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表紙写真 ヒガンバナ（ヒガンバナ科）
民間薬として鱗根をすりつぶし足の裏に貼ることで膝の痛みや腫
れを治すと言われてきました。地方によってはトウゴマやメリケン
粉を混ぜて使用します。毒性が強く薄い皮膚に着くと水ぶくれにな
ります。内服は厳禁です。水田の畦に多く見られますがモグラが
嫌って穴を作らないからと言う人もいます。
写真解説：吉本 悟先生（安芸支部）
撮影場所：白木町
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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第29回広島県薬剤師会学術大会に参加を
広島県薬剤師会では、第29回の学術大会を「もっと、薬剤師」をテーマとし下記要領にて開催いたします。
今回は特に、学生実習受け入れの11週スケジュール作成ワークショップの成果をポスター発表するこ
ととしました。お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
記

至八丁堀

日
時：平成20年11月16日（日）10：00〜
会
場：広島市中区富士見町11-42 広島県薬剤師會館
参
加
費：予約 2,000円 当日 3,000円 学生
（社会人を除く）は無料
※参加申し込みは、綴じ込みの振替用紙
至平和公園
をご利用ください。
バス停
富士見町
（予約登録の締め切りは11月6日（木）
です。
）
県薬事務局でも受け付けております。
バス停
中保健所前
※なお、日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度・
実施要領により、当大会参加者には４単位の受講シー
ルを申請中です。

バス停

田中町
100m道路

東警察署
中保健所

広島県薬剤師會館（2Ｆ）

（社）広島県薬剤師会
http://www.hiroyaku.or.jp/
yakujimu@hiroyaku.or.jp

プ ロ グ ラ ム
受 付 開 始 ９：30（受付は１階です）
開 会 の 辞 10：00
会 長 挨 拶
薬剤師綱領唱和
口 頭 発 表 10：10〜

駅
島
広
至
至比治山

（敬称略）

司 会
副会長
会 長
座 長

藤 山 り さ
松 下 憲 明
前 田 泰 則
村 上 信 行

１．
「薬局実務実習受け入れ実行委員会報告」
広島県薬剤師会薬局実習受け入れ実行委員会

谷 川 正 之

２．
「早期体験学習を終えて
〜学生のモチベーションの変化に関する考察〜」
広島国際大学

服 部 吉 孝

３．
「お薬手帳の持参率アップを目指して」
〜後期高齢者への啓発〜

永 冨 祐里子

安佐支部

４．
「2008年４月の処方せん様式変更に伴う当薬局の状況と取り組み」
安芸支部

座 長

原 島 雅 巳

平 井 紀美恵

５．
「VAN発注端末とレセコン内蔵型在庫システムの連動による
受入伝票入力の省力化について」
廿日市支部

宮 崎 忠 彦

６．
「地域における薬局間薬品譲渡支援システムの構築」
東広島支部

合 原 憲 太

７．
「ウィキソフトを利用した情報共有システムの構築
―薬剤師ノートの紹介―」
広島佐伯支部

荒 川 隆 之
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８．
「患者への情報提供を目的とした注射ラベルへの薬効記載」
広島佐伯支部

座

長

秋 本

伸

木 平 健 治

９．
「薬剤師に期待されるメタボリックシンドローム予防健康教育」
三原支部

山 本 ソノエ

10．
「前立腺癌（多発骨転移）症例における
在宅緩和ケアチームの一員としての薬剤師のかかわり」
東広島支部

越 智 祥 浩

11．
「アリピプラゾールの臨床と服薬指導について」
東広島支部

谷 川 清 澄

福山支部

波多江 智 美

13．
「ポビドンヨードの殺菌作用に及ぼす清涼飲料水の影響」
呉支部

田 山 剛 崇

12．
「低カルニチン血症時のバルプロ酸の体内動態」

昼

食

ポ ス タ ー 発 表 12：20〜14：00

テーマ 「学習目標・学習方略に沿ったスケジュールを組んでみました」
第１期（５/17〜 ７/31 ）の１薬局完結型６日間
第２期（９/ 〃〜11/19 ） の地域完結型６日間
第２期（９/ ６〜11/19 ）の１薬局完結型５日間
第２期（９/ 〃〜11/19 ）の１薬局完結型６日間
第３期（１/11〜 ３/25 ）の１薬局完結型５日間
第２期（９/ 〃〜11/19 ） の地域完結型６日間

シンポジウム

松
乗
藤
三
大
川

岡
越
山
浦
塚
崎

志
典
り
常
茂
一

保
子
さ
代
雄
仁

14：00〜16：30

テーマ 「緩和ケアについて」〜薬剤師に期待すること出来ること〜
座 長

鉄穴口 麻里子
豊 見 雅 文

基 調 講 演
「緩和ケアにおける薬剤師の役割り 」〜緩和ケア医の立場から〜
広島県緩和ケア支援センターセンター長
本 家 好 文 先生

講

演
「在宅緩和ケアにおいて薬剤師の専門性に期待すること」
〜訪問看護師の立場から〜
広島県緩和ケア支援センター緩和ケア支援室長
名 越 静 香 先生
「緩和ケアについて」 〜 今、病院薬剤師としてできること〜
マツダ病院
谷 口 晶 子 先生
「在宅における医療用麻薬の適正な施用推進と濫用防止対策に関する一考察」
広島県健康福祉局保健医療部薬務課
松 岡 俊 彦 先生
「在宅緩和ケアチームの一員としての薬剤師の係わり」
セルム薬局

討
閉

松 森 隆 志 先生

論
会

副会長

大 塚 幸 三
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第25回 広島県薬事衛生大会開催のご案内
１ 大会の主旨
県民の生命と健康の保持に密接にかかわって
いる薬事関係者が一堂に会し、薬事衛生大会を
開催し、県民の健康増進と薬事衛生の向上に貢
献した薬事功労者等の表彰を行うとともに、互
いの研鑽に努め、薬事衛生思想の普及を図り、
もって県民の保健衛生の向上、並びに医薬品関
連産業の振興に寄与するものである。

大

会

次

第

＜第１部＞
開
会
14：00
挨

拶

広島県薬事衛生大会大会長

広島県知事表彰
２ 日時 平成20年12月４日（木）
14時00分〜16時30分

叙位・叙勲・褒章・各大臣表彰受賞者披露

３ 場所 広島市中区富士見町11−６
エソール広島 ２階多目的ホール

祝

４ 主催 第25回広島県薬事衛生大会実行委員会
５ 共催 社団法人広島県薬剤師会
社団法人広島県医薬品登録販売者協会
広島県医薬品卸協同組合
広島県薬剤師国民健康保険組合
広島県製薬協会
広島県配置医薬品連合会
広島県麻薬協会

広島県知事
広島県議会議長
広島県市長会会長
広島県町村会会長
広島県医師会会長

来賓並びに招待者紹介
祝電披露
謝
辞
大会宣言
閉
会
＜第２部＞
特別講演
15：00〜16：30

６ 後援 広島県
広島県市長会
広島県町村会
社団法人広島県医師会
社団法人広島県歯科医師会
社団法人広島県看護協会
７ 参加予定人員

辞

演 題 『最近の産婦人科医療について』
講師 広島市立広島市民病院 産婦人科部長
野 間

純 先生

約200名

至八丁堀
至平和公園

バス停

田中町
100m道路

駅
島
広
至
至比治山

バス停

富士見町
薬剤師會館
東警察署
中保健所
バス停

中保健所前

エソール広島
広島市中区富士見町11−6
（広島県薬剤師會館となり）

薬 祖 神 大 祭
日 時：平成20年12月４日（木）
午後５時
場 所：広島県薬剤師會館
会 費：1,000円

fffffffffffffff

県内薬事関係団体構成員等

fffffffffffffff

fffffffffffffffffffff

８ 参加者範囲

fffffffffffffffffffff
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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
平成20年度

日 時：平成20年8月21日（木）
場 所：広島市東区民文化センター
調剤録の整備、疑義照会、備考欄。「不適切な処

報 告 Ⅰ
副会長

方例」においては規格単位・用法用量の記載不備、

村上 信行

適応外処方、食前服用の承認薬の食後処方等の承
認外の用法、重複投与の疑い、禁忌例への処方、

８月21日（木）に東区民文化センターで例年の

倍量処方、ビタミン剤などの漫然長期処方、検査

集団指導が実施されました。この指導は平成19年

に関わる処方。調剤報酬点数表に関する掲示にお

度に新規指定保険薬局と新規登録保険薬剤師を対

いてその不備によるクレームが多数寄せられてい

象として広島社会保険事務局が開催するもので

ることを強く懸念され「掲示義務」の徹底を要請

す。私はどちらかというと「来賓」扱いで開始時

されました。調剤報酬の算定に関する質疑も多く

挨拶と次第終了後に「薬剤師会からの連絡事項」

寄せられるがすべからく「報酬は患者さんのため」

として少しお話させていただきました。

であることの認識を持っていただきたいと強調さ

平成19年度新規指定薬局は77薬局。新規登録保

れました。薬局従事者全員を対象とした研修の必

険薬剤師は215名。昨年度欠席６薬局と保険薬剤

要性やその計画書や実施状況の把握にも言及さ

師28名を合わせまして対象述べ総数は326となっ

れ、電子薬歴の運用規程を「操作マニュアル」と

ていました。当日出席は216名と少なめでしたが

混同されてることや、修正の記録の不備も指摘さ

薬局と新規登録を兼ねた方もおられたかと思いま

れました。

す。また意外と病院勤務薬剤師の保険薬剤師登録
も多く内容的にかなり保険薬局中心でしたのでお
疲れになったかもしれません。

保険薬局関連指導・事務は10月より中国四国厚
生局に移管されますが、薬事関連は今年度より
「薬務室」から「薬務課」に名称変更となってい

司会進行の県医療保険課井上義文氏からの挨拶

ます。その紹介の後、石部専門員よりガイドライ

に始まり社保事務局保険課の前田俊武医療管理官

ンの説明がありました。薬局業務の法規制はない

と私の挨拶の後、「療養担当規則」などの法的部

が遵守すべき事項を縷々説明いただき、薬剤師会

分について織田洋造調査業務指導官、「保険調剤

における要指導事項にも触れられました。私から

について」山田從麿保険指導薬剤師、「薬局業務

は「連絡事項」として「施設基準と認定基準の相

運営ガイドラインについて」県薬務課の石部敦子

違」
「介護保険と医療保険」「各種変更・異動届の

専門員からそれぞれ指導がありました。

薬事関連と療養関連双方への徹底・県薬ホーム

織田指導官からわが国の医療保険制度は「国民

ページへの書式掲載」そして報酬算定における質

皆保険」「現物給付」「フリーアクセス」の３本柱

問は「まず薬剤師会に」とお願いいたしました。

で成り立っていること。その中で保険調剤とは、

10月より中国四国が一局に集中することから各

「保険者と保険薬局との契約」「契約調剤」である

県における解釈の相違は早晩解消されると思いま

ことを強調されました。したがって保険薬局およ

すがしばらくの事務処理は各県支所単位で継続さ

び保険薬剤師は保険制度に規定されているルール

れると思います。

を「熟知」していることが前提となります。それ

当日、自動車での接触事故を起こし、あわや遅

に伴い山田指導薬剤師から個別事案を例にお話が

刻のところを駆けつけましたが終盤まで汗だくで

ありました。

雛段に座っていました。

「処方せんの受付・確認」においては使用期間、
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康福祉局、広島県薬剤師会の方が話されましたが、
内容は、療養担当規則や、薬局業務運営ガイドラ

報 告 Ⅱ
東広島支部

松井 聡政

平成20年８月21日に、東区民文化センターにて、

インの話で、厳しいものではなく、私たちが毎日
行っている業務の確認と指導で、薬局と薬剤師の
役割を改めて勉強しました。全部の指導を理解し

広島県との共同による保険薬局及び保険薬剤師の

て帰らないといけないのですが、一番印象に残っ

集団指導が実施され、私は昨年開局したので出席

ている指導は、保険課の先生のお話で、 患者の

してきました。

顔のみえる薬歴簿にするように

というお話で、

会場に入ると、出席者は私みたいな中年ばかり

私も毎日何十人もの薬歴を書いているが、はたし

かと思ったら、若い方ばかりでびっくりしました。

てできているか？思っているほどできていないと

今回の集団指導は、昨年度に開局した管理薬剤師

感じました。薬剤服用歴管理指導料の算定におい

と、今年４月に保険薬剤師に登録された方が出席

て、薬歴簿の書き方について、いろいろと迷われ

しているみたいで、圧倒的に新人薬剤師が多く、

ている先生方も多いと思いますが、今回の指導で

自分が薬剤師になって直ぐのときに、このような

少し理解したような気がしました。

集団指導に呼ばれたことを、少しなつかしく思い
出しました。

２時間ほどの指導でしたが、改めて学んだ点も
多く、何年かに一度は、このような指導をうける

指導は、広島社会保険事務局保険課、広島県健

のも良いと思いました。

高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修会
安芸支部

小川 暢恵

日 時：平成20年9月28日（日）
場 所：広島県薬剤師會館
９月28日に広島県薬剤師會館で行われた「高度

・営業所の従業者の教育訓練の実施状況

管理医療機器等の販売業等に係る継続研修会」に

の記載が義務づけられていることまでは知りませ

参加させていただきました。

んでした。

平成18年度より毎年度継続研修の受講が義務づ

帳簿の記載項目には「従業者の教育訓練の実施

けとなりましたが、以前の勤務先には高度管理医

状況」とありますが、やはり研修を受講した者だ

療機器の取り扱いがなく、今回初めての参加とな

けでなく、薬局スタッフ全員がその内容を把握し

り、ほとんどが初めて聞くことばかりで大変勉強

ておくことが大切だと思います。

になりました。

早速、翌日にこの研修会の内容をスタッフへ報

特に、帳簿の記入に関してですが、

告しましたが、またスタッフの異動などがあった

・営業管理者の継続的研修の受講状況

際には、この高度管理医療機器等の販売に関する

・営業所における品質確保の実施状況

薬局内での研修も忘れずに行っていきたいと思い

・苦情処理、回収処理、その他の不良品の処理

ます。

状況
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日本薬剤師会通常総会
日本薬剤師会代議員

青野 拓郎

日 時：平成20年8月23日(土）
・24日(日）
場 所：東京 虎ノ門パストラル
児玉会長のもと新執行部になって初めての総会
に代議員150名が出席し開催されました。
土屋副会長の開会の辞の後、正副議長の選出が
行われ、議長に内藤秀穂氏（福井県）、副議長に
小野春夫氏（福岡県）が決まりました。
議事日程の説明の後、児玉会長の会長演述があ
りました。「薬剤師職能の確立を通じて国民の医
療の質の向上を目指そう」という趣旨のお話でし
た。その後、報告１件、議案３件について各担当
役員より説明がありました。
昼からは、ブロック代表質問が始まりました。
第一類医薬品を販売する店舗等の管理者に関して
薬剤師が原則とされながら、一定の条件のもとに
登録販売業者を管理者にすることができるとされ
たことに関して厳しい質問が出されました。
また認定実務実習指導薬剤師の養成について厚
生労働省からの補助金が今年度で終了となるが、
来年度からはどのようにするのか等の質問があり
ました。また、ワークショップへの参加について
会員が時間と労力をかなり費やしていることにつ
いて検討して欲しいという要望もありました。

医療薬学

中国ブロックの津戸富太郎代議員（島根県）か
ら「家賃問題が発端で渋谷の長井記念館から四谷
に移転したわけだが、実際、どの程度安くなった
のか？自前の会館建設の考えはないのか？」とい
う質問がありました。日薬及び関係団体で年間１
億円程度の家賃を払っていることがわかり、他県
の日薬代議員からも会館建設の検討を速やかにす
べきとの意見がでました。
別の代議員からレセプトオンライン請求ができ
ない事を理由に保険薬局を辞退したり、薬局を廃
業しようとする会員がいることについて質問があ
りました。日薬としては、レセプトを電子的に請
求することは認めているが、オンライン請求の義
務化について必ずしも賛成していないと回答があ
りました。
２日目は、午前中ブロック代表質問がありまし
た。昼からは、決算委員会と協議会が同時進行で
開催された後、採決があり理事者提案のとおり議
決されました。
最後に前田副会長より閉会の辞が述べられて２
日間の全日程が終了しました。

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は73ページ
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平成20年度 第１回

日本学校薬剤師会全国代表者連絡協議会
日学薬ブロック理事

豊見 雅文

日 時：平成20年9月10日（水）10：30〜
場 所：東京・日本薬剤師会
日本学校薬剤師会（以下日学薬）は、昨年千代
田区岩本町に事務局を移したが、田中俊昭新会長
の就任を期に、元々事務局があった四谷に事務局
を戻した。日薬事務局が入っている富士・国保連
ビルの８階である。そして、今回その８階日薬会
議室で午前と午後にそれぞれ日学薬と日薬学薬部
会の会議が開催された。
午前10時30分からの日学薬の会議は各県の学校
薬剤師会代表者（会長）が参加する会議である。
日学薬の新執行部から会長、副会長３名、常務理
事７名、ブロック理事10名、監事２名、常任顧問
（永野孝夫先生）１名、各県から県学薬代表者45
名が参加した。
田中会長の挨拶、続いて来賓の前田泰則日薬学
薬部会担当副会長の挨拶で会議は始まった。
新執行部基本方針・発足以降これまでの進捗状
況の説明を豊田良夫副会長が行った。
５つの基本方針
１．日薬との連携強化…組織交流、日薬雑誌
への記事掲載（年４回程度）など
２．会務運営の正常化…業務分担、会計執行
の明確化と、正副会長会の会務把握
３．定款、規約等の見直し…本年度内に特別
委員会を設置して検討に入る
４．地方組織との連携支援…情報伝達の効率
化・会長会の実施など
５．社会から見える「学校薬剤師」活動の推
進…地域学校薬剤師会の支援

平成20年度 第１回

新執行部が、日薬とのこじれた関係を正常化し、
組織強化を図っていこうとする姿勢が良く表わさ
れていた。
続いて田中会長による「くすりの正しい使い方」
のスライドを使った授業のデモンストレーション
が行われた。このパワーポイントファイルは日薬
のホームページで手に入れることができる。続い
て小川副会長による学校保健法改正についての説
明が行われた。
その後の質疑応答においても、話題の中心は日
薬と日学薬の関係、あるいは県薬と県学薬の関係
である。県によっては完全に組織が二分されてい
るところもあるようである。病院勤務薬剤師、現
役を引退された薬剤師など、県薬会員以外の学校
薬剤師も多い現状で、組織の強化は困難もあるが、
日学薬は日薬と協調して、学校薬剤師の職能の充
実を図っていかなくてはならないというのが、日
学薬の一貫したスタンスである。
平井副会長の報告にあるように、午後１時30分
からは日薬の全国学校薬剤師担当者会議が開催さ
れた。広島県薬からは 平井副会長と大塚副会長
が出席され、結局広島県からは午前の部から参加
している前田会長、永野県学薬会長、私を含め５
人が参加することになった。日学薬と日薬が同じ
場所で同じ日に参加者もほぼ重なる会議を開くと
いう初めての試みであったが、学校薬剤師活動に
とって実りの多い会議であったと思う。

日本薬剤師会全国学校薬剤師担当者会議
副会長

平井 紀美恵

日 時：平成20年9月10日（水）13：30〜16：30
場 所：東京・日本薬剤師会
対象者：47都道府県学校薬剤師（部）会担当者
上記会議に、大塚幸三副会長と共に出席いたし
ました。

開会にあたり、児玉孝日本薬剤師会会長と田中
俊昭学校薬剤師部会部会長（日本学校薬剤師会会
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長）の主催者挨拶があり、講演と部会報告の後、
前田泰則日本薬剤師会副会長の挨拶で閉会いたし
ました。

する為、薬物を利用すること。
薬剤師はドーピングが薬物乱用であること
を認識し、薬の適正使用指導の一環として…
「うっかりドーピング」

⎫
⎪
⎭

［Ⅰ］講演
１．
「学校環境衛生の現状と課題」
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

例１ かぜ薬（メチルエフェドリン）
例２ 漢方薬（麻黄）

など、
ドーピング防止に職能を活かしてほしい。

北垣 邦彦
※学校薬剤師の法律上の位置づけは学校保健法

［Ⅱ］事業計画

第25条（昭和33年制定）であり、学校における

日本薬剤師会学校薬剤師部会部会長

○保健管理に関し指導

田中 俊昭

○保健計画の立案に参与

１．全国学校薬剤師担当者会議（２）開催

○環境衛生検査に従事、助言

２．各都道府県学校薬剤師組織との連携・強化

⎫
⎪
⎪
⎭

が職務となっている。

３．薬教育活動支援の為の研修会・教材や資材

これらについての現状は−−
−
−
−

の配付

醫環境衛生検査が完全に実施されてい
ない。

４．実務実習への協力並びに学校薬剤師業務へ
の理解

釋学校保健に関する学校内の体制・連
携が充実されていない。

５．第41回日本薬剤師会学術大会への支援
６．平成20年度学校環境衛生・薬事衛生研究協

釐学校薬剤師の配置状況について、国
公立校は先ず良いが、私立校の配置
状況は低い。

議会の開催
７．第58回全国学校薬剤師大会（日本薬剤師会
後援）

釖都道府県の教育委員会は「学校保健
技師（医師・歯科医師・薬剤師・保
健師）」が配置されているのは26府県
しかない。

最後に、会議冒頭の主催者挨拶の要旨を記し
ます。
◎日本薬剤師会

児玉 孝 会長

このような現状から、学校保健法等の一部

今年度、日本薬剤師会、日本学校薬剤師会共

を改正し、法律名を「学校保健法」から「学

に役員改選があり、これを機に日薬と日学薬と

校保健安全法（平成20年６月18日公布、平成

が連携して、共に活動しながら、公益法人化を

21年４月１日施行）」が改正されたことによ

前に薬剤師全員で取り組んでいきたい。

り、学校における教育活動が安全な環境にお

「学校薬剤師の活動は重要であること」

いて実施され、学校教育の円滑な実施と成果

「学校薬剤師の役割りは何であるか」

の獲得に資することが出来ることとなる。ま
た、学校の環境は日々変化するものであるか
ら、現行の「学校環境衛生の基準」（平成４
年）の内容を踏まえて実情に対応し得るもの

を問いながら方向性を見い出したい。
今回、日学薬の田中会長に日薬の学薬部会長
をお願いした。
◎日本薬剤師会学校薬剤師部会

を告示として制定すべく予定している。

田中 俊昭 部会長
薬剤師の数ある仕事の中の一つが学校薬剤師

２．
「薬剤師の職能を活かしたドーピング防止活
動に向けて」

である。
日学薬の活動、日薬学薬部会の活動について

日本アンチ・ドーピング機構学術部会
矢地 孝
※ドーピングの定義は−−
−
−
−
競技において筋肉を増強し、勝つ力を増強

は両面あって良いと思う。
いずれにしても、学校薬剤師の活動を活発に
してほしい。
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広島大学薬学部・学部生
および大学院生全員を対象とした就職説明会
日 時：平成20年9月11日（木）〜13日（土）
場 所：広島大学
とって必要不可欠な能力であるといえます。これ

報 告 Ⅰ

まで高校入試、大学入試と、自分の知識を「テス
医学部総合薬学科４年

田村 知子

９月11日〜13日の３日間、広島

ト用紙」に向けてきた私達であっても、社会人に
なるまでにその対象を「テスト用紙」から「ひと」

大学霞キャンパスの広仁会館と薬

まで広げなければならないのです。また、対象が

学棟にて就職説明会が開催されま

「ひと」
（患者さん）となった場合には、十分な知

した。この会は、学生の就職活動

識はもちろん必要なうえ、その知識を応用する能

をサポートし将来への意識を高めるという目的

力や判断力、コミュニケーション能力や相手の気

で、一昨年から催されています。薬学部生に限ら

持ちを理解する思いやりを持つことまで求められ

ず、他学部学生、院生も含めた多くの学生が参加

ると思います。

し、28社の製薬会社、10社の薬局・病院の方々か

そういった能力を磨くため今後の学生生活をど

ら現場の「生の声」を聞く貴重な機会となりまし

う過ごすべきか、学生一人ひとりが自らの将来像

た。全体での講演会と各ブースでの小説明会とに

を考えるうえで、この就職説明会はよい刺激にな

分かれており、最終日の講演会では広島県病院薬

り、有意義な３日間となりました。

剤師会会長の木平健治先生、広島市立安佐市民病
院薬剤部の小笠原康雄先生、広島県薬剤師会専務
理事・日本薬剤師会理事の豊見雅文先生のお話を
聞かせていただきました。また、前年までの就職

報 告 Ⅱ
医歯薬学総合研究科修士１年

松永 純子

説明会でのアンケートで多かった要望に応えて今
年はブース訪問の時間を多くとる形式となり、学

９月11日から13日の３日間、広

生が自主的にブースを訪問し個別的・直接的に説

島大学霞キャンパスで、広島大学

明を受け、質問できるようになりました。

薬学部就職説明会「自分の将来を

私がこの就職説明会の中で最も印象に残ったの

見つけよう! 2008」が開催されまし

は、「面接官は君達のことを全く知らない。だか

た。この就職説明会は、薬学部の学生・大学院生

ら、君達が考えていることは君達自身が伝えなけ

だけでなく、他学部学生・大学院生も対象として

ればならない。」という言葉でした。この言葉自

おり、「就職活動の場」であると同時に、薬学の

体は就職活動についてのものであっても、「面接

職業や業界の変動を理解し、将来の自分の職業に

官」の部分を「患者さん」
「先生」
「上司」
「同僚」

ついて考える機会でもあります。第３回目を迎え

…と置き換えると、相手の言葉の意図を理解した

た今年は、製薬会社や薬局・病院など全42団体が

うえで自分の考えを的確に伝えるということは、

参加し、とても充実した説明会となりました。

就職活動のみならず、薬剤師をはじめ社会人に

私は、第１回目から毎年この就職説明会に参加
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しています。学部生のときは、就職説明会を通じ

