
 

 1 

愛知県病院薬剤師会  

平成２２年度通常総会  

 
議事録  

 
       
日 時：平成２２年４月２４（土） １４時～１７時１０分 

場 所：名城大学サテライトキャンパス MSAT １３階会議室 

（〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-26-8 名古屋駅前 SIAビル 13階） 

司 会：尾関 克明 理事 

出席者数：１１８名 

 

式次第 

一．開会の辞                             副会長  近藤 喜博 

二．会長挨拶                             会 長  勝見 章男 

三．来賓祝辞       愛知県薬剤師会会長            亀井 春枝 先生 

            名城大学薬学部薬学部長        岡田 邦輔 先生 

四．祝電披露 

五．愛病薬奨励賞贈呈（３題）  

六．議長選出 

七．協議 

協議事項                            

  第一号 平成２１年度「事業報告」                  副会長 長谷川 高明 

１ .  平成２１年度「総会報告」 

２ .  平成２１年度「研修会・学会・講演会等報告」 

３ .  平成２１年度「理事会報告」 

４ .  平成２１年度「委員会報告」 

５ .  平成２１年度「支部報告」 

    第二号 平成２１年度「決算報告」 

    第三号 平成２１年度「監査報告」 

    第四号  平成２２年度「事業計画（案）」 

    第五号  平成２２年度「予算（案）」 

  第六号 愛病薬「会則」変更について 

  第七号 愛病薬「会則細則」変更について 

  第八号 愛病薬「表彰規定」施行について 

報告事項                            

  第一号 平成２１年度「日本病院薬剤師会代議員会報告」              足立 守 

役員選挙等                           選挙管理委員長 藤吉 清 

    第一号 平成２２・２３年度「役員」改選について 

  第二号 平成２２・２３年度「会計および総務理事」指名承認について 

  第三号 平成２２・２３年度「日病薬代議員」指名承認について 

八．新役員の紹介 

九．特別講演                             司 会  早川 和美 

特別講演    １６時００分～１７時００分 

 座 長 ： 愛知県病院薬剤師会 会長  勝見 章男  

 演 題 ：「創薬により製薬ビジネスは変えられる」－ 新薬学教育への製薬企業の期待 － 

 演 者 ： アステラス製薬会長（日本製薬団体連合会会長）  

東京大学特任教授   竹中 登一 先生 

十. 閉会の辞                             副会長  山田 清文 
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1. 開会の辞 

尾関理事の司会により、参加者 127名で定刻通り総会が開催された。開会の辞として、近藤副会長

より平成 22年度通常総会を開会する旨宣言された。 

2. 会長挨拶 

勝見会長より、「今回の診療報酬の改定の際、DPCの機能評価

係数に薬剤師病棟配置が議論されました。結果は、皆さんもご

存じのとおり、見送りになりました。薬剤管理指導業務が 100

点業務と呼ばれていたころから考えますと、薬剤師の病棟常駐

の点数化が議論に上がったことは、評価出来ると考えます。DPC

の機能評価係数に薬剤師病棟配置は、あくまで見送りですから

24年改定には、是非実現させたいことです。そのためには、今

回の改定にあった退院時薬剤情報提供料や抗悪性腫瘍剤処方管

理加算などで医療現場における薬剤師の評価を確立していかな

いといけません。24年度の改定の議論は、23年度にされますか

らこの 22年度は、重要な年になると思います。この DPCの機能評価係数に薬剤師病棟配置の話もそ

うかもしれませんが、会員の施設の中には、いろいろな施設があります。中央で議論されている病院

薬剤師業務に対して対岸の火事的に感じている方も尐なくないと思います。確かにあまりにレベルが

高すぎて一般の民間病院では、ついていけない話もあるかもしれません。今、薬剤師にとってとても

大事な時期であることは、誰でもが認識しています。この大切な時だからこそ、それぞれの施設にお

いて、薬の専門家として、何が出来るかを考えて行動していくことが大切なことだと思います。そし

て、専門薬剤師制度への愛病薬としての関わりについて、いろいろな意見を集約し、尐しずつでも前

進させていきたいと思います。また、実務実習にかんしては、実務実習を有意義なものにしていきた

いと考えています。ワークブックを使用した施設、独自のテキストを作成した施設など情報交換を行

いより質の高い実習にしていきたいと考えています。いろいろな情報を収集し、検証をしていく必要

があると思います。これらの実現のために、愛知県病院薬剤師会として今後、会員との連絡のツール

として、病薬のホームページを活用しいろいろな情報を発信していきたいと考えています。今後も会

員の皆さんと一緒に病院薬剤師をより魅力のあるものにしていきたいと思っています。」との挨拶が

行われた。 

 

3. 来賓挨拶 

会長挨拶に続いて来賓挨拶では亀井春枝愛知県薬剤師会会長、岡田邦輔名城大学薬学部薬学部長が、

御祝辞を述べられた。 

4. 愛病薬奨励賞贈呈 

愛知県病院薬剤師会奨励賞の表彰では、愛知県病院薬剤師会雑誌に投稿していただいた論文の中か

ら、以下の 3題が選ばれました。総説論文として「抗精神病薬の使い方」名古屋大学医学部附属病院

 辻美江先生、原著論文として「がん患者の痛みの調査と疼痛緩和への病棟薬剤師の取り組み」愛知

医科大学病院 加藤さおり先生、会員報告として「注射用抗菌薬の投与速度に関する意識調査につい

て－実態に即した啓発に向けて－」一宮市立市民病院 山中規明先生に愛病薬奨励賞が授与されまし

た。また、奨励賞には愛知県病院薬剤師会より副賞が授与された。 

5. 議長団選出 

議長選出については、司会者より一任の許可を求める発言があり、賛成多数で承認され、議長に名

古屋支部北地区：独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター病院の伊藤誠紀氏と知多支部:愛

知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院の太田満氏が選出され、会の進行は議長に委ねられた。 
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6. 議事 

