平成21年11月１日発行（奇数月１日発行）2009 Vol.34 No.６

平成21年11月１日発行

ISSN 1342-4351

社団法人 広島県薬剤師会
〒730-8601 広島市中区富士見町11番42号
定
価

電話（082）246-4317（代） FAX（082）249-4589
ホームページ http://www.hiroyaku.or.jp
会員専用ページ ユーザー名：hpa

パスワード：hiroyaku

E-mailアドレス yakujimu@hiroyaku.or.jp
E-mail QR

３
０
０
円

2009

隔月発行

11
224

No.

月号

中国新聞 2009年（平成21年）10月17日
（土）掲載広告

当広告は、中国新聞広告季報において
心に響くデザインとして選ばれました。
2009年６月から８月までの中国
新聞に掲載された話題広告として、
事前審査でエントリーされた候補21
点から、選考委員により広島県薬剤
師会のＰＲ広告を含む７点が選ばれ
ました。
コンビニで薬が買えるなど身近に
なった今だからこそ、薬についての正
しい知識が必要だ。広告では薬剤師の
役割がコンパクトに紹介され、読みや
すく親しみが沸くデザインとの講評で
した。
中国新聞 2009年（平成21年）８月26日
（水）掲載広告

○掲載日／2009年（平成21年）9月27日（日）
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表紙写真 ハブソウ（マメ科）
１年草のハブソウは実を望江南（ぼうこうなん）と呼び健胃・排
便・利尿の目的で民間薬として用いられてきました。日本では葉先
が丸いエビスグサの実を決明子（ケツメイシ）と呼びますがハブソ
ウと区別せず用いてきました。どちらも実だけでなく茎や葉も乾燥
して保存し茶飲されます。
写真解説：吉本 悟先生（安芸支部）
撮影場所：白木町
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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第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。

N

京橋川

記
時：平成21年11月15日（日）10：30〜（懇親会18：00〜）
場：ANAクラウンプラザホテル広島
広島
3Ｆ「オーキッド」メイン会場・懇親会会場
バスセンター
●
4Ｆ「カメリア」機器展示会場
そごう●
〒730-0037 広島市中区中町7-20
紙屋町西
●
TEL：082-241-1111 FAX：082-241-1110
原爆ドーム
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 平和
公園
ください。
NHK●
（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。

日
会

●県庁

本通り
袋町

元安川

本通り
バス停
袋町
●
白神
神社

至広島駅

八丁堀

紙屋町東

ANA
クラウンプラザ
ホテル広島

平和大通り
（100m道路）
至比治山

※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。

プ ロ グ ラ ム
受 付 開 始
開 会 の 辞
薬剤師綱領唱和
会 長 挨 拶
口 頭 発 表

10：00
10：30

（敬称略）

司 会
副会長

藤 山 り さ
村 上 信 行

会 長

前 田 泰 則

10：40〜

座 長
平 井 紀美恵
１．計画的試験検査における崩壊試験結果報告について
社団法人 広島県薬剤師会 検査センター
後
２．ウィキソフトを利用した情報共有システムの構築（第２報）
広島佐伯支部
荒
３．
「お薬手帳」に対する意識調査
安芸支部
内
４．幼稚園・保育所の教職員が必要としている医薬品情報
〜教職員と薬剤師の視点の相違〜
呉支部
田

藤 佳 恵
川 隆 之
山 順 子

山 剛 崇

座 長
村 上 信 行
５．６年制長期実務実習に向けた広島支部（広島市薬剤師会）の取り組み
広島支部
竹 山 知 志
６．私たちの早期体験学習 〜一年生から見た薬剤師像〜
広島国際大学 薬学部
藤 原 典 史
７．ポートフォリオとプロジェクト学習を活用した新人研修を実施して
呉支部
正 西 健 作
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ランチョンセミナー

12：15〜13：15

座 長
木 平 健 治
講 演
「緩和医療における薬薬連携の重要性 〜情報をどう共有するか〜」
聖路加国際病院 薬剤部 チーフ
塩 川
満 先生
口 頭 発 表

14：30〜
座 長

大 塚 幸 三

８．在宅患者における簡易懸濁法の現状について
広島支部

西 原 エミコ

尾道支部

田 辺 ナ オ

安芸支部

長 坂 晃 治

９．地域医療連携に向けた尾道薬剤師会の活動
10．在宅医療における連携体制を目指して
〜在宅関係職種のアンケートを通じて〜

座 長

松 下 憲 明

11．地域連携による簡易懸濁法の導入
安佐支部
岡
12．中心静脈栄養が必要な乳児を在宅でフォローした症例
広島支部
一ノ瀬
13．在宅においてターミナルケアの疼痛緩和症例に初めて関わって
呉支部
大 和
14．保険薬局における在宅医療への関わりとその必要性
〜緩和ケアを必要とする症例を中心に〜
安佐支部
松 谷
特 別 講 演

敦 子
有 記
浩 之

優 司

16：00〜17：50
座 長

前 田 泰 則
木 平 健 治

講 演 １（16：00〜16：45）
演題名：「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
講 演 ２（16：45〜17：30）
演題名：「新型インフルエンザ対策の実際」
広島大学病院感染管理室長
消化器外科 診療准教授

大 毛 宏 喜 先生

質疑応答 （17：30〜17：50）
閉
懇

会
親

会

副会長
18：00〜

木 平 健 治
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第26回 広島県薬事衛生大会開催のご案内
１ 大会の主旨
県民の生命と健康の保持に密接にかかわって
いる薬事関係者が一堂に会し、薬事衛生大会を
開催し、県民の健康増進と薬事衛生の向上に貢
献した薬事功労者等の表彰を行うとともに、互
いの研鑽に努め、薬事衛生思想の普及を図り、
もって県民の保健衛生の向上、並びに医薬品関
連産業の振興に寄与するものである。

大

会

次

第

＜第１部＞
開
会
14：00
挨

拶

広島県薬事衛生大会大会長

広島県知事表彰
２ 日時 平成21年12月３日（木）
14：00〜16：30

叙位・叙勲・褒章・各大臣表彰受賞者披露

３ 場所 広島市中区富士見町11−６
エソール広島 ２階多目的ホール

祝

辞

４ 主催 第25回広島県薬事衛生大会実行委員会
５ 共催 社団法人広島県薬剤師会
社団法人広島県医薬品登録販売者協会
広島県医薬品卸協同組合
広島県薬剤師国民健康保険組合
広島県製薬協会
社団法人広島県配置医薬品連合会
広島県麻薬協会
広島県医薬品配置協議会
６ 後援 広島県
広島県市長会
広島県町村会
社団法人広島県医師会
社団法人広島県歯科医師会
社団法人広島県看護協会

田中町
100m道路

講 師

駅
島
広
至
至比治山

薬剤師會館

中保健所前

加 藤 秀 夫 先生

fffffffffffffffffffff

バス停

バス停

県立広島大学人間文化学部
教授

富士見町

東警察署
中保健所

『食の謎に答える〜マスコミでは
語れない食のウソ・ホント〜』

県内薬事関係団体構成員等

至八丁堀
至平和公園

演 題

約200名

バス停

＜第２部＞
特別講演
15：00〜16：30

エソール広島
広島市中区富士見町11−6
（広島県薬剤師會館となり）

薬 祖 神 大 祭
日 時：平成21年12月３日（木）
午後５時〜
場 所：広島県薬剤師會館４階
会 費：1,000円

fffffffffffffff

８ 参加者範囲

来賓紹介
祝電披露
謝
辞
大会宣言
閉
会

fffffffffffffff

７ 参加予定人員

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

fffffffffffffffffffff
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平成21年度
第１回 中国・四国ブロックエイズ治療拠点病院等連絡協議会
常務理事

重森 友幸

日 時：平成21年8月21日（金）
場 所：鯉城会館
―エイズ及びエイズ治療の現状―
先日８月21日、平成21年度第１回中国・四国エ
イズ治療拠点病院等（59医療機関）連絡協議会が

て判明するAIDS患者は増加傾向にあるとのこと。
早期検査で抗HIV薬治療を受けることがまだ十
分でないことが報告されました。

鯉城会館にて公開で開催され、出席しました。参

日本の男性同性間 HIV 感染予防への取り組み

集者は中国・四国ブロック拠点病院、広島県臨床

も、行政、研究者、ボランティアらの連携によっ

心理士会、中国・四国中核拠点病院、中国・四国

て、拡大防止策が行われています。予防対策と方

拠点病院、中四国各県そして広島市など。13：30

法において、訴求性の高い啓発資材・予防意識を

広島大学原爆放射線医科学研究所教授

啓発する資材の作成、コンドームの常用率の促進、

木村昭郎

先生のあいさつから17：30まで熱心にエイズ対策
の実施状況、特別講演として名古屋市立大学大学
院

看護学研究科

市川誠一教授から「男性同性

有効な資材の普及などが紹介されました。
また最後に症例の検討会がありました。医師の
極めて注意深い診断力が求められる疾患と思われ

間のHIV感染予防対策とその介入について」と題

ました。また、治療には医師のほか臨床心理士、

して。その後、３施設から実際の提示による症例

薬剤師、看護師、福祉職の方々の幅広い連携が必

検討会が行われました。

要となっています。

保健所から県に報告のあった資料から中国５県

急性HIV感染の症状は数週間持続する39度以上

で昨年新たに判明したエイズ患者とHIV感染者は

の発熱（抗菌剤無効）、強い咽頭痛、頚部リンパ

53人と報告されました。新規エイズ患者は15人

節腫脹、発疹などが主な特徴とのこと。

（広島７人、山口１人、岡山７人）また、HIV感

薬剤師の係わり合いとしては、現在は病院薬剤

染者は38人（広島15人、山口８人、岡山14人、鳥

師がチーム医療の中で職能を発揮されていると思

取１人）と残念ながら増加していることが報告さ

います。ここ10年で薬剤師のための抗HIV薬服薬

れました。

指導研修会が20回開催されています。中・四国拠

男性同士の性接触による感染が増えています。
日本では同性愛者や、HIV陽性者への偏見や無理

点病院には7 , 000人の医師がおり、いつ誰が抗

HIV薬を処方するかわかりません。

解が強く早期の予防対策がとりにくい現状があ
る、と報告されました。HIV／AIDS＝死ではな

今後は、薬局薬剤師が治療の中へ加わることが

く、1990年代後半からHAART療法（強力な抗レ

要求されることも予想されます。高い見識を持っ

トロウイルス療法）の導入により病変死亡例は減

て研修することが必要と感じました。

少しているとの報告がありました。早期検査によ
る早期治療の効果が現れています。
しかし、日本では全HIV感染報告に占める

AIDS患者報告は４分の１であり、いまだ発症し
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第71回 日本薬剤師会通常総会
日本薬剤師会代議員

青野 拓郎

日 時：平成21年8月22日（土）・23日（日）
場 所：東京・虎ノ門パストラル
型インフルエンザ対策、公益法人制度改革、薬剤
代議員150名中149名が出席し、阿部常務理事の
師の将来等について、質疑応答が行われました。
司会で総会が始まりました。
保険調剤上の問題についての中では、厚労省の
寺脇副会長による開会の辞の後、正副議長の登
「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検
壇、事務局点呼、会議成立宣告、議事録署名人の
指名、吉田議事運営委員長より議事日程の説明、 討会」にて現行の１日量記載を１回量に改めるこ
とが検討されていることについて、日薬の見解を
決算委員会設置が承認されました。
確認する質問がありました。これについて理事者
児玉会長による会長演述があり、薬剤師職能確
側より、現行の保険ルールでも両者を書けること
立の更なる推進へむけ、様々な取り組みをしてい
になっており、また薬局現場の関連設備は「１日
ると話されました。代表的な事例として、関連法
量」を基に設計されていること等から、検討会で
制度改正への対応、将来の薬剤師・薬剤師会の為
の早急な結論は避けていただくよう考えている旨
の 人 づくり、 城 づくり、そして将来への
回答されました。これに関しては、９月14日の
指針について説明されました。
最後に衆議院選挙後について、「政局や政党が 「第４回内服薬処方せん記載方法の在り方に関す
る検討会」で１回量記載の方向で骨子案が提出さ
どう変わろうとも薬剤師会としてやるべきことは
れており、今後とも注目すべき問題と思われます。
やり、主張すべきことは主張してまいります」と
２日目は、10月の第42回学術大会開催県の川端
話されました。
和子滋賀県薬剤師会長からの挨拶、次いで決算委
会議では、理事者提出議題の報告１件、議案８
員会委員の指名が行われた後、各ブロック１名全
件が一括上程され、山本総務担当副会長及び木村
11名による一般質問が行われました。
担当常務理事よりそれぞれ説明・提案が、また菊
一般質問では、学校保健安全法の周知徹底、薬
池監事より会務並びに会計監査報告が行われま
学部での一般用医薬品に関する教育のあり方、一
した。
次いで、物故会員哀悼の黙祷が捧げられた後、 般用医薬品の流通、登録販売者の法的取り扱い、
薬薬連携等について質疑応答が行われました。
第１号議案について単独採決が行われ、北陸・信
休憩後、議案第２号（平成20年度収支計算書及
越ブロックの松井竹史氏（富山県）の理事追加選
び財務諸表決算の件）の審議を付託された決算委
任が議決されました。
員会が別室で開催され、その間、本会議は中断し
児玉会長より、議案第８号の内容「会館建設に
協議会が開催されました。決算委員会終了後、谷
向け具体的な調査・検討を開始すること。また、
澤靖博委員長より同委員会では理事者提案どおり
条件に合致する建設用地が見つかった場合は、会
館建設に先行して、当該用地取得契約を結ぶこと」 了承する旨の審議内容が報告されました。
引き続き理事者提案の報告・議案の採決が行わ
について説明が行われました。
れ、報告第１号、議案第２〜７号が理事者報告・
その後、重要事項の経過報告として、石井専務
提案のとおり承認されました。ノーベル化学賞受
理事より①医薬品販売制度改正への対応、②薬剤
賞者の下村脩氏を本会の名誉会員とする議案第８
師養成教育（実務実習他）への対応、③公益法人
号についても、満場一致で理事者提案のとおり議
制度改革への対応、④その他に分け説明がありま
決されました。
した。
最後に土屋副会長より閉会の辞が述べられ、２
午後からは、ブロック代表質問が始まり、日薬
日間にわたる総会の全日程を終了しました。
会館建設、医薬品新販売制度、後発医薬品の使用
促進、保険調剤上の問題、薬学生の実務実習、新
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広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
安芸支部

加賀谷 直美

（西部）日 時：平成21年8月30日（日）
場 所：広島県薬剤師會館
参加者：116名
私は昨年６月の講座ア・オに引き続き、この８
月にイ・ウを受講しました。

になります。しかし、少し安心したのは何気なく
毎日していることが実習では意味があること。例

まず「薬剤師の理念」の講座でした。薬剤師の

えば、インフルエンザの患者の家族への注意をア

仕事は様々な医療を提供する施設で医師や看護師

ドバイスすることや、後発品への変更の際飲みや

とともに医療に携わり、国民の健康な生活を確保

すい小さい錠剤にすることなど。私達が経験して

すること、より良質で安全な薬物療法へ貢献し患

得た技術や知識が実習になるとわかると少し安心

者の安心と満足を得ることです。講座の最後に、

しました。

これらを社会から認知され薬剤師の職能が確立さ

４時間近いビデオによる講習会でしたが、来年

れてこそ薬剤師の理念を語れるという言葉があり

から始まる学生実習のよい心構えとなりました。

身の引き締まる思いでした。
次の「教育改革の流れ」では、６年制になって
今までと異なる学習方法についての話がありまし
た。私が学生の頃と違い、自分が薬剤師として働

―東部開催―

く姿を想像できる教育に変化していることがわか
ります。そして６年制になって時間に余裕がある
分、薬剤師としての実習やグループでの討論など

日 時：平成21年8月23日（日）
場 所：福山まなびの館ローズコム

コミュニケーション能力の向上を目指すことに多
くの時間が費やされています。実験室での実習や
講義で忙しかった学生時代を思い出すと今の学生
が羨ましくなりました。
「病院における実務実習モデル」と「薬局にお
ける」とは別々の講座でしたが、私は薬局に勤務
していますので、薬局についての講座を特に注意
深く聞きました。薬局実習も２ヵ月半という長い
期間なので余裕を持って体験できますが、受け入
れる側の私は不安があります。私自身が薬局実習
をほとんど経験していないですし、大学で学んだ
ことも今の学生とは随分違います。実習の内容は、
調剤、服薬指導、学校薬剤師、在宅医療、休日夜
間診療、検品などあらゆる業務が対象です。果た
して、学生が納得できる実習ができるのかと心配

参加者：36名
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平成21年度 広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会
副会長

村上 信行

日 時：平成21年8月26日（水）
場 所：(財)広島県環境保健協会
８月末に標記の運営委員会が（財）広島県環境

ています。研修会は各委員所属組織の持ちまわり

保健協会にて開催されました。昨年度は第３回日

開催で第４回が広島県薬剤師会担当のようでし

本禁煙学会学術総会が広島県で開催され、この

た。一昨年は福山市医師会が担当し福山市で開催

ネットワークの構成委員は全員運営委員会に所属

され、福山市薬剤師会も「エプロンシアター」を

して大会にあたる必要があり、従来の委員会は開

田口直子先生に実演していただきました。岩森先

催されませんでした。平成14年に健康にっぽん21

生や環境保健協会の岡田理事長あたりが気に入ら

の「たばこ」に関連した保健、医療関係組織、団

れ、のちに岡田さんの紹介でRCCテレビの取材、

体、企業（ノバルティス、ファイザー）11が集

放映もありました。21年度研修会は担当が一巡い

まって設立し、安佐市民病院名誉院長の岩森茂先

たしまして県医師会が担当であり、日赤看護大学

生を運営委員長として医師会、歯科医師会、薬剤

の川根教授が10月31日（土）に「シンポジウム」

師会、看護協会、環境保健協会各代表が委員を務

を決定されました。当日は薬剤師会の「支部長、

めています。

理事合同会議」で意見として述べましたが複数組

活動の具体的目票は

織のスケジュール調整ですのでやむをえません。

１）たばこ病、たばこの害の知識の普及

シンポジスト割り当ても来ましたが、私は出席で

２）未成年者喫煙防止教育への参画

きませんので重森常務理事に無理やりお願いして

３）女性喫煙率の低減、特に妊産婦禁煙に向けて

しまいました。

積極的支援
４）成人喫煙率の低減、職場の分煙実施に対する
具体的指導
５）禁煙外来リスト（医師、歯科医師、薬剤師）
の作成と公表

日本薬剤師会にもここ２回の代議員会で、取り
組みへの問題提起されていますが、先般の滋賀学
術大会後の都道府県禁煙支援連絡会を近畿ブロッ
ク独自の会と位置付け、半数以上の都道府県が
「日薬開催」と認識して学術大会終了後も残留し

６）禁煙指導ライブラリーの開設

ていたのに、腰を上げない日薬への不満だけが爆

７）ホームページ開設により県民・市民からの意

発した感がありました。

見投稿、Ｑ＆Ａの実施

登録販売者が出来てしまった以上、
「薬剤師薬」

８）本ネットワークへの参加団体の募集

の「一類」の扱いが一般販売のアイテムとしてス

９）禁煙支援110番（仮称）開設準備

イッチ OTC の推進に繋がります。調剤にのみ特

10）禁煙成功者と禁煙希望者との集い開催企画

化する危険性が見えているいま、ニコチン貼付薬

11）その他

は一つの試金石かもしれません。自らの禁煙はも

となっています。当面年１回の総会と研修会を
企画し、産業医研修目的の「たばこと健康広島
フォーラム」は本ネットワークも参加して行われ

ちろんですが武器を持つ薬剤師として是非、地域
で支援の輪を広げましょう。

9
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平成21年度 抗HIV薬服薬指導研修会
日 時：平成21年9月6日（日）
場 所：広島県薬剤師會館
ら、利用するための申請、更新作業を支援されて

報 告 Ⅰ
広島支部

井上 映子

います。手続き中に会社や他人に知られないよう
な配慮や、煩雑な事務作業を代行することもされ

今回は、病院内のソーシャルワーカー、カウン

ています。病気の発覚による対人関係の変化に対

セラーの先生方の講演でした。前回までは、HIV

応するためには、まず本人が主体となり治療を継

の動向、病態、治療薬、予防、感染経路などのお

続できるよう支援されているとのことです。

話がありました。HIV感染者・AIDS患者数の推
移を見るとその数に驚かされます。日本における

HIV 新規感染者は10 , 539件、新規 AIDS 患者は

「服薬を支えるもの 邪魔するもの
−臨床心理師の立場から−」

4,900件となっています。（2008年エイズ動向委員

荻窪病院 血液科

会報告）特に広島での感染者の急増を知り、近い

カウンセラー 小島 賢一 先生

将来一般医療機関で診療され、院外処方せんを持

HIVの感染経路が血液製剤、麻薬の回し打ち、

参された時の薬局側の対処について、具体的に考

性感染などであることは既知の通りですが、「患

えさせられることとなりました。

者０号」とされる方はゲイの患者で、 CDC の調
査では、40人の男性に感染させたと推定されてい

「HIVソーシャルワークと医療制度
治療を継続するために」

ます。日本では、血友病治療薬としてアメリカか
ら輸入した血液製剤を多く使用していたため、感

広島大学病院 エイズ医療対策室

染を危惧していたが、加熱製剤の認可が遅れたた

医療ソーシャルワーカー 舩附 祥子 先生

めに、1985年以前に非加熱製剤を使用した血友病

AIDSの症例が世界で始めてCDC（アメリカ疾

患者が多数感染した、という背景があります。荻

病予防管理センター）から発表された1981年、学

窪病院では血友病患者を多く診ておられたため、

生であった当時は何かの事件でもあったかのよう

HIV患者も治療することになったそうです。前回

に報道を目にしていました。1987年頃は、日本で

までの研修では、HIVは発病までの期間が長く、

もエイズパニックが起こり、感染に対する過剰防

慢性疾患と考えてよいとのことでしたが、発病し

衛や偏見などで、公立病院でも診療拒否や高額医

ないためには患者が服薬行動を継続することが必

療費のための受診拒否等の問題が起こっていま

要です。心理カウンセラーの先生は、現実的、具

す。現在も、HIV患者の不安の中で一番多いのは

体的に服薬開始前、開始時、薬の変更時に起こる

医療費関係で65％を占めるとのことです。そこで、

患者心理を分析し、患者に治療の目的意識を持っ

HIV患者が利用可能な４つの制度（高額療養費、

てもらう手法を説明されました。

身体障害者手帳、自立支援制度、重度心身障害者

医師、薬剤師を含め、医療従事者はまず適格な

医療費助成制度）についてご説明がありました。

情報提供、わかりやすい説明を行うことが求めら

エイズ医療対策室では、患者が制度を知ることか

れています。ところが、正当なことばかり理詰め
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で説かれると、患者というのはこちらにマイナス

