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第38回 日本薬剤師会学術大会を盛会裡に終えて
広島では第14回大会（1981年）以来およそ四半世紀ぶりの開催となった第38回日本薬剤師会学術大会
が、10月９日（日）・10日（月・祝）の両日、広島国際会議場等を会場として開催され、全国から多数
の参加者を得て盛会裡に終了しました。
「『薬剤師大改革

大きな信頼と結果を』−選ばれるために−」をテーマに掲げた本大会では、養

老孟司東大名誉教授から、改革の壁を乗り越えるための示唆に富んだ特別記念講演をしていただき、ま
た、被爆60周年を迎えた広島での開催となった本大会では、秋葉忠利広島市長と碓井静照広島県医師会
長（IPPNW日本支部長）に特別講演していただくことによって、大会プログラムに広島らしさを反映
することができました。
二日間にわたるシンポジウム、口頭発表やポスター発表それに初日のランチョンセミナーでは、各会
場とも充実した研究発表や活発な討論が行われ、更に、新薬、薬科機器、書籍展示でも、多くの企業か
ら出展があり、大会を盛り上げていただきました。
会場の都合などで、参加者の皆様にご不便やご迷惑をおかけするなどの反省点はあったものの、多く
の方々から大会は成功であったとの評価をいただいております。
本大会の開催に当たって各界からいただいた幅広いご支援と、本会会員による一致協力した取り組み
が本大会の成功に繋がったと言えます。

第38回
会

場
10:00〜

12:30〜

開会式、
メイン会場
式典、特別
フェニックス
記念講演

日本薬剤師会学術大会日程及び分科会会場
10月9日（日）
13:30〜17:30
特別講演1〜3

10月10日（月・祝）
9:00〜13:00

「医療制度改革」 「薬剤師ビジョン」「薬事制度改革」 「規制緩和」
講演1
講演6
講演7
シンポジウム7

広
第1会場
島 ヒマワリ（B2F）
国
際
会
議
場

広
島
県
立
総
合
体
育
館

第2会場
ダリア1（B2F）
第3会場
ダリア2（B2F）
第4会場
コスモス全室
（B2F）
第5会場
ラン（B2F）
第6会場
会議運営室事務室
（B1F）
第7会場
大会議室
第8会場
中会議室
大アリーナ（B1F）
小アリーナ（B2F）
エントランス

ランチョン 「実務実習」シンポジウム1 「実務実習」シンポジウム2 「情報化と薬剤師」
セミナーⅠ 「6年制下の長期実務実習」「現場での経験を通じての提言」 シンポジウム8
ランチョン 「安全と安心」シンポジウム3
口頭発表
セミナーⅡ
「薬害に学ぶ」
ランチョン 「災害」 「災害と薬剤師」
口頭発表
セミナーⅢ
講演2
シンポジウム4
ランチョン
セミナーⅣ

「介護」
講演3

「介護」
シンポジウム5

ランチョン 「健康日本21」「健康日本21」
セミナーⅤ
講演4
講演5
ランチョン
セミナーⅥ

「病院薬剤師」
シンポジウム6

口頭発表

「国際化」
口頭発表
シンポジウム10
「生涯教育」
教育企画・ロールプレイ
シンポジウム11 「コミュニケーション技法を学ぶ」
「セルフメディケー
「漢方と薬剤師」
口頭発表
ション」
シンポジウム13
シンポジウム12

口頭発表
口頭発表

口頭発表
ランチョン
口頭発表
セミナーⅦ
製薬企業・薬科機器・ＯＡ機器・その他展示
13：30〜ポスター展示
ポスター展示
書籍販売・おみやげ・その他販売

「薬局機能」
シンポジウム9

口頭発表
「地域・職域」
講演8
WS事前
講義

口頭発表
口頭発表

WS総合討論
〜14時

口頭発表
製薬企業・薬科機器・ＯＡ機器・その他展示・ポスター展示
ポスター展示
書籍販売・おみやげ・その他販売

被爆体験証言者による講話：10月9日（日）16：00〜17：00 10月10日（月・祝）13：00〜14：00
広島平和記念資料館東館地下1Fメモリアルホール
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第38回日本薬剤師会学術大会運営委員長 前田泰則県薬会長の開会式挨拶

養老孟司東京大学名誉教授の開会式特別記念講演
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大会会長中西敏夫日本薬剤師会会長の
開会式挨拶

藤田雄山広島県知事の来賓挨拶

尾辻秀久厚生労働大臣の祝辞を代読する
藤井基之厚生労働大臣政務官

碓井静照広島県医師会会長の来賓挨拶
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シンポジウム「規制緩和」

国際会議場受付

熱心に講演を聴く会員

養老先生の特別記念講演会場から溢れ、モニターに殺到の参加者

ランチョンセミナー受付（体育館）

ポスター会場の様子

機器展示会場の様子

口頭発表（体育館）
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挨拶をする薬剤師国会議員

挨拶をする広島県選出国会議員

乾杯音頭の藤田雄山広島県知事

懇親会受付

どれにしようかな？

四重奏演奏

いかだつ

筏津による神楽「八岐の大蛇」

神楽「八岐の大蛇」のクライマックス
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よく冷えてますわよ

明るい笑顔でお出迎え（JR広島駅）

眼鏡のスリーショット

県薬会員のポスター発表

大忙しのドリンクコーナー

照会デスク（県立体育館）

資料の山

県薬会員によるポスター発表

座長の平井副会長

参加者の足になったシャトルバス
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次回開催・福井県薬剤師会

神戸学院大同窓会

県民公開講座

県民公開講座

被爆者体験講話

県民公開講座も満員

やっとお弁当！のスタッフ

クローク

プログラムのご案内

広島空港

県薬会員によるポスター発表
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座長を務める松尾三原支部長

クロークも大忙し！（国際会議場）

ランチョンセミナー会場に群がる

ポスター風景

近大同窓会

おみやげコーナー

早朝よりご来県の方々

大会前日の最終打ち合わせ

司会の玉田さん

開会式での表彰式

重ねた会場での打ち合わせ（9月15日）

PCセンター
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フロアからも熱心な質問が…

この会場も満員

総合案内で、ていねいな対応

ワークショップ

昭和薬科大同窓会

朝から大忙し

第1会場（ヒマワリ）

大会の立役者、森井副会長

分科会座長・澁谷常務理事

分科会座長・宗常務理事

大健闘の広島グループ

学生時代に戻って…
（第一薬科大同窓会）
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第38回 日本薬剤師会学術大会参加報告
受けいたしました。

◇

報告Ⅰ

◇

ポスター展示会場（小アリーナ） 三次支部 中本

養老先生は、解剖学の権威と思いきや、知る人

明春

ぞ知る虫博士。お名刺の隅っこに、かわいらしい
昆虫が…。

ポスター展示は県立体育館の小アリーナ（220

昆虫はそれぞれ、生息する適温があり、むやみ

演題）と大アリーナ（110演題）で開催され、広

とその活動範囲を広げたり、他に移住することも

島支部４名、福山大の先生の協力を得て小アリー

ないそうです。その昆虫からわかる日本列島誕生

ナ会場の受付を担当しました。

のお話を、うず高く積まれた著書にサインしなが

初日の午前中は発表者全員が一斉にポスター貼

らして下さいました。その時のお裾分けをどうぞ。

付をするため、その準備として発表証明書及び画

「日本の氷河期が終わったのは、十五万年前。

鋲を入れた紙コップをそれぞれのブースに置いて

その頃、数多くの島が、くっついたり離れたりを

回りました。受付では発表者から金鎚、ハサミ、

繰り返しながら、今の日本列島が出来ました。

サインペンの要請があり、そのつど本部に用意を

糸魚川＝静岡構造線

ばかりでなく、近畿地方

お願いしました。特に金鎚は事前の打ち合わせ会

は琵琶湖と大阪・伊勢湾・敦賀湾を結ぶ三つの線

で絶対に必要とされ、運営マニュアルにも書いて

で分割されており、紀伊半島も一つの島でした。

あるのに用意されておらず、ようやく貼付終わる

街道も繋ぎ目辺りにできています。関ヶ原を通る

頃に１本用意されました。ボードに硬いところが

線もそうですね。
」

あり、貼付で画鋲を差し込むのに苦労されたよう

北海道・東北・関東と各々の分割線も伺いまし

でした。この他受付では各種案内に対応すること

たが、私の頭の中の地図では、お話についていけ

がかなりありました。

ませんでした。

さて、展示会場はポスター貼付が整い初日の午

「四国も二つに分かれていました。石鎚山と剣

後に奇数番の、二日目の午前中に偶数番の演題の

山では、昆虫は全く違います。石鎚山系から東に

示説がありました。今大会の好調さを反映して会

流れ出た吉野川は、大歩危・小歩危辺りで一旦北

場は大盛況で、テーマごとに区画された各ブース

上し、又、東に流れているでしょ。二つの島が、

は思い思いの工夫を凝らし自分たちの情報を発信

ぶつかりあったため。
」

し、参加者は熱心に質問し、メモを取り、写真を

「中国地方は、これから調べますが、二つに分

撮っていました。私は初めてこのようなポスター

かれていたと思えます。広島と山口は分けるべき

展示へ参加しましたが、薬剤師の意気込みが大き

ではない。本来は一つのものというのが、私の持

なパワーを生んでいることを感じました。

論です。」と。
どこが繋ぎ目なのでしょうか。
又、山は生息する昆虫から、500〜800m、1200

◇

報告Ⅱ

◇

〜1500m、それ以上の三つに分けられるそうで

思いがけないごほうび
養老先生ご接待係補佐

福山支部 櫻井

す。800mまでは里山で、広島に山らしい山はな

宣子

いとか。
北海道から順番に伺った日本列島の生い立ちの

養老先生のご接待補佐をとのお話がありました

記は、わくわくするものでしたが、残念ながらこ

折には、即座に辞退いたしました。が、このよう

こで時間切れ。九州までいけませんでした。何は

にご高名な先生と間近に接することは、願っても

ともあれ、ムシから検証された、日本列島解剖の

かなえられるものではないと、川上さんとお引き

全解明が待たれます。
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控え室での小一時間の語らいは、中味の濃いも

◇

ので、私達三人だけが聞き手ではもったいない位。

◇

日薬学術大会in広島に参加して

今まで薬剤師をしてきて（会への貢献は何もあり
ませんのに）、何物にも替え難い大きな大きなご

報告Ⅳ

（社）兵庫県薬剤師会

副会長 瀧川

秀樹

ほうびをいただき、アッという間のひと時でした。
ご接待役にご指名下さり、本当にありがとうご

この度の広島に於ける第38回日

ざいました。

本薬剤師会学術大会がすがすがし
い秋空の下、大盛況に開催された
ことを心からお喜び申し上げます。

◇

報告Ⅲ

◇

今大会の開催にあたり、前田泰

控え室の養老先生
福山支部 川上

則大会運営委員長を始めとして、広島県薬剤師会

ミチ子

の方々が、１年以上も前から準備周到に計画を立
てられ、本大会に望まれたことが、当日参加

写真、テレビで拝見するより、養老先生は若々
しく、身も心も柔軟さを感じさせる方でした。控

した我々の肌にもダイレクトに伝わってまいりま
した。

え室に、定刻どおりで入って来られると、「まず

中でも、大会初日開会式冒頭の副会長５名によ

仕事をしましょう」と積み上げてある本「バカの

る、薬剤師綱領唱和では、薬剤師としての社会的

壁」をみつけて、伸びのある美しい字でサラサラ

責務について改めて考える時間を与えていただ

とサインして下さいました。

き、身の引き締まる思いを致しました。又、特別

茶菓を召し上がり（甘いもの好き？）、サイン

記念講演に至っては、場内に一席の余地もなく入

もあっという間に済み、私達の控え室での仕事の

場制限をせざるを得ないほどの大盛況の中、オレ

半分完了で張り詰めていた気持ちが、すっと楽に

ンジ色のジャンパーを着たスタッフが観客誘導に

なりました。

走り廻っておられる姿が、今も残像として私の瞼

碓井県医師会長がご挨拶に来室され、飛行機内
で養老先生と間違えられてサインを求められたこ
となどを話しておいででした。

に焼き付いております。運営委員の方々、ほんと
うにご苦労様でした。
そんな中、我々兵庫県薬剤師会の役員・職員が

バカの壁・死の壁とベストセラーになり、ご自

35名もの団体でおしかけて大変お忙しい中、各セ

分は毎日虫採りばかりしていたいと思っていたの

クションにて強引な質問に一つ一つ笑顔でお答え

に、講演等で東奔西走の日々のご様子。

いただき、ほんとうにありがとうございました。

虫の話になると、滑らかな口調は留まることを

兵庫県薬では、初日の夜に今大会視察報告会を

知らず、養老ワールドにすっかり引き込まれてし

行い、深夜に及ぶ討論の末、再来年の第40回神戸

まいました。

大会に向けて、貴重な体験と膨大な資料作りをす

虫の種類から日本国土の成り立ちを推測され、
私には目から鱗のお話でした。
あっという間にご講演10分前になり、控室から
出て行かれました。
さわやかな養老先生のファンになった私は毎
日、御本を読む日々を過ごしています。

ることが出来ました。これも一重に広島県薬のあ
たたかいご協力の賜物と役員一同感謝致しており
ます。
平成19年度の神戸大会は、阪神淡路大震災から
12年目にあたります。本来、平成７年に神戸大会
が開催される予定でしたが、あの大震災により、
神戸の街は、無残な姿となり、断腸の思いで学術
大会の開催をお断り致しました。
そして、12年後の第40回大会を兵庫県でお受け
するに至り、神戸空港も来年２月には開港し、空
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からのアクセスも一段と便利になる予定です。広

午後からの特別講演の１題目として秋葉広島市長

島県薬の皆さん、全員お揃いで是非、蘇った神戸

の「平和への提言」と題する講演が行われました。

にお越し下さい。

広島・長崎の被爆直後、現地には世界各国から

今大会で広島県薬さんからいただいた
お気持

温かい

さまざまな救援の手が差し伸べられました。核の

を２年後に神戸でお返しさせて下さい。

拒絶は全世界の思いであるはずとし、核戦争をな
くすためには核の廃絶が必要であり、高齢化した
被爆者の為にも2020年までに核兵器の廃絶を実現

◇

報告Ⅴ

◇

したい。その為に広島が担う役割について熱く語

第38回学術大会に参加して

られました。

安芸支部 新屋

江美

奇しくも今年は被爆60周年にあたり、このよう
な年に日本薬剤師会学術大会が開催される事の意

地元広島での学術大会というこ

義を述べられ、今年の平和宣言の中にある「継

とで、２日間参加させていただき

承・目覚め・決意の年にする」為に医療関係者と

ました。一番興味をひかれたのが、

しての薬剤師が地域のリーダーとしてその役割を

災害と薬剤師というシンポジウム

自覚し行動を起こす事を期待したいとし、講演を

でした。地震、台風など世界中で

終了されました。

自然災害が起こっている世の中、いざという時薬

特別講演の３題目は薬学博士、参議院議員の藤

剤師としてできることは何だろうと考えさせられ

井基之先生の「薬剤師大改革〜21世紀を薬剤師の

ました。阪神大震災以後の厚生省の施策として、

世紀に〜」と題する講演が行われました。

DMAT（災害派遣医療チーム）の訓練、災害拠点

中国あるいはヨーロッパにおいては、８世紀頃

病院の整備、ヘリによる移送手段などがあり、新

よりすでに薬剤師という職業が存在し医業との分

潟中越地震では薬剤師会による避難所でのお薬相

業が行われていたそうです。18世紀後半アヘンか

談コーナーの設置、救援物資中の医薬品の選別や

らモルヒネを抽出しその薬効を明らかにしたのは

管理・配布、不足医薬品の手配などが行われたと

他でもない薬局であり、つまり社会の中で薬剤師

のこと。今後の課題として、災害マニュアルの作

の地位がしっかりと確立されていたそうです。

成とそれが機能的に運用できるような研修・訓練

わが国において、明治政府は医・薬の輸入解禁

が必要という内容でした。災害時に自分にできる

に際しドイツを手本とするためドイツより医師の

こと…、救急のことはできないと思いますが、お

招聘を行いましたが、ドイツの医師は薬について

薬の相談を何でも受けられるような薬剤師になれ

は素人同然であり薬剤師の招聘も不可欠である事

るよう、日々勉強していきたいと思います。

を知らされます。この後日本における薬事教育の
体制作りがスタートしたそうです。つまり医薬分
業は歴史的にもその必然性が証明されており薬剤

◇

報告Ⅵ

師の存在は社会の中で普遍的なものであると強調

◇

されました。

呉支部 有田

礼子

現在のわが国においては院外処方せんの発行伸
び率、国民医療費に対する薬局調剤医療費の伸び

特別講演「平和への提言」
秋葉

忠利

率の差等から薬局、薬剤師は国民から確実に支持

広島市長

を受けており今後もそれは継続していくであろう

特別講演「薬剤師大改革〜21世紀

し、それらの支持に的確に応えていくためには薬

を薬剤師の世紀に〜」

剤師の資質の向上が不可欠であると述べられま

藤井

した。

基之

参議院議員

午前中の養老孟司先生の特別記念講演に続き、

また国会議員の立場から、国民医療費の削減政
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策については経済政策と医療費との間には相関関

昼ごろ、福山から広島に入り、下見を兼ねて食事

係はなく、画一的な政策の実施については反対で

をご一緒するホテルグランヴィア、宿泊していた

あるとし、薬剤師の地位確立のための諸策の実現

だくリーガロイヤルホテルを廻り、予約やタク

に向けて活動する事を表明されました。

シーの手配等を行い、実際に行動する場所を自

最後に21世紀を薬剤師の世紀にする為には薬剤

分の目で確認し、少し落ち着いてきました。リー

師は、

ガロイヤルホテルの受付に、養老先生が入られた

１．薬を求めて訴えている患者さんたちに対する

ら、私の携帯に電話をくれるようお願いしたこと

優しさの気持ち

で検証を終え、当日を迎えることといたしました。

２．科学者としてのきびしさを合わせ持たなけれ
ばならない事

９日11時からの講演にて、ホテルに10時にお迎
えに行きますと、すでに準備されていて、すぐに

を強調されて講演を終了されました。

降りてこられました。国際会議場までのタクシー
の中では、こちらは大変緊張していたのですが、
広島にはよく来ていることにくわえ、虫の話など

◇

報告Ⅶ

◇

して頂きました。その中でも「虫を追って外国に

学術大会を終えて
福山支部 小林

行くことがあるが、ジャングルに入る時、こちら

啓二

が怖がると、動物も警戒して襲ってきたりする。
恐怖感を持たなければ案外大丈夫なのですよ。蛇

第38回日本薬剤師会学術大会に

を踏んだりするといけませんがね。」解剖をされ

おいて、私は式典・懇親会係で、

ていた先生が、恐怖心を持つとフェロモンが出て、

主に特別講演を依頼した養老猛司

動物も警戒する等の話は、目に見えないことに対

先生の接待を担当いたしました。

しても、自分の考えを持たれているのだと驚きま

担当を言われた時は、あまり深く

した。

考えず、自分のできる事をやればいい、くらいに

国際会議場に着くとすぐに控室にお連れし、前

考えていましたが、学術大会が近づくにつれ、そ

述の両先生にお茶の接待をしていただきました。

の内容が細かく決まってくると（当日ホテルまで

講演までの時間は何人ものお客様が入れ替わり表

迎えに行き、控室にお連れし、講演時は舞台にま

敬訪問されていました。

で誘導、講演終了後は、養老先生と２人で食事、

講演が終わって、食事をご一緒するホテルグラ

帰りの新幹線まで見送り）つきっきりの接待に、

ンヴィアに向かうタクシーでは、朝のときよりさ

気が重くなってきました。

らによく喋られている様に思いました。ひょっと

自分にできる事をやればいいと思いつつも、養

して先生クラスでも緊張されていたのか、通路ま

老先生とは、いったいどのような人なのかさっぱ

でいっぱいの会場での精力的講演で興奮されてい

りわからず、①タバコを吸う②物事にあまりこだ

たのかもしれません。自己防衛反応の衰えについ

わらない③お付きを連れず１人で行動する等、断

て戦前・戦後・現在の子ども達を比較してのお話

片的な情報をもとに、自分でも、以前子どもが読

しで、車窓から携帯で話しながら歩く若者を指し

んでいた『バカの壁』を読むのですが、読んでい

ながら、社会問題となる事件の数々に同様の危機

る時はわかったようでも、読み終えて、いったい

感のなさを観ていらっしゃるとの事でした。

何が書いてあったか考えると、さっぱりわからず、

食事中は、先生の食べる速さにびっくりしまし

２人きりの時はどのような会話をしていいか悩む

た。できるだけ先生に合わせようと思いますが、

ばかりでした。控室のお茶の担当はどのような方

口の中に入れるのが精一杯で味はよくわかりませ

にも対応ができる福山市薬剤師会の櫻井先生、川

んでした。刺身を食べる時に、「食べるという行

上先生を推薦、承諾いただきました。

動に移るのは脳の方が先に働いていて…」等、話

前日の現地最終打合せ会が18時からでしたので

をしてくださり、「わかりますか？」と言われる
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も、よく理解できずに黙っていると、話題を変え

