一般社団法人 大阪府病院薬剤師会平成２７年度事業報告書
（平成27年4月1日から平成28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２７年９月５日（土）
場 所 :ゆめニティプラザ（ゆめニティまつばら３階）
参加者：一般府民８８名
もよおし：○一般府民に対する特別講演会の開催
演題：「心臓の病気について ～狭心症、心筋梗塞～」
講師：松原徳洲会病院 副院長・ハートセンター長・循環器内科部長
川尻健司先生
○一般府民に対するくすり相談会の開催
○「困ったときの、くすりＱ＆Ａ」の配布
○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３９回市民講座への協賛：平成２７年５月３０日（土）
大阪薬科大学第４０回市民講座への協賛：平成２７年１０月２４日（土）
貝塚市健康祭り：平成２７年１０月１８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２７年６月２４日（火）午後６時３０分～午後８時００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２６年度事業報告の件
第２号 平成２６年度決算報告の件
第３号 監査報告の件
第４号 名誉会員推薦の件
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２７・２８年度代議員及び
補欠代議員選出について
２．平成２６年度大阪府薬事関係等功労者知事表彰受賞者の件
３．平成２７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２８年３月２３日（水）午後６時３０分～午後７時５１分
場

所：薬業年金会館

出席代議員数：８６名
議

事：議案

第１号

平成２８年度事業計画の件

第２号

平成２８年度予算の件

第３号

定款細則変更の件

第４号

事務所移転計画の件

以上、異議なく承認された。
○理事会

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

○支部長会

：３回開催（6/10,10/21,1/20）

○常任理事会：１２回開催（4/1,5/13,6/3,7/1,8/5,9/2,10/7,11/4,12/2,1/6,2/3,3/2）

３．会員数
平成２８年３月３１日

平成２７年４月１日
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３，１０９名
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６

ニュース購読者

１０名

８名

＋

２

＋
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正会員

施設数

４４８施設

４４３施設

増減

４．各種委員会報告
【総務部関係】（担当部長：竹上
１） 総務部（部長：竹上

学）

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４２２件、退会３３５件）
会員の各種変更手続き件数（４３２件）
平成２７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２７年１０月１１日（日）
場

所：神戸酒心館（神戸市東灘区）

内

容：酒蔵の見学

参加者：４０名
３）診療所委員会（委員長：丹下悦子）
主たる活動：委員会を３回開催、小委員会を４回開催、企画会議を４回開催
診療所例会、日常業務なんでも相談会、症例から学ぶ会（外来薬物療法の質向上検討
会より改名）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３６９回
開催日：平成２７年５月２８日：参加者１２７名（うち非会員４名）
場

