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テーマ：「もっと、薬剤師」
会　期：平成20年11月16日（日）
会　場：広島県薬剤師會館

〒730-8601 広島市中区富士見町11-42

TEL：082-246-4317 FAX：082-249-4589

参加費：予約2,000円　当日3,000円　学生（社会人を除く）は無料
＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：１演題12分（発表10分・質疑2分）の予定

２．口答発表の内容について

1）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方

2）保健・医療・福祉分野での地域との関わり

3）患者への情報提供活動や情報収集

4）医薬品に関する調査・研究

5）学生実習の受け入れ

6）その他、日常業務に参考となるもの

３．申込期限：平成20年9月12日（金）まで

３．申込期限：発表要旨は10月10日（金）必着

４．申込方法：

①発表演題名（タイトルに施設名を入れることは、ご遠慮下さい。）

②発表者氏名（共同発表者がいる場合には発表者に○印を付けて下さい。）

③所属（支部名、団体名など）

④連絡先住所（自宅又は勤務先）、電話番号、メールアドレス

以上を記入の上、お申し込み下さい。

５．申込先：

〒730-8601 広島市中区富士見町11番42号　広島県薬剤師會館内

〒730-8601 社団法人広島県薬剤師会

〒730-8601 第29回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

〒730-8601 TEL：082-246-4317（代） FAX：082-249-4589

〒730-8601 ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

第29回広島県薬剤師会学術大会 

演 題 募 集  
第29回広島県薬剤師会学術大会 

演 題 募 集  
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表紙写真　オニユリ（ユリ科）

山野に自生する多年草ですが鱗茎を食養にするため栽培されま
す。オニユリは葉のつけ根にムカゴができますがよく似たコオニユ
リにはムカゴができません。デンプンや蛋白質の他に微量のアルカ
ロイドが含まれ咳止めや解熱の目的で用いられます。鱗茎の収穫時
期は冬がよいとされています。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）
撮影場所：安芸太田町・加計
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第29回広島県薬剤師会学術大会に参加を
広島県薬剤師会では、第29回の学術大会を「もっと、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、多数ご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

記

日　　　　時：平成20年11月16日（日）10：00～
会　　　　場：広島市中区富士見町11-42 広島県薬剤師會館
参　加　費：予約 2,000円　当日 3,000円　学生（社会人を除く）は無料

※参加申し込みは、綴じ込みの振替用紙をご利用ください。
（予約登録の締め切りは11月6日（木）です。）
県薬事務局でも受け付けております。

シンポジウム：「緩和ケアについて～薬剤師に期待すること出来ること～」
シンポジスト（予定）

広島県緩和ケア支援センター長 本　家　好　文　先生
緩和ケア支援室長 名　越　静　香　先生
マツダ病院 谷　口　晶　子　先生
広島県健康福祉局保健医療部薬務課 松　岡　俊　彦　先生
セルム薬局 松　森　隆　志　先生

会 員 発 表：会員発表の発表者締め切りを９月12日（金）まで延長いたしますので
発表希望者はご連絡ください。

機 器 展 示

問い合わせ先：〒730-8601 広島市中区富士見町11-42 広島県薬剤師會館
社団法人広島県薬剤師会
第29回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
TEL：082-246-4317（代） FAX：082-249-4589
Ｅ-mail g a k u 2 9@h i r o y a k u . o r . j p
ホームページ　h t t p : / / www . h i r o y a k u . o r . j p

※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。

案内図
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市内電車　八丁堀下車　南へ徒歩10分
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平成20年度（第43回）薬草に親しむ会開催要領

○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／北広島町
○協　　力／広島漢方研究会
○後　　援／広島大学薬学部・福山大学薬学部・広島国際大学薬学部・安田女子大学薬学部

１．開催年月日／平成20年９月23日（火・秋分の日）
２．開催場 所／山県郡北広島町川小田（県立加計高等学校芸北分校周辺）
３．集合場 所／北広島町芸北支所・芸北文化ホール駐車場
４．集合時間／10：00（雨天集合場所：北広島町芸北文化ホール多目的ホール）
５．指　導　者／ 広島大学薬学部 教　授 大　塚　英　昭

広島大学薬学部附属薬用植物園 准教授 神　田　博　史
呉市立尾立小学校 教　頭 久　藤　広　志

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
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 副理事長 勝　谷　英　夫

※指導者については、都合により変更する場合があります。
６．解散場 所／現地（山県郡北広島町）で解散15：00頃
７．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。

８．携　行　品／昼食、水筒、簡易雨具、筆記用具等
９．服　装　等／山道を歩くのに楽な服装・運動靴等
10．参　加　費／無料（ただし、交通費は自己負担）
11．交通機関及び発車時刻等／

12．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
・広島県健康福祉局保健医療部薬務課薬事グループ　蕁（082）513－3222
・広島県薬剤師会 蕁（082）246－4317（当日の開催有無について留守番電話にてメッセージ有）

~~~~~

（行き）
中国JRバス 広島バスセンター→広島北IC
（浜田駅行） 7:10 7:43

総企バス 広島北IC → 北広島町芸北支所
8:09 9:43

（帰り）
総企バス 北広島町芸北支所→広島北IC

16:00 17:18
備北交通　　　広島北IC → 広島バスセンター

17:35 18:07

総企バスに乗換
~~~~

⎫
⎬
⎭
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平成20年度 くすりと健康に関する啓発事業実施一覧表

月 日 支部名　　 場　　　　　　所 備　　　　　　考

８月24日豸
10月12日豸
11月２日豸

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18回中区子どもまつり
第９回南区ボランティアフェスティバル
第24回西区民まつり

10月25日貍
11月９日豸

安　　芸
海田町福祉センター
安芸区民文センター

スマイルフェスタ in かいた
安芸区民まつり

９月予定 呉 呉市文化ホール 笑顔いっぱい健康づくり大会

10月18日貍
～19日豸

福　　山 福山ローズアリーナ 健康ふくやま21フェスティバル2008

11月９日豸
尾　　道
因　　島

尾道総合福祉センター おのみち市民健康まつり

10月25日貍
～26日豸

三 原 三原サンシープラザ 三原市民健康・福祉まつり

９月27日貍
～28日豸

12月７日豸
府　　中

府中文化センター
新市町公民館

福祉と健康まつり
福祉と健康まつり

未　　定 三 次 三次市福祉保健センター 第５回みよし健康福祉まつり

６月１日豸
６月８日豸
未　　定
未　　定
未　　定
未　　定
３月26日貅

安　　佐

安佐北区スポーツセンター
安佐南区役所
未　定
未　定　
安佐南区民文化センター
未　定
未　定

安佐北区歯の祭典＆健康展
安佐南区歯の祭典＆健康展
安佐北区民祭り
安佐南区民祭り
安佐北区元気イキイキ健康道場
安佐南区元気イキイキ健康道場
子育てイベント

10月26日豸 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及び五日市中央
公園

佐伯区民祭り

10月19日豸
11月９日豸

廿 日 市　
あいプラザ（廿日市市総合健康福祉セ
ンター）
廿日市市大野福祉保健センター

あいプラザまつり
大野町健康を守る集い

未　　定 東 広 島　未　定
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19日豸 竹　　原 竹原市保健センター及びふくしの駅 竹原市ふくし健康まつり

実施計画なし…………山県支部
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平成20年度 試験検査センター連絡協議会

日　時：平成20年6月19日（木）・20日（金）

場　所：大阪府薬剤師会館

検査センター 城崎　利裕

１．協議会の開催に際し、日本薬剤師会児玉孝
会長から開会の挨拶があった。
その中で、「統一試験、計画的試験検査を通じ、

品質の確保を薬剤師会の試験検査センターとして
行っていくことが重要である。」と述べられた。
また、岩手・宮城内陸地震について触れられ、

「例えば水道水が使用できず井戸を掘った場合、
その水質検査を行うなどの社会的な貢献をしてほ
しい。」と述べられた。
実際に、阪神淡路大震災のときに大阪府薬剤師

会は、井戸水の検査を行い貢献したことを報告さ
れた。

２．日本薬剤師会七海朗常務理事より「公益法人
制度改革と試験検査センター～薬剤師会の対応に
ついて～」の講演があった。
まず、都道府県薬剤師会には、公益社団法人を
目指す方向で検討していただきたいことと、郡市
区薬剤師会には会員数、会計規模、事業等を考慮
したうえで公益社団法人か、一般社団法人かを都
道府県薬剤師会と相談の上、選択していただくよ
う述べられた。
その中で、試験検査センターは公益性の認定が

可能かどうかのガイドラインが、平成20年４月11
日に以下のとおり示された。
公益目的事業のチェックポイントより
検査検定
①当該検査検定が不特定多数の者の利益の増進
に寄与することを主たる目的として位置づ
け、適当な方法で明らかにしているか
②当該検査検定の基準を公開しているか。
③当該検査検定の機会が、一般に開かれて
いるか。
④検査検定に当たって公正性を確保する仕組み
が存在しているか。
⑤検査検定に携わる人員や検査機器についての
必要な能力の水準を設定し、その水準に適合

していることを確認しているか
また、新制度移行にあたっての主な留意点と

して
①社員権と会員資格との定義を作成すること。
すなわち、公益社団法人又は一般社団法人へ
の移行に際し、「会員」という資格を設けた
上、その中から一般法人上の「社員」を定め
るという規定を定款に設けること。
②◆役員の選出について
理　　事：社員総会にて選出
代表理事：理事会にて選定

◆社員総会における代表理事の選定について
定款に以下のような規定を設けた場合、代
表理事の選定に社員総会を関与させること
が可能である。

「理事会は、代表理事を選定及び解職する。
この場合において、社員総会の決議により代表
理事候補者を選出し、理事会において当該候補
者を選定する方法によることができる。」とい
うことである。

最後に、都道府県・郡市区薬剤師会に係る日本
薬剤師会の取り組みとして
①担当理事連絡協議会を適時開催
②電子メール、書面等を用いた情報配信
③日本薬剤師会が公益認定を取得した場合、定
款等の申請資料の記載内容を公開する
④都道府県薬剤師会・郡市区薬剤師会の運営の
実態について政府関係者へ説明を行う
以上の取り組みを行っていくので、日本薬剤

師会の状況を見据えてから対応するよう述べら
れた。

３．日本薬剤師会環境衛生委員会より「生活環
境水域中の医薬品調査」について報告があった。
平成17年度～平成19年度までにカルバマゼピ

ン、イブプロフェン、スルファジアジン、スル
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ファメトキサゾールを対象に調査を行った。
採水地点は、水道水源付近および下水処理場付

近とした。
結果として、いずれも人体に影響を及ぼす量は

検出されなかったが、水道水源付近より下水処理
場付近で高い値を示した。
さらに、スルファメトキサゾールについては、

イボウキクサ、藍藻、ミジンコについての影響を
調査した結果、藍藻類において下水処理場付近で
高い値を示した。
現在、薬剤師会21機関の協力で調査を行ってい

るが、今後もっと多くの薬剤師会に協力をお願い
したいと述べられた。

４．日本薬剤師会医薬品試験委員会より「平成19
年度の医薬品全国統一試験、計画的試験の結果概
要」について報告があった。
医薬品全国統一試験は、薬剤師会関係検査セン

ターにおける、医薬品の試験検査技術の習熟と精
度の向上を目的として実施されている。
平成19年度の統一試験は、ロキソニン錠を対象

に溶出試験または定量試験を行った。広島県薬剤
師会検査センターでは、定量試験（液体クロマト
グラフ法）を実施した。全体の内訳は次の通りで
ある。
Ⅰ．溶出試験　36施設
Ⅱ．定量試験（液体クロマトグラフ法）11施設
Ⅲ．定量試験（吸光光度法） ４施設
溶出試験においてはロキソニン錠が早く溶出す

るため、溶出試験をしながら定量試験を行ってい
る感覚であったことが報告された。
５．「第２日目」スモール・グループ・ディス
カッションが行われた。これは、医薬品試験部門
と環境衛生部門に分かれて、全国の試験検査セン
ターが当面する諸問題について協議し、解決への
糸口を探るものである。
今回、医薬品試験部門（運営関連）に参加し12
県の薬剤師会試験検査センター関係者と意見交換
を行った。
各県において事業内容や検査体制、規模など

はそれぞれ異なっているが、問題を収集し協議
した。
主な事項としては次の通り、
・公益性の問題
・登録に関する機器設備の問題
・職員確保の問題
・再委託の問題（近隣の薬剤師会との協力体制）
・会員への周知
などが挙げられた。
このスモール・グループ・ディスカッションに

は、部門担当指導者として日本薬剤師会医薬品試
験委員会の先生３名が、解決へ向けての補佐を
行った。
こうして２部門６グループが協議した結果は、

それぞれ全体討議で発表され終了した。

最後に、日本薬剤師会生出泉太髟副会長の閉会
の挨拶をされ終了した。

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は60ページ

医療薬学
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福山大学 第３回OSCEトライアルおよび
第１回OSCE評価者養成講習会に参加して

日　時：平成20年6月22日（日）10：00～16：05

場　所：福山大学薬学部

三原支部 山本　ソノエ

今回、福山大学で行われた第３回OSCEトライ

アルに評価者として参加したので、その内容等に

ついて報告致します。

梅雨の雨がひとしきり降る中でしたが、71名の

評価者が参加し、薬学部４年生54名を対象に薬剤

交付、疑義照会、調剤監査の３課題についてトラ

イアルが実施されました。

今回は、午前中にこの課題についての評価者養

成講習会があり、午後から実践としてトライアル

に参加するというスケジュールだったので、２度

目ということを除外しても、かなりスムーズに評

価者役が果たせたように思いました。

まず、午前中の評価者養成講習会について、私

の担当した調剤監査を中心に報告致します。

講習会は、

①DVDによる調剤監査の模範演技を見て、各

人が評価する。

②その後グループ別ディスカッションを通し、

評価マニュアルに沿った標準的評価ができる

ように意識統一を図る。

③模擬学生（評価者の中から選出）の行う調剤

監査を皆で評価し、その評価にバラツキがな

いことを確認する。

という手順で行われました。実際に体験した上で

の種々の気付きや問題点、改善案などは、グルー

プごとの要望としてまとめ、大学側へ提出しま

した。

こうして評価者として訓練を受けた後に、よう

やく午後２時から本物の学生を対象にしたトライ

アルが始まりました。②でディスカッションした

ことは、評価者の個人差をなくすためには大変良

い効果があり、本番のOSCEトライアルには、か

なり自信を持って？評価に臨むことができまし

た。③で、大ベテランの薬剤師でも、模擬学生に

なると緊張していつものような100点満点の調剤

監査ができなくなるという現実を知ったことは、

評価者としての心構えを持つ上で大変有益でし

た。評価者はただマニュアルに従って厳しい評価

をするのでなく、これから実務実習を受ければ立

派な薬剤師になれる「資質」があるかどうかに主

眼を置いて評価すべきであることを教えられたよ

うに思いました。

OSCE（Objective structured clinical examina-

tion）は、６年制薬学教育の終盤に課せられた

「長期実務実習」を受けるにふさわしい学生であ

ることを保証する、事前評価システムの一つです。

世界的にも医療系学生の臨床能力を客観的かつ適

切に評価する方法として知られ、日本でも知識や

問題解決能力を問うCBT（Computer-based

Testing）と共に、２年後の平成22年から実際に

スタートすることになっています。私たちがこう

してトライアルに参加し、種々の問題点について

ディスカッションした内容は、本番での適切な評

価表やマニュアルとなって反映されるそうで、ま

さに、後輩教育に関われる喜びの一つがここにも

あることを知ることができました。

福山大学では、３回と義務付けられたトライア

ルはこれで終わり、今後は評価者養成講座を４回

程度開催するそうです。一人でも多くの薬剤師が

この新しい仕組みを理解し、評価者として、また

実務実習受け入れ薬局の指導者としてその力を発

揮して下さるよう、心から願った一日でした。
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平成20年度 社会保険医療担当者（薬局）指導打合せ会議

日　時：平成20年6月24日（火）

場　所：広島県薬剤師會館

副会長 村上　信行

平成20年度社会保険医療担当者（薬局）指導打
合せ会議が６月24日（火）午後、広島県薬剤師會
館において開催されました。社会保険事務局から
は屋敷次郎局長、前田俊武医療管理官、山田從磨
指導薬剤師、山本和弘医療事務指導官の４名。広
島県健康福祉局医療保険課から村上周平指導検査
監。薬剤師会からは大塚・平井・松下の各副会長。
豊見専務理事。村上哲也事務局長とわたくしの６
名が出席いたしました。
今年度も「指導大綱」及び「指導大綱実施要綱」

に基づいて実施されることとなっています。下表
にありますように今年度の予定指導形態は「集団
指導」「集団的個別指導」「個別指導」となってい
ます。「集団指導」は19年度における新規指定保
険薬局と新規登録保険登録薬剤師を対象に８月21
日に東区民センターにて実施されました。対象薬
局85件、対象薬剤師250名でした。「集団的個別指
導」はレセプト平均点数が高い薬局が対象となり
一定年度の繰り返しとなりますので広域病院から
の高額医薬品、長期処方せん応需率により度々の
該当薬局が多いと思われます。高点数の根拠とな
る広島県平均点数は今年度「804点」と示されま
した。これに基づく指導対象薬局が108件となり

９月に集団指導実施後、下表スケジュールに沿っ
て半数の54件対象に集団的個別指導が行われま
す。昨年度は集団指導204件、集団的個別指導の
集団部分に103件、個別部分37件が実施されまし
た。19年度個別部分の残薬局はこの９月に予定さ
れています。また21年３月には新規指定薬局の個
別指導も計画されています。これらのスケジュー
ルにない指導も「患者」「保険者」からの情報、
要請に基づいて随時行われることとなっていま
す。調剤報酬算定もその実施項目の多様化により
解釈等の難しい事例も出てまいります。指導薬剤
師が任用されていますので意思疎通は容易です
が、判断に困る事例はまず「薬剤師会」に挙げて
いただければと思います。また多少県事務局単位
で解釈に差が出ることもあり、そのことが必ずし
も薬局にとって有益とは限りません。個々の薬局
にとって新しい事例でも同様な問い合わせが社会
保険事務局にたびたびなされることもあります。
保険薬局部会においてかなりの情報は収集してあ
りますのでご活用ください。
今年度は報酬改定年度ですのでいろいろあろう

かとは思いますがよろしくお願いいたします。

月別
区分 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 備考

集 団 指 導

指導区分 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 備考
集 団 指 導 21日

204／337

集団的個別指導 27日
103／106

個 別 指 導 13日
５件

17日・26日
４件・５件

21日・22日
5件・4件

12日・18日
4件・5件

22日
５件

個別指導（新規）

共 同 指 導

監 査

○

集団的個別指導 ○

個 別 指 導 □１件 □ □ □ □ □

個別指導（新規） □

共 同 指 導
監 査

平成20年度　指導年間スケジュール（薬局）

平成19年度　指導結果

注：９月は指導中断中の保険薬局
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薬学教育が４年制から６年制に
２年延長されるに当たって、最も
重要視されているのは、実務実習
の必修化22週間だと思います。病
院・薬局合わせて22週間という長

期の実習は初めての事であり、また薬学教育に
とって重要な22週間になると思います。薬学生達
は、４年次終了時にCBTとOSCEをクリアした上
で研修に来るのですから、指導する私達も、それ
に対応出来る技術と指導力を求められているのだ
なと感じました。そして、６年制を卒業した薬学
生はこれまで以上に、質の高い薬剤師、医療人と
して成長することが求められている為、しっかり
とした倫理観・コミュニケーション能力を持つ事
が必要と思います。私達現場の薬剤師も実務実習
を通じて、学生と共に成長していけるのではない
かと考えています。
さて、今回参加させていただきました「ア」と

「オ」の講習会ですが、学生に学ばせるには、現
場の雰囲気・緊張感を感じてもらい、薬剤師とし
て、知っておかなければならない知識・法律を教
える事が重要だと感じました。
また、本講習会のおかげで、研修認定薬剤師の

認定に必要な40単位まで、あと少しのところまで
来ました。この40単位という具体的な数値目標の
様に、実務実習モデル・コアカリキュラムも達成
すべき具体的目標の連続です。私自身も具体的な
目標を定めて、自己研鑽に努めてまいります。
最後に、私は三次に生活の拠点を置いています。
講習会の参加に際しては、長距離移動等の苦労が
ありました。しかし、この講習会も学生と共に成
長する過程の一環として、今後も積極的に参加し
てまいります。そして、県北部での新卒薬剤師の
養成・教育に力を入れていき、県北部の医療の活
性に少しでもお役に立てればと考えています。

今回は、学生の指導についてと
参加型実務実習実施方法について
の２つのテーマでした。
学生の指導について、私が特に

印象に残った点は、教育力とは、
学生を動機づける真の教育者がおり、意欲を刺激
する学習を行い、そして問題点をフィードバック
することにより成り立つといったところでした。
確かに、私が実習生・新人だった頃、先輩薬剤師
さんの言葉一つが私自身の行動の原動力になって
いましたし、なにもかもが初めてでめずらしく意
欲を刺激するものばかりでした。学生さんはきっ
と夢をもって実習にやってこられると思います。
そこで指導する私たちの一つ一つの行動・言葉
が、彼らの行動の原動力に成り得るかもしれない
のです。そういう場所に立ち会うことができるこ
とは、私たちにとって初心に戻れるいい機会だと
思います。
２つ目のテーマで私が印象に残った点は、病院

