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テーマ：「薬剤師、変革の時！　～ 今、何が求められているか ～」

会　期：平成21年11月15日（日）10：30～
会　場：ANAクラウンプラザホテル広島

3Ｆ「オーキッド」 メイン会場・懇親会会場　
4Ｆ「カメリア」 機器展示会場
〒730-0037 広島市中区中町7-20

TEL：082-241-1111 FAX：082-241-1110

参加費：予　約2,000円　　当日3,000円　　学生（社会人を除く）は無料
懇親会3,000円　

＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：1演題12分（発表10分・質疑2分）の予定

２．口答発表の内容について

1）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方

2）保健・医療・福祉分野での地域との関わり

3）患者への情報提供活動や情報収集

4）医薬品に関する調査・研究

5）学生実習の受け入れ

6）その他、日常業務に参考となるもの

３．申込期限：平成21年9月11日（金）まで

発表要旨は10月9日（金）必着

４．申込方法：

ホームページより申込書をダウンロードして、ご記入の上、お申し込みください。

ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

５．申込先：社団法人広島県薬剤師会

第30回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

第30回広島県薬剤師会学術大会第30回広島県薬剤師会学術大会

演 題 募 集演 題 募 集
第30回広島県薬剤師会学術大会

演 題 募 集
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表紙写真　マタタビ（マタタビ科）

画像はマタタビの実ですが花の時期にマタタビミタマバエが寄生
して虫 （ちゅうえい）を作ることがあります。この変形した実
のことを木天蓼（もくてんりょう）と言い痛み止めや強壮薬として
使ってきました。茎にも含まれるマタタビラクトンはネコ科の動物
を興奮させ陶酔状態にします。猫の万能薬とも言われています。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）
撮影場所：広島市

癭
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第30回広島県薬剤師会学術大会に参加を
広島県薬剤師会では、第30回の学術大会を「薬剤師、変革の時！～今、何が求められているか～」を

テーマとし下記要領にて開催いたします。
お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

記

日　　　　時：平成21年11月15日（日）10：30～（懇親会18：00～）
会　　　　場：ANAクラウンプラザホテル広島

3Ｆ「オーキッド」メイン会場・懇親会会場　 4Ｆ「カメリア」機器展示会場
〒730-0037 広島市中区中町7-20
TEL：082-241-1111 FAX：082-241-1110

参　加　費：予約 2,000円　当日 3,000円　学生（社会人を除く）は無料
懇親会 3,000円　
※参加申し込みは、綴じ込みの振替用紙をご利用ください。
（予約登録の締め切りは11月5日（木）です。）
県薬事務局でも受け付けております。

特別講演１：「新型インフルエンザウイルスの知識」
広島大学大学院医歯薬学総合研究科
創生医科学専攻探索医科学ウィルス学講座

教授　坂口　剛正先生
特別講演２：「新型インフルエンザ対策の実際」

広島大学病院安全管理部
感染管理室長　診療講師　大毛　宏喜先生

会 員 発 表：会員発表の発表者締め切りを９月11日（金）まで延長いたしますので発表希望
者はご連絡ください。

機 器 展 示

問い合わせ先：〒730-8601 広島市中区富士見町11-42 広島県薬剤師會館
社団法人広島県薬剤師会 第30回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
TEL：082-246-4317（代） FAX：082-249-4589
Ｅ-mail：gaku30@hiroyaku.or.jp ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

※なお、日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度・実施要領により、当大会参加者には４単位の受
講シールを申請中です。

JR広島駅～タクシーで10分

JR広島駅より市内電車漓宇品行乗車（20分）～袋町下車

JR広島駅南口バスのりばより、いずれかに乗車（15分）～
　Aホーム１番のりば澆広島西飛行場・観音マリーナホップ行
　Aホーム２番のりば澡広島港行
　Aホーム３番のりば濆吉島営業所もしくは吉島病院行
袋町下車

広島空港～リムジンバス乗車（50分）～広島バスセンター下車
紙屋町西より市内電車澆広島港行乗車～袋町下車

広島港～市内電車漓広島駅又は澆西広島（己斐）行乗車（25分）～
袋町下車
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平成21年度 くすりと健康に関する啓発事業実施一覧表

月 日 支部名　　 場　　　　　　所 備　　　　　　考

８月23日豸
10月11日豸
11月１日豸

広　　島
ハノーバー庭園、青少年センター
南区地域福祉センター・南区役所別館
駐車場、広島サンプラザ、近隣公園

第19回中区子どもまつり
第10回南区ボランティアフェスティバル
第23回西区民まつり

10月24日貍
11月29日豸

安　　芸
海田町福祉センター
安芸区民文化センター

スマイルフェスタ in かいた
安芸区健康フェスティバル

10月17日貍 呉 呉市内（市民広場周辺） 呉市健康の日ウォーキング大会

11月８日豸
尾　　道
因　　島

尾道総合福祉センター おのみち市民健康まつり

10月24日貍
～25日豸

三 原 三原サンシープラザ 三原市民健康・福祉まつり

未　　定 三 次 未　定 みよし健康福祉まつり

６月７日豸
10月12日豺
11月１日豸

安　　佐
安佐北区総合福祉センター
安佐北区スポーツセンター
安佐南区民文化センター

あさきた2009歯の祭典＆健康展
健康相談
安佐区民まつり

10月25日豸 大 竹 大竹市総合福祉センター 大竹ふれあい健康・福祉まつり

11月８日豸 広島佐伯　
佐伯区民文化センター及び五日市中央
公園

佐伯区民祭り

10月11日豸
11月８日豸

廿 日 市　
廿日市市大野福祉保健センター
廿日市市総合健康福祉センター

大野町健康を守るつどい
あいプラザ祭り

９月27日豸 竹　　原 竹原市保健センター・ふくしの駅 竹原市ふくし健康まつり

実施計画未定…………福山支部
実施計画なし…………山県支部
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平成21年度（第44回）薬草に親しむ会開催要領

