
3．日病薬 薬剤部門現状調査

　　　参加者236名（企業54社178名、部会員58名、非会員3社）

                   開催報告書 京都薬報12月号　橋元 誠 先生 (三菱京都病院）

                   開催報告書 京都薬報5月号　橋元 誠 先生 (三菱京都病院）

　　　次第：特別講演「今の学生の就職状況とニーズの変化を知る」
　　　　　　　　講師　一般社団法人キャリアラボ　代表理事
                    （株）プラスエイチ（薬動カレッジ）　講師　松田 剛典　先生

　　　　　　令和2年度事業報告・令和3年度事業計画

　　　議事：部会長選出・日本病院薬剤師会代議員3名選出

 令和3年度（2021年度）　病院診療所薬剤師部会 事業報告

【病診部会　役員会議】

　部会長会 6回
　（①4月16日17名 ②7月29日8名 ③9月24日10名 ④11月26日12名 ⑤1月28日11名 ⑥3月25日12名）

　評議員会 5回
　（①6月25日22名 ②8月27日24名 ③10月29日23名 ④12月17日19名 ⑤2月25日24名）

【管理職等交流ＷＧ】

　　  日時：令和3年5月26日（金）19：00～20：00　WEB開催

1．病診部会総会「令和3年度 部会総会」

　　　　　　部会各ＷＧ活動報告・各賞 受賞者披露・グループ別意見交換

　　　　参加者44名　開催報告書　京都薬報2月号　林 千麗 先生（康生会武田病院）

　　　令和3年度 提出 87施設　提出率 56.2％（全国40.4％）

　　　新型コロナ感染拡大防止のためWEB開催　参加者73名・委任状897名

　　　京病薬HPに事業報告掲載 　 開催報告書 京都薬報7月号　橋元 誠 先生（三菱京都病院）

2．第20回 管理職等交流会

　　　日時：令和3年11月23日（火・祝）13：00～16：00　WEB開催

 ②　第2回　令和4年2月18日（金）18：30～20：30　WEB開催

　　　次第：病院診療所薬剤師部会から情報提供【薬薬連携・領域別支援】
　　　　　　　　　　　友沢 明徳 先生・三浦 誠 先生

　　　  　　テーマ別グループセッションによる情報交換

　　　  　　近畿薬剤師合同学術大会2023の協賛依頼　友金 幹視 先生

　　　参加者134名（企業53社114名以上、部会員20名、非会員4社）

4．令和3年度 製薬企業等との情報交換会（2回）

 ①　第1回　令和3年10月15日（金）18：30～20：30　WEB開催

　　　次第：特別講演「病院薬剤師の未来と製薬企業のかかわり」
            　　　 　 慶應義塾大学　名誉教授　望月 眞弓 先生

　　　　　　活動報告「病院薬剤師がつなぐ薬物療法の未来～京都府病院薬剤師会の活動～」
　　　　　　　　　　　部会長　四方 敬介 先生



Ⅰ

（優秀学術論文賞・学術奨励賞・病院薬学賞 他）

Ⅱ 令和3年度　第3回 受賞者

1

石塚 みなみ

塩飽 英二

西川 有沙美

漣 航平

2 学術奨励賞　4名

堀 雅博

草場 さやか

三松 史野

冨士原 あゆみ

3 病院薬学賞　2施設

③

④

①

② エクセルVBAを用いた持参薬鑑別報告書の作成
第56回京都病院学会　2021年9月29日～11月28日（オンデマンド）

免疫関連有害事象（irAE)に対する京都市立病院の取り組みと効果
第42回日本病院薬剤師会近畿学術大会　2021年1月30日～（オンデマンド）

非小細胞肺がん術後補助化学療法の相対用量強度と無再発生存期間の関連性：単施設後方視
的コホート研究
第31回日本医療薬学会年会　2021年10月9日～11月30日（オンデマンド）

医療法人財団宮津康生会　宮津武田病院

退院時薬剤情報提供書を用いた病薬連携について
第56回京都病院学会　2021年9月29日～11月28日（オンデマンド）

医療法人千春会　千春会病院

京都府立医科大学附属病院

社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

京都大学医学部附属病院

社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院

医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

医療安全体制の確保を目的とした保険薬局に対する外部評価の試行と薬局および病院薬剤師
の意識調査
日本薬剤師会雑誌　73（10）　1091～1097　2021年10月1日刊

