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医師・歯科医師・薬剤師の届出のお願い

〈
〈
〈
〈
〈 平 成 21年 の 表 紙 〉
〉
〉
〉
〉

医師法、歯科医師法及び薬剤師法では、２年に一度、各法に規定する事項の届出が義務付けられており、本年
がその実施年に当たります。この届出は、今後の厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする「医師・歯
科医師・薬剤師調査」の客体となるものであり、届出について、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

≪医師・歯科医師・薬剤師の届出について≫

❶

届出の根拠

➋

届出の方法等

医師法第６条第３項、歯科医師法第６条第３項及び薬剤師法第９条により、２年に一度の届出が義務
付けられています。
⑴

●平成21年１月号 センリョウ（センリョウ科）
センリョウは木のように見えますが草本の植物です。中国
では九節茶とか接骨木と呼ばれ若い枝葉を乾燥させて薬に使
ってきました。
効能は弱いながら抗菌作用があります。約10グラムを煎じて
服用することで炎症を鎮め痛みを和らげると言われます。

●平成21年７月号 ビワ（バラ科）
ビワの葉には精油の他に青酸配糖体のアミグダリンが含ま
れます。抗炎症作用と抗菌作用が知られていますが漢方では
咳を止め口内の炎症を鎮める目的で甘露飲に配剤されていま
す。民間では湿疹や関節の腫れ、難病治療に用いられてきま
した。

届出票（様式）について
○届出票の様式は、住所地を管轄する保健所から配布されます。
（病院等に従事されている方については、当該施設から配布される場合もあります。）
○上記のほか、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
【http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/11/tp1115-1.html】※平成23年１月17日㈪まで掲載
⑵ 届出の方法
○平成22年12月31日現在の住所、氏名、登録番号、登録年月日、従事先等、届出票に記載されてい
る事項に記入の上、住所地を管轄する保健所へ提出してください。
（病院等に従事されている方については、住所地にかかわらず当該施設で取りまとめて提出される
場合もあります。）
○複数の施設に従事している場合には、主な従業先のもの１枚だけを提出してください（重複提出は
行わないでください）。ただし、複数の免許を保有している場合は、それぞれの届出票を提出する
必要があります。
○12月31日現在で就労していない方も、届出票を提出する必要がありますので、届出漏れのないよ
うにしてください。

➌
➍
●平成21年３月号 イチリンソウ（キンポウゲ科）
春一番に咲くスプリング・エフェメラルにイチリンソウが
あります。イチリンソウ属には近縁種にニリンソウがありま
す。ニリンソウは中国で地烏と称されてリウマチの治療薬と
して利用されているようですがイチリンソウは薬にされない
ようです。

●平成21年５月号 ウスバサイシン
（ウマノスズクサ科）
サイシンは重要な生薬で根を鎮痛や鎮咳の目的で用いま
す。近縁植物のカンアオイやフタバアオイは代用品として用
いられましたがウスバサイシンの効用と芳香にはかないませ
ん。漢薬名を細辛とし小青龍湯や麻黄附子細辛湯に配剤され
ます。

●平成21年９月号 マタタビ（マタタビ科）
画像はマタタビの実ですが花の時期にマタタビミタマバエ
が寄生して虫癭（ちゅうえい）を作ることがあります。この
変形した実のことを木天蓼（もくてんりょう）と言い痛み止
めや強壮薬として使ってきました。茎にも含まれるマタタビ
ラクトンはネコ科の動物を興奮させ陶酔状態にします。猫の
万能薬とも言われています。

●平成21年11月号 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。

➎

調査の期日

平成22年12月31日現在（届出票に記載していただく基準日）

届出の期限

平成23年１月17日㈪

問合せ先

県健康福祉局健康福祉総務課（広島市中区基町10-52
又は、最寄りの保健所まで。
保健所名

住

所

TEL082-513-3030（ダイヤルイン）

電話番号

管轄区域

西部保健所

廿日市市桜尾2−2−68

0829−32−1181（代表）

大竹市、廿日市市、府中町、
海田町、熊野町、坂町
江田島市、安芸高田市
北広島町、安芸太田市

西部東保健所

東広島市西条昭和町13−10

082−422−6911（代表）

竹原市、東広島市、
大崎上島町

東部保健所

尾道市古浜町26−12

0848−25−2011（代表）

三原市、尾道市、世羅町
府中市、神石高原町

北部保健所

三次市十日市東4−6−1

0824−63−5181（代表）

三次市、庄原市

広島市保健所

広島市中区富士見町11−27

082−241−7417（ダイヤルイン）

広島市中区

東区分室

広島市東区東蟹屋町9−34

082−568−7752（ダイヤルイン）

広島市東区

南区分室

広島市南区皆実町1−4−46

082−250−4136（ダイヤルイン）

広島市南区

西区分室

広島市西区福島町2−24−1

082−294−6491（ダイヤルイン）

広島市西区

安佐南区分室

広島市安佐南区古市1−33−14

082−831−4563（ダイヤルイン）

広島市安佐南区

安佐北区分室

広島市安佐北区可部4−13−13

082−819−3956（ダイヤルイン）

広島市安佐北区

安芸区分室

広島市安芸区船越南3−2−16

082−821−2829（ダイヤルイン）

広島市安芸区

佐伯区分室

広島市佐伯区海老園2−5−28

082−943−9762（ダイヤルイン）

広島市佐伯区

福山市保健所

福山市三吉町南2−11−22

084−928−1164（直通）

福山市

呉市保健所

呉市和庄1−2−13

0823−25−3534（直通）

呉市
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新年のご挨拶
広島県薬剤師会会長

前

田

泰

則

大器晩成
新年明けましておめでとうございます。
歳の初めは、めでたさの代表格ですので、一年を振り返った大晦日を後にして一晩経っただけなの
に、大いに新年のめでたさを謳い上げ、祝う習慣がわれわれ日本人にはあります。ただ、年が改まる事
が新鮮に感じられた日々は、いつか遠くに過ぎ去ってしまい、様々な変化にあまり感動しなくなったの
は何故でしょうか？
例えば、「一年の計は元旦にあり」と先人は時の節目の大切さを述べ、その時の大切さ故に「大器晩
成」という時間をかけて熟成させることの必要性を説いたものです。
さて、今まで「薬剤師」の視点で「一年の計は元旦にあり」とは、医薬分業元年といわれた昭和49年
に「医薬分業の計は出発点にあり」とすれば、現状の医薬分業の基本的な問題点が凝縮して見えます。
時間をかけて熟成させる必要があった医薬面分業が即製の医薬点分業に傾斜した１／４世紀、我が国が
進めてきた医薬点分業の基本的な問題点が浮き彫りになって来ました。
１）第２薬局問題

（医師の土地に薬局開設認可）

２）ポイントカード問題（減免）
１）の問題は、地方厚生局と厚生労働省の意見の食い違い、療養担当規則違反
２）の問題は、あらゆる商業施設で割引可能、いわゆる減免が認められる事。
どちらも、医療法上は違反のはずですが、ポイントカードは特に突き詰めていくと違反とは言えな
い？医療費のカード支払いが認められ、当然それにもポイントが付きます。経済優先の施策が招いた当
然の帰趨であります。
資本力の競争は、力と力の戦いであり、時には時間との戦いであって、医療法はその意味ではそれに
馴染みません。別の法律解釈が必要です。
医薬分業の「大器晩成」とは医薬面分業であります。
医療法は経済優先で取り扱えない法律であり、人命最優先の法律であります。
我々は医薬分業の成果を焦り過ぎたのでは？
「毒殺防止」を基本にしたヨーロッパの医薬分業の歴史は伊達ではなく、必然の積み重ねであって、
俄か仕立てではありません。
幼き日々のお正月の感動は忘れませんが、大人になって時の流れに鈍感になった私も時の熟成を必要
とする「大器晩成」を目指したい。
還暦を過ぎて晩成は近いのですが。
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新年を迎えて
参議院議員

藤

井

基

之

新年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年は、皆様のご支援で国政復帰を果たし、早、半年が経ちました。お陰さまで私も、厚生労働政策
全般を担当する参議院厚生労働委員会の委員を拝命し、また、野党筆頭理事として務めることとなりま
した。参院では野党が多数を占めているだけに、まもなく開会となる通常国会では、皆様のご期待に応
える仕事をしなければと、決意を新たにしております。
ところで、2011年は薬剤師にとって記念すべき年であることを皆様ご存知でしょうか。ちょうど50年
前の1961年（昭和36年）２月、薬剤師の身分法である現行「薬剤師法」が施行されました。今年は薬剤
師法施行50周年に当たるわけです。
昭和31年、薬剤師の長年の夢であった医薬分業法が、残念ながら十分な内容とはいえませんでした
が、施行されました。そしてこれに続いて、薬剤師法が制定、施行されたわけであります。
薬剤師法が国会で審議された1960年（昭和35年）、は現代史に残る大変な出来事があった年でありま
した。この年、新日米安保条約の承認を巡って国論はまっ二つ。国会は大混乱に陥りました。国会を10
万人のデモ隊が取り囲み、警官隊と衝突を繰り返していました。世にいう“60年安保”の年です。
その国会に、現行の薬事法案と薬剤師法案、いわゆる“薬事二法”が上程されていました。1948年
（昭和23年）に制定された旧薬事法は、製薬や販売等薬事に関する規定だけでなく、薬剤師に係る規定
も含まれていました。そこで、薬剤師職能を確立するためには、医薬分業の実現とともに、身分法であ
る独立した薬剤師法を制定することが不可欠と、先人薬剤師達は考えたのです。しかし、国会は新安保
を巡って激しい議論が続き、薬剤師法案の審議どころではありませんでした。先人薬剤師達は、必死で
国会への陳情、請願を繰り返し続けました。
結局、新安保条約は、与党が強行採決、６月に成立しました。そして薬事法は国会の会期最終日の夜
８時過ぎ、可決、承認、同年８月公布、翌昭和36年、施行されたのです。それから丁度半世紀、院外処
方せんの発行は進み、薬剤師の役割は急速に大きくなってきました。
ある人が言いました。「歴史とは、思いを引き継ぐこと」。今日の薬剤師の責任は、先人薬剤師達の
熱い思いを引き継ぐこと。今年は“卯年”。卯（う）は、「茂」と同じ意味で、春、草木が枝葉を伸ば
し、繁茂してゆくことを意味しているそうです。この“卯年”が、皆様のさらなる発展の年となります
ことを、心よりお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。
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新年挨拶
日本薬剤師会会長

児

玉

孝

新年明けましておめでとうございます。
会員皆様におかれましては、心新たに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、平素より日本薬剤師会の諸事業にご理解、ご協力を賜わっておりますこと執行部一同、心より感
謝申し上げます。
さて、早いもので来年４月にはいよいよ６年制薬剤師が社会に出てまいります。彼らの将来のために
も、薬剤師の将来ビジョン等多くの課題を本年中に“仕上げる”必要があります。その中で特に会員の
皆様並びに都道府県薬剤師会に関わりのある課題は次のようになると思います。
①

改正薬事法の２年間の経過措置の終了（本年５月末日）
インターネット販売、郵送問題等に決着をつけなければなりません。そのためには第一類を中心と
したＯＴＣ医薬品の取扱い、対面販売による説明の徹底等、再度取組みをお願いします。新年早々
にも、２回目の前回同様の調査が実施される予定です。前回は大変厳しい結果が出ています。再度
は許されません。何としてもインターネット導入は阻止しなければなりません。是非ともよろしく
お願いします。

②

公益法人改革
薬剤師・薬剤師会の将来のためには、都道府県においても、支部（地域）においても会員数を増や
す必要があります。今回の制度改革を契機として、是非オール薬剤師が加入しやすい組織づくりを
お願いします。

③

調剤報酬・介護報酬同時改定（平成24年４月）
大変重要な改定です。将来にも大きく影響を及ぼします。薬局薬剤師においてはジェネリック医薬
品・在宅医療等、病院薬剤師においてはチーム医療・病棟への常駐化等がポイントです。そのため
には何より少しでも多くの実績が不可欠です。

④

精神科領域における過量投薬防止
現在“自殺”が社会問題になっており、その一因となっている“うつ病”、そしてその薬物療法に
対する薬剤師の関わりが大きくクローズアップされています。社会的にも注目されています。
以上のほかにも各都道府県特有の課題もあると思いますが、“現場”と“中央”の連携が重要です。

力を合わせて取り組んでいきたいと思います。日本薬剤師会執行部一同も全力を尽くします。
今年は卯年です。「兎」同様跳ねて“飛躍”の年となりますことを祈念申し上げ、新年の挨拶とさせ
ていただきます。
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エッセイ 「秘薬」
広島県医師会会長

碓

井

静

照

おごれるもの久しからず。盛者必衰のことわりをあらわす。私は現在、小説「平清盛」を執筆中であ
るが、清盛の青年時代やもっと若い時の資料がないのに困っている。たまたま広島県呉市大崎下島に
行った時、御手洗の満舟寺の豪快な苔むした石垣、乱れ築きの石垣をみた。豊臣秀吉が朝鮮遠征のお
り、加藤清正に造らせたといわれるが、歴史は古くて平清盛の時代にさかのぼることが分かった。
清盛が安芸守をしていた頃、上洛の途中関前灘で風波に会い今にも船が転覆しそうになった。そのと
き、清盛は手を洗い、口をすすぎ、一心に称名して大悲菩薩の大慈を頼んだ。するとたちまち風はや
み、天は晴れ清盛は一命を救われた。その恩を感じ、大崎下島、満舟寺のところに庵を結んで行基の
十一面観音を安置したのが始まりといわれる。
古城の石垣は永遠で、そのありし日の栄華を偲ぶことができるが、広島県安芸大田市吉田町の郡山城
跡の石垣には、亀甲の紋が入っている。しかしこれは毛利元就より後世のもので、古い石垣には紋はな
かった。毛利氏が関ヶ原の戦いで敗れ、廃城となった折、殆どの石垣は壊され、土深く埋められてし
まった。それでも今日まで残った古い苔むした石垣の間には白い花をつけた、ゲンノショウコや紫色の
可憐な山菫、大葉子が生えており、郡山はいまでも薬草の宝庫といわれている。
元就の時代、甲賀（滋賀県）や加賀（石川県）から薬売りが、郡山城のある吉田を訪れるのは年中行
事であった。元就は薬売りを手厚く扱い、この地に留まって薬草の栽培をするように勧めたという。夏
には桃色の薄い花弁からなる美しい芥子の花が一面に咲き乱れ、また別の栽園には朝鮮人参が、黒々と
した肥沃な畑には大蒜（にんにく）の葉が繁っていたと思われる。中国四千年の歴史をもつ秘薬、漢秘
仙の原料の冬虫夏草なども生育、採集されていたのではないか。大麻の粉末は抹茶に入れると狂うほど
の幻覚が湧き、長命丸、ヨヒンビン、イカリ草などと共に、強力な勃起剤、強壮剤であるが、こうした
ものも利用されていたのではないだろうか。そうは言っても塩酸パパベリン局注的ほどの速効性はな
かったであろう。プロポリスもギリシャ時代からその有効性が知られていたが、毛利氏の時代に秘薬と
して用いられたかどうかは明らかでない。
薬草ではないが、その時代、鳥兜、朝鮮朝顔、毒なば（月夜茸など毒茸）等、必殺の植物もあった。
鳥兜には猛毒アコニチン、朝鮮朝顔にはアトロピン、スコポラミン、胡桃の樹液にはサポニン（細胞
毒）、馬銭子にはキニーネ（神経毒）が含まれている。彼岸花の根汁を毒矢に使うこともあった。中に
は有効性の疑わしい蓬練りを熊の胆として持ち歩いていたことも記録されている。
目潰しに蝦の卵を黒焼きにした粉を用いたり、毒蜘蛛、蝮、毒貝、宮入貝（日本住血吸虫を媒介）、
ハブ毒、蠍毒など毒殺や食中毒、あるいは慢性的に人を苦しめる生き物も忍者は運び込んだものと思わ
れる。さらに石見銀山から、銀の精錬過程で使われる青酸化合物も特別な目的で集められ、保存されて
いたとも考えられる。
蝮に咬まれた人はどうしていたのだろうか。蝮に慣れた人は、蝮の抗毒素血清やセファランチンはな
かったので傷口を口で強く吸って毒を吸い出し、解毒に努めたのであろう。大きな栗の木の幹には雀蜂
の巣があることがあるが雀蜂に刺された人達はどうしていたのだろう。妄想発展は尽きない。
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年 頭 所 感
広島県歯科医師会会長

山

科

透

新年明けましておめでとうございます。
広島県薬剤師会会員の皆様には、ご家族お揃いで健やかな新年をお迎えのことと存じお慶び申しあげ
ます。
一昨年８月の政権交代によって、民主党政権が誕生して以来１年半が過ぎようとしておりますが、国
内においては円高やデフレによる経済不安、雇用不安等の諸問題は深刻さを増すばかりであり、暗いト
ンネルから抜けられない状況にあります。
また、沖縄の基地移設問題、北方四島、尖閣諸島や竹島における外国の領土侵犯等外交問題において
も解決の糸口は見えないままの状態であります。
一方、医療界においては、事業税非課税の存続、租税特別措置法、共済制度の継続は取り敢えず何と
か維持できたものの、差し迫る法人制度改革による新法人への移行、次期診療報酬改定等々難問山積で
あります。
しかしながら、我々医療に携わる者は、どのような厳しい状況下においても、国民に良質かつ安全安
心な医療を平等に提供していかなくてはなりませんし、国民は良質な医療を享受する権利を有していま
す。そのためには、四師会が協力し合い手を携え、健康保持増進に向け全力で取り組んでいくことが大
切であり、それがひいては生涯を通じて健康で豊かな生活へと繋がるものと確信しております。
私共歯科医師会といたしましても、地域歯科医療の確保を念頭におき、社会情勢に流されることな
く、医療界が明るい未来へ向けて発展していくよう、全力を傾注して難題の解決に向けて立ち向かう覚
悟でございます。
薬剤師会会員の皆様方には、引き続き絶大なるご協力と暖かいご支援をお願い申しあげ、また、貴会
益々のご発展と会員及びご家族皆様方にとりまして、明るい一年となり、希望に満ちた将来が到来する
ことを心から祈念申しあげまして、念頭のご挨拶といたします。
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年頭のご挨拶
（つなげよう、拡げよう、看護の力）
社団法人広島県看護協会会長

板

谷

美智子

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆さまには、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年中は、本協会活動に多大なご支援、ご協力を賜りここに、厚くお礼を申し上げます。
今、我が国は、政治・経済・国際情勢等、国の内外に大きな課題を抱え混沌としています。看護の現
場も、人員不足の中での長時間労働や夜勤・交代制勤務等、看護職の職場環境も厳しい状況にありま
す。
そうした中、平成21年７月「保健師助産師看護師法および看護師等の人材確保の促進に関する法律の一
部を改正する案」が成立し、昨年４月より新人看護職員研修がスタートしております。まだ緒についた
ばかりで、今後より一層、新人看護職員の臨床における看護実践能力の向上や早期離職防止につながる
看護職員新人研修の体制整備が必要です。本協会も県内に就職した新人看護職員がくまなく研修を受講
し安心して看護への一歩が踏み出せるよう会員の皆さまと連携し新人看護職員研修を推進する所存で
す。
また、厚生労働省では、「チーム医療の推進に関する検討会」の報告を受けて、看護職の役割や裁量
権の拡大について議論がなされています。チーム医療の推進は患者を中心に各専門職が自律したキュ
ア・ケアを提供することでより質の高い医療が確保されます。
看護職には「チーム医療のキーパーソン」としての役割が期待されており「チーム医療の推進」は今
後の医療の在り方を示す重要なキーワードです。
本協会も、職能団体として時代の求める看護職の役割を十分認識し、激動の波に翻弄されることなく
本質を見極め邁進いたします。とりわけ、喫緊の課題である看護職が働き続けられる職場環境づくり、
仕事と家庭生活の両立、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、会員の皆さまと協働で事業を推進
する決意です。
さらに、本年は新たな社団法人への移行に向けて方向性を決定する重要な年となります。
なかでも、本協会にとっての支部活動は重要な柱の一つです。
現在、新たな社団法人移行に向けて各支部との意見交換会をしております。各支部との緊密な連携の
もと、広島県看護協会は未来100年専門職職能団体としてどうあるべきか。役員一同、検討を重ね鋭意
努力する所存です。本協会の活動は皆さまの熱い思いが力の源です。ご支援、ご協力よろしくお願いい
たします。
さあ、未来に向かって、ホップ・ステップ・ジャンプ。
つなげよう・拡げよう・看護の力
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新年ごあいさつ
広島県健康福祉局長

佐々木

昌

弘

新年あけましておめでとうございます。
広島県薬剤師会の皆様には、輝かしい新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
会員の皆様方には、平素から本県の健康・医療行政の推進に格別の御理解と御協力をいただき、厚く
お礼を申し上げます。
さて、広島県では、おおむね10年後を展望し、現在本県が直面している課題や今後深刻な影響を受け
るおそれのある問題に対して有効な手立てが講じられない場合に予測される将来を明らかにした上で、
県民みんなで目指す姿を描き、これを実現する取組の方向や戦略を示した「ひろしま未来チャレンジビ
ジョン」を昨年10月に策定しました。
このビジョンでは、将来にわたって「広島に生まれ、育ち、住み、働いて良かった」と心から思える
広島県を実現するため、「人づくり」、「新たな経済成長」、「安心な暮らしづくり」、「豊かな地域
づくり」の４つの分野ごとに「目指す姿」を掲げ、本県の「強み」を最大限に生かして様々な「挑戦」
を行っていくことを掲げております。
本県の目指す姿を皆様方と共有し、一緒に、新たな広島県づくりを進めて参りたいと考えております
ので、何卒、御協力をお願い申し上げます。
県といたしましては、このビジョンに沿って、県民の皆様の生命と健康を守り、安心を実感できる社
会の実現のため、安全性と有効性が確保された優良な医薬品等の安定的な供給や、医薬品の適正使用の
推進等の施策に積極的に取り組んで参る所存でございます。
もとより、県民の保健・医療の充実のためには、薬剤師会の皆様の御協力が不可欠です。今後とも、
一層の御支援、御協力をお願い申し上げます。
新年の門出に当たり、今年一年の広島県薬剤師会の皆様の御多幸と御健勝を心からお祈りいたしま
す。
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新年ごあいさつ
広島県健康福祉局保健医療部薬務課長

仲

本

典

正

平成23年の新春を迎え、心からお慶びを申し上げます。
広島県薬剤師会の皆様には、日ごろから、本県薬務行政の推進に格別の御支援と御協力をいただき、
厚くお礼を申し上げます。
また、一昨年から昨年にかけて、新型インフルエンザの発生が大きな社会問題となりましたが、県で
は、高病原性の鳥由来の新型インフルエンザが発生した場合に備え、県行動計画に沿って医療提供体制
の整備等を行うこととしております。今後とも引き続き御協力いただきますようお願い申し上げます。
さて、近年、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資することから医療費の適正化に関する取り組
みが求められ、また、セルフメディケーションの推進を図るために、一般用医薬品を選択する消費者の
視点に立って医薬品が適正に使用されるよう、一般用医薬品の販売業における販売体制の見直しや環境
整備が行われるなど、薬事衛生を取り巻く環境は大きく変化しております。
県といたしましては、県民が医薬品を適切に選択できるような環境整備に努め、インフルエンザ治療
薬の備蓄や社会的な課題となっております薬物乱用防止対策に取り組むなど、県民一人ひとりが、健康
で安心して暮らせる環境づくりを目指しているところでございます。
本年も、薬事衛生にかかわる課題は山積しておりますが、どうか皆様には、地域住民あるいは医療関
係者から信頼され、保健医療に貢献できる薬局・薬剤師を目指して、今後も互いに切磋琢磨していただ
きますようお願いします。
終わりに、皆様の御支援、御協力をお願いしますとともに、広島県薬剤師会のますますの御発展と会
員の皆様のお幸せをお祈り申し上げて、新年のごあいさつとさせていただきます。
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新年のご挨拶
中国四国厚生局長

野

島

康

一

新年明けましておめでとうございます。
年頭にあたり、医療行政並びに医療保険行政に対する日頃からの皆様方のご理解とご協力にあらため
て感謝申し上げます。
我が国は、国民皆保険の下、関係者のご尽力により誰もが低コストで質の高い医療サービスを受けら
れる医療制度を実現した結果、世界有数の健康長寿国となりました。しかし一方で、近年急速に進む少
子高齢化や長引く景気低迷、医療安全等に対する国民意識の高まりなど医療を取り巻く環境は大きく変
化してきております。
このような状況の中、厚生労働省では時代のニーズに即応した様々な施策の推進に取り組んでおりま
す。
中でも大きな政策課題となっております医師不足の解消に向けては、昨年９月に全国の病院等を対象
とした必要医師数実態調査を行い、その基礎データを基に今後より一層効果的な医師確保対策を進めて
いくこととしております。
また、医療の質の向上及び医療安全の確保の観点からは、現在、チーム医療の総合的な推進のための
チーム医療に関するガイドラインの策定に向け検討をしており、チーム医療を支える中核的な医療ス
タッフとして薬剤師の皆様の役割が大いに期待されているところです。
昨年４月には保険薬局、保険薬剤師に関する業務が当厚生局へ移管後初めてとなる調剤報酬の改定が
あり、当局でも昨年３月に内容周知のための説明会を集団指導として県内４か所で計６回実施しました
が、貴会の多大なるご協力により県内の約９割の保険薬剤師の出席を得るなど概ね所期の目的を果たす
ことができたことをこの場を借りて感謝申し上げます。
後発医薬品の使用促進につきましては、市場規模における後発医薬品の割合は平成21年度で約２割の
低水準にとどまっており、昨年の報酬改定において、後発医薬品調剤体制加算を後発医薬品の使用割合
の増加に応じて段階的に加算が増える方式に改めるとともに、関係規則を改正し、処方せんを発行する
保険医に対して患者が後発医薬品を選択しやすくするための努力義務を課すことにより、より一層の使
用促進を図ったところです。
麻薬取締関係では、近年覚せい剤の乱用や大麻の不正栽培・所持等の事件が相次いでいることから、
第三次薬物乱用防止五か年戦略に基づき、各種の予防啓発活動や取締りを徹底してまいります。また、
向精神薬を悪用した事件の増加や乱用自体も拡大していることから、向精神薬の流通管理や適正使用に
ついてもご協力をお願いいたします。
終わりに、本年も厚生局は地域の皆様の身近な行政の窓口として各種取組の円滑な実施に努めてまい
る所存です。皆様方におかれましても医療行政並びに医療保険行政に対し一層のご支援とご協力をお願
いいたしますとともに、皆様方の益々のご多幸とご健勝をお祈りいたしまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。
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新 春 随 想
― 年女・年男を迎えて

―

ないことをするのは楽しいものでした。アイデア
常務理事

藤山

りさ

がわいてくるのに時間がかかるようになりました
が、日頃から何かないかな？と模索することで良

新年明けましておめでとうございます。

い考えに出会えるのではないか？と、セレンディ

今年ウン回目の年女・・・だそうです・・・。

ピティを待っています。これからも会員の皆様に

原稿依頼が来て初めて認識いたしました（汗）
。

手にとって読んでいただける会誌作りに臨みたい

昨年より、６年制実務実習も始まり、改めて薬

と思います。

剤師の仕事の内容の深さについて考えさせられ、

広報委員会としての今後の抱負、考えを求めら

一緒に再認識し、勉強することができ充実した一

れる時に、そもそも広報とは？と基本的な意義を

年を送らせていただきました。

考えたことがあります。広報＝この会誌のこと、

まだまだ薬剤師の仕事について、自分自身が勉

あるいは広く世間に知らせること。会誌の構成は

強することの多さと共に、ジェネリック医薬品、

見られてわかる通り行事の告知、報告、研修会に

お薬手帳などなど

地域の患者さんのために貢献

ついてなど、活動状況と会員への情報となってい

できる薬剤師を目指して頑張っていきたいと思っ

ます。ただ、これを雑誌のように読むとしたら、

ております。

楽しくないかもしれないと考え、中には息抜きの

諸先輩方のお力をお借りして、愛される地域の

ページもあります。さらに興味を持っていただく

薬剤師を目指していきたいと思っております。今

にはどうしたらよいかと考えます。自分を例に取

年もご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

ってみると、研修会や行事に参加したり、原稿を
書いたり、薬剤師会に関わることで楽しく紙面を
読むことができ、さらに情報を得ようと雑誌やホ
ームページなどを利用してきたと思います。研修

広報委員

井上

映子

や実習、なんでも参加すると楽しい！と伝わるよ
うな会誌を作るために、多くの会員さんにいろい

新年あけましておめでとうございます。

ろな体験をしていただき、楽しい紙面作りに協力

広報委員の仕事を仰せつかったのが、ちょうど

していただけるとうれしいです。さて、原稿を依

一回り前の卯年のころからであったかと思います。 頼されたら、嫌だなあ、と思いながらもとにかく
文章を書くのは苦手だ、と戸惑いはありました

書いてみると、脳が次第に活性化され、やる気が

が、この業務をやってみて初めて、編集すること

出てのめりこむ「作業興奮」（池谷裕二著「脳は

の楽しさを知ることができ、選んでいただいたこ

なにかと言い訳する」より。）という状態になり

とに感謝しております。会誌の企画として、大学

ます。書いた後は達成感もでき、モチベーション

の研究室の紹介文を書いていただいたり、地元製

が高まりますので、日常業務にも張りがでてき

薬企業への取材に出向き原稿にしたり、今までに

ます。そんな楽しい一年であることを祈念いたします。

12
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広島支部

理事

木村

章彦

広島佐伯支部

理事

荒川

隆之

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

兎歳を迎えて、何を書けばいいのだろうか？悩

老けているとみられているのか、若いとみられ

みました。悩んで、悩んで、どうしようもなく、

ているのか少し気になるところではありますが、

読書の話を少し書いて、お茶を濁すことにします。 ３回目の年男を迎えることとなりました。この度、
漫画から小説まで医療の出版書は限りなくある。 原稿の依頼がくるまでは、自分が年男だというこ
『ブラックジャック』から『Dr.コトー診療所』

とにはまったく気がついておりませんでした。

までの漫画の世界。『チーム・バチスタの栄光』

薬剤師になって最初の数年は、主に病棟での薬

『ナイチンゲールの沈黙』『ジェネラル・ルー

剤師業務が生活の中心であったように思います。

ジュの凱旋』海堂尊『孤高のメス』大鐘稔彦『無

朝から晩まで病棟活動でした。

痛』『廃用身』久坂部羊『神様のカルテ』夏川草

睡眠時間を削りながらも必死に働いていたのを

介と中には映画化されたものもあり、数え上げれ

記憶しています。そして数年してふと気づくので

ばきりがない。これら小説の世界の特徴は、作家

す。自分が頑張っている時間は、自身が納得して

が現役の医師である点だ。私の外科医の友人も

医療を提供していることに。しかしながら、24時

しっかり読んでいた。やはり細部の描写がしっか

間働くことなどできるはずもありません。自分が

りしているので、プロでも読み応えがあるのだろ

いない時間はどうなっているのだろうか？絶えず

う。サスペンスものは、初読では、物語が進行し

一定の品質を保つことが医療において大事なので

ていくと、息をつかさぬぐらいに読み進んでいっ

はないだろうか？そういった事を考えるようにな

てしまう。また、そういうものがいい小説である

りました。「医薬品毎の注意事項を処方せんに自

はずだ。しかし、そういうものは一度読んでし

動記載」などの取り組みはこの時期に行いました。

まったら、しばらくは読まなくてよくなる。そん

その後さらに数年すると、自分の周りのことを

な中で、『神様のカルテ』は、サスペンス調では

多く考えるようになりました。自分だけでは何も

なく抒情詩的な物語なのだ。だから『神様のカル

できない。周りの人と協力して、お互いがいかに

テ』は、何回でも読んでしまう。飽きがこないの

成長するか？ということを強く考えるようになり

だ。そういう何回でも読んでしまう本。読みたく

ました。「脳卒中教室」といった脳卒中予防を目

なる本。とてもいい本に出会ったときは、最高に

的とした多職種での取り組みはこの時期の仕事で

幸せの瞬間だ。

あり、全ての薬剤師がお互いの知識を共有する、

人に対しても同じことが言えるのではない

という「薬剤師ノート」もこのような考えの下に

か・・また会ってみたくなる。会いたくなる。そ

生まれました。そしてこれからもその想いが変わ

ういう人になれれば、きっと仕事でも、プライ

ることはないでしょう。自分ひとりだけでは何も

ベートでもうまくいくのだろう。

できません。全ての薬剤師が薬局や病院という垣

今年は、飽きが来ない人になりたい。これを私

根を乗り越え、「薬剤師はひとつ」という考えの

の今年の目標としよう。難しいかもしれないが、

下、ともに成長できるような環境を作っていける

噛めば噛むほど味がでるような、そんな人間にな

よう今後も努力して参りたいと思います。

りたいのだ。
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第31回

広島県薬剤師会学術大会報告
日時
場所

平成22年11月21日（日）10：00～
広島県薬剤師會館

『共に育て薬剤師』－第31回県薬学術大会に参加して－
ター９題が発表された。また、シンポジウムで
大会実行委員長 木平

健治

平成22年11月21日広島県薬剤師會館にて、標記

は、就実大学の手嶋教授による基調講演、大学、
薬局、病院、学生（薬局実習１、病院実習１）に
よる発表に続き、総合討論が行われた。

大会が開催された。
本年度のテーマは、「共に育て薬剤師」であっ
た。これは、薬学６年制の第Ⅰ期生が初めての長
期実務実習を受けること。また、薬局および病院
も初めて6年制の薬学生の実習を受け入れること
から選ばれたテーマである。実習を受け入れるこ
とは教育の一端を担うことであり、受け入れに際
しては、物理的な準備のみならず精神的な準備、
何よりも教育内容を充実するための準備が必要で
あり、業務の見直しと整理、知識・技術の再確認
と、実習を受けることによる効果も期待される。
すなわち、教えられる学生のみならず指導薬剤師
も育ってゆくのではという意味である。
当日は、参加者247名を数え、主に実務実習に

報告Ⅰ
副会長

大塚

幸三

関する内容の口頭による一般演題発表９題、ポス
11月21日第31回広島県薬剤師会学術大会は参加
者247名で成功裡に終了いたしました。薬学生受
入れ後のポスター発表など学生からの活発な意見
は、私たち先輩に緊張感をもたせてくれました。
それら素晴らしい発表の陰で地道な活動を行って
いたことを皆さんご存じでしょうか。受付横で販
売をしていたコーナーを・・・
そうです。ピンクリボンキャンペーンです。
乳がん検診・予防などブレスト・ケアを県内各
地でおこなっています。私たち薬剤師会も医療の

14
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担い手としてこのキャンペーンにこれからは深く

・実務実習で見えてきた課題解決のために、大学

関わりたく最初の行動として実施いたしました。

側・施設側双方で教育カリキュラムの再構築が

まずは県薬役員や、支部の役員からお願いしたい

必要である。

と思います。ぜひ積極的な考えをもってお願いい

・薬剤師業務の幅広さを感じた。

たします。

・異職種間との連携やコミュニケーションの重要
性を知った。
・患者さんとのコミュニケーション能力の必要
性・方法を学んだ。などの内容でした。

報告Ⅱ

また、最後に指導薬剤師に対して
理事

中川

潤子

薬学６年制になって初めての実務実習が行われ
たこともあり、
大会のテーマを「共に育て薬剤師」
として、第 31回学術大会が開催されました。今

・日常業務の中にコアカリがある。
・日常業務の流れに学生を乗せる。
・時間はあくまでも目安である。
・学生の態度等で気になる点があれば、学生に対
して早い時期に強く言うことも大切。

年は例年通り薬剤師會館を会場とし、お天気にも

とのご意見をいただきシンポジウムを終了しまし

恵まれ、参加者は 200名を越える盛況ぶりでした。

た。

午前中は口頭発表が９題。内容は検査センター
現状報告、ＩＴ特別委員会のアンケート集計結果
と今後の課題、ブラウンバッグ運動について、禁
煙活動・支援について、在宅緩和ケア関連など幅
広い部門からの発表が行われました。
午後の昼食時間を利用したポスター発表は、各
支部での取り組みと今後の課題、実習終了後に学
生に対して行われた実習評価アンケート結果など

長期実務実習は始まったばかりです。課題や問

興味深い内容のものばかりでした。Ⅰ期を終えた

題点などこれからまだまだ生じてくることと思い

先生、Ⅱ期を終えたばかりの先生、そしてこれか

ますが、いろいろな立場の人と協力・連携をとり

らⅢ期を指導していく先生、それぞれの立場から

ながら一歩一歩進んで行くことが大切ではないで

いろいろな質問があったようです。シンポジウム

しょうか。大会のテーマである「共に育つ薬剤

は「検証

師」教育とはまさに共に学び、共に育つことだと

長期実務実習」というテーマでした。

まず、中国・四国調整機構

委員長

手嶋大輔先

生の基調講演から始まり、その後、大学側、受け

感じた大会でした。
私は、今回初めて大会委員として参加させてい

入れ薬局、受け入れ病院、学生の立場からの講演

ただき、司会という大役

がありました。

までいただきました。当

・この実習において、80％以上の学生が「実務実

日は緊張の連続でした

習について」「指導薬剤師の指導内容･方法に

が、無事閉会できたこと

ついて」満足と回答があった。

に感謝し、報告とさせて

・試行錯誤の末のスケジュールアップだったが、
更なるスケジュールの見直しの必要性がある。

いただきます。ありがと
うございました。
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いたり、新しい事に気づかせてくれたりと非常に

報告Ⅲ

有意義なものだったように思います。これらの事
福山支部

井上

真

を踏まえて今後の実務実習受け入れに新しい気持
ちで向かい合って取り組んでいきたいと改めて思

去る11月21日（日）に広島県薬剤師會館で開催

いました。

された「第31回広島県薬剤師会学術大会」に参加
しました。
今回はポスター発表者として参加しましたが、
学術大会への参加は恐らく５，６年ぶりという事

報告Ⅳ
広島国際大学５年生

覚前

美希

もあり若干の居心地の悪さを感じながらの参加と
なりました。

広島県薬剤師会学術大会のシンポジウム「検証

そんな心境の中で会場を見渡してみると数年前

長期実務実習」において、私は、「６年制実務実

の記憶とあまり変わりのない多くの参加者達とそ

習第１期 (薬局) を終えて～目標達成に向けて大

の熱気を感じました。今年は６年制長期実務実習

きな力となった薬局実習～」という演題で発表さ

がスタートした年なので日薬と同様にこの事を

せて頂きました。

テーマにした今回の学術大会に皆さんの関心が集

薬局での実習に臨むにあたって、「患者の立場

まったからに他なりません。この時点で第２期ま

に立った適切な服薬指導ができるようになりた

での実務実習が終わっていましたが、それでも皆

い。」「在宅医療、学校薬剤師、夜間診療におけ

まだ様々な不安を抱えていたり他の薬局や病院で

る薬剤師業務について実際に体験することで幅広

はどんな対応をしているのか等、気になる点が多

い知識を身につけたい。」という２つの目標を

くて参考意見を求めて参加されたのだろうと思い

持っていました。今回の発表では、これらの目標

ます。私もその一人ですから・・・

達成に向けて、どのような指導や体験が自身の成

私の担当したポスター発表は「６年制長期実務
実習

福山支部の取り組み」というタイトルでし

たが他にも数点、同様の発表がありました。やは

長を促したのか、さらにどのような失敗を乗り越
えながら成長できたのかについて具体的に紹介さ
せて頂きました。

りテーマが同じものは内容が気になり見学させて

発表の準備にあたって、2.5ヶ月の長期にわた

もらいましたが基本的な取り組みはどこも同じよ

る実習での体験、学んだことを的確にまとめるこ

うなものだな、と感じました。しかし、ポスター

とに苦戦しました。しかし、この発表の準備をす

の見せ方に大きな違いがあり福山支部の発表はシ
ンプル過ぎ他支部と比較した時に見劣りするよう
な印象になってしまい反省させられました。その
せいか、立ち止まって見て下さる方が一番少な
かったように思い、とても残念でした。
今回のプログラムの中で私だけでなく皆さんが
楽しみにされていたと思われるシンポジウムは大
変興味深く聴かせて頂きました。調整機構・大
学・薬局・病院・学生といった、それぞれの立場
からの発表は自分自身の現在の心境とリンクして
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ることにより、学習したことを再確認し、自身の

