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ノーベル化学賞受賞者
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下村
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脩
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※
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2008年
（平成20年） ノーベル化学賞、
文化勲章、
文化功労者、
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第38回

広島県薬剤師会通常代議員会開催される
ー平成21年度事業計画・収支予算など決定ー

第38回広島県薬剤師会通常代議員会は、去る３
月20日（金・春分の日）午前11時から、広島県薬

（報告事項説明）
１．報告第１号 日本薬剤師会臨時総会報告

剤師會館において開催された。
会議は豊見敦理事の司会のもと開会され、まず、
木平健治副会長の開会の辞、藤井基之前参議院議

玉浦日薬代議員
２．報告第２号 平成20年度広島県薬剤師会会務
並びに事業執行状況報告

員、児玉孝日本薬剤師会長の祝電披露の後、正・

平井副会長

副議長選出のため仮議長を司会者指名により、竹

３．報告第３号 平成20年度薬事情報センター事

下武伸代議員（呉）を選出し、次に、出席代議員数

業執行状況報告

の確認があり、出席代議員数72名であり、定款第

平井副会長

27条の規定する２分の１の定足数に達しているの

４．報告第４号 平成20年度広島県薬剤師会収支

で、会議の成立宣告があり、直ちに開議された。

予算執行状況報告

続いて正・副議長の選出に移り、選考委員５名

谷川常務理事

による選考が行われた結果、議長に河内一仁代議

５．報告第５号 平成20年度保険薬局部会事業執

員
（広島）
、副議長に林真理子代議員（安佐）が選出

行状況報告

された。
次に、正・副議長が着席され、まず、議席の指
定、会期を１日（20日）と決定、続いて、議事録署

村上副会長
６．報告第６号 平成20年度保険薬局部会収支予
算執行状況報告

名人に、村岡信也代議員（広島）、有馬明彦代議員

青野常務理事

（行政）を議長指名によって選任、また、第38回広

７．報告第７号 平成20年度会館運営事業執行状

島県薬剤師会通常総会におけるこの代議員会報告

況報告

者に上記の２氏を指名した。
次に、平成20年度の物故会員に対して、ご冥福
を祈り黙祷が捧げられた。

平井副会長
８．報告第８号 平成20年度会館運営事業特別会
計収支予算執行状況報告

次に、会長演述に移り、前田泰則会長から別掲
のとおり演述があった。
次に、選挙管理委員会委員の委嘱に移り、議長

谷川常務理事
９．報告第９号 平成20年度検査センター事業執
行状況報告

から山本和彦（広島）、神原俟子（広島）、下田代
幹太（安佐）
、作田利一
（福山）
、藏田元二
（廿日市）
の５氏に委嘱された。

大塚副会長
10．報告第10号 平成20年度検査センター特別会
計収支予算執行状況報告

次に、議案等の審議に入り、直ちに報告事項10

谷川常務理事

件、議案14件を一括上程議題とし、次のとおり各

以上の報告事項の説明終了後、暫時休憩した。

担当理事等から報告事項の説明並びに議案の提案
理由の説明等が行われた。

＜休憩 午後０時40分、再開 午後１時15分＞
会議再開後、引き続き各議案の提案理由の説明
が、次のとおり行われた。
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10．議案第10号 平成21年度保険薬局部会収支予

（議案説明）
１．議案第１号

社団法人広島県薬剤師会定款細

算（案）
青 野常務理事

則の一部改正について（案）
松下副会長
２．議案第２号 平成20年度広島県薬剤師会収支

11．議案第11号 平成21年度会館運営事業計画
（案）
平井副会長

補正予算（案）
谷川常務理事
３．議案第３号 平成20年度保険薬局部会収支補

12．議案第12号 平成21年度会館運営事業特別会
計収支予算（案）
谷川常務理事

正予算（案）
谷川常務理事
４．議案第４号 平成20年度会館運営事業特別会

13．議案第13号 平成21年度検査センター事業計
画（案）
大塚副会長

計収支補正予算（案）
谷川常務理事
５．議案第５号 平成20年度検査センター特別会

14．議案第14号 平成21年度検査センター特別会
計収支予算（案）
谷川常務理事

計収支補正予算（案）
谷川常務理事

以上の説明後、直ちに質問に入り、各代議員か

６．議案第６号 平成21年度広島県薬剤師会事業

ら活発なる質問・質疑があり、理事者との間に極
めて熱心な討議が行われた。

計画（案）
平井副会長
７．議案第７号 平成21年度薬事情報センター事

その、質問・質疑は次のとおりである。
○公益法人制度改革について
質疑終了後、採決が行われ、各報告事項につい

業計画（案）
平井副会長
８．議案第８号 平成21年度広島県薬剤師会収支

てはいずれも原案のとおり承認され、各議案につ
いてはいずれも原案のとおり可決された。
以上で議事を終了し、木平健治副会長の閉会の

予算（案）
谷川常務理事

辞をもって閉会された。

９．議案第９号 平成21年度保険薬局部会事業計

＜閉会 午後２時38分＞

画（案）
村上副会長
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《前 田 会 長 演 述》
てきたために、１つの法律で括るにはあまりにも
難しい時代になってきました。特に薬局は調剤を
実施するというこれ当たり前ですが、我々の親の
世代もっと前の世代は、調剤というもの法律で
あって実施したことがない、一般の医薬品の販売
等で括られていたんですね。
ところが、今回は薬局の開設許可基準にやはり
調剤を実施する、それがもう当たり前です。そう
いう括りはいいんですが、じゃあ、薬剤師法の第
19条に例外規定がある。逆に、医師法の第22条に
も例外規定がある。こういう時は処方せん発行し
おはようございます。このようにいい天気の朝、

もん ごん

なくてもいいというような文言もあってですね、

第38回広島県薬剤師会通常代議員会にご参加いた

世界中で日本だけが任意分業でやってきていま

だきまして本当にありがとうございます。

す。片方で強制権がない法律をつくってしまって

この１年私自身を振り返ってみても、ただただ

いるわけです。薬局の開設許可の基準に調剤を実

慌ただしく過ごしてきただけのように思えます。

施する。調剤をしないところは薬局ではない。

また、広島県だけではなくて全国の薬剤師の先生

一般販売業だという決め方をしている。だからバ

方との出会いというのもありまして、本当に様々

ランスが崩れていくわけです。どちらかに偏って

な教えを請う機会が多かったことを思い出してお

しまう。だったらもう強制分業で、薬剤師法の第

ります。

19条と医師法の第22条例外規定は撤廃していただ

みなさんご存じのように２月６日に薬事法の改

きたいというふうに思うわけですが、なかなか相

正の厚生省令が出されました。ただ、インター

手もいることでうまくいっていません。先行き

ネットの関係でその他の通知等がまだ出そろって

60％医薬分業進捗してますけども、もう10％乗る

おりません。運用もなかなか難しい状況ですが、

時点で、ある程度、日本医師会とも話し合いをし

６月１日に向けて厚生労働省との打合せをやって

て、例外規定は今後、はずして良いのではと決め

おります。対面を原則とするというところが少し

ていただきたい。

引っかかってくるところがありますし、今までの

ただ、病院の薬剤師は困るんですね。保険医療

薬事法でも対面というのは大前提だったんです

の中に入っていない。立場が中途半端になってい

が、思い起こせば５年ぐらい前です、薬剤師不在

く。撤廃するだけでは、実は強制分業がうまくい

ということを言われて、それから様々な法律が変

かないのは、社会基盤がまだできていない。患者

わってきたわけです。いいこともあったんですが、

さんの受け入れ態勢ができていないという状況な

その１つは、調剤を実施する薬局というものが医

ので、法律だけ決めてしまっていても中身が伴わ

療提供施設になる、非常に今までない法律もでき

ないということが、ここ最近特にわかってきま

ました。また、新たに登録販売者の制度もできま

した。

したし、リスク分類もできたわけですが、その対

薬剤師も大学で６年制という形で変わってきま

応ということでやってきたんですけれども、薬剤

す。社会へ出て今までのままでいいのか常に疑問

師の職能・職域が戦後かなり広く裾野が広くなっ

でやってきたわけですが、６年制を出た薬剤師が
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社会へ出てくる２年ぐらい先ですか、受け入れを

体でやっておられる支部はできればこの機会に、

しないといけない。実習をちゃんとしないといけ

一般社団という形ででもお届けいただきたい。

ないんですが、機構・機関で割り振りをするとい

日本薬剤師会は当然公益社団を目指すのです

うことまで決まっていながら、東京の一部の大学

が、事業としては公益性が高いんですけれども、

では機構を通さない。勝手にやってしまうという

都道府県薬剤師会は、その都道府県薬剤師会に

ようなことも起きます。地方は割とそこはうまく

よって収益の高い薬剤師会があって、そういった

いっているのですが、そういうふうな抜け駆けを

ものと分けていかないと非常に難しい。こういっ

する薬学部もありました。次年度は戻ってくると

たことも含めて時代の流れにそって、これから５

いうのも１つ２つあるのですが、非常に受け入れ

年間でかなりかわってきます。各支部の先生方も

実習等も実際に開局薬剤師の先生方にはすごく負

そういう意味では時代の流れの速さに戸惑われる

担になることなんです。それを実際にやってもら

かもしれませんが、法律をきちっと整理しながら、

うのは、病院も開局薬剤師も同じ立場です。それ

実態に合うように我々の薬剤師の世界を患者さん

を受けないと薬剤師の国家試験は受けれません。

のため、県民のため、市民のために役立てる組織

その評価もまたある一定のものにしておかないと

にしていきたいと願っておりますので、これから

広島県と東京都ではレベルが違うと言われたら困

も皆様方のご支援とご協力をお願いしたいと思い

るわけで、そういう基準作りも進んでいます。あ

ます。次の世代にも期待したいと思いますし、

らゆるものを整備しながら、１つの目的に向かっ

我々自身が４年制を出てもっと研修をしてもっと

ていくということが非常に難しい。だけど、やら

実績を踏んで、やはり患者さんのためになる薬剤

ないといけない。

師に一歩でも二歩でも近づいていきたいと思って

先程言いました法律を決めて、法律を実施する

おります。

時に、社会に根付くのかあるいは根付かないのか

今日は盛りだくさんの議案ですので、充分なご

は、その法律に関わる我々薬剤師一人ひとりに

審議いただいて、今日１日が会議ですから、夜中

係ってきます。医薬分業１つとっても先程言いま

までやってもいいんですがとても疲れますので、

したようにパーセントだけでは患者さんも納得さ

できるだけ慎重審議の上に、円滑な進行をお願い

れているのかどうかわからないままの分業になっ

いたします。私の挨拶とさせていただきます。今

てしまいます。次の世代を育成するための研修シ

日はよろしくお願いいたします。

ステムを作っていかないといけませんし、今、会
計のことも少しふれましたけれども、会計基準も
新しく変わってきます。公益法人も一般社団と公
益法人社団と２つに分かれていくわけです。後は
任意で、３つに分かれる中で、一般社団をとるの
か、公益性のある社団をとるのかによって、この
薬剤師会という組織もずいぶん変わってきます。
各支部の先生方もそうですが、任意で支部を構
成するとですね、財産のある支部はその代表者が
財産管理を任せられるために、もしという時はそ
の方の相続税の対象の中にその資産が入ってしま
います。財産が入ってしまうので、個人の任意団
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第38回県薬通常代議員会出席者
（敬称略、順不同）

◆役 員

（○印は予備代議員）

会

◆代 議 員

長 前田泰則

副 会 長 木平健治、大塚幸三、平井紀美恵、
松下憲明、村上信行

池田康彦、今田考昭、○竹山知志、○永野孝夫、
○菊一瓔子、河内一仁、○野村伸昭、辰本洋子、

専務理事 豊見雅文

中川潤子、長坂晋次、中野真豪、細田正紀、

常務理事 高野幹久、片山博和、青野拓郎、

○近藤元恵、宮本一彦、村岡信也、森川悦子、

有村健二、瓜生智加子、小林啓二、

山本和彦、○山内純子、○石村憲秀、

重森友幸、田口勝英、谷川正之、

○永野みさ枝、長坂晃治、皮間壽美子、細田智子、

野村祐仁、二川 勝、政岡 醇

畠山 厚、○高橋富夫、清原一樹、作田利一、

理

伊駒尊子、下田篤子、横田いつ子、○恵谷展幸、

事 串田慎也、豊見 敦、中嶋都義、
西谷 啓、藤山りさ

○緒方京子、縄稚政弘、萩原謙二、○西山桂三、
監

事 水戸基彦

小早川雅章、松村博之、佐々木一仁、林 充代、
守谷芙久枝、○中村勇樹、原 俊樹、常盤周作、

◆支 部 長

土井郁郎、○加藤哲也、荒田吉丸、下田代幹太、

野村祐仁（広島）、二川 勝（安芸）
、

秋本浩志、貞永昌夫、林真理子、山口朋子、

村上信行（福山）、田辺ナオ（尾道）
、

○高村豊至、杉田善信、清原厚子、中本明春、

大塚幸三（呉）
、加藤哲也（安佐）
、

○荒川隆之、呑田敬三、長谷川項一、樽谷嘉久、

杉田善信（三次）
、樽谷嘉久（広島佐伯）、

渡邊英晶、二川 博、蔵田元二、竹下武伸、

渡邊英晶（廿日市）
、竹下武伸（大竹）
、

山岡恵美子、山口恵徳、赤尾功制、神田信吾、

井上俊則（竹原）

○谷川清澄、前信加代子、○島崎一郎、藤政智栄、
○有馬明彦

◆日本薬剤師会代議員
松下憲明、村上信行、青野拓郎、玉浦 巌
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報告Ⅱ

第38回 広島県薬剤師会
通常代議員会に出席して

広島佐伯支部

荒川 隆之

代議員会は午前11時より予定通り豊見敦県薬理
事の司会で始まりました。河内議長、林副議長を
選出、会期は当日一日と決定し、この１年間でご

報告Ⅰ

逝去された方に対する黙祷の後、前田会長の演述
福山支部

清原 一樹

となりました。演述の中で前田会長は薬剤師法第

一昨年度は予備代議員として急遽通常代議員会

19条および医師法第22条における例外規定の撤廃

に出席しましたが、今年度は正代議員として初め

に向けた取り組みや薬学６年制教育、実習におけ

ての出席となりました。

る問題点、日本薬剤師会の公益法人社団化に向け

午前11時に開会し、まず「県薬剤師会の公益法

た動きなどについて触れておられました。

人化を目指すことや、ネット販売などの規制緩和

その後、理事者側の報告となりました。報告の

に対し、対面販売の強化を図らねばならない」と

中で最も印象に残っているのは、報告第１号の玉

いう前田会長の演述の後、報告第１〜10号で日薬

浦代議員による第70回日本薬剤師会臨時総会の報

臨時総会報告を始め県薬剤師会・薬事情報セン

告です。報告の中では、日本薬剤師会が会館を建

ター・保険薬局部会・会館運営・検査センターの

てる計画があり、その責任者が前田会長であるこ

各会務並びに事業報告と会計収支予算執行状況の

となど、前田会長が日本薬剤師会副会長としてご

報告がありました。

活躍されている様子も拝聴することができまし

午後からは議案１〜14号の提案があり、第１号

た。続いて報告第２号から報告第10号までを午前

議案では市町村合併に伴って定款第37条に定める

中に終了、昼食休憩となりました。当日はワール

支部の再編、第２号議案以降は各補正予算や事業

ドベースボールクラシック第２ラウンド決勝の日

計画・収支予算書で、すべて採択され滞りなく代

韓戦が行われており、休憩中には多くの方が携帯

議員会は閉会することができました。

のワンセグで観戦しておられました。

報告・議案ともにその内容をなんとか理解する

昼食休憩後、議案第１号から議案第14号までの

ことに終始した１日で、一昨年同様県薬剤師会の

議案提出があり、理事による報告・説明があり、

活動の幅広さに驚くばかりでしたが、こうした広

質疑応答となりました。

島県民の医療と健康を守る活動を、より発展させ

今回、広島県薬剤師曾館には来るのは久しぶり

ていかなければならないと改めて身が引き締まり

だったのですが、天井の照明や椅子が新しくなっ

ました。

ている事に気付きました。これらについても報告

また、会員の皆さんの力を各支部から広島県薬

があり、今年度はトイレなども改修するとのこと

剤師会に結集し、また県から支部へとその力を相

でした。今回私は初めて通常代議員会に参加させ

互にフィードバックすることで、より大きな力を

ていただいたのですが、初めてということもあり、

発揮することが可能になっているということも実

また自分の知識不足からも会場の雰囲気に緊張し

感しました。代議員は支部の代表としてそのレセ

たまま最後まで過ごしてしまったことに少し反省

プターとなるべき立場なのだという自覚を持っ

しています。今後はこのような会においても自分

て、21年度は更に自己研鑽に励みます。

の意見をしっかり発言できるよう、研鑽を積んで
いきたいと思います。
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支部長･理事合同会議を開催
日 時：平成21年2月28日（土）13：30〜
場 所：広島県薬剤師會館
１．平成21年度事業計画（案）について
２．公益法人制度改革について
３．第30回広島県薬剤師会学術大会（記念大会）
について
11月15日（日）於 ANA クラウンプラザホ
テル広島

３月20日（金・春分の日）午前11時〜
10．第38回広島県薬剤師会通常総会について
５月23日（土） 午後３時〜
【支部長・理事合同会議
同日 午後１時30分〜】
11．広島県薬事衛生指導員活動報告書の提出につ
いて
提出期限：３月10日（火）

４．レセプトオンライン請求について
５．日薬サポート薬局制度について

12．平成21年度広島県薬剤師会各賞（薬剤師会賞、
同功労賞、同有功賞）候補者の推薦について
提出期限：４月15日（水）

６．認定実務実習指導薬剤師養成について
７．検査センターの機器購入について
８．ドーピング防止活動・スポーツファーマシス
トについて

13．その他
・社団法人広島県薬剤師会定款細則の一部改
正について
・予算書様式について
・改正薬事法について
・広島県地方機関の変更について

９．第38回広島県薬剤師会通常代議員会について

NPO法人広島県介護支援専門員協会 平成20年度 臨時総会
副会長

村上 信行

日 時：平成21年2月28日（土）
場 所：広島県健康福祉センター
任意団体の「広島県介護支援専門員連絡協議会」

今年度も認定調査項目の整理、改定が行われ新た

として発足時、県薬の介護保険担当として理事推

なる認定審査に変わります。介護支援専門員資格

薦されて以来「総務畑」を任ぜられています。途

も「更新研修義務」が加わりました。介護施設に

中福山市薬剤師会の法人化経験により法人化

おけるケアマネージメントは「暫定制度」で始

（NPO化）や倫理規定の制定に大きく係わってい

まった故に現在も十分なケアマネの関与、プラン

ます。医療系国家資格保有者を中心とした受験資

ニングが行われていない部分もあるようです。薬

格にて始まった「専門員制度」に、初回400人超

剤師や看護師、理学療法士などの現業資格を持つ

の薬剤師が合格しました。ケアマネジャーという

が故の多様性や、施設と在宅に二極化された職能

片仮名が紛らわしいという当時の小渕総理の一言

は薬局と病院における薬剤師と相似した事象も多

で「介護支援専門員」という和名が生まれた経緯

く、学習させていただいたり、ときにはアドバイ

も懐かしくなりました。「走りながら考える」と

スさせていただきます。

されてきた介護保険制度も「要支援状態概念の変
更」と「包括支援センター」設置により転舵され、

本協会総会は例年６月に「向上研修会」との合
同で年一回開催でしたがやはり「予算総会」と
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「決算総会」は役員改選や事業計画策定上必要と

収支予算（案）を私が説明をいたしました。質疑

判断いたしました。ただ習慣的にも不慣れで、年

なく議長よりの採択に全員挙手にて議案第１号平

度末もあってか出席会員さんが少なく、かろうじ

成21年度事業計画案ならびに議案第２号平成21年

て委任状にて定足数に達しました。次年度に日本

度収支予算案を原案どおり可決していただきまし

介護支援専門員協会「会費値上げ」という重要案

た。続いて役員選任について謀られましたが、臨

件もあり役員改選期とも重なり準備は大変でした

時会報で広報いたしまして推薦者もなく、出席者

が滞りなく終了いたしました。

からの「議長一任」声を受けて「平成21年度の事
業計画および収支予算を作成いただきました現理

次

第

（１）報 告
第１号 平成20年度事業（見込）報告
（平成20年４月１日〜平成21年３月31日）
第２号 平成20年度収支決算（見込）報告
（平成20年４月１日〜平成21年３月31日）
第３号 平 成 2 0 年 度 第 １ 回 定 時 社 員 総 会
（日本介護支援専門員協会）報告
第４号 日本介護支援専門員協会会費値上
げに伴う会費改定について
（２）議 案
第１号 平成21年度事業計画案
第２号 平成21年度収支予算案
（３）役員改選の件
（４）その他
今年度は昨年から就任いただいています稲垣事
務局長の司会により開会いたしました。まず今回
資料として予め送付いたしました「会報臨時増刊
22号」での会期の誤りを訂正し、荒木理事長の挨
拶がありました。介護報酬改定、日本協会代議員
会報告、県下各域への協会としての活動等を交え
たご挨拶でした。次に議長・副議長の選任、定足
数の確認ののち本総会の成立宣言がなされ、議事
録署名人の指名の手続き後審議に入りました。議
長より報告第１号平成20年度事業報告（見込）及
び第２号平成20年度収支決算報告（見込）は関連
があり、一括審議の提案に出席会員よりの意義な
く、報告１号を森下副理事長、報告第２号を私が
行ったのち全員の挙手によりご承認いただきまし
た。報告３号と４号を落久保副理事長より御報告
いただき日本協会の会計概要と会費関連予算を私
から補足説明の後こちらも全員の挙手によりご承
認いただきました。
次いで議長より、議案第１号平成21年度事業計
画案と議案第２号平成21年度収支予算案の一括審
議提案を宣言され承認されましたので議案第１号
平成21年度事業計画案を荒木理事長、平成21年度

事よりの推薦をいただきたい」との発言に全員挙
手にて採択され、荒木理事長より現理事25名全員
にての思いでしたが諸般の事情により３名の理事
は辞意を表明されていますので本総会では残り22
名の理事者名簿提出にての承認を求められ全員挙
手にて採択されました。
続いて、「監事選任」について謀られましたが
推薦はなく「議長一任」の声により薬剤師会常務
理事の有村先生と、平川両現監事の留任を提案さ
れ全員挙手にて採択されました。その他といたし
まして荒木理事長より日本協会の役員改選につい
てお話がありました。現常任理事をお勤めの落久
保広島県協会副理事長が開業等の諸般の事情によ
り辞任されることとなり、全国組織立ち上げ以来
広島県から常任理事席を獲得してまいっています
ので引き続きそのポストを確保すべく、広島県協
会の前理事長で現顧問の「山本明芳」氏を推薦し
て選挙に対応することのご報告がありました。そ
の他議長よりの意見交換のお奨めがありましたが
出席会員からのご意見はありませんでした。そこ
で高柴議長より終了宣言がなされましたので稲垣
事務局長のご挨拶の後、全てが無事終了いたしま
した。
続いて３月29日に東京にての「日本介護支援専
門員協会代議員会」に出席いたしました。有限中
間責任法人でしたが法の廃止により「一般社団」
への移行と、補正予算、役員改選が重要事項でし
た。役員改選においては先の山本明芳氏が上位当
選され、理事長にも日本薬剤師会常務理事の木村
隆次氏が再選されました。今年度介護報酬が３％
のアップにて改定され、次回は３年後となり、診
療報酬との同時改定です。昨今の長寿医療制度問
題点など勘案していくと決して報酬アップを望め
る状況ではなく、今後の会の活動を引き締める決
意を述べられての閉会でした。以上をご報告いた
します。
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抗HIV療法服薬指導研修会
日 時：平成21年3月1日（日）
場 所：広島県薬剤師會館
刻前には座る席がないくらいの人で会場は埋め尽

報告Ⅰ
廿日市支部

くされ、今回のテーマへの関心の高さに驚かされ

峯 順子

ました。
前半は「HIV感染症の治療と薬局薬剤師への期

確か２年前にも参加したはず…だったのです

待」というテーマで講演が始まりました。近年の

が、日常の薬局勤務のなかではHIV感染症やその

HIV 感染者・ AIDS 患者の発生動向によると、

治療薬を身近に感じることはなく、必死に記憶を

年々、その数が右肩上がりに上昇していることに

掘り起こしながらの受講となりました。

びっくりしました。また、その70％弱が20代から

私にとって印象深かったのは、治療の進歩によ
りもはや「 HIV 感染症→ AIDS ＝

死 」ではな

30代ということもあり、何か他人事ではないよう
な気がしました。また、最近はAIDSに対するイ

く、医学的管理が可能な「慢性疾患」になった、

メージも昔とはずいぶん変わってきているよう

ということです。適切な治療を行うことで外科手

で、レッドリボンはその象徴ではないかと思いま

術も問題なく行うことができ、また適切な治療

す。実際、僕が勤務する（有）エムアンドアール

（服薬）と帝王切開により母子感染も防ぐことが

という薬局グループではレッドリボン推進活動に

できる、とのこと。若年者の感染が多い疾患だけ

協力させてもらっています。薬局の窓口にレッド

に、感染予防の啓発はもちろんのこと、適切な治

リボンの募金箱を設置して、ある一定額の募金を

療を継続することの必要性を改めて感じました。

していただいた方にはピンバッジや手首にはめる

抗HIV療法において規則的かつ継続的な服薬は必

バンドを渡しています。僕自身もピンバッジを白

須であり、そのためにもチーム医療の中で薬剤師

衣の襟の部分につけてバンドを手首にはめて仕事

の担う役割は大きい、という各先生方のお話でし

をしています。ピンバッジ（赤色）は白衣に引き

たが、専門・認定薬剤師については、正直なとこ

立てられ、患者さんからも好評です。

ろとても手が届かない、という印象を持ちました。

現状のHIV感染症治療ですが、治療の進歩によ

しかし、コンプライアンスでなくアドヒアランス

り、AIDSも慢性疾患になったということでした。

が重要、薬を熟知していることはもちろんコミュ

抗HIV薬も副作用が少ないものなど次々と開発さ

ニケーションスキルを習熟していることが必要、

れてきているようです。

など抗HIV療法のみならず日頃の業務に通じると

後半は「HIV感染症における薬局薬剤師の役割

ころであり、我が身を振り返り大いに反省すると

と認定薬剤師制度について」というテーマで講演

ころでした。

がありました。HIV感染症薬物療法認定薬剤師の

後日、立派な認定証をいただき恐縮するととも

資格取得のためにはHIV感染症患者に対する所定

に、少しずつでも研鑽をつんでいかなければと改

の指導実績などが必要であり、機関病院の処方せ

めて思った次第です。

んを多く受けている薬局でなければ、なかなか取
得するのが厳しい状況にあると思いますが、認定
薬剤師資格取得の如何にかかわらず、これからも

報告Ⅱ
広島支部

HIV関連の研修会などに積極的に参加して自身の

川本 興幸

スキルアップ向上のために日々、勉強していきた
いと思いました。

今回の研修がHIV感染症薬物療法認定薬剤師取
得のための所定単位数に含まれることもあり、定

最後に、お世話、ご享受いただきました先生方
に厚くお礼を申し上げたいと思います。
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日本薬剤師会
平成20年度 介護保険・在宅医療等担当者全国会議
常務理事

