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表紙写真　カワラナデシコ（ナデシコ科）

本州・北海道に分布する多年草、全草に少量のアルカロイドが含

まれ利尿作用・心臓抑制作用・腸蠕動の興奮作用が報告されていま

す。漢方では清熱・利尿・通経を目的に用いられます。主に尿路疾

患に用いられ血尿を伴う膀胱炎や尿路結石に用いられてきました。

民間では浮腫みや生理不順に用いられました。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）

撮影場所：北広島市

福利厚生



広島県薬剤師会では、第28回の学術大会を「飛び出せ！薬剤師。」をテーマとし、下記要領にて開催

いたします。

お誘い合わせの上、多数ご参加下さいますよう、お願い申し上げます。

記

日　　時：平成19年11月18日（日）10：00～

会　　場：広島県呉市宝町５-20 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）

参 加 費：予約 2,000円　当日 3,000円（参加者には大和ミュージアム入場券配布予定）

（講演要旨集・昼食代を含む）

学生無料（但し大和ミュージアム入場希望者は実費）

※参加申し込みは、綴じ込みの振替用紙をご利用下さい。

（予約登録の締切は、11 月8 日（木）です。）

県薬事務局でも受け付けております。

特別講演Ⅰ：「新薬学教育の構築」

広島大学薬学部長　　太田　　茂　教授

特別講演Ⅱ：「変化する保険医療～診療報酬の改定～」（仮題）

日本薬剤師会　副会長　　山本　信夫　先生

会員発表

会員発表の発表者募集締切を９月14日（金）まで

延長いたしますので発表希望者はご連絡下さい。

機器展示

問い合わせ先

〒730-8601 広島市中区富士見町11-42
（社）広島県薬剤師会内

第28回広島県薬剤師会学術大会実行委員会　宛

ＴＥＬ（082）246-4317
ＦＡＸ（082）249-4589
Ｅ-mail gaku＠hiroyaku.or.jp

※なお、日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度・実施要領により、当大会参加者には４単位

の受講シールを申請中です。
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★電車・バスでお越しの場合 

　JR呉駅から徒歩5分　または 

　呉市営バス宝町中央循環線 

　「ゆめタウン・大和ミュージアム前」 

　下車徒歩1分 

 

★お車でお越しの場合 

　クレアライン呉ICから約5分 

　または 

　西条ICから約1時間 

 

★フェリーでお越しの場合 

　呉中央桟橋から徒歩1分 

※ は自由通路です。
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平成19年度（第42回） 薬草に親しむ会開催要領

西部地区 東部地区

趣　　旨

薬用植物の専門家とともに野山に自生している薬用植物を観察し、薬効、薬用部位、用い方及び

栽培方法等について説明を受け、漢方薬及び生薬を含有する医薬品についての正しい知識の普及

をはかる。

主　　催 広島県・社団法人広島県薬剤師会

共　　催 安芸太田町 三次市

協力団体 広島漢方研究会

開催年月日 平成19年９月23日（日･秋分の日） 平成19年９月24日（月･振替休日）

開催場所 山県郡安芸太田町（恐羅漢公園周辺） 三次市布野町（便坂入口周辺）

集合時間 10：00（雨天：安芸太田町東館２Ｆ大会議室） 10：00（雨天：同場所）

指導者

広 島 大 学 薬 学 部　　准教授　　神田　博史

呉市立尾立小学校　　教　頭　　久藤　広志

元 　 小 　 学 　 校　　教　諭　　太刀掛　優

尾道自然に親しむ会　　会　長　　横山　直江

元広島大学理学部附属宮島自然植物実験所助教授 豊原源太郎

広 島 漢 方 研 究 会　　理事長　　吉本　　悟

広 島 漢 方 研 究 会　　　　　　　勝谷　英夫

広島漢方研究会員ほか

広 島 大 学 薬 学 部　　准教授　　神田　博史

呉市立尾立小学校　　教　頭　　久藤　広志

元 　 小 　 学 　 校　　教　諭　　太刀掛　優

元　高　等　学　校　　教　諭　　桑田　健吾

尾道自然に親しむ会　　会　長　　横山　直江

東和環境科学㈱環境技術部　　吉野由紀夫

広 島 漢 方 研 究 会　　理事長　　吉本　　悟

広 島 漢 方 研 究 会　　　　　　　勝谷　英夫

広島漢方研究会員ほか

※指導者については、都合により変更する場合があります。

解散場所 現地（山県郡安芸太田町）で解散　14：30頃 現地（三次市）で解散　14：00頃

開催方法
指導者とともに山野を歩き、薬用植物等の薬効、薬用部位、使用方法及び栽培方法等の説明を受

ける。また、昼食後、専門家から薬用植物全般について説明を受ける。

携行品 昼食、水筒、簡易雨具、筆記用具等

服装等 運動靴等山道を歩くのに楽な服装

参加費 無料（ただし、交通費は自己負担）

交通機関

及び

発車時刻等

（行き）広電バス

広島バスセンター　→　安芸太田町役場

６：10 ８：05

８：15 ９：23

（帰り）広電バス

安芸太田町役場　→　広島バスセンター

15：06 16：14

15：53 16：51

（行き）

高速バス　広島バスセンター→三次センター→上布野

７：00 ８：17 ８：45

ＪＲ芸備線　広島駅（6：59）→三次駅（8：56）

ＪＲ福塩線　福山駅（5：52）→三次駅（8：43）

路線バス　　三次駅（9：09）→上布野（9：35）

（帰り）

高速バス　上布野→三次センター→広島バスセンター

13：45 14：13 16：30

15：45 16：13 17：30

路線バス　上布野　→　三次駅

14：22 14：47

15：10 15：36

15：35 16：00

ＪＲ芸備線　三次駅　→　広島駅

15：12 17：08

16：02 17：28

16：28 18：08

ＪＲ福塩線　三次駅　→　福山駅

16：18 18：48

18：42 21：18

その他

（１）薬草等の採集は厳禁です。

（２）小雨決行。（雨天等の場合は、指導者による講習会に変更する場合があります。）

（３）お問い合せ先

・広島県福祉保健部薬務室薬事グループ　TEL（082）513-3222

・（社）広島県薬剤師会 TEL（082） 246-4317（※留守番電話にてメッセージ有）
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平成19年度 くすりと健康に関する啓発事業実施一覧表

実施計画なし………山県支部

月　　日 支 部 名 場　　　　　　　所 備　　　　　　　　考

８月26日（日）

10月14日（日）

11月４日（日）

広　　島

ハノーバー庭園、青少年センター

南区地域福祉センター･南区役所別館駐車場

広島サンプラザ、近隣公園

第17回中区子どもまつり

第８回南区ボランティアフェスティバル

第23回西区民まつり

７月１日（日）

10月27日（土）
安　　芸

安芸区民文化センター

海田町福祉センター

安芸区ふれあいフェスティバル

スマイルフェスタ inかいた

９月20日（木） 呉 呉市文化ホール 笑顔いっぱい健康づくり大会

10月20日（土）

～21日（日）
福　　山 福山ローズアリーナ 健康ふくやまふくしまつり

11月11日（日）
尾　　道

因　　島
尾道総合福祉センター 尾道市民健康まつり

10月27日（土）

～28日（日）
三　　原 三原サンシープラザ 三原市民健康・福祉まつり

９月29日（土）

～30日（日）

12月９日（日）

府　　中

府中文化センター

福山市新市公民館

健康と福祉の祭り

健康と福祉の祭り

未　　定 三　　次 三次市福祉保健センター みよし健康福祉まつり

６月３日（日）

６月10日（日）
安　　佐

安佐北区総合福祉センター

安佐南区役所

あさきた2007歯の祭典＆健康展

2007年おくちの健康フェスタin あさみなみ

10月28日（日） 大　　竹 サントピア大竹 大竹ふれあい健康・福祉まつり

11月頃予定 広島佐伯 佐伯区民文化センター 佐伯区民まつり

10月14日（日）

11月４日（日）
廿 日 市

大野福祉保健センター及び周辺

あいプラザ（廿日市市総合健康福祉センター）

健康を守る集い

あいプラザまつり

11月３日（土）

～４日（日）
東 広 島 東広島運動公園（アクアパーク） 東広島健康福祉まつり･東広島市生涯学習フェスティバル

10月21日（日） 竹　　原 竹原市保健センター及び竹原市ふくしの駅 竹原市ふくし健康まつり
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日　時：平成19年6月18日（月）18：30～

場　所：県庁

「広島県がん対策推進協議会」第1回 計画策定会議

副会長 加藤　哲也

県では昨年度、がん対策の総合的な推進を図る

ための検討会議として「広島県がん対策推進協議

会」を設置したが、４月のがん対策基本法の施行

を受け、今年度の「広島県がん対策推進計画」策

定に当たり、新たな部会の設置や構成員の拡大を

図るとともに、第１回計画策定会議を開催した。

委員長は、広島大大学院井内康輝教授を含め16名

の委員の構成である。

厚生労働省がん対策推進協議会の垣添忠生会長

から、がん死亡率の軽減や緩和ケアの充実などに

重点を置く政府のがん対策推進基本計画案の説明

を受けた。

次に、県の計画の素案、早期発見、医療体制の

充実など５項目に渡って審議を行った。特に今回

は、乳がん対策に力を入れてはどうかという事と

なった。

基本計画の項目は下記のとおりである。

広島県がん対策推進計画の基本項目（案）

項　　目
現状・評価

（国の計画案での目標達成状況等）
検討の主な視点

がん予防 ○喫煙率（男）県32.9％　全国39.3％
（女）県 5.6％　全国11.3％

（健康ひろしま21の目標　男25％、女８％以下）
○禁煙・分煙実施率
公共機関95.2％、公立学校99.9％、病院99.6％

●たばこ対策等、がん予防のための
生活習慣の改善に係る普及啓発

●公共施設等における禁煙・分煙等
の推進

がんの早期発見 ○検診受診率　県16.5％　全国17.8％
○職域なども含めた全体での検診率は不明
○がん検診の事業評価を実施している市町
・受託検診機関の検診体制の把握　７箇所
・受診者データの把握　４箇所
・検診結果データの把握　５箇所

●国目標50％達成に向けた受診率向
上への取組

●検診率の正確な把握
●精神管理・事業評価の充実

が
ん
医
療

医療機関の
連携推進及
び人材育成

○全ての２次医療圏に拠点病院を整備
→国の目標は達成

○５大がんに関する地域連携クリティカルパス整備
→拠点病院では１施設

●拠点病院の連携等による医療水準
の向上

●地域連携クリティカルパスの推進
による切れ目のない医療の推進

●専門医等の養成・確保

放射線・化
学療法の推
進

○全ての拠点病院で放射線・化学療法を実施
○県拠点病院では放射線・化学療法部門を設置
→いずれも国の目標は達成

●専門医等の確保・養成による更な
る医療水準の向上

●専門医等の養成・確保

緩和ケア・
在宅医療

○緩和ケアチームを設置している病院は29施設
→国の目標（２次圏域に複数設置）は概ね達成

○広島中央圏域及び備北圏域に緩和ケア病棟が未整
備

●在宅での緩和ケアの推進
●専門医等の養成・確保

がん医療に関す
る相談支援及び
情報提供

○２次医療圏全てに相談支援センターを整備
→国の目標は達成

○拠点病院における診療実績や医師等の情報提供は
一部の施設のみ

●相談支援センターの機能強化への
取組

●情報公開・提供促進への取組

がん登録 ○全ての拠点病院で標準登録式による院内がん登録
を実施
→国の目標は達成

○その他の病院の院内がん登録実施状況
（217病院中12病院のみ実施）

●院内・地域がん登録の普及・推進
●登録制度の向上
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平成19年度 広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

広島県福祉保健部保健医療局薬務室 松岡　俊彦

平成15年７月に薬物乱用防止新五か年戦略が策

定されはや４年が経過しました。「第三次覚せい

剤乱用期」といわれて久しくなる中、皆様方の御

尽力により薬物乱用防止教室をはじめとした様々

な活動を実施することができました。お陰をもち

まして、昨年はシンナー等事犯による補導はなく

なり、覚せい剤の検挙者数も着実に減少するなど

一定の成果がみられた一年でした。反面、大麻事

犯件数が県内で過去最高となるなど薬物事犯全体

では、一進一退の状況が続いているように考えら

れます。特に、向精神薬の多重受診やガスパン問

題等法的に対処が困難な事例が報告されており、

中・高校生等青少年の間で薬物汚染が深く浸透し

ている現状に強く危惧を感じています。

さて、今年も「６.26国際麻薬乱用撲滅デー」

を広く普及し、薬物乱用防止を一層推進するため

の「ダメ。ゼッタイ。」普及運動が６月20日から

１か月間、全国一斉に展開され、広島県において

も626ヤング街頭キャンペーンを実施しました。

今年は、６月24日（日）、薬剤師や保護司、更生

保護女性会等のボランティアで構成されている広

島県覚せい剤等薬物乱用防止指導員協議会が主体

となり、中・高生を中心としたヤングボランティ

アの協力を得て、県内10か所でヤングボランティ

ア361人を含む総勢731人により啓発資材の配布

や、国連支援募金活動等の街頭キャンペーンを行

いました。また、その他にも次のような様々な活

動を実施しました。

○広島市民球場で行われている広島カープの公

式戦で啓発ビデオの放映

○７月８日に広島ビッグアーチで行なわれたサ

ンフレッチェ広島対鹿島アントラーズ戦での

広報啓発活動の実施

○高校野球開会式で啓発ビデオの放映

○「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金活動への

協力（平成18年度実績 広島県：約120万円、

全国：約5,900万円）

私達薬剤師にとって、もしかしたら身近に潜ん

でいるかもしれない薬物乱用は、決して「関係な

い」では済まされない社会問題です。広島県とし

ても、この問題に対して、より一層、力を注いで

いかなければならないと考えます。薬物乱用のな

い広島県を目指して、薬剤師の皆さんのご協力を

引き続きお願いします。

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は66ページ

薬事関連法規及び
薬事関係制度
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日　時：平成19年6月27日（水） 13：30～15：55

場　所：東京・日薬

日本薬剤師会 平成19年度 第2回 地方連絡協議会（都道府県会長会）

会　長 前田　泰則

日本薬剤師会会議室において岡山県薬中本会長

を座長に指名して議事に入りました。

①会務報告

②日薬賞等の選考結果

③日薬を巡る最近の動き（中医協、社保審・後

期高齢者医療の在り方、登録者販売者試験実

施ガイドライン作成検討会、薬剤師の行政処

分の在り方、医療施設体系の在り方、病院に

おける薬剤師業務及び人員配置、経済財政改

革の基本方針2007、規制改革推進のための３

ケ年計画、財務省・財政制度等審議会建議書、

公益法人制度改革）

④薬学教育６年制への対応

⑤医薬品適正使用啓発推進事業

⑥平成19年度「薬と健康の週間」

⑦薬局・薬剤師PR広告

⑧後期高齢者の服薬に関する調査研究事業

⑨高度管理医療機器等の販売等に係わる継続研

修会

⑩薬局に係わる税制関係調査の実施

⑪その他（医薬品広告規制に関する公正取引委

員会排除措置命令、基準薬局標識サイン看板、

第66回通常総会に係わる出欠席回答状況、保

険調剤の動向、後発医薬品の使用状況等に関

するアンケ－ト調査）

以上の議題について協議しました。②日薬賞等

の選考結果において広島県関係では、広島佐伯支

部の水戸基彦先生に日本薬剤師会功労賞が授与さ

れます。

藤井選挙目前にして一つ一つの案件が政策的に

如何に大切かが今更めて痛感させられました。誠

に惜しい結果でした。改めましてご協力いただき

ました皆々様に厚く御礼申しあげます。

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は66ページ

薬事関連法規及び
薬事関係制度
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日　時：平成19年6月30日（土） 14：30～17：30

場　所：広島県薬剤師會館

日本薬剤師会中国ブロック会議

常務理事 青野　拓郎

日本薬剤師会森昌平常務理事より「後期高齢者

医療制度について」及び「６年制長期実務実習受

入体制について」の話がありました。

後期高齢者医療制度については、まず「医療を

取り巻く環境の変化」、「国民の医療へのニーズの

変化」の説明がありました。

その後、医療制度改革の柱についての説明、次

に平成20年４月より施行される制度についての説

明がありました。

また、後期高齢者医療における医薬品の適正使

用と安全管理についての日本薬剤師会の意見及び

後期高齢者医療制度への要望についての説明もあ

りました。

６年制長期実務実習受入体制については、日本

薬剤師会の基本方針と重点施策の話があり、平成

22年４月までに下記の体制の構築をするとのこと

でした。

１）受入薬局の整備

・受入要件を満たした7,000薬局の整備

・平成20年秋までにリスト化

２）認定実務実習指導薬剤師の養成

・7,000人の養成

３）支部での受入体制の整備

４）調整システムの整備

・具体的なマッチングのシュミレーション

引き続いて、実務実習の実施方法に関する説明

がありました。

森常務理事のお話の後、この春実施された会計

検査院による保険薬局の個別指導について、各県

の状況報告及び意見交換がされ、会議は終了しま

した。

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は66ページ

薬事関連法規及び
薬事関係制度
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当初６月10日に行われる予定だった「最新の業

務について」（エ）についてのビデオ講習会でし

たが、麻疹の流行により福山大学が休講延期と

なっての開催でした。

まず病院薬局共通の「薬剤師を取り巻く環境と

薬剤師業務」について日本薬剤師会専務理事の石

井先生による講演でした。薬局が医療提供施設と

して位置づけられたり、在宅医療の推進等、医療

部会での検討状況とそれに対する医療法の一部改

正でした。また医薬品販売制度の見直しにはどの

ような背景があり、これからどう動いていくのか

等、非常に分かりやすい内容でした。改めて背景

を知ることで薬剤師としての責任を負い、社会に

認められることが大切であると痛感しました。こ

れから薬の販売も第一類医薬品、第二類医薬品に

分かれた時に情報提供を行う事は勿論、＜薬剤師

だから＞購入者に安心感を与えられる。さらには、

違法ドラッグへの効果的な対策を実施できること

も視野に入れる必要があると知りました。

薬局関連部分では「後発品医薬品を取り巻く諸

問題」「医療安全への取り組み」についての講演

でした。毎年行われるDEM事業に参加していた

のですが、患者症状をシグナルとして拾い集める

ことにより、医薬品の安全性向上や治療に貢献す

る大切な事業であると改めて知りました。広島で

は報告薬局が20％に満たない状況になっているの

で、より多くの薬局に参加していただきたいと思

います。

病院関連部分では「医療安全管理への取り組み」

「ガン薬物療法への取り組み」についての講演で

した。印象深かったのは日本病院薬剤師会の古川

先生の講演でした。「薬剤師は調剤し、投薬する

だけでなく、患者の体に入った薬が出るまで継続

して監視していく事が大切である。また患者自身

に自分の受けている治療に対する知識を与え、安

全管理のパートナーとなってもらう事が、薬物療

法の安全性を向上させる最大の方法である」と、

実例を挙げて分かりやすく説明していただきま

した。

今回の講義を受けて、６年制の学生実習を受け

いれるにあたり、薬局の業務を実習するだけでな

く、講義の内容のような責務を教えていく事こそ

東　　部　日　時：平成19年7月8日（日）

場　所：福山大学

安芸支部　日　時：平成19年7月8日（日）

場　所：サンピア・アキ

広島支部　日　時：平成19年7月22日（日）

場　所：広島県薬剤師會館

廿日市支部広島佐伯支部大竹支部

日　時：平成19年8月5日（日）

場　所：廿日市市総合健康福祉センター

広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会

福山支部 木村　静恵

― 東 　 部 ―

講習会形式の研修

ア．学生の指導方法について

イ．薬剤師に必要な理念について

ウ．実務実習モデル・コアカリキュラムにつ

いて

エ．最新の業務について

オ．薬学生に許される行為の範囲について
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大切だと思いました。その為には、指導する立場

にある薬剤師はより多くの知識を持って日々実践

していくことが求められていると身がひきしまっ

た思いでした。

受講証はレポートを提出した者のみの交付で、

評価の程度によっては、再受講を促す場合もあり

ますとの注釈がついていたので、気をひきしめ会

場に赴きました。

講習の内容はビデオ中心で、著名な先生方のま

とまりのよいお話と、スライドがテキストになっ

ていて複雑な要件もなんとかついていけました。

薬局が物を売る所から医療の現場として変貌し

ようとしている昨今、私たち薬剤師もお薬を渡せ

ばよい人から、医療の担い手としてさまざまな技

術と知識をそなえる事を余儀なくされており、そ

の根底には複雑化する高度医療及び薬物治療、高

齢化に伴い個人が多量の薬を管理するなどの現状

が存在します。

薬剤師として国から選ばれて免許をあたえられ

たからには、国民の健康増進に寄与することを使

命とし、医療提供の理念をしっかりと理解し、医

療関係者としての責務をはたす必要がある事や、

医療保険の運営の効率化、給与の内容及び、費用

負担の適正化、並びに国民が受ける医療の質の向

上を総合的に図りつつ、実施する必要があるとの

事、薬学的管理・指導が重要であることなど、基

本的な理念を再認識できました。

４年制では基礎薬学的なものに集中し、技能な

どの経験を用するものは学びきれないとの事、自

分をふり返ってみても思いあたる所があります。

「いろんな現場を見てみたい」薬剤師なら誰し

も思った事があるのではないでしょうか。いろん

な環境に応じたそれに必要な技能が在学生のうち

に学ぶ事ができるとは、当の学生たちは“大変”

の一声につきるでしょうが、何ともうらやましい

話です。そしてそれをささえていく事になる“先

輩薬剤師”として私は“みられて恥ずかしくない

背中”をみせるべく、さらなる日々の精進が必要

である事を、痛感する一日でした。

また、このような「未来のために」自分のため、

社会のため、薬剤師の後輩たちのために学ぶ機会

があったら積極的に学習していきたいです。

広島支部講習会が約70名の参加で開催されま

した。

ビデオ講習に先立ち、県薬の谷川常務理事より

指導薬剤師の養成について、中国・四国ブロック

の現状と認定条件の説明と実務実習指導資格の認

定条件の説明がありました。以下、内容の一部報

告をさせていただきます。

講習イの演者は、日薬の中西敏夫会長でした。

医薬分業のこれまでの歴史と薬剤師の理念を、

薬剤師法や薬剤師倫理規定、医療法、健康保険法

に至るまで、法律の条文の意味、社会に対する薬

剤師の使命・役割等の講義内容でした。

薬剤師法、医療法は、理念を突き詰めていくと、

最終的に日本国憲法25条の「国民の生存権」に通

ずることを再認識させられ、薬剤師の資格の意味

と、その責任の重さを再確認させられる内容で

した。

法律関係の講義は、学生にしてみると、覚える

だけの詰め込み型の学習になる傾向がみられます

が、（自分もそうでした（^^;））薬剤師となって約

10年が過ぎて、今改めて、講義を聞くと、法律の

精神を大事にして、行動の基本としていかなけれ

ばならないなぁ、と考えさせられました。

講習ウの演者は、昭和大学薬学部の工藤一郎教

「未来のために」

安芸支部 岡村　里英

― 安 芸 支 部 ―

広島支部 竹山　知志

― 広 島 支 部 ―
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授、日病薬の矢後和夫常務理事、日薬の森昌平常

務理事でした。

コア・カリキュラムは、薬学生に学んで欲しい

内容を整理した薬学専門教育のガイドラインであ

り、『目標』、『方略』、『評価』の３要素があります。

『目標』は、一般目標（大目標）と、より具体

的で観察可能な到達目標（小目標）に分類してあ

り、よく整理されているという印象を受けました。

『（学生）が、～（行為・行動）をできるようにな

る』という学生を主語にした記述形式で目標が記

載されているのが特徴的です。

次に、その到達目標に到達するための『方略』

には、学習の方法（講義、演習、実習等）、学習

する場所（教室、実習室、病院、薬局等）、人的

な資源（教員、補助者、病院薬剤師、開局薬剤師）、

物的な資源（プリント、ビデオ、処方せん等）の

手段、そして配分時間が具体的に細かく提示して、

薬科大学による教育の不均一をなくすため、内容

の統一を図っているようです。

さらにスモール・グループ・ディスカッション

（SGD ）という研修形式を取り入れています。

SGDとは、講義のような受動的な学習形式では

なく、チューター１人と、６～12人の学生（参加

者）からなる小グループで討論しながら学生が考

え、学ぶ、能動的な学習方法です。問題立脚型の

学習方法とされていて、利点は、能動的な学習が

できる。知識・経験・データを統合する事ができ

る。問題解決能力が得られる。コミュニケーショ

ン能力が増すなどがあるようです。逆に、指導者

に技能が必要、学生が討論になれていない等の欠

点もいくつかあるようです。

講義や見学型の実習だけでは、十分な力を持つ

学生を養成できない事は、薬学教育の制度が４年

制から６年制に移行したことや、医療現場で他職

種が参加型の実習を重視している点からも十分理

解できるかと思います。医学教育では既に、「資

格のない学生には医療行為をさせない」方針から、

「一定の条件の下、基本的な医行為を実施できな

い学生には資格を与えない」方針に転換されてき

て、卒後研修制度も必須化されています。

『ER』等の海外のTVドラマでは、医学生は学

生のうちから、教育病院に配属され、指導医の監

督の元で、医療行為（診察）を行い、現実の患者

に直面することによって、講義では決して得るこ

とのないかけがえのない経験をし、自分で考え、

悩むことによって、応用力をつけ、少しずつ一人

前の医師へと成長する姿が描かれています。

学生の成長を助け、後進を育てるのも、われわ

れ薬剤師としての大事な仕事の一つだと思います。

最後になりますが、実務実習に関わるチャン

スが少ない方にとっても、「聞く」ばかりでなく

「教える」という経験をする事をお勧めします。

教える相手は、後輩でも、同僚でも、他の医療従

事者でも、そして患者さんでも、誰でもいいと思

います。「聞く」というインプットの行為ばかり

でなく、「教える」、あるいは「伝える」というア

ウトプットをしてみると、自分の理解が十分でな

い部分、曖昧な部分がわかることが。そして、自

分の知識を整理・確認するには、アウトプットに

よる勉強法も非常によい方法だと思います。

また、コア・カリキュラムは、薬学生が学んで

欲しい内容が整理して記載してありますが、教育

ばかりでなく、これを日常業務のチェックリスト

として活用法するという使い方もあるのではない

でしょうか？と思いました。

８月５日、廿日市市総合健康福祉センターにお

いて、認定実務実習指導薬剤師養成講習会：講座

（イ）（ウ）を開催致しました。認定実務実習の指

導薬剤師の認定にはワークショップの参加及び、

（ア）～（オ）に区分された５つの講座の受講が

必要となります。

この中で、講座（イ）（ウ）については支部単

位での講習会開催が可能となりましたので、廿日

廿日市支部 石本　晃一郎

― 廿日市支部広島佐伯支部大竹支部 ―
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市、広島佐伯、大竹の３支部合同で企画したもの

です。

開催に当たって、研修センターへの申請は広島

県薬剤師会からとなります。支部においては、案

内状、プログラムの作成、配布、参加受付と参加

者名簿の作成、参加票（はがき）の作成、送付、

及び、VTR、テキストの管理と会場の手配、運営

を行う事となります。

当日は12時30分より広島佐伯支部、池田和彦先

生による、指導薬剤師認定要件の説明から始まり

ました。その後、「薬剤師の理念」「薬学教育改革

の流れとモデル・コアカリキュラム」「実務実習

モデル・コアカリキュラム病院関連部分」「実務

実習モデル・コアカリキュラム薬局関連部分」に

分けられた約４時間のVTRを視聴し、更に 500～

1,000文字程度のレポートを作成するという内容

でした。

２.５カ月の薬局実習では、「調剤の実践」や

「情報活用」などにおいての一般目標（学習成果）

に対し、知識、技能、態度を意識した具体的な到

達目標が定められています。更に到達目標に達す

るための学習方略が細かく示されています。この

実習は成果として「指導薬剤師が何を教えたか。」

ではなく、「薬学生が何を出来るようになったか。」

を問われるものではありますが、指導薬剤師の側

もカリキュラムの理解を通じて、自らの知識、技

能、態度を見直す事が出来、「共に育つ」事が出

来るように思います。

レポート作成も含めて約５時間にも渡る長時間

の講習会でしたが、参加された先生方は、たいへ

ん熱心にレポートを作成しておられました。次回

の支部講習会開催時には、更に多くの先生方のご

参加をお待ちしております。
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日　時：平成19年7月8日（日）

