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第38回日本薬剤師会学術大会開催案内（予告⑤）
１．開催期日：平成17年10月９日（日）〜10日（月・祭日）
２．開催場所：広島国際会議場、広島県立総合体育館、

８．開会式特別記念講演
「薬剤師大改革

リーガロイヤルホテル広島
３．主

〜壁を乗り越えるためには〜（仮題）」

催：6日本薬剤師会、6広島県薬剤師会

北里大学大学院教授・東京大学名誉教授

４．メインテーマ

養老 孟司 先生

薬剤師大改革・大きな信頼と結果を

９．大会に関するお問い合わせ

〜選ばれるために〜
５．日

〒730-8601

程

広島県薬剤師会内

10月９日（日）

日本薬剤師会学術大会運営委員会

開会式、特別講演、テーマ別分科会（講演・シンポ

TEL

082-246-4317

ジウム・会員口頭発表）
、ポスター発表、懇親会

FAX

082-249-4589

URL

http://www.

E-mail

gaku@

10月10日（月・祭日）
テーマ別分科会（講演・シンポジウム・会員口頭発
表）
、ポスター発表

〒150-8389

展示（開催期間中）：新薬、薬科機器、ＯＡ機器、

or.jp/
or.jp

東京都渋谷区渋谷2-12-15
長井記念館４階

専門図書等

日本薬剤師会事務局学術大会係

６．登録費

TEL

03-3406-1171

9,000円

学生 1,000円

FAX

03-3406-1499

当日登録 一般 10,000円

学生 1,000円

URL

http://www.nichiyaku.or.jp/

E-mail

gaku@nichiyaku.or.jp

予約登録 一般

７．懇親会費：9,000円（会場：リーガロイヤルホテル広島）

第38回
会

広島市中区富士見町11-42

日本薬剤師会学術大会日程及び分科会会場（予定）

場

10月9日（日）
10月10日（月・祝）
10:00〜 12:30〜
13:30〜17:30
9:00〜13:00
開会式、
式
4
「薬剤師ビ 5「薬事制度
フェニックス
特別講演
3「医療制度改革」
6「規制緩和」
典、
特別記
ジョン」
改革」
（1500人）
3題
講演
シンポジウム
念講演
講演
講演
広
1
「実務実習」シンポ 1「実務実習」シンポ
ヒマワリ
ランチョン
14「情報化と薬剤 13「薬局機能」
ジウム「6年制下 ジウム「現場での経
セミナーⅠ
師」
シンポジウム
シンポジウム
島（570人）
の長期実務実習」験を通じての提言」
ダリア1
国（256人）

ランチョン 11「安全と安心」シン
会員発表
セミナーⅡ ポジウム
「薬害に学ぶ」

10「国際化」 ロールプレイ「コミュニ
シンポジウム ケーション技法を学ぶ」

際 ダリア2
（256人）
会
コスモス全室
（264人）
議
ラン
場（224人）

ランチョン 9「災害と薬剤師」
セミナーⅢ シンポジウム

2「生涯教育」
会員発表
シンポジウム
15「セルフメデ 17「漢方と
ィ ケ ー シ ョ ン 」薬剤師」
シン 会員発表
シンポジウム
ポジウム

会議運営室事
務室（153人）
広 大会議室
（156人）
島
中会議室
県
（150人）
立
総 大アリーナ
合
体 小アリーナ
育
館 エントランス

ランチョン 7「介護」
セミナーⅣ 講演

会員発表

7「介護」
会員発表
シンポジウム

ランチョン 8「健康日本21」
セミナーⅤ 講演
ランチョン 16「病院薬剤師」
セミナーⅥ
シンポジウム

会員発表
会員発表

会員発表
12「地域・職域」
会員発表
講演

ランチョン
会員発表
セミナーⅦ

WS事前講義 会員発表

ランチョン
会員発表
セミナーⅧ

会員発表

ポスター展示・機器展示・ＯＡ機器

ポスター展示

ポスター展示

ポスター展示

書籍販売・物産販売

書籍販売・物産販売

WS総合討論
〜14時

;;;;;;;
;;;;;;;
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第38回 日本薬剤師会学術大会当日の各同窓会のご案内
東京薬科大学同窓会のお知らせ

日

時：平成17年10月９日
（日）
午後７時30分より

会

場：広島市中区本通7-1

会

費：7,000円

銀

行：広島銀行十日市支店

アンデルセン

明治薬科大学同窓会のお知らせ

日

時：平成17年10月９日
（日）
午後７時30分より

会

場：リーガロイヤルホテル広島
３階

振替口座：普通3204886

会

口 座 名：東薬会広島県支部

宮島の間

費：6,000円

中本明春

参加申込：上記口座へ９月30日までにお振込みお
願いします。

参加申込・お問い合せ：
広島市中区三川町2-8 マザー薬局

お振込みをもって受付といたします。

木村

章彦

ＴＥＬ：082-544-1414

当日受付も可能です。
ＦＡＸ：082-544-1415

お間い合せ：東薬会広島県支部
会計

中本

明春

参加申込期限：平成17年９月30日（日）

ＴＥＬ：0824-63-5271（中本薬局）
ＦＡＸ：0824-62-6472

神戸学院大学薬学会開催と
スタッフ募集のお知らせ
日

時：平成17年10月９日
学術大会終了後開催（20：30頃予定）

場

所：リーガロイヤルホテル広島
３階

日

時：平成17年10月９日（日）午後６時より

場

所：ホテルグランヴィア広島

会

費：5,000円

３階

あすか

参加申込・問い合わせ：

音戸の間

水郷会事務局

お問い合せ：ひかりが丘薬局
井上

大阪薬科大学同窓会のお知らせ

映子（第11期生）

ＴＥＬ：082-261-6033
（受付時間：14時〜18時）

松村

博之

ＴＥＬ：0823-22-1366
ＦＡＸ：0823-22-1367
水郷会のホームページからもお申し込み頂け
ます。

スタッフ募集
受付・会場係等募集しております。
お手伝い頂ける方は上記までご連絡下さい。

http://www16.ocn.ne.jp/˜suigou/
申込期限：９月末日

同窓会開催予定のご連絡を！
第38回日本薬剤師会学術大会広島大会（10月９日・10日）にあわせて、出身薬科
大学、出身薬学部等の同窓会の開催予定がある場合は県薬事務局までお知らせくだ
さい。
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第38回 日本薬剤師会学術大会開催案内
第34回 広島県薬剤師会通常総会を開催 会長あいさつ
平成17年度 事業計画及び役員業務分担
受賞者・喜びの声
広島県薬剤師研修協議会報告
支部長・理事合同会議を開催
市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議報告
福山大学創立30周年記念式典開催
第1回 日本薬剤師会地方連絡協議会報告
在宅服薬管理指導推進モデル事業
広島県病院薬剤師会総会を開催
第16回 ジュノー記念祭に出席して
広島県健康増進普及実行委員会報告
第22回 全国禁煙アドバイザー育成講習会（in奈良）報告
講演資料ライブラリー
福利厚生 Wポイントカード加盟店・指定店一覧
県薬だより 県薬より支部長への発簡 常務理事会議事要旨 県薬日誌 行事予定
会員紹介#1
行政だより
支部だより／諸団体だより
研修だより
薬事情報センターのページ
お薬相談電話事例集 No.35
安全性情報 No.212・No.213
検査センターだより
書籍等の紹介
告知板
保険薬局ニュース
薬剤師連盟のページ

色紙
色紙
bbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
表紙写真 ハルウコン（ショウガ科）
ショウガの仲間にはたくさんの種類がありますが秋に葉柄から
白っぽい花を咲かせるウコンと春に地上から花柄を伸ばし赤味の強
い花のハルウコンがあります。どちらも薬用に用いられますがウコ
ンはターメリックとしてカレー粉の原料として多用されます。ハル
ウコンの根茎はウコンよりややうすい黄色をしています。
写真解説：吉本 悟先生（安芸支部）
撮影場所：広島市東区・植栽
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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第34回 広島県薬剤師会通常総会を開催
−平成16年度会務・事業報告・収支決算等を承認−
第34回広島県薬剤師会通常総会は、去る５月28
日（土）午後３時から広島県薬事衛生会館に於い
て開催された。
総会は、宗 文彦常務理事の司会のもと開会さ
れ、まず、木平健治副会長の開会の辞、続いて
前田泰則会長の挨拶があった（別掲）。
次に、表彰式に移り、次の方々に対して前田会
長から、賞状並びに記念品の伝達・授賞が行わ
れた。
受賞者は次のとおり。
〔順不同、敬称略、
（ ）内は支部名〕
○日本薬剤師会有功賞受賞者（伝達）（10名）
畔地 達郎（広 島） 小西 冴子（広 島）
佐々木梅子（広 島） 高橋 綾子（広 島）
林
省三（安 佐） 栗原
惇（安 芸）
杉原 郁子（三 原） 藤堂 滋子（三 原）
田辺 節子（尾 道） 吉原 博子（尾 道）
○広島県薬剤師会賞受賞者（６名）
木平 健治（広 島） 有村 健二（東広島）
鷹橋 照子（ 呉 ） 橋本由輝雄（福 山）
玉浦
巌（三 原） 黐池昭二三（行 政）
○広島県薬剤師会功労賞受賞者（９名）
鬼武 英生（広 島） 谷川 正之（広 島）
市川 孝治（東広島） 上向井君江（ 呉 ）
河野 俊郎（ 呉 ） 中嶋 都義（ 呉 ）
田口 勝英（福 山） 原
俊樹（三 原）
山本ソノエ（三 原）
○広島県薬剤師会有功賞受賞者（７名）
宇根岡清子（広 島） 田妻 正吉（広 島）
久光 静子（広 島） 松葉
忍（府 中）
漆原
清（尾 道） 津村美久子（尾 道）
宮地美愛子（因 島）
続いて、広島県福祉保健部長祝辞（代理 村上
行雄 薬務室長）があり、次に、藤井基之参議院
議員、中西敏夫日本薬剤師会長からの祝電が披露
された。
次に、受賞者を代表して橋本由輝雄氏（福山）
が謝辞を述べられて表彰式を終了した。
次に、昨年度の物故会員に対して、ご冥福を祈

念して黙祷が捧げられた。
次いで、正・副議長の選任があり、議長に多森
繁美氏（三原）、副議長に郡司久美子氏（広島佐
伯）が選任され、正・副議長席に着き、直ちに出
席会員数の確認があり、会員総数の３分の１の定
足数1,001人以上に対して、出席者数（委任状を
含む）1,713人が確認されて、総会の成立が宣言
された。
次 に 、 議 事 録 署 名 人 に 守 谷 芙 久 枝 氏 （ 呉 ）、
藏田元二氏（廿日市佐伯）が議長から指名された。
続いて、報告事項６件及び議案１件が報告され、
直ちに一括上程議題とし、次のとおり各理事から
資料等により、報告並びに提案理由等の説明が
あった。
１．日本薬剤師会代議員会報告について
玉浦 巌 日薬代議員
２．広島県薬剤師会代議員会報告について
原 俊樹 県薬代議員
３．平成16年度広島県薬剤師会会務並びに事業報
告について
森井紀夫 副会長
４．平成16年度広島県薬剤師会収支決算報告につ
いて
谷川正之 常務理事
５．平成16年度保険薬局部会事業報告について
豊見雅文 副会長
６．平成16年度保険薬局部会収支決算報告につ
いて
野村祐仁 常務理事
７．議案第１号 社団法人広島県薬事衛生会館か
らの財産及び事務引継ぎについて（案）
森井紀夫 副会長
続いて、監査報告に移り、児玉信子監事から監
査結果について報告があった。
次に、質疑に入ったが、特に質疑はなく、直ち
に採決が行われた結果、各報告事項についてはい
ずれも報告のとおり承認され、次に、第１号議案
について採決が行われ、挙手多数により原案のと
おり可決された。
以上で、議事を終了し、平井紀美恵副会長の閉
会の辞があり、総会は終了した。
閉会時刻

午後４時46分
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【 会 長 あ い さ つ 】
会

第34回広島県薬剤師会通常総会の開催にあたり
まして一言ご挨拶を申しあげます。
本日、日本薬剤師会有功賞を始め、広島県薬剤
師会賞、同功労賞、同有功賞等をご受賞の先生方、

長 前田

泰則

向けて、あと５年先ですから、それまで予算と実
務研修に対する対応とカリキュラムの作成という
ことを含めて、大学では考えていかなければいけ
ません。

誠におめでとうございます。お忙しい中ご出席頂

我々薬局薬剤師は現状を薬学生にどのように教

きまして厚くお礼申し上げます。長年にわたる先

えるか、ということも指導薬剤師を育成するわけ

生方のご努力と会の運営に関してのご理解をいた

で、これは先程、木平先生が言われましたが、約

だいておりますことを、心から感謝いたしますと

7,000名を全国で養成したい。広島県レベルで100

ともに、これから我々の次世代のことを含めて努

人か200人だそうですが、まだ、かなり不足がち

力目標としたいと思っております。

なのが気になりますが、是非、研修を受けていた

今年、来年にむけて様々な事業がある中で10月
９・10日には、第38回日本薬剤師会学術大会をこ

だいて指導薬剤師としての役目も果たしていただ
きたいと思います。

の地広島県で開催する運びとなりました。1981年

それからもう１点、薬事衛生会館との統合とい

に広島で開催されて以来、約４分の１世紀を経て

うとことであります。ここ数日のうちに薬事衛生

再び広島の地で実施するということになりました。

会館から書類が届くと思うのですが、会館を類似

この25年余りの時間の流れの中で随分薬剤師の

の社団法人に移行するということを前提に会館の

職能を含めて変わってきていることを感じており

社団を解散する、その中で資産を整理する清算委

ます。その極端なところが、来年の４月から薬剤

員会を開かなければいけませんが、その解散の要

師の国家資格、薬学部の年限の延長ということで

件として会員の委任状が４分の３あるいは会議に

６年制というふうに盛りこまれております。それ

参加していただかないと決議ができません。社団

に伴って４＋２とか６年制一貫というのはあるの

法人の定款の最後に載っておりますが、４分の３

ですけれども、各私立・各国立の薬学部の大学で

以上の委任状か参加者を頂くのはかなり厳しい状

の準備が、それぞれ平成22年に向かって対応して

況と考えます。従って来月の23日に薬事衛生会館

いかないといけない。と言うのは実務実習を受け

の総会を開くわけですが、委任状の〆切を６月の

入れる体制が義務化されておるのであります。今

初めに設定しております。集まらなかったときの

まで短い期間の研修であったのですが、今後６ヶ

ことを考えて何回か会員の先生方に御協力お願い

月という中の研修を薬学部の学生は必須として受

をしないといけないかと考えております。

けて頂かなければなりません。

この時期に会館の統合と合わせて、第38回日薬

それには我々、開局薬剤師の一人ひとりの方々

学術大会の実施、様々な事業をこれからやってい

のご支援とご協力がなければ、実は未だ軌道に

かないといけませんが、是非、その辺のご理解を

のっていきませんが、大病院等の中の薬剤部だけ

賜りながら、各支部のご意見を頂きながら業務の

ではなく開局薬剤師の方と合わせて今後の対応を

執行をさせて頂きたいと思っておりますので、こ

頂きたいと思っておりますし、それに伴って文部

の上のご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上

科学省では薬事専門官がこの４月１日より選任さ

げます。

れております。予算化等を含めて国は対応を考え

終わりに、本日の総会が無事審議されることを

ているのですが、まだ、それに十分な予算化がな

願って開会の挨拶とさせていただきます。本日は

されているわけではありません。今年から22年に

どうぞよろしくお願いします。
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平成17年度
（

事

業

内

事業計画及び役員業務分担
容

）

1．県民の福祉・医療・保健衛生向上のための活動
（１）広島県保健医療計画に関する地域薬剤師会の積極的参画の
推進と支援
（ア）広島県保健医療計画及び二次医療計画への支援
（イ）広島県地域保健対策協議会（（健康食品の正しい知識の普
及に関する特別委員会）等への参画）
（ウ）広島県圏域地域保健対策協議会への参画（三次市 17.10.16）
（エ）医薬品のより良い使用推進員講習会及び育成への協力
（オ）「より良い在宅医療を目指すために」手引書に基づく薬剤
師による訪問薬剤管理指導の対応・研修
（カ）広島プライマリ・ケア研究会への参加とプライマリ・ケ
アにおける薬剤師職能の拡充（17.7.24）
（キ）新ひろしま高齢者プランへの対応
（２）介護保険制度への対応
（ア）
「介護保険まちかど相談事業」の推進
（イ）在宅服薬管理ステーションの設置と推進
（３）「健康日本 21」
「健康ひろしま 21」
「健やか親子 21」への協力
（４）薬と健康の週間に関する啓発事業
（ア）
「薬と健康相談窓口」の開設
（イ）
「くすりの相談」事業の推進と協力
（イ）
「薬草に親しむ会」の開催（１カ所）（17.9.23）
（ウ）「第 22 回広島県薬事衛生大会」の開催（17.12.1）
（５）薬事衛生指導員の研修及び活動《県補助事業》
（ア）講習会の開催（２カ所）
（イ）薬事衛生指導員の活動
（ウ）
「くすりの相談」事業の推進と協力
（６）学校保健衛生への支援協力
（７）麻薬・覚せい剤・向精神薬等薬物乱用防止活動の支援
（８）禁煙推進活動の支援
（ア）薬剤師禁煙支援アドバイザーの育成
（イ）広島県禁煙支援ネットワーク研修会（薬剤師会担当）の
開催
（９）エイズ対策事業への支援協力
（10）防災体制
（ア）「災害時における薬剤師の派遣・医薬品等の供給について」
の教育研修
（イ）広島県薬剤師会における防災ネットワークの構築
（11）県民公開講座の開催（17.10.10）
2．医薬分業の推進及び社会保険制度への対応
（１）保険薬局部会の事業
（２）在宅医療への参画推進
（３）医薬品安全性情報収集活動に協力
（４）保険診療報酬審査委員会への対応
（５）保険医療指導専門薬剤師への対応
3．薬剤師の生涯教育及び養成計画
（１）薬学教育機関等との関係強化
（ア）広島大学、福山大学、広島国際大学との連携推進
（イ）広島県病院薬剤師会との協力推進
（２）薬学部学生薬局実務実習への協力
（ア）薬学部学生薬局実務実習への協力
（イ）中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関への
協力
（ウ）受け入れ薬局と指導薬剤師の育成

担 当
副会長

主担当

担
理

当
事

全理事・支部長対応

森
松
木

井
下
平

有
田
増
野

村
口
田
間

勝
小
西

谷
林
谷

平
大
重
澁

井
塚
森
谷

宗

豊
松

見
下

宗
田 口
野 村
増 田
有 村
安 藤
青 野
中 嶋
前田（修）
政 岡
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（

事

業

内

容

）

（３）広島県薬剤師研修協議会への協力
（ア）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度への協力
（イ）薬局・病院薬剤師指導者研修会への派遣
（ウ）薬局・病院薬剤師指導者伝達研修会の開催
（エ）薬剤師実務研修への協力《厚生労働省委託事業》
（オ）平成 17 年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力（17.7.3）
（カ）福山大学卒後教育研修会への協力（17.6.11 17.10. ）
（キ）医薬品関連施設見学の実施
（４）生涯教育に関する支部薬剤師会への協力
（５）新薬剤師研修会の開催
（６）ケアネットの活用
（７）その他薬剤師の生涯教育に必要な事業
4．薬局等の薬剤師業務への対応
（１）薬局グランドデザインへの対応
（ア）日本薬剤師会制定「広島県薬剤師会認定基準薬局」制度
の推進
（イ）薬局業務運営ガイドライン等各種指針の活用による薬局
業務の整備・充実
（ウ）医薬品適正使用の推進（服薬指導・相談業務の強化）
（エ）医薬品情報の収集・整理・提供の支援
（オ）医薬品の休日・夜間供給体制の確立・支援
（２）薬局機能評価制度導入整備事業への協力
（３）薬剤師倫理の向上
（４）薬局製剤活用の検討
（５）医薬品副作用被害救済研究・振興調査機構への協力
（６）リスクマネージメント等への対応
（ア）苦情処理委員会
（イ）ＰＬ相談窓口
（ウ）日本薬剤師会薬剤師賠償責任保険の加入促進と対応
（エ）医薬品等安全性情報報告への協力
（７）2006 年版管理記録簿の作成・配布
（８）関係団体等の連携の推進

担 当
副会長

主担当

担
理

当
事

木
森

谷
田

高
片
小
中

野
山
澤
嶋

有
大
澁
田
谷
野
青

村
塚
谷
口
川
村
野

松
平

平
井

川
口

下
井

宗
西
政

谷
岡

5．薬事情報
（１）薬事情報センターの事業に協力
（２）インターネットを使用した薬事情報提供
（３）お薬相談電話事業
（４）講演等資料の収集

木
平

平
井

増

田

前田（修）

6．医薬品試験
（１）検査センターの事業
（２）薬局等における医薬品試験・検査実施の充実徹底
（３）平成 17 年度全国統一試験の実施
（４）その他の試験検査事業の実施

松
豊

下
見

大

塚

野
高
片

7．その他の事業
（１）第 38 回日本薬剤師会学術大会（広島市 17.10. ９・10）の準備
（２）会館（広島県薬事衛生会館）の運営に関する事業
（３）医師会、歯科医師会、看護協会等関係団体との協力
（４）ＩＰＰＮＷ北アジア地域会議への協力（広島市 17.8.20･21）
（５）県薬会誌の発行
（６）広島県薬メールニュースの配信
（７）薬剤師無料職業紹介所事業の推進
（８）その他本会の目的達成に必要な事業

間
野
山

全理事・支部長対応
森
平
豊

井
井
見

総

務

部

森 井

会

計

部

松 下、谷 川、野 村

学

術

部

木 平

業

務

部

豊 見

勝
澁
谷
増

谷
谷
川
田

野

宗
村
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受賞者・喜びの声
日薬有功賞
広島支部 佐々木

梅子

永年勤めた病院を退職してから
すでに20年余、月日は段々と早く
過ぎるように感じられ、この春八
十路の坂に足を踏み入れました。
体力も気力も若い時のようには
いかず、この頃は草花の世話をして花を咲かせて
楽しむという日々です。先日は思いもかけず県薬
剤師会から平成17年度日本薬剤師会有功賞の授賞
伝達についてのお知らせを頂き驚きました。
新緑の風もさわやかな５月28日、第34回広島県
薬剤師会通常総会に於て壇上で会長より手渡して
頂き、何とも晴れがましい思いが致しました。

日薬有功賞
安佐支部 林

省三

このたび、図らずも栄えある表
彰を受けまして誠に身に余る光栄
と存じ、心よりお礼申上げます。
今日の私があるのは、長年にわ
たり、分業問題その他多くの難問
題に対してその解決に心血をそそがれた諸先輩方
の温かいご指導と会員の皆様のご支援ご協力の賜
ものと存じありがたく感謝を申し上げます。
今回の栄誉はこれで終りでなく、明日からの励
みの糧として心を新たにして薬剤師会発展のため
に微力ながら尽くしていきたいと思います。
今後ともご指導ご鞭撻をお願いします。ありが
とうございました。

県薬功労賞
三原支部 原

俊樹

この度は、図らずも広島県薬剤
師会功労賞を頂き、身に余る光栄
に存ずる次第であります。薬剤師
の資格を取得して30年余り、病院
勤務を経て開局し現在に至るまで
ご指導下さいました多くの先輩方に心より感謝申

し上げます。誠にありがとうございました。
当初を振り返って見ますと、私達薬剤師の業務
も著しい環境の変化にともない大きな変貌を遂げ
たように思われます。病院においては、急速な科
学技術の進歩により高度化、多様化する治療薬を
背景にＤＩ業務の充実、ややもすると閉ざされが
ちであった薬局窓口も患者さんのためのオープン
化が進み、服薬指導、薬剤情報提供の徹底が図ら
れるようになりました。さらにはベッドサイドで
の患者さんへの情報提供やコンプライアンスの
チェックなどいわゆる病棟業務も定着して参り
ました。又、開局薬剤師にとりましては「薬剤師
百年の悲願」と永年にわたり叫ばれ続けてきた医
業分業が実現化し、今日では全国の医療機関から
発行される処方せんは年々増加し、その発行率も
50パーセントを超えるまでになって参りました。
このような状況を鑑みますと、薬学教育の６年制
は必然の流れであり、今後の私達にとりましても
生涯教育研修の実施、参加は必須であります。さ
らには薬・薬連携という新たな流れが生まれつつ
あることにも大いに期待しております。
日本薬剤師会が掲げる「薬剤師綱領」は私達に
は不易で立派な理念であると思います。この綱領
の精神をいつまでもしっかり踏まえて、今回いた
だきました賞を励みに、真摯に研鑽を積み微力で
はありますが、薬剤師の資質の向上、会の発展に
力を注ぎたいと思います。今後ともどうぞよろし
くお願い申し上げます。

県薬功労賞
三原支部 山本

ソノエ

この度は平成17年度県薬功労賞
を頂き、身に余る光栄と深く感謝
申し上げます。
振り返ってみると、医薬品卸（㈱
エバルス）の管理薬剤師である私
と三原薬剤師会との関わりは、昭和52年の入社以
来、28年余りになります。初めの頃は、当支店内
に設置されていた会営備蓄センター（歯科分業用）
の小分け業務代行が主な関わりでした。昭和63年
に支部研修会が定例化してからは、研修講師の一
人として、年数回ずつ講義を担当させて頂いてい
ます。
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もともと卸薬剤師の仕事には管理・ＤＩ・教育
という３本柱があるのです。特に教育は、資料作
成から話法まで、私が最も悩みながら取組んだ仕
事でした。そのせいか、これだけ頑張ったものを
１回の社内研修で終わらせてしまうのは勿体ない
という思いが常にあり、三原薬剤師会から社内研
修を活かしたもので構わないからぜひ講師にとい
う依頼があった時は、大変嬉しくまた名誉に思い
ました。こうして私の社外講師としての仕事が、
支部研修会をきっかけに始まったのです。
以後、他の薬剤師会・看護学校（６年間）
・住民
への説明会・歯科医師会や栄養士会・大学の卒後
教育などの講義も担当させて頂きました。それぞ
れのニーズに合わせて資料を加工したり話法も変
えるのは大変な苦労でしたが、広い業種に亘って
「病態と治療薬」について講義できたことは、私
自身の大きな喜びでした。「卸薬剤師による社内
研修を活かした地域医療への貢献」。いつの間に
かそれが私の夢になり、生きがいになっていたと、
振り返ってつくづく思わされています。そして今、
社内の若い薬剤師たちも社外講師として活躍する
ようになり、これも私には大きな喜びです。
もうひとつ、三原薬剤師会との関わりで非常に
有意義だったこととして、平成９年の「お薬手帳
推進シミュレーション事業」があります。これは
お薬手帳を利用した情報提供のあり方を探る厚生
省事業の一つでしたが、拝命したお薬手帳委員長
の仕事が大変で、ピーク時は毎週深夜近くまで委
員会を開催・検討したと記憶しています。この事
業後、お薬手帳に保険点数がついた時は本当に嬉
しく、関係した人達と共に喜び合ったものでした。
卸薬剤師という少しニュアンスの違う薬剤師の
私に思いきり仕事をさせて下さった薬剤師会の皆
様と、それを支えてくれた会社と家族に、心から
感謝を捧げたいと思います。お陰で５月の県薬功
労賞に続き、６月には卸勤務薬剤師会からも功労
賞を頂きました。機を同じくしたこの二つの賞に、
私と薬剤師会との深い関わりを改めて感じていま
す。微力ながら、今後も様々な場面でお役に立ち
たいと思っています。

県薬有功賞
尾道支部 漆原

清

昭和30年３月に、岐阜薬科大学を卒業して、今
年で50年を迎えることが出来ました。時の流れの
速さを実感している今日この頃です。
昭和32年11月３日文化の日を記念して、厚生連
尾道総合病院の開院記念式典が、盛大に開催され
ました。私は開院の２ヶ月ほど前から、薬局業務
の準備のため、毎日病院に出勤していました。当
時の薬局での調剤業務は、本当に大変でした。内
服薬は粉薬が多く、配合薬をすり鉢で混合して薬
包紙に分配し、一包ずつ包んでいました。
尾道総合病院では、金子薬局長の配下で、12年
間勤務致しました。
昭和44年４月に、厚生連府中総合病院に、薬局
長として勤務することになりました。出勤には尾
道の自宅から、御調町や福山市など色々なルート
を経由して、車で行き帰りしたものです。
府中病院には、囲碁の強い先生が多くおられ、
私も囲碁が大好きだったので、休憩時間には、囲
碁の話に花が咲いたものです。
尾道市と府中市では、囲碁の交流が厚く、平成
11年より尾道市・府中地区医師会親善囲碁大会
が、年１回尾道市と府中市で交互に開催されてお
ります。この大会には私も毎年参加しております。
昭和54年４月に、尾道総合病院薬局長に就任す
る事ができて、新たな人生のスタートとなりま
した。
医局の先生を主体として、各課の職員の皆様と
趣味を通しての暖かい交流が、病院業務の順調な
流れに最善の加速を付けてくれた事を実感してい
ます。ゴルフコンペを筆頭に、囲碁、麻雀、卓球、
ボーリングなど、医局の先生方と本当に楽しい時
間を送ったものです。
平成元年９月に57歳で、厚生連尾道総合病院を
定年退職いたしました。退職後は、尾道総合病院
の整形外科におられた住元先生が、尾道市内に開
業された時に、先生から調剤薬局を依頼され、調
剤業務に専念している今日この頃です。
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広島県薬剤師研修協議会報告
委員
日