けでなく、自分から「何をしたいのか、どんな薬

て、薬局や病院だけでなく製薬企業や医薬品卸会

を作りたいのか」という思いを相手に伝えること

社など幅広いフィールドで薬剤師が活躍している

も必要だと感じました。

ことを知り、将来の進路の幅が広がりました。ま

説明会でとても印象的だったのは、富山化学工

た、様々な分野の方々から職業の重要性や役割、

業㈱の方の「人材（やる気はあるが仕事はできな

やりがいについてのお話を聞き、自分がどのよう

い）を人財（仕事ができてやる気がある）に変え

な職業につきたいかを考える機会になりました。

るのが会社。やる気や熱意がない人は能力があっ

大学院生になった今年は、「就職活動」として

ても人罪になる」という言葉でした。１つの「化

この説明会に参加しました。「将来は製薬会社で

合物」が「薬」になるまでに、長い年月と多くの

薬の研究・開発をしたい」と目標が明確に決まっ

人の協力が必要です。研究者としての技術や考え

ていたので、あらかじめ気になる企業についてリ

を習得し、お互いに協力しながら研究・開発を進

サーチし、説明会ではより具体的なお話を聞くこ

めていく上で、いかにモチベーションを高く持つ

とができました。各企業が特に重点をおいている

ことが重要であるかを教えられました。

疾患や強み、将来の方向性などの質問を直接伺い、

そしてこれは、製薬会社に限らず、大学院での

特徴や魅力を知ることで、自分の将来の夢をかな

研究においても同じことが言えると思います。研

えることができる会社や個性を発揮できる会社に

究テーマについて、人からの指示を待つのでなく、

出会うことができました。

どうアプローチしていくか自ら考え、その上で

また、この就職説明会で、製薬会社の選考時期
が大きく変わることを知りました。例年、製薬会
社の就職活動は、修士１年目（学部３年次）の10

チームと話し合いながら研究を進めていくこと
が、次のステップにつながります。
この就職説明会を通じて、自分の将来を見つめ、

月から本格的にスタートし、早い企業では年内に

大学院生として一人の研究者として医療に貢献す

内定が出るという日程で行われています。しかし

るという意識と、大学院を充実した濃い２年間に

今年は、日本経済団体連合会から、 採用選考に

したいと再確認することができました。

関する企業の倫理憲章 で「選考活動早期開始の
自粛」が宣告され、どの製薬会社も選考時期を大
幅に遅らせる傾向が見られました。就職活動の時
期が変わることで、学生の間に不安や混乱が広
がっていますが、私はある意味、 大きなチャン
ス でもあると思います。修士１年目は研究の内
容や方向性を決める上でとても大切な時期。貴重
な「今」を、大学院の研究に専念して、実験の技
術や研究のアプローチの仕方を学び、研究の成果
を出すことで、自分に磨きをかけ、一歩前進した
状態で就職活動に臨めると思うのです。
どの企業も学生を見るときに「会社で何がした
いのか、将来の目標はあるか、何事にも熱心か」
ということを重視しているようです。「この会社
で何ができるのか」と受け身になって話を聞くだ
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平成20年度「薬草に親しむ会」
安佐支部

下田代 幹太

日 時：平成20年9月23日（火・祝）
場 所：加計高校芸北分校
９月23日北広島町で行われた薬草に親しむ会に
参加しましたので報告させていただきます。
初めての参加だったのですが、まず驚いたのは、

観察には大変適した場所だということでした。ち
なみに、薬用植物を覚えるこつは、見て、さわっ
て、嗅ぐことだそうです。私も講師の先生に見つ

参加者が100名超と多数であったことです。一般

けてもらったホップを噛んでみましたが、口の中

の県民の方対象で毎年２回開催されているとの事

に残った苦さが非常に印象的でした。

ですが、たまたまうちの薬局にきていただいてい

最後に、一般の方々は薬剤師といえばまず、調

る患者さんや私が住んでいるマンションの管理人

剤に従事する薬剤師を想像される方が大半だと思

さんご夫妻が参加されており、聞いてみたところ、

いますが、薬剤師の仕事は調剤だけではなく、今

どちらも過去数回参加されているとの事でした。

回の講師の先生方のように薬用植物の専門家もい

恐らく他の100名超の方々の中にもリピーター

らっしゃるわけです。このような専門的知識を

が多いことでしょう。又、私自身は担当だった車

持った先生方が一般の方々対象のこのような企画

の駐車場の整理の後、広島大学薬学部薬用植物園

に参加していただく事は薬剤師の職能のアピール

の神田博史先生の班で里山を回らせていただいた

という点からも非常に有意義なのではないかと考

のですが、同行の一般の方々の草花に対する知識

えます。今後もずっと継続し、回数を重ねていっ

の豊富さに驚かされました。

て欲しいと願いながら素晴らしい一日を送らせて

今回の開催場所である県立加計高校芸北分校の

いただいたことに感謝申し上げます。

周辺は標高があり、又湿地帯ということで薬草の

ホオノキ
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広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導者養成
ワークショップ in ふくやま
福山支部

吾郷 美智子

日 時：平成20年8月31日（日）
場 所：福山大学
早いもので初めてワークショップ（以下 WS ）

ダーに沿って埋めていくと、ぎっしり詰まったそ

なるものに参加して以来、もう２年が過ぎてしま

の内容にしばし呆然。「実習の手引き」をめくる

いました。今からちょうど２年前、場所は今回と

より１日、１週間の流れを把握でき、全日程を通

同じ福山大学において「第１回薬剤師のための

して実習をイメージすることができました。しか

WS in 福山」に参加し、２日間のプログラムを

しそれを眺めてみて感じたのは「本来の自分の仕

体験したのでした。その当時は「６年制の学生を

事はいつもどおりこなせるだろうか…」というこ

受け入れるのはまだ先、準備期間は余裕あり…」

とでした。どの薬局も限られた人員で日常業務を

などと思っていたため、WSの内容もさることな

行っている中で、充実した実習を11週にわたって

がら、いろいろな立場で業務に携わり、頑張って

継続することができるだろうか、という不安も出

いる薬剤師達の姿に勇気づけられたことが印象に

てきます。

残ったWSでした。それから早２年経ち、新制度

勉強するのは学生自身で、薬剤師はサポートす

での薬学生も来年には４年生となります。実務実

る役目とはいうものの、私達自身もまず実習内容

習の受け入れ側も、現実のものとして迫ってくる

を組み立てて準備し、しいては薬局業務の見直

実習について、具体的に動き出さなければならな

し・整理という業務改善にも結びつけながら、受

い日が近づいてきました。

け入れ側も事前学習、事前準備をして態勢を整え

今回は実務実習のスケジュールを組むことに焦

ておく必要があるのではないでしょうか。

点をあてたWSでしたが、KJ法、二次元展開法な

今回のWSで浮かんできた問題点、不安要素を

どという前回のWSで出会った懐かしい言葉に再

踏まえ、今後さらにそれぞれの立場から検討を重

会することとなりました。

ね、個々の薬局がスムーズに学生を受け入れるこ

実習スケジュールを実際の日程に合わせて組ん
でいったのですが、１コマずつ記入されたカード

とができるように考えていかなければと、改めて
認識したWSでした。

を手に取ってみると、その多さに驚き、カレン

第２回

広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導者養成
ワークショップ in ひろしま
大竹支部

奥本 啓

日 時：平成20年9月7日（日）
場 所：広島県薬剤師會館
９月７日広島県薬剤師會館にて、広島大学教授
小澤孝一郎ディレクターのもと各支部の薬局実習
受け入れ担当者18名で６年制実務実習の実施に向
けてのWSが開催されました。

日曜日の早朝９時に集合。まだ眠いです。
まずは１日のタイムテーブルが説明され、いよ
いよ最初のセクションが始まります。
課題は午前と午後で大きく分けられ、午前は実
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習を受け入れるにあたって予想されるさまざまな

ろに感じてしまい、同じ場にいる自分が恥ずかし

問題点を提示しまとめ、さらにその解決方法をま

くなりました。
しかし、世の中捨てたもんじゃありません。

とめていく作業、午後は実際に11週のスケジュー

『今日やることを頭に入れておけば実際のWS

ルを組んでみるという作業でした。
これを９名ずつ２グループに別れ、それぞれで
討論しまとめていきます。

の時にとても参考になるからむしろラッキーだ
よ！』なんてメンバーの方から元気付けていただ

討論は時間が決められており、時間が来ると両

いたりしてすごく救われた気持ちになりました。

グループが集まり両グループのディスカッション
の経過を発表していくという流れでした。

戦力として貢献できず申し訳ないと思う反面、
意識の高い方々とご一緒させていただいたことで

数ヶ月前、ひょんなことから支部の実習受け入

自分にとって大変刺激になりましたし、普段の業

れ担当者になってしまった私は他の担当者の方々

務では得られないいろんな収穫のある１日となり

と大きく違って慌てて講習を受け始めたばかりの

ました。

身で正直何の知識もないまま来てしまったような

この経験を今後の業務や支部での活動に生かし

状態でした。『行けば何とか…』なんて甘いこと

たいとともにご協力していただいたスタッフの

を思っていましたがとんでもない話です。

方々、並びにご一緒させていただいた先生方に深

始めて数分で積極的に意見がバンバン飛び交い

く感謝したいと思います。

始め、参加している意気込みの差というやつをも

第３回

広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導者養成
ワークショップ in くれ
竹原支部

永井 清之

日 時：平成20年9月21日（日）
場 所：広島国際大学
数日前に、県薬事務の方より「８時30分集合に、

終わってトラブル発生、なんとお昼の弁当が届い

くれぐれも遅れないよう！」と念を押されていた

ていない。急遽昼からの予定だった小澤先生によ

為、当日は６時に起床し７時過ぎに家を出ました。

る、「効果的なスケジューリングの講演」を、午

おかげで国際大学には、８時前に着いたので、車

前に繰り上げてその間に弁当も届きやっと昼食休

の中で時間を潰していました。この日の朝は、呉

憩となりました。

地区に大雨洪水警報が出ていて、徐々に雲行きも

午後からは、「学習目標、学習方略に沿ったス

怪しくなってきたので、早目に中に入りました。

ケジュールを組んでみよう」を、Aグループは１

しばらく待ち、受付を済ませて研修室で開始を

薬局完結型の週５日間、Bグループは地域完結型

待っていると、ゴロゴロと雷が鳴り大粒の雨が降

の週６日間でそれぞれスケジュールを作成してい

り始めました。開始時間ぎりぎりに来られた方は、

きました。具体的に何をするか書かれた沢山の

大雨にあわれたようで大変にお気の毒でした。

カードを並べていくというこの作業だけで、「１

午前中は、 A ・ B ２つのグループに分かれて、
「学習目標、学習方略に沿ったスケジュールを組
む上での問題点」を、 KJ 法や二次元展開法を用

日かけてさせてほしい」と言う声も出ましたが、
なんとか時間内に完成しました。
18時終了時には、既に雨も上がり、夕闇がせ

いてそれぞれグループごとに８階で作業しては、

まって、家に着いた時には真っ暗でした。早朝か

３階での発表を繰り返しました。今回は、ほとん

らでさすがに疲れましたが、色々な意味で良い経

どの方がWS経験者だった為、作業も発表も非常

験になったと思います。

にスムーズだったように思います。ただここまで
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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14回 薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 福山」
広島支部

吉塚 誠

日 時：平成20年9月14日（日）
・15日（月・祝）
場 所：福山大学
９月14・15日に福山大学で行われた「第14回薬

しかし、時間経過とともに緊張もほぐれ、コ

剤師のためのワークショップ中国・四国 in 福山」

ミュニケーションが取れてくると、 SGD も活発

に参加させていただきました。まだWS（ワーク

になり、面白い意見が沢山出るようになりました。

ショップ）へ参加されていない方へ喜びを取って

チームは大学職員、薬局薬剤師、病院薬剤師と多

おくために、ここでは具体的な内容は避けて、私

職種の方で構成されています。色んな職種の方と

が参加した感想だけを述べさせていただきます。

時間をかけて、じっくりと話し合う機会は滅多に

WS は座学と違って気の抜き所のない研修の

ありませんから、ディスカッションも段々と白熱

為、幾分気の重い状態で会場に向かいました。緊

してきます。ポイントは実習生が現場に来て、実

張の面持ちの中、会はスタートし、ディレクター

習をする訳ですから、どうしたら実習生が「ワク

挨拶、参加者とタスクフォースの自己紹介が終了

ワク」する様な実習を我々が提供できるか？とい

すると、その後はとにかく講義、 SGD （スモー

う事です。この点に関しては非常に有意義な意見

ルグループディスカッション）、結果発表、討議

交換ができ、楽しい時間が過ごせたのではないか

の繰り返しでした。簡単な自己紹介は済ませてい

と思っています。終わってみれば、硬かった表情

ると言っても、皆初対面であり、表情は硬いまま

が、充実した満足感に変っていた事が特に印象的

です。タスクの方に「さぁ、意見交換をしてくだ

でした。

さい。」と言われても硬いのは表情だけでなく、

今回のWSで得られた意見や習得した技法を活

口も堅く閉ざされたままの状態です。時間に追わ

かし、今後の学生の指導にあたっていきたいと考

れ、何とか結果発表にたどり着いた時には、疲労

えています。また、このような機会を与えてくだ

の表情へと変わっていました。これを１日中繰り

さった関係者の皆様、会の進行役をしていただい

返すわけですから、チームのメンバーは相当なエ

たディレクター、タスク、スタッフの方、そして

ネルギーを消費したのではないかと思います。

チームの仲間に感謝します。
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日本薬剤師会
平成20年度 第３回 都道府県会長協議会
副会長

松下 憲明

日 時：平成20年10月11日（土）13：30〜16：45
場 所：宮崎・ワールドコンベンションセンター
平成20年10月11日（土）午後１時30分〜４時45

第７号 平成21年度予算・税制改正要望に

分 宮崎県宮崎市、ワールドコンベンションセン
ターで開催された。

ついて
第８号 その他
（１）役員の会務分担について

第３回都道府県会長協議会次第

（２）薬剤師の将来ビジョン策定特別委員

会長挨拶

会について
（３）平成19年度 DEM 事業概要報告及び

座長選出
議

20年度事業について

題

１．報

告

（４）公認スポーツファーマシスト制度の

第１号 会務報告（平成20年７月〜９月）
第２号 日薬を巡る最近の動きについて

設立について
（５）保険調剤の動向（平成19年度分）に

（１）中央社会保険医療協議会
（２）社会保障審議会（医療保険部会、介

ついて
（６）日本薬剤師国民年金基金について

護給付費分科会）
（３）
『安心と希望の医療確保ビジョン』
具体化に関する検討会
（４）平成21年度医薬分業推進関係予算等
概算要求
（５）サリドマイド製剤の取扱い

２．協

議

第１号

医薬品販売制度に係る薬事法政省
令案等に係る意見募集対応の件

第２号 その他
（１）基準薬局標識サイン看板取扱いの件

（６）健康保険組合における調剤報酬の直
接審査・支払
（７）レセプトオンライン請求等
（８）全国健康保険協会設立、地方厚生
（支）局再編

＝協議事項＝
○第１号について
「医薬品のインターネット販売に関する規制
強化について」質問事項８項目を厚生労働省に

（９）高齢者医療制度に関する検討会

見解を文章にて回答いただくよう依頼した。平

第３号 薬学教育６年制への対応について

成20年10月２日付けで解答があったとのこと。

第４号 公益法人制度改革への対応につ
いて
第５号

第６号

○第２号について
基準薬局看板の見直しに係る主な経緯の説明

『薬と健康の週間』における全国

があり、日薬としては①回転式看板、②固定式

統一事業の実施について

アール看板のいずれにおいても今後、価格面を

薬局、薬剤師の『年間啓発カレン

含め、安定的に継続製造は出来ない状況にある

ダー』について

との判断に至ったとのこと。
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薬事情報センター実務担当者会議
薬事情報センター

原田 修江

日 時：平成20年10月11日（土） 14：00〜17：00
場 所：宮崎・シーガイアワールドコンベンションセンターサミット
本会議は、毎年１月に日本薬剤師会主催で開催
される「薬剤師会薬事情報センター実務担当者研
修会」とは異なるもので、学術大会への参加機会
を活用して開催地薬事情報センター主催で開かれ

とや、お互いの連携を深めることを主な目的とし
ています。
今回が２回目の会議であり、参加者数は35都道
府県45名でした。

る会議です。実務担当者同士が自由に意見交換を
行い、得られた情報を日常の業務に役立たせるこ

プログラムは下記の通りです。

プ ロ グ ラ ム
１．開会挨拶（14:00 〜 14:10）

宮崎県薬剤師会薬事情報センター所長

内田 保實

２．ドーピングについて（14:10 〜 15:25）
１）国体開催（予定）県からの報告（各10分）
兵庫県薬剤師会薬事情報センター

小西百合子

秋田県薬剤師会医薬品情報センター主任研究員 小丹 知子
長野県薬剤師会医薬品情報室主任薬剤師

荒井 典子

大分県薬剤師会薬事情報室

園田 橙伸

新潟県薬剤師会薬事情報センター室長

諏訪美智子

２）公認スポーツファーマシスト制度について
静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター主幹

大石 順子

３．情報の共有化について（15:35 〜 16:50）
１）有るデータは共有しよう！無いデータはみんなで創ろう！
２）TOP/NETにおける情報の共有化

鹿児島県薬剤師会薬事情報センター所長

惠谷 誠司

岐阜県薬剤師会ぎふ薬事情報センター主任

川瀬 晶子

（質疑応答、意見交換）
４．閉会挨拶（16:50 〜 17:00）

宮崎県薬剤師会常務理事

田ノ上一郎
（敬称略）

以下、その内容につき、概略を説明させていた
だきます。

ントなどを使用したことによる、いわゆる うっ
かりドーピング

といわれています。薬剤師が

ドーピング防止活動（アンチドーピング活動）に
◆「ドーピングについて」
日本でのドーピング違反のほとんどは、競技成
績を上げるために故意に薬を使用したものではな
く、知識不足から安易に薬やドリンク、サプリメ

取り組むようになったのは2003年の静岡国体から
であり、本活動は薬剤師にとってはまだ歴史の浅
い活動です。
まず、これまでの国体開催県である兵庫県、秋

2008 Vol.33 No.6 広島県薬剤師会誌

18
田県、長野県、大分県からそれぞれの取り組みに

しよう！無いデータはみんなで創ろう！ という

つき、全体の流れやホットラインの利用状況、質

テーマで、情報の共有化に関して、理念、情報セ

問内容、活動を終えての反省や感想などにつき紹

ンター間の協力、日薬の役割などについての考え

介がありました。また、次回開催予定県である新

を話されました。

潟県からは、現在の取り組み状況について紹介が

次に、岐阜県の川瀬先生から東海４県が運用し
ているTOP/NETの活動について、組織の運営方

ありました。
次に、来年度から始まる「公認スポーツファー
マシスト制度」について、静岡県の大石先生から

法、情報提供手順、ホームページ、共有化のため
のポイント等の紹介がありました。

制度の紹介、薬事情報センターの役割、他団体と
の協力などにつき説明がありました。

以上、簡単ですが会議報告とさせていただきま
す。短時間ですが、大変有意義な会議であったと

◆「情報の共有化について」

思います。

まず、鹿児島県の惠谷先生が 有る情報は共有

医療薬学

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は73ページ

広島県薬剤師会誌 2008 Vol.33 No.6

第41回

19

日本薬剤師会学術大会

日 時：平成20年10月12日（日）・13日（月・祝）
場 所：宮崎
着々と行われていました。また、当酒造所には

報 告 Ⅰ
常務理事

カープ前田選手2 , 000本安打達成の記念焼酎も発

重森 友幸

今回の第41回日本薬剤師会学術大会は、太陽の
国

宮崎で10月12・13日の両日に行われました。

売していました。
ここで宮崎に来たのですから、食の探索も必須
です。まず、地鶏炭火焼き、宮崎牛、イセエビ、
おび天、ひや汁、チキン南蛮、マンゴー、日向夏、

宮崎県と言えば１年半前にタレントの出身の県知

日向かぼちゃの味噌漬け、等など、もちろん焼酎

事を戴いて、今なお、全国の関心が続いている国

ははずせません。

です。

タクシーに乗る機会があり、運転手に聞いたと

今回参加するに当たって、宮崎の何でも見てみ

ころ皆さん政治に関心があり、高齢者問題、道路

ようとの気持ちで、車での訪問となりました。さ

問題、交通問題、介護問題と話題も豊富に熱心に

すが南の国だけあり、まだまだ暑さの残る秋晴れ

語ってくれました。県知事の影響があらわれてい

でした。

るのかも知れません。

今何かと話題の国

宮崎。さて、宮崎県は約

また、県外からの観光客の観光パターンが「朝

110万人と、丁度、広島市のそれと同じ人口です。

の県庁へのバスツアー詣で」知事との握手と変

会場は2000年に開業したフェニックス・シーガイ

わってしまった。タクシーで宮崎をゆっくり回る

ア・リゾート ワールドコンベンションセンター

ことはなくなってしまったとか。おかげで運転手

サミットとサンホテルフェニックス宮崎国際会議

さんが名所を忘れてしまったとか。

場。6 , 000人の出席とのことで、ホテル内は超満
員の盛況でした。残念ながら、到着時には県知事
の特別講演はすでに終了で、聞くところによると、

さて、ランチョンセミナーでは、
１．エビデンスを服薬指導に生かすためにどのよ
うに解釈すべきか？

我々薬剤師へのメッセージはあまり語られなかっ

と題して、降圧剤を用いることが、心血管系病変

たようです。少し残念。

にどのように影響するのか。

九州は焼酎の国とのことで、この機会に是非焼

大規模な臨床試験で証明されたものでなけれ

酎造りを見たいと思っていました。人吉インター

ば、血圧を下げるための服薬を説明できない。添

より小一時間の山あいの清流が流れる霧深い地に

付文書だけではない、薬剤の背景にあるものを

５代目の当主をいただいている、大石酒造を見学

しっかり読み取っておくことを説明されました。

することができました。当主、奥方による案内で

２．禁煙治療の新しい幕開け―バレニクリンで変

こじんまりした清潔な工場を見ることができまし

わる禁煙治療―

た。明治５年創業。歴史の中にも現代的感覚を取

喫煙は心理的要因とニコチン中毒によって、支

り入れて丁寧に手づくりの酒屋。熟成に当たって

配され極めて止めにくい。経口剤バレニクリンの

欧州から輸入したシェリー酒の樽を使用し、何年

登場で、従来の治療とあわせて選択の余地が広

も月日を重ねて出番を待っているさまは、初めて

がってきました。

目の辺りにして、感動を感じました。
この蔵は、既に６代目が着々と次世代のために
修行を行っており、まさに伝統を引き継ぐ準備が

私たち薬剤師は喫煙者と面談する機会が多く、
積極的な禁煙のためのアプローチを根気強く継続
していかなければならないと思います。
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分科会では、行政から見た薬剤師、また子ども
の健康増進のために学校薬剤師に求められること
―と題して、その期待が述べられました。

にきたりするために薬局を訪れる。
４．祖父、祖母、父、母、子どもすべての世代が
訪れる医療機関。

また、野田小児科医院 野田 隆先生からは子

男性の喫煙率の最も多い世代は30代、女性では

どもたちへの防煙教育について、薬剤師に次のよ

20代、つまり子どもたちが目にする大人はタバコ

うに、語られました。

を吸う人がほとんどです。タバコに対する正しい

１．診察に来た人、薬を取りに来た人のみが対象

知識をお知らせする役目を担っているのが薬剤師

ではなく、その家族も含めた人が対象。
２．学校薬剤師として、子どもたち、 PTA と関
係を保ちやすい。

であると。
私たち薬剤師には、社会のあらゆる所に全員が
参加して、その役割を果たさなければならないと

３．子どもの親は病気で医療機関を訪れることは

改めて思い、宮崎を後にしました。

少ないが、子どもを連れてきたり、薬を取り
比べ、若干暖かく感じました。また、宮崎県の
方々はとても温かみがあり、滞在期間、多くの方

報 告 Ⅱ

に親切にしていただきました。

広島佐伯支部

秋本 伸

宮崎県で驚いた事は、駅や空港ではもちろん、
街中にもかの有名な東国原英夫宮崎県知事のグッ

10月12・13日に、宮崎県フェニックス・シーガ

ズやお土産、ポスターなどがある事でした。学術

ワールドコンベンションセン

大会１日目には、その東国原宮崎県知事の特別講

ターサミット、サンホテルフェニックス宮崎国際

演が行われました。講演は盛況で、会場へ入りき

会議場にて開催された「第41回日本薬剤師会学術

れない人であふれていました。

イア・リゾート

大会」に参加させていただきました。大会のメイ

学術大会の内容としては、口頭発表、ポスター

ンテーマは「地域医療に生きる−いつも誰かのそ

発表とも後発医薬品関連の発表、在宅医療関連の

ばに〜神話と太陽の国から〜」となっており、喜

発表、薬学教育、実務実習関連の発表が多く、現

島宮崎県薬剤師会会長いわく、「地域医療の中で

在の薬剤師を取り巻く環境が反映されているのが

活躍する薬剤師は21世紀の薬剤師の姿であり、病

感じられました。

院薬剤師の病棟活動や薬局薬剤師の居宅活動、学

私自身も、「患者への情報提供を目的とした注

校薬剤師の薬物乱用やドーピングに対する教育活

射ラベルへの薬効記載」という演題で、口頭発表

動、また行政薬剤師、医薬品卸勤務薬剤師の新型

させていただきました。一般演題の一番初めの

感染症や災害対応など幅広い分野での研究発表や

セッションであったため、多少緊張しましたが、

活発な討論がなされることにより、国民の皆様方

無事に発表することが出来ました。

にあなたのそばに薬剤師がいます、お役に立ちた

今回、学術大会に参加させていただき、さまざ

いのですというメッセージをこめた」との事でした。

まな薬剤師の意見や取り組みを拝見することで、

宮崎へは初めて訪れたのですが、広島西飛行場

今後の仕事に対する意欲と活力をもらいました。

から飛行機で行けば１時間程度と案外近く、大会

来年の開催地である滋賀県でも発表を行えるよう

当日は、両日とも絶好の学術大会日和で、広島に

に、日々の業務に取り組んで行きたいと思います。
れました

第41回日本薬剤師会学術大会 に参加

及び発表をさせていただきましたので、ご報告い

報 告 Ⅲ
廿日市支部

たします。

宮崎 忠彦

思い返せば、昨年の 神戸大会 に参加した折
に 東国原宮崎県知事 の等身大パネルの前で記

この度の10月12日・13日の両日に宮崎で開催さ

念撮影をして「来年は皆で宮崎に行くぞ！」と誓
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いを立てましたが、幸いにも他の発表者も含め10
名程で参加するに至りました。

により、大変有意義な発表となりました。
また、翌朝には共同発表者として別の口頭発表

残念ながら初日の知事の特別講演には間に合わ

にも立会いましたが、一つ前の発表で手話通訳を

ず、再び同様のパネルとのご対面となりましたが、

された方が、引き続き我々の発表を同時通訳して

講演の内容はとても興味深くおもしろかったそう

くださるなどのサプライズもあり、とても感銘を

で、大変悔しい思いをいたしました。

受けました。

なお、発表に関しては、私自身３年前の 広島

その他にも 地鶏 や 焼酎 などを堪能させ

大会 以来２度目となりましたが、今回は口頭で

ていただきましたが、帰りに立ち寄った 宮崎県

はなく ポスター発表 ということで、新たな気

庁 の知事のパネル前での記念撮影では「来年は

持ちで取り組ませていただきました。

滋賀だ！」と叫んだことは言うまでもありません。

ただし、例年と違い会場が通路の様なところで

最後になりますが、この度の発表の機会を与え

大変狭く、しかも コの字 型に仕切られたブー

ていただいた広島県薬剤師会の皆様及びご協力い

スであるため、大勢の人の雑多の中での示説とな

ただいた関係各位には感謝を申し上げ、ご報告と

り、正直「もう少し配慮があっても良かったのか

させていただきます。どうもありがとうございま

な？」との思いもありましたが、その中でも多く

した。

の方々から貴重なご意見やご質問を頂戴すること

新公益法人制度に関する説明会
副会長

平井 紀美恵

日 時：平成20年10月14日（火）9:30〜
場 所：広島国際会議場

［Ⅰ］新公益法人制度の概要
・従来の制度……明治29年民法制定……民法第34条
（主務官庁の許可）
・改革の目的……非営利部門の活動の健全な発展の促進と公益の増進、主務官庁の裁量権に基づく許
可の不明瞭性等の制度の問題点を解決する
・改革の経緯……平成13年から改革に向け取り組み
〃 15年〜16年 有識者会議
平成16年12月 「基本的枠組み」を閣議決定
〃 18年６月 公布
〃 20年４月 公益認定のG, L決定
公益法人制度改革に係る税制改正成立
・新制度の施行 平成20年12月１日
・新制度の骨子
①一般の社団法人は法人法の要件を満たせば登記のみで法人成立可能
②一般の社団法人で認定法の基準を満たしていると認められる法人は公益認定を受けて公益社団と
なる
③基準を満たしているかどうかの判断は民間有識者から構成される国や都道府県の公益認定等の委
員会が行う
・新制度の法令体系
「法人法」
、「認定法」
、「整備法」の法律とそれぞれの政令、省令、とガイドラインである。
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［Ⅱ］新制度における従来の公益法人の選択肢

