
令和 5年 一般社団法人松原市薬剤師会 定時総会次第 

 

日時；令和 5年 3月 12日（日）9時 5分～ 

場所；まつばらテラス 2階会議室 又は オンライン 

 

1. 会長挨拶 

2. 資格承認 

3. 議長選出 

4. 議事 

1. 第１号議案 令和 4年 事業報告 

・かかりつけ薬局部会 

・多職種連携部会 

・学校薬剤師 小児急病診療、介護認定審査会 

2. 第２号議案 令和 4年 収支決算報告・監査報告 

3. 第３号議案 令和 5年 事業計画 

4. 第４号議案 災害時対策として会員薬局に充電池￥29900を 1台配布する件 

5. 第 5号議案 諸物価高騰に対する支援金をいただいたので会費を減免する件 

6. 第 6号議案 日本薬剤師会トルコ・シリア地震義援金に 10万円寄付する件 

7. その他  

5. 議長解任 

6. 閉会 



令和 5年 3月 12日 

一般社団法人松原市薬剤師会 令和 4年事業会務等報告 

 

令和 4年は以下の支援金をいただきました。 

 

◆令和 4年 12月 23日 新型コロナウイルス感染症にかかる医療機関等支援金 松原市 

 

 

令和 4年は、出務・会務等を以下のとおり行った。 

 

■会議 

松原市薬剤師会定時総会 1回 

松原市薬剤師会理事会 10回 

 

■かかりつけ薬局部会 

第 10回松原市薬剤師大会 

松原市薬剤師会研修会 11回 

南河内ブロック研修会 オンライン 

南河内ブロック連絡会 オンライン 

大阪アズマネットワーク オンライン 

大阪府薬剤師会認定かかりつけ薬局 23薬局 

献血サポート薬局 31薬局 街頭献血サポート 10回 

健康サポート薬局 11薬局 

 

■学校薬剤師部会 

学校薬剤師担当校出動（幼稚園 4園、小学校 15校、中学校７校、高校 4校） 

松原市学校保健会理事会 

松原市学校保健会全体講演会 講演 

大阪府学校薬剤師会研修会 

府薬学薬部会関係表彰受賞者祝賀会 

大阪府学校薬剤師会総会・理事会 

 

■薬学生薬局実務実習 

松原市薬局実務実習受け入れ 16人（5人、4人、7人） 

薬学生早期体験学習受け入れ 12人 

 

■薬剤師派遣 

南河内北部広域小児急病診療 調剤    60日×2人 

松原市介護認定審査会 委員      180回×1人 

薬物乱用防止教育 講師         5回×1人 

大阪大谷大学薬学部ＯＳＣＥ試験 評価者   0人 

松原市新型コロナワクチン集団接種ワクチン希釈 107人 431回×1人 

 

  



令和 5年 3月 12日 

 

■松原市 

松原市地域保健医療協議会 

松原市地域包括支援センター運営協議会 

松原市地域ケア推進会議 

松原市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会 

松原市地域密着型サービス運営委員会 

松原市精神保健福祉協議会    

松原市総合防災訓練     

松原市三師会新年会    

松原市医師会主催三師会健康フェア   

松原市医師会主催市民健康講座    

松原市地域医療介護連携推進委員会 

松原市医療と介護の連携交流会   ※ 未開催 

大阪府松原公衆衛生協力会    

南河内北部広域小児急病診療事業連絡協議会  

松原市社会福祉協議会評議会    

ケアプラン検討会議 

 

■大阪府薬剤師会 

代議員会 

地域薬剤師会会長協議会 

生涯教育担当者会議 

認定かかりつけ薬局制度運営協議会 

府薬会員委員会 

薬局・漢方製剤委員会 

医療・介護保険委員会 

未来を担う若手薬剤師フォーラム  ※ 未開催 

日本薬剤師会サポート薬局 

薬局を活用した健康情報発信モデル事業 

第 25回近畿薬剤師学術大会 京都大会 ※ Web開催 

第 55回日本薬剤師会学術大会 宮城大会 ※ ハイブリッド開催 

新オレンジプランに基づく「薬剤師認知症対応力向上研修会」 

アドバンストワークショップ 

薬局の在宅医療推進事業 2薬局⇔阪南中央病院薬剤科 

 

■藤井寺保健所 

大阪府藤井寺保健所運営協議会   

大阪府南河内保健医療協議会   

中河内・南河内合同薬事懇話会   

南河内在宅医療懇話会    

南河内医療・病床懇話会    

ブロック薬物乱用防止連絡会   ※ 未開催 

大阪府藤井寺保健所健康危機管理関係機関連絡会議 ※ 未開催 

糖尿病重症化予防・眼科受診勧奨事業 

 