た。この機会を通して、たくさんの方々の協力の

成長につながったものは何か、その時に何が不足

もと実習が成立していることを改めて実感しまし

していたのかなどを改めて整理しなおす機会にな

た。
第１期薬局実習、第２期病院実習が終わった

りました。
加えて、本発表の準備は第２期の病院実習中に

今、すごく充実した実習を行えたと強く感じてい

行ったため、薬剤師業務における薬局と病院との

ます。今後は実習で学んだことを生かし、卒業研

相違点を意識した実習を行うことができました。

究や国家試験に向けて励んでいこうと思います。

特に入院患者を対象とした服薬指導においても薬

そして、立派な薬剤師になれるよう日々努力して

局での経験を大いに活かすことができたように感

いこうと思います。

じました。
発表当日は、多くの先生方を目の前に大変緊張
しました。しかし、緊張しながらも、実習中の自
身の成長を伝えることができ、とても貴重な体験
になったと強く感じています。このような発表の
機会をつくっていただいたことで、また少し成長
できたように感じました。
さらに、今回の薬剤師会学術大会では、シンポ
ジウムや口頭発表、ポスター発表を通して、様々
な立場の先生方から意見を聞くことができまし

医療薬学

薬剤師国家試験問題 （平成22年３月６日・７日実施）

問 １９８



正答は113ページ
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薬と健康の週間についてのラジオカー中継
（第７回スマイルフェスタinかいた）
日時：平成22年10月23日（土）９：00～14：00
場所：海田町福祉センター
最後にラジオカーの今田好美さんとのトークを
常務理事

二川

勝

薬と健康の週間に合わせて、ＲＣ

載せておきます。
ラジオカー中継

Ｃラジオ広報をすることとなり、ジェネリック医

ＲＣＣ）スマイルフェスタinかいたに来ています。

薬品の使用推進についてＣＭ（20秒）を、10月17

簡単にいうと、ボランティアを気軽に楽しみな

日～10月23日まで流しましたが、聞かれた先生方

がら、みんなが笑顔になれるようなイベントで

居らっしゃいますか？それとスタジオ出演として

す。（例えば、手話とか点字とか体験しても

10月15日（金）10：30頃（約３分）「平成ラジオ

らったり、命の大切さを感じてもらう講演が

バラエティごぜん様さま」内の「ジェネリック医

あったり、おもちゃの病院があったり、保育園

薬品の使用推進について」に藤山常務理事が出演

児がうたったり、手話したりなど）その中で、

しました。10月23日（土）10：40頃（約３分）

健康も意識して頂こうと、薬の相談ブースも設

「一文字弥太郎の週末ナチュラリスト」で「薬と

けてあり、薬剤師の方に薬の相談に乗って頂く

健康の週間について」が取り上げられ、このラジ

ことが出来ます。

オカー中継に白羽の矢が立ちましたので報告しま

お話をお聞きするのは、広島県薬剤師会の常務

す。

理事

福祉センターで行なわれるスマイルフェスタin
かいたも、７回目になりました。
安芸薬剤師会も山本先生（安芸府中薬局）武藤

二川

勝さんです。宜しくお願いします。

二川）宜しくお願いします。
ＲCC）10月17日から23日の今日までが、「薬と
健康の週間」なんですよね。

先生（あざみ薬局）の応援で、血圧測定を中心

二川）はい、医薬品及び薬剤師の役割に関する正

に、お薬相談、ジェネリック医薬品、ブラウン

しい認識を広く国民に知って頂くことにより、

バッグ運動、お薬手帳など各種の相談で、アッと

国民の保健衛生の維持向上に貢献することを目

いう間に終了時間になりました。写真で雰囲気を

的とする週間なんです。

味わってください。

普段、薬というのは、あまり、意識せず飲まれ
ているかと思いますが、もっと薬の事を知って
頂ければという週間なんです。
ＲＣＣ）そういえば、普段、あまり、薬の事を意
識しませんが、薬を飲む時、水がなかったり、
数種類の薬を飲む時とか、どうしようと考える
時があります。
二川）「薬の飲み合わせ」というのは、実は、慎
重にする必要があります。「薬と飲食物」「薬
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と薬」といった組み合わせで、体の中に摂取さ

事が無く、お医者さんに診てもらった後に“薬

れた場合、その組み合わせによっては、思って

をもらう人”というイメージが強いんですが、

もないような副作用がおきたり、効果が弱く

字の如く、“薬の専門家”なんですよね。

なってしまう事があります。

お薬は、病気を治し、身体の正常な働きを促す

例えば、薬を飲む時、グレープフルーツジュー

反面、リスクである副作用を伴うことがありま

スで飲むと、血圧が下がりすぎたり、薬の効果

す。正しい使い方をすれば、よい効果が得られ

が強くでてしまったりとか、あるいは、アル

ますが、使い方を間違うと病気を悪化させるこ

コールで飲むと、薬の効果が強くなり副作用を

とにもなりかねません。

増強してしまったりとか。

私たち薬剤師は、お薬を必要とされる全ての方

ＲＣＣ）そうすると、水が無い場合、水無しで飲
んだ方がいいんですか？
二川）それは、絶対だめです。なぜ、水と一緒に

に、よい面とよくない面を知った上でお使い頂
ける様、質問や説明、アドバイスなどをおこな
います。

飲むかというと、薬を水で溶かして吸収を促す

例えば、慢性病に患っていて、薬代がかかる。

からなんです。薬によっては、水無しで飲む

ジェネリック医薬品に替えられますか？など、

と、溶けずにそのまま排泄される事があった

何でもかまいません。気軽に薬局に来て頂いて

り、薬がのどに引っかかったまま溶け出し、食

ご相談下さい。是非かかりつけの薬剤師をもっ

道の炎症をおこして、潰瘍になることもありま

て、健康に楽しく人生を過ごして下さい。

す。

ＲCC）広島県薬剤師会では、お薬相談電話を設

ＲＣＣ）薬を飲むというのは、慎重にしないとい

けています。毎週月曜から金曜の10時から15時

けないんですね。複数の薬だともっと大変です

まで、薬事情報センターの薬剤師が対応してい

が、そこで役立つのが、このブースに用意して

ます。電話番号は、082－545–1193。545–1193

ある“茶色の袋”ということですね。

です。なお、スマイルフェスタinかいたは、16

二川）はい、この茶色い袋というのは、「ブラウ
ンバッグ運動」で使う袋で、皆さんが普段、飲
まれている「処方薬」、市販薬、健康食品（サ
プリメント）を「薬剤師」に確認してもらうこ
とによって、その適正な使用を推進する運動の
ことなんです。
元々、アメリカで、買い物に使う茶色い紙袋
に服用薬などをいれて薬局に持参するよう薬剤
師が説明した事から「ブラウンバッグ運動」と
いう名前がついたと言われています。
この確認で、飲み合わせが悪いものや一緒に飲
まない方がいい薬など、チェックする事ができ
ます。これは、今日だけでなく、薬局・薬剤師
にご相談頂くとご用意出来ます。是非御利用下
さい。
ＲCC）薬剤師さんというのは、あまり意識した

時までです。海田福祉センターまでお越し下さ
い。
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RCCラジオに出演して
常務理事
去る平成22年10月15日

藤山

りさ

薬と健康の週間を前に

して、ＲＣＣラジオの番組「ごぜん様さま」に出
演させていただきました。
主にお薬手帳の活用について、ジェネリック医
薬品についてお話してまいりました。
短い時間でしたので、伝わっているのかどうか
もわからない状況でしたが・・・お聴きになられ
た方はいらっしゃったでしょうか？
世良洋子さん

横山雄二さんという圧巻パーソ

ナリティーを前にして、本当に出演時間の数分前
まで台本の変更ありの・・・挙句にスタッフの方
からは「番組進行が押しているので質問には手短
に答えてください」とスタジオに入る直前まで変
更・・変更・・の繰り返しでした今までの準備は
いったいなんだったの？と疑問に思えるくらいの
数分間でしたが、薬剤師会のお知らせをしてきま
した。なんとも消化不良できちんと薬剤師のお仕
事が何ぞや！！という事が伝わったかどうか？
また機会があればもう少し「薬剤師の役割と
して」・・などのお話をさせていただきたい
と・・・・リベンジを誓うのでありました。

RCCラジオ20秒のＣＭ
〈平成22年10月17日㈰～23日㈯に放送〉
今週は薬と健康の週間です。
ところで、ジェネリック医薬品をご存知ですか？
ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に販売される、有効成分・効能効果が認
められた、新薬より低価格な医薬品です。
詳しくは薬剤師まで。
広島県薬剤師会
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平成22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
（東部）日時：平成22年10月23日（土）
（西部）日時：平成22年10月24日（日）

－東 部－

「手を差し伸べ話を聞くことは絶望感、孤独感

富美子

を和らげる第一歩」という言葉が心に残っていま

この研修会は広島県精神福祉健

す。私たちができること、それは、気持ちに寄り

康センターと、広島県学校薬剤師

添い傾聴すること、早目に専門家への相談につな

会との共催で開催されました。一般の薬剤師の方

げるよう話をすること、向精神薬などの乱用防止

もどうぞということでしたので参加させていただ

のため積極的に声かけをすることなど…この研修

きました。「自殺の現状と対策、うつ、不眠、ア

に参加させていただいて、大変勉強になりまし

ルコールと自殺問題」について、広島県立総合精

た。悩みをもつ人をサポートする地域の一員とし

神保健福祉センター所長、中津完先生の講演を聞

て、協力できるようになっていきたいと思いま

かせていただきました。日本の年間自殺者は平成

す。

福山支部

三澤

場所：福山商工会議所
場所：広島県薬剤師會館

10年を境に急増し、３万人を超えて以来ほとんど

ありがとうございました。

横ばい状態です。これは交通事故死亡者の約５倍
になります。広島県でも平成20年に632人の方が

－西 部－

自殺により命を落としています。毎日広島県のど
こかで２人近くの人が自ら命を絶っている計算に

呉支部

なるという話を聞き驚きました。

雅代

10月24日に広島県薬剤師會館で

自ら命を絶った人の９割が直前に何らかの精神
疾患を持つ状態にあり、その半数近くがうつ病で

川野

行われた研修会に参加させていた
だきました。

あるという報告があります。社会構造の問題など

一勤務薬剤師の私は今まで薬事衛生指導員や学

を背景にして健康、経済、家庭、人間関係など

校薬剤師とは無縁と思っていましたが、３期に実

様々な要因が複雑に関係しストレスを感じている

習生を引きうけるにあたり、学校薬剤師の知識を

人が多いということ、ストレスとうつ病と自殺が

得たく参加させていただきました。

密接な関係があるということ、最近は向精神薬の

最初の講演は、広島総合精神保健福祉センター

過量服用を背景とする自殺が社会問題化してきて

所長の中津完先生による「自殺の現状と対策～う

いるという現状があること、「自殺予防週間」へ

つ、不眠、アルコールと自殺問題」でした。

の協力依頼が日本薬剤師会へあった事などからこ

自殺者が不況を反映して平成10年から急激に増

れは、薬局、薬剤師が向精神薬等の乱用防止への

加し、その対策に広島県は「自殺対策推進計画」

適切な対応を求められていることなど、社会的な

を立て、広報・声かけ・見守り運動を展開してい

様々な取組と対策を教えていただきました。

るとのことでした。また自殺者は精神疾患（うつ

中津完先生の講演を聞かせていただいて、悩み

やアルコール依存症）を抱えていることが多く、

を抱えた人を支えるには身近な家族、地域、職

早めに医療機関を受診すれば自殺に至らなくてす

場、学校ぐるみの早期発見、サポートが欠かせな

むので、周りが早く（うつの場合不眠に）気づい

いということを学びました。

て受診につなげることが大事なことを教えられま
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した。さらにアルコール依存症になると依存性は

熱（熱水・蒸気）はどの消毒薬よりよく効き、

覚せい剤より高いと聞き、自分の意志ではどうに

また毒性もないことから耐熱性の用具には第一選

もならないのも納得できました。

択となること。消毒薬を使用する時は毒性に注意

自殺予防にむけて、精神疾患の早期発見と適切

し、それぞれの適性を生かすことなどを教えてい

な治療への導入が必要です。孤立させず、社会全

ただきました。尾家先生が体験されたいろいろな

体で支援体制を整え、身近な人の気づきが大事な

事例を紹介していただき、医療機関でも間違った

ことも教えていただきました。

消毒方法が使用されているのに驚きました。

講演を聞きながら、薬局の窓口でも不眠の訴え

消毒薬については漠然とした知識しかありませ

を聞き流さず、適切な受診につなげることができ

んでしたが、先生のおかげで目からうろこが落ち

るようになりたいと思いました。

たようによくわかりました。昨年の新型インフル

次に山口大学医学部附属病院薬剤部

准教授

エンザの例もあり、薬局の店頭で役立つ知識がた

尾家重治先生より「学校で使用する消毒薬」の講

くさんあったので、これからの業務に生かしてい

演を拝聴いたしました。

きたいと思います。

医療薬学

薬剤師国家試験問題 （平成22年３月６日・７日実施）

問 233



正答は113ページ
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広島県禁煙支援ネットワーク第8回研修会
常務理事

重森

友幸

日時：平成22年10月30日（土）13：00～15：30
場所：広島県公衆衛生会館 ６階講堂
広島県禁煙支援ネットワークは平成14年8月よ

子先生からは、「禁煙指導が慢性歯周炎の改

り禁煙・分煙・防煙支援活動を展開しており、今

善に大きく関わった統合失調症患者の症例」

回第８回の研修会の開催がありました。

について情報提供がありました。

日時：平成22年10月30日（土）13：00～15：30
場所：広島県公衆衛生会館

口腔清掃不良と喫煙によって進行した中等度
歯周炎の患者について、精神状態を理解しなが

６階講堂

主催：広島県禁煙支援ネットワーク

ら根気強く1年余に亘って禁煙指導と治療を行

参加者：一般を含めて約７０名

い、患者に口腔内への興味を持たせた結果、禁

パネル展示として、広島県歯科医師会、広島県

煙成功と歯周炎治療に対するモチベーションを

環境保健協会、企業展示（ノバルティスファー

あげることができ、治療成功ができた症例につ

マ、ファイザー）

いて情報提供があった。

広島県環境保健協会
長

健康クリニック

医療部

勝部睦子先生の開会挨拶に続いて４題の情報

ついて」と題して、広島県薬剤師会
事

提供の発表がありました。

常務理

重森友幸より情報提供を行った。

小

禁煙支援は、我々薬剤師はニコチン置換療法、

健先生からは、「受動喫煙と乳歯う蝕

禁煙内服薬など禁煙のための補助薬を調剤できる

①広島県歯科医師会
笠原

③「広島県薬剤師会における禁煙支援の現状に

公衆衛生部常任委員

の関連性」について。

立場にあり、極めて重要な職能である。今年10月

受動喫煙による子供の歯・口腔の健康に及ぼ

からはタバコ税の増税もあり、禁煙に対する国民

す影響については、欧米のみならず日本におい

の意識は高まっている。

ても両親の喫煙と子供の乳歯う蝕発生、子供の

今回の情報提供は、広島県薬剤師会会員（3123

歯肉メラニン色素沈着との関連性が示唆されて

人）及び会員薬局（1559軒）に対して禁煙の支援

いる。このように口腔への喫煙の悪影響は本人

体制、薬局の現状及び薬剤師の禁煙率を調査し

及び周りの人にも認知されやすいことから、禁

て、その現状また、問題点を確認し、今後、禁煙

煙の動機付けとしてよく用いられている。

支援は県下全ての薬局で質の高い支援が受けられ

歯科衛生連絡協議会では、この動機付けのた

るように努める。

めに「つよい歯でじょうぶなからだをつくりま

④「広島市における未成年者への飲酒・喫煙防

しょう（タバコから子供を守るために）」の

止対策について」広島市健康福祉局保健部保

リーフレットを作成して市町保健所、幼稚園・

健医療課

保健指導担当課長

加納恵子先生

保育所に配布している。そして情報提供として

未成年者への飲酒・喫煙防止対策は第5次広島

「受動喫煙と乳歯う蝕の関連性」についての福

市基本計画の中に位置づけられており、未成年者

岡歯科大学の埴岡教授の文献をもとに解説があ

の喫煙率・飲酒率を０％にする目標が設定されて

りました。

いる。取り組みとしては、保育園児、幼稚園児へ

②広島県歯科衛生士会

歯科衛生士

向井麻里

の防煙紙芝居の実施、小・中・高校での飲酒・喫
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煙・薬物乱用防止教室の実施が、また大学、専修

＜特別講演Ⅱ＞

学校などと連携した飲酒・喫煙防止教室の実施。

「タクシー禁煙化へのあゆみとその後の問題」
広島県禁煙支援ネットワーク運営委員

保護者への取り組みとして、母子健康手帳交付
時、乳幼児健康診査などの機会を捉えた禁煙指導



安佐市民病院

名誉院長

岩森

茂先生

の実施。また環境づくりとして市民に対して未成

昭和60年よりタクシー禁煙キャンペーンを立ち

年者の飲酒・喫煙防止キャンペーンなどが紹介さ

上げ、本年４月より数％を残して全面禁煙化に成

れた。

功した。

未成年者の飲酒・喫煙状況のアンケート調査で
は、飲酒：中学生24.2％・高校生30.4％、喫煙：
中学生3.0％・高校生1.8％（いずれも平成15年の

その間の20数年間の、日々の活動について詳し
く説明がなされました。
結果、広島県のタクシー禁煙化は全国38番目
（１番は大分県、東京都23区は９番目）

同じアンケートと比較して低下している）
また妊婦及び乳幼児の保護者の喫煙状況調査に

タクシー全面禁煙は安全なタクシーの第一条件

ついて、喫煙率：父親・配偶者42.2％、母親・妊

となっている。タクシー協会のアンケートによる

婦5.9％であった。

と禁煙化に対する利用者の評価は①好評50％②お
おむね好評50％③不評０％。禁煙化に対する乗務

＜特別講演Ⅰ＞

員の評価は①好評25％②おおむね好評66.7％③不

「最近の受動喫煙をめぐる話題―平山雄先生を偲

評０％④不明8.3％
全面禁煙化をしてよかったは100％との結果に

びつつ」

なった。

広島県禁煙支援ネットワーク運営委員


日本赤十字看護大学

教授

川根博司先生

日本の禁煙運動の元祖と目される平山先生

国

立がんセンター疫学部長、予防がん学研究所所長
として多くの業績を残された先生についての思い
出。「受動喫煙が肺がんのリスクを高める」とい
う世界初の論文を投稿された先生。
最近の話題として、PM2.5という直径2.5μm以
下の微小粒子状物質。この微小粉塵は呼吸によっ
て肺に入り炎症・動脈硬化・がん・気管支喘息の
原因となる。車の中・ファーストフード店・喫茶
店・居酒屋などで喫煙者がいると緊急事態の空気
レベルになるといわれている。受動喫煙で死ぬ危
険は驚くほど大きいことが報告された。
環境汚染で死ぬ人数（10万人を一生追跡）は、
アスベスト処理場そばで６人未満、ダイオキシン
110人、ごくわずかタバコ煙が臭う環境で600人、
茶の間のタバコ煙で１万８千人、パチンコ店内で
２万人、自由喫煙居酒屋で８万人。と受動喫煙の
害についての情報提供があった。

タクシーの全面禁煙化は利用する客だけでな
く、乗務する運転者の健康管理に極めて重要なこ
とである、と結ばれました。
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公益法人制度改革に関する全国担当者連絡議会と
支部長・理事合同会議における制度改革へのお願いについて
第５回

常務理事

二川

勝

全国担当者連絡会議
日時：平成22年10月27日（水）
場所：日本薬剤師会 ８階会議室
支部長・理事合同会議
日時：平成22年10月30日（土）
場所：広島県薬剤師會館 ４階
第５回の連絡会議の内容は
日本薬剤師会の公益法人制度改革に係る組織に
ついて

そういった意味での公益法人制度改革は大きな
チャンスと言える。
10月30日（土）開催の支部長・理事合同会議で

１．公益社団法人日本薬剤師会会員規程（案）

はこれまでの制度改革の流れを説明させて頂き、

２．公益社団法人日本薬剤師会会費規程（案）

支部長には、これからの支部（地域薬剤師会）の

の提言がありました。

改革についてお願いしました。

案の段階ですので概略のみ報告します。

①社団法人を取得されていない支部は、一般社団

１の会員規程は「正会員」「賛助会員」「特別会
員」「名誉会員」を考えているようです。
２の会費規程につきましては、現行の薬局開設者

法人を目指して頂きたい。
②その中で会営薬局を持っておられる支部は早め
の改革をお願いしたい。

の負担は欠かすことはできませんが、管理薬剤師
を含めて薬局の勤務者が負担なく入りやすい会費
はどうするか議論が重ねられています。

人格なき社団（任意団体）では責任の所在が支
部長個人に課せられることも考えられ、又行政と
の対応も社団を取得しておいた方が、スムーズに

まとめ
公益法人制度改革と組織改革の意味（会員増強策）

行くと思われます。支部の実態に応じて相談に乗
りますので宜しくお願いします。

①創立120周年及び６年制薬剤師が社会に出て来
る機会に「薬舗主（店舗）の組織」から本来の
「薬剤部（個人）の組織」へ脱却する。
②薬局、薬店の業態変化、大型化等により店舗中
心主義では、将来的に会員減となり、組織が衰
退していく恐れがある。
この機会に根本的な会員増強策を実施する必要
がある。従って、会員増強のターゲットを店舗
中心より約27万人すべての職域の勤務薬剤師と
する。
③以上の目的達成のためには、会員種別、会費等
組織改革関連項目の変更が必要であり、“定款
変更”が不可欠。

支部長・理事合同会議次第
１．開
会
２．会 長 挨 拶
３．報告及び協議
（１）公益法人制度改革について
（２）第31回広島県薬剤師会学術大会の開催に
ついて
日
時：11月21日（日） 午前10時～
場
所：広島県薬剤師會館
（３）検査センターについて
（４）新たな医薬品販売制度の対応状況に関す
る自主点検の実施結果について
（５）平成22年度厚生労働省薬剤師生涯教育推
進事業参加募集について
（６）薬草に親しむ会について
日
時：９月20日（月）
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会

場：大竹市
（三倉岳キャンプ場周辺）
参加人数：206名
（７）平成22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
（東部）日
時：10月23日（土）
会
場：福山商工会議所
参加人数：48名
（西部）日
時：10月24日（日）
会
場：広島県薬剤師會館
参加人数：116名
（８）総務関係
ア．会員数の調査（平成22年10月31日現在）
について
イ．平成22年度会員名簿及び2011年版管理記
録簿の配付について
ウ．年末・年始の休業について
平成22年12月29日（水）～平成23年１月３日（月）
（９）行事予定
ア．平成22年度医療機器販売業等の営業管理
者及び医療機器修理業の責任技術者に対
する継続研修会
日
時：10月31日（日）
会
場：広島県薬剤師會館
イ．第27回広島県薬事衛生大会
日
時：11月25日（木） 午後２時～

25

会
場：エソール広島
ウ．平成22年度薬祖神大祭
日
時：11月25日（木） 午後５時～
会
場：広島県薬剤師會館
エ．平成23年薬事関係者新年互礼会
日
時：平成23年１月６日（木）
午後４時～
会
場：広島県薬剤師會館
オ．公認スポーツファーマシスト認定制度に
係る特別講習会伝達研修会（仮称）
日
時：平成23年１月30日（日）
午前10時～正午
場
所：広島県薬剤師會館
カ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保
険薬局指定申請薬局との共同研修会
日
時：平成23年２月６日（日）
午前10時～正午
場
所：広島県薬剤師會館
キ．平成22年度圏域地対協研修会
日
時：平成23年２月６日（日）
午前10時～午後３時
場
所：三原リージョンプラザ
（10）その他
ア．ピンクリボンキャンペーン協賛グッズの
紹介について
４．閉
会

26

2011  Vol.36  No.1 広島県薬剤師会誌

平成22年度医療機器販売業等の営業管理者及び
医療機器修理業の責任技術者に対する継続研修会
日時：平成22年10月31日（日）
場所：広島県薬剤師會館
（ＡＥＤ）についても、設置者等に対し、平成22

報告Ⅰ
大竹支部

貞村

大祐

年５月７日に日常点検や消耗品等の管理を徹底す
るための通知が発出されています。
研修テキストには、在宅酸素療法における火気

平成22年10月31日に、毎年度受講義務のある

の取扱いの具体的な注意等もあり、直接は扱わな

「医療機器販売業等の営業管理者及び医療機器修

くても、患者さんへ継続的に注意喚起を行わなく

理業の責任技術者に対する継続研修会」を受講し

てはならない装置を、薬局でもフォローできるこ

ました。毎回、すぐに定員に達するようで、でき

とがあると、良い勉強になりました。

るだけ早く申し込みをしなくてはならない研修会
です。
広島県健康福祉局保健医療部薬務課

岡田史恵

先生より、薬事法その他薬事に関する法令につい
て、広島県薬剤師会副会長

報告Ⅱ
福山支部

町支

理恵

大塚幸三先生より、

薬事法改正内容等の説明をしていただきました。

予報では、曇りの天気でしたが、雨が降り始め

改正内容だけでなく、管理帳簿記入や、苦情・

イヤな予感が…。受付で研修テキストと引き換え

回収処理等の管理者の義務についても再確認でき

てもらう葉書がどこを探しても見当たりません。

る研修会でした。

正直に受付の方にお話しして受講することができ

実際に私の薬局でも、自宅で血糖管理をする方

ました。私がこの継続研修を受講するのも５回目

が増えており、自己血糖測定器を取り扱っていま

となりました。薬事法改正により、高度管理医療

す。誤った使い方をしないように説明をしていま

機器を販売するには、営業管理者が一年に一度の

すが、センサーの入れ方、採血穿刺器具の使い方

継続研修を受講することが義務付けられ①薬事法

や、数値が表示されない等の質問を受けることが

その他の薬事に関する法令、②医療機器の品質管

あります。

理、③医療機器の不具合報告及び回収報告、④医

最近の話題としては、平成21年から高度管理医

療機器の情報提供などについての最新の情報を習

療機器に指定された、非視力補正用コンタクトレ

得します。医療機器は、製造販売業、製造業、販

ンズ（視力補正を目的としないカラーコンタクト

売業などそれぞれに責任者を配置することによっ

レンズ・おしゃれ用）において、眼粘膜刺激が起

て、責任の所在を明らかにし、より品質の高いも

こりうる程度の細胞毒性が認められるものや、着

のを安全に安心して使用していただけるような仕

色剤の溶出が確認されたもの等、安全性に問題が

組みにしてあります。市販後の医療機器は、私た

あり、眼に障害をうける場合もあるということで

ち販売業が責任を持ってお客様とのパイプ役とな

した。

り、情報の提供や収集を円滑に行い、回収や不良

また、急速に普及している自動体外式除細動器

品があれば迅速に対応するように努力しなければ
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なりません。高度管理医療機器は「不具合が生じ
たとき人体への影響が大きいもの」クラスⅢと
「生命の危険に直結する恐れのあるもの」クラス
Ⅳで、これらを扱う私たちの責任は重大であり、
お客様に正しく使っていただくために私たちも
しっかりと勉強して、医療事故ゼロをめざしてい
かなければならないことを今回の研修で再確認い
たしました。その他に、自己血糖測定器の専用電
極、穿刺器具、採血針は薬局では販売できるが、
店舗販売業では販売できないこと、平成17年４月
１日に許可を受けた施設は平成23年３月31日で有
効期限満了なので更新申請を忘れずにしなくては
…と、とても有意義な研修となりました。終了証
を頂いたころには雨は本格的に降っていました。
まさか、葉書を忘れたから原稿依頼がきたのかし
ら……。

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22年３月６日・７日実施）

問 １１８



正答は112ページ
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第49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
常務理事

青野

拓郎

日時：平成22年11月６日（土）・７日（日）
場所：鳥取県 米子コンベンションセンター他
三団体での開催となって４回目の学術大会が、

しました。

標記の会場と米子市民文化センターの２会場で開

いつもそうなのですが学会会場の写真を撮るの

催されました。仕事の都合もあったので高速道路

を忘れて口頭発表のスライドとポスターの写真ば

を利用し車で行きました。庄原を過ぎたあたりか

かり撮ってしまいました。自分の発表風景ではあ

ら紅葉が綺麗になっていき帝釈峡に近づくころに

りませんが、こんな感じで発表したつもりです。

は、車を止めて写真でも撮りたいぐらいでしたが

そして日頃のおこないが悪いのか帰りは、天気

ポスター掲示の時間がせまっていたので諦めまし

が悪くなり大山も曇って見えず、そのうち雨模様

た。

になって紅葉の写真も撮れませんでした。

特別講演が１題、シンポジウムが２題、奨励賞
受賞講演が５題、教育（ランチョン）セミナー
８題に加えてジェネリック医薬品使用促進セミ
ナー、厚生労働省「内服薬処方せんの書き方の標
準化」セミナーもありました。
口頭発表242題と今年から新たに加わったポス
ター発表も35題あり２日間ぎっしりと予定が組ま
れていました。
タイトなスケジュールのせいなのか口頭発表の
時間が厳守され質問を受けないケースが結構あり
今までの学会とちょっと違った感じでした。
日薬病薬の発表のセッションでは、代議員会等
でお会いしたことのある先生方の発表も聞きまし
た。今年は、６年制長期実務実習関係の発表を中
心に聞くことが多いのですが、今回も同様で近隣
薬局との連携や地域連携による実習の試みなど支
部薬剤師会としての今後の取り組みに役に立ちそ
うな内容が多かったです。
二日目のポスターセッションでは、広島県薬剤
師会・ＩＴ特別委員会として「薬局業務の電子化
についてのアンケート」の集計結果と今後の課題
について発表しました。今まで見てきた発表と違
い口頭発表３分、質疑４分という初めての経験を
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介護保険制度10周年記念事業
「新たな介護の在り方を考えるシンポジウム」
常務理事

有村

健二

日時：平成22年11月12日（金）
場所：広島市南区民文化センター
平成22年11月12日広島南区民文化センターで開

充実強化・予防の推進・多様な生活支援サービス

催された。厚生労働省老健局介護保険計画課長古

の確保や権利擁護など・高齢者になっても住み続

川夏樹氏による基調講演があった。今将に次期介

ける住まいの整備（国交省）・ペイアズユーゴー

護保険改定に関する検討が行われており、余り詳

政策。

しくは話せないが、方向として財政難の折、保険

次回診療報酬改定・介護報酬改定が同時に行わ

料に関するものと主に地域包括ケアの連携につい

れどのようになるかと言うことだが「安心空間創

て説明がなされた。事業所は現在別途指定されて

出プロジェクト」「サービス創出」の中に、薬剤

いるものを一括して複合型の事業所として指定を

師が認識されるかどうかにかかっているように思

する方向である。平成23年度中に介護療養型医療

われる。

施設を介護老人保健施設、その他の介護保健施設
等へ転換することになっていたが、政権交代によ
り不明となった。
シンポジウム「新たな介護の在り方を考える」
ではサブタイトルを～住み慣れた地域で自立した
生活を送るために～と題して、コーディネーター
山口昇先生、シンポジスト浜田一義安芸高田市
長、本永史郎広島県老人福祉施設連盟副会長、高
橋辰夫広島県老人クラブ連合会会長、金子努県立
広島大学教授、佐々木昌弘広島県健康福祉局長、
助言者古川夏樹氏により行われた。
先ず、山口先生より介護保険創生期から現在ま
での流れの説明の後シンポジストによる発表が行
われた。それぞれの立場から発言があった。行政
による地域住民を巻き込んだケアの方策、施設か
らは措置から介護保険による自由選択契約への変
更や高齢社会への対応に伴う転換、老人クラブよ
りは高齢者をいかに組み入れていくかを考えるべ
きと言う意見、研究者からは家族介護から社会的
介護への転換ついて、県よりは現況について説明
がなされた。
キーワード：医療との連携強化・介護サービスの
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日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会（第２回）
理事

豊見

敦

日時：平成22年11月12日（金）13：30～
場所：日本薬剤師会 第一会議室
はじめに小田常務理事、生出副会長より挨拶が

40代の若手と、各都道府県で実際に開催する場合

述べられ、薬剤師をとりまく諸問題についても報

に実施担当者となれる方を募集する。女性会員・

告が行われた。

役員が増えている現状に鑑み女性の参加をご配慮

昨今の業界紙などに掲載された医薬分業を批判

いただく旨の記載を検討することとされた。

する記事が紹介され、規制・制度改革に関する分

○テーマ

科会に設置されたライフイノベーションワーキン

への批判、薬剤師職能の確立などにも触れなが

ググループで医薬分業、一般用医薬品のインター

ら、今までのテーマと齟齬がなく、継続性のある

ネット販売について取り上げられる件について報

ものを検討した。会議全体のメインテーマ、SGD

告された。

の討議テーマとも「薬局サービスのあり方と薬剤

また、薬局でのポイントカードに対する厚労省

薬剤師が直面している問題、医薬分業

師の役割」に決定した。

見解についての報告も行われ、日本薬剤師会では

○その他、全体協議の座長を、鵜飼委員と正木委

従来通り保険調剤に係る一部負担金の支払時にポ

員に決定し、委員がSGDのファシリテーターを務

イントを充てて減免すること、一部負担金の支払

めることとなった。会場は弘済会館の大会議場１

をポイント付与の対象とすることは認められない

室、SGD会場６室を予約済みであるとのこと。

という認識で、今後も引き続き厚労省と協議して

議題２

いくことが報告された。
議題１

平成22年度全国職能対策実務担当者会議

（平成23年２月６日）の運営について
各都道府県から寄せられたアンケート結果を参
考にしながら、検討を行った。
○目的・手法

医薬分業の質の向上に向けた検討

石垣委員長より「全国会議のテーマを論じてい
く中で、医薬分業の質の向上の検討に際してのポ
イント等も整理されてきた」と述べられ、次回以
降、具体的方策等について検討を進めることとさ
れた。

今回の目的は次世代を担う薬剤師

また、笠井理事より日薬業発174号（平成22年

の育成に主眼をおく。昨年同様スモールグループ

10月８日）「薬局の保険指定に関する取扱いにつ

ディスカッションを行うが、各都道府県で開催す

いて」に関して説明が行われた。保険薬局を経営

る段階で、「SGDでの結果を報告する」という形

する企業が、自らの大型商業施設を医療モールの

が多くなってしまい、本来意図するものではない

形態とすることについての解釈が示されたもので

場合がある。各都道府県で次世代の育成を図るた

あるが、これはこれまでの解釈だけでは判断する

めの方策を取って頂くよう、開催意図を伝える必

ことが困難なケースについての解釈であり、従来

要があるのではないか。実りある討議にするため

の解釈を緩和するものではないとのことであっ

に、あらかじめ資料を提示し、それを各県で検討

た。基本的な考え方は従来通りで、「一体的な構

してきてもらってはどうか。という意見が出され

造」「一体的な経営」に該当することが疑われる

た。

ケースにおいては保険薬局の指定が認められない

全体の流れとしては基調講演→SGD→全体協議
という流れで行うことが確認された。
○参加者

各県で委員会などに参加している30－

という見解が厚生労働省保険医療課からも示され
たところであると説明された。
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日本薬剤師会平成22年度社会保険指導者研修会
副会長

村上

信行

日時：平成22年11月13日（土）
場所：慶應義塾大学芝共立キャンパス
平成22年11月13日（土）13時より慶應義塾大学芝共立キャンパスにて標記研修会が下記次第に沿って
開催され、青野常務理事と出席いたしました。
次

第

１．開会あいさつ


日本薬剤師会会長

児玉

孝

厚生労働省保険局医療課薬剤管理官

吉田

易範

山本

秀行

２．議事
（１）最近の保険行政の動向について

（２）最近の指導監査の状況について
～保険薬局、保険医療機関（薬剤部関係）の主な指摘事項～


厚生労働省保険局医療課医療指導監査室医療指導監査官
（３） 調剤報酬に係る諸課題について



日本薬剤師会常務理事

三浦

洋嗣



日本薬剤師会常務理事

安部

好弘



日本薬剤師会副会長

山本

信夫

委員長

有澤

賢二

副委員長

大澤

光司

日本薬剤師会副会長

七海

朗

                     



座長

日本薬剤師会医療保険委員会

３．閉会のあいさつ


議事（3）はシンポジウム形式で進められ、質疑に重きを置かれました。児玉会長の開会のあいさつは
「５分」のプログラムでしたが20分近くのタイムオーバーでした。時期的には「行政刷新会議」の事業
仕分けに調剤報酬が俎上される可能性のある頃でしたので、学生実習も含め思うところの多い会長の演
述でした。続いての議事では改めて「最近の医療保険をめぐる話題」として厚生労働省保険局医療課薬
剤管理官の吉田氏が壇上に立たれました。吉田管理官は今年度からの任であり、前任管理官は精力的
に行動、活動、提言されていました現医薬品医療機器総合機構の磯部総一郎氏でした。吉田氏は「22年
度診療報酬・薬価制度改定とその後の状況」「24年度改定に向けて」の２点にお話しをまとめられまし
た。「22年度診療報酬・薬価制度改定とその後の状況」関連では「一包化薬と内服薬調剤料・湯剤調剤
料の見直し」「ハイリスク薬に関する薬学的管理及び指導」「後発医薬品」「薬価改定における新薬創
出・適応外薬解消等促進加算」が要点でした。ハイリスク薬では日本薬剤師会の「薬局におけるハイリ
スク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」に沿ってのお話しでした。「後発医薬品」につい
てはまず「薬剤服用歴管理指導料の算定要件」に「処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に、患者等
に確認するよう努めること」の項目に「ス・後発医薬品の使用に関する患者の意向」が追加されことを
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強調され、推進策としての「体制加算」「基準調剤加算」「剤形・規格要件の緩和」等に触れられま
した。「薬価改定における新薬創出・適応外薬解消等促進加算」に関しては後発品のない先発品全体で
約33％が加算対象となったようです。また配合剤事例等を上げられ「新薬の処方日数制限についての整
理」を話していただきました。「次期（24年度）診療報酬改定に向けて」では薬剤師関連で次の５つの
方向性を提示していただきました。
＊国民・患者によりよいサービスを届けるために改定は行うもの（国民・患者の視点）
＊医療は現場が全て。対物業務から対人業務へ
＊医療と介護の連携の中での薬剤師のあり方
＊特に医療の中では、チーム医療、医療安全の確保
＊薬局の現状を示すデータ、施策の効果を示すデータ・エビデンスの構築
続きまして医療指導監査官の山本氏より「最近の指導監査の状況」について20年度の数値結果ととも
にお話がありました。広島県でも昨年に続き厚生労働省との共同指導が実施されましたので当県事例も
含まれていたと思われます。種々ありましたが、御多分に漏れないところも多く、またこの山本氏が児
玉会長の時間オーバーを調整され、「資料にない部分もあったのですが時間なので・・」と〆られ残念
でした。薬歴関連で少し例をあげますと、「服薬指導の要点の記録」に関して「処方せん受付の都度、
新たに収集した患者情報を踏まえて」「副作用に関する記載を充実させ」「DSUを活用して初期症状
を確認し」「薬学的な観点から聴取・確認し記録する」とされています。また一部診療報酬での薬剤部
門関連の指摘事項も紹介され、院外処方せんの入力において「初期設定が後発医薬品への変更不可」と
なっている事例も意識的にとはいえ話されていました。小休憩の後、安部