Ｈ20．12．1

Ｈ25．11．30

移行期間終了

★平成20年12月〜５年間の移行期間終了までに移行申請を行わなかった場合
★移行期間の終了までに申請をしたが移行期間の終了後に認定又は認可が得られなかった場合
［Ⅲ］特例民法法人について
・従来の社団（公益）は平成20年12月１日の時点で自動的に「特例民法法人」となる（登記変更手続
不要）
・名称はこれまでどおりのものが使える「社団法人…」
・引き続き従来の主務官庁による監督
・従来の公益法人と同等の税制措置が適用
★特例民法法人（従前の（社）…）は法人法、認定法に適合するように定款変更の案を作成するなど
の準備を進め、移行期間終了までに「公益･･･」又は「一般」への移行申請を行政庁に行う必要が
ある。
［Ⅳ］特例民法法人から公益社団法人への移行認定について
・認定基準
①定款の内容が法人法、認定法に適合する
②認定法第５条各号に掲げる基準に適合する
~~~~~~

［Ⅴ］法人運営上のキーワード
「公益目的事業」「収益事業」
「共益事業」
公益目的実施計画、公益目的支出計画
［Ⅵ］新制度における税制
国税・地方税
★特例民法法人の税については従来の公益法人税制と同じ
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中国地方社会保険医療協議会
松下 憲明

副会長
日 時：平成20年10月15日（水）15：00〜
場 所：中国四国厚生局鉄砲町庁舎
平成20年10月15日（水）15時より、中国四国厚

③部会の設置等について

生局鉄砲町庁舎大会議室に於て、中国四国厚生局

④その他

長挨拶に始まり、支払側委員７名、診療側委員７

について事務局より説明がありました。

名、公益側委員６名、計20名の紹介後、

①会長に公益代表委員の河原和郎先生（弁護士）

議題 ①会長の選挙について

②中国地方社会保険医療協議事規則（案）

②議事規則について

③部会の設置及び、臨時委員
等が、審議され、全員一致で証認された。

１．保険医・保険薬剤師の状況
（１）保険医・保険薬剤師の年度推移

（各月１日現在 単位：人）

平成18年４月

平成19年４月

平成20年４月

平成20年10月

保険医数（医科）

8,127

8,187

8,291

8,453

保険医数（歯科）

2,704

2,736

2,761

2,769

保険薬剤師数

6,613

6,797

7,004

7,199

（２）保険医・保険薬剤師の新規登録の状況（平成19年度）

（各月１日現在 単位：人）

19年
４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

20年
１月

２月

３月

年度
計

保険医数（医科）

76

30

25

2

4

0

0

0

0

0

0

0

137

保険医数（歯科）

42

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

保険薬剤師数

27

71

36

34

10

9

412

7

3

5

6

7
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２．保険医療機関・保険薬局の状況
（１）保険医療機関・保険薬局の年度推移

（各月１日現在 単位：施設）

平成18年４月

平成19年４月

平成20年４月

平成20年10月

保険医療機関数（医科）病院／診療所

259

2,384

255

2,384

254

2,381

255

2,387

保険医療機関数（歯科）病院／診療所

53

1,541

53

1,542

54

1,547

54

1,555

1,495

保険薬局数

1,527

1,558

（２）保険医療機関・保険薬局の新規登録の状況（平成19年度）

1,563

（各月１日現在 単位：施設）

19年
20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

年度
計

保険医療機関数（医科）

45

22

9

8

3

9

9

7

4

11

3

5

135

保険医療機関数（歯科）

12

12

6

1

2

5

2

7

4

4

5

1

61

保険薬局数

22

11

3

12

2

7

8

10

5

3

6

3

92
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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

ムービーファイル（mpeg）

18 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

19 受動喫煙で血管収縮（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

20 オーストラリアの禁煙CM（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

21 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

22 軽いタバコの嘘（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

23 手遅れ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

24 １年分のタール（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

25 ニコチン依存ネズミ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

26 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

27 脳出血（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

28 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

29 レイン（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

30 smoker's face（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

31 コロンビア・ライト（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

32 デビ・オースチン（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

33 ユル・ブリンナー（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

34 悪魔のacademy（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）
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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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◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）の有効期限は７年◎

FFFFF

FFFFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

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
廿日市交通

串戸店

1
1
1

横川商店街
茶房 パーヴェニュー
トイズ＆ホビー むらかみ
横川 ちから

1
1
1

衣 料 品
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
COOL INN 船越店
studio LOHAS
住吉屋 三次店
住吉屋 西条プラザ店
住吉屋 古市店
MEN'S REVO 呉店
MEN'S REVO 船越店
MEN'S REVO 楽々園店

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
マダムジョイ 己斐店 直営食品売場
※1
マダムジョイ 千田店 直営食品売場
※1
マダムジョイ 矢野店 直営食品売場
※1
マダムジョイ 楽々園店 直営食品売場
※1
※マダムジョイ・ナイスディ内の掲載専門
店のみWポイントカードを使用すること
ができます。他店では使用できません。
ポイントは1です。
和・洋菓子
Ｏｋａｓｈｉｍｏ
美容・理容・健康
英国式足健康法 リフレックス
髪処 ふくろう
星ビルB1F メディカルフィットネス
ホテルプロヴァンス21 スパラーザ広島

店舗名

平成20年10月1日現在
ポイント

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
中国トラック
1
※車両代・人件費に対して100円につき
2ポイント付与されます。金券のご利用
は出来ません。
レンタル
エコール福山ショールーム
エコール古市ショールーム
エコール本部
リースキン 家庭用事業部 広島支店
リースキン 家庭用事業部 広島北営業所
リースキン 家庭用事業部 広島西営業所
リースキン 家庭用事業部 広島東営業所

桜井花店

フラワーショップ
本店

家具・寝具
井口家具百貨店

1
1
1
2
2
2
2

1

1

交
通
八本松タクシー
1
広島第一交通㈱ （第一）
2
広島第一交通㈱ 江波営業所
2
広島第一交通㈱ 上安営業所
2
広島第一交通㈱ 府中営業所
2
広島第一交通㈱ （平和）
2
福助タクシー㈱ 本社営業所
1
福助タクシー㈱ 古市営業所
2
※パセオカード･定期券･回数券の購入に際
しWポイント金券を使用することができ
ます。Wポイントカードは使用できません。

2

2
2
2
2

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
囲炉り茶屋 やまぼうし
えびすの宴
釜飯酔心 本店

2
2
1
2
2

店舗名
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 毘沙門店
釜飯酔心 広島駅ビル店
寿司道場酔心
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
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

ポイント
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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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
ちから 皆実４丁目店
ちから 西原店
豆匠 広島本店
豆匠 福山店
とんかつ埃 イトーヨーカドー福山店
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 ビッグカメラ・ベスト店
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
徳川 ジャスコ宇品店
のん太鮨 パセーラ店
ひろしま国際ホテル 芸州本店
ひろしま国際ホテル まほらま
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
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 広島新幹線店
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 紙屋町店
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
ホテルプロヴァンス21 レストランメイプル
三井カーデンホテル広島25F コフレール
焼肉達人の店 寅

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

娯楽・レジャー
銀河（えひめでぃあ）
平田観光農園
ボウル国際

2
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
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
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
※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。

体育社
体育社
体育社

スポーツ用品店
本店
呉店
東広島店

1
1
1

カメラ・DPE・写真スタジオ
カメラのアート写夢 本店
カメラのアート写夢 高取店
カメラのアート写夢 油見店

1
1
1

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

10

自転車
サイクルショップカナガキ
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

大野石油店
大野石油店
大野石油店
大野石油店
大野石油店
大野石油店
大野石油店
大野石油店
大野石油店
大野石油店
大野石油店

横川本店
五日市店
己斐店
東雲店
戸坂店

ガソリンスタンド
旭橋ＳＳ
五日市インターＳＳ
井口ＳＳ
牛田大橋ＳＳ
可部バイパスＳＳ
観音ＳＳ
熊野団地ＳＳ
呉ＳＳ
高陽町ＳＳ
西条インターＳＳ
東雲ＳＳ

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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 エコステーション出島
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 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 南本庄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 福山東インター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

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20年10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
ANAクラブホテル
広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル
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
（ ８ 広島市中区新天地1_1
現金25％引、クレジット20％引 ９:30〜19:00 日曜、祝日、
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
福山市三之丸町8_16
宿泊17％引、レストラン５％引、年中無休
宴 会 料 理 ５ ％ 引 、婚 礼 、 料 飲
５％引
年末年始、夏期 広島市中区国泰寺町1_8_13
オートローン3.6％、リフォーム 年中無休
休暇等当社指定 あいおい損保広島ＴＹビル
ローン3.9％ 外
定休日を除く 6Ｆ
呉市中通4_10_17
店頭表示価格から５〜20％引 ９:00〜19:00 毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13〜15、
広島市安佐南区中須2_18_9
25〜60％引き 赤札より10〜 平日
８:30〜18:00 12/29〜1/4
15％
年中無休
毎週土・日曜日、安芸郡府中町柳ケ丘77_37
見積額の10％割引
祝日
無休
呉市中央2_5_15
機械警備10,000円／月〜、ホー 平日
ムセキュリティ4,000円／月〜、９:00〜18:00
保証金免除

㈱全日警広島支店 月額警備料金10,000〜15,000円（土・日曜及び
（ 別 途 相 談 ）、機 器 取 付 工 事 代 祝 祭 日 を 除
20,000〜30,000円、保証金免除 く）
㈱北川鉄工所
建物
平日
特別価格
広島支店
８:45〜17:30
時計・宝石 ㈱ナカオカ
15〜20％引（企画品、相場価格商
・メガネ
品は除く）
・カメラ ㈱下村時計店
現金のみ店頭表示価格から10〜 ９:00〜19:00
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 10:00〜
（店舗名）
品
19:00･20:00
込者のみ）
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
高陽店
ル等交換工賃無料、８項目点検 となります。
府中店・三次店 無料、車検・鈑金・アウトレッ
呉店・西条店
ト割引有、ポイント有100円で１
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。
㈱フタバ図書
書籍
現金のみ定価５％引（直営店のみ）
㈱紀伊国屋書店 現金のみ定価の５％引
広島店
ゆめタウン広島店
食事・
食品

お好み共和国
全店全商品５％引
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
５％引
対象店舗（デパー
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

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、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

電 話 番 号
(082)244_1623
(0823)20_1111
(082)241_1111
(082)244_0109

(084)922_2121

(082)249_8011

(0823)22_2250

(082)879_0131

(082)281_4331
(0823)32_7171

(082)222_7780

(082)283_5133
(082)246_7788
(082)248_1331

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
広島市中区基町6_27
広島バスセンター6Ｆ
広島市南区皆実町2_8_17
ゆめタウン広島3Ｆ
広島市中区新天地5_23

(082)294_0187
(082)225_3232

対象店舗（デパート 日・お盆・年末 広島市西区商工センター
を除く直営店）年中 年始休業
7_1_19
無休９:30〜19:00

(082)250_6100
(082)246_2131
(082)277_8181
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部 門
指 定 店
会
員
価
格
レジャー 國富㈱広島営業所 Ｃカード取得コース45,000円、商品購
入：店頭価格より５％off、器材オー
バーホール：通常価格より５％off
Diving Service 海蔵 スキューバダイビング体験講習￥8,400
Ｃカード取得講習会￥5,000引き・器
材修理店頭価格より５％引き
㈱進物の大進
進物
５〜20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）
（ 個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

営業日時
定 休 日
８:30〜20:00 なし

所
在
地
広島市西区観音町13_9

電 話 番 号
(082)293_4125

11:00〜20:00 なし

広島市中区南千田西町
1_8_101

(082)209_7422

毎週火曜
６〜９月
広島市中区堀川町4_14
10:00〜18:30
10〜５月
９:30〜18:00
年中無休・24
時間営業
㈲中山南天堂
５〜25％（但し一部ブランド品 年中無休・24
広島市中区猫屋町8_17
食品を除く）
時間営業
総合葬祭 セルモ玉泉院
祭壇金額定価２割引、
年中無休
広島市安佐南区長束2_4_9
長束会館
葬具（柩外）１割引
㈲玉屋
葬儀・花輪20％引、
年中無休
広島市南区段原南1_20_11
生花５％引
不定休
百貨店・ ひつじやサロン 店頭表示価格より10％引（一部 平日
広島市中区本通9_26
婦人服・
除外品有）
９:00〜17:30
毎週土・日曜日、広島市西区商工センター
紳士服・ ㈱エクセル本社 店頭表示価格（売出品含む）から
祝祭日
洋品他
３％引
2_3_1
複写機・ ミノルタ販売㈱ 特別会員価格
年中無休
広島市中区小町3_25
ファックス
（ショールーム）
仏壇・ ㈱三村松本社
仏壇平常店頭価格より30〜40％
広島市中区堀川町2_16
仏具
引、仏具平常店頭価格より10〜
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
日祭休
旅行
㈱ J T B 広 島 支 店 ルックＪＴＢ３％引（ルックＪ
広島市中区紙屋町2_2_2
（JTB紙屋町シャ ＴＢスリムを除く）、エースＪＴ
レオ店・JTB広島 Ｂ３％引 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
広島市中区八丁堀16_14
旅行㈱本社・呉営 現金のみメープル・トピック 10:00〜19:00
第二広電ビル1Ｆ
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
㈱日本旅行
広島市中区基町13_7
赤い風船３％引、マッハ５％引、
広島支店
朝日ビル2Ｆ
ベスト３％引
（県内各支店）
装飾
青山装飾㈱
８:30〜17:30 日・祝日、第２・ 広島市西区商工センター
特別価格
４土曜日
5_11_1
介護用品 坂本製作所㈱
車いす（アルミ製55％・スチール ９:30〜18:00 日曜・祝日休業 福山市卸町11_1
介護事業部
製60％）、歩行補助ステッキ40％
福山営業所
引き
家電
㈱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
廿日市市木材港南8_22
10％引、パソコン関連５％引
保険
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
広島市中区紙屋町2_1_22
広島第一エイジェ
（平日）
広島興銀ビル9Ｆ
ンシーオフィス
引越
年中無休（但し
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
1/1〜1/3は休み）
ター
会員制福 ㈱福利厚生倶楽部 入会金（一法人）31,500円→ ９:00〜18:00
広島市中区国泰寺町1_3_22
利厚生 中国（中国電力グ 無料、月会費1,050円／人
（平日）
ＥＲＥ国泰寺ビル6階
サービス ループ会社）
サービス内容（一例）全10,000
（中小企
アイテムが会員特別料金◆宿泊
業向け）
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ください。
◎入会申込書は県薬事務局にあります。◎カードの作成は無料です。

(082)245_0106

(082)231_9495
(082)239_0948
(082)261_4949
(082)248_0516
(082)279_5511
(082)248_4361
(082)243_5321

(082)542_5020

(082)512_1020

(082)222_7002

(082)278_2323
(084)920_3950

(0829)34_2508
(082)247_3473
担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
0120_06_0747
(082)543_5855
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10月６日

長寿医療制度・国民健康保険料（税）
の年金からのお支払いに関するポス
ターについて（各支部長）

10月７日

医療事故情報収集等事業第14回報告書
の送付について（各支部長）

県薬より支部長への発簡

10月10日 「おくすり＆医療機器ポスター」の配
布について（各支部長）
10月10日 「薬と健康の週間」啓発資料等の送付
について（各支部長）

８月25日

広島市の国民健康保険者証の更新等に
ついて（各支部長）

８月26日

10月15日

一般新聞紙への広告掲載について（各
支部長）

後発医薬品の使用状況に関する調査の
実施について（各支部長）

８月27日

医療事故情報収集等事業平成19年年報
の送付について（各支部長）

８月27日

医療事故情報収集等事業医療安全情報
No.21「血糖測定器の使用上の注意」
について（各支部長）

８月29日

呉市の国民健康保険者証の更新等につ
いて（各支部長）

９月１日

厚生労働省による認定実務実習指導薬
剤師養成のためのワークショップ「第
15回薬剤師のためのワークショップ中
国・四国 in 広島」への参加について
（各支部長）

９月１日

くすりと健康相談事業に関するお知らせ

９月16日

中国四国厚生局組織再編について（各

９月19日

支部長・理事合同会議の開催について

９月24日

レセプトオンライン請求システムの導

支部長）

入について（各支部長）
９月26日 「安心と既望の医療確保ビジョン」具
体化に関する検討会中間とりまとめに
ついて（各支部長）
９月30日

全国健康保険協会の保険者番号等の設
定及び被保険者資格証明書の取扱いに
ついて（各支部長）

９月30日

平成20年度10月における施設基準等の
届出に関する手続について（各支部長）

９月30日 「薬と健康の週間」に関連した広報活
動等について（各支部長）
９月30日

医薬分業関係資料（「薬と健康の週間」
啓発資材等）等の送付について（各支
部長）

平成20年７月常務理事会議事要旨
日 時：平成20年７月17日（木）18：00〜21：10
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長
大塚、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、小林、重森、田口、谷川、野村、
二川、政岡各常務理事
欠席者：木平副会長、瓜生常務理事
議事要旨作製責任者：重森常務理事
１．報告事項
（１）６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．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
６月23日（水）に日薬で開催され、薬局製剤と漢
方製剤について協議を行い、効能効果を見やすい
内容にするということで、厚生労働省にパブリッ
クコメントを出している。また、処方の変更と合
わせて何品か増えることになると報告された。
イ．日本薬剤師会編集委員会
７月７日（月）に日薬で開催され、日薬会誌の内
容を今までの学術中心からソフトな部分を増やす
ことにしている。これは児玉会長の意向であり、
会員が読みやすい内容にすることで、県薬の事務
局や歴史のある薬局を紹介することなどを検討し
ていると報告された。
ウ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
７月８日（火）に日薬で開催され、日本薬剤師会
賞を受賞する７人と功労賞受賞者などの選考を
行ったと報告された。
エ．中西敏夫氏旭日中綬章受章祝賀会
７月８日（火）に 東京・帝国ホテルで開催され、
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盛大な会であったと報告された。
オ．日本薬剤師会法制委員会（第１回）
７月14日（月）に日薬で開催されたが、この委員
会は薬事法の改正に係るコメントの検討や、薬剤
師の懲罰に関して医療審議会の中に薬剤師部会が
設置されるので、それに対する参画の方法などを
協議している。また、小宮委員長から登録販売者
に関する注意事項や、管理薬剤師の管理者として
の経営者への具申についての問題点などの指摘が
あったと報告された。
カ．日本薬剤師会公益法人制度改革検討特別委員会
７月16日（水）に日薬で開催され、まず日薬が公
益法人を目指し、その後都道府県と支部の新法移
行について検討することにした。また、この特別
委員会が組織会員委員会とリンクしていることか
ら、会費の徴収についても検討することになると
報告された。
（大塚副会長）
ア．平成20度試験検査センター連絡協議会
６月19日（木）・20日（金）に大阪府薬剤師会館
で開催され、公益法人制度改革と試験検査セン
ターについての講演等があったと報告された。
イ．業務分担④担当役員打合会
６月26日（木）に開催し、薬局ガイドラインにつ
いて協議を行い、次回に改正案を薬務課に提出す
ることにしたと報告された。
ウ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
６月29日（日）に開催し、基準薬局については認
定猶予の項目があることと、保険薬局は新しい基
準のＱ＆Ａをよく理解することなどを説明したと
報告された。
（平井副会長）
ア．
（社）認知症の人と家族の会第27回記念大会
６月21日（土）に広島県民文化センターで開催さ
れ、「こうあってほしい介護保険」がメインテー
マの大会で、認知症の人が自分の収入で生活し、
家族と一緒に暮らすのが介護であるという原則で
活動していることを理解してほしいと言われてい
たと報告された。
イ．業務分担①担当理事打合会
７月11日（金）に開催し、主な協議事項は、１）
薬草に親しむ会の下見等の予定、２）薬剤師禁煙
アドバイザー講習会、３）薬事衛生指導員講習会、
４）災害時に優先電話契約を希望する契約手続き、
５）厚生労働科学研究「屋内ラドンによる健康影
響評価及び対策に関する研究」への協力、６）公
益法人制度改革担当者（日薬協議会）を大塚、村
上各副会長に決定等であったと報告された。
（松下副会長）
ア．広島県地域保健対策協議会平成20年度第１回定例
理事会
６月27日（金）に広島医師会館で開催され、平成
19年度の収支報告及び平成20年度の事業計画を承
認し、平成20年度圏域地対協研修会については平
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成21年２月１日に福山労働会館で開催することが
決定された。また、事業計画の中で薬剤師会関係
では、医薬品の適正使用に関する検討特別委員会
を設置し、木平副会長が委員長に就任することに
なったと報告された。
イ．日本薬剤師会平成20年度第２回都道府県会長協議会
７月９日（水）に日薬で開催され、主な内容は、
日薬が薬局と薬剤師のPRで８月３日に朝日新聞
に掲載すること、今年度の薬と健康の週間は全国
統一事業で10月17日から23日まで実施すること、
基準薬局の看板はメーカーから制作中止の申し入
れがあったと報告された。
ウ．日本薬剤師会議事運営委員会
７月10日（木）に日薬で開催され、８月23・24日
に行われる日薬総会の議事運営に対する日程表の
作成と議長の選出を行ったと報告された。
エ．平成20年度広島県薬物乱用対策推進本部会議
７月17日（木）に鯉城会館で関係18団体が集まり
開催され、東広島市の学校薬剤師の竹乗氏から、
広島県覚醒剤等薬物乱用防止指導員の活動状況の
説明等があったと報告された。
オ．正・副会長会議
７月17日（木）に開催し、会計の諸問題について
協議したと報告された。
（村上副会長）
ア．福山大学OSCEトライアル
６月22日（日）に福山大学で開催し、トライアル
としては今回が最後になるもので、北九州や島根
等からの参加もあったと報告された。
イ．平成20年度社会保険医療担当者（薬局）指導打合
せ会議
６月24日（火）に開催し、社会保険事務局から年
間スケジュールの提示があり、今年度は８月の集
団指導から順次行われることになると報告され
た。
ウ．日本禁煙学会学術総会準備員会（第５回）
７月２日（水）に広島アンデルセンで開催され、
８月９・10日の学術総会のシンポジウムに広島支
部の岡田氏が参加することになった。また、この
学術総会は医師会主催の全国大会であり、薬剤師
の多数の参加を要請されていると報告された。
エ．薬局実習受け入れ実行委員会
７月７日（月）に開催し、プログラムのスケ
ジュールアップのために、ワークショップ等をど
のようにするかを話し合ったと報告された。
オ．第48回禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）
７月６日（日）に千光寺山荘で開催され、薬剤師
が31名参加したが前回の宮崎大会は83名があり、
チャンピックスやパッチの市販で全国的に禁煙に
ついて盛り上がっていると報告された。
カ．保険薬局部会担当理事打合会
７月12日（土）に広島東急インで開催し、主な協
議事項は、１）広島社会保険事務局との打合せ、
２）地域ジェネリック備蓄調査、３）オンライン
請求の概要、４）薬剤師緩和ケア研修会、５）感
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染性産業廃棄物契約、６）地域輪番休日対応等で
あったと報告された。
キ．広島県薬剤師会福山支部認定実務実習指導薬剤師
養成講習会
７月13日（日）に福山市男女共同参画センターで
行い、参加者は53名でビデオ研修の（ア）と（オ）
を行ったと報告された。
（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会平成20年度第３回理事会
７月９日（水）に日薬で開催され、都道府県会長
協議会とほぼ同様の報告事項があったがその中
で、第１類薬を販売する管理者は薬剤師であるが、
登録販売者は薬剤師の管理指導の元で３年を経過
すると薬剤師がいない場合は管理者になれること
になった。また、詳細については今後省令で規定
することが必要であるとの説明があったと報告さ
れた。
イ．日本薬剤師会中国ブロック会議
７月12日（土）に広島東急インで開催し、日薬の
岩月常務理事から将来的に日薬がどの様な診療報
酬体系を目指すかという説明があったと報告された。
（青野常務理事）
ア．広報委員会
７月４日（金）に開催し、県薬会誌の９月号の原
稿の依頼先の検討を行ったと報告された。
イ．認定基準薬局制度運営協議会
７月10日（木）に開催し、認定基準薬局の認定審
査を行い、更新は56薬局から申請があり33件が認
定となり17件が保留となった。また、新規は５件
の申請があり２件が認定され３件が保留となって
いると報告された。
（有村常務理事）
ア．日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会広島総会
７月６日（日）にJAビル開催され、薬局で買え
ない褥瘡の用具があり、それをどの様に薬局が入
手するのかなどの問題があることや、薬局薬剤師
は褥瘡についてはあまり接することがないので勉
強する必要があると感じたと報告された。
（田口常務理事）
ア．第20回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
６月27日（金）に岡山県薬業会館で開催され、各
県の病院や薬局の今後シミュレーションの結果報
告や、広島県では終了しているがOSCEが今年度
最終トライアルになるので協力依頼があった。ま
た、ワークショップについては、スモールグルー
プディスカッションの人数を９人から10人に変更
することになったと報告された。
（谷川常務理事）
ア．広報委員会
６月23日（月）に開催し、７月号の最終チェック
を行い、今回から印刷業者がレタープレス㈱に変
わったと報告された。
イ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
６月29日（日）に広島県薬剤師會館で開催し、ビ
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デオ研修の（ア）と（オ）を行ったが、今回は
（イ）、（ウ）、（エ）を受講している者が多かった
と報告された。
ウ．薬局実習受け入れ実行委員会打合会
７月３日（木）に開催し、７月７日の実行委員会
の資料のまとめを行い、今から実施するワーク
ショップの検討をしたと報告された。
エ．広島国際大学OSCEトライアル
７月13日（日）に広島国際大学で開催され、県薬
から20名が評価者として参加した。今回で広島国
際大学は最後のトライアルとなり、今後広島大学
が実施し広島県のトライアルは終了すると報告さ
れた。
（村上事務局長）
ア．平成20年度第１回広島県保険者協議会
７月９日（水）に国保会館で開催され、平成19年
度の事業報告、決算と平成20年度事業計画、予算
を審議し、いずれも原案のとおり了承されたと報
告した。
２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告
次のとおり支部等の総会が開催され、会長等が出
席した。
支部等
尾道支部

月 日

場 所

出席役員

６月28日
（土）尾道ロイヤルホテル 平井副会長

広島佐伯支部 ６月28日
（土）寅八本店

豊見専務理事

広島県青年薬剤師会 ７月６日（日）広島県薬剤師會館 前田会長

３．審議事項
（１）日薬代議員中国ブロック会議について
７月26日（土）、27日（日）に島根・松江市 サ
ンラポーむらくもで開催されるが、広島県薬の提
出議題については次のとおり決定された。
ア 日薬の事務局の家賃について
イ レセプトのオンライン化について
ウ 調剤報酬について
（２）災害時の優先電話契約を希望する薬局の契約手続
きについて
日薬に質疑事項について照会しているので回答が
あった後、災害時医薬品等供給等の特別委員会で
検討することとされた。
（３）ひろしまフードフェスティバル2008における出展
について
平成20年10月25日（土）、26日（日）に広島城周
辺及び中央公園で開催されるが、出展については
昨年同様に行政から要請があるかを薬務課に確認
した上で決定することとされた。
（４）平成20年度北方領土返還要求運動広島県民会議総
会の開催について
７月29日（火）に鯉城会館で開催されるが、出席
については関係者に確認することとされた。
（５）第49回日本児童青年精神医学会総会運営委員就任
について
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11月５日（水）〜７日（金）に広島国際会議場で
開催されるが、前田会長の運営委員就任について
は了承された。
（６）平成20年度老人保健福祉月間を中心とした事業計
画について
事業計画としては在宅での服薬管理があり、有村
常務理事を中心にまとめることとされた。
（７）第47回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤
師会中国四国支部学術大会について
11月８日（土）、９日（日）岡山コンベンション
センター、岡山全日空ホテルで開催されるため、
チラシと振込用紙を９月号会誌に掲載し、周知
することとされた。
（８）書籍申込等の案内告知について
㈱神陵文庫からファックス一斉同報の依頼があ
り、了承された。
（９）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第４回がん患者大集会 中国ブロックプレイイベ
ントの後援名義使用について
日
時：９月21日（日） 午後１時〜
場
所：中国新聞社 大ホール
主
催：中国新聞社、第４回がん患者大集会
中国ブロック実行委員会
後援依頼先：広島県、広島市、広島県医師会、呉
市医師会、広島県看護協会、広島県
薬剤師会、NHK広島、中国放送、
広島テレビ、広島ホームテレビ、テ
レビ新広島、広島エフエム放送、
承 諾 済：広島市医師会、広島県社会福祉協議
会、広島がんセミナー、ひろしま
ケーブルテレビ
（６月20日現在）
広島県医師会に後援の確認を行うため、保留とさ
れた。
イ．平成20年度老人保健福祉月間の主唱について
期 間：９月１日（月）〜９月30日（火）
主 唱：広島県、（社福）広島県社会福祉協議会、
（財）広島県老人クラブ連合会ほか
主唱については、承諾することとされた。
ウ．第47回広島県身体障害者福祉大会の助成（広告）
について
日 時：９月５日（金） 午前10時〜
場 所：三原市芸術文化センター（ポポロ）
昨年と同様に10,000円を助成することとされた。
エ．健康セミナー「ご存じですか？Ｂ型肝炎」の後援
名義使用について
日 時：９月７日（日） 午後１時〜
場 所：中国新聞ホール
主 催：日本肝臓学会、ウイルス肝炎研究財団、
中国新聞社
後援名義の使用については、承諾することとされ
た。
オ．平成20年度「広島県高校生のがん予防講演会」の
共催について
日 時：９月17日（水） 午後３時25分〜
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場 所：広島県立広島商業高等学校
後援名義の使用については、承諾することとされ
た。
４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
８月28日（木）午後６時から開催することとし、
議事要旨作製責任者は田口常務理事とされた。
（日程確認）
（２）平成20年度広島県四師会役員連絡協議会
日 時：11月17日（月） 午後６時30分
場 所：ANAクラウンプラザホテル広島
（３）中国新聞の広告掲載について（日程確認）
掲載予定日：８月17日（日）
（４）
（財）日本環境衛生センター主催集中セミナー
「ダニを知るために」講習会の参加について
参加しないこととされた。
（５）福祉医療の請求書について（豊見専務理事）
社会保険の福祉医療については、国保連合会の方
が手数料が少額のため、今までどおり国保連合会
に請求書を提出することになったと報告された。
（６）その他行事予定
次のとおり行事日程が確認された。
ア．第１回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ実行委員
会タスク養成ワークショップ
７月21日（月）