第一号議案     平成２１年度「事業報告」  

 長谷川副会長より、配布資料に基に総会報告、研修会・学会・講演等報告および理事会報

告が行われた。また、各専門委員会委員長より専門委員会報告が、各支部長より支部報告がそれぞれ

行われた。特に、会員委員会からは、正会員数が 1,876名と 1800名を超え、全会員数が初めて 2,000

名を超えたことが報告された（全国第 5位の会員数となった）。また、薬学生病院実習検討委員会か

らは、平成２１年度までに薬学生実務実習受入施設において、認定実務実習指導薬剤師２名の確保を

達成できたことが報告された。事業報告の詳細は以下の如くである。  

【総会報告】  

   平成２１年度 通常総会 

          日  時  平成２１年４月２６日（土） 

          会  場  ㈱スズケン本社 ２階会議室 

          出 席 者  １３６名 

     議事 

      （Ａ）報告：「会務」，「各委員会」，「各支部」，「日病薬代議員会」，     

       「決算」，「監査」 

         （Ｂ）議案：「事業計画（案）」，「予算（案）」 

     特別講演     「薬剤師新時代への処方せん」 

                         慶應義塾大学医学部薬剤部 教授 谷川原 祐介先生 

【研修会・学会・講演等報告】  

  １）新任薬剤師研修会 

           日  時    平成２１年８月３０日（日） 

           会  場    ファイザー（株）名古屋工場 

      出 席 者    １１３名 

  ２）日病薬／日薬 病院診療所勤務薬剤師研修会 

           日  時    平成２１年１１月１４日（土），１５日（日） 

           会  場    名古屋市立大学病院大会議室    

      出 席 者    １８９名 

  ３）学術講演会への協力：３１回 

【理事会報告】  

     第１回 平成２１年 ４月２５日（土） 

     第２回 平成２１年 ５月２２日（金） 

     第３回 平成２１年 ７月２４日（金） 

     第４回 平成２１年 ９月２５日（金） 

     第５回 平成２１年１１月２７日（金）      

     第６回 平成２２年 １月２２日（金） 

     第７回 平成２２年 ２月２６日（金） 

【専門委員会報告】  

  １）「調査」委員会・・・会議 ３回    

Ⅰ 平成２０年度「薬剤業務一般に関する調査項目」報告書をチェックし、編集委員会へ提出

することが確認される。 

ⅰ）平成２１年度「薬剤業務一般に関する調査項目」の実施方法の検討 

      ・調査時期を１０月１日とする。 

      ・年度内に報告書を作成する。 

Ⅱ 平成２１年１０月 平成２１年度調査実施 

送付：２９０施設 回収：１７１施設 回収率：５９％  

      (昨年度２７９施設 回収：１７２施設 回収率：６３％ ) 

      愛知県病院薬剤師会雑誌に集計結果を掲載予定                 

  ２）「会員」委員会・・・名簿発行  １回（平成２１年７月） 

           平成２１年度：施設数／会員報告（平成２１年７月現在） 

                    施設数     ２９１（＋ １）  

                    正会員    １,８５３（＋７５）  

                    Ａ･Ｂ会員     ７４（＋ ２） 
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                    Ｃ会員      ８８（＋－０） 

                    名誉会員     ３１（＋ １）  

                    会員合計   ２,０４６（＋７７）  

                     ※尚，（ ）内は前年度からの増減   

  ３）「学術教育」委員会  

Ⅰ 学術教育委員会の開催     ３回 

Ⅱ 教育・研修・学術研究の推進 

ⅰ）新任薬剤師研修会の開催 

     開催日：平成２１年８月３０日  

開催地：愛知県武豊 ファイザー工場 

参加者：１１３名 

研修内容：工場見学、品質管理講義、新人研修テキストに沿った実務講義 

     特別講演：名城大学、灘井雅行教授       

ⅱ）日薬・日病薬病院診療所勤務薬剤師研修会開催 

     平成２１年１１月１４日・１５日に開催し、１８９名の参加を得た。 

ⅲ）生涯教育の推進 

     日病薬生涯研修認定：７２９名取得    ５年連続：２１名取得  

ⅳ）第１回実務実習研修会の開催 

    開催日：平成２１年５月９日～１０日 

    開催地：テルモ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗﾈｯｸｽ(神奈川県足柄上郡中井町井ノ口） 

    参加者：４９名 

    研修内容：輸液ﾗｲﾝ設計、配合変化実習、NICU、手術室体験、ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ実習 

ⅴ）病院薬剤師対象の新薬等講演会への共催  

     製薬メーカー各社の共催を得て ３１回開催 

ⅵ）学会・講演会への協力 

ⅶ）関連学術団体への参加および援助 

Ⅲ 専門薬剤師の育成 

ⅰ）オンコロジー研究会開催 

     がん専門薬剤師育成への援助  

     研修会、ガイドライン勉強会、緩和セミナーを各々12回開催 

     報告会 1回開催 

  ４）「編集」委員会・・・会議   ２回 

              会誌発行  ４回（予定） 

  ５）「中小病院・診療所」委員会 

Ⅰ 平成２１年度調剤薬局見学会 

       日 時 ：平成２２年２月～３月 

      内 容 ：調剤薬局の見学（５調剤薬局） 

       参加者 ：２０（予定）名 

Ⅱ 平成２１年度中小病院見学・交流会 

日 時 ：平成２１年１２月１２日（土） １４時００より 

       会 場 ：名古屋逓信病院 

       内 容 ：中規模病院の薬剤実務見学 

            中小病院薬剤師交流会 

       参加者 ：１５名 

Ⅲ 平成２１年度東海ブロック中小病院・診療所担当者会議 

       日 時 ：平成２１年１１月２３日（月） １２時３０より 

       会 場 ：四日市市文化会館 Ｆ会場 

       内 容 ：中小病院の医療安全対策について 

            平成２２年度東海ブロック中小委員活動について 

       参加者 ：１６名 

Ⅳ 平成２１年度東海ブロック中小病院研修会 

       日 時 ：平成２１年１０月３日（土）  

       会 場 ：名城大学名駅サテライト 多目的室  
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       内 容 ：『病院薬剤師のあるべき業務推進に向けて』 