有村 健二

日 時：平成21年3月4日（水）
場 所：日本薬剤師会
日薬山本副会長の挨拶で始まり、まず「平成21

し①食事

②排泄

③睡眠

④運動

⑤認知を含

年度介護報酬改定について」の説明があった。そ

み本年５月に発売予定です。従来のものも発売し

の背景・経緯は①介護従事者の人材確保・処遇改

ており、QOLやADLと薬剤を関連づけて考える

善

には便利なものと考える。

②医療との連携や認知症ケアの充実

③効率

的なサービスの提供や新たなサービスの検証であ

最後に「介護を取り巻く環境と薬剤管理を通じ

る。薬剤師に関連した改定は平成20年４月の医療

た高齢者の生活機能低下予防について」の説明で

保険に準ずることになる。

は、社会保険給付費の増大が問題であり、在宅医

その後「在宅支援マニュアルについて」の説明

療が推進される中、薬剤師が医療連携の中に積極

は、日薬ホームページ→会員向け情報へ→介護関

的に参加する必要がある旨が示された。医療保

連情報に書き込みされているので参考にして欲し

険・介護保険改定では、在宅を目指しており、そ

い。
（本年に最終更新される予定）

れぞれ連携することに点数を付けてある。

次いで「体調フローチェックについて」の説明
があった。以前示されたものをバージョンアップ

近隣の医療機関・介護支援事業所等と薬局が情
報を共有する体制を作っていく必要がある。

新型インフルエンザ対策中国四国地区ブロック会議
「パンデミックは必ず起きる！」
副会長

村上 信行

日 時：平成21年3月5日（木）
場 所：広島市東区民文化センター
研修会は２月17日に厚生労働省より「新型イン

対策とは異なる考えをしなければならない事柄も

フルエンザ対策行動計画（改定）」と「新型イン

多くありそうでした。私としては今まで「パンデ

フルエンザ対策ガイドライン（策定）」が発表さ

ミック予防」が最善の「対策」と思い込んでいま

れ、全国を８ブロックに分けての啓発事業でした。

したが標題にさせていただいたように各専門家は

受講対象者は都道府県、市区町村の新型インフル

「起きるパンデミック」への「対策」が必要であ

エンザ対策業務従事者と医療機関団体、会場に余

り今回の「行動計画」及び「ガイドライン」もそ

裕があれば一般の方の受講が可能なプログラムで

の観点から作成されています。例えば「ワクチン」

した。

に関して、現在の指針は通常の発症予防と少し異

「現状」「対応」「対策」それぞれに改めて学ん

なり新型インフルエンザが発症した段階でプレパ

だことや、「疾病」であり「災害」であり「恐慌」

ンデミックワクチンの「対応医療従事者優先接種」

であることを薬剤師会としても、単なる「感染症」

が明確に示されています。
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まず「行動計画改定」では目的の明確化がなさ

すが「街の科学者」とすれば③⑦⑧も深く関わっ

れました。「①感染拡大を可能な限り抑制し、健

てきます。⑤に関して、20年度現在で国民23％

康被害を最小限にとどめること」「②社会・経済

（2,935万人）分のタミフル及びリレンザの備蓄が

を破綻に至らせないこと」の２点が挙げられてい

あり、これを最終的には45％まで確保する予定と

ます。それに従って「発生段階」ごとの方針が示

なっています。世界レベルですと対人口比でフラ

されています。

ンス53％、イギリス50％、オーストラリア42％、

「前段階（未発生期）」
体制整備
「第一段階（海外発生期）」

スイス30％、アメリカ27％となっています。⑥に
関しましては現在２種のワクチン対策が考えられ
ています。ひとつは「プレパンデミックワクチン」

国に対策本部設置・ウィルス流入阻止・プレワ

で現在の「 H ５ N １鳥インフルエンザウイルス」

クチンの医療従事者接種開始

を用いて製造したワクチンです。タミフル、リレ

「第二段階（国内発生早期）」

ンザ同様にその有効性が100％確保されるもので

感染症法において入院措置、予防投薬・不要不

はありません。株種として「ベトナム株・インド

急活動業務の縮小

ネシア株・中国安徹株・中国青梅株」などから製

「第三段階（感染拡大期）」

造されていて日本は現在国民約24％（3,000万人）

指定医療機関での収容枠を超え、感染症法の指

分の備蓄をし、21年度にさらに1 , 000万人分を追

定解除して全ての医療機関にて対応（まん延

加予定となっています。ワクチン備蓄に関しまし

期）

ては、驚くことにスイスはすでに全国民（800万

入院措置による効果が低下するので重傷者を中

人）分備蓄を完了してるようです。ちなみにアメ

心とした入院対応（回復期）

リカ７％、イギリス３％、オーストラリア12.5％

患者発生が低い水準となる

のワクチン備蓄状況です。

「第四段階（小康期）」
対策の評価、再燃へ備えての資材、医薬品配備

今回のガイドラインの特徴のひとつは「パンデ
ミックは起きる」ことを大前提としてあり、「拡
大防止」「ピークを遅らせる」があります。拡大

次にガイドラインですが実に10分類のガイドラ
インが策定されています。
①水際対策に対するガイドライン

防止には警察庁、防衛省、外務省、文科省、総務
省、国土交通省など縦横な連携を可能とします。
この大前提には「パンデミックワクチン」製造

②検疫に関するガイドライン

の時間稼ぎ的意味合いも大きいものがあります。

③感染拡大防止に関するガイドライン

現在ワクチン１人分作成に「鶏卵２個」が必要で

④医療体制に関するガイドライン

すし、時間もかかります。遺伝子工学による製造

⑤抗インフルエンザウイルス薬に関するガイド

法確立が待たれるところです。

ライン

質疑に入って「企業でも、演習、シミュレー

⑥ワクチン接種に関するガイドライン

ションの実施を推進されるようになっているがそ

⑦事業者・職場における新型インフルエンザ対

の予算、経費はどこが負担するのか」に厚労省は

策ガイドライン
⑧個人・家庭及び地域における新型インフルエ
ンザ対策ガイドライン
⑨情報提供・共有（リスクコミュニケーション）
に関するガイドライン
⑩埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン
詳細はまたの機会があれば記載したいと思い
ます。
私たち薬剤師直接の関係でいいますと④⑤⑥で

「企業にて負担してください。専門家によるとパ
ンデミックは必ず発生します。したがって対応訓
練、シミュレーションの実施は≪企業防衛≫です」
と言い切った回答と、防衛省においては「生物兵
器対処委員会」が対応組織であることが印象的な
研修会でした。
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日本薬剤師会
平成20年度 全国学校薬剤師担当者講習会
副会長

平井 紀美恵

主 催：日本薬剤師会、学校薬剤師部会
日 時：平成21年3月12日（木）13：30〜17：00
場 所：日本薬剤師会
出席者：都道府県薬剤師会学校薬剤師担当役員
上記講習会が日薬学校薬剤師部会藤垣哲彦担当

③「アレルギー児の環境整備」
自治医科大学名誉教授 石井

常務理事の司会で始められた。
日薬児玉孝会長の挨拶の後、以下の講演と報告

明

「アレルギーとは？」に始まり

があり、日薬前田泰則副会長の閉会挨拶で日程を

・アレルギーには屋内外の環境があること

終了した。

・近年アレルギー病が増加していること…特
に子どもの増加

［１］講演

・地域と年令の関係

①「薬物乱用防止について」

・アレルゲンの主なものは花粉とダニである

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
違法ドラッグ監視専門官 山本

秀行

こと
・ダニとハウスダストの関係
・ごみの量とダニの量は相関関係があること

麻薬・覚せい剤・大麻等の特徴や乱用における
経過及び現状（供給源・検挙数・犯罪の特徴、背

・ダニにとってよい環境は20〜30℃、湿度
75％であること

景）と第３次薬物乱用防止５カ年戦略、啓発活動
対策として

がその内容であった。

○ごみを減らす
②「新たに定められる学校環境衛生基準について」
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
健康教育企画室健康教育調査官 北垣

○寝具を清浄する
○湿度を60％以下にする と結ばれた。

邦彦
［２］報告

学校保健法等の一部を改正する法律が
平成20年６月18日公布 ⎫
⎬
平成21年４月１日施行 ⎭ されるに伴い、
学校における環境衛生基準の位置づけがはっきり
⎫
⎬
⎭

とし、学校環境衛生基準に照らして、学校の適切

①平成21年度学校薬剤師部会事業計画
日本薬剤師会学校薬剤師部会副部会長 永野

孝夫

・全国学校薬剤師担当者会議の開催
・研修会（８カ所）６月〜９月実施

な環境の維持・管理・継続が明示された。
勿論安全基準に見合う学校保健計画を策定する

②理科室等の薬品の管理のあり方について

必要があり、「学校薬剤師は定期及び臨時の検査

新潟県学校薬剤師会副会長 大瀧

晴恵

に従事すること、必要な助言を行うこと」と認識
されている。

・理科室の薬品について
保管、地震対策、化学物質の表示、掲示、不
用薬品の処分・廃棄の方法、薬品台帳の
作成、処理業者への委託について新潟県の現
状を報告された。
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平成20年度 日本薬剤師会行政薬剤師部会
行政支部

山口 まみ

日 時：平成21年3月12日（木）
場 所：大阪府薬剤師会館
当日は奇しくも厚労省において「第２回医薬品

どの変更内容が示されました。法制定以来の大改

新販売制度の円滑施行に関する検討会」も開催さ

正と言われる今回の改正の内容の詳細な説明があ

れており、ネット販売に関する議論がネット業界

り、今後の行政としての対応の道筋が開けたよう

関係者も巻き込んで行われていることに関する話

な気がしました。

題が多く出ました。

また、日薬の石井専務理事による「薬剤師をめ

講演は、まず、厚生労働省医薬食品局総務課の

ぐる諸課題の現状と今後」と題した講演では、

近藤課長補佐による「新たな医薬品販売制度の施

ネット販売に係る適正な販売に努めるべきとの主

行について」と題して、施行が本年６月１日に

張がありました。これまでも、通信販売について

迫った改正薬事法の省令について詳しい説明があ

は通知により販売品目が制限されていましたの

りました。２月６日に公布された改正省令の運用

で、風邪薬や鎮痛薬を販売することは問題視され

通知については、現在準備中であるとのことでし

るべき事項ですが、今回の規制に対し「既得権」

たが、ネット販売に係る様々な議論がなされ、改

を主張するネット業界の対応には、専門家として

正内容が変更されるのではとも受け取れる報道も

明確な対応の必要性を強調されました。

ある中で、６月の施行に向け改正の根幹を変えな

薬剤師は、医療の担い手として位置づけられた

い状態で準備は進んでいるようです。今回、郵便

一方で、規制緩和による医薬品販売制度の改正に

等の販売に関する規定が新たに設けられ、通信・

より、対応すべき内容が多様化していますが、今

ネット販売を行う際には、届出が必要となったこ

後ますます変化に対応できる薬剤師が求められる

と、また、これまで薬事法では調剤された薬剤に

ので、柔軟に対応していかなくてはならないと、

関する規定はありませんでしたが、調剤された薬

今回の講演で強く感じました。

剤の情報提供等について明確に規定されたことな

医療薬学

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）

正答は63ページ
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日本薬剤師会
平成20年度 医薬分業指導者協議会
常務理事

青野 拓郎

日 時：平成21年3月13日（金）13：00〜17：00
場 所：厚生労働省中央合同庁舎第5号館講堂
岸田修一厚生労働省大臣官房審議官の挨拶で、
会議は始まりました。

（１）では、後発医薬品の使用促進に関する
現状の取り組み及び今後の取り組みについての
話とジェネリック医薬品品質情報検討会の説明

１．日本薬剤師会における活動の現状と今後
日本薬剤師会専務理事

がありました。

石井 甲一

（２）は、在宅医療チームの中での疼痛緩和

医療提供体制の改革、医療保険制度の改革、

及び褥瘡治療に関する薬剤師の関わりの話があ

医薬品販売制度、薬学６年制への対応について
説明がありました。インターネット販売への対
応に関しても説明がありました。

りました。
（３）では、地域内で重大な調剤過誤が発生
したことから、薬局での医療安全管理体制の取
り組みについて委員会が立ち上げられ、各薬局

２．薬事行政を巡る最近の動きと厚生労働省の
取組

間で訪問しあって他の薬局の管理体制をチェッ
クする取り組みを行っていることについての話

厚生労働省医薬食品局総務課

がありました。

課長補佐 近藤恵美子
主

査 平岡 潤也

一般用医薬品販売制度の改正について、医薬
品・医療機器の安全対策の推進について、薬学
教育６年制と平成21年度薬剤師関連予算につい
ての話がありました。
引き続き薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析

４．平成19年度医薬分業計画等策定事業について
の報告
（１）東京都（医薬分業計画モデル、薬局関連医
療計画モデル）
東京都薬剤師会北多摩支部支部長 小川 光一
（２）茨城県（薬局関連医療計画モデル）

事業についての説明がありました。

茨城県日立保健所主任 大内 めぐみ
薬局関連医療計画モデルとしてそれぞれの地

３．医薬分業における薬局の役割について
（１）後発医薬品の使用促進に向けて
医政局経済課 課長補佐 河野典厚
医薬食品局審査管理課 課長補佐 益山光一

域医療の連携実践例がいろいろ紹介されまし
た。また医薬分業計画モデルとして動画閲覧シ
ステムを導入した在宅研修の試みが紹介されま
した。

（２）在宅医療の現状と将来
シーガル調剤薬局 長津雅則
（３）地域薬剤師会における医療安全管理体制の
取り組み
末広みくに調剤薬局 三國 亨

最後に児玉孝日本薬剤師会会長の閉会挨拶で会
議は終りました。

16

2009 Vol.34 No.3 広島県薬剤師会誌

褥 創 研 修 会
日 時：平成21年3月15日（日）
場 所：広島県薬剤師會館

する。
（観察できる治療法を選択する。
）

報告Ⅰ
東広島支部

¡消毒薬はマクロファージや線維芽細胞を殺し

村上 孝枝

て創傷治癒を遅らせたり、アレルギーを起し
たりする問題がある。しっかりとした洗浄は

一番の治療法は何？

物理的に細菌を洗い流し、消毒よりも効果が

この研修会は日本薬剤師研修センターの集合研

ある。『しっかりと十分な量のお湯で洗いま

修（広島）に掲載されているのを見つけ参加しま

しょう。傷があっても、入浴、シャワーOK

した。いつも10日に一度ぐらいの間隔で日本薬剤

です。これが今の常識です!!!』

師研修センターと広島県薬剤師会のホームページ

結局は、『予防!!! 褥瘡ができたら、患者にも、

の研修カレンダーを確認しています。（だって、

看護、介護側にも、苦痛の少ない、効果の高い治

ちらし等の直接連絡のない研修会もいっぱいある

療法の選択を行いましょう。』と、いうことが一

からです。
）

番大切。という、結論になります。

病院の看護師さんから「褥瘡があるんだけど、
どうしょうか？

この程度なら何がいい？」と、

聞かれ、褥瘡委員会メンバーではないけれど、
「ウーン、そうじゃね。この程度なら、病院のマ

そのあと、原田修江広島県薬剤師会薬事情報セ
ンター長より、具体的な褥瘡に使われる医薬品に
ついて講演がありました。
坂下先生のスライド資料から省かれていた、医

ニュアル通りのラップで大丈夫よ。」「ウーン、

薬品ごとの特徴をまとめてある表を使っての話

ちょっと、熱ももっているよ。薬か何か必要じゃ

で、手元に資料が残ることがたいへんうれしかっ

ね。」とか、アドバイスをしています。ドレッシ

たです。

ング材や外用薬は効果がいいのはわかっています

この研修会で、「〜かな？」でなく「〜よ！」

が、なんといっても、高価なのでどうしても包括

としっかり言えるようさらに自己研鑽が（研修会、

病棟の患者さんには最小限の支出で、最大限の効

ガイドライン等の勉強）必要だと思いました。

果をだすために、各々の特性を知ってしっかり使
い分けることが大事になってきています。
さて、研修内容ですが、坂下吉弘広島記念病院

参考資料
◎DESIGNの分類（表１）

外科、中央手術室医長兼化学療法室医長より、褥

◎外用薬の軟膏基剤による分類（表２）

瘡の基礎知識と、先生の今までにかかわった臨床

◎薬事上認可されているドレッシング材（皮膚欠

経験について講演されました。
¡健康な人は絶えず動いている。しかし、患者
さんは、運動麻痺、知覚障害等が出てくると、

損用創傷被覆剤）＜8種類＞（表３）
原田先生の資料より抜粋
◎医療情報サービス マインズ ホームページ

外力（圧迫、摩擦、ずれ）に弱い状態になっ

http://minds.jcqhc.or.jp/

ているために、褥瘡が発生する。

医療提供者向け 診療ガイドライン

¡予防はチームで行っていく。（栄養サポート
チーム、褥瘡チーム）
¡治療はチームで行っていく。褥瘡ができてし
まったら、しっかりと洗浄し、褥瘡を観察し、
原因を考える。治療法が決まれば、毎日観察

◎日本皮膚科学会 ホームページ
http://www.dermatol.or.jp/
皮膚科Q&A 第22回とこずれ（褥瘡）
2008.９.16改訂
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表１

DESIGNの分類

表２

外用薬の軟膏基剤による分類
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A

B1
Ag

B
B2
C
表３

薬事上認可されているドレッシング材（皮膚欠損用創傷被覆剤）＜8種類＞

報告Ⅱ
尾道支部

石井 淳規

褥瘡研修会に出席して、消毒剤を使用しないド
レッシング剤の使用が今の治療方針程度ぐらいの
知識しかなく講演会は大変有意義で奥深いもので
ありました。外圧の分散、栄養による予防がいか
に重要かの認識はありましたが、体位変換を２時
間に一度行うとか圧切換え型のマットレスがある
とかも知らなく、褥瘡のアセスメントツールとし
て DESIGN で重傷度分類をして、治療に使用す
るドレッシング剤、薬剤の選択が決定される事す
ら知らなかった自分にとっては非常に勉強になり
ましたが、同時に厚労省が進めている薬剤師に外
に出ろ在宅にとの自分のレベルのギャップの大き
さに戸惑いと、自己研修だけでは解決できないの
ではないかとの不安を感じました。
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中国・四国地区薬剤師会
薬局実務実習受入調整機関評議員・運営委員合同会議
常務理事

田口 勝英

日 時：平成21年3月21日（土）
場 所：サン・ピーチOKAYAMA
去る３月21日に岡山で中国・四国地区薬剤師会

年度予算執行状況報告があった。

薬局実務実習受入調整機関評議員会及び運営委員

協議事項として、事務局より21年度事業計画と

合同会議開催され、前田会長・木平副会長と出席

予算について説明があり、21年度については20年

した。

度と同様の算定方式による各県拠出金額とするこ

前田評議委員会長より挨拶があり、続いて事務

と、22年度からは拠出金の算定方式・WSの助成

局より20年度実務実習の受け入れ状況報告があ

方法等の予算の見直しを行っていく旨の申し合わ

り、中四国で域内大学生721名域外大学生182名合

せをした後、参加者全員一致で事業計画及び予算

計903名の受入調整を行ったとの報告があった。

案は可決された。

吉富調整機構委員長より、20年度の認定実務実習
指導薬剤師養成ワークショップは、中四国地区で
開催され、薬局薬剤師の参加は、約340名となっ
た旨の報告があった。各県より６年制一期生の配
属状況の報告があり、各県とも予定者の配属が順
調にできているとの報告があった。事務局より20

2 1 年度認定実務実習指導薬剤師養成ワーク
ショップ開催について説明があった。
各大学より21年度４年制薬局実務実習の依頼予
定について説明があった。
以上、調整機関合同会議の報告です。
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平成20年度 第２回 タスクフォースのスキルアップ集会
広島支部

吉田 亜賀子

日 時：平成21年3月25日（水）
場 所：京都薬科大学
桜の開花宣言に誘われ「この時期京都の桜を見

のは、タスクのスキルに違いが関係しているので

ないと !! 」と思っていた気持ちが通じたのか、

はないか？タスクのスキルアップの研修が必要な

「タスクフォースのスキルアップ集会」への参加
が決まりました。山科の京都薬科大学の正門で、

のでは？という前向きな意見が多く出ていたこと
を報告しておきます。

私を迎えてくれたのは、八分咲きの桜の木でした

午後からの対応策ではGIO、SBOsで使用すべ

（まさに私の期待通りでした）
。それだけでも私の

き動詞の再確認となるようなテーマでした。混乱

テンションは一気に最高潮に達しました。ワーク

していたものが少しだけですが整理できた気がし

ショップ（以下WS）のタスクを何度か経験して

ます。何時もながらWSの時間経過の早さには驚

いたため到着時間は早くて困る事はないと分かっ

かされますが、この日も同じでした。情報交換会

ていました。他の参加者も同様で、予定より早め

を終えて大学を出る頃には、今朝見た桜が八分咲

の開始となりました。長期実務実習のWSと同様

きから満開に近づき、ライトに照らされ夜桜見物

自己紹介が始まり、数名の顔見知りのタスクを見

も味わい帰宅しました。桜の開花のように私自身

つけホットして、関東からの参加者を知って花見

の中で何かがまた少し開花した１日になりました。

気分はすっかり影を潜めてしまいました。第１部
のテーマは「 P 、 S の責任者としてのタスクワー

P ……… 全体会議

クに関する問題点」を KJ 法で作業することでし

S ……… スモールグループディスカッション

た。WSの中で私の最も苦手な作業です。問題点

GIO …… 一般目標

を具体的にカードの書くこと・他の人に理解して

SBOs … 行動目標

もらうこと・具体的な島の名前をつけてカードを
分けること・それを丁寧に行わないと後々大変に
なることは、今までの経験上わかりすぎるくらい
わかっていましたが、感覚で物事を捉える私には
大変な作業でした。しかしさすがタスクの集団。
問題点のカード記入は、スムーズに行われました
が、多すぎて島を作る作業時間が不足したのは反
省すべきことになりました。WSならではの時間
厳守を痛感した時でした。昼食時間を利用しての
発表・全体討論（時間の少なさの過酷な一面でし
た）、ここで感じたのはタスクの P や S での介入
（言葉が不適切な気がしますが）は、地域差があ
るということでした。介入を誘導と捕えられない
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日本薬剤師会
平成20年度 一般用医薬品担当者全国会議
担当副会長

大塚 幸三

日 時：平成21年3月25日（水）13：00〜17：00
場 所：東京主婦会館プラザエフ
日薬会長児玉孝先生よりこれまでの経緯と今後

もし仮に優劣がないと今後の薬剤師の職能は調剤

医薬品を販売する薬局薬剤師の行動に世間の目が

のみになる危険性を感じました。開設者の意向よ

そそがれているので十分なる対応を願いたい旨の

り、そこに従事している薬剤師のプロ的説明で患

挨拶ののち、以下の案件について説明質疑応答が

者から信頼と安心を商品に付加していかなければ

ありました。

医薬品すべてが販売管理者で行われ、なお且つ店

１．新たな一般用医薬品販売制への対応について

舗管理者も販売管理者が行うことになります。

２．
「一般用医薬品販売の手引き」の活用方法及

薬は両刃の剣、くすりにもなれば毒にもなるこ

び新たな一般用医薬品販売の動向について

とを忘れ、製薬会社のつくった商品をマスコミを

３．地域（神奈川県藤沢市）での取り組み事例

利用して安易に安売りをし、儲からなくなったか
らといって処方調剤に鞍替えした情けない薬剤師

薬事法改正による省令は出たものの、細部にわ

の抜けがらが現状を招いたと反省し、今後に間違

たる運用方法が難航している状態での説明が行わ

いを起こすことがないよう十分対応しなくてはな

れました。薬剤師が販売する場合と登録販売者が

らないために、県、支部レベルから個人まで意識

行う販売にはあきらかな優位さがあって当然で、

改革を行うべきと思います。

医療薬学

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）

正答は63ページ
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健康ひろしま21推進協議会
副会長

平井 紀美恵

日 時：平成21年3月26日（木）
場 所：県庁北館
本協議会の委員長に（社）広島県医師会堀江正

３．ひろしま健康づくり県民運動の取組状況につ

憲常任理事を選任し、健康福祉局保健医療部健康

いて

対策課健康増進室より報告・説明があり、いずれ

・県民運動推進会議設立記念大会としてシン
ポジウムを開催

も了承された。

・ひろしま県民運動を象徴する県大会として
１．健康ひろしま21の目標設定について
項目「65歳、75歳平均自立期間」について
日常生活が要介護でなく自立して暮らせる生
⎫
⎬
⎭

男性 18.03年 ⎫
⎬
女性 21.53年 ⎭

⎫
⎬
⎭

75歳の場合

康相談
・市町・地域組織と共同で啓発行事
Ｈ21.３.19 広島市

存期間の平均を
65歳の場合

市町と共同で広島ベイマラソン大会、健

男性 10.74年 ⎫
⎬
女性 13.02年 ⎭
を目標値とする
（決定）

２．健康ひろしま21の進捗状況について
・自殺する人の割合（人口10万対）
21.9人→24.1人（平成20年度）

Ｈ21.３.28 庄原市
・「げんき・健康大使」の委嘱・活用…西城
秀樹他２名
・情報提供冊子の作成配布（年２回）
・地域における健康づくりのリーダー養成
Ｈ21.２.27 広島市、庄原市
Ｈ21.３.18 三原市
以上の実施状況が報告された。

