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医師・歯科医師・薬剤師の届出のお願い
医師法、歯科医師法及び薬剤師法では、２年に一度、各法に規定する事項の届出が義務付けられ
ており、本年がその実施年に当たります。この届出は、今後の厚生労働行政の基礎資料を得ること
目的とする「医師・歯科医師・薬剤師調査」の客体となるものであり、届出について、皆様のご理
解とご協力をお願いいたします。
（問合せ先：広島県健康福祉局健康福祉総務課／電話：082-513-3029）

医師・歯科医師・薬剤師の届出について
1

届出の根拠
医師法第６条第３項、歯科医師法第６条第３項及び薬剤師法第９条により、２年に一度の届
出が義務付けられています。

2

届出の方法等
盧

届出票（様式）について
○届出票の様式は、住所地を管轄する保健所から配布されます。
（病院等に従事されている方については、
当該施設から配布される場合もあります。）
○上記のほか、厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）
トピックス（http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/11/tp1117-1.html）
からダウンロードすることもできます。
盪 届出の方法
○平成20年12月31日現在の住所、氏名、登録番号、登録年月日、従事先等、届出票に
記載されている事項に記入の上、住所地を管轄する保健所へ提出してください。
（病院等に従事されている方については、住所地にかかわらず当該施設で取りまとめて
提出される場合もあります。）
○複数の施設に従事している場合には、主な従業先のもの１枚だけを提出してください（重
複提出は行わないでください）
。ただし、複数の免許を保有している場合は、それぞれ
の届出票を提出する必要があります。
○12月31日現在で就労していない方も、届出票を提出する必要がありますので、届出漏
れのないようにしてください。
3

調査の期日
平成20年

4

12 31
月

日現在

（届出票に記載していただく基準日）

届出の期限
平成21年

1 15
月

届出期限までに、住所地を管轄する

日（木） 保健所へ提出してください。

（従事先で取りまとめられる場合は、当該施設が定める期限までに提出してください。）

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査の概要（抄）」
１

調査の目的
この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬
剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。

２

調査の期日
平成20年12月31日現在

３

調査の対象及び客体
我が国に住所があって、医師法第６条第３項により届け出た医師、歯科医師法第６条第３項により届け
出た歯科医師及び薬剤師法第９条により届出た薬剤師の各届出票を調査の客体とする。

４

調査の事項
各届出票に掲げる事項

５

集計及び調査結果の公表
集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部が行い、調査結果は「医師・歯科医師・薬剤師調査（概況）」
及び「医師・歯科医師・薬剤師調査（報告書）」として、速やかに公表する。

「空」 揮毫 前田 泰則 会長
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センリョウは木のように見えますが草本の植物です。中国では九節
茶とか接骨木と呼ばれ若い枝葉を乾燥させて薬に使ってきました。
効能は弱いながら抗菌作用があります。約10グラムを煎じて服用す
ることで炎症を鎮め痛みを和らげると言われます。
写真解説：吉本 悟先生（安芸支部）
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表紙写真 センリョウ（センリョウ科）

撮影場所：広島市
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新年を迎えて
広島県薬剤師会会長

前 田 泰 則

新年あけましておめでとうございます。
今年は年男で新年を迎えることになりました。所謂、「還暦」丑年生まれの60歳を迎えます。どなた
も同じように考えられると思いますが、身体は年をとりますが頭の中は何時も青春時代を謳歌していま
す。思考方法はどなたも20歳代からそんなには変化して無いように考えますが皆様は如何でしょうか？
経験と実績が多少は思考方法に影響を与えるとしましても、10億以上ある脳細胞は一生かかっても２
〜３％しか使っていないという事を聞いた事がありますが、差程の影響力は無いと思います。特に同窓
会などで久しぶりに会って話をしていますと、瞬時に30年前の記憶が甦ります。記憶の一部が想い出と
いう引き出しに普段はしまってあって時々は取り出されてくるのでしょう。
何故このようなお話をしているかと言いますと、最近頓に直近の記憶がうっかりミスで忘却の彼方に
行ってしまう事があります。当方の迷惑だけでなく他人様へのご迷惑は如何ばかりかと懸念されますが、
こればかりは如何とも成しがたいものがあります。
しかも、仕事などでこのような失態が有った場合、事と次第では収まりが付かなくなりますし、患者
さんへの影響を考えますと、
「ヒヤリハット」どころでは無くなります。
日々用心に用心を重ねていても、うっかり、ばったり出くわす事がありますので、ここは慎重にお互
いに気をつけて頑張りましょう

道しるべ 畦青くして 祠あり

呉泰山
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新

年
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拶

日本薬剤師会会長

児 玉

孝

明けましておめでとうございます。
会員各位におかれましては心新たに新年をお迎えになられましたこととお慶び申し上げます。
また、平素より日本薬剤師会の諸事業に御理解、御協力いただいておりますこと心より御礼申し上げ
ます。
さて、昨年は薬剤師職能確立に関わる様々な出来事がありました。
平成20年度調剤報酬改定における薬剤師職能を生かした点数の設置、ジェネリックの推進に伴う処方
せん記載方法の再変更、管理者問題等改正薬事法最終的取りまとめ、それに伴うパブリックコメント、
それから派生した急なインターネットによる全てのOTC薬の販売要求、社会保障制度改革の一環とし
ての安心と希望の医療確保ビジョン策定に伴う医師不足問題対策と、薬剤師、看護師等の医療職種の活
用、平成18年の医療法改正の延長線上としての、歴史的な医道審議会における薬剤師分科会の設置、後
期高齢者医療制度発足等々重要な項目だけでもこれ程多くありました。
そして本年、平成21年に予想される主な課題としては、公益法人制度改革、レセプトオンライン請求
問題、改正薬事法の全面施行、薬学教育６年制に伴う実務実習受入体制整備の最終段階、平成22年調剤
報酬改定の議論開始、さらに政治的には、衆議院選挙、藤井もとゆき薬剤師後援会活動の本格化等々で
あります。
その中でも特に、各都道府県薬剤師会として大きな問題は２点あり、１点は公益法人制度改革です。
この制度改革を活用して、貴薬剤師会の組織、会費、定款等を根本的に見直し、将来に向って如何に貴
薬剤師会内のすべての職域の薬剤師が加入できる組織に脱却することができるか正念場と思います。
もう１点は改正薬事法の施行です。いよいよ６月から全面施行されます。平成18年から薬局が医療提
供施設になったことと併せ、ご自分の薬局の

あり方

を見直す大きなチャンスと捉え、少なくとも要

薬剤師薬である第一類医薬品、薬局製剤を含む薬局医薬品の取扱い、育成には前向きなお取り組みをお
願いしたいと思います。
本年も、全会員、そして全ての薬剤師とともに、執行部一同全力を尽くす所存ですので宜しくお願い
します。
おわりに当たりまして貴薬剤師会並びに会員の皆様にとって本年が良い年でありますことを祈念して
新年の挨拶とさせていただきます。
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アイスランド
広島県医師会会長

碓 井 静 照

アイスランドは地球儀の位置でいうと地球儀を支える上の軸にあたるところで、昔の地図ではあの辺
の白い部分で、何があるのか、誰が住んでいるのか私には全然、関心がなかった。2007年の夏、アイス
ランドに行って変わった景色に驚いた。
人口30万、ほとんどの人は首都レイキャビックに住んでいる。羊100万頭。郊外に行くと黒い溶岩砂
の上に真っ白の肥った羊が行けどもいけども何百頭も寝そべっている。溶岩平野というのだそうだが、
海に面した平原、大荒野が溶岩ばかりなので、青森県下北半島の霊場、恐山のでっかいのを歩いている
みたいで不気味でもある。
地球温暖化のせいか、この数年草がよく生え羊の生育もよいそうだ。そのうち木も育って、木材を輸
入しなくてすむようになるのかも知れない。湯けむりがあちこちに立ちのぼって、熱湯が時々勢いよく
吹きあがるところもある。地熱を利用した装置もあったりして危険なような、違和感あふれる一帯もあ
る。地熱を利用してバナナも作れるし、コストのかからない地熱利用の電力はアルミの生産に好都合だ。
地下資源も隣のグリーンランドと並んで未知数だ。ウラン、ダイヤモンド、石油も夢ではない。
漁業も盛んで鮭も、ししゃもも獲り放題。それに数万のたらを吊るして日干しにしている小屋には圧
倒される。漁港には捕鯨船が３隻も入っていて、炉端焼きの店で、くじらの肉とトナカイの肉と玉ねぎ
の炭火焼を食べることができる。
郊外を車で走ると地球の割れ目があって、大岩が割れていたり、平野から70メートル下に落ちる滝が
あったりする。日本と違って海底のプレートがぶつかるのではなく、反対の現象である引っ張り合う地
形だという。水は冷たいが、冬でも流氷の地域から熱湯が湧き出て泳ぐことさえ出来るのである。ミニ
教会では今も結婚式が行われ、草ぶきの農家では、お焼きのようなクッキーを民族衣装をまとった女の
人が作ってくれる。
この国ほどクレジットカード万能の社会はあるまい。コンビニ、レストラン、バス、タクシー、ミネ
ラルウォーター１本でもカードで買うことが出来る。徹底したカード化は観光資源の大きな武器であろ
う。小銭が残らなくて私にとっても好都合だった。
ところが世には予想も出来ないことが起こった。広島の原爆も、2001.９.11のアメリカ同時多発テロ
もそうであったが、リーマン・ブラザーズに端を発した、100年に一度と云われる世界金融危機はアイ
スランドを国家破綻の危機に追い込んだ。アルミ産業の活況で資本が流入、経済が急拡大し、消費者が
買い物に走り、貿易赤字が膨らみ、通貨が急落し、資本逃避のさなかに今回の危機が起きたのである。
国家に優先する考えさせられる出来事である。
本年もよろしくお願いいたします。広島県薬剤師会会員の皆様のますますのご活躍とご多幸を祈念い
たします。
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広島県歯科医師会会長

山

科

透

新年明けましておめでとうございます。
皆様にはお健やかに新年をお迎えのことと存じます。
昨年を振り返りますと、１月26日に挙行いたしました本会創立百周年記念式典におきましては、ご来
賓及び会員の諸先生方合わせて1,000人を超えるご参加を得て、盛大に開催することができました。
これも偏に、貴会をはじめ関係各位の温かいご指導ご鞭撻のお陰と存じ、衷心より厚くお礼申し上げ
ますとともに、先達の先生方が脈々と築いてこられた歴史と伝統の重みを感じ、新しい一世紀の始まり
に会務をお預かりする責任者として身が引き締まる思いで一杯です。
社会に目を向けますと、一昨年の安倍内閣に続き福田内閣も約１年の短命に終わり、９月24日に麻生
新内閣が誕生しました。解散総選挙対応内閣と噂されましたが、折からのアメリカを発端としたサブプ
ライムローン問題や大手金融機関の破綻等によって世界的な経済恐慌が起こり、この対応に奔走し、解
散総選挙は棚上げ状態となっております。
一方、医療界を取巻く環境も現在の政局のように混迷を来し、国民歯科医療を守るべき我々の業権確
保も未曾有の危機に陥っているように感じます。社会保障費2,200億円の削減撤廃と医療費抑制政策の
見直し、迷走する後期高齢者医療制度改革、診療報酬の改定問題、また公益法人改革と保険業法改正に
伴う共済事業の見直しなど、我々を取巻く環境は多くの諸問題が山積しています。
私共歯科医師会にとりましては本年が新しい一世紀の始まりです。医療界が明るい未来へ向けて発展
していくよう、全力を傾注して難題の解決に向けて立ち向かう覚悟でございます。
また、我々医療に携わる者は、どんな厳しい状況下においても、国民に良質かつ適切な医療を平等に
提供していかなくてはなりませんし、国民は良質な医療を享受する権利を有しています。そのためには、
四師会が協力し合い手を携え、県民の健康保持増進に向け全力で取り組んでいくことが大切であり、そ
れがひいては県民の方々が生涯を通じて健康で豊かな生活を享受できるものと確信しております。
薬剤師会会員の皆様方には、引き続き絶大なるご協力と暖かいご支援をお願い申しあげ、また、貴会
益々のご発展と会員及びご家族皆様方にとりまして、明るい一年となり、希望に満ちた将来が到来する
ことを心から祈念申しあげまして、年頭のご挨拶といたします。
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新春のごあいさつ
広島県看護協会会長

板 谷 美智子

新年あけましておめでとうございます。
広島県薬剤師会の皆さまには、平成21年の新春を健やかにお迎えのことと心からお慶び申しあげます。
ご承知のとおり、サブプライムローンに端を発したかつてない世界金融危機、地球温暖化問題等、今、
現代を生きる私たちには、文明社会の様々な課題が突きつけられております。
また、昨今の医療を取り巻く環境も一段と厳しく地域医療の崩壊も強く危惧されます。
こうした中、昨年６月、厚生労働省は、医師不足の問題を受けて、将来の医療の在り方を検討した
「安心と希望の医療確保ビジョン」を取りまとめました。
このビジョンでは、医療のこれからの方向性について、超高齢社会を見据え、治し支える医療「在宅
移行支援から看取りまでの一貫したケアの推進」や「治療重視から疾病予防重視」へと医療従事者のみ
ならず患者・家族等国民みんなで医療を支える体制を築くことを目指しています。
現在、広島県におきましても、新たな保健医療計画に基づき、医療機関の機能分化、地域医療連携、
在宅医療の推進と地域医療完結型医療体制整備が進められております。
何より、県民が住み慣れた地域において安心して生活を送るためには、医療に対する信頼を確保し、
どこでも、だれでも質の高い医療サービスが適切に受けられる体制づくりが急務となっています。
広島県看護協会では、県民に質の高い看護サービスを提供できるよう看護職の資質向上に向けて「認
定看護管理者教育課程」「新生児集中ケア教育課程」の開講や生涯教育研修等を実施しております。ま
た、訪問看護ステーションでは、24時間体制のもと乳幼児から高齢者まで医療依存度の高い利用者の看
護から看取りまで、主治医や他職種と連携のもとに訪問看護を推進しております。
混沌とした時代の保健医療を取り巻く環境は大変厳しい状況にございますが、それだけに県民の安
心・安全な医療の確保には、広島県薬剤師会、広島県医師会、広島県歯科医師会等関係団体の皆さまと
協力し、県民の理解と協働のもとに医療従事者も安心と希望を持って働き続けることのできる環境づく
りが必要で努力をする所存です。
終わりに、広島県薬剤師会のますますのご発展と、会員の皆さまのご多幸、ご活躍を祈念申しあげま
して、新春のごあいさつといたします。
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丑年を迎えて
前参議院議員

藤 井 基 之

明けましておめでとうございます。皆様、お元気で新年をお迎えのことと存じます。本年もよろしく
ご指導お願い申し上げます。
先日、私の支援者のお一人、Ｎ氏が、含蓄ある詩を教えて下さいました。原文は英語で作者不詳、少
し長いので後半の一部だけを抜粋してみます。
リ ス ク の 中 に 自 由 あ り （抜粋）
人生最大の危険は何のリスクも取らぬこと
リスクを取らないのは、何もしない人、何も持たない人、何の価値もない人
リスクを避ければ 苦しみも悲しみもないだろう
しかし、それでは、何も学べず、感動も変化も成長もない、愛の喜びもない
生きているともいえない
確実だけに縛られりゃ奴隷と同じ、自由を奪われたことになる
リスクを取る者こそ自由な人間
（
「市民社会におけるリスクマネジメント」東京法令出版 上野治男著より）

日本にも似た言葉に

虎穴に入らずんば虎児を得ず

と言うことわざがあります。失敗を恐れていて

は何も得られない、ということですが、この詩はそれだけでなく、もう少し深い意味を持つ気がします。
人間というものは、何か目標をもって、その実現に向かって努力を重ねることが大切だ。失敗すること
もあるかもしれない。しかし、何かに挑戦してこそ、自由な人間だということができるのだ、と。今ま
で特に問題もなかったのだから、何も無理に新しい方法に変えなくてもいいじゃないか、という選択肢
もあるかもしれない。でもそれでは 現状に縛られた奴隷 じゃないか、とこの詩は言っています。
少子高齢化や IT 化の進展、規制緩和などにより、医療制度や薬事制度が次々に変革され、薬剤師を
巡る環境は目まぐるしく変わっています。そんな中で、薬局や病院等で薬剤師として働き、あるいは薬
局を経営してゆくには大変な努力が必要だと思います。しかし、現状にしがみつき、現状を守るだけで
は、新しい希望も発展も生まれません。薬剤師として、医療の中でなにか、新たにできることはないの
か。オバマ氏は

Change

という言葉で次期大統領の座を得ましたが、今の薬剤師にとっては

Challenge という言葉がふさわしいでしょう。
今年は丑年。丑とは、「紐（ひも）
」の意味で、植物の種から紐のように芽が出、大きく成長に向かっ
て動き出すことを象徴する干支だそうです。私の好きな言葉として、「昨日の夢は

今日の希望

そし

て明日の現実」（ローバート・H・ゴダード）という言葉を何度かご紹介してきましたが、薬剤師の新
たな可能性を探り、職能の充実とますますの発展を目指す、そんな年に今年をしたいものです。私も目
標に向かって、希望の芽をさらに成長させる年としたいと思います。

8

2009 Vol.34 No.1 広島県薬剤師会誌

新年ごあいさつ
広島県健康福祉局長

迫 井 正 深

新年あけましておめでとうございます。
広島県薬剤師会の皆様には、輝かしい新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
会員の皆様方には、平素から本県の保健・医療行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼
を申し上げます。
さて、近年の急速な少子・高齢化の進展や、生活習慣病の増加、国民の健康に対する意識の高まりな
どに対応し、医療費の適正化、健康増進、介護、高齢者医療などの保健・医療制度の抜本的な構造改革
が進められております。
県といたしましては、地域医療の担い手である保健医療従事者の確保対策事業、ひろしま健康づくり
県民運動の実施等による健康増進対策などの各種事業を実施し、県民一人ひとりが安心して暮らせる環
境づくりに取り組んでいるところです。
厳しい経済情勢ではありますが、県民の皆様の生命と健康を守り、安心を実感できる社会の実現のた
め、安全性と有効性が確保された優良な医薬品等の供給をはじめ、医薬品の適正使用の推進等の施策を
積極的に推進して参る所存であります。
もとより、県民の保健・医療の充実のためには、薬剤師会の皆様の御協力が不可欠であります。今後
とも、一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
新年の門出に当たり、今年一年の広島県薬剤師会の皆様の御多幸と御健勝を心からお祈りいたします。
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新年ごあいさつ
広島県健康福祉局保健医療部薬務課長

石 原 長 造

平成21年の新春を迎え、心からお慶びを申し上げます。
広島県薬剤師会の皆様には、日ごろから、本県薬務行政の推進に格別の御支援と御協力をいただき、
厚くお礼を申し上げます。
さて、近年の保健・医療を取り巻く環境は、急速な少子・高齢社会の進展や、国民の健康に対する
ニーズの多様化、がん、糖尿病などの生活習慣病の増加などにより、大きく変化しており、医療、年金、
福祉の各分野で抜本的構造改革が進められております。
こうした中、薬務行政を取り巻く環境においても、国民の意識やニーズの変化、医薬分業の進展等を
背景に、医薬品のリスクの程度に応じた販売制度の見直しなどが進められており、昨年８月には、第１
回目の医薬品登録販売者試験を実施したところであり、今年６月には改正法が本格施行される予定と
なっております。県といたしましても、県民が医薬品を適切に選択できるような環境を整備するなど、
法改正に適切に対応してまいります。
このほか、特に青少年への影響が懸念されます薬物の乱用防止対策の実施、新型インフルエンザの流
行に備えた治療薬の備蓄など、県民一人ひとりが、健康で安心して暮らせる環境づくりに、全力で取り
組んでいるところでございます。
本年も、薬事衛生にかかわる課題は山積しておりますが、どうか皆様には、地域住民あるいは医療関
係者から信頼され、保健医療に貢献できる薬局・薬剤師を目指して、互いに切磋琢磨していただきます
ようお願いします。
終わりに、皆様の御支援、御協力をお願いしますとともに、広島県薬剤師会のますますの御発展と会
員の皆様のお幸せをお祈り申し上げて、新年のごあいさつとさせていただきます。
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新年の御挨拶
中国四国厚生局長

山 田 耕 蔵

新年明けましておめでとうございます。
年頭に当たり、医療行政並びに医療保険行政に対する皆様方の御理解と御協力に深く感謝申し上げ
ます。
さて、近年の急速な少子高齢化の進展、景気の低迷、国民生活や意識の変化など、医療を取り巻く環
境は大きく変化しております。このような状況の中、当厚生局では、地域住民の健康を守り、質の高い
効率的な医療の提供体制を確保していくため、様々な施策を進めて参る所存であります。
まず、全国的な課題となっている医師不足問題に対応するため、厚生労働省では、救急医療、産科医
療及びへき地医療を担う医師への支援や勤務医等の勤務状況の改善、業務負担の軽減、女性医師、看護
師等の離職防止や復職支援など必要な予算を確保することとしております。当厚生局としては医師臨床
研修に関し、臨床研修病院を対象とした研修会、医学生を対象とした合同説明会を開催し、中国四国管
内の研修医確保に向けた取組を行います。医療安全に関しては、医療事故の防止を図り、医療の安全を
確保するために、医療安全推進週間に合わせて、地域住民や医療関係者等を対象とした医療安全セミ
ナーを開催するとともに、国民の皆様から広く御意見をお聞きしている医療安全調査委員会（仮称）の
設置についての地方説明会を開催する等、地域住民の医療に対する安心・信頼の確保に向けた取組に努
めて参ります。
また、最近、大麻の不正栽培・所持等の事件が相次いでいることから、「第三次薬物乱用防止五か年
戦略」に基づき、各種の予防啓発活動や大麻取締法に基づく取締りを徹底して参ります。
さらに、昨年４月に中国５県において医療費適正化計画が策定され、その中で設定された目標達成の
ため、特定健康診査、特定保健指導などの生活習慣病対策に向けた取組や平均在院日数短縮に向けた療
養病床の再編成など、多くの事業が展開されております。当厚生局では、これらの事業を実施する自治
体等に対して、指導助言を行い支援して参ります。
昨年10月には、それまで社会保険事務局で行っていた保険医療機関及び保険薬局に関する業務が地方
厚生局に移管されました。当厚生局といたしましては、中国５県の関係者の皆様方と意見を交わしつつ、
健康保険法や指導大綱等の関係法令・通知を踏まえた業務の平準化に向けて取り組んで参りたいと考え
ております。
本年も医療行政並びに医療保険行政に対する皆様の一層の御支援と御協力をお願いいたしますととも
に、皆様方の益々の御多幸と御健勝をお祈りいたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。

11

広島県薬剤師会誌 2009 Vol.34 No.1

を節約できる方法があるのですから、これを数字

新年を迎えて
専務理事

で出さなければ薬剤師のこれからは見通しが暗い

豊見 雅文

新年、あけましておめでとうございます。

ままです。現に厚労省の磯部総一郎薬剤管理官が
日薬の研修会で次のように檄を飛ばしています。
「現場から後発医薬品間の銘柄変更が無ければ後

５回目の年男です。同窓会を開けば会社勤めの

発医薬品使用促進は出来ないという声が大きいた

同級生は早々と第二の人生を始めていたり、これ

めに導入した制度も薬剤師は活用していない。結

からの暇な人生を考えて暗い顔をしていたりしま

果的に医師の指示どおり調剤している。そもそも

す。まあ、どのように抵抗してもそろそろ人生の

薬剤師は処方せんを疑ってかかって初めて代替調

〆の年代に入っているわけです。

剤が可能になる。何も考えずに医師の指示どおり

この年代になって、薬剤師を取り巻く環境も、

数を合わせるだけなら薬剤師職能ではない。この

私自身が置かれている状況も刻々と変化し、つい

ままの状態で推移していくなら、調剤報酬での評

て行くのが大変ではあります。

価も考えざるを得ない。」とまで言っています。

最近の薬局業務で大きい変化はやはりジェネ

このような制度が出てきた３年前、薬剤師にとっ

リック医薬品に係わる事でしょう。未だに全ての

て大きいチャンスだと考えました。我々はまだそ

医薬品に変更不可の文字を付けて処方せんを発行

のチャンスを生かし切れていないのです。この件

している医療機関がある中で、60％近くの処方せ

に関しては、いずれもっと高いハードル（数量

んが後発医薬品への変更可で発行されています。

ベースで30％）が示されると思います。その時に

しかしながら薬局で実際に変更したのはそのうち

備える意味でも出来る限りの事をして行こうと考

たった3 . 4％だったというのですから、少々首を

えています。

かしげざるを得ません。説明に時間がかかる、
思ったほど安くならない、在庫が増える等々、理
由はいろいろあるでしょう。しかし、最近は不景

「早く年をとらないと」

気のせいか説明すると「少しでも安くなるのなら
ジェネリックにしてください。」とおっしゃる方

常務理事

も多いことに驚かされます。後発医薬品から後発

有村 健二

医薬品への変更も認められたことから、無制限に

昭和39年、あまり天気が良くない日。通学のバ

在庫が増えていくわけでもありません。ちなみに

スの座席に座ったとたん後ろのおっさんに一升瓶

後発医薬品から後発医薬品への変更はたった

のようなもので、頭をごつんと殴られた。「静か

0 . 2％しかありません。我々はもっと自信を持っ

に座れ」と。やっぱりそうだ「早く年をとらない

て、自らの選択した後発医薬品に銘柄変更しても

と」
。

良いのではないでしょうか。私の薬局ではメチコ

小さい頃は近所のみんな年齢に関係なく一緒に

バール（後発医薬品）ももっと安価な後発医薬品

遊んだ。年長者はみんなをよく殴った。母親に告

への変更を勧めています。患者さんに希望を聞い

げるとお前が悪いからと、どの家庭もそういう時

て変更するのですから、いやがられることはあり

代だった。私が年長者になって下の者をごつんと

ません。社会保障費2 , 200億円抑制が取りざたさ

やると子供の喧嘩に親が出てきた。何かが違う

れている今、薬剤師の職能を発揮しつつ、医療費

「早く年をとらないと」
。
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近所の大人はよく酒を飲んだ。タバコが切れる

新春随想

と買ってこいと言った。逆らうことは考えなかっ
た。お釣りは貰えたが嬉しくもなかった。酒を飲

常務理事

二川 勝

む大人は楽しそうだった。「早く年をとらない
と」
。
中学１年生の時、兄と同級生の国語の女先生が

奉賀新年。この２月10日で本卦帰り、アッとい
う間に数え年の61歳（プレゼント受けつけます）
。

いた。私と兄は８歳違い。女先生は真っ赤な口紅

まだまだ厚顔の美少年と思っていましたが、月日

を塗っていた。田舎の生徒達はそれを囃した。

の経つのは…。

「先生に止めた方がいいんじゃない」と言ったら。

昨年の４月から常務理事の末席を温めていま

「やってみないと分からないでしょ、大人になっ

す。若葉マークが取れませんが宜しくお願いしま

たら分かるわよ」と言った。「早く年をとらない

す。安芸郡海田町に本店を構えてから１ / ２世紀

と」
。

が過ぎました。薬局薬店薬種商と色々な店舗を展

そういえば小学校の卒業文集には、科学者にな

開し、日本ドラッグに加盟しています。安芸支部

りたいと書いた。鉄腕アトムの時代だった。今薬

が広島支部から分離してから副支部長、支部長と

剤師は町の科学者になれという。何かが違う。

10数年が過ぎ、現在は常務理事と支部長の二足の

小さい頃文字に飢えていた。教科書も読み物

草鞋です。

だった。理解するかどうかは別として教科書は数

私と家内、娘二人、娘婿と薬剤師一家です。妹

日で読んでしまった記憶がある。地理と生物と歴

夫婦は薬種商ですので、店舗の大半は身内で賄っ

史は好きになれなかった。誰かが言った。年をと

ています。それと弟夫婦が宮内串戸駅前で、薬局

るとそれが面白くなる。
「早く年をとらないと」
。

をやっていますので、私共々宜しくお願いしま

大昔の偉い人も言った。吾十有五而志于学、
三十而立、 四十而不惑、 五十而知天命、 六十而
耳順、 七十而従心所欲、不踰矩。「早く年をとら
ないと」
。
開局した。薬を付加価値を付け高く売る事に夢