が、それにも関わらずアドヒアランスが悪く、服

なことを言えなくなる。そこで、患者の話しを聞

薬行動を維持できない事例が多数あるそうです。

き、共感したり、逃げ道を用意し問題解決に導く

特に服薬開始前の関わりが大切で、服薬を支援す

のが心理士の仕事であると言われていました。処

る者の心得として、安心して繰り返し相談できる

方せんのやりとり、服薬指導だけで解決できない

相手となれるように努めることや、決して無理に

問題が多いHIV患者・エイズ発症患者の薬を扱う

説得しないこと。そして、その患者に適したより

時には、私達は薬の説明だけで精一杯となること

具体的な服薬方法を提示することによって、自分

が予想されます。ひとつ深呼吸して、HIVチーム

にもできそうだという自信を深めてもらい、自ら

の役割としての薬剤師の役割をよく考えて、患者

の決断を促すことがとても重要であると強調され

に接することができればと思います。

ていました。時間的な制約もあるので、薬剤師は
臨床心理士の様には、充分なアプローチは出来な
いかもしれませんが、支援者としての心構えは一

報 告 Ⅱ
広島支部

緒だと考えます。カウンセリングスキルを理解、

古元 俊徳

取得しておくことも大切なことです。
支援を受ける患者は、先の見えないゴールに戸

和やかな雰囲気のなか始まった医療ソーシャル

惑い、絶望感や不安感そして倦怠感など刻々と心

ワーカーと臨床心理士の２名の先生による研修会

理状態が変化して行きます。その中で服薬行動を

は、医薬品などをテーマにした研修会とは一味違

維持して行くことはとても大変なことです。結局、

うとても人間味あふれる興味深い内容の講演で

病気を受け入れることが出来ない人が、うまく服

した。

薬出来ていないようです。 病気に対する認知

最初に広島大学病院のHIV診療の現状報告が行

の大切さを感じます。自分自身を否定することな

われました。 HIV 感染者数は累計168名であり、

く、自己を肯定し、自尊感情を維持できるように

まだまだ増加傾向にあるとのことです。今後、こ

支援して行くことの大切さを改めて感じました。

の領域においても薬剤師としての関わり、職能が
十分期待されると同時に責任ある行動が求められ
ると感じました。そして変革し続ける医療制度の
詳細をすべて網羅することは無理としても、医療
チームの一員である医療ソーシャルワーカーとの
連携により、適切な個別相談、対応が可能になる
と思います。特にHIV感染者が利用できる医療費
助成制度は馴染みが薄く、今回、初めて知った制
度もいくつかありました。例えば、高額療養費、
身体障害者手帳、自立支援制度（更正医療）、重
度心身障害者医療費助成制度などです。中でも自
立支援制度は、医療機関、薬局、患者それぞれの
事前登録が必要とのことでした。
次に抗HIV薬ですが、製剤の進歩により服用す
る薬の種類・回数ともに少なくなったようです
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平成21年度 緩和ケア薬剤師研修
日 時：平成21年9月24日（木）・30日（水）
場 所：広島県緩和ケア支援センター

役割では、オピオイドローテーションの考え方、

報 告 Ⅰ
東広島支部

小埜 真理子

平成21年９月24日と９月30日広島県緩和ケア支

オピオイドと非オピオイドの鎮痛機序の違い

レ

スキュードーズの使用方法等など、盛りだくさん
の内容を学びました。

援センターにて、薬剤師のための緩和ケア研修会

２日目の在宅緩和ケアの実際では、訪問看護師

が開かれました。薬剤師は、薬局から出て、地域

の立場の厳しい現状を理解するとともに、帰りた

との連携をはかりつつ、医療人の一員としての役

いという患者さんに誠実に対応しているのに、感

割を果たしていかなければと、常々思っていまし

心させられました。また常任理事の有村先生より、

た。今回この研修会に参加でき、勉強する機会を

保険制度、在宅診療指導の位置づけについての説

与えていただき、とても感謝しています。

明。また医師会薬剤師から、緩和ケアチームの一

がんは死因の１位であり、約３人に１人はがん

員としての薬剤師の専門性を生かして、いかに地

で亡くなる時代です。１日目の研修では、セン

域と連携していくかを学びました。最後のグルー

ター内の施設説明から始まり、支援室長の名越先

プワークでは、病院薬剤師と保険薬局薬剤師の地

生より、広島が目指す緩和ケアについてのお話で、

域連携からはじめ、必要な情報を共有し、緩和ケ

平成19年４月に施行された「がん対策基本法」に

アの一員として、薬剤師がどのように関わってい

より、がん医療水準の均てん化を促進するため、

くかの理解を深めました。

拠点病院が各地区に設置され、緩和ケア病棟を
持っている病院もある事。センター長の本家先生
から、緩和ケアにおける症状マネジメントのメカ
ニズムについてのわかりやすい講義がありまし

報 告 Ⅱ

た。がんの痛みの分類、痛みの治療の戦略、鎮痛

尾道支部

薬使用の基本原則などが、理解できました。マネ
ジメントの実際では、終末期のがん患者さんへの、

鍋加 和子

初めて「広島県在宅緩和ケア」に関する講習会

人工的水分補給について、いろんな推奨レベルが

に参加させていただきました。不安と期待が半々

あることを、また在宅緩和ケアの実際では、在宅

でしたが、皆様が優しく迎えてくださいまして、

医の田村先生から、住み慣れた家でその人らしく

緊張もほぐれ、内心ほっと致しました。

生活する事により、最後を迎えることの大切さを

研修内容はきちんと要領良くまとめられてい

学びました。更に地域における「在宅緩和ケア」

て、今、何故「在宅緩和ケア」が必要なのかがよ

の現状と課題では、自宅に帰りたいという患者さ

く分かりました。

んの希望に、医療者がとても誠実に対応している

少子化によって日本人の人口構成がもう既にピ

のに感心しました。緩和ケアチームでの薬剤師の

ラミッド型では無くなってきている事や、日本人
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の２人に１人がガンで亡くなる時代になっている
事を知りました。たとえガンになっても、自宅で
痛みの無い生活が送れるようになりつつあります。
その為には、緩和ケアに対する知識を持ってい
る薬剤師の在宅訪問が不可欠だと実感致しまし
た。地域の薬剤師は調剤用の薬の他、 OTC 薬や
口腔ケアの知識を持っています。薬とサプリメン
トの相互作用の知識もあります。
薬剤師は今こそ、この知識を地域の皆様の為に
生かさなければならないと思いました。
地域の皆様にもっと薬剤師の存在をアピールし
なければならないと思います。
これからも、患者さんのより良い生活をお守り
する為に、より一層の研修に励みたいと思いま
した。
講師の皆様、御関係者の皆様には心より御礼を
申し上げます。色々と御指導くださいまして有難
うございました。

予告 公認スポーツファーマシスト実務講習会の開催について
開催日時：平成22年１月31日（日）
午後１時〜４時30分
開催場所：広島県薬剤師會館

４階ホール

（広島市中区富士見町11−42）

bbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

本年度より、JADA（日本アンチドーピング機構）による公認スポーツファーマシストの認定
制度が開始され、日本薬剤師会ではこの制度に協力するべく、実務講習会を各県薬剤師会で開催
することとなりました。
つきましては、ドーピング防止活動は、認定を受けた薬剤師のみが行うものではなく、薬剤師
の職能知識として知っておく必要があると考えられますので、認定希望者のみの講習会とせず、
本会々員にも聴講できる機会を設けました。
なお、受講者リストをホームページにて公表し、県民への情報提供も行いたいと考えています
が、この講習会の聴講だけでJADAからのスポーツファーマシスト公式認定は受けられないこと
を申し添えます。
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第44回 薬草に親しむ会に参加して
常務理事

瓜生 智加子

日 時：平成21年9月27日（日）
場 所：三次市吉舎町（三次市立安田小学校周辺）
さわやかな秋空のもと、暑くもなく、寒くもな

も、ボタン、アサガオ、つわぶき、サンショウ、

く、大変過ごしやすい気候の中で、薬草に親しむ

蛇のひげ等の薬草があり、その家の方は先生にい

会が開催されました。参加者は194名で盛り上が

ろいろと詳しく教えていただかれていました。そ

りのある会となりました。

こから、どんどん山へと登っていきました。近所

10時に開会し、村上副会長の挨拶に始まり、続

の主婦たちは、いつもの散歩コースに、こんなに

いて吉舎支所長さんの歓迎のお言葉をいただきま

たくさんの薬草がある事を知り、大変喜んでおら

した。次に、本日の指導者の紹介があり、それぞ

れました。先生に、熱心に薬効や使い方等を聞い

れの先生方のグループに分かれての散策となりま

ておられました。約２時間くらい、道端の薬草を

した。

勉強しながら、山へと入っていきました。100種
以上の薬草がありました。地元の主婦が、「昔、

指導者の先生は、
広島大学薬学部教授

大塚 英昭 先生

おばあさんにクリやイガや葉を煎じたエキスをお

広島大学薬学部准教授

神田 博史 先生

できに塗ってもらい治った事がある。」と昔の知

呉市立奧内小学校教頭

久藤 広志 先生

恵の実体験も聞かせていただき、大変充実した勉

尾道自然に親しむ会会長

横山 直江 先生

強会となりました。12時に安田小学校の体育館に

東和環境科学㈱環境技術部

吉野由紀夫 先生

もどり、昼食をとりました。

元高等学校教諭

桑田 健吾 先生

13時から、各先生方に今日の薬草についての解

元広島大学理学部

豊原源太郎 先生

説をしていただき、有意義な一日となりました。

庄原 林業試験場

伊東 之敏 先生

広島漢方研究会理事長

吉本

悟 先生

吉舎町は今、自然保護地域になっていて、
「ブッポウソウ」という鳥や「ダルマガエル」
、植

以上の９名の先生方で、そのうち１名はとび入

物では、「セツブンソウ」「ユキワリイチゲ」「サ

りでした。私は、吉本悟先生のグループで勉強さ

サユリ」「カタクリ」の保護に力を入れているそ

せていただきました。このグループの中には、近

うです。

所の主婦が４〜５人いらっしゃり、その中の１人
の方の家の庭を見せていただきました。庭の中に

皆様も是非一度、安らぎの里
てみてください。

吉舎町をたずね
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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
日 時：平成21年10月4日（日）10：00〜13：00
場 所：広島県薬剤師會館
防止対策には個人のみならず、社会環境への対

報 告 Ⅰ
東広島支部

策が必要であることは言うまでもありません。

前信 加代子

ほんとうに微力ではありますが、薬物乱用防止
教育に少しでも助力できるよう、これから働きか

平成21年10月４日午前10時より、広島県薬剤師

けて行きたいと思っています。

會館に於いて平成21年度の薬事衛生指導員講習会
及び広島県学校薬剤師会研修会が行われました。
「くすりの正しい使い方について」日本薬剤師

報 告 Ⅱ

会副会長前田泰則先生が、又「薬物乱用防止教育

三次支部

八影 利恵

のあり方について」日本薬剤師会副会長豊田良夫
先生が講演されました。「くすりの正しい使い方

去る10月４日に広島県薬剤師會館で行われた薬

について」のお話では、改正薬事法により、新た

事衛生指導員講習会及び広島県学校薬剤師会研修

な一般用医薬品の販売制度について十分な周知を

会に参加させていただきました。

図るとともに、医薬品を使用する消費者が、医薬

講演①「くすりの正しい使い方について」

品を十分理解して適正に使用することが出来るよ

日本薬剤師会 副会長 前田泰則先生

う知識の普及や啓発のための施策の充実を図るこ

②「薬物乱用防止教育のあり方について〜進

と、又、小中高の各学校の各指導要領においても、

め方と話すポイント〜」

医薬品に関する学習が反映されるよう、学校と協

日本学校薬剤師会 副会長 豊田良夫先生

力のもとに、学校薬剤師がなすべき事を話されま

平成21年度に学習指導要領が改訂され、平成24

した。「薬物乱用防止教育のあり方について」で

年度に全面施行されるにあたり、学習指導要領改

は、学校薬剤師に期待される役割として、学校環

訂のポイントを踏まえ、社会的要請に応えられる

境衛生の維持管理・薬物乱用防止教育・医薬品の

学校薬剤師活動を行う為にどのような取り組みを

適正使用のための教育・学校と地域の医療機関な

行っていくべきであるかについて説明がありま

どの連携・保健教育などの助言などについてお話

した。

されました。「こうしたい！」という熱いメッ

改訂ポイントとして喫煙・飲酒・薬物乱用など

セージを子ども達に伝え、しっかりと指導をして

の行為がもたらす影響については勿論のこと、昨

行くことが大切という先生の熱意が感じられまし

今のいじめや自殺などの心の部分の教育として

た。昨今の大学生や、タレントの大麻や覚せい剤

「生きる力」という理念の共有、豊かな心や健や

の乱用などが、社会に大きな動揺と深刻な影響を

かな体の育成のための指導の充実という項目が盛

与えました。1998年の調査では東京都内では、

り込まれた事です。

30％に及ぶ高校生、10％に及ぶ中学生が共に薬物
を乱用する者がいると、答えているそうです。

また、学校保健法の改訂（学校保健安全法に改
称）により、中学校において「くすりの正しい使
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い方」授業が必須となることや、地域の公民館活

れ、薬物が地域社会や学校へと広がっていき、特

動などで「くすりの正しい使い方」啓発資材を活

に若者の場合は非常に伝染力の強い伝染病となっ

用し、学校薬剤師及び各薬剤師が積極的に『薬物

ている現状の記載がありました。薬物依存症を治

乱用防止活動』を地域等で行えるように支援及び

療する医療機関や更生施設は日本ではアルコール

活用できる資材の紹介がありました。

に関するもの以外はほとんど無く、薬物の解毒・

豊田先生のご講演では学校薬剤師に期待される

断薬の動機付け・家族への指導・更生プログラム

役割を理解した上で、学校へのプレゼンテーショ

を持っている機関は全国に４ヵ所しか無い事につ

ンの実施方法や実践しておられる学校薬剤師活動

いても記載がありました。

について、実際の薬物乱用防止教室で使用してお

学校薬剤師や薬事衛生指導員などは地域社会と

られる教材や、実りのある授業とする為の工夫な

薬剤師を直接結ぶ業務を担っており、顔の見える

どについて紹介がありました。また、第三次薬物

薬剤師を目指す今日においてとても重要な役割が

乱用防止５ヵ年戦略や、近年における大学生の大

あると思います。一部の大人が作りだした闇の世

麻乱用問題等を踏まえ、くすり教育活動（薬物乱

界に、若者たちが足を踏み入れ、薬物乱用をきっ

用防止教室）の支援の為のツール・参考資料の紹

かけとして薬物を買うお金の為に他の犯罪にも手

介がありました。水谷修先生の『青少年の薬物汚

を染める事の無いように、薬物乱用の危険性につ

染の現状と背景』の資料では青少年の薬物汚染が

いて正しい知識を持ち、『 NO ！』と言える強い

大きな社会問題となっている事についての記載が

心を育む為に、私達薬剤師はくすりの専門家とし

ありました。様々なメディアから薬物に関する多

て薬物乱用防止教室を通して若者たち、そして地

くのいい加減な情報を入手し、その情報が若者達

域社会に関わっていく必要性がある。将来を担う

の興味や関心を煽り、薬物を試してみたくなる現

若者達には健やかに成長し、そして笑顔で明るい

状や、覚せい剤に新しい名前を付け、ファッショ

未来を築いてもらいたい。その為に機会を頂いた

ン感覚で乱用しはじめたこと、注射には抵抗が

時は１人でも多くの人に薬物乱用防止の重要性に

あった若者達が、覚せい剤の新しい乱用法によっ

ついて伝えられるよう準備をしておこうと思う。

て抵抗感無く広まってしまった事などが挙げら
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平成21年度
第２回 広島県医療審議会
副会長

平井 紀美恵

日 時：平成21年10月5日（月）15：00〜16：30
場 所：広島県庁北館
上記審議会が委員26名中22名出席で開催された。
議事
［Ⅰ］議案第１号 「広島県地域医療再生計画」について
広島県医療政策課から計画についての趣旨、基本方針、検討経緯と計画案の説明があり、Ａ案・
Ｂ案とも全委員が案の通り承認し、知事に答申することを決定した。
Ａ案

★広島都市圏を中心とした地域医療再生をめざす（県全体で取り組む事業）
。
①広島県地域医療総合支援センターの設置
広島市立安佐市民病院（広島北部圏域）⎫
⎪
厚生連広島総合病院（広島西部圏域） ⎬ を核として医療体制の整備を強化する。
東広島医療センター（広島中央圏域） ⎪⎭

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

②高精度放射線治療センターの設置（二次医療圏で取り組む事業）
広島都市部の四基幹病院（広島大学病院、県立広島病院、広島市立広島市民病院、広
島赤十字・原爆病院）の機能

分担・連携を推進し、高度で効果的な医療の提供体制

を充実強化する。
Ｂ案

★中山間地域を中心とした地域医療の再生をめざす（県全体で取り組む事業）
。
①大学医学部の地域枠を拡大し、中長期的医師確保を図る。
②巡回診療船「済生丸」を建造し、離島における住民の医療提供を維持し、がん健診受
診率の向上を図る（岡山県・香川県・愛媛県・広島県の４県共同）
。
★府中地域の医療機能を維持（二次医療圏で取り組む事業）
①府中北市民病院の改修及び厚生連府中総合病院の建て替え整備
②公立世羅中央病院と三原市立くい市民病院の集約化・再編
③府中地域及び世羅地域医療機能連携合同会議の開催
★福山市域の救急医療体制の充実強化（二次医療圏で取り組む事業）
①福山地域救急支援診療所（休日・夜間診療科）を設置する。

［Ⅱ］報告第１号 医療法人の設立許可等の状況について
設立10件、解散２件、社会医療法人の認定２件の報告があった。
※社会医療法人：新しい制度で山間部にも対応できる医療機関
現在広島県では４件（全国55件）
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日本薬剤師会
第３回 都道府県会長協議会（会長会）
副会長

松下 憲明

日 時：平成21年10月10日（土）14：30〜17：30
場 所：滋賀県大津市・琵琶湖ホテル3階「瑠璃」
会 長 挨 拶
座 長 選 出
議 題
１．報 告
第１号 会務報告（平成21年７月〜９月）
第２号 日薬を巡る最近の動きについて
（１）中央社会保険医療協議会
（２）社会保障審議会について
（３）チーム医療の推進に関する検討会
（４）内服薬処方せんの記載の在り方に関
する検討会
（５）薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析
事業
第３号 日薬会館建設に向けた対応について
第４号 医薬品新販売制度への対応について
第５号 薬学教育６年制への対応について
第６号 公益法人制度改革への対応について

第７号 新型インフルエンザへの対応について
第８号 「薬と健康の週間」における全国統
一事業の実施について
第９号 薬局・薬剤師の「年間啓発カレン
ダー」について
第10号 平成22年度予算・税制改正要望につ
いて
第11号 その他
（１）平成20年度 DEM 事業概要報告及び
21年度事業について
（２）在宅服薬支援マニュアル改訂版につ
いて
（３）公認スポーツファーマシスト認定制
度について
２．協 議
第１号 平成22年度調剤報酬等改訂の件
第２号 その他

報告 第７号 新型インフルエンザへの対応について
ワクチン接種スケジュールの目安

中学生、高校生、高齢者に順次接種
小学校高学年
１歳未満児等の保護者
小学校低学年
幼児（１歳〜就学前）
基礎疾患（その他）
基礎疾患（最優先）
妊婦
医療従事者

国内産ワクチン
輸入ワクチン

死亡者や重症者を減らすためには、流行のピー
ク時であっても、これらの患者に対する医療体制
を維持する必要があることから、インフルエンザ
患者の診療に直接従事する医療従事者について
は、第一優先の接種対象者とする。なお、WHO
の勧告によると、必要な医療体制を維持するため、
第一優先として医療従事者に接種すべきである、
とされています。

広島県も10月20日より医療従事者へのワクチン
接種が始まりましたが、残念ながら開局薬局薬剤
師は医療従事者には含まれていません。感染予防
対策は、各現場において、充分な注意をはらい、
調剤に対応していただきたいと思っています。
会議の後、昨年の「ノーベル化学賞受賞者 下
村脩先生」歓迎の宴（ウエルカムパーティ）が開
催されました。
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第42回 日本薬剤師会学術大会
広島佐伯支部

荒川 隆之

日 時：平成21年10月11日（日）・12日（月・祝）
場 所：滋賀県大津市・琵琶湖ホテル
10月11日・12日に滋賀県大津市にて開催された

い、という思いがあったため、示説時間以外もポ

第42回日本薬剤師会学術大会に参加させていただ

スター近くに待機し、興味を持ってくださった先

きました。

生に説明させていただきました。

日薬学会には、毎年参加しているのですが、や
はり、人の多さはものスゴく、開会式会場の琵琶
湖ホールでも早い段階で入場制限が行われていま
した。また、会場間はシャトルバスが巡回してい
たのですが、歩いて回れる程度の距離で、湖畔を
のんびり歩く参加者も多く見られました。

本年度からは、ランチョンセミナーが全て事前

おかげで発表は大変盛況で、持参した名刺は１

予約制となっていたり、一般演題においても一定

時間ほどで配り終え、150枚印刷していった「薬

のルールが設けられるなど、学会自体いろいろ改

剤師ノート」のチラシも示説前になくなり、大津

善されているようにも感じました。特に一般演題

プリンスホテルにダッシュして、200枚ほど追加

において、査読および採択審査が強化されたため

印刷しました。発表内容に共感してくださる先生

か、メーカー色の強い演題などが減っている印象

も多くおられ、今後連携したいといってくださっ

を受けました。

た薬剤師会やチェーン薬局の社長さんもおられ、

今回は、私自身が「薬剤師ノート」という

Web 上の質疑応答事例集について発表すること

大変嬉しく思いました。
この他、11日の夜には、SNS「薬剤師ねっと」

もあり、学会初日は、 IT 関連の演題を多く回り

オフ会が開催され、約80名のメンバーが集まりま

ました。また、学校薬剤師関連の演題についても

した。全国各地の先生方と意見交換することがで

いくつか見ることができました。

き、大変充実した時間を過ごすことができました。

学会２日目は、自身のポスター発表もあるため、

今後もこのような学会に参加できるよう、また

ほとんどポスターにつきっきりとなりました。今

発表できるよう自己研鑽に努めてまいりたいと思

回の目標は、多施設の薬剤師間で質疑応答情報を

います。

共有することができる「薬剤師ノート」を１人で
も多くの薬剤師さんに伝えたい、知ってもらいた
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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23回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 福山」
広島支部

坂原 由美子

日 時：平成21年9月12日（土）・13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）
福山で開催された第23回実務実習指導薬剤師
ワークショップ（WS）に参加しました。60名が
６つのグループに分かれ、１グループは薬局薬剤
師７名、病院薬剤師２名、大学教員１名のように
様々な立場から意見が出るよう考えられた構成と
なっており、最初にコンセンサスゲームを行いま
した。『（答えのない）問題に全員で取り組み、意
見を出し合い、成果を作成する』という作業を通
して、初対面の10名がコミュニケーションをとり
徐々にまとまっていく…スモールグループディス
カッション（ SGD ）のおもしろさを体感し、２
日間のWSがスタートしました。
第１日目は、
『薬学教育の問題点の抽出（KJ法）
』
『学習目標の作成』『学習方略の作成』、第２日目
は、『教育評価法の作成』
『問題点への対応の作成
（二次元展開法）』というそれぞれの学習課題につ
いて、≪講義⇒ SGD ⇒発表⇒討議≫を繰り返し
ました。限られた時間内で話し合い、意見をまと
め、成果を作成して発表しなければいけないので、
グループ作業はいつも時間に追われ大変でした。
意見が出過ぎてまとまらなかったり、どうすれば
いいかわからなくなると、タスクの方から気づき
を促す助言や「いいものができているから自信を
持って」など声をかけてくださり、最後まで乗り
切ることができました。

今回のWSに参加し、学習カリキュラムを作成
する作業を経験したことで、『目的・方略・評価
の３要素』、『形成的・総括的評価』の意味や実施
時期、『プレ・ポストテスト』の意義などを学ぶ
ことができ、「薬学生実務実習指導の手引き」の
構成や内容を以前より深く理解できるようになり
ました。また目標到達のための方略は何か、その
ために必要な資料は何か、評価をどのようにおこ
なっていくか、など具体的に考えられるように
なったことは大きな成果だと思います。
これからWSに参加する薬剤師に「どうでした
か？」と聞かれると、「大変だった…でも充実し
た２日間だったし、メンバーも良くて楽しかった
よ。」と答えています。 WS 初日の不安感も大変
な作業も、だからこその充実感も、貴重な体験と
なりましたし、これから実習に来る学生の気持ち
も少し想像できました。また『学習することの証
は 変化 である』という講義中の言葉も心に残
りました。2.5ヵ月という長期の学生実習なので、
学生と積極的にコミュニケーションをとり、日々
の 変化 を丁寧に評価し、学生が常に前向きな
気持ちで実習期間を過ごせるよう、受け入れ準備
を進めていきたいと思います。
最後になりましたが、お世話いただきました皆
様、ⅡCグループの皆様、ありがとうございました。

