
1．病診部会総会

3．日病薬 薬剤部門現状調査

4．京病薬 全施設調査

【病診部会　役員会議】

　　　新型コロナ緊急事態宣言のため急遽中止した。

2．第19回 管理職等交流会

　参加者 36名　　開催報告書 京都薬報12月号 橋元誠（三菱京都病院）

　次第：特別講演
　　　「病院から地域につなぐ薬物療法と薬剤師の役割 〜コロナ危機の地域医療をどう考えるか〜」
　　　　　　　　　　　神戸市立医療センター中央市民病院　薬剤部　薬剤部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県病院薬剤師会　会長　室井　延之　先生

　　　　部会長基調報告・各ＷＧ報告（組織強化事業・業務研修事業）・各賞 受賞者披露

【管理職等交流ＷＧ】

　調査結果を新たに詳細分析して2月便にて第1報を送付

　　　部会総会に代わり「病診部会事業報告書」を6月施設便にて配付して報告とした。

　日時：11月3日（火・祝）14：00～16：00　メルパルク京都

　令和2年度 現状調査提出依頼（6月・7月・8月便）

　令和2年度 会員施設105提出 71.4％ 大幅↑（令和元年度 会員施設97提出 65.1％）

　令和2年度 現状調査提出報告（10月便）

5．トレーシングレポート活用状況調査

　令和2年度　調査提出依頼（9月・10月便）

　47施設提出

　調査結果の分析をトレーシングレポート・フォローアップシート第1報として2月便にて送付

 令和2年度（2020年度）　病院診療所薬剤師部会 事業報告

　部会長会 5回
　（①5月27日10名 ②8月28日10名 ③10月30日10名 ④1月8日10名 ⑤2月26日9名）

　評議員会 6回
　（①6月26日21名 ②7月31日20名 ③9月25日21名 ④11月27日18名 ⑤1月29日21名 ⑥3月26日21名）

　　「2020年度 部会総会」5月17日（日）メルパルク京都にて開催を4月便にて案内したが、

　「京病薬 全施設調査」の調査項目を見直し提出依頼（7月・8月便）

　106施設提出 63％



1．京病薬　令和2年度 表彰募集

　（功労賞・優秀学術論文賞・最優秀学術論文賞・学術奨励賞・病院薬学賞・最優秀病院薬学賞 他）

2．令和2年度　授賞者

  　① 眞釼 彩子　　京都第二赤十字病院

 　 ② 加藤　良隆　　京都第二赤十字病院

  　③ 野口　裕介　　京都第二赤十字病院

　（3）学術奨励賞　6名

　　① 医療連携加速化WG委員 6名

　　石橋　直哉　 京都大学医学部附属病院

　　板倉　祥嗣　 京都第一赤十字病院

　　楠川　侑吾　 京都市立病院

　　1月施設便にて表彰者の推薦を募集

　　　「バンコマシン散投与患者において血清バンコマイシン濃度の測定が有用であった1症例」

　　　「薬剤師外来とテレフォンフォローアップを利用し病院薬剤師と保険薬局薬剤師が連携
　　　　・介入した一例　～外来化学療法施行患者への介入を通して～」

  　表彰審査　表彰WGの審査を評議員会で承認

　　　「医療連携加速化WG委員としてトレーシングレポート、フォローアップシート薬物療法サマリー
　　　　の連携ツール作成、入院時スクリーニングシート作成」

加藤　良隆　 京都第二赤十字病院

  　① 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院　薬剤科

　（2）優秀学術論文賞　3名

　（4）病院薬学賞　2施設

　　① 今川　文典　　社会福祉法人京都博愛会冨田病院

　　② 島　祥子　　　社会福祉法人京都博愛会京都博愛会病院

　　③ 和田　淳　　　医療法人社団医聖会八幡中央病院

　　　「退院前カンファレンスにおける切れ目のない薬薬連携」

【表彰ＷＧ】

　（1）功労賞　3名

　　　「プロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）による呼吸機能改善－薬剤師が吸入
　　　　デバイスを選択を含めた取り組み」

  　② 医療法人社団洛和会丸太町病院　薬剤部

　　　「Current status of eye disorders caused by docetaxel administration every 3 weeks:
　　　　A case-control study in Japanese patients」