Pharmacist involvement in the inhaler choice improves lung function in patients with
COPD： a prospective single-arm study
Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences　volume7 Articie number:28
2021年8月2日

Population pharmacokinetic modeling of GS-441524,the active metabolite of remdesivir,in
Japanese COVID-19 patients with renal dysfunction
CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol 11:94-103 　2021年11月18日

Incidence of acute kidney injury after teicoplanin-or vancomycin-and
piperacillin/tazobactam combination therepy:A comparative study using propensity score
matching analysis
Journal of Infection and Chemotherapy Volume27,Issue 12:1723-1728　 2021年12月1日

①

②

③

④

①

②

当院の地域包括ケア病棟におけるポリファーマシー解消に向けた取り組み
第56回京都病院学会　2021年9月29日～11月28日（オンデマンド）

エタネルセプト製剤の先行品からバイオシミラーへの切替えに対する薬剤師の介入
第31回日本医療薬学会年会　2021年10月9日～（オンデマンド）

地方独立行政法人　京都市立病院機構　京都市立病院

社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

【表彰ＷＧ】

京病薬　令和3年度 第3回 表彰募集

1月施設便にて表彰者の推薦を募集、2月22日再案内

表彰審査　表彰WGの審査を評議員会で承認

優秀学術論文賞　4名



【情報通信ＷＧ】

１．活動内容

　（１）ＷＧ会議1回（6月22日5名）

　（２）電子メールによる意見交換（随時）

２．京病薬新ホームページの活用状況（令和2年2月3日改編）

　（１）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、ホームページの活用内容を検証した。

①アクセス数は前年同様の変動があり、6,10,3月に山があり、7-8,11-12月に谷がある。

②今年度のはほぼ全ての月で前年度を上回るアクセスがあり、平均で10％の伸びが見られた。

③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。

　（２）アクセス経路の分析

①アクセス経路は概ねＰＣ７割、モバイル３割であった。

②京都からのアクセスは５割であり、他地域からのアクセスも多く見られた。

３．総合評価

（１）幅広い世代にＨＰを活用してもらうためには、ＨＰコンテンツ充実の他にスマホからアクセ
スしやすい仕組みも重要である。そのためにはＳＮＳ公式ページを作成し、相互にリンクを貼るな
どの方法が考えられる。一方、管理対象が増えると作業量が増え、担当者の負担が増えるため、慎
重に進める必要がある。現在、領域別カンファレンス【医療情報】では、近畿学術大会のLINE
Facebook　Twitter公式ページを展開している。この手法を病診ＨＰ運営に応用できないか令和４
年度に検証していく。

（２）製薬企業担当者への情報伝達手段として、ＭＲ向けのページ追加の検討を試みた。しかし、
コンテンツの発生頻度が少なく、定期的またはタイムリーに投稿を閲覧してもらうことは困難と予
想された。これを解消するためには、プッシュ型の通知が好ましい。上記同様ＳＮＳを活用するこ
とで登録者管理の負担も軽減されると思われる。

（３）ＨＰのコンテンツについては、様々な領域からの要望に対し柔軟に対応していく。



ページ 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 平均

京病薬HP 1,266 1,385 1,307 1,109 1,027 1,365 1,324 988 883 1,138 1,332 1,297 1,202

病院薬剤師の方へ 253 221 228 211 253 184 334 220 162 281 335 261 245

薬局薬剤師の方へ 367 283 305 349 313 306 588 387 368 317 318 412 359

薬学生の皆様へ 255 379 414 255 277 192 200 123 225 349 530 571 314

総計 2,141 2,268 2,254 1,924 1,870 2,047 2,446 1,718 1,638 2,085 2,515 2,541 2,121

前年度 1,829 2,074 2,257 1,767 1,727 1,940 2,209 1,481 1,478 1,919 1,880 2,264 1,902

前年差 312 194 -3 157 143 107 237 237 160 166 635 277 219

Topページアクセス 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 平均

desktop 874 864 899 776 663 945 965 727 636 820 912 927 834

mobile 330 464 346 271 320 332 304 229 226 296 394 348 322

tablet 62 57 62 62 44 88 55 32 21 22 26 22 46

desktop 69% 62% 69% 70% 65% 69% 73% 74% 72% 72% 68% 71% 70%

mobile 26% 34% 26% 24% 31% 24% 23% 23% 26% 26% 30% 27% 27%

tablet 5% 4% 5% 6% 4% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 4%

アクセス元上位 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 平均
京都 642 780 685 554 490 525 631 492 467 467 571 641 579