す。
新春ですから明るい話題をと思いましたが、昨
年度は天災、人災のオンパレードでした。
人災は百年に一度といわれる、アメリカのサブ
プライム問題に端を発した経済危機。

を持った。一日一人は薬を売らずに帰すことを目

金融大手には救済の手が差し伸べられました

標とした。結婚をし家庭もできた。医薬分業、介

が、自動車業界のビッグ３はどうでしょうか。マ

護保険と薬剤師の夢を追いかけてきた。聡明な薬

ツダもしわよせで減産との事、アメリカのくしゃ

剤師仲間、音楽仲間、飲み仲間もいる。今は昔で
言ったら立派に大人の年。何かが違う。世の中寛
容がないのかも。昔の大人は確信と優しさがあっ

みで、日本の風邪の体質は変わっていません。
「頭の痛いことです。
」
医療の面では救急搬送のたらい回しで新聞面を

たのかも。「早く年をとらないと」。今年は丑年。

騒がしていますが、行政の頑張りに期待しましょ

友人達に感謝。

う。社会保障費の安定財源確保の為に、たばこ増
税はありと思っていましたが見送りで残念です。
12月７日に安芸医学会に参加しました。薬剤師の
参加70名強との事、私もマツダや済生会病院、安
芸府中薬局など、５題の座長をやらせていただき
緊張しました。今年も12月の第一日曜日に実施さ
れると思われます。安芸支部及び近くの支部の会
員さん勉強しにおいでください。
今年は「無駄を省いて知識蓄財」で行きますの
で宜しくお願いします。
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第29回 広島県薬剤師会学術大会報告
日 時
場 所

平成20年11月16日（日）10：00〜
広島県薬剤師會館

『もっと、薬剤師』−第29回県薬学術大会に参加して−

実行委員（東広島支部）

松井

聡政

ともっと薬剤師としてやるべきことがたくさんあ
ると実感させられました。
午前中は、会員の口頭発表が例年通り行われま

今回の大会は、「もっと、薬剤師」をテーマに

したが、現在会員の方が講習を受けている、学生

掲げて、11月16日、広島県薬剤師會館において行

実習の事や、コンピュターを利用した発注・在

われました。今年も雨は降らなかったのですが、

庫・小分け、また患者に対するサービス向上のシ

例年になく暖かかったせいか、9：30開館と同時

ステム、ここでも癌患者に対しての服薬指導、薬

に会員の方も来られ、10：00の開会のときにはす

剤師のかかわり等、13題も発表されました。

でに200人を超え、今年も大盛況のなか開催する
ことができました。

昼食時間を利用し、ポスター発表も行われ、こ
こでも「学習目標・学習方略にそったスケジュー

今年は、特別講演がなく、シンポジウムが行わ

ルを組んでみました」ということで薬局実習受け

れましたが、今もっとも旬な話題でもあり、これ

入れのワークショップの発表があり、たくさんの

からの薬剤師の課題でもあるということで、昼か

方が質問されていました。

らでしたが多数出席されていました。テーマは

２階では、各企業の方が朝早くから準備され、

「緩和ケアについて」さまざまな角度から先生方

レセコン、電子薬歴、調剤機器、書籍と9社に参

に講演をしていただき、とても参考になり勉強に

加いただきました。なかには宮崎県で行われた日

なりました。患者との接し方、そのまわりの親族

本薬剤師会学術大会でも出品された、水剤の分注

との接し方、またどのようなことを考え、どのよ

器もありました。

うなことを望んでいるのか？それに対してチーム

最後になりますが、今年も私は、大会委員とし

医療の進め方、決して薬剤師一人ができるもので

て参加させていただき、準備にも追われましたが

はないですが、薬局に今このような患者が来られ

無事閉会できたことに感謝し、報告とさせていた

てどう対応してよいか、今回のテーマ通り、もっ

だきます。ありがとうございました。
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藺医師・看護師等在宅医療に係るスタッフとの十

報告Ⅰ
広島支部

分な連携

五郎丸 慎

藺患者の心理状態や病態に対する配慮
藺薬薬連携など実際の現場での先生方の取り組み

急速な少子高齢化の進展とともに疾病構造も変

を聞くことができ非常に勉強になりました。その

化する等、社会全体に多くの課題を抱えるなか、

なかで自己啓発はもちろんのことネットワークの

薬剤師は安全で有効な医薬品の安定した供給をは

構築等のソフト面の強化も非常に重要であること

じめ、地域医療の担い手として、医薬品の適正使

を痛感しました。

用の推進、患者の立場に立った服薬指導等のほか、

その他に興味深い内容として薬学生１年次のカ

保健、福祉、介護の分野における専門性を生かし

リキュラムに組み込まれている「早期体験学習」

た活躍が期待されています。今回の発表では

についての発表がありました。医療の現状と薬剤

「もっと薬剤師」というテーマのもと在宅医療や

師を取り巻く環境を理解し、薬学部学生として学

緩和ケアなど、今後の薬剤師の課題ともいえる内

習に対するモチベーションを高めるための活動と

容の講演を多数聞くことができました。

して非常に有効であると感じました。私自身まだ

2007年４月より「がん対策基本法」が施行され、

体験学習に携わった事はありませんが、薬学生が

私の勤める薬局におきましても在宅医療の場で、

大きな夢や目標をもてるよう受け入れ側の施設も

がん患者と接する機会が増えてきました。しかし

協力して対応しなければならないと感じました。

ながらまだまだ知識・経験不足で、他職種の方々

今回の学術大会では非常に有意義な講演が多数

との連携も十分とはいえないのが現状です。今回

あり大変勉強になりました。今後、薬剤師の役割

の講演のなかで

が多様化していく中、私もさらなる努力が必要で

藺薬剤師の専門性を発揮した処方設計に関わる提案

あると感じる一日となりました。
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平成20年度 広島大学薬局実務実習受け入れ報告
ない事に鑑み、慎重に協議された結果、平成18年

薬局実習を終えて

度から21年度までで実施できる範囲内の自己評価
を全国全ての大学が「自己評価21」として実施し
公表する事が決まりましたので、平成22年の３月

広島大学大学院医歯薬学総合研究科

には全ての大学において自己点検・自己評価がな

臨床薬学実習担当 小澤

され、公表される事になります。さらに、事前学

光一郎

新年明けましておめでとうございます。

習につきましても、文部科学省の委託事業として

学部生ならびに臨床薬学コース大学院生の実習

調査研究班が立ち上げられ、現在全国の大学にお

に際しましては、関係の諸先生方には多大なるご

ける実態調査と実施内容の確認が成されつつあり

尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

ます。この様な形で、大学の準備は着々と鋭意進

さて、４年制課程の実習も昨年が最後となり、

められております。

いよいよ来年のこの時期には各大学において共用

一方、指導薬剤師WSへの参加者も昨年の12月

試験（CBTならびにOSCE）が実施され、引き続

には全国で１万人を超え、病院と薬局を合わせる

き５月からは病院2.5カ月、薬局2.5カ月の長期実

と学生１名につき１名の指導薬剤師を確保する事

務実習がスタートとなります。

ができましたので、厚生労働省からの提言にある

ご存知のように６年制下での実習は、これまで

「適切な指導者の監督下でなされること」という

の学部実習とは大きく異なり、従来の見学型中心

条件もほぼクリアできることになりそうです。ま

から参加型中心へとシフトします。薬剤師免許を

た、全国的に昨秋よりマッチング作業が進められ

持たない学生がどこまで踏み込んだ参加型実習を

ており、中国四国地方におきましても概ね良好な

行うことができるのかという事が懸案となってお

マッチング結果が得られておりますので、今後実

りましたが、厚生労働省、文部科学省、そして日

習施設と大学との契約書の締結、大学から文部科

本薬剤師会、日本病院薬剤師会、大学が協同して

学省への実習施設リストの提出、大学と実習施設

検討と準備を鋭意進め、学内での事前学習の充実

との事前協議へと順次準備が進んで参ります。

している事、共用試験に合格している事、そして

これらの全国的な動きに加え、広島県におきま

第三者評価により大学での教育の質が担保されて

しては昨年実務実習支部担当者の先生方を中心に

いる事の３つの条件が揃えば、麻薬処方せん調剤

「実習方略スケジュールアップ WS 」を開催し、

などの極一部を除いて、実習生が実施できる事と

学習方略を具体的なカレンダーに組み入れる作業

なりました。これらのうち共用試験については、

を、広島県薬、支部担当者、大学の連携の基に進

各大学で基準点を設けている医学や歯学とは異な

めて来ました。また、中国四国地区調整機構の中

り、薬学においては薬学共用試験センターが合格

にOSCE実施委員会や連携調整委員会を全国に先

基準点を提示し、それに各大学が従う事が全国薬

駆けて設置し、実習の際の体制整備も着々と進め

科大学長・薬学部長会議において承認されました

ています。

ので、全国一律の基準をクリアした学生のみが実

この度の６年制薬剤師教育はゴールでも単なる

習を受ける事になりました。また、第三者評価に

年限延長でもなく、新しい薬剤師養成教育のス

つきましても、昨年12月10日に一般社団法人薬学

タートだと思います。その柱の一つとなるのが長

教育評価機構が設立され、その機構を中心に準備

期実務実習です。これまで広島県薬剤師会では薬

が進められています。第三者評価で６年間の教育

局実習の実施体制と内容の充実を他県に先んじて

内容を評価するためには平成24年度以降に実施す

図って参りましたが、これからは今まで以上の更

ることとなりますが、それでは平成22年度の実習

なる努力を必要とされています。そのためには、

には間に合わない事となります。しかしながら、

薬剤師会の会員の皆さまと大学との強い連携と協

不十分な条件で参加型実習を受けさせる事は出来

力が不可欠となりますので、今後とも宜しくお願
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医薬品だけでなく健康食品などその他のものにつ

いいたします。
最後になりましたが、学生達は今回の実習を通
して恐らく初めて自分の言葉で、自らの力で社会

いても知識を広めておくことの重要さを学びま
した。

と接する喜び、素晴らしさ、生きがい、そして薬

２週目は実際に患者さんに対して服薬指導をさ

剤師という仕事の大切さを、体験することができ

せていただきました。事前に処方内容から患者さ

たことと思います。その成長の跡がこの稿の学生

んの疾患や状態について自分なりに予測して臨ん

達の原稿から読み取っていただけると思います。

でも患者さんによっては沢山話をしてくださる

本稿には１名の学部生と１名の大学院生の原稿を

方、時間がなくて急いでいらっしゃる方等、様々

掲載していますが、その他の学生の実習報告書、

で理想通りにはいかない事が多々ありました。薬

レポート、アンケート等にも、その成長の過程や

剤師の先生方の服薬指導を見学させていただく

結果が軌跡として残され、さらに実習を終えて

と、患者さんの話も聞きながらこちらから質問も

戻ってきた学生達そのものとして残されていま

し、高齢の患者さんにはゆっくりと大きな声で話

す。重ねて御礼申し上げます。

をする・座っている患者さんには隣まで行って目
線を合わせて話をするなど、個々の患者さんに合
わせた対応をされていました。服薬指導は患者さ
んあってのものなので、患者さんの声に耳を傾け

報告Ⅰ

ることは大切であり、薬剤師のコミュニケーショ
広島大学大学院医歯薬学総合研究科

木村 衣里

ン能力の大切さを痛感しました。患者さんの中に
は「医者には本音を話しにくい」と感じている方

10/20〜10/31の２週間、広島南薬局にて実習を

もおられ、薬剤師から薬を受け取り、服薬指導を

させていただきました。ここは薬剤師会の会営薬

受ける際にはじめて本音を話して下さる例もあり

局で備蓄センターとしての役割も担っており、先

ます。患者さんからこのような本音を話していた

発品から後発品まで数多くの医薬品が備えてあり

だくには薬剤師との信頼関係の構築が必須であ

ました。また県病院の門前に立地しており、多様

り、服薬指導はこのような生の声を貴重な情報と

な処方内容に触れることができました。

して医師にフィードバックする役割も担ってお

実習１週目は主に調剤業務を行い、その他調剤
の流れや医療保険、DI や医薬品管理などの基礎

り、医師と患者さんの架け橋となれる薬剤師に
とてもやりがいを感じました。

的事項について学びました。DI では情報検索の

ここに書かせていただいたものはほんの一部で

手段について学び、実際に健康食品であるプロポ

すべてを書くことは出来ませんでしたが、この２

リスについて患者さんから質問を受けた…という

週間、臨床現場での貴重な体験をさせていただき、

設定で調べ物をし、ロールプレイをさせていただ

患者さんに必要とされる薬剤師とはどのようなも

きました。

のかを学ぶことができたと思います。

科学的根拠に基づいた信頼性のある資料を探

お忙しい中、実習を

し、わかり易く説明することの大切さ、薬剤師は

受け入れていただいた
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上に、先生方の暖かいご指導まで頂戴し感謝して

報告Ⅲ

おります。今回の実習で学んだことを今後に生か
し、しっかりと将来につなげていきたいと思い

受け入れ薬局

ます。
本当にありがとうございました。

佐古 有紀

11月17日から21日まで５日間、広島大学の実習
生を受け入れさせていただきました。今年は、広
島国際大学、福山大学の実習生が来られ、最後の

報告Ⅱ

学生実習でした。

広島大学医学部総合薬学科４年

主に、 OTC 薬を併設した内科の処方の多い店

尾美 玲奈

舗で実習を行い、１日のみ耳鼻科、小児科の処方

エース薬局で１週間の実習をさせていただきま
した。私は、今回の薬局実習の前に病院実習に
行ったのですが、院内の薬剤部と比べて、調剤薬
局では、患者さんとの距離がとても近いと思いま

の多い店舗で行いました。
保険薬局でも、主に処方を受ける診療科で雰囲
気が違う事に、驚かれたようです。
実習は、見学よりも実践を大切にして、散剤監

した。ただ一方的に服薬指導をするのではなく、

査システムを用い散剤調剤、錠剤を集めたり、ま

患者さんの疑問や不安に１つ１つ丁寧に答えてい

た、電子薬歴の操作などを行いました。実習生は

るのを見て、地域医療に根ざしたかかりつけ薬局

とても優秀ですぐに理解し、てきぱきと確実に仕

の大切さを感じました。

事をこなし、感心しました。

また、学校薬剤師の方に同行させていただき、

特に、薬の説明には、国試に近いという事もあ

中学校の照度検査も見学させていただきました。

り、熱心に耳を傾けていました。積極的に質問さ

この他にも水質検査や学校の医薬品の管理も行っ

れて、一緒に本を開いて調べる事もありました。

ていると聞き、あらためて薬剤師の地域医療への

服薬指導も見学していただき、いかに薬剤師が患

貢献の大切さを感じました。

者さんに近い存在かを感じていただけたと思い

私は、地域に貢献できる薬局薬剤師になるため

ます。

には、勉学はもちろんのこと、患者さんを思いや

短い期間でしたが、薬局の雰囲気や、常に患者

り、気持ちを察することが出来るようにならなく

さんの事を思い行動している姿勢が伝わればうれ

てはいけないと感じました。患者さんの疑問に対

しいです。

応できるように勉強して、コミュニケーション能
力も身に付けていきたいと思いました。

また、薬剤師は国試に合格して社会に出てから
が本当の勉強で、学生時代は、与えられて学ぶ事

１週間という短い期間でしたが、貴重な経験を

が多いと思いますが、社会に出てからは自主的に

沢山させていただき、実り多い実習になりました。

勉強会に参加するなどして学ぶ事が必要であると

忙しい中、ご指導いただいた薬局の薬剤師の先生

伝えました。常に新しい情報を取り入れ、それを

方にはとても感謝しています。

患者さんへ伝えるためのコミュニケーション能力
も磨かなければなりません。
患者さんの気持ちに寄り添える、すばらしい薬
剤師になれるようがんばってください。今回の実
習が、少しでもその手助けになれば、うれしく思
います。
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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15回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 広島」
藤山 りさ

廿日市支部
日 時：平成20年10月12日（日）・13日（祝・月）
場 所：広島大学

２日目の午後は１日目の午前に KJ 法で「薬学
教育の問題点」のテーマにより抽出された問題点
の問題解決についてのSGDとなりました。

KJ 法により抽出された「島」より問題解決の
最重要課題を求め、問題解決を検討しました。
問題解決に際し

解決方法の対策案を《現場と

大学の感覚のズレ》と置いて討論していきました。
問題解決方法としていくつかの解決方法が考え
られましたが、 魅力ある薬剤師を現場の薬剤師
がみせる、なる

ということで意見は一致したよ

他の２グループによる問題提議との違いがあっ

ていただきました。
６年制薬学生を実習受け入れるにあたり、私た
ち働く現場の薬剤師が勉強し続けないといけない
だろうことを学びました。
人と会話をする大切さ、考えることの重要さ、
人の話を聞く貴重さ、それぞれが大切なアイテム
なのだと感じることができました。
まず、自ら考えることを忘れ、普段流されるま
いでした。
考えて

て大変興味深いものとなりました。
同じ薬剤師でも職場・立場によって考え方とい
うものはいろいろあってコミュニケーションをと

行動する

基本的なことを忘れつつ

ある現状を反省し、日常業務を行っていくという
事を再認識しました。
今から実習にこられる学生さんと一緒にまた１

ることの楽しさを知りました。
２日目午後

今回のWSでは大変貴重で重要な事を学ばさせ

ま日々を過ごしていた私にとっては目の覚める思

うに思います。

ター病院長

た方向から講演を聴くことが出来ました。

最終の講義では広島西医療セン

田中文夫先生による「チーム医療の

一員として」の特別講演がありました。

から勉強していこうと思います。
そして、伝えていけることの最大限を伝えてい
きたいと思っております。

私たちのグループの第１日目のWSのテーマが

本当に有意義で楽しい２日間でした。タスク

『チーム医療』というテーマでしたので、先生の

フォースの皆様、スタッフの皆様に感謝いたして

お話は大変に興味深く、WSを受ける前とは違っ

医療薬学

おります。ありがとうございました。

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は79ページ
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第25回
第25回 広島県薬事衛生大会を開催
を開催
第25回広島県薬事衛生大会が、去る12月４日（木）エソール広島において、藤田雄山広島県知事出席の
もと、薬業関係者約150名参加の中開催され、前田広島県薬事衛生大会会長の挨拶に始まり、次に平成20
年度薬事功労者広島県知事表彰が行われ、本会から楠本泰臣氏（広島支部）
、大塚幸三氏（呉支部）
、近政
定章氏（尾道支部）が受賞。次いで叙勲、大臣表彰受賞者の披露があり、広島県知事、広島県議会議長、
広島県町村会長、広島県医師会長からの祝辞、来賓紹介、祝電披露の後、受賞者代表の謝辞があって、大
会宣言が採択され第１部を終了した。
次に、第２部特別講演に移り、広島市立市民病院産婦人科部長野間純先生により「最近の産婦人科医療」
と題して講演があった。
大会は16時20分に閉会した。

平成20年度
平成20年度 薬祖神大祭を執行
去る12月４日（木）広島県薬剤師會館４階ホールにおいて、平成20年度薬祖神大祭を、林正夫広島県
議会議長ほか薬業関係者等約100名の出席のもと、厳粛に執行された。
また祭典の後、叙勲、大臣表彰、広島県知事表彰受賞者の披露が行われ、続いて祝宴が開催された。
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平 成 20 年 度

各 賞 表 彰

・大臣表彰 厚生労働大臣表彰・文部科学大臣表彰

安 佐 支 部

加 藤 哲 也

・平成20年度薬事功労者県知事表彰

広 島 支 部

楠 本 泰 臣

呉

大 塚 幸 三

支 部

fffffffffff

fffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

尾 道 支 部
近 政 定 章
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

厚 生 労 働 大 臣 表 彰
文 部 科 学 大 臣 表 彰
安佐支部

加藤 哲也 氏

この度、厚生労働大臣表彰・文部
科学大臣表彰を一度に受賞いたし、
人生最高の栄誉と思っています。
振り返ってみれば薬局を開設して41年、学校薬

広 島 県 知 事 表 彰
呉支部 大塚

幸三 氏

第25回薬事衛生大会にて藤田県知
事臨席のうえ構成団体より６名が表
彰されました。薬剤師として先達が築かれた道に
素直に歩いてきた私には恐縮するばかりです。

剤師として40年。私をこれまで導きご指導いただ

稼業をやむなく継ぐため高校では苦手な化学に

いた多くの諸先輩方に深く感謝すると同時に、私

苦しめられ、大学では光学異性体に脳みそをゆさ

一人でなく共に行動し、考え支えてくれた仲間が

ぶられながら、寄り道することもなくなんとか卒

いてこそ、その代表として受賞へと結びついたも

業し、薬剤師免許を手にしました。大学時代の病

のと思い、肝に銘じています。薬業界においても

院実習で医療現場を少しかじり、プロパーとして

急速に医薬分業が進みより高度な緩和ケアの道へ

医薬品の特性を覚え、薬局奉公で OTC の重要性

とどんどん進化するなか、薬剤師がチームケアの

を教えられ、家に帰ったのは昭和50年でした。親

一員として医療の中へと溶け込んでいっておりま

父が会長職にいたため、会の事務などをやらされ

す。学校薬剤師も環境検査だけに留まらず、薬物

ながらも年寄りの間で半分遊びながらの薬剤師会

乱用防止活動、薬の適正使用教育等、時代のニー

との係わりが始まりました。翌年理事として主に

ズに応えて教壇に立つ時代となりつつあります。

学校薬剤師会に関わりましたが医薬分業の話がち

このように発展する状況の中、私の今後の人生、

らほら囁かれてきました。先輩たちは昭和30年代

老兵は死なず…初心に返りただただ一歩ずつ微力

共済病院の分業で多大な損害をうけ分業にはあま

ながら出来ることをする…を信条として、歩んで

り積極的でなくそのまま時が過ぎていましたが国

行きたいと考えています。

立病院が出しそうだという話が耳にはいってから

改めてお礼申し上げると同時に今後ともよろし
くお願い致します。

は故前野先生を筆頭に松浦会長、守谷、小早川、
前田、佐々木先生などの理事とともにもう一度だ
まされてみようという意気込みから、積極的な活
動に生まれかわりました。毎週木曜日の勉強会に
は会館の木造２階建ての座が抜け落ちるのではと
思われるくらいの会員が集まり（40〜50名）会館
立て直し、社団法人格取得、補助金申請などあわ
ただしく動き、当時の県薬会長岡田先生にはひ
じょうにご迷惑をおかけしなんとか申請許可がお
りました。会員にも会館建設費、備蓄センター負
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担金など金銭的にも多額な負担を快くうけてもら

どうも有りがとう御座いました。

い、平成元年分業のスタートが38薬局からはじま

組合会議員として６年、理事として13年余り活

りました。当時は会員の顧客で国立病院を受診し

動しております。これからも微力ながら、薬剤師

ている人に分業を説明し納得してもらい、そのひ

会並びに国民健康保険組合の活動に寄与していく

とをリストアップして国立病院に提出し承諾をう

所存ですので、今後とも、御指導、御鞭撻の程宜

け OK が出ると私が病院に出向きカルテをとり

しくお願い致します。

だしコンピュータ（当時は300万のオフコン）を
持ち込んで打ち込み、またカルテに挟み込む作業
を繰り返しました。１日１枚の院外で受取薬局も
18店舗。派遣薬剤師（院外説明用）の給料はその
18店舗で負担しながらの応需スタートです。そし

広 島 県 知 事 表 彰

て平成20年、時は流れ分業が当たり前になったい
ま、薬剤師には変革が求められています。保険の

広島支部 楠本

点数に一喜一憂したつけで職能の変革が求められ

泰臣 氏

ています。受賞を機に新たな気持ちで残りの薬剤

このたび、薬事功労者県知事表彰

師人生を過ごしたいと思いながら御礼の言葉にか

の栄に接し、第25回薬事衛生大会に

えます。

おいて県知事より表彰状を授与され身にあまる光
栄です。
これも、一重にこれまでご支援賜った皆様方の

広 島 県 知 事 表 彰

おかげと感謝しています。
広島市薬剤師会では、平成８年に理事となり生
涯教育を担当し、当初は何をしていいか分からず
先輩方の足でまといになっていたと思います。そ

尾道支部 近政

定章 氏

のころの研修会は参加者が少なかったのですが、
今では150名を超え会場は常に満員で会員の皆様

この度、「薬事功労者県知事表彰」
の栄を授かり、第25回薬事衛生大会
において、賞状と記念品を授与されました。
私の様な若輩者がこの様な立派な賞をいただき
身に余る光栄と感謝しております。
思いかえせば、昭和48年26才の時、広島県薬剤
師会に入会し約35年になります。
昭和55年に尾道薬剤師会理事になり現在に至っ
ております。その間約10年尾道薬剤師会副会長を
務めさせていただきました。

に生涯教育が浸透していったのではないかとうれ
しく思っています。
私にとって、生涯教育を担当させていただきい
つも思うことは、特別講演の演者の先生方はその
専門分野において豊富な診療経験がありますので
いつもなるほどと考えさせられ、生涯自己勉強と
思い研修会の準備をさせていただいています。
広島県病院薬剤師会では、平成10年より、理事
として、会員委員会を担当しました。
勤務先の広島市立舟入病院では、昭和49年から、

私が薬剤師会に入会した当時は、あまり会自体

年末・年始救急を担当し、参加医師への採用薬品

が活動していなくて、親睦団体の様な会でした。

の広報、薬剤師には応援薬剤師の人選、実習等を

それで20代の薬剤師４名で尾道青年薬剤師会を立

働きかけ円滑に年末・年始救急が運営できるよう

ち上げ、主に勉強会を行いました。（時々レク

にしました。

レーションも）最大50名以上の会員がいた時もあ

これからも、微力ながら薬剤師会、病院薬剤師

りました。当時の仲間達が現在尾道薬剤師会の役

会等の活動にがんばるつもりですので皆様のご指

員として活躍されています。

導をよろしくお願いいたします。

今回の表彰は広島県薬剤師国民健康保険組合よ
りご推せんをいただきました。

本当にありがとうございました。
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支部長・理事合同会議議題
日 時：平成20年10月25日（土）14：00〜
場 所：広島県薬剤師會館
１．開

会

２．公益法人制度改革について
講師：野村證券㈱広島支店法人課
課長 片岡
梓 氏
森田 利加 氏
３．報告事項
（１）第29回広島県薬剤師会学術大会の開催に
ついて
日
時：11月16日（日）午前10時〜
会
場：広島県薬剤師會館
（２）レセプトオンライン請求について
（３）薬草に親しむ会について
日
時：９月23日（火・秋分の日）
参加人数：134名
会
場：加計高校芸北分校
（４）高度管理医療機器等の販売業に係る継続
研修会について
日
時：９月28日（日）
参加人数：163名
会
場：広島県薬剤師會館
（５）平成20年度新公益法人制度に関する説明
会について
日
時：10月14日（火）
会
場：広島国際会議場
（６）広島県地域保健対策協議会の事業について
（７）お薬手帳と啓発ポスターの作成について
（８）日本学校薬剤師会・日本薬剤師会学校薬
剤師部会について
（９） 総務関係
蘆会員数の調査（平成20年10月31日現在）
について

