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３．会員表彰

広島県病院薬剤師会 表彰（理事の退職時感謝状受賞者）

古元 俊徳 国家公務員共済組合 広島記念病院

佐藤 英治 福山大学

橋本 佳浩 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院

広島県病院薬剤師会 表彰（委員・ 点取得者）

池本 雅章 社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会広島病院

栗原 正亮 こごみ薬局

広島県病院薬剤師会 感謝状（理事・ 点取得者）

今井 圭介 社会医療法人里仁会 興生総合病院

松本 俊治 地方独立行政法人広島市病院機構 広島市立広島市民病院

広島県病院薬剤師会 感謝状（委員・ 点取得者）

岡田 博恵 社会医療法人社団陽正会 寺岡記念病院

広島県病院薬剤師会 学位表彰

前田 龍人 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 中国がんセンター

（広島国際大学 博士（薬学））

年度 専門・認定薬剤師 取得表彰（巻末資料参照）

（その他、認定）

日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師（ 年 月現在） 名

広島県病院薬剤師会 生涯研修認定者（ 年度） 名

日本病院薬剤師会 生涯研修認定者（ 年度） 名
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年度 会務ならびに事業報告

会会務務報報告告

１．会員（ 年 月末現在）

ア 会員数 名（ 前年度 名 ）

＜内訳＞正会員（病院・診療所・介護保険施設） 名

特別会員 名

（準会員 名）

＜年間会員異動＞新規入会 名、退会 名

（ 年 月 日～ 年 月 日）

イ 広島県内の病院・診療所・介護保険施設の内訳

区分 施設数

病院（ 床以上）

病院（ 床以上 床未満）

病院（ 床以上 床未満）

病院（ 床以上 床未満）

病院（ 床未満）

診療所・介護保険施設

合計 施設

２．総会・理事会・委員会・支部会

第 回 総会 （ 年 月 日） 回

臨時総会 （ 年 月 日） 回

常任理事会 回

理事会 回

医薬品情報委員会 回

薬剤業務委員会 回

専門薬剤師委員会（がん・緩和） 回

（糖尿病） 回

精神科病院業務検討委員会 回

地域医療連携支援検討委員会 回

病院機能別業務検討委員会 回

調査広報委員会 回

選挙管理委員会 回

呉支部 回

北支部 回

東支部 回

＊会員委員会、学術・教育研修委員会、専門薬剤師委員会（感染）、国際交流委員会は未開催
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４．論文表彰

最優秀論文賞

題名「婦人科開腹手術における硬膜外麻酔中のオピオイドの有無が

術後悪心・嘔吐と術後疼痛にあたえる影響」

地方独立行政法人広島市立病院機構  広島市立広島市民病院 薬剤部

舛田悠介，中井將人，吉川明良†，宮森伸一，開浩一

広島県病院薬剤師会会誌

優秀論文賞

題名「薬剤耐性（ ）対策アクションプラン施策下での経口抗菌薬の使用動向に関する

実態調査」

“ 2020”

マイライフ株式会社オール薬局 ），広島国際大学薬学部 ）

三田将史† ），田中喬 ），野上拓磨 ） 木村幸司 ），前田志津子 ），

佐和章弘 ），三宅勝志 ）

広島県病院薬剤師会会誌

特別優秀論文賞（日本病院薬剤師会学術奨励賞受賞）

題名「医薬品適正使用サイクルにおける看護師の「内服薬配薬管理」を支援する

バーコード認証システムの開発とその有用性について」

マツダ株式会社マツダ病院薬剤部 ），看護部 ）

内海敦志 † ），田辺友也 ），原田靖子 ），西倉教子 ），安原昌宏 ），

尾崎 仁美 ），西原昌幸 ）

日本病院薬剤師会雑誌 （ ）
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事事業業報報告告

１．学術講演会ならびに研修会等

特別学術講演会 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

医薬品管理研修会 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

学術・教育研修委員会 回

病院診療所薬剤師研修会 回（ 日間）

研究発表会 回

生涯教育研修会（シンポジウム） 第 回医療薬学公開シンポジウムにて代替

薬剤業務委員会 回

専門薬剤師委員会（がん・緩和） 回

専門薬剤師委員会（感染） 回

専門薬剤師委員会（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 留学受入中止のため未開催

他、主催および共催 回

呉支部 回

東支部 回

北支部 回

２．出版物等

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 冊

薬薬連携通信 回（広島県薬剤師会会誌および当会会誌）

広島県版トレーシングレポート活用事例集（ ） 当会ホームページ

＊広島県薬剤師会は各薬局宛に冊子を送付

３．人材育成（派遣・受入等）

年度（令和 年度）認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ

年 月 日～ 日（福山大学） 名

＊ 月徳島、 月岡山は中止

海外研修（派遣） 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

海外研修（受入） 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

４．その他

広島県版トレーシングレポート に係わる広報 回

＊居宅介護支援事業所会議、圏域内ネットワーク会議での委員の広島県版 広報を含む
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Ｒ.3年 度 Ｒ.3年 度 増　減　額
予 算 額 決 算 額 