○趣　　旨／薬用植物の専門家とともに野山に自生している薬用植物を観察し、薬効、薬用部位、用い

方及び栽培方法等について説明を受け、漢方薬及び生薬を含有する医薬品についての正し

い知識の普及をはかる。

○主　　催／広島県・社団法人広島県薬剤師会　　　○共　　催／三次市・日本薬学会中国四国支部会

○協　　力／広島漢方研究会
○後　　援／広島大学薬学部・福山大学薬学部・広島国際大学薬学部・安田女子大学薬学部

（東　部）

１．開催年月日／平成21年９月27日（日）

２．開 催 場 所／三次市吉舎町（三次市立安田小学校周辺）

３．集 合 場 所／三次市立安田小学校　

４．集 合 時 間／10：00（雨天集合場所：安田コミュニティーセンター　小学校となり）

５．指　導　者／ 広島大学薬学部 教　授 大　塚　英　昭

広島大学薬学部 准教授 神　田　博　史

呉市立奧内小学校 教　頭 久　藤　広　志

尾道自然に親しむ会 会　長 横　山　直　江

東和環境科学㈱環境技術部 吉　野　由紀夫

元高等学校 教　諭 桑　田　健　吾

広島漢方研究会 理事長 吉　本　　　悟

広島漢方研究会員ほか

※指導者については、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

６．解散場所／現地で解散15：00頃

７．開催方法／指導者とともに山野を歩き、薬用植物等の薬効、薬用部位、使用方法及び栽培方法等

の説明を受ける。

また、昼食後、専門家から薬用植物全般について説明を受ける。

８．携　行　品／昼食、水筒、簡易雨具、筆記用具等

９．服　装　等／運動靴等山道を歩くのに楽な服装・運動靴等

10．参　加　費／無料（ただし、交通費は自己負担）

11．交通機関及び発車時刻等／

（行き）

ＪＲ芸備線　　広島駅（５：43）⇒　三次駅（７：27）

ＪＲ福塩線　　三次駅（７：40）⇒　備後安田駅（８：40）

ＪＲ福塩線　　福山駅（７：18）⇒　府中駅（８：04）

府中駅（８：10）⇒　備後安田駅（９：16）
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（帰り）

ＪＲ福塩線　　備後安田駅（16:08）⇒　三次駅（16:54）

ＪＲ芸備線　　三次駅（17:12）⇒　広島駅（19:08）

三次駅（18:02）⇒　広島駅（19:28）【快速みよしライナー】

高速バス　　　三次バスセンター（17:20）⇒　広島バスセンター（18:43）

三次バスセンター（17:40）⇒　広島バスセンター（18:56）【高速４号線経由】

ＪＲ福塩線　　備後安田駅（17:15）⇒　府中駅（18:21）

府中駅（18:42）⇒　福山駅（19:29）

12．そ の 他／

（１）薬草等の採集は厳禁です。

（２）小雨決行。（雨天等の場合は、指導者による講習会に変更する場合があります。）

（３）お問い合せ先

・広島県福祉保健部薬務室薬事グループ　蕁（082）513－3222

・広島県薬剤師会　蕁（082）246－4317（当日の開催有無について留守番電話にてメッセージ有）
~~~~

案内図
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平成21年度 試験検査センター連絡協議会報告

日　時：平成21年6月18日（木）・19日（金）13：00～18：10

場　所：宮城県薬剤師会館

検査センター長 城崎　利裕

１．協議会の開催に際し、日本薬剤師会寺脇康文
副会長より開会の挨拶があった。
その中で、公益社団法人化の問題に触れ、飲

料水やプール水の検査において、会員のみなら
ず一般からの要請があれば請けていく。そのよ
うなことで公益性が認められるのではないか。
また、利益は収支相称でなくてはならず、予

算の半分を公益目的事業に使用することなどを
述べられた。

２．厚生労働省医薬食品局監視指導･麻薬対策課
藤岡俊太郎氏より「登録試験検査機関の更新申
請について」の講義があった。
平成22年３月に多くの薬剤師会試験検査セン

ターでは、医薬品の試験検査機関の登録の更新
があり、更新の概要などが示された。
最初に業務の範囲としては、薬局及び一般販

売業者からの医薬品の試験検査が対象であり、
製造業者からの受託にはGMP省令の改正によ
り登録は不要となった。
登録の基準として試験検査所に設置しなくて

はならない設備及び器具として、高速液体クロ
マトグラフが新しく加わった。

21種類ある備えるべき設備及び器具について
は、医薬品の試験検査の業務以外の業務と設備
及び器具を兼用する場合、医薬品の試験検査の
業務に支障を及ぼさない範囲で行うこととされ
ている。
また、試験を行う者の資格として、理化学試

験を行う者にあっては薬剤師を、動物を用いる
試験検査を行う者にあっては薬剤師であって動
物を用いる試験検査の業務に１年以上従事した
経験を有する者を置くこととされている。
次に、登録に必要な書類として、申請書、添

付書類、業務規定などの説明があった。
その他の留意事項として、登録試験検査機関

は、試験検査を求められたときは、正当な理由
がある場合を除き、遅滞なく試験検査を行わな
ければならない。また、公正に試験検査を実施

しなければならない。なお、試験検査を他の試
験検査機関に再委託することは認められないと
されている。
次に、試験検査の実施の基準については、目

的として、試験検査機関における試験成績の信
頼性を確保すること及び検査技術の向上を図る
ことである。
組織については、試験検査機関は試験検査部

門及び信頼性保証部門を設け、それぞれに責任
者を配置することとされている。
また、責任者の責務や業務、職員の人数や教

育に関することなど細部にわたり説明があった。
試験検査機関では、薬事法に基づく登録試験

検査機関の試験成績の信頼性の確保及び検査技
術の向上を図るための、「医薬品の試験検査機
関における試験検査の実施の基準」において、
必要に応じて外部精度管理を受ける機会を設け
ることとされている。
外部精度管理を目的とする試験所間比較によ

る技能試験は、同一の試料を指定された方法に
より分析することにより、試験所の試験検査能
力を評価し、試験所間のデータのばらつきや正
確さに関する実態を把握し、さらに試験担当者
の技能のみでなく、測定機器の校正に関するよ
うな試験所における問題点を識別し、試験検査
におけるデータの信頼性の確保に資することを
目的としている。
毎年、秋から冬に国立医薬食品衛生研究所薬

品部において実施され、当検査センターも参加
している。
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３．日本薬剤師会藤垣哲彦常務理事より「試験検
査センターの歴史について」の講義があった。
試験検査センターの設置には、医薬分業が大

きく関わっており、昭和45年に日本薬剤師会が
「医薬分業の当面の課題」として
Ⅰ．医薬分業と保険財政
Ⅱ．医薬品調剤検査及び情報センターの設立
の意義

を作成した。
その中で、「市場に流通する夥しい医薬品を

常時監視し不良医薬品等による事故発生を未然
に防止するためには、直接患者に手渡す薬局薬
剤師による的確な品質管理が最も望ましいこと
であり、またこのことこそが薬局薬剤師の本来
の職責といえよう。」と記されている。
昭和46年度には、医薬品検査設備整備費とし

て国家予算案が計上され、同年10月12日付で、
「医薬品検査センターの設置運営要領」が出さ
れ具体策が示された。
昭和46年度には、東京都、新潟県、愛知県、

大阪府、熊本県が国庫補助申請し、その後各都
道府県に設置された。
広島県においては、昭和57年４月に医薬品試

験検査の指定機関とされているため、それ以前
の昭和54年頃の設立と思われる。
その後、医薬品の試験検査のみならず、環境

衛生にも取り組みを始めた。
現在は、試験検査センターは医薬品試験検査

の登録機関となり、自己確認、自主保安を基本
とした制度へ移行している。

４．スモール・グループ・ディスカッション
医薬品試験部門と環境衛生部門に分かれて、

全国の試験検査センターが当面する諸問題につ
いて協議し、解決への糸口を探るものである。
テーマは両部門ともに「試験検査センターに

求められるもの」としてディスカッションを行
うこととした。

今回、私は医薬品試験部門に参加し９県の薬
剤師会試験検査センター関係者と意見交換を
行った。

スモール・グループ・ディスカッション風景

各県においては、事業内容や検査体制、規模
などはそれぞれ異なっているが、KJ法という
カードを用いた技法により、問題を収集し協議
した。
主な事項としては

次の通り、
・後発医薬品につ
いての情報提供
・公益性の問題
・登録に関する機
器設備の問題
・職員確保の問題
・データの信頼性
・会員への周知
などが挙げられた。
このスモール・グループ・ディスカッション

には、部門担当指導者として日本薬剤師会医薬
品試験委員会の先生２名が、解決へ向けての補
佐を行う。
最後に、２部門７グループが協議した結果は、
それぞれ全体討議で発表され終了した。
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厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ
「第19回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 福山」

日　時：平成21年6月20日（土）・21日（日）

場　所：福山大学社会連携研究推進センター（宮地茂記念館）

当日は自宅を早朝に出発、何をするのかという
不安と２日間という長丁場を考えると少々気の重
いスタートでしたが、最初のコンセンサスゲーム
で少し緊張が解けた気がしました。
「薬学教育の改善を推進するために、教育への

関心を深め、望ましいカリキュラム立案能力を習
得する」というこのワークショップの目標に到達
するために、『カリキュラムの立案（目標・方
略・評価の作成）』『問題の抽出整理と対応策の作
成』について、講義、スモールグループディス
カッション、発表、討議を繰り返しました。日常
業務とかけ離れた作業で理解しづらいと思う事も
あり、限られた時間内に話し合い成果を出さなけ
ればならないという、時間に追われたとても大変
な２日間でしたが、グループのメンバー（大学教
員、病院薬剤師、薬局薬剤師）それぞれの立場で
の意見も聞くことが出来、得るものも多くありま
した。
今回カリキュラムの立案を経験することで、実

務実習モデル・コアカリキュラムが、いかに綿密
に作り上げられているか、そしてそのカリキュラ
ムの内容を十分理解した上でないと学生を指導で
きるものではないという事をあらためて認識しま
した。 また、ワークショップの最後に広島西医
療センター病院長　田中先生の講演を聴き、社会
環境の変化・医療環境の変化に対応できるよう、
私たち自身も薬剤師としての専門性を磨き、日々
研鑽を積まなければならないと痛感しました。
１日目夜の情報交換会ではハラスメントの話題

も出ました。2.5ヵ月という長期の実習ですから
予期しない問題も出てくるかもしれません。今後
はこうした問題にも配慮しつつ準備を進める必要
がありそうです。
ワークショップから１ヵ月半経った今、こうし

て時間を置いてじっくり振り返ってみると本当に
貴重な体験をさせてもらったと思います。
お世話くださった皆様ありがとうございました。

因島支部 松岡　志保

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）医療薬学

正答は63ページ



広島県薬剤師会誌　2009 Vol.34  No.5 9

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20回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 松山」

日　時：平成21年7月19日（日）・20日（月・祝）

場　所：松山大学

呉支部 横田　直典

参加が決定した時には、久しぶりの四国という
こともあり、ワクワクしていましたが、過去に参
加した方のお話を聞くと、２日間は朝から夜まで
スケジュールが詰まっていること、初日の夜には
宿題があること、また帰宅後は報告書を書かなけ
ればいけないことを聞き、期待と不安の両方の気
持ちで松山に渡りました。
参加者の方々は年齢も幅広く、職場も調剤薬局、
病院勤務の方、学校の先生など様々な立場の先生
方が参加されていました。
ワークショップ（WS）とはあらかじめ定めら

れた目標を達成するために参加者全員が効果的な
討論、作業を行い、一定の成果を出すというもの
でした。
まず最初は、コンセンサスゲームというゲーム

で、自分一人で考えた答えにより、グループで討
議して出した答えの方がより正解に近づくという
ことを学びました。これにより、朝の緊張もほぐ
れ、より積極的に参加しなければいけないと感じ
ました。

学習のカリキュラムとは、目標・方略・評価の
３要素からなっており、その一つ一つについてグ
ループで討議し、グループなりの学習目標を立て、
学習方略を考え、評価を検討することにより、来
年に迫ってきた実習に向けて、学生とどの様に向
き合うかということが具体的にイメージできたと
思います。
また、今回は学生の指導方法について学びまし

たが、問題の抽出方法や問題解決のプロセス等、
自分達の仕事にも役立つ点が多数あり、熱中した
討議に繋がったと思います。
これから学生を迎えるにあたり、「学んだこと

の唯一の証は変わることである」という言葉を胸
に、学生と共に学び、成長し、変化していこうと
思いました。
２日間を終えての感想は「楽しかった」という

印象です。同じ目標を持った人達が集まり討議し、
より良い成果を上げていくということの楽しさを
実感させていただき感謝しております。
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第64回 全国禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）に参加して

日　時：平成21年7月5日（日）10：00～16：00

場　所：尾道市総合福祉センター

尾道支部 串田　慎也

禁煙指導アドバイザー育成講習会が、昨年に引
き続き尾道で開催されました。
午前中は、目覚ましがわりのオリエンテーショ

ンから始まり、初心者向けの禁煙支援基礎コース
と、実務経験者向けのアドバンスドコースに分か
れました。私は基礎コースに参加しましたが、そ
の中で一番心に残ったのは、患者さんには「指導」
ではなく「支援」が必要だと言われたことでした。
例えとして、魔性（ましょう）の男女は好かれ

ない→「～しましょう」は上から目線になるので
嫌われると言われましたが、日頃自分はどうして
いるんだろうと改めて考えさせられました。
午前の講座を終了後、そのままランチョンセミ

ナー、午後の分野別ワークと講師陣のパワーに流
されるようにどんどん講座は進んで行きました。
午後は、①「つかみと支援」、②「禁煙日記を

用いたらくらく禁煙支援」で２つに分かれました
が禁煙日記というものに興味があったので、禁煙
日記のワークに参加しました。
禁煙日記というものを初めて知りましたが、こ

れは医院の受診から来局までフォローできて、必
要事項が簡潔にまとめてあり、実際に使う側から
の視点で作られたいいツールだと思いました。
その禁煙日記をうまく活用するために、また患

者さんのモチベーションを上げていくために、こ
のワークでは「褒める」ことを、隣り合わせでし
てみましたが、初対面の方を５カ所以上という条
件には、日頃褒める・褒められることから遠ざ
かった生活をしているせいか、なんとも言えない
感じでした。
残った時間で、メーカー各社へのQ&Aや１日

を通しての講師陣に対してのQ&Aなど慌ただし
い中にも大変充実した１日でした。
今回の講習会に参加して、以前と比べてツール

類や環境が充実してきているので、禁煙支援の手
間が非常に少なくなってきていると感じました。
禁煙指導で一人どうしようかと困っている方

や、禁煙指導に興味はあるが色々難しそうとか、
めんどくさそうなどと躊躇している方に、ぜひ一
度受講をお勧めします。

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）医療薬学

正答は64ページ
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東京大学大学院と広島県との共同研究（ブラウンバッグ運動）の
支部・理事合同説明会

日　時：平成21年7月15日（水）19：00～

場　所：広島県薬剤師會館

副会長 村上　信行

先般より一斉同報などでお知らせしてきました

「ブラウンバッグ運動」についてご説明し、さら

なるご理解とご協力を得たいと存じます。「ブラ

ウンバッグ運動」は今年度事業計画には組まれて

いませんでしたが、広島県地域保健対策協議会に

21年度事業として東京大学より持ち込まれ、広島

県薬剤師会に打診があり急遽お受けしました事業

です。常務理事会、支部代表者会議には地対協よ

り薬務課の難波氏と、支部代表者会議及び広島・

呉・福山での県下３カ所の拡大説明会には東京大

学より研究員の先生方が来広されて「事業目的」

及び「実施方法」を解説されました。正式には

「東京大学大学院薬学系研究科　医薬政策学講座」

の「高齢者薬物治療適正化研究グループ」が研究

者であり、薬剤経済に中心が置かれています。

日本で初めての試みですが、広島県の薬務課に

勤務されていて、厚生労働省に出向され、そのま

ま東京にてご活躍の野村香織さんの関与が広島県

で事業企画の発端のようです。概略としましては、

「高齢者（65歳以上）の方々が内服されている、

医薬品、健康食品、サプリメントすべてに関して

の相互使用・安全性のチェック」です。アメリカ、

フランスで同様な運動が行われ、重複、相互作用

による弊害を防ぐ有用な結果を得ています。その

外国で使われたのが「茶色い紙袋」であったので

「ブラウンバッグ運動」と呼ばれました。

広島県版の手法として、当初来局時に専用バッ

グをお渡しし、次回来局時にお家にある概当品す

べてを入れて持参していただくと考えました。こ

れは保険薬局での日常の薬歴管理、服薬指導にお

いて口頭で確認したり、お薬手帳や薬剤情報書を

拝見しての作業に近く、取り組みやすいと考えた

からです。また東京大学との共同事業を強調すべ

く、今回は紙袋でなく、いわゆるエコバッグであ

とあとも使用できるものを「景品」代わりとし、

デザインにも「イチョウ」のマークを入れる許可

をいただきました。

さらに説明会を重ねていきますと支部によって

は、外国でも実施されていた在宅訪問による

チェックや「健康まつり」「健康運動」などの市

民事業に予め広報し、事業当日に家庭より持参い

ただき、事業終了時までお預かりしてリスト作成

やチェック所要時間を確保する方法も検討いただ

いています。市民健康事業当日に設けられます

「お薬相談室」などで市民に啓発し、ご理解いた

だける方に訪問持参薬局を選んでいただき「バッ

グ」をお渡しする方法なども論じられています。

また、このバッグを定期便用として事業終了後も

活用いただけるかとも思っています。

持ち込まれました「企画」には広島県の保険薬

局約1,500薬局で各々２例の事例にて3,000例が目
標としてありました。全薬局の参加は難しくとも

300薬局10例、600薬局５例の目算にてなんとかと

考えています。９月からの3～４カ月で実施して

まいります。各支部、各薬局においてのさらなる

説明にも対応していきたいと思っていますので、

支部、県薬への申し入れをしてください。なにと

ぞよろしく参加、協力のほどお願いいたします。
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広島県薬剤師国民健康保険組合創立50周年記念式典・祝賀会を終えて

日　時：平成21年7月18日（土）16：00～

場　所：ANAクラウンプラザホテル広島

広島県薬剤師国民健康保険組

理事長 岡田　政

本国保組合は、広島県薬剤師会及び広島県薬種

商協会（現在は広島県医薬品登録販売者協会）の

会員334人を組合員として、昭和34年６月１目に

設立されて半世紀の歴史を刻み本年６月で創立50

周年を迎えました。

節目の50周年を記念して、７月18日（土）午後

４時からANAクラウンプラザホテル広島で、県

薬剤師会前田泰則会長をはじめ役員の皆様及び県

医薬品登録販売者協会船木哲雄会長のご出席をい

ただき、「創立50周年記念式典」を挙行しました。

開会にあたり、本組合岡田政理事長が「県薬剤

師会及び県医薬品登録販売者協会の先達の会員の

先生方のご尽力とご支援により組合を設立し、早

いもので半世紀が過ぎた。この間、医療費の継続

的な上昇やオイルショック等により、組合の財政

も極めて逼迫し、解散の危機も幾たびかあったが、

その時々で、歴代の理事長、役職員のご尽力によ

り、幾多の試練、困難を乗り越え、50周年を迎え

ることができたのも、ひとえに県薬剤師会及び県

医薬品登録販売者協会の先生方のご協力、ご支援

の賜物です。」と感謝の意を述べられました。

引き続き、来賓としてご臨席いただいた県薬剤

師会前田会長及び県医薬品登録販売者協会船木会

長からご祝辞をいただいた後、長年にわたり組合

発展のためにご貢献いただいた本組合OB及び現

役の先生方29名に、岡田理事長から感謝状と記念

品を贈呈し記念式典を終了しました。

この後、午後５時から「祝賀会」を開催し、開

会の挨拶に立った岡田理事長が「本組合が今日、

こうして安定した組合運営ができるのも国、県及

び関係団体の力強いご支援、ご指導の賜物であ

る。」と謝辞を述べた後、来賓としてご臨席いた

だいた広島県城納一昭副知事、林正夫県議会議長、

中川澄全国薬剤師国保組合連合会長、県医師会碓

井静照会長、県国保組合協議会水野良行会長から

お祝いのお言葉をいただいた後、山木靖雄県議会

前副議長の乾杯のご発声により祝宴に入りました。

祝宴の冒頭に、来年３月で満100歳を迎えられ

る本組合岡田新一第４代理事長（元県薬剤師会会

長）から詩吟「名槍日本号」をご披露いただいた

が、年齢を全く感じない立派な声帯に出席者から

感嘆の声が聞こえる中で、惜しみない盛大な拍手

が送られました。

引き続き祝宴に入り、出席者間で50年の歴史を

振り返りながら談笑が弾み盛会裏のうちに本組合

森田副理事長の閉会の挨拶で午後７時祝賀会を閉

会しました。
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平成21年度 緩和ケア薬剤師研修

日　時：平成21年7月23日（木）・30日（木）9：00～16：30

場　所：広島県緩和ケア支援センター　

広島佐伯支部 岸川　映子

在宅でターミナル期の患者さんと関わる機会が

増えてきました。昨年の12月にとても充実した在

宅での看取りに関わらせていただきました。中学

校の校長先生でした。教育者らしくご自身の最期

の数カ月を通して経験的にターミナルの一から十

までを私に教えてくださいました。多職種協働の

やりがいを心から感じました。一方で薬について

もっと学びたいと思いました。

今回の研修は２日間にわたり行われました。合

計10講義で１講義の時間が短く贅沢にも多くの先

生のご講演を聴く事ができました。緩和ケアセン

ターからは本家先生、名越先生、小原先生が広島

県の目指す緩和ケアといった基本的概念から病院

で行われている疼痛コントロール、輸液について

話されました。

本家先生が緩和ケアの分野に取り組まれるきっ

かけとなったご自身の事例を話してくださり、が

んによる全人的な痛みを察し、除去する事がいか

に重要で必要かを痛感しました。緩和ケアを支え

る在宅の立場からは、在宅医の田村先生、訪問看

護の濱本さん、薬剤師の鉄穴口先生が登場され、

名越先生が緩和ケア病棟に入院しておられたが

「どうしても在宅に帰りたい」と希望された患者

さんを迅速に在宅に戻された事例を紹介されまし

た。緩和ケア病棟か在宅か絶対的な決断でなく、

症状や患者さんやご家族の気持ちの揺れに合わせ

てフレキシブルにどちらも選べるようになると一

番良いと思いました。どちらを選んでも納得のい

く人生の締めくくりができる切れ目のない緩和ケ

アの体制づくりが必要だと学びました。感激した

のは県病院薬剤部の笠原先生の知識の豊富さでし

た。オピオイドローテーション時の等価換算や切

り替え時期の助言、副作用対策に用いられる薬剤

の投与量の調節について医師や看護師からの相談

を受けて適切にアドバイスされ病院薬剤師として

の職能を充分に発揮しておられました。熱心にた

くさんのパワーポイントをご準備くださったのも

ありがたかったです。

有村先生から居宅療養管理指導のご説明があ

り、三浦先生からは緩和医療における薬薬連携の

課題についてグループワークの御指導をいただき

ました。ホスピスに勤務する病院薬剤師や実際に

在宅訪問を行う保険薬局薬剤師など近い地域のメ

ンバーによる意見交換ができ有意義で楽しい時間

でした。今回の研修で得た知識や経験を在宅の患

者さんのために役立てたいと思います。
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平成21年度 第１回 日本薬剤師会中国ブロック会議

日　時：平成21年7月26日（日）10：00～12：00

場　所：ホテルグランヴィア岡山

副会長 平井　紀美恵

上記会議出席者（27名）は、広島県薬剤師会から
平井・松下・村上・豊見・青野各理事が出席、日薬
中国ブロック理事小林建治氏の司会で開催された。
先ず、日薬副会長前田泰則氏の挨拶の後、「新

しい医薬品販売制度への対応」と題して、日薬常
務理事藤原英憲氏から報告と説明があった後、各
県薬からあらかじめ提出の問題点について意見が
交わされ閉会した。

＜日薬からの報告と説明＞
★６月１日施行後、日薬は関係９団体と協議を
