
一般社団法人 大阪府病院薬剤師会2020年度事業報告書 

（2020年4月1日から2021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 

    もよおし：○一般府民に対する特別講演会の開催 

○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 

以上の開催を企画したが 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

 

 ２）地域健康展等への協力 

    大阪薬科大学市民講座への協賛 

    貝塚市健康祭り 

「くすり相談室」の相談員を担当 

以上の協力を企画したが 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

 

 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 

COVID-19感染拡大防止による緊急事態宣言に基づき、2020年度通常総会は開催中止。 

通常総会での決議事項（事業報告、決算報告、監査報告、次期役員選任、補正予算（経 

理部業務外部委託）の決議を全代議員に資料郵送を行い、書面にて決議を行った。 

 

同封書類：【説明資料1】第1号議案 2019年度事業報告の件 

【説明資料2】第2号議案 2019年度決算報告の件 

【説明資料3】第3号議案 監査報告の件 

【説明資料4】第4号議案 次期役員選任の件 

【説明資料5】第5号議案 補正予算（経理部業務外部委託）の件 

          同意書 

 

代議員数：127名（全員）による書面同意 

 

議 事：提案内容 

1）第1号議案 2019年度事業報告の件 

2）第2号議案 2019年度決算報告の件  

3）第3号議案 監査報告の件 



4）第4号議案 次期役員選任の件 

5）第5号議案 補正予算（経理部業務外部委託）の件 

      6）総会の決議があったとみなされる日を2020年6月27日とすることに関する承認 

 

以上、異議なく承認された 

 

 ○臨時総会 

    COVID-19感染拡大防止による緊急事態宣言に基づき、一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律に則り、大阪府総務部法務課、公益法人グループ担当の方に確認のう

え、当会定款に記載されていない方式（下記方式１～３）で開催することを当会理事

会にて承認し、決議を行った。 

 

   １．日程と方法 

開催方法：現地出席または代議員が協議事項ごとに賛否を表明できる議決権行使書面を 

提出する。 

総会開催日2週間前までに資料と議決権行使書面を代議員に送付する。 

 

２．代議員の議決権の行使方法（①②から選択） 

①事前に議決権行使書面を送付していただく（原則） 

②会場に出席し議決権を行使していただく 

 

３．出席者 

感染拡大防止のため、会場に参集する人数の制限（出席自粛要請）を行う。 

・役員 ：議題の説明、質問の回答を担当する役員のみ会場に出席する形で検討 

（ただし、出席できない場合は出席する他の役員が代行する） 

・代議員：開催当日会場に出席し、議決権を行使する代議員 

 

同封書類： 

【説明資料1】2021年度 事業計画の件 

【説明資料2】2021年度 予算の件 

議決権行使書面 

 

開催日：開催日時：2021年3月24日（水）18:30～19:00 

    場 所：新大阪ワシントンホテルプラザ 

〒532-0011大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5-15 · 

  

   出席代議員数： 参集15名（127名（全員）による議決権行使書面）による同意 

   

 議 事：議案 第1号議案 2021年度 事業計画の件 

第2号議案 2021年度 予算の件 

          

以上、異議なく承認された。 

 

 



 ○理事会  ：9回開催 （4月、5月、6月は書面にて開催） 

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

 ○支部長会  ：3回開催（7/15,11/25,2/17） 

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

 

３．会員数 

            2021年4月1日      2020年3月31日        増減 

  正会員           3545名                   3487名       +58 

  特別会員             300名            309名        ‐9 

  名誉会員              28名              28名       ±0 

  賛助会員              77社             81社         -4 

  ニュース購読者           10名               9名        +1 

  施設数               447施設            450施設          ‐3 

   

特別会員には支部特別会員も含み、施設数には支部特別会員の施設（薬局・大学等）も 

含む（正会員施設 → 432施設） 

 

 

４．各種委員会報告 

【総務部関係】（担当部長：勝浦 正人（～6月）、山本 智也（7月～）） 

１） 総務部（部長：勝浦 正人（～6月）、山本 智也（7月～）） 

    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 

 