と薬局との違いとは、病院では他の医療スタッフ
と一緒に学習できる点であり、また学生を受け入
れるにあたり患者さんのみならず他の医療スタッ
フの協力が必要となり、それを一生懸命こなすこ
とにより、薬剤師も医療スタッフの一員であるこ
とを他の医療スタッフに意識づけることができる
といったところでした。私は一度大きな手術を見
学する機会がありました。その現場に薬剤師の姿
がなくガッカリしたことを思い出しました。６年
制になり、学生さんが実習に参加するには免許が
ないということでいろいろなハードルがあると思
いますが、なるべく多くのことに触れ、より多く
の知識を得て社会へ出て来てほしいと思います。
そして、薬を患者さんへ提供するのが薬剤師であ
る意味を社会、実習を行う学生さん、そして私た
ち自身も考えていけるいい機会になればと思います。

広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会

（西部）日　時：平成20年6月29日（日）

場　所：広島県薬剤師會館

（東部）日　時：平成20年7月13日（日）

場　所：福山市男女共同参画センター

―西　部―

三次支部　小川　隆司

―東　部―

尾道支部　廏橋　早苗
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前田泰則日本薬剤師会副会長就任祝賀会

日　時：平成20年7月5日（土）18：00～

場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル

副会長 松下　憲明

去る平成20年７月５日（土）午後６時～ＡＮＡ

クラウンプラザホテルにて、広島県薬剤師会前田

泰則会長の日本薬剤師会副会長就任祝賀会を開催

しました。

急遽、このような会を開催することとなり、準

備等もままならない状態でしたが、内閣府特命担

当大臣・消費者行政推進担当大臣・宇宙開発担当

大臣岸田文雄衆議院議員をはじめ、日本薬剤師会

児玉孝会長、各関係団体、中・四国薬剤師会等多

数のご臨席を賜りました。

ご出席いただきました

各方面の方々、諸先輩

方々からも、前田副会長

への叱咤激励、また、本

会への期待のお言葉をい

ただき、我々も大変、身の引きしまる思いで受け

止め、この業界の山積している諸問題への速やか

なる対応に努める決意を新たにした会でした。



2008 Vol.33  No.5　広島県薬剤師会誌12

第48回 禁煙アドバイザー育成講習会（in 尾道）

日　時：平成20年7月6日（日）

場　所：千光寺山荘

尾道支部長 田辺　ナオ

７月６日中国地方で初めてとなる禁煙アドバイ
ザー講習会が尾道の千光寺山荘で開催された。
午前中は禁煙支援基礎講習で野田隆先生の「喫

煙者の気持ちに沿う禁煙支援」三浦秀史先生の
「禁煙支援とは」原田修江先生の「禁煙補助剤の
薬理」伊藤裕子先生の「薬剤師による禁煙支援」
続いてランチョンセミナーはノバルティスが。
午後は《楽しむ、深める、禁煙支援》福山薬剤

師会の田口直子先生と村上信行先生の「エプロン
シアター」徳毛健治先生の「未成年のタバコ問題」
児玉美登里さんの「喫煙率の高い製造業での禁煙
支援」中西重清先生の「親友故田坂先生の人を育
てる熱意とつながり」を研修しました。グループ
ワークは時間の都合で前日のアレンジ発表を、最
後はＱ＆Ａで疑問質問を高橋裕子先生がテキパキ
とされました。
前日は村上信行先生と私は前田会長の祝賀会で

出れませんでしたが、「ホロ酔いミーティング」
と「４つの性格４つの対応」のグループワークで
は熱血タイプ、楽しいタイプ、穏やかなタイプ、
クールなタイプと其々のグループで支援法を考え
ロールプレイしたようです。皆さんの役者ぶりに

大いに盛り上がったということでした。
尾道で開催ということもあり理事に呼びかけ10

人あまり動員しましたが、もっと沢山の方に聞い
ていただきたかったです。出席した理事は「１日
があっという間に終わった。」「パワーをいただい
た。」と感想を述べています。特に薬剤師である
伊藤裕子先生は、学校での禁煙教育活動や行政の
禁煙施策への参加等幅広い活動を紹介され、「薬
剤師は、禁煙補助剤のOTC化を＜職能発揮の
チャンス＞と捉え一念発起して欲しい。お客様に
売って終わりではなく、最後まで禁煙をサポート
することが必要である。」と。「学校薬剤師の禁煙
教育は小学校５年生を目処にしているが、５～６
歳の早い時期に効果がある。」と。私も現在小学
６年生を対象にお話をしていますが保育園でもし
てみたいと思い始めました。また家庭やドクター
から禁煙を勧められてる方にもう一押しできるよ
う心掛けようと思います。最後にお子様の結婚式
をすませてからその足で講習会に合流されほぼ毎
週全国を飛び回って禁煙活動をされている高橋裕
子先生に脱帽です。

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は60ページ

医療薬学



広島県薬剤師会誌　2008 Vol.33  No.5 13

日　時：平成20年7月12日（土）

場　所：広島東急イン

副会長 村上　信行

今年度日本薬剤師会中国ブロック理事は鳥取県
薬会長小林健治先生ですが地理的関係から広島で
の開催となり、小林先生の司会により会議が進行
いたしました。この会議は古くは「分業推進対策
会議」の位置づけでしたので各県、社会保険担当
理事中心の参加となっています。鳥取県、岡山県
からは会長他２名、島根県、山口県からは会長他
３名のご出席でした。開催県広島はブロック会議
の開始前の時間帯に20年度第１回の社会保険担当
理事会議を設けましたので、引き続き４名の副会
長と豊見専務理事の他10名の社会保険担当理事が
出席いたしました。前田泰則先生よりは日本薬剤
師会副会長としてのご挨拶をいただきました。今
年度は２年に一度の調剤報酬改定がありましたの
で「平成20年度調剤報酬改定」をメインに医療を
取り巻く様々な環境を含めて、日本薬剤師会常務
理事の岩月進先生が来広されお話されました。
要点としてまず、今回の改定総括をされました。

全体改定率は0.82％のマイナス改定でしたが調剤
報酬としましては0.17％のプラス改定と試算され
ています。薬価改定が薬価ベースで5.2％となっ
ていますので、薬剤費負担の多い保険薬局にとっ
てはマイナスとなるでしょう。社会保障費は
2,200億円削減が継続されましたが、組合健保等
より政府管掌保険に1,040億円の拠出と「薬価改
定」「後発医薬品」「生活保護費」など1,463億円
の増が認められるので実質としまして304億円の
プラス財源の試算とされています。調剤報酬改定
のポイントには「休日・夜間対応の強化」「後発
医薬品の使用促進」「在宅医療対応の強化」の３
点と病院薬剤師関連で「病棟業務の急性期医療へ
の重点化」がありました。なかでも今回改定の焦
点のひとつ「後発医薬品の使用促進」対策として
大きく４つ施策が実施されました。
１．処方せん様式の変更
２．後発医薬品の薬局での銘柄変更調剤
３．療養担当規則等の改正

４．後発医薬品変更調剤後の情報の提供
です。これにより220億円のプラス財源が試算さ
れています。
今回岩月常務理事が「医療提供にかかる三要素」
の話をされました。その三要素とは「医療の質」
「トータルコスト」と「アクセス」。その関連を考
えると一般的には「上質な医療に簡便なアクセス
を求めると高いコストを要する」また「上質な医
療に低コストを求めるとアクセスは低下する」さ
らに「アクセスの利便のみ求め低コストを強いる
と医療の質は低下する。」この現実において「簡
便なアクセス・低コストで上質な医療」は常に求
められ、その可能性を検証されていると述べられ
ました。今回の改定のコスト関連では「調剤報酬
点数表留意事項通知の通則の改正」として「すべ
ての保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報
酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求
めに応じてその内容を説明すること。」とあるこ
とにも十分の注意を促されました。お話の後、参
加の各県各位よりの質疑に応答されました。時節
柄の質疑ですので「一包化」「お薬手帳」「後期高
齢者」「後発医薬品」「外来服薬管理料」等が挙が
りました。会議の終わりに岩月常務理事の言葉と
いたしまして「調剤報酬算定要件に関連した質疑
や、個別指導立会などで常に望むことは患者のた
めに!! であって欲しい」と締められました。

平成20年度 第１回 日本薬剤師会中国ブロック会議
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日本薬剤師会代議員中国ブロック会議

日　時：平成20年7月26日（土）・27日（日）

場　所：島根県　サンラポーむらくも

日本薬剤師会代議員 青野　拓郎

「日本薬剤師会代議員中国ブロック会議」出席者（26名）

第69回日本薬剤師会通常総会についての会議が
小林健治代議員中国ブロック長の挨拶で始まりま
した。
前田泰則日本薬剤会副会長から日本薬剤師会状

況報告があり、続いて松下憲明議事運営委員より
議事日程等の報告がありました。
ブロック代表質問については
①組織強化（都道府県レベルでの病院薬剤
師会との組織統一）について
②日本薬剤師会会館建設について
③薬剤師の新俸給表について

④ふるさと実習について
⑤自動錠剤分包機の税額控除について
⑥今回の調剤報酬改訂は本当にプラス改定だっ
たのか
⑦医療安全上の理由で販売名を変更した医薬品
は使用期限まで保険請求できないか
⑧公益法人化の進捗状況について
⑨薬剤師職能を全国規模でアピールできないか

以上の質問を島根県の津戸富太郎代議員がするこ
とになりました。

役　　　職 氏　名
広島県 広島県薬剤師会　会長 前　田　泰　則

日本薬剤師会代議員 松　下　憲　明
日本薬剤師会代議員 村　上　信　行
日本薬剤師会代議員 青　野　拓　郎
日本薬剤師会代議員 玉　浦　　　巌

岡山県 岡山県薬剤師会　会長 加　藤　圭一郎
日本薬剤師会代議員 三　宅　　　悟
日本薬剤師会代議員 赤　澤　昌　樹
日本薬剤師会予備代議員 緋　田　哲　治
岡山県薬剤師会　専務理事 三　宅　　　修

山口県 山口県薬剤師会　会長 若　松　輝　明
日本薬剤師会代議員 石　本　敬　三
日本薬剤師会代議員 吉　田　力　久

鳥取県 代議員中国ブロック長　鳥取県薬剤師会　会長 小　林　健　治
日本薬剤師会代議員 徳　吉　公　司
鳥取県薬剤師会　副会長 都　田　修　史
鳥取県薬剤師会　常務理事 牧　田　　　明
鳥取県薬剤師会　理事 稲　田　泰　博
鳥取県薬剤師会　事務局長 竹　内　明　美
鳥取県薬剤師会　主任 網　川　邦　彦

島根県 島根県薬剤師会　会長 田　中　慎　二
日本薬剤師会代議員 津　戸　富太郎
日本薬剤師会予備代議員 茶　山　彰　雄
島根県薬剤師会　副会長 片　野　紀　男
島根県薬剤師会　副会長 板　倉　忠　則
島根県薬剤師会　事務局長 米　田　安　邦
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日　時：平成20年7月27日（日）

場　所：広島国際大学交流センター

新 薬 剤 師 研 修 会

まず最初に薬剤師会副会長の木平先生から「薬
剤師の職能について」という題目のお話を聞きま
した。薬剤師の歴史の話、ここ数年で多くの薬学
部が設立され、数年後には薬剤師過剰の時代が来
るかもしれない中で、一人ひとりが生涯を通して
勉強し、自分はこんなこともできます!!とアピー
ルしていく事が大切です。と話してくださいま
した。
次にホワイト薬局の中嶋先生の話を聞きまし

た。最近は調剤の現場でもいろんな事に対して機
械化が進んでいるけれど、服薬指導だけは機械で
はできないという話がとても印象に残りました。
次に安佐市民病院の小笠原先生の話を聞きまし

た。病院で薬剤師はどのような仕事をしているか
や、夜勤の時に泊まる部屋なども写真で見せてい
ただきました。調剤薬局で働いている私にはどれ
も新鮮でした。
続いて、研修会が始まる前に選んだお菓子ごと

にグループを作ってのフリートークでした。最初
はグループごとで輪になって両サイドの方の名前
をカードに書いてビンゴゲームをしました。グ
ループ皆の名前も覚えたところで、「10年後の将
来像」についてグループで話し合いました。
それぞれ自分の将来像を紙に書き、グループご

とでまとめました。私がいたグループは女性ばっ
かりだったので「結婚したい」「子どもがほしい」
「料理が上手になりたい」など、プライベート的
な将来像が多かったです。薬剤師としては「患者
さんに信頼される薬剤師になる」「OTC薬を勉強
する」「会話が上手になる」などが上がりました。
グループでまとめた後は皆の前で発表しました。
グループそれぞれで将来像は全然違っていて、

多くの人の意見が聞けてとても刺激になりまし
た。今は薬剤師として仕事に慣れることに必死で、

10年後の自分がどう成長しているか考えることも
なかったので今回のグループ討論は自分の将来を
考えるいい機会になりました。

10年後、自分が描いた将来像に近づいていける
ように仕事もプライベートも充実させていきたい
です。

10年後の自分を想像してみようとした時、始め
は全くイメージがつかなかった。というのも私は
大学院生なので、現時点で就職先はまだ模索中で
あった。しかし、どんなことでもいいから意見を
出そうということだったので、思いつく限りの理
想の薬剤師像を想像してみた。
ところで私達のグループは自分と同じ大学院生

の者、他にも病院、薬局に就職した者、合計８人
で構成されていた。職場も異なるし、また初対面
でいきなり意見を出し、話し合って一つの形にす
ることは難しかったが、何とか時間内にまとめる
ことができた。
具体的な発表内容として、私達のグループでは、

まず薬剤師の理想像として、患者やその他の医療
スタッフから信頼される薬剤師、調剤が正確な薬
剤師、かかりつけ薬局の薬剤師もしくは薬局の店
長などの意見が挙がった。そして実現する為には、
知識が必要と考え、内容としては、がん専門薬剤
師を例としてその他の認定薬剤師の資格をとる、
英語の文献が読める、画像診断ができる、ある程
度の処方権がある等の驚きの意見もあった。しか
も制度を変えるには、権力やお金も必要だと現実
的な意見もあって面白かった。その他、仕事も大
事だけど生活も切り離せないという意見から、結
婚をする、裕福な生活をおくりたい、車を買う、
趣味をもつ、薬剤師が健康でなければならない等
のユニークな意見があった。

報告Ⅰ

安佐支部 小島　美穂

報告Ⅱ

広島大学病院薬剤部 西垣内　亮
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このグループ発表を体験してみて他人と共感す
る点や異なる職場の人が集まることで自分ひとり
では絶対に出てこないであろう意見があり非常に
有意義なものとなりました。この先の10年でどの
くらいのことが達成できるのか分かりませんがど
れも日々、目標をもって努力していくことが必要

であると感じました。
最後に、この新薬剤師会研修会に参加したこと

で、病院、薬局での薬剤師の職能や実際の体験談
を聞くことができました。そしてグループ発表で
は将来の自分が目指す理想の薬剤師像が見えて、
また新しい仲間の輪を拡げることができました。

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は60ページ

医療薬学
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平成20年度 緩和ケア薬剤師研修

日　時：平成20年7月24日（木）・31日（木）

場　所：広島県緩和ケア支援センター

広島佐伯支部 江口　徳吉

参加者は県内の保険薬局の薬剤師に限定されて
おりましたが、当初の定員を超えての開催という
ことで、緩和ケア、在宅活動に対して薬剤師の関
心が高いことが伺えました。
今回の研修の流れは１日目に緩和ケアセンター

内の施設見学の後、２日目の昼過ぎまで、緩和ケ
アの第一線で活躍されている医師、薬剤師、看護
師、ケアマネジャー、緩和ケア支援室の先生方の
講演があり、その後は在宅緩和ケアチームの一員
としての薬剤師の役割についてグループワークで
の話し合い、発表、質疑応答、総括が行われま
した。
講演では、緩和ケアの概論にはじまり、疼痛緩

和ケアの薬物療法、在宅緩和ケアの実際の様子、
居宅療養指導の保険制度など多くのことについて
学べました。具体的には、緩和ケアは早期から実
施し、適切に苦痛の緩和を行い、インフォーム
ド・コンセントによる病名、病状などの真実を伝
え、患者と家族のケアを行うことが重要であるこ
と。薬物療法では、痛みの評価方法、オピオイド

製剤の特徴と使い分け、レスキュードーズの使用
法、副作用対策、オピオイドローテーションなど
疼痛マネジメントについての一連の流れについて
理解できました。また在宅緩和ケアの実際につい
ては、事例紹介を通じて、在宅緩和ケアの様子、
薬剤師が在宅緩和ケアに関わることの重要性、地
域連携の重要性、家族に負担をかえることに対す
る在宅患者の自責の念や苦悩の様子、看取りの質
がその後の遺族の立ち直りに影響することなど多
くのことを学ぶことができました。
グループワークでは、薬剤師は専門性を発揮し

て処方設計に関わる提案ができる知識を有するこ
とに加えて、他職種と連携、調整を図るためのコ
ミュニケーション能力も必要であること、切れ目
のない薬物療法を行うために病院薬剤師と薬局薬
剤師の連携も重要であると感じました。
私は在宅活動の経験はまだありませんが、今回

の研修をきっかけに今後は事例検討会にも積極的
に参加して、在宅医療に関わっていきたいと思い
ました。

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は60ページ

医療薬学
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日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会（第１回）

日　時：平成20年7月30日（水）

場　所：日本薬剤師連盟会議室

広島支部 野村　祐仁

日薬新体制下での第１回目になる常置委員会中

の一つである職能対策委員会に出席しました。

職能対策委員会には①医薬分業検討会、②高齢

者・介護保険等検討会、③地域保健検討会、④医

療事故防止検討会、⑤DEM事業検討会、⑥情報

システム検討会の６つの検討会がありますが、50

歳以下の若い？薬剤師に出席してほしいとの日薬

の要望で県薬より委員に推挙され、①医薬分業検

討会へ役割分担されました。

何の委員会に所属するかは、全国から挙がった

委員を振り分けて決定したようですが、話を聞い

たのは49歳、委員会出席したのが50歳、任期が２

年…50歳以下でなくなる…と心配しましたが、自

称50歳の方が数名おられ安心しました。

メンバーは、生出担当副会長（宮城）、藤垣主

担当理事（大阪）、森（栃木）、笠井（兵庫）、後

藤（神奈川）、三浦（北海道）各副担当理事のも

と、11名の委員で構成されており、自己紹介から

始まりました。

次に議題として下記のことが討議されました。

１）正副委員長の選出

複数期担当され経験豊富な石垣氏（東京）

が委員長に、吉冨氏（佐賀）が副委員長に選

出されました。

２）今期の委員活動について

特に検討すべき重点事項として、下記２点

についての検討をしました。

・質の高い医薬分業の拡大のための施策の

提案（現状分析と会員及社会への啓発活動

も含む）

薬局掲示を求められているものの内容を

整理して雛型を示してみるのはどうか、患

者満足度調査を行い検証してみるのはどう

か、夜間対応のマニュアルや事例集を作成

するのはどうか等が提案され、実際に何か

ら行っていくかは次回以降の検討課題とな

りました。

・災害時の地域における薬剤師の役割と地

域防災拠点等を通じた医薬品供給体制の構

築へ向けた検討並びに日薬・都道府県薬剤

師会との連携のあり方の検討

総務省では、災害時に電話が混雑するた

め回線を制限し、内閣府、銀行、役所、病

院等の重要な情報を優先的に取り扱うこと

となっていることの説明がありました。災

害時に医薬品はあっても薬剤師がいないた

めに使い方がわからないという事態が想定

され、薬局も優先電話の指定機関となるこ

とができました。数としては都道府県薬の

役員・支部長くらいまでで約1,000件考え

られ、災害時の優先電話契約を希望する薬

局の契約手続きについて、携帯大手３社の

具体的な対応について説明がありました。

また、札幌薬剤師会「防災無線ネットワー

ク」の構築と無線機の設置についての紹介

もありました。

３）その他

特になし。

今回が第１回目ということもあり、会議終了後

に懇親会が企画されておりましたが、初めて参加

する私は何も知らず、すぐに出なければ間に合わ

ない飛行機を予約しており、すぐに帰ってきまし

た。出席できておれば、他の委員さんの本音も聞

けたかもしれませんが、移動→会議→移動の１日

でした。
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日　時：平成20年8月9日（土）・10日（日）

場　所：広島国際会議場

副会長　 村上　信行

主催は日本禁煙学会ですが学術総会会長は広島
県医師会会長の碓井静照先生が務められ準備委員
会は広島県医師会によって運営されてきました。
メインテーマとして「地域ぐるみで取り組む禁

