一般社団法人 大阪府病院薬剤師会2021年度事業報告書
（2021年4月1日から2022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、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】第1号議案 2020年度事業報告の件
【説明資料2】第2号議案 2020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 名誉会員推薦の件
【説明資料5】第5号議案 一般社団法人 日本病院薬剤師会
令和3年・4年度代議員･補欠代議員選出の件について
議決権行使書面
開催日：開催日時：2021年6月23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 ·
代議員数（合計：125名）：14名（参集）による承認
111名（議決権行使書面）による承認
議

事：提案内容
1）第1号議案 2020年度事業報告の件
2）第2号議案 2020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 名誉会員推薦の件
5）第5号議案 一般社団法人 日本病院薬剤師会
令和3年・4年度代議員･補欠代議員選出の件について
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】2022年度 事業計画の件
【説明資料2】2022年度 予算の件
議決権行使書面
開催日：開催日時：2022年3月30日（水）18:30～19:00
場 所：ホテルロイヤルクラシック大阪 麗（3 階）
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波 4-3-3
代議員数（合計：125名）：14名（参集）による承認
111名（議決権行使書面）による承認
議

事：議案 第1号議案 2022年度 事業計画の件
第2号議案 2022年度 予算の件
以上、異議なく承認された。

○理事会

：12回開催 （オンライン併用のハイブリッド開催）
(4/21,5/26,6/9,7/21,8/18,9/15,10/20,11/17,12/22,1/19,2/16,3/16）
○支部長会 ：3回開催（7/21,11/24,2/16）
○常任理事会：12回開催（4/7,5/12,6/2,7/7,8/4,9/1,10/6,11/10,12/8,1/5,2/2,3/2）

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

2022年4月1日
3566名
303名
30名
73社
9名
446施設

2021年3月31日
3545名
300名
28名
77社
10名
447施設

増減
+21
+3
+2
-4
-1
‐1

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 → 431施設）

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

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
○令和3年度 災害対策委員会研修会
開催日 ：2022年2月24日（木）：参加者：50名（うち非会員1名）
場 所 ：WEB開催
演 題1 ：有事の際の薬品調達（大阪府の対応を含めて）
講 師1 ：大阪国際がんセンター 薬局 藤江 直輝先生
演 題2 ：災害時の経験から ―病院停電時の対応―
講 師2 ：大阪医科薬科大学病院 薬剤部 西原 雅美先生
演 題3 ：災害時の経験から ―地域停電時の対応―
講 師3 ：りんくう総合医療センター 薬剤科 中川 貴弘先生
情報共有1：支部における災害研修
講師1
：近畿大学病院 薬剤部 吉田 宏二先生
情報共有2：DMAT隊員からの基本事項伝達その１
講師2
：大阪急性期・総合医療センター 薬局 吉田 紗理先生
総合討論
２）会員委員会（委員長：小島 一晃）
主たる活動：委員会を1回開催、病院合同説明会（病院ラボ）に2回参加
○会員情報管理
新入会手続き
333件
退会手続き
323件
各種変更手続き 613件
2021年度会員名簿作成（発行部数4,250部、12月発行、会員等に送付）
各種申請書の改訂
・入会申込書
・会員情報変更（異動）連絡届及び退会届
・施設新規入会・変更届
○株式会社ユニヴ 病院合同説明会（病院ラボ）
開催日：2021年5月16日（日）
場 所：WEB開催
内 容：①特別講演「病院薬剤師業務の紹介」 ②ブース対応
演 者：①竹上 学先生（一般社団法人大阪府病院薬剤師会会長）
②宮原 佳希先生（七山病院）、上野山 周雄先生（村田病院）、
中村 安孝先生（大阪公立大学医学部附属病院）、
下村 一徳先生（市立池田病院）、
小島 一晃先生（高槻赤十字病院：進行担当）
開催日：2022年2月27日（日）