所：薬業年金会館

演

題：Basicセミナー「がん化学療法の支持療法末梢神経障害について」

講

師：近畿大学医学部附属病院 薬剤部

演

題：特別講演

講

伊藤武志先生

１部

レクチャー「乳がんの診断と治療」

２部

症例紹介「乳がんの症例を知ろう」

師：近畿大学医学部附属病院内科学講座腫瘍内科部門
准教授

鶴谷純司先生

第３７０回
開催日：平成２７年９月２８日：参加者１００名（うち非会員４名）
場 所：薬業年金会館
演

題：１部

レクチャー

「Ｃ型肝炎治療の新時代～経口剤による抗ウイルス療法～ 」
２部

症例紹介

「Ｃ型肝炎抗ウイルス療法の実際～症例を通して～ 」
講

師：大阪赤十字病院 消化器内科 消化器内科統括部長

大崎往夫先生

第３７１回
開催日：平成２８年１月２９日：参加者１７３名（うち非会員２名）
場

所：薬業年金会館

演

題：特別講演１部「呼吸器感染症の診断と抗菌薬療法 」講義
特別講演２部「呼吸器感染症の診断と抗菌薬療法 」症例と解説

講

師：京都大学医学部附属病院

感染制御部准教授

高倉

俊二 先生

○第５７回日常業務なんでも相談会：１回開催
開催日：平成２７年１０月２８日：参加者５７名（うち非会員１名）
場

所：薬業年金会館

演

題：「不眠症患者さんへの薬剤師の患者ケア
～睡眠薬の適正使用を超えたケアを探る～」

講

師：平松内科・呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック
薬剤師/ 臨床心理士

伊藤 光先生

○症例から学ぶ会（外来薬物療法の質向上検討会より改名）：２回開催
第３回
開催日：平成２７年６月２６日：参加者４２名
場

所：薬業年金会館

演

題：ミニレクチャーと症例（模擬グループワークと解説）
１．「乳がんの術後化学療法と患者ケア」
２．「再発乳がんの化学療法と患者ケア」

講

師：東大阪市立総合病院

乳腺外科参事部長

古妻康之先生

第４回
開催日：平成２８年２月２６日：参加者７１名（うち非会員１名）
場 所：薬業年金会館
演

題：ＳＧＬ「シナリオから課題を見つけて対策を探ろう！」

講

１部

レクチャー「脳卒中治療ガイドライン２０１５の改訂ポイント」

２部

症例による小グループワーク「脳卒中の症例２例」

師：大阪府済生会中津病院

神経内科部長

尾崎彰彦先生

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４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
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６８回
開催日：

平成２７日１２月１６日（水）：参加者７３名

場

所：

薬業年金会館

演

題：「患者を守る適切な疑義照会とは

講師

：

～内容と方法の検証～」

株式会社阪神調剤薬局

東兵庫エリア

兵庫第４ブロック長

田中里佳先生

第６９回
開催日：

平成２８年３月２４日（木）：参加者５６名

場

所：

薬業年金会館

演

題：「中小病院薬剤師が知っておきたい地域医療構想（ビジョン）の動向と今後」

講師

：

大阪府健康医療部
課長

西野

保健医療部

保健医療企画課

誠先生

○小規模病院委員会研修会
開催日： 平成２７年１０月１４日（水）：参加者１１２名
場

所：

薬業年金会館

演

題： 「輸血療法の実際～安全な輸血療法のために～」

講

師：

日本赤十字社近畿ブロック血液センター
学術情報課

齊藤隆夫先生

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６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２７年７月７日（火）：参加者９３名
場

所：薬業年金会館３０１号室

演 題：「双極性障害 －基本編－」
講 師：社会医療法人北斗会さわ病院

緑川大介先生

○研修講座シリーズ58(合同開催平成２７年度第２回精神科病院委員会研修会)
○第３回精神科病院委員会研修会
開催日：平成２７年１１月５日（木）：参加者６６名
場

所：薬業年金会館３０１号室

演

題：「心神喪失者等医療観察法について」

講 師：医療法人爽神堂 七山病院 診療部副部長 西阪 剛先生
○第２回チーム医療推進研修会(合同開催平成２７年度第４回精神科病院委員会研修会)
○第１３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２８年３月 1 日（金）：参加者５４名
場

所：薬業年金会館

３０１号室

演

題：「職域における認知症～若年性認知症を含めて～」

講

師：大阪市立大学神経精神医学教室

教授

井上幸紀先生

○平成２７年度第５回精神科病院委員会・第６回専門薬剤師育成委員会研修会
開催日：平２８年３月８日（火）：参加者７２名
場 所：薬業年金会館３０１号室
演 題：「統合失調症を基礎から学ぶ」
講

師：医療法人杏和会阪南病院

川村吉彦先生

【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
昨年度より引き続き要件を満たす物件の情報収集
賃借料、使用要件、その他会員へのメリット等、検討した結果を理事会へ報告し、
総会にて事務所移転計画を検討した。

【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２７年
４月

ゼルボラフ錠240mg（ベムラフェニブ)