田渕　祐輔　 京都府立医科大学附属病院

伴　具也　　 洛和会音羽病院



　　①薬学生　　　就職関連情報（各施設情報・採用情報の掲載）

　　②病院薬剤師　共用サマリー様式掲載

　　③薬局薬剤師　病院との医療連携ツール掲載

　（2）アクセス数の分析

　　毎月のアクセス内容を継続的に収集し、新ホームページの活用内容を検証

・月によるアクセス数にバラつきはあるが、継続して利用されている

・さらなる普及に向けた介入（SNSリンク等）の検討の余地あり

・HPアクセス経路 ・HPアクセス元

・経路の比率は、毎月同程度

・モバイル経由によるアクセスが3割近くあることから、コンテンツの見やすさも考慮が必要

・京都府以外からもコンスタントにアクセスされており、広域に向けた情報発信の手段としてもなりうる

【ホームページ作成ＷＧ】

1．京病薬新ホームページ　令和2年2月3日開始後の活用状況

　（1）コンセプト（薬学生と病院薬剤師と薬局薬剤師の連携・シンプルに分かりやすく・スマホ対応）



1．医療連携各種様式の作成・普及

（2）「入院時スクリーニングシート」

（3）各様式の普及活動

　49施設提出

　⑦ 京都薬報3月号:薬薬連携事例紹介（加藤良隆：京都第二赤十字病院）

（1）「フォローアップシート」

2．院外処方せんに関する照会先・報告先

　　活用方法を作成し、京病薬ホームページ 病院薬剤師の方へ　6月1日掲載

　　様式3-①フォローアップシート(抗がん薬)〈服薬期間中の患者フォローアップシートの普及〉

　京病薬ホームページ 薬局薬剤師の方へ　HP掲載

　　薬剤総合評価 入院時スクリーニングシート「ポリファーマシー」の作成

　　様式3-②フォローアップシート(オピオイド)〈服薬期間中の患者フォローアップシートの普及〉

　④ 日病薬近畿学術大会（1月30・31日）：入院時スクリーニングシート（伴具也：洛和会音羽病院）

　⑤ 各委員会と連携して基幹病院を中心に各種連携文書の普及状況をモニタリング

　⑥ 第19回 管理職等交流会（11月3日）:定点施設のモニタリングデータを報告

　③ 近畿薬剤師学術大会（11月1日）：フォローアップシート（加藤良隆：京都第二赤十字病院）

　院外処方せんに関する照会先・報告先の改定（更新）について提出依頼（1月便）

　① 薬事日報の取材（6月15日）：フォローアップシートの作成について

　② イブニングセミナー（9月30日）：「連携」をテーマに、各種連携文書を紹介

【医療連携加速化ＷＧ】

ＷＧ会議6回

（①7月14日10名 ②10月16日7名 ③3月3日11名 ④3月22日4名 ⑤3月29日6名 ⑥3月31日3名）

　⑧「都道府県レベルで取り組む薬薬連携　連携ツール活用術」

　　活用方法を作成し、京病薬ホームページ 薬局薬剤師の方へ　5月13日掲載



領域別カンファレンス 登録者数

１．消化器 14
２．循環器 26
３．呼吸器 14
４．糖尿病 27
５．造血器 11
６．免疫・アレルギー 5
７．脳神経 11
８．産婦人科 13
９．整形外科 13
１０．腎・透析 25
１１．精神科 11
１２．小児医療 11
１３．高齢者医療 24
１４．周術期医療 14
１５．集中治療 13
１６．緩和ケア 22
１７．外来がん治療 31
１８．医薬品情報 20
１９．医療安全 12
２０．感染制御 25
２１．NST 21
２２．救命救急 12
２３．災害医療 19
２４．医療情報 11
２５．在宅医療 10

