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 総 会 次 第        

 

日 時 ：２０２２年５月２１日(土) 午後３時００分～午後４時００分 

会 場：ポートプラザ千葉 ２階 

 司会：石原 優 総務委員 

１．開会のことば               室岡 邦彦 副会長                             

２．会長挨拶             仲佐 啓詳 会 長   

３．議長、副議長選出  

４．議事 

     議案 

       第１号 ２０２１年度事業報告承認に関する件    飯塚 雄次 副会長 

       第２号 ２０２１年度決算報告承認に関する件   神谷 英里 理事 

       第３号 監査報告                 鈴木 あい 監事 

第４号 理事承認に関する件            室岡 邦彦 副会長 

 

     報告    

       第 1号 ２０２２年度事業計画に関する件      仲佐 啓詳 会 長 

       第２号 ２０２２年度予算に関する件      中村 貴子 副会長 

       第３号 その他 

５．閉会のことば                      飯塚 雄次  副会長 
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第 80回 定 時 総 会 
委任状・出席者集計 

 

                                     2022 年 5月 21 日 

 会員数 委任状数 出席者数 

中央支部    

東部支部    

西部支部    

北部支部    

南部支部    

外房支部    

印旛支部    

計    

（会員数 2177名：令和４年３月３１日現在）      有効出席者 
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  議案 第１号 

 2021 年度 一般社団法人千葉県病院薬剤師会事業報告 

（2021 年 4月 1 日～2022 年 3月 31 日） 

 
 2021年度の事業計画並びに予算は 2021年 2月 15 日（火）開催された理事会にて承認を受

け、2021年 4月から実施されたが、新型コロナ感染症拡大の影響を受けながらも Webによるリ

モート形式を活用するなどし、影響を受けた事業も少なからずあるものの、可能な範囲で事業

を実践することができた。社会が感染拡大に向かう中、当会の活動が引き金になるような感染

拡大を防止すべく、感染しない、させない、医療機関に持ち込まない、を会員個々が実践して

くれたお陰であると考える。また、新型コロナウイルスワクチン接種に多くの施設や会員が関

与されており、改めて会員各位に感謝申し上げたい。 

以下、各委員会・支部の活動内容の詳細を記す。 

 



                                              

 

 

 

 

4 

Ｉ. 会務報告 

 1.会員数（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

正会員    2,177 名 

特別会員    136 名 

名誉会長     2 名 

名誉会員 7 名 

賛助会員     82 社 

 2.会議等開催状況 

  運営会議 6 回（4/6、6/1、7/6、10/5、12/7、2/1） 

  理事会 7 回（4/20、6/15、7/20、10/19、12/21、2/15、3/1） 

 3. 総会 2 回（5/15、3/12） 

 4. 総務委員会          4 回（4/23、5/15、1/22、3/12） 

   災害小委員会   6 回（4/22，6/10，7/29，8/26，10/16，10/30） 

5. 広報委員会  11 回（4/8、5/13、6/3、7/8、8/5、9/2、10/7、11/11、12/2、1/13、3/3） 

   6. 医療政策委員会   3 回（6/21、9/27、1/24） 

   中小病院委員会    3 回 (6/29、9/8、2/22) 

 7. 薬剤業務・学術情報委員会  2 回（7/13、11/24） 

  8. 生涯研修委員会   2 回（7/5、10/01） 

9.専門薬剤師育成委員会   1 回（10/1） 

  妊婦・授乳婦専門    3 回（7/10、11/13、3/10） 

    精神科専門 3 回（9/26、12/19、2/27） 

  がん専門 3 回（9/18、12/11、2/5） 

  感染制御専門 2 回（10/30、2/26） 

 10. 薬学教育委員会     3 回（9/14、12/8、3/11） 

 11. 支部運営会議 

    中央支部     4 回（6/29、10/26、1/26、3/9） 

    東部支部     2 回（10/28、2/18） 

    西部支部   3 回（4/21、10/20、1/19） 

    北部支部   3 回（6/30、9/27、2/24） 

    南部支部   3 回（8/13、11/15、3/3） 

    外房支部         3 回 （11/4、12/17、3/3） 

    印旛支部   2 回 （11/15、3/1） 
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Ⅱ. 事 業 

1. 全体研修会 

開催なし 

 

2.各支部活動 

● 中央支部 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

第１回 

中央支部研修会 
9/6 

（1）18:30 ～ 19:20 

『地域連携によるポリファーマシー対策 』 

演者：宝塚市立病院 薬剤部長 吉岡 睦展 先生 

（2）19:20 ～ 20:10 

『ポリファーマシーにおける減薬の課題 

－メトホルミン等の処方調査や減薬介入試験からみえ

たこと－ 』 

演者：千葉市立海浜病院 

 糖尿病・代謝内科 統括部長 小林 一貴 先生 

Web研修 67 

第 2回 

中央支部研修会 
9/28 

（1）18:30 -19:15 

『地域医療連携におけるカテーテル治療と心不全治療

について』 

演者：千葉市立青葉病院循環器内科 

統括部長 石尾 直樹先生 

（2）19:15 -20:00 

『心不全の病態と薬物治療』 

演者：千葉県救急医療センター  

検査部長  酒井 芳昭先生 

Web研修 82 

第 3回 

中央支部研修会 
10/14 

18:30～19:20 

『 C型肝炎の最新治療と撲滅に向けての取組み 』 

演者：千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学 教授 

加藤 直也 先生 

Web研修 

 
69 

第 4回 

中央支部研修会 
11/24 

18:30～19 :20 

『原発不明がんの基礎とがんゲノム時代における展開

～新規薬物療法開発の挑戦～』 

演者： 千葉大学医学部附属病院 腫瘍内科 教授 

 滝口 裕一 先生 

Web研修 61 

第 5回 

中央支部研修会 
12/15 

19：00～20：00 

【講演Ⅰ】『がん患者に対する薬薬連携の実際 

病院薬剤師からみた感じることや取り組みについて』 

Web研修 72 
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演者：国立がん研究センター東病院 薬剤部   

田中 将貴 先生  

【講演Ⅱ】『がん専門病院門前薬局における薬薬連携

とトレーシングレポートの活用ポイント』 

演者：日本調剤 柏の葉公園薬局 川﨑 祐介 先生   

第 6回 

中央支部研修会 
1/21 

18:30～19 :20 

『進行非小細胞肺がんの治療について ～当院での取

り組みを踏まえて～ 』 

演者： 船橋市立医療センター 診療局技監 呼吸器 

内科部長 中村 祐之 先生  

Web研修 

 
43 

第 7回 

中央支部研修会 
2/9 

19:00～19:55《院外処方箋疑義照会PBPMの取り組み》  

【講演1】『病院と薬剤師会とのPBPM合意による運用 

～疑義照会業務3割削減～ 』 

千葉市立青葉病院 副薬剤部長 古川 博則 先生 

【講演2】 『薬局におけるPBPMの運用実施状況 ～

患者対応の変化～ 』 

タカダ薬局あおば店  仲村 裕樹 先生 

【講演3】『薬局における患者待ち時間削減の効果につ

いて ～昨今の供給不安定な薬の調剤を例に～ 』 

チェリー薬局  矢崎 吉一 先生 

【講演4】『千葉市薬剤師会合意による市内350薬局の

統一PBPMの取り組み 

～地域薬剤師会が関わるメリット〜 』 

  千葉市薬剤師会  武田 郁子 先生 

Web研修 67 

第 8回 

中央支部研修会 
2/17 

18:30～19 :20 

『 呼吸器感染症における薬物療法の現状と展望～新

規薬剤開発をふまえて～ 』 

演者：千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学 助教 

川﨑 剛 先生  

Web研修 34 

第 9回 

中央支部研修会 
3/23 

講演 18:30～19 :20 

『 薬剤師さんに知って欲しい慢性心不全治療～電解

質管理の重要性～ 』 

演者：新久喜総合病院 循環器内科 部長 

 戸頃 康男 先生 

Web研修 108 

第 1回 

中央支部運営会議 
6/29 

1. 理事会報告  

2. 今後の研修会開催について 

3. 中央支部運営についての確認 

4. 各委員会からの報告 

Web会議 5 

第 2回 10/26 1. 理事会報告  Web会議 5 
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中央支部運営会議 2. 研修会開催について 

3. 各委員会からの報告 

第 3回 

中央支部運営会議 
1/26 

1. 理事会報告  

2. 研修会開催について 

3. 来年度予算について 

4. 各委員会からの報告 

Web会議 4 

第 4回 

中央支部運営会議 
3/9 

1. 理事会報告  

2. 本年度 中央支部運営実績 

3. 2022年度中央支部活動計画について 

4. 各委員会からの報告 

Web会議 5 

 

● 東部支部 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

第 1回東部支部研修会 5/21 

１．製品紹介 

『エムガルティ注 120mgについて』 

第一三共株式会社 

２．特別講演 

『片頭痛：病態メカニズムの理解に基づいた治療の

時代へ』 

東京医科歯科大学市川総合病院 神経内科教授 

柴田 譲 先生 

ZOOM Webinar 48 

第 2回東部支部研修会 6/24 

１．製品紹介 

『デュロキセチンカプセル／ＯＤ錠「ニプロ」につ

いて』 

『一般向けコンテンツ「手指衛生とマスク」のご紹

介』 

ニプロ株式会社 学術情報部 

２．特別講演 

 『感染対策 と 薬剤耐性』 

 東邦大学医療センター佐倉病院 感染対策室長 

 長嶋 誠 先生 

ZOOM Webinar 65 

第 3回東部支部研修会 9/2 

１．セッション１ 

 『災害医療を支える医薬品供給体制の確立に向けて 

～千葉県の現状を踏まえて～』 

 岡山大学学術研究院医歯薬学域 災害医療マネジメ

ント学講座 助教 渡邉暁洋 先生 

２．セッション２ 

 『大規模災害時の薬事データから見えてくること』 

ZOOM Webinar 65 
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 福岡大学薬学部 臨床薬学研究室 教授 

 江川 孝 先生 

３．スペシャルレクチャー 

 『非常時における高カリウム血症の対策を考える 

～我が国の災害医療対策を含めて～』 

 東京医科歯科大学大学院 救急災害医学分野 教授 

 大友 康裕 先生 

 