大阪 188 169 167 156 175 234 212 135 189 189 215 185 185

滋賀 65 54 60 57 49 61 64 42 15 15 78 54 51
東京 91 110 93 86 75 145 108 71 80 80 146 156 103
他 280 272 302 256 238 400 309 248 132 387 321 261 284
京都 51% 56% 52% 50% 48% 38% 48% 50% 53% 41% 43% 49% 48%

大阪 15% 12% 13% 14% 17% 17% 16% 14% 21% 17% 16% 14% 16%

滋賀 5% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 2% 1% 6% 4% 4%
東京 7% 8% 7% 8% 7% 11% 8% 7% 9% 7% 11% 12% 9%
他 22% 20% 23% 23% 23% 29% 23% 25% 15% 34% 24% 20% 24%

 京病薬HPアクセス解析2021年度 推移
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【連携支援ＷＧ】

ＷＧ会議2回（①9月16日12名 ②2月24日9名）

１．トレーシングレポートの普及

　　　第31回医療薬学会で発表

２．薬物療法サマリーの普及

　　　第31回医療薬学会で発表

３．フォローアップシートの普及

　　　第31回医療薬学会で発表

　　　抗がん薬　作用機能別４シートの作成中。

　　（マルチキナーゼ阻害薬・EGFR阻害薬・免疫チェックポイント阻害薬・ホルモン療法薬）

４．入院時スクリーニングシート

　　　第43回日病薬近畿学術大会　シンポジウムで発表

５．疑義照会・インシデント等報告先一覧の更新

　　　施設から変更依頼時、随時掲載

６．クリニカルインデイケータの作成・状況分析

　　　データ収集対象基幹病院9施設
　　　　京大・府立医大・第一日赤・第二日赤・京都市立・京都桂・音羽の7施設に
　　　　今年度から中部総合・京都医療センターの2施設（新規WG所属施設）を追加

７．各様式の普及活動

　① 活動啓発小冊子「連携ツール標準化　京都から発信」

　　　　　　　　　　　ケーエスケーから各施設へ送付



テーマ：医療提供を目的とする介護保険施設と薬剤師

　　　

