向けた起案実動 

     平成２４年度の生涯研修修了証を１，３６７名に交付 
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○第４２回新入局薬剤師研修会 

   開催日：平成２５年１０月３日～１１月１４日（全７回毎週木曜）：参加者２４７名 

   場 所：薬業年金会館 

   内 容：講義（１５科目）、病院見学（１７施設） 

   ○第３６回中堅薬剤師研修会 

   開催日：平成２５年１１月２４日（日）：参加者５１名 

   場 所： CIVI北梅田研修センター ５F HALL 

   テーマ：「患者とあゆむ安全な薬物治療への貢献」～副作用の早期発見を目指して～ 

    演題１：「副作用報告制度について」 

講師１： 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA） 

安全第二部 調査専門員 氏部真優子氏 

演題２：「副作用救済制度について」 

講師２：独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA） 

健康被害救済部 調査役 見田 活氏  

演題３：「患者によりそう薬剤師を目指して！！」 

演題３－①：「私が乳がんで失ったもの、得たもの...」 

講師３－①：大阪赤十字病院乳がん患者会「のぞみの会」 宮本美由紀氏 

演題３－②：「患者と薬剤師によるパートナーシップを目指して」 

講師３－②：日本患者会情報センター 栗山真理子氏 

特別講演：「副作用の早期発見について」 

講  師：大阪大谷大学 薬学部教授 小川雅史先生 

   ○第８回薬剤業務ワークショップ（１泊研修） 

   開催日：平成２５年６月１５日（土）・１６日（日）：参加者３７名 

   場 所：ホテルコスモスクエア国際交流センター 

   テーマ：「薬剤師力を生かそう！－呼吸器疾患－」 

演題１：「ガイドラインから学ぶ！呼吸器感染症の薬物療法の考え方！」 

講師１：三重中央医療センター 呼吸器科 診療部長 井端英憲先生 

演題２：「本当に知っていますか？肺炎と間質性肺炎の違い」 

講師２：三重中央医療センター 呼吸器科 診療部長 井端英憲先生 

演題３：「薬剤師の力が試される！喘息・COPDへの薬剤師の関与」 

講師３：名古屋セントラル病院 薬剤科 主任薬剤師 坂野昌志先生 

ＳＧＤ：「あなたなら、医師にどんな提案をしますか？」 

  ○研修講座シリーズ（全３回） 

    第５１回 

   開催日：平成２５年６月１１日（火）：参加者１８２名（うち非会員９名） 

   場 所：薬業年金会館 

   演 題：「なぜ医師はその糖尿病治療薬を選んだのか？ 

－各種経口薬のポジショニングとインクレチン関連薬－」 

   講 師：市立堺病院 腎代謝免疫内科 糖尿病担当部長 藤澤智巳先生 

    第５２回 

   開催日：平成２５年９月１２日（木）：参加者１６３名 

   場 所：薬業年金会館 

   演 題：「不整脈の薬物治療～なぜ医師はその不整脈治療薬を選んだのか？～」 

   講 師：医療法人橘会 東住吉森本病院 循環器内科医長 金森徹三先生 
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    第５３回 

   開催日：平成２６年３月１０日（月）：参加者１００名 

   場 所：薬業年金会館 

   演 題：「肝疾患の薬物治療～なぜ医師はその治療薬を選んだのか？～」 

   講 師：大阪赤十字病院 消化器内科 医師 那須章洋先生 

 

 ３）出版企画委員会（委員長：中村和徳） 

       主たる活動：委員会を６回開催 

○「2013年度版新入局病院診療所薬剤師会研修テキスト」を発行 

○薬剤師による処方作成支援に関する資料作成について検討 

○製薬会社から入手可能な自己学習・患者指導用資料について調査 

 

【薬事部関係】（担当部長：川口進一） 

 １）社会保険制度委員会（委員長：野村真美） 

       主たる活動：委員会を６回開催 

平成２６年度診療報酬改定に向けて会員相互に理解を深めるとともに、病院薬剤業務

のあり方と今後期待する診療報酬について調査、検討 

   ○社会保険制度委員会講習会 

    第１回 

開催日：平成２５年１１月２８日（木）：参加者５７名 

    場 所：薬業年金会館 

 演題１：「ＣＫＤ外来での薬剤師の関わり」 

    講師１：白鷺病院 薬剤科 和泉 智先生 

演題２：「手術室での薬剤師業務に関して」 

    講師２：大阪労災病院 薬剤部 藤田將嗣先生 

    演題３：「外来化学療法の薬剤師の関わり」 

    講師３：市立堺病院 薬剤科 藤井千賀先生 

    第２回 

    開催日：平成２６年３月１２日（水）：参加者５１名 

    場 所：大阪鉄道病院 講堂 

    演 題：「平成２６年度診療報酬改定について」 

    講 師：田辺三菱製薬 大阪支店 南雲成一郎氏 

 