煙活動」が挙げられ、薬剤師会からも是非シンポ
ジストをと要請され、広島市学校薬剤師会副会長
の岡田甫先生が日頃から学校における禁煙、防煙
活動を実践されているとの推挙をいただき交渉さ
せていただきました。準備委員会の段階では尾道
市での禁煙科学会の準備も並行していましたの
で、岡田先生に是非にとお願いして、お受けいた
だきました。昨年度からの継続事業ですが前任の
増田先生から引き続きで４回程の詰めの会議に出
席いたしまして、最終プログラムと座長決定にて
準備は終了いたしました。
８日（金）には碓井先生による会長招宴が催さ

れ四師会長をはじめ県下各医師会の会長も出席さ
れました。我らが前田会長も東京からの帰りに少
し遅れられましたが出席され、石井みどり参議院
議員などの来賓と歓談されていました。
総会会場は広島国際会議場の「ヒマワリ」「コ

スモス」２会場で行われました。理事長講演、会
長講演、パネルディスカッション、シンポジウム、
県民フォーラムの大型プログラムが３つ。ラン
チョンセミナー２会場、口述46題、ポスター28題、
特別講座１つ、そして４つの特別講演がありまし
た。非常に残念だったのは、私は２日目の朝のポ
スター発表の座長となっていましたので岡田先生
のシンポジウムとまったく同時刻のブッキングで
した。かろうじて先生の発表のみお聞きして遠く
から記念写真を撮るのがやっとでした。準備委員、
座長としても大会１日目はフリーでしたので積極
的に一会員として参加させていただきました。素
晴らしい講演、発表の連続で今後の実践活動への
貴重なバックボーンになることばかりでした。
まず作田理事長講演は「タバコ規制での世界の

流れと日本の現状」を日本も批准しているFCTC

（タバコ規制枠組み条約 Framework Convention
on Tobacco）の各条において比較警鐘されてい
ました。FCTC第６条には増税による需要の抑制、
８条には受動喫煙からの保護、11条にはパッケー
ジとラベル、13条にはタバコ広告のスポンサー
シップなどが規制されています。それぞれに遅れ
ている日本の取り組みを示唆されていました。そ
してFCTC第５条の３項タバコ産業に対する項で
は外国においては「規制」にシフトしているが日
本にはまだ厳然と「たばこ事業法」が存在し世界
では科学会におけるタバコマネーのネガティブに
対してまだ日本においては喫煙科学研究財団や
JT生命誌研究館からのタバコマネーが見られて
いるとのことでした。
碓井先生の会長講演も面白く拝聴いたしまし

た。この学会学術総会に会長として当たる時「何
でわたしが」と思われたそうです。しかし「奇し
くも」というか碓井先生自身が40年前にアメリ
カ・ボストン大学医学センターでニコチンの血管
中膜への脂質代謝関与を研究されていたことを思
い出されました。うさぎの胸部大動脈を使って始
めましたが同僚のアドバイスにより臍帯動脈の活
用がより in vivo に近く、また分岐が少ないので
扱いやすく、順調に結果を得ました。1969年９月
と10月にその結果がトピックスとしてメディカル
ニュースに取り上げられ、日本においても1971年
に東京厚生年金ホールにて発表されたようです。
正にメタボと喫煙のエビデンスの原点であったか
と思いました。
特別講演①と②は外国からの演者で「オースト

ラリア対ガン協会」のメアリー・アスンタPh. D.
とアメリカの「メイヨー・クリニック医科大学内
科教授」で同大ニコチン依存症センター長のリ
チャード・ハートM. D. の両氏でした。アスンタ
Dr. は FCTC関連で今や世界第３位の販売実績の
日本JTの海外進出を強く懸念されていました。
ハートDr. はアメリカにおける薬物療法の現状を

第３回 日本禁煙学会学術総会
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話され、バレニクリン（チャンピックス）の有用
性も強調されました。
２日目に入っての特別講演③は秋葉広島市長で

した。思えば広島市は学校内禁煙や歩行喫煙禁止
市域の設定など積極的取り組みを実施した自治体
でもありました。市長は「核兵器もたばこも廃絶
されるためにのみ存在する」とまで述べられてい
ました。岡田先生の活躍も拝聴いただいたと思い
ます。
特別講演④は参議院議員の石井みどり先生。広

島の歯科医師で三師会や介護保険関係で薬剤師会
とも関わりの深い先生です。これまた奇しくもと
申しますか石井先生は永田町において「たばこと
健康を考える議員連盟」と「禁煙推進議員連盟」
の双連盟の事務局長を務められていて、ヘビース
モーカーの中川秀直先生などの愛煙家も含めた超
党派の議員活動を報告されました。
口述やポスター、薬学生の発表もあったりと幅

広く参考になりました。初めは「２日間の拘束」
と気の重い感じでしたが座長任務以外の時間帯は
プログラムを精査しながら歩き回りました。会誌
とFAX同報のみの案内では薬剤師会会員さんの
出席が少なく、せっかくの内容が周知できなかっ
たのは残念でした。あちらこちらの発表でも貼付
薬のOTC化とチャンピックスが話題となり、「薬
剤師」の声も強く、大きくなっています。この声
がアゲインストでなく心地よいフォローの風とな
るよう努力しなければなりません。学校にスタン
スをもつ薬剤師はますます期待されると信じてい
ます。

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は60ページ

医療薬学
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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13回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 愛媛」

日　時：平成20年8月9日（土）・10日（日）

場　所：松山大学

ワークショップ（以下WS）の内容に関しまし
ては、参加してのお楽しみ？という事ですので、
詳しくは報告できませんが私自身「参加してとて
もよかった」と思うほど充実した２日間でした。
今回のWSには各県薬剤師会38名、各県病院薬

剤師会16名、大学６名の計60名が受講し、２つの
グループに分かれて行いました。
開会後、運営スタッフも含め全員がそれぞれ自

己紹介を行いました。当日の服装にカジュアルな
ものと指定があった事、また運営スタッフの方の
ご配慮のおかげで、会場全体がとても和やかな雰
囲気でした。
WSではセッション毎に定められている目的を

達成するために、10人のスモールグループで与え
られた課題について討議・作業・まとめ、それを
全体セッションで発表・討議、それを基にスモー
ルグループで再考するという流れで進行していき
ました。
WSに期待される効果は、
１）個人およびグループの行動が他人または他
のグループを通じて客観化できる

２）課題達成によって、決断力や実行力が自ず
と養われる

３）自由な討議・作業を通じて、人間関係の重
要性についての理解を深める事ができる

４）グループ活動を通じ、集団力学の重要性を
体験的に理解できる

実際行ってみて、最初はぎこちない感じもあり
ましたが、スタッフの方のアドバイスを受けなが
ら、意見を出し合ううちに次第に白熱し、なんと
かグループの意見を形にすることができました。
この時に得られた達成感や、グループディスカッ
ションの重要性の認識により、討議内容の質が
セッションをこなす度にどんどんよくなっていく

ように感じました。
また、同じ課題でも、グループによって発表内

容に違いがあり大変興味深かったです。
そのなかでも「薬学教育の問題点」という課題

では、学生を送り出す側の大学、病院、薬局とそ
れぞれ立場が違うのでいろいろな意見が出て、と
ても楽しく、且つ参考になりました。
また、６年制の学生実習の成功という目的の共

有、他業種間、同業種間の連携を今以上に密にし、
相互の理解を深める事が必要だという意見は、ど
のグループからも出ており、今回のようなWS、
情報交換会はこれらの連携を深める為に最適な機
会であり、こういった機会が増えていく事、また
積極的に参加していくことが必要だと感じました。
WS、是非体験してみてください。

今回の参加者は60名で10名ずつのグループに分
かれスモールグループディスカッション（以下
SGD）を繰り返し行われました。まずウォーミ
ングアップで「砂漠に避難した時にどうするか？」
と12のアイテム（懐中電灯・水・食塩など）から
生き残るために必要性の高いものから各自順位を
付け、その後SGDでグループでの順位付けを行
いました。人との答えの相違にディスカッション
しながらグループでの答えを出し、結果を発表す
るのですが模範解答には程遠く、メンバー全員が
納得した結論を規定時間内でまとめることは大変
苦労しました。その後KJ法による薬学教育の問
題点の抽出・ユニットに対するカリキュラムの作
成（目標→方略→評価）の手法を学びSGDにて
結論を出し、KJ法で抽出した問題点の解決策を
討論し２日間のSGDは終わりました。自分のグ
ループは大学教員１名・病院薬剤師３名・薬局薬
剤師６名でした。それぞれの立場での普段はなか

報告Ⅰ

呉支部 大塚　茂雄

報告Ⅱ

広島支部 三上　和士
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なか聞けない話も聞くことが出来ました。
今回のWSは、これからの薬剤師を育てるため

の指導薬剤師の意識改革だったのかなと感じてい
ます。丸々２日間の長丁場でしたが始まってしま
えば、あっという間に時間が過ぎていて１つの
SGDが終わるたびに、もう少し時間があればと
毎回思ってしまうくらいの白熱振りでした。
最後の講義で高知大学の倉本先生にノルウェー

の諺を１つ紹介していだだきました。
“子どもに魚を与えれば一日生きる事ができる。

子どもに魚の捕り方を教えれば一生生きていけ
る。”深く印象に残っていたので紹介させていた
だきました。実習生には魚の捕り方を教えること
が出来るように日々研磨に励みたいと思います。
最後に今回お世話いただいたタスクフォース・

コンサルタント・ディレクター・事務局、そして
グループのメンバーの方々、本当にお疲れ様でし
た。心地良い疲労感・充実感・危機感などいろい
ろ体感できた実のあるWSでした。
ありがとうございました。

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は60ページ

医療薬学
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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）

広島県薬剤師会誌　2008 Vol.33  No.5 23

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 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】

【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

2008 Vol.33  No.5　広島県薬剤師会誌24

★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。）
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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20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

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
囲炉り茶屋　やまぼうし 1
えびすの宴 2
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　毘沙門店 2
釜飯酔心　広島駅ビル店 2
寿司道場酔心 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
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

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
茶房　パーヴェニュー 1
トイズ＆ホビー　むらかみ 1
横川　ちから 1

衣　料　品
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
COOL INN 船越店 1
studio LOHAS 1
住吉屋　三次店 1
住吉屋　西条プラザ店 1
住吉屋　古市店 1
MEN'S REVO 呉店 1
MEN'S REVO 船越店 1
MEN'S REVO 楽々園店 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
ホテルプロヴァンス21 スパラーザ広島 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
中国トラック 1
※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
エコール福山ショールーム 1
エコール古市ショールーム 1
エコール本部 1
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
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。
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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　エコステーション出島 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　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　南本庄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　福山東インター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　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
ちから　皆実４丁目店 2
ちから　西原店 2
豆匠　広島本店 2
豆匠　福山店 2
とんかつ埃 イトーヨーカドー福山店 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　ビッグカメラ・ベスト店 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
徳川　ジャスコ宇品店 2
のん太鮨　パセーラ店 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
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛　広島新幹線店 2
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛　紙屋町店 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
ホテルプロヴァンス21 レストランメイプル 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

娯楽・レジャー
銀河（えひめでぃあ） 2
平田観光農園 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
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
※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。

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

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 高取店 1
カメラのアート写夢 油見店 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

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　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
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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

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

ANAクラブホテル
広島
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
㈱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
ゆめタウン広島店

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

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、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
広島市南区皆実町2_8_17
ゆめタウン広島3Ｆ
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)246_7788

(082)248_1331

(082)541_3911

本社
(082)501_3447

(082)294_0187
(082)225_3232

(082)250_6100

(082)246_2131

(082)277_8181

平成20年７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Ｊ
ＴＢスリムを除く）、エースＪＴ
Ｂ３％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ください。
◎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20日 第41回日本薬剤師会学術大会（於宮崎
市）への参加助成について

６月20日 夏期休業について
６月23日 「安心と希望の医療確保ビジョン」に

ついて
６月23日 医療事故情報収集等事業　第13回報告

書の送付について
６月24日 岩手・宮城内陸地震による被災者に係

る被保険者証等の掲示及び公費負担医
療の取扱いについて

６月24日 後期高齢者終末期相談支援料等の凍結
について

６月26日 NHK「きょうの健康」における番組
放映について

７月１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
13回薬剤師のためのワークショップ中
国・四国in愛媛」への参加について

７月１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

７月１日 アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱
いについて

７月４日 規制改革会議の「中間とりまとめ」に
ついて

７月８日 薬学生実務実習受け入れ支部担当責任
者会議の開催について

７月11日 院外処方せんの応需について
７月15日 保険薬局の新規、廃止、変更等につ

いて
７月15日 平成20年７月４日付けで薬価基準に収

載された後発医薬品の安定供給に係る
対応について

７月18日 後発医薬品の普及促進に関する政府広
報について

７月18日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の新

規認定について
７月18日 認定基準薬局の新規認定について
７月18日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更

新認定について
７月18日 認定基準薬局の更新認定について
７月23日 広島県との共同による保険薬局及び保

険薬剤師の集団指導の実施について
７月24日 災害時の優先電話を希望する薬局の契

約手続きについて
７月25日 「新・薬剤師行動計画」の検証結果に

ついて
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
７月29日 薬局実務実習受け入れのスケジュール

作成ワークショップへの派遣について
（ご依頼）

７月30日 朝日新聞への広告掲載について
７月30日 インフルエンザワクチンの安定供給対

策について
７月30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
14回薬剤師のためのワークショップ中
国・四国in福山」への参加について

７月31日 薬局実務実習受け入れのスケジュール
作成ワークショップへの派遣について
（ご依頼）

７月31日 第29回広島県薬剤師会学術大会の会員
発表について（お願い）

８月１日 平成20年度の応需薬局夏期休業表につ
いて

８月１日 感染性産業廃棄物処理契約書の返送に
ついて

８月11日 お盆期間中の国有ワクチン・抗毒素の
緊急連絡先について

８月11日 海外からの産業技術研修生に係わる調
剤費の請求方法について

８月12日 一般新聞紙への広告掲載について

県薬より支部長への発簡
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平成20年６月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成20年６月19日（木）18：00～20：15
場　所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長

木平、大塚、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、瓜生、小林、重森、田口、谷川、
野村、二川、政岡各常務理事

議事要旨作製責任者：有村常務理事

１．報告事項
（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．全体理事会
５月24日（土）に開催し、広島県薬剤師会学校薬
剤師部会の設置について承認を得たと報告された。

イ．広島国際大学創立10周記念式典・記念講演
５月26日（月）にリーガロイヤルホテル広島で開
催され、松波文部科学副大臣の記念講演があり盛
大な式典であったと報告された。

ウ．譖広島県栄養士会20周記念式典・祝賀会
５月31日（土）にリーガロイヤルホテル広島で開
催されたが、栄養士会との連携について、今後検
討する必要があると考えていると報告された。

エ．譛暴力追放広島県民会議理事会・評議員会
６月12日（木）に鯉城会館で開催され、表彰式と
決算及び事業計画・予算を審議し、それぞれ承認
を得たと報告された。

オ．譛広島県健康福祉センター理事会
６月12日（木）に広島県健康福祉センターで開催
され、予算決算と事業計画を承認した。また、公
益法人制度改革については、公認会計士と相談を
しながら検討をしているとのことであったと報告
された。

（木平副会長）
ア．業務分担③担当理事打合会
５月28日（水）に開催し、新薬剤師の研修会を７
月27日に広島国際大学教育センターで行うことに
し、案内を会誌の７月号に掲載する。また、日薬
学術大会の３名及び中四国学術大会の５名の発表
者に対し、支援を行うことを決定したと報告された。

イ．第29回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
６月３日（火）に開催し、11月16日に広島県薬剤
師會舘で行われる県薬学術大会のプログラムを、
会員発表とシンポジウムを行うことにしたと報告
された。

ウ．広島県薬剤師研修協議会
６月４日（水）に開催し、例年どおり薬剤師研修

を実施するとともに、広島大学や福山大学に加え
本年度から国際大学の生涯研修にも支援を行うこ
とにしたと報告された。

エ．平成20年度ヒロシマ薬剤師研修会
６月15日（日）に広島大学広仁会館で開催したが、
この研修会は薬剤師研修協議会、県薬、病薬と広
島大学薬学部が共催するもので、今回は参加者が
多く131名であったと報告された。

（大塚副会長）
ア．業務分担④担当役員打合会
５月22日（木）に開催し、広島県の薬局業務運営
ガイドラインの改訂について協議を行ったと報告
された。

イ．三師会（医師会・薬剤師会・歯科医師会）税務担
当理事連絡協議会
５月26日（月）に広島県歯科医師会で開催され、
今後は四師会で協議を行うことになり看護協会に
参加を働きかけることにした。薬剤師会としては
薬価の消費税について話をする予定であると報告
された。

（松下副会長）
ア．日本薬剤師会平成20年度第１回都道府県会長協
議会
５月28日（水）に日本薬剤師会で開催され各種の
報告事項があったが、その中で役員の会務分担で
前田会長は法制委員会、薬局製剤・漢方委員会、
編集委員会、公益法人制度改革特別委員会等の担
当副会長となった。また、豊見専務理事は日薬理
事として調剤業務委員会とDI委員会を、野村常
務理事及び田口常務理事がそれぞれ委員会を分担
することになった。
次に、日薬の児玉会長が全国の県薬剤師会を訪問
するということであり、広島県では11月15日（土）
の午後３時から会議を行う予定であると報告された。

イ．日本薬剤師会第59回共済部総会
５月28日（水）に日本薬剤師会で開催され、事業
報告、収支決算が承認され、監事の選挙が行われ
たと報告された。

（村上副会長、有村常務理事）
ア．広島県介護支援専門員協会平成20年度定期総会・
向上研修会
６月１日（日）に広島市南区民文化センターで開
催され、向上研修では後期高齢者の医療保険制度
について、県の担当者から説明を受けたと報告さ
れた。

（村上副会長）
ア．日本禁煙学会学術総会準備員会（第４回）
６月４日（水）に広島医師会館で開催され、学術
総会でシンポジウムを行うので県薬から１例提出
することと、医師会の役員から多数の薬剤師の参
加を要請されたと報告された。

イ．平成20年度広島県薬物乱用対策推進本部監事会議
６月19日（木）に県庁で開催されたが、この会議
は７月17日（木）の本会議の予備審議で、関係機
関の取り組み状況の報告があった。特に税関はカ
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ナダからのMDMA錠の密輸で百何万錠を摘発し
たとのことであったと報告された。

（豊見専務理事）
ウ．日本薬剤師会平成20年度第２回理事会
５月28日（水）に日本薬剤師会で開催され、報告
事項の中で薬の販売体制で管理者を薬剤師にする
登録販売者の問題について継続して行っているこ
とと、WSの補助が１人当たり１万３千円に決
まったとのことであった。また、実務実習につい
ては転勤等で実務指導者がいなくなった場合の問
題や、レセプトオンラインが来年の４月から実施
予定であるが時間がないため、県薬で研修会や情
報提供を早めにする必要がある等の意見があった
と報告された。

エ．日本学校薬剤師会理事会
５月31日（土）に日本薬剤師会で開催され、永野
広島県学校薬剤師会会長が常任顧問に、豊見専務
理事がブロック理事に就任したと報告された。

オ．広島市教育委員会と協議
６月19日（木）に来会され、学校病の医療費の支
払いについて変更したので協力依頼があったもの
で、再度打合せを行い広島市薬剤師会に連絡する
と報告された。

（谷川常務理事）
ア．受け入れ実行委員会担当者打合会
５月19日（月）に開催し、実務実習の受入につい
て、支部への学生の割り振りを決め依頼をした。
また、受入薬局でできる到達目標を支部で確認し
てもらうことにしたと報告された。

イ．広報委員会
６月５日（木）に開催し、７月号の編集を行い、
印刷会社をレタープレス株式会社に決定したと報
告された。

ウ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講
習会
６月８日（日）に広島国際大学で開催し、アとオ
について行い240名近くの参加者があり、その内
訳は薬局関係者が200名弱で病院関係者が40名で
あった。この内８割が初めての参加でイとウを受
講していないことから、今後講習会を行うことを
検討する必要があると報告された。

（野村常務理事）
ア．子育て応援団すこやか2008
５月24日（土）・25日（日）に広島グリーンア
リーナで開催され、薬剤師会は子供を対象にし、
分包機で菓子を分包したものを薬袋に入れ記念撮
影をした。また、相談コーナーも設けたが、お祭
り的要素が強いので10名程度の相談であったと報
告された。

イ．ひろしま食育・健康づくり実行委員会ワーキング
会議
６月17日（火）に県庁で開催され、第18回広島県
健康福祉祭が９月２日（火）、３日（水）に行わ
れることになった。昨年も平日の開催でありパン
フレット配布のみの参加であったが、今年の参加

