








� 座 長 松 下 憲 明
５．「禁煙活動状況に関するアンケート結果」について
� （社）広島県薬剤師会薬剤師禁煙支援アドバイザー認定制度特別委員会
� 原 田 修 江
６．当薬局における喫煙状況の把握と禁煙支援への取り組み

～たばこに関するアンケート調査を実施して～
� 安芸支部 島 田 直 実
７．抗菌薬適正使用に向けた薬剤師によるコンサルテーション体制の構築とその効果

� 広島佐伯支部 山 崎 歌 織
８．在宅緩和ケア推進の課題と対策

～麻薬小売業者間譲渡許可制度の検討を通じて～
� 広島佐伯支部 江 口 徳 吉
９．ＨＰＮが必要な乳幼児の腸疾患４症例を経験して

～在宅移行における保険薬局の果たす役割とその問題点～
� 広島支部 若 宮 香 織

ポスター発表 12：30～13：50

１．６年制薬学教育での長期実務実習の評価
～初めて実施した広島県内の病院・薬局実習に対する学生の評価～

� 福山大学薬学部 佐 藤 英 治
２．６年制長期実務実習の課題と今後

～Ⅰ期受け入れ前後のアンケート結果より見えてきたもの～
� 広島市薬剤師会学生実習受入委員会 竹 本 貴 明
３．６年制長期実務実習 福山支部の取り組み
� （社）福山市薬剤師会 薬学生受入実行委員会 井 上 真
４．６年制長期実務実習 安佐支部の取り組み
� 安佐薬剤師会学生受入委員会 岩 西 哲 造
５．第Ⅰ期実務実習を受入れて～困難事例と今後の課題～
� （社）呉市薬剤師会実習生受入委員会 濵 﨑 匡 史
６．Ⅰ期薬局実務実習受け入れを終えて ～初めての６年制実習～

「ツバメと共に巣立っていった！」
� （一般社）安芸薬剤師会 安芸府中薬局 大 谷 純 一
７．６年制実務実習 第１期を終えて ～在宅・緩和ケア・学校薬剤師業務を中心に～
� 薬局ドラッグス ソウ北口店 宗 文 彦
８．６年制長期実務実習 第１期２名の実習を終えて

～第２期（１名）の途中経過とともに～
� （有）福山けんこう工房 くるみ薬局 清 原 一 樹
９．６年制実務実習 第Ⅰ期を終えて ～当社の取り組みと今後の課題～
� ㈱ハーティウォンツ ウォンツ薬局光町店 丸 田 亮
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シンポジウム 14：00～16：30

テーマ「検証 長期実務実習」
� 座 長 木 平 健 治
� 片 山 博 和

基調講演 ６年制長期実務実習 第１期を終えて
～病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構の立場から～
病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構

委員長 手 嶋 大 輔 先生

講 演１ ６年制実務実習 第１期を終えて～大学の立場から～
福山大学薬学部准教授 佐 藤 英 治 先生

講 演３ 初めてのスケジュールアップ
～そして、実習を終えて見えてきたこと～

しばた薬局 堀 裕 子 先生

講 演２ ６年制実務実習 第１期を終えて見えてきた課題
～病院薬剤師の立場から～

マツダ㈱マツダ病院 安 原 昌 宏 先生

講 演４ ６年制実務実習 第１期（薬局）を終えて
～目標達成に向けて大きな力となった薬局実習～

広島国際大学薬学部 覚 前 美 希

講 演５ ６年制実務実習 第１期（病院）を終えて
～がん治療におけるチーム医療から学んだこと～

福山大学薬学部 山 根 有美子
討 論

閉 会 副会長 村 上 信 行
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日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会

日時：平成22年8月18日（水） 13：30～
場所：日本薬剤師会 第一会議室

理事 豊見 敦

議題１ 正副委員長の選出
委員長に石垣委員（東京）、副委員長に吉富委

員（佐賀）が選出され、メーリングリストの開設
が了承された。

議題２ 平成21年度全国職能対策実務担当者会
議の評価および本年度会議のあり方について

平成22年２月に開催された上記会議(全国会議)
の概要と前期委員がとりまとめた「会議報告並び
に地域での活用について(意見)」について報告さ
れた。続いて、３月に行った出席者と都道府県薬
に対するアンケートの回答概要が報告された。

報告を受け、本年度の全国会議のあり方につい
て協議した。

○出席者について
・21年度全国会議では「貴会において次世代

のリーダーとして活躍を期待されている
方、例えば、県薬の委員会活動を担ってお
られる方や、30代・40代の若手の方」の派
遣を要請した。若手育成の効果がある一方
で、地元に帰って会務に反映する権限を持
たない者が派遣されることもある。県薬・
支部薬の活動につなげていくことが重要で
ある。

・若手をバックアップする組織作りが重要
○会議の目的・手法について

・この会議の目的は課題を地元に持ち帰り、
地域に応じた解決策を見出し行動を起こし
て欲しいと言うことであり、日薬の方向性
を決めていく作業ではない。

しかし現状はプランの伝達になってお
り、企画主旨が反映されていない。

○今後の進め方について
・本年度の企画を立案し、２回目のアンケー

トを実施して本年度の運営に反映する。
協議の結果、本年度も昨年同様①基調講演②

SGD③全体協議で実施することとし、メーリング
リストを用いて本年度のテーマ等について検討を
進めることとした。

日程については平成23年２月６日（日）10：30
－16：45東京都内での開催を内定し常務理事打合
会に報告することとされた。

議題３ 薬局業務、薬剤師職能PRのための周知
活動費の交付方法について

本年度の上記予算について検討し、「コンテス
ト形式の提案」や「企画書・予算書を提出するべ
き」等の意見が述べられた。薬局薬剤師部会担当
役員と意見調整の上、８月中に都道府県薬剤師会
に通知することとされた。

議題４ 医薬分業の質の向上に向けた検討
前期の「地域医療における具体的課題の検討」

や「新薬剤師行動計画の課題に対する取り組み」
に続き、本年度は医薬分業の質向上について多面
的に議論し、委員会から執行部に提案するような
活動をするべく小田常務理事より述べられ、地域
医療に貢献する具体的な活動の例として、福岡県
薬剤師会におけるジェネリック医薬品の普及に関
する取り組みが紹介された。

その後フリーディスカッションが行われ、委員
長より「薬剤師会が国民や会員に向けて行う施策
について具体的な提案などを行っていきたい」と
述べられ次回以降も引き続き協議を進めていくこ
ととされた。次回委員会は11月12日開催予定。
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第４回 公益法人制度改革に関する全国担当者連絡会議
常務理事 二川 勝

日時：平成22年8月19日（木）13：00～16：30
場所：日本薬剤師会8階会議室

松下副会長と私で参加しました。

児玉日薬会長の開会挨拶の中で、公益社団法人日本薬剤師会は（オール薬剤師の会）を目指して行きた

いとの事で下記にイメージ図を載せておきます。

司会 公益法人制度改革検討特別委員会副委員長 根本 清美
１．開会挨拶

13：00～13：10 日本薬剤師会会長 児玉 孝
２．日本薬剤師会公益法人制度改革特別委員会の検討概要報告

13：10～13：20
日本薬剤師会公益法人制度改革検討特別委員会委員長 乾 英夫

３．公益法人制度改革係る日本薬剤師会の検討状況について
（各都道府県薬剤師会への依頼事項を含めて）
13：20～14：50 日本薬剤師会担当常務理事 曽布川和則

［休憩 14：50～15：10］
４．質疑応答

15：10～16：30
５．閉会挨拶 日本薬剤師会担当副会長 七海 朗

新法人移行後の都道府県薬剤師会の正会員の体系（イメージ）

公益社団法人日本薬剤師会
（オール薬剤師の会） 地域・職域部会

・総務部
・会計部
・学術部
・公衆衛生部
・学校薬剤師部

地域・職域部会 [例 ]
執行部 [例 ]

・開局・地域部会
・病診部会
・製薬・卸部会

・行政部会
・大学部会
・農・水産部会

地域支部 職域支部

・薬局
・店舗販売業
・配置販売業
・その他

都道府県薬剤師会

・病院
・診療所

・製薬
・卸 行政 薬系大学 農・水産業
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まだまだ検討課題ばかりでこのようになりましたと報告できませんが、資料の中で日本薬剤師会のあ

ゆみが有りました。温故知新で参照して下さい。

日本薬剤師会のあゆみ（その1）
1874年（明治７年） 医制公布、薬舗主（後薬剤師）に調剤権賦与。
1879年（明治12年） 地方に任意の薬舗会（後薬剤師会）が設立され始めた。
1889年（明治22年） 「薬品営業ならびに薬品取扱規則」公布。
1890年（明治23年） 日本薬剤師連合会設立。
1893年（明治26年） 日本薬剤師連合会改組、日本薬剤師会設立。
1909年（明治42年） 日本薬剤師会は社団法人の認可を受け、公益団体となる。
1925年（大正14年） 薬剤師法公布。
1926年（昭和元年） 薬剤師会令公布、薬剤師の強制加入を定めた公法人道府県薬剤師会、公法

人日本薬剤師会が設立。
1943年（昭和18年） 薬剤師法を吸収して新薬事法制定。新薬剤師会令公布、新公法人日本薬剤

師会設立（日本薬剤師会は国の機関となる）。

日本薬剤師会のあゆみ（その2）
1945年（昭和20年） 終戦。復興に向け活動開始。9月22日に理事会を開催。新事業計画を作成。
1948年（昭和23年） 新薬事法公布。日本薬剤師会は日本薬学会と合体して、会員の入退会自由

の社団法人として改組。
名称も「日本薬剤師協会」と改名。

1949年（昭和24年） 米国薬剤師使節団が医薬分業の実施を勧告。
1956年（昭和31年） 医薬分業制度が法制化、施行された。
1962年（昭和37年） 日本薬学会が別の社団法人となり、日本薬剤師協会は「社団法人日本薬剤

師会」に復称。
1964年（昭和39年） アジア８カ国の薬剤師会が「アジア薬剤師会連合（FAPA）」を結成。
1966年（昭和41年） 第１回アジア薬剤師会連合学術大会が東京で開催。
1968年（昭和43年） 創立75周年記念式典挙行し、天皇陛下の御臨席を仰ぐ。
1973年（昭和48年） 創立80周年記念式典挙行。第１回日本薬剤師会学術大会を東京で開催。

日本薬剤師会のあゆみ（その3）
1974年（昭和49年） 日本医師会は「医薬分業を５年後に実施したい」との方針を表明。
1976年（昭和51年） 薬剤師卒後教育３カ年計画立案し、日本短波放送を通じて講義を開始。製

薬勤務薬剤師部会設立。
1978年（昭和53年） 行政勤務薬剤師部会設立。
1979年（昭和54年） 薬剤師卒後教育3カ年計画第Ⅰ期講義終了、第Ⅱ期講義開始。生涯教育の

講義も開始。
1980年（昭和55年） 第８回アジア薬剤師会連合学術大会を京都で開催。
1982年（昭和57年） 開局薬剤師部会設立。
1983年（昭和58年） 動物薬剤師部会設立。
1985年（昭和60年） 医療法の一部改正が公布され、医療計画条項中に「薬局・薬剤師」記載。
1989年（平成元年） 財団法人日本薬剤師研修センター設立。
1890年（平成２年） 日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局制度」発足。
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10月27日（水）には、第５回公益法人制度改革に関する全国担当連絡会議が開催されます。

そろそろ詳しく報告できるのではと、張り切って行ってきます。

日本薬剤師会のあゆみ（その4）
1992年（平成４年） 医療法の一部改正が公布され、医療の担い手として医師、歯科医師ととも

に薬剤師、看護婦を明記。

1993年（平成５年） 創立100周年記念式典挙行。

1994年（平成６年） 日本薬剤師会内に「薬剤師教育改善推進対策本部」を設置。

1995年（平成８年） 薬事法等の一部改正が行われ、調剤した薬剤についての情報提供が薬剤師

に義務化。

1997年（平成９年） 日本薬剤師会の医薬分業推進対策本部幹事会が、「薬局のグランドデザイ

ン－将来ビジョンと21世紀初頭に向けての活動方針－」（最終答申）を公

表。

2003年（平成15年） 薬事法等の一部改正が行われ、医薬品の製造販売業に総括製造販売責任者

（薬剤師）等の設置が義務化。

日本薬剤師会のあゆみ（その5）
2006年（平成18年） 薬事法の一部が改正され、新たな医薬品販売制度が制定された（平成21年

６月全面施行）。大学における薬学教育の修業年限が４年から６年に延長

された。

医療法等の一部改正が行われ、薬局が「医療提供施設」として位置付けら

れた。

薬剤師法の一部改正が行われ、調剤の場所が患者居宅へ拡大され、また、

薬剤師氏名等が公表されることになった（平成19年４月施行）。

薬剤師法の一部改正が行われ、薬剤師の行政処分の見直しとともに、行政

処分を受けた薬剤師に対する再教育研修が義務づけられた（平成20年４月

施行）。

第21回アジア薬剤師会連合学術大会を横浜で開催。
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第75回日本薬剤師会通常総会

日時：平成22年8月28日（土）・29日（日）
場所：東京 グランドプリンスホテル赤坂

日本薬剤師会代議員 青野 拓郎

代議員150名が出席し、曽布川常務理事の司会

で開催され開会前に藤井基行参議院議員の挨拶が

ありました。

土屋副会長による開会の辞の後、正副議長の登

壇、事務局点呼、会議成立宣告、議事録署名人の

指名、尾島議事運営委員長より議事日程の説明、

決算委員会設置の承認されました。

児玉会長による会長演述があり、①全ては薬剤

師職能確立のために、②権利と義務そして会員の

意識改革、③薬学部実務実習生の“目の輝き”を

大切にの３点について話されました。

下記の議題が一括上程され

報告第１号 平成21年度会務並びに事業報告

議案第１号 理事追加選任の件

議案第２号 平成21年度収支計算書及び財務諸表

決算の件

（監事 会務並びに会計監査報告）

議案第３号 平成21年度収入支出決算に伴う剰余

金処分の件

七海総務担当副会長及び木村担当常務理事より

それぞれ説明・提案があり、楠監事より平成21年

度の会務並びに会計監査報告が行われました。

続いて、物故会員への弔慰の黙祷が捧げられた

後、議案第1号について単独採決が行われ、稲垣

治氏（東京都）の理事追加選任が議決され、すぐ

に理事者席に移られました。

次に、重要事項の経過報告として、石井専務理

事より①医薬品販売制度改正への対応、②薬剤師

養成教育（実務実習他）への対応、③医療制度改

革への対応、④公益法人制度改革への対応、⑤会

館建設に向けての対応、⑥薬剤師将来ビジョンの

策定について、⑦その他に分けて説明がありまし

た。

午後からは、ブロック代表質問となり、医薬品

品新販売制度、薬学教育６年制、次期診療報酬改

定、保険調剤、後発医薬品の使用促進、公益法人

制度改革、薬剤師の将来、ドーピング防止活動等

について活発な質疑応答が行われました。

医薬品新販売制度については、北陸信越ブロッ

クの中島代議員から本年１～３月に実施された厚

生労働省の「一般用医薬品販売制度定着状況調

査」において覆面調査の方法がとられたことに関

して日薬の見解について質問がありました。これ

に対して理事者側より、調査方法に関して抵抗感

はある。しかし、我々は以前から医薬品の規制緩

和反対を訴えてきた経緯から、新販売制度への対

応は十分にできていると考えている。ただ、調査

方法について不適切な部分があれば、申し入れを

行いたい旨回答されました。

保険調剤については、中国ブロックの吉田代議

員より処方せんの使用期間が「原則交付日を含め

て４日以内」とされているが、５～６日を経過し

ていても長期継続処方されている患者等において

服薬の継続が確認できた場合には、残りの日数分

の調剤が認められるようお願いしたい旨の要望が

ありました。これに対して理事者側より、このよ

うなケースと分割調剤とを明確に区別した上で、

実態に合わせた検討が必要と考える旨回答されま

した。

他にも基準薬局制度の社会へのアピール、薬歴

管理の法的位置づけ、麻薬の小包装化についての

要望、高度管理医療機器等の継続研修の在り方、

日本標準産業分類における薬局の分類の在り方な

ど質疑応答が行われました。
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２日目は、最初に決算委員会委員の指名が行わ

れた後、各ブロックからの一般質問が行われまし

た。基準薬局の今後の在り方、公益法人制度改革

に係る日薬の情報発信、抗癌剤などの高額医薬品

の管理、６年制薬剤師の公務員俸給表に関する要

望状況等について質疑応答が行われました。

次に、本年10月の第43回学術大会開催県の大塚

宰長野県薬剤師会長からの挨拶後、昼食休憩をは

さみ、議案第２号の審議を付託された決算委員会

が別室で開催され、その間、本会議は中断し協議

会が開催されました。決算委員会終了後、加藤久

幸委員長（神奈川県）より同委員会では理事者提

案どおり了承する旨の審議内容が報告されまし

た。

その後、報告及び議案の採決が行われ、報告第

１号、議案第２号及び３号が理事者報告・提案の

とおり承認議決されました。

最後に山本副会長より閉会の辞が述べられ、２

日間にわたる総会の全日程を終了しました。

平成22年度 緩和ケア薬剤師研修

日時：平成22年９月15日（水）・16日（木）
場所：広島県緩和ケア支援センター

安佐支部 川本 智子

平成22年９月15、16日に広島県緩和ケア支援セ

ンターで行われた緩和ケア薬剤師研修に参加させ

ていただきました。

緩和ケア支援室 古山様よりご挨拶があり、緩

和ケア支援センター内の施設についてご説明があ

りました。３階の病棟はすべて個室で、ご家族の

方にも休んでいただけるようソファーベットがあ

りミニキッチンや、同階にはファミリーキッチ

ン・浴室・ラウンジ等があり、屋上は庭園があり

ます。

緩和ケア支援センター長 本家医師より『広島

県が目指す緩和ケア・緩和ケアの概念』について

ご講演されました。オレンジ・バルーン・プロ

ジェクトは、「緩和ケア」の正しい知識をひとり

でも多くの方に知ってもらうプロジェクトで、ま

だ終末期のケアだと一般的に思われていますが、

診断時の早期から緩和ケアをはじめる事の大切さ

を学びました。

訪問介護ステーション「そよかぜ」所長�松井

様より『地域における「在宅緩和ケア」の現状と

課題』について講演されました。患者様やご家族

を一体としたケア、24時間連絡がとれる体制をと

る事により患者様の在宅への不安をなくし、痛み

等の症状コントロール（トータルペイン）、専門

職がチームでの共通の考えを持ち職能を発揮する

事や、在宅緩和ケアに於いて麻薬・薬物療法・在

宅酸素療法・ＩＶＨ等の場合で薬剤師の関わりの

重要性もお話いただきました。

安芸市民病院�緩和ケア病棟専任�松井医師より

『緩和ケアにおける症状マネジメントのメカニズ

ム及びマネジメントの実際』について講演されま

した。まず患者様に傾聴し、痛みの強さやパター

ン・表現にも個人差がある為、スケール等を参考

とし、疼痛治療の目標を患者さんと共有し、経口

投与を基本にＷＨＯラダーに従い個別的な量の投

与、細かい配慮する必要がある事を学びました。

２日目は緩和ケア支援室増田様よりグループ

ワークについてご説明がありました。

訪問介護ステーション「ピース」がん専門看護

師�濱本様より『在宅緩和ケアの実際・訪問介護

の立場から』についてご講演されました。在宅で

は表向きの部分だけでなく内面の部分と接し、
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様々なご質問・ご要望があるそうです。訪問看護

の立場から、外来化学療法の開始時やオピオイド

等の鎮痛剤開始時、独居や若年者等の方の場合、

医療費の見直しの必要時などで薬剤師の関わる事

が大事であることをお話いただきました。

広島県薬剤師会常務理事�有村先生より『保険

制度の理解「麻薬の取り扱いと居宅療養指導の位

置づけ」』について講演されました。居宅療養管

理指導・在宅患者薬剤管理や麻薬等についてのお

話や、在宅にはまず行ってみる事が大事で、管理

指導料をとるには計画書や医師への報告等も必要

となるためいつでも受けられるように準備をして

おく必要があること等を学ぶ事ができました。

県立広島病院緩和ケア科部長�小原医師より

『緩和ケアチームの機能と役割』について講演さ

れました。緩和ケアチームは、主治医より依頼を

受け患者様・ご家族の方とお会いし、１次緩和ケ

アはモニタリングが中心で（あくまでも主治医の

サポート）、２次緩和ケアでは直接頻回に診察し

ていきます。一般病棟から緩和病棟に移られた患

者様のオピオイドローテーションの症例について

も学びました。

県立広島病院薬剤科笠原先生より『緩和ケア

チームでの薬剤師の役割』について講演されまし

た。オピオイドを中心とする服薬指導では、オピ

オイドに対する一般的な誤解や不安を解消するよ

う説明し医療用麻薬である事をお話されるそうで

す。オピオイドの服用方法・特徴について、副作

用の対策やその他の薬についても患者様だけでな

くご家族にもお伝えする。痛みのアセスメントや

鎮痛剤の使い方、副作用等症例をみながら学びま

した。田村医院院長�田村医師より『在宅緩和ケ

アの実際・在宅医の立場から』についてご講演さ

れました。日本人の死亡原因はがんが３人に１人

がなると言われています。緩和ケアは病気の早い

段階からがん患者様の心身の苦痛を緩和すること

により、患者様らしく生きていただくためのもの

です。病院では医師がチームの中心となる事が多

いが、在宅では患者様とご家族がチームの中心で

ある事などお話いただきました。

グループワークでは『薬剤師ができる地域連

携』について話し合いました。薬薬連携（病院－

薬局、薬局－薬局の連携）・他職種連携では今後

病院や薬局間で積極的に連絡を取り合い、お薬手

帳の活用について、退院カンファレンスに調剤薬

局が呼ばれる事はなかなかないので参加できるよ

う病院薬剤師からの働きかけ等具体策についても

出し合いました。

この研修に参加させていただいて、病院薬剤師

の笠原先生や竹下先生、地域の薬局薬剤師の先生

方とお話し合いができた事も大変勉強になりまし

た。ありがとうございました。

基礎薬学 薬剤師国家試験問題（平成22年３月６日・７日実施）

� 正答は87ページ

問 49
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第４回 日本緩和医療薬学会年会

日時：平成22年9月25日（土）・26日（日）
場所：鹿児島県 鹿児島市民文化ホール

常務理事 青野 拓郎

前日の夕方の教育セミナーから参加しました。

18：00～20：15という時間の開催なのに多くの方

が出席されているのにまずびっくりしました。

１日目は、もっとびっくりするぐらいの参加者

（3,000人？）でした。午前中は、地域連携の４

題＋４題の口頭発表を聞きました。最初のセッ

ションでは、病院側が治療計画書及び登録レジメ

ンを薬局側へ提供し情報と知識を共有している薬

薬連携の話や静岡県での医療用麻薬の院外処方

せん応需薬局拡大を目指しての取り組みの中で病

院薬剤師による勉強会の開催、かかりつけ薬局へ

の連絡など連携をとっている話が興味深かったで

す。

次のセッションでは在宅緩和ケアに関するアン

ケートの結果から見えてきた問題点と今後の課題

の中で麻薬の廃棄金額が一千万円以上というスラ

イドで会場内がざわつきました。広島県だといっ

たいどれぐらいになるのだろう思いました。

午前中の８題を聞いて薬局の機能情報公開の中

で特に緩和ケアに関して夜間対応、麻薬への対

応、無菌製剤への対応、携帯型注入ポンプへの対

応などの情報も必要だと思いました。

午後からは、「入院から在宅まで 携帯型注入

ポンプを知ろう」、「がんの診断から緩和ケアま

で－緩和薬物療法認定薬剤師の取り組みと今後の

課題－」のシンポジウムを聞きましたが、初めて

聞く内容が多く勉強になりました。「鎮痛補助薬

の現状と将来の展望」のシンポジウムでは、「抗

うつ薬や抗けいれん薬を使用した場合の適応症は

どうされていますか」の質問に対しシンポジスト

の医師が「患者さんにこのような薬を使っている

ことを説明した上でこれらの病名で保険請求して

ます」というのが興味をひきました。

２日目も朝８：45には、すごい人でした。「地

域医療連携に加わるための薬剤師のがんばりどこ

ろは？～事例から「具体的行動の起こし方をみん

なで語ろう！～」のシンポジウムでは、お薬手帳

に服薬支援内容・情報（飲みやすい剤形、一包化

としない薬剤）を記入して活用しているという話

を聞いてシールを貼っているだけで他の情報量が

明らかに少ないと反省しました。病院からのコメ

ント、薬局からのコメント、在宅訪問スタッフの

コメントがお薬手帳にあると非常に有用なことも

あるだろうと思いました。

緩和ケアへの知識不足？から皮膚への副作用の

出ている患者さんにステロイドが処方された際に

薬局で「これは強い薬ですからあまり使わない方

がいいですよ」と指導され悪化したケースや、下

痢の副作用がかなりの頻度で発現する化学療法を

実施している患者さんにロペミンが処方された際

に処方せんどおりでなく添付文書どおりの指導を

して悪化したケースを聞いて、病院側からの情報

提供及び情報交換などの連携の必要性をつくづく

感じました。

今回、学んだこと、感じたことを今後の薬剤師

会の活動に生かしていきたいと思います。
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新たな高齢者医療制度についての公聴会