２）薬事制度委員会（委員長：坂上嘉浩） 

       主たる活動：委員会を２回開催 

     薬事法、薬剤師法、医療法等関連法規の改正等に対する調査、検討 

     麻薬等に関する講習会開催 

   ○麻薬講習会 

   開催日：平成２５年９月５日（木）：参加者２８７名 

   場 所：薬業年金会館 

    演 題：「病院診療所における麻薬等の取扱いについて」 

 ～最近のトピックスを交えて～ 

   講 師：大阪府健康医療部薬務課麻薬毒劇物グループ 

        総括主査 熊内敦一氏  副主査 井上朋子氏 
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３）薬剤業務委員会（委員長：森朝紀文）  

      主たる活動：委員会を６回開催 

○第１回チーム医療推進研修会 

 開催日：平成２５年６月１２日（水）：参加者１４８名 

 場 所：薬業年金会館 

 テーマ：「ＮＳＴ」 

演題１：「ＮＳＴにおける栄養士の役割」 

講師１： 生長会府中病院栄養管理室 堤 薫先生 

演題２：「ＮＳＴにおける薬剤師の役割」 

講師２： 公益財団法人日本生命済生会附属日生病院 薬剤部 池田久雄先生  

演題３：「ＮＳＴにおける薬剤師に期待すること」 

講師３： 若草第一病院院長 山中英治先生 

○第２回チーム医療推進研修会 

 開催日：平成２５年１１月２７日（水）：参加者８０名 

 場 所：薬業年金会館 

 テーマ：「糖尿病チーム」 

演題１：「糖尿病治療における食事療法と薬物療法の相乗効果」 

講師１： 関西電力病院疾患栄養治療センター 岩崎真宏先生 

演題２：「糖尿病チームにおける薬剤師の活動報告」 

講師２： 医療法人社団汐咲会井野病院 薬剤管理課 冨田里佳先生 

演題３：「糖尿病チームにおける薬剤師に期待すること」 

講師３： 市立藤井寺市民病院院長 内本定彦先生 

○第３回チーム医療推進研修会 

 開催日：平成２６年３月２６日（水）：参加者６８名 

 場 所：薬業年金会館 

 テーマ：「吸入指導・呼吸器ケアチーム」 

演題１：「呼吸器ケアチームにおける薬剤師の役割」 

講師１： 市立伊丹病院薬剤科 山根正也先生 

演題２：「地域で取り組む喘息・ＣＯＰＤ患者への吸入指導」 

講師２： 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院  

呼吸器センター長呼吸器内科主任部長 福井基成先生 

演題３：「病院薬剤師による吸入指導の実際」 

講師３： 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 薬剤部 三井克巳先生 

○「困ったときの、くすりＱ＆Ａ第１９集」の作成 

   ○地域健康展等への協力 

 

４）医療安全対策委員会（委員長：河瀬留美） 

    主たる活動：委員会を１０回開催 

医療安全の取り組みにおける薬剤師の役割に関する情報収集および学習 

（事例分析検討から再発防止対策立案等） 

医療安全研修会の開催と医薬品安全管理責任者の業務交流開催 

医療安全のためのツールに関する調査・研究  

○製薬企業との懇談 

医療事故防止対策、不具合・回収に関する報告、その他の情報を製薬企業から収集し、 
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改善を行った事例などの紹介、意見交換 

○第７回医療安全研修会 

開催日：平成２５年６月１０日（月）：参加者１０１名 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「薬害防止のために ～薬剤師への期待」 

講 師：ネットワーク医療と人権 理事 花井十伍氏 

○第５回医薬品安全管理責任者交流会 

開催日：平成２５年９月１０日（火）：参加者４５名（うち非会員１名） 

場 所：薬業年金会館 

テーマ：「『医薬品安全管理に関する留意点について』への対応について考えよう」 

グループワークテーマ 

    ①医薬品の不適正使用の防止 ②持参薬の評価実施 ③医薬品情報の処方医へ

の周知徹底 ④副作用報告の薬事法に基づく報告の更なる励行 

講 師：日本病院薬剤師会副会長 土屋文人先生（コメンテーター） 

    種々のケースでのグループワーク 

○事例分析等研修会 

   故障モード影響解析（ＦＭＥＡ）の演習を委員会内で実施 

 

