
 

大阪鉄道病院薬薬連携推進の会開催実績について 

【全体会議の開催】 

第1回全体会議 

日時：2015年7月16日（木）17：00～18：25 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：5名 

議題1：疑義照会内容について 

議題2：検査データの出力について 

議題3：がん患者指導内容の共有化、統一化について. 

 

第2回全体会議 

日時：2015年8月13日（木）17：00～17：55 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：5名 

議題1：疑義照会不要のプロトコル（京大病院）について 

議題2：指導内容の統一化について（抗がん剤、Ｃ型肝炎治療薬等） 

 

第3回全体会議 

日時：2015年9月17日（木）17：45～19：00 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：9名 

議題1：薬剤師法改正への取り組み（大阪鉄道病院）について 

議題2：指導内容の統一化について（抗がん剤、Ｃ型肝炎治療薬等） 

議題3：疑義照会一部不要の取り決め（案）について 

議題4：調剤過誤発生時の報告について 

 

第4回全体会議 

日時：2015年10月15日（木）17：15～18：30 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：9名 

議題1：TS-1含有レジメンについて 

議題2：患者指導用パンフレットの活用について 

 

第5回全体会議 

日時：2015年11月19日（木）17：15～19：00 

場所：総合服薬指導室 参加人数：12名 

議題1：薬薬連携―がん患者指導統一化に向けて 

議題2：入退院サポートセンターにおける当院の取り組みについて 

議題3：自動車運転禁止・注意に該当する薬剤の指導について 

議題4：患者情報共有化のための連絡文書（案）について 

 

第6回全体会議 

日時：2015年12月25日（木）17：15～19：15 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：13名 

議題1：薬薬連携―がん患者指導統一化に向けて（エスプリラベルの活用について） 



議題2：入退院サポートセンターで使用している文書「休薬指示薬剤のお知らせ（重要）」について 

議題3：疑義照会不要プロトコル（案）について 

議題4：医薬品貸借フォーマットについて 

 

第7回全体会議 

日時：2016年1月21日（木）17：15～18：30 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：24名 

議題1：SOXレジメンについて：お薬手帳の活用について（表示項目の検討） 

議題2：患者情報共有化のための連絡文書（案）について 

議題3：疑義照会不要のプロトコル（案）の内容について 

議題4：抗血栓薬（一包化）調剤変更について 

 

第8回全体会議 

日時：2016年2月18日（木）19：15～20：40 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：24名 

議題1：吸入指導における現状の共有化について 

議題2：TS-1とゼローダ含有レジメンについての患者指導共有化について 

議題3：疑義照会不要のプロトコル（案）について 

議題4：抗血栓薬（一方化）調剤変更について 

 

第9回全体会議 

日時：2016年4月21日（木）20：00～22：00 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：21名 

議題1：第1回講演会（外科副部長麦谷達郎先生） 

議題2：疑義照会簡素化プロトコル運用後のフィードバックについて 

 

第10 回全体会議 

日時：2016年5月19日（木）20：00～21：45 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：39名 

議題1：吸入指導の連携について 

議題2：がん指導の連携について 

議題3：疑義簡素化プロトコルについて 

議題4：会の連絡体制について 

 

第11回全体会議 

日時：2016年8月18日（木）20：00～21：40 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：46名 

議題1：コアメンバー会議規定について 

議題2：大阪鉄道病院ホームページについて 

議題3：吸入指導の連携について 

議題4：がん指導の連携について 

議題5：ヒヤリハット事例について 

議題6：疑義照会について 



議題7：トレーシングレポート（改訂）の運用について 

 

第12回全体会議 

日時：2016年11月17日（木）20：00～21：50 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：72名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：「吸入指導連携シート」の運用後について 

議題3：「がん指導連携シート」の運用後について 

議題4：疑義照会事例について 

議題5：薬局プレアボイドについて 

議題6：JR大阪鉄道病院ホームページについて 

議題7：トレーシングレポート（改訂）の運用について 

議題8：疑義照会簡素化プロトコル（改訂案）について 

議題9：その他（交通医学会発表内容について） 

 