日時：平成22年10月２日（土）
場所：中国新聞ビル中国新聞ホール

副会長 野村 祐仁

唐澤剛厚生労働省保険局審議官の挨拶の後、

・「高齢者医療制度改革の方向性」岩村正彦高齢者医療制度改革会議座長

・「高齢者医療制度改革のポイント」吉岡てつを厚生労働省保険局高齢者医療課長

上記２つの説明が行われ、休憩を挟んで意見の紹介、質疑応答が行われました。

「高齢者医療制度改革の方向性」の説明では、検討に当たっての基本的な考えとして、

①後期高齢者医療制度は廃止する

②マニフェストで掲げている「地域保険としての一元的運用」の第一段階として、高齢者のための新

たな制度を構築する

③後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とする

④市町村国保などの負担増に十分配慮する

⑤高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする

⑥市町村国保の広域化につながる見直しを行う

の６点が示されました。

新しい高齢者医療制度の施行までのスケジュール（見込み）として・・・
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新制度の方向性として・・・・

「高齢者医療制度改革のポイント」の説明では、中間とりまとめの10のポイントとして、

Ⅰ 高齢者の方々の視点からの改革

１．年齢で保険証が変わることはなくなります

２．新制度に移る際、保険料のアップはできるだけ生じないようにします

３．高齢者の保険料の伸びが現役世代の伸びを上回らないことを基本とします

４．窓口負担は適切な負担にとどめます

５．年金天引きを強制しません

Ⅱ 現役世代の視点からの改革

６．公平で納得のいく支え合いの仕組みにします

７．大幅な負担増が生じないようにします

Ⅲ 保険運営の安定化を図る視点からの改革

８．公費を適切に投入します

９．国保の広域化を実現します

10．保険者機能が十分に発揮できるようにします

が示され、説明がありました。
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後期高齢者医療制度廃止までの第一段階の取組の説明がありました。

意見の紹介、質疑応答では、公聴会での意見を踏まえて、十分な議論は尽くされるのか？拙速な結論

ではいい結果が期待できない。公費の投入となっているが財源はどうなっているのか？等、熱い討議が

行われました。

また、この度の「新たな高齢者医療制度に関する公聴会」の資料は厚生労働省のホームページに掲載

されております。

高齢者医療制度の改革は、保険薬局業務において深く関わっていくものであり、今後も動向に注視し

ていくことが必要と思います。

薬事関係法規及び
薬 事 関 係 制 度 薬剤師国家試験問題（平成22年３月６日・７日実施）

� 正答は87ページ

問 106
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第43回日本薬剤師会学術大会 in ＮＡＧＡＮＯ
求められ・応えられる薬剤師へ －みすずかる信濃の国から思いをこめて－

日時：平成22年10月10日（日）・11日（祝・月）
場所：ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）他

【前日】
９日（土）の午後、広島を出発し名古屋経由

で長野に向かっ

た。定刻通りに広

島駅を出発し名古

屋駅に到着、お弁

当などの買い出し

中に名古屋駅構内

で愛知県薬剤師会

の「薬と健康の週

間」ポスターを

発見！！ 名古屋

駅を出発し、雨の降る長野駅に到着。ホテルに

チェックインしたのは21時であった。

【開会式】
前日の雨も上がり、長野駅東口からシャトルバ

スで開会式会場のホクト文化ホールに到着したの

は９時前だった。

事前登録していたが、昨年の経験から早めに行

動した為、スムーズにコングレスバッグの引き換

えと研修シールの交付を受け、９時半からの開会

式に備えた。

開会式は、浅野薫（フリーアナウンサー）の司

会で定刻に始まった。

第一部は、大森栄長野県薬副会長の開会宣言・

児玉孝日薬会長の大会会長挨拶・大塚宰長野県薬

会長の挨拶と進み、厚生労働大臣（代理）・文部

科学大臣（代理）・阿部守一長野県知事ほかの来

賓挨拶と続いた。

来賓紹介・祝電披露・薬剤師綱領楯引継と進み、

最後は来年度の開催県である生出泉太郎宮城県薬

会長の挨拶で終了した。

第二部は、表彰式が行われ、日本薬剤師会賞受

賞者７名・同功労賞受賞９名・同有功賞受賞団体

１団体の表彰であった。

第３部は、宇宙飛行士／日本科学未来館館長／

日本学術会議会員の毛利衛氏が「宇宙から見る生

命のつながり」についての特別講演であった。

予定より10分遅れで始まった特別講演は、２度

宇宙に行った経験と、ミッションスペシャリスト

として飛行した２度目の映像（地球１週を90分で

周回した１日を100倍速で再現）も披露して貰っ

た講演であった。

当日の信濃毎日新聞で大塚宰長野県薬会長と清

澤研道長野赤十字病院院長の記念対談（長野県薬

剤師会120周年）の中に薬剤師は「町の科学者」

と言った記事を目にしたことで、理学博士の毛利

さんは、薬剤師に親しみを感じた様子であった。

途中にフロアに降りて、「最近、嬉しかったこと

は？」の問いかけ、更に「何故？」「何故？」と

突っ込んでおられた。

常務理事 谷川 正之
報告Ⅰ
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最後には、児玉日薬会長にまで質問に及んだ。

こうして１時間の講演予定も過ぎ11時50分頃、終

了した。

【展示会場】
ランチョンセミナーでお弁当も食べ、シャトル

バスでポスター発表・展示会場のビッグ・ハット

へ移動した。

このビッグ・ハットの正式名称は「長野市若里

多目的スポーツアリーナ」で、1998年の第18回長

野冬季オリンピックでアイスホッケー会場として

使用するために建設されたそうで、建物に五輪の

マークがあった。

企業展示では、顔見知りの人や久々に再会した

企業関係者の姿があり、各ブースで話し込んだ。

年々華やかになっており、お祭り（？）会場のよ

うにも感じた。

薬剤師会関連で、日本薬剤師連盟のコーナーで

は豊見敦先生が資料を配布、日本災害医療薬剤師

学会のコーナーでは佐々木順一先生の姿もあり、

広島の若手薬剤師が活躍していることをより実感

した。

【２日目】
朝起きると、前日の天気予報とは違って、どん

よりと曇った空であった。

１日目の興奮からか年齢(?)のせいか、朝早く目

が醒めたため８時前にホテルをチェックアウトし、

分科会10「長期実務実習元年－実りある実習を求

めて－」の会場であるホクト文化ホールに向かっ

た。

９時から第２会場（中ホール）で開催された分

科会は、森昌平日薬常務理事・笠井秀一日薬理事

の座長で始まった。

まず、基調講演として木下牧子（医療法人愛の

会公風園病院副理事長）先生から「望ましい医療

人教育」があり、薬学教育が大きく変化し、臨床

能力の充実が求められている中、プロフェッショ

ナルとして社会のニーズにどう応えるか、どう進

化するかといった講演内容であった。

続いて、７名のシンポジストの発表と続いた。

日本薬剤師会が行った第１期を終えたアンケー

ト調査や大学が行った学生や指導薬剤師へのアン

ケート調査の結果についてなどの発表を聞いたが、

広島県でも同じような結果を認識していたので、

再確認！

時間の都合でシンポジウムの途中、ポスター発

表・展示会場のビッグ・ハットへ移動した。

ポスター発表には、広島県からの発表もあった

が、その多くの発表番号が偶数であり示説が第１

日目であったためか、発表者にはなかなか会えな

かった。

偶然、Ｐ－216「ＨＰＮが必要な乳幼児の腸疾

患４症例を経験して－在宅移行における保険薬局

の果たす役割とその問題点－」の共同発表者であ

る古屋憲次先生にお会いし、説明していただいた

（この発表は11月21日の広島県薬剤師会学術大会

で口頭発表していただく予定です）。

長野駅から名古屋駅へは約３時間かかるため、
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●信濃毎日新聞 2010年10月10日㈰ 朝刊 全面広告

●信濃毎日新聞 2010年10月11日㈪ 朝刊記事
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日時：平成22年10月15日（金）・16日（土）
場所：広島国際会議場

第48回 日本医療・病院管理学会学術総会
テーマ：医（い）と癒（いやし）の目指すもの －安全・質・コスト・満足－

常務理事 谷川 正之

石川澄先生（広島大学病院・教授）が学術総会

長を務められ、「医と癒の目指すもの」を主題に、

進歩する医療関連技術の社会適用について、多目

的な討論が活発になされること、社会に「日本医

療・病院管理学会」の活動が広く認識され、さら

なる期待が寄せられることを念じての開催だそう

だ。

16 日（土）、９時から「医療事故の法的処理と

リスクマネジメント －刑法・医事法の視点から

－」と題し甲斐克則（早稲田大学大学院法務研究

科）先生の特別講演が企画されていたが、仕事の

都合で間に合わなかったのは残念だった。

13 時からの特別シンポジウムは、「保険医療の

電子化の課題」をテーマとして、コーディネーター

に石川澄先生、座長に宇田淳（広島国際大学）と

渡辺一平（広島国際大学）両先生が務められた。

まず、基調講演として内藤智雄（厚生労働省保険

局医療課医療指導監査室 特別医療指導監査官）

先生から「保険診療へのＩＣＴの適切な導入につ

いて」があり、保険診療における各種の業務のＩ

ＣＴ化では、即ち、who（誰が）・what（何を）・

when（いつ）・where（どこで）・why（どんな

目的で）・how（どのようにして）の５Ｗ１Ｈに、

whom（誰に）・howmuch（金額）・howmany（数

量）の項目を付け加えた６Ｗ３Ｈが事実に基づい

て記録され、それらの電子的記録についていわゆ

る電子カルテの３基準（真正性、見読性、保存性）

が担保されることが原則であり、これこそが「医

療安全」において求められている事項であるとの

ことであった。

続いて酒巻哲夫（群馬大学医学部付属病院）先

生が「保険診療で記録に求められる診療側の問題

点」について、合地明（岡山大学病院）先生が「院

内から地域へ －地域医療連携パスの活用－」に

ついて、早川富博（愛知厚生連 足助病院�院長）

が「保健・医療・福祉（介護）の合体 －中山間

地域の効率的な医療を目指して－」について、重

田由美（財団法人�田附興風会�医学研究所北野病

院）先生が「看護と介護のシームレスな連携」に

ついてと進んだ。

最後に総合討論が行われ、チーム医療や医療保

険と介護保険での「言葉の解釈の問題」が大きな

壁になっていること、地域連携パスの重要性など

の指摘があった。

今回の学術総会では、特別講演や特別シンポジ

ウム以外に、「政策・経済」「リスクマネジメント」

「質管理／質改善」「地域医療」「チーム医療」「在

宅・介護」「看護」等の企画セッションや一般口

演にポスター発表と多数の参加があり、抄録を良

く見てみると薬剤師も多く参加していることが分

かった。
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公認スポーツファーマシスト認定制度
基礎講習会

日時：平成22年７月10日（土）
場所：大阪

安芸支部 山本 文香

平成22年７月10日に大阪で実施された公認スポーツファーマシスト認定制度基礎講習会に参加致しま

した。当日の講習会内容をまとめましたのでご報告致します。

１．開会の挨拶

公認スポーツファーマシスト認定制度は５年前から着手しており、昨年、第一回目の講習会が実施さ

れた。今後、薬剤師によるドーピング防止活動を推奨することを目的として継続的に実施していくもの

である。

日本人は「うっかりドーピング」と言われる、意図的に薬物を使用したものではないのにも関わら

ず、風邪薬や常用している薬に含まれる成分がドーピング薬物に指定されていたため、記録が剥奪され

たりする例が多くあるため、アスリートが安心して薬を服用出来る環境をつくるため、薬剤師にはス

ポーツの現場にもっと関わっていって欲しいという内容であった。

２．ＷＡＤＡｃｏｄｅ及び国際基準について

・ＷＡＤＡｃｏｄｅは、2003年３月に発効され、アテネオリンピックからの実施となっている。その

後、４年に一度見直しが実施されており、2009年１月改訂が実施された。

・オリンピックの歴史は、ドーピングとの「いたちごっこ」になっている部分もあるため、ＩＯＣ会長

はドーピング違反に対する国内法整備を求める考えを明らかにしている。

・現在、広島もオリンピック招致に名乗りをあげているが「スポーツの持つ価値を理解・尊重し、国際

スポーツ社会の一員として、スポーツの価値を保全する活動に積極的な国でなければ、オリンピック

のホスト国になり得ない。」という内容の文書が出されている。ホスト国に立候補する国は、アン

チ・ドーピングに対する高い意識を求められる。

・どんなに努力をしてオリンピックに出場しても、ドーピングをする選手がいると、対等な立場で実力

が発揮することが出来ないということを忘れてはいけない。

・アンチ・ドーピング活動において、薬剤師が携わっていく部分は、禁止表と治療目的使用に係る除外

措置の２点となる。

・ＷＡＤＡｃｏｄｅ国際基準は４年に一度見直しがされているが、改訂は不定期に実施されている。た

だし、禁止表については、毎年１回見直しが実施され、改訂が行われている。

・禁止表国際基準では、具体的に

競技会検査と競技会外検査－常に禁止される物質

競技会検査－競技会外検査では分析対象外となる物質

に分類されており、対象の選手がどの競技会に出場するかによって、禁止物質が異なる場合がある。
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通常、禁止物質の使用は、記録の剥奪と２年間の競技会出場停止などの罰則を受けるが特定物質で

あれば、ＳＡＦＥＴＹ ＮＥＴの範囲ではあるが、記録の剥奪のみで出場停止は軽減される場合があ

る。（ＷＡＤＡの禁止表は毎年見直しがされている。デザイナーズステロイドなどが年々発見されて

いるため。）

・2004年のアテネオリンピックでは、日本のドーピング検体数が他国と比較して少ない状況であった。

このことは、ドーピングに対する意識が低いとみなされ、開催国でのドーピング検査対象になる可能

性が高く、競技前の体調を整える大切な時間をドーピング検査に費やされてしまうことにもなりかね

ない状況である。

・わが国におけるドーピング検査陽性事例は大変低い状況であるが、北京オリンピックでは陽性事例が

15例あり、ルールを超えてでも、ドーピングをして記録を出したいとする選手がおり、検挙との「い

たちごっこ」になっているとのことであった。

・Ｈ19・20年度のわが国のドーピング防止規則違反一覧を見ると、「うっかりドーピング」がほとんど

であることがわかる。このことより、適切な情報を提供する仕組みの構築が急務であることを受け

て、スポーツファーマシスト制度が設立されたとのことであった。

・今後は高校生の学習指導要領にドーピング防止教育が盛り込まれ、小学生・中学生にもドーピングに

ついての知識を教育していくことは必要であるとのこと。

・アンチ・ドーピング活動は、スポーツを何か悪いことをして記録を出しているのではないのか？など

の疑いの目で見られないためにも、ルールを守って競技をしている人のためにも、必要な活動である

とのこと。

・実際に、体調が悪くてもドーピングが怖くて薬を服用出来ず、競技当日、体調不良で実力が発揮出来

ない選手もいるとのこと。選手の身近な相談相手になって選手を守って欲しいとのことであった。

３．禁止表国際基準（ＷＡＤＡｃｏｄｅより）ついて

2010年禁止表国際基準の詳細について説明が実施された。

●禁止物質・禁止方法の定義より

つぎの３要件のうち２つを満たす場合、ドーピングとみなす。

① 競技者の能力を強化しうること。

② 競技者の健康にとって有害になりうること。

③ その使用がスポーツ精神に反すること。

２０１０年禁止表国際基準より

１．２０１０年禁止表国際基準は毎年見直しが実施されている。

２．監視プログラムとは、現段階では禁止はされていないが、今後禁止表に記載される可能

性があるため、監視が必要である物質のこと。

３．禁止表の主要な変更の要約。

４．禁止表へのプソイドエフェドリン再導入に関する追加情報。

５．禁止表Ｑ＆Ａ

〔薬剤師のためのドーピングガイドブック 2010 年度版 参照〕
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・たばこは②のみ該当するため、禁止物質とはならない。

－スライド資料に従い、ＷＡＤＡ禁止表の禁止物質と禁止方法の説明が行われた。－

【禁止物質の種類】

Ｓ１．蛋白同化薬

Ｓ２．ペプチドホルモン・成長因子および関連物質

Ｓ３．ベータ作用薬

Ｓ４．ホルモン拮抗薬と調節薬

Ｓ５．利尿薬と他の隠蔽薬

M１．酸素運搬能の強化

●自己血の禁止・・・練習前の酸素の多い血液を抜いておいて練習後にもどす行為。

ただし、酸素自体の補給は禁止しない。

M２．化学的・物理的操作

M３．遺伝子ドーピング

S６．興奮薬

S７．麻薬

S８．カンノビノイド(大麻)

S９．糖質コルチコイド

【特定物資（特定競技で禁止される物質）】

Ｐ１．アルコール－競技会で禁止

Ｐ２．ベータ遮断薬

【サプリメント】

サプリメントには禁止物質を含む製品があるため、特に海外の製品には注意が必要である。－サプリ

メントの服用は自己責任となる。

【市販薬】

●風邪薬と胃腸薬に注意！

例えば、

・パブロンにもたくさん種類があり、禁止物質であるメチルエフェドリンが含まれるものもある。－パ

ブロンの種類に注意！

・胃腸薬で湧永製薬の製品で禁止物質であるストリキニーネ(ホミカ)が含まれているものがある。胃腸

薬の名称にGがつくかUがつくかで含有成分が異なっている。

・滋養強壮薬にも

リポビタンの種類にも動物生薬が含まれている製品があるため、注意が必要である。

【漢方薬】

含有成分の確認が難しいため、漢方薬の服用は自己責任となる。
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よって、漢方薬以外の禁止物質を含まない薬品をすすめた方がよいとされている。

例えば、

ナイシトールやコッコアポSは防風通聖散の抽出品であるマオウが含まれている。

マオウは禁止物質である。

【問い合わせ】

・使用可能薬の確認の方法として

① 禁止表国際基準

② 薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック

③ 今日の治療薬

などのアイテムで調べてもはっきりしない場合、各都道府県薬剤師会へ問い合わせをする。

・ドーピングの問い合わせは、必ず文書で受けることが大切である。

－薬品名の聞き間違いや、勘違いをなくすため、必ず文書が原則である。

４．TUE国際基準について

●禁止物質・禁止方法の使用を要する医学的状態にある競技者が申請して認められれば、禁止物質・禁

止方法を治療目的で使用することが出来る。

－TUEの承認機関－

・国際的水準の競技者・・・国際競技連盟（IF）

・国内的水準の競技者・・・日本アンチドーピング機構（JADA）

選手のレベルによって分けられる。

IFは、国際レベルの中でも特にトップレベルの選手と指定された場合、全ての行動を報告しなくては

ならない。

●競技会〔時〕と競技会外について

競技会－通常は、競技会の12時間前から検体採取過程の終了までの期間

しかし、競技会により、競技会時は異なるため、注意が必要である。

競技会外－競技会時におけるドーピング・コントロール以外のドーピング・コントロールをする。

●ＴＵＥの申請は30日前までが基本〔審査の関係上〕であるが、もしも30日前を過ぎた場合であっても

必ず申請をすること。

●ＴＵＥには主治医の記入が必要である。〔本人＋主治医記入で完成〕

添付する書類は、実際に診断しやすいように、必要に応じて写真などを添付する。

●吸入ベータ２作用薬の申請に必要な医療記録には呼吸器の専門家による詳しい検査結果が必要となる。

これらの必要事項をまとめた「ＪＡＤＡ吸入ベータ２作用薬使用に関する情報提供書」を必ず添付す

ること。

●「使用の申告」が必要な対象薬物

・吸入サルブタモールとサルメテロール

・血小板由来製剤の筋肉以外の投与

・糖質コルチコイドの局所注射と吸入
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－申告方法－

ＡＤＡＭＳ－対象者はトップアスリート

ＪＡＤＡの公式記録書－各選手によって異なり、ＪＡＤＡ独自の制裁はないが、国際レベルの選手の

場合は、国際競技連盟の独自のルールがあるかもしれない。

５．気をつけなければならない違反事例

スポーツファーマシストとして実際に活躍されている笠師先生から、実例を挙げながら説明があった。

（例１）

スポーツ選手はドーピングに対する意識が低いため、禁止物質を服用してしまうことが多い。例えば、

禁止物質であるエファドラアルカロイド（マオウ）が入っている風邪薬を使用してしまって、チームが

出場辞退した例があった。マオウは市販薬やサプリメントに多数含有されているが表示がない場合があ

るので気がつかない場合が多い。

（例２）

監視プログラムに入っているカフェインは、心不全などの有害事象あり、カフェイン中毒により横紋筋

融解症発症事例（２００ｍｇ／ＤＡＹ服用）があった。

薬剤師に求められるものは、主にドーピング防止・抑止活動である。特に防止は大切である。次のよ

うなことを積極的に指導していく必要がある。

① 購入する際の薬の確認。

② 競技会前に安易に医薬品を服用しない。

③ 自分が問い合わせを受けたとき、あいまいな場合は、問い合わせ機関に聞く。

６．実際の活動事例

①相談応需の体制

（ア）競技団体・都道府県体育協会における活動

指導者、選手へのドーピング防止講演

（イ）都道府県薬剤師会の活動

スポーツキッズの保護者から、自宅にある薬を持ってきてもらうという活動。

（ウ）学校薬剤師としての活動

アンチ・ドーピング啓発活動

薬物乱用防止教育

高校学習指導要領への参加

主に笠師先生は国体やオリンピックなどでスポーツファーマシストとして活躍をして来られたとのこ

とですが、現在は、まだあまり認知されていない薬剤師のドーピング防止活動であるため、一人一人が

地道に活動をしていけば、必ず大きな力になる！という締めのコメントがありました。

７．競技者の視点から

元女子柔道オリンピック選手 田辺 陽子氏を迎えて、競技者としてのドーピング活動の重要性を講
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演して頂いた。