・健康生活応援店の認証店舗数
200店舗→551店舗（平成20年度）

いずれにしても健康広島21の基本的な考え方
は、健康づくりは個人の主体的努力と実践が基本

・特定健診受診率
61.9％→17.6％（平成20年度）
・脳卒中による死亡率（人口10万対）
105人→100人（平成19年度）
・虚血性心疾患（人口10万対）
53人→67人（平成19年度）
その他
ひろしま食育・健康づくり実行委員会事業
健康福祉祭、食育講演会、県民ウォーキン ⎫
⎪
グ大会、禁煙普及、テレビ・ラジオ・リー ⎬
⎪
フレット等による啓発、特定健康診査等 ⎭

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

を実施、県民運動による推進、普及に努めた。

であり、個人の努力を社会全体で支援するもので
あるから、県・市町、医療関係者、企業や団体等
がそれぞれ役割を分担し、家庭や学校、職場で健
康づくりのための共通目標として
①望ましい生活習慣の確立
②生活習慣病のリスクファクターを軽減
のため取り組んでいくことが確認され閉会した。
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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

18 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

19 受動喫煙で血管収縮（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

20 オーストラリアの禁煙CM（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

21 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

22 軽いタバコの嘘（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

23 手遅れ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

24 １年分のタール（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

25 ニコチン依存ネズミ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

26 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

27 脳出血（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

28 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

29 レイン（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

30 smoker's face（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

31 コロンビア・ライト（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

32 デビ・オースチン（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

33 ユル・ブリンナー（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

34 悪魔のacademy（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

ムービーファイル（mpeg）
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35 眼底出血（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

36 喫煙サル（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

37 喫煙で能率低下（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

38 低体重ネズミ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

39 副流煙とウェイトレス（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

40 好奇心（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

41 禁煙指導用スライド

増田和彦

（パワーポイント）

42 分煙

増田和彦

（パワーポイント）

43 ニコチン依存症

増田和彦

（パワーポイント）

三次

（パワーポイント）

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

県薬事務局

46 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅢ（指導者用）

県薬事務局

47 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅣ（指導者用）

県薬事務局

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

呉

49 健康くれ21「健康くれ体操」

呉

50 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」

呉

（パワーポイント）

【書籍・冊子・資料】
1
2
3
4

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

名

提供者・管理者
安佐
安佐
安佐
安佐

形
テキスト
テキスト
テキスト
テキスト

式
15ページ
19ページ
20ページ
31ページ

【ビデオ】
題
1
2
3
4
5
6
7
8
9

提供者
形
管理者

名

くすりを正しく使って健康ファミリー
お年寄りとその家族のみなさんへ

（1993）

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

呉

式

24分

呉
呉
呉
呉
（2002.10） 呉
（1998.11） 呉
呉
呉

133分
15分

資料を提供していただいた支部担当役員の方、個人の方、感謝の意を込めて掲載させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
（個人名以外は支部名を表示しています。
）
★これは！
！と思われる資料がありましたら県薬事務局までご連絡ください。
無料で貸し出します。
★また、提供したい資料や、 これ、もっといて という資料がありましたら
ご連絡ください。お預かりします。
★会員の皆様からの、こんな資料を作って…というご意見にもお答えします。

まずはご連絡を！
！
！
広島県薬剤師会薬事情報センター 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 ◎
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）

会員カードでWポイントがつきます。
Wポイントカードに
関するお問い合わせは

㈱和多利広島本社

Wポイントカード事務局
1082-830-0230 平日10：00〜18：00

Wポイントカードホームページ http://www.watari.biz/
Wポイントカードシステムでは、2000ポイント貯まると翌月2,000円分のWポイント金券がお手元に届きます。

広島県Wポイントカード加盟店
店舗名

TEL

広島市安芸区
COOL INN. 船越本店
082-822-6667
ちから 船越店
082-824-0301
ちから 矢野店
082-888-5246
ちから 矢野西店
082-889-5188
マダムジョイ 矢野店 直営食品売場
082-889-2441
MEN'S REVO 船越店
082-822-6646
広島市安佐北区
大野石油店 可部バイパスSS
082-819-0210
大野石油店 高陽町SS
082-842-1890
キャン・ドゥ 可部店
082-814-7008
山陽礦油 かめ山SS
082-815-6211
ちから 高陽店
082-842-2440
徳川 高陽店
082-840-0300
徳川 サンリブ可部店
082-815-2775
広島市安佐南区
エコール古市ショールーム 082-831-6161
エコール本部
082-877-1079
大野石油店 高取SS
082-872-7272
大野石油店 緑井SS
082-877-2008
釜飯酔心 毘沙門店
082-879-2211
カメラのアート写夢 高取店 082-830-3588
082-831-6760
COOL INN. 大町店
住吉屋 古市店
082-877-1231
ちから 祇園店
082-875-5003
ちから 西原店
082-832-5520
ちから 八木店
082-830-0235
徳川 毘沙門台店
082-879-0141
徳川 安古市店
082-879-9996
広島第一交通㈱上安営業所 082-872-5410
福助タクシー㈱古市営業所 082-877-0004
HOBBY TOWN 広島店
082-831-6577
広島市佐伯区
AUTO GARAGE うえるかむ
082-927-2510
大野石油店 五日市インターSS
082-941-5020
大野石油店 造幣局前SS
082-923-6029
釜飯酔心 五日市店
082-922-8663
サイクルショップカナガキ 五日市店
082-924-5525
ちから 五日市店
082-922-8661

店舗名

平成21年４月１日現在
TEL

ちから 楽々園店
082-921-6693
徳川 五日市店
082-929-7771
マダムジョイ 楽々園店 直営食品売場
082-943-8211
MEN'S REVO 楽々園店 082-943-4960
広島市中区
英国式足健康法 リフレックス
082-248-7722
えびすの宴
082-243-6166
えひめでぃあ
082-545-6677
大野石油店 牛田大橋SS
082-221-1511
大野石油店 西白島SS
082-221-8834
大野石油店 八丁堀SS
082-221-3643
ｏｋａｓｈｉｍｏ
082-231-3221
釜飯酔心 本店
082-247-4411
寿司道場酔心 支店
082-247-2331
惣菜酔心 立町店
082-247-9581
COOL INN. サンモール店 082-248-2112
くれない
082-243-6700
芸州 胡店
082-243-6165
桜井花店 本店
082-247-1808
山陽礦油 相生橋SS
082-232-0145
しなとら パセーラ店
082-502-3382
体育社 本店
082-246-1212
ちから 本店
082-221-7050
ちから 上八丁堀店
082-211-0122
ちから 京口通店
082-502-6008
ちから そごう店
082-512-7854
ちから タカノ橋店
082-544-0002
ちから 十日市店
082-503-1089
ちから 中の棚店
082-545-6880
ちから 八丁堀店
082-228-9071
ちから 舟入店
082-294-7503
ちから 堀川店
082-241-8230
ちから 本通４丁目店
082-245-0118
徳川 総本店
082-241-7100
のん太鮨 パセーラ店
082-502-3383
ピカソ画房 本店
082-241-3934
ひろしま国際ホテル 芸州 本店
082-248-2558
ひろしま国際ホテル 東風 082-240-0558
ひろしま国際ホテル まほらま
082-248-6796
ひろしま国際ホテル ル・トランブルー
082-240-7556
広島第一交通㈱江波営業所 082-233-5871

店舗名

TEL

広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 紙屋町店
082-247-2260
福助タクシー㈱本社営業所 082-232-3333
プロント 広島胡町店
082-544-1166
ボウル国際
082-244-4151
星ビル２F 知育玩具とオルゴール
082-249-3592
星ビル３F ベビーワールド 082-249-6181
星ビル４F アンティークドール
082-246-0026
星ビル５F オルゴールティーサロン
082-249-1942
星ビルB１F メディカルフィットネス
082-241-6348
マダムジョイ 江波店 直営食品売場
082-532-2001
マダムジョイ 千田店 直営食品売場
082-545-5515
三井カーデンホテル広島25F コフレール
082-240-1125
焼肉達人の店 寅
082-234-8929
横田印房
082-221-0320
リビング事業社 リビングコミュニティカレッジ
082-511-7706
広島市西区
一心太助 アルパーク店
082-501-1313
井口家具百貨店
082-232-6315
大野石油店 旭橋SS
082-272-3766
大野石油店 井口SS
082-276-5050
大野石油店 観音SS
082-231-6209
大野石油店 商工センターSS
082-277-1266
大野石油店 横川SS
082-237-1864
釜飯酔心 アルパーク店
082-501-1005
サイクルショップカナガキ 横川本店
082-231-2631
サイクルショップカナガキ 己斐店
082-272-2631
サカイ引越センター
0120-06-0747
082-532-1176
茶房 パーヴェニュー
082-239-4004
車検の速太郎
082-238-0100
車検の速太郎 カーケアプラザ
082-238-3939
ジャパンツゥリスト
082-292-0005
studio LOHAS
082-237-2911
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TEL

広島市西区（続き）
ちから 井口店
082-278-3666
ちから 観音店
082-232-5686
ちから 己斐店
082-507-0505
徳川 南観音店
082-503-3039
広島第一交通㈱（第１）
082-278-5511
広島第一交通㈱（平和）
082-278-5522
ホテルプロヴァンス21広島 スパラーザ広島
082-235-3930
マダムジョイ アルパーク店 直営食品売場
082-501-1112
マダムジョイ 己斐店 直営食品売場
082-271-3211
横川 ちから
082-292-5822
広島市東区
アリモト 本店
082-264-2929
大野石油店 広島東インターSS
082-508-5030
サイクルショップカナガキ 戸坂店
082-220-2031
ちから 牛田店
082-224-2201
ちから 尾長店
082-506-3505
ちから 戸坂店
082-502-5038
ちから 光町店
082-568-6855
徳川 戸坂店
082-220-1818
広島市南区
大野石油店 エコステーション出島
082-254-1015
大野石油店 東雲SS
082-282-3993
大野石油店 皆実町SS
082-251-9108
釜飯酔心 新幹線店
082-568-2251
釜飯酔心 広島駅ビル店
082-568-1120
惣菜酔心 アッセ店
082-264-6585
銀河（えひめでぃあ）
082-253-1212
ごはんや 広島店
082-253-0300
サイクルショップカナガキ 東雲店
082-288-9101
山陽礦油 大州SS
082-282-4478
ちから 旭町店
082-254-6678
ちから 宇品店
082-505-0003
ちから 出汐店
082-254-2455
ちから 広島駅店
082-568-9121
ちから 福屋駅前店
082-568-2330
ちから 本浦店
082-286-1119
ちから 的場店
082-262-6594
ちから 皆実町店
082-253-3363
ちから 皆実４丁目店
082-250-0804
中国トラック
082-251-0110
豆匠 広島本店
082-506-1028
徳川 ジャスコ宇品店
082-250-0480
徳川 ビックカメラ・ベスト店
082-567-2388
徳川 南区民センター店
082-505-1620
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 広島新幹線店
082-263-0200

店舗名

TEL

ホテルセンチュリー21広島 京もみじ
082-263-5531
ホテルセンチュリー21広島 フィレンツェ
082-568-5270
安芸郡海田町
ちから 海田店
082-822-1711
徳川 海田店
082-824-0111
安芸郡府中町
ちから 府中店
082-287-0933
ちから 向洋店
082-581-4321
広島第一交通㈱府中営業所 082-281-1191
大竹市
カメラのアート写夢 本店 0827-57-7700
カメラのアート写夢 油見店 0827-53-5911
尾道市
瀬戸田すいぐん丸

08452-7-3003

呉市
大野石油店 熊野団地SS
0823-30-1042
大野石油店 呉SS
0823-21-4974
体育社 呉店
0823-22-8880
ちから 呉駅店
0823-32-5532
徳川 呉中通り店
0823-23-8889
徳川 広店
0823-70-0600
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 呉駅ビル店
0823-24-0222
MEN'S REVO 呉店
0823-25-6661
庄原市
総商さとう ウィー東城店

08477-2-1188

神石郡神石高原町
総商さとう 本店
08478-2-2011
廿日市市
大野石油店 廿日市インターSS
0829-20-1189
キャン・ドゥ 廿日市店
0829-32-3387
ジョイ薬局
0829-32-3077
第一ドライ 串戸店
0829-32-1863
徳川 廿日市店
0829-32-1111
ベストカーヤマナカ
0829-39-5100
東広島市
大野石油店 西条インターSS
082-423-3701
大野石油店 高屋ニュータウンSS
082-434-4411
大野石油店 東広島SS
082-423-9197
カギのひゃくとう番
082-424-3110
髪処 ふくろう
082-497-3337
住吉屋 西条プラザ店
082-423-7878
体育社 東広島店
082-422-5050

店舗名
徳川 西条プラザ店
八本松タクシー

TEL
082-424-0300
082-428-0023

福山市
一心太助 福山本店
084-922-5611
エコール福山 ショールーム 084-981-3733
快足屋 福山店
084-982-5151
山陽石油 住吉町SS
084-922-0939
山陽石油 セルフ神辺SS
084-962-0693
山陽石油 セルフ福山平成大学前SS
084-972-7940
山陽石油 多治米町SS
084-957-2601
山陽石油 深津SS
084-922-5750
山陽石油 福山春日SS
084-943-5494
山陽石油 福山東インターSS
084-923-7835
山陽石油 南本庄SS
084-922-3181
豆匠 福山店
084-921-2503
徳川 福山東深津店
084-929-2015
とんかつ埃 イトーヨーカドー福山店
084-971-0050
HOBBY TOWN 福山店
084-927-1129
三原市
ごはんや 広島空港店
徳川 三原店

084-860-8215
0848-62-8824

三次市
囲炉り茶屋 やまぼうし
0824-69-2299
さざん亭 三次店
0824-64-0375
住吉屋 三次店
0824-62-5959
平田観光農園
0824-69-2346
広島三次ワイナリー 喫茶ヴァイン
0824-64-7727
広島三次ワイナリー バーベキューガーデン
0824-64-0202
広島三次ワイナリー ワイン物産館
0824-64-0200
フルーツレストラン まるめろ
0824-69-2288
その他
Heart Leap Up HIROSHIMA
082-545-5277
※会員登録で100ポイント、メールマガジ
ン受信ごとに１ポイント、メールマガ
ジン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）。
リースキン 家庭用事業部
広島支店
082-233-1141
広島北営業所
082-845-2882
広島西営業所
0829-31-6161
広島東営業所
082-824-1411

★ご利用額100円に対するポイント数は加盟店によって異なります。
（１ポイント１円で換算します。
）
★加盟店によっては、一部取り扱い商品の対象外のものがあります。
★クレジット払いのできない加盟店（一部）も含まれています。
★加盟店によっては、団体・パーティーでのご利用に対して、ポイント加算の対象とならない場合があります。
★詳しくは各加盟店でご確認ください。
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指

定

店

一

覧
平成21年４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

28
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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３月24日

後発医薬品の採用リストの公表につい
て（各支部長）

３月24日

健康保険高齢受給者証の更新について
（各支部長）

３月27日

県薬より支部長への発簡

平成20年度薬事衛生指導員活動費の助
成について（各支部長）

３月27日

平成21年度検査センター利用契約証明
書の送付について（各支部長）

２月19日

へき地、離島等で一般用医薬品の提供

３月27日

を行っている薬局・一般販売業につい
て（照会）
（各支部長）
２月19日
２月23日

２月24日

４月１日
４月１日
４月１日

労賞並びに同有功賞受賞候補者の推薦

使用促進について（各支部長）

について（各支部長）

医療事故情報収集等事業「医療安全情

４月１日

３月９日

４月７日

４月７日 「規制改革推進のための３カ年計画
（再改訂）
」について（各支部長）
４月７日

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事
業について（各支部長）

４月10日

日薬サポート薬局制度（仮称）につい
て（調査協力薬局の推薦のお願い）

院外処方せんの応需について（各支部
長）

応需薬局リスト掲載申込書の提出につ
いて（各支部長）

NHK「きょうの健康」における番組
放映について（各支部長）

支部長・理事合同会議資料の送付につ
いて（各支部長）

３月６日

４月６日

６年制薬学部学生の保険薬局実習の受
入について（お願い）（各支部長）

応需薬局登録の変更・辞退届について
（各支部長）

日薬共済部（新規加入）の募集につい
て（各支部長）

３月２日

平成21年度広島県薬剤師会賞及び同功

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の

長）

３月２日

平成21年度県薬会費について（各支部
長）

報No.27」の提供について（各支部
２月27日

医療事故情報収集等事業第16回報告書
の送付について（各支部長）

支部長・理事合同会議提出議題の送付
について（各支部長）

２月24日

いて（各支部長）

町福祉事務所新設に伴う実施機関の変
更について（各支部長）

認定基準薬局手数料の支部還付金につ

広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更
新認定について（各支部長）

４月13日

（各支部長）

特定疾患治療研究事業及び小児慢性特
定疾患治療研究事業に係る高額療養費

３月19日

広島県薬剤師会認定「基準薬局」の新

制度の見直しに伴う「診療報酬請求書

規認定について（各支部長）

等の記載要領等について」等の改正案

３月23日

広島県におけるレセプトオンライン請

について（各支部長）

求について（各支部長）
３月24日

（追加）
（各支部長）
３月24日

４月13日

健康保険高齢受給者証の更新について

について（各支部長）
４月13日 「自立支援医療費の支給認定について」

健康保険高齢受給者証の更新について
（各支部長）

日本薬剤師会に報告された調剤事故例

の一部改正について（各支部長）
４月17日

調査協力のお願い（各支部長）
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平成21年２月常務理事会議事要旨
日 時：平成21年２月19日（木）18：00〜20：30
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長
大塚、木平、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、瓜生、小林、田口、谷川、野村、
二川、政岡各常務理事
欠席者：重森常務理事
議事要旨作製責任者：有村健二
１．報告事項
（１）１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．日本薬剤師会編集委員会
１月29日（木）に日薬で開催され、２カ月に１回
開かれる日薬雑誌編集委員会で、来年度から学術
大会発表論文に対するある程度の取り決めを出す
などの報告がされた。
イ．日本薬剤師会第２回ドーピング防止に関する特別
委員会
１月31日（土）に日薬で開催され、日本アンチ
ドーピング機構という組織がスポーツファーマシ
スト制度を定め、新しい薬剤師の仕事として活
動してほしいということで、うっかりドーピン
グに対する指導教育等を含め、その制度に乗っ
取った資格を取り活動をしていくとの報告がさ
れた。
ウ．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
２月１日（日）に高松市・全日空ホテルクレメン
ト高松で開催され、多数参加のなか、盛況におこ
なわれたと報告された。
エ．正・副会長会議
２月５日（木）に開催し、公益法人改革の話を中
心に会議がおこなわれた。
日薬・県薬は公益社団を、各支部は一般社団を目
指す方向でいくことで、呉市・福山市は移行申請
をし、安芸支部は今年４月１日付けで一般社団に
なるよう準備中である。移行申請は日薬が平成２
２年度、広島県薬はその一年後を目指していく。
また、広島県の方から医療費の適正化評価検討委
員会委員推薦の依頼があり、委員には豊見専務理
事を推薦すると決まった。
（木平副会長）
ア．「医療安全調査委員会（仮称）について」パネル
ディスカッション
１月25日（日）に広島国際会議場で開催され、医
療事故が起こった場合にどのような処理をしてい
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くかといったことを、調査委員会をつくって検討
していくことになると報告された。
イ．広島県血液製剤使用に係る懇談会
２月９日（月）に鯉城会館で開催され、広島県で
の血液製剤の使用状況について話し合いがおこな
われたと報告された。
ウ．薬事情報センター委員会
２月16日（月）に開催され、薬事情報センターの
今年度事業報告と次年度事業計画についての話し
合いがあった。
次年度の新しい事業計画として、スポーツファー
マシストへの協力があると報告された。
（木平・村上各副会長）
ア．薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議
２月５日（木）に開催され、平成22年度からの学
生実習の受け入れ薬局を、中四国調整機構から提
出された学生名簿に基づいて、３月末までに決め
ることになったと報告された。
（大塚副会長）
ア．広島県地域保健対策協議会シンポジウム
１月23日（金）に広島医師会館で開催され、患者
の服薬情報の共有化ということで、医師・薬剤
師・看護師の代表者が集まり意見の交換がされた。
お薬手帳による情報の共有化、病院等から統一規
格のものがあればとの意見があり、県薬から見本
を作ったものを提出した。保険委員会においてお
薬手帳改正ということで、後発医薬品希望の
チェック欄を入れることになったと報告がされた。
イ．検査センター委員会
２月３日（火）に開催され、次年度の予算等の検
討がされたと報告された。
（大塚副会長・田口常務理事）
ア．日本薬剤師会平成20年度全国職能対策実務担当者
会議
２月15日（日）にベルサール神保町で開催され、
ジェネリック対応等いろいろな課題はあるが、行
政との協力により薬剤師の職能をPRしていかな
ければならないなどの問題が報告された。
薬販売員が全国で約５万人に達しているという報
告の中、一般販売における薬剤師のあり方を問わ
れた。それぞれのワークショップに入り、休日と
夜間対応に関しての問題もそれぞれ分けて考えな
ければならない。各支部においても対応に差がで
てくると思われるが、特に夜間に関しては実績を
積んで補助金を出してもらえる体制づくりが必要
であり、早急に各県薬での協議をしなくてはなら
ないと報告された。
（平井副会長）
ア．大竹支部新年互礼会
１月24日（土）にホテルグランヴィア広島で開催
され、大竹支部では初めての新年互礼会で30数名
の参加があったと報告された。
イ．平成20年度圏域地対協研修会（県民公開講座）
２月１日（日）に福山労働会館みやびで開催され、
テーマは「うつ・自殺対策」ということで、この
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ことに関し正しく理解し、知識不足を補っていく
といった内容であったと報告された。
ウ．平成20年度第２回広島県医療審議会
２月９日（月）に県庁・北館で開催され、広島記
念病院を地域医療支援病院として名称承認し、前
原病院（福山市）の増床が許可された。また、地
域による病床の過不足の調整見直しをはかり、広
島県保健医療計画における医療連携体制について
の計画を県庁ホームページにて公表するなど、各
議案の審議を行い、新たな社会医療法人の創設な
どの報告を承認、許可したと報告された。
（松下副会長）
ア．日薬代議員中国ブロック会議
１月24日（土）・25日（日）に鳥取で開催され、
日薬の会館建設、学生実務実習について調整機構
と調整機関の明確な役割分担、第一類医薬品の販
売、基準薬局標識看板の販売中止、経過処置品目
の取り扱い、調剤における薬剤師の役割の拡大に
ついてなど、６つの質問に対する質疑がおこなわ
れたと報告された。
イ．第４回中国地方社会保険医療協議会広島部会
１月29日（木）に中国四国厚生局で開催され、県
内で新規での薬局開局が１件あり、管理薬剤師１
名、非常勤２名の計３名で年中無休といった体制
での対応がどうであるかといった問題を含め協議
されたと報告された。
ウ．予算等打合会
２月12日（木）に開催され、公益法人による新会
計基準に従い、科目の変更などを検討し、次年度
予算の打合せを行ったと報告された。
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
２月15日（日）に広島県薬剤師會館で開催され、
100名程度の参加があったと報告された。
（村上副会長）
ア．広島記念病院訪問
１月23日（金）に広島記念病院を訪問し、保険薬
局部会において在宅関連による褥瘡の研修会を開
催するため、記念病院の坂下先生に講師依頼のた
め訪問したと報告された。
イ．在宅服薬管理推進委員会
２月13日（金）に開催され、３月15日開催の褥瘡
研修会の内容について協議し、緩和ケア指導薬剤
師養成についての検討を行った。また、緩和ケア
の応需薬局を募集選定し、県の緩和支援センター
ホームページに掲載してもらうが、そのリスト
アップのため、保険薬局部会員に対し、麻薬備蓄
の有無、並びに在宅緩和ケアの経験の有無などを
項目としたアンケートを実施すると報告された。
ウ．広島県保健医療部健康対策課健康増進室との打
合会
２月19日（木）に開催され、健康増進のための禁
煙支援活動を進める活動において、 健康生活応
援店 の幅を広げていくために、医療機関・歯科
医師・薬局などをリストアップし、禁煙支援アド
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バイザーのいる薬局を中心にシールを配布するな
どの話し合いをしたと報告された。
（豊見専務理事）
ア．平成20年度緩和ケア人材育成検討会
２月２日（月）に広島県緩和ケア支援センターで
開催され、広島支部広島南薬局の三浦先生が参加
されたが、研修会は年一回で、公募の形で各支部
に希望者を募っていくとの報告がされた。
イ．中国四国厚生局・広島県による社会保険医療担当
者（保険薬局及び保険薬剤師）の集団的個別指導
２月５日（木）に広島合同庁舎で開催され、来年
度からは、中国四国統一したやり方で進めていく
ことになったと報告された。
ウ．日本学校薬剤師会理事会
２月13日（金）に日薬で開催され、今年度は鳥取
で各県学薬の役員が集まりブロック会議が行われ
たが、来年度からは７カ所ぐらいで日薬学薬部会
と日学薬との合同研修会が行われる予定との報告
がされた。
（青野常務理事）
ア．日本薬剤師会薬事情報センター実務担当者研修会
１月30日（金）に日薬で開催され、今後の情報セ
ンターのあり方について、情報管理センターへの
方向を具体化するための話し合いが行われたと報
告された。
（谷川常務理事）
ア．広報委員会
２月４日（水）に３月号２回目の委員会が行われ、
日薬臨時総会についても記載予定と報告された。
（村上事務局長）
ア．平成20年度第２回広島県保険者協議会
２月３日（火）に国保会館で開催され、松下副会
長の代理として出席した。
会長・副会長の選任があり、会長には国保連の常
務理事が選任された。また、協議事項は広島県後
期高齢者医療広域連合が加入し、それに伴う規定
の改正、来年度の事業計画など原案どおり承認さ
れたと報告された。
２．審議事項
（１）平成20年度会務並びに事業報告及び収支予算執行
状況報告について
今年度の会務・事業の報告を行い、予算執行状況
については新会計基準に従い執行していると代議
員会で報告することとされた。
（２）平成20年度収支補正予算（案）（３案）について
一般会計では、施設設備整備で空調の改修の為の
補正を行い、会館運営事業・検査センター特別会
計では、収支計算書の中で繰越額に差異があった
ため検査センターから会館運営事業に金額を移し
た。また、その中で動いた金額の中から２・４階
の机椅子を購入するための補正が組まれたと代議
員会で報告することとされた。
（３）平成21年度事業計画（案）及び収支予算（案）に
ついて
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各部門の事業計画及び収支予算についての案を代
議員会で報告することとされた。
（４）支部長･理事合同会議について
２月28日（土） 午後１時30分〜
議題について、１）レセプトオンライン化につい
ての経過報告等（豊見専務理事）、２）認定実務
実習受け入れの進捗状況報告等（田口常務理事）、
３）来年度の県薬学術大会記念大会について（谷
川常務理事）、４）公益法人制度について（前田
会長）を、追加することとされた。
（５）全体理事会について
２月28日（土）支部長･理事合同会議の終了後〜
議題の案として、第38回広島県薬剤師会通常代議
員会の付議事項と、広島県薬剤師会の給与・旅費
規程の一部改正を提出することとされた。
（６）第38回広島県薬剤師会通常代議員会について
３月20日（金・春分の日）午前11時から開催する
こととした。
（７）第38回広島県薬剤師会通常総会の開催について
５月23日（土）午後３時から開催し、支部長・理
事合同会議は同日の午後１時30分より開催するこ
ととされた。
（８）定款細第６条の変更願について
諸般の事情により、昨年８月の府中支部総会で支
部組織の解散が決議され、今年１月の福山支部理
事会に於いて府中支部の受け入れが承認された。
福山支部は入会金等に関する承認を総会で得る形
をとり、今後諸手続きを進めていくことになると
の報告がされた。
（９）第30回広島県薬剤師会学術大会（記念大会）につ
いて
平成21年11月15日（日）に開催を決定することと
した。
（10）日薬サポート薬局制度（仮称）について
日薬より、平成21年度から日薬サポート制度（仮
称）を開始するにあたり、「保険調剤」、「セルフ
メディケーション」、「在宅医療」などの分野の調
査に協力できる薬局の推薦依頼があった。サポー
ト薬局それぞれの条件を満たす薬局について、各
支部に協力してもらい推薦することとされた。
（11）平成20年度医薬分業指導者協議会について
日 時：３月13日（金）午後１時〜
場 所：厚生労働省講堂
村上副会長と青野常務理事が出席することとされた。
（12）褥瘡研修会の開催について
日 時：３月15日（日）午前10時〜
場 所：広島県薬剤師會館４階
在宅関連による褥瘡研修会を、広島記念病院の坂
下先生を講師に招いての講演を予定していると報
告された。
（13）緩和ケア応需薬局リスト作成のアンケートについて
近年増加の外来がん治療緩和ケアにあたり、薬
局・薬剤師の積極的参加を求められる中、広島県
緩和ケア支援センターのホームページに支援薬局
を掲載していただくことになった。その前段階と
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して、全保険薬局部会員に対し、在宅患者訪問薬
剤管理指導料算定届出をしているか、夜間に連絡
が取れる体制であるか等、掲載要件を満たしてい
るかといったことも含めアンケートに答えてもら
う形をとることとなった。
３．その他
（１）次回常務理事会の開催について
３月19日（木）午後６時に開催することとし、議
事要旨作製責任者は瓜生智加子常務理事とされた
（２）自動体外式除細動器（AED）の設置について
２月２日（月） 広島県薬剤師會館 １階
（３）広島県地方機関の変更について
（４）その他行事予定
ア．日本薬剤師会平成20年度第７回理事会
２月20日（金） 於 東京・日薬
イ．在宅緩和ケア講演会
２月21日（土） 於 東広島市中央公民館
ウ．広島大学医療人GPシンポジウム
２月21日（土） 於 広島大学
エ．第70回日本薬剤師会臨時総会
２月21日（土）・22日（日） 於 東京・虎ノ門
パストラル
オ．保険薬局部会「お薬手帳啓発普及ポスター作成委
員会」
２月25日（水）
カ．広報委員会
２月26日（木）
キ．第５回中国地方社会保険医療協議会広島部会
２月26日（木）
ク．支部長･理事合同会議
２月28日（土）
ケ．全体理事会
２月28日（土）
コ．広島大学医学部医師会創立50周年記念講演会・祝
賀会
２月28日（土） 於 ANAクラウンプラザホテ
ル広島
サ．抗ＨＩＶ療法服薬指導研修会
３月１日（日） 於 広島県薬剤師會館
シ．平成20年度第３回緩和ケア推進連絡協議会
３月２日（月） 於 広島県緩和ケア支援センター
ス．臨時全国薬剤師広島県薬剤師研修協議会事務担当
者会議
３月３日（火） 於 東京・ホテルグランドヒル
市ヶ谷
セ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月３日（火） 於 東京・日薬
ソ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会研修会
３月４日（水） 於 東京・虎ノ門パストラル
タ．日本薬剤師会平成20年度在宅医療等担当者全国
会議
３月４日（水） 於 東京・日薬
チ．第22回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
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３月６日（金） 於 岡山薬業会館
ツ．広島国際大学薬学部卒後教育研修会
３月７日（土） 於 広島国際大学・呉キャンパス
テ．第４回広島胃瘻と経腸栄養療法研究会
３月７日（土） 於 広島国際会議場
ト．第94回薬剤師国家試験
３月７日（土）・８日（日）
ナ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月10日（火） 於 東京・日薬
ニ．特例民法法人検査
３月12日（木） 於 広島県薬剤師會館
ヌ．日本薬剤師会平成20年度全国学校薬剤師担当者講
習会
３月12日（木） 於 東京・日薬
ネ．認定基準薬局運営協議会
３月12日（木）
ノ．平成20年度日本薬剤師会行政薬剤師部会
３月12日（木） 於 大阪
ハ．薬事日報社取材
３月13日（金）
ヒ．日本薬剤師会平成20年度医薬分業指導者協議会
３月13日（金） 於 厚生労働省講堂
フ．広島大学４年生並びに大学院修了生卒業記念パー
ティー
３月13日（金） 於 グランドプリンスホテル広島
ヘ．日本薬剤師会編集委員会
３月13日（金） 於 東京・日薬
ホ．県立広島病院成育医療センター開設式
３月14日（土） 於 県立広島病院
マ．褥創研修会
３月15日（日） 於 広島県薬剤師會館
ミ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月17日（火） 於 東京・日薬
ム．常務理事会
３月19日（木）
メ．第38回広島県薬剤師会通常代議員会
３月20日（金） 於 広島県薬剤師會館
モ．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員・運営委員合同会議
３月21日（土） 於 岡山・サン・ピーチＯＫＡ
ＹＡＡＭ
ヤ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月24日（火） 於 東京・日薬
ユ．日本薬剤師会平成20年度一般用医薬品担当者全国
会議
３月25日（水） 於 未定
ヨ．広島県地域保健対策協議会平成20年度第１回定例
理事会
３月30日（月） 於 広島医師会館
ラ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月31日（火） 於 東京・日薬