第 4回東部支部研修会 10/19 

１．製品紹介 

 『エンタイビオ点滴静注用 300mg』 

 武田薬品工業株式会社 

２．講演１ 

 『ＩＢＤ診療における薬剤師の役割 ～知ってお

きたいアドヒアランスと薬物相互作用～』 

 札幌東徳洲会病院 薬剤部 八木澤 啓司 先生 

３．講演２ 

 『ＩＢＤ患者への看護師の役割』 

４．特別講演 

 『ＩＢＤと多職種連携について』 

 東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科 講

師 

 山田 哲弘 先生 

ZOOM Webinar 13 

第１回東部支部運営会議 10/28 

議題１ 今年度の近況報告 

議題２ 今年度末にむけての支部の業務について 

議題３ その他（支部業務の協力体制について） 

 

旭中央病院本館 

３階会議室 
５ 

第 5回東部支部研修会 11/25 

１．基調講演 

 『当院における感染対策の実際』 

 香取おみがわ医療センター 看護部 

 伊藤 幸江 先生 

２．特別講演 

 『新型コロナウイルス感染症の現状と今後の対応』 

 国際医療福祉大学成田病院 感染制御部 部長 

 松本 哲哉 先生 

ZOOM Webinar 145 
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第 6回東部支部研修会 1/27 

１．基調講演 

 『フォーミュラリーについて ～地域薬局が期待す

ること～』 

 有限会社エフジェイケー フジキ薬局 代表取締役 

 藤木 裕士 先生 

２．特別講演 

 『令和４年度診療報酬改定の方向性と病院薬剤師に

求められること』 

 浜松医科大学医学部付属病院 薬剤部 教授・薬剤

部長 

 川上 純一 先生 

ZOOM Webinar 47 

第２回東部支部運営会議 2/18 

議題１ ２月の理事会の報告 

議題２ 今年度の支部活動について 

議題３ 次年度の支部活動について 

（特に予算や研修会等） 

その他 支部業務の分掌、 

研修会の共催・単位等について 

旭中央病院本館 

３階会議室 
５ 

 

● 西部支部 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

第 1回西部支部運営会議 4/21 

報告事項 

1 理事会からの報告 

2 各委員会報告 

3 今年度の支部研修会開催の方向性について 

WEB 5 

第 2回西部支部運営会議 10/20 

報告事項 

1 理事会からの報告 

2 各委員会報告 

3  西部支部研修会実施予定について・役割決定 

WEB 5 

第 3回西部支部運営会議 

 

1/19 

 

報告事項 

1 理事会からの報告 

2  各委員会報告 

3  来年度の西部支部研修会実施について 

WEB 5 

第 1回西部支部研修会 5/27 

【特別講演】「循環器領域における抗血栓療法につい

て ～薬剤師の先生方に合併症予防を期待する～ 」 

演者千葉大学 循環器内科学 教授 小林 欣夫 先生 

WEB 106 

第 2回西部支部研修会 6/16 

【特別講演】『肺癌診療の現状と薬物療法の変遷 ーリ

スクマネジメントの重要性ー』 

演者 君津中央病院呼吸器外科部長飯田 智彦先生 

WEB 96 
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第 3回西部支部研修会 7/5 

【特別講演】「 パーキンソン病の多職種連携について

考える -薬剤師の皆様のかかわりに期待すること-」 

演者 船橋総合病院脳神経内科・診療部長/地域連携

室長 星野 将隆先生 

WEB 68 

第 4回西部支部研修会 7/19 

【特別講演】「がん患者における疼痛緩和治療」 

演者 順天堂大学医学部附属浦安病院 がん治療セン

ター センター長 吉川 征一郎 先生 

WEB 77 

第 5回西部支部研修会 8/19 

【特別講演】「CKD-MBD 管理について～静注製剤の

メリット～  」 

演者 聖隷佐倉市民病院 透析センター長  

藤井 隆之 先生 

WEB 

63 

第 6回西部支部研修会 9/10 

【特別講演】「肺炎における抗菌薬治療の現状」 

演者 順天堂大学医学部附属浦安病院 呼吸器内科 

講師 南條 友央太 先生 

WEB 

66 

第 7回西部支部研修会 9/29 

【特別講演】「糖の流れのその先へ～未来を護るベス

トチョイス～ 」 

演者 国際医療福祉大学医学部糖尿病・代謝・内分泌

内科学 教授 野見山 崇 先生 

WEB 

56 

第 8回西部支部研修会 10/15 

【特別講演】「精神科医の処方の流儀 認知症、気分

症、不眠症、てんかん」 

演者 同和会千葉病院 院長 小松 尚也 先生 

WEB 

52 

第 9回西部支部研修会 11/2 

【特別講演 1】  

「病態早期からの心不全治療について」 

演者 船橋市立医療センター 循環器内科部長 沖野 

晋一 先生 

【特別講演 2】 

 「気管支喘息の最新治療〜3 成分配合喘息治療剤の

適する患者とは〜」 

演者 セコメディック病院副院長 田口 雅彦先⽣ 

WEB 

41 

第 10回西部支部研修会 11/25 

【特別講演】 

「臨床現場からみた脂質異常症治療の実際」 

演者 北習志野花輪病院糖尿病内科 木下潤一朗先生 

WEB 

52 

第 11回西部支部研修会 12/6 

【特別講演１】「慢性心不全治療における DPP-4 阻害

薬の有用性」 

演者 船橋市立医療センター 循環器内科部長 沖野 

晋一 先生 

【特別講演２】 

「 with COVID-19 時代の CKD 治療 Update 」 

WEB 

40 
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演者東京ベイ浦安・市川医療センター 腎臓・内分

泌・糖尿病内科 部長 鈴木 利彦 先生 

第 12回西部支部研修会 1/13 

【特別講演】「安全な薬物療法の実施に向けた工夫、  

がん免疫療法における irAE の注意点やチーム医療  

マネジメント」 

演者 東京女子医科大学八千代医療センター消化器内

科・化学療法科 教授・診療科長 新井 誠人先生 

WEB 

62 

第 13回西部支部研修会 1/25 

【特別講演】痛風・高尿酸血症治療アップデート     

～各薬剤特性の安全性のリスクマネジメント～ 

演者 済生会習志野病院関節外科センター・  副院長 

原田 義忠先生 

WEB 

70 

第 14回西部支部研修会 2/8 

【特別講演】『薬剤師に必要な心臓病・腎臓病に対す

る薬の知識』 

演者：東京女子医科大学附属八千代医療センター   

循環器内科 臨床教授 春田 昭二 先生 

WEB 

75 

第 15回西部支部研修会 3/8 

【特別講演】「薬剤部門におけるマネジメント、その  

理論と実践」 

演者：日本経済大学経営学部・大学院  

教授 赤瀬 朋秀 先生 

WEB 

74 

 

● 北部支部 

事業名 日時 事業内容 場所 
参加

人数 

第 1回 

北部支部研修会 
6/2 

【情報提供】19:00~19:15  杏林製薬株式会社 

「フルティフォーム エアゾールについての情報提

供 」 

【特別講演】19:15~20:15 

「気管支喘息と COVID-19」 

演者 東京医科歯科大学 呼吸器内科 助教 柴田 

翔 先生 

Web配信 68 

第 1回支部運営会議 6/30 

１ 理事会報告 

２ 委員会活動報告 

３ 令和３年年度事業計画 

今後の北部支部研修会の役割分担の確認 

専門セミナーの担当決め 

Web会議 5 

第 2回 

北部支部研修会 
8/30 

【情報提供】19：00~19：15 

「慢性的な腰痛に悩まされないために?姿勢から予防

法を考える?」 

Web配信 65 
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演者 柏市立柏病院 リハビリテーション科 池田 

達也 先生 

【特別講演】19：15~20：00 

「高齢社会における変形性膝関節症の治療について」 

演者 東京慈恵会医科大学附属柏病院 整形外科 木

島 永二 先生 

第 3回 

北部支部研修会 
9/17 

【情報提供】19:00~19:15   田辺三菱製薬株式会

社 

「HIF-PH阻害剤 バフセオ錠についての情報提供 」                   

【一般講演】19:15~19:45 

「糖尿病性腎症合併２型糖尿病と SGLT2阻害薬につい

て」 

演者 東京慈恵会医科大学附属柏病院 薬剤部 瀧平

純一先生 

【特別講演】19:45~20:45 

「腎性貧血 update ~患者の役に立つ治療」   

演者 東京勤労者医療会  東葛病院  診療部副部長

腎臓内科/透析科長・腎センター長 土谷良樹 先生 

※CDE-J,CDE-chibaの認定単位を取得 

Web配信 73 

第 2回支部運営会議 9/27 

１ 理事会報告 

２ 委員会活動報告 

３ 令和３年年度事業計画 進捗 

Web会議 5 

第 4回 

北部支部研修会 
10/28 

【情報提供】19：00~19：15   日本化薬株式会社 

「ペメトレキセド点滴静注液「NK」についての情報提

供」                   

【特別講演】19：15~20：45 

「進行非小細胞肺癌における最新の薬物療法」 

演者 国立がん研究センター東病院 呼吸器内科 医長 

善家 義貴 先生 

Web配信 56 

第 1回 

緩和ケアセミナー 
1/21 

【一般講演】 19：00~19：30 

「当院におけるオピオイド治療時の副作用対策」 

演者 国立がん研究センター東病院 薬剤部 五十嵐 

隆志 先生 

【特別講演】 19：30~20：30 

「オピオイド導入時の薬剤選択について」 

演者 信州大学医学部付属病院 信州がんセンター 

緩和部門  

                         

教授 間宮 敬子 先生 

Web配信 79 
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第 1回 

感染症セミナー 
2/15 

【情報提供】19：00~19：15   Meiji Seikaファ

ルマ株式会社 

「Meiji Seikaファルマ（株）の注射抗菌薬ライン

ナップについて」                

【一般講演】19：15~19：45「当院におけるバンコマイ

シンの TDM?これまでの取り組みと今後を見据えて?」 

演者：東京慈恵会医科大学附属柏病院 薬剤部 

日本病院薬剤師会 感染制御認定薬剤師 金子 知由 先

生 

【特別講演】19：45~20：45 

「抗菌薬 TDM 臨床実践ガイドライン 2022 の注目すべ

きポイント」 

演者：慶應義塾大学薬学部 薬効解析学講座 教授 松元 

一明 先生 

Web配信 141 

第 3回支部運営会議 2/24 

１ 理事会報告 

２ 委員会活動報告 

３ 令和 3年年度事業計画 報告 

４ 令和 4年度事業計画 

Web会議 4 

 