・四人兄弟の田辺さんは、幼い頃は母親の手づくりのおやつを食べて育った。

カキ氷にはきなこをかけ、カルピスも肉まんも母の手づくりであったとのこと。

カルピスを友人の家で初めて飲んだとき、売っているカルピスが自分の家で飲むカルピスと違って美

味しいことに気づいた！と話されていました。しかし、この食生活のお陰で、高校３年生で初めて出

会った柔道で、怪我のない選手生活を送ることが出来たため、オリンピック選手まで上りつめること

が出来た！とのことであった。

家族の支えのお陰であると話されていました。

そして、小学校の文集に、種目は記入していなかったが、将来の夢はオリンピックの選手！と書いていた

とのことなども話してくださいました。（もう１つの夢はやきとりやさんと書いていたそうです。）

今後の柔道界は、今までのオリンピック選定方法とは変わりランキング制になり、世界大会に出場

して、ポイントを得ていき、男子22位・女子14位でないとオリンピックに出場出来なくなるため、谷

亮子選手のように、世界大会に１度か２度出場して優勝をしたから選出される。ということはなくな

るというお話でした。

また、北京オリンピックの選手村の様子などのお話も聞かせてくださいました。

女子ハンマー投げの記録が年々下がってきているグラフを見せていただき、このグラフはドーピン

グの疑いがあったことを示唆するため、オリンピックが薬物の効能により勝敗を左右するイベントに

なってはいけない！と話されていました。

スポーツは人類の貴重な財産であるため、自分の能力を信じて意味のある勝負であることが大切で

あると述べられました。

最後にアトランタオリンピックで、残り30秒で金と銀の勝敗が分かれたときのお話をされ、未だに

悔やまれる。と話されていたことが印象に残りました。

田辺さんは、残り30秒になったときに、判定で勝てる！と考え、守りに入ってポイントを取りにい

かなかったため、相手にポイントを取られ負けたそうです。

未だにそのことが悔やまれ、後輩の育成の際にどのようなアドバイスをするか、自問自答しながら

練習に参加するそうです。

講習会の後に、廊下で田辺さんとご一緒することが出来たため、握手と記念撮影に応じていただき

〔サインを忘れてしまったことは後悔です。〕地元の高校生や国体レベルの選手は、競技会前の風邪

などのときに薬の服用で相談できる相手がいないため、体調が悪いままで出場をして、練習の成果が

発揮出来ない場合や、服用した薬に禁止物質が含まれていたため、チー

ムが参加を辞退する場合があるため、今回の講習で学んだこと活かして今

後、是非選手たちの身近な相談相手として、活躍をして欲しい！との励ま

しを受けました。

薬剤師としての職能を発揮できる職域であることの再認識をした講習会で

あるとともに、各医薬品の詳しい体内動態なども再度勉強をしなくては！と

思いました。
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会員カードでWポイントがつきます。

広島県Wポイントカード加盟店 平成22年10月１日現在
店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

広島市安芸区
COOL INN. 船越本店 082-822-6667
ちから 船越店 082-824-0301
ちから 矢野店 082-888-5246
ちから 矢野西店 082-889-5188
マダムジョイ 矢野店 直営食品売場

082-889-2441
MEN'S REVO 船越店 082-822-6646

広島市安佐北区
大野石油店 可部バイパスSS

082-819-0210
大野石油店 高陽町SS 082-842-1890
キャン・ドゥ 可部店 082-814-7008
山陽礦油 かめ山SS 082-815-6211
ちから 高陽店 082-842-2440
徳川 高陽店 082-840-0300
徳川 サンリブ可部店 082-815-2775

広島市安佐南区
エコール古市ショールーム 082-831-6161
エコール本部 082-877-1079
大野石油店 高取SS 082-872-7272
大野石油店 緑井SS 082-877-2008
釜飯酔心 毘沙門店 082-879-2211
カメラのアート写夢 高取店082-830-3588
COOL INN. 大町店 082-831-6760
住吉屋 古市店 082-877-1231
ちから 祇園店 082-875-5003
ちから 西原店 082-832-5520
ちから 八木店 082-830-0235
徳川 毘沙門台店 082-879-0141
徳川 安古市店 082-879-9996
広島第一交通㈱上安営業所 082-872-5410
福助タクシー㈱古市営業所 082-877-0004
HOBBY TOWN 広島店 082-831-6577

広島市佐伯区
AUTO GARAGE うえるかむ

082-927-2510
大野石油店 五日市インターSS

082-941-5020
大野石油店 造幣局前SS 082-923-6029
釜飯酔心 五日市店 082-922-8663
サイクルショップカナガキ 五日市店

082-924-5525
ちから 五日市店 082-922-8661

ちから 楽々園店 082-921-6693
徳川 五日市店 082-929-7771
マダムジョイ 楽々園店 直営食品売場

082-943-8211
MEN'S REVO 楽々園店 082-943-4960

広島市中区
英国式足健康法 リフレックス

082-248-7722
えびすの宴 082-243-6166
えひめでぃあ 082-545-6677
大野石油店 牛田大橋SS 082-221-1511
大野石油店 西白島SS 082-221-8834
大野石油店 八丁堀SS 082-221-3643
ｏｋａｓｈｉｍｏ 082-231-3221
釜飯酔心 本店 082-247-4411
寿司道場酔心 支店 082-247-2331
惣菜酔心 立町店 082-247-9581
COOL INN. サンモール店 082-248-2112
くれない 082-243-6700
芸州 胡店 082-243-6165
桜井花店 本店 082-247-1808
山陽礦油 相生橋SS 082-232-0145
しなとら パセーラ店 082-502-3382
体育社 本店 082-246-1212
ちから 本店 082-221-7050
ちから 上八丁堀店 082-211-0122
ちから 京口通店 082-502-6008
ちから そごう店 082-512-7854
ちから タカノ橋店 082-544-0002
ちから 十日市店 082-503-1089
ちから 中の棚店 082-545-6880
ちから 八丁堀店 082-228-9071
ちから 舟入店 082-294-7503
ちから 堀川店 082-241-8230
ちから 本通４丁目店 082-245-0118
徳川 総本店 082-241-7100
のん太鮨 パセーラ店 082-502-3383
ピカソ画房 本店 082-241-3934
ひろしま国際ホテル 芸州 本店

082-248-2558
ひろしま国際ホテル 東風 082-240-0558
ひろしま国際ホテル まほらま

082-248-6796
ひろしま国際ホテル ル・トランブルー

082-240-7556
広島第一交通㈱江波営業所 082-233-5871

広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 紙屋町店
082-247-2260

福助タクシー㈱本社営業所 082-232-3333
プロント 広島胡町店 082-544-1166
ボウル国際 082-244-4151
星ビル２F 知育玩具とオルゴール

082-249-3592
星ビル３F ベビーワールド 082-249-6181
星ビル４F アンティークドール

082-246-0026
星ビル５F オルゴールティーサロン

082-249-1942
星ビルB１F メディカルフィットネス

082-241-6348
マダムジョイ 江波店 直営食品売場

082-532-2001
マダムジョイ 千田店 直営食品売場

082-545-5515
三井カーデンホテル広島25F コフレール

082-240-1125
焼肉達人の店 寅 082-234-8929
横田印房 082-221-0320
リビング事業社 リビングコミュニティカレッジ

082-511-7706

広島市西区
一心太助 アルパーク店 082-501-1313
井口家具百貨店 082-232-6315
大野石油店 旭橋SS 082-272-3766
大野石油店 井口SS 082-276-5050
大野石油店 観音SS 082-231-6209
大野石油店 商工センターSS

082-277-1266
大野石油店 横川SS 082-237-1864
釜飯酔心 アルパーク店 082-501-1005
サイクルショップカナガキ 横川本店

082-231-2631
サイクルショップカナガキ 己斐店

082-272-2631
サカイ引越センター 0120-06-0747

082-532-1176
茶房 パーヴェニュー 082-239-4004
車検の速太郎 082-238-0100
車検の速太郎 カーケアプラザ

082-238-3939
ジャパンツゥリスト 082-292-0005
studio LOHAS 082-237-2911

◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）◎

Wポイントカードに
関するお問い合わせは

Wポイントカードシステムでは、2000ポイント貯まると翌月2,000円分のWポイント金券がお手元に届きます。

㈱和多利広島本社 Wポイントカード事務局
☎ 082 -830 -0230 平日10：00～18：00

Wポイントカードホームページ http://www.watari.biz/

新規受付は平成21年８月末をもって
終了しました。
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徳川 西条プラザ店 082-424-0300

八本松タクシー 082-428-0023

福山市
一心太助 福山本店 084-922-5611

エコール福山 ショールーム084-981-3733

快足屋 福山店 084-982-5151

山陽石油 住吉町SS 084-922-0939

山陽石油 セルフ神辺SS 084-962-0693

山陽石油 セルフ福山平成大学前SS

084-972-7940

山陽石油 多治米町SS 084-957-2601

山陽石油 深津SS 084-922-5750
山陽石油 福山春日SS 084-943-5494
山陽石油 福山東インターSS

084-923-7835
山陽石油 南本庄SS 084-922-3181
豆匠 福山店 084-921-2503
徳川 福山東深津店 084-929-2015
とんかつ德 イトーヨーカドー福山店

084-971-0050
HOBBY TOWN 福山店 084-927-1129

三原市
ごはんや 広島空港店 084-860-8215
徳川 三原店 0848-62-8824

三次市
囲炉り茶屋 やまぼうし 0824-69-2299
さざん亭 三次店 0824-64-0375
住吉屋 三次店 0824-62-5959
平田観光農園 0824-69-2346
広島三次ワイナリー 喫茶ヴァイン

0824-64-7727
広島三次ワイナリー バーベキューガーデン

0824-64-0202
広島三次ワイナリー ワイン物産館

0824-64-0200
フルーツレストラン まるめろ

0824-69-2288

その他
Heart Leap Up HIROSHIMA

082-545-5277
※会員登録で100ポイント、メールマガジ
ン受信ごとに１ポイント、メールマガ
ジン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）。
リースキン 家庭用事業部
広島支店 082-233-1141
広島北営業所 082-845-2882
広島西営業所 0829-31-6161
広島東営業所 082-824-1411

広島市西区（続き）
ちから 井口店 082-278-3666
ちから 観音店 082-232-5686
ちから 己斐店 082-507-0505
徳川 南観音店 082-503-3039
広島第一交通㈱（第１） 082-278-5511
広島第一交通㈱（平和） 082-278-5522
ホテルプロヴァンス21広島 スパラーザ広島

082-235-3930
マダムジョイ アルパーク店 直営食品売場

082-501-1112
マダムジョイ 己斐店 直営食品売場

082-271-3211
横川 ちから 082-292-5822

広島市東区
アリモト 本店 082-264-2929
大野石油店 広島東インターSS

082-508-5030
サイクルショップカナガキ 戸坂店

082-220-2031
ちから 牛田店 082-224-2201
ちから 尾長店 082-506-3505
ちから 戸坂店 082-502-5038
ちから 光町店 082-568-

-
6855

徳川 戸坂店 082-220 1818

広島市南区
大野石油店 エコステーション出島

082-254-1015
大野石油店 東雲SS 082-282-3993
大野石油店 皆実町SS 082-251-9108
釜飯酔心 新幹線店 082-568-2251
釜飯酔心 広島駅ビル店 082-568-1120
惣菜酔心 アッセ店 082-264-6585
銀河（えひめでぃあ） 082-253-1212
ごはんや 広島店 082-253-0300
サイクルショップカナガキ 東雲店

082-288-9101
山陽礦油 大州SS 082-282-4478
ちから 旭町店 082-254-6678
ちから 宇品店 082-505-0003
ちから 出汐店 082-254-2455
ちから 広島駅店 082-568-9121
ちから 福屋駅前店 082-568-2330
ちから 本浦店 082-286-1119
ちから 的場店 082-262-6594
ちから 皆実町店 082-253-3363
ちから 皆実４丁目店 082-250-0804
中国トラック 082-251-0110
豆匠 広島本店 082-506-1028
徳川 ジャスコ宇品店 082-250-0480
徳川 ビックカメラ・ベスト店

082-567-2388
徳川 南区民センター店 082-505-1620
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 広島新幹線店

082-263-0200

ホテルセンチュリー21広島 京もみじ
082-263-5531

ホテルセンチュリー21広島 フィレンツェ
082-568-5270

安芸郡海田町
ちから 海田店 082-822-1711
徳川 海田店 082-824-0111

安芸郡府中町
ちから 府中店 082-287-0933
ちから 向洋店 082-581-4321
広島第一交通㈱府中営業所 082-281-1191

大竹市
カメラのアート写夢 本店 0827-57-7700
カメラのアート写夢 油見店0827-53-5911

尾道市
瀬戸田すいぐん丸 08452-7-3003

呉市
大野石油店 熊野団地SS 0823-30-1042
大野石油店 呉SS 0823-21-4974
体育社 呉店 0823-22-8880
ちから 呉駅店 0823-32-5532
徳川 呉中通り店 0823-23-8889
徳川 広店 0823-70-0600
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 呉駅ビル店

0823-24-0222
MEN'S REVO 呉店 0823-25-6661

庄原市
総商さとう ウィー東城店 08477-2-1188

神石郡神石高原町
総商さとう 本店 08478-2-2011

廿日市市
大野石油店 廿日市インターSS

0829-20-1189
キャン・ドゥ 廿日市店 0829-32-3387
ジョイ薬局 0829-32-3077
第一ドライ 串戸店 0829-32-1863
徳川 廿日市店 0829-32-1111
ベストカーヤマナカ 0829-39-5100

東広島市
大野石油店 西条インターSS

082-423-3701
大野石油店 高屋ニュータウンSS

082-434-4411
大野石油店 東広島SS 082-423-9197
カギのひゃくとう番 082-424-3110
髪処 ふくろう 082-497-3337
住吉屋 西条プラザ店 082-423-7878
体育社 東広島店 082-422-5050

店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

★ご利用額100円に対するポイント数は加盟店によって異なります。（１ポイント１円で換算します。）
★加盟店によっては、一部取り扱い商品の対象外のものがあります。
★クレジット払いのできない加盟店（一部）も含まれています。
★加盟店によっては、団体・パーティーでのご利用に対して、ポイント加算の対象とならない場合があります。
★詳しくは各加盟店でご確認ください。
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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クラウンプラザ
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22年10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）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

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正

部 門
レジャー

進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
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）

設備

指 定 店
國富㈱広島営業所

Diving Service海蔵

㈱進物の大信

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

㈱JTB 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）

株式会社クラタ
コーポレーション

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）
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
特別価格

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）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
なし

なし

毎週火曜

不定休

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

土日祭休

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

広島市中区橋本町7- 27

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。
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平成22年7月常務理事会議事要旨◆

日 時：平成22年７月22日（木）17：00～18：40
場 所：広島県薬剤師會館２階 研修室
出席者：野村、松下、村上各副会長、豊見専務理事

青野、有村、小林、重森、田口、谷川、藤山、
二川、政岡各常務理事

欠席者：前田会長、木平・大塚各副会長、平田常務理事
議事要旨作製責任者：藤山常務理事

１．報告事項
（１）６月定例常務理事会議事要旨（別紙１）
（２）諸通知

ア．来・発簡報告（別紙２）
イ．会 務 報 告（ 〃 ３）
ウ．会員異動報告（ 〃 ４）

（３）委員会等報告
（前田会長）

ア．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
６月23日（水）於 東京・日薬

イ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月29日（火）於 東京・日薬

ウ．社団法人高知県薬剤師会移転記念祝賀会
７月18日（日）於 高知新阪急ホテル

エ．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（第１
回）
７月22日（木）於 東京・日薬

（野村副会長）
ア．平成22年度広島県地域保健対策協議会事業ＷＧ

６月18日（金）
介護に関するアンケートを実施し、内容につ
いては、今後、検討すると報告された。

イ．薬事情報センター委員会
６月24日（木）
本年度の運営について、検討したと報告され
た。

ウ．薬草に親しむ会
・現地挨拶 ６月29日（火）於 大竹市
・打合会 ７月21日（水）

� 於 広島県薬剤師會館
９月20日（月・祝）に、大竹市（三倉岳周
辺）で開催されると報告された。
（雨天の場合は、栗谷小学校で説明）

エ．正・副会長会議（資料１）
７月８日（木）
故障による、検査センター設置機器の買い換
え等の件を報告された。

（松下副会長）
ア．第21回中国地方社会保険医療協議会広島部会

６月24日（木）於 中国四国厚生局
新規４件、更新16件と報告された。

イ．日本薬剤師会平成22年度第２回都道府県会長
協議会（会長会）
６月30日（水）於 東京・日薬
内容については、県薬会誌９月号に掲載する
と報告された。

ウ．日本薬剤師会共済部総会
内容については、県薬会誌９月号に掲載する

と報告された。
６月30日（水）於 東京・日薬

エ．平成22年度広島県薬物乱用対策推進本部会議
７月16日（金）於 鯉城会館
薬物に関する授業が、小学校、中学校、高等
学校で増えてきていると報告された。

オ．社団法人日本柔道整復師会第35回中国学会広
島大会
７月17日（土）於 広島国際会議場
中国五県で、200～300名程度の参加者があっ
たと報告された。

（村上副会長）
ア．ひろしまＤネット・広島ダルク共催の来てみ

んさい！広島ダルク～第１回青少年を薬物乱
用・依存から救い出す市民フォーラム～
６月20日（日）於 広島市青少年センター
80名程度の参加者があったと報告された。

イ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成
講習会
６月27日（日）於 中国中央病院
60名程度の参加者があり、終日、ビデオ講習
が行われたと報告された。

ウ．保険薬局部会担当理事及び支部担当者会議
（資料２）
７月２日（金）
中国四国厚生局による、本年度の指導の予定、
指導大綱の説明をしたと報告された。

エ．在宅服薬管理推進委員会
７月13日（火）
ケアマネジャーへの講演会資料、パワーポイ
ントの作成、キャラバンメイト、認知症サ
ポーターの推進を検討していると報告された。

オ．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28回薬剤師のためのワーク
ショップ中国・四国in福山」
７月18日（日）・19日（月・祝）

� 於 福山大学
54名の参加者があり、補助金が無くなったた
め、小規模で行ったと報告された。

（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会平成22年度第３回理事会（資料３）

６月30日（水）於 東京・日薬
９月に、全国で1,000件の薬局を対象とした、
後発医薬品の使用状況の調査が行われ、11月
～12月に、200件の薬局を対象とした、明細
書発行に関する調査が行われる。
処方せんの電子化を検証する。
薬局の薬剤師不在時の閉鎖方法の緩和で、登
録販売者がいれば、薬剤師不在時でも、２類、
３類の医薬品は、販売しても良いのではない
か。という意見が出ており、日薬としては、
これに反対する意向を示している。
全国平均で、広島県の処方せん受取状況は、
上昇していない。
日薬会館の購入の件は、未定。
と報告された。

（青野常務理事）
ア．広報委員会
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６月22日（火）
７月１日の宅配便事業統合に伴い、ゆうパッ
クに遅延が生じ、県薬会誌７月号の発送も遅
れたため、７月４日（日）の平成22年度ヒロ
シマ薬剤師研修会の案内が、周知できなかっ
たと報告された。

（青野・二川各常務理事）
ア．日本薬剤師会平成22年度一般用医薬品担当者

全国会議（第１回）（資料４）
７月15日（木）於 ホテルはあといん乃木坂
日薬より、医薬品販売制度対応状況チェック
表を配布し、各県薬による調査依頼があった。
新たな販売制度の実行性の確保のための一般
用医薬品定着状況調査の結果公表があり、薬
局及び店舗販売業の全国で3,991件にチェッ
クが入った。
医薬品のリスク分類別の陳列状況は、第１
類医薬品が、適正に陳列されているのは、
97.6％であるが、リスク分類別に陳列されて
いる薬局は、57.2％。
第１類医薬品を置いていない薬局のリスク分
類陳列状況は、53.5％であった。
店舗従事者の名札着用状況は、62.5％。
と報告された。

（有村常務理事）
ア．ＮＰＯ法人広島県介護支援専門員協会定期総会

６月26日（土） 於 広島県健康福祉センター
県薬会誌９月号に、報告書を掲載すると報告
された。

（谷川常務理事）
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
７月４日（日）於 広島県薬剤師會館
参加者57名
例年どおり、薬事法、認定基準薬局、保険等
の指導を３名の講師で行われたと報告された。

イ．平成22年度ヒロシマ薬剤師研修会
７月４日（日）於 広仁会館 参加者39名
県薬会誌７月号の発送が遅れたため、参加者
が少なかったと報告された。

ウ．広報委員会
７月６日（火）
第１回目の原稿の割り振りをしたと報告され
た。

エ．会計担当役員打合会
７月13日（火）
検査センター設置機器の購入について検討
し、一般会計から予算を支出することとし
た（780万）。財政調整積立金を取り崩すか、
会館の施設設備整備費を積立ないか、平成22
年度の補正予算を組んで、対応すると報告さ
れた。