蘆平成20年度広島県薬剤師会会員名簿の配
付について
蘆2009年度版管理記録簿の配付について
蘆年末・年始の休業について
平成20年12月29日（月）〜平成21年１月
３日（土）
（10）その他行事予定
蘆日本薬剤師会児玉会長との懇談会
日
時：11月15日（土）午後３時〜
場
所：メルパルク広島
懇 親 会：午後６時〜
（於 メルパルク広島）
蘆第25回広島県薬事衛生大会
日
時：12月４日（木）午後２時〜
会
場：エソール広島
蘆平成20年度薬祖神大祭
日
時：12月４日（木）午後５時〜
会
場：広島県薬剤師會館
蘆平成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）日時：12月６日（土）午後３時〜
会場：広島県薬剤師會館
（東部）日時：12月７日（日）午前10時〜
会場：福山商工会議所
蘆第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
日
時：11月８日（土）・９日（日）
場
所： 岡山コンベンションセンター
４．閉

会
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平成20年度 第２回 中国・四国ブロック会議
副会長

平井 紀美恵

日 時：平成20年11月8日（土）14：00〜17：00
場 所：岡山市国際交流センター
上記会議が小林健治日薬中国ブロック理事（鳥
取県薬剤師会長）の司会で開会された。
第１回は広島県薬担当で 調剤報酬について
の会議であったが今回は 一般医薬品販売につい
て のテーマであった。
前田泰則日薬副会長の挨拶の後、藤原英憲日薬
常務理事による「改正医薬品販売制度の施行に向
けた対応について」の講義があった。質疑・応答
の後、宇川英二日薬四国ブロック理事の挨拶で閉
会した。
講義の主な項目を下記に示します。
［Ⅰ］今回の改正薬事法の主旨（施行日 平成21
年６月１日）
１．販売体制
Ⅰ類（薬剤師）
Ⅱ類とⅢ類（薬剤師・登録販売者）
２．情報提供
Ⅰ類（書面にて義務）
Ⅱ類（努力義務）・Ⅲ類（義務なし）
３．医薬品の陳列
Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類
４．掲示
Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類の定義・表示・情報等の解説
５．相談応需
Ⅰ類（薬剤師）
Ⅱ類とⅢ類（薬剤師又は登録販売者）
［Ⅱ］一般医薬品販売の改正に伴う調剤における
改正
薬局開設者の責任（義務）…罰則
［Ⅲ］薬局医薬品の定義と販売についての改正
藺一般医薬品以外の医薬品で処方せん薬でな
いもの、薬局製造販売医薬品
藺情報提供…薬剤師
藺貯蔵………調剤室

［Ⅳ］薬局開設者の遵守事項
安全管理指針は調剤における「薬局における
医薬安全管理指針」（平成19年４月〜）に準拠
する。
詳細は省略しますが要点は
藺薬剤師の原点は薬事法のⅠ条である。
藺薬局は一般用医薬品販売で顧客を満足させ
ていたか？
藺インターネットやカタログ販売の急増は何
故か？
藺この数年間の一般用医薬品の売上高は上昇
している。
を踏まえ ・少子高齢社会
・地方の過疎化
・医師不足
・医療費の抑制策（政策）
を見据えて、セルフメディケーションが進むと思
われる。
そこで、薬局が選択され、OTC が薬局に戻る
には
①薬剤師なのか！ 登録販売者なのか！
②商品が豊富なのか！ 知識・情報が豊富なのか！
③利便性なのか！ 信頼性なのか！
④事務的・機械的なのか！ 誠心誠意の対応な
のか！
⑤薬局なのか！ コンビニなのか！ スーパー
なのか！
⑥処方箋をこなすことで精一杯になっていないか
などを反省し、
今後への考え方として
①医薬品提供施設→医療提供施設
②薬局医薬品の販売
③セルフメディケーションへの係わり
④専門性の発揮
をめざし、今回の改正が最後のチャンスである事
が肝要。
「世間は正しくみている。薬剤師とは職種であ
り、職能である」と講師は結ばれた。
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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
日 時：平成20年11月8日（土）
・9日（日）
場 所：岡山コンベンションセンター

副会長

平井 紀美恵

［方法］
①病院の薬剤科が企画し地域の薬剤師会と協力し

★「有棘細胞癌患者におけるモーズペーストの
使用例」

て退院時共同指導を行う。
事前に病院薬剤師全員と薬剤師会有志による検

中国労災病院皮膚科・薬剤部

討会議を実施し、その議事録を添えて病院の幹

「モーズペースト」
：米国の外科医 FredericE.Mohs.

②退院が近づいた患者に退院時における共同指導

部会議で承認を得て開始。
によって考案された軟膏製剤

の趣旨説明をし同意を得る。
③患者が選択した保険薬局に、在宅における薬学

この軟膏は病変部位を化学的に固定して削り取

的管理指導を依頼する。

る化学外科療法。今回の症例は頭部の有棘細胞癌

（退院時の共同指導に先立ち保険薬剤師と病院

で隆起性の腫瘍を形成、滲出液、悪臭、出血の症

薬剤師が病棟において共同で服用指導を行い、

状がある。通常は手術、放射線治療、化学療法が
適応となるが今回の患者には化学療法としてブレ

情報共有する。
）
④退院時共同指導の実施

オマイシンの局注を行ったが効果がない上に腫瘍

介護認定を取得した患者には主治医、看護師、

が大きいので手術や放射線治療が困難であった。

介護支援専門員を加えて共同指導。

癌の進行に伴い滲出液や悪臭の増加と出血の可能
性が高くなると思われ腫瘍の縮小と患者の QOL
改善を目的にモーズペーストを使用した。

［結果］
保険薬剤師と病院薬剤師とが共同で服薬指導す
ることにより
①入院中と退院後の服薬指導の一貫性と持続性を

［モーズペーストの組成］
水、塩化亜鉛、グリセリン、亜鉛華デンプン
①患部には１〜２ｍｍの厚さで塗布。正常な皮膚
は白ワセリンで保護。

確保。
②保険薬局の在宅医療への関わりに貢献。
③顔の見える薬薬連携が進展。
④退院後の患者と家族の在宅療養の不安を軽減。
以上

②固定された部分を切除し、腫瘍の残存部を確認。
③切除のくり返し。
約１週間でかなり縮小、患者の身体的、精神的
苦痛を取り除く簡便且つ緩和治療としても非常に

副会長

村上 信行

有用であった。
「なんの支部だ！！」との声が聞こえてきます。
★「国立病院機構東徳島病院薬剤科を中心とし
た薬薬連携」
東徳島病院と地域保険薬局との連携の試みの発
表であった。

11月８日と９日の両日「晴れの国」岡山県の「岡
山コンベンションセンター

ママカリフォーラ

ム」で３団体・「日本薬学会」「日本病院薬剤
師会」と昨年度より合流いたしました「日本薬
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剤師会」の中国四国支部の学術大会が開催され
ました。

うです。
一部残念ながら開局薬剤師からの参加が少な

母体は日本薬学会の支部大会なのですが先般の

く、他の７県と違い広島県薬剤師会といたしまし

日本薬剤師会学術大会が「第41回」でしたからそ

ては独自の学術大会を開催していますのでなかな

の歴史を上回ります。古くから学術関係は山口県

か力をそそげない部分もあります。先の話にはな

が九州ブロックに所属しますので、中四８県持ち

りますが、三者合同で広島県開催時には県薬部分

回り開催となっているようです。前回の広島県開

をおやすみしなければならないかもしれません。

催の際はまだ薬剤師会参加ではなく、私は病院薬

薬剤師会、開局者演題としまして「ジェネリッ

剤師会会員として通りすがり様参加でした。

ク」「薬歴」「お薬手帳等の活用」「コミュニケー

岡山コンベンションセンターは岡山駅西口に位

ション」「薬薬連携」「学生受け入れ」「ドーピン

置しアーケード付き陸橋で接続されていて、８日

グ」など身近な発表も拝聴できました。当日参加

は小雨でしたがアクセスも最高だったと思われま

がダメとあきらめていた懇親会も参加可の星印が

す。この大会はポスター発表がなくすべて口述で

付いていましたので入場できました。薬学会関係

A 〜 G の７会場２日間、300を超える一般講演が

の各大学、各県病薬、各県薬にも同窓の先輩、後

実施されました。参加者は、1,600〜1,700名で素

輩や学生受け入れ関係、WSタスク、中国ブロッ

晴らしく盛会であり、８日夕刻からの懇親会は当

クの役員の方々、代議員の方々と多彩な皆さんと

日参加申し込みお断り状態でした。日程、プログ

改めての交流ができました。８日午前に四題の座

ラムとしても両日９時からのスタートで15時過ぎ

長も無事務めることができ新たな研修の場を体験

までみっちりと組まれていてポスターを除くと

いたしました。

「日薬学術大会」よりもタイトでした。ランチョ
ンセミナーも両日計８会場準備されていて研修環
境に寄与されていました。
初日は７会場の日程を15時20分で終了し全体で
の教育講演と特別講演が D 会場で行われました。
教育講演は「自分で自分を作っていくために」と
題して「薬剤師認定制度認証機構」の内山充先生。
特別講演は「周術期管理と薬剤師の役割」と題し
て岡山大学付属病院院長森田潔先生でした。また、
奨励賞受賞講演五題にシンポジウムの三題企画さ
れていました。「これからの薬剤師に必要なコ
ミュニケーション力の身につけ方」はフロアーか
らの参加者がシンポジストの SP と対話される場
面もありました。同様のコミュニケーション関連
ですが精神科専門薬剤師のためにとして「コミュ
ニケーションの取り方に注意を要する精神疾患と
その治療」のシンポジウムと「あなた！糖尿病予
備軍と言われたことはありませんか？」と題して
の市民公開シンポジウムも盛会裡に終わったよ
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日本薬剤師会児玉会長との懇談会
副会長

平井 紀美恵

日 時：平成20年11月15日（土）15：00〜17：30
場 所：メルパルク広島

［Ⅰ］環境整備
①医薬分業
⎫
⎪
②薬学教育６年制
⎬ 薬剤師議員
⎪
③法制度改正
⎪
⎪
（薬事法・薬剤師法・医療法）⎭
④公益法人制度改革 → 薬剤師会組織改革

医療薬学

［Ⅱ］学校薬剤師
①学校保健法一部改正 → 学校保健安全法
・医療機関との連携
・学校安全計画と実施
②学校給食法の一部改正（平成21.４.１施行）
⎫
⎬
⎭

理事・支部長・監事・青年薬剤師会から参加者
総勢42名で瓜生常務理事の司会のもと開会された。
児玉会長は先ずご自身の紹介をされ、日薬と日
薬連、日薬学薬部会と学校薬剤師会、医薬分業の
経緯、薬学教育６年制、新公益法人制度、医道審
議会、社会保障制度、等日薬の運営・活動におけ
る現状の問題点、課題、方向性経過…等について
広範に、しかも具体的に話をされた。
最後に、薬剤師はただ単に処方せんを処理する
だけでは意味がなく、「薬剤師職能を確立するこ
と」を目指し、社会に向けては「薬剤師の顔」を
見せることが大切であり、工夫をし努力をしてい
けば明るい未来は必ずある筈と結ばれた。
以下に要点を記します。

［Ⅲ］後発品に係る処方せん様式と諸外国の処方
せん
［Ⅳ］日薬の対策
①薬剤師の将来像
②医薬分業の完成（分業率70％の時期）
③生涯教育
④薬剤師組織のあり方と充実強化及び公益社団
法人
⑤社会保障制度における薬剤師・薬局の役割の明
確化
⑥OTC 薬と改正薬事法
⑦ IT 戦略
⑧広報活動
⑨日本薬剤師連盟との連携強化
⑩学校薬剤師活動の推進と組織強化
以上

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は79ページ
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日本薬剤師会
平成20年度 社会保険指導者研修会
常務理事

青野 拓郎

日 時：平成20年12月6日（土）
場 所：慶應義塾大学芝共立キャンパス
山本信夫日本薬剤師会副会長の挨拶で会議が始

として１カ月に調剤した後発医薬品の数量ベース
で30％以上とすることになると発言されました。

まりました。
「最近の保険行政の動向について」というタイ

次に「健保組合として薬剤師に期待すること」

トルで磯部総一郎厚生労働省保険局医療課薬剤管

について高智英太郎健康保険組合連合会医療部長

理官から話がありました。今回の調剤報酬改定で

から話がありましたが、健保財政も苦しく今後も

後発医薬品の使用が促進されると考えていたが、

毎年数千億円の赤字が続くので是非とも後発医薬

薬局薬剤師の努力不足で進んでいないと不満をあ

品の使用促進をお願いしたいという内容でした。
「調剤報酬等に係る諸課題について」では、岩

らわにされました。
日本薬剤師会が実施した「後発医薬品の使用状

月進日本薬剤師会常務理事から話がありましたが

況調査」をもとに回収率が低いこと、後発医薬品

オンライン請求に関する話が中心でした。現行の

へ変更可能な処方せんのうち６％程度しか変更さ

紙レセプト（印字も含む）で提出している薬局は、

れていないこと、後発医薬品調剤体制加算を算定

平成23年４月１日まで猶予期間があること。また

している薬局が83.6％あるのに１品目でも後発医

現行のFD で請求している薬局についてもオンラ

薬品に変更した薬局が77.5％にとどまっているこ

イン請求が間に合わない場合、代行請求で対応す

となど指摘されました。

る予定だとのことでした。

同じ調査で１カ月に調剤した後発医薬品の数量
ベースでの割合の平均が24 . 9％とまだまだ低い、

遠藤一司日本病院薬剤師会副会長の閉会挨拶で
会議は終わりました。

次回改訂では後発医薬品調剤体制加算の算定要件

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79ページ
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平成20年度 薬事衛生指導員講習会・学校薬剤師研修会

禁煙支援アドバイザー講習会
副会長

村上 信行

（西 部）日 時：平成20年12月6日（土）
場 所：広島県薬剤師會館
（東 部）日 時：平成20年12月7日（日）
場 所：福山商工会議所
標記の、非常に盛りだくさんの研修を12月６
日西部会場（広島県薬剤師會館）12月７日東部会
場（福山商工会議所）で行いました。まず、今年
度の薬事衛生指導員研修テーマに「おくすりの適
正使用研修会の進め方」を企画しました。そこに
ちょうど日本薬剤師会が作成した「おくすりの正
しい使い方」というパワーポイント教材が小学生

２.「禁煙治療薬の薬理」
原田修江薬事情報センター長（西部、東部）
３.「禁煙授業」
大塚幸三薬剤師会副会長（西部）
「アルコール・薬乱」
村上信行広島県薬剤師会副会長（西部）
「禁煙・アルコール・薬乱」

用と中学・高校用のふたつのパターンで作成、公

村上信行広島県薬剤師会副会長（東部）

開されていました。この中学・高校用の教材パ

結果、６日の西部会場には講師を含めまして

ワーポイントを拝見したところ120枚を超えるス

170名出席にて會館４階はほぼ満席となりました。

ライドで構成されていて、適宜に取捨選択するこ

翌７日東部会場は福山商工会議所会場にて朝10時

とにより公民館活動や老人会などでの使用にも適

から開催いたしまして72名の出席をいただき、な

していると考えました。また学校保健法改定によ

かには昨日が御都合の悪かった西部の先生方も参

り平成24年４月から中学校において「くすりの正

加いただいていました。両会場で計242名の方々

しい使い方」授業が必須となります。したがって

に受講いただきパワーポイントというツールの説

学校薬剤師にも教壇に立つ要請が多々あると思い

明・紹介をし、さらに豊見専務理事の工夫によっ

ますし、是非とも進んで企画実施していただきた

て参加された方々でスライド資料を活用される際

いと思いました。そこで広島県学校薬剤師会永野

のダウンロード用パワーポイント保管場所を県薬

会長にお願いして共催講習会が実現いたしまし

ホームページに作成していただき、短時間ですが

た。また、すでに学校現場では多くの学校薬剤師

公開することができました。今回研修の「薬事衛

が「たばこ、アルコール、薬物乱用防止」などの

生指導」「学校薬剤師」などは「地域社会と薬剤

「出前授業」も行っていますので、それらの研修

師」の重要な部分を担っていますので、参加され

会の進め方の研修も同時に行い、さらに「たばこ」

た多くの先生方がどしどし、教壇に立ったり、公

に関しては「禁煙支援アドバイザー」講習と兼ね

民館などで講師を受けていただき、今回のツール

る企画といたしました。

など参考にしていただきたいと思いました。また

…プログラム…………………………………………

情報センターには今回紹介された以外の資料も多

司 会 重森友幸広島県薬剤師会常務理事
（西部）

く備蓄されていますのでご活用ください。禁煙支

小林啓二広島県薬剤師会常務理事
（東部）

援に関しましては「広島県」のホームページに

挨 拶 加藤哲也学校薬剤師会副会長（西部）

「禁煙支援薬局」の掲載準備をいたします。医師

作田利一学校薬剤師会副会長（東部）

会、歯科医師会などの支援医療機関と並列での企

村上信行広島県薬剤師会副会長（西部、東部）

画となっています。補助剤の在庫、備蓄に関わら

１.「教壇にたてる薬剤師をめざして」

ず県民の支援窓口となる薬局を募集していきたい

加藤哲也学校薬剤師会副会長（西部）

と思います。その時には優良なリストとなるよう

豊見雅文広島県薬剤師会専務理事
（東部）

多くの薬局の参加・登録をお願いいたします。
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スマートライフ講座
「セルフメディケーションのすすめ」〜自分の健康は自分で守る〜を講演して
副会長

大塚 幸三

日 時：平成20年12月11日（木）10：30〜
場 所：広島県消費生活センター
12月11日10時30分より12時30分まで県庁消費生

薬をもらって飲むのは言語道断。「自分の健康は

活センターで20名の市民の方にお話しました。

自分で守る」「病気にならないからだづくり」と

と感じたら皆さんどうしま

いう意識をもって、食生活をもっと大切に、食品

す？病院に行くのはもちろん。早めに寝るのが一

にもっと関心をもって免疫力の低下を防ぎましょ

番という人もいますね。そんなとき薬局で相談し

う。食品添加物のもつ食品の裏側など、事例を出

て買った風邪薬で元気になったという経験はあり

してあっという間の２時間でした。質疑応答で、

ませんか？」そんな出だしで始まりました。

自分の服用しているお薬への不安が多く、薬剤師

「 風邪をひいたかな

薬事法改正による規制緩和で薬剤師のいないコ

の役割の未熟さを痛感しました。また、自己判断

ンビニでもお薬を購入できるようになります。便

での服用中止も多く、これもまた薬剤師として反

利になる反面、専門家のアドバイスもなく自由に

省させられました。

お薬を使用すれば、思わぬ副作用が生じる恐れが

医薬品だけでなく「健康」関連のスペシャリス

あります。自分の責任で軽い病気の症状の緩和や

トの薬剤師をめざして頑張りたいと思った一日で

予防にお薬を使うなら薬剤師のいる薬局を利用す

した。

るのがベスト。お隣さんが治ったといってそのお

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79ページ
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第30回 福山大学薬学部卒後教育研修会
福山大学薬学部卒後教育委員会

藤岡 晴人

日 時：平成20年11月15日（土）
場 所：福山大学 31号館講義室
参加者総数は37名。内訳は、卒業生19名、一般
薬剤師７名、本学関係者11名でした。今回は、福
山西消防署から４名の救急救命士を講師に招き、

疑応答では、医療現場を熟知してか外部の薬剤師
諸氏の質問は鋭いものが感じられました。
今回のテーマの選択は、前回卒後教育研修会の

AED を用いた救急救命実技演習 として、身

アンケートがきっかけでとり上げました。そして

近なところで起こり得る不測の事態に対処する応

講習を円滑に進めることができたのは、６年前か

急手当の講義・講習と AED （自動体外式除細動

ら、西尾廣昭教授のご尽力で、新入生に対して既

器）の実技演習形式で行いました。

に AED の講習が導入されており、講習用のマネ

はじめに、傷病者の管理法、搬送法、止血法、

キン人形と AED トレーナーが各３台、本学薬学

けがの手当、熱傷、熱中症等の応急手当について

部に設置されていることと、西尾教授の運営に当

の講義がありましたが、テキストと実演を交えて

たってのご助言とご協力のお陰と感謝しており

の解説はわかりやすく、特に、食べ物を喉に詰ま

ます。

らせたときの気道異物除去法は大切だと思いま

本研修会は、広島県薬剤師会、広島県薬剤師研
修協議会の共催によるものであり、関係各位に深

した。
一般的な応急手当に続いて AED の講習が始ま

く感謝致します。

り、参加者は外部が２班、大学関係者が１班の計
３班に分かれて実技演習を行いました。AED に
関して、講師の方が参加者に

実際にケースを開

けて見たことがあるか、あるいは触ってみたこと
があるか

との質問をされましたが、大勢の出席

者が見たことも触れたこともないようでした。今
日公共施設や人が集まるところに AED は設置し
てありますが、都合良く傷病者がいるところに設
置してあるとは限りません。そこで AED が届く
まであるいは救急車が到着するまでの心肺蘇生法
を学び、人工呼吸と心臓マッサージの正しいやり
方を教わりました。そして、AED が届いてから
実際に使いますが、音声ガイド付きとはいえ、予
め指導を受けていなければとっさの場合にはとて
も使えるものではありません。応急手当、とっさ
の状況への対処法そして心肺蘇生・AED と盛り
沢山の項目を限られた時間のなかで手際よく教え
ていただきました。実技演習が終わってからの質

マネキン人形を用いた救急救命実技演習
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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！
！
！
広島県薬剤師会薬事情報センター 電話（０８２）２４３−６６６０
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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 串戸店
廿日市交通

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12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

1
1
1
2
2
2
2

フラワーショップ
桜井花店 本店

1

家具・寝具
井口家具百貨店

1

交
通
八本松タクシー
1
広島第一交通㈱ （第一）
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
三井ガーデンホテル広島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

娯楽・レジャー
銀河（えひめでぃあ）
2
平田観光農園
1
ボウル国際
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
2
ピカソ画房 本店
1
星ビル2Ｆ 知育玩具とオルゴール
2
星ビル4Ｆ アンティークドール
2
HOBBY TOWN 広島店
2
HOBBY TOWN 東広島店
2
HOBBY TOWN 福山店
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。
スポーツ用品店
体育社 本店
1
体育社 呉店
1
体育社 東広島店
1
カメラ・DPE・写真スタジオ
カメラのアート写夢 本店
1
カメラのアート写夢 高取店
1
カメラのアート写夢 油見店
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 横川本店 1
サイクルショップカナガキ 五日市店 1
サイクルショップカナガキ 己斐店
1
サイクルショップカナガキ 東雲店
1
サイクルショップカナガキ 戸坂店
1

ガソリンスタンド
大野石油店 旭橋ＳＳ
1
大野石油店 五日市インターＳＳ
1
大野石油店 井口ＳＳ
1
大野石油店 牛田大橋ＳＳ
1
大野石油店 可部バイパスＳＳ
1
大野石油店 観音ＳＳ
1
大野石油店 熊野団地ＳＳ
1
大野石油店 呉ＳＳ
1
大野石油店 高陽町ＳＳ
1
大野石油店 西条インターＳＳ
1
大野石油店 東雲ＳＳ
1
大野石油店 商工センターＳＳ
1
大野石油店 造幣局前ＳＳ
1
大野石油店 高取ＳＳ
1
大野石油店 高屋ニュータウンＳＳ
1
大野石油店 エコステーション出島
1
大野石油店 西白島ＳＳ
1
大野石油店 廿日市インターＳＳ
1
大野石油店 八丁堀ＳＳ
1
大野石油店 東広島ＳＳ
1
大野石油店 広島東インターＳＳ
1
大野石油店 緑井ＳＳ
1
大野石油店 皆実町ＳＳ
1
大野石油店 横川ＳＳ
1
山陽礦油 相生橋ＳＳ
1
山陽礦油 大州ＳＳ
1
山陽礦油 かめ山ＳＳ
1
山陽石油 住吉町ＳＳ
1
山陽石油 多治米町ＳＳ
1
山陽石油 深津ＳＳ
1
山陽石油 福山春日ＳＳ
1
山陽石油 南本庄ＳＳ
1
山陽石油 セルフ神辺ＳＳ
1
山陽石油 セルフ福山平成大学前ＳＳ 1
山陽石油 福山東インターＳＳ
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。

新指定店の紹介
今月から新しく指定店になりました。薬剤師会員であれば、それぞれ特典を受けることができます。
部

門

設備

指

定

店

株式会社クラタコーポレーション

所

在

地

〒730-0015 広島市中区橋本町7番27号

電 話 番 号

（082）
511-1110㈹

ファックス番号（082）
511-1112

担当：桑名 昭正

主な取扱商品

空調設備、省エネ設備、環境関連設備の設計、施工、メンテナンス

会 員 価 格

特別価格

営 業 日 時

サービスについては24時間365日受付対応

定

土・日・祭

休

日
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指

定

店

一

覧
平成20年12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

36
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））
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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
時間営業
食品を除く）
総合葬祭 セルモ玉泉院
年中無休
祭壇金額定価２割引、
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
年中無休
葬儀・花輪20％引、
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・
９:00〜17:30
除外品有）
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
㈱ J T B 広 島 支 店 ルックＪＴＢ３％引（ルックＪ
旅行
広島市中区紙屋町2_2_2
（JTB紙屋町シャレオ ＴＢスリムを除く）、エースＪＴ
店・JTB広島駅前支店） Ｂ３％引 本人とその家族対象
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）
青山装飾㈱
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
㈱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
家電
廿日市市木材港南8_22
10％引、パソコン関連５％引
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
保険
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
㈱サカイ引越セン 通常価格より15％割引
引越
年中無休（但し
広島市西区福島町2丁目36_1
ター
1/1〜1/3は休み）
会員制福 ㈱福利厚生倶楽部 入会金（一法人）31,500円→無料、 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 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アイ
（中小企
テムが会員特別料金◆宿泊施設：
業向け）
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
株 式 会 社 クラタ 特別価格
設備
サ ービ スに つ 土日祭休
広島市中区橋本町7_27
コーポレーション
いては 2 4 時 間
365日受付対応

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

(082)511_1110
㈹ 担当：桑田昭正
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の送付について（各支部長）
11月20日

