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日薬定款変更に係る書面表決のお願い
平成19年６月
日本薬剤師会

日薬では、８月の通常総会において日薬定款の一部変更を予定
しています。定款変更概要は、日本薬剤師会雑誌６月号に掲載し
ておりますが、主な変更事項は以下のとおりですので、ご賛同下
さるようお願いいたします。
今回の定款変更は、会員の過半数が出席（書面表決）した総会
でないと議決できません。書面表決書（日薬雑誌６月号巻末綴込
み）にて必ずご返信下さい。

１ 正会員の表決権は（総会の）代議員をもって行使するこ
とになります。

２ 現行日薬定款では規定されていない総会の定足数・議決
数等を明文化します。

３ これまで日薬代議員会にて議決又は承認を得ていた役員
選任や決算等の重要事項は、総会において行います。
（イメージとしては現在の代議員会が総会として機能す
ることになります。
）
（書面表決書を返信済みの会員は再提出不要です。
）
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表紙写真 ホオノキ（モクレン科）
日本ではホオノキの樹皮を和厚朴として薬用にします。厚朴エキ
スにはマグノフラリンなどのアルカロイドが含まれ鎮痛、抗痙攣、
鎮咳、消化不良を改善する目的で利用されます。半夏厚朴湯は喉に
異物感があるような咳や精神不安を改善する漢方薬として用いられ
ています。
写真解説：吉本 悟先生（安芸支部）
撮影場所：安芸高田市・向原町
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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第36回 広島県薬剤師会通常総会を開催
−平成18年度会務・事業報告・収支決算等を承認−
第36回広島県薬剤師会通常総会は、去る５月26
日（土）午後３時から広島県薬剤師會館に於いて
開催された。
総会は、小林啓二常務理事の司会のもと、まず、
松下憲明副会長の開会の辞により開会され、続い
て、前田泰則会長の挨拶があった。
（別掲）
次に、表彰式に移り、次の方々に対して、前田
会長から賞状並びに記念品の伝達・授賞が行わ
れた。
受賞者は次のとおり。
〔順不同、敬称略、
（ ）は支部名〕
○日本薬剤師会有功賞受賞者（伝達）（３名）
得能 敬治（広 島） 盛多喜美子（府 中）
杉原 清子（尾 道）
○広島県薬剤師会賞受賞者（５名）
政岡
醇（広 島） 安田 宣子（広 島）
石田久美子（ 呉 ） 林
充代（ 呉 ）
海井 隆司（大 竹）
○広島県薬剤師会功労賞受賞者（７名）
瓜生智加子（広 島） 古屋 憲次（広 島）
宇都 淳子（ 呉 ） 中本 博子（ 呉 ）
細川 峰代（福 山） 渡邊 英晶（廿日市）
竹乗 秀晴（東広島）
○広島県薬剤師会有功賞受賞者（11名）
網本 照子（広 島） 石田 洋子（広
児玉 俊子（広 島） 得能 通子（広
中野千恵子（広 島） 吉田
稔（広
和田 耕治（広 島） 渡辺実代子（安
徳山 房男（福 山） 西谷
正（福
広畑美代子（尾 道）

島）
島）
島）
芸）
山）

続いて、広島県福祉保健部長祝辞（代理 村上
行雄薬務室長）があり、次に、藤井基之参議院議
員、溝手顕正参議院議員、中西敏夫日本薬剤師会
長からの祝電が披露された。
次に、受賞者を代表として政岡醇氏（広島）が
謝辞を述べられて表彰式は終了した。
次に、昨年度総会以降の物故会員に対して、ご
冥福を祈念して黙祷が捧げられた。
次いで、正・副議長の選出があり、議長に河内
一仁氏（広島）、副議長に林真理子氏（安佐）が
選任され、正・副議長席に着き、直ちに出席会員
数の確認があり、会員総数の３分の１の定足数
1,007人以上に対して、出席者数（委任状を含む）
1,793人が確認されて、総会の成立が宣言された。
次 に 、 議 事 録 署 名 人 に 細 田 正 紀 氏 （ 広 島 ）、
島岡敏氏（行政）が議長から指名された。
続いて、報告事項12件が報告され、直ちに一
括上程議題とし、次のとおり各担当理事から報
告説明があった。
１．日本薬剤師会代議員会報告について
玉浦 巌 日薬代議員
２．広島県薬剤師会代議員会報告について
村岡信也 県薬代議員
３．平成18年度広島県薬剤師会会務並びに事業報
告について
平井紀美恵 副会長
４．平成18年度広島県薬剤師会収支決算報告につ
いて
谷川正之 常務理事
５．平成18年度保険薬局部会事業報告について
豊見雅文 副会長
６．平成18年度保険薬局部会収支決算報告につ
いて
増田和彦 常務理事
７．平成18年度会館運営事業事業報告について
平井紀美恵 副会長
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８．平成18年度会館運営事業収支決算報告につ
いて
平井紀美恵 副会長
９．平成18年度検査センター事業報告について
大塚幸三 常務理事
10．平成18年度検査センター収支決算報告につ
いて
大塚幸三 常務理事
11．平成18年度薬事情報センター事業報告につ
いて
増田和彦 常務理事
12．平成18年度薬事情報センター収支決算報告に
ついて
増田和彦 常務理事

次に、監査報告に移り、水戸基彦監事から監査
結果について報告があった。
続いて、質疑に入ったが、特になく、直ちに採
決が行われた結果、各報告事項はいずれも承認さ
れた。
以上をもって議事を終了し、加藤哲也副会長の
閉会の辞をもって、総会は終了した。
閉会時刻 午後４時30分

【 会 長 あ い さ つ 】
会

長 前田

泰則

後期高齢者医療制度の導入であります。超高齢社
会への移行とともに今後ますますこの様な保障制
度以外の取り扱いが増えていきます。それ以上に
警戒しなければならないことは薬剤師以外が後期
高齢者医療制度の中で医薬品の取り扱いを当然の
ように主張していることです。今後医療の中で国
家資格を越えて縄張り争いをする事は避けたいと
考えますが患者さんのためという美名に隠れて便
利さで医薬品を取り扱うことには断固反対です。
何のための医薬分業なのかを考えれば如何に患者
本日は大変お忙しい中、第36回広島県薬剤師会

不在か分かりそうな事であります。

通常総会にご参加いただきまして誠に有り難うご

さて、本会の事業で大切な物の一つに学術研修

ざいます。本日、広島県薬剤師会会賞・同功労

活動があります。今年の日本薬剤師会学術大会は

賞・及び有功賞を受賞されました先生方には改め

神戸でありますが、広島県薬剤師会学術大会は、

てお祝いと永年のご努力に感謝申し上げます。今

呉市の「大和ミュ−ジアム」にて開催されます。

後とも健康に留意されて頑張っていただきたいと

歴史博物館として全国に知られるようになりまし

念願しています。

た当館は、直ぐそばにジャンボジェット機クラス

さて、我々薬剤師を取り巻く環境がここ数年で
劇的に変化してきております。
「広島県保健医療計画」の推進におきましても、

の潜水艦を陸に設置した「鉄のくじら館」もあり
ます。戦争と平和と日本の歴史の一端を垣間見な
がら我々薬剤師の歴史についてもお考えいただけ

医療との連携がより重視されてきます。特に薬局

る良い機会でもあります。歴史的な変革と言えば、

が医療提供施設として位置付けられることによる

日本薬剤師会もその定款の一部変更を余儀なくさ

公的な活動をより一層求められることは公益法人

れています。何れ各県薬レベルでも同様の変更を

としてのこれからの大きな課題の一つであります。

迫られる事になると思いますが、日薬を取り巻く

また、薬学教育機関等との連携強化と共同研修

環境もここ最近は随分と変わりましたし、他団体

事業の展開として、薬学教育の６年制への移行と
ともに、約三カ月間の薬学生受入実習の体制づく
りであります。
医薬分業の推進及び社会保障制度への対応は、
二年毎の改正と相まって、来年度から実施される

との折衝がますます大切になってきました。
最後になりましたが、夏へ向かって我々薬剤師
の剣が峰が見えてまいります。おひとりおひとり
の思いを凝縮させて最後まで責任をもって頑張っ
ていただきたいと思います。
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受賞者・喜びの声
地域の住民の話しにじっくりと耳を傾ける事がで

県 薬 会 賞

きるようになりました。又その間医薬分業が推進

久美子

され勉強会に励んだ事、医学・医療のめざましい

この度は、広島県薬剤師会賞をいただき、あり

緩和による社会・地域の仕組みの変化、人間の本

呉支部 石田

進歩、かたや社会では、制度の移り変わり、規制
質の変化等のんびりとした子供時代が懐かしくも

がとうございました。
卒後２年足らずの病院勤めの後、30年余り薬局

あり、その一方世の中の目まぐるしい変遷に乗り

でいろんな相談を受け、お客さんと一緒に、本を

遅れまいと我が心身に叱咤激励して居る毎日であ

開いて勉強したこともたびたびありました。未熟

ります。この先、社会（医療）がどのようになる

者でも誠意を尽くせば、お客様はついてきてくだ

のか皆目私共には分かりかねますが、医療人の一

さるんだ、ということを、教わりました。子育て

人として地域医療・介護に少しでも貢献し、地域

との両立に悩みながらも、よくなって感謝される

に根ざしたかかりつけ薬局を目ざし励みたいと

喜びは何にも代えられないものでした。

思っている所存でございます。

50歳過ぎて、国立呉病院の処方せんを応需しま

本日迄、私を薬剤師の一人として支え、御指導

した。いろいろ勉強させていただきましたが、ス

して下さった諸先輩、同僚の先生方に深く感謝を

ピードと正確さは、年齢を重ねると落ちるのはし

いたしております。

かたありません。一人ひとりにじっくりと相談に
のりたいという思いと、病気になってからでは遅
い、未病を治したい、それが今までの経験をいか
すことですから。
少子高齢化社会を迎え、高齢者が人生の最後ま

県 薬 会 賞
大竹支部 海井

隆司

で自立できるように、今、何をしたらよいかを一

この度は広島県薬剤師会賞をいただき、感謝の

緒に考え、提案し、毎月元気な顔で来店してくだ

気持ちで一杯であります。これひとえに、県薬役

さることが喜びです。

員竝びに、支部役員各位の暖かいご支援と、ご協

子育て支援の赤ちゃん教室を開いています。良

力の賜物と感激しております。ふり返りますと昭

い生活習慣は赤ちゃんから、良い生活習慣は一生

和27年に薬剤師を拝命致し、病院勤務及び薬局開

の宝です。自分の周りに元気な子供と高齢者を増

設に至る各修練が、現在の基礎時代でした。大竹

やしたいというのが今の願いです。

支部が結成されると共に、大竹三師会の設立、昭
和36年に学校薬剤師会の任命と、薬剤師職能が生
かされる方向となりました。更に近時医薬分業が

県 薬 会 賞
呉支部 林

充代

この度、広島県薬剤師会賞をいただき慎に驚き
と感謝の念で一杯でございます。それと同時にも
う一方でもっと勉強せよ、もっと向上せよと励ま
されているように感じている次第でございます。
私が薬剤師会に入会して早いもので20数年が
あっという間に過ぎ去ったような気がします。薬
局で最初働き出した時は全くの初心者でただ右往
左往し、初老の域に達した現在、やっと患者様や
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進展し、分業率50％を越へる時代に入って参りま

させていただきました。

すと、市民の為の受入態勢の万全を期す方向で、

この度の受賞を契機に、会員の皆様が薬剤師会

支部内の調剤は、約80％近くになって参りました。

に入って良かったと喜んでいただけるように、今

亦介護保険の施行後は、高齢化の進展と共に、居

後とも微力ではありますがお役に立ちたいと思い

宅介護支援事業所として、整備をしているところ

ます。

であります。更に介護保険に併ふ保険申請による
介護度認定の為の、審査会認定委員も委嘱され、
その責任の重大さを痛感するところであります。

まだまだ未熟者な私ですが、今後共ご指導の程
宜しくお願い致します。
この度は誠にありがとうございました。

薬剤師教育も６年制を迎へ、益々社会の期待に応
える可く、吾々年功者の研鑽と努力が要求される

県薬功労賞

ところであります。今回の総会に於いて、会賞の
栄に浴した感激を、今後の使命感の充実に一層の

広島支部 古屋

努力を傾注する覚悟であります。今後共、従来に
も増して、御支援賜ります様お願い申し上げて、

憲次

この度は思いもよらない広島県薬剤師会功労賞
をいただき、大変恐縮致しますとともに正直とま

御礼の言葉にかへさせていただきます。

どいの気持ちでいっぱいです。
私は16年間の製薬企業勤務後に保険薬局の世界

県薬功労賞
広島支部 瓜生

に入り20年の年月があっという間に過ぎ去ったよ

智加子

うな感じがしております。
振り返ってみますとその間に、はたして功労賞

この度は、私のような若輩者に、広島県薬剤師

にふさわしいような仕事ができたのかは大変疑問

会功労賞をいただき、誠にありがとうございます。

ではありますが、今年還暦を迎える私へのご褒美

この様な、栄えある賞をいただけたのも、ひと
えに先輩方々のご指導のもとに、会員の皆様に支
えられての事と、深く感謝致しております。
振り返れば11年前、先輩の先生から広島市薬剤
師会理事を引き受けてくれないかとお声をかけて

ではないかと感謝しております。
私が歩んできた20年は国の政策もあり、分業率
の急速な発展に支えられ右肩上がりのよき時代で
あったと思います。
これからは私たち薬剤師の置かれる環境も、今

いただき、役員をさせていただく事になりました。

までになく非常に厳しい状況になることは間違い

薬剤師会の事など、右も左も全く分からない私を、

ないようです。

先生方は優しく導いて下さり、少しずつ皆様のお

今まで楽をさせていただいた薬剤師として、こ

役に立てる事が出来てくる様になりました。諸先

れからの時代を背負う若い薬剤師の皆さんが、社

輩方のご指導なくしては、今日の私はないと言っ

会に必要とされる環境作りを少しでもお手伝いし

ても過言ではありません。

なさいというのがこの賞をいただいた意義ではな

理事の役職をいただくまでは、理事の方々が陰
で苦労されて薬剤師会を支えられている事など、

いかと解釈しております。
私にできることは何もありませんが、ただ夢だ

知る由もありませんでした。しかし、実際に役員

けはあります。私の夢と若い人たちの夢もきっと

をさせていただき、陰の苦労に気付かせていただ

共通することもあると思います。若い人の夢の実

きました。そして私自身をとても成長さていただ

現をお手伝いすることで、私自身ではかなえられ

きました。大勢の諸先輩方と接する機会が多く、

ない夢を現実の物にできるよう死ぬまで夢を持ち

様々な情報をいち早く得ることができ大変勉強に

続けていたいと思います。

なりました。研修会のお手伝いをさせていただく
時は大変役に立つお話を聞き、今までほとんど研
修会など参加した事のなかった私にとっては、何
もかもが新鮮で薬剤師としての職能を改めて実感

この度は大変有り難うございました。
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県薬功労賞
呉支部 宇都

県薬功労賞
淳子

「私と薬剤師功労賞とは、一体なんでしょう」
というのが、先ず第一声です。
私も、いろいろありましたが、一応、細木数子
並みに生きてきました。多少、勝気で困りますが。
諸会合には、どんなに忙しくても、出席してき
ました。主人に、いつも「晩飯も食わせないで、
出席するのか」と言われながらも。
さて、協会という団体は、どれも、大企業サイ
ドに動き、決して中小零細企業の味方ではありま
せん。
薬剤師会は、中小零細的体質にもかかわらず、
中小零細のための施策があったのでしょうか。会

呉支部 中本

博子

この度は、功労賞を授与とのお知らせをいただ
きまして、突然のことでびっくり致しました。私
のようなものがいただいて良いのかと恐縮してお
ります。
学校を卒業して免許を取得後すぐ開局しまし
た。早いものでもう50年が来ようとしています。
長年薬局業務に携わって来たことへの御褒美か
なと心より感謝しております。
医薬分業が叫ばれてはいましたが、形だけのも
のでした。国立病院の院外処方せんが発行された
のを機に実のあるものとなりました。
薬剤師会、メーカー、問屋さん等による勉強会、

の決定等は、結果的に、大企業薬局サイドに流れ

情報提供等々で、いろいろ助けていただいていま

て行き、何ら改善されず、相変わらず役人天国に

す。御指導下さいます多くの方々に、心より御礼

見えます。政治献金が少ないから、薬局、薬剤師

申し上げます。

の社会的地位は、改善されないと云われますが、

そろそろ、第一線を引退の時が近くなって参り

果たしてそうなのでしょうか。規制緩和の名称で、

ましたが、この受賞を励みに、生涯現役の夢を持

お酒問屋等はほとんど消えて、コンビニに移って

ちもうしばらく、日々努力を重ねたいと思います。

しまいました。これが現実です。歯科医師会の一

本当に有難うございました。

億円献金、何が政治献金なんだろう。筋の通った
政治献金、こんなものがあるのでしょうか。
薬局に将来性はないというより、むしろ零細体

県薬功労賞

質の改善こそが急務であろうと思います。

福山支部 細川

44年余、薬剤師としてがんばってきました。
懸命に、休まず、歩んできました。「頑張るの
が人生」をモットーに、今まで自分のためだけに、

峰代

このたびは、広島県薬剤師会功労賞をいただき
まして、誠にありがとうございます。

がんばってきました。でも、これからは、女性や

県薬からの突然のお知らせ、５月には、寄稿の

老齢化問題等、世の中、人のために、何をすべき

依頼、６月に入り、賞状と記念品をいただきまし

か、何かできる事があるのだろうか、と思う今日

て、大変恐縮いたしております。私のような者が、

この頃です。

この様な立派な賞をいただいて良いものかとただ

オールイン広島カープだけではなく、薬剤師会

驚いております。

も、オールインで頑張って欲しいと思います。更

思いおこすと高校、大学を福岡で７年間過ごし

にいつまでも、何でも言える世の中であってほし

その間、多くの先生や友達との出会い、別れ、薬

いものです。

大卒業の年には山陽新幹線が福岡まで開通しまし

これが、私の受賞の感想となります。

た。それから福山に帰り、しばらくして結婚、出

この度は、功労賞をいただき、まことにありが

産、昭和55年５月に現在の所へ主人と二人で開局、

とうございました。

何とか細々と一般薬と調剤業務をしております。
お店を開いて、多くの方々より、アドバイスやご
指導をいただき、本当に感謝の気持ちで一杯です。
これからも、
「かかりつけ薬局」
「かかりつけ薬剤
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師」として、また、いつでも、どこでも相談出来

す。その作用や副作用情報も厖大なものです。そ

る薬局を目ざして、一歩一歩、がんばって行こう

れをこなすには相当な能力と労力がいる仕事にな

と思っております。

りました。もう私の出る幕ではないということで
しょうか。

本当にありがとうございました。

現在は地域の皆様の健康相談薬局として、長い
間の経験と同志との研鑽等を元にして、自分自身

県薬有功賞

を含め、元気で長生きをしていただく為に、少し

広島支部 吉田

稔

この度、広島県薬剤師会有功賞を受賞させてい

ます。
人生のマラソンも、終着点が段々と近付く中、
健康で仕事が出来るということに、毎日感謝しな

ただき感謝しています。
これも一重に県薬剤師会におられる皆様方のお

がら過しています。
薬剤師会への参加もままならない中、いろいろ

蔭によるものと思っています。
受賞者への祝辞で前田会長は受賞された皆様方
は永年にわたって取得した豊富な経験と知識を持
たれているのでこれからも県薬剤師会を担う若い
薬剤師の資質向上に役立つ様寄与してもらいた
い。という内容の挨拶をされました。
この言葉を聞き、今まで県薬剤師会のためにど
の様な貢献をして来たのだろうかと思い出してみ
ました。
私が広島大学病院薬剤部に勤務していた頃は広
島県病院薬剤師会の一員として、県薬剤師会が行
う調剤実習、薬剤師会学術大会、研修会講師等へ
の協力、また県薬剤師会常務理事としてお世話を
させていただきました。
しかし現在はなにもしていない様な気がしま
す。これからは微力ながら県薬剤師会の発展のた
めに役立つ様努力していきたいと思っています。
これからも宜敷お願い致します。

県薬有功賞
安芸支部 渡辺

でもお役に立てればと営業させていただいてい

実代子

振り返り見れば、大学を卒業してもう半世紀も
たっているのに、おどろいています。
常に薬業に携わり乍ら、結婚、子育て、両親の
介護等を脇目もふらず走って来た様に感じます。
これも多くの方々の協力や力添えで出来た事だと
感慨無量です。感謝しています。
卒業当時の事を考えると、調剤業務等格段の進
歩です。使用医薬品に至っては、めざましい研究
の成果で、至れりつくせりの物が沢山出来ていま

とお世話様になり大過なく過せました事、心より
感謝申し上げます。有難うございました。
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平成19年度
（

事

業

内

事業計画及び役員業務分担
容

）

1．県民の福祉・医療・保健衛生向上のための活動
（１）広島県保健医療計画に関する地域薬剤師会の積極的参画の推
進と支援
（ア）広島県保健医療計画及び二次医療計画への支援
（イ）広島県地域保健対策協議会（特別委員会）等への参画
（ウ）広島県圏域地域保健対策協議会研修会への参画
（19. . ）
（エ）医薬品のより良い使用推進員講習会及び育成への協力
（オ）広島プライマリ・ケア研究会への協力（19.７.29）
（カ）新ひろしま高齢者プランへの対応
（２）介護保険制度への対応
（ア）
「健康介護まちかど相談」事業の推進
（イ）在宅服薬管理ステーションの推進
（３）「健康日本21」「健康ひろしま21」「健やか親子21」への協力
（４）県民の薬と健康に関する啓発事業
（ア）
「薬と健康相談窓口」の開設
（イ）
「薬草に親しむ会」の開催（２ヵ所）
（ウ）
「第24回広島県薬事衛生大会」の開催
（エ）
「薬と健康の週間」への協力
（オ）県民公開講座の開催
（５）薬事衛生指導員の研修及び活動《県補助事業》
（ア）講習会の開催（２カ所）
（イ）薬事衛生指導員の育成と活動
（ウ）
「くすりの相談」事業の推進と協力
（６）麻薬・覚せい剤・向精神薬等薬物乱用防止活動の支援
（７）禁煙推進活動の支援
（ア）薬剤師禁煙支援アドバイザーの育成とＰＲ活動
（イ）広島県禁煙支援ネットワーク研修会の開催
（８）学校保健衛生への支援協力
（９）エイズ対策事業への支援協力
（10）防災体制
（ア）
「災害時における薬剤師の派遣・医薬品等の供給につい
て」の教育研修
（イ）広島県薬剤師会における災害時ネットワークの構築
2．医薬分業の推進及び社会保険制度への対応
（１）保険薬局部会の事業
（２）在宅医療への参画推進
（３）医薬品安全性情報収集活動に協力
（４）保険診療報酬審査委員会への対応
（５）保険医療指導専門薬剤師への対応
3．薬剤師の生涯教育及び養成計画
（１）第28回広島県薬剤師会学術大会の開催（19.11.18）
（２）薬学教育機関等との関係強化
（ア）広島大学、福山大学、広島国際大学との連携推進
（イ）広島県病院薬剤師会との協力推進
（３）薬学部学生薬局実務実習への協力
（ア）薬学部学生薬局実務実習への協力
（イ）中国･四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関への協力
（ウ）受け入れ薬局と指導薬剤師の育成

担 当
副会長

平
松
加

豊
松
平
加

主担当
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有
大
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西
瓜

村
塚
林
口
川
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田
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見
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井
藤

青 野
有 村
大 塚
重 森
澁 谷
田 口
野 村
政 岡
増 田
安 藤
中 嶋
前田（修）

9

広島県薬剤師会誌 2007 Vol.32 No.4

（

事

業

内

容

担 当
副会長

）

（４）広島県薬剤師研修協議会への協力
（ア）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度への協力
（イ）新カリキュラム対応薬剤師研修事業への協力
（ウ）認定実務実習指導者養成ワークショップ・講習会への派遣
（エ）認定実務実習指導薬剤師ワークショップ・講習会の開催
（19.４.29・30）
（オ）平成19年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力
（カ）福山大学卒後教育研修会への協力（19. . ）
（キ）医薬品関連施設見学の実施
（５）生涯教育に関する支部薬剤師会への協力
（６）第40回日本薬剤師会学術大会への参加（神戸市19.10.７･８）
（７）第46回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支
部学術大会への協力（高知市19.11.10・11）
（８）新薬剤師研修会の開催
（９）ケアネットの活用
（10）その他薬剤師の生涯教育に必要な事業
4．薬局等の薬剤師業務への対応
（１）薬局グランドデザインへの対応
（ア）日本薬剤師会制定「広島県薬剤師会認定基準薬局」制度の推進
（イ）薬局業務運営ガイドライン等各種指針の活用による薬局業
務の整備・充実
（ウ）医薬品適正使用の推進（服薬指導・相談業務の強化）
（エ）医薬品情報の収集・整理・提供の支援
（オ）医薬品の休日・夜間供給体制の確立・支援
（２）薬局機能評価制度導入整備事業への協力
（３）薬局機能情報公開制度への対応
（４）薬剤師倫理の向上
（５）薬局製剤活用の検討
（６）医薬品副作用被害救済研究・振興調査機構への協力
（７）リスクマネージメント等への対応
（ア）苦情処理委員会
（イ）ＰＬ相談窓口
（ウ）日本薬剤師会「薬剤師賠償責任保険」及び「個人情報漏洩
保険」の加入促進と対応
（エ）医薬品等安全性情報報告への協力
（８）2008年版管理記録簿の作成・配布
（９）高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の開催
（10）関係団体等の連携の推進
5．薬事情報センターの事業

6．検査センターの事業
7．その他の事業
（１）医師会、歯科医師会、看護協会等関係団体との協力
（２）県薬会誌の発行
（３）広島県薬メールニュースの配信
（４）薬剤師無料職業紹介所事業
（５）その他本会の目的達成に必要な事業
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介護支援専門員資格研修会

介護支援専門員制度の改正について
常務理事
日

時：平成19年4月23日（月）13：30〜

場

所：広島県民文化センター

介護支援専門員の制度変更により、取得した介
護支援専門員の資格が使えなくなると心配されて

有村 健二

られ、更新時には、一定の研修の受講が義務
付けられました。

いる会員の声もあります、その様なことは有りま

＜要点＞

せんが、改正により内容が変わっておりますので

①介護支援専門員証の有効期限は５年間となっ

報告いたします。

ています。
（法第69条の７第３項）
②名簿に登録されている氏名・住所に変更が

ケアマネジメント体制の見直しの内容
１．介護支援専門員資格の法定化
・介護支援専門員の定義が介護保険法に明記さ
れ、法定の資格とされました。
法第７条第５項
介護支援専門員とは、要介護者又は要支援
者からの相談に応じ、要介護者等がその心

あった場合には、遅滞なく、その旨を都道府
県知事に届け出るとともに介護支援専門員証
の書換交付申請をしなければなりません。
（法第69条の４、省令第113条の23）
＊これをしておかないと県より期限切れの案
内と受講の案内が来ません。
③５年毎の介護支援専門員証の更新の際には、

身の状況に応じ適切なサービスを利用でき

更新研修を受講しなければなりません。

るよう市町村、居宅介護サービス事業者と

有効期間中に介護支援専門員としての実務経

の連絡調整を行う者であって、要介護者等

験を有しない者の更新研修は、実務研修と同

が自立した日常生活を営むのに必要な援助

一内容となり、実務を有する者の更新研修は

に関する専門的知識及び技術を有するもの

新体系による専門研修Ⅰ及び専門研修Ⅱと同

として介護支援専門員証の交付を受けたも

一内容となります。

のをいう。

ただし、有効期間中に県が指定する研修（新

＜要点＞

体系による専門研修Ⅰ及び専門研修Ⅱを予

①介護支援専門員証の交付を受けるためには

定。）の課程を修了した者は、更新研修の受

都道府県の「介護支援専門員登録名簿」に登

講が免除されます。

録するとともに、知事に「介護支援専門員証」

＊忙しいからと言って、２年にわたって講習

の交付申請を行う必要があります。（法第７
条第５項 法第69条の７第１項）
「経過措置」

を受けることはできません。
④介護支援専門員として登録を受けた後、介護
支援専門員証の交付申請をせず、又は、介護

ただし、平成１８年４月１日時点での介護支援

支援専門員証の更新をせず５年を経過した場

専門員は、政令で定める日までは、介護支援

合においても、介護支援専門員の登録は消除

専門員証の交付を受けた者とみなされる経過

されませんので、改めて介護支援専門員証の

措置があり、新たに登録及び交付申請を行う

交付申請をすることができますが、この場合

必要はありません。

には、再研修（実務研修と同一内容）を受講
しなければなりません。（法第69条の７第２

２．介護支援専門員資格の更新制の導入
・介護支援専門員の資格に５年の更新制が設け

項 省令第113条の16、17、20）
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３．介護支援専門員研修の義務化・体系化
・これまでの要請研修事業、現任研修事業、ケ

最後に
現在介護支援専門員として実務されておられる

アマネジメントリーダー研修事業を廃止し、

方は、５年毎の研修あるいは途中で専門員研修を

義務化された更新時の研修を含む新たな研修

受けておけば更新されます。

体制が導入されました。

現在介護支援専門員として実務していないが、
実務に就く予定のある方は５年毎の研修を受けて

４．介護支援専門員の義務の明確化
・介護支援専門員の資格が法定化されたことに
伴い、介護支援専門員の義務等が法律上に明
記されました。

おくか、あるいは直前の１年の間に研修を受ける
必要があります。
いずれにしても県より「介護支援専門員の資格
の更新と更新研修について」という、案内が届く
ことになっております。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
広島県介護支援専門員実務研修受講試験概要
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
平成19年度

試

験

日

平成19年10月28日（日）10：00〜12：00（120分）
・所定の法定資格を有する人は、解答が一部免除され、試験時間が短縮されます。
時
・身体障害者等に対する特別措置に該当する人については、試験時間が延長され
る場合があります。