好弘日薬常務理事より「在

宅療養推進アクションプラン」について「高齢化と社会保障環境の状況」と「医療用麻薬に関する情報
提供のお願い」とともに話されました。アクションプランは２段階プランで22年度は日本薬剤師会にお
いて
＊薬局向け調査票、情報集計・公開ツールの様式作成
＊各方面へのアプローチモデル（手順書）の作成
＊訪問業務の説明資料（従事者向け、一般向け）作成
＊体調チェックフローチャートの改訂（継続）
＊在宅服薬支援マニュアルの改訂とDVD化（継続）
そして、23年度事業としては県薬・支部薬剤師会の作業としています。
＊支部に事業説明会等の実施（県薬担当者を日薬がフォロー）
＊在宅訪問薬剤管理指導業務応需体制の調査実施
＊調査結果の集計及び公開用リストの作成
＊医療・介護・行政等の関係各所へのアプローチ
＊事業評価
また関連して「医療用麻薬の運用・管理の緩和」を視野に情報収集を行う旨話されました。
質疑に入っては「保険調剤一部負担金とポイントサービス」「いわゆる第二薬局の指定要件」など厚
生労働省の見解を求める場面もありましたが、「文章にできない」表現にとどまり、その曖昧さゆえ
に「曲げて」の解釈が通る事態となっています。いずれにしても24年度には６年制の薬剤師も出てきま
す。公益法人改革・医療・介護両制度の改定にも向けた大きな波が薬局・薬剤師に押し寄せてきている
のが実感です。
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福岡県薬剤師会創立120周年記念式典並びに祝賀会
平成22年11月14日（日）に、ホテルニューオータニ博多で（社）福岡県薬剤師会創立120周年記念式
典・祝賀会が開催され、前田会長が出席されました。

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22年３月６日・７日実施）

問 178



正答は112ページ
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第28回

病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構会議
日時：平成22年11月16日(火）
場所：就実大学

報告Ⅰ

報告Ⅱ
副会長

木平

健治

標記会議が、平成22年11月16日（火）就実大学
にて開催された。
平成22年度第Ⅱ期の薬学生実務実習について、
各大学から概ね順調に実施されている旨報告され
た。

常務理事

田口

勝英

平成22年11月16日就実大学にて第28回中国・四
国地区調整機構会議が開催され広島薬剤師会から
木平・村上両副会長と田口が参加しました。
平成22年度実務実習（第Ⅱ期）の進捗状況につ
いて、各大学とも概ね順調との報告があった。次

第Ⅰ期のトラブル事例24件（病院12件、薬局11

に、片山博和第三者委員会委員長より平成22年

件、共通1件）の事例が第三者委員会に報告され

度実務実習第Ⅰ期におけるトラブル事例につい

ていることが報告があった。その内、実習の中断

て、未然に防げた事例が14件（内薬局5）、実習

に至ったものは病院２件、薬局７件であった。報

が中断した事例が₇件（5）、実習終了後に実習

告された事例と対応については、ブロック内の大

中のトラブルが判明した事例１件、その他が２件

学で行う実習説明会において参考資料として用い

（1）の合計24件（11）発生の報告がされた。受

ることはあるが、外部に公表はしないことで了解

入施設に対するトラブル事例の説明は実務実習説

された。

明会等で行う様にしたいとの報告があった。続い

平成23年度の実務実習の配属状況について各大

て各県調整機構より平成23年度実務実習の学生配

学から報告があり、病院の配属はほぼ確定し、薬

属の進捗状況について九州・山口地区等他地区ふ

局の配属について調整中ないし今後調整する状況

るさと実習の受入の可否について返答待ちでは

であることが報告された。

あるがそれ以外の域内で実習する学生に関しては

平成23年度のＷＳの開催は４回を計画している

ほぼ順調である旨の報告があった。次に、出石啓

ことが報告され、以後は年２回程度の開催するこ

治ワークショップ委員会委員長より今後のワーク

とについて提案され、特に意見は出されなかっ

ショップ開催について縮小の方向性で行く旨の提

た。

案があった。
最後に、鳥取県薬剤師会小林健治会長が中四国
地区各県薬会長の代表として、日本薬剤師会児玉
孝会長より各大学に宛てて発送した文章を元に、
次年度実習費の取り扱いは外税でお願いしたい旨
を各大学に要望した。
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平成22年度

日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会
㈱エバルス 薬事情報室

山根

仁美

日時：平成22年11月19日（金）
場所：大阪府薬剤師会館
平成22年11月19日、大阪府薬剤師会館におい

次生を対象に行っている早期体験学習の紹介や、

て、平成22年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会

５年次の長期実務実習の際に卸が参画して行われ

が開催されました。

る実務実習について近畿地区のモデルケースの紹

今年度は、藤井基之先生による「医薬品卸売販

介などがありました。

売業の将来～これからの卸薬剤師に期待される役

また、長期実務実習についての話では、実習の

割等について～」、文部科学省大林真幸参与によ

枠組みについての説明があったほか、先に行われ

る「６年制薬学教育について」の講演が行われま

た第Ⅰ期（前半11週）の実務実習結果について取

した。両講演は、どちらも興味深い内容のもので

り上げ、反省点として、学生と指導薬剤師との間

したが、今回は、後者の「６年制薬学教育につい

で実務実習に対する情熱の点で温度差が感じられ

て」の内容をご紹介したいと思います。

たこと、良かった点として、学生及び施設スタッ

まず、最初に、６年制教育の制度確立までの歩
みについての説明がありました。この制度がス

フのモチベーションの向上が図れたことなどが実
際例として紹介されました。

タートしたのは今から４年前の平成18年度のこと

最後に、最近の薬学部卒業生の就職状況につい

になりますが、そこに辿り着くまでの道のりは長

て触れられ、そこで、近年、卸売販売業に就職す

く、昭和46年に日本薬剤師会でこの薬学教育修業

る者が増加傾向にあるとの話がありました。これ

年限延長の問題が取り上げられ、その後、いろい

まで薬学生の就職傾向と言えば「就職＝薬局・病

ろな人達の努力があって現在があるのだという話

院」というのが当たり前だったのですが、学生の

を聞かされ感銘を受けました。

考え方も少しずつ変化してきているのではなかろ

続いて、薬学教育カリキュラムについて、また
６年制第一期生を対象に今年度より実施されてい
る「長期実務実習」について取り上げられまし
た。
その中で、カリキュラムの中に医薬品の流通や
管理に関する項目が教育目標として含まれている
ことに触れ、当社が広島大学医学部・薬学部１年

うかと、卸薬剤師としてその動向を嬉しく感じま
した。
今回の研修では、より多くの情報に触れられ大
変勉強になりました。今後も卸薬剤師として良質
な情報提供をできるよう日々努力していきたいと
思います。
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第３回

広島国際大学薬学部卒後教育研修会
広島国際大学

医薬品情報学講座

田山

剛崇

日時：平成22年11月20日（土）
場所：広島国際大学
2010年11月20日、第３回
育研修会が広島国際大学

広島国際大学卒後教
薬学部にて、約100人

という多数の参加者を得て盛大に行われました。

杉原先生は、
１．病院排水中に医薬品が検出された。河川中に
も医薬品が検出された。
２．水中に排出された医薬品は、紫外線などの環

本研修会では、東京臨海リサイクルパワー株式
会社の原田

優先生と本学部環境衛生学講座の杉

原数美先生の２講演がありました。原田優先生

境因子によって、活性体に変化することがあ
る。適切な医薬品廃棄を行うことが必要であ
る。
３．多くの薬局では、患者さん宅より持ち込まれ

は、
１．患者宅で発生した在宅医療廃棄物を廃棄する

た医薬品の廃棄に困っている現状がある。今

方法として、自治体による回収が望まれる。

後、添付文書等に医薬品の廃棄方法の記載が

２．現状は、回収を行っていない自治体も多くあ
る。

望まれる。
等の内容を話されました。

３．自己注射の針刺しによる感染性の危険性が少

懇親会では、宇根学科長より、広島国際大学の

ないことを上げられ、今後は、このような針

卒業生に限らず、多くの保険薬局の先生方にも参

の回収も、自治体が回収を行うようになって

加して頂きたいとの言葉を頂きました。広島国際

欲しい。

大学は現場で活躍されている薬剤師の先生方と共

４．自治体が自己注射針を回収していない地域に

に、歩んで行きたいと考えていますので、是非、

おいては、薬局や病院等が積極的に自己注射

広島国際大学卒後教育研修会に参加して頂ければ

針を回収して欲しい。

と思います。

等の内容を話されました。
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第34回

福山大学薬学部卒後教育研修会
福山大学薬学部教育研修会委員

古野

浩二

日時：平成22年11月20日（土）
場所：福山大学薬学部34号館
本研修会が、平成22年11月20日（土）この春に



㈱サンキ

コンサルティング部

近藤栄達

竣工した34号館において開催された。演題テーマ

医療保険制度、介護保険制度からの在宅医療の

は｢在宅医療について｣で病院・薬局・大学の５名

拡大、高齢者人口増加に伴う在宅医療の必要性な

の先生を招いてお話を伺いました。参加薬剤師は

ど、医療・介護・福祉のあり方が変遷し、薬剤師

106名でした。

に求められる役割・業務も変化している。近藤先

＜講演１

生は国民、患者から見て、薬局薬剤師は、在宅医

病院薬剤師による居宅療養管理指導の

実例＞

療を実践していくことで、はじめて地域医療体制

尾道市公立みつぎ総合病院

薬剤部

横田武治

当院では、急性期から慢性期あるいは在宅での

の一員となり、医療提供施設として認知されると
述べられた。

維持期にいたるまでフォローするという地域密着

＜講演５

型の「地域包括ケアシステム」を構築しており、

患者シミュレーターの活用＞

薬剤師も15年前からチームの一員として参画して

福山大学薬学部

いる。横田先生は薬剤師として実際に居宅療養管



理指導を行った例を紹介された。
＜講演２

様々な病態を繰り返し再現する高機能
応用薬理学研究室

教授
西尾廣昭

超高齢社会における在宅医療を含めた新しい地

在宅医療における多職種連携の重要性

域医療体制への移行に伴い、薬剤師のバイタルサ

について～実際の事例にみる薬剤師の関わり～＞

イン／フィジカルアセスメントへの関心が急速に

 株式会社ファーマシィ

山根暁子

高まりつつある。西尾先生は福山大学薬学部に導

孫尚孝

入された疾患を刻々と再現する高機能患者シミュ

ファーマシィでは多職種の方との情報交換を重

レーターの医療薬学教育における活用の可能性に

在宅支援係



薬局企画課

ねながら、地域における在宅医療の全体像の理

ついて概説およびデモを行われた。

解、そして問題点の抽出が行われている。山根先

本研修会は、広島県薬剤師会、広島県薬剤師研

生はその中で薬剤師に求められる役割とは一体何

修協議会の共催によるものであり、関係各位に深

であるのか実例を交えて紹介された。

く感謝致します。

＜講演３

地域連携の輪に薬剤師がどうやって

入っていったか＞


（株）ホロン

すずらん薬局

松谷優司

在宅業務は認知度が低く、一般にはおろか医療
者にも周知されていない薬剤師の新たなフィール
ドである。松谷先生は安らぎや治療効果にも影響
をあたえる在宅医療での薬剤師の存在が広く知ら
れることにより、他の医療者から喜ばれ、救われ
る患者さんや家族が多くいることをお話された。
＜講演４

医業経営コンサルタントの視点から見

た薬剤師への提言・要望＞

撮影：土谷

大樹助教
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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30回薬剤師のためのワークショップ中国・四国in香川」
日時：平成22年11月20日（土）・21日（日）
場所：徳島文理大学香川キャンパス
加型研修のもつ積極性と、個々の発見を促し、か
つ見守る忍耐力、そして人間性を改めて認識した
安佐支部

岡垣

浩敏

ことは大変大きな収穫でした。
今回とても興味深かったのが、言葉の困難さも

私は大学時代から勉強が苦手で、大学では勉強

あって論議に参加できなかったと思われていた

というよりは他の事に興味を持ち、いわゆる真

人々が、実に活き活きとした感想を述べられたこ

面目とは程遠い学生でした。そんな私にワーク

とでした。参加者にとって、ワークショップから

ショップに参加する機会をいただいたことで、多

得たものは様々に違うと思われますが、今後の活

大な責任感とやる気が芽生えたことは、私にとっ

動の指針として参加型研修の重要性を強く認識し

て青天の霹靂でした。一方では、私にできるだろ

たことは共通していたのではないでしょうか。

うかという不安もありました。私一人だけの問題

今後は、それぞれの人が疑問として抱いている

であれば自己責任であり、なんとかこなせるかも

ことや、理解を深めたいことを問うていき、学習

しれません。しかし、学生を教える立場になった

者の行動（知識・技能・態度）に価値ある変化を

ら、そういうわけにはいきません。特に学生は

もたらせる環境をさらに開拓していきたいと思い

はっきりした答えを求めてくると感じています。

ました。

そのためには、私もしっかりとした知識と技術を

ワークショップでは具体的プロジェクトに直接

備えていないとなりません。しかし、現状の私は

結びつく話し合いはされませんでしたが、参加者

まだまだ若輩者であります。ゆえに、今回のワー

は今後の自分の活動に資するものについて何かを

クショップは私にとっては最高の機会になりまし

得たと感じました。そして、“参加型”を目指す

た。

一連のやり方が、一つの確信をもたらしていまし

この研修を行う準備にあたり私が掲げた目標
は、研修から導き出される今後の活動をまとめて
みることでした。しかも、そのまとめを学生実習
における具体的な人間関係プロジェクトおよび誰
もが理解できるカリキュラム作成の定義を模索す
ることでした。
今回のグループディスカッションなどでは、参
加者自身のかかわり方も含めて活発な意見が出さ
れました。楽しみながら行え、それぞれの見方や
考え方が出されたことにより、参加者は自分自身
の課題についてのアプロ－チの仕方および新たな
分野を確認できたのではないかと感じました。参

た。このアプロ－チを意識して日常生活や職場
で、更に地域活動等につなげようと思います。
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公益法人制度改革に関する全国実務担当者会議
副会長

野村

祐仁

日時：平成22年11月24日（水）10：00～16：30
場所：日本薬剤師会８階会議室
七海朗日本薬剤師会副会長の挨拶の後、曽布川

より良い服薬指導や情報提供が行われる結果とな

和則日本薬剤師会担当常務理事より「法人制度改

ることが想定され公益に帰すると判断できます。

革に係る定款、諸規定の作成」について、各都道

このような解釈ができるか否かが争点となって

府県への依頼事項を含めて、説明がありました。

おりましたが、この度の連絡会議内容からする

・公益社団法人日本薬剤師会定款（案）

と、薬剤師会で行う事業はかなりの比率で公益性

・公益社団法人都道府県薬剤師会標準モデル定款（案）

のあるものと判断できるそうです。日本薬剤師

・一般社団法人都道府県薬剤師会標準モデル定款（案）

会・都道府県薬剤師会・地域（支部）薬剤師会と

・公益社団法人日本薬剤師会代議員選挙規定（案）

いういわゆる三層構造や、社会保険部会の応能会

・日本薬剤師会代議員選挙の告示（例文）

費についても内閣府の理解を得たとのことで、以

・都道府県薬剤師会代議員選挙規定（案）

前に比べ公益社団法人取得にあたってのハードル

・都道府県薬剤師会代議員選挙の告示（例文）

が随分下がった感があります。

・公益社団法人日本薬剤師会会員規定（案）

当初、公益社団法人取得はとても困難で、まず

・公益社団法人日本薬剤師会会費規定（案）

一般社団法人を取得し、十分精査した後に公益社

上記のモデル定款と各種規定の案が示されまし
た。
モデル定款は内閣府で内容確認をしていただ
き、ＯＫをいただいたとのことでした。
その他の例文や案についてもほぼ最終的なもの
であり、その内容を広島薬剤師会用に修正してい
くことで法人化に必要な書類作成ができるものと
考えます。
また、定款作成に付随して、会費規定、総会に
おける議長・副議長選出規定及び運営規定、役員

団法人へ移行することを考えておりましたが、そ
の必要はなさそうです。
午後からは公益財団法人協会の金沢俊弘専務理
事より「財務基準に係る認定申請書の作成要領、
事前準備としての事業の整理方法について」の説
明がありました。
事業のグルーピングと公益目的事業の作成方法
や収支予算の事業別区分経理の内訳表の作成方法
等、通常６時間程度かかる内容をコンパクトに２
時間で説明いただきました。

の選任細則、役員報酬規定、常務理事会及び理事

午後からの説明はビデオ撮影されており、書籍

会運営規定、協力団体との連携規定、職域部会及

も近く出版される予定で、これを参考に必要書類

び委員会規定、経理規定、事務局の組織規定等の

の作成を行っていくことになると思います。

諸規定、細則の作成も必要に応じて行っていくこ
とになります。
公益社団法人を取得し維持していく上で、事業
執行の金額ベースで過半数を公益事業としなけれ
ばならないという大きな課題がありました。
定款における目的として、「薬剤師の倫理の高

このビデオ、書籍は一般社団法人の取得にも活
用でき、各支部への配布、勉強会の開催を今後計
画して行く予定です。
各都道府県薬剤師会からの質問に回答し、会費
徴収方法等の未確定の部分は今後の検討課題とす
ることで、会議を終了しました。

揚及び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発

今後取り組まなければならない課題が山積して

展を図ることにより、広島県民の健康な生活の確

おりますが、広島県薬剤師会は平成24年４月の公

保・向上に寄与することを目的とする。」と謳う

益社団法人取得に向け邁進して参りますのでご協

予定であり、例えば薬剤師だけの研修会の開催に

力よろしくお願いいたします。

おいても参加した薬剤師のスキルアップにより、
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第27回

広島県薬事衛生大会を開催

第27回広島県薬事衛生大会が、去る11月25日（木）エソール広島において、城納一昭広島県副知事出
席のもと、薬業関係者166名参加の中開催され、前田広島県薬事衛生大会会長の挨拶に始まり、次に平
成22年度薬事功労者広島県知事表彰が行われ、本会から有村健二氏（東広島支部）、木平健治氏（広島
支部）、多森繁美氏（三原支部）が受賞。次いで、大臣表彰受賞者の披露があり、広島県副知事、広島
県議会議長、広島県町村会長（代理）、広島県医師会常任理事からの祝辞、来賓紹介、祝電披露の後、
受賞者代表の謝辞があり、大会宣言が採択され第１部を終了した。
次に、第２部特別講演に移り、日本薬剤師連盟常任総務藤井基之事務所顧問渡邉徹先生により「亡国
のドラッグ～ドラッグフリー社会を目指して～」と題して講演があった。
大会は16時20分に閉会した。

平成22年度

薬祖神大祭を執行

去る11月25日（木）広島県薬剤師會館４階ホールにおいて、平成22年度薬祖神大祭が、山木靖雄広島
県議会議員ほか薬業関係者等103名の出席のもと、厳粛に執行された。
また祭典の後、大臣表彰、広島県知事表彰受賞者の披露が行われ、続いて祝宴が開催された。
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平成 22 年度
・大 臣 表 彰

各

賞

表
支

彰

厚 生 労 働 大 臣 表 彰

呉

部

守

谷

芙久枝

文 部 科 学 大 臣 表 彰

広島佐伯支部

豊

見

雅

文

・平 成 2 2 年 度 薬 事 功 労 者 県 知 事 表 彰

東広島支部

有

村

健

二

〃

広 島 支 部

木

平

健

治

〃

三 原 支 部

多

森

繁

美

先生、現呉市薬剤師会会長

厚 生 労 働 大 臣 表 彰

大塚先生を始め役

員、会員、会の事務局従業員ともに、それぞれの
業務終了後夜遅くまで分業について協議したもの

呉支部

守谷

芙久枝 氏

この度、平成22年度薬事功労者と
して、厚生労働大臣表彰を、去る10

です。勿論国立病院の院長先生、薬剤科長等、諸
先生方の絶大な協力があり、病院内での協議、研
修等、絶大な御協力は言うまでもなく有難く思っ
て居ります。
「歯科処方せん」しか受けたことのない一般薬

月22日戴きました。
大変嬉しく光栄に思って居ります。これも、広

局は、調剤録、患者さんの自己負担額の計算、レ

島県、県薬剤師会、呉市薬剤師会の方々のお支え

セプト作成と、調剤一般の技術も、勉強しなけれ

あっての事と皆様に感謝致しております。

ばならない事は山積みしていました。現県薬会長

昭和55年頃から、徐々に進んでいた医薬分業は

の前田先生の薬局の２階を借りたり、卸の会社の

殆どが謂る第２薬局と言われるものでした。現在

研修室を借りたり、まるで熱病にかかった様に夢

第２薬局と言われるものは、ほとんど無くなって

中で、毎週木曜日の夜は勉強したものです。当

居ります。併し今の面分業態勢に至るまでの道の

時、医薬分業率１桁の時代から見ると、現在の分

りは大変なものでした。

業率60％は、まるで夢を見ている様です。「世界

さて、呉では全国に先がけて、国立呉病院の院

に冠たる分業を」と当時の厚生省の課長の言葉で

外処方せんを面で受けることになり、備蓄セン

すが、ヨーロッパの薬局に負けない薬局に進化す

ターの必要性から、呉市薬剤師会の社団法人化、

る薬局薬剤師である事を願って居ります。

会館建設、備蓄センター薬局開設と、目まぐるし

そして今、私が薬事功労で、厚生労働大臣彰を

く忙しくなり、資金調達等会員一同一致団結のも

受けることが出来たのは、当時の会員の方々の代

とで、現在の呉市薬剤師会を作ったものです。当

表として戴けたものと、皆様に感謝致しておりま

初は、国立呉病院の処方せん受け入れ薬局は29薬

す。

局、現在は95薬局、保険薬局は100薬局以上とな
り、会員も倍増以上となり今昔の感である。当時
をふりかえると、元県薬副会長（故）前野先生、
元呉市薬剤師会長

松浦先生、現県薬会長

前田
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ことが無いように気をつけながら、学校薬剤師を

文 部 科 学 大 臣 表 彰
広島佐伯支部

豊見

雅文 氏

今しばらく勤めたいと考えております。

広 島 県 知 事 表 彰

この度、群馬県で開催された全国
学校保険研究大会において、図らず
も文部科学大臣表彰を受賞させていただきました
こと、非常に光栄に思います。これもひとえに諸
先輩方のご指導のたまものと感謝しています。

東広島支部

有村

健二 氏

以前、年齢を早く重ねたいと書い
たことがある。年配者としてそれな

かつて児童のギョウ虫検査は学校薬剤師の役目

りに扱われるだろうし、物事に悩むことも余り無

で、私の父はよく顕微鏡をのぞいており、私にも

くなるのではとの希望を含めてだが、どうもそう

ギョウ虫卵を見せてくれていました。考えてみれ

ではなかったと言うものだったが、もう一つ、永

ば、薬局の中で例の粘着セロファンの検査紙を覗

い間一つの職業を続ければ、それなりにスキル

いているのですから不衛生な話でありました。

アップし楽になるだろうとの思いがあったが、ど

私が小学生の時、地域の大先輩薬剤師

黐池太

うもこれも違ったらしい。自信と言うものは、若

郎先生が、五日市小学校の講堂で、全生徒を前に

い頃の方が強いようだ。人前で話をするにも恐れ

家庭の衛生環境（ネズミの害など）について、お

ることはなかった。何時のことかある結婚式で祝

話をされたことがありました。街の薬剤師が学校

辞を述べた際、急に手足が震えるような思いがし

で話をする。この経験は私にとって、学校薬剤師

た。友人によると、上手くやろうとか、立派なこ

の役割を考える原点となる経験でした。

とを言おうとかするからだと言われたが下手にや

私自身の学校薬剤師としてのキャリアのきっか

ろうと思う人はいないわけで、私も自分の言葉で

けも黐池先生が作ってくださいました。佐伯区が

話すことを大事にしている方だと思っている。考

佐伯郡五日市町だった30年前、黐池先生に引き連

えてみると、相手のことを知りたいがよく分かっ

れられて、佐伯郡湯来町の学校を回ったのです。

ていないからだろう。いかに薬剤師を永くやって

車がなければ到底不可能と思われるコースを、黐

いても、なかなか自信を持てないのは、分かって

池先生は私がお供をするまではバスで回っておら

いないから不安になるのだろう。薬に関する講

れたのです。それからしばらくして、湯来町内５

演依頼には、薬剤師や会の為にと安請け合いす

校を私が引き継ぎ、未だにそのうちの２校を担当

るが、原稿に七転八倒し、講演後は反省頻りが続

しています。

く。薬学の本はできるだけ読むようにするが身に

学校薬剤師に接したのが制度が始まった当初か

付かないし追いつかない。困ったものだ。

らであり、自分でも学校薬剤師を長く続けてきま

今回の受賞も、貰ってはみたものの何とも面映

した。これからもできる限りがんばりますと書き

ゆく早く忘れたい様な気がする。しかしながら、

たいところですが、それはまずいことだと考えて

浅学な私を薬剤師会へ行かせてくれた社員や仕事

おります。普通、自分がやめると言わない限り、

をさせてくれた薬剤師会員の皆様のお陰と思って

そのまま引き続き任命されることが多い学校薬剤

いる。若い頃、廉売の嵐に晒された時先輩薬剤師

師。迷惑をかける前にみずから身を引くことを考

にあなた方がしっかりしないからと責めたことが

えねばなりません。その限界さえわからなくなる

ある。会で仕事をさせて頂く。多くの優秀な薬剤
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師と出会う。この方々が積極的に薬剤師会の仕事

です。

に係わってくれば、もっと素晴らしいものになる

これからも、嵐の中に光明を見出せるよう、薬

だろうなと思うことが多々ある。この若い薬剤師

剤師の未来ために微力ながら貢献できればと思っ

にあなた方がしっかりしないからだと言われるか

ています。

もと思いながら日々を過ごしているような感じを

ありがとうございました。

持つ。これを機にもう少し薬剤師として頑張って
みようと年頭に誓うことにしよう。
皆様ありがとうございました。


平成22年師走

広 島 県 知 事 表 彰
三原支部

広 島 県 知 事 表 彰
広島支部

木平

健治 氏

この度、広島県薬事功労賞を戴き
ました。

多森

繁美 氏

新年あけましておめでとうござい
ます。
広島県薬剤師会員の皆様には、輝かしい新春を
お迎えの事とお慶び申しあげます。
さて、昨年2010年11月25日に開催されました
「第27回薬事衛生大会」において、「薬事功労者

基礎の講座から臨床現場である広島大学病院薬

県知事表彰」を授与され、私にとりまして身に余

剤部に移ってから17年になります。薬学教育や研

る光栄であり、これまで御支援頂きました皆様方

究を行っていたつもりでしたが、自身現場に入り

に深く感謝を申し上げます。

これから病院薬剤師と生きてゆかなくてはならな

振り返りますと、今日まで無事に過ごす事が出

い状況になり、薬剤師について色々と考えさせら

来ましたのも三原支部の会員の皆様のお蔭だと改

れたものです。教授・薬剤部長として自分の理想

めて御礼を申し上げたいと思います。

とする病院薬剤部・病院薬剤師像を思い描きなが

三原支部の役員に就任してからの事を思い起こ

ら、勿論、病院だけでなく広島県薬剤師会副会長

せば、三原支部歴代の支部長（田中元支部長・平

として、医療に関わる薬剤師として薬局の薬剤師

田元支部長・玉浦元支部長・松尾前支部長）の元

像を自分なりに考えながら、頑張ってきたつもり

で、色々な事を勉強させて頂いた事が平成18年か

です。

らの支部長の職に大変参考になっております。

薬剤部職員や病薬および県薬の皆さんに支えら

この受賞を機に微力ではありますが、三原支部

れ、少しは薬剤師の資質向上や職能拡大に貢献で

の為に会員の皆様と共に時代に即した運営を一層

きたのかなと思います。実際には殆ど薬も調剤も

頑張りたいと思います。

知らない薬剤師で、自身のことを問われると賞に
値するのかと面映ゆく思いますが、皆さんのお陰
で良い年を重ねてきた証として、喜ばせて頂きた
いと思います。
病院に移って以来、薬剤師だけではないでしょ
うが、いつも“激動”のと言われる環境の変化の
連続で、終わることを知らない嵐の中にいるよう

誠に有り難うございました。
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第２回

広島県乳幼児事故防止等検討専門委員会報告
薬事情報センター

原田

修江

日時：平成22年11月25日（木）19：00～21：00
場所：広島県庁本館1階 102会議室
今回は、前回の協議結果を基に広島県の委託業者が作成した企画案、効果的な事故防止対策等につき
検討を行いました。また、今後検討すべき課題についても意見交換を行いました。
【協議内容】
１

事業委託による企画案について
事業目的：「乳幼児の不慮の事故が起こらない、子育てにやさしい広島県を目指す！」
コンセプト：「伝える・教える→事故防止の推進」
事業内容：（１）乳幼児事故予防担当研修会の開催
2011年１月26日～２月24日、県内10地区
コールセンターを設置し、広報活動を行う。
（２）県民を対象とした講演会の開催（こども夢財団と共催）
（３）イクちゃんサービス加盟店舗（約3,500店舗）との連携
ステッカーの配布・設置
（４）広島県バス協会との連携
広島県内のバス（約3,000台）にステッカーを掲示
（５）大型商業施設でのイベント開催
県内３地域３会場において資料配付、パネル掲示、ステージイベント、等
配付資料：（１）０歳児向けリーフレット（80,000部、市町・医療機関に配布）
（２）０歳～３歳児向けハンドブック（100,000部、乳幼児健診時等に配布）
（３）４歳～６歳児向けハンドブック（85,000部、保育所・幼稚園等に配布）
（４）マグネットシート（０歳～３歳児向けハンドブックとともに配布）
（５）ステッカー

２

効果的な事故防止対策について

・「こども安全メール from 消費者庁」、乳幼児事故防止のための絵本等の周知及び活用
・「子育てガイドブック」（ひろしまこども夢財団）への掲載
３

等

今後の課題について

・本事業の有効性についての検証
・本事業の継続性

等

今回の会議で本事業の具体的な取組が、ほぼ決まりました。今後、順次、実施されていく予定です。
次回の会議では、事業報告書の作成、今後の取組について協議が行われる予定です。
以上、ご報告といたします。
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平成22年度

公認スポーツファーマシスト特別実務講習会
スポーツファーマシスト推進員

豊見

敦

日時：平成22年11月26日（金）
場所：東京 品川イーストワンタワー
11月26日品川イーストワンタワーにおいて、

ーピング防止特別委員会委員長）

「公認スポーツファーマシスト推進委員特別講習

16：20－16：30

会」が開催され、広島県からは３名（理事



口・豊見

田

閉会の挨拶
（藤垣哲彦

日本薬剤師会理事）

薬事情報センター原田）が出席しまし

た。
特別講習会で提供された情報を基に、各都道府
この特別講習会では、例年各都道府県のスポー
ツファーマシスト推進員を対象に、翌年1月から

県で「実務講習会」が開催されます。広島県では
平成23年１月30日の開催を予定しています。

発効する新しい基準について解説が行われ、ス
ポーツファーマシスト育成のための情報提供が行

スポーツファーマシストの認定を取得するには、

われます。今年は下記の通り行われ、昨年の国体

昨年５月、７月に東京・大阪で開催された「基礎

開催県である千葉県薬の取り組みも紹介されまし

講習会」でドーピング防止の基礎について講習を

た。

受け、各地区で開催される「実務講習会」で基準
の変更点を確認した後、３月に行われる確認試験
を受ける必要があります。

10：30－10：40

開会の挨拶



（児玉孝

日本薬剤師会会長）

また、すでにスポーツファーマシストの認定を

10：40－11：10

WADAcode及び国際基準につ

受けられた方も変更点の確認のため、毎年「実務

いて

講習会」の受講が必要ですので、この実務講習会


11：10－12：40

（浅川伸

公認スポーツ

広島県薬剤師会ではスポーツファーマシストの

ファーマシスト認定審査委員会

認定を目指す方以外にも、ドーピング防止活動に

委員）

ついての知識を深めていただくため、「ドーピン

実務講習会開催について

グ防止研修会」を昨年より開催しています。


14：00－14：40

（浅川伸）
（大石順子）
TUE国際基準について



（鈴木智弓

平成22年は「ドーピング防止研修会」と、ス
ポーツファーマシストの認定を目指す方を対象に

2011年変更点について


14：40－15：10

を受講していただく必要があります。

禁止表国際基準について
（大石順子

13：40－14：00

JADA事務局長）

JADA）

した「実務講習会」を同時に開催しましたが、平
成23年からは人数の関係もあり、「ドーピング防
止研修会」を午前中に、「実務講習会」を午後か

15：10－15：40

質疑応答

ら、と別々に開催する予定です。10月には隣県山

15：50－16：20

ゆめ半島千葉国体・千葉大会に

口県で国体が開催されます。一部の競技について

おける千葉県薬剤師会の活動報

は広島県内での開催も予定されています。ドーピ

告

ング防止研修会に是非ご参加ください。

（畑中範子

千葉県薬剤師会ド
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後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進研修会
副会長

大塚

幸三

日時：平成22年12月6日（月）
場所：国保会館
国保連合会において県下市町の関係者を集めて

う切り口は最初は有効でしたが、公費負担患者に

開かれました。医療関係者として県医師会から有

は逆作用と感じられる点もみえはじめました。次

田常務理事、県薬からは私が出席してそれぞれの

の新たな切り口。それは患者にたいしてメリット

立場から意見を発表いたしました。後発医薬品へ

のある後発医薬品を勧める。つまり患者にとって、

の変更については今まで様々な議論が戦わされま

服用し易いこと。剤型が小さい。持ち運びしやす

したが、福祉医療の財源が急速に上昇を続けてい

い。美味しい。保管が便利だ。これらのことは、

る今日私たち医療従事者の技術料を確保・維持し

後発医薬品メーカーも十分に承知をしていて、い

ていくためには予算内の多くを占める薬剤費を縮

ろいろ努力をしています。私たち薬剤師が患者の

小する以外に手立てがないこと。保険薬剤師とし

不便を解消すべく、推奨できる薬を手元において

て税の部分での契約をしている以上国の方針には

おくべきです。在庫がふえる。ロスがでる。そん

従わざるを得ないこと。これらのことから、後発

なたわごとを言っている限り技術料のアップは望

医薬品への使用促進にはもっともっと積極的に行

めません。行動に移しましょう。薬剤師の誇りを

動に移さざるをえないと思います。安価な薬とい

もって。

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22年３月６日・７日実施）

問 101



正答は112ページ
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第2回広島大学薬学部OSCE
広島大学薬学部OSCE実施委員会

森川

則文

日時：平成22年12月12日（日）
場所：広島大学薬学部
広島大学薬学部では、平成22年12月12日に第２

県薬剤師会や広島県病院薬剤師会より推薦された

回広島大学薬学部OSCE を行いました。その際、 各２名の外部評価委員と広島国際大学薬学部から
広島県薬剤師会および広島県病院薬剤師会の先生

２名と安田女子大学薬学部から１名の大学派遣の

方に外部評価者として参加していただきました。

外部評価委員以外は、広島大学薬学部職員でまか

年末のお忙しい中、本当にありがとうございまし

なえることが本学の特徴であり、コンパクトな

た。

OSCEが特徴です。また、広島大学では、外部機

６年制薬学教育においては、大学で学んだこと

関での臨床実習から帰ってきた５年生と外部の模

を深く理解し実践する場として、医療現場におけ

擬患者３名のボランティアが補助員として参加し、

る“参加型”実務実習が必修科目として実施され

総勢約80名が一同に会し、粛々と試験が執り行わ

ます。薬剤師資格のない薬学生が、病院や薬局の

れました。幸い、昨年度に続き本学では全員合格

医療の最前線において、見学型実習ではなく、で

になりました。今後、１月に行われるCBTを経

きるかぎり参加型実習を実施できるための必須

て、総合判断で薬学共用試験に合格した学生が、

要件として、患者の同意はもとより、実務実習

来年度以降に学外の医療機関で臨床実習のお世話

の目的の正当性および実務実習における薬学生

になります。その際には、暖かくもあり厳しくも

の行為の相当性が厳格に確保される必要があり

あるご指導をお願いいたします。

ます。その条件として、薬学生が実務実習を行

広島大学でも６年制薬学教育がスタートして５

うに必要かつ十分な基礎的知識や技能･態度が備

年が経過しましたが、新制度は全てが整備されて

えているかどうかを評価し、保証するのが、薬

からスタートしたものではなく、社会が求める薬

学共用試験で、技能･態度を評価する客観的臨床

学教育改革を実現するために多くの課題に取り組

能力試験がOSCE（Objective Structured Clinical

んでいます。OSCEだけでなく外部機関での臨床

Examination）です。

実習の実施には膨大な人的負担と経費負担が予測

OSCEでは、「ステーション」と呼ばれるいく

されます。薬学におけるOSCEと臨床実習を円滑

つかの小部屋（ブース）が用意され、各ステー

に実施するためには、各大学、日本薬剤師会、日

ションで別個の領域の臨床能力を評価するための

本病院薬剤師会、行政諸機関など、関係各位のご

課題が出されます。広島大学では受験生が36名で

理解とご協力が不可欠です。今後とも、広島県薬

あり、広島大学病院内に設置された模擬病棟を用

剤師会および広島県病院薬剤師会の諸先生方の更

い、１レーン６ステーションで行いました。受験

なるご支援とご協力をお願いいたします。

者はアナウンス係の合図に従って各ステーション
を順に回り、課題表に示された項目を定められた
時間内（５分）に実施します。通常は２組２名の
評価者が交代で評価表を用いて学生の技能や態度
を評価し、十数項目からなるチェックリスト形式
で、「実施した」あるいは「実施しなかった」の
個別評価と概括評価を行います。評価者は、広島
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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
1

名

スモーキングベイビー（禁煙）

提供者・管理者
村上信行

形

式

（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

Everycigaretteisdoingyoudamage ♂（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

5

Everycigaretteisdoingyoudamage ♀（禁煙）

村上信行

（メディアプレーヤー）

6

小学生向けスライド１（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

7

小学生向けスライド２（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

8

小学生向けスライド３（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

9

キラキラ 10 ／４（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

10

青少年に（禁煙）

村上信行

（パワーポイント）

11 「どこまで知ってる？」薬物乱用（中学生用）

村上信行

（パワーポイント）

12 「薬について」（小学生用）

村上信行

（パワーポイント）

13

錯乱

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

14

破壊

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

15

脳のイメージ１

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

16

脳のイメージ２

村上信行

ムービーファイル（mpeg）

17

脳のイメージ３

村上信行

18

タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙）

増田和彦

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）

ムービーファイル（mpeg）
（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'sface（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」

51

褥瘡に使われる医薬品について

（パワーポイント）

呉
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－
52
（（財）日本薬剤師研修センター）

情報センター

（DVD）

53

情報センター

（DVD）

ドーピング検査手順（ForAthlete）

【書籍・冊子・資料】
1
2
3
4

題
名
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

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

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）
（2002．10）
薬と上手につき合う（ＮＨＫきょうの健康）

（1998．11）
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」

提供者
形
管理者
呉
呉
呉
呉
呉
呉
呉
呉
呉

式

24分

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薬事情報センターまでご連絡く
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（0 8 2）２ ４ ３ － ６ ６ ６ ０
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◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）◎

新規受付は平成21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ポイントカードホームページ

Wポイントカード事務局

☎ 082 -830 -0230

平日10：00〜18：00

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
COOL INN. 大町店
082-831-6760
住吉屋 古市店
082-877-1231
ちから 祇園店
082-875-5003
ちから 西原店
082-832-5520
ちから 八木店
082-830-0235
徳川 毘沙門台店
082-879-0141
徳川 安古市店
082-879-9996
広島第一交通㈱上安営業所 082-872-5410
福助タクシー㈱古市営業所 082-877-0004
HOBBY TOWN 広島店
082-831-6577
広島市佐伯区
AUTO GARAGE うえるかむ
082-927-2510
大野石油店 五日市インターSS
082-941-5020
大野石油店 造幣局前SS
082-923-6029
釜飯酔心 五日市店
082-922-8663
サイクルショップカナガキ 五日市店
082-924-5525
ちから 五日市店
082-922-8661

平成22年12月１日現在

店舗名

TEL

ちから 楽々園店
徳川 五日市店
マダムジョイ 楽々園店
MEN'S REVO

082-921-6693
082-929-7771
直営食品売場
082-943-8211
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
082-264-2929
アリモト 本店
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

総商さとう

総商さとう

庄原市
ウィー東城店

08477-2-1188

神石郡神石高原町
本店
08478-2-2011

廿日市市
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
大野石油店

東広島市
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
大野石油店

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
とんかつ德 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
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