総合計 415

　領域別カンファレンス　活動状況

　①Zoomミーティング開催

　②WEB講演　4領域開催（1/19小児・産婦人科、1/22高齢者・精神科、2/12緩和、2/14災害医療）

　　特別講演「臨床上の問題解決に向けたアプローチ」
　　　　　　　　　　　昭和大学 薬学部 病院薬剤学講座 助教 北原 加奈之 先生

　　参加者 71名　　開催報告書 京都薬報2月号　大林 巧志（京都第一赤十字病院）

2．領域別カンファレンス

　領域別カンファレンス　登録追加　7月施設便にて募集

　領域別カンファレンス登録者 161名（49施設）25領域延べ415名

　領域別カンファレンス用にUMINメーリングリスト作成（3月）情報共有・意見交換に活用

【認定薬剤師養成ＷＧ】

ＷＧ会議1回（①7月14日10名）

1．領域別カンファレンス・キックオフ研修会及びミーティング

　　日時：11月23日（月・祝）14：00～15：30　メルパルク京都

　　集合開催をコロナ感染拡大防止のため、急遽WEB開催に変更



　フェア終了後も参加施設の動画をWEB配信し、就職関連情報を継続的に情報提供する

日時：2月20日（土）18：30～20：20　
製薬企業6社による講演

　　　
2．届出書類作成相談窓口
　　11月24日（火）から新規開設

　　相談件数：1件

3．経験交流会

　　届出書類作成のための参考資料の提供、電話・Eメールでの担当役員による相談応需

　　11月施設便にてGoogleアンケートを依頼し、各施設の要望を収集して次年度開催への準備中

【精神療養中小病診ＷＧ】

ＷＧ会議2回（①1月19日8名 ②2月20日9名）

1．新しい精神科の薬を学ぶ研修会【WEB研修会】

　　内訳：大塚製薬(株)・大日本住友製薬(株)・Meiji Seikaファルマ(株)
　　　　　武田薬品工業(株)・第一三共(株)・エーザイ(株)
　　参加者 70名　　開催報告書 京都薬報4月号　田中 誠司郎（京都府立洛南病院）