表をさせて頂きましたが、今回は約１年経過した

て、また色々と話をして下さいました。私が「先

結果をさらに加え報告いたしました。またポス

生は、講演５分前に舞台の袖にお連れすると、

ターでも両日掲示をしました。質問をしてくださ

急に２mくらいの間を言ったり来たりしだし、私

る方やデジカメに撮られる方もおられ、同じよう

には今までと全く雰囲気がかわって見えました。

な悩みをもっている方がおられることを実感しま

２人きりでしたが、声もかけられませんでした。
」

した。以前から、薬物治療において （薬効・薬

と言うと、先生は「リズムなのです。壇上に白板

理の面から）この薬どうしの飲み合わせはいいの

を置くのも私のリズムの為です。文章を書く時、

だろうか？

手直ししますが、横に文字がはみ出すとリズムが

義照会を行い、確認してからお薬をお渡しするシ

変わってきます。だから私は直した文章をもう一

ステムがあればという思いから、オリジナルで監

度清書します。その点、パソコンが使えるように

査の設定を行いました。このシステムが稼動する

なってからは大変助かっています。
」と。

と画面でエラー内容を表示されますので、そこで

食事の時間を１時間半予定していたのが、30分

という疑問がありました。そこで疑

一回立ち止まることができます。

くらいで終わってしまい、その後もお茶を飲みな

薬剤師が自分の目で添付文書等の確認を行うこ

がら話して下さいました。「そうだ！」と急に原

とができますので、より安全な薬物治療ができる

稿を頼まれていた事を思い出され、「新幹線の時

のではないかと考えております。

間まであと１時間あるので、ホームに近いところ

ヒト（薬剤師）は薬や患者さんごとの情報を忘

で書く。」と。新幹線の入り口までお連れして、

れたり、うっかり見過ごしてしまうことがありま

コーヒーとタバコがのめる場所を説明し、改札口

す。そのことで、患者さんに対してご迷惑をお掛

でお別れをしました。改札口を抜けると、こちら

けすることもあるかと思います。これらのヒト

を振り向き、軽く会釈されました。このような行

（薬剤師）のミスをコンピューターはカバーして

動に、私は養老先生が人を肩書きではなく、生身

くれることもあり、パートナーとしてみることが

の人間として見ておられるすばらしい人であるこ

できます。今後も今まで思っていたような疑問を

とを強く感じました。あいにく下働きで肝心の本

持ち続け、レセコンに反映させて患者さんのため

講演を聴くことは出来ませんでしたが１対１の会

に仕事ができたらと思います。

話の時間を２度も持てたことは生涯の感銘であ
り、学術大会が終わり、少し時が経ちましたが、
余韻覚めやらぬ気持ちを起稿いたしました。

報告Ⅷ

◇

広島支部 木原

芳洋

第38回日本薬剤師会学術大会において口頭発表
をさせて頂きました。
以前、学会へ参加したことはあったのですが、
地元広島で行われるということもあるのでしょう
か、いつもより熱気があったように感じました。
みなさんはどう感じられましたでしょうか？
さて、今回の演題は「レセプトコンピューター
を使った監査設定」という内容でした。昨年の広
島県薬剤師会の学術大会でも同じような内容の発

パキスタン地震災害の
義援金について
第38回日本薬剤師会学術大会会場にお
いて、パキスタン地震の災害の義援金につ
いてお願いをいたしましたところ、多くの参
加会員の皆様から温かいご協力を賜り、衷心
から感謝を申し上げます。
遅くなりましたが次のとおり日本赤十字社
へ寄託いたしましたので、ここにご報告を申
し上げます。

金額 ２９,１１８円
第38回日本薬剤師会学術大会有志

fffffffffffffffffffff

◇

fffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffff
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第22回 広島県薬事衛生大会開催のご案内
１

大

大会の主旨

会

次

第

県民の生命と健康の保持に密接にかかわって
いる薬事関係者が一堂に会し、薬事衛生大会を

開

会

14:00

挨

拶

広島県薬事衛生大会大会長

開催し、県民の健康増進と薬事衛生の向上に貢
献した薬事功労者等の表彰を行うとともに、互
いの研さんに努め、薬事衛生思想の普及を図り、
もって県民の保健衛生の向上、並びに医薬品関

広島県知事表彰

連産業の振興に寄与するものである。
叙位・叙勲・褒章・各大臣表彰受賞者披露
２

日

時

平成17年12月１日（木）
14時00分〜16時30分

祝

辞

広島県知事
広島県議会議長

３

場

所

広島市中区富士見町11−６

広島県市長会会長

エソール広島

広島県町村会会長

２階多目的ホール

広島県医師会会長
４

主

催

社団法人広島県薬事衛生会館

５

共

催

社団法人広島県薬剤師会

祝電披露

社団法人広島県薬種商協会

謝

来賓並びに招待者紹介
辞

広島県医薬品卸協同組合
広島県薬剤師国民健康保険組合

特別講演

広島県製薬協会

演

広島県配置医薬品連合会

題

未定

講

広島県麻薬協会

師 参議院議員

広島県配置医薬品協議会
６

後

援

広島県

藤

井

基

之

先生

大会宣言

広島県市長会
広島県町村会

閉

16：30

会

社団法人広島県医師会
社団法人広島県歯科医師会
社団法人広島県看護協会
７

参加予定人員

約200名

至平和公園

至
八
丁
堀

100m道路

田中町

駅
島
広
至
至比治山

バス停
富士見町

８

参加者範囲

薬事衛生会館
中保健所

県内薬事関係団体構成員等
バス停

エソール広島
広島市中区富士見町11−６
（広島県薬事衛生会館となり）
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第5回

核戦争防止国際医師会議（IPPNW）北アジア地域会議
副会長
日

時：平成17年8月20日（土）・21日（日）

場

所：広島国際会議場

森井 紀夫

今回の会議は、原爆被爆60年を迎える節目の今
年、人類最初の被爆地である広島で13ヶ国から約
200人の参加者が集まり、IPPNW日本支部、広島
県医師会、広島市医師会、広島県歯科医師会、広
島県薬剤師会の主催で開催された。
スローガンは「原爆被爆60周年

今問う核兵器

廃絶を！」として、国内外の医師・医学生、一般
市民が一堂に会し、核戦争防止・核兵器廃絶の方
策について討議し、真の世界平和の確立のために
貢献することを目的とされた。

ロナルド・マッコイ氏

20日14時からの開会式では、IPPNW日本支部
長（広島県医師会会長）碓井静照先生は、「核戦

ては核廃絶に向けて何らの積極的な結論は出な

争防止、核兵器廃絶の方策について最善の知恵を

かったが、2020年には核兵器廃絶へ向けて（世界

出し合い、地球上の全生物を守ろう」と呼びかけ

の平和首長会議を通じて都市と都市、市民と市民

られた。つづいて、秋葉忠利広島市長は、本年５

が相互に）活動して行きたいと挨拶された。

月のＮＰＴ（核拡散防止条約）再検討会議におい

つぎに、基調講演に入り
①「核廃絶への道」と題してIPPNW共同会長
（マレーシア医師会前会長）ロナルド・マッコイ
氏は、米国が包括的核実験禁止条約の批准を拒み、
小型核兵器開発に走るなど「核兵器中毒」に陥っ
ていると批判し、核兵器禁止条約の締結に向けて、
医師、科学者、法律家による専門家チームと市民
の協力で、国際世論を巻き起こす必要があると訴
えられた。
②「核廃絶と平和の追求：21世紀における

碓井静照IPPNW日本支部長

IPPNW」と題してIPPNWプログラム担当主任ジョ
ン・ロレッツ氏は、ノーモアヒロシマ、ノーモア
ナガサキを道徳的、医学的に唱えるプログラムに
ついて話された。
③「モンゴルの一国非核兵器地帯：非核兵器地帯
を創るための秘めた可能性を探る」と題して（今
回モンゴル支部を結成した）モンゴルのジャルガ
ルサイハン・エンクサイハン前国連大使は、92年
の米ソ冷戦終結後、モンゴルが「一国非核地帯」
を宣言し、98年の国連総会で認められた「非核地

秋葉忠利広島市長

位」について（旧ソ連と中国の両核大国に挟まれ
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氏が、原子力の軍事利用（核兵器）と平和利用
（原子力発電）について、講演された。
質疑では、核燃料再処理工場（青森県六ヶ所村）
と核拡散について討議があった。
つづいて、シンポジウム「朝鮮半島及び北東ア
ジアの平和共存について」は、韓国と北朝鮮の欠
席のなか、日本、中国、モンゴルの三か国と在日
本朝鮮人医学協会の代表がパネリストとなり、意
見発表があった。
ジョン・ロレッツ氏

その後、市民公開講座＜①、②＞
①「ヒロシマのこころ、私の経験」と題して、被

て核兵器の脅威を身近に感じる現状を訴え）アジ

爆者であるIPPNW日本支部理事木村進匡先生が

アが核の戦場とならないよう非核化への努力を広

８月６日から現在までのご自分の体調不良に悩ま

げていくには被爆国日本が国連で非核地位を宣言

された体験と家族・親族の被爆後の経過を話さ

することが、実現への第一歩になると提言された。

れ、「被爆者は復讐を誓わず、すべての人が和解

引きつづいて、市民公開講座に入り、

して生きる共存を望んでいる」と強調された。

①「原爆放射線の長期的健康への影響―原爆被害

次いで、内科医の三浦守先生は、被爆時（熊本

者の研究を通じて学んだ教訓」と題して（財）放

医科大学在学中で夏休み中で）呉市自宅に居り、

射線影響研究所主席研究員・疫学部部長児玉和紀

近くの収容所に次々と運ばれてくる負傷者の治療

氏は、被爆時、広島市の人口約36万人で死亡者14

の手伝いをされた。（火傷にはチンク油、外傷に

万人（39％）ケガ人８万人（23％）、長崎市は人

はマーキュロクローム液の塗布）三浦先生の御尊

口25万人で死亡者７万人（28％）ケガ人８万人

父は当時44才で、救護のため３日間市内を捜索し、

（32％）だった。死亡者以外その後の被爆者の健

約１週間後に発熱と赤痢様の下痢で臥床し、頭髪

康影響について報告された。

の脱毛もあったが（約１ヶ月で回復され元気で

②「核軍縮の実現に向けて」と題して上智大学法

あった）約25年後、悪性リンパ腫で死亡したと話

学部教授・前軍縮会議日本政府代表部特命全権大

された。

使猪口邦子氏は（第44回衆議院総選挙東京比例区

また、整形外科医の原田雅弘先生は、横川駅で

の立候補予定者となり、忙中の身であったが）日

列車に乗り込んだ直後に被爆し、出血や脱毛など

本政府の代表として国連軍縮会議でのロビー活動

の急性病状で１ヶ月余り寝込み、友人たちの死を

の様子を話された。猪口さんは幾度も、被爆国日

目の当たりにした体験から、被爆を「死の宣言」

本が、広島・長崎の被爆者の声をいつも発信し、

ととらえ、悩み続けたと話された。

リーダーシップをとって欲しいと繰り返し訴えた。

同じく、病院医の横路謙次郎先生は、被爆状況

核兵器は一度に女性や子ども、高齢者など多数

と被爆者治療を報告され、また、プログラム表紙

を被害者とする。また、子どもが兵士になる小型

絵の作者（県医師会員・IPPNW広島県支部理

武器と対人地雷の軍縮によって６〜12才児の子ど

事・日本医療芸術クラブ会員）の川堀耕平先生は、

もの被害もなくさなければならない。
「今日の戦争は、根の深いうらみが根本にあり、
和平協定条約後にも、報復の戦いとなり、戦争は
終わらない。広島や長崎の被爆者は、被爆の報復
を求めていない。
」と述べられた。
翌21日は、各国からの活動報告のあと、緊急報
告として「広島・長崎から60年―核兵器と原子力
―日本のジレンマ」と題して、IPPNW日本支部
特別顧問（エネルギー戦略研究会会長）金子熊夫
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多くは臨戦態勢にある。米国のブッシュ政権は、
核ミサイルによる先制攻撃の権利があることを明
言し、安易に使用可能な小型核の開発に余念が
ない。
米英主導による多国籍軍の攻撃にさらされたアフ
ガニスタンやイラクでは、未だに治安の安定が得
られておらず、攻撃とテロの連鎖がエスカレート
したままの状態にある。核兵器・核分裂物質の保
一瞬の閃光で広島は壊滅、阿鼻叫喚のなか、多く

管状態に不備が想定されている旧ソ連圏諸国にお

の市民が焼死、恐怖と不安、怒りと悲しみは直接

いて、盗難によるそれらの流出と、テロリストに

「原爆の非人間性」にぶつけ、（核をめぐる流れ

よる入手が懸念されている。

「…過ちは繰り返しませぬから」
）広島の誓いを世
界の言葉にしたいと表紙絵で唱えられた。

本年５月、米国のニューヨークで行われたＮＰＴ

県医師会常任理事松村誠先生は、２日間の大会

（核不拡散条約）再検討会議は、核兵器国と非核

時に公開された被爆直後の52人の死亡診断書につ

兵器国との間で妥協点が見出されず、何ら成果な

いて、故伴冬樹医師が残した診断書には「戦災焼

く閉会した。ＮＰＴ体制における核兵器国は第６

死」「戦災火傷」その後「ガス中毒」などの死因

条に定められた核軍縮の義務を誠実に履行してお

が書き込んであり、原爆症の情報の伝達が遅れた

らず、事実上の核兵器保有国と保有疑惑国はむし

様子がわかると解説された。

ろ増加し、ＮＰＴ体制の存続事態が危ぶまれる事

中国新聞特別編集委員田城明氏は「「ヒロシマ

態となっている。

の記者」の目を通して見た核時代と被爆地の役割」
と題して、ヒロシマ世界平和ミッションの事業に

北東アジアにおいても、朝鮮民主主義人民共和国
（北朝鮮）が核兵器の開発を示唆する発言を繰り

ついて報告された。
②「世界平和への医療貢献」と題して、特定非営

返していたが、本年核兵器の保有を宣言するに

利活動法人AMDA（アムダ）理事長・医療法人

至った。多くの国民の期待のもと再開された６カ

アスカ会理事長菅波茂先生からAMDAの設立、

国協議は、最近、多くの人々に希望をもたらし始

活動状況などの話があった。

めた。IPPNW北アジア地域は、この協議を歓迎

その後、「第５回IPPNW北アジア地域会議広島

し、朝鮮半島を非核兵器地帯にするための実質的

宣言」（案）をIPPNW日本支部長碓井静照先生が

進歩が見られることを希望している。目的達成の

発表し、参加者会員が下記の「広島宣言」を採択

ために、我々は力の限りを尽くす。

され、17時過ぎIPPNW日本支部副支部長（広島
市医師会会長）平松恵一先生が、閉会の辞を述べ、

このような緊迫した状況下、原爆被爆60周年の広

２日間の会議を閉幕した。

島で開催された「第５回IPPNW北アジア地域会

（写真提供＝広島県医師会）

議」に北アジア地域をはじめ13カ国から集まった
医師、研究者、医学生、ならびに一般市民は、こ
のたびIPPNWに加盟予定となり、すでに「非核

第５回IPPNW北アジア地域会議

兵器国」として国連に認定されているモンゴル共

広島宣言

和国を良き手本とし、世界平和市長会議とともに、
朝鮮半島の安定化と北東アジア地域の非核兵器化

広島 2005年８月21日
広島・長崎の原爆被爆から60年が経過した今日な
お、世界には２万発以上の核弾頭が存在し、その

に努力を続けて行くことを、ここに宣言する。
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日本薬剤師会第99回臨時代議員会
日本薬剤師会第64回通常総会
日薬代議員
日

時：平成17年8月27日（土）
・28日（日）

場

所：東京

増田 和彦

虎ノ門パストラル

百回を前に日薬事務局の移転がこの代議員会で
承認されました。日薬本丸は、渋谷・長井記念館
から四谷・富士国保連ビルへ…。
薬学教育６年制や規制改革などの大きなうねり
の中での船出は、成果のある大航海となるように
私達一人ひとりが見守って行かなくてはなりま
せん。
会員総数97,541人は増加がやや鈍ったとはいえ
右肩上がりを維持しています。でも、こんなご時
世ですから、順風満帆とは行きません。日薬も
「やねこい」ワケです。
支払い家賃の抑制をはじめ、会議のあり方（イ
ンターネット会議）など時代に即した新しい技法
を取り入れようとしています。
政治の話はこの場では良くないとよく言われま
すが、衆議院の選挙を目の前に控え、来年の改正
がどうなっていくのか、郵政民営化とは裏腹に皆
心配を多く抱えていたと思われます。大差をつけ
て、小泉政権が認められた結果となりましたが、
来春には介護保険や診療報酬の改定を控えてい
ます。
「厳しいもの」になっていくのでしょうか。
その中で薬剤師議員がひとり増えたこと、非常
に心強く感じています。
毎回質問に出てくる「代替調剤」は、大きく取
り上げられるのでは？
ＩＴ化の名の下の電子薬歴にしてもどんどん進
んでいくように思えます。
全体的に薬学教育６年制における実務実習に関
わる質問が多くありました。

大学と病院と薬局がさらに密に連携をとって行
く必要があると認識しました。アーリーエクス
ポージャー（早期体験学習）をはじめ、６年制は
始まっていると感じています。
医療法の中に薬局を…という要望に関しては、
「中間とりまとめ」の中に入り議論することになっ
た、次の改正で、取り入れられるとは決まってい
ない。「薬局」の他に「かかりつけ薬剤師」の文
言も入ると報告を受けました。
介護保険に関しては、「地域包括支援センター」
が設置されるためその運営協議会に地域の薬剤師
会は参加するように求められました。
薬学部増設が進んでいるが、新設はまだまだ進
むのか？の質問には、許容量の限界が来ているの
で、日薬としては反対していくとの回答でした。
在宅医療が進展する中での無菌製剤加算の要求
や国民保護法の成立に伴うテロなどへの対応、学
校保健、その他多くの質問が出ました。
今回の代議員会は、衆議院選挙を控えているこ
ともあり、薬学教育６年制が中心になるだろうと
いう予想もありました。
中国ブロック会議では、「ポイントを絞って質
問する」ことを決定しましたが、その成果が今後
目に見えて出てくるか？今後が楽しみでもある会
議でした。
年齢で例えると白寿を迎えた今回の日薬代議員
会は１年間の事業や決算を審議する会議でした。
来年の改正の直前にはまた激論が飛び交うことが
予想されます。その前の踏み台となる代議員会で
あったことを望み報告とします。
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広島県薬剤師会調剤事故防止対策研修会
（東部）

（西部）

日

時：平成17年8月25日（木）19：30〜

日

時：平成17年9月4日（日）10：00〜

場

所：福山市医師会館

場

所：広島県薬事衛生会館

理解することが難しいと感じました。

◇

東部報告

◇

府中支部

患者指導という事で頭に浮かんだのが吸入剤で

田 和美

した。勤めている薬局では取扱方法の違う吸入剤
を数種類在庫しています。コンプライアンスを高

糖尿病患者の増加により、多岐

める為に患者さんに合った剤形を選択して処方さ

の医療機関から糖尿病治療薬の処

れている為です。剤形の選択に必要な情報提供も

方せんが発行されるようになりま

行っていますが服薬指導をして感じたことは、指

したが、実際にインスリン製剤の

導せん（文書）だけで説明していた時よりも、製

使用開始時から患者指導に関わっ

剤見本を一緒に操作しながら指導した方が理解度

た経験もなく自信がありませんでした。糖尿病治

もよく（特に高齢者）、その後のコンプライアン

療薬は調剤ミスや不十分な服薬指導が重大な事故

ス、症状の改善にもつながっているということで

に結びつく可能性がある為、薬剤師として正しい

す。これはインスリン製剤にも共通することでは

知識を取得する必要があると思い、今回の研修会

ないかと思いました。
今後薬剤師に求められている役割は正しい使用

に参加いたしました。
研修会では、インスリン製剤に関する基礎知識

法の説明ができるだけでなくコンプライアンスの

や問い合せの多い保管のこと、注入時の注意事項

チェックや患者に合った剤形の提案など患者の自

まで患者指導のポイントを分かりやすく説明して

己管理能力を高める支援をすることです。
研修会をきっかけに、いただいた資料を活用し

下さいました。
各メーカーによる製品の説明、展示もありまし

てインスリン製剤について勉強し、正しい知識を

たが、それぞれに取扱方法が異なる為に説明を受

取得し調剤事故の防止や患者指導に役立てたいと

ける立場に立ってみると、口頭での説明だけでは

思います。

平成17年度

広島県禁煙支援ネットワーク第7回運営委員会
副会長
日

時：平成17年9月3日（土）11：30〜12：00

場

所：広島県薬事衛生会館

標記の会議は、運営委員長の岩森茂先生（安佐
市民病院名誉院長）のあいさつの後、議事に入り、
（１）次回（第５回）禁煙支援ネットワーク研修
会について
・担 当 広島県看護協会
・開催日 平成18年９月２日（土）
（２）今後の活動について
１）禁煙支援アドバイザー認定制度の創設につ
いて

森井 紀夫

・要件、要領、カリキュラム等の検討
２）園児向け教育材の企画・作成について
・20％の幼児が喫煙体験者であるというデー
タに基づき、幼児禁煙教室（出前講座）教
材としてのシナリオコンテスト及びグッズ
作製（着ぐるみ等）の企画・作成へ向けて、
次回の運営委員会で検討することにした。
３）その他各会員から禁煙支援活動状況につい
て報告があり、会議を終了した。
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広島県禁煙支援ネットワーク第4回研修会（公開講座）
日

時：平成17年9月3日（土）13：00〜16：30

場

所：広島県薬事衛生会館
進法」などは日の目をみることになった。禁煙支

◇

報告Ⅰ

◇

副会長

援ネットワークにのぞまれる禁煙運動について、

森井 紀夫

述べられた。
講演Ⅱ「未成年者喫煙防止への取り組み」と題

第４回の研修会（公開講座）は、

して、中国たばこ販売協同組合連合会伊勢榮一会

健康増進普及月間（９月１日〜９

長は、平成20年に全国一斉稼働を目指す「成人識

月30日）事業と（広島市の）元気

別機能搭載付たばこ自動販売機」の導入に向けた

じゃけんひろしま21応援事業の１

共同研究について報告された。

つとして、80名以上の出席者のも

講演Ⅲ「禁煙外来最前線」と題して、広島県健
康保健協会健康クリニック医療部長勝部睦子先生

と、薬剤師会担当で開催された。
まず、13時から14時まで、ポスターセッション

は、日常の禁煙外来の実状について報告された。

（下記の広島県禁煙支援ネットワーク会員等によ

その後の全体協議では、女性が禁煙外来に受診
する割合が少ないと思うが、禁煙への殺し文句は

る展示・意見交換）を行った。
14時から、担当会の広島県薬剤師会副会長森井

あるかの問いに対しての答として吸い続けると認
知証・尿失禁になるの言葉が効果的とされた。

の挨拶の後、
講演Ⅰ「たばこ規制枠組条約の発効と広島県禁

また、着ぐるみ等を使っての園児向け禁煙教室

煙支援ネットワークの役割を考える」と題して、

のグッズの作製およびシナリオコンテストの企画

広島県禁煙支援ネットワーク運営委員長岩森茂先

について、（来年の「世界禁煙デー」に発表出来

生は「本年２月28日発行したFCTclたばこ規制の

るよう）計画を表明した。

ための枠組み条約は世界の多くの国が調印、締

その後、ポスターセッションを、16時30分過ぎ

約・批准した。日本は批准に手間どったが、国家

迄行いました。広島禁煙協議会の会員の皆様は、

的施策としての厚生省の「健康日本21」「健康増

資料と情報収集に動き回っていました。

ポスターセッション
団

体

名

内

容

広島県歯科医師会

県歯科医師会「禁煙宣言」、喫煙とお口の病気について

広島県看護協会

白衣には

広島県薬剤師会

平成17年度

福山市医師会

福山市医師会における喫煙状況アンケートの結果について

広島県環境保健協会

地域ですすめる「脱煙道場」

広島県（健康増進・歯科保健室）

未成年者及び妊婦の喫煙防止について

広島市教育委員会

広島市立学校における学校内完全禁煙の実施について

広島市（保健部保健医療課）

広島市受動喫煙防止対策ガイドライン

広島市（業務部業務第一課）

ぽい捨て等の防止に関する条例

広島県栄養士会

たばこ対策の取り組み

ファイザー株式会社

禁煙補助剤「ニコレット」

ノバルティスファーマ株式会社

禁煙補助薬「ニコチネルTTS」

たばこの煙は

ミスマッチ

薬剤師喫煙状況アンケート結果
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次回は、来年９月２日（土）広島県看護協会担