Heart Leap Up

★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22年12月１日現在

部 門
指 定 店
ゴム印・ ㈱入江明正堂
印鑑
ホテル ㈱呉阪急ホテル
ANAクラウンプラザ
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
電 話 番 号
（ 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、
（082）244-1623
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
（0823）20-1111
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
（082）241-1111
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
（082）244-0109
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
（084）922-2121
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 （082）249-8011
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
（0823）22-2250
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 （082）879-0131
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 （082）281-4331
見積額の10％割引
祝日
無休
（0823）32-7171
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
Volkswagen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
広島市中区吉島西2-2-35

（082）222-7780
（082）283-5133
（082）246-7788
（082）248-1331
（082）541-3911

年中無休

本社
本社
広島市西区商工センター （082）501-3447
4-8-1

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
（082）250-6100
（082）246-2131

対象店舗（デパート 日・お盆・年末 広島市西区商工センター （082）277-8181
を除く直営店）年中 年始休業
7-1-19
無休９:30 〜19:00
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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
㈱進物の大信
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））
㈲中山南天堂
総合葬祭 セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋
百貨店・ ひつじやサロン
婦人服・
複写機・ ミノルタ販売㈱
ファックス
仏壇・ ㈱三村松本社
仏具

定 休 日
営業日時
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

広島市中区堀川町4-14

（082）245-0106

広島市中区猫屋町8-17

（082）231-9495

毎週火曜
６〜９月
10:00 〜18:30
10〜５月
９:30 〜18:00
年中無休・24
時間営業
５〜25％（但し一部ブランド品 年中無休・24
時間営業
食品を除く）
年中無休
祭壇金額定価２割引、
葬具（柩外）１割引
年中無休
葬儀・花輪20％引、
生花５％引
不定休
店頭表示価格より10％引（一部 平日
９:00 〜17:30
除外品有）
年中無休
特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30〜40％
引、仏具平常店頭価格より10〜
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
日祭休
㈱ JTB 広 島 支 店 ルックＪＴＢ３％引（ルックＪ
旅行
（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
旅行㈱本社・呉営 現金のみメープル・トピック 10:00 〜19:00
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
赤い風船３％引、マッハ５％引、
広島支店
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・
特別価格
４土曜日
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
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
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
広島第一エイジェ
（平日）
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
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
利厚生 中国（中国電力グ 月会費1,050円／人
（平日）
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
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。

広島市安佐南区長束2-4-9 （082）239-0948
広島市南区段原南1-20-11 （082）261-4949
広島市中区本通9-26

（082）248-0516

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

（082）248-4361

広島市中区紙屋町2-2-2

（082）542-5020

広島市中区八丁堀16-14
第二広電ビル1Ｆ

（082）512-1020

広島市中区基町13-7
朝日ビル2Ｆ

（082）222-7002

（082）243-5321

広島市西区商工センター （082）278-2323
5-11-1
（084）920-3950
福山市卸町11-1
廿日市市木材港南8-22

（0829）34-2508

（082）247-3473
担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
広島市西区福島町2丁目36-1 0120-06-0747
広島市中区紙屋町2-1-22
広島興銀ビル9Ｆ

広島市中区国泰寺町1-3-22 （082）543-5855
ＥＲＥ国泰寺ビル6階

広島市中区橋本町7- 27

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正
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県薬より支部長への発簡

10月26日

第27回広島県薬事衛生大会への参加に

12月10日

ついて（依頼）（各支部長）
10月28日

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事

について（依頼）（各支部長）
12月17日

業第３回集計報告について（通知）
（各支部長）
10月29日

常務理事会資料の送付について（各支
部長）

10月29日

朝日新聞掲載６年制薬学生実務実習リ
ーフレットの送付について（通知）
（各支部長）

10月29日

「薬剤師研修支援システム」における
実施施設・機関登録について（通知）
（各支部長）

10月29日

支部長・理事合同会議の次第について
（通知）（各支部長）

11月１日

支部長・理事合同会議の資料の送付に
ついて（各支部長）

11月４日

在宅緩和ケア対応薬局リストの更新確
認及び新規登録薬局の推薦について
（依頼）（各支部長）

11月11日

平成22年版会員名簿及び2010年版管理
記録簿の送付について（各支部長）

11月18日

「みんなで子育て！オレンジリボンキ
ャンペーン」への協力について（依頼）
（各支部長）

11月26日

応需薬局の年末年始休業期間調査につ
いて（依頼）（各支部長）

11月29日

在宅緩和ケア対応薬局リストの更新確
認及び新規登録薬局の推薦について
（再依頼）（各支部長）

平成23年度保険薬局部会会費の賦課額
「平成22年度圏域地対協研修会」の開
催について（依頼）（各支部長）

12月17日

平成22年度の応需薬局年末年始休業表
について（依頼）（各支部長）
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◆ 平成22年9月常務理事会議事要旨
日 時：平成22年９月16日（木）18：00～20：5
場 所：広島県薬剤師會館２Ｆ 研修室
出席者：前田会長、木平、野村、松下、村上各副会長    
豊見専務理事
青野、有村、小林、重森、田口、谷川、藤山、
二川、政岡各常務理事
欠席者：大塚副会長 平田常務理事
議事要旨作製責任者 ： 青野常務理事
１．報告事項
（１）８月定例常務理事会議事要旨（別紙１）
（２）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙２）
イ．会 務 報 告（ 〃 ３）
ウ．会員異動報告（ 〃 ４）
（３）委員会等報告
（前田会長）
ア. 中井順一先生の藍綬褒章受章を祝う会
９月４日（土） 於 ホテルマリターレ創世
中井先生は、薬剤師連盟でいつも“頑張るぞ
コール”をされる元気な先生と紹介され、会
に出席したと報告された。
イ．学校薬剤師部会打合会
９月９日（木） 於 さかい
永野県学薬会長に、県薬学薬部会・検査セン
ター・薬剤師連盟の件で協力を求めたが、連
盟以外では、検討事項も多く難しい状況で
あったと報告された。
ウ．正・副会長会議
９月13日（月）
県知事表彰の候補者を選考したと報告された。
（松下副会長）
ア．日本薬剤師会平成22年度第３回都道府県会長
協議会（会長会）
８月２７日（金） 於 東京・日薬
前田会長の代理で出席をしたと報告された。
イ．平成22年度第１回広島県医療費適正化計画中
間評価検討委員会
９月７日（火） 於 県庁・北館
文字どおり“適正化”ということで、広島県
は国保入院外来はトップで、歯科も２位、後
期高齢者医療も４位と紹介され、医療費全国
平均は、286,000円だが、広島県は、350,000
円と全国平均に比べたら高く、今後、いかに
医療費を下げるかということを議論したと報
告された。また、ジェネリック医薬品の使用
推進は、患者とのコミュニケーション・情
報・種類・品質・剤形・品質等々、いろいろ
問題もあると発言したと補足された。
ウ．広島県後期高齢者医療広域連合平成２２年度
第１回運営審議会
９月１４日（火） 於 ＫＫＲホテル広島
この制度は、平成24年まで継続されるが、そ
の後25年からは、全て国保に移行される予定
で検討されていると報告された。
（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27日（金） 於 広島合同庁舎
通常の個別指導で、新規・既存薬局の指導が
あったと報告された。
（野村副会長）
ア．平成22年度薬事衛生指導員講習会打合会（資
料１）
８月31日（火）
10月23日（土）・24日（日）に開催される講
習会の内容・進行等を決め、学薬部会の今後
についても初めて検討したと報告された。
イ．広島県薬務課長・健康福祉総務課来会
９月１日（水）
県職員（社会人薬剤師）の募集について、石
原事務局長が応対したと報告された。
（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会平成22年度第４回理事会
８月27日（金） 於 東京・日薬
日薬会館建設の現状と日薬学術大会の今後の
予定（宮城県仙台市→静岡県浜松市→大阪府
→山形県）、FAPAへの参加協力（台湾）等
が報告された。また、日薬の文書管理システ
ム変更に伴い、本会でも、事務局パソコンの
リース期間が終わり、１年更新になっている
ので、日薬に連動した文書管理システムとパ
ソコンも新しくするよう検討したいと報告が
あった。
イ．日本薬剤師会ＤＥＭ事業検討会
９月１日（水） 於 東京・日薬
今年度もDEM事業（低血糖について）があ
るので、協力をお願いしたいと報告があった。
（青野常務理事）
ア．第75回日本薬剤師会通常総会
８月28日（土）・29日（日） 於 グランド
プリンスホテル赤坂
詳細については、日薬雑誌を参照していただ
きたいと報告された。
イ．広報委員会
９月７日（火）
県薬会誌11月号発行作業を行ったと報告され
た。
ウ．ＲＣＣラジオ広告打合会
９月８日（水）
RCCラジオのCM原稿、藤山常務理事のスタ
ジオ出演のスケジュール確認等を行い、今後
も継続的に広報が出来るように検討していき
たいと報告された。
（有村常務理事）
ア．平成22年度緩和ケア薬剤師研修
９月15日（水）・16日（木） 於 広島県緩
和ケア支援センター
参加薬剤師25名のうち、病薬は５名であった
と報告され、豊見専務理事より、がんネット
への掲載薬局については、今後も支部長から
の推薦というスタンスを守りたいと提案され
了承された。
（谷川常務理事）
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ア．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12日（日） 於 広島県薬剤師會館
今年度のビデオ講座は終了し、680名が受講
されたが、WSに未参加は300名くらいまだ
いるので、今後の養成方法を検討すると報告
され、東部については薬局での２人目の参加
者を認めている現状が村上副会長から補足説
明があった。
（二川常務理事）
ア．公益社団法人化特別委員会打合会
９月２日（木）
８月に開催された日薬担当者会議を踏まえ、
日薬の５回目の打合会が11月か12月で開催調
整されている。三層構造の問題や支部の取扱
い（郡市・地区薬剤師会等と名称変更し、独
立させる。）、役員選出方法等、支部長・理
事合同会議で今後の方向性を示せるようにし
たい。また、９月28日（火）に石原事務局長
とすでに公益法人を受得している福山市の日
本鋼管福山病院の放射線技師会事務局へ訪問
し、公益法人取得のアドバイスをいただいて
来る旨が報告された。なお、会営薬局がある
支部については、一般社団取得を目指す方向
がよいのではないかと、次のイ．の項目と関
連し、併せて報告された。
イ．第４回公益社団法人化特別委員会
９月16日（木）
（石原事務局長）
ア．指吸会計センター㈱主催公益法人無料相談会
（資料２）
９月３日（金） 於 広島市東区民文化センター
三層構造等について、県の担当者に相談した
が、明確な回答が得られなかったので、一般
の会社ではあったが無料相談会に中尾主任と
参加した。他に相談者はなく、三層構造問題
や、会費の問題点等を丁寧に答えてくれたと
報告された。また、歯科医師会の動向も併せ
て報告された。
２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告（野村副会長）
ア．広島県女性薬剤師会総会
９月５日（日）
於 広島県薬剤師會館
前田会長が出席されたと報告された。
（２）日本薬剤師研修センター臨時全国薬剤師研修
協議会実務担当者会議
８月27日（金） 於 石垣記念館
事務局担当職員の木下が出席したと報告され
た。
３．審議事項
（１）支部長･理事合同会議提出議題について（野
村副会長）
日
時：10月30日（土） 午後３時～
提出議題については、10月19日（火）までに
事務局へ連絡することとし、公益法人化につ
いてを全理事者へ説明するため、全体理事会
を同日午後２時から開催することとされた。
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（２）公認スポーツファーマシスト特別実務講習会
への参加について（資料３）（野村副会長）
日
時：11月26日（金） 午前10時30分～
場
所：品川イーストワンタワー
会議出席者（最大３名）については、１名を
薬事情報センター原田センター長とし、残る
２名については、９月29日（水）開催の業務
分担①担当理事打合会にて決定するとされた。
（３）（財）介護労働安定センター広島支部能力開
発啓発セミナーの講師派遣について
日
時：11月22日（月） 午後１時30分～

（資料４）（野村副会長）
場
所：中特会館
有村常務理事を講師として派遣すると決定さ
れた。
（４）子宮頚がん（ＨＰＶ）予防ワクチン接種全額
公費助成署名活動について

（資料５）（野村副会長）
尾道支部長より情報提供があった経緯が説明
され、今のところ、本会への署名協力要請は
どこからもないので、前田会長が日薬へ行か
れた際、児玉会長に日薬の動向等を確認して
もらうこととした。
（５）第49回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬
剤師会中国四国支部学術大会の参加について
期
間：11月６日（土）・７日（日）

（資料６）（野村副会長）
場
所：米子コンベンションセンター・米
子文化ホール
今後は、座長の要請があった役及び発表者に
ついて、本会の旅費規程に基づき支給するこ
ととされた。
（６）第43回日本薬剤師会学術大会への職員参加に
ついて（野村副会長）
期
間：10月10日（日）・11日（月）
場
所：ホクト文化ホールほか
今年度より、薬事情報センター、検査セン
ター、事務局から各１名の参加を認めること
とされた。
（７）広島県後発医薬品使用推進協議会報告書の取
り扱いについて（資料７）（野村副会長）
県（薬務課）から560冊の配布があったが、
増刷はせず、各支部に人数割りをして配布す
ることとし、県薬HPに県のリンクを貼付す
ることとなった。
（８）後援、助成及び協力依頼等について
ア．広島薬物関連問題関係者ネットワーク（ひろ
しまＤネット）の参加について
ひろしまＤネット会費 ：
円
（一口3,000円）
（資料８）（野村副会長）
広島ダルク支援金：
円
ひろしまDネットに30,000円の会費（10口
分）を支払うよう決定されたが、他団体（医
師会・歯科医師会）の状況も事務局より確認
することとされた。
４．その他
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（１）次回常務理事会の開催について（野村副会長）
10月21日（木） 午後６時（議事要旨作製責
任者【予定】 有村健二常務理事）
当初の予定が、10月28日（木）に開催日が変
更となった。
（２）平成22年度厚生労働大臣表彰受賞について
（資料９）（野村副会長）
受賞者 守 谷 芙久枝 氏（呉支部）
呉支部の守谷先生が通知のとおり受賞決定さ
れたと報告された。
（３）平成22年度文部科学大臣表彰受賞について
（野村副会長）
受賞者 豊見雅文 氏（広島佐伯支部）
本会専務理事の豊見先生が受賞決定されたと
報告された。
（４）新たな医薬品販売制度の対応状況に関する相
互点検アンケートの報告について（野村副会
長）
只今のアンケート回収率は94％となっており、
前回の83％からは増えていると報告があり、
回収率100％を今後も目指すと補足された。
（５）薬局業務・薬剤師職能ＰＲの周知活動費の交
付要領について（資料10）（野村副会長）
交付金額 １都道府県薬剤師会あたり消費税
込み20万円（上限）
今回、初めての試みであるRCCラジオ広告
を申請すると報告された。
（６）危機対策本部（新型インフルエンザ対策）の
廃止について（資料11）（野村副会長）
通知のとおりと報告された。
（７）全国健康保険協会のジェネリック軽減額通知
サービスについて（資料12）（野村副会長）
通知のとおりと報告された。
（８）第27回広島県薬事衛生大会の開催について
（野村副会長）
実行委員会が９月30日（木）に開催されるの
で、11月25日（木）に開催できるよう、日程
調整中であると報告された。
（９）平成22年度薬祖神大祭の開催について（野村
副会長）
薬事衛生大会後、引き続き開催する予定と報
告された。
（10）広島県配置医薬品連合会広島県資質向上薬事
講習会への協力について
日
時：10月14日（木） 午後１時～６時

（資料13）（野村副会長）
場
所：広島市文化交流館
石原事務局長が講師として協力すると報告さ
れた。
（11）市民公開シンポジュウム「第16回薬用植物シ
ンポジュウムin広島」安田女子大学薬用植物
園講演会と観察会の後援について

（資料14）（野村副会長）
日
時：９月19日（日）
場
所：安田女子大学
９月常務理事会の開催以前が回答期日となっ
ていたため、会長決裁にて後援承諾をしたと
報告された。

（12）食べる！遊ぶ！読む！子どもたちの生活リズ
ムを整えましょう！について

（資料・チラシ）（野村副会長）
（13）市民公開講座「がん治療の最前線」～知ろう
学ぼう肺がんの予防から最新治療まで～につ
いて

（資料・チラシ）（野村副会長）
（14）その他行事予定
ア．中区民生委員児童協議会児童福祉部研修会
９月17日（金） 於 中区地域福祉センター
イ．大阪薬科大学来会
９月17日（金）
ウ．健康サポートフェア2,010
９月18日（土）・19日（日） 於 広島グ
リーンアリーナ
エ．市民公開シンポジュウム「第16回薬用植物シ
ンポジュウムin広島」安田女子大学薬用植物
園講演会と観察会
９月19日（日） 於 安田女子大学
オ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養
成のためのワークショップ第29回薬剤師のた
めのワークショップ中国・四国in広島
９月19日（日）・20日（月） 於 広島国際
大学
カ．リレー・フォー・ライフ・ジャパン2010in広島
９月19日（日）・20日（月） 於 広島女学
院中学・高等学校グランド
キ．第72回九州山口薬学大会
９月19日（日）・20日（月） 於 山口県国
際総合センター
ク．平成22年度薬草に親しむ会
９月20日（月） 於 大竹市（三倉岳キャン
プ場周辺）
ケ．社団法人広島県臨床検査技師会創立60周年･
社団法人化20周年記念式典
９月20日（月） 於 広島国際会議場
コ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月21日（火） 於 東京・日薬
サ．新公益法人会計セミナー
９月22日（水） 於 広島県立総合体育館
シ．21世紀、県民の健康とくらしを考える会第２
回企画会
９月22日（水） 於 広島医師会館
ス．薬草に親しむ会懇親会
９月22日（水） 於 梅もと別館
セ．第４回日本緩和医療薬学会年会
９月25日（土）・26日（日）

於 鹿児島市民文化ホール
ソ．広島県保健医療部薬務課訪問
９月27日（月） 於 県庁
タ．日本薬剤師会常務理事打合会
９月28日（火） 於 東京・日薬
チ．公益社団法人広島県放射線技師会訪問
９月28日（火） 於 福山・日本鋼管福山病院
ツ. 業務分担①担当役員打合会  
９月29日（水）
テ．新たな高齢者医療制度に係る公聴会
10月２日（土） 於 中国新聞ホール
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ト．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医
療担当者の集団的個別指導
10月３日（日） 於 西区民文化センター
ナ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月５日（火） 於 東京・日薬
ニ．ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会
10月６日（水） 於 本通ドムス
ヌ．全国公益法人協会中国地区10月期公益法人定
例講座
10月７日（木） 於 ＫＫＲホテル広島
ネ．広報委員会
10月８日（金）
ノ．日本薬剤師会平成22年度第４回都道府県会長
協議会（会長会）
10月９日（土） 於 長野市・ホテル国際21
ハ．第43回日本薬剤師会学術大会歓迎レセプショ
ン（ウェルカムパーティー）
10月９日（土） 於 長野市・ホテル国際21
ヒ．市民公開講座「がん治療の最前線～知ろう学
ぼう肺がんの予防から最新治療まで～」
10月10日（日） 於 広島県民文化センター
フ．平成22年度全国薬剤師研修協議会実務担当者
会議
10月10日（日） 於 ＪＡ長野県ビル
ヘ．第43回日本薬剤師会学術大会
10月10日（日）・11日（月） 於 長野市
ホ．広島県配置医薬品連合会広島県資質向上薬事
講習会
10月14日（木） 於 広島市文化交流館
マ．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共同指導
10月14日（木）・15日（金） 於 広島合同
庁舎
ミ．薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイド
ブック講演
10月15日（金） 於 三原薬剤師会館
ム．第１回広島県地域医療再生計画推進委員会
10月15日（金） 於 県庁・北館
メ．第48回日本医療・病院管理学会学術総会
10月15日（金）・16日（土） 於 広島国際
会議場
モ．第12回薬害根絶フォーラム
10月16日（土） 於 北大学術交流会館
ヤ．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17日（日） 於 福山商工会議所
ユ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月19日（火） 於 東京・日薬
ヨ．第５回公益社団法人化特別委員会
10月21日（木）
ラ．常務理事会
10月21日（木）
リ．広報委員会
10月22日（金）
ル．平成22年度薬事衛生指導員講習会（東部）
10月23日（土） 於 福山商工会議所
レ．平成22年度自殺対策普及啓発事業（こころの
健康づくりフォーラム）

59
10月23日（土） 於 尾道公会堂
ロ．平成22年度広島県介護支援専門員実務研修受
講試験
10月24日（日） 於 広島大学（東広島市鏡
山）
ワ．平成22年度薬事衛生指導員講習会（西部）
10月24日（日） 於 広島県薬剤師會館
ン．広島県防犯連合会創立50周年記念大会
10月25日（月） 於 広島県民文化センター
Ａ．日本薬剤師会常務理事打合会
10月26日（火） 於 東京・日薬
Ｂ．第69回日本公衆衛生学会総会
10月27日（水）～29日（金） 於 東京国際
フォーラム
Ｃ．支部長･理事合同会議
10月30日（土）
Ｄ．高度管理医療機器研修会
10月31日（日） 於 広島県薬剤師會館
Ｅ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月２日（火） 於 東京・日薬
Ｆ．第23回アジア薬剤師会連合学術大会
11月５日（金）～８日（月） 於 台湾
Ｇ．第49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６日（土）～７日（日） 於 鳥取・米
子コンベンションセンターほか
Ｈ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月９日（火） 於 東京・日薬
Ｉ．日本薬剤師会平成22年度第５回理事会
11月10日（水） 於 東京・日薬
Ｊ．「介護保険制度10周年記念事業」新たな介護
の在り方を考えるシンポジウム
11月12日（金） 於 広島市南区民文化セン
ター
Ｋ．平成22年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会
11月12日（金） 於 東京・長井記念館
Ｌ．第63回広島医学会総会
11月14日（日） 於 広島医師会館
M．日本薬剤師会常務理事打合会
11月16日（火） 於 東京・日薬
Ｎ．支払基金調剤報酬専門役打合会
11月17日（水） 於 東京・新橋
Ｏ．第６回公益社団法人化特別委員会
11月18日（木）
Ｐ．常務理事会
11月18日（木）
Q．平成22年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会
11月19日（金） 於 大阪・大阪府薬剤師会
館
Ｒ．第34回福山大学薬学部卒後教育研修会
11月20日（土） 於 福山大学薬学部
Ｓ．第31回広島県薬剤師会学術大会
11月21日（日） 於 広島県薬剤師會館
Ｔ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月23日（火） 於 東京・日薬
Ｕ．日本薬剤師会情報システム検討会
11月25日（木） 於 東京・日薬
Ｖ．平成22年度公認スポーツファーマシスト特別
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実務講習会
11月26日（金） 於 東京・品川イーストワ
ンタワー
Ｗ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月30日（火） 於 東京・日薬

◆ 平成22年10月常務理事会議事要旨
日 時：平成22年10月28日（木）18：00～21：20
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長、大塚、野村、松下、村上各副会長、
豊見専務理事
青野、小林、重森、田口、谷川、平田、藤山、
二川、政岡各常務理事
欠席者：木平副会長、有村常務理事
議事要旨作製責任者：平田智加子
１．報告事項
（１）９月定例常務理事会議事要旨（別紙１）
（２）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙２）
イ．会 務 報 告（ 〃 ３）
ウ．会員異動報告（ 〃 ４）
（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会（平
成22年度第２回）
９月30日（木） 於 東京・日薬
来年３月７日に製薬薬剤師部会の中での研修
事業の取り決めと、場所が都市センターホテ
ルに決定したと報告された。
また、日薬の石井専務理事が退職され、11月
より藤井基之参議院議員の政策秘書になると
報告された。
イ．第43回日本薬剤師会学術大会
10月10日（日）・11日（月） 於 長野市
7,500人の参加があった。場所がたくさん分
かれていて大変であったと報告された。
ウ．第１回広島県地域医療再生計画推進委員会
10月15日（金） 於 県庁・北館
25億円の予算について協議した。また、今後
予算がどうなるか不透明なので、二葉の里の
高度がん治療センターについては、次回協議
することとなったと報告された。
（大塚副会長）
ア．第36回広島県国保診療施設地域医療学会
８月28日（土） 於 広島市文化交流会館
午前中は表彰、午後からは北広島町の各分野
の色々な発表があったと報告された。
イ．広島県毒物劇物安全協会研修会・講演会・懇
親会
10月14日（木） 於 ホテルニューヒロデン
毒劇物の取扱いの話や記念講演があったと報
告された。
（野村副会長）
ア．業務分担①担当役員打合会  
９月29日（水）

スポーツファーマシスト実務講習会を１月30
日に開催すること、その基となる推進員特別
講習会には、田口常務理事、豊見敦理事、原
田薬事情報センター長が参加すること、ピン
クリボンキャンペーン協賛グッズを学術大会
で販売し、売上げを寄附することとなったと
報告された。
イ．第27回広島県薬事衛生大会実行委員会
９月30日（木）
大会会長は、前田県薬会長、実行委員長は、
二反田配置医薬品連合会副会長に決定し、計
画案・予算案等について協議した。また、特
別講演は、藤井基之参議院議員にお願いする
ことになったと報告された。
ウ．新たな高齢者医療制度に係る公聴会
10月２日（土） 於 中国新聞ホール
資料を基に説明され、まだ途中の段階である
と報告された。
エ．平成22年度広島県地域保健対策協議会事業ＷＧ
10月13日（水）
在宅のアンケート(ケアマネ用・患者用・看
護師用・介護者用・医師・歯科医師・薬剤師
用)の設問のすり合わせをしたと報告された。
（松下副会長）
ア．平成22年度薬草に親しむ会
９月20日（月） 於 大竹市（三倉岳キャン
プ場周辺）
206名が参加され盛大に行われた。また、
色々問題があるので、今後検討が必要と報告
された。
イ．中国地方社会保険医療協議会広島部会
第24回
９月28日（火） 於 中国四国厚
生局
薬局の新規が１件であったと報告された。
第25回
10月28日（木） 於 中国四国厚
生局
薬局の新規が４件であったと報告された。
ウ．日本薬剤師会平成22年度第４回都道府県会長
協議会（会長会）
10月９日（土） 於 長野市・ホテル国際21
石井専務理事の最近の話題の中で、薬歴管理
指導料が国の事業仕分けにかけられるという
情報提供があった。また、会館建設、チーム
医療、一般用医薬品の郵送の問題、指導の話
があり、医療モールについて厳しい質問が
あったと報告された。
エ．第５回中国地方社会保険医療協議会総会
10月22日（金） 於 合同庁舎２号館
４月にあった島根県の保険薬剤師の取消の件
で審議があった。今回も認可しないことと
なったと報告された。また、会長選挙や役員
改正の承認があったと報告された。
（村上副会長）
ア．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29回薬剤師のためのワークショッ
プ中国・四国in広島
９月19日（日）・20日（月） 於 広島国際
大学
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54名が参加された。来年は、WSの開催が少なく
なるかもしれないと報告された。
イ．第31回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
10月15日（金）
10月25日（月）
とも要旨集の読み合わせ、タイムジュール、役割
分担等を検討したと報告された。
ウ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
10月17日（日） 於 福山商工会議所
ガイドラインについては、薬務課が、基準薬局に
ついては、小林常務理事、保険薬局関係について
は、平田常務理事が説明をされ、13薬局の参加が
あったと報告された。
（豊見専務理事）
ア．中区民生委員児童協議会児童福祉部研修会
９月17日（金） 於 中区地域福祉センター
60名の研修会で、民生児童委員に対して薬物につ
いての話をしたと報告された。
イ．健康サポートフェア2010の後援について
９月18日（土）・19日（日） 於 広島グリーン
アリーナ
後援をしたが、第一類医薬品を無料配付している
こと等について、県薬務課へ情報提供し、広島市
保健所に薬剤師会として抗議をしたと報告された。
また、来年度の後援は、考えないといけないと報
告された。
ウ．社団法人広島県臨床検査技師会創立60周年･社団
法人化20周年記念式典
９月20日（月） 於 広島国際会議場
会長代理で参加したと報告された。
エ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の集団的個別指導
10月３日（日） 於 西区民文化センター
対象が112件だったが、若干欠席の所もあったと
報告された。
オ．日本薬剤師会平成22年度第５回理事会
10月19日（火） 於 東京・日薬
臨時理事会として開催され、公益法人について会
員区分Ａ会員を管理者のみにするのか、開設者も
含むのか、また、創立120周年事業について、学
術大会は、大阪で開催するが記念式典は、東京で
開催し、記念式典に天皇陛下を呼べないかという
話があった。記念事業として120周年史発行、日
薬会館建設についてもそれに位置づけたいとの話
が出ていると報告された。
カ．平成22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
東 部
10月23日（土） 於 福山商工会議所
出席者48名
西 部
10月24日（日） 於 広島県薬剤師會
館 出席者116名
東部は、福山の事業と重なったため、出席者が少
なかったが、両日とも良かったと報告された。
  （豊見専務理事、青野常務理事）
ア．厚生労働省及び中国四国厚生局並びに広島県によ
る社会保険医療担当者の共同指導
10月14日（木）・15日（金） 於 広島合同庁舎
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14日については、昨年田口常務理事が会誌の原稿
で書かれていることがほぼ全てで、基本的なこと
が全くできていない薬局であったと報告された。
（青野常務理事）
ア．21世紀、県民の健康とくらしを考える会第２回企
画会
９月22日（水） 於 広島医師会館
講演者が加藤茶氏に決まったと報告された。
イ．第４回日本緩和医療薬学会年会
９月25日（土）・26日（日） 於 鹿児島市民文
化ホール
有村常務理事と出席し、興味があったのが緩和ケ
アのアンケートで、麻薬の流通の問題、廃棄した
薬品の金額が年間かどうかわからないが、１千万
円くらいの廃棄をしていた。また、他の職種の方
から薬局が緩和ケアに対して本当に２４時間対応
できるのか等、オープンにして欲しいということ
があったと報告された。
ウ．広報委員会
10月８日（金）
10月22日（金）
11月号の原稿のチェックを行ったと報告された。
（田口常務理事）
ア．日本薬剤師会薬学教育に関する特別委員会 実習
受入体制整備検討会・実習指導体制整備検討会
（合同）
10月25日（月） 於 東京・日薬
の総括、薬学生のニュースの第２号発刊について、
受入の第１期が終了した時点でのアンケートで、
より実習の実態を調査・検討していくＷＧを作る
ことが決定されたと報告された。また、２月11日
に全国担当者会議が開催されると報告された。
（谷川常務理事）
ア．第31回広島県薬剤師会学術大会出展打合会
10月14日（木）
出展の場所等を決めたと報告された。
イ．第48回日本医療・病院管理学会学術総会
10月15日（金）・16日（土） 於 広島国際会議
場
土曜日のシンポジウムに参加した。その内容につ
いては、会誌１１月号に掲載すると報告された。
（藤山常務理事）
ア．ＲＣＣラジオ生出演
10月15日（金） 於 中国放送
「ごぜん様さま」とういラジオ番組にジェネリッ
クとお薬手帳について出演したと報告された。
（二川常務理事）
ア．公益社団法人広島県放射線技師会訪問
９月28日（火） 於 福山・日本鋼管福山病院
公益社団法人取得についてのいきさつ等を伺いに
行った。行政書士に委託して取得していた。会と
しては、三層構造ではなくそれぞれが独立した形
をとっており、会員数も700名くらいであると報
告された。公益に関する事業を事前に報告するよ
うなり、業務が増えたと報告された。
イ. ＲＣＣラジオカー中継
中 継
10月23日（土） 於 海田町福祉セン
ター
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第７回スマイルフェスタin海田で３分程度
Ｂ.Ｂ運動を中心に話をさせてもらったと報
告された。
ウ．平成22年度公益社団法人化特別委員会
第５回
10月20日（水）
第６回
10月28日（木）
第５回については、支部長理事合同会議の資
料の検討をしたと報告された。
第６回については、27日に日薬であった会議
の報告をしたと報告された。
エ．日本薬剤師会第５回公益法人制度改革に関す
る全国担当者連絡会議
10月27日（水） 於 東京・日薬
会員規定、会費規定が遡上に登っていると報
告された。
（石原事務局長）
ア．ＲＣＣラジオＣＭ（２０秒）広告収録立会
10月12日（火） 於 中国放送
17～23日午前・午後１回ずつ（18日のみ午前
２回）計15本のスポットを行ったと報告され
た。
イ．広島県配置医薬品連合会広島県資質向上薬事
講習会
10月14日（木） 於 広島市文化交流館
正味４時間、薬の話をしたと報告された。
ウ．広島県防犯連合会創立50周年記念大会
10月25日（月） 於 広島県民文化センター
平成15年から全国に先駆けて開始した「減ら
そう犯罪健民総ぐるみ運動」により、犯罪の
件数が半減し、政令指定都市で２番目に犯罪
が少ない県になったと報告された。
２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（１）日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会
（第１回）議事要旨
８月18日（水） 於 日本薬剤師会
豊見敦理事が出席されたと報告された。
（２）新公益法人会計セミナー
９月22日（水） 於 広島県立総合体育館
中尾・山中主任が出席したと報告された。
（３）全国公益法人協会中国地区10月期公益法人定
例講座
10月７日（木） 於 ＫＫＲホテル広島
中尾主任が出席されたと報告された
（４）平成22年度全国薬剤師研修協議会実務担当者
会議
10月10日（日） 於 ＪＡ長野県ビル
事務局木下が出席したと報告された。
（５）薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイド
ブック講演
10月15日（金） 於 三原薬剤師会館
原田情報センター長が出席したと報告された。
３．審議事項
（１）全体理事会の提出議題について（野村副会
長）
日
時：10月30日（土） 午後２時～
場
所：広島県薬剤師會館

（２） 支部長･理事合同会議の提出議題について
日
時：10月30日（土） 午後３時～
場
所：広島県薬剤師會館
それぞれの担当を決定した。
（３）第31回広島県薬剤師会学術大会ピンクリボン
キャンペーン協賛グッズ購入について
日 時：11月21日（日） 午前10時～
場 所：広島県薬剤師會館
当日、参加するスタッフについて、男性へは
バッチとタオル、女性へはＴシャツを購入す
ることとなった。
（４）向精神薬の不適切な大量入手について
広島市内で何件か特定の人物がマイスリーを
集めている件で薬務課と話をした。同様の事
例があれば県薬に情報するよう一斉同報をし
たと報告された。
（５）広島県医療審議会委員の推薦について
引き続き平田常務理事を推薦することとした。
（６）特定疾患治療研究事業の委託契約について
委託契約することとした。
（７）広島ダルク開所式の参加について
日
時：11月23日（火）
午後１時30分～３時
場
所：広島市社会福祉センター
豊見専務理事が参加することとした。
（８）公益法人制度改革に関する全国実務担当者会
議の参加について
日
時：11月24日（水）
午前10時～午後４時30分
場
所：東京・日薬
野村副会長、石原事務局長が出席することと
した。
（９）平成22年度厚生労働省免疫アレルギー疾患等
予備・治療研究推進事業「リウマチシンポジ
ウム広島」について
日
時：12月５日（日） 午後１時～
場
所：ＪＡビル（広島市中区大手町4－7
－3）
タイミングがあれば一斉同報することとした。
（10）後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促
進研修会の講師派遣について
日
時：12月６日（月）
午後１時30分～３時45分
場
所：国保会館
講演内容：「後発医薬品（ジェネリック医薬
品）の普及促進について」（仮題）
－調剤薬局の立場から－
講演時間：午後２時30分～（30分）
大塚副会長を講師として派遣することとした。
（11）平成22年度第１回日薬中国ブロック会議の参
加について
日
時：12月11日（土）
午後１時30分～４時30分
場
所：岡山プラザホテル
出 席 者：各県薬役員（２～３名）
内
容：新しい医薬品販売制度への対応に
ついて等
大塚副会長、田口・小林各常務理事が参加す
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ることと決定された。
（12）平成22年度第２回中国・四国ブロックエイズ
治療拠点病院等連絡協議会の参加について
日
時：平成23年１月13日（土）
午後２時～５時
場
所：ホテル八丁堀シャンテ
重森常務理事が参加することとした。
（13）平成22年度全国職能対策実務担当者会議の派
遣について
開催予定日：平成23年２月６日（日）
人選も含めて後日、委員会を開くこととした。
（14）奄美豪雨災害に対する義捐金募集への協力に
ついて
義捐金として５万円となった。
（15）「みんなで子育て！オレンジリボンキャン
ペーン」への協力について
協力することとなった。
（16）平成22年版会員名簿及び2011年度版管理記録
簿の配付について
支部長理事合同会議で、希望を伺うことと決
定された。
（17）後援、助成及び協力依頼等について
ア．感染・医療事故防止セミナー2010ｉｎ中国の
後援依頼について
日
時：11月27日（土）
午後１時30分～５時
場
所：ＲＣＣ文化センター
主
催：㈱ジェイ・エム・エス中国支店
承諾することとした。
イ．第６回広島胃瘻と経腸栄養療法研究会の後援
について
日
時：平成23年３月12日（土）
午後１時30分～
場
所：広島国際会議場
主
催：広島胃瘻と経腸栄養療法研究会
承諾することとした。
４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
11月18日（木） 午後６時（議事要旨作製責
任者【予定】 有村健二常務理事）
当初の予定が、11月27日（土）に開催日が変
更となった。
（２）第27回広島県薬事衛生大会
11月25日（木） 午後２時～
於 エソール広島
（３）平成22年度薬祖神大祭
11月25日（木） 午後５時～
於 広島県薬剤師會館
（４）平成23年薬事関係者新年互礼会
平成23年１月６日（木） 午後４時～
於 広島県薬剤師會館
（５）福山大学薬学部との共同事業～ブラウンバッ
グ運動～について
福山大学が社会連携事業(文科省の補助事業)
の中で、今年はブラウンバッグ運動をやって
みようということで、アンケートを取ったと
ころ部会担当理事の賛成が９名、白紙委任１
名、回答なし３名ということで、バックとチ
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ラシを作成することになったと報告された。
（６）第63回広島医学会総会懇親会の参加について
11月14日（日） 午後５時～ 於 うを久
前田会長が出席されることとなった。
（７）新たな医薬品販売制度の対応状況に関する相
互点検アンケートの報告について
最終的には、1580薬局のうち1456薬局から回
答があり、日薬に報告したと報告された。
（８）事務局パソコン等のリースについて
事務局のパソコンの一部がＸＰで動きも悪く、
５台ほどかえるということで見積もりを取っ
た。日薬がアクロバットにするということで、
それに対応するため、また、保守が充実して
いて安価ということでサンヨーに変更すると
報告された。
（９）平成22年度青少年育成県民運動推進大会につ
いて
日
時：11月14日（日） 午後１時～
場
所：広島県民文化センター
（10）平成22年度結核予防技術者研修会について
広島会場：日
時：11月25日（木）
午後２時～５時
場
所：広島県医師会
尾道会場：日
時：11月18日（木）
午後２時～５時
場
所：広島県尾道合同庁舎
（11）平成22年度医療安全セミナーについて
日
時：12月５日（日）
午後１時～４時30分
場
所：広島国際会議場
タイミングがあれば一斉同報することとなっ
た。
（12）第51回広島県公衆衛生大会～健やかな暮らし
をつくる人々の集い～における後援について
すでに後援承諾済みであると報告された。
（13）年末・年始の休業について
平成22年12月29日（水）～平成22年１月３日
（月）
（14）その他行事予定
ア．地対協医薬品適正使用検討特別委員会
10月28日（木） 於 広島医師会館
イ．広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会
10月30日（土） 於 広島県公衆衛生會館
ウ．広島県禁煙支援ネットワーク第８回研修会
10月30日（土） 於 広島県公衆衛生會館
エ．全体理事会
10月30日（土）
オ．支部長･理事合同会議
10月30日（土）
カ．平成22年度医療機器販売業等の営業管理者及
び医療機器修理業の責任技術者に対する継続
研修会
10月31日（日） 於 広島県薬剤師會館
キ．平成22年度ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮ
Ｗ）移動理事会
11月１日（土） 於 岐阜県医師会館
ク．業務分担⑦担当役員打合会
11月１日（月）