第13回全体会議 

日時：2017年2月9日（木）20：00～21：30 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：97名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：疑義照会プロトコル（第2版）について 

議題3：ポリファーマシーへの介入事例について 

議題4：その他 

 

第14回全体会議 

日時：2017年4月20（木）20：00～21：30 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：91名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：疑義照会担当の交代について 

議題3：疑義照会と簡素化対応率について 

議題4：ポイファーマシーへの取り組みについて 

議題5：その他 

 

第15回全体会議 

日時：2017年6月22日（木）20：00～21：30 

場所：大阪鉄道病院講堂 参加人数：102名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：大阪鉄道病院 処方解析について 

議題3：ポリファーマシーへの取り組みについて 

議題4：トレーシングレポートの運用促進について 

議題5：C型慢性肝炎連携シートについて 

議題6：薬事審議委員会の結果について 

議題7：その他 

 



第16回全体会議 

日時：2017年9月14日（木）20：00～21：30 

場所：大阪市立大学医学部学舎4階大講義室 参加人数：104名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：大阪鉄道病院 処方解析について 

議題3：院外処方箋への臨床検査値の印字について 

議題4：薬事審議委員会の結果について 

議題5：その他 

 

第17回全体会議 

日時：2017年12月7日（木）20：00～21：30 

場所：大阪市立大学医学部学舎4階大講義室 参加人数：101名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：災害時の医薬品の備蓄について 

議題3：電子カルテ導入について（院外処方箋への臨床検査値の印字） 

議題4：薬事審議委員会の結果について 

議題5：その他 

 

第18回全体会議 

日時：2018年3月8日（木）20：00～21：30 

場所：大阪市立大学医学部学舎4階大講義室 参加人数：87名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：電子カルテ導入について（院外処方箋への臨床検査値・QRコードの印字） 

議題3：薬事審議委員会の結果について 

議題4：処方解析について 

議題5：その他 

 

第19回全体会議 

日時：2018年6月28日（木）20：00～21：30 

場所：大阪市立大学医学部学舎6階中会議室2 参加人数：104名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：電子カルテ導入後の疑義照会実態調査の結果について 

議題3：薬事審議委員会の結果について 

議題4：その他 

 

第20回全体会議 

日時：2018年9月27日（木）20：00～21：40 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：85名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：アンケート調査結果について 

議題3：薬事審議委員会の結果（10月１日採用）について 

議題4：その他 

 



第21回全体会議 

日時：2019年2月28日（木）20：00～21：30 

場所：大阪市立大学医学部学舎4階大講義室 参加人数：92名 

議題1：処方解析（前立腺癌治療における交替療法と治療抵抗性について） 

議題2：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題3：薬薬連携だより（No.5）について 

議題4：薬事審議委員会の結果（4月１日採用）について 

議題5：その他 

 

第22回全体会議 

日時：2019年6月27日（木）20：00～21：30 

場所：大阪市立大学医学部学舎4階中講義室1 参加人数：120名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：疑義照会の現状調査について 

議題3：薬事審議委員会の結果について 

議題4：その他 

 

第23回全体会議 

日時：2019年9月26日（木）20：00～21：30 

場所：大阪市立大学医学部学舎4階大講義室 参加人数：114名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：疑義照会の現状調査について 

議題3：薬事審議委員会の結果について 

議題4：その他 

 

第24回全体会議 

日時：2019年11月15日（木）20：00～21：30 

場所：大阪市立大学医学部学舎4階中講義室1 参加人数：56名 

議題1：コアメンバー会議、症例検討会議の議事内容について 

議題2：疑義照会事例について 

議題3：ヒヤリハット事例について 

議題4：ラニチジンの回収事例について 

議題5：入退院サポートセンターでのお薬手帳の有効活用について 

議題6：その他 

 

【コアメンバー会議の開催】 

第1回コアメンバー会議 

日時：2016年6月17日（金）7：20～8：00 

場所：大阪鉄道病院中会議室参加人数：16名 

議題1：吸入指導連携シート（案）について 

議題2：薬剤総合評価調整管理料（連携加算）について 

議題3：疑義照会関連の課題抽出について 

議題4：薬薬連携だよりの発行について 



 