した。
このうち２団体が「郵送」について大反対との
主張を繰り返した。
日薬としては経過措置期間後を見据えて検討し
ていく。

★国民向広報
①掲示向ポスター　

各県薬宛配布（５月中旬）配布用チラシ　　　　
②全国５大新聞に広告（日薬）
③購読率60％以下の県に対し地方新聞に広告
（日薬一部負担）

★会員への情報提供
①リスク区分別シール（日薬誌６月号に同封）
②日薬ホームページに掲載中のものは以下のと
おり
・リスク区分判別
・添付文書の入手
・情報提供文書
・薬局製剤添付文書例
・指針・業務手順書
・新たに承認の第１類医薬品
・改正薬事法の内容と対応の掲示
・副作用報告
・一般用医薬品の流通と販売手引き
・対面話法例示集

★各県薬の対応
①県民への趣旨の周知と啓発

②会員薬局における法対応の実施検証
③会員への情報伝達
④会員への研修
⑤行政との連携
⑥新しいスイッチOTC の研修
⑦苦情窓口の設置と対応
⑧地域卸や製薬会社との連携

★日薬の今後の対応
①日薬カレンダー作製
②医薬品の適正・安全使用の日薬誌やホーム
ページへの掲載
③サポート薬局制度の活用
④改正薬事法対応の実施検証
⑤改正薬事法の県民への周知・啓発
⑥会員への情報の周知徹底
⑦副作用等の報告
⑧薬局の経営状況について調査
⑨PMS、AUTへの協力・調査
⑩スイッチOTCの取扱い状況の調査

★まとめ
・今まで薬剤師は調剤に偏重し、一般用医薬品に
おける薬剤師の役割りを放棄してこなかった
か？
また、一般用医薬品と医療用医薬品との連携が
稀薄ではなかったか？
→反省しなければならない

・セルフメディケーションについての消費者調査
によると「セルフメディケーションは必要だが、
相談出来る専門家が居ないので自信がない」と
思っている消費者が圧倒的に多い。
このことは国民が『医薬品使用についての専門
家は薬剤師である』との認識を持っていない証
拠であると思われる。
・今回の改正薬事法を遵守し、薬剤師は真剣に取
り組む好機にしなくてはならない。
・ナースプラクティショナー制度の採用が検討さ
れている今、国民は薬剤師に何を求めているの
か!!
→検証は国民に委ねられている!!

⎫
⎬
⎭
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新 薬 剤 師 研 修 会

日　時：平成21年7月26日（日）13：30～

場　所：広島国際大学　国際交流センター

私は今年の４月に薬剤師国家試験に合格し、晴

れて薬剤師となることができました。しかし実際

には、初めて知ることが多く、毎日が勉強の日々

です。そんな時、私のような新人を対象とした新

薬剤師研修会が開かれることを知り、是非貴重な

お話を聞きたいと思い参加させていただきまし

た。

始めの「薬剤師の職能について」の講義では、

様々な薬剤師会の存在があることを知りました。

また、薬剤師の起源についてのお話の中で、西洋

の薬剤師を描いた絵は華やかだったのに、東洋の

薬剤師は野蛮に描かれていたことが印象的でした。

次に、「薬局薬剤師の立場から」の講義では、

調剤薬局の処方せんを受け取った後はどのような

流れで進んでいくのかについて、順序立てて説明

されていたので、理解しやすかったです。

そして「病院薬剤師の立場から」の講義では、

薬剤師の業務が細かく分類されていることや、多

くの薬剤師が病棟業務に携わっていることを知り

ました。また、PHSを常に携帯していると聞き、
医療現場での薬剤師の重要性を今まで以上に知る

ことができ、またそれを聞いてうれしく思いま

した。

最後に行われたスモールディスカッションで

は、どのような薬剤師になりたいかのゴールを

決めて、そこに辿り着くまでの過程を班で考え

ました。最初はみんな遠慮がちでしたが、時間

が経つにつれ様々な意見が出てきて、最後は時

間が足りなくなってしまいました。ディスカッ

ションの後の各班の発表では、私にはない発想

が沢山ありとても参考になりました。

今回の研修では、勉強になるお話を沢山聞く

ことができて参加して本当に良かったと思いま

す。また機会があれば是非参加したいです。

最初に受付で名札とチョコベビーを受け取り、

周りを見渡すと多くが薬剤師１年目のホヤホヤ

といった人が多く、２年目は自分１人だったよ

うで留年したような気分になりながら席に着き

講義が始まりました。木平先生より「薬剤師の職

能について」、中嶋先生より「薬局薬剤師の立場

から」、小笠原先生より「病院薬剤師の立場から」

の講義をしていただき身近な業務のことから薬剤

師の歴史について盛りだくさんの内容でした。

次に５つのグループに分かれて、これからの自

分が目指す薬剤師をどのように設計するか人生

ゲームのように作りながらスモールグループディ

スカッションを行いました。１グループに５～６

人に分かれ、調剤薬局や病院、研修生、大学院生

と幅広くユニークなメンバーが集まりとても刺激

的で楽しいものとなりました。我々のグループは

「尊敬される薬剤師になる」というテーマを決め、

各世代ごとにマスを作っていきました。しかし、

最初は全体としてまとまりがなく、方向がバラバ

ラでしたが、次第に議論が活発になりユニークな

意見が飛び交う中、こうしたらストーリーがでて

くるのではないかとひとつにまとまりました。お

互いに刺激しあい成長していける場が広島県青年

薬剤師会にあることを知り、これからもっと交流

を深めたいと思います。

報告Ⅰ

ふかわ薬局 松浦　友美

報告Ⅱ

広大学医学部総合薬学科

高見　北斗
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平成21年度 第１回 広島県医療審議会

日　時：平成21年8月7日（金）15：00～16：30

場　所：広島県庁・北館　2階

出席者：委員21名出席（委員26名）、県庁関係者8名、傍聴者2名

副会長 平井　紀美恵

◎　議　　事

（１）地域医療支援病院の名称承認について

○国家公務員共済組合連合会呉共済病院

○独立行政法人国立病院機構東広島医療

センター

○福山市民病院

医療法第71条の２第２項の規定により、医療

法第４条に基づく申請条件をいずれも満たして

いるので、上記３病院を地域医療支援病院とし

て承認するよう、審議会の意見として決定した。

（２）「広島県地域医療再生計画」の策定につ

いて

○救急医療や医師確保など、地域が抱え

ている医療課題の解決を図ることを目

的。

○対象地域を二次医療圏とし、県が策定

する「地域医療再生計画」に基づく事

業の原資を国が交付金として交付する。

○県においては、「基金」を造成し、５

カ年間で事業を実施。

○事業については、新規に限る。

○計画１地域の基準額は30億円を上限

とする。

医療機関の再編を伴うものは、100億

円を上限とする。

○各都道府県の採択枠は２カ所とする。

○４疾病５事業に係る地域課題の早期解

決を図る。

○計画策定の為、委員会を設置する。

○計画案は、広島県医療審議会において、

意見を聴取する。

○現在各圏域に計画案を提出するようお

願いしている。

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）医療薬学

正答は64ページ



【ＣＤ】
題       名 提供者・管理者 形    式

1 スモーキングベイビー（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
2 肺癌（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
3 みみず（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
4 Every cigarette is doing you damage♂（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
5 Every cigarette is doing you damage♀（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
6 小学生向けスライド１（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
7 小学生向けスライド２（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
8 小学生向けスライド３（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
9 キラキラ10／４（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
10 青少年に（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）

11「どこまで知ってる？」薬物乱用（中学生用） 村上信行 （パワーポイント）

12「薬について」（小学生用） 村上信行 （パワーポイント）

13 錯乱 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

14 破壊 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

15 脳のイメージ１ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

16 脳のイメージ２ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

17 脳のイメージ３ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

18 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

19 受動喫煙で血管収縮（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

20 オーストラリアの禁煙CM（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

21 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

22 軽いタバコの嘘（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

23 手遅れ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

24 １年分のタール（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

25 ニコチン依存ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

26 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

27 脳出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

28 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

29 レイン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

30 smoker's face（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

31 コロンビア・ライト（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

32 デビ・オースチン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

33 ユル・ブリンナー（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

34 悪魔のacademy（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー

35 眼底出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

）
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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。



題       名 提供者
管理者 形 式

1 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） 呉 24分

2 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） 呉

3 「薬の飲み合せ」 呉
4 日常生活と成人病シリーズ 呉 133分
5 お年寄りが薬と上手に付合う方法 呉 15分
6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ きょうの健康） （2002.10） 呉
7 薬と上手につき合う（ＮＨＫ きょうの健康） （1998.11） 呉
8 訪問薬剤管理指導の実践（（財）日本薬剤師研修センター） 呉
9 健康くれ21 「健康くれ体操」 呉

【ビデオ】

【書籍・冊子・資料】

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）
44 薬の基礎知識（一般消費者啓発用） 三次 （パワーポイント）
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 （パワーポイント）
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

51 褥瘡に使われる医薬品について 情報センター

52
The臨床　薬剤師第９号－明日から使える病態生理と診療講座－
（（財）日本薬剤師研修センター） 情報センター

題       名 提供者・管理者 形    式
1 薬から高齢者の健康を考える 安佐 テキスト 15ページ
2 薬から高齢者の健康を考えるⅡ 安佐 テキスト 19ページ
3 漢方入門 安佐 テキスト 20ページ
4 薬草と親しむ 安佐 テキスト 31ページ

（パワーポイント）

（DVD）
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★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

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。）
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会員カードでWポイントがつきます。

広島県Wポイントカード加盟店 平成21年8月1日現在
店舗名 TEL 店舗名 TEL 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
COOL INN. 大町店 082-831-6760
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

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

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

◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）◎ 新規受付は今年８月末をもって終了しました。

Wポイントカードに
関するお問い合わせは

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。

㈱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/
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徳川　西条プラザ店 082-424-0300
八本松タクシー 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 084-860-8215
徳川　三原店 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

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

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 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

★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

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

自動車部
品

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工　西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
ＤＵＯ南広島
㈱モンテカルロ
（店舗名）
吉島店・安古市店
五日市店・可部店
高陽店
府中店・三次店
呉店・西条店
蔵王店・駅家店
尾道東店・三原店
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店
広島店
ゆめタウン広島店

お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

宿泊20％引、宴会５％引、婚礼
５％引、料飲10％引外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
宿泊17％引、レストラン５％引、
宴会料理５％引、婚礼、料飲
５％引
オートローン3.6％、リフォーム
ローン3.9％外

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き　赤札より10～
15％

見積額の10％割引

機械警備10,000円／月～、ホー
ムセキュリティ4,000円／月～、
保証金免除

月額警備料金10,000～15,000円
（別途相談）、機器取付工事代
20,000～30,000円、保証金免除　
特別価格

15～20％引（企画品、相場価格商
品は除く）
現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）
特別価格

専用カード（ＧＯＬＤカード申
込者のみ）
モンテカルロ各店にて、通常価
格より10％引き、エンジンオイ
ル等交換工賃無料、８項目点検
無料、車検・鈑金・アウトレッ
ト割引有、ポイント有100円で１
ポイント、※従来のコーポレート
カードは廃止になります。
現金のみ定価５％引（直営店のみ）
現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00～19:00

平日
８:30～18:00

年中無休

平日
９:00～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45～17:30

９:00～19:00

10:00～
19:00･20:00
閉店時間は曜
日により変更
となります。

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

年末年始、夏期
休暇等当社指定
定休日を除く
毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13～15、
12/29～1/4

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

年中無休

定休日不定

日・お盆・年末
年始休業

所 在 地
広島市中区新天地1_1

呉市中央1_1_1

広島市中区中町7_20

広島市中区三川町10_1

福山市三之丸町8_16

広島市中区国泰寺町1_8_13

あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4_10_17

広島市安佐南区中須2_18_9

安芸郡府中町柳ケ丘77_37

呉市中央2_5_15

広島市中区幟町3_1

第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2_13_21

広島市中区堀川町5_10

広島市中区本通9_33

広島市中区吉島西2_2_35

本社
広島市西区商工センター
4_8_1

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

広島市西区商工センター
7_1_19

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

(082)541_3911

本社
(082)501_3447

(082)294_0187

(082)225_3232

(082)250_6100

(082)246_2131

(082)277_8181

平成21年８月１日現在
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(082)293_4125

(082)209_7422

(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

部 門
レジャー

進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
紳士服・
洋品他
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生
サービス
（中小企
業向け）

設備

指 定 店
國富㈱広島営業所

Diving Service海蔵

㈱進物の大進

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

㈱エクセル本社

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

㈱ J T B広島支店
（JTB紙屋町シャレオ
店・JTB広島駅前支店）
ひろでん中国新聞
旅行㈱本社・呉営
業所・三次営業
所・福山営業所
㈱日本旅行
広島支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱デオデオ外商部

アリコジャパン
広島第一エイジェ
ンシーオフィス
㈱サカイ引越セン
ター
㈱福利厚生倶楽部
中国（中国電力グ
ループ会社）

株式会社クラタ
コーポレーション

会 員 価 格
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
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
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））

５～25％（但し一部ブランド品
食品を除く）
祭壇金額定価２割引、
葬具（柩外）１割引
葬儀・花輪20％引、
生花５％引
店頭表示価格より10％引（一部
除外品有）
店頭表示価格（売出品含む）から
３％引
特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30～40％
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。）
ルックＪＴＢ３％引（ルックＪ
ＴＢスリムを除く）、エースＪＴ
Ｂ３％引　本人とその家族対象
本人のみ
現金のみメープル・トピック
自社主催商品３％引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

車いす（アルミ製55％・スチール
製60％）、歩行補助ステッキ40％
引き
デオデオ店頭価格より家電製品
10％引、パソコン関連５％引
無料保険診断サービス実施中

通常価格より15％割引

入会金（一法人）31,500円→無料、
月会費1,050円／人
サービス内容（一例）全10,000アイ
テムが会員特別料金◆宿泊施設：
約4,000ヶ所　2,000円～、◆公共の
宿：1泊2,500円／人補助◆パックツ
アー：10％OFF、◆フィットネス：１
回500円～、◆映画：1,300円等
特別価格

営業日時
８:30～20:00

11:00～20:00

６～９月
10:00～18:30

10～５月
９:30～18:00

年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00～17:30

年中無休

平日
10:00～19:00

土・日・祝
10:00～17:00

８:30～17:30

９:30～18:00

９:30～18:30

９:00～18:00

（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00～18:00

（平日）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
なし

なし

毎週火曜

不定休

毎週土・日曜日、
祝祭日

日祭休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

土・日・祝日

土日祭休

所 在 地
広島市西区観音町13_9

広島市中区南千田西町
1_8_101

広島市中区堀川町4_14