イ．第29回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
７月21日（月）
ウ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月22日（火） 於 東京・日薬
エ．日本薬剤師会組織・会員委員会
７月23日（水） 於 東京・日薬
オ．平成20年度緩和ケア薬剤師研修
７月27日（木） 於 広島県緩和ケア支援センター
カ．薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議
７月24日（木）
キ．中国四国厚生局長来会
７月25日（金）
ク．平成20年度薬草に親しむ会（下見）
７月25日（金） 於 県立加計高校芸北分校
ケ．日薬代議員中国ブロック会議
７月26日（土）・27日（日） 於 島根・松江市
コ．新薬剤師研修会
７月27日（日） 於 広島国際大学国際交流セン
ター
サ．第20回広島県プライマリ・ケア研究会
７月27日（日） 於 広島医師会館
シ．被爆医療関連施設懇話会
７月28日（月） 於 広島医師会館
ス．公益法人制度改革・会計セミナー
７月29日（火） 於 広島国際会議場
セ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月29日（火） 於 東京・日薬
ソ．公益法人制度改革に関する担当役員連絡協議会
７月30日（水） 於 東京・日薬
タ．日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会（第
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１回）
７月30日（水） 於 東京・日薬
チ．平成20年度緩和ケア薬剤師研修
７月31日（木） 於 広島県緩和ケア支援セン
ター
ツ．広報委員会
８月４日（月）
テ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月５日（火） 於 東京・日薬
ト．広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式
８月６日（水） 於 平和記念公園
ナ．第３回日本禁煙学会学術総会会長招宴
８月８日（金） 於 ANAクラウンプラザホテ
ル広島
ニ．第３回日本禁煙学会学術総会
８月９日（土）
・10日（日） 於 広島国際会議場
ヌ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の
ためのワークショップ「第13回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 愛媛」
８月９日（土）
・10日（日） 於 松山大学薬学部
ネ．平成20年度薬草に親しむ会（現地挨拶）
８月11日（月） 於 加計高校芸北分校
ノ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月19日（火） 於 東京・日薬
ハ．広報委員会
８月20日（水）
ヒ．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
８月21日（木） 於 東区民文化センター
フ．常務理事会
８月28日（木）
ヘ．日本薬剤師会平成20年度第４回理事会
８月22日（金） 於 東京・日薬
ホ．第69回日本薬剤師会通常総会
８月23日（土）・24日（日） 於 東京・虎ノ門
パストラル
マ．第54回中国地区公衆衛生学会
８月27日（水） 於 鯉城会館
８月28日（木） 於 県民文化センター
ミ．第34回広島県国保診療施設地域医療学会
８月30日（土） 於 ウェルシティ広島 広島厚
生年金会館

平成20年８月28日常務理事会議事要旨
日 時：平成20年８月28日（木）18：00〜20：00
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長
木平、大塚、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、瓜生、小林、重森、田口、野村、政
岡各常務理事
欠席者：谷川、二川各常務理事
議事要旨作製責任者：田口常務理事
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１．報告事項
（１）７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．日本薬剤師会組織・会員委員会
７月23日（水）に日薬で開催され、公益法人制度
改革に伴う会費の取り扱い、都道府県薬剤師会の
組織強化及び学生会員等の入会や病薬との一本化
等について協議している。また、児玉会長も組織
強化や会員の増員に向けて頑張っていると報告さ
れた。
イ．中国四国厚生局長来会
７月25日（金）に来会し、社会保険庁の解体に伴
い、本年10月に社会保険事務局から中国四国厚生
局へ移管される業務の説明があった。その中で、
社会保険医療協議会の薬剤師の委員は広島県が担
当することになり松下副会長が就任し、他の中国
地区４県は臨時委員として就任することになっ
た。また、四国地区は中四国支部として香川県が
委員を担当することになったと報告された。
ウ．広島県保健医療部健康増進室来会
８月１日（金）に保健医療部長等が来会し、県が
平成21年度に設置するひろしま健康づくり県民運
動推進組織に医療団体の中で薬剤師会だけ落ちて
いた件に関しては、組織を立ち上げる時に必ず運
動推進団体として明記すると説明があったと報告
された。
エ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
８月26日（火）に日薬で開催され、薬剤師しか扱
えない薬局製剤や漢方製剤について、今後厚生労
働省令として通達が出る予定であると説明があっ
たと報告された。
（木平副会長）
ア．第１回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ実行委員
会タスク養成ワークショップ
７月21日（月）に開催し、受入薬局がコアカリ
キュラムに従った薬局実習についてスケジュール
を組んで出来るかどうかを検討し、広島、呉、福
山地区でワークショップを開催することにしたと
報告された。
イ．新薬剤師研修会
７月27日（日）に広島国際大学国際交流センター
で開催し、40名程度の参加があったと報告された。
（大塚副会長）
ア．公益法人制度改革に関する担当役員連絡協議会
７月30日（水）に日薬で開催され、日薬は公益社
団法人を目指すとのことであったが、都道府県薬
については支部との連結決算が必要となることか
ら、移行については急がないで検討をしてほしい
との説明があったと報告された。
イ．三師会（医師会・薬剤師会・歯科医師会）税務担
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当理事連絡協議会
８月４日（月）に広島県歯科医師会で開催され、
消費税の問題点についての意見書を、三師会長の
連名で９月１日に県議会議長に提出することに
なったと報告された。
（松下副会長）
ア．日薬代議員中国ブロック会議
７月26日（土）・27日（日）に島根・松江市で開
催され、８月23日（土）・24日（日）に開催され
る日本薬剤師会通常総会での質問事項の協議を
行ったと報告された。
イ．薬草に親しむ会
９月23日（火）秋分の日に加計高校芸北分校で開
催するので、多数の参加をお願いしたい。また、
今回初めて４大学薬学部（広島大学・福山大学・
広島国際大学・安田女子大学）への後援依頼を
行ったが、快く承諾をいただいたと報告された。
ウ．第69回日本薬剤師会通常総会
８月23日（土）・24日（日）に東京・虎ノ門パス
トラルで開催され、中国ブロックは島根県の津戸
代議員が質問を行った。その中で広島県が提出し
た日薬の家賃の質問については、検討委員会の設
置について検討することになったと報告された。
（村上副会長）
ア．薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議
７月24日（木）に開催し、学生実習の受入状況、
ビデオ研修の状況及びスケジュールアップの計画
等を説明したと報告された。
イ．第３回日本禁煙学会学術総会
８月９日（土）・10日（日）に広島国際会議場で
開催され、広島市薬剤師会の岡田氏にシンポジス
トで出席いただいた。県薬としては、マスメディ
アに対するアピールがなかったので、今後留意す
る必要があると報告された。
ウ．薬局実務実習受け入れのスケジュール作成ワーク
ショップ打合会
８月18日（月）に開催し、８月31日に福山、９月
７日に広島、９月21日に呉の３カ所で実施する、
スケジュール作成のワークショップの打合せを
行ったと報告された。
エ．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
８月21日（木）に東区民文化センターで開催され、
昨年度の新規指定薬局と新規登録の保険薬剤師が
対象で、216名が参加したと報告された。
オ．第１回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導
者養成WS打合会
８月27日（水）に福山市医師会館で開催し、コン
サルタントの福山大学の吉富先生とタスク５名で
ワークショップの打合せを行い、プログラムの修
正等を行ったと報告された。
（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会平成20年度第４回理事会
８月22日（金）に日薬で開催され、電子処方せん
については昨年７月に次期尚早としているが、国

2008 Vol.33 No.6 広島県薬剤師会誌
からは研究するように言われている。また、イン
ターネット販売の問題や後発医薬品のアンケート
で全国2,000軒の薬局に調査票が送付されること
などの状況説明があったと報告された。
（青野常務理事）
ア．広報委員会
８月４日（月）・20日（水）に開催し、会誌９月
号の原稿のチェックを行ったと報告された。
（有村常務理事）
ア．平成20年度緩和ケア薬剤師研修
７月24日（木）・31日（木）に広島県緩和ケア支
援センターで実施され、定員40名のところ50名の
出席があり、受講者の感触は良く、来年度の受講
希望が多数あったと報告された。
（田口常務理事）
ア．薬草に親しむ会（下見）
７月25日（金）に県立加計高校芸北分校の周辺で
下見を行い、環境としては良好な場所であったと
報告された。
（野村常務理事）
ア．日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会（第
１回）
７月30日（水）に日薬で開催され、活動方針とし
て「質の高い医薬分業の拡大のための施策の提案」
と「災害時の地域における薬剤師の役割と地域防
災拠点を通じた医薬品供給体制の構築に向けた連
携について」が示され、事例紹介等が行われたと
報告された。
イ．ひろしま食育・健康づくり実行委員会ワーキング
会議
７月31日（木）に県庁で開催され、
「健康福祉祭」
と「ひろしまフードフェスティバル2008」の打合
せと、この委員会が今年度設置されるひろしま健
康づくり県民運動推進組織に合流するとの説明が
あったと報告された。
ウ．
「ひろしまフードフェスティバル2008」出展打合会
８月19日（火）に開催し、昨年と同じように女性
薬剤師会と青年薬剤師会の協力を得て、健康茶を
飲んでもらいクイズ出すことにし、看板は「くす
りやさんでホット一息」にすると報告された。
２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告
ア．広島県女性薬剤師会は８月３日（日）にエソール
広島で開催され、松下副会長が出席した。
３．審議事項
（１）第25回広島県薬事衛生大会実行委員について
次のとおり実行委員４名を選任された。
松下副会長、大塚副会長、平井副会長、瓜生常務
理事
（２）第29回広島県薬剤師会学術大会の参加について
11月16日（日）に広島県薬剤師會館で開催するの
で、多数の参加について機会がある毎に広報を行
うこととされた。

広島県薬剤師会誌 2008 Vol.33 No.6
（３）第41回日本薬剤師会学術大会の参加について（日
程確認）
平成20年10月12日（日）・13日（月・体育の日）
場所：フ ェ ニ ッ ク ス ・ シ ー ガ イ ア ・ リ ゾ ー ト
ワールドコンベンションセンターサミット
事前登録締切日：８月29日（金）
参加助成金締切日：９月20日（土）
（４）ひろしまフードフェスティバルについて
１色刷で広島県薬剤師会の名が入ったポケット
ティッシュを作成し、会場で配布することとされ
た。また、支部から要望があれば合わせて作成し、
経費は支部が負担することとされた。
（５）支部長･理事合同会議の開催について
11月25日（火）の午後２時から開催することとさ
れた。
（６）公益法人制度改革研修会の開催について
11月25日（火）に開催する予定で、講師に依頼す
ることとされた。
（７）
「薬草に親しむ会」講師への謝礼について
講師の謝礼の改正については、了承された。
（８）中国新聞の広告掲載について（日程確認）
掲載予定日：10月17日（金）
（９）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第49回広島県公衆衛生大会〜健やかな暮らしをつ
くる人々の集い〜の後援について
日 時：10月24日（金）
場 所：千代田開発センター大ホール
主 催：（財）広島県環境保健協会
後援名義の使用については、承諾することとされ
た。
イ．平成20年度第19回メディムジカ・アンサンブル定
期演奏会の協賛金について
日 時：10月４日（土）
場 所：広島市西区民文化センターホール
昨年度と同様に協賛しないこととされた。
４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
９月18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谷川常務理事とされた。
（２）広島県がん対策推進協議会委員の推薦について
（報告）
副会長 大塚幸三
（３）その他行事予定
次のとおり行事日程が確認された。
ア．第21回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
８月29日（金） 於 岡山県薬業会館
イ．第34回広島県国保診療施設地域医療学会
８月30日（土） 於 ウェルシティ広島 広島厚
生年金会館
ウ．第１回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導
者養成ワークショップ in ふくやま
８月31日（日） 於 福山大学
エ．広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導者養成
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ワークショップ打合会
９月１日（月）
オ．広島県議会議長 林先生への面会（三師会（医師
会・薬剤師会・歯科医師会）税務担当理事連絡協
議会関係）
９月１日（月） 於 県庁
カ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月２日（火） 於 東京・日薬
キ．第18回広島県健康福祉祭
９月２日（火）・３日（水） 於 広島県民文化
センター
ク．広報委員会
９月４日（木）
ケ．第47回広島県身体障害者福祉大会
９月５日（金） 於 三原市芸術文化センター
（ポポロ）
コ．第２回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導
者養成ワークショップ in ひろしま
９月７日（日） 於 広島県薬剤師會館
サ．中国新聞社健康セミナー
９月７日（日） 於 中国新聞社ホール
シ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月９日（火） 於 東京・日薬
ス．日本薬剤師会平成20年度全国学校薬剤師担当者会
議（第１回）
９月10日（水） 於 東京・日薬
セ．平成20年度広島県医療審議会
９月10日（水） 於 県庁
ソ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会
９月11日（木） 於 東京・日薬
タ．広島大学薬学部・学部生および大学院生全員を対
象とした就職説明会
９月13日（土） 於 広島大学・広仁会館外
チ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の
ためのワークショップ「第14回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 福山」
９月14日（日）15日（月）
ツ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月16日（火） 於 東京・日薬
チ．第29回広島県薬剤師会学術大会シンポジスト打合会
９月16日（火）
ト．平成20年度広島県高校生のがん予防講演会
９月17日（水） 於 広島県立広島商業高等学校
ナ．新基準対応の予算編成実務特別講習会
９月18日（木） 於 KKR広島
ニ．常務理事会
９月18日（木）
ヌ．第４回がん患者大集合中国ブロックプレイベント
９月21日（日） 於 中国新聞社ホール
ネ．第３回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導
者養成ワークショップ in くれ
９月21日（日） 於 広島国際大学
ノ．薬草に親しむ会
９月23日（火） 於 加計高校芸北分校
ハ．日本薬剤師会常務理事打合会

2008 Vol.33 No.6 広島県薬剤師会誌

38
９月24日（水） 於 東京・日薬
ヒ．広島地方社会保険医療協議会部会
９月24日（水） 於 未定
フ．高度管理医療機器等の販売業に係る継続研修会
９月28日（日） 於 広島県薬剤師會館
へ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月30日（火） 於 東京・日薬
ホ．
「ひろしまフードフェスティバル2008」出展打合会
10月２日（木）
マ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月７日（火） 於 東京・日薬
ミ．日本薬剤師会平成20年度第３回都道府県会長協議会
10月11日（土） 於 宮崎市
ム．日本薬剤師会薬事情報センター実務担当者会議
10月11日（土） 於 宮崎市
メ．平成20年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議
10月12日（日） 於 宮崎市
モ．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15回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 広島」
10月12日（日）・13日（月） 於 広島大学
ヤ．第41回日本薬剤師会学術大会
10月12日（日）・13日（月） 於 宮崎市
ユ．常務理事会
10月16日（木）
ヨ．平成20年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験
10月19日（日） 於 東広島市・広島大学
ラ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
10月19日（日） 於 福山商工会議所
リ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月21日（火） 於 東京・日薬
ル．第53回日本音声言語医学会総会・学術講演会
10月23日（木）・24日（金） 於 三原市芸術文
化センター
レ．ひろしまフードフェスティバル2008
10月25日（土）・26日（日） 於 広島城周辺
ロ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月28日（火） 於 東京・日薬

平成20年９月18日常務理事会議事要旨
日 時：平成20年９月18日（木）18：00〜19：50
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長
木平、大塚、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、瓜生、小林、重森、田口、谷川、二
川、政岡各常務理事
欠席者：野村常務理事
議事要旨作製責任者：谷川常務理事
１．報告事項
（１）８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．第34回広島県国保診療施設地域医療学会
８月30日（土）にウェルシティ広島で開催され、
厚生労働省の保険局総務課長から最近の医療状況
についての説明があったと報告された。
イ．中国四国厚生局来会
９月８日（月）に来会し、社会保険庁の解体に伴
う組織の再編について説明があり、10月１日より
中四国厚生局が保険薬剤師の手続きや指導監督を
行うことになると報告された。
（木平副会長）
ア．第21回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
８月29日（金）に岡山県薬業会館で開催され、６
年制の薬学生の実習が近くなったのでスケジュー
ルの説明があった。また、来年には実習先のリス
トを文部科学省に提出することになるが広島県は
充足していることと、認定の指導薬剤師が不足し
ているので、国に予算の確保を要求することを報
告された。
イ．第29回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
９月８日（月）に開催し、全体的な計画を協議し
たが、実習の受入カリキュラムをどの様に作成す
るかについて、ワークショップを行ったグループ
がポスターで発表することにしたと報告された。
ウ．第29回広島県薬剤師会学術大会シンポジスト打合会
９月16日（火）に開催し、シンポジウムのテーマ
は「緩和ケアについて〜薬剤師に期待すること出
来ること〜」にすることとし、シンポジストと打
合せを行ったと報告された。
（平井・大塚各副会長）
ア．日本薬剤師会平成20年度全国学校薬剤師担当者会
議（第１回）
９月10日（水）に日薬で開催され、学校保健法が
学校安全保健法に変わり来年の４月１日から施行
されることや、ドーピング防止活動について説明
があった。また、児玉会長から日学薬と連携を図
るため、田中会長を学校薬剤師部会部会長に就任
していただいたと挨拶があったと報告された。
（村上副会長、田口常務理事）
ア．第１回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導
者養成ワークショップ in ふくやま
８月31日（日）に福山大学で開催し、６年生の薬
学生の受入薬局がコアカリキュラムに従ったスケ
ジュールをモデル的に組むことで、ワークショッ
プを開催した。今後広島市と呉市で実施すると報
告された。
イ．第２回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導
者養成ワークショップinひろしま
９月７日（日）に広島県薬剤師會館で開催し、ア
と同様なワークショップを行ったと報告された。
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ウ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の
ためのワークショップ「第14回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 福山」
９月14日（日）15日（月）に福山大学で開催され
無事に終了したが、５講座のビデオ研修を受けて
いない参加者もおり、このため、（イ）と（ウ）
については今年度中に県薬で実施することを検討
すると報告された。
（豊見専務理事）
ア．第１回日本学校薬剤師会全国代表者連絡協議会
９月10日（水）に日薬で開催され、日薬と日学薬
との関係については、連携をとりながら事業を実
施することになった。今回学校で使用する錠剤の
モデルを、日薬と日学薬が配布することになった
ので活用してほしいと報告された。
イ．日本薬剤師会調剤業務委員会
９月11日（木）に日薬で開催されたが、この委員
会は調剤指針を作成するもので、増補版で12改訂
版が発行されると報告された。
ウ．広島大学薬学部・学部生および大学院生全員を対
象とした就職説明会
９月13日（土）に広島大学・広仁会館外で開催さ
れ、開局薬剤師の立場で薬局や学校薬剤師の説明
を行ったが、ブースの参加をしている製薬会社や
薬局が多く、６年制による求人難が再来年まで続
くものと思われると報告された。
エ．レセプトオンライン請求について
県薬ホームページのレセプトオンライン請求の資
料の項目に、フローチャートを作成したと報告さ
れた。
（谷川常務理事）
ア．広報委員会
９月４日（木）に開催し、会誌11月の原稿の依頼
先を決定したと報告された。
２．審議事項
（１）広島県後発医薬品使用推進協議会委員への推薦に
ついて
木平、平井各副会長を推薦することとされた。
（２）第29回広島県薬剤師会学術大会について
学術大会の内容については、口頭発表、ポスター
発表とシンポジウムを行うことと、10月には役員
の分担を決めることとされた。
（３）支部長・理事合同会議について（日程確認）
日 時：10月25日（土） 午後２時〜
場 所：広島県薬剤師會館
内 容：（１）公益法人制度改革について
（２）提出議題（10月10日まで）
（４）後援、助成及び協力依頼等について
ア．市民公開講座 今こそＣ型肝炎について考えま
しょうの後援名義使用について
日 時：11月15日（土） 午後２時〜
場 所：三原市サンシープラザ
共 催：三原市医師会、シェリング・プラウ㈱
地域での行事であり、後援名義の使用については、
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承諾しないこととされた。
３．その他
（１）次回常務理事会の開催について
10月16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野村常務理事とされた。
（２）書籍申込等の案内告知について
㈱丸善からファックス一斉同報の依頼があり、了
承された。
（３）その他行事予定
次のとおり行事日程が確認された。
ア．第４回がん患者大集合中国ブロックプレイベント
９月21日（日） 於 中国新聞社ホール
イ．第３回広島県薬剤師会薬局実習受け入れ支部指導
者養成ワークショップ in くれ
９月21日（日） 於 広島国際大学
ウ．薬草に親しむ会
９月23日（火） 於 加計高校芸北分校
エ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月24日（水） 於 東京・日薬
オ．会員委員会
９月25日（木）
カ．日本薬剤師会組織・会員委員会
９月25日（木） 於 東京・日薬
キ．高度管理医療機器等の販売業に係る継続研修会
９月28日（日） 於 広島県薬剤師會館
ク．日本薬剤師会常務理事打合会
９月30日（火） 於 東京・日薬
ケ．
「ひろしまフードフェスティバル2008」出展打合会
10月２日（木）
コ．日本薬剤師会編集委員会
10月３日（金） 於 東京・日薬
サ．広島県薬剤師会福山支部認定実務実習指導薬剤師
養成講習会
10月５日（日） 於 福山市男女共同参画セン
ター
シ．平成20年度第２回広島県緩和ケア推進連絡協議会
10月６日（月） 於 広島県緩和ケア支援セン
ター
ス．広報委員会
10月７日（火）
セ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月７日（火） 於 東京・日薬
ソ．業務分担①担当理事打合会及び薬剤師禁煙支援ア
ドバイザー特別委員会合同会議
10月８日（水）
タ．日本薬剤師会平成20年度第３回都道府県会長協議会
10月11日（土） 於 宮崎市
チ．日本薬剤師会薬事情報センター実務担当者会議
10月11日（土） 於 宮崎市
ツ．平成20年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議
10月12日（日） 於 宮崎市
テ．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15回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 広島」
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10月12日（日）・13日（月） 於 広島大学
ト．第41回日本薬剤師会学術大会
10月12日（日）・13日（月） 於 宮崎市
ナ．平成20年度新公益法人制度に関する説明会
10月14日（火） 於 県庁
ニ．広島大学薬学部４年生臨床薬学実習事前指導
10月15日（水）〜17日（金） 於 薬学部第１講
義室、広島県薬剤師會館（16日）
ヌ．常務理事会
10月16日（木）
ネ．平成20年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験
10月19日（日） 於 東広島市・広島大学
ノ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
10月19日（日） 於 福山商工会議所
ハ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月21日（火） 於 東京・日薬
ヒ．広報委員会
10月22日（水）
フ．第53回日本音声言語医学会総会・学術講演会
10月23日（木）・24日（金） 於 三原市芸術文
化センター
ヘ．支部長･理事合同会議
10月25日（土）
ホ．ひろしまフードフェスティバル2008
10月25日（土）・26日（日） 於 広島城周辺
マ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月28日（火） 於 東京・日薬
ミ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月４日（火） 於 東京・日薬
ム．第49回日本児童青年精神医学会総会

11月５日（水）〜７日（金） 於 広島国際会議場
メ．第47回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会
11月８日（土）・９日（日） 於 岡山コンベン
ションセンター
モ．山木靖雄先生広島県議会議副議長就任祝賀会
（仮）
11月10日（月） 於 未定
ヤ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月11日（火） 於 東京・日薬
ユ．日本薬剤師会平成20年度第５回理事会
11月12日（水） 於 東京・日薬
ヨ．認定基準薬局制度運営協議会
11月13日（木）
ラ．日本薬剤師会会長児玉孝先生を囲む会
11月15日（土） 於 メルパルク広島
リ．ラジオNIKKEI研修認定薬剤師講座講演会
11月15日（土） 於 エソール広島
ル．第29回広島県薬剤師会学術大会
11月16日（日） 於
レ．平成20年度広島県四師会役員連絡協議会
11月17日（月） 於 ANAクラウンプラザホテ
ル広島
ロ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月18日（火） 於 東京・日薬
ワ．常務理事会
11月20日（木）
ン．日本薬剤師会常務理事打合会
11月25日（火） 於 東京・日薬
Ａ．第61回広島医学会総会
11月29日（土）・30日（日） 於 広島医師会館

白萩を 散らして過ぐる 風もあり

●

孫の手の 宮城野萩は 濃むらさき

●

咲き満ちて こぼるゝに耐ふ 萩の露

●

散り急ぐ いちょう並木の 別れあり

●

高き月 連れて家路の 車窓かな

●

力なき 虫に孤高の 十三夜

●

ほ し

この地球の 自転に虫の 伴奏す

●

読人しらず

誌

日

薬

県
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日
付
行
事
内
容
９月９日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
９月10日

日
付
行
事
内
容
８月21日 木 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（東区民文化センター）
８月22日

金 日本薬剤師会平成20年度第４回
理事会（東京）

23日・24日

火 日本薬剤師会薬局製剤・漢方委
員会（東京）

８月27日

水 第１回広島県薬剤師会薬局実習
受け入れ支部指導者養成WS打
合会（福山市医師会館）

８月28日

木 常務理事会

８月29日

金 第21回病院・薬局実務実習中
国・四国地区調整機構会議
（岡山）

８月30日

土

第34回広島県国保診療施設地域
医療学会（ウェルシティ広島・
広島厚生年金会館）

31日

日 第１回広島県薬剤師会薬局実習
受け入れ支部指導者養成ワーク
ショップ in ふくやま（福山大学）

９月１日

月 ・広島県議会議長 林先生への
面会（三師会（医師会・薬剤
師会・歯科医師会）税務担当
理事連絡協議会関係）（県庁）
・広島県薬剤師会薬局実習受け
入れ支部指導者養成ワーク
ショップ打合会

２日・３日
９月４日
７日

９月８日
９月

・日本薬剤師会平成20年度全国
学校薬剤師担当者会議（第１
回）
（東京）
・日本薬剤師会製薬薬剤師部会
全体幹事会（東京）
14日・15日

厚生労働省による認定実務実習
指導薬剤師養成のためのワーク
ショップ「第14回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国in
福山」
（福山大学）

第69回日本薬剤師会通常総会
（東京）

８月26日

９月２日

水 ・第１回日本学校薬剤師会全国
代表者連絡協議会（東京）

火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
第18回広島県健康福祉祭（広島
県民文化センター）
木 広報委員会
日 第２回広島県薬剤師会薬局実習
受け入れ支部指導者養成ワーク
ショップ in ひろしま
月 ・中国四国厚生局来会
・第29回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

９月16日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・第29回広島県薬剤師会学術大
会シンポジスト打合会
９月17日

水

９月18日

木 ・新基準対応の予算編成実務特
別講習会（KKR広島）

畜産物の理解を深める中国ブ
ロック説明講演会（JAビル）

・常務理事会
21日

日 第３回広島県薬剤師会薬局実習
受け入れ支部指導者養成ワーク
ショップ in くれ（広島国際大学）

９月23日

火

９月24日

水 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

９月25日

木 ・会員委員会

平成20年度「薬草に親しむ会」
（加計高校芸北分校）

・日本薬剤師会組織・会員委員
会（東京）
28日

日 高度管理医療機器等の販売業等
に係る継続研修会

９月30日

火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

10月１日

水 ひろしまフードフェスティバル
出展運営説明会
（RCC文化センター）

10月２日

木 「ひろしまフードフェスティバ
ル2008」出展打合会

３日

金 日本薬剤師会編集委員会（東京）

５日

日 広島県薬剤師会福山支部認定実
務実習指導薬剤師養成講習会
（福山）
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日
付
６日 月

７日

行
事
内
容
平成20年度第２回広島県緩和ケ
ア推進連絡協議会（広島県緩和
ケア支援センター）

火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・広報委員会
・広 島 県 地 域 保 健 対 策 協 議 会
「薬務関係事業」における打
合会

８日

水 業務分担①担当理事打合会及び
薬剤師禁煙支援アドバイザー特
別委員会合同会議

９日

木

10日

金 ・日本薬剤師会製薬薬剤師部会
全体幹事会（東京）

第29回広島県薬剤師会学術大会
出展打合会

・第25回広島県薬事衛生大会実
行委員会
11日

土

・日本薬剤師会平成20年度第３
回都道府県会長協議会（宮崎）
・日 本 薬 剤 師 会 薬 事 情 報 セ ン
ター実務担当者会議（宮崎）

12日

日 平成20年度全国薬剤師研修協議
会実務担当者会議（宮崎）

12日・13日

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

14日

火 ・平成20年度新公益法人制度に
関する説明会（広島国際会議
場）
・中国四国厚生局局長来会

15日

水 ・広島大学薬学部４年生臨床薬
学実習事前指導（〜17日）
・第１回中国地方社会保険医療
協議会総会（中国四国厚生局
鉄砲町庁舎）
・第29回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

16日

木

・新々公益法人会計（平成20年
基準）と公益認定基準等の実
務ポイントセミナー（㈱ミロ
ク情報サービス広島支社）
・常務理事会

日
付
17〜23日

行
事
内
薬と健康の週間

容

17日

金 ひろしま食育・健康づくり実行
委員会ワーキング会議（県庁
本館）

19日

日 ・平成20年度広島県介護支援専
門員実務研修受講試験（東広
島市・広島大学）
・認定基準薬局新規申請及び更
新薬局、保険薬局指定申請薬
局との共同研修会（福山商工
会議所）
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行事予定（平成20年11月〜12月）
11月４日
（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

11／５
（水）
〜７
（日） 第49回日本児童青年精神医学会総会（広島国際会議場）
11月６日
（木）

新会計基準における決算処理 その１
（ＫＫＲホテル広島）

11月８日
（土）

平成20年度第２回中国・四国ブロック会議（岡山）

11／８
（土）
〜９
（金） 第47回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会
（岡山）
11月11日
（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

11月12日
（水）

日本薬剤師会平成20年度第５回理事会（東京）

11月13日
（木）

認定基準薬局制度運営協議会

11月15日（土）

平成20年度全国薬局・病院薬剤師生涯学習担当者連絡会議（東京）

〃

日本薬剤師会児玉会長との懇談会（メルパルク広島）

〃

ラジオＮＩ
ＫＫＥ
Ｉ研修認定薬剤師講座講演会（エソール広島）

〃

第30回福山大学薬学部卒後教育研修会（福山大学薬学部）

11月16日
（日）

第29回広島県薬剤師会学術大会

11月17日
（月）

平成20年度広島県四師会役員連絡協議会
（ＡＮＡクラウンプラザホテル広島）

11月18日
（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

11月20日
（木）

常務理事会

11月23日
（日）⎫

厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ
第１
６回薬剤師のためのワークショップ中国・四国ｉ
ｎ 香川」
（香川）

11月25日
（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

12月２日
（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

12月４日
（木）

第25回広島県薬事衛生大会（エソール広島）

〜

⎬
11月24日
（月）⎭

〃

｝

薬祖神大祭（広島県薬剤師會館）

12月５日
（金）

平成20年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会（東京）

12月６日
（土）

平成20年度薬事衛生指導員講習会及び薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会（西部）

12月７日
（日）

平成20年度薬事衛生指導員講習会及び薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会（東部）

12月９日
（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

12月16日
（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

12月24日
（水）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

12月25日
（木）

常務理事会
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各 都 道 府 県
各保健所を設置する市
各 特 別 区

⎫
⎪
⎬ 衛生主管部（局）長 殿
⎪
⎭

厚生労働省医政局総務課長

ペン型インスリン注入器等の取扱いに
係る注意喚起について（通知）
平成20年10月７日
社団法人 広島県薬剤師会長 様
広島県健康福祉局長
〒730-8511
広島市中区基町10-52
薬務課

厚生労働省医薬食品局安全対策課長
医療機関における医療安全の確保については、
従来より適切な対応をお願いしているところです。
今般、 医療機関において、針が交換可能な個
人使用専用の器具であるぺン型インスリン注入器
の複数の患者への使用事例が判明いたしました。
このぺン型インスリン注入器（以下「当該器
具」という。）は、糖尿病患者がインスリン療法
において使用する器具であり、インスリンのカー
トリッジ製剤と注入器が一体となったタイプの

TEL 082-513-3223
FAX 082-223-3573

キット製剤及びカートリッジを交換できるタイプ
の注入器（別添図参照）があります。いずれも個
人専用として使用する器具であり、使用時に血液
がカートリッジ内に逆流した場合、感染症の原因