後発医薬品の使用状況調査（中間報告）
について（各支部長）

11月27日

院外処方せんの応需について（各支部
長）

県薬より支部長への発簡

11月27日

公益法人制度計画研修アンケートにつ
いて（各支部長、各役員）

12月２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

10月20日
10月20日
10月21日

支部長・理事合同会議の提出議題につ

17回薬剤師のためのワークショップ中

いて（各支部長）

国・四国 in 岡山」への派遣について

日本薬剤師会児玉会長との懇談会の開

（各支部長）

催について（各支部長）

12月９日

会員名簿の送付について（各支部長）

インフルエンザワクチン安定供給の状

12月９日

管理記録簿の送付について（各支部

12月10日

医薬品の販売名の類似性による医療事

況と対策について（各支部長）

長）

10月21日

会員数並びに保険薬局部会員の調査に
ついて（各支部長）

故防止対策の強化・徹底について（注

10月22日

抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の

意喚起）
（各支部長）

誤投与（過剰投与）防止のための取扱
いについて（各支部長）
10月27日

支部長・理事合同会議の資料の送付に
ついて（各支部長）

10月27日

先発医薬品と後発医薬品で適応に違い
がある場合の対応について（処方医へ
の疑義照会の徹底のお願い）（各支部
長）

10月29日 「基準薬局標識サイン看板」の製造中
止および今後の対応について（各支部
長）
11月７日

第25回広島県薬事衛生大会への参加に
ついて（各支部長）

11月７日

第29回広島県薬剤師会学術大会の開催
について（各支部長）

11月７日

患者紹介状の販売について（各支部
長）

11月11日

保険薬局部会担当理事及び支部担当者
会議の開催について（各支部長）

11月14日

平成20年度薬事衛生指導員講習会・学
校薬剤師研修会・禁煙支援アドバイ
ザー講習会の開催について（各支部
長）

11月17日

平成21年度保険薬局部会会費の賦課額
について（各支部長）

12月11日 「平成20年度圏域地対協研修会」の開
催について（ご案内）（各支部長）

広島大学病院の院外処方せんの取扱い
について（各支部長）

10月29日

12月10日

日本薬剤師会児玉会長との懇談会資料

平成20年10月常務理事会議事要旨
日 時：平成20年10月16日（木）18：00〜20：25
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、
野村、二川、政岡各常務理事
議事要旨作製責任者 ：野村常務理事
１．報告事項
（１）９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
９月25日（木）に日薬で開催され、公益法人制
度改革について、日薬会費の納入方法や県薬の
法人化を議論している。また公益法人制度改革
検討特別委員会と合同の委員会を開催すること
にしていると報告された。
イ．日本薬剤師会編集委員会
10月３日（金）に日薬で開催され、日薬会誌の
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編集を行ったと報告された。
ウ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会
10月10日（金）に日薬で開催され、来年１月か
２月に開催予定の製薬薬剤師部会の研修会の打
合せを行ったと報告された。
（木平副会長）
ア．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）に宮崎市で開催され、認定実務
実習指導薬剤師の研修ではワークショップへの
参加者が増えており、育成に関する予算が付く
予定であること等の説明があったと報告された。
イ．第29回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
10月15日（水）に開催し、大会のプログラムを
作成したと報告された。
ウ．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
10月７日（火）に開催し、今年度は医薬品の適
正使用を推進するため、お薬手帳を普及するこ
とになり、１月頃にシンポジウムを開催するこ
とにした。また、学校薬剤師が講義をする時に
使用するパンフレットと、お薬手帳を普及する
ために医療機関に掲示するポスターを作成する
と報告された。
（大塚副会長）
ア．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）に広島県薬剤師會館で開催し、
163名の参加があったと報告された。
（平井副会長）
ア．平成20年度新公益法人制度に関する説明会
10月14日（火）に広島国際会議場で開催され、
内閣府の職員から新公益法人制度の概要や新制
度への移行等について説明があったと報告さ
れた。
（松下副会長）
ア．薬草に親しむ会
９月23日（火）に加計高校芸北分校で開催し、
134名の参加があったと報告された。
イ．会員委員会
９月25日（木）に開催し、会員名簿の検討を
行ったと報告された。
ウ．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）に宮崎市で開催され、日薬の主
な説明事項は、１）７月から９月の会務報告、
２）日薬をめぐる最近の動き、３）薬学６年制
の対応、４）公益法人制度改革の対応、５）薬
と健康の週間における全国統一事業の実施等で
あったと報告された。
エ．第１回中国地方社会保険医療協議会総会
10月15日（水）に中国四国厚生局鉄砲町庁舎で
実施され、定例会議を年２回開催することを可
決した。また、診療側委員として医師会は中国
５県から、歯科医師会と薬剤師会は広島県から
任命されたと報告された。

（村上副会長）
ア．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）に広島国際大学で開催し、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、
福山と広島に続きワークショップを実施したと
報告された。
イ．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）に開催し、薬事衛生指導員と薬
剤師禁煙支援アドバイザーの講習会を合同で開
催することとした。また、その講習会で、来年
度から学校薬剤師が薬の適正使用の授業をする
ため、日薬が作成した資料等の紹介をすること
にしたと報告された。
（豊見専務理事）
ア．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）に広島県緩和ケア支援センター
で開催され、広島県では施設緩和ケアは充実し
ているが、在宅緩和ケアは病院の地域連携が出
来ていない現状があり、医師が決まっていない
等問題があるとの意見があったと報告された。
（谷川常務理事）
ア．広報委員会
10月７日（火）に開催し、会誌11月号の編集会
議をしたと報告された。
イ．第29回広島県薬剤師会学術大会出展打合会
10月９日（木）に開催し、９社が集まり出展の
打合せを行ったと報告された。
ウ．広島大学薬学部４年生臨床薬学実習事前指導
10月14日（火）から17日（金）まで薬学部第１
講義室で実施され、16日は広島県薬剤師會館で
保険薬局の業務等について説明した。11月の２
週目から薬局の実習を行う予定であると報告さ
れた。
（野村常務理事）
ア．
「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）に開催し、10月25日、26日に行
われる「ひろしまフードフェスティバル2008」
にお茶等を提供し、パンフレット、文房具や薬
剤師会名入りのティッシュペーパーを配布する
ことにしたと報告された。
２．その他の委員会等報告事項
（１）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」
（谷川常務理事）
10月12日（日）・13日（月）に広島大学で開催さ
れ、支部からも参加があり有意義なワークショッ
プであったと報告された。
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３．審議事項
（１）支部長・理事合同会議について
日 時：10月25日（土） 午後２時〜
場 所：広島県薬剤師會館
報告事項及び報告者について決定された。
（２）第29回広島県薬剤師会学術大会について
日 時：11月16日（日）
場 所：広島県薬剤師會館
会長、副会長及び専務理事の役割分担について決
定された。また、役員の分担については後日決定
することとされた。
（３）日本薬剤師会会長児玉孝先生との懇談について
（日程確認）
日 時：11月15日（土） 午後３時〜
場 所：メルパルク広島
懇親会：午後６時〜 （於 メルパルク広島）
出席者は役員、支部長及び青薬役員とし、司会は
瓜生常務理事とされた。
（４）第25回広島県薬事衛生大会について（日程確認）
日 時：12月４日（木） 午後２時〜
場 所：エソール広島
（５）平成20年度薬祖神大祭の開催について（日程確認）
日 時：12月４日（木） 午後５時〜
場 所：広島県薬剤師会館
（６）平成20年度広島県四師会役員連絡協議会について
（日程確認）
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階
（７）平成20年度第２回中国・四国ブロック会議について
日 時：11月８日（土） 午後２時〜午後４時
30分
場 所：岡山国際交流センター レセプション
ホール
業務分担④の役員２〜３名が出席することとさ
れた。
（８）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の参加について
日 時：11月８日（土）・９日（日）
場 所：岡山コンベンションセンター
村上副会長、田口常務理事及び中嶋理事が参加す
ることとされた。
（９）福山大学社会連携研究推進事業への協力依頼につ
いて
後援名義の使用については、承諾することとされた。
（10）医療情報学会学術大会について
日 時：11月23日（日）〜25日（火）
場 所：横浜市
豊見専務理事が電子処方せんのワークショップに
出席することについて、了承された。
（11）AEDの設置について
日薬から紹介があったセコムのリースで設置する
こととされた。
（12）会館トイレについて
来年度ウオシュレットに整備することとされた。
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４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
11月20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二川常務理事された。
（２）平成20年度薬事功労者厚生労働大臣表彰
受賞者
加藤哲也 氏 （安佐支部）
（３）平成20年度学校保健及び学校安全文部科学大臣表彰
受賞者
加藤哲也 氏 （安佐支部）
（４）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。
（５）年末・年始の休業について
平成20年12月29日（月）〜平成21年１月３日
（土）
（６）その他行事予定
次のとおり行事日程が確認された。
ア．広島大学薬学部４年生臨床薬学実習事前指導
10月17日（金） 於 広島大学
イ．ひろしま食育・健康づくり実行委員会ワーキン
グ会議
10月17日（金） 於 県庁・本館
ウ．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
エ．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
オ．平成20年度薬事功労者大臣表彰授賞式
10月21日（火） 於 東京・厚生労働省講堂
カ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月21日（火） 於 東京・日薬
キ．広報委員会
10月22日（水）
ク．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
ケ．公益法人制度改革研修会・支部長･理事合同会議
10月25日（土）
コ．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
サ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月28日（火） 於 東京・日薬
シ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月４日（火） 於 東京・日薬
ス．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
セ．平成20年度第２回中国・四国ブロック会議
11月８日（土） 於 岡山国際交流センター
ソ．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
タ．日本薬学会中国四国支部・日本薬剤師会中国四
国ブロック・日本病院薬剤師会中国四国ブロッ
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ク合同会議
11月９日（日） 於 岡山コンベンションセン
ター
チ．山木靖雄先生広島県議会議副議長就任祝賀会
11月10日（月） 於 ANAクラウンプラザホ
テル広島
ツ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月11日（火） 於 東京・日薬
テ．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
ト．認定基準薬局制度運営協議会
11月13日（木）
ナ．日本薬剤師会組織・会員委員会
11月14日（金） 於 東京・日薬
ニ．日本薬剤師会会長児玉孝先生との懇談
11月15日（土） 於 メルパルク広島
ヌ．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
ネ．第30回福山大学薬学部卒後教育研修会
11月15日（土） 於 福山大学薬学部
ノ．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
11月15日（土） 於 慶應義塾大学共立キャン
パス
ハ．第29回広島県薬剤師会学術大会
11月16日（日） 於 広島県薬剤師會館
ヒ．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
フ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月18日（火） 於 東京・日薬
ヘ．常務理事会

医療薬学

11月20日（木）
ホ．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16回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国 in 香川」
11月23日（日）・24日（月） 於 徳島文理大
学香川キャンパス
マ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月25日（火） 於 東京・日薬
ミ．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
ム．日本薬剤師会常務理事打合会
12月２日（火） 於 東京・日薬
メ．第25回広島県薬事衛生大会
12月４日（木） 於 エソール広島
モ．平成20年度薬祖神大祭
12月４日（木） 於 広島県薬剤師會館
ヤ．平成20年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会
12月５日（金） 於 東京・日薬
ユ．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６日（土） 於 広島県薬剤師會館
ヨ．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７日（日） 於 福山商工会議所
ラ．日本薬剤師会常務理事打合会
12月９日（火） 於 東京・日薬
リ．日本薬剤師会常務理事打合会
12月16日（火） 於 東京・日薬
ル．日本薬剤師会常務理事打合会
12月24日（水） 於 東京・日薬
レ．常務理事会
12月25日（木）

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は79ページ
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日

薬

県

日
付
行
事
内
容
10月21日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・平成20年度薬事功労者大臣表
彰授賞式（東京）
22日

水 広報委員会

25日

土 ・支部長･理事合同会議

日
付
行
事
内
容
11日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
12日

水 日本薬剤師会平成20年度第５回
理事会（東京）

13日

木 認定基準薬局制度運営協議会

14日

金 日本薬剤師会組織・会員委員会
（東京）

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）

・ひろしまフードフェスティバル
2008（１日目）
（広島城周辺）

・ラジオNIKKEI研修認定薬剤
師講座講演会（エソール広島）

26日

日 ひろしまフードフェスティバル
2008（２日目）
（広島城周辺）

27日

月 もみじビジネスレポート取材

28日

16日

火 ・第１回中国地方社会保険医療
協議会広島部会（広島合同庁
舎４号館）

日 第29回広島県薬剤師会学術大会

17日

月 ・四 師 会 社 保 担 当 理 事 打 合 会
（ANAクラウンプラザホテル
広島）

・第30回福山大学薬学部卒後教
育研修会（福山大学）

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

31日
11月４日
６日

・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）

・第29回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

18日

金 薬局実務実習受け入れ支部指導
者養成WS報告書作成打合会

火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

19日

水 平成20年度薬事衛生指導員講習
会・学薬研修会・禁煙支援アド
バイザー講習会開催について打
合会

20日

木 ・正・副会長会議

火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
木 ・新会計基準における決算処理
その１（KKRホテル広島）
・中国四国厚生局部長、課長来会
・平成20年度第１回広島県後発
医薬品使用推進協議会（エ
ソール広島）

・常務理事会
21日

金 広島県薬務課との次年度事業打
合会（県庁・本館）

23日・24日

日本医療情報学連合大会（横浜）

７日

金 広報委員会

25日

８日

土 平成20年度第２回中国・四国ブ
ロック会議（岡山）

火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

26日

水 ・「21世紀、県民の健康とくら
しを考える会」役員会（広島
医師会館）

８日・９日

11月９日

10日

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）

・業務分担２及び保険薬局部会
担当理事打合会

日 日本薬学会中国四国支部・日本
薬剤師会中国四国ブロック・日
本病院薬剤師会中国四国ブロッ
ク合同会議（岡山）

28日

金 ・第２回中国地方社会保険医療協
議会広島部会
（中国四国厚生局）

月 第29回広島県薬剤師会学術大会
実行委員会

29日

土

・日本薬剤師会編集委員会
（東京）
薬局実務実習受入に関する中
国・四国地区ブロック会議（岡山）
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日
付
行
事
内
容
12月１日 月 ・日本薬剤師会公益法人制度改
革検討特別委員会（東京）

日
付
行
事
内
容
９日 火 ・広島県健康福祉局健康対策課
健康増進室来会（禁煙関係）

・広島県地域保健対策協議会医
薬品の適正使用に関する検討
特別委員会（地対協）（広島
医師会館）

・保険薬局部会担当理事及び支
部担当者会議

２日

10日

水 日本薬剤師会学校薬剤師部会幹
事会（第２回）
（東京）

11日

木 ・スマートライフ講座（広島県
消費生活センター）

12日

金 日本薬剤師会DI委員会（東京）

木 ・第 25回広島県薬事衛生大会
（エソール広島）

14日

日 広島大学薬学部OSCEトライアル
（広島大学）

・中国・四国厚生局長訪問（中
四国厚生局）

16日

火

17日

水 広報委員会

18日

木

火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・保険薬局部会「お薬手帳作成
委員会」

４日

・平成20年度薬祖神大祭
５日

金 ・広報委員会

・会計業務検討会議

・広島県薬剤師研修協議会
６日

土

・日本薬剤師会平成20年度社会
保険指導者研修会（東京）
・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）

７日

９日

医療薬学

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）（福山商工
会議所）
火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
・中国四国厚生局健康福祉部長
来会
・業務分担①担当役員打合会

18日・19日
19日

日本薬剤師会平成20年度試験検
査センター技術講習会（東京）
金 ・日本薬剤師会法制委員会（第
２回）
（東京）
・ひろしま食育・健康づくり実
行委員会ワーキング会議（国
保会館）

20日

土 杉本純雄先生合同告別式（広島
医師会館）

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は79ページ
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行事予定（平成21年1月〜平成21年2月）
１月５日（月）

仕事始め

１月６日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

１月８日（木）

平成21年薬事関係者新年互礼会

１月10日（土）

在宅緩和ケア講演会（広島国際会議場）
加藤哲也氏厚生労働大臣表彰・文部科学大臣表彰受賞祝賀会（ホテルグランヴィア広島）

〃
１月12日（月）

平成21年広島県医師会新年互礼会（ANAクラウンプラザホテル広島）

１月13日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

１月14日（水）

日本薬剤師会平成20年度第６回理事会（東京）

〃

日本薬剤師会平成20年度第４回都道府県会長協議会（東京）

〃

日本薬剤師会新年賀詞交歓会（東京）

１月15日（木）

常務理事会

〃

日本薬剤師会議事運営委員会（東京）

１月16日（金）

平成20年度第２回中国・四国ブロックエイズ治療拠点病院等連絡協議会（鯉城会館）

１月20日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

１月23日（金）

広島県地域保健対策協議会シンポジウム（広島医師会館）

１月24日（土） ⎫

⎬ 日薬代議員中国ブロック会議（鳥取）

１月25日（日） ⎭
１月27日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

２月１日（日）

平成20年度圏域地対協研修会（県民公開講座）（福山労働会館みやび）

〃

香川県薬剤師会社団法人設立60周年記念式典及び祝賀会（高松）

２月３日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

２月７日（土） ⎫ 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
⎬
（岡山）
２月８日（日） ⎭ 「第1７回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 岡山」
２月９日（月）

広島県血液製剤使用に係る懇談会（鯉城会館）

２月10日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

２月15日（日）

認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指定申請薬局との共同研修会

｝

〃

日本薬剤師会平成20年度全国職能対策実務担当者会議（東京）

２月17日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

２月19日（木）

常務理事会

２月20日（金）

日本薬剤師会平成20年度第７回理事会（東京）

２月21日（土）

在宅緩和ケア講演会（東広島市中央公民館）

２月21日（土） ⎫

⎬ 第70回日本薬剤師会臨時総会（東京）

２月22日（日） ⎭
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行事予定（平成21年2月〜平成21年3月）
２月26日（木）

支部長･理事合同会議

２月28日（土）

全体理事会

３月３日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

３月７日（土）

広島国際大学薬学部卒後教育研修会（広島国際大学）

⎫
⎬ 第94回薬剤師国家試験
３月８日（日） ⎭
〃

３月10日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

３月12日（木）

認定基準薬局運営協議会

３月17日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

３月19日（木）

常務理事会

３月20日（金）

第38回広島県薬剤師会通常代議員会

３月24日（火） ⎫

⎬ 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

３月31日（火） ⎭

-

渡邊

謹んでお悔やみ申し上げます

寿彦 氏 逝去

去る、11月７日逝去されました。
告別式は11月９日広島市西区南観音の平
安祭典広島会館において、執行されました。
喪主：渡邊

北谷

英晶 氏

静水 氏 逝去

去る、11月25日逝去されました。
告別式は11月27日呉市豊浜町の自宅にお
いて、執行されました。
喪主：北谷

哲彦 氏

林

-

さち子 氏 逝去

去る、11月19日逝去されました。

喪主：林

大成権

良成 氏

政江 氏 逝去

去る、12月14日逝去されました。
告別式は12月15日府中市上下町上下の上
下斎場翁苑において、執行されました。
喪主：大成権

卓志 氏
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行政支部
た む ぼ

安佐支部
たい

じ

多武保 泰 治
私は広島県で試験検査の仕事をしていま
す。調剤業務からは離れた仕事をしています
が、薬剤師になるために学んできた知識を活
かして働いています。薬に関しても学び続け
たいので皆様からご指導ご鞭撻を頂ければ幸
いです。

東広島支部
よこ

やま

ゆき

新年あけましておめでとうございます。お
正月は、皆様どこか行かれたでしょうか？私
は護国神社に薬剤師会員皆様のご健康とご多
幸ついでにCARPの優勝を願って参りまし
た。今年こそは、美味しいビールを飲みたい。

尾道支部

林

たに

ま

き

永 谷 優 枝
はじめまして。この度、安佐支部に入会さ
せていただくことになりました、永谷と申し
ます。12月から小児科前の新規店舗にて、
日々勉強させていただいています。皆様のお
力に支えられながら、明るく、前向きに頑張
りたいと思っています。今後ともご指導のほ
ど宜しくお願い致します。

廿日市支部
たか

横 山 孝 行

はやし

なが

ふじ

やま

藤 山 り さ
廿日市に薬局を開局して早や丸12年となり
ました。
子ども達も大きくなり開局時にはおしめを
していた子も中学生、一番上の子も年長さん
から４月には大学生になります。あっという
間の12年でしたが、来年からは学費のために、
まだまだがんばります！！

三原支部
か

な

可 奈

やま

だ

まさ

ひろ

山 田 真 弘

初めまして、ひので薬局の林です。まだま

薬剤師として２年目の今年は色々な趣味を

だ勉強不足で近隣の薬局の先生方にはいつも

見つけたいということで、スキューバダイビ

お世話になっております。

ングの免許を取りました。今度はどこに潜ろ

休日は、２匹の猫とともに日向ぼっこをし
て過ごしています。

うかなと期待に胸をふくらませながら、日々
仕事に励んでおります。宜しくお願いします。
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別添
劇物たるDDVPの盗難について
薬第１５４１号
平成20年10月15日

干葉県における劇物の盗難事案につい
て（通知）

厚生労働省医薬食品局審査管理課

平成20年10月23日

化学物質安全対策室長

様

関係団体の長 様
広島県健康福祉局長

千葉県健康福祉部薬務課長

〒730-8511

（公印省略）

広島市中区基町10-52
薬 務 課

記
１ 盗難日時

このことについて、厚生労働省医薬食品局審査

平成20年10月4日（土）午前11時頃

管理課化学物質安全対策室毒物劇物係から別紙
（写）とおり連絡がありました。

２ 盗難場所

ついては、貴会会員に周知するとともに、関連

干葉県船橋市夏見台４-19-４マンション敷地内

情報の入手があった場合は薬務課へ連絡をお願い
します。

３ 盗難劇物（別添参照）
担当 薬事グループ
電話 082-513-3222
（担当者 廣實）

DDVP乳剤（75%）
500ml １本
（残量 約300ml）

別紙（写）
千葉県における劇物の盗難事案について

４ 盗難の状況
被害者が、マンション周囲の植え込みの消

事

務

連

絡

毒作業中（約15分間）、無人のトラックの荷

平成20年10月15日

台の上に剥き出しのまま放置していた当該劇

都 道 府 県

⎫
保健所設置市 ⎬ 衛生主管部（局）薬務主管課
特 別 区⎭

物が盗難にあった。
御中
５ その他（事業者への対応等）
当該事業者に対し、業務上取扱者の遵守事

厚生労働省医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室毒物劇物係

項について説明し、劇物の保管管理を徹底す
るよう指導した。
なお、平成20年10月15日現在、盗難劇物は

別添のとおり劇物の盗難事案が発生しましたの

発見されていない。

で情報提供致します。
担当
担当者：厚生労働省医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室毒物劇物係
直野（なおの）

千葉県健康福祉部薬務課
薬事審査指導室 岡本 泰三
TEL 043-223-2618

TEL：03-3595-2298

FAX 043-227-5393

FAX：03-3593-8913

Email：t.okmt3@ma.pref.chiba.lg.jp
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神奈川県における毒物の紛失事案について
（通知）
平成20年11月27日

２ 紛失場所
神奈川県金沢区

横浜市新都市交通シーサイ

ドライン福浦駅切符売り場

関係団体の長 様
３ 紛失毒物
広 島 県 健 康 福 祉 局 長

シアン化金カリウムを含むメッキ液100ml×

〒730-8511 広島市中区基町10-52

３本（シアン化金カリウム濃度にして10％〜
15％）

薬 務 課
このことについて、厚生労働省医薬食品局審査
管理課化学物質安全対策室毒物劇物係から別紙

４ 紛失した者
めっき業者（法第22条第１項に規定する届出
を要する業務上取扱者）

（写）どおり連絡がありました。
ついては、貴会会員に周知するとともに、関連
情報の入手があった場合は薬務課へ連絡をお願い

５ 紛失の経緯
顧客からメッキ液を調査したいので届けて

します。
担当 薬事グループ

欲しいとの依頼があり、翌日に届けるため、

電話 082-513-3222

メッキ液３本を紙袋に入れて自宅に持ち帰え

（担当者 廣實）

る途中に紛失したもの。19時30分頃、福浦駅
で切符を買う際に紙袋を置き忘れたと考えら
れ、帰宅後、紙袋を持っていないことに気付

別紙（写）

き、22時頃、福浦駅事業所に電話をし、職員

毒物の紛失事案について（情報提供）

に探してもらったが見付からなかったもの。
事

務

連

絡

平成20年11月26日

⎫
⎬
⎭

各

・警察には通報済み。

都 道 府 県

⎫
保健所設置市 ⎬ 衛生主管部（局）長
特 別 区⎭

６ その他

殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室毒物劇物係
このことにつきまして、別紙のとおり情報提供
します。
別紙
毒物たるシアン化金カリウムを含むメッキ液について
このことについて、下記のとおり毒物の紛失事
案が発生しましたので情報提供いたします。
記
１ 紛失日時
平成20年11月25日（月）19時30分頃

・当該事業者に対しては、27日に立入調査予
定。
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安芸支部／大竹支部／行政支部／安佐支部／三原支部／尾道支部

＜安芸支部＞
健康まつりの報告
スマイルフェスタ in 海田

＜大竹支部＞
大竹ふれあい健康福祉まつり

村上 恵美

支部長

竹下 武伸

10月26日（日）大竹市総合福祉

海田町福祉センターで開催され
た「スマイルフェスタ in 海田」に、

センター「サントピア大竹」にて

初めて参加しました。のぼりを立

大竹ふれあい健康福祉まつりが催

てた安芸地区薬剤師会のブースで、二川先生、山

されました。私たち大竹薬剤師会も毎年参加して

本先生の側で、市民の皆様からの薬の相談に応じ

いますので「今年は何をしよう」から始めました。

ます。テーブルに血圧計を２台置き、血圧手帳、

お薬相談、薬物は例年と同じくそれに加えて介

お薬手帳、指導箋を並べ、待ちます。期待と不安

護・生活習慣病（医療食品）の相談にしました。

の中10時開始、さっそく来られた方は、血管年齢

また、大竹市もジェネリック医薬品に少しずつで

を測っている隣りの医師会ブースと間違われると

も力を入れたいと言っていましたのでアンケート

いった勘違いもありましたが、やがて血圧測定の

も行うことにしました。

列ができ、血圧の話から、診察には行っていない

ジェネリック医薬品を知っていますかの問いに

が心配なこと、治療中の病気や服用中の薬につい

は、７割以上が知っていましたが75歳以上になる

ての相談を受けました。指導箋を求める方は、糖

と４割以下となり、またすべての医薬品にジェネ

尿病や骨粗鬆症への関心が高いようでした。いつ

リックあるわけではないのを知っていますかには

もの服薬指導では、患者さんにカウンターで一方

約半数が知らないとなり、使用したことがありま

的に処方されたお薬をお渡しするだけになりがち

すかには、あるが２割弱、ないが約半数、わから

ですが、今回は開放的なお祭りの雰囲気の中で、

ないが３割と出ました。ジェネリックについての

腕をとり顔色や体つきをみながら血圧を測った

相談も薬局でするのが多いとなりましたが、薬局

り、自由に指導箋などをお渡しすることを糸口に、

で相談したら薬価差がないため断られた人やかゆ

市民の方達と双方向のコミュニケーションがと

みがでて中止となった人もいました。

れ、良い経験ができました。

ジェネリック医薬品についてはおおむね75歳以
下の人は知っている人が多く関心もあるようで
した。
当日は健康福祉まつりのため60歳以上の人が多
く若い世代の回答がほとんどありませんでしたが
ジェネリック医薬品も徐々にではありますが広が
っているようでした。ただ、負担金の少ない70歳
以上の人たちには関心がないようなのでこの方た
ちにこれからどのように啓発していくかが課題と
なりました。
お薬相談や介護食についても相談も受け、まず
は満足の行く健康まつりとなりました。ただ、毎
年同じような内容で少々マンネリ化はしていると
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思います。また、大竹では市民に対して行う行事
はこれだけなので今後の問題としています。
アンケートの準備、会場の準備、かたづけ、当