● 南部支部 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

南部支部（君津・木更津

地区）研修会 
6/22 

 

製品説明  

『オニバイド点滴静注 43mg』 

株式会社ヤクルト本社 

特別講演 19:00～20:00  

『膵癌の疫学と薬物療法』 

演者：国保直営総合病院君津中央病院 腫瘍内科部長   

嬉野紀夫 先生 

WEB配信 53 

南部支部（君津・木更津

地区）研修会 
8/27 

製品説明  

『経腸栄養剤 イノラス配合経腸用液について』 

株式会社 大塚製薬工場 

特別講演 19:00～20:00  

『「外科におけるサルコペニアとリハビリ栄養の意義

〜聖路加国際病院での新たなイノベーション」』 

演者：聖路加国際記念病院   外科 部長       

海道 利実 先生 

WEB配信 48 

南部支部（君津・木更津

地区）研修会 
9/13 

製品説明  

『ミネブロ錠に関して』 

第一三共株式会社 

特別講演 19:00～20:00  

『治療抵抗性高血圧について』 

演者：君津中央病院 循環器内科 部長 山本雅史先

生 

WEB配信 46 
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南部支部（君津・木更津

地区）研修会 
10/20 

製品説明  

『最近の漢方の話題』 

株式会社ツムラ 東京支店 足立 龍弥 

特別講演 19:00～20:00  

『疲労・倦怠感に対する漢方薬の効果』 

演者：君津中央病院 泌尿器科 部長 仲村 和芳 先生 

WEB配信 61 

南部支部（君津・木更津

地区）研修会 
12/8 

特別講演 19:00～20:00 

『最近の肝細胞癌治療 ～薬物療法を中心に～』 

演者 君津中央病院 消化器内科・肝臓内科 部長 

大部 誠道 先生 

WEB配信 35 

南部支部（君津・木更津

地区）研修会 
2/9 

製品説明 『オレキシン受容体拮抗薬 レンボレキサ

ント 情報提供』 エーザイ株式会社  

特別講演 19:00～20:00  

『 薬剤師と一緒に考えたいリスクマネジメント  

～大転換期を迎えた睡眠薬の世界～』 

演者：君津中央病院 精神科部長 佐々木 史 先生 

WEB配信 70 

南部支部（君津・木更津

地区）研修会 
3/17 

製品説明 18:30～18:40 

『 選択的 DPP4阻害薬テネリア錠/OD錠 』 田辺三菱

製薬株式会社 

特別講演 18:40～19:40 

『 臓器保護を考慮した糖尿病治療のながれ 』 

演者：玄々堂君津病院 副院長 荻野 良郎 先生 

君津木更津薬剤師会薬業会 19:40～20:00 

『 管内の CKDシールの運用について 』 

君津木更津薬剤師会薬業会 会員・研修委員長 山村 

俊雄 先生 

WEB配信 63 

第 36回上総いちはら臨

床薬学セミナー 
4/19 

特別講演 19:00～20:00 

『糖尿病と心血管系疾患 

～SGLT２阻害剤の今後の位置づけ～』 

演者：亀田総合病院 循環器内科 主任部長  

松村 昭彦 先生 

WEB配信 43 

第 37回上総いちはら臨

床薬学セミナー 
6/9 

特別講演 19:00～20:00 

『これからの薬物相互作用マネジメント～PISCSの基

本と実践～』 

演者： 東京大学医学部附属病院  

副薬剤部長 大野 能之 先生 

WEB配信 68 

第 38回上総いちはら臨

床薬学セミナー 
7/5 

特別講演 19:00～20:00 

『 やり過ぎないやらな過ぎない新型コロナウイルス

感染症対策 』 

演者 東京大学医学部附属病院  

薬剤部 感染対策チーム  高山 和郎 先生 

WEB配信 43 

第 39回上総いちはら臨

床薬学セミナー 
8/20 

特別講演 19:00～20:00 

『「薬剤師だからこそ」の就労支援～チーム医療の実

装化を目指して～』 

演者： キャンサー・ソリューションズ株式会社  

代表取締役社長 桜井 なおみ先生 

WEB配信 31 

第 40回上総いちはら臨

床薬学セミナー 
10/22 

特別講演 19：30～20：30 

『われわれはどのような思考過程で患者に最適な抗菌

薬を選択すべきか ～empiric therapyから

definitive therapyまで～』 

演者： 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院  

臨床感染症科 部長 荒岡 秀樹 先生 

WEB配信 94 
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第 41回上総いちはら臨

床薬学セミナー 
12/8 

基調講演 19：00～19：30 

『腎機能低下患者さんへの薬剤師としての関わり』 

演者：医療法人芙蓉会 五井病院  

薬剤部 横澤 慶一先生 

特別講演 19：30～20：30  

『CKDシールを実践してみて～そしてこれから～』 

演者： 帝京大学ちば総合医療センター 

第三内科（腎臓）教授 寺脇 博之先生 

WEB配信 67 

第 42回上総いちはら臨

床薬学セミナー 
1/27 

特別講演 19：30～20：30 

『ここを確認！妊婦の薬物療法について聞かれたらど

う答える？』 

演者：医療法人社団良知会 共立習志野病院  

薬剤科長 鈴木 典子先生 

WEB配信 81 

令和３年度第１回 

南房総臨床薬学セミナー 
4/22 

18 時 30分 ～ 19時 15分 

事例紹介：「品質意識向上のために」 

演者：ニプロファーマ株式会社 信頼性保証本部長          

富松 秀樹 氏 

講演２ 19 時 15分 ～ 20時 00分 

特別講演：「薬剤師の働き方改革～タスクシフトシフ

ティングの留意点含む～」 

演者：聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 主査           

前田 幹広 先生 

WEB配信 116 

令和３年度第 2回 

南房総臨床薬学セミナー 
5/13 

18時 30分 ～ 19時 00分 

一般講演 「薬剤師外来における関節リウマチ治療選

択への関与」 

演者：亀田クリニック 薬剤室  亀田ファミリーク

リニック館山 薬剤室     平田 一耕 

先生 

19時 00分 ～ 20時 00分 

特別講演：「これからの関節リウマチ治療～生物学的

製剤から JAK阻害薬へ～」 

演者： 埼玉医科大学総合医療センター リウマチ・

膠原病内科 講師      近藤 恒夫 

先生 

WEB配信 56 

令和３年度第 3回 

南房総臨床薬学セミナー 
5/20 

18時 30分 20時 00分 

特別講演： 

「災害対策と最近の話題～薬剤師の役割～」 

演者： 

東京大学医学部附属病院 薬剤部 

日本病院薬剤師会災害対策委員会 

委員長 高山 和郎 先生 

WEB配信 60 

令和３年度第 4回 

南房総臨床薬学セミナー 
6/10 

18時 30分 ～ 19時 00分 

一般講演 『 炎症性腸疾患診療における薬剤師外来の

重要性 』 

演者：医療法人鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館

山 薬剤室 

医療法人鉄蕉会 亀田クリニック 薬剤室 平田 一耕 

先生 

19時 00分 ～ 20時 00分 

特別講演 『 炎症性腸疾患治療薬の使い方のコツーベ

ドリズマブ（遺伝子組換え）の位置づけを含め

てー 』 

演者：千葉大学医学部附属病院 診療教授 内視鏡セン

ター長 

千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学 准教授 

加藤 順 先生 

WEB配信 53 
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令和３年度第 5回 

南房総臨床薬学セミナー 
8/26 

◆19:00～19:30 

【事例報告・基調講演】 「 外来における薬剤師介入

の取り組み 」 

平松内科・呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリ

ニック 伊藤 光 先生 

◆19:30～20：30 

座長 亀田総合病院 心療内科・精神科 部長 小石川 

比良来 先生 

【特別講演】 「 不眠症治療とリエゾンチームの取り

組み 」 

千葉大学大学院医学研究院 精神医学 特任講師 長

谷川 直 先生 

WEB配信 24 

令和３年度第 6回 

南房総臨床薬学セミナー 
10/7 

特別講演 18 時 30分～20時 

『 がんゲノム医療最前線 』                       

演者：国立がん研究センター東病院 消化管内科 科

長 吉野 孝之 先生 

WEB配信 70 

令和３年度第 7回 

南房総臨床薬学セミナー 
10/28 

18時 30 分 20 時 00 分 

特別講演：「漢方薬のユニークな薬理作用：五苓散お

よび人参養栄湯を中心に」 

演者：東京理科大学 

薬学部 応用薬理学研究室 教授 礒濱 洋一郎 先生 

WEB配信 46 

令和３年度第 8回 

南房総臨床薬学セミナー 
11/26 

特別講演 「TDMも踏まえた ASの薬剤師業務展開」 

演者： 東京女子医科大学病院 薬剤部 副薬剤部長 

浜田 幸宏 先生 

WEB配信 65 

令和３年度第 9回 

南房総臨床薬学セミナー 
2/17 

１８ 時 ３０ 分～ ２０ 時 ００ 分 

座長 亀田 総合 病院 薬剤部 部長 舟越 亮寛 

特別講演 

「 栄養管理の基本と経腸栄養剤使用時の注意点につ

いて 」 

講師 長崎みなとメディカルセンター 薬剤部長 樋

口 則英 先生 

WEB配信 50 

第１回南部支部運営会議 8/13 

・今年度の役員紹介 

・今年度の事業計画、予算について 

・理事会の報告 

・連絡網について 

メールにて了承確

認 
5 

第２回南部支部運営会議 11/15 

・今年度の事業報告について 

・来年度の事業計画と予算について 

・理事会の報告 

君津中央病院 5 

第３回南部支部運営会議 3/3 

・今年度の事業報告について 

・理事会の報告（臨時理事会あり） 

・今年度の収支報告について 

君津中央病院 5 

 

● 外房支部 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
6/18 

情報提供 18：45～19：00   

「不眠症治療薬デエビゴ錠」 エーザイ株式会社  

特別講演  19：00～20：30   

「千葉大学病院における専門医療チームの取り組み 

ZOOMによる配信 75 
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～包括的せん妄ケアチームの活動～」 