平成２７年

７月号

５月

タケキャブ錠10㎎・20㎎（ボノプラザン フマル酸塩）

平成２８年

２月号

６月

ロゼックスゲル 0.75％（メトロニダゾール）

平成２７年

８月号

７月

サイラムザ点滴静注液100㎎・500㎎（ラムシルマブ(遺伝子組換え)）
平成２７年

９月号

８月

ソバルディ錠400㎎（ソホスブビル）

平成２７年１０月号

９月

ヤーボイ点滴静注液50mg（イピリマブ(遺伝子組換え)）
平成２７年

１０月

ポマリストカプセル（ポマリドミド）

１１月

プラケニル錠200㎎（ヒドロキシクロロキン硫酸塩）

１２月

ヨンデリス点滴静注用0.25mg・1㎎ （トラベクテジン）

１１・１２月号

平成２８年
平成２８年

１月号

２月号（重複）

平成２８年

３月号

平成２８年
２月

アシテアダニ舌下錠（ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末)
平成２８年

３月

４月号

スピオルト レスピマット28吸入（チオトロピウム臭化物／オロダテロール塩酸塩）
平成２８年

５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
○「2015年度版新入局病院診療所薬剤師会研修テキスト」を発行
○「がん患者指導管理料３」算定に関するアンケート作成
【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７回開催（内３回Web開催）、講習会を１回開催
質の高い医療を提供するため、医療制度の基礎を学ぶための研修会の企画及び運営
○社会保険制度委員会講習会
第１回
開催日：平成２７年１１月１２日：参加者１００名（うち非会員２名）
場

所：薬業年金会館

401号、402号

演

題：「副作用救済基金の仕組みを知ろう」

講

師：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部
調査第一課 調査専門員 河原 香織先生

演

題：「医師事務補助加算－セクレタリー業務を理解しよう」

講

師：公益財団法人浅香山病院

医師事務支援室

前田香菜恵先生

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
○麻薬・薬事講習会
開催日：平成２７年９月３日：参加者３９１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
大阪府健康医療部薬務課麻薬毒劇物グループ

技師

藤川博之氏

亀井健太郎氏

３）薬剤業務委員会（委員長：森朝紀文）
主たる活動：委員会を４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２７年６月１８日：参加者９２名（うち非会員１名）
場

所：薬業年金会館

テーマ：「循環器チーム」
演題１：「心臓リハビリテーションの実際」
講師１：星ヶ丘医療センターリハビリテーション部 理学療法士主任 今碇洋介先生
演題２：「心臓リハビリテーション教室における薬剤師の関わり」
講師２：大阪市立大学医学部附属病院薬剤部 児玉典子先生
演題３：「循環器チームに必要な運動最新情報」
講師３：関西医科大学附属枚方病院健康科学科長 木村

穣先生

○第２回チーム医療推進研修会(合同開催平成２７年度第４回精神科病院委員会研修会)
開催日：平成２７年１１月２７日：参加者７４名（うち非会員１名）
場

所：薬業年金会館

テーマ：「せん妄対策チーム」
演題１：「せん妄ケアチームにおける薬剤師の役割」
講師１：地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター
中央市民病院

薬剤部主査

大音三枝子先生

演題２：「せん妄治療における看護師の役割」
講師２：医療法人爽神堂七山病院

看護部主任

中村年秀先生

演題３：「せん妄治療の実際」
講師３：関西医科大学天満橋総合クリニックメンタルヘルス科

片上哲也先生

○第３回チーム医療推進研修会
開催日：平成２８年３月１１日：参加者１３９名（うち非会員２名）
場 所：薬業年金会館
テーマ：「感染領域におけるチーム医療の実践」
演題１：「薬学的視点で感染制御に立ち向かう！」
講師１：名古屋市立大学病院 薬剤部／感染制御室 塩田有史先生
演題２：「感染対策チームにおける臨床検査技師の役割～当院での取り組み～」
講師２：社会医療法人生長会府中病院 臨床検査室 畑中重克先生

演題３：「臨床医が期待する薬剤師の役割～感染症診療の流れと薬剤師による介入～」
講師３：神戸大学医学部附属病院 感染症内科 大路剛先生
○「困ったときの、くすりＱ＆Ａ第２１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４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
（インターネット質問回数１回・１施設）
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（３施設投稿）
○第１回病棟薬剤業務推進実行委員会講習会
開催日：平成２７年５月１６日：参加者６１名（うち非会員２名）
場