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24回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 岡山」
日 時：平成21年10月11日（日）・12日（月・祝）
場 所：就実大学
そして完璧に守られた時間厳守。それは一番最初

報 告 Ⅰ
広島支部

の初顔合わせによる自己紹介から始まった。制限

炭本 剛志

時間は忘れましたが、時間を過ぎれば容赦なく襲
うベルの鳴る音に、ただでさえ緊張している参加

見事なまでのスケジュール。実にきめ細かく、

者に新たなプレッシャーが加わっているように感
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じた。
ワークショップは、全メンバーの積極的な参加
により成り立つものであり、その主たる行為は、
グループとしての学習でした。流れとしては、最
初に各グループにコース（課題）が与えられ、全
体で作業についての事前説明、そして各グループ
に分かれて討議し、まとめたものを全体で発表し、
さらに全体で討議するというものでした。
私たちのグループに与えられた課題は病院実務
実習で「チーム医療」というユニットについて。
病院での勤務経験がない私にとって、これは難し
い。各グループでの討議に入り、少し萎縮してい
た私とは対照的に水を得た魚のように活発な意見
を出す病院薬剤師の方々。現場の現状から実際に
学生を受け入れる状況を真剣に考え、現実的に考
えるがゆえにぶつかる矛盾に大いに悩み、苦慮す
る真摯な姿に、私を含め他のメンバーも引きずら
れるように熱い意見が飛び交うように。しかし、
意見が立ち止まったり、相いれなかったり、脱線
したりと収拾がつかなくなり、制限時間が近づく
と、タスクフォースという進行をサポートしてく
ださる方々が、作業や討議の方向を修正し、きっ
ちり時間通りに作業が終わるように導いてくれ
た。このタスクフォースの方々には、グループ討
議が活発に進む雰囲気作りに配慮し、その進行を
見守り、必要に応じて情報を提供したり、作業や
討議がスムーズに行くように助けていただき、
ワークショップが参加者にとって、とても素晴ら
しく有意義なものにした大きな要因であったと感
謝の気持ちとともに感じた。
今回の講習で、これから実務実習に取り組む指
導薬剤師として、タスクフォースの方々のような
存在になり、学生にとって実習が有意義なものに
なるように準備をしていきたい。
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報 告 Ⅱ
呉支部

中江 左知子

秋晴れの10月11・12日、晴れの国岡山にて行わ
れたワークショップ（ WS ）に参加しました。
WSに参加しないと認定申請できないし、学生の
受け入れもできない、２日間も缶詰でいったい何
をするのだろう、長いなぁ、まあ無難に終われば
いいか、などと思いながら参加しました。
会場に着いてからは分刻みのスケジュールが組
まれており、説明・課題提示→スモールグループ
ディスカッション（ SGD ）→発表・全体討議の
繰り返しであっと言う間に１日目が終わり、２日
目も終了してしまいました。初めの顔合わせの時
にタスクの方が「笑顔で帰れるようにがんばっ
て。」と言っていましたが、終了時、参加者皆の
顔が笑顔でした。それは時間に追われて終わって
しまったと言うのではなく、何やらかなりの満足
感を得た、達成感のような感触だったと思います。
今回のWSは、10名がグループになりSGDを行
い、30名での全体討議になりました。10名は薬剤
師免許を持っているが年齢も働いている場所（病
院、保険薬局、大学）も違う人たちで構成されて
おり、私はⅠ−C、非常に面白いメンバ−でした。
SGD ではメンバーそれぞれ違う立場からの見解
を、違う視点でどんどん意見として出し合い、非
常に興味深い討議ができ、あっという間に話がま
とまってしまって時間が余ったり、白熱しすぎて
時間が足りなくなったり、どちらにしても盛り上
がりました。個人の意見も協力でこんなにもまと
まるものなのかと驚きました。全体討議では他の
グループの意見を聞き、さらに別の方向から客観
視でき、得るものが非常に多かったです。
私はWSにて参加者全員で討論・作業をする事
で有効な成果を得る事ができることを体験し、教
育とは？が、今は私が習って来た事とは違う事を
学習し、今後の普段の業務にも様々な方向から活
かす事ができると確信しましたが、是非、もっと
たくさんの人がWSに参加し同じように体験し共
感してもらえたら良いと思いました。学生の実務
実習は参加型であり、学習者と指導者で目標を共
有し、ともに育ち、ともに変わろうとするならば
なおさらだと感じました。学生実習を受け入れる
ために今回の参加は様々な面に対しフィードバッ
クをする良いきっかけにもなりました。
最後に、Ⅰ− C メンバーの皆さん、タスクの
方々、運営スタッフの皆様に感謝し、御礼申し上
げます。
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広島県がん対策推進協議会『がん患者団体ヒアリング』
副会長

大塚 幸三

日 時：平成21年10月16日（金）
場 所：メルパルク広島6階
10月16日（金）メルパルク広島６階安芸の間に

薬物を通して見るがん患者と、必死に死の恐怖

て会合がもたれました。広島県がん対策推進計画

から逃れるために仲間同士の連携やなぐさめのた

アクションプラン作成に伴い、関係団体より７団

めに活動されているギャップに逆に驚き、自分の

体（ほか２団体は書面提案）からの意見・提案等

あさはかさを感じました。人間生きている限り、

が行われました。

死という時期に到達します。病気を憎み、なぜ、

患者からの多くは、がん疾患そのものの情報が

どうして自分だけがと悩み苦しむ期間が過ぎ去っ

入手しにくい、正確な情報・知識を得るにはどう

てしまいます。そんな患者にとって心のケアはど

したらいいのか、高齢者にとってはホームページ

れほどのものかは想像できるでしょう。医薬品と

閲覧などは操作等で困難だから、書面にて回覧等

いう物に『こころ』を添えて患者に接するよう指

の方法ができないものか、乳がん無料検診クーポ

導してくれた亡き父をあらためて思い出しました。

ンもありがたいが５大がん以外のがんにも気を
配っていただきたい等、１団体10分の時間をオー
バーしながら現状を報告されました。

薬剤師でできること、薬剤師でなければできな
いこと。もう一度考えてみましょう。
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薬事情報事業の一環として、講演などの資料を掲載することとなりました。会員の皆様の講演資料作成
等に役立てていただければと思います。無料でお貸し出しできる物を掲載していますので、各資料で興
味のある方は県薬事務局にご連絡ください。又、新しく入手した資料につきましては、順次掲載します。

【ＣＤ】
題

名

提供者・管理者

形

式

1 スモーキングベイビー
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

2 肺癌
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

3 みみず
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

4 Every cigarette is doing you damage♂
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

5 Every cigarette is doing you damage♀
（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

6 小学生向けスライド１（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

7 小学生向けスライド２（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

8 小学生向けスライド３（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

9 キラキラ10／４（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

10 青少年に（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

11 「どこまで知ってる？」薬物乱用（中学生用）

村上信行

（パワーポイント）

12 「薬について」
（小学生用）

村上信行

（パワーポイント）

13 錯乱

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

14 破壊

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

15 脳のイメージ１

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

16 脳のイメージ２

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

17 脳のイメージ３

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

18 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

19 受動喫煙で血管収縮（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

20 オーストラリアの禁煙CM（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

21 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

22 軽いタバコの嘘（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

23 手遅れ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

24 １年分のタール（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

25 ニコチン依存ネズミ（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

26 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

27 脳出血（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

28 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

29 レイン（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

30 smoker's face（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

31 コロンビア・ライト（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

32 デビ・オースチン（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

33 ユル・ブリンナー（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

34 悪魔のacademy（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）

35 眼底出血（禁煙）

増田和彦

（メディアプレーヤー）
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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

51 褥瘡に使われる医薬品について
52

（パワーポイント）

情報センター （パワーポイント）

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 （DVD）

【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）
◎ 新規受付は今年８月末をもって終了しました。

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10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10月１日現在

部 門
指 定 店
ゴム印・ ㈱入江明正堂
印鑑
ホテル ㈱呉阪急ホテル
ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル
リース
会社

日立キャピタル㈱

家具

㈱河野家具店

森本木工 西部

看板

㈱サインサービス

警備

ユニオンフォレスト㈱

会
員
価
格
営業日時
定 休 日
所
在
地
（ ８ 広島市中区新天地1_1
現金25％引、クレジット20％引 ９:30〜19:00 日曜、祝日、
月の土曜）
宿泊20％引、宴会５％引、婚礼 年中無休
呉市中央1_1_1
５％引、料飲10％引 外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼 年中無休
広島市中区中町7_20
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ 年中無休
広島市中区三川町10_1
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
福山市三之丸町8_16
宿泊17％引、レストラン５％引、年中無休
宴 会 料 理 ５ ％ 引 、婚 礼 、 料 飲
５％引
年末年始、夏期 広島市中区国泰寺町1_8_13
オートローン3.6％、リフォーム 年中無休
休暇等当社指定 あいおい損保広島ＴＹビル
ローン3.9％ 外
定休日を除く 6Ｆ
呉市中通4_10_17
店頭表示価格から５〜20％引 ９:00〜19:00 毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13〜15、
広島市安佐南区中須2_18_9
25〜60％引き 赤札より10〜 平日
８:30〜18:00 12/29〜1/4
15％
年中無休
毎週土・日曜日、安芸郡府中町柳ケ丘77_37
見積額の10％割引
祝日
無休
呉市中央2_5_15
機械警備10,000円／月〜、ホー 平日
ムセキュリティ4,000円／月〜、９:00〜18:00
保証金免除

㈱全日警広島支店 月額警備料金10,000〜15,000円（土・日曜及び
（ 別 途 相 談 ）、機 器 取 付 工 事 代 祝 祭 日 を 除
20,000〜30,000円、保証金免除 く）
㈱北川鉄工所
建物
平日
特別価格
広島支店
８:45〜17:30
時計・宝石 ㈱ナカオカ
15〜20％引（企画品、相場価格商
・メガネ
品は除く）
・カメラ ㈱下村時計店
現金のみ店頭表示価格から10〜 ９:00〜19:00
20％引（一部除外品あり）
自動車 広島トヨペット㈱ 特別価格
ＤＵＯ南広島
自動車部 ㈱モンテカルロ 専用カード（ＧＯＬＤカード申 10:00〜
（店舗名）
品
19:00･20:00
込者のみ）
吉島店・安古市店 モンテカルロ各店にて、通常価 閉店時間は曜
五日市店・可部店 格より10％引き、エンジンオイ 日により変更
高陽店
ル等交換工賃無料、８項目点検 となります。
府中店・三次店 無料、車検・鈑金・アウトレッ
呉店・西条店
ト割引有、ポイント有100円で１
蔵王店・駅家店 ポイント、※従来のコーポレート
尾道東店・三原店 カードは廃止になります。
㈱フタバ図書
書籍
現金のみ定価５％引（直営店のみ）
㈱紀伊国屋書店 現金のみ定価の５％引
広島店
ゆめタウン広島店
食事・
食品

お好み共和国
全店全商品５％引
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
５％引
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

土・日・祝日

広島市中区幟町3_1
第3山県ビル5Ｆ

毎週土・日曜日、広島市南区東雲本町
祝日
2_13_21
毎週水曜日、夏 広島市中区堀川町5_10
期年末年始
月曜日
広島市中区本通9_33

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

(084)922_2121

(082)249_8011

(0823)22_2250

(082)879_0131

(082)281_4331
(0823)32_7171

(082)222_7780

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

広島市中区吉島西2_2_35

(082)541_3911

年中無休

本社
広島市西区商工センター
4_8_1

本社
(082)501_3447

定休日不定

広島市西区観音本町2_8_22
広島市中区基町6_27
広島バスセンター6Ｆ
広島市南区皆実町2_8_17
ゆめタウン広島3Ｆ
広島市中区新天地5_23

(082)294_0187
(082)225_3232

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

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

(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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９月８日 平成21年度薬事衛生指導員講習会及
び学薬薬剤師研修会の開催について
（各支部長）
９月９日 医療事故情報収集等事業平成20年年
報の送付について（各支部長）

県薬より支部長への発簡

９月14日 新型インフルエンザ患者数の増加に
向けた医療提供体制の確保等につい
８月18日 平成21年台風第９号による被災者に
係る被保険者証等の掲示等について

て（各支部長）
９月15日 広島社会保険事務局の移転等につい

（各支部長）

て（各支部長）

８月18日 「平成21年７月中国・九州北部豪雨」

９月17日 平成21年度医薬品価格調査及び特定

ならびに「平成21年台風９号」に係

保健医療材料価格調査の実施につい

る地方公務員共済組合の短期給付に
係る事務処理について（各支部長）

て（各支部長）
９月17日 ブラウンバッグ運動について（各支

８月21日 第30回広島県薬剤師会学術大会の会
員発表について（お願い）
（各支部長）
８月24日 中国新聞への広告掲載について（各
支部長）
８月24日 広島市の国民健康保険被保険者証の
更新等について（各支部長）
８月25日

医療事故情報収集等事業「医療安全情
報No.33」の提供について（各支部長）

８月26日 平成21年台風第９号による被災者の
「石綿による健康災害の救済に関する
法律」に係る公費負担医療の取扱い
について（各支部長）
８月26日 「平成21年７月中国・九州北部豪雨」
ならびに「平成21年台風第９号」に
係る警察共済組合の短期給付に係る
事務処理について（各支部長）
９月２日

広島県中国四国厚生局との共同によ
る集団指導の実施について（各支部長）

９月２日

呉市の国民健康保険者証の更新等に
ついて（各支部長）

９月３日

医療事故情報収集等事業「医療安全情
報No.34」の提供について（各支部長）

９月25日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の
認定更新について（各支部長）
９月25日 薬剤師会認定基準薬局の平成21年度
第３次認定について（各支部長）
９月28日 医薬品の適応外使用に係る保険診療
上の取扱いについて（各支部長、保
険部会担当理事）
10月１日 支部長・理事合同会議の開催につい
て（各支部長、各役員）
10月２日 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析
事業第１回集計報告の送付について
（各支部長）
10月５日 ブラウンバッグ運動について（各支
部長）
10月８日 新型インフルエンザ「基本的対処方
針」の改訂等について（各支部長）
10月８日 「新型インフルエンザ（A/H１N１）

福祉医療被公費負担制度のに係る老

ワクチン接種の基本方針」等につい

人医療費助成（41老人）の事業終了

て（各支部長）

について（各支部長）
９月３日 平成21年10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）
９月４日 「ブラウンバッグ運動」事業につい
て（各支部長）
９月４日

