
令和元年度 兵病薬東播支部活動報告 

【幹事会】 

令和元年度 第１回幹事会                               

日時：令和元年７月１８日（木）１７時～１８時３０分  参加者１２名 

議題１．令和２．３年度 、令和４．５年度 東播支部長推薦  

２．フィジカルアセスメント研修会の詳細 について  

３．支部研修会の日薬研修センター単位の今後の取り扱いについて 

４．施設間情報提供書の活用について 

５．理事会報告  等    

令和元年度 第２回幹事会                             

日時：令和元年 １０月３１日（木）１７時～１８時３０分  参加者１３名 

議題１．生涯研修委員会の解散について 

２．令和元年度第４回研修会の日時変更  

３．理事会報告 

     日病薬の研修単位シールの取り扱い･･研修終了後に残余シールとともに受講者 

名簿を提出することとなった。（令和２年１月１日より実施） 

４． その他（薬剤総合評価調整加算算定施設、保険薬局との疑義紹介取り決め等）     

令和元年度 第３回幹事会                                

日時：令和２年２月６日（木）１７時１５分～１８時３０分  参加者１１名 

議題１．令和２年度 東播支部役員の変更について  

  ２．令和１年度 収支決算の報告 

３．令和２年度 東播支部総会について 

 ４．理事会報告（兵病薬会費値上げ 19000 円 → 20000 円、近畿学術大会等） 

５．その他（実務実習費について） 

 

【東播支部研修会】 

【平成 31年度 第 1回兵病薬東播支部研修会】 参加者：124名（病薬 74名） 

日時：平成 31年 4月 20日（土）15:45～17:30 

特別講演：「がん患者の症状緩和について」   

     高砂市民病院 緩和ケア内科        医長 若原 鉄平先生 

【第 2回 兵病薬東播支部研修会】      参加者：134名（病薬 73名） 

日時：令和 1年 7月 18日（木）18:45～20:30 

特別講演：「がん関連血栓症（CAT）の治療とその背景」 

     兵庫県立がんセンター 循環器内科   部長   野中 顕子 先生 

【第 3回 兵病薬東播支部研修会】      参加者：130名（病薬 94名） 

日時：令和 1年 10月 31日（木）18:45～20:30 

特別講演：「薬剤師が知っておきたいＭＲＳＡ感染症と 

耐性グラム陰性菌感染症のトピックス」 

      兵庫医科大学病院感染制御部 感染制御専門薬剤師  植田 貴史 先生 

【第４回 兵病薬東播支部研修会】      参加者：145名（病薬 91名） 



日時：令和２年２月６日（木）18:45～20:30   

特別講演：「腎機能低下患者に対する適切な薬物治療（高尿酸血症治療を含む）」 

      ～期待される認定薬剤師と腎臓病療養指導士～ 

       兵庫医科大学病院    薬剤部長      木村  健 先生 

 