となる可能性があるため、複数の患者に使用しな
い旨が添付文書中に記載されているところです。
そこで、医療安全対策に万全を期すため当該
器具の使用について、貴管下医療機関に対し、添
付文書による使用方法の再確認を行う等、適切な
使用について、改めて周知徹底をお願いいたし
ます。
あわせて、管下医療機関に対し、当該器具を複
数の患者に使用した又は可能性があった場合は、
管下保健所への報告を求める等、関係部局間と連
携のうえ、該当医療機関への適切な指導をお願い
いたします。
また、 当該器具の製品名等の一覧は、別紙の
とおりです。
なお、 当該器具と同様に個人専用に使用する

（担当者 海嶋）

ヒト成長ホルモンの注入器等につきましても、適

このことについて、平成20年10月３日付け医政
総発第1003001号及び薬食安発第1003001号により
厚生労働省医政局総務課長及び厚生労働省医薬食
品局安全対策課長から別紙（写）のとおり医療機
関への注意喚起及び周知徹底の依頼がありました。
ついては、ペン型インスリン注入器及びヒト成
長ホルモンの注入器等個人専用として使用する器
具について、薬事法第77条の３の規定に基づき、
改めて医療機関に「感染症の原因となるおそれが
あるため、複数の患者に使用しない」旨情報提供
するなど、適正使用について注意喚起を図るよう
貴会会員に周知してください。
なお、社団法人広島県医師会へは、別紙（写）
のとおり通知しています。
（照会先） 製薬振興グループ

正な使用が行われるようあわせて周知願います。
別紙
ペン型インスリン注入器の取扱いについて
（医療機関への注意喚起及び周知徹底依頼）
医政総発第1003001号
薬食安発第1003001号
平成20年10月３日

（ 留意事項 ）
本通知の内容については、 貴管下医療機関
の医療に係る安全管理のための委員会の関係
者、安全管理者 、医薬品及び医療機器の安全
使用のための責任者等に対しても、周知される
よう御配慮願います。
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別添

別紙

ペン型インスリン注入器製品一覧

○インスリンのカートリッジ製剤と注入器が一体となったタイプのキット製剤
平成20年10月１日現在
製造販売業者名

一般的名称

製品名

販売開始年月 販売終了年月等

インスリン グラルギン
サノフィ・アベンティス㈱
（遺伝子組換え）

ランタス注ソロスター

2008年６月

販売中

インスリン グラルギン
（遺伝子組換え）

ランタス注キット300

2003年12月

2004年2月以降
出荷なし

サノフィ・アベンティス㈱
日本イーライリリー㈱

ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ヒューマカートR注
（キット）

1998年８月

販売中

日本イーライリリー㈱

ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ヒューマカートN注
（キット）

1998年８月

販売中

日本イーライリリー㈱

ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ヒューマカート3/7注
（キット） 1998年８月

販売中

日本イーライリリー㈱

インスリンリスプロ
（遺伝子組換え）ヒューマログ注キット

2001年８月

販売中

日本イーライリリー㈱

インスリンリスプロ
（遺伝子組換え）ヒューマログN注キット

2005年３月

販売中

日本イーライリリー㈱

インスリンリスプロ
（遺伝子組換え）ヒューマログミックス25注キット 2005年３月

販売中

日本イーライリリー㈱

インスリンリスプロ
（遺伝子組換え）ヒューマログミックス50注キット 2005年３月

販売中

日本イーライリリー㈱

インスリンリスプロ
（遺伝子組換え）ヒューマログ注ミリオペン

2008年６月

販売中

日本イーライリリー㈱

インスリンリスプロ
（遺伝子組換え）ヒューマログN注ミリオペン

2008年６月

販売中

日本イーライリリー㈱

インスリンリスプロ
（遺伝子組換え）ヒューマログミックス25注ミリオペン 2008年６月

販売中

日本イーライリリー㈱

インスリンリスプロ
（遺伝子組換え）ヒューマログミックス50注ミリオペン

2008年６月

販売中
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一般的名称

製品名

販売開始年月 販売終了年月等

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボリンR注フレックスペン

2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボリンN注フレックスペン

2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボリン10R注フレックスペン 2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボリン20R注フレックスペン 2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボリン30R注フレックスペン 2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボリン40R注フレックスペン 2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボリン50R注フレックスペン 2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

イノレットR注

2001年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

イノレットN注

2001年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

イノレット10R注

2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

イノレット20R注

2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

イノレット30R注

2001年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

イノレット40R注

2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

イノレット50R注

2003年７月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリン アスパルト
（遺伝子組換え）ノボラピッド注フレックスペン

2002年４月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリン アスパルト
（遺伝子組換え）ノボラピッド30ミックス注フレックスペン

2003年12月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリン デテミル
（遺伝子組換え） レベミル注300フレックスペン

2007年12月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボレットR注

1994年６月

2004年４月

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボレットR注300

1998年８月

2004年４月

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボレットN注

1994年６月

2004年４月

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボレット10R注

1994年６月

2004年４月

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボレット20R注

1994年６月

2004年４月

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボレット30R注

1994年６月

2004年４月

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボレット40R注

1994年６月

2004年４月

ノボノルディスクファーマ㈱ ヒトインスリン
（遺伝子組換え）

ノボレット50R注

1994年６月

2004年４月

＊本表は、平成20年10月1日現在把握しているものである。

○インスリンのカートリッジを交換できるタイプの注入器
製造販売業者名

一般的名称

製品名

平成20年10月１日現在
販売開始年月 販売終了年月等
販売実績なし
（2007年4月モ
販売前
ニタリング 施
設に臨床試用
用として提供）
販売中
2005年１月

サノフィ・アベンティス㈱

インスリンペン型注入器

イタンゴ

サノフィ・アベンティス㈱

インスリンペン型注入器

オプチクリック

サノフィ・アベンティス㈱

インスリンペン型注入器

オプチペンプロ1

2003年12月

2005年８月

日本イーライリリー㈱

手動式医薬品注入器

オートペン（1.5ml）

1997年１月

2002年７月

日本イーライリリー㈱

手動式医薬品注入器

オートペン（3ml）

1997年１月

2002年７月

日本イーライリリー㈱

インスリンペン型注入器

ヒューマペンエルゴ

1998年８月

2006年12月

日本イーライリリー㈱

インスリンペン型注入器

ヒューマペンラグジュラ

2004年８月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリンペン型注入器

ノボペン300

1998年４月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリンペン型注入器

ノボペン300デミ

2001年５月

販売中

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリンペン型注入器

ノボペン

1998年６月

2002年12月

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリンペン型注入器

ノボペンⅡ

1989年12月

1993年10月

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリンペン型注入器

ノボペンⅢ

1993年10月

2006年３月

ノボノルディスクファーマ㈱ インスリンペン型注入器

インノボ

2000年６月

2000年９月

＊本表は、平成20年10月1日現在把握しているものである。
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麻薬取扱者年間届及び麻薬取扱者免許
（継続）申請に係る広報について
（依頼）
平成20年10月16日
社団法人 広島県薬剤師会長 様

○提 出 先
麻薬業務所の所在地

提 出 先

広 島 市

広島市保健所・各区生活衛生担当

呉

呉市保健所保健総務課

市

福 山 市

福山市保健所総務課

上記以外

県立保健所（分室）生活衛生課

○提出部数 ２部
広島県健康福祉局長
〒730-8511
広島市中区基町10-52
薬務課

○その他
期間内に麻薬の取扱いがない場合も届出が必要
です。
不明な点等については、広島県健康福祉局保健
医療部薬務課又は管轄する県立保健所（分室）

薬務行政の推進については、日頃から御協力を
いただき、厚くお礼を申し上げます。
さて、これらの事務の手続については、各対象
者に対して別途連絡をしますが、貴会におかれま
しても、別紙により広報誌への掲載を行うなど、

にお問い合わせください。
（広島市に麻薬業務所がある場合は広島県健康
福祉局保健医療部薬務課、呉市にある場合は広
島県呉地域保健所、福山市にある場合は広島県
福山地域保健所）

会員の方々に周知していただきますようお願いし
ます。

２ 麻薬取扱者免許申請（継続）について

なお、別紙についてはMSWordにより作成し
ておりますので、データ送付を希望される場合は、
次のメールアドレスまでメールを送信してくだ
さい。

平成19年中に免許になった麻薬小売業者・管理
者免許については、平成20年12月31日で有効期間
が満了します。平成21年１月１日以降も引き続き
免許を必要とされる方は、次のとおり免許申請を
行ってください。

メールアドレス fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp

○申請期限 平成20年11月21日（金）
○提出先

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

麻薬取扱者年間届出書
及び麻薬取扱者免許申請について

麻薬診療施設の所在地

提 出 先

広 島 市

広島市保健所・各区生活衛生担当

呉

呉市保健所保健総務課

市

福 山 市

福山市保健所総務課

上記以外

県立保健所（分室）生活衛生課

○提出書類
（麻薬小売業者）
・免許申請書
・組織規程図文は業務分掌表（法人の場合のみ。

１ 麻薬取扱者年間届出書について
麻薬小売業者及び麻薬管理者は、麻薬及び向
精神薬取締法第47条及び第48条の規定により、
前年の10月１日から当年の９月30目まで１年間
の麻薬取扱状況を県知事に届け出なければなり
ません。平成20年度の届出については、次のと
おり行ってください。

業務を行う役員は、薬事法で届け出た役員と同
じ者とすること。）
・診断書（法人の場合は業務を行う役員全員）
・登記事項証明書（法人の場合のみ）
注：法人の場合で、全役員の診断書を提出する場
合は、組織規程図又は業務分掌表の提出は不
要です。
（麻薬管理者）

○提出期限 平成20年11月28日（金）

・免許申請書
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【問合せ先】
広島県健康福祉局保健医療部薬務課
TEL 082-513-3221
広島県広島地域保健所生活衛生課
○その他
TEL 0829-32-1181
免許証の有効期間を確認のうえ、手続を行って
広島県広島地域保健所海田分室生活衛生課
ください。
TEL 082-822-5116
不明な点等については、広島県健康福祉局保健
広島県呉地域保健所生活衛生課
医療部薬務課又は管轄する県立保健所（分室）
TEL 0823-22-5400
にお問い合わせください。
広島県芸北地域保健所生活衛生課
（広島市に麻薬業務所がある場合は広島県健康
TEL 082-814-3181
福祉局保健医療部薬務課、呉市にある場合は広
広島県東広島地域保健所生活衛生課
島県呉地域保健所、福山市にある場合は広島県
TEL 082-422-6911
福山地域保健所）
広島県尾三地域保健所生活衛生課
TEL 0848-64-2322
３ その他
広島県福山地域保健所生活衛生課
麻薬取扱者年間届出書あるいは麻薬取扱者免許
TEL 084-921-1311
申請（継続）に必要な書類は、広島県のホーム
広島県備北地域保健所生活衛生課
ページからも出力できます。
TEL 0824-63-5181
広島県ホームページ（http://www.pref.hiroshima.
lg.jp/ ）の「トップページ>組織一覧>保健医療部
薬務課情報一覧」内にあります。
・診断書
・勤務証明書（申請者が麻薬診療施設に勤務して
いる場合）

fffffffffffffffffffffff

薬の適正使用講習会及び禁煙講習会のすすめ方〈予告〉
【西 部 地 区】
開催日時：平成20年12月６日（土）
15：00〜17：00
開催場所：広島県薬剤師會館４階ホール

【東 部 地 区】
開催日時：平成20年12月７日（日）
10：00〜12：00
開催場所：福山商工会議所

広島市中区富士見町11-42

福山市西町２-10-１

蕁（082）246-4317

蕁（084）921-2345

学校や公民館、老人クラブなどでの指導講習会の講演活動が多くなっていると思います。
この度、学校薬剤師・薬事指導員・禁煙支援なので用いるツールを御紹介し、積極的に地域活動
に役立ててもらいたいと思います。

fffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
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中国四国厚生局再編の概要パンフレットの送付について
事

務

連

絡

平成20年９月２日
関 係 各 位
中国四国厚生局総務課
日頃から中国四国厚生局の業務に御理解・御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、平成20年10月以降の社会保険庁の解体に伴い、社会保険事務局が担当する事務の一部が地方厚
生局に移管されることとなりました。これに伴い、当局は組織再編成を行うとともに、中国各県の県庁
所在地に事務所を開設いたします（広島県は当局内に設置）。
この度、組織再編の概要についてまとめたパンフレットを作成いたしましたので、お送りさせていた
だきます。
なお、大変恐縮ですが、窓口等への貼付・配布をお願いします。
お手数をお掛けしますがよろしくお願いします。
担 当
中国四国厚生局総務課
電話 082-223-8181
FAX 082-223-8155

中 国 四 国 厚 生 局 再 編 の 概 要
中国四国厚生局は、平成２０年１０月以降に予定されている社会保険庁の解体に伴い、社会保険事務局の事務が順次移管
されることとなり、組織を抜本的に見直し、より総合的・効果的な行政事務を執行できる体制を構築することとしています。

現行の主な事務
○
○
○
○
○
○
○

平成２０年１０月再編時の体制

特定機能病院の立入検査、薬事監視
医療法人、社会福祉法人の認可・指導監督
各種養成施設の指定・指導監督
各種補助金等の交付
医療構造改革の推進
医師等国家試験監督業務
麻薬・覚せい剤等の取締り
等

１．医療・福祉サービスの総合的な指導体制の確立
○指導部門（仮称）の新設
●

医療・福祉サービスの指導業務に係る総合的企画調整、保険医療
機関等に対する指導監査（県事務所（仮称）の指導を含む。）
特定機能病院の立入検査、医療法人・社会福祉法人の認可・指導監督

○県内事務所の新設

新たな移管事務①
［平成２０年１０月］

※広島県（厚生局所在県）を除く管内県ごとに設置

○ 保険医療機関等に対する指導監査等
○ 管内の全国健康保険協会支部及び社会保険
診療報酬支払基金支部の指導監督
○ 地方社会保険医療協議会の運営
○ その他

各所在県内において、保険医療機関等に対する指導監査等を実施
※広島県については、中国四国厚生局指導監査課（仮称）において実施

２．現行事務のより効果的な実施体制の確立
○健康福祉部内の組織再編
●

新たな移管事務②
［平成２２年１月予定］

の設置など、より効果的な体制に再編

○ 現在、社会保険事務局が行っている年金事務
のうち、日本年金機構設立に伴い、行政事務
とされたもので厚生局に移管されるもの

【詳細は現在検討中】

３．企画調整機能の強化
○企画調整課の新設

○ 社会保険労務士関連事務
○ 社会保険審査官関連事務

各種養成施設の指定・指導監督事務を一元管理する指導養成課（仮称）
の設置、各種補助金等の交付事務を総合的に行う健康福祉課（仮称）

等

●

局の総合的企画調整、医療構造改革推進 等
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中 国 四 国 厚 生 局 の 組 織 再 編 に つ い て

現行の組織

中国四国厚生局

平成20年10月〜

中国四国厚生局

※新設される課・事務所名は仮称
は新設
は変更

局長

局長

総務管理官

総務管理官

総務課

総務課

企画調整課

健康福祉部
健康課

健康福祉部
健康福祉課

福祉課

指導養成課

医事課

医事課

食品衛生課

食品衛生課

社会保険課

保険年金

指導・監査部門
麻薬取締部

指導管理官
管理課
医療指導課
福祉指導課
注1

指導監査課
鳥取事務所
島根事務所

注2

岡山事務所
麻薬取締部
注1 広島事務所相当
注2 県庁所在地に設置

山口事務所
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中 国 四 国 厚 生 局 各 課 の 所 掌 事 務 等
部・課の名称

主な所掌事務

総 務 課

・中国四国厚生局の総務
・各種国家試験業務 等

企画調整課

・中国四国厚生局の所掌事務に関する総合的な企画・立案・調整
・地方社会保険医療協議会に関すること 等

・各種指定医療機関の指定・消費生活協同組合の監視・指導
健康福祉課 ・民生委員、児童委員の委嘱
・健康福祉課の所掌事務に関する補助金等の交付に関すること 等
指導養成課 ・各種養成所及び養成施設の指定・監督 等
健
康 医 事 課
福
祉
部
食品衛生課

保険年金課

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀
６-30広島合同庁舎４号館２階
電話：082-223-8181
Fax：082-223-8155
〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル２階
電話：082-223-8264
Fax：082-223-7889

・医師の確保に関する事務、医療安全に関する普及・啓発
・医師及び歯科医師の臨床研修に関すること
・心神喪失者医療観察法関連事務 等
・総合衛生管理製造過程（HACCP）の承認等
・食品衛生法、食鳥処理法に基づく検査機関の登録、指定及び監督
等
・健康保険組合、厚生年金基金及び国民年金基金に係る認可及び
指導監督
・確定拠出年金事業に関する事務 等

・医療・福祉サービスの指導業務に係る総合的な企画・立案
管 理 課 ・都道府県の区域を越える医療法人の定款変更 等
・後期高齢者医療、国民健康保険の保険者等の指導 等
医療指導課

所在地

・国の開設する病院等の使用前検査 等
・医療監視員に関すること 等

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀
６-30広島合同庁舎４号館２階
電話：082-223-8181
Fax：082-223-8155

・都道府県の区域を越える社会福祉法人の認可及び監督
福祉指導課 ・介護サービス事業者に対する指導 等
・市町村等の介護保険事務に関する指導 等
指導監査課 ・保険医療機関等の指定、保険医等の登録
・保険医療機関等の指導・監査
・地方社会保険医療協議会部会の開催 等
指 鳥取事務所
導
部
門
島根事務所

岡山事務所

山口事務所

麻薬取締部

薬物犯罪捜査、薬物乱用防止普及啓発
麻薬等の免許、許認可、届出
麻薬、覚せい剤に関する相談 等

〒680-0834
鳥取県鳥取市永楽温泉町271
朝日生命鳥取ビル３階
電話：0857-30-0860
Fax：0857-21-3245
〒690-0841
島根県松江市向島町134-10
松江地方合同庁舎
電話：0852-61-0108
Fax：0852-28-9222
〒700-0907
岡山県岡山市下石井２-１-３
岡山第一生命ビルディング７階
電話：086-239-1275
Fax：086-224-3686
〒753-0811
山口県山口市吉敷下東１-３-1
山陽ビル５階
電話：083-902-3171
Fax：083-932-8508
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀
６-30広島合同庁舎４号館15階
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大竹支部／廿日市支部

そうした環境を整えていくには医療人教育が重要

＜大竹支部＞

である。今までの知識偏重な教育では、追いつか

大竹薬剤師会生涯教育研修会報告
神田 龍明
８月28日（木）、午後６時より広

ないばかりでなく、問題点に気づくことやそれを
指摘し、コミュニケーションをとりながらチーム
ワークで協力して解決していく力が身に付かない
とのことでした。

島西医療センターの大会議室に於
いて大竹薬剤師会生涯教育研修会
が開催されました。
最初に、広島県薬剤師会常務理事の谷川正之先
生から認定実務実習指導薬剤師についてお話があ
りました。全国の養成講習会やワークショップの
参加状況と年ごとの認定された人数をみると、増
加傾向にあるものの、まだまだ必要数には達して
いないのでよりいっそう全員で意識して参加して
いかなければならないと感じました。ただ、ワー

これから実務実習にこられる学生さんの指導に

クショップの開催が希望者の数に追いついていな

もあてはまることで、知識や技能ばかりをたたき

いようなので、その対策と整備が必要と思われ

こむのではなく、コアとなる人間性を育て、それ

ます。

によりまた自らも変わっていくことが大切だと強
く感じました。皆で「ああいうふうになりたいな」
と思われる医療人として魅力的な人間になり、よ
り良い後輩を育てていこうではありませんか。

＜廿日市支部＞
挨

拶
支部長

渡邊 英晶

広島県薬剤師会の会員の皆様、
次に、広島西医療センター院長である田中丈夫

今年度廿日市支部長を任されまし

先生から医療人としての薬剤師の使命についてお

た渡邊です。よろしくお願い申し

話がありました。現在の医療環境は、専門性の高

あげます。

度化による必要な知識の増加と、また IT の拡大

廿日市市にある厚生連広島総合病院に15年勤務

に伴う情報の氾濫などから、社会の医療に対する

し病棟活動をしておりました経験から何を私に求

意識が変化し、医療を提供する側と受ける側です

められ、そして何ができるのか思慮しております。

れ違いが起きて訴訟へ発展するケースが増えてい

何度か県薬の研修会で恥ずかしながら講師をし

る。そうした中で安全で満足のいく質の医療を提

てきました事で覚えておられる会員さんもおられ

供していくには、患者さんも含めてそれぞれの専

ると思います。また今年、県薬から功労賞をいた

門職が緊密な連携をしていくことが必要ですが、

だき、何もしていない私が恩返しをする機会がこ
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んなに早く来るとは、考えてもおりませんでした。
今、政治の世界では総理が２代続けて政権を全

・厚生連広島総合病院地域支援病院諮問委員会
・廿日市市保健福祉審議会

うせず、また、株価低迷、衆議院解散は近い等と

・廿日市市覚せい剤等薬物乱用防止街頭指導

世の中の不安定要素が多い中、保険医療の崩壊だ

・廿日市市学校保健会

の後期高齢者保険制度の廃止いや改正だのと、私

・広島県西部地域保健対策協議会

達も、どう立ち向かっていけばいいのか混乱して

・廿日市はいかいSOSネットワーク運営会議

おります。

・廿日市市感染病対策委員会（鳥インフルエンザ）

しかし、言えることは私達も原点に立ち戻り、

・廿日市ふるさと創世2008会議

国民（地域）の皆さん（患者さん）に何が（奉仕）

・廿日市市五師士会地域ケア整備検討委員会

できるかを、考ないといけません。

・あいプラザまつり市民健康展ブース開設

また職業倫理観をしっかり持たないと我々の組

・佐伯医学会演題発表

織も相手にされません。既得権にしがみつく姿勢

など、11月までに予定を含めこれらの委員会が控

や政治にしがみつく姿勢を改め国民目線に沿った

えています。まさに大変な事を引き受けたと今更

組織作りが望まれます。

ながら後悔しておりますが、引き受けた以上、微

既に廿日市市では先代森井会長が廿日市市の地

力ながらなんとか廿日市市の会員の皆様のお手を

域に密着した地道な活動で苦労されてこられまし

お借りしながら勤め、薬剤師の職務とは何かをも

た。受け次いだ私も６月から既に主なものだけ

考えて地域に奉仕していきたいと思います。

でも、
語と患者コミュニケーション」という、奇妙奇天

諸団体だより

烈な話をしているグループもありましたが…
（笑）
。今後も様々なイベントを開催する予定なの
で、初めての方もおひとりの方もぜひご参加くだ
さい。
さて、今後の勉強会のご案内をいたします。次

広島県青年薬剤師会

回の知っピン月イチ勉強会は11月12日（水）、薬
剤師會館での「糖尿病２ 中級編」です。多々あ

いわみ交流会・次回定例案内・ノート新版発刊！

る糖尿病薬の基本を整理し、確認するチャンスで

辻 哲也

学医学部附属病院臨床試験部の青木敦先生をお招

す。また、12月14日（日）には、おなじみ東京大
きして、定例勉強会を開催します。今回のテーマ

広島県青年薬剤師会では、県内の

は感染症の予定です。感染症と聞くと漠然とした

薬剤師の交流はもとより、県外の若

イメージを持たれるかもしれませんが、風邪や肺

手薬剤師との交流も進めています。その一環とし

炎、嘔吐下痢症、水虫などの真菌感染など、日常

て、今年もいわみファーマシストネット（島根県

の様々な場面で遭遇するこの疾患。年末でお忙し

益田市）主催の交流会に参加してきました。９月

い時期とは思いますが、ぜひこの機会に一つでも

20日（土）、21日（日）の両日、島根県益田市美

「ピン!」とくる知識を得て、この１年をスッキリ

都町の「みと自然の森」という自然豊かな山中に

した形で終えませんか ?

て、バーベキューをしたり朝まで活発な議論（?）

種会誌などでお知らせいたします。皆さまのご参

詳細はFAX 、ML 、各

を交わしたりして楽しみました。実家が精肉店の、

加をお待ちしております。

いわみファーマシストネットの方が提供してくだ

そして、この定例勉強会をめどに、「知ってい

さったお肉はとてもジューシーで、お酒がとても

るとピン!とくる、そんな基本の勉強ノート」

よく進んだことを覚えています。もっとも議論と
言っても、マジメなグループもあれば、「古典落

（知っピンノート）の第３版資料編を刊行いたし
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ます！久々の改訂版は内容もボリュームアップ！

益東洞先生の碑の前で東洞祭をいたしました。広

現在好評発売中の基礎編とあわせてお使いいただ

島漢方研究会会員その他約70名が集いました。午

けると思います。発行をお楽しみに。

後１時半からは東京から寺師睦宗先生をお迎えい

最後に、広島県青年薬剤師会では今年も勉強会

たしまして「漢方治療の方略―正攻法と奇計法―」

クーポンシステムを行っております。最新年度の

と題し特別講演をいたしました。寺師睦宗先生は

会費を納入された方には、もれなく勉強会クーポ

元日本東洋医学会の会長をされたことがありま

ン500円券を３枚プレゼント！月イチ勉強会に無

す。現在は銀座で玄和堂診療所を開設され院長を

料で参加するもよし、定例勉強会におトクに参加

されております。今年で85歳になられる高齢です

するもよし、ぜひこの機会に広島県青年薬剤師会

が特別講演のお話にも勢いがあり私たちに漢方の

にご入会、そして勉強会等へご参加くださいませ。

情熱を吹き込んでくださいました。私は35年前に
東京で修行中、時々寺師睦宗先生にお会いしたこ
とがあります。大塚敬節先生の医院で働いていま
したが寺師睦宗先生は大塚医院の玄関前に直立不
動になり大塚先生が迎えに出るまで動きませんで
した。寺師先生は大塚敬節先生の高弟に当たられ
ます。当時は50歳頃でしたでしょう。その頃から
「不妊症治療」に携わっておられ現在までに5,000
例の不妊症を治したと言われます。6 , 000例の不
妊症を治すのが当面の目標と笑っておられまし
た。夕方に広漢会員と懇親会をいたしました。ま
だまだお元気で食事もお召し上がりになられお酒
も嗜まれていました。次の日は私が宮島までご案
内しました。生憎の雨天にも係わらず社殿参拝を
済まされ満足されて午後の新幹線で東京に帰られ
たというわけです。東洞祭では毎年、漢方薬に熱
心な医師、薬剤師、学者をお呼びして特別講演を
しております。皆さまも来年は是非ご参加くだ
さい。

広島漢方研究会

広島漢方研究会主催「東洞祭」について
理事長

吉本 悟

９月14日、広島大学医学部構内の
広仁会館で第14回･東洞祭をいたし
ました。午前中は勝谷英夫会員「目眩について」、
吉本悟会員「弾発指の治療について」と題して月
例会をいたしました。午後は１時から30分ほど吉

9月14日 東洞祭 広島大学医学部構内・広仁会館にて
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広島県医薬品卸協同組合

広島県女性薬剤師会

＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

すずめくらぶ研修会
医療関係者専用サイト「Click-M.I」
会長

松村 智子

９月20日（土）薬剤師會館４階で

㈱サンキ

山脇 慶一

研修会を開催しました。「妊婦・授

医薬品卸のDI業務は製薬企業と医

乳婦への投薬留意点」と題して㈱エバルス薬事情

療機関等の中間に位置し、取り扱う

報部 土屋伸二先生にお願いしました。一斉同報

医薬品等の情報の範囲は多岐に亘ります。卸にお

してからすぐに皆様からたくさん申し込みをいた

ける医薬品等の情報提供は、営業担当者の訪問に

だきました。参加していただいた皆様には会場で

よる提供や、問い合わせへの回答、情報誌やイン

の不手際がありましたことを、お詫びいたします。

ターネットによる情報提供があります。インター

日常、「妊娠していますが服薬していいです

ネットの普及により情報量の増加や多様化に対応

か？」の問い合わせに対応することがしばしばあ

する必要があり、医薬品卸はその特長を生かして

ります。しかしもっと深刻なのは「妊娠したこと

速報性、網羅性を重視した情報提供活動を行って

がわかったのですが、服用したあの薬は大丈夫で

います。なお、サンキでは医療関係者専用サイト

すか？」の問い合わせです。明らかに催奇性のあ

「Click-M.I」により医療情報を提供させていただ

る薬剤ならともかく、微妙なもので薬剤師の判断

いておりますので是非ご利用ください。私たち卸

を要求されるときもあります。また、まだ気付か

勤務薬剤師は、卸 DI 担当者として正しい情報の

ない頃（妊娠初期）の投薬においても、慎重に対

収集と提供を心がけ、医薬品等の適正使用を支援

応しなければいけないと思いました。窓口では妊

していきたいと考えています。

娠・授乳・育児…いろんな相談を受けることがあ

医療関係者専用サイト

りますし、また、医療関係者からの様々な問い合
わせもあります。薬剤師に求められることは深い
と感じる毎日です。今回の土屋先生の講義を受け
てさらに研鑽しなければと痛感しました。

▼このアドレスからご利用いただけます。

http://click-mi.jp

さて女性薬剤師会ではこれからも薬剤師として
のスキルアップの為に勉強会を続けたいと考えて
います。できるだけ講師との距離を小さくし、ど
んなことでも遠慮なく質問や発言ができる勉強会
にしたいと思います。聴講だけでなく、気兼ねせ
ずお互いに質問や意見交換ができる場を作りたい
と思っています。ご協力ご参加お願い申し上げ
ます。
また女性薬剤師会では親睦会のひとつとして毎
年、日帰り旅行を企画しています。今年の日帰り
旅行も秋を満喫できると期待しています。私は勉
強も親睦も「楽しく」がモットーです。ご一緒し
ませんか。

【主な掲載情報】
○添付文書情報
○製剤識別
○製品情報（添付文書の改訂、包装変更など）
○服薬指導文例
○医療関連雑誌等検索機能
○SDIC情報（新薬情報、各種一覧表など）
○おすすめジェネリック品検索
○各種コンサル資料
○｢SUZUKEN Medical｣｢SUZUKEN Pharma｣
（情報誌：バックナンバーもご覧いただけます）
○相互作用検索（有料）
○採用品併用禁忌一覧（有料）．．
．などなど
ご利用には会員（無料）登録が必要です。
お申し込みはサンキの担当者にご連絡ください。
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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

り

修会については、準備の都合もありますので事前
にお問い合わせください。
広島県の研修認定薬剤師申請状況
平成20年９月末現在 749名（内更新308名）

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）

11月８日（土）15:00〜17:00 広島県薬剤師會館４階
薬事情報センター定例研修会第407回
１）薬事情報センターだより
（社）広島県薬剤師会
２）製品紹介 下痢型過敏性腸症候群治療剤「イリボー錠」につ 薬事情報センター
いて
アステラス製薬株式会社 082-243-6660
３）特別講演「IBS（過敏性腸症候群）の診断と治療」
広島大学病院 光学医療診療部 教授 田中信治 先生

1

参加費：1,000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。

11月9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 漢方薬局店頭の経験柴胡疎肝湯と温経湯につい
て 鉄村努先生「漢方診療三十年」大塚敬節著 読みと解説213ペ
ージ 蕁麻疹の婦人 吉本 悟先生「漢方医学十講」細野史郎著
太陽病菊一瓔子先生大承気湯の解説と調剤 佐々木伸忠 先生

広島漢方研究会
薬王堂漢方薬局
吉本
082-285-3395

3

当日参加可能
申し込み不要

11月12日（水）19:30〜21:00 広島県薬剤師會館２階 研修室
知っピン月イチ勉強会
テーマ：糖尿病-中級編-患者の疑問・質問から学ぼう 例題を中
心に
講師：山田智子（広島赤十字・原爆病院）

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

1

会 員：500円
非会員：1,000円
学 生：無料
申し込み不要

11月14日（金）19:30〜21:00 福山大学薬学部31号館１階 31101
教室
福山大学漢方研究会2008
アトピー性皮膚炎に対する漢方薬の応用（1）
講師：小林 宏（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学漢方研究会
福山大学薬学部漢方
薬物解析学研究室
084-936-2112（5165）
岡村信幸

1

受講料：500円
テキスト：漢方薬物
解析学（廣川書店）
※書 店 にてご 購 入
ください

11月15日（土）15:00〜17:20 エソール広島
ラジオNIKKEI研修年邸薬剤師養成講座2008
医薬品情報と薬剤師の役割〜ジェネリック医薬品を考える
第一部「ジェネリック医薬品への変更〜経済効果と品質、供給体
制、情報提供の現状と展望」
講師：京都大学大学院薬学研究科教授 栄田敏之 先生
第ニ部「保険薬局とジェネリック医薬品」
講師：広島県薬剤師会理事 中嶋都義 先生

ラジオNIKKEI
050-3368-3626

《申し込み》郵便番号、住
所、氏名、年齢、勤務先、
電話番号を明記の上は
がき〒107-8373（住所記
1
入不要）
ＦＡＸ03-35821 9 4 4 いずれも「ラジオ
NIKKEI研修認定薬剤
師講座公開録音係」まで

11月16日（日）10:00〜16:30（予定）広島県薬剤師會館
第29回広島県薬剤師会学術大会
テーマ『もっと、薬剤師』
午前 会員発表 午後 シンポジウム「緩和ケアについて〜薬剤
師に期待すること出来ること」
シンポジスト 広島県緩和ケア支援センター 本家好文 先生ほか

広島県薬剤師会
082-246-4317
木下

4

参加費
予約：2,000円
当日：3,000円
学生：無料

11月19日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター
第８回三原支部研修会
①調剤薬局における個人情報保護法について
㈱オムエル 顧客支援室 清水宣彦 氏
②ウィルスに対するマクロライドの作用について
大正製薬医薬品㈱ 広島支店 大矢雅教 氏

三原薬剤師会
0848-61-5571

1

会費：会員外1,000円

1

参加費無料です。会
員でない方もご参加
いただけます。11/15
までに広 島 佐 伯 薬
剤 師 会 事 務 局まで
お申し込みください。

1

受 講 料：県 薬 会 員
無 料、県 薬 会 員 外
1,000円参加希望の
方は11/15までに広
島市薬剤師会までお
申し込みください。

11月19日（水）19:20〜21:00 佐伯区民文化センター
広島佐伯集合研修会
１．19:20〜19:30 薬剤師会から報告事項
会長 樽谷嘉久
２．19:30〜21:00 演題：「居宅療養管理指導〜薬剤師による管理
指導の実例〜（仮題）
」
講師：公立みつぎ総合病院薬剤部 横田武治 先生

広島佐伯薬剤師会
TEL/FAX:082-9245957

11月26日（水）19:00〜20:30 西区民文化センター３階 大会議室Ｃ
西区勉強会
製品紹介：選択的アルドステロンブロッカー；セララ
ファイザー㈱ 坂田俊仁
演題：『アルドステロンと高血圧 選択的アルドステロンブロッ
カーの意義』
講師：広島大学大学院 心臓血管生理医学 准教授 東 幸仁 先生

共催：広島市薬剤師会
ファイザー株式会社
082-244-4899
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開催場所

主催者
問い合わせ

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

認定

その他
（参加費等）

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
下田：0848-20-1301

1

参加費
会 員：無料
非会員：500円

安芸地区薬剤師会
082-282-4440

1

会 費：無料

12月７日（日）9:00〜17:00 マツダふれあい会館
第24回安芸医学会
安芸地区薬剤師会
特別講演「プライマリケアに必要な蕁麻疹・血管性浮腫の知識と技」
082-282-4440