演者 千葉大学大学院医学研究院 

 精神医学 特任講師 長谷川 直 先生 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
8/20 

情報提供 19：00～19：15  

「2型糖尿病治療剤 トラディアンス配合錠 AP/BP」      

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

特別講演  19：15～20：00   

「改正薬機法を見据え地域薬物治療連携と  

トレーシングレポート活用の”コツ”教えます」 

演者：大阪府済生会中津病院  

薬剤部長 萱野 勇一郎 先生 

Closing   20：00～20：15   

ZOOMによる配信 60 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
9/3 

情報提供 19：00～19：15  

「新しい末梢静脈栄養輸液エネフリード輸液について」      

（株）大塚製薬工場 学術部 

特別講演  19：15～20：00   

「急性期病院の NST薬剤師に求められる得意技」 

演者： 東邦大学 医学部 臨床支援室 教授 兼  

東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター  

部長 同 栄養部 部長 鷲澤 尚宏 先生 

Closing   20：00～20：10   

ZOOMによる配信 54 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
10/8 

情報提供 18：50～19：10  

「ソリフェナシンコハク酸塩 OD錠」 ニプロ株式会

社 

特別講演  19：10～20：10   

「排尿障害に対する失敗しない薬物療法」 

演者：日本医科大学大学院医学研究科 男性生殖器 ・ 

泌尿器科 教授 日本医科大学研究部長・日本医科大

学付属病院 副院長 近藤幸尋先生 

Closing   20：10～20：15   

ZOOMによる配信 46 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
12/7 

特別講演  19：15 ～20：15   

「冠動脈疾患と抗血栓療法最近の話題 

       ～PCIと抗血栓療法の重要性～」 

演者： 医療法人 SHIODA塩田記念病院 心臓血管セン

ターセンター長・副院長 中津 裕介 先生  

Closing   20：15～20：25 

ZOOMによる配信 70 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
1/26 

製品紹介 19:00～19:15 

『選択的 SGLT2阻害剤 フォシーガ錠について』 

小野薬品工業株式会社・アストラゼネカ株式会社  

ZOOMによる配信 77 
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特別講演 19：15～20：20 

『 慢性腎臓病治療の新たな歴史  

～SGLT2阻害薬の役割～ 』 

 演者：亀田総合病院 腎臓高血圧内科  

部長 鈴木 智 先生 

Closing   20:20～20:30 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
2/17 

製品紹介 18:45～19:00 

『トラスツズマブ点滴静注用「NK」』 

日本化薬株式会社 

特別講演 19：00～20：05 

『 今日の乳癌治療  

～薬剤部の外で起こっている事を中心に～ 』 

演者：千葉労災病院 乳腺外科部長 笠川 隆玄 先生 

Closing  20:05～20:15 

ZOOMによる配信 27 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
2/25 

製品紹介 18：45～19：00 

『キャブピリン配合錠に関して』 

武田薬品工業株式会社 

特別講演 19：00～20：00 

経皮 的 冠 動 脈 インター ベンション 

（percutaneous coronary intervention：PCI） 

の現況～出血と血栓症のリスクを考慮した術後抗血栓

療法～』 

演者：帝京大学ちば総合医療センター   

第三内科 主任教授 中村 文隆 先生 

Closing  20：00～20：10 

Teamsによる配信 41 

千葉県病院薬剤師会外房

支部研修会 
3/3 

製品紹介 18：30～18：50 

『ブデホル吸入粉末剤 30吸入・60吸入「ニプロ」』 

ニプロ株式会社 

特別講演 18：50～19：50 

『これからの病院-薬局連携を考える』 

  演者：日本医科大学付属病院  

薬剤部 薬剤部長 伊勢 雄也 先生 

Closing  19：50～20：00 

ZOOMによる配信 39 

第 1回 

外房支部運営会議 
11/4 

・理事会の報告事項確認 

・研修会の運営等の検討 

・2021年度予算執行状況及び、2022年度事業計画・ 

予算要望書（案） 

茂原中央病院 

会議室 
5 

第 2回 

外房支部運営会議 
12/17 

・理事会の報告事項確認 

・来年度の集合研修会の開催について 

茂原中央病院 

会議室 
5 



                                              

 

 

 

 

19 

・新型コロナウイルス感染よワクチン接種の状況に 

関する近況確認 

第 3回 

外房支部運営会議 
3/3 

・理事会の報告事項確認 

・令和 3年度外房支部会計報告 
メールにて開催 5 

 

● 印旛支部 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

 

第 1回支部運営会議 

 

11/15 

1 今年度の事業報告 

2 次年度の事業計画 

3 次年度予算 

4 その他 

成田赤十字病院 5 

 

第 2回支部運営会議 
3/1 

1 今年度の事業報告 

2 次年度の事業計画 

3 次年度予算 

4 その他 

WEB開催 5 

印旛支部研修会 4/15 

情報提供 19:00～19:15 小野薬品工業株式会社 

特別講演 19:15～20:00  

「急性・慢性心不全ガイドライン 2021を踏まえた新

たな心不全治療について」 

演者：東邦大学医療センター佐倉病院  

循環器内科 准教授 清水 一寛 先生 

WEB配信 44 

印旛支部アドバンストセ

ミナー 
4/15 

ディスカッション 20:10～21：00 

 ファシリテーター：成田赤十字病院  

薬剤部長 君和田 貢 先生 

「新型コロナウイルス感染症に対する各施設の状況と   

情報共有について」 

 感染対策の工夫や薬学生病院実務実習対応など  

WEB配信 8 

印旛支部研修会 6/24 

情報提供 19:00～19:15 エーザイ株式会社 

特別講演 19:15～20:00  

「ポリファーマシーとせん妄対策」 

演者：亀田総合病院 薬剤部  

薬剤部長 舟越 亮寛 先生 

WEB配信 72 

印旛支部研修会 9/17 

情報提供 18：40～19：00 ニプロ株式会社 

講演１ 19:00～19：45 

「製品の品質への取り組み」 

演者：ニプロファーマ株式会社  

信頼性保証本部長 富松 秀樹 氏 

講演 2 19:45～20：30 

WEB配信 22 
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「災害時対応を含めた供給体制」 

演者：岩渕薬品株式会社 内部監査室・商品管理グ

ループ担当部長  半田 和明 氏 

印旛支部研修会 12/1 

情報提供 18：45～19：00ヴィアトリス製薬株式会社 

講演１ 19:00～20:00 

「関節リウマチの診断と治療～BSの位置づけについ

て～」 

演者：地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院  

アレルギー膠原病内科 部長 加々美 新一郎 先生 

WEB配信 43 

印旛支部研修会 3/16 

情報提供 19：00～19：10 テルモ株式会社 

演題 19:10～19:30 

「難治性がん疼痛に対するメサドンの使用例」 

演者：聖隷佐倉市民病院 緩和支持治療センター

長・緩和医療科部長  村上 敏史 先生 

特別講演 19：30～20：30 

「緩和医療にまつわる最近の話題」 

 演者：千葉大学医学部付属病院 麻酔・疼痛・緩和

医療科准教授 兼 緩和ケアセンター長 

田口 奈津子 先生 

WEB配信 97 

 

2．委員会活動 

● 総務委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

会員名簿発行 

会員証発行 
 

2021年度会員名簿作成・発行、会員証作成・発行 

〔有効期限 2021 年 4月～2022年 3月〕 

千葉県病院薬剤師

会事務所 

 

経理関係  
会費納入、予算配付、委員会・支部からの会計報告確

認、事務局帳簿確認、会計監査、税理士打合せ等  

千葉県病院薬剤師

会事務所 

 

総会 5/15 第 78回定時総会資料作成、会場設営、受付 
千葉県薬剤師会館

3Ｆ 会議室 

 

新年特別講演会 1/22 

病院薬剤師の地域偏在とその対策 

 演者： 

一般社団法人日本病院薬剤師会 和泉 啓司郎先生 

ポートプラザ千葉 49 

臨時総会 3/12 
第 79回臨時総会、会場設営、受付 千葉県薬剤師会館 

3F 会議室 

 

第１回総務委員会 4/23 2021年度業務担当決め、2021年度行事確認 ZOOM会議 8 
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第２回総務委員会 5/15 

定時総会役割分担、作業手順確認 

2021年度会員名簿作成について作業確認 

今後の予定確認 

千葉県病院薬剤師

会事務所 
8 

第３回総務委員会 

 
1/22 

特別講演会役割分担、作業手順確認 

2022年度会員証の色を決める。 

臨時総会準備、2022年度会費徴収について 

 

ポートプラザ千葉 

 

7 

第４回総務委員会 3/12 

臨時総会役割分担、作業手順確認 

2021年度会計報告作成について 

第８０回定時総会について確認 

会員登録、会費徴収について確認 

2022年度担当について 

千葉県病院薬剤師

会会議室 
7 

 

● 総務委員会 災害小委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

総務委員会災害小委員会 4/22 災害小委員会開催、2021年度事業内容周知等 
千葉県病院薬剤師会  

事務所 
6 

総務委員会災害小委員会 6/10 災害小委員会開催、事業内容検討等 
千葉県病院薬剤師会  

事務所 
6 

総務委員会災害小委員会  7/29 災害小委員会開催、事業内容検討等 
千葉県病院薬剤師会  

事務所 
6 

総務委員会災害小委員会 8/26 災害小委員会開催 災害研修会内容検討 WEB開催 7 

総務委員会災害小委員会 10/16 災害小委員会開催 災害研修会内容検討 WEB開催 10 

総務委員会災害小委員会 10/30 2021 年度災害研修会 開催 
千葉県病院薬剤師会  

事務所 
9 

 

● 広報委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

会報誌発行 

 年 4回（7月、10月、１月、４月） 

各号 特集記事掲載 

   会員より リレー随筆・会員のページ 

      賛助会員発みんなのクスリばこ、書物のまど、

委員会・支部報告、議事録 

7 月(212号)  特集：コロナ禍でのリモート実務実習 

10月(213号) 特集：連携充実加算 

1 月(214号)   特集：ＲＭＰ 

4 月(215号)  特集：フォーミュラリ 

千葉県病院薬剤師会   

事務所 

10 
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千葉県病院薬剤師会 HP 
 HPの管理 

議事録掲載作業 

千葉県病院薬剤師会   

事務所 
10 

委員会開催 

第一 

木曜日 

年 11回開催 

会報誌準備・入稿・校正・発送 

病院薬剤師会 HP管理 

千葉県病院薬剤師会   

事務所 
10 

 