 〇令和2年度 フォーミュラリー研修会（大阪府委託事業） 

開催日 ：2021年3月12日（金）：参加者：134名（うち非会員15名） 

場 所 ：WEB開催（ZOOMウェビナー） 

演 題１：「フォーミュラリー推進に向けた取組み」 

講 師１： 大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 薬務企画グループ 八重津 智彦氏 

演 題２：「今、話題のフォーミュラリー ～八尾市の事例を踏まえて～」 

講 師２： 八尾市立病院 事務局 小枝 伸行 先生       

 

２）会員委員会（委員長：佐野 雅昭（～6月）、小島 一晃（7月～）） 

   主たる活動：委員会を1回開催 

（COVID-19の影響で学生リクルート・会員親睦会等の対人イベントを自粛） 

新入会手続き  351件 

退会手続き   326件 

     各種変更手続き 401件 

         2020年度会員名簿作成（発行部数4,200部、12月発行、会員等に送付） 

     入会・退会手続きの簡素化について検討 

 

   ○株式会社ユニヴ 病院合同説明会（病院ラボ） 



開催日：2021年2月14日（日） 

      場 所： WEB開催 

内 容： 特別講演「病院薬剤師業務の紹介」 

演 者：竹上 学先生（一般社団法人大阪府病院薬剤師会会長） 

  

３）患者支援推進委員会（委員長：丹下 悦子） 

       主たる活動：委員会を2回開催、企画会議を2回開催 

薬物療法と患者ケアのセミナー、日常業務なんでも相談会、症例から学ぶ

会、医療情報の使い方セミナーの企画、開催 

          患者支援に関わる薬剤師業務の活動を協議 

 

○薬物療法と患者ケアのセミナー：2回開催（2回延期） 

 

○日常業務なんでも相談会：1回開催 

第62回日常業務なんでも相談会（WEB調査と紙面による調査結果報告） 

「新型コロナウイルス感染対策下における薬剤師の患者支援業務の取り組みと 

実例の調査」 

  

○症例から学ぶ会：2回開催（2回延期） 

 

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1回開催、研修会を1回企画（中止） 

               小規模病院に勤務する薬剤師の活動窓口として対応 

 

５）精神科病院委員会（委員長：本多 智子） 

    主たる活動：研修会を 1 回開催 

 

○O.H.P.研修講座シリーズ 74・2020 年度 第 1 回精神科病院委員会共催研修会 

 開催日：2020 年 12 月 1 日（火） 

 場 所：ホテルロイヤルクラシック大阪 3 階 麗・壽 

演 題：「知っておくと役にたつ！病態と薬の知識〜高齢者に多い  

せん妄、認知症について〜」 

講 師：JCHO 大阪病院 精神神経科 部長 山森 英長 先生 

 

【経理部関係】（担当部長：山本 智也（～6月）、髙垣 佳史（7月～）） 

１） 経理部（部長：山本 智也（～6月）、髙垣 佳史（7月～）） 

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：高垣 佳史（～6月）、西岡 崇浩（7月～）） 

    主たる活動：委員会を1回開催 

     新型コロナ禍における持続化給付金の申請についての検討 



 

【学術部関係】（担当部長：小林 政彦） 

１）学術情報委員会（委員長：尾上 雅英） 

        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 

令和2年 

4月 エベレンゾ錠20mg/50mg/100mg（一般名：ロキサデュスタット)    令和2年7月号 

5月  ハルロピテープ8mg/16mg/24mg/32mg/40mg（一般名：ロピニロール塩酸塩)  

令 和2年8月号 

6月 フィアスプ注フレックスタッチ／フィアスプ注ペンフィル 

（一般名：インスリン アスパルト（遺伝子組換え））         令和2年9月号 

7月 ベネクレクスタ錠10mg/50mg/100mg（一般名：ベネトクラクス）  令和2年10月号 

8月 デエビゴ錠2.5mg/5mg/10mg（一般名：レンボレキサント）   令和2年11・12月号 

9月 ロケルマ懸濁用散分包5g/10g（一般名：ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム 

水和物）                             令和3年1月号 

10月 ノクサフィル錠100mg（一般名：ポサコナゾール）          令和3年2月号 

11月 エンレスト錠50mg/100mg/200mg 

（一般名：サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠）         令和3年3月号 

12月 リベルサス錠3mg/7mg/14mg（一般名：セマグルチド（遺伝子組換え）令和3年4月号 

令和3年  

2月 エクロックゲル5%(一般名：ソフピロニウム臭化物）               令和3年5月号 

3月 エナジア吸入用カプセル中用量／高用量 

（一般名：インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカ

ルボン酸エステル）                                             令和3年6月号 

 