平成21年３月常務理事会議事要旨
日 時：平成21年３月19日（木）18：00〜19：50
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長
大塚、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、瓜生、小林、重森、田口、谷川、
二川、各常務理事
欠席者：野村、政岡常務理事
議事要旨作製責任者：瓜生智加子
１．報告事項
（１）２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．中四国厚生局来会
３月２日（月）に中国四国厚生局長が、組織異動
の挨拶に本会へ来られたとの報告がされた。
イ．日本薬剤師会学校薬剤支部会幹事会（第３回）
３月12日（木）に日薬で開催され、１年かけて８
カ所で学校薬剤師法の改正に伴う研修会を開催す
る予定である。広島は今年、学校薬剤師会全国大
会が行われるので開催されず、近隣では岡山で開
催されるが、日程は未定であると報告された。
ウ．広島大学４年生並びに大学院修了卒業記念パー
ティー
３月13日（金）に谷川常務理事、中嶋理事も出席
され、盛況におこなわれたと報告された。
エ．日本薬剤師会法制委員会（第３回）
３月16日（月）に日薬で開催され、インターネッ
トの件で小宮委員長が郵送部分の打ち合わせをき
ちんとしていなかったのではないかと指摘された
と報告された。
オ．広島県薬務課との次年度打合会
本日、21年度薬務課事業概要ということで、20年
度の実績と21年度の事業計画の打合せをしたと報
告された。
（大塚副会長）
ア．医薬品の適正使用に関する検討特別委員会
３月16日（月）に医師会館で委員会があり、お薬
手帳を媒介とした医薬品情報の流通で、お薬手帳
の使用促進を薬薬連携に繋げていけるよう報告さ
れた。
（平井副会長）
ア．日本薬剤師会平成20年度全国学校薬剤師担当者
講習会
３月12日（木）日薬で開催され、大塚常務理事と
出席し、厚生労働省の方が講師となり講習を受け
たが、主に学校薬剤師関係の内容であったと報告
された。
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（松下副会長）
ア．第70回日本薬剤師会臨時総会
２月21日（土）22日（日）に日薬で開催され、本
県から４名の代議員が出席し、内容については、
玉浦代議員が（本会）代議員会（３月20日（金・
春分の日）
）で報告されると報告された。
イ．認定基準薬局運営協議会
３月12日（木）に開催され、更新・新規の審査を
行ったが、記入漏れがかなりあるので支部で注意
が必要であると報告された。
（松下・村上副会長）
ア．新型インフルエンザ対策中国四国地区ブロック会議
３月５日（木）に開催され、厚生労働省より、２
月14日に作成された行動計画の説明を全国８ブ
ロックに区分分けし行っており、 パンデミック
は必ず起きる という前提で説明がされてた。た
だし、 パンデミック が起こった場合、各自が
生き残るためなので、今後いろいろ検討されてい
る実験等諸費用についても厚労省ではなく、各自
が負担しなければならず、新型インフルエンザ対
策も災害対策という観点で薬剤師会も行動しなけ
ればならないのではないかと報告された。
（村上副会長）
ア．保険薬局部会「お薬手帳普及啓発ポスター作成委
員会」
２月25日（水）に開催し、本部会で原案を作り地
対協へ提出し、印刷・配布についても（6,500部）
地対協で行われると報告された。
イ．抗HIV療法服薬指導研修会
３月１日（日）に病薬との共催で開催し、104名
の参加者があったと報告された。
ウ．第22回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
３月６日（金）岡山で開催され、承諾書の書き方
を主に話し合ったが、諸費用についてはなかなか
まとまらず、薬局においては１名27万で解決見込
みだが、病院において38〜47万といろいろ意見が
出ており調整が必要と報告された。
エ．褥瘡研修会
３月15日（日）に開催し、126名の参加者があっ
たと報告された。
（村上副会長・青野常務理事）
ア．日本薬剤師会平成20年度医薬分業指導者会議
３月13日（金）東京で開催され、本年度は診療報
酬改定がなく、内容的には後発医薬品の使用促
進・在宅関係、地域薬剤師会の連携等であったと
報告された。
（村上副会長・有村常務理事）
ア．NPO法人広島県介護支援専門員協会平成20年度
臨時総会
２月28日（土）に開催され、総会は通常５月で決
算総会があると報告された。
（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会平成20年度第７回理事会
２月20日（金）日薬で開催されたが、本日、オン
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ライン請求の件で通知が出され、支払基金（1,030
円）
・国保（270円）で１薬局１カ月分1,300円という
金額が示された。支払い方法等については別途一
斉送信等でお知らせし、金額についても別途上乗
せしないことを了承された。
なお、代行送信する薬局リストの作成もあわせて
行うと報告された。
イ．平成20年度第３回緩和ケア推進連絡協議会
３月２日（月）に開催され、在宅緩和ケアに参加
できる薬局リストの作成について委員会より要望
され、先日来より各薬局へのアンケートを行い取
りまとめたところ、約160件が協力を示され、再
調査もしたが、この薬局については委員会へ報告
し、緩和ケアのHPに掲載される予定であると報
告された。
ウ．薬事日報社取材
３月13日（金）取材を受けたが、お薬手帳及び啓
発ポスター作成のきっかけは地対協からであり、
後発医薬品使用促進に関していいものができたの
で、薬事日報社（新聞）に投書した経緯があった
と報告された。
（青野常務理事）
ア．広報委員会
３月10日（火）に会誌５月号の原稿依頼先につい
て委員会を開催し、原稿依頼を行ったと報告された。
（有村常務理事）
ア．日本薬剤師会平成20年在宅医療等担当者全国会議
３月４日（水）日薬にて開催され、介護報酬と介
護保険に関しては医療保険に準ずるということ
と、在宅服薬支援マニュアルについては３月に日
薬HPにUPされる予定であるが、体調チェックフ
ローチャートについてもなかなか評判がいいとい
うことで、５月に睡眠・排泄・食事等に痴呆を加
えたものが出るので活用してほしい。
また、追加で配布された資料中の訪問看護支援事
業（案）の事業内容で、各都道府県で訪問看護推
進協議会の設置とあるので、薬務課へ確認中であ
ると報告された。
（谷川常務理事）
ア．正・副会長、会計担当者会議
２月24日（火）に開催し、全体理事会に提出する
議題での件で、明日の代議員会にも提出していま
すが、補正予算で繰越額を修正するということを
話し合ったと報告された。
イ．広報委員会
２月26日（木）に開催し、会誌３月号の編集作業
を行ったと報告された。
（村上事務局長）
ア．特例民法法人検査
３月12日（木）本会において、薬務課麻薬グルー
プより、法人業務等及び財産の状況について検査
を受けたが、特に指摘事項はなかったと報告された。
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２．審議事項
（１）第38回広島県薬剤師会通常代議員会について
別添資料に基づき確認されたが、特に異議はなく、
谷川常務理事からも資料差し替えについて説明さ
れた。
（２）監査会の開催について
４月23日（木）午後２時より開催することとされた。
（３）支部長・理事合同会議に開催について（日程確認）
５月23日（土）午後１時30分より開催することと
された。
（４）第38回広島県薬剤師会通常総会について（日程
確認）
５月23日（土）午後３時より開催することとされた。
（５）全体理事会の開催について
４月30日（木）午後７時より開催することとされた。
（６）中国五県若手薬剤師懇談会について
村上副会長より資料に基づいて、鳥取・岡山県薬
においては青年薬剤師会のような若手薬剤
師の集まりや活動がないためと補足説明された
が、大筋では協力をすることとされた。
（７）後援、助成及び協力依頼について
ア．子育て応援団すこやか2009の後援依頼について了
承された。
イ．認知証の人と家族の会広島県支部第28回記念大会
の後援名義の使用について了承された。
３．その他
（１）次回常務理事会の開催について
４月16日（木）午後６時に開催することとし、議
事要旨作製責任者は小林啓二常務理事とされた。
（２）第42回日本薬剤師会学術大会の宿泊事前集約につ
いて
開催日：10月11（日）・12（月体育の日） 於滋
賀県大津市
宿泊事前予約締切日：４月16日（木）
規程に基づき（１泊２日）旅費額を支給すること
も併せて確認された。
（３）支部等総会の開催について
福山支部 ３月26日（木） 於宮地記念館
呉支部
３月28日（土） 於呉阪急ホテル
（４）豊見専務理事より、データホライズン社から各薬
局へ配布された後発医薬品使用促進につい
てのアンケートについて説明があり、抗議をした
旨の報告があった。
（５）豊見専務理事より、広島市薬剤師会から モンス
ターペイシェント の件で対応を求められており、
今後も個別対応をしていうことが前提であるが、
この事例については苦情処理委員会を開催すると
ともに、今後の対応を検討する旨の報告があった。
（６）村上副会長より、５月23（土）・24日（日）に東
京で開催される平成21年度第１回日本薬剤師会薬
局実務実習担当者全国会議について、本会におい
ては総会のため役員云々は問わないので、この会
議に出席していただける方の候補を推薦してほし
い旨の連絡があった。
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（７）その他行事予定
ア．第38回広島県薬剤師会通常代議員会
３月20日（金） 於 広島県薬剤師會館
イ．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員・運営委員合同会議
３月21日（土） 於 岡山・サン・ピーチＯＫＡ
ＹＡＭＡ
ウ．日本薬剤師会公益法人制度改革検討特別委員会
３月23日（月） 於 東京・日薬
エ．平成20年度広島県医療費適正化評価検討委員会
３月24日（火） 於 県庁・北館
オ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月24日（火） 於 東京・日薬
カ．平成20年度第３回広島県後発医薬品使用推進協
議会
３月25日（水） 於 エソール広島
キ．平成20年度第２回タスクフォースのスキルアップ
集会
３月25日（水） 於 京都薬科大学
ク．日本薬剤師会平成20年度一般用医薬品担当者全国
会議
３月25日（水） 於 主婦会館プラザエフ
ケ．健康ひろしま21推進協議会
３月26日（木） 於 県庁
コ．第６回中国地方社会保険医療協議会広島部会
３月26日（木） 於 中四国厚生局
サ．広島原爆障害対策協議会評議員会
３月26日（木） 於 広島市総合健康センター
シ．
（財）広島県健康福祉センター理事会
３月26日（木） 於 広島県健康福祉センター
ス．福山支部総会
３月26日（木） 於 宮地記念館
セ．呉支部総会
３月28日（土） 於 呉阪急ホテル
ソ．広島県地域保健対策協議会平成20年度第１回定例
理事会
３月30日（月） 於 広島医師会館
タ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月31日（火） 於 東京・日薬
チ．広島県覚せい剤等薬物乱用防止指導員協議会理
事会
４月３日（金） 於 県庁・本館
ツ．第94回薬剤師国家試験（合格発表）
４月３日（金） 於 受験地（広島：中国四国厚
生局）
テ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月７日（火） 於 東京・日薬
ト．広報委員会
４月10日（金）
ナ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月14日（火） 於 東京・日薬
ニ．日本薬剤師会平成21年度第１回理事会
４月15日（水） 於 東京・日薬
ヌ．常務理事会
４月16日（木）
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ネ．日本薬剤師会日薬会館（仮称）に関する調査研究
検討会
４月17日（金） 於 東京・日薬
ノ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月21日（火） 於 東京・日薬
ハ．監査会
４月23日（木） 於 広島県薬剤師會館
ヒ．広報委員会
４月24（金）
フ．IPPNW日本支部（JPPNW）理事会・総会、広
島県支部総会
４月25日（土） 於 広島医師会館
ヘ．広島大学霞室内管弦楽団 2009 Spring Concert
４月25日（土） 於 広島市南区民文化センター
ホ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月28日（火） 於 東京・日薬
マ．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18回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 広島」
５月３日（日）・４日（月） 於 広島国際大学
ミ．平成21年度「看護の日」広島県大会
５月９日（土） 於 広島県民文化センター
ム．日本薬剤師会常務理事打合会
５月12日（火） 於 東京・日薬

医療薬学

メ．広島県病院薬剤師会
５月16日（土） 於 エソール広島
モ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月19日（火） 於 東京・日薬
ヤ．常務理事会
５月21日（木）
ユ．支部長･理事合同会議
５月23日（土） 於 広島県薬剤師會館
ヨ．第38回広島県薬剤師会通常総会
５月23日（土） 於 広島県薬剤師會館
ラ．平成21年度第１回日本薬剤師会薬局実務実習担当
者全国会議
５月23日（土）・24日（日） 於 慶応義塾大学
薬学部・芝共立キャンパス
リ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月26日（火） 於 東京・日薬
ル．日本薬剤師会平成21年度第２回理事会
５月27日（水） 於 東京・日薬
レ．日本薬剤師会第１回都道府県会長協議会（会長会）
５月27日（水） 於 東京・日薬
ロ．日本薬剤師会共済部総会
５月27日（水） 於 東京・日薬
ワ．子育て応援団すこやか2009
５月30日（土）・31日（日） 於 広島グリーン
アリーナ

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）

正答は63ページ
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誌

日

薬

県

日
付
３月７日 土

日
付
２月20日 金
２月21日

土

行
事
内
容
日本薬剤師会平成20年度第７回
理事会（東京）

行
事
内
容
・広島国際大学薬学部卒後教育
研修会（広島国際大学）
・第４回広島胃瘻と経腸栄養療
法研究会（広島国際会議場）

７・８日
３月10日

第94回薬剤師国家試験
火

・在宅緩和ケア講演会（東広島
市中央公民館）

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

・広島大学医療人GPシンポジ
ウム（広島大学）

・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）

・第70回日本薬剤師会臨時総会
（東京）

・広島国際大学薬学部冨士薫教
授最終講義（広島国際大学）

22日

日

第70回日本薬剤師会臨時総会
（東京）

２月24日

火

正・副会長、会計担当者会議

２月25日

水

保険薬局部会「お薬手帳啓発普
及ポスター作成委員会」

・特例民法法人検査

２月26日

木

広報委員会

・認定基準薬局運営協議会

２月28日

土

・支部長･理事合同会議

・日本薬剤師会学校薬剤師部会
幹事会（第３回）（東京）

・広報委員会
３月12日

木

・全体理事会
・NPO法人広島県介護支援専
門員協会平成20年度臨時総会
（広島県健康福祉センター）
３月１日

日

抗HIV療法服薬指導研修会

３月２日

月

・中国四国厚生局長来会

・平成20年度日本薬剤師会行政
薬剤師部会（大阪）
３月13日

金

火

・日本薬剤師会編集委員会（東
京）

３月４日

水

３月

・広島大学４年生並びに大学院
修了生卒業記念パーティー
（グランドプリンスホテル広島）

・臨時全国薬剤師研修協議会事
務担当者会議（東京）
・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・日本薬剤師会製薬薬剤師部会
研修会（東京）

３月14日

土

15日

日

褥瘡研修会

３月16日

月

・日本薬剤師会法制委員会（第
３回）
（東京）

・日本薬剤師会平成20年度介護
保険・在宅医療等担当者全国
会議（東京）

３月５日

木

新型インフルエンザ対策中国四
国地区ブロック会議（広島市東
区民文化センター）

３月６日

金

・第22回病院・薬局実務実習中
国・四国地区調整機構会議
（岡山薬業会館）
・感染症講習会（広島医師会
館）

・薬事日報社取材
・日本薬剤師会平成20年度医薬
分業指導者協議会（東京）

・平成20年度第３回緩和ケア推
進連絡協議会（広島県緩和ケ
ア支援センター）
３月３日

・日本薬剤師会平成20年度全国
学校薬剤師担当者講習会（東
京）

県立広島病院成育医療センター
開設式（県立広島病院）

・日本薬剤師会薬局製剤・漢方
委員会（東京）
・医薬品の適正使用に関する検
討特別委員会（広島医師会
館）
３月17日

火

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・ひろしま食育・健康づくり実
行委員会会議（国保会館）

３月18日

水

保険協会来会
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日
付
３月19日 木

行
事
内
容
・広島県薬務課との次年度事
業打合会

日
付
３月30日 月

行
事
内
容
広島県地域保健対策協議会平
成20年度第１回定例理事会
（広島医師会館）

火

日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

・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31日

３月21日

土

中国・四国地区薬剤師会薬局
実務実習受入調整機関評議
員・運営委員合同会議（岡山）

４月２日

木

苦情処理委員会

４月３日

金

・広島県覚せい剤等薬物乱用
防止指導員協議会理事会
（県庁・本館）

３月23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）

３月24日

火

・日本薬剤師会常務理事打合
会（東京）

３月25日

３月26日

水

木

・第94回薬剤師国家試験（合
格発表）（受験地（広島：中
国四国厚生局）
）

・平成20年度広島県医療費適
正化評価検討委員会（県庁）

４月７日

火

・日本薬剤師会平成20年度一
般用医薬品担当者全国会議
（東京）

４月10日

金

・中国四国厚生局来会

４月13日

月

・平 成 2 0 年 度 第 ２ 回 タ ス ク
フォースのスキルアップ集
会（京都薬科大学）

第２回中国地方社会保険医療
協議会総会（広島合同庁舎）

４月14日

火

日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

・健康ひろしま21推進協議会
（県庁・北館）

４月15日

水

日本薬剤師会平成21年度第１
回理事会（東京）

・第６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）

４月16日

木

常務理事会

４月17日

金

日本薬剤師会日薬会館（仮称）
に関する調査研究検討会（東
京）

４月20日

月

会員委員会

・広報委員会

・福山支部総会（宮地記念館）
３月28日

土

呉支部総会（呉阪急ホテル）

日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

行事予定（平成21年5月）
５月３日（日） ⎫ 厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ
⎬
（広島国際大学）
５月４日（月） ⎭ 「第18回薬剤師のためのワークショップ中国・四国in広島」
５月８日（金）

業務分担③担当理事打合会

５月９日（土）

平成21年度「看護の日」広島県大会（広島県民文化センター）

５月11日（月）

日本薬剤師会DI委員会（東京）

５月12日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

〃

広報委員会

５月14日（木）

日本学校薬剤師会理事会（東京）

５月16日（土）

広島県病院薬剤師会総会（エソール広島）

５月19日（火）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

５月21日（木）

広島県薬務課との平成21年度事業打合会

〃

常務理事会
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行事予定（平成21年5月〜7月）
５月23日（土）
〃
５月23日（土） ⎫
⎬
５月24日（日） ⎭
５月24日（日）
５月26日（火）
５月27日（水）
〃
〃
５月28日（木）
５月30日（土） ⎫
⎬
５月31日（日） ⎭
〃
６月２日（火）
６月６日（土）
６月９日（火）
６月11日（木）
６月12日（金）
６月14日（日）
６月14日（日）
〃
６月16日（火）
６月17日（水）
６月18日（木）
６月18日（木） ⎫
６月19日（金） ⎬
⎭
６月20日（土）

支部長･理事合同会議
第38回広島県薬剤師会通常総会
平成21年度第１回日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議
（慶応義塾大学薬学部）
安芸支部総会（サンピア・アキ）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
日本薬剤師会平成21年度第２回理事会（東京）
日本薬剤師会第１回都道府県会長協議会（会長会）（東京）
日本薬剤師会共済部総会（東京）
日本薬剤師会ドーピング防止に関する特別委員会（東京）
子育て応援団すこやか2009（広島グリーンアリーナ）
福山支部総会（福山ビッグローズ）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
福山大学薬学部卒後教育研修会（福山大学薬学部）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
平成21年度（財）暴力追放広島県民会議理事会・評議員会（鯉城会館）
平成21年度広島県四師会役員連絡協議会（未定）
ヒロシマ薬剤師研修会
認知症の人と家族の会広島県支部第28回記念大会（広島県民文化センター）
第３回広島（尾道地区）PDNセミナー（しまなみ交流館（テアトルシェルネ））
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（平成21年度・第１回）
（東京）
常務理事会
日本薬剤師会平成21年度試験検査センター連絡協議会（宮城）