また、ポスターセッションで、薬剤師喫煙状況ア

当で開催されます。次回も多数の参加をお願いし

ンケートの結果を発表しましたので、ごく一部で

ます。

はありますが報告いたします。
薬剤師喫煙状況アンケート結果（平成15、17年）

◇

報告Ⅱ

◇
増田 和彦

平成15年

今回のこの会議は薬剤師会が幹

平成17年

常務理事

会員2,982名中815名の回答
事で開催されました。

会員3,040名中947名の回答

回答率27％
回答率31％

平成16年に日本はタバコ規制に
関する「世界保健機関枠組み条約」
を批准しました。

＊タバコを吸いますか？
「はい」と答えた人
103名（喫煙率12．6％）平成15年

参加国が40カ国を超えましたので、今年２月27

106名（喫煙率11．1％）平成17年

日がこの効力の発生日となります。
まず、禁煙支援ネットワーク委員長の岩森先生
をはじめ参加団体の活動報告や、禁煙指導などの

＊タバコをやめた人、又は禁煙中の人

講演がありました。

平成15年

平成17年

中でも、タバコ組合の役員の方の講演は興味の

20才代

5名

13名

あるものでした。タバコ販売で一番問題となって

30才代

19名

36名

いる自動販売機について、モデル地区で実施済み

40才代

39名

45名

となっていますが、成人にカードを配布し、その

50才代

34名

42名

カードがないと自販機でタバコを買うことが出来

60才代以上

2名

36名

ない装置を全自販機に設置するというものです。

不明

1名

4名

販売する側としても法律が遵守されるよう努力

合計

130名

176名

を怠ってはいけないという現れでしょうか。また、
納税に関しても強調していたことが印象的でした。
禁煙を推進する立場からいうと反対の立場の方
の意見が聞けて参考になりました。
また、禁煙支援ネットワークでは、新しくアド
バイザーを育成する予定でもあります。
広島県薬には「薬剤師禁煙支援アドバイザー」
の先生方がいます。禁煙支援の連携を深めるため
にもこのアドバイザーと協力しあっていければ…
と思案中です。

＊今までにタバコを吸ったことのない人
平成15年

581名（71％）

平成17年

664名（69％）
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薬事衛生指導員及び禁煙支援アドバイザー講習会
（東部）日
場
（西部）日
場

時：平成17年9月4日（日）13：30〜
所：穴吹キャリアカレッジサントーク福山
時：平成17年9月11日（日）13：30〜
所：広島県薬事衛生会館
いた方の禁煙成功率は、驚いた事に100％を保っ

― 東 部 ―
◇

報告Ⅰ

ています（！）。
今年の講習会でも興味深い話を聞くことができ

◇

三次支部 三村

至弘

ました。ニコレットは15回程度噛んでから頬と歯
茎の間に挟むように指導していましたが、それで

今年で、私が禁煙支援アドバイ

は唾液が出すぎて多量のニコチンを飲み込み気分

ザー講習会を受講させていただく

を悪くする人がいらっしゃるので、噛むというよ

のは三回目になります。この度の

りはゆっくり歯形を付ける感じで口を動かしてい

講習会で、この講習会も三回を数

ただいたほうがいい。そもそもガムと言うから使

えるという事をお聞きしたように

い方を勘違いされる人が多いので、口の中の貼り

思うので、どうやら皆勤賞のようです。
私がこの講習を毎年受けさせていただいている

薬だと思ってください、と付け加えて説明すると
使い方が伝わりやすい。などです。

のは、私に喫煙経験が無いので禁煙のアドバイス

ここ数年禁煙しようとされる方とお話して一番

をするのに困ることがあったためです。禁煙補助

困っているのは、過去にニコレットを薬局・薬店

剤の使い方などを添付文書どおりに説明すること

で購入された際、正しい使い方の指導を全く受け

はできるのですが、実際に禁煙に挑んだ経験が無

ずに普通のガムのように噛んでしまわれ気分が悪

いので、その過程で起こる問題や悩みなどを相談

くなり、すぐニコレットによる禁煙をあきらめら

されると答えに窮するのです。やはり悩みに対し

れた方が非常に多いことです。どうして使用法を

て共感できないとアドバイスにも限界がありま

知っているかどうかの確認すらせずにこの商品を

す。そこで、少しでも多くの知識を得て、禁煙支

売れるのか不思議に思うのですが…。せっかくそ

援に役立てたいと思い受講しました。

の使用に関する全てを薬剤師に任せられた薬なの

この講習を受けると禁煙支援アドバイザーの認
定を受けることができます。初めて受講したとき

ですから、その権利をしっかり守るためにも責任
を果たしたいものです。

には自信が持てずにアドバイザーの認定を申請し
ませんでした。しかし、講習を受けた後何人かの
患者さんに禁煙のアドバイスを行う機会があり、
この講習で得た知識が役に立ったので、二回目の

◇

報告Ⅱ

◇

府中支部 小松谷

宣文

受講は講義の内容はほぼ同じなのだろうけれども
アドバイザーの認定を申請してみようと思って受

今回初めて禁煙支援アドバイザー

講しました。そうしたところ予想外に、二回目の

講習会に参加いたしました。実は

講習会ではニコレットやニコチネルＴＴＳを販売

今までは、私自身が喫煙であった

しておられるメーカーさんから、新たに報告のあ

為、自分を棚あげにして禁煙相談

った禁煙補助剤使用の事例から、こういう風に指

を受けたり禁煙指導を行う事に常

導したほうがより良いのではないかという新しい

にギャップを感じていました。何度かの失敗を経

情報を得ることができました。こういった情報を

て私もようやく喫煙習慣を断ち切る事ができ、自

いただいた成果か、私がアドバイスさせていただ

身の経験を活かして新たな気持で禁煙支援が出来
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るのではないかと思い参加いたしました。前半は

れらの依存を克服し、禁煙を継続するためには、

製薬メーカーの方より、ニコレット・ニコチネル

本人の強い意志が大切ですが、周囲からのケアも

ＴＴＳについて禁煙プログラムに沿った使用法や

必要不可欠です。まずは、禁煙に挑む方への『い

副作用防止についての説明と種々のサポートアイ

いこと探し』から始めるとよいのではないでしょ

テムの提供を頂きました。特にニコレットによる

うか。誉めたり、励ましたり、一日の生活の中で

ニコチン置換療法を実施する場合、販売する立場

タバコを止めて良かったこと、周囲からの期待を

の薬剤師の継続的なサポートが大切だと感じまし

うまく伝えることがもっとも重要であると思いま

た。後半は増田和彦先生と宮庄雅義先生より「世

す。伝える側も、一日の良いこと探しの訓練をし

界禁煙デー、奈良フォーラム・第５回全国禁煙推

なければなりません。

進研究会に参加して」という演題でご講義を頂き

次に、奈良フォーラムに参加された増田先生と

ました。奈良フォーラムでは本当に多くの薬剤師

ともに、禁煙指導のロールプレイ、ペアワークを

の先生方が積極的に禁煙推進に取り組んでおられ

実演させていただき、参加者の方にも、体験して

る事を知り、非常に驚いたと同時に、薬剤師だか

いただきました。ペアを組み、薬剤師役、喫煙者

らこそ出来る支援が沢山ある事を痛感しました。

役を演じるという形式なのですが、会話中、「タ

又、身体的依存と心理的依存の両方に対して同時

バコの害は、受動喫煙をゼロにしない限り、防ぐ

にサポートを行う事の大切さを実感しました。

ことはできない」などのキーワードを必ず入れる

今回の講習会に参加しまして、薬剤師が禁煙支

という１コマもあり、皆さん、真剣に取り組んで

援アドバイザーとして適任者ではないかと感じる

いただきました。実際の禁煙指導においては、喫

と同時に、今後更に禁煙支援に対する知識を深め、

煙者の禁煙に対する意識が、現在どの時期（段階）

対話技術の向上を心掛けねばと思いました。

なのかを把握し、その時期に適したサポートをす

これから私も、禁煙支援をした方が禁煙に成功
された時、その喜びや達成感を一緒に味わえる様
な支援が出来る様に頑張りたいと思います。

ることが大切です。喫煙者の約10％が、無関心期
（禁煙する気がない）にあるとされていますが、
そのような方への、ちょっとした一言が、禁煙を
可能にしている例もあります。インターネットに
よる「禁煙マラソン」「厚生労働省たばこと健康」

― 西 部 ―
◇

報告Ⅰ

「まゆみ先生の禁煙外来」等の24時間禁煙サポー
トのページもあります。

◇

三次支部 宮庄

雅義

９月11日、薬事衛生会館において、

禁煙指導は、薬剤師の職務の一つである健康に
対するアドバイスであり、スキルアップにも欠か
せない活動だと思います。

「世界禁煙デー奈良フォーラム・第
５回全国禁煙推進研究会」の報告
をさせていただきました。
まず、禁煙補助薬＜テレビコマー

◇

報告Ⅱ

◇

山県支部 石橋

亜矢子

シャル等で知られている市販薬のニコチンガム、
医師の指示書（処方せん）が必要なニコチンパッ

去る９月11日（土）薬事衛生会

チ＞について、メーカーの方より、説明を頂戴い

館で行われた禁煙支援アドバイザー

たしました。タバコには、二つの大きな依存があ

講習会に参加しました。

ります。一つは、ニコチンに対する身体的依存
（薬物依存）が、関わっていると言われており、

前半、メーカーより喫煙の害、
禁煙支援補助医薬品のニコチンパッ

禁煙時の離脱症状を軽減するニコチン置換療法の

チ、ニコチンガムの正しい使用方法の説明があり

役目を担っているのが、先の２剤と言えます。も

ました。ふだん薬局で販売しているニコチンガム

う一つは、心理的依存であり、気分やストレスの

の正しい噛み方については、「噛む」というより

コントロールを喫煙に頼ってしまう状態です。こ

「ガムに歯形をつけるという感じでゆっくり噛む」
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という事で、自分の今までの指導方法を反省して

方とのロールプレイでは、（少し照れてしまいま

しまいました。

したが）頭の中で解っている喫煙の害を喫煙者の

後半は「世界禁煙デー奈良フォーラム・第５回

方にどこまで理解してもらえるか、どうやって禁

全国禁煙推進研究会」に参加された増田和彦先生、

煙をされるように勧めていくか、それをどうやっ

宮庄雅義先生のお話でした。軽いタバコと言われ

てサポートしていくかを実際に体験してみる事が

る低ニコチン・低タールタバコの本当、これらの

でき、薬局での指導の勉強になりました。これか

タバコでは喫煙による疾患は減らない、受動喫煙

ら一人でも多くの喫煙者の方の禁煙が成功できる

の害、世界的な禁煙への勧めなど、とても興味深

ようにアドバイスできればと思います。

いお話でした。まず良い所探しから始まった隣の

（地対協）健康食品の正しい知識の普及に関する特別委員会
宗

常務理事
日

時：平成17年9月5日（月）19：00〜

場

所：広島市医師会館

文彦

広島県地域保健対策協議会の特別委員会「健康

（２）県民公開講座の開催計画について、森井副

食品の正しい知識に関する特別委員会」平成17年

会長より説明があり、主催者名の欄に広島県

度第２回目が標記の日程で開催され、木平健治委

医師会、広島県歯科医師会、広島県看護協会

員長の開会挨拶で会が進行しました。

を入れていただく旨依頼されました。

報告・協議事項として
（１）県民向け啓発内容の検討について、広島県
薬務室星野さんより、資料１．県民向け啓発

日時：平成17年10月10日（月・祝）
午後２時〜３時30分
場所：県民文化センター（鯉城会館）

内容の検討資料、及び資料２．アンケート調

多目的ホール

査表（案）を基に説明がありました。

広島市中区大手町1-5-3

その後啓発資料の内容について検討、アン

演題：「健康食品の安全性と有効性」

ケート内容については各自訂正案をメールで送

独立行政法人

国立健康・栄養研究所

るという方法がとられました。「健康食品につ

健康影響評価研究室

室長
梅垣

いて聞かせて！」というアンケート（案）につ
いてふれてみますと健康食品に対する関心、使

「ダイエット食品を考える」

用歴、使用状況、目的情報及び購入方法、注意

広島大学医学部助教授

の質問になっています。

薬学博士

神田

点、印象、どのような情報が必要か等、９項目

敬三 先生

博史 先生

（３）広島県保健医療計画検討委員会の部会設置

このアンケートの実施方法ですが、第38回日

について薬務室より説明があり、木平委員長

本薬剤師会学術大会２日目の10月10日（月）終

を推薦する旨説明がありました。最後に今後

了後、14：00から県民文化センターで開催され

のスケジュールについて検討、次回開催は11

る県民公開講座の来場者を対象に１回目のアン

月21日（月）開催予定案が出され会が終了し

ケートが実施される予定です。その後、２回目

ました。

は薬局店頭で行う旨薬剤師会に依頼がありました
ので、各会員の皆様ご協力よろしくお願いします。
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平成17年度 「薬草に親しむ会」
日

時：平成17年9月23日（金・秋分の日）

場

所：三原市（仏通寺周辺）

講

師：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

元中学校

校長

実光

紀之

元高等学校

教諭

桑田

健吾

元中学校

教諭

太刀掛

尾道自然に親しむ会

会長

横山

〃

広島県レッドデータブック調査員

直江

吉野由紀夫
理事長 吉本

広島漢方研究会

優

悟

昼食を挟み全ての先生方から植物についてのお
話があるということで、私達は木陰に座り込み、
時にメモを取りながら話に耳を傾けた。薬草から
作ったお酒が紹介されたり、腎臓結石に効くカキ

◇

報告

ドオシ、血管等体の中のものを広げるセキショウ

◇

三原支部 木坂

峰子

など実物を前に説明されたり、また桃太郎の話に
出てくる鬼の角や虎（寅）のパンツの話から桃の木

９月23日、秋の仏通寺、９時半

を鬼門の方向に植えたらよいとか、他にもそれぞ

に到着し30分程散策をした。清々

れの先生が短時間で興味深い話をされ、皆熱心に

しい朝だった。

聞き入っていた。

初めて参加したが、参加者が大

研究熱心な先生方から勉強させていただき、大

変多いことに驚いた。指導者の先生方８人に私達

勢で山野を歩き外でお弁当を広げ、その日は得し

参加者はそれぞれ分かれて付き、山野を歩きなが

た気分であり、充実した一日だった。

ら説明を受けた。先生の説明はわかりやすく、植

薬草に親しむ会は、建物の中で仕事をしている

物の名前の由来などの話も交えていただき覚えや

私達にとって頭も身体もリフレッシュできる貴重

すかった。仏通寺に薬草自体はは多くないよう

な会ではないだろうか。

だった。
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平成17年度 第3回

日本薬剤師会地方連絡協議会
会

日

時：平成17年10月8日（土）13：15〜16：45

場

所：ホテルサンル−ト広島「芙蓉の間」

第38回日本薬剤師会全国学術大会の前日開催さ
れた地方連絡協議会でありました。
会務報告（平成17年７月〜９月）
日薬を巡る最近の動きについて等々の報告が石
井専務理事よりあり、薬学教育に関する各種委員
会等に出席する旨述べられました。その他一般会
務として、
○社会保障審議会（医療保険部会・介護給付費分
科会）
○厚生科学審議会（医薬品販売制度改正検討部
会・地域保健健康増進栄養部会）
○中央社会保険医療協議会基本問題小委員会
○医薬品のリスクの程度の評価と情報提供の内容
等に関する専門委員会
日薬内部委員会では、
○薬剤師業務に関する特別委員会
○薬局機能評価に関する検討会
○医薬品情報評価検討会
○生涯学習委員会「薬剤師に求められる水準の
検討」
○薬局製剤・漢方委員会小委員会

長

前田 泰則

等々の委員会が開催されています。
各種会合が目白押しですが、それぞれがリンク
して年度毎の結果を出していくわけであります。
例えば、医薬品のリスク分けに関しては、医療用
医薬品の取り扱いにまで影響を与えかねません
し、リスクによって薬剤師の職能が発揮できるの
かどうかは未定です。
また、次年度に出てくる薬価改定においても後
発品のシェア−によって比率を決めて薬価を定め
る案が浮上して来ました。厚生労働省の試案の中
でより現実味をおびてでてきました。約1,500億
円を圧縮するという事です。
本会は日薬の議決機関でも何でもありません。
各県薬の支部長会議と同じく報告と意見交換会で
あります。しかし、その中には時として薬剤師会
としてかなり重要なヒントが隠されています。毎
月送られてきます日本薬剤師会雑誌には特に今後
より一層目を通していただきたく思います。
第38回日本薬剤師会学術大会を無事終えること
ができました、紙面をお借りしてまずは御礼を申
しあげます。
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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
第一ドライ 串戸店
廿日市交通

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 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
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

スーパーマーケット
マダムジョイ アルパーク店 直営食品売場
マダムジョイ 江波店 直営食品売場
マダムジョイ 己斐店 直営食品売場
マダムジョイ 千田店 直営食品売場
マダムジョイ 矢野店 直営食品売場
マダムジョイ 楽々園店 直営食品売場

1
1
1
1
1
1

和・洋菓子
にしき堂 本店
にしき堂 中筋店
広島ポエム
パパ・ドゥ

1
1
1
1

店舗名

平成17年6月25日現在
ポイント

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
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
広島第一交通㈱（第一）
広島第一交通㈱（平和）
広島電鉄 金券取扱窓口
広島電鉄 安佐出張所
広島電鉄 アルパーク案内所
広島電鉄 五日市駅
広島電鉄 熊野出張所
広島電鉄 西広島定期券売場
広島電鉄 沼田営業課
広島電鉄 廿日市駅
広島電鉄 広島北営業課
広島電鉄 広島南営業課
広島電鉄 吉田出張所

1
1
1
※2
※2
※2
※2
※2
※2
※2
※2
※2
※2

店舗名

ポイント

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
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
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

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

32
ちから 己斐店
ちから 高陽店
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 西原店
ちから 八丁堀店
ちから 光町店
ちから 広島駅店
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
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
のん太鮨 パセーラ店
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
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
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2
2
2
2
2
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
1
1
2
1
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

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

W E B
Heart Leap Up HIROSHIMA
※17
※HPにて会員登録で100ポイント、メールマ
ガジンの受信ごとに１ポイント、メールマガ
ジンのアンケートに回答すると30ポイント
以上（各号によって異なります）。
カルチャー・教育
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
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
1
1

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
※現金払いは100円につき1ポイント。ジャパ
ンツゥリストカード払いは100円につき1.5
ポイントがつきます。
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

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
ベストカーヤマナカ
※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
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㈱

定

店

一

覧

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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10月５日