10,528,000 10,704,000 176,000

1,000,000 725,717 -274,283

11,528,000 11,429,717 -98,283  

500,000 251,770 -248,230

50,000 142,000 92,000

550,000 393,770 -156,230

1,000,000 428,920 -571,080

150,000 47,816 -102,184

150,000 95,952 -54,048

150,000 23,198 -126,802

100,000 -54,026 -154,026

100,000 -11,498 -111,498

100,000 29,650 -70,350

100,000 13,352 -86,648

200,000 132,925 -67,075

200,000 91,424 -108,576

700,000 307,740 -392,260

300,000 300,000 0

（小計） 3,250,000 1,405,453 -1,844,547

600,000 836,007 236,007

2,100,000 2,170,271 70,271

2,400,000 2,661,458 261,458

750,000 750,000 0 ３支部各25万円

9,000 0 -9,000

250,000 151,000 -99,000

1,200,000 1,161,394 -38,606

80,000 71,000 -9,000

家賃（広島県薬剤師会へ） 710,000 699,332 -10,668

50,000 0 -50,000

（小計） 8,149,000 8,500,462 351,462

700,000 700,000 0

150,000 82,042 -67,958

（小計） 850,000 782,042 -67,958

24,327,000 22,511,444 -1,815,556

15,318,306 17,477,993 2,159,687

39,645,306 39,989,437 344,131

〈支出の部〉 （単位：円）

項　目 備　考

本部納付金 8,000円×1,338名

庶務費

（小計）

理事会費 理事会（年3回） 

諸会議費 常任理事会・予算委員会費

（小計）

学術・教育研修委員会費
　　　（実務実習受入特別委員会）

生涯教育研修会、研究発表会他

医薬品情報委員会費 D.Iニュース作成費他

病院機能別業務検討委員会費 研修会費他

精神科病院業務検討委員会費 研修会費他

薬剤業務委員会費 研修会費他

専門薬剤師委員会費（感染） 研修会費他

専門薬剤師委員会費（がん・緩和） 研修会費他

専門薬剤師委員会費（糖尿病） 研修会費他

医療連携支援検討委員会費 研修会費他

会員委員会費 名簿作成経費他

調査広報委員会費 会誌作成費、調査研究費他

国際交流委員会費 国際交流事業委託費・合同会議費他

総会費 会場費・印刷庶務費他

病院・診療所研修会費 本部送金・印刷通信費他

会員名簿・DIニュース・会誌 印刷・
発送費

印刷会社に一括発注

中四国薬学会広島大会他

各支部助成金

交際費 薬祖神大祭、新年互礼会

旅費・交通費 日本病院薬剤師会出張補助費

人件費 税理士、病薬パート賃金

その他 UQWimax利用、手数料等

合　計

繰　越　金

総　計

税金 市、県へ支払

57,856円/月・手数料

慶弔費

学会積立金
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年度（令和 年度） 決算報告

収入 39,989,437 円

支出 22,511,444 円

残 17,477,993 円  
　

Ｒ.3年 度 Ｒ.3年 度 増　減　額
予算 額   決算 額

会費 正会員 14,100,000 14,172,000 72,000 正会員 12,000円× 1181名

特別会員 1,980,000 1,896,000 -84,000 特別会員 12,000円× 158名

準会員 15,000 24,000 9,000 準会員 3,000円× 8名

賛助会員 1,950,000 2,070,000 120,000 賛助会員 30,000円× 69口

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

18,135,000 18,162,000 27,000

0 509,600 509,600

1,510,000 1,440,000 -70,000

2,100,000 2,007,303 -92,697

1,804,720 1,800,640 -4,080

10,000 0 -10,000

100,000 84,288 -15,712

100 120 20

5,524,820 5,841,951 317,131

23,659,820 24,003,951 344,131

15,985,486 15,985,486

39,645,306 39,989,437 344,131

令令和和33年年度度広広島島県県病病院院薬薬剤剤師師会会収収支支決決算算書書
Ｒ4. 3.31

〈収入の部〉 （単位：円）

項　目 備　考

（小計）

ＤＩニュース代金 県薬より（令和3年度分）

会誌広告掲載費 県病薬広告誌

病院･診療所研修会費 研修会参加費・本部からの助成金

日病薬地方交付金 日病薬本部より　1,360円×1324名(7月末日まで）

総会･懇親会会費 総会時会費、お祝い等

雑収入 県薬補助金、メテオ・医学中央雑誌入金他

前年度繰越金

総　　　計

利息 利息（銀行・郵便局）

（小計）

合計

30,000

0
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旅費・交通費 日本病院薬剤師会出張補助費

人件費 税理士、病薬パート賃金