広島市中区猫屋町8_17

広島市安佐南区長束2_4_9

広島市南区段原南1_20_11

広島市中区本通9_26

広島市西区商工センター
2_3_1

広島市中区小町3_25

（ショールーム）
広島市中区堀川町2_16

広島市中区紙屋町2_2_2

広島市中区八丁堀16_14

第二広電ビル1Ｆ

広島市中区基町13_7

朝日ビル2Ｆ

広島市西区商工センター
5_11_1

福山市卸町11_1

廿日市市木材港南8_22

広島市中区紙屋町2_1_22

広島興銀ビル9Ｆ

広島市西区福島町2丁目36_1

広島市中区国泰寺町1_3_22

ＥＲＥ国泰寺ビル6階

広島市中区橋本町7_27

電 話 番 号

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。
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６月19日 くすりと健康啓発事業実施計画表に
ついて（各支部長）

６月22日 第42回日本薬剤師会学術大会（於
滋賀県大津市）への参加助成につい
て（各支部長）

６月24日 医療事故情報収集等事業「医療安全
情報No.31」の提供について（各支部
長）

６月30日 応需薬局リスト掲載申込書、変更届、
辞退・廃止届について（各支部長）

７月２日 東京大学大学院と広島県との共同研
究（ブラウンバック運動）の説明会
開催について（各支部長）

７月２日 夏期休業について（各支部長）
７月３日 ジェネリック医薬品に関する患者向

け説明・確認用資材の送付について
（各支部長）

７月６日 福祉医療被公費負担事業に係る受給
者証の更新について（各支部長）

７月７日 医療事故情報収集等事業第17回報告
書の送付について（各支部長）

７月８日 平成21年度広島県緩和ケア支援セン
ターの薬剤師研修への参加について
（２回目）（各支部長）

７月８日 院外処方せんの応需について（各支
部長）

７月９日 ジェネリック医薬品に関する患者向
け説明・確認用資材について（各支
部長）

７月13日 平成21年度広島県緩和ケア支援セン
ター薬剤師研修への参加について

（各支部長）
７月15日 厚生労働省による認定実務実習指導

薬剤師のためのワークショップ「第
23回薬剤師のためのワークショップ
中国・四国 in 福山」への参加につい
て（各支部長）

７月17日 「ブラウンバッグ運動」事業参加に
ついて（各支部長）

７月22日 朝日新聞掲載パンフレットの作成に
ついて（各支部長）

７月22日 医薬分業関係資料（「薬と健康の週間」
啓発資材等）のお申し込みについて

（各支部長）
７月24日 平成21年７月からの福祉医療費公費

負担制度に係る各市長村の対応につ
いて （各支部長）

７月27日 「ブラウンバック運動」事業の参加
について（各支部長）

７月30日 「日本薬剤師会サポート薬局制度協
力薬局証」の送付について（各支部
長）

７月31日 「一般用医薬品販売の手引き第１版」
について（各支部長）

７月31日 平成22年度診療報酬（調剤報酬）改
定等に関する意見・要望について

（各支部長）
７月31日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の

更新認定について（各支部長）
７月31日 認定基準薬局の更新認定について

（各支部長）
７月31日 認定基準薬局の新規認定について

（各支部長）
８月３日 「平成21年度７月中国・九州北部豪

雨」による被災者に係る被保険者証
等の掲示等について（各支部長）

８月３日 ６年制薬学部薬局実務実習に関する
実習施設の概要の再調査について
（各支部長）

８月３日 第42回日本薬剤師会学術大会（於滋
賀県大津市）への参加助成について

（各支部長）
８月３日 一般紙への啓発広告掲載について

（各支部長）
８月４日 平成21年度応需薬局夏期休業表につ

いて（各支部長）
８月５日 平成21年度広島県緩和ケア支援セン

ターの薬剤師研修への参加について
（お知らせ）（各支部長）

８月12日 一般紙への広告掲載について（各支
部長）

８月17日 「薬の正しい使い方」リーフレット
の作成について（各支部長）

８月17日 「平成21年７月中国・九州北部豪雨」
による被災に関する診療報酬の請求
等の取扱いについて（各支部長）

県薬より支部長への発簡
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平成21年６月常務理事会議事要旨

日　時：平成21年６月18日（木） 18：00～20：50

場　所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長

木平、大塚、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、瓜生、小林、重森、田口、谷川、
野村、二川、政岡各常務理事

欠席者：なし
議事要旨作製責任者：田口常務理事

○広島県薬剤師国民健康保険組合創立50周年式典・祝賀会
の案内　
昭和34年６月１日設立：50周年記念式典を平成21年７月

18日（土）ANAクラウンホテル
広島で開催

１．報告事項

（１）５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
（前田会長報告）
ア．日本薬剤師会公益法人制度改革検討特別委員会
６月12日（金）・24日（水）に東京・日薬で開催
された。
日本薬剤師会第２回公益法人制度改革に関する全
国担当者連絡会議の打合せがあった。
三層構造は、ある程度認められる、会費の蹉跌化、
その中での対応を都道府県薬、日薬、支部薬剤師
会で検討している。
また、50％以上公益性があると認められてから、
公益法人に変更するのかは、都道府県によって違
い、広島県では昨年から記述方法を変更している
が、内容を認定委員会と話し合う必要がある。
今後は、本会の公益性のアピール、認定委員会と
の対応、一般法人の認定について、正副会長、事
務局長を軸に検討していくと報告された。

イ．日本薬剤師会日薬会館に関する調査研究特別委員会
６月15日（月）に東京・日薬で開催された。
日薬内藤議長が議事運営委員会の中に預かり、議
事扱いで議長が指名した日薬執行部で特別委員会
を設置し、検討している。
アンケート結果は、無条件で66％が賛成。その他
の回答が11件あり、その中には、公益法人を目指
す社団法人が、土地・建物を所有して良いのか？
という意見もある。
日薬会長としては、メリット・デメリットを併記
しながら検討していくと報告された。

ウ．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（平成21年
度・第１回）
６月17日（水）に東京・日薬で開催された。
日薬（学校薬剤師部会）主体となり、日学薬と共
同で、学校薬剤師の将来像、学校薬剤師の研修会
を７～９月にかけて全国８箇所で開催する。
学校保健安全法の施行を含め、今後の学校薬剤師
の活動についてを研修する。
内容は、“薬物乱用・くすりの正しい使い方・学
校保健安全法”の３つを柱に説明。
検討事項として、学校薬剤師という公的な立場の
伝わり方が、都道府県で統一されていないこと、
一人の学校薬剤師が何校も担当することの負担に
ついてがあると報告された。

（豊見専務理事報告）
広島県では、平成21年10月４日（日）平成21年度
薬事衛生指導員講習会及び　広島県学校薬剤師会
研修会（仮称）を広島県薬剤師會館にて開催する。
今後は、若手薬剤師の活動を期待したいと報告さ
れた。

（木平副会長報告）
ア．第23回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
６月12日（金）に岡山で開催された。
６月末に、受け入れ薬局・学生が決定される。
認定指導薬剤師による、施設概要書の完成間近で、
“実習中”というポスターの作製、配付を要望を
していると報告された。

イ．ヒロシマ薬剤師研修会
６月14日（日）に広島県薬剤師會館で開催された。
リウマチに関しては、広島大学の杉山教授が講演
され、白血病に関しては、赤十字原爆病院の土肥
医院長が講演され、145名の参加があったと報告
された。

ウ．薬局実習受け入れ実行委員会
６月17日（水）に広島県薬剤師會館で開催された。
実習開始の来年５月までに、学校薬剤師・薬局製
剤・在宅３つについて、支部の対応を確認する。
コミュニケーションスキルのロールプレイのシナ
リオを大学から収集し、受け入れ薬局に提供し、
必要があれば研修会も検討する。
また、薬局が学生評価をどうするか、説明会を検
討する。

（大塚副会長報告）
ア．平成21年度広島県がん対策推進協議会第１回会議
４月23日（木）に県庁・北館で開催された。
マニュアルの図式に問題があれば、再検討するこ
ととした。
薬剤師として、患者の訴えを医師に伝えるという
ような薬薬連携を図りたいという意思を伝えたと
報告された。

イ．業務分担④担当理事打合会
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６月２日（火）・11日（木）に広島県薬剤師會館
で開催された。
ガイドラインは現在再確認中で、休日・夜間対応
の確立支援及びステッカー配付等について、引き
続き周知することとした。
薬局機能情報への対応については、２月に薬務課
との打合せをする。
また薬局製剤活用についての研修会を次のとおり
開催する予定である。
平成21年９月13日（日）10：00～
講師：大塚副会長　場所：広島県薬剤師會館
高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会：
平成21年10月25日（日）10：00～　定員200名
場所：広島県薬剤師會館
2010年版管理記録簿は内容が大幅変更するため、
担当委員で９月下旬までに検討すると報告された。

（平井副会長報告）
ア．「新薬事法による一般用医薬品について」の研修会
５月31日（日）に三原市中央公民館で開催し、講
師は薬事グループ藤谷専任主査で、出席者は96名
であったと報告された。

イ．正・副会長会議
６月６日（土）に広島県薬剤師會館で開催された。
日本薬剤師会日薬会館に関する調査研究特別委員
会のアンケートについては、広島県としては、必
要で提出したと報告された。

ウ．業務分担①担当理事打合会
６月９日（火）に広島県薬剤師會館で開催された。
本年度の打合会内容の説明があった。

（村上副会長報告）
平成21年９月６日（日）に広島県薬剤師會館で
HIV研修会を開催し、講師については、広島大学
病院の畝井先生が検討する。
保険薬剤師も認定申請が取れ、認定申請受付締め
切りは、12月上旬と報告された。

（松下副会長報告）
ア．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）に東京・日薬で開催された。
公益法人のワーキンググループが設立したが、い
ずれ、県薬においても必要性がある。
この会の主な協議事項は、会員種別及び職種部会
の充実方策、会費額及び会費徴収方法、代議員
（総会制度）代議員数選任方法、理事会・理事数
選任方法、幹事を含める基幹設計の在り方、三層
構造（日薬・県薬・支部）、公益目的事業につい
てであった。

イ．第８回中国地方社会保険医療協議会広島部会
５月28日（木）に中四国厚生局で開催された。
新規７件と更新９件が承認され、問題となった薬
局は、月曜から水曜のみ営業し、その他の日は、
休業するという薬局であった。

ウ．平成21年度「薬草に親しむ会」打合会（薬務課）

６月17日（水）に広島県薬剤師會館にて打合せを
行い、９月27日（日）に三次市吉舎町で行うと報
告された。

（村上副会長報告）
ア．業務分担２及び保険薬局部会担当理事打合会
６月３日（水）に広島県薬剤師會館で開催された。
事業は前年度通り行い、課題は、基幹薬局の見直
しで、規約の練り直しを予定していると報告された。

イ．平成20年度社会保険医療担当者（薬局）指導打合
せ会議
６月18日（木）に広島県薬剤師會館で開催された。
新規保険薬局は61軒で、７月に特定共同指導を実
施する予定である。
就実大学、明治薬科大学、千葉大学の薬学部長経
験者３名が指導に当たる。
また、集団指導、新規保険薬局、個別指導につい
ても実施すると報告された。

（豊見専務理事報告）
ア．日本薬剤師会平成21年度第２回理事会
５月27日（水）に東京・日薬で開催された。
レセコンを使った紙レセ提出の薬局の猶予期間
が、半年間（本年10月まで）になってしまったこ
とについて、個別に県薬で対応できないか画策中
である。

イ．調剤報酬専門役打合会
６月16日に社会保険診療報酬支払基金本部で開催
された。
審査にあたる問題点を取りまとめ、６月19日付け
保険薬局部会ニュースで、お知らせをすると報告
された。

ウ．広島県後期高齢者医療広域連合会との打合せ
６月18日（木）に広島県薬剤師會館で開催された。
後発医薬品を推奨するカードを市町村経由で配付
する報告があり、県薬としては、ガードの内容
（３割程度安くなる）、形式の訂正等をお願いした。
また、６月12日（金）の四師会の前に医師会と懇
談（村上副会長、豊見専務理事対応）があり、厚
生労働省が医療機関や薬局に、後発品への変更不
可の処方せんの割合が、異常に高い医療機関や、
後発品へ全く変更しない薬局を指導するという話
しがあり、四師会共同で指導をしないで欲しいと
いう文書を出してはどうかという提案があった。
内容については、追って相談すると報告された。

（有村常務理事報告）
ア．広島県介護支援専門員協会平成21年度定期総会研
修会
５月24日（日）に広島市南区民文化センターで開
催されたと報告された。

（田口常務理事報告）
ア．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）に慶応義塾大学薬学
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部・芝共立キャンパスで開催された。
東部は清原一樹先生、西部は藤山りさ先生が出席
された。
23日は2009年度に出す指導薬剤師の手引きに付
く、DVDの紹介、スケジュールアップについて、
実習が始まってから、年間に想定される問題抽出
をした。
24日は、23日討議の問題対応策、ハラスメント、
薬局製剤、岡山県の薬局製剤の取り組み、青森県
のローリングプレイによるシナリオ作りの発表、
全体討議を行った。
目的は、問題定義をし、各県に持ち帰り検討する
ことと報告された。

イ．日本薬剤師会実務実習に関する特別委員会受入体
制整備検討会･指導体制整備検討会（合同）
６月８日（月）に東京・日薬で開催された。
スケジュールアップの施策。国民に対してのア
ピール方法についての検討したと報告された。

ウ．日本薬剤師会実務実習に関する特別委員会受入体
制整備検討会
６月８日（月）に東京・日薬で開催された。
受け入れ施設証を新６者懇共同で作成すること、
厚生労働省で薬剤師の実習についてのポスターを
作成することを提案した。
また、ハラスメントに関して、中国四国で共同し、
第三者基幹を立ち上げて対応し、他ブロックに関
しては、動きが見られないため、これに関する対
応を検討すると報告された。

（谷川常務理事報告）
ア．広報委員会
６月４日（木）に広島県薬剤師會館にて開催し、
25日（木）で最終校了を行うと報告された。

（野村常務理事報告）
ア．子育て応援団すこやか2009

広島グリーンアリーナで開催され、５月30日（土）
は17,000人、31日（日）は22,000人の参加があった。
内容は昨年同様で、薬についての相談もあったと
報告された。

イ．平成21年度第１回ひろしま食育・健康づくり実行
委員会会議
６月15日（月）に国保会館で開催された。
21年度は年３回の開催。「ウ」の会議と合流する
か、単独にするか、止めてしまうか、本年度中に
検討する。
その他、20年度の事業報告・決算、21年度の事業
計画・予算について承認された。
また、実行委員会は役員の出席であるが、ワーキ
ングに関しては、他団体は事務局で対応している
ので、都合がつかない場合は、考慮して欲しい。

ウ．ひろしま健康づくり県民運動推進会議平成21年度
第１回調整会議
６月17日（水）に国保会館で開催された。

本年度は、薬剤師会･社会福祉協議会･広島県観光
連盟の追加により、24団体となった。
事業報告と21年度の取り組み方針の説明があった。
本年の主用テーマ：「こころの健康づくり（自殺
防止への取り組み等）」の説明があった。
また、セルフケアとして、ウォーキング大会を開
催する予定で、本年度は、11月に三原市（佐木島）
での実施を検討中であり、スタッフの要請も検討
中である。
情報交換、連携が目的であるので、今後、薬草に
親しむ会との共同作業についても考えられると報
告された。

２．その他の委員会等報告事項

（１）福山大学薬学部卒後教育研修会
６月６日（土）に福山大学薬学部にて開催された。

（２）支部等総会報告
ア．三原支部総会
５月23日（土）於　三原国際ホテル

イ．安芸支部総会
５月24日（日）於　サンピア・アキ

ウ．廿日市支部総会
５月24日（日）於　宮島コーラルホテル

エ．福山支部総会
５月27日（水）於　福山ビッグローズ

オ．山県支部総会
５月27日（水）於　千代田中央公民館

カ．呉支部総会
５月30日（土）於　呉市薬剤師会館

キ．大竹支部総会
５月30日（土）於　魚池

追加．安佐支部総会
６月７日（日）於　安佐区民文化センター

ク．尾道支部総会
６月13日（土）於　ロセアン（なかた美術館内）

ケ．広島支部総会
６月13日（土）於　広島県薬剤師會館

３．審議事項

（１）広島県地域保健対策協議会の支援のためのワーキ
ング設立について
地対協、プライマリケアにおいて、薬剤師の活動
のアピール等、ワーキンググループで事業内容に
ついて計画し、対応していきたい。
事業分担１の中で、若い薬剤師、女性薬剤師を中
心に、木平副会長が選任する。
また、薬局薬剤師を対象に、プライマリケア認定
薬剤師の認定制度を実施することとされた。

（２）広島県地域保健対策協議会の医薬品適正使用アン
ケートについて
医薬品の適正使用の一環として、東京大学大学院
が補助金を受け、全国的に医薬品に関するアン
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ケート調査を広島県で実施することを依頼され、
概要を薬事グループ難波主任専門員より説明された。
東京大学大学院と広島県との共同研究「高齢者薬
物治療の潜在的問題把握に関する研究」高齢者の
「くすりの飲み合わせ」について、知識向上を図
るため、アメリカでは積極的に行われているブラ
ウンバック運動（エコバックの中に服用している
薬を持参してもらい、日常的にどう服用している
か、チェックする）を広島県で実施したい。
保険薬局150件程度の協力を得、県内在住の65歳
以上の高齢者3,000人を対象に、チェックリスト
を用いて適切な服薬指導を実施を予定しており、
協力薬局を対象に、本事業内容についての研修会
を開催したいと報告された。
この事業に協力する際は、日薬としても援助を検
討中で、県薬としては、今回、保険薬局部会で内
容検討、研修会の実施を計画することとされた。

（３）新しい医薬品販売制度に関する広告の共同掲載に
ついて
福岡県では、一般用医薬品の販売と合わせて、前
参議院議員の藤井もとゆき氏との対談を朝日新聞
に写真入りで掲載する予定にしている。
これを基に、広島県でも検討する。

（４）第一薬科大学薬学卒後教育講座の後援名義について
日　時：８月23日（日） 午後１時
場　所：旧広島デジタル専門学校
県外の大学が、広島で全ての薬剤師を対象に研修
会を開催する。
後援名義については、承認された。

（５）後援、助成及び協力依頼等について（平井副会長
提案）

ア．「ひろしま夏の芸術祭」事業への協賛のお願いに
ついて
期　間：８月10日（月）～30日（日）
開催地：広島市及び県内各地
主　催：ひろしま夏の芸術祭実行委員会ほか
※　広島県医師会、広島県歯科医師会　５万円協
賛予定
協賛金５万円として、承認された。

イ．市民公開講座「前立腺がんと共にいきていくため
に」の後援名義使用について
日　時：７月26日（日） 午後２時～
場　所：中国新聞ホール
主　催：中国新聞社
後援名義について、承認された。

ウ．健康サポートフェア2009後援名義使用について
日　時：９月19日（土）・20日（日）午前10時～

午後５時
場　所：広島グリーンアリーナ（広島県立総合体

育館）
主　催：中国新聞社
後援名義について、承認された。

エ．第48回（平成21年度）広島県身体障害者福祉大会
の助成（広告）について
日　時：９月18日（金）午前10時～
場　所：東広島運動公園（アクアパーク）
【平成20年度助成額　10,000円（広告１／５）】
助成金１万円として、承認された。

４．その他

（１）次回常務理事会の開催について
７月16日（木）午後５時に開催し、議事要旨作製
責任者は谷川正之常務理事とされた。

（２）支部等総会の開催について
広島佐伯支部　６月24日（水）に、じゃんじゃか
五日市店で開催予定。

（３）夏期休業について（平井副会長）
８月13日（木）、14日（金）、15日（土）で承認さ
れた。

（４）日本病院薬剤師会病院薬学賞受賞（報告）
副会長　木平健治氏

（５）その他行事予定
ア．日本薬剤師会平成21年度試験検査センター連絡協
議会
６月18日（木）・19日（金）於　宮城県薬剤師会館

イ．平成21年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事会会議
６月19日（金）於　県庁・本館　

ウ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の
ためのワークショップ「第19回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 福山」
６月20日（土）・21日（日）於　福山大学社会連
携研究推進センター（宮地茂記念館）

エ．平成21年度病院診療所薬剤師研修会
６月20日（土）・21日（日）於　広島国際会議場

オ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
６月21日（日）於　広島県薬剤師會館

カ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月23日（火）於　東京・日薬

キ．平成21年度「薬草に親しむ会」（現地下見）
６月24日（水）於　三次市吉舎町

ク．日本薬剤師会第２回公益法人制度改革に関する全
国担当者連絡会議
６月24日（水）於　東京・日薬

ケ．広島佐伯支部総会
６月24日（水）於　じゃんじゃか五日市店

コ．広報委員会
６月25日（木）

サ．第９回中国地方社会保険医療協議会広島部会
６月25日（木）於　中国四国厚生局

シ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会
６月26日（金）於　東京・日薬

ス．公益法人協会制度改革特別セミナー
６月30日（火）於　野村證券広島支店
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セ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月30日（火）於　東京・日薬

ソ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月30日（火）於　東京・日薬

タ．日本薬剤師会平成21年度第３回理事会
７月１日（水）於　東京・日薬

チ．日本薬剤師会第２回都道府県会長協議会（会長会）
７月１日（水）於　東京・日薬

ツ．日本薬剤師会議事運営委員会
７月２日（木）於　東京・日薬

テ．第64回全国禁煙アドバイザー育成講習会（in 尾道）
７月５日（日）於　尾道市総合福祉センター

ト．平成21年度学校薬剤師研修会
７月５日（日）於　岡山・山陽新聞事業社

ナ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月８日（水）於　東京・日薬

ニ．広報委員会
７月10日（金）

ヌ．中四国調整機構「第三者委員会設立準備委員会」
７月10日（金）於　岡山大学薬学部

ネ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
７月12日（日）於　福山

ノ．日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会中国地区総会
７月12日（日）於　安田女子大学

ハ．広島県薬局業務運営ガイドラインについて薬務課
との打合会
７月14日（火）

ヒ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月14日（火）於　東京・日薬

フ．常務理事会
７月16日（木）

ヘ．広島県薬剤師国民健康保険組合創立50周年式典・
祝賀会
７月18日（土）於　ANAクラウンプラザホテル
広島

ホ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の
ためのワークショップ「第20回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 松山」
７月19日（日）・20日（月）於　松山

マ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月21日（火）於　東京・日薬

ミ．認定基準薬局制度運営協議会
７月23日（木）

ム．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
７月23日（木）於　広島県緩和ケア支援センター

メ．日薬代議員中国ブロック会議
７月25日（土）於　岡山・岡山プラザホテル

モ．新薬剤師研修会
７月26日（日）於　広島国際大学国際交流センター

ヤ．日本薬剤師会平成21年度第１回中国ブロック会議
７月26日（日）於　岡山・ホテルグランヴィア岡山

