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1. 医療介護情報連携システム（ちーたんネット）の運用状況 

1-1 健康カード登録キャンペーン 

 

令和３年７月５日から丹波市国民健康保険 青垣診療所内に特設ブースを開設させて

いただきました。訪問看護ステーションや診療所の職員のお声掛けやご協力もあり、３

か月間で約 300 名の方に登録いただきました。 

訪問看護ステーションでは利用者の登録が増えつつあり、看護師をはじめとする職員

の皆さまにもシステムの使い方や見守りのポイントへの入力など積極的に取り組まれ

ています。登録者の増加に伴い、青垣地域の薬局においても『ちーたんネット』に登録

した健康カードや予防接種カードを提示される方が増え、青垣診療所での登録キャンペ

ーンは非常に効果があったと考えます。 

令和３年 10 月 15 日から田中外科医院にて特設ブースを開設させていただきました。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、計７回の実施のみとなりましたが、約 70 名

の方に登録いただきました。 

また、令和３年 10 月 19 日頃から吉見診療所にて特設ブースを開設させていただき、

３か月間で約 200 名の方に登録いただきました。 

診察に来られた患者の中には、ケアマネージャーとの連携を希望される方もおられた

ため、ちーたんネットの仕組みやシステムの活用方法などを説明させていただきました。

今後においては、お薬情報の連携だけではなく医療と介護の連携についても、活用いた

だけるよう引き続きサポートをしていきます。 

山南地域や市島地域では、地域のかかりつけ医へかかる患者様が多い印象があり、田

中外科医院や吉見診療所などでの声掛けの効果は、大きいものであると感じています。

また、登録者数が増えたことにより地域の方にも少しずつ『ちーたんネット』を認知い

ただくことができ、今後も参加事業所の皆様にはカードの登録勧奨などをお世話になり

たく思います。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

（※写真を撮らせていただいている方は全て了承を得ています。） 

 

令和３年 12 月 16 日からは県立丹波医療センターにて特設ブースを開設させていた

だき、４月現在も実施しております。開設から約４か月が経過し、声掛けさせていただ

いた患者様の中には、既に登録いただいている方が多くみられるようになりました。一

方で、カードの登録はしたものの使用方法が分からず、情報が全く入っていない方も見

受けられます。特設ブースで声掛けする際に、「医療機関では診察券と一緒に、薬局で

はお薬手帳と一緒に出してください」と説明をさせていただいておりますので、今後は

医療機関や薬局でカードを提示する患者様が増えるのではないかと思います。 

また、４月からは県立丹波医療センターの受付カウンター下付近とイートインスペー

青垣診療所にて 

田中外科医院にて 吉見診療所にて 
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スに設置しているモニターに「デジタルサイネージ」として健康カードの登録勧奨とシ

ステムの案内を掲載いただいています。 

これまで多くの方に声掛けをさせていただきましたが、独り暮らしの方や老々介護の

方、基礎疾患をお持ちの方など、緊急時の対応などに不安を抱えている方の登録が多い

ように感じます。 

県立丹波医療センターでの特設ブースは、４月末で一旦終了とさせていただく予定に

しています。今後は市内の各医院や診療所などの参加事業所で特設ブースを開設させて

いただき、健康カードの登録者数及び「ちーたんネット」の利用者数を増やし、市民へ

の周知活動の場を拡げていきたいと考えています。参加事業所での特設ブースの受入れ

をお世話になりたく思いますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※写真を撮らせていただいている方は全て了承を得ています。） 

 

 

1-2 健康カード登録者数の推移 

 

『ちーたんネット』の登録者数は次のとおりです。（令和４年３月 31 日現在） 

 

  

現在の『ちーたんネット』登録者数は、6,697 名（令和４年３月末時点）となり、令

和３年度（R3.4～R4.3）で 2,195 名増加しています。 

県立丹波医療センターにて 

令和 2 年度(2020) 令和 3 年度(2021) 
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なお、令和２年 12 月からシステム登録者に対してオリジナルマイバックを進呈して