 ２）出版企画委員会（委員長：中村 安孝） 

       主たる活動：委員会を2回開催 

○「2020年度版新入局病院診療所薬剤師会研修テキスト」を発行 

  

【薬事部関係】（担当部長：濱口 良彦） 

  １）社会保険制度委員会（委員長：太田 毅志） 

      主たる活動：委員会を3回開催、講習会を1回開催 

社会保険制度に関する研修を企画・運営 

   ○社会保険制度委員会講習会 

    第1回 

開催日：2020年7月31日（金）：参加者83名（うち非会員0名） 

場 所：大阪市立大学附属病院 医学部学舎4Ｆ大講義室 

演 題：「2020年度診療報酬改訂について」 

講 師：浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部教授・薬剤部長 川上 純一先生 

 

２）薬事制度委員会（委員長：坂上 嘉浩） 



       主たる活動：委員会を1回開催、麻薬・薬事等に関する講習会を1回開催 

麻薬・薬事等に関する講習会を1回開催 

       麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、医薬品医療機器等法、薬剤師法、 

医療法等の関連法規等に対する調査、検討 

   ○麻薬・薬事講習会 

   開催日：2020年9月3日（木）：参加者193名（うち非会員11名） 

   場 所：大阪府男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）7階ホール 

演題 1：覚醒剤原料に係る覚醒剤取締法の改正内容 

講 師：大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 

麻薬毒劇物グループ 総括主査 岡本 智子 氏 

演題 2：事例と対策を中心に 

講 師：大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 

麻薬毒劇物グループ 技師 三谷  肇 氏 

 

３）薬剤業務委員会（委員長：森朝 紀文）  

      主たる活動：COVID-19感染症による緊急事態宣言により、委員会、チーム医療に関す

る研修会を開催せず。（企画したが全て中止） 

 

４）地域連携推進委員会（委員長：濱口 良彦） 

薬物治療を中心に地域医療連携を推進する業務に関する事業で研修会等を開催した 

地域医療連携の病診薬連携だけでなく、病病連携などあらゆる医療施設間同士の連携を想定し、 

急性期・慢性期疾患の薬物治療を安全かつ適正に服薬管理できる情報を双方向に実施するため 

の調査を行う。 

主たる活動：委員会を年 3 回開催予定していたが、新型コロナ感染拡大に伴い地域連携推 

進に関する講習会を年 2 回開催、中止 1 回 

      第 1回、第 2回の地域連携推進講習会の報告書を O.H.P. NEWS 及び一般社 

団法人大阪府薬剤師会雑誌に各々2回掲載 

 

〇地域連携推進の推進に関する講習会  

2020 年度 第 1 回地域連携推進講習会 

日 時：2020 年 10 月 24 日（土）：参加者 97 名（うち非会員 4 名） 

場  所：大阪府薬剤師会館 3階大ホール 

参加者：大阪府病院薬剤師会参加者 会員23名 非会員0名  

大阪府薬剤師会参加者     会員70名 非会4名  

演題１：在宅へ繋ぐシームレスな肝がん薬物療法‐薬剤師外来をとおして‐ 

     講師１：松下記念病院薬剤部 外来がん治療認定薬剤師 橋本 恵梨花 先生 

演題２：レンバチニブにおける病院との連携の有用性 

     講師２：阪神調剤薬局 守口店 管理薬剤師 森田 奈央美 先生 

演題３：当院における肝がん診療の取り組み 

     講師３：松下記念病院 消化器内科副部長 世古口 悟 先生 

パネルディスカッション： 

QRコード使用した携帯アプリのアンケート調査と質問に対するディスカッション 



 