時：平成17年5月11日（水）19：00〜

場

所：広島県薬事衛生会館2階研修室

木平協議会会長が議長を務め、今年度第１回目

谷川 正之

る薬剤師生涯教育の推進を図ることを目

の会議が開催された。

的とする。

はじめに各委員（委員名簿参照）
が自己紹介を行
い、続いて報告・協議と進行した。平成16年度の

（組織）
第２条 広島県薬剤師研修協議会（以下「協議会」

事業については、医薬品関連施設見学については、

という。
）
は、

未実施だったとの報告もあったが、ほぼ計画通り

①広島県薬剤師会

に事業が進んだとの報告があった。次に、決算に

②広島県病院薬剤師会

ついて報告が行われ、いずれも全員賛成で承認さ

③広島大学病院

れた。

④広島大学医学部総合薬学科

次に、協議に入り、まず議題１として広島県薬

⑤福山大学薬学部

剤師研修協議会設置・運営要領について一部改正

⑥広島国際大学薬学部

の提案があり、以下の通り決定された。

⑦広島県製薬協会
⑧日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部

広島県薬剤師研修協議会設置・運営要領

⑨広島県女性薬剤師会
⑩広島県青年薬剤師会
⑪その他協議会が適当と認めた団体

平成17年５月11日議決

の参加を得て組織するほか、広島県福祉

広島県薬剤師研修協議会

保健部衛生・被爆者総室薬務室の協力を
得るものとする。

（目的）
第１条 広島県薬剤師研修協議会は、日本薬剤師
研修センタ―と連携のもと、本県におけ

（委員）
第３条 協議会の委員は、各参加団体等からの推

広島県薬剤師研修協議会委員名簿
会長

木

平

健

治

広島県病院薬剤師会
広島大学医学部総合薬学科
広島大学病院

（平成17年５月10日現在）

委員

吉

富

博

則

福山大学薬学部

〃

鳩

野

俊

三

広島県製薬協会

委員

前

田

泰

則

広島県薬剤師会

〃

岩

田

一

志 日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部

〃

田

口

勝

英

広島県薬剤師会

〃

神

原

俟

子

広島県女性薬剤師会

〃

谷

川

正

之

広島県薬剤師会

〃

佐々木

順

一

広島県青年薬剤師会

〃

木

村

康

浩

広島大学病院

〃

三

宅

勝

志

広島国際大学薬学部

〃

高

野

幹

久

広島大学医学部総合薬学科

〃

金

森

久

幸 広島県福祉保健部衛生･被爆者総室薬務室

〃

仲

田

義

啓

広島大学医学部総合薬学科

〃

片

山

博

和

福山大学薬学部

（敬称略）
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薦者をもって構成する。
２．委員の任期については、２年とする。但
し、再任は妨げない。

（その他）
第９条 協議会の運営等に関し、この要綱に定め
られていない事項については、適宜、協
議会で協議の上、運営等を行うことと

（会長）
第４条 協議会の会長は、委員の中から、互選に

する。

より選出するものとする。
２．会長の任期は２年とする。但し、再任は
妨げない。

次に、平成17年度の事業
（１）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制
度への協力

（事業）
第５条 協議会は、当該地域内における薬剤師生

（２）薬局・病院薬剤師指導者研修会への派遣→

涯教育の推進を図るため、次の事業を

「認定実務実習指導薬剤師」養成ワークショッ

行う。

プへの派遣に変更

（1）日本薬剤師研修センタ―との連携並

（３）薬局・病院薬剤師指導者伝達研修会の開催

びに日本薬剤師研修センタ―が実施す

→「認定実務実習指導薬剤師」養成ワーク

る各種研修、調査、認定業務等に対す
る協力
（2）薬剤師の研修に関係する団体、関係
官庁及び研修協力機関等との連絡調整
（3）各種研修の企画、実施並びに後援
（4）その他、薬剤師生涯教育の推進に必
要な事業
（委員会）
第６条 協議会は、前条の事業を遂行する上で必

ショップの開催に変更
（４）薬剤師実務研修への協力
（５）平成17年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力
（６）福山大学卒後教育研修会への協力
（７）医薬品関連施設見学の実施
について協議を行った。特に日本薬剤師会から
の通知で、今年度より（財）
日本薬剤師研修センタ
ーでは、従来行われてきた「薬局・病院薬剤師指
導者研修会」を廃止し「認定実務実習指導薬剤師」

要な場合、別途各種委員会を設置するこ

養成ワークショップが開催されることが報告（６

とができる。

月25日（土）・26日（日）於八王子市丸紅多摩セン

２．委員会の設置について必要な事項は、協
議会で協議の上決定するものとする。
（事務局）
第７条 協議会の事務局は、広島県薬剤師会に
置く。
（運営経費）
第８条 協議会の事業・運営等に関する経費は、

ター研修所）され、薬剤師会からは田口勝英常務
理事（福山支部）、病院薬剤師会からは日浦和徳先
生（呉共済病院）の派遣が推薦され承認された。
（後日、都合により田口常務理事から中嶋都義理
事に変更となった。
）
尚、広島県薬剤師会ではすでにワークショップ
を取り入れた指導薬剤師講習会を開催しており、

日本薬剤師研修センタ―の支出による協

今回の「指導薬剤師養成のためのワークショップ」

議会運営補助金のほか、各参加団体等の

の報告を受け、講習会のあり方を再検討する事に

支出により賄うこととする。但し、各参

している。

加団体等の支出については、
支出の有無も含めて協議会で協議の上決
定することとする。
２．運営経費の経理に係わる事項について
は、協議会において別途定めることと
する。
３．協議会の会計年度は、毎年４月１日に始
まり翌年３月31日に終わる。

最後に、生体機能と創薬シンポジウム2005広島
（平成17年９月８日
（木）
・９日
（金）
於広島大学）へ
の後援について仲田委員より説明があり、研修協
議会として５万円の援助を行うことが承認され閉
会となった。
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支部長・理事合同会議を開催
日

時：平成17年5月月28日（土）13：00〜

場

所：広島県薬事衛生会館

支部長・理事合同会議を５月28日（土）広島県薬

５．第１回認定実務実習指導薬剤師養成ワーク

事衛生会館において開催され、平成17年度の事業

ショップについて

執行を中心に、当面する諸問題について協議が行

６月25日
（土）
・26日
（日）

われました。

於

八王子市・丸紅多摩センター研修所

６．訪問看護、介護事業等に使用する車両に対
１．平成17年度の執行について
２．第38回日本薬剤師会学術大会について

する駐車許可の取扱いについて
７．薬事法施行規則第24条第３項第３号に規定

平成17年10月９日（日）・10日（月・体育の

する講習等を行う者の登録に関する省令の

日）於

一部を改正する省令の施行について

広島市（諸準備の状況、会員の全

員参加会議）

８．薬局の管理者の兼務について

３．平成18年度保険薬局部会賦課金決定につい
ての特別委員会設置について
４．広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講
習会について

９．会員区分について
10．心神喪失者等医療観察法に基づく指定通院
医療期間（薬局）の推薦にかかる協力依頼に
ついて

６月19日（日）於

福山大学

11．その他

市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議報告
『介護予防と地域包括ケアシステム』
広島県介護支援専門員
日

時：4月28日（木）10：00〜15：00

場

所：広島県健康福祉センター

「走りながら考える」とまで言われた介護保険
制度の大幅改訂が近づきました。副題に『介護予
防と地域包括ケアシステム』を挙げまして今回の
改訂、改正の知識、認識となればと思います。

村上 信行

の２面があります。「走りながら」高齢者の課題
分析やニーズの把握がまず変わっていきました。
「○○○○に困っているから×××する。
」がケア
プランの「短期目標」や「長期目標」のスタート

日頃から意識を持たれている方々には「いまさ

でしたが、制度施行後様々な方面から「□□□が

ら」でしょうが、私自身日常業務に介護がありま

出来るようになるために△△△する。」となって

せんのでまとめてみるのは始めてです。

きました。

『介護予防』には「予防」概念と「新予防給付」

極端な例で、
「買い物に困っているからヘルパー
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の導入を組む」が「買い物が出来るようになるた

域包括支援センター（仮称）構想があります。
「総

めに電動車と歩行器の練習を組む」となります。

合相談・支援」「介護予防マネジメント」「包括

さらに今「パワーリハビリテーション」が加

的・継続的マネジメント」を公正、中立に担う中

わっています。介護そのものが「出来ることも、

核機関として創設します。

しなくてよくなり、出来なくなる」ケースにつな

イメージとして「総合相談・支援」は主に社会

がることが出てきました。食事などで30％は自力

福祉士等が行政、保健所、医療機関などの必要な

摂食能力があっても「介護」のシステムに入ると

サービスにつなぐ役割を担います。「介護予防マ

介護者の都合で100％の介護が合理的な場合が

ネジメント」は主に保健師等が介護予防事業のア

多々あり、プランとなってしまいます。やがて

セスメント、プランに主治医と連携をとりながら

30％が10％になり介護100％が必要となります。

プログラム実施、再アセスメント等に関与します。

パワリハにより左手の筋力強化をしてスプーンに

「包括的・継続的マネジメント」が、尾道等で

よる自力摂食能力を50％に高めれば介護は50％プ

取り組んできた「長期継続ケアマネジメント」と

ランを組めます。高齢を理由にリハビリを敬遠す

なります。スーパーバイザー的ケアマネジャーを

るプランや、安全性優先で「残存能力の低下」が

中心に担当ケアマネや主治医、多職種が協働・連

懸念されてきました。パワリハは残存能力の維持、

携し、日常的個別指導や支援困難事例等への助

向上に寄与し、ひいては「介護予防」「介護量増

言・指導も行っていきます。

加予防」に続きます。

このシステムを市町ごとに設置された地域包括

医療保険でも「保険」は「事故（疾病）
」によっ

支援センター（仮称）運営協議会が「中立性の確

てしか給付されなかったものが、近来「予防医療」

保」「人員派遣」「センター運営支援」等のサポー

にもその給付が拡大されてきました。バファリン

トを行います。運営協議会は、居宅サービス事業

81やエストリオールなどの投与がそれにあたりま

所、介護保険施設、地域医師会、行政、地域ＮＰ

すが、介護保険でも「新予防給付」とされました。

Ｏ団体、老人クラブ、民生委員、居宅介護支援事

従来「要支援」が「介護予防状態」との認識も

業所等を構成員とし、マンネリ化を避けての交代

ありますが、さらに今回「要介護１」の一部を
「要支援２」
、従来の要支援を「要支援１」として

制をも考慮しています。
18年度改正は医療保険もありますが、今後「地

「新予防給付」対象とするようになっています。

域での薬局、薬剤師機能」には「介護保険」の動

これにより「認定調査」「認定審査」において、

静を注視していかなければなりません。『介護予

従来の「要介護状態区分の審査」に「状態の維持

防と地域包括ケアシステム』を今回のキーワード

又は改善可能性の審査」が加わり、主治医意見書

として報告いたします。

においてもその評価が追加記載要項となるでしょ

余談になりますが「広島県介護支援専門員連絡

う。また「予防給付」ですので適切な利用が見込

協議会」に団体推薦で理事就任いたしていますが、

めない疾病、外傷、認知障害等の状態像では予防

今秋にＮＰＯ法人化いたします。ケアマネ資格の

給付対象除外もあります。
「新予防給付」には経過措置があり実施市町村
と未実施市町村とに分かれますが、広島県内はす
べての市町で実施予定のようです。
『地域包括ケアシステム』は全国的に尾道が
リードしたシステムです。このシステムには地

「更新制」「新任研修」「現任研修」等に対応して
いきますので、ともすれば「タンス」に入って
る諸氏の入会をお勧めします。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
福山大学創立30周年記念式典開催
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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福山大学薬学部教授

日

時：平成17年5月15日（日）11：00〜

場

所：福山大学

「教える人は希望を語り、学ぶ人は誠実さを胸

さて、記念式典は午

に刻む」を教育の原点とし、全人教育を教育理念

前11時から約700人が

とする福山大学は、本年４月で創立30年を迎え、

出席して行われまし

同５月15日（日）に記念式典が同大学学生会館で

た。吉永昭学長の挨拶

行われました。筆者は福山大学に就職して20年で

に引き続いて、功労の

あり、記念式典に出席しましたので、その概略に

あった教職員（勤続25

ついて報告致します。

年以上）が表彰され記

片山 博和

福山大学は文部省を退官した因島市出身の宮地

念品が授与されまし

茂名誉総長により、上記理念に基づき建学されま

た。筆者ら教職員にも

した。２学部３学科（入学定員280名）でスター

後日記念品が配布されました。来賓として文科大

トした同大学は、30年を経て５学部15学科３研究

臣、福山市長（いずれも代読）らが祝辞を述べら

科（入学定員約1,300人）とめざましい発展を遂

れ、式は約１時間で滞りなく終了しました。

げました。社会科学系の経済学部、理工系の工学

午後２時半からは記念事業の一環として、和泉

部、生命工学部、文系の人間文化学部、そして医

流二十世宗家和泉元彌、和泉淳子、三宅藤九郎

療系の薬学部と名実ともに総合大学としての体制

（和泉祥子）の３名による狂言２演目が披露され

が整えられました。

ました。同会館で大ホールのステージに仮設の能

一方、公開講座、社会人・留学生の受け入れや

舞台が設置され、約1,500人が狂言の世界を堪能

カリフォルニア大学リバーサイド校への英語研修

しました。この公演は、事前に申し込んだ約500

制度などが行われ、開かれた大学としても整備さ

人の一般の方にも無料公開され、教職員、学生お

れています。

よびその家族が暫しの間、雅の世界に浸りました。
福山大学の今後は、建学の理念のもと社会経済
の著しい変化に主体的に対応しうる人材育成を主
眼とし、時代の要請に応えることのできる個性あ
る私学、広く社会に開かれた大学を目指すという
ことなので、期待大です。
最後に30周年を見届け天国に旅立たれた（５月
19日ご逝去）宮地茂名誉総長のご冥福をお祈り申
し上げます。
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第1回

日本薬剤師会地方連絡協議会報告
会長

日

時：平成17年5月25日（水） 13：15〜16：30

場

所：東京渋谷長井記念館

中西日薬会長挨拶に始まり、会務報告、新潟県
中越地震災害等への義捐金等配分について、日薬

前田 泰則

る仕組み等を検討する。
医療計画の見直し等に関する検討会では、地域

を巡る最近の動きについて各々説明がありました。

医療提供体制における薬局の位置づけなどについ

社会保障審議会（医療部会・医療保険部会）で

て地域医療計画の見直しをする場合、「薬局」が

は、政府管掌健康保険の改革（イメ−ジ）は結局

明記されていないのが実状です。従ってこうした

地方へ財政運営を移管し、被保険者等の意見を反

現状を踏まえ、「災害時、へき地、休日・夜間時

映した自主性・自律性のある保険運営を目指すの

に必要な医薬品を迅速に提供できる体制」を日常

だそうです。要するに「地方へ国庫財政が逼迫し

医療圏ごとに整備することと併せ、「救急医療」

ているので丸投げするよ」という状態です。

や「災害医療」において「薬局・薬剤師の役割」

また、規制改革・民間開放推進３ヶ年計画（改

を明記することが必要と考えます。

定）では、相変わらずいわゆる「混合診療」の解

第38回日本薬剤師会学術大会広島大会の開催に

禁、中医協の在り方の見直し、保険者機能の充

ついて全国会長会において、多数の参加をお願い

実・強化、医療材料の内外価格差是正を骨子とし

させていただきました。

ています。
中医協の在り方の見直しに関しては、委員の任
期、診療報酬の決定手続きの透明化および事後評
価、その他医療の現場や患者等国民の声を反映す

「薬剤師大改革・大きな信頼と結果を〜選ば
れるために〜」
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「在宅服薬管理指導推進モデル事業」

居宅療養管理指導に基づく駐車許可申請について
常務理事

県薬では、広島県地対協の在宅服薬管理特別委
員会の検討結果に基づき、現在県薬モデル事業と

参

有村 健二

考

＜訪問看護・介護事業等に使用する車両に対する

して薬剤師の在宅服薬管理を進めているところで

駐車許可の取扱いについて（通達）＞

す。推進薬局の協力により、この事業が広く地域

（是非お読みください）

に根付くように皆様のご協力よろしくお願いいた

広島県警

します。

http://www.police.pref.hiroshima.jp/index.html

さて、表題のことにつきご連絡申し上げます。

↓

居宅療養管理指導について使用する車両に駐車許

情報官・警察業務コーナー

可の取り扱いが通達されました。以下の点に注意

http://www.police.pref.hiroshima.jp/

され、業務推進をお願いいたします。

↓

html

（注目情報）広島県警察からのお知らせ
在宅訪問管理指導における駐車許可申請に関する

http://www.police.pref.hiroshima.jp/200/onegai/index2.

提出物および注意点について

html

＜提出に必要なもの

↓

正副２部作成＞

１．駐車許可申請（県薬ホームページ参照）①

訓令・通達の公表について

２．駐車場所（複数の場合、表にして提出）②

http://www.police.pref.hiroshima.jp/200/onegai/index2.

３．駐車場所の地図

html
↓

＜注意点＞

交通部関係

※必ず訪問する患者さんの住所を管轄する警察署

http://www.police.pref.hiroshima.jp/001/kunrei/index.

に届け出ること
（複数の患者さんで管轄が違う場合があります
ので注意が必要です）

html#交通部
（広交規1133号訪問看護・介護事業等に使用する
車両に対する駐車許可の取扱いについて）

※法定駐車禁止場所には許可がおりませんので駐
車場所の地図記載には注意が必要です。

＜駐車許可申請書のダウンロード＞

（例：交差点内、横断歩道５m、駐車場所の道

広島県薬剤師会ホームページ参照

路幅約５m以上など）
※有効期限６ヶ月
（許可が下りるまで３〜４日かかります。継続
する場合２週間位前に更新すること）
※訪問する患家の変更は随時、警察署に変更の申
請を行ってください。
※業務以外に使用して駐車違反があった場合、法

＜管轄を見る場合＞
広島県警
http://www.police.pref.hiroshima.jp/index.html
↓
情報官・警察業務コーナー
http://www.police.pref.hiroshima.jp/

html

の悪用にとられます。くれぐれも、業務以外の

↓

時うっかり許可証車内に提示したままにしない

広島県内警察ホームページ

でください。

http://www.police.pref.hiroshima.jp/ps/index.html
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様式第６号（第６条関係）

駐

車

許

可

申

請

書

平成

警

察

署

長

月

日

様
申請者

主たる
運転者

住

所

広島市中区基町○番△号

氏

名

広島

住
氏

所
名

広島市中区基町○番△号
広島 太郎

駐車する時間

平成17年６月９日

駐車する車両

種

駐車の方法

道路左側

駐車を必要と
す る 理 由

居宅療養管理指導（介護保険法第７条第10項）に基づく薬剤師
在宅服薬管理のため

摘

類

時

w

太郎

※別紙の通り（複数の場合）

広島市中区八丁堀△番□号南側道路

駐車する場所

年

分から平成17年12月８日

軽四貨物自動車

車両番号

広島41あ

時

分まで

○○○○

要

第

号

駐

車

許

可

証

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。

平成

年

月

日

警
備考１

察

署

長

|

申請者は、その氏名を自署により記載する場合にあっては、押印を省略すること
ができる。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４とする。

別紙
No

駐車する場所

地

図

1

広島市中区八丁堀１番６号

地図別紙１

2

広島市中区八丁堀２番７号

地図別紙２

3

広島市中区八丁堀３番８号

地図別紙３

4

広島市中区八丁堀４番９号

地図別紙４

5

広島市中区八丁堀５番10号

地図別紙５

6
7
8
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広島県病院薬剤師会総会を開催
広島県病院薬剤師会会長
日

時：平成17年5月14日（土）13：30〜

場

所：エソール広島

木平 健治

平成17年度広島県病院薬剤師会総会は、村上行雄

謝状の受賞の他、広島県病院薬剤師会表彰状、同

広島県福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室長およ

感謝状、同学位表彰、日本病院薬剤会および広島

び前田泰則広島県薬剤師会会長のご臨席を賜り、

県病院薬剤師会生涯研修認定（207名）の授与が

５月14日（土）13時30分よりエソール広島にて

行われた。

140名（委任状239通）の会員の参加を得て開催さ
れた。

その後、広島記念病院松浦常雄氏および安佐市
民病院長崎信浩氏が議長に選出され、議事が行わ

会長の挨拶では、重点課題として、薬学教育改

れた。日本病院薬剤師会代議員報告、平成16年度

革、特に６年制への移行に伴う実習受け入れ体制

会務並びに事業報告、委員会報告、支部報告、収

の構築の必要性と特別委員会の設置について、次

支決算、および、監査報告が報告され、いずれも

年度の中国四国薬学会・病院薬剤師会学術大会の

承認された。続いて、平成17年度事業計画および

広島での開催に向けた準備、また、同じく次年度

予算案が審議され、満場一致で承認された。

の県病薬50周年記念事業への準備について言及さ

総会の後、森木智男広島県福祉保健部衛生・被

れた。また、専門薬剤師認定制度への対応として、

爆者総室薬務室主任より「薬物関係法令の概要に

会員へ呼びかけて個々の認定業務分野毎に実務担

ついて」という演題で、麻薬および向精神薬の取

当者による専門委員会の設置してもらいたい旨の

り扱いについての講演、漆畑稔日本薬剤師会副会

意向が表明された。

長より「医療制度改革と薬剤師−その展望−」と

次いで、上述のご来賓からご挨拶を頂いた。

いう演題で、社会保障制度改革と診療報酬、特に

表彰式では、北浦照明氏の日本病院薬剤師会感

病院薬剤師の課題等について講演が行われた。
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第16回

ジュノー記念祭に出席して
副会長

日

時：平成17年6月12日（日）10：30〜

場

所：ジュノー顕彰碑前

60年前、人類史上最初の原子爆弾が、広島市上

部長が来賓挨拶をされました。

空で炸裂し、灼熱の閃光と爆風により多くの生命
が一瞬のうちに失われ、多数の人が傷つきました。
こうした世界空前の惨禍の中、赤十字国際委
員会駐日主席代表として来日した、スイス人の

森井 紀夫

続いて、被爆者救護体験として、元日本赤十
字社広島県支部甲種救護看護婦生徒２年生

大島

キミエさんが、８月６日当日からの出来事を話さ
れました。

マルセル・ジュノー博士は、15トンの医薬品や包

その後、広島少年合唱隊、府中中学校吹奏楽部

帯とともに壊滅状態にあった広島市街に入り、被

およびコーラス部の演奏、ガールスカウト広島16

害の実情を調査するとともに、自らも多くの被爆

団４名の団員による平和の誓いのあと、出席者全

者の治療に当たり、多数の被爆者を救われました。

員で「明日への伝言」（歌詩別掲）の唱歌、献花

このジュノー博士の勇気ある決断と人道的行為

とつづいて、被爆者代表によるお礼の言葉を、正

に感謝し、赤十字精神の崇高さをたたえ、広島市

向寺住職

中区の百米道路平和大橋西詰めに、ジュノー顕彰

の民家の屋根の上で、被爆し、全身やけどし、痛

碑が建っています。

みと熱に苦しんだこと、やけどなど外傷のないの

６月12日（日）10時30分より、ジュノー顕彰碑

櫻井賢三さんが、楠木町で学徒動員中

に、原爆症で２週間後に死亡した近所の女性のこ

前で、広島県医師会と日本赤十字社広島県支部の

となどの体験を話されました。

主催、広島県薬剤師会など７団体の後援で、「被

正午前に閉会となりました。

爆60周年 第16回ジュノー記念祭」が開催されま

今年の日本薬剤師会学術大会の、災害と薬剤師

した。

をテーマとした分科会で、本日のジュノー博士の

主催者挨拶のあと、国際連合訓練調査研究所広

功績をたたえ、「被爆と医療支援」の講演を企画

島事務所（UNITAR）ナスリーン・アジミ所長と

し、全国の薬剤師に、ジュノー博士の行動を伝え

広島市長代理

たいと思いました。

広島市国際平和推進部

岩崎静二

明日への伝言
１

こどもたちにつたえよう
愛を 生きるちえを
そしてあの日の ヒロシマを
ナガサキのできごとを
２

焼けただれた 顔たちが
さけびつづけている
二度と地獄の苦しみを
ゆるしてはいけないと

３

山川 啓介 作詞
いずみたく 作曲

こどもたちはきくだろう
だれがおかした つみ
そしてあなたはこたえよう
わたしたちのつみだと
４

こどもたちつたえよう
人間（ひと）のすばらしさを
そしてあの日の ヒロシマを
ナガサキのできごとを
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広島県健康増進普及実行委員会報告
常務理事
日

時：平成17年5月30日（月）15：00〜16：30

場

所：広島県健康福祉センター

増田 和彦

中会議室

平成17年度事業の報告は前号で紹介いたしましたが、今回の会議
で明らかになったものを報告いたします。
平成17年度事業内容

標語 「いつも えがおで いきいきと」

世界禁煙デー

５月31日〜６月６日

健康増進普及月間

９月１日〜９月30日

40歳からの健康週間

10月10日〜10月16日

生活習慣病予防週間

２月１日〜２月７日

・健康づくり活動の実施
８月25・26日

県民文化センター

２）人生はつらつ健康フェスティバル
11月５・６日

・人材育成
地域の健康づくり活動の情報提供や健康づく

１）健康福祉祭

東広島市

３）生活習慣病に関する講演会の開催
（新規事業）
県内５カ所程度で企業の健康づくり担当者
を対象に開催する（10月中）。

り活動を推進する「健やかサポーター」（仮
称）を育成する。
実施方法：平成17年度はモデル地区で実施、
活動の検証
育成内容：健康づくりに関する研修等
実行委員会等の開催

内容：企業での健康づくり事例発表
４）地域健康づくりミニ研修会
健康生活応援店を会場として健康づくりに

特に、独自の取り組みをされているお店は健
康生活応援店として登録が可能で、各保健所内

ついての座談会（９月中を予定）を行い、地

に色々なステッカー（禁煙、分煙、アレルギー、

域に健康情報を発信していく。

ヘルシーメニュー他）が準備してあります。実施

県内８カ所程度の健康生活応援店と協同し
て講習会、座談会を開催する。

をしたい方は登録して下さい。
検診データ記録カードには個人の各検査値の目
標値を記入するようになっています。

・広報活動

県民一人ひとりの健康に関する意識の向上が図

１．新聞広告わが町の掲示板（中国新聞）

られる中で、我々薬局や病院・診療所もそれに

２．県ホームページ

沿って、参画するべき良い機会と思われます。

３．検診データ等記録カード作成（新規事業）
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第22回

全国禁煙アドバイザー育成講習会（in奈良）報告

◇

報告Ⅰ

日

時：平成17年6月12日（日）10：00〜

場

所：奈良女子大学
原隆亮先生の「ほめて励まし

◇

常務理事 増田

和彦

６月11日世界禁煙デー奈良フォーラム（奈良県

いいとこ探し」な

ど禁煙に関して、「はっ」とするような指導方法
を多く教えていただきました。しかし、禁煙指導
のテクニックを教わりに行ったつもりでしたが、

文化会館）に続いて、翌日奈良女子大にて、標記

大きな優しい心にふれた様な気がします。近代医

講習会に広島県薬から宮庄先生と増田が出席しま

療が進んでいく中、高橋先生から禁煙を通じて学

したので、報告いたします。

んだ「心」が未来の医療には不可欠と確信しま
した。

「21世紀の医療者に求められるもの」…
受動喫煙の防止。
知識とスキル、システムに心を加え、禁煙サ
ポートをする。禁煙することの楽しさ、喜び、
すばらしさを体感し、全体に働きかけハイリスク
を減らす。
「HEALTH PROFESSIONALS AGAINST
TOBACCO ACTION AND ANSWERS」以上が印
象に残った高橋裕子先生の講演内容です。
三浦秀史先生の「一声かけることで、１年後禁
煙している人は１〜３％」や和歌山県薬常務理事

10月に開催される日薬学術大会での高橋先生の
講演は、かなり期待しています。
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◇