講師：秀 道弘 先生 広島大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚
科学教授

4

申し込みが必要と
なります。安芸地
区薬剤師会までお
申し込みください。

1

会 員：500円
非会員：1,000円
学 生：無料
申し込み不要

1

受講料：500円
テキスト：漢方薬物
解析学（廣川書店）
※書 店 に てご 購 入
ください

1

参加費：1,000円
できれば事前申し込
みをお願いいたします。

1

会 員：1,000円
非会員：2,000円
学生（社会人を除く）
：無料
申し込み不要

11月27日（木）19:00〜21:00 サンピア・アキ
第７回安芸薬学術発表会 会員発表
１.「2008年４月処方せん様式変更に伴う当薬局の状況と今後の
課題」
原島雅己 先生 安芸府中薬局
２.「ヒヤリハット」調査について（仮）
末次達也 先生 スミダ薬局

12月10日（水）19:30〜21:00 広島県薬剤師會館２階 研修室
知っピン月イチ勉強会
テーマ：肝疾患
講師：広島鉄道病院 阿登大次郎

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

12月12日（金）19:30〜21:00 福山大学薬学部31号館１階
31101教室
福山大学漢方研究会2008
アトピー性皮膚炎に対する漢方薬の応用（2）
講師：小林 宏（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学漢方研究会
福山大学薬学部漢方薬
物解析学研究室
084-936-2112（5165）
岡村信幸

12月13日（土）15:00〜17:00 広島県薬剤師會館４階
薬事情報センター定例研修会第408回
（社）広島県薬剤師会
1）薬事情報センターだより 2）製品紹介
薬事情報センター
3）特別講演「後発医薬品調剤とコミュニケーション」
082-243-6660
日本薬剤師会 常務理事 岩月 進 先生
12月14日（日）時間は未定 広島県薬剤師會館４階 大ホール
テーマ：感染症
講 師：東京大学医学部附属病院臨床試験部 青木 敦 先生

広島県青年薬剤師会学
術委員会
gaku@
hiroseiyaku.gr.jp

12月14日（日）13:00〜16:00 広島市南区民文化センター大会議
室A，B
漢方研修会
１）生活習慣病と漢方
㈱ツムラ広島支店 管理部医薬学術課課長 村田亮子 先生
２）漢方との出会い〜漢方を治療に入れた理由〜
大阪府 センプククリニック院長 千福貞博 先生

神戸薬大広島生涯研修
企画委員会；㈱ツムラ
倉田 薫
090-7507-3902

2

他大学卒業生：1500
円 学生：無料
お申し込みは、下記のメー
ルアドレスへ氏名、連絡先、
出身校を記載してください。
d-hiro@
kobepharma-u.ac.jp

広島漢方研究会
薬王堂漢方薬局
吉本
082-285-3395

3

当日参加可能
申込み不要
年間会費：２万円

三原薬剤師会
0848-61-5571

1

会費：会員外1,000円

1

受講料：500円
テキスト：漢方薬物
解析学（廣川書店）
※書 店 に てご 購 入
ください

1

参加費：1,000円
できれば事前申し込
みをお願いいたします。

12月14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
「漢方診療三十年」大塚敬節 著
慢性腎臓炎の老婦人にみられる掻痒症
吉本 悟 先生
「勿誤薬室方函口訣」解説 211ページ 黄耆湯より
山崎正寿 先生
「漢方医学十講」細野史郎著 太陽病
菊一瓔子 先生
大青竜湯の処方解説と調剤実習
佐々木伸忠 先生
12月17日（水）19:00〜21:00
薬剤師会館
第９回三原支部研修会
①プレタールについて
②タミフルについて

三原医薬分業支援センター

三原

大塚製薬 功刀慶介 氏
中外製薬 梅北 透 氏

１ 月 ９ 日 （ 金 ） 1 9 : 3 0 〜 2 1 : 0 0 福 山 大 学 薬 学 部 3 1 号 館１ 階
31101教室
福山大学漢方研究会2008
補腎薬の臨床応用の留意点とその応用
講師：小林 宏（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学漢方研究会
福山大学薬学部漢方薬
物解析学研究室
084-936-2112（5165）
岡村信幸

１月17日（土）15:00〜17:00 広島県薬剤師會館４階
（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター定例研修会第409回
薬事情報センター
1）薬事情報センターだより 2）製品紹介 3）特別講演「未定」 082-243-6660
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原田 修江

分子標的薬（その１）

−チロシンキナーゼ阻害薬−

分子標的薬は、体内の特定の分子を標的としてその作用を阻害することにより効果を発揮する薬剤で
す。近年、新たな分子標的薬が次々と開発されており、肺癌、乳癌、前立腺癌、大腸癌、白血病などの
各種悪性腫瘍や、関節リウマチ、クローン病、加齢黄斑変性症などの治療に使われています。現在臨床
応用されている分子標的薬は、その構造から小分子化合物、抗体医薬品、核酸医薬品（アプタマー医薬
品）などに大別されます。
今回は、小分子化合物の代表であるチロシンキナーゼ阻害薬について概説いたします。
◆チロシンキナーゼ
細胞内には、情報伝達や代謝などに関与する種々のタンパク質があります。細胞の機能は、これらの
タンパク質がリン酸化あるいは脱リン酸化を繰り返すことにより維持されています。リン酸化にはプロ
テインキナーゼと呼ばれる酵素が関与しており、プロテインキナーゼは、アデノシン三リン酸（ATP）
のリン酸基を、基質タンパク質を構成するアミノ酸残基に移して基質をリン酸化します。主にリン酸化
されるアミノ酸残基は、セリン、スレオニン、チロシン残基です。このうちチロシン残基をリン酸化す
るプロテインキナーゼをチロシンキナーゼと呼びます。
チロシンキナーゼは、細胞の分化、増殖、アポトーシス、免疫反応などに関係する細胞内情報伝達に
関与しており、リガンドが結合することで活性化する 受容体型 と、リガンドの結合しない 非受容
体型 とに大別されます。
注）リガンド：一般的に、酵素に結合する基質、補酵素、調節因子のようにタンパク質と特異的に結
合する物質をリガンドという。
表１ 構造によるチロシンキナーゼの分類
・非受容体型（例）
慢性骨髄性白血病の原因遺伝子 bcr-abl の産物である bcr-abl 蛋白
・受容体型（例）
EGFR ：epidermal growth factor receptor ［上皮成長因子受容体］
HER2 ：human EGFR-related 2
PDGFR ：platelet-derived growth factor receptor［血小板由来増殖因子受容体］
IGFR ：insulin-like growth factor receptor［インスリン様増殖因子受容体］
VEGFR ：vascular endothelial growth factor receptor ［血管内皮増殖因子受容体］
FGFR ：fibroblast growth factor receptor ［線維芽細胞増殖因子受容体］
HGF ：hepatocyte growth factor ［肝細胞増殖因子］

非受容体型チロシンキナーゼは、細胞内で細胞膜に結合しており、末端側にチロシンキナーゼ領域を
持っています。このチロシンキナーゼ部位にATPと基質タンパク質が結合すると、ATPからリン酸基
が切り離されて基質タンパク質のチロシン残基に結合し、基質がリン酸化されて下流域に情報が伝達さ
れていきます（図１）
。
一方、受容体型チロシンキナーゼは細胞膜を１回貫通する構造で、細胞外にリガンド結合領域をもち、
細胞内にチロシンキナーゼ活性領域をもっています。ただし、インスリン受容体やインスリン様増殖因
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子受容体は細胞外領域が分離しており、ジスルフィド結合でチロシンキナーゼ活性をもつ細胞内領域と
結合しています。受容体型チロシンキナーゼは、非受容体型チロシンキナーゼの場合と異なり、基質タ
ンパク質をリン酸化する前にまず自分自身（受容体型チロシンキナーゼ）がリン酸化されて活性化する
必要があります。通常、受容体型チロシンキナーゼはリン酸化を受けにくい一量体で存在しており、増
殖因子などのリガンドが細胞外にある受容体に結合すると二量体を形成し、お互いのチロシン残基に

ATPからのリン酸基を結合しあって活性化します。このリン酸化されたチロシン残基に基質タンパク
質が結合することにより、下流域へ次々と情報が伝達されていきます（図２）
。

注）エフェクター：一般に酵素活性に影響を与える化合物であり、修飾因子とも呼ばれる。

図１ 非受容体型チロシンキナーゼを介した細胞内シグナル伝達の流れ

図２ 受容体型チロシンキナーゼを介した細胞内シグナル伝達の流れ
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◆チロシンキナーゼ阻害薬
チロシンキナーゼは前述したようなメカニズムで作用するため、その働きを阻害するためには、非受
容体型チロシンキナーゼでは、①基質蛋白のリン酸化阻害、②下流域への情報伝達阻害が、また受容体
型チロシンキナーゼでは、①増殖因子などのリガンドの受容体への結合阻害、②二量体の形成阻害、③
チロシンキナーゼの自己リン酸化阻害、④下流域への情報伝達阻害、などが考えられます。現在わが国
では表２に示すチロシンキナーゼ阻害薬が臨床応用されています。
表２ 現在、わが国で使用されているチロシンキナーゼ阻害薬
成分名
（商品例）

効能・効果

作用機序

イマチニブ
Imatinib
（グリベック錠®）

1. 慢性骨髄性白血病
2. KIT（CD117）陽性消化管
間質腫瘍
3. フィラデルフィア染色体
陽性急性リンパ性白血病

慢性骨髄性白血病（ CML ）の原因となる Ph 染色
体の異常遺伝子産物bcr-abl蛋白のチロシンキナー
ゼ活性、消化管間質腫瘍（GIST）における幹細胞
因子受容体（KIT）チロシンキナーゼ活性などを、
ATP結合部位においてATPと競合的に阻害する。

ゲフィチニブ
Gefitinib
（イレッサ錠®）

手術不能又は再発非小細胞
肺癌

上皮成長因子受容体（EGFR ）チロシンキナーゼ
の自己リン酸化を強力かつ選択的に阻害すること
により、腫瘍細胞の増殖をもたらす情報伝達を抑
制する。EGFR は非小細胞肺癌を含む多くの悪性
腫瘍で過剰発現しており、腫瘍の増殖・維持に関
与していると考えられている。

エルロチニブ
Erlotinib
（タルセバ錠®）

切除不能な再発・進行性で、 ゲフィチニブに類似する作用機序を有している。
がん化学療法施行後に増悪 すなわち、EGFRチロシンキナーゼのATP結合部
位においてATPと競合的に結抗してEGFRの自己
した非小細胞肺癌
リン酸化を阻害し、癌細胞増殖抑制、アポトーシ
ス誘導を引き起こして抗腫瘍効果を発揮する。

根治切除不能又は転移性の 細胞増殖や血管新生に関わる Raf 、血管内皮増殖
ソラフェニブ
Sorafenib
腎細胞癌
因子受容体（VEGFR）、血小板由来成長因子受容
（ネクサバール錠®）
体（PDGFR）などの複数のキナーゼを阻害する。
イマチニブ抵抗性の消化管 ATP結合部位を競合的に阻害することにより、腫
スニチニブ
Sunitinib
間質腫瘍
瘍の増殖、生存、転移並びに血管新生に関与する
（スーテントカプセル®） 根治切除不能又は転移性の VEGFR、PDGFR、KITなどのチロシンキナーゼ
腎細胞癌

活性を選択的に阻害し、腫瘍血管新生と腫瘍細胞
の増殖抑制により抗腫瘍効果を発揮する。

注１：R a f 遺 伝 子 は 細 胞 質 局 在 型 の セ リ ン ／ ス レ オ ニ ン キ ナ ー ゼ を コ ー ド し て い る 細 胞 性 癌
遺伝子であり、その産物の Raf タンパク質はチロシンキナーゼ依存型の情報伝達系に関
わっている。
注２：細胞内シグナル伝達には複数の経路が関与していることから複数のキナーゼを標的とし
た薬物もあり、これらは マルチキナーゼ阻害薬 と呼ばれている。
例：ソラフェニブ、スニチニブ

〈参考資料〉
・調剤と情報、8（12）
、2002

・ファルマシア、44（3）、2008

・医薬ジャーナル、44（7）、2008

・日病薬誌、44（9）、2008

・日本薬剤師会雑誌、60（1）、2008

・薬理学・薬物治療学 第２版

・生化学辞典 第３版

・日本薬剤師会HP
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お 薬 相 談 電 話 事 例 集 No.55
ビタミンCはどんな働きをしているのですか？水溶性ですか？脂溶性ですか？
ビタミンC（アスコルビン酸、AsA）は、抗壊血病因子として発見された水溶性のビタミンです。ほ
とんどの動・植物はブドウ糖をもとにしてウロン酸サイクルからAsAを合成できますが、ヒトはL-グ
ロノラクトンオキシターゼが欠損しているため、体内でAsAを合成することができません。このビタ
ミンが不足すると＊、コラーゲン蛋白の生成障害が起こり、血管、骨、皮膚などが正常に維持されなく
なり、重症の場合は死に至ります。AsAはコラーゲン生成の他にさまざまな生理活性を持ち、抗酸化、
生体異物の代謝、コレステロール・脂肪酸の代謝、アミノ酸・ホルモンの代謝、鉄の吸収、ニトロソ
アミン生成の抑制などに関わっています。
AsAは、酸性には安定ですが、中性、アルカリ性、酸素、光、熱には不安定です。それで酸化分解
されていない状態のままで摂取し、機能を発揮させるための誘導体研究が続けられてきました。誘導
体は水溶性、脂溶性、水溶性・脂溶性２つの効果を併せ持つものがあります（表を参照）。安定・持続
型の誘導体が発明されてからは多方面での活用が始まり、アスコルビル-2-グルコシド（AA-2G）は
1994年に医薬部外品（美白）
、2004年には食品添加物（栄養機能食品）として認可されています。今日、
AsA誘導体は免疫力増強、動脈硬化予防、アレルギー緩和、にきび治療、美白、美肌、製品の酸化防
止などを目的に、医薬品、医薬部外品、保健機能食品、化粧品として広範囲で使用されています。
＊：AsAの血漿中濃度は通常22〜85μmol/L（0.4〜1.7mg/dL）。血漿中濃度が11μ
mol/L（0.2mg/dL）以下、体内貯蔵量が300mg以下になると壊血病が起こる。
100mg/dayで白血球中のAsAは飽和され、50μmol/L前後が最も抗酸化能があ
るとされる。
表．各種AsA誘導体（一部）

水
溶
性

脂
溶
性

新
型
誘
導
体

図．アスコルビン酸

名
称
備
考
アスコルビン酸-2-硫酸2Na
・Mg塩はNa塩より刺激は少ないが、水には若干溶
アスコルビン酸Na
けにくい。
アスコルビン酸-2-リン酸Mg（APM）
（部外品成分） ・AA-2Gは熱、光、金属、中性水溶液など種々の酸
アスコルビン酸-2-リン酸Na（APS）
（部外品成分）
化的条件下において酸化されず、生体内に摂取さ
アスコルビル-2-グルコシド（AA-2G）
（部外品成分） れると消化管酵素（マルターゼを主体とするα-グ
ルコシダーゼ）によってグルコースとAsAに分解さ
れる。ゆっくりと代謝・吸収されるため持続性があ
る。ヒトの皮膚にはα-グルコシダーゼが少ないた
め外用ではあまり効果がないとする見解がある。
6-ステアリン酸アスコルビル
・パルミチン酸アスコルビルはアメリカでエステル
6-パルミチン酸アスコルビル
Cの名前で一時ブレークしたが、最近、皮膚の酸
2,6-ジパルミチン酸アスコルビル
化を促進してしまう場合もあることが指摘されて
2 , 3 , 5 , 6 - テトラ ヘ キシ ル デ カ ン 酸 ア ス コ ル ビ ル
いる。
（VCIP）
・VCIPは水溶性の誘導体より皮膚への吸収率が高
（アスコルビル／トコフェリルリン酸Ｋ
（EPC）
く、刺激も少ない。またコラーゲン分解酵素抑制
作用がある。
6-アシル-アスコルビン酸-2グルコシド
・AsAの2位にグルコース、6位に種々の長さの脂
（6-Acyl-AA-2G）
肪酸エステルを結合させたもの。脂肪酸エステル
部分の炭素数が増えるに従い親油性が高まる。
AA-2Gより皮膚吸収性が極めて高い。
アスコルビル-2-リン酸-6-パルミテート（APPS） ・水溶性のリン酸型AsA誘導体にパルミチン酸を付
加することにより、親油性を付与したもの。皮膚
浸透性、AsAへの変換率に優れ、美白効果だけで
なく、抗しわ効果も期待できるといわれている。

【参考資料】日薬理誌132、160〜165（2008）
，道薬誌22(11)2005，国立健康・栄養研究所HP，
Nikkei Medical第466号（2008）
，http://www.provitamin.jp/
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医薬品・医療機器等

安全性情報

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

249・250

No.

厚生労働省医薬食品局

No.249 目次
1．重要な副作用等に関する情報 ………………………………………………………3
縡臭化チオトロピウム水和物 ………………………………………………５
2．使用上の注意の改訂について（その199）
ブシラミン他（５件）………………………………………………………………5
3．市販直後調査の対象品目一覧 ………………………………………………………7

No.250 目次
1．インターフェロン製剤（
「C型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善」の
効能効果を有する製剤）による間質性肺炎について ……………………………3
2．使用上の注意の改訂について（その200）
ゲフィチニブ他（９件）…………………………………………………………11
3．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………15
（参考資料）
ゲフィチニブに係る国内第Ⅲ相試験等の結果及びゲフィチニブの使用等に関する意見 …18

この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療
機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ
（http://www.info.pmda.go.jp/）
又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。

平成20年
（2008年）
８月・９月
厚生労働省医薬食品局
◎連絡先
0100-8916 東京都千代田区霞が関１−２−２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

｛

1

03-3595-2435（直通）
03-5253-1111（内線）2755、2753、2751

（Fax）03-3508-4364
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検査センターだより
〜「水銀」についてのお話〜

城崎 利裕

だんだんと秋も深まって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、
「水銀」について述べてみようと思います。
水銀（英名Mercury）は原子番号80の元素で元素記号はHg。常温、常圧で液体である唯一の金属元
素で、銀のような白い光沢を放つことからこの名がつきました。
さて、水銀といえば 有害なもの とお考えになる方が多いと思いますが、身の回りを見るとけっこ
う水銀は利用されているのです。
例えば、蛍光灯は水銀ガスを含んでいます。特に高圧のガスを含んでいるものは水銀灯と呼ばれ、ふ
つうの蛍光灯より明るく、主に街灯に利用されています。
また、現在は使用されなくなりましたが、なじみのあるものとして「赤チン」があります。水銀には
強い殺菌作用があり、それゆえに殺虫剤や殺菌剤に使われていました。水銀イオンには、微生物の酵素
にあるタンパク質部分のSH基と結合し、その酵素活性を阻害する働きがあります。
「赤チン」の通称で
親しまれたマーキュロクロムは水銀の化合物で、擦傷や切傷によく使われ、雑菌の繁殖を抑える効果が
ありました。
その他のものとして、体温計、血圧計などもありましたが、現在では水銀を使用しないものが主流に
なりつつあります。
このように有効利用されている一方で、有機化したメチル水銀が排出されたことによる 水俣病 は
重大な公害病のひとつとなりました。
水俣病の原因である有機水銀の急性中毒としては、下痢・肺炎・重い腎臓障害などを起こし、慢性中
毒の場合は、貧血や白血球の減少・肝障害や腎障害を生じます。
さらに中毒が進むと、歯のゆるみ・手足の知覚喪失・食欲不振・精神機能の低下や精神異常などの神
経症状を生じてきます。
また、水銀は地球上にも地殻などに比較的豊富に存在します。これら自然界に存在する水銀は水系環
境において微生物などにより有機水銀に変えられ、食物連鎖を通じ、大型魚類や、深海魚、海洋動物に
蓄積されます。厚生労働省はキンメダイやカジキ、マグロなどの魚類、クジラなどの海棲哺乳類に含ま
れる水銀が胎児の発育に影響を及ぼす恐れがあるとして、妊娠中又はその可能性のある女性には、魚介
類の摂取量や回数を制限するように注意喚起しています。
なお、検査センターにおきましては、水質検査項目について水銀の検査を行っております。
基準値及び分析方法は以下の通りです。
・水道水の基準値：水銀及びその化合物

0.0005mg/l

・分析方法：還元気化フレーム原子吸光光度法
この分析方法は、感度および測定の簡便性などの点で優れた方法といえます。
以上、水銀について述べて参りましたが、やはり人体にとっては有害なものです。蛍光灯や水銀式体
温計をすてるときは、注意して廃棄しましょうね。
【参考文献】Wikipedia、anjuu.com、上水試験方法解説
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Pharmacist's Holiday〜薬剤師
〜薬剤師の
の休日〜
休日〜
カレー特集 第2弾
広島支部

井上 映子

旅行中のご飯はカレー！とばかり携帯ナビを駆使してカレー屋を探すようになって3年余り。前回は
県外のお店ばかりだったので、今回は広島県内のカレー店をご紹介します。
年間100食のうち約半分は、広島本通りの「一楽章」（広島市中区本通5-13）
でお世話になっていま
す。夜は13種類の定番カレー、ランチ時は日替わりおすすめカレー（イカハンバー
グ、ロールキャベツ、豚しゃぶ、など）が食べられます。チキンカレー（写真①）
は普通でも辛口で、激辛を注文する人はかなりのカレー好きです。あと50食は、県
外10数軒と次のお店がその一部です。

＊インドカレー＊
SPICY BAR LAL'S：広島市中区立町5-12 ホテル山城屋1階

①

インド、ネパールの薬膳料理。カレーは油分、トロミ少なめでサラっとしています。
（写真②）
ガネーシュ：広島市中区大手町5丁目6-16 東邦ビル1階
カシューナッツ、ゆで卵入りで、辛口が苦手でも大丈夫なマイルドさ。（写真③）
②

＊洋食系カレー＊
はなまる：尾道市十四日元町4-6
とんかつ専門店のカツカレー。（写真④）ソースは甘系でフルーティです。

＊スープカレー＊
CHOP：広島市中区国泰寺町1丁目9-3
広島初のスープカレー店。チキンベジタブルには、鶏モモ肉、ナス、ジャガイモ、
ピーマン、ヤングコーン、ニンジン、卵など具材が豊富に入っています。（写真⑤）

③

激辛注意。

＊タイカレー＊
参遍来：尾道市土堂2丁目9-19
尾道ラーメン「つたふじ」の向かい。カレーラーメンもあります。

④

カレーのスパイスは、ターメリック、カルダモン、ナツメグ、クミン、シナモン、
クローブなど、10〜30種ほどとのこと。
最近の気になる話題は、「カレーで認知症が減る」と言われていることです。
http://housefoods.jp/data/curry/health/

ターメリックの成分クル

クミンから、海馬に作用する物質が発見され、認知症治療薬としての可能性も期待
されるとか。効果が出ればうれしいです。

⑤
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南林寺

線

済生会
呉病院

二河
川

JR呉

オーツカ薬局Ⅱ
呉市三条２-12-６

三
条
通
り

3

セブン
イレブン

両城
小学校

平成11年３月開局
大塚茂雄

来春で開局10年を

当薬局の看板には、店舗名の他に、「薬のよ

迎える私の働く薬局

ろず相談所」と書いてあります。「薬にまつわ

は、呉市三条、この

るすべての事なんでもご相談ください」の意

地名に馴染みのない

味を込めてあります。投薬時や販売時に相談

方が多いと思います

を受け、答えるというのが大半ですが、その

が、映画の「海猿」

薬自体の相談は受けられても、次の段階、薬

の撮影が行われた

に関係するすべてのことの相談にまでなかな

「二百階段」の入り口の商店街にあります。か

か発展できないことがあります。相談机で向

つては三条銀座と呼ばれ、呉一番の賑わいを

き合って、きちんと状況を把握することは薬

見せた商店街だったそうですが、各地のそれ

剤師として当然のやらなくてはいけない仕事

とおなじく、空き店舗が多い現状です。しか

です。しかしこれだけでは、わざわざ看板に

しながら、階段を登れば呉湾を一望できるす

記すまでもない事です。子どもの頃は、気に

ばらしい景色、大型スーパーマーケットでは

も留めてなかったこの言葉が、今のやってみ

なく、お魚屋さん、お豆腐屋さんといった専

たい仕事を表していることに気づきました。

門店がたくさんあり、教育機関・医療施設も

本店では、両親がこの言葉どおりの店づく

徒歩圏内に充実しています。ついついネガ

りをしています。店舗内に限らず、積極的に

ティブな言葉がでてきそうな最近の状況のな

その街で生活し、何気ない挨拶や世間話がす

かで、まだまだ、これから、の部分も数多く

べてにつながっていく仕事を、まだまだ、こ

あるのです。

れからの、この薬局で実現できるよう努力し

薬局も開局して９年、長かったように思っ

たいと思います。

てみても、実際はまだまだの部類にはいりま
す。調剤を主体としていると、どうしても病
院の薬をもらう所と認識され、病院にいかれ
ない方から、
「こんな近くに薬局があったのね。
知らんかったわ〜」といわれることもあり、
少しがっくりします。私自身も３年前に呉に
帰ってきてここで働き始め、ようやくやらな
くてはいけない、やるべき仕事、にやってみ
たい仕事を合わせて行えるようになってきま
した。
次回は、薬局ドラッグタカヤさんです。
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書籍等の紹介
「保険薬事典 平成20年８月版」
発
行：株式会社 じほう
判
型：Ａ５判 774頁
価
格：定
価 4,620円
会員価格 4,160円
送
料：１部 500円
「保険薬事典プラス 平成20年８月版」
発
行：株式会社 じほう
判
型：Ａ５判 890頁
価
格：定
価 4,830円
会員価格 4,350円
送
料：１部 500円
「保険薬局Ｑ＆Ａ平成20年版」
監
修：日本薬剤師会
編集・発行：株式会社 じほう
判
型：Ａ５版 159頁
価
格：定
価 2,100円
会員価格 1,750円
送
料：１部 500円
「オレンジブック保険薬局版2008年10月版」
発
行：株式会社 薬事日報社
判
型：Ｂ５判 274頁
価
格：定
価 4,515円
会員価格 3,900円
送
料：１部 500円
「第十二改訂 調剤指針 増補版」
編
集：日本薬剤師会
発
行：株式会社 薬事日報社
判
型：Ｂ５判 441頁
価
格：定
価 3,360円
会員価格 2,900円
送
料：１部 350円

「妊娠・授乳とくすりＱ＆Ａ」
監
修：櫛田 賢次（前 国立成育医療セン
ター薬剤部長）
林
昌洋（虎の門病院薬剤部長）
編
集：石川 洋一（国立成育医療センター
薬剤部）
発
行：株式会社 じほう
判
型：Ａ５版 182頁
価
格：定
価 2,100円
会員価格 1,890円
送
料：１部 500円
「ＯＴＣ医薬品副作用ハンドブック」
監
修：望月 眞弓（慶應義塾大学薬学部）
編
集：日本OTC医薬品協会 安全性委員会
安全性情報部会
発
行：株式会社 じほう
判
型：新書版 199頁
価
格：定
価 1,995円
会員価格 1,700円
送
料：１部 500円
「ＯＴＣ医薬品の基礎知識」
監
修：中島 恵美（慶應義塾大学薬学部）
編集協力：日本OTC医薬品情報研究会
OTC薬とセルフケア研究会
発
行：株式会社 じほう
判
型：新書判 219頁
価
格：定
価 2,310円
会員価格 2,000円
送
料：１部 500円
「やさしい臨床医学テキスト」
（「薬剤師・薬学生のための臨床医学テキスト」より名称変更）

編集委員：大野 勲、柴崎敏昭、平井みどり
星 恵子、三木知博、山下直美
発
行：株式会社 薬事日報社
判
型：Ｂ５判 502頁
価
格：定
価 4,620円
会員価格 4,100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
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平成20年度薬事功労者厚生労働大臣表彰
加 藤 哲 也 氏（安佐支部）

平成20年度文部科学大臣表彰
加 藤 哲 也 氏（安佐支部）

が受賞されました。

fffffffffffffffffff

fffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

告

知

板

薬 祖 神 祭
日 時：平成20年12月４日
（木）
午後５時

薬剤師国家試験 正答
７頁

問1 4 9 … ４

18頁

問2 2 8 … ２

場 所：広島県薬剤師會館
会 費：1,000円

県薬事務局の年末･年始の休業のお知らせ
12月26日（金）……………………………………………………………仕事納め
12月27日（土）〜１月４日（日）………………………………………休

業

１月５日（月）……………………………………………………………仕事始め

予 告

平成20年度薬事衛生指導員講習会及び
薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会
【西 部 地 区】

開催日時：平成20年12月６日（土）
15：00〜17：00
開催場所：広島県薬剤師會館４階ホール

【東 部 地 区】
開催日時：平成20年12月７日（日）
10：00〜12：00
開催場所：福山商工会議所

広島市中区富士見町11-42

福山市西町２-10-１

蕁（082）246-4317

蕁（084）921-2345
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株価暴落? 中国製食品? 八百長相撲??? ♪そんなの関係ねー♪
スポーツの秋です。各支部でゴルフやソフトボール大会があり
ます。奮って積極的に参加しましょう！11月23日（日）東広島
vs 福山ソフトボール定期交流戦と翌日24日はマーメード福山で
第４回PHマスターズゴルフ大会と連戦です。参戦希望者は各支
部までお願いします。
＜薬天タブレッツ18番＞
秋といえば紅葉!!帝釈峡、三段峡、宮島・紅葉谷公園以外にも、
広島県内でもまだまだたくさん名所はある。時間を見つけて美
しく色づいた山々を探索し自然を体感したいものだ。
＜By コアラChanズ＞

秋の夜長、皆さんいかがお過ごしですか。
私は、知人からバラの折り図を送っても
らったのがきっかけで、折り紙製作を楽し
んでいます。折り紙博士の川崎さん考案の
バラは、ちょっとグレードが高くて、折り
図を理解するのに３日もかかってしまいま
したが、立体的な美しいバラが完成した時
はエキサイティング〜。福山市のホーム
ページにも「折りばらウェブサイト」がリ
ンクされていますので、ご興味のある方は
ぜひどうぞ！
＜打ち出の小槌＞

秋が少しずつ深まって参りました。みなさ
ま体調管理には気をけましょうね。
さて、今年の我らがカープは非常によく頑
張った。よく戦った。そして、広島市民球
場のラストイヤーということもあり、私は
職場の仲間や家族と５回市民球場へ足を運
びました。満足です。せめてクライマック
スシリーズに残ってほしい気持ちはありま
したが、今は大変満足しております。ただ、
ひとつ不満は、カープ貯金の金利が何年も
上がらないことです。ｸｽﾝ
＜来年は新球場で応援するトッピー＞

カレー番外編。ついに、福岡ツナパハのスリランカカレー、京都ガラムマサラのキーマカレーを
食べに行きました。ツナパハでは、ドライカレー＋チキンカレーは色とメニューの注意書きに恐
れおののき、オーダーできませんでしたが大丈夫そうです。ガラムマサラのチキンも美味しそう。
東京Ajantaは２回目。南インドカレーの店で、とにかく辛い。広島の50倍カレーより、Ajantaの普
通の方が辛いです。北インドカレーは、東京目黒のルソイ。店員さんの反対にあい、バターチキ
ンを食べそこねました。書いていたら、カレーが食べたくなってチェーン店５辛カレー。袋から
出すタイプでも結構おいしい所があります。
＜メリッサ＞

スポーツの秋、食欲の秋です。
皆様いかがお過ごしでしょうか？
先日、私は、１年ぶりにボーリ
ング大会に出場して、運動不足
の身体を実感しました。これを
機会に、月に３回は、ボーリン
グ場に通うことを決意しました。
＜天使の笑顔＞

幸せは向こうからやってくるもので、東京出張から帰っ
た日は、結婚記念日で、広島駅まで、家族が迎えに来て、
食事に行くと、県薬副会長と重なり、とても良い記念日
＜ピンクゴシラ55＞
になりました。ラッキー!!
今年も残すところあと2カ月になりました。この時期にな
ると悩むのが年賀状。マジメすぎると味気ないし、カ
ジュアルすぎると仕事用にはツライし。とはいえ、これ
も毎年の楽しい恒例行事。さてどんなデザインにしよう
かな。
＜とよし＞

編

集

松下 憲明
井上 映子
城崎 利裕

委

員
谷川 正之
豊見
敦
難波 利元

瓜生智加子
松井 聡政

西谷
啓
神田千都子

平 成 20 年 11 月 １ 日

保険薬局ニュース

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.16 No.6（No.88）

お薬手帳と啓発ポスターの作成について
（資料提供のお願い）

この度の診療報酬改定において、医療機関にもその活用が明示され、院内処方の医療機関から
の発行も散見されております。
そのなかで、広島県薬剤師会では、さらなる活用推進のため、薬局のみならず、医療機関にも
掲示していただけるような、啓発ポスターの作成、また、現在有償配布している、日本薬剤師会
版をアレンジした広島県版の「お薬手帳」の、環境変化に伴った改訂を検討いたします。
医療機関からの問い合わせや、広島県地域保健対策協議会で、「お薬手帳」の活用推進事業が
行われることから、現状に即した改訂を検討し、患者さん中心に、薬局・医療機関双方が有効利
用できる内容にしていきたいと思います。
現在、皆様が使用されておられる手帳・ポスターで、各種メーカーのものや、薬局オリジナル
なものを作成されておられる場合は、参考として是非、県薬にご提示ください。
これを機に、広島県での標準的な手帳が作成できれば、患者・医師・薬剤師の情報共有のため
のツールとして「照会」・「連絡」等、活用の場が広がると考えます。
貴会員薬局におかれましても、何卒ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〈 送付先 〉
広島県薬剤師会事務局
〒730-8601 広島市中区富士見町11-42
（希望部数は10部ですが、１部でも構いません。）
手帳実費・送料の請求書と、振込先の同封をお願いいたします。
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「医療保険資格確認における社会保障カード（仮称）導入効果に関する調査」について
平成20年９月24日
広島県薬剤師会保険薬局部会

このことについて、日本薬剤師会より、次のとおりに通知がありましたので、お知らせいたします。

「医療保険資格確認における社会保障カード（仮称）導入効果に関する調査」について
平成20年９月18日
都道府県薬剤師会
社会保険担当理事 殿
情報担当理事

殿
日本薬剤師会
常務理事

岩 月

進

平素は本会会務に対してご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室（調査受託会社は㈱野村総合研究所）から標記
調査に関する書類が貴会会員に送付されている模様です。
調査票によれば、対象は全国の保険医療機関等のうち、無作為抽出された4,900病院（抽出率50％）、
4,400診療所（同５％）
、2,800歯科診療所（同５％）
、2,100薬局（同５％）となっています。
本会では「社会保障カード（仮称）
」の導入に関し、
「社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討
会」等に委員を派遣し、メリット、デメリット両面から十分に検討を行う等、慎重な対応を求めている
ところです。
しかしながら、今般行われている調査は、その実施方法や調査内容について、検討会で議論されない
まま実施されており、添付の資料説明も、そのまま「社会保障カード（仮称）」として導入されるかの
ような誤解を招く記載となっています。また、調査項目の中には、明らかに病院診療所と歯科医療機関
を対象としたものがあり、薬局では回答不能な設問もあります。
本会では、調査の内容と同時に、本会への事前の連絡無く調査を行ったことについて、厚生労働省に
強く抗議する予定であります。
つきましては、諸事勘案の上、本会は、今回実施されている調査に関し、積極的な協力の必要はない
という判断をいたしましたので、貴会会員にもその旨ご周知いただきたくお願いいたします。
原文は広島県薬文書公開ネットに掲載しています。（http://www.hiroyaku.com/iddesk/
覧ソフト）
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要無料閲

全国健康保険協会の設立について
平成20年９月24日
広島県薬剤師会保険薬局部会
現在、国（社会保険庁）が運営している政府管掌健康保険は、平成20年10月１日から新たに設立さ
れる全国健康保険協会が、健康保険事業を承継し、被保険者証の発行、保険給付、レセプト（診療報
酬明細書）の点検、健診や保健指導等の保健事業などの業務を運営されることとなります。
同協会は、各都道府県に支部を置き、事業運営を行うこととされており、広島支部は、下記におい
て10月１日から業務を開始されます。
なお、全国健康保険協会になりましても、保険給付の内容は変わりません。
また、被保険者証は新たに切替えが予定されておりますが、切替えが完了するまでは、現在の被保
険者証等は引き続き医療機関等で使用できます。
平成20年10月１日からの窓口
名

称 ： 全国健康保険協会広島支部

所 在 地 ： 〒732−8512
広島市東区光町１-10-19

日本生命広島光町ビル２階

電話番号 ： 082-568-1011

レセプトオンライン請求について
平成20年９月24日
広島県薬剤師会保険薬局部会
昨今、レセコン販売業者等により「５月からは、オンライン以外では請求できない」、「個々の薬局
がオンライン回線を導入しなければならない」等の、自社に都合の良いと想像される説明がされてい
るとの報告が、薬剤師会に寄せられています。
薬局のレセプトオンライン請求については、厚生労働省令で、21年５月請求分よりオンラインを使
用して行うものとされておりますが、①現在レセコン未導入の薬局は平成23年５月まで猶予されるこ
と、②レセコン未導入で、かつ、提出するレセプトが少ない（100件以下／月）薬局にあっては、平成
23年５月から２年以内の実施、とされています。また、日薬においては自薬局で請求用の回線が用意
できない場合の代行請求等について関係機関と交渉を行っているところです。
各薬局におかれましては、レセプトオンライン請求への移行は冷静にご対応いただきますようお願
い致します。
この件に関しまして、広島県薬剤師会のホームページにおいて、逐次新しい情報を提供して参りま
す。 http://www.hiroyaku.or.jp/online/index.htm
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調剤報酬請求書等の提出方について(依頼)
管 第 2 6 0 号
平成20年9月26日
広島県薬剤師会会長 様
広島県国民健康保険団体連合会理事長
〒730-8503 広島市中区東白島町19-49
審 査 管 理 課
本会の事業運営については、平素から格別の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、保険薬局から本会へ、毎月10日までに調剤報酬請求書等のご提出をいただいているところです
が、磁気媒体での提出が増加していることから、送付時の破損事故を防ぐため、確実な方法で送付され
るとともに、別紙「封書記載例」のとおり必要事項の記載について、貴会会員へ御周知くださるようよ
ろしくお願いします。
なお、本会から別紙のとおり、別に貴会会員へ御通知いたしますことを申し添えます。

封 書 記 載 例
表 面

裏 面
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平成20年10月における施設基準等の届出に関する手続きについて
平成20年９月30日
広島県薬剤師会保険薬局部会
平素は種々ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
診療報酬等の算定に必要な施設基準の届出につきましては、平成20年10月より、地方厚生（支）局
に当該業務が移管されますが、業務移管を円滑なものとするため、平成20年10月14日までに届出書の
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、同月１日に
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

遡って算定することができるものとし、追って通知が出される予定とされております。
~~~~~~~~~~~~~~~~~

