
   
 

担当理事　　西原　昌幸佐々木　雄啓

Ｒ.元年 度 Ｒ.2 年 度 増　減　額
決 算 額   予 算 額

会費 正会員 13,824,000 13,824,000 0 正会員 12,000円× 1152名

特別会員 1,980,000 1,980,000 0 特別会員 12,000円× 165名

準会員 27,000 27,000 0 準会員 3,000円× 9名

賛助会員 1,980,000 1,980,000 0 賛助会員 30,000円× 66口

賛助会員（団体） 90,000 90,000 0 賛助会員（団体） 30,000円× 3口

17,901,000 17,901,000 0

1,173,200 1,173,200 0

1,905,000 1,905,000 0

2,965,000 2,965,000 0

1,776,160 1,776,160 0

55,500 55,000 -500

115,740 115,000 -740

86 100 14

7,990,686 7,989,460 -1,226

25,891,686 25,890,460 -1,226

14,596,666 13,461,915 -1,134,751

40,488,352 39,352,375 -1,135,977

〈収入の部〉 （単位：円）

令和2年度広島県病院薬剤師会収支予算書(案)
Ｒ.2. 3.31　現在

自     令和2年　4月  1日
至     令和3年　3月31日

項　目

（小計）

備　考

病院･診療所研修会費

ＤＩニュース代金 県薬より（年4回発刊)

会誌広告掲載費

お祝い、総会懇親会参加費等総会･親睦会費

日病薬地方交付金

県病薬会誌広告

研修会参加費・本部より助成金

日病薬本部より　1,360円×1,306名

総　　　計

県薬補助金、医学中央雑誌入金他

利息

合計

雑収入

利息（銀行・郵便局）

前年度繰越金

（小計）

   
 

令和 年度（ 年度）事業計画（案）

担当理事 畝井 浩子

１．学術講演会並びに研修会等開催予定

特別学術講演会 回

医薬品管理研修会 回

研究発表会 回（ 年 月 日（土）予定）

生涯教育研修会（シンポジアム 回（ 年 月 日（土）予定）

薬剤業務委員会 回

専門薬剤師委員会（がん・緩和） 回

（感染） 回

（糖尿病） 回

精神科病院業務検討委員会 回

病院機能別業務検討委員会 回

地域医療連携支援検討委員会 回

国際交流委員会 回

他、広島県病薬主催及び共催の研修会 回 以上

病院診療所薬剤師研修会 回（ 年 月 日（土）・ 日（日）予定）

支部研修会

呉 支部 回

東 支部 回

三原・竹原地区 回

北 支部 回

３．広島県病院薬剤師会・出版物

・広島県病院薬剤師会 ニュース 冊

・広島県病院薬剤師会誌 冊

・広島県病院薬剤師会 会員名簿（ 年度版）

４．その他の事業

・会員数増加促進と会員移動の把握に関する事業

・薬剤師の業務改善に関する事業

・専門薬剤師の育成・支援事業

・地域医療連携に関する支援事業

・中小病院、診療所、介護所、精神科病院等勤務薬剤師の業務に関する事業

・薬剤師の卒後研修に関する事業

・薬学教育への協力

・広島県薬剤師研修協議会への協力事業

・国際交流の推進事業

・その他目的を達成するために必要な事業

令和 2年度一般社団法人広島県病院薬剤師会収支予算書(案) 
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令和元年度（ 年度） 専門・認定薬剤師取得者リスト

日本病院薬剤師会 感染制御認定薬剤師

綾部 ゆか （地独）広島市立舟入市民病院

長藤 多香美 （地独）広島市立安佐市民病院

古川 涼香 医療法人 ＪＲ広島病院

今津 智子 （独）労働者健康安全機構 中国労災病院

日本病院薬剤師会

感染症薬物療法認定薬剤師

野村 直幸
独）国立病院機構 福山医療センター

松井 綾香

常友 盛勝 （地独）広島市立広島市民病院

日本医療薬学会 認定薬剤師

古野 孝明 社会医療法人里仁会 興生総合病院

佐古 有紀 （地独）広島市立舟入市民病院

中井 将人

（地独）広島市立広島市民病院妹尾 啓司

伊藤 実里

片岡 達夫 広島大学病院

日本医療薬学会 がん専門薬剤師
阪田 安彦

（地独）広島市立広島市民病院
阿部 圭輔

日本医療情報学会 医療情報技師 高松 花絵 広島大学病院

日本ｱﾝﾁﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ機構 スポーツファーマシスト
稲艸 優生子 医療法人社団 輔仁会 太田川病院