報告Ⅱ

トサポートが普及しています。

◇

三次支部 宮庄

雅義

講習会の午後の部では「ロールプレイやペア
ワーク」を通じた事例で、ニコチンの依存症と

近年喫煙に対する考えが変わってきました。医

なった方へのサポート（良いとこ探し）が実際の

療現場でも禁煙指導をする病院、診療所も増え、

体験的に学ぶことが出来、薬局での服薬指導の中

喫煙と病気に関わる害について真剣に考える組織

で禁煙支援が大切だと分かりました。一人でも多

もでき、WHOの条約（世界保健機関枠組条約

くの喫煙者の方が禁煙されるよう支援サポートで

「FCTC」）も設立され、タバコの規制を求めた世

きればと考えています。

界各国での活動が行われるようになってきました。
私も５年前まで喫煙をしていました。ちょうど
その頃、学校薬剤師としての活動の中で、喫煙に
対する講話をすることとなり、禁煙していなけれ
ば、相手に話が伝わらないと思い、タバコをやめ
ることができました。禁煙の支援があれば容易に
やめることができるのにと当初は思っていまし
た。私の場合は禁煙パイポだけで大変苦しい思い
出があります。現在はニコチンパッチ、ニコチン
ガムといったニコチン代替療法と、日常生活の
工夫では「禁煙マラソン」などのインターネッ

広島県禁煙支援ネットワーク 第4回研修会
〜お 知 ら せ〜
日

時：９月３日（土）13：00〜16：00

場

所：広島県薬事衛生会館4階

内

容：ポスターセッション（13：00〜14：00・研修会終了〜）
講演Ⅰ「タバコ規制枠組み条約の発効と
広島県禁煙支援ネットワークの役割を考える」
広島県禁煙支援ネットワーク運営委員長

岩森

茂

講演Ⅱ「未成年者喫煙防止への取り組み」（仮題）
広島たばこ販売協同組合
講演Ⅲ「禁煙外来最前線」
（仮題）
広島県環境保健協会
全体協議
＜参加費無料＞薬剤師研修センター認定シール発行予定

勝部

睦子

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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講演資料%%ライブラリー
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。

【ＣＤ】
題
名
提供者・管理者
形
式
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）
肺癌
（禁煙）
村上信行 （メディアプレーヤー）
みみず
（禁煙）
村上信行 （メディアプレーヤー）
Every cigarette is doing you damage♂
（禁煙）
村上信行 （メディアプレーヤー）
Every cigarette is doing you damage♀
（禁煙）
村上信行 （メディアプレーヤー）
小学生向けスライド１（禁煙）
村上信行 （パワーポイント）
小学生向けスライド２（禁煙）
村上信行 （パワーポイント）
小学生向けスライド３（禁煙）
村上信行 （パワーポイント）
キラキラ10／４（禁煙）
村上信行 （パワーポイント）
青少年に（禁煙）
村上信行 （パワーポイント）
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）
受動喫煙で血管収縮（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
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）
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）
軽いタバコの嘘（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
手遅れ（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
１年分のタール（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
ニコチン依存ネズミ（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
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）
脳出血（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
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）
レイン（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
smoker's face（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
コロンビア・ライト（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
デビ・オースチン（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
ユル・ブリンナー（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
悪魔のacademy（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
眼底出血（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
喫煙サル（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
喫煙で能率低下（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
低体重ネズミ（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
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）
好奇心（禁煙）
増田和彦 （メディアプレーヤー）
禁煙指導用スライド
増田和彦 （パワーポイント）
分煙
増田和彦 （パワーポイント）
ニコチン依存症
増田和彦 （パワーポイント）
薬の基礎知識（一般消費者啓発用）
三次
（パワーポイント）
薬物乱用はダメ、ゼッタイ スターディショップⅡ（指導者用）
呉
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）
健康くれ21「健康くれ体操」
呉
薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」
呉
GSK
e
情報
（高尿酸血症用情報
・
うつ病情報
・
単純ヘルペスと上手につきあ
42
府中
う・よりよいぜんそくのコントロール）
（グラクソスミスクライン）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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【書籍・冊子・資料】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

題
名
提供者・管理者
薬から高齢者の健康を考える
安佐
薬から高齢者の健康を考えるⅡ
安佐
漢方入門
安佐
薬草と親しむ
安佐
喫煙と健康
得能敬治
薬剤師のためのいざというとき頼りになるこの一冊
府中
動き出した医学教育改革 良き臨床医を育てるために
府中
心血管系疾患とレニン・アンジオテンシン系
府中
臨床医のための処方せんの書きかた
（東大医学部薬剤部）
府中
アトピー性皮フ炎
府中
皮脂欠乏症（乾皮症）
府中

形
テキスト
テキスト
テキスト
テキスト
テキスト
書籍
書籍
書籍
書籍
冊子
冊子

式
15ページ
19ページ
20ページ
31ページ
437ページ
133ページ
211ページ
255ページ
97ページ
10ページ
10ページ

【ビデオ】
題
名
提供者・管理者
くすりを正しく使って健康ファミリー
1
呉
お年寄りとその家族のみなさんへ
あなたの街の保険薬局 処方せんをもらったら
2
呉
（
（社）日本薬剤師会）
3 「薬の飲み合せ」
呉
4 日常生活と成人病シリーズ
呉
5 お年寄りが薬と上手に付合う方法
呉
6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ きょうの健康）
呉
7 薬と上手につき合う（ＮＨＫ きょうの健康）
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
10 保険薬局スキルアップシリーズ スキルアップ ザ・接遇
府中
11 服薬指導のためのカウンセリングテクニック ベーシック編
府中
12 服薬指導のためのカウンセリングテクニック アドバンス編
府中
13 服薬指導のためのカウンセリングテクニック マスター編
府中
14 服薬指導のためのカウンセリングテクニック 応用編
府中
信頼される薬剤師へ 薬学生の挑戦① あなたはもっ
15
府中
ていますか？医療人としてのこころがまえ
16 Ｏ-157腸管感染症 その病態と抗菌薬療法の効果
府中
17 パニック障害の障害と治療
府中
18 小児のための服薬指導 コンプライアンスを高めるために
府中
インフルエンザの新しい治療法 インフルエンザにか
19
府中
かったら

形

式
24分

133分
15分

20分
20分
23分
26分
21分
20分
19分
20分
15分
8分

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。
）
★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
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◎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

会員カードでWポイントがつきます
1082-832-2606
■Wポイントカードに
関するお問い合わせは（株）和多利広島営業所 E-mail wpoint-e@fine.ocn.ne.jp

広島リビング新聞社グループ 1082-242-1474

（株）中国総合研究所 E-mail csk@mb.kcom.ne.jp

Wポイントカードホームページ http://www.wpoint.co.jp
広島県Wポイントカード加盟店
店舗名

ポイント
宮内串戸商店街

ジョイ薬局
スーパーエイト
第一ドライ 串戸店
廿日市交通
パパ・ドゥ

1
1
1
1
1

横川商店街
カンルーラン
ゴッドバーガー
茶房 パーヴェニュー
トイズ&ホビー むらかみ
はきもの 武本
横川 ちから

1
1
1
1
1
1

衣 料 品
OUT-DOOR'S 船越店
キャン・ドゥ 可部店
キャン・ドゥ 並木店
キャン・ドゥ 廿日市店
キャン・ドゥ ロフト
COOL INN. 大町店
住吉屋 宇品御幸店
住吉屋 観音店
住吉屋 呉店
住吉屋 呉ポポロ店
住吉屋 高陽店
住吉屋 西条店
住吉屋 サンモール店
住吉屋 フジグラン高陽店
住吉屋 フジグラン広島店
住吉屋 船越店
住吉屋 的場店
住吉屋 三篠店
住吉屋 三次店

2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
ナイスディ
マダムジョイ
マダムジョイ

スーパーマーケット
エポックおかの
靴のチヨダ
化粧品ニュー双葉
呉服のゆうぜん
サナーム
サンタ
ショップワンオーオー
スーパーサイクルリンリン
チャーム
チャムチャム
ポパイ
みどり手芸
モバイルステーション
アルパーク店 直営食品売場
アルパーク店 イタリアントマト

※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1

店舗名

平成16年12月1日現在
ポイント

マダムジョイ アルパーク店 ピーターパン
※1
マダムジョイ アルパーク店 ベーカリープチ ※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 己斐店 御菓子処 高木
※1
マダムジョイ 己斐店 岡田薬品
※1
マダムジョイ 己斐店 鯉城餅
※1
マダムジョイ 千田店 直営食品売場
※1
マダムジョイ 千田店 パレットプラザ
※1
マダムジョイ 千田店 焼きたてママン工房
※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 楽々園店 あさみや
※1
マダムジョイ 楽々園店 味の雅
※1
マダムジョイ 楽々園店 御菓子処 高木
※1
マダムジョイ 楽々園店 岡田薬品
※1
マダムジョイ 楽々園店 クリーニング 白洋舎 ※1
マダムジョイ 楽々園店 宝屋寿司
※1
マダムジョイ 楽々園店 TOP
※1
マダムジョイ 楽々園店 花の森 みやもと
※1
マダムジョイ 楽々園店 ピーターパン
※1
マダムジョイ 楽々園店 焼きたてママン工房 ※1
マダムジョイ 楽々園店 鯉城餅
※1
マダムジョイ 楽々園店 リトルマーメイド
※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100円につき1ポイントです。
和・洋菓子
にしき堂 本店
にしき堂 中筋店
広島ポエム

1
1
1

美容・理容・健康
英国式足健康法 リフレックス
2
髪処 ふくろう
2
星ビルB1F メディカルフィットネス 2
化 粧 品
アリモト 本店
リビング事業社 ゲル&ゲル

3
1

生活・日用品
カギのひゃくとう番
5
サカイ引越センター
※13
※車両代・人件費に対して100円につき2ポイン
ト付与されます。金券のご利用は出来ません。
レンタル
RCC文化センター 貸会議室
※11
リースキン 家庭用事業部 広島支店
2

店舗名

ポイント

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
※500円につき1ポイントです。
くすり・ドラッグ
くるみ薬局 矢野店
康仁薬局 八幡東店

1
1

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）
1
広島第一交通㈱（平和）
1
広島電鉄 金券取扱窓口
広島電鉄 安佐出張所
※2
広島電鉄 アルパーク案内所
※2
広島電鉄 五日市駅
※2
広島電鉄 熊野出張所
※2
広島電鉄 西広島定期券売場
※2
広島電鉄 沼田営業課
※2
広島電鉄 廿日市駅
※2
広島電鉄 広島北営業課
※2
広島電鉄 広島南営業課
※2
広島電鉄 吉田出張所
※2
広島電鉄 楽々園駅
※2
広島電鉄 楽々園営業課
※2
広電観光 千田町旅行センター
※2
※パセオカード・定期券・回数券の購入に際
しWポ イント金券を使用することができま
す。Wポイントカードは使用できません。
飲食店・レストラン
一心太助 アルパーク店
一心太助 胡町店
一心太助 福山店
一心太助 袋町店
一心太助 横川店
囲炉り茶屋 やまぼうし
魚舞亭
お好み焼・鉄板焼 DenDen
かつ藤 本店
カフェ ダヴィンチ
釜飯酔心 本店
釜飯酔心 アルパーク店
釜飯酔心 五日市店
釜飯酔心 新幹線店

2
2
2
2
2
1
2
5
1
2
2
2
2
2

26
釜飯酔心 流川店
釜飯酔心 毘沙門店
寿司道場酔心 支店
惣菜酔心 アッセ店
惣菜酔心 立町店
京もみじ
くれない
芸州 本店
芸州 胡店
ごはんや
ごはんや 広島空港店
さざん亭 三次店
旬・酒・楽三昧 たまり場
瀬戸田すいぐん丸
ちから 本店
ちから 旭町店
ちから 五日市店
ちから 井口店
ちから 牛田店
ちから 宇品店
ちから 尾長店
ちから 海田店
ちから 上八丁堀店
ちから 観音店
ちから 祇園店
ちから 京口通店
ちから 呉駅店
ちから 己斐店
ちから 高陽店
ちから 新天地店
ちから そごう店
ちから タカノ橋店
ちから 出汐店
ちから 十日市店
ちから 中の棚店
ちから 八丁堀店
ちから 光町店
ちから 広島駅店
ちから 広テレプラザ店
ちから 府中店
ちから 舟入店
ちから 船越店
ちから 戸坂店
ちから 堀川店
ちから 本浦店
ちから 本通4丁目店
ちから 的場店
ちから 皆実町店
ちから 向洋店
ちから 八木店
ちから 矢野店
ちから 楽々園店
豆匠 広島本店
豆匠 福山店
とく 福山イトーヨーカドー店
とく 堀川店
徳川 総本店
徳川 五日市店
徳川 海田店
徳川 呉中通り店
徳川 高陽店
徳川 西条プラザ店
徳川 サンリブ可部店
徳川 温品店
徳川 廿日市店
徳川 毘沙門台店
徳川 広店
徳川 福島店
徳川 福山東深津店
徳川 戸坂店
徳川 ベスト電器広島本店
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2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
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2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

徳川 南区民センター店
徳川 三原店
徳川 安古市店
トラバドール
東風
バー・エトワール
ビーフの館 ジュジュ苑
広島三次ワイナリー 喫茶ヴァイン
広島三次ワイナリー バーベキューガーデン
フィレンツェ
フルーツレストラン まるめろ
プルコギ亭
プロント
プロント 広島胡町店
平和工房
星ビル5F オルゴールティーサロン
ポルタポルテ
三井カーデンホテル広島25F コフレール
麺地鶏
ル・トランブルー
レストラン・アザレア
レストラン・フラワー
レストラン 味蔵

2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

娯楽・レジャー
銀河（えひめでぃあ）
チチヤスハイパーク ダイヤモンドプール
平田観光農園
ヒロデンボウル
ボウル国際

2
1
1
1
1

カルチャー・教育
星ビル3F ベビーワールド
リビング事業社
RCC文化センター

2
1
1

趣味・雑貨
インテリア ミズグチ
えひめでぃあ
売店 さざなみ
ピカソ画房 本店
星ビル4F アンティークドール
星ビル2F 知育玩具とオルゴール
HOBBY TOWN 広島店
HOBBY TOWN 福山店

2
2
1
1
2
2
2
2

旅行・観光
ジャパンツゥリスト
※14
広島三次ワイナリー ワイン物産館
1
広電宮島ガーデン
1
ホ テ ル
温井スプリングス
2
ホテルニューヒロデン
※12
※クレジットの支払いにはポイントは付
与されません。現金支払い時のみ100
円につき2ポイントがつきます。
ゴルフ用品
ゴルフバリュー 船越店
ゴルフバリュー 本通店
ダイナマイト 吉島店

2
2
2

スポーツ用品店
体育社 本店
体育社 呉店
体育社 東広島店

1
1
1

ゴルフ場・ゴルフ練習場
グリーンバーズヒロデン
チチヤス ショートコース

1
1

カメラ・DPE・写真スタジオ
カメラのアート写夢 本店
カメラのアート写夢 アジナモール店
カメラのアート写夢 駅前店
カメラのアート写夢 スタジオハッピーゆめタウン大竹店
カメラのアート写夢 高取店
カメラのアート写夢 油見店
カメラのアート写夢 ゆめタウン大竹店

1
1
1
1
1
1
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
TSUTAYA 安芸府中店
2
※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
自 転 車
サイクルショップカナガキ
サイクルショップカナガキ
サイクルショップカナガキ
サイクルショップカナガキ
サイクルショップカナガキ
サイクルショップカナガキ

10

横川本店
五日市店
上安店
己斐店
東雲店
戸坂店

ガソリンスタンド
大野石油店 旭橋SS
大野石油店 五日市インターSS
大野石油店 井口SS
大野石油店 牛田大橋SS
大野石油店 観音SS
大野石油店 熊野団地SS
大野石油店 呉SS
大野石油店 高陽町SS
大野石油店 西条インターSS
大野石油店 東雲SS
大野石油店 商工センターSS
大野石油店 造幣局前SS
大野石油店 高取SS
大野石油店 高屋ニュータウンSS
大野石油店 出島SS
大野石油店 西白島SS
大野石油店 廿日市インターSS
大野石油店 八丁堀SS
大野石油店 東広島SS
大野石油店 広島東インターSS
大野石油店 緑井SS
大野石油店 皆実町SS
大野石油店 横川SS
山陽礦油 相生橋SS
山陽礦油 大州SS
山陽礦油 かめ山SS
山陽石油 蔵王インターSS
山陽石油 住吉町SS
山陽石油 多治米町SS
山陽石油 深津SS
山陽石油 南本庄SS
山陽石油 水呑町SS

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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
※100円につき1ポイント。ただし、法定費
用・保険料にはポイントは付与されません。
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指

定

店

一

覧
は新規加入指定店です。
（今回はありません。
）

部 門
指 定 店
ゴム印・ ㈱入江明正堂
印鑑
ホテル ㈱呉阪急ホテル
㈱広島全日空ホテル
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル
リース
会社

日立キャピタル㈱

家具

㈱河野家具店

森本木工 西部

看板

㈱サインサービス

警備

ユニオンフォレスト㈱

会 員 価 格
営業日時
定 休 日
所
在
地
現金25％引、クレジット20％引 ９:30〜19:00 日曜、祝日、
（ ８ 広島市中区新天地1_1
月の土曜）
宿泊20％引、宴会５％引、婚礼 年中無休
呉市中央1_1_1
５％引、料飲10％引 外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼 年中無休
広島市中区中町7_20
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ 年中無休
広島市中区三川町10_1
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、年中無休
福山市三之丸町8_16
宴 会 料 理 ５ ％ 引 、婚 礼 、 料 飲
５％引
年末年始、夏期 広島市中区国泰寺町1_8_13
オートローン3.6％、リフォーム 年中無休
休暇等当社指定 あいおい損保広島ＴＹビル
ローン3.9％ 外
定休日を除く 6Ｆ
呉市中通4_10_17
店頭表示価格から５〜20％引 ９:00〜19:00 毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13〜15、
広島市安佐南区中須2_18_9
25〜60％引き 赤札より10〜 平日
８:30〜18:00 12/29〜1/4
15％
年中無休
毎週土・日曜日、安芸郡府中町柳ケ丘77_37
見積額の10％割引
祝日
無休
呉市中央2_5_15
機械警備10,000円／月〜、ホー 平日
ムセキュリティ4,000円／月〜、９:00〜18:00
保証金免除

㈱全日警広島支店 月額警備料金10,000〜15,000円（土・日曜及び
（ 別 途 相 談 ）、機 器 取 付 工 事 代 祝 祭 日 を 除
20,000〜30,000円、保証金免除 く）
平日
特別価格
㈱北川鉄工所
建物
８:45〜17:30
広島支店
割引率は商品で異なる。
事務機器 ㈱ふるがいち
文具事務用品30％引
15〜20％引（企画品、相場価格商
時計・宝石 ㈱ナカオカ
品は除く）
・メガネ
現金のみ店頭表示価格から10〜 ９:00〜19:00
・カメラ ㈱下村時計店
20％引（一部除外品あり）
自動車 広島トヨペット㈱ 特別価格
ＤＵＯ南広島
自動車部 ㈱モンテカルロ 専用カード（GOLDカード申込 10:00〜
19:00･20:00
者のみ）
品
（店舗名）
吉島店・安古市店 モンテカルロ各店にて、通常価 閉店時間は曜
五日市店・可部店 格より10％引き、エンジンオイ 日により変更
ル等交換工賃無料、８項目点検 となります。
高陽店
府中店・三次店 無料、車検・鈑金・アウトレッ
ト割引有、ポイント有100円で１
呉店・西条店
蔵王店・駅家店 ポイント、※従来のコーポレート
尾道東店・三原店 カードは廃止になります。
10:00〜20:00
車
㈲オートショップ 車検・板金・塗装20％引
ヤスダ
現金のみ定価５％引（直営店のみ）
書籍
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店 現金のみ定価の５％引
広島店
全店全商品５％引
食事・ お好み共和国
食品
ひろしま村
対象店舗（デパート
５％引
㈱平安堂梅坪
を除く直営店）年中
対象店舗（デパー
無休９:30〜19:00
トを除く直営店）

土・日・祝日

広島市中区幟町3_1
第3山県ビル5Ｆ

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

毎週土・日曜日、広島市南区東雲本町
祝日
2_13_21
毎週水曜日
広島市南区松川町1_18

(082)283_5133

毎週水曜日、夏 広島市中区堀川町5_10
期年末年始
月曜日
広島市中区本通9_33

(082)246_7788

年中無休

定休日不定

(082)262_0191

(082)248_1331

広島市中区吉島西2_2_35

(082)541_3911

本社
広島市西区商工センター
4_8_1

本社
(082)501_3447

呉市中央5_8_25

(0823)24_1345

広島市西区観音本町2_8_22 (082)294_0187
(082)225_3232
広島市中区基町6_27
広島バスセンター6Ｆ
(082)246_2131
広島市中区新天地5_23

日お盆・年末年 広島市西区商工センター
始休業
7_1_19

(082)277_8181
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部 門
指 定 店
会 員 価 格
レジャー 國富㈱広島営業所 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
５〜20％割引（但し弊社特約ホ
進物
㈱進物の大進
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））

営業日時
定 休 日
８:30〜20:00 なし

所
在
地
広島市西区観音町13-9

６〜９月
毎週火曜
広島市中区堀川町4_14
10:00〜18:30
10〜５月
９:30〜18:00
年中無休・24
時間営業
広島市中区猫屋町8_17
５〜25％（但し一部ブランド品 年中無休・24
㈲中山南天堂
時間営業
食品を除く）
年中無休
広島市安佐南区長束2_4_9
祭壇金額定価２割引、
総合葬祭 セルモ玉泉院
葬具（柩外）１割引
長束会館
年中無休
広島市南区段原南1_20_11
葬儀・花輪20％引、
㈲玉屋
生花５％引
不定休
広島市中区本通9_26
百貨店・ ひつじやサロン 店頭表示価格より10％引（一部 平日
９:00〜17:30
除外品有）
婦人服・
毎週土・日曜日、広島市西区商工センター
紳士服・ ㈱エクセル本社 店頭表示価格（売出品含む）から
祝祭日
2_3_1
３％引
洋品他
年中無休
広島市中区小町3_25
複写機・ ミノルタ販売㈱ 特別会員価格
（ショールーム）
ファックス
広島市中区堀川町2_16
仏壇平常店頭価格より30〜40％
仏壇・ ㈱三村松本社
引、仏具平常店頭価格より10〜
仏具
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
日祭休
広島市中区紙屋町2_2_2
旅行
㈱ J T B 広 島 支 店 ルックJTB３％引（ルックJTBス
（JTB紙屋町シャ リムを除く）、エースJTB３％引
レオ店・JTB広島 本人とその家族対象
駅前支店）
広島市中区胡町3_19
㈱中国新聞トラベ 現金のみパッケージツアー３〜
ルサービス（広島）５％引（内容により異なる。）ニ
（福山・福山市東桜 ッコウトラベル対象外
町12-5）
広島市中区基町13_7
赤い風船３％引、マッハ５％引、
㈱日本旅行
朝日ビル2Ｆ
ベスト３％引
広島支店
（県内各支店）
広島市中区東千田町2_9_29
広電観光㈱千田町 現金のみメープルワールド・メ
ープルツアー５％引、メープル
旅行センター
（アルパーク営業 ニッポン４％引、他社パッケー
所・呉営業所・三次 ジ商品４％引（カード利用及び
営業所・紙屋町旅 他の割引（ダブルポイント等）と
の重複はできない）
行センター）
８:30〜17:30 日・祝日、第２・ 広島市西区商工センター
特別価格
装飾
青山装飾㈱
４土曜日
5_11_1
車いす（アルミ製55％・スチール ９:30〜18:00 日曜・祝日休業 福山市卸町11_1
介護用品 坂本製作所㈱
製60％）、歩行補助ステッキ40％
介護事業部
引き
福山営業所
廿日市市木材港南8_22
家電
㈱デオデオ商事 デオデオ店頭価格より家電製品 ９:30〜18:30 土・日・祝日
10％引、パソコン関連５％引

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示下さい。

◎入会申込書は県薬事務局にあります
◎カードの作成は無料です

電 話 番 号
(082)293_4125

(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)244_6788

(082)222_7002

(082)247_2494

(082)278_2323
(084)920_3950

(0829)34_2508
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事業定点医療機関確定のご連絡につい
て（各正副会長、各支部長、調剤事故
防止対策委員）
５月10日

医療計画の見直し等に関する議論の状
況について（各支部長、各役員）

県薬より支部長への発簡

５月10日

県薬会誌への寄稿について（各支部長）

５月13日

広島大学病院・ペンニードルの取扱い

５月20日

薬剤師会認定基準薬局の平成17年度第

変更について（各支部長）
４月18日

について及び診療報酬明細書等の開示
４月19日
４月20日

２次認定について（各支部長）

診療報酬明細書等の被保険者への開示
５月20日

の取扱いについて（各支部長）

新規保険薬局指定申請薬局との共同研

在宅服薬管理推進モデル事業の協力に

修会の開催について（６月12日）（各

ついて（依頼）
（各支部長）

支部長）

心神喪失者等医療観察法に基づく指定

５月24日

協力依頼について（各支部長（３支部）
）
４月22日

平成17年度農薬被害防止運動に対する

４月25日

応需薬局・ゴールデンウィークの休業

４月25日

民間事業者等が行う書面の保存等にお

５月24日

支部長）
５月25日
５月25日

（各支部長）

律等の施行等について（各支部長）
平成17年度乾燥まむし抗毒素取り扱い

５月26日
５月28日
５月31日

６月２日 平成18年度保険薬局部会賦課金決定に
ついての特別委員会について
（各支部長）

５月６日 薬局の管理者の兼務について（各支

６月３日 「新任薬剤師のための調剤事故防止テ

部長）

５月９日

度の「重点検討分野・検討体制」等に

６月８日

ついて（各支部長）

６月９日 平成17年度広島県「ダメ。ゼッタイ。
」

向精神薬の処方について（各支部長）

薬物専門講師名簿の送付及び薬物乱用

普及運動の実施について（依頼）（各

防止講習会の講師について（依頼）

支部長）
６月９日 2005年世界禁煙デーにおける本会の取
り組み等について（各支部長）

全国歯科医師国民健康保険組合・被保
険者証カード化及び給付割合の変更に
医療事故情報収集等事業

６月14日

広島大学病院・ランタス注プチクリッ
ク300の新規取扱いについて
（各支部長）

ついて（各支部長）
５月10日

キスト」送付について（各支部長）

規制改革・民間開放推進会議平成17年

（各支部長）
５月９日

第34回広島県薬剤師会通常総会の承認
事項等について（各支部長）

緊急時国有ワクチン等の取扱いについ
て（各支部長）

５月９日

支部長・理事合同会議の提出議題につ
いて（各支部長、各役員）

支部長・理事合同会議の開催について
（5月28日）（各支部長）

薬局実務実習指導薬剤師講習会の開催
について（各支部長）

薬局等について（各支部長）
新刊書籍のご案内（各支部長）

応需薬局リスト「ファックスをご利用
下さい」の確認及び必要部数について

ける情報通信の技術の利用に関する法

５月２日

平成17年度「世界禁煙デー」及び「禁
煙週間」への協力について（各支部長）

について（各支部長）

４月28日

平成17年度「世界禁煙デー」及び「禁
煙週間」ＰＲ資材の送付について（各

協力依頼について（各支部長）

４月25日

薬物依存家族教室の開催について（各
支部長）

通院医療機関（薬局）の推薦にかかる

４月25日

認定基準薬局新規申請及び更新薬局、

第１回報告

書の送付及びヒヤリ・ハット事例収集
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３月15日（火）に広島南警察署で開催され、多重
受診により入手した向精神薬がインターネットを

日 時：平成17年３月17日（木）午後６時〜同８時45分

介した密売事件に使用されていたことから、再発

場 所：広島県薬事衛生会館

防止について協議し、今後、関係機関・団体が連

出席者：前田会長、豊見、平井、松下、森井各副会長、
有村、大塚、重森、澁谷、宗、田口、谷川、野間、
野村、増田各常務理事
欠席者：木平副会長
議事要旨作成責任者：大塚常務理事

携を密にしていくこととされたことが報告された。
（森井副会長）
ア．行政支部総会
２月26日（土）に開催され、会長の代理で森井副
会長が出席したことが報告された。
（有村常務理事）

１．報告事項

ア．「在宅服薬管理ステーション（仮称）
」設置に伴う

（１）２月定例常務理事会議事要旨

薬局研修会

（２）諸通知

２月27日（日）午後２時から広島県薬事衛生会館

ア．来・発簡報告

で、約30薬局が参加して開催されたことが報告さ

イ．会務報告

れた。また、３月23日付けの中国新聞朝刊に在宅

ウ.会員異動報告

訪問薬剤師の紹介広告を掲載することについて報

（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．全体理事会
３月６日（日）
イ．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員及び運営委員会合同会議

告された。
イ．市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議
３月２日（水）に広島県健康福祉センターで開催
されたことが報告された。
（宗常務理事）
ア．「災害時医薬品等供給マニュアル」に基づく支部

