一般社団法人 大阪府病院薬剤師会平成２６年度事業報告書
（平成26年4月1日から平成27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２６年９月２０日（土）
場 所 :八尾市文化会館（プリズムホール）
参加者：一般府民８４名
もよおし：○一般府民に対する特別講演会の開催
演題：「医者が患者に伝えたいこと ～医療現場からのメッセージ～」
講師：八尾徳州会総合病院 内科医長 松本明子先生
○「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３７回市民講座への協賛：平成２６年５月３１日（土）
大阪薬科大学第３８回市民講座への協賛：平成２６年１０月１８日（土）
貝塚市健康祭り：平成２６年１０月１９日（日）
「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
○通常総会
開催日：平成２６年６月２４日（火）午後６時３７分～午後７時５０分
場 所：薬業年金会館
出席代議員数： ９５名
議 事：議案 第１号 平成２５年度事業報告の件
第２号 平成２５年度決算報告の件
第３号 監査報告の件
以上、異議なく承認された。
報告事項
１．平成２５年度大阪府薬事関係等功労者知事表彰受賞者の件
２．平成２５年度社団法人大阪府病院薬剤師会名誉会員の件
３．平成２６年度一般社団法人大阪府病院薬剤師会有功賞の件
○臨時総会
開催日：平成２７年３月３０日（火）午後６時３２分～７時２５分
場 所：薬業年金会館
出席代議員数：９１名
議 事：議案
第１号 平成２７年度事業計画の件
第２号 平成２７年度予算の件
以上、異議なく承認された。
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○理事会

：１２回開催
(4/16,5/21,6/18,7/16,8/20,9/17,10/15,11/19,12/10,1/21,2/18,3/18）
○支部長会 ： ４回開催（6/18,10/15,1/21,3/9）
支部長会「日病薬病院薬学認定薬剤師制度説明会」
日時：平成２７年３月９日（月）午後６時３０分～８時２５分
場所：薬業年金会館
○常任理事会：１２回開催（4/2,5/7,6/4,7/2,8/6,9/3,10/1,11/5,12/3,1/8,2/4,3/4）