参加者 ：９８名 

Ⅴ 平成２１年度薬薬連携推進事業報告会 

日 時 ：平成２２年３月２１日（日） １４時３０より 

       会 場 ：東建ホール  

 内 容 ：平成２１年度薬薬連携推進事業実績報告     

       参加者 ：６８名 

  ６）「薬学生病院実習検討」委員会・・・委員会開催：２回 

Ⅰ 認定実務実習指導薬剤師の確保 

平成２１年度までに学生受入施設に２名確保を目標とした。 

平成２２年１月末現在、各支部・各施設に２２４名確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ ＯＳＣＥ評価者派遣の人選  

         直前講習会・OSCE本試験に東海地区４大学に対し 43名を派遣した。 

ⅰ）愛知学院大学薬学部 評価者派遣人数 １５名 

直前講習会 日程 平成２１年１１月１４日（土）１４:００～１７:００ 

OSCE本試験 日程 平成２１年１２月０６日（日） 

ⅱ）金城学院大学薬学部 評価者派遣人数 １６名 

       直前講習会 日程 平成２１年１１月２１日（土）１５:００～１７:００ 

  OSCE本試験 日程 平成２１年１２月１３日（日） 

ⅲ）名古屋市立大学薬学部 評価者派遣人数 ４名 

       直前講習会 日程 平成２１年１１月２８日（土）１４:００～１７:００ 

       OSCE本試験 日程 平成２１年１２月２３日（水） 

ⅳ）名城大学薬学部 評価者派遣人数 ８名 

       直前講習会 日程 平成２１年１１月２８日（土）１３:３０～１７:００ 

         OSCE本試験 平成２１年１２月２０日（日） 

Ⅲ 薬学生実務実習に用いる「ワークブック」の作成 

ⅰ）ワークブック作成経緯 

長期実務実習を成功させるには、どの受け入れ施設においても同じ質を確保しつつ実

施されるようにするため、適切な実務実習の受け入れ体制を構築する必要があります。

そこで、愛知県病院薬剤師会では、 

① 長期にわたる実務実習の質を確保すると同時に、病院における実務実習が受け

入れ施設の業務負担にならないようにする 

② 実習者のモチベーション向上、自発的学習の啓発を促す 

③ 実習者と指導者双方の満足度を向上させる 

以上のことを目的とし、病院実務実習のためのワークブックを作成しました。（詳細に

関しては、月刊薬事 Vol.52 2010年 2月号をご参照ください） 

ⅱ）ワークブック説明会 

ＷＳ修了者を対象に、ワークブック説明会を１月２４日～３月２７日の期間内にて計

７カ所で開催した。同時に、学生評価システムについても説明を実施した。 

Ⅳ 愛病薬主催 WS開催 

  施設数 人数 

名古屋東 １０ ３４ 

名古屋西 ８ ２３ 

名古屋南 １４ ２７ 

名古屋北 ７ １８ 

尾張西 １２ ２１ 

尾張中 ９ ２５ 

知多 １０ ２８ 

西三河 １３ ２８ 

東三河 ７ ２０ 

合計 ９０ ２２４ 
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      １月１０日（日）１１日（祝）名城大学薬学部 

  ７）「ホームページ」委員会  

      基本的にはメーリングリストでの連絡が中心  

・ メール対応 

・ 求人システムの運営 

・ ML勉強会案内の書き込みとＤＢメンテナンス 

・ 平成２１年度病院診療所薬剤師研修会参加登録者数表示 

・ 会員のページ：妊婦・授乳婦 改訂版 

  ８）「精神科病院診療所」委員会・・・ 委員会の開催： １回 

（ⅰ）講習会の開催 

① 精神科薬物療法認定薬剤師養成講習会      ５回 

② 精神科臨床薬学研究会 東海ブロック５講演会  ２回 

【支部報告】  

  １）尾張西支部・・・支部会 １回  支部役員会  １回 

  ２）尾張中支部・・・支部会  １回  支部研修会   ５回（１回は都合により流会） 

  ３）知 多支部・・・支部会 ２回  支部研修会   ５回   

  ４）東三河支部・・・支部会 １回  支部研修会 １３回 

  ５）西三河支部・・・・・・・・・・支部研修会  ３回 

第二号議案    平成２１年度「決算報告」 

 稲垣会計理事より、平成 21 年度決算報告が行われた。収入の部では、愛知県病院薬剤師会雑

誌への広告費収入が減っており、本誌の発刊時期と発刊回数を含めて増収に向けて編集委員会と検討

することが説明された。また、理事会費の増額について、開催日の定例化および開催場所を名古屋駅

前にしたことなどから、理事の出席率の向上につながったことが説明された。 
第三号議案   平成２１年度「監査報告」 

 村岡監事より、平成 22年度会計及び業務の監査を実施した結果が報告され、提出された諸帳簿と業

務内容は有効かつ正確に処理されており、収支決算は適正であると認められた。 

 

 以上、議案第一号、第二号そして第三号議案について議長より質問、追加発言を求めたところ、特

に質問、追加発言はなされなかった。引き続き、議決を行ったところ、全て賛成多数で承認された。 

 

第四号議案    平成２２年度「事業計画案」 

 勝見会長より、配布資料を基に詳細な事業計画案の説明が行われた。会員に対して、薬剤師として

の倫理的及び学術的水準を高め、病院薬学及び病院薬局業務一般の進歩発展を図り、その職能向上の

ために教育、研修、学術研究の推進、各専門委員会の充実、会員相互の連携の緊密化を事業として行

うことが説明された。特に、会員との連絡のツールとして、病薬のホームページを活用しいろいろな

情報を発信していきたいと考えています。会員数は増加しているが、これからも加入を勧め、今年度

も活発な事業を展開することが報告された。事業計画案の詳細は以下の如くである。  

［方針］ 

 本会は会員に対して，薬剤師としての倫理的及び学術的水準を高め，病院薬学及び病院薬局業務一

般の進歩発展を図り，その職能向上のために次の事業を行う． 

【教育，研修，学術研究の推進】        

  １）薬剤師実務研修会(ﾃﾙﾓ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗﾈｯｸｽ）      5月 29日（土）, 30日（日） 

  ２）第２７回日本 TDM 学会・学術大会（札幌）    6月 26日（土）, 27日（日） 

  ３）第１８回ｸﾘﾆｶﾙﾌｧｰﾏｼｰｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（広島）     7月 10日（土）, 11日（日） 