３．精神療養中小WEB交流会（３回）

　①　令和3年7月14日　テーマ「退院時指導」　　　　　　　参加者14名

　②　令和3年8月18日　テーマ「ポリファーマシー」　　　　参加者11名

　③　令和3年9月15日　テーマ「副作用報告プレアボイド」　参加者11名

４．精神療養中小WGグループメール作成

　事例報告「老健における処方マネジメント経験の一例」

 　　         　医療法人医誠会 東舞鶴医誠会病院　薬剤科　土下 喜正 先生

　　　　　　　　医療法人福知会 もみじヶ丘病院　院長　芝 伸太郎 先生

　　参加者 159名　日病薬専門認定受講証8名交付

【精神療養中小ＷＧ】

ＷＧ会議3回（①7月16日9名 ②11月8日8名 ③1月24日9名）

１．精神療養中小病診薬剤師のためのスキルアップ研修会

　　　　　　　京都九条病院　薬剤部長　友沢 明徳 先生

　特別講演　「冷汗三斗の精神科薬物療法～医師から薬剤師への激白～」

　　　　　　　　独立行政法人 国立病院機構 舞鶴医療センター　薬剤部 黒川 拓也 先生

　基調講演２「精神科慢性期病院における薬剤師の挑戦」

２．薬剤師のための精神科セミナー

　日時：令和4年2月20日（日）13：00～16：15　WEB開催

　　　登録者数5名

　日時：令和3年9月18日（土）18：30～20：45　WEB開催

　情報提供「薬剤師が知っておきたい介護保険制度の仕組みと実際～介護老人保健施設を中心に～」

　　　　　　　バプテスト老人保健施設　医務部主任薬剤師　東原 和美 先生

　基調講演「老健施設における薬物療法マネジメントと入退所時連携」

　　　　　　　介護老人保健施設　横浜あおばの里 薬剤部　丸岡 弘治 先生

　　参加者 112名　　開催報告書 京都薬報1月号　友沢 明徳 先生（京都九条病院）

　基調講演１「精神科急性期病院における薬剤師の役割」



【人財確保ＷＧ】

ＷＧ会議2回（①9月13日5名 ②10月27日5名）

1．病院薬剤師合同業界研究会in京都2022

　　日時：令和4年2月11日（金・祝）10：00～15：45　WEB開催

　　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28大学へ案内

　　プログラム：オープニング・京都府病院薬剤師会の事業概要・グループ討論会
　　　　　　　　若手薬剤師とのディスカッション・各施設照会

　　参加 37施設・参加学生 129名・参加学生アンケート111名

　　開催報告書　京都薬報5月号　細木 慈子 先生（六地蔵総合病院）

2．薬学生のための病院薬剤師シンポジウム　（5回）

　①日時：令和3年5月14日（金）19：00～20：30　WEB開催

　　テーマ「集まれ！5・6回生　守ろう！京都の医療　つながろう！　病院薬剤師と」

　　　　　　対象：5・6回生　　参加者18名

　②日時：令和3年6月18日（金）19：00～20：30　WEB開催

　　テーマ「集まれ！3・4回生　専門薬剤師に学ぶ！　プロフェッショナリズム！」

　　　　　　対象：3・4回生　　参加者52名

　③日時：令和3年7月2日（金）19：00～20：30　WEB開催

　　テーマ「集まれ！1・2回生　知ろう！機能分化と連携　つなごう！患者情報を」

　　　　　　対象：1・2回生　　参加者40名

　④日時：令和3年8月20日（金）19：00～20：30　WEB開催

　　テーマ「集まれ！3・4回生　専門薬剤師に学ぶ！　プロフェッショナリズム！」

　　　　　　対象：3・4回生　　参加者36名

　⑤日時：令和4年1月21日（金）19：00～20：30　WEB開催

　　テーマ「緊急直前企画！病院薬剤師合同業界研究会in京都2022」を一緒に有意義な会にしよう！」

　　　　　　対象：5回生他　   参加者36名

3．「病院薬剤師合同業界研究会in京都2022」参加施設動画配信

 　 配信期間：令和4年2月～8月（6ケ月オンデマンド配信）　

  　京都府病院薬剤師会の事業広報・参加施設広報の動画をWEB配信し、就職関連情報を継続的に提供する



【研究支援ＷＧ】

１．学会発表に向けた座談会（初心者向け）

　　日時：令和4年3月10日（木）19：00～20：00　WEB開催

　　テーマ：「学会発表 How to」

　　　　・発表テーマはどう選べばいいの？・研究デザインってどうする？

　　　　・統計はどうする？・倫理研修ってなに？

　　演者　① 長谷川 晃司 先生　京都中部総合医療センター

　　　　　② 小阪 直史 先生　　京都府立医大附属病院

　　　　　② 野口 裕介 先生　　京都第二赤十字病院

　　　　　④ 白井 秀典 先生　　府庁前ゆう薬局

　　　　　⑤ 渡辺 智也 先生　　そうごう薬局園部店

　　　　　⑥ 田尻 ユカリ 先生　オーツカ調剤薬局府立医大前店

　　　参加者 29名（薬局21名・病診8名）