その他 UQWimax利用、手数料等

合　計

繰　越　金

総　計

税金 市、県へ支払

57,856円/月・手数料

慶弔費

学会積立金
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第４期

財財　　務務　　諸諸　　表表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒734-8551

広島市南区霞一丁目２番３号

一般社団法人　広島県病院薬剤師会

会長　松尾　裕彰
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（単位：円）令和  4年  3月 31日 現在

科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

29,197,813 2,192,50731,390,320現金預金  

29,197,813 2,192,50731,390,320流動資産合計  

2. 固定資産

基本財産(1)

0 00基本財産合計  

特定資産(2)

0 00特定資産合計  

その他固定資産(3)

0 00その他固定資産合計  

0 00固定資産合計  

29,197,813 2,192,50731,390,320資産合計  

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

0 00流動負債合計  

2. 固定負債

0 00固定負債合計  

0 00負債合計  

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

29,197,813 2,192,50731,390,3202. 一般正味財産

29,197,813 2,192,50731,390,320正味財産合計  

29,197,813 2,192,50731,390,320負債及び正味財産合計  

1

法　人　名：一般社団法人広島県病院薬剤師会

貸借対照表
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（単位：円）令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで

科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益(1)

受取会費  

14,124,000 48,00014,172,000  正会員　　会費

2,004,000 △108,0001,896,000  特別会員　会費

15,000 9,00024,000  準会員　　会費

1,950,000 120,0002,070,000  賛助会員　会費

90,000 △90,0000  賛助会員（団体）会費

18,183,000 △21,00018,162,000受取会費計  

受取補助金等  

687,400 △177,800509,600  ＤＩニュース代金

1,780,000 △340,0001,440,000  会誌広告掲載費

0 2,007,3032,007,303  病院・診療所研修会費

2,824,720 △1,024,0801,800,640  日病薬地方交付金

5,292,120 465,4235,757,543受取補助金等計  

雑収益  

90 30120  受取利息

97,116 △12,82884,288  雑収益

97,206 △12,79884,408雑収益計  

23,572,326 431,62524,003,951経常収益計  

経常費用(2)

管理費  

10,720,000 △16,00010,704,000  本部納付金

337,486 388,231725,717  庶務費

182,500 69,270251,770  理事会費

18,150 123,850142,000  諸会議費

1,844,951 △439,4981,405,453  学術・教育研修委員会費

554,673 281,334836,007  総会費

0 2,170,2712,170,271  病院・診療所研修会費

4,127,895 △1,466,4372,661,458  会員名簿等印刷製本費

450,000 300,000750,000  各支部助成金

0 151,000151,000  旅費・交通費

1,011,606 14,7321,026,338  給料手当

71,000 071,000  租税公課

700,872 △1,540699,332  家賃

329,622 △112,524217,098  雑費

20,348,755 1,462,68921,811,444管理費計  

20,348,755 1,462,68921,811,444経常費用計  

3,223,571 △1,031,0642,192,507評価損益等調整前当期経常増減額  

3,223,571 △1,031,0642,192,507当期経常増減額  

2. 経常外増減の部

経常外収益(1)

0 00経常外収益計  

経常外費用(2)

0 00経常外費用計  

0 00当期経常外増減額  

3,223,571 △1,031,0642,192,507税引前当期一般正味財産増減額  

3,223,571 △1,031,0642,192,507当期一般正味財産増減額  

25,974,242 3,223,57129,197,813一般正味財産期首残高  

29,197,813 2,192,50731,390,320一般正味財産期末残高  

1

法　人　名：一般社団法人広島県病院薬剤師会

正味財産増減計算書
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科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0 00当期指定正味財産増減額  