第2回コアメンバー会議 

日時：2016年7月15日（金）7：15～8：10 

場所：大阪鉄道病院中会議室参加人数：14名 

議題1：吸入指導連携シートの運用について 

議題2：トレーシングレポート（改訂）の運用について 

議題3：問い合わせ窓口の記載変更について 

議題4：コアメンバー会議規定について 

 

第3回コアメンバー会議 

日時：2016年9月16日（金）7：15～8：10 

場所：大阪鉄道病院中会議室参加人数：14名 

議題1：第2回症例検討会議の議事録について 

議題2：がん指導の統一化に向けて 

議題3：疑義照会関連の課題について 

 

第4回コアメンバー会議 

日時：2016年11月11日（金）7：15～8：20 

場所：大阪鉄道病院3階講堂参加人数：22名 

議題1：第3回症例検討会議の議事録について 

議題2：「がん指導連携シート」と「吸入指導連携シート」の運用後について 

議題3：疑義照会関連の課題について 

課題４：全体会議の議題内容について 

課題5：アンケートの実施について 

 

第5回コアメンバー会議 

日時：2017年1月20日（金）7：15～8：15 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：21名 

議題1：コアメンバー規定（改訂版）について 

議題2：薬薬連携セミナーの名称について 

議題3：第4回症例検討会議の議事録について 

議題4：疑義照会簡素化プロトコル（改訂版）について 

議題5：ポリファーマシーへの介入事例について 

課題6：医療用麻薬の院外処方への対応について 

課題7：全体会議（2/9）の議題内容について 

議題8：その他 

 

第6回コアメンバー会議 

日時：2017年3月17日（金）7：15～8：10 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：18名 

議題1：疑義照会簡素化プロトコル（淀川薬剤師会）について 

議題2：がん指導・吸入指導連携シートの運用後について 

議題3：今後の課題について 



議題4：全体会議（4/20）の議題内容について 

議題5：その他 

 

第7回コアメンバー会議 

日時：2017年5月19日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：20名 

議題1：C型慢性肝炎連携シート（案）について 

議題2：ポリファーマシーへの取り組みについて 

議題3：全体会議（6/22）の議題内容について 

議題4：その他（処方解析について） 

 

第8回コアメンバー会議 

日時：2017年7月21日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：18名 

議題1：抗がん剤連携シートの拡大（キイトルーダ）について 

議題2：ポリファーマシーへの取り組みについて 

議題3：全体会議（9/14）の予定について 

議題4：その他 

 

第9回コアメンバー会議 

日時：2017年9月8日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：17名 

議題1：大阪鉄道病院 新ホームページの紹介 

議題2：意見交換 

議題3：院外処方箋への検査値表示について（電子カルテ導入を見据えて） 

議題4：全体会議（9/14）の予定について 

議題5：その他 

 

第10回コアメンバー会議 

日時：2017年11月17日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：15名 

議題1：学会発表報告について 

議題2：災害時医薬品の備蓄について 

議題3：院外処方箋への検査値表示について 

議題4：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題5：全体会議（12/7）の予定について 

議題6：その他 

 

第11回コアメンバー会議 

日時：2018年1月19日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：18名 

議題1：院外処方箋表示（検査値・QRコード）について 

議題2：疑義照会事例について（2科の薬のワンドーズ） 



議題3：学会発表について 

議題4：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題5：全体会議（3/8）の予定について 

議題6：その他 

 

第12回コアメンバー会議 

日時：2018年4月20日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：20名 

議題1：院外処方箋表示（検査値・QRコード）について 

議題2：服薬情報等提供料について 

議題3：薬剤師会と病院薬剤部との連携体制について 

議題4：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題5：全体会議（6/28）の予定について 

議題6：その他 

 

第13回コアメンバー会議 

日時：2018年6月15日（金）7：15～8：10 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：17名 