公文 理紗子 医療法人社団更生会 草津病院

日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師

岩永 崇志 福山市民病院

妹尾 啓司
（地独）広島市立広島市民病院

岡崎 将也

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師

池田 敦 福山市民病院

牧 賢利 独）国立病院機構 福山医療センター

田中 和行 （地独）広島市立舟入市民病院

日本くすりと糖尿病学会

糖尿病薬物療法認定薬剤師
大東 敏和 広島大学病院

日本心臓リハビリテーション学会

日本心臓リハビリテーション指導士
向井 一樹 広島総合病院

日本精神薬学会 精神薬学認定薬剤師 石井 由美子 医療法人永和会 下永病院

日本糖尿病療養指導士認定機構

日本糖尿病療養指導士
糸川 知江 （地独）広島市立安佐市民病院

日本麻酔科学会 周術期管理チーム薬剤師 小野塚 和人 広島総合病院

日本薬剤師研修センター

漢方薬・生薬認定薬剤師
福田 のぞみ 医療法人社団更生会 草津病院

日本臨床栄養代謝学会 専門療法士

吾郷 沙耶

福山市民病院原田 未沙

寄高 美奈子

三村 奈美子 （地独）広島市立舟入市民病院

玉理 千晴 済生会広島病院

高橋 謙吾 ＪＡ尾道総合病院

日本臨床腫瘍薬学会 外来がん治療認定薬剤師

松本 菜摘 医療法人 ＪＲ広島病院

岩村 高弘 福山市民病院

石田 翔 （地独）広島市立広島市民病院

日本臨床試験学会 認定 パスポート

平町 清美 （地独）広島市立安佐市民病院

繫田 瞳 （地独）広島市立広島市民病院

小林 真理 広島大学病院

西垣内 亮 広島大学病院

木村 優美 広島大学病院

藤井 健司 広島大学病院

日本老年薬学会 老年薬学指導薬剤師 柴田 ゆうか 広島大学病院
独） ：独立行政法人

地独）：地方独立行政法人広島市立病院機構

   
 

Ｒ.元年度 Ｒ.2年度 増　減　額
決 算 額 予 算 額 

10,528,000 10,528,000 0

582,349 700,000 117,651

11,110,349 11,228,000 117,651

500,500 550,000 49,500

0 60,000 60,000

500,500 610,000 109,500

675,483 1,000,000 324,517 生涯教育研修会、研究発表会他

253,291 250,000 -3,291 D.Iニュース作成費他

133,150 150,000 16,850 研修会費他

146,845 150,000 3,155 研修会費他

67,880 100,000 32,120 研修会費他

-50,290 100,000 150,290 研修会費他

161,814 100,000 -61,814 研修会費他

20,502 100,000 79,498 研修会費他

101,066 150,000 48,934 研修会費他

196,502 200,000 3,498 名簿作成経費他

703,514 700,000 -3,514 会誌作成費、調査研究費他

300,000 300,000 0 国際交流事業委託費・合同会議費他

（小計） 2,709,757 3,300,000 590,243

1,584,722 900,000 -684,722

2,113,744 2,200,000 86,256

5,348,296 5,000,000 -348,296

450,000 450,000 0 ３支部各15万円

9,000 9,000 0

177,000 250,000 73,000

520,140 1,000,000 479,860

65,000 80,000 15,000

家賃（広島県薬剤師会へ） 694,500 700,000 5,500

44,676 50,000 5,324

（小計） 11,007,078 10,639,000 -368,078

700,000 700,000 0

学会助成金 500,000 100,000 -400,000

498,753 200,000 -298,753

（小計） 1,698,753 1,000,000 -698,753

27,026,437 26,777,000 -249,437

13,461,915 12,575,375 -886,540

40,488,352 39,352,375 -1,135,977

予算委員会他各種委員会

理事会（年6回） 

備　考

8,000円×1,316名

項　目

精神科病院業務検討委員会費

（小計）

本部納付金

（小計）

医薬品情報委員会費

総会費

国際交流委員会費

〈支出の部〉

日本薬学会(広島）

（単位：円）

理事会費

諸会議費

庶務費

会場費・懇親会費・印刷庶務費他

専門薬剤師委員会費（糖尿病）

会員委員会費

印刷会社に一括発注

本部送金・印刷通信費他

薬祖神大祭他

調査広報委員会費

各支部助成金

病院・診療所研修会費

会員名簿・DIニュース・会誌 印刷・
発送費

旅費・交通費

専門薬剤師委員会費（感染）

専門薬剤師委員会費（がん・緩和）

医療連携支援検討委員会費

薬剤業務委員会費

学術・教育研修委員会費
　　　（実務実習受入特別委員会）

病院機能別業務検討委員会費

総　計

次回中四国薬学会広島大会他

備品購入、通信費等

学会積立金

その他

合　計

繰　越　金

慶弔費

税金

交際費

人件費 税理士、パート賃金（2～3回/週）

市、県へ支払

57,856円/月、通信費
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