場 所：WEB開催
内 容：①特別講演「病院薬剤師業務の紹介」 ②ブース対応
演 者：①竹上 学先生（一般社団法人大阪府病院薬剤師会会長）
②宮原 佳希先生（七山病院）、上野山 周雄先生（村田病院）、
須田 泰記先生（大阪公立大学医学部附属病院）、
永井 大地先生（大阪府済生会野江病院）、森本 滿子先生（大正病院）
小島 一晃先生（高槻赤十字病院：進行担当）
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2回、企画会議を１回開催
研修会を１回開催（１回は中止）
〇第1回小規模病院研修会
開催日：2021年10月27日（火）：参加者 53 名 （うち非会員2名）
場 所：大阪市立住まい情報センター ホール
演 題：「明日からできる副作用の気付き方、見極め方、医師への伝え方
～症例から養う実践力～」
講 師：東住吉森本病院 薬剤科 主任 佐古 守人先生
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 1 回開催、研修会を 2 回企画（開催は下記の１回）
〇O.H.P. 研修講座シリーズ 76・2021 年度 第１回精神科病院委員会共催研修会
開催日：2021年12月8日（水）: 参加者48名（うち非会員3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〜不眠症編〜」
～「ねむれない」を切り口に不眠に関係する薬物療法を学ぼう～
講 師：大阪鉄道病院 精神神経科
部長 江村 成就先生

【経理部関係】（担当部長：髙垣 佳史）
１） 経理部（部長：髙垣 佳史）
主たる活動：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
講師謝礼等に伴う源泉所得税の取り扱いについて（変更）
一般社団法人大阪府病院薬剤師会謝金規程（改訂）
一般社団法人大阪府病院薬剤師会委員会法人口座の開設
２）財務委員会（委員長：西岡 崇浩）
主たる活動：年会費徴収方法変更後の会費滞納者への徴収方法の検討
備品の購入検討や保管に関わる作業
【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3年
4月 エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター/シリンジ
(一般名：ガルカネズマブ（遺伝子組換え））
令和3年7月号
5月 エドルミズ錠50mg(一般名：アナモレリン塩酸塩）
令和3年8月号
6月 ブコラム口腔用液2.5mg/5mg/10mg（一般名：ミダゾラム）
令和3年9月号
7月 レミトロ点滴静注用 300μg
（一般名:デニロイキン ジフチトクス（遺伝子組換え））
令和3年10月号
8月 エナロイ錠2mg／4mg（一般名:エナロデュスタット））
令和3年11・12月号
9月 ハイヤスタ錠10mg（一般名:ツシジノスタット）
令和4年1月号
10月 ベリキューボ錠2.5mg/5mg/10mg（一般名：ベルイシグアト）
令和4年2月号
11月 タズベリク錠200mg（一般名：タゼメトスタット臭化水素酸塩）
令和4年3月号
12月 アルンブリグ錠30mg/90mg (一般名：ブリグチニブ)
令和4年4月号
令和4年
2月 パドセブ点滴静注用30㎎
(一般名：エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）
令和4年5月号
3月 サイバインコ錠50mg/100mg/200mg (一般名：アブロシチニブ)
令和4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
○「2021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
開催日：2021年12月10日（金）：参加者29名（うち非会員1名）
場 所：大阪市立大学医学部学舎6Ｆ 中講義室2
演 題：「薬剤管理サマリーを活用し薬学的支援をつなぐ」
～地域医療を守るためにALL薬剤師でやるべきこと～
講 師：岸和田藤井病院 薬剤科長 澁田 憲一先生
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：2022年1月14日（木）：申込者数167名（うち非会員7名）、参加者156名
場 所：ZoomウェビナーによるWeb開催
演題 1：改正薬機法の施行(地域連携薬局等の認定)に ついて
講 師：大阪府健康医療部生活衛生室薬務課
医薬品流通グループ技師 大野 由花 氏
演題 2：病院･診療所における麻薬等の取扱いに ついて
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 川田 知加 氏
３）薬剤業務委員会（委員長：森朝 紀文）
主たる活動：COVID-19感染症による感染拡大防止のため、委員会、チーム医療に関
する研修会を開催せず。（2回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 1 回開催、中止 3 回（1 回は同じ講演会の
企画含む）第 1 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 1 回のみ掲載
〇地域連携推進の推進に関する講習会