ユ．平成21年度第１回広島県後期高齢者医療広域連合

運営審議会
７月27日（月）於　国保会館

ヨ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月28日（火）於　東京・日薬

ラ．スマートライフ講座
７月29日（水）於　県庁・農林庁舎

リ．原田康夫先生瑞宝重光章受章記念祝賀会
７月29日（水）於　リーガロイヤルホテル広島

ル．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
７月30日（木）於　広島県緩和ケア支援センター

レ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月４日（火）於　東京・日薬

ロ．公益法人制度改革セミナー
８月５日（水）於　日興コーディアル証券広島支店

ワ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月18日（火）於　東京・日薬

ン．平成21年度医薬品店舗販売業登録販売者試験
８月20日（木）於　広島県立総合体育館

A．常務理事会
８月20日（木）

B．日本薬剤師会平成21年度第４回理事会
８月21日（金）於　東京・日薬

C．第71回日本薬剤師会通常総会
８月22日（土）・23日（日）於　東京・虎ノ門パ
ストラル

D．第７回IPPNW北アジア・南アジア合同地域会議
８月22日（土）・23日（日）於　広島国際会議場

E．第35回広島県国保診療施設地域医療学会
８月29日（土）於　ウェルシティ広島　広島厚生
年金会館

F．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
８月30日（日）於　広島県薬剤師會館

平成21年７月常務理事会議事要旨

日　時：平成21年７月16日（木）17：00～18：23

場　所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長

木平・大塚・平井・松下・村上各副会長
豊見専務理事
青野・瓜生・小林・重森・谷川・二川・政岡各常
務理事

欠席者：有村・田口・野村常務理事
議事要旨作製責任者：谷川常務理事

１．報告事項

（１）６月定例常務理事会議事要旨（別紙１）
（２）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙２）
イ．会務報告　　（ 〃 ３）
ウ．会員異動報告（ 〃 ４）
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（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会
６月26日（金）に東京・日薬にて開催され、ビ
ジョンについて協議したと報告された。

イ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
６月29日（月）に東京・日薬にて開催され、指針
を出す準備中と報告された。

ウ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月30日（火）東京・日薬で開催され、中四国で
１名、元山口県薬会長の岡村氏が決定したと報告
された。

エ．平成21年度学校薬剤師研修会
７月５日（日）岡山・山陽新聞事業社にて開催さ
れた。
学習指導要領の法律改正に伴う研修会を開くこと
になり、全国８カ所で開催する予定である。学校
保健安全法の改善、健康に関する相談にものって
いただくようにとの内容であったと報告された。

オ．広島県保健医療部医療政策課来会
７月６日（月）に来会し、国からの補助金で、５
年間で3,100億の使い道の条件提示があったと報
告された。

カ．正・副会長会議
７月６日（月）に開催し、新しい医薬品販売制度
に関する広告掲載を中国新聞広告社にて作成する
こととした。
また、薬の正しい使い方のパンフレットを10,000
部増刷することし、保険部会でも使用することと
した。
公益方針制度改革については、ワーキンググルー
プを設置し、定款や事業内容の見直しを図ること
としたと報告された。

（木平副会長）
ア．平成21年度病院診療所薬剤師研修会
６月20日（土）・21日（日）広島国際会議場にて
開催され、参加者400人であったと報告された。

イ．平成21年度第１回広島県後発医薬品使用推進協議会
６月29日（月）エソール広島にて開催され、後発
薬品メーカーと保険者の話があったとの報告が
あった。

ウ．中四国調整機構「第三者委員会設立準備委員会」
７月10日（金）岡山大学薬学部にて開催された。
実習をしていく上で、問題点・苦情などデータを
集めて処理をする為に、調整機構内に岡山大学黒
崎教授をリーダーとして、準備委員会が立ち上
がった。県薬からは田口常務理事が委員として出
席したと報告された。

（大塚副会長）
ア．広島県地域保健対策協議会医薬品の適正使用に関
する検討特別委員会
７月８日（水）に広島医師会館にて開催され、今

年度の事業予定について検討された。
ブラウンバッグ運動について協力要請があり、前
向きに検討することとしたと報告された。

イ．広島県薬局業務運営ガイドラインについて薬務課
との打合会
７月14日（火）開催し、ガイドラインの修正・追
加作業を行った。
薬務課が再度修正等をしたものを再度検討するこ
ととなったと報告された。

（平井副会長）
ア．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
６月21日（日）に広島県薬剤師會館で開催し、約
70店舗が参加したとの報告された。

（松下副会長）
ア．日本薬剤師会第２回公益法人制度改革に関する全
国担当者連絡会議
６月24日（水）に東京・日薬で開催され、村上事
務局長と参加した。
会計を公益と収益事業とに分け、規約は日薬の改
正に準じて改正していく必要があると報告された。

イ．第９回中国地方社会保険医療協議会広島部会
６月25日（木）に中国四国厚生局で開催され、協
議事項は薬局の新規指定８軒、指定更新８軒の計
16軒であったと報告された。

ウ．日本薬剤師会第２回都道府県会長協議会（会長会）
７月１日（水）に東京・日薬にて開催された。
後発品使用促進に全力をあげることと、医薬品販
売制度改正について、公益法人への移行について
の協議されたと報告された。

（村上副会長）
ア．平成21年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事会会議
６月19日（金）に県庁・本館で開催され、海上保
安・税関・警察関係者が出席し、覚せい剤再犯率
が80％あり、大麻が増えているなどが報告された。

イ．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19回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 福山」
６月20日（土）・21日（日）に福山大学社会連携
研究推進センター（宮地茂記念館）で開催され、
23名が参加し、タスク新規１名デビューしたと報
告された。

ウ．保険薬局部会担当理事打合会
６月30日（火）に開催し、ブラウンバッグ運動の
説明会を開催することを決定し、基幹薬局の内規
の見直しは保留とされたとの報告された。

エ．第64回全国禁煙アドバイザー育成講習会（in 尾道）
７月５日（日）に尾道市総合福祉センターで開催
され、薬剤師参加30名の参加があり大分の伊藤先
生が禁煙日記を使って説明があったと報告された。

オ．日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会中国地区総会
７月12日（日）に安田女子大学にて開催され、安
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田女子大学の茂木先生が中国ブロックの責任者に
なり、学術総会として開催され、座長として参加
したと報告された。

カ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
７月12日（日）に福山市男女共同参画センターに
てビデオ講座イウが開催され、参加者は53名で
あったと報告された。

キ．東京大学大学院と広島県との共同研究（ブラウン
バック運動）の支部・理事合同説明会
７月15日（水）に開催し、東京大学から概略の説
明があった。
地域の健康福祉祭り等で広報することなども考え
ている。
８月７・８日で東部・西部・呉の３カ所で実施し
てもらえる薬局に対し、説明会を開催する。全会
員に県薬から広報し、協力件数については、支部
へ報告することとする。
11月に締め切り、２月報告の予定だが、月々の締
め切りにするなど状況を見ながら検討していく。
3,000件を目標としていると報告された。

（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会平成21年度第３回理事会
７月１日（水）に東京・日薬で開催された、処方
せんの記載方法が論議されている。
ジェネリック医薬品の普及促進について、厚労省
より、処方せん率30％以上の目標を掲げているが、
患者への説明割合が低いので、改善するようにと
求められている。
数量ベースなのか薬価収載ベースなのか問題にな
るところであると報告された。

イ．インフルエンザ・タミフルの配付に関する薬務課
との打合せ
７月６日（月）に開催し、広島県薬剤師会で考え
た今後の対応を薬局へ一斉同報することとしたと
報告された。

ウ．平成21年度第１回広島県緩和ケア推進連絡協議会
７月13日（月）に緩和ケア支援センターにて開催
され、がんに関する在宅のアクションプログラム
を作ることになった。
緩和ケアには連携が必要であり、専門薬剤師の認
定には、薬物療法薬剤師、がん専門　薬剤師、緩
和医療薬学会の認定薬剤師があるが、がん診療を
行っている在宅療法を行っている診療所と連携を
おこなうなど認定の条件がある。専門の医師が支
援センターや薬局など施設を丸抱えしている場合
が多いので連携が難しく、この問題が解決されて
いないと報告された。

（青野常務理事）
ア．広報委員会
７月10日（金）に開催し、９月号の原稿依頼を決
めたと報告された。

（谷川常務理事）
ア．新しい医薬品販売制度に関する広告掲載打合会
７月14日（火）に開催し、日薬からの補助がある
のを受けて、広島県オリジナルの広告を作成する
こととした。中国新聞広告社に依頼・打合を行った。
８月16日（日）に、すでに例年３回分の内の１回
分の広告掲載を予定しているので８月26日（水）
を第１候補として準備していると報告された。

（村上事務局長）
ア．日本薬剤師会平成21年度試験検査センター連絡協
議会
６月18日（木）・19日（金）に宮城県薬剤師会館
で開催され、城崎センター長と出席した。試験検
査センターの登録試験検査機関の更新申請をにつ
いて厚労省から講義があったと報告された。

イ．平成21年度第１回広島県保険者協議会
７月９日（木）に国保会館で開催され、会長・副
会長の選任と、20年度の事業決算と21年度の事業
計画が承認されたと報告された。

２．その他の委員会等報告事項

（１）支部等総会報告
ア．広島佐伯支部総会が６月24日（水）にじゃんじゃ
か五日市店に開催され、豊見専務理事が会長代理
として出席した。広島佐伯支部は経済的にも問題
なく・県薬への不満も出ず円満に終了したと報告
された。

３．審議事項

（１）日本薬剤師会代議員中国ブロック会議について
日　時：７月25日（土）
場　所：岡山・岡山プラザホテル
質問・意見があれば村上・青野各代議員に連絡を
するようにと依頼された。

（２）第26回広島県薬事衛生大会実行委員について
県薬としての実行委員を昨年どおり推薦すること
が承認された。

（３）第７回IPPNW北アジア・南アジア合同地域会議
への参加について
日　時：８月22日（土）・23日（日）
場　所：広島国際会議場
主　催：核戦争防止国際医師会議（IPPNW）日

本支部
大塚副会長・重森常務理事が参加することとされた。

（４）書籍「高齢者のくすりQ&A（仮題）」企画立案の
協力依頼について
業務として協力することとが承認された。

（５）後援、助成及び協力依頼等について
第50回がん征圧月間の共催について承認された
期　間：９月１日（火）９月30日（水）
主　催：（財）日本対がん協会、（財）広島県健
康福祉センターほか
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４．その他

（１）次回常務理事会の開催について
８月20日（木）午後６時に開催し、議事要旨作製
責任者野村祐仁常務理事とされた。

（２）広島県地域医療再生計画推進委員会への委員の推
薦及び就任の承諾について
前田会長を推薦したことが報告された。

（３）広島県地域保健対策協議会「がん医療均てん化推
進ＷＧ」委員の推薦について
豊見専務理事を推薦したことが報告された。

（４）広島県緩和ケア推進連絡協議会委員の委嘱について
豊見専務理事を推薦したことが報告された。

（５）リレーフォーライフ in 広島における名義後援に
ついて
日　時：９月22日（火）・23日（水）
場　所：旧広島市民球場
主　催　：リレーフォーライフ広島実行委員会、

（財）日本対がん協会
正・副会長会で承認し回答済みと報告された。

（６）その他行事予定
ア．平成21年度広島県薬物乱用対策推進本部会議
７月17日（金）於　鯉城会館

イ．平成21年度北方領土返還要求運動広島県民会議総会
７月17日（金）於　鯉城会館

ウ．日本薬剤師会法制委員会（第１回）
７月17日（金）於　東京・日薬

エ．広島県薬剤師国民健康保険組合創立50周年式典・
祝賀会
７月18日（土）於　ANAクラウンプラザホテル広島

オ．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20回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 愛媛」
７月19日（日）・20日（月）於　松山大学

カ．第30回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
７月21日（火）

キ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月21日（火）於　東京・日薬

ク．認定基準薬局制度運営協議会
７月23日（木）

ケ．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
７月23日（木）於　広島県緩和ケア支援センター

コ．厚生労働省並びに中国四国厚生局及び広島県によ
る社会保険医療担当者の特定共同指導
７月24日（金）於　該当薬局、まなびの館ローズ
コム

サ．平成21年度「薬草に親しむ会」打合会（薬務課）
７月24日（金）

シ．日薬代議員中国ブロック会議
７月25日（土）於　岡山・岡山プラザホテル　

ス．新薬剤師研修会
７月26日（日）於　広島国際大学国際交流センター

セ．日本薬剤師会平成21年度第１回中国ブロック会議

→何かあれば事務局まで
７月26日（日）於　岡山・ホテルグランヴィア岡山

ソ．平成21年度第１回広島県後期高齢者医療広域連合
運営審議会
７月27日（月）於　国保会館

タ．平成21年度第１回ひろしま食育・健康づくり実行
委員会ワーキング会議
７月28日（火）於　国保会館

チ．平成21年度広島県がん対策推進協議会
７月28日（火）於　県庁・北館

ツ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月28日（火）於　東京・日薬

テ．スマートライフ講座
７月29日（水）於　県庁・農林庁舎

ト．日本薬剤師会編集委員会
７月29日（水）於　東京・日薬

ナ．第10回中国地方社会保険医療協議会広島部会
７月30日（木）於　中国四国厚生局

ニ．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
７月30日（木）於　広島県緩和ケア支援センター

ヌ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月４日（火）於　東京・日薬

ネ．公益法人制度改革セミナー
８月５日（水）於　日興コーディアル証券広島支店

ノ．広報委員会
８月７日（金）

ハ．東京大学大学院と広島県との共同研究（ブラウン
バック運動）研修会
８月７日（金）於　ビューポート呉

ヒ．平成21年度第１回広島県医療審議会
８月７日（金）於　県庁・北館

フ．東京大学大学院と広島県との共同研究（ブラウン
バック運動）研修会
８月８日（土）西部　於　広島県薬剤師會館
東部　於　広島県民文化センターふくやま

ヘ．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22回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 山陰」
８月８日（土）・９日（日）於　島根大学

ホ．広島県地域医療政策打合会（仮）
８月10日（月）於　県庁

マ．顧問会議
８月17日（月）

ミ．日本薬剤師会常務理事打合会
８月18日（火）於　東京・日薬

ム．平成21年度医薬品店舗販売業登録販売者試験
８月20日（木）於　広島県立総合体育館

メ．常務理事会
８月20日（木）

モ．日本薬剤師会平成21年度第４回理事会
８月21日（金）於　東京・日薬

ヤ．第71回日本薬剤師会通常総会
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８月22日（土）・23日（日）於　東京・虎ノ門パ
ストラル

ユ．第７回IPPNW北アジア・南アジア合同地域会議
８月22日（土）・23日（日）於　広島国際会議場

ヨ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
８月23日（日）於　福山まなびの館ローズコム

ラ．第55回中国地区公衆衛生学会
８月26日（水）・27日（木）於　山口県周南総合
庁舎

リ．第35回広島県国保診療施設地域医療学会
８月29（土）於　ウェルシティ広島　広島厚生年
金会館

ル．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
８月30（日）於　広島県薬剤師會館

レ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月１日（火）於　東京・日薬

ロ．第69回国際薬剤師・薬学会議
９月３日（木）・８日（火）於　トルコ・イスタ
ンブール

ワ．HIV研修会（仮称）
９月６日（日）

ン．日本薬剤師会常務理事打合会
９月９日（水）於　東京・日薬

A．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23回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 福山」
９月12日（土）・13日　於　福山大学社会連携研
究推進センター（宮地茂記念館）

B．薬局製剤活用についての研修会
９月13日（日）

C．日本薬剤師会常務理事打合会
９月15日（火）於　東京・日薬

D．常務理事会
９月17日（木）

E．第48回（平成21年度）広島県身体障害者福祉大会
９月18日（金）於　東広島運動公園

F．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
９月24日（木）於　広島県緩和ケア支援センター　

G．日本薬剤師会常務理事打合会（予備日）
９月24日（木）於　東京・日薬

H．薬草に親しむ会
９月27日（日）於　三次市吉舎町敷地方面予定

I．日本薬剤師会常務理事打合会
９月29日（火）於　東京・日薬

J．業務分担４担当役員打合会（管理記録簿）
９月29日（火）

K．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
９月30日（水）於　広島県緩和ケア支援センター
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行　　事　　内　　容日　　付

県薬日誌 行　　事　　内　　容日　　付
８日 水 ・広島県地域保健対策協議会医

薬品の適正使用に関する検討
特別委員会（広島医師会館）

９日 木 平成21年度第１回広島県保険者
協議会（国保会館）

10日 金 ・中四国調整機構「第三者委員
会設立準備委員会」（岡山大
学）
・広報委員会

12日 日 ・日本在宅褥瘡創傷ケア推進協
会中国地区総会（特別講演：
座長）（安田女子大学）
・広島県薬剤師会認定実務実習
指導薬剤師養成講習会（福山
市男女共同参画センター）

13日 月 平成21年度第１回広島県緩和ケ
ア推進連絡協議会（緩和ケア支
援センター）

14日 火 ・広島県薬局業務運営ガイドライ
ンについて薬務課との打合会
・新しい医薬品販売制度に関す
る広告掲載打合会
・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

15日 水 東京大学大学院と広島県との共
同研究（ブラウンバック運動）
の支部・理事合同説明会

16日 木 常務理事会
17日 金 ・平成21年度広島県薬物乱用対

策推進本部会議（鯉城会館）
・平成21年度北方領土返還要求
運動広島県民会議総会（鯉城
会館）
・日本薬剤師会法制委員会（第
１回）（東京）

18日 土 広島県薬剤師国民健康保険組合
創立50周年式典・祝賀会（ANA
クラウンプラザホテル広島）

19・20日 厚生労働省による認定実務実習
指導薬剤師養成のためのワーク
ショップ「第20回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国 in
愛媛」（松山大学）

21日 火 ・第30回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会
・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）

23日 木 ・平成21年度緩和ケア薬剤師研
修（広島県緩和ケア支援センター）

６月23日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

24日 水 ・平成21年度「薬草に親しむ会」
（現地下見）（三次市役所吉舎
支所）
・日本薬剤師会第２回公益法人
制度改革に関する全国担当者
連絡会議（東京）
・広島佐伯支部総会（じゃん
じゃか五日市店）

25日 木 ・広報委員会
・第９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）

26日 金 日本薬剤師会製薬薬剤師部会全
体幹事会（東京）

29日 月 ・平成21年度第１回広島県後発
医薬品使用推進協議会（エ
ソール広島）
・日本薬剤師会薬局製剤・漢方
委員会（東京）

30日 火 ・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）
・保険薬局部会担当理事打合会

７月１日 水 ・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）

２日 木 日本薬剤師会議事運営委員会
（東京）

５日 日 ・第64回全国禁煙アドバイザー
育成講習会（in尾道）（尾道
市総合福祉センター）
・平成21年度学校薬剤師研修会
（岡山）

６日 月 ・広島県保健医療部医療政策課
来会
・正・副会長会議
・インフルエンザ・タミフルの配
付に関する薬務課との打合せ

８日 水 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
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行　　事　　内　　容日　　付
７月23日 木 ・広島県保健医療部医療政策課

来会
・認定基準薬局制度運営協議会

24日 金 ・厚生労働省並びに中国四国厚
生局及び広島県による社会保
険医療担当者の特定共同指導
（該当薬局、まなびの館ロー
ズコム）
・平成21年度「薬草に親しむ会」
打合会（薬務課）

25日 土 日薬代議員中国ブロック会議
（岡山）

26日 日 ・日本薬剤師会平成21年度第１
回中国ブロック会議（岡山）
・新薬剤師研修会（広島国際大
学国際交流センター）

27日 月 平成21年度第１回広島県後期高
齢者医療広域連合運営審議会

（国保会館）

28日 火 ・平成21年度第１回ひろしま食
育・健康づくり実行委員会
ワーキング会議（国保会館）
・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）

・平成21年度広島県がん対策推
進協議会（県庁・北館）

29日 水 ・スマートライフ講座（県庁・
農林庁舎）
・日本薬剤師会編集委員会（東
京）

30日 木 ・平成21年度緩和ケア薬剤師研
修（広島県緩和ケア支援セン
ター）
・第10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）
・新しい医薬品販売制度に関す
る広告掲載打合会

31日 金 ・第24回病院・薬局実務実習中
国・四国地区調整機構会議

（岡山）

・日本薬剤師会実務実習に関す
る特別委員会　受入体制整備
検討会（東京）

８月３日 月 ㈱ライフ来会
４日 火 ・「薬草に親しむ会」開催地へ

の挨拶（三次市吉舎支所）
・日本薬剤師会平成21年度第４
回理事会（東京）

行　　事　　内　　容日　　付
８月５日 水 公益法人制度改革セミナー（日

興コーディアル証券広島支店）
６日 木 ・日本薬剤師会DI委員会

（東京）

・中国四国厚生局長来会
・薬局実習受け入れ実行委員会
・新しい医薬品販売制度に関す
る広告掲載打合会

７日 月 ・㈱ライフ来会
・日本学校薬剤師会理事会

（東京）

・東京大学大学院と広島県との
共同研究（ブラウンバック運
動）研修会（ビューポート呉）