＜行政支部＞
平成20年度
広島県行政薬剤師会研修会に参加して

日の会場での仕事と若い会員が積極的に参加して
くれていますので刺激を受けるとともにほんとう

広島県呉地域事務所

石田 陽子

に感謝をします。また、薬剤師の仕事を広く市民

行政に携わる薬剤師の職場は、

に知っていただくために次につなげていきたいと

皆さんにとって身近な薬務の他に、

思います。

食品、環境、試験検査など多岐に
わたります。現在、環境の仕事を
している私にとって、製薬メーカーの方などから
直接薬務に関する情報を聞くことができるこの研
修会は、貴重な機会となっています。
更に今年度からの試みとして、行政の各分野の
代表者から、分野毎の最近の動向についても説明
がありました。ともすれば日常業務に追われ、現
在の自分の分野に特化しがちですが、県職員とし
て、国や県の様々な動向を把握することは非常に
重要なことであり、今後も継続して行っていただ
きたいと思いました。
メーカーからの情報提供として、今年度はジェ
ネリック医薬品メーカーの最大手である日医工㈱
中国四国支店の方から、「ジェネリック医薬品と
ジェネリック医薬品を取り巻く環境」という講演
をしていただきました。MR の方からは国のジェ
ネリック医薬品に係る施策及び普及状況につい
て、学術担当の方からはジェネリック医薬品の開
発・承認手続きや品質確保のための手法について
御説明がありました。
ジェネリック医薬品の使用促進は、2007年6月
19日付けで「骨太方針2007」として閣議決定され、
平成24年度までに後発医薬品のシェアを数量ベー
スで30％以上にすることを目標としています。同
方針に基づき、医療費定額制の病院（ DPC 対象
病院）も拡大され、包括支払いにおける薬剤費抑
制手段としてジェネリック医薬品の導入が進めら
れていますが、シェア30％には程遠い状況です。
その他、処方箋の記載方式の変更による誘導等、
様々な手段が講じられています。
薬局における後発医薬品調剤体制加算の届出率
は、全国平均67.1％に対し、広島県では61.5％と
低い水準になっています。県内では、呉市が
45.6％と最も低く、ジェネリック医薬品の使用を
積極的に推進している同市で届出率が低いこと
は、意外な感じを受けます。
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ジェネリック医薬品を取り巻く市場は、病院・

ました。

薬局・先発メーカーの動きなど様々な要素に左右

相談者の内容が、サプリメントを、飲み続けて

されるため、ジェネリック医薬品メーカー側もま

良いか、セカンドオピニオンの為にとか、何処の

だ市場の動向を十分に把握できていない印象があ

医者に行けば良いかなど、薬に対しての質問より、

りました。行政での促進に併せ、ジェネリック医

よろず相談がほとんどでした。日ごろ、薬局での

薬品メーカーの市場開発努力も、より一層必要と

世間話と、変わらないもので、日ごろから、患者

感じられました。

さんとのコミニュケーションを、しっかり取りた

しかし、医薬品において最も重要なことは、品

いと思います。

質や安全性の確保です。日医工㈱の場合、ジェネ

午前中は、にぎやかで、活気も有ります。是非

リック医薬品以外の承認医薬品を持っている強み

来年は、皆様に、訪問・参加をしていただけたら

があることから、そのノウハウを生かし、ジェネ

光栄です。

リック医薬品の品質や安全性の確保に更に努めて
いただきたいと思います。ジェネリック医薬品の
品質等の確保により得た信頼が、将来的なジェネ
リック医薬品の普及につながることでしょう。
行政側としても、ジェネリック医薬品の使用を

＜三原支部＞
三原市民保健・福祉まつり

促進する一方、ジェネリック医薬品の品質や安全

山本 進

性についてこれからも継続的に監視していく必要
があります。県民の生活環境を守る立場にある行
政薬剤師の一人として、認識を新たにすることが
できた研修会でした。

今年も三原市民保健・福祉まつりがサン・シー
プラザで10月25日・26日に開催されました。
三原支部も「薬と健康の週間」の一環として例
年どおり参加しました。
今年のテーマとして「自己管理できています

＜安佐支部＞

か？」を掲げ、同時に「お薬の相談コーナー」の
充実を目指すことにしました。

第29回安佐南区民まつりについて
貞永 昌夫
11月２日（日）、午前10時より午後４時まで、

その一法として「お薬手帳の正しい使い方の啓
発」を図るためお薬手帳を持ってきてくださいと

PRしました。
持参した人や持っているが持参しなかった人

安佐南区民文化センターの駐車場で開催されまし

に、お薬相談コーナーで保険証や診察券が収納で

た。曇り、雨、風も強かった一昨年、昨年とは違

きる手帳カバーをお渡ししながらその活用の実情

い当日は、寒い思いもする事もなく、晴天に恵ま

を聴き、また正しい使用方法の説明をすることと

れ、温かい陽気でした。安佐南区民センターの南

しました。

側道路が、午前９時30分より、12時30分まで、歩
行者天国になり、露天が10数店並んで、路上へボ
ランティアの人々が、ゲームなどを行い、幼児・
小学生が楽しまれていました。駐車場の中では、
消防署の地震体験車や建築関係者・福祉ボラン
ティアの屋台が10数店ならび、農協の朝採り野菜
の即売会がにぎやかに行われました。そのなかで
間口１ｍほどの「薬の相談コーナー」を、行いま
した。医師会・歯科医師会の先生と看護協会・禁
煙指導ボランティアの人たちの間で、10数人の相
談と、ひたすら各団体のパンフレットを配ってい
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今までは「お薬手帳の普及」を目指していまし
たが、これからはその活用を啓発する段階にきて

コーナーを、尾道薬剤師会と因島薬剤師会のメン
バーで運営しました。

いると思われるからです。その普及に相談コー

私が担当した「アンケートコーナー」では300

ナーを活用すれば市民との会話の機会を増やせる

枚の回収があり、尾道の地域性に合った在宅薬剤

と考えたからです。

師を養成するためスタートさせた「在宅支援講習

その結果約200人のひとが相談コーナーに来て

会」に、データーを役立てています。

くれました。これからも色んな企画で手帳の活用

昨年のアンケートの結果から、50〜70代の健康

の更なる啓発、および相談コーナーの充実を図り

に関心ある女性をターゲットに、「健康食品・サ

たいと考えています。

プリメントコーナー」を検討しましたが、資料が

他のコーナーは例年どおりでしたが、今年もク
イズが盛況で解答を探してパネルを再度見直す風

集まらず断念しました。次回に期待したいもの
です。
この場をお借りして、今年ご協力いただいた関

景が多数見られました。
そのパネルを説明・解説が会員によって異なら
ないようマニュアルを作成したのも初めての試み
でした。
体脂肪を計るコーナーで「何度してもエラーに
なる」との声が聞こえ、よくよくみると81才以上
は測定できないことが判りました。
後日、メーカーに照会したところ、計算式はひ
とつではあるけれど、CTやMRIによる画像デー
タと BI 法（ Bioelectrical Impedance ）による
データを収集・解析したもので、対象外の年齢で
はデータが充分にないためとのことでした。
使用した体脂肪計では９才以下の子供は測定で
きないことは知っていましたが高齢者も測定でき
ないことを知ったのは、私の今回の収穫のひとつ
でした。

＜尾道支部＞
「おのみち健康まつり」に参加して
金光 瑞恵
恒例の「おのみち健康まつり」
は立冬が過ぎた11月９日（日）に
尾道市総合福祉センターで開催されました。
今年も串田・水尾両理事の指揮の下、芸術の秋
を彷彿させる展示ができた「薬草コーナー」、

OTC の新商品でディスプレイされた「禁煙コー
ナー」、体脂肪測定ができる「メタボリックコー
ナー」、昨年のアンケートを分析し宮崎で発表し
た「学会発表報告」、訪問服薬相談に関する「ア
ンケートコーナー」、「お薬相談コーナー」の各

係者の皆様に御礼を申し上げるとともに、来年も
よろしくお願い致します。
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充実した内容を提供していく予定です。

諸団体だより

初めての方も、お久しぶりの方々も是非勉強会
にいらっしゃってください。
是非この機会に広島県青年薬剤師会にご入会く
ださいませ。
また、１月には新年会開催を予定しています。

広島県青年薬剤師会

初めての方も、お久しぶりの方々もぜひご参加く
ださい。詳細は、広島県青年薬剤師会HP などで

三宅 季彦
12月4日の、第25回薬事衛生大会

お知らせいたします。
2009年の年始めを皆さんで色々語らい今年１年
を充実した１年にしましょう。

および薬祖神大祭に参加させてい
ただきました。
来賓者の方々は、藤田県知事をはじめ、多くの

広島県女性薬剤師会

方々がご出席されていました。
日頃、お目にかかることのできない方々のお話

会長

松村 智子

をきくことができ大変充実した時間をすごすこと
が出来ました。
その後、広島市民病院産婦人科の野間純先生に
よる講演会が行われました。
産婦人科領域という、普段の業務とは異なるお
話を聞くことができ大変勉強になりました。
その後は薬祖神大祭及び交流会が行われまし

新春のお喜びを申し上げます。本
年も明るく元気よくそして楽しく会
を進めていきますので、引き続き皆様のご指導よ
ろしくお願い申し上げます。
さて、昨年10月以降の女性薬剤師会としての活
動を報告します。まず10月25日（土）26日（日）

た。こちらも、普段ではお会いすることのできな

ひろしまフードフェスティバルに広島市薬と青薬

い方々とお会いすることができました。日々の業

の方々と共に薬剤師会として参加しました。食の

務とは異なる貴重な時間を過ごすことができ大変

祭典には県内からたくさんの食と健康のブースが

感謝しております。

出ました。薬剤師会は健康茶を提供して、クイズ

さて、広島県青年薬剤師会では毎月、月イチの

により薬の啓発活動をしました。準備から当日ま

勉強会を開催しております。2008年も、月イチの

で広島市薬と青薬の方々にはたいへんお世話にな

勉強会はもちろん、定例勉強会として、東京大学

りました。私自身、台湾出身の方の健康談義をき

医学部付属病院臨床試験部の青木敦先生をお招き

いたり、オーストラリアから来たというご夫妻に

して7月、12月と２回の定例勉強会を行いたくさ

青汁や生姜湯を勧めたり、けっこう楽しみました。

んの来場者がいらっしゃいました。

また同日にはエソール広島開館20周年記念事業と

又、広島県青年薬剤師会では、勉強会クーポン

してのエソール祭があり女性薬剤師会として健康

システムを行っております。最新年度の会費を納

よろず相談に協力しました。骨密度測定し意外な

入された方には、勉強会クーポン券を３枚プレゼ

結果に今後の対応を相談されたり、高齢の方がマ

ントしています

ラソンを楽しんでいるという話を伺ったりしたと

是非この機会に広島県青年薬剤師会にご入会く
ださいませ。

報告をうけました。
11月15日（土）19時より女性薬剤師会「すずめ

今年度は１月14日及び、２月18日に知ッピン月

くらぶ」第７回研修会を行いました。今回は『予

イチ勉強会が開催されます。今年度の知ッピン月

防接種・ワクチンのおはなし』と題して武田薬品

イチ勉強会も残り２回となりました。

医薬営業本部の伊藤康明先生にご講演いただきま

2009年も広島県青年薬剤師会主催の勉強会では

した。ワクチン・予防接種の基礎、麻疹排除計画、
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インフルエンザ、百日咳、新しいワクチンについ

11時前には瑞光山清水寺（通称：安来清水寺）の

て、解り易く教えていただきました。ステロイド

参道に到着しました。

服用時のワクチン接種については、よく質問を受

厄払いのお寺として慕われる清水寺は、用明天

けていました。これからは自信を持って説明する

皇即位２年（飛鳥時代）尊隆上人によって開かれ

ことができるようになり、良い勉強になりました。

たそうです。ゆるやかな石段を踏みしめて登ると、

今回は翌日に薬剤師会学術大会があり、薬剤師會

国の重要文化財に指定されている根本堂があり、

館を使うことができなかったので大州のエバルス

その風格ある佇まいに、目に見えない部分を大切

の会議室をお借りしました。女性薬剤師会としま

にした日本人の心を感じました。盛時には伽藍48

しては初めての場所ということで心配しました

坊を有した天台宗大霊場であったとのこと。５万

が、70名近く参加がありました。次回は３月21日

坪の境内は、樹齢をはかりがたいほど大きな木々

（土）を予定しています。演題や場所が決まりま

が立ち並び、他と違う静寂さで満たされていまし

したらお知らせします。これからも女性薬剤師会

た。根本堂から少し行くと、総けやき造りの三重

としていろんな活動を楽しみたいと思います。興

塔があり、珍しく登閣できるとのことでしたので、

味がある方はご連絡ください。ご一緒しませんか！

小さい頃から木登りが得意だった私は、躊躇する
ことなく登ることにしました。受付けで渡された
懐中電灯の明かりを頼りに、１人がやっと通れる

日帰り旅行「清水寺でいただく精進料理と
足立美術館」に参加して
神田 千都子

細い階段を上まで行くと、四方から光が差し込み、
少し身を乗り出して見渡した遠景には、緑や黄や
茶色の向こうに宍道湖がありました。拓けた広大
な景色を無事カメラに収め、次にそこから少し

穏かな晩秋の充実した１日をご紹

下ったところにある寶蔵を拝観しました。残念な

介します。家庭の事情が許せば、ぜ

がら、当山のご本尊である十一面観世音菩薩立像

ひ参加したいと願っていた女性薬剤師会の旅行へ

はご出張中でしたが、蔵の中心には重要文化財の

の初参加です。行き先は、清水寺と名園としての

木造阿弥陀如来坐像が据えられていました。この

評判も高い足立美術館。しかも精進料理つきとい

像は丈六阿弥陀如来とも呼ばれるそうですが、山

うことでしたから、前日は運動会や遠足を控えた

陰一の大きさで圧倒すると同時に、ふっくらと柔

小学生のようでした。

和なお顔立ちで慈しみの心を伝えていました。

11月９日は午前７時広島駅集合。10人ほどの小

しっかり歩き回った後は精進料理です。広い窓

グループが乗り込んだバスは、軽快に島根県安来

のある２階座敷のテーブルには、いか刺し、うな

市めざして出発しました。まずは、にわかに名添

ぎの蒲焼、茶碗蒸しが並べられ…と思いきや、い

乗員に変身した会長の澄んだ声が快く響きまし

かはわらび粉、うなぎは豆腐、山芋、くわい、蓮

た。足立美術館の創設者の足立全康（あだちぜん

根、のり（皮の部分）、茶碗蒸しは豆腐、山芋な

こう）のプロフィールや、幻のコレクションとい

どで作ってあるとのことでした。前菜には柚香、

われた「紅葉」「雨はる」「夏」など北沢コレク

生麩田楽、百合根の梅肉和え、そうめん瓜の酢の

ション購入時のエピソードの紹介。それから、サ

物、うれしのなどが盛られていました。うれしの

ラダ野菜の水耕栽培をしている工場や加工食品の

は、和芥子を紫蘇で巻い

裏事情。さらに、それぞれの自己紹介や女性薬剤

て砂糖に漬け込んだこち

師会が参加した行事（ひろしまフードフェスティ

らの名物料理とのことで

バル、エソール広島20周年祝賀会）を通して出

したが、この辛さは苦手

会った人々の話も加わり、にぎやかな車中になり

という方が多かったよう

ました。ドキッとしたものもありましたが、概ね

です。栗の渋皮煮と擬製

健全で positive な生き方に関する話題でした。

豆腐とぜんまいとその他

それらを満載したバスは、やわらかな秋の日差し

数点を盛り合わせた煮物

を受け、程よく紅葉した山々の間を通り抜けて、

や、精進料理には欠かせ
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ない胡麻豆腐、松茸のお吸い物、出雲そば、とろ

た時、時計の針は12時をまわっていましたが、楽

ろ汁、精進揚げ、果物などもあり、すべてをいた

しかったシーンをリピートし、部分的にフェル

だいた後のお腹は、まるで「ポニョ」でした。お

マータをかけて膨らませ、１日紀行を終えました。

昼過ぎ、くつろぎの場所には少し心を残しながら、

この日の寝顔はとびっきり上等だったと思いま

私たちは再びバスに乗り込みました。

す。
（来年モ参加デキルトイイナ！）

いよいよ２番目の目的地である足立美術館で
す。絵を見る前に視界に入ってきたのは見事な日
本庭園です。米国の庭園専門誌「ジャーナル・オ

広島県学校薬剤師会

ブ・ジャパニーズ・ガーデニング」に６年連続で
庭園日本一に選ばれたという庭園は、５万坪とい
う広大さと明るさと日本的情緒を兼ね備え、維持

第58回全国学校保健研究大会
及び全国学校薬剤師大会記

管理の良さもプラスされて「すばらしい！」の一

副会長

池田 康彦

言でした。今は秋季特別展の開催中で、大展示室
では横山大観と院展の同人たちの代表作、小展示
室では橋本関雪展、童画展示室では林義雄らの作

第58回全国学校保健研究大会及び
全国学校薬剤師大会は11月６日（木）

品が展示されていました。所々、庭の風景をその

〜７日（金）の２日間、新潟市民芸術文化会館

まま取り入れた生の額絵や掛け軸もあり、絵画と

「りゅーとぴあ」で盛大に開催された。メイン

庭を愛した足立全康の情熱とセンスの良さが生き

テーマは、「生涯を通じて、心豊かにたくましく

ていました。往路の車中で人気者だった赤毛のア

生きる力をはぐくむ健康教育の推進―心身の健康

ンが、もしここを訪れたら？きっと、芸術の素養

つくりに自ら取り組む子どもの育成―」として、

に欠ける私よりもっと饒舌に語り、その場所に

文部科学省、新潟県教育委員会、新潟市教育委員

ぴったりのロマンティックな別名まで付けてくれ

会、財団法人日本学校保健会、新潟県学校保健会

たことでしょう。集合時間が迫り、慌てて絵葉書

の主催だった。

を買い込んでバスに戻ると、半日ですっかりうち
とけた皆と一緒だという安堵感がありました。
新幹線口に近づいた頃、ふと「旅は漂泊なり。

大会は、学校関係者、学校医、学校歯科医、学
校薬剤師、教育委員会担当者、学校保健会事務局
および PTA 会員が参加し、広島県学校薬剤師会

旅は絶えず過程である。」という言葉を思い出し

から、永野孝夫会長、加藤哲也副会長、河内常務

ました。１人旅ではないので感傷的になることは

理事と私の４名で参加した。

ありませんでしたが、旅は目的地だけが重要では

大会の初日に、加藤哲也副会長が栄えある「文

ないといった意味がよく分かります。一瞬にして

部科学大臣表彰」を受賞された。続いて、京都大

みんなを楽しい雰囲気にさせる話術の磨き方、美

学大学院・准教授の木原雅子氏より「性教育から

しい後期高齢者になれる秘訣、娘を嫁がせる際の

生きる教育へ、予防教育から希望教育へ」〜WYSH

注意点、薬局と地域住民との係りパートⅡ、洞察

教育の視点から〜と題した記念講演が行われた。

力と記憶力に優れた愛猫のその後…まだまだ続き
をお聞きしたい事ばかりです。
帰宅し、溜まっていた家事を済ませて床に就い

初日は午後４時30分より、場所をホテルオーク
ラ新潟に移して、第58回全国学校薬剤師大会が行
われ、特別講演として、新潟薬科大学応用生命科
学部・及川紀久雄教授より「科学の目で見たおい
しい・健康に良い野菜とは」の演題で行われた。
講演内容は興味深く、「不完熟堆肥を使った有機
農業の推進は、水質汚濁を招来するばかりでなく、
地下水中の硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の濃度が上
昇し、深刻化している」と指摘されていました。
「完熟堆肥を使用して、硝酸濃度の低い、安全で
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健康なおいしい野菜を作りましょう」との提言で

と学校薬剤師が連携をとり、薬物乱用防止教育の

した。

前に、身近な「くすり」そのものの正しい使い方

初日の午後７時より懇親会に入り、本年度、日

等を学ぶことが必要であると考えることが必要で

本薬剤師会副会長を拝命された前田泰則広島県薬

あることが述べられた。そのため、「薬物乱用。

剤師会会長より、開会の祝辞が述べられ、続いて

ダメ。ゼッタイ教室」の事前指導として、「くす

次期開催県代表として、永野孝夫広島県学校薬剤

り」についての学習を学校薬剤師から、資料提供、

師会会長が、平成21年11月10日（火）〜11日（水）

指導助言していただいていると、学校からの発表

「広島国際会議場・フェニックスホールでお会い
しましょう」とあいさつをされた。

があった。
最後に、次年度広島において、第59回全国学校

翌日の７日（金）は、午前９時より、課題別研

保健研究大会及び全国学校薬剤師大会を開催しま

究協議会が行われた。私が参加した「喫煙・飲

すので、関係各位・会員の皆様にご協力をお願い

酒・薬物乱用防止教育」の中で、保健指導を学校

し、参加記とします。

学校保健法の一部改正により「学校薬剤師の新しい業務開発」について
副会長

池田 康彦

平成20年度の学校環境衛生・薬事衛生研究協議会は、平
成20年11月20日（木）と21日（金）に名古屋市（愛知県）
で「学校環境衛生及び薬事衛生について研究協議を行い、
もって健康教育の充実を図る」ことを趣旨に開催された。
主催は、文部科学省、教育委員会、学校保健会、薬剤師会
及び学校薬剤師会だった。
開会初日に、開会式と講義として「学校環境衛生の課題
と充実について」と「諸外国の薬物乱用防止教育と我が国
との比較」があり、小児科の教授より「学校で知ってほし
いアレルギーの基礎知識」の特別講演があった。
２日目は、部会別分科会（研究協議）があり、私の参加
した「喫煙、飲酒及び薬物乱用防止教育部会」について報
告したい。連日のように「大麻所持」で、有名大学生や
中・高校生が検挙される報道を耳にする。薬物を覚せい剤
や麻薬などの非合法ドラッグと狭い意味に捉えてしまい
「自分には関係ない」と関心を示さないことが、原因の一つ
であろう。たばこもアルコールも薬物（DRUG）の一種で
あり、「ゲートウェイドラッグ」としての認識を普及させ、
非合法ドラッグは身近に存在する危機感を若者に持っても
らう必要がある。
今回の「学校保健法の一部改正」で法律の題名を「学校
喫煙の害
保健安全法」に改称し、その中に「学校安全体制の強化」
「火を恐れるサルでさえ、ニコチン依存症
が示されている。学校薬剤師と養護教諭の良い関わりを求
に。サルは２年後に肺がんで死亡」
め、学校薬剤師の新しい業務開発として、「薬剤師の専門的
（ロイター＝共同）
知識に基づいた効果的な保健指導・助言」が重要であり、
従来の学校環境衛生定期検査や学校保健委員会への出席だ
けでなく、学校教育の中で、医薬品適正使用の知識の普及と啓発の授業を行うことが求められている。
最後に、セルフメデュケーション能力を高めるための健康教育の実践が急務とされる中、学校薬剤師
の占める役割が大きいことを認識し、学校薬剤師の皆さんには、学校保健委員会や講演会、その他保健
学習及び保健指導等にすすんで参加・助言する機会を設けていただきたい。

58

2009 Vol.34 No.1 広島県薬剤師会誌

性・手足のしびれ、坐骨神経痛などの症状が改善

広島漢方研究会

した症例を発表し会場からの質問やアドバイスを
交えて熱心な討議が続きました。
メーカー主導でない日本漢方交流会は、純粋に

第41回日本漢方交流会全国学術総会 in 香川
副理事長

鉄村 努

漢方を勉強するための団体であり、本年は「慢性
難病フォーラム in 大阪」（５月）「初学者のため
の漢方運用講座」（場所日時未定）「漢方薬剤師育

広島漢方研究会の所属する日本漢方交流会が毎

成研修会 in 名古屋」（10月）「全国学術総会 in名

年１回開催しています全国学術総会が、2008年11

古屋」（11月）を予定しており、会員以外の方で

月22（土）
・23日（日） こんぴらさん

で有名な

も参加できます。遠方で難しい方には毎月第２日

香川県琴平町の琴平文化会館において開催されま

曜日に薬剤師會館で開催される広島漢方研究会が

した。「漢方冷えの概念の追求―冷えによる水滞

お勧めです。初めての方は初回に限り無料で見学

と

冷え・浮

できますので、どうぞ御参加ください。詳しくは

などについて熱心な発表や討議が行

「日本漢方交流会」・「広島漢方研究会」のホー

血形成の関連」をテーマに

腫・

血

ムページをご覧ください。

われました。
大会には全国から薬剤師を中心に医師・鍼灸師
ら約200名の参加があり、出席者は最後まで熱心
に傍聴され漢方に対する期待と注目が高まってい

広島県医薬品卸協同組合
＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

ることを痛感しました。
22日午前中は、栗林病院漢方外来大熊康裕先生
が「薬漬けにならない明るい暮らし―漢方による
健康作り」と題し、一般の方（約250名）を対象
に市民講座も開催され漢方の PR も行われまし
た。23日のシンポジウムでは４名の薬剤師・医
師・鍼灸師が「冷えと水と

血」をテーマに実

医薬品卸の薬剤師業務について
株式会社セイナス

行友 徹

医薬品卸に与えられた社会的使命

際の症例報告を交え討論を行い、臨床経験豊富な

は、製薬会社が製造した医薬品等の

先生方が日々の仕事に役立つ漢方薬の使い方や有

生命関連商品を薬事法等の法律を守り、品質を保

効例を紹介されました。

持し、必要な情報と共にお得意先（医療機関や薬

特別講演では「O-Ring Test」「低体温症と免

局）に安定供給することにあります。それが健康

疫病」など病気を克服するため様々な分野から講

を願う人々（患者さん）に貢献する事にも繋がり

演していただき話題豊富な大会となりました。

ます。そのため、医薬品卸の薬剤師業務は、薬事

その他10題の会員発表があり、私も「桂枝茯苓
丸・桃核承気湯」などの駆

血剤を用いて冷え

法に基づいた医薬品の管理、医薬品情報の収集管
理と社内外への情報発信や教育研修などが主な仕
事になります。具体的には株式会社セイナスでは、
薬事・品質管理においては薬剤師業務管理マニュ
アルを作成して薬事法等の遵守、医薬品の品質管
理の徹底に取り組んでおります。教育研修は定例
の TV 会議や個別でも実施しており、年20時間
以上の MS 継続研修では病態や時事のテーマを
取り上げ、研修終了時には理解度を確認するため
確認テストを実施しています。医薬品情報の提供
については、医薬品業界の時事ニュースとして毎
日インターネットニュースを配信し又、医薬情報
誌「ENIF 医薬ニュース」を月２回 MS を経由し
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て要望のあるお得意先に配布しています。又、

医薬品卸の薬剤師の最大の魅力は、医薬業界全

ENIF 医薬ニュースと連動し、医薬品に関する

般の最新の情報が手に入ることです。医薬品メー

様々な情報をリアルタイムに発信する Web サイ

カーの場合、自社製品の取扱いがメインになりま

ト「ENIF D-pro」があります。医療関係者は誰

すが、医薬品卸は幅広い製品を扱いますので、常

でも会員登録により全て無料でご利用頂けます。

にあらゆる薬の最新情報を知ることができます。

ENIF 医薬ニュースのバックナンバー検索がで

また医薬品の知識だけではなく、薬事法やヘルス

き、記事をダウンロードすることも可能です。そ

ケアに関することなど幅広い知識も身につけるこ

の他、行政通知集、薬価収載関連情報データベー

とができます。医薬品の適正使用のために、必要

ス、メーカーからの新発売、中止、包装変更、回

な情報の提供と品質管理への更なる取り組みが求

収等の製品情報のデータベースもあり、現在、社

められる現在、卸の薬剤師にはますます幅広い知

内外での活用を呼びかけております。

識とフットワークが求められております。

アドレスは「 h t t p : / / w w w . e n i f - n e t . t v / 」
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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11月末現在 772名（内更新319名）

開催場所
研修内容・講 師

１月９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
補腎薬の臨床応用の留意点とその応用 福山大学漢方研究会
講 師：小林 宏（福山大学薬学部非常勤講師）

主催者
問い合わせ
福山大学薬学部漢方
薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

認定

その他
（参加費等）

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月11日（日）10：00〜12：30 広島県薬剤師會館
広島漢方研究会新年シンポジウム
10：00〜12：30 新年シンポジウム
テーマ「尿利の異常」
シンポジスト
山崎正寿・川中武司・小林宏・勝谷英夫・鉄村努…他
13：00〜 新年互礼会 場所：「八雲」にて