● 医療政策委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

第 1回委員会 6/21 事業計画の方針と役割分担 WEB  ZOOM 8 

第 2回委員会 9/27 事業「1」、「2」、「4」の実施計画と役割分担 WEB ZOOM 8 

第 3回委員会 1/24 
事業「1」、「2」、「4」の令和 3年度の振り返りと次年

度の計画 
WEB ZOOM 8 

薬剤師関連診療報酬算定

状況調査「１」 
9/27 

関東信越厚生局への施設基準届出状況と、診療報酬算

定状況について継続した調査を実施し、県下施設での

動向を把握(日病薬現状調査データの入手依頼) 

  

診療報酬改定要望項目の

収集「２」 
10/31 

薬剤師が実施している業務について、診療報酬上未評

価の項目を収集し、次期診療報酬改定要望につなげる 
  

診療報酬改定研修会 

診療報酬研修会「４」 
3/19 

令和４年度診療報酬改定研修会を実施した。 

13:10～13:55 一般演題（45分）            

座長 医療政策委員会 委員 櫻井 宏大 

「手術室薬剤師業務と診療報酬対応と課題」 

広島大学病院 薬剤部 柴田 ゆうか 先生 

講演２ 14:15～15:45 特別講演（90分）          

座長 医療政策委員会 副委員長 出雲 貴文 

「令和 4年度診療報酬のポイントと病院薬剤師の未

来」浜松医科大学医学部附属病院 教授・薬剤部長 

川上 純一 先生 

配信 TKガーデン

シティ千葉 

WEB 

54 

医療政策についてのワー

クショップ「5」 
8/7 

千葉県医療政策ならびに診療報酬調剤報酬の査定状況

を学び、適正化について知識を深める 

18:30-19:00 

 【教育講演】 「 腎性貧血治療薬の種類と特徴」 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 薬剤部 DI 科 川名 真

理子 先生 

◆19:00～20：00 

 【特別講演】 「 下がり続ける透析関連診療報酬

にいかに対峙するか 」 

  医療法人仁友会 仁友会本部 本部長 北彩都病院 

事務長 平間 康宣 先生  

WEB 90 
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医療政策についてのワー

クショップ「5」 
12/25 

医薬関係者による副作用報告の質向上に向けた 情報

連携のあり方（１） 
WEB 295 

医療政策についてのワー

クショップ「5」 
1/23 

医薬関係者による副作用報告の質向上に向けた 情報

連携のあり方（2） 
WEB 347 

 

● 中小病院委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

中小病院魅力セミナー 4/17 東邦大学にて学生向け病院薬剤師の取組み紹介 ＷＥＢ開催 32 

病院就職説明会 4/25 
ジョブホ WEB病院就職説明会 

中小病院薬剤師の魅力を対話方式で紹介 
ＷＥＢ開催 6 

中小病院セミナー 11/2 
第４回中小病院セミナー 

『中小病院におけるＰＢＰＭについて』 
ＷＥＢ開催 76 

第１回委員会 6/29 

病院薬剤師魅力セミナーに対する認識統一 

中小病院セミナーの立案 

日病薬調査に関する件について認識共有 

その他情報共有 

ＷＥＢ開催 9 

第２回委員会 9/8 

中小病院セミナー開催にむけての最終調整 

中小病院薬剤師魅力セミナーの事例共有 

その他情報共有 

ＷＥＢ開催 7 

第３回委員会 2/22 

中小病院セミナーの振り返り 

次年度の中小病院セミナーの立案 

中小病院魅力セミナー実施と派遣委員の選定 

日病薬調査の回答率アップへの対策協議 

その他情報共有 

ＷＥＢ開催 8 

 

● 薬剤業務委員会・学術情報委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

第 1 回 薬剤業務・学術

情報委員会 
7/13 

【報告事項】  

1、 新委員の件  

委員退任による、後任委員 2 名  

【協議事項】  

今年度の活動予定セミナー、講演会について のテーマ

と演者の件 

① 9/3 研修会  

医師の立場：                  

テーマ「心不全」、内容「病態から薬物療法」  

WEB 会議 6 
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薬剤師の立場：                 

テーマ「病院薬剤師業務」、内容「効率的に展開して

いく方法」  

② 10/23 千葉 TDM セミナー  

新規事業として理事会で承認され、執り行う。  

テーマ「小児の難治性てんかん症例に対する医師と薬

剤師の協働」  

②  10/29 千葉薬剤師スキルアップセミナー  

特別講演：テーマ「中小病院での臨床研究」 

一 般 講 演 ： テ ー マ 「 タ ス ク シ フ テ ィ ン グ 」      

日病薬タスクシフティング推進事業での好事例発表演

題等 

2021年度薬剤業務研修会 9/3 

講演 1「心不全の病態から新しい薬物治療まで～NO-

sGC-cGMP経路の重要性～」            

東京大学医学部附属病院 循環器内科 講師 瀧本英樹

先生                      

講演 2「 病院薬剤業務の新展開～地域連携とタスク

シフティング～ 」               

横浜市立大学附属病院 薬剤部 副薬剤部長 小池博文

先生 

WEB配信 77 

2021年度 第 2回薬剤業

務研修会（第 24回千葉

TDMセミナー） 

10/23 

講演 1                     

テーマ：「てんかん領域」            

医師の立場                   

千葉大学医学部附属病院 小児科 助教 塩浜 直 先生 

薬剤師の立場                    

千葉大学医学部附属病院 薬剤部  新部 陽子 先生 

ディスカッション 

講演 2                     

TDM の原点に立ち返る 

-臨床現場で求められる視点とは- 

大分大学医学部附属病院 副病院長 薬剤部・教授  

伊東 弘樹 先生 

WEB配信 97 

千葉 病院薬剤師スキル

アップセミナー 
10/29 

指定講演 1               

「Connecting with a line 病・薬歴ストーリーの作

成                       

何を分業（シフト）し何を再統合（シェア）するか」

千葉脳神経外科病院 薬剤科 科長 堀口 大輔 先生 

指定講演２ 

「病院薬剤師のタスクシフティング推進時の留意

WEB配信 93 
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点 」                     

亀田総合病院 薬剤部 薬剤部長 舟越 亮寛 先生 

特別講演                   

「やってみよう臨床研究！中小病院の薬剤師でも出来

る大病院や大学薬学部との連携 」        

金沢市立病院 薬剤室 主査 宇夛 裕基 先生 

総括                      

千葉大学医学部附属病院 薬剤部 教授 薬剤部長 石井 

伊都子 先生 

第 2回 薬剤業務・学術

情報委員会 
11/24 

【報告事項】                 

1、 開催講演会の承認人数/参加人数         

2、 受講シールの進捗状況           

【協議事項】                 

1、 開催後の講演会・セミナーについて              

以下の項目を今後の WEB講演での改善点とし、対応し

ていく。 

① 受講シールのためのキーワード送信方法 

② ZOOMの取り扱い 

③ ZOOMでの質疑応答 

2、 臨床研究倫理セミナー 

・今年度から千葉県薬剤師会との共催再開 

・大学との共同研究をテーマとし、大学側に打診 

3、 来年度事業計画 

・薬剤業務関連、TDM セミナー、スキルアップセミナ

ーに関しては、来年度も同様に行う。 

・タスクシフティングや病棟薬剤業務実施加算等に関

して、過去に行ったように支部毎に講演会を行うた

め、医療政策委員会、各支部との調整・連携のため、

来年度中に打ち合わせする。 

WEB配信 8 

第 15回臨床研究倫理セ

ミナー 
3/7 

講演１                    

「やってみよう！臨床研究 研究はぼくらの未来を明

るく照らす」                  

東邦大学薬学部臨床薬剤学研究室 有山 智博先生 

講演 2                    

「臨床現場と大学との共同研究の可能性について［実

施事例から連携を探る］」 

東京理科大学薬学部薬学科 根岸 健一先生 

WEB配信 49 

 

● 生涯研修委員会 
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事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

第 1回 生涯研修委員会  7/5 

COVID-19蔓延による委員会活動の制限についての現

状報告 

今年度の研修会開催の方向性について  

Web会議 

（Zoom） 
7 

第 2回 生涯研修委員会  10/1 

7/31臨床薬剤師研修会の参加状況報告 

今年度の研修会開催予定について 

・ファーマシーマネジメント講習会 

・基礎実務研修会 

・会員研究発表会 

Web会議 

（Zoom） 
8 

2021年度臨床薬剤師研修

会 
7/31 

テーマ 「心不全」 

講演Ⅰ：心不全チーム医療における薬剤師の役割 

 川崎市立多摩病院 薬剤部 土岐 真路 先生 

講演Ⅱ：心不全の多職種連携診療 

 東京医科歯科大学市川総合病院  

循環器内科 教授 大木 貴博 先生 

Web配信 

（Zoom） 
98 

2021年度ファーマシーマ

ネジメント講習会 
12/4 

情報提供「タケキャブ錠について」 

講演Ⅰ：「1時間で巡る炎症性腸疾患の治療薬」 

 千葉県済生会習志野病院  

消化器内科 横山 雄也 先生 

講演Ⅱ：「組織力を高める病院薬剤部門の目標設定と

運用 ～ 病院経営に参画できる薬剤部門 ～」 

 セコメディック病院  

薬剤部 部長 長澤 宏之 先生 

Web配信 

（ネクプロ） 
69 

2021年度基礎実務研修会 1/29 

1. 調剤業務・注射調製業務について 

東邦大学医療センター佐倉病院 

         薬剤部 佐藤 直子 先生 

2. 薬剤師のチーム医療への関わり 

玄々堂君津病院・薬局 渥美 宏 先生 

3.  病棟業務の実際 

   国際医療福祉大学成田病院 薬剤部 

篠崎 浩司 先生 

4. フィジカルアセスメントの基礎知識 

千葉科学大学薬学部 臨床薬学ユニット  

             生城山 勝巳 先生 

Web配信 

（Zoom） 
76 

第 36回会員研究発表会 3/12 会員研究発表 （10演題） 
Web配信 

（Zoom） 
70 

 

● 専門薬剤師育成委員会 
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事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