2021 年度 第 1 回地域連携推進講習会
日

時：2021 年 7 月 10 日（土）：参加者 81 名（うち非会員 5 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22名 非会員3名
大阪府薬剤師会参加者
会員54名 非会員2名
演題１：当院の緩和ケアチームの活動について‐看護師の立場から‐
講師１：市立吹田市民病院 看護局 主査 生田 陽子先生
演題２：当院の緩和ケアチームの活動について‐薬剤師の立場から‐
講師２：市立吹田市民病院 薬剤部 山﨑 恭平先生
演題３：緩和ケア治療のチーム活動の重要性と在宅緩和ケアでの患者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟへの期待
講師３：市立吹田市民病院 呼吸器・リウマチ科 部長 宮﨑 昌樹先生
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
場 所：大阪府薬剤師会館 3階大ホール、横別館
時 間：講演開始1時間前から後援休憩中および講演終了後30分間
医療機器・器具を直接“目で見て、触れて”体験するコーナの設置
（機器メーカーが 4 社協力）

【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700号～710号）
臨時増刊号発刊（2021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
２）公衆衛生委員会（委員長：松村 友和）
主たる活動：委員会を1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2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
病院薬剤師の業務全般に関する『相談窓口フォーム』の運用
Google カレンダーを用いた 事務所予約一覧表の運用
現在のシステム上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

〇令和3年度 情報通信委員会講習会
開催日：2022年3月18日（金）：参加者45名（うち非会員19名）
場 所：WEB 開催
演 題：「薬剤師の業務を支援してくれるシステムとヒトとタスクシフトについて考える」
講 師：医療法人社団 衿正会 生駒病院 薬剤部 部長 中尾 元紀先生
【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10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
○第50回新入局薬剤師研修会
開催日：2021年10月14日（木）～11月25日（木）（全7回）
：参加者173名（うち非会員0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）】
10/14 （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
10/20（水）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
10/28（木）製剤業務
大阪大学医学部附属病院
西川 満則先生
がん薬物療法
大阪国際がんセンター
高木 麻里先生
11/4（木）リスクマネジメント
市立ひらかた病院
梅永 真弓先生
NST
東住吉森本病院
黒沢 秀夫先生
11/11（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
11/18（木）DI業務
大阪大学医学部附属病院 小門 諒平先生
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
ベルランド総合病院
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（2回開催）
O.H.P. 研修講座シリーズ75