64

2011  Vol.36  No.1 広島県薬剤師会誌
ケ．公益法人制度説明会（野村證券）
11月２日（火） 於 広島県薬剤師會館
コ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月２日（火） 於 東京・日薬
サ．第１回薬事懇談会
11月４日（木）
シ．広島東法人会臨時総会
11月４日（木） 於 ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル広島
ス．広報委員会
11月５日（金）
セ．第23回アジア薬剤師会連合学術大会
11月５日（金）～８日（月） 於 台湾
ソ．第49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６日（土）・７日（日） 於 鳥取・米
子コンベンションセンターほか
タ．第49回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院
薬剤師会中国四国支部学術大会日本薬学会
松木会頭との懇談会
11月７日（日） 於 鳥取県・米子コンベン
ションセンター
チ．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７日（日） 於 鳥取県・米子コンベン
ションセンター
ツ．業務分担③担当理事打合会
11月９日（火）
テ．第51回広島県公衆衛生大会～健やかな暮らし
をつくる人々の集い～
11月９日（火） 於 三原市芸術文化セン
ターポポロ
ト．日本薬剤師会常務理事打合会
11月９日（火） 於 東京・日薬
ナ．21世紀、県民の健康とくらしを考える会役員
会
11月10日（水） 於 広島医師会館
ニ．日本薬剤師会平成22年度第６回理事会
11月10日（水） 於 東京・日薬
ヌ．第31回広島県薬剤師会学術大会スタッフ打合
会
11月11日（木）
ネ．「介護保険制度10周年記念事業」新たな介護
の在り方を考えるシンポジウム
11月12日（金） 於 広島市南区民文化セン
ター
ノ．平成22年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会
11月12日（金） 於 東京・長井記念館
ハ．日本薬剤師会平成22年度社会保険指導者研修
会
11月13日（土） 於 慶應義塾大学共立キャ
ンパス
ヒ．福岡県薬剤師会創立120周年記念式典並びに
祝賀会
11月14日（日） 於 ホテルニューオータニ
博多
フ．第63回広島医学会総会

11月14日（日） 於 広島医師会館
ヘ．第63回広島医学会総会懇親会
11月14日（日） 於 うを久
ホ．平成22年度青少年育成県民運動推進大会
11月14日（日） 於 広島県民文化センター
マ．第28回病院・薬局実務実習中国・四国地区調
整機構会議
11月16日（火） 於 就実大学
ミ．日本薬剤師会常務理事打合会
11月16日（火） 於 東京・日薬
ム．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
11月17日（水） 於 広島合同庁舎
メ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
11月17日（水） 於 東京・日薬
モ．支払基金調剤報酬専門役打合会
11月17日（水） 於 東京・新橋
ヤ．第７回公益社団法人化特別委員会
11月18日（木）
ユ．常務理事会
11月18日（木）
ヨ．平成22年度結核予防技術者研修会
11月18日（木） 於 広島県尾道庁舎
ラ．認定基準薬局制度運営協議会
11月19日（金）
リ．平成22年度日本薬剤師会卸薬剤師部会研修会
11月19日（金） 於 大阪・大阪府薬剤師会
館
ル．第34回福山大学薬学部卒後教育研修会
11月20日（土） 於 福山大学薬学部
レ．第３回広島国際大学薬学部卒後教育研修会
11月20日（土） 於 広島国際大学
ロ．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30回薬剤師のためのワーク
ショップ中国・四国in香川」
11月20日（土）・21日（日） 於 徳島文理
大学香川キャンパス
ワ．第31回広島県薬剤師会学術大会
11月21日（日） 於 広島県薬剤師會館
ン．（財）介護労働安定センター広島支部能力開
発啓発セミナー
11月22日（月） 於 中特会館
＝．広島ダルク開所式
11月23日（火） 於 広島市社会福祉センター
＝．公益法人制度改革に関する全国実務担当者会
議
11月24日（水） 於 東京・日薬
＝．第27回広島県薬事衛生大会
11月25日（木） 於 エソール広島
＝．平成22年度薬祖神大祭
11月25日（木） 於 広島県薬剤師會館
＝．日本薬剤師会情報システム検討会
11月25日（木） 於 東京・日薬
＝．平成22年度結核予防技術者研修会
11月25日（木） 於 広島医師会館
＝．平成22年度公認スポーツファーマシスト特別
実務講習会
11月26日（金） 於 東京・品川イーストワ
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ンタワー
＝．感染・医療事故防止セミナー2010in中国
11月27日（土） 於 ＲＣＣ文化センター
＝．日本薬剤師会常務理事打合会
11月30日（火） 於 東京・日薬
＝．中国四国厚生局平成22年度医療安全セミナー
12月５日（日） 於 広島国際会議場
＝．平成22年度厚生労働省免疫アレルギー疾患等予備
・治療研究推進事業「リウマチシンポジウム広島」
12月５日（日） 於 ＪＡビル
＝．後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進研
修会
12月６日（月） 於 国保会館
＝．日本薬剤師会常務理事打合会
12月７日（火） 於 東京・日薬
＝．日本薬剤師会中国ブロック会議
12月11日（土） 於 岡山プラザホテル
＝．第２回広島大学ＯＳＣＥ
12月12日（日） 於 広島大学薬学部
＝．日本薬剤師会常務理事打合会
12月14日（火） 於 東京・日薬
＝．平成22年度第８回公益社団法人化特別委員会
12月16日（木）
＝．常務理事会
12月16日（木）
＝．日本薬剤師会平成22年度試験検査センター技術研
修会
12月16日（木）・17日（金） 於 東京・日薬
＝．薬局実務実習受入に関する中国・四国地区ブロッ
ク会議
12月18日（土） 於 ピュアリティ・まきび
＝．（財）暴力追放広島県民会議臨時理事会・評議員
会
12月20日（月） 於 鯉城会館
＝．日本薬剤師会常務理事打合会
12月21日（火） 於 東京・日薬

日

付

行

事

内

容

10月22日 金

・平成22年度薬事功労者厚生労
働大臣表彰表彰式（厚生労働
省講堂）
・第１回薬事懇談会打合会
・第５回中国地方社会保険医療
協議会総会
（合同庁舎２号館）
・広報委員会

23日 土

・ＲＣＣラジオカー中継
・平成22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（東部）
（福山商工会議所）

24日 日

・平成22年度広島県介護支援専
門員実務研修受講試験（広島
大学）
・平成22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（西部）

25日 月

・広島県防犯連合会創立50周年
記念大会（広島県民文化セン
ター）
・薬学教育に関する特別委員会
実習受入体制整備検討会・実
習指導体制整備検討会（合
同）（東京）
・第31回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

26日 火

・常務理事会打合会
・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

27日 水

・日本薬剤師会第５回公益法人
制度改革に関する全国担当者
連絡会議（東京）

28日 木

・第25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）
・平成22年度第６回公益社団法
人化特別委員会
・常務理事会
・地対協医薬品適正使用検討特
別委員会（広島医師会館）
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日

付

行

事

内

容

30日 土

・広島県禁煙支援ネットワーク
運営委員会
（広島県公衆衛生會館 ）
・広島県禁煙支援ネットワーク
第８回研修会（広島県公衆衛
生會館 ）
・全体理事会
・支部長･理事合同会議

31日 日

平成22年度医療機器販売業等の
営業管理者及び医療機器修理業
の責任技術者に対する継続研修
会

11月１日 月

２日 火

業務分担⑦担当役員打合会
・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・公益法人制度説明会
（野村證券）
・協会けんぽ来会

４日 木

第１回薬事懇談会

５日 金

・ＲＣＣフロンティア来会
・広報委員会

６・７日

７日 日

日

付

８日 月

平成22年度広島県地域保健対策
協議会事業ＷＧ

９日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・業務分担③担当理事打合会
・㈱大広西日本来会

10日 水

・日本薬剤師会平成22年度第６
回理事会（東京）
・21世紀、県民の健康とくらし
を考える会役員会（広島医師
会館）

11日 木

第31回広島県薬剤師会学術大会
スタッフ打合会

事

内

容

12日 金

・介護保険制度10周年記念事業
「新たな介護の在り方を考え
るシンポジウム」
（広島市南区民文化センター）
・日本薬剤師会職能対策委員会
医薬分業検討会（第２回）
（東京）
・日本薬剤師会医療保険委員会
（東京）

13日 土

日本薬剤師会平成22年度社会保
険指導者研修会（慶應義塾大学
芝共立キャンパス）

14日 日

福岡県薬剤師会創立120周年記
念式典並びに祝賀会（ホテルニ
ューオータニ博多）

15日 月

・広島県保健医療部薬務課訪問
（県庁）
・日本薬剤師会環境衛生委員会
（東京）

16日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・第28回病院・薬局実務実習中
国・四国地区調整機構会議
（就実大学）

17日 水

・日本薬剤師会薬局製剤・漢方
委員会（東京）
・支払基金調剤報酬専門役打合
会（東京）
・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）

18日 木

㈱TSSプロダクション来会

19日 金

・平成22年度日本薬剤師会卸薬
剤師部会研修会（大阪）
・薬事衛生大会打合会
・認定基準薬局制度運営協議会

20日 土

・第５回広島大学薬学系キャリ
ア教育セミナー（広島大学薬
学部）
・第３回広島国際大学薬学部卒
後教育研修会（広島国際大
学）
・第34回福山大学薬学部卒後教
育研修会（福山大学薬学部）

第49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（鳥取県）
・第49回日本薬学会・日本薬剤
師会・日本病院薬剤師会中国
四国支部学術大会日本薬学会
松木会頭との懇談会
（鳥取県）
・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
（鳥取県）

行

20・21日

・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
30回薬剤師のためのワークシ
ョップ中国・四国in香川」
（徳島文理大学香川キャンパス）
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日

付

22日 月

行

事

内

容

・常務理事会打合会
・薬事衛生大会打合会
・
（財）介護労働安定センター
広島支部能力開発啓発セミナ
ー（中特会館）

23日 火

・第３回安佐薬剤師会学術大会
（安田女子大学）
・広島ダルク開所式（広島市社
会福祉センター）

24日 水

・公益法人制度改革に関する全
国実務担当者会議（東京）
・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）
・全国公益法人協会中国地区11
月期公益法人定例講座（ＫＫ
Ｒホテル広島）

25日 木

・第27回広島県薬事衛生大会
（エソール広島）
・平成22年度薬祖神大祭
・日本薬剤師会情報システム検
討会（東京）

26日 金

・平成22年度公認スポーツファ
ーマシスト特別実務講習会
（東京）
・平成22年度第７回公益社団法
人化特別委員会
・広島平和クリニック来会
・㈱もみじ銀行来会
・㈱大広西日本来会
・平成22年度第１回広島県がん
対策推進協議会緩和ケア推進
部会（県庁・北館）

27日 土

・常務理事会
・正・副会長会議

30日 火

・広島平和クリニック来会
・㈱広島リビング新聞社来会
・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

12月１日 水

・平成22年度世界エイズデー
・全国公益法人協会中国地区12
月期公益法人定例講座（ＫＫ
Ｒホテル広島）
・広報委員会

６日 月

・広島平和クリニック来会
・後発医薬品（ジェネリック医
薬品）の普及促進研修会（国
保会館）
・業務分担２及び保険薬局部会
担当理事打合会

日

付

行

事

内

容

７日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・薬事情報センター委員会

８日 水

・㈱大広西日本来会
・㈱キョウエイアドインターナ
ショナル来会

９日 木

日本薬剤師会中国ブロック会議
打合会

10日 金

㈱ミロク情報サービスとの会計
システム改善等打合会

11日 土

日本薬剤師会中国ブロック会議
（岡山プラザホテル）

12日 日

第２回広島大学ＯＳＣＥ
（広島大学薬学部）

14日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・広島県薬剤師研修協議会

15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）

16日 木

・常務理事会打合会
・広報委員会

16・17日 木

日本薬剤師会平成22年度試験検
査センター技術研修会（東京）

17日 金

業務分担④担当役員打合会

18日 土

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）

・㈶暴力追放広島県民会議臨時
理事会・評議員会（鯉城会館）
20日 月 ・平成22年度第８回公益社団法
人化特別委員会
・常務理事会
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行事予定（平成22年１・２月）
１月４日
（火） 仕事始め
１月６日
（木） 平成２３年薬事関係者新年互礼会
１月７日
（金） 広報委員会
１月10日
（月） 広島県医師会新年互礼会（ＡＮＡクラウンプラザホテル広島）
１月11日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
１月12日
（水） 日本薬剤師会平成２２年度第７回理事会（東京）
〃

日本薬剤師会平成２２年度第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（グランドプリンスホテル赤坂）

〃

平成２２年度第２回広島県医療費適正化計画中間評価検討委員会（県庁・北館）

〃

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）

１月13日
（木） 日本薬剤師会議事運営委員会（東京）
〃

平成２２年度第２回中国・四国ブロックエイズ治療拠点病院等連絡協議会
（八丁堀シャンテ）



１月18日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
１月19日
（水） 日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会（第３回）（東京）



１月22日
（土） ２１世紀、県民の健康とくらしを考える広島県民フォーラム（アステールプラザ）
１月22日
（土）
１月２３日
（日）

日薬代議員中国ブロック会議（島根県・玉造温泉）

１月23日
（日） 第２回広島国際大学ＯＳＣＥ（広島国際大学）
１月25日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
１月27日
（木） 常務理事会
１月30日
（日） 2011年ドーピング防止活動研修会
〃

認定スポーツファーマシスト実務講習会

２月１日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
２月６日
（日） 平成２２年度圏域地対協研修会（交流会は三原国際ホテル 15:20～ 16:30）
（三原リージョンプラザ）


〃

認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指定申請薬局との共同研修会

〃

日本薬剤師会平成２２年度全国職能対策実務担当者会議（東京・弘済会館）
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行事予定（平成22年２・３月）
２月８日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
２月９日
（水） 平成２２年度第２回広島県保険者協議会（国保会館）
２月10日
（木） 会計担当役員打合会
（慶應義塾大学芝共立キャンパス）
２月11日
（金） 平成２２年度日本薬剤師会実務実習担当者全国会議
２月15日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
２月17日
（木） 常務理事会
２月19日
（土） 支部長 ･ 理事合同会議
２月22日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
２月24日
（木） 全体理事会

２月26日
（土）
２月27日
（日）



２月25日
（金） 日本薬剤師会平成２２年度第８回理事会（東京）
第7６回日本薬剤師会臨時総会（ホテルイースト２１）

（東京）
３月５日
（土） 日本薬剤師会平成２２年度介護保険・在宅医療等担当者全国会議（仮称）
３月８日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
３月12日
（土） 第６回広島胃瘻と経腸栄養療法研究会（広島国際会議場）
３月15日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
３月17日
（木） 常務理事会
３月20日
（日） 第４０回広島県通常代議員会
３月22日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
３月29日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

−

謹んでお悔やみ申し上げます
増 田

薫 氏 逝去

去る12月15日ご逝去されました。
告別式は、12月17日（金）呉市宝町のシティホール・
呉中央において執行されました。
喪主：増田 千代 氏

−

74

2011  Vol.36  No.1 広島県薬剤師会誌

64

広島支部
ます

東広島支部
だ

益 田

みゆき

三年前、受験を目前にした娘に「私、お母
さんのように生きて行きたい」と言われ、思
わず頬が緩んだのも束の間、少し強い口調で
「お母さんのように好き勝手に生きて行きた
い！」
．
．
．
「えっ？」
．
．
．こうみえても自分の
事は後回しにして頑張ってるつもりなんです
が．
．
．

東広島支部
おき

た

沖 田

おか

岡

る

み

留 美

最近、大好きなスバル車の購入を決めまし
た。中国語ではスバルは「速覇陸」と書きます。
陸を制覇する速さと読めるこの漢字が好きな
のですが、私も薬剤師として小さな事一つで
も制覇できるよう邁進していきたいです。

広島佐伯支部
な

お

こ

奈緒子

東広島に越してきて 1 年数ヶ月、ようやく
車を購入し行動範囲が広がりました。
最近は運動不足解消に学生時代始めた軟式
テニスをやりたいとも考えています。
仕事と休日、しっかり切り替えて充実した
日々を送るのが私の理想です。

ます

舛

さ

佐

しま

島

すすむ

進

10年間勤務した呉を離れ12月から五日市で
勤務する事になりました。まずは近隣へのあ
いさつ回り。そこで渡された１枚の紙・・・
会員紹介原稿依頼でした。これが噂の！！と
思い何を書こうか考えている間に時間は過
ぎ・・・提出期限になりました。
新境地で初心に帰り頑張ろうと思います。
よろしくお願いします。
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平成22年12月10日

参考資料１

社団法人広島県薬剤師会会長

様

麻薬の場合



広 島 県 健 康 福 祉 局 長



〒730－8511 広島市中区基町10－52



薬

務

課

薬局、病院若しくは診療所又は飼育動物診療
施設の廃止時における麻薬及び覚せい剤原料
関係手続きの周知について（依頼）
平素から、薬務行政について、御協力をいただ
き、厚くお礼を申し上げます。
さて、薬局、病院若しくは診療所又は飼育動物
診療施設が廃止した場合には、麻薬を扱っている
業務所は麻薬取扱業務廃止に関する手続きが必要
となり、また、覚せい剤原料については、扱いが
無い場合でも覚せい剤原料所有についての届出が
必要となります。
しかし、麻薬取扱業務施設が本年１月に廃業し
たにも関わらず、麻薬を半年以上にわたり不法所
持した事例が発生し、また、覚せい剤原料を所有
する医療機関が本年５月に廃業したにも関わら
ず、半年間、覚せい剤原料所有高届の提出を怠
り、譲渡可能な業務所ではない所に不正譲渡した
事例が発覚しました。
ついては、薬局、若しくは診療所又は飼育動物
診療施設を廃止する場合には、広島市内において
は広島県庁薬務課、その他の地域においては、最
寄りの県保健所（支所）に相談するよう、貴会員
に周知をお願いします。
担当

麻薬グループ

電話

082-513-3221（ダイヤルイン）

（担当者

多武保

）

参考資料２
覚せい剤原料の場合
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平成22年11月26日

関係団体の長

0704003号）において、安定供給に係る苦情を受
け付けた場合の対応について通知したところです

様

が、今般、平成22年11月19日付けで薬価基準に収


広 島 県 健 康 福 祉 局 長   

載された後発医薬品の安定供給に係る対応につい



〒730－8511

広島市中区基町10－52

て別添通知のとおり、（社）日本医師会会長、

薬

（社）日本歯科医師会会長、（社）日本薬剤師会



務

課

会長及び日本製薬団体連合会会長宛通知したの

平成22年11月19日付けで薬価基準に収載された

で、ご了知願います。

後発医薬品の安定供給に係る対応について（通知）
このことについて、平成22年11月19日付け医政
経発1119第６号で、厚生労働省医政局経済課長か
ら別紙のとおり通知がありました。


担当：薬事グループ

医政経発1119第４号



TEL 082-513-3222

平成22年11月19日



FAX 082-223-3573



e-mail fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp



（担当者

小田）

日本製薬団体連合会会長


殿

厚生労働省医政局経済課長

平成22年11月19日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について
後発医薬品については、「後発医薬品の安定供
医政経発1119第６号

給について」（平成18年３月10日医政発第0310003

平成22年11月19日

号。以下「平成18年通知」という。）において、安定

各都道府県衛生主管部（局）長

殿

供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者
に対して、その遵守に努めるよう求めているとこ



厚生労働省医政局経済課長

ろです。
また、「平成20年７月４日付けで薬価基準に収

平成22年11月19日付けで薬価基準に収載された

載された後発医薬品の安定供給に係る対応につい

後発医薬品の安定供給に係る対応について

て」（平成20年７月４日医政経発0704001号。以
下「平成20年通知」という。）において、安定供

後発医薬品の安定供給については、「後発医
薬品の安定供給について」（平成18年３月10日

給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示してい
るところです。

医政発第0310005号。以下「平成18年通知」とい

今般、平成22年11月19日付けで薬価収載された

う。）において通知し、「平成20年７月４日付け

後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成

で薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に

18年通知に加え、下記のとおり平成20年通知と同

係る対応について」（平成20年７月４日医政経発

様の取扱いをすることとしたので、周知方よろし
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くお願いします。
なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情へ
の対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応に



医政経発1119第５号



平成22年11月19日

社団法人

日本薬剤師会会長

殿

ついては、引き続き、平成18年通知に基づき行う


ことを申し添えます。
記
平成22年11月19日付けで薬価基準に収載された

厚生労働省医政局経済課長

平成22年11月19日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存
在するものについては、保険医療機関及び保険薬

後発医薬品の安定供給については、「後発医薬

局からの注文に対して、医薬品卸売一般販売業者

品の安定供給について」（平成18年３月10日医政

等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は２

発第0310004号。以下「平成18年通知」という。）に

～３日（遠隔地は４日）で、土日を挟んだ場合は

おいて通知し、「平成20年７月４日付けで薬価基

２～５日（遠隔地は５～６日）（どちらについて

準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応

も注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保

について」
（平成20年７月４日医政経発0704002号）

険薬局に製造販売業者から供給できる体制である

において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合

ことを確認しているところである。

の対応について通知したところですが、今般、平

したがって、製造販売業者ごとに確認した期間

成22年11月19日付けで薬価基準に収載された後発

内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保

医薬品の安定供給に係る対応について別添通知の

険医療機関及び保険薬局からの苦情を当課が受け

とおり、日本製薬団体連合会会長宛通知したので、

付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調

ご了知願います。

査及び改善指導を行うこととしている。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給
について、会員等から苦情があった場合は、平成
18年通知に基づき、ご対応いただきたく、その周
知方よろしくご配慮をお願いいたします。
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平成22年11月29日
社団法人

広島県薬剤師会

事務局

御中
広島県健康福祉局保健医療部薬務課
（〒730-8511

広島市中区基町10-52）

メールマガジンの配信開始について（通知）
このことについて、広島市保健所環境衛生課長から、別紙のとおり事務連絡がありました。
ついては，貴会会員に周知する等、業務の参考にしてください。
  担当：薬事グループ
  

TEL

082-513-3222

  

FAX

082-223-3573

  

e-mail fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp
  

広島県健康福祉局保健医療部薬務課長

（担当者

小田）

様



広島市保健所環境衛生課長

メールマガジンの配信開始について
このことについて、下記のとおりメールマガジンの配信を平成22年10月１日より開始しましたので、
ご連絡いたします。
記
名

称

やくやくネット広島

対

象

薬局開設者、薬剤師、一般市民
申請書・届書（変更届書、処方せん数届等）の提出方法、
定期配信

内

容

（偶数月の１日）

臨時配信
（不定期）

方法

医薬品・健康食品の広告について、
麻薬等の申請・届出について

（配信日）

登録・配信

薬物乱用防止、不正大麻・けし撲滅運動について、
など

厚生労働省からの薬事法・毒劇法に関連した通知、
広島市保健所からの事務連絡、
医薬品・健康食品の健康被害情報

など

広島市ホームページにおける、メールマガジンコーナー内「やくやくネット広島」
配信申し込み欄にて行う（別紙参照）
担当：薬務係

井澤

電話：241－7408
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東広島支部／大竹支部／安佐支部／安芸支部／福山支部／三原支部／尾道支部

〈東広島支部〉

が地域社会で果たす役割の重要性を再認識させて

くすり展レポート

いただきました。

竹乘



勇吾

平成22年11月６日および７日の両

〈大竹支部〉
大竹ふれあい健康福祉まつり

日、東広島運動公園において第12回
東広島健康福祉まつりが開催されま
した。
時折小雨の降るあいにくの天気にもかかわら

支部長 竹下



武伸

10月24日（日）大竹ふれあい健康・
福祉まつりが開催されました。

ず、会場は子供からお年寄りまで多くの人で賑わ

当日はあいにくの雨で来場人数も

い、健康や福祉に対する地域の方々の関心の大き

少ないと思われましたが、例年と同

さがうかがえました。

じくらいの人々が訪れました。

健康ブースでは医療や福祉に携わる様々な職種

大竹薬剤師会は、今年は、お薬手帳を活用しま

の方が趣向を凝らした展示を行っており、薬剤師

しょう（お薬・健康食品）、禁煙、ブラウンバッ

会でも「くすり展」として体脂肪率および骨密度

グ運動に重点をおいて活動しました。今年は、大

の無料測定と薬に関する無料相談を行いました。

竹薬剤師会の隣で、大竹市が体力測定を行ってい

毎年測定を楽しみに来られる方や、「骨密度っ

ました。そして、その測定を行った人のデータを

て、何？」という通りすがりの方まで、合わせて

大竹市の担当の人が、薬剤師会の人に説明、助言

600人を超える方々に利用していただきました。

を受けてくださいと、結果の表を持った人たちが

体脂肪率測定・骨密度測定は、それぞれメタボ

来ましたので例年になく忙しい一日でした。そし

リックシンドローム・ロコモティブシンドローム

て、説明をしているうちに、薬のことで聞きたい

の早期発見に役立つ簡便な検査であり、そのよう

ことや、薬、健康食品との飲み合わせや、禁煙方

な検査を「お祭り」という楽しい雰囲気の中で多

法について聞きたいなど、例年以上に市民とのコ

くの方々に受けて頂く事で、効果的にヘルスサー

ミュニケーションがとれ有意義な一日でした。

ビスを提供できたのではないかと思います。

お薬手帳について初めは持ってきますが、じき

お薬相談についても、薬剤師版セカンドオピニ

に持ってこなくなるなど、手帳の重要性が受け入

オンとでも言ったらよいでしょうか、かかりつけ

れてもらえません。今回、お薬手帳を再認識して

の薬剤師には相談しにくい話でも、その日限りの

もらおうとパネルも作り熱心に説明しました。

薬剤師という事で気軽に話して下さいました。ま

禁煙活動は、本人からの相談はありませんでし

た薬剤師としてもその様な相談を伺う事は非常に

たが、家族からのやめさせたいとの相談が数件あ

勉強になると感じました。

り、健康を考えてのことやタバコの値上がりでの

休日を返上して参加されていた他の先生方の姿

相談と思われました。

を見ながら、地域の方々にとって身近な存在であ

健康食品との飲み合わせについて当日は飲んで

りかつ医療のプロフェッショナルでもある薬剤師

いる薬の名前がわからず、また、健康食品の名前、
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成分もわからなかったため薬局に後日もって行く
ように説明しました。
健康・福祉まつりも例年以上によかったと思っ
ていましたが、ある日、JRの駅で五十代の男性

〈安佐支部〉
H22、11/7 安佐三師会サッカー大会
蔵本



が二人近くで話をしていました、ジェネリックに

恵

11月７日（日）、今年も安佐三師

ついてでしたが調剤薬局だけが得をしてわしらは

会サッカー大会が行われました。

微々たる金額しか安くならん等と言っていました。

医師会さん、歯科医師会さん、そ

そのようなことを聞くと調剤業務だけをしていて

して薬剤師会の三チームによって行われる、毎年

は世間に受け入れられない仕事だと認識させられ

恒例のこの大会、昨年に引き続き、吉田サッカー

ました。

公園での開催となり、朝は小雨が降っていたもの

今年は、若手が活躍し、多くの市民とも話がで
き、また、大竹市も活動に協力してくださいまし

の、昼前には上がり、寒さも感じないほどの、運
動日和となりました。

た、今後の薬剤師業務について考え、つなげてい
きたいと思います。

一試合は15分ほどと短いものの、１チーム８試
合を行ない、勝率で順位を争います。
大会の主旨は、三師会方々との交流と親睦を深
めることが、第一の目的であり、フェアプレー精
神に基づき、参加者全員、楽しむことが大切です
♪
今や伝統行事ともなっているこの大会ですが、
毎年、確実に各チームともレベルアップしており
ます。年齢層が若くなるにつれ、サッカー人口が
増えていることが理由だと思いますが、薬剤師会
メンバーは、それとは一風違っております。
経験の有無は問わず、秋空の中、とにかく楽し
く、気持ちの良い汗をかくことが一番で、今大会
でも日頃、サッカーをしていないメンバーも参加
し、皆、子供のように盛り上がっていました。
（野次や熱くなりすぎることは厳禁です・笑）
参加者には均等に出場して頂けるよう、試合ご
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とにメンバー構成や、ポジションを考えるのです

回、大会運営やご準備に携われている諸先生方や

が、今回は故障者やリタイア組みも出ず、比較的

役員の先生方に、深く深く感謝致しますととも

スムーズに決めることができ一安心。

に、心よりお礼申し上げます。

メンバーの家族や、子供さん達も大勢、応援
に来られ、秋空の下、広いグランド内で戴くお
弁当も、いつもに増して、美味しかったです～
（^o^）／
結果は昨年に引き続き、三位…、となりました
が（一昨年は優勝で～す）、薬剤師会が一丸とな
り、良き交流ができたと感じております。
自論となりますが、サッカーも、調剤もチーム
プレーが大切だと思います。
●調剤業務に対し、スピーディーに、かつ積極的
に動く、「FW」タイプの薬剤師…。

〈安芸支部〉
海田町まつりニコニコフェスタ

●視野が広く、新たな知識を学習し、現場に取り
入れる、「MF」タイプの薬剤師…。
●皆からの人望も厚く、的確な判断と、慎重な監



武藤

幸代

10月23日に海田町福祉センターで

査をこなす、「DF」タイプの薬剤師。

開催された「海田町まつりニコニコ

●すべての調剤業務を見渡し、総合的な判断ので

フェスタ」のお薬相談コーナーに初

きる、「GK」タイプの薬剤師…。
解ってはいるものの、今大会、薬剤師会チーム
の総得点は２点どまり。

めて参加させて頂きました。二川先生、山本先生
の万全の準備のもと、たくさんの人とお話するこ
とができました。血圧測定を希望される方を中心

まだまだ精進が足りません。。

に「お薬を使っておられますか？」とこちらから

来年も同時期に、安佐三師会サッカー大会は開

問いかけながら、お薬についての質問を受けたり、

催予定となっております。

血圧についての相談を受けたり、ブラウンバッグ

サッカー経験の有無は問いませんので、共に楽

運動の話などをしました。私がお話をさせていた

しみたいと思われる薬剤師の先生方、是非とも参

だいた方全員が服薬中の薬の名前を覚えておられ

加をお待ちしております。

ませんでした。お薬手帳については、全員がご存

最後に、今大会も無事終了することができ、毎

知でしたが、薬局に必ず持参しておられる方は残
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念ながら全員ではありませんでした。アドヒアラ

め細かいふれあいには続ける方がいいのかもしれ

ンスを高めていただくためにもお薬手帳をもっと

ません。福山支部もご多聞に漏れず旧福山市と府

活用し、患者さん自身の治療に薬剤師をさらに活

中市、神辺町、新市町、沼隈で開催され、薬剤師

用していただきたいと思いました。

会も関係団体としてブースを設けて健康啓発を
行っています。まず、９月26日の１日間が「神辺

〈安芸支部〉

福祉まつり」でした。ここは2008年に合併と同時

安芸区民まつり

に「健康推進課」から禁煙支援のブース運営のオ

天畠

真奈美

ファーがあり、今年で３年目となります。福祉祭

午前９時45分から安芸区役所 駐車場・安芸区民

りなので、多くの社会福祉法人が売店を出店し活

文化センター・安芸区総合福祉センターにおいて

気のあるイベントとなっています。なぜかまだこ

“安芸区誕生30周年安芸区民まつり”が開催され

の時点では「禁煙関心期」の人は多くなく、例年

ました。薬剤師会は、血圧測定とお薬の相談を行

並みの15人ほどへの「ガム試噛」を含めた支援を

いました。同じ部屋には骨密度測定、Dr.による

２名で行いました。ブラウンバッグ運動の準備も

健康相談、禁煙支援コーナーがあり、受付を済ま

していましたが、該当者はありませんでした。続

された方が一番に行かれた場所は骨密度測定でし

いて10月２日・３日が府中市の健康イベントで2



た。その結果を持たれて血圧測定に来られた方に、 日（土）は本来午前からですが薬剤師会「おくす
結果を聞きながら「今飲まれている薬等はない

り相談コーナー」は午後からと３日の午前午後に

か」と話しかけていきました。「２箇所の病院に

設置いたしました。各時間に２～３人の会員さん

かかっていて７種類の薬のんどるんじゃが、飲み

のご協力をいただいてリーフレットの配布、相談

合わせは大丈夫かいのぉ」とおじいちゃん。お薬

受付いたしました。お薬相談はあらかじめの広報

手帳はお持ちのようで、「相談コーナーがあるん

によって土曜日にオープン準備に行った時には

なら持ってくればよかった」と言われ、「来年は

既に待ってらっしゃった方がいました。ここで

持ってくるけんのぉ」と言われていました。「血

も「ブラウンバッグ」と「禁煙支援」を実施いた

圧の薬が変わって初日夜中４回トイレに起きたけ

しました。二日間で30名ほどへの対応が出来たと

れど副作用ですか？」「健康食品の中に植物性の

思います。10月23日・24日の両日が「福山市健康

アスピリンが入っていると書いてありますが続け

フェスティバル2010」で薬剤師会関連は「薬物乱

て飲んで大丈夫ですか？」等の相談がありました。 用防止協議会ブース」「お薬相談ブース（ブラウ
初めての参加でしたが色々と勉強になり、あっと

ンバッグ）」「禁煙支援ブース（禁煙パネルシ

いう間の２時間でした。

アター）」「薬用ジュースの試飲コーナー」と

〈福山支部〉


村上

信行

県下各地一斉に「健康イベント」
「福祉祭り」などが開催されている
と思います。市町の合併は進められ
ましたが、地域での催しものでも統
一するにはまだまだ時間がかかりそうですし、き
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幅広く、20年近く定番の「シソジュース」「黒

長さんや若い会員さんに、折を見てソフトへの参

豆ジュース」は人気が高く、本年も述べ4,000杯

加を呼び掛けています。８チーム位で「定期県薬

2,000人に振舞いました。この時期には「ないも

会長杯争奪戦」でも開催の手はずにでもなれば、

のねだり」で禁煙補助剤の相談も多く受けまし

福山、東広島支部がお世話させていただきます

た。

よ。

禁煙支援50名、ブラウンバッグ配布２名、お薬
相談12名ほどでした。ちょうど実務実習中で２名
の薬学生も禁煙、ジュースコーナーを手伝ってく
れました。新市町の福祉祭りは出席が出来ません
でしたので、小野先生にお任せしたしました。11
月３日には10月23日に予定していて雨で流れまし
た宿敵「東広島ヤンキー」との定期ソフトボール
対抗戦第６回２試合を白竜湖そばのグラウンドで
行いました。第５回まで４連敗４連勝の後１勝１
敗とまさにがっぷり四つの経過です。詳細は東広
島ヤンキーから報告があるかもしれませんが、１
敗１分けで借金生活に入りました。各支部の支部

〈三原支部〉
三原市民保健・福祉まつりに参加して
玉浦



秀一

10月23日（土）・24日（日）、三
原のサン・シープラザで三原市民保
健・福祉まつり（健康まつり）があ
り、初めて健康まつり委員として準
備の段階から参加しました。
事前の会議で、今年のテーマ、話題などを絞り
こみました。まず、お薬手帳のさらなる実用化を
目指し、お薬手帳の表裏に貼るシールを作成しま
した。お薬手帳の表面のシールには、“病医院、
歯科医院、薬局で必ずお出し下さい。”と医療機
関に行く時には、必ず、提示して貰うように啓発
し、さらに、お薬手帳の裏面に貼るシールには、
かかりつけ薬局名を明記出来るようにし、かかり
つけ薬局を持って貰うことを薦めながら、”緊急
時・災害時にも大変役立ちます”と朱文字で入
れ、色々なケースでも使って頂けるように配慮し
ました。
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そして、もう１つ今年話題となったものを題材
に、より市民の皆さんに理解して貰うために、パ
ネルを作成することにしました。パネルの題材
は、今年の夏によく耳にした”熱中症”です。情

〈尾道支部〉
学会に参加してきました。
会長 田辺



ナオ

報を集め、絵コンテで形にするのは思った以上に

九州山口薬学大会が９月19、20日

難しく、シンプルでポイントを押さえたものを作

に山口県国際総合センター（海峡

るには、しっかりとした知識が必要でした。ま

メッセ下関）10F国際会議場であり

た、今までパネル作りをしてきた先輩薬剤師方の

参加してきました。

アドバイスにも、とても助けられました。健康ま

分科会４「医療安全を担保する薬薬連携とは」

つりが近づき、看板屋さんと打ち合わせをし、自

で、ルポ医療事故で2009科学ジャーナリスト賞

分達が思った物が実際にパネルになったのを見る

を受賞された朝日新聞編集委員 出河雅彦さんが

とすごく嬉しく思いました。

「医療安全と薬剤師への期待」という題で基調講

健康まつり当日は、色々なブースに分かれ「健

演を行い、その後５人のシンポジストが発表しま

康・医療・薬に関するクイズで景品ゲット！」

した。私は３番目に「尾道地区における薬薬連

や、よく聞く民間茶を紹介し実際に試飲して貰

携」という題で発表しました。

い、味や香りを楽しむ事ができるコーナー、体脂

懇親会では大学の先輩や「チーム・バチスタの

肪計などで自分達の気になるお腹まわりをチェッ

栄光」「ジェネラル・ルージュの凱旋」を書かれ

クしてもらうなど他にも色々なパネルを準備して

た海堂尊氏とお話しができました。

市民の皆さんに、気軽に参加してもらいました。

続いて10月10，11日に長野で開催された日本薬

私自身も健康まつりをサポートするのは初めてで

剤師会学術大会に参加しました。尾道からは他に

したが、色々な人やパネル作成に関わってみて、

金光先生、横田先生、串田先生、ポスターの共同

実際に市民の皆さんの生の声を聞き、健康や薬に

発表者として福山大学薬学部教授 杉原先生の参

対する関心の高さを実感しました。私には、秋の

加となりました。長野までの道のりはとても険し

学祭を思い出す感じで、見るのとやるのとでは大

いものでした。9日午後雨上がりの尾道を出発、

きく違い、何事においてもやる行動力の大切さを

名古屋まで新幹線でおよそ２時間、そこから特急

学び、今年の経験を生かして、今後の活動につな

に乗り換えたのですが、これが別名ふりこ列車と

げていきたいと思います。

呼ばれるだけあって左右に気持ちよく(？)３時間
揺れ続けました。景色を楽しもうにも外は吹き殴
る大雨で真っ暗、私は普段から乗り物酔いしやす
いたちで、冷や汗をかきながら１時間デッキで
立って過ごしました。
10日はカラッと晴れ暑いくらいでしたが、早朝
から起きてビッグハットに向かいポスター発表の
展示に取り掛かりました。こちらの発表者は串田
先生です。「市民の薬剤師の仕事に対する認知度
調査」と題して、尾道健康まつりでのアンケート
調査を発表しました。残念ながら学校薬剤師や薬
剤師の訪問服薬指導の認知度は低く１～２割程度
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でしたが、薬々連携についての認知度は４割を超

貴重な経験をさせていただいたことを深く感謝い

え、昨年来の会を挙げての取り組みが反映された

たします。遠く長野まで応援に駆け付けて下さっ

ものとなりました。ホテル国際21での懇親会で樽

た福山の江木先生、長野に着いてどしゃぶりの雨

割りをされた日本薬剤師研修センター長 井村伸

の中、傘をくださった谷川先生、中川先生ありが

正先生は、私の学生時代の恩師であり、久しぶり

とうございました。

にお話することができました。
翌11日、信州大学工学部科学技術総合振興セン
ターでの分科会13「求められる地域連携・薬々連
携―地域社会で薬剤師業務の展開を―」で国際医
療福祉大学大学院医療経営管理分野教授 武藤正
樹先生が「地域連携ネットワークと新たな役割」
と題した基調講演をされましたが、その中で、尾
道の退院時ケアカンファレンスの様子が紹介さ
れました。私は「尾道地区における薬々連携と
地域医療連携」ということで、昨年の日薬連携事
業をきっかけにした今の状況、尾道市立市民病院
とJA尾道総合病院との地域連携室を通して退院
時ケアカンファレンスが継続していること、癌拠
点病院であるJA尾道総合病院との連携で外来化
学療法患者の副作用チェックを独自のチェック表
を用いて行っていることを発表しました。続いて
JA尾道総合病院の橋本先生が「外来化学療法に
おける薬々連携の取り組み」について話され、パ
ネルディスカッションへと進みました。
長野からの帰りは東京経由でしたので、揺られ
ることもなく、新幹線で無事に帰途に着きまし
た。
どちらの大会でも様々な方との出会いがあり、
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用意していた段ボール1箱のバッグが無くなって