（藤山常務理事）
ア．ピンクリボンｄｅカープ

６月19日（土）
於 MAZDAZoom－Zoomスタジアム広島
約100十数名が、乳がん検診を推進するボラ
ンティア活動を行ったと報告された。

（二川常務理事）
ア．全国公益法人協会公益法人実務セミナー

７月20日（火）於 ＫＫＲホテル広島
２万５千弱ある、公益法人等が、新しく申請
を出しているのは、未だ800程度であると報
告された。

イ．公益社団法人化特別委員会
７月22日（木）
討議して欲しい案があるため、８月の常務理
事会の前に、正副会長会議の開催をお願いし
たいと報告された。

（石原事務局長）
ア．広島県がん検診推進に関する協定締結式（資

料５）
６月29日（火） 於 県庁・北館
大塚副会長との２名で出席し、当日は、ＴＶ
局が２社取材されていたと報告された。

イ．日本薬剤師会平成22年度試験検査センター連
絡協議会（資料６）
７月15日（木）・16日（金） 於 東京
城崎検査センター長との２名で出席した。
15日の日薬の曽布川常務理事の報告では、公
益法人制度改革に関する実情は、作業が２年
遅れており、８月の総会で、定款変更が議題
に上がるであろう。その後、情報提供できる
であろうとのこと。
各県薬は、日薬の動向を見ながら対応してい
るため、日薬からの情報提供を要求した。
精度管理について、３センターより報告が
あった。
16日には、６グループに分かれ、アクション
プランの実施状況について、討議が行われた。
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（野村副会長）

ア．広島県青年薬剤師会
６月20日（日）於 広島県薬剤師會館

イ．三次支部
６月25日（金）於 三次グランドホテル

（２）広島県乳幼児事故防止等検討専門委員会（資
料７）
７月６日（火） 於 県庁

（３）医療薬学フォーラム2010／第18回クリニカル
ファーマシーシンポジウム
７月10日（土）・11日（日）
於 広島国際会議場

（４）平成22年度薬物関連問題相談研修会（第１
回）（資料８）
７月15日（木）
於 広島県立総合精神保健福祉センター

３．審議事項
（１）日薬代議員中国ブロック会議について（松下

副会長）
期 間：７月24日（土）・25日（日）
場 所：セントコア山口
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質問事項－村上副会長）長期処方に伴う、分
割調剤の有効期間について

〃 －青野常務理事）簡易懸濁法 手間
のかかる作業をしても、一包化加
算の算定用件に合わないため、算
定できない。何か対応策はないか。

〃 －谷川常務理事）中国五県での検査
センターの方向性について、検討
して欲しい。

（２）ＩＰＰＮＷ世界大会2012について（資料９）
（野村副会長）
規模が大きく、多額な費用請求の可能性があ
るため、歯科医師会の動向を参考とすること
とした。

（３）第20回広島県健康福祉祭及びひろしまフード
フェスティバル2010における出展について

ア．広島県健康福祉祭（資料10）（野村副会長）
日 時：９月１日（水）・２日（木）

午前９時30分～午後５時
場 所：広島県民文化センター（広島市中区大

手町）
例年どおり、パンフレットの配布のみで、対
応することとした。

イ．ひろしまフードフェスティバル
日 時：10月30日（土）・31日（日）

午前10時～午後５時
場 所：広島城周辺及び中央公園（広島市中

区基町）
昨年度に引き続き、本年度も不参加とした。

（４）平成22年度北方領土返還要求運動広島県民会
議総会の開催について
日 時：７月26日（月） 午後１時30分～資

料11）（野村副会長）
場 所：鯉城会館
石原事務局長が出席することした。

（５）第２回広島県地域医療推進機構（仮称）設立
検討委員会の開催について
日 時：７月26日（月） 午後７時～（資料

12）（野村副会長）
場 所：県庁・北館
藤山常務理事が出席することした。

（６）平成22年度広島県禁煙支援ネットワーク運営
委員会の開催について
日 時：７月30日（金） 午後７時～（資料

13）（野村副会長）
場 所：（財）広島県環境保健協会
重森常務理事が出席することとした。

（７）平成22年度第１回広島県保険者協議会の開催
について（資料14）（野村副会長）
日 時：８月３日（火） 午後１時30分～
場 所：国保会館
石原事務局長が出席することとした。

（８）平成22年度第２回「がん検診へ行こうよ」推
進会議の開催について
日 時：８月５日（木）午後３時30分～（資

料15）（野村副会長）
場 所：県庁・本館
大塚副会長が出席することとした（代：野村

副会長）。
（９）平成22年度第１回広島県医療費適正化計画中

間評価検討委員会の開催について
日 時：９月７日（火）午後２時～（資料

16）（野村副会長）
場 所：県庁・北館
松下副会長が出席することとした。

（10）社団法人広島県臨床検査技師会創立60周年･
社団法人化20周年記念事業について
日 時：９月20日（月・祝日）午後２時～

（資料17）（野村副会長）
場 所：広島国際会議場ほか
式典のみ、豊見専務理事が出席することとし
た。

（11）第49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の開催について
期 間：11月６日（土）・７日（日）（資料18）

（野村副会長）
場 所：米子コンベンションセンター・米子

文化ホール
封筒・ポスター：1,599枚
封筒・ポスターについては、県薬会誌９月号
に同封する（薬局宛）。
申込書については、参加者に、直接送付され
る。

（12）第63回広島医学会総会について（資料19）
（野村副会長）
日 時：11月14日（日） 午後１時～
場 所：広島医師会館 ２階大講堂
前田会長の都合により、欠席することとした。

（13）褥瘡サミットin広島について（資料20）（野
村副会長）
日 時：８月８日（日）午後１時～
場 所：安田女子大学薬学部
案内を支部長宛に通知することとした。

（14）ＲＣＣラジオ使用による広報について（資料
21）（野村副会長）
ラジオ広報をすることと決定した。
８月10日（火）19：00より、ＲＣＣ広報担当
者の説明を受け、松下副会長、青野、谷川各
常務理事、石原事務局長で対応することとし
た。

（15）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成22年度がん征圧月間の共催について（資

料22）（野村副会長）
実施期間：９月１日（水）～９月30日（木）
主 催：（財）日本対がん協会、（財）広

島県健康福祉センターほか
共 催：広島県ほか
（前年度・共催承諾）
前年度と同様に、共催を承諾することとした。

イ．平成22年度老人保健福祉月間の主唱について
（資料23）（野村副会長）
実施期間：９月１日（水）～９月30日（木）
主 唱：広島県、（社福）広島県社会福祉

協議会ほか
（前年度・主唱承諾）
前年度と同様に、主唱を承諾することとした。
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ウ．第49回広島県身体障害者福祉大会の協賛につ
いて（資料24）（野村副会長）
日 時：９月７日（火） 午前10時～
場 所：呉市文化ホール
主 催：（社）広島県身体障害者団体連合会、

呉市身体障害者福祉協会
（前年度・協賛金１万円）
前年度と同様に、協賛することとし、１万円
を拠出することとした。

エ．新たな介護の在り方を考えるシンポジウムの
後援について（資料25）（野村副会長）
日 時：11月12日（金） 午後１時～
場 所：広島市南区民文化センター
主 催：広島県国民健康保険団体連合会
共 催：広島県
（初めて）
後援を承諾（費用なし）することとした。

（16）追加：「県民ウォークin庄原 さとやま博プ
レオープンウォーキング大会」への協力等に
ついて（資料）
日 時：８月２日（月） 午前10時半～11時

30分まで
場 所：県庁本館Ｒ階 Ｒ５会議室（広島市

中区基町10－52）
野村副会長が出席することとした。

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について（野村副会

長）
８月19日（木） 午後６時（議事要旨作製責
任者【予定】 政岡醇常務理事）

（２）平成23年度広島県四師会役員連絡協議会の開
催について
日 時：平成23年６月10日（金） 午後６時

30分～
場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
順番により、平成23年度は、薬剤師会が担当
すると報告された。

（３）広島県薬務課との事業打合会の開催について
（ＯＴＣの情報提供等・８月中開催希望）
開催日については、県薬に委任され、打合会
終了後、懇親会を開催すると報告された。

（４）その他行事予定
ア．平成22年度第１回中国・四国ブロックエイズ治

療拠点病院等連絡協議会
７月23日（金） 於 鯉城会館

イ．日薬代議員中国ブロック会議
７月24日（土）・25日（日） 於 山口

ウ．禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）
７月25日（日） 於 尾道市総合福祉センター

エ．新薬剤師研修会
７月25日（日） 於 広島県薬剤師會館

オ．平成22年度北方領土返還要求運動広島県民会議
総会
７月26日（月） 於 鯉城会館

カ．第２回広島県地域医療推進機構（仮称）設立検
討委員会
７月26日（月） 於 県庁・北館

キ．薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会打合会
７月27日（火）

ク．日本薬剤師会常務理事打合会
７月27日（火） 於 東京・日薬

ケ．平成22年度広島県地域保健対策協議会事業ＷＧ
７月28日（水）

コ．第22回中国地方社会保険医療協議会広島部会
７月29日（木） 於 中国四国厚生局

サ．第27回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整
機構会議
７月29日（木） 於 就実大学

シ．㈱ミロク情報サービスとの打合会
７月30日（金）

ス．平成22年度広島県禁煙支援ネットワーク運営委
員会
７月30日（金） 於 (財)広島県環境保健協会

セ．薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会
８月１日（日） 於 広島県薬剤師會館

ソ．プライマリ・ケア研究会世話人打合会
８月２日（月） 於 広島医師会館

タ．平成22年度第１回広島県保険者協議会
８月３日（火） 於 国保会館

チ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月３日（火） 於 東京・日薬

ツ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会（平成
22年度第１回）
８月４日（水） 於 東京・日薬

テ．平成22年度第２回「がん検診へ行こうよ」推進
会議
８月５日（木） 於 県庁・本館

ト．広報委員会
８月５日（木）

ナ．広島市原爆死没者慰霊式及び平和祈念式
８月６日（金） 於 平和祈念公園
出席案内の報告があった。

ニ．広島県がん対策推進協議会
８月９日（月） 於 県庁・北館

ヌ．広島県医療審議会
８月10日（火） 於 県庁・北館

ネ．平成22年度医薬品店舗販売業登録販売者試験
８月17日（火） 於 広島県立総合体育館

ノ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月17日（火） 於 東京・日薬

ハ．日本薬剤師会製剤・漢方委員会
８月18日（水） 於 東京・日薬

ヒ．公益社団法人化特別委員会
８月19日（木）

フ．常務理事会
８月19日（木）

ヘ．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22日（日） 於 広島県薬剤師會館

ホ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月24日（火） 於 東京・日薬

マ．第56回中国地区公衆衛生学会
８月24日（火）・25日（水） 於 島根県民会
館

ミ．広報委員会
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８月25日（水）
ム．日本薬剤師会平成22年度第４回理事会

８月27日（金） 於 東京・日薬
メ．日本薬剤師会平成22年度第３回都道府県会長協

議会（会長会）
８月27日（金） 於 東京・日薬

モ．日本薬剤師研修センター臨時全国薬剤師研修協
議会実務担当者会議
８月27日（金） 於 石垣記念館

ヤ．第36回広島県国保診療施設地域医療学会
８月28日（土） 於 広島市文化交流会館

ユ．第75回日本薬剤師会通常総会
８月28日（土）・29日（日） 於 グランドプ
リンスホテル赤坂

ヨ．第27回和漢医薬学会学術大会
８月28日（土）・29日（日） 於 京都

ラ．第70回ＦＩＰ国際薬剤師・薬学会議
８月28日（土）～９月２日（木） 於 ポルト
ガル共和国

リ．平成22年度第１回広島県医療費適正化計画中間
評価検討委員会の開催について
９月７日（火） 於 県庁・北館

ル．日本薬剤師会常務理事打合会
９月７日（火） 於 東京・日薬

レ．平成22年度毒物劇物取扱者試験
９月８日（水） 於 安田学園キャンパス

ロ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講
習会
９月12日（日）

ワ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月14日（火） 於 東京・日薬

ン．平成22年度緩和ケア薬剤師研修
９月15日（水）・16日（木） 於 広島県緩和
ケア支援センター

Ａ．公益社団法人化特別委員会
９月16日（木）

Ｂ．常務理事会
９月16日（木）

Ｃ．中区民生委員児童協議会児童福祉部研修会
９月17日（金） 於 中区地域福祉センター

Ｄ．健康サポートフェア2010
９月18日（土）・19日（日） 於 広島グリー
ンアリーナ

Ｅ．第72回九州山口薬学大会
９月19日（日）・20日（月） 於 山口県国際
総合センター

Ｆ．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29回薬剤師のためのワークショップ
中国・四国in広島
９月19日（日）・20日（月）於 広島国際大学

Ｇ．リレー・フォー・ライフ・ジャパン2010in広島
９月19日（日）・20日（月）於 広島女学院中
学・高等学校グランド

Ｈ．平成22年度薬草に親しむ会
９月20日（月）於 大竹市（三倉岳周辺）

Ｉ．社団法人広島県臨床検査技師会創立60周年･社
団法人化20周年記念、講演会・式典及び祝賀会
９月20日（月）於 広島国際会議場・ＡＮＡク

ラウンプラザホテル広島
Ｊ．日本薬剤師会常務理事打合会

９月21日（火） 於 東京・日薬
Ｋ．第４回日本緩和医療薬学会年会

９月25日（土）・26日（日） 於 鹿児島市民
文化ホール

Ｌ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月28日（火） 於 東京・日薬

平成22年８月常務理事会議事要旨◆
日 時：平成22年８月26日（木）18：00～20：30
場 所：広島県薬剤師會館２Ｆ 研修室
出席者：前田会長、大塚、木平、野村、松下、村上各

副会長
青野、有村、小林、重森、田口、谷川、平田、
藤山、二川、政岡各常務理事

欠席者：豊見専務理事
議事要旨作製責任者：政岡常務理事

１．報告事項
（１）７月定例常務理事会議事要旨（別紙１）
（２）諸通知

ア．来・発簡報告（別紙２）
イ．会 務 報 告（ 〃 ３）
ウ．会員異動報告（ 〃 ４）

（３）委員会等報告
（前田会長）

ア．広島県薬務課との事業打合会
７月30日（金）
医薬品販売制度の見直しと、厚生労働省が実
施した調査結果の報告がされた。

イ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会（平
成22年度第１回）
８月４日（水） 於 東京・日薬
年に一回行われる、研修会プランの打合せが
行われたと報告された。

ウ．日本薬剤師会製剤・漢方委員会
８月18日（水） 於 東京・日薬
厚生労働省に新規処方の提案をすることと併
せて、薬局製剤の範疇を広げていきたい、と
いった提言をすることが取りまとめられたと
報告された。

エ．日本薬剤師会理事研修会
８月23日（月）於 熱海
豊見専務理事と２名で出席し、テーマ内容と
しては、かかりつけ薬局のあり方と、薬剤師
の将来ビジョンの取りまとめについて、話し
合われたと報告された。

（木平副会長）
ア．新薬剤師研修会

７月25日（日） 於 広島県薬剤師會館
参加者16名、スタッフ10名ほどで開催された
と報告された。

イ．第27回病院・薬局実務実習中国・四国地区調
整機構会議
７月29日（木） 於 就実大学
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協議事項については、実務実習の内容につい
てやトラブルについて、といった内容であり、
今後も、各団体によるアンケート等で結果報
告がされるであろうと報告された。
また、平成23年度の実務実習の配属状況につ
いての報告もされた。

ウ．第31回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
８月18日（水）
現時点での発表の申し込みが少ないため、申
込み締日を８月31日から、９月15日までに延
期することとし、各支部への協力をお願いす
ることとした。また、広告・展示についても
準備を進めていると報告された。

（大塚副会長）
ア．平成22年度第２回「がん検診へ行こうよ」推

進会議（資料１）
８月５日（木） 於 県庁・本館
各支援団体に対し、「がん検診へ行こうよ」
推進に伴い、どういった取り組みをしていく
かといった企画書を提出するにあたり、本会
としては、がん検診に対するアンケート調査
表の作成、県薬学術大会でのピンクリボン
グッズ販売の計画や、会報等、何らかの形で
会員に向けＰＲを進めていかなければならな
いと報告された。

イ．広島県がん対策推進協議会
８月９日（月） 於 県庁・北館

ウ．正・副会長会議（資料２）
８月26日（木）
日薬より、新たな医薬品販売制度の対応状況
に関する相互点検の実施についての依頼があ
り、９月末までの集計を行い、10月までの回
答となっている。アンケートの未提出者につ
いては、９月の初旬に再度アンケートを送り、
100％の回答を目指す。また、チェック項目
の中で×のあるものについての確認と、問題
点のある回答がある場合には、あらたに文書
を送付することとすると報告された。

（野村副会長）
ア．薬草に親しむ会（資料３）
イ．平成22年度広島県地域保健対策協議会事業ＷＧ

７月28日（水）
在宅患者の薬の適正使用に関するアンケート
を行うこととなり、主にケアマネージャーを
対象としたもので、今後は、医師、歯科医師
等の医療関係者にも別途アンケートを作り、
意見交換会を開催し、その具体的なアンケー
ト内容について精査し、検討を行っていくと
報告された。

（松下副会長）
ア．日薬代議員中国ブロック会議

７月24日（土）・25日（日） 於 山口
今回の質問代表者には、山口県の吉田代議員
に決まり、次の10件を代表質問にすることが
決まったと報告された。

１）ふるさと実習の推進について
２）組織強化について
３）処方せんの使用期間について

４）麻薬の小包装単位について
５）調剤報酬改定技術料アップに向けての

施策について
６）スポーツファーマシストについて
７）院外処方における代替調剤の拡大につ

いて
８）個別指導の選定基準について
９）薬剤師俸給表について
10）調剤基本料の考え方について

また、検査センターについては、中国５県で
今後も検討を行っていくと報告された。

イ．第22回中国地方社会保険医療協議会広島部会
７月29日（木） 於 中国四国厚生局
新規２件、更新32件の審査がされ、全て指定
されたと報告された。

ウ．第23回中国地方社会保険医療協議会広島部会
８月26日（木） 於 中国四国厚生局
新規１件、組織変更１件、移転２件の計４件。
更新23件の審査がされ、全て指定されたと報
告された。

（松下副会長、二川常務理事）
ア．日本薬剤師会第４回公益法人制度改革に関す

る全国担当者連絡会議
８月19日（木） 於 東京・日薬
日本薬剤師会の移行スケジュールについては、
平成24年６月に第１回公益法人総会を開催し、
それに間に合うよう平成24年４月１日には新
法の登記をする段取りとし、細かい内容の検
討をするため、今年11月には再度会議が開か
れる予定であると報告された。

（村上副会長）
ア．禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）

７月25日（日）於 尾道市総合福祉センター
日本禁煙科学会、禁煙マラソン主催での、第
81回全国禁煙支援アドバイザー育成講習会が
尾道にて開催された。薬剤師の出席は、14名
であったと報告された。

イ．薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会
打 合 会：７月27日（火）
講 習 会：８月１日（日）�於 広島県薬剤師
會館
参加者数：111名【アドバイザー94名（ＨＰ

掲載者77名）禁煙支援薬局
72薬局】

会場の広さの関係もあり、グループではなく、
席の前後で組んでもらい、シナリオに基づき、
色々なワーキングを行った。今後は、更にス
キルアップするための認定性を考えていく方
針であると報告された。

ウ．保険薬局部会担当理事打合会
８月10日（火）
ジェネリックの推進について、薬務課では20
万の予算があるが、どのような形で使ってい
くか話し合いをした。意見としては、表裏Ａ
４版の用紙で、薬局の窓口で使用でき、患者
さんに説明できるものを検討する。もう一つ
は、より患者さんの目にとまる形の物で、太
陽電池で動く模型を作ってはどうかといった
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意見があり、土台部分については、本会で作
成し、宣伝プレート部分については、薬務課
で作成をお願いしてはどうか、といった意見
があり、検討がされた。
検討・審議した結果、本会議において、土台
部分を作成し、プレート部分は薬務課で作成
してもらうこととし、作成数は、1500個で全
保険薬局に配ることとされた。
また、ブラウンバック運動については、この
秋、各地で開催される健康福祉祭り等におい
ても、運動を進めていくこととし、活動の宣
伝としてチラシとバックを準備する。バック
は、昨年のものが1000枚余っているのでそれ
を用意する。チェックリスト、フィードバッ
クリストの簡略化、サプリメントについて注
意するもの等のリストを作り、配布すること
とし、各支部にも協力依頼をすると報告され
た。

（青野常務理事）
ア．認定基準薬局制度運営協議会

７月23日（金）
更新22件、不備15件があり、現在保留となっ
ている。新規薬局１件については、審査を
通っていると報告された。

イ．業務分担④担当役員打合会
８月２日（月）
新たな医薬品販売制度の対応状況に関するア
ンケートについての話し合いを行い、８月６
日までに、アンケート用紙を全薬局・店舗宛
にメール便にて返信用封筒を入れて送付し、
回答の締切りを８月12日必着とした。現時点
では、80％ぐらいの回収をしていると報告さ
れた。

ウ．広報委員会打合会（ＲＣＣラジオ広告）（資
料４）
８月10日（火）
提案Ａ・Ｂ・Ｃとあり、提案Ａで進めてい
くこととし、10月15日のスタジオ出演者に
は、藤山常務理事にお願いをし、話の内容は、
ジェネリック医薬品について、中心とするこ
ととした。
10月17日～10月23日までは、ラジオスポット
のＣＭを流し、23日には、海田町健康まつり
で、ラジオカー中継もすることになっている
と報告された。

（重森常務理事）
ア．平成22年度第１回中国・四国ブロックエイズ

治療拠点病院等連絡協議会
７月23日（金） 於 鯉城会館
中国・四国ブロックエイズ治療対策の実施状
況ということで、広島大学原爆放射線科の木
村先生からの発表があり、中・四国で全国の
約３％の約460人のエイズ患者さんがいると
の報告があった。また、薬剤師向けの研修は、
11年間で22回の研修が行われているが、チー
ム医療をする上において、専門の薬剤師の活
躍は、非常に評価が高いとの報告がされた。

イ．平成22年度広島県禁煙支援ネットワーク運営

委員会
７月30日（金）於（財）広島県環境保健協会
次の研究会の日程は、10月30日（土）と決
まった。その中で、情報提供として２題を予
定されており、その内、薬剤師会へは、ＯＴ
Ｃでのパッチ・ガムの販売をどういった方法
で進めているのかといった実情を発表してほ
しいとの要請があったと報告された。