・平成21年度第１回広島県医療
審議会（県庁・北館）
・広報委員会

８日 土 ・東京大学大学院と広島県との
共同研究（ブラウンバック運
動）研修会（西部）
・東京大学大学院と広島県との
共同研究（ブラウンバック運
動）研修会（東部）（広島県
民文化センターふくやま）

８・９日 厚生労働省による認定実務実習
指導薬剤師養成のためのワーク
ショップ「第22回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国ｉｎ山
陰」（島根大学）

９日 日 第21回広島プライマリ・ケア研
究会（広島医師会館）

10日 月 ・中国四国厚生局訪問（広島合
同庁舎）
・第１回広島県地域医療再生計
画推進委員会（県庁・北館）

11日 木 管理記録簿作成委員会
17日 月 新しい医薬品販売制度に関する

広告掲載打合会
18日 火 日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
19日 水 ㈱ライフ来会
20日 木 ・平成21年度医薬品店舗販売業

登録販売者試験（広島県立総
合体育館）
・正・副会長会議
・常務理事会
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行事予定（平成21年9～10月）

｝

９月１日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
９月３日（木） 日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会（東京）
９月６日（日） 平成21年度抗HIV薬服薬指導研修会
〃 広島県女性薬剤師会総会

９月７日（月） 日本薬剤師会編集委員会（東京）
９月８日（火） 広報委員会
９月９日（水） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
９月12日（土） 厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ

「第23回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 福山」
９月13日（日） （福山大学社会連携研究推進センター（宮地茂記念館））

2009/9/15～9/21 平成21年老人の日・老人週間
９月15日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
９月17日（木） 常務理事会
９月24日（木） 平成21年度緩和ケア薬剤師研修（広島県緩和ケア支援センター）
〃 日本薬剤師会常務理事打合会（予備日）（東京）

９月27日（日） 薬草に親しむ会（東部地区：三次市吉舎町）（三次市立安田小学校周辺）
９月29日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
〃 業務分担４担当役員打合会(管理記録簿)

９月30日（水） 平成21年度緩和ケア薬剤師研修（広島県緩和ケア支援センター）
10月４日（日） 平成２１年度薬事衛生指導員講習会及び広島県学校薬剤師会研修会（仮称）
10月６日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
10月８日（木）

第19回広島県健康福祉祭（広島県民文化センター）
10月９日（金）
〃 広島県自殺対策講演会（庄原市ふれあいセンター）

10月10日（土） 日本薬剤師会第３回都道府県会長協議会（会長会）（滋賀）
10月11日（日） 平成21年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議（大津商工会議所）
10月11日（日）

第42回日本薬剤師会学術大会（滋賀）
10月12日（月）
2009/10/17～23 薬と健康の週間
10月15日（木） 常務理事会
10月18日（日） 認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指定申請薬局との共同研修会（福山市）

〃 広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
10月20日（火） 新公益法人制度に関する個別相談会（県庁・本館）
〃 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

10月25日（日） 平成２１年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験（東広島市・広島大学）
〃 高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会（エソール広島）

10月27日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭
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行事予定（平成21年11月）

11月４日（水） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
11月７日（土）

第48回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会（徳島）
11月８日（日）
〃 第62回広島医学会総会（広島医師会館）

11月10日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
〃 第59回全国学校薬剤師大会（ウェルシティ広島　広島厚生年金会館）

11月11日（水） 第59回全国学校保健研究大会（広島国際会議場）
11月15日（日） 第30回広島県薬剤師会学術大会（ANAクラウンプラザホテル広島）
11月17日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
11月18日（水） 日本薬剤師会平成21年度第６回理事会（東京）
11月19日（木） 常務理事会
11月24日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

⎫
⎬
⎭

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）衛生薬学

正答は63ページ
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会 員 紹 介会 員 紹 介会 員 紹 介会 員 紹 介会 員 紹 介 ●●●56

私は新人の頃、患者に『もっと自分の病気
を認識して治療してください』と言うと、
『なんでそんなことお前が言うんだ』と怒ら
れた事があります。ほろ苦い経験ですが、今
はこの気持ちを心に秘め、患者と向き合って
います。こんな私ですが宜しくお願い致します。

大竹支部

西
にし

永
なが

真
しん

治
じ

一番西の事務所に勤めています。趣味は、

旅行等です。特に日本人の少ない英語の母国

語でない国へ行くことにしています。その国

では、職業柄薬局等の写真を撮って帰ってい

ます。（退職後に整理をすることになりそう）

行政支部

石
いし

部
べ

敦
あつ

子
こ

会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介

原 稿 募 集 中
「会員紹介」への投稿を
お待ちしております。

「会員紹介」への投稿を
お待ちしております。

カメラ好きの患者さんのアドバイスにより

初めてコンパクトデジカメ（Canon G10）

を購入し、６カ月。風景の一部を切り取る、

カメラに魅了されています。素敵な風景に出

会うと、シャッター数が増えてしまいます。

安佐支部

島
しま

原
はら

隆
たか

行
ゆき

「広島いのちの電話」は、24時間、年中無

休で相談を受けるボランティア団体である。

人に対し、親身に話を聞き、共感することで

生きる力を取り戻せてもらう。薬局も共感を

呼ぶ相談者を目指したい。

安佐支部

藤
ふじ

原
わら

一
かず

雄
お

今年から新しく薬剤師になり今は薬局に勤

務してます。新人と言う事もあり薬剤師とし

ての仕事の難しさや、やりがいを感じてます。

スノーボード等、体を動かす事が好きです。

よろしくお願いします。

安佐支部

瀬
せ

川
がわ

慶
けい

一
いち
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平成21年６月13日（土）18時か

ら中田組本社会議室において、平

成20年度の尾道薬剤師会通常総会

が開催されました。司会は水尾理

事、豊田副会長の開会の挨拶で始まりました。先

ず初めに田辺会長の挨拶があり、薬剤師を取り巻

く環境について次の３点を挙げられました。「レ

セプト請求のオンライン化」「新しい医薬品販売

制度の開始」「６年生薬剤師の実務実習の開始」、

それからこの１年の尾道薬剤師会が取り組んだ活

動として、在宅医療への参加をめざしての講習会

や薬薬連携事業等について話されました。来賓に

はの平井県薬副会長を迎え、尾道薬剤師会は近年

活動が活発であると挨拶され、県薬からの連絡事

項（11月の県薬学術大会は今年30回の記念大会で

盛大に行うこと、平成22年の参院選に藤井候補が

出馬すること）がありました。

続いて、議長に田辺会長が指名され、出席者

112名（当日出席35名、委任状77名）で総会成立

し、議題の平成20年度の事業報告、各会計の決算

報告、21年度の事業計画案、各会計の収支予算案、

その他報告がありました。質疑応答では、会計報

告の１本化をしてはどうかとか、繰越金の預金方

法について意見が出ました。田辺会長が指摘され

た点を今後理事会等（特別委員会）で検討してい

くと話される。その他の意見として、Dr.の「お

薬手帳」に対する認識が低いため、三師会等の会

合で訴えて欲しいと要望があり、田辺会長が、会

合がある毎にお薬手帳の事は話しているが、引き

続き努力しますと話された。他多数の質疑応答が

ありましたが、拍手多数にて議案承認され、中副

会長の閉会の挨拶で無事終了しました。

総会終了後は中田美術館内のレストラン「ロセ

アン」で恒例の懇親会が催され、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。

今年の総会は、例年になく活発に会の方針等に

ついて意見が出て良かったと思います。また懇親

会にも多数参加していただき有難うございまし

た。今後共、尾道薬剤師会の行事への参加をどう

ぞ宜しくお願いします。

７月26日RCC文化センターで、

広島県青年薬剤師会総会を開催しま

した。

中電病院寺岡先生の進行で以下の議事が進めら

れました。

（１）平成20年度会務ならびに事業報告につい

て

（２）平成20年度収支決算報告について

（３）財産目録提示

（４）監査報告

（５）平成21年度事業計画案

（６）平成21年度会費徴収規定案について

（７）平成21年度収支予算案について

昨年一年の事業、会計、監査の報告が承認され、

今年度の活動も理事提案通り了承いただきました。

そして、今年は役員改選の年でもあります。こ

平成20年度尾道薬剤師会通常総会の報告

尾道薬剤師会　理事 下田　篤子

＜尾道支部＞

諸団体だより

会長 豊見　敦

広島県青年薬剤師会

総会・定例勉強会
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れから２年間、宇都宮裕子先生、木村幸司先生に

監査をしていただくこととなりました。会長は引

き続き豊見が務めさせていただくことになりまし

た。どうぞよろしくお願い致します。

８月９日には、講師に青木敦先生（東京大学医

学部附属病院）をお招きして、定例勉強会「知っ

ているとピン！と来るそんな喘息の基本と一歩

先」を開催いたしました。

あいにくの天気でしたが、ご参加いただいた皆

様ありがとうございました。

前回開催された「感染症」の追加説明から始ま

り、「喘息患者が来局してOTCを買おうとしてい

る」というケースを中心に、OTC、βブロッ

カーがどのように作用するか、ステロイド、抗ヒ

スタミン薬の注意点などを３時間の時間いっぱい

に、お話しいただきました。

勉強会前日の夜は、講師の先生を交えての夕食

会を開催しました。翌日の勉強会を前に、若干お

酒を控えつつの懇親会となりましたが、今回は青

薬イベント初参加の方もたくさんいらっしゃいま

した。またのご参加をお待ちしております。

さて、次回は、９月９日19：30から會館で「月

イチ勉強会」です。広島赤十字・原爆病院の上野

千奈美さんを講師に迎え「悪性腫瘍」をテーマに

開催します。ぜひご参加ください。

７月12日、薬剤師會館４階ホール

におき第50回の広島漢方研究会総会

を開催しました。この会は50年前、故鉄村豪先生

や故山本京三先生などが中心になって発足いたし

ました。現在、薬剤師・医師・歯科医師・鍼灸

師・薬種商の資格を有する会員約70名で構成され

ています。

当日の午前中は、吉本悟「咳について」、小林

宏「漢方専門薬局の症例」、山崎正寿「インフル

エンザの漢方」が会員発表をしました。総会の後、

午後から岡山県倉敷市で内科・小児科を開業され

る山岡秀樹先生に「口訣漢方」と題して特別講演

をしていただきました。山岡先生は岡山大学医学

部を卒業され、国立岩国病院小児科、広島市民病

院小児科の医師として広島に在住されたことがあ

ります。昭和52年から４年間、広島漢方研究会の

会員でもありました。私を含め数名と懐かしい再

会がありました。当時の医療事情もあり最初は無

償で漢方薬を投与されていたと聞きます。その後

岡山に帰られまして昭和56年から漢方薬を治療に

取り入れた医院を開業され現在に至っておられま

す。山岡先生の講演は日頃の臨床経験を約50例紹

介され漢方薬使用のこつを話してくださいまし

た。「口訣」とは漢方薬を選ぶ上での特徴やヒン

トを指す言葉です。我々薬剤師が店頭で漢方薬を

選ぶのに非常に役立つお話でした。

現在では保険漢方が行き渡り医師の選ぶ漢方薬

が多くなっておりますが薬剤師も漢方薬を扱えま

す。広島漢方研究会は毎月第２日曜日に薬剤師会

館で月例会をいたしております。９月13日は会場

を広島大学医学部・広仁会館に移し東洞祭をいた

します。午前中の広島漢方研究会月例会の後、午

後からは熊本から牟田光一郎（医師）先生をお招

きして「肥後・細川藩の医学寮　再春館について」

と題し特別講演をいたします。再春館とは吉益東

洞の高弟であった村井琴山が郷里熊本で開いた医

広島漢方研究会

理事長 吉本　悟

第50回・広島漢方研究会総会



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＞

常盤薬品株式会社　広島支店　

管理薬剤師 磯部　真理

医薬品卸の管理薬剤師という仕事
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療施設の名前です。興味深いお話ですので是非ご

参加ください。

※問い合わせ＝薬王堂漢方薬局　吉本　悟

電話　082-285-3395

我が支店では、倉庫に入って本社から届いた向

精神薬等を検品することから、一日の仕事が始ま

ります。その後、受領書のチェックと仕分け・毒

劇物の出納帳の記入・麻薬の発注や出品・テスト

液やフレーバー類の受払・新規で管理品目の注文

を受けたらその対応等々。その他、定期的に麻薬

や向精神薬等の在庫チェックや倉庫内の点検を

行ったり、包装変更品等の案内の回覧や整理をし

たりもします。

またお得意先からの質問やMSからの問い合わ

せが入ると、様々な方法で回答を探すのも管理薬

剤師の仕事です。自分ですぐに分からないことは、

本社のDIセンターをはじめ色々な部署の人達の

協力を得て、よりよい回答を探すようにしていま

す。ただ満足のいく回答に辿り着けないこともあ

るので、もっと勉強をし知識を増やして、より多

く満足できる回答に辿り着けるようにならねばと

思います。

またそれ以外にも、限られた人数で仕事をして

いますので、電話を取ったり伝票の処理をしたり

商品の手配をしたりと、薬剤師として以外の仕事

もあります。こういった仕事はお得意先の声を直

接聞くことができ、何より手際よく正確にしない

といけない仕事なので他の様々な仕事につながっ

ていくと思います。

「医薬品卸に薬剤師は必要なの？」もちろん法

律上必要ですが、入社当時の私は「薬剤師なのに

こんなことをしていていいのだろうか？本当に薬

剤師がしないといけない仕事なのだろうか？」と

思う事もしばしばありました。でも今思うと、こ

れは私がきちんと周りを見ることができていな

かったから。自分のしている仕事の意味を、きち

んと理解できていなかったからだと思います。医

薬品卸の扱っているものは、当然ながら、人間の

生命に直接関わる医薬品です。その流通に携わり、

医薬品の品質管理・適正使用に僅かながら貢献で

きることは、とても意義深い仕事だと思います。

日々行っている業務の大切さを感じられるように

なった今は、卸の薬剤師の存在意義を十分認識す

ることができるようになりました。

我が支店にはMSを始め、内勤者・商品係・DS

等様々な人間が働いています。同じ会社の人間と

して、同じ目標に向かって仕事をしていますが、

時には薬剤師として、別の視点で物事を見ないと

いけない場面があります。そういう時難しさを感

じることもありますが、薬剤師であることを忘れ

ず、周りの人と協力しながらも厳しい目を持って

日々の仕事に取り組んでいこうと思います。



広島県薬剤師会誌　2009 Vol.34  No.5 45

日　時：平成21年9月6日（日）

総　　会　13：30～　受付　13：00～

特別講演　15：00～　受付　14：30～

会　場：広島県薬剤師會館　４階

広島市中区富士見町11-42

電話　082-246-4371

特別講演「乳癌の現状と薬物療法」
講師：中央通り乳腺検診クリニック

院長　稲田　陽子 先生

◎ 会員無料／非会員1,000円

◎ 研修会は男女とも自由にご参加ください

◎ 薬剤師研修シール　１点

連絡先　総務　辰本

電話　082-274-0889

第55回　広島県女性薬剤師会総会・研修会のご案内

北陸大学卒後生涯教育研修会

日　　時：平成21年10月３日　15：00～18：00

場　　所：ホテルJALシティ広島（〒730-0014 広島市中区上幟7-14 TEL：082-233-2580）

演題１：「食生活からみた生活習慣病の発症・進展抑制対策
～毒性ＡＧＥｓ理論から探る具体的な予防手段～

講師　北陸大学薬学部　病態生理学
教授　竹内　正義先生

演題２：「非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）のオーバービューと
臨床的重要性について」

講師　広島大学病院消化器代謝内科　
診療講師　兵庫　秀幸先生

研 修 会 単 位：２単位

研修会参加費用：2,000円

問い合わせ先：廿日市市宮内1520-8 エース薬局　藤山りさ
TEL：0829-39-6440
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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７月末現在　917名（内更新374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）

９月２日（水）18：50～20：30 尾道国際ホテル２階「慶安の間」
尾道支部研修会
講演：「血管をターゲットとした高血圧の治療戦略」ーARBの新

しい展開ー
講師：大阪大学大学院医学系研究科　臨床遺伝子学

教授　森下竜一先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

1
参加費：会員無料、
非会員500円

９月５日（土）19：00～21：00 尾道国際ホテル２階「瑞宝の間」
尾道支部研修会
講演１：「認知症とアリセプトの今までと、これから」

講師：エーザイ株式会社　丹羽泰三先生
講演２：「認知症状などに薬剤師はどのように関わるか～持って

おきたい視点とそのチェックポイント～」
講師：㈲くろしお薬局　代表取締役　副社長　川添哲嗣先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

1
参加費：会員無料、
非会員500円

９月６日（日）15：00～17：00 広島県薬剤師會館４階

第55回広島県女性薬剤師会研修会

特別講演：「乳癌の現状と薬物療法」

中央通り乳腺検診クリニック　院長　稲田陽子先生

広島県女性薬剤師会
0823-25-8002（松村）

会員：無料、会員外：
1,000円申込はFAXで!!
（参加は男性も可）
FAX番号：（082）274-
0911（辰本宛）準備の
都合上、参加ご希望の
方はなるべく8月31日迄
にご連絡ください。尚、
当日参加も可です。

９月６日（日）10：00～12：30 広島県薬剤師會館４階
平成21年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
講演１：「HIVソーシャルワークと医療制度－治療を継続するために－」

広島大学病院　エイズ医療対策室　舩附祥子先生
講演２：「服薬を支えるもの、邪魔するもの－臨床心理士の立場から－」

荻窪病院　血液科　臨床心理士　小島賢一先生
レポート作成◆日本薬剤師研修センター認定研修会（１単位）
◆日本病院薬剤師会のHIV感染症専門薬剤師制度認定講習会（１
単位）

広島県薬剤師会
082-246-4317 1

◆広島県薬剤師会保険
薬局部会会員対象◆参
加費：1,000円（資料代、
日本病院薬剤師会HIV感
染症専門薬剤師制度認
定講習会受講証発行料
を含む）当日受付にて徴
収いたします。◆申込締
切日：平成21年９月１
日（火）

９月10日（木）18：30～20：30
安佐南区総合福祉センター６階　大会議室
第172－4回安佐薬剤師会研修会
演題［１］「アーチスト錠について」

第一三共株式会社　恵比寿孝之様
［２］「地域連帯パスとは？」第一三共株式会社　大原清樹
［３］「地域連帯パスと薬物治療（急性心筋梗塞）」

安佐市民病院薬剤部　吉政直美先生
［４］「本音で語るディスカッション」

座長　安佐市民病院循環器科主任部長土手慶五先生
［５］保険薬局部会からのお知らせ

安佐薬剤師会　副会長　青野拓郎
［６］安佐薬剤師会からのお知らせ

安佐薬剤師会　会長　加藤哲也

安佐薬剤師会
090-6432-6665

一般参加
費用1,000円
申し込み不要（出来れ
ば、メール又は、ＦＡＸ
で）

９月11日（金）19：30～21：00
福山大学社会連携研究推進センター３階301研修室
福山大学漢方研究会2009
上半身の水滞による諸症状（半夏剤）

講師：小林　宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学薬学部
（岡村）084-936-2112
（内線5165）

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）でも構いません

９月11日（金）19：00～20：30 尾道市立市民病院４階　大会議室
尾道支部研修会
講演：「ここまでなおせる放射線治療」
講師：岡山大学医学部　放射線科　助教　勝井邦彰先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

1
参加費：会員無料、
非会員500円
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開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ 認定 その他

（参加費等）

９月12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417回
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介
「胃炎・胃潰瘍治療剤　ガスロンN錠」

日本新薬株式会社　学術部
３）特別講演
「薬剤師さんが知っておきたい“薬と歯周病の関係”」
広島大学大学院医歯薬学総合研究科
先進医療開発科学講座歯周病態学分野教授栗原英見先生

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082-243-6660

1
参加費：1,000円でき
れば事前申し込みを
お願いいたします。

９月13日（日）10：00～16：00
広島大学医学部　霞キャンパス内　広仁会館
第15回　東洞祭
10：00～12：00広島漢方研究会定例会　薬局症例検討会

講師：吉本　悟　勝谷英夫
13：00～13：30東洞祭 （校内・東洞碑の前で！）
13：30～15：30特別講演：演題「肥後、細川藩の医学寮　再

春館について」
講師：泰泉堂牟田医院院長　牟田光一郎先生

広島漢方研究会
082-285-3395 2

参加自由です。
会費：3,000円（広島漢
方研究会会員は1,000
円）

９月16日（水）19：00～21：00

三原薬剤師会館　三原医薬分業支援センター
第６回三原支部研修会
カデュエット配合錠（持続性Ｃａ拮抗剤/ＨＭＧ-ＣｏＡ還
元酵素阻害剤）について

ファイザー製薬担当　羽田幸弘
リフレックス錠（ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗
うつ剤）について

明治製菓株式会社

三原薬剤師会
0848-61-5571 1 会員外：1,000円

９月16日（水）18：45～20：30
尾道国際ホテル２階「慶安の間」 尾道支部研修会