方法について決めてほしいと報告された。

２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告

次のとおり支部等の総会が開催され、会長と副会
長が出席した。

３．審議事項
（１）日薬中国ブロック会議について（豊見専務理事）

７月12日（土）午後３時に広島東急インで開催し、

議題は日薬の方針で「平成20年度調剤報酬とその
趣旨」となっているが、質問等があれば担当役員
まで連絡をすることとされた。

（２）健康ひろしま21推進協議会委員の推薦について
（平井副会長）
平井副会長を推薦することとされた。

（３）後援、助成及び協力依頼等について（平井副会長）
ア．第49回がん征圧月間の共催について
期　　間：９月１日（月）～30日（火）
主　　催：譛日本対がん協会、譛広島県健康福祉

センターほか
共催については、承諾することとされた。

イ．第４回がん患者大集会　中国ブロックプレイイベ
ントの後援名義使用について
日　　時：９月21日（日） 午後１時～
場　　所：中国新聞社　大ホール
医師会、歯科医師会等関係団体への後援依頼の確
認を行うため、保留とされた。

ウ．第53回日本音声言語医学会総会・学術講演会の後
援について
日　　時：10月23日（木）・24日（金）９時～
場　　所：三原市芸術文化センター
後援名義の使用については、承諾することとされた。

（４）日本禁煙学会学術総会における座長、シンポジス
トの推薦について
座長は村上副会長を推薦し、シンポジストは村上
副会長に一任することとされた。また、多数の薬
剤師の参加を図るため、学術総会の案内を作成し、

支　部　等 月　日 場　　所 出席役員

広島県病院薬剤師会 ５月17日（土）エソール広島 前田会長

三原支部 ５月24日（土）
三原グランドパ
レス

平井副会長

呉支部 ５月24日（土）呉市薬剤師会館 前田会長

廿日市支部 ５月24日（土）
宮島コーラルホ
テル

松下副会長

福山支部 ５月30日（金）福山市医師会 前田会長

安芸支部 ６月１日（日）サンピア安芸 〃

安佐支部 ６月１日（日）
安佐南区民文化
センター

〃

広島県学校薬剤師会 ６月７日（土）広島県薬剤師會館 〃

広島支部 ６月14日（土）広島県薬剤師會館 〃
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会誌への掲載と一斉同報をすることとされた。
（５）第18回広島県健康福祉祭への参加について

９月２日（火）、３日（水）の平日に開催される
ため、昨年と同様にパンフレットを配布すること
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17日（木）午後６時から開催することとし、
議事要旨作製責任者は重森常務理事とされた。

（２）レセプト請求誤りの取扱いについて
後期高齢者医療広域連合が来会し、４月分のレセ
プトについて誤りが多いため返戻せずに修正し、
その内容を薬局に通知することにしたいとの説明
があった。

（３）夏期休業について（平井副会長）
８月13日（水）、14日（木）、15日（金）を夏期休
業にすることとした。

（４）支部等総会の開催について（日程確認）
尾道支部
６月28日（土）於　尾道ロイヤルホテル
広島佐伯支部
６月28日（土）於　寅八本店
広島県青年薬剤師会
７月６日（日）於　広島県薬剤師會館

（５）その他行事予定
次のとおり行事日程が確認された。

ア．平成20度試験検査センター連絡協議会
６月19日（木）・20日（金）
於　大阪府薬剤師会館

イ．譖認知症の人と家族の会第27回記念大会
６月21日（土）於　広島県民文化センター

ウ．平成20度病院診療所薬剤師研修会
６月21日（土）・22日（日）於　広島国際会議場

エ．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11回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 高知」
６月21日（土）・22日（日）
於　高知市･高知市病院企業団立高知医療センター

オ．広報委員会
６月23日（月）

カ．平成20年度社会保険医療担当者（薬局）指導打合
せ会議
６月24日（火）

キ．前田会長「譖日本薬剤師会副会長就任祝賀会」打
合会
６月24日（火）

ク．日本薬剤師会常務理事打合会
６月24日（火）於　東京・日薬

ケ．広島ライオンズクラブ市民公開講座
６月24日（火）於　広島国際会議場

コ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
６月25日（水）於　東京・日薬

サ．業務分担潺担当役員打合会
６月26日（木）

シ．第20回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
６月27日（金）於　岡山県薬業会館

ス．広島県地域保健対策協議会平成20年度第１回定例
理事会
６月27日（金）於　広島医師会館

セ．広島大学霞室内管弦楽団2008 Summer Concert
６月28日（土）於　広島市南区民文化センター

ソ．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29日（日）

タ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講
習会
６月29日（日）於　広島県薬剤師會館

チ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月１日（火）於　東京・日薬

ツ．前田会長「譖日本薬剤師会副会長就任祝賀会」打
合会
７月１日（火）

テ．薬局実習受け入れ実行委員会打合会
７月３日（木）

ト．広報委員会
７月４日（金）

ナ．前田会長日薬副会長就任祝賀会
７月５日（土）於　ANAクラウンプラザホテル

広島
ニ．日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会広島総会
７月５日（土）於　JAビル

ヌ．第48回禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）
７月６日（日）於　千光寺山荘

ネ．薬局実習受け入れ実行委員会
７月７日（月）

ノ．日本薬剤師会編集委員会
７月７日（月）於　東京・日薬

ハ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月８日（火）於　東京・日薬

ヒ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
７月８日（火）於　東京・日薬

フ．中西敏夫氏旭日中綬章受章祝賀会
７月８日（火）於　東京・帝国ホテル

ヘ．日本薬剤師会平成20年度第３回理事会
７月９日（水）於　東京・日薬

ホ．日本薬剤師会平成20年度第２回都道府県会長協
議会
７月９日（水）於　東京・日薬

マ．平成20年度第１回広島県保険者協議会
７月９日（水）於　国保会館

ミ．日本薬剤師会議事運営委員会
７月10日（木）於　東京・日薬

ム．認定基準薬局制度運営協議会
７月10日（木）

メ．日本薬剤師会中国ブロック会議
７月12日（土）於　広島東急イン

モ．広島県薬剤師会福山支部認定実務実習指導薬剤師
養成講習会
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７月13日（日）於　福山市男女共同参画センター
ヤ．日本薬剤師会法制委員会（第１回）
７月14日（月）於　東京・日薬

ユ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月15日（火）於　東京・日薬

ヨ．常務理事会
７月17日（木）

ラ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月22日（火）於　東京・日薬

リ．平成20年度緩和ケア薬剤師研修
７月24日（木）於　広島県緩和ケア支援センター

ル．日薬代議員中国ブロック会議
７月26日（土）・27日（日）於　島根・松江市

レ．新薬剤師研修会

７月27日（日）於　広島国際大学国際交流セン
ター

ロ．第20回広島県プライマリ・ケア研究会
７月27日（日）於　広島医師会館

ワ．公益法人制度改革・会計セミナー
７月29日（火）於　広島国際会議場

ン．日本薬剤師会常務理事打合会
７月29日（火）於　東京・日薬

Ａ．日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会（第
１回）
７月30日（水）於　東京・日薬

Ｂ．平成20年度緩和ケア薬剤師研修
７月31日（木）於　広島県緩和ケア支援センター

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は60ページ

医療薬学
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行　　事　　内　　容日　　付

県薬日誌
行　　事　　内　　容日　　付

２日 水 日本禁煙学会学術総会準備員会
（第５回）（広島アンデルセン）

３日 木 薬局実習受け入れ実行委員会打
合会

４日 金 広報委員会
５日 土 前田会長譖日本薬剤師会副会長

就任祝賀会（ANAクラウンプ
ラザホテル）

６日 日 ・日本在宅褥瘡創傷ケア推進協
会広島総会（JAビル）
・第48回禁煙アドバイザー育成
講習会（in 尾道）（千光寺山荘）
・広島県青年薬剤師会総会

７日 月 ・薬局実習受け入れ実行委員会
・日本薬剤師会編集委員会

（東京）
８日 火 ・日本薬剤師会日薬賞等選考委

員会（東京）
・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
・中西敏夫氏旭日中綬章受章祝
賀会（帝国ホテル）

９日 水 ・平成20年度第１回広島県保険
者協議会（国保会館）
・日本薬剤師会平成20年度第３
回理事会（東京）
・日本薬剤師会平成20年度第２
回都道府県会長協議会（東京）

10日 木 ・日本薬剤師会議事運営委員会
（東京）

・認定基準薬局制度運営協議会
11日 金 業務分担①担当理事打合会
12日 土 ・保険薬局部会担当理事打合会

（広島東急イン）
・日本薬剤師会中国ブロック会
議（広島東急イン）

13日 日 ・広島県薬剤師会福山支部認定
実務実習指導薬剤師養成講習
会（福山市男女共同参画セン
ター）
・広島国際大学OSCEトライア
ル（広島国際大学）

14日 月 日本薬剤師会法制委員会（第１
回）（東京）

15日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

６月21日 土 譖認知症の人と家族の会第27回
記念大会（広島県民文化セン
ター）

21日・22日 ・平成20年度病院診療所薬剤師
研修会（広島国際会議場）
・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11回薬剤
師のためのワークショップ中
国・四国 in 高知」（高知市）

22日 日 福山大学OSCEトライアル
（福山大学）

23日 月 広報委員会
24日 火 ・平成20年度社会保険医療担当

者（薬局）指導打合せ会議
・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
・前田会長「譖日本薬剤師会副
会長就任祝賀会」打合会

25日 水 日本薬剤師会薬局製剤・漢方委
員会（東京）

26日 木 業務分担④担当役員打合会
27日 金 ・第20回病院・薬局実務実習中

国・四国地区調整機構会議
（岡山県薬業会館）

・広島県地域保健対策協議会平
成20年度第１回定例理事会

（広島医師会館）
28日 土 ・尾道支部総会（尾道ロイヤルホテル）

・広島佐伯支部総会（寅八本店）
・広島大学霞室内管弦楽団2008

Summer Concert（広島市南
区民文化センター）

29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
・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１日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

・前田会長「譖日本薬剤師会副
会長就任祝賀会」打合会
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行　　事　　内　　容日　　付 行　　事　　内　　容日　　付

16日 水 日本薬剤師会公益法人制度改革
検討特別委員会（東京）

17日 木 ・平成20年度広島県薬物乱用対
策推進本部会議（鯉城会館）
・正・副会長会議
・常務理事会

21日 月 ・第１回広島県薬剤師会薬局実
習受け入れ実行委員会タスク
養成ワークショップ
・第29回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

22日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

23日 水 日本薬剤師会組織・会員委員会
（東京）

24日 木 ・平成20年度緩和ケア薬剤師研
修（広島県緩和ケア支援セン
ター）
・薬学生実務実習受け入れ支部
担当責任者会議

25日 金 薬草に親しむ会（下見）（加計
高校芸北分校）

26日・27日 日薬代議員中国ブロック会議
（島根）

27日 日 ・第20回広島県プライマリ・ケ
ア研究会（広島医師会館）
・新薬剤師研修会（広島国際大
学国際交流センター）

29日 火 ・平成20年度北方領土返還要求
運動広島県民会議総会（鯉城
会館）
・公益法人制度改革・会計セミ
ナー（広島国際会議場）
・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
30日 水 ・日本薬剤師会職能対策委員会

医薬分業検討会（第１回）（東
京）
・公益法人制度改革に関する担
当役員連絡協議会（東京）

31日 木 ・平成20年度緩和ケア薬剤師研
修（広島県緩和ケア支援セン
ター）
・薬草と親しむ会打合会（県薬
務課）
・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）

８月１日 金 広島県保健医療部健康増進室来
会

３日 日 広島県女性薬剤師会総会（エ
ソール広島）

４日 月 ・広報委員会
・三師会（医師会・薬剤師会・歯
科医師会）税務担当理事連絡
協議会（広島県歯科医師会）

５日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

９日・10日 第３回日本禁煙学会学術総会
（広島国際会議場）

11日 月 薬草に親しむ会（現地挨拶）
（加計高校芸北分校）

18日 月 薬局実務実習受け入れのスケ
ジュール作成ワークショップ打
合会

19日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

・「ひろしまフードフェスティ
バル2008」出展打合会

20日 水 ・日本薬剤師会学校薬剤師部会
幹事会（第１回）（東京）
・広報委員会
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行事予定（平成20年9月～平成20年10月）
2008/9/1～9/30 第49回がん征圧月間
2008/9/1～9/30 平成20年度老人保健福祉月間
９月２日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

〃 第18回広島県健康福祉祭（1日目）（広島県民文化センター）
９月３日（水） 第18回広島県健康福祉祭（2日目）（広島県民文化センター）
９月４日（木） 広報委員会

９月５日（金） 第47回広島県身体障害者福祉大会（三原市芸術文化センター（ポポロ））
９月７日（日） 薬局実務実習受け入れのスケジュール作成ワークショップ

〃 中国新聞社健康セミナー（中国新聞社ホール）

９月９日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

９月10日（水） 日本薬剤師会平成20年度全国学校薬剤師担当者会議（第1回）（東京）
９月14日（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

９月15日（月） 「第14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16日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

９月17日（水） 平成20年度広島県高校生のがん予防講演会（広島県立広島商業高等学校）
９月18日（木） 常務理事会

９月21日（日） 第４回がん患者大集合中国ブロックプレイベント（中国新聞社ホール）

〃 薬局実務実習受け入れのスケジュール作成ワークショップ（広島国際大学）

９月23日（火） 平成20年度「薬草に親しむ会」（加計高校芸北分校）
９月24日（水） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

〃 平成20年度第1回広島県医療審議会
９月28日（日） 高度管理医療機器等の販売業に係る継続研修会

９月30日（火）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

10月７日（火）
10月11日（土） 日本薬剤師会平成20年度第3回都道府県会長協議会（宮崎）
〃 日本薬剤師会薬事情報センター実務担当者会議（宮崎）

10月12日（日） 第41回日本薬剤師会学術大会（宮崎）
〃 平成20年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議（宮崎）

10月12日（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

10月13日（月） 「第15回薬剤師のためのワークショップ中国・四国in広島」（広島大学）
〃 第41回日本薬剤師会学術大会（宮崎）

10月16日（木） 常務理事会

10月19日（日） 平成20年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験（東広島市・広島大学）
10月19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（福山商工会議所）

10月21日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
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10月23日（木）
第53回日本音声言語医学会総会・学術講演会（三原市芸術文化センター）10月24日（金）

10月25日（土） ひろしまフードフェスティバル2008（1日目）（広島城周辺）
10月26日（日） ひろしまフードフェスティバル2008（2日目）（広島城周辺）
10月28日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
11月４日（火）
11月５日（水）
11月６日（木） 第49回日本児童青年精神医学会総会（広島国際会議場）
11月７日（金）
11月７日（金）～10日（月） 第22回アジア薬剤師会連合学術大会（シンガポール大会）
11月８日（土） 第47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
11月９日（日） （岡山）

11月11日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

11月12日（水） 日本薬剤師会平成20年度第5回理事会（東京）
11月13日（木） 認定基準薬局運営協議会

11月15日（土） 日本薬剤師会会長児玉先生来会（メルパルク広島）

11月16日（日） 第29回広島県薬剤師会学術大会
11月17日（月） 平成20年度広島県四師会役員連絡協議会（ANAクラウンプラザホテル広島）
11月18日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

11月20日（木） 常務理事会

11月25日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

行事予定（平成20年10月～平成20年11月）
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-  謹んでお悔やみ申し上げます -

平川　孔士 氏 逝去

葬儀は７月８日（火）福山市奈良津町の福山市
葬祭会館において、執行されました。

喪主：平川　卓郎 氏　
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会 員 紹 介会 員 紹 介会 員 紹 介会 員 紹 介会 員 紹 介 ○4949○4949○50

この原稿を書いてる今、中日ドラゴンズの
山本昌がついに200勝達成!!ビールが止まり
ません。我が東広島ヤンキーも200勝目指し
て日々精進してます。対戦相手を募集してお
りますので詳しくは県薬会誌７月号をご覧く
ださい。なお次回は我がヤンキーの石男、56
番が登場予定です。ご期待ください！

東広島支部

吉
よし

田
だ

雄
ゆう

樹
き

はじめまして。７月に第二子が誕生し、二
児の父となりました。一人目のときは子ども
が夜中に泣きだすと目が覚めていましたが、
二人目は夜中に泣いていようと、目が覚める
こともなく朝までぐっすり熟睡です。「慣れ
恐るべし」と感じる今日この頃です。

三原支部

藤
ふじ

井
い

慎
しん

吾
ご

８月より安佐支部へ入会させていただくこ
とになりました、筑後です。結婚を機に山口
県から引っ越してまいりました。生活環境の
変化、初めての調剤薬局勤務に戸惑いや不安
もありますが薬剤師として初心にかえって、
多くの事を学んでいこうと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

安佐支部

筑
ちく

後
ご

彩
あや

華
か

はじめまして。私は出産でお仕事を休んでお
りましたが、この度復帰しました。久しぶりです
ごく緊張しましたが、ようやく前のペースがつか
めてきました。これからの薬局に患者さんが求
められているものは何か…。これからも周りの
先輩方に色々な事を学ばせていただきながら、
自分のできる事を考えながら、自身のスキル
アップ向上も努めていきたいと思います。

安佐支部

川
かわ

本
もと

智
とも

子
こ

「Pharmacist's Holiday～薬剤師の休日～」の募集で～す
広島県薬剤師会誌をもっともっと充実させようと、楽しい企画を登載しています。

タイトルは「Pharmacist's Holiday～薬剤師の休日～」で、テーマはあなたが自由に描いてください。

どのような企画かと申しますと、趣味や特技があってもそれをなかなか披露したり発表したりする場

所がありません。そこで会誌の１ページを使い、絵画・写真・書道・得意料理のレシピ（お菓子も可）・

俳句・サークル活動・休日の過ごし方など紹介して会員同士の交流に役立てていただき、また2カ月に

1度の会誌を少しでも首を長く待っていただこうと考えてみました。趣味や特技は問いませんので、

ドシドシ応募をお待ちしております。（できれば思い出やエピソードを添えてください。）

応募数を見て少しでも多く登載させていただこうと思っておりますので宜しくお願いいたします。

作品は広島県薬剤師会事務局までお願いいたします。（とにかくなんでも応募してみてください。）
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麻薬及び向精神薬盗難事故について
（通知）

平成20年８月４日

社団法人広島県薬剤師会会長　様

広島県健康福祉局長
〒730-8511
広島市中区基町10-52
薬務課

このことについて、青森健康福祉部長から別紙
（写）のとおり依頼がありました。
ついては、貴会会員への情報提供をお願いし

ます。

担当　麻薬グループ
電話　082-513-3221（ダイヤルイン）
（担当者　梅本）

麻薬及び向精神薬盗難事故について（依頼）

青医第　898 号
平成20年７月24日

各地方厚生局麻薬取締部長　殿
各都道府県薬務主幹部長　　殿

青森県健康福祉部長
（公印省略）

標記について、下記のとおり事故が発生しまし
たので、関係機関への周知をお願いします。

記

１　事故発生日時及び業務所
平成20年７月22日21時から23日６時20分の間
中村豊医院
青森市西滝1-16-31

２　事故が生じた麻薬及び向精神薬
（１）麻薬

MSコンチン錠30mg 117錠
（２）向精神薬

ペンタジン注射液15mg 16アンプル

３　事故発生状況
平成20年７月23日６時20分
出勤した職員が、職員入口のドアが破壊さ

れて鍵が開いていることに気づいた。
調剤室の麻薬金庫が破壊され、上記麻薬及

び向精神薬が盗まれていた。
なお、金銭や、他の医薬品（麻薬金庫内の

他の麻薬を含む）については被害なし。シリ
ンジについては数を把握していないため盗ま
れたかは不明である。
同日６時30分
青森警察署に対して窃盗事件として届出を

提出した。被疑者不明。

担当：医療薬務課
薬務指導グループ　三浦
電話：017-734-9289

⎫
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薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は60ページ

医療薬学
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〃 藤　川　久美子
〃 新　宮　正　識
〃 寺　部　森　三
〃 栗　岡　真樹子
〃 栗　原　百合子
〃 山　口　朋　子
〃 秋　本　浩　志
〃 加　藤　頼　孝

監 　 事 森　本　繁　治
〃 黒　長　千津子

総務・庶務 土　井　郁　郎
〃 下田代　幹　太

会 　 計 土　井　郁　郎
〃 下田代　幹　太

県薬代議員 木　村　昌　彦
〃 土　井　郁　郎
〃 荒　田　吉　丸
〃 下田代　幹　太
〃 貞　永　昌　夫
〃 林　　　真理子
〃 山　口　朋　子
〃 秋　本　浩　志

県薬予備代議員 栗　原　百合子
〃 栗　岡　真樹子
〃 加　藤　頼　孝
〃 加　藤　哲　也
〃 寺　部　森　三
〃 灘　岡　直　隆
〃 藤　川　久美子
〃 新　宮　正　識

支 部 長 樽　谷　嘉　久
副 支 部 長 長谷川　項　一
〃 呑　田　敬　三
〃 池　田　和　彦

支 部 理 事 荒　川　隆　之
〃 大　井　健太郎
〃 宗　　　文　彦
〃 豊　見　　　敦
〃 豊　見　雅　文

広 島 佐 伯 支 部

〃 辰　本　洋　子
〃 中　川　潤　子
〃 長　坂　晋　次
〃 中　野　真　豪
〃 細　田　正　紀
〃 前　田　修　一
〃 宮　本　一　彦
〃 村　岡　信　也
〃 森　川　悦　子
〃 山　本　和　彦
〃 吉　川　勇　人
〃 吉　村　知　幸