2020 年度 第２回地域連携推進講習会 

日 時：2021 年 3 月 13 日（土）：参加者 88 名（うち非会員 7 名） 

場  所：大阪府薬剤師会館 3階大ホール 

参加者：大阪府病院薬剤師会参加者 会員33名 非会員0名  

大阪府薬剤師会参加者     会員48名 非会7名  

演題１：当院の認知症・せん妄ケアチームの活動について ‐看護師の立場から‐ 

     講師１：大阪鉄道病院 認知症看護認定看護師 森田 由紀子 先生 

演題２：当院の認知症・せん妄ケアチームの活動について ‐薬剤師の立場から‐ 

     講師２：大阪鉄道病院 薬剤師 泉川 博子 先生 

演題３：高齢者の睡眠の問題についての患者フォローアップ  

-不眠症・認知症・せん妄などへの対策- 

     講師３：大阪鉄道病院 精神神経科 部長 江村 成就 先生 

パネルディスカッション： 

QRコード使用した携帯アプリのアンケート調査と質問に対するディスカッション

   

【広報部関係】（担当部長：高橋 一栄） 

 １）広報企画委員会（委員長：木村 真策） 

       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689号～699号） 

     臨時増刊号発刊（2020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（～6月）、松村 友和（7月～）） 

      主たる活動：委員会を2回開催 

     府民くすり相談会の企画、 

     地域健康展等への協力体制の企画 

 

 

３）情報通信委員会（委員長：下村 一徳） 

    主たる活動：委員会を1回およびワーキングを3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（中止） 

     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 
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【研修教育部関係】（担当部長：野村 剛久） 

１）研修教育部（部長：野村 剛久） 

主たる活動：「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：辻川 正彦）  

        主たる活動：委員会を11回開催、各種研修会を11回開催 

     各種研修会の企画立案と実施運営 

     日病薬病院薬学認定薬剤師制度の充実に向けた起案実働 

     2020年度大阪府病院薬剤師会生涯研修履修について13名を認定 

 

   ○第49回新入局薬剤師研修会  ≪開催≫ 

   開催日：2020年10月1日（木）～11月12日（木）（全7回） 

：参加者183名（うち非会員1名） 

   場 所：ホテルロイヤルクラシック大阪 3階 麗・壽 

 内 容：【講義（14科目）】 

    10/1 （木）病診薬剤師として －現状と将来－  

O.H.P. 会長  近畿大学病院       竹上 学 先生 

病診薬剤師の研修と認定制度   

O.H.P. 研修教育部長 東住吉森本病院    野村 剛久先生 

10/8 （木）医療制度     O.H.P.副会長  愛仁会本部           西川 直樹先生 

病診薬剤師の知っておくべき法規概説  

                  大阪急性期・総合医療センター  綛谷 哲也先生 

10/16（金）リスクマネジメント    近畿大学病院       島元 健次先生 

製剤業務      大阪大学医学部附属病院   西川 満則先生 

10/21（水）がん薬物療法       大阪国際がんセンター  高木 麻里先生 

NST             東住吉森本病院           黒沢 秀夫先生 

10/29（木）注射剤調剤         第二大阪警察病院     寺本 有里先生 

薬剤管理指導業務     住友病院                 豊濱 隆 先生 

11/5 （木）DI業務             大阪大学医学部附属病院   有持 潤子先生 

TDMと投与計画     大野記念病院             浦田 元樹先生 

11/12（木）処方提案      府中病院                 竹内 祐介先生 

ICT             関西電力病院             眞継 賢一先生 

◇ 施設見学は中止  

 