講演：「明日の脳卒中診療を目指してー急性期診療から慢性

期再発予防ー」
講師：川崎医科大学脳卒中医学教室　准教授井口保之先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

1
参加費：会員無料、
非会員500円

９月16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112回
1．19：20～19：30
薬剤師会から報告事項　会長　樽谷嘉久

2．19：30～19：50
演題：「製品紹介：オラペネム小児用細粒10％」
講師：明治製菓株式会社

3．19：50～21：00
演題：「市中感染症の治療と予防」
講師：広島大学医学部附属病院　薬剤部　冨田隆志先生

広島佐伯薬剤師会
TEL/FAX082-924-5957 1

会員でない方もご参
加いただけます。参加
希望の方は資料の都
合もございますので９
月14日までに事務局に
ご連絡ください。参加
費無料です。

９月17日（木）19：00～21：00
エバルス広島支店（大州）
安芸支部第100回生涯教育研修会
演題：「妊婦・授乳婦への留意点」
講師：土屋伸二　エバルス学術情報部

（社）安芸薬剤師会
282-4440 1 会費：無料

９月17日（木）19：30～21：00 しまなみ交流館２階
尾道支部研修会
講演：桂枝・麻黄を含む方剤群～風邪症候群に対する初期

対応の重要性について～
講師：薬局　誠宏堂　小林　宏先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

1
参加費：会員無料、
非会員500円

９月18日（金）19：00～20：30

東広島保健医療センター３階　大会議室
東広島生涯教育研究会
「感染症治療について」

安田病院　院長　杉原基弘先生

東広島薬剤師会
082-423-7340

会　員：500円
非会員：1,000円
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開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ 認定 その他

（参加費等）

９月26日（土）14：30～17：40
福山大学社会連携研究推進センター
福山大学社会連携研究推進事業「からだづくり２」（第１回）
生活習慣病　～糖尿病への新たな切り口～（メタボリック
シンドロームにならないために）
古野 浩二（福山大学薬学部教授）（60分）：（理論）メタ
ボリックシンドロームと糖尿病　～食事と運動による予防～
平松 智子（福山大学生命工学部生命栄養科学科準教授）
（60分）：（実践）糖尿病の食事療法について
坂本 誠（石田内科循環器科　メディカルフィットネスいし
だ　健康運動指導士（70分）：（実践）生活習慣病予防の
ための運動

福山大学・薬学部
廣瀬順造
084-936-2111（内線5123）

2

認定単位：１日２単位１
回のみの参加も可
（２回目10月17日（土））
参加費：無料
（福山大学社会連携研
究推進事業（私立大学
学術研究高度化推進
事業））
事前申し込み必要（申
込先：福山大学薬学部
廣瀬順造）

10月９日（金）19：30～21：00

福山大学社会連携研究推進センター５階505研修室
福山大学漢方研究会2009

漢方医学における気の概念（理気剤）
講師：小林　宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学薬学部
（岡村）084-936-2112
（内線5165）

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）でも構いません

10月15日（木）19：00～21：00 サンピア・アキ
第101回生涯教育
演題：未定　講師：未定

（社）安芸薬剤師会
282-4440 1 会費：1,000円

10月17日（土）14：30～17：40

福山大学社会連携研究推進センター
福山大学社会連携研究推進事業「からだづくり２」（第２回）
生活習慣病　～糖尿病への新たな切り口～（メタボリック
シンドロームにならないために）
古野 浩二（福山大学薬学部教授）（40分）：（理論）糖尿
病性腎症の動向と発症のメカニズム
水内 恵子（福山平成大学看護学部看護学科講師）（60

分）：（実践）「糖尿病と腎臓病－QOL向上のためには？」
高須 伸治（高須クリニック院長）（90分）：総括　糖尿病
治療の現場から～糖尿病透析患者を中心に～

福山大学・薬学部
廣瀬順造
084-936-2111（内線5123）

2

認定単位：１日２単位１
回のみの参加も可（第
１回 ９月26日（土））参
加費：無料
（福山大学社会連携研
究推進事業（私立大学
学術研究高度化推進
事業））
事前申し込み必要（申
込先　福山大学薬学
部　廣瀬順造）

10月21日（水）19：00～21：00
三原薬剤師会館　三原医薬分業支援センター
第7回三原支部研修会
①「カデュエット配合錠」について　　ファイザー製薬
②「リフレックス錠」について　　明治製菓

三原薬剤師会
0848-61-5571 1 会員外：1,000円

10月24日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館４階
薬事情報センター定例研修会第418回
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介「ケアロードLA錠」

アステラス製薬株式会社
3）特別講演「肺高血圧の病態と治療」
広島市立広島市民病院小児循環器科主任部長鎌田政博先生

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082-243-6660

1
参加費：1,000円でき
れば事前申し込みを
お願いいたします。

10月25日（日）15：00～17：00 広島県薬剤師會館４階
第113回生涯教育研修会
テーマ：「気管支喘息」
講　演：「吸入ステロイド薬オルベスコについて」
演　者：帝人ファーマ学術推進部　石井誠司　氏
特別講演：「喘息治療における吸入療法の有効性と限界」
演　者：広島大学病院　呼吸器内科　講師　春田吉則先生

主催：共催：広島市薬
剤師会　帝人ファーマ
広島市薬剤師会
（082-244-4899

1

受講料：
県薬会員　1,000円
会 員 外　2,000円
開催３日前までに広島
市薬剤師会へお申し
込みください。

10月31日（土）13：00
広島大学霞キャンパス　医学部第５講義室
県病薬研究発表会
詳細は広島県病院薬剤師会のウェブサイトをご参照ください。
http：/ /www．hshp．jp/modules/member_i/detai ls．
php?bid=47

広島県病院薬剤師会
広島大学病院薬剤部
木村（082-257-5574）

0

平成21年度広島県病
院薬剤師会研究発表
会演題募集締め切り
９月25日
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高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の開催について

平成17年の改正薬事法の施行に伴い、平成18年４月１日から、高度管理医療機器販売業・賃貸業の営

業所の管理者及び修理業の責任技術者には毎年継続研修の受講が義務付けられました。

広島県薬剤師会は平成18年度より日本薬剤師会と共催し、この継続研修を実施しております。本年度

につきましては、下記のとおり研修会を開催しますのでご案内いたします。

（研修会参加に関する申込手順）

①別紙「研修会予約申込」をFAX又は郵送にて県薬事務局宛に返信してください。

（県薬事務局へ直接取りに来られても構いません。）

↓

②別途「研修会申込書」と「払込取扱票」（郵便局専用用紙）を本会より送付いたします。

↓

③記入済みの「研修会申込書」の裏面に「郵便振替払込請求書兼受領書」（写し）を貼付

し、県薬事務局宛に郵送若しくはご持参してください。（FAX不可）

（事務局にて受講料は受け取りません。必ず郵便振込をお願いいたします。また振込後の

キャンセル等については受講料の返金はいたしません。）

↓

④先着順200名とし、受講通知書（ハガキ）を送付いたします。

↓

⑤研修会当日に、受付に受講通知書（ハガキ）をご持参してください。（回収します。）

開催日時：平成21年10月25日（日） 午前10時～12時
開催場所：エソール広島２階（広島市中区富士見町11－６）
定　　員：200名（定員になり次第、締め切ります。）
受 講 料：会員3,000円・非会員5,000円（テキスト代含む・税込み）
対 象 者：①高度管理医療機器等の営業管理者

②医療機器修理業の責任技術者
③特定管理医療機器の販売業等の営業管理者

①及び②の方につきましては、毎年度受講の義務があります。
③の方につきましては、毎年度受講の努力義務があります。
※予約申込締切を９月30日（水）厳守とさせていただきます。
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（TEL 082-246-4317）
メール：kouno@hiroyaku.or.jp
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管 理 者 氏 名

ふ り が な

書 類 郵 送 先

郵 送 先 住 所

備 考 欄

連 絡 先 電 話 番 号

高度管理医療機器等

販売業及び賃貸業許

可 証 の 許 可 番 号

自宅　　　勤務先   　（どちらかに○を付けてください。）

平成　　　年　　　月　　　日

勤務先名：

返信先ＦＡＸ番号：（０８２）２４９－４５８９

※「研修会申込用紙」「払込取扱票」を郵送にてお送りいたします。

受  付  印 処理済み印

※なお、この別紙様式につきましては、広島県薬剤師会ＨＰより取り出すことが出来ます。

〒　　　　－

（　　　　　）　　　　　－

何かありましたらご記入ください。

（別紙）

高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会（予約申込書）
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　平成21年度に学習指導要領が改訂され、平成24年度に全面施行されます。

　このことをを受け、「くすりの正しい使い方」啓発資材を活用し、学校薬剤及び

各薬剤師が積極的に“薬物乱用防止活動”を地域等で行えるよう支援いたします。

　また、第三次薬物乱用防止５か年戦略や、近年における大学生の大麻乱用問題等

を踏まえ、“くすり教育活動（薬物乱用防止教室）”の支援及び活用できる資材の

紹介をいたします。

（別途、薬事衛生指導員の方はご案内をいたします。）

　日本薬剤師研修センター認定シール２単位（申請中）
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インクレチンは、食事摂取に伴い消化管から分泌され、膵β細胞からのインスリン分泌を促進する消
化管ホルモンの総称です。 インクレチンには、小腸上部のK細胞から分泌され42個のアミノ酸からな
るGIP（gastric inhibitory polypeptideまたはglucose-dependent insulinotropic polypeptide）と、小腸下
部のL細胞から分泌され31個のアミノ酸からなるGLP-1（glucagon-like peptide-1）があります。ブド
ウ糖を経口投与した場合、同量のブドウ糖を静脈内投与した場合と比べてインスリン分泌量が多いこと
が観察されており、経口投与後のインスリン分泌量の約３分の２はインクレチン作用によるものと考え
られています。
一方、2型糖尿病の特徴の１つである食後高血糖はインクレチン作用の減弱が一因であり、その補充

により病態が改善することが報告されています。インクレチンはインスリン分泌促進作用の他にも多彩
な生理作用を有しており、食後だけでなく空腹時の血糖低下作用も期待でき、新しい糖尿病治療薬とし
て位置付けられています。

◆インクレチンの血糖低下作用

インクレチンは既存のインスリン分泌促進薬であるSU薬やグリニド系薬とは異なる作用機序によりイ
ンスリン分泌を促進します。SU薬やグリニド系薬は、膵β細胞のSU受容体と結合し、細胞内Ca濃度
を上昇させることでインスリン分泌を促進しますが、インクレチンは、膵β細胞のG蛋白共役受容体に
結合し、細胞内cAMP濃度を増加させることによりインスリン分泌を促進します。ただし、cAMP濃度
の上昇単独ではインスリン分泌促進作用は発揮できず、インクレチンがインスリン分泌を促進するため
にはCa刺激が同時に必要です。生理的には食後の血糖上昇時であり、血糖上昇にともなうインスリン
分泌は膵β細胞内のCa濃度上昇を介して行われます。このグルコース依存性のインスリン分泌促進作
用はインクレチンの大きな特徴であり、血糖が低い状態ではインクレチンはインスリン分泌を促進しな
いことから、インクレチンは低血糖のリスクが少なく、高血糖を改善する消化管ホルモンといえます。
その他、インクレチンには表１に示すような種々の生理作用があります。

原田　修江

新規糖尿病治療薬の話題　インクレチン関連薬について

図　インスリン分泌機構におけるインクレチンの役割
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◆インクレチンの臨床応用～インクレチン関連治療薬～

インクレチンであるGIPとGLP-1は、いずれも膵β細胞に作用してインスリン分泌を促進しますが、
GLP-1にはその他に、実験レベルではあるものの膵β細胞の増殖作用が報告されています。２型糖尿病
は経時的にインスリン分泌量が低下し、インスリン抵抗性が高まる進行性の疾患です。このインスリン
分泌量が低下する原因は、膵β細胞数の減少によるものであると考えられています。また、2型糖尿病
では膵β細胞だけでなく膵α細胞も異常を来たし、グルカゴン分泌が亢進し、肝臓からのグルコース放
出が過剰になることが報告されていますが、GLP-1は膵α細胞にも作用し、グルカゴン分泌を低下させ
ます。このように、GLP-1は血糖をコントロールするうえで重要な役割を担っています。しかし、２型
糖尿病では一般的にGLP-1の分泌能が障害され、作用が減弱しています。そこで、GLP-1に着目した新
しい糖尿病治療薬の開発が進められることになりました。
一方、GLP-1は生体内ではdipeptidyl peptidase（DPP）Ⅳにより速やかに不活性化されます。DPPⅣ
は様々な器官の内皮細胞に存在する酵素であり、GIPもその基質の１つです。そのため、現在、DPPⅣ
により代謝されないGLP-1受容体作動薬（インクレチン・ミメティック）と、DPPⅣを阻害して内因性
インクレチンであるGIPやGLP-1を増加させるDPPⅣ阻害薬（インクレチン・エンハンサー）が治療薬
として開発されています。
インクレチン・ミメティックは、海外ではすでにexenatideが使用されており、liraglutideなどの臨床

試験も国内外で進行中です。また、インクレチン・エンハンサーも海外ではsitagliptinとvildagliptinの
２種類が使用されており、10種類近い薬物の臨床試験が進められています。わが国ではいずれも未承認
であり、現在開発中あるいは申請中の段階です（表２）。
インクレチン・ミメティックはペプチド製剤であり皮下注射が必要であるのに対し、インクレチン・

エンハンサーは小分子化合物であり経口投与が可能です。どちらも長期投与でHbA1cを１％程度低下
させること、同等の血糖低下作用がある経口糖尿病薬やインスリンに比べて低血糖の頻度が少ないこと
が報告されています。さらに、インクレチン・ミメティックには体重減少作用も報告されています。イ
ンクレチン・エンハンサーに体重減少作用がほとんど認められない理由としては、インクレチン・エン
ハンサーはGLP-1だけでなくGIPも増加させることから、GIPの中枢作用としてエネルギー消費の低下
による体重増加作用がGLP-1の体重抑制作用と拮抗するためと考えられています。
これらのインクレチン関連薬が動物実験でみられたように本当に膵β細胞を増やすかどうかについて

は未だ結論がでていませんが、膵β細胞を増やすことが確認されれば糖尿病治療は大きく変わり、完治
も期待できるのではないかと注視されています。

表１　GIPとGLP-1の作用

GIP

・脂肪細胞に作用し、グルコースの脂肪細胞への取り込み、LPL（lipoprotein

lipase）活性を増強させる。

・中枢神経に作用し、エネルギー消費を抑制する。（体重の増加につながる）

・骨芽細胞に作用し、骨へのカルシウム沈着を増加させる。

GLP-1

・胃に作用し、食物の胃からの排出を抑制する。
・中枢神経に作用し、視床下部における満腹感を亢進して食欲を抑制する。
（体重の抑制につながる）
・膵α細胞からのグルカゴン分泌を抑制する。
・動物実験で膵β細胞の増殖・分化促進作用が報告されている。
・in vitroでアポトーシス抑制作用が報告されている。
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一方、気になる副作用ですが、インクレチン・ミメティックでは主として軽度～中等度の悪心・嘔吐、
インクレチン・エンハンサーでは尿路感染、咽頭炎、頭痛等であり、いずれも重篤な副作用はないとい
われています。しかし、DPPⅣは小腸、膵のほかに腎、肺、副腎、脾等体内に広く存在し、成長ホルモ
ン放出ホルモン、エンドモルフィン等さまざまなペプチドに作用します。また、DPPⅣはリンパ球細胞
表面上のCD26としても知られています。複数の臨床試験で安全性が示されているとはいえ、長期間に
わたり使用した場合免疫機能等生体にどのような影響を及ぼすかは明らかにされておらず、留意する必
要があるという見解もあります。

〈参考資料〉

・Diabetes Frontier. 18（6），2007

・日本医事新報 No4408，2008
・日本医事新報 No4420，2009
・日本医事新報 No4434，2009
・日経メディカル，2009年１月号

・医薬ジャーナル 42（7）80，2006

・月刊薬事 51（4），2009

表２　わが国で開発中のインクレチン関連薬

インクレチン・ミメティック
（GLP-1受容体作動薬）

liraglutide（ノボノルディスクファーマ） 申請中

exenatide（日本イーライリリー） 第３相

インクレチン・エンハンサー
（DPPⅣ阻害薬）

sitagliptin（万有／小野薬品） 申請中

vildagliptin（ノバルティスファーマ） 申請中

alogliptin（武田薬品工業） 申請中

BI1356（日本ベーリンガーインゲルハイム） 第３相
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お薬相談電お薬相談電話　話　事例事例集 集 No.60No.60お薬相談電話　事例集 No.60
収縮期血圧と拡張期血圧の差が大きいのはよくないことですか？

図１に示すように収縮期血圧と拡張期血圧の差を脈圧といいま
すが、多くの疫学研究や追跡研究から、脈圧が大きな高齢者の高
血圧は、将来の脳心血管合併症発症のリスク因子であることが明
らかになっています。
収縮期血圧は人種・性別に関係なく、年齢とともに直線的に上昇
します。一方、拡張期血圧は、50～60歳代までは収縮期血圧と平
行して上昇するものの、60歳代以降は不変または低下するように
なります。高齢者で脈圧が大きくなるのは、以下のような理由に
よります。
若年者では、左室から駆出された血液の約60%が大動脈の内側に一時貯留され、拡張期に弾力性に富んだ大動
脈の収縮によって末梢に送り出されます。それに対し、加齢や大動脈硬化により伸展性が低下すると、収縮期
に駆出された血液のうち大動脈内部に蓄えられるのは30～40%前後にとどまり、大部分は一気に末梢まで送り
出されます。そのため拡張期には、大動脈から末梢に流れる血液量が少なくなり、拡張期血圧は低下します
（図２参照）。

【参考資料】 日本医事新報No.4080，No.4256，No.4326，No.4445，日老医誌44（2007）

図２．若年者（左図）と高齢者（右図）の心臓、大動脈、末梢血管の関係

また、心臓の拍動によってもたらされる血圧拍動（順行波）の伝播速度は血管の硬化度に比例し、高齢者で
は若年健常者の1.5～２倍にも達します。若年者ではその拍動の反射波＊は、ゆっくりと中心血管へ反射し、順
行波と拡張期に重合します。しかし硬化した動脈では反射波が早い速度で中心血管へ反射して、順行波と収縮
期に重なるため、さらに収縮期血圧が上昇します。そして脈圧の増大により弾性線維が破壊されて、ますます
大動脈が硬化します（図３参照）。
＊反射波：心臓の拍動は、心臓から末梢に向かって一方的に伝播するだけでなく、血管径の異なる動脈のあらゆる接合点

（分岐点）で反射波を生じます。心臓の直接的な負担となる中心部上行大動脈の血圧（中心血圧）は、順行波

に反射波が加わって決定されます。中心血圧こそが大動脈、心臓、腎臓、脳に直接接する血圧であり、末梢血

圧以上に重要な心血管系疾患のリスク因子であると推定されています。

脈圧を小さくする降圧薬として優れているのは、高齢者高血圧に対するエビデンスが豊富な長時間作用型Ca
拮抗薬であり、次いで降圧利尿薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬、ACE阻害薬となります。

図３．高齢者および若年者における中心血圧波形と末梢血圧波形、その成り立ちのメカニズム

図１．血圧波形と各血圧成分

若年者の状態 大動脈硬化により伸展性が低下した状態
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検 査 セ ン タ ー だ よ り

今年は乾燥する夏場でもインフルエンザが流行しています。特に小さな子どもや高齢者が多く感染し

ています。

今回は、食中毒特有の腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状は通常おきず、インフルエンザ様症状が見ら

れる食中毒であるリステリア症についてお話したいと思います。

まず、リステリア症は Listeria monocytogenes（リステリア・モノサイトゲネス）による、ヒトの
ほか種々の動物にも認められる人畜共通感染症です。本菌は動植物を始め自然界に広く分布しています

ので家畜や野菜など様々な食品が汚染される可能性があります。リステリア菌はあまり聞き慣れません

が、最近になって発見された病原体ではありません。1911年には動物に感染することが確認され、1929

年にはヒトに感染することも確認されました。

症状は、24時間から３カ月間の潜伏期間後に、倦怠感や38～39℃の発熱を伴う頭痛、悪寒、嘔吐など

のインフルエンザ様症状が見られ、重症になると髄膜炎や、意識障害、けいれんを起こす場合がありま

す。しかし、食品からの経口感染による細菌性食中毒のような典型的な腹痛や下痢などの急性胃腸炎症

状はみられません。

原因食品としては、食肉、食肉加工品、生野菜、乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルト）や調理済みの

低温保存食品（弁当、惣菜など）があります。また、本菌は低温でも増殖できる事から、特に加熱せず

に食べる生ハム、ソーセージやソフトチーズのような食品には注意が必要です。

健康な人では感染をしても発病しないことが多い日和見感染症といわれていますが、感染を起こしや

すい人は少量の菌でも感染し症状がでるおそれがあります。感染を起こしやすいのは、妊婦（胎児）、

新生児、乳幼児、高齢者、免疫力の低下した人で、中でも新生児と５歳未満の小児がリステリア症の半

数以上を占めます。特に妊娠中の感染は、妊婦から胎児に垂直感染が起こり、流産や死産の原因となる

ので注意が必要です。

日本で初めて確認された食品媒介性リステリア症の集団感染事例は、2001年に北海道で市販のナチュ

ラルチーズを原因食品とするリステリア症を疑う事例で、国内で唯一の事例です。散発事例は年間数十

例程度みられますが、ほとんどの感染経路は不明です。リステリア症は、感染初期の症状がはっきりし

ないこと、感染してから発症するまでの期間が長期であることから感染経路を特定することが難しいと

考えられています。この集団感染事例もリステリア症の集団発生と確認されるまで３年半もの時間がか

かりました。

このようにリステリア症は、サルモネラやカンピロバクターのように食中毒が発生したとはあまり聞

きませんが、市場に流通しているナチュラルチーズや生ハムからもリステリア菌は検出されています。

予防法としては通常の食中毒対策と同様ですが、低温でも増殖するため、「冷蔵庫に保存してあるから

安心」という過信は禁物です。

参考文献：（社）日本食品衛生協会・感染症情報センター・神奈川県衛生研究所・㈱いかがく

～リステリア症～ 有助　美奈子
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

山口県光市の骨董市に参加する予定だったが、生憎の大雨で７月は、何処にもいけなかった。止むを
得ず今回は、所有の拙い万年筆のコレクションを紹介させていただく。なお当方、精神的に未熟故、多
分に手前味噌になりがちと思うが、何卒御了承願いたい。

～コレクション第１号「モンブラン№24（改）」～
モンブランと言えば、146と149のモデルが定番だが、この№24は、ほぼ40年前の一般向けモデル

で、当時全盛のインナー系（ペン先がボディ内部に組み込まれているタイプ）の１本である。
モンブランにおける、インナー系は、自分の知る限りでは、６種類と記憶している。当該物件は、

ウィングニブ（別名、烏賊ペン）といわれるペン形状を持つ物で、今日においても比較的評価の高いモ
デルである。
