
令和４年度 医療機関等における医薬品安全性情報の 

入手・伝達・活用状況等調査に関する検討会 

委員 

〇：座長 

氏名 所属 

下平 秀夫 富士見台調剤薬局 専務取締役薬局長 

筒井 由佳 社会医療法人近森会 近森病院 薬剤部長 

長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 副病院長 患者安全推進部 教授 

橋場 元 公益社団法人日本薬剤師会 常務理事 

橋本 省※ 公益社団法人日本医師会 常任理事 

〇林 昌洋 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 薬事専門役 

細川 秀一※ 公益社団法人日本医師会 常任理事 

堀 里子 慶應義塾大学薬学部 教授 

政田 幹夫 大阪医科薬科大学薬学部 招聘教授 

室井 延之 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤部長 

矢野 真 日本赤十字社総合福祉センター 所長 

（五十音順、敬称略） 

※令和４年９月に橋本委員から細川委員に交代 



平成 30年度 医療機関等における医薬品の情報の 

入手・伝達・活用状況調査に関する検討会 

委員 

○：座長

氏名 所属 

  市川 朝洋※1 公益社団法人 日本医師会 常任理事 

賀勢 泰子 医療法人久仁会 鳴門山上病院 診療協力部 部長 

城守 国斗※2 公益社団法人 日本医師会 常任理事 

島田 光明 公益社団法人 日本薬剤師会 常務理事 

鈴木 義彦 帝京大学薬学部 実務薬学研究室 教授 

長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 副病院長・教授 

濱  敏弘 公益財団法人 がん研究会有明病院 院長補佐・薬剤部長   

○林  昌洋 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 薬剤部長 

政田 幹夫 大阪薬科大学 学長 

矢野  真 日本赤十字社 医療事業推進本部 総括副本部長 

（五十音順、敬称略） 

※1：平成30年7月退任  ※2：平成30年7月就任 



平成 29年度 医療機関等における医薬品の情報の 

入手・伝達・活用状況調査に関する検討会 

委員 

○：座長

氏名 所属 

市川 朝洋 公益社団法人 日本医師会 常任理事 

賀勢 泰子 医療法人久仁会 鳴門山上病院 診療協力部 部長 

島田 光明 公益社団法人 日本薬剤師会 常務理事 

鈴木 義彦 帝京大学薬学部 実務薬学研究室 教授 

長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 副病院長・教授 

濱  敏弘 公益財団法人 がん研究会有明病院 院長補佐・薬剤部長   

○林  昌洋 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 薬剤部長 

政田 幹夫 大阪薬科大学 学長 

矢野  真 日本赤十字社 医療事業推進本部 総括副本部長 

（五十音順、敬称略） 



平成 27年度 医療機関等における医薬品の情報の 

入手・伝達・活用状況調査に関する検討会 

委員 

 
○：座長 

氏名 所属 

今村 定臣 公益社団法人  日本医師会 常任理事 

賀勢 泰子 鳴門山上病院 診療協力部長 

上村 直樹 公益社団法人 日本薬剤師会 理事 

鈴木 義彦 
帝京大学薬学部 臨床薬学講座  

実務薬学研究室（実務実習環境整備室） 教授 

田尻 泰典 公益社団法人 日本薬剤師会 常務理事 

長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 教授 

濱  敏弘 がん研究会有明病院 薬剤部長    

○ 林  昌洋 虎の門病院 薬剤部長 

外 須美夫 九州大学大学院 医学研究院 麻酔・蘇生学分野 教授 

政田 幹夫 大阪薬科大学 学長 

源川 奈穂 
日本電気株式会社 健康管理センター  

産業保健サポートセンター 薬剤グループ エキスパート 

矢野  真 日本赤十字社 事業局技監 

 （五十音順、敬称略） 

 

 



平成 26年度 医療機関における医薬品等の情報の 

伝達・活用状況調査に関する検討会 

委員 
 

 
○：座長 

氏名 所属 

賀勢 泰子 鳴門山上病院 診療協力部長 

鈴木 洋史*1 公益社団法人 日本薬剤師会 副会長 

鈴木 義彦 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 薬剤科長 

長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 教授 

濱  敏弘 がん研究会有明病院 薬剤部長    

○ 林  昌洋 虎の門病院 薬剤部長 

本間  崇 公益社団法人 日本臨床工学技士会 副会長 

政田 幹夫 大阪薬科大学 学長*3 

森  昌平*2 公益社団法人 日本薬剤師会 常務理事 

矢野  真 日本赤十字社 事業局技監 

 （五十音順、敬称略） 

  *1：平成 26 年 10 月就任、*2：平成 26年 9 月退任、*3：平成 27年 1月 福井大学医学部附属病院 薬剤部長より所属変更 

 



平成 25年度 医療機関における医薬品等の情報の 

伝達・活用状況調査に関する検討会 

委員 
 

 
○：座長 

氏名 所属 

賀勢 泰子 鳴門山上病院 診療協力部長 

鈴木 義彦 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 薬剤科長 

長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 教授 

濱  敏弘 がん研究会有明病院 薬剤部長    

○ 林  昌洋 虎の門病院 薬剤部長 

本間  崇*1 公益社団法人 日本臨床工学技士会 副会長 

政田 幹夫 福井大学医学部附属病院 薬剤部長 

森  昌平 公益社団法人 日本薬剤師会 常務理事 

矢野  真 日本赤十字社 事業局技監 

 （五十音順、敬称略） 

  *1：平成 25 年 7月就任 

 



平成 24年度 医療機関における医薬品等の情報の 

伝達・活用状況調査に関する検討会 

委員 
 

 
○：座長 

氏名 所属 

賀勢 泰子 鳴門山上病院 診療協力部長 

鈴木 義彦 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 薬剤科長 

長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 教授 

濱  敏弘 がん研究会有明病院 薬剤部長    

○ 林  昌洋 虎の門病院 薬剤部長 

政田 幹夫 福井大学医学部附属病院 薬剤部長 

森  昌平*1 公益社団法人 日本薬剤師会 常務理事 

矢野  真 日本赤十字社 事業局技監*2 

 （五十音順、敬称略） 

  *1：平成 24 年 10 月就任、*2：平成 24年 4 月 武蔵野赤十字病院 医療安全推進室長・医療情報管理室長・呼吸器外科部長より所属変更 

 



平成 23年度 医療機関における医薬品等の情報の 

伝達・活用状況調査に関する検討会 

委員 

 
○：座長 

氏名 所属 

賀勢 泰子 鳴門山上病院 診療協力部長 

鈴木 義彦 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 薬剤科長 

長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 教授 

濱  敏弘 がん研究会有明病院 薬剤部長   

○ 林  昌洋 虎の門病院 薬剤部長 

政田 幹夫 福井大学医学部附属病院 薬剤部長 

矢野  真 
武蔵野赤十字病院  

医療安全推進室長・医療情報管理室長・呼吸器外科部長 

 （五十音順、敬称略） 

 



平成 22年度 医療機関における医薬品等の情報の 

伝達・活用状況調査に関する検討会 

委員 

 
○：座長 

氏名 所属 

賀勢 泰子 鳴門山上病院 診療協力部長 

鈴木 義彦 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 薬剤科長 

長尾 能雅 京都大学医学部附属病院 医療安全管理室長 

濱  敏弘 がん研究会有明病院 薬剤部長    

○ 林  昌洋 虎の門病院 薬剤部長 

政田 幹夫 福井大学医学部附属病院 薬剤部長 

矢野  真 
武蔵野赤十字病院  

医療安全推進室長・医療情報管理室長・呼吸器外科部長 

 （五十音順、敬称略） 

 