〜

⎫
⎬ 平成21年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
７月19日（日） ⎭

｝

６月23日（火）
６月28日（日）
６月30日（火）
〃
７月１日（水）
〃
７月２日（木）
７月８日（水） ⎫
７月14日（火） ⎬
⎭
７月16日（木）

日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
平成21年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動・626ヤング街頭キャンペーン
日本薬剤師会日薬賞等選考委員会（東京）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
日本薬剤師会平成21年度第３回理事会（東京）
日本薬剤師会第２回都道府県会長協議会（会長会）（東京）
日本薬剤師会議事運営委員会（東京）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
常務理事会
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54
会
会員
員紹
紹介
介 ●
●

安芸支部
と

ぐち

安佐支部
たく

じ

戸 口 拓 士
今年１月に全く他業種から転職してお世話

はな

もと

み

か

花 本 未 佳
毎日、分からないことだらけです。戦々

になることになりました。新人として、

恐々となりながらも、周囲の方々に助けてい

WBCで優勝した日本代表に負けないような

ただきながら過ごす日々です。いつか周りの

フレッシュさでチーム？のために楽しみなが
ら頑張っていきたいと思います。同い年のイ

先輩方のようになれたら…と思っています。

チローにも負けてないぞ！

会員紹介

安佐支部
こ

じま

み

ほ

小 島 美 穂
４月で薬剤師２年目になりました。
まだまだ勉強不足で、周りの方々に支えら
れながら日々仕事に励んでおります。
これからも、多くのことを学び経験し、

原 稿 募 集 中
「会員紹介」への投稿を
お待ちしております。

薬剤師として成長していきたいと思ってお
ります。

「Pharmacist's Holiday〜薬剤師の休日〜」の募集で〜す
広島県薬剤師会誌をもっともっと充実させようと、楽しい企画を登載しています。
タイトルは「Pharmacist's Holiday〜薬剤師の休日〜」で、テーマはあなたが自由に描いてください。
どのような企画かと申しますと、趣味や特技があってもそれをなかなか披露したり発表したりする場
所がありません。そこで会誌の１ページを使い、絵画・写真・書道・得意料理のレシピ（お菓子も可）・
俳句・サークル活動・休日の過ごし方など紹介して会員同士の交流に役立てていただき、また2カ月に
1度の会誌を少しでも首を長く待っていただこうと考えてみました。趣味や特技は問いませんので、
ドシドシ応募をお待ちしております。
（できれば思い出やエピソードを添えてください。）
応募数を見て少しでも多く登載させていただこうと思っておりますので宜しくお願いいたします。
作品は広島県薬剤師会事務局までお願いいたします。（とにかくなんでも応募してみてください。）
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＜呉支部＞
社団法人呉市薬剤師会
第40回通常総会の開催
呉市薬剤師会 事務長

間宮 達夫

境川の土手の桜が五分咲きとなっ
た去る３月28日（土）社団法人呉
市薬剤師会第40回総会及び薬事講
習会が呉阪急ホテルにて開催され
ました。総会の開催に先立ち午後４時から薬事講
習会が開催され、本年は講師に広島県呉地域保健
所から山口まみ様をお招きし、６月に施行される
改正薬事法についての説明を受けました。山口様
には、行政機関がこの時期、人事異動の発表等で
大変お忙しい中、講師を快く引き受けていただき
ました。非常に丁寧な説明に参加者も熱心に聞き
入っていました。
薬事講習会の後、午後５時から、社団法人呉市
薬剤師会第40回通常総会が開催されました。当会
常務理事の佐々木一仁先生の司会で開会され、来
賓祝辞を広島県薬剤師会副会長の松下憲明先生か
らいただきました。議長に花岡宏之先生、副議長
に濱崎匡史先生が指名され、出席者数224名（当
日出席33名、委任状出席191名）で総会は成立し、
平成21年度の事業計画案、各会計の収支予算案が
審議され賛成多数で上程８議案はすべて可決され
ました。小早川副会長の閉会挨拶により第40回通
常総会は無事終了いたしました。
総会終了後は恒例の懇親会が催され、来賓に小
村和年呉市長、奥原信也県議会議員他９名をお迎
えしました。小村市長からは、呉市が全国に先駆
けて実施したジェネリック医薬品の使用促進策に
おける薬剤師の貢献に対してお礼が述べられ、薬

剤師会としても今後について協力を惜しまない意
向を伝え、和気藹々のうちに各テーブルとも話が
弾んでおりました。
今総会の当日出席者は例年の約半分と少し寂し
い感が残りました。自分の意見を述べたり、会の
方針について考えたりできる数少ない機会である
総会に、できるだけ多くの会員が出席してくださ
るよう次回は創意工夫が必要であると痛感してお
ります。

諸団体だより

広島県青年薬剤師会
「月イチ」次回は統合失調症
会長

豊見 敦

青年薬剤師会では薬物療法の基本
を押さえよう！ということで「知っ
ピン月イチ勉強会」を第２水曜日に
開催しています。これからの予定をご紹介いたし
ます。
○５月13日「統合失調症」
講師 栗原 正亮さん（草津病院）
○６月10日「栄養」
講師 阿登大次郎さん（広島鉄道病院）
○７月/８月は定例勉強会等もありお休みです。
○９月９日「悪性腫瘍」
講師 上野千奈美さん（広島赤十字・
原爆病院）
各回とも19時30分より薬剤師會館２階で開催い
たします。薬剤師になったばかりの方も、基本の
再確認をしたい方も、年齢・性別の制限はござい
ませんのでお気軽にご参加ください。事前の申込
等も不要です。
勉強会でテキストとして利用することもある
「知っているとピン！と来る、そんな基本の勉強
ノート」の第３版を現在発売しております。基礎
編と資料編（上下巻）を発刊しておりますのであ
わせてご利用ください。勉強会受付、ホームペー
ジでお申し込みいただけます。
また、７月には定例勉強会・６月〜７月には恒
例の「青薬のみかい」も開催予定です。勉強会、
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懇親会の詳細は青薬ホームページでも随時お知ら
せしておりますので是非ご覧ください。

広島県学校薬剤師会
県学薬だより

広島県女性薬剤師会

会長
会長

松村 智子

永野 孝夫

研修会各大会の開催予定は、下記
３月21日（土）広島県女性薬剤師
のとおりですが平成21年度は11月10
会第８回研修会を開催しました。今
日・11日に広島市の平和公園内、国
回は「認知症の診断と治療 最近の
際会議場において全国から約３千人の参加者を
話題」でした。年齢を重ねるうちに「もの忘れが
迎え、全国学校保健大会が開催されます。初日
増えてきたかな！」と思うことが多々あります。 の午後４時より加古町の厚生年金会館では全国
脳の神経細胞の減少という老化は免れることので
学校薬剤師大会も開催され文部科学大臣表彰の
きない現象ですが、もしそれがスピーディになっ
授与、記念講演、懇親会等も予定しております。
てきたらそれは脳の病気「認知症」です。どう対
なお今年は、日本薬剤師会学校薬剤師部会と
応すればよいのか、薬物治療はいつ始めるのか、 日本学校薬剤師会の共催により末端の会員の研
効き目はどうか、どうすれば予防できるのか、身
修のために全国８カ所で研修会を予定しており
につまされる重いテーマでした。研修会は㈱エバ
ます。
ルス広島支社に62名が参加してエーザイ㈱中四国
内容は、「くすりの正しい使い方について」
エリア企画部 堀賢一講師より定義や病態、治療、 「薬物乱用防止教育のあり方について」「学校保
予防かつ最新の話題を教えていただきました。や
健安全法の施行とこれからの学校薬剤師業務に
はり「認知症」は一筋縄ではいかないようです。 ついて」等の研修内容で実施されます。
厚生労働省「認知症予防・支援マニュアル」によ
土曜日の午後か日曜日の開催とし近県では岡
れば食習慣、生活習慣、コミュニケーションの取
山市、大阪市、福岡市等を予定しておりますの
り方も無関係ではないようです。このごろ地域で
で是非とも幅広い会員の参加をお願い致します。
の取り組みなどテレビ番組になっているのをよく
見ます。一緒に料理をしたりする公民館活動を紹
記
介していました。対人的な接触頻度が大きく関
日本学校薬剤師会創立70周年記念式典
わっているとのことです。ただ問題なのは認知症
９月13日（日）
東京
の初期には気力低下があることです。この気力低
日本薬剤師会学術大会
下に対してはどうすれば…。
10月11日（日）・12日（月） 滋賀
女性薬剤師会は第３土曜日19時からエソール２
全国学校保健大会
階交流室にてすずめの会を行っています。前回は
11月10日（火）・11日（水） 広島
２月で脂質代謝に関わる問題の文献を持ちより、 全国学校薬剤師大会
それぞれが勉強したことを話し合いました。雑談
11月10日（火）
広島
の中で、お互いの向学心に刺激を受けました。こ
学校環境衛生・薬事衛生研究協議会
の会の開催は不定期ですが興味のある方はどなた
11月19日（木）・20日（金） 秋田
でも参加できます。５月には救急救命の実技講習
学校薬剤師研修会
会を企画しています。心肺停止状態において、人
５〜８月を予定
全国８カ所
口呼吸や心臓マッサージ、また AED の取り扱い
など消防署からの講師が直接指導してくださいま
広島漢方研究会
す。ペースメーカー装着時の対応は？薬剤師なら
ではの疑問がたくさんあると思います。参加要項
理事長 吉本 悟
は追って研修カレンダーに紹介しますのでご確認
ください。ただ、実技講習のため限られた人数し
毎月第２日曜日、薬剤師会館２階
か募集できませんので申し込み開始後先着順とい
におきまして広島漢方研究会月例会
たします。どうぞご了承ください。
が行われます。今年の３月からカリ
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キュラムの変更をいたしました。朝の部は午前９
時半から11時まで鉄村努講師を中心として薬局店
頭での漢方薬応用について解説してもらいます。
この時間は勝谷英夫講師、平野恵子講師の２人に
も協力していただきます。午前11時から12時半ま
では吉本悟講師による｢漢方診療三十年・大塚敬
節著｣を輪読し解説いたします。吉本講師は過去
に大塚敬節氏に師事されたことがあります。この
時間では実際の漢方生薬を紹介し効能や配剤され
る処方について勉強いたします。１時間の休憩
（昼食）の後、午後１時半より３時まで山崎正寿
講師に講義をしていただきます。内容は幕末から
明治に活躍された浅田宗伯先生の処方集｢勿誤薬
室方函口訣｣を中心に漢方の運用について解説し
てもらいます。３時からは月毎の交代で菊一瓔子
講師による｢漢方医学十講・細野史郎著｣の解説、
佐々木伸忠講師による漢方処方の解説と漢方製剤
の実習、毎年２月は田原幸子講師による｢今年の
運気｣について解説いたします。新年の１月は薬
局店頭でよく扱う病気名をテーマにシンポジウム
をいたします。７月は総会ですので講師を招待し
て特別講演をしていただきます。今年の総会では
岡山県倉敷で漢方薬を使って開院治療する山岡秀
樹先生（内科・小児科）にお越し願います。９月
は東洞祭を行います。場所は広島大学医学部構内
の広仁会館で行います。今年の特別講師は京都で
開業されている細野八郎先生（聖光園細野診療所
理事長）に来ていただく事になっております。細
野先生はお父さんである細野史郎先生の代から漢
方薬による治療を行われています。
月例会では薬剤師の方々の参加を歓迎いたしま
す。開局薬剤師に係わらず勤務薬剤師やこれから
薬剤師になる薬学生の方々の参加もあります。そ
の他、医師、歯科医師、薬種商の方々も参加され
ています。ぜひ広島漢方研究会に来てみてくだ
さい。

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＞

医薬品卸での一年目を振り返って
株式会社エバルス 三原支店
管理薬剤師

由元 実希

医薬品卸に就職して、気がつけば
１年間が経ちました。新卒で入社し

た当初は、医薬品卸の薬剤師の仕事について理解
できていなかったことも多くありました。そのた
め、初めは目の前に次々とでてくる仕事を覚える
ことが精一杯で、卸の仕事の魅力などを深く感じ
る余裕はほとんどありませんでした。この１年間
を経てようやく一通りの業務を経験し、自分の
立っている場所、そして周りを見る余裕が少しで
きてきたように思います。
医薬品卸では第一に薬事管理が重要な業務だと
思います。薬事法などの法律に基づいて医薬品を
正しく管理することは当然として求められること
だと思いますが、そのためには正しいことをまず
学ばなければなりません。その上で疑問を感じた
時は、自分が勤め始めた時からこうなっていたか
らと流すのではなく、時には新しい目で物事を見
ることで、しっかりとした薬事管理につながって
いけばと思います。
また、 DI 業務は私を大きく成長させてくれる
仕事の一つです。お得意先からの調剤に関する事、
法律に関することからMSからの些細な疑問まで
内容はとても幅広いです。知らない事も多いので、
自分が学んだあらゆる方法で答えを探しますが、
これは本当に勉強になります。経験の無い私がこ
んな事を答えて良いのか、という葛藤も時にはあ
りますが、精一杯できることをしようと努めてい
ます。お得意先に電話をする際は顔が見えないだ
けに不安もありましたが、何度かやりとりを重ね
ていくうち、またお礼の言葉をいただけた時はう
れしく思い、次へのやる気の源になっているよう
に思います。
このように医薬品卸の薬剤師の仕事は、大学時
代に実習などで学んだ事を直接的に実践に移せる
ような仕事ではありませんし、一から覚えなけれ
ばならない事、学ばなければならない事はたくさ
んあります。しかし、多岐に亘る業務があるから
こそ、頑張り次第ではいくらでも知識を伸ばせる
という点は、この仕事の魅力でもあると感じてい
ます。
社会人２年目に入りましたが、どの業務におい
ても指導してくださる社内の方々、また、たくさ
んの事を学ばせてくださるお得意先の方々に、常
に「ありがとうございます」という感謝の気持ち
を忘れずにいたいです。そしてこれからも、いろ
いろな事を吸収したいという学ぶ姿勢・柔軟な心
を忘れることなく成長していきたいと思います。
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研

修

だ

よ

り

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21年３月末現在 839名（内更新354名）
開催日時

開催場所
研修内容・講 師

主催者
問い合わせ

認定

その他
（参加費等）
受 講 料：5 0 0 円（ 事
前予約不要）テキス
ト：
『病態からみた漢
方薬物ガイドライン』
（京都廣川書店）
※『漢方薬物解析学』
（廣
川書店）も構いません。

５月８日（金）19:30〜21:00 福山大学社会連携研究推進センタ
福山大学薬学部
ー５階505研修室
（岡村）084-936-2112
福山大学漢方研究会2009
（内線5165）
漢方医学による便秘の治療（大黄剤）
講師：小林 宏 先生（福山大学薬学部非常勤講師）

1

５月10日（日）9:30〜16:00 広島県薬剤師會館
広島漢方研究会月例会
９:30〜11:00漢方診療医典 勝谷英夫
11:00〜12:30「漢方診療三十年」解説 吉本 悟
13:30〜15:00「方函・口訣釈義」解説 山崎正寿
15:00〜16:00「漢方医学十講」細野史郎著 菊一瓔子

3

オープン参加
3,000円
申し込み不要

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

受講料：会員無料
会員外1,000円
申込①氏名②性別③年齢
④住所⑤FAX番号⑥カー
ドナンバー（前回迄の修
了者）を記入。FAXにて
082-299-5210加藤雅子迄

1

支部会員外：会費
1,000円

広島漢方研究会
082-285-3395

５月16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413回
1）情報センターだより
（社）広島県薬剤師会
2）製品紹介 閉経後骨粗鬆症治療剤『ウェールナラ配合錠』
薬事情報センター
バイエル薬品株式会社
3）特別講演「更年期：HRTの新しい考え方と最近発売されたホ 082-243-6660
ルモン製剤について」
医療法人 慈徳会 真田病院 産婦人科 副院長 真田光博 先生

５月17日（日）9:30〜12:30 エソール広島２階 活動交流室
普通救命講習会
指導：広島市消防局救急救命士養成所

広島県女性薬剤師会
0823-25-8002（松村）

５月20日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター 三原
薬剤師会館
第２回三原支部研修会
①「高リン血症治療の新しい選択肢「ホスレノールチュアブル 三原薬剤師会
錠」について」
バイエル薬品 担当 福間数彦 氏
0848-64-8079
②「ヒト型抗体製剤ヒュミラについて」
エーザイ ヒュミラ製品部広島エリア 担当
外村邦夫 氏（アボットジャパン）
５月20日（水）19:20〜21:00 佐伯区民文化センター
広島佐伯集合研修会
1．19:20〜19:30 薬剤師会から報告事項 会長 樽谷嘉久
2．19:30〜21:00 演題：「保健センター業務について 〜結核
対策を中心に〜」 講師：広島市佐伯区役所厚生部（佐伯保
健センター）上田久仁子 先生

広島佐伯薬剤師会
TEL/FAX082-924-5957

1

参加費無料です。
会員外も参加でき
ます。参加希望の
方は5／13までに事
務局にご連絡くだ
さい。

５月24日（日）10:00〜12:00 サンピア・アキ
薬事講習会
演題：「最近の薬務行政について」「これからの薬局に求められ
ること 講師：広島県西部厚生環境事務所広島支所衛生環境課食
品薬事係
岡田史恵 先生

安芸地区薬剤師会
282-4440

1

会費：無料
研修会修了後、安
芸地区薬剤師会総
会を行います。

1

参加費
当会会員 無料
会員外 1,000円

呉市薬剤師会事務局
５月28日（木）19:00〜 ビューポート呉２階大会議室
呉市薬剤師会生涯教育研修会
TEL0823-21-4695
講演１：
「虚血性心疾患について」 講師：独立行政法人国立病院 info@kuresiyaku.or.jp
機構呉医療センター 薬剤師 中島寿久 先生
講演２：
「地域連携パスにおける薬物治療の実際」 講師：独立行 （社）呉市薬剤師会・
政法人国立病院機構呉医療センター主任薬剤師 西澤修一 先生
株式会社エバルス共催
５月31日（日）13:00〜16:10 広島国際大学（国際教育センター）
広島ききよう研修会
１. 新たな一般用医薬品販売制度について
２. がん疼痛緩和の実際と麻薬管理マニュアル改訂について
講師： 神戸薬大非常勤講師 田中良子 先生

神戸薬科大学エクス
テンションセンター
広島生涯研修企画委
員会
090-7507-3902（倉田）

2

参加費：1,500円
（神戸薬大同窓会会
員：1,000円）
学生は無料
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開催日時

開催場所
研修内容・講 師

６月６日（土）14:00〜17:40 福山大学社会連携研究推進センター
第31回福山大学薬学部卒後教育研修会
プログラム
14:00 受付開始
14:30〜14:35 開会挨拶 福山大学薬学部長 日比野 俐
14:35〜16:05 ＜講演１＞ 「酸素運搬からみたショックの概
念」 広島大学病院 集中治療部 講師 岩崎
泰昌 先生
16:05〜17:35 ＜講演２＞「救急・ICUにおける薬剤師の役割」
広島大学病院 薬剤部 薬剤管理指導室長 畝井
浩子 先生
17:35 閉会挨拶

主催者
問い合わせ

福山大学薬学部・福山
大学薬友会
福山大学薬学部卒後教
育委員会 藤岡晴人
TEL: 084-936-2111
内線5122

６月11日（木）18:00〜20:00 広島県薬剤師會館４階
薬事情報センター定例研修会第414回
（社）広島県薬剤師会
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介 骨粗鬆症治療剤『ボノテオ錠 1mg』について』 薬事情報センター
アステラス製薬株式会社 082-243-6660
３）特別講演 「最近の骨粗鬆症の診断と治療」
広島大学病院 脊椎・脊髄外科 診療講師 田中信弘 先生

認定

2

その他
（参加費等）
参加方法：当日受付
（予約の必要はあり
ません）
参加費：福山大学卒
業生 500円 一般
1,000円
¡詳細は福山大学
ホームページ
http://www.fukuyam
a-u.ac.jpをご覧くだ
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。
※曜日・時間がいつ
もと異なりますの
でご注意ください。

６月12日（金）19:30〜21:00 福山大学社会連携研究推進セ
福山大学薬学部
ンター５階505研修室
（岡村）
福山大学漢方研究会2009
084-936-2112
小柴胡湯をめぐる諸問題（柴胡剤）
（内線5165）
講師：小林 宏 先生（福山大学薬学部非常勤講師）

1

受講料：500円（事前
予約不要）
テキスト：
『病態からみ
た漢 方 薬 物ガイドライ
ン』
（京都廣川書店）
※『漢方薬物解析学』
（廣
川書店）も構いません。

６月14日（日）９:30〜16:30 広島県薬剤師会會館
広島漢方研究会月例会
９:30〜11:00 症例発表 鉄村努
11:00〜12:30「漢方診療三十年」解説 吉本 悟
13:30〜15:00「方函・口訣釈義」解説 山崎正寿
15:00〜16:30 紫雲膏の効能と製薬実習 佐々木伸忠

広島漢方研究会
082-285-3395

3

６月17日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター
三原薬剤師会館
第３回三原支部研修会
①「散薬・錠剤監査システムについて」（株）ユヤマ
講師：林 達也 氏
②「改正薬事法と医薬品販売」（株）エバルス 薬事情報部
薬事管理グループ
講師：表ゆかり 氏

三原薬剤師会
0848-64-8079

1

支部会員外：
1,000円

６月18日（木）19:00〜21:00 サンピア・アキ
第98回生涯教育
演題：「初期認知症の診断と治療の現状」
講師：マツダ病院精神科神経科部長 岩本泰行先生

安芸地区薬剤師会
282-4440

1

会費：1,000円

1

受講料：500円（事前
予約不要）
テキスト：
『病態からみ
た漢 方 薬 物ガイドライ
ン』
（京都廣川書店）
※『漢方薬物解析学』
（廣
川書店）も構いません。

７月10日（金）19:30〜21:00 福山大学社会連携研究推進センタ
福山大学薬学部
ー５階505研修室
（岡村）
福山大学漢方研究会2009
084-936-2112
人参剤が適応する胃腸症状（人参剤）
（内線5165）
講師：小林 宏 先生（福山大学薬学部非常勤講師）
７月11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415回
（社）広島県薬剤師会
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介 『ムコスタの薬理作用と薬物動態について』 薬事情報センター
大塚製薬株式会社 学術部 大谷美佐子 氏 082-243-6660
３）特別講演 「胃炎・胃潰瘍治療の最近の話題」
広島大学病院 消化器・代謝内科 診療准教授 伊藤公訓 先生
７月15日（水）19:00〜21:00 三原医薬分業支援センター
三原薬剤師会館
第４回三原支部研修会
「改正薬事法（2009年６月施行）の説明」尾三地域保健所
７月16日（木）19:00〜21:00 サンピア・アキ
第99回生涯教育
演題：「大腸ガンについて」（仮）講師：未定

参加費：1000円
できれば事前申し込
みをお願いいたしま
す。

三原薬剤師会
0848-64-8079

1

支部会員外：
1,000円

安芸地区薬剤師会
282-4440

1

会費：1,000円
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第31回 福山大学薬学部卒後教育研修会のご案内
主催
共催

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

協賛

^日本薬学会、日本薬学会中国四国支部

日 時： 平成21年６月６日（土）
場 所： 福山大学社会連携研究推進センター（JR福山駅北口徒歩１分）
〒720-0061 福山市丸之内１丁目２番40号
TEL：084-932-6300 FAX：084-932-6354

――― プログラム ―――
14：00〜

受付開始

14：30〜14：35

開会挨拶 福山大学薬学部長

14：35〜16：05

＜講演１＞

塩見 浩人

「酸素運搬からみたショックの概念」
広島大学病院 集中治療部 講師
16：05〜17：35

岩崎 泰昌 先生

＜講演２＞
「救急・ICUにおける薬剤師の役割」
広島大学病院 薬剤部 薬剤管理指導室長

17：35

畝井 浩子 先生

閉会挨拶

¡日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修会（２単位）です。
¡広島県病院薬剤師会の認定研修会です。
参加方法：当日受付（予約の必要はありません）
参 加 費：福山大学卒業生 500円

一般 1,000円

問 合 先：〒729-0292 福山市学園町１番地三蔵
福山大学薬学部卒後教育委員会 藤岡晴人
TEL：084-936-2111内線5122

FAX：084-936-2024

E−mail：fujioka@fupharm.fukuyama−u.ac.jp
●詳細は福山大学ホームページ http：//www.fukuyama-u.ac.jp をご覧ください。
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平成21年度 ヒロシマ薬剤師研修会のご案内
本年度の「ヒロシマ薬剤師研修会」は平成21年6月14日（日曜日）に広島県薬
剤師會館（広島市中区富士見町）にて下記要領で開催致します。どうか御参加くだ
さい。

プ

ロ

グ

ラ

ム

日

時：平成21年６月14日（日）13：30〜16：30

場

所：広島県薬剤師會館（中区富士見町11-42

主

催：広島県薬剤師研修協議会

共

催：広島大学薬学部、広島県薬剤師会、広島県病院薬剤師会

13：30〜

演題：「関節リウマチの薬物療法における最近の進歩」
講師：広島大学病院
杉山

15：00〜

082-246-4317）

リウマチ・膠原病科

英二 先生

演題：「薬物療法から細胞療法へ」
講師：広島赤十字・原爆病院院長
土肥

博雄 先生

☆日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修会で、
今回は講演会の開催時間を３時間ですので、２単位研修会です。
☆広島県病院薬剤師会の認定研修会です。
☆参加費：1,000円（当日戴きます）ただし学生は無料と致します。