開催日：2021年12月2日（木）：参加者71名（うち非会員0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〜眼科編〜」
演題１ ：「緑内障治療薬の選び方と点眼指導の重要性」（領域Ⅲ-1：45分）
講師 ： 福島アイクリニック 副院長
狩野 廉先生
演題２ ： 「薬剤師と協力して治す角膜炎・結膜炎」（領域Ⅲ-2：45分）
講師 ： 関西医科大学眼科学教室 准教授
佐々木 香る先生
O.H.P. 研修講座シリーズ76・2021年度 第1回精神科病院委員会共催研修会
開催日：2021年12月8日（水）：参加者48名（うち非会員3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～不眠症編～」
～「ねむれない」を切り口に不眠に関係する薬物療法を学ぼう～
講師：大阪鉄道病院 精神神経科
部長 江村 成就先生
○実務セミナー（全2回）
3回計画 （2回開催・1回中止）
O.H.P.実務セミナー13
≪中止≫
開催日：2021年8月8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～
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）
開催日：2021年10月3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～
《午前：薬物動態、TDM関連》
演題 1：明日から使える！薬物動態の知識を臨床で活用する基本術
講師：大阪薬科大学 循環病態治療学研究室 准教授 加藤 隆児先生
演題 2：腎機能低下時に押さえておきたい薬物動態のポイントと感染症症例介入のコツ
講師：大阪医科薬科大学病院 病院薬剤部 主事 山田 智之先生
《午後：抗菌薬各論》
演題 3：抗MRSA薬の使い方・使い分けを考える （60分）
講師：国立循環器病研究センター薬剤部 副薬剤部長 中蔵 伊知郎先生
演題 4：感染症症例への急性期での関わり （60分）
講師：大阪赤十字病院 薬剤部 向井 雄治先生
演題 5：症例介入する際に知っておきたい抗菌薬の副作用と相互作用 （60分）
講師：大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部 櫻井 紀宏先生
O.H.P.実務セミナー13
開催日：2021年11月28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：「チームで取り組む急性心不全」
講師：大阪府済生会野江病院
段林 正明先生
＜慢性期症例セクション＞
演題 5: 癌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
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
○第43回中堅薬剤師研修会
≪未開催・延期≫
○O.H.P. 2021年度 ファーマシー・マネジメントセミナー ≪未開催・延期≫
３）医療安全対策委員会（委員長：西原 雅美）
主たる活動：委員会 12 回（うち、8 回 Zoom 会議）開催
研修会 2 回（WEB）開催
医薬品安全管理責任者交流会 1 回（WEB）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18回医療安全研修会（WEB）
開催日：2021年7月3日（土）：参加者67名（うち非会員7名）
場 所：ZOOM ウェビナーによる配信（大阪府病院薬剤師会事務所より同時配信）
演 題：コロナ禍における薬剤師の在り方～医療安全・危機管理の視点から～
講 師：社会医療法人 生長会 クオリティ・マネジメント本部
本部長 楠本 茂雅先生
〇第19回医療安全研修会（WEB）
開催日：2022年2月19日（土）：参加者35名（うち非会員4名）
場 所：ZOOM ウェビナーによる配信（大阪府病院薬剤師会事務所より同時配信）
テーマ：目指そう！「私失敗しないので」の極意！

講

インシデント・アクシデント報告活用法！
師：（医療安全対策委員会委員）
大阪医科薬科大学病院 菊田 裕規先生
耳原総合病院 大田 雄介先生

○第13回医薬品安全管理責任者交流会
開催日：2021年9月25日（土）参加者：42名（うち非会員6名）
場 所：ZOOM ウェビナーによる配信（エル･おおさか505号室より同時配信）
テーマ：再考－医薬品の安全管理及び医薬品安全管理責任者の果たすべき役割
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
〇製薬企業との懇談等（オンライン）
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.6-1：「RMPとは？RMPを活用していますか？」
2021年5月発行
No.6-2：「医薬品副作用被害救済制度とは？」
2021 年 7 月発行
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講習会７回開催
薬科大学との情報交換を目的とした連絡会２回開催
○薬学生病院実務実習連絡会（WEB）
第 1 回：2021 年 5 月 19 日（水）
第 2 回：2022 年 2 月 21 日（月）
○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：2021 年 10 月 13 日（水）：参加者 20 名（うち非会員 0 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：2021 年 10 月 27 日（水）：参加者 13 名（うち非会員 0 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3回
開催日：2021 年 10 月 30 日（土）：参加者 14 名（うち非会員 0 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4回
開催日：2021 年 10 月 31 日（土）：参加者 12 名（うち非会員 1 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5回
開催日：2021 年 11 月 27 日（土）：参加者 17 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
第6回
開催日：2021 年 12 月 11 日（土）：参加者 15 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
第7回
開催日：2022 年 1 月 12 日（水）：参加者 24 名（うち非会員 0 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
５）専門薬剤師育成委員会（委員長：村地 康）
主たる活動：委員会を 1 回開催、各種講習会を 10 回開催（共催 1 回含む）
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）
開催日：2021 年 7 月 29 日（木）：参加者 65 名（うち非会員 4 名）
場 所：オンライン web 研修会
演 題：「「なんで？」という疑問から研究（発表・論文）につなげよう」
講 師：堺市立総合医療センター 薬剤・技術局長 石坂 敏彦先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第 2 回：感染制御領域）
開催日：2021 年 8 月 7 日（土）：参加者 76 名（うち非会員 9 名）
場 所：オンライン web 研修会
演 題：「感染症診療に必要なフィジカルアセスメント～AST 活動を中心に～」
講 師：洛和会丸太町病院 感染管理認定看護師・特定看護師 小野寺 隆記先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第 3 回：がん領域）
開催日：2021 年 8 月 7 日（土）：参加者 47 名（うち非会員 3 名）
場 所：オンライン web 研修会
演 題：「ガイドライン改定後の曝露対策～内服・注射の取扱いと患者対応を含めて～」
講 師：SPHO 埼玉県立がんセンター 薬剤部 副技師長 中山 季昭先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第 4 回：緩和ケア領域）
開催日：2021 年 9 月 18 日（土）：参加者 59 名（うち非会員 6 名）
場 所：オンライン web 研修会
演 題：「COVID-19 診療にも使える緩和ケアの基礎知識 ～身体的問題 呼吸困難を
中心に～、～精神的問題 せん妄治療・鎮静を中心に～」
講 師：姫路聖マリア病院 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 5 回：がん領域）
開催日：2021 年 9 月 18 日（土）：参加者 68 名（うち非会員 7 名）