県薬予備代議員 石　村　憲　秀
〃 井　上　珠　枝
〃 岩　本　義　浩
〃 菊　一　瓔　子
〃 木　村　章　彦
〃 楠　本　泰　臣
〃 形　部　宏　文
〃 近　藤　元　恵
〃 坂　本　　　徹
〃 新　谷　洋　通
〃 竹　山　知　志
〃 友　田　泰　樹
〃 野　村　伸　昭
〃 橋　本　洋　子
〃 三　浦　常　代
〃 山　木　　　寛
〃 山　内　純　子

支 部 長 加　藤　哲　也
副 支 部 長 土　井　郁　郎
〃 木　村　昌　彦
〃 青　野　拓　郎
〃 荒　田　吉　丸

支 部 理 事 下田代　幹　太
〃 貞　永　昌　夫
〃 林　　　真理子
〃 山　田　光　恵
〃 灘　岡　直　隆

安 佐 支 部

支 部 長 野　村　祐　仁
副 支 部 長 長　坂　晋　次
〃 河　内　一　仁
〃 政　岡　　　醇
〃 宮　本　一　彦

支 部 理 事 今　田　考　昭
〃 今　田　哲　生
〃 瓜　生　智加子
〃 木　村　章　彦
〃 形　部　宏　文
〃 楠　本　泰　臣
〃 坂　本　　　徹
〃 新　谷　洋　通
〃 武　末　玲　子
〃 竹　山　知　志
〃 友　田　泰　樹
〃 中　川　潤　子
〃 中　野　真　豪
〃 橋　本　洋　子
〃 細　田　正　紀
〃 前　田　修　一
〃 村　岡　信　也
〃 森　川　悦　子
〃 吉　川　勇　人
〃 吉　村　知　幸

監 　 事 紙　田　英　昭
〃 山　内　純　子

総務・庶務 河　内　一　仁
会 　 計 河　内　一　仁
〃 政　岡　　　醇
〃 中　野　真　豪
〃 森　川　悦　子

県薬代議員 池　田　康　彦
〃 今　田　考　昭
〃 今　田　哲　生
〃 加　藤　淳　司
〃 神　原　俟　子
〃 河　内　一　仁
〃 武　末　玲　子

広 島 支 部

支 部 役 員 名 簿
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〃 中　野　仁　美
〃 長谷部　洋　子
〃 宮ノ下　健太郎
〃 三　宅　季　彦
〃 山　下　大　介
〃 横　崎　富美子

監 　 事 藤　本　太　志
〃 清　水　京　子

総務・庶務 長谷部　洋　子
会 　 計 豊　見　雅　文

〃 長谷部　洋　子
県薬代議員 池　田　和　彦
〃 呑　田　敬　三
〃 長谷川　項　一
〃 樽　谷　嘉　久

県薬予備代議員 荒　川　隆　之
〃 中　野　仁　美
〃 長谷部　洋　子
〃 三　宅　季　彦

支 部 長 鞆　森　　　郭
副 支 部 長 松　本　久二子

〃 山　岡　恵美子
〃 堀　　　裕　子

支 部 理 事 橘　高　道　則
〃 横　山　悦　子
〃 寺　岡　初　枝
〃 山　口　恵　徳

監 　 事 皿　田　好　子
〃 河　村　敬　子

総務・庶務 寺　岡　初　枝

府 中 支 部

会 　 計 橘　高　道　則
県薬代議員 山　岡　恵美子
〃 山　口　恵　徳

県薬予備代議員 児　玉　真　市
〃 松　本　久二子

支 部 長 村　上　和　義
副 支 部 長 浜　田　恵　子
〃 赤　尾 制

支 部 理 事 田　頭　　　誠
〃 松　岡　志　保
〃 宮　地　　　理
〃 寺　西　俊　雄
〃 森　　　健　治
〃 小森山　雅　士
〃 崎　島　元　美
〃 村　上　裕　子

監 　 事 岩　本　　　仁
〃 村　上　美恵子

総務・庶務 津　国　美　香
会 　 計 岡　野　郁　美
県薬代議員 赤　尾 制

県薬予備代議員 岩　本　　　仁

支 部 長 杉　田　善　信
副 支 部 長 中　元　卓　郎
〃 福　山　邦　子
〃 政　岡　　　淳
〃 三　上　芳　之

支 部 理 事 高　野　美津江

三 次 支 部

功叨

功叨

因 島 支 部

〃 渡　邊　勝　一
〃 石　田　裕　康
〃 宮　圧　雅　義

監 　 事 新　家　八千代
〃 中　島　明　美

総務・庶務 中　本　明　春
〃 新　家　八千代
〃 佐久間　隆　三

会 　 計 八　木　鈴　恵
県薬代議員 杉　田　善　信
〃 清　原　厚　子
〃 中　本　明　春

県薬予備代議員 平　田　悟　史
〃 稲　住　俊　介
〃 政　岡　　　淳

支 部 長 水　羽　和　成
副 支 部 長 藤　谷　幸　治
〃 金　森　久　幸

支 部 理 事 松　尾　　　健
〃 山　本　博　文
〃 中　村　真樹夫
〃 城　本　隆　昭
〃 星　野　　　響

監 　 事 布　施　淳　一
総務・庶務 難　波　利　元
会 　 計 難　波　利　元
県薬代議員 島　岡　　　敏
〃 坂　上　隆　士

県薬予備代議員 有　馬　明　彦
〃 難　波　利　元

行 政 支 部

訂正とお詫び

平成20年７月１日発行の本誌　2008 Vol.33 No.４　に以下のような誤りがありました。

ここに訂正してお詫び申し上げます。

●P.65「支部役員名簿」山県支部の会計が空欄となっておりました。

正しくは、会計　伊藤浩一氏となります。
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安芸支部

去る６月15日（日）午前10時か
ら２時間、広島市畑賀福祉セン
ターに於て、一般住民の方々を対

象とした薬草講演会が、広島漢方研究会理事長の
吉本悟先生を講師に開催されました。安芸地区薬
剤師会顧問の上原貢先生の司会で講演が始まり、
“身近な薬草を中心として”と題して、道端等で
もよく見られるドクダミやカキドオシ、観賞花と
して親しまれるサクラやキキョウ、食用としてお
馴染みのアンズ、カキ、ナツメ、ビワや健康茶と
して知られるクコ、ハトムギやハブソウ等、其々
の薬効部位や利用方法等について、標本も回覧し
ながら、ユーモアを交えてのお話は分かり易くて
面白く、途中、上原先生によるヘチマ水等化粧水
の作り方の説明もあり、お年寄りからも体験に基
づいた質問や意見も忌憚なく出され、リラックス
した雰囲気の中、あっと言う間の２時間でした。

安芸区畑賀地区薬草講演会

賀屋　憲隆

＜安芸支部＞ 「薬草講演会」アンケート
於：畑賀福祉センター

・身近な野草でくすりになる話、参考になりました。
ありがとうございました。
・糖尿病、Ｃ型肝炎で病院に長年通っています。漢
方薬の事を知りたくて参加しました。手近な野草
で役立つ勉強が出来て参考になりました。
・おもしろくてわかりやすく楽しかったです。
・楽しいあっという間の２時間でした。遠くには行
かれないけどまた参加したいです。
・大変詳しくわかりやすいお話で参考になりました。
参加してよかったと思います。再度開催し、続き
のお話をしていただけるとありがたいです。
・身近な素材を例にした内容で、興味深く拝聴しま
した。今まで縁のない身だったけどトライしてみ
ようか、土産になりそうな…テキスト頂戴します。
・身近な薬草について使い方、作り方をわかりや
すく教えて下さり、よくわかりました。遠くから来
たかいがありました。
・初めて参加させていただきましたが、薬草も調べ
ればなかなか面白いし、勉強になると感じました。
説明もとても意義深いもので良いことをたくさん
教えていただきました。
・身近な手に入りやすいものでの薬草のお話を聞
くことが出来てとてもわかりやすかったです。（声
も大きくてはっきりしていました）
・初めての講演会参加させていただき、大変参考に
なりました。加えて「身近な薬草」の資料を得て
さっそく実行します。（何より、講師：吉本先生の
説明、極めて的確、理解しやすく参考になり満足
しました）
・ユーモアを交えてわかりやすく大変参考になりま
した。
・また次回を楽しみにしています。
・今までも活用しているが今後も続けて行きたいと
思った。（ドクダミ・柿の葉・ハブソウ・びわの葉な
ど）
・面白く過ごさせていただきました。また、皆様の
関心度の高さを感じました。
・知ってると思っていた植物について知らないとこ
ろを聞くことができ楽しく良かった。
・午前中の設定が良かった。（高齢者ですので）
・今回、特にドクダミ草について教えていただき、
大変参考になりました。又、化粧水はさっそく
作ってみることにします。
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７月６日12時より、広島県薬剤師
會館で第22回通常総会が開催されま

した。
担当理事より昨年度の事業報告、会計報告が行

われ、監査から会務運営が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。
今回の総会では会則・細則の変更も承認されま

した。詳細につきましては９月発行予定の青薬会
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ください。
総会の後半では、前田泰則県薬会長より御祝辞

をいただきました。
今年も青年薬剤師会では、勉強会や懇親会など

を企画して参りたいと思いますのでぜひご参加く
ださい。
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、そんな肝疾患の基本
と一歩先」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
いただいているシリーズですが、今回の内容も実
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。
青年薬剤師会の今後の予定としましては、知っ

ピン月イチ勉強会を毎月開催していきます。「胃
潰瘍～基本から～」を９月10日に、「糖尿病～初
級編～」をテーマに10月８日に開催します。この
勉強会は各疾患の薬物療法の基本を押さえる事を
目標に毎月行っています。初めての方も、会員で
ない方でもご参加いただけますので、ぜひお気軽
にお越しください。

平成20年８月３日（日）エソール
広島ホールにて第54回総会を開催し

ました。
児玉副会長の開会宣言と司会により会長挨拶に

続きご来賓の広島県健康福祉局保健医療部薬務課
長石原長造先生と広島県薬剤師会副会長松下憲明
先生に御祝辞をいただきました。次いで広島市薬
剤師会野村会長より祝電披露を行いました。
総会議長には司会者一任の声で山岡理事が指名

され議長席に着席しました。
平成19年度事業報告、収支決算報告、監査報告

はスムーズに承認され、平成20年度事業計画案、
収支予算案（監査よりの一部分修正申し出も含め
て）も承認されました。
引き続き役員改選では立候補者がなかった為、

どういう方法をとるかについて会長より申し出が
あり以下の説明が行われました。
２年前頃から会長の身辺に変化があり次期会長

は無理な為会の全てを把握している総務の辰本さ
んに相談したが、絶対駄目だと固辞されました。
次の役員会で２年後を意識して準備して貰う人の
推薦をお願いし全員の同意で松村さんに決定した
事。監事に関しては同時交替は大変なので現在の
守谷さん、豊原さんにもう一期続けていただくよ
うお願いした事。
以上の説明を受けて議長採決で会長松村、監事

守谷、豊原と決定し総会は無事終了しました。
尚会長挨拶を次に掲載し会長退任の言葉とさせ

ていただきます。

皆様こんにちは。夏の日の一番暑い時間帯にお
出かけくださいましてありがとうございます。
特に県薬務課長の石原長造先生、県薬副会長の

松下先生にはお忙しい中を折角の日曜日ですの
に、ご来場くださり御祝辞いただけます事を心よ
り御礼申し上げますと共に今後一層の御指導をく
ださいますようお願い申し上げます。

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

広島県女性薬剤師会

会長 豊見　敦

青年薬剤師会　総会・定例勉強会

会長 神原　俟子

第54回総会のご報告と退任ご挨拶
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昨年の総会のご挨拶で私は会長としての残りの
一年の任期を皆様のお支えで全う出来ますよう、
お助けくださいと申し上げました。お陰様で今日
の総会を迎える事が出来ました。諸事情でがんじ
がらめになり途中で投げ出す事になりはしないか
と薄氷を踏む思いの一年間でした。旅行には参加
出来なかったものの役員の皆様の御助力、お骨折
りのお陰で今日迄何とかやって来られました。今
ほっとしております。
７年前に前会長の鈴木信枝先生が２カ月間の入

院生活で突然御逝去なさいました。お忙しい平井
副会長の御辞退を受けて当時総務であった私は避
けられない運命だと観念して、何のビジョンもな
いまま６年前の総会で会長をお引き受けしまし
た。何の力も無いとわかっていたのですが、鈴木
文枝先生はじめ諸先輩が50年かけて積み上げられ
た組織を是非残したいと思ったのです。
まず目前に迫っていたのは第50回記念総会・祝

賀会でした。続いて50年誌に取り組み、気がつい
たら２年の間に役員の輪が出来ておりました。特
に50年誌実行委員長の辰本さんを中心とした働き
は目覚ましく、御主人にパソコンの指導を受けな
がらの活躍はまさしく女性薬剤師会のモットーで
ある時間を…技術を…意見を…特技を…出し切っ
ての働きぶりで見事に素晴らしい50年誌が完成し
ました。本当に嬉しゅうございました。
平成６年に親睦を目的として始めた毎月第３土

曜日の６時からの集まりは140回を数え途中から
併設した７時からの勉強会には90回を越えて、念
願だったメーカーによる小研修会も５回実行する
ことが出来ました。学術担当の武林（現 村上）
さん副会長の児玉さん、本当にありがとうござい
ました。今後も是非継続していただければと願っ
ております。
今日実際にバトンタッチが出来、会の若返りに

も一歩近づきました。今迄私を支えてくださった
皆様ありがとうございました。
皆様のそのやさしさで新しく会長になられた方

を支えてあげてください。皆様の支えが必要な時
です。組織が変わる時は会長を一人にしないよう
にしてください。新会長も心を開いて皆様と語り
合ってください。新しい輪を作ってください。私
は去って行く人間ですが、下支え、下働きは出来
る限りするつもりです。
この６年間のおつき合いで皆様の薬剤師として

の優秀さの上に、やさしさ、素直さ、暖かさを学
ばせていただきました。本当にありがとうござい
ました。これでご挨拶を終わらせていただきます。

皆様どうもありがとうございました。そしてこ
れからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

第54回広島県女性薬剤師会総会に
て会長に決まりました松村です。女

性薬剤師会は、1954年に「一緒に勉強しません
か！」と鈴木文枝先生が声をかけられスタートし
た、と聞いております。立派に継続されてきたこ
れまでの会長の功績に敬意を表します。さてこの
会は薬剤師の集まりです。現在薬業に携わってい
る、いないにかかわらず薬剤師の免許をもってい
る仲間の集まりです。資質の向上に努めることは、
原点であり永遠の目標にしたいと思います。と同
時に人生の先輩・後輩のとてもいい関係がありま
す。それぞれが自分のフィールドで活躍、それを
心から応援し称える。この環境は大切にしたいと
思います。これまで同様どうぞご協力お願い申し
上げます。なお女性薬剤師会のいろんな活動には、
男女問わず会員以外のどなたにもご参加いただけ
ますのでお願い申し上げます。

女性薬剤師会総会後に行われた研
修会のタイトルは「さりげなく減
塩・低カロリー食をとることが“お

しゃれ”になる意識改革」という斬新な物!!日下
美穂先生はタイトルに合わせ、ドレスアップして
おいでになりました。
日本で一番多い病気の高血圧・どんどん増え続

ける糖尿病・高脂血症や肥満・今話題のメタボ
リックシンドロームなどは、食事による塩分やカ
ロリーが大いに関係します。
適切な塩分量は食塩にして１日６ｇ!!（現在の

日本人の食塩摂取量はおよそ12ｇ）医師は「塩分
を減らしてください。」と話しても、実際どの位
の塩を使った料理を患者が食べているのか分から
ない。
また、１食を３ｇの塩分で料理するとどんな味

か分かっていないと、患者はどの位減塩・カロ
リーカットしなければいけないのか認識できない。
そこで呉では美味しさと地産地消の食材にこだ

新会長 松村　智子

新会長に就任して

山岡　紀子

女性薬剤師会研修会
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わったヘルシーランチを作って、お店のメニュー
に入れていただくという企画が行われています。
（１食分400～600キロカロリー、塩分２～３ｇ）
・食べすぎ・塩分の取りすぎ・体重オーバーなど
を注意されている人
・家族に高血圧・糖尿病・肥満の方がいらっしゃ
る方
一度食べに行くと、食材の選び方・味付け・食べ
ても良い量などのコツが分かるかもしれません。
興味のある方は下記のホームページをご覧くだ
さい。
こだわりのヘルシーグルメランチレストラン in 呉
http://healthy-lunch-kure.com/

「学校保健法」が「学校保健安全
法」に改正され平成21年４月１日よ

り施行されます。

今回の法改正により従来の「学校環境衛生の基
準」は来年度から文部科学大臣が定めることとな
り現在、文部科学省の学校環境衛生基準に関する
検討会において告示案が検討されています。
その概略については、日本薬剤師会全国学校薬

剤師担当者会議（９月10日）や学校環境衛生・薬
事衛生研究協議会（11月20・21日）において文部
科学省スポーツ・青少年局学校教育課健康教育企
画室　北垣邦彦健康教育調査官によって「学校環
境衛生の課題と充実について」として語られる予
定です。
さらに新法では、学校においては学校環境衛生

基準に照らして適切な環境の維持に努めること、
更に校長は、この基準に照らし学校の環境衛生に
関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅
滞なくその改善のために必要な措置を講じ、措置
を講じることができないときは、学校の設置者に
その旨を申し出ることと規定されました。
学校薬剤師が取り組んできた学校環境衛生の基

準が法律上明記されたことにより、今まで以上に
重要性が増したものと認識されます。
日本薬剤師会のホームページには、小中学生用

の「くすりの正しい使い方」が掲載されており、
中の錠剤、カプセルの大型見本は、秋の薬の週間
までには全県薬に配布の予定となっています。両
ホームページとも一度ご覧ください。
６月７日に開催された総会の結果をうけて役員

も次のとおり就任をいただき、開かれた・会員の
ための会をめざし会務執行に当たっています。

会　長 永野孝夫　
副会長（総務）池田康彦　 常務理事 河内一仁
〃 （学術）加藤哲也　　 〃 岡田　甫
〃 （会計）作田利一　　 〃 土井郁郎

専務理事 豊見雅文
監　　事 福井勝七 大塚幸三
事務職員　　増田由美子　　 Tel 082-243-2151

７月13日、薬剤師会館４階にて第
49回広島漢方研究会総会をいたしま

した。午前中は『痒みと小柴胡湯』吉本悟、『ア

広島漢方研究会

理事長 吉本　悟

第49回･広島漢方研究会総会

「妊婦・授乳婦への投薬留意点」
㈱エバルス　薬事情報部　土屋　伸二氏

日　時：平成20年９月20日（土）19：00より
場　所：エソール広島　２階　活動交流室

広島市中区富士見町11-6
TEL：082-242-5252

参加費：女性薬剤師会会員無料
会員外1,000円

第６回広島県女性薬剤師会
「すずめくらぶ」研修会のご案内
今年の夏の暑さはことの他きびしい状況に

なっておりました。皆様いかがお過ごしで
しょうか。第６回研修会を開催することにな
りました。お誘い合わせてご参加ください。

自由な質問　話し合いのできる研修会であ
りたいと考えています。ご参加は男女を問わ
ずどなたでも自由です。準備の都合上なるべ
く前日までにご連絡ください。（FAX：
0823-74-7788 松村）当日受付も可です。

「妊婦・授乳婦への投薬留意点」
㈱エバルス　薬事情報部　土屋　伸二氏

日　時：平成20年９月20日（土）19：00より
場　所：エソール広島　２階　活動交流室

広島市中区富士見町11-6
TEL：082-242-5252

参加費：女性薬剤師会会員無料
会員外1,000円

薬剤師研修シール　１点

広島県学校薬剤師会

会長 永野　孝夫

学薬だより
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レルギー性鼻炎の治療経験』川中武司、『難治性
耳鼻科疾患の漢方治療』山崎正寿、の会員発表を
しました。総会を済ませ午後から今田屋章先生を
お招きして特別講演をいたしました。演題は「四
逆湯を巡って」というものでした。今田屋先生は
千葉大学医学部を卒業され富山医科薬科大学和漢
薬診療部講師・富山県立中央病院和漢薬診療科部
長などを歴任され現在は千葉県佐倉市にて漢方薬
専門で開業される内科の医師です。著書に「慢性
関節リウマチの治療」「現代の漢方治療」があり
日本東洋医学会専門医・指導医・評議員をされて
います。今田屋先生は昭和に活躍された漢方界の
権威者・藤平健先生の弟子です。傷寒論・金匱要
略を中心とする古方の漢方処方を主に使われま
す。今回も「四逆湯」という甘草・乾姜・附子の
３種類の生薬で構成される漢方薬のお話しでし
た。附子が含まれますので使用に関し注意が必要
です。附子はトリカブトの根から作られますが分
量や使用方法を誤ると危険です。薬局製剤では附
子を減毒処理した炮附子（ほうぶし）の入った処
方が認められています。残念ながらその中に「四
逆湯」は含まれません。それでも今田屋先生のお
話しは非常に興味深いものでした。漢方を扱う医
師や先哲のお話しは薬局製剤に係わる薬剤師に
とってたいへんに参考になります。約２時間の講
演の後、会員から色々な質問が出されました。最
近、中国伝統医学である中医学を研究される方が
多くなっていますが古方漢方とは江戸時代に実際
に行われ日本の風土や暮らす人々に即した漢方医
学と言えるでしょう。特別講演終了後には今田屋
先生を囲んで懇親会をいたしました。楽しく有意
義な一日でした。