３月14日（月）に岡山県薬業会館で開催され、平

担当者研修会打合会

成17年度の各県薬の拠出金額について承認された

３月７日（月）に開催され、研修会での発表者の

ことなどが報告された。

時間の割振り、災害救急模擬訓練の方法などにつ

（豊見副会長）
ア．保険薬局部会支部担当者会議

いて打合せをしたことが報告された。
イ．災害時医薬品等供給マニュアルに基づく支部担当

３月10日（木）に開催され、平成18年度以降の賦

者会議

課額の算定などについて協議したこと、平成17年

３月13日（日）午後１時から開催し、新潟県中越

度に委員会を設けて、この件のほか保険部会の会

地震災害時における新潟県薬の対応や広島佐伯区

費や保険部会の在り方、更に広く会員・会費等も

の三師会の災害時対応マニュアルと連絡網等につ

含めて検討することが適当であることなどが報告
された。
（平井副会長）
ア．広報委員会
２月18日（金）に会誌３月号について、３月14日
（月）に会誌５月号について協議したことが報告
され、併せて、原稿の積極的な提出と締切日の厳
守等を要請された。
（松下副会長）
ア．「薬局業務運営ガイドライン」についての打合会

いて報告があったことが報告された。
（谷川常務理事）
ア．平成16年度薬局・病院薬剤師指導者伝達研修会
（西部）
２月20日（日）に、広島県薬事衛生会館において
43名が参加して、東部で実施した研修会と同様の
内容で開催されたことが報告された。
（増田常務理事）
ア．広島県健康増進普及啓発実行委員会
３月17日（木）に広島県健康福祉センターで開催

２月22日（火）に県薬務室と打合せを行い、平成

され、平成16年度の事業実績及び決算報告の承認

11年度に定められたガイドラインについて平成17

し、平成17年度事業として禁煙週間、生活習慣病

年度に見直しを行うことになったことが報告さ

予防週間、県健康福祉祭におけるイベント等のほ

れた。

か、モデル事業としてすこやかサポーター育成事

イ．日本薬剤師会第98回通常代議員会

業を実施することを決定し、具体的な計画はワー

２月26日（土）・27日（日）に開催された会議の

キンググループ会議において作成することとされ

内容については、３月20日の代議員会で報告する

たことが報告された。

旨の報告をされた。

また、健康づくりを推進には、8020運動のように

ウ．「向精神薬等密売を目的とした多重受診」対策に
関する検討会

数値目標を設定した方が効果的であるとされたこ
とが報告された。
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（全員）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会準備委員会
・広報・作製担当会議
２月19日（土）午後２時開催

日程どおり、開催することとされた。
（６）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第54回全日本手をつなぐ育成会（広島大会）並びに
第45回手をつなぐ育成会中国大会・すまいる大会に

・会場・運営・演題処理・プログラム担当会議

係る後援名義使用の申請について

２月28日（月）午後７時開催

と き：平成17年11月12日（土）・13日（日）

・総務・財務担当会議

ところ：広島国際会議場・アステールプラザ

３月６日（日）午前11時開催

後援名義の使用を承諾することとされた。

・全体準備委員会
３月６日（日）午後１時開催
以上の各部会及び全体準備委員会の協議内容の概
要が、森井副会長から報告された。
・式典・懇親会担当会議
３月15日（火）午後７時開催
松下副会長から式典及び懇親会の内容について報
告され、部会案どおり了承された。

４.その他
（１）次回常務理事会の開催について
４月21日（木）午後６時（議事要旨作製責任者
【予定】重森友幸常務理事）
（２）支部等総会の開催について
呉支部３月26日（土）
福山支部３月30日（水）
（３）その他行事報告

２．その他の委員会等報告事項
（１）第11回中国・四国地区病院・薬局実務実習調整機
構会議
２月18日（金）於 岡山市
（２）平成16年度食品衛生講演会
２月24日（木）於 鯉城会館
（３）広島大学退任記念講演会
３月２日（水）於 広島大学医学部第５講義室
（４）ハンセン病講演会
３月16日（水）於 アステールプラザ

ア．広島県赤十字血液センター第１回広島県輸血懇話会
３月19日（土）於 鯉城会館
イ．第34回広島県薬剤師会通常代議員会
３月20日（日）午前11時〜
ウ．平成16年度第２回広島県地域保健対策協議会定例
理事会
３月23日（水）於 広島全日空ホテル
エ．（財）広島県健康福祉センター理事会
３月24日（木）於 広島健康福祉センター
オ．平成16年度社会保険指導者研修会
３月25日（金）於 東京

３．審議事項
（１）第34回広島県薬剤師会通常代議員会の運営につい
て（森井副会長）
３月20日（日）午前11時〜
配付資料の説明及び質疑への回答について協議さ
れた。
（２）個人情報の保護に関する法律施行に伴うポスター
の作成について（松下副会長・谷川常務理事）
「安心して薬局サービスを受けていただくために」
及び「個人情報保護に関する基本方針」のポス
ター（各Ａ３判）を作成し、各薬局へ配付する
こととされた。
（３）第90回薬剤師国家試験発表に伴う新聞広告につい
て（谷川常務理事）
合格発表日：４月６日（水）午後２時〜
例年どおり、掲載することとされた。
（４）第34回広島県薬剤師会通常総会の開催について
（日程確認）（森井副会長）
５月28日（土）午後３時〜
日程どおり、開催することとされた。
（５）支部長･理事合同会議の開催について（日程確認）
（森井副会長）
５月28日（土）午後１時〜

カ．平成16年度医薬分業指導者協議会
３月25日（金）於 東京
キ．平成16年度全国医薬分業担当者会議
３月26日（土）於 東京
ク．呉支部総会
３月26日（土）於 シティプラザカンコー
ケ．藤村 欣吾教授退任記念祝賀会
３月26日（土）於 リーガロイヤルホテル広島
コ．広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講習会
３月27日（日）於 福山大学
サ．第97回広島地方社会保険医療協議会
３月28日（月）於 八丁堀シャンテ
シ．広島県地域保健対策協議会緩和ケア推進専門委員
会（第２回）
３月28日（月）於 広島医師会館
ス．福山支部総会
３月30日（水）於 福山すこやかセンター
セ．アカシア100市民健康フォーラム
４月16日（土）於 広島国際会議場
ソ．ＪＰＰＮＷ理事会・ＪＰＰＮＷ広島県支部総会・
ＪＰＰＮＷ総会
４月16日（土）於 広島医師会館
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報告された。
（前田会長・森井副会長）

日 時：平成17年４月21日（木）午後６時〜同８時20分
場 所：広島県薬事衛生会館
出席者：前田会長、豊見、平井、松下、森井各副会長、
有村、大塚、重森、澁谷、宗、田口、谷川、野間、
野村、増田各常務理事
欠席者：木平副会長
議事要旨作製責任者：重森常務理事

ア．平成16年度第２回広島県地域保健対策協議会定例
理事会
３月23日（水）に広島全日空ホテルで開催され、
平成17年度事業計画案及び予算案が原案どおり承
認されたことが報告された。
（豊見副会長）
ア．広島県地域保健対策協議会緩和ケア推進専門委員
会（第２回）

１．報告事項

３月28日（月）に広島医師会館で開催され、昨年

（１）３月定例常務理事会議事要旨

開所した広島県緩和ケアセンターの現状の説明、

（２）諸通知

他のセンターにおける研修の報告などのほか、二

ア．来・発簡報告

次医療圏での実施状況について説明があり、緩和

イ．会務報告

ケアへの取り組みには地域差があること、短期入

ウ．会員異動報告

院が殆どで２週間程度で患者が入れ替わる実態が

（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．第34回広島県薬剤師会通常代議員会
３月20日（日）に午前11時から開催されたことが
報告された。
イ．（財）広島県健康福祉センター理事会
３月24日（木）に広島健康福祉センターで開催さ
れ、内容は予算案の承認のみであったことが報告
された。
ウ．第97回広島地方社会保険医療協議会
３月28日（月）に八丁堀シャンテで開催され、小

あること、これから在宅での薬剤師の役割が重要
となることなどの報告があった。
（平井副会長）
ア．広報委員会
４月５日（火）、４月19日（火）の両日、会誌５
月号の編集について協議したことが報告された。
（松下副会長）
ア．認定基準薬局制度運営協議会
３月29日（火）に開催し、新規、更新合わせて65
薬局の認定協議を行ったことが報告された。
イ．業務分担④担当理事打合会

委員会の委員の任命と保健医療の現況について、

４月14日（木）に開催し、保険薬局指定申請時の

医院、歯科医院、薬局共に都市集中の傾向が強い

新規薬局及び認定基準新規・更新の研修を保険部

というデータが出ていたことが報告され、医療機

会との共同研修として実施することとし、研修日

関における不正請求による返還金額が多額になっ

程等について協議したこと、運営ガイドライン検

ていることから、薬局でも不正のないよう襟を正

討会の委員構成が決まったこと、名札の在庫が減

していきたいとされた。

ったので300枚作成することとしたことが報告さ

エ．広島県薬務室との平成17年度打合会
４月14日（木）に、麻薬、薬事監視両担当と打合
せを行い、地対協に関して、健康食品だけでなく

れた。
ウ．広島県保健対策室来会
４月19日（水）に広島県から、心神喪失者等医療

これからは健康食品と医薬品との兼ね合いという

観察法が本年７月15日から施行されることに伴

ことも含めて、特別委員会の委員長には木平先生、

い、同法に基づく指定通院医療機関（薬局）の推

薬事審議会議長には今までどおり藤村先生で対応
していただきたい旨を行政にお願いしたこと、医
師会の了承も得ていることが報告された。
オ．ＪＰＰＮＷ理事会・ＪＰＰＮＷ広島県支部総会・
ＪＰＰＮＷ総会
４月16日（土）に広島医師会館で開催され、ここ

薦について協力依頼があったことが報告された。
エ．会員委員会
４月21日（木）午後４時から開催し、授賞規程に
ついて１年をかけて見直しを行うことになったこ
とが報告された。
（有村常務理事）

数年活動が低調気味であるが、今年被爆60周年を

アからエまで一括して報告され、本年度広島県地

迎えるため８月に行事を計画していること、また、

対協のモデル事業「在宅服薬管理ステーション」

学術大会ではＩＰＰＮＷ関係資料の提供や碓井会

及び「在宅服薬管理指導員」について、現在53薬

長の講演を依頼していることが報告された。

局へ参加の意向を照会中であること、また、交通

カ．監査会

費（１月１件5,000円）の支給、報告様式の案、

４月21日（木）午後２時から監事２名により平成

パンフレットや薬局用ステッカーの作成等に関す

16年度会務及び事業並びに予算の執行について監

る説明があった。

査が実施され、特段の指摘事項はなかったことが

なお、交通費の支給に関しては、保険薬局部会で
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検討することとされた。

の拠出を承諾することとした旨の報告があった。

ア．在宅服薬管理対策特別委員会

また、大会準備・運営業務に当たる業者は、県薬

３月24日（木）
イ．在宅服薬管理指導推進モデル事業打合会
４月７日（木）
ウ．在宅服薬管理指導推進モデル事業打合会
４月14日（木）
エ．在宅服薬管理指導推進モデル事業研修会
４月17日（日）
（田口常務理事）
ア．広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講習会
３月27日（日）に福山大学において、コメンテイ
ターを同大学の中村教授に務めていただき、吉富
教授等の指導も得て、24名が参加して開催したこ
とが報告された。

が業務委託している（株）コンベンションリンケー
ジとの密接な連携と了解の下で業務に従事するよ
う徹底したことが報告され、運営委員会の各部会
においてもこの旨を徹底するよう要請された。
イ．運営委員会（会場・運営・演題処理・プログラム
担当）
４月７日（木）
ウ．コンベンションリンケージ来会（予算書打合会）
４月19日（火）に、コンベンションリンケージか
ら学術大会予算について説明を受け、経費につい
て打合せを行ったことが報告された。
エ．伊奈商会来会（式典・懇親会の打合せ）
４月20日（水）

（谷川常務理事）
ア．第90回薬剤師国家試験発表に伴う新聞広告の中止
について（谷川常務理事）
合格発表日（４月６日（水））の翌日に中国新聞
に掲載する予定であったが、新聞に合格者の氏名
が掲載されなかったため、新聞広告を行わなかっ
たことが報告された。
（野村常務理事）
ア．平成16年度社会保険指導者研修会
３月25日（金）午前10時から厚生労働省で開催さ

２．その他の委員会等報告事項
（１）呉支部総会
３月26日（土）於 シティプラザカンコー
（２）藤村 欣吾教授退任記念祝賀会
３月26日（土）於 リーガロイヤルホテル広島
（３）福山支部総会
３月30日（水）於 福山すこやかセンター
（４）平成17年度厚生労働省薬剤師実務研修面接
４月12日（火）於 広島県薬事衛生会館

れ、最近の社会保険行政の動向や社会保険診療報
酬の見直しにおける基本的な考え方等について説
明があったことが報告された。
イ．平成16年度医薬分業指導者協議会
３月25日（金）午後１時から厚生労働省で開催さ
れ、薬局機能評価、法改正、薬学教育６年制に伴

３．審議事項
（１）全体理事会の開催について（森井副会長）
全体理事会を５月７日（土）午後３時から開催する
こととした。
また、通常総会を５月28日（土）に開催すること

う薬局実務実習指導薬剤師等に関する説明があっ

とし、総会10日前（５月18日（水））に総会資料

たことが報告された。

を発送することとした所要の訂正を行うととも

ウ．平成16年度全国医薬分業担当者会議

に、再度、各自点検の上、必要があれば４月５日

３月26日（土）に前日の会議を受けた形で日薬主

までに事務局へ連絡することとされた。

催で開催され、日薬雑誌掲載の薬学教育６年制や

（２）認定基準新規薬局及び更新薬局、保険薬局指定申

個人情報保護についての説明等があったことが報
告された。
（増田常務理事）
ア．薬剤師禁煙支援アドバイザー認定制度特別委員会

請薬局との講習会について（松下副会長）
講師謝金については保険薬局部会の負担とし、第
１回を６月12日に予定することとされた。
（３）新潟県中越地震災害等義捐金の贈呈について（谷

４月18日（月）に開催し、平成17年度事業につい

川常務理事）

て協議したことが報告され、６月12日に、奈良女

集中豪雨・台風被害義捐金として日本薬剤師会から

子大学で開催される第22回全国禁煙アドバイザー

本会当てに贈呈された212,239円については、当面、

育成講習会に、県薬から２名派遣し、薬事衛生指

本会の義捐金受入口座に入れておくこととされた。

導員講習会において伝達講習を行うこととされた。

（４）平成17年度「健康ひろしま21」事業に対する助成

（第38回日本薬剤師会学術大会関連）

について（森井副会長）

ア．運営委員会（総務・財務担当）

平成16年度：15万円

４月７日（木）に開催し、広島県大型観光キャン
ペーン事業実行委員会からの要請については、学
術大会の開催にも資すると考えられるため、この
キャンペーンに参加することとし、負担金10万円

平成17年度の助成額は10万円とすることとされた。
（５）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成16年度健康づくり絵画・ポスター募集の後援
について（森井副会長）
（回覧）
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主 催：広島県国民健康保険団体連合会
後援することとされた。
イ．高齢社会をよくする女性の会 第24回全国大会・
広島の後援並びに広告協賛等について
と

き：９月10日（土）・11日（日）（森井副会

長）
（回覧）
ところ：広島国際会議場
主 催：高齢社会をよくする女性の会
他の関係団体の状況を確認した上で、対応を検討
することとされた。
ウ．「ホスピス・緩和ケア国際セミナー2005」にかか
る後援名義使用について
と き：10月１日（土）
（森井副会長）
（回覧）
ところ：広島国際会議場
主

催：財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振
興財団

後援名義の使用を承諾することとされた。

４月28日（木）
ク．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（会場・
運営・プログラム・演題処理担当）
４月28日（木）
ケ．広報委員会
５月９日（月）
コ．広島県薬剤師研修協議会
５月11日（水）
サ．第55回

社会を明るくする運動

広島県実施委

員会
５月12日（木）於 ＫＫＲ広島
シ．平成17年度「看護の日」広島県大会
５月14日（土）於 広島国際会議場
ス．福山大学創立30周年記念式典
５月15日（日）於 福山大学会館
セ．予定）平成１７年度薬局実務実習担当者全国会議
５月16日（月）於

東京・東京中小企業投資育

成㈱
４．その他
（１）次回常務理事会の開催日の変更について
５月26日（木）午後６時に変更された。
（議事要旨作製責任者【予定】澁谷雄三常務理事）
（２）支部等総会の開催について
東広島支部 ５月12日（木）於 東広島平安閣
広島県病院薬剤師会 ５月14日（土）於 エソー
ル広島
安芸支部 ５月22日（日）於 サンピア安芸
廿日市佐伯支部 ５月22日（日）於 宮島コーラ
ルホテル
三原支部 ５月28日（土）於 三原グランドパレ
ス
広島県薬事衛生会館 ６月23日（木）於 広島県
薬事衛生会館
（３）その他行事報告
ア．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（財務
担当）
４月22日（金）
イ．表彰選考委員会
４月25日（月）
ウ．第38回日本薬剤師会学術大会製薬団体連合会寄付
申請の打合せ
４月27日（水）於 大阪市
エ．業務分担③担当理事打合会
４月27日（水）

ソ．新田篤実広島県議会議長の議員在職30周年を祝
う会
５月19日（木）於 リーガロイヤルホテル広島
タ．日本薬剤師会平成17年度第２回理事会
５月25日（水）於 東京
チ．日本薬剤師会地方連絡協議会
５月25日（水）於 東京
ツ．第56回日本薬剤師会共済部総会
５月25日（水）於 東京
テ．支部長･理事合同会議
５月28日（土）午後１時〜
ト．第34回広島県薬剤師会通常総会
５月28日（土）午後３時〜
※ナ．広島県老人呆けの人を支える家族の会２４回記
念大会式典へ出席について（森井副会長）
５月28日（土）午後１時〜３時 於 広島県民文
化センター
ニ．第28回日本プライマリ･ケア学会
５月28日（土）・29日（日）於 国立京都国際会
館
ヌ．第９回日本地域薬局薬学会の開催について
７月10日（日）於 長野県上田市
ネ．医療薬学フォーラム2005／第13回クリニカルファー
マシーシンポジウム
７月16日（土）・17日（日）於 鹿児島市民文化
ホール

オ．市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議
４月28日（木）於 広島県健康福祉センター
カ．第38回日本薬剤師会学術大会 日薬 岩月常務理

平成17年５月定例常務理事会議事要旨

事・西川課長会場視察
４月28日（木）
キ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）

日 時：平成17年５月26日（木）午後６時〜同８時10分
場 所：広島県薬事衛生会館
出席者：松下会長、木平、豊見、松下、森井各副会長、
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有村、大塚、重森、澁谷、宗、田口、谷川、野間、
野村、増田各常務理事

オ．第１回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショッ
プの派遣について

欠席者：平井副会長

６月25日（土）・26日（日）に八王子市所在の丸

議事要旨作製責任者：澁谷常務理事

紅多摩センターで開催されるこのワークショップ
に中嶋理事を派遣することとし、８月７日に開催

１．報告事項

する薬局実務実習指導薬剤師講習会の内容につい

（１）４月定例常務理事会議事要旨

ては、これに参加する中嶋理事からその報告を受

（２）諸通知

けて、検討していくことが報告された。

ア．来・発簡報告

また、今回は各県薬宛に派遣依頼されていること

イ．会務報告

から、経費については県薬の負担とすることにつ

ウ．会員異動報告
（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．表彰選考委員会
４月25日（月）に開催し、県薬賞、功労賞につい
て規程に基づいて決定した。
イ．日本薬剤師会地方連絡協議会
５月25日（水）に東京で開催され、会務報告、新
潟県中越地震見舞金の配分の説明、日薬を巡る最
近の動き等に関することが主な内容であったこと
などが報告された。
ウ．第56回日本薬剤師会共済部総会

いて、了承された。
（平井副会長）
ア．広報委員会
澁谷常務理事から、５月９日（月）に開催され、
例年どおりの事業を実施することとしたことが報
告された。
イ．平成17年度「看護の日」広島県大会
５月14日（土）に広島国際会議場で開催され、例
年どおり出席したことが報告された。
（松下副会長）
ア．会員委員会
５月23日（月）に開催し、会員とその資格、会費

５月25日（水）に東京で開催されたことが報告さ

の基本部分について昨年11月の検討結果について

れた。

協議し、来年の代議委員会までに決定して提出す

エ．
（財）広島原爆障害対策協議会評議員会

ることとしたこと、また、このことについて本月

５月26日（木）に広島市総合健康センターで開催

28日に開催される支部長・理事合同会議にもこの

され、マンモグラフィーや検診バスの購入、ＣＲ

ことを提案して委員会としての作業を進めていく

システムの更新等について協議したことが報告さ
れた。
（木平副会長）
ア．業務分担③担当理事打合会

こととしたことが報告された。
（松下副会長・豊見副会長）
ア．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会の開催について

４月27日（水）に開催し、本年度の事業について、

本年度第１回目の研修会を６月12日（日）にエ

広島県薬学術大会の開催以外は概ね前年どおりと

ソール広島で開催することとし、新規及び４月

することとしたことが報告された。

と８月に更新となる認定基準薬局並びに新規の保

イ．広島県薬剤師研修協議会
５月11日（水）に開催し、例年どおりの事業を実
施することが報告された。また、研修協議会の事
業となるかは分からないが、薬局実務実習に関連
してワークショップを頻繁に実施することになる
のではないかとの考えが示された。
ウ．平成17年度薬局実務実習担当者全国会議
５月16日（月）に東京都内の東京中小企業投資育
成㈱開催されたこと、指導薬剤師認定のため２日
間のワークショップ参加と３日間の講義受講が必
要とされていることに関して、現場の薬剤師に
とって連続２日間のワークショップへの参加は負
担が大きいとの見解を伝えたことが報告された。
エ．薬局実習受け入れ実行委員会
５月23日（月）に開催し、従来どおり実務実習受
入れのための指導薬剤師の研修を、東部で６月19
日に、西部で８月７日に開催することとしたこと
が報告された。

険薬局については昨年度の事前講習を未受講の薬
局へ案内したことが報告された。
（森井副会長）
ア．全体理事会
５月７日（土）に開催されたことが報告された。
イ．薬務室との打合会（広島県薬事衛生会館統合関係）
５月18日（水）県庁薬務室で、薬事衛生会館の解
散と県薬による財産・事業の承継に関して現状説
明と打合せを行ったことが報告された。
（第38回日本薬剤師会学術大会関連）
ア．運営委員会（財務担当）
（松下副会長）
４月22日（金）
イ．製薬団体連合会寄付申請の打合せ（森井副会長）
４月27日（水）に大阪市内の大阪医薬品協会にお
いて、寄付申請について打合せをしたことが報告
された。
ウ．日薬岩月常務理事・西川課長会場視察（森井副
会長）
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４月28日（木）日薬から来広され、広島国際会議

５月28日（土）午後１時〜

場及び県立総合体育館の開会式、分科会会場等を

平成17年度事業計画など提出議題について協議

視察されたことが報告された。

した。

エ．運営委員会（総務・財務担当）
（森井副会長）
４月28日（木）に、定例の会議を開催したことが
報告された。
オ．運営委員会（会場・運営・プログラム・演題処理
担当）
（木平副会長）
４月28日（木）に、日薬岩月常務理事、西川課長

（２）広島県保健医療計画検討委員会委員の推薦につい
て（森井副会長）
任期：承諾日から平成19年３月31日
前田会長を推薦することに決定した。
（３）平成17年度院内感染対策講習会の参加について
（森井副会長）

が出席され、プログラム等について協議したこと

と き：９月３日（土）・４日（日）

が報告された。

ところ：京都大学 百周年時計台記念館

カ．運営委員会（展示・ランチョンセミナー担当）展
示会場調査（豊見副会長）
５月12日（木）広島県立総合体育館において、Ｊ

病院薬剤師会から推薦することとされた。
（４）｢健康食品｣に係る新制度の普及啓発説明会（中国
四国ブロック）の参加について（森井副会長）

ＡＨＩＳの亀田委員長及び日本薬科機器協会の千

と き：６月22日（水）

種理事等出展側関係者とコンベンションリンケー

ところ：広島厚生年金会館

ジ社並びにこの３者の会場設営業者により会場を

参加者：200名程度

確認し、設営等について打合せをした。

森井、木平両副会長、宗常務理事及び小澤理事の

キ．協力依頼（伊藤先生訪問）（森井副会長）
５月23日（月）に、前田会長ほか関係者が、広島
国際会議場で学術大会の前日まで開催される第41
回日本医学放射線学会秋季臨床大会会長である広
島大学医学部伊藤勝陽教授を訪問し、学術大会の
会場設営に円滑に着手できるよう協力を依頼した
結果、コスモス及びラン会場を除き早めの明け渡
しが可能となったことが報告された。

参加が決定した。
（５）平成17年度「健康ひろしま21」事業に対する助成
について（森井副会長）
他団体の状況を勘案して、15万円に変更すること
とされた。
（６）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第16回ジュノー記念祭に対する後援名義の使用及
び補助金について（森井副会長）
と き：６月12日（日）

２．その他の委員会等報告事項
（１）市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議
４月28日（木）於 広島県健康福祉センター
（２）第55回 社会を明るくする運動 広島県実施委員会
５月12日（木）於 ＫＫＲ広島
（３）福山大学創立３０周年記念式典
５月15日（日）於 福山大学会館
（４）新田篤実広島県議会議長の議員在職30周年を祝う会
５月19日（木）於 リーガロイヤルホテル広島
（５）事務局職員接遇研修会
５月24日（火）
（６）支部等総会報告

ところ：ジュノー顕彰碑前（平和大橋西詰め）
主 催：広島県医師会、日本赤十字社広島県支部
前年度補助金額：３万円
講演名義の使用を承諾し、補助金の額を３万円と
することが決定された。
イ．生体機能と創薬シンポジウム2005広島−疾病に関
わる生体分子と治療薬−の後援について
と き：９月８日（木）・９日（金）
（木平副会長）
ところ：広島大学広仁会館
主 催：（社）日本薬学会生物系薬学部会
※医療薬学フォーラム2003／第11回クリニカル
ファーマシーシンポジウム
10万円

東広島支部総会

本会

５月12日（木）於 東広島平安閣

広島県薬剤師研修協議会 ５万円

広島県病院薬剤師会総会
５月14日（土）於 エソール広島

本会は、５万円とすることとされた。
ウ．第38回日本漢方交流会全国学術総会・広島大会の

安芸支部総会

後援について（前田会長）

５月22日（日）於 サンピア安芸

と き：11月19日（土）・20日（日）

廿日市佐伯支部総会

ところ：広島大学広仁会館及び薬用植物園、

５月22日（日）於 宮島コーラルホテル
広島佐伯支部総会
５月24日（火）於 佐伯区民文化センター

広島県薬事衛生会館
主 催：広島漢方研究会
後援することが決定された。
エ．世界禁煙デーについて（増田常務理事）

３．審議事項
（１）支部長･理事合同会議について（森井副会長）

５月31日の世界禁煙デーに県薬では薬局薬剤師を
対象にアンケート調査を実施することとし、ＦＡＸ

37

広島県薬剤師会誌 2005 Vol.30 No.4
による一斉同報を行い禁煙週間中に回収のうえ、
意識等について平成15年の調査結果との比較検討
する。また、この結果は、会誌で報告するほか禁
煙支援ネットワーク発表することとされた。

（地対協理事会時依頼）
６月１日（水）於 広島医師会館
ケ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）
６月２日（木）

４.その他
（１）次回常務理事会の開催について
６月16日（木）午後６時
議事要旨作製責任者は宗常務理事に決定した。
（２）日薬作成「新薬剤師のための調剤事故防止テキス
ト」の配付について（谷川常務理事）
日薬から50部送付されたので、各支部へ２部ずつ
配付することとし、更に500部程度購入して、研
修会等で配付することとされた。
（３）訪問看護、介護事業等に使用する車両に対する駐
車許可の取扱いについて（有村常務理事）

コ．（財）暴力追放広島県民会議平成17年度評議員会
６月３日（金）於 鯉城会館
サ．広報委員会
６月６日（月）
シ．（社）青少年育成広島県民会議第１７回総会
６月８日（水）於 エソール広島
ス．（財）広島県健康福祉センター理事会
６月９日（木）於 広島県健康福祉センター
セ．第24回福山大学薬学部卒後教育研修会
６月11日（土）於 県民文化センターふくやま
ソ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指

本年１月１日から介護保険法による訪問介護、居

定申請薬局との共同研修会

宅療養指導についても、訪問看護事業等と同様に

６月12日（日）於 エソール広島

駐車許可の取り扱いがされることとなったので、
必要があれば警察署において所要の手続きを執る
こととされた。
（４）支部等総会の開催について
三原支部５月28日（土）於 三原グランドパレス
広島県薬事衛生会館６月23日（木）於 広島県薬
事衛生会館
呉支部５月29日（日）於 呉市薬剤師会館
福山支部５月31日（火）於 福山すこやかセンター