議題1：電子カルテ稼働後について～疑義照会実態調査について～ 

議題2：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題3：全体会議（6/28）の予定について 

議題4：その他 

 

第14回コアメンバー会議 

日時：2018年9月21日（金）7：15～8：15 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：19名 

議題1：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題2：全体会議（9/27）の予定について 

議題3：その他 

 

第15回コアメンバー会議 

日時：2018年12月14日（金）7：15～8：10 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：18名 

議題1：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題2：全体会議（2/28）の予定について 

議題3：その他 

 

第16回コアメンバー会議 

日時：2019年2月15日（金）7：15～8：15 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：17名 

議題1：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題2：全体会議（2/28）の予定について 

議題3：その他 



 

第17回コアメンバー会議 

日時：2019年5月17日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：14名 

議題1：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題2：第10回大阪薬薬連携セミナー＆全体会議（6/27）の予定について 

議題3：その他 

 

第18回コアメンバー会議 

日時：2019年9月20日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：21名 

議題1：腎排泄型薬剤処方鑑査支援システムについて 

議題2：大阪府薬剤師会 研修会 受講料について 

議題3：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題4：第11回大阪薬薬連携セミナー＆全体会議（9/26）の予定について 

議題5：その他 

 

第19回コアメンバー会議 

日時：2019年11月8日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：21名 

議題1：疑義照会事例とプレアボイド事例の集積について 

議題2：ラニチジンの回収事例について 

議題3：入退院サポートセンターでのお薬手帳の有効活用について 

議題4：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題5：第12回大阪薬薬連携セミナー＆全体会議（11/15）の予定について 

議題6：その他 

 

第20回コアメンバー会議 

日時：2020年2月14日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：19名 

議題1：疑義照会事例について 

議題2：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題3：第14回大阪薬薬連携セミナー＆全体会議（3/12）の予定について 

議題4：その他 

 

第21回コアメンバー会議（ZOOM会議） 

日時：2020年7月30日（金）7：15～8：00 

場所：大阪鉄道病院3階講堂 参加人数：23名 

議題1：特定薬剤管理料/外来化学療法加算Ⅰ連携充実加算について 

議題2：薬局プレアボイドについて 

議題3：近況報告について（各地区薬剤師会） 

議題4：第14回大阪薬薬連携セミナー＆全体会議（9/17に延期）の予定について 

議題5：その他 



 

【症例検討会議の開催】 

第1回症例検討会議 

日時：2016年7月6日（水）18：00～19：30 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室参加人数：11名 

議題1：吸入指導連携シートの運用について 

議題2：疑義照会関連の課題抽出について 

議題3：今後の運営について 

 

第2回症例検討会議 

日時：2016年9月8日（水）17：15～18：30 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室参加人数：14名 

議題1：がん指導の統一化に向けて（連携シート） 

議題2：疑義照会関連の課題について 

議題3：その他について 

 

第3回症例検討会議 

日時：2016年10月28日（金）17：15～18：40 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：13名 

議題1：がん指導連携シートの運用後について 

議題2：疑義照会関連の課題について 

議題3：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第4回症例検討会議 

日時：2017年1月13日（金）17：00～17：55 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：11名 

議題1：疑義照会簡素化プロトコル（改訂）について 

議題2：ポリファーマシーへの介入事例について 

議題3：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第5回症例検討会議 

日時：2017年3月10日（金）17：10～18：15 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：11名 

議題1：疑義照会簡素化プロトコル（改訂）について 

議題2：ポリファーマシーへの介入事例について 

議題3：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第6回症例検討会議 

日時：2017年5月12日（金）17：10～19：00 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：14名 

議題1：EPARKヘルスケアについて 

議題2：疑義照会事例について（アンチドーピング） 

議題3：抗がん剤連携シートの拡大（案）について 



議題4：C型慢性肝炎連携シート（案）について 

議題5：実務実習の連携提案について 

議題6：ポリファーマシーへの取り組み（案）について 

議題7：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第7回症例検討会議 

日時：2017年7月14日（金）17：10～19：30 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：18名 