  ４）東海医療薬学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（名古屋）              7月 17日（土） 

  ５）新任薬剤師研修会（ﾌｧｲｻﾞｰ製薬 名古屋工場）        7月 25日（日） 

  ６）第４回日本緩和医療薬学会（鹿児島）      9月 25日（土）, 26日（日） 

  ７）日本薬物動態学会 第２５回年会 (さいたま)   10月 7日（木）～ 9日（土） 

  ８）第４３回日本薬剤師会学術大会（長野）  10月 10日（日）, 11日（月・祝） 

  ９）第２０回日本医療薬学会年会（千葉）      11月 13日（土）, 14日（日） 

    10）日薬・日病薬病院診療所勤務薬剤師研修会（名古屋市立大学病院３階大ホール） 

    11月 20日（土）, 21 日（日） 

    11）第４３回東海薬剤師学術大会（静岡）         11月 23日（火・祝） 
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  12）第２０回日病薬東海ブロック学術大会・平成 22年度日本薬学会東海支部例会       

            合同学術大会（静岡県立大学）11月 28日（日） 

  13）第３１回日本臨床薬理学会（京都）        12月 1日（水）～ 3日（金） 

  14）日本薬理学会第８４回年会（横浜）      3月 22日（火）～ 24日（木） 

  15）日本薬学会第１３１年会（静岡）        3月 29日（火）～ 31日（木） 

    16）専門薬剤師育成など生涯教育の推進  

    17）学会，講演会への協力  

    18）尐人数勤務施設薬剤師に対する教育，研修  

    19）関連学術団体への参加及び援助  

    20）東海ブロックの連携強化  

    21）愛知県薬剤師研修協議会への参加・協力  

【専門委員会】  

  １）「調査」委員会 

    ・病院並びに診療所に勤務する薬剤師の地位の向上及び，その他諸問題と薬剤業務 

    一般に関する統計調査・研究に関する事項 

  ２）「会員」委員会 

    ・病院・診療所薬剤師の入会促進 

    ・会員名簿の整理・発行及び病院諸団体との緊密な連絡による、円滑な、渉外・求人・休職

をはかる 

    ・支部制度の充実 

  ３）「学術教育」委員会 

    ・会員の研修、薬剤師教育､医薬品情報活動及び学術発展に伴う調査研究等に関する事項 

    ・学術講演会等の開催、オンコロジー研究会等による専門薬剤師制度を視野に入れた薬剤師

の養成 

    ・医療従事者の専門性を生かしたチーム医療参画のための薬剤師実務教育の推進 

    ・新任薬剤師研修会の東海地区交流促進、東海ブロックの連携推進､生涯教育研修の推進 

  ４）「編集」委員会 

    ・学術機関誌の編集・出版並びにその他広報に関する事項 

    ・機関誌掲載論文の「愛知県病院薬剤師会奨励賞」の選考に関する事項 

 

  ５）「中小病院・診療所」委員会 

    ・福祉施設も含めた中小医療機関における薬剤師業務の検討 

    ・中小病院と調剤薬局の連携推進 

    ・薬剤師業務研修会の実施 

    ・地域包括ケアにおける薬剤師業務の検討 

  ６）「薬学生病院実習検討」委員会 

    【長期実務実習】 

【認定実務実習指導薬剤師養成のための座学講習会】 

 各支部で開催することは承認する。 

 愛知県薬剤師会開催に参加できるよう手配する。この場合、現地にて受講料納入が必要

になる。 

 開催通知は、各支部支部長から各施設薬剤部（局）長に連絡する。 

【WSへの参加】 

 愛病薬主催の WSは実施しない。 

 愛知県薬剤師会開催に参加できるよう手配する。（１回に 12名程度参加可能） 

 参加者募集は実習生受入施設を中心に、各支部支部長から各施設薬剤部（局）長に連絡

する。 

  ７）「ホームページ」委員会 

    ・基本的には前年度の事業を継承していくが，ＨＰ委員会としては各委員会・支部よりの提

案・意見を元にＨＰを作るという活動をしていく 

        （ⅰ）ＨＰ上のデータの更新を随時行っていく 

     （ⅱ）メール対応の省力化にＱ＆Ａを作成する 

     （ⅲ）新人教育・愛病薬の勉強会，講演会，学生実習への広報の促進 
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     （ⅳ）研究会支援活動を行う 

  ８）「精神科病院診療所」委員会 

  ・ 精神科薬物療法認定薬剤師養成のための認定講習会の開催 

・ 精神科医療に係る薬剤師相互の情報交換・交流の推進 

・ 精神科薬物療法の適正化に向けた共同研究の検討 

【医療諸制度の改正への要請】  

        診療報酬改正後の問題点検討と次回改正への要望 

【会員相互の連携の緊密化】  

  １）会員拡充対策 

    ２）共同研究，共同調査の奨励 

    ３）薬剤業務向上のための相互交流 

   ４）愛知県薬剤師会との連携強化 

    ５）愛知県病院薬剤師連盟への協力 

  ６）副作用情報の共有化 

第五号議案   平成２２年度「予算（案）」 

 稲垣会計理事より、平成 22 年度予算案の詳細な報告が行われた。正会員収入は平成 21年

度末の実績に基づき 1,875 名で計算し増額となっていることが報告された。広告その他では、平成 21

年度実績 1,172,511円に対し、1,500,000円とし愛知県病院薬剤師会雑誌への広告費収入等の増収に向

けて努力することが説明された。 

第六号議案   愛病薬「会則」変更について  

第七号議案   愛病薬「会則細則」変更について  

第八号議案   愛病薬「表彰規定」制定、施行について  

 第六号議案「愛病薬会則」変更について、第七号議案「愛病薬会則細則」変更について、第八号議

案「愛病薬表彰規定」制定、施行について、三浦総務理事より配布資料をもとに目的とその内容につ

いて詳細な説明がなされた。大きな変更に関して具体的には、会則の第 16条について変更前「役員の

任期は 2 か年とする。ただし、連続しては 4 期までとする。」→変更後「役員の任期は 2 か年とする。

但し、再任を妨げない。」。この変更理由として、薬業界の進歩発展に寄与した者に愛知県知事表彰、

さらには厚生労働大臣表彰が送られる制度がある。その推薦基準に「愛知県知事表彰は役員歴 10年以

上（5期以上）」「厚生労働大臣表彰は役員歴 16年以上（8期以上）があり、従来の愛病薬会則では

今後これらの表彰を受ける会員が出なくなってしまう。そこで、愛病薬から今後このような名誉ある

会員が選出されて欲しいことから、今回の変更が提案された。会則細則の第 15条について、これまで

実在した地区長、副支部長、副地区長の役割が明記されていなかったことから、これらの追記がなさ

れた。また、会則の第 25条に「愛知県病院薬剤師会表彰規定に基づく会員の表彰」とあるが、実在し

ていなかったことから、新たに「愛知県病院薬剤師会表彰規定」を制定し、これに基づいて会員の表

彰を行うことが提案された。 

 