3．「病院合同就職フェアin京都2021」参加施設動画配信

　開催報告書　京都薬報4月号　黄前尚樹（洛和会音羽病院）・仁丹裕子（亀岡市立病院）

　日時：3月21日（日）10：00～15：20

1．病院合同就職フェアin京都2021の開催について

　テーマ：探そう病院、見つけよう自分のなりたい姿

　案内：プラスエイチ共催によるHPから参加募集、東海北陸四国を含む近畿圏27大学へ案内

　参加 43施設・参加学生 57名

【人財確保推進ＷＧ】

ＷＧ会議1回（①10月13日3名）

　3月21日（日）京都テルサにて集合開催を企画し準備しましたが、新型コロナ感染拡大のため

2．「病院合同就職フェアin京都2021　オンラインLIVE開催」

　プログラム：
　オープニング・各病院の説明・若手薬剤師とのディスカッション・グループ討論会・各病院の説明

　急遽Zoomミーティングを用いたLIVE配信に変更して開催しました。



　　テーマ：薬剤師外来

　　テーマ：多職種で関わる周術期

2．会員交流会

3．新任薬剤師研修会

　日時：10月11日（日）10時～12時　WEB開催

　講演1「特定機能・地域支援型病院 薬剤師の立場から」

　講演2「地域連携型病院 薬剤師の立場から」

　講演3「薬剤師の職業倫理について」

四方 敬介（京都府立医科大学附属病院：部会長）

川口 皓平（京都きづ川病院）

藤原 真紀子（六地蔵総合病院）　

　　参加者数 70名　　開催報告書 京都薬報1月号　長谷川 広樹（洛和会音羽病院）

ＷＧ会議2回（①8月5日5名 ②10月11日4名 ）

1．京都薬用植物園見学会＆交流会

　春季開催を計画中に新型コロナ感染拡大防止の緊急事態宣言発令のため中止

　新型コロナ感染拡大防止のため中止

髙取 里帆（京都府立医科大学附属病院）　

増田 章秀 （京都第一赤十字病院）　

【臨床薬剤業務推進ＷＧ】

ＷＧ会議1回（①10月4日7名 ）

1．第29回 臨床薬剤師業務シリーズ研修会

　　日時：10月4日（日）13：00～15：00　京都府薬剤師会館

【会員交流ＷＧ】

　　　症例検討１　「ワーファリン外来における薬剤師業務」
　　　　　　　　　　　　　　京都桂病院　薬剤科　奥川　寛

　　　症例検討２　「薬剤師外来における自己注射指導と保険薬局との連携」
　　　　　　　　　　　　　　京都第二赤十字病院　薬剤部　神田 英一郎

　　　症例検討3　「吸入指導外来における薬剤師業務」
　　　　　　　　　　　　　　京都大学医学部附属病院　薬剤部　朝倉 佳代子

　　日時：2月7日（日）新型コロナ感染拡大防止のため開催を延期し、5月30日開催予定

　　　参加者 55名　　開催報告書 京都薬報12月号 大坪 達弥（京都第二赤十字病院）

2．第30回 臨床薬剤師業務シリーズ研修会



役員氏名 会名 開催年月日 出席者

会長 四方　敬介 地方連絡協議会　WEB開催 10月17日 四方

四方　敬介 第61回通常総会　中止 6月21日

友金　幹視 第62回臨時総会　WEB開催 2月27日 代議員3名

友沢　明徳

中小担当 友沢　明徳 中小病診担当者会議　WEB開催 2月14日 細木

生涯研修担当 深津　祥央

プレアボイド担当 黄前　尚樹

療養担当 細木　慈子

診療所担当 三浦　恭子

精神科担当 長谷川　晃司

氏名 会名 開催年月日 出席者

近畿ブロック会議　WEB開催 1月21日 四方・深津・友沢・藤村

会長会　WEB開催 6月29日 四方

会長会　WEB開催 8月27日 四方

会長・委員長会　WEB開催 12月10日 四方・藤村

深津　祥央

土下　喜正

友金　幹視

三浦　誠

友金　幹視

大津山　裕美子

仁丹　裕子

橋元　誠

薬事制度

（委員長）

村岡　淳二

細木　慈子

三浦　恭子

西川　靖之

和田　淳

委員会  WEB開催 10月29日 藤村・村岡

令和2年度　病院診療所薬剤師部会 

日本病院薬剤師会 担当役員・近畿ブロック委員会

役職

日
病
薬
 
担
当
役
員

代議員（3名）

役職

近畿ブロック会議（会長・副会長・委員長）

近
畿
ブ
ロ
ッ

ク
委
員
会

顧問会
会長会

四方　敬介

生涯研修

卒前教育

中小病診

藤村　保夫

委員会  WEB開催 11月16日 深津・土下

学　　術

委員会  WEB開催 11月13日 友金・大津山

薬剤業務

委員会  WEB開催 11月20日 仁丹・橋元

委員会  WEB開催 11月25日 細木・三浦

社会保険

委員会　集合開催 11月6日 西川・和田



役職名 氏名 施設名

部会長 四方　敬介 京都府立医科大学附属病院

副部会長 友金　幹視 京都第二赤十字病院

副部会長 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）京都九条病院

副部会長 夏目　君幸 京都逓信病院

副部会長 深津　祥央 京都大学医学部附属病院

評議員 岩根　裕紀 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

評議員 大津山　裕美子 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

評議員 黄前　尚樹 医療法人社団洛和会 洛和会京都新薬開発支援センター

評議員 岡橋　孝侍 京都第二赤十字病院

評議員 土下　喜正 医療法人医誠会 東舞鶴医誠会病院

評議員 土谷　有美 京都第一赤十字病院

評議員 西川　靖之 社会福祉法人恩賜財団 済生会京都府病院

評議員 仁丹　裕子 亀岡市立病院

評議員 長谷川　晃司 京都中部総合医療センター

評議員 橋元　誠 三菱京都病院

評議員 藤村　保夫 舞鶴共済病院

評議員 細木　慈子 医療法人和松会 六地蔵総合病院

評議員 益野　秀樹 医療法人社団育生会 京都久野病院

評議員 三浦　恭子 公益社団法人京都保健会 九条診療所

評議員 三浦　誠 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

評議員 村岡　淳二 地方独立行政法人 京都市立病院機構 京都市立病院

評議員 和田　淳 医療法人社団医聖会 八幡中央病院

顧　問 川勝　一雄 医療法人稲門会 いわくら病院

相談役 今川　文典 社会福祉法人京都博愛会 冨田病院

相談役 楠本　正明 京都薬科大学

会長・代議員 四方　敬介 京都府立医科大学附属病院

代議員 友金　幹視 京都第二赤十字病院

代議員・中小担当 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）京都九条病院

生涯研修担当 深津　祥央 京都大学医学部附属病院

プレアボイド担当 黄前　尚樹 医療法人社団洛和会 洛和会京都新薬開発支援センター

療養担当 細木　慈子 医療法人和松会 六地蔵総合病院

診療所担当 三浦　恭子 公益社団法人京都保健会 九条診療所

精神科担当 長谷川　晃司 京都中部総合医療センター

顧問会・会長会 四方　敬介 京都府立医科大学附属病院

生涯研修 深津　祥央 京都大学医学部附属病院

生涯研修 土下　喜正 医療法人医誠会 東舞鶴医誠会病院

学術・卒前教育 友金　幹視 京都第二赤十字病院

学術 三浦　誠 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

卒前教育 大津山　裕美子 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院

薬剤業務 仁丹　裕子 亀岡市立病院

薬剤業務 橋元　誠 三菱京都病院

薬事制度（委員長） 藤村　保夫 舞鶴共済病院

薬事制度 村岡　淳二 地方独立行政法人 京都市立病院機構 京都市立病院

中小病診 細木　慈子 医療法人和松会 六地蔵総合病院

中小病診 三浦　恭子 公益社団法人京都保健会 九条診療所

社会保険 西川　靖之 社会福祉法人恩賜財団 済生会京都府病院

社会保険 和田　淳 医療法人社団医聖会 八幡中央病院
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統括・評議員 岡橋　孝侍 京都第二赤十字病院