【広報出版部関係】（担当部長：栗谷良孝） 

 １）広報企画委員会（委員長：上野達也） 

       主たる活動：委員会を２３回開催 

     O.H.P.NEWSの編集・企画、情報収集 

     O.H.P.NEWSを１２回発刊（通巻６１１号～６２２号） 

     臨時増刊号発刊（２０１３年度会員名簿） 

     広告の掲載（表紙および広告の収入） 

     各種研修会の案内の充実および各種研修会・学会一覧を掲載 

     取材活動：近畿学術大会、中堅薬剤師研修会、総会・代議員会等 

 

２）公衆衛生委員会（委員長：高橋一栄） 

      主たる活動：委員会を３回開催 

     「府民くすり相談会」の企画、実施 

     地域健康展等への協力 

 

３）情報通信委員会（委員長：上中清隆） 

    主たる活動：委員会を３回およびワーキングを７回開催 

     本会ホームページの管理・運営 

メインテナンス、リニューアル化、レイアウト追加・変更等 

     本会会員施設求人情報掲載と研修会・学会・もよおし等の更新作業 

     各種研修会・親睦会等の参加申込受付設定 

     本会委員会メーリングリストの継続メインテナンス 

○情報通信委員会講習会 

    開催日：平成２６年３月６日（木）：参加者数７４名 

テーマ：「タブレットを持って病棟へ行こう！」 座長：西川満則先生 

    演題１：治療薬ハンドブック2014 （書籍付属アプリの立場から） 

    講師１：じほう  斉藤新二先生、川畑寿弘先生 
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    演題２：今日の治療薬2014 （単体アプリの立場から） 

    講師２：ジェイマックシステム  朽葉昌生先生 

    演題３：地域がつながる、安心がひろがる地域医療ネットワーク 

    講師３：富士通株式会社  城和広之先生 

    パネルディスカッション：コーディネーター 行本拓史先生 

 

【特別委員会担当部関係】（担当部長：久岡清子） 

１）薬学生実務実習検討委員会（委員長：竹内昌司） 

    主たる活動：委員会を１回開催 

     認定実務実習指導薬剤師の認定資格を得るための必須要件の一つである講習会 

（講座ア、イ、ウ、オ）の開催 

O.H.P.NEWS や O.H.P.ホームページを活用した啓発活動の実施 

○認定実務実習指導薬剤師養成研修事業に関する講習会 

 開催日：平成２５年１１月３０日（土）：参加者３１名 

 場 所：薬業年金会館 

 演 題：「認定実務実習指導薬剤師講習会 講座ア、イ、ウ、オ」 

 

２）専門薬剤師育成委員会（委員長：三箇山宏樹） 

    主たる活動：委員会を１回開催 

日本病院薬剤師会近畿ブロックと協力し、認定薬剤師および専門薬剤師の啓発・ 

育成について検討ならびに講習会の開催 

○専門薬剤師育成委員会講習会（第１回：癌化学療法分野） 

    開催日：平成２５年７月２９日（月）：参加者１２１名 

    場 所：薬業年金会館 

    演 題：「がん化学療法 A to Z」 

講 師：神戸市立医療センター中央市民病院 腫瘍内科部長 辻 晃仁先生 

○専門薬剤師育成委員会講習会（第２回：癌化学療法分野） 

開催日：平成２５年８月２日（金）：参加者１１０名 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「乳癌の最新治療」 

講 師：大阪府立成人病センター 乳腺・内分泌外科主任部長 玉木康博先生 

○専門薬剤師育成委員会講習会（第３回：感染制御分野） 

開催日：平成２５年９月１９日（木）：参加者１０９名 

場 所：薬業年金会館 

演題１：「医療施設関連肺炎の診断と治療」 

講 師：大阪厚生年金病院 内科部長 藤田芳正先生 

○専門薬剤師育成委員会講習会（第４回：癌化学療法分野） 

開催日：平成２５年９月２６日（木）：参加者３６名 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「放射線治療について」 

講 師：大阪市立大学大学院医学研究科 放射線医学教室講師 島谷康彦先生 

○専門薬剤師育成委員会講習会（第５回：感染制御分野） 

開催日：平成２５年１０月９日（水）：参加者１３２名 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「新しい MRSA ガイドラインにみる感染症治療の考え方」 
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講 師：大阪大学医学部附属病院 感染制御部教授 朝野和典先生 