ウ．プライマリ・ケア研究会世話人打合会
８月２日（月） 於 広島医師会館
初めて参加した会議であったが、多くの様々
な医療関係からの出席者があったと報告され
た。

（田口常務理事）
ア．平成22年度「薬草に親しむ会」現地ルート下見

８月３日（火） 於 大竹市三倉岳キャンプ
場周辺
神田先生と、植物に詳しい神田先生の知り合
いの方２名との４名で現地をまわった。
１.５㎞くらいの距離を下見したが、植物は
めずらしいものや種類も多く、歩きやすい
コースであったと報告された。

（谷川常務理事）
ア．広報委員会

８月５日（木）
８月25日（水）
８月25日が最終校了日であったが、この日に
合わせて原稿が多く出され、校正に時間を要
した。また、ページ数が10Ｐ近くあるものや
20Ｐに及ぶものが提出され、原稿枚数につい
ても再考慮する必要がある。今後は、広報の
仕方や掲載内容についても、あらゆる角度か
ら、見直しや検討をしていかなくてはならな
いと報告された。

イ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成
講習会
８月22日（日） 於 広島県薬剤師會館
ビデオ講習会を中心とし、参加人数は、70名
弱であったと報告された。

（平田常務理事）
ア．広島県医療審議会

８月10日（火） 於 県庁・北館
議案は、運営規程の一部改定について、病床
調整後の許可申請の取り扱い方針について、
病院の開設について、病院の増床についての
４議案であった。病床不足は、現在、広島西
地区101床、福山・府中地区118床あり、増床
は、福山市民病院106床等とし、今後も、医
師や看護師、准看護師の確保、教育にも努め
ていくといった内容であったと報告された。

（藤山常務理事）
ア．第２回広島県地域医療推進機構設立検討委員会

７月26日（月） 於 県庁・北館
主には、山間部の医師不足の検討会であった。
広島大学などでは、現在、ふるさと入学とい
うものあるが、一般入学とはカリキュラムも
多少異なり、行きたい病院に行けない、山間
部の病院にしか行けないといったことから、
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受験生も増加しないのではないか、といった
疑問点もあったと報告された。

（二川常務理事）
ア．正・副会長会議及び公益社団法人化特別委員

会合同会議
８月26日（木）
今後も、日薬の動向を見ながら公益社団法人
を目指していく。各支部の現状も把握しなが
ら、一般社団を目指してもらえるよう、今後
もさらに検討していくとの報告がされた。

（石原事務局長）
ア．平成22年度北方領土返還要求運動広島県民会

議総会（資料５）
７月26日（月） 於 鯉城会館
構成40団体の内、26団体が出席し、会長の林
県議会議長のあいさつの後、議事として、昨
年度決算、今年度予算、もう一つの議事とし
て、広島県においては、今年度９月に北方領
土問題教育者会議設立総会を開催し、設立す
ることが承認された。各報告事項があり、内
閣府北方対策本部の取り組み状況等について
も話しをされたと報告された。

イ．㈱ミロク情報サービスとの打合会
７月30日（金）
事前に、会計担当職員で会計ソフトの改善点、
問題点等の話し合いをし、当日は、ミロク情
報サービスから２名と、事務局から会計主担
当で集まり協議した。計財産目録、貸借対照
表、正味財産増減計算書等の作成についてや、
備考欄の文字数を増やす等の要求をし、シス
テムの改善をお願いしたと報告された。

ウ．広島県総務局総務管理部総務課公益法人グ
ループ訪問相談
７月30日（金） 於 県庁
中尾主任との２名で訪問した。主には、三層
構造の問題で、特に支部の取り扱い、中でも
行政支部の取り扱いについて相談した。また、
会員・会費や、支部還付金の問題について相
談した。検査センター業務についても相談を
したが、いずれも明確な回答は、得られな
かったと報告された。

エ．平成22年度第１回広島県保険者協議会（資料
６）
８月３日（火） 於 国保会館
審議事項は、昨年度の事業報告及び決算につ
いてであり、原案どおり承認された。協議事
項については、今年度の実施事業として、健
康づくり講演会が９月３日に開催することと
なったので多くの参加をお願いする。また、
広島県医療費適正化計画の評価と見直しにつ
いて、今年度、年３回の会議を開催する予定
であると報告された。

２．審議事項
（１）新たな高齢者医療制度に係る公聴会への参加

について（資料７）（野村副会長）
申込人数：５名
日 時：10月２日（土）午後１時～３時30分

場 所：中国新聞ビル中国新聞ホール
野村副会長、重森、田口、二川、政岡各常務
理事の５名が出席することとした。

（２）広島県防犯連合会創立50周年記念大会の参加
について（資料８）（野村副会長）
日 時：10月25日（月）

午後２時～４時30分
場 所：広島県民文化センター
石原事務局長が出席することとした。

（３）日本ＯＴＣ医薬品協会作成小冊子「セルフメ
ディケーションハンドブック2010」の購入に
ついて（資料９）（野村副会長）
昨年度：100冊注文（無料分のみ）
有料分：１冊25円
全薬局分を注文することとし、有料分1500冊
を追加で購入し、会誌に同封することとした。

（４）第27回広島県薬事衛生大会実行委員の推薦に
ついて（資料10）（野村副会長）
大会実行副委員長には、昨年同様で松下副会
長、大会実行委員は、昨年に引き続き大塚副
会長、平田常務理事、昨年の平井元副会長に
替わり、野村副会長を推薦することとした。

（５）支部長・理事合同会議の開催について（野村
副会長）
開催日時：10月30日（土）午後３時～ 開催
することとした。
平成20年10月25日（土）開催
平成21年10月31日（土）開催

（６）第20回広島県健康福祉祭の参加について（資
料11）（野村副会長）
期 日：９月１日（水）・２日（木）
会 場：広島県民文化センター
不参加とした。

（７）平成22年度健康づくり講演会の参加について
（資料12）（野村副会長）
日 時：９月３日（金） 午前10時30分～午

後３時30分
場 所：国保会館 ６Ｆ 大会議室
不参加とした。

（８）第31回広島県薬剤師会学術大会ピンクリボン
グッズ販売について（大塚副会長）
県薬学術大会受付ロビーにて、ピンクリボン
グッズの販売をすることとした。業務分担４
担当の先生方にも、販売の協力をお願いする。

（９）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第34回福山大学薬学部卒後教育研修会の共催

依頼について（資料13）（村上副会長）
日 時：11月20日（土） 午後２時～
場 所：福山大学薬学部
主 催：福山大学薬学部、福山大学薬友会
後援、共催を承諾することとした。

３．その他
（１）次回常務理事会の開催について（野村副会長）

９月16日（木） 午後６時（議事要旨作製責
任者【予定】 青野拓郎常務理事）

（２）2012年ＩＰＰＮＷ世界大会日本開催への立候
補について（資料14）（野村副会長）
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立候補することに決まったと報告された。
（３）ＪＰＰＮＷ医学生のバーゼル大会参加に対す

る援助依頼について（資料）（野村副会長）
支援金額：50,000円
支援することとし、支援金50,000円は、支払
い済みであると報告された。

（４）第20回広島県健康福祉祭の後援について（資
料26）（野村副会長）
期 日：９月１日（水）・２日（木）
会 場：広島県民文化センター
主 催：広島県、財団法人広島県健康福祉セ

ンター
後 援：広島県教育委員会、広島県市長会、
広島県町村会ほか
後援することに決まったと報告された。

（５）市民公開講座「がん治療の最前線～知ろう学
ぼう肺がんの予防から最新治療まで～」の後
援名義の使用について（資料17）（野村副会
長）
日 時：10月10日（日）午後２時～４時40分
場 所：広島県民文化センター
主 催：ＮＰＯ法人西日本がん研究機構、中

国新聞社
後 援：広島県、広島市、広島県医師会、広

島市医師会、広島県歯科医師会ほか
後援することとし、名義使用についても了承
した。

（６）平成22年度自殺対策普及啓発事業（こころの
健康づくりフォーラム）の後援について
日 時：10月23日（土） 午後１時～４時30

分（資料18）（野村副会長）
場 所：尾道市公会堂
後援することに決まった。

（７）さとやま博ウオーキング大会について（資料
19）（野村副会長）
期 日：10月２日（土）
場 所：国営備北丘陵公園
三次支部長の杉田先生にも、協力をお願い済
みであると報告された。

（８）第43回日本薬剤師会学術大会in長野 薬学生
シンポジウムについて
日 時：10月10日（日）午後２時～５時20分

（資料20）（野村副会長）
場 所：ＪＡ長野県ビル 12Ｆ 会議室
参加費：無料

（９）公認スポーツファーマシスト特別実務講習会
への参加について（資料21）（野村副会長）
期 日：11月26日（金）
場 所：未定

（10）日薬会館建設特別委員会の議事要旨について
（資料22）（野村副会長）

（11）その他行事予定
ア．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医

療担当者の個別指導
８月27日（金） 於 広島合同庁舎

イ．日本薬剤師会平成22年度第４回理事会
８月27日（金） 於 東京・日薬

ウ．日本薬剤師会平成22年度第３回都道府県会長

協議会（会長会）
８月27日（金） 於 東京・日薬

エ．日本薬剤師研修センター臨時全国薬剤師研修
協議会実務担当者会議
８月27日（金） 於 石垣記念館

オ．第36回広島県国保診療施設地域医療学会
８月28日（土） 於 広島市文化交流会館

カ．第75回日本薬剤師会通常総会
８月28日（土）・29日（日） 於 グランド
プリンスホテル赤坂

キ．第27回和漢医薬学会学術大会
８月28日（土）・29日（日） 於 京都

ク．第70回ＦＩＰ国際薬剤師・薬学会議
８月28日（土）～９月２日（木） 於 ポル
トガル共和国

ケ．平成22年度薬事衛生指導員講習会打合会
８月31日（火）

コ．日本薬剤師会ＤＥＭ事業検討会
９月１日（水） 於 東京・日薬

サ．第20回広島県健康福祉祭
９月１日（水）・２日（木） 於 広島県民
文化センター

シ．指吸会計センター㈱主催公益法人無料相談会
（資料23）
９月３日（金） 於 広島市東区民文化セン
ター
石原事務局長と中尾主任の２名が出席予定で
ある。

ス．平成22年度健康づくり講演会
９月３日（金） 於 国保会館

セ．中井順一先生の藍綬褒章受章を祝う会
９月４日（土） 於 ホテルマリターレ創世

ソ．広島県女性薬剤師会総会
９月５日（日） 於 広島県薬剤師會館

タ．広報委員会
９月７日（火）

チ．平成22年度第１回広島県医療費適正化計画中
間評価検討委員会
９月７日（火） 於 県庁・北館

ツ．第49回広島県身体障害者福祉大会
９月７日（火） 於 呉市文化ホール

テ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月７日（火） 於 東京・日薬

ト．平成22年度毒物劇物取扱者試験
９月８日（水） 於 安田学園キャンパス

ナ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成
講習会
９月12日（日） 於 広島県薬剤師會館

ニ．広島県後期高齢者医療広域連合平成２２年度
第１回運営審議会
９月14日（火） 於 ＫＫＲホテル広島

ヌ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月14日（火） 於 東京・日薬

ネ．第３回広島県地域医療推進機構設立検討委員
会
９月15日（水） 於 県庁・北館

ノ．平成22年度緩和ケア薬剤師研修
９月15日（水）・16日（木） 於 広島県緩
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和ケア支援センター
ハ．第４回公益社団法人化特別委員会

９月16日（木）
ヒ．常務理事会

９月16日（木）
フ．中区民生委員児童協議会児童福祉部研修会

９月17日（金） 於 中区地域福祉センター
ヘ．健康サポートフェア2010

９月18日（土）・19日（日） 於 広島グ
リーンアリーナ

ホ．第72回九州山口薬学大会
９月19日（日）・20日（月） 於 山口県国
際総合センター

マ．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29回薬剤師のためのワークショッ
プ中国・四国in広島
９月19日（日）・20日（月） 於 広島国際
大学

ミ．リレー・フォー・ライフ・ジャパン2010in広島
９月19日（日）・20日（月） 於 広島女学
院中学・高等学校グランド

ム．平成22年度薬草に親しむ会
９月20日（月） 於 大竹市（三倉岳キャン
プ場周辺）

メ．社団法人広島県臨床検査技師会創立60周年・
社団法人化20周年記念、講演会・式典及び祝
賀会
９月20日（月） 於 広島国際会議場・ＡＮ
Ａクラウンプラザホテル広島

モ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月21日（火） 於 東京・日薬

ヤ．第４回日本緩和医療薬学会年会
９月25日（土）・26日（日） 於 鹿児島市
民文化ホール

ユ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月28日（火） 於 東京・日薬

ヨ．新たな高齢者医療制度に係る公聴会
10月２日（土） 於 中国新聞ホール

ラ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月５日（火） 於 東京・日薬

リ．日本薬剤師会平成２２年度第４回都道府県会
長協議会（会長会）
10月９日（土） 於 長野市

ル．市民公開講座「がん治療の最前線～知ろう学
ぼう肺がんの予防から最新治療まで～」
10月10日（日） 於 広島県民文化センター

レ．平成22年度全国薬剤師研修協議会実務担当者
会議
10月10日（日） 於 ＪＡ長野県ビル

ロ．第43回日本薬剤師会学術大会
10月10日（日）・11日（月） 於 長野市

ワ．広島県配置医薬品連合会広島県資質向上薬事
講習会
10月14日（木） 於 広島市文化交流館

ン．第48回日本医療・病院管理学会学術総会
10月15日（金）・16日（土） 於 広島国際
会議場

Ａ．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
10月17日（日） 於 福山商工会議所

Ｂ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月19日（火） 於 東京・日薬

Ｃ．第５回公益社団法人化特別委員会
10月21日（木）

Ｄ．常務理事会
10月21日（木）

Ｅ．平成22年度薬事衛生指導員講習会（東部）
10月23日（土） 於 福山商工会議所

Ｆ．平成22年度自殺対策普及啓発事業（こころの
健康づくりフォーラム）
10月23日（土） 於 尾道公会堂

Ｇ．平成22年度広島県介護支援専門員実務研修受
講試験
10月24日（日） 於 広島大学（東広島市鏡
山）

Ｈ．平成22年度薬事衛生指導員講習会（西部）
10月24日（日） 於 広島県薬剤師會館

Ｉ．広島県防犯連合会創立50周年記念大会
10月25日（月） 於 広島県民文化センター

Ｊ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月26日（火） 於 東京・日薬

Ｋ．第69回日本公衆衛生学会総会
10月27日（水）～29日（金） 於 東京国際
フォーラム

Ｌ．高度管理医療機器研修会
10月31日（日） 於 広島県薬剤師會館
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日 付 行 事 内 容

17日 金

・中区民生委員児童協議会児童
福祉部研修会（中区地域福祉
センター）

・大阪薬科大学来会

18・19日 土 健康サポートフェア2010
（広島グリーンアリーナ）

19日 日

・市民公開シンポジュウム「第
16回薬用植物シンポジュウム
in広島」安田女子大学薬用植
物園講演会と観察会

� （安田女子大学）

19・20日

・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
29回薬剤師のためのワーク
ショップ中国・四国in広島」
（広島国際大学）

・リレー・フォー・ライフ・ジ
ャパン2010in広島
（広島女学院中学・高等学校
グランド）

20日 月

・平成22年度「薬草に親しむ会」
（大竹市（三倉岳キャンプ場周
辺））

・社団法人広島県臨床検査技師
会創立60周年･社団法人化20
周年記念、講演会・式典及び
祝賀会（広島国際会議場・Ａ
ＮＡクラウンプラザホテル広
島）

21日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）

22日 水

・ＲＣＣフロンティア来会
・新公益法人会計セミナー
� （広島県立総合体育館）
・21世紀、県民の健康とくらし

を考える会第２回企画会
（広島医師会館）

・「薬草に親しむ会」懇親会
（梅もと別館）

25・26日 第４回日本緩和医療薬学会年会
（鹿児島市民文化ホール）

27日 月 広島県保健医療部薬務課訪問
（県庁）

28日 火

・第24回中国地方社会保険医療
協議会広島部会（中国四国厚
生局）

・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・公益社団法人広島県放射線技

師会訪問（日本鋼管福山病院）

日 付 行 事 内 容
29日 水 業務分担①担当役員打合会

30日 木

・広島県薬行㈱社長来会
・第27回広島県薬事衛生大会実

行委員会
・日本薬剤師会製薬薬剤師部会

全体幹事会（平成22年度第２
回）（東京）

10/１～
10/31

平成22年度毒物劇物安全使用推
進月間

10/１～
11/30

広島県麻薬・覚せい剤乱用防止
運動

10月２日 土 新たな高齢者医療制度に係る公
聴会（中国新聞ホール）

３日 日

中国四国厚生局及び広島県によ
る社会保険医療担当者の集団的
個別指導
（西区民文化センター）

５日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・広島県国民健康保健団体連合

会来会

７日 木
全国公益法人協会中国地区10月
期公益法人定例講座（ＫＫＲホ
テル広島）

８日 金
・広島県国民健康保険団体連合

会来会
・広報委員会

９日 土

・日本薬剤師会平成22年度第４
回都道府県会長協議会（会長
会）（長野市・ホテル国際21）

・第43回日本薬剤師会学術大会
歓迎レセプション（ウェルカ
ムパーティー）（長野市・ホ
テル国際21）

10日 日
・平成22年度全国薬剤師研修協

議会実務担当者会議（ＪＡ長
野県ビル）

10・11日 第43回日本薬剤師会学術大会
（長野市）

12日 火 ＲＣＣラジオＣＭ（20秒）広告
収録立会（中国放送）

13日 水

・広島県国民健康団体連合会来
会

・平成22年度広島県地域保健対
策協議会事業ＷＧ
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日 付 行 事 内 容

14日 木

・広島県配置医薬品連合会広島
県資質向上薬事講習会（広島
市文化交流館）

・広島県毒物劇物安全協会研修
会・講演会・懇親会（ホテル
ニューヒロデン）

・第31回広島県薬剤師会学術大
会出展打合会

14・15日

厚生労働省並びに中国四国厚生
局及び広島県による社会保険医
療担当者の共同指導
（広島合同庁舎）

15日 金

・薬剤師のためのアンチ・ドー
ピングガイドブック講演（三
原薬剤師会館）

・ＲＣＣラジオ生出演（中国放
送）

・第１回広島県地域医療再生計
画推進委員会（県庁・北館）

・第31回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

・第48回日本医療・病院管理学
会学術総会（広島国際会議
場）

日 付 行 事 内 容

16日 土 第48回日本医療・病院管理学会
学術総会（広島国際会議場）

17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）

�10/17～
����10/23 「薬と健康の週間」

18日 月 （一般社）広島県配置医薬品連
合会会長等来会

19日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

20日 水 第５回公益社団法人化特別委員
会

－  謹んでお悔やみ申し上げます －

中 川 文 雄 氏 逝去

去る９月26日ご逝去されました。
告別式は、９月28日広島市南区大州の平安祭典広島
東会館において、執行されました。

喪主：中川 主雅子 氏 

矢 口 順 子 氏 逝去

去る10月24日ご逝去されました。
告別式は、10月27日竹原市中央の高重葬祭フューネ
ラルホール紫雲において、執行されました。

喪主：矢口 恵子 氏 
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行事予定（平成22年11月）
11月２日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

〃 公益法人制度説明会（野村證券）（広島県薬剤師會館）

11/5～ 11/8 第23回アジア薬剤師会連合学術大会（台湾大会）（台湾）

11月６日（土） 第49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

～７日（日） 会（鳥取県・米子コンベンションセンター・米子文化ホール）

11月７日（日） 日本薬学会中国四国支部・日本薬剤師会中国四国ブロック・日本病院薬剤

師会中国四国ブロック合同会議（鳥取県・米子コンベンションセンター）

11月９日（火） 第51回広島県公衆衛生大会～健やかな暮らしをつくる人々の集い～（三原

市芸術文化センターポポロ）

〃 日本薬剤師会常務理事打合会

11月10日（水） 日本薬剤師会平成22年度第６回理事会（東京）

〃 21世紀、県民の健康とくらしを考える会役員会（広島医師会館）

11/12～ 11/25 女性に対する暴力をなくす運動

11月12日（金） 介護保険制度10周年記念事業「新たな介護の在り方を考えるシンポジウム」

（広島市南区民文化センター）

〃 平成22年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会（東京・長井記念館）

11月13日（土） 日本薬剤師会平成22年度社会保険指導者研修会（慶應義塾大学共立キャン

パス）

11月14日（日） 平成22年度青少年育成県民運動推進大会（広島県民文化センター）

〃 福岡県薬剤師会創立120周年記念式典並びに祝賀会（ホテルニューオータニ

博多）

〃 第６3回広島医学会総会懇親会（うを久）

11月1６日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

11月17日（水） 支払基金調剤報酬専門役打合会（東京）

11月18日（木） 第６回公益社団法人化特別委員会（広島県薬剤師會館）

〃 常務理事会（広島県薬剤師會館）

11月19日（金） 平成22年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会（大阪・大阪府薬剤師会館）

〃 認定基準薬局運営協議会（広島県薬剤師會館）

�
�
�

広島県薬剤師会誌 2010��Vol.35��No.6 53



行事予定（平成22年11・12月）

11月20日（土） 第34回福山大学薬学部卒後教育研修会（福山大学薬学部）

              第3回広島国際大学薬学部卒後教育研修会 （広島国際大学呉キャンパス ）

11月20日（土） 認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ

11月21日（日）「第30回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 香川」（徳島文理大

学香川キャンパス）

11月21日（日） 第31回広島県薬剤師会学術大会（広島県薬剤師會館）

11月22日（月） （ 財 ） 介護労働安定センター広島支部能力開発啓発セミナー（中特会館）

11月23日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

11月25日（木） 第27回広島県薬事衛生大会（エソール広島）

〃 平成22年度薬祖神大祭（広島県薬剤師會館）

〃 日本薬剤師会情報システム検討会（東京）

11月2６日（金） 平成22年度公認スポーツファーマシスト特別実務講習会（東京 品川イー

ストワンタワー）

11月30日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京・日薬）

12月5日（日） 平成22年度厚生労働省免疫アレルギー疾患等予備・治療研究推進事業「リ

ウマチシンポジウム広島」（ＪＡ長野県ビル）

12月6日（月） 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進研修会（国保会館）

12月7日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

12月14日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

12月1６日（木） 第７回公益社団法人化特別委員会（広島県薬剤師會館）

〃 常務理事会（広島県薬剤師會館）

12月1６日（木）
日本薬剤師会平成22年度試験検査センター技術研修会（東京）

12月17日（金）

12月18日（土） 薬局実務実習受入に関する中国・四国地区ブロック会議（ピュアリティ・

まきび）

12月20日（月）（財）暴力追放広島県民会議臨時理事会・評議員会（鯉城会館）

12月21日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

�
�
�

�
�
�
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◎業務に使用している『はかり』は必ず定期検査を受けましょう！
業務で「取引・証明」に使用する『はかり』は、計量法第 19 条第 1 項により 2年に 1度の定期検査