第１回委員会 10/1 

１）今後の活動の方向性について 

２）研修会の企画について 

３）その他 

ZOOMによる Web会

議 
3 

2021年度 

専門薬剤師を

知る講習会 

2

/

1

8 

【情報提供】『経口FXa阻害剤 リクシアナ錠・OD錠

について』 第一三共株式会社 

【講演Ⅰ】『日本くすりと糖尿病学会 糖尿病薬物療

法認定薬剤師制度について』講師：杏林大学医学部付

属病院 薬剤部 科長 小林 庸子 先生 

【講演Ⅱ】『腎臓病薬物療法 専門・認定薬

剤師制度～ポリファーマシー対策は薬剤師

の介入が鍵？』講師：社会医療法人川島会 

川島病院 薬剤管理部長 志内 敏郎 先生 

ZOOMに

よる Web

配信 

5

0 

 

● 妊婦・授乳婦専門小委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

第１回委員会 7/10 

１.2021年度第 1回妊婦授乳婦専門認定薬剤師講習会

について 

２.今後開催予定の 2021年度妊婦授乳婦専門認定薬剤

師講習会について 

ZOOMによる Web会

議、大塚製薬工業

株式会社会議室 

5 

妊婦・授乳婦および胎

児・乳児と薬物を考える

研修会（2021年度第 1回

千葉県妊婦・授乳婦専

門・認定薬剤師講習会） 

7/10 

【情報提供】株式会社大塚製薬工場  

【講演】「基礎講座 妊娠と薬」 講師：千葉大学医

学部附属病院 薬剤部 山崎 香織 先生 

【特別講演】「産科麻酔の臨床 ～輸液や薬の使い方

～」 講師：東京女子医科大学八千代医療センター 

麻酔科 湯本 正寿 先生 

ZOOMによる Web配

信 
51 

第２回委員会 11/13 

１、2021年度第2回妊婦授乳婦専門認定薬剤師講習会

について 

２、開催予定の講演会について（2021年度妊婦授乳婦

専門認定薬剤師講習会、2022年度妊婦授乳婦専門認定

薬剤師講習会） 

ZOOMによる Web会

議、京成ホテルミ

ラマーレ 

7 

妊婦・授乳婦および胎

児・乳児と薬物を考える

研修会（2021年度第２回

千葉県妊婦・授乳婦専

門・認定薬剤師講習会） 

11/13 

【情報提供】 講師：持田製薬株式会社 

【講演①】「コロナワクチン業務における産婦人科病

院での薬剤師の活動」 講師：共立習志野台病院 薬

剤科 三津田 華耶 先生 

【講演②】「千葉大学病院のコロナ対応（産科対応を

中心に）と医療者への感染対策」 講師：千葉大学医

ZOOMによる Web配

信 
29 
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学部附属病院 感染制御部 看護師長・感染管理認定

看護師 千葉 均 先生 

【特別講演】「周産期のメンタル不調に対する向精神

薬治療」 講師：学而会木村病院 院長 渡邉 博幸 

先生 

妊婦・授乳婦および胎

児・乳児と薬物を考える

研修会（2021年度第３回

千葉県妊婦・授乳婦専

門・認定薬剤師講習会） 

2/26 

【情報提供】講師：株式会社ツムラ 

【講演①】「悩める妊婦・授乳婦さんにあなたはきち

んと伝えられますか？～身近な感染症と季節性アレル

ギー～」 講師：千葉大学医学部附属病院 薬剤部 

土屋 晃三 先生 

【特別講演】「明日から使える産婦人科漢方～妊娠適

齢期の月経困難症やPMSなどの月経随伴症状から妊娠

時、更年期障害までへのエビデンスと治療のコツ～」

講師：東京歯科大学市川総合病院 産婦人科 教授・

部長 髙松 潔 先生 

ZOOMによる Web配

信 
25 

第３回委員会 3/10 

１、2021年度第3回妊婦授乳婦専門認定薬剤師講習会

について 

２、2022年度妊婦授乳婦専門認定薬剤師講習会につい

て 

ZOOMによる Web会

議 
5 

 

● 精神科専門小委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

2021年度第 1回千葉県精

神科専門・認定薬剤師講

習会 

9/26 

【講演１】  『ADHD・ASDの病態・診断・治療』 講

師：医療法人社団心癒会 しのだの森ホスピタル 理

事長 信田広晶先生 

【講演２】 『発達障害者とのコミュニケーション～

その特徴と対応について～』講師：医療法人鉄蕉会 

亀田総合病院 臨床心理室 室長 富安哲也先生 

ZOOMによる Web配

信 
45 

2021年度第 2回千葉県精

神科専門・認定薬剤師講

習会 

12/19 

【講演１】  『アルコール依存に伴う躁・うつ・自

殺』 講師：社会医療法人社団さつき会 袖ヶ浦さつ

き台病院 精神科研究部長 倉田勉先生 

【講演２】 『ドパミン D2受容体部分作動薬の特性

を考慮した統合失調症に対する薬物療法』講師：医療

法人学而会 木村病院 副院長 木村大先生 

ZOOMによる Web配

信 
31 

2021年度第 3回千葉県精

神専門・認定薬剤師講習

会 

2/27 

【講演1】 『児童の精神症状の見方と治療の考え

方』 講師：東京女子医科大学精神医学講座 講師 

押淵英弘先生  

ZOOMによる Web配

信 
28 
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【講演２】 『日本とイタリアの精神医療について～

薬物療法を中心に～』講師：千葉大学大学院医学研究

院 精神医学 准教授 新津富央先生 

 

● がん専門小委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

2021年度第 1回千葉県が

ん専門・認定薬剤師講習

会 

9/18 

【講演1】「膵癌の疫学・診断・集学的治療」 

講師：千葉県がんセンター 肝胆膵外科 主任医長 

賀川真吾先生 

【休憩時間】情報提供 株式会社ヤクルト本社 

【講演2】「進行・再発膵癌に対する薬物療法」 

講師：国保直営総合病院 君津中央病院 腫瘍内科 

部長 嬉野紀夫先生 

ZOOMによる Web配

信 
40 

2021年度第 2回千葉県が

ん専門・認定薬剤師講習

会 

12/11 

【講演1】「がん化学療法における薬薬連携への取り

組み」講師：東邦大学医療センター佐倉病院 薬剤部 

平井成和先生 

「専門医療機関連携薬局における取り組みと課題」 

講師：株式会社アシスト あやめ薬局下志津店 横山晴

子先生 

【講演2】「胃癌薬物療法の最前線」 

講師：国際医療福祉大学医学部 臨床腫瘍学 主任教授 

樋口肇先生 

ZOOMによる Web配

信 
15 

2021年度第 3回千葉県が

ん専門・認定薬剤師講習

会 

2/5 

【講演1】「がんゲノム医療における薬剤師の関わり

方」 講師：国立がん研究センター東病院 薬剤部 

上本剛先生 

【休憩時間】情報提供 東和薬品株式会社 

【講演2】「肺がんに対する薬物療法 -歴史から学ぶ

肺がん化学療法-」 講師：千葉大学医学部附属病院 

呼吸器内科 齋藤合先生 

ZOOMによる Web配

信 
30 

 

● 感染制御専門小委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

2021年度第 1回千葉県感

染症専門・認定薬剤師講

習会 

10/30 

【講演Ⅰ】 『ブデホル吸入粉末剤｢ニプロ｣』 講

師：ニプロ株式会社 

【講演Ⅱ】 『過大腎排泄（ARC）状態にある患者に

対する投与戦略 -グリコペプチド系抗菌薬を例に-』 

ZOOMによる Web配

信 
23 
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講師 ：日本薬科大学 薬学部 薬学科 臨床薬学分野 

講師 佐古兼一先生 

【講演Ⅲ】 『なぜ結核はなくならないのか？＜

COVID-19との相違点や類似点も含めて＞』 講師 ：

国保直営総合病院君津中央病院 呼吸器内科部長 漆原 

崇司先生 

2021年度第 2回千葉県感

染症専門・認定薬剤師講

習会 

2/26 

【情報提供】 『アムビゾーム点滴静注用50 mg』 

講師：大日本住友製薬株式会社 

【講演Ⅰ】 『自施設における感染制御および抗菌薬

適正使用支援活動』 講師：公益社団法人地域医療振

興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 薬剤室 並

木 孝哉 先生、医療法人社団 誠馨会 新東京病院 薬

剤部 松永 真先生 

【講演Ⅱ】 『肺アスペルギルス症 up to date』 

講師 ：順天堂大学医学部附属浦安病院 呼吸器内科 

講師 南條 友央太先生 

ZOOMによる Web配

信 
43 

 

● 薬学教育委員会 

事業名 開催日 事業内容 開催場所 
参加

人数 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
6/27 認定実務実習指導薬剤師養成講習会 

帝京平成大学薬学

部 
5 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
7/24,25 認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ 

TKPガーデンシテ

ィ PREMIUM品川 
1 

第 1回 委員会 9/14 

1. 認定実務実習指導薬剤師養成 WS（10/9-10）に 

ついて 

2.第Ⅱ期・第Ⅲ期実務実習の状況について 

3.今年度事業計画について 

研修会について 

認定実務実習指導薬剤師分布調査・実務実習 

受入れ状況調査 

5.その他 

WEB会議 

（ZOOM使用） 
8 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
10/9,10 認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ 日本大学薬学部 15 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
11/28 認定実務実習指導薬剤師養成講習会 

TKPガーデンシテ

ィ渋谷 
4 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
11/28 認定実務実習指導薬剤師更新講習会 

TKPガーデンシテ

ィ渋谷 
5 

第 2回 委員会 12/8 1.次年度予算要望・事業計画について 千葉県 6 
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2.認定実務実習指導薬剤師養成講習会・更新講習会 

（11/28）について 

3.認定実務実習指導薬剤師分布＆実務実習受入れ 

状況調査について 

4.研修会の開催について 

5.その他 

 WS 受講待機者リスト更新 

 委員の交代 

病院薬剤師会 

事務局 

 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
2/27 認定実務実習指導薬剤師更新講習会 

TKPガーデンシテ

ィ千葉 4F ｺﾝﾁｪﾙﾄ 
27 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
2/28 認定実務実習指導薬剤師更新講習会 

佐倉市健康管理セ

ンター 
8 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
3/8 「実務実習の質向上に向けた研修会」 