広島漢方研究会
薬王堂漢方薬局
吉本
082-285-3395

2

午 前 中、薬 剤 師 會
館 への 参 加は自由
です。会員外のオー
プン参加は3,000円
です。
午後からの互礼会は
予約会員のみです。

１月21日（水）19：00〜21：00 三原薬剤師会館
第10回三原支部研修会
①リウマチ、膠原病について 医師による講演予定
②キッセイ薬品工業 内容未定

三原薬剤師会
0848-61-5571

1

会員外：会費1,000円

１月22日（木）19：00〜21：00 サンピア・アキ
安芸支部第96回生涯教育研修会
演 題：「呼吸器感染症の最近の話題」
講 師：有田 健一先生
広島赤十字・原爆病院呼吸器科部長

安芸地区薬剤師会

1

１月24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409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 ミカルディス錠について
薬事情報センター
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
082-243-6660
３）特別講演
オーバービュー：「NASH（非アルコール性脂肪肝炎）について」
広島大学病院 消化器代謝内科 診療講師：兵庫秀幸先生
２月８日（日）13:00〜16:00 広島東急イン
神戸薬大広島支部研修会
テーマ１：高血圧治療最近の話題
製品紹介「オルメテック」について
第一三共株式会社
テーマ２：『操薬のできる薬剤師』
講 師：森川則文先生
広島大学大学院 医歯薬学総合研究科教授
２月８日（日）9：30〜16：00 広島県薬剤師會館
広島漢方研究会・２月例会
「漢方診療三十年」大塚敬節著 当帰建中湯吉本悟先生「勿誤薬室
方函口訣」解説 213ページ 葛根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竹葉石膏湯の処方解説と
調剤実習佐々木良忠先生

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。

神戸薬大広島生涯研
修企画委員会
倉田 薫
TEL 090-7507-3902
FAX084-923-6079

2

他大学卒業生：1500円
学生：無料
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 載してお
申し込みください。
メールアドレス：
d-hiro@kobepharmau.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
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開催日時

開催場所
研修内容・講 師

２月13日
（金）19:30〜21:00 福山大学薬学部31号館１階31101教室
福山大学漢方研究会2008 痛みに対する漢方薬の判別点
講 師：小林 宏（福山大学薬学部非常勤講師）

２月14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410回
１）薬事情報センターだより
２）特別講演「改正薬事法について」（仮）
広島県健康福祉局 保健医療部薬務課
薬事グループ 主任専門員 難波利元先生

主催者
問い合わせ
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
岡村信幸
084-936-2112（5165）

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082-243-6660

認定

その他
（参加費等）

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。

２月18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：喘息
講 師：広島赤十字・原爆病院 宅江良隼

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
事前の申し込みなど
は要りません。お気
軽にお越しください。

２月18日（水）19:00〜21：00 三原薬剤師会館
第11回三原支部研修会
①循環器科 医師による講演予定
②ノバルティスファーマ株式会社 担当 中尾 徹 氏

三原薬剤師会
0848-61-5571

1

会員外：1,000円

３月13日
（金）19:30〜21:00 福山大学薬学部31号館１階31101教室
福山大学漢方研究会2008
漢方薬の不妊症に対する対応法
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
岡村信幸
084-936-2112（5165）

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

（ 社 ）広 島 県 薬 剤 師 会
薬事情報センター
082-243-6660

1

参加費：1,000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。

1

会員外：1,000円

３月14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411回
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介
３）特別講演「未定」
３月18日（水）19：00〜21：00 三原薬剤師会館
第12回支部研修会
①マルホ株式会社 担当 下道卓也 氏
② 未定

医療薬学

三原薬剤師会
0848-61-5571

薬剤師国家試験問題（平成20年３月８日・９日実施）

正答は79ページ
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1-1-1

FA X

082- 293- 3363
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平成20年度圏域地対協研修会（県民公開講座）
この度、「うつ・自殺対策

〜大切な命守ろう地域の輪〜」をテーマに掲げ、県内

の保健・医療福祉の関係者が集まって圏域地対協研修会を開催します。多数ご出席
くださいますよう、ご案内申し上げます。
と
と

こ

主

き

平成

ろ

福山労働会館みやび

催

福山・府中地域保健対策協議会
広島県地域保健対策協議会（広島大学・広島県・広島市・広島県医師会）

シンポジウム
参

加

者

交流会

テーマ

うつ・自殺対策

会

）

）

〜大切な命守ろう地域の輪〜

一般県民、県地対協、各圏域地対協関係者
（広島大学、広島県、広島市、広島県医師会、市郡地区医師会、歯科医師会、薬剤師会、
看護協会、市町、県地域事務所・保健所、社会福祉協議会等）

《参加申込み締め切り》

平成

《申 込 ・ 問 い 合 せ 先 》

広島県医師会地域医療課 広島県地域保健対策協議会
ＦＡＸ
ＴＥＬ
‐ ‐
‐ ‐
E-mail citaikyo@hiroshima.med.or.jp

（日）

平成20年度圏域地対協研修会参加申込書
広島県医師会
ふり

がな

氏

名

所

属

役

職

電

話

交流会

参加

地域医療課

・

宛

不参加

ＦＡＸ

‐ ‐
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第1回広島国際大学薬学部卒後教育研修会
広島国際大学薬学部では、地域社会の薬剤師への貢献と卒業生の薬剤師としての
研鑽のために、教育研修会を開催いたします。
第１回目は、最近話題のジェネリック医薬品の品質と大きく変貌しつつある創薬
の現状について、その道の専門家に講演をお願いしております。
この機会に、広島国際大学の呉キャンパスに是非お越しください。
少しでも、多くの方の参加をお待ちしております。

日時：2009年3月7日（土）
場所：広島国際大学呉キャンパス

6号館 6301教室

13：40〜13：45 開会の挨拶

学部長

第1部
13：45〜14：40 ジェネリック医薬品の品質（１）
沢井製薬 製剤研究部長 徳永 雄二 先生
14：45〜15：40 ジェネリック医薬品の品質（２）
東和薬品 製剤技術部
杉浦
健 先生
第2部
16：00〜17：00 創薬研究におけるHigh Throughput Screening
−品質の高い化合物Libraryの必要性−
広島国際大学薬学部
手納 直規 先生
（元ノバルティス筑波研究所）
17：15〜19：00 懇親会

（呉キャンパス食堂）

主催： 広島国際大学薬学部
共催：（社）広島県薬剤師会・広島県薬剤師研修協議会
（財）日本薬剤師研修センター
後援：（社）日本薬学会
参加費：2,000円（懇親会費込み） 当日受付
当日、車でお越しの方は、呉キャンパス東門から入り
６号館北側の駐車場をご利用ください。

広島県薬剤師会誌 2009 Vol.34 No.1
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原田 修江

分子標的薬（その２）

−抗体医薬品−

抗体医薬品は、生体の免疫システムを疾病の治療に応用する目的で開発された医薬品です。目的とす
る抗原に対して特異的に作用するため、他のいわゆる化合物医薬品よりも副作用が少なく高い治療効果
が得られることが期待されています。近年わが国では、種々のがんや関節リウマチ、クローン病等の治
療薬として臨床使用されるようになりました。抗体医薬品は CYP450 等の代謝酵素に影響を与えない
ため、化合物医薬品との相互作用がありません。また、半減期が非常に長いため投与回数を少なくする
ことが可能です。現在も多くの抗体医薬品の開発が進行中であり、今後、抗体医薬品の臨床使用はさら
に増加していくものと思われます。
◆抗体について
抗体は、生体が異物（抗原）によって刺激された結果、免疫反応によりB細胞（又はBリンパ球）が
分化成熟した形質細胞から産生されるタンパク質で、特定の抗原と結合する働きのあるものの総称です。
物質としては

免疫グロブリン

がその役割を担っており、体内では血液中や体液中に遊離型として存

在するか、あるいはB細胞表面上にB細胞受容体として存在しています。いろいろな病原体が体内に侵
入してきた時には病原体を抗原として認識して結合します。病原体だけでなく、がん細胞や不要になっ
た自己細胞にも結合し、マクロファージや好中球等の貪食細胞を活性化することによって、これらを体
外へ排除します。このように、抗体は脊椎動物が生命を維持するうえで重要な役割を担っています。一
方、一種類のB細胞は一種類の抗体しか作れず、また、一種類の抗体は一種類の抗原しか認識できませ
ん。そのためヒトの体内では数百万〜数億種類のB細胞があり、様々な抗原に対処しようと準備してい
ます。
◆抗体の構造
抗体は、 Y

字の下半分の縦棒にあたり標的細胞と結合

する部分（Fc 領域）と、抗原と結合する上半分の

V 字

部分（Fab 領域）とで構成されています。Fab 領域の先端
に近い半分は、様々な抗原に結合できるようにアミノ酸配
列の変化が大きく、可変領域と呼ばれます。可変領域の中
で直接抗原と接触する部分は特に変化が大きく、相補性決
定領域と呼ばれます。可変領域以外の Fab 領域と Fc 領域
はアミノ酸配列の変化が小さく、定常領域と呼ばれます。
図１ 抗体の構造
◆抗体の医療への応用
通常、抗原は複数の抗原決定基を持つことが多いため、ひとつの抗原で免疫した血清から得られる抗
体は同一でなく、いろいろな抗原決定基と結合する抗体が混ざっています。このような抗体をポリク
ローナル抗体といいます。ポリクローナル抗体は多種類の抗体の混合物のため、抗原に対する特異性が
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高くありません。抗原に対する特異性を上げるためには、特定の抗原決定基に対して特異的に作用する
抗体（モノクローナル抗体）を作成することが必要になります。これを可能にしたのは遺伝子工学や細
胞工学の発展でした。
1970年代に初めてマウスを用いて大量のモノクローナル抗体を生産することが可能になりました。し
かし、当初は構造のすべてがマウス由来の抗体（マウス抗体）であったため、ヒトに対する抗原性が高
く、臨床使用にはいたりませんでした。1980年代入り、DNA組換え技術を用いて、可変領域はマウス
由来ですがその他の定常領域をヒト由来に置換して免疫原性を弱めた抗体（キメラ抗体）や、相補性決
定領域はマウス由来ですがその他の領域はヒト由来の抗体（ヒト化抗体）が作成されるようになり、抗
体医薬品の臨床使用が可能となりました。キメラ抗体のマウス由来部分は全体の約33％、ヒト化抗体の
マウス由来部分は約10％です。現在では、さらに免疫原性の少ない100％ヒト由来の抗体（完全ヒト抗
体）も作成されています。

図２ モノクローナル抗体の分類
◆モノクローナル抗体の命名法
モノクローナル抗体は、その一般名称から区別が可能です。医薬品国際一般名称（INN：
International nonproprietary names for pharmaceutical substances）の命名法によると、モノクローナ
ル抗体の語尾には、すべてmonoclonal antibody（antibodies)の略号である mab（マブ） が付き、さ
らにタイプにより、マウスモノクローナル抗体は omab（オマブ）、マウス／ヒトキメラモノクロー
ナル抗体は
ximab（キシマブ）、ヒト化モノクローナル抗体は zumab（ズマブ）、完全ヒトモノ
クローナル抗体は umab（ウマブ） と分かれています。
◆モノクローナル抗体の主な作用機序
モノクローナル抗体は、次のような機序で効果を発揮します。
①細胞内シグナルの伝達阻害
②細胞死シグナルの活性化
③抗体依存性細胞介在性細胞傷害（antibody dependent cell mediated cytotoxicity：ADCC）
標的細胞に結合した抗体に、NK細胞（ナチュラルキラー細胞）や単球などのエフェクター細胞
が結合し、エフェクター細胞から細胞毒性顆粒を分泌、あるいは貪食により標的細胞を傷害（溶
解）する。
④補体依存性細胞傷害（complement-dependent cytotoxicity：CDC）
補体は新鮮血清中に存在する物質で、抗原と抗体との複合体や病原微生物に結合すると活性化さ
れる。活性化された補体は、抗体の働きを補助したり、貪食細胞を活性化する。
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図３ 抗体依存性細胞介在性細胞傷害（ADCC）と補体依存性細胞傷害（CDC）
◆現在わが国で保険適用されている抗体医薬品
現在わが国で保険適用されている抗体医薬品を下表に示します。近年、完全ヒト抗体の作成も可能と
なり、抗原性の問題はほぼ解決されたと言えます。さらに、標的細胞に放射線を照射する目的で放射性
物質を結合させた抗体や、抗腫瘍性抗生物質を結合させた抗体等も開発され、治療効果をよりいっそう
上げるための種々の研究が進められています。
表 現在わが国で保険適用されている抗体医薬品
ᠺฦྞ
䝮䝈䜱䜻䝢䝚
㻃㻋㻵㼌㼗㼘㼛㼌㼐㼄㼅 㻌
䜨䝷䝙䝮䜱䜻䝢䝚
㻃㻋㻬㼑㼉㼏㼌㼛㼌㼐㼄㼅 㻌
䝔䜻䝮䜱䜻䝢䝚
㻃㻋㻥㼄㼖㼌㼏㼌㼛㼌㼐㼄㼅 㻌
䝌䝭䜽䝈䜾䝢䝚
㻃㻋㻷㼕㼄㼖㼗㼘㼝㼘㼐㼄㼅 㻌
䝝䝔䜻䜾䝢䝚
㻃㻋㻥㼈㼙㼄㼆㼌㼝㼘㼐㼄㼅 㻌
䜶䝤䝈䜾䝢䝚 㻃䜮䝂䜰䝢䜨䜻䝷
㻋㻪㼈㼐㼗㼘㼝㼘㼐㼄㼅 㻌
䝌䜻䝮䜾䝢䝚
㻋㻷㼒㼆㼌㼏㼌㼝㼘㼐㼄㼅 㻌
䜨䝇䝌䝮䜪䝤䟺㻜㻓㻼 䟻䚭䜨䝚䝮䝈䝦
䝢䝚 䝅䜪䜱䜿䝃䝷䚭
㻋㻬㼅㼕㼌㼗㼘㼐㼒㼐㼄㼅㻃㻷㼌㼘㼛㼈㼗㼄㼑 㻌㻃
䜦䝄䝮䝤䝢䝚
㻃㻋㻤㼇㼄㼏㼌㼐㼘㼐㼄㼅 㻌
䝕䝮䝗䜾䝢䝚
㻃㻋㻳㼄㼏㼌㼙㼌㼝㼘㼐㼄㼅 㻌

ᢘమ䛴⛸㢦
ᢘమ䛴ᵾⓏᢘཋ

ၛဗౚ

䜱䝥䝭 㻬㼊㻪㻔
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お 薬 相 談 電 話 事 例 集 No.56
妊娠中に薬を服用しても大丈夫ですか？低用量アスピリンを処方されたのですが。
解熱鎮痛薬としてのアスピリン（バファリン330mg）はFDA薬剤胎児危険度分類基準では３rd
trimester の妊婦にはリスクC／D（リスクが否定できない／リスクの根拠あり）となっています。こ
れは妊娠期間延長、動脈管の早期閉鎖、子宮収縮の抑制、分娩時出血の増加につながるおそれがある
ためです。
しかし、低用量アスピリンではそのようなリスクの報告はなく、抗リン脂質抗体陽性の習慣流産
（不育症）などに使用されることがあります。ごく少量であれば、胎児に影響することなく、比較的安
全とされています。
低用量アスピリンの投与中止時期は、日本では28週未満、欧米では36週以降分娩直前（可能なら５
日前）です。低用量アスピリンの添付文書には full-dose のアスピリン同様「出産予定日12週以内の
妊婦への投与は禁忌」と記載されていますが、投与中止による妊娠高血圧腎症発症や子宮内胎児死亡
を避けるために、分娩直前まで使用するほうが良いとの見解もあります。また、低用量アスピリンを
就寝前に服用すると、起床時に服用するより子癇前症＊や早産などの合併症の予防効果が高いと報告さ
れています。
＊子癇前症：妊娠中毒症の一種で高血圧と蛋白尿を主な症状とする疾患（妊婦の２〜８%にみられ
る）。肝臓や腎臓の障害、子癇（妊娠中毒症によって起こる痙攣発作）につながることが多いた
め治療が必要。
表１．低用量アスピリン療法が有効であるとされている妊娠関連疾患
抗リン脂質抗体症候群の不育症
易血栓性（血液凝固線溶関連蛋白の異常など）の不育症
血栓症
妊娠高血圧腎症のハイリスク（早発型妊娠高血圧腎症で胎児死亡の既往など）

〔抗リン脂質抗体症候群〕
抗リン脂質抗体症候群は血液中に抗リン脂質抗体（抗カルジオリピン抗体やループスアンチコアグ
ラントなど）という自己抗体が証明され、臨床的に動・静脈の血栓症、血小板減少症、習慣流産・死
産・子宮内胎児死亡などがみられる疾患です（関連する主な症状は表２を参照）
。
習慣流産に関しては、少量のアスピリンと中等量の副腎皮質ホルモン剤による効果が報告されていま
すが、副腎皮質ホルモン剤は副作用の点からその必要性が議論されている状況であり、明確な治療法
は確立していません。
表２．抗リン脂質抗体症候群にみられる症状
1．血栓症
＜静脈系＞
血栓性静脈炎、網状皮斑、下腿潰瘍、網膜静脈血栓症、肺梗塞･塞栓症、血栓性肺高血圧症、Budd-Chiari
（バット・キアリ）症候群＊、肝腫大など
＜動脈系＞
皮膚潰瘍、四肢壊疸、網膜動脈血栓症、一過性脳虚血発作、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、疣贅性心内膜炎、
弁膜機能不全、腎梗塞、腎微小血栓、肝梗塞、腸梗塞、無菌性骨壊死など
2．習慣流産、自然流産、子宮内胎児死亡
3．血小板減少症
4．その他
自己免疫性溶血性貧血、Evans症候群、頭痛、舞踏病、血管炎様皮疹、アジソン病、虚血性視神経症など

＊Budd-Chiari症候群：肝臓から流れ出る血液を運ぶ肝静脈か、あるいはその先の心臓へと連なってい
る肝部下大静脈の閉塞ないしは狭窄によって、肝臓から出る血液の流れが悪くなり、門脈圧が上昇し、
門脈圧亢進症などの症状を示す疾患。
【参考資料】難病情報センターHP，日本医事新報No.4411，http://www.okusuri110.com/，
http://medical.nikkeibp.co.jp/
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検査センターだより
〜あ、その咳、そのくしゃみ〜咳エチケットしてますか？〜

有助 美奈子

今年は、例年より早くインフルエンザの流行が始まりました。みなさんは何か自分で予防しています
か？
本年度厚生労働省ではインフルエンザ総合対策として、＜あ、その咳、そのくしゃみ〜咳エチケット
してますか？〜＞という標語を掲げ、国及び都道府県、指定都市、保健所を設置する市及び特別区で、
今冬のインフルエンザ対策に取り組んでいくこととしています。インフルエンザの感染を拡大させない
ためには自分自身が予防することも大切ですが、インフルエンザの症状のある人が、マスクの着用や
咳・くしゃみをする際に周囲に注意することも重要です。
予防の基本は、欧米では一般的な方法である流行前に予防接種を受けることです。自分自身でも体験
しましたが予防接種を受けたからといって「100％インフルエンザにかからない」というわけではあり
ません。しかし、重症化防止の方法として有効と報告されています。私も予防接種を受けていたので熱
があまり高くなりませんでした。
それ以外で有効な予防はマスクを着用することです。インフルエンザは感染した人の咳、くしゃみ、
つばなどの飛沫と共に小粒子に含まれて放出されたウイルスを、鼻腔や気管など気道に吸入することに
よって感染します。このウイルスを含む小粒子が１回のくしゃみで約200万個、約３メートル、咳で約
10万個、約1.5メートル飛び散ると言われていますので、隣にいなくても通勤時に同じバスに乗ってい
るだけで感染する可能性は十分にあるわけです。このように、飛沫によって感染するものには飛沫感染
と空気感染の２種類があります。
「飛沫感染」は、インフルエンザ感染者の咳やくしゃみによって放たれる飛沫や唾液、鼻水などの直
径５μｍより大きい飛沫粒子によって感染することを指します。落下速度は30〜80cm/sec、感染者と約
１ｍと近い距離内で咳などを浴びた場合は、飛沫感染する可能性が高いです。具体例を挙げると、過密
な通勤電車の中で飛沫と共にくしゃみを浴びたような場合があてはまります。
次に「空気感染」は飛沫よりは小さい微粒子で、直径５μｍ以下の飛沫核によって感染するものを指
します。落下速度は0.06〜1.5cm/secとゆっくりで、感染者のくしゃみなどによって放たれた飛沫核は
しばらく空気中を浮遊し、空気の流れにより広く伝播されます。室内で感染者がくしゃみなどをした場
合、２〜３時間は空気中を漂っていると言われていますので想像するだけでも怖いです。
最後に、ウィルスは高温多湿を嫌うので、できるだけ室内の換気を行い、加湿器などを使って湿度を
一定以上（50〜60%）に保つようにしましょう。外出時にはのどの粘膜などを飛沫感染、空気感染、乾
燥から守るため、また特に咳などの症状のある時は、周りの人へうつさないためにマスクを着用するこ
とが勧められています。こうした一人ひとりの小さな気配りが感染拡大を防ぐ大きな第一歩になると思
います。マスクを着用することに抵抗がある方もいるかと思いますが、これを機にマスクを着用して感
染予防をしていきましょう。
参考文献：厚生労働省HP
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くさん
神戸・大阪 盛りだ

職員旅行に行ってきました
検査センター
平成20年11月29日・30日１泊２日の親和会の旅
行に初参加させていただきました。

花本 弘美

をもち「天下の霊泉」として名高い日本三大名湯
の一つの有馬温泉。金泉・銀泉と泉質の違う二種

今回は、神戸中華街、有馬温泉、大阪天王寺動

類のお湯がとても魅力的です。温泉街を囲むよう

物園、WTC コスモタワー、なにわ探検クルーズ

にホテルが建ち街並みには伝統の香りが漂ってい

と実に盛りだくさんです。何もかもが初めてづく

ました。

しの私にとって前日から大興奮です。

温泉街の入り口近くに静かな佇まいの「欽山」

いざ当日は天候

が見えてきました。まず目をひくのは、とても美

にも恵まれ、わい

しい庭です。風情薫る旅館での仲居さんたちの出

わいがやがやと一

迎えに一同感激でした。

同新幹線に乗り込

チェックイン後は外湯巡りや、お土産街の散策

みました。いつも

と大忙しです。なんと言っても旅行の醍醐味は温

気心の知れている

泉と買い物です。私はお土産は極力少なめにしよ

もの同士、あっと

うと思っていたにもかかわらずあっという間に何

いう間に新神戸で

品も買ってしまいました。

した。幹事の配慮でかわいいカープの小旗に先導

さあ、いよいよお待ちかねの宴会です。凜とし
た女将の挨拶に始まり、村上事務局長の乾杯の音

されて、無事三宮に到着です。
そして、神戸南京

頭で料理に箸を付けました。上品な京風創作懐石

町の雅苑酒家本店で

です。とても家庭で味わえるものではありません。

の楽しいランチタイ

前菜もろもろに続き今流行の蒸し料理のとろける

ムの始まりです。特

ような神戸牛に思わず、「美味い」と叫んでいま

製コーンスープを皮

した。圧巻はお座敷天

切りにどんどん料理

麩羅です。一品一品揚

が出てきます。もち

がった海老や鱚が熱々

ろんビールは欠か

でお皿にのります。至

せません。みんな

福のひとときでした。

笑顔でたいらげて

それから恒例のカラオ

いきます。いつも

ケタイムのスタートで

食べ慣れているは

す。恥ずかしながら私

ずの酢豚のおいし

も唄を披露させてもら

いこと、また香港
焼きそばの麺の食
感、本当にお昼か
ら大満足でした。
ランチ後はそれぞれで中華街を散策し、いざ有
馬温泉へ出発です。遠く神代にさかのぼるいわれ
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いました。皆さんの拍手がとても心地良かったで

最後は、「落語家と行く

す。浴衣姿の湯上がりのつるつる肌での大宴会、

なにわ探検クルーズ」です。

ますます親睦が深まったような気がしました。

落語家さんの案内で大阪の

翌朝はもちろん朝風呂です。お決まりの文句
「極楽、極楽」やはり呟いてしまいました。

街を川から探検するツアー
です。ラッキーなことに９

朝食後、玄関口で記念写真を笑顔で撮り、仲居

月から新型船「きらり」が

さんたちの盛大なお見送りを受けてから、バスは

登場していました。今回の

一路天王寺動物園へまっしぐらです。動物園は何

落語家さんは笑福亭鶴瓶さ

年ぶりでしょう、最初はまあ適当に見ればいいか

んの13人のお弟子さんの

なと思っていたのが、いざ着くと、コアラ、ペン

内、11番弟子の笑福亭由瓶

ギンと次々に

さんでした。プロの落語家

目標を定めて
しっかりと見
て回りまし
た。見終わっ
てからつい一
言 、「 楽 し
かったー」
。
２日目は行程が目白押しです。バスはWTCコ
スモタワーへ向かいます。西日本一の高さを誇る
地上252ｍ、360度の眺望、まさしく大パノラマで
す。48階のワールドビュッフェでの昼食はバイキ

さんの話を聞きながら、開放感たっぷりのガラス

ングです。「ばいきんぐぅ〜」なんて魅力的な響

張り天井がスライド式でフルオープン、船内で空

きでしょう。並べてある物全て食べたくなります。

を感じ、両サイドのワイドガラス窓の向こうには

悔いが残らないよう頑張ってしっかり食べてしま

美しい水都がのびやかに広がって行きます。両岸

いました。

に見える紅葉や歴史のある建物、時がゆったりと
流れて行きました。
最後に賞品がもらえるゲーム大会、このときば
かりは全員が白熱しました。私もゲームの一番最
後に見事に当たり、由瓶さんの千社札をゲットし
ました。いい思い出が出来ました。
あっという間の２日間が過ぎ、気がつけば帰り
の新幹線です。全てに満ち足りた本当に楽しい親
睦旅行でした。この企画をされお世話してくださ
いました幹事の皆様ご苦労様でした。有り難うご

このころに

ざいました。

なると、最初

２日ぶりの広島駅に着くと、楽しさですっかり

は気にしてい

存在を忘れていた旦那様が満面の笑みで迎えに来

た体重増加も

てくれていました。その夜はお土産話を肴に有馬

なんのその、

で買い求めた銘酒「灘の生一本」を２人で酌み交

ビールもどん

わしましたが、あまりの飲みやすさに五合瓶が空

どん進んでいました。（結果的には帰宅後絶望的

になっていました。恐るべし、さすが「灘の生一

な数字に悲鳴をあげてしまいました）

本」
。
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Pharmacist's Holiday〜薬剤師
〜薬剤師の
の休日〜
休日〜
日曜日の万年筆 （池波正太郎かい！?）
羅 焚 屋
うちの奥様は、週末には研修会等で、お忙しく、今回の『優雅な休日』の原稿を、「おまえ、代わり
！
！」と、とても温かいお言葉を掛けられ（ついでに蹴られ）、ここに謹んで書かせていただこ
に書け！
うと思います。
私の休日の過ごし方その１ 愛車でドライブ。趣味のための店探しと
リーズナブルでおいしい店探し。
その２ 家でぶらぶら趣味に興じている。
今回は、その１の①について、
私はどうも、ドライブと言えば、広島県の東方面をうろついて、つ
いには吉備路まで足をのばしています。目的は色々あるのですが、趣
味の一つが万年筆の収集なので、とりあえず、津山市内に戦前から続
くペンショップ『タツヤ』をご紹介いたします。
現在、販売だけでなく、ペン先調整までやってくれる、昔ながらの
万年筆屋さんは、中国地方では、鳥取県を除いてここだけ。
店内には、希少モデルもいくつか残っています。右の写真の万年筆
は、皆50〜70年代のものです。特に中央の真紅のレディパーカー
（非売品）は、このお店でしか見たことがありません。左から4本目は、
61年ごろに発売された、繰り出し式のパイロットキャップレスのⅠ
型モデル（非売品）、左端のは、プラチナポケット（楓材）と他では
まず見られないものです。
左の写真の下から2本は、プラチナ3776ギャザード。
現在販売しているのは、Ⅱ型。ここのは、78年発売
のⅠ型モデルでとっくに絶版。Ⅱ型とは、ペン先が別
物なのです。
私も3本所有していますが、そのうち1本は、ここ
「タツヤ」で御主人にペン先調整を施してもらった上で
購入した物。（手放せませんゼ♡）
数ある万年筆の中でもバランスの優れた1本です。
他にも、三十数年前と思われる、プラチナの回転式胴軸吸入（モンブラン146・ペリカン400等でお
馴染み）とか、色々購入させていただきました。
さあ、次回の休日も、懲りずに、又岡山だ――。次は、どこのお店を穿り返そうかな？……。
！』あ…噛まないで…。
では皆様ご唱和を『女房元気で留守がいい！
ドラッグセガミ 京町
●
●
天満屋
堺町
小性町