全国健康保険協会の保険者番号等の設定及び
被保険者資格証明書の取扱いについて
平成20年９月30日
広島県薬剤師会保険薬局部会
平成20年10月１日より、政府管掌健康保険（政管健保）の運営が、全国健康保険協会（協会けんぽ）
に移管されることに伴い、保険者番号及び被保険者番号の記号・番号の設定、ならびに被保険者資格証
明書の取扱いが示されました。主な変更点は下記のとおりです。
現時点では旧証から新証への一斉切り替えの時期は未定ですが、協会けんぽによる被保険者証の交付
（新規）
、訂正、再交付などについては、新証にて交付されます。
そのため、しばらくの間は旧証と新証が混在することになりますが、厚生労働大臣が定める日までは、
いずれも使用が可能です。また、事業主からの求めがあった場合は、被保険者資格証明書が交付される
ことになります。
http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm で、新被保険者証のイメージがご覧いただけます。
記
旧

新

カード基本色

オレンジ色

保険者名称欄

広島社会保険事務局
（広島社会保険事務所）

記

号

欄

水

漢字かな文字

色

全国健康保険協会広島支部
数

字

カードを斜めに傾けるとKYOUKAI
KENPOの文字が浮かんで見えます
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○平成20年10月1日以降、協会の健康保険（協会けんぽ）に加入された方には、新たな被保険者証（以
下参照）が発行されます。被保険者証は、従来と同様、被扶養者も含めて加入者１人１枚のカードとな
ります。なお、これまで政府管掌健康保険に加入されている方は、順次、新たな被保険者証への切替え
が行われますが、切替えが完了するまで、従来の被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。
【協会けんぽの被保険者証のイメージ】
被保険者証（被保険者本人）
（表面）