試 験 場 所 広島大学（東広島市鏡山一丁目）
試 験 の 実 施 主 体 社会福祉法人 広島県社会福祉協議会（広島県知事指定）
「受験の手引」・受験申込書の様式等は、（社福）広島県社会福祉協議会、広島県福
祉保健部社会福祉局介護保険指導室、各県地域事務所厚生環境局厚生推進課又は
各市区町で配布します。（６月18日（月）から）
※郵送を希望する場合は、送付希望先の「郵便番号」・「住所」・「名前」・「連絡先
受験の手引の配布
の電話番号」をはっきりと記入するとともに、240円切手を貼った返信用封筒
（角型２号）を必ず同封し、（社福）広島県社会福祉協議会介護支援事業課へ請
求してください。なお、２部以上必要とする場合は、事前に必ず広島県社会福
祉協議会へ電話で問い合わせてから請求してください。

受

付

期

平成19年７月２日（月）〜７月23日（月）
郵送の場合：当日消印有効
間
持参の場合：午前８時30分〜午後５時30分まで
ただし、正午〜午後１時、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

お 問 合 せ 及 び
申込書の提出先
合

格

発

（社福）広島県社会福祉協議会 介護支援専門員実務研修受講試験窓口（２Ｆ）
〒732-0816 広島市南区比治山本町12-２
TEL（082）505-2070

表 平成19年12月上旬（予定）に受験者全員に郵送により通知します。

保健・医療・福祉分野で通算５年以上かつ従事日数900日以上の実務経験を有する
人。ただし、介護などの業務の従事者で一部の人は通算10年以上かつ従事日数
受験資格の概要
1,800日以上必要です。
※詳細は、受験の手引を参照してください。
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広島県薬務室・広島県薬剤師会との平成19年度打合会
広島県福祉保健部保健医療局薬務室
日

時：平成19年4月27日（金）15：00〜

場

所：広島県薬剤師會館

平成19年度薬務室事業について、広島県薬剤師
会と打合せを行った。貴会と関わりの深い事業に

星野

響

ケーション」の考え方が見られるようになって
きている。
国は平成18年に一般用医薬品の販売制度を見

ついて紹介する。

直し、薬事法を改正したところである。
１

医薬品適正使用啓発事業について
医薬品についての正しい知識を広めるため、

今後、医薬品のリスクの程度に応じた適切な
情報提供等が義務付けられる中、県民のセルフ

関係団体から医薬品のより良い使用推進員の推

メディケーションの実態を把握するとともに、

薦及び協力を得て地域に密着した啓発事業を実

医師や薬剤師など医療関係者が日常の治療・投

施する。

薬とセルフメディケーションに関するアドバイ

・医薬品等適正使用推進員講習会の開催

ス・留意点等について検討し、県民のセルフメ

・薬草に親しむ会の開催

ディケーションと医薬品の適正使用の推進に資

・県民公開講座の開催

することを目的としている。

・県及び県薬剤師会ホームページの活用等
４
２ 薬局機能向上事業について（広島県薬局業務
運営ガイドラインの改訂）
県内の薬局の処方せん受取率が50％を超える

薬局機能情報公開制度について
平成18年6月の薬事法改正により薬局機能情

報の公開が義務付けられ、平成19年4月から施
行された。

など、医薬分業も量から質が問われている。さ

県では、当面、県ホームページに薬局の基本

らに国の医療提供体制改革の中で、薬局が医療

情報が公開できるよう準備を進めるとともに、

提供施設に位置付けられるとともに、医薬品等

平成20年度から検索表示機能を有する薬局情報

の供給拠点として地域医療に貢献していくよう

システムが公開できるよう検討していくことと

関係法令の改正等が行われた。

している。

このような薬局を取り巻く環境の変化を踏ま
え、県民に信頼される「かかりつけ薬局」を目
指し、平成11年度に定めた広島県薬局業務運営
ガイドラインを見直し、機能の充実を図る。

５

在宅患者への服薬指導推進モデル事業につ

いて
在宅患者への服薬指導推進事業の一環として
平成17年度から県薬剤師会に設置した「在宅服

３

地対協事業について

薬管理ステーション」を活用したモデル事業を

平成19年度の広島県地域保健対策協議会に

実施しており、平成19年度は引き続き利用者へ

「セルフメディケーション検討特別委員会」を

の周知に努めるとともに、薬局が在宅医療に取

設置して「セルフメディケーションと医薬品の

り組むための手引き書を作成し、在宅医療参加

適正使用について」をテーマとして取り組む。

薬局の拡大を図る。

近年の国民の健康に対する意識・関心が高ま
る中、一般用医薬品の利用する「セルフメディ
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厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ
「第4回薬剤師のためのワークショップ中国･四国 in 広島」
日

時：平成19年4月29日（日）
・30日（月）

場

所：広島国際大学

国際教育センター

報告Ⅰ
安佐支部

佐古 有紀

４月29・30日に広島国際大学国際教育センター
で行われた「第４回薬剤師のためのワークショッ
プ（WS）」に参加させていただきました。連休の
２日間が完全につぶれるという厳しいスケジュー
ルで不安でいっぱいでしたが、今回は広島で開催
という事もあり、気分的には少し余裕があったよ
うな気がします。

取り組みやすかったと思います。
今回のWSでは、昭和大学の木内先生のお話に

まずは、NASAのコンセンサスゲームで始まり

もありましたように、単純作業でも目的のあるの

ました。中四国各地の大学・病院・薬局で活躍し

とないのではモチベーションが全然違うというよ

ている薬剤師が９名ずつのグループに分かれて、

うな、学生を指導するためにはもちろんですが、

タスクフォースからの説明、小グループ討議

社会人として必要な考え方も教えていただきまし

（SGD）
、発表、合同討議を繰り返していきました。

た。さらに、自分達の自覚が高まると共に、目的

まず、いろんなバックグラウンドや意見をもつ人

を持って仕事を行う事の大切さも痛感し、部下達

達がまとまるのかという不安もありましたが、こ

を育成するためにも、非常に役に立つ有意義な２

のゲームを行い、個人の見解が、SGDを行う事で、

日間でした。このWSで学んだ事を念頭に患者さ

NASAの見解に近づくという事に気づきました。

んから信頼される薬剤師になれるよう、勉強を重

これらから、思い込みは危険という事、個人の

ね、実習に来られた薬学生にとっても魅力のある

偏った意見がSGDを行う事でより正解に近づくと

職場作りを心掛けたいと思います。

いう事を身をもって感じ、初めの不安はなくなり

最後になりましたが、今回このような機会を与

ました。そして、後のSGDでいろいろ意見を出し、

えて下さいました関係者の方々に感謝致します。

相手の意見を尊重する事が出来たので、このゲー

ありがとうございました。

ムを含め、WSでは一つのプログラムが後のプロ
グラムの伏線になっているというようにプログラ

報告Ⅱ

ムの組み立て方にも意義があり、非常に興味深く、

あ

広島支部

か

ね

吉田 亜賀子

新聞での「大型連休突入」の文字を横目に、
GWの初日となる４月29・30日快晴の中、「第４
回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in
広島」に参加しました。文字通り中国・四国地方
の大学関係・病院・薬局と立場の違う薬剤師が参
加していました。
集合時間は８時45分、休日にもかかわらず早い
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は積極的に自分の意見を言っていました。セッ
ションを重ねる度にディスカッションは白熱し、
制限時間ぎりぎりとなり、終了間際には全員が立
ち上がる状態でした。その結果２日目の集合時間
も８時45分でしたが、８時に集合し昨日のディス
カッションの続きをすることとなりました。
今回ワークショップに参加させていただいたこ
と、他のメンバーのおかげで充実したグループ
ディスカッションが出来たことに感謝します。
最初は私のGW…と悩んでいたことがばからし
時間でしたが、時間より前に全員が受付を終了し

いほど充実していて、微力ながらも次世代の薬剤

ました（最後は私のような気もします…）。受付

師養成の一端でも担えればと思えた２日間でした。

後予め決められているグループへと誘導されま
す。グループは大きくⅠ・Ⅱに分けられ、さらに
Ａ・Ｂ・Ｃの計６グループに分けられています。
ⅠとⅡのグループが同じ内容のセッションをそれ
ぞれで行います。そのセッションをお互いが知る
ことが出来るのは、２日目の昼食時の展示時です。
Ａ・Ｂ・Ｃのグループ毎でグループ・セッション
を行い、終了時Ⅰ・Ⅱのグループ毎に全体セッ
ションを行います。Ａ・Ｂ・Ｃのメンバー構成は、
各職種の９名でした。
コンセンサスゲームを通してＡ・Ｂ・Ｃでのグ
ループディスカッションが開始されました。その
結果として個々で考えたゲームの答えの誤差の平
均よりも、ディスカッションで考えた答えの誤差

報告Ⅲ
福山支部

村上 信行

の方が小さかったという事実があり、ディスカッ
ションの必要性を認識しました。内容が薬学とか

平成19年４月29日と30日の両日、広島市中区幟

け離れていたためかもしれませんが、比較的ス

町にあります広島国際大学の「国際教育センター」

ムーズにディスカッションに入っていけました。

において「第４回薬剤師のためのワークショップ

私自身も見ず知らずの人の中で、意見を自らが先

中国・四国 in 広島」が開催され、２度目のタス

頭を切って言うという事は、最近無かったような

クフォースとして参加いたしました。メーカーの

気がします。今回のワークショップ参加時も受身

営業経験としては「タスク」は「ノルマ」と同じ

的で、求められた時に意見を言おうと思っていま

くいやな言葉ですが、ここでのタスクは「特殊任

したが、グループのメンバーの発言に触発され、

務を持った機動部隊」から来た言葉のようで、す

ディスカッションを繰り返す度、気が付いた時に

こし身が引き締まります。前回のタスクは「１日
目の評価」担当で事前練習が出来ない内容でした
が、持ち時間５分でアンケート結果発表に近く何
とかこなせたと思っています。今回は一つのセッ
ション担当となりましたので、導入説明不足によ
る作業の遅延を招いてはいけません。お手本的
VTRは配布されますので夜間思い出したように声
を出しての練習に冷たい視線もありました。セッ
ション導入はなんとか出来ましたが、そこで気が
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フォースの養成」です。薬学教育者WSとしてス
タートし、養成事業として補助が下りてきてまし
たがぼつぼつ打ち切られるでしょう。それまでに
十分な認定実務実習指導薬剤師が養成出来てなけ
れば、薬剤師会、大学で続けていかなければなり
ません。まして、私が徳島で参加したWSでは特
別講演として「7,000人の養成を目指して」でし
たが今回の講演では「10,000人の養成を目指して」
となっています。新設の薬学部、学科が止まるこ
となく総定員が20,000人になんなんとしていま
す。やはり一人一名の学生を10週、年２サイクル
抜けて「プロダクト」の発表時のコメント準備が

で実習指導するとして10,000人必要なようです。

不足し、他タスクからのコメント・質問も少なく

WSは９名をスモールグループ（SG）とし３

すこしあせった経験となりました。ぼつぼつ皆さ

SG27名をひとつのチーム（P）といたします。現

んの周りにも「ワークショップ」に参加された方

在このP毎に10名のタスクが必要です。今回は２

が増えてきたのではないでしょうか。ただし内容

P54名のWSで昭和大学からの２名と神戸学院大

については参加された方々には詳細を話すことを

学からの１名の応援で総勢28名のタスク構成でし

禁じられています。「厚生労働省による薬剤師養

た。プログラム上２日間は必要ですので２連休日

成事業」として全国各地で「薬剤師のためのワー

しか実施できない為、全国で一斉に開催されタス

クショップ」が開催されています。「厚生労働省

ク経験者は渡り歩く状況です。そのうえ予行演習、

による」ということは補助金事業であり、それな

と前日の通しでのチェックを入れると４日間はつ

りに厳しいものです。このワークショップ（以下

ぶれます。タスクとしてセッションの担当だけで

WS）を有意義にするためには「予備知識」がな

なく、ミーティングや反省会のなかで「タスク候

い方が真摯な議論、討論ができます。２日間で６

補」の推薦も仕事となっています。今回も数名広

年制下での新しい教育に対してほんの一部分です

島県の薬剤師さんが候補に挙がっていたと思いま

が一定の方向性や成果も出していく作業を行いま

す。６年制が定着し卒業生が５年の経験を積めば

す。したがって丸々２日間の拘束に、１日目の夜

指導薬剤師認定を取得できますし、即タスクも可

の懇親会も「情報交換会」としてプログラミング

能です。それまでに後９年。通常60歳定年で、や

されていますので任意でなく全員出席となりま

むをえないとしても65歳まで。わたしにはあと５

す。また１日目のお昼に写真撮影があります。

年しか出来ませんので個人的に考えてもタスクの

せっかく、中四国８県から大学、病院、開局それ

養成は重要課題と感じます。

ぞれの薬剤師が集まっての研修ですから和気藹々
と「記念写真」とおもいきや「証拠写真」の側面
もあるとのこと。ビデオ研修においても「レポー
ト提出」が修了条件であることの体験をされてい
るかたにはご理解いただけると思います。「厚生
労働省による薬剤師養成事業」には二つの意味が
あります。ひとつは薬学部６年制教育においての
認定実務実習指導薬剤師の養成です。大学教育、
薬剤師教育の一端を担う現場指導者としての「質」
の担保となります。従来の体験実習と違い、全て
必須単位であり「優・良・可・不可」の評価も行
わなくてはならなくなりますので認定要件に経験
年数も付加されています。もうひとつは「タスク

「まだ５年もするんかい！！」との声も聞こえ
ますが……
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日本薬剤師会 平成19年度 第1回 地方連絡協議会（都道府県会長会）
会
日

時：平成19年5月23日（土）13：30〜

場

所：東京・日本薬剤師会

長

前田 泰則

午前10時〜12時30分まで日薬理事会が開催され
ました。同日午後より地方連絡協議会開催。理事

協議として、日薬定款の一部変更に関する件で
厚生労働省当局に事前審査申請をする過程で、定

会と内容が重複しますので一つにまとめて報告さ

款変更につき総会で議決するに当たっては、会員

せていただきます。

の表決権の制限を含む内容であることから、「会

日薬中西会長の挨拶に始まり、千葉・佐賀両県

員の過半数の出席（書面表決を含む）を確保し、

薬の新会長紹介があり、事務局組織変更の説明が

かつそのうちの３分２以上の賛同を得ておくべき

ありました。続いて、報告事項として会務（平成

旨助言がありました。

19年１〜４月）報告、日薬を巡る最近の動きにつ

これは、「公益法人の設立許可及び指導監督基

いて石井日薬専務理事より説明がありました。

準」等に基づき所管省庁の指導監督が行われてい

その他、中央社会保険医療協議会、登録者販売
者試験実施ガイドライン作成検討会、薬剤師の行

るが、昨年10月、本会業務につき厚生労働省の定
期立入検査があり、役員の選任手続きや総会の成

政処分の在り方等に関する検討会、後期高齢者医

立要件・議決要件等につき次のような改善勧告が

療制度問題、医療用麻薬の譲渡譲受規制、経済財

でました。

政諮問会議・規制改革会議等との報告。
FAPA報告、第40回本会学術大会、薬学教育６
年制への対応、日本の医療を守る国民運動の実施、
平成18年度「薬と健康の週間」における全国統一

（１）定款において総会による理事選任規定を
設けること。
（２）必要に応じ定款において表決権に係わる
委任規定を設けること。

事業結果について、同DEM事業報告件数等につ

（３）総会の運営に関しては、定足数・議決数

いて。
その他、一般用医薬品販売の手引き、医薬品適

等に係わる規定を設けること。
以上の件を８月の日薬臨時代議員会に図り、定

正使用啓発等事業、日薬ブロック会議、高度管理

款変更をするために、日薬雑誌６月号において規

医療機器等の販売等に係わる継続研修、日本薬剤

定のハガキを同封してありますので、広島県薬剤

師会国民年金基金加入勧奨等について報告されま

師会会員の諸先生方には宜しくお願いします。

した。

平成19年度（第42回）薬草に親しむ会（予告）
（東 部）
開催年月日：平成19年９月23日（日・秋分の日）
開 催 場 所：未定
（西 部）
開催年月日：平成19年９月24日（月・振替休日）
開 催 場 所：未定

※詳細につきましては９月号に掲載いたします。

fffffffffffffffffff

fffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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支部長・理事合同会議を開催
日

時：平成19年5月26日（土）13：00〜

場

所：広島県薬剤師會館

支部長・理事合同会議を５月26日
（土）広島県薬
剤師會館において開催され、平成19年度の事業執

場

所：ポートピアホテル、神戸国際会議
場、神戸国際展示場

行を中心に、当面する諸問題について協議が行わ

事前登録締切日：８月25日（土）

れました。

参加助成金締切日：８月31日（金）
５．平成19年度集団指導、個別指導について

１．平成19年度事業の執行について

６．医薬品の安全使用のための業務手順書の作
成について

２．県有地の取得について
３．第28回広島県薬剤師会学術大会について
日

付：平成19年11月18日（日）

場

所：呉市海事歴史科学館

７．平成19年度日薬有功賞、県薬会賞、同功労
賞及び同有功賞について
８．日本薬剤師会定款の一部変更について

（大和ミュージアム）
４．第40回日本薬剤師会学術大会の参加申込に
ついて
日

付：平成19年10月７日（日）
８日（月･体育の日）

衛生薬学

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は71ページ
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子育て応援団すこやか2007
日

時：平成19年5月26日（土）・27日（日）

場

所：広島グリーンアリーナ

主

催：広島テレビ、広島県、広島県医師会、広島県歯科医師会、
広島市医師会、広島県農業協同組合

報告Ⅰ
常務理事

野村 祐仁

医師会より声かけをいただき、今年から「子育
て応援団すこやか2007」に広島県薬剤師会も後援
団体となり実際にブースを設けて参加することと
なりました。
このイベントは、「みんなでだっこ」をテーマ
に、就学前の乳幼児を対象に開催され今年で４回
目となります。会場をサポートゾーン、ふれあい

検討に入りました。粉薬の服用の実演等も考えま

ゾーン、企業･団体ゾーン、遊具ゾーン、すこや

したが、事故に繋がる危険性のあるものは避ける

かステージに区分けし、企業・団体ゾーンでは協

こととし、「おくすりなんでも相談コーナー」を

賛メーカーの宣伝や、すこやかステージではアン

設置し、相談に応じること、体重測定しアセトア

パンマンショー等が催されました。

ミノフェン坐剤の使用量の目安を伝えること、誤

医療関係団体はサポートゾーンに配置され、昨

飲の対処法やお薬手帳の啓発等のパネルを作成し

年までは眼科医会、耳鼻咽喉科医会、皮膚科医会、

掲示すること、お薬相談電話・広島中毒119番の

歯科医師会が相談コーナーやチェックコーナーを

お知らせの配布することを行うことにしました。

設け、看護協会がそこでお手伝いをするという形

ただ、お祭り的要素も多いイベントと思われるた

となっておりました。今年からは薬剤師会、看護

め、堅苦しいものばかりでなく来場者に喜んでい

協会も独自のコーナーでの運営となりました。

ただくことができ、更に集客もできるものとして

まず、実行委員会を設置し、広島市域の４支部、
広島県青年薬剤師会、薬事情報センターの各先生
方に実行委員となっていただきました。催し内容

チェキ（小さなポラロイド写真を撮影するもの）
を使っての記念撮影もすることとしました。
打ち合わせで、催し内容をディスプレイしてい

については、これまでの様子もわからないため、

ただけるとの事でしたが、開会前日に会場設営に

広島テレビの方にこれまでの内容を説明いただき

行ってびっくり、前面に「おくすりなんでも相談
コーナー」だけディスプレイがしてあり、内側は
「不思議の国のアリス」のキャラクターのかわい
いものとなっていました。その合間にパネルを掲
示して開会の日を迎えました。
お薬相談は両日とも10件に満たない状況でした
が、記念撮影は、途中からしていることを掲示し
てからは多くの方に来ていただくことができまし
た。また二日目には、広島県青年薬剤師会の先生
が撮影用に、子供が注目するような小道具を用意
するなど工夫していただき、いい写真が撮れたと
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思います。しかし、体重測定の方は、初めての参
加で小さなスペースをお願いしたこともあり、手

り少なかったです。
撮影をしているとお母さん方から『○○先生〜』
『お医者さんみたい』など、薬剤師のブースであ

狭で行うことがきませんでした。
反省点としては、何をやっているのかをちゃん

るにもかかわらず、そのような発言がありました。

と掲示し、ゆっくり相談できる十分なスペースを

これを聞いて、薬剤師は調剤時には白衣を着ては

確保することです。

いるのですが、やはり世間の人からすると白衣と

終了後の発表では二日間で約４万人の参加で、

言えば医者か看護師のことだと改めて感じてしま
いました。

盛況のうちに終了いたしました。
参加いただいた先生方、ボランティアでお手伝

会場内には教育、食事、医療と子育てをサポー

いいただいた女学院大学、比治山大学の学生さん

トするいろいろな展示がされていました。中でも

に感謝申し上げ報告とします。

薬剤師のブースは薬剤師の仕事や薬についての知
識についてもっと知ってもらうには少し手狭だっ
たかもしれません。次回は子育てのときに親が知
りたいと思うようなパネルをもっと展示するな
ど、もっと薬剤師がサポートできることをアピー
ルできるような内容にすればよいのではないかと
思いました。
今回の出展により薬剤師も子育てに参加してい
ると思ってもらえるような第一歩になればいいな
と思います。今回手伝っていただいた薬剤師の
方々ありがとうございました。

報告Ⅱ
広島県青年薬剤師会

小田 正範

2007年５月26、27の両日、広島グリーンアリー
ナにてすこやか応援団2007が開催されました。
薬剤師会として参加することとなり、３月より
委員会を立ち上げ、準備することとなりました。
しかし、２日で４万人以上の参加が見込まれる大
イベントへの初出展ということで、展示内容の検
討、パネルの製作など、準備は手探り状態で行い
ました。ブースは薬の飲み方、体内動態、薬の誤
飲対策、などについての展示、お薬相談、白衣を
着てのちびっ子撮影会など、薬剤師と薬について
知ってもらうことを目的に行いました。
写真撮影には子供用の白衣を着てもらいまし
た。子供の中にも上手くポーズをしてくれる子供
から、泣き出してしまう子、いろいろでした。撮
影自体はボランティアの学生さんたちの手伝いも
あって、順調に進んでいきました。撮影会自体は
盛況だったのですが、本来の目的である『お薬相
談』については初日が４件、２日目が９件とかな
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新 薬 剤 師 研 修 会
日

時：平成19年6月3日（日）14：00〜

場

所：広島県薬剤師會館

報告Ⅰ

報告Ⅱ
としひこ

佐伯支部

三宅 季彦

広島支部

岡本 知子

６月３日（日）午後２時より広島県薬剤師會館

６月３日に開催された新薬剤師会研修会に参加

で平成19年度新薬剤師研修会が行われ、スタッフ

しました。この研修会は、新人の病院薬剤師、薬

として参加させていただきました。

局薬剤師の方が多方面から集まりました。第一部

広島県薬剤師会の谷川常務理事司会のもと、広

では「薬剤師の職能について」
、
「薬局薬剤師の立

島県薬剤師会副会長木平先生のご挨拶に始まり、

場から」「病院薬剤師の立場から」という演題で

薬局薬剤師の立場からホワイト薬局の中嶋先生

それぞれ講師の先生方にお話をいただきました。

に、また病院薬剤師の立場から安佐市民病院の長

また第二部では、「10年後―あなたの目指す薬剤

崎先生からそれぞれご講演を賜りました。

師について」という題目でグループ討論をしま

その後、10年後の薬剤師についてというテーマ
で、グループディスカッションが行われました。

した。
薬剤師の役割は、より多様化し、専門性を問わ

各グループ特徴のある発表があり、３年前に同じ

れる時代になっていると感じました。しかし、薬

く新薬剤師として参加した自分を重ねあわせて非

局薬剤師も病院薬剤師も患者さんのために存在す

常に懐かしい気持ちになりました。

る医療従事者であり、医療を通じて社会に貢献す

また、新薬剤師達の発表を聞いているうちに

ることには変わりないものと感じました。そのた

「もう一度初心に帰り仕事を行っていこう！！」と

めにどのような薬剤師が求められるかは社会が変

気持ちが引き締まる想いでした。
研修会終了後の懇親会では、当日お手伝いス
タッフとして参加した広島県青年薬剤師会のメン

化するとともに変化していくため常に社会の状況
を把握し、現状に満足することなく日々勉強して
いくことが責務であると感じました。

バーの一部に浴衣を着た者（当日はとうかさんの

グループ討議では、10年後のあなたの目指す薬

最終日でした）、甚平を着た者、果ては広島東洋

剤師について討論しました。まだ入社２ヶ月の新

カープのユニフォームを身に纏った者まであらわ

人薬剤師であり、10年後のことは見当もつきませ

れ、何の集団だかよくわからない状態ではありま

ん。しかし、今回の講演でいただいた「薬剤師と

したが、大変盛り上がり楽しい時間を過ごすこと

してのあなたが欲しい」と言われる薬剤師は、そ

ができました。新薬剤師の皆さん！仕事も大事で

の職能と個人を評価された素晴らしい薬剤師であ

すが、遊びも大切ですよ。頑張って下さいね。

ると感じ、そのような薬剤師になることを目標に
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換する場を、その後にはさらにお酒を交えて楽し
くお話しする機会まで設けていただきました。
病院薬剤師は日々の業務の中で他のスタッフに
薬剤師としての知識を求められ、チーム医療の中
での役割が問われていることを感じました。入院
患者さんの持ち込み薬のチェックから始まり、副
作用の発現を含め経過が思わしくないときには
「おすすめ」なる薬のリストアップも行い他のス
タッフへ情報提供しているそうで、その内容は想
像以上に多岐に渡っておりました。
薬局業務では、やはり患者さんと接する服薬指
していきたいと実感しました。とても難しく大変

導業務が一番大事であること、患者さんの幅広い

なハードルですが、目標を持つことは、仕事に対

相談に応えるためには医療用医薬品だけではなく

するモチベーションにつながります。

一般用医薬品についても知識を充実させなくては

今回の研修会に参加したことで、目標を明確に

いけない、というお話をしていただきました。グ

することができたと感じます。またこのような研

ループワークでは10年後どうなっていたいか意見

修会は、他の薬剤師との情報交換の場としてとて

を出し合い、それらの関係をまとめて図式化して

も重要であります。積極的に情報交換し、勉強の

発表しました。中にはプライベートに関する意見

場としていきたいと感じました。

がたくさん出ているところもありましたが、私の

今回このような場を設けてくださいました広島

グループでは研究や認定制度によって知識を深め

県薬剤師会の皆様、広島県青年薬剤師会の皆様に

ること、服薬指導のスキルをアップさせる等、

感謝致します。

各々が専門性を高めるといった意見が積極的に出
され、とてもいい刺激になりました。

報告Ⅲ
安佐支部

松村 亜貴子

先日、広島県薬剤師会が主催する薬剤師１年目、
２年目の人を対象とした新薬剤師研修会に参加い
たしました。研修会ではまず木平副会長、中嶋先
生、長崎先生から薬剤師のこれまでの歴史と存在
意義について、薬局薬剤師や病院薬剤師の業務に
ついてそれぞれお話していただきました。また他
の病院、薬局で働く薬剤師や学生、広島県青年薬
剤師会の方々とグループワークを交えて意見を交
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平成19年度

試験検査センター連絡協議会
検査センター

日

時：平成19年6月7日（木）
・8日（金）

場

所：宮城県薬剤師会館

１．協議会の開催に際し、日本薬剤師会 工藤義房
副会長から開会の挨拶があった。
その中で、「行き過ぎた規制緩和により、試験
検査センターが苦しい状況に立たされている。会
員が医薬品試験検査に積極的にならないといけな
い。
」と述べられた。
また、試験検査センターにも質の向上を求めら
れた。
２．厚生労働省医薬食品局審査管理課 紀平哲也
課長補佐より「後発医薬品の使用推進について−
審査の立場から」としての講演があった。
後発医薬品の使用状況としては、後発医薬品の
シェアが諸外国と比べて低く、後発医薬品が患者
の経済的負担を減らし、医療保険財政の効率化を
図るという役割を、十分果たしていない状況で
ある。
後発医薬品の使用が促進されない理由として、
・後発医薬品企業には、安定供給の確保、情報
の提供が不十分な企業が多く存在することに
より、医療関係者の信頼を獲得できていない
こと。
・我が国では、後発医薬品の使用促進する仕組
みが不十分である。
ということなどが指摘されている。
後発医薬品使用促進の対策として
・後発医薬品企業が、安定供給、情報提供、品
質確保を一層図ること。
・後発医薬品の使用を促進する仕組みを設ける
こと。
が挙げられており官民一体となって対応していく
ことが重要になる。
次に、後発医薬品の承認審査では、総合的審査、
適合性調査、同一性調査に分かれている。
総合的審査には、規格および試験方法、安定性
試験、生物学的同等性試験があり、それぞれ詳細
に審査される。
適合性調査は、添付資料が信頼性の基準に沿っ