を受検する必要があります。この定期検査を受検しないで『はかり』を「取引・証明」に使用すると、
計量法違反（50万円以下の罰金）として処罰されることがあります。
広島県及び広島市・呉市・福山市では、社団法人広島県計量協会に『はかり』の定期検査を委託してい
ます。

※広島市・呉市・福山市にある『はかり』は、各市で検査しており、その他の県内の市町の『はかり』
は広島県が検査します。

薬局で『はかり』を「取引・証明」に使用している場合、必ず定期検査を受検してください。
ただし、県または各市に届出をしている計量士による検査を受け、使用者がその証明書を添えて
県または各市に届出た『はかり』についてはこの検査が免除されます。（計量士による代検査制度）
また、新規購入した『はかり』については一定期間、定期検査が免除される場合があります。

公的機関の検査 計量士による代検査

検査場所 各市町に設置した会場（集合検査）または、
はかりの設置場所 はかりの設置場所

検査手数料 手数料条例に定める額 各計量士が定める額
検査通知方法 はがきにて通知 応相談

土日・祝日の検査 なし 応相談

検査期間 各地域毎に定めた期間 公的機関が検査を行う日の 1年前か
ら1ヶ月前までの期間

検査時間 各会場毎に定めた時間 応相談

◎定期検査についてのお問い合わせ先
機関名 郵便番号 住所 電話番号

広島県商工労働局産業技術課 730-8511 広島市中区基町10－ 52 082－513－3336
広島市計量検査所 730-0052 広島市中区千田町3－ 8－ 38 082－242－4068
呉市産業部商工振興課 737-8509 呉市中央 6－ 2－ 9 0823－25－3815
福山市消費生活センター 720-8501 福山市東桜町3－ 5 084－928－1188
社団法人広島県計量協会 734-0034 広島市南区丹那町4－ 12 082－225－7386

計量士についてお問い合わせ先
広島県計量士会 734-0034 広島市南区丹那町4－ 12 082－225－7386

公的機関（社団法人広島県計量協会）の検査と計量士による代検査の違い

� 平成22年10月13日
社団法人 広島県薬剤師会長 様
� 広島県商工労働局振興部産業技術課長
� （〒730－8511 広島市中区基町10－52）

計量行政の推進については、平素から御協力いただき、厚くお礼を申し上げます。
計量法で定められている特定計量器の定期検査制度の周知を図るため、同制度のお知らせを貴会の会

誌に掲載してくださるようお願いします。

� 担当 計量指導グループ
� 電話 （082）513－3336（ダイヤルイン）
� （担当者 宗岡）

特定計量器の定期検査制度に関する
広報について（依頼）

特定計量器（はかり）の定期検査について
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広島出身で江戸時代の有名な漢方

医である吉益東洞を顕彰する第16回

東洞祭が、９月12日（日）に東洞碑

（石碑）のある広島大学医学部において広島漢方

研究会が主催して開催されました。

当日は会員だけでなく多数の医師・薬剤師など

約60名に参加していただきました。

午前中は３名の会員発表が行われ、会長である

山崎正寿先生（細野診療所）が「慢性腰痛の証」

と題して、腰痛に有効な漢方処方について症例を

交えて発表されました。

副会長の吉本悟先生は「東洞に係わる書籍」と

題して、東洞先生が残した数多くの書籍を紹介さ

れ、中でも東洞先生の代表的著書である『類聚

方』（るいじゅほう・宝暦十二年・1762年）とい

う書籍については、昭和以降に新たな解釈を加え

た注釈本や復刻版など10冊が新しく出版されてい

ることなどをお話されました。

私も「石膏を用いた症例」と題して、東洞先生

が好んで用いた生薬である「石膏」「麻黄」を配

合した越婢加朮湯を痛風・皮膚病・帯状疱疹後遺

症の患者さんに用いて有効だった症例の報告を行

いました。

午後からは東洞碑前で顕彰式典を行い、引き続

き広仁会館に移動して、特別講演 北里大学東洋

医学総合研究所医史学研究部部長 小曽戸洋先生

をお迎えして「東洞に至る日本漢方の史的背景」

と題して、日本の著名な漢方家が残した現存する

書籍や肖像画など歴史的遺産を紹介していただき

ました。

約250年前の漢方家の医術が、現在に至るまで

研究・伝承されていることに漢方の奥深さを感じ

ることができました。

医薬品卸の薬剤師として勤務して、

今年で９年目を迎えました。その間

に、薬事法改正・５回の薬価改定、

社内システムの統合など様々な変化がありました。

私は、中途で入社しましたが、最初に教えて頂

いたことは、薬剤の知識でも業界の知識でもなく

接遇でした。電話の応対から、あいさつまで、先

輩・接遇担当の方から丁寧に指導して頂きました。

今まで勤めていた所でも、何度か接遇を受けて

いましたが、身についていなかったようです。厳

しく教えて頂いたことで、今では「声を聞くと元

気になるよ」と言って頂けるようになりました。

現在の仕事は、同じ業界の中で様々な職種の方

とお話しをする機会に恵まれています。その中で

最も大切なことは、最初に教えて頂いた接遇だと

理事長 鉄村 努

株式会社サンキ 松井 真紀子

広島漢方研究会

第16回東洞祭報告

卸勤務薬剤師として携わった日々の振り返り

広島漢方研究会では、毎月第二日曜日に月例勉

強会を開催しており、初回のみ無料で見学できま

す。（薬剤師研修シールが必要な方はオープン参

加3,000円）

漢方に興味のある方はぜひ参加してみてはいか

がでしょうか。詳細は広島漢方研究会事務局まで

お問い合わせください。

広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局

� ℡：０８２－２８５－３３９５

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〉
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日々感じています。

昨年、呉支店の管理薬剤師として勤務すること

になりました。支店は、本社と比べて、地域にと

ても密着しています。転勤して間もなく、お電話

を頂いたお得意先の方から、「新しく替わられた

薬剤師さんですか？頑張ってね。」と声をかけて

頂きました。その言葉がとてもうれしく、地域の

方に少しでも恩返しをしたいと毎日仕事に励みま

した。また特産品のみかんを毎日のように頂き、

体の方も大きく成長しました。

支店はチーム力が問われます。呉支店では、午

前中に内勤者のミーティングがあり、そこで、営

業との連携を図るための意見・情報交換がされま

す。

支店をよくしたいと思う気持ちは、ミーティン

グにより更に強まり、支店のチーム力に繋がって

いると思います。

本年５月には、日本医薬品卸勤務薬剤師会研修

会に初めて参加し、貴重な体験をさせて頂きまし

た。方向音痴な私ですが、東京という大都会で、

何とか迷わず会場に到着することができました。

会場いっぱいの参加者に圧倒されながら、日本薬

剤師会児玉会長、日本医薬品卸業連合会別所会長

のごあいさつに真剣に耳を傾け、新薬価制度の必

要性と卸が取り組んで行くべき課題について学ん

で来ました。

私は、年頭にその年のテーマを決めています。

昨年は「転機」、今年は「発展」。いつもテー

マ通りの１年になっています。日々感謝を忘れず

に、社会に貢献できる薬剤師を目指していきたい

と思います。来年は、どのようなテーマにしよう

か、今模索中です。

医療薬学 薬剤師国家試験問題（平成22年３月６日・７日実施）

� 正答は87ページ

問 22３
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主催：福山大学薬学部・福山大学薬友会
共催：（社）広島県薬剤師会・広島県薬剤師研修協議会、（財）日本薬剤師研修センター
協賛：（社）日本薬学会・日本薬学会中国四国支部
日時：平成22年11月20日（土） 14：35～17：35
場所：福山大学薬学部34号館（福山市東村町字三蔵985番地）

● 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）です。
● 広島県病院薬剤師会の認定研修会です。

プログラム：「在宅医療について」
14：00～14：30 受付開始
14：30～14：35 開会挨拶
14：35～17：05 ＜講演25分・質問５分＞

１） 病院薬剤師による居宅療養管理指導の実例
公立みつぎ総合病院 薬剤部 横田武治氏

２） 在宅医療における多職種連携の重要性について
～実際の事例にみる薬剤師の関わり～
（株）ファーマシィ 在宅支援係 係長 山根暁子氏

薬局企画課 課長 孫 尚孝氏
３） 地域連携の輪に薬剤師がどうやって入っていったか

（株）ホロン すずらん薬局 松谷優司氏
４） 医業経営コンサルタントの観点から見た薬剤師への提言・要望

（社）医業経営コンサルタント協会広島県支部 副支部長
（株）サンキ コンサルティング部 部長 近藤栄達氏

５） 様々な病態を繰り返し再現する高機能患者シミュレータの活用
福山大学薬学部 教授 西尾廣昭氏

17：05～17：35 ＜ポスター発表と実習30分＞
１） 上記講演者との個別意見交換
２） 高機能患者シミュレータを用いての実習
３） 第一期実務実習報告（５年生）

参加方法：当日受付（予約不要）、受付開始14：00
＊高機能患者シミュレータを用いての実習については20名程度の人数制限を設けさせていた

だきます。受講を希望される方は下記問合せ先に、E-mailまたはFaxにて連絡をお願いい
たします。先着順。

参 加 費：一般1000円、福山大学卒業生500円
問 合 先：福山大学薬学部卒後教育委員会 委員長 古野 浩二

TEL：084－936－2111 内線5231 FAX：084－936－2024
Ｅ-mail：yakuyukai@fupharm.fukuyama-u.ac.jp

詳細は下記福山大学ホームページをご覧ください。
http://www.fukuyama-u.ac.jp/pharm/htmls/banner/sotsugo.html

第34回 福山大学薬学部卒後教育研修会
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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）

12月5日（日）9：00～ 17：00 マツダふれあい会館
第27回安芸医学会
特別講演：時代が求める降圧治療
講 師：広島大学大学院医歯薬学総合研究科展開医科学専攻

病態情報医科学講座 循環器内科学 教授 木原康樹 先生

（社）安芸薬剤師会
282－4440 4

会費：無料（申し
込み必要）
受付は11月1日以
降にお願いします

12月10日（金）19：３0～21：00
福山大学宮地茂記念館9階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－
12月演題：アトピー性皮膚炎に対する漢方薬の応用（1）
講 師：小林宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）
テキスト：病態からみた漢方薬物ガイドライン

（岡村信幸著：京都廣川書店）

福山大学薬学部
084－9３6－2112
（5165）

1

受講料：500円（事前
予約不要）
アクセス：福山駅北口徒
歩１分（駐車場はありま
せん）どの時期から参加
しても非常に分かり易い
と評判の研修会です。

12月11日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館4F
薬事情報センター定例研修会第4３1回
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介 「フェントステープ」協和発酵キリン株式会社
３）特別講演 「多職種で診るがん患者の痛み」
広島大学病院 緩和ケアチーム室 副室長 小早川 誠先生

(社)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。

12月12日（日）9：３0～16：00 広島県薬剤師会館
広島漢方研究会月例会
9：３0～11：00  「漢方診療医典」解説 勝谷英夫先生
11：00～12：３0 「漢方診療３0年・大塚敬節著」解説 吉本悟先生
1３：３0～15：00 「勿誤薬室方函口訣」解説 山崎正寿先生
15：00～16：00 「漢方医学十講」解説 菊一瓔子先生

広島漢方研究会

テツムラ漢方薬局
082－2３2－7756

３ 当日参加 ３,000円

12月12日（日）1３：00～16：00 広島県薬剤師會館 4階
第120回生涯教育研修会
講 演：「慢性疼痛とノイロトロピンの製剤特性」について
講 師：日本臓器製薬株式会社広島支店学術 石川 富昭氏
特別講演：「腰痛・坐骨神経痛の実際」
講 師：広島大学大学院医歯薬総合研究科 整形外科学脊椎

・脊髄外科 診療准教授 田中 信弘 先生

広島市薬剤師会
日本臓器製薬株式会社

広島市薬剤師会
（082）244－4899

2

参加費：
県薬会員 1,000円、
会員外 2,000円
申込：参加希望の方は
開催日3日前までに、電
話（244－4899）かFAX
（244－4901）で「氏名・
勤務先・会員登録の有
無」をご連絡下さい。

12月15日（水）19：00～21：00
三原医薬分業支援センター 三原薬剤師会館
第9回三原支部研修会
泌尿器科Dr 講演予定「排尿障害について」 キッセイ薬品工業

三原薬剤師会
0848－61－5571 1 非会員：1,000円

12月18日（土）14：３0～17：３0
福山大学社会連携研究推進センター
チーム医療でのぞむ生活習慣病 第2回脳卒中の治療
14：３0～15：３0
脳卒中の薬物療法－脳卒中治療ガイドラインを中心に－
講師：医療法人社団清風会五日市記念病院臨床薬剤科薬剤師

荒川隆之
15：３0～16：３0 生活習慣病と脳卒中
講師：社会医療法人祥和会脳神経センター太田記念病院

看護部長 弓手 都
16：３0～17：３0
脳卒中予防を目的とした取り組み－脳卒中教室の紹介－
講師：医療法人社団清風会廿日市記念病院臨床検査科 松山 由美

福山大学薬学部 社会
連携研究推進事業プロ
ジェクト1

福山大学薬学部
084－9３6－2112

内512３

2
参加費 不要事前
申し込みは必要あ
りません。

1月12日（水）19：00～21：00 安芸区民文化センター
安芸支部第4回シリーズ別研修会
テーマ「勤労者の精神疾患について」
演題：「勤労者うつ病と職場復帰」（仮）演者」鎗田圭一郎先生

鎗田労働衛生コンサルタント事務所
所長座長：栗原 寛治先生 あきクリニック 院長

安芸地区医師会・（社）
安芸薬剤師会・ファ
イザー共催

（社）安芸薬剤師会
282－4440

1 会費：無料
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１日薬局・病院実務研修 コース一覧
【病院】

１ 病棟カンファレンス

２ 病棟業務（退院時共同指導も含む）

３ 緩和ケア

４ 注射薬混合

５ ＴＤＭ

６ 医薬品情報（ＤＩ）

７ 栄養サポート（ＮＳＴ）

８ 感染対策（ＩＣＴ）

９ 外来化学療法

10 薬剤師外来（妊婦・授乳婦等）

11 治験

12 救急治療（ＣＣＵ、ＩＣＵ等）

13 新生児集中治療（ＮＩＣＵ）

14 院内製剤

15 在宅医療

16 総合（調剤、医薬品管理を含む病院業務全般）

17 その他（施設の特徴あるコースを入れて頂く）

【薬局】

１ ＯＴＣ薬販売（医療用具等含む）

２ 在宅患者訪問（居宅療養含む、医師・訪問看護師等とのカンファレンス含む）

３ 薬局製剤

４ 無菌調剤

５ 学校薬剤師業務

６ 漢方薬調剤

７ 総合（調剤、医薬品管理を含む薬局業務全般）

８ その他（施設の特徴あるコースを入れて頂く）
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◆開催承認状況 各開催情報の詳細は、「薬剤師研修支援システム」にてご確認ください。
◆全体の流れ
（必ずご確認ください） 受講申込から研修修了までのフローはこちら（pdf）

◆申込方法
（必ずご確認ください）

薬剤師研修支援システムにてお申し込みください。
（申込手順の詳細：実務研修の受講申込から受講確定までの手順）（pdfファイル）

◆受講料 １日１研修（1コース）につき 10,000円 （支払方法はネット決済のみとなります）�
なお、受講料の返却はいたしませんので予めご了承下さい。（特定商取引法に基づく表記）

◆受講者向け
～注意事項～

●申込受付期間について
・各研修ごとに「申込受付期間」を設定します。
・「薬剤師研修支援システム」にログインし、「研修会受講申込」メニューから「１日

病院実務研修」または「１日薬局実務研修」を検索して、「開催研修会一覧」を表示
してください。�
各研修の「詳細」ボタンをクリックすると申込受付期間が確認できます。

・申込受付期間外での申し込みは出来ませんのでご注意下さい。
・受付は先着順で、選考があります。定員になり次第締め切りとなります。

●受講の確定について
１）「薬剤師研修支援システム」で必要事項を入力して申し込むと、ご登録のメールア

ドレス宛に「受講申込を仮受付けました」というメールが届きます。
２）研修施設より受入可否の連絡がご登録のメールアドレス宛に届きますので、しばら

くお待ち下さい。
３）受講可の場合、2）のメール受信後、7日間以内に「薬剤師研修支援システム」に

ログインし「施設決定確認」メニューより、受講確定の手続きを終えて下さい。本
手続きを行わないと研修が受けられません。

４）3）の手続き後、「研修受講が確定しました」というメールが届きます。研修開始
当日、このメールを印刷して、必ずご持参ください。

５）受講確定後は、研修受入施設の指導責任者へ連絡をとり、研修開始日の集合場所や
持ち物等の確認を各自行って下さい。

●研修会開始に際しての留意事項
・各自で薬剤師賠償責任保険に加入してください。
・保険薬局での実務研修を行う場合は、事前に保険薬剤師の登録に関して、指導薬剤師

にご確認ください。
・研修施設より、面接や提出書類の請求があった場合は、早急に対応してください。
・研修薬剤師は、遵守規程を遵守してください。（遵守規程（pdf））

●修了証および認定単位取得方法
１）研修会終了後１週間（７日間）以内に、研修施設の指導薬剤師宛に研修終了報告書

（様式（word）、様式（pdf））を提出して下さい。
２）指導薬剤師の評価が完了すると、ご登録のメールアドレス宛に評価結果と修了パス

ワードが届きます。
３）「薬剤師研修支援システム」にログインし、「研修会修了報告」メニューで、届い

たメールに記載された修了パスワードを入力してください。入力の際の留意点はこ
ちら

４）修了証と研修認定薬剤師制度における実習研修単位がシステム上に表示されますの
で、お手持ちのプリンターで印刷し、単位は薬剤師研修手帳に記録とともに貼付し
てください。

注）認定単位について
・本実務研修は、研修認定薬剤師制度上の実習研修としての単位となります。
（最初の単位を取得した日または更新を受けた日より換算して、各々年間５単位まで）
１日１研修（１コース）につき、最低６時間以上の研修により３単位の交付です。

～ 1日薬局・病院実務研修の受講について～
実務研修コースとして、病院研修17コース、薬局研修８コースがあります。
下記、詳細をご確認のうえお申し込みください。

○薬剤師実務研修指針と実務実習モデル・コアカリキュラム対比表について�
＜参考＞・薬剤師実務研修指針（旧厚生労働省薬剤師実務研修事業）� （平成22年９月13日）
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薬剤師研修支援システムでの受講単位申請（グループ・自己）の概要

※まず始めに、１回のみ「薬剤師研修支援システム（以下、支援システム）」を利用するための、個人

情報の新規登録が必要です。

その後は下記フローの手順でグループ研修・自己研修の申請が可能です。

☆支援システムによる申請の受講シールは、ダウンロード方式のみとなります☆

薬剤師 研修センター

申請受付

評価

審査結果送信

支援システムにログイン

受講シールのダウンロード

受講単位申請
【グループ研修・自己研修】
※入力項目は受講単位請求書
（様式第10－１）に準じる

審査結果
（承認）

申請
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成分 製品例 特 徴
リゾチーム塩酸塩

リフラップ軟膏
リフラップシート

・創の収縮を期待して用いる。皮膚への刺激性はほとんどない。
・表皮細胞の増殖促進作用と線維芽細胞の増殖促進作用を有する。
また、ムコ多糖合成を刺激することで創傷治癒を促進する。
・卵白アレルギー患者には注意する。

アルミニウムクロロヒド
ロキシアラントイネート

（アルクロキサ）
ソフレットゲル、イサ
ロパン、アルキサ軟膏

・線維芽細胞増殖・結合織代謝・血管新生促進作用による肉芽形成促進、表
皮再生促進による損傷組織修復促進作用がある。

・皮膚への刺激性はほとんどないので使いやすい。
・散剤基剤の滲出液減少効果は弱いので、滲出液の多い時は避ける。

スルファジアジン銀
ゲーベンクリーム

・銀が細胞膜、細胞壁に作用し、抗菌作用を発揮する。
・基剤には水分を多く含む乳剤性基剤（O/W型）が用いられている。
・滲出液が多い時は、創面の浮腫を来たす恐れがあるので注意する。
・他剤と混合しない。特に外皮用酵素製剤との併用は避ける。
・ポビドンヨードと併用すると効力が低下する。

ブロメライン
ブロメライン軟膏

・蛋白分解酵素であり、創面を清浄化する。
・出血、疼痛を引き起こすことがあるため、壊死組織除去後は使用を中止す

る。
・吸水性を有するマクロゴール基剤のため、滲出液の減少や創面水分量の低

下時には壊死組織の除去作用が減弱するので注意する。
・スルファジアジン銀と併用すると効力が低下する。
・強い局所刺激作用を持ち合わせているので、白色ワセリン等で周囲皮膚を

保護するなど、創周囲の健常皮膚への使用は控える。
硫酸フラジオマイシン・
トリプシン

フランセチン・T・パ
ウダー

・抗生物質と蛋白分解酵素の合剤。
・線維性滲出物の溶解作用、滲出液の粘稠度低下作用により、病巣および周

辺の膿苔、線維素、壊死組織などを融解除去する。
・ポビドンヨードやスルファジアジン銀と併用すると効力が低下。

デキストラノマー
デブリサンペースト

・滲出液が多い時が適応となる。滲出液が少ない場合は、創面が乾燥して、
かえって創傷治癒が遅延する恐れがあるので他剤に変更。

・滲出液を吸収するとともに細菌や分解産物、炎症性メディエーターなども
除去する。

・痂皮形成を抑制する。
・交換時、十分な洗浄により古いビーズを残さないよう注意する。
・特定医療材料として保険請求する。

トレチノイントコフェリル
オルセノン軟膏

・線維芽細胞の遊走能亢進作用、細胞遊走促進作用、細胞増殖促進作用など
により、肉芽形成促進作用および血管新生促進作用を発揮。

・水分を70％含む乳剤性基剤（O/W型）のため、滲出液や創面水分量の多
い時は、創面に浮腫などを起こしやすい。

・肉芽形成促進作用は強いが、黄色調のため感染とまぎらわしい。
ブクラデシンナトリウム

アクトシン軟膏
・マクロゴール基剤で吸水性に優れるため、滲出液が多い時に使いやすい。
・IL6、TGF-αなどのサイトカインの分泌合成を高め、創傷での潰瘍縮小・

治癒促進作用による創傷収縮作用と、局所血流改善作用、血管新生促進作
用、肉芽形成促進作用、表皮形成促進作用を有する。

・肉芽形成促進作用は強いが、特異臭が気になることがある。
プロスタグランジン E 1

プロスタンディン軟膏
・表皮形成促進作用と皮膚血流増加作用、血管新生促進作用により創傷治癒

を促進する。
・油脂性基剤による創面の保護作用を併せ持つ。
・血流改善作用が強い反面、局所の刺激作用がある。
・褥瘡、皮膚潰瘍の創部では出血傾向が認められることがあるので、出血傾