部長）
９月24日

保険薬局の新規、廃止、変更等につ
いて（各支部長）

10月８日 広島国際大学薬学部OSCE外部評価者
参加依頼について（各支部長）
10月13日 一 般 新 聞 紙 へ の 広 告 掲 載 に つ い て
（各支部長）
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平成21年８月常務理事会議事要旨
日 時：平成21年８月20日（木）18：00〜20：30
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長
木平、大塚、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、瓜生、小林、重森、田口、谷川、
野村、二川、政岡各常務理事
議事要旨作製責任者：野村常務理事
１．報告事項
（１）７月定例常務理事会議事要旨
（２）諸通知
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告
（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．日本薬剤師会法制委員会（第１回）
７月17日（金）東京・日薬にて開催され、薬事法
の一部改正についての意見、話し合いが行われた
と報告された。
イ．日本薬剤師会編集委員会
７月29日（水）東京・日薬にて開催され、日薬雑
誌、日経ラジオの段取りの取り決めを行ったと報
告された。
ウ．第１回広島県地域医療再生計画推進委員会
８月10日（月）県庁・北館にて開催され、県医師
会、広島大学が医師不足解消や救急医療体制の整
備に向けたプランを提案した。10月中旬までに２
事業にまとめ国に提出し、選出されれば30億〜
100億円の交付金を受けられる。薬剤師会として
も、研修事業や24時間体制の薬局をつくるなど、
活用していけることが望まれると報告された。
エ．正・副会長会議
８月20日（木）で開催し、公益法人ワーキンググ
ループを立ち上げることとなり、担当役員に青
野・谷川・野村・二川各常務理事にお願いするこ
ととなったと報告された。
（木平副会長）
ア．新薬剤師研修会
７月26日（日）広島国際大学国際交流センターに
て開催され、新薬剤師34名の参加があったと報告
された。
イ．第24回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
７月31日（金）岡山県薬業会館にて開催され、実
習を受け入れる薬局からの施設申請の記載内容に
ついて文科省より指摘のあった。特にOTC、学
校薬剤師、漢方等についてどのように実習をして
いくのかといったことは、各支部を主体として対
応を進めていくことになると報告された。
ウ．第21回広島プライマリ・ケア研究会
８月９日（日）広島医師会館にて開催され、独
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居・孤立の人をどう支援していくかといった内容
であったと報告された。
（大塚副会長）
ア．平成21年度広島県がん対策推進協議会
７月28日（火）県庁・北館にて開催され、始めに
今年度の予定について会議した。ガン対策推進と
して乳ガン患者にはモデルの手帳を作り、それを
使っての受診の推進を図ることと、推進支援病院
についての疑問・質問等があったと報告された。
イ．管理記録簿作成委員会
８月11日（火）で開催し、今年度の大幅な薬事法
改正及び、新しい薬局ガイドラインを管理記録簿
に掲載するにあたり、法令に従って10月くらいま
でにはひな形を提出する予定になっているとの報
告があった。
（平井副会長）
ア．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）ホテルグランヴィア岡山にて開催
され、新しい医薬品販売制度への対応について、
日薬の制度への考え方や今後の対応の仕方が述べ
られた。またOTCの推進については、今までの
ことを反省しながら取り組んでいくことなどの方
針が話し合われたと報告された。
イ．平成21年度第１回広島県医療審議会
８月７日（金）県庁・北館にて開催され、地域医
療支援病院の名称承認については、３病院ともに
各申請条件をいずれも満たしているとして承認す
るよう決定した。広島県地域医療再生計画の策定
については、検討委員会などを設けて、いろいろ
な条件をもとに審議会で諮っていくと報告され
た。
（松下副会長）
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）鯉城会館にて開催され、17の関係
団体で審議された。薬物は約８割が覚醒剤で特に
近年では若年層の使用者が急激に増加している。
また報告では、三次の杉田先生（備北地区協議会
会長）から、各会場で研修会やキャンペーンを
行っているとの報告があった。
イ．平成21年度薬草に親しむ会
７月24日（金）広島県薬剤師會館にて薬務課との
打合せが行われたとの報告があった。
８月４日（火）三次市吉舎支所開催地へ薬務課と
挨拶に行ったことの報告があった。
ウ．日薬代議員中国ブロック会議
７月25日（土）岡山・岡山プラザホテルにて開催
され、次の６つの質問がされたと報告された。
① 国家公務員俸給について
② 薬剤師のイメージについて
③ ふるさと実習について
④ 医薬品の無駄について
⑤ 医薬品コードの掲載について
⑥ 第２薬剤師会について
エ．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
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７月27日（月）国保会館にて開催され、年に一回
保険料の検討が行われるが、後期高齢者医療制度
が廃止になるか、このまま継続していくか今後の
状況次第であるということが報告された。
オ．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）中国四国厚生局にて開催され、薬
局新規４件で、但し２件は組織変更と更新２件が
承認されたと報告された。
（村上副会長）
ア．薬局実習受け入れ実行委員会
８月６日（木）で開催し、OTCについては、薬
局の実態を調べ、全く設置のない薬局に関しては
各支部からお願いし、全ての薬局に置くこととす
る。各薬局においてもOTCに関する研修実習を
支部単位・県薬単位でおこなっていくこととし、
今年度は受け入れするすべての薬局に購入整備を
していく方針であると報告された。
イ．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）研修会
８月７日（金）ビューポート呉にて開催（30薬局）
８月８日（土）西部 広島県薬剤師會館にて開催
（29薬局）
東部 広島県民文化センターふくやまにて開催
（32薬局）
ブラウンバッグ4,000枚を作り、内の約3,000枚は
各支部より各薬局１薬局につき２枚のバックを配
布することとし、残り約1,000枚については今後
の案に添った形で配布する。集計については９月、
10月、11月、12月と資料提供が可能であれば４ヵ
月延ばして２月に集計することとした。今後Ｑ＆
Ａ等も作成していき、支部より要請があれば説明
していくと報告された。
（豊見専務理事）
ア．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
７月23日（木）、７月30日（木）に広島県緩和ケ
ア支援センターにて開催された。
緩和ケア薬剤師研修会には、平成20・21年度の２
年間で70名の受講があったと報告された。
イ．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）三次の薬局での共同指導がおこな
われ、朝８時半から総勢10名ほどが出向き、その
後は、福山に移り指導がおこなわれた。特定共同
指導とは多県にまたがるチェーン保険薬局の指導
ということで、今回は広島がメインでやっている
福山の薬局において話を聞いた。必要な確認をし
ていない、薬歴に何も書いていない等、今まで立
ち会ってきた個別指導でもあった内容の他に、今
回新しかったのが、処方せんを受け取り、患者と
話をしてから調剤にうつるといった形で、調剤指
針を変えていくという指導があったと報告された。
ウ．スマートライフ講座
７月29日（水）県庁・農林庁舎にて開催され、県
主催の一般県民を対象とした講座で、今回は講師
として、新しい医薬品の販売とくすりの正しい使
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い方についての話をしたと報告された。
エ．日薬年金委員会
８月３日（月）東京・日薬にて開催され、日薬の
法人化にも影響することであるが、公益事業でな
い年金が財産としてあるということが、公益にし
ていくうえで問題になっていくのではないかと
いったことが報告された。
オ．日本薬剤師会平成21年度第４回理事会
８月４日（火）東京・日薬にて開催され、日薬会
館の建設問題が議題となり、採決を取ったところ、
賛成派の数が多かったため建設を進めていくとい
う方向で金額は20億を限度ととし、８月22日の日
薬代議員会において提案をすることに決定したと
報告された。
カ．日本薬剤師会DI委員会
８月６日（木）東京・日薬にて開催され、情報セ
ンターが協同して何か作業ができないかといった
問題が話し合われたと報告された。
キ．日本学校薬剤師会理事会
８月７日（金）東京・日薬にて開催され、10月４
日には広島県版としても開催される、日薬と日学
薬の協同研修会についての話がされたと報告された。
ク．中国四国厚生局訪問
８月10日（月）広島合同庁舎の中国四国厚生局に
村上副会長と訪問した。厚生局長が替わられたと
いうことで、就任された野島厚生局長に挨拶をし
たと報告された。
ケ．レセプトオンライン請求の現状について
レセプトオンライン請求について、広島県内では
まだ40件くらい問題を抱えている保険薬局がある
が、薬局の存続、保険調剤を続けていくかどうか
決断をせまられ迷っている薬局に対しては、手書
きであればまだ23年まで猶予があるため、手書き
にするよう指導していただきたい。また、レセコ
ンがあっても古くて使えないといった問題も、レ
セコンを買い換える場合に補助金がでるとあるが
まだ確定事項ではないので、手書きに戻すよう指
導していっていただきたいと報告された。
（青野常務理事）
ア．認定基準薬局制度運営協議会
７月23日（木）広島県薬剤師會館にて基準薬局の
認定審査を行った。
更新薬局は70件でうち49件が審査に通っている。
新規薬局は４件でうち２件は審査に通って、残り
２件は不備があったため保留となっていると報告
された。
イ．広報委員会
８月７日（金）広島県薬剤師會館にて開催され、
９月号の原稿の校正及び未入稿のチェックを行っ
たと報告された。
（田口常務理事）
ア．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WG
８月17日（月）東京・日薬にて開催され、中四国
の場合は第三者委員会を立ち上げ、実習の継続困
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難事例等への対応を考えてきているが、全国的に
みるとまだ進んでないということで、日薬として
は全国の機構に提案していく。ハラスメントの研
修会を各県にやってもらうため、資料としての冊
子作りの準備をしてきたとの報告をされた。
（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30日（木）８月６日（木）８月17日（月）
薬事法の改正に伴い、日薬から105万円の補助を
受け、新しい医薬品販売制度に関する新聞広告を
掲載することが前回の会議で決定して、その後中
国新聞の広告社担当と意見を出し合い検討した。
８月26日（水）の中国新聞朝刊に掲載すると報告
された。
（野村常務理事）
ア．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）国保会館にて開催され、実行委員
会事態を継続するかどうか、広島県民運動推進会
議との統合、解体させるかの３つの選択肢を今年
度にかけて決めるにあたり、各団体に現状と今後
の活動方針を問われ、県薬としては県民推進運動
会議との統合を進めていきたいということを伝え
た。これに伴った活動で、福祉祭についてはパン
フレットの配布等で参加するが、今年度のフード
フェスティバルについては、土曜日の参加が難し
い点や、今年度は健康ウォーキング大会への協力
もあるといったことから、不参加と決定したと報
告された。
２．その他の委員会等報告事項
（１）厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の
ためのワークショップ「第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）松山大学にて開催さ
れた。
（２）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）島根大学にて開催さ
れた。
３．審議事項
（１）第30回広島県薬剤師会学術大会について
日 付：平成21年11月15日（日）
場 所：ANAクラウンプラザホテル広島
懇親会の内容をどのようにしていくか。30回の記
念大会ということをふまえ招待者をどうするかと
いった点、また懇親会アトラクションの提案を前
田会長のご意見をいただき、担当部署とで検討し
ていくこととされた。
（２）医療薬学フォーラム2010／第18回クリニカル
ファーマシーシンポジウム組織委員の就任及び後
援について
日 時：平成22年７月10日（土）・11日（日）
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場 所：広島国際会議場
主 催：（社）日本薬学会医療薬科学部会
共 催：（社）日本病院薬剤師会、（社）日本薬
剤師会
組織委員就任１名には前田会長の名前で承諾。後
援名義についても承諾することとされた。
（３）
「県民ウオーク in みはら 市長と歩こう！健康
ウオーキング大会」について
日 時：11月22日（日）
場 所：三原市佐木島
主 催：三原市、ひろしま健康づくり県民運動推
進会議
今回が初参加となるが、スタッフの派遣（業務は
コース内の誘導等）については三原支部にお願い
をすることとし、ブースへの参加・出展をする要
望があれば補助を出すこととされた。
（４）安佐支部のファックス機購入の補助について
50万の助成をすることに決定することとされた。
（５）第29回医療情報学連合大会について
保健医療情報学国際共同会議広島2009
会期 平成21年11月21日（土）〜平成21年11月25
日（水）
第29回医療情報学連合大会（11月22日（日）〜25
日（水））に於いて、県薬に動員要請があったの
は、11月23日の一般の医療関係者に向けた大会と
なり、後援名義の承諾と薬事情報センター職員を
派遣することが了承された。
（６）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について
日 時：11月７日（土）・８日（日）
場 所：アステイとくしま
徳島県薬剤師会会長から多数ご参加いただきます
ようにとの要請があり、会誌の中に掲載すること
とされた。
（７）支部長・理事合同会議の開催について
開催日：平成21年10月31日（土）に開催すること
に決定された。
（８）後援、助成及び協力依頼等について
ア．セミナーの共催について
日 時：未 定
主 催：田辺三菱製薬㈱
協力依頼を受け、薬事情報センターと田辺三菱製
薬㈱とで日程調整等したうえ、薬事情報センター
で決定し進めてもらうこととされた。
４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
９月17日（木）午後６時に開催し、議事要旨作製
責任者は二川勝常務理事とされた。
（２）
「がん検診へ行こうよキャンペーン広島2009」協
力会議について
大塚幸三副会長が出席することとなった。
（３）その他行事予定
ア．検査センター委員会
８月21日（金）
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イ．平成21年度第１回中国・四国ブロックエイズ治療
拠点病院等連絡協議会
８月21日（金）於 鯉城会館
ウ．日本薬剤師会平成21年度第５回理事会
８月21日（金）於 東京・日薬
エ．第74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
オ．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
カ．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
キ．広報委員会
８月24日（月）
ク．
「がん検診へ行こうよキャンペーン広島2009」協
力会議
８月25日（火）於 広島医師会館
ケ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の個別指導
８月26日（水）於 広島合同庁舎
コ．平成21年度広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会
８月26日（水）於 （財）広島県環境保健協会
サ．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
シ．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
ス．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
セ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月１日（火）於 東京・日薬
ソ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
９月３日（木）於 東京・日薬
タ．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
チ．平成21年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
９月６日（日）於 広島県薬剤師會館
ツ．広島県女性薬剤師会総会
９月６日（日）於 広島県薬剤師會館
テ．日本薬剤師会編集委員会
９月７日（月）於 東京・日薬
ト．広報委員会
９月８日（火）
ナ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月９日（水）於 東京・日薬
ニ．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）
ヌ．薬局製剤活用についての研修会
９月13日（日）
ネ．日本薬剤師会常務理事打合会
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９月15日（火）於 東京・日薬
ノ．常務理事会
９月17日（木）
ハ．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
ヒ．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
フ．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
ヘ．薬草に親しむ会
９月27日（日）於 三次市吉舎町
ホ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月29日（火）於 東京・日薬
マ．業務分担４担当役員打合会（管理記録簿）
９月29日（火）
ミ．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
ム．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４日（日）於 広島県薬剤師會館
メ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月６日（火）於 東京・日薬
モ．第19回広島県健康福祉祭
10月８日（木）・９日（金）於 広島県民文化セ
ンター
ヤ．広島県自殺対策講演会
10月９日（金）於 庄原市ふれあいセンター
ユ．日本薬剤師会第３回都道府県会長協議会（会長会）
10月10日（土）於 滋賀県大津市
ヨ．平成21年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議
10月11日（日）於 滋賀県・大津商工会議所
ラ．第42回日本薬剤師会学術大会
10月11日（日）・12日（月）於 滋賀県大津市
リ．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24回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 岡山」
10月11日（日）・12日（月）於 岡山・就実大学
ル．常務理事会
10月15日（木）
レ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
10月18日（日）於 福山
ロ．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18日（日）於 広島県薬剤師會館
ワ．新公益法人制度に関する個別相談会
10月20日（火）於 県庁・本館
ン．日本薬剤師会常務理事打合会
10月20日（火）於 東京・日薬
A．高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会
10月25日（日）於 エソール広島
B．平成21年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験
10月25日（日）於 東広島市・広島大学
C．日本薬剤師会常務理事打合会
10月27日（火）於 東京・日薬
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平成21年９月常務理事会議事要旨
日 時：平成21年９月17日（木）18：00〜20：20
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、政岡各常務理事
議事要旨作製責任者：二川常務理事
１．報告事項
（１）８月定例常務理事会議事要旨
（２）諸通知
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告
（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．第２回広島県地域再生医療計画推進委員会
８月27日（木）県庁・北館にて開催されたが、政
権交代により政府が変わったので、予算等、今後
どうなるか内容について未定と報告された。
イ．第35回広島県国保診療施設地域医療学会
８月29日（土）ウェルシティ広島（広島厚生年金
会館）にて開催され、例年どおりの発表会があっ
たと報告された。
ウ．正・副会長会議
９月４日（金）に開催し、広島県の「がん検診へ
行こうよキャンペーン広島2009」と関連の「ピン
クリボンキャンペーン in 広島実行委員会」につ
いて主に協議し、県知事表彰の推薦者を決めたと
報告された。
（大塚副会長）
ア．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）広島国際会議場にて
開催され、重森常務理事と参加したと報告された。
イ．
「がん検診へ行こうよキャンペーン広島2009」協
力会議
８月25日（火）広島医師会館にて開催され、啓発
資材のポスター・チラシを各薬局へ配布すること
とし、のぼりについては各イベント等に貸し出さ
れると報告された。
また、広島県は乳ガン検診のモデル地区となって
いることも併せて、がん検診を受ける割合を50％
にすることが目標であると説明された。
ウ．ピンクリボンキャンペーンin実行委員会
９月14日（月）本通ドムスにて開催され、NOP
みらいが主催で、主に女性団体が関係しており、
薬剤師会としても参加協力を要請されたので、後
の審議事項で検討してほしいと報告された。
（平井副会長）
ア．広島県女性薬剤師会総会
９月６日（日）広島県薬剤師會館にて開催され、
会長の代理で出席したが、総会への参加が少なく、
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総会終了後の研修会には沢山参加者がいたと報告
された。
（松下副会長）
ア．第71回日本薬剤師会総会
８月22日（土）・23日（日）東京・虎ノ門パスト
ラルにて開催され、日本薬剤師会館建設に対する
反対動議が出されたが、多数決の結果、建設され
る予定である。詳細については11月か12月の日薬
雑誌に掲載されると報告された。
（村上副会長）
ア．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の個別指導
８月26日（水）広島合同庁舎にて開催され、平成
20年４月１日の新規薬局に対する個別指導に有村
常務理事と立ち会ったと報告された。
イ．平成21年度広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会
８月26日（木）（財）広島県環境保健協会にて開
催され、構成団体が本会を含め７団体あり、今年
度は医師会が主担当で10月31日（土）にシンポジ
ウムが予定されており、内容については未定だが、
シンポジストは重森常務理事にお願いしたいと報
告された。
ウ．平成21年度抗HIV薬服薬指導研修会
９月６日（日）広島県薬剤師會館にて開催され、
93名の参加者（病薬17名）があり、11月に認定試
験が予定されていると報告された。
エ．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（日）福山大学社会連携推
進センターにて開催され、本県から１名欠席者が
あったが、無事終了したと報告された。
オ．ブラウンバッグ運動について
本日、メールにて支部長へ協力依頼を出し、10月
から２ヵ月間実施され、各薬局への個別発送等に
も対応すると報告された。
（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会平成21年度第５回理事会
８月21日（金）東京・日本薬剤師会にて開催され、
会館建設やレセプトオンライン請求について話が
され、オンライン請求の補助金は、政権交代ため
今後の動向が不明あり、広島県内19軒の対象薬局
についても、今のところ引き続き対応すると方向
であると報告された。
イ．日本薬剤師会DEM委員会
９月11日（金）東京・日本薬剤師会にて開催され、
今年度は吸入ステロイドのDEMを行うことが報
告された。
ウ．日本学校薬剤師会創立70周年記念式典
９月13日（日）東京・虎ノ門パストラルにて開催
され、本県から４名の方が文部大臣表彰を受賞さ
れたが、出席者は福山支部西谷正先生の１名で
あった。
また、児玉日薬会長、前田日薬副会長、広島県学
校薬剤師会より、永野会長、加藤副会長と私が出
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席したと報告された。
（青野常務理事）
ア．広報委員会
８月24日（月）に県薬会誌９月号の最終チェック
を行ったと報告され、関連として平井副会長から
も、原稿依頼がきたらご協力をお願いしたいと併
せて報告された。
（重森常務理事）
ア．平成21年度第１回中国・四国ブロックエイズ治療
拠点病院等連絡協議会
８月21日（金）鯉城会館にて開催され、木平副会
長も参加されおり、病院関係が多い会合だった。
現在は、エイズは死ということではないので、
NPOでは、早期検査・治療の周知活動をされて
おり、今後ますます開局薬剤師も高度な知識が求
められ、薬剤師も積極的に参加をする必要がある
と報告された。
（田口常務理事）
ア．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）福山まなびの館ローズコムにて開
催し、36名の参加者があったとの報告をされた。
また、関連事業で、９月14日（月）東京・日本薬
剤師会にて打合会があり、ポートフォリオのひな
形提案や契約書のひな形を作成した旨説明をうけ
たと報告された。
（谷川常務理事）
ア．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）広島県薬剤師會館にて開催し、出
席者が多数あったが、ワークショップに参加済み
の人は少なく、また、初めての参加というのは８
割であったと報告された。
イ．広報委員会
９月８日（火）に県薬会誌11月号の原稿依頼先等
を決めたが、先程、平井副会長が言われたように、
原稿依頼が来た方はご協力をお願いしますと報告
された。
ウ．第30回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
９月16日（水）に実行委員会を開催し、内容につ
いては資料に基づいて説明された。
各役員についても当日、都合が悪い方以外は参加
協力していただき、懇親会にも併せて参加をお願
いしますと報告された。
エ．中国新聞への広告掲載
８月26日（水）に先月の常務理事会で報告したと
おり掲載されたと報告された。
（村上事務局長）
ア．広島県医療保険課長来会
９月３日（木）に本会へ来会され、基本的には、
平成22年４月調剤分（５月提出分）から、社会保
険分の福祉医療費はオンライン請求となる見込み
と報告された。
イ．広島県国民健康保険団体連合会来会
９月10日（木）に西河内総務部長が来会され、９
月24日（木）までにオンライン請求の届出をしな
ければ、原則として診療報酬を支払わないという
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内容の文書を支払基金との連名で13軒の薬局宛に
配達証明で出した。
２．その他の委員会等報告事項
（１）検査センター委員会
８月21日（金）に本会検査センターにて開催し、
機器が壊れそうな状態が続いているので検討した
いと大塚副会長より報告された。
また、資料中の議事録で、計画的試験検査につい
て谷川常務理事より、ノルバスクOD錠の崩壊試
験ではなく、タケプロンOD錠に変更されたと補
足説明があった。
（２）中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の集団指導
９月16日（水）・17日（木）広島合同庁舎にて開
催されたが、今年度からは薬剤師会の立ち会いは
不要ということで、立ち会いはしていないと村上
副会長から報告された。
３．審議事項
（１）支部長・理事合同会議について
日 時：平成21年10月31日（土）午後２時30分〜
場 所：広島県薬剤師會館 ４階ホール
提出議題を10月13日（火）までに事務局へ連絡す
ることとされた。
（２）中国新聞への広告掲載について
掲載予定日：くすりと健康の週間［10月17日（土）
〜23日（金）の間］
掲載内容について別紙資料に基づいて検討し、版
権を日薬から買うように指示された。
（３）ブレストケア・ピンクリボンキャンペーンin広島
について
①ピンクリボンdeサンフレッチェがん予防展
日 付：10月17日（土）
場 所：広島ビッグアーチ
（安佐南区広域公園内）
②未来を啓くみんなのがん予防展＆がん講演会
日 付：10月18日（日）
場 所：安田リョウ記念講堂（中区白島・安田
学園内）
①・②とも今回が初めて依頼されたが、広島県が
ん検診へ行こうよキャンペーン広島2009の協力団
体の川瀬啓子氏からの依頼で、①はスタッフの派
遣（現地の誘導・チラシ配り等）、②はブース出
展をお願いをされた。
しかし、土曜日も開局している薬局が多いことか
ら、県薬として協力するこは難しく、開催地の安
佐支部長に参加協力できるかどうか確認し、協力
が難しいようなら事務局から断ることとされた。
（４）第26回広島県薬事衛生大会の開催について
日 時：12月３日（木）午後２時〜
場 所：エソール広島
実行委員会を開催するので、各役員の参加協力を
お願いされた。
（５）平成21年度薬祖神大祭の開催について（日程確認）
日 時：12月３日（木）午後５時〜
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場 所：広島県薬剤師會館
（６）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第50回広島県公衆衛生大会の後援名義について
日 時：10月23日（金）午前10時30分〜
場 所：庄原市民会館大ホール
主 催：（財）広島県環境保健協会
後援名義の使用について、承認された。
イ．平成21年度「広島県高校生のがん予防講演会」の
共催について
日 時：11月６日（金）午前11時40分〜午後０時
40分
場 所：比治山女子高等学校
主 催：比治山女子高等学校、（財）広島県健康
福祉センター
共催について、承認された。
（７）その他（追加）
ア．ブラウンバッグ運動による情報センターの利用及
び利用料について
10月から開始されるブラウンバッグ運動で、情報
センターを利用し、患者へ情報提供 する薬局に
発生する情報センター利用料については、情報セ
ンターがブラウンバッグ運動での利用かどうかを
確認し、ブラウンバッグ運動の利用であれば料金
を徴収しないこととされた。
４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
10月15日（木）午後６時に開催し、議事要旨作製
責任者は政岡醇常務理事とされた。
（２）薬草に親しむ会の参加について（日程確認）
９月27日（日）於 三次市吉舎町
（３）その他行事予定
ア．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）研修会
９月18日（金）於 三原薬剤師会
イ．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
ウ．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
エ．平成21年度健康づくり講演会
９月25日（金）於 国保会館
オ．第１回公益法人制度改革検討ワーキンググループ
会議
９月25日（金）
カ．薬草に親しむ会
９月27日（日）於 三次市吉舎町
キ．業務分担４担当役員打合会（管理記録簿）
９月29日（火）
ク．日本薬剤師会常務理事打合会
９月29日（火）於 東京・日薬
ケ．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
コ．第26回広島県薬事衛生大会実行委員会
10月１日（木）
サ．平成21年度薬事衛生指導員講習会及び広島県学校
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薬剤師会研修会
10月４日（日）於 広島県薬剤師會館
シ．日本薬剤師会公益法人制度改革検討特別委員会
10月５日（月）
ス．平成21年度第２回広島県医療審議会
10月５日（月）於 県庁・北館
セ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月６日（火）於 東京・日薬
ソ．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（第２回）
10月７日（水）於 東京・日薬
タ．広報委員会
10月７日（水）
チ．第30回広島県薬剤師会学術大会出展打合会
10月８日（木）
ツ．第19回広島県健康福祉祭
10月８日（木）・９日（金）於 広島県民文化セ
ンター
テ．広島県自殺対策講演会
10月９日（金）於 庄原市ふれあいセンター
ト．日本薬剤師会第３回都道府県会長協議会（会長会）
10月10日（土）於 滋賀県大津市
ナ．平成21年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議
10月11日（日）於 滋賀県・大津商工会議所
ニ．第42回日本薬剤師会学術大会
10月11日（日）・12日（月）於 滋賀県大津市
ヌ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成の
ためのワークショップ「第24回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国in岡山」
10月11日（日）・12日（月）於 岡山・就実大学
ネ．常務理事会
10月15日（木）
ノ．薬局実務実習受入に関する中国・四国地区ブロッ
ク会議
10月17日（土）於 岡山県総合福祉会館
ハ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
10月18日（日）於 福山
ヒ．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18日（日）於 広島県薬剤師會館
フ．新公益法人制度に関する個別相談会
10月20日（火）於 県庁・本館
ヘ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月20日（火）於 東京・日薬
ホ．広報委員会
10月21日（水）
マ．第60回中国地区歯科医学大会記念式典並びに懇親会
10月24日（土）於 リーガロイヤルホテル広島
ミ．高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修会
10月25日（日）於 エソール広島
ム．平成21年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験
10月25日（日）於 東広島市・広島大学
メ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月27日（火）於 東京・日薬
モ．支部長･理事合同会議
10月31日（土）
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ヤ．日本薬剤師会平成21年度社会保険指導者研修会
10月31日（土）於 東京・慶應義塾大学芝共立
キャンパス
ユ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月４日（水）於 東京・日薬
ヨ．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
11月７日（土）・８日（日）於 徳島
ラ．平成21年度日本薬学会中国四国支部・日本薬剤師
会中国四国ブロック・日本病院薬剤師会中国四国
ブロック合同会議
11月８日（日）於 徳島・アスティとくしま
リ．第62回広島医学会総会
11月８日（日）於 広島医師会館
ル．日本薬剤師会常務理事打合会
11月10日（火）於 東京・日薬
レ．第59回全国学校薬剤師大会
11月10日（火）於 ウェルシティ広島（広島厚生
年金会館）
ロ．第59回全国学校保健研究大会
11月11日（水）於 広島国際会議場
ワ．中四国調整機構ハラスメント防止講習会
11月12日（木）於 広島国際大学
ン．第30回広島県薬剤師会学術大会
11月15日（日）於 ANAクラウンプラザホテル
広島

衛生薬学

Ａ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月17日（火）於 東京・日薬
Ｂ．日本薬剤師会平成21年度第６回理事会
11月18日（水）於 東京・日薬
Ｃ．常務理事会
11月19日（木）
Ｄ．中四国調整機構ハラスメント防止講習会
11月21日（土）於 福山大学社会連携研究推進セ
ンター（宮地茂記念館）
Ｅ．第29回医療情報学連合大会
11月21日（土）〜25日（水）於 広島国際会議場
Ｆ．県民ウオーク in みはら 市長と歩こう！健康ウ
オーキング大会
11月22日（日）於 三原市佐木島
Ｇ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月24日（火）於 東京・日薬
Ｈ．認定基準薬局制度運営協議会
11月26日（木）
Ｉ．中四国調整機構ハラスメント防止講習会
11月29日（日）於 広島県薬剤師會館

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）

正答は67ページ
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誌

日

薬

県

日
付
行
事
内
容
８月21日 金 ・検査センター委員会
・平成21年度第１回中国・四国
ブロックエイズ治療拠点病院
等連絡協議会（鯉城会館）
・日本薬剤師会平成21年度第５
回理事会（東京）
・映 画「 おとうと」特 別 試 写 会
（東京）
22・23日
・第71回日本薬剤師会通常総会
（東京）
・第７回IPPNW北アジア・南
アジア合同地域会議（広島国
際会議場）
23日 日 広島県薬剤師会認定実務実習指
導薬剤師養成講習会（福山まな
びの館ローズコム）
24日 月 広報委員会
25日 火 「 が ん 検 診 へ 行 こ う よ キ ャ ン
ペーン広島2009」協力会議（広
島医師会館）
26・27日
第55回中国地区公衆衛生学会
（山口）
26日 水 ・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個
別指導（広島合同庁舎）
・平 成 2 1 年 度 広 島 県 禁 煙 支 援
ネットワーク運営委員会
（
（財）広島県環境保健協会）
27日 木 ・第２回広島県地域医療再生計
画推進委員会（県庁・北館）
・第11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）
29日 土 第35回広島県国保診療施設地域
医療学会（ウェルシティ広島
広島厚生年金会館）
30日 日 広島県薬剤師会認定実務実習指
導薬剤師養成講習会
９月１日 火 日 本 薬 剤 師 会 常 務 理 事 打 合 会
（東京）
３日 木 ・広島県医療保険課長来会
・日本薬剤師会薬局製剤・漢方
委員会（東京）
４日 金 正・副会長会議

日
付
行
事
内
容
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
７日 月 日本薬剤師会編集委員会
（東京）
８日 火 広報委員会
９日 水 日本 薬 剤 師 会 常 務 理 事 打 合 会
（東京）
10日 木 広島県国民健康保険団体連合会
来会
（東京）
11日 金 日本薬剤師会DEM委員会
12・13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23回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国 in
福山」（福山大学社会連携研究
推進センター（宮地茂記念館）
）
14日 月 ピンクリボンキャンペーンin広
島実行委員会（本通ドムス）
15〜21日
平成21年老人の日・老人週間
15日 火 ・平成21年度第２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）
16・17日
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集団指
導（広島合同庁舎）
16日 水 第30回広島県薬剤師会学術大会
実行委員会
17日 木 常務理事会
18日 金 ・第48回（平成21年度）広島県
身体障害者福祉大会（東広島
運動公園）
・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）
研修会（三原薬剤師会）
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）
25日 金 ・平成21年度健康づくり講演会
（国保会館）
・第１回公益法人制度改革検討
ワーキンググループ会議
27日 日 薬草に親しむ会（東部地区：三
次市吉舎町）
29日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・第12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）
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日
付
行
事
内
容
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）
10/1〜10/31
平成21年度毒物劇物安全使用推
進月間
10/1〜11/30
広島県麻薬・覚せい剤乱用防止
運動
10月１日 木 第26回広島県薬事衛生大会実行
委員会
１・２日
広島大学薬学部４年生臨床薬学
実習事前指導
（広島大学薬学部）
２日 金 中国新聞広告社打合せ
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
５日 月 ・平成21年度第２回広島県医療
審議会（県庁・北館）
・日本薬剤師会公益法人制度改
革検討特別委員会（東京）
６日 火 日本 薬 剤 師 会 常 務 理 事 打 合 会
（東京）
７日 水 ・日本薬剤師会学校薬剤師部会
幹事会（第２回）（東京）
・広報委員会
８日 木 ・第30回広島県薬剤師会学術大
会出展打合会
・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）研修会（竹原薬剤セン
ター薬局）
・市郡地区医師会感染症担当理
事連絡協議会・県医師会感染
症対策委員会・地対協健康危
機管理対策専門委員会合同委
員会（広島医師会館）
８・９日
第19回広島県健康福祉祭（広島
県民文化センター）
９日 金 ・広島県自殺対策講演会（庄原
市ふれあいセンター）
・日本薬剤師会調剤業務委員会
（東京）
・業務分担①（県民の福祉・医
療・保健衛生向上のための活
動）担当理事打合会
10日 土 ・日本薬剤師会平成21年度第６
回理事会（滋賀）
・日本薬剤師会第３回都道府県
会長協議会（会長会）
（滋賀）
・第42回日本薬剤師会学術大会
ウェルカムパーティー
（滋賀）
11・12日
第42回日本薬剤師会学術大会
（滋賀）