場　所：広島大学霞キャンパス　広仁会館

平成19年度 ヒロシマ薬剤師研修会

出席者は約70名で、お二人の先生による講演が

ありました。

まず、広島大学大学院・精神神経医学教授の山

脇成人先生が、サイコオンコロジーについてお話

をされました。サイコオンコロジーとは精神腫瘍

学であり、がんが心に及ぼす影響とあわせて、心

や行動ががんに及ぼす影響についての研究分野

で、最近、特に注目されています。がん患者に対

する身体的なケアーだけでなく、精神的なケアー

もQOLや生存期間などに影響を与えることにつ

いて様々な事例をあげて説明され、精神面でのケ

アーの重要性を改めて認識しました。臨床の現場

ではサイコオンコロジーがまだ認知されておら

ず、緩和医療における精神科医の役割がより重要

となっていくように思われます。

次に、京都大学名誉教授・安田女子大学薬学部

教授の佐藤公道先生より、痛みの種類と神経伝達

の仕組み、およびモルヒネの作用についてお話を

伺いました。心理学的・精神医学的な悪循環によ

り痛みは増悪すること、また、こうした痛みを客

観的に判断できる測定法に問題があるため、痛み

の研究は脳の研究の中で遅れている分野であるそ

うです。さらに研究がすすめば、がん性疼痛につ

いてより適切なコントロールがなされると思い

ます。

以上の講演を通して、精神が身体に及ぼす影響

が大きいことがよくわかりました。薬剤師として

臨床の場において、患者さんに接する際のコミ

ュニケーションスキルの大切さ、特にがん患者に

対してはモルヒネなどの薬の知識とともに、精神

医学的な知識の必要性を再認識することができま

した。

&放射線影響研究所 高橋　恵子

今年度のヒロシマ薬剤師研修会は、日本薬剤師

研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修

会として３単位を予定しておりましたが、２単位

しかお渡しできませんでした。ただ、今回は、た

またま４時過ぎに終了いたしましたので（１時間

30分で１単位）、２単位の認定研修会にさせていた

だきますことを御了承いただきたくお願い致しま

す。尚、来年度は例年どおり、３単位の認定研修会

としてご案内する予定です。

仲田　義啓
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広島県薬剤師会「認定基準薬局制度」の変更について

常務理事 澁谷　雄三

平成19年４月１日から施行される日本薬剤師会

制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度の実

施要綱の改定に伴い、広島県薬剤師会としても

種々の検討をした結果、本年度第２次認定（平成

19年度８月認定）より基準薬局制度の規定の変更

を行うこととなりました。この変更により基準項

目が厳しくなっておりますので、３年間の猶予期

間（平成22年３月末日）を設けることとなりま

した。

《主な変更点は以下の通りです》

Ⅰ．管理薬剤師は保険薬剤師として３年以上の経

験がある。

Ⅱ．地域住民・患者の需要や地域医療体制に対応

できる開局時間・曜日である。［日・祭日を

除く月～金の平日を開局時間（概ね８時間）

とする。］

Ⅲ．薬局内が全面禁煙であり、タバコを販売して

いない。

Ⅳ．患者の後発品選択に対応できる体制を整備し

ている。

Ⅴ．医療の安全を確保するための体制を整備して

いる。

Ⅵ．使用済み注射針等の回収・廃棄について適切

に指導を行っている。

Ⅶ．災害時の救援活動への協力体制を整えている。

Ⅷ．情報収集等のためにインターネット等のIT環

境を整備している。

加えて、本制度を「地域住民に選ばれる薬局の

自主基準」として位置づけるために、「基準薬局

の理念」が新たに設けられました。

《基準薬局の理念》

a．基準薬局は、調剤、医薬品の供給その他薬事

衛生等を通じて、国民に対して良質かつ適切

なサービスを提供する医療提供施設である。

s．基準薬局は、すべての医薬品の供給拠点とし

ての責任を果たし、地域連携の下、地域の保

健・医療・福祉に貢献する薬局である。

d．基準薬局は、薬局の規範となるものである。

これらの基準薬局の目指すものは、〔私見であ

ることをお断りしておきます〕薬剤師不要論の再

燃を危惧し、防衛策の一つと考えます。

例えば、OTC医薬品のリスク分類をみますと、

薬剤師の専売品は１類の23成分しか残っておら

ず、これすらも薬剤師の努力で安全性が認められ

れば２類や、３類に移行すると言われております。

一部ではスイッチOTCを増やせばよいとの意見も

ありますが楽観視して良いのでありましょうか。

また、来年度には後期高齢者医療制度が設立さ

れ、国とすれば財源の不足を理由に包括化を検討

していると巷間の噂であります。これ等のことは

院外処方せんが再び院内に入る懸念を内包してい

ると思われます。そして、次にくるのは種々の疾

患の包括化も予定されているのではないでしょう

か。そして、処方せんは再び院内に還り、薬剤師

の仕事も大きく狭められる可能性を秘めていると

思われます。

医師、薬剤師、看護師の三者で綱引きを考えた

とき、薬剤師の不利は目に見えていると思います。

この度の参議院議員選挙で三師会のなかで唯

一、独自の擁立議員を失ってしまったため「調剤

ひとり負け」のピンチであります。

どうか、基準薬局制度の拡充を図り、薬剤師の

存在感を高めようではありませんか。

最後に、様式等の変更もありますので注意して

ください。様式については、県薬のホームページ

掲載しておりますのでご利用ください。
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基準

区分
基　　準　　内　　容 確認

１．

保
険
調
剤

①保険薬局の指定を受けている。

②処方せんに基づく調剤、薬歴管理、服薬指導等を、薬剤師が適切に行っている。

③各種公費の取り扱いがある。

④麻薬小売業の免許を取得している。＊

⑤患者の後発医薬品選択に対応できる体制を整備している。

２．

薬

局

の

整

備

体

制

①地域住民・患者の需要や地域医療体制に対応できる開局時間・曜日である。

②休日・夜間においても、必要な場合に処方せん応需や一般用医薬品等の供給を行うことが
できるよう、適切な措置を講じている。

③在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている。＊

④医療の安全を確保するための体制を整備している。（「医療安全管理指針」をもとに「医薬
品の安全使用のための業務手順書」「調剤事故防止マニュアル」「調剤事故報告書および改
善報告書」を作成している。）

⑤医薬品等の適切な管理のために必要と認める試験検査を行い、特に品質に疑いのあるもの
については、6広島県薬剤師会検査センターと契約、実施している。（他検査機関を利用し
ている場合はその契約利用書の写しを提出すること）＊

⑥情報収集等のためにインターネット等のIT環境を整備している。

⑦使用済み注射針等の回収・廃棄について適切に指導を行っている。

⑧薬局内が全面禁煙であり、たばこを販売していない。

３．

一

般

用

医

薬

品

等

の

販

売

①地域住民のセルフメディケーションを支援するために必要な一般用医薬品等を提供して
いる。

②一般用医薬品の販売に当たって、薬剤師が情報提供・相談対応を適切に行い、医師の診
療・検査等が必要と判断したときは、速やかに受診勧奨を行っている。

③一般用医薬品の陳列が適切であり、対面販売を原則としている。

④名札や着衣により、薬剤師とそれ以外の者の区別が容易にできるようになっている。

⑤購入者への情報提供・相談対応の実効性を高めるため、店舗の内外に必要な掲示を行って
いる。

⑥地域の保健・医療・福祉に貢献する薬局として、国民および医療関係者の信頼を損ねるこ
とのないよう、販売姿勢（特に広告・廉売）に留意している。

⑦医療機器の供給を行っている。（高度管理医療機器の供給も行っていることが望ましい）

⑧毒物劇物一般販売業の登録を受けている。＊

⑨医薬品製造販売業の許可を受けていることが望ましい。

４．

地
域
貢
献

①地域住民へのくすり教育等の啓発活動、薬物乱用防止活動、学校薬剤師活動、保健指導な
ど、地域の薬事衛生、環境衛生の維持向上のために行われる各種事業に参加し、保健衛生
の維持向上に貢献している。

②薬剤師会等が実施する各種調査に報告・協力している。

５．

薬
剤
師

①管理薬剤師は保険薬剤師として３年以上の実務経験がある。

②従事する薬剤師は、全員が本会会員であり、管理薬剤師は正会員Ａであること。

③従事する薬剤師は、日本薬剤師会の定めた「薬剤師倫理規定」を遵守している。

④従事する薬剤師は6広島県薬剤師会および支部薬剤師会が開催する研修会に参加している。

６．

そ
の
他

①薬学生の実務実習の受け入れに積極的に協力している。

②災害時の救援活動への協力体制を整えている。

③「認定基準薬局」である旨を薬局外側の見えやすい場所に掲示している。

認 定 基 準 確 認 表
平成　　年　　月　　日

薬局所在地

薬　局　名

開設者名　　　　　　　　　　　　　　印

管理薬剤師名　　　　　　　　　　　　印

＊印の箇所については関係書類のコピーを添付すること。
確認欄には基準内容を実施している場合には○印を記す事
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日　時：平成19年7月13日（金）

場　所：県庁

平成19年度 第1回 医療費適正化計画検討委員会

会　長 前田　泰則

平成18年6月21日付けで公布された良質な医療

を提供する体制の確立を図るための医療法等の一

部を改正する法律（平成18年法律第84号。以下

「改正法」という。）により、医療法（昭和23年法

律第205号）の一部が改正され、このうち、改正

後の医療法における医療計画に関する規定につい

ては、本年４月１日から施行されたところであり

ます。これに伴って医療法施行令等の一部を改正

する政令、省令が公布され４月１日からの施行と

いう手順であります。（法律はこのように成立し

て行きます。）

法律による施行の手順はそのまま地方行政に反

映されていきます。薬剤師関連部分を少し抜粋し

てみますのでよくお考えください。

医療連携体制について

○薬剤師は、医師、歯科医師、看護師その他の医

療従事者、介護サ－ビス事業者、住民、その他

の関係者による協議を経て医療連携体制を構築

されること。

○診療所相互間、診療所と病院間、病院相互間

（周産期医療においては助産所を含む。）、さら

にはこれらの施設と調剤を実施する薬局との医

療機能の分担及び業務の連携によって通常の診

療時間外においても患者又はその家族からの求

めに応じて、居宅等医療、救急医療など必要な

医療の提供ができること。

○医薬品の提供拠点としての調剤を実施する薬局

の機能を活用するために、居宅等への医薬品等

の提供体制を明示すること。

○改正法第30条の４第２項第７号の医療従事者の

確保については、薬剤師等の医療従事者につい

て、将来の需給動向を見通しつつ養成を進め、

適正な供給数を確保するとともに、地域的な偏

在や診療科間の偏在への対応を進める必要があ

ること。

医療計画の作成手順等について

○改正法第30条の４第10項の「診療又は調剤に関

する学識経験者の団体」としては、都道府県の

区域を単位として設立された社団法人である医

師会、歯科医師会及び薬剤師会が考えられる

こと。

医療提供施設の状況

①病院（施設数、病床種別ごとの病床数）

②診療所（有床及び無床診療所、歯科診療所の施

設数、有床診療所の病床数）

③調剤を実施する薬局

薬局の役割

○薬局については、医療提供施設として、４疾病

及び５事業に係わる医療連携体制の中で、調剤

を中心とした医薬品や医療・衛生材料等の提供

の拠点としての役割を担うことが求められる。

また、都道府県においては、医療機関と調剤を

実施する薬局の医療機能の分担及び業務の連携

によって時間外においても対応できることなど

を医療計画に記載することにより、患者や住民

に対し、分かりやすい情報提供の推進を図る。
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情報の収集

○都道府県は、医療連携体制を構築するにあたっ

て、患者動向、医療資源及び医療連携に関する

情報を収集し、現状を把握する必要がある。

これらの情報には、次に掲げる既存の統計・調

査から得られる情報のほか、関係団体や住民に対

するアンケ－ト調査やヒアリング等で得られる情

報がある。既存の統計・調査のみでは現状把握が

できない場合、積極的に新たな調査を行うことが

重要である。

とあり、人口動態調査、国民生活基礎調査、学

校保健統計～薬事関係業態数調等が調査対象と

なっています。

以上の改正法の中で、薬剤師の活躍を大いに期

待する事業計画が盛り込まれています。

今までは、広島県レベルでは、医師・歯科医師

の統計・調査が中心で薬剤師の部分は当然ながら

入っていませんでした。今後は薬剤師の職能を生

かした調剤を実施する薬局として薬事関係業態数

調べにどのように盛り込んでいくか？県レベルで

社団法人広島県薬剤師会に学識経験者の団体の意

見を聞かなければならないと規定されているの

で、此処は本会としても議論を大いに深めたいと

ころであります。

ただ、法律に盛り込まれた事業計画等もどこま

で予算化されて来るのか？

このたびの「第１回医療費適正化計画検討委員

会」ではすでに決められている改正法の事業の推

進をどこまで予算としては如何に削減していくか

という相矛盾する内容になっていくことを参加さ

れているどなたも何となく感じておられるのでは

ないでしょうか？

このことが例えば、「飴と笞」となるのか？戦

前の軍隊のように「現地調達」を原則として物資

輸送無しとなるのか？

改正医療法を我々はもっと熟読する必要があり

ます。このたびの国政選挙に我々の代表者を送れ

なかった事が今後の法律の作成に如何に影響して

いくのか？？？？？？？？？？

○「医療法」のなかで我々薬剤師が如何に公的な

事業への参加を真剣に考えるのか？

○国民皆保険制度の下で我々薬剤師の職能を個人

的レベルの営利追求だけで良しとするのか？─

───────────────────？！

○社団法人というお面をかぶって営利追求に走る

のか？！よく似た団体により近づくのか？よく

考えましょう。
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日　時：平成19年7月14日（土） ・15日（日）

場　所：山形テルサ（山形市）

医療薬学フォーラム2007

第15回 クリニカルファーマシーシンポジウム in山形

常務理事 片山　博和

福山から新幹線を乗り継いで８時間、山形駅に

着きました。今回のメインテーマは「薬学教育と

医療薬学の新たな展開をもとめて」ということで、

特別講演２題、シンポジウム６題、ポスター269

題が発表されました。台風４号の影響が少しあり

雨風が強い時間帯もありましたが、活気溢れる学

会でした。発表内容すべてについて、網羅的に述

べることはできませんので、印象に残った２つに

ついて以下簡単に記します。

発表内容および参加者は、病院主体であり保険

薬局からの演題は僅かでありました。しかし、１

日目のシンポジウム「薬学教育と実務実習」では

地元山形県薬剤師会の齋藤由美子先生がシンポジ

ストとして講演され、地元に薬系大学がない県で

は（山形県では年間受け入れが10人にも満たな

い）、実習に対しては他人事、消極的がキーワー

ドになっていると話され、ちょっとガックリきま

したが、山形県では受け入れ委員会をつくり前向

きに取り組んでいるというオチで少し安心しまし

た。６年制時の２か月半実習に対しては、まだま

だ不安感の方が大きいようです。

今回、最も印象に残ったのは、２日目のラン

チョンセミナーで山形大学医学部附属病院麻酔科

の加藤佳子先生のお話でした。「患者が満足する

痛みの治療～痛みの自己管理～」というタイトル

で、最近、入院患者さんがモルヒネ（経口剤）の

自己管理が許されるようになったので、患者さん

がくすりを自己管理して痛い時に適量服用するよ

うにした方がベターである、ただし、眠気がでた

ら絶対にそれ以上飲まないようすることが大事で

あり、実際、加藤先生はそのようにしておられる

とのことでした。加藤先生は、モルヒネの極量撤

廃にもかなり関与されたそうです。ランチョンで

すが、フロアーから３人が質問していました。

山形は３度目でしたが、留学中に知り合った山

形大学医学部附属病院の病理の医師・前田邦彦先

生と再会でき、米沢牛のしゃぶしゃぶをご馳走に

なりました。とても美味かったです。山形はさく

らんぼだけでなく、ラ・フランスなどの果物王国

であり、また、「静かさや岩にしみいる蝉の声」

を芭蕉が詠んだ「山寺」も山形駅の近郊にあり、

歴史を感じることもできます。16日は海の日で祝

日でしたので少し観光もできました。帰りに前田

先生お勧めの冷やしラーメンを食し、帰路につき

ました。また８時間！…と思ったら新潟中越沖地

震の影響でプラス１時間。仕方ありませんね。地

震に遭われた方のことを思えば。

被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げ

ます。
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第19回 広島プライマリ・ケア研究会

日　時：平成19年7月29日（日）

場　所：広島医師会館

副会長 木平　健治

第19回広島プライマリ・ケア研究会が、「健康

づくりと地域医療」をテーマとして特別講演とシ

ンポジウムの構成で開催された。

今回は、薬剤師会が当番ということもあり、

「地域医療の中で、チームネットワークに参加し、

薬学的見地に立って、より高度な可能性を追求し、

連携と挑戦を考える」をサブテーマとし、「健康

づくり」から「在宅医療」までの幅広い地域医療

に他の関係職種と連携の中で薬局および薬剤師が

どのような貢献ができるのかを模索することを目

的とした。

特別講演では、伯野春彦先生（広島県福祉保健

部保健医療局保健対策室長）が「感染症対策を通

じた地域医療連携―行政の立場より―」のテーマ

で、専門とされている感染症領域を例として医療

連携の重要性を、また、現在の地域医療計画の概

要について概説され、その中で特に４疾病（がん、

脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）５事業（救急医

療、へき地の医療、災害時における医療、周産期

医療、小児医療）の展開における地域医療機関の

連携および医療従事者・関係者の連携すなわち医

療連携クリティカルパスとその重要性について講

演され、薬局および薬剤師への期待を述べられた。

続いてシンポジウムでは、「薬局が取り組む健

康づくり―頑張る薬剤師―」のテーマで薬局薬剤

師の健康づくりや地域医療への取り組みを紹介

し、「ガンバレ薬剤師―在宅医療におけるチーム

ケアを模索する」というテーマで、医師、歯科医

師、看護師の立場から薬局および薬剤師への期待

を述べて頂き、総合討論を行った。びーだま薬局

の下田代幹太先生、中筋アトム薬局の今野真美先

生（管理栄養士）およびすずらん薬局の山崎迪子

先生が薬局および薬剤師の取り組みを紹介され、

岩本内科医院の岩本恵子先生、池田歯科医院の池

田正弘先生および広島県看護協会訪問看護事業局

の宮本純子先生から薬局および薬剤師への提言を

頂いた。シンポジウムの講演および総合討論を通

じて薬局および薬剤師の現状を理解して頂けたこ

と、また、他の職種からの要望を聞けたことは非

常に有意義な研究会であった。

参加者は、薬剤師55名、医師10名、歯科医師13

名、看護師５名、その他13名の計96名であった。
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日薬代議員中国ブロック会議

日　時：平成19年8月4日（土） ・5日（日）

場　所：広島県薬剤師會館

日本薬剤師会代議員 増田　和彦

８月25・26日に開催される103回目の日薬代議

員会に向けて、広島でこの会議が開催されました。

「７月の参院選挙での疲れがまだ残っているよう

ですが、代議員会では活発な意見を出し合って、

盛り上げてほしい。」と前田日薬理事の挨拶があ

りました。

松下議事運営委員より会議の日程や席順等につ

いて説明がありました。

２日目に開催される決算委員会には、小林健

治・加藤圭市郎両氏が委員に選任され、出席する

ことになりました。

ブロック代表質問については、

＊クレジットカード払いに関する見解について。

＊消費税引き上げの場合逆ざやがでる可能性が

ある。その対応について。

＊組織のあり方に関しての今後の対応策について

＊18時以降に発行される処方せんの増加が考え

られる中で、時間外加算算定用件の見直しを

行ってほしい。

＊代替調剤について後発品から後発品への変更

を可能にしてほしい。また、代替調剤が必要

な時期が来たと思われるが、日薬はどのよう

に考えているのか。

＊DPC導入医療機関の院外処方せんの問題につ

いて

＊薬学６年生卒業者の処遇について

今年薬系私立大学では５校に１校が定員割れ

となった。薬剤師に魅力のあるような施策を

日薬は考えるべきだ。

＊会計検査院による指導について

薬剤師会立ち会いなしでの指導がおこなわれ

ている。日薬はどのように対応するのか？

＊薬局が医療提供施設に組み入れられたがその

メリットは？

＊医薬品の名称変更が多いため旧名称を使った

処方せんではいちいち疑義照会をしなくては

ならない。何らかの対処をしてほしい。

等の意見が出ました。

以上の質問を山口県の代議員がとりまとめて代

表質問をすることとなりました。

日　薬 前　田　泰　則 広島県薬会長

岡山県 中　本　行　宣 岡山県薬会長

加　藤　圭市郎 〃 副会長

三　宅　　　悟 〃 副会長

赤　澤　昌　樹 〃 常務理事 ＊

緋　田　哲　治 ＊

鳥取県 小　林　健　治 鳥取県薬会長

徳　吉　公　司 〃 専務理事 ＊

島根県 田　中　慎　二 島根県薬会長

津　戸　富太郎 〃 副会長 ＊

山口県 若　松　輝　明 山口県薬会長

石　本　敬　三 〃 副会長

広島県 松　下　憲　明 広島県薬副会長

豊　見　雅　文 〃 副会長

玉　浦　　　巖

増　田　和　彦 〃 常務理事

小　林　啓　二 〃 常務理事 ＊

出　席　者

会議風景

＊　予備代議員
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講演資料%%ライブラリー

【ＣＤ】

薬事情報事業の一環として、講演などの資料を掲載することとなりました。会員の皆様の講演資料作成
等に役立てていただければと思います。無料でお貸し出しできる物を掲載していますので、各資料で興
味のある方は県薬事務局にご連絡ください。又、新しく入手した資料につきましては、順次掲載します。

題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式

1 スモーキングベイビー（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）

2 肺癌（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）

3 みみず（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）

4 Every cigarette is doing you damage♂（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）

5 Every cigarette is doing you damage♀（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）

6 小学生向けスライド１（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）

7 小学生向けスライド２（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）

8 小学生向けスライド３（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）

9 キラキラ10／４（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）

10 青少年に（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）

11「どこまで知ってる？」薬物乱用（中学生用） 村上信行 （パワーポイント）

12「薬について」（小学生用） 村上信行 （パワーポイント）

13 錯乱 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

14 破壊 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

15 脳のイメージ１ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

16 脳のイメージ２ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

17 脳のイメージ３ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

18 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

19 受動喫煙で血管収縮（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

20 オーストラリアの禁煙CM（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

21 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

22 軽いタバコの嘘（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

23 手遅れ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

24 １年分のタール（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

25 ニコチン依存ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

26 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

27 脳出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

28 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

29 レイン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

30 smoker's face（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

31 コロンビア・ライト（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

32 デビ・オースチン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

33 ユル・ブリンナー（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

34 悪魔のacademy（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
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題　　　　　　　名
提供者
管理者

形　式

1
くすりを正しく使って健康ファミリー
“お年寄りとその家族のみなさんへ” （1993）

呉 24分

2
あなたの街の保険薬局“処方せんをもらったら”
（（社）日本薬剤師会）

呉

3 「薬の飲み合せ」 呉

4 日常生活と成人病シリーズ 呉 133分

5 お年寄りが薬と上手に付合う方法 呉 15分

6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ　きょうの健康） （2002.10） 呉

7 薬と上手につき合う（ＮＨＫ　きょうの健康） （1998.11） 呉

8 訪問薬剤管理指導の実践（（財）日本薬剤師研修センター） 呉

9 健康くれ21 「健康くれ体操」 呉

【ビデオ】

★これは！！と思われる資料がありましたら県薬事務局までご連絡ください。
無料で貸し出します。

★また、提供したい資料や、“これ、もっといて”という資料がありましたら
ご連絡ください。お預かりします。

★会員の皆様からの、こんな資料を作って…というご意見にもお答えします。

まずはご連絡を！！！

広島県薬剤師会事務局　電話（０８２）２４６－４３１７

資料を提供していただいた支部担当役員の方、個人の方、感謝の意を込めて掲載させていただきます。

引き続きよろしくお願いいたします。（個人名以外は支部名を表示しています。）

【書籍・冊子・資料】

35 眼底出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

36 喫煙サル（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

37 喫煙で能率低下（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

38 低体重ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

39 副流煙とウェイトレス（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

40 好奇心（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

41 禁煙指導用スライド 増田和彦 （パワーポイント）

42 分煙 増田和彦 （パワーポイント）

43 ニコチン依存症 増田和彦 （パワーポイント）

44 薬の基礎知識（一般消費者啓発用） 三次 （パワーポイント）

45 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅡ（指導者用） 県薬事務局

46 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅢ（指導者用） 県薬事務局

47 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅣ（指導者用） 県薬事務局

48 薬局薬剤師の接遇マニュアル 研修用 平成16年９月（（社）日本薬剤師会） 呉 （パワーポイント）

49 健康くれ21「健康くれ体操」 呉

50 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」 呉

題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式

1 薬から高齢者の健康を考える 安佐 テキスト 15ページ

2 薬から高齢者の健康を考えるⅡ 安佐 テキスト 19ページ

3 漢方入門 安佐 テキスト 20ページ

4 薬草と親しむ 安佐 テキスト 31ページ
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■W ポイントカードに 
   関するお問い合わせは 

1082-832-2606 
E-mail wpoint-e@fine.ocn.ne.jp

（株）和多利広島営業所 
1082-242-1474 
E-mail csk@mb.kcom.ne.jp（株）中国総合研究所 

広島リビング新聞社グループ 

Wポイントカードホームページ　http://www.wpoint.co.jp

 会員カードでWポイントがつきます 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）の有効期限は７年◎ 

会員カードはクレジット機能を持ち、有効期限が７年です。（保険料・年会費等は無料） 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F
F