○専門薬剤師育成委員会講習会（第６回：精神神経分野・精神科病院委員会と共催） 

開催日：平成２６年３月５日（水）：参加者７５名 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「児童・思春期の心の病気について」 

講 師：そうしん堂レディスメンタルクリニック 院長 堀内麻美先生 

○専門薬剤師育成委員会講習会（第７回：小児薬物療法分野） 

開催日：平成２６年３月１４日（金）：参加者５１名（うち非会員１名） 

場 所：薬業年金会館 

演 題：「小児の循環器疾患 Over View：胎児期から成人期まで」 

講 師：大阪府立母子保健総合医療センター 小児循環器科主任部長 萱谷 太先生 

○日本病院薬剤師会近畿ブロック癌化学療法認定薬剤師認定講習会の共催 

開催日：平成２５年８月２４日（土）、平成２５年１２月２１日（土） 

 

３）公益法人制度検討委員会（委員長：但馬重俊） 

   主たる活動：委員会を１回開催 

    法人移行に必要な定款・定款細則、諸規程および財務に関する移行手続きの整備と 

    総会での承認調整 

 

４）病棟薬剤業務推進実行委員会（委員長代行：濱口良彦） 

   主たる活動：委員会を３回開催 

「病棟薬剤業務実施加算取得のための相談窓口」でのＱ＆Ａ回答とホームページ上 

での公表 

病棟薬剤業務実施加算業務を適正に遂行するための情報提供並びに調査に関する 

事項 

○第１回病棟薬剤業務推進実行委員会講習会 

     開催日：平成２５年６月１８日（火）：参加者１６３名 

     場 所：薬業年金会館 

     演題１：「病棟薬剤業務実施加算取得のための相談窓口の開設後のＱ＆Ａ報告」 

講師１：病棟薬剤業務推進委員会 委員長代行 濱口良彦先生 

演題２：「病棟薬剤業務加算までの道のりとその効果」 

講師２：京都大学医学部附属病院 教授・薬剤部長 松原和夫先生 

○第２回病棟薬剤業務推進実行委員会講習会 

     開催日：平成２５年９月１７日（火）：参加者８４名 

     場 所：薬業年金会館 

     演題１：「市立池田病院における病棟薬剤業務の実践と取り組み」 

講師１：市立池田病院 薬剤部 主任薬剤師 瀬名波宏昌先生 

演題２：「病院薬剤業務の新展開 －広がるニーズと可能性－」 

講師２：神戸医療センター中央市民病院 院長補佐・薬剤部長 

治験・臨床試験管理センター長 橋田 亨先生 

○第３回病棟薬剤業務推進実行委員会講習会 

     開催日：平成２５年１１月１５日（金）：参加者４０名 

     場 所：薬業年金会館 

     演 題：「中国労災病院での病棟薬剤業務加算での評価・検証」 



 13

講 師： 中国労災病院 薬剤部長 前田頼伸先生 

 