  ○O.H.P. 研修講座シリーズ（４回開催）  ≪全て開催≫ 

O.H.P. 研修講座シリーズ71 

     開催日：2020年8月21日（金）：参加者124名（うち非会員9名） 

     場 所：TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット3A 

演 題：「知っておくと役にたつ！病態と薬の知識〜てんかん編〜」 

講 師：市立吹田市民病院 脳神経内科 部長 中野美佐先生 

O.H.P. 研修講座シリーズ72 



     開催日：2020年9月10日（木）：参加者134名（うち非会員7名） 

     場 所：TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット3A 

演 題：「知っておくと役にたつ！病態と薬の知識〜糖尿病編〜」 

講 師：関西電力病院、糖尿病・代謝・内分泌センター 部長  田中永昭 先生 

O.H.P. 研修講座シリーズ73 

     開催日：2020年9月24日（木）：参加者102名（うち非会員3名） 

     場 所：TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット3A 

演 題：「知っておくと役にたつ！病態と薬の知識〜喘息・COPD編〜」 

講 師：大阪赤十字病院 呼吸器内科 副部長 吉村 千恵先生 

O.H.P. 研修講座シリーズ74・2020年度 第1回精神科病院委員会共催研修会 

     開催日：2020年12月1日（火）：参加者179名（うち非会員4名） 

     場 所：ホテルロイヤルクラシック大阪 3階 麗・壽 

演 題：「知っておくと役にたつ！病態と薬の知識 

〜高齢者に多い せん妄、認知症について〜」 

講 師：JCHO大阪病院 神経精神科 部長 山森英長先生 

 

      ○実務セミナー（全2回）   

   O.H.P.実務セミナー13    ≪中止・延期≫ 

    開催日：2020年12月13日（日） 

場 所：ホテルロイヤルクラシック大阪 3階 麗・壽 

主題：明日から役立つ！症例から学ぶ「心不全」～急性期から慢性期まで～ 

演題 1：ガイドラインを読み解く心不全総論 

講 師：大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学 講師   大谷 朋仁 先生 

＜急性期症例セクション＞ 

演題 2：ICUで急性心不全にどう介入する？ 

講 師：JCHO大阪病院  吉田 美奈 先生 

演題 3：心不全急性増悪の原因を考える 

講 師：社会医療法人生長会 府中病院  西 麻衣 先生 

演題 4：1いま、チームで取り組む急性心不全の初期対応!!? 

    ～CS（クリニカルシナリオ）1、救急から集中治療まで～ 

講 師：大阪府済生会野江病院  段林 正明 先生 

急性期セクション質疑応答 

＜慢性期症例セクション＞ 

演題 5:がん化学療法と慢性心不全      

講 師：国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 出口 桃子 先生 

演題 6：いのちの最期にどう向き合うか？～慢性心不全の治療経過～ 

講 師：元 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 大葉 佑梨子 先生 

演題 7：心不全患者のサポーティブケア  ～患者と家族の意思を尊重して～ 

講 師：大阪府済生会野江病院  山崎 綾子 先生 

慢性期セクション質疑応答 

演題 8：薬剤師から見た心不全診療のポイント 

講 師：京都桂病院  堀内 望 先生 

 



   O.H.P.実務セミナー14 （専門薬剤師委員会共催：感染制御領域）  ≪中止・延期≫ 

    開催日：2021年2月21日（日） 

場 所：ホテルロイヤルクラシック大阪 3階 麗・壽 

主題：抗抗菌薬の「基礎」を学んで、感染症症例へ介入しよう！ 

       ～薬物動態から実践的症例介入まで～ 

 

   ○第43回中堅薬剤師研修会   ≪未開催・延期≫ 

 

 ○O.H.P. 2020年度 薬局長セミナー ≪未開催・延期≫ 

 

３）医療安全対策委員会（委員長：河瀬 留美（～6 月）、西原 雅美（7 月～）） 

    主たる活動：委員会 11 回（うち、3 回 Zoom 会議）開催 

研修会 2 回（うち、1 回 WEB）開催 

医薬品安全管理責任者交流会 1 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交流会開催 

医療安全のためのツールに関する調査・情報収集 

新人研修における講師派遣  

    

〇第16回医療安全研修会 

 開催日：2020年7月7日（火）：参加者76名（うち非会員4名） 

場 所：大阪社会福祉指導センター5F 多目的ホール 

演 題：医療安全に関する事例検討会～着信御礼！医療安全大喜利～ 

 「事例を用いたSHELL分析」「事例を用いたなぜなぜ分析」 

講 師：（OHP医療安全対策委員会委員） 

大阪医科大学附属病院 菊田 裕規先生 

耳原総合病院 大田 雄介先生 

     

〇第17回医療安全研修会（WEB） 

 開催日：2021年2月9日（火）：参加者63名（うち非会員4名） 

場 所：TKP大阪堺筋本町カンファレンスセンターより同時配信（ZOOM ウェビナー） 

演 題：第2回医療安全に関する事例検討会～着信御礼！医療安全大喜利～～ 

 「持参薬関連の事例について考えよう」 

講 師：（OHP医療安全対策委員会委員） 

大阪医科大学附属病院 菊田 裕規先生 

耳原総合病院 大田 雄介先生 

 