F
F

F

F
F

F
F

F

広島県Wポイントカード加盟店 平成19年8月1日現在
店舗名 ポイント 店舗名 ポイント 店舗名 ポイント

広島電鉄　広島北営業課 ※2

広島電鉄　広島南営業課 ※2

広島電鉄　吉田出張所 ※2

広島電鉄　楽々園駅 ※2

広島電鉄　楽々園営業課 ※2

広電観光　千田町旅行センター ※2

福助タクシー㈱　本社営業所 1

福助タクシー㈱　古市営業所 2

※パセオカード･定期券･回数券の購入に際

しWポイント金券を使用することができ

ます。Wポイントカードは使用できません。

飲食店・レストラン

一心太助　福山本店 2

一心太助　アルパーク店 2

一心太助　胡町店 2

囲炉り茶屋　やまぼうし 1

釜飯酔心　本店 2

釜飯酔心　アルパーク店 2

釜飯酔心　五日市店 2

釜飯酔心　新幹線店 2

釜飯酔心　流川店 2

釜飯酔心　毘沙門店 2

釜飯酔心　広島駅ビル店 2

寿司道場酔心　支店　 2

惣菜酔心　アッセ店 2

惣菜酔心　立町店 2

くれない 1

芸州　胡店 2

ごはんや　広島店 2

ごはんや　広島空港店 2

さざん亭　三次店 2

瀬戸田すいぐん丸 2

ちから　本店 2

ちから　旭町店 2

ちから　五日市店 2

ちから　井口店 2

ちから　牛田店 2

ちから　宇品店 2

ちから　尾長店 2

ちから　海田店 2

ちから　上八丁堀店 2

ちから　観音店 2

ちから　祇園店 2

ちから　京口通店 2

ちから　呉駅店 2

宮内串戸商店街

ジョイ薬局 1

第一ドライ　串戸店 1

廿日市交通 1

横川商店街

ゴッドバーガー 1

茶房　パーヴェニュー 1

トイズ＆ホビー　むらかみ 1

はきもの　武本 1

横川　ちから 1

衣　料　品

OUT-DOOR'S 船越店 1

キャン・ドゥ　可部店 3

キャン・ドゥ　廿日市店 3

COOL INN. 大町店 1

COOL INN. サンモール店 1

COOL INN. 東広島店 1

COOL INN. フジグラン広島店 1

studio LOHAS 1

住吉屋　的場店 1

住吉屋　三次店 1

住吉屋　西条プラザ店 1

MEN'S REVO 呉店 1

MEN'S REVO 船越店 1

MEN'S REVO 楽々園店 1

クラスA 1

スーパーマーケット

マダムジョイ　アルパーク店　直営食品売場 ※1

マダムジョイ　江波店　直営食品売場 ※1

マダムジョイ　己斐店　直営食品売場 ※1

マダムジョイ　千田店　直営食品売場 ※1

マダムジョイ　矢野店　直営食品売場 ※1

マダムジョイ　楽々園店　直営食品売場 ※1

※マダムジョイ・ナイスディ内の掲載専門

店のみWポイントカードを使用すること

ができます。他店では使用できません。

ポイントは1です。

和・洋菓子

ｏｋａｓｈｉｍｏ 2

広島ポエム 1

美容・理容・健康

英国式足健康法　リフレックス 2

髪処　ふくろう 2

星ビルB1F メディカルフィットネス 2

化　粧　品

アリモト　本店 3

リビング事業社　ゲル＆ゲル 1

生活日用品

カギのひゃくとう番 5

サカイ引越センター ※13

※車両代・人件費に対して100円につき

2 ポイント付与されます。金券のご利用

は出来ません。

レンタル

RCC文化センター　貸会議室 ※11

リースキン　家庭用事業部　広島支店 2

リースキン　家庭用事業部　広島北営業所 2

リースキン　家庭用事業部　広島西営業所 2

リースキン　家庭用事業部　広島東営業所 2

※会議室のご利用は500円につき1ポイン

トです。

フラワーショップ

桜井花店　本店 1

家具・寝具

井口家具百貨店 1

交　　　通

八本松タクシー 1

広島第一交通㈱　（第一） 2

広島第一交通㈱　江波営業所 2

広島第一交通㈱　上安営業所 2

広島第一交通㈱　府中営業所 2

広島第一交通㈱　（平和） 2

広島電鉄　金券取扱窓口

広島電鉄　安佐出張所 ※2

広島電鉄　アルパーク案内所 ※2

広島電鉄　五日市駅 ※2

広島電鉄　熊野出張所 ※2

広島電鉄　西広島定期券売場 ※2

広島電鉄　沼田営業課 ※2

広島電鉄　廿日市駅 ※2
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自転車

サイクルショップカナガキ　横川本店 1

サイクルショップカナガキ　五日市店 1

サイクルショップカナガキ　己斐店 1

サイクルショップカナガキ　東雲店 1

サイクルショップカナガキ　戸坂店 1

ガソリンスタンド

大野石油店　旭橋ＳＳ 1

大野石油店　五日市インターＳＳ 1

大野石油店　井口ＳＳ 1

大野石油店　牛田大橋ＳＳ 1

大野石油店　エコステーション出島 1

大野石油店　可部バイパスＳＳ 1

大野石油店　観音ＳＳ 1

大野石油店　熊野団地ＳＳ 1

大野石油店　呉ＳＳ 1

大野石油店　高陽町ＳＳ 1

大野石油店　西条インターＳＳ 1

大野石油店　東雲ＳＳ 1

大野石油店　商工センターＳＳ 1

大野石油店　造幣局前ＳＳ 1

大野石油店　高取ＳＳ 1

大野石油店　高屋ニュータウンＳＳ 1

大野石油店　西白島ＳＳ 1

大野石油店　廿日市インターＳＳ 1

大野石油店　八丁堀ＳＳ 1

大野石油店　東広島ＳＳ 1

大野石油店　広島東インターＳＳ 1

大野石油店　緑井ＳＳ 1

大野石油店　皆実町ＳＳ 1

大野石油店　横川ＳＳ 1

山陽礦油　相生橋ＳＳ 1

山陽礦油　大州ＳＳ 1

山陽礦油　かめ山ＳＳ 1

山陽石油　住吉町ＳＳ 1

山陽石油　セルフ神辺ＳＳ 1

山陽石油　セルフ福山平成大学前ＳＳ 1

山陽石油　多治米町ＳＳ 1

山陽石油　深津ＳＳ 1

山陽石油　福山春日ＳＳ 1

山陽石油　福山東インターＳＳ 1

山陽石油　南本庄ＳＳ 1

バイクショップ

AUTO GARAGE うえるかむ ※9

※車体の購入・保険料にはポイントは付与

されません。

自動車整備・販売

車検の速太郎 ※10

車検の速太郎　カーケアプラザ ※10

ベストカーヤマナカ ※10

※法定費用・保険料にはポイントは付与さ

れません。

ちから　己斐店 2

ちから　高陽店 2

ちから　そごう店 2

ちから　タカノ橋店 2

ちから　出汐店 2

ちから　十日市店 2

ちから　中の棚店 2

ちから　西原店 2

ちから　八丁堀店 2

ちから　光町店 2

ちから　広島駅店 2

ちから　福屋駅前店 2

ちから　府中店 2

ちから　舟入店 2

ちから　船越店 2

ちから　戸坂店 2

ちから　堀川店 2

ちから　本浦店 2

ちから　本通４丁目店 2

ちから　的場店 2

ちから　皆実町店 2

ちから　向洋店 2

ちから　八木店 2

ちから　矢野店 2

ちから　矢野西店 2

ちから　楽々園店 2

豆匠　広島本店 2

豆匠　福山店 2

とく　福山イトーヨーカドー店 2

徳川　総本店 2

徳川　五日市店 2

徳川　海田店 2

徳川　呉中通り店 2

徳川　高陽店 2

徳川　西条プラザ店 2

徳川　サンリブ可部店 2

徳川　廿日市店 2

徳川　毘沙門台店 2

徳川　広店 2

徳川　福山東深津店 2

徳川　戸坂店 2

徳川　ベスト電器広島本店 2

徳川　南観音店 2

徳川　南区民センター店 2

徳川　三原店 2

徳川　安古市店 2

のん太鮨　パセーラ店 2

バー・エトワール 2

ひろしま国際ホテル　芸州本店 2

ひろしま国際ホテル　まほらま 2

ひろしま国際ホテル　東風 2

ひろしま国際ホテル　ル・トランブルー 2

広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛　呉駅ビル店 2

広島三次ワイナリー　喫茶ヴァイン 1

広島三次ワイナリー　バーベキューガーデン 1

フルーツレストラン　まるめろ 1

プロント　広島胡町店 2

平和工房 2

星ビル5F オルゴールティーサロン 2

ホテルセンチュリー21広島　京もみじ 2

ホテルセンチュリー21広島　フィレンツェ 2

三井カーデンホテル広島25F コフレール 2

焼肉達人の店　寅 2

レストラン・フラワー 2

レストラン　味蔵 1

娯楽・レジャー

銀河（えひめでぃあ） 2

平田観光農園 1

ヒロデンボウル 1

ボウル国際 1

WEB

Heart Leap Up HIROSHIMA ※17

※HPにて会員登録で100ポイント、メール

マガジンの受信ごとに1ポイント、メール

マガジンのアンケートに回答すると30ポイ

ント以上（各号によって異なります）。

カルチャー・教育

RCC文化センター 1

星ビル3F ベビーワールド 2

リビング事業社　リビングコミュニティカレッジ 1

趣味・雑貨

えひめでぃあ 2

売店　さざなみ 1

ピカソ画房　本店 1

星ビル2Ｆ　知育玩具とオルゴール 2

星ビル4Ｆ　アンティークドール 2

HOBBY TOWN 広島店 2

HOBBY TOWN 東広島店 2

HOBBY TOWN 福山店 2

旅行・観光

ジャパンツゥリスト ※14

広島三次ワイナリー　ワイン物産館 1

広電宮島ガーデン 1

※現金払いは100円につき1ポイント、

ジャパンツゥリストカード払いの場合は

100円につき1.5ポイントです。

ホテル

ホテルニューヒロデン ※12

※クレジットの支払いにはポイントは付与

されません。現金支払い時のみ100円

につき2ポイントがつきます。

スポーツ用品店

体育社　本店 1

体育社　呉店 1

体育社　東広島店 1

ゴルフ場・ゴルフ練習場

グリーンバーズヒロデン 1

カメラ・DPE・写真スタジオ

カメラのアート写夢 本店 1

カメラのアート写夢 スタジオハッピーゆめタウン大竹店 1

カメラのアート写夢 高取店 1

カメラのアート写夢 油見店 1

カメラのアート写夢 ゆめタウン大竹店 1

ビデオ・ＣＤ・文具

総商さとう　本店 ※4

総商さとう　ウィー東城店 ※4

※各売場によりポイント数が異なります。

印鑑・名刺・ハガキ

横田印房 10
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指 定 店 一 覧

部 門

ゴム印・

印鑑

ホテル

リース

会社

家具

看板

警備

建物

事務機器

時計・宝石

・メガネ

・カメラ

自動車

自動車部

品

書籍

食事・

食品

指 定 店

㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

㈱広島全日空ホテル

広島東急イン

福山ニューキャッ

スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工　西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所

広島支店

㈱ふるがいち

㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱

ＤＵＯ南広島

㈱モンテカルロ

（店舗名）

吉島店・安古市店

五日市店・可部店

高陽店

府中店・三次店

呉店・西条店

蔵王店・駅家店

尾道東店・三原店

㈱フタバ図書

㈱紀伊国屋書店

広島店

お好み共和国

ひろしま村

㈱平安堂梅坪

対象店舗（デパー

トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

宿泊20％引、宴会５％引、婚礼

５％引、料飲10％引外優待有

宿泊23％引、料飲５％引、婚礼

５％引、宴会５％引

宿泊シングル1,500円引・ツイ

ン3,000円引、婚礼10％引、レス

トラン５％引

宿泊17％引、レストラン５％引、

宴会料理５％引、婚礼、料飲

５％引

オートローン3.6％、リフォーム

ローン3.9％外

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き　赤札より10～
15％

見積額の10％割引

機械警備10,000円／月～、ホー

ムセキュリティ4,000円／月～、
保証金免除

月額警備料金10,000～15,000円
（別途相談）、機器取付工事代

20,000～30,000円、保証金免除　

特別価格

割引率は商品で異なる。

文具事務用品30％引

15～20％引（企画品、相場価格商

品は除く）

現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）

特別価格

専用カード（GOLDカード申込

者のみ）

モンテカルロ各店にて、通常価

格より10％引き、エンジンオイ

ル等交換工賃無料、８項目点検

無料、車検・鈑金・アウトレッ

ト割引有、ポイント有100円で１

ポイント、※従来のコーポレート

カードは廃止になります。

現金のみ定価５％引（直営店のみ）

現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00～19:00

平日

８:30～18:00

年中無休

平日

９:00～18:00

（土・日曜及び

祝祭日を除

く）

平日

８:45～17:30

９:00～19:00

10:00～
19:00･20:00

閉店時間は曜

日により変更

となります。

対象店舗（デパート

を除く直営店）年中

無休９:30～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８

月の土曜）

年末年始、夏期

休暇等当社指定

定休日を除く

毎週火曜

（火曜日が祝日

の時は営業）

8/13～15、

12/29～1/4

毎週土・日曜日、

祝日

無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、

祝日

毎週水曜日

毎週水曜日、夏

期年末年始

月曜日

年中無休

定休日不定

日お盆・年末年

始休業

所 在 地
広島市中区新天地1_1

呉市中央1_1_1

広島市中区中町7_20

広島市中区三川町10_1

福山市三之丸町8_16

広島市中区国泰寺町1_8_13

あいおい損保広島ＴＹビル

6Ｆ

呉市中通4_10_17

広島市安佐南区中須2_18_9

安芸郡府中町柳ケ丘77_37

呉市中央2_5_15

広島市中区幟町3_1

第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町

2_13_21

広島市南区松川町1_18

広島市中区堀川町5_10

広島市中区本通9_33

広島市中区吉島西2_2_35

本社

広島市西区商工センター

4_8_1

広島市西区観音本町2_8_22

広島市中区基町6_27

広島バスセンター6Ｆ

広島市中区新天地5_23

広島市西区商工センター

7_1_19

電 話 番 号
(082)244_1623

(0823)20_1111

(082)241_1111

(082)244_0109

(084)922_2121

(082)249_8011

(0823)22_2250

(082)879_0131

(082)281_4331

(0823)32_7171

(082)222_7780

(082)283_5133

(082)262_0191

(082)246_7788

(082)248_1331

(082)541_3911

本社

(082)501_3447

(082)294_0187

(082)225_3232

(082)246_2131

(082)277_8181

平成18年９月１日現在
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(082)293_4125

(082)209_7422

(082)245_0106

(082)231_9495

(082)239_0948

(082)261_4949

(082)248_0516

(082)279_5511

(082)248_4361

(082)243_5321

(082)542_5020

(082)512_1020

(082)222_7002

(082)278_2323

(084)920_3950

(0829)34_2508

(082)247_3473

担当：小原（オハラ）

丸本（マルモト）

0120_06_0747

(082)543_5855

部 門

レジャー

進物

総合葬祭

百貨店・

婦人服・

紳士服・

洋品他

複写機・

ファックス

仏壇・

仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福

利厚生サ

ービス

（中小企

業向け）

指 定 店

國富㈱広島営業所

Diving Service 海蔵

㈱進物の大進

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院

長束会館

㈲玉屋

ひつじやサロン

㈱エクセル本社

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

㈱ J T B広島支店

（JTB紙屋町シャ

レオ店・JTB広島

駅前支店）

ひろでん中国新聞

旅行㈱本社・呉営

業所・三次営業

所・福山営業所

㈱日本旅行

広島支店

（県内各支店）

青山装飾㈱

坂本製作所㈱

介護事業部

福山営業所

㈱デオデオ外商部

アリコジャパン

広島第一エイジェ

ンシーオフィス

㈱サカイ引越セン

ター

㈱福利厚生倶楽部

中国（中国電力グ

ループ会社）

会 員 価 格
Ｃカード取得コース45,000円、商品

購入：店頭価格より５％off、器材オ

ーバーホール：通常価格より５％off
スキューバダイビング体験講習￥8,400
Cカード取得講習会￥5,000引き・器

材修理店頭価格より５％引き

５～20％割引（但し弊社特約ホ

テル式場にての結婚記念品の場

合を除く）（個別配送費 広島県

内無料（2,000以上の商品））

５～25％（但し一部ブランド品

食品を除く）

祭壇金額定価２割引、

葬具（柩外）１割引

葬儀・花輪20％引、

生花５％引

店頭表示価格より10％引（一部

除外品有）

店頭表示価格（売出品含む）から

３％引

特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30～40％

引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等

店頭販売品以外は除外する。）

ルックJTB３％引（ルックJTBス
リムを除く）、エースJTB３％引

本人とその家族対象

本人のみ

現金のみメープル・トピック

自社主催商品３％引

赤い風船３％引、マッハ５％引、

ベスト３％引

特別価格

車いす（アルミ製55％・スチール

製60％）、歩行補助ステッキ40％

引き

デオデオ店頭価格より家電製品

10％引、パソコン関連５％引

無料保険診断サービス実施中

通常価格より15％割引

入会金（一法人）31 ,500円→

無料、月会費1,050円／人

サービス内容（一例）全10,000
アイテムが会員特別料金◆宿泊

施設：約4,000ヶ所　2,000円～、
◆公共の宿：1泊2,500円／人補

助◆パックツアー：10％OFF、
◆フィットネス：１回500円～、
◆映画：1,300円 等

営業日時

８:30～20:00

11:00～20:00

６～９月
10:00～18:30

10～５月
９:30～18:00

年中無休・24

時間営業

年中無休・24

時間営業

年中無休

年中無休

平日

９:00～17:30

年中無休

平日

10:00～19:00

土・日・祝

10:00～17:00

８:30～17:30

９:30～18:00

９:30～18:30

９:00～18:00

（平日）

年中無休（但し

1/1～1/3は休み）

９:00～18:00

（平日）

定 休 日
なし

なし

毎週火曜

不定休

毎週土・日曜日、

祝祭日

日祭休

日・祝日、第２・

４土曜日

日曜・祝日休業

土・日・祝日

土・日・祝日

所 在 地
広島市西区観音町13-9

広島市中区南千田西町

1-8-101

広島市中区堀川町4_14

広島市中区猫屋町8_17

広島市安佐南区長束2_4_9

広島市南区段原南1_20_11

広島市中区本通9_26

広島市西区商工センター

2_3_1

広島市中区小町3_25

（ショールーム）

広島市中区堀川町2_16

広島市中区紙屋町2_2_2

広島市中区八丁堀16_14

第二広電ビル１Ｆ

広島市中区基町13_7

朝日ビル2Ｆ

広島市西区商工センター

5_11_1

福山市卸町11_1

廿日市市木材港南8_22

広島市中区紙屋町2-1-22
広島興銀ビル9F

広島市西区福島町2丁目36-1

広島市中区国泰寺町1-3-22
ERE国泰寺ビル6階

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示下さい。
◎入会申込書は県薬事務局にあります。◎カードの作成は無料です。
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６月21日 「一般用医薬品販売の手引き（暫定版）」

の送付について（各支部長）

６月28日 広島県薬剤師会「認定基準薬局制度」

の変更に伴う支部説明会の開催につい

て（各支部長）

７月４日 後発医薬品の使用状況等に関するアン

ケート調査（第２回）の結果（速報値）

の送付について（各支部長）

７月４日 「自立支援医療費の支給認定について」

の一部改正について（各支部長）

７月４日 福祉医療費公費負担事業に係る受給者

証の更新について（各支部長）

７月７日 第40回日本薬剤師会学術大会（於 神戸

市）への参加助成について（各支部長）

７月７日 医療事故情報収集等事業　第９回報告

書の送付について（各支部長）

７月10日 平成19年における組合員証等の検認に

ついて（各支部長）

７月10日 「規制改革推進のための３カ年計画」

について（各支部長）

７月10日 広島大学病院・新規採用医薬品、取り

扱い中止医薬品について（各支部長）

７月12日 院外処方せんの応需について（各支部長）

７月13日 第19回プライマリ・ケア研究会プログ

ラムの送付について（各支部長）

７月18日 新潟県中越沖地震の対応について（各

支部長）

７月19日 平成20年度調剤報酬改定及び高齢者医

療のあり方に関する意見について（各

支部長）

７月19日 新潟県中越沖地震による被災者に係る

被保険者証等の提示等について（各支

部長）

７月20日 平成19年新潟県中越沖地震により被災

した健康保険被保険者等、国民健康保

険被保険者及び老人医療受給対象者に

係る一部負担金取扱いについて（各支

部長）

７月20日 厚生労働省による認定実務実習指導薬

剤師養成のためのワークショップ「第

７回薬剤師のためのワークショップ中

国・四国 in福山への派遣について」

（各支部長）

７月23日 第19回プライマリ・ケア研究会への参

加のお願い（各支部長）

７月25日 医薬分業関係資料（「薬と健康の週間」

啓発資材等）のお申し込みについて

（各支部長）

７月25日 朝日新聞掲載ＰＲ広告の地方紙への転

載及びパンフレットの作製について

（各支部長）

７月25日 一般紙への啓発広告掲載について（各

支部長）

７月26日 認定基準薬局制度基準薬局の更新確認

について（お願い）（各支部長）

７月26日 新潟県中越沖地震被災地における公費

負担医療の取扱いについて（各支部長）

７月26日 認定基準薬局制度基準薬局の更新確認

について（お願い）（各支部長）

７月27日 第28回広島県薬剤師会学術大会の会員

発表について（お願い）（各支部長）

７月27日 医療事故情報収集等事業平成18年年報

の送付について（各支部長）

７月27日 インフルエンザワクチンの安定供給対

策について（各支部長）

７月27日 新潟中越沖地震の被災に伴う保険診療

関係等の取扱いについて（各支部長）

８月１日 夏期休業について（各支部長）

８月１日 常務理事会の開催について（８/23）

（各支部長）

８月１日 平成19年度の応需薬局夏期休業表につ

いて（各支部長）

８月２日 広島県薬剤師会認定基準薬局支部運営

規程の送付について（各支部長）

８月２日 業務分担４担当役員打合会の開催につ

いて（各支部長）

県薬より支部長への発簡
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平成19年６月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成19年６月21日（木）午後８時25分～
場　所：広島県薬剤師會館

出席者：前田会長

木平、加藤、豊見、平井、松下各副会長

青野、有村、大塚、小林、澁谷、田口、谷川、

野村、政岡、増田各常務理事

欠席者：重森、野間各常務理事

議事要旨作製責任者：大塚幸三常務理事

１．報告事項

次のとおり、議事要旨等が確認された。

（１）５月定例常務理事会議事要旨

（２）諸通知

ア．来・発簡報告

イ．会務報告

ウ．会員異動報告

（３）委員会等報告

（前田会長）

ア．日本薬剤師会平成19年度第２回理事会

５月23日（水）於　東京・日薬

イ．日本薬剤師会平成19年度第１回地方連絡協議会

（都道府県会長会）

５月23日（水）於　東京・日薬

ウ．日本薬剤師会第５８回共済部総会

５月23日（水）於　東京・日薬

エ．広島県福祉保健部医療保険室長来会

５月29日（火）に、広島県福祉保健部医療保険室

長の来会があり、広島県医療費適正化計画検討委

員会委員委嘱の依頼で、本会からは前田会長を推

薦することになったと報告された。

オ．広島県健康福祉センター理事会

６月８日（金）広島県健康福祉センターで開催さ

れ、評議員の委嘱、平成18年度事業報告及び収支

予算について説明、承認されたことを報告された。

カ．暴力追放広島県民会議平成19年度理事会・評議

員会

６月14日（木）鯉城会館で開催され、会長の県知

事からの挨拶があり、県警察から平成18年度事業

報告及び収支決算等について説明、承認されたこ

とを報告された。

（木平副会長）

ア．新薬剤師研修会

６月３日（日）広島県薬剤師會館で開催されたこ

と、広島県青年薬剤師会の協力があったと報告さ

れた。

イ．各大学薬学部長および機構委員長来会・広島県医

師会会長訪問

６月５日（火）広島大学、福山大学、広島国際大

学、安田女子大学の各薬学部代表者、調整機構委

員長の来会があり、本会に対して薬局実務実習の

協力依頼があったこと、続いて、広島県医師会へ

も依頼したことを報告された。

ウ．第28回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

６月６日（水）に、第28回広島県薬剤師会学術大

会を呉で開催すること、テーマが「飛び出せ！薬

剤師」に決まったことを報告された。

（加藤副会長）

ア．第19回広島プライマリ・ケア研究会準備会

６月７日（木）広島医師会館で開催され、シンポ

ジウムの内容が決まったことを報告された。

（加藤副会長）

ア．広島県がん対策推進協議会第１回計画策定会議

６月18日（月）に県庁で開催され、がん対策基本

法が施行され、がん対策推進基本計画に基づき、

平成19年から５カ年計画でがん患者の減少してい

くこと、広島県がん対策推進計画では特に乳ガン

対策について策定することを報告された

（豊見副会長）

ア．広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療

担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の共同集団指導

６月21日（木）に東区民文化センターで、新規保

険薬局及び新規保険薬剤師を対象に開催されたこ

とを報告された。

（平井副会長）

ア．支部長・理事合同会議

５月26日（土）

（報告省略）

イ．第36回広島県薬剤師会通常総会

５月26日（土）

（報告省略）

ウ．平成19年度広島県四師会役員連絡協議会

６月15日（金）於　リーガロイヤルホテル広島

（報告省略）

エ．全体理事会

６月21日（木）

（報告省略）

（松下副会長）

ア．広島県薬剤師会認定基準薬局運営協議会

６月１日（金）に、改定6広島県薬剤師会認定基

準薬局制度運営規程等について検討したことを報

告された。

イ．6認知症の人と家族の会広島県支部第26回記念

大会

６月16日（土）に広島県民文化センターで開催さ

れ、年々参加者が増えていると報告された。

（有村常務理事）

ア．介護支援専門員資格研修会

４月23日（月）に広島県民文化センターで開催さ

れ、介護保険法が改正され、そのため介護支援専

門員資格の内容が変わったこと、詳細は会誌７月

号に掲載することを報告された。

イ．NPO法人広島県介護支援専門員協会平成 19年度定

期総会

５月19日（土）にアステールプラザで開催され、

役員改選があり、村上信行氏、橋本洋子氏が理事、

有村健二氏が監事に就任したことを報告された。

また、８月11日（土）に広島国際会議場で、第７

回広島ケアマネジメント学会が開催されること、

本会からパネルを出展する予定であることを追加

報告された。

（大塚常務理事）

ア．平成19年度試験検査センター連絡協議会

６月７日（木）・８日（金）に宮城県薬剤師会館

で開催され、入札制度導入増加で仕事量が減少し
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ているところが多いことが報告された。

（田口常務理事）

ア．平成19年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会

５月26日（土）に北里大学薬学部で開催され、参

加型実習を実施するにあたり、薬学生の行為が患

者等の身体に及ぼすおそれのある直接的・間接的

リスクの程度に応じて３段階に分類したことを報

告された。

（谷川常務理事）

ア．広報委員会

６月11日（月）、18日（月）に７月号の会誌につ

いて開催し、原稿の校正等を行ったと報告された。

（野村常務理事）

ア．子育て応援団すこやか2007

５月26日（土）・27日（日）に広島グリーンアリー

ナで開催され、本会は初めて参画したこと、広島

県青年薬剤師会の協力があったこと、詳細は会誌

７月号に掲載すると報告された。

２．その他の委員会等報告事項

（１）支部等総会報告

支部等総会が、次のとおり開催されたことが報告

された。

東広島支部

５月17日（金）於　東広島平安閣

大竹支部

５月19日（土）於　魚池

広島県病院薬剤師会

５月19日（土）於　エソール広島

山県支部

５月26日（土）於　みちづれ

三原支部

５月26日（土）於　三原グランドパレス

安佐支部

５月27日（日）於　安佐南区民文化センター

呉支部

５月27日（日）於　呉市薬剤師会館

広島佐伯支部

５月30日（水）於　ミスズガーデン

福山支部

５月31日（木）於　福山市医師会

広島県学校薬剤師会

６月２日（土）於　広島県薬剤師會館

安芸支部

６月３日（日）於　サンピア・アキ

因島支部

６月８日（金）於　ナティーク城山

尾道支部

６月９日（土）於　尾道ポートホテル

広島支部

６月16日（土）於　広島県薬剤師會館

府中支部

６月16日（土）於　元かいえい薬局

３．審議事項

（１）日薬定款の一部変更について（前田会長）

前田会長より、日本薬剤師会定款の一部変更等に

係る第66回通常総会の書面表決について、今回の

定款変更は、厚生労働省より、役員選任はじめ会

務運営の重要事項は総会において決定するよう定

款の整備を指摘されたことを受けたものであり、

本来、総会における表決権は会員の基本的な権利

であるが、総会開催の都度、会員の過半数の出席

を確保することは非常に困難で現実的ではないこ

とから、今回の変更案では、正会員の表決権は代

議員をもって行使するものとし、総会を代議員制

とすることを盛り込んだ内容になっていること。

それを総会に、議案第１号社団法人日本薬剤師会

定款一部変更の件として提出したこと。総会開催

通知を日薬雑誌６月号に掲載し、会員の書面表決

をお願いしていること。書面表決を含め正会員の

過半数の出席（約５万名）を確保し、かつその内

の３分の２以上（約３万４干名）の賛同を得るこ

とが必要であること等の説明があった。

藤井基之先生の選挙はがきと書面表決はがきが混

在するので、選挙はがきの回収が終了する６月25

日以降に、会員宛へファックス一斉同報を送信し、

書面表決はがきの返信をお願いすることになっ

た。

今回の定款変更については、いずれ県薬レベルに

下りてくるだろうということだった。

（２）日薬中国ブロック会議について（豊見副会長）

日　時：６月30日（土）午後２時30分～
場　所：広島県薬剤師會館　４階

日薬から６月末までに後期高齢者医療制度につい

て開催するよう通達があり、日薬森昌平常務理事

が出席されると報告された。

（３）会費検討の為のワーキンググループ会議の開催に

ついて（豊見副会長）

来年度に引き続き、加藤副会長をワーキンググ

ループリーダーとして検討していただくことが

報告された。

（４）広島県医療費適正化計画検討委員会委員の委嘱に

ついて（前田会長）

委嘱者：前田泰則会長

事前に依頼があり、前田泰則会長が就任済みであ

ると報告された。

（５）広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会委員

の推薦について（平井副会長）

推薦数：１名

任　期：２年

（当初委員に限り平成平成22年３月末）

松下憲明副会長を推薦することが決定した。

（６）（仮称）ひろしま食育・健康づくり実行委員会委員

及びワーキング会議委員の推薦について

（平井副会長）

推薦数：各１名

任　期：２年

（当初委員に限り平成平成21年３月末）

選考を前田会長に一任することになった。

（７）「第６回IPPNW北アジア地域会議」への支援金に

ついて（平井副会長）

日　時：６月21日（木）・22日（金）

場　所：モンゴル・ウランバートル

前回の第５回同会議へ５万円支援しているので、

今回も同額を支援することになった。

（８）夏期休業について（平井副会長）
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今年の夏期休業は、８月13日（月）、14日（火）、

15日（水）となった。

（９）後援、助成及び協力依頼等について（平井副会長）

ア．公開シンポジウム「第13回薬用植物シンポジウム

―こんにゃくいも語る環境変化―」

ならびに広島大学薬学部附属薬用植物園観察会の

後援名義使用について

日　時：６月９日（土）・10日（日）

場　所：広島大学医学部・廿日市市吉和

事前に照会し、承諾済みであると報告された。

イ．平成19年度健康づくり絵画・ポスター募集の後援

名義使用について

主　催：広島県国民健康保険団体連合会

事前に照会し、承諾済みであると報告された。

ウ．市民公開講座－Ｃ型慢性肝炎について考えよう－
の後援名義使用について

日　時：９月15日（土）午後３時～
場　所：呉市医師会館

共　催：日本肝臓学会、シェリング・プラウ㈱

承諾することとされた。

４．その他

（１）次回常務理事会の開催について

７月19日（木）午後６時から開催することとさ

れた。

（議事要旨作製責任者　小林啓二常務理事）

（２）支部等総会の開催について（平井副会長）

次により開催されることとなった。

三次支部

６月22日（金）於　三次ロイヤルホテル

広島県青年薬剤師会

７月１日（日）於　広島県薬剤師會館

（３）８月定例常務理事会の開催について

８月定例常務理事会を８月23日（木）午後６時か

ら開催することとされた。

（４）その他行事

ア．平成19年度病院診療所薬剤師研修会

６月23日（土）・24日（日）

於　広島県民文化センター

イ．第39回中国・四国学校保健学会

６月24日（日）於　広島大学

ウ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指

定申請薬局との共同研修会

６月24日（日）於　広島県薬剤師會館

エ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会

６月25日（月）於東京・日薬

オ．日本薬剤師会平成19年度第３回理事会

６月27日（水）於　東京・日薬

カ．日本薬剤師会平成19年度第２回地方連絡協議会

（都道府県会長会）

６月27日（水）於　東京・日薬

キ．第28回広島県薬剤師会学術会場下見

６月28日（木）呉・大和ミュージアム

ク．日本薬剤師会議事運営委員会

６月28日（木）於　東京・日薬

ケ．日本薬剤師会中国ブロック会議

６月30日（土）於　広島

コ．第３回広島県糖尿病療養指導・看護研究会

７月１日（日）於　広島大学・広仁会館

サ．広報委員会

７月３日（火）

シ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講

習会

７月８日（日）於　福山大学

ス．広島県薬剤師会安芸支部認定実務実習指導薬剤師

養成講習会

７月８日（日）於　サンピア・アキ

セ．平成19年度ヒロシマ薬剤師研修会

７月８日（日）於　広大・広仁会館

ソ．第11回日本地域薬局学会年会

７月８日（日）於　星薬科大学

タ．医療費適正化計画検討委員会

７月13日（金）於　県庁・北館

チ．医療薬学フォーラム2007第15回クリニカルファー

マシーシンポジウムイン山形

７月14日（土）・15日（日）於　山形

ツ．常務理事会

７月19日（木）

テ．広島県薬剤師会広島支部認定実務実習指導薬剤師

養成講習会

７月22日（日）於　広島県薬剤師會館

ト．第19回広島プライマリ・ケア研究会

７月29日（日）於　広島医師会館

ナ．日薬代議員中国ブロック会議

８月４日（土）・５日（日）於　広島県薬剤師會館

ニ．広島県薬剤師会廿日市・広島佐伯・大竹支部認定

実務実習指導薬剤師養成講習会

８月５日（日）

於　廿日市市総合健康福祉センター

ヌ．第33回広島県国保診療施設地域医療学会

８月18日（土）於　ウェルシティ広島

ネ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講

習会

８月19日（日）於　広島県薬剤師會館

ノ．常務理事会

８月23日（木）

ハ．日本薬剤師会平成19年度第４回理事会

８月24日（金）

ヒ．第103回日本薬剤師会臨時代議員会

８月25日（土）・26日（日）

於　東京・虎ノ門パストラル

フ．第66回日本薬剤師会通常総会

８月26日（日）於　東京・虎ノ門パストラル

ヘ．NPOがん患者団体支援機構第３回がん患者大集会

８月26日（日）於　広島国際会議場

ホ．高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会

９月２日（日）於　広島県薬剤師會館

マ．常務理事会

９月20日（木）

ミ．薬草に親しむ会（西部）

９月23日（日・秋分の日）

於　山県郡戸河内（予定）

ム．薬草に親しむ会（東部）

９月24日（月・振替休日）

於　三次市布野町（予定）
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平成19年７月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成19年７月19日（木）18：00～19：50