５．支部活動 

 １）支部研修会開催（平成２５年度：１７支部、４７回開催） 

 東淀川・淀川・西淀川支部（１）：３回 

平成２５年７月８日（月）、平成２５年１１月１８日（月）、 

平成２６年３月１７日（月） 

 北・福島支部（２）：２回 

平成２５年１０月１７日（木）、平成２６年２月２７日（木） 

 此花・西・港・大正支部（３）：２回 

平成２５年１１月２８日（木）、平成２６年３月７日（金） 

 中央支部（４）：１回 

平成２５年７月９日（火） 

 天王寺・東成・生野支部（５）：５回 

平成２５年５月２７日（月）、平成２５年８月３日（土）、 

平成２５年８月２４日（土）、平成２５年８月３１日（土）、 

平成２６年２月２５日（火） 

 西成・阿倍野・浪速支部（６）：２回 

平成２５年９月１１日（水）、平成２６年２月１８日（火） 

 住吉・住之江・東住吉・平野支部（７）：１回 

平成２５年１０月２２日（火） 

 摂南支部（８）：２回 

平成２５年６月２６日（水）、平成２５年１０月１日（火） 

    豊能支部（９）：１回 

     平成２５年６月１４日（金） 

 三島支部（１０）：２回 

平成２５年６月２６日（水）、平成２５年１０月２４日（木） 

 千里支部（１１）：２回 

平成２５年８月２２日（木）、平成２６年３月６日（木） 

    北河内支部（１２）：２回 

     平成２５年６月１３日（木）、平成２５年１１月２１日（木） 

 中河内支部（１３）：３回 

平成２５年６月２４日（月）、平成２５年１２月２０日（金）、 

平成２６年３月１８日（火） 

 南河内支部（１４）：４回 

平成２５年６月１３日（木）、平成２５年９月２６日（木）、 

平成２５年１１月７日（木）、平成２６年２月２７日（木） 

 堺・狭山支部（１５）：１０回 

平成２５年５月７日（火）、平成２５年５月１６日（木）、 

平成２５年６月６日（木）、平成２５年７月４日（木）、 

平成２５年９月５日（木）、平成２５年１０月３日（木）、 

平成２５年１１月７日（木）、平成２６年１月１６日（木）、 

平成２６年１月３０日（木）、平成２６年２月２７日（木） 

 泉北支部（１６）：２回 
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平成２５年５月１５日（水）、平成２５年７月１８日（木） 

 泉南支部（１７）：３回 

平成２５年６月１４日（金）、平成２５年９月２７日（金）、 

平成２５年１１月２８日（木） 

 

【その他】 

 １）支部学術活動助成金（平成２５年度：１４支部２５回、計１２５万円） 

     年   月      支部名             助成額 

  平成２５年 ４月    北河内（１２）           ５万円 

〃      ４月        南河内（１４）          ５万円 

〃      ４月        泉北（１６）           ５万円 

〃      ４月        泉南（１７）           ５万円 

〃      ５月    東淀川・淀川・西淀川（１）    ５万円 

〃      ５月    摂南（８）            ５万円 

〃      ５月    泉北（１６）           ５万円 

〃      ６月    中央（４）            ５万円 

    〃   ６月    千里（１１）           ５万円 

 〃   ６月    中河内（１３）          ５万円 

〃   ７月    天王寺・東成・生野（５）     ５万円 

    〃   ７月    西成・阿倍野・浪速（６）      ５万円 

〃      ７月        泉南（１７）           ５万円 

〃   ８月    住吉・住之江・東住吉・平野（７） ５万円 

〃   ８月    摂南（８）            ５万円 

    〃   ９月    此花・西・港・大正（３）     ５万円 

〃   ９月    堺・狭山（１５）         ５万円 

〃    １０月    東淀川・淀川・西淀川（１）    ５万円 

    〃  １０月    北河内（１２）           ５万円 

 〃  １０月    中河内（１３）          ５万円 

〃    １０月        南河内（１４）          ５万円 

    〃  １１月    西成・阿倍野・浪速（６）      ５万円 

〃  １２月    堺・狭山（１５）         ５万円 

  平成２６年 １月    此花・西・港・大正（３）     ５万円 

〃   １月    千里（１１）           ５万円 

 

２）平成２５年度大阪府「薬と健康の週間」行事における大阪府知事表彰（薬事功労者）    

   本会関係者：５名が受賞 

  上田幹子先生（大阪大学歯学部附属病院） 

  栗谷良孝先生（市立豊中病院） 

  中村和德先生（大阪市立大学医学部附属病院） 

久岡清子先生（育和会記念病院） 

  宮本雅彦先生（浅香山病院）  

３）平成２５年度社団法人大阪府病院薬剤師会有功賞 

上田幹子先生（大阪大学歯学部附属病院） 

東海秀吉先生（大阪鉄道病院） 
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富田 浩先生（関西医科大学附属滝井病院） 

福島宣久先生（大阪府立成人病センター） 

宮本雅彦先生（浅香山病院）  

山崎 肇先生（八尾市立病院） 

 ４）平成２５年度病院診療所薬剤師研修会に協力 

         開催日：平成２５年１１月１７日（土）・１８日（日） 

         場 所：大阪府薬剤師会館 

 ５）第３５回日本病院薬剤師会近畿学術大会に協力 

開催日：平成２６年２月１日（土）・２日（日） 

場 所：国立京都国際会館 

 ６）日本病院薬剤師会近畿ブロック会を担当（会長・庶務） 

 ７）第５０回全国診療所薬剤師協議会に協力 

 ８）大阪府薬事審議会および専門委員会に協力 

９）病院・薬局実務実習近畿地区調整機構に協力 

１０）日本病院薬剤師会近畿ブロック認定薬剤師認定機構に協力 