３．会員数
正会員
特別会員
名誉会員
賛助会員
ニュース購読者
施設数

平成２７年３月３１日
３，１０９名
３６４名
３２名
９０社

平成２６年４月１日
３，０４０名
３３７名
３２名
８８社

８名
４４３施設

９名
４５４施設

増減
＋ ６９
＋ ２７
０
＋
２
－
－

１
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：
事業計画書原案・事業報告書原案作成、総会・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
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３８８件、退会３０３件）
会員の各種変更手続き件数（４１５件）
平成２６年度会員名簿作成（発行部数３，８００部、１２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２６年９月２３日（火）
場 所：飛鳥ワイン株式会社（大阪府羽曳野市）
内 容：ぶどう畑と醸造所の見学および試飲
参加者：４１名
３）診療所委員会（委員長：丹下悦子）
主たる活動：委員会を４回開催、小委員会を６回開催
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診療所例会、日常業務なんでも相談会、外来薬物療法の質向上検討会の企画、開催
診療所薬剤師業務支援に関する活動を協議
○診療所例会：３回開催
第３６６回
開催日：平成２６年７月２５日：参加者１１１名
場 所：薬業年金会館
演 題：「大腸がんの抗がん薬治療」
講 師：関西電力病院 腫瘍内科部長 柳原 一広先生
第３６７回
開催日：平成２６年１０月２４日：参加者１１４名（うち非会員２名）
場 所：薬業年金会館
演 題：「高齢者糖尿病の治療戦略～治療目標と薬剤選択を中心に～」
講 師：大阪大学大学院 医学系研究科内科学講座
老年・腎臓内科学 講師 杉本 研先生
第３６８回
開催日：平成２７年１月２２日：参加者１３０名（うち非会員５名）
場 所：薬業年金会館
演 題１：「心不全の病態と診断と治療」
演 題２：「心不全の症例を知ろう 」
講 師：桜橋渡辺病院 心臓・血管センター センター長 岩倉克臣先生
○第５６回日常業務なんでも相談会：１回開催
開催日：平成２６年１１月２１日：参加者１５名
場 所：薬業年金会館
相談会テーマ「なぜ今、薬剤師にエンパワーメントが求められるのか」
講師：独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室
研究員・薬剤師 岡田 浩 先生
○外来薬物療法の質向上検討会：２回開催
第１回
開催日：平成２６年６月２０日：参加者４６名
場 所：薬業年金会館
演 題：大腸がん患者への術後アジュバント療法～ 診断から治療の全体像も含めて～
講 師：東大阪市立総合病院 外科・消化器外科 参事部長 小西 健先生
SGL「シナリオから課題を見つけて対策を探ろう！」
第２回
開催日：平成２７年２月２４日：参加者３２名
場 所：薬業年金会館
演 題：「心不全の薬物療法において注意しておきたいこと」
講 師：大阪医科大学 循環器内科 助教 藤田修一先生
SGL「シナリオから課題を見つけて対策を探ろう！」
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９回開催、懇話会を２回および研修会を１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
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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：
第６６回
開催日： 平成２６日９月１０日：参加者４７名
場 所： 薬業年金会館
演 題：「医薬品採用と在庫管理について」
第６７回
開催日： 平成２７年３月１１日：参加者３８名
場 所： 薬業年金会館
演 題： 「医薬品情報の収集・管理と情報活用」
○小規模病院委員会研修会
開催日： 平成２７年１月２８日：参加者１１５名
場 所： 薬業年金会館
演 題：「薬剤師が行う画像評価のポイント その1」
講 師： 関西医科大学附属滝井病院 放射線科 米虫 敦先生
○小規模病院における薬剤師業務実態調査
調査対象 大阪府病院薬剤師会加入で２００床以下の２３４施設
回答数
１５５施設
回答率 ６６．２％
第３６回日本病院薬剤師会近畿学術大会にて報告
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、研修会（共催を含む）を４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
○第１回精神科病院委員会研修会
開催日：平成２６年６月２６日（木）：参加者７６名
場 所：薬業年金会館３０１号室
演 題：「実践に求められる精神的ケア」～精神科薬剤師の立場から～
講 師：公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 薬剤部 宮本直治先生
○第２回精神科病院委員会研修会
開催日：平成２６年１１月５日（木）：参加者５８名
場 所：薬業年金会館３０１号室
演 題：「睡眠障害の診断と治療」
講 師：医療法人杏和会 阪南病院 院長 黒田健治先生
○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２７年３月２日（月）：参加者７５名
場 所：薬業年金会館３０１号室
演 題：「認知症の基本と診療の実際」
講 師：大阪大学医学部附属病院 神経科･精神科 數井裕光先生

○第１２回大阪精神科病院協会教育研修委員会薬剤師研修会（共催）
開催日: 平成２７年２月２７日（金）：参加者４５名
場 所：薬業年金会館 ３０１号室
演 題：精神科で診るてんかんについて