場　所：広島県薬剤師會館

出席者：前田会長

加藤、豊見、平井、松下各副会長

青野、有村、大塚、重森、澁谷、田口、谷川、

野村、政岡、増田各常務理事

玉浦日薬代議員

欠席者：木平副会長、小林、野間常務理事

議事要旨作製責任者：重森常務理事

１．報告事項

（１）６月定例常務理事会議事要旨

（２）諸通知

ア．来・発簡報告

イ．会務報告

ウ．会員異動報告

（３）委員会等報告

（前田会長）

ア．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会

６月25日（月）に東京・日薬において開催され、

中国地区関係では広島県の水戸先生が日薬の功労

賞を授賞することになったと報告された。

イ．日本薬剤師会平成19年度第３回理事会

６月27日（水）に東京・日薬で開催され、薬剤師

の行政処分、コムスンの介護保険事業や高度管理

医療機器等の販売等に係る研修会等に関する質問

があったと報告された。

ウ．日本薬剤師会平成19年度第２回地方連絡協議会

（都道府県会長会）

６月27日（水）に東京・日薬において開催され、

後期高齢者医療に対する不安などが問題視されて

いたと報告された。

エ．平成19年度第１回医療費適正化計画検討委員会

７月13日（金）に県庁・北館で開催され、医療費

の適正化について会議をしたが、次回は事務局が

適正化に対する資料を提出すると報告された。

オ．平成19年度広島県薬物乱用対策推進本部会議

７月18日（水）に鯉城会館で開催され、薬物乱用

について他団体が学校を指導するという動きもあ

ると報告された。

（豊見副会長）

ア．日本薬剤師会中国ブロック会議

６月30日（土）に広島で開催され、麻薬の薬局間

譲渡については、７月に施行する予定であったが

止まっており、内容もグループ間でないと譲渡で

きない等厳しい条件が付いていると報告された。

（青野常務理事）

ア．広報委員会

７月３日（火）に開催し、９月号の原稿依頼先に

ついて協議をしたと報告された。

（松下副会長）

ア．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指

定申請薬局との共同研修会

６月24日（日）に広島県薬剤師會館で開催し、新

しい規程により実施したと報告された。

イ．日本薬剤師会議事運営委員会

６月28日（木）に東京・日薬で開催され、８月25、

26日に代議員会を開催することと、代議員会終了

後に総会を開催することを決定したと報告された。

（澁谷常務理事）

ア．広島県薬剤師会「認定基準薬局制度」の変更に伴

う支部説明会

７月12日（木）に開催し変更点等説明したが、変

更点の周知については「資料１」を認定基準薬局

に配付することにした。また、理事会での審議事

項等について教えて欲しいとの依頼があったの

で、他の要望事項とともに７月24日の委員会で協

議することにしたと報告された。

（田口常務理事）

ア．薬草に親しむ会（東部）下見

６月27日（水）に三次市布野町に下見に行った。

場所は三次市布野支所から作木に向かう林道で野

草もあったが遠距離であった。会は西部地区が９

月23日で、東部地区は９月24日に実施する予定と

報告された。

イ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講

習会

７月８日（日）に福山大学で開催し、約150名が

講習したと報告された。

（谷川常務理事）

ア．第28回広島県薬剤師会学術会場下見

６月28日（木）に会場である呉・大和ミュージア

ムに下見に行った。

イ．第28回広島県薬剤師会学術大会会場下見後の検討会

７月12日（木）に下見に行った結果を検討して、

７月23日の実行委員会で協議すると報告された。

２．その他の委員会等報告事項

（１）支部等総会報告

三次支部

６月22日（金）於　三次ロイヤルホテル

（報告省略）

広島県青年薬剤師会

７月１日（日）に広島県薬剤師會館で開催され、

会長に豊見敦さんが選出された。

（２）平成19年度病院診療所薬剤師研修会

６月23日（土）・24日（日）

於　広島県民文化センター

（報告省略）

（３）広島県薬剤師会安芸支部認定実務実習指導薬剤師

養成講習会

７月８日（日）於　サンピア・アキ

（４）平成19年度ヒロシマ薬剤師研修会

７月８日（日）於　広大・広仁会館

３．審議事項

（１）日本薬剤師会代議員中国ブロック会議について

８月４日（土）・５日（日）に、広島県薬剤師會

館で開催するが、広島県の要望事項を次のとおり

とする。

①学生の実習について、7,000件の受入薬局を整

備することになっているが、具体的な要件等を

早急に示すよう日薬に要望する。

②OTCの１類については少なくなっているが 、こ
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の件に関して情報が全く無いので日薬の考えを

聞く。

（２）広島県保健医療計画検討委員会委員の推薦について

前田会長を推薦することとされた。

（３）広島県地域保健対策協議会がん対策専門委員会緩

和ケア推進WGの就任について

豊見副会長が就任することを了承された。

（４）後援、助成及び協力依頼等について

共催及び後援名義の使用について了承された。

ア．第48回がん征圧月間の共催について

期　間：９月１日（土）～９月30日（日）

主　催：7日本対がん協会、7広島県健康福祉セ

ンターほか

イ．「『医と暮らし』健康大学知ってください、リウマ

チの現在」の後援名義使用について

日　時：10月14日（日）

場　所：広島国際会議場

主　催：中国新聞社

４．その他

（１）次回常務理事会の開催について

８月23日（木）の午後６時から開催することとし、

議事要旨作製責任者は小林啓二常務理事とされた。

（２）支部等総会の開催について

広島県女性薬剤師会総会

７月29日（日）於　広島県薬剤師會館

（欠席する）

（３）書籍申込等の案内告知について

㈱神陵文庫からファックス一斉同報の依頼があ

り、了承された。

（４）その他

備蓄検索のサーバについては、６年を経過してい

るのでハードを新しいのに交換したいとの要望が

あり、了承された。

（５）その他行事予定

次のとおり、行事日程が確認された。

ア．広島県薬剤師会広島支部認定実務実習指導薬剤師

養成講習会

７月22日（日）於　広島県薬剤師會館

イ．第28回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

７月23日（月）

ウ．平成19年度広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会

７月23日（月）於　広島県環境保健協会

エ．広島県薬剤師会認定基準薬局運営協議会

７月24日（火）

オ．第103回広島地方社会保険医療協議会

７月24日（火）

於　ウェルシティ広島広島厚生年金会館

カ．第19回広島プライマリ・ケア研究会シンポジスト

打合会

７月25日（水）於　広島医師会館

キ．薬草に親しむ会打合会

７月26日（木）

ク．第19回広島プライマリ・ケア研究会

７月29日（日）於　広島医師会館

ケ．「広島県がん対策推進協議会」がん情報提供部会

（患者団体等ヒアリング）

８月１日（水）於　県庁

コ．広報委員会

８月３日（金）

サ．広島県医療審議会

８月３日（金）於　県庁

シ．日薬代議員中国ブロック会議

８月４日（土）・５日（日）於　広島県薬剤師會館

ス．広島県薬剤師会廿日市支部広島佐伯支部大竹支部

認定実務実習指導薬剤師養成講習会

８月５日（日）

於　廿日市市総合健康福祉センター

セ．広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式

８月６日（月）於　平和祈念公園

ソ．第７回広島ケアマネジメント学会

８月11日（土）於　広島国際会議場

タ．第33回広島県国保診療施設地域医療学会

８月18日（土）於　ウェルシティ広島

チ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の

ためのワークショップ「第６回薬剤師のためのワー

クショップ中国・四国 in山陰」

８月18日（土）・19日（日）於　鳥取大学医学部

ツ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講

習会

８月19日（日）於　広島県薬剤師會館

テ．常務理事会

８月23日（木）

ト．広島県地域保健対策協議会がん対策専門委員会緩

和ケア推進WG

８月23日（木）於　広島医師会館

ナ．日本薬剤師会平成19年度第４回理事会

８月24日（金）

ニ．第103回日本薬剤師会臨時代議員会

８月25日（土）・26日（日）

於　東京・虎ノ門パストラル

ヌ．第66回日本薬剤師会通常総会

８月26日（日）於　東京・虎ノ門パストラル

ネ．NPOがん患者団体支援機構第３回がん患者大集会

８月26日（日）於　広島国際会議場

ノ．広島県保健医療計画検討委員会

８月29日（水）

ハ．第53回中国地区公衆衛生学会

８月30日（木）・31日（金）於　メルパルク岡山

ヒ．高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会

９月２日（日）於　広島県薬剤師會館

フ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の

ためのワークショップ「第７回薬剤師のためのワー

クショップ中国・四国 in福山」

９月８日（土）・９（日）於　福山大学

ヘ．常務理事会

９月20日（木）

ホ．薬草に親しむ会（西部）

９月23日（日・秋分の日）於　山県郡安芸太田町

マ．薬草に親しむ会（東部）

９月24日（月・振替休日）於　三次市布野町
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行　　事　　内　　容日　　付

６月21日 木 ・広島社会保険事務局・広島県
による社会保険医療担当者

（保険薬局及び保険薬剤師）
の共同集団指導

（東区民文化センター）

・全体理事会

・常務理事会

22日 金 三次支部総会
（三次ロイヤルホテル）

23・24日 平成19年度病院診療所薬剤師研
修会（広島県民文化センター）

24日 日 ・第39回中国・四国学校保健学
会（広島大学・広仁会館）

・認定基準薬局新規申請及び更
新薬局、保険薬局指定申請薬
局との共同研修会

25日 月 日本薬剤師会日薬賞等選考委員
会（東京）

27日 水 ・薬草に親しむ会（東部）下見
（三次市布野町）

・日本薬剤師会平成19年度第３
回理事会（東京）

・日本薬剤師会平成19年度第２
回地方連絡協議会（都道府県
会長会）（東京）

28日 木 ・日本薬剤師会議事運営委員会
（東京）

・第28回広島県薬剤師会学術会
場下見
（呉市・大和ミュージアム）

30日 土 日本薬剤師会中国ブロック会議

７月１日 日 ・広島県青年薬剤師会総会

・第３回広島県糖尿病療養指
導・看護研究会

（広島大学・広仁会館）

３日 火 広報委員会

８日 日 ・広島県薬剤師会認定実務実習
指導薬剤師養成講習会

（福山大学）

・広島県薬剤師会安芸支部認定
実務実習指導薬剤師養成講習
会（サンピア・アキ）

県 薬 日 誌 行　　事　　内　　容日　　付

７月８日 日 ・平成19年度ヒロシマ薬剤師研
修会（広島大学・広仁会館）

・第11回日本地域薬局学会年会
（東京）

12日 木 ・第28回広島県薬剤師会学術大
会会場下見後の検討会

・広島県薬剤師会「認定基準薬
局制度」の変更に伴う支部説
明会

13日 金 平成19年度第１回医療費適正化
計画検討委員会（県庁）

14・15日 医療薬学フォーラム2007第15回
クリニカルファーマシーシンポ
ジウム in山形（山形）

18日 水 平成19年度広島県薬物乱用対策
推進本部会議（鯉城会館）

19日 木 ・広島社会保険事務局来会（24

日開催保険医療協議会議事に
ついての説明）

・常務理事会

22日 日 広島県薬剤師会広島支部認定実
務実習指導薬剤師養成講習会

23日 月 ・平成19年度広島県禁煙支援
ネットワーク運営委員会

（広島県環境保健協会）

・第28回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

24日 火 ・第103回広島地方社会保険医
療協議会（ウェルシティ広
島・広島厚生年金会館）

・広島県薬剤師会認定基準薬局
運営協議会

25日 水 第19回広島プライマリ・ケア研
究会シンポジスト打合会

（広島医師会館）

26日 木 ・薬草に親しむ会打合会

・平成19年度 薬事衛生指導員
講習会担当理事打合会

27日 金 安田女子大学薬学部関係者来会

29日 日 ・広島県女性薬剤師会総会

・第19回広島プライマリ・ケア
研究会（広島医師会館）

８月１日 水 「広島県がん対策推進協議会」
がん情報提供部会（患者団体等
ヒアリング）（県庁）



2007 Vol.32  No.5　広島県薬剤師会誌34

行　　事　　内　　容日　　付

８月３日 金 （仮称）ひろしま食育・健康づ
くり実行委員会（県庁）

４・５日 日薬代議員中国ブロック会議

５日 日 広島県薬剤師会廿日市支部広島
佐伯支部大竹支部認定実務実習
指導薬剤師養成講習会
（廿日市市総合健康福祉センター）

６日 月 ・広島市原爆死没者慰霊式並び
に平和記念式（平和祈念公園）

・広報委員会

７日 火 公益法人制度職員研修

８日 水 （仮称）ひろしま食育・健康づ
くり実行委員会ワーキング会議

（県庁）

11日 土 第７回広島ケアマネジメント学
会（広島国際会議場）

行　　事　　内　　容日　　付

13～15日 夏期休業

16日 木 業務分担④担当役員打合会

18日 土 第33回広島県国保診療施設地域
医療学会（ウェルシティ広島・
広島厚生年金会館）

18・19日 厚生労働省による認定実務実習
指導薬剤師養成のためのワーク
ショップ「第６回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国 in
山陰」（鳥取）

19日 日 広島県薬剤師会認定実務実習指
導薬剤師養成講習会

20日 月 ・平成19年度第１回広島県保険
者協議会（八丁堀シャンテ）

・広報委員会

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は66ページ

薬事関連法規及び
薬事関係制度
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行事予定（平成19年9月 ～平成19年11月 ） 
 

 9月 2 日（日）高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会 

 9月 4 日（火）
第17回広島県健康福祉祭（広島県民文化センター） 

 9月 5 日（水） 

 9月 8 日（土）広島大学薬学部第2回就職説明会（広島大学） 

 9月 8 日（土）厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ 

 9月 9 日（日）　   「第7 回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 ｉｎ 福山」（福山大学） 

 9月 9 日（日）広島県薬剤師会三原支部認定実務実習指導薬剤師養成講習会（三原国際ホテル） 

 9月1 3 日（木）広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の集団的個別指導  

 9月1 5 日（土）  

　　　 　　　　平成19年度老人 の日・老人週間 

 9月2 1 日（金） 

 9月2 0 日（木）職業紹介責任者講習会（更新）（大阪） 

　　　〃　　　　常務理事会 

 9月2 3 日（日）薬草に親しむ会（西部） 

 9月2 4 日（月）薬草に親しむ会（東部） 

 9月2 7 日（木）広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の集団的個別指導  

10月 6 日（土）日本薬剤師会平成19年度第3回地方連絡協議会 （都道府県会長会）（神戸市） 

10月 7 日（日）平成19年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議（神戸市） 

10月 7 日（日）
第40回 日本薬剤師会学術大会（神戸市） 

10月 8 日（月） 

10月 1 4 日（日）認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指定申請薬局との共同研修会（福山） 

10月 1 8 日（木）常務理事会 

10月 2 8 日（日）平成19年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験（広島大学） 

11月 1 0 日（土）平成19年度薬事衛生指導員講習会及 び健康日本21講習会（県民文化センターふくやま） 

11月 1 0 日（土）
第46回 日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会（高知） 

11月 1 1 日（日） 

11月 1 1 日（日）平成19年度 薬事衛生指導員講習会及 び健康日本21講習会 

11月 1 4 日（水）日本薬剤師会平成19年度第5回理事会 （東京） 

11月 1 5 日（木）常務理事会 

11月 1 8 日（日）第28回広島県薬剤師会学術大会（呉市・大和ミュージアム） 

｝ 

｝ 

｝ 

｝ 

｝ 〜 
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会 員 紹 介  会 員 紹 介  会 員 紹 介  ○ 44○ 44○ 44

佐伯支部 

荒 川 隆 之 

　昨年ＵＤＯＮという映画が公開され、さぬ

きうどんブームとなっていますが、私は５年

以上前からうどんを食べるためだけに香川に

通ってます。やはり本場のうどんは違います。

皆さん機会があればぜひ行ってみて下さい。 

あら かわ たか ゆき 

安芸支部 

平 野 里 美 

　子供の頃、少しだけ習っていたピアノを十

数年ぶりに再開しました。なかなか練習時間

が取れず、あの時もっと真面目にやっていれ

ばと後悔しながらも、楽しんで弾いています。 

ひら の さと み 

広島支部 

竹 原 　 資 

　今年の６月から稲荷町のリバーサイド薬局

で働いています。男１人で女性４人ですが楽

しくやっています。趣味はビリヤード・ダー

ツ・卓球です。こうみえて意外とうまいので、

誰か一緒にプレーして下さい。 

たけ はら たすく 

広島佐伯支部 

内 田 和 也 

　この度、広島佐伯支部でお世話になります。

随分おじさんになりましたが薬剤師１年生で

す。現在、とても新鮮な毎日を送っています。

初心忘るべからずで頑張ります。ご指導ご鞭

撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

うち だ かず や 

安佐支部 

桑 田 博 子 

　勤務している薬局は、調剤、投薬と養護施

設の薬の一包化も行っています。患者さんの

顔は見えないけれど、症状が少しでも良くな

られるよう、薬を正確にと一包ずつ気を配り

硬い脳細胞に「カツ！」を入れ頑張ってい

ます。 

くわ だ ひろ こ 

安芸支部 

渡 邊 正 実 

　岡山―福井―青森―秋田を回遊、86kgまで

成長して17年半ぶりに戻って参りました。「あ

んたは鮭かっ:」「イヤイヤ、雑食のカープ

でございます。しかもたっぷりお腹に脂が

のった！」どうぞ宜しくお願い致します。 

わた なべ まさ み 
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「重篤副作用疾患別対応マニュアル」

について

事　務　連　絡

平成19年７月２日

関係団体事務局　御中

広島県福祉保健部保健医療局薬務室

このことについて新たにマニュアルを追加作成

した旨、平成19年６月26日付けで厚生労働省医薬

食品局安全対策課から事務連絡がありましたの

で、貴会会員に周知させてください。

（照会先）製薬振興グループ

ＴＥＬ 082-813-3223

ＦＡＸ 082-223-3573

（担当者　応和）

「重篤副作用疾患別対応マニュアル」について

事　務　連　絡

平成19年６月26日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課　御中

厚生労働省医薬食品局安全対策課

平成17年度から実施している重篤副作用総合対

策事業において、医薬品の使用により発生する下

記の副作用疾患を対象として、今般、「重篤副作

用疾患別対応マニュアル」を作成し、厚生労働省

のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）及び医

薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.

info.pmda.go.jp/）に掲載しましたので、お知らせ

します。

記

薬剤性過敏症症候群

急性腎不全

間質性腎炎（尿細管間質性腎炎）

再生不良性貧血（汎血球減少症）

薬剤性貧血（溶血性貧血、メトヘモグロビン血症、

赤芽球ろう、鉄芽球性貧血、巨赤芽球性貧血）

出血傾向

無顆粒球症（顆粒球減少症、好中球減少症）

血小板減少症

血栓症（血栓塞栓症、塞栓症、梗塞）

播種性血管内凝固（全身性凝固亢進障害、消費性

凝固障害）

新たに承認された第一類医薬品につい

て（通知）

平成19年７月10日

社団法人広島県薬剤師会会長　様

広島県福祉保健部長

（薬　　務　　室）

このことについて、平成19年６月21日付け薬食

審発第0621002号及び薬食安発第0621001号で、厚

生労働省医薬食品局審査管理課長及び同局安全対

策課長から連名で別紙（写）のとおり、通知があ

りました。

ついては、貴会会員への周知をよろしくお願い

します。

担当　薬事グループ

電話　082-513-3222

（担当者　廣實）

新たに承認された第一類医薬品について

薬食審発第0621002号

薬食安発第0621001号

平成19年６月21日

都道府県衛生主管部（局）長

各　保 健 所 設 置 市 町　殿

特　　別　　区　　長
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厚生労働省医薬食品局審査管理課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

薬事法（昭和35年法律第145号）第36条の３第

１項第１号の後段に規定する同法第14条第８項第

１号に該当する第一類医薬品に区分される一般用

医薬品が、別添のとおり承認されましたので、関

係各方面に対し周知方よろしく御配慮願います。

（別添）

（参考）

○薬事法（昭和35年法第145号）

（医薬品等の製造販売の承認）

第14条　医薬品（厚生労働大臣が基準を定めて指

定する医薬品及び第23条の２第１項の規定によ

り指定する体外診断用医薬品を除く。）、医薬部

外品（厚生労働大臣が基準を定めて指定する医

薬品部外品を除く。）、厚生労働大臣の指定する

成分を含有する化粧品又は医療機器（一般医療

機器及び同項の規定により指定する管理医療機

器を除く。）の製造販売をしようとする者は、

品目ごとにその製造販売についての厚生労働大

臣の承認を受けなければならない。

２～７　（略）
８ 厚生労働大臣は、第１項の申請があった場合

において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、同項の承認について、あらかじめ、薬事・

食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

一 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品

が、既に製造販売の承認を与えられている医

薬品、医薬部外品又は化粧品と、有効成分、

分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに

異なるとき。

二 申請に係る医療機器が、既に製造販売の承

認を与えられている医療機器と、構造、使用

方法、効能、効果、性能が明らかに異なる

とき。

９～11 （略）

○改正薬事法第36条の３第１項

（一般用医薬品の区分）

第36条の３　一般用医薬品（専ら動物のために使

用されることが目的とされているものを除く。）

は、次のように区分する。

一 第一類医薬品　その副作用等により日常生

活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそ

れがある医薬品のうちその使用に関し特に注

意が必要なものとして厚生労働大臣が指定す

るもの及びその製造販売の承認の申請に際し

て第14条第８項第１号に該当するとされた医

薬品であって当該申請に係る承認を受けてか

ら更生労働省令で定める期間を経過しない

もの

二・三　（略）

新たに承認された第一類医薬品につい

て（通知）

平成19年７月23日

社団法人広島県薬剤師会会長　様

広島県福祉保健部長

（薬　　務　　室）

このことについて、平成19年７月13日付け薬食

審発第0713002号及び薬食安発第0713001号で、厚

生労働省医薬食品局審査管理課長及び同局安全対

策課長から連名で別紙（写）のとおり、通知があ

りました。

ついては、貴会会員への周知をよろしくお願い

します。

担当　薬事グループ

電話　082-513-3222

（担当者　廣實）

有効成分
販売名

（製造販売業
者名）

承　認
年月日

第一類医薬
品の期間

トラネキサム酸
アスコルビン酸
L-システイン
パントテン酸カル
シウム
塩酸ピリドキシン

トランシーノ
（ダイト㈱）

平成19年
６月21日

再審査期間
（４年）に１
年を加えた
期間
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新たに承認された第一類医薬品について

薬食審発第0713002号

薬食安発第0713001号

平成19年７月13日

都道府県衛生主管部（局）長

各　保 健 所 設 置 市 町　殿

特　　別　　区　　長

厚生労働省医薬食品局審査管理課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

薬事法（昭和35年法律第145号）第79条第１項

に規定する同法第14条第８項第１号に該当する第

一類医薬品に区分される一般用医薬品が、別添の

とおり承認されましたので、関係各方面に対し周

知方よろしく御配慮願います。

なお、別添医薬品については、後日、一般用医

薬品販売制度ホームページ（http://www.whlw.go.jp/

bunya/iyakuhin/ippanyou/index.html）により提供す

ることとしております。

（別添）

新たに承認された第一類医薬品につい

て（通知）

平成19年８月６日

社団法人広島県薬剤師会会長　様

広島県福祉保健部長

（薬　　務　　室）

このことについて、平成19年７月27日付け薬食

審査発第0727001号及び薬食安発第0727001号で、

厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び同局安全

対策課長連名で別紙（写）のとおり、通知があり

ました。

ついては、貴会会員への周知をよろしくお願い

します。

担当　薬事グループ

電話　082-513-3222

（担当者　廣實）

新たに承認された第一類医薬品について

薬食審査発第0727001号

薬 食 安 発第0727001号

平成19年７月27日

都道府県衛生主管部（局）長

各　保 健 所 設 置 市 町　殿

特　　別　　区　　長

厚生労働省医薬食品局審査管理課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

薬事法（昭和35年法律第145号）第79条第１項

に規定する同法第14条第８項第１号に該当する第

一類医薬品に区分される一般用医薬品が、別添の

とおり承認されましたので、関係各方面に対し周

知方よろしく御配慮願います。

なお、別添医薬品については、後日、一般用医

薬品販売制度ホームページ（http://www.whlw.go.jp/

bunya/iyakuhin/ippanyou/index.html）により提供す

ることとしております。

（別添）

有効成分
販売名

（製造販売業者名）
承　認
年月日

第一類医薬
品の期間

アシクロビル

アクチビア軟膏
クリアビル軟膏
クレアビア軟膏
クイックリア軟膏

（グラクソ・スミス
クライン株式会社）

キュアシス軟膏
レブリーHP軟膏
ヘルペシア軟膏
（大正製薬株式会社）

平成19年
７月13日

安全性等に
関する製造
販売後調査
期間（３年）
に１年を加
えた期間

有効成分
販売名

（製造販売業者名）
承　認
年月日

第一類医薬
品の期間

ケトチフェン
フマル酸塩

アゼナ点眼薬
ビエナール点眼薬
ザジテンAL点眼薬
アイリスAG
アイリスZ
アイリスAG-Z
アイリスアレスト
（ノバルティスファ
ーマ株式会社）

平成19年
７月27日

安全性等に
関する製造
販売後調査
期間（３年）
に１年を加
えた期間
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麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一

部を改正する省令の制定について

日薬業発第153号

平成19年８月15日

都道府県薬剤師会会長　殿

日本薬剤師会

会長　中西　敏夫

標記についてこの程、厚生労働省医薬食品局長

等より、下記のとおり通知がありましたのでお知

らせいたします。

本通知は、麻薬小売業者（薬局）間の麻薬の譲

り渡しを可能とする「麻薬及び向精神薬取締法施

行規則の一部を改正する省令」（平成19年厚生労

働省令第106号）が８月13日に制定されたことを

受け、９月１日からの施行に係る留意事項等を示

したものです。

本件につきまして、日薬誌７月号の日薬情報に

て紹介しており、９月号の告知欄でも紹介する予

定です。貴会におかれましては本改正の趣旨をご

理解いただき、貴会会員にご周知下さいますよう、

よろしくお願い申し上げます。

また、各地方厚生（支）局のホームページ内に

ある麻薬取締官ホームページ（http://www.nco.go.

jp/report/yakkyoku.html）では、本件について案内

しているほか、申請等に必要な書類一式をダウン

ロードできますこと申し添えます。

記

１．麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改

正する省令

（平成19年８月13日

平成19年厚生労働省令第106号）

２．麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改

正する省令の制定について（局長通知）

（平成19年８月13日付

薬食監麻発第0813004号）

３．麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改

正する省令の制定について（課長通知）

（平成19年８月13日付

薬食監麻発第0813006号）

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）
薬事関連法規及び
薬事関係制度
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６月９日（土）午後６時よりポー