広島大学病院・取扱い中止医薬品及び
新規採用薬品について（各支部長）

10月12日

第38回日本薬剤師会学術大会のお礼
（各支部長）

10月13日

県薬より支部長への発簡

薬局製造販売医薬品に係る許可申請に
ついて（各支部長）

10月14日 「薬と健康の週間」における全国統一
事業実施について（各支部長）

８月22日

平成16年度薬局機能評価制度導入整備

10月14日

薬剤師会認定基準薬局の平成17年度第

事業報告書の送付について（各支部長）

平成17年度健康増進普及月間について
（各支部長）

８月24日

10月14日

３次認定について（各支部長）

平成17年度薬事衛生指導員及び禁煙支
援アドバイザー講習会の開催について

10月14日

８月25日

国民健康保険被保険者証の更新等につ
いて（各支部長）

８月25日

広島県薬剤師会認定「基準薬局」の認
定更新について（各支部長）

（９／４、９／11）（各支部長）
10月17日

日本薬剤師会新事務所のご案内（各支
部長）

社会保健医療担当者（保険薬局及び保
険薬剤師）の集団指導の実施について
（各支部長）

９月７日

第38回日本薬剤師会学術大会の参加費
について（各支部長）

９月７日

第38回日本薬剤師会学術大会参加登録
者の名簿について（各支部長）

９月７日

第38回日本薬剤師会学術大会の運営に
関する説明会の開催について（各支
部長）

９月７日

第38回日本薬剤師会学術大会の新規入
会会員の参加登録について（各支部長）

９月７日

第38回日本薬剤師会学術大会運営委員
会（全体）・支部担当責任者会議の開

森本

一義「托鉢」

（第49回三師会展出品作）

催について（各支部長）
９月24日

介護保険制度の改正に係る地域包括支
援センター運営協議会構成委員委嘱に
ついて（各支部長）

９月26日

薬剤師による禁煙支援の強化について
（各支部長）

９月27日

広島県医師国民健康保険組合の一部負
担割合変更について（各支部長）

10月３日

第38回日本薬剤師会学術大会運営ス
タッフ配置表について（各支部長）

10月４日

インフルエンザワクチンの安定供給の
状況と対策について（各支部長）

10月４日

薬剤師会における調剤事故報告制度の

常光

見直しについて（各支部長）

（第49回三師会展出品作）

純正「秋の収穫」
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平成17年８月定例常務理事会議事要旨
日 時：平成17年８月18日（木）午後６時〜同８時15分
場 所：広島県薬事衛生会館
出席者：前田会長、木平、豊見、平井、松下、森井各副会長、
大塚、重森、澁谷、宗、田口、谷川、野間、野村、
増田各常務理事
議事要旨作製責任者：谷川常務理事
１．報告事項
修正等があれば、事務局へ連絡することとされた。
（１）７月定例常務理事会議事要旨
諸通知等について、確認された。
（２）諸通知
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告
（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．広島県医療審議会
８月２日（火）に県庁北館で開催され、病院の開
設及び増床等の承認、広島県保健医療計画の見直
し、医療法人の設立認可の審議等が行われたほか
広島県医療安全支援センターの運営状況において
相談内容別件数が明らかにされ、薬に関する相談
が14件、全体の3.2パーセントあったことなどが
報告された。
（前田会長・木平副会長）
ア．第12回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
７月22日（金）
、岡山県薬業会館に中四国の大学、
病薬、県薬の委員が集まって開催され、吉富先生
から実習申込みについて機構を通して行う方法の
説明があったこと、６年制に向けた実務実習指導
薬剤師の養成のためのワークショップ等について
は11月頃に岡山での開催が計画されており、以後
順次山陽筋、山陰筋、四国地区２箇所での開催が
予定されていることが報告された。
（前田会長・平井副会長）
ア．第98回広島地方社会保険医療協議会
７月28日（木）に広島厚生年金会館で開催され、
保険医療機関及び保険医の違法行為による処分が
決定したことが報告された。
（木平・森井副会長）
ア．第17回広島プライマリ・ケア研究会
７月24日（日）に広島医師会館で誤嚥をテーマと
して開催されたこと、この研究会は今後も継続す
ることになったことが報告された。
（平井副会長）
ア．福利厚生特別委員会
８月４日（木）に開催し、個人情報漏洩保険につ
いてAIUからの要請により説明を聞いたが、損保
ジャパンとの比較において同社提案を採択する十
分な理由がなかったので、県薬としては契約はし
ないこととしたこと及び団体所得補償保険につい
ては会員増に向けた協力要請に対しては、損保ジャ
パンが会誌広告の応諾等本会への協力状況を見て
検討することとしていることが報告された。
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イ．広報委員会
８月10日（水）に、会誌９月号編集について２回
目の会議を持ったことが報告された。
（豊見副会長）
ア．日本薬剤師会情報システム検討会
８月12日（金）に東京で開催され、インターネッ
トが広範囲普及してきたこと、インターネットに
よる情報伝達は迅速かつ低廉というメリットを活
かして、日薬から、全会員にインターネット利用
のためのIDを発行すること、県薬・日薬間にIP電
話を導入すること、インターネットテレビ電話会
議を導入することについて提案されたことが報告
された。また、日薬文書は文書公開ネットで閲覧
可能となっているが、併せてペーパーによる文書
を送付しておりこれをネットに一本化したい意向
であり、県薬としても今後はペーパーの送付を廃
止し、ペーパーが必要な支部では、当該支部にお
いてペーパー化してもらうよう検討したいと報告
された。
イ．広島社会保険事務局との打合会
８月18日（木）に開催され、集団指導が昨年度は
実施されなかったことから、本年度９月に広島と
福山で新規の薬局と薬剤師それぞれ106薬局、274
名と、32局129名を対象として実施される、また、
集団的個別指導は11月から２月まで、個別指導は
10月から２月まで実施されることとなったことが
報告された。
（松下副会長）
ア．認定基準薬局制度運営協議会
７月25日（月）に認定作業を実施したこと、今年
度から研修受講が認定要件となったことに伴い、
前回（６月12日）受講できなかった場合は、10月
23日に東部地区で開催する次回研修会での受講と
なること、９月29日に次回研修会開催の打合せの
ための協議会を開催することが報告された。
（有村常務理事）
イ．在宅服薬管理指導推進モデル事業打合会
８月10日（水）に開催し、ポスター、チラシを作
成し、会員のみでなく、介護保険事業所を含めて
配付することとし、40万円以内での経費を想定し
ていることが報告され、了承された。
（田口・宗常務理事）
ア．平成17年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会
７月23日（土）に共立薬科大学で開催され、コ
ア・カリキュラムの説明とその中の攻略部分の解
説等があったことが報告された。
（谷川常務理事）
ア．広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講習会
８月７日（日）に広島県薬事衛生会館で参加者87
名によって開催したこと、ワークショップ実施側
の指導者の養成が必要であること、今年から参加
者に報告書の提出を求めることとしたことが報告
された。
（増田常務理事）
ア．禁煙支援アドバイザー特別委員会
８月１日（月）に開催され、アンケート結果を９
月３日の禁煙支援アドバイザ−研修会においてポ
スタ−発表することとされ報告された。
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（第38回日本薬剤師会学術大会関連）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（会場・
運営・演題処理・プログラム担当）
（木平副会長）
７月27日（水）に開催し、座長を含めたプログラ
ムや会場の担当を決めたこと、各支部へ会員の１
割をスタッフとして派遣するよう依頼しており、
この結果により総務担当と協議して割り振りを決
めることが報告された。
イ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）
（森井副会長）
８月４日（木）に開催し、各部会からの報告のほ
か、広告料のほか協賛金による協力を求めていく
こと、運営スタッフの謝礼金を１日５千円とする
こと等について協議したことが報告された。
ウ．第38回日本薬剤師会学術大会取材（㈱じほう・㈱
薬事日報社）来会（前田会長）
８月10日（水）にじほう及び薬事日報社から、学
術大会に関する取材を受けたことが報告された。
エ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（式典・
懇親会）
（松下副会長）
８月11日（木）に開催し、式典担当６名について
は午前７時半に集合となるために宿泊を決めたこ
と、開会式、懇親会の来賓、招待者について県医
師会、歯科医師会、看護協会は各支部会長は県組
織の役員に、大学関係は県内大学のみとして学部
長、課長とすることなどとしてリストアップした
こと、懇親会進行フォーマットを検討したことが
報告された。
オ．第38回日本薬剤師会学術大会「県民公開講座」打
合会（森井副会長）
８月11日（木）に開催し、公開講座の実施につい
て次のとおり決定したことが報告された。
日 時：10月10日（月・祝）午後２時〜３時30分
場 所：広島県民文化センター
テーマ：健康食品の正しい知識
講 演：ア．
「健康食品の正しい知識」
（50分）
独立行政法人国立健康・栄養研究所
健康影響評価研究室室長
梅垣 敬三 先生
イ．
「ダイエット食品を考える」
（30分）
広島大学医学部
助教授 神田 博史 先生
２．その他の委員会等報告事項
以下のとおり、会議等の開催報告があった。
（１）日本薬剤師会代議員中国ブロック会議（前田会
長・松下副会長）
７月23日（土）
・24日（日）於 山口県・萩市
（２）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
７月30日（土）
・31日（日）於 徳島文理大学
（3）広島県青年薬剤師会総会（前田会長）
７月31日（日）於 広島県薬事衛生会館
（4）日本薬剤師会薬剤師業務特別委員会（前田会長）
８月４日（木）於 東京
３．審議事項
（１）第38回日本薬剤師会学術大会の参加章、領収書、
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大会資料引換券等の様式について
提案された様式が承認された。
（２）第38回日本薬剤師会学術大会特集号社名広告の掲
載について（平井副会長）
出 版：薬事日報（薬事日報社）
発行日：10月５日（水）
（予定）
広告料：￥28,875−
掲載することとした。
（３）第38回日本薬剤師会学術大会発表証明書の発行に
ついて（木平副会長）
口頭発表者163名、ポスター発表330名に発行する
こととした。
（４）新型インフルエンザに関する研修会について（森
井副会長）
県内３ヵ所 開催予定
会員への広報、参加について協力することとした。
（５）広島県保健医療計画検討委員会医療提供システム
部会の委員候補者の推薦について（森井副会長）
木平副会長を推薦することとした。
（６）第22回広島県薬事衛生大会実行委員の推薦につい
て（森井副会長）
（２名）
松下副会長及び従来どおり事務局１名を推薦する
こととした。
（７）薬局薬剤師のための薬学生実務実習指導の手引
き−2005年版−の取り扱いについて（木平副会長）
県薬としてまとめて購入し、受け入れ登録薬局に
は配付することとした。
（８）平成17年度広島県四師会役員連絡協議会の出席に
ついて
日 時：９月22日（木）午後６時30分
場 所：リーガロイヤルホテル広島
４Ｆクリスタルホール
常務理事会構成員は全員出席とすることとした。
（９）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第49回青色申告会中国ブロック大会の大会誌広告
協賛について（森井副会長）
と
き：平成17年10月19日（水）
と こ ろ：広島厚生年金会館
発行部数：2,000部
広
告：１／４頁 16,000円
応諾しないこととした。
イ．第21回全国国保地域医療学会の後援名義について
（森井副会長）
と き：平成18年10月13日（木）
・14日（金）
ところ：広島国際会議場
リーガロイヤルホテル広島
後援を承諾することとした。
ウ．「おはよう スイッチ あさごはん」メッセージ
募集事業の後援名義について
主 催：広島県栄養士会（森井副会長）
後援を承諾することとした。
エ．市民公開講座の共催または後援の依頼について
（森井副会長）
と き：平成17年11月20日（日）
ところ：広島ＹＭＣＡ
依頼者：ヤンセンファーマ㈱
後援を承諾することとした。
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４.その他
（１）次回常務理事会の開催について
９月15日（木）に午後６時から開催することとし
た。
（議事要旨作製責任者 野間都常務理事）
（２）介護保険制度の改正に係る地域包括支援センター
運営協議会構成員の委嘱について（有村常務理事）
８月25日に開催される介護保険主管課長会議にお
いて、薬剤師を構成員として委嘱するよう要請す
ることとした。
（３）書籍申込等の案内告知について（森井副会長）
ファックス一斉同報依頼：丸善㈱（保険薬局宛送
付希望）
今回は実費により対応することとし、次回からは、
その都度検討していくこととした。
（４）その他行事報告
以下の行事の開催について報告された。
ア．広島県健康増進普及実行委員会ワーキング会議常
務理事会
８月19日（金）於 県庁本館
イ．第32回広島県国保診療施設地域医療学会
８月20日（土）於 広島厚生年金会館
ウ．IPPNW北アジア地域会議
８月20日（土）
・21日（日）於 広島国際会議場
エ．広島県女性薬剤師会
８月21日（日）於 エソール広島
オ．広報委員会
８月23日（火）
カ．市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議
８月25日（木）於 県庁本館
キ．広島県薬剤師会調剤事故防止対策研修会（東部）
８月25日（木）於 福山医師会館
ク．広島県健康福祉祭
８月25日（木）・26日（金）於 広島県民文化セ
ンター
ケ．日本薬剤師会平成17年度第４回理事会
８月26日（金）於 東京・虎ノ門パストラル
コ．日本薬剤師会第99回臨時代議員会
８月27日（土）・28日（日）於 東京・虎ノ門パ
ストラル
サ．日本薬剤師会第64回通常総会
８月28日（日）於 東京・虎ノ門パストラル
シ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）
９月１日（木）
ス．第51回中国地区公衆衛生学会
９月１日（木）
・９月２日（金）於 松江
セ．薬草に親しむ会（挨拶）
９月２日（金）於 三原市
ソ．広報委員会（合同）
９月２日（金）
タ．広島県禁煙支援ネットワーク第４回研修会（公開
講座）
９月３日（土）於 広島県薬事衛生会館
チ．平成17年度院内感染対策講習会
９月３日（土）
・４日（日）於 京都
ツ．広島県薬剤師会調剤事故防止対策研修会（西部）
９月４日（日）於 広島県薬事衛生会館
テ．薬事衛生指導員及び禁煙支援アドバイザー講習会
（東部）
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９月４日（日）於 穴吹キャリアカレッジサン
トーク福山
ト．平成17年度身体障害者福祉大会
９月６日（火）於 因島市
ナ．生体機能と創薬シンポジウム2005
９月８日（木）・９日（金）於 広島大学広仁
会館
ニ．薬事衛生指導員及び禁煙支援アドバイザー講習会
（西部）
９月11日（日）於 広島県薬事衛生会館
ヌ．社会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）
の集団的個別指導（集団部分）
９月15日（木）於 広島市東区民文化センター
ネ．常務理事会
９月15日（木）
ノ．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
９月18日（日）・19日（月・祝）於 広島国際会
議場
ハ．第49回三師会展
９月20日（火）〜25（日）於 広島県立美術館
ヒ．平成17年度広島県四師会役員連絡協議会
９月22日（木）於 リーガロイヤルホテル広島
４Ｆクリスタルホール
フ．平成17年度薬草に親しむ会
９月23日（金・祝）於 三原市・仏通寺周辺
ヘ．日本薬剤師連盟臨時評議員会
９月28日（水）於 東京
ホ．社会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）
の集団的個別指導（集団部分）
９月29日（木）於 福山
マ．認定基準薬局制度運営協議会
９月29日（木）
ミ．第15回日本医療薬学会年会
10月１日（土）・２日（日）於 岡山
ム．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）
10月６日（木）
メ．第３回日本薬剤師会地方連絡協議会
10月８日（土）於 ホテルサンルート広島
モ．平成17年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議
10月９日（日）於 ホテルサンルート広島
ヤ．第38回日本薬剤師会学術大会
10月９日（日）・10日（月・祝）於 広島国際会
議場外

平成17年９月定例常務理事会議事要旨
日 時：平成17年９月15日（木）午後６時〜８時50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：野間常務理事
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１．報告事項
（１）８月定例常務理事会議事要旨
内容に訂正等があれば、事務局へ連絡することとさ
れた。
（２）諸通知
次のとおり、報告された。
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告
（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．第32回広島県国保診療施設地域医療学会
８月20日（土）に広島厚生年金会館で開催され、
今後の医療費の変遷などについて厚生労働省国民
健康保険課長の話があったことが報告された。
（豊見副会長）
ア．広島県薬剤師会調剤事故防止対策研修会（西部）
９月４日（日）広島県薬事衛生会館で開催され、
250名の参加者があり、インシュリン製剤の事故
防止について研修したことが報告された。
イ．広島社会保険事務局・広島県国保医療室による社
会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の
共同集団指導
９月15日（木）に、広島市東区民文化センターで、
新保険薬剤師、新保険薬局を対象に実施されたこ
とが報告された。
（平井副会長）
ア．広報委員会
８月23日（火）に会誌９月号の最終校正、９月２
日（金）
（合同）及び９日（金）
に11月号の編集について協議し、11月号を第38回
日本薬剤師会学術大会の記念号とすることが報告
された。
（松下副会長）
ア．日本薬剤師会第99回臨時代議員会
８月27日（土）・28日（日）に東京・虎ノ門パスト
ラルで開催され、日本薬剤師会が本年11月に都内
四谷に移転することが決定したことが報告された。
イ．安田女子大学学長来会
９月９日（金）に学長が来会のうえ来年度薬学部
創設について話があり、本会の方針を伝えた旨の
報告があった。
（森井副会長）
ア．IPPNW北アジア地域会議
８月20日（土）・21日（日）に広島国際会議場で
約200人が出席して開催されたことが報告された。
イ．薬草に親しむ会（挨拶）
９月２日（金）に三原市へ挨拶に行ったことが報
告された。
ウ．広島県禁煙支援ネットワーク第４回研修会（公開
講座）
９月３日（土）に広島県薬事衛生会館で、薬剤師
会が担当で開催し、ポスター発表、講演を行った
ことが報告された。
エ．薬事衛生指導員及び禁煙支援アドバイザー講習会
（東部）
９月４日（日）に穴吹キャリアカレッジサントー
ク福山で開催され、参加者は23名であったことが
報告された。
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オ．健康食品の正しい知識の普及に関する特別委員会
（第２回）
（地対協）
９月５日（月）に広島県医師会で開催され、10月
10日の学術大会後の県民公開講座について内容と
アンケートを実施することについて協議したこと
が報告された。
カ．薬事衛生指導員及び禁煙支援アドバイザー講習会
（西部）
９月11日（日）に広島県薬事衛生会館で開催され、
参加者49名であったことが報告された。
（有村常務理事）
ア．市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議
８月25日（木）に県庁本館で開催され、介護保険
の方向としては予防重視型へ向かうことなどの説
明があったことが報告された。
（田口常務理事）
ア．広島県薬剤師会調剤事故防止対策研修会（東部）
８月25日（木）に福山医師会館で開催され、121
名の参加者があったこと等が報告された。
（谷川常務理事）
ア．広島大学４年生薬局実習打合会
８月24日（水）に広島大学で打合せを行い、実習
生68名のうち県内42名となったこと、実習希望地
に大きな地域的な偏りがあることなどが報告さ
れた。
（第38回日本薬剤師会学術大会関連）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（会場・
運営・演題処理・プログラム担当）
（木平副会長）
８月22日（月）及び31日（水）に、会場・運営・
演題処理・プログラムについて担当委員による確
認を行ったことが報告された。
イ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（式典・
懇親会担当）
（松下副会長）
８月30日（火）に、式典・懇親会担当委員による
広島国際会議場外の視察を行ったことが報告さ
れた。
ウ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）
（森井副会長）
９月１日（木）に、定例の総務・財務担当委員に
よる会議を開催したことが報告された。
エ．第38回日本薬剤師会学術大会取材（（株）じほう）
来会（前田会長）
９月２日（金）に（株）じほうの取材があったこ
とが報告された。
オ．第38回日本薬剤師会学術大会取材（（株）薬事日
報社大阪支社）来会（豊見副会長、有村・増田各
常務理事）
９月５日（月）に（株）薬事日報社大阪支社の取
材があったことが報告された。
カ．第38回日本薬剤師会学術大会打合会（広島大学伊
藤教授訪問）
（森井副会長）
９月７日（水）広島大学において、大会前日の広
島国際会議場における会場設営の時間調整等につ
いて打合せをしたことが報告された。
キ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（式典・
懇親会）とリーガロイヤルホテルとの打合会（松
下副会長）
９月13日（火）にリーガロイヤルホテル担当者の
出席の下で、懇親会について検討し、９月20日に
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再度打合せを行い、最終的決定とすることとした
ことが報告された。
ク．正・副会長会議（第38回日本薬剤師会学術大会関
係外）
（前田会長）
９月14日（水）に開催し、大会当日に収受した参
加登録費等現金の扱い等について検討したことが
報告された。
ケ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（広報・
作製）会場下見（平井副会長）
９月15日（木）に、
（株）コンベンションリンケー
ジも参加して、会場各所の看板、表示の設置場所
等の確認をしたことが報告された。
コ．第38回日本薬剤師会学術懇親会出席依頼（中国四
国厚生局長）
（前田会長）
９月15日（木）に訪問して依頼し、承諾を得たこ
とが報告された。

２．その他の委員会等報告事項
次の会議等が開催されたことが報告された。
（１）広島県健康増進普及実行委員会ワーキング会議
８月19日（金）於 県庁本館
（２）広島県女性薬剤師会総会
８月21日（日）於 エソール広島
（３）日本薬剤師会平成17年度第４回理事会
８月26日（金）於 東京・虎ノ門パストラル
（４）日本薬剤師会第64回通常総会
８月28日（日）於 東京・虎ノ門パストラル
（５）日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
９月７日（水）於 東京
３．審議事項
（１）第38回日本薬剤師会学術大会の運営に関する説明
会について
９月17日（土）午後２時から、広島県薬事衛生会
館４Ｆホールで、運営委員、各部署正副責任者が
出席して開催し、（株）コンベンションリンケー
ジ担当者から運営マニュアル等の説明を受けるこ
ととされた。
（２）平成17年度圏域地対協研修会への参加について
（森井副会長）
日時：10月16日（日）午前10時30分〜
場所：三次市・ハートピア平安閣
９月30日（金）までに参加を申し込むこととさ
れた。
（３）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成17年度「第16回メディムジカ・アンサンブル
定期演奏会」の協賛金について
と き：10月29日（土）
（森井副会長）
ところ：広島県民文化ホール
前年度：協賛金３万円
協賛金を支出することとされた。
４.その他
（１）次回常務理事会の開催について
10月20日（木）午後６時から開催されることとさ
れた。
（議事要旨作製責任者 野村祐仁常務理事）
（２）パソコン等リース契約の更新について（谷川常務
理事）
７月の定例常務理事会において更新することとさ

れたが、１年間の再リースとした上で、薬事衛生
会館との統合も関連付けながら検討していくこと
とされた。
（３）本会事務局職員の冬季制服の購入について（谷川
常務理事）
支給することとし、12月に本会と統合する薬事衛
生会館職員（１名）分も発注するよう検討するこ
ととされた。
（４）その他行事報告
次の打合会等の行事予定について報告された。
ア．第38回日本薬剤師会学術大会に関する打合会（日
薬・福井県薬来会）
９月16日（金）於 広島県薬事衛生会館
イ．第38回日本薬剤師会学術大会の運営に関する説
明会
９月17日（土）
ウ．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
９月18日（日）・19日（月・祝）於 広島国際会
議場
エ．第49回三師会展
９月20日（火）〜25（日）於 広島県立美術館
オ．平成17年度広島県四師会役員連絡協議会
９月22日（木）於 リーガロイヤルホテル広島
４Ｆクリスタルホール
カ．平成17年度薬草に親しむ会
９月23日（金・祝）於 三原市・仏通寺周辺
キ．広島社会保険事務局・広島県国保医療室による社
会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の
共同集団指導
９月29日（木）於 福山
ク．認定基準薬局制度運営協議会
９月29日（木）
ケ．第15回日本医療薬学会年会
10月１日（土）・２日（日）於 岡山
コ．医療事故調査会10周年記念シンポジウム
10月２日（日）於 東京
サ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会（総務・
財務担当）
10月６日（木）
シ．第３回日本薬剤師会地方連絡協議会
10月８日（土）於 ホテルサンルート広島
ス．第３８回日本薬剤師会学術大会
10月９日（日）・10日（月・祝）於 広島国際会
議場外
セ．平成17年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議
10月９日（日）於 ホテルサンルート広島
ソ．薬事情報センター実務担当者会議
10月10日（月・祝）於 広島県立総合体育館
タ．広報委員会
10月14日（金）
チ．平成17年度圏域地対協研修会
10月16日（日）於 三次
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県 薬
日