WEB開催 

（ZOOM使用） 
81 

第 3回 委員会 3/11 

1.実務実習の質向上に向けた研修会について 

2.認定実務実習指導薬剤師更新講習会（2/27＆28） 

3.認定実務実習指導薬剤師分布＆実務実習受入れ調査 

4.関東地区調整機構指導薬剤師養成小委員会から 

5.2021 年度会計報告と次年度事業計画 

6.WS 待機者リストの更新 

7.その他 

WEB会議 

（ZOOM使用） 
8 

認定実務実習指導薬剤師

養成支援 
3/13 「実務実習におけるスキルアップ研修会」 

WEB開催 

（ZOOM使用） 
14 

 

 

III．関連機関との連携活動 

■ 日本病院薬剤師会 

・関東ブロック第 51 回学術大会（長野県） 

 テーマ：Roots！薬あるところに薬剤師あり ～新たなタスク、学び、そして連携を～ 

  日時：2021 年 8月 28 日（土）～8 月 29日（日） 

  形式：WEB  

・関東ブロック会長会議 

  令和 3 年 8 月 27 日(金)  WEB 会議 

  令和 4 年 1 月 21 日(金)  WEB 会議 

･「病院薬剤師に関する講演」 

2021 年 9月 29 日（水）16:30～17：30  

場所：東邦大学薬学部 

2022 年 2月 14 日（月）14:00～15：00  
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場所：東邦大学薬学部 

・「関東ブロック中小病院・療養病床連絡会議」 

日時：令和 3 年 12 月 18 日（土）10:00～12:05 

形式：WEB 

■ 千葉県との関係 

・千葉県合同輸血療法委員会 

  令和 4 年 3 月 22 日(土) 輸血フォーラム WEB（千葉県輸血研究会と合同開催） 

・令和 3 年度千葉県薬事審議会 

 令和 4 年 3 月 24 日（木） WEB にて開催 

・千葉県薬学部連携会議 

 中止 

■ 千葉県薬剤師会  

・理事会 担当 土谷 飯塚 

場所：千葉県薬剤師会館 会議室 

第 1 回 2021年 4月 15 日 

第 2 回 2021年 5月 20 日（WEB） 

第 3 回 2021年 6月 16 日（WEB） 

第 4 回 2021年 7月 15 日（WEB） 

第 5 回 2021年 9月 15 日（WEB） 

第 6 回 2021年 10月 21 日（WEB） 

第 7 回 2021年 11月 18 日 

第 8 回 2021年 12月 15 日 

第 9 回 2022年 2月 17 日（WEB） 

第 10 回 2022年 3月 16 日 

・地域・職域薬剤師会代表者拡大会議 仲佐・飯塚 

2022 年 1月 16 日（WEB） 

・第 87 回定時社員総会  担当 土谷 飯塚 

場所：千葉県薬剤師会館 会議室 

日時 2021 年 6月 13 日 10：00～ 

■ 他団体との関係 

・令和 3 年度千葉県後発医薬品安心使用促進協議会：飯塚 

  2022 年 1月 14 日 千葉県庁 本庁舎 5階 特別会議室 

・千葉県輸血研究会 

  令和 4 年 3 月 22 日(土) 輸血フォーラム WEB（千葉県合同輸血療法委員会と合同開催） 

・千葉県下六大学薬学部長連絡会議 

  令和 4 年 4 月 24 日(木)  WEB 会議 

・城西国際大学薬学部 2022 年度実務実習壮行会 
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来賓激励の言葉 畝本 賜男 

    日時：2022 年 1月 24 日（月）13:30～15:00 

    場所：オンラインで実施 薬学部 4 年生 131 名 

・千葉県看護協会医療安全委員会 担当 畝本 賜男 

定例会議 2021 年度  

場所：千葉県看護会館 1 階会議室 

第 1 回 医療安全委員会会議 令和 3 年 07月 30 日（金）15：00 ～ 17:00  

場所：WEB で実施 

第 2 回 医療安全委員会会議 令和 3 年 08月 20 日（金）15：00 ～ 17:00  

（欠席 支部研修会のため） 

第 3 回 医療安全委員会会議 令和 3 年 09月 17 日（金）15：00 ～ 17:00  

場所：WEB で実施 

第 4 回 医療安全委員会会議 令和 3年 10月 15 日（金）15：00 ～ 17:000  

場所：WEB で実施 

第 5 回 医療安全委員会会議 令和 3 年 12月 17 日（金）15：00 ～ 17:00   

場所：千葉県看護会館 1 階会議室 

（欠席 WEB と間違えたため） 

第 6 回 医療安全委員会会議 令和 4 年 02月 18 日（金）15：00 ～ 17:00    

場所：WEB で実施 

（通信障害のため繋がらず欠席） 

第 17 回 医療安全大会（千葉県看護協会）令和 3 年 11 月 21 日(日)12：30～16：30 ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ：長嶋真美 

・関東地区調整機構 

 令和 3 年度（2021 年度）第 1 回病院・薬局関東地区調整機構委員会（総会）：佐野 

   日時：令和 3 年 4 月 13 日(火)14：00～17：00 

   場所：WEB 会議（ZOOM 使用） 

 令和 3 年度（2021 年度）第 2 回病院・薬局関東地区調整機構委員会（総会）：佐野 

 日時：令和 4 年 1 月 24 日（月）15：00～17：00  

 場所：WEB 会議（ZOOM 使用） 

2021 年度 第 1 回 指導薬剤師養成小委員会：佐野 

日時：2022 年 2月 25 日（金）18:00～20:00 

 場所：WEB 会議（ZOOM 使用） 

・地域・職域薬剤師会代表者会議 

   令和 3 年 8 月 19 日(木)  WEB 

    令和 3 年 10 月 14 日(木)  WEB 

    令和 4 年 1 月 16 日(日) WEB 

・千葉県薬業団体連絡協議会 

   令和 3 年 7 月 28 日(水) 千葉県薬剤師会会議室 

・千葉県薬剤師会 薬学生受入委員会 

 2021 年度 第 1 回薬学生受入委員会：佐野、大久保 
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   日時：令和 3 年 4 月 5 日（月）19：30～21:00 

   場所：WEB 会議（ZOOM 使用） 

 2021 年度 第 2 回薬学生受入委員会：佐野 

   日時：令和 3 年 7 月 12 日（月）19：30～21:00 

   場所：WEB 会議（ZOOM 使用） 

 2021 年度 第 3 回薬学生受入委員会：佐野、大久保 

   日時：令和 3 年 9 月 6 日（月）19：30～21:00 

   場所：WEB 会議（ZOOM 使用） 

 2021 年度 第 4 回薬学生受入委員会：佐野 

   日時：令和 3 年 12 月 13 日（月）19：30～21:00 

   場所：WEB 会議（ZOOM 使用） 

2021 年度 第 5 回薬学生受入委員会：佐野 

   日時：令和 4 年 3 月 10 日（木）19：30～21:30 

   場所：WEB 会議（ZOOM 使用） 
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       2021年度 一般社団法人千葉県病院薬剤師会 

 

会長 仲佐 啓詳      

副会長 中村 貴子 室岡 邦彦 飯塚 雄次 
   

専務理事 石井 伊都子      

理事 長嶋 真美 笹本 孝信 福井 宗憲 石井 直子 田中 悦子 畝本 賜男 

 君和田 貢 神谷 英里 高橋 佐和士 舟越 亮寛 佐藤 将嗣 木村 聡子 

 丹羽 英二 佐野 君芳 増田 雅行 土谷 隆紀   

監事 鈴木 あい 重信 真樹     

委員 宮本 大介 川島 美智子 奥主 仁 長谷川 英雄 沼 尚代 實川 東洋 

 
吉野 正康 有井 大介 田村 健 須藤 知子 加藤 央子 石原 優 

 古川 博則 内田 朋毅 井上 陽平 田中 真理奈 三浦 幹剛 小池 健太 

 山本 晃平 増田 有紀子 佐野 典之 杉崎 一輝 為村 聡彦 吉野 英之 

 朝生 弓実 出雲 貴文 向後 徹生 櫻井 宏大 稲野 祥宗 竹内 英樹 

 岸 大輔  石和田 遼 藤代 賢誠 青山 幸枝 渡邉 範仁 栗原 康治 

 
真板 直樹 奥田 佳恵 松井 和之 安藤 千聡 近藤 忠 大木 健史 

 伊藤 圭介 加藤 幸三 田中 千尋 福田 春香 森 裕也 渥美 宏 

 篠崎 浩司 飯塚 倫子 佐藤 直子 石塚 寛和 三浦 慎也 大久保 正人 

 斉藤 達也 岩田 佳之 大野 豊 宮澤 真由美 鈴木 正論 内海 尊雄 

 井上 大樹 安室 修 佐伯 宏美 関根 佳代 福岡 俊宏 岩本 義弘 

 
松木 祥彦 岡本 剛 森永 正樹 亀田 圭輔 鈴木 貴子 古原 大司 

 
廣田 佳孝 渡部 和幸 青木 竣哉 鈴木 典子 岩佐 千尋 工藤 三果 

 
三好 文子    

  
顧問 清水 秀行 真坂 亙 
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2021.4.1～2022.3.31

収入の部

科　　　目 2021年度予算額 2021年度決算額 比較増減 　　　備　　　　　　　　　　　考

会　　　費 36,110,000 38,654,000 2,544,000
正会員会費　A会員 4,650,000 5,522,000 872,000 A会員 175名

　　　　　　　　B会員 29,120,000 30,672,000 1,552,000 B会員 2,196名

賛助会員会費 2,340,000 2,460,000 120,000 賛助会員　82社（１社30,000円）

交付金 3,045,750 3,612,670 566,920
日病薬 2,676,000 3,183,760 507,760

日薬・県薬 369,750 428,910 59,160

講習会等参加費 1,140,000 416,800 △ 723,200 妊婦授乳婦専門小委員会（126,685）　がん専門小委員会（97,335）
精神専門小委員会（123,795)　　感染制御専門小委員会（68,985）

(未収金）

広告 200,000 250,000 50,000 ９社

その他 0 12,695 12,695 利息等

小　　　計 40,495,750 42,946,165 2,450,415
前期繰越金 19,486,256 19,486,256 0
合　　　計 59,982,006 62,432,421 2,450,415

2021年度正味財産増減計算書

議案第 2 号 
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支出の部

科　　　目 2021年度予算額 2021年度決算額 比較増減 　　　備　　　　　　　　　　　考

負　担　金 20,535,000 22,143,000 1,608,000
　　　　　　　　　日病薬 17,840,000 18,920,000 1,080,000 8,000円×2,365名