4

講

師：愛知医科大学医学部

精神科講座

教授

兼本浩祐先生

【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：小林政彦）
主たる活動： 学術情報委員会ならびに新薬調査会を１１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２６年
４月 アドセトリス点滴静注用
（ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え))
平成２６年 ６月号
５月 ロンサーフ配合錠（トリフルリジン/チピラシル塩酸塩）
平成２７年 ５月号
６月 ジオトリフ錠（アファチニブマレイン酸塩）
平成２６年 ８月号
７月 カドサイラ点滴静注用（トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)）
平成２６年 ９月号
８月 タペンタ錠（タペンタドール塩酸塩）
平成２６年１０月号
９月 スミスリンローション（フェノトリン）
平成２６年１１・１２月号
１０月 エフィエント錠（プラスグレル塩酸塩）
平成２７年 １月号
１１月 オプジーボ点滴静注（ニボルマブ(遺伝子組換え)）
平成２７年 ２月号
１２月 ジーラスタ皮下注（ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)）
平成２７年 ３月号
平成２７年
２月 アネメトロ点滴静注（メトロニダゾール)
平成２７年 ４月号
３月 ベルソムラ錠（スボレキサント）
平成２７年 ６月号
２）出版企画委員会（委員長：中村和徳）
主たる活動：委員会を５回開催
○「2014年度版新入局病院診療所薬剤師会研修テキスト」を発行
○病院・診療所の薬剤師業務に有用な資料作成について検討
【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）
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主たる活動：委員会を４回開催、講習会を１回開催
平成２６年度診療報酬改定の影響や今後の方向性について会員相互に理解を深めると
ともに、診療報酬の基礎を学習
○社会保険制度委員会講習会
第１回
開催日：平成２６年１０月２０日：参加者２４名
場 所：大阪鉄道病院 講堂
演 題：「診療報酬改定と医療介護総合確保推進法」
～医療提供体制の再構築に向けて～
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、麻薬、薬事等に関する講習会を１回開催
医薬品医療機器等法（改正薬事法）、薬剤師法、医療法等関連法規の改正等に対する
調査、検討
「特定生物由来製品」に該当する「医療機器」に関する調査、検討
○麻薬・薬事講習会
開催日：平成２６年９月１１日：参加者２９５名
場 所：薬業年金会館
演題１：「医薬品医療機器等法(改正薬事法)」について
講師１：大阪府健康医療部薬務課医療機器グループ 総括主査 新木知宏氏
演題２：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２：大阪府健康医療部薬務課麻薬毒劇物グループ 総括主査 藤川博之氏
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、チーム医療に関する研修会を３回開催
○第１回チーム医療推進研修会
開催日：平成２６年６月１６日：参加者５２名
場 所：薬業年金会館
テーマ：「在宅医療チーム」
演題１：「入院から在宅へ～保険薬局の見つめるべき方向性～」
講師１： 山本保健薬局 管理薬剤師 山本新一郎先生
演題２：「在宅医療チームにおける病院薬剤師の実際」
講師２： 医療法人生長会ベルピアノ病院 薬剤部 長友孝純先生
演題３：「集合住宅における医療支援
～医師依存型から医薬連携型へのパラダイムシフト～」
講師３： ファルメディコ株式会社代表取締役 狭間研至先生
○第２回チーム医療推進研修会
開催日：平成２６年１１月５日：参加者７７名
場 所：薬業年金会館
テーマ：「慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策チーム」
演題１：「ＣＫＤ患者の投与設計について」
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講師１： 医療法人生長会府中病院 薬剤部科長補佐 小泉祐一先生
演題２：「透析医療における薬物治療管理」
講師２： 特定医療法人仁真会白鷺病院 薬剤科長 古久保拓先生
演題３：「慢性腎臓病の病態と薬物療法ＵｐＤａｔｅ」
講師３： 大阪大学大学院医学系研究科
腎疾患統合医療学寄付講座教授 椿原美治先生
○第３回チーム医療推進研修会
開催日：平成２７年３月２０日：参加者５１名（うち非会員４名）
場 所：薬業年金会館
テーマ：「乳幼児薬物療法チーム」
演題１：「総合病院小児科における薬剤師の介入」
講師１： 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 薬剤科 藤村尚子先生
演題２：「乳幼児病棟における病棟配置業務の取り組み」
講師２： 国立循環器病研究センター 薬剤部 中野一也先生
演題３：「新生児・乳幼児薬物療法について
～NICU等の小児科病棟で薬剤師に期待することや必要な知識等について～」
講師３： 府立病院機構大阪府立母子保健総合医療センター
新生児科副部長
平野慎也先生
○「困ったときの、くすりＱ＆Ａ第２０集」の作成
○地域健康展等への協力