トプラザホテル尾道に於いて、平成

18年度尾道薬剤師会通常総会が平井

紀美恵県薬副会長を迎えて、出席会

員24名、委任状62名（会員総数120

名）で開催されました。

開会の辞に続いて、田辺ナオ会長代行を会長と

することが承認され、慣例により田辺ナオ新会長

を議長に議事進行がなされました。会長挨拶の後、

薬剤師会事務所開設の経緯報告がなされ、昨年10

月14日臨時総会で支援センター薬局の閉局が決議

されてから、本年５月31日新薬剤師会事務所開所

までの経緯が報告されました。続いて、薬剤師会

役員・業務担当者一部変更案が承認され、前年度

事業・会計・監査報告、今年度事業計画案、収支

予算案と順次全会一致で承認されました。

平井紀美恵県薬副会長は、「薬剤師を取り巻く

環境が非常に厳しくなっており、薬局の生き残り

のために政治の場で薬剤師の立場から訴えてくれ

る人が是非とも必要である。」と来たる参議院選

に向けての選挙協力を訴えられました。

田辺会長の挨拶でも、医薬品販売制度改革、後

期高齢者医療制度の開始、薬学教育６年制に伴う

長期実務実習生受け入れ、と薬剤師の将来が大変

厳しいものになると話されていましたが、薬局等

で日々の業務をこなしているだけでは、こういっ

た状況をなかなか知ることはできません。もっと

多くの方に総会に参加していただき薬剤師を取り

巻く状況を認識していただけたら、と思いました。

尾道薬剤師会は昨年来支援センター薬局の閉

鎖、会長代行による会務執行、と想定外の事態が

続きました。県薬の皆様方にもご心配やご迷惑を

おかけしましたが、通常総会もとどこおりなく終

えることができました。

今後、会の発展のためには会員の皆様の協力が

不可欠です。支援センター薬局運営中、多くの会

員にご協力いただいたように、会員の横のつなが

りを強めるような取り組みを考えていかなくては

なりません。皆さん、手始めに健康まつりや研修

会etc.身近な行事に参加してみませんか？

尾道薬剤師会通常総会報告

理事　横田　いつ子

＜尾道支部＞

尾道支部

正答は66ページ



７月１日朝９時より、広島県薬剤

師會館で第21回通常総会が開催され

ました。

会員より選出された、好中議長・二矢川副議長

の進行で、担当理事より昨年度の事業報告、会計

報告が行われました。その後、木村監査より６月

初旬に監査会が行われ、適正であったことが報告

されました。

続いて執行部より新年度の会費・事業計画案・

予算案が提示され、承認されました。詳細につき

ましては８月末発行予定の青薬会誌に掲載いたし

ますので、総会を欠席された会員の皆さんも是非

ご覧いただきたいと思います。

休憩を挟んだ後の総会後半では、村上行雄薬務

室室長、前田泰則県薬会長、野村祐仁広島市薬会

長、広島大学森川則文教授、松下憲明広島県薬剤

師連盟副会長より御祝辞を頂きました。

松下副会長は青薬の３代目の会長、野村広島市

薬会長は業務委員長として青薬に関わっておられ

た大先輩でもあります。関連団体の諸先生には以

前よりお世話になっておりますが、これからも厳

しく暖かく見守っていただければと思います。

総会に引き続いて、定例勉強会を開催しました。

「知っているとピンと来る、そんな基本の勉強法

2007」と題して東京大学医学部附属病院の青木敦

先生をお招きしての勉強会です。

毎回好評を頂いているシリーズですが、今回配

付された資料も34ページの充実したものでした。

内容も実践に即しており、とてもわかりやすい講

義だったのではないでしょうか。

青薬の懇親会と言えば、夜の飲み会も多いので

すが、今回は趣向を変えて、ホテルでランチを企

画しました。総会、勉強会に参加の26名の方にご

参加頂き、上品に（？）盛り上がりました。

今年は２年に一度の役員改選の年でしたので、

総会では会長改選も行われ、佐々木順一前会長か

ら私、豊見敦が会長の職を引き継ぎました。

これから13名の理事と共に今まで以上に青薬を

盛り上げていきたいと思います。

今後は９月９日にバーベキューを、９月22日に

島根の若手薬剤師との交流会を開催する予定で

す。９月12日（緑内障）、10月16日（悪性腫瘍）

開催予定の「知っピン月イチ勉強会」とあわせて

ぜひご参加ください。

去る７月29日（日）広島県薬剤

師會館４Ｆホールで総会と研修会

を行いました。研修会の講師の先

生のご都合で例年より少し早い開催となりまし

た。当日は参院選と重なり、暑い日でもありま

した。

児玉副会長の開会宣言と司会により総会が始ま

りました。まず会長挨拶をさせていただきました。

昨年からエソール２Ｆ活動交流室を無料で使用出

来る利点を強調していましたが、その目標として

「すずめくらぶ」の親睦・勉強会を小研修会に発

展させたいと努力しておりました。その結果今年

６月に武田薬品㈱様と㈱エバルス様の御協力で

「ヘリコバクターピロリとその除菌法」を立ち上

げてくださり８月にも第２回目が計画されている

事を報告し肩の荷がおりた思いをしました。

続いて広島県福祉保健部の村上薬務室長のご祝

辞をいただきました。私共も各々の職場で研究し、

よい道を開拓する事を心に誓いました。お忙しい

中を御来場いただき感謝いたします。

参院選の為やプライマリ・ケア研究会の同日開

催で、県薬・市薬の各会長のご欠席の為、祝電を

披露させていただきました。

続いて昨年ご逝去になった山本達子相談役、そ
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諸団体だより 

広島県青年薬剤師会

会長　豊見　　敦

新青薬スタート

広島県女性薬剤師会

会長　神原　俟子

広島県女性薬剤師会第53回総会報告
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の他物故会員に対して黙祷を行いました。

議長は司会者一任の声で工藤副会長が指名され

ました。まず平成18年度の報告が平田総務と加藤

会計からあり守谷監査の報告の後承認されました。

続いて平成19年度の事業計画案と予算案が平

田、加藤両名で行われ了承され決定しました。日

帰り旅行の行先等が問いかけられましたが意見は

なく総会は無事終了しました。研修会迄の時間を

鈴木文枝先生が話題を提供して下さり相変わらず

の達者なお姿を示して下さいました。

尚、当日の選挙で薬剤師として２期目を目指し

ておられた藤井基之先生は応援むなしく残念な結

果となってしまわれました。残念です。

７月29日（日）暑い午後にもかか

わらず70名を越す参加者のもと女性

薬剤師会研修会が開催された。

特別講演の前に共催の大日本住友製薬株式会社

からダイドロネルの情報提供を受けた。骨粗鬆症

治療薬推奨のグレードの高いビスフォスフォネー

ト製剤の特徴や使用上の注意を解り易く説明を受

けた。

特別講演は広島大学病院整形外科助教田中信弘

先生の「骨粗鬆症の診断と治療」だった。田中先

生は骨、特に脊椎・脊髄の権威で、骨粗鬆症の定

義・分類・診断など詳しくまた解り易くお話され

た。日本の女性は男性の３倍、80歳代では女性の

約半数、男性の２～３割が骨粗鬆症に罹患してい
るといわれている。治療薬の進歩で最近では骨量

に直接作用するものもある。しかし発症するとQOL

に大きく関わるし、消化器・循環器・痴呆…骨だ

けの問題ではなくなる。小児の時からカルシウム

摂取を意識して最大骨量を高くし、その後も日常

のカルシウム摂取に努め、骨の周りの筋力を弱め

ないことが骨粗鬆症の発症を食い止めることは言

うまでもない。田中先生も今はやりのトレーニン

グビデオを購入されたとのことだ。

最後に専門の脊椎手術の写真を紹介され最新の

技術に感動した。会員からカルシウムは沈殿した

状態で摂取するのとイオン化させて摂取したほう

がいいのかという薬剤師らしい質問が出て、参加

者の興味の強さが伺えた。

下記の要領で第３回目研修会を開催致しま

す。お誘い合わせてご出席下さいませ。

「脂質代謝異常とゼチーア錠について」

バイエル製薬㈱　坂本　圭次氏

日　時 平成19年10月20日（土）19：00より

場　所 エソール広島２Ｆ　活動交流室

広島市中区富士見町11-6

TEL 082-242-5252

参加費 会員無料 会員外1,000円（男女とも可）

薬剤師研修シール　１点

自由な質問や話し合いを目指しております。ご

自由に出席して下さい。

予告なしの出席も出来ます。

申込先　FAX 082-292-9422 神原

日時：平成19年8月5日（日）

場所：宮崎市・サンホテルフェニッ

クス国際会議場

本年度の開催地は、東国原知事で一躍有名にな

りました宮崎県で行われました。学校薬剤師の大

会が学校保健会等の関係から平日開催が多い中、

休日に研修会を受講できる貴重な機会でした。

今回の講義は「学校における飲酒防止教育」を

元文部科学省健康教育調査官から、「未成年者の

飲酒と健康」を国立病院アルコール症センター副

院長から、またサントリー株式会社より「酒類企

業と社会的責任」について行われました。近年、

飲酒に関してはルールの遵守について社会的に厳

しい目が向けられています。家庭教育のみでは青

少年に飲酒による健康被害を教えることは不十分

広島市学校薬剤師会

会長　池田　康彦

平成19年度「健康･学校環境衛生講習会」参加記

広島県女性薬剤師会すずめくらぶ

研修会のご案内

松村　智子

女性薬剤師会研修会



であることから、飲酒防止教育を演題に取り上げ

て、今後の学校薬剤師の活動に期待していました。

午後の講義では、学校環境衛生の今日的課題

（研究課題報告）として、「児童生徒が抱えるアレ

ルギー様症状等の実態について」と「防ダニ布団

を使用した場合の防ダニ効果について」と「ダニ

汚染度簡易測定キットとELISA法による相関性評

価」また「ダニ・ダニアレルゲン検査の実施促進

に向けて」が発表され、今後の学校薬剤師の検査

等の実施に期待を寄せられました。

宮崎県薬剤師会学校保健部主催で中身の濃い有

意義な講習会で、ここまで準備され、心暖まる歓

待をしていただきました。心より感謝しながら、

南九州の焼酎文化で名だたる宮崎をあとにしま

した。

最後になりましたが、本年度の広島市学校薬剤

師会総会において、長年にわたり同会を引っ張っ

てこられた畔地達郎前会長の勇退を受け、会長に

就任しました。合わせて広島県学校薬剤師会の副

会長になり、初仕事として加藤稔広島県学校薬剤

師会会長と第５回の標記講習会に参加致しました。

平成19年７月８日（日）に広島漢

方研究会総会を開催いたしました。

場所は例年と同じく広島県薬剤師會

館４階のホールを使わせてもらいました。

午前中は鉄村努『適応障害の２症例』、田原幸

子『訴えの多い患者様』、吉本悟『加味逍遥散の

症例』、川中武司『気分障害の治療経験例』の４

名で会員発表を致しました。

第48回総会は無事に終了し、午後から『精神科

漢方の私的エッセンス』と題して心和堂後藤クリ

ニック医院・院長であられます後藤哲也先生に特

別講演をしてもらいました。テーマは漢方薬で対

処できる精神領域に照準を合わせました。実際に

精神を病む方が多くなっているように思えます。

人との付き合いが出来ない人、一日中パソコンや

乗り物の運転など無機質な機械と向き合っている

人などには漢方薬が非常に有効であるという事を

後藤哲也先生の日頃の経験例を交えてお話しして

いただきました。

先生は昭和53年より漢方に詳しい中山友記先生

に師事され、昭和54年には北里研究所付属東洋医

学研究所に入所されて大塚敬節先生の下で研修さ

れております。薬剤師がどのように漢方薬を選ん

でいくかという事などは専門分野で活躍されてい

る医師から意見を聞いて役立てなければいけま

せん。

広島漢方研究会では薬系漢方に焦点を当て薬剤

師に役に立つ漢方を目指しています。今年の９月

９日午後からは当会が主催します第13回東洞祭を

開催します。特別講師に東京の松田邦夫医師をお

招きします。松田先生は元日本東洋医学会の会長

をされた経験があります。特別講演のタイトルは

『駆 血剤の経験』です。会場は広島大学医学

部・広仁会館です。会員外の参加（三千円）も自

由です。

その他にも広島県薬務室と広島県薬剤師会が主

催します薬草に親しむ会に協力しております。９

月23日（日曜日・秋分の日）は山県郡安芸太田

町・恐羅漢公園周辺で、９月24日（月曜日・振り

替え休日）は三次市布野町周辺で薬草観察会をい

たします。詳しくは広島漢方研究会ホームページ

か本誌の３頁を参照下さい。ふるってご参加下

さい。
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広島漢方研究会

理事長　吉本　　悟

第48回広島漢方研究会総会の報告

平成19年７月８日　広島漢方研究会総会
後藤哲也先生をお迎えして



日時：平成19年8月10日（金）

場所：広島市西区民文化センター

広島県学校薬剤師会が後援した標記研修会に実

践報告者として参加させていただいた。

この研修会の主催は「医療法人せのがわ」とい

う民間法人である。その民間法人が開催する研修

会に共催として広島市教育委員会が参加し、後援

は広島県、広島市、県警本部、県医師会等々、あ

たかも行政主催の研修会の様相を呈している。17

年度から始まったこの研修会は「薬物乱用」「喫

煙問題」と取り上げてきて今年は第３回目。受講

対象者は各地の教育委員会、地元で青少年育成に

携わる保護司、学校で健康教育に携わる養護教諭、

体育主事の方々などである。

午前10時、医療法人せのがわKONUMA記念広

島薬物依存研究所所長小沼杏坪氏の「青少年の薬

物乱用問題」と題する講演から始まり、健康管理

センター新町クリニック所長高木敏氏による「飲

酒関連の医学的問題」、昼食を挟んで筑波大学人

間総合科学研究科準教授野津有次氏による「青少

年の飲酒防止教育の課題」と中身の濃い講演が続

いた。

中で印象に残った部分を上げてみよう。「百薬

の長」と言われるアルコールであるが、１日１単

位（日本酒１合、ビールなら中瓶１本）以下の飲

酒は健康上のリスクを軽減するというデータが出

ているが、それ以上になると肝障害やガンのリス

クは明らかに増える。若い女性の飲酒が急増して

いる。毎日飲酒するようになって依存症になるま

での時間は、女性においては男性の半分の10年で

ある。アルコール性肝硬変も女性の方が短時間で

しかも少ない飲酒量で発生する。この理由は女性

ホルモンがアルコールの代謝を阻害するから。ま

た、青少年の飲酒は、依存症になりやすくその治

療が難しいなど、明らかなリスクを伴うものであ

るが、そのことを論理的に青少年に理解させるの

は容易ではない。飲酒の誘いを断る方法を授業で

行う場合、単純にロールプレイングをして教師の

考え方を押しつけても無駄。慎重にケーススタ

ディを行うべき。

３つの講演が終了した後、小・中・高等学校、

学校薬剤師、健康教育行政それぞれの立場から実

践報告が行われた。学校薬剤師の立場からは私が

担当校で行っている授業について発表をさせてい

ただいた。医薬品適正使用、喫煙問題、禁止薬物

乱用防止等の部分は自信を持って講義をしている

のだが、飲酒問題については本当に難しいと実感

している。「私は飲酒して良いのだが、あなた達

は絶対禁止」と言わなくてはならないからである。

１．日本全国では治療をしていない人を含めれば

220万を超えるアルコール依存症患者がいるこ

と。（広島県の成人人口とほぼ同じ）

２．未成年の飲酒は成人に比べると特に

①アルコールを分解する仕組みが未熟。

②脳の神経細胞を破壊する。

③男らしさ、女らしさを妨げる。

④アルコール依存症になりやすい。

⑤人生の幅を狭めてしまう。

３．アルコールと医薬品の相互作用は多い。

精神安定剤、抗うつ剤、インスリンや血糖降

下剤、血圧降下剤、解熱鎮痛剤や風邪薬、気管

支拡張剤、抗てんかん薬、抗血液凝固剤などな

ど、多くの医薬品がアルコールとの併用によっ

て、効き過ぎたり、副作用が現れやすくなる。

従って、アルコール依存症の患者さんは充分

な薬物療法がむつかしい。

４．タバコとアルコールが禁止薬物へのゲートウェ

イドラッグ。

このような内容で発表させていただいた。

来年はまた薬物乱用問題に戻って指導者研修会

が開かれる予定である。
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広島県学校薬剤師会

豊見　雅文

平成19年度飲酒予防教育研修会

～薬物乱用問題等指導者研修会～
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研 修 だ よ り

薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をま
とめました。大学、同窓会が主催する研修会等で
公開で開催されるものについても掲載いたします
ので、事務局までご連絡下さい。

なお、他支部や他団体、薬事情報センターの研

修会については、準備の都合もありますので事前
にお問い合わせください。

広島県の研修認定薬剤師申請状況
平成19年７月末現在　564名（内更新260名）

開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認定
その他

（参加費等）

9月2日（日）13：30～16：30 ホテルグランヴィア広島
第100回生涯教育研修会　テーマ：肝炎
1）学術映画「ウルソ半世紀の歩み」
2）講演「ウルソの薬理作用」
三菱ウェルファーマ株式会社　中国支店　学術・企画グループ　三隅　和幸 氏
3）特別講演「肝炎・肝硬変・肝癌の成り立ちとその治療方針」

東京大学附属病院　消化器内科教授　小俣　政男 先生
4）質疑　　　　　　　　※研修会終了後懇親会を開催いたします。

広島市薬剤師会
082-244-4899

2

会　員　1,500円
非会員　2,500円
参加希望の方は、
準備の都合もあり
ますので開催の3日
前までにお申し込
みください。
（082-244-4899）

9月7日（金）18：45～20：30 尾道国際ホテル2階「慶安の間」
尾道支部研修会『緩和ケアとエッセンシャルドラッグ』

大阪大学大学院　医学研究科　緩和医療学教授　恒藤　暁 先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
下田　0848-20-1301

1
会　員　無　料
非会員　500円

9月8日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館
第393回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介　免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター）「ネオーラル」

ノバルティスファーマ株式会社
3）特別講演「重症筋無力症―薬物治療を中心に―」

広島市立広島市民病院　神経内科主任部長　好永　順二 先生

薬事情報センター
082-243-6660

1

参加費：1,000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。

9月9日（日）8：30～13：30 三原国際ホテル
広島県薬剤師会三原支部認定実務実習指導薬剤師養成講習会
イ）薬剤師に必要な理念について
ウ）実務実習モデル・コアカリキュラムについて

広島県薬剤師会
三原薬剤師会事務局
世羅　0848-61-5571

3
会員外：500円
事前申し込み必要
レポート提出後解散

9月9日（日）10：00～16：00 広島大学医学部霞キャンパス広仁会館
広島漢方研究会月例会・症例検討講座

「駆 血剤について」 勝谷　英夫
「乳腺炎に葛根湯と伯州散」 吉本　　悟
「神仙労について」 山崎　正寿
東洞祭　医学部内　吉益東洞顕彰碑に顕花
特別講演「駆 血剤の経験」

元日本東洋医学会会長・松田医院院長　松田　邦夫 先生

広島漢方研究会
薬王堂漢方薬局
285-3395

2
一　般：3,000円
会　員：1,000円

9月11日（火）19：30～21：00 福山医療センター　大会議室
福山医療センター　講演会
演題「高血圧症の現状と薬剤の使用基準について」
福山医療センター　地域医療連携部長　循環器科医長　梶川　隆 先生

福山医療センター
084-926-0588

1 無料

9月12日（水）19：00～20：30 尾道国際ホテル2階「慶安の間」
尾道支部研修会「脳卒中再発予防のための内科的管理」
大阪大学大学院医学系研究科神経内科学（脳卒中センター）准教授　北川　一夫 先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
下田　0848-20-1301

1
会　員　無　料
非会員　500円

9月12日（水）19：30～21：00 広島県薬剤師會館2階
知っピン月イチ勉強会　テーマ：緑内障

広島鉄道病院薬剤科　阿登　大次郎
薬剤師の知っておきたいことについて話してみたいと思います。

広島県青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田正範

1

会　員：500円
非会員：1,000円
学　生：無料
事前申込不要。お気軽
にお越しください。

9月14日（金）19：30～21：00 福山大学薬学部31号館1階31101教室
福山大学漢方研究会2007「上半身の水滞による諸症状（半夏剤）」

福山大学　非常勤講師　小林　宏 先生
※テキスト：「漢方薬物解析学」（廣川書店）書店にてご購入下さい（平成18年度と同じテキスト）

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料500円
※全て当日申込

9月14日（金）19：20～21：00 佐伯区民文化センター2階
広島佐伯集合研修会　1）薬剤師会から報告事項　会長　宗　文彦
2）演題「糖尿病治療薬について」

JA廣島総合病院　糖尿病代謝内科　主任部長　石田　和史 先生

広島佐伯薬剤師会
TEL･FAX 082-924-5957
共催：キッセイ薬品工

業株式会社

1

会員外も参加できま
す。9月12日までに
事務局にご連絡くだ
さい。

9月15日（土）19：00～21：00 エソール広島2F活動交流室
すずめくらぶ勉強会　健康食品サプリメント　　 児玉　信子 先生

広島県女性薬剤師会
会長 神原 082-292-9348

0
資料代：実費
茶菓代：100円
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開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認定
その他

（参加費等）

9月15日（土）13：25～17：00 広島県薬剤師會館
第28回医療薬学公開シンポジウム　患者のための薬学・薬剤師教育
接遇から医療安全まで患者と向き合える薬剤師の育成を目指して
基調講演「患者に求められている薬剤師とその育成－日病薬の取り組み」

兵庫医科大学病院　門林　宗男
1）「PBL教育・実務実習へむけての取り組み」

名城大学薬学部　伊藤　達夫
愛媛大学医学部附属病院薬剤部　荒木　博陽

2）「医療現場における実践教育：接遇から安全管理まで」
大阪労災病院　前田　頼伸
公立那賀病院　三木　康弘

高知大学医学部附属病院　市原　和彦

日本医療薬学会
広島大学病院薬剤部内
日本医療薬学会第28回
医療薬学公開シンポジ
ウム事務局
木村　康浩
082-257-5574

2

参加費：500円
日本医療薬学会・
認定薬剤師資格更
新研修単位10単位
日 本 病 院 薬 剤 師
会・生涯研修認定2
単位
日本薬剤師研修セ
ンター集合研修単
位2単位

9月19日（水）19：00～21：00 三原医薬分業支援センター
第6回三原薬剤師会支部研修会「ジェネリック医薬品について」

大洋薬品　中原　博幸 氏

三原薬剤師会
0848-61-5571

1 会員外：1,000円

9月19日（水）19：00～20：30 尾道市立市民病院新館4階大会議室
尾道支部研修会「最近の骨軟部腫瘍の治療と再建手術」
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 整形外科学教授　尾崎　敏文 先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
下田　0848-20-1301

1
会　員　無　料
非会員　500円

9月27日（木）19：00～21：00 サンピア・アキ
安芸支部第87回生涯教育研修会
演題：未定　講師：未定

安芸地区薬剤師会
282-4440

1 会費　1,000円

10月12日（金）19：30～21：00 福山大学薬学部31号館1階31101教室
福山大学漢方研究会2007「漢方医学における気の概念（理気剤）」

福山大学　非常勤講師　小林　宏 先生
※テキスト：「漢方薬物解析学」（廣川書店）書店にてご購入下さい（平成18年度と同じテキスト）

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料500円
※全て当日申込

10月13日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館
第394回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介「ツムラ補中益気湯の最近の話題」

株式会社ツムラ　広島支店　医薬学術課
3）特別講演「呼吸器疾患と漢方」～風邪症候群と最近の話題を含めて～（仮題）
広島国際大学　保健医療学部教授　広島大学病院総合診療科　中島　正光 先生

薬事情報センター
082-243-6660

1

参加費：1,000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。

10月14日（日）9：30～16：00 広島県薬剤師會館
広島漢方研究会例会
大塚敬節著『漢方診療三十年』読みと解説

薬王堂漢方薬局　吉本　悟 先生
『勿誤薬室方函口訣』を講義

広島細野診療所所長　山崎　正寿 先生
『漢方医学十講』の解説

キクイチ漢方薬局　菊一　瓔子 先生
漢方病理解説・製剤実習

佐々木漢方薬局　佐々木　良忠 先生

広島漢方研究会
薬王堂漢方薬局
082-285-3395

3
オープン参加
（会員外3,000円）
申込み不要

10月16日（火）19：30～21：00 広島県薬剤師會館2階
知っピン月イチ勉強会「悪性腫瘍」

広島赤十字・原爆病院　上野　千奈美

広島県青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田正範

1

会　員：500円
非会員：1,000円
学　生：無料
事前申込不要。お気軽
にお越しください。

10月17日（水）19：00～21：00 三原医薬分業支援センター
第7回三原薬剤師会支部研修会「ゼチーア錠について」

バイエル薬品

三原薬剤師会
0848-61-5571

1 会員外：1000円

10月20日（土）19：00～21：00 エソール広島2F活動交流室
すずめくらぶ小研修会「脂質代謝異常とゼチーア錠について」

バイエル薬品㈱　坂本　圭次 氏

広島県女性薬剤師会
会長 神原 082-292-9348
FAX 082-292-9422

1

会　員　無　料
会員外　1,000円
男女不問。申し込
みはFAXで。

10月27日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館4階講堂
第395回薬事情報センター定例研修会
1）製品紹介　ノイラミニダーゼ阻害薬「リレンザ」

グラクソスミスクライン株式会社学術部
2）特別講演「インフルエンザの最新治療」（仮）

原小児科院長　原　三千丸 先生

薬事情報センター
082-243-6660

1

参加費：1,000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。
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第28回　医療薬学公開シンポジウム

患者のための薬学・薬剤師教育

接遇から医療安全まで・患者と向き合える薬剤師の育成を目指して

主　催：日本医療薬学会

日　時：平成19年9月15日（土）13：25～17:00

会　場：広島県薬剤師會館

〒730-8601 広島市中区富士見町11-42 Tel: 082-243-2151 Fax: 082-243-2152

【プログラム】

基調講演「患者に求められている薬剤師とその育成－日病薬の取り組み」

兵庫医科大学病院 門林　宗男

テーマ①「PBL教育・実務実習へむけての取り組み 」

名城大学薬学部 伊藤　達夫

愛媛大学医学部附属病院薬剤部 荒木　博陽

テーマ②「医療現場における実践教育：接遇から安全管理まで」

大阪労災病院 前田　頼伸

公立那賀病院 三木　康弘

高知大学医学部附属病院 市原　和彦

連 絡 先 〒734-8551 広島市南区霞1-2-3 広島大学病院薬剤部内

日本医療薬学会　第28回医療薬学公開シンポジウム　事務局

実行委員長：木平健治（事務局　木村康浩）

電話 082-257-5574 FAX 082-257-5598

E-mail：ykim@hiroshima-u.ac.jp

なお、当日参加費として500円徴収させて頂きます。

本シンポジウムは、日本医療薬学会・認定薬剤師資格更新研修単位10単位

日本病院薬剤師会・生涯研修認定２単位

日本薬剤師研修センター集合研修単位２単位　　の各認定対象です。
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予　告

（東　　部）

開催日時：平成19年11月10日（土） 午後２時～４時30分

開催場所：県民文化センターふくやま　Ｂ１文化交流室

福山市東桜町1-21

（西　　部）

開催日時：平成19年11月11日（日）午前10時～12時30分

開催場所：広島県薬剤師會館　４Ｆホール

広島市中区富士見町11-42

（講演内容）

講演①「高血圧の臨床と疫学～家庭血圧と服薬指導～」

東北大学大学院薬学・医学系研究科教授 今井　　潤 先生

講演②「家庭血圧計の精度と正しい測り方」

オムロンヘルスケア�㈱生体計測事業部 白崎　　修 先生

日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修会（２単位申請中）

です。

平成19年度 薬事衛生指導員及び

健康日本21推進フォーラム合同講習会

※連絡事項

１．当日、講習会参加の方には、今井先生の調査研究の一環としてのアンケー

トにご回答を協力願います。

２．薬事衛生指導員以外の方もご参加いただけます。

３．詳細につきましては、薬事衛生指導員の方には別便にてご連絡いたします

が、薬局宛に一斉同報にてご連絡すると供に、１１月号の県薬会誌にて改め

てお知らせいたします。

（担当職員：吉田）
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第13回東洞祭のご案内

東洞祭運営委員長　山崎　正寿

東洞祭事務局　　　吉本　　悟

拝啓　時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

９月９日は午前中の広島漢方研究会例会に続き第13回東洞祭を開催いたします。東洞祭では元

日本東洋医学会会長であり東京都豊島区で開業されます松田邦夫先生を特別講師としてお呼びし

下記のとおりに開催することになりました。

皆さまのご出席をお待ちしております。 敬　具

［ 記 ］

日　時：平成18年９月９日（第２日曜）午前10時より

会　場：広島大学医学部霞キャンパス内薬学部横　広仁会館

［ 次　第 ］

○10：00～12：00 広漢月例会　会員症例報告

勝谷　英夫「駆 血剤について」

吉本　　悟「乳腺炎に葛根湯と伯州散」

山崎　正寿「神仙労について」

○12：00～13：00 休憩（昼食）

○13：00～13：30 東洞祭（東洞碑の前で顕花）

○13：30～15：30 講演後、質疑時間を持ちます。

特別講演

演題：「駆 血剤の経験」

松田医院・院長　松田　邦夫　先生

一般参加費：3,000円

（広島漢方研究会会員は1,000円です）

自家用車をご利用の場合は、当日のみの

臨時駐車券（400円／日）をご利用でき

るように予定しています。

東洞祭事務局

広島県安芸郡府中町

薬王堂漢方薬局

吉本　悟

TEL（ 082）285-3395

yakuoudo@hicat.ne.jp

富士見町 

比治山 

広仁会館 

薬学科 

医学部 

P

★ 
〒 

川 

東洞碑 

広大病棟 

バス停 

広島駅 

広島大学医学部 
霞キャンパス 

100メートル道路 

広島県薬 
剤師會館 
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原田　修江
「速崩性の錠剤」について（その１）