付

８月22日

行

月

日

日 誌
事

内

火 広報委員会

24日

水 広大４年生実習打合会

25日

木

26日

・日本薬剤師会平成17年度第４
回理事会（東京）
・広島県シルバーサービス振興
会指導打合会（2）（広島医師
会館）

27日

土 広島県シルバーサービス振興会指
導打合会
（3）
（生涯学習センター）

27・28日
28日

30日

31日

火

水

・薬事衛生指導員及び禁煙支援
ア ド バ イ ザ ー 講 習 会（ 東 部 ）
（福山）
５日

月

・健康食品の正しい知識の普及
に関する特別委員会（第２回）
（地対協）（広島県医師会）
７日

水

・第38回日本薬剤師会学術大会
打合会（広島大学伊藤教授訪
問）（広島大学）
８・９日
９日

生体機能と創薬シンポジウム
2005（広島大学広仁会館）
金

・安田女子大学学長来会
・広報委員会

11日

日

・第44回衆議院議員総選挙投票日
・薬事衛生指導員及び禁煙支援
アドバイザー講習会（西部）

・広島県シルバーサービス振興
会指導打合会（4）（県立体育
館中会議室）

13日

火

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会（式典・懇親会担当）
（式
典会場視察）
（広島国際会議場外）

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会（式典・懇親会）リー
ガロイヤルホテルとの打合会

14日

水

正・副会長会議（第38回日本薬
剤師会学術大会）

15日

木

・広島社会保険事務局・広島県
国保医療室による社会保険医
療担当者（保険薬局及び保険
薬剤師）の共同集団指導（東
区民文化センター）

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会（会場・運営・演題処
理・プログラム担当）

第46回がん征圧月間

金

・日本薬剤師会薬局製剤・漢方
委員会（東京）

第38回日本薬剤師会学術大会の
運営に関する説明会（PCセン
ター）
（広島大学・広仁会館）

9月1日〜
9月30日
木

・第38回日本薬剤師会学術大会
取材（㈱薬事日報社大阪支社）
来会

月

平成17年度健康増進普及月間

２日

・広島県薬剤師会調剤事故防止
対策研修会（西部）

12日

・日本薬剤師会第64回通常総会
（東京）

9月1日〜
9月30日

９月１日

容

日

日本薬剤師会第99回臨時代議員
会（東京）
日

内

４日

広島県健康福祉祭（広島県民文
化センター）
金

事

・広島県禁煙支援ネットワーク
第４回研修会（公開講座）

・市町等高齢者保健福祉・介護
保険主管課長会議（県庁本館）
・広島県薬剤師会調剤事故防止
対策研修会（東部）（福山）

25・26日

行

土

容

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会（会場・運営・演題処
理・プログラム担当）

23日

付

９月３日

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会（総務・財務担当）

・第38回日本薬剤師会学術大会
運営委員会（広報・作製打ち
合わせ）
・常務理事会
16日

金

第38回日本薬剤師会学術大会に
関する打合会（日薬・福井県薬
来会）

17日

土

第38回日本薬剤師会学術大会の
運営に関する説明会

・薬草に親しむ会
（挨拶）
（三原）
・第38回日本薬剤師会学術大会
取材（㈱じほう）来会
・広報委員会（合同）
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日

付

行

18・19日

20〜25日
22日

事

内

容

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（広島国際
会議場）
第49回三師会展（広島県立美
術館）
木

第38回日本薬剤師会学術大会
日

平成17年度全国薬剤師研修協議
会実務担当者会議（ホテルサン
ルート広島）
薬事情報センター実務担当者会
議（広島県立総合体育館）

13日

木

・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）

27日

火

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会（会場・運営・演題処
理・プログラム担当）

金

40歳からの健康週間

平成17年度「薬草に親しむ会」
（三原）

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会（式典・懇親会担当）
（広島国際会議場）

・広島大学医学部総合薬学科４
年生臨床薬学実習事前講義
14日

金

16日

日

17〜23日
20日

広報委員会
平成17年度圏域地対協研修会
（三次）
薬と健康の週間

木

常務理事会

・広島社会保険事務局・広島県
国保医療室による社会保険医
療担当者（保険薬局及び保険
薬剤師）
の共同集団指導
（福山）
・認定基準薬局制度運営協議会
第22回広島県薬事衛生大会実行
委員会

10月1日〜
10月31日

平成17年度食生活改善普及運動

10月1日〜
11月30日

広島県麻薬・覚せい剤乱用防止
運動

10月1日〜
11月30日

毒物劇物安全使用推進月間

10月１日

土

全国介護保険担当者会議（東京）

月

第38回日本薬剤師会学術大会コ
ンベンションリンケージとの打
合会

１・２日
３日

容

月

広報委員会

30日

９日

内

10日

月

木

９・10日

事

・平成17年度広島県四師会役員
連絡協議会（リーガロイヤル
ホテル広島）

26日

29日

行

第38回日本薬剤師会学術大会運
営準備（国際会議場）

10〜16日

金

水

付

・正・副会長会議（第38回日本
薬剤師会学術大会）

23日

28日

日

10月８日 土

平田

敏子「花」

（第49回三師会展出品作）

第15回日本医療薬学会年会
（岡山）

５日 水

学術大会記者会見
（県庁）

６日

木

第38回日本薬剤師会学術大会運
営委員会（総務・財務担当）

８日

土

・平成17年度第3回日本薬剤師
会地方連絡協議会（都道府県
会長会）（ホテルサンルート
広島）
・第38回日本薬剤師会学術大会
ウェルカムパーティ（ホテル
サンルート広島）

上原

貢「縮景園」

（第49回三師会展出品作）
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行事予定（平成17年11月〜平成18年1月）
11月 2 日（水）平成17年度「広島県高校生のがん予防講演会」
（広島市立基町高等学校）
11月 5 日（土）日本薬剤師会中国ブロック会議及び懇親会（岡山）
11月 8 日（火）平成17年度コンベンション地元誘致懇談会（広島全日空ホテル）
11月10日（木）第55回全国学校薬剤師大会（滋賀）
11月12日（土）

｝

11月13日（日）

第44回日本薬学会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会（松山）

11月17日（木）常務理事会
11月18日（金）広島大学医学部創立60周年記念講演会（広大医学部広仁会館）
11月19日（土）広島大学医学部創立60周年記念式典並びに祝賀会（広島全日空ホテル）

｝

11月19日（土） 第38回日本漢方交流会全国学術総会・広島大会
（広島大学広仁会館及び薬用植物園、広島県薬事衛生会館）
11月20日（日）
11月20日（日）第5回ケアマネジメント学会（広島国際会議場）
11月25日（金）平成17年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会（東京）
11月26日（土）

｝

11月27日（日）

職員旅行（城崎方面）

12月 1 日（木）平成17年度世界エイズデー
〃

第22回広島県薬事衛生大会（エソール広島）

〃

平成17年度薬祖神大祭（広島県薬事衛生会館）

12月15日（木）常務理事会
12月15日（木）

｝

12月16日（金）

日本薬剤師会平成17年度試験検査センター技術講習会（東京）

12月28日（水）仕事納め
平成18年
1 月 4 日（水）仕事始め
1 月18日（水）日本薬剤師会平成17年度第6回理事会（東京）
〃

日本薬剤師会新年賀詞交歓会（東京）

1 月19日（木）日本薬剤師会代議員会議事運営委員会（東京）
1 月28日（土）

｝

1 月29日（日）

日本薬剤師会代議員会中国ブロック会議（島根）
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中

香

織

三

保

妙

子

私は調剤を始めて半年足らずの新人です。

今年娘が薬学部に入学。私達の学生時分土

以前はＯＴＣ薬局に勤務していました。その

曜日も講義や実験があったのに最近は週休２

経験も生かしながら、患者さんに信頼される

日なんですね。４年制最後の年なのでみっち

薬剤師を目指していきたいと思います。今後

り鍛えてほしいと思いつつ質問には古い記憶

ともよろしくお願いします。

を紐とき必死で面子を保とうとしている次第。

三原支部

広島支部

やま

しな

いく

み

かみ

お

ひろし

山

品

郁

美

神

尾

宏

読書の秋がやってきました。最近はまって

音楽全般が趣味で、以前は演奏者として、

いるのはベストセラーとなった「ダビンチ

あるいは聴衆として全国（ときには海外）へ

コード」の著者の作品です。夢中になって、

と足を運んでいました。

夜遅くまで読みふけってしまうことも…。明
日はちゃんと起きられるでしょうか？？

平田

月子「さくらんぼ」

（第49回三師会展出品作）

今は、４月に生まれた息子と一緒に自宅で
音楽を聴くことが一番の愉しみです。

金子

三屋子「卑弥呼のときめき」
（第49回三師会展出品作）
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麻薬取扱者年間届及び麻薬取扱者免許
（継続）
申請に係る広報について
（依頼）
平成17年10月４日

麻薬等の盗難について（通知）

社団法人広島県薬剤師会会長

平成17年９月21日

社団法人広島県薬剤師会会長

様

広島県福祉保健部長
（薬
務
室）
薬務行政の推進については、平素から御協力を
いただき、厚くお礼を申し上げます。
さて、これらの事務の手続きについては、各対
象者に対して別途連絡をしますが、貴会におかれ
ましても、別紙により広報誌への掲載を行うなど、
会員の方々に周知していただきますようお願いし
ます。

広島県福祉保健部長
（薬
務
室）
平成17年７月16日から８月29日の間に、別紙の
とおり広島市内の二つの薬局で、麻薬等の盗難事
件が発生しました。
ついては、貴会員へ麻薬等の保管管理に十分注
意するとともに、在庫の数量管理を徹底するよう
周知してください。
なお、盗難があった場合は、直ちに警察へ届け
るとともに、保健所又は県庁薬務室にも連絡する
よう、併せて周知してください。

別紙
麻薬取扱者年間届出書及び
麻薬取扱者免許申請について

別紙
麻薬等の盗難について
概要
＜事件１＞
１ 日時
平成17年７月16日午後１時30分から７月19日
午前８時までの間
２ 場所
広島市西区
３ 盗取された品目、数量及び製品番号
リン酸コデイン10倍散
107.5g U2-001209
MSコンチン錠（10mg）
82錠 U4-044956
オキシコンチン錠（5mg） 81錠 U4-039315
オプソ内服液（5mg）
14包 P4-000866
ハルシオン錠（0.25mg）
8錠
＜事件２＞
１ 日時
平成17年８月27日午前10時から８月29日午前
８時までの間
２ 場所
広島市中区
３ 盗取された品目、数量及び製品番号
カディアンカプセル（20mg）
44cap P4-002351
カディアンカプセル（30mg）
44cap P4-009869
オプソ内服液（5mg）
6包
P5-035874
ハルシオン錠（0.25mg） 60錠
ハルシオン錠（0.125mg） 84錠

様

１

麻薬取扱者年間届出書について
麻薬小売業者及び麻薬管理者は、麻薬及び向
精神薬取締法第47条及び第48条の規定により、
前年の10月１日から当年の９月30日まで１年間
の麻薬取扱状況を県知事に届け出なければなり
ません。平成17年度の届出については、次のと
おり行ってください。
○提出期限
平成17年11月30日（水）
○提 出 先
麻薬業務所
の所在地
広 島 市
呉
市
福 山 市
上記以外

○提出部数
○そ の 他

提

出

先

広島市保健所・各区生活衛生担当
呉市保健所生活衛生課
福山市保健所生活衛生課
県立保健所（分室）生活衛生課

２部
期間内に麻薬の取扱いがない場
合も届出が必要です。
不明な点等については、広島県
福祉保健部薬務室又は管轄する
県立保健所（分室）にお問い合
わせください。
（広島市に麻薬業務所がある場
合は広島県福祉保健部薬務室、
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呉市に麻薬業務所がある場合は
広島県呉地域保健所、福山市に
麻薬業務所がある場合は広島県
福山地域保健所）
２ 麻薬取扱者免許申請（継続）について
平成16年中に免許になった麻薬小売業者・管
理者免許については、平成17年12月31日で有効
期間が満了します。平成18年１月１日以降も引
き続き免許を必要とされる方は、次のとおり免
許申請を行ってください。
○申請期限
平成17年11月11日（金）
○提出先
麻薬診療施
設の所在地
広 島 市
呉
市
福 山 市
上記以外

感染症講習会の開催について（依頼）
平成17年10月18日
様
広島県福祉保健部長
（保 健 対 策 室）
このことについて、別紙のとおり開催します。
ついては、貴会員の参加及び周知についてよろし
くお願いします。
社団法人広島県薬剤師会長

別紙
感染症講演会の開催について
１

提

出

先

広島市保健所・各区生活衛生担当
呉市保健所生活衛生課
福山市保健所生活衛生課
県立保健所（分室）生活衛生課

○提出書類
（麻薬小売業者）
・免許申請書
・組織規程図又は業務分掌表（法人の場合のみ。
業務を行う役員は、薬事法で届け出た役員と
同じ者とすること。
）
・診断書（法人の場合は業務を行う役員全員）
・登記事項証明書（法人の場合のみ）
注：法人の場合で、全役員の診断書を提出す
る場合は、組織規程図又は業務分掌表の
提出は不要です。
（麻薬管理者）
・免許申請書
・診断書
・勤務証明書（申請者が麻薬診療施設に勤務し
ている場合）
○そ の 他
免許証の有効期間を確認のうえ、
手続きを行ってください。
不明な点等については、広島県福
祉保健部薬務室又は管轄する県立
保健所（分室）にお問い合わせく
ださい。
（広島市に麻薬業務所がある場合
は広島県福祉保健部薬務室、呉市
に麻薬業務所がある場合は広島県
呉地域保健所、福山市に麻薬業務
所がある場合は広島県福山地域保
健所）

目的
最近、新型インフルエンザ出現の可能性が
高まっている。新型インフルエンザは出現時
期も出現そのものを阻止することも不可能と
され、一旦出現した場合には、その感染力の
強さから、完全な封じ込めは困難であると考
えられ本県でも感染者は約72万人が予想され
ている。
新型インフルエンザ発生時には、公衆衛生的
介入により、大流行時における感染拡大を可能
な限り防止し、県民の健康被害を最小限にとど
めることが肝要である。そのため、新型インフ
ルエンザ発生時に適切な対応を確保するため、
医療機関への感染症講習会を開催する。
２ 主催
広島県、社団法人広島県医師会
３ 講習対象者
（１）医療関係者
（２）保健所感染症担当者
（３）市町感染症担当者
４開催日及び場所
年 月 日
平成17年11月２日

平成17年11月９日

平成17年11月18日

時

間

場
所
福山市医師会館
19：00〜21：00 （福山市三吉町南211-25）
市立三次中央病院
19：00〜21：00 （ 三 次 市 東 酒 屋 町
531）
安芸地区医師会館
9：00〜21：00 （ 安 芸 郡 海 田 町 栄
町5-13）

５ 講習内容
（１）新型インフルエンザ対策マニュアルについて
（講師：広島県保健対策室 室長）
（２）新型インフルエンザについて
（講師：広島大学病院総合診療科 講師
横崎典哉）
（３）インフルエンザワクチン等医療資材の需給
調整等について
（講師：広島県薬務室）
（４）新型インフルエンザへの抗インフルエンザ
薬の効果と供給体制について
（中外製薬㈱）
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福山支部

＜福山支部＞
現在「薬天タブレッツ」は10数名で活動してお

薬天タブレッツ結成
啓

りますが、まだまだメンバー不足です。入会資格

今年の７月に福山市薬剤師会を

たは薬剤師とその家族」としております。老若男

中心に、「薬剤師の親睦と他団体と

女、経験を問いません。元気でやる気のある方を

の交流、そして健康づくり」を目

募集しています。近隣支部の方でも参加いただい

的に、有志が集まりソフトボール

て、将来の薬剤師会でも地域対抗戦に発展すれば、

チームを結成しました。チーム名

とも思っています。今後は積極的に他支部との交

は「薬天タブレッツ」です。土曜日のナイター練

流試合も計画していきたいと思いますので、それ

習を市域北部の加茂運動公園グランドで５回、日

ぞれの支部や地域などでもチームが結成される事

曜日の午後に小学校校庭で１回の練習をしまし

を心より望んでおります。記念すべき対外試合の

た。若手、ベテラン、親子まで年令層様々ですが、

記念写真ですが夕日に映える赤のユニフォーム。

徐々に体もなれてきて、最初感じた筋肉痛も軽減

会誌がカラーでないのが残念〜〜〜〜。

ソフトボール同好会 西谷

は「福山市近郊に勤務または居住する薬剤師、ま

（足を見れば親子がわかる）

してきました。何とかポジション・背番号も決ま
り、赤いユニフォームを新調し、それらしくなっ

てきました。そこで９月25日に「広島県立福山少
年自然の家」グラウンドにおいて福山市歯科医師
会ソフトボールチーム「ウインズ」と交流試合を
行いました。歯科医師会は定例の他地区歯科医師
会との交流試合があり、チームは結成10数年の伝
統があり30人以上の登録があるそうです。翌週に
は広島県歯科医師会の大会が開催されるそうで
す。ご健闘と必勝を祈念しエールを送りたいと思
います。我々タブレッツは胸をおかりする形とな
りました。ルールも盗塁、パスボール等我々有利
にしていただいたおかげで、１勝１敗の成績を収
められました。ただ代償として年齢上位２名が名
誉の負傷（肉離れ）を負われました。

西谷

正「牛頭骨のある静物」

（第49回三師会展出品作）
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る感じでした。でもとにかく第一歩を踏み出せた
事は感謝でした。これを機に意識が高まり、自分

諸団体だより

と女性薬との関わりをアンケート調査したり、実
行委員会を作り具体的な取り組み方の検討に入る
事が出来ました。第一回目の会合にゲストとして
出席して下さった相談役の荒谷先生も資料提供の

広島県女性薬剤師会

協力を約束して下さり、大先輩の優しさが嬉しく
て大喜びしました。

五十年誌完成!! 今ほっ…としています

そうこうしている間に写真だけでもと探して下
さっていた鈴木名誉会長から「広島県女子薬剤師

会長 神原

俟子

鈴木信枝前会長がまだお元気で

会三十周年記念号」が出て来たとの嬉しい連絡が
ありました。

第50回総会が近づいて来た頃、五

送られて来た本は

十年誌を作るかどうか役員会で取

他県の30年誌と一緒

り上げた時の反応は殆どよそごとの様で、出来る

でしたがどの県のも

事なら誰か作って欲しいけど……という感じで総

のより素晴らしく、

務担当だった私も早く次の人に引き渡してしまわ

他の資料も少しあ

ないと大変な事になりそうだと思い始めていまし

り、役員会の皆さん

た。でも五十年という歴史は逆らえない魅力を

に伝えて半日公開の

持っており、若くて元気のよい松村さんは「是非

時間を作りました。

作りましょう。五十年誌を作らなければ六十年、

古くからの理事、役

七十年も無いっ！」と叫んでいました。その熱い

員はその中に自分の

言葉で一同心の底から

とその気

文章を見つけて、編

平成七年突然総務になった私はそれ迄の運営方

名前を見つけて、記憶にない事に一層驚いて大騒

法や実績を知りたくて資料提供を呼びかけました

動になりました。こんなに多くの人が忘れて、こ

が何一つ出て来ませんでしたので資料が集まるの

の本の存在を思い出さなかった事が不思議でいつ

かという懸念はしておりました。

迄も語り草になるのではないかと思います。

作らなければ

集委員の中に自分の

にならされたのです。

あれ程お元気だった鈴木前会長が平成14年４月

この本のお陰で一気にはずみがついて昭和28年

忽然として亡くなられ、組織的に大変な事になり

の設立から30年分の年表を形を変えて作り、その

ました。私は会長という大任を背負う羽目となり、

後の20年を追加するその作業が大変でした。平成

平成16年には第50回総会・祝賀会とも取り組まな

の初めからの資料は何とか保存していましたが昭

ければならなくなりました。こんな筈ではなかっ

和の終わり４〜５年に空白に近い状態が起こりま

たなんて言っている場合じゃありません。先ず五

した。三十年誌が出て来ていなかったらと思うと

十年誌の製作を軌道に乗せなくては…と困ってい

ぞっとしました。

ると長く理事でおられる渡辺・守谷両先生が相談

広告の掲載依頼、印刷屋さんを探し、各自の原

役の先生方にお声をかけて下さり「広島県女性薬

稿提出、写真の選択等平成16年の第50回総会・祝

剤師会の50年を語る会」を15年６月に開催しまし

賀会を間にはさんで月に１回の実行委員会を行い

た。鈴木名誉会長、山内先生、松村さんと総務に

ながら何とか今年の総会迄にまとめる目鼻がつき

なったばかりの辰本さんを加えて７名が集まりま

ました。素人の団体がどこ迄編集に取り組んで印

した。他の先生方は、ご高齢で欠席でした。しか

刷屋さんに渡すかで編集委員は悩んでいました。

もそこで話された事に私はついて行けませんでし

一方私も何か面白い内容は入れられないかと考

た。一つ一つの事は理解出来るのでですが年代や

えていて今は薬剤師の職を離れ各国の山々の花だ

前後関係がわからず、頭の中でぐるぐる廻ってい

よりを下さる堀啓子さんに特殊な活動原稿を依頼
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エソール広島２Ｆ活動交流室