タ．第22回全国禁煙アドバイザー育成講習会（in奈良）
６月12日（日）於 奈良女子大学
チ．第16回ジュノー記念祭
６月12日（日）於 ジュノー顕彰碑前
ツ．平成１７年度試験検査センター連絡協議会
６月16日（木）・17日（金）於 東京
テ．広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講習会
６月19日（日）於 福山大学
ト．「健康食品」に係る新制度の普及啓発説明会（中

広島県学校薬剤師会６月４日（土）於 広島県薬

国四国ブロック）

事衛生会館

６月22日（水）於 広島厚生年金会館

安佐支部６月５日（日）於 古市公民館（広島市
安佐南区）
尾道支部６月11日（土）於 尾道ロイヤルホテル
広島支部６月18日（土）於 広島県薬事衛生会館
（５）その他行事報告
ア．第38回日本薬剤師会学術大会講演依頼（本家先生）
５月27日（金）於 広島県緩和ケア支援センター
イ．支部長･理事合同会議
５月28日（土）午後１時〜
ウ．第34回広島県薬剤師会通常総会
５月28日（土）午後３時〜
エ．広島県老人呆けの人を支える家族の会24回記念大
会式典
５月28日（土）於 広島県民文化センター
オ．第28回日本プライマリ･ケア学会
５月28日（土）
・29日（日）於 国立京都国際会館
カ．広島県健康増進普及啓発実行委員会
５月30日（月）於 広島県健康福祉センター
キ．平成17年度第１回広島県地域保健対策協議会定例
理事会
６月１日（水）於 広島医師会館
ク．第38回日本薬剤師会学術大会講演依頼（碓井先生）

ナ．平成１７年度（社）広島県薬事衛生会館総会
６月23日（木）午後３時〜 於 広島県薬事衛生
会館
ニ．平成１７年度広島県薬剤師連盟定時総会
６月23日（木）午後６時30分〜 於 広島県薬事
衛生会館
ヌ．平成17年度病院診療所薬剤師研修会
６月25日（土）・26日（日）於 広島県民文化セ
ンター
ネ．第１回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ
６月25日（土）・26日（日）於 八王子市
ノ．平成１７年度ヒロシマ薬剤師研修会
７月３日（日）於 広島大学広仁会館
ハ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）
７月７日（木）
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県 薬
日

付

４月21日

行

木

日

日 誌
事

内

容

・監査会
・会員委員会

付

金

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会

25日

月

表彰選考委員会

27日

水

・第38回日本薬剤師会学術大会
製薬団体連合会寄付申請の打
合せ（大阪）

木

5月1日〜
６月30日
５月７日

・市町等高齢者保健福祉・介護
保険主管課長会議（広島県健
康福祉センター）

平成17年度薬局実務実習担当者
全国会議（東京）

18日

水

薬務室との打合会（広島県薬事
衛生会館統合関係）（薬務室）

20日

金

日本薬剤師会薬局製剤・漢方委
員会（東京）

22日

日

・安芸支部総会（サンピア安芸）
・廿 日 市 佐 伯 支 部 総 会 （ 宮 島
コーラルホテル）

23日

月

24日

火

・事務局職員接遇研修会
・広島佐伯支部総会（佐伯区民
文化センター）
25日

水

・日本薬剤師会平成17年度第２
回理事会（東京）

・第56回日本薬剤師会共済部総
会（東京）

全体理事会
広報委員会

11日

水

広島県薬剤師研修協議会

12日

木

・第38回日本薬剤師会学術大会
展示会場調査（広島県立総合
体育館）

26日

木

28日

土

・第55回 社会を明るくする運
動 広島県実施委員会（ＫＫ
Ｒ広島）
・東広島支部総会（東広島平安
閣）
・平成17年度「看護の日」広島
県大会（広島国際会議場）

・支部長･理事合同会議
・第 34回 広 島 県 薬 剤 師 会 通 常
総会
・三原支部総会（三原グランド
パレス）
・広島県老人呆けの人を支える
家族の会24回記念大会（広島
県民文化センター）

28・29日

第28回日本プライマリ・ケア学
会（京都）

29日

日

呉支部総会（呉市薬剤師会館）

30日

月

広島県健康増進普及啓発実行委
員会（広島県健康福祉センター）

31日

火

・福山支部総会（福山すこやか
センター）

・第49回広島県病院薬剤師会総
会（エソール広島）
福山大学創立30周年記念式典
（福山大学会館）

・7広島原爆障害対策協議会評
議員会（広島市総合健康セン
ター）
・常務理事会

・広島県健康増進普及実行委員
会ワーキング会議（県庁農林
別館）

日

・平成17年度「薬草に親しむ会」
（下見）（三原）

・第38回日本薬剤師会学術大会
運営委員会

土

15日

・薬局実習受け入れ実行委員会
・会員委員会

・第１回日本薬剤師会地方連絡
協議会（東京）

平成17年度不正大麻・けし撲滅
運動

土

容

・日本薬剤師会 岩月常務理事・
西川課長会場視察（広島国際
会議場）

９日 月

14日

内

月

・業務分担③担当理事打合会
28日

事

５月16日

・常務理事会
22日

行

・平成17年度世界禁煙デー
5月31日〜
6月6日

平成17年度禁煙週間
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日

付

６月１日

行
水

1日〜30日

事

内

容

平成17年度第１回広島県地域保
健対策協議会定例理事会（広島
医師会館）

付

行

土

平成17年度広島県農薬危害防止
運動

２日

木

３日

金 7暴力追放広島県民会議平成17
年度評議員会（鯉城会館）

４日

土

広島県学校薬剤師会総会

５日

日

・安佐支部総会（古市公民館）

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会

・第46回原子爆弾後障害研究会
（広島国際会議場）
６日

日
６月11日

月

・広島県禁煙支援ネットワーク
運営委員会（広島県環境保健
協会）
・広報委員会

８日

水 6青少年育成広島県民会議第17
回総会（エソール広島）

９日

木 7広島県健康福祉センター理事
会（広島県健康福祉センター）

事

内

容

・第24回福山大学薬学部卒後教
育研修会（県民文化センター
ふくやま）
・尾道支部総会（尾道ロイヤル
ホテル）

12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（エソール
広島）
・第16回ジュノー記念祭（ジュ
ノー顕彰碑前）
・第22回全国禁煙アドバイザー
育成講習会（in奈良）

16日

木

16・17日

常務理事会
平成17年度試験検査センター連
絡協議会（東京）

18日

土

広島支部総会

19日

日

広島県薬剤師会薬局実務実習指
導薬剤師講習会（福山大学）

6月20日〜
7月19日

平成17年度広島県「ダメ。ゼッ
タイ。
」普及運動

- 謹んでお悔やみ申し上げます 瀬藤 萬義 氏 逝去
かねて病気療養中のところ去る５月５日逝去
されました。
告別式は５月６日三次市南畑敷町の自宅にお
いて、執行されました。
自宅：三次市南畑敷町10-10
瀬藤 章義 氏
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行事予定（平成17年7月〜平成17年9月）
7 月 3 日（日）
7 月 7 日（木）
7 月 8 日（金）
7 月10日（日）
7 月11日（月）
7 月13日（水）
〃
7 月14日（木）
7 月15日（金）

平成17年度ヒロシマ薬剤師研修会
第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・財務担当）
中国労災病院開院50周年記念式典
第9回日本地域薬局薬学会（長野）
平成17年度広島県薬物乱用対策推進本部会議
日本薬剤師会平成17年度第3回理事会（東京）
第2回日本薬剤師会地方連絡協議会（東京）
日本薬剤師会代議員会議事運営委員会（東京）

〜
8 月 5 日（金）
7 月15日（金）
7 月16日（土）
7 月17日（日）
7 月21日（木）
7 月23日（土）
7 月24日（日）
7 月24日（日）
7 月30日（土）
7 月31日（日）
8 月 4 日（木）
8 月 7 日（日）
8 月18日（木）
8 月20日（土）
8 月20日（土）
8 月21日（日）
8 月26日（金）
8 月27日（土）
8 月28日（日）
8 月28日（日）
9 月 1 日（木）
9 月 3 日（土）
9 月 4 日（日）
9 月 8 日（木）
9 月 9 日（金）
9 月10日（土）
9 月11日（日）
9 月15日（木）
9 月18日（日）
9 月19日（月）
9 月23日（金）

平成17年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験申込受付

｝

平成17年度日本薬剤師会学校薬剤師部会研修会（東京）

｝

医療薬学フォーラム2005／
第13回クリニカルファーマシーシンポジウム（鹿児島）
常務理事会

｝

日本薬剤師会代議員中国ブロック会議（山口）

第17回広島プライマリ・ケア研究会
「第14回全国薬学教育者ワークショップ中四国」及び「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」
（徳島県）

｝

第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・財務担当）
広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講習会
常務理事会
第32回広島県国保診療施設地域医療学会（広島）

｝

IPPNW北アジア地域会議（広島）
日本薬剤師会平成17年度第4回理事会（東京）

｝

日本薬剤師会第99回臨時代議員会（東京）

日本薬剤師会第64回通常総会（東京）
第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・財務担当）

｝
｝
｝

平成17年度院内感染対策講習会（京都）

生体機能と創薬シンポジウム2005広島
高齢社会をよくする女性の会第24回全国大会
常務理事会

｝

NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク
第11回全国の集いin広島2005
平成17年度「薬草に親しむ会」
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31
会
31
会員
員紹
紹介
介 ○
○

広島支部
かい

はら

海

原

福山支部

みきえ

むら

かみ

のり

ゆき

村

上

範

行

私は山口出身です。最初広島に住み出した

５月に「フジグラン」が出来たり、市町村

時は、戸惑うことも多かったのですが、広島

合併する・しないで最近何かと賑やかな神辺

人の温かさに、公共の場（バスや電車）にお

町で働いています。カープの試合をもっと観

いて触れ、広島が大好きになりました。今後

たいのですが、もう少し東部の方でも試合を

共宜しくお願い致します。

すればいいなと思う今日この頃でした……。

広島支部

広島支部

みや の した

けん た ろう

なか

しま

たけ

お

宮之下

健太郎

中

島

丈

雄

薬剤師として３年目を迎えました。薬剤師

結婚して半年が過ぎ、生活もやっと落ちつ

が本当に国民にとって必要な存在であるため

いてきました。妻や妹、愉快な仲間たちとテ

に、何をすべきかを日々考えています。

ニスや釣りを日々楽しんでいます。テニスは

みなさま、どうぞよろしくお願い致します。

実力で勝てないけれど、運が大きく左右する
釣りで良い所を見せようと思っています！

安芸支部

福山支部

むら

かみ

え

み

ます

はら

さ ち こ

村

上

恵

美

益

原

佐知子

一昨年第三子が生まれ、多忙ですが、これ

歩いてすぐの薬局から、突然の異動で福山

を機に再び仕事に就きたいと思いました。職

の薬局へ。４カ月が経ち、尾道からの車通勤

場の皆様や家族に支えてもらいながら、従事

にようやく慣れてきたところです。せっかく

しています。どうぞ、よろしくお願いいたし

なので、寄り道をしようとあれこれ考え中で

ます。

す。
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と記載する。
（２）添付書類
ア 他の薬局で製造販売業の許可を受けてい
る場合は、当該製造販売業の許可証の写し
イ 雇用契約書その他の使用関係を証する書

薬局製造販売医薬品に係る許可申請等
について（通知）

類（統括製造販売責任者を雇用している

平成17年５月30日

ウ 総括製造販売責任者の薬剤師免許証の写

場合）
し（申請時に原本照合を受けること。
）
（３）提出部数

関係団体の長 様

１部（正本）
務

室）

7,400円

貼付

広島県福祉保健部長
（薬

広島県収入証紙

２

薬局製造販売業許可更新申請

（１）申請書（別紙様式３）
薬局製造販売医薬品の取り扱いについては、平

（２）添付書類

成17年４月１日付け「薬局製造販売医薬品の取り
扱いについて」により通知したところですが、こ
れに係る製造販売業及び製造業（以下「薬局製造

の許可及び製造承認を取得している者は、薬局ご

３

２部

広島県収入証紙

4,000円

薬局製造業許可申請

（１）申請書（別紙様式５）
（２）添付書類
なし
（３）提出部数
１部（正本）

合、次回の薬局製造業の許可更新時に製造販売業

広島県収入証紙

11,000円

貼付

の許可更新も併せて行うことになります。
４
別紙

製造販売する品目表
１部（正本）

とに薬局製造販売業及び薬局製造業の許可及び製
造販売承認を受けたものとみなされます。この場

イ

貼付

等を別紙のとおりとしましたので、貴会員に周知
なお、平成17年４月１日現在、薬局製造業許可

許可証

（３）提出部数

販売業」及び「薬局製造業」という。）の申請書
してください。

ア

薬局製造業許可更新申請

（１）申請書（別紙様式７）
（２）添付書類
薬局製造販売業及び薬局製造業の
許可申請等について

許可証
（３）提出部数
１部（正本）

１

5,600円貼付

薬局製造販売業許可申請

（１）申請書（別紙様式１）
製造しようとする品目が認証医薬品のみの
場合は、申請書備考欄に「製造販売品目は○
年○月○日承認申請中の製造販売承認申請書
に添付した別紙のとおり。
」と記載する。
製造しようとする品目が承認医薬品及び承

正本に広島県収入証紙

５

製造販売承認申請

（１）申請書（別紙様式８）
（２）添付書類
ア 承認を受けようとする品目を記載した品
目表（全品目記載された品目表から、申請
しない品目を抹消したものでもよい。
）

認不要医薬品の場合は、備考欄に「製造販売

また、各品目に薬局名等を用いて販売名

品目は○年○月○日承認申請中の製造販売承

を付けること。（複数の薬局を開設してい

認申請書に添付した別紙及び○年○月○日届

る場合は、薬局ごとに異なる販売名とする

出の製造販売届に添付した別紙のとおり。」

こと。
）
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イ 他の薬局で製造販売業の許可を受けてい

向精神薬の処方について

る場合は、当該製造販売業許可証の写し。

平成17年６月７日

（３）提出部数
２部（正本１通及び副本１通）

正本に１

社団法人広島県薬剤師会会長

殿

品目につき90円の広島県収入証紙を貼付
６

製造販売届

中国四国厚生局麻薬取締部長

製造販売承認が不要の９品目を製造販売する
場合は、あらかじめ薬局ごとに届出ること。

向精神薬等の取締行政につきましては、平素よ

（１）届書（別紙様式10）

り格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げ

（２）提出部数

ます。

１部（正本）

この度、広島県下において、向精神薬の処方せ
ん偽造事件が発生しましたが、本件の被疑者は、
短期間に医療機関を多重受診すると共に、院外処
方せんをカラーコピー機を用いて偽造し、治療に
必要な量以上のリタリンを不正に入手し、乱用し
ていました。
つきましては、向精神薬の交付に際し、処方せ
んの真偽等に疑いがある場合は、処方せん交付医
療機関への疑義照会を行うなどして、偽造処方せ
んによる向精神薬の交付を未然に防止するよう貴
会会員への周知方よろしくお願い致します。

大竹支部／三原支部／安芸支部／行政支部
充実したフローチャートになっています。

＜大竹支部＞

たとえば食事について質問し、あまり食が進ま
ないとの訴えがあったとします。そこで単に「食

服薬指導のヒント
すみれ薬局 井上

教子

４月に行われた在宅服薬管理推
進モデル事業の説明会に参加しま

欲不振」と書いて終わるのでなく、そこから味覚
障害や胃腸障害、口内炎、手に力が入らない等の
症状を探り出していき、さらに薬剤の副作用を
疑っていくという過程で書いてあります。

した。そこで配布された資料の中

私の今までの服薬指導業務では、薬剤の副作用

に興味深いものがありました。「薬

症状を聞くことからスタートしていました。ただ、

剤師による食事・排泄・睡眠を通

いきなり副作用について尋ねると、そんな怖い薬

した体調チェックフローチャート」です。

は服用したくないと言われる事もあります。しか

人間が生きている限り必ずある食事・排泄・睡

し、このフローチャートでは「食事は美味しく食

眠についての質問を通して、患者さんの抱えてい

べられますか？」など、抵抗の少ない質問からス

る問題を抽出し解決するというものです。在宅指

タートするようになっています。

導に限らず、日常の薬局業務でも役に立つ内容で

在宅指導に限らず、慢性疾患で通院している患
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者さんにも応用できる方法です。病院で行う検査

まず、担当の各理事から、代議員報告、会の活

だけでは見えてこない問題点を、薬剤師が直接話

動報告、決算報告が行われ、全ての議案が満場一

をすることで発見して解決し、患者さんがより快

致で承認可決された。次に、予算案の説明が担当

適な生活をおくる手助けになると思います。

理事からあり、予算についても満場一致で可決さ

現場ではまだまだ活用できていませんが、質問

れた。

の仕方などを工夫して日常業務に役立てていき

午後７時33分閉会。

ます。

最後に、閉会後の懇親会、さらには２次会と、
前田会長、大塚氏両氏の参加で、いつにも増して
盛会であったことをつけ加えておきたいと思いま

＜三原支部＞

す。前田会長、大塚先生、多忙にもかかわらず、

平成16年度三原薬剤師会定時総会報告
センター薬局日赤前店 丹羽

和子

最後までおつきあい下さり、ありがとうございま
した。

去る５月28日（土）、三原グラン
ドパレスに於いて、「平成16年度三
原薬剤師会定時総会」が開催され
ました。以下ご報告いたします。
午後６時30分開会。総会員数142

＜安芸支部＞
安芸薬10周年記念事業
〜社会福祉協議会に車椅子を寄贈〜
副支部長 上原 貢

名中、出席者37名、委任状69名。過半数にて本総
会は、有効に成立することが認められた。式次第
に従って進行。
まず、開会の辞のあと、松尾支部長より、同日
行われた県薬総会で表彰された三原支部の先生方

安芸薬が発足して早いもので10
年になります。より小回りのきく
体制で、より細やかな会員サービ
スを目指して広島市薬から分離し、

の披露があった。日薬有功賞２名、県薬賞１名、

今日まで走ってきました。当初は

県薬功労賞２名、そして、今年10月９日・10日、

事務所も職員も何もない、机とFax一台で始まっ

広島で開催される日本薬剤師会学術大会の成功に

た支部も、ボランティアな役員とそれを支える会

向けて、全会員の協力を是非お願いしたい、との

員の結束で立派な支部に成長致しました。

話があった。
続いて、来賓挨拶。今年は、前田県薬会長と広

これを記念して地域に貢献し、喜んでいただき、
そして薬剤師をアピールしたい。そんな考えから、

島県薬剤師連盟副会長の大塚幸三氏の出席があっ

理事会において、社会福祉協議会に車椅子を寄贈

た。前田会長からは、「日薬学術大会への参加と、

しようとの提案を採択しました。

薬学部６年制に伴っての実習受け入れのための指

車椅子は種類も多く、どの機種が人気で必要と

導薬剤師が、まだまだ不足しているので、益々の

されているのか調査が必要です。それぞれ地域の

協力をお願いしたい。
」との話があった。

役員を通して各社協の意向を探り、機種選定を行

次に、国会議員で薬剤師の藤井もとゆき氏の祝
辞披露のあと、大塚氏から、国会議員数が医師19
名、歯科医師４名、看護師３名、薬剤師５名であ
るという現状を紹介され、「職能を生かしていく
上でも、国会へアプローチしていくことが必要で
ある。」と述べられた。
続いて、議長に平井紀美恵氏が選出され、議案
審議へ。
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いました。広島市安芸区３台、府中町２台、海田

そのため、農薬の安全かつ適正な使用と適切な

町２台、熊野町２台、坂町２台、計11台。総額

保管管理の徹底は、健康保護や生活環境の保全の

100万円を超えたと思います。話の段階で１市４

観点から極めて重要です。

町、各社会福祉協議会から「予算の厳しい中で、

全国的には昨年度、土壌くん蒸剤による周辺住

ほんとうにありがたい。」という喜びの声を聞き

民への被害、リン化アルミニウム製剤の発火事故、

ました。

劇物に指定されている農薬の盗難事件、農薬取締

６月９日（木）午後３時から真新しい「海田福
祉センター」において、海田社協主宰で贈呈式が

法に基づく農薬の使用方法に違反した事例などが
散見されています。

執り行われました。二川会長の挨拶に続いて、広

県では、毎年、特に農作物等の病害虫が発生し

島市安芸区、府中、海田、熊野、坂の順で担当役

やすく、農薬の使用量が最も多くなる時期の６月

員から各社協に車椅子の目録が手渡されました。

を農薬危害防止運動月間と定め、事故防止に努め

拍手で終了し、玄関前で記念撮影。全体の合同写

るとともに、農薬販売者や使用者のみならず、農

真、各社協毎…和やかなうちに撮影が終わると、

産物の消費者である県民の方を対象として農薬の

さっそくワゴン車に積み込まれ、明日から貸し出

正しい知識の普及を図る講習会を開催しています。

されるとのこと。

本年度は、６月３日〜15日、県内４会場で開催

地域に貢献する薬剤師会。これが私達の未来に

し、400名以上の方に御参加いただきました。

向けたテーマです。その意味で今回のイベントは

このほか、県では、県民が安全で安心できる食

社会に向けた、私達の大きなメッセージとなった

生活の実現と健康の保護を目的に、「食品の安全

ように思います。

に関する推進プラン」を策定し、昨年度からの２
ヵ年間、行政の施策だけでなく、生産者、事業者
及び消費者がそれぞれ取り組むべき具体的な対策
とその推進目標を掲げ、食の安全に対する観点か
らも農薬の適正使用を推進しています。
これから、農薬が最も多く使用される時期を迎
えます。
農薬による危害と事故を防ぐため、皆さんの特
段の御配慮と御協力をお願いします。

＜行政支部＞
平成17年度農薬危害防止講習会
広島県福祉保健部衛生・被爆者総室薬務室
主任技師 片平

尚貴

御承知のとおり、高温多湿な我
が国では、病害虫による農作物へ
の影響も強く、農薬は農業生産の
安定に欠かすことのできないもの
です。
農薬は、本来、除草や病害虫の防除等を目的と
するものですが、その取扱いを誤ると、人体に対
して危害を及ぼす可能性を持つものです。

県庁本館６階講堂
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①心臓停止後約３分
②呼吸停止後約10分

諸団体だより

③多量出血後約30分
で50％の死亡率になるというもので、これでは救
急車が来るまで手をこまねいて見ていたら命を救
うことはできません。倒れた人の心臓が止まって

女性薬剤師会

しまうような重篤な状態のとき、救急救命セン
ター等の高度な医療が行えるところまでスムーズ
に行われることが必要です。そのことを

救命講習会に参加して

連鎖
理事 山内

純子

日 時：平成17年4月24日（日）
場 所：広島市西消防署

救命の

という言葉とイラストで表し、大切な命を

救うための必要な行動を迅速に途切れることなく
行う重要性と行動を表しています。
救命の連鎖とは
①早い119番への通報

西消防署は、とても現代的な建物で約2400枚の

②早い応急手当

ガラスルーバー（羽根板）で外装面が覆われ外か

③早い救急処置

ら内部を見通せる、まるで科学館？を思わせると

④早い医療処置

ころです。

①②が救急車がくるまで一般の人でも出来るこ

まず、講師の先生の応急手当の基礎知識・その
重要性のお話。

とであり、習得していたら、大事な命が多く救え
るのです。そこで、私たちに出来る①②を具体的

私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気に

な説明の後に実習しました。そのシナリオは、10

おそわれるか予測ができません。このような時、

名位が輪になって、マネキン（倒れた人と見立て）

病院に行くまでの家庭や職場でできる手当てのこ

を使って①②の流れを一人ひとり交代で実習しま

とを応急手当として、特に重篤なもの、脳卒中の

した。倒れた人の耳元で声をかける、肩を軽くた

ように意識がなくなり、呼吸ができなくなり、つ
いには心臓が止まってしまうもの。大けがをして

たいて反応がなければ周りの人に119番通報と
ＡＥＤ＊の手配を頼む。そして倒れた人の気道確

出血多量でショックになり、心臓が止まるものな

保し呼吸しているか否かを確認し、無ければ人工

どは救急車がくるまでに何らかの処置をしないと

呼吸と心臓マッサージの心肺蘇生をする。循環サ

命が助からない。このときに役立つのが応急手当

インを確認し

でも、特に救命手当といいます。救急車が来るの

作をする。そうしながら救急車の到着を待つとい

が全国平均６分、広島市で平均5.1分だそうです。

うものです。以前は一般の人が除細動（電気ショッ

ＡＥＤ

の到着で

ＡＥＤ

の操

カーラーの救急曲線という表があって、それを簡
単に説明すると、

カーラーの救急曲線

＊AED（Automated External Defibrillator：自動
体外式除細動器）
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ク）を行うことが出来なかったのが、今度簡単な
ＡＥＤ

という機器が出来たことにより、これ

を用いて除細動を行うことが認められるようにな
りました。 ＡＥＤ

とは一般の人でも簡便に安

心して除細動を行えるよう設計された機器です。

が期待されます。今はまだ市役所・一部のホテ
ル・スポーツジム位だそうです。
最後に三角巾の使い方、たたみ方の実習で終わ
りました。
実習はしたもののまだ身に付いたものではな

はコンピュータによって倒れた人の心

く、実際に起こるとオロオロとしてどこまで出来

臓のリズムを自動的に調べて、除細動が必要か否

るか？何回か講習会に出席して慣れることが必要

かを自動的に決定し、どういう操作をすればいい

だなと思いました。

ＡＥＤ

か音声メッセージで具体的に答えてくれる仕組み
になっていて、安全が十分確保されているのです。
ＡＥＤ

の登場により、医師や救急救命士等の

専門職以外の人でも簡単な講習を受けていれば、
安全・確実に除細動が出来るようになりました。
４月からこの講座にも

ＡＥＤ

の操作法が組み

込まれました。今後は１人でも多くの人が救命講
習を受け、不特定多数の人々が集まる場所例えば
ガソリンスタンド・大きなイベント会場などに設
置できれば、身近に使用でき救命に役立てること

第51回 広島県女性薬剤師会総会と研修会のご案内
日

時：平成17年8月21日（日） 13：00より

会

場：エソール広島2F
広島市中区富士見町11-6（薬事衛生会館隣）
TEL082-242-5252

総

会：13：30〜 （受付13：00より）

研 修 会：15：00〜17：00
特別講演「徒然なるままに健康奉仕」
講師：広島大学医学部附属薬用植物園 助教授
研修シール

１点

神田

博史先生

会員外 1,000円

研修会はどなたも自由にご参加下さい（男女を問いません）
。
神田先生の楽しいお話をご期待下さりご来場下さい。
連 絡 先：神原 ＴＥＬ（082）292-9348
ＦＡＸ（082）292-9422
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日本学校薬剤師会事務処理等の移管について

学校薬剤師会

標記の件につきましては、すでに昨年から日
本学校薬剤師会に口頭で度々お願いしていると

平成17年度日本学校薬剤師会総会に出席して
専務理事 加藤

稔

ころでありますが、今般、貴会杉下会長より文
書の提出を求められましたので、本書をもって
連絡いたします。
日本学校薬剤師会の会務運営に関わる諸業務

平成17年度日本学校薬剤師会総

は、かねてより日本薬剤師会（以下、「日薬」

会が、４月23日東京・赤坂プリン

という）が代行して参りました。今回この代行

スホテルで開催された。広島から

を取り止め、総ての業務を貴会に移管すること

永野広島県学校薬剤師会会長と加藤の２名が出
席。11：00〜14：50、中本光子常務理事の司会で

にいたしました。
移管の事由は、独立した団体である貴会の会

始まり、杉下順一郎日本学校薬剤師会会長の挨拶、

務を代行することが、日薬の事業として適当で

来賓の藤井基之参議院議員、山口敏文部科学省ス

ないことに加え、日薬業務事務処理等の過飽和

ポーツ・青少年局学校健康課長、児玉孝日本薬

状態の適性化と財政状態の改善を意図したため

剤師会副会長の挨拶があった。来賓の退席の後、

であります。

改めて杉下会長の挨拶があった。

貴会との経過は逐一、日薬正副会長常務理事

本年度の議題の大きな問題である会費賦課額変

打合会において報告してきましたが、最近会務

更の件に触れての説明である。中西敏夫日本薬剤

運営上の問題点として早急の改善を望む声が表

師会・会長から杉下順一郎会長宛に「日本学校薬

出して参りました。事態が切迫しつつあるため

剤師会事務処理等の移管について」の文書が平成

至急の展開を願っております。

16年7月21日付けで届いた。

移管に伴い、暫時の間、日薬の事務所内に事
務机等を設備して、貴会職員等で貴会会務の事
日薬発第135号

務処理等ができる様に、即刻準備いたします。

平成16年７月21日

貴会におかれましても、事情ご賢察の上、早

日本学校薬剤師会
会長

杉下

順一郎

急に移管事項の受取りのご手配をなされるよ
殿

う、特段にお願いするところであります。
末筆ながら、貴会並びに学校薬剤師各位の活

社団法人
会長

中

日本薬剤師会
西

敏

夫

動に深甚の敬意を表すると共に、今後の業務の
一層の充実とご発展を祈念して擱筆いたします。
社団法人

日本学校薬剤師会事務処理等の移管について
冠省

日本薬剤師会

会長

中西敏夫

従来、日本学校薬剤師会の会務に関わる

事務処理等は、日本薬剤師会において行ってき

平成16年12月21日付けで中西敏夫日本薬剤師

ました。しかしながら、諸般の事由により別添

会・会長宛に、杉下順一郎日本学校薬剤師会・会

記載のとおり、貴会に係る事務処理等に尽きま

長が以下のように回答した。

して貴会に移管しますので、この段お届けいた
します。

日学薬会発第29号
草々

平成16年12月21日
社団法人

別添

会長

日本薬剤師会

中西敏夫

殿

平成16年７月21日
日本学校薬剤師会
会長

杉下

順一郎
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日本学校薬剤師会事務処理等の移管について（回答）