 





令和 5年 3月 12日 

一般社団法人松原市薬剤師会 令和 5年事業計画 

 

令和 5年は以下の事業を計画する 

 

◆ワクチン調製委託業務 

◆健康介護まちかど相談薬局事業 

 

■会議 

松原市薬剤師会定時総会 

松原市薬剤師会理事会 

 

■かかりつけ薬局部会 

第 11回松原市薬剤師大会 まつばらテラス 3階 

松原市薬剤師会研修会 11回 

府薬認定かかりつけ薬局の育成（23薬局 3/15現在） 

献血サポート薬局の育成（31薬局 3/1 現在）、街頭献血サポート 

健康サポート薬局の育成（11薬局 3/1 現在） 

地域連携薬局の育成（4薬局 3/1現在） 

 

■学校薬剤師部会 

学校薬剤師担当校出動 （幼稚園 3園、小学校 15校、中学校７校、高校 4校） 

松原市学校保健会理事会 

保育所応援相談事業 

 

■薬剤師派遣 

南河内北部広域小児急病診療 調剤 

松原市介護認定審査会 委員 180回 

ケアプラン検討会議 12回 

松原市地域医療介護連携推進委員会 

 

■薬学生薬局実務実習 

松原市薬局実務実習受け入れ（3人、6人、1人 計 10人） 

薬学生早期臨床体験学習受け入れ 

 

■大阪府薬剤師会 

 第 26回近畿薬剤師学術大会（2024年度） 

 第 56回日本薬剤師会学術大会（2023年度 和歌山市）9月 17・18日（日、月・祝） 

その他、松原市、三師会、大阪府薬剤師会、藤井寺保健所等から要請のあるもの 

 ・大阪府糖尿病性腎症重症化予防アドバイザー事業 松原市 

 ・糖尿病重症化予防眼科受診勧奨事業 藤井寺保健所・南河内圏域 

 

【 令和 5年度 松原市薬剤師会研修会 予定日 】 

下記の日曜日 10時～ まつばらテラス（輝）２階又は３階 状況によりオンライン 

令和 5年 4月 2日 4月 23日 6月 11日 ７月 2日 ７月 23日 9月 10日 

10月 1日 10月 22日 12月 3日 

令和 6年 1月 28日 2月 18日 3月 10日 3月 31日 







 

トルコ・シリア大地震 義援金の募集について 

 
 

 本会では、2023年２月６日に発生したトルコ南東部を震源とする大地震により被災

地が甚大な被害を受けていることに鑑み、義援金を募集しています。 

（第１次締切：令和５年３月３１日） 

 送金先等は下記のとおりです。ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

        
【義援金送金先】（恐縮ながら払込料金は皆様のご負担でお願い申し上げます。） 
 ◇ 郵便振替貯金口座：００１３０―１―３５２３８ 

 ◇ 口座名義：公益社団法人 日本薬剤師会 

※払込取扱票等の通信欄に「トルコ・シリア大地震義援金」である旨ご記載下さい。

（通信欄がない場合は払込人名の前に「トルコシリア」と付記して下さい。） 

※ゆうちょ銀行以外の金融機関からの送金の場合は、支店名（〇一九店、支店コード

019）及び預金種別（当座）の記載も必要となります。口座番号は００３５２３８

となります。 

 

○義援金の税法上の取扱いについて  

このたびの義援金は「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当いたします。個人 

の方は寄附金控除（所得控除）、法人の方は「一般の寄附金」とは別枠で損金算入が

できます。領収書が必要な方にはご希望に応じて発行いたしますので、次ページの

「特定公益増進法人に対する寄附金 領収証発行依頼書」に必要事項をご記入の上、

日本薬剤師会 会計・厚生課までＦＡＸ（03-3353-6270）でお送り下さい。着金確認

後、ご記入の住所へ領収証をお送りいたします。  

なお、寄附金控除等について詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、管轄

税務署等にお問い合わせ下さい。 

 

＜義援金募集についての問合せ先＞ 

日本薬剤師会 学術業務課 TEL 03-3353-1170（代表） 

＜義援金の送金についての問合せ先＞ 

日本薬剤師会 会計・厚生課 TEL 03-3353-1190 



 

令和 5年 松原市薬剤師連盟総会次第 

 

日時；令和 5年 3月 12日（日）9時 5分～ 

場所；まつばらテラス 2階会議室 又は オンライン 

 