城崎 利裕

て作成されていることを確認する調査であり、添
付資料と原資料（生データ）との整合性の確認を
行う。
後発医薬品として、初めて承認される医薬品等
については、必要に応じて治験依頼者および治験
実施施設のGCP適合性に関する実施調査も行う。
同一性調査では、既承認品目との、成分、分量、
効能、効果、用法、用量、品質等の同一性に関す
る調査を行う。
また、添加物の審査も行われ、
・添加物としての使用前例（投与経路、配合量
等）の確認を行う。
・使用前例がない場合には、新添加物として審
査を行う。
・医薬品添加物関連通知
「医薬品添加物試験1998」の一部改正
「医薬品添加物辞典に掲載されていない医薬
品添加物の使用前例について」
を参考とし審査を行う。
次に、生物学的同等性ガイドラインとして
・生物学的同等性試験
先発医薬品に対する後発医薬品の治療学的な
同等性を保証することにある。
・薬力学的試験
ヒトにおける薬理効果を指標に、治療学的同
等性を証明する試験である。
血中または尿中の未変化体または活性代謝物
の定量的測定が困難な医薬品、及びバイ
オアベイラビリティの測定が治療効果の指標
とならない医薬品に対して適用される。
・臨床試験
臨床効果を指標に、治療学的同等性を証明す
る試験である。
生物学的同等性及び薬力学的試験が困難ある
いは適切でないときに適用される。
・溶出試験
経口製剤について溶出試験規格に適合してい
るかどうかを判定するために行うもので
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あるが、併せて著しい生物学的非同等を防ぐ
ことを目的としている。
以上の試験が生物学的同等性のガイドラインで
ある。
次に品質再評価では、承認時期の古い後発医薬
品について、承認時の厳正な審査や、品質管理を
実施する。ただし、品質再評価を実施する。
すなわち、承認時期の古い後発医薬品について
も、品質、有効性、安全性を担保するということ
である。
目的としては、内用固形製剤の溶出性に係わる
品質が適当であることを確認するとともに、適当
な溶出試験を設定することにより内用固形製剤の
品質を一定の水準に確保することである。
次に、後発医薬品の使用促進に向けた対応と
して、
・情報提供
・信頼性の向上
・後発医薬品における効能効果等の是正
・後発医薬品の年２回の薬価基準収載
などを挙げられた。
情報提供では添付文書の記載に当たり、医薬品
添加物、生物学的同等性のデータ、安定性試験
データ、文献請求先等の記載を明示している。
また、後発医薬品の販売業者は、日頃から副作
用等の情報を医療機関等から収集し、後発医薬品
にかかる情報を提供できる体制を整備する必要が
ある。
後発医薬品における効能効果等の是正では、先
発医薬品の効能効果等が合致しているか、自己点
検の実施と相違がある場合、可及的速やかに対処
することが求められる。
例えば、今後、先発医薬品の効能効果等の追加
が行われた場合は、速やかに一変申請を行うこと
などである。
最後に、後発医薬品に係わる相談の受付として、
医薬品医療機器総合機構による対応が平成19年４
月26日から開始されたことの報告があった。
３．東北大学大学院農学研究科 西尾剛 教授より
「農作物のDNA鑑定―種子と薬」の講演があった。
西尾教授によれば、「種子と薬は類似点があり、
いずれも開発費が高く、良い製品が開発できれば、
人類にとって大きな資産となると共に、開発者に
も大きな利益をもたらす。
また、販売する品目が多く、外観では区別でき
ないが、もし間違ったものを販売すると大きな問
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題となる。
」と述べられた。
そこで、作物の品種は、他の品種と明確に識別
できる遺伝子特性を持つことから、遺伝子の塩基
配列を分析すれば、理論上は全ての品種が分析可
能である。この講演では、DNA多型分析による
作物の品種判別技術の現状について述べられた。
DNA多型分析法には、RFLP法、SCAR法、
PCR-RFPL法、SSR法、SNP法などがある。ここ
では分析法の詳細は省略させて頂くが、これらの
分析法を駆使し、野菜の品種判別や、海外から大
量に輸入されている「遺伝子組換え作物」の検出
に用いられている。
この講演では、実際の作物を例に挙げて最新技
術の報告をされたが、大変興味深い内容であった。
４．委員会報告
医薬品試験委員会
医薬品試験委員会から日本薬剤師会医薬品試験
委員会 鳥海良寛 委員長より「平成18年度医薬品
全国統一試験」について報告があった。
平成18年度の医薬品全国統一試験は「溶出試験」
あるいは「定量試験」の一方の試験を実施した。
当検査センターは、溶出試験器がないので「定
量試験」を実施した。
概ね、全国的に良好な数値であった。また、実
施者による経験年数や保存条件（室温・デシケー
タ）による有意差はなかった。
環境衛生委員会
環境衛生委員会から、日本薬剤師会環境衛生委
員会 小池宣子 委員長から生活環境水域中の医薬
品調査について報告があった。
近年、不要医薬品の処理問題や環境水域に存在
する医薬品が問題となりつつあり、その実態を把
握するための一環として代表的な医薬品（カルバ
マゼピン、イブプロフェン、スルファジアジン、
スルファメトキサゾール）について分析調査を実
施し評価を行う。
この調査は平成19年度までの継続事業とし、採
水方法や分析法について報告された。
また、今年度中に最終報告書の作成を目標とす
る旨も示された。
連絡協議会の終了後、懇親会が開催され、他の
地域の方と情報交換を交えながら有意義な会議を
終えることが出来た。
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平成19年度

広島県四師会役員連絡協議会
常務理事

日

時：平成19年6月15日（金）18：30〜

場

所：リーガロイヤルホテル広島

平成19年度
広島県四師会役員連絡協議会次第
司

会
広島県薬剤師会常務理事

１
２
３

４

５

６
７

８

９

谷

川

正

之

開 会
当番師会会長挨拶
広島県薬剤師会会長
前 田 泰 則
挨 拶
広島県看護協会会長
板 谷 美智子
広島県医師会会長
碓 井 静 照
広島県歯科医師会会長
山 科
透
来賓挨拶
広島県議会議長
林
正 夫
広島県福祉保健部長
迫 井 正 深
国政報告
国家公安委員長
内閣府特命担当大臣（防災担当）
参議院議員
溝 手 顕 正
出席者紹介
協 議
（１）平成20年度広島県四師会役員連絡協議
会の当番師会について
（２）その他
懇 談
乾 杯
広島県看護協会会長
板 谷 美智子
閉 会

谷川 正之

今までは、秋から冬にかけての開催であったが、
今回は、広島県薬剤師会が当番であり、諸般の事
情もありこの時期の開催となった。
協議会は、定刻に開催となり、式次第通りに当
番師会である前田会長の挨拶に始まった。
出席者は総勢78名であり、各師会の会長挨拶、
来賓の林正夫広島県議会議長、迫井正深広島県福
祉保健部長と続いた。
協議を終え、板谷看護協会会長の乾杯で懇談に
移った。
公務の都合で到着が遅れていた溝手顕正大臣が
午後７時30分頃に到着され、出席者の拍手でお迎
えし、ご挨拶と国政報告を伺った。
その後、前田会長より、溝手大臣にお礼の言葉
と共に、四師会で応援することをお伝えし「頑張
ろうコール」を行った。
溝手大臣は、出席者の各テーブルを回られて、
懇談されていた。
最後は、平井副会長の閉会の辞で午後８時45分
頃にお開きとなった。
以前は医師会・歯科医師会・薬剤師会の三師会
であったが、平成15年度（平成16年2月13日開催）
から看護協会を含めた四師会の役員連絡協議会と
なっている。
私は、三師会時代から参加しているが、今回初
めて司会を仰せつかり、今までと違った雰囲気を
感じての参加となった。
今まで、懐かしい先生方と再会出来ることも
あったが、今回のように新しい先生方とお話しで
きた事は、とても楽しいひと時であった。
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第37回

全国禁煙アドバイザー育成講習会
常務理事
日

時：平成19年6月3日（金）10：00〜16：00

場

所：奈良女子大

負けないでもう少し
最後まで走り抜けて
どんなに離れてても
心はそばにいるわ
追いかけて遙かな夢を…
坂井泉水さんは逝ってしまいましたが、禁煙の
応援歌として心に訴える歌を残してくれました。
「老化促進サプリメント」をインターネットで
検索していくと「タバコ」に関してのＨＰにたど
り着く。嫌煙家が作ったＨＰと思われるが、一度
ご覧になっていただきたいと思う。
タバコ規制の国際条約（FCTC）も批准・発効
し、路上での喫煙規制・職場での分煙・禁煙の体
制も諸外国と比べ、遅々としたものであるが、
徐々に整いつつある。
京都、大阪で禁煙条例ができる、大分では全県
下のタクシーが禁煙になるなど、禁煙志向の風潮
がますます強くなっていることは、想像に難く
ない。
ニコチン依存症が保険病名として認められ、保
険治療できるようになったとはいえ、その恩恵を
受ける人々は限られている。保険診療を行う医療
者のみでなく薬局・歯科医院という医療提供施設
はもちろんのこと、保健行政に携わる人、教育関
係者などあらゆる職種の人が、個々人の職種を越
え、高度な医学知識を必要とせず、それぞれのレ
ベルで喫煙者との人間関係を損なうことなく禁煙
支援をできるようなノウハウ、スキルを紹介する。
と、野田隆先生より
「誰でもできる禁煙の動機付け」と題し
＊禁煙基礎知識
＊禁煙ステージ分類
＊病気になる前に禁煙支援
＊子供たちをタバコから守ろう
について
思ったよりも早く広がるタバコの煙、
無関心期・関心期・準備期・実行期４つのス
テージに分類される禁煙ステージ、

増田 和彦

子供たちには、自覚できる９歳までに禁煙教育
を行うべき…
と講演があった。
三浦秀史先生からは、禁煙ができないこと、イ
コール禁煙が続かないといっても過言ではない。
一度始めた禁煙を挫折せずに続けるポイントとし
て、ＩＴを活用したピアサポートは有効な手段で
ある。その一例として禁煙マラソンの事例を紹介
された。
＊病気を診ずして、病人を診よ！
＊マズローの人間５段階欲求説
生理的欲求
安全欲求
社会的欲求
自我欲求
自己実現欲求
などについて講演があった。
富永典子先生からは、ある商品を色々イメージ
していく中で、ある商品とはタバコであると自覚
できる健康支援について講演があった。
島井哲志先生からは、「ポジティブチェンジを
目指して」と題し、禁煙の中にポジティブを見出
してと、スライドを使った講演があった。
最後に高橋祐子先生から、タバコを吸っている
とどれだけ医療費がかかるかを算出したところ約
１兆3,000億円という数字が出てきた。別に11年
間レセプトベースで喫煙と非喫煙の比較をしたと
ころ１ヶ月で約２万円の差があり、これは先ほど
の１兆3,000億円とほぼ一致する。今後は、生涯
の医療費に関して出したいとのことであった。

奈良女子大

正門から
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衛生薬学

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は71ページ
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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

1 スモーキングベイビー
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

2 肺癌
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

3 みみず
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

4 Every cigarette is doing you damage♂
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

5 Every cigarette is doing you damage♀
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

6 小学生向けスライド１（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

7 小学生向けスライド２（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

8 小学生向けスライド３（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

9 キラキラ10／４（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

10 青少年に（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

11 「どこまで知ってる？」薬物乱用（中学生用）

村上信行

（パワーポイント）

12 「薬について」
（小学生用）

村上信行

（パワーポイント）

13 錯乱

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

14 破壊

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

15 脳のイメージ１

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

16 脳のイメージ２

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

17 脳のイメージ３

村上信行

18 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

19 受動喫煙で血管収縮（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

20 オーストラリアの禁煙CM（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

21 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

22 軽いタバコの嘘（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

23 手遅れ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

24 １年分のタール（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

25 ニコチン依存ネズミ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

26 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

27 脳出血（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

28 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

29 レイン（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

30 smoker's face（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

31 コロンビア・ライト（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

32 デビ・オースチン（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

33 ユル・ブリンナー（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

34 悪魔のacademy（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

ムービーファイル（mpeg）
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35 眼底出血（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

36 喫煙サル（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

37 喫煙で能率低下（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

38 低体重ネズミ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

39 副流煙とウェイトレス（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

40 好奇心（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

41 禁煙指導用スライド

増田和彦

（パワーポイント）

42 分煙

増田和彦

（パワーポイント）

43 ニコチン依存症

増田和彦

（パワーポイント）

三次

（パワーポイント）

44 薬の基礎知識（一般消費者啓発用）
45 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅡ（指導者用）

県薬事務局

46 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅢ（指導者用）

県薬事務局

47 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅣ（指導者用）

県薬事務局

48 薬局薬剤師の接遇マニュアル 研修用 平成16年９月（
（社）日本薬剤師会）

呉

49 健康くれ21「健康くれ体操」

呉

50 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」

呉

（パワーポイント）

【書籍・冊子・資料】
1
2
3
4

題
薬から高齢者の健康を考える
薬から高齢者の健康を考えるⅡ
漢方入門
薬草と親しむ

名

提供者・管理者
安佐
安佐
安佐
安佐

形
テキスト
テキスト
テキスト
テキスト

式
15ページ
19ページ
20ページ
31ページ

【ビデオ】
題
1
2
3
4
5
6
7
8
9

提供者
形
管理者

名

くすりを正しく使って健康ファミリー
お年寄りとその家族のみなさんへ

（1993）

あなたの街の保険薬局 処方せんをもらったら
（
（社）日本薬剤師会）
「薬の飲み合せ」
日常生活と成人病シリーズ
お年寄りが薬と上手に付合う方法
薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ きょうの健康）
薬と上手につき合う（ＮＨＫ きょうの健康）
訪問薬剤管理指導の実践（
（財）
日本薬剤師研修センター）
健康くれ21 「健康くれ体操」

呉

式

24分

呉
呉
呉
呉
（2002.10） 呉
（1998.11） 呉
呉
呉

133分
15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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FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFF

FFFFF

◎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
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

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
COOL INN. 大町店
COOL INN. サンモール店
COOL INN. 東広島店
COOL INN. フジグラン広島店
studio LOHAS
住吉屋 的場店
住吉屋 三次店
住吉屋 西条プラザ店
MEN'S REVO 呉店
MEN'S REVO 船越店
MEN'S REVO 楽々園店
クラスA

1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

スーパーマーケット
マダムジョイ アルパーク店 直営食品売場 ※1
マダムジョイ 江波店 直営食品売場
※1
※1
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
※1
マダムジョイ 矢野店 直営食品売場
※1
マダムジョイ 楽々園店 直営食品売場
※1
※マダムジョイ・ナイスディ内の掲載専門
店のみWポイントカードを使用すること
ができます。他店では使用できません。
ポイントは1です。
和・洋菓子
ｏｋａｓｈｉｍｏ
広島ポエム

2
1

店舗名

平成19年6月1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
※会議室のご利用は500円につき1ポイン
トです。
フラワーショップ
桜井花店 本店

1

家具・寝具
井口家具百貨店

1

交
通
八本松タクシー
広島第一交通㈱ （第一）
広島第一交通㈱ 江波営業所
広島第一交通㈱ 上安営業所
広島第一交通㈱ 府中営業所
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

1
2
2
2
2
2
※2
※2
※2
※2
※2
※2
※2

店舗名

ポイント

広島電鉄 広島北営業課
※2
広島電鉄 広島南営業課
※2
広島電鉄 吉田出張所
※2
広島電鉄 楽々園駅
※2
広島電鉄 楽々園営業課
※2
広電観光 千田町旅行センター
※2
福助タクシー㈱ 本社営業所
1
福助タクシー㈱ 古市営業所
2
※パセオカード･定期券･回数券の購入に際
しWポイント金券を使用することができ
ます。
Wポイントカードは使用できません。
飲食店・レストラン
一心太助 福山本店
一心太助 アルパーク店
一心太助 胡町店
囲炉り茶屋 やまぼうし
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
釜飯酔心 広島駅ビル店
寿司道場酔心 支店
惣菜酔心 アッセ店
惣菜酔心 立町店
くれない
芸州 胡店
ごはんや 広島店
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
1
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

30
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 福屋駅前店
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 矢野西店
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
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 廿日市店
徳川 毘沙門台店
徳川 広店
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 南観音店
徳川 南区民センター店
徳川 三原店
徳川 安古市店
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
ひろしま国際ホテル 芸州 本店
ひろしま国際ホテル トラバドール
ひろしま国際ホテル 東風
ひろしま国際ホテル ル・トランブルー
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 呉駅ビル店
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
フルーツレストラン まるめろ
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
ホテルセンチュリー21広島 京もみじ
ホテルセンチュリー21広島 フィレンツェ
三井カーデンホテル広島25F コフレール
焼肉達人の店 寅
レストラン・フラワー
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

レストラン 味蔵

1

娯楽・レジャー
銀河（えひめでぃあ）
平田観光農園
ヒロデンボウル
ボウル国際

2
1
1
1

WEB
Heart Leap Up HIROSHIMA
※17
※HPにて会員登録で100ポイント、メール
マガジンの受信ごとに1ポイント、メール
マガジンのアンケートに回答すると30ポイ
ント以上（各号によって異なります）
。
カルチャー・教育
RCC文化センター
1
星ビル3F ベビーワールド
2
リビング事業社 リビングコミュニティカレッジ 1
趣味・雑貨
えひめでぃあ
売店 さざなみ
ピカソ画房 本店
星ビル2Ｆ 知育玩具とオルゴール
星ビル4Ｆ アンティークドール
HOBBY TOWN 広島店
HOBBY TOWN 東広島店
HOBBY TOWN 福山店

2
1
1
2
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の場合は
100円につき1.5ポイントです。
ホテル
ホテルニューヒロデン
※12
※クレジットの支払いにはポイントは付与
されません。現金支払い時のみ100円
につき2ポイントがつきます。
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

1
1

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

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 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
ビデオ・ＣＤ・文具
総商さとう 本店

1
1
1
1
1

※4

総商さとう ウィー東城店
※4
※各売場によりポイント数が異なります。
印鑑・名刺・ハガキ
横田印房
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

10

横川本店
五日市店
己斐店
東雲店
戸坂店

1
1
1
1
1

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 エコステーション出島
大野石油店 可部バイパス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 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 住吉町ＳＳ
山陽石油 セルフ神辺ＳＳ
山陽石油 セルフ福山平成大学前ＳＳ
山陽石油 多治米町ＳＳ
山陽石油 深津ＳＳ
山陽石油 福山春日ＳＳ
山陽石油 福山東インターＳＳ
山陽石油 南本庄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

バイクショップ
AUTO GARAGE うえるかむ
※9
※車体の購入・保険料にはポイントは付与
されません。
自動車整備・販売
車検の速太郎
※10
車検の速太郎 カーケアプラザ
※10
ベストカーヤマナカ
※10
※法定費用・保険料にはポイントは付与さ
れません。
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指

定

店

一

覧
平成18年９月１日現在

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

福山ニューキャッ
スルホテル
リース
会社

日立キャピタル㈱

家具

㈱河野家具店

森本木工 西部

看板

㈱サインサービス

警備

ユニオンフォレスト㈱

会 員 価 格
営業日時
定 休 日
所
在
地
現金25％引、クレジット20％引 ９:30〜19:00 日曜、祝日、
（ ８ 広島市中区新天地1_1
月の土曜）
宿泊20％引、宴会５％引、婚礼 年中無休
呉市中央1_1_1
５％引、料飲10％引 外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼 年中無休
広島市中区中町7_20
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ 年中無休
広島市中区三川町10_1
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
宿泊17％引、レストラン５％引、年中無休
福山市三之丸町8_16
宴 会 料 理 ５ ％ 引 、婚 礼 、 料 飲
５％引
年末年始、夏期 広島市中区国泰寺町1_8_13
オートローン3.6％、リフォーム 年中無休
休暇等当社指定 あいおい損保広島ＴＹビル
ローン3.9％ 外
定休日を除く 6Ｆ
店頭表示価格から５〜20％引 ９:00〜19:00 毎週火曜
呉市中通4_10_17
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13〜15、
25〜60％引き 赤札より10〜 平日
広島市安佐南区中須2_18_9
15％
８:30〜18:00 12/29〜1/4
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
機械警備10,000円／月〜、ホー 平日
呉市中央2_5_15
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）
特別価格
平日
建物
㈱北川鉄工所
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〜
者のみ）
19:00･20:00
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。
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

(082)262_0191

(082)248_1331

広島市中区吉島西2_2_35

(082)541_3911

年中無休

本社
広島市西区商工センター
4_8_1

本社
(082)501_3447

定休日不定

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
営業日時
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 ８:30〜20:00
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
Diving Service 海蔵 スキューバダイビング体験講習￥8,400 11:00〜20:00
Cカード取得講習会￥5,000引き・器
材修理店頭価格より５％引き
５〜20％割引（但し弊社特約ホ ６〜９月
㈱進物の大進
進物
テル式場にての結婚記念品の場 10:00〜18:30
合を除く）
（ 個別配送費 広島県 10〜５月
内無料（2,000以上の商品））
９:30〜18:00
年中無休・24
時間営業
５〜25％（但し一部ブランド品 年中無休・24
㈲中山南天堂
食品を除く）
時間営業
祭壇金額定価２割引、
総合葬祭 セルモ玉泉院
年中無休
葬具（柩外）１割引
長束会館
葬儀・花輪20％引、
㈲玉屋
年中無休
生花５％引
百貨店・ ひつじやサロン 店頭表示価格より10％引（一部 平日
除外品有）
婦人服・
９:00〜17:30
紳士服・ ㈱エクセル本社 店頭表示価格（売出品含む）から
３％引
洋品他
複写機・ ミノルタ販売㈱ 特別会員価格
年中無休
ファックス
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。）
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）
ひろでん中国新聞 本人のみ
平日
旅行㈱本社・呉営 現金のみメープル・トピック 10:00〜19:00
業 所 ・ 三 次 営 業 自社主催商品３％引
土・日・祝
所・福山営業所
10:00〜17:00
赤い風船３％引、マッハ５％引、
㈱日本旅行
ベスト３％引
広島支店
（県内各支店）
特別価格
装飾
青山装飾㈱
８:30〜17:30
介護用品

家電
保険

引越
会員制福
利厚生サ
ービス
（中小企
業向け）

定 休 日
なし

所
在
地
広島市西区観音町13-9

電 話 番 号
(082)293_4125

なし

広島市中区南千田西町
1-8-101

(082)209_7422

毎週火曜

広島市中区堀川町4_14

(082)245_0106

広島市中区猫屋町8_17

(082)231_9495

広島市安佐南区長束2_4_9 (082)239_0948
広島市南区段原南1_20_11 (082)261_4949
不定休

広島市中区本通9_26

(082)248_0516

毎週土・日曜日、広島市西区商工センター
祝祭日
2_3_1
広島市中区小町3_25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2_16

(082)279_5511

日祭休

広島市中区紙屋町2_2_2

(082)542_5020

広島市中区八丁堀16_14
第二広電ビル１Ｆ

(082)512_1020

広島市中区基町13_7
朝日ビル2Ｆ

(082)222_7002

日・祝日、第２・ 広島市西区商工センター
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
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
㈱デオデオ外商部 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
広島市中区紙屋町2-1-22
アリコジャパン 無料保険診断サービス実施中 ９:00〜18:00 土・日・祝日
広島興銀ビル9F
広島第一エイジェ
（平日）
ンシーオフィス
広島市西区福島町2丁目36-1
㈱サカイ引越セン 通常価格より15％割引
年中無休（但し
ター
1/1〜1/3は休み）
広島市中区国泰寺町1-3-22
㈱福利厚生倶楽部 入会金（一法人）31,500円→ ９:00〜18:00
ERE国泰寺ビル6階
中国（中国電力グ 無料、月会費1,050円／人
（平日）
サービス内容（一例）全10,000
ループ会社）
アイテムが会員特別料金◆宿泊
施設：約4,000ヶ所 2,000円〜、
◆公共の宿：1泊2,500円／人補
助◆パックツアー：10％OFF、
◆フィットネス：１回500円〜、
◆映画：1,300円 等

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。

(082)248_4361
(082)243_5321

(082)278_2323
(084)920_3950

(0829)34_2508
(082)247_3473
担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
0120_06_0747
(082)543_5855
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５月17日