JGSP（ JAPANESE GOOD
SUPPLYING PRACTICE）は「医

薬品の供給と品質管理に関する実践規範」とされ、
日本医薬品卸連合会により、昭和50年に策定され、
医薬品卸業が医薬品の安定供給と品質管理の指針
としてきました。平成９年に一部改正が行われ、
現在に至ります。
しかし、時の経過に伴い医薬分業の進展、企業

統合による卸業の規模の拡大・機能変化等、医薬
品卸業を取り巻く環境は大きく変化しました。ま
た、平成18年の改正薬事法では、これまで「一般
販売業」として小売業と同一の範疇に入れられて
いましたが、「卸売販売業」として、明確に規定
されました。このような状況の中、医薬品卸業が
医薬品流通の中核を担い社会的責任を果たすため
に、現行薬事関連法への対応等、現状に即した内
容に見直し、昨年末「JGSP2007」を制定しました。
供給管理業務、品質管理業務、安全確保業務の

各業務を推進するため、規模の拡大・機能変化に
あわせ、会社組織、施設基準等も見直しをされて
います。
また、製造販売業者の許可要件になっている
GVP省令の一部を受託するため、安全性確保業
務に関る事項として、「安全性確保業務において
医薬品等の情報の収集と提供」、「回収と返品」
「トレーサビリティ」が追加されました。例えば、
トレーサビリティでは、法により標準化コードの
設定とバーコードの表示が整備されたことに伴
い、ロット記帳が標準化され、各社が独自に行っ
てきた安全対策がシンプルなものとなり、回収へ
の対応もスムーズに行えると考えられます。
今回の改訂では、医薬品卸が国民保健衛生にお

いて重要な役割を担っているという社会的責任を
受け止め、法令遵守の視点が全章に織り込まれて
います。
今後も、医薬品卸業が医薬品の「安全・安心・

安定流通」に貢献していくため、私たち卸勤務薬
剤師は、この「JGSP2007」をもとに、新たな社
内体制を構築していくことに寄与し、薬剤師の使
命を果たしていきたいと思います。

広島県医薬品卸協同組合
＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

成和産業㈱ 新見　英一

改訂JGSPについて
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第29回 福山大学薬学部卒後教育研修会

日　時：平成20年6月21日（土）

場　所：福山大学

薬学部卒後教育委員会 藤岡　晴人

第29回福山大学薬学部卒後教育研修会（本研修

会）を平成20年６月21日（土）に福山大学キャン

パス10号館1022講義室で開催しました。参加者総

数は146名で、内訳は、卒業生67名、一般薬剤師

23名、本学関係者54名でした。２つの演題はいず

れも、チーム医療における薬剤師の役割について

の内容ではありますが、観点はそれぞれ異なる興

味深い講演でした。

１．―地域医療連携と薬剤師の役割―
～多職種協働と薬剤師～

尾道市医師会長
岡山大学医学部臨床教授
片山医院院長

片山　壽 先生

高齢化社会をむかえて、認知症患者の増加、が

ん患者の増加に伴い、在宅緩和ケアなどチームで

対応するケースが増えている今日の医療の状況下

で、「尾道市医師会方式」と称せられる在宅患者

を支えるチーム医療について講演していただきま

した。この方式は、在宅において患者を支える地

域包括ケアシステムをも考慮した医療と介護を一

体化した、患者本位のチーム医療です。

多職種協働の医療現場において、薬剤管理情報

は薬剤師が専門であることはいうまでもありませ

ん。しかし、これからの薬剤師はケアカンファレ

ンスへの参加、急性期病院の退院前ケアカンファ

レンス、病院薬剤師と在宅主治医のチームへの参

加、そして臨床・介護・栄養など多彩な領域に精

通し患者の状態把握ができるチーム感覚が必要で

あることをのべられ、アンケート結果からも薬剤

師の多職種協働への関心の高さが窺えました。

２．―栄養療法と薬剤師―

福山大学薬学部　教授

大娥 修 先生

“飽食の時代と言われるわが国において、入院

患者の約半数に低栄養状態が見られるとの報告が

ある”。しかも、病院内であることには驚きまし

た。大娥教授は、長年病院薬剤師として勤務され、

その貴重な経験のなかから、近年ようやくこの問

題に目が向けられ、医師とコメディカルからなる

多職種共同の栄養サポートチーム（NST）によ

る積極的な栄養治療の効果が評価されるように

なってきたことを紹介されました。栄養療法は全

ての医療の基本であり、食品や栄養素と医薬品は

密接な関係にあり互いに影響し合うことや、薬剤

師はチーム医療の一員としてきわめて重要な役割

を担っていることから、栄養療法の重要性と薬剤

師の役割についてわかりやすく講演されました。

本研修会は、広島県薬剤師会、広島県薬剤師研

修協議会の共催によるものであり、関係各位に深

く感謝致します。

「尾道市医師会方式」を紹介された片山　壽先生
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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20年７月末現在　734名（内更新440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10日（水）19：30～21：00 広島県薬剤師會館２階　研修室
知っピン月イチ勉強会
テーマ：胃潰瘍～基本から～病態から薬の使い方までお話ができ

ればと考えています。
講師：阿登大次郎（広島鉄道病院）

広島県青年薬剤師会
薬局ドラッグスソウ本店
竹山知志
082-921-7865

1

会　員：500円　
非会員：1000円
学生無料事前の申
し込みなどは要り
ません。お気軽に
お越しください。

９月12日（金）19：30 福山大学薬学部31号館 １階　31101教室
福山大学漢方研究会2008
ストレスに対する漢方薬の判別点と効かせ方

講師：小林　宏（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学漢方研究会
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
テキスト：漢方薬物
解析学（廣川書店）
※書店にてご購入
ください

９月13日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館４階
薬事情報センター定例研修会第406回
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介「エクジェイド懸濁用錠」

ノバルティスファーマ株式会社　学術担当　大竹俊孝　氏
３）特別講演「血液疾患の診断と治療―骨髄不全症候群を中心に―」

独立行政法人国立病院機構　広島西医療センター
血液内科　部長　　下村壮司　先生

譖広島県薬剤師会
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14日（日）10：00～16：00 広島大学医学部　広仁会館
広島漢方研究会主催　東洞祭
10：30～12：00
会員発表数例「眩暈について」勝谷英夫
「弾発指の治療」吉本悟

12:30～13：00
東洞祭（吉益東洞の碑の前で顕花）

13：00～15：00
特別講演　演題：「漢方治療の方略」

講師：玄和堂診療所所長　寺師睦宗　先生
16：00まで質疑応答

広島漢方研究会
082-285-3395 2

自由参加・申し込み
不要
会員参加：1,000円　
会員外参加：3,000円

９月17日（水）19：00～21：00 三原薬剤師会館　三原医薬分業支援センター
第６回三原支部研修会
①長時間作用型ARB「アバプロ錠」について

大日本住友製薬　横田光一　先生
②院外処方箋情報を用いた症候群

サーベイランスEMシステムズ　山本さやか　氏

三原薬剤師会
0848-61-5571 1 会員外：1,000円

９月18日（木）19：00～21：00 グリーンヒルホテル尾道３階
尾道漢方研究会
「泄瀉・血便・禁口痢等、下痢の見方と薬剤について」
講師：小太郎漢方製薬株式会社　学術専任講師　山内一晃　先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
下田：0848-20-1301

1
参加費：会員無料
非会員500円

９月20日（土）19：00～21：00 エソール広島２階　活動交流室
第６回すずめくらぶ研修会
「妊婦・授乳婦への投薬留意点」

㈱エバルス薬事情報部　土屋伸二　氏

広島県女性薬剤師会
FAX：0823-74-7788
松村

1

女性薬剤師会
会　員：無料
会員外：（男女問い
ません）1,000円

９月25日（木）19：00～21：00 安芸区民文化センター
安芸地区薬剤師会　安芸支部第94回生涯教育研修会
演題：CKD（慢性腎臓病）について
演者：広島赤十字・原爆病院　循環器科部長　加世田俊一　先生

安芸地区薬剤師会
282-4440 1 会費：1,000円

９月26日（金）19：15～20：45 尾道市立市民病院４階　大会議室
尾道支部研修会
「禁煙指導の実際」

とくも胃腸科皮膚科院長　徳毛健治　先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店　
0848-20-1301

1
参加費：会員無料
非会員：500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）

10月８日（水）19：30～21：00 広島県薬剤師會館２階　研修室
知っピン月イチ勉強会
テーマ：糖尿病‐基礎編‐これだけは知っておきたい糖尿病用

薬の基本
講師：山田智子（広島赤十字・原爆病院）

広島県青年薬剤師会
薬局ドラッグスソウ本店
竹山知志
082-921-7865

1

会　員：500円　
非会員：1,000円　
学生無料事前の申し込
みなどは要りません。お
気軽にお越しください。

10月10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2008
風邪に対する漢方薬をひとまとめ

講師：小林　宏（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学漢方研究会
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
テキスト：漢方薬
物解析学（廣川書
店）※書店にてご
購入ください

10月12日（日）9：30～16：00 薬剤師會舘２階
広島漢方研究会月例会
9：30～11：00
吉本悟テキスト：「漢方診療三十年」大塚敬節著　真武湯について
11：00～12：30
山崎正寿勿誤薬室方函口訣解説　黄連解毒湯
13：30～14：30
菊一瓔子細野史郎著『漢方医学十講』第二講
14：30～16：00
佐々木良忠大柴胡湯の処方解説と調剤実習臓腑経絡からみた薬
方と鍼灸・第２巻　池田政一著

広島漢方研究会薬王堂
漢方薬局
082-285-3395

3
参加予約不要
会員外：3,000円

10月15日（水）19：00～21：00 三原医薬分業支援センター
第７回三原支部研修会
①「過敏性腸症候群」イリボー錠についてアステラス製薬㈱
②「オンライン請求について」

EMシステムズ広島支店長　西村真樹　氏

三原薬剤師会
0848-61-5571 1 会員外：1,000円

10月18日（土）19：00～21：00 エソ－ル広島２階　活動交流室
すずめくらぶ　未定

広島県女性薬剤師会
FAX：0823-74-7788
松村

0

10月23日（木）19：00～21：00 安芸区民文化センター
安芸地区薬剤師会　安芸支部第95回生涯教育研修会
演題：未定

演者：マツダ病院皮膚科　河合幹雄　先生

安芸地区薬剤師会
282-4440 1 会費：1,000円

11月８日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館４階
薬事情報センター定例研修会第407回
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介　下痢型過敏性腸症候群治療剤　「イリボー錠」
について　　　　　　　　　　　　　　アステラス製薬㈱

３）特別講演「IBS（過敏性腸症候群）の診断と治療について
（仮）」
広島大学病院　光学医療診療部　教授　田中信治　先生

譖広島県薬剤師会
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。

11月12日（水）19：30～21：00 広島県薬剤師會館２階　研修室
知っピン月イチ勉強会
テーマ：糖尿病 - 中級編 - 患者の疑問・質問から学ぼう　例題

を中心に
講師：山田智子（広島赤十字・原爆病院）

広島県青年薬剤師会
薬局ドラッグスソウ本店　
竹山知志
082-921-7865

1

会　員：500円　
非会員：1,000円
学生無料事前の申し込み
などは要りません。お気
軽にお越しください。

11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2008
アトピー性皮膚炎に対する漢方薬の応用（1）

講師：小林　宏（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学漢方研究会
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
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

11月19日（水）19：00～21：00 三原医薬分業支援センター
第８回三原支部研修会
①調剤薬局における個人情報保護法について

㈱オムエル　顧客支援室　清水宣彦　氏
②ウィルスに対するマクロライドの作用について

大正製薬医薬品㈱　広島支店　大矢雅教　氏

三原薬剤師会
0848-61-5571 1 会員外：1,000円

11月27日（木）19：00～21：00 グリーンヒルホテル尾道３階
尾道漢方研究会「蕉窓雑話について」
講師：小太郎漢方製薬株式会社　学術専任講師　山内一晃 先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
下田：0848-20-1301

1
参加費：会員無料
非会員：500円
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原田　修江

内因系血液凝固検査：

活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）について

APTTは、血液凝固に関与する凝固第Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、ⅩⅠ、ⅩⅡ因子、高分子キニ
ノーゲン、プレカリクレイン、循環抗凝血素※、ヘパリンなどに感受性を有しており、内因系血液
凝固系を総合的に測定する検査です。血友病Ａ（第Ⅷ因子欠乏）、血友病Ｂ（第Ⅸ因子欠乏）、薬
剤投与（ヘパリンなど）、肝障害、などで延長がみられます。

※循環抗凝血素：血液凝固を阻害する因子。生体に本来存在するものと、後天的に獲得するものとがあります。前者の代
表は、アンチトロンビンⅢ（ATⅢ）です。後天的なものとしては、凝固第Ⅷ因子や第Ⅸ因子など各種凝固因子に対す
る抗体の他、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、妊娠などで獲得されるものがあります。

【内因性凝固のメカニズム】

図１に示すように、血液中に存在する接触因子といわれる高分子キニノーゲン、プレカリクレイン、
凝固第ⅩⅡ因子が陰性荷電を持つ表面（損傷血管のコラーゲンやガラス）に接触すると、第ⅩⅡ因子が
活性化されます。活性化された第ⅩⅡ因子は第ⅩⅠ因子、第Ⅸ因子と内因系凝固を次々と活性化し、
フィブリン形成系の第Ⅹ因子を活性化します。
フィブリン塊が形成されるまでの凝固反応系の中で、凝固第Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因子はCa2+と結合する

γ-カルボキシルグルタミン酸（Gla）残基を有しており、Ca2+と結合したこれらの凝固因子はリン脂質
に結合して凝固反応を進めます。

【APTTの測定方法】

APTTは、血漿検体にCaCl2（Ca2+）と、
組織トロンボプラスチン（凝固第Ⅲ因子）
の代用として第Ⅲ因子から抽出したリン脂
質（部分トロンボプラスチン）、接触因子
を添加し、フィブリン塊形成までの時間を
測定することにより求めます。
基準値は、使用する試薬や測定機器など

により異なるため、施設ごとに設定する必
要があります。通常、できるだけ多く（通
常40例以上）の健康成人のAPTTを測定し
て平均値を求め、その±10%を基準範囲
内、±20%を境界域、それ以上を異常とし
ています。30～40秒を基準値とするところ
が多いようです。

図１　血液凝固のメカニズム
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【APTTの異常値を示す病態と疾患】

APTT検査は、出血スクリーニング検査として、通常、外因性血液凝固能を総合的に判定するプロト
ロンビン時間（Prothrombin time:：PT）とともに測定されます。
図２に示す様に、PTは正常でAPTTのみが延長する場合には、凝固第Ⅷ、Ⅸ、ⅩⅠ、ⅩⅡ因子の欠

乏症があります。第Ⅷ因子の欠乏は血友病Ａであり、第Ⅸ因子の欠乏は血友病Ｂです。いずれも出血症
状は男児に限られています。第ⅩⅠ因子の欠乏は男女いずれにも出血症状が出現し、通常は家系内に血
族結婚を認めます。第ⅩⅡ因子の欠乏では全く出血症状が認められず、そのため臨床的には問題が生じ
ません。ただし、第ⅩⅡ因子欠乏症では、逆に血栓症が併発しうることが報告されています。
一方、APTTとPTがともに延長する場合としては、凝固第Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅹ因子の欠乏症があります。
その他に、von Willebrand病※※、低または無フィブリノーゲン血症、薬剤投与（ヘパリンなど）、肝

障害、DIC、ループス・アンチコアグラント※※※などでもAPTTの延長が認められます。
ヘパリンは凝固抑制因子アンチトロンビンⅢ（ATⅢ）に結合して、ATⅢの立体構造を変化させるこ

とにより、凝固因子Ⅱa（トロンビン）に対するATⅢの凝固抑制作用を著しく増強してAPTTを延長さ
せます（図３）。そのため、APTTはヘパリン濃度のモニタリングとしても有用です。ただし、低分子
量ヘパリンや低分子ヘパリン様物質はAPTTを延長しません。なぜなら、ATⅢはトロンビンの他に凝
固第Ⅸ、Ⅹ、ⅩⅠ、ⅩⅡ因子に対しても抑制作用を有しており、ヘパリン－ATⅢ複合体がトロンビン
に対して高親和性を有しているのに対して、低分子ヘパリン－ATⅢ複合体は活性型第Ⅹ因子に対して
高親和性を有し、トロンビンに対する親和性は低くトロンビン阻害作用が少ないためです。
一方、APTTが短縮する場合は、凝固抑制物質の低下、DIC（血管内に活性化物質が存在している場

合）、妊婦、組織液の混入、抗凝固剤（クエン酸ナトリウム）との混和不十分、などです。

※※ von Willebrand病：凝固能異常症のひとつであり、血小板数正常にもかかわらず、出血時間延長かつAPTT延長が
みられます。凝固第Ⅷ因子のcofactorであり、血小板の血管内皮下組織への粘着（一次止血）に重要な因子である
von Willebrand因子の低下がみられます。

※※※ループス・アンチコアグラント：陰性荷電を持つリン脂質、またはプロトロンビンのような凝固因子とリン脂質の
複合体に対する自己抗体であり、動脈血栓症（脳梗塞など）、静脈血栓症、習慣性流産、血小板減少症など、「抗リ
ン脂質抗体症候群」と総称される病態のマーカー抗体の一つに位置付けられています。

〈参考資料〉
・異常値の出るメカニズム　第５版（医学書院）
・薬理学・薬物治療学　第２版（ティ・エム・エス）
・臨床検査ガイド2007－2008（文光堂）
・医学大辞典第19版（南山堂）
・病態生理と治療薬第２版（じほう）
・検査値の読み方・考え方（総合医学社）
・Year note 2008（メディックメディア）
・三菱化学メディエンスＨＰ

図２　ATTPの延長をきたす病態

図３　ヘパリンの作用メカニズム
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お薬相談電お薬相談電話　話　事例事例集 集 No.54No.54お薬相談電話　事例集 No.54
むずむず脚症候群とは？その治療法は？

むずむず脚症候群（restless legs syndrome；RLS）は、安静時に下肢を中心に不快な耐え難い

異常感覚（チクチク感、ピリピリ感、虫が這っている感じなど多種多様な表現がされる）、知覚低下な

どが生じて、脚を動かしたいという衝動が起きる疾患です。運動時には症状が緩和するという特徴が

ありますが、症状は夜間にピークを迎えるため、中等症以上の患者の多くが不眠に悩まされています。

RLSの正確な原因は不明ですが、これまでの研究から、①神経伝達物質であるドパミンの機能低下、

②中枢神経における鉄分不足による代謝の異常、③脊髄や末梢神経の異常、④遺伝的な要素などが考

えられています（RLSの誘因と原因疾患については、表１参照）。

治療には非薬物療法と薬物療法があります。カフェイン、ニコチン、アルコールの摂取は症状を増

悪させることが多いので、夕方以降はこれらを避けることが大切です。RLSを増悪する可能性のある

薬剤を使用している場合は、減量・中止の検討を行ってください。筋肉疲労を取り除くマッサージ、

ストレッチ、入浴、冷水をあびるなどの対応は症状緩和につながることがあります。RLSの薬物療法

では表２に示す薬剤などが使用されます。なお現在、プラミペキソールはRLSへの適応追加申請中で

あり、ロピニロールとSPM962（経皮製剤）はフェーズⅡです。

＊augmentation：治療後の増悪（RLS症状の発現時刻が早くなり、症状範囲も増加するもので、薬用量を上
げると逆に悪化する）。

【参考資料】薬局58（13）2007，医薬ジャーナル44（5）2008，クリニカルプラクティス24（8）
2005，http://www.rls.org/

一般名（主な商品名） 備考 用量
ドパミン前駆物質 レボドパ（ドパストン、ドパール）

レボドパ＋カルビドパ（ネオドパストン）
レボドパ＋ベンセラジド（マドパー）

augmentation＊と離脱
症状に注意

各1～3錠程度

ドパミン受容体
作動薬

ペルゴリド（ペルマックス） 作用はやや弱いが、
augmentation＊対策に
重要

50～150μg
カベルゴリン（カバサール） 0.25～0.75m
ブロモクリプチン（パーロデル） 2.5～7.5mg
タリペキソール（ドミン） 不眠に有効 0.4～1.2mg
プラミペキソール（ビ・シフロール） 現時点での基準薬 0.125～0.75mg
ロピニロール（レキップ） 欧米でよく使われる 0.25～1.0mg