　　　　　　　　　開催報告書　京都薬報６月号　長谷川 晃司 先生（京都中部総合医療センター）

２．「学会発表支援 随時相談」開設

　　　開設日：令和3年12月23日

    　相談体制：Googleフォームにて受付、個別事案を学会発表に向けてフォロー

　　　相談件数：受付１件　現在継続支援中



【業務推進ＷＧ】

ＷＧ会議3回（①8月22日5名　②9月28日5名　③2月13日7名 ）

1．第30回 臨床薬剤師業務シリーズ研修会

　　　※5月30日（日）集合開催を緊急事態宣言発令のため8月22日に開催延期

　　日時：令和3年8月22日（日）13：00～15：00　WEB開催

　　テーマ：多職種で関わる周術期

　　症例検討１　「集中治療室における周術期の薬学的管理」
　　　　　　　　　　洛和会音羽病院　薬剤部　岩内 大佑 先生

　　症例検討２　「多職種による術後疼痛管理」
　　　　　　　　　　京都市立病院　薬剤科　近藤 沙耶 先生

　　症例検討３　「せん妄予防のための薬剤師業務」
　　　　　　　　　  京都桂病院　薬剤科　仲原 隆史 先生

　　症例検討４　「周術期せん妄に対する看護と非薬物療法」
　　　　　　　　　　京都桂病院　看護師　山本 文香 先生

　　　参加者 152名　　開催報告書 京都薬報10月号 多留木 崇志 先生（京都市立病院）

2．第31回 臨床薬剤師業務シリーズ研修会

　　日時：令和4年2月13日（日）13：00～15：00　WEB開催

　　テーマ：薬剤師が実践するタスク・シフト/シェア

　　症例検討１　「入退院センターにおけるPBPMの取り組み」
　　　　　　　　　　京都府立医科大学附属病院　薬剤部　牧野 洸太朗 先生

　　症例検討２　「洛和会丸太町病院における整形外科病棟での
　　　　　　　　　薬剤師によるタスクシフト・タスクシェアについて」
　　　　　　　　　　洛和会丸太町病院　薬剤部　大村 真里奈 先生

　　特別講演　　「外来化学療法治療患者へ薬剤師が担うこと―PBPMの活用による質の向上―」
　　　　　　　　　　広島市立広島市民病院  薬剤部 薬剤副部長  阪田 安彦 先生

　　　参加者 144名　　開催報告書 京都薬報4月号 芝田 雄登 先生（京都府立医大病院）



【会員交流ＷＧ】

ＷＧ会議2回（①6月21日8名 ②1月31日7名 ）

1．京都薬用植物園見学会＆交流会

　   春季開催を計画中、新型コロナ感染拡大防止のため中止

2．会員交流会

　   新型コロナ感染拡大防止のため中止

3．令和3年度 新任薬剤師研修会

　　日時：令和3年8月29日（日）14：00～15：45　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」

　　　　　　　前田 貴子 先生　　　京都第二赤十字病院

　　　　　　　奥川 寛 先生　　　　京都桂病院

　　講演2　「地域連携型病院 薬剤師の立場から」

　　　　　　　濱名 麻衣子 先生　　京都民医連あすかい病院

　　　　　　　川口 皓平 先生　　　京都きづ川病院

　　講演3　「薬剤師の職業倫理について」

　　　　　　　四方 敬介 先生　　　京都府立医大附属病院：部会長

　　参加者数 69名　　開催報告書 京都薬報11月号　宮尾 咲衣 先生（京都岡本記念病院）

　　



領域別カンファレンス 登録者数
メーリングリスト

投稿数
活動回数

１．消化器 22 111 4
２．循環器 39 73 4
３．呼吸器 17 17 2
４．糖尿病 34 28 2
５．造血器 17 57 0
６．免疫・アレルギー 7 18 1
７．脳神経 16 34 1
８．産婦人科 14 58 3
９．整形外科 15 65 2
１０．腎・透析 32 52 2
１１．精神科 14 42 4
１２．小児医療 18 140 5
１３．高齢者医療 28 19 1
１４．周術期医療 27 33 4
１５．集中治療 26 38 3
１６．緩和ケア 38 44 4
１７．外来がん治療 37 43 3
１８．医薬品情報 30 123 6
１９．医療安全 18 38 2
２０．感染制御 42 165 5
２１．NST 27 29 5
２２．救命救急 20 20 1
２３．災害医療 26 26 2
２４．医療情報 17 103 2
２５．在宅医療 12 25 3

総合計 593 - 71

2．領域別カンファレンス

　　領域別カンファレンス　新規登録（5領域まで）10月募集

　　領域別カンファレンス登録者 216名（50施設）25領域延べ593名

　　領域別カンファレンス　活動状況　25領域延べ71回

　①Zoomミーティング開催

　②WEB講演

ＷＧ会議2回（①9月7日20名 ②12月23日21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：令和3年11月14日（日）14：00～15：30　WEB開催