後発医薬品に関するアンケート調査
（結果報告）及び医薬品販売制度に関
する資料の送付について（各支部長）

５月21日

麻しんワクチン及び麻しん風しん混合
ワクチンの供給について（各支部長）

県薬より支部長への発簡

５月21日

支部長･理事合同会議の提出議題につ
いて（各支部長）

５月22日
４月20日

４月23日

５月26日

５月28日

（各支部長）

５月１日

５月７日

６月１日

６月６日 「標準的な健診・保健指導プログラム
（暫定版）
」について（各支部長）
６月６日 規制改革会議の第一次答申について
（各支部長）

応需薬局リスト「ファックスをご利用
下さい」の確認及び必要部数について

６月６日

項について（各支部長）

平成19年度県薬各賞の受賞者の決定並
びに日薬有功賞の授賞伝達について
（各

６月６日

全国歯科医師国民健康保険組合の一部

６月８日

５月７日 7日本薬剤師研修センター平成19年度

（各支部長）
６月11日

５月11日

広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更
新認定について（各支部長）

農薬危害防止運動の実施について（各
支部長）

（平成19年５月26日）出席者報告につ
いて（各支部長）

平成19年度電子マニフェスト導入モデ
ル事業の実施説明会の開催について

負担金割合変更について（各支部長）

認定実務実習指導薬剤師養成講習会

くすりと健康啓発事業実施計画表につ
いて（各支部長）

支部長）
５月７日

自立支援医療機関（精神通院医療に限
る）に関する指導監査に関する留意事

（各支部長）
５月７日

中国ブロック会議の開催について（各
支部長）

平成19年度「世界禁煙デー」及び「禁
煙週間」について（各支部長）

支部長･理事合同会議資料の送付につ
いて（各支部長（６支部）
）

支部長･理事合同会議の開催について
（5/26）（各支部長）

５月１日

５月29日

薬局等許可事務処理要領の一部改正に
係る運用について（各支部長）

広島県との共同による保険薬局及び保
険薬剤師の集団指導の実施について

びゴールデンウィーク期間中緊急連絡

４月27日

麻しんワクチン（単抗原）の供給及び
予防接種について（各支部長）

国有ワクチン・抗毒素の保管連絡先及

先の送付について（各支部長）

日本脳炎ワクチンの安定供給について
（各支部長）

一般新聞への広告掲載について（各支
部長）

４月26日

５月25日

認定実務実習指導薬剤師養成講習会開
催について（各支部長）

４月23日

ページへの掲載について（各支部長）

応需薬局・ゴールデンウィーク休業表
について（各支部長）

麻薬管理マニュアルの広島県ホーム

６月14日

応需薬局リスト「ファックスをご利用
ください」の送付について（各支部長）
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平成19年４月定例常務理事会議事要旨
日 時：平成19年４月19日（木）午後６時〜８時25分
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長
木平、加藤、豊見、平井、松下各副会長
青野、有村、大塚、小林、重森、澁谷、田口、
谷川、野村、政岡、増田各常務理事
欠席者：野間常務理事
議事要旨作製責任者：有村常務理事
１．報告事項
（１）３月定例常務理事会議事要旨
（２）諸通知
次の通知等の確認が行われた。
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36回広島県薬剤師会通常代議員会
３月21日（水）開催
（報告省略）
イ．正・副会長会議
３月25日（日）にホテルグランヴィア広島で開催
され、府中支部かいえい薬局について協議したが
詳細は豊見副会長が後程行うと報告された。
ウ．広島県医療審議会
３月26日（月）に県庁・北館で開催され、今年か
ら向こう６年間の医療計画等を審議したと報告さ
れた。
エ．日本薬剤師会平成19年度第１回理事会
４月４日（水）に東京・日薬で開催され、内容に
ついては会報に掲載すると報告された。
オ．被爆医療関連施設懇話会
４月13日（金）に広島医師会館で開催され、比治
山の施設が老朽化し、広島放射線医学医療研究セ
ンターを新たに作りたいという内容であったと報
告された。
カ．平成19年度中国四国薬剤師会会長会議
４月14日（土）に岡山・アークホテル岡山で開催
され、各県の会費に関する懸案事項等を審議した。
島根県については一般の開局薬剤師と病院薬剤師
の会費に関しては、一律同じ会員であるが、毎年
一般会計から病薬に立て替えていることなどが報
告された。
キ．表彰選考委員会
４月19日（木）に開催し、規約の改正案を検討し
たことと、支部からの推薦者については全員承認
されたと報告された。
（木平副会長）
ア．広島県医師会ひろしま治験ネット県民公開講座
３月18日（日）に中国新聞社ホールで開催され、
約200名の参加で、
「薬ができるまで」と題して20
分説明した。後は肝炎の話と炎症のない食道炎の
治療の話があったと報告された。
イ．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員・運営委員合同会議３月24日（土）に岡
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山県薬剤師会で開催され、昨年度の報告、事業計
画、予算及び決算が審議され了承された。また、
ワークショップの年間計画も提案されたので協力
をお願いしたいと報告された。
ウ．業務分担③担当理事打合会
４月12日（木）に開催し、19年度の事業計画につ
いて主に審議した。大きな変更点はないが、実習
の指導者の育成に関しては、県薬で３回と支部で
も実施することになるが、支部単独実施の場合は、
支部の責任において会場確保から全て行ってほし
い。今年はアイウエの「エ」がでてくるので、講
習会等に負担がかかるが、随時情報を流すので多
くの会員の参加をお願いしたい。
なお、第28回県薬の学術大会を、11月18日に呉で
行う予定にしている。今年度から、日本薬学会、
日本薬剤師会、日本病院薬剤師会中国四国支部学
術大会ということで、薬剤師会が本格的に参入し
11月10、11日に高知市で行われる。日薬の学術大
会とブロック大会に何れも３名を派遣することと
し募集を行う。
また、今年免許を取った薬剤師の研修会を６月３
日に県薬剤師會館で行うことなどを報告された。
（加藤副会長）
ア．第19回広島プライマリ・ケア研究会第１回準備会
３月23日（金）に広島医師会館で開催され今年度
は薬剤師会が担当となり、第２回準備会が４月25
日（水）広島医師会館で行われることを報告された。
（豊見副会長）
ア．府中かいえい薬局についての打合せ会
３月25日（日）にホテルグランヴィア広島で開催
し、府中支部の６名と会長、副会長で打ち合せを
行った。閉局するために必要な経費は支部におい
て当面精算可能であることと、今後は支援セン
ターとして維持していくことで引き続き県有地
を借りることを報告された。
イ．広島県地域保健対策協議会緩和ケア推進専門委員会
３月26日（月）に広島医師会館で開催され、今回
で終了し組織替えによりガン対策専門委員会に吸
収される。各地域に設置した推進協議会の報告で、
薬局が在宅の緩和ケアに協力をし、薬剤師と一緒
に訪問することにより医師に対するサジェスチョ
ンができて良かったとの看護側の意見が発表され
たことなどを報告された。
ウ．広報委員会（合同）
３月29日（木）に開催し、２チームが合同で会議
を開き、今後の編集の方針や企画について話し合
い、お薬手帳のポスターを作り直したことを報告
された。
（豊見副会長・青野常務理事）
ア．平成18年度医薬分業指導者協議会
３月16日（金）に東京・厚生労働省講堂で開催さ
れ、厚生労働省の選ばれる薬局薬剤師を目指す取
り組みで、今年度から薬局機能情報公表制度が始
まり、情報の範囲の説明や、来年度ホームページ
等で公表すると報告された。
（平井副会長・田口常務理事）
ア．広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療
担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の個別指導
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３月16日（金）にサンピア福山で開催され、薬歴
が充分書けているのに特別加算を取っていなかっ
たことや、薬剤師の変更届の未提出、面分業に努
力しておらず医療機関に合わせて休みを取ってい
るなどの指導があったと報告された。
（松下副会長）
ア．新たな健診・保健指導講演会
３月17日（土）にエソール広島で開催され、看護
師、保健師、栄養士が中心の講演会であったと報
告された。
イ．広島県医療安全推進協議会
３月27日（火）に県庁・北館で開催され、任意で
設置されていたが、今年度から法制化されたと報
告された。
ウ．会員委員会
４月13日（金）開催
審議事項で協議される
（青野常務理事会）
ア．広報委員会
４月６日（金）に５月号の会誌について開催し、
原稿の校正等を行ったと報告された。
（青野・大塚各常務理事）
ア．広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療
担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の個別指導
３月20日（火）にKKR広島で開催され、薬剤師
が異動した場合の届が提出されていないことや薬
局に掲示すべきものがされていないなどの指導が
あったと報告された。
（澁谷常務理事）
ア．認定基準薬局制度運営協議会
３月22日（木）と４月11日（水）に開催し、４月
１日付けで日薬が全面改定した要綱に準じた県薬
の運営規程案の改正内容と、一部変更が必要であ
るが支部の運営規程案も作成したことを報告され
た。各委員は「認定基準確認表」などを日薬の基
準と対比ながら再検討を行い、疑義がある場合は
５月７日までに事務局に連絡し、再度運営協議会
を開催した上で、５月17日の常務理事会で審議す
ることとした。
（野村常務理事）
ア．子育て応援団実行委員会
委員会を佐伯、安佐、安芸、広島支部と薬事情報
センター職員及び野村常務理事の６名で立ち上
げ、第１回の３月27日（火）には広テレの職員に
来てもらい昨年までの開催状況を聞くなどした。
今年度は４回目で５月26、27日に開催されるが、
当日は子どもに白衣を着させての記念撮影やパネ
ル展示など行うことを報告された。
２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告
ア．福山支部総会
３月29日（木）於 福山市すこやかセンター
（報告省略）
イ．呉支部総会
３月21日（土）於 呉阪急ホテル
（報告省略）
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（２）広島大学４年生並びに大学院修了生卒業記念パー
ティー
３月19日（月）於 広島全日空ホテル
（３）7広島原爆障害対策協議会
３月22日（木）於 広島市総合健康センター
（４）7広島県健康福祉センター理事会
３月22日（木）於 広島県健康福祉センター
（５）広島県健康増進普及啓発実行委員会
３月28日（水）於 鯉城会館
３．審議事項
（１）全体理事会について（平井副会長）
４月28日（土）午後３時から開催することとされた。
（２）平成19年度広島県四師会役員連絡協議会の開催に
ついて（松下副会長）
６月８日（金）午後６時30分から広島アンデルセ
ンで開催することとされた。
（３）平成19年度広島県薬物乱用対策推進本部本部員等
の推薦について（平井副会長）
次のとおり推薦することとされた。
本部員：前田会長、幹 事：加藤副会長、
事務担当者：村上事務局長
（４）広島県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会
臨時委員の推薦について（平井副会長）
松下副会長を推薦することとされた。
（５）日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四
国支部学術大会の参画について（前田会長）
今年度は高知県で開催され、県薬が初めて加わっ
た大会になると報告された。
（６）中国新聞広告掲載について（谷川常務理事）
年４回中国新聞に広告を出すことになり、第１回
目は４月27日（金）の朝刊に在宅関係の内容と新
薬剤師研修会の通知も掲載することとされた。
（７）後援、助成及び協力依頼等について（平井副会長）
ア．平成19年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
の後援名義使用について
実施期間：平成19年６月20日（水）
〜７月19日
（木）
626ヤング街頭キャンペーン：
６月24日（日）
主
催：広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
実行委員会
協
賛：広島県、広島県警察本部、広島県教育
委員会外
後援名義の使用を承諾することとされた。
（８）県薬賞等選考基準内規の改正について（大塚常務
理事）
薬事功労による叙勲等及び大臣表彰と日薬各賞受
賞者は、県薬各賞の候補者としないとする内規の
改訂については承認することとされた。
４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
５月17日（木）の午後６時から開催することとし、
議事要旨作製責任者は、大塚幸三常務理事とされた。
（２）広島県有地の取得について（前田会長）
県有地の購入代金を振り込んだことを報告された。
（３）その他行事報告
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次のとおり、行事日程が確認された。
ア．広報委員会
４月20日（金）
イ．IPPNW日本支部（JPPNW）理事会・総会、広島
県支部総会
４月21日（土）於 広島医師会館
ウ．介護支援専門員資格研修会
４月23日（月）於 広島県民文化センター
個人宛にしか開催通知をしないため、事務局に連
絡したと報告された。
エ．監査会
４月26日（木）
オ．広島県薬務室との平成19年度打合会
４月27日（金）
カ．全体理事会
４月28日（土）
キ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成
のためのワークショップ「第４回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 広島」
４月29日（日）・30日（月）於 広島国際大学国
際教育センター
ク．子育て応援団実行委員会
５月８日（火）
ケ．第27回 社会を明るくする運動 広島県実施委員会
５月11日（金）於 鯉城会館
コ．平成19年度「看護の日」広島県大会
５月13日（日）於 広島国際会議場
サ．平成18年度社会保険医療担当者（薬局）指導打合
せ会議
５月16日（水）
シ．常務理事会
５月17日（木）
ス．第51回広島県病院薬剤師会総会
５月19日（土）於 エソール広島
セ．日本薬剤師会平成19年度第２回理事会
５月23日（水）於 東京・日薬
ソ．日本薬剤師会平成19年度第１回地方連絡協議会
（都道府県会長会）
５月23日（水）於 東京・日薬
タ．日本薬剤師会第58回共済部総会
５月23日（水）於 東京・日薬
チ．支部長・理事合同会議
５月26日（土）
ツ．第36回広島県薬剤師会通常総会
５月26日（土）
テ．平成19年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会
５月26日（土）於 北里大学薬学部
ト．子育て応援団すこやか2007
５月26日（土）・27日（日）於 広島グリーンア
リーナ
ナ．第30回日本プライマリ・ケア学会学術会議
５月26日（土）・27日（日）於 宮崎・ワールド
コンベンションセンターサミット
ニ．呉支部総会
５月27日（日）於 未定

平成19年５月定例常務理事会議事要旨
日 時：平成19年５月17日（木）午後６時〜７時50分
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長
木平、加藤、豊見、平井、松下各副会長
青野、大塚、小林、重森、澁谷、田口、谷川、
野村、政岡、増田各常務理事
欠席者：有村、野間常務理事
議事要旨作製責任者：青野常務理事
１．報告事項
（１）４月定例常務理事会議事要旨
（２）諸通知
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ.会員異動報告
（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．広島県薬務室との平成19年度打合会
４月27日（金）に県薬剤師會館で開催し、県の本
年度の予算と事業概要について説明を受けたが、
予算は厳しい状況であるがタミフルの備蓄は計上
しているとのことであったと報告された。
イ．平成19年度「看護の日」広島県大会
５月13日（日）に広島国際会議場で開催され、林
県議会議長が来賓で来られ、その後拉致問題で首
相官邸補佐官をしていた中山恭子さんの講演があっ
たと報告された。
（前田会長・平井副会長）
ア．IPPNW日本支部（JPPNW）理事会・総会、広島
県支部総会
４月21日（土）に広島全日空ホテルで開催され、
事務総長の変更と世界情勢が厳しい中での核兵器
戦争の反対ということで、国際医師会議をもっと
活発にしなければという意見がでていたと報告さ
れた。
（木平副会長）
ア．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成
のためのワークショップ「第４回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 広島」
４月29日（日）と30日（月）に広島国際大学国際
教育センターで開催され、実習の指導薬剤師の養
成のためのワークショップが行われたと報告さ
れた。
（木平・加藤各副会長）
ア．第19回広島プライマリ・ケア研究会準備会
４月25日（水）に広島医師会館で開催され、研修
内容で検討部分があり次の会議は６月初旬に開催
予定で、研修会は７月29日に開催すると報告さ
れた。
（平井副会長）
ア．広報委員会
４月20日（金）に開催し、５月号の最終校正を行っ
たと報告された。
イ．全体理事会
４月28日（土）
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（報告省略）
（松下副会長）
ア．監査会
４月26日（木）に水戸、児玉監事の監査を受け、
監査報告書を受領したと報告された。
（豊見副会長）
ア．平成19年度社会保険医療担当者（薬局）指導打合
せ会議
５月16日（水）に社会保険事務局等から４名と当
方が会長、副会長等５名で協議を行った。社会保
険事務局は来年10月から組織変更で厚生局に移管
される。今年度も新規と１件当たりの平均点数の
上から８％で２年間指導を受けていない薬局の
113件が集団的個別指導を受け、半分の57件が懇
談方式で個別指導を受ける。また、会計検査院か
ら指摘を受けた29件の薬局が指導を受け自主返還
した。これは、会計検査院が昨年度に長期投薬情
報提供料１と薬剤情報提供料の手帳に関してベタ
取りに近い請求をしているレセプトを調査した結
果である。ただし、長期投薬情報提供料１につい
ては、会計検査院がベタ取りはいけないとしてい
るが、ベタ取りを言うのは筋が違うのではないか
と、保険指導薬剤師に話をしたと報告された。
（谷川常務理事）
ア．広報委員会
５月８日（火）開催し、７月号の会誌の協議を行
い、６月に２回委員会を開催すると報告された。
（野村常務理事）
ア．子育て応援団実行委員会
５月８日（火）に開催し、展示するパネルの選定
や当日使用するカメラのテストなどを行い、本日
広島テレビで最終のチェックをしたと報告された。
（村上事務局長）
ア．広島県福祉保健部健康増進歯科・保健室室長来会
４月20日（金）に来られ、昨年まで県薬が構成団
体であった「広島県健康増進普及啓発実行委員会」
を廃止し、新たに食育の推進も含めた実行委員会
を設立するので、入会と昨年と同様に１５万円の
負担について依頼があったと報告した。
２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告
ア．廿日市支部
５月13日（日）に宮島コーラルホテルで開催され、
前田会長と松下副会長が出席し、後期高齢者の説
明等を行ったと報告された。
（２）介護支援専門員資格研修会
４月23日（月）於 広島県民文化センター
（次回報告）
３．審議事項
（1）第36広島県薬剤師会通常総会の運営について（平井
副会長）
５月26日（土）午後３時から開催
次のとおり分担を決定された。
司
会 小林常務理事
開会の辞 松下副会長
閉会の辞 加藤副会長
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議
長 広島支部 河内
副 議 長 安佐支部 林
（２）支部長･理事合同会議について（平井副会長）
５月26日（土）午後１時から開催するが、「今年
度の集団指導、個別指導について」と「作業手順
書の作成について」を追加議題とされた。
なお、行政の合併に伴い、支部の区域を定めた定
款細則の変更について、議論をしてほしいとの意
見があったが、今回は支部からの要望ではないこ
とから、議題にはしないこととされた。この件に
ついては、検討課題として支部においても話をす
ることと、必要であれば的をしぼって、案件とし
て取り上げ協議することも検討することとされた。
（３）平成19年度広島県四師会役員連絡協議会の開催に
ついて（平井副会長）
６月15日（金）午後６時30分からリーガロイヤル
ホテル広島４階ロイヤルホールで開催し、司会は、
谷川常務理事が行うこととされた。
（４）健康ひろしま２１推進協議会委員の推薦について
（平井副会長）
平井副会長を推薦することとされた。
（５）7広島原爆障害対策協議会評議員の推薦について
（平井副会長）
昨年度と同じく前田会長を推薦することとされた。
（６）第28回広島県薬剤師会学術大会の開催について
（木平副会長）
平成19年11月18日（日）に呉市海事歴史科学館
（大和ミュージアム）で開催するが、実行委員会
を立ち上げるので、呉支部から１名を推薦するこ
ととされた。
（７）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第18回ジュノー記念祭に対する共催及び補助金に
ついて（平井副会長）
６月17日（日）に広島平和公園ジュノー記念碑前
で開催されるが、補助金については昨年度と同じ
く３万円とすることとされた。
４.その他
（１）次回常務理事会の開催について
６月21日（木）の午後６時から開催することとし、
議事要旨作製責任者は、大塚幸三常務理事とさ
れた。
（２）支部等総会の開催について（平井副会長）
次のとおり、行事日程が確認された。
大竹支部
５月19日（土）於 魚池
山県支部
５月26日（土）於 みちづれ
広島県病院薬剤師会
５月19日（土）於 エソール広島
三原支部
５月26日（土）於 三原グランドパレス
安佐支部
５月27日（日）於 安佐南区民文化センター
呉支部
５月27日（日）於 呉市薬剤師会館
広島佐伯支部
５月30日（水）於 ミスズガーデン
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福山支部
５月31日（木）於 福山市医師会
広島県学校薬剤師会
６月２日（土）於 広島県薬剤師會館
安芸支部
６月３日（日）於 サンピア・アキ
因島支部
６月８日（金）於 ナティーク城山
尾道支部
６月９日（土）於 尾道ポートホテル
広島支部
６月16日（土）於 広島県薬剤師會館
府中支部総会
６月16日（土）於 未定
広島県青年薬剤師会
７月１日（日）於 広島県薬剤師會館
（３）その他行事報告
次のとおり、行事日程が確認された。
ア．日本薬剤師会平成19年度第２回理事会
５月23日（水）於 東京・日薬
イ．日本薬剤師会平成19年度第１回地方連絡協議会
（都道府県会長会）
５月23日（水）於 東京・日薬
ウ．日本薬剤師会第58回共済部総会
５月23日（水）於 東京・日薬
エ．支部長・理事合同会議
５月26日（土）
オ．第36回広島県薬剤師会通常総会
５月26日（土）
カ．平成19年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会
５月26日（土）於 北里大学薬学部
キ．子育て応援団すこやか2007
５月26日（土）・27日（日）於 広島グリーンア
リーナ
ク．第30回日本プライマリ・ケア学会学術会議
５月26日（土）・27日（日）於 宮崎・ワールド
コンベンションセンターサミット
ケ．新薬剤師研修会
６月３日（日）於 広島県薬剤師會館
コ．第48回原子爆弾後障害研究会
６月３日（日）於 広島国際会議場
サ．平成19年度試験検査センター連絡協議会
６月７日（木）
・８日（金）於 宮城県薬剤師会館
シ．7広島県健康福祉センター理事会
６月８日（金）於 7広島県健康福祉センター理
事会
ス．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講
習会
６月10日（日）於 福山大学
セ．広報委員会
６月11日（月）
ソ．7暴力追放広島県民会議平成19年度理事会・評議
員会
６月14日（木）於 鯉城会館
タ．平成19年度広島県四師会役員連絡協議会
６月15日（金）於 リーガロイヤルホテル広島
チ．第58回日本東洋医学会学術総会
６月15日（金）
・16日（土）
・17日（日）於 広島
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県民文化センター
ツ．6認知証の人と家族の会広島県支部第26回記念
大会
６月16日（土）於 広島県民文化センター
テ．広報委員会
６月18日（月）
ト．広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療
担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の共同集団
指導
６月21日（木）於 東区民文化センター
ナ．常務理事会
６月21日（木）
ニ．平成19年度病院診療所薬剤師研修会
６月23日（土）
・24日（日）於 広島県民文化セン
ター
ヌ．第39回中国・四国学校保健学会
６月24日（日）於 広島大学
ネ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
６月24日（日）於 広島県薬剤師會館
ノ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月25日（月）於 東京・日薬
ハ．日本薬剤師会平成19年度第３回理事会
６月27日（水）於 東京・日薬
ヒ．日本薬剤師会平成19年度第２回地方連絡協議会
（都道府県会長会）
６月27日（水）於 東京・日薬
フ．日本薬剤師会議事運営委員会
６月28日（木）於 東京・日薬
ヘ．参議院選挙公示日
７月５日（木）
ホ．第11回日本地域薬局学会年会
７月８日（日）於 星薬科大学
マ．広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療
担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の個別指導
７月12日（木）於 KKRホテル広島
ミ．医療薬学フォーラム2007第15回クリニカルファー
マシーシンポジウムイン山形
７月14日（土）・15日（日）於 山形
ム．常務理事会
７月19日（木）
メ．参議院選挙投票日
７月22日（日）
モ．広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療
担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の個別指導
７月26日（木）於 KKRホテル広島
ヤ．日薬代議員中国ブロック会議
７月28日（土）
・29日（日）於 広島県薬剤師會館
ユ．第19回広島プライマリ・ケア研究会
７月29日（日）於 広島医師会館
ラ．国民医療を守る広島県民フォーラム（前田会長）
５月23日に県民文化センターで開催されるので、
多数の参加をお願いされた。
リ．禁煙アドバイザー育成講習会（増田常務理事）
６月３日に奈良県で開催されるので、増田常務理
事が参加することとされた。
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県 薬

日 誌

日

付

５月26日
日
４月23日

付

行

事

内

月 介護支援専門員資格研修会
（広島県民文化センター）
水

26日

木 監査会

27日

金 広島県薬務室との平成19年度打
合会

28日

土 全体理事会

29・30日

13日

第19回広島プライマリ・ケア研
究会準備会（広島医師会館）

厚生労働省による認定実務実習
指導薬剤師養成のためのワーク
ショップ「第４回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国 in
広島」（広島国際大学国際教育
センター）
火
日

17日

水

26・27日
27日

日

・呉支部総会（呉市薬剤師会館）
29日

火

広島県福祉保健部医療保険室長
来会

30日

水

広島佐伯支部総会
（ミスズガーデン）

31日

木

福山支部総会（福山市医師会）

5/31〜6/6

平成19年度禁煙週間

6/1〜6/30

・平成19年度「看護の日」広島
県大会（広島国際会議場）

平成19年度広島県農薬危害防止
運動

６月１日

金

広島県薬剤師会認定基準薬局運
営協議会

２日

土

広島県学校薬剤師会総会

・平成19年度社会保険医療担当
者（薬局）指導打合せ会議

３日

日

・新薬剤師研修会

・安田女子大学薬学部教授・事
務局長来会

４日

月

広島社会保険事務局長来会

５日

火

・各大学薬学部長および機構委
員長来会

土 ・NPO法人広島県介護支援専門
員協会平成19年度定期総会
（アステールプラザ）

・大竹支部総会（魚池）
・日本薬剤師会平成19年度第２
回理事会（東京）
・日本薬剤師会平成19年度第１
回地方連絡協議会（都道府県
会長会）
（東京）

・安芸支部総会（サンピア･アキ）

・広島県医師会会長訪問
（広島医師会館）
６日

水

土

７日

木

７・８日
８日

平成19年度広島県四師会役員連
絡協議会打合せ
平成19年度試験検査センター連
絡協議会（宮城）

金

・7広島県健康福祉センター理
事会
（広島県健康福祉センター）
・因島支部総会
（ナティーク城山）

・支部長･理事合同会議
・第36回 広 島 県 薬 剤 師 会 通 常
総会

・第28回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会
・（仮称）ひろしま食育・健康
づくり実行委員会準備会議
（広島県立総合体育館）

・日本薬剤師会第58回共済部総
会（東京）
５月26日

・安佐支部総会
（安佐南区民文化センター）

・広報委員会

木 ・常務理事会

水

容

子育て応援団すこやか2007
（広島グリーンアリーナ）

・第51回広島県病院薬剤師会総
会（エソール広島）
23日

内

・平成19年度認定実務実習指導
薬剤師養成講習会
（北里大学薬学部）

・東広島支部総会
（東広島平安閣）
19日

事

・子育て応援団実行委員会

・廿日市支部総会
（宮島コーラルホテル）
16日

行

・山県支部総会（みちづれ）
・三原支部総会
（三原グランドパレス）

容

25日

５月８日

土

６月９日

土

尾道支部総会
（尾道ポートホテル）
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日

付

９・10日

行

事

内

容

公開シンポジウム「第13回薬用
植物シンポジウム」ならびに広
島大学薬学部附属薬用植物園観
察会（広島大学薬学部・廿日市
市吉和）

11日

月

広報委員会

14日

木

7暴力追放広島県民会議平成19
年度理事会・評議員会
（鯉城会館）

15日

金

平成19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）

衛生薬学

日

付

６月16日

土

行

事

内

容

・6認知証の人と家族の会広島
県支部第26回記念大会
（広島県民文化センター）
・広島支部総会
・府中支部総会
（元かいえい薬局）

18日

月

・広報委員会
・広島県がん対策推進協議会第
１回計画策定会議（県庁）

6/20〜7/19

平成19年度広島県「ダメ。ゼッ
タイ。
」普及運動

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は71ページ
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行事予定（平成19年7月〜平成19年9月）
7 月 1 日（日）広島県青年薬剤師会総会
〃

第3回広島県糖尿病療養指導・看護研究会（広島大学・広仁会館）

7 月 8 日（日）第11回日本地域薬局学会年会（東京）
〃

広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会（福山大学）

〃

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

7 月19日（木）常務理事会
7 月22日（日）広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会（広島支部）
7 月28日（土）

｝日薬代議員中国ブロック会議（広島）

7 月29日（日）

7 月29日（日）第19回広島プライマリ・ケア研究会（広島医師会館）
8 月19日（日）広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
8 月23日（木）常務理事会
8 月24日（金）日本薬剤師会平成19年度第4回理事会（東京）
8 月25日（土）

｝第103回日本薬剤師会臨時代議員会（東京）

8 月26日（日）

8 月26日（日）第66回日本薬剤師会通常総会（東京）
〃

第3回がん患者大集会（広島国際会議場）

9 月 2 日（日）高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会
9 月20日（木）常務理事会
9 月23日（日）薬草に親しむ会（西部）
9 月24日（月）薬草に親しむ会（東部）

衛生薬学

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は71ページ
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43
会
43
会員
員紹
紹介
介 ○
○

山県支部

廿日市支部

しゅ

どう

まさ

ひろ

み

やけ

なお

き

首

藤

正

宏

三

宅

直

樹

熊本、長崎、山口と転々としてきました。
今回は腰をすえてやろうと思ってます。
どうぞよろしくお願いします。

十年余九州で働き故郷広島に帰ってきまし
た。十数年ぶりの広島は懐かしくもありとて
も良い町だとつくづく思いました。
皆様よろしくお願いいたします。

広島支部
み

うら

ひろ

ゆき

三

浦

裕

之

週に１回、出身高校のバスケ部のＯＢで集
まってバスケをしています。これから暑くな
りますが、夏バテしないようがんばろうと思
います。もし練習試合の話がありましたら、
連絡おまちしております。

衛生薬学

薬剤師国家試験問題（平成19年３月10日・11日実施）

正答は71ページ
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１．掲載したマニュアル
○

医療機関における麻薬管理マニュアル

○

薬局における麻薬管理マニュアル

○ 飼育動物診療施設における麻薬管理マニュ
アル

麻薬管理マニュアルの広島県ホーム
ページへの掲載について

２．アドレス
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/
1178872105421/index.html

平成19年５月18日
広島県薬剤師会事務局

様

３．ルート
トップページ＞くらし＞医療・保健衛生＞医

広島県福祉保健部保健医療局

療・病院＞麻薬管理マニュアルを作成しました

薬務室麻薬グループ
担当：麻薬グループ
このことについて、平成19年５月16日に次のマ
ニュアルを掲載しましたので、参考にしてくだ
さい。

電話：082-513-3221（ダイヤルイン）
（担当者：松岡）
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三原支部／佐伯支部

＜佐伯支部＞

＜三原支部＞
三原薬剤師会定時総会報告

広島佐伯薬剤師会総会報告
としひこ

新歩一 明子
５月26日（土）午後６時30分、三
原グランドパレスに於いて、平成18
年度三原薬剤師会定時総会が開催さ
れました。
森広氏の司会の下、永澤氏の開
会の辞。続いて多森会長挨拶。今年度はスキルアッ
プを図るとのお話。引き続き来賓の前田県薬会長
挨拶。更なる薬剤師職能が求められる事、後期高
齢者医療制度にむけて我々が置かれている状況、
包括で具体的におこり得る影響等、例を挙げてお
話され７月参院選の重要性とお願いをされました。
次に司会者一任で議長に平井氏を指名。日中の
気温28度、風もあり中国から招かれざる黄砂とい
う気象状況の下、出席者30名、委任状77名、計
107名で本会は成立。報告事項、議案審議一括で
上程されました。その内、有田氏の代議員会報告
では、薬剤師会館の県有地取得に係る費用問題が
話されました。一括質疑にも発言者なく全員一致
で全て承認可決致しました。最後に原氏の「今年
は大切な年になる。協力し合って前進しよう」の
言葉で会は閉会となりました。
その後、薬連幹事長松下氏が今後の医療報酬改
定にプラス改定は有り得ない。分業は法律ではな
い。別枠の後期高齢者医療制度が包括となった場
合、医薬分業の根幹も覆がえされかねない、６年
制薬剤師が社会に出た時、就職先があるか（残っ
ているか）とも…。三原支部の藤井基之後援会獲
得数1,516名がそのまま、1,516票に繋がらなけれ
ば意味ナシと、切々と訴えられました。
場所を移しての懇親会は、後期高齢者問題では
我が事と胸にグサッときていた、いぶし銀の前期
高齢者（気持の切り換えも速い）、そして若くて
頼もしい会員相互で和やかに談笑。本当に優秀且
つユニークな人材、雰囲気も行動力もある三原薬
剤師会の良さを再認識した次第です。

三宅 季彦
去る５月30日（水）午後７時より
ミスズガーデンに於いて平成19年度
広島佐伯薬剤師会総会が開催されま
したので、報告させていただきます。
豊見敦理事司会のもと、呑田敬
三副会長の開会の辞により総会が始まりました。
まず、宗文彦会長の挨拶の後、来賓の前田泰則広
島県薬剤師会会長より御祝辞を賜りました。今
回、私が議長に選ばれ、議事に入りました。出席
会員33名、委任66名で定足数を越え総会成立の旨、
宣言されました。
前年度の事業・決算・監査報告並びに、今年度
の事業計画案、収支予算案が上程され、いずれも
承認されました。
また、長年にわたり会務にご尽力くださった黐
池太郎先生を広島佐伯支部名誉会員として推挙す
る案も満場一致で可決されました。そして、最後
に長谷川項一副会長の閉会の辞をもって総会は無
事終了しました。
そして総会後には、研修会が行われました。講
師に広島県青年薬剤師会副会長の辻哲也先生をお
招きして「泌尿器科疾患関連薬剤について」とい
う演題で御講演いただきました。
司会の豊見敦理事をはじめ、今回講師をお願い
した辻哲也先生など若手の薬剤師の方々がご活躍
されている様子を拝見し、薬剤師会運営は非常に
活性化していると感じました。
今後は、自らも研鑽を積み、薬剤師としての職
能を更に発揮していかなければならないと思い
ます。
最後になりましたが、広島佐伯薬剤師会のますま
すのご発展を祈念いたします。
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対応出来たのは、やはり昨年ダミーを使っての実

諸団体だより

地訓練を受けたおかげだと思っています。
今年も５月27日エソール広島での講習に参加さ
せて戴きましたが、今回は軽い気持ではなく、真
剣でした。AEDの使用法も、きめ細かく教わり、
昨年以上にしっかりと理解出来ました。

広島県女性薬剤師会

ただ一分間百回ペースの心臓マッサージ30回、
人工呼吸２回のセットの数回繰り返しは、73才の

徳本 明子

身には少々ハードで、翌日腰が重かった…。

救急時の応急処置については、書物やＴＶで、
一応頭に入っているつもりで居りましたが、昨年
普通救命講習会のご案内を戴き、確認の為と軽い
気持で参加いたしました。
私は現在夫と二人で、94才の義母を介護してい
ます。義母は心不全があり、毎週主治医の往診を
受け高齢の為、嚥下能力も低下していますので食
事は色々と工夫をしているのですが、今年に入り、
二度窒息事故を起こしました。
最初は食事中ご飯を詰まらせてぐったりして、
呼吸停止状態。背中を叩いても改善せず、気道確

広島県女性薬剤師会すずめくらぶ
研修会のご案内

保の体勢をとり、口中に手を突っ込みご飯をかき
出すと、ヒューッと音がして呼吸が戻りました。
二度目はベッド横のトイレに腰掛けてぐったり
と倒れ込んでいるのに気付き、ベッドに抱え上げ
ましたが、全く反応がなく、原因も思い当たりま
せん。「ダメかもね」と云いながらもすぐに主治
医に連絡、心臓マッサージとハンカチをかぶせて

暑い日がつづいております。皆様いかがお過
ごしでしょうか。第２回目のすずめくらぶ研修
会を開催することとなりました。是非お誘い合
わせてご出席下さい。お待ち致しております。

「喘息治療における最近の話題」

（感染防止用シートが近くになかったので）マウ

グラクソスミスクライン株式会社

ス to マウスで息を吹き込みました。ゴボゴボと

高嶋

直樹 氏

気味悪い音がしましたが、二回三回とやっている

日

時 平成19年８月18日（土）19：00より

うちに自力呼吸が戻り、後は駆けつけて下さった

場

所 エソール広島２Ｆ

先生の手当で事なきを得ました。
原因は気管支炎による粘性の痰で、以来去痰剤
を処方して戴き服用させています。二度共す速く

活動交流室

広島市中区富士見町11-6
TEL082-242-5252
参加費 会員無料 会員外1,000円（男女とも可）
薬剤師研修シール
自由な質問

１点

話し合いの出来る明るい雰囲気を

目指しております。ご参加はどなたも自由です。
準備の都合上出来るだけ出席のご連絡をお願い
します。
予告なし参加も可能です。
（尚当日FAX082-292-9422 神原）
広島県女性薬剤師会
共催