日
付
11・12日

11日 日

12日 月
14日 水

17〜23日
15日 木

16日 金

17〜18日
17日 土

18日 日

20日 火

行
事
内
容
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24回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 岡
山」
（就実大学）
・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）
全国禁煙支援実務担当者会議
（滋賀）
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個別指
導（広島合同庁舎）
薬と健康の週間
・広島県こども家庭課来会
・日本配置販売業協会からの要
望について打合会
・常務理事会
・広島県がん対策推進協議会が
ん患者団体等ヒアリング（メ
ルパルク広島）
・第25回病院・薬局実務実習中
国・四国地区調整機構会議
（岡山）
・東広島介護支援専門員連絡協
議会研修会（東広島保健医療
センター）
ブレストケア・ピンクリボン
キャンペーン in 広島
・薬局実務実習受入に関する中
国・四国地区ブロック会議
（岡山）
・広島大学薬学部・学部生およ
び大学院生全員を対象とした
就職説明会（広島大学）
・認定基準薬局新規申請及び更
新薬局、保険薬局指定申請薬
局との共同研修会（福山市）
・広島県薬剤師会認定実務実習
指導薬剤師養成講習会
・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）
・第30回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会
・平成21年度薬事功労者厚生労
働大臣表彰式
（厚生労働省講堂）
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行事予定（平成21年11月〜12月）
平成21年
11月４日（水） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
11月６日（金） 平成21年度「広島県高校生のがん予防講演会」（比治山女子高等学校）
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
⎬
⎭
11月８日（日）（徳島）
11月８日（日） 平成21年度日本薬学会中国四国支部・日本薬剤師会中国四国ブロック・
日本病院薬剤師会中国四国ブロック合同会議（徳島）
〃
第62回広島医学会総会懇親会（うを久）
11月10日（火） 平成21年度第２回広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会（国保会館）
〃
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10日（火）⎫ 第59回全国学校保健研究大会（広島国際会議場）
⎬
11月11日（水）⎭
11月12日（木）（中四国調整機構）ハラスメント防止講習会（広島国際大学）
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７回理事会（東京）
11月19日（木） 常務理事会
〃
平成21年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会（全体会）（秋田）
11月20日（金） 平成21年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会（部会別分科会）（秋田）
11月21日（土） （中四国調整機構）ハラスメント防止講習会（福山大学社会連携研究推進
センター（宮地茂記念館）
）
11月21日（土）⎫ 第29回医療情報学連合大会（広島国際会議場）
⎬
11月22日（日）⎭
11月22日（日） 県民ウオークinみはら 市長と歩こう！健康ウオーキング大会（三原市佐木島）
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
11月22日（日）⎫
⎪
⎬「第25回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 香川」（徳島文理
11月23日（月）⎪
⎭ 大学香川キャンパス）
11月23日（月） 第29回医療情報学連合大会（広島国際会議場）
11月24日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
11月24日（火）⎫ 第29回医療情報学連合大会（広島国際会議場）
⎬
11月25日（水）⎭
11月26日（木） 認定基準薬局制度運営協議会（広島県薬剤師會館 ）
11月28日（土） 公認スポーツファーマシスト認定制度特別実務講習会（東京）
11月29日（日）（中四国調整機構）ハラスメント防止講習会
12月１日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
12月３日（木） 第26回広島県薬事衛生大会（エソール広島）
〃
平成21年度薬祖神大祭
⎫
12月３日（木） 日本薬剤師会平成21年度試験検査センター技術講習会（東京）
⎬
12月４日（金）⎭

｝
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行事予定（平成21年12月〜平成22年1月）
12月４日（金）
12月８日（火）
12月13日（日）
12月15日（火）
12月17日（木）
12月22日（火）
平成22年
１月６日（水）
１月９日（土）
〃
１月12日（火）
１月13日（水）
〃
〃
１月14日（木）
１月17日（日）
１月19日（火）
１月21日（木）
１月23日（土）⎫
⎬
１月24日（日）⎭
１月26日（火）
１月31日（日）

衛生薬学

日本薬剤師会平成21年度卸薬剤師部会研修会（東京）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
第１回広島大学OSCE（広島大学）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
常務理事会
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
21世紀、県民の健康とくらしを考える会広島県民フォーラム
（広島厚生年金会館）
がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会（広島市南区民
文化センター）
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８回理事会（東京）
日本薬剤師会第４回都道府県会長協議会（会長会）（東京）
日本薬剤師会新年賀詞交歓会（東京）
日本薬剤師会議事運営委員会（東京）
平成21年度自殺対策シンポジウム（呉市文化ホール）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
常務理事会
日薬代議員中国ブロック会議（広島）
日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
平成21年度ドーピング防止活動研修会

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）

正答は66ページ
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57
会
会員
員紹
紹介
介 ●
●

安芸支部
うま

こし

安芸支部
よし

こ

馬 越 良 子
はじめまして。仕事をはじめて忙しい日々
ですが、息子二人に励まされています。
少しでもお役にたてるように、努力してい
きたいです。

たけ

むら

じゅん

こ

竹 村 淳 子
タウン薬局へ入り３年が過ぎました。毎日
がマンネリしないよう、新しいことを吸入し
て現場で還元していきたいと思います。
よろしくお願いします。

安芸支部
みょう

じん

安芸支部
ち

か

明 神 千 香
卒業したばかりの新米ですが、先輩たちを
目標に頑張ります！
趣味は、カフェ巡り、ショッピングです
(≧ε≦)

わら

むら

とも

ゆき

福山大学卒業の木村智之です。今は海田の
クルーズ薬局で働いてます。処方せん枚数が
多く様々な経験ができ、優しい先輩達に助け
られながら、日々充実して過ごしています。
まだまだ勉強不足な点が数多くあるので、こ
れからも努力し、たまには息抜きもしながら、
精進していきたいと思います。

会員紹介

安芸支部
ふじ

き

木 村 智 之

しょう

じ

藤 原 将 司
周りの先輩から学ぶことが沢山あり、毎日
が次につながる経験をさせてもらっており
ます。
先輩のお話をよく聞・聴・訊いて、まっと
うな薬剤師・社会人になれればと思います。

原 稿 募 集 中
「会員紹介」への投稿を
お待ちしております。
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別紙
毒物の紛失事案について
平成21年10月６日
厚生労働省医薬食品局審査管理課

京都市における毒物の紛失事案につい
て（通知）

化 学 物 質 安 全 対 策 室 御中

平成21年10月８日

京 都 市 保 健 福 祉 局

関係団体の長 様

保健衛生推進室生活衛生課

広 島 県 健 康 福 祉 局 長

上記のことについて、下記のとおり毒物の紛

〒730-8511 広島市中区基町10-52

失事案が発生しましたので情報提供いたします。

薬

務

課
記

このことについて、厚生労働省医薬食品局審査
管理課化学物質安全対策室毒物劇物係から事務連
絡がありました。

１ 紛失日時
平成21年９月29日（火）午前７時頃
２ 紛失場所
京都市北区小山下内河原町

担当 薬事グループ
電話 082-513-3222
（担当者 廣實）

３ 紛失毒物
青酸化合物（約25グラム）
４ 紛失の経緯
警察の発表によると、平成21年９月29日午
前７時ごろ、京都市北区小山下内河原町の公
衆トイレ個室内で、男性が青酸化合物を飲ん

別紙（写）

で死亡しているのが見つかった。現場に薬品

劇物の紛失事案について（情報提供）

入りの瓶はなかった。青酸化合物は男性が前
日、自宅近くの薬局で購入していた。なく

事

務

連

絡

平成20年10月６日

⎫
⎬
⎭

各

都道府県

⎫
保健所設置市 ⎬ 衛生主管部（局）薬務主管課
特 別 区⎭

なったのは茶色の丸瓶で、高さ約12センチ、
直径約７センチ。中には粉末約25グラムが
残っているとみられる。

御担当者殿

５ その他参考情報
青酸化合物の販売者：西京極駅前調剤薬局
（一般販売業登録あり（京都市）
）

厚生労働省医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室毒物劇物係

青酸化合物メーカー：関東化学

シアン化

カリウム特級25g
譲受書に不備はなく、運転免許証にて本人

このことにつきまして、別紙のとおり情報提供
いたします。

確認済み。なお、譲受書の使用目的記載欄に
は、「アクセサリの金メッキ」と記載し、本
人からも同様の申立あり。
担当

生活衛生課

TEL

075（222）3433

川本

FAX

075（222）3416
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麻薬取扱者年間届及び麻薬取扱者免許
（継続）申請に係る広報について
（依頼）
平成21年10月13日
社団法人 広島県薬剤師会会長 様
広 島 県 健 康 福 祉 局 長

○提出先
麻薬業務所の
所在地

提 出 先

広島市

広島市保健所環境衛生課・各区
生活衛生担当

呉 市

呉市保健所保健総務課

福山市

福山市保健所総務課

〒730-8511 広島市中区基町10-52
薬

務

課

薬務行政の推進については、日頃から御協力を
いただき、厚くお礼を申し上げます。
さて、これらの事務の手続については、各対象

上記以外

県立保健所生活衛生課（保健所
支所の場合は衛生環境課）

○提出部数 ２部
○その他
期間内に麻薬の取扱いがない場合も届出が必

者に対して別途連絡をしますが、貴会におかれま

要です。

しても、別紙により広報誌への掲載を行うなど、

不明な点等については、広島県健康福祉局保

会員の方々に周知していただきますようお願いし

健医療部薬務課又は管轄する県立保健所（支

ます。

所）にお問い合わせください。
（広島市に麻薬業務所がある場合は広島県健
担当 麻薬グループ

康福祉局保健医療部薬務課、呉市にある場合

電話 082-513-3221（ダイヤルイン）

は広島県西部保健所呉支所、福山市にある場

（担当者 古川）

合は広島県東部保健所福山支所）
２ 麻薬取扱者免許申請（継続）について

別紙
麻薬取扱者年間届出書及び
麻薬取扱者免許申請について

平成20年中に免許になった麻薬小売業者・
管理者免許については、平成21年12月31日で
有効期間が満了します。平成22年１月１日以

１ 麻薬取扱者年間届出書について
麻薬小売業者及び麻薬管理者は、麻薬及び

降も引き続き免許を必要とされる方は、次の
とおり免許申請を行ってください。

向精神薬取締法第47条及び第48条の規定によ
り、前年の10月１日から当年の９月30日まで

○申請期限 平成21年11月20日（金）

１年間の麻薬取扱状況を県知事に届け出なけ

（提出先により申請期限が異なる場合もあり

ればなりません。平成21年度の届出について

ますので、御確認ください。
）

は、次のとおり行ってください。
○提出先
○提出期限
平成21年11月30日（月）

麻薬業務所の
所在地

提 出 先

広島市

広島市保健所環境衛生課・各区
生活衛生担当

呉 市

呉市保健所保健総務課

福山市

福山市保健所総務課

上記以外

県立保健所生活衛生課（保健所
支所の場合は衛生環境課）

47

広島県薬剤師会誌 2009 Vol.34 No.6

○提出書類

（広島市に麻薬業務所がある場合は広島県健

（麻薬小売業者）

康福祉局保健医療部薬務課、呉市にある場合

・免許申請書

は広島県西部保健所呉支所、福山市にある場

・組織規程図又は業務分掌表（法人の場合の

合は広島県東部保健所福山支所）

み。業務を行う役員は、薬事法で届け出た
３ その他

役員と同じ者とすること。
）
・診断書（法人の場合は業務を行う役員全員）

麻薬取扱者年間届出書あるいは麻薬取扱者

・登記事項証明書（法人の場合のみ）

免許申請（継続）に必要な書類は、広島県の

注：法人の場合で、全役員の診断書を提出す

ホームページからも出力できます。

る場合は、組織規程図又は業務分掌表の

広島県ホームページ（http://www.pref.
hiroshima.lg.jp/）の「トップページ＞健

提出は不要です。

康・福祉＞相談窓口・手続・届出＞薬事衛

（麻薬管理者）

生〉手続・届出（麻薬）
」内にあります。

・免許申請書
・診断書
・勤務証明書（申請者が麻薬診療施設に勤務
している場合）
○その他
免許証の有効期間を確認のうえ、手続を
行ってください。
不明な点等については、広島県健康福祉局
保健医療部薬務課又は管轄する県立保健所
（支所）にお問い合わせください。

【問合せ先】
広島県健康福祉局保健医療部薬務課
広島県西部保健所生活衛生課
広島県西部保健所広島支所衛生環境課
広島県西部保健所呉支所衛生環境課
広島県西部東保健所生活衛生課
広島県東部保健所生活衛生課
広島県東部保健所福山支所衛生環境課
広島県北部保健所生活衛生課

TEL082-513-3221
TEL0829-32-1181
TEL082-228-2111
TEL0823-22-5400
TEL082-422-6911
TEL0848-25-2011
TEL084-921-1311
TEL0824-63-5181

広島県人事異動
新
退
職
（厚生労働省）

旧
健康福祉局長
厚生労働省
医政局総務課
医療安全推進官

採
用
（健康福祉局長）

さ

さ

き

佐々木

まさ

ひろ

昌 弘

昭和44年７月２日生

略 歴
平成６．３
６．５
７．５
８．４
８．４
９．７
10．４

秋田大学医学部卒
平鹿総合病院研修医
御野場病院医員
厚生省大臣官房厚生科学課
健康政策局計画課
保健医療局地域保健・健康増進栄養課
環境庁企画調整局環境保健部環境安全
課環境リスク評価室
11．７ 企 画 調 整 局 環 境 保 健 部 環 境 安 全 課
環境リスク評価室長補佐

氏
さこ

名
い

まさ

発令年月日
み

迫 井 正 深
さ さ き

まさ

ひろ

佐々木 昌 弘

21.10.19
21.10.20

平成11．12 厚生省老人保健福祉局老人保健課課長
補佐
12．４ 老人保健福祉局企画課課長補佐
13．１ 厚生労働省老健局総務課長補佐
（省庁再編）
15．４ 健康局国立病院部経営指導課長補佐
15．７ 健康局国立病院部医療指導課長補佐
16．４ 医政局国立病院課長補佐
17．８ 国立成育医療センター運営部政策医療
企画課長
19．４ 厚生労働省医薬食品局食品安全部企画
情報課長補佐
21．７ 医政局総務課医療安全推進官
（医政局総務課医療安全推進室長併任）
21．10 広島県健康福祉局長
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特定計量器の定期検査制度に関する
広報について（依頼）
平成21年10月20日
社団法人 広島県薬剤師会長 様
広島県商工労働局総務管理部商工労働総務課長
〒730-8511 広島市中区基町10-52
計量検定室
計量行政の推進については、平素から御協力いただき、厚くお礼を申し上げます。
計量法で定められている特定計量器の定期検査制度の周知を図るため、同制度のお知らせを貴会の会
誌に掲載してくださるようお願いします。
担当 指導グループ
電話 082-513-3336（ダイヤルイン）
（担当者 山本）

特定計量器（はかり）の定期検査について
◎業務に使用している『はかり』は必ず定期検査を受けましょう！
業務で「取引・証明」に使用する『はかり』は、計量法第19条第１項により２年に１度の定期検査
を受検する必要があります。この定期検査を受検しないで『はかり』を「取引・証明」に使用すると、
計量法違反（50万円以下の罰金）として処罰されることがあります。
広島県及び広島市・呉市・福山市では、社団法人広島県計量協会に『はかり』の定期検査を委託し
ています。
※広島市・呉市・福山市にある『はかり』は、各市で検査しており、その他の県内の市町の『はか
り』は広島県が検査します。
薬局で『はかり』を「取引・証明」に使用している場合、必ず定期検査を受検してください。
ただし、県または各市に届出をしている計量士による検査を受け、使用者がその証明書を添えて県
または各市に届出た『はかり』についてはこの検査が免除されます。
（計量士による代検査制度）
また、新規購入した『はかり』については一定期間、定期検査が免除される場合があります。
公的機関（社団法人広島県計量協会）の検査と計量士による代検査の違い
公的機関の検査
検査場所
検査手数料

計量士による代検査

各市町に設置した会場（集合検査）または、
はかりの設置場所
はかりの設置場所
手数料条例に定める額

各計量士が定める額

はがきにて通知

応相談

なし

応相談

検査期間

各地域毎に定めた期間

公的機関が検査を行う日の1年前から1ヵ月
前までの期間

検査時間

各会場毎に定めた時間

応相談

検査通知方法
土日・祝日の検査

◎定期検査についてのお問い合わせ先
機
関
名
広島県商工労働総務課計量検定室
広島市計量検査所
呉市産業部商工振興課
福山市消費生活センター
社団法人広島県計量協会

郵便番号
730-8511
730-0052
737-8509
720-8501
734-0034

住
所
広島市中区基町10-52
広島市中区千田町3-8-38
呉市中央6-2-9
福山市東桜町3-5
広島市南区丹那町4-12

電話番号
082-513-3336
082-242-4068
0823-25-3814
084-928-1188
082-225-7386
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残念ながらその半数は間違った用法です。通常の
ガムとして随時噛み、ニコチンを胃袋に入れて気
分の悪い経験をされていました。
「こころの休養」
への参画は「紫蘇ジュース」による「鎮静作用」
を期待しての取り組みに、評判の「黒豆ジュース」
を加えた薬草ジュース２種の試飲です。お天気に

＜福山支部＞

よる、のどの渇きも後押しして、このところコッ

健康ふくやま21フェスティバル2009
会長

村上 信行

プ消費は4 , 000個を超えています。当然リピー
ターも多く、またレシピ1 , 500枚も完売いたしま
した。初日の17日は美泉堂薬局に福山大学１年生

10月17日と18日の両日恒例のフェスティバルが

３名が「早期体験学習」訪れるとのことでしたの

開催されました。33回を迎える「福祉祭り」との

で、大学担当教授にお伺いを立てたところ「局外

共催ですが、フェスティバルと名称変更してでは

学習」もOKとなり、西谷先生引率のもと午前中

４年目となります。昔から健康祭り企画は全国の

「地域社会での薬剤師」を体験していただきました。

「薬と健康の週間」に日程が合致し定期的にブー
ス企画を実施してきました。景品を準備して、日
薬、県薬の大規模アンケートを行ったり、「薬用
酒」の試飲も数度企画実施いたしましたが十数年
前に時の市議さんだったかが、美形薬剤師を肴に
座り込んで騒がれたことがあり、それ以降薬用酒
は中止いたしました。現在は「健康ふくやま21」
関連で企画されますので「禁煙」
「こころの休養」
「おくすり相談」「薬乱協」の４企画に出務の必要
があり、ボランティア会員の募集が大きな仕事に

学生さんのマンパワーのあるうちに「おくすり

なってしまい、新しい企画、構想が生まれません。

相談」に座ってますと次々に来訪がありました。

その中でも昨年から福山市薬剤師会による防煙エ

１名は予め心をきめてこられてましたが、薬局へ

プロンシアター「ばらチィーのぼうけん」を上演

の不満と「転院先の紹介」意図で、対応不能。３

しています。

名の「うつ」とその他３名で午前中は終わりまし

市の保育課企画の子育てシアターに友情出演
で、演者は薬剤師会会員の田口直子先生です。

た。午後からと18日は禁煙支援と二股かけている
つもりでしたが、相談者には不在としか見えな
かったようで、薬用ジュースフロアーで薬剤師を
捉まえての相談モードでした。「より若く。より
美しく」の黒豆ジュース。来年もはずせないアイ
テムです。学生さんの感想をどこかで聞きたい
なっ。

禁煙支援では市の職員がスモーカライザーにて

CO濃度を測り喫煙者の禁煙啓発を行い、その意
識付けに「ニコレットの試噛」を指導いたします。
５人に１人くらいは「禁煙ガム」の経験者ですが、
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広島県女性薬剤師会

諸団体だより

第55回広島県女性薬剤師会総会・講演会
会長

松村 智子

広島県青年薬剤師会
９月６日（日）薬剤師會館４階
ホールにおいて第55回広島県女性薬

青年薬剤師会今後の予定

剤師会総会を開催しました。県薬か
会長

豊見 敦

らご臨席いただいた平井副会長のご祝辞では薬剤

９月には「悪性腫瘍」、10月は

師としての心構えを再認識し、会の歩む道を示唆

「眼科」をテーマに勉強会を開催い

されました。祝電披露後、議長に選出された山岡

たしました。たくさんのご参加あ
りがとうございました。

理事の進行により次の議事が審議されました。
報告事項

11月の勉強会はお休みですが、12月９日19時半

①平成20年度事業報告

より「皮膚疾患」をテーマに勉強会を開催いたし

②平成20年度決算報告

ます。講師は広島赤十字・原爆病院の宅江良隼さ

③監査報告
議案審議

んです。

①平成21年度事業計画

この「知っピン月イチ勉強会」は疾患と薬物療

②平成21年度予算案

法の基本をおさえることを目標に開催しておりま

女性薬剤師会は、先輩たちが勉強したいとの情

す。これからもみなさんのご参加をお待ちしてお

熱で続けてこられました。私はこの１年間、皆さ

ります。
そして青年薬剤師会活動のもう一つの柱である

んに教えてもらいながら、会の運営に携わってき

懇親会も開催いたします。次回は１月に新年会と

ましたが、時代と共に少しずつ微調整しながらも

して開催の予定です。詳細は決まり次第ホーム

その思いはこれからも大切にしていきたいと感じ

ページでお知らせいたしますのでお楽しみに！

ました。
さて総会後の特別講演は、「乳癌の現状と薬物

◆青年薬剤師会への入会方法◆
青年薬剤師会へはどなたでもご入会いただけ

療法」と題して中央通り乳腺検診クリニック
長

院

稲田陽子先生にお願いしました。10月は乳が

ます。県内に在住または勤務する40歳未満の方

ん月間〜ピンクリボンフェスティバルが各地で開

は「正会員」として。それ以外の方は「準会員」

催されています。乳がんは早い段階で発見できれ

としてご入会ください。

ば90％を超える高い確率で治癒するといわれてい

ホームページまたは勉強会受付にて入会申し

ます。行政、市民団体、企業などが一丸となって

込み用紙をご記入のうえ、入会金500円＋年会

乳がん検診を呼びかけた結果、アメリカでは乳が

費3 , 500円をお支払いください。入会手続きが

んへの意識が高まり、死亡率の低下につながって

済みましたら、勉強会クーポン500円×３枚を

います。いまだ検診率の低い日本では毎年４万人

送らせていただきます。

が乳がんと診断され、１万人以上が乳がんで亡く
なっています。現在、成人女性の20人に１人が乳
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がんにかかるといわれています。しかし、わかっ