以上、議案第四号、第五号、第六号、第七号そして第八号議案について議長より質問、追加発言を

求めたところ、特に質問、追加発言はなされなかった。引き続き、議決を行ったところ、全て賛成多

数で承認された。 

 

【報告事項】 

第一号   平成２１年度「日本病院薬剤師会代議員会報告」 

足立代議員より、2月 6日（土）に東京（渋谷）日本薬学会長井記念ホールで開催された第 43回通

常代議員会の詳細な報告が行われた。（詳細は、日本病院薬剤師会 第 43回通常代議員会の報告書を

参照。） 

【役員選挙等】 

第一号議案   平成２２・２３年度「役員」改選について 

藤吉選挙管理委員長より、配布の資料に基づき、平成２２・２３年度「役員」改選について報告が

行われた。会則 第１５条並びに施行細則の役員選挙規程に基づき、平成２２・２３年度 役員の立候

補受付を行なったところ、定数どおりであったことが報告された。 

第二号   平成２２・２３年度「会計及び総務理事」指名承認について 

第三号   平成２２・２３年度「日病薬代議員」指名承認について 

 藤吉選挙管理委員長より、配布の資料に基づき、第二号議案の平成２２・２３年度「会計及び総務
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理事」の指名並びに第三号議案の平成２２・２３年度「日病薬代議員」の指名がそれぞれ行われた。 

 

以上、議案第一号、第二号そして第三号議案について議長より質問、追加発言を求めたところ、特

に質問、追加発言はなされなかった。引き続き、議決を行ったところ、全て賛成多数で承認された。 

 

7. 議長団退任 

8. 退任役員紹介 

 平成 21年度で退任される尾関克明理事（藤田保健衛生大学病院）、河村純男理事（津島市民病

院）、後藤昌理事（海南病院）、早川和美理事（名古屋逓信病院）、水谷義勝理事（中部労災病

院）が紹介された。当日出席された尾関理事、後藤理事、早川理事に感謝の気持ちを込めて花束

が贈呈された。長い間ご苦労様でした。 

尾関理事           後藤理事            早川理事 

 
9. 特別講演 

早川理事の司会により、定刻通り特別講演が開

催された。特別講演座長の勝見会長より、講師の

アステラス製薬会長（日本製薬団体連合会会長）

東京大学特任教授の竹中 登一先生が紹介され、

「創薬により製薬ビジネスは変えられる」（新薬

学教育への製薬企業の期待）と題してご講演され

た。その内容は、以下の通りである。 

薬の開発は、時代背景によって「経験に基づく

創薬→創薬科学→ゲノム創薬」と変化しており、

現在は分子標的薬が開発の中心となっている。日

本企業と海外企業との成長度の差は 1993～2003

年の 10年間は 2倍程度であったのが、2003年に

は約 5倍にも拡大した。これは研究開発費用に反

映し、海外企業では日本のおよそ 6倍もの額が費

やされている。2000年以降、ゲノム創薬の時代に入り新薬開発コストは飛躍的に上昇し、1製品あた

り 1300億円かかると言われている。欧州の企業は、研究開発費を確保するために、M&Aによる企業規

模拡大を行った。日本の企業も 2005 年頃から再編が始まっており、欧米企業に対抗しようとしている。

アステラス製薬もこのような背景から生まれた。 

2010年に相次いでブロックバスターが特許切れとなる、いわゆる 2010 年問題がある。これにより製

薬ビジネスは大きく変化する。未だ有効な治療薬がない分野や患者の治療満足度が低い分野（アンメ

ット･ニーズ）に対して注力して研究開発することが重要であると言われ、癌やアルツハイマー病など

の充分な治療薬がない分野への新薬の投入が望まれている。 

日本では 2年ごとに薬価切り下げが行われ、新薬を発売しても研究開発費の回収が遅れ、海外企業

に比べ不利な状況にある。このため、特許期間中、一定の条件を満たした新薬は加算を付けて薬価が

下がらないようにすることで、研究開発費を早めに回収し、特許満了後は速やかにジェネリック医薬

品に切り替えて薬剤費のバランスをとるという基本構造「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」が本

年４月より試行された。これにより新薬開発の遅れや海外で承認され日本で未承認の適応外薬の増加

（ドラッグラグ）の解消が期待され、患者さんや医療関係者のニーズにいち早く応えられるようにな

る。 

新薬学教育体制においては新薬開発にかかわれる人材の育成を期待したい。今後の研究開発の分野
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では、患者が必要とする薬を開発し、患者ニーズに応えるため、創薬にだけ精通した卒業生ではなく、

医療・臨床に精通した薬剤師が必要になってくると言える。薬剤師の処方権、採血など医療行為、患

者情報へのアクセス、および新大学院での新薬学教育及び研究の在り方などの課題が残っているが、

これらの問題を解決し、次世代の有能な薬剤師を育成して欲しいということでまとめられた。 

医療における業界再編の波をクリア―できた者だけが、生き残れるという厳しさを企業リーダーか

ら直接聞けたことはとても貴重であった。同時に、我々病院薬剤師も医療の潮流にどう対応していく

のか、方向を見定めオール薬剤師を引っ張る強いリーダーが必要であると感じた。 

 

10. 閉会の辞 

閉会の辞として、山田副会長より平成 22年度通常総会を閉会する旨宣言された。 

 
以上 
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愛知県病院薬剤師会会則 

 