４）病棟薬剤業務推進実行委員会（委員長：濱口良彦）
主たる活動：委員会を９回開催、講習会を３回開催
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
「病棟薬剤業務実施加算取得のための相談窓口」Ｑ＆Ａ回答と報告
インターネットで回答（一部はホームページ上にて閲覧可能）
O.H.P.NEWSに病棟薬剤業務活動の内容を２ヶ月に１回程度掲載
○第１回病棟薬剤業務推進実行委員会講習会
開催日：平成２６年８月２６日：参加者１０２名
場 所：薬業年金会館
演 題：「病棟業務での栄養管理（ＮＳＴ関連）の実際と薬剤師の役割」
講師１：八尾徳洲会総合病院 薬剤部 草薙みか先生
講師２：大阪警察病院
薬剤部 寺本有里先生
講師３：第二岡本総合病院
薬剤部 西本好児先生
○第２回病棟薬剤業務推進実行委員会講習会
開催日：平成２６年１１月１８日：参加者１０７名（うち非会員１名）
場 所：薬業年金会館
演 題：「病棟業務を活かしたがん患者への指導・副作用などアプローチの実際と
薬剤師の役割」
講師１：府中病院 薬剤部 小泉祐一先生
講師２：神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤部 森本茂文先生
○第３回病棟薬剤業務推進実行委員会講習会
開催日：平成２７年２月１７日：参加者１２９名（うち非会員２名）
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場 所：薬業年金会館
演題１: 「病棟薬剤師に期待する感染管理‐高齢化社会を見据えて‐」
講師１：関西電力病院 薬剤部 濱口良彦先生
基調講演：「症例から学ぶ胸部画像検査の見方と考え方」
講師２：奈良県立医科大学付属病院 感染症センター・ＩＣＴ 講師 感染対策室長
笠原 敬先生
【広報部関係】（担当部長：久岡清子）
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１１回発刊（通巻６２３号～６３３号）
臨時増刊号発刊（２０１４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９回開催と薬剤師業務に必要なＩＴ技術
等に関する研修会を１回開催
本会ホームページの管理・運営
メインテナンス、レイアウト追加・変更、レンタルサーバーの更新等
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２７年３月５日：参加者数５６名
テーマ：「他人事ではないコンピューターウイルス！
あなたの薬局のセキュリティー 大丈夫？」
座 長：下村 一徳 先生
講 師：トレンドマイクロ(株) 公共営業本部 アカウントマネージャー
松山征嗣 先生
【研修教育部関係】（担当部長：栗谷良孝）
１）研修教育部（部長：栗谷良孝）
主たる活動：部会を６回開催
年度内開催の研修会内容の集計・分析、次年度以降の研修会の方向性に関する検討
「日病薬病院薬学認定薬剤師制度」実施に関する検討
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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、各種研修会を１４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２５年度の生涯研修修了証を１，４３８名に交付
○第４３回新入局薬剤師研修会
開催日：平成２６年１０月２日～１１月１３日（全７回）：参加者２２１名
場 所：薬業年金会館
内 容：講義（１５科目）、病院見学（２０施設）
○第３７回中堅薬剤師研修会
開催日：平成２６年１１月１６日：参加者５３名（うち非会員１名）
場 所：CIVI研修センター新大阪東
テーマ：「次代を担う薬剤部門幹部の心構えや考え方」
講師：国立大学法人浜松医科大学 教授・医学部附属病院薬剤部長 川上純一先生
○研修講座シリーズ（全３回）
第５４回
開催日：平成２６年６月３日：参加者１１９名
場 所：薬業年金会館
演 題：「脳卒中医から見た経口抗凝固療法」
講 師：社会医療法人 愛仁会 リハビリテーション病院 副院長 砂田一郎先生
第５５回
開催日：平成２６年９月２５日：参加者１０１名
場 所：薬業年金会館
演 題：「呼吸器科の薬物治療〜医師がそのCOPD治療薬を選ぶ理由〜」
講 師：社会医療法人 生長会 府中病院 呼吸器内科部長 高村竜一郎先生
第５６回
開催日：平成２７年３月１２日：参加者１０２名
場 所：薬業年金会館
演 題：「救命救急センターにおける中毒診療の実際」
講 師：大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター 特任助教 廣瀬智也先生
○実務セミナー（全２回）
第１回
開催日：平成２６年８月３１日：参加者１７７名（うち非会員９名）
場 所：CIVI北梅田研修センター 5F HALL
テーマ：「薬剤管理指導記録実践セミナー ～指導記録で悩んでいませんか？～」
◆午前の部
演題１：「POSとSOAPの基礎 ～問題意識を持った薬剤管理指導～」
演題２：「指導記録を書こう ～薬剤師の足跡を残すために～」
講 師：淀川キリスト教病院 薬剤部 寺沢匡史 先生
◆午後の部
演 題：「症例検討と記録の実例」
演 者：京都桂病院 薬剤科
土手賢史先生
大阪医科大学付属病院 薬剤部 梅本裕子先生
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東住吉森本病院 薬剤科
淀川キリスト教病院 薬剤部

