
 

平成 30年度 兵庫県病院薬剤師会 

東播支部総会 式次第 

 

 日時：平成 30 年 4 月 21 日（土） 15 時～ 

 場所：ウエルネージ加古川 

 

 

1. 開会の辞  

2. 支部長あいさつ  

3. 議長選出  

 

議事 

 

① 平成 29年度事業報告  

② 平成 29年度会計報告  

③ 監査報告  

④ 平成 29年度事業報告の承認を求める件 

⑤ 平成 29年度会計報告の承認を求める件 

⑥ 支部会費の金額変更の件（2000円→1000円） 

⑦ 新支部長選出の件 

⑧ 新支部長承認を求める件 

⑨ 新支部長挨拶 

⑩ 平成 30年度事業計画案と予算案提案  

⑪ 平成 30年度事業計画案と予算案の承認を求める件 

 

4.新入会者の紹介 

 

5. 閉会の辞  

 



平成２９年度 東播支部 活動報告 

（平成 29年 4月～平成 30年 3月） 

幹事会 

第１回 

日時 

場所 

議題 

 参加者 12 名 

 平成２９年７月１４日(金) 17：30～19：00 

 ウエルネージかこがわ  「健康セミナールーム」 

  1. 平成 29年度東播支部役員について 

  2. 年間計画について 

  ３. 支部研修会の運営について 

  ４. 県薬との連携について 

  ５. 理事会報告 

  ６. その他（麻薬の取り扱いについてなど） 

第２回 

日時 

場所 

議題 

 参加者 11 名 

平成２９年１０月１９日(木) 17：00～18：30 

 ウエルネージかこがわ  「健康セミナールーム」 

  1. 県薬との連携について 

  2. 研修会の駐車券の取り扱いについて 

  ３. シスメックス見学研修会について 

  ４． 院内の倫理委員会について 

  ５． 薬剤師初任給について 

  ６． 理事会報告 

  ７． その他（処方せんへの検査値の印字についてなど） 

第３回 

日時 

場所 

議題 

 参加者 11 名 

平成３０年 2月 16日（金）17：30～19：00 

 ウエルネージかこがわ  「健康セミナールーム」 

  1. 平成３０年度東播支部役員について 

  2. 支部ホームページの運用について 

  ３． 平成 29年度の収支決算の報告（見込み） 

  ４． 平成 30年度事業計画について 

  ５． 平成 30年度総会での役割分担について 

  ６． 支部会費未納者への対応について 

  ７． 理事会報告 

  ８． その他 

平成 29年度支部幹事：12名 

石坂忠博（加古川中央市民病院）、石見淳子（高砂市民病院）、宇崎恵理（北播磨総合医療センター）、小椋千

絵（明石医療センター）、柿木博士（市立加西病院）、柴田博子（県立がんセンター）、兵頭純子（県立加古川医

療センター）、水元和幸（明石市立市民病院）、山本紀子（大山病院）、山崎英之（大村病院）、吉位哲一（西脇

市立西脇病院）、若三智子（三木山陽病院） 

 



 

研修会 

平成 29年度支部総会、第 1回研修会 参加者 72名 

 日時：平成２９年４月８日（土）１４時～１８時 

 場所：加古川プラザホテル 

 支部総会 １４：００～１４：４５ 

 製品紹介 １４：４５～１５：００ 

   「リクシアナ錠について」  第一三共株式会社 

 講演１   １５：００～１５：４５ 

   「心房細動の日常診療について」 

     兵庫県立加古川医療センター 

     循環器内科 医長 片嶋 隆 先生 

 特別講演 １５：４５～１７：００ 

   「肺塞栓症、深部静脈血栓症の最新治療」 

     加古川中央市民病院 

     循環器内科 医長 中村 浩彰 先生 

 

平成 29年度 第 2回 兵病薬東播支部研修 参加者：171名 

 日 時：平成 29年 7月 14日(金) 19：15～21：00 

 場 所：ウエルネージかこがわ 

 【製品紹介】19：15～19：30 

  「ザイボックス」  ファイザー株式会社 

 【特別講演】19：30～21：00 

  「腎機能障害患者に対する抗菌薬投与の考え方と TDMにおける留意点」 

       兵庫医科大学病院 薬剤部 副主任 

         高橋 佳子 先生 

 

平成 29年度 第 3回 兵病薬東播支部研修会 参加者：129名 

 日 時：平成 29年 10月 19日(木) 18:45～20:30 

 場 所：ウエルネージかこがわ 

 【製品紹介】 18:45～19:00 

  「ネシーナ錠について」    武田薬品工業株式会社 

 【特別講演】 19:00～20:30 

  「QOL向上をめざした高齢者糖尿病治療薬 ～Weekly DPP-4阻害薬への期待～」 

      医療法人社団栄宏会 栄宏会小野病院 名誉院長 

          門脇 誠三 先生 

 

平成 29年度 第 4回 兵病薬東播支部研修会 参加者：140名 

 日 時：平成 30年 2月 16日（金)  19：15～21：00 

 場 所：ウエルネージかこがわ 

 【製品紹介】 19:15～19:30 

  「オキシコンチンＴＲ錠について」   塩野義製薬株式会社 

 【特別講演】 19:30～21:00 

  「緩和ケア領域における症状緩和」 －高齢者での注意点も含めて－ 

      姫路赤十字病院 緩和ケア内科 部長 

          福永 智栄 先生 

 

 

 

 



 