近年、医薬品の製造技術の進歩に伴い、唾液や少量の水で速やかに崩壊する速崩性の錠剤が登場し、

その数も年々増加傾向にあります。なかでも水なしで服用でき、ラムネ菓子のように口の中でサッと溶

ける口腔内崩壊錠や速溶錠は、嚥下困難者ばかりでなく、片頭痛など突発的な症状が現れた場合や、仕

事が多忙で規則的な服薬が困難な場合などにも利便性が高く、服薬コンプライアンスの向上につながり

ます。

表１に主な速崩性の錠剤の製造方法と特徴を示します。

技術名称（会社名） 製造法および錠剤の特徴

鋳

型

錠

Zydis
（カーディナルヘルス）

・薬物と賦形剤を水性溶媒に溶解、または懸濁させ、鋳型（PTPポケット）
に充填し凍結乾燥する。

・かさ密度が極めて低く、多孔性の網状構造をしている。
・少量の唾液で瞬時に崩壊する。（２～10秒）
・湿気に弱い。（指先の水分で溶解が始まる）
・強度が低い。（PTPからの押し出し不可。ピールオープン包装のみ）

Wowtab-Wet
（アステラス）

・薬物と賦形剤の懸濁液を鋳型（PTPポケット）に充填し、加温通風乾燥する。
・多孔性の構造で、唾液の侵入で崩壊する。
・強度はZydisよりは強い。（PTPからの押し出し可能。）

圧

　

縮

　

錠

EMP速崩錠
（エルメッドエーザイ）

・薬物、糖質、結合剤、水、アルコールを混合した湿潤粉体を独自に開発
した成形機で低圧で打錠し、２段階の乾燥工程で製造する。

・多孔性で、３次元構造を有する。
・唾液の侵入により一気に崩壊する。（約10秒）
・強度は高く、温度、湿度に極めて安定。

（PTPからの押し出し、バラ包装可能。）
Wowtab-Dry
（アステラス）

・薬物、賦形剤、糖質等を混合してから造粒、その顆粒を低圧打錠し、加
温乾燥する。

・２種類の糖（マンニトールとマルトース）を配合することで、速崩性
（10～20秒）と強度の背反する要求特性をみたすことに成功した。
（PTPからの押し出し、バラ包装可能。）

・Wowtab-Wet（ガスターOD錠）の強度増強型であるガスターD錠やハルナ
ールＤ錠に応用されている。

Satab
（佐藤製薬）

・製造方法はWowtab-Dry とほぼ同じ。
・一般用医薬品に応用されている。

Exlub/Solblet
（協和発酵）

・Exlub（External Lubrication：外部滑沢打錠システム）を用いて滑沢剤を杵
臼のみに塗布してから粒粉体を圧縮成形する。

・超微量の滑沢剤が錠剤の表面のみに点在するだけのため、水分吸収スピー
ドが速まり、崩壊性が向上する。

・通常の錠剤と同じ圧縮成形を行うため、錠剤強度は高い。
（PTPからの押し出し可能。割線あり分割可能。）

DuraSolv
（Cima Labs,Inc）

・発泡成分を添加している。
・唾液で発泡し、崩壊。（５～45秒）
・吸湿性が高い。
・コーティングにより味をマスキングする。

Flashtab
（Ethypharm）

・コーティング粒、崩壊剤、デンプン、セルロース、糖などを打錠。
・コーティングにより味をマスキング。

表１　主な速崩性の錠剤の製造方法と特徴
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口腔内崩壊錠あるいは口腔内速溶錠の添付文書には、水なしで服用した場合あるいは水で服用した場

合の薬物動態が記載されており、普通錠を水で服用した場合と生物学的に同等であることが示されてい

ます。また、以下の注意事項も記載されています。

・本剤は口腔内で崩壊するが、口腔の粘膜から吸収されることはないため、唾液又は水で飲み込むこと。

・本剤は舌の上にのせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。

また、水で服用することもできる。

・本剤は寝たままの状態では、水なしで服用させないこと。（記載のない場合もあります。）

表２に現在市販されている主な速報性の錠剤についてまとめてみました。なお、紙面の都合上、後半

は次号に掲載させていただきます。

表２　主な速崩性の錠剤
太字：添付文書に口腔内崩壊錠、口腔内速崩錠の記載があるもの。

（メ）：添加物にL-メントールあるいはハッカ油使用。

☆：「寝たままの状態では、水なしで服用させないこと」との記載が添付文書にあるもの。

【中枢神経系用薬】

一般名称
商品名

（会社名）
水なし
服用

自動分包機の使用 備考

塩酸ドネペジル
アリセプトD錠3mg／同錠 5mg

（エーザイ／ファイザー）
○

本剤は自動分包機には適さない。
（欠けることがある。）
－添付文書より－

☆
貯法：室温保存。

ブロチゾラム

レンドルミンD錠0.25mg
（日本ベーリンガーインゲルハイム）

○ ○
（メ）☆
割線あり。
貯法：気密容器、遮光保存。

シンベラミンD錠0.25mg
（大洋薬品工業／日本ジェネリック）

＜後発品＞
○

各自の判断による
（希望によりサンプル提供あり）

（メ）☆
割線あり
貯法：しゃ光･気密容器保存。

ブロチゾラムM 錠0.25「EMEC」
（サンノーバ／エルメッドエーザイ）

＜後発品＞
× 注１）

貯法：室温保存。
開封後は光を遮り、保存す
ること。

ブロメトン錠0.25mg
（メルク） ＜後発品＞

× ○
貯法：気密容器、遮光、室
温保存。

エチゾラム
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
（サンノーバ／エルメッドエーザイ）

＜後発品＞
× 注１）

デパス錠の後発品。
貯法：室温保存。
開封後は光を遮り、湿気を
避けて保存すること。

トリアゾラム
トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」
（サンノーバ／エルメッドエーザイ）

＜後発品＞
× 注１）

ハルシオン錠の後発品。
貯法：室温保存。
開封後湿気を避けて保存す
ること。

リスペリドン
リスパダールO D錠1mg／同錠 2mg

（ヤンセンファーマ）
○

○
（ただし、できるだけ低い位
置に設置して使用のこと。）

（メ）☆
1mg：割線あり。
貯法：室温保存。

オランザピン
ジプレキサザイディス錠5mg／同錠 10mg

（日本イーライリリー）
○

自動分包機には適さない。
［通常の錠剤に比べやわらか
い。］－添付文書より－

☆
貯法：室温保存、吸湿注意
（吸湿性を有するのでブリスタ
ー包装のまま保存すること）。

塩酸リルマザホン

塩酸リルマザホン錠1「MEEK」
／同錠2「MEEK」

（小林化工／明治製菓）
＜後発品＞

×
検討したデータはないが、錠
剤の硬度から推定して使用は
むずかしいものと考えられる。

リスミー錠の後発品。
割線あり。
貯法：室温保存。

ブロムペリドール

ブロムペリドール錠1mg「EMEC」
／3mg「EMEC」
（サンノーバ／エルメッドエーザイ）

＜後発品＞

× 注１）

インプロメン錠の後発品。
貯法：室温保存。
開封後は光を遮り、湿気を
避けて保存すること。

塩酸セレギリン
エフピーOD錠 2.5

（エフピー）
○ 現在、検討中。

☆
貯法：室温保存、気密容器。
開封後、直射日光及び高温・
高湿を避けて保存すること。



広島県薬剤師会誌　2007 Vol.32  No.5 57

一般名称
商品名

（会社名）
水なし
服用

自動分包機の使用 備考

安息香酸リザト
リプタン

マクサルトRPD錠 10mg
（杏林製薬／エーザイ）

○ ×

（メ）
貯法：室温保存（RPD錠は
吸湿性のため服用直前まで
外袋を開封しないこと。）
取り出したブリスターパッ
クを乾いた手で剥がして、
本剤を取り出し服用する。

ゾルミトリプタン
ゾーミッグRM錠 2.5mg
（アストラゼネカ）

○ ×

わずかにオレンジ様の香味。
貯法：室温保存、吸湿注意（吸湿
性を有するのでブリスター包
装のまま保存すること）。使用
直前にブリスターシートから
取り出すこと。
ブリスターシートから取り出
す際には、指の腹で押し出さず、
裏面の目印箇所からシートを
剥がして本剤を取り出すこと。

【片頭痛用薬】

一般名称
商品名

（会社名）
水なし
服用

自動分包機の使用 備考

エバスチン
エバステルOD錠 5mg／同錠
10mg
（大日本住友／明治製菓）

○

○
（全機種でのデータではないが、
試験した機種においては落下距
離1ｍで、割れ欠けなし。）

5mgはストロベリー風味 。
貯法：遮光・室温保存

ロラタジン
クラリチンレディタブ錠10mg
（シェリング・プラウ／塩野義）

○ ×

（メ）
貯法：室温保存
吸湿性を有するため、使用直
前にブリスターシートから取
り出すこと。
ブリスターシートからの取り
出しは、裏の紙を剥がした後、
爪を立てずに指の腹で押し出
すこと。

ベシル酸ベポタス
チン

タリオンO D錠5mg／同錠 10mg
（田辺製薬）

○
自動分包機には適さない［通
常の錠剤に比べてやわらかい］
－添付文書より－

（メ）☆
貯法：室温保存、開封後は湿
気を避けて保存のこと。
本剤は吸湿性を有するため、
服用直前にPTPシートから取
り出すよう指導すること。

フマル酸ケトチ
フェン

フマル酸ケトチフェン錠1mg
「EMEC」
（サンノーバ／エルメッドエーザイ）

＜後発品＞

× 注１）

ザジテン錠の後発品。
貯法：室温保存。
開封後湿気を避けて保存する
こと。

【アレルギー用薬】

一般名称
商品名

（会社名）
水なし
服用

自動分包機の使用 備考

ベシル酸アム
ロジピン

アムロジンOD錠 2.5mg／同錠 5mg
（大日本住友製薬）

○

○
（全機種でのデータではない
が、試験した機種においては
落下距離1mで、割れ欠けなし。）

5mg錠：割線あり。
原末に苦みがあるため、後味が苦く
感じる場合もある。
貯法：気密容器・室温保存
分割後は早めに使用すること。分割
後やむを得ず保存する場合には、湿
気、光を避けて保存すること。
本剤をPTPシート又は瓶から取り
出して保存する場合は、湿気、光を
避けて保存するよう指導すること。

【循環器官用薬】
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マレイン酸エ
ナラプリル

エナラプリルM錠 5「EMEC」
（サンノーバ／エルメッドエーザイ）

＜後発品＞
× 注１）

割線あり。
レニベース錠の後発品。
貯法：室温保存。

エナラプリル錠5MEEK
（小林化工／明治製菓）

＜後発品＞
×

検討したデータはないが、錠
剤の硬度から推定して使用は
むずかしいものと考えられる。

フルーツ様の風味。
割線あり。
貯法：室温保存。

リシノプリル水和
物

リシノメルク錠10
（メルク）

＜後発品＞
× ○

割線あり。
ロンゲス錠の後発品。
貯法：室温保存。

メシル酸ドキサ
ゾシン

ドキサゾシンM 錠 1／同錠 2
「EMEC」
（サンノーバ／エルメッドエーザ
イ，エーザイ）

＜後発品＞

× 注１）

フルーツ様の風味。
割線あり。
カルデナリン錠の後発品。
貯法：室温保存。
開封後湿気を避けて保存する
こと。

メシル酸ドキサゾシン錠 1
「MEEK」／同錠 2「MEEK」
（小林化工／明治製菓）

＜後発品＞

×
検討したデータはないが、錠
剤の硬度から推定して使用は
むずかしいものと考えられる。

割線あり。
貯法：室温保存。

塩酸ミドドリン
メトリジンD錠 2mg

（大正／大正富山医薬品）
○

×
（高温多湿を避け、服用時に
PTPシートから取り出すこと。）

（メ）
貯法：気密容器、しゃ光。
・室温保存。

・会社名中、／の前は製造販売元、後は販売であることを示し、，で併記したものは、両者で販売する品目である

ことを示す。

・自動分包機の使用に関しては、添付文書およびインタビューフォームおよび各社社内資料を基に作成した。

注１）：通常の錠剤と同程度の硬度（３～５kg以上）だが、糖衣錠やフィルムコート錠と比べると、若干もろい。

自動分包機の機種によって異なるが、落下時の衝撃をできるだけ少なくするために、分包機の下段での使

用を推奨している。（エルメッドエーザイHPより）

〈参考資料〉

・薬局, 56（8）, 2005 ・月刊薬事, 47（12）, 2005 ・調剤と情報, 12（9）, 2006 ・ふくおか県薬会報, 29

（2）, 2006

・メディセオジャーナル, 2006年10月

★医薬品の識別、薬事情報、多剤併用等について 

★『わからない！』『判断に…』　等々 

　　　　　　　こんな時にはご連絡ください！！ 

★パワーポイントでのスライド作成、資料作成 他 

★毎月の定例研修会 

広島県薬剤師会館１Ｆ 

　薬事情報センター 
Ｔ Ｅ Ｌ　082 -243 -6660 
Ｆ Ａ Ｘ　082 -248 -1904 
ホームページ　  http://www.hiroyaku.or.jp/di/index.htm 
　　
E-mail　di@hiroyaku.or.jp 
おくすり相談電話 082 -545 -1193 
中毒119番 082 -248 -8268 
（フリーダイヤル　0120 -279 -119） 
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お薬相談電話　事例集 No.48お薬相談電話　事例集 No.48

嗅覚異常について
匂いの受容器である嗅細胞が分布する鼻腔粘膜は、嗅上皮と呼ばれます。そして嗅上皮は、①嗅細胞（双極

性のニューロンの構造を持ち、末梢側が匂いを受容し、他方が細胞の興奮を中枢側に伝える）、②支持細胞（嗅

細胞の物理的支持、栄養、電気的絶縁を行うとともに、嗅上皮に接触する化学物質の分解にも役立つ）、③基底

細胞（絶えず細胞分裂を行って新たな嗅細胞を産生する）、④嗅腺（ボーマン腺：漿液を産生し嗅上皮表面に分

泌する。分泌物は、嗅上皮表面を潤し、におい物質を溶解する溶媒となる）から構成されています。

匂い成分（分子量30～300ほどの揮発性低分子有機化合物 ）は鼻腔→嗅細胞→嗅神経→大脳と伝達され、こ

の経路のどこかが障害されると嗅覚障害が起こります。障害は嗅覚脱失・低下、異臭症、嗅覚過敏などが含ま

れ、原因部位により、呼吸性、嗅上皮性、混合性、嗅神経性、中枢性に分類されます。呼吸性障害は、慢性副

鼻腔炎などの鼻腔内の病変により、嗅粘膜まで匂い分子が到達しないために起こり、嗅上皮性障害は、慢性副

鼻腔炎による炎症の波及やウイルス感染などが原因になります。中枢性障害は、頭部外傷、アルツハイマー病、

パーキンソン病、加齢などでみられます。ストレス・生活習慣、亜鉛欠乏により嗅覚障害を来たしやすいとの

エビデンスはありません。

診断には、静脈性嗅覚検査（アリナミンテスト）や基準嗅覚検査（T&Tオルファクトメーター）などの機能

検査に加え、内視鏡による嗅裂部の観察やCT、MRIなどの画像診断が行われます。耳鼻咽喉科での嗅覚異常治

療の原則は原因疾患の治療であり、慢性副鼻腔炎では、マクロライド系抗菌剤の少量長期投与、アレルギー性

鼻炎では、抗アレルギー剤や抗ヒスタミン剤が使用されます。嗅覚障害に特異的な治療としては、ステロイド

ホルモン剤の点鼻療法があり、最低4週間は継続し、効果のみられない場合は中止します （ステロイドは最初の

3ヶ月程度まで）。ステロイド以外ではATP製剤、ビタミンB 12 製剤、当帰芍薬散、lipoic acidなどの投与が行

われ、感冒罹患後の嗅覚障害には1年程度は治療を継続することが勧められています 。嗅覚障害を起こした原因

疾患を除去するための手術療法もあります。

【参考資料】日本医事新報No.3872， No.4275， ファルマシア43（5）2007， 今日の治療指針2006 （医学書院）

表1．嗅覚障害の原因

原　　因 備　　　　　　　　考

慢性副鼻腔炎
・鼻腔粘膜の炎症性腫脹や鼻ポリープによる呼吸性障害のほかに、嗅粘膜の炎症のための嗅上
皮性障害が加わった混合性障害の場合がある。

アレルギー性鼻炎 ・鼻閉による呼吸性障害がほとんどであるが、特定の匂いに対する障害が見られる例がある。

感冒
（ウイルス感染）

・感冒中は急性鼻炎による嗅覚減退が多いが、感冒が治っても持続する嗅覚減退や感冒罹患中
に嗅覚脱失となり、回復しない例がある。

・細菌感染による嗅粘膜障害あるいはウイルス感染による嗅神経（嗅細胞）障害が病態と考え
られている。

頭部外傷後 ・嗅神経が切断された場合や前頭葉、側頭葉の挫傷による場合がある。

中枢性

・Kallmann症候群（低ゴナドトロピン性性腺機能不全と嗅覚脱失を主徴とする先天性の症候
群）では、MRIにより嗅球の欠損や嗅溝の消失がみられる。

・アルツハイマー病の初期症状の1つに嗅覚減退があり、疾患の進行とともに高度となる。
・パーキンソン病に高度の嗅覚減退が合併する症例がある。

薬剤性
・臨床の場で最も頻度の高いのは、テガフールである。1年半以上の長期服用者で高度嗅覚減
退～脱失を認めることが多く、嗅細胞の減少がみられる。その他表2参照。

心因性・精神障害 ・嗅幻覚、自己臭、転換症状としての嗅覚脱失などがある。

その他 ・鼻中隔弯曲、加齢、有毒ガス、妊娠、頭蓋内腫瘍、放射線療法によるものなど。

表2．嗅覚障害を惹起する主な薬剤

抗悪性腫瘍薬
テガフール
フルオロウラシル
ドキシフルリジン
カルモフール

抗ウイルス・HIV治療薬
リトナビル
サキナビル
エファビレンツ

抗菌薬
ロキシスロマイシン
塩酸モキシフロキサシン
クラリスロマイシン

非イオン性造影剤
イオベルソール
イオメプロール

抗血小板薬
硫酸クロピドグレル

吸入副腎皮質ホルモン
プロピオン酸ベクロメタゾン

潰瘍性大腸炎治療薬
サラゾスルファピリジン

インターフェロン
インターフェロンアルファ
インターフェロンアルファ-2b

抗インフルエンザウイルス薬
ザナミビル水和物

不整脈治療薬
塩酸アミオダロン

Gn-RH誘導体
酢酸ナファレリン
酢酸ブセレリン

点鼻血管収縮剤
硝酸ナファゾリン
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医薬品・医療機器等 
安全性情報 

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

厚生労働省医薬食品局 

 No.237・238

この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療

機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。

医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/ ）

又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/ ）からも入手可能です。

また、NTTのファクシミリ通信網サービス「Ｆネット」を通じ、最近１年間の「医薬品・医療機器等安全性情

報」がお手元のファクシミリから随時入手できます（利用者負担）。

「Ｆネット」への加入等についての問い合わせ先：10120-161-011

平成19年（2007年）６月・７月

厚生労働省医薬食品局

◎連絡先

0100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

1
03-3595-2435（直通）

03-5253-1111（内線）2756、2753、2751

（Fax）03-3508-4364
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検 査 セ ン タ ー だ よ り

普段水道の蛇口をひねれば出てくる水道水は、正常であれば、無色透明の状態です。検査センターで

は水道水や貯水槽経由水や井戸水等の水質検査も行っていますが、やはりほとんどの水が無色透明です。

ただ中には色のついた水が出ることがあり、驚いたり心配してお水を持ってこられます。原因としては

水道水に含まれる物質や、水道の配管上の問題や、家庭に取り付けてある器具や、貯水槽等の管理不適

切等があげられます。では今回はその中で黒い水や黒く変色する事例について書いてみたいと思います。

黒い水がでる

水道水中に溶存している微量のマンガンイオンが残留塩素で酸化され、配水管内に付着した二酸化

マンガン等が水流の変化等で剥離したのが原因。マンガンが水質基準の0.05mg/L以上で濃緑色、黒、

黒褐色を呈する。対策は開栓直後の一時的現象の場合は透明になるまで捨水し使用する。長時間にわ

たる場合は配水管本管の洗浄が必要になる。

黒い異物がでる

止水栓、給水栓のゴムパッキンやビル給水等の加圧タンクに使用されているゴム製ダイヤフラム、

給水管と給水装置を接続するゴムパイプの劣化による剥離等、ポリエチレン管の切りくず、配水管か

らのマンガンスケールの剥離等が考えられる。対策は劣化したゴムパッキン等の交換。

アルミニウム製容器の内面が黒変化する

一般に「アルミニウムの黒変化現象」といわれ、人体には無害。アルミニウム製品表面に、腐食防

止用にアルマイト加工した被膜が、空だきや金属たわし等の使用で破損または劣化し、素地が露出す

ることにより水道水中の微量の鉄や銅と反応し、黒変化したもの。対策はスポンジ等柔らかい物を使

用する。但しアルミニウム製品は、丁寧に扱ったとしても長期間の使用による黒変化現象は避けられ

ない。

浴室のタイルや水切りかご等が黒くなる

浴室のタイルやトイレ、洗面所等の衛生陶器やタオル、ホースの内面など常に湿った状態にある場

所では、空気中の細菌やカビ等が繁殖し黒く着色する。このカビはクラドスポリウム菌やオーレオバ

シディウム菌等で、他の雑菌等も増殖している可能性があり衛生的に良い状態ではない。対策は清掃

や換気を充分に行うこと。洗剤でとれない場合は漂白剤を使用。

哺乳瓶の乳首が黒くなる

給水管や給湯設備に使用している銅管から水道水へ微量の銅が溶出し、乳首のゴム成分の硫黄と反

応し硫化銅を形成し黒色に変化する。また空気中の細菌やカビ等が起因する場合もある。対策は哺乳

瓶の乳首をよく洗い乾燥させる。黒く変化した場合は、新しい乳首と交換したほうが良い。

魔法瓶の中が黒く見える

給湯設備から直接お湯を魔法瓶に入れていると、使用している銅管等から溶出した微量の銅が付着

し、始めは青く見え量が多くなるにつれて黒色を呈する。対策は給湯栓からのお湯は銅が溶出しやす

いので、給湯設備からは直接お湯を入れないで、水道水をやかんやポット等でわかしたお湯を使用する。

赤い水は鉄さびが原因となっている事がほとんどで、経験された方は多いと思います。私たちは黒く

なるといえばまずマンガンを疑いますが、水回りの黒変はマンガン付着のせいだけではなく、銅やカビ

や素材との化学変化も原因で起こります。日常における水まわりで心当たりはありましたでしょうか？

参考文献：日本水道協会　上水試験方法 2001

黒 い 水
後藤　佳恵
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生涯研修会について

神戸薬科大学同窓会広島支部　支部長 津田　洋子

神戸薬科大学同窓会広島支部主催の生涯研修会

開催のお知らせについては、広島県薬会誌『研修

だより』でお世話様になり、厚くお礼を申し上げ

ます。

この度、母校神戸薬科大学は、2007年６月20日

付で、西日本の薬系では初めて『生涯研修プロバ

イダー』として認証（GO 7）され、認証機関にな

りました。事業は、母校内の神戸薬科大学エクス

テンションセンター（公開教育）が行います。

11月に開催する広島支部研修会からは、神戸薬

科大学エクステンションセンター発行の単位シー

ルを使用しますが、今までお持ちの手帳にシール

を貼付していただき、条件に適合すれば神戸薬科

大学が認定薬剤師証を発行いたします。

《お問い合わせは、TEL078-441-7627（直通）》

広島支部の生涯研修会は、神戸薬科大学エクス

テンションセンターの傘下で実施する為、名称が

変更になります。

主催　神戸薬科大学エクステンションセンター

広島生涯研修企画委員会

2007年11月18日（日）

広島市南区民文化センター　漢方講習会

2008年２月17日（日）

県民文化センターふくやま

「うつ病と認知症の最近の治療」

福岡教育大学保健管理センター教授

宮田　正和 先生

今後は、全日制の生涯研修会が神戸薬科大学エ

クステンションセンターとの共催で開催いたし

ます。

広島県薬剤師会員の皆様には、神戸薬科大学エ

クステンションセンターをご理解いただき、神戸

薬科大学エクステンションセンター広島生涯研修

企画委員会開催の研修会へご参加いただきますよ

う、お願い申し上げます。

同窓会だより⑧ 同窓会だより⑧ 

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は66ページ

薬事関連法規及び
薬事関係制度
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Pharmacist�s HolidayPharmacist�s Holiday～薬剤師の休日～ ～薬剤師の休日～ 

　やっさ踊り考　　　　 三原支部　津田　裕子 
 

　三原では毎年8月上旬の金・土・日曜日に夏最大のイベント「やっさ踊り」が催されます。 

　お祭りではよく“踊る阿呆に見る阿呆”と言われますが、練習嫌いで恥ずかしがり屋な私はもうずい分

前より“見る阿呆”に徹しています。それでもJR三原駅前のメイン会場で狂喜乱舞する踊り手さんを見

ながら、会場中に鳴り響く“ヤッサヤッサーヤッサモッサソッチャセー♪”のお囃子を聴くと、ついヒザ

を屈伸させてあの手さばき、足さばきをやってみたくなる衝動にかられます。正に“三つ子の魂百まで”

で、もう四半世紀以上も踊っていないのに、昔覚えた踊りとそのリズムは体にしみついているようです。 

　というのも、三原の各町内会ではその地区に住む

小学生を中心に、こどもやっさチームが編成され、

夏休みのラジオ体操の後そのままやっさ踊りの練習

を連日行うのです。三原の子供たちはこれによって

ほぼ全員がやっさ踊りの洗礼を受け、ここから次世

代の踊りの名手が誕生するシステムになっているの

です。そんな、夏休みやっさ踊り養成講座の師匠は、

いつもは割烹着姿で首に手拭いをぶらさげお好み焼

きを焼いている近所のおばちゃんだったりするのです。

今思えば、そのお師匠さんはいつもお白粉をはたい

て髪を結い上げた小粋なおばちゃんでした。 

　それはさておき…　先に話したとおり練習嫌いな私は、練習の後たまにご馳走されるアイスキャン

ディーを食べたいが為だけに、イヤイヤ体を動かしていました。そんなトホホな私でさえ、自然に体が

動かせるくらいやっさ踊りがしみついているのには、正直我ながら感心しきりです。勿論、たいしてや

やこしい踊りではないので、誰にでもいくつになっても簡単に踊れます。祭りに参加するチームは町内

会に限らず地元企業や各事業所、他県の踊り好きな団体など様々です。 

　踊らない私が言うのも図々しい話ですが、やっさ踊りのポイントは、お囃子に合わせたヒザの屈伸と

それに連動する柔らかな手の動き、そして何より重要なのは、照れずに踊るという心意気です。本当に

上手い人は体重を感じさせない軽やかな足さばきで、スイスイと弾むように踊られるので、見ていてと

ても気持ちの良いものです。 

　この熱気に満ちた深夜近くまで続く連日のやっさ踊りを見ていると、常日ごろでも娯楽が氾濫して「ハ

レとケ」の区別もつかなくなった現代においても全て

の交通を止め、仕事を中断して、年に一度お祭りに熱

狂するというのは、何ものにも代えがたい、かけがえ

のない宝物だなぁ…と、非常に感慨深く思いました。 

　日常の煩わしさを一時でも忘れたい方は、ぜひ来年

の夏は三原に来てみてください。やっさ踊りを見るも

良し、とび入りで踊りに参加されるも良し、とにかく

誰もが持っている原始的なハレの魂がフツフツ込み上

げてくること間違い無し！ですよ。 
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まだ暑さの冷めやらぬ小倉の夕暮れに、少しず