○第12回医薬品安全管理責任者交流会 

 開催日：2020年9月12日（土）参加者：44名（うち非会員2名） 

場 所：エル・おおさか（大阪府立労働センター）6F 606号室 

テーマ：医薬品安全管理責任者の業務と自身の研修について 

講 演：改正薬剤師法・薬機法等にどう対応すべきか 



講 師：（一社）医薬品安全使用調査研究機構 設立準備室 室長 土屋文人先生  

グループワーク実施 

本講演の録画映像を他の医療安全研修会等で活用することについて講師から了解を得た 

上で、支部研修会で活用した。 

 

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 

    

〇医薬品安全‘お役立ち情報’の発行 

医薬品安全管理責任者等交流会での要望等を受け、施設内での「医薬品安全研修」に 

活用できる「お役立ち情報」を作成し、O.H.P.NEWS とホームページ上へ掲載した。 

     No.5-1：「お薬による副作用が出た時、あなたはどうしますか？』 

          医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の仕組みや報告の流れ 

2020年6月発行 

No.5-2：「お薬による副作用が出た時、あなたはどうしますか？』 

         医薬品安全性情報報告書の作成 

2021 年 2 月発行 

 

４）薬学生実務実習検討委員会（委員長：土井 克彦） 

○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：2020 年 10 月 28 日（水）：参加者 13 名（うち非会員 2 名） 

 場 所：大阪府病院薬剤師会 事務所 

 演 題：認定実務実習指導薬剤師更新講習会 講座④ 

 

 第 2 回 

 開催日：2020 年 11 月 21 日（土）：参加者 21 名（うち非会員 2 名） 

場 所：大阪府病院薬剤師会 事務所 

 演 題：認定実務実習指導薬剤師養成講習会 講座①、②、③ 

 

５）専門薬剤師育成委員会（委員長：三箇山 宏樹（～6 月）村地 康（7 月～）） 

    主たる活動：委員会を 3 回開催、各種講習会を 4 回開催（うち 2 回中止） 

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：感染制御領域） 

    開催日：2020 年 11 月 14 日（土）：参加者 93 名（うち非会員 7 名） 

    場 所：御堂会館 4 階 A ホール 

    演題１：「エビデンスに基づく AST活動の実践」 

講師１：大阪急性期・総合医療センター 大場雄一郎 先生 

○専門薬剤師育成委員会講習会（第 2 回：がん領域） 

開催日：2020 年 11 月 14 日（土）：参加者 83 名（うち非会員 4 名） 

場 所：御堂会館 4 階 A ホール 

演 題：「がんゲノム医療こと始め」 



講 師：大阪大学医学部附属病院 がんゲノム医療センター 特任講師 坂井大介 先生 

 

５．支部活動 

１）支部研修会開催（2020 年度：13 支部、24 回開催、中止：5 支部 10 回開催分）  

  

東淀川・淀川・西淀川 （1）  ：1 回 

 2020 年度 3 月 16 日 

北・福島支部（2）：3 回（うち中止 2 回） 

      2020 年 11 月 6 日 

中央支部（4）：1 回 

2021 年 3 月 11 日 

 天王寺・東成・生野支部（5）：1 回 

2020 年 10 月 30 日 

 西成・阿倍野・浪速支部（6）：2 回（うち中止 1 回） 

2021 年 2 月 26 日 

 住吉・住之江・東住吉・平野支部（7）：1 回 

2021 年 3 月 4 日 

 摂南支部（8）：1 回 

2021 年 3 月 9 日 

 豊能支部（9）：3 回（うち中止 1 回） 

    2020 年 9 月 16 日、2021 年 2 月 9 日 

三島支部（10）：1 回 

2021 年 2 月 4 日 

 北河内支部（12）：1 回 

     2020 年 3 月 18 日 

 堺・狭山支部（15）：6 回（うち中止 5 回） 

2020 年 10 月 20 日 

 泉北支部（16）：1 回（うち中止 1 回） 

泉南支部（17）：2 回 

2020 年 11 月 30 日、2021 年 3 月 11 日 

 