おりましたが、在庫約 500 個（全 6,000 個）となりましたことを報告させていただきま

す。なくなり次第、終了とさせていただきます。 

 

 

1-3 ネットワーク利用料（負担金）の収納状況 

1-3-1 令和３年度分 ネットワーク利用料（負担金） 

 

請求総額  4,980,000 円（102 事業所） 

収入済額  4,980,000 円 

未収入額      0 円 

 

1-3-2 令和４年度分 ネットワーク利用料（負担金） 

 

令和４年度のネットワーク利用料（負担金）の請求書については、総会終了後に発送

予定としています（６月末頃）。 

 

請求金額  5,052,000 円（101 事業所、見込み） 

発 送 日  令和４年６月下旬 

納入期限  令和４年７月下旬 

 

※事業所数は減少したが、青垣診療所及び東部地域包括支援センターにてタブレット   

を追加することとなったため、請求金額は増加している。 

【変更点】 

○ 国民健康保険 青垣診療所（タブレット１台追加） 

○ 東部地域包括支援センター（タブレット、プリンタ各１台追加予定） 

 

 

1-4 ネットワーク参加事業所の状況 

1-4-1 参加事業所数（令和３年度） 

 

医師会 26 事業所、  歯科医師会 14 事業所 

薬剤師会 32 事業所、 介護保険サービス事業所協議会 29 事業所 

消防本部 1 事業所               合計 102 事業所 

 

1-4-2 参加事業所数（令和４年度） 

 

医師会 26 事業所、  歯科医師会 14 事業所 

薬剤師会 32 事業所、 介護保険サービス事業所協議会 28 事業所 

消防本部 1 事業所               合計 101 事業所 

 

1-4-3 事業所の入会及び退会の申し出 

 

令和４年４月現在において、新規入会を希望される事業所はありません。 

ひかみ訪問看護ステーションの休止（令和３年９月）により、１事業所減となったが
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タブレットについてはひかみシルバーステイにて継続利用することとなっています。 

 

 

2. 医療介護情報連携システム（ちーたんネット）の改修 

2-1 システムの改修 

 

医療介護情報連携システムの本格運用から７月で３年を迎えます。最近ではシステム

を利用してくださる事業所も増え、事務局としても事業所や先生方の意見をお伺いし、

より良い（使いやすい）システムになるよう試行錯誤しています。ただ、現状では画面

の表示方法や登録方法、検索手順など、改善を必要とする箇所があり、現状のシステム

では利用いただけない事業所があることも事実です。 

令和４年度では、これまでの運営協議会などを通して課題となっている改善案（箇所）

に沿ってシステム改修を行う予定としています。改修費については、丹波市で予算計上

いただいています。 

 

 

2-2 システム改修検討内容について（一部抜粋・案） 

  

⚫ 画面表示方法（内容）の改善 

➢ 利用者一覧の表示順をカード読込順（直近分を上位）に変更 

➢ 『個人の家』表示画面のアイコン等の整理 

➢ 各種表示画面における時系列表記への変更 

 

⚫ 内部機能の改善 

➢ カード読込後における閲覧可能期間の設定変更（又は削除） 

➢ 強制ログアウト（タイムアウト）の設定解除 

➢ サービス担当者割り当ての設定削除 

 

⚫ 入力方法の改善 

➢ 検索条件入力部における入力方法の統一化（生年月日など） 

➢ サイトログイン時における入力欄への変換注釈表記の追加 

 

                                など 

 

 

上記の記載項目については、主に事業所からの改善要望を抽出しています。改善内容

（項目）については、これまでに挙げられた項目を中心にシステム改修を進めていく予

定にしています。随時、運営協議会の場で内容を協議し進捗状況を報告させていただき

ます。 
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3. 役員の変更・再任 

3-1 役員の任期 

 

（任期等）※定款より抜粋 

第 16 条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日

後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。 

 

定款第 16 条より、理事・監事の現任期は２年（令和２年８月１日～令和４年７月 31

日）です。NPO 法人の役員に関して変更が生じた場合、役員変更等届出書を所轄庁に提

出する必要があります。 

 