オピオイド製剤 リン酸コデイン ごく少量
抗けいれん薬 クロナゼパム（リボトリール、ランドセン） 不眠に有効 0.5～1.5mg

ガバペンチン（ガバペン） 疼痛抑止作用あり 300～1,800mg
カルバマゼピン（テグレトール） 100～400mg

鉄剤 硫酸鉄 鉄/フェリチン低値の時
使用する

鉄欠乏の水準に
応じて投与

表２．RLS治療に用いられる薬剤（現時点では、保険適用外）

表１．RLSの誘因と原因疾患

・妊娠中（５人に１人の高率で現れる） ・慢性呼吸不全 ・痛風 ・心不全
・鉄欠乏性貧血 ・パーキンソン病 ・尿毒症 ・糖尿病
・人工透析を受けている腎不全 ・関節リウマチ ・葉酸欠乏 ・脊髄疾患
（３人に１人の高率で現れる） ・甲状腺機能低下症 ・結核、肝炎、肺炎などの感染症
・胃切除後の下肢静脈血栓 ・ビタミンB欠乏 ・抗うつ薬や抗精神病薬などの服用
・線維筋痛症の随伴症状（全身にRLS症状が出る）
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Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

厚生労働省医薬食品局

医薬品・医療機器等
安全性情報  No. No.24247・248248

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。

平成20年（2008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

｛

1．使用上の注意の改訂について（その197）

カルバマゼピン他（３件）……………………………………………………3

2．市販直後調査の対象品目一覧 ………………………………………………………5

（参考資料）

ヘパリンナトリウム製剤等について ……………………………………………………7

No.247 目次

1．使用上の注意の改訂について（その198）

塩酸ベプリジル他（１件）……………………………………………………3

2．市販直後調査の対象品目一覧 ………………………………………………………4

No.248 目次
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検 査 セ ン タ ー だ よ り

９月１日は防災の日。この日は1923年（大正３年）に起きた関東大震災に因んで制定されたというこ

とは、皆様よくご存じのことと思います。この日は暦の上では立春から数えて二百十日と呼び台風が来

襲する時期でもあり、伊勢湾台風で大きな被害を被ったことが契機となって、地震や風水害等に対する

心構え等を育成するため創設されました。

ここ最近、地震、震災といった災害が多く、阪神淡路大震災や、芸予地震、新潟県中越沖地震、そし

て中国で起きた四川大地震は記憶に新しいことでしょう。日本列島は21世紀になり「地震の活動期に入

った」とも言われています。災害が起きたときのために、日頃から備えをしておくことは災害時の心得

としてはすでにご存じの事でしょうが、今回はその中でも、災害時の水の確保について少し書いてみた

いと思いますので、いつもとは少し様子が違いますがよろしければおつきあいください。

地震等の災害が発生し、ライフラインの破損や停電による浄水・給水施設の停止等により水道水の汚

染や断水が発生し水の供給が停止した場合、飲料水の確保は欠かせません。災害対策マニュアルなどに

よると人が一日に必要な飲料水・生活用水の量は一人３リットル。大規模災害発生後、救援活動が実際

に始まるまでだいたい３日ほどと言われています。最低３日分、ということは９リットル。そしてそれ

を家族分常時用意しておく…となると結構な量になってしまいます。じゃあどうやってそれだけ確保し

たらいいんでしょうか？

まず簡単にできるのが水道水をくみ置きしておくことです。ペットボトルなどの清潔でふたができる

ポリ容器に、空気が中に残らないように、水道水をいっぱいに入れて蓋をします。そして直射日光を避

け保管することで３日程度は飲用することができます。水道水には塩素が含まれていますので、冷蔵庫

に入れなくても数日は細菌等の繁殖を抑えることができます。反対に、浄水器等で塩素を除去した水の

保管は、１日程度を目安にしてください。くみ替えた水は、掃除や洗濯に使用すれば無駄になりません。

またお風呂の残り水は、雑用水や初期消火用水に役立ちますので、日頃からため水をしておくのも一

つの方法です。犬や猫等のペットが落ちたりしないようにふたは閉めておいてください。

また「家庭の水洗トイレのタンク」を利用すれば、常時約10リットルの飲料水が確保できます。タン

クには使うたびにいつも新鮮な水が補給されています。だたタンク内に洗浄用等で薬品が入るようにな

っていると飲料用としてはもちろん不適です。またタンクに供給される水で手を洗わないこと。それか

らタンク内の定期的なお掃除も欠かせませんね。そしてやはりこの水も空気に触れているので飲用には

３日程度を目安にし、できるだけ沸かして飲むことをおすすめします。そして自動製氷器がついている

冷蔵庫であれば、その氷を作るための水を入れておくタンクに、約１～２リットルの水が確保できます。

以上は家の中での事ですが、今度は外では給水拠点を確認しておきましょう。

地震等で災害が起きて水道が止まったら、水道局が設置している各給水拠点に水があります。断水に

なったときでも、給水拠点となる広域避難場所や生活避難場所などに設置した「飲料水兼用型耐震性防

火水槽」から応急給水をすることができます。ちなみに広島市には現在35カ所給水拠点がもうけてある

そうです。これを機に最寄りの拠点を今一度確認してみてはいかがでしょうか？

参考：広島市水道局HP／日経新聞（日経interesse No.149）

～★★★★★★★★～ 後藤　佳恵
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

三原支部の川崎富士江さんは女子寮の後輩でゼ
ミも一緒、卒業以来二人で同窓会に出席するのは
初めてです。午前11時受付開始だが、早めに会
場に到着すると元合唱団が学歌の練習中。学生時
代はフルコーラス歌詞を覚えていた私なのに、ワ
ンコーラスしか歌詞が分かりません。
11時30分の開式時には会場は人で溢れていま

した。せっかく出席者名簿で恩師の名前を見つけ
たのに、600名を越える出席者でどこにいらっ
しゃるのか分からない…。やっと見つけ挨拶、Ｎ
先生は「このメチャ暑い名古屋によく来たネ!!」
と笑顔で話してくださいました。時間を間違え終
了間際に到着されたＫ先生にもご挨拶でき、思い
がけない再会に二人とも嬉しさが倍加しました。
「薬剤師ねっと」のマイフレンドたちとミニオ

フ会を計画していましたが、テーブルは回生別に
割り振ってあり、残念ながらオフ会は中止となり
ました。マイフレンドで一年先輩の中田素生さん

は同じテーブルでした。名札と名簿の両方で確認
しながら同級生をチェックしたのに、お話しする
のは先輩の方々ばかり、貴重なお話を沢山してく
ださいました。
50名に豪華景品の当たる抽選会では、『特等ハ

ワイ旅行』が再抽選になるなどハプニング続発で、
盛り上がるなか薬学部同窓会は終了しました。

7月20日（日）名古屋国際会議場全館では各学
部の同窓会を午前中開催し、午後は名城大学校友
会創立50周年記念式典などが開催されました。

名城大学校友会創立50周年記念式典では、
NHK交響楽団の演奏や岡本真夜のミニコンサー
トがありました。NHK交響楽団の演奏で学歌斉
唱の時「出席して良かった」と大感激、フルコー
ラスを楽しんで歌いました。
出席者は全学部で約3,000名、すごい!!

尾道支部 山岡　紀子

城薬ベンゼンフェスティバル
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我が家に１枚の古い写真がある。それには
岡田薬局開局７周年、主人還暦祝賀記念撮影
とあり裏にＴ12年と記してある。前列右から
４人目が創業者である祖父の経三、左から２
番目が父の新一、ちなみに経三の隣の子ども
が戦後満州から引き上げ薬局の隣で開院した
叔父の泰二である。こうした事から「空も港
も夜は晴れて…」で知られる宇品港がある宇
品で一番古い岡田薬局は戦後間もない頃から
薬の販売と併せ処方せんによる調剤業務を仕
事としていた。無論、処方せん料も調剤フィーも
一切ない時代の事である。祖父も父も学校薬
剤師とか、町内会の世話などしながら健康相
談は基より地域の環境衛生から悩み事相談ま
で何かと頼りにされる存在であったようだ。
祖父は80過ぎても白衣を着て薬局製剤の風邪
薬やら胃腸薬など良く効くと言われて調合し
ていた。数週間分の薬包紙を手早く並べ計っ
たように分け包む技術は正に神業、見事なも
のだった。
父、新一は家業より薬剤師会などに軸足を

置き外出がちで共に働いた記憶が余りない。
白寿を迎えた今でも介護保険の世話にもなら
ず盆栽や詩吟を楽しみながら健在であり現在

の薬剤師会館建設に携わった事が自慢で当時
の苦労話がよく出てくる。
新しい写真は現在の㈲岡田経三薬局（昭和

45年建設）である。薬剤師である最愛？のマ
マさん（孫の呼び方）と地域やＰＴＡ、薬剤
師会にも関わりながら今日まで36年間、40坪
の店舗で販売、調剤にと頑張ってきた。
昭和49年の処方せん料10点から50点をして

も遅々として進まなかった医薬分業も平成12
年頃の広島市内公立病院の院外処方せん発行
を機に急速に進展拡大をみた、反面、大型ド
ラッグストアの出店攻勢などで一般販売部門
は逆に非常に厳しくなった。
当薬局での一般販売と調剤報酬の比率を見

ても平成元年45：55、Ｈ12年30：70、昨年は
15：85と業務内容も大きく変化した10年で
あったが医薬分業のフォローの風も既にアゲ
ンスト、経営環境は益々厳しくなると予想さ
れる。介護保険、後期高齢者医療制度、医療
の担い手から医療の提供施設（地域医療への
関わり在宅）薬学教育６年制、規制緩和、登
録販売員制度で薬さえも薬局専売品でなくな
る等々…。
保健、医療、福祉分野、流通での大きな変

革の波に戸惑いながらも患者本位の視点を忘
れず、地域で必要とされ信頼される薬剤師、
薬局にと還暦を過ぎ今一度、日々の努力をと
思う今日この頃。
何処からか“気負うなかれ”の声！
昔から言うではないか“３代目は何とや

ら”! さて結末は如何に!!

次回は、オーツカ薬局Ⅱさんです。

2
宇品小学校

コーナン
宇品店

元宇品口

広電宇品線
海岸通

宇品
5丁目

ダイキ
宇品店

㈲岡田経三薬局
広島市南区宇品御幸

5丁目19-13

代表取締役　岡田　甫
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平成20年７月27日（日）、RCC文化センターに
て、平成20年度第２回研修会を開催しました。神

戸薬科大学は「生涯研修プロバイダー」として認

証（G７）され認定薬剤師証の交付もできるよう
になりました。最近では、研修会も同窓会の枠を

超えて、多数の方の参加をいただいております。

神戸薬科大学エクステンションセンターの発行す

る認定単位シールも、他のプロバイダー発行の単

位シールと同様に手帳に貼付できます。生涯教育

の場として、研修会の内容も、皆様の認定薬剤師

の取得、更新に貢献できるものにしていきたいと

思っています。

今回の研修は、「メタボリックシンドロームと

特定健診制度」について同窓会会長の池田千恵子

先生に、「６年制の薬学教育について」は学長の

棚橋孝雄先生に講演していただきました。

特定健診制度導入の背景には、メタボリックシ

ンドロームの疾患概念が確立され、脳卒中や、心

疾患の発症を予防する目的があります。現在は、

糖尿病800万人、成人の２人に１人は高血圧、肥

満は2,300万人といわれます。メタボ対策が、将
来の医療費の伸びを抑えることにつながるという

のがポイントです。

特定健診後の保健指導についても、薬剤師とし

て、生活習慣の改善のための取り組みに参加して

いくためには、メタボリックシンドロームについ

て、知っておかなければならないことがあります。

内臓脂肪の蓄積が、なぜ生活習慣病を惹起する

かということも、普段、アディポネクチンなどの

抗動脈硬化、抗糖尿病作用を持つものを分泌する

いい脂肪細胞が、肥満により大きくなると悪い脂

肪細胞になってその働きをしなくなってしまうこ

とがわかってきたからです。心血管病になり易い

状態を、早期から改善することの大切さを、患者

さんに伝え、支援できるようになりたいと思います。

しかし！基本は食事と運動なのだ！ということ

も、痛感しつつ…。

薬という「モノ」中心の基礎薬学から、患者と

いう「ヒト」中心の医療薬学に変わってきている

今、６年制の教育になり、より臨床的な学びが必

要になってきています。研修会で得た知識を普段

の仕事に生かせるよう努力したいと思います。

これからも、年３～４回の研修会を開く予定で

す。ご意見ご要望などありましたら、ご遠慮なく

お聞かせください。皆様の研修会への参加をお待

ちしております。

⑩⑩

神戸薬科大学同窓会広島支部
平成20年度 第２回研修会の報告

日　時：平成20年7月27日（日）

場　所：RCC文化センター

神戸薬科大学同窓会広島支部 森川　みか
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「錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック　第５版」

監　修：東京女子医科大学病院薬剤部長
佐川賢一氏

発　行：株式会社　じほう
判　型：Ｂ６判 約500頁
価　格：定　　価　4,200円

会員価格　3,780円
送　料：１部　500円

「ＯＴＣハンドブック2008～09」

発　行：学術情報流通センター
判　型：Ａ４判２冊組
価　格：定　　価　13,650円

会員価格　12,250円
送　料：送料込

「薬剤師生涯研修ガイド－プロフェッショナル

薬剤師になろう－」

監　修：薬剤師認定制度認証機構
理事長　内山　充

編　集：学校法人医学アカデミー　出版部
発　行：株式会社薬ゼミ情報教育センター
判　型：Ａ５判 233頁
価　格：定　　価　3,150円

会員価格　2,700円
送　料：１部　290円

「保険薬局業務指針2008年版」

編　集：日本薬剤師会
発　行：株式会社　薬事日報社
判　型：Ｂ５判 約600頁
価　格：定　　価　4,620円

会員価格　4,100円
送　料：１部　210円

※価格はすべて税込みです。

書 籍 等 の 紹 介

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

告　知　板

テレビ放送決定！
９月15日（月）午後３時～（５分程度）
中国放送（RCC）のテレビ番組「健康ネット」で、

福山市薬剤師会の禁煙活動として、
エプロンシアターが紹介される予定です。

薬剤師国家試験 正答
６頁 問194…４

12頁 問203…４

16頁 問229…１

17頁 問220…１

20頁 問217…２

22頁 問236…３

33頁 問235…３

41頁 問208…２
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今回のオリンピックほど夢中になってテレビ観戦したことはありませんでした。
一生懸命に競技する選手の姿には、本当に感動の連続です。
パワーをいただき、私も新たなことに挑戦してみることにしました。
年齢は気にせず、“継続は力なり”を信じて。

＜水無月＞

新前の広報委員です。会報誌発行には時間と
労力が掛かっていることを再確認しました。
本箱の肥やしにしないよう……反省。

＜○ま＞

「何と暑いなぁー」とコンクリートの道を歩いていると額から、
背中から汗がどうーっと流れて、一層体中が暑くなるが、山道
の木陰に入ると吹く風はもう新涼そのもの。
幾分、黄色くなり始めた稲穂を横目に、「薬草を親しむ会」実
施の町役場や芸北高校等へ挨拶まわりをした。
まだお盆前なのに早くも自生のおみなえし、あざみ、山リンド
ウ、アキノキリンソウ等、随所に咲いて、秋の気配は整っている。
山の空気は実に美味しい。緑の匂いが肺胞の先端まで届く気が
する。「薬草を親しむ会」当日は、どんな山の姿を見せてくれ
るだろう。沢山の方々の参加を期待しつつ山を後にした。

＜K.H＞

歳のせいか、このごろよく転びます。
昨年は右足の腱が伸びて３カ月程不自由し
ました。この夏にも転んで左足捻挫。
でも必ず旅行した後に転んでます。
「遊ぶことは絶対忘れない奴」と家族から言
われてしまいました。

＜396＞

この夏は北京オリンピック、高校野球と大
忙し。クーラーの効いた部屋でテレビにか
じりついていてはメタボ対策にならず。体
重を増やさないよう（特定健診のへそ周り
がこわい）さらなる努力をせねば。せめて
通勤はしっかりと自家用自転車でガンバリ
ましょう。（トホホ…） ＜T2＞

平井紀美恵　　青野　拓郎　　二川　　勝　　池田　和彦
村上　孝枝　　山岡　紀子　　原田　修江　　後藤　佳恵
難波　利元

編　集　委　員
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日本薬剤師国民年金基金



－1－

保険薬局ニュース
平 成 20 年 ９ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会

Vol.16 No.5（No.87）

特定疾患治療研究事業に係る医療給付について

平成20年７月４日

広島県薬剤師会保険薬局部会

これまでは、受給者証に記載のある委託医療機関のみで受診できることとなっており、受給者証に記

載のない医療機関で受診する場合は、患者が特定疾患医療機関の変更・追加届出書を提出しなくてはな

りませんでした。

平成20年７月１日からは、特定疾患医療機関の変更・追加届は廃止され、受給者証の医療機関名の記

載の有無にかかわらず、全医療機関で特定疾患医療受給者証を使用できることになりました。

ただし、これまで通り、受給者証に記載のある疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に対する医

療に限ります。

処方せんにおける公費適用・非適用は医師の判断によります。

特定疾患医療に係る処方せんの調剤に関しては、今まで通り全ての保険薬局

で調剤・保険請求可能であり、患者の自己負担はありません。

吸湿性のある薬剤の一包化について

県薬会誌５月号の記事（P.18）で、吸湿性のある薬剤を別包にした場合、一包化薬では算定できず、
全て内服薬で算定すると掲載しておりましたが、これを訂正いたします。

吸湿性があって一包化に適さない薬剤が、一包化薬に含まれていた場合、テープで留める等の工夫に

より、一包化薬の目的（薬剤の飲み忘れや飲み誤りの防止、または、薬剤を直接の被包から取り出すこ

とが困難な患者への配慮）を十分踏まえた調剤が行われていれば、一包化薬で算定しても差し支えあり

ません。

ただし、患者の自己調節のために別包にした場合は、内服薬での算定となります。

後発医薬品調剤体制加算に係る施設基準の届出について

平成20年３月27日付けの保険薬局ニュースにて、後発医薬品調剤体制加算に係る施設基準について、

毎年７月１日現在の状況の報告が必要とありますが、７月１日現在の状況報告が必要な場合は、広島社

会保険事務局保険課より、直接、通知が届きます。通知が届かない場合は、報告する必要はありません。
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アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて

平成20年６月13日に薬価収載されたアダリムマブ製剤（ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL 関節リ
ウマチ治療薬）の保険適用上の取扱いに関して、

①在宅自己注射指導管理料等の対象薬剤

②保険医が投与することができる注射薬（処方せんを交付することができる注射薬）とされました。

海外からの産業技術研修生に係わる調剤費の請求方法について（お願い）

日薬業発第178号

平成20年８月４日　

都道府県薬剤師会会長殿

日本薬剤師会

会長　児玉　　孝

標記につきまして、財団法人海外技術者研修協会（以下、「AOTS」という。）理事長から、別添のと
おり協力依頼がありましたのでお知らせいたします。

本件は、海外からの産業技術研修生（以下、「研修生」という。）の調剤費の取り扱いについて、保険

薬局への協力を依頼するものです。

これまで、研修生が診療ならびに調剤を受ける場合には、AOTSまたは受入企業の担当者が同行する
とともに、その際の調剤費につきましては、AOTSが指定する請求方法（別添参照）により保険薬局へ
の支払いが行われてきたところですが、今般、改めてAOTSより文書による協力依頼がありました。
本会としては、従来どおり協力していくことといたしますので、つきましては、貴会会員にご周知下

さるようお願い申し上げます。

（別添） 海外からの産業技術研修生に関わる調剤費の請求方法について（お願い）

海技協総部08-07-371
平成20年７月29日　

社団法人　日本薬剤師会

会　　長　児玉　　孝　殿　

財団法人海外技術者研修協会

理 事 長　　金　子　和　夫

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は当協会事業に格別のご理解ご協力を賜

り厚く御礼申し上げます。

当協会は経済産業省所管のもと、海外からの産業技術研修生の受入および研修に関する事業を行い、
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国際経済協力を推進して相互の経済発展及び友好関係の増進に努めております。1959年に設立されて以