件質問FAX提出。議案は可決され、日学薬賦課額

日薬発第135号（平成16年７月21日付）の標

会員一人当たり1,500円から3,000円になります。

記の件について、日本学校薬剤師会は鋭意検討

広島県学薬としても、同様に1,500円増の会員一

を重ねて参りました結果、事務処理につきまし

人当たり4,500円から6,000円となりますので宣し

てはご指摘の通り、下記のように移管を受諾す

くお願い致します。説明の補足として、日薬の会

ることといたしましたのでご報告いたします。

員数95,000名の内、日学薬の会員数17,720名で２

また、学校薬剤師会活動は薬剤師の本質的活

割に満たない現状であること、日薬の代議員が、

動であり、長年の歴史的背景があること等を十

学校薬剤師でない人が多数であること等が影響し

分ご考慮いただき、格別のご高配を賜りますよ

ているかもしれない。いずれにしても重なってい

うお願いいたします。

る所があっても、別々の組織であり自前で活動す
るのが本来の姿であろうと思われる。将来必ず

記
１．日本学校薬剤師会は、日本薬剤師会事務

問題となる部分であったと思われる。会員の負

所内にご用意いただく事務机等を借用し対

担が大変ですが、頑張って組織を守っていかねば

応いたします。

と思います。

２．事務職員は当会にて雇用いたします。
３．事務用機器等、消耗品その他につきまし

広島漢方研究会

ては、従前通りご高配をお願いいたします。
その他につきましては協議し、円滑な運営を
目指します。

平成17年度の広島漢方研究会

但し、これらの事務処理に必要な経費の捻出

広島漢方研究会では薬剤師に役に立つ漢方薬を

は、現状会費の中では無理であります。貴会が
早急に対応をお求めになられます理由は理解で

テーマに毎月定例会を行っています。
特に今年度は７月の広島漢方研究会総会に舌診

きますが、会費の値上げは総会の議決事項であ
りますので、前述の事務処理移管は、平成17年

に詳しい三谷和男先生、９月の東洞祭にはテレビ

４月開催予定の総会以降にご猶予賜りたく、特

（ＮＨＫ）などでおなじみの寺澤捷年先生をお迎
えして特別講演していただきます。寺沢先生は

段のご高配をお願いいたします。
以上

ＢＳ２の韓国テレビ「チャングムの誓い」の日本
語編集で医療監修をしておられます。11月には日

正副議長の選出、議事録署名人の選任の後、議

本漢方交流会年次総会･広島大会も開催いたします。
予定を下記のとおりお知らせいたしますのでぜ

題の報告
第一号・平成16年度事業報告

ひ御参加ください。

第二号・平成16年度収入支出決算報告、監事監
査報告
が報告される。続いて、
議案第一号・平成17年度事業計画案に関する件

第46回・広島漢方研究会総会（会員外参加･千円）
日

時：平成17年７月17日（第３日曜日）

場

所：広島県薬事衛生会館4階ホール
（中区富士見町）

第二号・会費賦課額変更の件
第三号・平成17年度収入支出予算案に関する件
第四号・会則改定案の件
第五号・選挙管理委員会委員選出の件
について説明。第二号会費賦課額変更の件は、81
名中41名の賛成にて可決される。第四号会則改定

10：10〜11：30
会員発表３人（日頃の店頭漢方薬について）
11：30〜12：30 総会
13：30〜15：30 特別講演『舌診』
講師：京都府立医科大学東洋医学講座助教授
木津川厚生会加賀屋病院院長

の件は、二年連続否決されている議案である。継

三谷

続して審議していただくこととなる（議長采配）
。
質疑応答では多くの質問が出される。当県でも四

16：00〜

懇親会

和男 先生
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第480回広島漢方研究会定例会

大会スローガン：博采衆方（治療に役立つものを

日時：平成17年８月21日（第３日曜日）

全て取り入れる！）

場所：広島県薬事衛生会館２階研修室

日

時：平成17年11月19日・20日

場

所：

講師：吉本悟・山崎正寿・菊一瓔子・佐々木良忠

（第３土曜日・日曜日）
19日10：00〜12：30
広島大学医学部・広仁会館及び薬用植物園
13：00〜20日17：00
広島県薬事衛生会館4階ホール・全館使用
予

定：

19日
10：00〜12：00
市民公開講座

広島大学医学部内
講師：神田

第10回･東洞祭の様子

博史 先生

13：00〜14：00 特別講演『薬系漢方について』

東洞碑の前にて

14：20〜16：20 会員発表数例
16：30〜17：30 会頭講演

第11回東洞祭
（安芸出身の吉益東洞を顕彰する会･会員外二千円）
日

時：平成17年９月11日（第２日曜日）

場

所：広島大学医学部構内

山崎
18：30〜20：30 懇親会

10：00〜12：00 第481回広島漢方研究会定例会
講師：吉本

悟・勝谷

英夫

12：00〜13：00 東洞祭（東洞碑に顕花）
13：00〜15：00

９：15〜10：00 総会
10：10〜11：10 会員発表数例
11：20〜12：20 教育講演
講師：福山薬科大学教授

特別講演『吉益東洞「建珠録」に登場する越中

12：20〜13：20

岡村

信幸 先生

休憩

13：20〜15：20 シンポジューム

の僧達』
和漢診療学教授

正寿 先生

20日

第５講義室及び東洞碑前

講師：千葉大学医学部

講師：細野診療所広島診療所

医学研究院
寺澤

（シンポジストは各分野の代表者４人）

捷年 先生

京都細野診療所副所長

中田

敬吾 先生

15：00〜16：00 『東洞の使った薬草について』

木村神経内科医院長･広漢会員

木村

進匡 先生

金沢大学薬用植物園教授

御影

雅幸 先生

日本漢方交流会元理事長

中井

康雄 先生

講師：広島大学医学部･薬用植物園助教授
神田

博史 先生

連絡先：TEL285-3395 薬王堂漢方薬局

吉本

15：30〜17：00 会員発表数例
17：00 閉会

第482回広島漢方研究会定例会

連絡先：TEL285-3395 薬王堂漢方薬局

吉本

日時：平成17年10月16日（第３日曜日）
場所：広島県薬事衛生会館２階研修室

第484回広島漢方研究会定例会

講師：吉本悟・山崎正寿・菊一瓔子・佐々木良忠

日時：平成17年12月11日（第２日曜日）
場所：広島県薬事衛生会館2階研修室

第38回日本漢方交流会学術総会･広島大会
主

催：日本漢方交流会

実行委員：広島漢方研究会
後

講師＝吉本悟・山崎正寿・菊一瓔子・佐々木良忠

援：広島県薬剤師会

テ ー マ：心と身体と漢方

広島漢方研究会←でホームページを検索してく
ださい。
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平成17年度（第40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／三原市

○協力団体／広島漢方研究会
※本年度は、日本薬剤師会学術大会（広島大会）開催のため、例年２回（東部・西部）で開催しており
ましたが、１回の開催といたしますことをご了承下さい。
１．開催年月日／平成17年９月23日（金）
２．開 催 場 所／三原市（仏通寺周辺）
３．集 合 場 所／仏通寺第二駐車場
４．集 合 時 間／11：00（雨天集合場所：未定）
５．指

導

者／広 島 大 学 医 学 部
〃

教

授

大

塚

英

昭

助教授

神

田

博

史

呉市立荒神町小学校

教

頭

久

藤

広

志

元

校

長

実

光

紀

之

田

健

元

中

校

教

諭

桑

教

諭

太刀掛

尾道自然に親しむ会

会

長

横

山

広島漢方研究会

理事長

吉

本

小

等

学

校
校

元

高

学
学

吾
優

直

江
悟

広島漢方研究会員ほか
※指導者については、都合により変更する場合があります。
６．解 散 場 所／現地（三原市）で解散14：30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／運動靴等山道を歩くのに楽な服装

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／次号（９月号）にて詳細をお知らせいたします。
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
・広島県福祉保健部薬務室薬事グループ
（082）513-3222
・広島県薬剤師会
（082）246-4317（開催の有無について留守番電話にてメッセージ有）
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第24回 福山大学薬学部卒後教育研修会

―高度医療社会での薬剤師の役割を求めて―
薬学部卒後教育委員会 片山
日

時：平成17年6月11日（土）14：30〜

場

所：県民文化センターふくやま

薬学部６年制が来年度よりスタートします。薬
剤師の生涯教育についても様々な取り組みが行わ
れる中、13年目を迎えました第24回福山大学薬学
部卒後教育研修会（本研修会）を「県民文化セン
ターふくやま」（福山駅南、徒歩４分）で開催し
ました。小雨がぱらつく土曜日（６月11日）の午
後、約100名の参加が得られました。参加者の内
訳は、卒業生35名、一般薬剤師19名、本学教員お
よび大学院生45名でした。ご講演に先立ち五郎丸
毅薬学部長（卒後教育委員長）が挨拶され、生涯
教育の重要性について述べられました。
１．―さらなる「医療事故防止に向けて」
〜ターゲットは薬剤事故・
キープレーヤーは薬剤師〜―
九州大学大学院医学研究院 医療経営・
管理学講座 助教授 鮎澤 純子 先生
医療事故の防止・
安全管理の取り組み
が進んでいますが、
基本的な考えや現場
での体制はまだ充分
機能しているとは言
い難い状況です。そ
こで、鮎澤先生は
「見直し」と「今後の
講演中の鮎澤先生
課題の検討」という
キーワードで医療現場での事故防止について講述
されました。鮎澤先生は、実際、九大病院でリス
クマネージメントをされており、薬物療法関連の
ミス防止への薬剤師の役割の重要性を具体的に説
明して頂きました。薬物療法関連のミスは防ぎう
るエラーの重要な源泉であるということで最優先
課題として取り上げられたそうです。
リスクマネージメントは、「患者さんだけでな
く薬剤師自身、職場の仲間の安全と安心を確保す
ること」を意識することが基本であることを再認
識させて頂きました。「人は誰でも間違える」と

博和

いう考えだけでなく、「間違いは防ぐことはでき
る」という意識も重要である、自ら学習し続ける
組織、疑義照会のテクニック（本当に聞きたいこ
とを聞いているか？）、問題に気付く能力といっ
たフレーズが強く印象に残りました。
２．―病院薬剤師の職能展開と展望
〜卒後教育研修をどう活かすべきか〜―
鳥取大学医学部附属病院 教授・
薬剤部長 大坪 健司 先生
変化する医療環境、
医療制度のもとで、
病院や保険薬局の薬
剤師が、学び続ける
ことの必要性につい
て、また、鳥取県で
取り組まれている具
体例についてご紹介
頂きました。特に、
講演中の大坪先生
治験業務の内容に関
して時間を割いて、丁寧にご説明頂きました。厚
労省の治験活性化３カ年計画のもと、エビデンス
があれば抗ガン剤の併用療法で承認されるものも
でてきたということでした。
鳥取県病院薬剤師会（大坪先生が会長）では、
いくつかの活動方針をあげ、積極的に生涯研修教
育を実施しておられ、最近では保険薬局の薬剤師
さんとも連動してセミナーなどを行っているとの
ことでした。日頃の業務をこなすだけで研修会の
参加は難しいという薬剤師の中にも、熱心に研修
する人もおり、「前向きの姿勢」でやっていきた
いと述べられました。「こんな薬剤師はいらない」
とならないためにも学んでいくことの重要性を再
認識させて頂きました。
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。
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研

修

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
開催日時

だ

よ

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。

開催場所
研修内容・講

り

師

広島県の研修認定薬剤師申請状況
平成17年５月末日現在 350名（内更新245名）
主催者
問い合わせ

認定

その他
（参加費等）

7月8日（金）19:30〜21:00 福山大学薬学部31号館 1階31101講義室 福山大学薬学部
人参剤が適応する胃腸症状（人参剤）
漢方薬物解析学研究室
福山大学薬学部非常勤講師 小林 宏 先生 岡村信幸
084-936-2112（5165）

受講料各500円
1 （テキスト代2,000円）
※全て当日申込

7月9日（土）15:00〜17:00 薬事衛生会館 ４Ｆ講堂
第368回薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
薬事情報センター
２）製品情報「加齢黄斑変性症治療剤 ビスダイン静注用15mg」
082-243-6660
ノバルティスファーマ株式会社 眼科事業部 高井 昭芳
３）特別講演「高齢者の眼科疾患」
中国電力株式会社中電病院 眼科部長 中野 賢輔 先生

1

1,000円

7月9日（土）15:00〜19:00 しまなみ交流会大会議場
第29回日本東洋医学会中四国支部広島県部会
メインテーマ「現代病と東洋医学」

尾道支部
田辺薬局 田辺
0848-22-2991

2

無料

7月10日（日）9:00〜16:00 しまなみ交流会大会議場
第34回日本東洋医学会中四国支部総会広島県東部尾道大会
メインテーマ「現代病に対する東洋医学の新しいアプローチ」

尾道支部
田辺薬局 田辺
0848-22-2991

4

無料

1

会員500円
非会員1,000円
学生（社会人枠外）無料

7月13日（水）18:45〜20:30 尾道国際ホテル 2F「慶安の間」
尾道支部
「骨粗鬆症の診療：新しい展開」
田辺薬局 田辺
川崎医科大学放射線医学（核医学） 教授 福永 仁夫 先生 0848-22-2991

1

無料

7月13日（水）19:00〜21:00 サンスクエアー
東広島支部
「調剤過誤防止セミナー」３回シリーズ（第１回）
たいせい堂薬局
よつば薬局 川崎 一仁 先生 桃原泰誠
090-3376-9253

1

7月17日（日）9:30〜16:00 薬事衛生会館
広島漢方研究会
第46回・広島漢方研究会総会会員発表・総会 特別講演「腹診」
薬王堂 吉本
三谷 和男 先生 082-285-3395

2

会員外1,000円

7月20日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター
三原支部
・保険薬局におけるリスクマネジメント
三原薬剤師会 事務局
・改正薬事法（平成17年4月施行）
0848-61-5571
成和産業㈱医療情報部 手島 賢二 先生

1

支部会員外1,000円

7月12日（火）19:30〜21:00 薬事衛生会館
青年薬剤師会
第二火曜日勉強会「緑内障」
福島生協病院薬剤部
広島鉄道病院 阿登大次郎 先生 小田 082-292-3171

7月20日（水）19:00〜21:00 サンスクエアー
東広島支部
「調剤過誤防止セミナー」３回シリーズ（第２回）
たいせい堂薬局
よつば薬局 川崎 一仁 先生 桃原泰誠
090-3376-9253

1

7月21日（木）19:00〜21:00 尾道ポートプラザホテル
尾道支部
「病位と症状別処方の運用法」
『中暑霍乱 中食』
（五苓散、平胃散など） 田辺薬局 田辺
小太郎漢方㈱ 学術専任講師 山内 一晃 先生 0848-22-2991

1

7月27日（水）19:00〜21:00 東広島保健医療センター
東広島支部
「調剤過誤防止セミナー」３回シリーズ（第３回）
たいせい堂薬局
よつば薬局 川崎 一仁 先生 桃原泰誠
090-3376-9253

1

無料

7月28日（木）19:00〜21:00 サンピア・アキ
安芸支部
第71回生涯教育「パーキンソン病の診断から治療まで」
安芸地区薬剤師会
広島市立広島市民病院神経内科 主任部長 好永 順二 先生 事務局 082-282-4440

1

1,000円

7月31日（日）14:30〜17:30 薬事衛生会館
青年薬剤師会
知っているとピンとくる、そんな基本の勉強法
福島生協病院薬剤部
東京大学病院臨床試験部 青木 敦 先生 小田 082-292-3171

2

会員1,000円
非会員2,000円
新薬剤師無料
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開催日時

開催場所
研修内容・講

主催者
問い合わせ

師

認定

その他
（参加費等）

8月5日（金）19:30〜21:00 福山大学薬学部31号館 1階31101講義室 福山大学薬学部
水滞が引き起こす病態（苓朮剤）
漢方薬物解析学研究室
福山大学薬学部非常勤講師 小林 宏 先生 岡村信幸
084-936-2112（5165）

受講料各500円
1 （テキスト代2,000円）
※全て当日申込

8月6日（土）15:00〜17:00 薬事衛生会館 4F講堂
第369回薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
薬事情報センター
２）製品情報「ヒューマログミックス25・50注」
082-243-6660
日本イーライリリー株式会社
３）特別講演「糖尿病治療におけるインスリン療法の最前線」
広島市立広島市民病院 内科副部長 河村 智一 先生

1

1,000円

8月17日（水）19:00から21:00 三原医薬分業支援センター
Ｈ2ブロッカーとＰＰＩの比較、今後のＨ2ブロッカーの展開
ユーシービージャパン株式会社医薬情報担当者 岡田 隆広 先生

1

支部会員外1,000円

8月21日（日）9:30〜16:00 薬事衛生会館
広島漢方研究会
漢方診療30年解説・方函口訣解説・漢方医学十講解説・漢方病理解説 薬王堂 吉本
吉本 悟先生・山崎正寿先生・菊一瓔子先生・佐々木良忠 先生 082-285-3395

3

会員外3,000円

8月21日（日）15:00〜17:00 エソール広島 2F
広島県女性薬剤師会
第51回広島県女性薬剤師会研修会「徒然なるままに 健康奉仕」
会長 神原
広島大学医学部附属薬用植物園 助教授 神田 博史 先生 082-292-9348

1

会員外1,000円

8月21日（日）13:00〜16:00 薬事衛生会館4階
第88回生涯教育研修会「不安とうつ」
学術映画「軽症うつ病の診かた」 講演「SSRIの最近の話題」
広島支部
特別講演「プライマリケアにおける向精神薬の処方技術
広島市薬剤師会
−抗不安薬・抗うつ薬について−」 事務局 082-244-4899
講師：明治製菓 中国支店学術グループ 松岡 利春 先生
特別講演：広島大学病院医系総合診療科 助教授 佐伯 俊成 先生

2

1,000円
開催の３日前までに
事務局まで参加連絡

9月10日（土）15:00〜17:00 薬事衛生会館 4F講堂
第370回薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
薬事情報センター
２）製品情報「GnRHアゴニストにおけるスプレキュア製剤の位置付け」
082-243-6660
持田製薬株式会社 広島支店 学術 竹中 美子
３）特別講演「子宮内膜症の病態と治療」
広島大学病院 周産母子センター 助教授 原 鐵晃 先生

1

1,000円

9月11日（日）10:00〜16:00 広島大学 広仁会館
午前中：研修会 吉本先生、勝谷 先生
午 後：東洞祭 東洞祭の前で顕彰会 寺澤 捷年 先生

2

会員外3,000円

1

会員500円
非会員1,000円
学生（社会人枠外）無料

三原支部
三原薬剤師会 事務局
0848-61-5571

広島漢方研究会
薬王堂 吉本
082-285-3395

9月13日（火）19:30〜21:00 薬事衛生会館
青年薬剤師会
第二火曜日勉強会「悪性腫瘍」
福島生協病院薬剤部
広島赤十字原爆病院 上野 千奈美 先生 小田 082-292-3171
9月17日（土）19:00〜21:00エソール広島 2F 活動交流室
広島県女性薬剤師会
「すずめくらぶ」定例勉強会 健康食品（サプリメント）について 辰本
薬剤師生涯教育用ビデオライブラリーより 児玉 信子 先生 082-274-0889
9月21日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター
糖尿病、高血圧食事療法〜グルファスト〜

三原支部
三原薬剤師会 事務局
武田 0848-61-5571

9月22日（木）19:00〜21:00 尾道ポートプラザホテル
尾道支部
「病位と症状別処方の運用法」『膈噎 中風 狂癇 瘧 痰喘咳』
田辺薬局 田辺
（七気湯、釣藤散など）
0848-22-2991
小太郎漢方 学術専任講師 山内 一晃 先生
9月23日（金）10:00〜16:00 薬事衛生会館
頭の中をPOSに！（予定） 服薬ケア研究会会頭 岡村 祐聡 先生

主催者：
服薬ケア研究会
FAX029-857-9038

9月30日（金）19:30〜21:00 福山大学薬学部31号館 1階31101講義室 福山大学薬学部
上半身の水滞による諸症状（半夏剤）
漢方薬物解析学研究室
福山大学薬学部非常勤講師 小林 宏 先生 岡村信幸
084-936-2112（5165）

資料代：実費
茶菓代100円
1

支部会員外1,000円

1

無料

3

未定

受講料各500円
1 （テキスト代2,000円）
※全て当日申込
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
広島県介護支援専門員実務研修受講試験概要
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
平成17年度

平成17年10月23日（日）10：00〜12：00（120分）
・所定の法定資格を有する人は、解答が一部免除され、試験時間が短縮されます。
試 験 日 時
・身体障害者等に対する特別措置に該当する人については、試験時間が延長され
る場合があります。
試 験 場 所 広島大学（東広島市鏡山一丁目）
試 験 の 実 施 主 体 社会福祉法人広島県社会福祉協議会（広島県知事指定）
受験の手引・受験申込書の様式等は、（社福）広島県社会福祉協議会、広島県福
祉保健部長寿社会総室介護保険指導室、各県地域事務所厚生環境局厚生推進課又
は各市町村で配布します。
（６月13日（月）から）
※郵送を希望する場合は、送付希望先の「郵便番号」・「住所」・「名前」・
受験の手引の配布
「連絡先の電話番号」をはっきりと記入するとともに、240円切手を貼った返
信用封筒（角型２号）を必ず同封し、広島県社会福祉協議会に請求してくだ
さい。なお必要部数が２部以上になる場合は、必ず事前に広島県社会福祉協
議会に電話で問い合わせてから請求してください。
平成17年７月15日（金）〜８月５日（金）
郵送の場合：当日消印有効
受 付 期 間
持参の場合：午前８時30分〜午後５時15分まで
ただし、正午〜午後１時、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
（社福）広島県社会福祉協議会 介護支援専門員実務研修受講試験窓口（４Ｆ）
お問い合せ及び
〒732-0816 広島市南区比治山本町12-２
申込書の提出先
TEL（082）505-2070［試験専用］
合 格 発 表 平成17年12月上旬（予定）に受験者全員に郵送により通知します。
保健・医療・福祉分野で通算５年以上かつ従事日数900日以上の実務経験を有す
る人。ただし、介護などの業務の従事者で一部の人は通算10年以上かつ従事日数
受験資格の概要
1,800日以上必要です。
※詳細は、受験の手引を参照してください。
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平成17年度

ヒロシマ薬剤師研修会のご案内

本年度も薬剤師の生涯研修の一環として、表記研修会を7月3日（日曜日）広島大学医学部広仁会館
にて開催致します。
本年度は「漢方」をテーマとして取り上げ、広島大学大学院の修了生であり中医でもある陳

志清

博士より、中医学（中国漢方）の「弁証論治」についてご講演いただき、その後、パネル討論会形式
で漢方について質疑応答を予定しております。
本研修会は、講師とフロアーとの目線を同じにして、気楽に講師との対話や質疑応答ができる場で
ありたいと考えております。是非、多くの先生方のご参加と活発な討論をお願い致します。
記
日

時：平成17年７月３日（日）午後１時〜午後５時30分頃

場

所：広島大学

主

催：広島県薬剤師研修協議会

共

催：広島県薬剤師会、広島県病院薬剤師会、広島大学医学部総合薬学科
13：00

陳

医学部

広仁会館

（地図参照）

志清 博士
講演：中医学（中国漢方）の「弁証論治」について
EBMが重要視されている医療現場にとって、薬理研究による漢方薬の薬理作用の解明

は漢方薬の応用に大きな意義を持ちます。しかしながら、漢方薬固有の理論を無視して漢
方薬を使うのも危険です。かつての小柴胡湯の副作用事件はまさに良い教訓といえます。
西洋医学と違うシステムを持つ中医学では、人それぞれの体質、生活環境、病気の経過な
どによって漢方薬を選ぶのです。それは「弁証論治」と称され、漢方薬の効果を高めるた
めのみならず、副作用の防止にも重要です。
14：30

パネル討論会：漢方医学について
陳

志清博士の講演に対して、陳先生に加え漢方薬を使用する薬剤師の立場から吉本悟

先生、小林宏先生、そして、勝谷英夫先生を3名のパネリストとし、また、会場からも質
疑を頂きながらパネル討論を進めたいと思います。
☆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
（３単位）
☆広島県病院薬剤師会の認定研修会
参加費：1,000円（当日戴きます）学生無料
今回、自家用車を御利用の場合は、当日のみの臨時駐車券
（400円／日）を御利用戴けます。当日、受付でお求め下さい。
問い合わせ先：広島大学病院薬剤部

木平健治

〒734−8551 広島市南区霞一丁目２番３号
電

話

082-257-5570 ファックス

082-257-5598

;;;;;
;;;;;
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第17回

広島プライマリ・ケア研究会

と

き：平成17年7月24日（日） 13：00〜15：30

ところ：広島医師会館

3階

健康教育室

シンポジウム

テーマ
『食べることの大切さ！難しさ！―誤嚥はなぜおこる？どうする？―』

司会
広島県医師会常任理事 松村
誠
コーディネーター 広島大学総合診療科教授 田妻
進
実際にペットボトルの水を飲んでみてリンゴを食べてみて、嚥下することをそして誤嚥することを実体験し
ていただきます。その上で食べること飲むことの大切さと難しさを改めて考えたいと思います。シンポジスト
には、嚥下誤嚥の専門医・介護現場の開業医・在宅に取り組む歯科医・誤嚥防止に取り組む薬剤師・在宅最前
線の訪問看護師・誤嚥性肺炎の専門医・在宅介護支援の保健師を迎えます。７人のシンポジストは第一線の介
護現場で誤嚥と懸命に取り組んでいる専門職です。「誤嚥がなぜ起こるのか、どうすればよいのか」の課題につ
き、現場からの解決策を一緒に学びましょう。医療・介護現場で働くすべての職種の方、集まれ！先着100名募集！
シンポジスト
１．誤嚥をしたら食べられないのか？誤嚥をしなければ食べても良いのか？
広島大学病院耳鼻咽喉科
２．施設・嘱託医の立場から
田坂内科小児科医院
３．歯科医師・歯科衛生士がお宅や施設にお伺いします
広島市歯科医師会理事
４．お薬飲めていますか？―誤嚥性肺炎予防と服薬の工夫―
医療法人楽生会馬場病院
５．利用者・家族の食事に対する思いを大切にしながら支えていく在宅ケア
―好きな物は口から食べたい、食べさせたい―
広島県看護協会訪問看護ステーション
「若草」
６．誤嚥性肺炎について…内科医の立場から
広島大学病院医系総合診療科
７．お口の元気と在宅介護支援センター
呉市社会福祉協議会在宅介護支援センター
（基幹型）

益田
田坂
小島
土肥

慎
佳千
隆
栞

高瀬真由美
横崎 典哉
川口 恵子

※参加希望の方は申込書にご記入の上平成17年７月19日（火）までに、下記宛お申し込み下さい。
※非会員の方は当日受付で聴講料1,000円をいただきます。
※当日はペットボトルの水1本とリンゴ１個を参加者全員に配り実習していただきます。
主
共

催 広島プライマリ・ケア研究会
催 広島県医師会、広島県歯科医師会、広島県薬剤師会、広島県看護協会、広島県社会福祉協議会、
広島県内科会、広島県小児科医会、広島整形外科医会