グラクソスミスクライン株式会社
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で、時間の都合が付く方はぜひおこしください。

広島県青年薬剤師会

研修会の開催と連動して「知っているとピンと
くるそんな基本の勉強ノート」の販売も行ってい
ます。第２版と第３版基礎編を販売中ですが、第

一年を振り返って

３版資料編ももうすぐ出版の予定です。

豊見

敦

もうひとつの柱が薬剤師同士の親睦を深める事
業です。昨年度は新人歓迎会・新年会・のみか

広島県青年薬剤師会の一年は毎年

い・バーベキュー大会を行いのべ115名の方が参

６月１日からはじまります。今号が

加されました。これからもこの輪を広げていける

発送される７月１日は青薬総会が開

ように企画を続けていきますので、ぜひご参加く

催されています。こちらも一年の締めくくりであ
り、また一年のスタートの日でもあります。

ださい。
広島規模の若手の会はまだ珍しいようですが、

青年薬剤師会の一年を振り返って、この一年に

他府県にも若手の会がある地区がいくつかありま

どのようなことを行っていたのか紹介させていた

す。今後も情報交換を続けながら、エリアを越え

だきたいと思います。

たイベントも企画できればと思っています。

青薬の行っている事業の柱の一つが研修会です

この他にも県薬より依頼された事業への協力も

が、「知っピン月イチ勉強会」を毎月第２水曜日

行っており、区民祭りや子育て応援団「すこやか

に薬剤師會館で開催しており、毎回20名ほどの

2007」ではお薬相談などを行いました。

方々にご参加頂いています。

新薬剤師を対象に開催される「新薬剤師研修会」

年に１〜２回開催される「定例勉強会」は昨年

では第２部の時間に青薬でワークショップを行い

度も青木先生をお迎えして開催しました。また、

ました。その後の懇親会では年齢が近いことも

昨年度は２日間にわたって「集中講義」と題した

あってか、初顔合わせながらも懇親を深めること

研修会も開催し、多数の参加を頂きました。

ができたのではないかと思っています。

青年薬剤師会が主催する研修会は青年でなけれ

これからも青年薬剤師会からの案内が県薬会員

ば参加してはいけないと思われている方が多いよ

の皆さまの目にとまることもあるかと思います。

うで、よくお問い合わせをいただきます。参加に

研修会、イベントへの参加心よりお待ちしており

年齢制限はございませんので、遠慮なくご参加く

ます。

ださい。会員でない方の参加も歓迎いたしますの
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と言うことです。
18年度の事業報告、決算報告、19年度事業計

広島県学校薬剤師会

画・予算等の審議に入り、いずれも賛成多数で可

広島県学校薬剤師会総会報告
常務理事

増田 和彦

６月２日（土）県学薬の総会が広

決されました。
その後、豊見専務理事より市町村合併による支
部の管轄の変更について、ダニアレルゲン検査に
ついて、学校における毒劇物の保管について、薬
物乱用防止教室への講師派遣等説明がありました。

島県薬剤師會館で開催されました。
前田泰則県薬会長の来賓挨拶後、加
藤稔会長から「18年度は日学薬の社団化に関して
の臨時総会や、内部通報者に関しての件など大き
く揺れた１年で、大変な年でもありました」との
報告を兼ねた挨拶がありました。
池田康彦議長のもと議事が進行していきました。
冒頭に

平成19年度大会講習会日程
★平成19年度健康・学校環境衛生講習会
（宮崎市）

★第53回中国地区学校保健研究協議大会
（岡山市）

・選挙管理委員会を設けた会長選が行えるよう会
則を変更してほしい。
・日学薬社団法人化には絶対反対。
と要望書が出ました。
会則の変更に関しては、多数決で議決すること
となりましたが、反対が過半数となり否決されま

８月23・24日

★第40回日本薬剤師会学術大会
（神戸市）

・県学校薬剤師会の情報を知らせてほしい。

８月５日

10月７・８日

★第57回全国学校保健研究大会
（高松市）

11月８・９日

★第57回全国学校薬剤師大会
（高松市）

11月８日

★平成19年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会
（大阪府）

11月29・30日

以上が予定されています。参加にご協力を！
！

した。つまり今まで通りの方法で会長を選出する

第53回 広島県女性薬剤師会総会・研修会のご案内
早くも夏を感じさせる日々が続いております。皆様お元気でご活躍のことと存じます。
この度下記の要領で総会に続き、研修会を開催することとなりました。
高齢化する社会で、膝や腰の痛みで悩む人が多くなりました。今回、骨の研究と治療でご高名な
田中先生をお迎えして勉強することが出来ることになりました。ご多忙中とは存じますがお誘い
合わせてご出席下さいます様お待ち致しております。
日
会

時：平成19年7月29日（日）
（総会13：30〜／研修会15：00〜17：00）
場：広島県薬剤師會館 4階ホール
広島市中区富士見町11-42 TEL082-243-2151
情報提供 製品説明「眼科用剤の開発と服薬指導」
大日本住友製薬株式会社
特別講演「骨粗鬆症の診断と治療」
講師：広島大学病院 整形外科
助教授
田中 信弘 先生
参加費：会員無料 会員外1,000円（男女を問いません）
薬剤師会研修シール1点
申 込：準備の都合上出席ご希望の方はなるべく7月25日迄に
FAX（082）292-9422 神原宛ご連絡下さい。尚当日参加も可
広島県女性薬剤師会
共催：大日本住友製薬株式会社
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第28回広島県薬剤師会学術大会

演 題 募 集
テーマ：「飛び出せ！薬剤師」
会

期：平成19年11月18日（日）

会

場：呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）広島県呉市宝町5-20
TEL：0823-25-3017 FAX：0823-23-7400

参加費：予約 2,000円 当日 3,000円

学生（社会人を除く）は無料

（参加の振込用紙は次回県薬会誌９月号に折り込みます）
＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：１演題12分（発表10分・質疑2分）の予定
２．口答発表の内容について
1）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方について
2）保健・医療・福祉分野での地域との関わりについて
3）患者への情報提供活動や情報収集について
4）その他、日常業務の参考となる物
３．申込期限：平成19年8月末日
４．申込方法：
①発表演題名（タイトルに施設名を入れることは、ご遠慮下さい。
）
②発表者氏名（共同発表者がいる場合には発表者に○印を付けて下さい。
）
③所属（支部名、団体名など）
④連絡先住所（自宅又は勤務先）、電話番号、FAX、メールアドレス
以上を記入の上、お申し込み下さい。
５．申込先：
〒730-8601 広島市中区富士見町11番42号 広島県薬剤師會館内
社団法人広島県薬剤師会
第28回広島県薬剤師会学術大会実行委員会 宛
TEL：082-246-4317（代） FAX：082-249-4589
ホームページ：http://www.hiroyaku.or.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19年５月末現在 538名（内更新255名）

開催場所
研修内容・講

り

師

主催者
問い合わせ

認定

その他
（参加費等）

7月1日（日）14：00〜16：00 アークホテル広島3階 千鳥の間
尾道薬剤師会
尾道支部研修会「水気病・構成生薬の魅力」
アロマ薬局古浜店
広中クリニック東洋医学研究所
（福山市）
院長 広中 隆志 先生 下田 0848-20-1301

1

参加費無料

7月1日（日）10：30〜12：40 広島県薬剤師會館
広島県青年薬剤師会
「知っているとピン!とくる、そんな基本の勉強法2007」
東京大学医学部附属病院臨床試験部 青木 敦 先生 福島生協病院薬剤部
○知っピンノート「第2版」および「第3版基礎編」をお持ち下さい（当日も販売します、購入しなくてもプリ 小田 082-292-3171

1

会 員 1,000円
非会員 2,000円
学 生 無料

3

会 員 無料
会員外 500円

7月8日（月）10：00〜16：00 広島県薬剤師會館4階ホール
広島漢方研究会
第48回広島漢方研究会総会「精神科領域での漢方薬」
薬王堂漢方薬局
特別講演「精神科漢方の私的エッセンス」
082-285-3395
心和堂・後藤クリニック院長 後藤 哲也 先生

2

会員外2,000円

7月8日（月）13：40〜16：30 広島東急イン
神戸薬大同窓会広島支部研修会
神戸薬科大学同窓会
1）「最近の喘息治療吸入剤について」
広島支部
グラクソスミスクライン 磯村 京子 先生
082-845-5130
2）「暮らしを衛る薬剤師〜薬、健康情報の読み方〜」
神戸薬科大学医療薬学総合研修センター 長嶺 幸子 先生

2

会員外参加可
（歓迎）
参加費：1,000円

7月11日（水）19：00〜21：00 広島県薬剤師會館2階研修室
広島県青年薬剤師会
知っピン月イチ勉強会
福島生協病院薬剤部
「精神疾患その2 不眠・うつ〜だれでも一度は経験ある？〜」
小田 082-292-3171
ドラッグス ソウ 竹山 知志 先生

1

会 員 500円
非会員 1,000円
学 生 無料
※受付は当日会場で

7月11日（水）18：45〜20：30 尾道国際ホテル2階［慶安の間］
尾道薬剤師会
尾道支部研修会
アロマ薬局古浜店
「過活動膀胱の診断と治療のポイントー残尿測定の意義と手技ー」
下田 0848-20-1301
独立行政法人労働者健康福祉機構 岡山労災病院 泌尿器科部長 小澤 秀夫 先生

1

参加費無料

7月12日（木）19：00〜21：00 安佐南区民センター3階大会議室
第152−4回 安佐薬剤師会研修会
1）高脂血症の病態と治療〜各系統の薬剤と特徴〜
バイエル薬品株式会社 本部学術 川本 洋 先生 安佐薬剤師会
2）保険薬局部会からのお知らせ
082-854-8111
安佐薬剤師会 常任理事 下田代 幹太 先生
3）安佐薬剤師会からのお知らせ
安佐薬剤師会 会長 加藤 哲也 先生

1

1,000円

7月13日（金）19：30〜21：00 福山大学薬学部31号館1階31101教室 福山大学薬学部
福山大学漢方研究会2007「人参剤が適応する胃腸症状（人参剤）
」 漢方薬物解析学研究室
福山大学非常勤講師 小林 宏 先生 岡村信幸
※テキスト：「漢方薬物解析学」
（廣川書店）書店にてご購入下さい（平成18年度と同じテキスト） 084-936-2112（5165）

1

受講料500円
※全て当日申込

7月14日（土）15：00〜17：00 広島県薬剤師會館
第391回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
薬事情報センター
2）製品紹介「レニン−アンジオテンシン系と高血圧」
082-243-6660
アステラス製薬株式会社 広島支店エリアマーケッティングサポーター 岩田 清志 先生
3）特別講演「慢性腎臓病（CKD）って何？―みんなで取り組む腎臓病対策―」
広島市立広島市民病院 人工腎臓センター 主任部長 山崎 康司 先生

1

7月18日（水）19：00〜21：00 三原医薬分業支援センター
三原薬剤師会
第4回三原支部研修会 ユリーフについて
キッセイ薬品株式会社 0848-61-5571

1

ントを配るので問題はありません。）○研修会終了後、みんなでホテルにランチを食べに行きましょう。

7月8日（月）12：30〜17：30 サンピア・アキ
認定実務実習指導薬剤師養成講習会
1）薬剤師に必要な理念について
2）実務実習モデル・コアカリキュラムについて
※当日、500〜100字程度のレポートを提出して頂きます。
受講証は、レポート提出者のみ交付致します。
遅刻、早退者には交付いたしませんのでご了承下さい。

安芸地区薬剤師会
082-282-4440

1,000円
事前申し込み
（できればお願いい
たします）
会 員 無料
会員外 1,000円
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開催日時

開催場所
研修内容・講

師

主催者
問い合わせ

認定

その他
（参加費等）

7月19日（木）19：00〜21：00 尾道ポートプラザホテル2階「豊栄の間」
尾道薬剤師会
尾道支部研修会（漢方）
アロマ薬局古浜店
第４回 小児『胎毒 吐乳 疳 急驚風 鵝口瘡 夜啼 頭瘡』
下田 0848-20-1301
小太郎漢方製薬株式会社 学術専任講師 山内 一晃 先生

1

参加費無料

7月21日（土）18：30〜21：00 エソール広島2F活動交流室
広島県女性薬剤師会
すずめくらぶ勉強会 健康食品、サプリメント
児玉 信子 先生 辰本 082-274-0889

0

資料代 実費
茶菓代 100円

7月25日（水）19：20〜21：00 廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ）
廿日市市薬剤師会
廿日市市薬剤師会集合研修会
阿品調剤薬局 石本
「新しい高脂血症治療薬と高脂血症ガイドラインの改訂」
0829-39-1911
バイエル薬品株式会社 学術課 大森 滋 先生

1

参加ご希望の方は
7月23日までにお申
込み下さい。

7月29日（日）15：00〜17：00 広島県薬剤師會館4F
広島県女性薬剤師会総会・研修会
広島県女性薬剤師会
特別講演「骨粗鬆症の診断と治療」
辰本 082-274-0889
広島大学病院整形外科 助教授 田中 信弘 先生
情報提供「ダイドロネル錠」
大日本住友製薬㈱

1

会 員 無料
非会員 1,000円
男女不問

7月31日（火）19：20〜21：00 佐伯区民文化センター2階
広島佐伯薬剤師会
広島佐伯集合研修会 1）薬剤師会から報告事項 会長 宗 文彦
TEL・FAX
2）演題「セレコックス錠について」 アステラス製薬㈱ 学術担当
082-924-5957
3）演題「ルボックス錠について」
アステラス製薬㈱ 学術担当

1

無料 会員外参加可
7月27日までに広島
佐伯薬剤師会事務局
にご連絡ください。

8月10日（金）19：30〜21：00 福山大学薬学部31号館1階31101教室 福山大学薬学部
福山大学漢方研究会2007 「水滞が引き起こす病態（苓朮剤）
」
漢方薬物解析学研究室
福山大学非常勤講師 小林 宏 先生 岡村信幸
※テキスト：「漢方薬物解析学」
（廣川書店）書店にてご購入下さい（平成18年度と同じテキスト） 084-936-2112（5165）

1

受講料500円
※全て当日申込

0

オープン参加
会員外 3,000円

8月12日（日）9：30〜16：00 広島県薬剤師會館2階研修室
広島漢方研究会月例会
広島漢方研究会
大塚敬節著『漢方診療三十年』読みと解説
吉本
悟 先生
薬王堂漢方薬局
『勿誤薬室方函口訣』を講義
山崎 正寿 先生
082-285-3395
未定
菊一 瓔子 先生
漢方病理解説・製剤実習
佐々木良忠 先生
8月18日（土）15：00〜17：00 広島県薬剤師會館
第392回薬事情報センター定例研修会
1）センターだより
薬事情報センター
2）製品紹介 末梢COMT阻害剤「コムタン錠100㎎」
082-243-6660
ノバルティスファーマ株式会社 学術情報部
3）特別講演「パーキンソン病の薬物療法（薬剤師の先生方に知って頂きたいこと。）」
広島市立広島市民病院 神経内科主任部長 好永 順二 先生

1

8月18日（土）19：00〜21：00 エソール広島2F活動交流室
広島県女性薬剤師会
広島県女性薬剤師会研修会「喘息治療における最近の話題」
神原 082-292-9348
グラクソス・ミスクライン㈱ 高嶋 直樹 先生

1

会 員 無料
会員外 1,000円
男女不問

8月19日（日）12：30〜 広島県薬剤師會館
広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
講座エ：最新の業務

3

定員になりました
ので参加申し込み
は終了

0

会 員 無料
会員外 1,000円

9月2日（日）13：30〜16：30 ホテルグランヴィア広島
第100回生涯教育研修会 テーマ：肝炎
1）学術映画「未定」
広島市薬剤師会
2）講演「ウルソ半世紀の歩み」
三菱ウェルファーマ株式会社中国支店 学術･企画グループ 三隅 和幸 先生 082-244-4899
3）特別講演「未定」
東京大学附属病院消化器内科 教授 小俣 政男 先生
4）質疑

2

会 員 1,500円
非会員 2,500円
※参加希望の方は開
催日3日前までに
ご連絡下さい。

9月8日（土）15：00〜17：00 広島県薬剤師會館
第393回薬事情報センター定例研修会
1）
薬事情報センターだより
2）
製品紹介 免疫抑制剤
（カルシニューリンインヒビター）
「ネオーラル」 薬事情報センター
ノバルティスファーマ株式会社 082-243-6660
3）
特別講演
「重症筋無力症 ―薬物治療を中心に―」
広島市立広島市民病院 神経内科 主任部長 好永 順二 先生

1,000円
事前申し込み
1
（できればお願いい
たします）

広島県薬剤師会事務局
木下 082-246-4317

8月22日（水）19：00〜21：00 三原医薬分業支援センター
三原薬剤師会
第5回三原支部研修会
「グルファストについて」キッセイ薬品株式会社
0848-61-5571
「アドエアディスカスについて」 グラクソスミスクライン株式会社

1,000円
事前申し込み
（できればお願いい
たします）
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高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の開催について
高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修につきましては、平成18年度に6日本薬剤師会が高度管
理医療機器等の販売等に係る継続研修の実施届を厚生労働大臣宛に提出し受理されました。「薬事法施
行規則第九十一条第三項に規定する講習会等を行う者の登録に関する省令に基づく研修実施機関の届出
の受理について」において受理されたことを受けて、広島県薬剤師会におきましても、日薬との共催に
より次のとおり「高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修」を開催いたしますので、ご案内申し上
げます。

開催日時：平成19年９月２日（日）午前10時〜12時
開催場所：広島県薬剤師會館 ４Ｆホール（広島市中区富士見町11-42）
定
員：150名（定員になり次第、締め切ります。
）
受 講 料：会員3,000円・非会員5,000円（テキスト代含む・税込み）
対 象 者：①高度管理医療機器等の営業管理者
②医療機器修理業の責任技術者
③特定管理医療機器の販売業等の営業管理者
①及び②の方につきましては、毎年度受講の義務があります。③の方に
つきましては、毎年度受講の努力義務があります。

CCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

※予約申込締切を８月10日（水）とさせていただきます。
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

（研修会参加に関する申込手順）
①別紙「研修会予約申込」をＦＡＸ又は郵送にて県薬事務局宛に返信して下さい。
（県薬事務局へ直接取りに来られても構いません。）
↓
②別途「研修会申込書」と「払込取扱票」（郵便局専用用紙）を本会より送付いたします。
↓
③記入済みの「研修会申込書」の裏面に「郵便振替払込請求書兼受領書」（写し）を貼付
し、県薬事務局宛に郵送若しくはご持参して下さい。
（事務局にて受講料は受け取りません。必ず郵便振込をお願いいたします。）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↓
④先着順150名とし、受講通知書（ハガキ）を送付いたします。
~~~~~~
↓
⑤研修会当日に、受付に受講通知書（ハガキ）をご持参して下さい。（回収します。）
~~~~~~~~~~~~~~~~~

こう の

広島県薬剤師会

事務局（担当：a野）

（TEL 082-246-4317）
メール：kouno@hiroyaku.or.jp

CCCCCC

CCCCCC

C 問い合わせ先 CCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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返信先ＦＡＸ番号：
（ 0 8 2 ）2 4 9−4 5 8 9

※なお、この別紙様式につきましては、７月１日より広島
県薬剤師会HPより取り出すことが出来ます。
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平成19年度

ヒロシマ薬剤師研修会のご案内

本年度の「ヒロシマ薬剤師研修会」は7月8日（日曜日）、広島大学医学部広仁会館に
て、下記要領で開催致します。どうか御参加ください。

プ ロ グ ラ ム
日

時：平成19年7月8日（日）13：00〜17：30

場

所：広島大学

主

催：広島県薬剤師研修協議会

共

催：広島県薬剤師会、広島県病院薬剤師会、広島大学薬学部

13：00

医学部

（地図参照）

演題：「がん患者の心の医学」
（仮題）
講師：山脇

14：30

広仁会館

成人 先生

広島大学大学院教授

演題：「痛みと薬」京都大学名誉教授（仮題）
講師：佐藤

公道 先生（元

日本薬理学会理事長）

☆日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修会（3単位）
☆広島県病院薬剤師会の認定研修会です。
☆参加費：1,000円（当日戴きます）ただし学生は無
料と致します。
なお、自家用車を御利用の場合は、当日のみの臨時駐
車券（400円／1日）をご利用戴けます。当日、受け付
けでお受け取りください。
問い合わせ先：広島大学病院薬剤部
〒734−8551

木平

健治

広島市南区霞一丁目2番3号

電 話 082-257-5570

ファックス 082-257-5598

;;;;;
;;;;;
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第19回

広島プライマリ・ケア研究会

と

き：平成19年7月29日（日）

ところ：広島医師会館

3階

13：00〜

健康教育室

今年は、薬剤師会が中心となって運営されます。薬局、薬剤師さんを中心にしたチーム医療のあり方につい
ての研修会です。今回のシンポジウムでは、現場での問題点など取り組みについて発表していただきますので、
多くの関係者の方の参加をお待ちしています。
司 会：広島県薬剤師会副会長 加 藤 哲 也

テーマ 『健康づくりと地域医療』

地域医療の中で、チームネットワークに参加し、薬学的見地に立って、より高度な可能性を追
求し、連携と挑戦を考える
座 長：広島県薬剤師会会長 前 田 泰 則
１．特別講演（60分）

『感染症対策を通じた地域医療連携〜行政の立場より〜』
広島県福祉保健部保健対策室長 伯

野

春

健

治

下田代
今 野

幹
真

彦

２．シンポジウム（120分）

―地域に望まれる薬剤師とは？―
座 長：広島県薬剤師会副会長 木
１）薬局が取り組む健康づくり−頑張る薬剤師−
①薬局の地域への取り組み（ポピュレーションアプローチ） 薬剤師・介護支援専門員
②管理栄養士と共に取り組む栄養指導
管理栄養士
２）ガンバレ薬剤師−在宅医療におけるチームケアを模索する−
①薬局における在宅ターミナルの取り組みと他職種との連携
薬剤師
②医師からの提言
医療法人わかば会岩本内科医院医師
③歯科医師からの提言
池田歯科医院 歯科医師
④看護師からの提言―在宅医療における薬剤師と看護師との連携―
広島県看護協会訪問看護ステーション「ひびき」所長

平

山
迪 子
岩 本 恵 子
池 田 正 弘
宮

本

純

※参加希望の方は申込書にご記入の上、７月21日（金）までに、下記宛お申し込み下さい。
※当日受付で聴講料1,000円をいただきます。
主 催：広島プライマリ・ケア研究会
共 催：広島県医師会、広島県歯科医師会、広島県薬剤師会、広島県看護協会、広島県社会福祉協議会、
広島県内科会、広島県小児科医会、広島整形外科医会

第19回広島プライマリ・ケア研究会 参加申込書
ふ り が な

氏
勤

名
務

先

勤務先住所

〒

電話／ＦＡＸ

／

実際に自分が困ったこ
と、シンポジストへの質
問をご記入ください。

広島県医師会学術研修課行

太
美

ＦＡＸ 0 8 2 − 2 9 3 − 3 3 6 3

子
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原田 修江

銅欠乏性貧血
銅は、鉄、亜鉛についで体内に広く分布する必須微量元素であり、主として骨、骨格筋、血液に存
在しています。
生体内の銅の多くは特定の蛋白質と結合した銅酵素として作用し、酸素の運搬、電子伝達、酸化還
元、酸素添加など種々の反応に関与しています。なかでも、鉄の代謝や輸送、活性酸素の除去、神経
伝達物質の代謝に重要な役割をはたしています。
銅欠乏の主な症状は貧血、白血球減少、骨の異常です。通常の食事を摂取していれば銅欠乏の心配
はないと言われていますが、経静脈栄養や経管経腸栄養を長期間にわたり行う場合には注意が必要です。
【銅の体内動態】
銅は通常、体内に80mg（50〜120mg）存在しており、50〜70％が筋肉・骨組織にあります。その他、
肝臓、腎臓、脳、血液にも存在しています。
食物として摂取される銅は、主に小腸上部（十二指腸）から吸収され、門脈を経由して肝臓に運ばれ
ます。亜鉛と鉄は銅の吸収を抑制します。また、銅は摂取量が少ないと吸収率が増加し、逆に摂取量が
多いと吸収率が低下することが知られています。
肝臓に運ばれた銅は、α2-グロブリン分画のセルロプラスミン（Cp）と結合して血中に分泌されま
す。過剰の銅は胆汁中に排泄されて腸管循環を行い、吸収されなかった銅は大部分が糞便中に排泄され、
尿中への排泄はごくわずかです（100μg/日以下）。
血液中の銅は、血清中と赤血球中にほぼ等量存在しており、血清中の90〜95％はCpと結合して安定
な形で存在しており、残りはアルブミンやアミノ酸と緩く結合しています。血清銅濃度は70〜150
μg/dLで、50μg/dL以下が欠乏状態、180μg/dL以上が過剰状態と診断されています。赤血球中では、大
部分の銅は活性酸素の消去に関与する酵素であるスーパーオキシドジスムターゼ（SOD）に存在してい
ます。
表１

主な銅酵素

チトクロームCオキシダーゼ
スーパーオキシドジスムターゼ
ドーパミンβ-ヒドロキシラーゼ

ミトコンドリアにおける酸化的リン酸化
フリーラジカルの除去
アドレナリンとノルアドレナリンの合成
コラーゲンなど結合組織の形成
リシルオキシダーゼ
心臓血管系の統合性と骨の発達
種々のオキシダーゼ活性（Fe2＋ →Fe3＋ など）やフリーラジ
セルロプラスミン
（フェロオキシダーゼ）
カル除去作用を有し鉄代謝に密接に関与
脈絡膜と表皮における色素生成
チロシナーゼ
チロシン→ドーパ→ドパキノン
末端にグリシンをもつペプチドをアミドに変換
α-アミド化モノオキシゲナーゼ
体内に広く分布している
【銅欠乏症と銅過剰症】
銅が欠乏すると、白血球減少、鉄不応性貧血、皮膚や毛髪の色素脱失、特有の毛髪異常（ちぢれ毛）
、
湿疹、下痢、けいれん、筋緊張低下、低体温、易感染傾向、肝脾腫、精神運動発達遅延、骨病変、心血
管系異常、コレステロールや糖代謝異常などの症状がみられます。また、銅欠乏状態では、一般に低蛋
白血症を伴うことが多いようです。
一方、銅の過剰状態については先天性の代謝障害の場合以外に、通常の食品からの慢性的過剰摂取に
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よる臨床症状は報告されていません。ただし、過誤による銅１〜100g摂取では、金属味、嘔気、嘔吐、
下痢、下血、心窩部灼熱感、黄疸、溶血性貧血、血尿、無尿、低血圧、昏睡などがみられています。
表２

銅欠乏状態あるいは過剰状態の原因

可能性のある病態や疾患
①遺伝的疾患
Wilson病、Menkes症候群（ちぢれ毛症）
②銅消化吸収障害、排泄増加
慢性下痢症、吸収不良症候群、蛋白栄養障害、クローン病、亜鉛・鉄など過剰摂取、
薬物（P-ペニシラミン、ステロイドなど）、ネフローゼ、腎不全、クッシング症候群
など
銅欠乏状態
③銅摂取不足
銅を補給しない静脈栄養施行、銅含有量の少ない経腸栄養施行、銅摂取制限（ダイエ
ット、拒食症）など
④その他
新生児、未熟児、低 γグロブリン血症、糖尿病、高血圧、虚血性心疾患、脂質代謝異
常、高尿酸血症、慢性肺疾患など
①胆道系疾患
急性・慢性肝炎、肝硬変、閉塞性黄疸など
②血液疾患、悪性疾患
急性・慢性白血病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、各種癌など
③内分泌疾患
アジソン病、副腎不全、成長ホルモン欠損症、バセドウ病、糖尿病、エストロゲン投与
④骨・筋肉疾患
骨形成不全、慢性関節リウマチ
銅過剰状態 ⑤感染症、炎症
クローン病
⑥心筋梗塞
⑦妊娠
※妊娠に伴って血清銅値は
異常妊娠、妊娠後期※、経口避妊薬
経時的に上昇し、後期に
⑧精神神経疾患
は正常の２〜３倍に達す
抗けいれん剤投与、異味症
るが、分娩後１〜２週間
⑨銅過剰摂取
で正常値に回復する。
経腸栄養、サプリメント、過誤など
【銅欠乏性貧血の発症機序】
前述したように銅欠乏状態の主な症状のひとつとして貧血がありますが、その発症機序として、①銅
の鉄代謝を介する血色素合成への関与、②赤血球膜の安定性への影響、などが考えられています。以下
のことはこれを示唆するものです。
ａ）食品中の鉄はほとんどが３価鉄であるが、吸収されるときには２価鉄に還元されることが必要であ
る。銅欠乏状態では銅酵素のチトクロームCオキシダーゼ活性が低下してこの還元が行われないた
め、鉄の吸収が抑制される。
ｂ）腸管より吸収された鉄は、再び３価鉄となり鉄輸送蛋白であるトランスフェリンと結合して骨髄、
肝臓、脾臓などに運ばれるが、２価鉄を３価鉄に酸化するときに血中の銅蛋白であるCpが関与する。
ａ）銅酵素のSOD活性が低下すると赤血球膜が酸化されやすくなり、赤血球の寿命が短くなる。
なお、ビタミンCは鉄の利用を促進しますが、反対に可溶性の第２銅イオンを溶解性の低い第１銅イ
オンに還元することにより、銅酵素であるCpの活性を低下させて鉄の利用を抑制するという相反する
作用を有しています。
【銅欠乏性貧血の血液学的特徴】
銅欠乏性貧血は低色素性正球性です。ただし、なかには大球性や小球性も認められています。また、
網状赤血球の減少や血清鉄の低下を認めますが、鉄不応性です。白血球の減少、主に好中球の減少を認
め、まれに血小板減少を伴うこともあります。
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【銅欠乏性貧血の治療】
銅欠乏の原因によりその治療法も異なりますが、栄養性の銅欠乏性貧血の治療では、硫酸銅の経口投
与あるいは微量元素製剤の点滴投与が行われます。硫酸銅は、成人で１〜２mg/日、小児では0.05〜
0.2mg/kg/日を血清銅をモニターしながら２週間投与します。他の二次性貧血を合併している場合には
反応性が乏しいようですが、１mg/日の硫酸銅投与により多くは数日のうちに好中球減少は改善します。
成人の場合、５mg/日以内の投与量では副作用はほとんどないとされており、まれに、吐き気、嘔吐、
腹痛、下痢、黄疸、溶血、意識障害などの急性副作用を認める程度です。
銅欠乏性貧血は心不全や顆粒球減少による感染症で死亡することがありますが、早期に診断治療が行
われれば予後は良好といわれています。
【銅の必要量】
成人では１日に１〜２mgの銅を消費するといわれており、銅の摂取推奨量（従来の栄養所要量）は、
日本人の食事摂取基準2005年版によると、成人男性0.8mg/日、成人女性0.7mg/日、摂取上限量は男女と
も10mg/日です。
銅はレバーや貝類、果物、豆類、緑黄色野菜、全粒穀物、種実類、乾燥果物、キノコ、ココア、チョ
コレートなどに多く含まれており、通常の食事で不足することはありません。しかし、食事を経口摂取
することができず、銅含有量の少ない経静脈栄養や経管経腸栄養を長期間行っている場合には、銅不足
による貧血を起こす可能性もあり注意が必要です。
表３