つ日が陰って来ました。偶然に見つけた小料理屋

さんにも昼間の炎天下で日に焼けた両腕の赤黒さ

が少々痛々しくて気の毒がられました。毎年のよ

うに写真を撮っては見てもらっていた師匠も今年

の４月８日に鬼籍に入られましたし、いつも同じ

ように咲いてくれている柴胡の可憐な黄色い花も

私自身が何時まで見ることが出来るのか？世の常

無きがごとく感慨に浸っておいしいビ－ルと酒の

肴を堪能してきました。

炎天下の平尾台は地上の36度をはるかに下回る

かと期待しましたが、隠れる木々が無いために直

射日光の中の登山となりました。ただ横から吹く

山風が大変心地良く吹き出る汗を強烈に吹き飛ば

してくれました。今年も柴胡は健全に黄色い散形

花序の小さな花が咲き誇っていました。しかし、

風が強くて写真撮影に相当時間がかかりましたが

何とか無事にカメラに納められました。

柴胡を訪ねて（平成19年８月）

会長　前田　泰則

平尾台全景

柴胡マクロ撮影

柴胡の撮影を終えて
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書 籍 等 の 紹 介 

※価格はすべて税込みです。

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」

日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日

薬刊行物等のご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照く

ださい。

また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注

文の場合は、書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局

TEL（082）246-4317 FAX（082）249-4589

担　当：吉　田　　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp

「医科診療報酬･調剤報酬 点数表ハンドブック」

編　集：社会保険研究所調査室

制　作：株式会社　メディカルデータ

発　行：株式会社　社会保険研究所

判　型：Ｂ５判　約605頁

価　格：定　　価　4,410円

会員価格　3,750円

送　料：１部　550円

「一般用医薬品情報集 ―第Ⅰ類・Ⅱ類―

情報提供のポイント2007～08」

編　集：共立薬科大学教授　中島　恵美

著　者：OTC薬とセルフケア研究会

発　行：株式会社　薬事日報社

判　型：Ａ５判　約220頁

価　格：定　　価　2,835円

会員価格　2,500円

送　料：１部　350円

「麻薬・向精神薬・覚せい剤 管理ハンドブック

第８版」

監　修：財団法人　日本公定書協会

発　行：株式会社　じほう

判　型：Ａ５判　約1,452頁

価　格：定　　価　10,500円

会員価格　 9,870円

送　料：１部　500円
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２００７

編集後記

平井紀美恵　　青野　拓郎　　勝谷　英夫　　渋谷　雄三

村上　孝枝　　山岡　紀子　　菊一　瓔子　　難波　利元

原田　修江　　後藤　佳恵

編 集 委 員

選挙期間中、ポスティングをした。民家にはそれぞれの顔が

あった。台所前のビール・空缶の山、不要になった古いテレビ、

無造作に投げ捨てられたおもちゃ箱、生ゴミ袋、物干しの洗濯

物等、家々の裏側に在る実生活。政治家になろうとする人には、

こんな現実をみてほしい……とつくづく思いながら走った。

軒下の　古自転車や　青葉風

夕顔の　空き家に惜しき　風の唱
うた

＜K.H＞

７月中旬に帯広に行ってきました。到着した

日の最高気温15℃でしたが、翌朝は10℃にな

り、私は半袖・長袖・上着と持参した服を着

込みました。それなのに友人は半袖一枚で、

平気な顔をして運転していました。冬の帯

広はどれ程寒いのでしょうか… ＜396＞

前回、薬局の前でハトムギを置いていたらハ

トがきたことを書きました。そのハトがパー

トナーを連れてきました。２羽で来ることも

あり、１羽で来ることもありますが、１羽で

来ても、全部食べずに半分残します。美しい

夫婦愛です。 ＜ポポポ＞

猛暑、酷暑の中、家にいるよりは仕事に出て

いた方が涼しいので、「盆休みが恨めしい」

「出た人が羨ましい」 夜は避暑に初めてメ

ディアカフェに行き、ソフトクリームを食べ

ました。食欲はあり、夏バテにならず夏肥り

になりました。 ＜Ｔ2＞

薬剤師国家試験 正答

６頁　問106…５

７頁　問108…１

８頁　問107…４

34頁　問113…６

44～45頁　問119…１

62頁　問104…２

冬よりも夏が好きな私は、クーラーをつけず

暑い中で汗をだらだらかきながらお昼寝をす

るのが至福の時です。でも夏子の私も今年の

猛暑はさすがに耐えられず、時々クーラーの

お世話になりました。 ＜510＞

まだまだ暑い日が続いていますが、朝夕はだ

いぶすごしやすくなってきました。薬局の前

の観葉植物も瀕死状態でしたが、少しずつ息

を吹き返しつつあります。このまま、、、の秋

になって欲しいです。 ＜turbo＞
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保険薬局ニュース
平 成 19 年 ９ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会

Vol.15 No.5（No.81）

平成19年８月９日

広島県薬剤師会保険薬局部会

全国土木建築国民健康保険組合被保険者一部の請求について

全国土木建築国民健康保険組合被保険者（13 303 ３）であり、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（29）・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（20）・障害者自立支援法に

よる精神通院医療（21）のいずれかの対象となる場合については、患者の自己負担はありません。

通常、患者の自己負担となる部分も全国土木が給付します。

請求に関しましては、国民健康保険団体連合会へ事務を委託されておられますので、国保の調剤報酬

請求書に記載（通常の欄と下段の公費の欄に記入）し、提出して下さい。

自立支援医療の指定・請求について

月途中に自立支援医療の薬局が指定され、指定以前と指定以降の調剤がある場合、１枚の請求明細書

（レセ）で請求し、指定日がわかるように摘要欄にコメントを記入して下さい。

新潟県中越沖地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて

このことに関しましては、請求方法まで含めた様々な通知が出されております。

被災者の調剤をされた場合は、広島県薬剤師会ホームページの会員専用ページ（ユーザー名hpa・パ

スワードhiroyaku）のHPA文書公開ネットでご覧ください。

ご覧頂く際に、ファイル名に"新潟県中越沖"を含むで検索されるか、そのまま左上の「最新文書一覧」

で検索開始ボタンをクリックすると簡単にご覧頂けます。

Masafumi
長方形

Masafumi
長方形
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薬価基準収載
医薬品コード

告　　　示　　　名 規 格 単 位 会 　 社 　 名 薬　価
診療報酬上
の後発品

薬価基準収載医薬品　―後発医薬品など―
厚生労働省告示224号（平成19年6月29日告示／平成19年7月1日施行）

5200001C 1052 クラシエ安中散料エキス細粒 1g クラシエ 10.20
5200003C 1043 クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 1g クラシエ 10.80
5200011C 1072 クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 1g クラシエ 18.10
5200012C 1069 クラシエ乙字湯エキス細粒 1g クラシエ 22.50
5200013C 1080 クラシエ葛根湯エキス細粒 1g クラシエ 8.60
5200015C 1054 クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 1g クラシエ 11.30
5200016C 1040 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 1g クラシエ 31.40
5200017C 1061 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 1g クラシエ 23.80
5200018C 1031 クラシエ甘草湯エキス細粒 1g クラシエ 6.00
5200032C 1066 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 1g クラシエ 11.10
5200035C 1043 クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 1g クラシエ 10.10
5200036C 1030 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 1g クラシエ 7.90
5200037C 1034 クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 1g クラシエ 16.30
5200038C 1080 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 1g クラシエ 12.40
5200044C 1034 クラシエ五虎湯エキス細粒 1g クラシエ 7.40
5200048C 1075 クラシエ五苓散料エキス細粒 1g クラシエ 17.20
5200050C 1056 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 1g クラシエ 28.80
5200051C 1069 クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 1g クラシエ 28.80
5200057C 1058 クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 1g クラシエ 17.90
5200065C 1052 クラシエ四物湯エキス細粒 1g クラシエ 11.60
5200067C 1060 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 1g クラシエ 10.20
5200070C 1061 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 1g クラシエ 17.10
5200073C 1081 クラシエ小柴胡湯エキス細粒 1g クラシエ 40.20
5200075C 1056 クラシエ小青竜湯エキス細粒 1g クラシエ 23.10
5200076C 1050 クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 1g クラシエ 14.80
5200093C 1070 クラシエ大柴胡湯エキス細粒 1g クラシエ 30.50
5200103C 1092 クラシエ猪苓湯エキス細粒 1g クラシエ 19.50
5200106C 1053 クラシエ桃核承気湯エキス細粒 1g クラシエ 10.90
5200111C 1089 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 1g クラシエ 12.80
5200117C 1043 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 1g クラシエ 28.60
5200121C 1040 クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 1g クラシエ 13.70
5200122C 1079 クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 1g クラシエ 11.70
5200125C 1048 クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 1g クラシエ 31.20
5200130C 1065 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 1g クラシエ 8.60
5200131C 1078 クラシエ補中益気湯エキス細粒 1g クラシエ 26.60
5200132C 1064 クラシエ麻黄湯エキス細粒 1g クラシエ 10.70
5200138C 1053 クラシエよく苡仁湯エキス細粒 1g クラシエ 10.90
5200141C 1063 クラシエ六君子湯エキス細粒 1g クラシエ 25.10
5200145C 1070 クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 1g クラシエ 9.40
5200146C 1031 クラシエ六味丸料エキス細粒 1g クラシエ 10.20
6149003R 1151 クラリスロマイシンDS 10％小児用「コーワ」 100mg 1g 興和＝興和創薬 90.30 ○
3999001Q 1043 ラクツロース・シラップ「コーワ」 60％1mL 興和＝興和創薬 6.80
2122002F1051 ※硫酸キニジン錠（コーワ） 100mg 1錠 興和＝興和創薬 17.00 ○

【内用薬】

薬価基準収載
医薬品コード

告　　　示　　　名 規 格 単 位 会 　 社 　 名 薬　価
診療報酬上
の後発品

2413400D 1078 HMG 「コーワ」75注用 75単位1瓶（溶解液付）興和＝興和創薬 1,868 ○
2413400D 6045 HMG 「コーワ」100注用 100単位1瓶（溶解液付）興和＝興和創薬 2,166 ○
2413400D 2074 HMG 「コーワ」150注用 150単位1瓶（溶解液付）興和＝興和創薬 2,638 ○

【注射薬】

※は、品名の次に括弧書によって医薬品製造業者名又は輸入業者名の略称を加えたことを示しています。
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【内用薬】

薬価基準収載
医薬品コード

告　　　示　　　名 規 格 単 位 会 　 社 　 名 薬　価
診療報酬上
の後発品

3969003F1034 アカルボース錠50mg「タイヨー」 50mg 1錠 大洋薬品工業 21.60 ○
3969003F2030 アカルボース錠100mg「タイヨー」 100mg 1錠 大洋薬品工業 38.20 ○
2129010F1049 アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」 100mg 1錠 サンド 337.50 ○
2139001S1044 イソソルビドシロップ70％「タイヨー」 70％1mL 大洋薬品工業 6.70 ○
6290004F2050 イトラコネート錠100mg 100mg 1錠 高田製薬 578.80 ○
1169010F2020 エフピーOD錠 2.5 2.5mg 1錠 エフピー 366.90
2590007F2192 塩酸プロピベリン錠20mg「SKK」 20mg 1錠 三和化学＝エルメッドエーザイ 112.00 ○
2171021F3051（局）塩酸ベニジピン錠8 NT 8mg 1錠 ニプロジェネファ 90.90 ○
2329022H 2104 オメプロトン錠10mg 10mg 1錠 沢井製薬＝日本ジェネリック 77.10 ○
2329020F3020 ガスロンN・OD錠 2mg 2mg 1錠 日本新薬 39.90
1169011F1036 カベルゴリン錠0.25mg「F」 0.25mg 1錠 富士製薬工業 75.60 ○
1169011F1044 カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 0.25mg 1錠 沢井製薬 75.60 ○
1169011F1052 カベルゴリン錠0.25mg「タナベ」 0.25mg 1錠 田辺製薬 75.60 ○
1169011F1060 カベルゴリン錠0.25mg「トーワ」 0.25mg 1錠 東和薬品 75.60 ○
1169011F1079 カベルゴリン錠0.25mg「日医工」 0.25mg 1錠 日医工 75.60 ○
1169011F1087 カベルゴリン錠0.25mg「メルク」 0.25mg 1錠 メルク製薬 75.60 ○
1169011F2032 カベルゴリン錠1.0mg「F」 1mg 1錠 富士製薬工業 257.50 ○
1169011F2040 カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 1mg 1錠 沢井製薬 257.50 ○
1169011F2059 カベルゴリン錠1.0mg「タナベ」 1mg 1錠 田辺製薬 257.50 ○
1169011F2067 カベルゴリン錠1.0mg「トーワ」 1mg 1錠 東和薬品 257.50 ○
1169011F2075 カベルゴリン錠1.0mg「日医工」 1mg 1錠 日医工 257.50 ○
1169011F2083 カベルゴリン錠1.0mg「メルク」 1mg 1錠 メルク製薬 257.50 ○
1124030F1053 クアゼパム錠15mg「アメル」 15mg 1錠 共和薬品工業 92.80 ○
1124030F1037 クアゼパム錠15mg「MNP」 15mg 1錠 日新製薬：山形 92.80 ○
1124030F1061 クアゼパム錠15mg「トーワ」 15mg 1錠 東和薬品 92.80 ○
1124030F1070 クアゼパム錠15mg「日医工」 15mg 1錠 日医工 92.80 ○
1124030F1045 クアゼパム錠15mg「YD」 15mg 1錠 陽進堂 92.80 ○
1124030F2033 クアゼパム錠20mg「MNP」 20mg 1錠 日新製薬：山形 110.20 ○
1124030F2050 クアゼパム錠20mg「トーワ」 20mg 1錠 東和薬品 110.20 ○
1124030F2041 クアゼパム錠20mg「YD」 20mg 1錠 陽進堂 110.20 ○
5200006C 1063 クラシエ温清飲エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 17.30
5200011F1052 クラシエ黄連解毒湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 6.40
5200013F1051 クラシエかっ根湯エキス錠T 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 3.80
5200015F1034 クラシエかっ根湯加川きゅう辛夷エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 5.10
5200016F1039 クラシエ加味帰脾湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 7.70
5200032F1046 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 3.40
5200036F1036 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 3.10
5200038F1051 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 4.50
5200048F1063 クラシエ五苓散料エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 6.20
5200050F1044 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 9.20
5200051F1049 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 9.90
5200054C 1038 クラシエ柴朴湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 38.20
5200055C 1032 クラシエ柴苓湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 59.50
5200065F1059 クラシエ四物湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 4.20
5200069C 1077 クラシエ十全大補湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 19.30
5200070F1033 クラシエ十味敗毒湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 7.00
5200073F1061 クラシエ小柴胡湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 14.40
5200075F1052 クラシエ小青竜湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 7.90
5200080C 1049 クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 15.70
5200082C 1056 クラシエ神秘湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 19.60
5200093F1069 クラシエ大柴胡湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 10.40
5200106F1041 クラシエ桃核承気湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 3.30
5200110C 1041 クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 9.90
5200116C 1065 クラシエ人参湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 14.90
5200121F1046 クラシエ八味地黄丸料エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 5.00
5200122F1067 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 6.00
5200123C 1081 クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 27.50
5200123F1053 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 8.30
5200124C 1051 クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 27.30
5200125F1036 クラシエ白虎加人参湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 15.70
5200129C 1062 クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 9.60
5200129F1042 クラシエ防已黄耆湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 4.40
5200130F1037 クラシエ防風通聖散エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 2.60
5200135C 1050 クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 9.80
5200138F1041 クラシエよく苡仁湯エキス錠 1錠 大峰堂薬品工業＝クラシエ 3.90
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5200140C 1042 クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 1g 大峰堂薬品工業＝クラシエ 17.20
6149003F1171 クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」 50mg 1錠 小林化工＝明治製菓 53.70 ○
6149003R 1160 クラリスロマイシンドライシロップ10％小児用「タイヨー」 100mg 1g 大洋薬品工業 90.30 ○
6149003R 1178 クラロイシンドライシロップ10％小児用 100mg 1g シオノケミカル 90.30 ○
1141007R 1043 コカール小児用ドライシロップ20％ 20％1g 三和化学研究所 12.30 ○
2171021F1156（局）コニプロス錠2mg 2mg 1錠 日新製薬：山形 28.70 ○
2171021F3060（局）コニプロス錠8mg 8mg 1錠 日新製薬：山形 90.90 ○
1141007Q 1056 サールツーシロップ小児用2％ 2％1mL 東和薬品 4.60 ○
1141007R 1051 サールツードライシロップ小児用20％ 20％1g 東和薬品 12.30 ○
2344009F1060 酸化マグネシウム錠250mg「モチダ」 250mg 1錠 持田製薬 6.40 ○
2344009F2066 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 330mg 1錠 持田製薬 6.40 ○
2129007F1047 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 50mg 1錠 沢井製薬 32.50 ○
2129007F1055 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「タナベ」 50mg 1錠 田辺製薬 32.50 ○
2129007F2043 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 100mg 1錠 沢井製薬 53.30 ○
2129007F2051 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「タナベ」 100mg 1錠 田辺製薬 53.30 ○
1124029F2073 ジメトックス錠2 2mg 1錠 マルコ製薬＝三和化学 11.90 ○
2329023F1039 スタンゾームOD錠 15 15mg 1錠 シオノケミカル 59.90 ○
2329023F2035 スタンゾームOD錠 30 30mg 1錠 シオノケミカル 107.10 ○
4490016M 2062 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 100mg 1カプセル 沢井製薬 55.00 ○
4490020F1039 セチリジン塩酸塩錠5「AR」 5mg 1錠 アリジェン＝ファーマ・プロ 78.00 ○
4490020F1195 セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」 5mg 1錠 大原薬品工業 78.00 ○
4490020F1179 セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 5mg 1錠 共和薬品工業 78.00 ○
4490020F1187 セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」 5mg 1錠 岩城製薬 78.00 ○
4490020F1128 セチリジン塩酸塩錠5mg「SN」 5mg 1錠 シオノケミカル 78.00 ○
4490020F1101 セチリジン塩酸塩錠5mg「NT」 5mg 1錠 ニプロジェネファ 78.00 ○
4490020F1098 セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」 5mg 1錠 ニプロファーマ 78.00 ○
4490020F1071 セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」 5mg 1錠 メディサ新薬＝旭化成ファーマ 78.00 ○
4490020F1080 セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 5mg 1錠 日新製薬：山形 78.00 ○
4490020F1209 セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」 5mg 1錠 ダイト＝科研 78.00 ○
4490020F1217 セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 5mg 1錠 皇漢堂製薬 78.00 ○
4490020F1063 セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」 5mg 1錠 寿製薬 78.00 ○
4490020F1225 セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 5mg 1錠 沢井製薬 78.00 ○
4490020F1047 セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」 5mg 1錠 長生堂製薬＝日本ジェネリック 78.00 ○
4490020F1055 セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」 5mg 1錠 シー・エイチ・オー新薬＝ポーラファルマ 78.00 ○
4490020F1233 セチリジン塩酸塩錠5mg「タイヨー」 5mg 1錠 大洋薬品工業 78.00 ○
4490020F1241 セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 5mg 1錠 高田製薬＝マルホ 78.00 ○
4490020F1250 セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」 5mg 1錠 田辺製薬 78.00 ○
4490020F1268 セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 5mg 1錠 鶴原製薬 78.00 ○
4490020F1144 セチリジン塩酸塩錠5mg「TOA」 5mg 1錠 東亜薬品 78.00 ○
4490020F1276 セチリジン塩酸塩錠5mg「テイコク」 5mg 1錠 テイコクメディックス 78.00 ○
4490020F1136 セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 5mg 1錠 辰巳化学 78.00 ○
4490020F1152 セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 5mg 1錠 大正薬品工業 78.00 ○
4490020F1284 セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 5mg 1錠 東和薬品 78.00 ○
4490020F1292 セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 5mg 1錠 日医工 78.00 ○
4490020F1110 セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」 5mg 1錠 キョーリンリメディオ 78.00 ○
4490020F1306 セチリジン塩酸塩錠5mg「メルク」 5mg 1錠 メルク製薬 78.00 ○
4490020F1160 セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 5mg 1錠 陽進堂＝サンド 78.00 ○
4490020F2035 セチリジン塩酸塩錠10「AR」 10mg 1錠 アリジェン＝ファーマ・プロ 104.20 ○
4490020F2191 セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 10mg 1錠 大原薬品工業 104.20 ○
4490020F2175 セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」 10mg 1錠 共和薬品工業 104.20 ○
4490020F2183 セチリジン塩酸塩錠10mg「イワキ」 10mg 1錠 岩城製薬 104.20 ○
4490020F2124 セチリジン塩酸塩錠10mg「SN」 10mg 1錠 シオノケミカル 104.20 ○
4490020F2108 セチリジン塩酸塩錠10mg「NT」 10mg 1錠 ニプロジェネファ 104.20 ○
4490020F2094 セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」 10mg 1錠 ニプロファーマ 104.20 ○
4490020F2078 セチリジン塩酸塩錠10mg「MED」 10mg 1錠 メディサ新薬＝旭化成ファーマ 104.20 ○
4490020F2086 セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 10mg 1錠 日新製薬：山形 104.20 ○
4490020F2205 セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」 10mg 1錠 ダイト＝科研 104.20 ○
4490020F2213 セチリジン塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 10mg 1錠 皇漢堂製薬 104.20 ○
4490020F2060 セチリジン塩酸塩錠10mg「KTB」 10mg 1錠 寿製薬 104.20 ○
4490020F2221 セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 10mg 1錠 沢井製薬 104.20 ○
4490020F2043 セチリジン塩酸塩錠10mg「CH」 10mg 1錠 長生堂製薬＝日本ジェネリック 104.20 ○
4490020F2051 セチリジン塩酸塩錠10mg「CHOS」 10mg 1錠 シー・エイチ・オー新薬＝ポーラファルマ 104.20 ○
4490020F2230 セチリジン塩酸塩錠10mg「タイヨー」 10mg 1錠 大洋薬品工業 104.20 ○
4490020F2248 セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」 10mg 1錠 高田製薬＝マルホ 104.20 ○
4490020F2256 セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 10mg 1錠 田辺製薬 104.20 ○
4490020F2264 セチリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 10mg 1錠 鶴原製薬 104.20 ○
4490020F2140 セチリジン塩酸塩錠10mg「TOA」 10mg 1錠 東亜薬品 104.20 ○
4490020F2272 セチリジン塩酸塩錠10mg「テイコク」 10mg 1錠 テイコクメディックス 104.20 ○
4490020F2132 セチリジン塩酸塩錠10mg「TCK」 10mg 1錠 辰巳化学 104.20 ○
4490020F2159 セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」 10mg 1錠 大正薬品工業 104.20 ○
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4490020F2280 セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 10mg 1錠 東和薬品 104.20 ○
4490020F2299 セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 10mg 1錠 日医工 104.20 ○
4490020F2116 セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 10mg 1錠 キョーリンリメディオ 104.20 ○
4490020F2302 セチリジン塩酸塩錠10mg「メルク」 10mg 1錠 メルク製薬 104.20 ○
4490020F2167 セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 10mg 1錠 陽進堂＝サンド 104.20 ○
6132015C 1081 セフジトレンピボキシル細粒小児用10％「トーワ」 100mg 1g 東和薬品 205.70 ○
6132015C 1090 セフジトレンピボキシル細粒10％小児用「日医工」 100mg 1g 日医工 205.70 ○
6132015C 1057 セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「EMEC」 100mg 1g メディサ新薬＝エルメッドエーザイ 205.70 ○
6132015C 1065 セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「サワイ」 100mg 1g 沢井製薬 205.70 ○
6132015C 1049 セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「CH」 100mg 1g 長生堂製薬 205.70 ○
6132015C 1073 セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「タイヨー」 100mg 1g 大洋薬品工業 205.70 ○
6132015F1053 セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 100mg 1錠 沢井製薬 54.20 ○
6132015F1045 セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」 100mg 1錠 長生堂製薬 54.20 ○
6132015F1061 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 100mg 1錠 東和薬品 54.20 ○
6132015F1070 セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 100mg 1錠 日医工 54.20 ○
6132013C 1040 セフジニル細粒小児用10％「タイヨー」 100mg 1g 大洋薬品工業 97.50 ○
6132013C 2020 セフジニル細粒小児用20％「タイヨー」 200mg 1g 大洋薬品工業 184.10 ○
1169010F1040 セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 2.5mg 1錠 大洋薬品工業 256.80 ○
6132009C 1094 ソマトロン細粒小児用100 100mg 1g 大洋薬品工業 59.60 ○
3399004M 4033 ソルミラン顆粒状カプセル900mg 900mg 1包 森下仁丹＝帝人ファーマ 142.20 ○
4490022F3022 タリオンOD錠 5mg 5mg 1錠 田辺製薬 53.00
4490022F4029 タリオンOD錠 10mg 10mg 1錠 田辺製薬 66.90
2339241F1030 タンチパン錠 1錠 大洋薬品工業 6.10 ○
1129008F2043 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」 10mg 1錠 東和薬品 28.80 ○
6290005F1237 テルビナフィン錠125mg「MED」 125mg 1錠 メディサ新薬＝化研生薬 174.80 ○
4490016M 1031 トシラートカプセル50mg 50mg 1カプセル 東和薬品 43.70 ○
1169006M 1069 ドロキシドパカプセル100mg「メルク」 100mg 1カプセル メルク製薬 65.90 ○
1169006M 2065 ドロキシドパカプセル200mg「メルク」 200mg 1カプセル メルク製薬 121.40 ○
1169006C 1047 ドロキシドパ細粒20％「メルク」 20％1g メルク製薬 113.80 ○
2149022F1060（局）ニルバジピン錠2mg「JG」 2mg 1錠 日本ジェネリック 9.70 ○
2149022F2083（局）ニルバジピン錠4mg「JG」 4mg 1錠 日本ジェネリック 20.80 ○
2129008F1025 ピルジカイニド塩酸塩錠25mg「三和」 25mg 1錠 三和化学研究所 36.60 ○
2129008F2021 ピルジカイニド塩酸塩錠50mg「三和」 50mg 1錠 三和化学研究所 59.70 ○
2325003F3140 ファモチジンOD錠 10mg「JG」 10mg 1錠 日本ジェネリック 14.00 ○
2325003F4163 ファモチジンOD錠 20mg「JG」 20mg 1錠 日本ジェネリック 20.00 ○
5900004A 1053（局）ブシ末（調剤用）「ツムラ」 1g ツムラ 14.70
4490017M 1052 プランルカストカプセル112.5mg「科研」 112.5mg 1カプセル シオノケミカル 56.10 ○
4490017M 1060 プランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 112.5mg 1カプセル 大洋薬品工業 56.10 ○
4490017M 1044 プランルカストカプセル112.5mg「DK」 112.5mg 1カプセル 大興製薬＝三和化学 56.10 ○
4490017M 1079 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 112.5mg 1カプセル 日医工 56.10 ○
4490017F1029 プランルカスト錠112.5「EK」 112.5mg 1錠 小林化工＝エルメッドエーザイ 56.10 ○
4490017R 1114 プランルカストDS 10％「アメル」 10％1g 共和薬品工業 73.60 ○
4490017R 1068 プランルカストDS 10％「EK」 10％1g 小林化工＝エルメッドエーザイ 73.60 ○
4490017R 1076 プランルカストDS 10％「MED」 10％1g メディサ新薬＝テイコク 73.60 ○
4490017R 1122 プランルカストDS 10％「オーハラ」 10％1g 大原薬品工業 73.60 ○
4490017R 1130 プランルカストDS 10％「サワイ」 10％1g 沢井製薬 73.60 ○
4490017R 1157 プランルカストDS 10％「タカタ」 10％1g 高田製薬 73.60 ○
4490017R 1106 プランルカストDS 10％「TYK」 10％1g 大正薬品工業 73.60 ○
4490017R 1165 プランルカストDS 10％「トーワ」 10％1g 東和薬品 73.60 ○
4490017R 1173 プランルカストDS 10％「日医工」 10％1g 日医工 73.60 ○
4490017R 1041 プランルカストドライシロップ10％「AFP」 10％1g アルフレッサファーマ 73.60 ○
4490017R 1092 プランルカストドライシロップ10％「NT」 10％1g ニプロジェネファ 73.60 ○
4490017R 1084 プランルカストドライシロップ10％「NP」 10％1g ニプロファーマ 73.60 ○
4490017R 1149 プランルカストドライシロップ10％「タイヨー」 10％1g 大洋薬品工業 73.60 ○
4490017R 1050 プランルカストドライシロップ10％「DK」 10％1g 大興製薬＝三和化学 73.60 ○
2590009F5026 フリバスOD錠 75mg 75mg 1錠 旭化成ファーマ 190.70
2139005F1079（局）フロセミド錠20mg「JG」 20mg 1錠 日本ジェネリック 6.10 ○
2171021F1164（局）ベニジピン塩酸塩錠2mg「MED」 2mg 1錠 沢井製薬 28.70 ○
2171021F1172（局）ベニジピン塩酸塩錠2mg「タナベ」 2mg 1錠 田辺製薬 28.70 ○
2171021F2195（局）ベニジピン塩酸塩錠4mg「MED」 4mg 1錠 沢井製薬 51.00 ○
2171021F2209（局）ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」 4mg 1錠 田辺製薬 51.00 ○
2171021F3078（局）ベニジピン塩酸塩錠8mg「MED」 8mg 1錠 沢井製薬 90.90 ○
2171021F3086（局）ベニジピン塩酸塩錠8mg「タナベ」 8mg 1錠 田辺製薬 90.90 ○
3969004F3040 ボグリボースOD錠 0.2mg「MED」 0.2mg 1錠 メディサ新薬＝サンド＝日本ジェネリック 35.00 ○
3969004F3058 ボグリボースOD錠 0.2mg「ケミファ」 0.2mg 1錠 シオノケミカル＝ケミファ 25.10 ○
3969004F3066 ボグリボースOD錠 0.2mg「サワイ」 0.2mg 1錠 沢井製薬 34.50 ○
3969004F3074 ボグリボースOD錠 0.2mg「タイヨー」 0.2mg 1錠 大洋薬品工業 30.50 ○
3969004F3082 ボグリボースOD錠 0.2mg「トーワ」 0.2mg 1錠 東和薬品 35.30 ○
3969004F4046 ボグリボースOD錠 0.3mg「MED」 0.3mg 1錠 メディサ新薬＝サンド＝日本ジェネリック 54.10 ○
3969004F4054 ボグリボースOD錠 0.3mg「ケミファ」 0.3mg 1錠 シオノケミカル＝ケミファ 36.50 ○
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3969004F4062 ボグリボースOD錠 0.3mg「サワイ」 0.3mg 1錠 沢井製薬 47.30 ○
3969004F4070 ボグリボースOD錠 0.3mg「タイヨー」 0.3mg 1錠 大洋薬品工業 43.90 ○
3969004F4089 ボグリボースOD錠 0.3mg「トーワ」 0.3mg 1錠 東和薬品 49.50 ○
2113005F2036 メチルジゴキシン錠0.05mg「タイヨー」 0.05mg 1錠 大洋薬品工業 4.70 ○
2113005F1048 メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」 0.1mg 1錠 大洋薬品工業 8.30 ○
1214001Q 1022 メドカイン内用ゼリー2％ 2％1g メドレックス＝丸石 5.10 ○
3962002F1080 メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」 250mg 1錠 東和薬品 9.30 ○
3160002M 2060 メナテトレノンカプセル15mg「SN」 15mg 1カプセル シオノケミカル 33.20 ○
3160002M 2044 メナテトレノンカプセル15mg「F」 15mg 1カプセル 富士製薬工業＝ケミファ 33.20 ○
3160002M 2109 メナテトレノンカプセル15mg「科研」 15mg 1カプセル 大興製薬＝科研 33.20 ○
3160002M 2052 メナテトレノンカプセル15mg「KTB」 15mg 1カプセル 寿製薬 33.20 ○
3160002M 2036 メナテトレノンカプセル15mg「CH」 15mg 1カプセル 長生堂製薬 33.20 ○
3160002M 2079 メナテトレノンカプセル15mg「TCK」 15mg 1カプセル 辰巳化学 33.20 ○
3160002M 2087 メナテトレノンカプセル15mg「TYK」 15mg 1カプセル 大正薬品工業 33.20 ○
3160002M 2117 メナテトレノンカプセル15mg「日本臓器」 15mg 1カプセル 東海カプセル＝日本臓器 33.20 ○
3160002M 2095 メナテトレノンカプセル15mg「YD」 15mg 1カプセル 陽進堂＝沢井＝日医工 33.20 ○
2329023F1055 ランソプラゾールOD錠 15mg「タイヨー」 15mg 1錠 大洋薬品工業＝カイゲン 59.90 ○
2329023F1047 ランソプラゾールOD錠 15mg「DK」 15mg 1錠 大興製薬＝三和化学 59.90 ○
2329023F2051 ランソプラゾールOD錠 30mg「タイヨー」 30mg 1錠 大洋薬品工業＝カイゲン 107.10 ○
2329023F2043 ランソプラゾールOD錠 30mg「DK」 30mg 1錠 大興製薬＝三和化学 107.10 ○
2329023M 1119 ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」 15mg 1カプセル 高田製薬 59.90 ○
2329023M 2115 ランソプラゾールカプセル30mg「タカタ」 30mg 1カプセル 高田製薬 107.10 ○
1179038F5029 リスパダールOD錠 1mg 1mg 1錠 ヤンセンファーマ 45.60
1179038F6025 リスパダールOD錠 2mg 2mg 1錠 ヤンセンファーマ 85.70
1179038C 1078 リスペリドン細粒1％「アメル」 1％1g 共和薬品工業 287.20 ○
1179038C 1060 リスペリドン細粒1％「NT」 1％1g ニプロジェネファ 287.20 ○
1179038C 1051 リスペリドン細粒1％「NP」 1％1g ニプロファーマ＝ケミファ 287.20 ○
1179038C 1043 リスペリドン細粒1％「MEEK」 1％1g 小林化工＝明治製菓 287.20 ○
1179038C 1086 リスペリドン細粒1％「オーハラ」 1％1g 大原薬品工業 287.20 ○
1179038C 1094 リスペリドン細粒1％「サワイ」 1％1g 沢井製薬 287.20 ○
1179038C 1035 リスペリドン細粒1％「CH」 1％1g 長生堂製薬＝日本ジェネリック 287.20 ○
1179038C 1108 リスペリドン細粒1％「タイヨー」 1％1g 大洋薬品工業 287.20 ○
1179038C 1116 リスペリドン細粒1％「トーワ」 1％1g 東和薬品 287.20 ○
1179038C 1124 リスペリドン細粒1％「日医工」 1％1g 日医工 287.20 ○
1179038C 1132 リスペリドン細粒1％「メルク」 1％1g メルク製薬 287.20 ○
1179038C 1140 リスペリドン細粒1％「ヨシトミ」 1％1g 全星薬品工業＝三菱ウェルファーマ＝吉富薬品 287.20 ○
1179038F4030 リスペリドン錠0.5mg「NT」 0.5mg 1錠 ニプロジェネファ 17.00 ○
1179038F4022 リスペリドン錠0.5mg「NP」 0.5mg 1錠 ニプロファーマ＝ケミファ 17.00 ○
1179038F1040 リスペリドン錠1「MEEK」 1mg 1錠 小林化工＝明治製菓 31.90 ○
1179038F1082 リスペリドン錠1「オーハラ」 1mg 1錠 大原薬品工業 31.90 ○
1179038F1074 リスペリドン錠1mg「アメル」 1mg 1錠 共和薬品工業 31.90 ○
1179038F1066 リスペリドン錠1mg「NT」 1mg 1錠 ニプロジェネファ 31.90 ○
1179038F1058 リスペリドン錠1mg「NP」 1mg 1錠 ニプロファーマ＝ケミファ 31.90 ○
1179038F1090 リスペリドン錠1mg「サワイ」 1mg 1錠 沢井製薬 31.90 ○
1179038F1104 リスペリドン錠1mg「サンド」 1mg 1錠 サンド 31.90 ○
1179038F1031 リスペリドン錠1mg「CH」 1mg 1錠 長生堂製薬＝日本ジェネリック 31.90 ○
1179038F1112 リスペリドン錠1mg「タイヨー」 1mg 1錠 大洋薬品工業 31.90 ○
1179038F1120 リスペリドン錠1mg「日医工」 1mg 1錠 日医工 31.90 ○
1179038F1139 リスペリドン錠1mg「メルク」 1mg 1錠 メルク製薬 31.90 ○
1179038F1147 リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 1mg 1錠 全星薬品工業＝三菱ウェルファーマ＝吉富薬品 31.90 ○
1179038F2046 リスペリドン錠2「MEEK」 2mg 1錠 小林化工＝明治製菓 60.00 ○
1179038F2089 リスペリドン錠2「オーハラ」 2mg 1錠 大原薬品工業 60.00 ○
1179038F2070 リスペリドン錠2mg「アメル」 2mg 1錠 共和薬品工業 60.00 ○
1179038F2062 リスペリドン錠2mg「NT」 2mg 1錠 ニプロジェネファ 60.00 ○
1179038F2054 リスペリドン錠2mg「NP」 2mg 1錠 ニプロファーマ＝ケミファ 60.00 ○
1179038F2097 リスペリドン錠2mg「サワイ」 2mg 1錠 沢井製薬 60.00 ○
1179038F2100 リスペリドン錠2mg「サンド」 2mg 1錠 サンド 60.00 ○
1179038F2038 リスペリドン錠2mg「CH」 2mg 1錠 長生堂製薬＝日本ジェネリック 60.00 ○
1179038F2119 リスペリドン錠2mg「タイヨー」 2mg 1錠 大洋薬品工業 60.00 ○
1179038F2127 リスペリドン錠2mg「トーワ」 2mg 1錠 東和薬品 60.00 ○
1179038F2135 リスペリドン錠2mg「日医工」 2mg 1錠 日医工 60.00 ○
1179038F2143 リスペリドン錠2mg「メルク」 2mg 1錠 メルク製薬 60.00 ○
1179038F2151 リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 2mg 1錠 全星薬品工業＝三菱ウェルファーマ＝吉富薬品 60.00 ○
1179038F3042 リスペリドン錠3「オーハラ」 3mg 1錠 大原薬品工業 86.80 ○
1179038F3034 リスペリドン錠3mg「アメル」 3mg 1錠 共和薬品工業 86.80 ○
1179038F3050 リスペリドン錠3mg「タイヨー」 3mg 1錠 大洋薬品工業 86.80 ○
1179038S3024 リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 0.1％1mL 1包 共和薬品工業 95.40 ○
1179038S2028 リスペリドン内用液0.5mg分包「メルク」 0.1％0.5mL 1包 メルク製薬 47.70 ○
1179038S3032 リスペリドン内用液1mg分包「メルク」 0.1％1mL 1包 メルク製薬 95.40 ○
1179038S1030 リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」 0.1％1mL 共和薬品工業 95.40 ○
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1179038S1048 リスペリドン内用液1mg/mL「サワイ」 0.1％1mL 沢井製薬 95.40 ○
1179038S1056 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0.1％1mL 同仁医薬化工＝三菱ウェルファーマ 95.40 ○
1179038S4020 リスペリドン内用液2mg分包「メルク」 0.1％2mL 1包 メルク製薬 190.80 ○
1149019C 1106 リンゲリーズ細粒10％ 10％1g 陽進堂 12.50 ○
6149002F1118 ロキシスロマイシン錠150mg「MED」 150mg 1錠 メディサ新薬＝化研生薬 46.50 ○