引率して薬草の知識を話しながら歩きました。私

ているけど、せっぱ詰まっているわけでなし、検

も８番目の講師としてお話しました。キキョウ・

診の敷居が高くて後回しにしているのが現状で

カキ・ゲンノショウコ・ドクダミ・マタタビ・ヒ

す。講演は日本の現状、検診の重要性、治療法な

ガンバナ・オトコエシ・アオツヅラフジ・ツリガ

ど乳がんの専門医ならではのお話でした。また自

ネニンジンといった薬草としてよく用いられる植

己検診のやり方についても詳しく教えていただき

物が目立ちます。聴く人たちにとって役に立つ知

ました。ところでマンモグラフィー検診は、技術

識を供与すること！これが私の心情です。薬草を

の優れたレントゲン技師が撮影し、読影能力のす

通じて色々な話に及び心豊かな自然愛好家になっ

ぐれた医師による判定が必要です。広島県では

ていただければ更に嬉しいことです。薬草として

2006年より検診医及び検診実施施設の登録制をス

位置づけられている植物はほんの一部です。その

タートしました。詳細は県のホームページをごら

他多くの植物の知識を持たなければ薬草と区別す

んください。自己検診・マンモグラフィー検診・

ることが出来ません。薬草だけに係わらず一般植

若年層の検診への啓発…まずは自分から腰を上げ

物の知識の豊富な先生方にも講師を務めていただ

てみましょう。

いております。薬剤師会の先生方も来年はぜひ薬

総会後の懇親会では、講師の稲田先生もご一緒

草に親しむ会に参加してください。

いただきました。鈴木文枝先生のお元気な姿に感
銘を受け、楽しく和やかにすごしました。

広島漢方研究会
第44回薬草に親しむ会
理事長

吉本 悟

第44回薬草に親しむ会は９月27日
に吉舎町安田地区で開催されまし
た。広島漢方研究会は発会当初から
協力団体としてお手伝いさせていただいておりま
す。今回は44回目ですが年に２回開催されたこと
がありますので50回以上は協力参加したことにな
ります。広島漢方研究会は講師の派遣、現地での
お手伝い、計画の調整、薬草知識の供与などに協
力させてもらっています。終了後は反省会を持ち
ます。反省会には広島県薬務課、広島県薬剤師会、

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＞

物流センターの稼働について
成和産業株式会社 物流センター
管理薬剤師

井田 新司

平成21年、全社員待望の新物流セ
ンターが完成しました。場所は尾道

広島漢方研究会、講師の方々が集い意見を交換し

インターから車で５分の尾道流通団地内です。こ

て今後の計画を話し合います。

の場所は山陽道のアクセスに便利なことは勿論、

この度は交通不便な地域に拘らず約200名の一
般参加者が集まりました。一人の講師が約25名を

将来の中国縦断尾道松江線の開通を見据えた格好
の立地となっております。
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物流センターの重要な使命は、品質管理の徹底

りローコストな経営を目指しエリア別の作業量を

は勿論、必要なものを必要な時に正確にスピー

算出し人員配置・作業時間を見直すなど、営業所

ディーにお届けし、かつ、トレーサビリティ管理

の管理薬剤師や DI 室では経験することのない

を行うことで、安全・安心な商品をお得意先様に

フィールドの仕事に多く関わっています。

お届けすることです。管理薬剤師として、社員は

派遣社員やパートの方々は、現地で新規採用さ

もとより入出庫に関わる派遣社員、パートの皆さ

せていただいたため商品知識のない方が大半でし

んに向けて、生命関連商品の重要性、品質管理の

た。ロットの重要性や、商品の包装単位、バー

徹底の啓蒙に日々取り組んでおります。

コードに含まれる情報の意味など、最初はゼロか

当物流センターでは、入退室に静脈認証システ

らの教育が必要となりました。稼働当初は商品の

ムを採用しており、各フロアへの入室制限を行っ

開封や、アンプルの破損などミスもありましたが、

ております。毒薬・毒物劇物・向精神薬など特殊

その都度、教育・指導することで徐々に改善され

品については担当者のみの登録とし、入退室の記

ていきました。

録も24時間体制で監視モニタが記録して、厳重な
管理体制下に置かれています。

医薬品の品質管理・適正流通を担う根幹の部署
として、責任や苦労は大きいものの、その分大き

物流センターの管理薬剤師の業務としては、こ

なやりがいを感じております。お得意先様、エン

ういった特殊品の管理や、温度の管理、社員教育

ドユーザーである患者様に、より安心して医薬品

が主な業務と言えますが、その他にも様々な業務

をご使用いただけるよう、今後ますます厳しい目

が山積しています。メーカー様からいただく包装

をもって日々の業務に取り組んでいこうと思い

変更や販売移管の情報などを収集し、流通に不具

ます。

合が生じないようにマスタ情報を変更したり、よ

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67ページ
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広島会場 「適正使用のための医薬品情報

〜副作用早期発見をめざして：皮膚科領域の副作用〜」

研 修 会 開 催 の ご 案 内
主催：
（財）
日本薬剤師研修センター（独）医薬品医療機器総合機構
後援：
（社）
日本薬剤師会（社）
日本病院薬剤師会
広島県地域保健対策協議会

財団法人日本薬剤師研修センターでは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構との共同開催により、
標題の研修会を広島で開催いたします。
・・・・・・・・・・
・ お申込と単位取得は、当センターホームページ上（http://www.jpec.or.jp）の「薬剤師研修支援システ
ム」より行っていただきます（FAXまたは郵便でのお申込、当日受付はお受けできませんのでご注意
ください）
。
１．開催日・会場について
開 催 日：平成21年11月23日（月）
会
場：広島医師会館 広島市西区観音本町１−１−１（定員300名）
２．申込締切日：平成21年11月８日（日）※延長しました。
３．単 位 数：集合研修 ２単位
４．受 講 料：一般 5,000 円（テキスト代、送料込）
研修センター個人賛助会員 4,500 円（テキスト代、送料込）
５．講 演 内 容：
・生命を脅かす重症薬疹の早期診断における薬剤師の役割
昭和大学藤が丘病院 皮膚科 教授 末木
・副作用安全対策における最近の動向
医薬品医療機器総合機構安全第二部 調査役 佐藤
・医薬品医療機器情報提供ホームページの活用について
医薬品医療機器総合機構安全第一部 安全性情報課 堀木
・皮膚科領域の副作用早期発見のための薬学的ケアと皮膚外用剤の基礎知識
東京逓信病院 薬剤部 副薬剤部長 大谷

博彦 氏
淳子 氏
雅子 氏
道輝 氏
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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９月末現在 963名（内更新392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

11月４日（水）19：00〜20：30 東広島保健医療センター３
階大会議室
東広島生涯教育研修会
東広島薬剤師会
テーマ：「２型糖尿病治療薬の最近の話題 インスリン抵抗
082-423-7340
性改善薬とインクレチン」
講 師：東広島医療センター 内科（内分泌）医長
米田真康先生
11月８日（日）９：30〜16：00 広島県薬剤師會館
広島漢方研究会
薬局店頭症例検討会 鉄村 努 先生
漢方診療三十年解説・大建中湯 吉本 悟 先生
昼食方函口訣解説・解急蜀椒湯 山崎正寿 先生
漢方医学十講 菊一瓔子 先生

広島漢方研究会
082-285-3395

その他
（参加費等）

会員 500円、非会員
1,000円

3,000円

3

会員外参加

1

参加費：会員無料、
非会員500円

11月13日（金）19：30〜21：00 福山大学社会連携研究推進
福山大学薬学部
センター５階505研修室
（岡村）
福山大学漢方研究会2009
084-936-2112
血の不足がもたらす病態（補血剤Ⅰ）
（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）
でも構いません

11月15日（日）13：00〜16：00 国際教育センター（広島国
際大学 広島キャンパス：広島市中区幟町１‐５）
ひろしま桔梗研修会
１．
『ストレス社会における漢方処方の醍醐味』
（株）ツムラ広島支店 学術課 課長 村田亮子 先生
２．
『日本の中の薬食同源について』
西京極漢方治療（研）会長 日本漢方交流会理事
須藤朝代 先生

2

参加費：1,500円（神
戸薬大同窓会会員：
1,000円）
学生：無料

1

会員外：1,000円

11月18日（水）18：45〜20：30 尾道国際ホテル２階「慶安
の間」
尾道薬剤師会
尾道支部研修会
アロマ薬局古浜店
講演：「病態を意識した糖尿病治療薬使用の実際」
0840-20-1301
講師：厚生連廣島総合病院糖尿病代謝内科 主任部長
石田和史 先生

1

参加費：会員無料、
非会員500円

11月19日（木）19：00〜21：00 サンピア・アキ
第８回安芸薬学術発表会
1.「お薬手帳に関する意識調査」
（社）安芸薬剤師会
安芸府中薬局 内山順子 先生
082-282-4440
2.「在宅医療における連携体制を目指して 〜在宅関係職種
のアンケートを通じて〜」
安芸ふれあい薬局
長坂晃治 先生

1

会費：無料

11月11日（水）19：00〜20：30 尾道国際ホテル２階「慶安
の間」
尾道薬剤師会
尾道支部研修会
アロマ薬局古浜店
講演：「糖尿病の薬物療法」
0848-20-1301
講師：広島大学病院 内分泌・糖尿病内科診療准教授
山根公則 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）

11月18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
三原薬剤師会
第８回三原支部研修会
0848-61-5571
「糖尿病薬〜新しいタイプの血糖降下剤〜」小野薬品
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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

11月19日（木）19：30〜21：00 しまなみ交流館２階
尾道支部研修会
尾道薬剤師会
講演：大黄を含む方剤群〜風邪の症状経過中における便の アロマ薬局古浜店
異常のチェックの重要性について〜
0848-20-1301
講師：誠宏堂薬局 小林 宏 先生

認定

その他
（参加費等）

1

参加費：会員無料、
非会員500円

4

事前申し込みが必要と
なりますので、参加ご希
望の方はFAX
（082-2824 4 6 8 ）またはメール
（akiyaku@aurora.ocn
.ne.jp）
にて安芸薬事務
局までお申し込み下さ
い。締め切り11月20日ま
で

12月11日（金）19：30〜21：00 福山大学社会連携研究推
福山大学薬学部
進センター５階505研修室
（岡村）
福山大学漢方研究会2009
084-936-2112（内線5165）
体液不足からくる諸症状（滋陰剤）
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）
でも構いません

12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419回
1）薬事情報センターだより
（社）広島県薬剤師会
2）製品紹介「抗うつ剤 リフレックス錠」
薬事情報センター
明治製菓㈱ 薬品中国支店 学術グループ 082-243-6660
3）特別講演「今日のうつ病診療2009」
佐々木メンタルクリニック 院長 佐々木高伸 先生

1

参加費：1,000円
できれば事前申し込
みをお願いいたしま
す。

12月13日（日）９：30〜16：00 広島県薬剤師會館２階
広島漢方研究会
薬局店頭症例検討会 鉄村 努 先生
漢方診療三十年解説・桂枝人参湯 吉本 悟 先生
昼食方函口訣解説 山崎正寿 先生
漢方処方の調合と解説 佐々木伸忠 先生

3

会員外参加
予約不要

12月６日（日）９：00〜17：00 マツダふれあい会館
第26回安芸医学会
医師・薬剤師・看護師ほか、医療関係者による研究発表 （社）安芸薬剤師会
特別講演：「内視鏡手術の近未来」
082-282-4440
講師：岡島正純 先生 広島大学大学院医歯薬総合研究科
内視鏡外科学講座教授

広島漢方研究会
082-285-3395

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

１月８日（金）19：30〜21：00 福山大学社会連携研究推
福山大学薬学部
進センター５階505研修室
（岡村）
福山大学漢方研究会2009
084-936-2112（内線5165）
当帰と柴胡を含む処方の適応（補血剤Ⅱ）
講 師：小林 宏 先生（福山大学薬学部非常勤講師）

１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420回
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介『アンプラーグ』
（社）広島県薬剤師会
田辺三菱製薬㈱ 中国支店 学術課
薬事情報センター
3）特別講演「患者トラブルを考える」〜保険薬局窓口の
082-243-6660
事例に薬剤師はいかに対応すべきか？〜
㈱メディカルファーマシィー執行役員 薬事部長
（明治薬科大学 薬剤師生涯学習講座 客員教授）
管野 浩昭 先生

3,000円

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。
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神戸学院大学薬学会広島支部

平成21年度 研修会報告
神戸学院大学薬学会広島支部

竹山 知志

日 時：平成21年8月16日（日）14：00〜17：00
場 所：広島市まちづくり市民交流プラザ
平成21年８月16日（日）14：00〜17：00、広島市まちづくり市民交流プラザ（袋町小学校併設）にて
以下内容で、神戸学院大学薬学会広島支部の同窓会兼研修会を開催しました。
①「第14回（2008年度）アメリカ薬学研修に参加して」
独立行政法人 国立病院機構 広島西医療センター薬剤科 竹山 知志
②「患者の利益になる薬歴の活用と患者ケア」
神戸学院大学 薬学部 講師 上町 亜希子 先生
同窓会は６月に、病院実習にて里帰りする学生を呼んで懇親会を行っておりましたが、昨年より生涯
教育の場として、他学卒業生の方でも参加できるようなオープンな研修会にさせていただきました。昨
年の実施した研修会で、薬歴、POS（ピー・オー・エス）に関する研修会の要望が多かったため、上
町先生に講演をお願いいたしました。８月でも、９日（日）か30日（日）に開催したいと考えていたの
ですが、上町先生の都合がどうしても合わなくてこの日程になってしまいました。
上町先生の講演は何回かお聞きした事がありますが、毎回少しずつ内容が更新してあり非常に楽しい
ものでした。あとさすがに同窓会の研修会だけあって、大学の近況、兵庫県に薬科大学が５校もあって
それぞれ生き残りが大変なことや、模擬患者（SP）さんを利用した最近の学生教育、実習のお世話役
として奔走していらっしゃる毎日の事などを教えていただき楽しい講演でした。
講演会後は、先輩の先生方や、若手の先生、そして本日のメインゲストの上町先生とともに近隣の飲
食店で懇親会を開催しました。年代こそ違えど、学生だった当時の話やこれまでの各々の先生方の歴史
で話が弾みました。私と上町先生も、やはり同級生ということで会話がはずみ、「同級生の○○君は今
どうなっている」、「○○君と△△さんのその後のいきさつなど……」
、「大学１年生の時に講義で『出て
け』と怒鳴られた●●君の事」など、楽しい思い出話をさせていただきました。
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原田 修江

バイオ後続品について
バイオ後続品

は、遺伝子組換えや細胞融合、クローニングなどのバイオテクノロジーを応用して

開発されたバイオ医薬品の後発品です。先発品は

先行バイオ医薬品

といいます。2009年３月に示さ

れた「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」（ガイドライン）の中で定められた名
称であり、化学合成医薬品の先発医薬品・後発医薬品とは区別されます。

◆バイオ後続品の承認条件
化学合成医薬品では、先発医薬品との有効成分の同一性、生物学的同等性等が後発医薬品の評価の対
象となります。しかし、バイオ医薬品は生体由来の医薬品であり、独自の細胞培養技術により製造され
るタンパク質医薬品（高次元構造）であることから、化学合成医薬品のように有効成分の同一性を証明
することが容易ではありません。そのため、バイオ後続品の有効成分は先行バイオ医薬品と全く同じと
は言い切れず、先行バイオ医薬品との同等性・同質性を評価するためには、化学合成医薬品とは異なっ
た判定基準が必要となります。そこでガイドラインが策定され、バイオ後続品の開発で配慮すべき要件
や承認条件等が提示されました。
ガイドラインでは、バイオ後続品における先行バイオ医薬品との同等性・同質性の目標を、「先行バ
イオ医薬品と品質特性において類似性が高く、かつ、品質特性に何らかの差異があったとしても、最終
製品の安全性及び有効性に有害な影響を及ぼさないことを示すこと。」としています。一般に、バイオ
後続品では、品質特性及び非臨床試験の結果のみにより先行バイオ医薬品との同等性・同質性を検証す
ることが困難なことから、最終的には臨床試験を行い、臨床薬物動態（PK）試験、薬力学（PD）試験
又はPK/PD 試験の結果により先行バイオ医薬品との同等性・同質性を評価することになり、さらに、
バイオ後続品では、免疫原性等、化学合成医薬品とは異なる安全性の問題があることから、開発段階の
臨床試験データだけでは十分と言えず、市販後の安全調査を一定期間義務付けています。

◆バイオ後続品の開発状況
バイオ医薬品の第一号は、1982年に米国で認可されたヒトインスリンです。現在では数多くの製品が
開発され、わが国でも臨床で広く使用されています。今後さらに新しいバイオ医薬品が登場することが
予想されます。
一方、近年、バイオ医薬品の中に特許期限を迎える製品が増加していることから、バイオ後続品の開
発が活発化しています。海外では既にソマトロピン（成長ホルモン）、エポエチンα（エリスロポエチ
ン）、フィルグラスチム（顆粒球コロニー刺激因子：G-CSF）のバイオ後続品が承認されています。わ
が国でも、2009年9月18日に国内初のバイオ後続品として、 遺伝子組み換えヒト成長ホルモン製剤「ソ
マトロピンBS皮下注5mg『サンド』／同BS皮下注10mg『サンド』」（一般名：ソマトロピン） が薬価
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収載されました。先行バイオ医薬品はファイザーの「ジェノトロピン」です。
現在、成長ホルモン以外に、エリスロポエチン、G-CSF、ヒトインスリン等の後続品の開発も進め
られており、今後、さらにインターフェロン、モノクローナル抗体等の後続品の開発も予定されている
ようです。
《メモ》 バイオ後続品の一般的名及び販売名について
・一般的名称
先行バイオ医薬品の一般的名称（遺伝子組換えに係る記載を除く。
）の末尾に 「後続１（２，３，…）」
を角括弧書きで追加したものとする。
ただし、単純タンパク質医薬品のように、目的とする有効成分の一次構造を含む本質等が先行バイオ
医薬品の有効成分と同一と判断される医薬品（成長ホルモンやインスリン等）については、従来同様、
先行バイオ医薬品の一般的名称とする。
・販売名
原則として、一般的名称のうち（遺伝子組換え）を除き、「後続１（２，３，…）」の代わりに「BS」
と記載し、剤形、含量及び会社名（屋号等）を付す。
〈例〉一般的名称：「○○○○○（遺伝子組換え）
［×××××後続１］
」
販売名：×××××BS 注射液 含量 会社名
注）
「×××××」は、先行バイオ医薬品の一般的名称のうち「遺伝子組換え」 を除いたもの。

〈参考資料〉
・医薬ジャーナル，45（4）
，1125，2009
・医薬ジャーナル，45（5）
，43，2009
・「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」
（薬食審査発第0304007号 平成21年３月４日）
・「バイオ後続品に係る一般的名称及び販売名の取扱いについて」
（薬食審査発第0304011号

平成21年３月４日）

広島県薬剤師會館２Ｆ

★医薬品の識別、薬事情報、多剤併用等について

薬事情報センター

★『わからない！』
『判断に…』 等々
こんな時にはご連絡ください！

Ｔ Ｅ Ｌ 082-243 - 6660
Ｆ Ａ Ｘ 082-248 -1904
ホームページ http://www.hiroyaku.or.jp/di/index.htm

★パワーポイントでのスライド作成、資料作成 他

E-mail di@hiroyaku.or.jp
おくすり相談電話
082-545 -1193
中毒119番 082-248 - 8268
（フリーダイヤル 0120 -279 -119）

★毎月の定例研修会
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【新型インフルエンザ情報】
〈厚生労働省HP〉
¡新型インフルエンザに関するQ＆A

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou 04 /info̲qa.html
１）新型インフルエンザに関するQ＆A

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou 04 / 02 .html
２）新型インフルエンザ対策本部による「基本的対処方針」に関するＱ＆Ａ（平成21年７月23日改訂）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou 04 / 02 - 05 .html
３）妊娠している婦人もしくは授乳中の婦人向けＱ＆Ａ（社団法人 日本産科婦人科学会）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou 04 /pdf/ 02 - 03 - 01 .pdf
４）ご注意ください！ タミフルについてのＱ＆Ａ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou 04 / 02 - 04 .html
５）新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するＱ＆Ａ
（平成21年９月18日）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou 04 / 20 .html
６）新型インフルエンザワクチンＱ＆Ａ（平成21年10月２日）

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu 091002 - 01 .pdf
¡新型インフルエンザに係る保険医療機関の時間外診療等について
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/ 2009 / 09 /dl/info 0918 - 1 a.pdf
¡新型インフルエンザに関連する診療報酬の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/ 2009 / 05 /dl/info 0527 - 01 .pdf
¡ファクシミリ等による処方せんの送付及びその応需等に関するＱ＆Ａについて
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/ 2009 / 10 /dl/info 1001 - 01 .pdf
¡インフルエンザ脳症ガイドライン改訂版（平成21年９月）

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/ 2009 / 09 /dl/info 0925 - 01 .pdf
〈日本薬剤師会HP〉
¡新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について（平成21年８月28日
日薬発第200号）
別添B：新型インフルエンザ患者数の増加に向けた薬局での対応に関する留意点
http://www.nichiyaku.or.jp/contents/topics/influenza/pdf/ 090828 ̲ 200 .pdf
¡発熱外来の機能を持つ医療機関から処方せんが発行される場合の薬局での対応に関する留意点に
ついて（平成21年５月22日 日薬業発第89号）
http://www.nichiyaku.or.jp/contents/topics/influenza/pdf/ 89 ̲ryuui.pdf
¡新型インフルエンザ「基本的対処方針」の改定等について（平成21年10月２日 日薬業発第239号）
http://www.nichiyaku.or.jp/contents/topics/influenza/pdf/ 091002 ̲ 239 .pdf
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お 薬 相 談 電 話 事 例 集 No.61
抗核抗体とは何ですか？
抗核抗体（antinuclear antibody；ANA）は細胞核成分と反応する自己抗体の総称です。細胞核に
含まれる抗原の種類に対応して、①抗DNA抗体群、②抗ヒストン抗体群、③非ヒストン核蛋白抗体群、
④抗核小体抗体群、⑤その他の抗核抗体群の５群に分類されます。全身性エリテマトーデス（SLE）
のほかさまざまな自己免疫疾患が疑われる場合に、スクリーニングの目的で検査します。40倍未満を陰
性とし、陽性の場合は、染色パターンなどから推察される個々の核抗原に対する抗体を検索し、さらに
臨床症状や身体所見、他の検査所見などから総合的に判断して病態を診断します。最も高頻度に陽性を
示すのはSLE、強皮症、MCTD（混合性結合組織病）です。抗体価が40〜80倍程度の弱陽性を示す疾
患は多く、健常人でも20%程度に認められるとの報告もあります。
表1．抗核抗体のDecision Level
Decision Level
強陽性（640倍以上）

高頻度にみられる疾患
SLE、強皮症、MCTD

可 能 性
自己免疫性肝炎、DLE、SjS

対

上記に加え、自己免疫性肝炎、
DLE、SjS、薬剤性ループス、レ RA、PBC、慢性甲状腺炎
イノー症候群、PM、DM

中等度陽性
（160〜640倍）
弱陽性（40〜160倍）

上記に加え、RA、PBC、慢性甲
状腺炎

DLE：円板状エリテマトーデス
PBC：原発性胆汁性肝硬変症

SjS：Sjögren症候群
RA：関節リウマチ

策

染色型の判定、原
疾患の診断と治療

他の疾患、健常者
PM：多発性筋炎

DM：皮膚筋炎

表2．蛍光抗体法による抗核抗体の染色型と対応抗原および関連疾患
染色型

対

応

抗

原

備

考〔主な関連疾患〕

均質型

ヌクレオゾーム（DNAヒストン
複合体）

・細胞核全体（核小体、分裂期染色体なども含む）が均質に染
色される。この型を示す抗体はLE因子とも呼ばれ、LE細胞＊1
現象の血清因子である。
・抗体価が高値の場合はSLEに多くみられるが、低値の場合は
さまざまな疾患で認められる。
〔SLE、薬剤性ループス、種々の疾患〕

辺縁型

二本鎖DNA、核膜構成蛋白

・通常は血清の低希釈で認められ、高希釈すると均質型になる。
SLEに特異性が高い。
〔SLE〕

斑紋型

可溶性核抗原（U1RNP ＊ 2 、Sm、 ・核小体以外の部分の核質が、斑点状に染色される。
SS-B/La、Scl-70など）
〔SLE、MCTD、強皮症、DM、SjS〕

核小体型

セントロメア型
（離散斑紋型）

核小体抗原（U3RNP＊2、
・核小体のみが特異的に染色されるもので、強皮症での陽性率
7-2RNP ＊ 2 、PM-Scl、NOR-90、
が高い。〔強皮症〕
RNApolymerase など）
セントロメア

・核内に40〜80個の斑点を認め、分裂期細胞では染色体に一致
した斑点がみられる。皮膚硬化限局型の強皮症に特異性が高
い。〔CREST症候群＊3、PBC、強皮症（限局型）〕

上記５つの染色型のほかに、SLEと関連の深い散在斑紋型（PCNA型）やPM、DM、PBCと関連の深い細胞質型を加
える場合もある。
＊1 LE細胞：採血後に in vitro で形成される細胞で死細胞の核成分に抗体や補体が結合したものを貪食し、自らの核が
辺縁に圧排されて独特の形をとった好中球である。
＊2 RNP：リボ核蛋白。
＊3 CREST症候群（calcinosis 石灰化症、Raynaud phenomenonレイノー現象、esophageal dysfunction食道
蠕動運動低下、sclerodactyly手指硬化、telangiectasia毛細血管拡張症）
。
【参考資料】 日本医事新報No.4302、No.4455、異常値の出るメカニズム（医学書院）、臨床検査ガイド（文光堂）、
医学大辞典（南山堂）
、臨床検査データブック（医学書院）
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医薬品・医療機器等

安全性情報

Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information
No.