問い合わせ先：広島大学病院薬剤部 木平 健治
〒734-8551 広島市南区霞一丁目２番３号
電話：082-257-5570
ファックス：082-257-5598
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〜日本薬剤師研修センターからのお知らせ〜
日本薬剤師研修センターでは、平成21年７月（予定）より、研修成果のWeb試験による検定を開始します。
本検定は、研修認定薬剤師制度において研修内容の範囲及び習得度が自己評価にまかされている点を補
うためのもので、卒後の研修により６年制薬学教育のレベルが確保されているかどうかの観点から実施し
ます。
なお、本検定制度の運用実績等を考慮しながら、３年後（６年制卒薬剤師の誕生時）を目途に、研修成
果確認試験を導入した新たな認定制度の創設を検討します。
１．試験の種類、方法
（１）ホームページ「薬剤師研修支援システム」において、次の２種類のWeb試験を実施する。
①検定Web試験
試験結果は、合否で判定される。
②レベル確認Web試験
レベルの自己判断に利用する目的で受験する。随時受験することができ、１回の申請で１年以
内に５回まで受験することが可能。
試験結果は、優、良、可、残念の４段階で通知される。
（２）出題範囲
検定Web試験、レベル確認Web試験とも、６年制の薬学教育モデル・コアカリキュラム及び実務
実習モデル・コアカリキュラムに準拠した内容の問題について、以下の５領域から100問（正誤二
者択一式）を出題する。教科書等を座右において受験することは差し支えないが、制限時間は１時
間である。１時間以内に解答できていないものは、不正解とみなす。
（ａ）ヒューマニズム（倫理）
（ｂ）医薬品の適正使用（安全性、経済性）
（ｃ）地域住民の健康増進（薬物乱用防止、セルフメディケーション）
（ｄ）リスクマネージメント
（ｅ）法律・制度の遵守
２．受験資格
次の２条件を満たしている旧４年制卒業薬剤師であること。
（１）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師
（２）新カリキュラム研修（自己研修、講義研修、実務研修）のいずれかを受講中又は受講済み。
３．受験料
検定Web試験受験料
2,000円
レベル確認Web試験受験料 4,000円
４．検定合格証書
次の者に対し、申請に基づき検定合格証書を発行する。合格証書は、６年制の薬学教育モデル・コ
アカリキュラム及び実務実習モデル・コアカリキュラムの内容に準拠した試験に合格したことを証す
るものとなる。
（１）検定Web試験合格者
（２）レベル確認Web試験で「優」の成績を収めた者
（３）レベル確認試験で１年以内に「良」の成績を３回以上収めた者
５．研修認定薬剤師制度との関係
検定合格証書（更新申請日前１年以内に発行されたもの１枚に限る）の写しを添付することにより、
更新申請に必要な単位を10単位加算することができる。
６．体験期間の設定
本検定制度の実施を前に、平成21年４月から６月まで試験システムの試行運用を兼ねて、すべての
薬剤師が体験できるよう以下の条件でレベル確認Web試験を開放する。
（１）薬剤師研修支援システムに個人登録していること。
（２）受験料は無料とすること。
（３）体験期間中の成績は、検定合格とは無関係であること。
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平成21年度 緩和ケア薬剤師研修
１ 目

実施要綱

的 緩和ケアに関する専門的知識と技術を習得し、地域や施設での緩和ケアを提供できる人
材を育成する。

２ 実施主体 広島県
実施機関 広島県緩和ケア支援センター 緩和ケア支援室
３ 開 催 日 第１回目 平成21年７月23日（木）
、７月30日（木）２日間 ９：00〜16：30
第２回目 平成21年９月24日（木）
、９月30日（水）２日間 ９：00〜16：30
４ 研修会場 広島県緩和ケア支援センター２階 総合研修室
５ 対

象 次の条件を満たす者
（１）県内の病院施設又は保険薬局に勤務する薬剤師
（２）緩和ケアに関わる者、又は近い将来在宅緩和ケアに関わりたいと希望している者
（３）全過程（２日間）をすべて出席できる者

６ 定

員 40名

７ 研修内容 別紙（プログラム参照）
８ 修 了 証 研修修了者には、県立広島病院長から修了証を交付します。
９ 参 加 費 （１）資料代 3,000円
開催日のおよそ1週間前に振り込み用紙を送付します。
（納金後の返金はできません。
）
（２）研修に要する交通費・食費・宿泊費・傷害保険料は自己負担となります。
10 申込方法 （１）受講申込書に必要事項を記入し、薬剤師免許証写しを添付して郵送で申し込んで
ください。
（２）申込先 広島県緩和ケア支援センター 緩和ケア支援室
（問合せ先）「緩和ケア薬剤師研修」担当者宛
〒734-8530 広島市南区宇品神田１-５-54
TEL 082-252-6262 （直通）
（３）申込期間 第１回 平成21年６月８日（月）〜６月19日（金）
第２回 平成21年８月３日（月）〜８月14日（金）
11 受講決定
先着順で決定し、本人宛に決定通知を送付します。
及び通知
12 そ の 他

病院外来者用駐車場は利用できません。
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平成21年度 緩和ケア薬剤師研修プログラム
《研修日程》
第１回 ７月23日（木）、７月30日（木）

第２回 ９月24日（木）
、９月30日（水）

【１日目】
９：00〜 ９：20 オリエンテーション／センター内施設見学
緩和ケア支援室スタッフ
９：30〜10：30 緩和ケアの概念／広島県が目指す緩和ケア
緩和ケア支援室長 名越 静香
10：40〜12：00 緩和ケアにおける症状マネジメントのメカニズム
緩和ケアセンター長 本家 好文
12：00〜13：00 昼休憩
13：00〜14：20 症状マネジメントの実際

県立広島病院 緩和ケア科部長 小原 弘之

14：30〜15：20 在宅緩和ケアの実際 〜在宅医の立場から〜
田村委員 院長 田村 裕幸
15：30〜16：30 緩和ケアチームでの薬剤師の役割
県立広島病院 薬剤科 笠原 庸子
【２日目】
９：00〜10：00 在宅緩和ケアの実際 〜訪問看護の立場から〜
訪問看護ステー ション「ピース」 濱本 千春
10：10〜10：50 保険制度の理解 〜麻薬の取り扱いと居宅療養指導の位置づけ〜
広島県薬剤師会 有村 健二
11：00〜12：00 地域における「在宅緩和ケア」の現状と課題
緩和ケア支援室長 名越 静香
12：00〜13：00 昼休憩
13：00〜14：00 在宅緩和ケアチームの一員としての薬剤師の役割
安芸地区医師会 薬剤師 鉄穴口麻里子
14：10〜15：20 グループワーク「薬剤師ができる地域連携」
〜病院薬剤師、保険薬局薬剤師の立場から〜
広島南薬局管理薬剤師 三浦 常代
15：30〜16：30 発表 まとめ
緩和ケア支援室

藤原

薫

上野 直美
緩和ケア支援室長 名越 静香
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原田 修江

インフルエンザ菌ｂ型（Hib）ワクチンについて
2008年12月に、インフルエンザ菌b型（Hib）ワクチンがわが国で初めて発売されました。

Hibは主に免疫機能の未熟な５歳未満の乳幼児に、細菌性髄膜炎、肺炎、喉頭蓋炎などの全身感染症
を引き起こします。わが国での５歳未満のHibによる細菌性髄膜炎の患者数は、年間およそ600人とそ
れほど多くはありませんが、細菌性髄膜炎は抗菌薬による治療にも関わらず約５％が死亡、約25％が難
聴や水頭症等の重篤な後遺症を残すという予後の悪い疾患です。また、近年抗菌薬に対する耐性化が進
みつつあり、難治化が懸念されています。
このような背景から、小児に対するHib感染症の予防薬として、Hibワクチンの導入が小児科医を中
心に待ち望まれていました。 Hib ワクチンは、海外では20年以上前から使われており、1998年には
WHOが定期接種を推奨しています。現在、100カ国以上で承認され、90カ国以上で定期接種が行われ
ています。
◆インフルエンザ菌ｂ型（Hib）について
インフルエンザ菌（Haemophilus influenza）はヒトの上気道における常在菌で、グラム陰性の桿
球菌です。通常好気性ですが嫌気性でも増殖可能であり、菌体外層に莢膜を持つ莢膜型と無莢膜型が
あります。莢膜は細菌が分泌する多糖類で、菌体を覆って好中球によるオプソニン化から菌体を防禦
する働きをします。そのため、莢膜型は全身感染症を起こして重症化することが多くみられます。一
方、無莢膜型では中耳炎などの局所感染が多く、重症化することはありません。
莢膜型は莢膜多糖体の抗原性によりa〜fの６種類に分類されており、このうちb型（Haemophilus

influenza type b：Hib）は最も病原性の強いタイプであり、細菌性髄膜炎の起因菌の第１位です。
注）オプソニン化：細菌は抗体または補体が結合することで、好中球やマクロファージなどの貪食細
胞に異物として取り込まれる作用が強まる。これをオプソニン効果と呼び、細菌
が抗体や補体に結合した状態をオプソニン化という。

表１

インフルエンザ菌の特徴
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◆Hibワクチンについて
わが国で発売されたHibワクチン（アクトヒブ®）は、Hibの莢膜多糖体に破傷風菌トキソイド（ホ
ルマリンで無毒化された破傷風菌毒素）をキャリア蛋白として結合させた不活化ワクチンです。莢膜
多糖体単独ではHib感染症の好発年齢である２歳未満で免疫原性が低く、ワクチン効果が得られない
ことから、破傷風菌トキソイドを結合して免疫原性を高めています。
《Hibワクチンの効果》
2000年〜2002年にわが国で行われた治験結果では、４回のワクチン接種による抗体保有率は100%
であり、非常に高い効果が得られました（表２）。一方、副反応は局所反応が中心で、不活化ワクチ
ンで通常認められる症状であり、重篤なものはなく数日で消失しました（表３）
。
⾪㸧ࠈ㥺࡚ࡡඞཋᛮ㸯ᢘమಕ᭯⋙
⛸๑
ౚᩐ
ӍȣJP/
㸝វ㜭ࣝ࣊ࣜ㸞

ᢘమಕ᭯⋙㸝㸚㸞
ӍȣJP/
㸝㛏វ㜭ࣝ࣊ࣜ㸞

ᢘమಕ᭯⋙㸝㸚㸞
㸼㹂㹉㸝ȣJP/㸞
㸝ᢘ353ᢘమ౮ࡡᖼరᖲᆍ㸞

㸨ᅂ⛸ᚃ ㏛ຊ⛸๑ ㏛ຊ⛸ᚃ

















































353㸯Ⳋ⭯ኣ⢶మ
ᖼరᖲᆍ㸯㸧ࡗࡡḿᩐ㹖࡛㹗࡞ᑊࡊ࡙Ҁࠈࢅ࠷࠹ࠊ┞ᖲᆍ࡛ࡵ࠷ࢂࡿࡾࠊ

⾪㸨ࠈ㥺࡚ࡡᏭධᛮ㸯ཬᚺ㸝⛸㸬ᚃࡱ࡚㸞
࣠ࢠࢲࣤ⛸

㸦ᅂ┘

㸧ᅂ┘

㸨ᅂ┘

ビ౮ౚᩐ









ཬᚺⓆ⌟⋙㸝㸚㸞









≟

㸩ᅂ┘

≟ืⓆ⌟⋙㸝㸚㸞

ᑻᡜཬᚺ









ධ㌗ཬᚺ









㸱ᑻᡜཬᚺ㸳ࠈⓆ㉝ࠉ⭐⬵ࠉ◫⤎ࠉ⑂
㸱ධ㌗ཬᚺ㸳ࠈⓆ⇍ࠉല┸ࠉᶭ᎒ࠉ┸ࠉྡࠉୖ②ࠉ㣏ḟᣲࠉ␏ᖏྒἵࠉࡐࡡ

《Hibワクチン接種方法》

Hibワクチン（アクトヒブ®）の接種スケジュールを表４に示します。接種対象は生後２カ月〜５
歳未満で、標準的な接種開始時期は生後２カ月〜７カ月未満です。通常、初回免疫を４〜８週間間隔
で３回（医師が必要と認めた場合は３週間）行ったのち、約１年後に追加免疫を１回行います。
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生後早期にHibワクチンの接種を開始するのは、感染症発生動向調査の結果に基づいています。報告
によると、Hibが原因の細菌性髄膜炎患者は０歳が53％と最も多く、０〜３歳で70％以上、特に０歳後
半に多くピークは生後９カ月でした。また、５歳以上の発症は極めてまれでした。そのため、できれば
生後６カ月までに免疫を獲得しておくことが望ましいと考えられています。
《Hibワクチン接種率向上に関する今後の課題》

Hibワクチンの接種率向上に関しては、以下の問題点が指摘されています。
１）Hibワクチンが定期接種でなく任意接種であること
わが国ではHibワクチンは任意接種のため、接種費用は自己負担となり、４回接種すると３万円
前後と高額になります。また、ワクチン接種による健康被害が生じた場合、定期接種のように予防
接種法による救済制度が適用されません。
自治体によっては接種費用の助成制度を設けたり、健康被害に対する独自の救済措置を講じてい
る所もあるようですが、今後、定期接種への指定、中でも費用の一部が公費負担となる二類疾病へ
の指定が求められています。
１）接種時期の問題

Hib ワクチンの接種時期は定期接種であるジフテリア、百日咳、破傷風の3種混合ワクチン
（DPTワクチン）と重なります。そのため、HibワクチンとDPTワクチンの同時接種を推奨する意
見がでています。同時接種は来院回数を抑制することができ、ワクチンの接種率の向上に繋がると
いうのがその理由です。

HibワクチンとDPTワクチンの同時接種は欧米では一般的に行われており、これまで安全性につ
いて大きな問題はなく、WHOも可能との見解を示しています。しかし、健康被害が生じた場合原
因の特定が困難であり、わが国では適用する救済制度が定期接種と任意接種では異なることから、
どちらを適用するかの判断も問題になります。
同時接種に関しては現在は医師の判断に委ねられていますが、今後議論を呼ぶところとなりそう
です。

〈参考資料〉
日経メディカル、2008年11月号、・日本医事新報、No4415、2009、医薬ジャーナル、41（8）、2005
予防接種に関するＱ＆Ａ集（2008年度版）
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お 薬 相 談 電 話 事 例 集 No.58
経口避妊薬とホルモン補充療法は同じ女性ホルモンですか？
経口避妊薬とホルモン補充療法（HRT）では、用いるエストロゲンやプロゲストーゲンの種類や投
与方法が異なります。経口避妊薬は、排卵抑制作用の強いことが求められるため、低用量といえども十
分な量が含有されています。エストロゲンとしてエチニルエストラジオールが、プロゲストーゲンとし
てエストラン系（ノルエチステロン、レボノルゲストレル、デソゲストレル）が使用されます。また消
退出血は問題にならないため、エストロゲンとプロゲストーゲンの周期的投与法が用いられます。
一方HRTはエストロゲンの欠落症状（更年期症状、泌尿生殖器系の萎縮症状、骨量減少、動脈硬化
など）の発現の予防・遅延を目的にしていますが、生殖年齢の女性のエストロゲンレベルにまでする必
要はなく、子宮内膜癌の発生を防ぐためにもエストロゲン活性の弱い製剤が使われます。製剤としては、
エストロンを主体とした結合型エストロゲン、経皮吸収型エストラジオール、より力価の低いエストリ
オールなどが使用されます。また、子宮体癌を予防するために併用されるプロゲストーゲンは、子宮内
膜への作用が確実で、しかも脂質代謝に影響を及ぼさないプレグナン系のメドロキシプロゲステロン酢
酸エステル（MPA）が主に用いられます。投与法は主として４種類、すなわち、①子宮のない女性に
行うエストロゲン単独投与法、②周期ごとにエストロゲンもMPAも休薬する方法、③MPAは休薬する
がエストロゲンは連続投与する方法、④MPAもエストロゲンも連続投与する方法があります。閉経後
は、子宮内膜癌を予防できて性器出血も回避できる方法が望まれます。

表．経口避妊薬とHRTに使われるホルモン
経口避妊薬
・エチニルエストラジオール
30〜40μg/day

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン

プ
ロ
ゲ
ス
ト
ー
ゲ
ン

・ノルエチステロン
500〜1,000μg/day
（オーソ、ノリニール、
シンフェーズ）
・レボノルゲストレル
50〜125μg/day
（アンジュ、トリキュラー、
トライディオール）
・デソゲストレル
150μg/day（マーベロン）

H R T
・結合型エストロゲン
〔錠剤〕１錠中0.625mg（プレマリン）１日１〜２錠
・エストラジオール
〔貼付剤〕
１枚中0.72mg（エストラーナ、エストラダーム）１日おきに貼付
2.17mg（フェミエスト）３〜４日毎に１回貼付
4.33mg（フェミエスト）３〜４日毎に１回貼付
〔軟膏（ゲル）剤〕１包中1mg（ディビゲル）１日１回塗布
〔外用ゲル剤〕１プッシュ中0.54mg（ル・エストロジェル）
１日１回２プッシュ
〔錠剤〕１錠中0.5mg（ジュリナ）1日1回1〜2錠
・エストリオール
〔錠剤〕１錠中 0.1mg、0.5mg、
１mg（エストリ−ル、ホーリン）
１回0.1〜1mg １日１〜２回(増減)
膣錠もあるが保険適応は膣炎、子宮頸管炎、子宮膣部びらん
・メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
〔錠剤〕１錠中2.5mg（プロベラ）
、５mg（ヒスロン）
１日2.5〜15mg １〜３回に分服

更年期障害及び卵巣欠落症状に使用されるメノエイドコンビパッチは、１枚（９cm2）中にエストラ
ジオール0.62mg酢酸ノルエチステロン2.70mgを含有し、３〜４日毎に１回貼付。閉経後骨粗鬆症に使
用されるウェールナラ配合錠は、１錠中にエストラジオール１mg及びレボノルゲストレル0.04mg含有
し、１日１錠を経口投与。
【参考資料】CLINICIAN No.492，日本医事新報No.4055，医薬ジャーナル38（9）2002
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医薬品・医療機器等

安全性情報

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

255・256

No.

厚生労働省医薬食品局

No.255 目次
1．重要な副作用等に関する情報 ………………………………………………3
縡
縒
縱
縟

ソラフェニブトシル酸塩 …………………………………………………３
エタネルセプト（遺伝子組換え）… ……………………………………５
テモゾロミド… ……………………………………………………………７
リツキシマブ（遺伝子組換え）… ………………………………………８

2．使用上の注意の改訂について（その204）
アリピプラゾール他（13件）……………………………………………………11

3．市販直後調査の対象品目一覧 ………………………………………………17
（参考資料）
インフルエンザ罹患時の異常行動に対する注意 ………………………………20

No.256 目次
1．塩酸ヒドロキシジン（注射剤）による注射部位の壊死・皮膚潰瘍
等について …………………………………………………………………………3
2．重要な副作用等に関する情報 ………………………………………………7
縡 トシリズマブ（遺伝子組換え）… ………………………………………７

3．市販直後調査の対象品目一覧 ………………………………………………11
この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療
機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ
（http://www.info.pmda.go.jp/）
又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。

平成21年
（2009年）
２月・３月
厚生労働省医薬食品局
◎連絡先
0100-8916 東京都千代田区霞が関１−２−２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

｛

1

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

（Fax）03-3508-4364
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検査センターだより
水道水中の「亜鉛」についてのお話

城崎 利裕

さわやかな風が吹き抜ける季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
検査センターでは、新年度を迎え、健康診断業務、水質検査業務、医薬品検査業務などの業務がス
タートいたしました。
今回は、水道水中の「亜鉛」について述べて参りたいと思います。
亜鉛（Zinc）は原子番号 30の元素で元素記号はZnです。
生体では鉄の次に多い必須微量元素で、体重70kgのヒトに平均2.3g含まれており、体内では骨に多く
含まれています。
また、約100種類を超える酵素の活性に関与し、主に酵素の構造形成および維持に必須であり、それ
ら酵素の生理的役割は、免疫機構の補助、創傷治癒、精子形成、味覚感知、小児の成長など多岐にわ
たっています。
大人では一日あたり食品から15mg程度摂取していますので、水質の亜鉛の値が少し高くても私たち
の健康にはほとんど問題ありません。
しかし、高濃度の亜鉛を含む水を摂取すると嘔吐・下痢・腹痛の症状などが見られます。
また、金属亜鉛は人体に有害で、皮膚を刺激し、蒸気を吸入すると呼吸器に障害を起こし、特に四肢
の痙攣に至ることがあります。
反対に亜鉛の欠乏は、食欲不振・味覚障害・成長阻害・脱毛等の症状が現れることがあります。
水質状況で見ますと、自然水中での亜鉛濃度は微量でありますので、亜鉛の水質汚染としては鉱山排
水、工場排水等の混入が考えられ、水道水の障害としては、主に給水管に使用した亜鉛メッキ鋼管の溶
出によることが考えられます。
特に水質基準値（1.0mg/L以下）を超えるようになると、水が白濁したり、お茶の味が悪くなります
ので注意が必要となります。
対処法としては、出しはじめの水はしばらく捨水するなど飲用外に使用することです。
また、亜鉛の溶出が著しい場合は、亜鉛メッキ鋼管の溶出の可能性が高いですので、材質の異なる管
種に布設替えを行う等の対策が必要となります。
最後に、亜鉛を含む水質検査は、当センターでも行っておりますので、是非、お気軽にご相談くだ
さい。
参考文献： 厚生労働省のHP
Wikipedia
上水試験方法2001
・医薬品検査（日本薬局方試験、社内規格試験など）
・水質検査（飲料水、プール水など）
・衛生検査（細菌検査、拭き取り検査、腸内細菌検査など）
・空気中化学物質（シックハウス症候群）検査
お問い合わせ先

ＴＥＬ（０８２）２４３−２１５３
ＦＡＸ（０８２）２４３−２１８８
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Pharmacist's Holiday〜薬剤師
〜薬剤師の
の休日〜
休日〜
岡山洋食 で B 級グルメ
羅 焚 屋
前回（会誌１月号）、うちの奥様に噛まれたため、全治○○○。しかたなく、休日の過ごし方その2
の家でぶらぶら。早速、手に入れた万年筆のお手入れをして過ごしました。
さあ、やっと治ったので、今回は趣向を変えて食の探検のため東へドライブ。
広島の代表的な洋食（？）に「広島風お好み焼き」があるように、岡山にも御当地洋食メニューがあ
るのです。
一つは、比較的有名なソースカツ丼。そして岡山でも最近では珍しい、
「エビめし」。これを出すお店
の一つが笠岡市の「キッチンささき」です。
このお店は、60年代から続く老舗の洋食屋さんで、現在のマスターは2代目です。

左上の写真は、エビめしと特製バラカツ（薄い豚肉を何重も重ねて揚げたカツ）のセットです。エビ
めしは、一見黒いチキンライスに見えますが、ご飯に玉葱と海老を、特製ソースで炒めたものです。海
老のプリプリ感とソースのマッチングが絶妙です。
右上は、「キッチンささき」のもう一つの人気メニュー「カレーライス」。4日間、豚バラを多量に入
れ煮込んだ特製カレーソースです。上に載っているのは、とろける寸前の何とか形を保っている豚バラ
（東城肉＜トンポウロウ＞より美味しいかも？）です。しかし、このカレー、初めての人は、結構引く
らしい、というのもここの特製カレーソースは、真っ黒なのです。しかし、深いコクと口当たりの良さ、
そして口に残らない辛さは、クセになります。辛いのが苦手なうちの奥様もここのカレーならわたしの
分まで食べています。（せっかくマスターが私のためにとサービスに付けてくれた豚バラまで取って…
トホホ）
左の写真は、新メニューの焼きそば。太目の麺に満遍なく
ソースが絡んだ正統派。
食事の後は、お持ち帰りデザート（一人でこっそり行ったこ
とがばれると後が怖い）。遅く帰ってもいいようにお守りとし
て、近所の玉利軒（江戸時代からの老舗ですが、現在は洋菓子
が中心です）で、これまたおいしいケーキを人数分＋α買って
帰ります。
では皆様、回りに聞こえないようにご唱和を、
『グルメはB級、
奥様の私に対する虐待は超A級！』
。…あ、前と同じところを噛むんじゃない……。
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6

大竹警察署

セーム薬局
大竹市新町２丁目６-６
昭和62年６月１日開局
竹下 武伸

薬局紹介を書いてください、それも西部

いますが、薬を渡す時にはあまり話をして

の支部長からということで引き受けたもの

くれませんが、そのような話の時に本当の

の、人に紹介するような薬局ではないため

事がよくわかると思っています。

何を書いたらよいものかと…。

薬局もだんだんと厳しくなっていますが、

大学を卒業し、精神科の病院に３年余り

患者さんから「ここに来ればよくわかる」

勤め、調剤薬局に１年勤め、運よく薬局を

とか、
「頼りにしとるからね」と言われると、

やらないかとチャンスがあり、今の薬局を

薬剤師になってよかったと思っています。

開局するに至りました。

支部長をやっていて、いろいろな事で協

その当時は、調剤薬局の開局が花盛りと

力してくれる事が、本当にありがたいと

言わんばかりに次々と新しくできていまし

思っています。初めはなかなかでも、しだ

た。当時はまだ、レセプトも手書きで、機

いに関心を持って取り組んでもらっています。

械といえば電話くらいでした。それから、

薬局は一店舗では何も力がありません。

レセコンが入り、ファックス、コピー機と、

薬剤師会に協力して薬剤師、薬局を確かな

今では電子レセと。また、仕事面では初め

ものになればと思っています。仲間をたく

は、調剤で薬を渡しただけでしたが、薬歴、

さん作り、何事でもやっていただきたいと

お薬手帳と量も質も変わってきました。

思います。

初めの頃は、患者さんと雑談などほとん
どしていませんでしたが、今では薬局でバ
スを待つ人もいるほどになり雑談を重要な
情報としています。皆様のところでもと思

最後に、やはり前向きにがんばるしかあ
りません。
趣味は映画で、ついこの間も観ましたが、
その中でも同じような事を言ってました。

次回は、加藤古市薬局さんです。
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「保険薬事典 平成21年４月版」

書籍等の紹介

発

行：株式会社 じほう

判

型：Ａ５判 約800頁

価

格：定

監

価 4,620円

会員価格 4,160円

「OTC医薬品の基礎知識 第２版」
送

修：中島恵美氏（慶應義塾大学薬学部）

料：１部 500円

編集協力：日本OTC医薬品情報研究会
OTC薬とセルフケア研究会

「保険薬事典プラス 平成21年４月版」

発

行：株式会社 じほう

発

行：株式会社 じほう

判

型：新書判 320頁

判

型：Ａ５判 約950頁

価

格：定

価

格：定

送

料：１部 500円

送

料：１部 500円

価 2,520円

会員価格 4,350円

会員価格 2,200円

「薬事法・薬剤師法・毒物及び劇物取締法解説

「OTC医薬品使用上の注意ガイドブック」
監

価 4,830円

第19版」

修：古澤康秀氏（明治薬科大学）

編集協力：日本OTC医薬品情報研究会安全委

執

筆：青柳健太郎氏、翁健氏、木村豊彦氏、
鰍澤照夫氏、山川洋平氏

員会情報表示部会
日本漢方生薬製剤協会安全委員会

発

行：株式会社 薬事日報社

ワーキンググループ

判

型：Ａ５判 980頁

価

格：定

発

行：株式会社 じほう

判

型：Ｂ５判 293頁（付録を含む）

価

格：定

価 3,990円

会員価格 3,500円

価 3,150円

送

料：１部 350円

会員価格 2,730円
送

料：１部 500円

※価格はすべて税込みです。

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

薬剤師国家試験 正答
14頁

問181 … ２

21頁

問189 … ４

36頁

問194 … １
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告

知

板

第38回広島県薬剤師会通常総会開催通知
標記の会議を次により開催しますので、定款第25条の規定により通知します。
日 時：平成21年５月23日（土）午後３時〜
会 場：広島県薬剤師會館４階ホール
議 事：（報告）１．日本薬剤師会臨時総会報告
２．広島県薬剤師会代議員会報告
３．平成20年度広島県薬剤師会会務並びに事業報告
４．平成20年度薬事情報センター事業報告
５．平成20年度広島県薬剤師会収支計算書
６．平成20年度保険薬局部会事業報告
７．平成20年度保険薬局部会収支計算書
８．平成20年度会館運営事業報告
９．平成20年度会館運営事業特別会計収支計算書
10．平成20年度検査センター事業報告
11．平成20年度検査センター特別会計収支計算書
（資料）１．社団法人広島県薬剤師会定款細則の一部改正について
２．平成20年度広島県薬剤師会収支補正予算
３．平成20年度保険薬局部会収支補正予算
４．平成20年度会館運営事業特別会計収支補正予算
５．平成20年度検査センター特別会計収支補正予算
６．平成21年度広島県薬剤師会事業計画
７．平成21年度薬事情報センター事業計画
８．平成21年度広島県薬剤師会収支予算書
９．平成21年度保険薬局部会事業計画
10．平成21年度保険薬局部会収支予算書
11．平成21年度会館運営事業計画
12．平成21年度会館運営事業特別会計収支予算書
13．平成21年度検査センター事業計画
14．平成21年度検査センター特別会計収支予算書

第53回広島県病院薬剤師会・総会
日 時：平成21年５月16日（土）
午後１時30分〜
場 所：エソール広島

AED設置の
お知らせ
広島県薬剤師會
館 の 館 内１階 に
AED（自動体外式
除細動器）を設置
しました。
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編集後記

法事で主人の故郷に行ってきました。

the editor’s notes

出かける前に電話すると「22〜24度で暑い位」との返事。
薄手の上着を着て出発…
夜 到着したら気温９度！ さぁむぅいぃよぉ…
４月中旬、山形県庄内地方の月山・鳥海山は雪景色。

2009
Vol.34 No.3

May

5

桜の蕾はピンク色、花見はもう少し先のようでした。
＜396＞

巷では求職難といわれているのに、なぜ薬
桜の花びらが舞い始めると、花みずきが萼

剤師が見つからないのでしょうか？

を開く。街路の楠の木が赤い芽を吹く。

花見にも行けず、せっかくのETC1,000円の

山々の若緑が急にボリュームを上げ、朝の

恩恵にも与れず、少ない薬剤師でカバーし

通学路は新一年生のかん高い声と小鳥のさ

ています。

えずりに青い季節の窓が開いた感!!