★

三橋神社
●

船頭町

吉井川

道
出雲街

タツヤ万年筆店 津山市堺町一番街12
0868-22-2207

南町
●津山グランドホテル
津山駅
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Pharmacist's Holiday〜薬剤師
〜薬剤師の
の休日〜
休日〜
私の趣味、
それは何と言っても、

30年続けているサッカーです☆
安佐支部

蔵本 恵

㈱トライ取締役 安佐支部水野薬局所属の蔵本と申します。
私の趣味、それは何と言っても、30年続けているサッカーです☆
小学生から始め、学生時代は県選抜、現在は自チームを立ち上げ、設立15年を迎えております。
チーム名は『SUZUMERZU』（スズメーズ・笑）、週に一度、３時間ほどの練習と、年間10試合前後の
活動をしておりますが、サッカー未経験者も多く、仕事も年齢もさまざま…。しかし、そんなことは、
全く関係なく共に汗を流し、友好の輪を保ち合うことこそが、我がチームの趣旨！
！
現在、30名ほどの部員がいますが、薬剤師さんも、たくさんいらっしゃいます♪
普段は、集中力と緊張感が漂う業務だけに、いざ練習となると、大声を張り上げ、まるで子どものよ
うに、はしゃぎまくっております。みんな仕事で疲れているはずなのに、大好きなサッカーとなれば、
いくらでも走れてしまうから、不思議なものです？！（おっと、仕事も大好きです・笑）
そんな中、昨年、デイリースポーツ新聞に特集記事として、掲載されました！チームの励みとなり、
ますます団結力が強まった感がするとともに、上手い下手は関係なく、年齢も職業も違う者同士が、共
に汗を流し、絆を強めていった結果であると部員共々大変喜んでおります〜。
将来的な夢は、部員の子どもさん方で引き継がれた、新生「SUZUMERZUⅡ」と戦うということ！
団体競技での親子対決なんて、意外とありそうでないでしょうし、楽しいかもしれません。それに親子
二世代に引き継がれる、サッカーチームというのも、なかなか乙なものです☆まあ、それはまだまだ先
のこと！半永久的に現役を貫き通しますので！
！
気がつけば練習＆試合後のビールが最高！と感じる年になりましたが、仕事と趣味の両立こそが、明
日への活動力であり、充実感を感じる瞬間でもあります〜☆毎年行われる、安佐三師会サッカー大会で
も、薬剤師会チームのキャップとして、燃えておりますが今後も、体育会系薬剤師として、仕事も趣味
も初心を忘れず精進していく所存です。
友好の輪をテーマに、これからも活動して参りますので、ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ
ください。

㈱トライ取締役 兼
SUZUMERZU・FCキャップ
蔵本 恵
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薬局ドラッグタカヤ

ユーホー
東消防署

福山高屋郵便局

4

★

ハローズ

福山市引野町北4-23-15
線

本
陽
山
線
JR
新幹
陽
JR山

昭和46年10月開局
鍋島

睦枝

バラの街福山の東のはずれで薬局を開業し

これは先輩の諸先生方の長年の努力と行政

て早いもので、38年目にはいってしまいまし

の後押しと、患者さんに充分な薬物医療サー

た。開業した時は、まだ距離制限があり、半

ビスが提供できる薬剤師が多くなった事によ

径150m以内に既存店がある所は開設出来ませ

ると思われます。私自身何の病気もなく、毎

ん。幸いにもこの地域には既存店がない為に

日元気で皆様の様々な相談に乗ることが出来

オープンする事が出来たのです。しかし病院

ます事だけでなく、信頼を寄せていただける

を退職して開業してみると、本当にびっくり

事に感謝をいたしております。

する事ばかりでした。なんと鎮痛剤を服用す

福山市薬剤師会主催の月２回の研修会の出

る人が多い事でしょう。また新興住宅街とい

席者で、とうとう最高齢者になってしまいま

う土地柄の為なのかベビーフードやミルクが

したが、いつまでも現役薬剤師として認めて

びっくりするほど出るし、目薬が非常に良く

いただける様に努力いたしております。

出た記憶があります。しかし院外処方箋は月
に４〜５枚歯科医院の発行程度でした。
私は折角薬剤師になり、病院まで勤めた後
に開業するのなら地域の方の健康や、医薬品
の相談にのって、自分のスキルアップをしな
がら皆様に役立ちたいという思いを強くいた
しておりました。病院勤務をしていた時から
の知り合いで、開局薬剤師の先生より、 開業
すると漢方薬や民間薬や、工業用医薬品など
を消費者の方は色々尋ねて来られるので勉強
しておく必要があること

を教えていただき、

研究会まで入れていただきました。この事は
非常に貴重なことだったと今思っております。
開業してすぐオイルショックがあり、物価が
日々上がり、どの様に経営をすればいいのか
心配いたしましたが、どうにか乗り越えるこ
とが出来ました。今日の様に院外処方箋が医
療機関の50％〜60％の発行は、本当に夢の実
現なのです。
次回は、岡田己斐薬局さんです。
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書籍等の紹介

「小児科領域の薬剤業務ハンドブック」
編
集：国立成育医療センター薬剤部
発
行：株式会社じほう
判
型：Ｂ５判 252頁
価
格：定
価 3,570円
会員価格 3,200円
送
料：１部 500円

薬剤師国家試験 正答
18頁

問 1 0 3 …６

26頁

問 1 0 5 …２

27頁

問 1 0 7 …４

29頁

問 1 1 4 …２

40頁

問 1 1 1 …４

42頁

問 1 1 5 …６

63頁

問 1 1 8 …１

※価格はすべて税込みです。

平成20年12月16日 中国新聞朝刊掲載
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告

知

板

第38回広島県薬剤師会通常代議員会開催通知
（予告）
標記の会議を次のとおり開催いたします。
日 時：平成21年３月20日
（金）
午前11時
場 所：広島県薬剤師會館
なお、支部長・理事合同会議は２月26日
（木）
全体理事会は２月28日
（土）開催予定

平成20年度版会員名簿を送付

新年互礼会

平成20年度版会員名簿（平成20年11月11日
現在）を支部を通じて送付しました。（隔年
毎に作成）
訂正又は変更事項がありましたら、名簿に
挿入の連絡カードでお知らせください。

薬事関係者の平成21年新年互礼会を次のと
おり開催いたしますので、お誘い合わせの上
多数ご参加ください。
日 時：平成21年１月８日
（木）
午後４時
場 所：広島県薬剤師會館
会 費：1,000円

2009年版（平成21年版）管理記録簿を
薬局・一般卸売業者等へ配布（無料）
正会員Ａ及び賛助会員Ａの方々に支部を通じて送付しました。また、これと同時に県薬会
員証も送付しました。
次に、管理記録簿及び会員証には所要事項をご記入の上ご使用ください。
また、
「記録記載事項」をご熟読願います。

「社団法人広島県薬剤師会会員に対する特別融資制度」
の融資利率改正について
このたび、㈱広島銀行、広島信用金庫から短期プライムレートが引下げられたことに伴い、本融資制
度の金利を下記により改正する旨通知がありました。
記
１．融資制度利率改正内容
融資制度名
広島県薬剤師会
会員に対する特
別融資

〔単位：％〕

融資期間 現行利率 改正利率
１年以内

2.500

2.300

３年以内

2.750

2.550

５年以内

3.000

2.800

10年以内

3.250

3.050

※信用保証協会の保証付はそれぞれ0.50％マイナスし
た利率

２．改正実施日
（１）新規実行分
平成21年１月５日（月）以降新規実行分より
適用いたします。
（２）既存貸出分
平成21年２月５日（木）以降最初の利息徴求
分より適用いたします。
以 上
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編集後記
the editor’s notes

気がつけば平成も20年が過ぎ、21世紀になってもうすぐ10年が
経ちます。薬剤師を取り巻く環境も大きく変わりました。これ
から更に、荒波を乗り越えていかなければなりません。
（年男

2009
Vol.34 No.1

January

である私は）齢を重ね、ますますそう感じております。

1

＜K−Z＞

「今年こそ手書きの年賀状を」と思い、年賀葉
書は発売日に購入しました。
しかし12月の中旬になっても、まだ一枚も手
付かずのまま…
これでは今年もパソコンで作ることになりそ
うです！！
＜396＞

０系こだま号が走り終えた。夢の超特急と
して話題を呼び、その走る様はその後の発
展を連想させるに足るすばらしい出足だっ
た。あれから約40年
アーン！走る♪…

ビュアーン！ビュ

子ども達の間でも流行

した新幹線の歌。世の中も右肩上がりの調
子、そしてパソコンや携帯電話の普及。便
利になる一方で悪用する犯罪も目白押し、

明るいニュース。
前に安芸支部で旅行に行った浜田の県立しま
ね海洋館アクアスの白いイルカが２頭も御目
出度との事、無事２世が産まれるといいです
ま＞
ね。
＜○

距離感のない生活も当たり前となった今、
これから先、どんな文明の利器が生まれ、
どんな世に変わっていくのだろう。平成21
年も又、どんなことに…。

＜K.H＞

冬がきて、朝、布団から出るのに苦労して
います。
耳あてとボウシで防寒。インフルエンザに
かからないように気をつけています。
＜T２＞

今年は、牛年。先のことがよく分からない昨
今、今年は牛のようにゆっくりと着実に歩を
進めてゆきたいと思います。
皆様にとりましてよい一年となられますよう
に。
＜水無月＞

メタボ解消の予定が体重は増えるし血圧も上がるし、
まわりからスポーツジムを勧められても夜の街へ、
、、
今年こそ健康な生活を！
＜ターボ＞

編

集

平井紀美恵
村上 孝枝
難波 利元

委

員
青野 拓郎
山岡 紀子

二川
勝
原田 修江

池田 和彦
後藤 佳恵
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平 成 21 年 １ 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.17

No.1（No.89）

平成21年度保険薬局部会会費について
平成21年度の広島県薬剤師会保険薬局部会会費につきましても、前年度と同様に、平成20年度と同額
とすることと決定いたしました。
つきましては、平成19年11月以降に入会された薬局、また、平成19年11月より平成20年10月の総受付
回数が、それ以前の受付回数と大幅に異なり、ランク（下記参照）に変更がある場合には、各所属支部
宛、社保･国保の総受付回数、営業月数を次頁様式にて申告していただきますようお願いいたします。
また、提出方法・提出期限につきましてご不明の点があれば、各所属支部へお問い合わせいただきま
すよう、お願い申し上げます。
第35回広島県薬剤師会通常総会資料抜粋

広島県薬剤師会保険薬局部会会費賦課納付規程
第２条 本部会員の納付する会費は、次のとおりとする。
ランク
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ

１月あたり受付回数

１月あたり会費額

0〜 100回
101〜 200
201〜 300
301〜 400
401〜 500
501〜 600
601〜 700
701〜 800
801〜 900
901〜1,000
1,001〜1,500
1,501〜

年 会 費 額

475円
665
1,520
2,565
3,800
5,225
6,840
8,645
10,640
12,825
14,250
19,000

5,700円
7,980
18,240
30,780
45,600
62,700
82,080
103,740
127,680
153,900
171,000
228,000

附

年 間 賦 課 額
2,850円
3,990
9,120
15,390
22,800
31,350
41,040
51,870
63,840
76,950
85,500
114,000

則（平成14年３月24日議決）

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

則（平成16年３月21日議決）

この規程の一部改正は、「平成14年４月１日から施行し、施行の日から起算して２年を経過した日にそ
の効力を失う。
」を「平成14年４月１日から施行し、平成18年３月31日にその効力を失う。」とし、この
一部改正は、平成16年４月１日から施行する。
附
この規程の一部改正は、平成18年４月１日から施行する。
−1−

則（平成18年３月21日議決）

先発医薬品と後発医薬品で適応に違いがある場合の対応について
（処方医への疑義照会の徹底のお願い）
日薬業発第286号
平成20年10月21日
都道府県薬剤師会会長 殿
日本薬剤師会
会長 児 玉

幸

平素は本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、処方せん調剤時における後発医薬品への変更につきましては、後発医薬品へ変更可能な処方せ
んであって、かつ、患者が希望する場合に行われているところです。
一方、保険薬局では、処方せんに記載された情報しか知り得ず、患者の疾患名まで正確に把握するこ
とは困難であることから、処方せんの記載にあたり先発医薬品を後発医薬品が有しない適応に対して使
用する場合には、処方医は処方欄（当該医薬品の近傍）もしくは備考欄に変更不可の旨を指示（記載）
するよう、日本医師会としても会員に対して周知を図っているところです。
しかし、後発医薬品へ変更可能な処方せんであったとしても、保険薬剤師として、処方せんに記載さ
れている先発医薬品の用法・用量や併用薬もしくは薬歴などの情報から、後発医薬品が有しない効能・
効果を期待した使用が推測されるなど、後発医薬品への変更にあたり疑義が生じた場合には、処方医に
対して照会・確認することが不可欠であると考えます（別添１）
。
最近、処方せん発行医もしくは医療機関から、処方せんに記載された先発医薬品と異なる適応の後発
医薬品へ変更したことによる保険請求上の査定を懸念する声が聞かれています。
つきましては、そのような問題が生じないよう、処方医への疑義照会の徹底について、あらためて貴
会会員への周知方指導をお願いしたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、参考として、日本ジェネリック製薬協会にて作成された「効能効果、用法用量等に違いのある
後発医薬品リスト」（平成20年10月９日現在）を添付いたします（別添２）
。当該リストは適宜更新され
ていますので、同協会のホームページなどで最新版をご確認の上、ご活用ください。
−2−

（別添１）

先発医薬品と後発医薬品で適応に違いがある場合の取り扱い
※平成20年度調剤報酬改定等に関する Q&A（平成20年３月28日、日薬業発第399号にて都道
府県薬剤師会を通じて周知）より抜粋（一部、内容を更新）
Ｑ４． 後発医薬品への変更が可能な処方せんにおいて、先発医薬品と後発医薬品で効能・効
果などに違いがある医薬品が含まれていた場合は、どのように取り扱うべきか。
Ａ． 処方せんに記載されている先発医薬品を後発医薬品に変更して調剤することに差し支え
がある場合は、処方医により、処方せんの処方欄（当該医薬品の近傍）もしくは備考欄に
変更不可の旨が記載されることになっているが、後発医薬品への変更が可能な処方せんで
あっても、処方せんに記載されている先発医薬品の用法・用量または併用薬などから後発
医薬品が有しない効能・効果に係る使用が推測されるなど、後発医薬品への変更にあたり
疑義が生じた場合には、処方医に対して照会する必要がある。
なお、先発医薬品等と効能・効果等に違いがある後発医薬品リスト※１（再審査期間中、
特許期間中、審査期問中等の理由により、後発医薬品が効能を取得できないもの）につい
ては、日本ジェネリック製薬協会のホームページ※２ にも掲載されているので参考にされ
たい。
※１．効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト
http://www.jga.gr.jp/Effect%20correction%20list%2008_10_09.pdf
（平成20年10月9日現在）
※２．日本ジェネリック製薬協会
http://www.jga.gr.jp/
（別添２）

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト
平成20年11月17日 現在
日本ジェネリック製薬協会 調べ
＜ご使用にあたってのご注意＞
本リストは日本ジェネリック製薬協会で独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参
考情報として提供させていただいております。
すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては添付文書等をご確
認くださいますようお願い申し上げます。
また、後発医薬品の製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、効能追加
申請を行っております。製造販売会社からの情報提供にご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社
にお尋ねください。
「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号
（①、②等）の効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、
「−」は番号の付された効能効果等を
持ちません。
＜医薬品製造販売会社へのお願い＞
記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック
製薬協会までお申し出ください。
また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、
お申し出いただければ、リストを修正させていただきます。
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有効成分名 違いのある効能効果等

規格
100mg1g

① 胃・十 二 指 腸 潰
瘍におけるヘリコバ
200mg1g
クター・ピロリ感染症
のクラリスロマイシン、
250mg1錠
ラベプラゾールナトリ
ウムとの３剤併用
125mg1カプセル
② 胃・十 二 指 腸 潰
アモキシシ
瘍におけるヘリコバ
250mg1カプセル
リン
クター・ピロリ感染症
のクラリスロマイシン、
オメプラゾールとの３
剤併用
③除菌治療不成功
の場合の処置
（二次
除菌療法）
10mg20mL1管
①ヘパリン起因性血
アルガトロバ 小板減少症（HIT）
ン水和物 II型における血栓症
の発症抑制

後発品

後発
後発
後発

後発

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

後発
後発
後発

5μg1mL1管
①経上腸間膜動脈
アルプロス
性 門 脈 造 影におけ
10μg2mL1管
タジル
る造影能の改善

後発
後発

後発
後発
61.24%20mL1瓶
後発
後発
①胸・腹部の高速ら 61.24%50mL1瓶
せんコンピュータでの
胸・腹 部 撮 影には

イオパミドー
1 0 0 m L まで、肝 臓
61.24%50mL1袋
ル
領域撮影150mLま 61.24%100mL1瓶
で可

61.24%100mL1袋
50mg1カプセル

①爪カンジダ症、カ
ンジダ性爪囲爪炎
② 内 臓 真 菌 症（ 深
イトラコナ
在性真菌症）
におけ
ゾール
るイトラコナゾール注
射剤からの切り替え
の場合の用量

50mg1錠

100mg1錠

200mg1錠

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

販売名
会社名
アステラス
サワシリン細粒10%
協和発酵
パセトシン細粒10%
武田
アモリン細粒10%
アモキシシリン細粒20%「タツミ」 辰巳
明治製菓
ワイドシリン細粒200
アステラス
サワシリン錠250
協和発酵
パセトシン錠250
協和発酵
パセトシンカプセル125
武田
アモリンカプセル125
アステラス
サワシリンカプセル250
協和発酵
パセトシンカプセル250
アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」辰巳
アモキシシリンカプセル「トーワ」 東和薬品
アモセパシンカプセル
日医工
大洋
アモピシリンカプセル250
ニプロファーマ
アモペニキシンカプセル250
武田
アモリンカプセル250
長生堂
セオキシリンカプセル250
田辺三菱
ノバスタンHI注10mg/2mL
第一三共
スロンノンHI注10mg/2mL
日医工
アルガロン注10mg
シオノ＝大洋＝扶桑
ガルトバン注射液10mg
沢井
スロバスタン注10mg
大正製薬＝大正富山
パルクス注5μg
田辺三菱
リプル注5μg
富士製薬＝ケミファ
アリプロスト注5μg
大洋＝ビタカイン＝ホスピーラ
プリンク注5μg
大正製薬＝大正富山
パルクス注10μg
田辺三菱
リプル注10μg
富士製薬＝ケミファ
アリプロスト注10μg
大洋＝アルフレッサファーマ＝ビタカイン＝ホスピーラ
プリンク注10μg
バイエル
イオパミロン注300(20mL)
富士製薬＝コニカミノルタ
オイパロミン300注20mL
バイステージ注300(20mLバイアル) 大洋＝ホスピーラ
バイエル
イオパミロン注300(50mL)
富士製薬＝コニカミノルタ
オイパロミン300注50mL
東和薬品
オバニロン300
バイステージ注300(50mLバイアル) 大洋＝ホスピーラ
モイオパミン300(50mLソフトバック) 光
バイエル
イオパミロン注300(100mL)
富士製薬＝コニカミノルタ
オイパロミン300注100mL
東和薬品
オバニロン300
バイステージ注300(100mLバイアル) 大洋＝ホスピーラ
日医工
ヒシドール注300
モイオパミン300(100mLソフトバック) 光
ヤンセン
イトリゾールカプセル50
大洋＝ポーラファルマ＝日医工
イコナゾンカプセル50
長生堂＝マイラン
イデノラートカプセル50mg
日医工
イトラコンカプセル50
沢井＝ケミファ
イトラートカプセル50
イトラコナゾール錠50「MEEK」 小林化工＝明治製菓
イトラコナゾール錠50mg 「科研」 科研
高田
イトラコネート錠50mg
全星＝沢井
イトラリール錠50
マルコ＝日医工
トラコナ錠50mg
イトラコナゾール錠100「MEEK」 小林化工＝明治製菓
高田
イトラコネート錠100mg
全星＝沢井
イトラリール錠100
マルコ＝日医工
トラコナ錠100mg
イトラコナゾール錠200「MEEK」 小林化工＝明治製菓
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効能の有無
①
①
②③
−
−
①②③
①②③
①②③
②③
①②③
①②③
②
②
②
②
①②③
②③
②
①
①
−
−
−
①
①
−
−
①
①
−
−
①
①
−
①
①
−
−
−
①
①
−
−
−
−
①②
−
②
②
−
②
②
−
−
−
②
−
−
−
②

有効成分名 違いのある効能効果等

塩 酸イミダ ①1型糖尿病に伴う
プリル
糖尿病性腎症

規格
2.5mg1錠

後発品
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

5mg1錠
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
50mg1錠

①原発性胆汁性肝
硬変における肝機能
ウルソデオ
の改善
キシコール
②C型慢性肝疾患
酸
における肝機能の改
善

後発
後発
後発
後発
後発
100mg1錠
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
10mg1錠

① 非びらん性 胃 食
道逆流症
② 胃・十 二 指 腸 潰
瘍におけるヘリコバ
クター・ピロリの除菌
の補助。アモキシシ
オメプラゾー リン、クラリスロマイシ
ンとの３剤併用
ル
③ 胃・十 二 指 腸 潰
瘍におけるヘリコバ
クター・ピロリの除菌
の補助。アモキシシ
リン、メトロニダゾール
との３剤併用

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
20mg1錠
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

販売名
会社名
効能の有無
田辺三菱
①
タナトリル錠2.5
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ＥＰ」 エッセンシャル
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ＪＧ」 日本ジェネリック
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「PH」 キョーリンリメディオ
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ＴＣＫ」 辰巳
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ＴＹＫ」 大正薬品
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「YD」 陽進堂
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5 mg「オーハラ」大原＝沢井
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ガレン」 マルコ製薬
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 メディサ
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 沢井
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 大洋
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 東和
−
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「日医工」 日医工
田辺三菱
①
タナトリル錠5
エッセンシャル
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ＥＰ」
日本ジェネリック
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ＪＧ」
キョーリンリメディオ
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ＴＣＫ」 辰巳
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ＴＹＫ」 大正薬品
陽進堂
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「YD」
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 大原＝沢井
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ガレン」 マルコ製薬
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 メディサ
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 沢井
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「タイヨー」 大洋
東和
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」
−
イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 日医工
田辺三菱
①②
ウルソ錠50mg
ニプロファーマ
−
ウルサミック錠50
ウルデックス
東和薬品
−
大洋
−
ウルデナシン錠50
ニプロジェネファ＝アルフレッサファーマ＝三笠 −
ゴクミシン錠50
扶桑
−
レプター錠50
田辺三菱
①②
ウルソ錠100mg
メディサ＝ 沢井
−
ウビロン錠100mg
ニプロファーマ
−
ウルサミック錠100
東和薬品
−
ウルデストン錠100
大洋
−
ウルデナシン錠100
ニプロジェネファ＝アルフレッサファーマ −
ゴクミシン錠100
シキコール錠
全星＝高田＝日医工
−
陽進堂
−
ブラウエ錠100mg
辰巳
−
プレコート錠100mg
扶桑
−
レプター錠100
田辺三菱
①②③
オメプラゾン錠10mg
アストラゼネカ
①②③
オメプラール錠10
シオノ＝ケミファ
−
エンプラール錠10
大洋＝ゼリア
−
オブランゼ錠10
−
オメプラゾール錠「トーワ」10mg 東和薬品
−
オメプラゾール錠10mg 「アメル」 共和薬品
メディサ＝沢井＝旭化成ファーマ ②
オメプラゾール錠10「SW」
沢井＝日本ジェネリック ②
オメプロトン錠10mg
日医工
−
オメラップ錠10
田辺三菱
②③
オメプラゾン錠20mg
アストラゼネカ
②③
オメプラール錠20
シオノ＝ケミファ
−
エンプラール錠20
大洋＝ゼリア
−
オブランゼ錠20
大正薬品＝アルフレッサファーマ −
オメプトロール錠20mg
−
オメプラゾール錠「トーワ」20mg 東和薬品
−
オメプラゾール錠20mg 「アメル」 共和薬品
メディサ＝沢井＝旭化成ファーマ ②
オメプラゾール錠20「SW」
−
オメプラゾール錠20mg 「TSU」 鶴原
②
オメプラゾール錠20mg「マイラン」マイラン製薬
沢井＝日本ジェネリック ②
オメプロトン錠20mg
日医工
−
オメラップ錠20
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有効成分名 違いのある効能効果等

規格

後発品

10mg1錠

カルベジ
ロール

①虚血性心疾患ま
たは拡張型心筋症
に基 づく慢 性 心 不
全

効能の有無
①

後発

アーチワン錠10

沢井

−

後発

アテノート錠10

大洋

−

後発

アニスト錠10

東和薬品

−

後発

カルベジロール錠10「タツミ」

辰巳＝ニプロファーマ

−

後発

カルベジロール錠10mg 「JD」

ジェイドルフ＝サンド

−

カイトリル注1mg

中外

①

後発

グラニセトロン静注液1mg「アイロム」

アイロム＝サンド

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「AFP」

大興＝アルフレッサファーマ −

後発

グラニセトロン静注液1mg「HK」

光製薬

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「NK」

沢井＝日本化薬

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「NP」

日新：山形＝明治製菓

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「ケミファ」

テイコク＝ケミファ

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「サワイ」

メディサ＝沢井

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「タイヨー」

大洋＝ホスピーラ

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「トーワ」

東和薬品

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「日医工」

日医工

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「BX」

シオノ＝ バクスター

−

後発

グラニセトロン静注液1mg「マイラン」

マイラン

−

3mg3mL1管

3mg3mL1キット

会社名
第一三共

1mg1mL1管

①造血幹細胞移植
前処置時の放射線
全身照射
グラニセトロ
（TBI：Total Body
ン塩酸塩
Irradiation）
に伴う
消化器症状
（悪心、
嘔吐）