所：堂島リバーフォーラム

演題１:「 入院患者の抗凝固剤の術前投与中止と術後再投与での病棟薬剤師の対応につい
て」

講師１：関西電力病院 薬剤部 上田浩貴先生
ワールド・カフェ型式（グループ・ディスカッション）

「入院患者の抗凝固剤の術前投与中止と術後再投与での病棟薬剤師の対応について
～みんなで楽しく考えよう！ワールド・カフェ～」

ファシリテーター：関西電力病院

薬剤部

上田浩貴先生・濱口良彦先生

○第２回病棟薬剤業務推進実行委員会講習会
開催日：平成２７年８月８日：参加者２８名（うち非会員２名）
場 所：堂島リバーフォーラム
演

題：「入院患者の在宅自己管理指導が必要な注射薬の指導方法について」

講師１：東住吉森本病院 薬剤科 佐古守人先生
ワールド・カフェ型式（グループ・ディスカッション）

「 入院患者の在宅自己管理指導が必要な注射薬の指導方法について～みんなで楽
しく考えよう！ 現状の問題点，理想の業務活動，理想と現実のギャップを埋め
るための必要なことなどを討論」

ファシリテーター：関西電力病院

薬剤部

東住吉森本病院

濱口良彦先生

薬剤科

佐古守人先生

○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１１月２８日：参加者２１名
場 所：堂島リバーフォーラム
演題１: 「麻薬についての使用方法と入院患者の持参麻薬を含めた対応と病棟担当薬
剤師の麻薬管理の実際について」
講師１：市立吹田市民病院 薬剤部 今井兼貴先生
ワールド・カフェ型式（グループ・ディスカッション）

「 入院患者の持参麻薬を含めた対応と病棟担当薬剤師の麻薬管理の実際について
～みんなで楽しく考えよう！ワールド・カフェ～」

ファシリテーター：関西電力病院

薬剤部

市立吹田市民病院

濱口良彦先生

薬剤部

今井兼貴先生

【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６３４号～６４４号）
臨時増刊号発刊（２０１５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２回およびワーキングを６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
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
病棟薬剤業務実施加算取得のための『相談窓口フォーム』の運用
Google カレンダーを用いた O.H.P.事務所予約一覧表の運用
現在のシステム上(MT6)での問題点の洗い出しやセキュリティの確保を担保しつつ、
簡便な研修会参加申し込み方法の検討
○情報通信委員会講習会
開催日：平成２８年３月３日：参加者数５８名
テーマ：「タブレットを持って病棟へ行こう２！」
Ⅰ. 演題：治療薬ハンドブックについて
演者：じほう 営業局 次長 川畑寿弘先生
Ⅱ. 演題：治療薬マニュアルについて
演者：医学書院 医学書籍編集部 課長 大塚敦司先生
Ⅲ. 演題：今日の治療薬について
演者：ジェイマックシステム コンテンツ事業部 部長

高倉秀幸先生

【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３回開催、「日病薬病院薬学認定薬剤師制度」実施に伴う運用方法
の検討、年度内開催の研修会および支部研修会内容の集計・分析、次年度
以降の研修会の方向性に関する検討
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２６年度の生涯研修修了証を１，４３２名に交付
○第４４回新入局薬剤師研修会
開催日：平成２７年１０月１日～１１月１２日（全７回）：参加者２２３名
場

所：大阪市立大学医学部学舎4階

大講義室

内

容：講義（１４科目）、病院見学（１９施設）

○第３８回中堅薬剤師研修会
開催日：平成２７年１０月１８日：参加者５６名（うち非会員２名）
場

所：CIVI研修センター新大阪東

テーマ：「薬剤師のための多職種間コミュニケーション力とリーダーシップ
～スムーズな組織運営のために～」
講師：多摩大学

医療・介護ソリューション研究所

淀川キリスト教病院

事業統括本部

フェロー

企画部長

石井富美先生

○研修講座シリーズ（全３回）
第５７回
開催日：平成２７年６月３日：参加者１４２名（うち非会員８名）
場

所：薬業年金会館

演

題：「進化する糖尿病薬物療法－なぜその薬剤を医師が選択するのか？
～注射療法も含めて～」

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５８回(合同開催平成２７年度第２回精神科病院委員会研修会)
開催日：平成２７年９月９日：参加者１６２名（うち非会員２名）
場 所：薬業年金会館
演