だれか、就職したい人紹介して〜
＜T２＞

どこの放送局だったか、覚えてはいないが
数年前『楠の木は春に紅葉するんですネ』
と言ったアナウンサーが居た。丁度この時
期、赤味を帯びた新芽は秋の紅葉の始まり

今年こそ健康な生活を！と１月号で宣言し

に似た色合いであり、古い葉を街路にまき

努力しているのですが、誘惑が多すぎてな

散らすことから、赤い新芽を

かなかうまくいかず、体重体組成計にのっ

紅葉してい

て一喜一憂する日々です。

る …と見たのだろうか？

＜ターボ＞

この時期いつもこの事が思い出され、春の
出足に複雑な思い…。

＜K, H＞

６月１日から改正薬事法が施行されます。
医薬品（大衆薬）を副作用のリスクに応じて３種類に分類。
リスクの高い第一類を除く第二、三類を、登録販売者がい
れば販売できますが、薬剤師としての役割を、今一度見直
＜○
ま＞

したいものです。

編

集

平井紀美恵
村上 孝枝
難波 利元

委

ゴールデンウィーク直前に、突然
の 豚 イン フ ル エ ン ザ 流 行 の
ニュースが飛び込んできました。
今のところ、オセルタミビルと
ザナミビルには感受性があると
のことですが、拡大傾向にあり、
気がかりです。
早く終息することを願うばかり
です。
ゴールデンウィークは家でゆっ
くりするのが一番なのかな？で
も出かけたいし… ＜水無月＞

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 ５ 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.３（No.91）

平成21年度診療（調剤）報酬等受付日程について（依頼）
管 第 ５ １ ６ 号
平成21年３月31日
広島県薬剤師会会長

様
広島県国民健康保険団体連合会理事長
〒730-8503 広島市中区東白島町19-49
審 査 管 理 課

本会の事業運営については、平素から格別の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成21年度における診療（調剤）報酬等受付を別紙日程表のとおり行いますので、貴会会員
へ御周知くださるようお願いいたします。

平成21年度受付日程
４
月
５
月
６
月
７
月
平
成
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年

８
月
９
月
10
月
11
月
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月
１
月

平
成
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年

２
月
３
月

日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付
日
曜 日
受 付

１
水
○
１
金
○
１
月
○
１
水
○
１
土
―
１
火
○
１
木
○
１
日
―
１
火
○
１
金
―
１
月
○
１
月
○

２
木
○
２
土
―
２
火
○
２
木
○
２
日
―
２
水
○
２
金
○
２
月
○
２
水
○
２
土
―
２
火
○
２
火
○

３
金
○
３
日
―
３
水
○
３
金
○
３
月
○
３
木
○
３
土
―
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火
―
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○
３
日
―
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水
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３
水
○

４
土
―
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土
―
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火
○
４
金
○
４
日
―
４
水
○
４
金
○
４
月
○
４
木
○
４
木
○

９日、10日の土・日は受付を実施する。
８月８日の土曜日を追加し受付を行う。
受付時間 8：30〜17：30
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○
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平成21年度における診療報酬等の支払日について
広総会 ００１５７１
平成21年３月31目
広島県薬剤師会
会長

前

田

泰

則

殿
広島県社会保険診療報酬支払基金
幹事長

入

井

克

夫

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、支払基金の業務運営に格別のご高配ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成21年度における診療報酬等の調剤薬局への支払日につきましては、別紙「平成21年度に
おける診療報酬等の納入期日及び支払日予定表」のとおりといたしております。
なお、９月の支払日が24日、３月の支払日が23日となりますことから、特段のご理解を賜りますよ
うお願い申し上げます。

別紙

平成21年度における診療報酬等の納入期日及び支払日予定表

21年４月

18日

19日

20日

21日

土

日

納入期日

支払日

納入期日

支払日

納入期日

土

日

支払日

日

祝日

納入期日

支払日

納入期日

支払日

土

日

日

祝日

休日

祝日

納入期日

支払日

５月
６月
７月

土

８月
９月 納入期日
10月

土

日

22日

23日

24日

土

日

土

11月

納入期日

支払日

土

日

祝日

12月

土

日

納入期日

支払日

祝日

納入期日

支払日

22年１月

土

２月

納入期日

土

日

支払日

３月

納入期日

土

日

祝日
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支払日

支払日

日

再審査申出書の様式変更について（依頼）
管 第 ４ ９ ７ 号
平成21年３月12日
広島県薬剤師会会長

様
広島県国民健康保険団体連合会理事長
〒730-8503
審

広島市中区東白島町19-49
査

管

理

課

本会の事業運営については、平素から格別の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、保険薬局が診療報酬審査委員会へ再審査申出を行う際の様式を、別紙のとおり変更
することといたしました。
つきましては、貴会会員へ様式変更について御周知くださるようお願いします。
別紙
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特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業に係る
高額療養費制度の見直しに伴う
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の改正案について
このことにつきまして、日本薬剤師会会長より通知がありました。
厚生労働省保険局医療課では、平成21年５月１日以降、特定疾患治療研究事業（51）、及び小児慢性
特定疾患治療研究事業（52）について、所得に応じた自己負担限度額となるよう、見直しを検討され
ています。
これに伴い、受診券に「適用区分」欄を追加し、所得区分が記載され、調剤報酬明細書の特記事項
欄に、「17上位」「18一般」「19低所」と記載することになり、受給者証等に所得区分の記載が反映され
ていない場合については、次の記載の取扱いに従って記載するものとなる見込みですので、お知らせ
いたします。

特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業に係る高額療養費の
自己負担限度額（月）について
①70歳未満
現行

平成21年5月以降
上位所得者
（月収53万円以上）

150,000円十
〈医療費一500,000円〉×１%
（多数回該当 83,400円）※

一般

80,100円十
〈医療費一267,000円〉×１%
（多数回該当 44,400円）※

低所得者

35,400円
（多数回該当 24,600円）※

一律80,100円十
〈医療費−267,000円〉×１%

※多数回該当については入院についてのみ適用

②70歳以上
平成21年5月以降

現行

外来

一律

外来
入院

12,000円
44,400円

入院

現役並み所得者

80,100円十
〈医療費一267,000円〉×１%
44,400円
（多数回該当 44,400円）※

一般

12,000円

Ⅱ
低所得者
（住民税非課税） Ⅰ

44,400円
24,600円

8,000円

15,000円

※多数回該当については入院についてのみ適用

（注１）現行と同様にレセプト単位で現物給付を行い、公費負担後のなお残る負担額については、世帯合算に
より償還払いとする。
（注２）多数回該当の対象とするのは、平成21年5月からの診療分とする。
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特定疾患医療受給者証の様式改正
（現行）

（改正案）

特定疾患医療受給者証 一部自己負担 有・無

公費負担番号

公費負担番号
公費負担医療
者番号

特定疾患医療受給者証 一部自己負担 有・無

公費負担医療
者番号

受給

受給者

受給者

居住地
氏名

居住地
氏名
生年月日

生年月日

保険者 確認
所得区分
以下
記載

病名

病名

（70歳未満） （70歳以上）
A:上位所得者 Ⅳ：現役並 所得者
Ⅲ：一般
B:一般
C:低所得者 Ⅱ：低所得者Ⅱ
Ⅰ：低所得者Ⅰ

所在地
受療医
療機関

所在地
受療医
療機関

受給

名称
診療科目

名称

保険者（※）

診療科目
有効期間

外来

円

入院

円

印

月額自己負担限度額
都道府県知事名及

交付年月日

適用区分

平成 年 月 日
平成 年 月 日

有効期間

月額自己負担限度額
都道府県知事名及

追加

被保険者証 記号・番号
（※※）

平成 年 月 日
平成 年 月 日

外来

円

入院

円

印

交付年月日
※
※※

後期高齢者広域連合 含
後期高齢者医療制度

被保険者番号

小児慢性特定疾患医療受診券の様式改正
（現行）
小児慢性特定疹患医療受診券

（改正案）
一部自己負担

有・無

公費負担医療
者番号

受給

受給者

受給者

居住地
氏名

有・無

受給

居住地
氏名
生年月日

生年月日

疾患名

疾患名

所在地
受療医
療機関

所在地
受療医
療機関

一部自己負担

公費負担番号

公費負担番号
公費負担医療
者番号

小児慢性特定疹患医療受診券

A:上位所得者
B:一般
C:低所得者

名称
診療科目

名称

保険者名

診療科目
有効期間

保険者 確認
所得区分
以下
記載

追加
被保険者証 記号・番号

平成 年 月 日
平成 年 月 日

有効期間

外来

円

入院

円

月額自己負担限度額

月額自己負担限度額

都道府県知事名（市長
名）及 印

都道府県知事名（市長
名）及 印

交付年月日

交付年月日
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適用区分

平成 年 月 日
平成 年 月 日
外来

円

入院

円

レセプト記載方法の変更について（案）
１

特定疾患治療研究事業等の受給者の場合、所得区分がわかるように特記事項欄に記載
現在、限度額適用認定証が提示された場合に、特記事項欄に所得区分を記載することとしている
（上位＝17、一般＝18、低所得＝19）が、これを特定疾患治療研究事業等の受給者の場合にも
広げることで対応
70歳未満

２

外来

入院

上位所得者

外来・入院
17上位

現役並み

70歳以上

17 上位

17 上位

一般

18一般

一般

18 一般

18 一般

低所得者

19低所

低所得者Ⅰ・Ⅱ 19 低所

19 低所

※外来には、調剤、訪問看護を
含む

多数回該当への対応
今回の見直しに伴う、特定疾患治療研究事業等の受給者の多数回該当に対応するため、所得区分
に応じて、多数回該当の場合の特記事項のコードを追加する。
70歳未満

※

多数回該当の
場合（入院のみ）

上位所得者

22多上

一般

23多一

低所得者

24多低

多数回該当の
場合（入院のみ） ※多数回該当の場合には
17・18・19は使用しない。
22多上
現役並み
※70歳以上の「一般」と「低
−
一般
所得者」の場合、多数回該
−
低所得者Ⅰ・Ⅱ
当はない。
70歳以上

特定疾患治療研究事業等に係る多数回該当は、当該事業等の対象療養に係る高額療養費の支給回数をカウント
の対象とする。また、入院のみに適用することとし、外来（在医総等含む）、調剤、訪問看護は対象としない。
カウント方法は、患者ごと、医療機関ごととする。

5月〜9月までの医療機関における特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療
研究事業の受給者証の提示パターンとレセプトの取扱いについて
【所得区分の受給者証への反映ができている場合】
提示パターン
更新後の受給者証

レセプトの記載と取扱い
受給者証の所得区分に応じた記載とする

【所得区分の受給者証への反映ができていない場合】
提示パターン

レセプトの記載と取扱い

①

更新前の受給者証（受給者証に所得区分の記
載がないもの）のみ

②

更新前の受給者証＋「3割」の記載がある高齢
すべて「現役並み」で記載
受給者証等

③

更新前の受給者証（改正前の様式の余白等に
所得区分の記載がある場合）

④ 更新前の受給者証＋限度額適用認定証

すべて「一般」で記載

余白等に記載されている所得区分に応じた記載とする

限度額適用認定証の適用区分に応じた記載とする

（注）④については医療機関の窓ロで提示があった場合
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世羅町児童医療費助成制度の改正について（お願い）
平成21年３月16日
広島県薬剤師会

様
世羅町長

山口寛昭

（保健福祉課）

平素は本町の保健福祉行政に対し格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、世羅町では平成21年４月１日から、子育て支援施策の一環として、児童にかかる医療費を軽
減することによって健やかな育成を図ることを目的に対象者を中学校３年生まで拡大する「児童医療
費助成制度」の改正を行いました。
この制度は、現行の児童医療費助成制度の年齢制限を小学校６年生から中学校３年生まで拡大した
もので、助成内容については乳幼児医療と同様のものです。
（同封の受給者証の見本を参照。
）
つきましては、この制度についてご理解をいただくとともに、制度の適正な実施についてご配慮い
ただきますようお願いいたします。
なお、診療報酬明細書の記載については、乳幼児医療の法別番号「９０３４０８１１」を、受給者
番号の頭番号を「３」（町単独事業対象者）を使用しますので、医療費の請求についてもよろしくお願
いいたします。
問合せ先
722-1192
広島県世羅郡世羅町大字本郷947番地
世羅町保健福祉センター
保健福祉課医療係
電話（0847）25-0294（代表）

児童医療費助成制度について
★一部負担金について
・医療機関等の窓口で、次の一部負担金を支払っていただきます。

医療機関等ごとに1日500円
ただし、同じ医療機関で受診される場合の１ヶ月の負担日数は、入院14日、通院４日となります。
同じ医療機関での受診であれば、入院は15日目、通院は５日目から無料となります。
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【一部負担金が必要なもの】
区

分

一

保険医療機関
※同じ医療機関で医科と歯科を同
じ日に受診した場合、それぞれ
一部負担金が必要

訪

問

看

部

負

担

金

１日500円（入院月14日まで・通院月４日まで）
医科診療で500円

入院月14日まで

歯科診療で500円

通院月４日まで

訪問事業者ごとに

護

１日500円（月４日まで）

柔道整復・はり・灸・

施術所ごとに

あん摩・マッサージ

１日500円（月４日まで）

（注） ●医療費の本人負担額が500円に満たない場合は、その額が支払額となります。
●保険薬局（院外処方）での一部負担はありません。
●食費等助成の対象とならないものがあります。（受給者証裏面記載）
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について
平成21年４月７日
広島県薬剤師会保険薬局部会
平素は本会会務にご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
このことにつきまして、日本薬剤師会会長より通知がありましたので、お知らせいたします。
平成21年４月１日より、財団法人日本医療機能評価機構の『薬局ヒヤリ･ハット事例収集・分析事業』
http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/ が開始され、こちらのホームページから、参加登録の受け
付けが行われております。
この事業は、全国の薬局から報告されたヒヤリ・ハット事例を収集、分析し、薬局や国民に対して
情報を提供するもので、医療安全対策の一層の推進を図ることが目的とされています。
また、この情報収集により、当該薬局ならびに関係者が特定されるものではありません。
つきましては、本事業への積極的なご参加登録をお願いするとともに、日本薬剤師会の調剤事故報
告についても、併せてご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
●日本薬剤師会

調剤事故報告

日薬HP http://www.nichiyaku.or.jp/
会員向け情報＞調剤事故防止対策＞ 薬剤師会における調剤事故報告制度について
http://nichiyaku.info/member/jiko/chozai051017.html

指定自立支援医療機関に係る指定申請書等の様式の
広島県ホームページへの掲載について（通知）
平成21年４月８日
社団法人広島県薬剤師会会長 様
広

島

県

〒730-8511

健

康

福

祉

局

長

広島市中区基町10-52

障 害 者 支 援 課
県の障害保健福祉行政の推進については、日ごろから御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
さて、指定自立支援医療機関に係る指定申請書等の様式を広島県ホームページ（下記URL）に掲載
しました。
各申請者等に御利用いただくため、貴会員に周知してくださるよう御配慮をお願い致します。
なお、平成21年４月１日から、自立支援医療機関の指定等に係る申請・届出先が障害者支援課となり
ましたので、申し添えます。
掲載URL：http://www.pref.hiroshima.lg.jp/category/1225184038857/index.html
担当

障害者福祉グループ

電話 082-513-3157（ダイヤルイン）
（担当者
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石岡、濱谷）

日本薬剤師会に報告された調剤事故事例について
日薬業発14号
平成21年４月７日
都道府県薬剤師会会長

殿

医療事故防止担当役員

殿
日本薬剤師会
会長

児

玉

孝

平素より、本会会務に格別のこ高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本会では都道府県薬剤師会のご協力を賜り、平成13年度より「調剤事故報告制度」を実施し
ております。
同制度により報告された調剤事故事例につきましては、発生地域や個人が特定されないよう配慮し
た上で、例年２月頃に開催する「全国職能対策実務担当者会議」の資料とし、同様な事例が発生しな
いよう注意喚起に活用しております。
平成20年度は、本年２月15日に全国職能対策実務担当者会議を開催したところでございますが、会
議の主なテーマが「休日・夜間の対応」と「後発医薬品の使用促進」であったことから、調剤事故事
例は資料として配付いたしませんでした。
平成20年度に本会に報告された調剤事故事例は別添のとおりですので、貴会において調剤事故防止
に関する研修会を開催するなど、医療安全の推進のためにご活用いただければ幸いです。よろしくお
願い申し上げます。

平成20年度日本薬剤師会に報告された調剤事故等報告事例（H20.４.１〜H21.３.31）
事故等の内容

事例１

患者は薬剤を使用し、
「薬剤塗布後湿しんが出た。
塗る量が足りないと思い、さらに塗布した。その
結果、症状が悪化し、湿しんが全身に広がり、発
熱もある状態。処方した診療所が休診のため、責
患者は30歳男性。アンホリルクリーム（アンダー 任を持って、近医を紹介してほしい」。他の病院
ムクリームの後発医薬品。含有成分：ブフェキサ を紹介したところ、通院→入院→通院（A県）。
マク）の処方。薬局で記入した問診票に「ブフェ その間、実家のあるB県の病院にも通院。治療終
キサマクでアレルギー歴有り」となっていたが、 了まで約40日。患者より、「今回の件は診療所に
それを見逃し、疑義照会せずにそのまま患者に交 も薬局にもアレルギー歴を告知した上で起きたこ
と。誠実な対応を求めたい」と申し入れあり。患
付。
者は当該診療所に対し、治療費、入院費、給与保
障あわせて100万円を請求。患者は以前に「ブ
フェキサマク」の使用で医薬品副作用被害救済制
度の利用歴あり。

事例２

患者は79歳女性。リウマトレックスカプセル２
mgが処方され、処方せんには曜日の記載が無 患者は連日服用。リウマトレックスの副作用（口
かった。薬局では薬剤師が疑義照会せずに、薬袋 内炎の発症、血小板の減少、CRP値が高くなる
に服用する曜日を記載せず、用法・用量のみを記 など）で、１カ月半にわたり入院。
載して患者に交付。

事例３

薬局で調剤から１カ月後・麻薬在庫の定期的な確
患者は67歳女性。「MSコンチン（60mg）6錠／１
認の際に聞違いに気づく。患者に連絡したところ、
日２回」の処方に対し、MSコンチン（10mg）を
骨折により入院していたことが判明。調剤の間違
調剤。
いによる健康被害等は不明。
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事故等の内容

事例４

患者は意識不明で、救急車搬送により脳外科に
入院。一旦退院するも、再び低血糖（意識不明）
患者は85歳女性。アリセプト錠３mgの処方に対 で、救急車搬送により脳外科に入院。血糖値が
50mg／dl以下になり、内科へ転送。この時点で、
し、アマリ一ル錠３ｍgを調剤。
アマリールの誤投薬による低血糖と判明。見舞
金、慰謝料、同居する長男の休業補償など。

事例５

患者は約２週間服用。２週間後の次回来局時も
患者は６歳男児。「タリオン錠５mg２錠／２× 同じ処方であったが、薬剤が違うので、患者の
朝夕食後」の処方に対し、「タリオン錠10mg」 母親が間違いに気づく。服用中、外観的には副
を調剤。
作用は認められなかったが、薬局より処方医に
連絡し、血液検査を実施。特に異常なし。

患者は81歳男性。「ワーファリン錠１ｍg 1.25 患者は指示通りに服用。深夜トイレに起きたと
錠／日」の処方に対し、「2.25錠／日」を調剤。 きに転倒し、頭部を８針縫うけが。その他、眼
（薬局では、「ワーファリン錠１ｍg 1.25錠」の 内出血、鼻出血、歯茎からの出血、頭痛などの
事例６ うち、１錠は他薬と一包化し、0.25錠は1000倍散 症状あり。最初の服用から１カ月半経過し、医
0.25gで別包としていた。誤投薬の際は、それ以 師が「ワーファリンが効き過ぎているかも」と
外にPTPシートのままのワーファリン１ｍg錠も 指摘したことを受け、患者本人が薬を確認し、
誤投薬に気づく。
５日分（５錠）渡していた。）

事例７

患者は服用後、悪心、嘔吐が激しく（食欲不振）、
字が書きにくい、足に力が入らないなど（筋弛
患者は６歳男児。「ダラシンカプセル150mg３カ
緩症状）の症状が現れる。患者の母親が薬を確
プセル／１日３回毎食後／10日分」の処方に対
認し、薬局に「ダントリウムとは何の薬か?」と
し、
「ダントリウムカプセル25ｍg」を調剤。
問い合わせ、誤りに気づく。調剤過誤発覚後、
受診、入院、経過観察。

事例８

患者は61歳男性。「ピブラマイシン錠50mg１
錠／１日１回朝食後／49日分」のところ、ビブ 患者は服用後、下痢がひどい状態が続く。
ラマイシン錠100mgを調剤。

事例９

患者は26才男性。アンフラベート軟膏（アンテ
ベート軟膏の後発医薬品）を顔面に使用。「漫然
と使用しないよう」に説明したつもりだったが、 患者は症状が悪化。そのために別の皮膚科で治
患者に伝わらず２カ月以上使用する。処方せん 療。
に使用法が書いていなかったが、疑義照会しな
かった。

事例10

患者は皮膚炎症を起こす。管理薬剤師と開設者
ホクナリンテープの用法を「１日１回１枚」の が謝罪するも、
「貼り薬だからかぶれで済んだが、
ところ、薬袋に「１日４回」と記述。
飲み薬なら命に関わるところだった」と、納得
されず。

事例11

「ヒロスタスRカプセル100／１Cap／分１／夕食 患者は「頭が痛い、胸がドキドキした」など
後」の処方に対し、
「ニトロールRカプセル20ｍg」（頭痛、胸痛等）を訴え、数回にわたり通院。そ
の後、快方へ向かう。
を調剤する。

患者は12日間服用。ふらつき等の症状が現れた
が、その後は服用を中止し、回復。患者本人及
「パキシル錠10mg／14錠」の処方に対して、「パ
事例12
び代理人より薬局へ、「体調が悪い。薬のせいで
キシル錠20ｍg／14錠」を調剤。
はないか。今後のことで話し合いたい」と電話
あり。
「ロキソニン３錠、マーズレンS1.5g／分３×毎
食後」の処方。印字ミスにより、薬剤情報提供 患者は、薬剤情報提供文書のとおり、間違った
事例13
文書に「ロキソニン３錠、マーズレンS１回５ 用法で服用。服用後、頭痛、めまい感を訴える。
g／頭痛時」と印字。
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事故等の内容
「ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒」（TJ-6）が処方
されるところ、医療機関の間違いで「ツムラ加
患者は服用後、座瘡（顔一面のにきび）の悪化
事例14 味迫逍散」（TJ-24）が処方される。薬局の医療
を訴える。
機関への問い合わせ不足も原因で、そのまま調
剤し、薬剤を交付。