　　　　　　参加者 75名

【領域別支援ＷＧ】

　　特別講演「ここから始める！薬剤師のための心電図・心臓超音波 はじめの一歩」
　　　　　　　　　　　昭和大学藤が丘病院　薬剤部 講師  北原 加奈之 先生



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 10月30日 四方

四方　敬介

友金　幹視

友沢　明徳

生涯研修担当 深津　祥央 研修小委員会 WEB 9月15日 深津

ブロック社会保険担当
WEB出席

3月20日
四方
長谷川・仁丹

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27日
四方・友金・友沢・
夏目・藤村

会長会　WEB開催 6月11日 四方

会長会　WEB開催 9月17日 四方

会長・委員長会　WEB開催 12月15日 四方・藤村

樋口　眞宏 委員会  WEB開催 10月21日 樋口・三浦

三浦　恭子 中小・療養合同会議WEB 3月20日 細木・樋口・三浦

薬事制度

（委員長）

村岡　淳二

橋元　誠

大津山 裕美子

西川　靖之

長谷川 晃司

深津　祥央

土下　喜正

友金　幹視

三浦　誠

仁丹　裕子

岩根　裕紀

代議員（3名）

役職

第63回通常総会　WEB
第64回臨時総会　WEB

代議員3名
四方・友金・友沢

日
病
薬
 
役
員

仁丹・岩根

委員会  WEB開催

会長会

近
畿
ブ
ロ
ッ

ク
委
員
会

近畿ブロック会議（会長・副会長・委員長）

11月16日

藤村・村岡

委員会  WEB開催 11月25日

深津

6月21日
2月26日

11月9日

11月10日 橋元・大津山

四方　敬介

委員会  WEB開催

令和3年度　病院診療所薬剤師部会 

中小病診

藤村　保夫

社会保険

委員会　集合開催 11月12日

卒前教育

西川・長谷川

日本病院薬剤師会 ・近畿ブロック 事業報告

役職

薬剤業務

委員会  WEB開催 11月25日

日病薬：令和3年度タスク・シフティング
推進事業特別委員会／医療政策部セミナー

（令和4年度診療報酬改定）

生涯研修

三浦

委員会  WEB開催

学　　術



役職 氏名 施設名

部会長 四方　敬介 京都府立医科大学附属病院

友金　幹視 京都第二赤十字病院

友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

夏目　君幸 京都逓信病院

深津　祥央 京都大学医学部附属病院

黄前　尚樹 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

岡橋　孝侍 京都第二赤十字病院

橋元　誠 三菱京都病院

長谷川 晃司 京都中部総合医療センター

細木　慈子 医療法人和松会　六地蔵総合病院

三浦　誠 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

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

岩根　裕紀 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

大津山 裕美子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

辻本　千代美 医療法人福知会　もみじヶ丘病院

土下　喜正 医療法人医誠会　東舞鶴医誠会病院

土谷　有美 京都第一赤十字病院

西川　靖之 社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院

仁丹　裕子 亀岡市立病院

林　千麗 医療法人財団康生会　武田病院

樋口　眞宏 一般社団法人　愛生会山科病院

藤村　保夫 舞鶴共済病院

益野　秀樹 医療法人社団育生会　京都久野病院

三浦　恭子 公益社団法人京都保健会　九条診療所

川勝　一雄 医療法人稲門会　いわくら病院

寺田　智祐 京都大学医学部附属病院

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 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　洛和会音羽病院