0 00指定正味財産期首残高  

0 00指定正味財産期末残高  

29,197,813 2,192,50731,390,320Ⅲ 正味財産期末残高

2─  12  ─
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年度（令和 年度） 監査報告

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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会務報告　２．総会・理事会・委員会・支部会（詳細）
2022/4/1作成

項目 担当 名称 開催日 参加人数 備考
総会 第66回　一般社団法人広島県病院薬剤師会　総会
総会 一般社団法人広島県病院薬剤師会　臨時総会

理事会 常任理事会 2021年度第1回　常任理事会
理事会 常任理事会 2021年度第2回　常任理事会
理事会 常任理事会 2021年度第3回　常任理事会
理事会 常任理事会 2021年度第4回　常任理事会
理事会 常任理事会 2021年度第5回　常任理事会
理事会 理事会 2021年度第1回　理事会
理事会 理事会 2021年度第2回　理事会
理事会 理事会 2021年度第3回　理事会
理事会 理事会 2021年度第4回　理事会
理事会 理事会 2021年度第5回　理事会
理事会 理事会 2021年度第6回　理事会
委員会 会員委員会 委員会 未開催
委員会 学術・教育研修委員会 委員会 未開催
委員会 医薬品情報委員会 委員会

委員会 医薬品情報委員会 委員会

委員会 薬剤業務委員会 委員会

委員会 薬剤業務委員会 委員会

委員会 専門薬剤師委員会（がん・緩和） 委員会

委員会 専門薬剤師委員会（がん・緩和） 委員会

委員会 専門薬剤師委員会（がん・緩和） 委員会

委員会 専門薬剤師委員会（感染） 委員会 未開催
委員会 専門薬剤師委員会（糖尿病） 委員会

委員会 専門薬剤師委員会（糖尿病） 委員会

委員会 精神科病院業務検討委員会 委員会

委員会 精神科病院業務検討委員会 委員会

委員会 病院機能別業務検討委員会 委員会

委員会 病院機能別業務検討委員会 委員会

委員会 病院機能別業務検討委員会 委員会

委員会 病院機能別業務検討委員会 委員会

委員会 病院機能別業務検討委員会 委員会

委員会 病院機能別業務検討委員会 委員会

委員会 病院機能別業務検討委員会 委員会

委員会 地域医療連携支援検討委員会 委員会

委員会 地域医療連携支援検討委員会 委員会

委員会 地域医療連携支援検討委員会 委員会

委員会 地域医療連携支援検討委員会 委員会

委員会 調査広報委員会 委員会

委員会 調査広報委員会 委員会

委員会 調査広報委員会 委員会（編集会議）

委員会 調査広報委員会 委員会

委員会 調査広報委員会 委員会（編集会議）

委員会 調査広報委員会 委員会

委員会 国際交流委員会 委員会 未開催
委員会 選挙管理委員会 委員会

委員会 選挙管理委員会 委員会

委員会 選挙管理委員会 委員会

委員会 選挙管理委員会 委員会

委員会 選挙管理委員会 委員会

支部会 呉支部 支部会
支部会 北支部 支部会
支部会 東支部 支部会
支部会 東支部 支部会
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事業報告　１．	学術講演会ならびに研修会等（詳細）
2022/4/1作成