しました。すぐに十方山細見谷に関する記事と素

親睦と勉強会

晴らしい写真を提供して下さいました。その際ご
持参になった活動報告の本が私達が目指している

○普通救命講習会

感じで非常に近く、印刷屋さんの紹介をしていた

○親睦日帰り旅行

だいて現在の本が出来上がった次第です。

○新年会

平成17年10月〜11月下旬

本年度の大きな事業は思い出に残る50年誌の発

この本に出合えた

行でした。

お陰で編集委員の中
心となっていた辰本

昨年初めから総務の辰本先生を中心に役員が相

さん三浦（淳）さん

互協力して資料集めに奔走、編集、製本にこぎ着

豊原さんにコンピュー

けるまでは大変、しかし結構皆さん楽しみながら

タ指導の最高資格を

の作業だったように思います。
会員の特技、惜しみない協力と努力のお陰で総

取得しておられる辰

会までにやっと間に合わすことが出来ました。

本さんのご主人の４

手作りの温味があり、読んで、眺めて楽しめる

人のとり組みに熱が

記念誌の完成に一同喜びを共にしました。

入り傍から見ていて
羨ましい雰囲気で仕

そして何よりも誇りに思うことは広島県女性薬

事は進み、川堀さん

剤師会の創立者、鈴木文枝名誉会長（95才）が、

の絵、平井さんの題字で理想に近い本が完成しま

現役バリバリで今尚薬局店頭に立たれながらご活

した。

躍中であられること、私達後輩の大きな励みに

故鈴木前会長、続いて亡くなられた故児玉（薫）

成って居られます。

前副会長の遺志によるご寄付、体調を崩され退会

総会終了後、引続き研修会。

された杉本理事を始めとする会員の寄付のお陰で

今年は広大医学部附属薬用植物園園長神田博史

資金も何とかクリアしました。役員会をあげての

先生の「徒然なるままに

協力に支えられて全てに感謝の瞬間がやってきま

講演をいただきました。題名の如く、余り肩のこ

した。今ほっ…としている所です。

らないお話ではありましたが、漢方的医療や食養

部数にまだ少し余裕がありますのでご興味のあ
る方は是非お申し出下さいませ。読んでいただけ

健康奉仕」と題してご

生等役立つ情報を盛りたくさんにお話し下さいま
した。
かかりつけ薬局の心得として、医薬品の情報提

ましたら幸いです。

供だけでは不十分。
健康関連全般にわたりお話が出来ること、かつ

女性薬剤師会総会の報告とお誘い

病人健康人共にお世話出来るよう医薬品、漢方薬、
副会長 工藤

重子

栄養機能食品、健康食品、サプリメント等薬剤師

半世紀を越えて、新しく第一歩

としてのスキルアップが必要であることを述べら

をふみ出した第51回総会が去る８
月21日13：30よりエソール広島で
行われました。

れました。
私にとって心に残ったお話は、 不老への挑戦
時代

アンチエイジング寝たきりになり医療費を

会員は高齢化で減少する一方、若い方の新規参

払うか、若さと健康を維持するための予防に使う

加が望めないのは残念ですが、子育て途中や家庭

か自分に迫る問題でもあり、店頭のキーワードに

の事情で未就業の方、退職後のお暇な方で薬や医

して頑張りたい…と思いました。

療に少しでもつながりを保ちたい方はぜひ一度の
ぞいて見て下さい。
ここでＨ17年度の事業計画をご紹介致しますと、
○総会及び研修会
○すずめクラブ 毎月第３土曜18：00〜21：00
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薬剤師会で、８月度21校を対象にダニの検査を実

広島県学校薬剤師会

施。フトン・タタミについては多かれ少なかれダ
ニの生息はあることは理解出来るので体育館の

専務理事 加藤

稔

マットに注目し調査検査。これは、マットの体育
授業があった日は喘息の発作があり夜寝られない

『学校環境衛生の基準』の改訂

との話があり、調査してみようとなる。結果は近

が、平成16年２月にあり、ダニま

い内に発表されると思われる。ダニ又はダニアレ

たはダニアレルゲンを年一回定期

ルゲンの測定に関して、個人で利用し理解してい

的に検査することが義務づけられた。近年、アレ

ただきたい。費用の面で難しいのであれば、支部

ルギー症状を呈する児童生徒等が増加していると

で実施の研修会をされることをすすめたいと思っ

の指摘がある。環境衛生上、ダニ又はダニアレル

ております。広島県教育委員会に、検査用具のお

ゲンはアレルギーを引き起こす要因のひとつであ

願いをしておりますがかなり厳しいようです。

る。アトピー皮膚炎・喘息・アレルギー性鼻炎等
のアレルギーに関連する疾患が、児童生徒の52％
に達するとの報告もある。ダニが全ての原因であ

広島県青年薬剤師会

る訳ではないが、大きな要因の一つであるようで
ある。

JPA Congress After Partyを終えて

中国地区学校保健大会が、８月17日・18日と山
口市で開催された。当大会の学校薬剤師部会で

副会長 辻

『各県のダニ又はダニアレルゲンの測定の実施状

去る10月９、10日の両日、広島

況』について、発表された。実施状況は、各県多

国際会議場及び広島県立総合体育

少のばらつきがあるが低調である。個人的に対応

館で第38回日本薬剤師会学術大会

して検査している状況である。山口県学校薬剤師

が行われました。広島では24年ぶりとなる本学術

会で、山口市内22校のダニの検査の発表。広島は、

大会で、広島県青年薬剤師会はポスター発表とと

１校５箇所の検査報告。岡山県は、酵素免疫測定

もに、若手薬剤師のさらなる交流を目指したイベ

法で30校（県の検査モニターで対応）。低調であ

ント「JPA Congress After Party〜広島から薬剤師

る原因として、費用面と重要問題とされないこと

はもっとつながるのだ! Tonight, thenight〜」を９

があげられると思われる。

日夜、行いました。

ダニ又はダニアレルゲンの測定法には、①匹数

哲也

会場は広島市中区袋町にあるレストランバー。

測定法②酵素免疫測定法③簡易測定法の３つの方

定員80名という、過去に青薬が行ったイベントの

法がある。これらの方法には次のような長所と短

中では最大級のキャパシティに一体どれだけの人

所がある。

が来てくれるのだろうかという不安や、難航する
短
所
長時間かかる
熟練した技術が必要
高価であり比較的時
間がかかる
検査設備が必要
熟練した技術が必要

店との交渉などに日々嘖まれながら、約２か月前

現場で短時間に評価
汚染レベルとしての
③簡易測定法 可能
値しか検出しない
安価で便利

上の府県から90名近くの方々に御参加をいただき

測定法

長

所

①匹数測定法 数値で評価可能
②酵素免疫測 正確である
定法
数値で評価可能

から司会・進行役として準備を進めてきました。
しかし、私の心配は杞憂に終わりました。開場と
ともに次々と訪れる参加者に受付は一時混雑し、
最終的には北は青森県から南は沖縄県まで、10以
ました。

上記の特徴を勘案し、学校薬剤師が学校の現場

21時半、ご招待した先生方のご祝辞と乾杯で

で対応出来るのは③簡易測定法である。マイティ

パーティーは始まりました。（社）日本薬剤師会

チェッカーとダニスキャンが認可されており、マ

会長 中西敏夫先生、
（社）広島県薬剤師会会長 前

イティチェッカーが一般的に利用されている。５

田泰則先生、藤井基之参議院議員、常田享詳参議

テスト入りのセットで￥7,000である。安佐学校

院議員におかれましては、ご多忙にも関わらずお
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いでいただきありがとうございました。この場を
お借りして改めて御礼申し上げます。

こうして参加者の熱気に司会が後押しされなが
ら、２時間のパーティーは怒濤の勢いで終了しま

乾杯の後はパーティーのポイントでもある、

した。今回のパーティーでは参加者の中から「広

DJ２名によるパフォーマンスが始まりました。

島青薬は勢いがあっていいね」、「私の所でもこう

それまでは店の真ん中にある、食事の乗ったテー

いう若手の会を作りたいのでノウハウを教えて欲

ブルを参加者が壁際で一歩引いて眺めるという緊

しい」といったありがたい声をいただきました。

張した雰囲気でした。しかしDJのおかげで参加

その一方で記者からは「このイベントや若手薬剤

者もリラックスし、パーティーは一気にヒート
アップ。働く地域や経験年数、職種などに関係な

師のネットワークを作ることで何が変わるのか」
、
「今後の目標は何か」といった課題もいただきま

く、あちらこちらで初めて出会った参加者が楽し

した。これからも若手薬剤師の情報発信源として

く語り、飲み、そのにぎやかな声が私の耳に届き

「ええじゃん広島県（青年薬剤師会）」と言われる

ました。中にはDJの回すターンテーブルの近く

ような様々な活動を行っていきたいと考えていま

で踊ったりする参加者も現れ、これまで青薬が

す。今後の予定としては、服薬ケア研究会の例会

行ってきた「のみかい」とは違う熱い空気が店内

（服薬ケア研究会と共催）を12月18日に、来年1月

を包んでいました。
その後もDJの操る音楽をバックに福山、香川、

８日、９日には昨年好評をいただいた合宿を開催
します。

出雲、いわみ、沖縄などの青年薬剤師会の活動報

最後になりましたが、今回のパーティーにあた

告やビンゴ大会など、様々なコーナーを行いまし

り御協力いただいた理事の皆様、本当にありがと

た。特に各地の青年薬剤師会の活動報告には取材

うございました。この日をきっかけに、理事の団

に訪れていた薬学系雑誌の記者も興味を示してい

結力は確実に強くなったと感じています。今後も

ただき、パーティーの間中、各地の代表者は取材

青薬を盛り上げていきましょう!

に応じていました。

三島

としえ「紫陽花」

（第49回三師会展出品作）

川堀

玲子「ギリシャ・メテオラ修道院」
（第49回三師会展出品作）
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第25回 福山大学薬学部卒後教育研修会のご案内
【コミュニケーション模擬患者演習 定員30名！】
患者の「怒り」を受け止める、
「不安」に寄り添う。
〜理解する能力と、行動する能力〜
主催
共催
協賛

福山大学薬学部・福山大学薬友会
&日本薬剤師研修センター
^広島県薬剤師会・広島県薬剤師研修協議会
^日本薬学会

日 時： 平成17年12月10日（土） 14：00〜18：00
場 所： 福山大学薬学部
福山市学園町１番地三蔵 TEL：084−936−2111（代表）

――― プログラム ―――
13：30〜

受付開始

14：00〜14：05

開会挨拶

14：05〜14：20

日程説明及びグループ分け

14：20〜17：40

コミュニケーション演習（休憩あり）

17：40〜18：00

まとめ

福山大学薬学部長

講 師：松田薬品工業株式会社 菅 奈奈美 先生
協 力：岡山ＳＰ研究会（6名）
参加者募集：30名（１グループ５名×６グループ）
●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）です。
●広島県病院薬剤師会の認定研修会です。
参加方法：予約のみ。往復ハガキ*で11月12日（土）までにお申し込み下さい（11月12日
消印有効）
。30名を超える場合は抽選となります。
１）氏名 ２）出身大学 ３）勤務先 ４）連絡先（電話番号、メールアド
レス）。返信用には必ず送付先をご記入下さい。
参 加 費：福山大学卒業生 3,000円 一般 5,000円（参加費はＳＰ（模擬患者さん）の日
当、交通費です。卒業生には、同窓会から補助がでるので少し安くなってい
ます。）
申込先および問合先：〒729-0292 福山市学園町１番地三蔵
福山大学薬学部卒後教育委員会 片山 博和
TEL：084-936-2112-5142 FAX：084-936-2024
E-mail：katayama@fupharm.fukuyama-u.ac.jp
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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。
広島県の研修認定薬剤師申請状況
平成17年10月６日現在 366名（内更新243名）

開催場所
研修内容・講

り

主催者
問い合わせ

師

認定

11月8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「痛み」
福島生協病院薬剤部
眞明クリニック 藤井 麻佑子 先生 小田 082-292-3171

その他
（参加費等）
会 員 500円
非会員 1,000円
学 生 無料

11月10日（木）19:00〜21:00 尾道ポートプラザホテル
病位と症状別処方の運用法『鼓脹』大七気湯、厚朴三物湯、厚朴七 尾道支部
物湯『中部維症』四物湯、四君子湯、八物湯、補中益気湯、帰脾湯、 田辺薬局 田辺
六君子湯、湯胆湯、酸棗仁湯、五積散
0848-22-2991
小太郎漢方㈱ 学術専任講師 山内 一晃 先生

1

無料

11月11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
血の不足がもたらす病態（補血剤Ⅰ）
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）

1

受講料各500円（テ
キスト代2,000円）
※全て当日申込

11月12日（土）15:00〜17:00 薬事衛生会館 4階講堂
第371回薬事情報センター定例研修会 ・薬事情報センターだより
・製品情報 エンドセリン受容体拮抗薬「トラクリア62.5mg錠」
薬事情報センター
アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社
082-243-6660
大阪支店 学術情報 植木 美穂 先生
・特別講演 「先天性心疾患からの肺動脈性肺高血圧症」
広島大学病院 小児科 小西 央郎 先生

1

1,000円

1

支部会員外1,000円

11月16日（水）18:45〜21:00 尾道国際ホテル２Ｆ「慶安の間」
尾道支部
『血管疾患を探る』・糖尿病の立場から・血管外科の立場から
田辺薬局 田辺
・脳神経外科の立場から・循環器の立場から
0848-22-2991
厚生連尾道総合病院循環器科 森島 信行 先生

1

無料

11月17日（木）19:00〜21:00 尾道ポートプラザホテル
「病位と症状別処方の運用法」『鼓脹』大七気湯、厚朴三物湯、厚朴 尾道支部
七物湯、『中部維症』四物湯、四君子湯、八物湯、補中益気湯、帰 田辺薬局 田辺
脾湯、君子湯、温胆湯、酸棗仁湯、五積散
0848-22-2991
小太郎漢方㈱ 学術専任講師 山内 一晃 先生

1

無料

11月16日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター
パリエット、アリセプトについて

三原支部
三原薬剤師会
エーザイ 事務局 0848-61-5571

11月19日（土）19:00〜21:00 エソール広島2F 活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会
広島県女性薬剤師会
健康補助食品（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
082-274-0889
児玉 信子 先生
11月19日（土）
・20日（日）広島大学 広仁会館・薬事衛生会館
第38回日本漢方交流会全国学術総会広島大会
広島漢方研究会
テーマ：心と身体と漢方
薬王堂 吉本
スローガン：博采衆方（全ての治療法を使う）
082-285-3395
会頭 山崎 正寿 先生
11月24日（木）19:00〜21:00 エバルス
第74回生涯教育「インスリン療法の基礎知識」
−インスリン注入器の操作方法−
「男性型脱毛症の新たな治療戦略」

安芸支部
安芸地区薬剤師会
事務局 082-282-4440

資料代：実費
茶菓代：100円

8,000円
10,000円

2

会 員
会員外

1

無料

2

会 員1,000円
会員外1,500円

未定
11月27日（日）13:00〜16:00 広島市南区民文化センター3F大会議室AB
1.「閉経後骨粗鬆症と塩酸ラロキシフェン」
神戸薬科大学同窓会
中外製薬㈱学術室 大西 恵子 先生 広島支部 津田
2.「日本の医療動向と薬剤師の役割」、「糖尿病と服薬指導について」
082-845-5130
神戸薬科大学非常勤講師 田中 良子 先生
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開催日時

開催場所

認定

その他
（参加費等）

12月4日（日）13:00〜16:00 薬事衛生会館4階
第90回生涯教育研修会「気管支喘息」学術映画「日常診療における
広島支部
気管支喘息の治療」講演「気管支喘息における最新の話題とLT拮抗
広島医師薬剤師会
剤」特別講演「気管支喘息の治療ストラテジー」
（仮題）
事務局 082-244-4899
講演：杏林製薬株式会社学術部 工藤 淳 先生
特別講演:広島アレルギー･呼吸器クリニック院長 保澤総一郎 先生

2

1,000円
開催の３日前まで
に事務局まで参加
連絡

12月4日（日）9:00〜17:00 マツダふれあい会館
安芸支部
第22回安芸医学会
安芸地区薬剤師会
特別講演「肝癌治療の将来を考える」
事務局 082-282-4440
広島大学大学院医歯薬学総合研究所 浅原 利正 先生

4

無料

12月9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
体液不足からくる諸症状（滋陰剤）
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）

1

受講料各500円（テ
キスト代2,000円）
※全て当日申込

12月10日（土）15:00〜17:00 薬事衛生会館 4階講堂
第372回薬事情報センター定例研修会
薬事情報センター
・薬事情報センターだより
082-243-6660
・特別講演「漢方処方解説ベスト10パートⅡ＋α」
やちよクリニック 院長 西村 豊 先生

1

1,000円

12月11日（日）9:30〜16:00 薬事衛生会館2階
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

研修内容・講

師

主催者
問い合わせ

12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「風邪」
福島生協病院薬剤部
高陽ニュータウン病院 辻 哲也 先生 小田 082-292-3171

会 員 500円
非会員 1,000円
学 生 無料

12月18日（日）10:00〜16:00 薬事衛生会館
青年薬剤師会
服薬ケア研究会例会（タイトル未定）
服薬ケア研究会
服薬ケア研究会会頭 岡村 祐聡 先生 FAX 029-857-9038
12月21日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター
三原支部
「Ｃ型肝炎の病態と最新の治療について」
三原薬剤師会
シェリング・プラウ 事務局 0848-61-5571

1

支部会員外1,000円

広島漢方研究会
薬王堂 吉本
082-285-3395

3

会員外3,000円

1月11日（水）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『風湿痛用』麻黄加述湯、麻黄杏仁意苡甘
田辺薬局 田辺
草湯、防巳黄耆湯、当帰粘痛湯、桂枝附子湯 甘草附子湯、鳥頭湯
0848-22-2991
小太郎漢方㈱ 学術専任講師 山内 一晃 先生

1

無料

1月18日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター
三原支部
小児喘息について
三原薬剤師会
日赤病院 村上 隆子 先生 事務局 0848-61-5571

1

支部会員外1,000円

1

無料

1

受講料各500円（テ
キスト代2,000円）
※全て当日申込

1月8日（日）13:00〜9日（月・祝）12:30 広島市国際青年会館（ア
青年薬剤師会
ステールプラザ）
阿登（広島鉄道病院）
「今年も合宿！知っピンノート第3版基礎編完成！全疾患を一気にカバー」
082-262-1488
東京大学病院臨床試験部 青木 敦 先生
1月8日（日）
新年シンポジウム『肩こりについて』

1月18日（水）18:45〜21:00 尾道国際ホテル 2F「慶安の間」
尾道支部
『脳梗塞の病型診断にもとづいた急性期治療』
田辺薬局 田辺
秋田県立脳血管研究センター副病院長 鈴木 明文 先生 0848-22-2991
1月20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
当帰と柴胡を含む処方の適応（補血剤Ⅱ）
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）
1月21日（土）19:00〜21:00 エソール広島 2F 活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会
広島県女性薬剤師会
健康補助食品（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
082-274-0889
児玉 信子 先生
1月26日（木）19:00〜21:00 サンピア・アキ
第75回生涯教育「未定」

安芸支部
安芸地区薬剤師会
未定 事務局 082-282-4440

資料代：実費
茶菓代：100円

1

1,000円
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第38回

日本漢方交流会全国学術総会・広島大会
大会テーマ・心と身体（からだ）と漢方
はくさいしゅうほう

大会スローガン・博 采 衆 方

治療に役立つものを全て取り入れる

期日：平成17年11月19日（土）・20日（日）
会場：19日午前 広島大学医学部･広仁会館及び薬用植物園 南区霞町
19日午後〜20日 広島県薬事衛生会館全館 中区富士見町
主催：中間法人 日本漢方交流会
共催：広島漢方研究会
後援：社団法人 広島県薬剤師会
会頭：山崎

正寿

進行：広島漢方研究会

11月19日・20日に第38回日本漢方交流会学術総会･広島大会を開催いたします。
広島大学薬用植物園の神田博史先生、福山大学薬学部の岡村信幸先生、金沢大学薬学部の御影雅幸先生と大
学関係の方々をはじめ、ドクターから京都細野診療所の中田敬吾先生、広島神経科内科クリニックを経営され
る木村進匡先生、会頭で細野診療所広島診療所の山崎正寿先生、薬剤師として日本漢方交流会元理事長を努め
られた中井康雄先生を講師としてお招きし開催することになりました。
神田先生には薬草についてお話していただいた後に広島大学の薬用植物園を利用し目で見て触れる市民公開
講座を計画いたしております。岡村先生には精神科領域で使われる薬草のお話しを、山崎先生や中田先生、そ
れに木村先生には精神科領域の漢方薬をどのように使うか、御影先生には世界の舞台でどのように薬用植物が
利用されているのか、現場で漢方薬を扱ってこられた中井先生には我々薬剤師がどのように漢方薬と接するの
か、というような内容でお話ししていただく予定です。シンポジウムでは皆さんから意見を出していただき討
論をする時間を設定しています。
その他、日本漢方交流会を構成する全国12漢方研究会の先生方には日頃からの経験をもとに会員発表をして
いただきます。二日に亘ってお集まりいただくわけですから参加されます方々にとって有意義な大会になるよう
準備いたしております。
広島県薬剤師会の先生方には是非参加していただきたいと思いますので大会事務局までお問い合わせくださ
い。
広島大会準備委員一同

広島大会の予定表
11月19日（土曜日）
10：00

11：30 12：30 1：00 1：15

市
民
公
開
講
座

薬
草
園
観
察

神 広
田 島

薬
用
植
物
園

大
学

博 医
史 学
部

先
生 薬
広
仁
会
館

用
植
物
園
助
教
授

京
都
漢
方
研
究
会

休
憩
会
場
移
動
︵
車
で
約
十
分
︶

1：40

受
付
開
始

心
の
養
生
は
心
で

上
田
玖
季

2：05

徳
島
漢
方
研
究
会
庄
私 子
と
漢 昇
方
薬

2：30 2：40

日
中
医
薬
研
究
会
関
西
支
部
心 田
と 中
養
生 英
樹

3：40 3：45

会
頭
講
演
博
采
衆
方
に
つ
い
て

山 聖 広
崎 光 島
園 漢
正 細 方
寿 野 研
診 究
先 療 会
生 所 副
広 会
島 長
診
療
所

4：10

近
畿
鍼
灸
漢
方
研
究
会
或
る
胸
痺
心
痛
の
症
例

富
田
知
世
子

4：35

九
州
漢
方
研
究
会
腫
瘍
に
紫
根
牡
蠣
湯
を
使
っ
て
み
て

長
岡
孝
実

5：00

岐
阜
漢
方
研
究
会
不
眠
の
症
例
に
つ
い
て

太
田
順
康

5：25

東
京
漢
方
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
引
き
こ
も
り
の
鍼
灸
治
療

越
智
秀
一

6：30
8：30

懇
親
会

休
憩

広
島
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
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11月20日（日曜日）
9：30