260・261

厚生労働省医薬食品局

No.260 目次
1．三環系、四環系抗うつ薬等と攻撃性等について ……………………………3
2．重要な副作用等に関する情報 ………………………………………………9
縡 テルミサルタン ……………………………………………………………9
縒 フェニトイン、フェニトイン・フェノバルビタール、フェニトイン・フェノバルビタール・
安息香酸ナトリウムカフェイン、フェニトインナトリウム …………………………12

3．使用上の注意の改訂について（その208）
ラモトリギン他（９件）…………………………………………………………15

4．市販直後調査の対象品目一覧 ………………………………………………19

No.261 目次
1．医薬品による重篤な皮膚障害について ………………………………………3
2．SSRI/SNRIと他害行為について …………………………………………8
3．重要な副作用等に関する情報 ………………………………………………13
縡 バレニクリン酒石酸塩……………………………………………………13

4．使用上の注意の改訂について（その209）
シベンゾリンコハク酸塩（経口剤）他（７件）………………………………16

5．市販直後調査の対象品目一覧 ………………………………………………19
参考１．平成20年度のインフルエンザワクチンによる副作用の報告等について
（ワクチン副反応検討会の結果）………………………………………………22
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）
８月・９月
厚生労働省医薬食品局
◎連絡先
0100-8916 東京都千代田区霞が関１−２−２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

｛

1

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

（Fax）03-3508-4364
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検査センターだより
「カドミウム」についてのお話

城坡 利裕

秋の風もだいぶん冷たさを感じてまいりました。朝夕と昼間の気温差が大きなこの時季、体調管理に
は十分お気をつけください。
さて、検査センターでは、プール水水質検査業務やシックスクール検査業務などの業務が一段落し、
これからは、医薬品試験、計画的試験検査、家庭用品検査などが業務の中心となってまいります。
とはいえ、水質検査も随時受け付けておりますので、宜しくお願い申し上げます。
今回の検査センターだよりは、
「カドミウム」について述べて参りたいと思います。
カドミウム（Cadmium）は原子番号48の金属元素です。元素記号はCdであり、平成21年５月号で述
べた亜鉛族元素の一つです。
用途としては、電気めっき、顔料、電池、ゴム、写真材料、合金等に用いられています。
環境での分布は、地殻中に0.2mg/kg存在し、亜鉛鉱石中に含まれて産出し、亜鉛とともに自然界に
広く分布しています。
人体への影響としては、腎臓機能に障害が生じ、それにより骨が侵されていきます。
ヒトの経口致死量としては350〜3,500mgと推定され、成人に影響のない量は３mgと考えられてい
ます。
カドミウム障害が重篤となると腎糸球体に障害が生じ、富山県神通川流域で多発したイタイイタイ病
は、カドミウムの慢性中毒であるとし公害疾患として認定されました。
また、イタイイタイ病の多くは、低分子量蛋白尿症であることが報告されています。
カドミウムに対しての生体側の防御としては、金属結合性タンパク質のメタロチオネインが誘導され、
カドミウムを分子内に取り込み毒性を軽減しています。
水質検査におけるカドミウムは、イタイイタイ病の原因物質であることから注目され、水質基準の設
定においても、1969年に暫定基準を0.01ppmと規定し、検査方法としては原子吸光光度法とジチゾン法
が採用されました。
現在では、誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP法）
、原子吸光光度法が公定法として採用されてい
ます。
最後に、カドミウムを含む水質検査は、当センターで実施しております。
是非、お気軽にご相談ください。
参考文献 : 厚生労働省のHP
上水試験方法2001（解説）
愛知県衛生研究所HP

・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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海 田市

ＪＲ山陽本 線
瀬野川

川
瀬野

線
号

広島福祉
専門学校

２

サティ
海田西中
海田西小
ダイキ

安芸支部の順番ですので、支部長の私の
薬局を紹介します。

広貫堂薬局日の出町店

広島県安芸郡海田町日の出町
6-6 グランステーツ海田１階
平成10年４月１日開局
★
勝
海田郵便局 二川

Ｊ Ｒ 呉線

道
国

9

駅

海田小

包機の機嫌を損なったら、顔色がまっ青に
なります。又、待合室は保育園になります。

その前に紙面をお借りして、前田会長に

お薬をお渡ししてもオモチャで遊んで子ど

県薬会賞をいただいたお礼を（鈍牛ですの

もが帰りたがらないなど…最後はお母さん

で遅くなりました）。県薬の為にもっと働け

にひっぱられて泣きながら帰ります。でも、

との事と思って頑張ります。

子どもの泣き声を聞くと、元気になるよう

この薬局を開局したのは、安芸支部の役
員会の時で、調剤に関する議題の出た時に、

な気がします。大昔、自分もあんなころが
あったなぁと…。

よく分からない事があるので、調剤を主力

インフルの流行で、タミフルDSやリレン

の薬局を持っていれば勉強になるとの考え

ザの処方が増えてきました。10月５日〜16

で、出店しました。本店を昭和29年に開局

日までの10日間で、１日平均６人でしたが、

してからOTC 専門で営業してきました。調

スタッフに感染しない様に気を使います。

剤経験は歯科の痛み止めや化膿止めぐらい

感染予防に、これといった方法があれば教

ですので、修士課程に進んでいた長女を呼

えてください。

び戻して手伝ってもらいました。薬理の事

ブラウンバッグ運動など、実施していく

は現役だった娘に、保険請求の分からない

のに忙しい毎日です。又、機会があれば、

所は安芸薬のメンバーに聞いて、勉強の

安芸薬会営の安芸府中、安芸畑賀の薬局を

日々でした。お薬の小分けは同時にオープ

紹介したいですネ。薬学生の実習受け入れ

ンした安芸府中薬局にお世話になりました。

など、ハード・ソフト両面で、充実させた

そういえば、１日に２〜３回と府中町を
往復したものでした。
小児科を主力に調剤していますので、分

いと思っています。
会員の先生方、色々とアドバイスをお願
いします。

次回は、ノムラ薬局牛田店さんです。
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「医薬品安全管理責任者必携2009」

書籍等の紹介

※付録として、ヒヤリハット事例記述情報（薬剤）、医療
安全に関する通知、医療安全情報を納めたCD-ROMが

「OTC薬ガイドブック選ぶポイントすすめるヒント
第２版」
監
修：堀 美智子
臨床監修：福生 吉裕
編
集：医薬情報研究所／株式会社エス・ア
イ・シー
発
行：株式会社 じほう
判
型：Ａ５判 850頁
価
格：定
価 4,200円
会員価格 3,780円
送
料：１部 500円

付いています。

監

修：社団法人 日本病院薬剤師会

発

行：株式会社 薬事日報社

判

型：Ａ４判

価

格：定

398頁

価 5,880円

会員価格 5,250円
送

料：１部 350円

※価格はすべて税込みです。

失 敗 し な い 保 険 調 剤

１．保険薬局・保険薬剤師
２．調剤基本料
３．調剤料
４．調剤料の加算
５．薬学管理科
６．薬学管理科（在宅関連）

監 修：社団法人 大阪府薬剤師会
発 行：株式会社 薬事日報社

７．薬学管理科（後期高齢者）
８．特定保険医療材料料
９．保険薬局の指導と監査
10．個別指導の実際
よくある質問Q&A
補足資料 調剤報酬の算定
さくいん

判 型：Ａ５判 201頁
価 格：定価2,520円（税込）会員価格2,268円（税込）

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

知

板

薬 祖 神 祭
日 時：平成21年12月３日（木）午後５時〜
場 所：広島県薬剤師會館４階
会 費：1,000円

県薬事務局の年末･年始の休業のお知らせ
12月28日（月）………………………………………………………仕事納め
12月29日（火）〜１月３日（日）…………………………………休

業

１月４日（月）………………………………………………………仕事始め

薬事関係法規及び
薬事関 係 制 度

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）

正答は67ページ
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薬剤師国家試験
41頁

問8 8… ４

解

正答・解説

説

9 4 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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薬剤師国家試験
37頁

問9 3 … ４

解

正答・解説

説

ポイント

65頁

問114… ４

解

説

ポイント

52頁

問221… ２

解

説

ポイント

9 4 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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編集後記

先日、福山で研修があった時、帰りにぶらっと鞆の浦に行って

the editor’s notes

みました。すると、観光客の多いのに驚き、何が人をひきつけ
ているかと、ぶらぶらしてみると、なんと、あの有名な宮崎駿
監督の「崖の上のポニョ」の映画の舞台となった場所でした。
外国からの観光客も来られていました。近くに、こんなに夢の
ある町があると思ったら、とても嬉しくなりました。

2009
Vol.34 No.6

November

11

しかし、私にとっては鞆の浦名産の「鯛ちくわ」のまるかじり
にビールが最高でした!!

＜ゴーストライター＞

秋晴れの日に第６回福山PHマスターズゴル
フ大会が開催されました。優勝は41 39のベ
スグロでTOさんでした。あっぱれ！
11月３日は第５回ソフトボール交流戦（東
広島 vs 薬天）が福山で開催されます。
これまでの４勝４敗で迎えた第９、10回戦
の結果を知りたい方は、当日午前の部は千
田浄水場運動場へ、午後はふくやま市民交
流館へお越しください。なお午前の部はグ
ローブを、午後の部はお酒を持って来てく
ださいね！
＜薬天タブレッツ18番＞

先日、舘野 泉さんのコンサートに行きま
した。奇跡の左手のピアニストです。実は
25年ほど前にも行ったのですが、その時は
北欧の音楽と穏かな人柄に惹かれたためで
す。まさかその人が、脳出血で右半身不随
になられるとは…病後の失意の中で、ある
日左手だけの演奏でも音楽に変わりないこ
とに気づかれたそうです。今、以前より輝
きを増して生きた音が力強く伝わってきま
す。すご〜い人です！
＜打ち出の小槌＞

2009年も残りあと２ヵ月です。あっという間に月日が流れていくような気がします。
しかし今年は新型インフルエンザの大流行で大変でしたね。予防用のマスク、消毒用エタノール、
うがい薬が思うように手に入らないという状況が続きました。正に「備えあれば憂いなし」を実
感した年でもありました。学校等でも学級閉鎖を余儀なくされるところも多く見受けられました。
次号は2010年です。皆様にとりましても、まずは健康でありますよう誌面をお借りして祈念いた
します。
＜学級閉鎖中にゲーム三昧の愚息をもつトッピー＞

日本薬剤師会学術大会 in 滋賀に
行ってきました。ランチョンセ
ミナーと、分科会の地域医療構
築の話に感動しました。前夜は
京都某所で薬剤師ねっとのプレ
オフ会が開かれ、大変楽しかっ
たので、帰ってさっそく SNS に
参加しました。
＜メリッサ＞

新型インフルエンザの感染が日増しに拡大している。
患者は主に若年層で、学校での集団感染が原因のよう
だ。しかし大人の感染は意外と少ないようだが、そろ
そろ季節性インフルエンザにも注意しなければ…
ワクチンを接種する前に感染しちゃうかな？
コアラが感染すると、それこそ「最新型の強毒性コア
ラインフルエンザ発見される！」なんてことになった
りして…
＜By コアラChanズ＞

編

集

松下 憲明
井上 映子
城坡 利裕

委

員
谷川 正之
豊見
敦
難波 利元

瓜生智加子
松井 聡政

西谷
啓
神田千都子

平 成 21 年 11 月 １ 日

保険薬局ニュース

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.17

No.６（No.94）

「ブラウンバッグ運動」事業について
この度、東京大学大学院より、広島県及び広島県薬剤師会に「高齢者薬物治療の潜在的問題把握に
関する研究」調査について、協力要請がありました。
高齢者の安全・安心な薬物治療適正化を推進するため、薬剤師が患者さんの服用している薬及びサ
プリメントを確認し、患者さん自身にその情報をフィードバックすることで服用に関する知識を向上
させることが目的です。
海外では、薬剤師として地域医療への貢献、また、「正しく・安心して薬を使ってもらうために、薬
剤師は何ができるのか？」を考え、この運動（ブラウンバッグ運動）が広く行われ、有効な成果を挙
げています。
本会といたしましても、本事業の主旨をご理解いただくため、８〜10月にかけて、５ヵ所で説明会
を開催し、10月上旬に関係資材をお送りしております。
ご協力くださる会員薬局各位におかれましては、業務ご多忙中のところ、誠にお手数とは存じます
が、よろしくお願い申し上げます。
なお、送付部数以上の調査を実施いただける場合、数に限りはございますが、バッグに予備がござ
いますので、所属支部にお問い合わせください。
バッグ以外の資材につきましては、県薬ホームページhttp://www.hiroyaku.or.jp/member/brownbag/
index.htmからダウンロードし、必要部数を印刷ください。
また、中間報告として、平成21年11月12日（木）までに所属支部宛に、各データの送付をお願いい
たします。
１．実 施 調 査 期 間 ：平成21年10月９日（金）〜平成21年12月11日（金）
２．調査票県薬提出期限：平成21年12月24日（木）
３．中

間

報

告 ：平成21年11月12日（木）

【県薬ホームページ掲載資材】
実施要綱、よくある質問（ブラウンバッグ運動についてのＱ＆Ａ）
別紙１．チラシ
別紙２．ポスター
別紙３．お薬チェックシート
別紙４．フィードバック記録用紙
別紙５．調査結果送付状

（薬局）

別紙６．参加者募集報告書（支部）
参

考

チェックシート・フィードバック用紙記入例

−1−

薬価基準収載医薬品（平成21年9月3日付）
（1成分1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）

備考
・ダルナビル エタノール付加物
「プリジスタ錠300mg」の規格
追加（新用量医薬品）

プリジスタナイーブ錠
400mg
（ヤンセン ファーマ）
表：TMC
裏：400MG

ダルナビル エタノール付
加物

・「プリジスタ錠300mg」とは
異なり、抗HIV薬による治療
経験のない未治療のHIV感染
患者を対象とする。
400mg１錠

HIV感染症

921.90 ・HIV-1プロテアーゼに高い親
和性を有するプロテアーゼ阻
害剤。
・本剤と低用量リトナビルとの
併用により、他に治療選択肢
の限られた抗HIV薬の治療
歴がある患者に対して有効性
が認められている。

薬価基準収載医薬品（平成21年9月4日付）
（6成分10品目）
［内用薬］
商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

レメロン錠15mg
（シェリング・プラウ）

リフレックス錠15mg
（明治製菓）
左側：MS 右側：M28

規格単位

薬価
（円）

15mg１錠

169.30

備考

ミルタザピン

・本邦初のノルアドレナリン作
動性・特異的セロトニン作動
性抗うつ剤（NaSSA）
。

うつ病・うつ状態

・主としてCYP1A2、2D6、3A4
により代謝される。

アリスキレンフマル酸塩
ラジレス錠150mg
（ノバルティスファーマ）
高血圧症
NVR IL

15mg１錠

150mg１錠

−2−

169.30 ・主な副作用は、傾眠、口渇、
便秘、倦怠感、等。

・本邦初の直接的レニン阻害剤。
・他の降圧薬との併用により、
各降圧薬単独投与に比べ降圧
効果が増大する。
168.00
・主な副作用は、頭痛、高尿酸
血症、下痢、等。重大な副作
用としては、血管浮腫、高K
血症が報告されている。

商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位

カデュエット配合錠１番
（ファイザー=アステラス）
表：pfizer
アムロジピンベシル酸塩・
裏：CDT２５５
アトルバスタチンカルシウ
ム水和物

１錠

薬価
（円）

備考

96.80

・世 界 初の持 続 性 C a 拮 抗 薬と
HMG-CoA還元酵素阻害剤の配
合錠。

本剤（アムロジピン・アトル
バスタチン配合剤）
は、アム
ロジピン及びア
トルバスタ
カデュエット配合錠２番
（ファイザー=アステラス） チンによる治療が適切であ
る以下の患者に使用する。
表：pfizer
高 血 圧 症 又 は 狭 心 症と、
裏：CDT２５1
高コレステロール血症又は
家族性高コレステロール血
症を併発している患者
なお、アムロジピンとアトル
バスタチンの効能・効果は
カデュエット配合錠３番 以下のとおりである。
（ファイザー=アステラス）
表：pfizer
アムロジピン
裏：CDT055
・高血圧症

１錠

153.20

・主な副作用は、動悸、肝機能障
害、頭痛、眩暈・ふらつき。
〈アムロジピン/アトルバスタチ
ン配合量〉
・カデュエット配合錠１番：
2.5mg/5mg
・カデュエット配合錠２番：

１錠

126.80

2.5mg/10mg
・カデュエット配合錠３番：
5mg/5mg

・狭心症

・カデュエット配合錠４番：
5mg/10mg

アトルバスタチン
・高コレステロール血症
・家族性高コレステロール
カデュエット配合錠４番
（ファイザー=アステラス） 血症
表：pfizer
裏：CDT051

１錠

183.20

・本邦初の前立腺肥大症の適応
を有する5α還元酵素阻害薬で
ある。
アボルブカプセル0.5mg
（グラクソ・スミスクラ
イン）

・１型5α還元酵素、２型5α還元
酵素の両方とも阻害する。
デュタステリド
前立腺肥大症

0.5mg
１カプセル

GX CE２

206.50

・肥大した前立腺を縮小し、下部
尿路症状を軽減して尿流を改
善する。
・主な副作用は、勃起不全、リビ
ドー減退、乳房障害（女性化乳
房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快
感）等。
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［外用薬］
商品名
（会社名）

ルミガン点眼液0.03％
（千寿製薬）

成分名
効能・効果

規格単位

ビマトプロスト
0.03％１mL
緑内障、高眼圧症

薬価
（円）

備考

・既存のプロスタグランジン関
連薬とは異なるプロスタマイ
ド誘導体（内因性の生理活性
物質であるプロスタマイド
F2αに類似した構造を有す
る化合物）で、新規の緑内
960.00
障・高眼圧症治療剤に分類さ
れる。
・強力かつ安定した眼圧下降効
果を示す。
・重篤な副作用は、眼局所、全
身とも認められていない。

・副腎皮質ステロイドホルモンであ
るモメタゾンフランカルボン酸エ
ステルを主成分とする定量式吸
入用散剤。
・肺への送達率は約40%、吸入
時に平均粒子径が2μmとなる
ドライパウダー製剤である。
モメタゾンフランカルボ
アズマネックスツイストヘ
・全身吸収性は極めて低く、静脈
６mg１キット
ン酸エステル
ラー100μg 60吸入
2,547.20
（100μg）
内投与との比較による絶対バイ
（シェリング・プラウ）
気管支喘息
オアベイラビリティは約1%である。
・吸気速度の低下した患者でも安
定した吸入を可能とするツイスト
ヘラーデバイスを採用している。
・主な副作用は、口腔カンジダ症、
嗄声、咽喉頭症状（不快感、疼
痛、乾燥、刺激感）
、等。

薬価基準収載医薬品（平成21年9月18日付）
( 17成分20品目)
［内用薬］
商品名
（会社名）
識別記号
セレジストOD錠５mg
（田辺三菱製薬）
TA 142

ストックリン錠200mg
（萬有製薬）
223

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

備考

５mg１錠

1178.90

・既存のセレジスト錠に新たな
剤型（口腔 内崩壊錠）を追加
するもの。

タルチレリン水和物
脊髄小脳変性症における
運動失調の改善
エファビレンツ
200mg１錠
HIV-１感染症
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・既存のストックリンカプセル
を新たな剤型（錠剤）に切り
替えるもの。
649.40
・ストックリンカプセル200の発
売中止日は未定。

［注射薬］
商品名
（会社名）

ソマトロピンBS皮下注
５mg「サンド」
（サンド）

ソマトロピンBS皮下注
10mg「サンド」
（サンド）

成分名
効能・効果

規格単位

ソマトロピン（遺伝子組
換え）
５mg１筒
骨端線閉鎖を伴わない成
長ホルモン分泌不全性低
身長症
骨端線閉鎖を伴わない次
の疾患における低身長
・ターナー症候群
・慢性腎不全

ノボラピッド注 イノレット
インスリン アスパルト
（ノボ ノルディスク
（遺伝子組換え）
ファーマ）

レベミル注 イノレット
（ノボ ノルディスク
ファーマ）

エルネオパ１号輸液
（大塚製薬工場）

エルネオパ２号輸液
（大塚製薬工場）

インスリン デテミル（遺
伝子組換え）

L-ロイシン、L-イソロイシン、
L-バリン、酢酸L-リジン、Lトレオニン、L-トリプトファン、
L-メチオニン、アセチルシステ
イン、L-フェニルアラニン、Lチロジン、L-アルギニン、Lヒスチジン、L-アラニン、Lプロリン、L-セリン、グリシン、
L-アスパラギン酸、L-グルタ
ミン酸、塩化カルシウム水和
物、
硫酸マグネシウム水和物、
酢酸カリウム、ニコチン酸ア
ミド、葉酸、リボフラビンリン
酸エステルナトリウム、アスコ
ルビン酸、ビオチン、ビタミン
A油、コレカルシフェロール、
トコフェロール酢酸エステル、
フィトナジオン、ブドウ糖、塩
化ナトリウム、塩化カリウム、
乳酸ナトリウム、リン酸二水
素カリウム、ヨウ化カリウム、
チアミン塩化物塩酸塩、ピリ
ドキシン塩酸塩、シアノコバ
ラミン、パンテノール、塩化第
二鉄、塩化マンガン、硫酸
亜鉛水和物、硫酸銅
経口・経腸管栄養補給が不
能又は不十分で、経中心静
脈栄養に頼らざるを得ない
場合の水分、電解質、カロ
リー、
アミノ酸、
ビタミン、亜鉛、
鉄、銅、マンガン及びヨウ素
の補給

備考

37,834
・既存のソマトロピン（遺伝子
組換え）製剤であるジェノト
ロピンを先行バイオ医薬品と
するバイオ後続品。

10mg１筒

75,668

300単位
１キット

2,015

300単位
１キット

インスリン療法が適応と
なる糖尿病

薬価
（円）

2,334

1,000mL
１キット

1,672

1,500mL
１キット

2,119

2,000mL
１キット

1,000mL
１キット

・既存のレベミル注 ペンフィ
ルを注入器（イノレット）に
組み込んだもの。

・従来（ネオパレン輸液）の３
室構造の輸液剤を４室構造に
したもの。
2,565
・世界で初めて５種類の微量元
素を配合した高カロリー輸液
用 糖・電解質・アミノ酸・総
合ビタミン・微量元素液。
・二槽バッグ製剤の上室内に、
第３室（ビタミン）及び第４
1,801
室（微量元素液）を加え、用
時にワンプッシュで開通出来
るようにした新キット製品。