向が増強した場合は、本剤の使用を中止する。
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成分 製品例 特 徴
トラフェルミン

フィブラストスプレー
・血管新生作用、肉芽形成促進作用等により、創傷治癒を促進する。
・深い創底やポケットを有する褥瘡に用いる場合には、死腔を埋め湿潤を保

持するために、他の外用薬やドレッシング材などを併用するとよい。
・噴霧時は効果を減弱させないように、必ず消毒薬を洗浄除去する。
・噴霧後は約30秒間はポビドンヨードなどの消毒薬と接触を避ける。
・創傷治癒効果は強いが、スプレータイプのため単剤では創部の湿潤環境を

維持しにくい。溶解後は２週間以内に使用する。
幼牛血液抽出物

ソルコセリル軟膏
・ミトコンドリアでのATP産生を高めて組織機能を賦活し、線維芽細胞増

殖を促進することで、肉芽形成、血管再生を促進して創傷の治癒を速め
る。

・皮膚への刺激性はほとんどないので使いやすい。
・水分を25％含む乳剤性基剤（W/O型）のため、滲出液の多い時は使用を

控える。
カデキソマー・ヨウ素

カデックス軟膏
カデックス外用散

・滲出液が多い時が適応となる。
・滲出液が少ない場合は、創面が乾燥して、かえって創傷治癒が遅延する恐

れがあるので他剤に変更する。
・ヨウ素による殺菌作用、デキストリンポリマーの滲出液や細菌などの吸収

作用による創面の清浄化効果により、壊死組織を除去する。
・散剤と軟膏とでは、吸水性が異なる（軟膏は散剤の1/2）。
・交換時、十分な洗浄により古いビーズを残さないことが大切。
・ポケットには用いない。
・１g中にヨウ素を９mg含有するので、ヨードアレルギーに注意する。

ポビドンヨード・シュガー
ユーパスタ軟膏
ソアナースパスタ軟膏
ドルミジンパスタ
イソジンシュガーパスタ
ポビドリンパスタ

・ヨウ素の殺菌作用により感染抑制作用を発揮する。
・白糖は細菌の成長を阻害する創面の感染制御作用、MRSAを含めた黄色ブ

ドウ球菌のバイオフィルム形成を抑制する。
・白糖の吸水作用により創面の浮腫を軽減するとともに、線維芽細胞のコラ

ーゲン合成を促進して良好な肉芽形成効果を発揮する。
・滲出液が乏しい場合には、創面が乾燥してかえって創傷治癒が遅延する恐

れがある。
・肉芽組織が盛り上がった段階では、ポビドンヨードによってかえって肉芽

組織が傷害される恐れがある。
・100g中にポビドンヨードを3.0g含有するので、ヨードアレルギーに注意す

る。
ポビドンヨード

イソジンゲル
・ポビドンヨードを10％含有する外用消毒薬である。
・ヨウ素の殺菌作用により感染抑制作用を発揮する。
・殺菌効果はポビドンヨード・シュガーより強い。
・細菌（MRSAを含む）のみならず、ウイルスに対しても強い殺菌（あるい

は不活化）作用を有する。
・大量に使用すると一過性の甲状腺機能低下を起こしうる。
・ゲルの基剤として吸水性のよいマクロゴールを用いている。
・ヨードアレルギーに注意する。

ヨードホルム
ヨードホルムガーゼ

（タマガワヨードホルム
ガーゼ）

・本剤そのものには殺菌作用はなく、ヨードホルムが血液や分泌液に溶けて
分解、遊離したヨウ素が殺菌作用を発揮する。

・防腐、制臭、分泌抑制作用、軽度の鎮痛作用を示す。
・ガーゼに蒸着された形で利用される。
・大量に用いると中毒症状を呈しうる。
・ヨードアレルギーに注意する。

注：「褥瘡予防・管理ガイドライン（2009年改訂版）」では、フィブリノリジン・デオキシリボヌク
レアーゼ配合剤（エレース）を含めた17種類となっていますが、エレースは発売中止であり、他
にフィブリノリジン・デオキシリボヌクレアーゼ配合剤はないのため、削除。
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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。

厚生労働省医薬食品局
平成22年（2010年）9月
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（Fax）03-3508-4364
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� 広島県薬メールニュース №275 2010．６．22

入院中の他医療機関外来受診について
厚生労働省疑義解釈（その５）より抜粋

（問１）入院中の患者（ＤＰＣ算定病棟に入院している患者を除く。）について、入院医療機関におい
て行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から交
付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように行
うのか。

（答）当該薬局において、調剤基本料（加算を含む。）及び調剤情報提供料（算定要件を満たす場合
に限る。）を算定することができる。ただし、当該患者が出来高入院料を算定する病床に入院し
ている患者である場合には、これらの費用のほか、調剤料（加算を含む。）、薬剤料及び特定保
険医療材料料についても算定することができる（調剤情報提供料以外の薬学管理料については、
算定することはできない）。

算定に当たっては、調剤報酬明細書の摘要欄に、１）入院中の患者である旨、２）入院医療機
関の名称、３）出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載すること。

また、調剤内容（医薬品名、規格単位、用法・用量、調剤数量（投薬日数、調剤回数等）等）
について、入院医療機関に情報提供すること。

※出来高入院料を算定する病床とは、ＤＰＣ算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、
有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床をいう。

※当該他医療機関が交付した処方せんの備考欄には、１）入院中の患者である旨、２）入院医療機
関の名称、３）出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載されている

（問２）入院中の患者（ＤＰＣ算定病棟に入院している患者に限る。）について、入院医療機関におい
て行うことができない専門的な診療のため他医療関の受診が必要となり、当該他医療機関から交付
された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように行う
のか。

（答）当該薬局における調剤に係る費用は、入院医療機関が行った調剤に係る費用と同様の取扱いと
し、入院医療機関において算定することとなるため、この場合の入院医療機関と当該薬局との間
での診療報酬の分配は、相互の合議により行うこと。また、調剤内容（医薬品名、規格単位、用
法・用量、調剤数量（投薬日数、調剤回数等）等）について、入院医療機関に情報提供すること。

� 広島県薬剤師会メールニュース
� news@hiroyaku.or.jp
� http://www.hiroyaku.or.jp

アドレスの変更や配信停止はhttp://www.hiroyaku.or.jp/member/mnform/index.htmlから

保険薬局ニュース
平 成 22 年 11 月 １ 日
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ヘルパー（医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者）
の服薬介助について

常務理事 有村 健二

在宅における、ヘルパーの服薬介助（医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者）については
平成17年７月26日（医政発第0726005）で通知されております。
服薬支援については以下の通りです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
５ 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの

免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前
の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区
分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保
健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布（褥瘡の処
置を除く。）、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服（舌下錠の使用も含
む）、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要

である場合ではないこと
③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用

の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

しかしながら、ヘルパーの服薬介助についてはヘルパー自身が不安感を持っており、また医療関係
者の了解を得ることが難しいのが現状です。安心して家族の服薬介助の依頼に応えるためには、ケア
マネージャーに医師、看護師、薬剤師、できれば家族を含めたカンファレンスの開催を依頼し、服薬
介助をする旨の了解を得ておくことが良い方法と思われます。

服薬介助については医療行為かどうか微妙な問題を含んでおります。利用者に変化が起きた場合
は、医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャーに連絡をすることが必要です。

また、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行う事ができることとして以下のことが
上げられている。

１ 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体
温を測定すること

２ 自動血圧測定器により血圧を測定すること
３ 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、

パルスオキシメータを装着すること
４ 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること
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（汚物で汚れたガーゼの交換を含む。）
注１ 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法

第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専

門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子

などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
③ 耳垢を除去すること（耳垢塞栓の除去を除く）
④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。（肌に接着したパウチの取り替えを除く。）
⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器（※）を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが５から６センチメートル程度以内、グリセリン濃度50％、成人用の場合で40グラム

程度以下、６歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、１歳から６歳未満の幼児用の場合
で10グラム程度以下の容量のもの

注２ 上記１から５まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第
17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるもので
あるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる
場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じ
て、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認
することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は
看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。

また、上記１から３までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断
を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科
医師又は看護職員に報告するべきものである。

注３ 上記１から５まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17
条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるもので
あるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当
然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督すること
が求められる。

注４ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであ
り、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべ
きものである。

注５ 上記１から５まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場
合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談するこ
とにより密接な連携を図るべきである。上記５に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行
われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、そ
の指導の下で実施されるべきである。

注６ 上記４は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。
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平成22年７月27日

広島県薬剤師会保険薬局部会

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業参加登録について（依頼）

平素は、当部会の運営等にご協力いただき、感謝しております。

さて、本事業を運営する財団法人日本医療機能評価機構では、目標参加登録薬局数を５千～１万薬局

とされておられますが、本県での登録薬局数は、現在の全登録件数、2,841件のうち、40件程度という

状況です。

薬局の登録手順は、下記ホームページの右下にある「利用ガイド」ボタンをクリックし、記載の参加

方法の手順に従って、薬局情報をご入力ください。

薬局情報を入力すると、参加登録申請書ＰＤＦファイルが表示されますので、その申請書を印刷し、

薬局名、薬局開設者氏名を記入し、捺印して郵送することにより、正式に登録申請が完了いたします。

この事業は、全国の薬局から報告されたヒヤリ・ハット事例を収集、分析し、薬局や国民に対して情

報を提供するもので、医療安全対策の一層の推進を図ることが目的とされています。

なお、この情報収集により、当該薬局及び関係者が特定されるものではありません。

つきましては、業務ご多忙のところお手数とは存じますが、本事業の趣旨をご理解いただき、是非と

も、積極的な参加登録をよろしくお願いいたします。

○日本医療機能評価機構ホームページ

http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp
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� 平成22年８月30日

� 広島県薬剤師会保険薬局部会

平素は、本会会務に格別なご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、広島県健康福祉局保健医療部健康対策課健康増進グループより、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。

� 平成22年8月

広島県肝炎治療特別促進事業に係る助成対象医療等について

広島県では、B・C型ウイルス性肝炎患者への治療費の一部を公費で助成しているところですが、助

成対象となる医療等については、次のとおりです。

 助成対象医療等

【共通】

Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスによる慢性肝炎（Ｃ型代償性肝硬変を含む）に対して保険適用となって

いるインターフェロン治療、並びにＢ型慢性肝疾患に対して保険適用となっている核酸アナログ製剤

治療が対象となります。

既往の疾患や肝がんの治療等は、助成対象とはなりません。

【インターフェロン治療関係】

ウルソデオキシコール酸やグリチルリチン製剤等の肝庇護剤による治療は、基本的に根治を目的と

した治療ではないことから助成対象とは認められません。

ただし、インターフェロン治療途中でHCVRNAが陰性化したにもかかわらず、肝機能障害が持続

する症例において、薬物性の肝機能障害（インターフェロンによる副作用）が疑われる場合には、頻

度としては非常に低いものの、当該インターフェロン治療継続のためにウルソやグリチルリチン製剤

を用いることがあります。

基本的に、インターフェロン治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用の治療につい

ては、助成対象となり得ますので、主治医に確認してください。

【核酸アナログ製剤治療関係】

エンテカビル、ラミブジン及びアデホビルが対象となります。

核酸アナログ製剤以外の薬剤等を助成対象として誤って請求している事例がしばしば見受けられま

す。

基本的には、核酸アナログ製剤以外の薬剤は、対象とはなりませんが、まれに核酸アナログ製剤治

療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用の治療については、助成対象となり得ますの

で、主治医に確認してください。
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※助成対象外の薬剤例

ウルソデオキシコール酸、強力ネオミノファーゲンシー、高コレステロール血症治療薬、高血圧症

治療薬、不眠症治療薬、漢方薬、ビタミン剤等

◆また、肝炎治療受給者証が発行される前の肝炎治療に関して、患者が補助を請求するために必要な

「肝炎治療費助成に係る医療費（薬剤費）確認書」（患者持参）の作成に当たっては、次の点に留意し

てください。

○月ごとに作成してください。また、日にちごとに１行記載してください。

○「診療（調剤）日」欄の「（～平成 年 月 日）」は、病院が退院日を記載するものですから、

薬局での記入は不要です。

問合せ先：広島県健康福祉局保健医療部 健康対策課健康増進グループ

電話 ０８２－５１３－３０７８（ダイヤルイン）

確認書等、こちらからご覧いただけます。

↓

肝炎治療費助成 広島県 で検索

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1206001626824/index.html

【参 考】（広島県薬注）

限度額1万円の患者が、医療機関で3,500円支払って、薬局に処方せんを持ってきた場合。

・公費負担の薬剤だけの場合の総点数が3,000点で、（計算上自己負担額は9,000円）公費負担外のウル

ソなどを加えた場合の総点数が3,200点（計算上自己負担額が9,600円）だったとします。

公費助成対象限度額までの、6,500円に対象外の差額600円を加え、7,100円自己負担を徴収することに

なります。

この計算は、各レセコンが対応していますので、入力方法をご確認ください。
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� 平成22年９月24日

� 広島県薬剤師会保険薬局部会

ＰＴＰ包装シート誤飲防止対策について

このことについて、厚生労働省医政局総務課長、医薬食品総務課長及び安全対策課長より、日本薬剤

師会を通じて連絡がありました。

本通知は、「注意！高齢者に目立つ薬の包装シート誤飲事故（平成22年９月15日付独立行政法人国民

生活センター報告書）」を受け、発出されたもので、ＰＴＰ包装シートの誤飲について、医療機関及び

医療関係者に注意喚起を図るものです。

留意事項は、次のとおりですので、適切なご対応をお願いいたします。

１．ＰＴＰ包装シートには誤飲防止のため、１つずつに切り離せないよう、あえて横又は縦の一方向の

みにミシン目が入っていることから、調剤・与薬時等に不必要にハサミなどで１つずつに切り離さな

いよう留意すること。

２．患者及び家族等に、可能な限り１つずつに切り離さずに保管し、服薬時にはＰＴＰ包装シートから

薬剤を押し出して薬剤のみを服用するよう、必要に応じて指導すること。特に、調剤・与薬時に薬剤

数に端数が生じ、やむを得ず、１つに切り離して調剤・与薬を行う場合には、ＰＴＰ包装シートの誤

飲がないよう、十分指導すること。

また、高齢者、誤飲の可能性のある患者及び自ら医薬品の管理が困難と思われる患者に対しては、

家族等介護者に対して注意喚起(内服時の見守り等)を行うこと。

３．高齢者、誤飲の可能性のある患者及び自ら医薬品の管理が困難と思われる患者については、必要に

応じて一包化による処方を検討すること。なお、薬局においても一包化による調剤の対象となるかど

うかを検討し、必要に応じて処方医に照会の上、一包化による調剤を実施すること。

■主な事例の概要

【事例１】

処方された薬を包装ごと飲みこんだ。喉が痛く救急車で病院に行ったが、喉仏の裏側に薬が引っ

かかってレントゲンでは見つからず、数時間かけて内視鏡で取り出した。自分は、怪我せずに取り

出せたが、間違れば大変な事になっていた。� （2009年１月受付、80代・男性 PIO-NET)

【事例２】

薬を包装ごと誤飲し、病院で検査を行った結果、声帯の陰に包装が見つかり内視鏡で取った。現

在も妻が数種類の薬を一度に服用しており、１回分ずつ薬を分けている。錠剤を１錠ずつに分けて

いるが、角が鋭いと危険なので全ての角を丸く切っている。１錠単位に分ける際に最初から角が丸

くなる、あるいは包装を誤飲しても大事に至らぬよう柔らかいものに変えてもらいたい。

� （2008年10月受付、80代・男性 PIO-NET）

【事例３】
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貧血検査のため内視鏡を飲んだところ、十二指腸球部にPTP包装が刺さっていた。取り出した

が穿孔しており、手術した。術後はHCU（準集中治療室）へ入院。

� （2008年２月受診、80代・男性 病院情報）

【事例４】

薬の包装を朝昼晩の分に分けて小さく切っている。小さいので薬だと思い、そのまま包装ごと飲

んでしまい、喉に刺さった。

� （2008年１月受診、80代・女性 病院情報）

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について

平成22年10月１日以降、保険医療機関ではない医療機関（健康保険法第63条第3項第2号及び第3号）

に該当する場合（医療機関コードが付与されていない、健康保険組合である保険者が開設する病院若し

くは診療所等）は、処方せんに「９９９９９９９」の７桁が記載されてきます。その場合、調剤報酬明

細書の医療機関コード欄にはそのまま「９９９９９９９」と記載してください。

タケプロンカプセル15及びタケプロンＯＤ錠15の適応症追加について

武田薬品工業のタケプロンカプセル15及びタケプロンOD錠15は、最近、相次いで適応が追加されま

した。「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」、「非ステロイド性抗

炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」というものです。この２つの効能に関して

は、ジェネリック医薬品には認められておりません。したがって、この適応で使用されている場合は、

ジェネリック医薬品への変更はできませんので、ご注意ください。

向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について

先般、厚生労働省より、「向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について」と題する通知が出され

ました。個々の患者の状況を踏まえて、投与日数や投与量に注意を払うなど、一層の配慮を行うよう、

要請されています。また、薬物の不正使用防止の観点からも、適正でない向精神薬の多量投薬に注意を

する必要があります。

各薬局におかれましては、このようなおそれのある処方せんを持ち込まれた場合には、県薬事務局に

お知らせください。
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� 事務連絡
� 平成22年９月21日

日本薬剤師会 御中
� 厚生労働省保険局総務課
� 保険システム高度化推進室

免除のお知らせの送付について

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令（平成21年厚生
労働省第151号。以下「請求省令」という。）については、平成21年11月25日付けで改正をしました。

請求省令において、手書きで調剤報酬の請求をされている保険薬局については、別紙のとおり、免除
の届出を提出していただくことにより、引き続き手書きで調剤報酬の請求をすることができます。

これを受け、現在、審査支払機関において免除届を受け付けているところです。また免除届けの提出
期限については、平成22年12月31日までとなっております。

このため、審査支払機関に免除届を提出されていない保険薬局を対象として免除のお知らせを送付
し、免除届の提出の勧奨を行うこととしています。

つきましては、貴団体におかれましても、別紙の免除要件に該当する場合は速やかに届出を審査支払
機関に行っていただくよう、会員各位に対し周知をよろしくお願い申し上げます。

なお、詳細な取扱いについては、社会保険診療報酬支払基金のホームページを参考にして下さい。
（http://www.ssk.or.jp/seikyushourei/index:html）

● 免除要件
【手書き免除】

○ レセプトコンピュータを使用せず、手書きで書面による調剤報酬請求を行っている保険薬局につ
いては、電子媒体又はオンラインによる請求への移行を免除します。

※これらの保険薬局については、電子媒体又はオンラインによる請求に移行するよう努めるものとします。

○ 該当する場合、その旨を平成22年12月31日までに社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保
険団体連合会（以下「審査支払機関」という。）に届け出る必要があります。（様式第１号）

【65歳以上免除】
○ 常勤の保険薬剤師がすべて65歳以上※であって、電子媒体又はオンラインによる請求を行ってい

ない保険薬局については、電子媒体又はオンラインによる請求への移行を免除します。
※年齢の判断の時点は、平成23年４月1日。

○ 該当する場合、その旨を平成22年12月31日までに審査支払機関に届け出る必要があります。（様
式第２号）

様式第１号・第２号については、広島県社会保険診療報酬支払基金にお問い合わせ下さい。
TEL��082－294－6761（代）
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

イーケプラ錠250mg
（ユーシービージャパ
ン-大塚製薬）
ucb250

レベチラセタム

他の抗てんかん薬で
十分な効果が認めら
れないてんかん患者
の部分発作（二次性
全般化発作を含む）
に対する抗てんかん
薬との併用療法

250mg１錠 141.40
・脳のシナプス小胞蛋白２A（SV2A）

と特異的に結合する、新しい作用
機序の抗てんかん薬。

・有効用量の1000mg/日から投与開
始可能。

イーケプラ錠500mg
（ユーシービージャパ
ン-大塚製薬)
ucb500

500mg1錠 230.80

トラマールカプセル
25mg
（日本新薬）

トラマドール塩酸塩

軽度から中等度の疼
痛を伴う各種癌にお
ける鎮痛

25mg
１カプセル

37.70

・オピオイド作用、ノルアドレナリ
ン再取り込み阻害作用、セロトニ
ン再取り込み阻害作用のトリプル
アクションにより、鎮痛効果を発
揮する。

・医療用麻薬および向精神薬に指定
されていない。

・低用量モルヒネ（20～60mg/日）
と同等の鎮痛効果を示す。

・モルヒネと同等の鎮痛効果を示す
用量で、モルヒネより便秘の発現
が少ない。

・モルヒネとの効力比（切り替え用
量）が明らかになっている。

トラマールカプセル
50mg
（日本新薬）

50mg
１カプセル

65.90

ミカムロ配合錠AP
（日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム-アステ
ラス）

テルミサルタン／ア
ムロジピンベシル酸
塩

高血圧症

1錠 143.80

・ARBとカルシウム拮抗薬との配合
剤。国内で4番目の製品。

・テルミサルタンの配合剤として
は、２番目。1番目に発売された製
品は、利尿薬（ヒドロクロロチア
ジド）との配合剤であるミコンビ
配合錠。

ヴォリブリス錠2.5mg
（グラクソ・スミスク
ライン）
GSK11

アンブリセンタン

肺動脈性肺高血圧症

2.5mg
１錠

4,910.00

・１日１回投与の新規エンドセリン
受容体拮抗薬。

・肺動脈性肺高血圧症の病態に関連
の深いエンドセリンＡ受容体
（ETA）を選択的に阻害し、エン
ドセリン-1（ET-1）による血管収
縮、細胞増殖作用を抑制する。

薬価基準収載医薬品（平成22年9月17日付）
（12成分15品目）
[内用薬]
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ヤーズ配合錠
（バイエル薬品）
DS（淡赤色錠）
DP（白色錠)