①役員の一身上に異動があった時 

  ・役員の住所または居所に異動があったとき 

  ・役員が改姓または改名したとき 

②役員が交代又は再任した場合 

  ・役員が辞任、解任、死亡、任期満了等により交代したとき 

  ・役員が任期満了により再任したとき 

③役員に増員・減員したとき 

  ・役員を増員して新たに役員が就任したとき 

  ・役員を減員して当該役員が退任したとき 

 

上記に記載のとおり、役員の任期が満了し、退任（変更）を希望される理事につきま

しては、事務局へお申し出いただき、書類の提出（退任届）をお願いいたします。 

なお、引き続き再任いただける理事については、提出書類はありません。 

また、正会員についても退会を希望される場合は、書類の提出（退会届）をお願いい

たします。特にお申し出のない限り継続的に当法人の活動に変わらぬご賛同をいただけ

るものとさせていただきます。 

 

3-2 役員の選任 

 

（選任等）※定款より抜粋 

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親

族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が

役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 
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定款第 14 条より、理事及び監事は総会において選任します。新たに当法人の理事へ

ご就任いただく際には、下記の書類を所轄庁へ提出します。 

①就任承諾及び誓約書 

②住民票（原本）※本籍、続柄、マイナンバーカードの記載がないもの 

 

 

4. 地域フォーミュラリの状況報告 
 

現状では、『ちーたんネット』に参加している 32 薬局中、31 薬局において処方状況

を収集するための仕組みが構築済みである旨を、ホワイトヘルスケア㈱の内山氏よりご

報告いただいています。また、令和４年２月には今井先生による地域フォーミュラリ講

演会を開催し、丹波地域での導入に向けて検討を始める段階となっています。 

当法人としても地域フォーミュラリを前向きに進めていくことを検討したいと考え

ております。 
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5. 法人の運営 

5-1 理事の交代について 

当法人の理事・監事の現任期は２年（令和２年８月１日～令和４年７月３１日）です。 

よって、第４回（令和４年度）通常総会にて理事・監事の選任が必要となりますので、

当法人理事・監事について交代される場合は、次の書類をご提出くださいますようお願

いいたします。 

 

(1) 就任承諾及び誓約書 

(2) 新理事の住民票 

 

また、理事長、副理事長が交代される場合は、新理事による互選が必要となります。

（定款第 14 条、同附則） 

 

 

5-2 事務局体制 

令和２年 10 月より、1 名での事務局体制となり市の事務支援によって、安定的なシ

ステム運営を行えています。また、今後のシステムの安定運営を考えると、当初予定し

ていた２名体制についても予算等を含め引き続き検討していきます。 

しかしながら、システム運営を担う事務局として、法人の管理、システム運営には継

続した市の事務支援が必要です。 

 

 【事務局】 

   NPO 法人職員 中西 聡子 

    勤 務 日：月～金曜日 

    勤務時間：午前 9 時～午後５時（フルタイム） 

    

   事務支援 

    丹波市健康福祉部健康課 予防接種係長 黒田 浩嗣 

                   同主事 瀬頭 史勇 

 

 

5-3 法人税等の申告 

○ 法人税（税務署） 

収益事業を行っていないため非課税（申告不要）  

 

○ 法人県民税・法人事業税（兵庫県丹波県税事務所）  

法人設立時に減免申請・受理・減免決定済みで、毎年の申告は不要です。  

収益事業を行うなど、変更がある場合には申告が必要となります。 

 

○ 法人市民税（丹波市役所）  

4/15（金） 減免申請を行い受理されました。  
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5-4 決算監査の実施 

決算監査の実施予定：6 月上旬 

 

 

5-5 今後の運営スケジュール（定款第 43 条：法人事業年度６/1～翌 5/31） 

5/26（木） 第９回 理事会（総会準備） 

6 月上旬  決算監査（事業報告、令和 3 年度会計） 

6 月 〃   正会員費の請求  

6/30（木） 第４回 通常総会 

7 月上旬  賛助会員費の請求  

7 月中旬  事業報告書、役員変更等届出書を兵庫県に提出  

7/28（木） 第 21 回 運営協議会 
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5-6 法人会計の現況報告と決算見込み 

【活動計算書】 

○ 令和３年度 活動計算書（見込み）  

 

法人名　：　特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構

1.

