
令和 2 年度 広島県病院薬剤師会研究発表会 
 

（一社）広島県病院薬剤師会 

日時：令和 2 年 12 月 5 日（土） 13 時 30 分より 

会場： ①広島会場 広島県薬剤師会館 二葉の里 (広島市東区二葉の里 3-2-1) 

 ②呉会場 呉森沢ホテル (広島県呉市本町 15-22) 

 ③福山会場 福山大学宮地茂記念館 (広島県福山市 2 丸之内 1-2-40) 

 ④北部会場 三次市立十日市コミュニティセンター (きんさいセンター)(広島県三次市十日市南 1-2-18) 

プログラム 

＜一般講演＞（日病薬病院薬学認定薬剤師制度 領域 II-6（教育・研究） 1 単位申請中） 

13:30 ～ 14:20  一般講演（前半） 

 1. PORIMS を活用した効率的な薬品配置の見直し 

    マツダ株式会社 マツダ病院 薬剤部 堀越 友太 

 2. 当院における服薬情報提供書（トレーシングレポート）の運用状況 

    （地独）広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 薬剤部 古川 恵理 

 3. 病棟等で発生した薬剤に関連する IA 報告の分析および考察 

    （地独）広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 薬剤部 内藤 七海 

 4. 尾道市の歯科医師を対象とした抗菌薬使用と AMR 問題に関するアンケート調査 

    JA 尾道総合病院 薬剤部 岡崎 華歩 

 5. レボドパ/カルビドパ経腸用液導入前後の併用パーキンソン病治療薬の違いによる投与量の変化 

    （地独）広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 薬剤部 栗 彩華 

（5 分休憩） 

14:25 ～ 15:15  一般講演（後半） 

 6. 心不全患者におけるトルバプタン使用開始前後の腎機能の変動についての検討 

    一陽会 原田病院 診療技術部 薬剤科 林 美郷 

 7. 全抗がん薬への閉鎖式接続器具導入前後の業務量変化 

    広島大学病院 薬剤部 小林 遼平 

 8. がんゲノム医療における薬剤師による臨床試験情報提供業務の実態調査 

    広島大学病院 薬剤部 寺谷 祐亮 

 9. 当院消化器内科におけるヒドロモルフォンの使用状況について 

    JA 広島総合病院 薬剤部 吉田 玲 

 10. 乳がん皮膚浸潤に対し亜鉛華デンプン外用療法を行った 1 症例 

    （独）労働者健康安全機構 中国労災病院 薬剤部 山崎 美保 

 

15:15～ 15:20  地域医療連携支援検討委員会から 

トレーシングレポートについて 地域医療連携支援検討委員会 委員 大東 敏和 

（10 分休憩） 

＜特別講演＞（日病薬病院薬学認定薬剤師制度 領域 IV-1（医薬品安全管理） 1 単位申請中） 

15:30 ～ 17:00 

「 病院機能評価の視点から見た医薬品の安全使用 

～目指そう！安全で質の高い医薬品の安全使用～ 」 

神戸大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長 

医療の質・安全管理部  西岡 達也 先生 

参加費：500 円（広島県病院薬剤師会非会員は 1,000 円） 

※本研究発表会は以下の単位取得を予定しております。 

・日病薬病院薬学認定薬剤師制度 領域 II-6（教育・研究）1 単位、IV-1（医薬品安全管理）1 単位 申請中 

・日本薬剤師研修センター 研修単位  2 単位 申請中（受領には薬剤師免許番号が必要です） 

・日病薬・県病薬生涯研修認定  1.75 単位 

お問合せ先：広島大学病院薬剤部 垰越 崇範 

E-mail：taogo@hiroshima-u.ac.jp  TEL：082-257-5597 

事前申込必須 

別紙「申込案内」参照 



令和 2 年度広島県病院薬剤師会研究発表会 申込案内 
（一社）広島県病院薬剤師会 

日時：令和 2 年 12 月 5 日（土） 13 時 30 分 ～ 17 時 00 分 

場所：講演は広島会場で実施、呉、福山、北部会場に web 配信を行います 

 

広島会場 

広島県薬剤師会館 

 

 

広島市東区二葉の里 3-2-1 

 

TEL：082-262-8931 

定員：90 名 

 
URL：

https://forms.gle/KpsDC

fNEqdBpMwYx9 

呉会場 

呉森沢ホテル 

 

 

広島県呉市本町 15-22 

 

TEL：0823-21-5188 

定員：40 名 

 
URL：

https://forms.gle/uMSh

Pm7iuMpL8ZNw6 

福山会場 

福山大学宮地茂記念館 

 

 

広島県福山市 2 丸之内 

1-2-40 

TEL：084-932-6300 

定員：60 名 

 
URL：

https://forms.gle/yySfQ

mvckqPQN8SQ8 

北部会場 

三次市立十日市コミュニ

ティセンター 

（きんさいセンター） 

広島県三次市十日市南 

1-2-18 

TEL：0824-62-3662 

定員：50 名 

 
URL：

https://forms.gle/ADYsC

kW5fwBA4Ztz5 

 

※事前申込制：申込受付は 10 月 28 日（水）17 時から開始します 

※申込方法：上記の QR コードの読み取りまたは URL からお願い致します 

※会場毎に Google フォームが異なるため、必ずご自身が参加する会場の QR コードまたは URL

から申し込みください（QR コードの読取間違いにもご注意ください） 

※参加費：会場にてお支払いください（広島県病院薬剤師会会員 500 円、非会員 1,000 円） 

※参加登録後の修正、キャンセル等は下記問合せ先までご連絡ください 

 

プログラム 

※詳細は別紙をご参照ください。 

13:30 ～ 15:15 一般講演（日病薬病院薬学認定薬剤師制度 領域 II-6 1 単位申請中） 

15:15 ～ 15:20 地域医療連携支援検討委員会から トレーシングレポートについて 

15:30 ～ 17:00 特別講演（日病薬病院薬学認定薬剤師制度 領域 IV-1 1 単位申請中） 

 

＜COVID-19 対策について＞ 

・感染の動向により、延期・中止させていただくことがありま

すので、ご了承ください。 

・当日、ご来場までに、事前の検温をお願い致します。 

発熱・咳のある方、体調不良の場合はご参加を控えて頂きま

すようお願い致します。 

（場合によっては、そのままお帰り頂くことがあります。） 

 

・ご来場の際は、マスクの着用と手指消毒をお願い致します。 

・万が一、ご来場者に新型コロナウイルスへの感染が確認され

た場合には、ご連絡させて頂く場合があります。 

・定期的に会場の喚起を行う予定です。 

 

【お問合せ先】広島大学病院薬剤部 垰越 崇範 

E-mail：taogo@hiroshima-u.ac.jp  TEL：082-257-5597 