来、昨年度までに14万人を超える研修生を受け入れ、ここ数年では毎年6,000人以上を受け入れており
ます。

これら研修生の疾病及び怪我等に係わる診療につきましては、厚生労働省、社団法人日本医師会及び

社団法人日本歯科医師会のご協力を得て健康保険法の規定に準じた費用の算定をしていただき、診療費

は本人負担分も含めて全額を当協会宛てにご請求をいただいております。また、調剤費につきましても

かねてより処方せんに基づき同様にご協力をいただいているところです。

つきましては研修生の調剤費に関し、下記の要領にて引き続きご協力が得られますようご高配賜りた

く改めてお願い申し上げます。

謹白

記

１．対象者

当協会受入の産業技術研修生であり、当協会発行の「研修生の身分および診療に関する証

明書」を窓口にて提示し、かつ当協会所定の「研修生個人別診療費請求書」を提出する

者。

２．調剤費の算定

健康保険法の規定に準ずる。

３．請求方法

研修生から提出された「研修生個人別診療費請求書」に薬局名、請求金額、振込先銀行名

等必要事項ご記入、ご捺印の上、調剤報酬明細書を添付し、本人負担分も含めて全額を当

協会へ請求する。

４．支払い方法

「研修生個人別診療費請求書」受領後の翌月末に、海外旅行保険特約契約を締結している

損害保管会社または当協会が、指定された口座に振り込む。

５．本件担当部署

財団法人海外技術者研修協会（AOTS） 産業人材育成部　受入経理課

電話：03-3888-8220 FAX：03-3888-8242
住所　〒120-8534東京都足立区千住東１丁目30-1

６．別添

・研修生個人別診療費請求書

以上
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インターフェロン治療費助成に係る医療費（薬剤費）確認書の記載について

平成20年８月12日　
肝炎インターフェロン治療指定薬局各位

広島県薬剤師会
会長　前　田　泰　則　

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
広島県健康福祉局長より次のとおりに広報依頼がありましたので、お知らせいたします。
つきましては、当該助成制度の受給対象患者が右記様式を持参された際には、それ以前の当該調剤に
関する記入について対応の程、よろしくお願いいたします。

なお、同通知を、県薬会誌９月号（No.217）にも掲載いたしますことを申し添えます。

肝炎インターフェロン治療指定薬局の皆様へ

広島県健康対策課健康増進室

本年４月から開始した、B型・C型ウイルス性肝炎患者に対するインターフェロン治療費助成制度の
円滑な運営に当たり、平素より御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
御承知のとおり、申請から受給者証発行までの期間のインターフェロン治療費の助成については、患

者からの申請により償還払いを行うこととしています。
その際、医療機関等の領収書を添付いただいていましたが、助成対象外の治療費が含まれている場合

があり、確認に多大な手間を要することから、別紙の確認書を新たに定めました。
お手数をおかけしますが、対象医療費（患者負担額のうち、助成対象となる医療費の額）の記載につ

いて、御協力をお願いします。
なお、対象とする医療は、B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うイン

ターフェロン治療で、保険適用となっているものとなります。

別紙
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【参　考】

対象医療…・B・C型肝炎ウイルスの根治を目的として行うインターフェロン治療で、保険適用と
なっているもの

・当該治療を行うために必要となる初診料、再診療、検査料、入院料、薬剤料等及び当該

治療を継続するために必要な治療費

※文書料、入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養標準負担額は対象となりません。

その他、不明な点については、広島県健康対策課健康増進室（082）513-3076へお問合せください。

【肝炎インターフェロン治療受給者証をお持ちの皆様へ】

助成開始月から７月末までに立て替えた医療費・薬剤費がある方は、肝炎インターフェロン治療医療

費支給申請書（様式第12号）に、この確認書と次の書類を添えて提出してください。

・医療機関・薬局で発行の領収書

・医療、調剤内容、保険点数等が記載された書類（明細書等）

三次市の福祉医療制度の拡大について
平成20年８月７日

社団法人　広島県薬剤師会長　様

三　次　市　長

（ 育 児 支 援 課 ）

平素は、三次市の福祉医療制度の運営についてご協力いただき誠にありがとうございます。

さて、本市では平成20年９月から児童医療費助成制度及び妊婦一般健康診査助成制度を拡大します。

児童医療費助成制度については、対象年齢が「小学校６年生まで」から「中学校３年生まで」になり

ます。制度の内容については、現在の児童医療助成制度と同様です。

なお、対象児童をお持ちのご家庭にはすでに申請手続きの案内をしており、申請をされた場合には有

効期間が「平成20年９月１日」からの受給者証を随時交付しておりますので、ご承知ください。（平成

20年９月１日以降の診療分が助成対象となります。）

妊婦一般健康診査助成制度については、平成20年９月１日より、妊婦一般健康診査受診票の交付枚数

を「６枚」から「10枚」に拡大します。

同封のポスターを掲示していただき、また、関係医療機関へのご周知について、よろしくお願い申し

上げます。

《宛先・お問合せ先》
〒728-0013 三次市十日市東三丁目14番１号
三次市子育て支援局　育児支援課
電話：0824-62-6148／FAX：0824-62-6300
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児童医療費助成制度について

（拡大による対象者）

平成５年４月２日～平成８年４月１日生まれの児童で、三次市に住民票があること（中学生）

（受給者証について）

（一部負担金について)

乳幼児等医療費助成の制度改正について
平成20年８月21日

各　　位

尾道市長　平谷　祐宏

（ 公 印 省 略 ）

（ 福祉保健部子育て支援課）

平素から、地域の保健福祉行政の推進にあたり格別のご支援、ご協力をいただき心から感謝申しあげ

ます。

さて、乳幼児等医療費助成制度につきまして、平成20年10月１日から通院の助成範囲を小学校３年生

までに拡夫します。つきましては、所管の医療機関等への周知方よろしくお願い申しあげます。

改正内容につきましては、次のとおりです。

資料

大 き さ 現行の児童医療受給者証のとおり

色 現行の児童医療受給者証のとおり

公 費 負 担 者 番 号
現行の児童医療受給者証のとおり
90340100

受 給 者 番 号
現行の児童医療受給者証のとおり
頭番号１で始まる８桁の数字（９年間同じ番号）

一 部 負 担 金 現行の児童医療受給者証のとおり

有 効 期 間 ９年間（ただし３年ごとの自動更新）

入
院 医療機関ごとに１日500円（医療機関ごとに月14日を限度）

入
院
外

医療機関ごとに１日500円（医療機関ごとに月４日を限度）
保険薬局（院外処方）で薬剤の支給を受ける場合及び補装具代につい
ては、一部負担金なし

※その月のその後の期間内に当該施術所において上記日数を超える施術を
受けた際、一部負担金を支払うことを要しない。
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（１成分１品目)
［内用薬］

薬価基準収載医薬品（平成20年6月27日付）

商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円）

アイセントレス錠400mg
（万有製薬）

227

ラルテグラビルカリウム

HIV感染症 400mg1錠 1510.40

市単独事業対象者の受給者番号（７桁）の頭番号を、「３」とします。

小学生の受給者証の色はピンク色になります。

※窓口で支払っていただく一部負担金は変更ありません。

１医療機関につき１日500円まで（ただし、同一医療機関での１カ月における支払限度日数は、通院

月４日、入院月14日まで）

※院外処方の場合における保険薬局での一部負担金及ぴ治療用装具代に関する一部負担金はありません。

※小学校３年生とは、満９歳に達する日以後の最初の３月31日までです。

改正前（平成20年９月30日まで）

・０歳から就学前（入院・通院）

・小学１年生から小学６年生（入院）

・乳幼児等医療費

改正後（平成20年10月１日から）

・０歳から小学３年生（入院・通院）

・小学４年生から小学６年生（入院）

・乳幼児等医療費

子育て支援課児童福祉係
電話：0848-25-7113
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薬剤師連盟のページ

平成19年度 広島県薬剤師連盟事業報告　　　　　
平成19年度事業計画に基づいて、諸事項の推進に努めた

ところであるが、去る平成19年７月に施行された参議院議

員通常選挙においては、日本薬剤師連盟組織内統一候補

藤井基之氏の落選という結果に終わり、構造改革が実施さ

れるも幾多の先行き困難な問題が山積である。再度、薬剤

師議員の重要性をアピールしながら今後の活動に繋がるよ

う、行動しなければならない。

次に、その他の諸項目については、日常の活動を通じた

事業の展開を図ったところである。

なお、主な会務並びに活動状況は次のとおりである。

平成19年４月２日（月）各支援団体への挨拶回り

３日（火）自由民主党と各種団体との会議

12日（木）広島県薬剤師連盟　会長、正・副

幹事長会議

21日（土）日本薬剤師会前専務理事・参議院

議員藤井基之政策秘書　渡辺　徹

氏の政令指定都市訪問

22日（日）日本薬剤師連盟女性薬剤師の集い

（東京）

５月９日（水）日本薬剤師連盟「都道府県薬剤師

連盟並びに幹事長連絡会議」（東京）

12日（土）第46回自由民主党広島県支部連合

会大会

17日（木）広島県薬剤師連盟　会長、正・副

幹事長会議

19日（土）日本薬剤師連盟中国ブロック協議

会（岡山）

21日（月）都道府県薬剤師連盟幹事長会議

（東京）

６月５日（火）広島市議会藤田博之議長に面会

６日（水）参議院比例区広島県事務連絡者と

の事務打合せ会

11日（月）都道府県薬剤師連盟地域支部長会

（東京）

〃　　　　国民の医療を守る決起集会（東京）

〃　　　　藤井もとゆき決起集会（東京）

15日（金）広島県薬剤師連盟監査会

16日（土）岸田文雄君を励ます会

〃　　　　自民党広島県支部代表者と各種団

体との合同会議

17日（日）広島県薬剤師連盟　役員・支部

長・班長会議（西部）

〃　　　　広島県薬剤師連盟定時総会

22日（金）日本薬剤師連盟平成19年度臨時総

務会

23日（土）「’07政治決戦を前に」自由民主党幹

事長 中川秀直代議士を励ます会

〃　　　　広島県薬剤師連盟　役員・支部

長・班長会議（東部）

29日（金）河井克行ゆめづくりフォーラム

part16
７月６日（金）日本薬剤師連盟中・四国ブロック

協議会（岡山）

〃　　　　藤井もとゆき君を励ます会（岡山）

〃　　　　広島県薬剤師連盟 緊急支部長・

班長会議（西部）

10日（火）衆議院議員岸田文雄事務所へ挨拶

〃　　　　広島県議会議員山木靖雄先生へ面会

〃　　　　広島県議会議員窪田泰三先生へ面会

11日（水）日本薬剤師連盟都道府県連盟実務

担当者会議（東京）

12日（木） 〃　　　　　（東京）

〃　　　　みぞて顕正出陣式（広島・東広島）

13日（金） 〃　　　 （福山・三原）

17日（火）藤井もとゆき街宣車（広島→福山）

19日（木）広島県薬剤師連盟会長、正・副幹

事長及び支部長会議

20日（金）藤井もとゆき候補と同行（支援団

体訪問）

22日（日）広島県薬剤師連盟役員会議

25日（水）みぞて顕正決起大会

９月３日（月）衆議院議員平口　洋君を励ます会

19日（水）全国藤井もとゆき薬剤師後援会

「臨時協議会」（東京）

25日（火）衆議院議員増原義剛君と語る会

26日（水）日本薬剤師連盟「平成19年度臨時

評議員会」（東京）

〃　　　　藤田博之広島市議会議長全国市議

会議長会議会長就任祝賀会

10月６日（土）平成19年度臨時県薬連盟会長会

（兵庫）

22日（月）河井あんり広島県議会警察商工労

働委員長就任祝賀会

27日（土）広島県薬剤師連盟役員会議

11月10日（土）衆議院議員岸田文雄先生内閣府特

命大臣就任を祝う会

12月15日（土）平成19年度日本薬剤師連盟ブロッ

ク協議会（中国・四国・九州合同）

平成20年１月５日（土）中川秀直新春の集い

７日（月）奥原信也君を囲む「新春の集い」

10日（木）平成20年「河井克行を育てる会」
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合同新年交歓会

12日（土）衆議院議員岸田文雄後援会新年互

礼会

25日（金）藤田博之友の会新年互礼会

３月１日（土）衆議院議員増原義剛平成20年新春

の集い

12日（水）日本薬剤師連盟平成19年度定時評

議員会（東京）

〃　　　　 〃　　　　　定時総

会（東京）

平成19年度広島県薬剤師連盟収支決算

（収入の部） （単位：円）

（支出の部）

次年度繰越金　　￥5,441,105－

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

科　目 予算額 決算額 附　　　　　記

会　　　費 31,225,600 29,615,160 入金差異金額　 1,610,440-
事業補助金 1,000 580,000 日本薬剤師連盟

寄　付　金　　 1,175,200 1,130,350 自由民主党県連合会
繰入金収入 7,000,000 7,000,000 財政準備積立金取り崩し

繰　越　金　　 1,110,650 1,110,650 前年度繰越金

雑　収　入　　 87,550 32,154 預金利息

合　計 40,600,000 39,468,314

科　目 予算額 決算額 附　　　　　記

事 業 費 4,000,000 2,006,210 組織活動、渉外費等

会 議 費 2,100,000 1,601,675 総会、役員会議等

事 務 所 費 1,500,000 1,203,363 通信運搬費、印刷製本費、消耗品費等

日薬連会費 16,230,400 16,230,400 日本薬剤師連盟会費

支 部 経 費 3,122,560 2,961,516
寄 付 金 6,600,000 4,000,000 自由民主党広島県薬剤師支部

事務委託金 6,000,000 6,000,000 広島県薬剤師会へ事務委託

雑 費 547,040 24,045
予 備 費 500,000 0

支 出 合 計 40,600,000 34,027,209
収 支 差 額 － 5,441,105
合　計 40,600,000 39,468,314
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日本薬剤師連盟は、平成22年執行予定の次期参議院議員

通常選挙の比例区における組織統一候補として、再度、藤

井基之元参議院議員を決定し、全面的に支援するとともに、

我々会員も全力で取り組む必要がある。

藤井基之元参議院議員の再選なくして、「後期高齢者医

療制度」を含む診療報酬・調剤報酬及び薬価改定、「医薬

品販売制度」等の諸問題に対する我々薬局・薬剤師の要望

は反映されない。

以上、この基本認識に立ち、今年度の事業を実施する。

１．恒常的政治活動

１）激変する政治情勢に対応し、我々の政治的課題を達

成するために、日本薬剤師連盟、各支部との連携、

協力と役割分担による適切な政治活動を積極的に展

開する。

２）薬剤師の活動を積極的に支援するために、自由民主

党国会議員で組織する薬剤師問題議員懇談会と緊密

な連携をとり活動する。

３）地元選出の国会議員との連絡を図り、薬剤師の抱え

る問題、本連盟の主張について理解を深めるよう努

力する。

４）藤井基之薬剤師後援会と常に密接な連絡、協調を保

ち、積極的に支援する。

５）その他、本連盟の友好団体等との日頃からの交流活

動を継続して行う。

２．各種選挙対策

１）参議院議員選挙

①平成22年に執行予定の次期参議院議員通常選挙比例

代表区選挙においては、藤井基之氏を再度、組織の

統一候補として、強力な支援体制を確立し、講演会

活動等を積極的に展開する。

②自由民主党薬剤師問題議員懇談会加入議員に対して

は、県薬連盟会員との連携を強化し、その活動を支

援する。

③薬剤師問題に理解を示し、本連盟と連携して政策に

反映しようとする候補者に対しては、日薬連と協力

して、可能な限り活動を支援する。

２）衆議院議員選挙

①衆議院議員選挙が実施される場合には、選挙対策本

部を設置するとともに、地方組織の活動を支援し、

積極的に対応する。

②自由民主党薬剤師問題議員懇談会加入議員に対して

は、それぞれの選挙区において県薬連会員との連携

を強化し、その活動を支援する。

３）地方自治体首長並びに議員選挙

各支部との連携のもと薬剤師会員の首長並びに議員

候補予定者の把握に努め、関係支部組織と連携・協

力して勢力の拡大を目指す。

３．組織の強化・拡充

１）活動する政治体制に適切に即応し、常に薬剤師職能

を発揮させる組織作りを強化する。

２）各種選挙に対し組織作りを強化し、広報活動等を通

じて会員の政治意識の高揚を図る。

４．広報活動について

各支部と連携のもとに各種情報の把握と伝達に務め

る。また、会誌等を通じて会員に情報を随時伝達する。

５．その他

本連盟の目的達成のため、必要な事業を推進する。

平成20年度広島県薬剤師連盟収入支出予算
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

科　目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 附　　　　　記

会　　　費 31,291,200 31,225,600 65,600
@16,000×1,581人=25,296,000-
@  4,800×1,249人=  5,995,200-

事業補助金 1,000 1,000 0

寄　付　金　　 1,130,350 1,175,200 △44,850 自由民主党広島県連合会より

繰入金収入 0 7,000,000 △7,000,000
繰　越　金　　 5,441,105 1,110,650 4,330,455 前年度繰越金

雑　収　入　　 36,345 87,550 △51,205 預金利息等

収 入 合 計 37,900,000 40,600,000 △2,700,000

（収入の部） （単位：円）

平成20年度 広島県薬剤師連盟事業計画
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（支出の部）
科　目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 附　　　　　記

事　業　費 4,000,000 4,000,000 0 組織活動費・渉外費

会　議　費 2,100,000 2,100,000 0 総会・役員会・その他

事 務 所 費 1,500,000 1,500,000 0 旅費・通信運搬費・消耗品費・印刷製本費
日薬連会費 16,166,400 16,230,400 △64,000 日本薬剤師連盟会費

支 部 経 費 3,129,120 3,122,560 6,560

寄 付 金 6,000,000 6,600,000 △600,000
自由民主党広島県薬剤師支部　4,000,000-
藤井もとゆき薬剤師後援会 2,000,000-

事務委託金 4,000,000 6,000,000 △2,000,000 広島県薬剤師会へ事務委託

雑 費 504,480 547,040 △42,560 振込手数料等

予 備 費 500,000 500,000 0

支 出 合 計 37,900,000 40,600,000 △2,700,000

平成20年度
第１回 日本薬剤師連盟中国ブロック会議

去る平成20年７月26日（土）午後２時から島根県
松江市（サンラポーむらくも）で標記会議が開催さ
れた。
この会議での最重要事項は、“班組織の連携・強化”
という事で各県から発表された。
このことは、前回の藤井選挙の敗因を探り、次回

の選挙に向けて、問題を克服していく点において最
も重要なことである。
また、後援会名簿の集め方や、日薬連だよりの配

布の仕方も検討された。
いくつかを抜粋してみるので、是非、参考にして

みてほしい。

【班組織活動の活性化】

・班長は、その班内を絶えず巡回し、藤井もとゆ
きを当選にもっていく。
・班組織（連絡網）をきちんと整備され活用して
いる支部と、されていな支部の温度差がある。
活用できていない班組織については協議し、変
更・再編する。
・班の薬局数は最大で10薬局までとする方が、充
分な活動がしやすい。
・薬局には勤務薬剤師が多く、オーナーに連盟活
動に対して理解・協力を得ることが必要で、
オーナー会のようなものを設けてはどうか。
・若手薬剤師の取り込み、病薬（病院薬剤師）、卸

勤務の薬剤、無職の薬剤師も同様に、情報の伝
達ルートの開拓。（中堅・若手薬剤師の人材発
掘）
・会員間の懇親を深められるような活動。

【後援会名簿の集め方】

・明確なＡＢＣのランク付け、Ａランクについて
は①会員薬剤師とその家族を中心に確実な名簿
１人５名、②勤務薬剤師・薬局職員（県薬職員）
とその家族で確実な名簿１人３名に重点を置く。
・回収後にも電話作戦で使用するという認識不足。
（記入漏れや重複）

【日薬連盟だより】

・班長宛に配布されている日薬連盟だよりの配布
を確実にする。（止めない溜めない）
・研修会等でも配布し活用する。
・病薬へも配布しているのか。
・県薬会誌の連盟のページでも紹介するなどして
連盟活動に理解・協力を求めていく。
・本部からのメッセージを発信できる広報活動な
ので、“連盟＝政治的な活動”ということばかり
ではなく、調剤報酬改定等諸問題が連盟活動の
一環に繋がるという認識が得られていくのでは
ないか。

幹事長 松下　憲明



テーマ：「もっと、薬剤師」
会　期：平成20年11月16日（日）
会　場：広島県薬剤師會館

〒730-8601 広島市中区富士見町11-42

TEL：082-246-4317 FAX：082-249-4589

参加費：予約2,000円　当日3,000円　学生（社会人を除く）は無料
＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：１演題12分（発表10分・質疑2分）の予定

２．口答発表の内容について

1）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方

2）保健・医療・福祉分野での地域との関わり

3）患者への情報提供活動や情報収集

4）医薬品に関する調査・研究

5）学生実習の受け入れ

6）その他、日常業務に参考となるもの

３．申込期限：平成20年9月12日（金）まで

３．申込期限：発表要旨は10月10日（金）必着

４．申込方法：

①発表演題名（タイトルに施設名を入れることは、ご遠慮下さい。）

②発表者氏名（共同発表者がいる場合には発表者に○印を付けて下さい。）

③所属（支部名、団体名など）

④連絡先住所（自宅又は勤務先）、電話番号、メールアドレス

以上を記入の上、お申し込み下さい。

５．申込先：

〒730-8601 広島市中区富士見町11番42号　広島県薬剤師會館内

〒730-8601 社団法人広島県薬剤師会

〒730-8601 第29回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

〒730-8601 TEL：082-246-4317（代） FAX：082-249-4589

〒730-8601 ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

第29回広島県薬剤師会学術大会 

演 題 募 集  
第29回広島県薬剤師会学術大会 

演 題 募 集  
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