〈尾道支部〉
おのみち市民健康まつりに参加して
柿原



成文

いました。
年に一度のイベントですが、事前準備・会場設
営・当日当番と普段顔を合わせない皆様方との横

尾道市総合福祉センターにて、去

の繋がりが深められる良い機会になったと思いま

る11月14日（日）第28回「おのみち

す。また今回は薬局実務実習生にも参加していた

市民健康まつり」が開催されまし

だき、体脂肪計の機械操作・アンケートなど様々

た。好天にも恵まれ、多くの市民の

な事を手伝っていただきました。実習生の市民の

方々が参加されました。

方との直向きな対応に、初心を思い返させられま

市内の諸団体が参加し、骨密度測定・血糖値測

した。そしてこのような機会を通して、薬局の外

定・脳年齢測定・アルコール体質チェック・健康

でも地域住民の方々と直接触れ合い、薬剤師の認

体操・歯ぐきの健康度チェックなど多種多様な催

知度を上げていく努力を積み上げていかなければ

しがある中、尾道・因島薬剤師会では、「身近な

と感じました。この健康まつりで得たものを生か

薬草の展示」「葛根湯の試飲」「禁煙指導」「お

し、地域医療の一担い手として、これからも日々

薬相談」「メタボリックと体脂肪・内臓脂肪測

頑張っていきたいと思います。

定」「アンケート」と各コーナーを設け、それぞ
れの展示とパンフレットの配布を行いました。
その中で私が担当した「メタボリックと体脂
肪・内臓脂肪測定」コーナーは例年大変盛況で
す。測定した方々はご自身の数値を標準値と比較
して一喜一憂。「どのようにすれば数値を標準値
にできるの？」と健康への関心の強さを感じまし
た。測定された体脂肪・内臓脂肪・筋肉量・ＢＭ
Ｉなどの数値をもとに、これからの食生活に役立
つ情報を提供できれば、という思いからお話をさ
せていただきました。詳しくお話を聞くと、「毎
日歩いています。」「食事は野菜中心です。」と
いう方が多数でした。日頃の成果を、この健康ま
つりで確かめているかのようです。
「アンケート」では、「『ブラウンバッグ運
動』を知っていますか？」と聞きましたが、
「知っている」と答えた人はアンケート回収総数
346人のうち26人（7.5％）、医者にかかって薬局
で薬をもらっている人に限定すれば163人中25人
（15.3％）でした。この数値はどう解釈すればよ
いのでしょう？アンケートをとりながら、「ブラ
ウンバッグ運動」について説明し、お薬チェック
の希望者にバッグを渡していましたが、早々に、
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につけられると好評をいただいております。当日

広島県青年薬剤師会

は青薬入会受付や「知っているとピンとくる、そ
んな基本の勉強ノート第３版」の販売も行います。

青年薬剤師会創立40周年
副会長

辻

勉強会自体は青薬会員以外の方もご参加いただけ

哲也

皆さまあけましておめでとうござ

ますが、是非この機会にご入会をご検討いただけ
ればと思います。

います。本年も広島県青年薬剤師会
をよろしくお願いいたします。
おかげさまで当会は本年40周年を迎えます。今
年は、例年以上に個性的な種々のイベントや勉強

【おわび】新年会の会場・会費、定例勉強会の詳
細は青薬HP（「@青薬」で検索）をご覧くださ
い。原稿の締切の関係です。申し訳ございません。

会を行ってまいりますので、より一層の皆さまの
ご参加・ご支援を賜りたく存じます。
今年の青薬は、１月15日（土）の新年会で幕を

広島県女性薬剤師会

開けます。男女不問、病院・調剤薬局等勤務先無

会長

問題、御一人様大歓迎のオープンなイベントです

松村

智子

新年、明けましておめでとうござ

ので、是非ご参加ください。
さらに１月19日（水）には、知っピン月イチ勉

います。本年も女性薬剤師会にご支

強会を行います。今年度より理事として仲間入り

援賜ります様お願い申し上げます。

してくれた平本敦大さんが「サプリメントの基本

さて最近の活動をご紹介します。平成22年11月20

～サプリって、結局どうなの？」をテーマにお話

日（土）19時からエバルス広島支店で第13回研修

しします。今やコンビニでも買うことのできるサ

会を『再確認

プリメント。身近なものだからこそ、薬剤師とし

ました。はじめにファイザーの新しい骨粗鬆症治

ての信頼と知識が患者さんに求められると思いま

療薬について紹介がありました。引き続いて、エ

す。そもそもサプリメントや健康食品とは何者

バルス医薬情報部の吉川光一郎先生から不整脈に

で、どのような機序で効くのか？医薬品との相互

ついて、心臓のしくみ、心電図の解析、不整脈の

作用は？といったことを、具体的な成分をあげな

病態、薬物療法と薬学的管理指導に関する業務ガ

がら基本的なことから勉強していきます。サプリ

イドラインを詳しくご講演いただきました。ハイ

メントの知識を整理して「モヤッと」を「スッキ

リスク薬が設定されて以来、加算に見合うだけの

リ！」に変えましょう！（ネタが古い）

説明を試行錯誤で工夫してきましたが、まだまだ

ハイリスク薬』のテーマで開催し

そして２月13日（日）は定番と言ってよいで

不十分と感じ、勉強しなければと痛感しました。

しょう。東京大学医学部附属病院臨床試験部・青

第14回研修会は平成23年２月19日（土）の予定

木敦先生をお招きして定例勉強会を行います。毎

です。演題は未定です。次に平成22年11月28日

回「くすり」にしっかりとスポットを当て、薬剤

（日）日帰り旅行で大久野島に行きました。大久

師として「知っているとピン！とくる」知識が身

野島は、海と山の豊かな自然や、歴史的な建物が
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点在する一周4.3キロの小さな島で、かわいいウ

今少し時期が早すぎたようですが、美味しい昼ご

サギ達が出迎えてくれます。私は30年前にたこ会

飯に満足し、かわいいウサギに癒された一日でし

席を食べにいったことがあります。その時は歴史

た・・・人参を持参すると、ウサギさんから喜ば

的な建物はあるものの国民休暇村として遊びに行

れます。

きました。今回、大久野島について平和学習をし

会員の皆様、恒例の新年会を開催します。日時

ていることを聞き、竹原から講師に来てもらいま

など詳しくは追って連絡しますが、新しい年の始

した。島の歴史は決して心地よいものではないけ

まりをともにお祝いしたいと思います。どうぞお

れど、平和の大切さを再確認するには風化させて

気軽にご参加下さいますようご案内申し上げま

はいけないことと思いました。さて今回は蛸には

す。
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る、処方の中でも少し変わった煎剤を製剤する予

広島漢方研究会

定です。（処方名がすぐに頭に浮かぶ方はかなり

11月月例会での薬局製剤実習について

もし「生薬に触れてみたい」「実際に薬局製

努

剤を作ってみたい」という方がおられましたら、

11月の月例会において薬局製剤実

オープン参加も可能（参加費3,000円・薬剤師研

習を行いました。「五苓散の処方解

修シール３点）です。参加されてみてはいかがで

説と製剤実習」と題して、実際に漢

しょうか。詳細は広島漢方研究会事務局までお問

理事長

鉄村

の漢方通！）

方薬局で製剤している佐々木伸忠先生を講師とし

い合わせください。

て、会員の方々と一緒に五苓散（散剤）を製剤し

広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局

ていただきました。

℡：０８２－２８５－３３９５

最初に、五苓散について古典や解説文献を読み
病理及び効能効果を学習しました。五苓散は体内
の水分代謝を改善し、浮腫や小便不利、胃腸病に
よる嘔吐・下痢などに有効な処方です。処方につ
いて学んだ後に製剤実習に入りました。実習では
まず、桂枝を刻む（写真）ところから始まりまし
た。気剤である桂枝は香りが抜けてしまうと薬効
が落ちるため、「刻み生薬」を使用せず板状の桂
枝を裁断機（押し切り）で刻みました。会員が交
代で指を切らないように慎重に裁断していました。
次に桂枝を含めた５種類の生薬（沢瀉・茯苓・猪
苓・白朮・桂枝）を台湾製の大型粉砕機で粉砕し
ました。出来上がった散剤は、通常市販されてい
る五苓散の製品よりも香りが高く非常に良質な製
品が出来たと思います。
最後にヒートシーラーを用いて分包して、薬局
製剤「五苓散」が出来上がりました。会員の方々
も興味津々、楽しんで実習されていました。
広島漢方研究会では、毎月の勉強会のうち年４
回薬局製剤実習を実施しています。薬局製剤と
して煎剤・丸剤・散剤・軟膏剤など計212処方が
許可されており、今まで八味地黄丸（丸薬）、桂
枝湯（煎剤）、当帰芍薬散（散剤）、紫雲膏（軟
膏）をはじめ様々な製剤の実習をしてきました。
来年は３月と５月（後半は未定）に製剤実習を
予定しています。３月の実習では、３種類の生薬
を煎じた後に阿膠（あきょう）と卵黄を加えて作
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予

告

「2011年

ドーピング防止活動研修会」の開催について

薬剤師業務の一つとして、ドーピング防止活動への関わりが求められて
います。
また、2011年10月には、山口県での国体（第66回国民体育大会「おいでませ！山口国体」・第11
回全国障害者スポーツ大会「おいでませ！山口大会」）開催も予定されており、近隣県として、薬剤師
の専門的知識が求められる場面があるかもしれません。
折角の機会ですので、このスポーツファーマシスト制度を広く知っていただき、標記の研修会を次の
とおり開催いたします。（この講習だけでは、スポーツファーマシストして認定はされませんのでご了
承ください。）
開催日時：平成23年１月３０日（日）  午前１０時～１２時
開催場所：広島県薬剤師會館
参 加 費：県薬会員

４Fホール

無料（非会員

2,000円）

なお、「スポーツファーマシスト実務講習会」受講対象者の方は、JADAのHPをご参照ただき、各
自で実務講習申込みを行って講習会を受講して下さい。
日本薬剤師研修センター認定シール１単位（申請予定）


【返信ＦＡＸ：（０８２）２４９－４５８９】



（担当職員：吉田）

※１月17日（月）までに返信してください。

「2011年

ドーピング防止研修会」

支部名：

薬局名：

参加者名：

電話番号：（

）

－
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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22年１１月末現在 1,137名（内更新５１０名）
開催日時

研修内容・講

師

開催場所

主催者
問い合わせ先

1月9日（日）10：00～15：00 広島県薬剤師会館
広島漢方研究会月例会
新年シンポジウム １０：００
テーマ「うつについて漢方でどのように対処するか！」
シンポジスト：山崎正寿 勝谷英夫 吉本悟 菊一瓔子 その他
午後１時より会場を移し新年互礼会
1月１２日（水）１９：００～２１：００ 安芸区民文化センター
安芸支部第4回シリーズ別研修会
テーマ「勤労者の精神疾患について」
演題：「勤労者うつ病と職場復帰」（仮）演者」
鎗田圭一郎先生

鎗田労働衛生コンサルタント事務所
座長： 栗原 寛治先生 あきクリニック 院長
１月１３日（木）１９：００～２１：００ サンピア・アキ
第109回生涯教育研修会
演題：「熱傷の外用治療法について」
－エビデンスを踏まえた外用薬の選び方－
講師： 間所 直樹先生 マツダ病院皮膚科

その他
（参加費等）

2

会員外参加（オープ
ン参加）3,000円
懇親会は会員のみ
の参加です。

1

会費：無料

広島漢方研究会
テツムラ漢方薬局
０８２－２３２－７７５６

安芸地区医師会・
（社）安芸薬剤師会・
ファイザー共催
所長

認定

（社）安芸薬剤師会
282－4440

（社）安芸薬剤師会
282－4440

1

会費：１０００円

１月１４日（金） １９：３０～２１：００
福山大学宮地茂記念館９階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－
１月演題：アトピー性皮膚炎に対する漢方薬の応用（２）
講
師：小林宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）
テキスト：病態からみた漢方薬物ガイドライン
（岡村信幸著：京都廣川書店）

福山大学薬学部
084－936－2112（5165）

1

受講料：500円
（事前予約不要）
アクセス： 福山
駅北口徒歩１分
（駐車場はありま
せん）
どの時期から参加
しても非常に分か
り易いと評判の研
修会です。

１月１５日（土）１５：００～１７：００ 広島県薬剤師會館４Ｆ
薬事情報センター定例研修会第432回
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介「高脂血症治療剤 ベザトールSR錠」

キッセイ薬品工業株式会社
3）特別講演 「脂質異常症治療の最近の話題～中性脂肪の意義
とその調節」

広島大学病院 総合内科・総合診療科教授 田妻 進先生

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082－243－6660

1

参加費：1000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。

三原薬剤師会
0848－61－5571

1

非会員会費：1000円

（社）安芸薬剤師会
282－4440

1

会費：無料

１月１９日（水） １９：００～２１：００ 三原医薬分業支援センター
第10回 三原支部研修会
「イナビル吸入粉末20ｍｇについて」第一三共株式会社
「ロゼレム錠について」「エカード配合錠について」
武田薬品工業株式会社 担当 高橋 勇樹
２月３日（木）１９：００～２１：００ サンピア・アキ
第18回OTC研修会
演題：「これからの第一類」（仮）講師：未定
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開催日時

研修内容・講

師

開催場所

主催者
問い合わせ先

認定

その他
（参加費等）

２月４日（金）１９：３０～２１：００
福山大学宮地茂記念館９階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－
２月演題： 痛みに対する漢方薬の判別点
講
師： 小林宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）
テキスト： 病態からみた漢方薬物ガイドライン
（岡村信幸著：京都廣川書店）

福山大学薬学部
084－936－2112（5165）

1

受講料：500円
（事前予約不要）
アクセス：福山駅北
口 徒 歩１分（ 駐 車
場はありません）
どの時期から参加
しても非常に分か
り易いと評判の研
修会です。

２月１２日（土）１５：００～１７：００ 広島県薬剤師會館４Ｆ
薬事情報センター定例研修会第433回
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介「フォルテオ皮下注キット600μg」(仮）
日本イーライリリー株式会社
3）特別講演「骨粗鬆症の最新治療」
広島市立広島市民病院 リウマチ・膠原病科 部長 河島 昌典先生

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082－243－6660

1

参加費：1000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。

２月１６日（水）１９：００～２１：００ 三原医薬分業支援センター
第11回 三原支部研修会
HMC（home medical care）4回シリーズ（第4回）
「在宅患者の栄養管理 パート2」アボットジャパン株式会社
共催：株式会社アステム

三原薬剤師会
0848－61－5571

1

非会員会費：1000円

2

参加費：1500円
（神戸薬大同窓会
会員：1000円、学
生：無料） 申込
みは名前、出身大
学、勤務先、連絡
先をご連絡くださ
い。

２月２７日（日）１３：００～１６：００ 広島市南区民文化センター
ひろしま桔梗研修会
講演１.『自己血統測定機の機能と取扱いについて』
～実際に体験してみましょう～
講師：（株）テルモ広島統轄支店主任 錠 佳男先生
講演２.『薬剤師とバイタルサイン ～次世代型薬剤師の新たな
ツール～』 『バイタルサイン採取の実際（体験版）
～脈拍測定とSpO2測定～』
講師：医師・ファルメディコ（株）代表取締役 狭間研至先生

神戸薬科大学エクステン
ション事業 広島生涯研
修企画委員会
090－7507－3902（倉田）

３月１１日（金）１９：３０～２１：００
福山大学宮地茂記念館９階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－
３月演題： 漢方薬の不妊症に対する対応法
講
師： 小林宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）
テキスト： 病態からみた漢方薬物ガイドライン
（岡村信幸著：京都廣川書店）

福山大学薬学部
084－936－2112（5165）

1

受講料： 500円
（事前予約不要）
アクセス：福山駅
北口徒歩１分（駐
車場はありませ
ん）
どの時期から参加
しても非常に分か
り易いと評判の研
修会です。

３月１２日（土）１５：００～１７：００ 広島県薬剤師會館４Ｆ
薬事情報センター定例研修会第434回
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介
3）特別講演「未定」

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082－243－6660

1

参加費：1000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。

三原薬剤師会
0848－61－5571

1

非会員会費：1000円

３月１６日（水）１９：００～２１：００ 三原医薬分業支援センター
第12回 三原支部研修会
「ビクトーザ皮下注18ｍｇの安全情報について」
ノボルディスク ファーマ株式会社 担当 小渕 敬史
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原田

修江

褥瘡治療薬（ドレッシング材）の特徴と選び方
ドレッシング材には、創面の湿潤環境の保持、壊死組織の自己融解・排除の促進、疼痛緩和、汚染防
止などの効果があります。
急性期（発生直後の約１～３週間）の褥瘡は、創面の状態が多様に変化し、創傷の進達度の判定も困
難です。また、瘡面やその周辺皮膚は脆弱で、外力が加わると皮膚剥離や出血などが容易に生じます。
そのため、ドレッシング材は、創の状態が頻回に観察できるように透明性が高く、非固着性あるいは粘
着力の弱いドレッシング材が推奨されます。
慢性期（発生から３週間以上経過）の褥瘡は、浅い褥瘡（発赤、水疱、びらん・浅い潰瘍）と深い褥
瘡とで対応が異なります。発赤、水疱のある浅い褥瘡では創を保護することが治療の中心となるため、
ポリウレタンフィルムや透明で薄いハイドロコロイドが推奨されます。水疱が破れた場合や、びらん・
浅い潰瘍では、ハイドロコロイド、キチン、ハイドロジェル、ハイドロポリマー、ポリウレタンフォー
ム等が推奨されます。一方、深い褥瘡では、創の状態により表１のような選択基準が示されています。
創面を閉鎖して創面に湿潤環境を形成する場合はハイドロコロイドを、乾燥した創を湿潤させる場合は
ハイドロジェルを、滲出液を吸収し保持する場合はアルギン酸塩、キチン、ハイドロファイバー、ハイ
ドロポリマー、ポリウレタンフォーム等が推奨されます。表２に各ドレッシング材の特徴等を示します。
ドレッシング材の使用に際しては、創の深さ（D）や大きさ（S）、滲出液（E）の量、壊死組織
（N）、炎症/感染、ポケット（P）等の有無（I）、良性の肉芽組織の割合（G）を評価し、病態に適し
たものを患者の使用感やQOLを考慮して選択することが大切です。
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表２

ドレッシング材の特徴と使用上の注意点
・透明～半透明のポリウレタンフィルムに、接着剤をつけたもの（接着剤によるかぶれに注

ポリウレタンフィルム

意）
・透明で柔軟性があるため、どのような皮膚にも貼付可能で創面の観察も可能
・フィルム自体は吸収性がないため、滲出液のある創傷への直接貼付はできない
・他の非固着性ドレッシング材の固定用としても使用可能
・水蒸気や酸素は通すが、水や外界物質（細菌など）は通さない
・感染創への使用はできない
・発赤部位への予防的使用により、貼付した皮膚の摩擦力低下が報告されている
・予防的あるいはⅠ度の褥瘡に使用する場合は、剥がれるまで、あるいは創が治癒するまで
貼付可能だが、最長７日を目安に交換する
・親水性コロイド粒子を疎水生ポリマーが取り囲んだ粘着面と、ポリウレタンフィルム等の
耐水性の外面からなる閉鎖性のドレッシング材
・滲出液を吸収してゲル状になり適切な湿潤環境を形成するとともに、外界からの水分、細

ハイドロコロイド

菌などの侵入を防ぐ
・シート状（薄いタイプと標準の２種類）とペースト状があり、薄いタイプは半透明なた
め、貼付部を観察できる
・滲出液でゲル状になるため、創面に固着せず交換時に二次損傷を起こしにくい
・創周囲の健常皮膚を２～３cm覆う大きさが必要（ペーストは創内に充填する）
・ゲルが漏れる前に交換（浸出液の吸収力が弱いため、滲出液が多く毎日交換が必要な創へ
の使用は不適）
・滲出液が少なくなれば交換頻度を延ばしてよいが、最長７日まで
・剥離時は肉芽組織を損傷しないよう注意する。創内に残っているゲル残渣は無理に除去す
る必要はない（二次損傷予防のため）
・ベニズワイガニの甲羅から抽出したムコ多糖類の一種であるキチンを成分とする

キチン

・肉芽形成促進、鎮痛、止血効果がある
・生体分解性（リゾチーム等の体内酵素により分解する)で、基本的には交換不要
・滲出液の吸収性が高く、滲出液を吸収しても溶解せず創部に密着する
・分泌物が多いと創面が黄緑色を呈することがある
（必要に応じてドレッシング材を交換し、細菌検査を行う）

アルギン酸塩

・海藻に由来するアルギン酸を共有結合架橋したゲルをスポンジ状に乾燥したもので、滲出
液を吸収して柔らかく透明性のあるゲル状になる
・シート状、リボン状、ロープ状がある
・創部の湿潤環境を維持して治癒を促進、また、疼痛緩和、止血作用もある
・粘着性、閉鎖性はないため、ガーゼ、フィルム材等の二次ドレッシング材で固定
・ガーゼまたはフィルム材に滲出液がしみ出したら交換する
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ポリウレタンフォーム

・非固着性ポリウレタンネットの創部接触面、高い吸水性の親水性フォーム層、水や外界物
質（細菌など）を通さない背面フィルムの３層構造
・シート状とキャビティ用がある
・吸水性が高いため、滲出液の多い創傷に適している
・非固着性のため、脆弱な皮膚にも使用可能
・創周囲の健常皮膚を1.5～3cm 覆う大きさが必要
・滲出液が創縁から1cmに達したら交換する
・キャビティ用は空洞創に詰め込み過ぎると、滲出液で膨張して創を悪化させる恐れがある
・浸水部分を持つ不溶性架橋ポリマーで、大部分は水で構成される透明～半透明のジェル状
ドレッシング材（シート状もある）

ハイドロジェル

・湿潤環境を維持して治癒を促進、また、冷却作用により炎症を軽減し、疼痛を緩和する
・乾燥した壊死組織に水分を与えることで、自己融解を促進する
・非固着性のため、脆弱な皮膚にも使用可能
・感染創や滲出液の多い創には不適
・壊死組織除去の目的で使用する場合は、早めに交換し、３日以上は連用しない
・乾燥すると半硬性になり剥離しにくいため、肉芽を傷つけないように生理食塩水等で湿ら
せながら除去する
・カルボキシメチルセルロースナトリウムからなる高吸収性繊維

ハイドロファイバー

・浸出液を吸収してゲル化し、湿潤環境を維持、肉芽形成を促進する
・細菌などを含む滲出液を内部に閉じこめ、創部への逆戻りを抑える
・水分を繊維の縦方向に吸収し、横方向への広がりを抑えるため、創傷周囲皮膚の浸軟を予
防する
・銀含有製材は銀イオンを放出し、滲出液に含まれた緑膿菌、MRSA、バンコマイシン耐性
腸球菌等、創傷部位に一般的にみられる細菌に対して抗菌作用を発揮
・ポケット内に使用する場合は、深く挿入したりポケットを圧迫しないように注意する
・創部に固着しにくいゲルを形成するため、除去しやすく、交換時の二次損傷をおこしにく
い

ハイドロポリマー

・吸収パッド（ハイドロポリマー）、不織布吸収シート、カバーフォーム（ポリウレタン）
の３層構造からなり、過剰な滲出液を吸収すると吸収パッドが膨らんで創部にフィット
・滲出液はハイドロポリマーに取り込まれ逆流しないため、創傷周囲皮膚の浸軟を予防する
・中央の吸収パッドが創傷よりも大きいサイズを使用する
・滲出液がパッド部の末端に確認されたら交換する

〈参考資料〉 ・褥瘡予防・管理ガイドライン（2009年版）・現場の疑問に答える褥瘡診療Ｑ＆Ａ（中外医学社）
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お 薬 相 談 電 話 事 例 集 No.68
最近の新しい抗うつ剤はどのように効きますか
うつ病には、セロトニン（5-HT）およびノルアドレナリン(NA)神経終末における5-HTやNAの欠乏、
それに伴う受容体の感受性亢進が関連していると考えられています。抗うつ薬の主要な作用部位は、前
シナプスの神経細胞にある、①5-HTトランスポーター、②NAトランスポーター、③アドレナリンα2
受容体です。後シナプスにあるα1、H1、M1受容体をどの程度阻害するかで眠気や口渇、便秘などの副
作用の種類や強さが決まります。
フルボキサミン、パロキセチン、セルトラリンなどの選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)は、
前シナプスの5-HTトランスポーターを選択的に阻害してシナプス間隙の5-HT量を増やします。三環系
抗うつ薬と比べてα1、H1、M1受容体を介する副作用が少ないことが特徴です。
ミルナシプラン、デュロキセチンなどのセロトニン･ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI）は
前シナプスの5-HTとNAのトランスポーターを同程度阻害して抗うつ作用を示します。NA神経系にも
作用していることから効果発現がSSRIより早く、意欲を高める作用を期待できます。
ミルタザピンはNA作動性・特異的5-HT作動性抗うつ剤（NaSSA）という新しい分類に属します。
その作用機序は、シナプス前α2自己受容体およびヘテロ受容体に対して拮抗作用を示すことで、神経
終末からの5-HTおよびNA放出を増加させます。さらに5-HT 2および5-HT 3受容体を阻害するため、
5-HTの神経伝達は増大し、主に5-HT1受容体が活性化されます。ミルタザピンには5-HTやNAの再取
り込み阻害作用はありません。有害事象として、軽度で一過性の鎮静、傾眠、口渇などの報告がありま
す。
最近の研究では、シナプス間隙での5-HTおよびNA濃度の上昇に加えて、抗うつ薬がセカンド
メッセンジャー系（アデニレートサイクレース系）を介して、脳神経栄養因子（brain-derived
neurotrophic factor：BDNF）を誘導して海馬歯状回での神経幹細胞の分化を促進することが抗う
つ薬効果発現の1因子と考えられるようになっています。うつ病患者では精神的健常人に比べて血中の
BDNF濃度が低く、in vitro試験で抗うつ薬が海馬の神経幹細胞の分化を促進することが確認されてい
ます。

図２．精神症状と各神経伝達物質との関連性

図１．抗うつ薬の作用機序（仮説）
【参考資料】薬局増刊号61(4)2010，NIKKEI Drug Information2010.09，臨床薬理37(5)2006
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医薬品・医療機器等

安全性情報

3KDUPDFHXWLFDOV
DQG
0HGLFDO'HYLFHV
6DIHW\,QIRUPDWLRQ

・

1R

厚生労働省医薬食品局

No.２７３

目次

1．医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制
度について ……………………………………………………………………………………８

医薬品・医療機器等

3KDUPDFHXWLFDOV
2．平成21年シーズンの新型インフルエンザ予防接種後副反応
DQG
0HGLFDO'HYLFHV

………………………………………………………………14
報告のまとめについて
6DIHW\,QIRUPDWLRQ

安全性情報



1R

 厚生労働省医薬食品局
……………………………………………………17
３．重要な副作用等に関する情報
1インフルエンザHAワクチン，A型インフルエンザHAワクチン（H1N1株），乳
濁A型インフルエンザHAワクチン（H1N1株），乳濁細胞培養A型インフルエン
ザHAワクチン（H1N1株） …………………………………………………………17
2サリドマイド……………………………………………………………………………22

……………………………………………………25
４．市販直後調査の対象品目一覧

（参考資料）
平成２１年度の季節性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

…………28
（ワクチン副反応検討会の結果）

No.２７４

目次

1．重要な副作用に関する情報 …………………………………………………………３
1アダリムマブ（遺伝子組換え）……３
2エルロチニブ塩酸塩 ………………５
3ゲフィチニブ ………………………９
4ゴセレリン酢酸塩 …………………13
5コハク酸ソリフェナシン …………17

6ビカルタミド，フルタミド ………21
7ペメトレキセドナトリウム水和物
…………………………………………22
8リュープロレリン酢酸塩……………26

２．使用上の注意の改訂について（その220）
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

アルグルコシダーゼアルファ（遺伝子組換え）他（22件）

………………………………29
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/）

……………………………………………………37
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。

３．市販直後調査の対象品目一覧

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。
平成22年（2010年）9月
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/）
厚生労働省医薬食品局
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。

◎連絡先

｛

03-3595-2435（直通）
平成22年
（2010年）
10・11月
☎
〠100-8916 東京都千代田区霞が関１−２−２
厚生労働省医薬食品局03-5253-1111（内線）2755、2753、2751

厚生労働省医薬食品局安全対策課
◎連絡先

〠100-8916

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

（Fax）03-3508-4364

｛

☎

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

（Fax）03-3508-4364
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「セレン」についてのお話

城﨑

利裕

新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、今年一年が良い年となりますようお
祈り申しあげます。
さて、検査センターにおきましても新年を迎え、気持ちも新たに検査業務に取り組んでいく所存でご
ざいます。引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
今回の検査センターだよりは、「セレン」について述べて参りたいと思います。
セレンは原子番号 34 の元素で、元素記号は「Se」、酸素族の一つです。
【用途】
古くからガラス、窯業方面で使用されてきましたが、それに加えて、電気化学的特性から半導体材
料、光電池などに利用されています。
また、プラスチック、インク、塗料などの顔料のほか、合金、ゴム工業、殺虫剤等の薬剤や各種工業
部門に広く利用されています。
【環境】
セレンは自然界に広く存在し、硫化物あるいは硫黄鉱床にかなりの量のセレンが含有されています。
地殻中には、0.05mg/kg程度存在しているといわれています。
また、自然水中に含まれることもありますが、その多くは鉱山廃水、工業廃水などの混入によるもの
です。
一般的には食品から摂取され、その量は野菜や果物ではごくわずかですが、穀物、肉、海産物には多
くの量を含んでいます。
【人体への影響】
セレンは生体微量必須元素でグルタチオンペルオキシダーゼの構成成分であり、体内で生成する有害
な過酸化物の代謝に関与しています。
毒性としては、セレン化合物の職業上の蒸気暴露により、粘膜の過敏、気管支炎、高熱、嘔吐などが
みられます。二酸化セレンの場合、汗と反応して皮膚に重度の火傷を起こすことがあります。
代謝としては、消化管からの吸収が高く、セレノシステインとしてタンパク質に組み込まれます。吸
収されたセレンは、速やかに各臓器に分布して、50～70%は尿中に排泄されます。
最近では、セレンが、がん細胞に対し直接作用することによる、栄養血管の切断、免疫環境の強化な
どの抗がん効果も期待されています。
【検査】
水質検査において、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令101号)の検査項目中に含まれてお
り、基準値として0.01ppm以下と規制されております。
セレンを含む水質検査は、当センターでも実施しております。是非、お気軽にご相談ください。
参考文献：上水試験方法2001（解説）
セレンクリニックのＨＰ
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ひろしま桔梗研修会

漢方定例研修会報告
神戸薬科大学エクステンション事業
広島生涯研修企画委員会

井上

珠枝

日時：平成22年11月6日（土）
場所：広島国際会議場
11月６日（土）、国際会議場にて、平成22年度
第３回研修会を開催しました。
テーマの「糖尿病の漢方治療」については、ツ

に、「連珠飲」など名前のついている有名な「合
方」をいくつか紹介され、それが有効であった症
例をあげて解説して下さり、臨床から遠い薬局薬

学術課課長の村田亮子先生に、

剤師にとってとても勉強になりました。また、漢

「漢方との出会い～女性ストレス疾患と漢方～」

方単独ではなく、西洋医学との併用療法が劇的に

については、２年前大好評だった、センプククリ

効果をしめした症例、さらにPTSDや、パニック

ニック院長

障害の急性期、慢性期の処方を、腹診をふまえて

ムラ広島支店

千福貞博先生に大阪からお越しいた

だいての講演となりました。

解説してくださいました。現代、このストレス社

糖尿病の漢方治療については、血糖降下作用で

会のなかで、漢方を的確に使えば、そのつらい症

はなく、糖尿病の進行とともに現れてくるさまざ

状から多少なり脱することができるのであれば、

まな症状、つまり、合併症の漢方治療について、

腹診は無理でも、薬剤師として、漢方薬をもっと

肥満傾向にはじまり、神経障害とそれによる痛

知っておかねばならないのではと思いました。

み、網膜症や腎症など、主要症状に応じての選択

これからも、研修会をより充実させるよう役員一

を薬理作用もふまえて解説していただきました。

同努力いたしますので、ご意見ご要望など、ご遠

漢方薬は、西洋薬との併用療法、インスリン依存

慮なくお聞かせください。皆様の研修会への参加

型では合併症予防目的での併用として位置づける

を心よりお待ちしております。

ということでした。
「漢方との出会い～女性ストレス疾患と漢方
～」については、前回に引き続き、漢方を使う上
で最初に必要な情報を入手するための腹診の説明
がありました。その腹症の９つのポイントとそれ
に対応する生薬または漢方を、その腹症をたより
に使ってみて有効であった症例から、腹診が体全
体の病状の状態をあらわすこと、また、治れば廃
薬できるということでした。女性ストレス疾患に
ついては、舌診による水毒の有無、脈診による水
毒（滑）と瘀血（渋）の見分け方の説明があり、
フワッとするめまい、回転性のめまい、低血圧を
ともなったり、瘀血のある場合のめまいなど、ど
の漢方を選択するか説明されました。今回は特
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神戸学院大学薬学会広島支部
平成22年度研修会報告
安長

和幸

日時：平成22年11月27日（土）
場所：広島県薬剤師會館
11月27日に、広島県薬剤師會館にて、「薬剤師

セスメントも含めて）」、と言う演題で、川添先

に必要な患者アセスメントとは？」、と言うタイ

生が講演されました。その中で、実際に薬剤師が

トルで、平成22年度神戸学院大学薬学会広島支部

チェックできるポイントとして、橋本先生（患者

の研修会が行われました。

役）の協力で、実演されました。「こんにちは」

講師は、己斐ヶ丘病院の橋本洋子先生と、くろ

の挨拶と、数秒の握手で、表情・皮膚の状態・認

しお薬局グループの川添哲嗣先生です。お２人と

知度・振戦・匂いなど、短時間でたくさんの情報

も、神戸学院大学の卒業生です。面識はありませ

が得られる事がわかりました。この時、橋本先生

んが、活躍されている先輩方なので、当日の講演

は、アドリブで無表情な患者役をされ、息の合っ

を心待ちにしていました。

たやり取りをされていました。

最初に、「ケアプラン作成に必要な薬学的管理

お２人の講演で共通していた、「見る」と「視

の視点」と言う演題で、橋本先生が講演されまし

る」の違い。ただ「見る」だけでなく、しっかり

た。

「視る」。簡単に始める事ができるので、しっか

私の勤務している薬局は、内科と小児科がほと
んどで、普段あまり目にする機会のない、精神科
の話が聞けたので、良い勉強になりました。

りと実践していこうと思いました。
日程の都合が合わず、ここ数年広島支部の研修
会に参加できませんでしたが、今回とても有意義

中でも印象に残っている事は、薬の剤型選択を

な時間を過ごす事ができました。研修会の後は、

患者さんと相談しながら決めるため、薬によって

講師の２人も参加され、懇親会がありました。研

は全ての剤型を揃えている、と言われた事です。

修会とは違う楽しさがあり、あっと言う間に時が

在庫管理や調剤ミス防止のため、多種の剤型を扱

過ぎていきました。

いたくない、と思っていましたが、剤型選択を相

研修会は卒業生以外にも開放されていますの

談する事で得られる患者情報も多々あるので、今

で、次回は皆様も参加されてはいかがでしょう

後、現場で聞き取り等してみようと思いました。

か。

次に、「薬剤師に必要なスキル（フィジカルア
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ひろしま桔梗研修会のご案内
近年、薬剤師のバイタルサインチェックの意義について議論が高まりつつあります。
患者さんのために、より一層の情報提供や情報収集、薬学的介入が必要とされています。
そのために、法令遵守を最優先にしつつも、いろいろな医療機器の進歩の恩恵を最大限に活用し
て、
積極的に患者さんへのボディタッチを行っていくべきだ、と外科医の狭間先生が薬剤師にエー
ルを送って下さいます。今回は、実際に脈拍と SpO2 の測定をしてみましょう。

平成23年２月27日㈰

日 時：

受付

場

13：00～16：00

12：30～（認定２単位）

広島市南区民文化センター

所：



３Ｆ 大会議室

広島市南区比治山本町16-27

テーマ：

講演

℡ 082－251－4120

１． 『 自己血糖測定器の機能と取扱いについて 』
～実際に体験してみましょう～



２．『

講演



(株）テルモ

13：00～13：30

広島統轄支店主任

錠

佳男先生

薬剤師とバイタルサイン
～次世代型薬剤師の新たなツール～ 』

13：40～15：10

『バイタルサイン採集の実際（体験版）
～脈拍測定とＳｐＯ２測定～』






15：20～16：00
医師・ファルメディコ株式会社代表取締役
狭間 研至先生

参加費：1,500円（神戸薬大同窓会会員

1,000円）

申込み：下記のメールアドレスへ、氏名、連絡先、出身校を記載して下さい。
d-hiro@kobepharma-u.ac.jp

（締切



２月18日）

※当日若干名は受付可能です

主 催：神戸薬科大学エクステンション事業
問合せ：倉田

薫

広島生涯研修企画委員会

０９０－７５０７－３９０２

森川薬局対厳山店

０８２９－５６－１９１３

『 薬剤師が知っておきたい糖尿病について
・ インスリン自己注射指導のロールプレイ（ワークショップ）』
講師：水島協同病院薬剤師

糖尿病療養指導士
大西 順子
先生
日時：平成 23 年６月１2 日 ( 日 ) 13：00 ～ 16：00
場所：未定
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〜薬剤師
の休日〜
〜薬剤師の
休日〜

第1回安芸太田88㎞マラソンに参加して
東広島支部

島崎

一郎

９月19日㈰に広島県初となるウルトラマラソン「安芸太田しわいマラソン」に参加しました。しわい
とは地元の方言で、「厳しい」、「つらい」の意味だそうですが、安芸太田町の美しい自然とタフな地
形をフルに生かした高低差８５４ｍのコースはドライブするには最高、マラソンをするには過酷という以
外、表現のしようがありませんでした。当日の気温は早朝17℃、午後32℃という寒暖差の激しい天候
でしたが、県内外から参加した２１９（女性２０人）人は午前5時半、温井ダムをスタートし、深入山、三
段峡、恐羅漢山を巡るコースに挑戦し１６０人が完走しました。制限時間は13時間の設定で、50kmを越え
たあたりから関門が設定されています。ウルトラマラソンは自分の肉体（特に大腿部とふくらはぎの
筋肉）がゴールまで動くように、配分して走ることが重要です。私の場合、５０㎞までを5時間、残りの
３８㎞を５時間という設定にしました。この日は体調もよく２０㎞くらいまではすこぶる快調で、景色を見
るゆとりもありましたが、５０㎞までに７００ｍ上るため、徐々に大腿部に疲労が蓄積し、５２㎞地点で5時
間31分の通過となりました（ほぼ予定通り）。ここからは、一気に７００ｍ下るため、気を抜くと足が勝
手に進んで転倒してしまいます。そのため、踏ん張って走る必要があり、上り以上に筋肉疲労は大です。
そんなこんなで、何とか後半の３０㎞を4時間20分で走り、残り５㎞を残し、ここまでの８３㎞を9時間50
分と10時間台でのゴールは確実と思われました。しかししかし、ここから筋肉のけいれん、関節の痛み、
など至る場所が悲鳴を上げ、残り５㎞に1時間かかりまし
た。結果は11時間5分18秒で総合74位、50歳以上の部で24
位でした（完走できたので満足）。翌日、ゴルフをしたの
ですが、身体中が痛くて力が入らなかったためか、球が曲
がらず、良いスコアがでました。ゴルフ好きの皆さんもぜ
ひお試しください。
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16