被保険者証（被扶養者）
（表面）

＊ 全国健康保険協会の保険者番号
全 国 健 康 保 険 協 会 管 掌 健 康 保 険 ０１３４００１７
日

雇

特

例

被

保

険

者 ０３３４００１５

日雇特例被保険者特別療養費受給者 ０４３４００１４

レセプトの返戻及び再請求に係るオンライン請求
システムの機能追加等について（お知らせ）
事

務

連

絡

平成20年10月１日
広島県薬剤師会長 殿
広島県基金幹事長
平素は、支払基金の業務運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、平成20年９月５日付け厚生労働省保険局総務課長通知（保総発第0905001号）をもって「保険
医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」の一部が改正
され、平成20年10月請求分から審査支払機関と及び保険薬局との間におけるレセプトの返戻及び再請求
が、オンラインで行えることとなりました。
これを実現するため、支払基金における平成20年10月処理分から、下記のとおりオンライン請求シス
テムに係る機能の追加を行うこととしましたのでお知らせします。
つきましては、別紙の連絡文書を10月上旬に、オンライン請求参加薬局あて送付させていただきます。
なお、本件につきましては、支払基金本部から日本薬剤師会の了解を得ていることを申し添えます。
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記
１ 追加機能
（１）返戻レセプトのダウンロード及び当該返戻レセプト修正後の再請求機能
返戻レセプト（返戻ファイル）のダウンロードと、オンラインによる再請求ができるよう
にいたしました。
（２）返戻内訳書のダウンロード機能
前（１）に伴い、返戻内訳書のCSVファイルをダウンロードできるようにいたしました。
（３）返戻レセプト再請求の確認試験
レセプトデータを送信することによって、確認試験用返戻レセプトが作成及びダウンロー
ドでき、当該確認試験用返戻レセプトを用いて再請求の確認試験ができるようにいたしま
した。
２ 利用開始時期
（１）返戻レセプト再請求の確認試験
本年10月５日（日）から
（２）返戻レセプト及び返戻内訳書のダウンロード
本年11月５日（水）から
（３）返戻レセプトの再請求
本年11月５日（木）から

20

20

10

10
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「信書便事業に関する説明会」の周知用記事について
（掲載のお願い）
平成20年10月16日
社団法人広島県薬剤師会 様
総務省中国総合通信局 信書便監理官
拝啓 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、情報通信行政に格別の御理解と御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、手紙や葉書といった「信書」の送達につきましては、郵便法の規定により、郵政局が独占して
行うこととなっていましたが、「民間事業者による信書の送達に関する法律」の施行により、平成15年
４月からは民間事業者であっても許可を受ければ、信書の送達ができるようになりました。現在、全国
で272社が参入しているところであり、信書便事業に関する理解度及び認知度が高まってきています。
この度、制度のより一層の周知及び理解を図るため、今般、「信書便事業に関する説明会」を開催す
ることといたしました。
つきましては、貴団体発行の会報等に、別添の周知用記事を掲載していただきたく、よろしくお願い
申し上げます。
なお、体裁等については、適宜変更の上、掲載していただいても構いません。
敬 具
お問い合せ先
総務省中国総合通信局 信書便監理官 三嶋
広島市中区東白島町１９番３６号
電 話：０８２（２２２）３４００
ＦＡＸ：０８２（２２１）００７５
E-mail：chugoku-shinsyobin@rbt.soumu.go.jp

総務省中国総合通信局からのお知らせ
毎月の診療報酬請求書、福祉医療費請求書等の送付は
郵便局又は信書便事業者をご利用ください。
保険医療機関や保険薬局で取り扱われている給付の請求書は、
「信書」です。
支払機関に請求書を送付されるときは、郵便局又は国の許可を受けた信書便事業者をご利用く
ださい。郵便法、信書便法でこれら以外の者が信書を取り扱うことはできないと定められてい
ます。
このため宅配運送事業者に配達を依頼されるときは、信書を取扱うことができる事業者かご確
認をお願いします。
ご利用の方法
○ 郵便局
・定型外郵便（４kgまで）または定型郵便をご利用ください。
・「ゆうパック」
、
「EXPACK500」
、
「ゆうメール」に信書（請求書）を入れることはできませ
ん。
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○ 信書便事業者
・国から許可を受けて現在、全国で272社（中国５県：24社）が特定信書便事業に参入してい
ます。運送事業者を中心に異業種などからも参入、この中から配達を依頼することが可能と
なっています。サービスの種類は事業者が次のいずれかを提供しています。
① ４kgを超える信書又は大きさが90cmを超える信書の送付サービス
② ３時間以内に信書を届ける送付サービス
③ 信書の利用料金が千円を超える送付サービス
・許可を受けた事業者名、サービスの種類は総務省のホームページで公開しています。詳しい
サービスの内容、利用料金や提供区域は各事業者へお問い合せください。信書便事業制度につ
いてのお問い合せは下記までお願いします。
（総務省ホームページ）http://www.soumu.go.jp/yusei/xls/tokutei_g.xls
（参考）
詳しい信書便の利用例、書類集配の委託事例等をご紹介する信書便事業説明会を開催します。
参加を希望される場合は、参加者名、連絡先を12月10日（水）までにFAX又は電子メールでお申
込みください。
１ 開催日時： 平成20年12月18日（木）14時00分〜15時20分
２ 開催場所： ＫＫＲホテル広島 安芸の間（広島市中区東白島町19番65号）
３ 申込み先： 総務省中国総合通信局 信書便監理官 三嶋
（問合せ先） 広島市中区東白島町１９番３６号
電 話：０８２（２２２）３４００
ＦＡＸ：０８２（２２１）００７５
E-mail：chugoku-shinsyobin@rbt.soumu.go.jp

調剤報酬請求書の取り繕い等について（お知らせ）
事 務 連 絡
平成20年10月17日
広島県薬剤師会 御中
広島県社会保険診療報酬支払基金
平素、支払基金の業務運営に関しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、旧様式の取り繕いについては、平成20年９月30日付け厚生労働省告示第465号において、請求
省令の一部改正が行われ、同告示に「この告示の制定前に使用されていたこの告示に規定する様式に相
当する様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」と規定されたところです。
つきましては、旧様式の取り繕い及び調剤報酬請求書等の編てつ方法について下記のとおり対応した
いと考えておりますので、特段のご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、各保険薬局には、支払基金から連絡することを申し添えます。
記
１ 調剤報酬請求書等の取り繕い
旧様式については、各区分の「01（政）」を「01（協会）
」に訂正することなく読み替えることとし
ます。
２ 調剤報酬請求書等の編てつ方法等
調剤報酬明細書等については、別紙「調剤報酬請求書等の編てつ方法」のとおり調剤報酬請求書等
の各レセプト区分の「01」区分に、新証分（８桁）の上部に旧証分（４桁）をとりまとめて編てつさ
れるようお願いいたします。
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別紙
調剤報酬請求書等の編てつ方法

高齢者受給分

本人分

家族分

6歳分

公費分

厚

紙

（注） １ 調剤報酬明細書の編てつ順序は、原則として調剤報酬請求書の記載順序とします。
２ 医療保険単独分の高額療養費長期疾病該当明細書は、各管掌の最上部に編てつします。
３ 「01」の旧証分（４桁）については、「01」区分の新証分（８桁）の上部に編てつします。
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薬価基準収載医薬品（平成20年9月12日付）
（11成分16品目)
［内用薬］
商品名
（会社名）
識別記号
イリボー錠2.5μg
（アステラス製薬）
イリボー2.5
イリボー錠5μg
（アステラス製薬）
イリボー5
グラセプターカプセル0.5mg
（アステラス製薬）
647
グラセプターカプセル1mg
（アステラス製薬）
677
グラセプターカプセル5mg
（アステラス製薬）
687
ミコブティンカプセル150mg
（ファイザー）
Pharmacia & Upjohn
MYCOBUTIN

成分名
効能・効果

規格単位

ラモセトロン塩酸塩
2.5μg1錠
男性における下痢型過敏性腸
症候群
5μg1錠
タクロリムス水和物
0.5mg1カプセル
１．下記の臓器移植における
拒絶反応の抑制
腎移植、肝移植、心移植、
1mg1カプセル
肺移植、膵移植
２．骨髄移植における拒絶反
応及び移植片対宿主病の
5mg1カプセル
抑制
リファブチン
＜適応菌種＞
本剤に感性のマイコバクテリ
ウム属
＜適応症＞
150mg1カプセル
結核症、マイコバクテリウ
ム・アビウムコンプレックス
（MAC）症等を含む非結核性
抗酸菌症、HIV感染患者にお
ける播種性MAC症の発症抑制

薬価
（円）

備考

男性における下
86.30 痢 型 過 敏 性 腸 症
候群を効能・効
果とする新効能
医薬品
141.10
既存のプログラフ
514.50 カプセルの徐放性
製剤で、臓器移植
における拒絶反応
の 抑 制 及び 骨 髄
905.20 移植における拒絶
反 応 及び 移 植 片
対宿主病の抑制
3,361.10 を効能・効果とす
る医薬品
結核症、マイコバ
クテリウム・アビウ
ムコンプレックス
（MAC）症等を含
む非結核性抗酸
菌 症 、H I V 感 染
753.00
患者における播種
性MAC症の発症
抑制を効能・効果
とする新有効成分
医薬品

［注射薬］
商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位

アトワゴリバース静注シリンジ3mL ネ オ ス チ グ ミ ン メ チ ル 硫 酸
塩・アトロピン硫酸塩水和物 3mL1筒
（テルモ）
アトワゴリバース静注シリンジ6mL 非脱分極性筋弛緩剤の作用の
6mL1筒
（テルモ）
拮抗
ペガプタニブナトリウム
マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg
中心窩下脈絡膜新生血管を伴 0.3mg90μL1筒
（ファイザー）
う加齢黄斑変性症
セツキシマブ（遺伝子組換え）
アービタックス注射液100mg
（メルクセローノ）

EGFR陽性の治癒切除不能な 100mg20mL1瓶
進行・再発の結腸・直腸癌
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薬価
（円）

備考

非脱分極性筋弛
404 緩 剤 の 作 用 の 拮
抗を効能・効果
615 と す る 新 医 療 用
配合剤
中心 窩 下 脈 絡 膜
新生血管を伴う加
123,457 齢 黄 斑 変 性 症を
効能・効果とする新
有効成分医薬品
EGFR陽性の治癒
切除不能な進行・再
35,894 発の結腸・直腸癌を
効能・効果とする新
有効成分医薬品

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

タゾバクタムナトリウム・ピペラ
シリンナトリウム

肺炎等を効能・
効果とする新医
療用配合剤

＜適応菌種＞
ゾシン静注用2.25
（2.25g）1瓶
（大鵬薬品工業-大正富山医薬品） 本剤に感性のブドウ球菌属、レ
ンサ球菌属、肺炎球菌、腸球
菌属、モラクセラ（ブランハメ
ラ）
・カタラーリス、大腸菌、シ
トロバクター属、クレブシエラ
属、エンテロバクター属、セラ
チア属、プロテウス属、プロビ
デンシア属、インフルエンザ菌、
ゾシン静注用4.5
（4.5g）1瓶
（大鵬薬品工業-大正富山医薬品） 緑膿菌、アシネトバクター属
＜適応症＞
敗血症、肺炎、腎盂腎炎、複雑
性膀胱炎
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グ
ロブリン
サイモグロブリン点滴静注用25mg
（ジェンザイム・ジャパン）

１）中等症以上の再生不良性
25mg1瓶
貧血
２）造血幹細胞移植の前治療
３）造血幹細胞移植後の急性
移植片対宿主病
バシリキシマブ（遺伝子組換え）

シムレクト小児用静注用10mg
（ノバルティス ファーマ）

備考

10mg1瓶（溶解
腎移植後の急性拒絶反応の抑
液付）
制

1,792

2,668

再生不良性貧血
並びに造血幹細
胞移植の前治療
及び急性移植片
37,460 対 宿 主 病 を 効
能・効果とする新
有効成分医薬品
再 審 査 期 間中の
注射薬（シムレクト
194,379 注 射 用 2 0 m g ）の
規格追加、小児の
用法・用量の追加

［外用薬］
商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位

モメタゾンフランカルボン酸
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 エステル水和物
5mg10g1瓶
（シェリング・プラウ）
アレルギー性鼻炎
ディフェリンゲル0.1％
（ガルデルマ-塩野義製薬）

アダパレン
0.1％1g
尋常性ざ瘡

薬価
（円）

アレル ギ ー 性 鼻
炎 を 効 能・効 果
1,947.40 とする 新 有 効 成
分含有医薬品
尋常性ざ瘡を効
117.70 能・効果とする新
有効成分医薬品

※会社名中、２社をハイフンで結んだものは、前者が製造販売元、後者が販売であることを示す。
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備考

薬剤師連盟のページ

「全国若手薬剤師フォーラム」に参加して
広島県青年薬剤師会
薬剤師はどうなりたいのか。薬剤師と政治につ

③薬剤師職能の確立のためには、政治力の強化が

いて考えるフォーラムが９月22・23日静岡県熱海
後楽園ホテルで開催されました。自民党総裁選と

必要であることを理解すること。
④薬剤師連盟は何のためにあるのか、その活動と

重なり、予定されていた麻生太郎氏の講演は無く
なってしまったものの、一泊二日で開催された

必要性について理解すること。
⑤薬剤師会員の政治への関心を高めるためにはど

フォーラムは国会議事堂見学、講演会、グループ
討論会と充実した日程で開催され、２日目には

豊見 敦

うしたらいいか議論すること。
⑥薬剤師の組織の在り方について議論すること。

「若手薬剤師フォーラム宣言文」が採択されました。

⑦政治力強化のために、今、何をすべきか、どの

日本薬剤師連盟主催で今年初めて開催されたこ

ような方法があるか、地域において何ができる

のフォーラムには全国から病院、薬局勤務の薬剤

か議論すること。

師が集まりました。

「概ね50才以下」とされていた参加者は20代か

１日目、議員会館に集合し国会議事堂を見学し

ら50代まで幅広く、各都道府県２〜４名、合計

ました。本来なら臨時国会が開催されている予定

120名集まっており、男女比は約10：１。広島か

だったそうですが、この日は総裁選の当日であり、

らは松井聡政先生、宗像利通先生、豊見の３名

国会も閉会中でした。見学の終盤には神奈川１区

が参加しました。

の薬剤師衆議院議員松本純さんも駆けつけられま
した。

フォーラムの開幕にあたっての児玉孝日薬連会
長の挨拶では、単なる講演会方式ではなくこのよ

お昼を挟んで熱海へ移動し、フォーラムが開会

うなヒザを突き合わせて話をすることも必要であ

されました。このフォーラムのテーマは「薬剤師

り、政治に関心を持ってもらうことの必要性を感

と政治 −薬剤師はどうなりたいのか−」とされ、

じてもらいたい旨が述べられました。

７つの目的が提示されました。

引き続いての藤井もとゆきさんの挨拶では、明

①今後、薬剤師の役割、医薬分業はどうあるべき

治時代に一度薬剤師教育が頓挫したこと、薬剤師

か、薬剤師はどうなりたいのか、議論すること。

会という組織が25万人の薬剤師に対して何をする

②薬剤師の職能が政治とどうかかわっているのか

べきか等、挨拶とするには重く、本質的な話題に

理解すること。

ついて熱く語られました。
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お二人の挨拶の後、３つの講演が続きました。

いかに必要なのかを語っていらっしゃいました。

まず１つ目の講演は小田利郎日薬連副会長兼幹

20代の薬剤師から児玉会長に、「しゃべるとき

事長による「日本薬剤師連盟の日ごろの活動紹

のマイクの使い方がうまくない」という指摘がさ

介」。30分にわたって、薬剤師を取り巻く政治的

れたあたりは、このフォーラムの形ならではの光

な現状とそれに対してどのような行動をしてきた

景だったと思います。１時を回り、各グループで

かが紹介されました。ホームページや「日薬連盟

の討議は一旦終了となりましたが、その後各部屋

だより」では伝わりきらない活動内容を写真を交

での討論が続けられたところもありました。

えて紹介されました。

翌朝は各グループで行われた討論の発表が行わ

２つ目の講演は前衆議院議員の肥田美代子さん

れました。

による特別講演「私と童話と政治と」。民主党議

「日病薬と日薬の統合を考えるべきだ」「もっ

員であった肥田さんによる活動とその成果が語ら

と頻繁に藤井氏が地方の勉強会に顔を出すとよい

れました。

のではないか」等の提案が各グループからなされ

そしてこの日最後の講演は夜の分科会での討議

ました。もっと今以上に薬剤師は政治に関心を持

の元として、石井甲一日本薬剤師会専務理事より

つべきだという認識のもと各班で討議が行われた

「薬剤師を取り巻く環境の変化と将来」と題して

ようでした。それを浸透させる手段にまで言及し

行われました。

た発表はあまりありませんでした。

医薬分業の歴史・現状、医療法における薬剤師

各班の発表が終わった後宣言が採択されました。

の位置付け、医療保険制度の現状と推移、そして

「薬剤師はどうなりたいのか？」

薬学教育６年制の実現と今後、病院薬剤師の配置

われわれ薬剤師は、医薬品に関するすべての責

問題、規制改革の中での薬剤師について70分の時

任を負っています。これをまっとうするために、

間一杯に講演が行われました。

常に社会への眼差しを持ち

志

ある者が会い、

ほぼ４時間にわたる講演の後、食事懇談会が行

集い、力をあわせ、行動することを宣言します。

われました。食事の間には大阪７区の薬剤師衆議

その後、藤井さん、児玉会長の挨拶などが行わ

院議員渡嘉敷奈緒美さんの挨拶や薬剤師ねっとの

れ、フォーラムは閉会となりました。

紹介が行われました。

連盟会員薬局に配付されている「日薬連盟だよ

その後20時過ぎより、分科会（グループ討議）

り」に各グループでの討論については報告がされ

が行われました。私のグループは病院勤務３名薬

ることとなっていますので、グループ討議の詳細

局勤務８名、年齢は20代３名、30代５名、40代３

については次回の日薬連盟だよりを待ちたいと思

名という11名のグループでした。

います。

このグループではチューターの進行で、薬剤師
の社会性、看護師との違い、医療従事者としての
仕事への取り組み方などが語られました。結論を
だすための議論ということではなく、また、政治
と結びつけるわけでもなく、日ごろ感じているこ
とを語ろうという時間でした。深夜１時過ぎまで
続いた討論の合間には、児玉会長、前田泰則後援
会副会長、藤井もとゆきさん、小田幹事長を始め、
連盟、後援会の役員の方々もかわるがわる部屋に
来られ話をされ、また話を聞いて行かれました。
藤井もとゆきさんはどれだけ政治の場で薬剤師の
仕事が理解されていないか、政治の場に薬剤師が
−14−

「全国若手薬剤師フォーラム」に参加して
元広島県青年薬剤師会
平成20年９月21日、東京に出発する当日の朝は、
外に出たくないくらいの大雨でしたが、昼には雨
もやみ、久しぶりの東京ということもあり、少し
ウキウキ気分で広島駅を出発しました。偶然にも
三菱病院の宗像利道先生も参加されることにな
り、退屈だと思っていた N 700系新幹線の４時間
の旅も短く感じられましたが、到着したときは広
島の朝の大雨に追いついたのか、ホテルまでずぶ
濡れ状態でたどり着きました。
今回は、国会議事堂を見学できることと、熱海
で一泊できる理由で、全国若手薬剤師フォーラム
に軽い気持ちで参加したのですが、今回のフォー
ラムは第１回目ということもあって、役員の方々
はとても力が入っていたのが感じられました。
では、22日の国会議事堂見学から報告させてい
ただきます。朝は昨日からの雨が続き、あいにく
の天気でしたが、当日は自民党総裁選挙の日と重
なり、議事堂の周りは黒塗りの車がたくさん見か
けられましたし、集合場所の議員会館前でも人の
出入りが激しかったようです。ここで県薬理事の
豊見敦先生も合流して広島県から３人、全国から
50人くらい参加し、衆議院議員の松本純先生の秘
書の方に議事堂の中から、表まで案内していただ
きました。裏口から入り、地下の大きなホールで
持ち物検査を行い議事堂の中へ入っていきまし
た。国会が開催されてないときは、この見学は一
般にも行っているらしく、小学生や、おじいちゃ
ん、おばあちゃんも大勢の人がおられました。ま

松井 聡政

ずは衆議院本会議場を通って、中央の玄関に行き、
一般の人は入ることができない自民党控え室も見
せていただき、もちろん松本純先生とも記念撮影
をして表に出ていきました。表には47都道府県の
木が植えてある庭があり、ここを通って、正面玄
関で議事堂をバックに記念撮影をしました。あま
り目にすることのない議事堂の中を見学できて、
とても感動いたしました。ありがとうございま
した。
議事堂見学は無事終えたのですが、時間オー
バーだったらしく、急いで東京駅まで地下鉄に
乗って団体で移動して、静岡県熱海の熱海後楽園
ホテルに向かいました。
なんと、ホテルに着くや否や、部屋にも入れず、
そのまま大ホールに直行し、２日間にわたって第
１回全国若手薬剤師フォーラムが幕を開けまし
た。参加者は若手といっても全国から集められた
20代〜50才くらいまでの病院薬剤師、勤務薬剤師、
開局薬剤師が120人と、役員の方々が40人で行わ
れました。ここから県薬会長の前田泰則先生も参
加され、何も聞いていなかったのでびっくりしま
した。
まずは、日本薬剤師連盟会長 児玉孝先生か
ら挨拶があり、今回のフォーラムの目的が明か
されました。
続いて前参議院議員 藤井もとゆき先生が挨拶
をされ、日本薬剤師連盟副会長兼幹事長 小田利
郎先生、前衆議院議員 肥田美代子先生、最後に
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日本薬剤師会専務理事 石井甲一先生と、３時間
半の講演が続きました。内容は、なぜ薬剤師を代
表する国会議員が必要か、薬剤師で生活していく
とは、次の世代に薬剤師が生き残るには、となか
なか厳しい内容で、軽い気持ちで参加した私に
とって、とても考えさせられた講演でした。
講演も終え、やっと熱海の湯につかることがで
きましたが、１時間後には食事懇談会がはじまる
ので、大忙しで温泉を楽しみました。
いよいよ食事懇談会です。はじめに衆議院議員
渡嘉敷奈緒美先生が自民党総裁選を終え駆けつけ
られ挨拶をされました。総勢160人の和室の大宴
会には、圧倒させられました。おいしい宴会料理、
宮崎県の方は、日本薬剤師会学術大会も10月に開
催されるということもあり、焼酎をたくさん持参
され、お互い交流を深め大変盛り上がり、あっと
いう間の１時間半が過ぎました。
宴会終了後は、今回のメインイベントの分科会
のスタートです。120人が11グループの個室に分
けられて、 薬剤師はどうなりたいのか？ とい
う議題で討論しました。なんと制限時間はなし、
午後８時から開始、遅くなったグループは日を変
え夜中の１時すぎまで行っていたそうです。私は
幸 というグループに入り参加しました。宴会
でお酒もはいり、それに輪をかけて分科会最中も
飲み放題のお酒付、それぞれが本音を言って、激
論でした。他のグループでは多少の問題も起きた
ようです。藤井もとゆき先生も各部屋を回られて、
質問、疑問、お願いなど一つ一つ丁寧に答えられ
たそうです。私たちのグループでも内容は書けま
せんが、藤井先生の目が急に変わるくらいの疑問

点とお願いを申し、秘書が慌てて説明をされ、少
しヒヤッとした場面もありました。
分科会が無事終了し、部屋に帰ると、宗像先生、
豊見先生も順番に戻られて、ここからは３人で午
前４時前まで激論をつづけました。
最終日です。10時から大ホールに集められ分科
会のグループ発表が行われました。11グループの
代表は１人８分程度で昨晩のまとめを発表されま
した。どのグループもやはり同じようなことで激
論になっていたようです。大まかに分けると薬剤
師の政治ばなれ、政治の必要性の認識、薬薬連携
の強化、薬剤師会の組織力の強化ですが、発表で
はもっと細かく述べられました。
最後に神奈川県の堀川壽代先生が「われわれ薬
剤師は、医薬品に関するすべての責任を負ってい
ます、これをまっとうするために、常に社会への
まなざしをもち、 志 ある者があい集い、力を
あわせ行動をおこすことを宣言します。」と採択
宣言を力強く述べられ、藤井先生にも合唱でエー
ルを贈り、実行委員の中井順一先生のガンバルゾ
コールで閉会しました。
軽い気持ちで参加し熱海温泉を満喫しようと
思っていた私は、急いで再び広島に帰る新幹線の
車中では、今の生活を維持、発展するには何をす
るべきか改めて考えていました。今回このフォー
ラムに参加してとても身になったと思います。全
国の薬剤師との交流、本音で言い合える会、でき
れば第２回と続けていただき、いつかまた参加し
たいです。この場をかり今回たずさわった先生方、
実行委員の先生方に感謝し報告とさせていただき
ます。

健康・安心、
健康・安心、
安心、国づくり
薬剤師・薬学博士・前参議院議員

藤井もとゆき
http://www.mfujii.gr.jp/
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