2.

3.

4.

5.

1.

　

2.

受取寄付金

30,000

　受取寄付金 0

　丹波市負担金 3,000,000

令和３年度　活 動 計 算 書
令和3年6月1日から令和4年 5月31日まで

(単位：円)

Ⅰ 経常収益

　会議費

　　受取利息会費計 128,000
　賛助会員受取会費

　　受取寄付金合計
受取助成金等

60,000

受取会費
　正会員受取会費 68,000

　　受取助成金計
事業収益

128,000

0
0

3,000,000

ネットワーク利用料（負担金） 4,980,000
　　事業収益計 4,980,000

4,980,000
4,980,000

3,000,000

科　　目
金　　額

予算 実績

68,000
60,000

0

3,000,000

その他収益
　受取利息 64
　雑収益　 0

50

　　その他収益計 64
　　経常収益計 8,108,064

0
50

8,108,050

Ⅱ 経常費用
事業費
（1）人件費

　給与手当 1,709,265
　法定福利費 223,898
　　人件費計 1,933,163

1,760,000
248,000

2,008,000
（2）その他経費

　旅費交通費 115,084

　保守管理料 0

60,000

572,000
　講師謝金 10,000 111,370

　消耗品費 45,960
　印刷費 64,157
　通信費 33,000

120,000
90,000

4,265,000
　保険料 16,625

　賃借料 0

40,000

10,000

　会場費 10,000 0
16,472

　　その他経費計 402,668
2,335,831事業費計

5,207,000
7,215,000

管理費

　給与手当 636,205
　法定福利費 100,340

880,000
124,000

（1）人件費

　　人件費計 736,5451,004,000
（2）その他経費

20,000

　消耗品費 54,022
　印刷費 19,381
　通信費 190,739

60,000
60,000
300,000

　雑費 0

  郵便料 31,356
　租税公課 300
　支払手数料 13,830

72,000
3,000

　備品費 11,323
　事務所借上料 462,000

50,000
462,000

6,578,810

　当期正味財産増減額
3,855,327　　経常費用計
4,252,737

9,246,000

　次期繰越正味財産額

2,031,000

　前期繰越正味財産額

管理費計

令和4年4月20日現在

0
　　その他経費計 782,951

1,519,496

2,326,073

1,027,000

予算流用額  
101,370 
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○ 予算流用の承認について 

   当初承認をいただきました令和３年度活動予算書内の講師謝金について、通信費

からの予算振替を承認いただきたく思います。  

過日開催しました地域フォーミュラリ講演会の講師料 111,370 円（今井 博久氏）

について、講師謝金の当初予算額では不足するものとなりました。  

 

【講師謝金】 

 予算額 執行額（見込み含む） 予算残額 

流用前 10,000 111,370 ▲101,370 

流用後 111,370 111,370 0 

 

一方、通信費においては当初予算額より余剰が発生することから、予算の振替（流

用）を行い対応したいと考えております（流用額：101,370）。 

 

【通信費】 

 予算額 執行額（見込み含む） 予算残額 

流用前 4,265,000 33,000  4,232,000 

流用後 4,175,000 3,894,000※ 281,000 

 

※Zoom ライセンス使用料    33,000 円（税込み）《支払済》 

ネットワーク通信料   2,752,200 円（税込み）《４月末支払予定》 

 ファルモクラウド利用料 1,108,800 円（税込み）《５月頃支払予定》  

 

 