ところがこのモデル、非常に厄介な点がある。当時の欧州製品に使われている樹脂製の部品は、結構

な確立でクラック（罅割れ）が生じるケースが少なくない。特に今回の24及び22等のインナー系は、
典型的にキャップがやられることが多い。
この24も本来は、本体と同じグレーの樹脂キャップだったのだが、ご多分に漏れず縦に２㎝位のク

ラックが何条も生じてしまい、インク漏れ等で使用に耐えない有様だった。
これを手に入れたのが今から33年前である。当時はメーカーにも充分な在庫があったらしいから新

しいキャップを取り寄せれば良さそうなものだが、そうは問屋が卸さなかった。何故なら、外部的要因
若しくは経年劣化で生じるクラックではないからである。樹脂の組成が、どうやら日本の気候に合わな
いらしく、取り換えた新品のキャップもインクと接触することにより数週間の内に、クラックが生じる
始末。どうしようもないので数十年余ほっておいたのだが、８年ほど前に骨董屋で見つけた「マイス
ターシュテック№72」のキャップを装着し、
今に至っている。これは、とても有効な手段
だった。金属キャップならクラックは無縁だ
からである。
かくして、24の本体に72のキャップとい

うニコイチモデルが出来上がった。キャップ
が金張りに変わったことにより、当然重さも
増え、書き味は、滑らかさが増す結果となっ
た。これ以降、キャップを取り換えての簡易
なウェイトチューニングにはまり、他にも
２・３本ほど試作したが、それ等については、
又の機会にお話しできればと思う。

羅　焚　屋

羅焚羅焚屋屋の優の優雅雅（でもない？）なな休休日日
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

８月９日に海に行ってきました。天気は朝から曇りで、すぐにでも雨が降りだしそうです。最悪！

的中です。江波のデルタマリンを船出するときはすでに小雨でした。にもかかわらずせっかくの休日、

ボートも借りたし肉もビールもたっぷり買い込んだし、無人島に舵をむけいざ出航です。

幸い波はおだやかです。ラッキー！ 実はデリケートな私は船に弱いのです。40分後野村先生の運転

で無事島に到着。たどりついた島はたぶん大黒神島。真っ先に上陸したのは井上先生、BBQのかまど

の準備が終わるとすぐに海にもぐってサザエを探していました。残念ながら収穫は“０”。そんな中男

性陣はテントを組み立て、雨も本格的に降りそうだし早速かまどに火をいれ炎は全開だ。火が落ち着い

て肉を焼き始めるとアクシデント発生！ ここは無人島ではなかったのか？何か声がするぞ。ヤギだ！

肉のおいしい匂いに誘われ近寄ってきました。ここで大事な食物を取られてたまるかと野村先生が薪を

もって大声で突進。少しヤギもかわいそうでしたが無事追い払うことができました。

小雨の中、さぁBBQだ！ 目の前は広い海、誰もいないプライベートビーチ、そして昼からいただく

最高のビール。天候だけは最悪だがあとは最高！ 小雨のおかげで火加減も最高！ なんて僕たちは前向

きでしょう。食事のあとはひと泳ぎ、同じ広島湾でも海がとてもきれいです。井上先生はまたもやサザ

エを収穫に潜水。浜では海と雨で冷え切った体を温めるのに青木先生がどこかで薪を大量に拾ってきて

焚火の準備。

おしまいは、デザートに雨で冷えたスイカ割り、割ったのは谷川先生。チェッ、おいしいところをと

られてしまった。火を囲んでスイカを食べ、またビールも飲みながらおしゃべりをしていたらあっとい

うまに楽しい時間がすぎていました。

港に帰るころには雨もあがっていました…。

やっぱり夏の海は最高ですね。また来年も行きましょう。

無人島で BBQ
東広島支部 松井　聡政



広島県薬剤師会誌　2009 Vol.34  No.5 61

薬局の位置は廿日市市の国道２号線沿い

にあります。近辺には廣島総合病院、そし

て地御前神社及び旧国道の町並み。そして

風光明媚な宮島があります。

旧国道沿いは車がやっとすれ違う程度の

道ですが、いまだに石碑や塚も残っており

昔はここを大名たちが通ったんだなあと感

じさせてくれます。また、秋のまつりには

流鏑馬も行われるのですよ。歴史探索には

持ってこいの地です。秋祭りには、ぜひ訪

れて歴史的観点から散策をされるととても

面白いと思います。

廿日市市の福祉対策は他の地方都市に比

べて積極的に目がむけられており、全国の

都市のモデル地区にもなったこともありま

す。五師士会（医師会、歯科医師会、薬剤

師会、看護師会、介護福祉士会）として、

互いに連絡を取り合って会議や勉強会、健

康展を開いて積極的に行政に協力しており

ます。私どもは地域に貢献できる薬局が理

念です。

薬局としては、18年目を迎えました。薬

剤師６名体制で日々の業務に忙殺されてお

りますが、会議室を一階に移転し、薬局内

の勉強会を積極的に開いております。

そして、昨年度患者さん用の休憩室を新

たに設置して好評をいただきました。

他のアゼリア薬局グループの薬剤師とも

情報交換やレクリエーションを行い、なん

とか閉塞感を感じないよう努力しております。

（備蓄センター、廿日市市薬剤師会連絡所）

次回は、広貫堂薬局日の出町店さんです。

調剤室 純薬本社ビル社屋 患者さん休憩室

8 ★

ＪＲ山陽本線

広電宮島線

廣島総合
病院 福屋

廿日市消防署 宮内分かれバス停

au

宮内
串戸駅

宮内駅

国道２号線 至広島→←至宮島

↑
至
佐
伯
町 純薬㈱第一薬局廿日市

廿日市市串戸2-17-5
平成４年３月１日開局
代表取締役　渡邊英晶
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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

「薬局製剤（薬局製造販売医薬品）業務指針

第５版」

編　　集：日本薬剤師会

発　　行：株式会社　薬事日報社

判 型 等：Ａ４判・第１～３部の３冊セット

価　　格：定　　価　23,100円
会員価格　21,000円

送　　料：１部　800円

「薬局でできるメタボ対策サポート」

編　　著：昭和大学医学部医学教育推進室

高木　康

著　　者：昭和大学医学部内科学講座　糖尿病・

代謝・内分泌内科部門　　　平野　勉

長嶋理晴

フローラ薬局　　　　　　篠原久仁子

名古屋臨床薬理研究所　　　伊藤順治　

発　　行：株式会社　じほう

判　　型：Ａ５判　173頁

価　　格：定　　価　2,730円
会員価格　2,400円

送　　料：１部　500円

「オレンジブック保険薬局版2009年８月版」

発　　行：株式会社　薬事日報社

判 型 等：Ｂ５判　368頁

価　　格：定　　価　4,515円
会員価格　3,900円

送　　料：１部　350円

「改訂　一般用漢方処方の手引き」

監　　修：財団法人日本公定書協会

編　　集：日本漢方生薬製剤協会

発　　行：株式会社　じほう

判　　型：Ｂ５判　259頁

価　　格：定　　価　7,350円
会員価格　6,600円

送　　料：１部　500円

※価格はすべて税込みです。

書 籍 等 の 紹 介
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８頁　問212…１

36頁　問119…５ 解　説

薬剤師国家試験 正答・解説

ポイント

解　説

ポイント

94回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用
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16頁　問224…２

10頁　問222…３

薬剤師国家試験 正答・解説

94回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

解　説

ポイント

解　説

ポイント
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新型インフルエンザで、日本で
も死者が出ました。
糖尿病、ぜんそく、人工透析を
受けている人や妊婦、乳幼児も
要注意。
手洗、うがい、マスクだけで予
防できるかどうか。
学校も新学期が始まります。
「傾向と対策」……。

＜○ま＞

分業、進捗率の一服感。そして改正薬事法施行から３カ月。市
場はどの様に移ってきているのだろう？或いは変わりがないの
であろうか？日薬は今後、制度実施後の状況を検証していくと
言っているが…。我々がこの制度をビジネスチャンスと捉える
のか、障害とするのかは別として、法の遵守と直面した今、調
剤偏重であった我々の歩みを反省し、『薬剤師の職能とは？』
を真剣に考え、自覚を促されていることは確かと思える。
『医薬品の使用については薬剤師!!』との認識をせめて県民が真
に確信する時まで、我々の不退転の取り組みは続く。

＜K.H＞

会社の方針で10月からSOAP薬歴に!!
要点をまとめ簡潔に文章を書くのはむずかしい。
薬歴の記入時間が倍になっちゃいます。
今月中に慣れなければ…　あせってきました。

＜396＞

今年の夏は暑いという感じがせず過ぎてしまった。
このままでは食欲の秋をどう迎えるか心配だ。
それより新型インフルエンザの方が心配か？
この頑丈な体にはウイルスも敬遠するかな。

＜T２＞

学校薬剤師を担当している小学校で薬物乱用の話をする

予定になってました。

最近、話題になっている覚醒剤、MDMAを中心にと思っ
ていましたら、養護の先生が急に来られて新型インフル

エンザについてもと依頼されました。

４月から学校保健法等の一部が改正され、学校薬剤師と

しての仕事が急に増えた感じがしています。

＜ターボ＞

新型インフルエンザの流行により、ワク

チン不足が懸念されている。

近年では抗ウィルス薬、抗体医薬品と新

たな医薬品の開発が進んでいるが、感染

拡大を防ぐのに重要なのがプライマリー

ケアのさらに前段階ともいえる「手洗い」

と「うがい」というのは皮肉な話。業務

中は勿論、日常生活でも怠らないように

したい。

＜Ｋ－Ｚ＞

編集後記

92009

the editor’s notes

Vol.34 No.5 September

平井紀美恵　　青野　拓郎　　二川　　勝　　池田　和彦
村上　孝枝　　山岡　紀子　　原田　修江　　後藤　佳恵
難波　利元

編　集　委　員
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お 盆 中 の 調 剤 に つ い て
平成21年７月30日

広島県薬剤師会保険薬局部会

中国四国厚生局（旧広島社会保険事務局 保険課）に、お盆休みを薬局の休業日として届け出ている
薬局が、その届け出た期間中の平日（土曜日も含む）に、支部薬剤師会の輪番制で当番薬局として開
局した場合、時間外加算を算定することができます。（保険薬局業務指針Ｐ.86参照）
この場合、店内に輪番制で開局している旨を掲示し、時間外扱いであることを告知してください。
支部薬剤師会の輪番制に参加するには、保険薬局部会会員で、応需薬局登録（県薬ホームページで

一覧できます）が必要です。また、お盆の当番薬局は、８月14日から16日の間、設定することになっ
ています。
◆要件を満たした当番薬局では、

14日（金）・15日（土）は時間外加算を算定可。
16日（日）は休日加算を算定可。

後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する
周知徹底等について

厚生労働省はジェネリック医薬品の普及促進について、「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェ
アを30％以上にする」という目標を掲げて各般の施策に取り組んでいますが、中央社会医療協議会
（診療報酬改定結果検証部会）の調査によると、ジェネリック医薬品へ変更可能な処方せんを持参した
患者のうち、ジェネリック医薬品について説明した患者の割合が「10％未満」であると回答した保険
薬局が37.5％と最も多かったことが判明し、保険薬局としての改善が求められている状況です。
この結果を踏まえ、保険薬局・保険薬剤師に対して後発医薬品の使用促進を図るよう求められてお

りますので、お知らせいたします。
なお、支部から配布される日薬作成の「ジェネリック医薬品に関する患者向け説明・確認用資材」

をご活用ください。

よく見られる保険請求の誤りについて
（ご質問については、FAXでお願いします。FAX：082-249-4589）

・BDマイクロファインプラスの特定保険医療材料価格は、１本 15円で計算してください。
・食直前と食前の薬品など、薬袋を分ける必要があっても、保険請求上は同じ服用時点と見なされます
が、両方で調剤料を算定している例が見られます。
処方入力の際、レセプト出力の際など、再確認をお願いします。

・同銘柄容量違いの錠剤の算定に誤りが多く見られます。
同一製剤と考えて計算してしてください。

－1－

保険薬局ニュース
平 成 21 年 ９ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会

Vol.17 No.５（No.93）
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例１

Rp１ Ａ錠 １錠
Ｂ錠200mg １錠 分１ 朝食後

Rp２ Ｃ錠 ２錠 分２ 朝夕食後

Rp３ Ｂ錠100mg １錠 分１ 夕食後

この場合、Ｂ錠は朝夕食後のＣ錠と服用時点が同じになり、Rp３の調剤料は算定できません。（調
剤料は内服２剤分のみ算定可）

例２

Rp１ Ａ錠 １錠
Ｂ錠200mg １錠
Ｃ錠 １錠 朝食後 一包化

Rp２ Ｄ錠 １錠 夕食後

Rp３ Ｂ錠100mg ２錠 昼夕食後

この場合、Rp3が無ければ、Rp2は内服薬として調剤料が算定できますが、Rp３があると、全てが
一包化薬に入ることになり、Rp2も調剤料が算定できません。

例３

Rp１ Ａ錠 １錠
Ｂ錠200mg １錠 分１ 朝食後　一包化

Rp２ Ｂ錠100mg １錠 分１ 夕食後

一包化の必要がある場合、一包化薬が算定できます。（不自然ではありますが、今の基準を適用す
ると算定可となります。）

９月20日から23日の連休に関わる長期投与

14日制限のある内服薬・外用薬の９月20～23日に関わる投薬について、必要があると認められると
きは、必要最小限の範囲において、１回30日分を限度として投与可能です。年末・年始、ゴールデン
ウィーク、海外旅行と同じ扱いです。また、その場合には処方せんの備考欄、レセプトの摘要欄に長
期投与の理由を記載することになっています。（30日制限のある医薬品についてはそれ以上の長期投与
は認められません）
お盆の休みについては連休とは認められません。
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平成21年９月提出分（８月診療分）に係る国民健康保険
調剤報酬請求書等の早期提出について（依頼）

管 第 １ ６ ８ 号
平成21年８月17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、平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、９月の診療報酬等の審査支払いについては、大型連休の影響により、通常の処理期間が確保

できないため、支払事務等の遅延を危惧いたしております。
ついては、診療報酬請求書の提出締切目は９月10日（木）ですが、これら事情を十分御賢察いただ

き、９月８日（火）までに御提出くださるよう、貴会会員への御周知方について御協力をお願いします。
なお、貴会会員に対しましては、本会から別紙のとおり、御依頼いたしますことを申し添えます。

平成21年９月提出分（８月診療・調剤分）に係る国民健康保険
診療（調剤）報酬請求書の早期提出について（依頼)

平成21年８月18日
各 保 険 医 療 機 関　様
各 保 険 薬 局　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、平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、９月の診療（調剤）報酬審査支払については、大型連休の影響により、通常の処理期間が確

保できないため、支払事務等の遅延を危惧いたしております。
ついては、事情を御賢察いただき、診療（調剤）報酬請求書の提出協力日を９月８日（火）とさせ

ていただきますので、早期提出方の御協力についてよろしくお願いいたします。
なお、提出締切目は９月10日（木）です。



広島市乳幼児医療費補助制度の拡充に係る会報への掲載について
(お願い)

（ 公 印 省 略 ）
平成21年８月20日

（社）広島県薬剤師会
会 長　前田　泰則　様

広島市長　秋葉　忠利
（健康福祉局保険年金課）

拝啓　時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。平素から本市福祉医療行政につきまして、
御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、広島市乳幼児医療費補助制度について、別紙のとおり制度の拡充を行うこととしています。
つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、会報等に掲載していただき、会員の皆様へご周知

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 敬具
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 保険年金課 福祉医療係

担当：上岡
電話　504-2158（直通）

広島市の乳幼児医療を拡大します

広島市では、発達障害児への支援の一環として、その医療に係る保護者の経済的負担を軽減するた
め、平成21年10月から、小学校１・２年生の発達障害（発達障害者支援法に規定する発達障害をいい
ます。）のあるお子さんが、広島市乳幼児等医療費補助を受けることができるようになりました。
また、制度名が「広島市乳幼児医療費補助制度」から「広島市乳幼児等医療費補助制度」へ変更に

なることに伴い、受給者証の名称も、平成21年10月１日以降の発行分から、「乳幼児等医療費受給者証」
へ変更になります。

【拡充の概要】

１　対象者

発達障害と診断された小学校１・２年生の子どもを養育する保護者です。

２　補助開始時期

平成21年10月診療分から対象となります。

※補助の内容、所得制限、一時負担金については、これまでと同様です。

広島市中区国泰寺町一丁目６-34
広島市健康福祉局 保険年金課 福祉医療係

電話（082）504-2158

広島市乳幼児等医療費補助
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薬剤師連盟のページ

「藤井もとゆき活動報告」

骨太2009と来年の医療費改定

昨年の政府の「経済財政改革の基本方針2008」、いわゆる「骨太2008」では、「平成21年度予算編成に

当たっては、社会保障費の自然増を2,200億円抑制する」旨が記載され、このため、昨年末、日本医師

会、日本薬剤師会等が政府に陳情し、事実上（後発品使用促進により230億円を節減する方針を除き）

この方針は凍結されました。

そこで、本年の骨太2009が注目されましたが、救急医療体制の不備等が社会問題化し、日医、日薬等

の強い反対を受けて、政府は、平成22年度は、社会保障に2,200億円の抑制はしないとの方針を決めま

した。６月23日閣議決定された骨太2009には、「骨太2006の趣旨（注：財政改革の方向のこと）を踏ま

え」という文言は残りましたが「来年度予算の概算要求基準（各省庁が財務省に次年度予算を要求する

際の基準、いわゆるシーリング）は、21年度とは異なる概算要求基準とする」とする旨が記載されまし

た。そして、７月１日、その基準が閣議了解され、骨太2009の記載にしたがって、「年金、医療等につ

いては、来年度は１兆900億円の自然増が見込まれるが、その自然増分を、前年度予算に加算して要求

してよい」と明記されました。自然増分をそのまま増やして要求してよい、ということです。ただし、

その後に「自然増について可能な範囲で効率化に努め、その範囲内で社会保障の充実を図る」と記載さ

れています。

さて、来年は、２年ごとの診療報酬、調剤報酬の改定年に当たります。もし、骨太で、2,200億円の

抑制方針が決定していたら、来年は、またマイナス改定となっていたかもしれません。しかし、「可能

な範囲で効率化に努める」とはどのようなことが考えられているのか。また、「その範囲で」とは、「効

率化により浮いた財源で」と読むことができます。例えば、薬価を６％下げると、国の負担分で約

1,000億円の財源が浮きますが、その浮いた1,000億円を、救急医療体制などの「社会保障の充実」に回

す、という意味でしょうか。その真意はわかりません。政局も不安定で、来年の医療費改定の方向の予

測が難しいのが現状ですが、これまでの医薬品の適正使用、安全確保のための努力が無に帰することの

ないよう、薬剤師としての意見をしっかりと主張してゆきましょう。

前参議院議員

薬学博士　 藤井もとゆき
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「藤井もとゆき活動報告」

2008年度の概算医療費

厚生労働省の発表によりますと、日本人の平均寿命が更に伸びました。女性は86.05才、男性は79.２

9才で、女性は世界第１位、男性は第４位だそうです。まさに、人生80年時代、女性は90年時代を迎え

ようとしています。

一方、厚生労働省は、2008年度の概算医療費（保険医療費+公費負担医療費）を発表しました。2008

年度は34.1兆円、対前年約7,000億円増、1.9％の伸びとなったということです。国民一人当たりで計算

すると、26万7,000円、年齢別では70才未満では一人当たり16万4,000円、70才以上では一人当たり75万

7,000円で、70才未満の約4.5倍です。後期高齢者である75才以上でみると86万3,000円、70才未満の約

5.3倍で、月当たりでは７万円強の医療費の出費となっているわけです。収入を年金だけに頼る世代に

とって、医療費負担が大変重いものとなっていることがうかがわれます。人口の長寿化とともに、医療

費負担も増加し続けていますが、国民皆保険を維持していくためには、安定財源の確保など保険財政基

盤の強化がどうしても必要です。

次に診療種別でみますと、医科・歯科診療費は併せて28兆6,000億円、1.2％増、調剤は5.4兆円で

5.2％増となっています。調剤の伸びの原因は、もちろん、医薬分業がなお進展しつつあることです。

薬業マスコミの電算処理による調剤報酬の分析によると、処方せん１枚当たり調剤医療費は7,561円

で、前年度から3.3％増加していますが、内訳をみると、全体の73.6％を薬剤費が占めています。そし

て、投薬日数は、18.8日で５％の伸びと大きく伸びているとのことです。その理由は投薬日数の制限の

緩和が大きく影響すると思われます。その分、調剤報酬に占める薬剤費比率が大きくなっているわけで、

それは、処方せん１枚当たり調剤報酬が3.3％伸びたとしても、技術料部分がそのまま同じだけ増加し

たわけではない、ということを意味しています。逆に、処方せん１枚当たり調剤技術料は減となってい

るのではないでしょうか。

いずれにしても、調剤報酬が医療費全体に占める比率は16％と大きくなっています。国民医療におけ

る医薬分業の役割はますます重要なものとなり、責任も重いものとなっています。国民に信頼される質

の高い医薬分業を育て上げていくとともに、国民皆保険体制を維持してゆくために、後発品使用促進、

保健指導など医療財政の健全化にも貢献してゆく努力が保険薬局にも求められるでしょう。

前参議院議員

薬学博士　 藤井もとゆき



テーマ：「薬剤師、変革の時！　～ 今、何が求められているか ～」

会　期：平成21年11月15日（日）10：30～
会　場：ANAクラウンプラザホテル広島

3Ｆ「オーキッド」 メイン会場・懇親会会場　
4Ｆ「カメリア」 機器展示会場
〒730-0037 広島市中区中町7-20

TEL：082-241-1111 FAX：082-241-1110

参加費：予　約2,000円　　当日3,000円　　学生（社会人を除く）は無料
懇親会3,000円　

＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：1演題12分（発表10分・質疑2分）の予定

２．口答発表の内容について

1）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方

2）保健・医療・福祉分野での地域との関わり

3）患者への情報提供活動や情報収集

4）医薬品に関する調査・研究

5）学生実習の受け入れ

6）その他、日常業務に参考となるもの

３．申込期限：平成21年9月11日（金）まで

発表要旨は10月9日（金）必着

４．申込方法：

ホームページより申込書をダウンロードして、ご記入の上、お申し込みください。

ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

５．申込先：社団法人広島県薬剤師会

第30回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

第30回広島県薬剤師会学術大会第30回広島県薬剤師会学術大会

演 題 募 集演 題 募 集
第30回広島県薬剤師会学術大会

演 題 募 集


	バインダ1.pdf
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	保険薬局ニュース_001
	保険薬局ニュース_002
	保険薬局ニュース_003
	保険薬局ニュース_004
	保険薬局ニュース_005
	保険薬局ニュース_006