第17回広島プライマリ・ケア研究会 参加申込書
ふ り が な

氏
勤

名
務

先

勤務先住所

〒

電話／ＦＡＸ

／

誤嚥について実際に困っ
たことシンポジストへの
質問をご記入ください

広島県医師会学術研修課行

ＦＡＸ 0 8 2 − 2 9 3 − 3 3 6 3
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広島県青年薬剤師会 定例勉強会のご案内
夏の近づきを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。さて広島県青年薬剤師会では、例年大好評
の特別講師による勉強会を、今回も開催する運びとなりました。万障お繰り合わせの上、新人の方から、ベ
テランの方まで、ふるっての御参加お待ちしております。
記
日 時：平成17年７月31日（日）14：30〜17：30（申込不要）
場 所：広島県薬事衛生会館
広島市中区富士見町11−42
1082（246）4317
演 者：東京大学病院臨床試験部 青木 敦 先生（青薬特別講師）
テーマ：来賓挨拶（当日総会を14時より行います）
スカラーシップ報告
特別講演「知っているとピンとくる、そんな基本の勉強法」
〜薬剤師として働くための、主要疾患と治療薬のポイント〜
新人薬剤師や再出発の薬剤師の方々に主として参加していただきたい勉強会です。昨年、一昨年の
内容と同じ内容ですので、もう一度聞いて自分の進歩を確認したい方、基本のおさらいをしたい方
の参加も歓迎いたします。
○知っピンノート（第二版）をお持ちください。
○数々の要望により、知っピンノート（第二版）を増刷することとなりました。当日2,000円で販売予定です。
○ノートのない方には、該当部分のコピーを配布しますので、購入されなくても結構です。
参加費：青薬会員 1,000円、非会員 2,000円、新薬剤師 無料
問い合わせ先：福島生協病院薬剤部 小田 正範 1082-292-3171
E-mail：learning@hiroseiyaku.gr.jp
なお、本研修会は日本薬剤師研修センター認定（２単位）申請中です。
研修会終了後、新薬剤師歓迎会を開催します（18時より）。
新薬剤師は格安で懇親会に参加できますので、お誘い合わせの上ご参加ください。
また、共催事業・次回の服薬ケア研究会例会は９月23日（祝）を予定しています。
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原田 修江

メタボリックシンドロームを巡る最近の話題
【メタボリックシンドロームの診断基準】
本年４月に、日本内科学会、日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本肥満学会、日本高血圧学会、
日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止血学会の８学会で構成される合同委員会より、「メタボ
リックシンドロームの診断基準」が発表されました。同会では、メタボリックシンドロームの定義を
「内臓脂肪の蓄積と、それを基盤にしたインスリン抵抗性および糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧を
複数合併するマルチプルリスクファクター症候群で、動脈硬化になりやすい病態」としました。また、
メタボリックシンドロームが増加している社会的背景として、飽食や機械文明、車社会の進展などを指
摘しています。
肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病は各々単独でも心筋梗塞や脳卒中などの動脈硬化
性疾患の危険因子となりますが、これらの病態が重なっている場合には、それぞれの病気が軽度であっ
ても心血管イベントの危険率が相乗的に増加することが、Framingham研究やわが国での疫学調査など
から明らかにされています。また近年、これらの危険因子は偶然に重なっているのではなく、ある共通
の原因から発症してお互いに密接に関わっていることや、危険因子が重複して心血管イベントを発症す
るメカニズムについても解明されてきました。このような複合型リスク症候群は、1980年代末からシン
ドロームＸ、死の四重奏、内臓脂肪症候群、インスリン抵抗性症候群などと様々な名前で呼ばれていま
したが、1990年代末頃からメタボリックシンドロームという名称が世界的にも定着してきました。
メタボリックシンドロームの診断基準は、世界保健機構（WHO）や全米コレステロール教育プログ
ラム（NCEP-ATP）Ⅲなどからそれぞれ出されています。しかし、基本となるメタボリックシンドロー
ムの概念自体が共通のものではありません。WHO基準ではインスリン抵抗性を主な病因としており、
NCEP-ATPⅢ基準では主因を特定していません。そこで近年、臨床の場で使いやすい統一した見解を得
る動きが起こってまいりました。ただし、診断基準値についてはそれぞれの人種や国で独自に設定する
必要があるとしています。こうした動きを受けて、わが国でもメタボリックシンドロームの診断基準に
ついて、約１年前から上述した委員会により検討が始められました。
今回発表された診断基準では、体重やBMI（Body Mass Index）に関わらず、内蔵脂肪蓄積の測定を必
須項目にしたことが特徴となっています。ちなみに最近は、欧米でもメタボリックシンドロームの主役
は内臓脂肪であるとの考え方が主流になりつつあるようです。
＜メタボリックシンドロームの疾病概念＞
過栄養

運動不足等

内臓脂肪蓄積

脂肪細胞機能異常

耐糖能異常

高血圧

高脂血症

＜給付対象者の心疾患発症リスク＞
40

虚
血
性 30
心
疾
患 20
発
症
オ
ッ 10
ズ
比
0

31.3

9.7
5.1
1.0
0

1

2

3〜4

危険因子保有数
動脈硬化
（月刊薬事, 47（7）：2005）

（旧労働省作業関連疾患総合対策研究班の調査より）
危険因子：肥満、高血圧、高血糖、高脂血症
（ファルマメディカ, 22（10）,2004）
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＜メタボリックシンドロームの診断基準＞
○内臓脂肪蓄積
ウエスト周径

男性≧85cm 女性≧90cm

（内臓脂肪面積

男女とも≧100fに相当。この値を超えると男女ともリスクの集積が増加。
）

○上記に加え、以下のうち２項目以上のリスク
①高トリグリセリド血症 ≧150mg/d1以上 かつ／または 低HDL-コレステロール血症＜40mg/d1
②収縮期血圧

≧130mmHg以上

③空腹期高血糖

かつ／または

拡張期血圧

≧85mmHg

≧110mg/d1以上

※CTスキャンなどで内臓脂肪量測定を行うことが望ましい。
※ウエスト径は立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。
脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏位している場合は、肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで測定する。
※メタボリックシンドロームと診断された場合、糖負荷試験が薦められるが、診断には必須ではない。
※高TG血症、低HDL-C血症、高血圧、糖尿病に対する薬剤治療を受けている場合は、それぞれの項
目に含める。
注）内臓脂肪蓄積に加えて３つのリスクを全て有する病態を 死の四重奏 と呼び、2001年の労災保険法改正以降、
肥満、血糖、血中脂肪、血圧の４項目すべてが異常であれば、二次健診などの費用などが給付されています。

＜これまで提唱された複合型リスク症候群＞
内臓脂肪症侯群
（松沢ら, 1987）

シンドロームＸ
（Reaven, 1988）

死の四重奏
（Kaplan, 1989）

インスリン抵抗性
高インスリン血症

インスリン抵抗性症侯群
（DeFronzo, 1991）
高インスリン血症

耐糖能異常

耐糖能異常

耐糖能異常

インスリン非依存性糖尿病

高脂血症

高VLDL血症
低HDL-C血症

高TG血症

脂質代謝異常

高血圧

高血圧

高血圧

高血圧

内臓脂肪蓄積

上半身肥満

肥満
（診断と治療, 92
（11）
, 2004）

【メタボリックシンドロームの改善方法】
メタボリックシンドロームの病態の形成には、遺伝因子と環境因子がともに重要な役割を担っていま
す。環境因子としては、過食と運動不足とが主な要因です。内臓のまわりに蓄積する内臓脂肪は、下腹
部や腰まわり、太ももなどの皮下に蓄積する皮下脂肪に比べて食べ過ぎで蓄積しやすい反面、食事制限
や運動で比較的減らしやすいといわれています。したがって、メタボリックシンドロームの病態を改善
するためには、必要な栄養素を確保しながらカロリー制限を行うと共に、適度な運動をすることが必要
です。１日のエネルギー摂取量が消費量より300〜500kcal少ない状態を作って、１ヶ月に１〜２kg程度
減量するのが無理のない方法のようです。標準体重まで減量しない早期の減量段階でも内臓脂肪の減少
がみられ、全身の代謝異常を改善させることが報告されています。
食事制限をする場合に注意することは、全ての栄養素の必要量を確保することです。蛋白質は、１日
の所要量は1.01g/kgですが摂取エネルギー制限下では利用効率が悪くなるために、成人では1.1〜1.2g/kg
を目安とします。また、脂質や糖質はエネルギー比でそれぞれ20〜25％、50〜60％を目安とし、各種ビ
タミンやミネラルは必要量以上、食物繊維は10g/1,000kcal以上摂取することが基本とされています。
その他、喫煙もメタボリックシンドロームを促進する一因であることが最近明らかになりつつあり、
禁煙もメタボリックシンドロームの病態を改善するために必要と考えられます。
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＜１日の摂取エネルギーの計算方法＞
１日の適正エネルギー摂取量（kcal）＝標準体重（Kg）×身体活動量（kcal/kg標準体重）
2
×22
・標準体重（Kg）＝身長（m）

・身体活動量の概算
軽労作（仕事が主に座位、事務職や技術者、運転手、主婦など） 25〜30（kcal/kg標準体重）
普通の労作（仕事が主に立位、販売業や営業、製造業など）

30〜35（kcal/kg標準体重）

重い労作（仕事が主に全身性、農業や魚業、建築業など）

35〜 （kcal/kg標準体重）

＜参考＞身長150cmの主婦では、１日の適正エネルギー摂取量は、およそ1,200kcalから1,400kcalとなる。
（医薬ジャーナル, 38
（6）
：75-82, 2002）

＜食品交換表を用いた１日エネルギー摂取量の概算例＞
食品交換表
単位配分

1,200kcal/日

1,400kcal/日

1,600kcal/日

1,800kcal/日

2,000kcal/日

炭水化物

7

9

11

12

13

果物

1

1

1

1

2

蛋白質

3

4

4

5

5

乳製品

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

脂質

1

1

1

2

2

青野菜等

1

1

1

1

1

調味料

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

合計単位／日

15

18

20

23

25

注）１単位は80kcal

（医薬ジャーナル, 38
（6）
：75-82, 2002）

参考資料
・日本医事新報, No.4225, 57, 2005
・月刊薬事, 47（7）
：2005
・医薬ジャーナル, 41
（5）：38, 2005
・医薬ジャーナル, 41
（6）：38, 2005
・医薬ジャーナル, 38
（6）：75-82, 2002
・調剤と情報, 10（7）：13-21, 2004
・診断と治療, 92（11）
, 2004
・ファルマメディカ, 22（10）,2004

薬事衛生会館１Ｆ

★医薬品の識別、薬事情報、多剤併用等について
★『わからない！』『判断に…』 等々
こんな時にはご連絡ください！
！
★パワーポイントでのスライド作成、資料作成 他
★毎月の定例研修会

薬事情報センター
082-243-6660
082-248-1904
http://www.hiroshima-di.or.jp
ID：
：
おくすり相談電話
082-545-1193
中毒119番
082-248-8268
（フリーダイヤル 0120-279-119）

Ｔ Ｅ Ｌ
Ｆ Ａ Ｘ
ホームページ
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お薬相談電話

事 例 集 No.35

（メラトニン服用の安全性は？）
メラトニン（melatonin：N-acetyl-5-methoxytryptamine）は両生類の黒色素胞を退色させるホルモ
ンとしてウシの脳の松果体から分離されました。必須アミノ酸のL-トリプトファンから5-ヒドロキシトリ
プトファン、セロトニン、およびN-アセチルセロトニンを経て生合成されます。その産生は著明な日内変
動を示し、ヒトの正常血中メラトニン濃度は明期で40pg/mL以下、暗期で40〜150pg/mLといわれて
います（定量法により異なる）。血中へのメラトニン分泌は生後3ヶ月以降に始まり､1〜5歳の頃に最も多
量に分泌され、老年期には減少します。メラトニンの作用は睡眠・覚醒リズムの調節以外に、色素細胞や
女性生殖腺への抑制作用、抗酸化作用、免疫力増強作用などが知られており、米国ではDietary
Supplementsとしてドラッグストアの店頭で簡単に購入できます。日本では個人輸入という形をとってイ
ンターネットやカタログで購入する方法がとられていますが、神経ホルモンとして認識し、製品知識を十
分得た上での使用が望まれます。異常高値ではせん妄や体温低下が報告されています。
〈使用例〉
時差ぼけ、睡眠障害、光に対する感覚欠如による盲人の睡眠障害、 CH3O
CH2 CH2
冬季うつ病、禁煙やベンゾジアゼピン系薬の減量時の補助など。
N CO CH3
H
〈注 意〉
N
H
・妊娠中・授乳中の安全性は確かめられていない。
・肝疾患・肝機能障害のある人は服用を避ける。（肝臓で代謝される
図 メラトニンの構造式
ので、副作用リスクが増大する。
）
・クローン病、多発性硬化症、乾癬、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、Ⅰ型糖尿病などの患者は
服用を避ける。
（メラトニンは免疫力や炎症作用を高めるので、症状を悪化させる可能性がある。）
・中枢神経系に障害を持つ小児の睡眠障害治療のために使用された例はあるが、一般的に小児は服用を避
けたほうが良い。
（メラトニンは性的な発育と関連がある。
）
・うつ病や双極性障害の症状を悪化させることがある。
・甲状腺機能障害の症状を悪化させる可能性がある。
・眠気が起こることがあるので危険を伴う機械の操作には従事しない。
〈副作用〉
生殖機能障害を起こす可能性。《メラトニンは生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン(GnIH)の合成を高
める。》
けいれん性腹痛、せん妄、日中の眠気、抑うつ、めまい、倦怠感、頭痛、興奮性、低血圧、悪心、嘔吐
など。

表．メラトニンとの相互作用に注意が必要な医薬品など
薬剤・食品など
・コルチコステロイド
・アザチオプリン
・シクロスポリン
・ミコフェノール酸モフェチル・タクロリムスなど
・バルビツール酸系薬
医 ・抗てんかん薬
・ベンゾジアゼピン系薬
薬 ・三環系抗うつ薬
品
・降圧薬

医
薬
品
以
外

・ジフェンヒドラミン
・キャットニップ（イヌハッカ） ・ホップ
・カバ
・セント・ジョーンズ・ワートなど
・カフェイン
・アルコール

作用
コルチコステロイドの作用に拮抗する。
メラトニンは免疫力を高める作用があり、免疫抑
制薬の効果を低下させる可能性がある。
眠気を増したり、鎮静や精神的な機能障害を起こ
す可能性がある。
メラトニンがニフェジピンの降圧作用を妨げたこ
とやベラパミルがメラトニンの効果を減弱させた
という報告がある。
眠気を増すことがある。
過度の鎮静を起こす可能性がある。
メラトニンの効果減弱の可能性がある。
眠気を増すことがある。

【参考資料】
診断と治療90(7)2002，
91(3)2003，
92(7)2004，月刊薬事44(11)2002，
薬局55(3)2004，
生化学辞典（東京化学同人）
，Nikkei Medical 1月号2003，http://www.pnas.org，
http://www.drugdigest.org，ファルマシア34(1)1998，
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医薬品・医療機器等

安全性情報

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information
No.

212・213

厚生労働省医薬食品局

No.212 目次
1．ゲフィチニブ検討会の検討結果について …………………………………………3
2．平成16年4月から平成17年2月までに発出した
自主点検通知等の概略について …………………………………………………14
3．市販直後調査への協力依頼について………………………………………………19

No.213 目次
1．X線CT装置が植込み型心臓ペースメーカ（メドトロニック
InSync8040）へ及ぼす影響について …………………………………………3
2．重要な副作用等に関する情報 ………………………………………………………5
1 カンデサルタンシレキセチル、テルミサルタン、バルサルタン、

ロサルタンカリウム ………………………………………………………………５
2 セフトリアキソンナトリウム ……………………………………………………７
3 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン ……………………………11
4 トラセミド …………………………………………………………………………12
5 日本脳炎ワクチン …………………………………………………………………14

3．使用上の注意の改訂について（その165）
硫酸フラジオマイシン・メチルプレドニゾロン
リン酸ベタメタゾンナトリウム･硫酸フラジオマイシン
（眼軟膏）他（19件）…17
4．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………23

この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療
機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ
（http://www.info.pmda.go.jp/）
又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。
また、NTTのファクシミリ通信網サービス「Ｆネット」を通じ、最近１年間の「医薬品・医療機器等安全性情
報」がお手元のファクシミリから随時入手できます（利用者負担）。
「Ｆネット」への加入等についての問い合わせ先：10120-161-011

平成17年（2005年）４月・５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

（Fax）03-3508-4364
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検査センターだより
りおんの Let's Try 英会話

り

お

ん

今村万里子

Hello again, everyone！ Summer has come, and It's getting hot and humid. Anyhow, have you been
practicing English?
近頃は夏休みやお盆休みなどで海外へ行く方も多いと思います。英米はもちろん、英語を第二母国語
としている国も多いので、英語を話せれば何かと役に立ちますよ。
少々早いですが、vacation気分で、今回もlet's try English conversation！

『トラベル編 ~ at a restaurant ~』
Staff
：Hello, welcome to レストランの名前. How many in your party?
Customer ：We have 3 adults and 1 child.*
Key Words
Staff
：Follow me, please. Does your child need a booster chair?
party
：御一行
Customer ：Yes, please.
booster
chair
：補助椅子
------ 席に着き、数分後 -----server
：ウエイター又は
Server
：Hi. My name is 店員の名前, and I'll be your server this
ウエイトレス
evening.
so
far
：今までのところ
May I take your order?
：お勘定
Customer ：Yes.（写真やメニューを指しながら）I'll have** this check
one and this one and...
アメリカでは各テーブル毎に担当の店員が決まっていることが多いので、注文があるときは担当の
店員に声を掛けましょう。食事中に「いかがですか」などと様子を聞きにも来ますので、以下のよう
な返答を参考にして会話が出来ればもっと楽しくなるはず。

Examples
Q1：Is everything OK so far?
Q2：How do you like it?
Q3：Can I get you anything else?

A1：Yes, everything is OK.
A2：Oh, it's great!
A3：Yes, can we have ̲̲̲̲?
A3：No, we're fine; thank you.

------ 食後 -----Server
：（食べ終わった皿を指して）Are you finished?***
Customer ：Yes, and a check please.
Server
：Sure.
* 子ども用メニュー（Kids Menu）があるレストランも多いので、電話予約の時などは、"人数 adults
and 人数 child/children" と12歳以下の子どもの人数をあらかじめ別に伝えておくとよいでしょう。
**メニューから選んで注文するときは I'll have...や I'll take...をお勧めします。
***まだ食べ終わっていないときは "I'm still working on it."
残った食べ物を持ち帰りたい時は "May I have a box to go?" と言えば容器をもらえます。少々ハイ
クラスのレストランでも持ち帰りは珍しいことではありません。
前回と同様に先ずは role play 練習をして、海外で是非トライしてみてはいかがでしょうか。
Communication がとれる楽しさを味わえることと思います。

Keep practicing English and have a nice trip!
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柴胡を訪ねて
会長 前田

泰則

春のゴ−ルデンウィ−クがス

し折られてしまったという逸話が残っているぐら
いですから、どちらも相当頑固であったろうと推
察する次第です。

タ−トして後半の５月３日、30年

昭和50年代初期には薬学部を出てからの進路は

来の付き合いの薬用植物・ミシマ

メ−カ−に就職、病院勤務、薬局見習い等々、今

サイコ（Bupleurum falcatum L.）と

のような調剤薬局は稀であったように記憶してい

久しぶりの再開を果たしてきました。

ます。

場所は、九州小倉の平尾台。30数年前に下関に

しかし、時代も相当変化して来年平成18年４月

丁稚奉公に行っていた時、毎週日曜日は師匠と一

からは薬学部６年制を施行するにあたり薬学部の

緒に平尾台をはじめ九州の山々、秋芳台をはじめ

大学受験資格で６年制としての受験生を迎えるこ

山口県内の山々を散策していました。玄米むすび

とになります。

と鰯の干物とお漬け物といった弁当を作っての山

前近代的な丁稚奉公・徒弟制度とは別に人間味

歩きは当時貴重な経験でした。1966年から熊本大

のある薬剤師の教育を目指していただきたいと念

学薬学部で非常勤講師として「漢方概論」という

願しています。

講座を担当しておられた我が師匠は、町の一介の

直ぐそばの医師の方にばかり気をつかわずに、

薬剤師に過ぎないとはいいながらも、当時45歳、

患者さんにもっと気をつかう薬剤師、薬局経営者

今の私より10歳も若くして生薬学の村上教授のご

が一人でも多く増えていただくことを願ってい

依頼で教壇に立たれました。

ます。
春の日差しの強さは、夏のそれにも負けないく
らいでした。久しぶりに羽を伸ばしてきました。
７月に会報が出るころは、柴胡の茎がグ−ンと背
伸びをしている頃です。
「カルストの
「春日差す

春日に居はす
羊群紛う

柴胡かな」

平尾台」 泰山子

カルスト台地の岩の群れと羊の群れがよく似て
いて紛らわしい様子を現しますが、時には自然の
中に身を置いて昔日の想いに浸る。多忙を究める
昨今ですが今日は私の原点を求める楽しい旅にな
薬学生の前で薬用植物の学名ぐらいは諳じられ
なければという意気込みで学名を暗記し直したそ
うです。何事も徹底してやらなければ気の済まな
い我が師匠は、東京の漢方の塾「卜庵塾」に於い
ても漢方の原典「傷寒金匱」を鼻血を出しながら
でも丸暗記された希有な存在の一人でした。ただ
しそれには後日談があり、卜庵先生に暗記した旨
を伝えますと荒木卜庵先生は、「では、後ろから
暗唱してみなさい」と言われて折角の高い鼻をへ

りました。

広島県薬剤師会誌 2005 Vol.30 No.4

中国新聞社提供
広島大学名誉教授

中国新聞 平成17年４月３日朝刊
山崎和男先生の実父
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「法律からわかる薬剤師の仕事」

書籍 等 の 紹 介

著 者：白神 誠（日本大学薬学部教授）
発

行：株式会社

判

型：Ｂ５判 194頁

価

格：定

送

料：１部 500円

価 2,100円

会員価格 1,890円

「病院・薬局実務シリーズⅠ
内服薬調剤

じほう

基本と実践」

監 修：伊賀立二（東京大学名誉教授）
編

集：鈴木洋史（東京大学医学部教授・附属
病院薬剤部長）
中村

「健康食品の基礎知識」
編

集：佐藤

健次（東京医科歯科大学大学院

均（東京大学医学部附属病院副

教授）

薬剤部長）

芝

紀代子（東京医科歯科大学大学院

内野克喜（東京逓信病院薬剤部長）
発

行：株式会社

じほう

判

型：Ｂ５判

価

格：定

送

料：１部 500円

教授）
発

行：株式会社

約97頁

判

型：Ｂ５判 204頁

価 2,520円

価

格：定

送

料：１部 500円

会員価格 2,200円

「改訂
監

じほう

価 2,520円

会員価格 2,200円

保険薬局におけるPOSの実際」

修：塚元和弘（長崎大学大学院医歯薬総合
研究科教授）
松山賢治（武庫川女子大学薬学部教授）

編 集：宮崎長一郎（宮崎薬局）
永田修一（桜町調剤薬局）
発

行：株式会社

判

型：Ｂ５判

価

格：定

じほう
約265頁

価 2,205円

会員価格 1,950円
送

料：１部 500円
※価格はすべて税込みです。

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日
薬刊行物等のご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照く
ださい。
また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注
文の場合は、書籍名
（出版社名）
・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。
申込先：広島県薬剤師会事務局
TEL
（082）
246-4317 FAX
（082）
249-4589
担 当：吉 田
E-mail：yoshida@
or.jp
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告

知

板

三 師 会 展
日

場
当

程：平成17年９月20日
（火）
〜25日
（日）
※９月19日（月）
搬入
26日（月）
搬出
所：広島県立美術館
（第５展示室）
番：広島県医師会館（杏林画会）

（出展を希望される方は８月26日
（金）
まで
に事務局まで連絡をお願いいたします。
）
担当職員：吉田

夏期休業のお知らせ
次のとおり夏期休業いたします。
よろしくお願いします。

８月13日
（土）
14日
（日）
15日
（月）
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先月、玄関に燕が巣をつくりそうに
なり、燕と追いかけっこをしました。
今月、会社で蟻がゾロゾロ這い回り、
どこから入るのか探し回っています。
２度あることは３度です！
さてさて、来月はいったい何が出て
くるのでしょう。
＜396＞

サッカー日本代表、3大会連続ワールドカップ出場
おめでとうございます。しかし、タイで決まった瞬
間、選手達は大喜びではなかったです。そうなんで
す、予選に勝っただけで、ワールドカップ代表選手
に選ばれたのとは違うのです。これからがまた厳し
い。今回ジーコ監督は右サイドに選手が足りないと
感じたはずです。右から精度の高いクロスを入れる
ことのできる選手がいないか？結論から言うとサン
フレの駒野しかいません。予想が当たったら解説者
になるぞ。
＜By サッカーおたく＞

梅雨入りしたというのに今日も朝から
快晴で絶好のゴルフ日和り。父の日で
もありクラブを握る手にも思わず気合
いが入り、いつになく好スコア。
上機嫌で帰りにアルコールをちょっ
とだけ…のつもりが、かなり飲んでし
まった。帰宅時にはもう何も覚えてい
ない。娘達からのせっかくのプレゼン
トや電話の記憶はどこへやら。残念な
父の日でした。
＜N＞

今年も暑き夏が眼前に迫り、薬剤師には、新たなる
販売資格制度の導入論議が佳境に入らんとしてい
る。表だった不用論ではないけれど、いよいよ厳冬
の時代へ突入か？薬剤師よ何処へ…
＜番傘＞

孫の運動会。６年生を先頭に入場する
全校児童の行進。手を前後に強く振る
所作が幾分ぎこちない１年生に比べ、
６年生はかっこいい！！行進する１年
生の最後列に、先生の押す車椅子児童
の姿があった。緊張しつつも元気一杯
の児童達の中、体は動けないが幾分笑
っているように見える顔に、一生懸命
だろう少し動いている細い手に、複雑
な思いがした。
先生、両親、ＰＴＡ、地域の方々に、
この光景はどのように映っただろう。
心 の 中 で 叫 ん だ 。 ガ ン バ レ ！！ 男
児！
！
＜K.H＞

ドイツでのサッカーワールド
カップ出場を一番のりで決め
た日本。我家のプランター菜
園のキュウリ初収穫に続く、
嬉しいニュースでした。
＜水無月＞

自転車で颯爽と通勤？ 汗だくになりなり。でもダ
イエットにならず。この運動で消費したカロリーは
どこへ消えたやら…
＜T２＞

最近「ゴーヤ」に夢中です。毎朝ご機嫌をうかがう
のが日課となりました。
といっても今まで、ずぼらな私にはポトスとカラン
コエぐらいしか育てる事ができなかったのですが、
私以外の家族の愛情もたっぷり受けて、すくすくと
手もかからず育ってます。
ただ今「ゴーヤーマン」身長は18㎝です。 ＜510＞

編

集

委

平井紀美恵
武林 孝枝
原田 修江

員
勝谷
山岡
後藤

英夫
紀子
佳恵

澁谷
西本

雄三
隆志

菊一
星野

瓔子
響

平 成 17 年 ７ 月 １ 日

保険薬局ニュース

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.13

［7成分9品目］
［内用薬］

No.4（No.68）

平成17年6月3日薬価基準新収載品目

商品名
［会社名］
識別コード
トラクリア錠62.5mg
アクテリオンファーマシューティカルズジャパン
62.5
アムノレイク錠2mg
東光薬品工業−日本新薬
402
ブイフェンド錠50mg
ファイザー
Pfizer VOR50

ブイフェンド錠200mg
ファイザー
Pfizer VOR200

一般名
薬効
ボセンタン水和物
肺動脈性肺高血圧症（WHO機能分
類クラスⅢ及びⅣに限る）
タミバロテン
再発又は難治性の急性前骨髄球性白
血病
ボリコナゾール
下記の重症又は難治性真菌感染症
・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペル
ギローマ、慢性壊死性肺アスペルギル
ス症
・カンジダ血症、
食道カンジダ症、
カンジ
ダ腹膜炎、
気管支・肺カンジダ症
・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプト
コックス症
・フサリウム症
・スケドスポリウム症

規格

薬価

62.5mg1錠

4,496.60

2mg1錠

4,026.30

50mg1錠

1,212.10

200mg1錠

3,713.30

［注射薬］
商品名
［会社名］

一般名
薬効

規格

ボリコナゾール
200mg1瓶
下記の重症又は難治性真菌感染症
（フイフェンド錠と同様）
トシリズマブ（遺伝子組換え）
キャッスルマン病に伴う諸症状及び検
査所見（Ｃ反応性タンパク高値、フィブ
アクテムラ点滴静注用200
リノーゲン高値、赤血球沈降速度亢進、 200mg10mL1瓶
中外製薬
ヘモグロビン低値、アルブミン低値、全
身倦怠感）の改善。ただし、リンパ節の
摘除が適応とならない患者に限る。
アデノシン
十分に運動負荷をかけられない患者
アデノスキャン注60mg
において心筋血流シンチグラフィに 60mg20mL1瓶
第一サントリーファーマ−第一製薬
よる心臓疾患の診断を行う場合の負
荷誘導
ブイフェンド200mg静注用
ファイザー

薬価
12,750

59,879

14,700

［外用薬］
商品名
［会社名］
ルリコンクリーム１％
ポーラ化成工業−科薬
ルリコン液１％
ポーラ化成工業−科薬

一般名
薬効
ルリコナゾール
下記の皮膚真菌症の治療
白癬：足白癬、体部白癬、股部白癬
カンジダ症：指間びらん症、間擦疹
癜風
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規格