第二中学

★

中野町保育所

初鹿内科医院

中野

町ラ

ンプ

三原

2

多森薬局

55

田渕歯科医院

三原市中之町２－１－23
昭和54年12月25日開局

バイ

パス

昭和54年暮れの開局当時の、三原地区の状

の処方せんの受け入れによる備蓄薬品の管理

況は、歯科医師会と連携が非常に良く、歯科

（ジェネリック薬品も含む）そして、次代の

を中心の面分業が進んでいました。私の薬局

流れと共にＩＴ化によりレセコンの普及やレ

では、昭和55年１月より、近所の内科医療機

セプトオンライン化などパソコンに馴染みの

関の処方せんを受けての調剤の始まりでした。 ない世代にとっては苦労の連続でありました。
開局以来処方せんの受け入れの歴史を振り

又、開局当時が、まだ一般薬が比較的に売

返ると、昭和60年代では、老人・社保本人等

れていた良き時代であったが、平成の時代と

の自己負担は０割であった為、そこそこの処

共に、一般薬が売れない冬の時代の到来とな

方せんを受け入れていました。平成の時代に

り、一般薬の期限切れの管理に苦労がたえな

入ってから、患者の自己負担割りが増加にな

い日々が続いています。

るにつれ、少しずつ処方せんの受け入れ枚数

日常の業務をして行く内で、喜ばしい事は、

も減少傾向になりつつあったが、三原地区で

患者様から「体調が良くなって有難う」とい

は、平成13年４月より三つの広域病院（三

う感謝の言葉を聞く事が、開局して良かった

原医師会病院・三原赤十字病院・三菱三原病

と感じる時である。

院）の全面分業開始により、三病院の処方
せんが市内各薬局へ少しずつ拡がる事にな

趣味は、アカデミックな趣味はなく、あえ
てあげれば無芸大食（酒）です。

り、各薬局の三病院の備蓄薬の問題が出てき

これからも、地域に根づいた、住民の方々

た。各薬局の備蓄薬品に対応するには、平成

から感謝される様なそして時代に即した仕事

８年に開所した三原医薬分業支援センターの

が出来る薬局でありたいと願いながら頑張り

備蓄薬部門から、配送係りによる、１錠でも

たいと思います。

配送してもらえるシステムは、受け入れ薬局
にとって非常に有難く、大変助かっています。
このシステムを導入出来たのは、玉浦元会
長・松尾前会長が、築かれた三原薬剤師会の
すばらしい基盤のおかげだと、会員一同深く
感謝致しております。（写真の若い美人の人
が、配送係りです。）
少しずつですが、いろいろな医療機関から
次回は、東広島薬局さんです。
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日本薬剤師国民年金基金

ご加入のおすすめ

老後の年金は国民年金（基礎年金）だけで十分ですか？
※国民年金･･･月額約66,000円（平成22年度の額）

国民年金基金への加入で安心とゆとりをプラス！
当基金にご加入できる方は、薬局、店舗販売業、配置販売業又は卸売販売業（既存の一
般販売業・薬種商販売業を含みます。）に従事されている国民年金加入者（国民年金第一
号被保険者）の方です。
■上記の加入資格要件を満たしていれば・・・
○事業主（経営者）の方のほか、家族従業員・従業員の方もご加入できます。
○薬剤師の資格を有していなくてもご加入できます。
○薬剤師会会員でなくてもご加入できます。

国民年金基金には、公的年金ゆえの税制上の優遇措置があります。
○納めた掛金は全額、所得控除（社会保険料控除）の対象となりますので、
所得税・住民税が軽減できます。
○受け取る年金には、公的年金等控除が適用されます。

各種年金制度の比較

新規加入者に
係る予定利率

税制上の取扱い

掛金・
保険料

国民年金基金

一般の個人年金
（生命保険会社・かんぽ生命）

薬剤師年金

1.75％

1.5％＋α

1.5％

全額が社会保険料控除の
対象となる
（最高で年間81万6千円ま
で所得控除できる）

最高で年間5万円（地方税
は3万5千円）まで所得控
除（生命保険料控除）で
所得控除はできない
きる
（保険料支払10年以上の
場合）

雑所得として課税される
受け取る が、公的年金等控除が適 利息相当部分は雑所得と
年
金 用され、税金が大幅に軽 して課税される
減される

利息相当部分は雑所得と
して課税される
（掛金支払１年以上は元
本保証）

お申し込み・お問い合わせ先

日本薬剤師国民年金基金

〒160-0004

東京都新宿区四谷３－３－１ 富士・国保連ビル８階
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－５７００３６
電話番号 ０３（３３５２）７５５８
FAX番号 ０３（３３５２）７２５７
ホームページ http://www.pha.jp/nichiyakukokki/
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「薬剤師のための臨床検査の知識
編

者：池田

発

行：株式会社

判

型：ポケット判

価

格：定

送

改訂４版」

千恵子（前十三病院薬剤部長）

監

修：荒木博陽（愛媛大学医学部附属病院薬
剤部部長・教授）

じほう
360頁

価

1,890円

会員価格

1,700円

料：１部

「ハイリスク薬チェックシート」

500円

「薬剤師生涯研修テキスト

医療安全と薬剤師の

編

集：井門敬子（愛媛大学医学部附属病院薬
剤部薬剤管理指導室長）

発

行：株式会社

判

型：Ｂ５判

価

格：定

送

じほう
267頁

価

3,780円

会員価格

3,360円

料：１部

500円

役割」
編

集：財団法人日本薬剤師研修センター

発

行：株式会社

判

型：Ｂ５判

価

格：定

送

薬事日報社
226頁

価

3,780円

会員価格

3,300円

料：１部

350円

『医療の手話シリーズ』
「手話で必見！医療のすべて①〈外来編〉」
「手話で必見！医療のすべて②〈人間ドック・  
健診編〉」
「手話で必見！医療のすべて③〈特定健康診査・
特定保健指導編〉」
「別冊

「登録販売者

研修テキスト」

手話でわかりやすいからだと病気」

監

修：東海大学医学部教授

高橋

監

修：日本薬剤師会

編

集：「医療の手話」編集委員会

発

行：株式会社

発

行：財団法人

判

型：Ｂ５判

判

型：Ｂ５判

価

格：定

送

ドーモ
449頁

価

4,410円

会員価格

4,000円

料：１部

全日本ろうあ連盟出版局
①128頁
別冊

価

送

②132頁

96頁

格：シリーズ４冊セット価格
定

350円

英孝

価

8,925円

会員価格

8,000円

料：１セット

450円

③128頁
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「実践
編

妊娠と薬
集：林

第２版」

昌洋（国家公務員共済組合連合会
虎の門病院薬剤部部長）

「ハイリスク治療薬 2011」
発

行：株式会社

じほう

価

格：定

3,990円

会員価格：3,570円

佐藤孝道（明理会中央総合病院婦人科
顧問、武久レディスクリニ

価

送

料：１部

500円

ック顧問、前聖路加国際病
院女性総合診療部部長）
北川浩明（国家公務員共済組合連合連

発

行：株式会社

判

型：Ｂ５判

価

格：定

送

合会虎の門病院産婦人科部

発

行：株式会社

じほう

長）

価

格：定

価

4,410円

会員価格

3,990円

じほう
1,009頁

価

13,650円

会員価格

12,900円

料：１部

「治療薬ハンドブック 2011」

500円

送

料：１部

「ポケット版

500円

臨床医薬品集 2011」

発

行：株式会社

じほう

価

格：定

価

4,200円

会員価格

3,800円

送

料：１部

500円

※価格はすべて税込みです。
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告

知

板

第40回広島県薬剤師会通常代議員会開催通知（予告）
標記の会議を次のとおり開催いたします。
日時：平成23年３月20日（日）午後１時
場所：広島県薬剤師會館

なお、支部長・理事合同会議は２月19日（土）
全体理事会は２月24日（木）開催予定

平成22年度版会員名簿を送付
平成 22年度版会員名簿（平成 22年 11月
26日現在）
を送付しました。
（隔年毎に作成）
訂正又は変更事項がありましたら、名簿

新年互礼会
薬事関係者の平成23年新年互礼会を次のと
おり開催いたしますので、お誘い合わせの上
多数ご参加ください。

に挿入の訂正・変更連絡表を使用しＦＡＸ

日時：平成23年１月６日（木）午後４時

でお知らせください。

会費：1,000円

2011年版（平成23年）管理記録簿を
薬局・店舗販売業等へ配布（無料）
正会員Ａ及び賛助会員Ａの方々に支部を通じて送付しました。また、これと同時に県薬会
員証も送付しました。
次に、管理記録簿及び会員証には所要事項をご記入の上ご使用ください。
また、「記録記載事項」をご熟読願います。

訂正とお詫び
平成22年11月１日発行の本誌2010

Vol.35 №６に以下のような誤りがありました。

ここに訂正しお詫び申し上げます。
●P.11

平成22年度 緩和ケア薬剤師研修の右列８行目が

安佐市民病院 緩和ケア病棟専任

松井医師となっておりますが、

正しくは、
安佐市民病院 緩和ケア病棟専任

松浦医師です。
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薬剤師国家試験
46頁

問101

解

正答・解説

説

Ans. ５

ポイント

27頁

問１１８

解

説

Ans. ４

ポイント

33頁

問１７８

解

説

Ans. ６

ポイント

広島県薬剤師会誌 2011  Vol.36  No.1

16頁

問１９８

解

113

説

Ans. １

ポイント

21頁

問２３３

解

説

Ans. １

ポイント

95回薬剤師国家試験問題
解答・解説 評言㈳薬学教育センターより引用
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１

2011

今年は、卯年。年を拾ってもまだ
まだ弱輩、いや若輩ものです。通勤
筋トレに励みます。

〈メリッサ〉

Vol.36 No.1

昨年11月のこと、夕暮れの14番、
130ｙパー３、９Ｉで打った球は逆
光でよく見えない。
ガシャ！ もしかしてOB？・・
「暫定球、打ちまーす！」・・・
カラン！ もしかして入った？
パーかもしれない・・・
恐る恐る穴を覗くと・・・
なんと玉が２個ある。

今年は、「うさぎ」年。
昨年は、「はやぶさ」や「あかつき」といった宇宙
探査機が話題となった。
宇宙を相手にして、トラブルは付きものだが、それ
を克服するポジティブなエネルギーを持つことがすご
いと思う。
今年は、コアラChanもガンバルゾー！！

〈By  コアラChanズ〉

こんなダブルホールインワンを達
成したのは、広島県内の薬剤師さん
です。
〈ホールインワンを夢見る薬天タブレッツ18番〉

最近、物にぶつかり青あざができていることが多い
です。
この間も開いていたエレベーターに乗ろうとしたら
挟まれてしまい・・・しばらく腕が痛かったです。
今年はうさぎのように、軽やかに跳んで避けられる
ように筋力アップしたいです。

〈まめごめ〉

あったかいね。まぁるいいね。
おてんとうさまは
優しいね。
そんな人に なりたいね。
なりたいな

〈ムーミンママ〉

明けましておめでとうございます。
今年は卯年！
フットワークは軽快に、大きな耳
で情報収集しながら、落ち着きのあ
る大人のうさぎを目指します。

〈もい鳥〉

何かの雑誌の小さなコラムに「ありがとうの反対言葉」
のことが書かれていました。「当たり前」なのだそうで
す。う～ん確かに「～してくれてありがとう」といわれる
のと「～するのは当たり前だぞ」と言われるのでは、大違
いです。「今年はありがとうの言葉を忘れないようにしよ
う！」と自分に言い聞かせているところです。

〈打ち出の小槌〉

編  集  委  員
松下 憲明
豊見
敦
神田千都子

谷川 正之
西谷
啓
有助美奈子

平田智加子
井上 映子

中川
松井

潤子
聡政

保険薬局ニュース

平 成 23 年 １ 月 １ 日
広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.19No.1（No.101）

平成23年度保険薬局部会会費について
平成23年度の広島県薬剤師会保険薬局部会会費は、平成22度と同額とすることと決定いたしました。
つきましては、平成21年11月以降に入会された薬局、また、平成21年11月より平成22年10月の総受付
回数が、それ以前の受付回数と大幅に異なり、ランク（下記参照）に変更がある場合には、各所属支部
宛に、社保･国保の総受付回数、営業月数を次頁様式にて、申告していただきますよう、お願いいたし
ます。
また、提出方法・提出期限につきましてご不明の点があれば、各所属支部へお問い合わせ頂きますよ
う、お願い申し上げます。


第35回広島県薬剤師会通常総会資料抜粋

広島県薬剤師会保険薬局部会会費賦課納付規程
第２条

本部会員の納付する会費は、次のとおりとする。

ランク １月あたり受付回数
Ａ
0～100回
Ｂ
101～200
Ｃ
201～300
Ｄ
301～400
Ｅ
401～500
Ｆ
501～600
Ｇ
601～700
Ｈ
701～800
Ｉ
801～900
Ｊ
901～1,000
Ｋ
1,001～1,500
Ｌ
1,501～

１月あたり会費額

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

附

年会費額

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

年間賦課額

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

則（平成14年３月24日議決）

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

則（平成16年３月21日議決）

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

則（平成18年３月21日議決）

この規程の一部改正は、平成18年４月１日から施行する。
－1－

保険薬局

コード番号
名

支

部

名

称

開  設  者
所  在  地

月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

総  計

月平均受付回数

受付回数

月
受付回数

営業月数
＊歯科・眼科・耳鼻科の受付回数も１と数えます
＊生保・公費単独は受付回数に含みません。
平成 22 年 12 月 15 日
広島県薬剤師会保険薬局部会

不適切な「特別の乳幼児用製剤の加算」の算定について（注意喚起）
最近、不適切と思われる算定が増えているようです。場合によっては、遡っての返戻や、指導となり
ますので、要件の再確認をお願いいたします。
○自家製剤加算について
乳幼児に錠剤を粉砕したことのみで、特別の乳幼児用製剤の自家製剤加算を算定している例が見ら
れます（セレスタミン錠等）
。６歳以上の小児に対しても、粉砕という調剤はあり得るため、これだ
けでは特別の乳幼児用製剤の自家製剤加算は算定できません。
特別の乳幼児用製剤の自家製剤加算は、粉砕したものを単味で投薬する場合に、少量で安全に服用
できないため、乳糖で賦形した場合や、味が悪くて乳幼児には服用できないため、矯味剤を使用した
場合のみ、算定可能です。
自家製剤加算は「個々の患者に対し、市販されている医薬品の剤形では対応できない場合」に算定
する加算なので、錠剤を粉砕しても同成分の散剤やドライシロップが市販されていれば、算定できま
せん。
○計量混合調剤加算について
一部の散剤が少量ということのみで、特別の乳幼児用製剤の計量混合調剤加算を算定している例が
見られます（ペリアクチン散等）
。他に、混和可能な散剤、ドライシロップが処方されていれば、そ
れらと混和した上で分包可能なため、特別の乳幼児用製剤とはいえません。
※特別の乳幼児用製剤の調剤には、医師の了解が必要です。
また、レセプトの摘要欄にどのような必要があって、どのような調剤をしたかの記載が必要です。
－2－

薬価基準収載医薬品 －後発医薬品等－（平成22年11月19日付）
〈内用薬304品目、注射薬64品目、外用薬46品目〉
[内用薬]
成分名

商品名

アカルボースＯＤ錠100㎎
「マイラン」
アカルボース
アカルボースＯＤ錠50㎎
「マイラン」
局 アムロジピン錠2.5㎎「ＺＪ」
○
局 アムロジピン錠５㎎
○
「ＺＪ」
局 アムロジン錠10㎎
○
アムロジピンベシル アムロジピンＯＤ錠2.5㎎「ＣＨ」
酸塩
アムロジピンＯＤ錠５㎎「ＣＨ」
アムロジンＯＤ錠10㎎
局 ノルバスク錠10㎎
○
ノルバスクＯＤ錠10㎎
アルカドールカプセル3.0
アロートールカプセル3.0
アルファカルシドール
ビタミロアルファカプセル３㎍
ポロセーブカプセル３㎍
アルプラゾラム錠0.8㎎「トーワ」
アルプラゾラム
メデポリン錠0.8
局 アイデイト錠50㎎
○
局 アノプロリン錠50㎎
○
局 アリスメット錠50㎎
○
局 アロシトール錠50㎎
○
局 アロチーム錠50㎎
○
局 アロプリノール錠50㎎
○
「アメル」
局 アロプリノール錠50㎎
○
「ケミファ」
局 アロプリノール錠50㎎
○
アロプリノール
「ショーワ」
局 アロプリノール錠50㎎「杏林」
○
局 アロリン錠50㎎
○
局 ケトブン錠50㎎
○
局 タカナルミン錠50㎎
○
局 ノイファン錠50㎎
○
局 マサトン錠50㎎
○
局 ミニプラノール錠50㎎
○
局 ユーリック錠50㎎
○
局 リボール錠50㎎
○
ソプレロール錠10㎎
一硝酸イソソルビド
タイシロール錠10㎎
イルソグラジンマレ
局 イノマール錠４
○
イン酸塩
局 モーズン錠１㎎
エチゾラム
○
エトドラク錠100㎎「ＪＧ」
エトドラク錠100㎎「トーワ」
エトドラク
エトドラク錠200㎎「ＪＧ」
オスペイン錠100㎎

規格単位

※は、初めて後発医薬品が薬価収載された成分

会社名

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

100㎎１錠

マイラン製薬
（株）

30.90

○

50㎎１錠

マイラン製薬
（株）

17.50

○

ザイダスファーマ（株）
ザイダスファーマ（株）
大日本住友製薬
（株）
長生堂製薬
（株）
長生堂製薬
（株）
大日本住友製薬
（株）
ファイザー（株）
ファイザー（株）
日本薬品工業
（株）
ナガセ医薬品
（株）
日医工ファーマ（株）
サンノーバ（株）
東和薬品
（株）
メディサ新薬
（株）
鶴原製薬
（株）
アルフレッサ ファーマ（株）
辰巳化学
（株）
田辺三菱製薬
（株）
沢井製薬
（株）

16.60
29.90
96.00
17.60
33.50
96.00
97.40
97.40
65.20
65.20
58.50
65.20
9.40
9.40
3.40
4.10
3.10
13.10
3.40

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2.5㎎１錠
５㎎１錠
10㎎１錠
2.5㎎１錠
５㎎１錠
10㎎１錠
10㎎１錠
10㎎１錠
３㎍１カプセル
３㎍１カプセル
３㎍１カプセル
３㎍１カプセル
0.8㎎１錠
0.8㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠

○
○

50㎎１錠

共和薬品工業
（株）

3.40

○

50㎎１錠

日本ケミファ（株）

4.30

○

50㎎１錠

昭和薬品化工
（株）

3.10

○

3.10
3.40
3.40
3.10
4.30
3.10
3.50
3.40
4.30
5.20
4.40

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
50㎎１錠
10㎎１錠
10㎎１錠

キョーリンリメディオ（株）
東和薬品
（株）
（株）
イセイ
高田製薬
（株）
ナガセ医薬品
（株）
全星薬品工業
（株）
日医工
（株）
日新製薬
（株）
メディサ新薬
（株）
日新製薬
（株）
大正薬品工業
（株）

４㎎１錠

沢井製薬
（株）

10.30

○

１㎎１錠
100㎎１錠
100㎎１錠
200㎎１錠
100㎎１錠

辰巳化学
（株）
大興製薬
（株）
東和薬品
（株）
大興製薬
（株）
日医工
（株）

6.30
9.60
12.40
13.60
10.90

○
○
○
○
○

－3－

成分名
エトドラク

商品名

ライペック錠100
局 エナリン錠10㎎
○
局 セリース錠10㎎
○
エナラプリルマレイ
局 ファルプリル錠10
○
ン酸塩
局 レビンベース錠10㎎
○
局 レビンベース錠2.5㎎
○
オキシブチニン塩酸塩 ポラチール１㎎錠
オザグレル塩酸塩
オザグレル錠100「ＫＮ」
アレロックＯＤ錠2.5
オロパタジン塩酸塩
アレロックＯＤ錠５
カルボシステインＤＳ50％
「タカタ」
カルボシステインシロップ
カルボシステイン
５％「タカタ」
クインスロン錠500㎎
シスダイン錠500㎎
局 セクエン酸水和物原末
○
クエン酸
「ニッコー」
グリクラジド
ルイメニア錠20㎎
オペアミン錠1.25
グリベンクラミド錠1.25㎎
「タナベ」
グリベンクラミド
グリベンクラミド錠1.25㎎
「トーワ」
ブラトゲン錠1.25㎎
マーグレイド錠1.25㎎
グリメピリドＯＤ錠１㎎
「ＡＦＰ」
グリメピリドＯＤ錠１㎎
「ＥＭＥＣ」
グリメピリドＯＤ錠１㎎
「ＫＮ」
グリメピリドＯＤ錠１㎎
「ケミファ」
グリメピリドＯＤ錠３㎎
「ＡＦＰ」
グリメピリドＯＤ錠３㎎
「ＥＭＥＣ」
グリメピリドＯＤ錠３㎎
グリメピリド ※ 「ＫＮ」
グリメピリドＯＤ錠３㎎
「ケミファ」
グリメピリド錠０．５㎎
「ＮＰ」
グリメピリド錠0.5㎎「三和」
グリメピリド錠１㎎「ＡＡ」
グリメピリド錠１㎎「ＡＦＰ」
グリメピリド錠１㎎「ＢＭＤ」
グリメピリド錠１㎎「ＥＭＥＣ」
グリメピリド錠１㎎「ＪＧ」
グリメピリド錠１㎎「ＫＮ」
グリメピリド錠１㎎「ＫＯ」

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

規格単位

会社名

薬価
（円）

100㎎１錠
10㎎１錠
10㎎１錠
10㎎１錠
10㎎１錠
2.5㎎１錠
１㎎１錠
100㎎１錠
2.5㎎１錠
５㎎１錠

沢井製薬
（株）
ダイト（株）
サンド（株）
キョーリンリメディオ（株）
日本薬品工業
（株）
日本薬品工業
（株）
寿製薬
（株）
小林化工
（株）
協和発酵キリン（株）
協和発酵キリン（株）

11.70
21.20
25.90
17.50
61.80
18.00
4.50
40.80
50.20
63.90

○
○
○
○
○
○
○
○

50％１ｇ

高田製薬
（株）

14.30

○

５％１ｍＬ

高田製薬
（株）

2.60

○

500㎎１錠
500㎎１錠

辰巳化学
（株）
大正薬品工業
（株）

8.90
8.90

○
○

10ｇ

日興製薬
（株）

14.60

20㎎１錠
1.25㎎１錠

日新製薬
（株）
メディサ新薬
（株）

5.80
5.60

○
○

1.25㎎１錠

長生堂製薬
（株）

5.60

○

1.25㎎１錠

東和薬品
（株）

5.60

○

1.25㎎１錠
1.25㎎１錠

日医工
（株）
シオノケミカル（株）

5.60
5.60

○
○

１㎎１錠

大興製薬
（株）

14.80

○

１㎎１錠

エルメッド エーザイ（株）

14.80

○

１㎎１錠

小林化工
（株）

14.80

○

１㎎１錠

シオノケミカル（株）

14.80

○

３㎎１錠

大興製薬
（株）

34.50

○

３㎎１錠

エルメッド エーザイ（株）

34.50

○

３㎎１錠

小林化工
（株）

34.50

○

３㎎１錠

シオノケミカル（株）

34.50

○

０．５㎎１錠 ニプロファーマ（株）

8.70

○

8.70
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80

○
○
○
○
○
○
○
○

0.5㎎１錠 （株）三和化学研究所
１㎎１錠
あすか製薬
（株）
１㎎１錠
大興製薬
（株）
１㎎１錠 （株）
ビオメディクス
１㎎１錠
エルメッド エーザイ（株）
１㎎１錠
日本ジェネリック（株）
１㎎１錠
小林化工
（株）
１㎎１錠
寿製薬
（株）

－4－

成分名

グリメピリド

商品名

※

クロチアゼパム
サラゾスルファピリジン

規格単位

グリメピリド錠１㎎「ＮＰ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「ＴＣＫ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「ＹＤ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「ＺＥ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「アメル」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「イセイ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「オーハラ」 １㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「ケミファ」 １㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「サワイ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「タカタ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「タナベ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「トーワ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「マイラン」 １㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「モチダ」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「杏林」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「科研」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「興和テバ」 １㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「三和」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「日医工」
１㎎１錠
グリメピリド錠１㎎「日新」
１㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＡＡ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＡＦＰ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＢＭＤ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＥＭＥＣ」 ３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＪＧ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＫＮ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＫＯ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＮＰ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＴＣＫ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＹＤ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ＺＥ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「アメル」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「イセイ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「オーハラ」 ３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「ケミファ」 ３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「サワイ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「タカタ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「タナベ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「トーワ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「マイラン」 ３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「モチダ」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「杏林」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「科研」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「興和テバ」 ３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「三和」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「日医工」
３㎎１錠
グリメピリド錠３㎎「日新」
３㎎１錠
イソクリン錠10㎎
10㎎１錠
クロチアゼパム錠10㎎「トーワ」 10㎎１錠
リリフター錠10
10㎎１錠
サフィルジンＥＮ錠２50
２50㎎１錠

－5－

会社名

薬価
（円）

ニプロファーマ（株）
辰巳化学
（株）
（株）陽進堂
全星薬品工業
（株）
共和薬品工業
（株）
大正薬品工業
（株）
大原薬品工業
（株）
日本薬品工業
（株）
沢井製薬
（株）
高田製薬
（株）
田辺三菱製薬
（株）
東和薬品
（株）
マイラン製薬
（株）
トーアエイヨー（株）
キョーリンリメディオ（株）
ダイト（株）
興和テバ（株）
（株）三和化学研究所
日医工
（株）
日新製薬
（株）
あすか製薬
（株）
大興製薬
（株）
（株）
ビオメディクス
エルメッド エーザイ（株）
日本ジェネリック（株）
小林化工
（株）
寿製薬
（株）
ニプロファーマ（株）
辰巳化学
（株）
（株）陽進堂
全星薬品工業
（株）
共和薬品工業
（株）
大正薬品工業
（株）
大原薬品工業
（株）
日本薬品工業
（株）
沢井製薬
（株）
高田製薬
（株）
田辺三菱製薬
（株）
東和薬品
（株）
マイラン製薬
（株）
トーアエイヨー（株）
キョーリンリメディオ（株）
ダイト（株）
興和テバ（株）
（株）三和化学研究所
日医工
（株）
日新製薬
（株）
沢井製薬
（株）
東和薬品
（株）
日医工ファーマ（株）
シオノケミカル（株）

14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
34.50
10.20
10.20
10.20
21.10

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

成分名

商品名

規格単位

サラゾスルファピリジン錠
500㎎１錠
500㎎「ＪＧ」
酸化マグネシウム細粒83％
酸化マグネシウム
83％１ｇ
「ケンエー」
ジフェニドール塩酸塩
ジフェニドール塩酸塩錠25㎎「ＪＧ」 25㎎１錠
シメチジン錠200㎎「クニヒロ」 200㎎１錠
シメチジン
200㎎
コロヘルサーＲカプセル200㎎
１カプセル
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプ
200㎎
ジルチアゼム塩酸塩
セル200㎎「サワイ」
１カプセル
ジルチアゼム塩酸塩錠
60㎎１錠
60㎎「ＺＥ」
シルニジピン錠10㎎「ＡＦＰ」
10㎎１錠
10㎎１錠
シルニジピン錠10㎎「ＪＧ」
10㎎１錠
シルニジピン錠10㎎「ＳＮ」
シルニジピン
シルニジピン錠５㎎「ＡＦＰ」
５㎎１錠
シルニジピン錠５㎎「ＪＧ」
５㎎１錠
シルニジピン錠５㎎「ＳＮ」
５㎎１錠
スピロノラクトン錠25㎎
スピロノラクトン
25㎎１錠
「タナベ」
局 スルピリン水和物原末
○
１ｇ
スルピリン
「ニッコー」
局 精製水
「ヨシダ」
10ｍＬ
精製水
○
局 セフジニルカプセル100㎎
○
100㎎
「タナベ」
１カプセル
局 セフジニルカプセル50㎎
50㎎
○
セフジニル
「タナベ」
１カプセル
局 セフジニル小児用細粒
○
100㎎１ｇ
10％「タナベ」
ゾピクロン
アモバンテス錠10
10㎎１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.1㎎１錠
0.1㎎「ケミファ」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.1㎎１錠
0.1㎎「興和テバ」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.1㎎１錠
0.1㎎「日医工」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.1㎎１錠
0.1㎎「日新」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.1㎎１錠
0.1㎎「明治」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.2㎎１錠
タムスロシン塩酸塩
0.2㎎「ケミファ」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.2㎎１錠
0.2㎎「興和テバ」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.2㎎１錠
0.2㎎「日医工」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.2㎎１錠
0.2㎎「日新」
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
0.2㎎１錠
0.2㎎「明治」
リストリームＯＤ錠0.1㎎
0.1㎎１錠
リストリームＯＤ錠0.2㎎
0.2㎎１錠
サラゾスルファピリジン

－6－

会社名

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

大興製薬
（株）

11.50

○

健栄製薬
（株）

14.20

○

5.60
5.60

○
○

日医工
（株）

32.40

○

沢井製薬
（株）

40.00

○

全星薬品工業
（株）

10.10

○

大興製薬
（株）
日本ジェネリック（株）
シオノケミカル（株）
大興製薬
（株）
日本ジェネリック（株）
シオノケミカル（株）

48.00
48.00
48.00
25.50
25.50
25.50

○
○
○
○
○
○

長生堂製薬
（株）

16.00

○

大興製薬
（株）
皇漢堂製薬
（株）

日興製薬
（株）

7.50

吉田製薬
（株）

1.90

長生堂製薬
（株）

48.40

○

長生堂製薬
（株）

42.10

○

長生堂製薬
（株）

78.00

○

小林化工
（株）

11.90

○

日本薬品工業
（株）

43.20

○

大正薬品工業
（株）

43.20

○

日医工
（株）

39.10

○

日新製薬
（株）

39.10

○

明治製菓
（株）

27.10

○

日本薬品工業
（株）

86.80

○

大正薬品工業
（株）

71.50

○

日医工
（株）

75.90

○

日新製薬
（株）

53.00

○

明治製菓
（株）

42.50

○

キョーリンリメディオ（株） 45.90
キョーリンリメディオ（株） 86.80

○
○

成分名

チキジウム臭化物
鎮咳配合剤（ジヒド
ロコデインリン酸
塩・dl- メチルエフ
ェドリン塩酸塩・ク
ロルフェニラミンマ
レイン酸塩）

商品名
チアパストンカプセル５㎎
チワンカプセル５

フステン配合シロップ

規格単位
５㎎
１カプセル
５㎎
１カプセル

１ｍＬ

会社名

－7－

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

東和薬品
（株）

6.10

○

沢井製薬
（株）

7.40

○

同仁医薬化工（株）

3.50

局 トウモロコシデンプン
○
10ｇ
吉田製薬（株）
「ヨシダ」
トリアゾラム錠0.125㎎「ＪＧ」 0.125㎎１錠 大興製薬（株）
トリアゾラム
トリアゾラム錠0.25㎎「ＪＧ」
0.25㎎１錠 大興製薬（株）
ドンペリン錠５
５㎎１錠
メディサ新薬（株）
ナシロビン錠５
５㎎１錠
日医工ファーマ（株）
フォリメジン錠５
５㎎１錠
鶴原製薬（株）
ドンペリドン
ペリゼリン錠５㎎
５㎎１錠
日医工（株）
ペロリック錠５㎎
５㎎１錠
東和薬品（株）
モンロビア錠５
５㎎１錠
日新製薬（株）
ニフェジピン
ニフェラートカプセル５㎎
５㎎１カプセル 大正薬品工業（株）
局 エピレナート錠100㎎
○
100㎎１錠 藤永製薬（株）
バルプロ酸ナトリウム
バルデケンＲ錠100㎎
100㎎１錠 東和薬品（株）
局 バレイショデンプン
バレイショデンプン ○
「ヨシダ」
10ｇ
吉田製薬
（株）
ビオヂアスターゼ
マックターゼ配合錠
１錠
沢井製薬
（株）
2000配合剤
局
○ファモスタジン散10％
10％１ｇ
東和薬品
（株）
ファモチジン
局 ファモチジン散10％
○
「日医工」 10％１ｇ
日医工ファーマ（株）
フェノフィブラートカプセル
100㎎
寿製薬
（株）
100㎎「ＫＴＢ」
１カプセル
フェノフィブラート
フェノフィブラートカプセル
67㎎
寿製薬
（株）
67㎎「ＫＴＢ」
１カプセル
フルバスタチン錠10㎎「ＪＧ」 10㎎１錠
大興製薬
（株）
フルバスタチンナト
フルバスタチン錠20㎎「ＪＧ」 20㎎１錠
大興製薬
（株）
リウム
フルバスタチン錠30㎎「ＪＧ」 30㎎１錠
大興製薬
（株）
フルボキサミンマレイン
25㎎１錠
長生堂製薬
（株）
酸塩錠25㎎「ＣＨ」
フルボキサミンマレイン
エルメッド エーザイ
25㎎１錠
（株）
酸塩錠25㎎「ＥＭＥＣ」
フルボキサミンマレイン
25㎎１錠
シオノケミカル（株）
酸塩錠25㎎「ＦＦＰ」
フルボキサミンマレイン
25㎎１錠
大興製薬
（株）
酸塩錠25㎎「ＪＧ」
フルボキサミンマレ フルボキサミンマレイン
25㎎１錠
ニプロファーマ（株）
酸塩錠25㎎「ＮＰ」
イン酸塩 ※
フルボキサミンマレイン
25㎎１錠
辰巳化学
（株）
酸塩錠25㎎「ＴＣＫ」
フルボキサミンマレイン酸
25㎎１錠 （株）陽進堂
塩錠25㎎「ＹＤ」
フルボキサミンマレイン酸
25㎎１錠
共和薬品工業
（株）
塩錠25㎎「アメル」
フルボキサミンマレイン酸
25㎎１錠
沢井製薬
（株）
塩錠25㎎「サワイ」

トウモロコシデンプン

薬価
（円）

9.00
5.60
5.60
5.60
6.10
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
8.20
8.20
8.90

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

5.60

○

157.70
107.20

○
○

30.30

○

23.40

○

28.90
55.10
80.40

○
○
○

29.60

○

29.60

○

29.60

○

29.60

○

29.60

○

29.60

○

29.60

○

29.60

○

29.60

○

成分名

商品名

フルボキサミンマレイン酸
塩錠25㎎「タカタ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠25㎎「マイラン」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠25㎎「杏林」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠25㎎「興和テバ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠25㎎「日医工」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「ＣＨ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「ＥＭＥＣ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「ＦＦＰ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「ＪＧ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「ＮＰ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「ＴＣＫ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「ＹＤ」
フルボキサミンマレイン酸
フルボキサミンマレ 塩錠50㎎「アメル」
イン酸塩 ※
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「サワイ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「タカタ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「マイラン」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「杏林」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「興和テバ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠50㎎「日医工」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「ＣＨ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「ＥＭＥＣ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「ＦＦＰ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「ＪＧ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「ＮＰ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「ＴＣＫ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「ＹＤ」

規格単位

会社名

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

25㎎１錠

高田製薬
（株）

29.60

○

25㎎１錠

マイラン製薬
（株）

29.60

○

25㎎１錠

キョーリンリメディオ（株） 29.60

○

25㎎１錠

大正薬品工業
（株）

29.60

○

25㎎１錠

日医工
（株）

29.60

○

50㎎１錠

長生堂製薬
（株）

51.50

○

50㎎１錠

エルメッド エーザイ（株）

51.50

○

50㎎１錠

シオノケミカル（株）

51.50

○

50㎎１錠

大興製薬
（株）

51.50

○

50㎎１錠

ニプロファーマ（株）

51.50

○

50㎎１錠

辰巳化学
（株）

51.50

○

51.50

○

50㎎１錠

（株）陽進堂

50㎎１錠

共和薬品工業
（株）

51.50

○

50㎎１錠

沢井製薬
（株）

51.50

○

50㎎１錠

高田製薬
（株）

51.50

○

50㎎１錠

マイラン製薬
（株）

51.50

○

50㎎１錠

キョーリンリメディオ（株） 51.50

○

50㎎１錠

大正薬品工業
（株）

51.50

○

50㎎１錠

日医工
（株）

51.50

○

75㎎１錠

長生堂製薬
（株）

71.20

○

75㎎１錠

エルメッド エーザイ（株）

71.20

○

75㎎１錠

シオノケミカル（株）

71.20

○

75㎎１錠

大興製薬
（株）

71.20

○

75㎎１錠

ニプロファーマ（株）

71.20

○

75㎎１錠

辰巳化学
（株）

71.20

○

71.20

○

75㎎１錠

－8－

（株）陽進堂

成分名

フルボキサミンマレ
イン酸塩

※

ブロチゾラム
プロパフェノン塩酸塩
ベザフィブラート
ベラパミル塩酸塩
ポラプレジンク
ポリスチレンスルホ
ン酸ナトリウム

マニジピン塩酸塩

ミゾリビン

ミルナシプラン塩酸塩

メコバラミン
メサラジン
ユビデカレノン

ラベプラゾールナト
リウム ※

商品名
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「アメル」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「サワイ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「タカタ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「マイラン」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「杏林」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「興和テバ」
フルボキサミンマレイン酸
塩錠75㎎「日医工」
ブロチゾラムＯＤ錠0.25㎎「ＪＧ」
ブロチゾラム錠0.25㎎「ＪＧ」
ソビラール錠100
局 アニベソールＳＲ錠100
○
局 ベラパミル塩酸塩錠40㎎
○
「ＪＧ」
ポラプレジンクＯＤ錠75㎎
「サワイ」
ケイキサレートドライシロッ
プ76％
局 マニジピン塩酸塩錠10㎎
○
「タナベ」
局 マニジピン塩酸塩錠20㎎
○
「タナベ」
局 マニジピン塩酸塩錠５㎎
○
「タナベ」
局 ミゾリビン錠25㎎「マイラン」
○
局 ミゾリビン錠50㎎「マイラン」
○
ミルナシプラン塩酸塩錠
１2.5㎎「ＡＦＰ」
ミルナシプラン塩酸塩錠
１2.5㎎「ＪＧ」
ミルナシプラン塩酸塩錠
１2.5㎎「ＴＹＫ」
ミルナシプラン塩酸塩錠
１2.5㎎「マイラン」
メコバラミン錠500㎍「ＤＫ」
メサラジン錠500㎎「ＡＫＰ」
メサラジン錠500㎎「Ｆ」
アデリール錠５
ユビデカレノンカプセル５㎎
「トーワ」
ラベプラゾールＮａ塩錠
10㎎「オーハラ」
ラベプラゾールＮａ塩錠
10㎎「明治」
ラベプラゾールＮａ塩錠
20㎎「オーハラ」