上記のファルモクラウド利用料については、当初 1,232,000 円（税込み）の支払を

予定していました。しかし、令和３年４月後半、同年８月及び 11 月から令和４年１

月前半に実施していただいた、処方状況調査に伴うデータ収集時にファルモクラウド

の稼働に制限が発生したため、請求額も稼働期間を 11 か月分に減額していただき、

1,108,800 円（税込み）となっています。  

以上のことより、上記の差額分 123,200 円（＝1,232,000 －  1,108,800）から

101,370 円を流用します。  

なお、講師謝金と通信費の予算の合計額は、流用前後とも 4,275,000 円であり、予

算総額には増減がないことを報告いたします。 

 

 

（講師料 111,370 円は、ファルモクラウド利用料の減額分から全額を充当することがで

きたので、当法人会計からの実質的な持ち出しは発生していない。） 
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【貸借対照表】 

 
 

 

 

 

 

  

法人名　：　特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構

　 4 月 20 　 　 　 　

1.

未収金

2.

1 .

2 .

100,000

固定資産

流動資産合計

（1）有形固定資産

0

95,276

貸 借 対 照 表
日現在

(単位：円)

0

金　　額

前期 当期

流動資産

科　　目

Ⅰ 資産の部

100,000

普通預金 6,574,086

現金

7,001,737

6,674,086

什器備品

有形固定資産計 0

（2）無形固定資産

ソフトウエア

無形固定資産計 0

（3）投資その他の資産

敷金

投資その他の資産計 0

固定資産合計 0

資産合計 6,674,0867,101,737

流動負債

預り金 95,27623,664

令和 4 年

Ⅱ 負債の部

前受利用料(負担金) 0

流動負債合計

4,752,000

固定負債

95,276

前期繰越正味財産

長期借入金 0

負債及び正味財産合計

2,326,073

固定負債合計 0

負債合計 4,775,664

1,698,526

7,101,737

当期正味財産増減額 4,252,737

正味財産合計 6,578,810

6,674,086

Ⅲ 正味財産の部

627,547

2,326,073
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【役員名簿】 

 

 

令和３年８月 26 日 

役 員 名 簿 

 
特定非営利活動法人 丹波医療介護連携推進機構  

役 名 氏 名
ふ り が な

 住所又は居所  報酬の

有無 

理事長 
いしい としき 

兵庫県丹波市氷上町香良107番地 無 石井 敏樹 

理事 

（副理事長） 

さたけ しげき 

兵庫県丹波市氷上町御油739番地７ 無 佐竹 茂樹 

理事 

（副理事長） 

おおむら よしき 

兵庫県丹波市氷上町成松245番地 無 大村 吉樹 

理事 

あきた ほづか 

兵庫県神戸市垂水区小束山６丁目４番地の15 無 秋田 穂束 

理事 

のがみ としじ 

大阪府堺市堺区南田出井町１丁４番７-106号 無 野上 壽二 

理事 

たなか つねき 

兵庫県丹波市山南町谷川541番地１ 無 田中 庸生 

理事 

うすき てつお 

兵庫県丹波市柏原町北山233番地１ 無 臼杵 哲男 

理事 

あさはら けいいち 

兵庫県丹波市春日町黒井365番地１ 無 浅原 慶一 

理事 

たぐち かつひこ 

兵庫県丹波市柏原町大新屋374番地1 無 田口 勝彦 

理事 

よねだ かずひこ 

東京都品川区大井１丁目20番16号-605号 無 米田 和彦 

監事 

おおつき ひでみ 

兵庫県丹波市春日町野村2337番地 無 大槻 秀美 

 

 

  



13 

 

【社員名簿】 

 

社 員 名 簿 

 
令和３年度 正会員（社員）名簿  

No. 役 名 氏 名 所属・団体名  

１ 理事長 石井 敏樹 香良病院  

２ 理事 野上 壽二 吉見診療所  

３ 理事 田中 庸生 田中外科医院  

４ 理事 臼杵 哲男 臼杵歯科医院  

５ 理事 浅原 慶一 浅原薬局  

６ 理事 米田 和彦 NEC ネッツエスアイ株式会社  

７  芦田 恒男  

８  和久 晋三 和久医院  

９  足立 義雄 明治屋薬局  

10  吉積 孝子 ほのぼの薬局  

11  吉田 善崇 NEC ネッツエスアイ株式会社  

12  上山 知己 けやきクリニック  

13 副理事長 大村 吉樹 大村薬局  

14 監事 大槻 秀美  

15  余田 弘子  

16 副理事長 佐竹 茂樹 佐竹歯科医院  

17 理事 田口 勝彦 社会福祉法人 丹波市社会福祉協議会  

18  中岡 考三 特定施設 五輪荘 
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5-7 活動経過報告（令和 3 年度） 