場 所：オンライン web 研修会
演 題：「乳がん薬物治療の基本ストラテジー（I. 周術期）」
講 師：大阪国際がんセンター 乳がん 腫瘍内科 副部長 藤澤 文絵先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第 6 回：感染制御領域）
開催日：2021 年 10 月 30 日（土）：参加者 50 名（うち非会員 2 名）
場 所：オンライン web 研修会
演 題：「コロナ UpToDate ＆ 感染症に強い薬剤師になろう」
講 師：堺市立総合医療センター 薬剤科長 安井 友佳子先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第 7 回：がん領域）
開催日：2021 年 10 月 30 日（土）：参加者 50 名（うち非会員 3 名）
場 所：オンライン web 研修会
演 題：「乳がん薬物治療の基本ストラテジー（Ⅱ. 進行再発）」
講 師：大阪国際がんセンター 乳がん 腫瘍内科 副部長 藤澤 文絵先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第 8 回：感染制御領域）
開催日：2021 年 11 月 13 日（土）：参加者 50 名（うち非会員 2 名）
場 所：オンライン web 研修会
演 題：「抗菌薬適正使用（AS）で期待される薬剤師の役割」
講 師：大阪市立大学大学院 臨床感染制御学 教授 掛屋 弘先生
○専門薬剤師育成委員会講習会（第 9 回：妊婦・授乳婦領域）
開催日：2022 年 2 月 19 日（土）：参加者 40 名（うち非会員 2 名）
場 所：オンライン web 研修会
演題１：「小児期の神経発達症に伴う新しいアプローチ」
講師１：関西医科大学医療センター 小児科助教 柳本 嘉時先生
演題２：「母乳育児と薬物療法」
講師２：和歌山ろうさい病院 小児科部長 上田 美奈先生
５．支部活動
１）支部研修会開催（2021 年度：11 支部、26 回開催、中止：5 支部 9 回開催分）
北・福島支部（2）：2 回（うち中止 2 回）
此花・西・港・大正支部（3）：1 回
2021 年 7 月 9 日
中央支部（4）：1 回
2021 年 11 月 2 日
天王寺・東成・生野支部（5）：2 回
2022 年 1 月 25 日、2022 年 2 月 17 日
西成・阿倍野・浪速支部（6）：6 回
2021 年 6 月 18 日、2021 年 10 月 15 日、2021 年 11 月 11 日、2021 年 12 月 9 日
2022 年 2 月 18 日、2022 年 3 月 17 日
住吉・住之江・東住吉・平野支部（7）：1 回
2022 年 3 月 24 日
摂南支部（8）：3 回
2021 年 8 月 24 日、2021 年 12 月 7 日、2022 年 3 月 3 日
三島支部（10）：1 回