題：「一般病棟でみられる、抑うつ・せん妄・不眠の鑑別と薬物療法について」

講

師：医療法人悠仁会稲田クリニック

稲田泰之先生

第５９回
開催日：平成２８年３月１５日：参加者１１３名
場

所：薬業年金会館

演

題：「肝臓病治療薬の使い分け教えます
～栄養剤・亜鉛製剤から最近の話題まで～」

講

師：独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO) 大阪病院
院長補佐・消化器内科部長

伊藤敏文先生

○実務セミナー（全２回）
第３回
開催日：平成２７年８月３０日：参加者１６５名（うち非会員３名）
場

所：CIVI新大阪東

E5HALL

テーマ：「薬剤管理指導記録

実践セミナー２

～指導記録で悩んでいませんか？２０１５～」
◆午前の部
演題１：「POSとSOAPの基礎

～薬物治療に貢献できる薬剤管理指導を目指して～」

演題２：「指導記録のAudit

～指導記録の書き方とチェックポイント～

講

師：淀川キリスト教病院

薬剤部

寺沢匡史

先生

◆午後の部
症例検討と記録の実例
症例検討１
演

薬剤管理指導と指導記録の記載

者：市立池田病院
東住吉森本病院

症例検討２
演

循環器疾患の症例

薬剤部

瀬名波宏昌先生

薬剤科

佐古守人先生

指導記録のAudit

気管支喘息の症例

者：淀川キリスト教病院

薬剤部

三浦裕介先生

淀川キリスト教病院

薬剤部

永井亜美先生

◆総合討論｜チーム医療に貢献する記録のあり方
第４回
開催日：平成２８年２月２１日：参加者１４２名
場 所： CIVI新大阪東E5Hall
テーマ：「明日から救急担当薬剤師と言われたら・・・」
◆午前の部
講演１：｢救急部門の薬剤師には何ができるのかーERの現場からー｣
講

師：大阪府三島救命救急センター

薬局長

西本香王里先生

講演２：｢救急部門の薬剤師には何ができるのかー集中治療の現場からー｣
講

師：京都医療センター

製剤主任

服部雄司先生

◆午後の部
講演３：｢救急現場には薬剤師によってもっと救える命がある!!
～薬剤師に期待されること～
講

師：大阪大学医学部附属病院

高度救命救急センター

廣瀬智也先生(医師)

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Part２-｣
講 師：東京医科大学病院 薬剤部 感染制御部 添田 博先生
ディスカッション･質疑応答
○薬局長セミナー
開催日：平成２８年２月２４日：参加者４８名
場

所：薬業年金会館

演

題：「ＩＳＯ９００１認証による病院薬剤師業務の品質マネジメント」

講

師：島根大学医学附属病院

薬剤部長

直良浩司先生

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１１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
○医薬品安全管理責任者および若手薬剤師を対象とした医療安全への取り組み現状調査
実施期間：平成２７年４月１日～４月３０日
調査対象：OHP加入４４０施設

未加入９８施設

結果発表：医療薬学会、日本病院薬剤師会近畿学術大会、日本医療マネジメント学会

〇第９回医療安全研修会
開催日：平成２７年６月９日：参加者１２０名（うち非会員２名）
場

所：薬業年金会館

演

題：「-前向き医療安全のススメ-

講

師：近畿大学医学部附属病院

危機管理からResilientな組織作りへ」

安全管理部教授

辰巳陽一先生

○第７回医薬品安全管理責任者交流会
開催日：平成２７年９月８日：参加者４４名
場

所：薬業年金会館

テーマ：「医薬品安全管理責任者は今何をすべきか？-現状調査の結果から-」
特別講演：医薬品安全管理をめぐる最近の話題
講
報

師：日本病院薬剤師会副会長 土屋文人先生
告：「医薬費安全管理責任者の医療安全への取り組みに関するアンケート」中間報
告(田中委員)
「若手薬剤師の医療安全への取り組みに関するアンケート」中間報告（菊田委
員）

グループ討論：①「院内の医薬品安全に関する研修会開催状況」②「厚労省・日病薬等
からの通知情報の把握と業務手順書への収載状況」③「医療安全（医薬
品安全）に関する新人薬剤師教育」
〇製薬企業との懇談等
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