佐古守人先生
三浦裕介先生

第２回
開催日：平成２７年２月２２日：参加者１２１名（うち非会員１３名）
場 所： CIVI研修センター新大阪東E705
テーマ：「明日から救急担当薬剤師と言われたら・・・」
講演１：「薬剤師として救急への関わり～救命救急士の立場から～」
講 師：京都薬科大学 今西孝至先生
講演２：「救急部門の薬剤師には何ができるのか — 目指せ！救急薬剤師 入門編— 」
症例検討：「こんな時、あなたならどうする？ — 目指せ！救急薬剤師 実践編— 」
講 師：東京医科大学病院薬剤部 添田 博先生
講演３：「薬剤師の皆さん、救急現場で一緒に頑張りませんか！」
講 師：国立大阪医療センター 救命救急センター診療部長 定光大海先生
○薬局長セミナー
開催日：平成２７年２月２７日：参加者７５名
場 所：薬業年金会館
演 題：「薬剤部門から発信するマネジメント～組織運営と病院経営を中心に～」
講 師：日本経済大学大学院 経営学研究科 教授 赤瀬朋秀先生
３）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１２回開催、研修会および医薬品安全管理責任者交流会を開催
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
新人研修における講師派遣
○第８回医療安全研修会
開催日：平成２６年６月１０日：参加者８５名
場 所：薬業年金会館
演 題：「明日から役立つ医療安全 ～あなたにも、できること～」
講 師：大阪市立大学医学部附属病院医療安全管理部 山口(中上)悦子先生
○第６回医薬品安全管理責任者交流会
開催日：平成２６年９月９日：参加者５９名（うち非会員１名）
場 所：薬業年金会館
テーマ：「改正薬剤師法と医薬品安全管理責任者の果たすべき役割について考えよう」
特別講演：医薬品安全管理をめぐる最近の話題－改正薬剤師法が求めているものとは－
講 師：日本病院薬剤師会副会長 土屋文人先生
グループワーク：①「外来患者への対応」②「入院患者への対応」③「医薬品安全
使用のための業務手順書の改訂」
○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、
改善を行った事例などの紹介、意見交換
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４）薬学生実務実習検討委員会（委員長：土井克彦）
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座学講習会
（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２６年１１月２９日：参加者３８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
５）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
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を開催
日本病院薬剤師会近畿ブロックと協力し、癌化学療法認定薬剤師認定講習会を共催
○専門薬剤師育成委員会講習会（第１回：感染制御分野）
開催日：平成２６年６月４日：参加者１１６名（うち非会員１名）
場 所：薬業年金会館
演 題：「実践！ICT 活動～症例を通して学ぶこと～」
講 師：市立堺病院 薬剤科主幹 安井友佳子先生
○専門薬剤師育成委員会講習会 第２回緩和ケアワークショップ
開催日：平成２６年７月１９日：参加者２９名（うち非会員２名）
場 所：CIVI 研修センター新大阪東
演 題１：「突出痛とは？～その概念と治療薬の選択～」
講 師１：姫路聖マリア病院 緩和ケア内科部長 高橋正裕先生
演 題２：「タペンタドール～薬理作用と臨床応用～」
講 師２：彩都友紘会病院 緩和ケア科部長 馬場美華先生
○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２６年７月２９日：参加者６９名
場 所：薬業年金会館
演 題：「がん患者の血糖管理」
講 師：大阪府立成人病センター 内分泌代謝内科・臨床検査科 主任部長
山崎知行先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第３回：関節リウマチ分野）
開催日：平成２６年８月６日：参加者７２名
場 所：薬業年金会館
演 題：「バイオ時代における関節リウマチの診断・治療」
講 師：関西医科大学附属枚方病院 リウマチ・膠原病科科長 尾崎吉郎先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第４回：医薬品情報分野）
開催日：平成２６年１１月１４日：参加者３２名
場 所：薬業年金会館
演 題：「RMP を活用した医療現場の薬剤師業務」
講 師：国家公務員共済組合連合会虎の門病院 薬剤部部長 林昌洋先生
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○専門薬剤師育成委員会講習会（第５回：小児薬物療法・妊婦授乳婦分野）
開催日：平成２６年１２月１３日：参加者８８名（うち非会員６名）
場 所：薬業年金会館
演 題１：「赤ちゃんのからだと気持ち」
講 師１：大阪府立母子保健総合医療センター 新生児科主任部長 北島博之先生
