
平成 29年度 兵庫県病院薬剤師会 

東播支部総会 式次第 

 

 日時：平成 29 年 4 月 8 日（土） 14 時 00 分～ 

 場所：加古川プラザホテル 2F 

 

                       

 

1. 開会の辞  

2. 支部長あいさつ  

3. 議長選出  

 

議事 

 

① 平成 28年度事業報告  

② 平成 28年度会計報告  

③ 監査報告  

④ 平成 28年度事業報告の承認を求める件 

⑤ 平成 28年度会計報告の承認を求める件 

⑥ 規約変更の件（支部会費について） 

⑦ 平成 29年度事業計画案と予算案提案  

⑧ 平成 29年度事業計画案と予算案の承認を求める件 

 

4. 閉会の辞  

 

 

 

※ 研修会 14：45～ 

※ 情報交換会 16：30～  



平成 28年度 東播支部 活動報告 

（平成 28年 4月～平成 29年 3月） 

幹事会 

第１回 

日時 

場所 

議題 

 参加者 11 名 

平成 28年 7月 22日（金） 17時 ～ 18時 30分 

加古川プラザホテル 

・今年度の予定について 

・支部役員の確認 

・支部研修会について 

・県薬との連携について 

・理事会報告 

・その他 

第２回 

日時 

場所 

議題 

 参加者 12 名 

平成 28年 10月 28日（金） 17時 ～ 18 時 30分 

加古川プラザホテル 

・支部幹事病院の追加について 

・次年度支部総会日程について 

・支部研修会について 

・支部会費について 

・理事会報告 

・その他 

第３回 

日時 

場所 

議題 

 参加者 12 名 

平成 29年 2月 16日（木） 17時 ～ 18時 30分 

加古川プラザホテル 

・規約変更（支部会費）について 

・今後の総会・研修会の会場について 

・県薬との連携について 

・平成 28年度の収支決算の報告（見込み） 

・平成 29年度事業計画について 

・平成 29年度総会での役割分担 

・理事会報告事項 

・その他 

 

生涯研修委員会及び情報交換会 

第１回 

日時 

場所 

研修委員会 

メーカーからの情報提供 

情報交換会 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者 9 名 

平成 28年 10月 21日（金） 19時 20分～20時 30分 

加東市民病院 

次回の研修委員会・情報交換会開催について 

「睡眠導入剤に関するトピックス」 (株)エーザイ 

〈病棟業務関連〉 

 ・持参薬管理・持参薬の利用方法 

 ・具体的な病棟業務内容と効率的に行うための工夫 

 ・薬剤総合評価調整加算への薬剤師の関わり 

〈連携〉 

 ・病診連携・薬薬連携について 

〈抗がん剤〉 

 ・閉鎖式調製器具を使用する抗がん剤の品目拡大 
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 ・内服抗がん剤の同意書の取得状況 

〈実務実習・その他〉 

 ・新モデルコアカリキュラムを見据えた実習状況 

 ・宿日直業務内容 

第 2回  

日時 

場所 

研修委員会 

 

メーカーからの情報提供 

情報交換会 

 

 

 参加者 11 名 

平成 29年 2月 10日（金） 19時 20分～20時 35分 

兵庫あおの病院 

来年度の生涯研修委員の変更について、来年度の生涯研修委員会・情報交換会の開催

について 

「大腸がん治療ガイドライン 2016改訂に関するトピックス」(株)ヤクルト本社 

・持参薬について 

・病棟薬剤業務について 

・がん化学療法における感染予防のための個室隔離基準について 

・インフルエンザ院内感染について 

 

研修会 

第１回研修会および総会 参加者 73名 

 日時 平成 28年 4月 17日（日） 14時～ 19時 

 場所 加古川プラザホテル 

 演題 製品紹介  「リクシアナ錠について」」第一三共株式会社 

  講演１  「DOACモニタリングについて」 

  順心病院 薬剤課 薬剤課長 奥野 識 先生 

  特別講演 「DOACモニタリングについて」 

  石井病院 内科医長 横田 一樹 先生 

  支部総会、懇親会 

 

第２回研修会 参加者 75名 

 日時 平成 28年 7月 22日（金） 18時 45分 ～ 20時 30分 

 場所 加古川プラザホテル 

 演題 製品紹介  「C型慢性肝炎治療薬 ハーボニー配合錠」 ギリアド・サイエンシズ株式会社 

  特別講演  「新しい C型肝炎治療における病診薬連携」 

 兵庫県立加古川医療センター  尹 聖哲 先生 

 

第３回研修会 参加者 96名 

 日時 平成 28年 10月 28日（金） 18時 45分 ～  20時 30分 

 場所 加古川プラザホテル 

 演題 製品説明  「リュープロレリン酢酸塩注射用キットについて」 ニプロ株式会社 

  特別講演  「医療ミスを起こさないために」～主として薬剤にかかわる間違い～ 

   ニプロ医薬営業本部 学術部  武田 立守氏 

 