 

名称 期日 内容等

第3回　通常総会 みなし総会（令和2年度決算承認、令和3年度事業計画・予算承認）

第15回運営協議会 R3.7.29 副理事長の選任・ちーたんネットの運用状況や救急時のシステム使用実績

第16回運営協議会 R3.8.26 ちーたんネットの現状報告

第17回運営協議会 R3.9.30 中止

第17回運営協議会 R3.10.28 ちーたんネットの現状報告とZOOM演会について

第18回運営協議会 R3.11.25 ちーたんネットの現状報告とZOOM演会について

第19回運営協議会 R3.12.23 ちーたんネットの現状報告とZOOM演会について

第20回運営協議会 R4.1.27 ちーたんネットの現状報告とZOOM演会について

地域フォーミュラリ講演会（zoom） R4.2.24 日本フォーミュラリ学会理事長　今井先生による講演会

第8回　理事会 R4.4.28
令和３年度事業報告、システム改修の内容検討、地球フォーミュラリの導入検討に

ついて

令和3年度　活動経過（個別説明・参加事業所訪問等）

名称 期日 内容等

丹波市国民健康保険　青垣診療所 R3.7.5 健康カード登録キャンペーン　平日9時から正午まで

ほのか薬局 R3.7.14 Nsips取得状況確認　再訪問予定（レセコンベンダーから連絡待ち）

谷水歯科クリニック R3.7.15 ちーたんnetシステム説明会（使い方の説明から　スタッフ2人）

ミルネ訪問看護ステーション R3.7.28 システムの利用方法の聞き取り

谷水歯科クリニック R3.8.3 個人の家に画像を貼り付けや見守りのポイント、情報共有の説明

ゴダイ薬局氷上店・花の里店 R3.8.31 システム説明　カードとお薬情報も紐づけの仕方等

谷水歯科クリニック R3.9.3 ちーたんnetに登録の復習と確認

長澤医院 R3.9.15 院内処方箋をちーたんnetに登録する方法の説明

アット調剤薬局 R3.9.24 ブリッジの確認とメンテナンス

宝塚NPO法人　ZOOM講習会 R3.9.27 ZOOM講習会（無料）

佐竹歯科医院 R3.9.28 システム説明

香良病院 R3.10.1 理事長と市民講演会について相談

谷水歯科クリニック R.3.10.6 ちーたんnetに登録の復習と確認

まるいし薬局 R3.10.14 ブリッジの確認とメンテナンス

ほのか薬局薬局 R3.10.19 ブリッジの確認とメンテナンス

田中外科医院 R.3.10.25 健康カード登録キャンペーン　平日9時から正午まで週2回（11/6まで）

吉見診療所 R3.11.1 健康カード登録キャンペーン　平日9時から正午まで週2回（1/12まで）

B＆O薬局 R3.11.15 システム説明・作業確認

ほのか薬局 R3.11.18 ブリッジの確認とメンテナンス完了（WHC内山さん同行）

春日町大路地区民生児童委員の会 R3.11.19 ちーたんnet についての研修会（事務局・市職員2名）

県立丹波医療センター R3.12.16 健康カード登録キャンペーン　平日9時から正午まで週4回

一期一会ケアマネジメントサービス R3.12.24 システム説明（システム全般・ちーたんネット登録方法）

WHC内山氏と打合せ R3.12.27 ZOOM研修会に向けて（地域フォーミュラリ）打合せ

ほのぼの薬局 R4.1.13 レセコンリプレースに伴うBridge再設定（WHC内山さん同行）

WHC内山氏と打合せ R4.1.14 ZOOM研修会に向けて（地域フォーミュラリ）打合せ

ミルネにて R4.1.17 中間監査

一期一会ケアマネジメントサービス R4.1.17 システム説明後の確認

ほのぼの薬局 R4.1.25 レセコンリプレースに伴うBridge再設定後の確認

青垣診療所　通所リハビリ R4.1.26 ちーたんネット用チラシの写真撮影

谷水歯科クリニック R4.1.31 システム説明（サービス担当者割り当ての方法など）

丹波市医師会 R4.2.3 医師会館の使用料についてご相談（3役協議等）

ミツワ梅垣薬局 R4.2.4 システム説明（調剤情報芋付けの確認）