2022 年 3 月 7 日
千里支部（11）：3 回（うち中止 1 回）
2021 年 9 月 3 日、2022 年 3 月 11 日
北河内支部（12）：1 回（うち中止 1 回）
中河内支部 (13)：1 回
2021 年 6 月 4 日
堺・狭山支部（15）：8 回（うち中止 4 回）
2021 年 5 月 20 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 25 日
泉北支部（16）：4 回
2021 年 7 月 6 日、2021 年 11 月 11 日、2021 年 12 月 3 日、2022 年 2 月 1 日
泉南支部（17）：1 回（うち中止 1 回）
【2021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

2021年6月18日（金）

第11支部

第11支部研修会

2021年6月24日（木）

第15支部

第15支部（堺・狭山）6月学術講演会

2021年6月25日（金）
2021年8月5日（木）
2021年8月8日（日）

第2支部
第15支部
生涯研修委員会

第2支部研修会
第15支部（堺・狭山）8月学術講演会
第13回O.H.P.実務セミナー

2021年8月19日（木）

第15支部

大阪府病院薬剤師会第15支部（堺・狭山）
5月学術講演会・総会（5月20日延期分）

2021年8月21日（土）

地域連携推進委員会

2021年度第2回地域連携推進講習会

2021年9月2日（木）

薬事制度委員会

2021年度麻薬・薬事講習会

2021年9月10日（金）

薬剤業務委員会

2021年度第1回チーム医療推進研修会

2021年9月17日（金）

第2支部

第2支部研修会

2022年1月20日（木）

第1回ファーマシーマネジメントセミナー

2022年2月10日（木）

生涯研修委員会
小規模病院委員会

2022年2月12日（土）

地域連携推進委員会

2021年度第2回地域連携推進講習会

2022年2月17日（木）

第15支部

第15支部（堺・狭山）2月学術講演会

2022年3月4日（金）

精神科病院委員会・
専門薬剤師育成委員
会

令和3年度第2回精神科病院委員会・
第10回専門薬剤師育成委員会

2022年3月11日（金）

薬剤業務委員会

2021年度第1回チーム医療推進研修会

2022年3月12日（土）

第12支部

第12支部研修会

2022年3月12日（土）

地域連携推進委員会

2021年度第3回地域連携推進研修会

2022年3月24日（木）

第17支部

第17支部研修会

第2回小規模病院研修会

【その他】
１）支部学術活動助成金（2021年度： 4支部 5回、計25万円）
月
支部名
2021年
6月
西成・阿倍野・浪速（6）
中河内 (13)

助成額
5万円
5万円

2021年
2021年
2022年

10月
11月
3月

西成・阿倍野・浪速（6）
中央（4）
住吉・住之江・東住吉・平野支部（7）

5万円
5万円
5万円

２）2021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）
太田 毅志先生（大阪脳神経外科病院））
小島 一晃先生（高槻赤十字病院）
下村 一徳先生（市立池田病院）
松村 友和先生（淀川キリスト教病院）
村田 久枝先生（大阪警察病院・第二大阪警察病院）
山添 譲先生（近畿大学病院）
３）2021年度一般社団法人大阪府病院薬剤師会有功賞（4名が受賞）
玉登 まき先生（阪和住吉総合病院）
戸祭 庸子先生（ガラシア病院）
村田 久枝先生（大阪警察病院・第二大阪警察病院）
山添 譲先生（近畿大学病院）
４）令和3年度病院診療所薬剤師研修会に協力
開催日：2021年11月6日（土）・7日（日）
場 所：大阪府薬剤師会館
５）第43回日本病院薬剤師会近畿学術大会に協力
開催日：2022年1月29日（土）・30日（日）
場 所：WEB開催
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