第４回研修会 参加者 87名 

 日時 平成 28年 2月 16日（木） 18時 45分 ～ 20時 30分 

 場所 加古川プラザホテル 

 演題 製品説明  「筋委縮性側索硬化症（ALS）の病態と治療」 田辺三菱製薬株式会社 

  特別講演  「2025年に向けた 2016年度診療報酬改定～改定から見える方向性～」 

   田辺三菱製薬株式会社 エリアマーケティング推進部 久野 慶子氏 
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施設見学会 

第１回施設見学会 参加者 23名 

 日時 平成 28年 11月 19日（土）7時 15分～18時 45分 

 場所 大塚製薬鳴門工場研修センター、大塚美術館 

 【フィジカルアセスメント研修】10：00 ～ 12：30（２班に別れて実施） 

  「フィジコモデルの聴診、血圧＆脈拍測定」 

  (株)大塚製薬工場 輸液情報センター 教育研修室 

 【美術館見学】14：00 ～ 16：00 

  「大塚美術館」 

 

 

その他 

兵庫県病院薬剤師会ソフトボール大会 参加者 23名 

 日時 平成 28年 11月 3日（火） 

 場所 三菱高砂製作所グランド 

 結果 ４位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



4



兵庫県病院薬剤師会東播支部会則（案） 

 

総則 

1. 本会は兵庫県病院薬剤師会（以下、兵病薬と略す）東播支部と称し、東播地区

の病院・診療所に勤務する薬剤師及び特別会員を以って構成する。 

目的 

2. 本会は病院･診療所勤務薬剤師及び賛助会員の研修･業務連絡を行い、併せて相

互の親睦を深めることを目的とする。 

3. 本部主催の研修会･行事には全面的に支援協力し、支部活動の一環として取り組

むものとする。 

会議 

4. 総会は年 1回開く。 

5. 別に定める支部幹事で年数回程度幹事会を開く。 

6. 別に定める生涯研修委員で年数回生涯研修委員会を開く。 

7. 研修会は総会を含め年４～５回開くことを原則とする。 

役員 

8. 本会には支部長１名を置き、本部より要請の人数の代議員と予備代議員、文化

２名、情報委員２名、学術１名、中小病診１名、編集委員１名、研修委員会委

員２名を以て構成する。 

9. また、支部内役員として、支部長が委嘱する幹事及び監査及び生涯研修委員を

置く。 

任期 

10. 役員の任期は２年とする。（ただし、再任は妨げない。） 

会費 

11. 会費は１ヶ年 2,000円とし、途中入会は半期（6ヶ月）1,000円とする。ただし、

既納の会費は返還しない。 

その他 

12. 本会の経費は会費及び兵病薬からの交付金を以ってこれにあてる。 

13. 本会の会計年度は４月１日より翌年３月３１日迄とする。 

 

2017年 4月 8日 改訂 
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平成 29 年度 兵病薬 東播支部 行事予定 

研修会 （開催担当幹事病院） 

第 1回  4月 8日(土) （市立加西病院） 

第 2回  7月 14日(金) （県立加古川医療センター） 

第 3回 10月 19日(木） （三木山陽病院） 

第 4回  2月 （高砂市民病院）      計 4回 

※第 2回～4回の会場：ウエルネージ加古川マリンガホール 

郊外研修 

11月 シスメックス 神戸 

幹事会 

7月、10月、2月  3回 

生涯研修委員会 

年１回 11月 17日  会場：北播磨総合医療センター 

情報交換会 

年１回（生涯研修委員会と同時開催） 

その他 

兵庫県病院薬剤師会通常総会     5月 13日（土） 

兵庫県薬剤師会・病院薬剤師会連携 1周年記念大会 

 8月 27日（日） 

兵庫県病院薬剤師会新入局者一泊研修会 9月 9日（土）10日（日） 

兵庫県病院薬剤師会ソフトボール大会 10月 15日（日） 

  ※例年と日程が変わっていますのでご注意ください。 
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（単位  円）

＜収入の部＞

科  目 予  算  額 備    考

会    費 680,000       2000円*340名

支部活動費 100,000       本部より

繰 越 金 1,762,369     前年度より

合    計 2,542,369      

＜支出の部＞

   科  目 予  算  額 備    考

事  業  費
（研修会費）

200,000         

会  議  費 200,000       交通費等

通  信  費 50,000        

備  品  費 3,000         

事務消耗品 30,000        

文  化  費 250,000       ソフトボール大会・見学会

総  会  費 200,000       

予  備  費 1,609,369     

合  計 2,542,369      

平成 29年度  兵庫県病院薬剤師会東播支部　予算（案）
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