フラワー薬局 R4.2.4 MVNO確認など

丹波市医師会 R4.2.10
医師会館の使用料についてご相談（監事・大野課長・黒田係長・垣内主幹・事

務局）

地域フォーミュラリについて打合せ R4.2.15 ミルネ2階会議室　地域フォーミュラリについて

地域フォーミュラリについて打合せ R4.2.21 ミルネ2階会議室　地域フォーミュラリについて

地域フォーミュラリ講演会開催 R4.2.24 日本フォーミュラリ学会理事長　今井先生による講演会

春日町春日部地区民生児童委員の会 R4.3.14 コロナ蔓延の為延期

あおぞら薬局 R4.3.15 地域フォーミュラリ講演会参加のお礼と資料配布

森の薬局 R4.3.15 地域フォーミュラリ講演会参加のお礼と資料配布

ひなた薬局 R4.3.16 地域フォーミュラリ講演会参加のお礼と資料配布

春日野薬局 R4.3.16 地域フォーミュラリ講演会参加のお礼と資料配布

テラサキ薬局 R4.3.16 地域フォーミュラリ講演会参加のお礼と資料配布

地域フォーミュラリ導入他について打合せ R4.4.8 ミルネ2階会議室　地域フォーミュラリについて　（WHC内山氏）

県立丹波医療センター　院長 R4.4.11 大野参事・黒田係長・瀬頭主事・事務局でご挨拶へ

松寿園 R4.4.13 情報共有同意書・バッグ持参　瀬頭主事・事務局で挨拶かね訪問

NECネッツエスアイ株式会社との打ち合わせ R4.4.20 新年度挨拶、システム改修に向けた意見交換

さつき薬局春日店 R4.4.27 WHC内山氏同行　薬局レセコンシステムへのブリッジの設定等

テラサキ薬局 R4.4.28 WHC内山氏同行　薬局レセコンシステムへのブリッジの設定等

令和3年度　総会・理事会・運営協議会

NPO法人活動経過報告　令和３年６月１日～
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令和 4 年度の活動について 

5-8 総会・理事会・運営協議回答 開催予定（令和 4 年度） 

 

 
 

 

5-9 令和 4 年度事業計画 

 別添、令和 4 年度事業計画書 参照 

 

※下記は令和４年度中における会議開催予定日です。ご都合等の調整をよろしくお願いいたします。

No. 名称 開催日 曜日 内容等

1 第４回 通常総会 令和4年6月30日 木 於：丹波市医師会館２階　　総会開催

2 第21回 運営協議会 令和4年7月28日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

3 第22回 運営協議会 令和4年8月25日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

4 第23回 運営協議会 令和4年9月22日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

5 第24回 運営協議会 令和4年10月27日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

6 第25回 運営協議会 令和4年11月24日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

7 第26回 運営協議会 令和4年12月22日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

8 第27回 運営協議会 令和5年1月26日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

9 第28回 運営協議会 令和5年3月2日 木 於：丹波市医師会館２階　　運用状況

10 第9回　理事会 令和5年4月27日 木 於：丹波市医師会館２階　　次年度計画、決算見込み

11 第10回　理事会 令和5年5月25日 木 於：丹波市医師会館２階　　総会準備

NPO法人　総会・理事会・運営協議会　日程 午後3時～午後4時30分　(※主に毎月第４木曜日に開催）