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 11 名 

平成 29年 11月 10日 18時 45分～20時 30分 

北播磨総合医療センター 中会議室 1･2 

・来年度の研修委員会委員長について 

・来年度の情報交換会開催について 

「亜鉛補充療法で期待される効果」 (株)ノーベルファーマ 

・抗がん剤のクローズドシステム使用状況～昨年の情報交換会から後をふまえて～ 

・実務実習でのカリキュラム・受け入れマニュアルなど 

・お薬手帳を使った情報共有、地域との連携について 

・薬剤師の職務手当の有無について 

・持参薬でプレドニンがある場合の看護必要度への反映状況について 

 （免疫抑制目的か否かの見極めなど） 

 

 

 

 

施設見学会 

第１回施設見学会 参加者 25名 

 日時 平成 29年 11月 25日（土）8時 45分～15時 15分 

 場所 シスメックス(株) ソリューションセンター 

   【施設見学】10：00 ～ 11：30（90分） 

    ソリューションセンター施設見学 

   【研   修】12：30 ～ 14：00（90分） 

    「感染制御について」 

        シスメックス(株)ソリューションセンター研修室 

    講師：(株)兵庫県臨床検査研究所 

          吉田弘之 先生 

 

 

 

 

その他 

兵庫県病院薬剤師会ソフトボール大会   荒天のため中止  

 日時 平成 29年 10月 15日（日） 

 場所 三菱高砂製作所グランド 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

薬薬連携 

第 1回明石医療センター薬薬連携の会 

 日時：平成 29年 7月 6日（木） 18:00～19:00 

 場所：明石医療センター 多目的室 

「三木市三師会合同勉強会」（三木市薬剤師会、三木山陽病院） 

 日時：平成 29年 8月 3日（木） 16:30～17:30 

 場所：三木市総合保健センター 

 講演：「但馬地区からみた糖尿病診療の実際」 公立八鹿病院 内科 藤澤武先生 

平成 29年度第 1回県薬・病薬連携会議（東播支部）          参加者：病薬東播支部 7名、県薬 8名 

 日時：平成 29年 8月 19日（土） 18:00～21:00 

 場所：加古川ホテルアゼリア１階 

無菌注射調剤見学・実習（県薬東播支部、北播磨総合医療センター） 

 日時：8月中 

 場所：北播磨総合医療センター 

「西脇市多可郡薬剤師会学術講演会」（西脇市多可郡薬剤師会、兵病薬東播支部） 

 日時：平成 29年 9月 5日（火） 19：50～21：00 

 場所：西脇市コミュニティセンター西脇ク会館 3階大会議室 

 製品紹介：「トレリーフ錠について」大日本住友製薬 

 講演：「パーキンソン病の治療と難病制度について」姫路中央病院 理事長 東靖人先生 

合同研修会（播磨薬剤師会、高砂市民病院） 

 日時：平成 29年 12月 7日（木） 

第 1回「明石市薬薬連携研修会」（明石市薬剤師会、兵病薬東播支部、県薬、県病薬） 

 日時：平成 30年 2月 8日（木） 18：30～20：15 

 場所：明石市医師会館 3 階 多目的ホール 

吸入指導講習会 

 日時：平成 30年 2月 15日（木） 18：30～20：30 

 場所：市立加西病院 ２階講義室 

 内容：吸入総論講義、全吸入デバイス実習 

兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会東播支部共催研修会 

 日時：平成 30年 2月 28日（水） 18：45～20：15 

 場所：北播磨総合医療センター ２Ｆ大会議室 

 講演：「抗リウマチ薬に潜む利点と注意点」 

    北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科 主任医長 三崎健太先生 

兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会東播支部共催研修会 

 日時：平成 30年 3月 2日（金） 18：45～20：15 

 場所：北播磨総合医療センター ２Ｆ大会議室 

 【製品紹介】18：30～18：45  帝人ファーマ株式会社 

   【特別講演】18：45～20：15 

     『実践！薬薬＆他職種連携で行う地域包括ケア』 

       講師： 高知県 医療法人つくし会南国病院 薬局長  

        川添 哲嗣先生講演：「抗リウマチ薬に潜む利点と注意点」 

 

 





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 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. 会費の納入が年度内に行われない場合は支部会員資格を失う。 

14. 本会の会計年度は４月１日より翌年３月３１日迄とする。 

 

2018年 4月 21日 改訂 



平成 30 年度 兵病薬 東播支部 行事予定(案) 

研修会 （開催担当幹事病院） 

第 1回  4月 21日(土) （西脇市立西脇病院） 

第 2回  7月  日( ) （明石医療センター） 

第 3回 10月  日( ） （大村病院） 

第 4回  2月 （明石市立市民病院）      計 4回 

会場：ウエルネージ加古川 ウエルネージホール 

※上記以外にも薬薬連携での研修会を開催予定です。 

郊外研修 

11月 メディセオ物流センター 

幹事会 

7月、10月、2月  3回 

生涯研修委員会 

年１回 11月 9日または 16日  会場：高砂市民病院 

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 19日（土） 

兵庫県病院薬剤師会新入局者一泊研修会 9 月８日～９日 

兵庫県病院薬剤師会ソフトボール大会 開催日未定 



（単位  円）

＜収入の部＞

科  目 予  算  額 備    考

会    費 340,000       1000円*340名

支部活動費 100,000       本部より

繰 越 金 2,090,778     前年度より

合    計 2,530,778      

＜支出の部＞

   科  目 予  算  額 備    考

事  業  費
（研修会費）

200,000       研修会駐車場代

会  議  費 150,000       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 -             

予  備  費 1,847,778     

合  計 2,530,778      

平成 30年度  兵庫県病院薬剤師会東播支部　予算（案）