議題1：抗がん剤連携シートの拡大（キイトルーダ）について 

議題2：疑義照会事例について 

議題3：ポリファーマシーへの取り組みについて 

議題4：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第8回症例検討会議 

日時：2017年11月10日（金）17：10～18：20 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：11名 

議題1：医薬品の備蓄について 

議題2：院外処方箋の備考欄の活用について 

議題3：電子カルテへの移行について 

議題4：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第9回症例検討会議 

日時：2018年1月12日（金）17：10～18：20 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：16名 

議題1：検査値・QRコード表示について 

議題2：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第10回症例検討会議 

日時：2018年4月13日（金）17：10～18：20 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：11名 

議題1：検査値・QRコード表示について 

議題2：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第11回症例検討会議 

日時：2018年6月8日（金）17：00～18：10 

場所：大阪鉄道病院総合服薬指導室 参加人数：12名 

議題1：疑義照会の実態調査について 

議題2：症例検討について（疑義照会） 

議題3：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第12回症例検討会議 

日時：2018年9月14日（金）17：00～18：00 

場所：大阪鉄道病院 3階中会議室 参加人数：12名 



議題1：症例検討について（疑義照会） 

議題2：近況報告について  

議題3：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第13回症例検討会議 

日時：2018年12月7日（金）17：00～18：30 

場所：大阪鉄道病院 3階中会議室 参加人数：13名 

議題1：症例検討について（疑義照会） 

    ・肝機能数値異常から漢方薬の中止事例 

    ・ブドウ糖の屯用処方について 

    ・婦人科医師指示処方について 

議題2：近況報告について  

議題3：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第14回症例検討会議 

日時：2019年2月8日（金）17：00～18：30 

場所：大阪鉄道病院 3階中会議室 参加人数：9名 

議題1：症例検討について（疑義照会） 

    ・イナビルの用法不備について 

    ・コデインリン酸塩錠の医師指示処方について 

議題2：近況報告について  

・個別指導：ビタミン剤、ガスモチンの長期投与 

議題3：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第15回症例検討会議 

日時：2019年5月10日（金）17：00～18：30 

場所：大阪鉄道病院３階中会議室 参加人数：7名 

議題1：症例検討について（疑義照会） 

議題2：近況報告について 

議題3：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

議題4：第１回地域連携推進講習会について 

第16回症例検討会議 

日時：2019年9月13日（金）17：00～18：30 

場所：大阪鉄道病院３階中会議室 参加人数：14名 

議題1：腎排泄型薬剤処方鑑査支援システム（compRete）について 

議題2：症例検討について（疑義照会） 

議題3：近況報告について 

議題4：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第17回症例検討会議 

日時：2019年11月1日（金）17：00～18：30 

場所：大阪鉄道病院３階中会議室 参加人数：16名 

議題1：症例検討について（疑義照会） 



議題2：ラニチジン回収への対応について 

議題3：近況報告について 

議題4：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第18回症例検討会議 

日時：2020年2月7日（金）17：00～18：10 

場所：大阪鉄道病院３階中会議室 参加人数：10名 

議題1：情報ツールについて「連携実務業務」、「検査値の読み方」 

議題2：症例検討について（疑義照会） 

議題3：近況報告について 

議題4：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第19回症例検討会議（ZOOM会議） 

日時：2020年6月9日（金）17：00～17：45 

場所：大阪鉄道病院３階中会議室 参加人数：13名（ZOOM4名） 

議題1：薬局プレアボイド運用マニュアルについて 

議題2：近況報告について 

議題3：連携充実加算取得に向けた取り組みについて 

議題4：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 

 

第20回症例検討会議（ZOOM会議） 

日時：2020年7月9日（金）17：00～18：10 

場所：大阪鉄道病院３階小会議室 参加人数：11名（ZOOM1名） 

議題1：特定薬剤管理指導加算/がん指導連携充実加算について 

議題2：ポリファーマシーへの取り組みについて 

議題3：近況報告について 

議題4：コアメンバー会議と全体会議の議題内容について 