　　　　　　　　　日薬・県薬 2,550,000 3,078,000 528,000 27,000円×10名、17,000円×163名、18,500円×2名

負担金・協賛金 145,000 145,000 0 薬業団体連絡協議負担金6万、関ブロ分担金8万5千

会　議　費　 848,000 609,305 △ 238,695 基本：会議　Web開催　1名2,000/回

総会費 200,000 153,254 △ 46,746 ２回

理事会費 276,000 316,000 40,000 ７回

運営会議 72,000 70,000 △ 2,000 ６回

会務連絡費 200,000 65,000 △ 135,000
雑費 100,000 5,051 △ 94,949 PCケーブル

事　業　費 12,640,000 6,275,841 △ 6,364,159

支部活動費 1,322,000 312,903 △ 1,009,097 中央（45,299）東部（28,961）西部（59330）北部（36,950）
南部（58,970）外房（55,436）印旛（27957）

総務委員会 172,000 85,431 △ 86,569
総務・災害小委員会 186,000 165,630 △ 20,370

広報委員会 606,500 470,053 △ 136,447
医療政策委員会 295,500 86,260 △ 209,240
中小病院委員会 402,500 164,234 △ 238,266

薬剤業務・学術情報委員会 374,000 130,708 △ 243,292
生涯研修委員会 910,000 87,540 △ 822,460 中堅薬剤師研修会、基礎実務研修会等、会員発表会等

薬学教育委員会 417,000 172,327 △ 244,673 ワークショップ等

専門薬剤師育成委員会 2,354,500 477,456 △ 1,877,044 専門薬剤師育成委員会(43,720)　　がん(195,348)　　精神(64,344)
感染(70,740)　　妊婦授乳婦小委員会(103,304)

サテライト講習会実現プロジェクトチーム 0 0 0 解散

HP検討WG 0 0 0 解散

市民公開講座 0 0 0 中止

薬事講習会 150,000 0 △ 150,000 中止

特別講演会 300,000 143,124 △ 156,876 新年特別講演会

全体委員会及び会員会議 0 0 0 中止

広告費 50,000 0 △ 50,000
表彰等 100,000 14,950 △ 85,050 賞状・記念品郵送料等(薬と健康の週間表彰者）

事務経費 450,000 201,525 △ 248,475 謝金所得税及び謝金振込手数料、日病研修シール代

(会報等）印刷費 4,500,000 3,763,700 △ 736,300 会報誌（４回/年）

雑費 50,000 0 △ 50,000
管　理　費 20,750,000 15,123,578 △ 5,626,422

事務所運営費 2,000,000 863,962 △ 1,136,038 コピー機リース料,電話代・消耗品等

賃借料 1,100,000 1,092,000 △ 8,000 事務所使用料

給与手当 6,000,000 4,380,240 △ 1,619,760 職員給与 (事務局長1名、事務職員2名）

通信費 500,000 295,258 △ 204,742 切手、はがき、宅急便等

(その他の）印刷費 1,500,000 1,090,400 △ 409,600 封筒印刷・会員名簿・会員証・名刺等

交際費 200,000 10,000 △ 190,000 香典

委託費 850,000 612,506 △ 237,494 HP管理費・税理士顧問料、登記関連費用等

雑費 100,000 5,150 △ 94,850 労働保険料他

会員管理用設備費 5,500,000 6,167,755 667,755 WEB研修会開催設備費用、HP改修費用等

研修会開催補助費 3,000,000 606,307 △ 2,393,693 Web研修会に関する諸経費

積立金 0 0 0 次回千葉県開催関東ブロック準備金として

予　備　費 5,000,000 0 △ 5,000,000 災害時・予算補正等に使用

小　　　計 59,773,000 44,151,724 △ 15,621,276
次年度繰越金 209,006 18,280,697 18,071,691
合　　　計 59,982,006 62,432,421 2,450,415

定期預金 11,007,432  

議案第２号 
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議案第 3 号 
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報告第 1 号 

 2022 年度 一般社団法人千葉県病院薬剤師会事業計画 

（2022 年 4月 1 日～2023 年 3月 31 日） 

 
 千葉県病院薬剤師会は、病院及び診療所等に勤務する薬剤師が医薬品の適正使用の責任者と

しての自覚を持ち、倫理的・学術的水準を高めることを通じて、県民が安心して受けられる医

療・福祉環境を実現するための一翼を担うことを目的としている。 

 病院薬剤師の業務は大きく変化しており、医師、看護師などからの医療におけるニーズは多

岐に亘っている。同時に社会からの期待も大きく、そのためには、医療人としての高い倫理観

と責任感を持ち、誠実に職務を全うする必要がある。薬剤師は薬の専門職として責任ある立場

で薬学的管理および指導を行うことが求められ、より質の高い業務の展開が不可欠となってい

る。対物中心の薬剤師業務から対人中心の薬剤師業務への転換や電子カルテ・電子処方箋をは

じめとするICTの利活用を推進するとともに、医薬品の適正使用の推進、積極的な処方提案な

ど、常に薬剤師として医療の質の向上に貢献することを念頭に置き、薬剤師に求められている

様々な業務を行うことが必要となっている。さらには、働き方改革が叫ばれる中、医薬品全般

に関わる業務効率の向上やタスク・シフト/シェアが求められている。そのためには、人材確

保および育成が重要であるが、反面課題でもある。いかに人材を確保するか、薬剤師の地域偏

在を解消するかなど、検討すべき重要課題である。 

 また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大により、日常生活様式及び社会行動が

大きく様変わりしてきている中で、感染しない、させない、持ち込まないを実践し、医療機関

の薬剤師として医療機能維持に貢献しなければならない。当会においてもWebでの研修会を推

進し新たな社会行動に対応すべく研修体制を構築してきており、さらにICTを活用し効率化を

進めていくことが求められる。 

 本会は、このような状況を踏まえ、2022年度もこれまでに引き続き、母体である日本病院薬

剤師会との連携を図りながら、医療安全および良質な医療の確保のための様々な業務展開、チ

ーム医療の実践、医療連携の推進、薬剤師の資質向上など、薬剤師が県民の健康および福祉の

増進に寄与するため、各種事業に取り組むこととする。 

 以下に、2022年度の事業計画の概要を示す。 

 

１．医療の質の向上への貢献と医療安全対策の推進 

・ チーム医療の一員として病棟業務、外来業務の充実 

・ 患者個々に応じた最適な処方設計・提案の充実とポリファーマシー対策の推進 

・ 各施設の医療機能に対応した積極的な業務の展開と薬剤師業務のエビデンスの創生 

・ ハイリスク薬の適切な薬学的管理に基づいた業務の推進および未承認医薬品等使用時

の体制整備の充実 

・ 適正使用に関する最新の情報の管理・提供体制の充実、RMP の利活用の推進とプレアボ

イド活動の充実による安全性の確保 

・ 医療安全に資する活動の推進 
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・ ICT の利活用等を通じて医療安全の推進 

２．タスク・シフト/シェアを含めた多様な業務の推進の充実と医療連携の推進 

・ 持参薬関連業務、周術期の薬学的管理業務、退院患者への指導率向上、注射剤調剤業務、

後発医薬品・バイオシミラーの使用推進、薬剤耐性（AMR）対策・感染対策への積極的関

わり、放射性医薬品の管理・調製の推進と充実 

・ 医療連携やタスク・シフト/シェアの実践例の提示、PBPM の積極的な実施、同種同効薬

の処方ルールの作成の推進、電子的提供の添付文書の活用方法および医薬品等のバーコ

ード等の表示に対する対応への検討 

・ 医療連携のための情報伝達方法の検討および地域薬剤師会、医師会等、他団体との連携 

・ かかりつけ薬剤師・薬局、特に、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局と病院との連携

体制の推進 

・ 電子処方箋、電子お薬手帳等を利用した医療機関・薬局等との情報の共有を推進 

３．組織体制の強化と会員へのサービス向上および情報提供の充実化 

・ 日病薬と連携強化および会員（賛助会員含む）増加に向けた活動 

・ 病院薬剤師の人員不足に対する対策および待遇改善の検討 

・ 適切な事業展開と健全な財政基盤の堅持 

・ 支部活動の活性化と均質な事業の推進 

・ 中小病院薬剤業務の課題解消に向けての支援強化 

・ 情報伝達としてのホームページの充実化とスマートフォン対応、有効活用の推進 

・ ITによる会員管理システムの構築 

・ 会報誌の発行と充実化 

４．現状調査および今後の業務展開の方向性の検討、臨床研究の推進 

・ 病院・診療所等の薬剤師業務の現状把握の調査回答の促進 

・ 薬剤師業務のエビデンスの集積および診療報酬改定に向けての調査・研究、および今後

の業務展開の方向性の検討 

・ 臨床研究の推進と倫理セミナーの開催、各種学会への積極的な参加と発表の奨励・推進 

５．災害への対策・対応 

・ 災害発生時の支援体制の構築と人材育成および研修会の開催 

・ 行政・日本病院薬剤師会・関連団体との連携強化 

６．生涯研修の推進および認定・専門薬剤師育成 

１）生涯研修事業の充実 

・ 基礎実務研修会、中堅薬剤師研修会、ファーマシーマネージメント講習会の開催 

・ 日病薬病院薬学認定薬剤師制度の認定講習会の開催 

２）専門薬剤師・認定薬剤師育成の支援 

・ がん、精神科、感染制御、妊婦・授乳婦、HIV各領域の研修会の開催 

・ 日病薬以外の認定する認定薬剤師等の育成に向けての取り組み 

３）Web を利用した研修会の開催の推進 

７．薬学教育への協力 

・ 改訂薬学教育コアカリキュラムに則った実務実習の実施と、受け入れ体制の状況把握と
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整備 

・ 認定実務実習指導薬剤師の養成 

８．公益事業・社会貢献活動・広報活動の推進 

・ 市民公開講座の開催 

・ 献血事業および血液製剤適正使用、後発医薬品使用推進への協力 

・ 患者・生活者に薬剤師の活動が理解されるような広報活動 

・ 薬学生に向けた広報活動 

９．その他 

・ 会員間の親睦推進 
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報告第 2 号 
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報告第２号 
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