食品中の銅含有量

植物性食品
銅（mg/100g）
食
品
0.54
そば粉、全層粉
0.61
糸引き納豆
1.10
きな粉
1.89
カシューナッツ（フライ）
1.68
ごま（煎り）
0.51
中国栗（甘栗）
0.71
くわい（生）
0.52
しそ（実）
0.55
焼き海苔
3.80
ピュアココア

動物性食品
銅
（mg/100g）
食
品
1.08
うなぎ（きも、生）
2.05
さくらえび（ゆで）
3.42
ほたるいか（生）
1.91
いか（塩辛）
2.96
いいだこ（生）
3.46
しゃこ（ゆで）
0.61
大正えび（生）
5.30
牛レバー
1.85
フォアグラ（ゆで）
0.76
エメンタールチーズ

（
「五訂増補日本食品標準成分表」のデータより引用）
〈参考資料〉
・薬局、58
（6）
：2126, 2007
・日本臨床、
・臨床検査ガイド2007〜2008
・機能性食品素材便覧
・日本人の食事摂取基準2005年版

・ヒューマンニュートリション
・食事指導のABC 第２版
・治療、88
（7）
：1901, 2006
・三菱メディエンス㈱ホームページ
・独立行政法人 国立健康・栄養研究所ホームページ

訂 正
前号（32巻３号49頁）の構造式をそれぞれ下記と差し替えをお願いいたします。
C18がC20になっていました。正しくは下記の構造式です。お詫びして訂正させていただきます。
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お薬相談電話

事 例 集 No.47

非結核性抗酸菌症とは？
抗酸菌とは、一度染色されると酸で脱色されにくいという性質を持つ細菌のグループです。最も有名な抗酸
菌に結核菌やらい菌があり、それ以外の抗酸菌による感染症を非結核性抗酸菌（nontuberculous mycobacterium
；NTM）症と呼びます。以前は非定型抗酸菌症と呼ばれていました。
NTMは土壌、水など広く自然界に存在し、約100種類が確認され、その中の約15種による感染症がわが国
で報告されています。結核菌と異なり病原性が弱く、通常、乳幼児を含め人−人伝染は認められず、体の抵抗
力の弱い人だけが感染する日和見感染と考えられていました。しかし近年、かつてよくみられた先行呼吸器疾
患（肺結核など）の病巣に寄生した病型ではなく、主として中高年女性に、特定の先行病変がなく中葉舌区領
域の限局性気管支拡張と、広い領域に散布性結節性病変を示す病型が急増しています。理由は不明ですが、世
界的に共通した現象であり、わが国の非結核性抗酸菌症罹患率は現在、人口10万あたり6以上と推定されてい
ます。
初期症状は自覚できないことが多いのですが、進行すると主症状として咳、血痰、微熱などが現れ、その他、
体重減少、倦怠感、寝汗、息切れ、胸痛などがみられます。
診断基準としては2003年に、「肺非結核性抗酸菌症診断に関する見解―2003年」が公表されています。こ
の診断基準では、臨床基準、画像基準、細菌学的基準、肺野孤立結節例が示され、本症の実態や診断技術の進
歩に応え、国際的基準と整合性のある内容になっています。NTMは環境に多く存在するため、人由来検体から
1回分離されただけでは「症」とするには不十分であり、同一菌種複数回の確認が求められています。一般的に
は菌種同定は核酸増幅法（アンプリコア法、MTD法、DDH法など）で行われています。
さてわが国では、起炎菌の約8割は Mycobacterium avium complex （MAC）であり、次に多いのが、
Mycobacterium kansasii です。MACは生化学性状で区別できなかった M.aviumとM.intracellulare を一括した
名称ですが、近年、核酸増幅法により分類が可能となり、M.aviumは東日本に多く、M.intracellulareは西日本
に多いことが報告されています。NTMの種類により治癒しやすさは異なり、M.kansasiiによるNTM症は多くの
薬剤に感受性を示し、抗結核剤による治療が有効なのに比べ、MACによる場合は現行の薬剤あるいはその組み
合わせでは、どれも殺菌的効果を期待できません。また結核菌用の感受性検査と臨床効果は全く一致しません。
1997年アメリカ胸部疾患学会（ATS）勧告では、クラリスロマイシン（CAM）500mgを2回/日、リファ
ンピシン（RFP）600mg/日、エタンブトール（EB）当初2ヶ月25mg/kg/日、後15mg/kg/日の3薬併用
療法を標準とし、さらに病変が広範囲な場合、上記に加えストレプトマイシン（SM）筋注3回/週を推奨して
います。なお、日本において、CAMは血中濃度2μg/mL以上でないと効果を発揮できないとして1日量
600mg以上を分1で、また、SMやカナマイシン（KM）は聴覚障害を防ぐために15mg/kgで、その他イソ
ニアジドやアジスロマイシン、ニューキノロン剤などでの処方例もあります。治療期間は多くのガイドライン
に「菌陰性化後1年間」と記載されていますが、これはエビデンスとして確立しておらず、ケースバイケースで
決定し、治療終了後も長期の経過観察や、抵抗力の維持が大切です。若年でかつ病巣が1側1葉に限局している
肺MAC症治療においては、当初から外科療法も考慮します。一方、高齢者の軽症、中等症の場合、これらの多
剤併用、長期投与は大きな負担であり、一律に化学療法を開始するのではなく、対症療法を優先しています。
表．肺MAC症治療の適応と選択
年齢区分

初診時画像重症度
軽症（病変が1側1葉内）

中等症（病変が両側）

重症（病変面積合計が1側肺野以上）

50歳未満

外科療法（気管支拡張など気道
化学療法または外科療法
構造の破壊がある場合）
（対側に気道構造破壊が 化学療法
化学療法（気道構造破壊がない
ない場合）
場合）

50〜70歳

化学療法または外科療法

化学療法または対症療法

化学療法

70歳以上

対症療法または化学療法

対症療法または化学療法

化学療法

1．多剤併用の化学療法を開始する前の対症療法による経過観察を可とする。
2．外科療法を選択した場合でも、原則6ヶ月の化学療法を先行し、再評価、術後も約1年間の化学療法を行う。
3．年齢区分、重症度区分は絶対的なものではない。
4．対症療法の場合、悪化したら化学療法に切り替える。
【参考資料】日本医事新報No.4054、No.4065，No.4135，No.4321，診断と治療93（2）2005，
大牟田病院HP，滋賀県衛生科学センターHP，http://www.thoracic.org/
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医薬品・医療機器等

安全性情報

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information
No.

235・236

厚生労働省医薬食品局

No.235 目次
1．輸液セット及び輸血セットの滴数の統一について ………………………………3
2．妊婦と薬事情報センター事業について ……………………………………………7
3．独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品医療機器情報提供ホーム
ページ」で提供している安全性情報について …………………………………11
4．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………14
（参考資料）
1．リン酸オセルタミビルについて ……………………………………………………16
2．ファーマコゲノミクスの展望
（ワルファリンの治療に関連する遺伝子多型）………………………………………16

No.236 目次
1．チクロピジン塩酸塩製剤とTAXUSエクスプレス2ステントの
市販後安全対策について ……………………………………………………………3
2．重要な副作用等に関する情報 ………………………………………………………7
¡ エダラボン …………………………………………………………………………………７
™ 塩酸アミオダロン（経口剤） ……………………………………………………………９
£ コハク酸シベンゾリン（経口剤） ………………………………………………………13

2．使用上の注意の改訂について（その186）
リン酸オセルタミビル他
（11件）……………………………………………15
3．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………19

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

平成19年
（2007年）
４月・５月
厚生労働省医薬食品局
◎連絡先
0100-8916 東京都千代田区霞が関１−２−２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

｛

1

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

（Fax）03-3508-4364
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GOLF

Pharmacist’s Holiday〜薬剤師
〜薬剤師の
の休日〜
休日〜
第1回福山PHマスターズゴルフ大会
第1回福山PHマスターズゴルフ大会
福山支部

大方

十代治

ゴルフはいいですネ。家内作業の毎日、日頃のうっぷん？をボールにぶつける快感。
5月27日（日）福山ゴルフ倶楽部にて、ファーマシストマスターズゴルフ大会を行い、老練の
方から今回コース初めての方まで14名の精鋭？が集まり青空のもと1日を楽しみました。
終了後おいしいビールで乾杯！といきたいところだったのですが今回はウーロン茶とサンドイッ
チで打ち上げ、その後表彰式を行いました。
優勝はSさん41．43

グロス84のベスグロ優勝NP.DCも取って申し訳ないとハニカミ王子風な

がらのひとりじめ、2位〜BBまで割愛、14位は今回コースデビューのKさん89．93のグロス182、
人生もゴルフも難しいとのスピーチでした。
薬剤師の交流と親睦の場、福山PHマスターズこれからもつづけていく予定です、ぜひご参加下
さい。

「Pharmacist's Holiday〜薬剤師の休日〜」の募集で〜す
広島県薬剤師会誌をもっともっと充実しようと、楽しい企画を登載しています。
タイトルは「Pharmacist's Holiday〜薬剤師の休日〜」で、テーマはあなたが自由に描いて下さい。
どのような企画かと申しますと、趣味や特技があってもそれをなかなか披露したり発表したりする場
所がありません。そこで会誌の１ページを使い、絵画・写真・書道・得意料理のレシピ（お菓子も
可）・俳句・サークル活動・休日の過ごし方など紹介して会員同士の交流に役立てていただき、また２
ヶ月に１度の会誌を少しでも首を長く待っていただこうと考えてみました。趣味や特技は問いませんの
で、ドシドシ応募をお待ちしております。
（できれば思い出やエピソードを添えてください。
）
応募数を見て少しでも多く登載させていただこうと思っておりますので宜しくお願いいたします。
作品は広島県薬剤師会事務局までお願いいたします。
（とにかくなんでも応募してみてください。
）
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柴 胡 を 訪 ね て（平成19年５月）
会

長 前田

泰則

今年の五月の連休も九州福岡県北九州市平尾台

のか？永年考えさせられる問題の一つであります。

への柴胡との出会いを求めて散策してきました。

今回も、小倉のシャンクレ−ルで松村オ−ナ−

それに先立って４月８日我が師匠小曽戸丈夫先生

兼支配人とのカクテル談義に花を咲かせました

が急逝されました。

し、人生の諸先輩のガンバリズムはどこからくる

今年は山行きは中止しようかと迷いましたが、

のか？肌理の細かい氷の砕き方も力強く破砕器を

私としては、師匠の死を未だ受け入れられそうに

素早くあやつる腕裁きはとても70歳代のおじい

ないので師匠が今でも生きているものと思い込も

ちゃんには見えません。

うとしていて、敢えて山行きを実行しました。今
年も天気が良い日を選んで平尾台周辺を散策し山
の斜面によって柴胡の生育具合を見比べてきまし
た。方位からして山の南斜面の生育状況が一番良
好で、やや西方向に行くほど生育に歪さがありま
す。日照時間に関係があるのか？地形からくるも

団塊の世代の我々が、松村さんくらいの年代に
なった時に果たして薬剤師の将来はどのように
なっているのでしょうか？

∞∞∞∞10年〜20年先に思いを馳せて
よく考えましょう∞∞∞∞
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厚生労働政策に対する意見を自民党宛要望
日薬は、５月22日、自由民主党本部において開催された厚生労働行政懇談会に出席し、「厚生労働政
策に対する意見」を説明、要望を行った。
同懇談会の関係団体に対するヒヤリングには日薬より中西会長と石井専務理事が出席し、「後期高齢
者医療制度における外来医療・在宅医療に係る診療報酬・調剤報酬体系の出来高払い」「診療報酬・調
剤報酬の引き上げ」をはじめ「国民が安心して医療を受けられる環境整備」「地域医療連携体制の構築
時の薬局の役割の機能発揮」「薬剤師需給の検討による適正な薬剤師数の供給」
「新たな一般用医薬品販
売制度における第一類医薬品の拡充・登録販売者の資質確保」「医療機関における薬剤師配置数の拡
充・専門薬剤師の養成」の７項目について要望を行った。詳細は以下の通り。

厚生労働政策に対する意見
平成19年５月22日
6日本薬剤師会
１ 国民が安心して医療を受けられる環境を整備していただきたい。
○ 現在検討されている医療に関する各種の計画は、医療費を縮減することのみを
目的にしていると思われ、必要かつ十分な医療や医薬品の国民への提供に支障
を来たすのではないかと危惧する。
○ 国民皆保険制度を維持することは当然ではあるが、形だけの皆保険制度であっ
てはならない。

２ 後期高齢者医療制度における外来医療・在宅医療に係る診療報酬・調剤報酬の体
系は、出来高払いを基本とし、投薬を含んだ包括払い方式にならないようにしてい
ただきたい。
○ 後期高齢者の特性を踏まえた薬物療法においては、
「かかりつけ薬局・薬剤師」
による、患者ごとの使用薬剤の一元的な管理が不可欠であり、そのような薬局機
能が十分に発揮できる制度設計が必要である。

３ 薬剤師が、薬局又は医療機関において十分に機能を果たすことが出来るよう調剤
報酬・診療報酬の引き上げを実施していただきたい。
○ 調剤報酬・診療報酬は平成14年度から引き下げと据え置き改定となっており、
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また薬価基準は引き下げ改定が続いている。このままの状態が続くと、調剤サー
ビスの提供や医療安全の確保に支障をきたすことになる。

４ 地域における医療連携体制の構築に当たっては、薬局の役割・機能が発揮できる
ように配慮していただきたい。
○ 薬局は、医療法において「医療提供施設」と位置づけられたことにより、調剤
を中心とした医薬品等の提供拠点としての役割を担うことが求められており、医
療計画に明確に位置づけられるべきである。
５ 薬科大学・薬学部の著しい増加の中で、薬剤師の需給についての検討を速やかに
開始し、適正な薬剤師数の供給環境を整備していただきたい。
○ 平成16年３月時点では、薬科大学数48、定員約8,500人であったものが、平成19
年４月現在、薬科大学数72、定員約12,000人となっている。将来、薬剤師の過剰供
給状態となり、社会問題化することが危惧される。

６ 新たな一般用医薬品の販売制度における第一類医薬品の更なる拡充、登録販売者
の資質確保等適正使用に資する制度設計を行っていただきたい。
○ 昨年の薬事法改正により新たな販売制度が導入されることとなったが、薬剤師
のみが責任を持って取り扱うこととなる第一類医薬品の品目数は全体の２％にも
満たない現状であり、制度改正の趣旨を生かすには拡充が必須である。また、新
たな医薬品販売者である登録販売者の資質は、国民の健全なセルフメディケーショ
ンの確保のためにも、現在の薬種商販売業の水準より下回るべきではない。

７ 医療機関における医療安全、特に医薬品関連の医療安全の確保のためには、薬剤
師の配置数の拡充を行うとともに、がん治療等における専門薬剤師の養成を更に推
進していただきたい。
○ 医療機関における医療事故については、医薬品に関わるものが最も多いことか
ら、薬剤師数の拡充により医療の安全が一層確保できることになる。
○ がん対策基本法が本年４月から施行されており、がん専門薬剤師の養成も行わ
れているが、その他の分野にも拡大していくことにより、より高度な医療の提供
に貢献することが可能となる。
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「患者の訴え・症状からわかる薬の副作用」

書籍 等 の 紹 介

編

著：大津

史子（名城大学薬学部医薬品情
報学）

浜

六郎（特定非営利活動法人医薬
ビジランスセンター）

「カルテの読み方と基礎知識
監

第４版」

発

行：株式会社じほう

紘一（日本医科大学名誉教授）

判

型：Ｂ５判 321頁

村田 政弘（明 治 薬 科 大 学 ア ド バ イ

価

格：定

送

料：１部 500円

修：長澤

編 著：吉岡ゆうこ（ネオフィスト研究所）

価 3,360円

会員価格 2,940円

ザー）
塚田 弥生（日本医科大学内科）
発

行：株式会社じほう

判

型：Ｂ６判 362頁

価

格：定

送

料：１部 500円

「薬局・薬剤師のための介護保険制度の手引き

価 2,940円

会員価格 2,600円

―介護保険法改正対応改訂版―」
編

集：日本薬剤師会

発

行：株式会社

判

型：Ｂ５判 293頁

価

格：定

薬事日報社

価 3,360円

会員価格 2,900円
送

料：１部 350円
※価格はすべて税込みです。

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

三師会展出展のお願い
日
場

薬剤師国家試験 正答
17頁 問70…６

程：平成19年９月４日（火）
〜９日
（日）

26頁 問80…５

所：広島県立美術館
（県民ギャラリー）

40頁 問75…５
40頁 問77…２

作品題名・号数は石榴会川堀まで
TEL（082）263-0305

41頁 問61…３
47頁 問88…１
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告知板

夏期休業のお知らせ
次のとおり夏期休業いたします。
よろしくお願いします。

８月13日
（月）〜15日
（水）

２００７

編集後記

前田会長の「柴胡を訪ねて」という文章の中に「生育に歪さが」
と言う表現がある。編集委員のだれもこの「歪さ」をなんと読
むのかわからなかった。調べてみてこれを「いびつ」と読むこ
とがわかった。校正するのは編集委員の仕事ではあるが、のっ
けから読めないのでは仕事にならず情けない話である。コン
ピュータを前にして、漢字の読みを探し、適切な表現は漢字か
ひら仮名かと調べながらの編集作業を行っている。
＜ホロヨイ＞

先ほど、患者さんから「最近のリタリンは効
きが悪い！」と苦情（？）の電話が入りまし
た。昔から知っている患者さんなので、呂律
が回っていないので「聞き取り難いですね」
と聞き返すと、「部分入歯だから」だって…
「薬の飲み過ぎには注意しましょうね」と言っ
て電話を切りました。 ＜By コアラChanズ＞

もうすぐ七夕。七夕伝説はさまざまなバリ
エーションがあり、各地でいろんな風習が
残っていますね。山口市では月遅れの８月６、
７日に七夕ちょうちんまつりがあります。中
心商店街、パークロードには数万個の紅提灯
がともり、炎のトンネルができます。おいで
ませ山口へ！
＜打ち出の小槌＞

勤務先までアストラムライン、JRで30分。メー
ルはできるし原稿の校正もでき、快適です。
あ、これも書いています。６日／一週間車を
使わないので、少しはCO2削減できるでしょ
う。冷房は28度。分包機もアイドリングストッ
プしてみるか、検討中です。 ＜メリッサ＞

うっとおしい梅雨の時期ですが、皆様いかが
お過ごしですか。この時期は、作物にとって
も大切な時期となります。わたくしトッピー
も小さなプランターにトマトの苗を植えてい
ますが、花が咲き小さな実をつけているのを
みるとなんとも心がなごみます。しかし、水
やり以外の手入れを全くせず、苗も野生化し
ており、プランター付近はジャングルのよう
になっております。それでも赤く実るであろ
うトマトの収穫を、今から楽しみに待って
ます。 ＜実る頃には、カープが
上位であることを願うトッピー＞
今年も上半期が終わる。いつ
もと同じ「アッ」という間で、
実感なんてどこにもない。源
泉徴収を払って、薬剤師会の
会費を払ってやっと僕の上半
期は終わります。
＜マイバッハ＞

編
豊見
井上
城崎

食育では、「何を食べるかではなく、誰と食
べるか」が重要になっています。夕食を家族
だんらんでゆっくりと、とはなかなか難しい
現社会では「早寝、早起き、朝ご飯」が一番
です。朝ご飯が食べれないのは、夜に食べ過
ぎています。夜は簡単に、朝はご飯２杯と味
噌汁、納豆にしています。ダイエットにもな
るし…あーでも昨夜は飲み会で…？
＜薬天タブレッツ18番＞

集

委

雅文
映子
利裕

員
谷川
松井

正之
聡政

増田
難波

和彦
利元

西谷
啓
神田千都子

平 成 19 年 ７ 月 １ 日

保険薬局ニュース

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.15

No.4（No.80）

被保険者証の給付割合の変更について
全国歯発

第25号

平成19年４月27日
日本薬剤師会
会長

中西

敏夫

様
全国歯科医師国民健康保険組合
理

事

長

金

山

公

彦

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当組合の運営につきまして、格別のご指導賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当組合では、平成19年８月１日より被保険者証を更新し、下記の通り給付割合を変更すること
になりましたのでお知らせ致します。
また、関係医療機関等への周知方につきましても、ご配慮賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
１．給付割合の変更内容
（保険者番号093013）
現
行
改
正
（平成19年７月31日まで） （平成19年８月１日から）
組合員
（１．２．３種本人）

８割

７割

前期高齢者
（現役並み所得者）

８割

７割

２．施行時期
平成19年８月１日から適用
※３歳未満・前期高齢者・老人保健対象者は、法の定める給付割合です。

−1−

平成19年6月8日薬価基準収載医薬品
［13成分28品目］
［内用薬］
商品名
一般名
規格単位
［会社名］
薬効
識別記号
ゼチーア錠10mg
エゼチミブ
（シェリング・プラウ=バイエル薬品）
高コレステロール血症、家族性高コレステロー 10mg1錠
EZ10（錠剤），@941（PTPシート） ル血症、
ホモ接合体性シトステロール血症
ウリトス錠0.1mg
（杏林製薬）
0.1mg1錠
ウリトス0.1
（薬物本体）
KP-197（包装） イミダフェナシン
過活動膀胱における尿意切迫感、頻
ステーブラ錠0.1mg
尿及び切迫性尿失禁
（小野薬品工業）
0.1mg1錠
アクトネル錠17.5mg
（味の素-エーザイ）
AJ4 17.5
ベネット錠17.5mg
（武田薬品工業）
311

薬価
（円）
250.90
100.80
100.80

17.5mg1錠

846.60

17.5mg1錠

846.60

リセドロン酸ナトリウム水和物
骨粗鬆症

フルダラ錠10mg
リン酸フルダラビン
（日本シエーリング
再発又は難治性の下記疾患
［7月よりバイエル薬品に変更予定］
） 低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫 10mg1錠
マントル細胞リンパ腫
リン酸二水素ナトリウム一水和物、
ビジクリア錠
無水リン酸水素二ナトリウム
（ゼリア新薬工業）
1錠
大腸内視鏡検査の前処置における腸
ZP55（瓶ラベル記載）
管内容物の排除

3,688.20

56.70

［注射薬］
商品名
［会社名］
アンカロン注150
（サノフィ・アベンティス）
アリクストラ皮下注1.5mg
（グラクソ・スミスクライン）
アリクストラ皮下注2.5mg
（グラクソ・スミスクライン）
マイオザイム点滴静注用50mg
（ジェンザイム・ジャパン）
ネスプ静注用10μgシリンジ
（麒麟麦酒）
ネスプ静注用15μgシリンジ
（麒麟麦酒）
ネスプ静注用20μgシリンジ
（麒麟麦酒）
ネスプ静注用30μgシリンジ
（麒麟麦酒）
ネスプ静注用40μgシリンジ
（麒麟麦酒）
ネスプ静注用60μgシリンジ
（麒麟麦酒）
ネスプ静注用120μgシリンジ
（麒麟麦酒）
アバスチン点滴静注用100mg/4mL
（中外製薬）
アバスチン点滴静注用400mg/16mL
（中外製薬）

一般名
薬効
塩酸アミオダロン
生命に危険のある下記の不整脈で難治性
かつ緊急を要する場合
心室細動、血行動態不安定な心室頻拍
フォンダパリヌクスナトリウム
静脈血栓塞栓症の発現リスクの高い、下
肢整形外科手術施行患者における静脈血
栓塞栓症の発症抑制
アルグルコシダーゼ アルファ
（遺伝子組換え）
糖原病Ⅱ型

規格単位

薬価（円）

150mg3mL1管

3,139

1.5mg0.3mL1筒

1,581

2.5mg0.5mL1筒

2,200

50mg1瓶

93,994

10μg1mL1筒

3,168

15μg1mL1筒

4,466

20μg1mL1筒

5,699

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）
30μg1mL1筒
透析施行中の腎性貧血

8,033

40μg1mL1筒

10,249

60μg1mL1筒

14,447

120μg1mL1筒

25,984

100mg4mL1瓶

50,291

400mg16mL1瓶

191,299

ベバシズマブ（遺伝子組換え）
治癒切除不能な進行･再発の結腸･直腸癌

−2−

［外用薬］
商品名
［コード］
ミケランLA点眼液1％
1319701Q3024
ミケランLA点眼液2％
1319701Q4020
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用
2290702G1025
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用
2290702G2021
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用
2290702G3028
アドエア100ディスカス
2290800G1024
アドエア250ディスカス
2290800G2020
アドエア500ディスカス
2290800G3027

一般名
薬効
カルテオロール塩酸塩
緑内障、高眼圧症

シクレソニド
気管支喘息

規格単位

薬価
（円）

1％1mL

456.60

2％1mL

660.90

5.6mg6.6g1キット

1,813.70

11.2mg6.6g1キット

2,380.70

11.2mg3.3g1キット

2,380.70

28ブリスター1キット

3,066.00

キシナホ酸サルメテロール、プロピオン
酸フルチカゾン
気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時 28ブリスター1キット
間作動型吸入β２刺激剤の併用が必要な
場合）
28ブリスター1キット

3,575.60
4,113.20

希少疾病用医薬品の指定について
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、希少疾病用医薬品が下記のと
おり指定されたので、通知する。
平成19年6月5日 薬食審査発第0605001号
指定番号

医薬品の名称

予定される効能、効果又は対象疾病

申請者の氏名又は名称

（19薬）
第201号

ガルスルファーゼ
（遺伝子組換え）

ムコ多糖症Ⅳ型

アンジェスMG株式会社

平成19年6月15日薬価基準収載医薬品
［10成分14品目］
［内用薬］
商品名
［会社名］
エビリファイ錠12mg
（大塚製薬）
OG70
プレタール散20％
（大塚製薬）

一般名
薬効
アリピプラゾール統合失調症

規格単位
12mg1錠

シロスタゾール
・慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼
痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善 20％1g
・脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）
発症後の再発抑制

薬価（円）
351.90

454.80

［注射薬］
商品名
［会社名］

一般名
薬効

規格単位

薬価
（円）

フロセミド

フロセミド注20mgシリンジ「タイヨー」 高血圧症（本態性、腎性等）
、悪性高血圧、
20mg2mL1筒
心性浮腫（うっ血性心不全）
、腎性浮腫、
（大洋薬品工業）
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肝性浮腫、脳浮腫、尿路結石排出促進
硝酸イソソルビド
１．急性心不全（慢性心不全の急性増悪
5mg10mL1筒
期を含む）
２．不安定狭心症
３．冠動脈造影時の冠攣縮寛解

433

ニトロール注5mgシリンジ
（エーザイ）
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［注射薬］
商品名
［会社名］

一般名
薬効

規格単位

硝酸イソソルビド
１．急性心不全（慢性心不全の急性増悪 25mg50mL1
期を含む）
筒
２．不安定狭心症
ラニチジン塩酸塩
ラニチジン注50mgシリンジ「タイヨー」 ○上部消化管出血（消化性潰瘍、急性ス 50mg2mL1筒
トレス潰瘍、急性胃粘膜病変による）
（大洋薬品工業）
○侵襲ストレス（手術後に集中管理を必
要とする大手術、集中治療を必要とす
る脳血管障害・頭部外傷・多臓器不
ラニチジン注100mgシリンジ「タイヨー」 全・広範囲熱傷）による上部消化管出 100mg4mL1
（大洋薬品工業）
筒
血の抑制
○麻酔前投薬
塩酸グラニセトロン
グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」
抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に 3mg3mL1筒
（沢井製薬-日本化薬）
伴う消化器症状（悪心、嘔吐）
塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カ 6L1瓶（炭酸
カーボスター透析剤・L
ルシウム、塩化マグネシウム、ブドウ糖、 水素ナトリウ
（味の素-味の素ファルマ）
炭酸水素ナトリウム
ム液付）
慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌 9L1瓶（炭酸
カーボスター透析剤・L
流液として、以下の要因を持つものに用 水素ナトリウ
（味の素-味の素ファルマ）
いる。
ム液付）
・無糖の透析液では、血糖値管理の困難
10L1瓶（炭
な場合
カーボスター透析剤・M
・カリウム、マグネシウム濃度の高い透 酸水素ナトリ
（味の素-味の素ファルマ）
析液では、高カリウム血症、高マグネ ウム付）
シウム血症の改善が不十分な場合
カーボスター透析剤・P
・カルシウム濃度の高い透析液では、高 2袋1組
（味の素-味の素ファルマ）
カリム血症を起こすおそれのある場合
炭酸水素ナトリウム
薬物中毒の際の排泄促進（但し、pHの上
昇により尿中排泄の促進される薬物に限
る）
、アシドーシス
メイロン静注7％シリンジ20mL
下記疾患又は状態に伴う悪心・嘔吐及び 7％20mL1筒
（大塚製薬）
めまい
動揺病、メニエール症候群、その他の内
耳障害
急性蕁麻疹