【2020年度に開催中止または延期となった研修会】 

 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため      

開催日 担当部署 研修会名 区分 

2020年4月22日（水） 第15支部 15 支部（堺・狭山）4月学術講演会 中止 

2020年4月24日（金） 第6支部 第6支部研修会 中止 

2020年5月18日（火） 第16支部 第16支部研修会 中止 

2020年5月20日(水)  第9支部 9 支部（豊能支部）研修会 中止 

2020年5月21日（木） 第15支部 
15支部（堺・狭山）5月学術講演会・総

会  
中止 

2020年6月11日（木） 
生涯研修委員会 

 

O.H.P.研修講座シリーズ 72 
中止 

2020年6月11日（木） 第15支部 15支部（堺・狭山）6月学術講演会 中止 



2020年6月19日（金） 精神科病院委員会 令和2年度第1回精神科病院委員会研修会 延期 

2020年7月30日（木） 第2支部 第2支部研修会 中止 

2020年9月25日（金） 第2支部 第2支部研修会 中止 

2020年12月13日（日） 生涯研修委員会 第13回 O.H.P.実務セミナー 中止 

2021年1月19日（火） 精神科病院委員会 
令和2年度第1回精神科病院委員会・第３

回専門薬剤師育成委員会共催研修会 
延期 

2021年1月28 日（木） 第15支部 第15支部（堺・狭山）1 月学術講演会 中止 

2021年2月10 日（水） 小規模病院委員会 小規模病院研修会 中止 

2021年2月13日（土） 
専門薬剤師育成委員

会 

第10回専門薬剤師育成委員会ワークショ

ップ（緩和ケア） 
延期 

2021年2月18日（木） 第15支部 
大阪府病院薬剤師会第15支部（堺・狭

山）2月学術講演会 
中止 

2020年2月21日（日） 
生涯研修委員会・専

門薬剤師育成委員会 

実務セミナー14（専門薬剤師委員会共

催）（感染制御領域） 
延期 

2021年2月25日（木） 災害対策委員会 令和2年度災害対策委員会研修会 延期 

      

【その他】 

 １）支部学術活動助成金（2020年度：9支部 11回、計 65万円） 

              月      支部名                助成額 

2020年   9月     豊能（9）                             10万円（＊） 

2020年  10月     天王寺・東成・生野（5）           5万円 

2020年  11月     泉南（17）                5万円 

2021年  2月        西成・阿倍野・浪速（6）                5万円 

豊能（9）                              5万円   

三島支部（10）             5万円 

 2021年   3月     東淀川・淀川・西淀川 （1）        5万円 

     中央（4）                 5万円 

     住吉・住之江・東住吉・平野（7）       10万円（＊） 

    北河内支部（12）              5万円 

    泉南（17）                 5万円 

（＊）コロナ禍における支部活動助成金増額対応 

 

２）2020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） 

石倉 久美子先生（四天王寺病院） 

鈴木 薫先生（大阪医科大学附属病院）   

高垣 佳史先生（市立東大阪医療センター） 

塚本 泰彦先生（関西電力病院） 

西原 雅美先生（大阪医科大学附属病院） 

村田 充弘先生（市立豊中病院） 

 

３）2020年度一般社団法人大阪府病院薬剤師会有功賞（8名が受賞） 

東 朋代先生（耳原総合病院） 



和泉 智先生（白鷺病院） 

真常 美紀先生（早石病院） 

鈴木 薫先生（大阪医科大学附属病院） 

塚本 泰彦先生（関西電力病院） 

西原 雅美先生（大阪医科大学附属病院） 

村田 充弘先生（市立豊中病院） 

森田 智子先生（大阪歯科大学附属病院） 

 

 ４）令和2年度病院診療所薬剤師研修会に協力 

         開催日：2020年11月21日（土）・22日（日） 

         場 所：大阪府薬剤師会館 

参加者 93 名（うち非会員 1 名） 

 

 ５）第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会主催 

開催日：2021年1月30日（土）・31日（日） 

場 所：WEB開催  

     最終参加者数：LIVE 配信：3,067 名 、オンデマンド：1,606 名 

 

 ６）大阪府薬事審議会に協力 

 

７）病院・薬局実務実習近畿地区調整機構に協力 

 