項目 担当 研修会の名称 開催・発刊日 参加人数 備考
研修会 学術・教育研修委員会 令和3年度病院診療所薬剤師研修会【広島会場】（現地・WEB）
研修会 学術・教育研修委員会 第82回 医療薬学公開シンポジウム
研修会 学術・教育研修委員会 令和3年度広島県病院薬剤師会研究発表会（現地・WEB）
研修会 薬剤業務委員会 第90回 薬剤業務研修会－臨床業務に役立つシリーズ　気管支喘息－（WEB）
研修会 薬剤業務委員会 第91回 薬剤業務研修会－臨床業務に役立つシリーズ　皮膚障害－（WEB）
研修会 薬剤業務委員会 第92回 薬剤業務研修会－臨床業務に役立つシリーズ　排尿障害－（WEB）
研修会 薬剤業務委員会 第93回 薬剤業務研修会－臨床業務に役立つシリーズ　臨床推論－（WEB）
研修会 専門薬剤師委員会（がん・緩和） 第15回　広島がん薬物療法セミナー（現地・WEB）
研修会 専門薬剤師委員会（がん・緩和） 第16回　広島がん薬物療法セミナー（基礎コース）
研修会 専門薬剤師委員会（感染） 広島感染制御薬剤師セミナー　基礎コース（現地・WEB）
研修会 専門薬剤師委員会（感染） 広島感染制御薬剤師セミナー　基礎コース（現地・WEB）
研修会 専門薬剤師委員会（感染） 第40回薬剤師のための抗HIV薬服薬指導研修会 共催
研修会 専門薬剤師委員会（感染） 広島感染制御薬剤師セミナー　特別編（現地・WEB）
研修会 専門薬剤師委員会（糖尿病） 広島県糖尿病薬物療法セミナー
研修会 専門薬剤師委員会（糖尿病） 広島県糖尿病薬物療法セミナー
研修会 専門薬剤師委員会（糖尿病） 広島県糖尿病薬物療法セミナー
研修会 専門薬剤師委員会（糖尿病） 広島県糖尿病薬物療法セミナー
研修会 精神科病院業務検討委員会 広島県病院薬剤師会　精神科病院業務検討委員会　学術講演会（WEB）
研修会 精神科病院業務検討委員会 広島県病院薬剤師会　精神科病院業務検討委員会　学術講演会（現地・WEB）
研修会 精神科病院業務検討委員会 広島県精神科病院協会薬剤師部会学術講演会（WEB） 共催
研修会 精神科病院業務検討委員会 広島県病院薬剤師会　精神科病院業務検討委員会　学術講演会（現地・WEB）
研修会 精神科病院業務検討委員会 広島県病院薬剤師会　精神科病院業務検討委員会　学術講演会（WEB）
研修会 精神科病院業務検討委員会 広島県精神科病院協会薬剤師部会学術講演会（WEB） 共催
研修会 精神科病院業務検討委員会 広島県病院薬剤師会　精神科病院業務検討委員会 学術講演会（WEB）
研修会 病院機能別業務検討委員会 広島県病院薬剤師会　病院機能別業務検討委員会研修会（現地・WEB）
研修会 病院機能別業務検討委員会 広島県病院薬剤師会　病院機能別業務検討委員会研修会（現地・WEB）
研修会 地域医療連携支援検討委員会 広島県病院薬剤師会　地域医療連携支援検討委員会研修会（現地・WEB）
研修会 地域医療連携支援検討委員会 広島県病院薬剤師会　地域医療連携支援検討委員会研修会（現地・WEB）
研修会 広島 第6回 広島県医薬品安全性研究会 共催
研修会 広島 広島県病院薬剤師会　学術Web講演会
研修会 広島 広島県病院薬剤師会　学術Web講演会
研修会 広島 第42回HPC研究会（現地・WEB）
研修会 広島 薬剤師向けてんかんセミナー　薬剤師が知っておきたい「てんかん」の基本（現地・WEB） 共催
研修会 広島 第541回薬事情報センター定例研修会（WEB） 共催
研修会 広島 令和3年度ヒロシマ薬剤師研修会 共催
研修会 広島 第22回広島循環器薬物治療研究会（WEB）
研修会 広島 ひろしま肝疾患コーディネーター養成講座（福山会場） 共催
研修会 広島 広島 Biosimilar フォーラム 共催
研修会 広島 ひろしま肝疾患コーディネーター継続研修（福山会場）（WEB） 共催
研修会 広島 第542回薬事情報センター定例研修会（現地・WEB） 共催
研修会 広島 ひろしま肝疾患コーディネーター養成講座（広島会場） 共催
研修会 広島 第28回注射剤・輸液に関する懇話会
研修会 広島 ひろしま肝疾患コーディネーター継続研修（広島会場1）（WEB） 共催
研修会 広島 ひろしま肝疾患コーディネーター継続研修（広島会場2）（WEB） 共催
研修会 広島 広島国際大学薬学部 第20回 卒後教育研修会 共催
研修会 広島 第43回 HPC研究会（現地・WEB）
研修会 広島 第543回薬事情報センター定例研修会（現地・WEB） 共催
研修会 広島 広島県病院薬剤師会　学術WEB講演会（WEB）
研修会 広島 広島県病院薬剤師会　学術WEB講演会（WEB）
研修会 広島 第10回先端的がん薬物療法研究会（現地・WEB） 共催
研修会 広島 第544回薬事情報センター定例研修会（WEB） 共催
研修会 広島 第23回広島循環器薬物治療研究会（WEB）
研修会 広島 広島県病院薬剤師会学術講演会～薬剤師のためのBCP･災害対策セミナー～（現地・WEB）
研修会 広島 第44回福山大学薬学部卒後教育研修会（WEB） 共催
研修会 広島 第7回広島県医薬品安全性研究会（WEB） 共催
研修会 広島 令和3年度抗HIV薬服薬指導研修会（現地・WEB） 共催
研修会 広島 第545回薬事情報センター定例研修会（WEB） 共催
研修会 広島 第4回広島県糖尿病療養指導に携わる薬剤師の会 中止
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会