ニトロール持続静注25mgシリンジ
（エーザイ）

薬価（円）
1,351

240

345

5,117
2,006

2,693

1,365

1,138
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［外用薬］
商品名
［コード］
オキサロールローション25μg/g
（中外製薬-マルホ）

一般名
薬効
マキサカルシトール
尋常性乾癬、魚鱗癬群、掌蹠角化症
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規格単位
0.0025％1g

薬価（円）
143.80

薬価基準収載医薬品（平成19年6月15日付）
【内用薬】
薬価基準収載
医薬品コード
1162001C1043
1162001F1066
3959001M1038
3959001F2388
6219001H1056
3999008F1290
2254001F1080
2229111F1039
3229005B1038
3229005F1080
2249003Q1056
3321002B1147
2259005R1030
4291003F1171
2132003F1311
2329009F1179
1179016F1175
1179016F2147
2359005R1087
2329002D1052
2329002F2122
2133001C1097
2133001F1522
1149026F1056
1149026F2206
6221001D1036
2149003F1173
1249008F1215
3943001F1462
2239001F1459
2239001Q1107
2239001F1467
2239001F1475
2239001Q1115
2239001Q1123
1249008F1223
2123009F3568
2119003F2588
4199001D1042
2259003B1041
2259003F1124
2259003Q1095
3999008F1303
3992001F1335
3992001F1343
2135001F1110
4219003M1054
1231011F1093
3150002M1084
2189008C1116
2189008F1309
2590100X1104
1139001B1031
3131001F3223
3999009F1030
3999009F2037
2329004M1167
3112001M1186
3112001M2263
3112001M3251
2239001F1483
3959001Q1145
2699002F1046
2123009F3576
6132010F1034
1179022C1034
2318001B1037
2318001Q1080

―医療事故防止等に係る代替新規品目―
※診療報酬上の後発品
告

示

名

規 格 単 位

アキネトン細粒1％
アキネトン錠1mg
アクディームカプセル90mg
アクディーム錠30mg
アザルフィジンEN錠500mg
アスオスト錠200mg
アスタージス錠2mg
アストフィリン錠
アスパラカリウム散50％
アスパラカリウム錠300mg
アスワートシロップ0.5％
アーツェー散10％
アトックドライシロップ40μg
アドパン錠10mg
局アニスタジン錠2mg
○
アビリット錠50mg
アビリット錠100mg
アビリット錠200mg
アペリールドライシロップ1％
アルサ顆粒10％
アルサ錠100mg
アルダクトンA細粒10％
アルダクトンA錠25mg
アルボ錠100mg
アルボ錠200mg
アルミノニッパスカルシウム顆粒99％
アレステン錠150mg
アロフト錠20mg
アロリン錠100mg
アントブロン錠15mg
アントブロンシロップ小児用0.3％
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「タイヨー」
アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3％
「サワイ」
アンメトロン錠20mg
イスハート錠5mg
イノキテン錠10mg
イノシン顆粒90％
「日医工」
イノリン散1％
イノリン錠3mg
イノリンシロップ0.1％
イプリプラスト錠200mg
ATP腸溶錠20mg「NP」
ATP腸溶錠20mg「日医工」
局エスカロン錠25mg
○
エストラサイトカプセル156.7mg
エスペラン錠10mg
エセブロンカプセル100mg
エバチコール細粒50％
エバチコール錠250mg
エビプロスタット錠
エピレオプチマル散50％
エフビタジャスト腸溶錠15mg
エルカルチン錠100mg
エルカルチン錠300mg
エルグリルカプセル200mg
エルシボンカプセル0.25μg
エルシボンカプセル0.5μg
エルシボンカプセル1.0μg
塩酸アンブロキソール錠15mg「PH」
エンリゾシロップ0.5％「タツミ」
オクソラレン錠10mg
オスノン錠5mg
オラセフ錠250mg
オーラップ細粒1％
ガスコン散10％
ガスコンドロップ内用液2％
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1％1g
1mg1錠
90mg1カプセル
30mg1錠
500mg1錠
200mg1錠
2mg1錠
1錠
50％1g
300mg1錠
0.5％10mL
10％1g
0.004％1g
10mg1錠
2mg1錠
50mg1錠
100mg1錠
200mg1錠
1％1g
10％1g
100mg1錠
10％1g
25mg1錠
100mg1錠
200mg1錠
1g
150mg1錠
20mg1錠
100mg1錠
15mg1錠
0.3％1mL
15mg1錠
15mg1錠
0.3％1mL
0.3％1mL
20mg1錠
5mg1錠
10mg1錠
90％1g
1％1g
3mg1錠
0.1％1mL
200mg1錠
20mg1錠
20mg1錠
25mg1錠
156.7mg1カプセル
10mg1錠
100mg1カプセル
50％1g
250mg1錠
1錠
50％1g
15mg1錠
100mg1錠
300mg1錠
200mg1カプセル
0.25μg1カプセル
0.5μg1カプセル
1μg1カプセル
15mg1錠
0.5％1mL
10mg1錠
5mg1錠
250mg1錠
1％1g
10％1g
2％1mL

会

社

名

大日本住友製薬㈱
大日本住友製薬㈱
あすか製薬株式会社
あすか製薬株式会社
ファイザー㈱
大正薬品工業株式会社
日医工㈱
サンノーバ株式会社
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
大洋薬品工業㈱
マルコ製薬㈱
アステラス製薬㈱
沢井製薬株式会社
マルコ製薬㈱
大日本住友製薬㈱
大日本住友製薬㈱
大日本住友製薬㈱
日医工㈱
東和薬品㈱
東和薬品㈱
ファイザー㈱
ファイザー㈱
大正製薬㈱
大正製薬㈱
田辺製薬㈱
日本新薬㈱
田辺製薬㈱
東和薬品㈱
東和薬品㈱
東和薬品㈱
メディサ新薬㈱
大洋薬品工業㈱
大洋薬品工業㈱
沢井製薬株式会社
辰巳化学㈱
高田製薬
日本薬品工業株式会社
マルコ製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
日医工㈱
ニプロファーマ㈱
日医工㈱
日医工㈱
日本新薬㈱
富山化学工業株式会社
生晃栄養薬品株式会社
高田製薬
高田製薬
日本新薬㈱
エーザイ㈱
株式会社陽進堂
大塚製薬㈱
大塚製薬㈱
辰巳化学㈱
扶桑薬品工業㈱
扶桑薬品工業㈱
扶桑薬品工業㈱
キョーリンリメディオ㈱
辰巳化学㈱
大正製薬㈱
辰巳化学㈱
グラクソ・スミスクライン㈱
アステラス製薬㈱
キッセイ薬品工業㈱
キッセイ薬品工業㈱

薬 価 ※
33.80
6.10
35.00
17.70
81.40
9.80
6.10
6.40
7.40
6.40
14.00
12.80
36.00
59.80
6.10
14.10
22.10
30.90
14.20
5.70
5.70
106.60
25.20
21.00
34.50
34.50
21.00
28.20
6.40
6.40
5.10
6.40
6.40
5.10
5.10
9.40
6.40
6.40
23.90
37.50
16.10
10.10
9.80
6.10
6.10
6.10
472.60
6.10
6.40
13.60
7.60
28.40
50.60
6.40
109.60
323.10
9.90
7.50
12.50
24.40
6.40
2.30
36.70
6.40
64.40
187.30
8.90
4.10

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

※診療報酬上の後発品
薬価基準収載
医薬品コード
2329005F1197
1149107F1043
2491001M3052
2119004C1032
2123005F1206
2123005F1214
3321002F2382
2259003F1132
2259003Q1109
2233002F1247
1242006F1088
6152005D1086
6149003R1143
6250007M1035
2325003F3132
2325003F4155
3229007F1047
3229007F2035
2190009A1048
6132002M2183
3160001F1320
1149019C1084
1149019F1412
2190006M2187
2123014F2171
1249007M1252
3919300F1181
3136001F1219
3136001F2118
2239001F1491
1242003M1040
1242003D1032
2229002D1030
2229002F1031
2252003C1054
2252003F1077
6250014F1036
4419005Q1064
3999008F1311
2559100X1031
2149038D1044
2149019N1179
2149019N2183
2149019B1075
2149019F2219
4490003Q1095
1249009F1317
2171011G1131
2479005F1038
4490003Q1109
4490003Q2040
2129002M2163
2160350F1269
2239001F1505
4490003Q1117
2259002F1073
2259002R1088
2149010F2200
1249005F1092
1129008F1039
1129008F2035
1179024C1076
2354003F2235
6132002M2191
2399006C1122
2399006F1331
1139004Q1097
2129002M2171
2329011C1153
2123008F1242
3399004M3037
2239001F1513

告

示

名

ガタンプル錠25mg
カフェルゴット錠
カリクロモンカプセル25単位
カルグート細粒5％
カルテロール錠5mg
カルノノン錠5mg
カルバジャスト錠30mg
カルヨン錠3mg
カルヨンシロップ0.1％
クィーブラン錠250mg
クインロン錠1mg
クーペラシン顆粒2％
クラリスドライシロップ10％小児用
クリキシバンカプセル200mg
クリマーゲンOD錠10mg
クリマーゲンOD錠20mg
グルコンサンK錠2.5mEq
グルコンサンK錠5mEq
局ケイキサレート散
○
ケフレックスカプセル250mg
ケーワン錠5mg
ケンタン細粒10％
ケンタン錠60mg
ケントンカプセル200mg
コウラセシール錠10mg
局コスパノンカプセル40mg
○
ゴスペール・レバー腸溶錠100mg
コバルタミンS錠250μg
コバルタミンS錠500μg
コフノール錠15mg
コリオパンカプセル5mg
コリオパン顆粒2％
コルドリン顆粒4.17％
コルドリン錠12.5mg
コンボン細粒1％
コンボン錠2mg
ザイアジェン錠300mg
サイプロミンシロップ0.04％
サイポリン錠200mg
サーカネッテン錠
サプレスタ顆粒2％
サリペックスLAカプセル20mg
サリペックスLAカプセル40mg
サリペックス散10％
サリペックス錠20mg
サルジメンシロップ0.02％
サンバゾン錠50mg
ジアセラL錠20mg
ジオール錠2μg
ジキリオンシロップ0.02％
ジキリオン内服液0.02％
ジソピラミドカプセル100mg「タイヨー」
ジヒデルゴット錠1mg
シンセラキン錠15mg
セキトンシロップ0.02％
セキナリン錠1mg
セキナリンDS小児用0.1％
ゼグミューラー錠40mg
ゼスン錠30mg
セディール錠5mg
セディール錠10mg
セトウス細粒10％
セネバクール錠12mg
セファレキシンカプセル250mg「日医工」
セレキノン細粒20％
セレキノン錠100mg
セレブシロップ5％
ソピラートカプセル100mg
ソファルコン細粒10％「タイヨー」
ソラシロール錠10mg
ソルミラン顆粒状カプセル600mg
ソロムコ錠15mg

規 格 単 位
25mg1錠
1錠
25単位1カプセル
5％1g
5mg1錠
5mg1錠
30mg1錠
3mg1錠
0.1％1mL
250mg1錠
1mg1錠
20mg1g
100mg1g
200mg1カプセル
10mg1錠
20mg1錠
カリウム2.5mEq1錠
カリウム5mEq1錠
1g
250mg1カプセル
5mg1錠
10％1g
60mg1錠
200mg1カプセル
10mg1錠
40mg1カプセル
100mg1錠
0.25mg1錠
0.5mg1錠
15mg1錠
5mg1カプセル
2％1g
4.17％1g
12.5mg1錠
1％1g
2mg1錠
300mg1錠
0.04％10mL
200mg1錠
1錠
2％1g
20mg1カプセル
40mg1カプセル
10％1g
20mg1錠
0.02％1mL
50mg1錠
20mg1錠
2μg1錠
0.02％1mL
0.02％1mL
100mg1カプセル
1mg1錠
15mg1錠
0.02％1mL
1mg1錠
0.1％1g
40mg1錠
30mg1錠
5mg1錠
10mg1錠
10％1g
12mg1錠
250mg1カプセル
20％1g
100mg1錠
5％1mL
100mg1カプセル
10％1g
10mg1錠
600mg1包
15mg1錠
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会

社

名

ニプロジェネファ㈱
ノバルティスファーマ㈱
日医工㈱
田辺製薬㈱
メディサ新薬㈱
辰巳化学㈱
株式会社陽進堂
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
株式会社陽進堂
辰巳化学㈱
高田製薬
大正製薬㈱
萬有製薬㈱
メルク製薬㈱
メルク製薬㈱
株式会社ポーラファルマ
株式会社ポーラファルマ
鳥居薬品㈱
塩野義製薬㈱
エーザイ㈱
メディサ新薬㈱
メディサ新薬㈱
沢井製薬株式会社
株式会社陽進堂
エーザイ㈱
ニプロジェネファ㈱
わかもと製薬㈱
わかもと製薬㈱
日医工㈱
エーザイ㈱
エーザイ㈱
日本新薬㈱
日本新薬㈱
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
グラクソ・スミスクライン㈱
沢井製薬株式会社
メディサ新薬㈱
日本新薬㈱
大鵬薬品工業株式会社
日医工㈱
日医工㈱
日医工㈱
日医工㈱
辰巳化学㈱
旭化成ファーマ㈱
東和薬品㈱
田辺製薬㈱
テイコクメディックス株式会社
テイコクメディックス株式会社
大洋薬品工業㈱
ノバルティスファーマ㈱
ニプロジェネファ㈱
キョーリンリメディオ㈱
東和薬品㈱
東和薬品㈱
株式会社陽進堂
辰巳化学㈱
大日本住友製薬㈱
大日本住友製薬㈱
高田製薬
生晃栄養薬品株式会社
日医工㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
テイコクメディックス株式会社
ニプロファーマ㈱
大洋薬品工業㈱
東和薬品㈱
森下仁丹株式会社
共和薬品工業㈱

薬 価 ※
6.40
22.80
6.40
323.30
6.40
6.40
6.40
6.40
3.90
6.40
6.40
12.40
128.00
118.10
16.90
31.60
6.40
11.40
25.30
32.20
18.10
17.30
8.60
6.40
13.00
9.00
6.40
6.40
6.40
6.40
10.60
30.90
28.70
9.50
12.70
6.40
999.60
11.80
10.40
16.60
159.60
6.40
8.80
33.30
6.40
7.20
6.40
6.40
6.40
25.80
16.30
12.90
18.30
6.40
6.90
6.40
11.50
6.40
6.40
23.60
41.20
65.40
5.70
12.20
38.00
20.90
7.20
13.50
9.90
6.40
94.80
6.40

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

※診療報酬上の後発品
薬価基準収載
医薬品コード
3919006B1034
2224001Q1031
3922001B2041
2119007D1031
1190004C1076
3399001C1060
2329008S1091
2223001B1228
2223001F2110
4490002C1131
1169006M1050
1169006M2057
1169006C1039
3327002F1169
3327002F2050
2132003F1320
2132003F1338
1124026F1235
3949002F2149
2171017F2148
2115002F1057
1124009F1231
1124013B1066
2399006F1340
1124003C1106
3943001F1470
6111002D1039
1124026F1243
2223001B1236
1169005F1162
3133001C1156
4413004F1170
2359005D1080
3190001B1041
2359005F1153
4413004F1189
3134002B2060
2399006F1358
2329008D1157
2329005F1200
2123009F1115
2123009F3584
2123009F3592
2123009F3606
2359005S1151
4291003F1180
2319100F1056
2229100B1080
2239001C1037
2239001N1127
2239001F1521
2239001Q1131
4223002M2040
4223002D2083
4223002H1062
2590002D1060
2590002F1371
2359005S1160
2478001G1100
3327002C1103
4490001C1064
1169005F1170
2139005F2393
2478001F2292
2239001S2038
1231004B1067
4291006M1034
2149038D1052
2254001Q1065
2259003Q1117
2399004D1048
4419005Q1072

告

示

名

規 格 単 位
98％1g
0.25％10mL
20％1g
75％1g
10％1g
10％1g
10％1mL
10％1g
15mg1錠
10％1g
100mg1カプセル
200mg1カプセル
20％1g
250mg1錠
500mg1錠
2mg1錠
2mg1錠
50mg1錠
50mg1錠
5mg1錠
100mg1錠
0.25mg1錠
10％1g
100mg1錠
1％1g
100mg1錠
40万単位1g
50mg1錠
10％1g
2.5mg1錠
20％1g
3mg1錠
1％1g
0.2％1g
2.5mg1錠
3mg1錠
10％1g
100mg1錠
90％1g
25mg1錠
1mg1錠
5mg1錠
5mg1錠
5mg1錠
0.75％1mL
10mg1錠
1錠
1g
1.5％1g
45mg1カプセル
15mg1錠
0.3％1mL
200mg1カプセル
50％1g
200mg1錠
20％1g
200mg1錠
0.75％1mL
50mg1錠
50％1g
10％1g
2.5mg1錠
40mg1錠
25mg1錠
0.3％1mL
5％1g
10mg1カプセル
2％1g
0.04％1mL
0.1％1mL
2％1g
0.04％10mL

タウリン散98％
「大正」
タカベタンシロップ0.25％
タチオン散20％
タナドーパ顆粒75％
チアプリム細粒10％
チクピロン細粒10％
テイガスト内服液10％
デキストファン散10％
デトメファン錠15mg
トピアス細粒10％
ドプスカプセル100mg
ドプスカプセル200mg
ドプス細粒20％
局トラネキサム酸錠250mg
○
「YD」
局トラネキサム酸錠500mg
○
「YD」
局トリクロルメチアジド錠2mg
○
「YD」
局トリスメン錠2mg
○
トロンヘイム錠50mg
ナーカリシン錠50mg
ニコランマート錠5mg
ネオフィリン錠100mg
ネストローム錠0.25mg
ネブスン散10％
ネプテン錠100mg
ネルロレン細粒1％
ノイファン錠100mg
バイシリンG顆粒40万単位
バイダキシン錠50mg
ハイフスタン散10％
パルキゾン錠2.5mg
パルファジン細粒20％
ハレムニン錠3mg
パンホデール顆粒1％
ビオチン散0.2％「フソー」
ピコスロン錠2.5mg
ヒスポラン錠3mg
ビタミンB6散10％
「マルイシ」
ピレマイン錠100mg
ビンガスト顆粒90％
ピン錠25mg
ピンドロール錠1mg「テイコク」
ピンドロール錠5「オーハラ」
ピンドロール錠5mg「テイコク」
ピンドロール錠5mg「トーワ」
ファレスタック液0.75％
フェノルルン錠10mg
フェロベリン錠
フスタコデイン散
フストレス細粒1.5％
フズレバンLカプセル45mg
フズレバン錠15mg
フズレバンシロップ0.3％
フトラフール腸溶カプセル200mg
フトラフール腸溶顆粒50％
フトラフール腸溶錠200mg
ブラダロン顆粒20％
ブラダロン錠200mg
フルレール内用液0.75％
プレストロン徐放錠50mg
プレタスミン細粒50％
プレント細粒10％
プロスペリン錠2.5mg
局フロセミド錠40mg
○
「ミタ」
プロターゲン錠25mg
ブローミィ内服液0.3％
ベサコリン散5％
ベサノイドカプセル10mg
ベック顆粒2％
ベナリールシロップ0.04％
ベベロンシロップ0.1％
ペラプリン顆粒2％
ペリアクチンシロップ0.04％
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会

社

名

大正製薬㈱
高田製薬
アステラス製薬㈱
田辺製薬㈱
メディサ新薬㈱
沢井製薬株式会社
テイコクメディックス株式会社
ニプロファーマ㈱
ニプロジェネファ㈱
マルコ製薬㈱
大日本住友製薬㈱
大日本住友製薬㈱
大日本住友製薬㈱
株式会社陽進堂
株式会社陽進堂
株式会社陽進堂
辰巳化学㈱
マルコ製薬㈱
ナガセ医薬品株式会社
東和薬品㈱
サンノーバ株式会社
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
ナガセ医薬品株式会社
辰巳化学㈱
ナガセ医薬品株式会社
萬有製薬㈱
ナガセ医薬品株式会社
マルコ製薬㈱
メディサ新薬㈱
わかもと製薬㈱
辰巳化学㈱
ニプロジェネファ㈱
扶桑薬品工業㈱
テイコクメディックス株式会社
東和薬品㈱
丸石製薬㈱
辰巳化学㈱
マルコ製薬㈱
辰巳化学㈱
テイコクメディックス株式会社
大原薬品工業㈱
テイコクメディックス株式会社
東和薬品㈱
東和薬品㈱
メディサ新薬㈱
日本オルガノン㈱
日本ケミファ㈱
大洋薬品工業㈱
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
大鵬薬品工業株式会社
大鵬薬品工業株式会社
大鵬薬品工業株式会社
日本新薬㈱
日本新薬㈱
株式会社ローマン工業
株式会社ローマン工業
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
沢井製薬株式会社
キョーリンリメディオ㈱
テイコクメディックス株式会社
テイコクメディックス株式会社
サンノーバ株式会社
中外製薬㈱
マルコ製薬㈱
沢井製薬株式会社
沢井製薬株式会社
大洋薬品工業㈱
萬有製薬㈱

薬 価 ※
10.90
14.40
36.40
535.00
27.00
28.10
3.40
9.80
6.40
15.90
94.10
173.30
176.40
6.40
9.40
6.10
6.10
6.40
17.20
10.60
6.40
9.50
13.30
6.40
6.40
7.80
33.20
8.50
9.80
67.70
6.60
6.40
15.30
11.90
6.40
6.40
29.40
6.40
6.40
6.40
6.10
6.40
6.40
6.40
12.00
92.40
8.50
8.10
11.60
47.70
6.40
5.10
214.90
513.80
214.00
61.30
56.90
14.50
108.70
8.00
41.60
38.30
6.40
26.00
11.80
16.80
803.30
129.30
2.40
3.90
6.40
20.40

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

※診療報酬上の後発品
薬価基準収載
医薬品コード
2171010F1417
2171010F2570
2359005S1178
2229001B1060
2229001F1061
2229001Q1062
2190021F1380
4419008F1407
3943001F1489
3929001M1039
3929001M2035
3929001M3031
2149003F1181
3136004C1038
2233002Q1094
2531002F1206
7223001M1035
2171010F2588
2456003F1034
2456003F2030
1339005F1369
2399006F1366
1141005M2205
1141005F1080
1125006F1030
1124017B1161
2454004B1040
2454004F2090
2590002F1380
2478001F1040
2234001F1274
1124020C1045
1124027F1035
6250001M1038
2362001D1079
1149019F1420
2171012F1181
1149019C1092
1149019F1439
2319001C1099

告

示

名

ヘルスサイド錠12.5mg
ヘルスサイド錠25mg
ベルベロン内用液0.75％
ホフバン散10％
ホフバン錠10mg
ホフバンシロップ0.25％
マリレオンN錠5mg
マルスチン錠1mg
ミニプラノール錠100mg
メタルカプターゼカプセル50mg
メタルカプターゼカプセル100mg
メタルカプターゼカプセル200mg
メチクラン錠150
「オーハラ」
メチコバール細粒0.1％
メチスタシロップ小児用5％
局メテルギン錠0.125mg
○
メトピロンカプセル250mg
メトロポリン錠25mg
メドロール錠2mg
メドロール錠4mg
メニエース錠6mg
メブコロン錠100mg
ヨウフェナムカプセル250mg
ヨウフェナム錠250mg
ラボナ錠50mg
リリーゼン散1％
リンデロン散0.1％
リンデロン錠0.5mg
ルアダン錠200mg
ルトラール錠2mg
ルンボン錠4mg
レキソタン細粒1％
レスタス錠2mg
レトロビルカプセル100mg
レプター顆粒5％
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」
ロコルナール錠50mg
ロゼオール細粒10％
ロゼオール錠60mg
ロンバニン小児用細粒0.05％

規 格 単 位
12.5mg1錠
25mg1錠
0.75％1mL
10％1g
10mg1錠
0.25％1mL
5mg1錠
1mg1錠
100mg1錠
50mg1カプセル
100mg1カプセル
200mg1カプセル
150mg1錠
0.1％500mg1包
5％1mL
0.125mg1錠
250mg1カプセル
25mg1錠
2mg1錠
4mg1錠
6mg1錠
100mg1錠
250mg1カプセル
250mg1錠
50mg1錠
1％1g
0.1％1g
0.5mg1錠
200mg1錠
2mg1錠
4mg1錠
1％1g
2mg1錠
100mg1カプセル
5％1g
60mg1錠
50mg1錠
10％1g
60mg1錠
0.05％1g

会

社

【注射薬】
薬価基準収載
医薬品コード
1162400A1059
4235400D1030
3999401A3121
2190414A1033
2336400A1038
3329404D1032
1149500A1110
3919502A2186
3919502A1341
6152401F1103
2452402A1087
2452402A5104
1124400A1058
3999414A2041
3172400A1062
1143400A1037
1143400A2106
1124402A2061
2190404A1331
2325400A1174
2325400A1182
1242401A1285
2329604A1054
2329604A2050
4235401D1035
2321400D1058
3999403D1272

名

テイコクメディックス株式会社
テイコクメディックス株式会社
マルコ製薬㈱
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
大正薬品工業株式会社
東和薬品㈱
日医工㈱
大正製薬㈱
大正製薬㈱
大正製薬㈱
大原薬品工業㈱
エーザイ㈱
東和薬品㈱
ノバルティスファーマ㈱
ノバルティスファーマ㈱
辰巳化学㈱
ファイザー㈱
ファイザー㈱
テイコクメディックス株式会社
共和薬品工業㈱
株式会社陽進堂
株式会社陽進堂
田辺製薬㈱
マルコ製薬㈱
塩野義製薬㈱
塩野義製薬㈱
ナガセ医薬品株式会社
塩野義製薬㈱
辰巳化学㈱
中外製薬㈱
日本オルガノン㈱
グラクソ・スミスクライン㈱
扶桑薬品工業㈱
大洋薬品工業㈱
持田製薬株式会社
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱
辰巳化学㈱

薬 価 ※
5.70
6.10
11.20
41.20
6.40
2.80
9.40
5.70
7.40
42.40
72.50
136.00
7.20
30.50
2.60
10.40
171.70
6.10
11.90
21.90
6.10
6.40
6.10
6.10
10.20
6.40
35.00
18.00
15.40
29.60
5.70
34.40
23.10
318.70
6.40
6.40
16.00
19.60
7.80
19.50

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○

※診療報酬上の後発品
告

示

名

アキネトン注射液5mg
アクラシノン注射用20mg
エカトリスト筋注20単位
エリル点滴静注液30mg
エントミン注200mg
オルダミン注射用1g
カシワドール静注
強力ネオミノファーゲンシー静注5mL
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
クーペラシン点滴静注用100mg
クレイトン静注液100mg
クレイトン静注液500mg
サイレース静注2mg
サケカルトン筋注10単位
サブビタン静注
サルソニン静注0.25g
サルソニン静注0.5g
ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」
シチコリン注射液100mg「わかもと」
シメチジン注射液200mg「タイヨー」
シメチパール注射液200mg
スパスモパン注20mg
ソルコセリル注2mL
ソルコセリル注4mL
ダウノマイシン静注用20mg
チオスペン注射用400mg
注射用パナベート100

規 格 単 位
0.5％1mL1管
20mg1瓶
20エルカトニン単位1mL1管
30.8mg2mL1管
10％2mL1管
10％10g1瓶
20mL1管
5mL1管
20mL1管
100mg1瓶
100mg2mL1管
500mg10mL1瓶
2mg1管
10国際単位1mL1管
5mL1管
5％5mL1管
5％10mL1管
10mg1管
5％2mL1管
10％2mL1管
10％2mL1管
2％1mL1管
2mL1管
4mL1管
20mg1瓶
400mg1管
100mg1瓶

−8−

会

社

名

薬 価 ※

大日本住友製薬㈱
64
メルシャン㈱
4,158
伊藤ライフサイエンス株式会社
273 ○
旭化成ファーマ㈱
3,398
マルコ製薬㈱
61
富士化学工業株式会社
21,967
アイロム製薬株式会社
77
㈱ミノファーゲン製薬
64
㈱ミノファーゲン製薬
133
高田製薬
227 ○
三共エール薬品㈱
229 ○
三共エール薬品㈱
836 ○
エーザイ㈱
172
伊藤ライフサイエンス株式会社
153 ○
アイロム製薬株式会社
64 ○
扶桑薬品工業㈱
61 ○
扶桑薬品工業㈱
64 ○
大洋薬品工業㈱
70 ○
わかもと製薬㈱
64 ○
大洋薬品工業㈱
64 ○
沢井製薬株式会社
64 ○
日医工㈱
64 ○
東菱薬品工業㈱
137
東菱薬品工業㈱
218
明治製菓
1,947
大洋薬品工業㈱
64 ○
三共エール薬品㈱
257 ○