事例15

患者は80歳女性。「タケプロンOD錠30／１錠× 患者は小粒だと思いながらも服用を続け、胸や
１（朝食後）／30日分」の処方に対して、「タケ けが強く感じられるなど体調不良で受診。服用
薬剤を確認し、調剤の間違いが判明する。
プロンOD錠15」を調剤。

患 者 は 6 5 歳 男 性 。「 ジ ェ イ ゾ ロ フ ト 錠
薬局では増量後２回目の処方せんを受け付けた
（50mg）／２錠／１日２回（朝、夕食後）／14
時点で、前回の間違いに気づく。患者に経過を
事例16 日分」の処方。この日から、「25mg錠２錠」が
説明し、受診を促す。
「50mg錠２錠」に増量になっていたが、前回ま
でと同じ「25mg錠２錠」で調剤する。

事例17

薬局で薬剤師が錠剤を粉砕し、賦形剤の乳糖を
加え、70包に分包する際、誤って35包に分包す
る。鑑査した薬剤も見逃す。患者の母親が「70
患者は６歳男児。「ジゴキシンKY錠0.25mg／
包のところ35包しか入っていない。２週間ほど
0.1mg／２×朝・夕食後／35日分」と記載された
薬を服用したら薬が足りない。服用中１週間ほ
処方。
ど具合を悪くして通院していた」と言ったこと
で間違いが発覚。検査を受ける。検査の結果で
は異常は無く、とりあえず経過観察。

事例18

一包0.35gとすべきところ、一包0.7gで調剤する。
患者は９歳女児。
「テグレトール細粒（力価表示）
血液検査が異常値を示し、患者の母親が残って
350MG／1日2回／朝夕食後すぐ／60日分」の処
いた薬を確認し、量の間違いに気づく。女児の
方。
（チグレトール細粒は50%）
症状は、精神的に不安定、過食あり。

事例19

男児、母親とも受診。HBS、HCV等の感染を疑い、
薬局の待合室に落ちていた糖尿病在宅自己注射
血液検査、免疫グロブリンの接種、HBワクチンの
用インスリン針を１歳男児がロに入れる。その
接種を行う。今後も、継続して、HBワクチンの接
針を、母親が男児の口から取り出す際、左手第
種（１カ月後と６カ月後）と血液検査（１カ月
２指に刺す。
後、２カ月後、３カ月後、６カ月後）を行う。

事例20

患者は「前とインスリンが違う」とは気づいて
患者は55歳男性。「ヒューマログミックス25注 いたものの、「間違えないだろう」と思い、２週
カート」の処方に対し、「ヒューマログミックス 間使用。その後、薬局へ連絡。血糖値が120〜
130ｍg／dlであったのが、400〜500となる。倦
25注キット」を調剤し、交付する。
怠感、しびれがひどいと医師に訴える。

事例21

患者は57歳男性。「プログラフ１mg」を処方さ
れている患者。「クラリスロマイシン」が処方さ
れた際、両剤は「併用注意」であったため、患
者には「問題ないと思います」と説明。

事例22

一包化薬に入れるセイブル錠75mg（１日３回毎 患者は4日間、セイブル錠75ｍgを服用できな
食前）を入れ忘れる。また、前の患者の一包化 かった。ビオスリー錠は服用しなかった。健康
に入れるピオスリー錠も一緒に交付する。
被害の状況は不明。

事例23

患者は66歳女性。「ジョサマイシン錠200皿g３
錠／分３毎食後×２日分」の処方に対し、「サワ
シリンカプセル250mg３カプセル／分３毎食
後×２日分」を交付する。

事例24

患者は96歳女性。「塩酸モルヒネ１日５mg（起 ２日間服用し、幻覚・独り言などが出現し、入
床時１mg、昼１mg、夕１mg、寝る前２mg）」 院。その後、退院。後遺症は無し。10%塩酸モ
の処方に対し、「１日50mg」を調剤し、患者に ルヒネ0.35g計量するところ、3.5g計量したこと
の間違い。
交付。
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両剤の併用により、患者は夜中に激痛に襲われ、
受診、検査、処置を受ける。その後、体調は回
復。薬局では、患者の求めに応じ、調剤料及び
薬剤料等を返金。

１回服用後、赤い発疹が出たため服用を中止。
薬剤情報提供文書を見て、薬の間違いに気づく。
患者はペニシリンアレルギーであり、過去にも
副作用の経験があった。

事故等の内容
服用を開始して約１カ月後に頻繁に痙攣が起こ
り、入院。２日間ほどで退院したが、元の状態
に戻らないため、リハビリを目的として別の病
院に入院。約1カ月半入院し、その後退院。

事例25

患者は64歳女性。「フェノバール散10%0.8g、ア
レビアチン散10%1.6g／朝夕食後・56日分」の処
方に対し、28日分を計量し、処方どおり112包に
分包する。
（半量の投与）

事例26

10〜15日ほど服用し、掻痒感（体全体）が発生
したが、次回受診まで引き続き服用。次回受診
し、調剤した際には正しい薬剤を調剤。正しい
患者は60歳女性。「タケプロンカプセル15mg 薬剤を服用後は、症状は軽壮したが、引き続き
１カプセル／１日１回／朝食後49日分」の処方 顔や手などに痒みやヒリヒリ感あり。受診。ロ
に対して、
「タケプロンOD錠15mg」を調剤。
の中、舌にしびれ感あり。引き続き治療。メー
カーより、タケプロンカプセル15mgとタケプロ
ンOD錠15mgの添加物の違いや、薬剤変更に伴
う副作用発現の資料を入手し、患者に伝える。

事例27

患者は80歳女性。分包機に残っていた薬剤（テ
グレトール200）が、次の患者の薬包に混入する。 患者は服用後、入院。
鑑査が不十分で見過ごす。

［新聞報道事例］
患者は先天的な心臓病があった生後５カ月の男
児。平成15年10月、県立病院でジゴシンの10000
男児は薬物中毒で死亡。遺族と県は示談成立。
報道事例 倍散を調剤するところを薬剤師（38歳）が1000
その後平成20年４月、２名の薬剤師は区検より
倍散と取り間違える。鑑査を行った薬剤師（55
1
略式起訴を受ける。罰金50万円の略式命令。
歳）も見逃す。同病院薬剤部では、両剤は大き
さの違う瓶で別々の場所に保管していた。
平成19年８月。○○市民病院で女性薬剤師（26
歳）が消毒薬（ヂアミトール）の原液（濃度
10%）を薄めずに小瓶に小分けし、人体に使う
報道事例
濃度の「0.025%」のラベルを貼って保管。耳鼻
２
咽喉科などの手術３回でこの消毒液（400倍の濃
度）が使用された。薬剤師は当時、病院に採用
されて間もなかった。

女性（34歳）、女子大学生（20歳）、男児（５歳）
の３人が全治約２週間のやけどを負う。警察庁
○○署は、女性薬剤師を業務上過失傷害容疑で
書類送検する。病院は、司法判断を待って関係
者の処分を検討するとしている。

平成20年1月、「抗がん剤を５日間連続投与した
患者（54歳）は白血球減少などによる細菌性肺
後、約３週間の間隔を空ける」投与計画を作成
炎で死亡。病院は遺族に2500万円の賠償金を支
した医師が、カルテに「４週１クール（周期）」
報道事例
払うことで示談が成立。県警は業務上過失致死
と記載。その後。計画を失念し、誤って「４週
３
の疑いで、医師（35歳）と、医師への疑義照会
間連続の投与を１回と数える」と勘違いし、薬
を行わなかった女性薬剤師２人の３人を書類送
剤師に指示。薬剤師も確認を怠り、実際には本
検する。
来の計画の約３倍の抗がん剤を投与する。

［参考］日本薬剤師会に報告された調剤事故件数
平成13年度―45件
平成14年度―47件
平成15年度―38件
平成16年度―18件
平成17年度―27件
平成18年度―33件
平成19年度―33件
平成20年度―27件
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薬価基準収載医薬品（平成21年3月13日付）
（11成分15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）

25mg１錠

・抗てんかん剤「エクセグラ
ン」と同じ成分
・レボドパ含有製剤と併用する
1,084.90 ・モノアミン酸化酵素B阻害
作用等によるレボドパ作用
の増強・延長効果を示すと
考えられる

2.5μg
１カプセル

・血液透析患者の既存治療抵
抗性の痒みを抑える世界初
の選択的オピオイドκ受容
体作動薬
・血液透析患者では、かゆみ
の強さに比例して血漿中の
β-エンドルフィン（オピオ
イドμ受容体を作動させる
内因性オピオイド）濃度が
高いことから、かゆみの発
1,745.10
現には、μ受容体の活性化
が関与していることが示唆
されている
・オピオイド受容体には主に
３つのサブタイプ（μ、κ、
δ）が存在し、κ受容体は
μ受容体と相反する薬理作
用を示すとともに、μ受容
体を介した作用を抑制する

ゾニサミド
トレリーフ錠25mg
（大日本住友製薬）
DS 024

レミッチカプセル
2.5μg
（東レ-鳥居薬品）
TR11（PTPシート
に表示）

エカード配合錠LD
（武田薬品工業）
表面：
293
裏面：４C
エカード配合錠HD
（武田薬品工業）
表面：
294
裏面：８C

パーキンソン病（レボドパ含
有製剤に他の抗パーキンソン
病薬を使用しても十分に効果
が得られなかった場合）

ナルフラフィン塩酸塩
血液透析患者におけるそう痒
症の改善（既存治療で効果不
十分な場合に限る）

１錠
カンデサルタン シレキセチ
ル・ヒドロクロロチアジド
高血圧症
１錠

コディオ配合錠MD
（ノバルティスファーマ）
表面：NV
バルサルタン・ヒドロクロロ
裏面：136
チアジド

１錠

コディオ配合錠EX
高血圧症
（ノバルティスファーマ）
表面：NV
裏面：137

１錠

−14−

備考

・ARBとサイアザイド系利尿
薬の合剤
・RASの活性を抑制しつつ降
圧効果を維持あるいは増強
することが期待できる
・カンデサルタン シレキセチル
/ヒドロクロロチアジドの配合
163.70
量は、LD（４mg／6.25mg）
、
HD（８mg／6.25mg）
84.90

・ARBとサイアザイド系利尿
薬の合剤
・RASの活性を抑制しつつ降
圧効果を維持あるいは増強
することが期待できる
・バルサルタン/ヒドロクロロチアジ
ドの配合量は、MD（80mg／
139.30 6 . 2 5 m g ）、E X（ 8 0 m g ／
12.5mg）

137.80

商品名
（会社名）
識別記号
リカルボン錠１mg
（小野薬品工業）
ono 621
ボノテオ錠１mg
（アステラス製薬）
ボノテオ １
スプリセル錠20mg
（ブリストル・マイ
ヤーズ）
表面：BMS
裏面：527
スプリセル錠50mg
（ブリストル・マイ
ヤーズ）
表面：BMS
裏面：528

成分名
効能・効果

規格単位

１mg１錠
ミノドロン酸水和物
骨粗鬆症
１mg１錠

ダサチニブ水和物

20mg１錠

１.イマチニブ抵抗性の慢性骨
髄性白血病
２.再発又は難治性のフィラデ
ルフィア染色体陽性急性リ
ンパ性白血病

タシグナカプセル
ニロチニブ塩酸塩水和物
200mg
（ノバルティスファーマ）
イマチニブ抵抗性の慢性期又
左：NVR
は移行期の慢性骨髄性白血病
右：TKI

薬価
（円）

備考

・ビスホスホネート系薬剤の
中でも極めて強力な骨吸収
抑制作用を有する
・他のビスホスホネート系薬
剤に比べて小型（直径約
6.6mm 厚さ約3.0mm）…
135.50
アクトネル錠2.5mg とほぼ
同じ大きさ
135.50

4,565.20
・５種類の重要な発癌性チロ
シンキナーゼ／キナーゼ
ファミリーに対するATPの
結合を競合的に阻害する

50mg１錠

200mg
１カプセル

1,0793.30

・Bcr-Ablチロシンキナーゼを
選択的に阻害する分子標的
薬
・イマチニブ抵抗性Bcr-Ablチ
ロシンキナーゼに対しても
5,396.70
阻害作用を有する
・Bcr-Ablチロシンキナーゼ
は、慢性骨髄性白血病の原
因であるPhiladelphia（Ph）
染色体の遺伝子産物である

アジスロマイシン水和物
＜適応菌種＞
アジスロマイシンに感性のブ
ドウ球菌属、レンサ球菌属、
肺炎球菌、淋菌、モラクセラ
（ブランハメラ）・カタラーリ
ス、インフルエンザ菌、ペプ
ジスロマックSR成
トストレプトコッカス属、ク
人用ドライシロップ ラミジア属、マイコプラズマ
属
２g
＜適応症＞
（ファイザー）
深在性皮膚感染症、リンパ
管・リンパ節炎、咽頭・喉頭
炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁
桃周囲膿瘍を含む）、急性気管
支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼
吸器病変の二次感染、尿道炎、
子宮頸管炎、副鼻腔炎、歯周
組織炎、歯冠周囲炎、顎炎

２g１瓶
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・ジスロマックの経口懸濁液
用徐放性製剤であり、新効
能・新剤形・新用量医薬品
2,103.00
・マイクロスフェアなどの製
剤技術を応用した１回飲み
きり型製剤

［注射薬］
商品名
（会社名）

ルセンティス硝子体
内注射液
2.3mg／0.23mL
（ノバルティス
ファーマ）

成分名
効能・効果

規格単位

備考

・加齢黄斑変性症における視力
低下の一因である脈絡膜新生
血管（CNV）の発生には、
血管内皮増殖因子（VEGF）
が関与している
・ラニビズマブは、VEGFに対
ラニビズマブ（遺伝子組換え）
するヒト化モノクローナル抗
0.5mg
体のFab（抗体の抗原結合部
176,235
位）断片であり、網膜などで
中心窩下脈絡膜新生血管を伴う 0.05mL１瓶
VEGFと複合体を形成して抗
加齢黄斑変性症
VEGF作用を発揮し、CNV
の発生、進展を抑制する
・１カ月毎に連続３カ月硝子体
内投与し、その後は症状によ
り投与間隔を調節（ただし、
１カ月以上あける）

オマリズマブ（遺伝子組換え）
ゾレア皮下注用
（ノバルティス
ファーマ）

薬価
（円）

気管支喘息（既存治療によって
も喘息症状をコントロールでき
ない難治の患者に限る）

150mg１瓶

・世界初のヒト化抗ヒトIgEモ
ノクローナル抗体製剤
・２〜４週毎に皮下注
・IgEと高親和性受容体の結合
を阻害することにより、好塩
基球及び肥満細胞の炎症細胞
の活性化を抑制
・「喘息予防・管理ガイドライ
ン2006」においてステップ４
70,503 （重症持続型）に相当する薬
物治療（高用量の吸入ステロ
イド薬及び複数の喘息治療薬
を併用している）を受けてい
るにもかかわらず、ステップ
３（中等度持続型）又はス
テップ４に該当する喘息症状
がみられる場合に、既存治療
に追加投与することで、臨床
的有用性が認められている

［外用薬］
商品名
（会社名）

アドエア50エアー
120吸入用
（グラクソ・スミス
クライン）

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

12.0g１瓶

・従 来 の ア ド エ ア シ リ ー ズ
（100ディスカス、250ディス
カス、500ディスカス）の用
量・剤型追加型製品
6,618.10
・小児に対する気管支喘息の効
能・効果を有するのは、100
ディスカスと50エアーのみ

サルメテロールキシナホ酸塩・
フルチカゾンプロピオン酸エス
テル
気管支喘息（吸入ステロイド剤
及び長時間作動型吸入β２刺激
剤の併用が必要な場合）

備考

・会社名中、２社をハイフンで結んだものは、前者が製造販売元、後者が販売であることを示す。
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薬価基準収載医薬品（平成21年3月23日付）
―報告品目・新キット製品―
（5成分12品目)
［内用薬］
商品名
（会社名）
識別記号

エビリファイ内用液0.1％
（大塚製薬）

ニューロタン錠100mg
（萬有製薬）
960

成分名
効能・効果

規格単位

アリピプラゾール
0.1％１mL
統合失調症
ロサルタンカリウム
１．高血圧症
２．高血圧及び蛋白尿を伴う２型
糖尿病における糖尿病性腎症

100mg１錠

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

備考

既 存 製 品（ エビ
リファイ錠３mg/
95.40 同 錠６m g / 同 錠
12mg/同散１％）
の剤型追加
既存製品（ニュー
ロタン錠25/ニュー
252.00
ロタン錠50）規格
追加

［注射薬］
商品名
（会社名）

ゴナールエフ皮下注ペン450
（メルクセローノ）

ゴナールエフ皮下注ペン900
（メルクセローノ）

450国際単位
0.75mL１筒
ホリトロピン アルファ（遺伝子
組換え）
低ゴナドトロピン性男子性腺機能
低下症における精子形成の誘導

900国際単位
1.5mL１筒

薬価
（円）

・溶解液付き乾燥
製剤である既存
30,473 製品（ゴナールエ
フ皮 下 注 用 7 5 /
同皮下注用150）
の剤型追加
・本剤は、ペン型
注 入 器に薬 液
60,090 のプレフィルド
カートリッジを装
着した製剤

ネスプ静注用10μg/１mLプラ
シリンジ（協和発酵キリン）

10μg
１mL１筒

3,128

ネスプ静注用15μg/１mLプラ
シリンジ（協和発酵キリン）

15μg
１mL１筒

4,416

ネスプ静注用20μg/１mLプラ
シリンジ（協和発酵キリン）

１mL１筒

20μg

ダルベポエチンアルファ（遺伝子
ネスプ静注用30μg/１mLプラ 組換え）
シリンジ（協和発酵キリン）
透析施行中の腎性貧血
ネスプ静注用40μg/１mLプラ
シリンジ（協和発酵キリン）

30μg
１mL１筒

40μg
１mL１筒

5,641
7,946
10,130

ネスプ静注用60μg/0.6mLプラ
シリンジ（協和発酵キリン）

60μg
0.6mL１筒

14,285

ネスプ静注用120μg/0.6mLプラ
シリンジ（協和発酵キリン）

120μg
0.6mL１筒

25,521

ブスルフェクス点滴静注用60mg
（協和発酵キリン）

ブスルファン
１．同種造血幹細胞移植の前治療
２．ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、 60mg１瓶
神経芽細胞腫における自家造
血幹細胞移植の前治療
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備考

・ガラスシリンジ
で ある既 存 製
品（ネスプ静注
用10μgシリン
ジ、同15μg、
20μg、30μg、
40μg、60μg、
1 2 0 μ g シリン
ジ）から、プラ
スチックシリン
ジに変更
・ガラスシリンジ
は経過措置に
なる予定

・本 剤 は 、バ イ
アル製剤
39,542 ・既 存 製 品（ ア
ンプル）の剤型
追加

薬剤師連盟のページ

「藤井もとゆき活動報告」
前参議院議員
薬学博士

藤井もとゆき

インターネットによる医薬品の通信販売
インターネットの医薬品の販売サイトをご覧になったことがありますか？
私は、参議院議員現職時代、国会質問の関連で調べてみたことがあります。まず目につくのは医薬品
の個人輸入代行業の氾濫です。うたい文句は、「日本では手に入らない優れた外国の医薬品を弊社が輸
入代行いたします。
」というもの。
関税法では、海外から輸入し、国内で販売するのに許認可が必要なものについては、その許認可を受
けているかどうか、税関で確認することとされています。医薬品は、輸入し、国内で販売するためには
薬事法の承認・許可が必要ですから、当然、税関でチェックされます。しかし、それは、 業として 、
つまり商売として輸入する場合であり、個人が自己使用のために輸入するのであれば、税関は輸入を認
めてくれます。そこで、医薬品の個人輸入代行業が大繁盛、となっているわけです。
代行輸入される医薬品は、中国や香港からの漢方薬、アメリカなどからのダイエット薬、医薬品か健
康食品か、判別つかないものまで多様です。日本では未承認のものが大半であるのはもちろんとして、
中には、日本でも既に承認されている医薬品と同じ成分のものでも、厚労省が承認の段階で安全性を考
慮して含量を抑えているのに、それを超える製品が堂々と輸入されています。また、どこの誰が、どん
な環境で製造したか分からない製品もありますが、海外では偽造薬（Counterfeit Drugs）が大きな問題
となっています。輸入代行業者のインターネット上での宣伝は、薬事法を相当精細に勉強した（？）痕
が見受けられます。決して自分達は業（会社）として輸入し、販売しているのではないのだということ
を強調し、上手に逃げを打っています。
しかし、多くの購入者に対し、手広く

輸入代行

と称して医薬品の輸入を続けているこのような商

売が、薬事法の規制の対象にならなくてよいのでしょうか？これが規制できないとしたら、薬事法の許
認可制度など、何の意味もないのではないでしょうか。薬事法は、医薬品の有効性、安全性、品質を守
るためにあるはず。個人輸入は

自己責任

で輸入するもの、というのが彼らの言い分ですが、それが

多数に広がるようであれば、放置できないのではないでしょうか。
インターネットによる医薬品の通信販売が議論となったことを受けて、厚生労働省は、今、「医薬品
新販売制度の円滑施行に関する検討会」を設けて検討を続けています。インターネットは確かに便利な
通信手段であり、今後、一層発展してゆくでしょう。しかし、インターネットはその匿名性、責任の所
在の不透明性、通信範囲の広範性など、医薬品販売の方法としては多くの危険な側面をもっています。
上述のような個人輸入代行の横行はその象徴であり、インターネットによる通信販売の危険性を感じざ
るを得ません。しっかりとした規制のないまま、これを緩和することは、対面販売の原則など、一般用
医薬品の安全確保を目指したはずの今回の医薬品販売制度改正を、根底から覆してしまうこととなるで
しょう。
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学校薬剤師の健康相談・保健指導業務
学校保健法が改正され、法の名称も学校保健安全法と変わり、この４月１日から施行されました。学
校薬剤師の職務は学校保健安全法施行規則により定められていますが、今回の法改正に伴い学校薬剤師
の職務が拡充され、次のような２つの条項が新たな職務として加わることとなりました。
○ 法第八条の健康相談に従事すること。
○ 法第九条の保健指導に従事すること。
これまでの学校薬剤師の職務は、①学校保健安全計画の立案、②学校の環境衛生検査、③学校環境衛
生の維持及び改善に関する指導と助言、④医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の
管理に関し必要な指導と助言、およびこれらのものについての必要に応じた試験、検査又は鑑定、⑤学
校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導とされていました。そして、「学校環境
衛生の基準」に示されている飲料水管理や水泳プール管理、教室内の空気の管理等が学校薬剤師の主な
業務とされてきました。
従前は、薬剤師とは、医薬品という

物

に関わる職能という印象が強くありましたが、近年は医薬

分業が、また、病院でも薬剤師の病棟業務が進み、一方、一般用医薬品についても購入者への情報提供
が薬剤師の重要な業務として法規定されるなど、患者さんや消費者という人との関わりが大変重要な職
能となってきました。
平成18年の医療法改正で、生活習慣病予防対策として、特別保健指導制度が設けられましたが、こう
した薬剤師の職能の変遷に即して、薬剤師も一定の役割を果たすこととされました。今回は、学校薬剤
師の職務として、児童生徒の健康相談や、保健指導が定められたわけですが、これは、医療法の更に一
歩先を行く、大変大きな意味を持っていると私は思います。
学校保健安全法の第８条には、健康相談について、「児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行
うものとする。」とされており、また、第９条には保健指導について、
「健康相談又は児童生徒等の健康
状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、
遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者に対して必要
な助言を行うものとする。
」とされています。これらの業務はもちろん学校医も担っているわけですが、
これから、薬剤師の立場からどのようにこの役割を果たしてゆくのか、大変、関心がもたれます。児童
生徒の健康と生命を守る社会的にも大変意義のある業務であり、大いに期待したいと思います。
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第38回
第38回 広島県薬剤師会通常総会開催通知
広島県薬剤師会通常総会開催通知
日

時：平成21年5月23日（土）午後3時〜

会

場：広島県薬剤師會館4Fホール

議

事：

（報

（資

告）

料）

１．日本薬剤師会臨時総会報告

１．社団法人広島県薬剤師会定款細則の一部改正について

２．広島県薬剤師会代議員会報告

２．平成20年度広島県薬剤師会収支補正予算

３．平成20年度広島県薬剤師会会務並びに
事業報告

３．平成20年度保険薬局部会収支補正予算
４．平成20年度会館運営事業特別会計収支補正予算

４．平成20年度薬事情報センター事業報告
５．平成20年度検査センター特別会計収支補正予算
５．平成20年度広島県薬剤師会収支計算書
６．平成20年度保険薬局部会事業報告

６．平成21年度広島県薬剤師会事業計画
７．平成21年度薬事情報センター事業計画

７．平成20年度保険薬局部会収支計算書

８．平成21年度広島県薬剤師会収支予算書

８．平成20年度会館運営事業報告

９．平成21年度保険薬局部会事業計画

９．平成20年度会館運営事業特別会計収支
計算書

10．平成21年度保険薬局部会収支予算書

10．平成20年度検査センター事業報告

11．平成21年度会館運営事業計画

「特別記念講演」
（2009.10.11）

ノーベル化学賞受賞者

12．平成21年度会館運営事業特別会計収支予算書

11．平成20年度検査センター特別会計収支
計算書

下村

13．平成21年度検査センター事業計画

脩

先生

ご略歴
1928年
（昭和 3年）
8月27日生
1951年
（昭和26年） 長崎医科大学附属薬学専門部卒業
1960年
（昭和35年） プリンストン大学研究員
（〜1963年）
2000年
（平成12年） ボストン大学名誉教授
2001年
（平成13年） ウッズホール海洋生物学研究所退職
マサチューセッツのご自宅にて研究継続、現在に至る。

14．平成21年度検査センター特別会計収支予算書

ご受賞歴・栄典

※

1960年
（昭和35年） フルブライト奨学金
2004年
（平成16年） Pearse Prize
（英国王室顕微鏡学会）
2007年
（平成19年） 長崎大学名誉校友称号
2008年
（平成20年） ノーベル化学賞、
文化勲章、
文化功労者、
長崎大学名誉博士号

集合研修会 平成21年度開催分（平成21年4月以降開催研修会）より
受講シールの年度、色調が変わります。ご注意ください！！
１単位

2単位

3単位

4単位

6単位

9単位

平成21年度開催分
H21.4.1〜H22.3.31

http://jpa42.jtbcom.co.jp/
平成20年度開催分
H20.4.1〜H21.3.31