販売名
アーチスト錠10mg

カイトリル注3mg

中外

①

後発

グラニセトロン静注液3mg「アイロム」

アイロム＝サンド

−

後発

グラニセトロン静注液3mg 「AFP」大興＝アルフレッサファーマ −

後発

グラニセトロン静注液3mg 「HK」 光製薬

−

後発

グラニセトロン静注液3mg 「NK」 沢井＝日本化薬

−

後発

グラニセトロン静注液3mg 「F」

富士製薬＝大原

−

後発

グラニセトロン静注液3mg「MNP」

日新：山形＝明治製菓

−

後発

グラニセトロン静注液3mg「ケミファ」

テイコク＝ケミファ

−

後発

グラニセトロン静注液3mg「サワイ」

メディサ＝沢井

−

後発

グラニセトロン静注液3mg「タイヨー」

大洋＝ホスピーラ

−

後発

グラニセトロン静注液3mg「トーワ」

東和薬品

−

後発

グラニセトロン静注液3mg「日医工」

日医工

−

後発

グラニセトロン静注液3mg「BX」

シオノ＝ バクスター

−

後発

グラニセトロン静注液3mg「マイラン」

マイラン

−

後発

グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」沢井＝日本化薬

−

後発

グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 メディサ＝沢井

−

3mg100mL1袋

カイトロル点滴静注用3mgバック

中外

①

後発

グラニセトロン点滴静注液3mgバック
「AFP」 大興＝アルフレッサファーマ −

後発

グラニセトロン点滴静注液3mgバック
「NK」高田＝日本化薬

−

後発

グラニセトロン点滴静注液3mgバック
「サワイ」 沢井

−

後発

グラニセトロン点滴静注液3mgバック「タイヨー」 大洋＝ホスピーラ

−

後発

グラニセトロン点滴静注液3mgバック
「BX」 シオノ＝ バクスター

−

後発

グラニセトロン点滴静注3mgバック
「HK」 光製薬

−
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有効成分名 違いのある効能効果等

①後天性免疫不全
症候群（エイズ）に
伴う播 種 性 マイコ
バクテリウム・アビ
ウムコンプレックス
（MAC ）症

規格
100mg1g

後発品
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

50mg1錠
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

クラリスロマ
イシン

200mg1錠
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

※①非結核性抗酸
菌症
②胃潰瘍・十二指
腸潰瘍におけるヘ
リコバクター・ピロ
リ感染症における
ラベプラゾールナ
トリウムとの併用

クレンブテ
ロール塩酸 ①尿失禁
塩

10μg1錠
後発
後発
10mg1カプセル
後発
後発
後発

25mg1カプセル
①臓器移植におけ
る拒 絶 反 応 の 抑
肺移植、
シクロスポリ 制：膵移植、
心移植
ン
②全身型重症筋無 50mg1カプセル
力症

17%1g

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

販売名
会社名
アボット
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用
大正製薬＝大正富山
クラリスドライシロップ10%小児用
沢井
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「タイヨー」大洋
高田＝大原＝塩野義
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」
日医工
クラリスロマイシンDS10%小児用「日医工」
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「マイラン」マイラン
長生堂
クラリスロマイシンDS10%小児用「CH」
メディサ＝エルメッドエーザイ
クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC 」
小林化工＝明治製菓
クラリスロマイシンDS10%「MEEK 」
興和＝興和創薬
クラリスロマイシンDS10%小児用「コーワ」
シオノ＝科研
クラロイシンドライシロップ10%小児用
大正薬品＝あすか製薬＝武田
マインベースDS10% 小児用
リクモースドライシロップ小児用10% 東和薬品
アボット
クラリシッド錠50mg 小児用
大正製薬＝大正富山
クラリス錠50 小児用
クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 沢井
クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」 大洋
クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 高田＝大原＝塩野義
クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 日医工
クラリスロマイシン錠50mg小児用「マイラン」 マイラン
長生堂
クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」
クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC 」 メディサ＝エルメッドエーザイ
クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK 」 小林化工＝明治製菓
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI 」 日本薬工＝ケミファ
キョーリンリメディオ
クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」
クラリスロマイシン錠50小児用「TCK 」 辰巳＝アイロム
シオノ＝科研
クラロイシン錠50 小児用
大正薬品＝あすか製薬＝武田
マインベース錠50 小児用
東和薬品
リクモース錠小児用50mg
アボット
クラリシッド錠200mg
大正製薬＝大正富山
クラリス錠200
沢井
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
サンド
クラリスロマイシン錠200mg「サンド」
クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 大洋
高田＝大原
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」
クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」 田辺三菱＝田辺販売
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 日医工
クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」 マイラン
長生堂
クラリスロマイシン錠200mg「CH 」
クラリスロマイシン錠200mg「EMEC 」 メディサ＝エルメッドエーザイ
小林化工＝明治製菓
クラリスロマイシン錠200「MEEK 」
日本薬工＝ケミファ
クラリスロマイシン錠200mg「NP I」
キョーリンリメディオ
クラリスロマイシン錠200mg「PH 」
辰巳＝アイロム
クラリスロマイシン錠200「TCK 」
シオノ＝科研
クラロイシン錠200
大正薬品＝あすか製薬＝武田
マインベース錠200
東和薬品
リクモース錠200mg
スピロペント錠
帝人ファーマ
アルバプロール錠
大洋
原沢
トニール錠10μg
ノバルティス
ネオーラル10mgカプセル
東洋カプセル＝沢井
アマドラカプセル10mg
日医工
シクポラールカプセル10
マイラン
ネオメルクカプセル10mg
ノバルティス
サンディミュンカプセル25mg
ノバルティス
ネオーラル25mgカプセル
東洋カプセル＝沢井
アマドラカプセル25mg
日医工
シクポラールカプセル25
シクロスポリンカプセル25mg「FC 」 富士カプセル＝日本ジェネリック＝富士製薬
マイラン
ネオメルクカプセル25mg
ノバルティス
サンディミュンカプセル50mg
ノバルティス
ネオーラル50mgカプセル
東洋カプセル＝沢井
アマドラカプセル50mg
日医工
シクポラールカプセル50
シクロスポリンカプセル50mg「FC 」 富士カプセル＝日本ジェネリック＝富士製薬
マイラン
ネオメルクカプセル50mg
マイラン
ネオメルク細粒17%
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効能の有無
①
①
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
①
①
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
①②
①②
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
①
−
−
①②
−
−
−
①
①②
−
−
−
−
①
①②
−
−
−
−
−

有効成分名 違いのある効能効果等

規格
50mg1錠

後発品
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

100mg1錠
シロスタ
ゾール

① 脳 梗 塞（ 心 原 性
脳塞栓症を除く）発
症後の再発抑制

50mg1包
100mg1包
500mg1瓶

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

1g1瓶
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

セフトリアキ
①小児における1日1
ソンナトリウ
回用量
ム

1g1キット
後発
後発

販売名
会社名
大塚製薬
プレタール錠50mg
東和薬品
アイタント錠50
高田＝塩野義
エクバール錠50
メディサ＝日医工
オペタール錠50
大原
グロント錠50mg
サンド
シロシナミン錠50mg
ニプロファーマ
シロスタゾール錠50mg 「NP」
日医工
シロステート錠50
マイラン
シロスメルク錠50
シオノ＝アルフレッサファーマ
ファンテゾール錠50
小林化工
プラテミール錠50
日本薬工＝ケミファ
プレスタゾール錠50
沢井
フレニード錠50
大洋
プレラジン錠50
大正薬品＝三和化学
ホルダゾール錠50
ダイト＝全星
ラノミン錠50
長生堂
ロタゾナ錠50
大塚製薬
プレタール錠100mg
東和薬品
アイタント錠100
高田＝塩野義
エクバール錠100
陽進堂＝日本ジェネリック
エジェンヌ錠100
メディサ＝日医工
オペタール錠100
大原
グロント錠100mg
寿
コートリズム錠100mg
サンド
シロシナミン錠100mg
シロスタゾール錠100mg 「NP 」 ニプロファーマ
日医工
シロステート錠100
マイラン
シロスメルク錠100
シオノ＝アルフレッサファーマ
ファンテゾール錠100
小林化工
プラテミール錠100
日本薬工＝ケミファ
プレスタゾール錠100
旭化成ファーマ
プレトモール錠100
沢井
フレニード錠100
大洋
プレラジン錠100
大正薬品＝三和化学
ホルダゾール錠100
ダイト＝全星
ラノミン錠100
長生堂
ロタゾナ錠100
テイコク＝ ゼリア
シロスレット内服ゼリー50mg
テイコク＝ ゼリア
シロスレット内服ゼリー100mg
中外
ロセフィン静注用0.5g
マルコ＝日医工
セフィローム静注用0.5g
セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「タイヨー」 大洋
ケミックス＝大正薬品
リアソフィン静注用0.5g
中外
ロセフィン静注用1g
マルコ＝日医工
セフィローム静注用1g
シオノ
セフキソン静注用1g
セフトリアキソンナトリウム静注用1g
「TX」トライックス
沢井
セロニード静注用1g
ケミックス＝大正薬品
リアソフィン静注用1g
大洋＝ホスピーラ
ロゼクラート静注用1g
マイラン
ロセメルク静注用1g
中外
ロセフィン点滴静注用1g バッグ
セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ
「NP」ニプロファーマ
ロゼクラートキット点滴静注用1g 大洋＝ホスピーラ
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効能の有無
①
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
①
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
①
−
−
−
①
−
−
−
−
−
−
−
①
−
−

有効成分名 違いのある効能効果等

規格
10%1g

後発品
後発
後発
後発
後発

100mg1カプセル

トラニラスト

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

①ケロイド・肥 厚 性
瘢痕

2mg1瓶
後発
後発
後発
① 急 性 心 不 全（慢
ニコランジル 性心不全の急性増
悪期を含む）

12mg1瓶
後発
後発
後発
48mg1瓶
後発
後発
後発

①卵巣癌、非小細 30mg5mL1瓶
胞肺癌、胃癌及び
子宮体癌にはA法
を使用し、乳癌に
パクリタキセ は A 法 又 は B 法 を 100mg16.7mL1瓶
使 用 す る 。（ 後 発
ル
品：適応症はすべ
て同一であるが、
B法がなく、すべ
てA法を使用する）
15mg1瓶
①乳癌の溶骨性骨転
パミドロン酸
移（化学療法、内分泌
二ナトリウム
30mg1瓶
療法、あるいは放射線
水和物
療法と併用すること）

後発
後発
後発
後発

後発
後発
後発
後発

0.5g1瓶
①バンコマイシンに感

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

バンコマイシ 性のペニシリン耐性
（PRSP）
ン塩酸塩 肺炎球菌
による敗血症、
肺炎、
化膿性髄膜炎
112.5mg1カプセル

プランルカス
①アレルギー性鼻炎
ト水和物

112.5mg1錠

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

販売名
会社名
キッセイ
リザベン細粒10%
マルコ＝日医工
トピアス細粒10%
東和薬品
ブレクルス細粒10%
マゴチラスト細粒
鶴原
大正薬品＝キョーリンリメディオ
リザラスト細粒10%
キッセイ
リザベンカプセル100mg
アインテールカプセル
長生堂
セキシードカプセル
日医工
日本薬工＝ケミファ
セシリノールカプセル100mg
テイコク＝日医工
テイブロックカプセル100mg
大原
トラニラストカプセル100「オーハラ」
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 大洋
トラニラストカプセル100mg「日医工」 日医工
バリアックカプセル
扶桑
フスチゲンカプセル
イセイ
東和薬品
ブレクルスカプセル100mg
ラミセンスカプセル
日新：山形
大正薬品
リザラストカプセル100mg
辰巳＝日本ジェネリック
リチゲーンカプセル100mg
ニプロジェネファ
ルミオスカプセル100mg
中外
シグマート注2mg
富士製薬
ニコランジル点滴静注用2mg「F 」
ニコランジル点滴静注用2m「サワイ」 沢井
ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」 日医工
中外
シグマート注12mg
ニコランジル点滴静注用12mg「F」 富士製薬
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」沢井
ニコランジル点滴静注用12mg
「日医工」日医工
中外
シグマート注48mg
ニコランジル点滴静注用48mg「F」 富士製薬
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 沢井
ニコランジル点滴静注用48mg
「日医工」日医工
ブリストル・マイヤーズ
タキソール注射液30mg
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」日本化薬
パクリタキセル注射液30mg「サワイ」 沢井
ブリストル・マイヤーズ
タキソール注射液100mg
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」日本化薬
パクリタキセル注射液100mg「サワイ」 沢井

効能の有無
①
①
①
−
①
①
①
①
①
①
①
①
①
−
①
①
①
①
①
①
①
−
−
−
①
−
−
−
①
−
−
−
①
−
−
①
−
−

ノバルティス
アレディア注15mg
パミドロン酸二Na 点滴静注用15mg「F」 富士製薬
パミドロン酸二Na 点滴静注用15mg「サワイ」 沢井
ノバルティス
アレディア注30mg
パミドロン酸二Na 点滴静注用30mg「F」 富士製薬
パミドロン酸二Na 点滴静注用30mg「サワイ」 沢井
リリー＝塩野義
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」マイラン
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」 トライックス＝日医工＝光
東和薬品
点滴静注用ソルレイン0.5g
点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 小林化工＝明治製菓
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 沢井
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」ホスピーラ
日医工
バンマイシン点滴静注用0.5g
小野
オノンカプセル112.5mg
プランルカストカプセル112.5mg「DK」 大興＝三和化学
プランルカストカプセル112.5mg「科研」 シオノ＝科研
プランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 大洋
プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 東和
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 日医工
プランルカストカプセル112.5mg「マイラン」 マイラン
小林化工＝エルメッドエーザイ
プランルカスト錠112.5「EK」

①
−
−
①
−
−
①
−
−
−
−
−
−
−
①
−
−
−
−
−
−
−
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有効成分名 違いのある効能効果等

規格
20μg1錠

ベラプロスト
ナトリウム ①原発性肺高血圧症

40μg1錠

後発品
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

250mg1錠
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

メサラジン ①小児用量

15mg1錠
後発
後発
後発
30mg1錠
後発
後発
後発
15mg1カプセル
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

① 胃 潰 瘍または十
二指腸潰瘍におけ
ランソプラ るヘリコバクター・ピ
ロリの除菌の補助
ゾール
② 非びらん性 胃 食
道逆流症
30mg1カプセル

後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発
後発

販売名
会社名
東レ＝ アステラス
ドルナー錠20μg
科研
プロサイリン錠20
富士製薬
セナプロスト錠20μg
大洋＝日本ジェネリック
ドルナリン錠20μg
共和薬品
プロスタリン錠20μg
東和薬品
プロスナー錠20μg
沢井
プロドナー錠20
日医工＝ケミファ
プロルナー錠20μg
シオノ＝アルフレッサファーマ
ベストルナー錠20
長生堂＝マイラン
ベプラリード錠20μg
大正薬品
ベラストリン錠20μg
陽進堂
ベラドルリン錠20μg
旭化成ファーマ
ベルナール錠20μg
大原
ベルラー錠20μg
大洋
ドルナリン錠40μg
東和薬品
プロスナー錠40μg
日医工
プロルナー錠40μg
陽進堂
ベラドルリン錠40μg
日清キョーリン＝杏林
ペンタサ錠250
小林化工＝あすか製薬
メサラジン錠250mg「AKP」
大興
メサラジン錠250mg「DK」
富士製薬＝ミヤリサン
メサラジン錠250mg「F」
日本ジェネリック
メサラジン錠250mg「JG」
シオノケミカル
メサラジン錠250mg「SN」
メサラジン錠250mg「ケミファ」 日本ケミファ
日本薬品工業＝沢井
メサラジン錠250mg「サワイ」
メサラジン錠250mg「タイヨー」 大洋
メサラジン錠250mg「マイラン」 マイラン
武田
タケプロンOD錠15
シオノ＝ケミファ
スタンゾームOD錠15
ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」 大洋＝カイゲン
ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 大興＝三和化学
武田
タケプロンOD錠30
シオノ＝ケミファ
スタンゾームOD錠30mg
ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」 大洋＝カイゲン
ランソプラゾールOD錠30mg「DK」 大興＝三和化学
武田
タケプロンカプセル15
シオノ＝ ケミファ
スタンゾームカプセル15
大正薬品
タイプロトンカプセル15mg
大洋＝カイゲン＝科研
タピゾールカプセル15
沢井
ラソプランカプセル15mg
ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 東和薬品
ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」 共和薬品
ランソプラゾールカプセル15mg「MED」メディサ＝沢井
ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」 高田
日医工
ランソラールカプセル15
武田
タケプロンカプセル30
シオノ＝ ケミファ
スタンゾームカプセル30
大正薬品
タイプロトンカプセル30mg
大洋＝カイゲン＝科研
タピゾールカプセル30
沢井
ラソプランカプセル30mg
ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」 東和薬品
ランソプラゾールカプセル30mg「アメル」 共和薬品
ランソプラゾールカプセル30mg「MED」メディサ＝沢井
ランソプラゾールカプセル30mg「タカタ」 高田
日医工
ランソラールカプセル30

効能の有無
①
①
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
①
−
−
−
−
−
−
−
−
−
①②
−
−
−
①
−
−
−
①②
−
−
−
−
−
−
−
−
−
①
−
−
−
−
−
−
−
−
−

改訂履歴
平成20年11月14日改訂

平成20年11月４日に薬価追補収載された品目を追加しました。

平成20年10月９日改訂

クラリスロマイシン200mg錠の先発品に効能が追加されたため、効能の表記を
変更しました。

平成20年９月10日改訂

塩酸イミダプリル2.5mg錠、5mg錠の「１型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」につ
き、ご指摘によりリストに追加しました。
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抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与（過剰投与）防止
のための取扱いについて（注意喚起）
平成20年10月23日
広島県薬剤師会保険薬局部会

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
このことにつきまして、日本薬剤師会より通知がありましたので、お知らせ致します。

抗リウマチ剤として使用されるメトトレキサート製剤は、その投与に際して、投与量、服薬日、休薬
期間等に十分な注意を要する製剤ですが、休薬期間中に当該製剤を誤って投与（過剰投与）したことに
より、骨髄抑制等の副作用を来した事例等が、医療事故情報収集等事業等において複数報告されています。
また、当該製剤の承認事項一部変更承認に伴い、平成20年9月24日付けで「効能又は効果」に「関節
症状を伴う若年性特発性関節炎」が追加されています。
今般、これらを踏まえ、当該製剤の誤投与の防止のための取扱いを次のとおりとするよう、厚生労働
省より通知がありました。
なお、当該製剤の包装・表示等の改良を行うこと等も、同種の事例等の再発防止に資すると考えられ
ることから、当該製剤の製造販売業者に対し、速やかに対策*を実施するよう厚労省より指示があった
ところですが、特に当該製剤の包装・表示等の改良が実施されるまでの間、誤って投与することのない
よう、ご注意下さい。

記

１．患者が服用している薬剤の確認について（医療機関）
医療関係者は、患者が入院等の際に、他の医療機関等で当該薬剤を処方されていないか、患者のお
薬手帳等により確認すること。患者が当該薬剤を服用又は所持している場合には、当該薬剤の服用方
法等について確認すること。

２．包装シートへの服薬日時等の情報を記入することについて
当該薬剤の交付時には、包装シート上の服薬日時等の記入欄に、服薬日時等の記入を行うこと。

３．包装シートの取り扱いについて
１錠（カプセル）毎に分離が可能な新包装のシートが供給され、新包装シートの製品を採用するま
での間は、当該薬剤の交付時には、包装シートを切断しないようにするとともに、処方形態に応じた
包装シート（２錠､３錠又は４錠用包装シート等）を備蓄するよう努めること。
また、包装シートからPTPシートが分離可能な当該薬剤については、PTPシートのみ交付すること
のないよう配慮するとともに、患者又はその看護に当たっている者に対して､包装シートの切断又は
PTPシートの分離をしないよう伝えること。
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４．処方せん等の記載について（処方する医師）
当該薬剤を処方する場合又は当該薬剤を服用する患者を他の医療機関若しくは他の診療科に紹介す
る場合にあっては、当該薬剤の服用方法及び用量等を分かりやすく処方せん又は紹介状に記載すること。

５．薬局等における処方せんの確認及び情報提供の徹底について
薬局等においては、処方せん中の服用方法及び用量等に疑義がある場合には、その処方せんを交付
した医師に照会し、服用方法及び用量等を正確に確認すること。
また、調剤した当該薬剤を交付する際には、患者又はその看護に当たっている者に対して分かりや
すく書面等により情報提供すること。

※文書中の対策については、通知文全文を県薬ホームページの会員専用ページ、HPA文書公開ネッ
トに掲載しておりますので、ご参照下さい。
http://www.hiroyaku.com/iddesk/ をご覧頂き、ファイル名に、 20081022

を含むで検索される

か、そのまま左上の「最新文書一覧」で検索開始ボタンをクリックすることで、選択してご覧頂け
ます。
◇HPA文書公開ネット http://www.hiroyaku.com/iddesk/
◇閲覧ソフト使用方法 http://www.hiroyaku.or.jp/member/bunshokoukai/index.html

保険薬局指定申請の締め切り日変更について
平成20年11月19日
広島県薬剤師会保険薬局部会

この度、広島社会保険事務局での受付業務が、11月から中国四国厚生局に移行されたことから、指定
申請の締切日についても変更されました。
新規保険薬局・保険医療機関の指定申請は11月から毎月20日締め切り、翌月１日指定となります。

（現在申請済みの場合、再申請する必要はありません。新規保険薬局のみ対象となります。
）
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薬価基準収載医薬品（平成20年11月7日付）
−報告品目・新キット製品−
( 1成分1品目)
［注射薬］
商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

イオメプロール
イオメロン350シリンジ
（ブラッコ・エーザイ−エーザ
イ）

コンピューター断層撮影における造影、静脈
性尿路撮影、心臓血管撮影、胸部血管撮影、 71.44％135mL１筒
腹部血管撮影、四肢血管撮影、ディジタルＸ
線撮影法による静脈性血管撮影、ディジタル
Ｘ線撮影法による動脈性血管撮影

18,353

薬価基準収載医薬品（平成20年12月12日付）
(9成分13品目)
［内用薬］
商品名
（会社名）
識別記号
ラミクタール錠小児用２mg
（グラクソ・スミスクライン）
LTG 2
ラミクタール錠小児用５mg
（グラクソ・スミスクライン）
GS CL2
ラミクタール錠25mg
（グラクソ・スミスクライン）
GS CL5
ラミクタール錠100mg
（グラクソ・スミスクライン）
GS CL7

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

２mg１錠

16.60

５mg１錠

31.80

25mg１錠

99.80

100mg１錠

267.40

250mg１錠

195.30

500mg１錠

286.60

１錠

157.50

200mg１錠

676.40

ラモトリギン
他の抗てんかん薬で十分な効果が認められな
いてんかん患者の下記発作に対する抗てんか
ん薬との併用療法
部分発作（二次性全般化発作を含む）
強直間代発作
Lennox−Gastaut症候群における全般発作

ホスレノールチュアブル錠250mg
（バイエル薬品）
炭酸ランタン水和物
BF250
ホスレノールチュアブル錠500mg 下記患者における高リン血症の改善
透析中の慢性腎不全患者
（バイエル薬品）
BF500
ウェールナラ配合錠
（バイエル薬品）
SC
ピレスパ錠200mg
（塩野義製薬）
表： 521
裏：200

エストラジオール・ノボノルゲストレル

サレドカプセル100
（藤本製薬）
サリドマイド サレド100

サリドマイド

閉経後骨粗鬆症
ピルフェニドン
特発性肺線維症
100mg１カプセル
再発又は難治性の多発性骨髄腫
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6,570.40

［注射薬］
商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

フェノバルビタールナトリウム
ノーベルバール静注用250mg
（ノーベルファーマ−アルフ
新生児けいれん、てんかん重積状態
レッサファーマ）

タイロゲン筋注用0.9mg
（佐藤製薬）

規格単位

薬価
（円）

250mg１瓶

2,060

ヒトチロトロピン アルファ
（遺伝子組換え）
分化型甲状腺癌で甲状腺全摘又は準全摘術を
施行された患者における、放射性ヨウ素シン
チグラフィーと血清サイログロブリン（Tg）
試験の併用又はTg試験単独による診断の補助

0.9mg１瓶

102,849

成分名
効能・効果

規格単位

［外用薬］
商品名
（会社名）
タプロス点眼液0.0015％
（参天製薬）

薬価
（円）

タフルプロスト
0.0015％1mL

960.00

１枚

372.30

緑内障、高眼圧症
エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

メノエイドコンビパッチ
（あすか製薬−武田薬品工業）

更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動
神経系症状（Hot f lush及び発汗）

・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。

薬価基準収載医薬品（平成20年12月18日付）
−報告品目・新キット製品−
( 3成分4品目)
［内用薬］
商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

ユリーフ錠２mg
（キッセイ薬品工業＝第一三共） シロドシン

２mg１錠

49.50

前立腺肥大症に伴う排尿障害
ユリーフ錠４mg
（キッセイ薬品工業＝第一三共）

４mg１錠

98.10

［注射薬］
商品名
（会社名）
ボトックス注50
（グラクソ・スミスクライン）
エルプラット注射用50mg
（ヤクルト本社）

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

A型ボツリヌス毒素
50単位１瓶

51,062

50mg１瓶

38,200

眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜顎
オキサリプラチン
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

・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、後者が発売であることを示し、＝印で結ん
だものは、両者で販売する品目であることを示す。
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医師・歯科医師・薬剤師の届出のお願い
医師法、歯科医師法及び薬剤師法では、２年に一度、各法に規定する事項の届出が義務付けられ
ており、本年がその実施年に当たります。この届出は、今後の厚生労働行政の基礎資料を得ること
目的とする「医師・歯科医師・薬剤師調査」の客体となるものであり、届出について、皆様のご理
解とご協力をお願いいたします。
（問合せ先：広島県健康福祉局健康福祉総務課／電話：082-513-3029）

医師・歯科医師・薬剤師の届出について
1

届出の根拠
医師法第６条第３項、歯科医師法第６条第３項及び薬剤師法第９条により、２年に一度の届
出が義務付けられています。

2

届出の方法等
盧

届出票（様式）について
○届出票の様式は、住所地を管轄する保健所から配布されます。
（病院等に従事されている方については、
当該施設から配布される場合もあります。）
○上記のほか、厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）
トピックス（http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/11/tp1117-1.html）
からダウンロードすることもできます。
盪 届出の方法
○平成20年12月31日現在の住所、氏名、登録番号、登録年月日、従事先等、届出票に
記載されている事項に記入の上、住所地を管轄する保健所へ提出してください。
（病院等に従事されている方については、住所地にかかわらず当該施設で取りまとめて
提出される場合もあります。）
○複数の施設に従事している場合には、主な従業先のもの１枚だけを提出してください（重
複提出は行わないでください）
。ただし、複数の免許を保有している場合は、それぞれ
の届出票を提出する必要があります。
○12月31日現在で就労していない方も、届出票を提出する必要がありますので、届出漏
れのないようにしてください。
3

調査の期日
平成20年

4

12 31
月

日現在

（届出票に記載していただく基準日）

届出の期限
平成21年

1 15
月

届出期限までに、住所地を管轄する

日（木） 保健所へ提出してください。

（従事先で取りまとめられる場合は、当該施設が定める期限までに提出してください。）

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査の概要（抄）」
１

調査の目的
この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬
剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。

２

調査の期日
平成20年12月31日現在

３

調査の対象及び客体
我が国に住所があって、医師法第６条第３項により届け出た医師、歯科医師法第６条第３項により届け
出た歯科医師及び薬剤師法第９条により届出た薬剤師の各届出票を調査の客体とする。

４

調査の事項
各届出票に掲げる事項

５

集計及び調査結果の公表
集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部が行い、調査結果は「医師・歯科医師・薬剤師調査（概況）」
及び「医師・歯科医師・薬剤師調査（報告書）」として、速やかに公表する。

「空」 揮毫 前田 泰則 会長