※診療報酬上の後発品
薬価基準収載
医薬品コード
6134400D1037
6134400D2033
3111400A1032
3929402D1036
3334402G1080
3334402G2095
3334402G3083
3334402G4098
2119404A1140
2119404G3056
2119404G4052
6132417F2043
3327401A4231
2149401A1030
2149401A2036
3179515F1057
4240408D1037
4415400A1040
2115401A1180
2559400A1033
6134400A1057
6134400A2053
6131403D1187
6131403D2183
3134402A2202
4235403D1050
4235403D2057
3222400A1058
3334403A2100
7290402A2035
7219418A2030
7219418A4033
7219418A5030
7219418G1037
7219418A6036
7219418A7032
7219418A8039
7219418A9035
7219418H1032
7219418H2039
2234400A1054
4234402D1032
4234402D2039
3136401A1184
6152401F1111
3999405A1038
3999405A2077
3999405A3073
2221401A1069
3150400A1030
7290404A1038
3999414A1096
3329402A1037
3329402A2033
3136403A1175
3131400A4271
3131400A5235
3131400A7041
2129402A1040

告

示

名

規 格 単 位

注射用パニマイシン50mg
注射用パニマイシン100mg
チョコラA筋注5万単位
デスフェラール注射用500mg
デリバデクスヘパリンロック用10単位/mLシリンジ5mL
デリバデクスヘパリンロック用10単位/mLシリンジ10mL
デリバデクスヘパリンロック用100単位/mLシリンジ5mL
デリバデクスヘパリンロック用100単位/mLシリンジ10mL
ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」
ドブトレックスキット点滴静注用200mg
ドブトレックスキット点滴静注用600mg
トミポラン静注用1g
局トラネキサム酸注射液1000mg
○
「タイヨー」
ニトプロ持続静注液6mg
ニトプロ持続静注液30mg
ネオラミン・マルチV注射用
ハイカムチン注射用1.1mg
ハイスタミン注2mg
ハイフィリン注300mg「フソー」
パオスクレー内痔核内注射用250mg
パニマイシン注射液50mg
パニマイシン注射液100mg
ピシリアント注射用1g
ピシリアント注射用2g
ビタゼックス注30mg
ピノルビン注射用10mg
ピノルビン注射用20mg
フェジン静注40mg
フラグミン静注5000
フルオレサイト静注500mg
プロスコープ150注200mL
プロスコープ240注50mL
プロスコープ240注100mL
プロスコープ300注シリンジ100mL
プロスコープ300注20mL
プロスコープ300注50mL
プロスコープ300注100mL
プロスコープ370注20mL
プロスコープ370注50mL
プロスコープ370注100mL
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
ペプレオ注射用5mg
ペプレオ注射用10mg
マスブロン注1mg
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」
ミラクリッド注射液2万5千単位
ミラクリッド注射液5万単位
ミラクリッド注射液10万単位
メチルエフェドリン注40mg「フソー」
ユベラ筋注100mg
レギチーン注射液10mg
レトン筋注10単位
レプチラーゼ注1単位
レプチラーゼ注2単位
ローミス注500μg
ワカデニン注射液10mg
ワカデニン注射液20mg
ワカデニン注射液30mg
ワソラン静注5mg

50mg1瓶
100mg1瓶
5万単位1管
500mg1瓶
50単位5mL1筒
100単位10mL1筒
500単位5mL1筒
1，000単位10mL1筒
100mg1管
0.1％200mL1袋
0.3％200mL1袋
1g1瓶
10％10mL1管
6mg2mL1管
30mg10mL1管
1瓶
1.1mg1瓶
0.2％1mL1管
15％2mL1管
5％5mL1管
50mg1管
100mg1管
1g1瓶
2g1瓶
30mg1管
10mg1瓶
20mg1瓶
40mg2mL1管
5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
10％5mL1瓶
31.17％200mL1瓶
49.87％50mL1瓶
49.87％100mL1瓶
62.34％100mL1筒
62.34％20mL1瓶
62.34％50mL1瓶
62.34％100mL1瓶
76.89％20mL1瓶
76.89％50mL1瓶
76.89％100mL1瓶
0.2％2mL1管
5mg1瓶
10mg1瓶
1mg1管
100mg1瓶
25，
000単位0.5mL1管
50，
000単位1mL1管
100，
000単位2mL1管
4％1mL1管
100mg1管
1％1mL1管
10国際単位0.5mL1管
1単位1mL1管
2単位2mL1管
0.5mg1管
10mg1管
20mg1管
30mg1管
0.25％2mL1管

会

社

【外用薬】
薬価基準収載
医薬品コード
1319737Q1038
2639700N1032
2639700Q1055
2619700Q1206
1319703Q2086
2646700N1118
2646700M1120
2646700Q1041

名

明治製菓
明治製菓
エーザイ㈱
ノバルティスファーマ㈱
シオノケミカル㈱
シオノケミカル㈱
シオノケミカル㈱
シオノケミカル㈱
アイロム製薬株式会社
塩野義製薬㈱
塩野義製薬㈱
富山化学工業株式会社
大洋薬品工業㈱
丸石製薬㈱
丸石製薬㈱
日本化薬㈱
日本化薬㈱
エーザイ㈱
扶桑薬品工業㈱
鳥居薬品㈱
明治製菓
明治製菓
シオノケミカル㈱
シオノケミカル㈱
東和薬品㈱
メルシャン㈱
メルシャン㈱
日医工㈱
ファイザー㈱
日本アルコン㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
田辺製薬㈱
大洋薬品工業㈱
日本化薬㈱
日本化薬㈱
扶桑薬品工業㈱
大洋薬品工業㈱
持田製薬株式会社
持田製薬株式会社
持田製薬株式会社
扶桑薬品工業㈱
エーザイ㈱
ノバルティスファーマ㈱
東菱薬品工業㈱
東菱薬品工業㈱
東菱薬品工業㈱
東和薬品㈱
わかもと製薬㈱
わかもと製薬㈱
わかもと製薬㈱
エーザイ㈱

薬 価 ※
487
727
80
1,846
159
159
185
185
371
3,367
6,712
1,103
72
838
3,510
216
10,175
64
64
909
490
739
193
353
64
7,817
14,972
65
1,747
1,239
12,912
5,512
11,652
13,510
2,553
6,736
12,558
3,353
8,095
15,240
64
4,568
8,356
64
227
1,180
1,755
3,177
64
64
103
175
128
227
64
64
64
64
321

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

○

○

○

※診療報酬上の後発品
告

示

名

規 格 単 位
1％0.1mL1個
1％1g
1％1mL
0.1％10mL
0.02％5mL1瓶
0.1％1g
0.1％1g
0.1％1mL

アイオピジンUD点眼液1％
アクアチムクリーム1％
アクアチムローション1％
アクリノール消毒用液0.1％
「マルイシ」
アゾテシン点眼液0.02％
アフゾナクリーム0.1％
アフゾナ軟膏0.1％
アフゾナローション0.1％
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会

社

名

日本アルコン㈱
大塚製薬㈱
大塚製薬㈱
丸石製薬㈱
参天製薬株式会社
前田薬品工業株式会社
前田薬品工業株式会社
前田薬品工業株式会社

薬 価 ※
710.00
51.20
51.00
7.80
85.60
14.60
14.50
14.30

○
○
○
○

※診療報酬上の後発品
薬価基準収載
医薬品コード
2649718L1038
2499701R1060
2259701A1036
2669701N1044
2669701Q1040
1319748Q1036
2399712E1045
2399712E1053
2646722M1100
1317702Q1064
1311701Q1040
2649710M2122
2649710M1037
1319710Q2078
1317709Q1031
1329707Q2030
1319730Q1206
1329705Q1204
1319719M1046
1319708Q1090
2646713N1123
2646713Q1081
2646713M1136
1324703Q1039
2655709N1053
1319707Q2050
1319727Q1158
2659705M1032
2619716Q1177
1149701J1102
2649730M1069
2669701N1052
2669701N2040
2669701M1073
2669701M2100
2655701N1057
2655701Q1053
2290701G1039
2290701G2035
2290701G3031
2646721N1071
2646721M1068
2646721Q1051
2646732M1040
1319730Q1214
1329707Q1181
4234700M1038
1319733Q1064
1319733Q1072
1315700Q1036
1319809X2043
1319727Q1166
1313700Q3034
2659710Q1078
2659710R1049
2659710N1152
1319736Q1076
1315706Q2080
1329708Q1038
1319732Q1035

告

示

名

イサロパン外用散6％
イトレリン点鼻液0.15％
インタールカプセル外用20mg
ウレパールクリーム10％
ウレパールローション10％
エイゾプト懸濁性点眼液1％
オラドールSトローチ0.5mg
オラドールトローチ0.5mg
キンダベート軟膏0.05％
クロラムフェニコール点眼液0.5％
「ニットー」
サイクロジル点眼液1％
サトウザルベ軟膏10％
サトウザルベ軟膏20％
サンコバ点眼液0.02％
サンテマイシン点眼液0.3％
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用
セキトン点眼液0.05％
セキトン点鼻液0.055％
ゾビラックス眼軟膏3％
タチオン点眼用2％
デルモベートクリーム0.05％
デルモベートスカルプローション0.05％
デルモベート軟膏0.05％
ナーベル点鼻・点眼液0.1％
ニゾラールクリーム2％
ノイボルミチン点眼液1％
ノフロ点眼液0.3％
ハイアラージン軟膏2％
ハイジール消毒用液10％
バキソ坐剤20mg
バキソ軟膏0.5％
パスタロンクリーム10％
パスタロンクリーム20％
パスタロンソフト軟膏10％
パスタロンソフト軟膏20％
パラベールクリーム1％
パラベールローション1％
パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入
パンデルクリーム0.1％
パンデル軟膏0.1％
パンデルローション0.1％
ファルネゾンゲル1.4％
フサコール点眼液0.05％
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用
ブレオS軟膏5mg/g
ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5％
ベトプティック点眼液0.5％
マキシデックス懸濁性点眼液0.1％
ミオピン点眼液
ミタトニン点眼液0.3％
ラクリミン点眼液0.05％
ラミシール外用液1％
ラミシール外用スプレー1％
ラミシールクリーム1％
リザベン点眼液0.5％
リノロサール眼科耳鼻科用液0.1％
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用
レスキュラ点眼液0.12％

規 格 単 位
6％1g
15.75mg10mL1瓶
20mg1カプセル
10％1g
10％1g
1％1mL
0.5mg1錠
0.5mg1錠
0.05％1g
5mg1mL
1％1mL
10g
10g
0.02％5mL1瓶
3mg1mL
2.04mg4mL1瓶
3.45mg5mL1瓶
6.048mg8mL1瓶
3％1g
2％1mL
0.05％1g
0.05％1g
0.05％1g
0.1％1mL
2％1g
1％5mL1瓶
0.3％1mL
2％1g
10％10mL
20mg1個
0.5％1g
10％1g
20％1g
10％1g
20％1g
1％1g
1％1mL
11.2mg1瓶(100μg)
11.2mg1瓶(200μg)
22.4mg1瓶(200μg)
0.1％1g
0.1％1g
0.1％1mL
1.4％1g
3.45mg5mL1瓶
2.04mg4mL1瓶
5mg1g
0.5％1mL
0.5％1mL
0.1％1mL
5mL1瓶
0.3％1mL
0.05％5mL1瓶
1％1g
1％1g
1％1g
25mg5mL1瓶
0.1％1mL
0.025％15mL1瓶
0.12％1mL
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会

社

名

薬 価 ※

あすか製薬株式会社
32.80
伊藤ライフサイエンス株式会社 7,675.50
アステラス製薬㈱
50.10
㈱大塚製薬工場
8.60
㈱大塚製薬工場
8.60
日本アルコン㈱
454.60
ノバルティスファーマ㈱
6.40
ノバルティスファーマ㈱
6.40
グラクソ・スミスクライン㈱
41.70
日東メディック㈱
5.20
日本アルコン㈱
92.80
佐藤製薬株式会社
25.70
佐藤製薬株式会社
33.40
参天製薬株式会社
103.40
参天製薬株式会社
52.80
グラクソ・スミスクライン㈱ 1,084.80
キョーリンリメディオ㈱
339.40
キョーリンリメディオ㈱
366.30
グラクソ・スミスクライン㈱
696.20
アステラス製薬㈱
26.60
グラクソ・スミスクライン㈱
37.50
グラクソ・スミスクライン㈱
42.90
グラクソ・スミスクライン㈱
37.20
日東メディック㈱
4.90
ヤンセンファーマ㈱
52.70
参天製薬株式会社
93.20
萬有製薬㈱
134.60
アステラス製薬㈱
9.10
丸石製薬㈱
8.00
富山化学工業株式会社
161.00
富山化学工業株式会社
9.00
佐藤製薬株式会社
8.60
佐藤製薬株式会社
8.90
佐藤製薬株式会社
8.50
佐藤製薬株式会社
8.70
㈱大塚製薬工場
14.10
㈱大塚製薬工場
14.20
アストラゼネカ㈱
1,675.90
アストラゼネカ㈱
1,675.90
アストラゼネカ㈱
2,207.20
大正製薬㈱
37.30
大正製薬㈱
37.00
大正製薬㈱
37.20
大鵬薬品工業株式会社
23.90
メディサ新薬㈱
518.40
グラクソ・スミスクライン㈱ 1,084.80
日本化薬㈱
1,730.10
日本アルコン㈱
451.10
日本アルコン㈱
451.10
日本アルコン㈱
45.90
参天製薬株式会社
91.10
キョーリンリメディオ㈱
70.00
参天製薬株式会社
115.30
ノバルティスファーマ㈱
49.70
ノバルティスファーマ㈱
75.20
ノバルティスファーマ㈱
49.50
キッセイ薬品工業㈱
875.90
わかもと製薬㈱
28.60
ヤンセンファーマ㈱
928.20
㈱アールテック・ウエノ
467.60

○

○
○
○
○

○
○

○

○

○
○

○

薬剤師連盟のページ

決 戦 の 時 迫 る
幹事長

松下 憲明

いよいよ、第21回参議院議員通常選挙が７月に施行予定です。（国会の状況によって日程が変わる場
合もあります。
）
我々、薬局・薬剤師及び薬業関係団体におきまして、決戦の時が目前に迫っております。
来年４月には新しく「後期高齢者医療制度」が実施され、それに加え、２年に１度の診療報酬・調剤
報酬の改定が行われます。
この５月に、「後期高齢者医療の在り方に関するパブリックコメント」が厚労省より募集され、これ
らを参考にし、今後の「後期高齢者医療制度」が審議されます。
この審議の場に薬剤師が参加出来なくなるとどうなるか…我々、薬局・薬剤師及び薬業関係団体の今
後に大きく影響が出ることは言うまでもなく、更なるマイナス改定も否めません。
その壁（ストッパー）として活動しているのが薬剤師議員であり、我々の現状が分かるのも、同じ資
格を持つ者同志ではありませんか？
薬学教育６年制もスタートし、長期実習もこれから始まります。これらのカリキュラム等について、
文部科学省で色々検討されています。
厚生関係だけではなく、全てのことに対し、オールマイティー性が求められる時代になりました。
また、規制改革という名で我々の領域にいろいろな問題が加わって来ています。その一つひとつに素
早く対応し、問題解決に動いてくれるのも薬剤師議員です。
最後のお願いです。危機感を持ってこの選挙を勝ちにいきましょう！
事務連絡
広島県薬剤師連盟は、第21回参議院議員選挙におきましては、次の方を推薦しております。
比例区

藤

井

もとゆき氏（自民党・現）

地方区

溝

手

顕

正

氏（自民党・現）

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

平成18年度

広島県薬剤師連盟事業報告

平成18年度事業計画に基づいて、諸事項の推進に努めた
ところであるが、構造改革が実施されるも幾多の先行き困

なお、主な会務並びに活動状況は次のとおりである。
平成18年４月１日（土）自由民主党広島県支部連合会第45

難な問題がある。

回県連大会

特に、医療制度の改革、医薬品販売の規制改革等を抱え
ており、更に、来年４月から実施される「後期高齢者医療

８日（土）岸田文雄君を励ます会
５月17日（水）全国藤井もとゆき薬剤師後援会平

制度」についても多難であり、一層の政治力の強化、活動
を図らなければならない。

成18年度第１回役員会（東京）
〃

次に、平成19年７月に執行予定の参議院議員通常選挙に
おいて、広島県藤井基之薬剤師後援会の活動を継続的に行
う一方、再度、薬剤師議員の重要性をアピールしながら活
動を行ってきた。

自由民主党薬剤師問題議員懇談
会・日本薬剤師連盟合同懇親会
（東京）

26日（金）九州・四国ブロック（会長・幹事
長）会議（福岡）

次に、その他の諸項目については、日常の活動を通じた
事業の展開を図ったところである。

６月10日（土）広 島 県 薬 剤 師 連 盟 正 ・ 副 会 長 、
正・副幹事長会議
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10月28日（土）広 島 県 薬 剤 師 連 盟 正 ・ 副 会 長 、

６月12日（月）衆議院議員とかしきなおみ君を励
ます会（大阪）

正・副幹事長及び支部長会議

14日（水）広島県議会議員山木靖雄先生へ面会

11月25日（土）自由民主党幹事長中川秀直代議士

17日（土）日本薬剤師連盟中国ブロック協議会

を囲む会

21日（水）平成18年度第１回県薬連盟会長会

〃

広島県薬剤師連盟会長、正・副幹

議（東京）

事長会議

24日（土）宮沢洋一君を励ます会

12月７日（木）広島県薬剤師連盟協議会

〃

広島県薬剤師連盟監査会

〃

平成18年度広島県薬剤師連盟定時

〃

９日（土）日本薬剤師連盟中国ブロック協議
会（岡山）

総会

17日（日）広島県薬剤師連盟協議会

広島県藤井もとゆき薬剤師後援会

〃

打合会
27日（火）山木靖雄広島県議会議員在職20周

平成19年１月６日（土）奥原信也を囲む「新春の集い」

年を祝う会

８日（月）溝手顕正君の国務大臣就任を祝う会

７月１日（土）九州・中国・四国ブロック県薬連

12日（金）衆議院議員岸田文雄後援会新年互

合同会議（福岡）

礼会

２日（日）藤井もとゆき総決起大会（九州・

16日（火）衆議院議員増原義剛後援会平成19

中国・四国ブロック合同）
（福岡）
８日（土）中国素准会政治セミナー

年新年互礼会
〃

（麻生太郎後援会）
15日（土）衆議院議員中川秀直先生へ面会

27日（土）広島市域薬剤師連盟会議

24日（月）河井克行ゆめづくりフォーラム

２月２日（金）広島県薬剤師連盟都道府県薬剤師
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連盟役員及び事務局担当者連絡会

29日（土）自民党役員・閣僚との昼食会

議
（東京）

自民党広島政経文化パーティー

３日（土）衆議院議員平口 洋新年互礼会

８月５日（金）広 島 県 薬 剤 師 連 盟 正 ・ 副 会 長 、

９日（金）関係団体訪問（全国社会保険推進

正・副幹事長及び支部長会議

連盟広島支部）

25日（金）衆議院議員増原義剛君を励ます会

10日（土）自由民主党幹事長中川秀直代議士

26日（土）藤井もとゆき君を励ます会
（東京）

を囲む新春セミナー
21日（水）広島県議会林

９月１日（金）自民党中国ブロック大会
16日（土）日本薬剤師連盟中国ブロック協議

正夫先生、山木靖

雄先生を訪問
24日（土）山木靖雄後援会事務所開設

会（岡山）
21日（木）広 島 県 薬 剤 師 連 盟 正 ・ 副 会 長 、

25日（日）林 正夫後援会事務所開設
27日（火）広島県薬剤師連盟会長、正・副幹

正・副幹事長及び支部長会議
27日（水）日本薬剤師連盟臨時評議員会

事長会議

（東京）
27日（水）全国藤井もとゆき薬剤師後援会第
２回全体役員会（東京）
〃

窪田泰三後援会地区・世話人新年
顔合わせ会

19日（金）広島市議会議員藤田博之新年互礼会

21日（金）参議院議員溝手顕正先生来会

〃

広島市域薬剤師連盟「藤井もとゆ
き決起大会」

３月３日（土）かしむら武昭後援会事務所開き
〃

広島県薬剤師連盟役員会議

６日（火）広島県薬剤師連盟会長、正・副幹

藤井もとゆき君を励ます会
（東京）

10月11日（水）藤井もとゆき薬剤師後援会ミニ集会

事長会議
14日（水）日本薬剤師連盟定時評議員会

12日（木）藤井もとゆき全国キャラバン

（東京）

（１日目・西部）
〃

藤井もとゆき国政報告会（西部）

13日（金）藤井もとゆき全国キャラバン

〃

日本薬剤師連盟定時総会（東京）

〃

藤井もとゆき君を励ます会（東京）

23日（金）山木靖雄後援会「支援団体・世話

（２日目・東部）
〃

藤井もとゆき国政報告会（東部）

18日（水）自由民主党広島県支部連合会

30日（金）くぼた泰三出陣式

（女性部会）
〃

人会議」
25日（日）かしむら武昭後援会出陣式

平口 洋君を激励する会

23日（月）自由民主党広島県第一選挙区支部
「支部大会」
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〃

林 正夫出陣式

〃

山木靖雄出陣式

平成18年度 広島県薬剤師連盟収支決算
自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日
（収入の部）

（単位：円）

科
目
会
費
事業補助金
寄 付 金
繰 越 金
雑 収 入
合
計

予 算 額
31,012,800
1,000
1,193,400
4,728,221
64,579
37,000,000

決 算 額
30,175,600
3,049,000
1,175,200
4,728,221
4805
39,132,826

科
目
事 業 費
会 議 費
事務所費
日薬連会費
支部経費

予 算 額
4,000,000
2,100,000
1,500,000
16,064,000
3,101,280

決 算 額
6,891,843
2,346,715
1,273,438
16,064,000
3,017,560

寄 付 金

6,600,000

4,900,000

事務委託金
雑
費
予 備 費
支出合計
収支差額
合
計

3,500,000
134,720
200,000
37,000,000
−
37,000,000

3,500,000
28,620
0
38,022,176
1,110,650
39,132,826

附

記

未収金額837,200−
自由民主党県連合会
前年度繰越金
預金利息

（支出の部）

次年度繰越金

附
記
組織活動、渉外費等
総会、役員会議等
通信運搬費、印刷製本費、消耗品費等
日本薬剤師連盟会費
山木靖雄後援会
自由民主党広島県薬剤師支部
参議院議員常田享詳後援会
広島県薬剤師会へ事務委託

300,000−
4,000,000−
600,000−

￥ 1,110,650−

平成18年度 自由民主党広島県薬剤師支部収支決算
自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日
（収入の部）
科

（単位：円）
目

金

額

寄 付 金

4,050,400

広島県薬剤師連盟より
日本薬剤師連盟より

助 成 金
雑 収 入
繰 越 金
合
計

0
1,266
1,889,173
5,940,839

受取利息
前年度繰越金

附
4,000,000−
50,400−

記

附

記

（支出の部）
科
目
党
費
寄 付 金
事 業 費
事務所費
支出合計
収支差額
合
計

金

額
3,616,000
0
60,000
525
3,676,525
2,264,314
5,940,839

自由民主党々費
財団法人 国民政治協会会費

次年度繰越金

−13−

平成18年度 広島県藤井基之薬剤師後援会収支決算
自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日
（収入の部）

（単位：円）

科
目
寄 付 金
雑 収 入
繰 越 金
合
計

金

額
0
1,599
2,887,234
2,888,833

附

記

附

記

預金利息

（支出の部）
科
目
寄 付 金
事 業 費
事務所費
支出合計
収支差額
合
計

金

額
0
0
0
0
2,888,833
2,888,833

次年度繰越金

財 産 目 録
（平成19年３月31日）
（単位：円）
１．広島県薬剤師連盟
（１）普通預金
広 島 銀 行 三川町支店
もみじ銀行 昭和町支店
郵便貯金 通常貯金
合
計
（２）財政準備積立金（別口）
広 島 銀 行 三川町支店
もみじ銀行 昭和町支店
合
計

727,926−
282,703−
100,021−
1,110,650−

２．自由民主党広島県薬剤師支部
普通預金
広 島 銀 行 三川町支店

2,264,314−

３．広島県藤井基之薬剤師後援会
普通預金
広 島 銀 行 三川町支店

2,888,833−

21,016,351−
18,000,116−
39,016,467−

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

平成19年度

広島県薬剤師連盟事業計画

日本薬剤師連盟は、平成19年７月執行予定の参議院議員

１．恒常的政治活動

通常選挙の比例区における組織統一候補として、藤井基之
現参議院議員を決定している。

１）激変する政治情勢に対応し、我々の政治的課題を達
成するために、日本薬剤師連盟、各支部との連携、

我々は、これを受け、今年度前半は、藤井基之氏を全面
的に支援し、全力で取り組む必要がある。

協力と役割分担による適切な政治活動を積極的に展
開する。

藤井基之参議院議員の再選なくして、来年４月から導入

２）薬剤師の活動を積極的に支援するために、自由民主

される「後期高齢者医療制度」の創設に対する我々の要望

党国会議員で組織する薬剤師問題議員懇談会と緊密

は反映されない。

な連携をとり活動する。

この前半の活動結果の如何により、後半の制度改革は大

３）地元選出の国会議員との連絡を図り、薬剤師の抱え

きな影響を受け、平成20年４月に実施される診療報酬・調

る問題、本連盟の主張について理解を深めるよう努

剤報酬及び薬価改定においては、予期せぬ事態が起き得る
ことも想像に難くない。

力する。
４）藤井基之薬剤師後援会と常に密接な連絡、協調を保

以上の基本認識に立ち、今年度は次の事業を実施する。
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ち、積極的に支援する。

５）その他、本連盟の友好団体等との日頃からの交流活

は、それぞれの選挙区において県薬連会員との連携

動を継続して行う。

を強化し、その活動を支援する。
３）地方自治体首長並びに議員選挙

２．各種選挙対策

各支部との連携のもと薬剤師会員の首長並びに議員

１）参議院議員選挙

候補予定者の把握に努め、関係支部組織と連携・協

①平成19年７月に執行予定の参議院議員通常選挙比例

力して勢力の拡大を目指す。

代表区選挙においては藤井基之氏を組織の統一候補
３．組織の強化・拡充

として、強力な支援体制を確立し、講演会活動を積
極的に展開する。

１）活動する政治体制に適切に即応し、常に薬剤師職能

②自由民主党薬剤師問題議員懇談会加入議員に対して

を発揮させる組織作りを強化する。

は、県薬連盟会員との連携を強化し、その活動を支

２）各種選挙に対し組織作りを強化し、広報活動等を通

援する。

じて会員の政治意識の高揚を図る。

③薬剤師問題に理解を示し、本連盟と連携して政策に
４．広報活動について

反映しようとする候補者に対しては、日薬連と協力
して、可能な限り活動を支援する。

各支部と連携のもとに各種情報の把握と伝達に務め

２）衆議院議員選挙

る。また、会誌等を通じて会員に情報を随時伝達する。

①衆議院議員選挙が実施される場合には、選挙対策本
５．その他

部を設置するとともに、地方組織の活動を支援し、
積極的に対応する。

本連盟の目的達成のため、必要な事業を推進する。

②自由民主党薬剤師問題議員懇談会加入議員に対して

平成19年度 広島県薬剤師連盟収入支出予算
自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日
（収入の部）
科

（単位：円）
本年度予算額

前年度予算額

費

31,225,600

31,012,800

212,800

事業補助金
寄 付 金
繰入金収入
繰 越 金
雑 収 入
収入合計

1,000
1,175,200
7,000,000
1,110,650
87,550
40,600,000

1,000
1,193,400
0
4,728,221
64,579
37,000,000

0
△18,200
7,000,000
△3,617,571
22,971
3,600,000

科
目
事 業 費
会 議 費
事務所費
日薬連会費
支部経費

本年度予算額
4,000,000
2,100,000
1,500,000
16,230,400
3,122,560

前年度予算額
4,000,000
2,100,000
1,500,000
16,064,000
3,101,280

寄 付 金

6,600,000

6,600,000

0

事務委託金
雑
費
予 備 費
支出合計

6,000,000
547,040
500,000
40,600,000

3,500,000
33,920
100,000
37,000,000

2,500,000
513,120
400,000
3,600,000

会

目

増

減

附
記
@16,000×1,576人=25,216,000−
@ 4,800×1,252人= 6,009,600−
自由民主党広島県連合会より
財政準備積立金より
前年度繰越金
預金利息等

（支出の部）
増

減
0
0
0
165,600
21,280
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附
記
組織活動費・渉外費
総会・役員会・その他
旅費･通信運搬費･消耗品費･印刷製本費
日本薬剤師連盟会費
自由民主党広島県薬剤師支部
参議院議員常田享詳後援会
藤井もとゆき薬剤師後援会
広島県薬剤師会へ事務委託
振込手数料等

4,000,000−
600,000−
2,000,000−

投票日前でも投票できます
第21回 参議院議員選挙
◆期日前投票が、簡単に出来ます。
◎期 間：告示日の後日〜投票日の前日まで
（土日・祝祭日も可能）
◎時 間：午前8時30分〜午後8時
◎場 所：住所地の区役所及び出張所

自分の住所地で投票

◆理由：特に理由がなくても投票できます。
◆窓口での手順【何も無くても投票出来ます！】
①指定用紙に、氏名、生年月日、住所を書く。
（印鑑は不要です）
②・「投票用入場券」を持っていれば、提出。
・ない場合は「運転免許証」など、「身分を証明で
きるもの」を提示する。
・何もない場合は、口頭での聞き取りがあります。
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日薬定款変更に係る書面表決のお願い
平成19年６月
日本薬剤師会

日薬では、８月の通常総会において日薬定款の一部変更を予定
しています。定款変更概要は、日本薬剤師会雑誌６月号に掲載し
ておりますが、主な変更事項は以下のとおりですので、ご賛同下
さるようお願いいたします。
今回の定款変更は、会員の過半数が出席（書面表決）した総会
でないと議決できません。書面表決書（日薬雑誌６月号巻末綴込
み）にて必ずご返信下さい。

１ 正会員の表決権は（総会の）代議員をもって行使するこ
とになります。

２ 現行日薬定款では規定されていない総会の定足数・議決
数等を明文化します。

３ これまで日薬代議員会にて議決又は承認を得ていた役員
選任や決算等の重要事項は、総会において行います。
（イメージとしては現在の代議員会が総会として機能す
ることになります。
）
（書面表決書を返信済みの会員は再提出不要です。
）