（化血研、扶桑薬品など）

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、カ）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
○新実務実習に向けての講習会
開催日：平成２７年６月１５日：参加者１０３名
場

所：薬業年金会館

講演１：「近畿地区病院･薬局実務実習報告」
講

師：大阪大学薬学研究科特任教授

西野隆雄先生

講演２：「実務実習の現状と問題点～新実務実習制度に向けて～」
講 師：大阪大学薬学研究科教授 平田収正先生
○認定実務実習指導薬剤師養成研修事業に関する講習会
第１回
開催日：平成２７年７月２９日：参加者１４１名
場

所：薬業年金会館

演

題：認定実務実習指導薬剤師更新講習会

第２回
開催日：平成２７年９月３０日：参加者２９名
場

所：薬業年金会館

講座カ

演

題：認定実務実習指導薬剤師更新講習会

講座カ

第３回
開催日：平成２７年１０月１０日：参加者４１名
場

所：薬業年金会館

演

題：認定実務実習指導薬剤師更新講習会

講座カ

第４回
開催日：平成２７年１１月２８日：参加者４４名
場

所：薬業年金会館

演 題：認定実務実習指導薬剤師養成講習会
第５回

講座ア、イ、ウ、オ

開催日：平成２８年１月２７日：参加者２６名
場

所：薬業年金会館

演

題：認定実務実習指導薬剤師更新講習会

講座カ

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
○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２７年５月１１日：参加者９２名（うち非会員３名）
場
演

所：薬業年金会館
題：「消化器癌領域での漢方との関わり」

講

師：大阪大学大学院医学系研究科
助教

高橋

外科学講座消化器外科学

剛先生

○専門薬剤師育成委員会講習会（第２回：医薬品情報・医療情報分野）
開催日：平成２７年７月１１日：参加者５６名（うち非会員７名）
場

所：CIVI 研修センター新大阪東

演

題１：「医薬品情報専門薬剤師への道」

講

師１：神戸大学医学部附属病院

演

題２：「医療情報化のこれからと医療情報技師」

講

師２：奈良県立医科大学附属病院

薬剤部
薬剤部

薬剤主任
係長

谷藤亜希子先生
池田和之先生

○専門薬剤師育成委員会講習会（第３回：NST 分野）
開催日：平成２７年７月３０日：参加者１３０名（うち非会員２名）
場

所：薬業年金会館

演

題：「ＮＳＴにおける栄養管理の実際」

講

師：大阪大学大学院医学系研究科
滋慶医療科学大学院大学
教授

病院薬剤学講座

医療管理学研究科

大石雅子先生

○専門薬剤師育成委員会講習会（第４回：感染制御分野）
開催日：平成２７年９月２日：参加者８１名（うち非会員１名）
場

所：薬業年金会館

演

題：「救急における感染制御と管理」

講

師：大阪府三島救命救急センター

薬局長

西本香王里先生

○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２７年１２月５日：参加者１０４名（うち非会員２０名）
場