薬価

1％1g

59.40

1％1mL

59.40

薬価基準収載医薬品（平成17年6月10日付）
［内用薬］
報告品目

品

名

成

分

名

規格単位

会社名

オパルモン錠5μg
グリベック錠100mg
ジプレキサザイディス錠5mg
ジプレキサザイディス錠10mg

リマプロストアルファデクス
メシル酸イマチニブ
オランザピン
オランザピン

5μg1錠
100mg1錠
5mg1錠
10mg1錠

小野薬品工業
ノバルティスファーマ
日本イーライリリー
日本イーライリリー

プロレナール錠5μg

リマプロストアルファデクス

5μg1錠

大日本製薬

薬価
95.40
3,348.00
275.40
520.50
90.90

医療事故防止等に係る代替新規品目
品

名

成

分

名

規格単位

薬価
12.60
7.10
22.40
7.30

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 10％1g
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 10mg1錠

田辺製薬

51.00

田辺製薬

7.00

田辺製薬

13.40

アビリット細粒50％

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 30mg1錠
50％1g
スルピリド

住友製薬

78.80

ＭＤＳコーワ錠150

デキストラン硫酸ナトリウム イオウ18 150mg1錠

興和

6.40

カロナールシロップ2％

アセトアミノフェン

2％1mL

昭和薬品化工

4.60

クールスパン細粒10％

スルピリド

10％1g

ニプロファーマ

コートン錠25mg

酢酸コルチゾン

25mg1錠

万有製薬

コリネールＬ錠20mg

ニフェジピン徐放

ヒベンズ酸チペピジン
ヒベンズ酸チペピジン
ヒベンズ酸チペピジン
ヒベンズ酸チペピジン

アドナ散10％
アドナ錠10mg
アドナ錠30mg

10％1g
2％1mL
0.5％10mL
2％1g

会社名
田辺製薬
田辺製薬
田辺製薬
田辺製薬

アスベリン散10％
アスベリンシロップ
「調剤用」
2％
アスベリンシロップ0.5％
アスベリンドライシロップ2％

7.70
28.90

20mg1錠

日本医薬品工業

アセトアミノフェン
ザルトプロフェン錠80mg「日医工」ザルトプロフェン

20％1g

東和薬品

80mg1錠

日本医薬品工業

ジアゼパム散1％「アメル」

ジアゼパム

1％1g

共和薬品工業

6.40

スルピリド細粒10％「アメル」

スルピリド

10％1g

共和薬品工業

7.70

スルピリド錠100mg「アメル」

スルピリド

100mg1錠

共和薬品工業

6.40

スルピリド錠200mg「アメル」

スルピリド

200mg1錠

共和薬品工業

8.10

セルマニル細粒1％

チミペロン

1％1g

共和薬品工業

64.20

ソフミン細粒10％

マレイン酸レボメプロマジン

10％1g

共和薬品工業

10.10

チアトンカプセル5mg

臭化チキジウム

5mg1カプセル

アボットジャパン

11.10

チアトンカプセル10mg

臭化チキジウム

18.30

チアトン顆粒2％

臭化チキジウム

10mg1カプセル アボットジャパン
2％1g
アボットジャパン

テルペラン錠5

メトクロプラミド

5mg1錠

トリノシン顆粒10％

アデノシン三リン酸二ナトリウム 10％1g

ナイキサンカプセル300mg

ナプロキセン

300mg1カプセル 田辺製薬

ナイキサン錠100mg

ナプロキセン

100mg1錠

田辺製薬

パドラセン顆粒10％

塩酸クロカプラミン

10％1g

共和薬品工業

53.10

パドラセン錠25mg

塩酸クロカプラミン

25mg1錠

共和薬品工業

10.70

パドラセン錠50mg

塩酸クロカプラミン

50mg1錠

共和薬品工業

ハルナールＤ錠0.1mg

塩酸タムスロシン

0.1mg1錠

アステラス製薬

103.60

ハルナールＤ錠0.2mg

塩酸タムスロシン

0.2mg1錠

アステラス製薬

206.70

ブルフェン錠100

イブプロフェン

100mg1錠

科研製薬

6.70

ブロンコリン錠50

塩酸マブテロール

50μg1錠

科研製薬

40.60

ベザリップ錠100mg

ベザフィブラート徐放

100mg1錠

中外製薬

31.10

ベザリップ錠200mg

ベザフィブラート徐放

200mg1錠

中外製薬

50.10

サールツー細粒20％
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帝国臓器製薬
トーアエイヨー

8.20
7.60
20.40

37.00
5.70
23.90
22.30
9.70

15.20

品

名

成

分

名

規格単位

会社名

薬価

ペリアクチン錠4mg

塩酸シプロヘプタジン

4mg1錠

万有製薬

6.40

ヘルベッサー錠30

塩酸ジルチアゼム

30mg1錠

田辺製薬

15.90

塩酸ツロブテロール
ホクナリンドライシロップ0.1％小児用 塩酸ツロブテロール
ミタパン散20％
パンテチン

1mg1錠

アボットジャパン

21.20

0.1％1g

アボットジャパン

39.80

20％1g

東洋ファルマー

ユリノーム錠25mg

ベンズブロマロン

25mg1錠

鳥居薬品

ユリノーム錠50mg

ベンズブロマロン

50mg1錠

リザベンカプセル100mg

トラニラスト

リズムコートカプセル50mg

ホクナリン錠1mg

6.90
19.90
36.20

塩酸ピルジカイニド

鳥居薬品
100mg1カプセル キッセイ薬品工業
50mg1カプセル 東和薬品

69.30
92.50

ブロムペリドール

1％1g

共和薬品工業

61.50

レフトーゼ顆粒10％

塩化リゾチーム

10％1g

日本新薬

72.70

レフトーゼ錠10mg

塩化リゾチーム

2,mg1錠

日本新薬

11.30

ルナプロン細粒1％

［注射薬］
報告品目

品

名

成

分

名

規格単位

会社名

薬価

エレメンミック注キット−ＯＰ

塩化第二鉄・硫酸亜鉛配合剤

2mL1キット

味の素

424

塩酸Ｂ1注10mgシリンジ「ＮＰ」

塩酸チアミン

10mg1mL1筒

ニプロファーマ

227

ミノファーゲン製薬

294

強力ネオミノファーゲンシーシリンジ20mL グリチルリチン･グリシン･システイン配合剤 20mL1筒
シチコリンＨ注500mgシリンジ
「ＮＰ」 シチコリン

500mg2mL1筒

ニプロファーマ

255

シプロキサン注200mg

シプロフロキサシン

2,707

シメチラン注200mgシリンジ

シメチジン

200mg100mL1袋 バイエル薬品
200mg2mL1筒
ニプロファーマ

10％トランサボン注シリンジ

トラネキサム酸

10％10mL1筒

ニプロファーマ

スポラミン注20mgシリンジ

臭化ブチルスコポラミン

20mg1mL1筒

ニプロファーマ

ダルテパリンＮａシリンジ5000「ＨＫ」 ダルテパリンナトリウム

5,000低分子ヘパリン国際単位5mL1筒

光製薬

動注用アイエーコール50mg

シスプラチン
ハイトコバミンＭ注500μgシリンジ メコバラミン
マキシピーム点滴静注用バッグ1g 塩酸セフェピム

50mg1瓶

日本化薬

500μg1mL1筒

ニプロファーマ

206

1g1キット（生理食塩液100mL付）

ブリストル製薬

1,963

ミクロフィリン注シリンジ250mg

アミノフィリン

250mg10mL1筒

大洋薬品工業

223

ミネリック−4注シリンジ

塩化第二鉄・硫酸亜鉛配合剤

2mL1筒

ニプロファーマ

370

ミノフィット注20ｍＬシリンジ

テルモ

218

ミノフィット注40ｍＬシリンジ

グリチルリチン･グリシン･システイン配合剤 20mL1筒
グリチルリチン･グリシン･システイン配合剤 40mL1筒

テルモ

319

ラジストミン注射液シリンジ10mg

塩酸ニカルジピン

10mg10mL1筒

大洋薬品工業

541

アスパラカリウム注10mEq

Ｌ−アスパラギン酸カリウム

17.12％10mL1管 田辺製薬

アデホス−Ｌコーワ注10mg

アデノシン三リン酸二ナトリウム 10mg1管

興和

64

アデホス−Ｌコーワ注20mg

アデノシン三リン酸二ナトリウム 20mg1管

興和

64

アデホス−Ｌコーワ注40mg

アデノシン三リン酸二ナトリウム 40mg1管

興和

64

アドナ注（静脈用）25mg

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 0.5％5mL1管

田辺製薬

64

アドナ注（静脈用）50mg

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 0.5％10mL1管

田辺製薬

71

アドナ注（静脈用）100mg

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 0.5％20mL1管

田辺製薬

122

アドナ注10mg

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 0.5％2mL1管

田辺製薬

206
210
206
1,586
49,865

75

64
186

アトロピン注0.05％シリンジ
「テルモ」硫酸アトロピン

0.05％1mL1筒

テルモ

アリプロスト注5μg

アルプロスタジル

5μg1mL1管

富士製薬工業

2,514

アリプロスト注10μg

アルプロスタジル

10μg2mL1管

富士製薬工業

3,240

インダシン静注用1mg

インドメタシンナトリウム

1mg1瓶

万有製薬

8,270

エピネフリン注0.1％シリンジ「テルモ」エピネフリン

0.1％1mL1筒

テルモ

191

塩化カルシウム注20mEqシリンジ「テルモ」塩化カルシウム

0.5モル20mL1筒 テルモ

188

塩化ナトリウム注1モルシリンジ「テルモ」塩化ナトリウム注射液

1モル20mL1筒

テルモ

150

塩化ナトリウム注10％シリンジ「テルモ」塩化ナトリウム注射液

10％20mL1筒

テルモ

152

オリベス点滴用1％

1％200mL1袋

高田製薬

666

リドカイン

−3−

医療事故防止等に係る代替新規品目
品

名

成

分

名

規格単位

会社名

薬価

塩酸グラニセトロン

1mg1mL1管

中外製薬

3,201

塩酸グラニセトロン
ＫＣＬ注20mEqシリンジ「テルモ」塩化カリウム注射液

3mg3mL1管

中外製薬

7,630

1モル20mL1筒

テルモ

155

Ｋ．Ｃ．Ｌ．点滴液15％

塩化カリウム

15％20mL1管

丸石製薬

111

ザンタック注射液50mg

塩酸ラニチジン

2.5％2mL1管

グラクソ･スミスクライン

198

ザンタック注射液100mg

塩酸ラニチジン

2.5％4mL1管

グラクソ･スミスクライン

シンビット静注用50mg

塩酸ニフェカラント

50mg1瓶

日本シエーリング

スポラミン注20mg

臭化ブチルスコポラミン

2％1mL1管

ニプロファーマ

ダイヤビタン注50mg

塩酸フルスルチアミン

50mg20mL1管

ニプロファーマ

注射用エフオーワイ100

メシル酸ガベキサート

100mg1瓶

小野薬品工業

1,053

注射用プロスタンディン20

アルプロスタジルアルファデクス 20μg1管
10％10mL1管
トラネキサム酸

小野薬品工業

2,407

トランサボン注1g
ネオシネジンコーワ注1mg

塩酸フェニレフリン

ネオシネジンコーワ注5mg
ハイトコバミンＭ注500μg

カイトリル注1mg
カイトリル注3mg

64
64

ニプロファーマ

64

0.1％1mL1管

興和

64

塩酸フェニレフリン

0.5％1mL1管

興和

64

メコバラミン

0.5mg1管

ニプロファーマ

64

フラビンアデニンジヌクレオチド 20mg1管
ブドウ糖注20％シリンジ「テルモ」ブドウ糖注射液
20％20mL1筒
ヒシデニン注20mg

50mg1瓶

フルダラ静注用50mg

リン酸フルダラビン

メテナリン注0.2

マレイン酸メチルエルゴメトリン 0.02％1mL1管
5％5mL1管
トラネキサム酸

リカバリン注250mg

353
5,819

10％10mL1管

リカバリン注1000mg

トラネキサム酸
リドカイン静注用2％シリンジ
「テルモ」塩酸リドカイン

ニプロファーマ

64
148

テルモ
日本シエーリング

38,735

帝国臓器製薬

64

旭化成ファーマ

61

旭化成ファーマ

64

リン酸2カリウム注20mEqシリンジ
「テルモ」リン酸二カリウム注射液

テルモ
0.5モル20mL1筒 テルモ
0.5モル20mL1筒 テルモ

189

リンデロン注2mg（0.4％）

リン酸ベタメタゾンナトリウム

2mg1管

塩野義製薬

208

リンデロン注4mg（0.4％）

リン酸ベタメタゾンナトリウム

4mg1管

塩野義製薬

353

リンデロン注20mg（0.4％）

リン酸ベタメタゾンナトリウム

20mg1管

塩野義製薬

1,530

リンデロン注20mg（2％）

リン酸ベタメタゾンナトリウム

20mg1mL1管

塩野義製薬

1,557

リンデロン注100mg（2％）

リン酸ベタメタゾンナトリウム

100mg5mL1管

塩野義製薬

6,415

ロイコボリン注3mg

ホリナートカルシウム

0.3％1mL1管

ワイス

2％5mL1筒

硫酸マグネシウム注20mEqシリンジ
「テルモ」硫酸マグネシウム

192
152

589

［外用薬］
報告品目

品

名

成

分

名

規格単位

会社名

薬価

エスクレ注腸用キット「500」

抱水クロラール

500mg1筒

久光製薬

194.70

メプチンクリックヘラー10μg

塩酸プロカテロール

2mg1キット

大塚製薬

1,496.30

医療事故防止等に係る代替新規品目
品

名

成

分

名

規格単位

会社名

薬価

0.033％10g
50mg1個
100mg1個
200mg1個

日本新薬
アボットジャパン
アボットジャパン
アボットジャパン

34.40
21.40
22.40
36.90

点眼・点鼻用リンデロンＡ液

ジメチルイソプロピルアズレン
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
アセトアミノフェン
硫酸フラジオマイシン･リン酸ベタメタゾンナトリウム

1mL

塩野義製薬

93.80

フルナーゼ点鼻液50

プロピオン酸フルチカゾン

2.04mg4mL1瓶

グラクソ･スミスクライン 1,153.40

アズノール軟膏0.033％
アンヒバ坐剤小児用50mg
アンヒバ坐剤小児用100mg
アンヒバ坐剤小児用200mg
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減らそう犯罪情報官 ワンポイントアドバイス
なりすまし詐欺なんか怖くない！
ネットワーク型犯罪の典型的な手法である「な

「なりすまし詐欺」の被害を防止するため、い

りすまし詐欺（オレオレ詐欺）」は、当初、息子

ろいろな機関や団体等が、いろいろな媒体を活用

などを装って、現金を振り込ませるというのが典

して犯罪情報を発信したり、広報啓発活動を展開

型的なパターンで、電話口で泣きながら「オレオ

して、注意を呼びかけているにもかかわらず、な

レ」と言って騙すことから、「オレオレ詐欺」と

ぜ、被害が増加し続けているのでしょうか。

呼ばれるようになりました。

やはり「なりすまし詐欺」には注意しようとい

広島県では、その後、手口が多様化し、警察官

う気持ちがあっても、いざ当事者になってしまう

や弁護士などになりすまして騙すようになったこ

と、「なりすまし詐欺かも」とは思いつつも、犯

とから、これを「なりすまし詐欺」と呼ぶことに

人との会話が進むにつれて、ずるずると犯人の

しました。

ペースにはまり、結局は、「家族が犯罪に巻き込

この犯罪は、「事故を起こした」とか、
「痴漢で
捕まった」など様々な口実でお金を騙し取ろうと

まれては大変だから、お金を払ってしまおう」な
どと思ってしまうのだと思います。

するものですが、結局は、一家の大黒柱である主

最近では、息子の実名を名乗ったり、夫、息子、

人や将来のある子どもの前途を汚さないようにと

孫の会社の上司を名乗って、「強制わいせつで捕

いう、家族の気持ちにつけこむ悪質極まりない犯

まっている」とか「女性をケガさせて捕まってい

罪なのです。

る」などと電話をしてきて、示談金を口実にお金

ですから、家族としては、お金で解決するのな

を騙し取る手口が頻発しています。ただ、犯人側

ら、多少のお金なら何とか工面して払ってしまお

の手口も巧妙になっており、登場人物や仕掛けも

うということになるのです。

本格的になっていますので、固定観念を持つこと

広島県内では、平成17年４月末現在で、「なり

は危険です。

すまし詐欺」を169件認知し、そのうち実被害は
23件、被害総額は5,885万円で、一時期に比べる
と大幅に減少しましたが、前年の同じ時期に比べ

それでは、被害を防止するために気をつけてい
ただきたいことについて、お話ししましょう。

ると、実被害は７件、被害総額は約1,500万円も
増加しました。

慌ててお金を振り込まない
被害を防止するために最も大事なことは、慌て
てお金を振り込まないことです。いい加減な手続
きで示談などを終わらせてしまうと、後から、更
にお金を催促されたりするおそれもあるのです。
その話が本当であれば、相手が「時間がない」な
どと言っているとしても、誠意を示して説明すれ
ば、後日、示談などをすることができるはずです
から、決して慌ててお金を振り込まないでくだ
さい。
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ものですが、勇気をもって誰かに相談しましょう。
身内や友達に言いにくければ、警察に相談してく
ださい。きっと、いいアドバイスが得られるはず
です。
電話を切って以降、電話がかかってこなければ、
それは詐欺だったということです。再び犯人から
電話がかかってきたら、「警察に確認したが、事
実は、なかった。」など、確認した結果をはっき
り告げてやりましょう。
家族のコミュニケーション
事実を確認する

最後に、家族のコミュニケーションです。平素

次に、「あなたのご主人が…」と電話があった

からしっかり会話し、いざというときの対応につ

場合には、一旦電話を切って、事実を確認するこ

いて検討しておくことが大切です。そうすれば、

とが大切です。ただし、犯人は、これを妨害する

お互いに信頼しあうことができ、万が一、あなた

ために、自宅の電話や夫の携帯電話等に対して電

の家に犯人から電話がかかってきたとしても、慌

話やメールを送り続けてくることがあります。で

てることなく、冷静に対応できるのです。

すから、犯人が家族の連絡先（携帯電話番号等）

対応策の一つは、本人かどうかを確認し、なり

を尋ねてきても、決して答えてはいけません。も

すまし詐欺がどうかを判断する材料を用意してお

しも、自宅の電話が使用できない状態になってし

くことです。家族でしか分からない「暗号」を何

まえば、公衆電話等を使用してでも、早めに事実

パターンか考えておきましょう。

の確認をしましょう。

対応策の二つは、行動の節目節目で連絡を取り

確認先は、犯人がいう電話番号ではなく、電話
帳などで電話番号を確かめて、そこに電話するな

合うことです。犯人が「今、どこどこにいる」と
いう嘘を見破ることもできます。

どして確認しなければいけません。犯人がいう電
犯人は、お金を手に入れるためには手段を選び

話番号に電話したら、仲間の電話ということもよ

ません。あなたも、犯人に負けないよう、強い意

くある話です。

思を持って、犯罪に立ち向かってください。警察
誰かに相談する

はあなたの味方です。困ったときには、いつでも

それと、一人で悩まず、誰かに相談することが

気軽に相談してください。

大切です。人に言いにくいことを口実にしてくる
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減らそう犯罪情報官記

広島県警察本部 減らそう犯罪推進室発行

平成17年５月17日

犯罪情報官速報
広

島

県

警

察

「強制わいせつ」や「ちかん」を口実とする「なりすまし詐欺」急増！
「融資保証金詐欺」の認知件数・被害総額増！
平成17年１〜４月の「振り込め詐欺」広島県内の認知状況
◎ 振り込め詐欺認知件数 435件（前年同期比＋177件、＋68.6％）
（うち実被害289件、被害総額約３億2,287万円）
内訳としては、
◆なりすまし（オレオレ）詐欺（恐喝）
○ 認知件数169件（前年同期比＋29件、＋20.7％）（うち実被害23件、被害総額約5,885万円）
○ なりすまし詐欺の主な口実
① 交通事故示談金等
84件（49.7％）
② 強制わいせつ・ちかん・盗撮等
36件（21.3％）
③ 交通違反罰金等
17件（12.4％）
◆架空請求詐欺（恐喝）（前年同期比＋３件、＋5.3％）
○ 認知件数60件（うち実被害60件、被害総額約7,661万円）
○ 架空請求詐欺の口実
①有料サイト利用料金43件（71.7％）
②借金返済・債権回収10件（16.7％）
◆融資保証金詐欺
○ 認知件数206件（前年同期比＋145件、＋237.7％）（うち実被害206件、被害総額約１億8,741万円）
平成17年４月中の「振り込め詐欺」広島県内の認知状況
◎ 振り込め詐欺認知件数81件（うち実被害54件、被害総額約4,412万円）
内訳としては、
◆なりすまし（オレオレ）詐欺（恐喝）
○ 認知件数32件（うち実被害５件、被害総額約1,384万円）
※４月に入って、警察官や弁護士になりすます手口から、会社の上司を名乗り「夫や息子がちか
んをして警察に捕まっている」「交際している女性に傷害を負わせた」などと言って、示談金
を要求するものが多発
◆架空請求詐欺（恐喝）
○ 認知件数11件（うち実被害11件、被害総額約778万円）
◆融資保証金詐欺
○ 認知件数38件（うち実被害38件、被害総額約2,250万円）
【対 策】
自分のところに、示談金支払いの電話があったときは、相手の話を疑ってみることも必要です。
身に覚えのない請求書が届いたりしたとき、また、甘い融資の話があったときも、冷静に対応して
ください。
そして、その話は詐欺ではないかとの疑問を持って、事実の確認と家族や警察等に相談することが
大切です。
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薬剤師連盟のページ

日本薬剤師連盟ホームページ開設のお知らせ
日本薬剤師連盟では、薬剤師全体の政治的意識の向上を目指して、ホームページを開設されました。
このサイトは、会員のみならず薬剤師職能に関わる全てのかたを対象にわかりやすい内容とし、また、
一部メニューを更新することにより、連盟の最新活動がご覧いただける構成となっています。
多く方がご覧いただけるようご協力をお願い申し上げます。

http://www.yakuren.jp/
国会レポート
参議院議員

藤井 基之

関東地方も６月10日、梅雨入りしました。肌寒いような日があると思えば30度近い夏日があったり、
また、台風４号も発生し、季節は夏に向かって急ピッチです。
永田町では、首相以下ノーネクタイ、ノースーツ。いわゆる クール・ビズ の指令が出ました。国
会の中ではいいのですが、外へ出るときはそうはいかないのが実情です。いずれにしても、国会の各委
員会は、政府、与党側は、ほぼ クール・ビズ 姿で出席しております。ただ、質問する民主党など野
党の先生方は暑いのがお好きなようで。
その国会は郵政民営化で揺れ動いていますが、衆議院に郵政民営化特別委員会が設置され、ようやく
審議が始まりました。当初は、民主党、社民党が欠席戦術を取りましたが、先週から戦術を変え出席。
与野党論戦が始まりました。しかし、残された会期は数日しかありません。会期延長は当然の状況となっ
て来ましたが、どの位の期間となるのかが問題です。
介護保険法の一部改正案は参議院での審議が続いています。７日には参考人質疑も行われました。
（WHO総会、技能オリンピック）
この５月後半から６月前半にかけて、私は２回も公務での海外出張を命じられました。
１回目は、５月15日（日）から17日（火）まで、スイスのジュネーブで開かれたWHO総会に出席。
この出張、ホテルで１泊、機内１泊でトンボ帰りという、大忙しの出張でした。５月15日（日）、昼11
時の飛行機で出発、その日の夕刻、パリ経由でジュネーブ着、夜はIFPMA（世界製薬団体連合会）主
催の懇親会、そして大使主催の夕食会に出席しました。
翌日の月曜日はWHO総会。その日の夜八時半に、ジュネーブ空港からパリ経由で帰国という日程に
なっていましたから、議事日程が、スムーズに進むよう祈っておりました。
午前中は順調に推移、昼、アジア各国代表の方々をお呼びして、私主催の昼食会、鳥インフルエンザ
問題の閣僚会合を終えましたが、その後、議事は台湾のオブザーバー出席を巡って紛糾。議事は２時間
も遅れてしまいました。
18時になって、各国の代表演説がスタート、日本がトップバッター。日本政府を代表して私がスピー
チをいたしました。
総会後、日本の協力により完成したWHO津波情報システム室の視察、WHO法人職員を招待しての懇
談会、WHO事務総長主催のレセプションがあり、20：30発のエア・フランスで帰国。スイスに着いた
のは実質２日間でした。
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続いて、５月31日（火）、今度は、フィンランドのヘルシンキへ。技能オリンピック国際大会に行っ
てきました。参加国は38カ国、出場選手総数は660人。日本からは34人が出場、いずれも地区予選、岩
手での技能五輪全国大会を勝ち抜いた、技術国日本を代表する精鋭ばかりでした。
選手達とは、日本を出発前から皇居訪問や壮行会などで顔なじみ。全員22才以下の若者達ばかりです
から、息子、娘のような気持ちで応援してきました。
結果は、金メダルは５個でトップ、銀１個、銅２個、敢闘賞７で、総合では５位という成績でした。
メダルを取った選手も、残念ながら逃した選手も、皆さん本当にがんばってくれました。
見事にメダルを獲得された11人の選手のお名前をご紹介しておきましょう。
（金メダル）
渡辺 章二 選手（デンソー）
ポリメカニクス部門
平田 彰彦 選手（日産自動車）
メカトロニクス部門
遠藤 裕司 選手（
同
）
同
（平田、遠藤ペアで、国別最高得点賞獲得）
大貫 和俊 選手（日立ハイテクノロジーズ） 機械製図ＣＡＤ部門
赤塚 孝幸 選手（日立インダストトリーズ） ＣＮＣマシニング部門
小湊 大輔 選手（協和エクシオ）
情報ネットワーク施工部門
（銀メダル）
溝口 秀太 選手（日産自動車）
電子機器組立て
（銅メダル）
木村
司 選手（デンソー）
製造チームチャレンジ
竹嶋 佑太郎選手（ 同 ）
同
武田 真樹 選手（ 同 ）
同
鈴木
誠 選手（日産自動車）
自動車板金
次の技能オリンピック国際大会は、2007年、静岡で開催されます。６月１日、大会最終日に行なわれ
た閉会式で、フィンランド代表より技能五輪旗を受け取り、次回開催国代表としてスピーチを行いまし
た。次回もまた、素晴らしい成績を挙げ、技術大国日本を世界に知らしめてほしいと思います。
大会後、私はパリで、OECD事務次長、課長と雇用政策や医療政策などについて意見交換を行ないま
した。
６月４日、帰国、今度もまた大変忙しい出張でした。
（社会保障給付費の伸び率管理）
今年も、
「今後の経済財政の運営のあり方に関する基本方針」、いわゆる「骨太の基本方針」が発表さ
れる時期となりました。今回の基本方針では、社会保障給付費の伸び率管理が焦点となりそうです。
高齢化等によって増大する社会保障費（年金、医療、介護等）を抑制するため、社会保障給付費の伸
びを管理すべきという意見が、国の審議会等から相次いでいます。
まず内閣の社会保障のあり方に関する懇談会では、医療と介護の給付費の伸びについて、何らかの経
済的なマクロ指標を設定し、実績と指標を照らし合わせ、適時、制度を見直すという仕組みを設けるべ
き、との意見が出されています。
また、財政制度等審議会も、社会保障給付費を経済成長に見合う程度に抑制すべきとしています。そ
して経団連も、医療費は現役世代の支払能力の指標であるGDPの伸び率を指標として抑制すべきである
と要望しています。
このような指摘を受けて、骨太の基本方針では、社会保障給付費は、我が国経済の身の丈にあった、
持続可能な、安定的・効率的な制度にしていくべきという趣旨を盛り込むことが検討されています。
このような動きを受けて、先日、党厚生労働部会で、骨太の基本方針に書き込まれようとしている社
会保障給付費、特に医療費の伸び率管理を巡って議論が交わされました。
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医療費の伸び率を経済成長に合わせる、という考え方に対しては、厚生労働省は明確に反対という考
え方を示しています。医療は経済の動向に連動するわけではない、医療費の抑制は、医療の適正化、制
度改革によるべきというのが、厚生労働省が反対する理由です。党厚生労働部会の考え方もほぼこれと
同様であり、厚生労働部会として反対して行くこととされました。
６月の下旬には、骨太の基本方針が発表されますが、この夏から、来年度予算案の編成にかけて、医
療費の伸び率管理の問題は焦点となりそうです。
今月は、芭蕉の名句を。梅雨時は、いつにも増して日の光が尊く見えますね。
あらたふと

青葉若葉の

日の光 （芭蕉）

藤井もとゆき
「国会レポート」が掲載
されています。
http://www.mfujii.gr.jp
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「日薬学術大会 広島大会」開催まであと100日（平成17年７月１日現在）

会期：平成17年10月9日（日）・10月10日（月）