 

第１章 総   則 

 

第１条 本会は愛知県病院薬剤師会という。 

第２条 本会の事務所は、施行細則に定める。 

 

第２章 目的及び事業 

 

第３条 本会は日本病院薬剤師会の趣旨に則り、会員相互の連絡を密にし、必要な施策を

行い 

会員の職能を高めることを目的とする。 

第４条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）病院診療所等に勤務する薬剤師の学識技能向上並びに給与などに関する事項 

（２）病院診療所薬局業務の近代化及び合理化の普及に関する事項 

（３）例会、講演会、研修会、学会などの開催及びこれに対する協力に関する事項 

（４）会員名簿、機関誌及び関係図書などの刊行に関する事項 

（５）関係諸団体、諸官庁との連絡に関する事項 

（６）その他目的達成に必要な事項 

 

第３章 会   員 

 

第５条 本会の会員を分けて正会員、名誉会員並びに特別会員Ａ、Ｂ及びＣとする。 

第６条 正会員は愛知県内の病院診療所などに勤務する薬剤師であって、日本病院薬剤師

会の 

正会員とする。 

第７条 特別会員Ａは正会員以外の薬剤師であって、日本病院薬剤師会の特別会員とする。 

第８条 特別会員 B は正会員であったものが、その資格を失ったとき、本人の申し出に

より理事会 

承認を経て、本会の特別会員Ｂとする。 

２ 特別会員Ｂは正会員と同じように愛知県病院薬剤師会の事業には参加できる。 

３ 議決権はない。 

第９条 特別会員Ｃは本会の目的に賛同する団体に所属する個人とする。 

２ 特別会員Ｃは、愛知県病院薬剤師会が開催する事業に参加することができる。 

第１０条 正会員、特別会員Ａ、Ｂ、及びＣは本会所定の会費及び負担金を納めるものと

する。 

第１１条 本会に名誉会員を置くことができる。 

２ 名誉会員は本会に特に顕著な功績のあった者のうちから理事会の推薦と総会の承

認を経 

て会長が委嘱する。 

３ 名誉会員は終身委嘱とする。 

第１２条 会員に本会の名誉を段損し又は本会の目的趣旨に反する行為があったときは、

総会の 

議決を経て除名することができる。ただし、総会は議決前に弁明の機会を与えなけ
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ればならない。 

 

第４章 役員及びその他の機関 

 

第１３条 本会に次の役員を置く。 

会 長  １名 

 副会長  ３名以内 

 

 

 理  事  １８名程度  

 

 

監  事  ２名 

 

第１４条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会務を掌る。 

３ 理事は会長及び副会長を補佐し、会務を分掌する。 

４ 総務理事は本会の総務を掌る。 

５ 会計理事は本会の会計を掌る。 

６ 副会長は、会長に事故のあるときはあらかじめ会長の定める順位に従いその職務

を代理する。 

７ 会長、副会長に事故のあるときはあらかじめ会長の定める順位に従い理事が会長

の職務を代理する。 

８ 監事は本会の会務及び会計を監査する。 

９ 監事は毎年その監査の結果を総会に報告しなければならない。 

１０ 理事及び監事は兼任することができない。 

第１５条 会長、副会長、理事及び監事は正会員のうちから、総会にて選出する。 

２ 理事は会長、副会長、監事、会計理事及び総務理事を除いて、名古屋支部（４地

区）及び各支部の計９ブロックより、各２名を施行細則第６章役員選挙規程に準じ

て選出する。ただし、任期満了に伴う理事の交代は原則として半数までの入替とす

る。 

３ 総務理事及び会計理事は、理事会の承認を経て会長が正会員のうちから指名する。 

第１６条 役員の任期は２か年とする。但し、再任を妨げない。 

２ 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。 

第１７条 会長は会務遂行のため必要と認めた時は理事会の承認を経て・理事若干名を第

１３条以外に指名することができる。ただし、会長指名の理事は連続しては２期

までとする。 

第１８条 本会の事務を処理するため職員を置くことができる。 

第１９条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 

２ 名誉会長は本会に特に顕著な功績のあった者のうちから理事会の推薦と総会の承

認を経て会長が委嘱する。 

３ 名誉会長は会務を行わない。 

４ 名誉会長の任期は正会員在籍中とする。 

５ 顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱する。 

６ 顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。 

 

原則各支部、 

各地区２名  

総務理事１名 

会計理事１名 
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第５章 会   議 

 

第２０条 会議を分けて総会及び理事会とする。 

第２１条 会議の議決及び承認は出席者の多数決による。 

可否同数のときは議長が決める。 

第２２条 総会は通常総会及び臨時総会とする。 

２ 通常総会は毎年１回会長が招集する。 

３ 臨時総会は会長が必要あると認めたときに招集することができる。 

４ 総会の議長はその都度選出する。 

５ 総会の議決及び承認は正会員により行う。 

第２３条 次の事項は総会の議決又は承認を必要とする。 

（１）会則の改正 

（２）理事及び監事の選出 

（３）予算の決定及び決算の承認 

（４）会費及び負担金額の決定 

（５）事業計画の決定及び事業報告の承認 

（６）日本病院薬剤師会代議員及び予備代議員の選出 

（７）名誉会長及び名誉会員の承認 

（８）会員の除名 

（９）その他本会の運営に関する重要な事項 

第２４条 理事会は理事をもって組織する 

２ 理事会は会務を処理する機関であって、会長は随時必要な場合にこれを招集しそ

の議長となる。 

３ 理事会は理事半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 監事は理事会に出席して質問し又は意見を述べることができる。ただし、表決に

加わることはできない。 

第２５条 次の事項は理事会の議決で決める。 

（１）総会の招集に付随する事項 

（２）総会から委任された事項 

（３）総会を開く時間のない場合における緊急な事項。ただし、この議決事項は次期

総会において承認を受けなければならない。 

（４）日本病院薬剤師会名誉会員・有功会員の推薦 

（５）愛知県病院薬剤師会表彰規定に基づく会員の表彰 

（６）その他重要な会務 

 

第６章 専門委員会及び地区支部 

 