10：20 10：30

総
会

10：55

東
海
漢
方
協
議
会
通 伊
導 藤
散
・ 晴
夫
帰
調
血
飲
第
一
加
減

受
付
開
始

11：20 11：25

山
口
漢
方
研
究
会
陰
陽
と
整
体
観

河
村
純
弘

12：25 1：30

教
育
講
演
漢
方
の
医
療
に
も
た
ら
す
役
割
と
教
育
研
究

3：30 3：40

シンポジウム

岡 福
村 山
大
信 学
幸 薬
学
先 部
生 長

聖
ス
光
ト
園
レ
細
ス
野
社
診
会
療
の
所
中
広
で
島
の
漢 中 診
方 田 療
所
敬
吾

昼
休
み

先
生

心
の
か
ら
く
り
と
漢
方
木
村
進
匡

広
島
木
村
神
経
科
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
心
の
病

先
生

金
沢
大
学
薬
学
部
教
授

心
と
身
体
の
漢
方
相
談

中
井
廣
進
堂
漢
方
薬
局

御
影

中
井

雅
幸

康
雄

先
生

先
生

4：05

熊
本
漢
方
研
究
会
五
苓
散
の
一
症
例

富
田
偉
太
郎

4：30 4：50

広
島
漢
方
研
究
会

閉
会
の
挨
拶

心 鉄
と 村
漢
方 努

参加費など
19日午後からの大会参加費用は１人一万円です。但し19日朝の市民公開講座は無料です。公開講座では定員
（300名・椅子席）になり次第入場をお断りいたします。
予約参加、当日参加など詳細は広島漢方研究会のホームページ（http://www.hirokan.com/）、日本漢方交流会の
ホームページ（http://www.kanpou.com/）を参照ください。

広島大会会場付近の地図
広島駅

大会事務局
広島大学医学部
霞キャンパス
100メートル道路

薬事衛生
会館

比治山

P

川

〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-3-12
薬王堂漢方薬局・吉本

広仁会館

電話･ファックス（082）２８６−９５５７

薬学科

医学部

富士見町

東洞碑
★

〒

バス停
広大病棟

渡辺

紀久子「出会いと別れの間に」
（第49回三師会展出品作）

悟

森永

郁子「臥龍梅」

（第49回三師会展出品作）
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広島県青年薬剤師からのお知らせ
・● 第2火曜日勉強会 ●・
みなさんこんにちは。今年もあとわずかになりましたが、青年薬剤師会では「知っピンノート勉強会
シリーズ」を継続して行っています。勉強会に参加して力がついた方もいることでしょう。
５月より毎月第２火曜日に固定しています。曜日が統一され分かりやすくなりました。ぜひ勉強会に
参加してみてください。

第２火曜日勉強会 毎月第２火曜日 19時30分より
薬事衛生会館 2Ｆまたは４F
会員：500円、非会員：1,000円
日

程

内

学生：無料

容

講

師

11／８（火）

痛み

眞明クリニック

藤

12／13（火）

風邪

高陽ニュータウン病院

辻

'06年１月
２／９（木）
~~~~~~
３／14（火）

井

麻佑子
哲

也

合宿（１／８〜９）のためお休みです
リウマチ

山陽堂薬局

須

藤

正

義

アトピー性皮膚炎

福島生協病院

小

田

正

範

日本薬剤師研修センター

１単位

問い合わせ先：福島生協病院薬剤部

申請中
小田

正範 TEL 082-292-3171

e-mail：gaku@hiroseiyaku.gr.jp
※勉強会の日程は講師の都合により変更になることもあります。ご注意ください。ホームページ
（http://www.hiroseiyaku.gr.jp/）でも随時おしらせしておりますので、こちらもご覧下さい。
※広島県青年薬剤師会発刊の「知っているとピンとくる、そんな基本の勉強ノート」をお持ちの方はご
持参ください。
（増刷しました。勉強会会場にて販売中）

日程決定！ 今年もやります！
『今年も合宿！知っピンノート第3版基礎編完成！全疾患を一気にカバー』
日 時：平成18年１月８日（日）13：00〜１月９日（月・祝）12：30
講 師：東京大学病院臨床試験部 青木 敦 先生
場 所：アステールプラザ 広島市中区加古町４-17
詳細は別ページの告知をご覧ください。
青年薬剤師会のHP（http://www.hiroseiyaku.gr.jp/）でもお知らせしています。
申し込み期限：平成17年12月22日 24時
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昨年に引き続き第２回目の青年薬剤師会の合宿を１月８〜９日の２日間で行います！
知っているとピンとくるそんな基本の勉強ノートを使って、基礎事項と例題からなる基礎編を、全疾
患について一気に勉強します。青木先生による基本事項の再確認と参加者全員による談話を通じて薬剤
師の基本土台をアップさせる術を身に付けようというものです。
どしどし奮ってご参加ください！

若い薬剤師の方も大歓迎ですよ＼(＾0＾)／
記

日

時：平成18年１月８日（日）13：00〜１月９日（月・祝）12：30
（１日目13：00〜18：00 2日目９：30〜12：30）

場

所：広島市国際青年会館（アステールプラザ）
広島市中区加古町４-17

TEL：082-244-8000

内

容：「今年も合宿！知っピンノート第３版基礎編完成！全疾患を一気にカバー」

講

師：東京大学病院臨床試験部

教

材：知っているとピンとくるそんな基本の勉強ノート「第２版」

食

事：１日目夕食・２日目朝食（申込時希望された方には軽い朝食をこちらで準備いたします。近く

青木

敦

先生

知っているとピンとくるそんな基本の勉強ノート「第３版基礎編」
のコンビニで購入することも可能です）
参加費：会員7,000円

非会員9,000円

（宿泊しない場合

会員5,000円

非会員7,000円）

第３版基礎編込みの値段です。参加費は当日、受付で申し受けます。
主

催：広島県青年薬剤師会
日本薬剤師研修センター認定単位は５単位です。

☆参加される方☆
インターネットかＦＡＸで（①氏名②年齢・性別③連絡先と電話番号
④２日目朝食の要・不要⑤宿泊の有無を記載し）お申し込み下さい。
申込ＵＲＬ：ＰＣ→http://www.hiroseiyaku.gr.jp/scamp/
携帯→http://www.hiroseiyaku.gr.jp/scamp/ktai.html
申込ＦＡＸ：082-253-5268
問い合わせ先・メール：gaku@hiroseiyaku.gr.jp
・電

話：082-262-1488（広島鉄道病院薬剤科

阿登大次郎）

平日９：00〜17：00（火・土・日・祝日は除く）にお願い致します。
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原田 修江

社会不安障害と選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）
選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）のマレイン酸フルボキサミン（デプロメール錠、ルボック
ス錠）に、社会不安障害（social anxiety disorder：SAD）の適応が平成17年10月11日付で追加されまし
た。そこで、今回は社会不安障害について取り上げてみたいと思います。
【SADの病態】
大勢の人前あるいはよく知らない人、目上の人などの前で話をする時や演奏をするなど何かを行う場
面では誰でも緊張しますが、「恥をかくのではないか」とか「よく思われないのではないか」という心
配を普通の人以上にして、場合によってはそういう状況を回避して社会生活に大きな支障をきたす慢性
疾患をSADといいます。単なる性格的に内気とか恥ずかしがり屋の場合は、その程度も軽く生活に支障
をきたすことはないため障害とはいいませんが、SADの場合は、人前での行動や人との関わりに対する
苦痛が非常に強くて不安や恐怖を過度に感じます。過去の１回の失敗に大きなダメージを受けて、以後
同じような場面に遭遇する場合にはかなり前から不安になったりします。そのため、重症例では学校を
休んだり裏方の仕事ばかりするようになり、人生に大きな影響を受けるといえます。なお、SADの場合、
必ずしも本来の性格が内気だったり恥ずかしがり屋とはかぎりません。また、何に対してそう感じるか
についても様々で個人差があります。
SADの症状としては、赤面したり視線をそらすことが特徴的であり、その他に発汗、動悸、手や声の
震え、胃腸の不快感、下痢などがあります。ただし、人によっては不安感や恐怖感はあるけれども身体
症状は示さないことがあります。なお、パニック障害と異なりSADでは予期しない状況で発作を起こす
ことはありません。
【SADの歴史と発症頻度】
社会不安障害という名称が精神障害の独立した診断名として確立されたのは、アメリカ精神医学会の
診断基準DSM-Ⅳ（1994年）からです。以前から、人前で何かをする時に必要以上に不安を感じて適切
に行動できない人のいることは知られていましたが、DSM-Ⅰ（1952年）とDSM-Ⅱ（1968年）では、そ
のような病態を恐怖症の一部として、またDSM-Ⅲ（1980年）では社会恐怖という名前で呼んでいまし
た。SADはまれな病態と考えられていましたが、SAD-Ⅲで診断基準が示されて以後多くの研究が行わ
れ、1980年代から1990年代にかけて米国で行われた大規模試験の結果、各種不安障害の生涯罹患率につ
いては、SAD11.1％、パニック障害２％、広場恐怖3.5％、特定の恐怖症6.7％、全般性不安障害3.6％で
あり、大うつ病の12.7％と比較してもSADは高い発症頻度であることが明らかにされました。
SADの場合、SADに続いてうつ病やアルコール依存症など他の精神障害を併発することが多く、そう
なると自殺の危険性がSAD単独では1.0％に対して15.7％に高まるといわれています。そのため、SADは
早期発見、早期治療が重要と考えられます。しかし、単なる性格の問題と考え、専門的治療を受けてい
る人は少ないようです。
【SADの成因】
SADの成因については、今のところ結論はでていません。心理学的あるいは発達障害の面からいくつ
かの仮説がありますが、神経生理学的には、SADの薬物治療にSSRIやベンゾジアゼピン系抗不安薬
（BZ）が有効であったことから、セロトニンやγ-アミノ酪酸（GABA）の関与が推測されています。ま
た、自律神経系の症状を現すことからノルアドレナリンの関与、その他にドパミンの関与なども指摘さ
れています。いずれにしても今後の研究が待たれるところです。
【SADの診断】
SADは自然寛解しにくく、平均罹病期間は約20年、発症が遅く高学歴ほど回復しやすいといわれてい
ます。SADはひとつの状況（多くは、人前で話をすること）にのみ不安をいだく限局性SADと、社会生
活全般にわたる全般性SAD、そしてその中間でいくつかの場面にのみ不安をいだく中間型SADに大別さ
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れます。限局性SADは障害の程度は軽いのですが、全般性SADは重症でその多くは回避性パーソナリ
ティ障害も併せ持ち、日常生活への影響が非常に大きいといわれてます。SADの約70％以上が全般性と
推定されており、若年発症で教育歴が短く就労率の低いことや、比較的難治性であることが指摘されて
います。また、家族性発症でその親族は発症リスクが10倍高いのですが、遺伝因子より環境要因の関与
が推測されています。表１に、DSM-Ⅳの診断基準を示します。
表１ SADのDSM−IV診断基準（300.23）
A.よく知らない人達の前で他人の注視を浴びるかもしれない社会的状況または行為をするという状況の１つ
またはそれ以上に対する顕著で持続的な恐怖。その人は、自分が恥をかいたり、恥ずかしい思いをしたり
するような形で行動（または不安症状を呈したり）することを恐れる。
B.恐怖している社会的状況への暴露によって、ほとんど必ず不安反応が誘発され、それは、状況依存性、ま
たは状況誘発性のパニック発作の形をとることがある。
C.その人は、恐怖が過剰であること、または不合理であることを認識している。
D.恐怖している社会的状況または行為をする状況は回避されているか、またはそうでなければ、強い不安ま
たは苦痛を伴い耐え忍ばれている。
E.恐怖している社会的状況または行為をする状況の回避、不安を伴う予期、または苦痛のために、その人の
正常な毎日の生活習慣、職業上の（学業上の）機能、または社会活動または他者との関係が障害されてお
り、またはその恐怖症があるために著しい苦痛を感じている。
F.18歳未満の人の場合、持続期間は少なくとも６ヵ月である。
G.その恐怖または回避は、物質（例:乱用薬物、投薬）または一般身体疾患の直接的な生理学的作用によるも
のではなく、他の精神疾患（例:広場恐怖を伴う、または伴わないパニック障害、分離不安障害、身体醜形
障害、広汎性発達障害、または分裂病質人格障害）ではうまく説明されない。
H.一般身体疾患または他の精神疾患が存在している場合、基準Aの恐怖はそれに関連がない。例えば、恐怖
は、吃音症、パーキンソン病の振戦、または神経性無食欲症または神経性大食症の異常な食行動を示すこ
とへの恐怖でもない。
該当すれば特定せよ:
全般性：恐怖がほとんどの社会的状況に向けられている場合（回避性人格障害の診断の追加も考慮すること）

【SADの治療】
SADに対する治療は、薬物療法と認知行動療法により行われています。図１はPollackが提唱した治療
アルゴリズムです。薬物療法は、SSRIあるいは高力価のBZ（HPB）を使用しますが、抑うつ状態、強
迫性障害（OCD）、アルコール依存などを併発している場合には、SSRIから始めることが推奨されてい
ます。SSRIの効果が現れるまでの間、依存性に注意しながら短期間BZを併用する方法もあります。服
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用期間については、薬物療法を中断することにより症状が再燃する可能性が高いことから、効果のみら
れる場合には１年間は継続したほうがよいと考えられています。なお、SSRIは投与初期に消化器症状
などの副作用により服用を中断することがあるため、少量（フルボキサミン25mg/日、パロキセチン
10mg/日）から開始して治療量まで漸増するほうがよいとされています。
【SSRIの効果】
SSRIは様々な不安障害に対して有効であり、BZより適応範囲が広いことが欧米での二重盲検比較試
験によって示されています（図２）。SSRIがSADに対して有効であることを初めて検証した報告は、
1994年オランダ ユトレヒト大学のVlietらによる、フルボキサミンとプラセボの12週間、無作為化プラ
セボ対照二重盲検比較試験（RCT）です。わが国でも、全般性SAD 265例を対象に全国54施設において
RCTが行われ、SADに対するフルボキサミンの有効性と安全性が証明されました。なお、米国では、パ
ロキセチンもSADに対する適応を有しています。

表２
薬剤

全般性SADに対する薬剤比較

全般効果 忍容性 重大なリスク 効果発現の早さ 併存する抑うつ／不安への効果

MAO阻害剤

＋＋

―

＋＋

＋

＋

可逆的・選択的MAO-A阻害薬

±

＋

±

＋

＋

SSRI

＋＋

＋

―

＋

＋

BZ系抗不安薬

＋

＋

―

＋＋

―

βブロッカー

―

＋

―

―

―

(DavidsonJR: J.Clin. Psychiatry, 58(suppl 17):47-51,1998)

参考資料：・Pharma Medica，22
（8）
，29，2004 ・日薬理誌，125，297，2005 ・日医雑誌，131
（5）
，2004
・日医雑誌，132（3），2004 ・日医雑誌，132
（5）
，2004 ・日医雑誌，132
（7）
，2004
・日医雑誌，132（9），2004 ・日医雑誌，132
（11）
，2004 ・日医雑誌，133（1）
，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.37

薬の副作用で足がむくむことがありますか。
体重の50〜60%を占める体液は、細胞外液と細胞内液とに分けられ、細胞外液はさらに間質に存
在する組織間液と、血管内に存在する血漿に分けられます。浮腫は組織間液が過剰に増加した状態で、
組織間液が2〜3L以上に増加すると、臨床的に浮腫として症状がみられます。
浮腫の主な原因としては心、腎、肝、膠原病・アレルギー、内分泌疾患などがあげられますが、薬剤
性浮腫も多くの種類の薬剤で報告されています。問診のポイントは、浮腫の部位、質と量（体重・尿量
の変化。指で押してへこみができるか。浮腫部位の熱感・疼痛の有無。）、時間経過と状況、危険因子、
関連症状（呼吸困難、動悸、悪心・嘔吐、下痢、食欲不振。）などです。薬の副作用は、投与後半年以
上もたって発現することがあり、また薬の相互作用により浮腫が顕在化することもあるので、浮腫が見
られた場合は、基礎疾患の検索とともに詳細な病歴・服薬歴を聞くことが大切です。
薬剤性浮腫の治療は、原因と思われる薬剤の中止・減量・変更を可能な限り行いますが、治療継続の
ためにそれが難しければ、水・塩分制限とともに利尿薬（一般的にループ利尿薬）、漢方薬などを使用
します。ミネラルコルチコイド作用による浮腫に対しては、抗アルドステロン作用のある利尿薬が有効
なこともあります。
表1．浮腫を起こす疾患

心性浮腫

うっ血性心不全､肺性心、収縮期心膜炎

腎性浮腫

ネフローゼ症候群、糸球体腎炎、腎不全

肝性浮腫
全
身 栄養障害性浮腫
性
浮 内分泌性浮腫
腫
薬剤性浮腫

肝硬変、肝腫瘍
悪性腫瘍、蛋白喪失性胃腸症、、脚気
甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、2次性アルドステロン症、
Cushing症候群、月経前浮腫、更年期障害
表2参照

特発性浮腫

浮腫を来たす器質的疾患、成因の存在を除外して残った原因不明の浮腫をひ
と括りとした症候群

局所循環障害性浮腫

血栓後症候群、シャンバーグ病、うっ滞性皮膚炎・静脈瘤症候群､凍瘡、
網状皮斑

局
所 リンパ性浮腫
性
浮 炎症性浮腫
腫
血管神経性浮腫
アレルギー性浮腫

特発性リンパ浮腫、フィラリア症、リンパ管炎、
二次性リンパ浮腫（腫瘍などによる閉塞）
多型滲出性紅斑、持久性隆起性紅斑、熱傷
（Quincke浮腫）
蕁麻疹・肥満細胞症、薬剤アレルギー、急性接触皮膚炎
表2．薬剤性浮腫（発生機序による分類）

発生機序

薬剤など

Na・水負荷量の増大

食塩、各種輸液製剤、Naを含む抗生物質など

腎でのNa・水排泄量の低下

非ステロイド系消炎鎮痛薬（NSAIDs）
、降圧薬、ホルモン製剤、
糖尿病治療薬、中枢神経作用薬、漢方薬、抗腫瘍薬

血管透過性の亢進

Ca拮抗薬、インスリン、薬剤アレルギーなど

腎障害

抗腫瘍薬、NSAIDsなど

【参考資料】日本医事新報No.4034，No.4110，No.4139，No.4161，診断と治療Vol89/Suppl.2001，
診断と治療90(5)2002，
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医薬品・医療機器等

安全性情報

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information
No.

216・217

厚生労働省医薬食品局

No.216 目次
1．骨セメント使用時における重篤な健康被害について ……………………………3
2．新方式携帯電話端末及びRFID機器による植込み型医療機器
（心臓ペースメーカ及び除細動器）への影響について …………………………11
3．重要な副作用等に関する情報………………………………………………………22
1 バルプロ酸ナトリウム ……………………………………………………………22
2 プラノプロフェン（経口剤）………………………………………………………24
3 補中益気湯 …………………………………………………………………………26

4．使用上の注意の改訂について（その168）
カルバマゼピン他（12件） …………………………………………………29
5．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………33

No.217 目次
1．平成16年度インフルエンザワクチンの副反応の報告等について ………………3
2．重要な副作用等に関する情報 ………………………………………………………7
1 ガジュツ末・真昆布未含有製剤 ……………………………………………………7

3．使用上の注意の改訂について（その169）
塩酸パロキセチン水和物他（９件） …………………………………………9
4．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………13

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）８月・９月
厚生労働省医薬食品局
◎連絡先
0100-8916 東京都千代田区霞が関１−２−２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

｛

1

03-3595-2435（直通）
03-5253-1111（内線）2756、2753、2751

（Fax）03-3508-4364

67

広島県薬剤師会誌 2005 Vol.30 No.6

検査センターだより
〜カンピロバクター食中毒〜

有助

美奈子

今回は、近年件数、患者数ともに増え、2003年にはサルモネラ食中毒の発生件数を超え１位になり、
注目されている食中毒であるカンピロバクター食中毒についてお話したいと思います。
特徴としては、鶏や牛などの家畜や家禽の腸管内に生息し、食品（食肉特に鶏肉）や消毒の不十分な
飲料水を通して感染します。特に日本においては、鶏などの肉や内臓を生食すること（鶏刺し、タタキ
など）が多いため感染する危険性が高いとされています。少量の菌量（100個程度）で感染し、ペット
から接触感染する例もありますが、ヒトからヒトへの感染はまれであるとされています。一般に細菌性
食中毒は夏期（７〜９月）に多発しますが、この食中毒は５〜６月、10月前後に最も多く発生します。
また鶏は原因食品として一番多いとされていますが、卵から感染することはないとされています。鶏
の保菌は孵化後しばらくは検出されませんが、加齢とともに（30日以降から）保菌率が上昇していくた
め垂直感染はないと考えられています。
Campylobacter jejuniはグラム陰性、微好気性らせん状桿菌で、大気中の酸素濃度では容易に死滅しま
すが、10℃以下の低温下では通常のらせん状菌から球菌に形を変えることにより、仮死状態で長期間生
存することができます。その状態でも感染力があるため注意が必要です。
潜伏期間は長く、発症まで２〜７日かかります。主な症状としては、発熱、倦怠感、頭痛、吐き気、
腹痛、下痢、乳幼児は血便がでることもあり、初期症状は風邪と似ているため間違われることもあり
ます。
治療としては、自然軽快することが多く、輸液や食事療法で治りますが、場合によっては適切な化学
療法が必要です。第一選択薬剤として、エリスロマイシン等のマクロライド系薬剤や、ホスホマイシン
が推奨されています。セフェム系薬剤に対しては多くの菌株が自然耐性を示すため治療効果は望めませ
ん。また、ニューキノロン系薬剤に対しては近年耐性菌が増加していることが問題となっており、使用
の際には注意が必要です。予後は比較的良好とされていますが、四肢筋力低下と腱反射消失を特徴とす
る自己免疫性末梢神経疾患であるギランバレー症候群（GBS）との関連が問題となっており、発症のメ
カニズムの解明が今後の課題となっています。
予防法としては、以下のことが挙げられます。
１．生食を避ける。
（これが一番です）
~~~~~~~
２．調理時、食肉などは肉の中心部が桃色から白く変わるくらいまで十分に加熱する。
３．食肉などを冷蔵庫に保存するときは、他の食品と分け二次汚染を防ぐ。
４．まな板、包丁、ふきんなどの調理器具はよく洗い、熱湯消毒や漂白し殺菌する。
５．ペットの衛生的管理の徹底。
カンピロバクター食中毒はポイントを守って予防すれば防ぐことが可能です。菌を付けない、増やさ
ないことが重要であり、また食肉は十分に加熱を行い、他の食品の取り扱いにも注意していきましょう。
参考文献：社団法人 日本食品衛生協会HP
goo ヘルスケアHP
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平尾台の柴胡・報告Ⅱ
会長 前田