1,500mL
１キット

2,293

2,000mL
１キット

2,779

−5−

・既存のノボラピッド注 ペン
フィルを注入器（イノレット）
に組み込んだもの。

商品名
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

備考

ヘパリンカルシウム
汎発性血管内血液凝固症
候群の治療
ヘパリンカルシウム
皮下注５千単位／0.2mL 血栓塞栓症（静脈血栓症、 5,000単位
シリンジ「モチダ」
心 筋 梗 塞 症 、 肺 塞 栓 症 、 0.2mL１筒
（持田製薬）
脳塞栓症、四肢動脈血栓
塞栓症、手術中・術後の
血栓塞栓症等）の治療及
び予防

・既存のヘパリンカルシウム製
剤をプレフィルドシリンジ化
した新キット製品。
450
・少量にして用量調整を簡便に
した。

エタネルセプト（遺伝子
組換え）

エンブレル皮下注用
10mg
（ワイス=武田薬品）

関節リウマチ（既存治療
で効果不十分な場合に限
10mg１瓶
る）
多関節に活動性を有する
若年性特発性関節炎（既
存治療で効果不十分な場
合に限る）

6,185

・既存の25mg製剤に新たな規
格（10mg製剤）を追加する
もの。

57,358

・既存の500mg製剤に新たな規
格（100mg製剤）を追加する
もの。

ペメトレキセドナトリウ
ム水和物
アリムタ注射用100mg
（日本イーライリリー）

100mg１瓶

悪性胸膜中皮腫、切除不
能な進行・再発の非小細
胞肺癌

［外用薬］
商品名
（会社名）

ナゾネックス点鼻液
50μg112噴霧用
（シェリング・プラウ）

メプチンキッド５μg
エアー100吸入
（大塚製薬）

メプチン10μgエアー
100吸入
（大塚製薬）

成分名
効能・効果
モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル水和物

規格単位

薬価
（円）

備考

９mg18g
１瓶

3,876.20

・既存の製剤（50μg56噴霧用）
に新たな規格（50μg112噴霧
用）を追加するもの。

0.0143％
2.5mL
１キット

808.00

0.0143％
５mL
１キット

1,027.60

アレルギー性鼻炎

プロカテロール塩酸塩水
和物
下記疾患の気道閉塞性障
害に基づく諸症状の緩解
気管支喘息、慢性気管支
炎、肺気腫
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・既存のメプチンエアー10μg、
メプチンキッドエアー５μgに
ドーズカウンターを内蔵する
（吸入可能回数を確認しやす
い）などした新キット製品。

商品名
（会社名）

パッチテストテープ
「硫酸ニッケル」160μg
（佐藤製薬）

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

備考

硫酸ニッケル
１枚

717.30

パ ッ チ テ ス ト テ ー プ 重クロム酸カリウム
「重クロム酸カリウム」
アレルギー性皮膚疾患の
19μg
アレルゲンの確認
（佐藤製薬）

１枚

717.30

塩化コバルト
パッチテストテープ
「塩化コバルト」16μg
アレルギー性皮膚疾患の
（佐藤製薬）
アレルゲンの確認

１枚

１枚

717.30 ・既存のアレルゲンを含有する
パッチテストテープ（パッチ
テスト用医薬品）
。
・従来は布面にアレルゲンを含
む薬液を塗布してから皮膚に
貼付した。
717.30

N-ヒドロキシメチルスク
パッチテストテープ
シンイミド
「ホルムアルデヒド」
150μg
アレルギー性皮膚疾患の
（佐藤製薬）
アレルゲンの確認

１枚

717.30

チメロサール
パッチテストテープ
「チメロサール」6.5μg
アレルギー性皮膚疾患の
（佐藤製薬）
アレルゲンの確認

１枚

717.30

パッチテストテープ
「メルカプトベンゾチア
ゾール」61μg
（佐藤製薬）

アレルギー性皮膚疾患の
アレルゲンの確認

メルカプトベンゾチア
ゾール
アレルギー性皮膚疾患の
アレルゲンの確認

注）ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」については、メーカーに問い合わせたとこ
ろ、2009.９.18現在、詳細は未定とのこと。
・会社名中、２社を＝印で結んだものは、両者で販売する品目であることを示す。

【
「医療事故防止等に係る代替新規品目の薬価収載」について】
９月25日、標記薬価収載がありました。
（内用薬530品目、注射薬381品目、外用薬241品目、歯科用薬
15品目）
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薬剤師連盟のページ

第45回 衆議院議員総選挙について
松下 憲明

幹事長

去る８月30日、第45回衆議院議員総選挙が施行され、日本薬剤師連盟及び本連盟より推薦しておりま
した広島県内の候補者８名のうち３名の方が当選されましたので、ご報告いたします。
（推薦候補者名）
◎第１区
第２区
第３区
◎第４区

岸 田 文 雄（前・自民） 当 選
平 口

洋（前・自民） 落 選

増 原 義 剛（前・自民） 落 選
中 川 秀 直（前・自民） 当 選（比例区）

第５区

寺 田

第６区

小 島 敏 文（新・自民） 落 選

稔（前・自民） 落 選

第７区

宮 沢 洋 一（前・自民） 落 選

◎比例区

河 井 克 行（前・自民） 当 選

◎は当選者

また、日本薬剤師連盟では今回の結果を踏まえ、今後、民主党との接点を見つけるべく政治活動を検
討しております。
更に、来年７月予定の参議院議員選挙において、藤井もとゆき薬剤師後援会活動を強化するとともに、
日本薬剤師会と日本薬剤師連盟の抱える課題について、次の要望を行うべく行動を引き続き継続してい
くこととしています。

①医療現場で薬剤師がその責務を十分果たすことができるよう調剤報酬・診療報酬を引き上げ
ていきたい。
②薬剤師の公務員給与体系について、６年制薬剤師が安心して業務に専念できる環境整備とし
て、現行の多くの医療職種が入っている医療職（二）ではなく、医師・歯科医師及び看護職
と同様に、単独の俸給表にしていただきたい。
③世界では偽造医薬品が蔓延しているが、日本では医薬品の流通が整備されているため、偽造
医薬品は皆無である。この体制を維持するためにも、インターネットによる医薬品の販売は
慎重に対応するべきである。
④医療安全のために病院・診療所薬剤師の不足及び配置数の拡充と評価をしていただきたい。
⑤薬剤師の生涯研修推進に関する予算の拡充等について要望を行う。
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また、日本薬剤師連盟推薦候補者で薬剤師議員の当落は次のとおりです。
◎神奈川１区 松 本

純（前・自民）当 選（比例区） 東京薬科大学

◎北海道２区 逢 坂 誠 司（前・民主）当 選

昭和薬科大学

◎北海道８区 三 井 辨 雄（前・民主）当 選

北海道大学薬学部

大 阪７区 渡嘉敷 奈緒美（前・自民）落 選

昭和大学薬学部

なお、今回、日本薬剤師連盟での推薦はしておりませんが、薬剤師候補者の当落は次のとおりです。
◎近畿ブロック比例区 樋 口 俊 一（新・民主）当 選

北里大学薬学部

四国ブロック比例区 吉 田 益 子（新・民主）落 選

九州大学薬学部
◎は当選者

衆議院選挙と今後の方向

日本薬剤師連盟 会長 児玉

孝

まずは、猛暑でかつ台風並の大逆風の中、大変なご尽力を賜りましたこと心から感謝申し上
げます。結果につきましては、誠に残念でありますが、大変厳しい結果となりました。
その中で、私共の仲間であります上記薬剤師議員が当選されましたことは、今後の厳しい政
局の中で大変心強く感じるところです。
ただ善戦にもかかわらず、落選されました渡嘉敷議員には是非とも、捲土重来を期してもら
いたいと思います。
なお、日本薬剤師連盟の今後の方向性としては、今までの流れを尊重しつつ、新しい政治手
法に沿って流れを十分に認識し、与党である民主党への対応も含め、従来どおり薬剤師職能確
立のために活動していきたいと思います。
更に、藤井もとゆき後援会活動については、まったくブレることなく、来年７月に向け、な
お一層の本格的な活動が不可欠と考えております。
今を新たなスタートと考え、薬剤師連盟の活動にご理解、ご協力をあらためてお願い申し上
げます。
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第２回 全国若手薬剤師フォーラム報告
日 時：平成21年9月12日（土）・13日（日）
場 所：熱海市 後楽園ホテル
を取得しました。政治活動の必要性を改めて気付

報 告 Ⅰ
福山支部

かされた内容でした。

河田 邦貴

その後１時間の休憩をはさみ食事懇談会、そし
てこのフォーラムのメインイベントであるグルー

９月12、13日に熱海で行われた全国若手薬剤師

プ討論会に突入しました。時間は無制限で10名前
後のグループに分かれ「薬剤師の職能と政治の関

フォーラムに参加したのでご報告致します。
はじめに８月末に薬剤師会から連絡があり「河

わり」をテーマにフリーディスカッションが始ま

田君、熱海に行かない？」とお誘いを受け軽い気

りました。食事会からアルコールも入りほろ酔い

持ちで「行きます！」と即答しました。どんな内

気分でリラックスしながらも熱い議論で盛り上が

容になるのかいまいち想像がつかないまま東京へ

りました。また、各グループに藤井先生や児玉会

向かいました。このフォーラムの趣旨はもっと若

長をはじめ多くの役員の方々が膝を突き合わせ、

い世代に政治に関心を持ってもらい薬剤師の職能

疑問に思うことを直に聞くことができた事も貴重

を国民へアピールしていこうというものでした。

な経験でした。

初日は10：00から国会議事堂の見学が予定され

この討論会を通して感じたことは、薬剤師の職

ていました。政権交代が現実となった直後の、ま

能は働く環境に違いはあるけれど医薬品に携わる

た首相指名が行われる直前というとても話題性の

薬剤師の職能にかわりはなく、その職能を維持、

ある場で密かに鳩山さんいるかなあとか小沢さん

発展させるために政治力は必要不可欠で全ての薬

を写メに撮ろうとか思ってましたが、土曜日とい

剤師が一枚岩となり国民にメッセージを送ること

うことで警備の方しかおらず閑散としていたのが

だと思いました。また政治を通して自分自身の仕

残念でした。松本純先生の秘書の方から国会内の

事を振り返ることができ非常に有意義な時間とな

ガイダンスを受けました。政権交代後のこの時期

りました。というわけでその日の夜は温泉に入れ

は登院表示板が真っ白で議場内の壁づたいに名札

ず、翌朝早くにやっと疲れを癒すことができま

が並べられておりこのような光景はとても珍しい

した。

ということでした。また建物の造りひとつひとつ

２日目は各グループによる発表会が行われ、最

に意味がありほぼ国産の材料が使われ、先人達の

後にガンバルゾコールをもって閉会となりまし

技術の高さに感心しました。

た。この２日間は来年の参議院選で藤井先生を当

見学終了後、その足で熱海に向かいました。

選させなければならない、若い世代に政治に関心

14：00から18：00まで講演が続きました。児玉会

を持ってもらいたいという連盟の熱意が伝わって

長をはじめ藤井もとゆき先生、日本薬剤師連盟幹

きました。皆様、 you tube に藤井先生の動画が

事長の講演は自分にあまり接点のなかった政治活

アップされています。試しに「藤井もとゆき」で

動の意義や重要性を具体例を挙げながら解りやす

検索（クリック）してみてください。

く説明していただきました。また早瀬久美先生の
特別講演はとても印象に残りました。先生は聴力

最後にこのような機会を与えてくださった薬剤
師会、薬剤師連盟の皆様に深く感謝致します。

障害があり国試合格後も欠格事項の為、薬剤師免
許が交付されなかったそうです。しかし、先生の
薬剤師の仕事がしたいという熱意と努力、そして
藤井先生をはじめとする連盟の先生方の政治活動
により欠格事項が撤廃され早瀬先生は薬剤師免許
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報 告 Ⅱ
広島支部

各職場での現状や問題を話合うという形になりま

出張 景子

した。地域が違うとずいぶん様子も違います。広
島での当たり前のことが、他県では当たり前じゃ

9月12〜13日に熱海で開催された「第２回全国

ないことも。途中、役員の先生方が各グループを

若手薬剤師フォーラム2009」に参加させていただ

まわって来られ、大きな場所ではなかなか話すこ

きました。

とのない幹部の方と話す機会もあり…というかア

この会は日本薬剤師連盟の主催で、要するに薬

ルコールが入っていたのでかなり言いたい放題な

剤師と政治に関する会なので、あまり興味のない

ことも言ってしまい（その節は失礼いたしました

私が行っていいものか…とも思いましたが、せっ

…謝）、その代わり色々な話も聞く事ができて、

かく声を掛けていただいたので「何事も経験だ！」

深夜に及びましたがとても楽しい時間でした。
そして次の日は、各グループの発表。それぞれ

と参加させていただくことにしました。
本会は12日の午後からなのですが、それに先

に個性が出ていて面白いです。でも特に各グルー

だって午前中に東京で国会見学会がありました。

プ申し合せた訳ではないのに似たようなことが問

12日は土曜日ということで、残念ながら通常業

題にあがっていました。皆同じ事に危機感を感じ

務は行われていませんでしたが、衆議院の方を見

ているようです。

学させてもらいました。国会議事堂は大正〜昭和

行く前まではどうなることかと思っていました

に建てられたもので中に入った第一印象は

が、今まで会う機会のなかった違う地域の方や役

「狭っ！」でした。廊下幅も狭く、意外と設備が

員の先生方と色々な話をすることができて、とて

古いままでした。そして「赤じゅうたん」が敷き

も有意義な時間でした。参加させていただいてあ

詰められた廊下を通り抜けて、テレビでよく目に

りがとうございました。

する衆議院議場へ。議場へは議員と限られた職員
しか入れないことになっているそうで、上の傍聴
席から見学。テレビで見るのよりずっと狭く感じ
られましたが、やはり歴史を感じさせる迫力のよ
うなものがありました。建築時の経緯や、細部の
意味などを説明してもらうと「古さ」に価値があ
ることが分かります。
その後、熱海に移動して、本来の目的「若手薬
剤師フォーラム」へ。
全国から若手薬剤師、約130名が集まりました。
児玉会長の挨拶から始まり、各役員の先生から
連盟の役割について、昭和大学病院の早瀬久美先
生から薬剤師免許の欠格条項撤廃時の活動のお
話、藤井もとゆき氏の講演などがありました。
その後夕食を挟んで、10数名のグループに分か
れてのグループディスカッションへ。
グループディスカッションと言うと何やら堅苦
しく、夜遅くから何をするのか？という感じがし
ますが、夕食時にすでにアルコールが入っており、
その雰囲気のまま（当然アルコールもお供のまま）
ざっくばらんに始まりました。住んでいる地域も、
所属も病院、薬局、卸とそれぞれな10数名が集ま
り、私達のグループは政治についてというよりも、

フォーラムの総括
昨年に引き続き、今年も全国若手薬剤師フォー
ラムが開催されました。各都道府県から若手薬剤
師が参加し、１泊２日の時間をかけて、講演とグ
ループ討論に臨みました。
今年は「ファルマルネッサンスの完遂を目指し
て−私たちの政治というカード−」というテーマ
で開催されました。
私たち薬剤師は「患者さんの前」で、
「地域」で、
「他職種との間」で、と、いろいろなシーンで薬剤
師として働いているわけですが、そういった日常
の業務とは別に「政治」というカードを持ってい
ることも知り、考えないといけないという主旨です。
このフォーラムは薬剤師候補を国会に送り込む
ための広報活動ではありません。
薬剤師がおかれている現状を知り、そして「薬
剤師はこれからどこを目指すのか」を考える。こ
の若手薬剤師フォーラムではそれが大きな目的と
なっています。
今後はこのフォーラム参加者が全国各地に戻り、
地元でフォーラムを開催していきます。中国地区
では鳥取、島根、岡山、山口と合同で来年１月に
広島で開催されることが決定しています。
将来を担う薬剤師のみなさんのご参加をお待ち
しております。

−11−

平成21年度 臨時評議員会全国藤井もとゆき薬剤師後援会

第３回 拡大役員会
副幹事長
日 時：平成21年9月16日（水）
場 所：グランドプリンスホテル赤坂
Ⅰ．児玉会長挨拶
Ⅱ．薬剤師議員連盟国会議員挨拶
○渡嘉敷奈緒美…落選の弁と今後の抱負、変わらぬ支援のお願い
Ⅲ．議題
○報告１号 平成20年度会務並びに事業報告
○報告２号 平成20年度収入支出決算書（会務並びに会計監査報告）
質疑応答の後、採決され了承された
Ⅳ．協議
○第１号 衆議院選挙結果と今後の対応の件
・薬剤師候補者（６名）の結果報告
当 松 本

純

自 南関東比例（神奈川）

当 三 井 辨 雄

民 北海道２区

当 逢 坂 誠 二

民 北海道８区

当 樋 口 俊 一

民 近畿比例（大阪）

落 渡嘉敷 奈緒美

自 大阪７区

落 吉 田 益 子

民 四国比例（徳島）
（非会員）

・自民党薬剤師問題議員懇談会会員の去就
＜引退者＞
・津 島 雄 二 （青 森）

・瓦

・遠 藤 武 彦 （山 形）

・ 小 野 晋 也 （愛 媛）

・大 野 松 茂 （埼 玉）

・佐 藤

・鈴 木 恒 夫 （神奈川）

・ 仲 村 正 治 （九 州）

・河 野 洋 平 （神奈川）
○第２号藤井もとゆき後援会活動の件
衆議院選挙期間中休止していた後援会活動を再開
・後援会名簿集め
・候補者による全国支部訪問
・「藤の会」全国で15団体が立ち上げている
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力 （北陸信越）
錬 （九 州）

平井 紀美恵

Ⅴ．報告
○全国若手薬剤師フォーラムについて
日 時：９月12日（土）・13日（日）
場 所：熱海後楽ホテル
参加者134名（うち女性約５分の１）
（広島県薬連より４名参加）
【総括】参加者は「参加して大変有意義であった」との反響あり
引き続き藤井もとゆき薬剤師後援会の第３回拡大役員会が開催された。
Ⅰ．衆議院選挙結果と日本薬剤師連盟の今後の政局への対応について
・現段階では政局の行方が見えないこと
・自民党が野党になったこと
・我々は薬剤師職能を確立する為に政治活動を続けていること
・医療は国民に対し、大きな使命を担っていること
・本来の保守再生、文化伝統、教育etcについては、現与党に全面的に左右されるものではないこと
…を考えれば、組織として、今直ちに支持政党を変えることはしないが、与党に対してロビー活
動は展開していく
Ⅱ．藤井もとゆき薬剤師後援会活動の現状と今後の活動方針について
・藤井基之氏は第22回参議院選挙自民党比例代表一次公認候補となった。
（平成21.４.10）
・各ブロック別に現状と今後の活動方針について発表があったが持ち時間が短く、残念な時間で
あった。
（中国ブロック…岡山県が発表）
・後援会会員募集を直ちに実施する、名簿の管理は後援会本部でする。
・中断していた候補者の支部訪問を再開
・若手薬剤師・女性フォーラム未開催の県は実施してほしい。
（リーダー養成）
・広報活動に必要なポスター、グッズ、テキスト…を活用して欲しい。
・日薬学術大会におけるブースの展示
・各都道府県における外部支援団体とは連携して活動を展開
・薬科大学における啓発活動とOBへのアプローチ
・地方議員や秘書との連携
・連盟だよりは班長に配布してもらう。
・各県連盟の役員は積極的に自ら歩く。
・卸の名簿については卸の人に推せん人になっていただくようお願いする。
・後援会名簿は確実なものに絞る。
・連盟だよりは関係団体へも配布する。
・後援会名簿はなるべく班長が集め、会員との連携を密にする。
いずれにしても我々の組織代表候補は藤井もとゆき氏であり政党による支持にこだわらず『薬剤師党』
として支援し、来夏の参議院選での勝利を目指して活動を展開していくことを誓い終了した。

−13−

「藤井もとゆき活動報告」
政権交代と薬剤師
前参議院議員
薬学博士

藤井もとゆき

衆議院総選挙の結果、自由民主党から民主党へと政権が代わりました。マスコミ等で、今回は
交代選挙

政権

であると報道されていましたが、予想以上の結果となりました。戦後、半世紀にわたり日本

の政権を担い、今日の繁栄へと導いてきたと自負してきた自民党ですが、選挙を通して国民から強く反
省を求められたわけであり、これを機に新生自民党として再起していくことを期待します。
さて、新政権に対する私たちの関心事は、今後の国の医療政策が大きく変わるのであろうか、という
ことです。民主党のマニフェストでは、医療政策についてもいくつかの課題が挙げられています。例え
ば、後期高齢者医療制度の廃止、中医協の機能の見直しが挙げられていますが、具体的な問題としては
私たちの当面の最大の関心は次の２点でしょう。
第一に、来年４月に予定される医療費改定です。医療費改定の審議は、これまでの手順でいえば、中
央社会医療協議会が中心となって、改定の内容等について審議してきました。しかし、民主党のマニ
フェストによれば、内閣に新たな会議を設け、そこで医療費改定の方針を決定することとし、中医協の
役割の見直しを行う、とされています。その場合、医師や薬剤師など医療従事者の考え方、要望はどの
ような形で取り入れてもらえるのでしょうか。
第二に、衆議院総選挙の直前の８月28日（金）、厚生労働省で、「チーム医療の推進に関する検討会」
という会議が開催されました。この検討会は、麻生政権時代の「骨太の基本方針」
、「安心と希望の医療
確保ビジョン」、規制改革会議答申など提案された「医療関係職種の役割分担の見直し」の方針に基づ
いて、設置されたものです。
政権が民主党に代わり、骨太の基本方針などの自民党政権時代の政策が大きく改変される中で、この
「医療関係職種の役割分担の見直し」という施策も変更となるのか、注目されます。実は、民主党が選
挙前に出したマニフェストにも、「医療従事者の職能拡大と定員増」が医療改革の重要な課題として挙
げられており、この議論は、おそらく、継続して続けられるものと予想されます。
また、その検討会の検討課題ですが、①医師、看護師等の役割分担について、②看護師等の専門性の
向上について、となっています。また、検討会は、医学、看護学系大学の学者、日本医師会、日本薬剤
師会、日本看護協会、日本歯科医師会などの職能代表、患者代表、学識経験者などから構成されていま
すが、特に、看護系の委員が５名参加しているとのことです。そして第１回の会合では、看護の専門家
からのヒヤリングが行われ、①救急外来、②入院時の薬剤投与、③糖尿病患者に対する看護相談外来等、
看護職能の現状について説明がなされました。実は、民主党のマニフェストにおいて、「臨床教育等を
受けた看護師等の業務範囲を拡大し、医療行為の一部を分担」する、とされています。
薬局は、平成20年の医療法改定で、医療提供施設として位置づけられ、地域における医療連携チーム
の重要な一員となりました。薬剤師の職能を十分に発揮するためには、薬剤師が行える業務範囲の拡大
を図る必要があります。国の医療政策において、医師や看護師だけでなく、医薬の専門家である薬剤師
をもっと活用すべきことを、私たちは声を大にして求めていかなければなりません。
私も、今後も、 薬剤師党

の旗の下に、薬剤師職能の確立を目指して、これまで以上に、活動を強

化してゆく決意です。
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中国新聞 2009年（平成21年）10月17日
（土）掲載広告

当広告は、中国新聞広告季報において
心に響くデザインとして選ばれました。
2009年６月から８月までの中国
新聞に掲載された話題広告として、
事前審査でエントリーされた候補21
点から、選考委員により広島県薬剤
師会のＰＲ広告を含む７点が選ばれ
ました。
コンビニで薬が買えるなど身近に
なった今だからこそ、薬についての正
しい知識が必要だ。広告では薬剤師の
役割がコンパクトに紹介され、読みや
すく親しみが沸くデザインとの講評で
した。
中国新聞 2009年（平成21年）８月26日
（水）掲載広告

○掲載日／2009年（平成21年）9月27日（日）