演 題２：「産科医師から見た妊娠と薬剤」
講 師２：大阪府立母子保健総合医療センター 産科主任部長 光田信明先生
○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２７年３月２日：参加者７５名（うち非会員７名）
場 所：薬業年金会館
演 題：「認知症の基本と診療の実際」
講 師：大阪大学医学部附属病院 神経科・精神科 數井裕光先生
○専門薬剤師育成委員会講習会 第３回緩和ケアワークショップ
開催日：平成２７年３月７日：参加者２６名（うち非会員１名）
場 所：CIVI 研修センター新大阪東
演 題１：「症状緩和①：呼吸困難感」
演 題２：「症状緩和②：せん妄を中心とした精神症状」
講 師１・２：姫路聖マリア病院 緩和ケア内科部長 高橋正裕先生
○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を共催
開催日：平成２６年１１月８日、平成２７年１月１０日
５．支部活動
１）支部研修会開催（平成２６年度：１７支部、４３回開催）
東淀川・淀川・西淀川支部（１）：３回
平成２６年７月１４日、平成２６年１１月１０日、平成２７年３月１６日
北・福島支部（２）：２回
平成２６年１０月３０日、平成２７年２月１２日
此花・西・港・大正支部（３）：１回
平成２７年３月２日
中央支部（４）：１回
平成２７年３月４日
天王寺・東成・生野支部（５）：３回
平成２６年９月８日、平成２６年１１月２１日、平成２７年２月１７日、
西成・阿倍野・浪速支部（６）：３回
平成２６年８月１日、平成２６年１２月４日、平成２７年３月４日
住吉・住之江・東住吉・平野支部（７）：１回
平成２６年１１月２０日
摂南支部（８）：３回
平成２６年９月２日、平成２６年１２月１０日、平成２７年１月２９日
豊能支部（９）：２回
平成２６年４月２３日、平成２６年７月２３日
三島支部（１０）：１回
平成２７年１月２２日
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千里支部（１１）：２回
平成２６年６月１９日、平成２７年３月１９日
北河内支部（１２）：１回
平成２６年１２月２日
中河内支部（１３）：３回
平成２６年６月１１日、平成２６年１０月２９日、平成２７年３月１３日
南河内支部（１４）：３回
平成２６年６月２５日、平成２６年１１月２７日、平成２７年２月１２日
堺・狭山支部（１５）：９回
平成２６年５月８日、平成２６年５月２４日、平成２６年６月５日、
平成２６年７月３日、平成２６年９月４日、平成２６年１０月２日、
平成２６年１１月６日、平成２７年１月８日、平成２７年２月５日
泉北支部（１６）：２回
平成２６年６月５日、平成２６年９月１８日
泉南支部（１７）：３回
平成２６年６月４日、平成２６年１０月３日、平成２７年２月６日
【その他】
１）支部学術活動助成金（平成２６年度：１５支部２３回、計１１５万円）
年
月
支部名
助成額
平成２６年 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
西成・阿倍野・浪速（６）
５万円
〃
５月
豊能（９）
５万円
〃
５月
千里（１１）
５万円
〃
７月
天王寺・東成・生野（５）
５万円
〃
７月
摂南（８）
５万円
〃
７月
泉北（１６）
５万円
〃
７月
泉南（１７）
５万円
〃
８月
東淀川・淀川・西淀川（１）
５万円
〃
８月
中河内（１３）
５万円
〃
９月
北河内（１２）
５万円
〃
１０月
西成・阿倍野・浪速（６）
５万円
〃
１０月
住吉・住之江・東住吉・平野（７） ５万円
〃
１０月
摂南（８）
５万円
〃
１０月
堺・狭山（１５）
５万円
〃
１２月
此花・西・港・大正（３）
５万円
〃
１２月
中河内（１３）
５万円
平成２７年 １月
天王寺・東成・生野（５）
５万円
〃
１月
南河内（１４）
５万円
〃
２月
中央（４）
５万円
〃
２月
千里（１１）
５万円
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２）平成２６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：６名が受賞
今西啓子先生（市立藤井寺市民病院）
東海秀吉先生（大阪鉄道病院）
西川武司先生（大阪市立大学医学部附属病院）
本多智子先生（七山病院）
山崎 肇先生（八尾市立病院）
楽 真澄先生（大阪回生病院）
３）平成２６年度一般社団法人大阪府病院薬剤師会有功賞（６名が受賞）
今西啓子先生（市立藤井寺市民病院）
小椋千絵先生（東豊中渡辺病院）
菅原由美子先生（長吉総合病院）
西川武司先生（大阪市立大学医学部附属病院）
本多智子先生（七山病院）
楽 真澄先生（大阪回生病院）
４）平成２６年度病院診療所薬剤師研修会に協力
開催日：平成２６年１１月８日（土）・９日（日）
場 所：大阪府薬剤師会館
５）第３６回日本病院薬剤師会近畿学術大会に協力
開催日：平成２７年１月２４日（土）・２５日（日）
場 所：和歌山県民文化会館ほか
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５１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
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