所：薬業年金会館

演

題１：「小児のウイルス・細菌感染症－Vaccine

Preventable

Diseases（VPD）を

中心に－」
講

師１： 大阪府立母子保健総合医療センター

演

題２：「妊婦の喘息および結核の管理について」

講

師２： 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

○専門薬剤師育成委員会講習会

新生児科医長

望月成隆先生

産婦人科副部長

安川久吉先生

第４回緩和ケアワークショップ

開催日：平成２８年３月５日：参加者２０名
場
演

所：CIVI 研修センター新大阪東
題１：「症状緩和：倦怠感の原因検索とその対策①」

演

題２：「症状緩和：倦怠感の原因検索とその対策②」

講

師１：彩都友鈜会病院

講

師２：姫路聖マリア病院

緩和ケア科部長

馬場美華先生

緩和ケア内科部長

高橋正裕先生

○専門薬剤師育成委員会講習会
（第６回：合同開催平成２７年度第４回精神科病院委員会研修会)
５．支部活動
１）支部研修会開催（平成２７年度：１６支部、４７回開催）
東淀川・淀川・西淀川支部（１）：３回
平成２７年７月２７日、平成２７年１１月１６日、平成２８年２月２２日
此花・西・港・大正支部（３）：１回
平成２８年３月７日
中央支部（４）：３回
平成２７年１１月６日、平成２７年１２月４日、平成２８年３月１０日
天王寺・東成・生野支部（５）：７回
平成２７年５月１５日、平成２７年９月１７日、平成２７年１１月１９日、
平成２７年１２月１日、平成２８年１月１５日、平成２８年２月１２日、
平成２８年３月４日
西成・阿倍野・浪速支部（６）：４回
平成２７年６月５日、平成２７年１１月１７日、平成２７年１２月１８日、
平成２８年３月４日
住吉・住之江・東住吉・平野支部（７）：１回
平成２７年１０月１５日
摂南支部（８）：５回
平成２７年６月３０日、平成２７年７月２２日、平成２７年１０月１４日、
平成２７年１１月１３日、平成２８年２月１０日
豊能支部（９）：２回
平成２７年１１月５日、平成２８年３月８日
三島支部（１０）：２回
平成２７年７月７日、平成２８年２月３日
千里支部（１１）：１回

平成２８年２月４日
北河内支部（１２）：１回
平成２７年５月２６日
中河内支部（１３）：３回
平成２７年７月８日、平成２７年１１月１６日、平成２８年３月２５日
南河内支部（１４）：３回
平成２７年６月２５日、平成２７年１１月２６日、平成２８年２月２５日
堺・狭山支部（１５）：６回
平成２７年５月１４日、平成２７年６月１１日、平成２７年７月２日、
平成２７年１０月１日、平成２７年１１月１９日、平成２８年１月１４日
泉北支部（１６）：２回
平成２７年６月１０日、平成２７年１０月２８日
泉南支部（１７）：３回
平成２７年６月１１日、平成２７年１２月１日、平成２８年２月５日
【その他】
１）支部学術活動助成金（平成２７年度：１４支部２４回、計１２０万円）
年

月

支部名

助成額

平成２７年

４月

天王寺・東成・生野（５）

５万円

〃

４月

西成・阿倍野・浪速（６）

５万円

〃

４月

北河内（１２）

５万円

〃

４月

泉北（１６）

５万円

〃
〃

４月
５月

泉南（１７）
東淀川・淀川・西淀川（１）

５万円
５万円

〃

５月

中河内（１３）

５万円

〃

６月

摂南（８）２回分

〃

７月

中央（４）

５万円

〃

７月

住吉・住之江・東住吉・平野（７）

５万円

〃

７月

泉北（１６）

５万円

〃

８月

西成・阿倍野・浪速（６）

５万円

〃

８月

豊能（９）

５万円

〃

８月

中河内（１３）

５万円

〃

８月

堺・狭山（１５）

５万円

〃

９月

東淀川・淀川・西淀川（１）

５万円

〃
〃

９月
９月

天王寺・東成・生野（５）
堺・狭山（１５）

５万円
５万円

〃

９月

泉南（１７）

５万円

〃

１０月

中央（４）

５万円

〃

１１月

此花・西・港・大正（３）

５万円

〃

１１月

千里（１１）

５万円

〃

１２月

豊能（９）

５万円

１０万円

２）平成２７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）
小椋千絵先生（東豊中渡辺病院）
竹上

学先生（大阪府済生会千里病院）

谷口伸一先生（かわい病院）
中井由佳先生（ベルランド総合病院）
左

和子先生（生野中央病院）

松田孝緒先生（愛仁会本部）
３）平成２７年度一般社団法人大阪府病院薬剤師会有功賞（５名が受賞）
内山ひとみ先生（淀川キリスト教病院）
谷口伸一先生（かわい病院）
中井由佳先生（ベルランド総合病院）
南部敦子先生（大阪市立大学医学部附属病院
左

医薬品・食品効能評価センター）

和子先生（生野中央病院）

４）平成２７年度病院診療所薬剤師研修会に協力
開催日：平成２７年１１月７日（土）・８日（日）
場

所：大阪府薬剤師会館

５）第３７回日本病院薬剤師会近畿学術大会に協力
開催日：平成２８年１月２３日（土）・２４日（日）
場

所：神戸国際展示場

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５２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