広報担当 岡橋　孝侍 京都第二赤十字病院

療養担当 細木　慈子 医療法人和松会　六地蔵総合病院

精神科担当 辻本 千代美 医療法人福知会　もみじヶ丘病院

中小担当 樋口　眞宏 一般社団法人　愛生会山科病院

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

会長・顧問会 四方　敬介 京都府立医科大学附属病院

深津　祥央 京都大学医学部附属病院

土下　喜正 医療法人医誠会　東舞鶴医誠会病院

樋口　眞宏 一般社団法人　愛生会山科病院

三浦　恭子 公益社団法人京都保健会　九条診療所

橋元　誠 三菱京都病院

大津山 裕美子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

薬事制度委員会(委員長) 藤村　保夫 舞鶴共済病院

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

西川　靖之 社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院

長谷川 晃司 京都中部総合医療センター

友金　幹視 京都第二赤十字病院

三浦　誠 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

仁丹　裕子 亀岡市立病院

岩根　裕紀 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

副部会長

評議員
WG統括

評議員

顧問

日
本
病
院
薬
剤
師
会

役
員
名
簿

日
本
病
院
薬
剤
師
会

　
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
役
員
名
簿

生涯研修委員会

令和3年度・4年度　病院診療所薬剤師部会 役員名簿

中小病診委員会

卒前教育委員会

社会保険委員会

学術委員会

病
診
部
会
役
員
名
簿

薬剤業務委員会



WG名 役職 会員名 施設名

統轄 橋元　誠 三菱京都病院

担当副 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

辻本　千代美 医療法人福知会　もみじヶ丘病院

西川　靖之 社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院

林　千麗 医療法人財団康生会　武田病院

樋口　眞宏 一般社団法人　愛生会山科病院

統轄 深津　祥央 京都大学医学部附属病院

評議員 土谷　有美 京都第一赤十字病院

顧問 川勝　一雄 医療法人稲門会　いわくら病院

統轄 岡橋　孝侍 京都第二赤十字病院

西川　靖之 社会福祉法人恩賜財団　済生会京都府病院

長谷川　晃司 京都中部総合医療センター

益野　秀樹 医療法人社団育生会　京都久野病院

井岡　真佐夫 京都第一赤十字病院

尾濵　直子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

小阪　直史 京都府立医科大学附属病院

統轄 三浦　誠 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

深津　祥央 京都大学医学部附属病院

岩根　裕紀 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

土下　喜正 医療法人医誠会　東舞鶴医誠会病院

東　碧 京都中部総合医療センター

板倉　祥嗣 京都第一赤十字病院

加藤　良隆 京都第二赤十字病院

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

田渕　祐輔 京都府立医科大学附属病院

塚原　優太 （独）国立病院機構　京都医療センター

伴　具也 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

吉田　優子 京都大学医学部附属病院

統轄 友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

細木　慈子 医療法人和松会　六地蔵総合病院

辻本　千代美 医療法人福知会　もみじヶ丘病院

土下　喜正 医療法人医誠会　東舞鶴医誠会病院

樋口　眞宏 一般社団法人　愛生会山科病院

三浦　恭子 公益社団法人京都保健会　九条診療所

垣内　淑子 医療法人長安会　中村病院

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

東原　和美 （一財）日本バプテスト連盟医療団　バプテスト老人保健施設

南田　祐子 医療法人社団医聖会 八幡中央病院

統轄 黄前　尚樹 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

橋元　誠 三菱京都病院

仁丹　裕子 亀岡市立病院

長谷川　晃司 京都中部総合医療センター

藤村　保夫 舞鶴共済病院

統轄 長谷川　晃司 京都中部総合医療センター

小阪　直史 京都府立医科大学附属病院

野口　裕介 京都第二赤十字病院

評議員

管理職等
交流
WG 評議員

連携支援
WG

担当副

評議員

情報通信
WG

委員　

委員

評議員

委員

表彰
WG

精神療養
中小
WG

評議員

委員

人財確保
WG

令和3年度・4年度 病院診療所薬剤師部会 WG役員名簿

研究支援
WG



WG名 役職 会員名 施設名

統轄 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 大津山　裕美子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

岩内　大佑 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

大坪　達弥 京都第二赤十字病院

芝田　雄登 京都府立医科大学附属病院

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

林　良壮 三菱京都病院

堀内　望 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

統轄 細木　慈子 医療法人和松会　六地蔵総合病院

担当副 夏目　君幸 京都逓信病院

大津山　裕美子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

仁丹　裕子 亀岡市立病院

大林　巧志 京都第一赤十字病院

岡田　悠子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽記念病院

清水　大生 京都府立医科大学附属病院

長谷川　広樹 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

牧野　洸太朗 京都府立医科大学附属病院

統轄 三浦　誠 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

友沢　明徳 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

深津　祥央 京都大学医学部附属病院

岩根　裕紀 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

土下　喜正 医療法人医誠会　東舞鶴医誠会病院

石塚　みなみ 京都府立医科大学附属病院

大森　清孝 医療法人社団洛和会　洛和会東寺南病院

長谷川　広樹 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

大坪　達弥 京都第二赤十字病院

清水　菜穂 京都府立医科大学附属病院

天満　智也 京都第一赤十字病院

岡田　悠子 医療法人社団洛和会　洛和会音羽記念病院

重面　雄紀 京都大学医学部附属病院

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

東原　和美 （一財）日本バプテスト連盟医療団　バプテスト老人保健施設

加藤　良隆 京都第二赤十字病院

岩内　大佑 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院

三松　史野 地方独立行政法人　京都市立病院機構　京都市立病院

野口　裕介 京都第二赤十字病院

大林　巧志 京都第一赤十字病院

青戸　和宏 京都府立医科大学附属病院

柏原　陽平 京都第一赤十字病院

芝田　雄登 京都府立医科大学附属病院

樋口　眞宏 一般社団法人　愛生会山科病院

瀬下　貴大 京都第二赤十字病院

山本　崇 京都大学医学部附属病院

眞部　実穂 医療法人啓信会　京都きづ川病院
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