泰則

今年の５月の連休に第１弾を報告させていただ
きました柴胡について
春は芽が出たばかりの柴胡でしたが、その数カ
月後、夏から秋にかけて写真のように空に向かっ
て堂々と黄色い小さな花を咲かせているのであり
ます。
その地下部分を薬用として使用する訳ですが、
あの苦い根っこからは想像もつかない可憐な可憐

小柴胡湯について一言、服用を間違いますと間

な花が咲きます、その花は散形花序と言ってちょ

質性肺炎を起こすという症例が以前報告されまし

うど傘を引っ繰り返した様な形で花が着きます。

た。半表半裏（胸脇等）に熱が無い状況で中途半

しかもあの平尾台のある一部分にはしっかりと根

端に熱を小柴胡湯で取ればそれは太陰の肺経を冷

付いていました。

やすに決まっています。猛暑で身体に熱を持ち発

30数年前に我が師匠と一緒に柴胡の種まきをし
た甲斐があったというものです。

散の手助けを少しだけするのには小柴胡湯はもっ
てこいの処方です。ご一考下さい。

ただし国定公園内ですから当然採集は御法度で

第38回日本薬剤師会学術大会の準備で大変忙し

すのでご了承下さい。ちゃんと監視員がいますの

い中で、少し自然に触れる良い機会を持つことが

でくれぐれも変な気を起こさないように宜しくお

できました。

願いします。
写真はいくら撮っても大丈夫です。
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広島 漫 遊 記
福岡県

あさひ調剤薬局

坂本 泰敏

は呉市内のど真ん中、駐車後、ガイドブックに掲
載の中心商店街レストランへ、アーケード通りは
買い物の人々で混雑してます。天武蔵食堂にて昼
食。13：15大和ミュージアム（呉市海事歴史科学

何で私は週休二日に、こうも縁がないのだろ

館）へ、イベントでも開催しているのか？入館者

う…13：15仕事中のスタッフ後姿に感謝の一礼を

が途切れません。館内も一杯です、終戦60周年は

して車中の人に、スマイルカードにて給油後、鳥

太平洋戦争当時、使用した兵器の展示とあわせて、

栖ICより九州道を北上、古賀SAにてトイレタイ

この老若男女を呼び寄せたのでしょうか！ボラン

ムの後、関門橋を通過して山陽道を一路、山口

ティア説明員氏によりますとこの科学館（10分の

ジャンクションを目指す。昼食は勿論、走りなが

１の戦艦大和建造費を含む）と周辺商業施設用地、

らパンを…。速度一定にて山陽道から中国道へ、

さらに呉中央桟橋（フェリーターミナル）整備事

しかし、山陽道へ向かう車の多いこと、やはり中

業に約70億円要したとのこと…ちなみに、平成17

国道は時間が掛かるのか、その中国道、ふた山超

年度大木町人口一万五千人の町総予算額は約78億

えて鹿野SA16：00着。一息入れて六日市ICか

円…そこには港湾土木派国会議員の姿が見え隠

27km先の吉和ICで下りるかをインフォメーショ

れ、無所属にても当選なさるはずだ。科学館チャ

ンにて尋ねる、六日市から先の一般道走行OKと

レンジナビにて

の事。16：15六日市ICにて高速道を降り、快適県

間の見学終了。17：00JR呉駅到着の息子を待っ

道、すれ違うは島根ナンバー（六日市町は島根県）

て、アレイからすこじま海上自衛隊潜水艦基地を

そして、山深く、山口ナンバーに出会う様になる

眺めて今夜の宿、音戸ロッジへ（泊）。夜明前の

と、至る所に崖くずれが…とうとう回り道へ、随

漁船の出漁、そして、朝の船ぶねでラッシュの音

分遠回りしたけど…九州山地もそうでしたが、こ

戸瀬戸を大橋で渡り８：45倉橋島へ、さらに早瀬

んな山奥にも人が住んでいる。 広島はあっち …

大橋を渡り江田島海上自衛隊第一術科学校＆幹部

さらに山深く峠を越えて広島県冠高原スキー場

候補生学校（旧海軍兵学校）９：00着。 久留米

（冬季）へ、ここからは快適ドライブウェーをひ

からですか？

船長

の資格を得、およそ３時

と門衛当番の兵曹長氏。兵曹長氏

た走る。しかし、随所に水害の爪あとが、今度の

の御出身は朝倉郡杷木町、陸上業務になって２年

台風被害は宮崎県椎葉村だけでは無かったのだ。

目のこと。10：00からの隊内見学は正午までに平

羅漢渓谷では国道トンネルにも洪水の後が残って

和記念公園必着のため次回へ、９：45江田島切串

います。やっと光の集団が見えてきました、今夜

港発フェリーにて広島市内宇品港を目指す。着岸

の宿。岩倉ロッジか？いえ社会福祉法人いわくら

後、元安川沿いに平和記念公園を目指し、11：00

苑のあかりでした。そして、18：15今夜の宿に到

駐車場着。公園、木陰のベンチにて発表原稿を整

着。19：30後輩が元教師の母上と訪ねて来る歓談、

理、緑の公園を渡ってくる風の心地よいこと。

（泊）
。宿舎前の川面には朝霧が、本日快晴、８：

12：48発表。香川県増井先生、広島県水戸先生の

45第38回日本薬剤師会学術大会メイン会場の広島

質問を受ける。13：15平和記念公園発、広島高速

平和記念公園へ向け出発。途中の明石峠350mか

４号線にてサンフレッチェ広島本拠地、広島ビッ

らは旭に輝く安芸の海が…ほど無く国道２号線

グアーチを車窓見学の後、五日市ICより山陽道へ、

へ、９：45平和記念公園国際会議場着、受付＆

岩国ICで降り、社会福祉法人

PCセンターを済ますが、ランチョンセミナーは

りに訪ねる。木の香漂う、人と環境にやさしい施

すでに弁当無し。会議場受付嬢お勧めの平和記念

設のキャッチフレーズどおりに入館セキュリティー

資料館（東館）へ、The Atomic Bomb Dropped on

の厳しさ、館内の清潔さ、そして車椅子のままで

Hiroshimaの惨状はやはり凄いNo More Hiroshima

の土いじりOKなど随所に工夫の跡が見え、やは

をあらためて想う。11：45国道２号線より広島大

り、百聞は一見にしかずを想う。15：30施設を後

橋経由広島呉有料道路へ、先ず￥200暫く走って

に、スマイルカードにて格安ガソリンを給油後、

￥700これなんだ！長いトンネルを抜けるとそこ

欽明バイパス経由玖珂ICより、再び山陽道へ。

かなえ

を４年ぶ
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平成17年度薬事功労者厚生労働大臣表彰
平井 紀美恵 氏（現 社団法人 広島県薬剤師会副会長）
以上の１名が受賞されました。

ffffffffffff

ffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

告

知

板【1】
日本薬剤師会の新事務所のご案内

日本薬剤師会は、事務所を渋谷区から新宿区の下記住所へ移転され、平成17年11月７日
（月）から業務を行われますのでお知らせいたします。
なお、移転に伴い、現在の日本薬学会長井記念館内の事務所は11月２日（水）で閉所
されます。また、移転作業のため11月４日（金）は臨時休業とされますので、ご了承下
さい。
記
所 在 地：〒160-8389 東京都新宿区四谷三丁目3-1

富士・国保連ビル７階

電話番号：０３−３３５３−１１７０（代表）
０３−３３５３−１１９０（会計・厚生課直通）
０３−３３５３−１１９３（中央薬事情報センター直通）
Ｆ Ａ Ｘ：０３−３３５３−６２７０
０３−３３５３−８１６０（中央薬事情報センター）

案内図

陸上自衛隊
市ヶ谷駐屯地

至市ヶ谷
市谷見附

靖国通り

至新宿
新宿都営線

曙橋駅

A4出口 ●東京日産
荒木町バス停

日本薬剤師会

外堀通り

●7階（受付）
（富士・国保連ビル 1Fみずほ銀行）

ファミリー●
マート

四谷
消防署
●
丸正

四谷3 4番出口
東京メトロ丸の内線

四谷三丁目駅

外苑東通り
至神宮外苑

四谷警察署

東京
三菱
銀行
●
●
Kinko's

0
0
●そば

新宿通り

UFJ
銀行
●

中華
● 四谷見附

●セブン ●
イレブン 四谷
学院

●
薬
局

迎賓館

Ｊ
Ｒ
四
谷
駅
上智大学

東

四 京メ
ツ トロ丸
谷 の内
駅線

至信濃町

●東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅下車（４番出口徒歩３分）
●ＪＲ「四ツ谷」駅下車（徒歩８分）
●都営新宿線「曙橋」駅下車（Ａ４出口徒歩10分）
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告

知

板【2】
事務局の休業について
職員旅行のため、次のとおり臨時休業いたします。
よろしくお願いいたします。
11月26日（土）

薬

祖

神

祭

日

時：平成17年12月１日（木）

場

所：広島県薬事衛生会館

会

費：1,000円

午後５時

県薬事務局の年末･年始の休業のお知らせ
12月28日（水）……………………………仕事納め
12月29日（木）
〜１月３日
（火）…………休

業

１月４日（水）……………………………仕事始め

平成17年12月提出分（平成17年11月調剤分）
の調剤報酬請求書の早期提出について
調剤報酬請求書の早期提出については、平素から格別のご協力を頂いておりますが、
平成17年12月提出分（平成17年11月調剤分）につきましては、県国保団体連合会、診療
報酬支払基金とも年末年始を控えて処理期間が短く、処理の遅延を危惧している旨の通
知がありましたので、早期提出について、格別の御協力をよろしくお願いいたします。
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薬剤師大改革をテーマとした広島での学術大会も成
功裡に終了いたしましたが、今世の中は今、色々な
仕組みが改革され始めていますね。不安定な時代で
すが、こういう時こそ 人 や 人間関係 をより
一層大切にしたいものだと改めて思うこの頃です。
＜水無月＞

学術大会も無事終わって、あまり
手伝いもしなかったのに気がぬけ
ました。寒くなってきたので風邪
に気をつけよう。
＜T２＞

日本薬剤師会全国大会お疲れ様でした。私
は当日受付を担当しましたがあまりにも多く
の参加者にびっくりしました。一度に受け付
けることが出来ませんので人数制限をしなが
ら入れました。｢おはようございます。当日
参加はこちら、予約済みの方はこちらで
す。｣と何百回言ったか分かりません。この
言葉が頭からはなれずに薬局に帰っても患者
さんに｢おはようございます。当日参加です
か？」と言ってしまいました。
＜ｂｙそんなやつはおらんで＞

羽田空港から広島行へ搭乗。重い荷物を
どうやって荷物棚へ… と思案していると
隣席の青年が「僕が！」と簡単に荷物棚へ。
お礼を言うと「私が先に荷物を入れました
ので…」と。
飲み物が運ばれてくる頃、夕陽を窓に横顔
を黒いシルエットにしてその青年はぐっす
り寝込んでしまった。 優しいな！この頃の
若い人も捨てたものじゃない！ と私も目
を閉じた。
『美青年だなぁー』今日は佳き日。
＜K.H＞

会員の皆様、学術大会に参加された感想は如
何ですか？参加できなかった皆様に、少しで
も大会の雰囲気が伝われば嬉しいです。あち
こち写真を撮り、大勢の方とお話し、私は、
とても疲れましたが楽しかったです。
＜396＞

豊原

加奈子「初夏の頃」

（第49回三師会展出品作）

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 11 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

No.6（No.70）

市町村合併に伴う国民健康保険の保険者番号及び老人保健の
市町村番号の変更に係る会員への広報について（依頼）
平成17年９月28日
広 島 県 医 師 会 長 様
広島県歯科医師会長 様
広島県薬剤師会長 様
広島県柔道接骨師会長 様
広島県福祉保健部長
（国 保 医 療 室）
保険医療行政の推進については、日ごろから格別の御協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。
この度、市町村合併により、国民健康保険の保険者番号及び老人保健の市町村番号を次のとおり変更
します。
ついては、変更内容を会員へ広報していただき、今後の取扱いに御注意いただきますよう、御協力を
お願いします。
廿日市市（合併期日

廿日市市
大 野 町
宮 島 町

平成17年11月３日）

変
更
国
保
老人保健
国
保
老人保健
国
保
老人保健

前
34
34
34
34
34
34

変
028
028
029
029
033
033

1
0
9
8
1
0

更

後

保

34

028

1

老人保健

34

028

0

国
廿日市市

担当 国保指導グループ（是平） 老人医療グループ（西川）
電話 （082）513-3212、513-3214

廿日市市と大野町及び宮島町の合併に伴う国民健康保険の
保険者番号及び老人保健の公費負担者番号の改定について
平成17年９月29日
広島県薬剤師会会長
前 田 泰 則 様
廿日市市長

山下

三郎

（福 祉 保 健 部 保 険 課）
平素から本市の国民健康保険事業及び老人保健事業の実施につきまして、格別のご協力をいただき、
厚くお礼申し上げます。
さて、廿日市市と佐伯郡大野町及び宮島町は、平成17年11月３日に合併することとなり、これに伴い、
国民健康保険の保険者番号及び老人保健の公費負担者番号が変更となります。
つきましては、別紙原稿を貴会の11月の会報に掲載していただき、今後の国民健康保険、老人保健医
療及び福祉医療における診療報酬の請求について、各医療機関等に周知していただきますよう、よろし
くお願いいたします。
なお、メールでの送信を希望される場合は、ご連絡ください。
１

旧市町名
佐伯郡 大野町
佐伯郡 宮島町
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２

合併年月日
平成17年11月３日（木：祝文化の日）

３

合併による診療報酬請求の取扱いについて
「別紙」

別紙

医療機関の皆様へ

合併による診療報酬請求の取扱いについて
廿日市市福祉保健部保険課
平成17年11月３日を期して、廿日市市と佐伯郡大野町及び宮島町が合併します。このことにより、国
民健康保険、老人保健医療及び乳幼児医療等の福祉医療の診療報酬請求の取扱いについては、次のとお
りしていただくようお願いします。

◎保険証の切換え（保険者番号・公費負担者番号の統合）時期は、以下のとおりとなり
ます。
①国民健康保険関係

平成18年３月１日から統合

｛

｝

国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、食事の減額認定証、
前期高齢者限度額適用認定証、特定疾病受療証

○Ｈ18.２月末までは、大野町及び宮島町が発行した保険証（有効期限がＨ18.２.28
になっています）を使用します。
○Ｈ18.２月末までは、レセプト請求は、大野町及び宮島町の保険者番号ごとに、そ
の保険証の記号番号でしていただくことになります。
○合併後、旧大野町及び宮島町の被保険者には、Ｈ18.２月末近くに新しい保険証を
郵送します。

②老人保健、福祉医療関係

平成17年12月１日から統合

｛

老人保健受給者証（27） 重度障害者医療受給者証（91）
老人医療受給者証（41） ひとり親家庭等医療受給者証（92）
乳幼児医療受給者証（90）

｝

○Ｈ17.11月末までは、大野町及び宮島町が発行した受給者証を使用します。
○Ｈ17.11月末までは、レセプト請求は、大野町及び宮島町の公費負担者番号ごとに、
その受給者証の受給者番号でしていただくことになります。
○合併後、旧大野町及び宮島町の受給者には、Ｈ17.11月末近くに新しい受給者証を
郵送します。
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※Ｈ17.12月〜Ｈ18.２月末までは、レセプトに記載する国保の保険者番号上５桁と、老健、
福祉医療の公費負担者番号の中５桁の番号が異なることとなりますので、ご注意くだ
さい。
↓
患者さんが提示された保険証及び公費受給者証のとおりに請求していただくようお願
いします。
※同月内で、廿日市市の保険証と、大野町又は宮島町の保険証で受診された場合は、廿日市
市の発行した保険証の番号で、１枚のレセプト請求をお願いします。
【お問い合わせ先】
廿日市市福祉保健部保険課 0829-20-0001
国保については ………………………国保年金係（内線1151〜1153）
老人保健・福祉医療については ……医療係（内線1161〜1163）

レセプト請求の取扱一覧表
国

保
区

分

保険者名
大 野 町

Ｈ18.２.28まで

宮 島 町
廿日市市

Ｈ18.３.１から

廿日市市

保
一
退
一
退
一
退
一
退

般
職
般
職
般
職
般
職

67
67
67
67

険

者
34
34
34
34
34
34
34
34

番

号
029
029
033
033
028
028
028
028

9
9
1
1
1
1
1
1

老人保健
区

分

保険者名

Ｈ17.11.30まで

大 野 町
宮 島 町
廿日市市

27
27
27

Ｈ17.12.１から

廿日市市

27

市町村番号（公費負担者番号）
34
029
34
033
34
028
34

028

8
0
0
0

ご注意ください！！
※必ず保険証の保険者番号をご確認のうえ、その保険者番号で請求してく
ださい。
月中途の市町合併に伴う医療費・調剤費（生活保護単独分のみ）
の請求事務の周知について（通知）
平成17年10月３日
広島県薬剤師会長

様
広島県福祉保健部長
（福 祉 指 導 室）

平素より生活保護業務の運営に御理解と御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
御承知のように、県内では市町村合併が進行しており、次のとおり、佐伯郡大野町及び宮島町が平成
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17年11月３日に廿日市市へ合併することとなっております。
合併に伴って生活保護の医療費等の負担責任が月中途に県から市に移行しますが、合併前後の一か月
分の医療費総額を１枚の請求明細書で請求された場合、合併前までと合併後を区分して、それぞれの実
施機関で費用負担をするためには、請求明細書の内容確認等が必要ですが、事実上不可能と考えられる
ため、合併月の医療券・調剤券は合併日を区切りとして、それぞれの公費負担者番号で２枚発行させて
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いただくこととしております。
~~~~~~~~~~~~~~
ついては、大変ご迷惑をおかけいたしますが、制度の規定をご理解いただき、合併月の生活保護費の
~~~~~~~~~~
医療費等の請求につきましては、合併前後の期間で区分し、それぞれの公費負担者番号ごとに請求明細
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
書を２枚に分けて請求していただきますよう会員の皆様への周知をお願いいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
１

変更の概要
対象町名

合併予定日

佐伯郡大野町
及び
佐伯郡宮島町

２

公費負担者番号対応一覧
11月１日〜11月２日

17年11月３日

11月３日〜

12340014
12342911
（広島地域事務所） （廿日市市福祉事務所）

注意していただく事項

生活保護受給者の医療券等は、合併期日を境に各々の実施機関が発行いたします（公費負担者番号
~~~~~~~
が変わります）が、医療券等にある公費負担者番号を確認して請求明細書にご記入くださるようお願
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いいたします。
~~~~~~~
なお、併用分につきましては、従来どおり１枚の医療券等を送付いたしますので、医療券等にある
公費負担者番号を確認して、１枚の請求明細書にてご請求をお願いいたします。

担

当：生活保護グループ：南田

電

話：082-513-3148

ＦＡＸ：082-223-3572

希少疾病用医療機器の指定について
薬事法（昭和35年法律第145号）第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器が下記の

とおり指定されたので、通知する。

平成17年10月14日 薬食機発第1014001号
指定番号

医療機器の名称

予定される使用目的・効果又は効果

申請者の氏名又は名称

（17機）第11号

血球細胞除去用浄化器

難治性網膜ぶどう膜炎を有する
ベーチェット病患者の眼発作抑制

株式会社JIMRO
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平成17年9月16日薬価基準新収載品目
［4成分6品目］
［内用薬］
商品名
［会社名］
識別コード
サラジェン錠5mg
キッセイ薬品工業

一般名
薬効

規格

塩酸ピロカルピン
頭頸部の放射線治療に伴う口腔乾燥 5mg1錠
症状の改善

薬価

139.7

［注射薬］
商品名
［会社名］
ギャバロン髄注0.005％
第一製薬
ギャバロン髄注0.05％
第一製薬
ギャバロン髄注0.2％
第一製薬
マイロターグ注射用5mg
ワイス−武田薬品

フィニバックス点滴用0.25g
塩野義製薬

一般名
薬効

規格

バクロフェン
0.005％1mL1管
脳脊髄疾患に由来する重度の痙性麻痺
（既存治療で効果不十分な場合に限る） 0.05％20mL1管
0.2％5mL1管
ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝
子組換え）
5mg1瓶
再発又は難治性のCD33陽性の急性
骨髄性白血病
ドリペネム水和物
ドリペネムに感性のブドウ球菌
属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌
属（エンテロコッカス・フェシウムを
除く）、モラクセラ（ブランハメラ）
・
カタラーリス、大腸菌、シトロバクタ
ー属、クレブシエラ属、エンテロバク
ター属、セラチア属、プロテウス属、
モルガネラ・モルガニー、プロビデン
シア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、
アシネトバクター属、ペプトストレ
プトコッカス属、バクテロイデス属、
プレボテラ属
＜適応菌種＞
・敗血症、
感染性心内膜炎
・深在性皮膚感染症、リンパ管・リン
パ節炎
250mg1瓶
・外傷・熱傷及び手術創等の二次感染
・骨髄炎、
関節炎
・咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、
扁桃周囲膿瘍を含む）
・肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変
の二次感染
・複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎
（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾
丸炎）
・腹膜炎、
腹腔内膿瘍
・胆嚢炎、
胆管炎、肝膿瘍
・子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁
結合織炎
・眼窩感染、
角膜炎
（角膜潰瘍を含む）
、
眼内炎（全眼球炎を含む）
・中耳炎
・顎骨周辺の蜂巣炎、
顎炎
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薬価
1,132
22,615
22,615
241,154

1,247

薬剤師連盟のページ

広島県知事選挙について
任期満了に伴う広島県知事選挙が次のとおり執行されます。
選挙告示

平成17年10月20日（木）

投開票日

平成17年11月６日（日）

次に、広島県薬剤師連盟は現知事藤田雄山氏を推薦することに決定しました。

日本薬剤師連盟の事務所移転について
日本薬剤師会の事務所移転に伴い、日本薬剤師連盟の事務所も移転いたします。
（新事務所）
東京都新宿区四谷４-３

ケイアイ四谷ビル２階
［最寄り駅］
●東京メトロ丸の内線

案内図

四谷三丁目駅

徒歩３分

新宿御苑駅

徒歩６分

●都営地下鉄新宿線
曙橋駅
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徒歩10分

吉田

鈴木

康「春の妙高山」（第49回三師会展出品作）

和子「マーサーズ・ウインヤード島」
（第49回三師会展出品作）