研修会 呉支部 第12回呉・地域包括医療における骨粗鬆症を考える会 共催
研修会 呉支部 第3回呉地区薬剤師会セミナー 共催
研修会 呉支部 第13回呉・地域包括医療における骨粗鬆症を考える会 共催
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　呉支部研修会 中止
研修会 呉支部 広島県病院薬剤師会　地域医療連携支援検討委員会研修会 中止
研修会 北支部 第260回広島県病院薬剤師会　北支部研修会
研修会 北支部 第261回広島県病院薬剤師会　北支部研修会
研修会 北支部 第262回広島県病院薬剤師会　北支部研修会
研修会 北支部 第263回広島県病院薬剤師会　北支部研修会
研修会 北支部 第264回広島県病院薬剤師会　北支部研修会（WEB開催）
研修会 北支部 第22回広島備北腎と薬剤研究会
研修会 北支部 第265回広島県病院薬剤師会　北支部研修会（WEB開催）
研修会 北支部 第266回広島県病院薬剤師会　北支部研修会
研修会 北支部 第267回広島県病院薬剤師会　北支部
研修会 北支部 第268回広島県病院薬剤師会　北支部研修会
研修会 北支部 第269回広島県病院薬剤師会　北支部研修会
研修会 北支部 第270回広島県病院薬剤師会　北支部研修会
研修会 北支部 第22回広島県備北地区緩和医療を考える会（WEB開催）
研修会 北支部 第271回広島県病院薬剤師会　北支部研修会（WEB開催）
研修会 北支部 第272回広島県病院薬剤師会　北支部研修会（WEB開催）
研修会 北支部 第273回広島県病院薬剤師会　北支部研修会（WEB開催）
研修会 北支部 第260回広島県病院薬剤師会　北支部研修会 中止
研修会 東支部 薬剤師のための災害対策セミナー(Web開催)「同時配信型」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会（Web開催）「同時配信型」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会（感染WG）「同時配信型研修」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会　回復期WG「同時配信型」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会(糖尿/腎/NSTワーキンググループ)「Web開催」
研修会 東支部 尾三地区　糖尿病研修会<Web講演会＞「同時配信型研修」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会のご案内（WEB開催）～感染WG～「同時配信型研修」
研修会 東支部 CKD地域医療セミナー≪同時配信型研修≫
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会≪同時配信型研修≫
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会～第11回がんセミナー～（Web開催）
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会「同時配信型研修」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会「同時配信型研修」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会～感染WG~
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会「同時配信型研修」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会「同時配信型研修」
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　東支部研修会〈同時配信型研修〉
研修会 東支部 広島県病院薬剤師会　地域医療連携支援検討委員会研修会 東部会場 中止
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事業報告　２．	出版物等（詳細）
2022/4/1作成

項目 担当 研修会の名称 開催・発刊日
出版物等 調査広報委員会 広島県病院薬剤師会誌（ Vol.56  No.2 ）
出版物等 調査広報委員会 広島県病院薬剤師会誌（ Vol.56  No.3 ）
出版物等 調査広報委員会 広島県病院薬剤師会誌（ Vol.56  No.4 ）
出版物等 調査広報委員会 広島県病院薬剤師会誌（ Vol.57  No.1 ）
出版物等 会員委員会 広島県病院薬剤師会　会員名簿 (2021年度版)
出版物等 地域医療連携支援検討委員会 薬薬連携通信　第5号（広島県薬剤師会会誌および当会会誌へ掲載）
出版物等 地域医療連携支援検討委員会 薬薬連携通信　第6号（広島県薬剤師会会誌および当会会誌へ掲載）
出版物等 地域医療連携支援検討委員会 薬薬連携通信　第7号（広島県薬剤師会会誌および当会会誌へ掲載）
出版物等 地域医療連携支援検討委員会 薬薬連携通信　第8号（広島県薬剤師会会誌および当会会誌へ掲載）
出版物等 地域医療連携支援検討委員会 広島県版トレーシングレポート活用事例集（ver.1.0）（当会ホームページへ掲載）
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