薬価基準収載
医薬品コード

告　　　示　　　名 規 格 単 位 会 　 社 　 名 薬　価
診療報酬上
の後発品

2649734Q 1042 アデフロニックゲル1％ 1％1g 大洋薬品工業 7.60 ○
1319814Q 1035 オペガードMA眼灌流液 20mL 1管 千寿製薬＝武田 679.50
1319814Q 4026 オペガードMA眼灌流液 300mL 1袋 千寿製薬＝武田 2,202.30
1319814Q 5022 オペガードMA眼灌流液 500mL 1袋 千寿製薬＝武田 2,273.50
1319730Q 1222 ケトチフェンPF点眼液0.05％「日点」 3.45mg 5mL 1瓶 日本点眼薬研究所 490.10 ○
2649734N 1020 ジクロフェナクナトリウムクリーム1％「テイコク」 1％1g テイコクメディックス＝日本臓器 7.60 ○
2649734N 1038 ジクロフェナクナトリウムクリーム1％「ユートク」 1％1g 祐徳薬品工業 7.60 ○
2649734S1040 ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 7cm× 10cm 1枚 テイコクメディックス＝日本臓器 17.90 ○
2649734S1058 ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 7cm× 10cm 1枚 祐徳薬品工業 17.90 ○
2649734S2046 ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「テイコク」 10cm× 14cm 1枚 テイコクメディックス＝原沢 28.60 ○
2649734S2054 ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」 10cm× 14cm 1枚 祐徳薬品工業 28.60 ○
2615705Q 1188 消毒用エタノールIPA液「ツキシマ」 10mL 月島薬品 6.40 ○
2659712Q 1026 ゼフナート外用液2％ 2％1mL 全薬工業＝鳥居 51.80
2649731S3022 セルタッチパップ140 20cm× 14cm 1枚 帝國製薬＝ワイス 45.90
2649729S3050 タッチロンテープ40 10cm× 14cm 1枚 救急薬品工業＝三和化学 23.70 ○
2259707S1128 ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」 0.5mg 1枚 大原薬品工業 42.00 ○
2259707S1110 ツロブテロールテープ0.5mg「MED」 0.5mg 1枚 メディサ新薬＝キョーリンリメディオ 42.00 ○
2259707S1136 ツロブテロールテープ0.5mg「テイコク」 0.5mg 1枚 テイコクメディックス 42.00 ○
2259707S2124 ツロブテロールテープ1「オーハラ」 1mg 1枚 大原薬品工業 57.40 ○
2259707S2116 ツロブテロールテープ1mg「MED」 1mg 1枚 メディサ新薬＝キョーリンリメディオ 57.40 ○
2259707S2132 ツロブテロールテープ1mg「テイコク」 1mg 1枚 テイコクメディックス 57.40 ○
2259707S3120 ツロブテロールテープ2「オーハラ」 2mg 1枚 大原薬品工業 78.50 ○
2259707S3112 ツロブテロールテープ2mg「MED」 2mg 1枚 メディサ新薬 78.50 ○
2259707S3139 ツロブテロールテープ2mg「テイコク」 2mg 1枚 テイコクメディックス 78.50 ○
2646726N 1074 デルムサットクリーム 0.1％1g 東光薬品工業＝ラクール 13.70 ○
2646726M 1079 デルムサット軟膏 0.1％1g 東光薬品工業＝ラクール 13.70 ○
2646701S2031 トクダームテープ6μg/cm2 （0.3mg）5cm× 10cm ニチバン＝大鵬薬品 53.70
2646701S3046 トクダームテープ6μg/cm2 （0.45mg）7.5cm× 10cm ニチバン＝大鵬薬品 70.20
2639700N 1040 ナジフロクリーム1％ 1％1g ポーラファルマ 38.10 ○
2639700N 1059 ナジロキサンクリーム1％ 1％1g 東和薬品 38.10 ○
1319740Q 1072 ニプラジロール点眼液0.25％「サワイ」 0.25％1mL 沢井製薬 345.30 ○
1319740Q 1064 ニプラジロール点眼液0.25％「TOA」 0.25％1mL 東亜薬品＝日東メディック 345.30 ○
1319740Q 1080 ニプラジロール点眼液0.25％「ニッテン」 0.25％1mL ニッテン＝日本点眼薬 345.30 ○
1319740Q 1102 ニプラジロール点眼液0.25％「わかもと」 0.25％1mL わかもと製薬 345.30 ○
1319740Q 1099 ニプラジロールPF点眼液0.25％「日点」 0.25％1mL 日本点眼薬研究所 345.30 ○
2649729S3068 パテルテープ40 10cm× 14cm 1枚 大石膏盛堂＝キョーリンリメディオ＝日清キョーリン 23.70 ○
2646731N 1032 フランカルボン酸モメタゾンクリーム0.1％「イワキ」 0.1％1g 岩城製薬 36.30 ○
2646731M 1037 フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1％「イワキ」 0.1％1g 岩城製薬 36.30 ○
2646731Q 1039 フランカルボン酸モメタゾンローション0.1％「イワキ」 0.1％1g 岩城製薬 36.30 ○
1329707Q 1190 フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」28噴霧用 2.04mg 4mL 1瓶 イセイ＝ニプロファーマ 759.40 ○
1329707Q 3087 フルチカゾン点鼻液50μg「テイコク」56噴霧用 4.08mg 8mL 1瓶 テイコクメディックス 1,517.00 ○
2655709N 1061 プルナクリーム2％ 2％1g 前田薬品工業＝共和薬品 32.60 ○
2655709Q 1050 プルナローション2％ 2％1g 前田薬品工業＝共和薬品 32.60 ○
2646731N 1040 マイセラクリーム0.1％ 0.1％1g 前田薬品工業＝テイコク 36.30 ○
2646731M 1045 マイセラ軟膏0.1％ 0.1％1g 前田薬品工業＝テイコク 36.30 ○
2646731Q 1047 マイセラローション0.1％ 0.1％1g 前田薬品工業＝テイコク 36.30 ○
2649729S3076 ライラテープ40mg 10cm× 14cm 1枚 テイコクメディックス＝原沢 24.90 ○
2659710Q 1086 ラミテクト外用液1％ 1％1g 沢井製薬 32.80 ○

【外用薬】

薬価基準収載
医薬品コード

告　　　示　　　名 規 格 単 位 会 　 社 　 名 薬　価
診療報酬上
の後発品

3999411H 7021 アトロンボン注20mg 20mg 1mL 1瓶 高田製薬 912 ○
3999411H 8028 アトロンボン注40mg 40mg 2mL 1瓶 高田製薬 1,538 ○
6123404A 1108 イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 200mg 2mL 1管 マルコ製薬＝日医工 534 ○
6123404A 2082 イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 400mg 2mL 1管 マルコ製薬＝日医工 1,030 ○
6139501D 2091 イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」 500mg 1瓶 サンド 1,668 ○
2413400D 3100 HMG 「コーワ」75注用 75単位1管（溶解液付）興和＝興和創薬 1,868 ○
2413400D 5030 HMG 「コーワ」100注用 100単位1管（溶解液付）興和＝興和創薬 2,166 ○
2413400D 4085 HMG 「コーワ」150注用 150単位1管（溶解液付）興和＝興和創薬 2,638 ○
3999411G 5031 オザグレルNa注射液 80mgバッグ「サワイ」 80mg 200mL 1袋 沢井製薬 2,254 ○

【注射薬】
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診療報酬上
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2391401A 2030 オンダンセトロン注射液2mg「F」 2mg 1mL 1管 富士製薬工業 2,843 ○
2391401A 2049 オンダンセトロン注射液2mg「サワイ」 2mg 1mL 1管 沢井製薬 2,843 ○
2391401A 1034 オンダンセトロン注射液4mg「F」 4mg 2mL 1管 富士製薬工業 4,826 ○
2391401A 1042 オンダンセトロン注射液4mg「サワイ」 4mg 2mL 1管 沢井製薬 4,826 ○
2391401A 1050 オンダンセトロン注射液4mg「サンド」 4mg 2mL 1管 サンド 4,826 ○
2391401G 1037 オンダンセトロン注シリンジ4mg「NP」 4mg 2mL 1筒 ニプロファーマ＝日医工 4,934 ○
2391400A 3075 グラニセトロン静注液1mg「アイロム」 1mg 1mL 1管 アイロム製薬＝サンド 2,111 ○
2391400A 3032 グラニセトロン静注液1mg「AFP」 1mg 1mL 1管 大興製薬＝アルフレッサファーマ 2,111 ○
2391400A 3067 グラニセトロン静注液1mg「NK」 1mg 1mL 1管 沢井製薬＝日本化薬 2,111 ○
2391400A 3059 グラニセトロン静注液1mg「MNP」 1mg 1mL 1管 日新製薬：山形 2,111 ○
2391400A 3083 グラニセトロン静注液1mg「ケミファ」 1mg 1mL 1管 テイコクメディックス＝ケミファ 2,111 ○
2391400A 3091 グラニセトロン静注液1mg「タイヨー」 1mg 1mL 1管 大洋薬品工業＝ホスピーラ 2,111 ○
2391400A 3105 グラニセトロン静注液1mg「日医工」 1mg 1mL 1管 日医工 2,111 ○
2391400A 3040 グラニセトロン静注液1mg「BX」 1mg 1mL 1管 シオノケミカル 2,111 ○
2391400A 3113 グラニセトロン静注液1mg「メルク」 1mg 1mL 1管 メルク製薬 2,111 ○
2391400A 4080 グラニセトロン静注液3mg「アイロム」 3mg 3mL 1管 アイロム製薬＝サンド 5,024 ○
2391400A 4039 グラニセトロン静注液3mg「AFP」 3mg 3mL 1管 大興製薬＝アルフレッサファーマ 5,024 ○
2391400A 4071 グラニセトロン静注液3mg「NK」 3mg 3mL 1管 沢井製薬＝日本化薬 5,024 ○
2391400A 4055 グラニセトロン静注液3mg「F」 3mg 3mL 1管 富士製薬工業 5,024 ○
2391400A 4063 グラニセトロン静注液3mg「MNP」 3mg 3mL 1管 日新製薬：山形 5,024 ○
2391400A 4098 グラニセトロン静注液3mg「ケミファ」 3mg 3mL 1管 テイコクメディックス＝ケミファ 5,024 ○
2391400A 4101 グラニセトロン静注液3mg「タイヨー」 3mg 3mL 1管 大洋薬品工業＝ホスピーラ 5,024 ○
2391400A 4110 グラニセトロン静注液3mg「トーワ」 3mg 3mL 1管 東和薬品 5,024 ○
2391400A 4128 グラニセトロン静注液3mg「日医工」 3mg 3mL 1管 日医工 5,024 ○
2391400A 4047 グラニセトロン静注液3mg「BX」 3mg 3mL 1管 シオノケミカル 5,024 ○
2391400A 4136 グラニセトロン静注液3mg「メルク」 3mg 3mL 1管 メルク製薬 5,024 ○
6132403D 2121 コアキシン注射用1g 1g1瓶 ケミックス＝東菱 228 ○
6132403D 3128 コアキシン注射用2g 2g1瓶 ケミックス＝東菱 425 ○
6132418F2110 セフタジジム静注用1g「NP」 1g1瓶 ニプロファーマ 985 ○
1115403D 4015（局）注射用チアミラールナトリウム 300mg 1瓶（溶解液付） 465

2171406D 1030 ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 2mg 1瓶 沢井製薬 280 ○
2171406D 2036 ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 12mg 1瓶 沢井製薬 1,337 ○
2171406D 3032 ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 48mg 1瓶 沢井製薬 4,480 ○
3319538A 6071 ニソリM注 250mL 1袋 メルク製薬 148 ○
3319538A 4087 ニソリM注 500mL 1袋 メルク製薬 158 ○
3259526G 2025 ネオパレン1号 1500mL 1キット 大塚製薬工場＝大塚製薬 1,889
3259526G 3021 ネオパレン1号 2000mL 1キット 大塚製薬工場＝大塚製薬 2,320
3259527G 2020 ネオパレン2号 1500mL 1キット 大塚製薬工場＝大塚製薬 2,096
3259527G 3026 ネオパレン2号 2000mL 1キット 大塚製薬工場＝大塚製薬 2,597
7219412G 5043 バイステージ注370シリンジ100mL 75.52％100mL 1筒 大洋薬品工業 5,350 ○
4240406A 1058 パクリタキセル注射液30mg「サワイ」 30mg 5mL 1瓶 沢井製薬 10,357 ○
4240406A 2054 パクリタキセル注射液100mg「サワイ」 100mg 16.7mL 1瓶 沢井製薬 30,640 ○
4240406A 3026 パクリタキセル注射液150mg「サワイ」 150mg 25mL 1瓶 沢井製薬 44,150 ○
3999418D 1031 パミドロン酸二Na点滴静注用 15mg「F」 15mg 1瓶 富士製薬工業 7,897 ○
3999418D 2038 パミドロン酸二Na点滴静注用 30mg「F」 30mg 1瓶 富士製薬工業 15,503 ○
6135400F1060 ハロスミン静注用0.5g 500mg 1瓶 マルコ製薬＝日医工 159 ○
6113400A 1090 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 0.5g1瓶 沢井製薬 2,109 ○
6113400A 1103 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」 0.5g1瓶 ホスピーラ・ジャパン 2,109 ○
3319563A 2023 ビカーボン注 500mL 1袋 味の素＝味の素ファルマ 280

7219418G 2025 プロスコープ300注シリンジ50mL 62.34％50mL 1筒 田辺製薬 7,258
7219418G 3021 プロスコープ300注シリンジ80mL 62.34％80mL 1筒 田辺製薬 10,826
3334402G 8034 ヘパリンN a透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」 3,000単位20mL 1筒 扶桑薬品工業 316 ○
3334402A 2025 ヘパリンNa透析用 150単位/mL「フソー」20mL 3,000単位20mL 1管 扶桑薬品工業 112 ○
3334402A 3021 ヘパリンNa透析用 200単位/mL「フソー」20mL 4,000単位20mL 1管 扶桑薬品工業 133 ○
3319551A 7049 ペロール注 300mL 1袋 メルク製薬 185 ○
3319551A 4066 ペロール注 500mL 1袋 メルク製薬 204 ○
3319550A 6064 ペンライブ注 200mL 1袋 メルク製薬 156 ○
3319550A 9039 ペンライブ注 300mL 1袋 メルク製薬 182 ○
3319550A 5068 ペンライブ注 500mL 1袋 メルク製薬 182 ○
7223401A 2046 ボグニン注1mg 1mg 1mL 1管 マルコ製薬＝日医工＝旭化成ファーマ 1,524 ○
7223401A 3085 ボグニン注2mg 2mg 1mL 1管 マルコ製薬＝日医工＝旭化成ファーマ 3,048 ○
2325402A 1041 ラニチジン注射液50mg「タイヨー」 2.5％2mL 1管 大洋薬品工業 131 ○
2325402A 2048 ラニチジン注射液100mg「タイヨー」 2.5％4mL 1管 大洋薬品工業 231 ○
6132424F1063 硫酸セフピロム静注用0.5g「メルク」 0.5g1瓶 メルク製薬 781 ○
6132424F2060 硫酸セフピロム静注用1g「メルク」 1g1瓶 メルク製薬 1,140 ○
3929407D 1144 レボホリナートカルシウム点滴静注用25mg「メルク」 25mg 1瓶 メルク製薬 2,230 ○
3929407D 4020 レボホリナートカルシウム点滴静注用125mg「メルク」 125mg 1瓶 メルク製薬 9,684 ○
3929407D 1080 レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 25mg 1瓶 大原薬品工業 2,230 ○
3929407D 1055 レボホリナート点滴静注用25mg「HK」 25mg 1瓶 光製薬 2,230 ○
3929407D 1063 レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 25mg 1瓶 高田製薬＝日本化薬 2,230 ○
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3929407D 1071 レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 25mg 1瓶 ニプロファーマ＝協和発酵 2,230 ○
3929407D 1047 レボホリナート点滴静注用25mg「F」 25mg 1瓶 富士製薬工業 2,230 ○
3929407D 1098 レボホリナート点滴静注用25mg「サワイ」 25mg 1瓶 沢井製薬 2,230 ○
3929407D 1101 レボホリナート点滴静注用25mg「タイヨー」 25mg 1瓶 大洋薬品工業＝ホスピーラ 2,230 ○
3929407D 1110 レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 25mg 1瓶 東和薬品 2,230 ○
3929407D 1128 レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」 25mg 1瓶 日医工 2,230 ○
3929407D 1039 レボホリナート点滴静注用25mg「BT」 25mg 1瓶 バイオテックベイ＝ケミファ 2,230 ○
3929407D 1136 レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 25mg 1瓶 ヤクルト本社 2,230 ○
3929407D 3023 レボホリナート点滴静注用50mg「日医工」 50mg 1瓶 日医工 4,197 ○
3929407D 2043 レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」 100mg 1瓶 大原薬品工業 7,900 ○
3929407D 2035 レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 100mg 1瓶 高田製薬＝日本化薬 7,900 ○
3929407D 2051 レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 100mg 1瓶 東和薬品 7,900 ○
3929407D 2060 レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 100mg 1瓶 ヤクルト本社 7,900 ○

指定番号 医薬品の名称 予定される使用目的、効能又は効果 申請者の氏名又は名称

（19機）第13号 植込み型
補助人工心臓システム

心臓移植適格のある患者で、従来
の内科的治療法（薬物療法やIABP
の補助循環法）によっても回復す
る見込みがなく、かつ、心機能の
低下により死亡の危険が切迫して
いる、拡張型心筋症や虚血性心疾
患等を有する不可逆的末期重症心
不全患者の血液循環を改善維持す
ること。

株式会社サンメディカ
ル技術研究所

平成19年7月6日　薬食機発第0706012号

薬事法（昭和35年法律第145号）第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器が下記の
とおり指定されたので、通知する。

希少疾病用医療機器の指定について

指定番号 医薬品の名称 予定される効能、効果又は対象疾病 申請者の氏名又は名称

（17薬）第177号 SOT- 107 神経膠腫 株式会社そーせい

平成19年8月3日　薬食審査発第0803002号

薬事法（昭和35年法律第145号）第77条の2の4の規定に基づき試験研究等の中止届が提出された
下記の希少疾病用医薬品について、同法第77条の2の5第一項の規定に基づき、希少疾病用医薬品の
指定が取り消されたので通知する。

希少疾病用医薬品の指定取消しについて
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平成19年8月3日　薬食発第0803003号

医療用医薬品再評価結果　平成19年度（その1）について
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薬剤師連盟のページ

6年間、ありがとうございました。

結果が出ました。16万5,000票余りの貴重なご支援をいただきましたが、残念ながら、勝利を手

にすることはできませんでした。私の不徳のいたすところであり、ご支援をいただきました皆様

のご期待を裏切る結果となり、心からお詫びを申し上げます。

逆風の中、皆様には、最後の最後まで熱いご支援をいただきましたこと、心から感謝を申し上

げます。生涯、ご恩は忘れません。

平成13年、国政に送り出していただいて以来、６年。誠に充実した日々を過ごさせていただき

ました。薬学６年制の実現、薬局の医療提供施設としての位置づけ、薬事法、食品衛生法改正、

医療制度改革、年金改革等、将来に大きく影響する重要な課題に取り組ませていただきました。

私は、誠に幸せ者であったと思います。

本当に有難うございました。これからも、私は、座右の銘である

「昨日の夢は　今日の希望　明日の現実」

という言葉を忘れないで生きてまいります。

皆様の今後のご多幸と更なるご発展を、心よりお祈りし、お詫びと御礼の言葉とさせていただ

きます。

メッセージはこちらへ　message＠mfujii.gr.jp

copyrightC 2007 FujiiMotoyuki

藤井もとゆき氏、惜敗という結果となる

去る、７月29日に施行された第21回参議院議員通常選挙において、日本薬剤師連盟推薦の藤井もとゆ

き氏は168,185票を獲得しましたが惜敗という結果となりました。

各薬局・会員の皆様並びに、支援団体の方々には種々ご支援・ご協力を賜りましたが、残念な結果と

なりました。

深く感謝申し上げますと共に、今後とも、本連盟の活動にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

順　位　　第17位（落選）

得票数　　168,185票 （ＮＨＫ　開票終了　７月30日午前９時18分現在）

幹事長 松下　憲明
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