1. 幹事長挨拶 

2. 資格承認 

3. 議長選出 

4. 議事 

1. 第１号議案 令和 4年 松原市薬剤師連盟 事業報告 

2. 第２号議案 令和 4年 松原市薬剤師連盟 会計報告・監査報告 

3. 第３号議案 令和 5年 松原市薬剤師連盟 事業計画 

4. 第 4号議案 その他 

5. 議長解任 

6. 閉会 

 

 



令和 5年 3月 12日 

 

◆ 松原薬剤師連盟 令和 4年 事業報告 

 

令和 4年 6月 29日 参議院議員選挙＆松原市議会議員選挙に向けて会員薬局訪問 

  とかしきなおみ、尾島会長、磯野会長、池内秀人薬剤師問題議員連盟会長と、 

  会員 15薬局を訪問し選挙に行くことをお願いした 

 

令和 4年 7月 10日施行 第 26回参議院議員選挙で 藤井もとゆきの後継者 

神谷まさゆき薬剤師連盟組織内候補者を支援 比例第 17位で初当選 

 

令和 4年 8月 28日施行 松原市議会議員一般選挙で次の候補者 9名を推薦 

自民党；池内秀仁、篠本雄嗣、木田崇、中田靖人、橋本寿久 

公明党；依田真美子、河内徹、太田和之、藤林伸一 

 残念ながら木田氏は落選するも、8名は当選 

 大阪府薬剤師問題議員連盟会長 池内秀人候補者が当選して一安心した 

 

第 10回松原市薬剤師大会に 4名の出席者を迎えた。 

松原市長 澤井宏文 

松原市議会議長 森田夏江 

大阪府薬剤師問題議員連盟会長 池内秀人 

衆議院議員 浦野靖人（秘書お代理） 

 

出務・会務等を以下のとおり行った。 

大阪府薬剤師連盟評議員会 

松原市議会議員選挙推薦議員の出陣式等に出席 

 

   令和 4年 12月 

松原市より「新型コロナウイルス感染症にかかる医療機関等支援金」と 

「諸物価高騰支援金」として、500万円を支給していただきました。 

 

 

◆ 松原市薬剤師連盟 令和 5年 事業予定 

 

令和 5年 4月 9日 大阪府知事選挙・大阪府議会議員選挙 

支援する候補者は未定 

 

未来を担う薬剤師フォーラム・新年互礼会等、当連盟活動に必要な事業を実施する 





（令和4年4月）

役職 氏　　名 業務所名

会長 磯野　元三 イソノ薬局 〒580-0016 松原市上田1-10-9

芝池　　淳 芝池じゅんあい薬局 〒580-0023 松原市南新町1-105-3

迫　由加里 いるか薬局 〒580-0043 松原市阿保1-4-12

白馬　泰子 品川薬局 〒580-0042 松原市松ヶ丘1-4-21

松谷　威夫 いちご薬局 〒580-0014 松原市岡2-7-5

井内　生子 井内薬局 〒580-0021 松原市高見の里3-4-42

目谷　泰哉 わかば薬局 〒580-0016 松原市上田3-1-13

中村 安通志 みやけ薬局 〒580-0045 松原市三宅西1-360-1

柏木　亮 セントラル薬局 〒580-0021 高見の里1-13-13

福畠　孝史 ぱふりか薬局 〒580-0033 天美南3-13-14

松本　すみよ いちご薬局 〒580-0014 松原市岡2-7-5

松村　充紀 やまと薬局 〒580-0033 天美南5-20-31

常友　友紀 阪南中央病院 〒580-0023 松原市南新町3-3−28

宮谷　忠行 天美薬局 〒580-0033 松原市天美南5-17-18

林　百合子 林薬局 〒580-0033 松原市天美南5-18-17

担当理事 広報部

①   学校薬剤師業務 白馬、目谷、松本 松村　充紀

②   小児急病診療事業 松谷 中村 安通志

③   介護保険事業関連 迫 柏木　亮

④   支部研修会開催 井内 福畠　孝史

⑤   ヒヤリ・ハット、プレアボイド 井内、松本

⑥   健康サポート薬局 磯野

⑦   献血サポート薬局 磯野

⑧　 健康介護まちかど相談薬局 磯野

⑨　 薬局実務実習 芝池、磯野

⑩   疑義照会簡素化プロトコル 常友

一般社団法人松原市薬剤師会　役員名簿

住所　又は　業務所所在地

副会長

理事

監事

事業・業務
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