ドロスピレノン／エ
チニルエストラジオ
ール ベータデクス

月経困難症

１シート 6,900.60

・黄体ホルモンのドロスピレノン
は、国内で初の合成黄体ホルモン
で、生体内の黄体ホルモンに近い
薬理学的プロファイルを有する。

・卵胞ホルモンのエチニルエストラ
ジオールは、国内で最低用量の
0.02mgを使用。

・投与方法は、既存の卵胞ホルモン/
黄体ホルモン配合剤で用いられる
21日間処方（21日間実薬投与のう
ち7日間の休薬またはプラセボ投
与）ではなく、24日間処方（24日
間実薬投与の後、4日間の休薬また
はプラセボ投与）。

ビビアント錠20mg
（ファイザー）
WY20

バゼドキシフェン酢
酸塩

閉経後骨粗鬆症

20mg１錠 132.20
・閉経後骨粗鬆症治療を目的に開発

された新規の選択的エストロゲン
受容体モジュレーター（SERM）。

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

フォルテオ皮下注キッ
ト600μg
（日本イーライリリー）

テリパラチド（遺伝
子組換え）

骨折の危険性の高い
骨粗鬆症

600μg
１キット 51,871

・新しい作用機序を有する国内初の
骨粗鬆症治療薬。

・従来の骨吸収抑制薬と異なり、新
しい骨の形成を促進する。

・骨芽細胞の分化を促進し、アポト
ーシスを抑制する。

・１日１回皮下投与。

サイビスクディスポ関
節注2mL
（ジェンザイム・ジャパン）

ヒアルロン酸ナトリ
ウム架橋処理ポリマ
ー・ヒアルロン酸ナ
トリウム架橋処理ポ
リマービニルスルホ
ン架橋体

保存的非薬物治療及
び経口薬物治療が十
分奏効しない疼痛を
有する変形性膝関節
症の患者の疼痛緩和

16mg2mL
１筒 9,648

・鶏冠由来のヒアルロン酸を架橋処
理した新規ヒアルロン酸ナトリウ
ム架橋体製剤。

・健常人の関節液中のヒアルロン酸
と同等の分子量を有する。

・週に１回、連続３回関節内投与で6
ヵ月間疼痛緩和効果が持続するこ
とが報告されている。

オレンシア点滴静注用
250mg
（ブリストル・マイヤーズ）

アバタセプト（遺伝
子組換え）

関節リウマチ（既存
治療で効果不十分な
場合に限る）

250mg
１瓶 53,467

・新しい作用機序の関節リウマチ治
療薬。

・抗原提示細胞とＴ細胞の共刺激シ
グナルを阻害し、サイトカインを産
生するＴ細胞の活性化を調節する。
既存の生物学的製剤は、炎症を引
きおこす特定のサイトカインを標
的とする。

・初回投与後、２週、４週に投与し、４
週以降は４週間に１回投与。

[注射薬]
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

アブラキサン点滴静注
用100mg
（大鵬薬品工業）

パクリタキセル

乳癌
100mg１瓶 56,982

・パクリタキセルを人血清アルブミン
と結合させたナノ粒子製剤（新剤
型、新用量のパクリタキセル製剤）。

・パクリタキセルは水に難溶性のた
め、従来製品はポリオキシエチレ
ンヒマシ油および無水エタノール
を溶媒として使用していたが、人
血清アルブミンと結合させたこと
により、この溶媒を使用せず、生
理食塩液に懸濁可能となった。

・溶媒に関連する過敏症などの問題点
が改善され、有効性も向上した。

トーリセル点滴静注液
25mg
（ファイザー）

テムシロリムス

根治切除不能又は転
移性の腎細胞癌

25mg1mL
１瓶

（希釈液付）
132,915

・mTORを阻害し、細胞周期の進行
および血管新生を抑制する、新し
い作用機序の抗悪性腫瘍薬。

パシル点滴静注液
1000mg
（富山化学工業－大正
富山)

パズフロキサシンメ
シル酸塩

＜適応菌種＞
パズフロキサシンに
感 性のブドウ球菌
属、レンサ球菌属、肺
炎球菌、腸球菌属、モ
ラクセラ（ブランハメ
ラ）・カタラーリス、大
腸菌、シトロバクター
属、クレブシエラ属、
エンテロバクター属、
セラチア属、プロテウ
ス属、モルガネラ・モ
ルガニー、プロビデン
シア属、インフルエン
ザ菌、緑膿菌、アシネ
トバクター属、レジオ
ネラ属、バクテロイデ
ス属、プレボテラ属

＜適応症＞
・敗血症
・外傷・熱傷及び手

術創等の二次感染
・肺炎、肺膿瘍、慢

性呼吸器病変の二
次感染

・複雑性膀胱炎、腎
盂腎炎、前立腺炎

（急性症、慢性症）
・腹膜炎、腹腔内膿

瘍
・胆嚢炎、胆管炎、

肝膿瘍
・子宮付属器炎、子

宮旁結合織炎

1,000mg
200mL

１キット
2,750

・パシル点滴静注液300mg/同滴静注
液500mgの規格追加製剤。

パズクロス点滴静注液
1000mg
（田辺三菱製薬）

1,000mg
200mL

１キット
2,750
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

トピナ錠25mg
（協和発酵キリン）
KH115

トピラマート

他の抗てんかん薬で
十分な効果が認めら
れないてんかん患者
の部分発作（二次性
全般化発作を含む）
に対する抗てんかん
薬との併用療法

25mg１錠 62.90 ・既存の50、100mg製剤に新規格（
25mg製剤）を追加。

パキシル錠5mg
（グラクソ・スミスク
ライン）
表：GS 裏：TEZ

パロキセチン塩酸塩
水和物

うつ病・うつ状態、
パニック障害、強迫
性障害、社会不安障
害

5mg１錠 65.50

・既存の10、20mg製剤に新規格（5
mg製剤）を追加。

・原則として、5mg錠は減量又は中
止時のみに使用すること。

ミカルディス錠80mg
（日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム）

テルミサルタン

高血圧症
80mg１錠 213.60 ・既存の20、40mg製剤に新規格（80

mg製剤）を追加。

オキノーム散2.5mg
（塩野義製薬） オキシコドン塩酸塩

水和物

中等度から高度の疼
痛を伴う各種癌にお
ける鎮痛

2.5mg１包 65.20

・「オキノーム散0.5％」の名称及び
規格単位を変更し、包装単位ごと
に分けた製品。

オキノーム散5mg
（塩野義製薬） 5mg１包 130.40

オキノーム散10mg
（塩野義製薬） 10mg１包 260.80

薬価基準収載医薬品（平成22年9月24日付）
（13成分25品目）
[内用薬]

[注射薬]

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ラモセトロン塩酸塩
静注液0.3mgシリンジ
「サンド」
（サンド）

ラモセトロン塩酸塩

抗悪性腫瘍剤（シス
プラチン等）投与に
伴う消化器症状（悪
心、嘔吐）

0.3mg2mL1筒 4,244
・既存のラモセトロン塩酸塩製剤を
プレフィルドシリンジ化した新キッ

ト製剤。
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ジェノトロピンゴーク
イック注用5.3mg
（ファイザー）

ソマトロピン（遺伝
子組換え）

・骨端線閉鎖を伴わ
ない成長ホルモン
分泌不全性低身長
症

・骨端線閉鎖を伴わ
ない次の疾患にお
ける低身長
・ターナー症候群
・慢性腎不全
・プラダーウィリ

ー症候群
・成人成長ホルモン

分泌不全症（重症
に限る）

・骨端線閉鎖を伴わ
��ないSGA(small-for-

gestationalage）
性低身長症

5.33mg
１キット 44,559

・既存のソマトロピン（遺伝子組換
え）製剤（ジェノトロピンTC注用
5.3mg、同12mg）をペン型注入器
にあらかじめセットした新キット
製品。

ジェノトロピンゴーク
イック注用12mg
（ファイザー）

12mg
１キット 110,185

ノルディトロピン フレ
ックスプロ注5mg
（ノボノルディスクファーマ）

ソマトロピン（遺伝
子組換え）

・骨端線閉鎖を伴わ
ない成長ホルモン
分泌不全性低身長
症

・骨端線閉鎖を伴わ
ないターナー症候
群における低身長

・骨端線閉鎖を伴わ
ない軟骨異栄養症
における低身長

・成人成長ホルモン
分泌不全症（重症
に限る）

・骨端線閉鎖を伴わ
���ないSGA(small-
����for-gestationala
����ge）性低身長症

5mg
１キット 52,949

・既存のソマトロピン（遺伝子組換
え）製剤（ノルディトロピン フレッ
クス注5mg、同10mg、同15mg）のペ
ン型注入器部分を変更したキット製
剤。

ノルディトロピン フレ
ックスプロ注10mg
（ノボノルディスクファーマ）

10mg
１キット 103,013

ノルディトロピン フレ
ックスプロ注15mg
（ノボノルディスクファーマ）

15mg
１キット 152,642

ゴナールエフ皮下注ペ
ン300
（メルクセローノ）

ホリトロピン アル
ファ（遺伝子組換え）

・視床下部－下垂体
機能障害又は多囊
胞性卵巣症候群に
伴う無排卵及び希
発排卵における排
卵誘発

・低ゴナドトロピン
性男子性腺機能低
下症における精子
形成の誘導

300国際単位
0.5mL
１筒

20,180 ・既存の450IU、900IU製剤に新規格
（300IU製剤）を追加。
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ビカネイト輸液
（大塚製薬工場）

塩化ナトリウム、塩
化カリウム、塩化カ
ルシウム水和物、塩
化マグネシウム、炭
酸水素ナトリウム、
クエン酸ナトリウム
水和物

循環血液量及び組織
間液の減少時におけ
る細胞外液の補給・
補正、代謝性アシド
ーシスの補正

500mL
１袋 254

・リンゲル液の成分に、炭酸水素イ
オン及びマグネシウムイオンを配
合したバッグ型新キット製剤（新
キット製品）

ビカネイト輸液
（大塚製薬工場） １L１袋 491

エポジン皮下注シリン
ジ24000
（中外製薬）

エポエチンベータ
（遺伝子組換え）

貯血量が800mL以上
で１週間以上の貯血
期間を予定する手術
施行患者の自己血貯
血

24,000国際単
位0.5mL1筒 25,777

・既存の750、1500、3000、6000、
9000、12000製剤に新規格（24000
製剤）を追加。

・左記効能・効果に対する皮下投与
の追加。

エポジン皮下注アンプ
ル9000
（中外製薬）

エポエチンベータ
（遺伝子組換え）

・連続携行式腹膜灌
流（CAPD）施行
中の腎性貧血

・透析導入前の腎性
貧血

9,000国際単位
0.5mL1管 14,030

・医療事故防止のための名称変更。
・旧名称品は、新名称品の薬価収載

と同日付で経過措置に移行。
経過措置期間は2011年６月30日ま
での予定。

エポジン皮下注アンプ
ル12000
（中外製薬）

12,000国際単
位0.5mL1管 16,109

エポジン皮下注シリン
ジ9000
（中外製薬）

9,000国際単位
0.5mL1筒 12,848

エポジン皮下注シリン
ジ12000
（中外製薬）

12,000国際単
位0.5mL1筒 15,932

エンブレル皮下注
50mgシリンジ1.0mL
（ファイザー）

エタネルセプト（遺
伝子組換え）

関節リウマチ（既存
治療で効果不十分な
場合に限る）

50mg1mL
１筒 30,206

・既存の25mgシリンジ0.5mL製剤の
用法・用量（10～25mgを１日１
回、週に２回）を変更し、新規格
（50mgシリンジ1mL製剤）を追
加。
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

パズクロス点滴静注液
300mg
（田辺三菱製薬）

パズフロキサシンメ
シル酸塩

＜適応菌種＞
パズフロキサシンに
感 性のブドウ球菌
属、レンサ球菌属、肺
炎球菌、腸球菌属、モ
ラクセラ（ブランハメ
ラ）・カタラーリス、大
腸菌、シトロバクター
属、クレブシエラ属、
エンテロバクター属、
セラチア属、プロテウ
ス属、モルガネラ・モ
ルガニー、プロビデン
シア属、インフルエン
ザ菌、緑膿菌、アシネ
トバクター属、レジオ
ネラ属、バクテロイデ
ス属、プレボテラ属

＜適応症＞
・敗血症
・外傷・熱傷及び手

術創等の二次感染
・肺炎、肺膿瘍、慢

性呼吸器病変の二
次感染

・複雑性膀胱炎、腎
盂腎炎、前立腺炎

（急性症、慢性症）
・腹膜炎、腹腔内膿瘍
・胆嚢炎、胆管炎、

肝膿瘍
・子宮付属器炎、子

宮旁結合織炎

300mg
100mL

１キット
1,368

・医療事故防止のための名称変更。
・旧名称品は、新名称品の薬価収載

と同日付で経過措置に移行。

パズクロス点滴静注液
500mg
（田辺三菱製薬）

500mg
100mL

１キット
1,838

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

アズマネックスツイスト
ヘラー200μg60吸入
（シェリング・プラウ）

モメタゾンフランカ
ルボン酸エステル

気管支喘息

12mg１キット
（200μｇ） 3,291.80 ・既存の100μg60吸入製剤に新規格

（200μg60吸入）を追加。

ロキソニンゲル１％
（第一三共）

ロキソプロフェンナ
トリウム水和物

下記疾患並びに症状
の消炎・鎮痛
変形性関節症、筋肉
痛、外傷後の腫脹・
疼痛

１％１g 6.80 ・既存の製剤（ロキソニンパップ）
に剤形を追加。

[外用薬]
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

イナビル吸入粉末剤
20mg

（第一三共）

ラニナミビルオクタ
ン酸エステル水和物

A 型又は B 型インフ
ルエンザウイルス感
染症の治療

20mg
1 キット 2,080.50

・長時間作用型のノイラミニダーゼ
阻害剤で、治療は1回で完結する。

・オセルタミビル耐性ウイルス（A/
H1N1）にも有効。

・プロドラッグであり、吸入後、活
性代謝物のラニナミビルに変換さ
れ、ウイルス増殖部位の気道・
肺に長時間貯留し、作用を発揮す
る。

・新型ヒトインフルエンザウイル
ス［パンデミック（A/H1N1）
2009］、高病原性トリインフルエ
ンザウイルス（A/H5N1）に対す
る有効性が報告されている（
および ［マウス］）。

薬価基準収載医薬品（平成22年10月4日付）
（１成分１品目）
[外用薬]
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「藤井もとゆき活動報告」
薬剤師連盟のページ

参議院議員
薬学博士 藤井もとゆき

復 帰 後 最 初 の 国 会 質 問

秋の臨時国会は、民主党の代表選挙が９月14日になったことなどから、どうやら10月になりそうです。

国会議員にとっては長い休暇となりましたが、実は、そうは休ませてはいただけません。マスコミでは、

予算編成や経済対策など、政府内の審議だけが報道され、野党となった自民党は何もしていないように

見えるかもしれません。しかし、閉会中であっても、23年度予算概算要求、税制改正、離島振興特別部

会、高校授業料無償化における朝鮮学校の指定について、子宮頸がん予防ワクチンプロジェクトチーム、

厚生労働部会平成23年度医療関係概算要求、看護問題小委員会等々、自民党内で会議が頻繁にもたれて

います。

９月13日には、閉会中審議として、臨時に厚生労働委員会が開かれました。この厚生労働委員会で質

問の機会が与えられました。国会復帰後の久しぶりの国会質問。臨時国会へのウオーミングアップのよ

い機会でもあり、質問に立つことにしました。

質問の主題は、今、大きな問題となっている「多剤耐性菌」に絞ることにしました。

ご承知のように、帝京大学医学部付属病院で、多剤耐性アシネトバクター（MRAB）による、58人

という多数の感染者が発生、同菌が原因と疑われる９人の死亡者が発生するという事例が発生しました。

厚労省の調査では、同病院の耐性菌防止体制が極めて不十分であったことが最大の原因とされ、また、

行政への報告の遅れ等々、様々な問題点が指摘されました。実は、これと同じ時期、今年の初めから６

月にかけて、愛知県のある病院でも多剤耐性アシネトバクターによる20例の感染が確認されていました。

こちらの方は、最初に確認された直後、保健所を通じて厚労省に報告する一方、院内では迅速な対策が

取られていました。

質問では、この愛知県の事例を把握した時点で厚労省が医療機関に対し注意を呼び掛けていれば、帝

京大の対応も違ったのではないか等、長妻厚労大臣に質しました。

このMRABと並行して、新たに、NDM-1産生多剤耐性大腸菌の感染者が獨協大学で確認されたこと

が発表されました。NDM-1は酵素（ニューデリーメタロ－β－ラクタマーゼ）で、抗生物質を分解す

る能力があり、この酵素産生の遺伝子を保有する細菌は、カルバペネムはじめ、ほとんど抗生物質に

耐性を持つことが確認されています。NDM-1多剤耐性菌は、インド、パキスタンなどで増加しており、

また、英国、ベルギーなど欧州で多発していますが、いずれもこれらの国に渡航した経歴がある人達が

感染しているということです。獨協大学の感染者もインドで医療を受けた経歴のある人でした。今、英

国のマスコミでは、この多剤耐性菌を“スーパーバグ（Superbug）と呼んで大きな問題となっており、

ＷＨＯも、多剤耐性菌の発生は、抗生物質の多用が主原因であり、各国に対し抗生物質の適正な使用対

策を呼び掛けています。
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「藤井もとゆき活動報告」

参議院議員
薬学博士 藤井もとゆき

臨 時 国 会 、 始 ま る

10月１日、第175回臨時国会が開会されました。夏の参院選後、８月に１週間臨時国会が開かれまし

たが、参院選で与野党が逆転して、菅内閣が初めて迎える国会であり、テレビなどでご承知のように、

冒頭の本会議から、経済対策、尖閣列島問題、小沢議員の検察審査会の起訴相当議決、検察の特捜問題

など相次ぐ難問の山に、波乱含みの国会論戦の幕開けとなりました。

この臨時国会で、国民生活に直結する最大の懸案は経済対策を盛り込んだ補正予算審議ですが、しか

し、尖閣問題、小沢問題を脇に置いたままの審議は絶対に許されず、自民党にとっても正念場です。

ところでこの国会で、私は自民党本部から、念願の参院厚生労働委員会の委員の指名を受けました。

厚生労働委員会は、名前の通り、社会保障や労働問題など厚生労働政策全般を担当する委員会です。医

薬品販売制度に係わる薬事法改正案の審議、薬学6年制教育に係わる薬剤師法改正案の審議、医療法改

正案の審議、また、健康保険法の改正や後期高齢者医療制度、介護保険法、国民年金法などの公的保険

制度、福祉、雇用問題など、国民生活に直結する政策の審議の場です。ですから、厚生労働委員会を希

望する議員は大変多く、正直心配しました。

さて、今国会では参議院は、与野党議員数が逆転するねじれ状態となっていますが、25人の与野党議

員で構成されている厚生労働委員会もまた、与党民主党委員が11人（委員長を含む）、野党委員が14人

と、野党委員が多数を占めています。また、参院厚労委員会は、委員のうちから５人の理事に就任し、

理事会を構成します。理事会は、委員会の審議の進行などについて与野党が協議する場ですが、今回は、

民主党から２人、野党からは自民党から２人、公明党から１人が理事となることとなりました。そして、

野党第１党の理事である私が、野党３人の理事の筆頭理事を指名されることとなりました。

与野党委員数が逆転する状況では、法案は野党の委員２人以上が賛成に回らない限り、可決されませ

ん。すなわち、野党が法案の審議の行方のキャステイングボードを握っているわけです。

この国会では、厚生労働委員会に４本の法案が提出されていますが、会期は12月４日までの２カ月と

少ししかありません。補正予算、尖閣、小沢問題、特捜問題がどうなるか、その議論次第で、厚生労働

委員会の審議も大きく影響を受けます。先日、厚労省から提出法案の説明を受けましたが、筆頭理事の

立場は、薬事や医療、福祉問題だけでなく、労働、雇用対策など幅広く厚生労働政策に精通しなければ

なりません。

大変難しい時代のかじ取りである筆頭理事の役割は重く、今から責任の大きさを痛感しています。
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平成23年度保険薬局部会会費について
平成23年度の広島県薬剤師会保険薬局部会会費は、平成22度と同額とすることと決定いたしました。

つきましては、平成21年11月以降に入会された薬局、また、平成21年11月より平成22年10月の総受付

回数が、それ以前の受付回数と大幅に異なり、ランク（下記参照）に変更がある場合には、各所属支部

宛に、社保･国保の総受付回数、営業月数を次頁様式にて、申告していただきますよう、お願いいたし

ます。

また、提出方法・提出期限につきましてご不明の点があれば、各所属支部へお問い合わせ頂きますよ

う、お願い申し上げます。

� 第35回広島県薬剤師会通常総会資料抜粋

広島県薬剤師会保険薬局部会会費賦課納付規程
第２条 本部会員の納付する会費は、次のとおりとする。

附 則（平成14年３月24日議決）

この規程の一部改正は、平成14年４月１日から施行し、施行の日から起算して２年を経過した日にその

効力を失う。

附 則（平成16年３月21日議決）

この規程の一部改正は、「平成14年４月１日から施行し、施行の日から起算して２年を経過した日にそ

の効力を失う。」を「平成14年４月１日から施行し、平成18年３月31日にその効力を失う。」とし、こ

の一部改正は、平成16年４月１日から施行する。

附 則（平成18年３月21日議決）

この規程の一部改正は、平成18年４月１日から施行する。

ランク １月あたり受付回数 １月あたり会費額 年会費額 年間賦課額
Ａ 0～100回 475円 5,700円 2,850円
Ｂ 101～200 665 7,980 3,990
Ｃ 201～300 1,520 18,240 9,120
Ｄ 301～400 2,565 30,780 15,390
Ｅ 401～500 3,800 45,600 22,800
Ｆ 501～600 5,225 62,700 31,350
Ｇ 601～700 6,840 82,080 41,040
Ｈ 701～800 8,645 103,740 51,870
Ｉ 801～900 10,640 127,680 63,840
Ｊ 901～1,000 12,825 153,900 76,950
Ｋ 1,001～1,500 14,250 171,000 85,500
Ｌ 1,501～ � 19,000 228,000 114,000

保険薬局ニュース
平 成 22 年 11 月 １ 日
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広島県薬剤師会保険薬局部会
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保
険
薬
局

コード番号 支 部 名

名 称

開��設��者

所��在��地

月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

受付回数

月 6月 7月 8月 9月 10月 総��計 月平均受付
回数

受付回数

営業月数

＊歯科・眼科・耳鼻科の受付回数も１と数えます
＊生保・公費単独は受付回数に含みません。
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