第２６条 本会に専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は専門委員をもって組織する。 

３ 専門委員会の種類、構成及び任務その他必要な事項は施行細則に定める。 

第２７条 本会は地区に支部を置く。 

２ 支部の組織及び運営に関し必要な事項は施行細則に定める。 

 

第７章 日本病院薬剤師会代議員 

 

第２８条 日本病院薬剤師会代議員及び予備代議員（以下代議員等という）は正会員のう

ちから総会において選出する。 
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２ 代議員等の定数、任期及び欠員その他については日本病院薬剤師会の定めるとこ

ろによる。 

第２９条 代議員等は日本病院薬剤師会代議員会の状況を速やかに理事会に報告しなけれ

ばならない。 

 

第８章 経費及び収入 

 

第３０条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。 

第３１条 既納の会費は原則としてこれを返還しない。 

 

第９章 会計年度 

 

第３２条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第１０章 施行細則 

 

第３３条 本会則の施行上の細目は、理事会の議決を経て、施行細則に定める。 

 

附   則 

この規定は、昭和３４年５月１６日から施行する。 

一部改正 昭和４３年６月１日 

  〃    昭和４７年３月１１日 

  〃    昭和５４年３月１０日 

  〃    昭和５５年３月８日 

  〃    昭和５６年５月９日 

  〃    昭和５７年５月８日 

  〃    昭和５９年１０月６日 

  〃    平成２年４月１４日 

  〃    平成４年４月２５日 

  〃    平成６年４月２３日 

  〃    平成８年４月２７日 

  〃    平成１６年４月２４日 

  〃    平成２０年４月２６日 

  〃    平成２２年４月２４日 
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愛知県病院薬剤師会会則施行細則 

 

第１章 事 務 所 

 

第１条 本会の事務所は、会長の所属する施設内におく。 

 

第２章 会   員 

 

第２条 本会の正会員、特別会員Ａ、Ｂ及びＣとなるには、所定の用紙によって本会に入

会を申し込み、当該年度の会費を納入することを要する。 

なお会費は、正会員 10,000 円、特別会員Ａ 13,000 円、特別会員Ｂ 5,000 円、特

別会員Ｃ15,000 円とする。 

２ 前項の会費は、会費納入時期に納入すること。 

ただし、会費納入時期を過ぎた場合には申し込みと同時に納入すること。 

３ 毎年度１０月以降に本会の正会員特別会員Ａ、Ｂ及びＣとして入会申し込みをす

るものは、当該年度の会費は年会費の半額とする。 

４ 会費のうち、他の身分によって、納入済の分についてはこれを免除する。 

第３条 上記入会申込書が提出された場合、本会は受理した日をもって入会とし、正会員

及び特別会員Ａは日本病院薬剤師会に入会通知を行い、特別会員Ｂ及びＣは日本病

院薬剤師会に入会しない。 

第４条 正会員、特別会員Ａ、Ｂ及びＣは氏名、住所、勤務先などに変更を生じたときは、

速やかに本会に届けなければならない。 

第５条 正会員、特別会員Ａ、Ｂ及びＣが退会しようとするときも前条に準じる。この場

合本会は受理した日をもって退会とし、正会員、特別会員Ａは日本病院薬剤師会に

退会通知を行う。 

第６条 名誉会員は会費の納入を要しない。 

第７条 特別会員Ａ及びＢ及び名誉会員が病院・診療所に再勤務した場合、希望により正

会員に復帰することができる。 

 

第３章 理 事 会 

 

第８条 理事会は会議の議事録を作成しなければならない。 

第９条 会長は緊急を要する事項について理事会を開く暇のない場合は、正副会長会の議

決をもって代えることができる。ただし、事後理事会の承認を要するものとする。 

 

第４章 会務執行部 

 

第１０条 本会は会務執行のため次の部を設けることができる。 

（１）総務部：会務の管理、事業の企画、庶務・渉外に関する事項 

（２）会計部：経理・会計に関する事項 

２ 各部員の人選は理事会が行い、会長が委嘱する。 

３ 総務部員は総務理事を補佐し、会計部員は会計理事を補佐する。 

 

 

第５章 専門委員会及び支部 

 

第１１条 本会の会務を円滑に運営するため必要な調査研究機関として、次の専門委員会
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を置く。 

（1）調査委員会：病院並びに診療所に勤務する薬剤師の地位向上及びにその他諸問題

と薬剤と業務に関する統計調査・研究に関する事項 

（２）会員委員会：会員増加対策、会員名簿整備及び渉外に関する事項並びに病院診

療所薬剤師の求人、求職の円滑化に関する事項 

（３）学術教育委員会：会員の研修、薬剤師教育、医薬品情報活動並びに学術発展に

伴う調査研究等に関する事項 

（４）編集委員会：機関紙編集出版並びにその他広報に関する事項 

（５）中小病院・診療所委員会：中小病院及び診療所における諸問題の調査研究に関

する事項 

（６）薬学生病院実習検討委員会：薬学生の病院実習が円滑かつ効果的に実施できる

調査研究に関する事項 

（７）愛病薬ホームページ委員会：ホームページを介して、会員への情報提供、収集

に関する事項 

（８）精神科病院診療所委員会：精神科医療に係る薬剤師相互の情報交換と当該業務

に係る調査研究に関する事項 

第１２条 各委員会は委員長１名、副委員長１名、連絡委員 1 名、委員若干名をもって組

織し、委員長には理事を充てる。 

２ 各委員会の人選は正会員からの立候補者を募り、理事会で選考の上決定し会長が

委託する。 

３ 委員は正会員以外から臨時に委嘱することができる。 

４ 委員長は委員会を主宰し、副委員長は委員長を補佐し必要があればその職を代行

する。 

第１３条 各委員会の委員長は議事録を作成し、理事会に報告しなければならない。 

第１４条 各委員会の発足、解散は理事会の議決による。 

第１５条 本会は、次の地区に支部を置く。 

 

     名古屋市 

     尾張西地区 

     尾張中地区 

     知多地区 

     東三河地区 

     西三河地区 

  