担当副会長 友金　幹視 京都第二赤十字病院

担当副会長 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

評議員 西川　靖之 社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院

委員 井岡　真佐夫 京都第一赤十字病院

委員 尾濵　直子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

委員 小阪　直史 京都府立医科大学附属病院

統括・担当副会長 深津　祥央 京都大学医学部附属病院

顧問 川勝　一雄 医療法人稲門会　いわくら病院

相談役 今川　文典 社会福祉法人京都博愛会　冨田病院

統括・評議員 三浦　誠 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

担当副会長 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

担当副会長 深津　祥央 京都大学医学部附属病院

評議員 岩根　裕紀 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

評議員 土下　喜正 医療法人医誠会　東舞鶴医誠会病院

委員 石橋　直哉 京都大学医学部附属病院

委員 板倉　祥嗣 京都第一赤十字病院

委員 加藤　良隆 京都第二赤十字病院

委員 楠川　侑吾 地方独立行政法人　京都市立病院機構　京都市立病院

委員 田渕　祐輔 京都府立医科大学附属病院

委員 伴　具也 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

統括・担当副会長 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

評議員 土下　喜正 医療法人医誠会　東舞鶴医誠会病院

評議員 細木　慈子 医療法人和松会　六地蔵総合病院

評議員 三浦　恭子 公益社団法人京都保健会　九条診療所

委員 垣内　淑子 医療法人長安会　中村病院

委員 多胡　和樹 医療法人社団洛和会　洛和会音羽リハビリテーション病院

委員 辻本　千代美 医療法人副知会　もみじヶ丘病院

委員 南田　祐子 医療法人社団石鎚会　同支社山手病院

統括・評議員 村岡　淳二 地方独立行政法人　京都市立病院機構　京都市立病院

担当副会長 友金　幹視 京都第二赤十字病院

担当副会長 深津　祥央 京都大学医学部附属病院

評議員 和田　淳 医療法人社団医聖会 八幡中央病院

委員 岩内　大佑 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

委員 大坪　達弥 京都第二赤十字病院

委員 芝田　雄登 京都府立医科大学附属病院

委員 多留木　崇志 地方独立行政法人　京都市立病院機構　京都市立病院

委員 林　良壮 三菱京都病院

委員 堀内　望 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

統括・担当副会長 夏目　君幸 京都逓信病院

評議員 仁丹　裕子 亀岡市立病院

評議員 細木　慈子 医療法人和松会　六地蔵総合病院

委員 岡田　悠子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽記念病院

委員 牧野　洸太朗 京都府立医科大学附属病院

委員 大林　巧志 京都第一赤十字病院

委員 長谷川　広樹 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

委員 清水　大生 京都府立医科大学附属病院

統括・評議員 黄前　尚樹 医療法人社団洛和会 洛和会京都新薬開発支援センター

担当副会長 友金　幹視 京都第二赤十字病院

担当副会長 夏目　君幸 京都逓信病院

評議員 橋元　誠 三菱京都病院

評議員 仁丹　裕子 亀岡市立病院

統括・評議員 橋元　誠 三菱京都病院

担当副会長 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

統括・評議員 三浦　誠 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

担当副会長 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

担当副会長 深津　祥央 京都大学医学部附属病院

評議員 岩根　裕紀 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

評議員 土下　喜正 医療法人医誠会　東舞鶴医誠会病院

委員 石橋　直哉 京都大学医学部附属病院

委員 板倉　祥嗣 京都第一赤十字病院

委員 加藤　良隆 京都第二赤十字病院

委員 楠川　侑吾 地方独立行政法人　京都市立病院機構　京都市立病院

委員 田渕　祐輔 京都府立医科大学附属病院

委員 伴　具也 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

人財確保 推進WG

管理職等 交流WG

認定薬剤師 養成WG

表彰WG

令和2年度 病院診療所薬剤師部会 WG役員名簿

ホームページ 作成WG

医療連携 加速化WG

精神・療養・ 中小病診WG

臨床薬剤 業務推進WG

会員交流WG