規格単位

会社名

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

75㎎１錠

共和薬品工業
（株）

71.20

○

75㎎１錠

沢井製薬
（株）

71.20

○

75㎎１錠

高田製薬
（株）

71.20

○

75㎎１錠

マイラン製薬
（株）

71.20

○

71.20

○

75㎎１錠

キョーリンリメディオ
（株）

75㎎１錠

大正薬品工業
（株）

71.20

○

75㎎１錠

日医工
（株）

71.20

○

大興製薬
（株）
大興製薬
（株）
大原薬品工業
（株）
全星薬品工業
（株）

6.70
6.70
19.70
6.30

○
○
○
○

0.25㎎１錠
0.25㎎１錠
100㎎１錠
100㎎１錠
40㎎１錠

大興製薬
（株）

6.30

○

75㎎１錠

沢井製薬
（株）

28.50

○

76％１ｇ

鳥居薬品
（株）

20.00

10㎎１錠

長生堂製薬
（株）

15.70

○

２０㎎１錠

長生堂製薬
（株）

26.70

○

５㎎１錠

長生堂製薬
（株）

11.40

○

130.90
224.70

○
○

15.80

○

１2.5㎎１錠 日本ジェネリック（株）

16.50

○

１2.5㎎１錠 大正薬品工業
（株）

15.70

○

１2.5㎎１錠 マイラン製薬
（株）

15.60

○

０．５㎎１錠
500㎎１錠
500㎎１錠
５㎎１錠
５㎎
１カプセル

大興製薬
（株）
小林化工
（株）
富士製薬工業
（株）
ナガセ医薬品
（株）

5.60
73.20
73.20
5.60

○
○
○
○

5.60

○

10㎎１錠

大原薬品工業
（株）

118.20

○

10㎎１錠

明治製菓
（株）

118.20

○

20㎎１錠

大原薬品工業
（株）

219.00

○

２５㎎１錠
50㎎１錠

マイラン製薬
（株）
マイラン製薬
（株）
アルフレッサ ファー
１2.5㎎１錠
マ（株）

－9－

東和薬品
（株）

成分名

商品名

ラベプラゾールＮａ塩錠
20㎎「明治」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「ＡＡ」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「ＢＭＤ」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「ＪＧ」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「ＹＤ」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「アメル」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「サワイ」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「トーワ」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「マイラン」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「杏林」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「興和テバ」
ラベプラゾールＮａ錠10㎎
「日新」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
ラベプラゾールナト 「ＡＡ」
リウム ※
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「ＢＭＤ」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「ＪＧ」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「ＹＤ」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「アメル」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「サワイ」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「トーワ」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「マイラン」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「杏林」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「興和テバ」
ラベプラゾールＮａ錠20㎎
「日新」
ラベプラゾールナトリウム錠
10㎎「ＣＨＯＳ」
ラベプラゾールナトリウム錠
10㎎「ＦＦＰ」
ラベプラゾールナトリウム錠
10㎎「ＮＰ」

規格単位

会社名

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

20㎎１錠

明治製菓
（株）

219.00

○

10㎎１錠

あすか製薬
（株）

118.20

○

118.20

○

日本ジェネリック（株） 118.20

○

118.20

○

10㎎１錠
10㎎１錠
10㎎１錠

（株）
ビオメディクス

（株）陽進堂

10㎎１錠

共和薬品工業
（株）

118.20

○

10㎎１錠

沢井製薬
（株）

118.20

○

10㎎１錠

東和薬品
（株）

118.20

○

10㎎１錠

マイラン製薬
（株）

118.20

○

10㎎１錠

キョーリンリメディオ（株） 118.20

○

10㎎１錠

大正薬品工業
（株）

118.20

○

10㎎１錠

日新製薬
（株）

118.20

○

20㎎１錠

あすか製薬
（株）

219.00

○

219.00

○

日本ジェネリック（株） 219.00

○

219.00

○

20㎎１錠
20㎎１錠
20㎎１錠

（株）
ビオメディクス

（株）陽進堂

20㎎１錠

共和薬品工業
（株）

219.00

○

20㎎１錠

沢井製薬
（株）

219.00

○

20㎎１錠

東和薬品
（株）

219.00

○

20㎎１錠

マイラン製薬
（株）

219.00

○

20㎎１錠

キョーリンリメディオ（株） 219.00

○

20㎎１錠

大正薬品工業
（株）

219.00

○

20㎎１錠

日新製薬
（株）

219.00

○

10㎎１錠

シー・エイチ・オー新薬（株） 118.20

○

10㎎１錠

シオノケミカル（株）

118.20

○

10㎎１錠

ニプロファーマ（株）

118.20

○

－ 10 －

成分名

商品名

規格単位

会社名

ラベプラゾールナトリウム錠
10㎎１錠
辰巳化学
（株）
10㎎「ＴＣＫ」
ラベプラゾールナトリウム錠
10㎎１錠
日本ケミファ（株）
10㎎「ケミファ」
ラベプラゾールナトリウム錠
10㎎１錠
サンド（株）
10㎎「サンド」
ラベプラゾールナトリウム錠
10㎎１錠
ダイト（株）
10㎎「科研」
ラベプラゾールナトリウム錠
10㎎１錠
日医工
（株）
10㎎「日医工」
ラベプラゾールナトリウム錠
20㎎１錠
シー・エイチ・オー新薬（株）
20㎎「ＣＨＯＳ」
ラベプラゾールナト ラベプラゾールナトリウム錠
20㎎１錠
シオノケミカル（株）
リウム ※
20㎎「ＦＦＰ」
ラベプラゾールナトリウム錠
20㎎１錠
ニプロファーマ（株）
20㎎「ＮＰ」
ラベプラゾールナトリウム錠
20㎎１錠
辰巳化学
（株）
20㎎「ＴＣＫ」
ラベプラゾールナトリウム錠
20㎎１錠
日本ケミファ（株）
20㎎「ケミファ」
ラベプラゾールナトリウム錠
20㎎１錠
サンド（株）
20㎎「サンド」
ラベプラゾールナトリウム錠
20㎎１錠
ダイト（株）
20㎎「科研」
ラベプラゾールナトリウム錠
20㎎１錠
日医工
（株）
20㎎「日医工」
ランソプラゾールＯＤ錠
15㎎１錠
日本ジェネリック（株）
15㎎「ＪＧ」
ランソプラゾールＯＤ錠
15㎎１錠
日医工
（株）
15㎎「日医工」
ランソプラゾールＯＤ錠
30㎎１錠
日本ジェネリック（株）
30㎎「ＪＧ」
ランソプラゾール
ランソプラゾールＯＤ錠
30㎎１錠
日医工
（株）
30㎎「日医工」
ランソプラゾールカプセル
15㎎１カプセル 大興製薬
（株）
15㎎「ＪＧ」
ランソプラゾールカプセル
30㎎１カプセル 大興製薬
（株）
30㎎「ＪＧ」
ランソプラゾール・
アモキシシリン・メ ランピオンパック
１シート
武田薬品工業
（株）
トロニダゾール
リスペリドンＯＤ錠３㎎「トーワ」 ３㎎１錠
東和薬品
（株）
リスペリドン錠0.5㎎「アメル」 0.5㎎１錠 共和薬品工業
（株）
リスペリドン
リスペリドン錠３㎎「日医工」 ３㎎１錠
日医工
（株）
リスペリドン内用液３㎎
0.1％３ｍＬ
マイラン製薬
（株）
分包「マイラン」
１包
硫酸バリウム散99.1％
硫酸バリウム
99.1％ 10ｇ 共成製薬
（株）
「共成」
レボドパ・カルビドパ カルコーパ配合錠Ｌ100
１錠
共和薬品工業
（株）

－ 11 －

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

118.20

○

118.20

○

118.20

○

118.20

○

118.20

○

219.00

○

219.00

○

219.00

○

219.00

○

219.00

○

219.00

○

219.00

○

219.00

○

41.60

○

50.30

○

70.60

○

85.80

○

44.60

○

80.80

○

551.60
70.50
7.70
52.80

○
○
○

182.30

○

14.80

○

15.10

○

[注射薬]
成分名

商品名

アザセトロン塩酸塩
※

アザセトロン塩酸塩静注
液10ｍｇ「ＳＮ」
モイオパミン300注100mL
モイオパミン300注20mL
モイオパミン300注50mL
モイオパミン370注100mL

イオパミドール

モイオパミン370注20mL
モイオパミン370注50mL
モイオパミン注300シリンジ
モイオパミン注370シリンジ

イオプロミド

※

イオプロミド300注100mL
「ＦＲＩ」
イオプロミド300注0mL
「ＦＲＩ」
イオプロミド300注50mL
「ＦＲＩ」
イオプロミド300注シリン
ジ100mL「ＦＲＩ」
イオプロミド300注シリン
ジ50mL「ＦＲＩ」
イオプロミド300注シリン
ジ80mL「ＦＲＩ」
イオプロミド370注100mL
「ＦＲＩ」
イオプロミド370注20mL
「ＦＲＩ」
イオプロミド370注50mL
「ＦＲＩ」
イオプロミド370注シリンジ
100mL「ＦＲＩ」
イオプロミド370注シリンジ
50mL「ＦＲＩ」
イオプロミド370注シリンジ
80mL「ＦＲＩ」
イオパーク300注150mL

イオヘキソール

イオパーク350注
シリンジ70mL
イオヘキソール300注
10mL「ＨＫ」
イオヘキソール300注
20mL「ＨＫ」

規格単位
10㎎
２mL１管
61.24％
100mL１瓶
61.24％
20mL１瓶
61.24％
50mL１瓶
75.52％
100mL１瓶
75.52％
20mL１瓶
75.52％
50mL１瓶
61.24％
80mL１筒
75.52％
80mL１筒
62.34％
100mL１瓶
62.34％
20mL１瓶
62.34％
50mL１瓶
62.34％
100mL１筒
62.34％
50mL１筒
62.34％
80mL１筒
76.89％
100mL１瓶
76.89％
20mL１瓶
76.89％
50mL１瓶
76.89％
100mL１筒
76.89％
50mL１筒
76.89％
80mL１筒
64.71％
150mL１瓶
75.49％
70mL１筒
64.71％
10mL１瓶
64.71％
20mL１瓶

－ 12 －

会社名

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

シオノケミカル（株）

3,963

○

光製薬
（株）

4,939

○

光製薬
（株）

1,881

○

光製薬
（株）

3,259

○

光製薬
（株）

5,896

○

光製薬
（株）

1,785

○

光製薬
（株）

3,524

○

光製薬
（株）

4,552

○

光製薬
（株）

5,228

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 7,801

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 1,762

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 4,111

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 8,078

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 4,388

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 6,624

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 9,181

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 2,113

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 4,877

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 9,458

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 5,154

○

富士フイルムＲＩファーマ（株） 7,766

○

富士製薬工業
（株）

11,062

○

富士製薬工業
（株）

6,391

○

光製薬
（株）

726

○

光製薬
（株）

1,382

○

成分名
イオヘキソール

商品名
イオヘキソール300注
50mL「ＨＫ」

イミペネム・シラス
局 チエクール点滴用0.25ｇ
○
タチンナトリウム
イリノテカン塩酸塩点滴
静注液100㎎
「ホスピーラ」
イリノテカン塩酸塩
イリノテカン塩酸塩点滴
静注液40㎎
「ホスピーラ」
塩化アンモニウム補正液
塩化アンモニウム
５ｍＥｑ／mL
オメプトロール注用20㎎
オメプラゾール静注用20㎎
「サンド」
オメプラゾールナト オメプラゾール注射用20㎎
「日医工」
リウム ※
オメプラゾール注用20㎎
「ＮＰ」
オメプラゾール注用20㎎
「アメル」

規格単位

会社名

64.71％
50mL１瓶

光製薬
（株）

250㎎１瓶

沢井製薬
（株）

○

919

○

100㎎５mL
ホスピーラ・ジャパン（株） 9,530
１瓶

○

40㎎２mL
１瓶

○

ホスピーラ・ジャパン（株） 4,197

５モル
（株）大塚製薬工場
20mL１管

セフタジジム

局 セフマゾン注射用0.5ｇ
○

ドキソルビシン塩酸塩

局 アドリアシン注用50
○

ナファモスタットメ
シル酸塩

コアヒビター注射用150㎎

57

○

20㎎１瓶

大正薬品工業
（株）

396

○

20㎎１瓶

サンド（株）

396

○

20㎎１瓶

日医工
（株）

396

○

20㎎１瓶

ニプロファーマ（株）

396

○

20㎎１瓶

共和薬品工業
（株）

396

○

800単位
１瓶
（溶解液付）
乾燥濃縮人血液凝固
第ＩＸ因子
1,600単位
※統一名収載
１瓶
（溶解液付）
グラニセトロン点滴静注バ
３㎎100mL
ッグ３㎎/100mL「ＨＫ」
１袋
グラニセトロン塩酸塩
グラニセトロン点滴静注バ
３㎎50mL
ッグ３㎎/50mL「ＨＫ」
１袋
400単位１瓶
血液凝固第IX因子
ノバクトＭ静注用400単位
（溶解液付）
ゲムシタビン点滴静注用
１ｇ１瓶
１ｇ「ＮＫ」
ゲムシタビン点滴静注用
１ｇ１瓶
１ｇ「ホスピーラ」
ゲムシタビン塩酸塩
ゲムシタビン点滴静注用
200㎎１瓶
200㎎「ＮＫ」
ゲムシタビン点滴静注用
200㎎１瓶
200㎎「ホスピーラ」
ゲンタマイシン硫酸塩注
射液10㎎「日医工」
局 セフタジジム静注用１ｇ
○
「サワイ」

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

3,239

※統一名収載

ゲンタマイシン硫酸塩

薬価
（円）

33,730
58,945
光製薬
（株）

2,756

○

光製薬
（株）

2,756

○

一般財団法人化学及血
清療法研究所

18,626

日本化薬
（株）

16,770

○

ホスピーラ・ジャパン（株） 16,770

○

日本化薬
（株）

3,600

○

ホスピーラ・ジャパン（株） 3,600

○

10㎎１管

日医工ファーマ（株）

38

○

１ｇ１瓶

沢井製薬
（株）

817

○

500㎎１瓶

ニプロファーマ（株）

102

○

50㎎１瓶

協和発酵キリン（株）

10,529

150㎎１瓶

味の素製薬
（株）

－ 13 －

3,369

○

成分名

商品名
局 ニカルジピン塩酸塩注
○
射液25㎎「日医工」

ニカルジピン塩酸塩

局 ニカルピン注射液25㎎
○
局 ニスタジール注25㎎
○
局 ニスタジール注２㎎
○

ミリスロール注50㎎／
100mL
パクリタキセル注100㎎
「マイラン」
パクリタキセル
パクリタキセル注30㎎
「マイラン」
フルマゼニル静注液0.2㎎
「ケミファ」
フルマゼニル静注液0.2㎎
「マイラン」
フルマゼニル
フルマゼニル静注液0.5㎎
「ケミファ」
フルマゼニル静注液0.5㎎
「マイラン」
ラモセトロン塩酸塩静注液
0.3㎎「Ｆ」
ラモセトロン塩酸塩静注液
0.3㎎シリンジ「Ｆ」
ラモセトロン塩酸塩
ラモセトロン塩酸塩注射液
0.3㎎「ＥＭＥＣ」
ラモセトロン塩酸塩注射液
0.3㎎「マイラン」
ニトログリセリン

規格単位

会社名

25㎎
日医工
（株）
25mL１管
25㎎25mL
沢井製薬
（株）
１管
25㎎25mL
東和薬品
（株）
１管
２㎎２mL
東和薬品
（株）
１管
50㎎100mL
日本化薬
（株）
１袋
100㎎16.7mL
マイラン製薬
（株）
１瓶
30㎎５mL
マイラン製薬
（株）
１瓶
0.2㎎２mL
日本ケミファ（株）
１管
0.2㎎２mL
（株）富士薬品
１管
0.5㎎５mL
日本ケミファ（株）
１管
0.5㎎５mL
（株）富士薬品
１管
0.3㎎２mL
富士製薬工業
（株）
１管
0.3㎎２mL
富士製薬工業
（株）
１筒
0.3㎎２mL
高田製薬
（株）
１管
0.3㎎２mL
マイラン製薬
（株）
１管

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

444

○

493

○

417

○

87

○

3,918
22,974

○

7,889

○

946

○

946

○

1,899

○

1,899

○

4,144

○

4,244

○

4,144

○

4,144

○

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

[外用薬]
成分名

商品名

規格単位

アルキルジアミノエ
チルグリシン塩酸塩

アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩消毒液 10%
「メタル」

10%10mL

インドメタシン

カトレップテープ 35mg
カトレップテープ 70mg

オフロキサシン

オフロキサシン点眼液
0.3%「CHOS」
オフロキサシン点眼液
0.3%「タナベ」

オリブ油

局 オリブ油「ヨシダ」
○

クエン酸ナトリウム

局 クエン酸ナトリウム水
○
和物原末「ニッコー」

クリンダマイシンリン酸塩

クリンダマイシンゲル 1%「DK」

会社名
中北薬品
（株）

7.60

帝國製薬
（株）

17.40

帝國製薬
（株）

28.30

0.3%1mL

シー・エイチ・オー新薬
（株）

44.60

○

0.3%1mL

長生堂製薬
（株）

50.50

○

10mL

吉田製薬
（株）

25.80

10g

日興製薬
（株）

18.90

1%1g

大興製薬
（株）

35.50

7cm ×
10cm1 枚
10cm ×
14cm1 枚

－ 14 －

○

○

成分名

ケトコナゾール

ケトプロフェン
サラシミツロウ・ソルビ
タンセスキオレイン酸エ
ステル・白色ワセリン

商品名
局 ケトコナゾールクリーム
○
2%「JG」
局 ケトコナゾールローション
○
2%「JG」
ケトプロフェンテープ
20mg「東光」
ケトプロフェンテープ
40mg「東光」
局 白色軟膏「ヨシダ」
○

ジクロフェナク Na ゲル
1%「日本臓器」
ジクロフェナク Na ゲル
1%「ラクール」
ジクロフェナクナトリウ
ムパップ 70mg「オオイシ」
ジクロフェナク Na パップ
70mg「東光」
ジクロフェナク Na パップ
ジクロフェナクナト 70mg「日本臓器」
リウム
ジクロフェナク Na パップ
70mg「ラクール」
ジクロフェナクナトリウムパ
ップ 140mg「オオイシ」
ジクロフェナク Na パップ
140mg「ラクール」
ジクロフェナク Na パップ
140mg「東光」
ジクロフェナク Na パップ
140mg「日本臓器」
テルビナフィン塩酸塩ク
テルビナフィン塩酸塩
リーム 1%「JG」
トラニラスト点眼液 0.5%
トラニラスト
「JG」
トラマゾリン点鼻液
トラマゾリン塩酸塩
0.118%「AFP」

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

規格単位

会社名

薬価
（円）

2%1g

日本ジェネリック（株）

24.70

○

2%1g

日本ジェネリック（株）

24.70

○

東光薬品工業
（株）

9.80

○

東光薬品工業
（株）

16.70

○

吉田製薬
（株）

22.30

7cm ×
10cm1 枚
10cm ×
14cm1 枚
10g
1%1g

東光薬品工業
（株）

5.70

○

1%1g

三友薬品
（株）

5.80

○

14.30

○

14.40

○

14.40

○

14.30

○

24.00

○

24.00

○

24.30

○

24.50

○

15.70

○

25mg5mL
1瓶

日本ジェネリック（株） 596.90

○

0.118%1mL

アルフレッサ ファーマ
（株）

7cm ×
（株）大石膏盛堂
10cm1 枚
7cm ×
東光薬品工業
（株）
10cm1 枚
7cm ×
日本臓器製薬
（株）
10cm1 枚
7cm ×
三友薬品
（株）
10cm1 枚
10cm ×
（株）大石膏盛堂
14cm1 枚
10cm ×
三友薬品
（株）
14cm1 枚
10cm ×
東光薬品工業
（株）
14cm1 枚
10cm ×
日本臓器製薬
（株）
14cm1 枚
1%1g

日本ジェネリック（株）

7.40

白色ワセリン

局 白色ワセリン「ヨシダ」
○

10g

吉田製薬
（株）

16.20

白色ワセリン・ステアリ
ルアルコール・プロピレ
ングリコール・ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ
油 60・モノステアリン
酸グリセリン、他

局 親水軟膏「ヨシダ」
○

10g

吉田製薬
（株）

25.60

0.3%0.4mL
1個

科研製薬
（株）

17.30

○

（株）
オペガンハイ 0.4 眼粘弾剤 1% 1%0.4mL1 筒 生化学工業

7,679.60

○

（株）
オペガンハイ 0.6 眼粘弾剤 1% 1%0.6mL1 筒 生化学工業

7,679.60

○

キョーリンリメディオ（株） 11.20

○

アイケアミニ点眼液 0.3%
ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアールミニ点眼液 0.3%

0.3%0.4mL
1個

－ 15 －

成分名

ヒアルロン酸ナトリウム

フェルビナク
フルチカゾンプロピ
オン酸エステル
プロカテロール塩酸塩
マクロゴール

商品名
ヒアルロン酸 Na ミニ点眼
液 0.3%「日新」
ヒアルロン酸 Na 点眼液
0.1%「日新」

0.3%0.4mL
1個
0.1%5mL
1瓶
0.3%5mL
ヒアレイン点眼液 0.3%
1瓶
0.3%0.4mL
ヒアロンサンミニ点眼液 0.3%
1個
10cm ×
セルタッチテープ 70
14cm1 枚
10cm ×
フェルナビオンテープ 70
14cm1 枚
プロピオン酸フルチカゾン点
4.08mg8mL
鼻液 50㎍「CH」56 噴霧用
1瓶
メプチンエアー 10㎍吸入 0.0143%5mL
100 回
1 キット
メプチンキッドエアー 5㎍ 0.0143%2.5mL
吸入 100 回
1 キット
局 マクロゴール軟膏「ヨシダ」
○

局 単軟膏「ヨシダ」
ミツロウ・ダイズ油 ○

滅菌精製水
ラタノプロスト
レボブノロール塩酸塩

規格単位

局 滅菌精製水「ヨシダ」
○

ラタノプロスト点眼液
0.005%「NP」
レボブノロール塩酸塩 PF
点眼液 0.5%「日点」

会社名

薬価
（円）

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

日新製薬
（株）

11.20

○

日新製薬
（株）

216.90

○

参天製薬
（株）

677.90

東亜薬品
（株）

16.90

帝國製薬
（株）

25.20

岡山大鵬薬品
（株）

16.20

○

長生堂製薬
（株）

705.60

○

大塚製薬
（株）

993.80

大塚製薬
（株）

781.50

10g

吉田製薬
（株）

28.00

10g

吉田製薬
（株）

29.10

10mL

吉田製薬
（株）

4.10

0.005%1mL ニプロファーマ（株）
0.5%1mL （株）日本点眼薬研究所

－ 16 －

○

556.60

○

350.90

○

薬価基準収載医薬品（平成22年12月10日付）
（12成分21品目）
[内用薬]
商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

インヴェガ錠 3mg
（ヤンセンファーマ）
PAL3
インヴェガ錠 6mg
（ヤンセンファーマ）
PAL6

パリペリドン
統合失調症

インヴェガ錠 9mg
（ヤンセンファーマ）
PAL9

サムスカ錠 15mg
（大塚製薬）
割線有り
上：サムスカ 下：15

規格単位

薬価
（円）

3mg1 錠

246.20

6mg1 錠

452.80

9mg1 錠

574.00

トルバプタン
ループ利尿薬等の他
の利尿薬で効果不十
分な心不全における
体液貯留

レボレード錠 12.5mg
（グラクソ・スミスク
ライン）
GSMZ1 12.5

15mg1 錠

2,525.70

12.5mg1 錠

2,610.00

25mg1 錠

5,141.80

エルトロンボパグ
オラミン
慢性特発性血小板減
少性紫斑病
レボレード錠 25mg
（グラクソ・スミスク
ライン）
GSNX3 25

－ 17 －

備考
・SDA（セロトニン・ドパミン・ア
ンタゴニスト）であるリスペリド
ンの主活性代謝物
・統合失調症の陽性症状（幻覚、妄
想等）に対して改善効果を示す
・感情的引きこもり、情動鈍麻等の
陰性症状の一部に対しても改善効
果を示す
・１日１回朝食後に服用すること
で、24時間安定した血中濃度が保
てるように設計された放出制御型
徐放錠
・バソプレシンV2-受容体に作用して
水だけを排泄させる、非ペプチド
性V2-受容体拮抗剤
・水排泄を増加させるが、ナトリウ
ム排泄を増加させないことから、
他の利尿薬と併用して使用すること
・体液貯留所見が消失した際には投
与を中止
・投与開始後24時間以内に水利尿効
果が強く発現するため、少なくと
も投与開始４～６時間後、８～12
時間後に血清ナリウム濃度を測定
すること。投与開始翌日～1週間程
度は週に数回測定し、その後も投
与を継続する場合には、適宜測定
する
・世界初の経口の血小板増加薬
・トロンボポエチンのシグナル伝達
経路の一部を活性化して、骨髄前
駆細胞から巨核球に至る過程の細
胞増殖・分化を促進させ、血小板
数を増加させる
・他の治療にて十分な効果が得られな
い場合、又は忍容性に問題があると
考えられる場合、血小板数、臨床症
状からみて出血リスクが高いと考え
られる場合に使用すること
・投与開始時及び用量調節時には、
全血球計算を、血小板数が安定す
る（血小板数50,000/μL以上が少
なくとも4週間）までは毎週、安定
した後は毎月検査することが望ま
しい
・投与中は、血液検査及び肝機能検
査を定期的に実施し、用法・用量
に関連する使用上の注意を参照し
て、投与量を調節すること

商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

121.90

・セチリジン塩酸塩（製品名：ジル
テック）の光学異性体のうち、活
性の強いR-エナンチオマーのみを
有効成分とする
・セチリジン塩酸塩の約２倍の親和
性が報告されており、強力な抗ヒ
スタミン作用が期待できる
・１日１回の投与
・投与早期より優れた効果を発揮
し、24時間安定した効果が持続す
る
・７歳以上が対象

20mL1 筒

858.00

・上部消化管内視鏡検査時、胃内に
直接散布することにより、胃蠕動
運動を抑制するプレフィルドシリ
ンジ製剤

規格単位

薬価
（円）

40mg1 瓶

8,066

300㎍
1 キット
（５㎍）

9,661

300㎍
1 キット
（10㎍）

9,661

レボセチリジン塩酸塩
〔成人〕
ザイザル錠 5mg
アレルギー性鼻炎
（グラクソ・スミスク 蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、
ライン）
痒疹、皮膚そう痒症
割線有り
〔小児〕
右：X
左：X
アレルギー性鼻炎
蕁麻疹、皮膚疾患（湿
疹・皮 膚炎、 皮 膚そ
う痒症）に伴うそう痒
ミンクリア内用散布液
0.8％
（日本製薬）

5mg1 錠

ｌ - メントール
上部消化管内視鏡検
査における胃蠕動運
動の抑制

備考

[ 注射薬 ]
商品名
（会社名）
マキュエイド硝子体内
注用 40mg
（わかもと製薬）

成分名
効能・効果
トリアムシノロンア
セトニド
硝子体手術時の硝子
体可視化

備考

・日本初の硝子体手術時における硝
子体可視化剤
・添加物を含有しない

エキセナチド
バイエッタ皮下注 5㎍
2 型糖尿病
ペン 300
（日本イーライリリー） ただし、食事療法・
運動療法に加えてス
ルホニルウレア剤
（ビグアナイド系薬
剤又はチアゾリジン
バ イ エ ッ タ 皮 下 注 10 系薬剤との併用を含
㎍ペン 300
む）を使用しても十
（日本イーライリリー） 分な効果が得られな
い場合に限る。

・ビクトーザ皮下注18mgに続き、国
内で２番目のGLP-1受容体作動薬
・１日２回朝夕食前に皮下注射する
・原則として朝夕食前60分以内に行
い、食後の投与は行わない

ベンダムスチン塩酸
塩
トレアキシン点滴静注
用 100mg
（シンバイオ製薬）

再発又は難治性の下
記疾患
低悪性度 B 細胞性非
ホジキンリンパ腫
マントル細胞リンパ
腫

100mg1 瓶

－ 18 －

92,356

・アルキル化剤が有するナイトロジ
ェンマスタード化学構造とプリン
アナログ様化学構造を併せ持つよ
うにドラッグデザインされた新規
DNA作用剤
・既存のアルキル化剤によるDNA修
復機構の影響を受けず交差耐性が
少ない
・１日１回１時間かけて点滴静注
・投与を２日間連日投与の後、19日
間休薬を１サイクルとし、投与を
繰り返す

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

備考

レボフロキサシン水
和物
〈適応菌種〉
レボフロキサシンに
感性のブドウ球菌属、
レンサ球菌属、肺炎
クラビット点滴静注
球菌、モラクセラ（ブ 500mg100mL
バッグ 500mg/100mL ランハメラ）・カタラ
１キット
（第一三共）
ーリス、 炭 疽 菌、 大
腸菌、 チフス菌、 パ
ラチフス菌、クレブシ
エラ属、エンテロバク
ター属、セラチア属、
ペスト菌、インフルエ
ンザ菌、緑膿菌、ア
シネトバクター属、レ
ジオネラ属、 ブルセ
ラ属、 野 兎 病 菌、Q
熱リケッチア（コクシ
エラ・ブ ル ネティ）、
肺炎クラミジア（クラ
ミジ ア・ニ ュー モニ
エ）、肺炎マイコプラ
クラビット点滴静注
ズマ（マイコプラズマ・ 500mg20mL
500mg/20mL
1瓶
ニューモニエ）
（第一三共）
〈適応症〉
肺 炎、 慢 性 呼 吸 器
病変の二次感染、腸
チフス、パラチフス、
炭 疽、 ブ ル セ ラ 症、
ペ スト、 野 兎 病、Q
熱

5,326

・クラビットの新投与経路医薬品

5,222

[外用薬]
商品名
（会社名）

ジクアス点眼液 3％
（参天製薬）

成分名
効能・効果

ジクアホソルナトリ
ウム

規格単位

3％ 5mL1 瓶

ドライアイ

－ 19 －

薬価
（円）

623.40

備考
・ジヌクレオチド誘導体で、ドライ
アイ治療に対する新規の薬理作用
を有する、世界初のP2Y2受容体作
動点眼剤
・P2Y2受容体は、眼表面組織の眼
瞼・眼球結膜上皮（杯細胞を含
む）、マイボーム腺（脂肪細胞お
よび導管上皮細胞）等に局在し、
ATPやUTPが結合すると、結膜か
ら水分およびムチンの分泌を促進
する

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

ネバナック懸濁性点眼
液 0.1％
（日本アルコン）

ネパフェナク

ワンデュロパッチ 0.84mg
（ヤンセンファーマ）

フェンタニル

ワンデュロパッチ 1.7mg
（ヤンセンファーマ）
ワンデュロパッチ 3.4mg
（ヤンセンファーマ）
ワンデュロパッチ 5mg
（ヤンセンファーマ）
ワンデュロパッチ 6.7mg
（ヤンセンファーマ）

内眼部手術における
術後炎症

非オピオイド鎮痛剤
及び弱オピオイド鎮
痛剤で治療困難な下
記疾患における鎮痛
（ た だ し、 他 の オ ピ
オイド鎮痛剤から切
り替えて使用する場
合に限る。）
中等度から高度の疼
痛を伴う各種癌にお
ける鎮痛

規格単位

薬価
（円）

0.1％ 1mL

186.20

0.84mg1 枚

564.60

1.7mg1 枚

1,063.60

3.4mg1 枚

1,982.50

5mg1 枚

2,803.30

6.7mg1 枚

3,646.30

－ 20 －

備考
・非ステロイド性抗炎症点眼剤
・点眼投与後角膜を透過後、加水分
解されアンフェナクに代謝される
プロドラッグ製剤
・プロスタグランジン合成を速やか
に、かつ長時間阻害する

・フェンタニルの新剤形医薬品
・1 日毎に貼り替えて使用する

薬剤師連盟のページ

国会レポート
補正予算案をめぐって予算委員会が混乱
参議院議員
薬学博士

藤井もとゆき

10月に開会された第176回臨時国会は、現在衆議院の予算委員会において平成22年度補正予算案の審
議が行われていますが、小沢民主党元代表の国会招致問題、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件、更には同
事件に関わるビデオ流失問題など、現政権の対応に対する意見等が噴出し、11月10日に予定されていた
補正予算案の採決が15日に先送りされることとなりました。そのため、今後の参議院における審議日程
がタイトなものとなっており、補正予算案成立のメドが不透明な状況となっています。
私の属する参議院厚生労働委員会は、19日と21日に開催されましたが、上記のような衆議院予算委員
会における混乱の影響で、厚生労働大臣の日程がとれないこと等のため、その後は委員会開催が出来な
い状態が続いています。19日の委員会では、委員長のあいさつに続き、委員長より理事指名が行われ、
私が正式に理事（野党筆頭）に指名されました。その後、厚生労働大臣ほか３役の挨拶が行われ、更に
厚生労働大臣より、臓器の移植に関する法律に係る付帯決議に基づき、臓器移植の実施状況などについ
て報告されました。21日の委員会は、６時間の一般質疑が行われ、自民党からは、石井準一理事のほか、
赤石清美、三原じゅん子両新人議員が初質問を行いました。
また、10月29日には裁判官訴追委員会が開催されました。私は、同委員会の参議院選出予備員に指名
されており、当日の委員会に参加することとなりました。裁判官訴追委員会は、裁判官を弾劾するに当
たって、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴追するために国会に設置されている国の機関なのです。議
事は非公開となっていますので、委員会の模様はホームページ（http://www.mfujii.gr.jp/）の写真のみ
とさせていただきます。
ところで、11月11日には、当選後初めての政治資金規正法に基づく政治資金パーテイー「藤井もとゆ
き君と語る会」を都内千代田区丸の内の東京会館において開催させていただきました。800名を超える
支援者の皆さんにご参集いただきました。心より感謝を申し上げます。司会を

とかしき

なおみ前衆

議院議員にお願いし、発起人代表の児玉孝日本薬剤師連盟会長より開会のご挨拶をいただいた後、古賀
誠衆議院議員、衛藤晟一参議院議員、日本社会福祉弘済会の金田一郎理事長、健康保険政治連盟の白川
修二専務理事、製薬産業政治連盟の竹中登一会長、日本薬業政治連盟の熊倉貞武会長、日本の福祉を考
える会の廣江研会長より、激励のお言葉を賜りました。その後、松本純衆議院議員の音頭で乾杯が行わ
れ、とても盛り上がった会にしていただき、大変感激をいたしました。中締めの挨拶は、日本薬剤師連
盟の小田利郎幹事長にお願いし、盛会裏に会を閉じることができました。本当にありがとうございまし
た。
臨時国会の終盤に向けて、引き続き職務に邁進してまいります。
－ 21 －

全国藤井もとゆき薬剤師後援会のメールマガジンへの
登録が下記アドレスより登録できます。

http://www.yakuren.jp/mailmagazine.htm

－ 22 －

第３回

若手薬剤師指導者育成フォーラムに参加して
広島支部

竹本

貴明

平成22年11月27日（土）・28日（日）に湘南国

剤師と９名の薬局薬剤師から構成されており、普

際村センターにて開催されました「第３回若手薬

段は聞けない病院薬剤師の話（病棟業務）や、地

剤師指導者育成フォーラム」に参加をさせていた

域の違いによる問題点（在宅で片道１時間半以上

だきました。

かかる）など様々な意見を聞き、夜中２時過ぎま

１日目の午前中に希望者は国会見学の予定が組

で討議は白熱しました。

んでありました。普段はテレビでしか見ることが

２日目には、藤井基之参議院議員からの国政報

なく、自分には全く縁のない場所だと思っていた

告の後、各班のディスカッション発表を行いまし

ので、ドキドキしながら参加をさせていただきま

た。目指す薬剤師になるために個々の力だけでで

した。国会議事堂の内部見学をして感動も冷めな

きること、政治の力が必要なことがしっかりと話

いうちに午後からのフォーラム会場に移動となり

し合われていました。これをどう明日からの業務

ました。

に活かし反映させていくかを考えさせられる発表

１日目の午後はフォーラム本編として「医療・

ばかりでした。すぐに答えは出ないことかもしれ

医療保険・薬事行政の現状」・「日本薬剤師連盟

ないけれど、みんなが同じ方向を向き、熱い気持

その後の活動」・「薬剤師職能と政治」の基調講

ちを持っていると実感いたしました。

演3題と、特別講演として石破茂衆議院議員によ

この度は、本当に貴重なフォーラムに参加させ

る「今日の政情と社会保障政策」を拝聴させてい

ていただき、充実した２日間を過ごすことができ

ただきました。その後、夕食懇談会でみんなと少

ました。ありがとうございました。

し打ち解けてから、若手薬剤師フォーラムのメイ
ンであるグループディスカッションが各班（11名
×10班）に分かれて行われました。
グループディスカッションでは「薬剤師は何を
目指すか」をメインテーマとして、
１

薬剤師の現状をどう認識し、どのような問題
意識を持っているか

２

薬剤師は何を目指すべきか（どうなりたい
か）

３

そのような薬剤師、薬局になるためにはどの
ような環境整備が必要か

４

その環境整備を進めるための政治力の強化、
連盟の組織強化には何が必要か

以上を問題点としながら話し合われました。私の
班は都道府県もみんなバラバラで、２名の病院薬
－ 23 －

● 朝日新聞11月17日掲載（東京本社版）

朝日新聞投書欄における本会投書の掲載について
近年、新聞等の読書欄において薬剤師業務に関連する投書がしばしば見られますが、先般、別紙
１のとおり朝日新聞に投書が掲載されました。
これについて、本会担当役員が薬物乱用防止活動への薬剤師のかかわりについて、同新聞に投書
いたしたところ、掲載されましたので、参考までにご報告申し上げます。

● 朝日新聞11月25日掲載（東京本社版）
－ 24 －

医師・歯科医師・薬剤師の届出のお願い
医師法、歯科医師法及び薬剤師法では、２年に一度、各法に規定する事項の届出が義務付けられており、本年
がその実施年に当たります。この届出は、今後の厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする「医師・歯
科医師・薬剤師調査」の客体となるものであり、届出について、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

≪医師・歯科医師・薬剤師の届出について≫

❶

届出の根拠

➋

届出の方法等

医師法第６条第３項、歯科医師法第６条第３項及び薬剤師法第９条により、２年に一度の届出が義務
付けられています。
⑴

届出票（様式）について
○届出票の様式は、住所地を管轄する保健所から配布されます。
（病院等に従事されている方については、当該施設から配布される場合もあります。）
○上記のほか、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
【http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/11/tp1115-1.html】※平成23年１月17日㈪まで掲載
⑵ 届出の方法
○平成22年12月31日現在の住所、氏名、登録番号、登録年月日、従事先等、届出票に記載されてい
る事項に記入の上、住所地を管轄する保健所へ提出してください。
（病院等に従事されている方については、住所地にかかわらず当該施設で取りまとめて提出される
場合もあります。）
○複数の施設に従事している場合には、主な従業先のもの１枚だけを提出してください（重複提出は
行わないでください）。ただし、複数の免許を保有している場合は、それぞれの届出票を提出する
必要があります。
○12月31日現在で就労していない方も、届出票を提出する必要がありますので、届出漏れのないよ
うにしてください。

➌
➍
➎

調査の期日

平成22年12月31日現在（届出票に記載していただく基準日）

届出の期限

平成23年１月17日㈪

問合せ先

県健康福祉局健康福祉総務課（広島市中区基町10-52
又は、最寄りの保健所まで。
保健所名

住

所

TEL082-513-3030（ダイヤルイン）

電話番号

管轄区域

西部保健所

廿日市市桜尾2－2－68

0829－32－1181（代表）

大竹市、廿日市市、府中町、
海田町、熊野町、坂町
江田島市、安芸高田市
北広島町、安芸太田市

西部東保健所

東広島市西条昭和町13－10

082－422－6911（代表）

竹原市、東広島市、
大崎上島町

東部保健所

尾道市古浜町26－12

0848－25－2011（代表）

三原市、尾道市、世羅町
府中市、神石高原町

北部保健所

三次市十日市東4－6－1

0824－63－5181（代表）

三次市、庄原市

広島市保健所

広島市中区富士見町11－27

082－241－7417（ダイヤルイン）

広島市中区

東区分室

広島市東区東蟹屋町9－34

082－568－7752（ダイヤルイン）

広島市東区

南区分室

広島市南区皆実町1－4－46

082－250－4136（ダイヤルイン）

広島市南区

西区分室

広島市西区福島町2－24－1

082－294－6491（ダイヤルイン）

広島市西区

安佐南区分室

広島市安佐南区古市1－33－14

082－831－4563（ダイヤルイン）

広島市安佐南区

安佐北区分室

広島市安佐北区可部4－13－13

082－819－3956（ダイヤルイン）

広島市安佐北区

安芸区分室

広島市安芸区船越南3－2－16

082－821－2829（ダイヤルイン）

広島市安芸区

佐伯区分室

広島市佐伯区海老園2－5－28

082－943－9762（ダイヤルイン）

広島市佐伯区

福山市保健所

福山市三吉町南2－11－22

084－928－1164（直通）

福山市

呉市保健所

呉市和庄1－2－13

0823－25－3534（直通）

呉市
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本年は薬剤師の届出が必要です
（巻末参考）
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