２ 支部は、会則第４条各号に掲げる事業のうち、各地区の実情に即した事業を本会

と連絡をはかりながら行う。 

３ 支部長・地区長は、本会理事の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。 

４ 支部長・地区長は、会務を遂行するために支部総務及び会計、その他の役員（副

支部長・副地区長等）を会長の承認を経て置くことができる。 

５ 副支部長・副地区長は支部長・地区長を補佐し、支部あるいは地区の運営を分掌

する。 

６ 会長は、会務推行のため必要あるときは支部長を召集し地区支部長会を構成する

ことができる。 

 

第６章 役員選挙規程 

 

第１６条 この規定は、会則第１２条に定めた役員の選任を、公正に行うことを目的とす

地区区分は 

  別表を参照 
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る。 

第１７条 役員の選任を円滑に行うために、選挙管理委員会を置く。 

第１８条 選挙管理委員会は次に掲げる事務を行う。 

（１）役員選挙についての告示 

（２）役員立候補届の受理、資格審査及び候補者氏名の公示 

（３）役員選挙における投票及び開票の管理並びに投票の有効と無効の判定 

（４）選挙結果の総会での報告 

（５）本条（２）及び（３）の異議申し立ての受理審査並びに判定 

（６）第２６条に関すること 

（７）その他役員選挙事務に関すること 

第１９条 自ら役員に立候補しようとする者は、立候補届（様式１）と略歴書（様式２）

とを公示に従い委員会に提出しなければならない。 

この際、３名以上の正会員の推薦を添えるものとする。 

第２０条 選挙権は、会費を完納している正会員に限る。 

第２１条 被選挙権は、会費を完納している正会員のうち、本会に１年以上在籍している

者とする。 

ただし、監事に立候補しようとする者についてはこの限りではない。 

第２２条 立候補を辞退する者は、選挙日の７日前までに辞退届（様式３）を委員会に提

出しなければならない。 

第２３条 選挙は、立候補届があった者について総会出席正会員の無記名投票により行う。 

第２４条 当選者は、それぞれの選挙において高得票順に定める。ただし会長については、

総得票数の過半数を必要とし、得票数が過半数に達しないとき、次点者と決選投

票を行う。 

第２５条 各選挙を通じ、立候補届締切時を経過するも、その選挙によって選ぶべき員数

を超えないときは、委員会での議決を経て選挙を行わずに、その候補者をもって、

当選者とすることができる。 

第２６条 この施行細則の改廃は理事会の決定による。 

 

第７章 そ の 他 

 

第２７条 本会の名称は愛病薬と省略できるものとする。 

第２８条 本会の会計口座管理は会計理事の氏名・住所をもって運用するものとする。 

第２９条 本会の会計以外の口座管理は、総務理事の氏名・住所をもって運用するものと

する。 

 

附   則 

 

この施行細則は、昭和４８年３月１０日から実施する。 

一部改正 昭和５４年３月１０日 

 〃  昭和５６年５月９日 

 〃  昭和５７年５月８日 

 〃  昭和５９年１０月６日 

 〃  平成２年４月１８日 

 〃  平成４年５月２５日 

 〃  平成６年４月２３日 

 〃  平成１０年４月１８日 

 〃  平成１３年４月２１日 
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 〃  平成１６年４月２４日 

 〃  平成１８年５月２５日 

 〃  平成２０年７月９日 

 〃  平成２２年４月２４日 
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愛知県病院薬剤師会表彰規定 

 

 

趣   旨 

 

第１条  この規定は、愛知県病院薬剤師会（以下「本会」という。）が行う表彰に

関して必要な事項を定めるものとする。 

 

表彰の対象 

 

第２条  表彰の対象は、本会会員とする。 

 

表彰の種類 

 

第３条  表彰の種類は、感謝状、学術賞、学術奨励賞、学術論文賞及び功労賞の 5

種とする。 

 

表   彰 

 

第４条  表彰は次の各号のいずれかの該当する者のうちから、この規定により選定

する。 

（1） 本会の会務または事業に著しく功労のあった者（感謝状）。 

（2） 年齢４０歳以上で、病院診療所等の勤務薬剤師の職能を通して社会に著しく

貢献する貴重な研究・調査等の業績を多数有する者のうち、特に優れた者（学術

賞）。 

（3） 年齢３０歳以上で、病院診療所等の勤務薬剤師の地位向上に貢献する独創的

な内容の研究・調査等を行いつつある者のうち、特に注目される者（学術奨励

賞）。 

（4） 愛知県病院薬剤師会雑誌に投稿された（一会計年度内）総論・原著論文及び

会員報告等の中から、特に優秀な論文（学術論文賞）。 

（5） 本会役員または支部役員として永年在任し功績顕著な者（功労賞）。 

 

表 彰 者 

 

第５条  表彰は愛知県病院薬剤師会会長（以下「会長」という。）が行う。 

 

表彰の推薦 

 

第６条  理事は第４条各号のいずれかに該当する者がある時は表彰推薦書により会

長に推薦するものとする。 

 

被表彰者の選考 

 

第７条  表彰の審査は、会長が指名する副会長、会計理事、総務理事の委員をもっ

て選考委員会を構成し、審査する。但し、学術論文賞は、愛知県病院薬剤師会雑誌

の編集委員会で審査する。 

２ 選考委員会の委員長は会長があたる。 

３ 原則として、各賞とも被表彰者は一会計年度あたり若干名とする。但し、推薦に



 

 22 

足るものがいない場合、当該賞は除外する。 

４ 各賞の選考に際しては、資料を充分に検討し厳正な評価を行い、且つ、選考答申

には選定理由を明示する。 

５ 被表彰者の選考に際しては、原則として同一賞でなければ、過去の受賞の有無は

問わないこととする。 

 

表彰の方法 

 

第８条  表彰は、原則として年１回、総会において表彰状の授与をもって行い、そ

の氏名ならびに功績を愛知県病院薬剤師会雑誌に掲載して公表する。 

２ 前項の表彰状には、副賞を添えて授与する。 

 

表彰の経費 

 

第９条  表彰に要する経費は、本会の一般会計より充当する。 

 

規定の取扱い等 

 

第１０条 この規定は、総会の決議を経てこれを定めるものとする。 

 

附   則 

 

この規定は、平成２２年４月２４日より実施する。 
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