【薬薬連携研修会】 

【第３回 明石薬薬連携研修会】        参加者：82名（病薬 40名） 

日時：令和 1年 6月 13日（木）18:30～20:30   場所：明石医師会館  

特別講演：「薬剤師のソコヂカラ   ～薬学教育を活用する服薬支援～」 

 昭和大学薬学部 社会健康薬学講座 社会薬学部門 客員教授  倉田 なおみ先生 

【災害医療フォーラム in加古川】        参加者：55名（病薬 13名） 

日時：令和 1年 6月 27日（木）19:00～20:40   場所：加古川プラザホテル 

一般講演：「DOAC-OD錠の臨床的機能性が変える  抗凝固薬のアドヒアランス新戦略」 

   静岡県立大学大学院薬学研究院・薬学部実践薬学分野 教授 並木 徳之 先生 

特別講演：「災害医療における関連組織の連携 

       ～指揮系統図の理解を基に、その時自分に何が出来るかを考える～」 

     社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 救急科  医長  板垣 有亮 先生 

【兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会共催研修会】参加者：58 名（病薬 24 名） 

日時：令和 1年 7月 1日（月）19:00～20:40  場所：北播磨総合医療センター 

講演：「輸液の基礎と脱水」 ～水・電解質輸液編～ 

     株式会社大塚製薬工場 神戸支店 神戸二課    石川 圭太 先生 

【兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会共催研修会】参加者：44 名（病薬 17 名） 

日時：令和 1年 7月 2日（火）19:00～20:40  場所：北播磨総合医療センター 

講演：「栄養管理の基礎」 ～静脈・経腸栄養編～ 

     株式会社大塚製薬工場 神戸支店 神戸二課   石川 圭太 先生 

【兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会共催研修会】参加者：42 名（病薬 21 名） 

日時：令和 1年 7月 11日（木）19:00～20:40  場所：北播磨総合医療センター 

講演：「お薬手帳の活用について」 ～お薬手帳の有用性から最近の電子お薬手帳まで～ 

           大正製薬株式会社          金澤 直也 先生 

【第４回 明石薬薬連携研修会】            参加者：83名（病薬 40名） 

日時：令和 1年 9月 5日（木）18:30～20:20    場所：明石医師会館  

特別講演：「腎機能障害患者を護れ！    ～処方チェックトレーニング～」 

    社会医療法人 寿楽会 大野記念病院    薬剤科長  浦田 元樹 先生 

【吸入指導講習会】                  参加者：40名（病薬 16名） 

日時：令和 1年 9月 19日（木）18:30～20:30   場所：北播磨総合医療センター 

講演：「吸入総論講義」「吸入デバイス実習」 

 北播磨総合医療センター 呼吸器内科     松本 正孝 先生 

【兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会共催研修会】 参加者：48名（病薬 26名） 

日時：令和 1年９月２７日（金）19:20～21:00   場所：北播磨総合医療センター 

講演①：「適切な疑義照会をしなければどうなるか？ ～投薬時に置ける薬剤師の責任の範囲～」 



              北浜法律事務所        長谷部 圭司 先生 

講演②：「神経障害性疼痛の診断と治療 -脊椎疾患を中心に‐」 

     神戸大学大学院医学研究科 整形外科学分野  助教  由留部 崇 先生 

【Pharmacy Seminar in KASAI】           参加者：29名（病薬 12名） 

日時：令和 1年 10月 8日（火）19:30～21:10   場所：加西市健康福祉会館 

特別講演Ⅰ：「緩和ケアにおける薬剤師の役割」 

           市立加西病院 薬剤部     副科長  深江 倫代 先生 

特別講演Ⅱ：「がん疼痛治療におけるオピオイドの使い方」 

      戸大学医学部付属病院 腫瘍センター  特定助教  坂下 明大 先生 

【第 5回 明石薬薬連携研修会】          参加者：69名（病薬 25名） 

日時：令和 1年 11月 28日（木）18:30～20:15   場所：明石医師会館  

特別講演：「どうしてますか？ポリファーマシー ～ポリファーマシーへのアプローチと実際～」 

  社会医療法人愛仁会  明石医療センター 総合内科 医長  世戸 博之 先生 

【兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会共催研修会】参加者：37 名（病薬 19 名） 

日時：令和 2年 1月 29日（水）19:10～20:50  場所：北播磨総合医療センター 

講演：「効果的なコミュニケーション   ～コミュニケーションの定義･種類・注意点～」 

        サンド株式会社 教育チーム   マネージャー  岩田 純 先生 

【兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会共催研修会】参加者：37 名（病薬 19 名） 

日時：令和 2年 2月 20日（木）19:00～20:45  場所：北播磨総合医療センター 

講演：「外来化学療法の現状と抗がん剤曝露対策  ～薬局との連携をふまえて～」 

   日医工株式会社 学術部リーダー 医業経営コンサルタント 古賀  恒光 先生 

【兵庫県薬剤師会東播支部・兵庫県病院薬剤師会共催研修会】参加者：34 名（病薬 17 名） 

日時：令和 2年 2月 28日（金）19:00～20:40  場所：北播磨総合医療センター 

講演：「ロボット薬局の開発   ～調剤ミスゼロ・待ち時間ゼロへの新たな取り組み～」 

       株式会社メディカルユアーズ代表取締役社長    渡部  正之 先生 

 

【生涯研修委員会及び情報交換会】 

日時：令和 1年 11月 15日（金）18:45～20:30  場所：高砂市民病院  参加者：9名 

情報交換会・高齢者への脂肪乳剤の投与間隔 

     ・MRの病院訪問のルール      ・麻薬自己管理 

     ・ポリファーマシーについて    ・各病院の調剤内規について 等 

【施設見学会】 

兵病薬東播支部施設見学・研修会           参加者：20名（病薬 20名） 

日時：令和 1年 11月 10日（日）7:15～18:45      場所：大塚製薬鳴門工場  

 フィジカルアセスメント研修：「輸液の処方設計とフィジカルアセスメント」 

(株)大塚製薬工場 輸液情報センター製品情報室  中野将春 先生  名護由華 先生 

【その他】 

兵庫県病院薬剤師会ソフトボール大会          参加者：18名 

日時：令和 1年 9月 15日（日）    場所：三菱高砂製作所グランド 

 


