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テ ー マ：「明日に向かって！！
　　　～今、薬剤師にできること～」
会　　期：平成23年10月30日（日）　
会　　場：福山大学社会連携推進センター宮地茂記念館
　　　　　〒720-0061　広島県福山市丸之内１丁目２番４０号　
　　　　　TEL：084-932-6300　FAX：084-932-6354
主　　催：社団法人広島県薬剤師会
共　　催：福山大学
参 加 費：予約2,000円　当日3,000円　学生（社会人を除く）は無料
　　　　　（参加の振込用紙は次回県薬会誌９月号に折り込みます）
＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：１演題12分（発表10分・質疑２分）の予定・ポスター発表
２．発表の内容について

（１）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方
（２）保健・医療・福祉分野での地域との関わり
（３）患者への情報提供活動や情報収集
（４）医薬品に関する調査・研究
（５）学生実習の受け入れ
（６）災害時の対応
（７）その他、日常業務に参考となるもの

３．申込期間：平成23年８月22日（月）まで
　　　　　　　発表要旨は９月22日（木）必着

４．申込方法：　
　ホームページより申込書をダウンロードして、ご記入の上、お申し込み下さい。
　ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

５．申 込 先：社団法人広島県薬剤師会
　　    　　　　第32回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

第32回広島県薬剤師会学術大会
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表紙写真　シャクナゲ（ツツジ科）　　
　日本ではシャクナゲのことを石南花と書きますが中国では違う植
物を指します。シャクナゲの葉には有毒成分が含まれ大量に服用し
ますと痙攣や麻痺を伴ない死亡することがあります。民間薬として
少量服用する事で利尿剤として用いられましたが内服はしないほう
がいいでしょう。

� 写真提供：吉本　悟先生（安芸支部）
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広島県薬剤師会通常総会を開催第40回
―�平成22年度会務並びに事業報告・収支決算等を承認�―

　第40回広島県薬剤師会通常総会は、去る５月21
日（土）午後３時30分から広島県薬剤師會館に於
いて開催された。
　総会は、藤山りさ常務理事の司会のもと、まず
大塚幸三副会長の開会の辞により開会され、続い
て、前田泰則会長の挨拶があった。（別掲）
　次に表彰式に移り、次の方々に対して、前田会
長から賞状並びに記念品の伝達・受賞が行われ
た。
　受賞者は次のとおり。
� 〔順不同、敬称略、（　）は支部名〕
○日本薬剤師会有功賞受賞者（伝達）（８名）
花木　冨子（広　島）　三島としえ（広　島）
福島　　寿（安　芸）　海井　利雄（大　竹）
森川　修二（廿日市）　守谷芙久枝（　呉　）
川崎　昤子（福　山）　宮地美愛子（因　島）

○広島県薬剤師会賞受賞者（７名）
武末　玲子（広　島）　福田千鶴子（広　島）
土井　郁郎（安　佐）　棚田　　寛（大　竹）
中本　明春（三　次）　高野　幹久（広　島）
小澤孝一郎（広　島）

○広島県薬剤師会功労賞受賞者（11名）
木村　章彦（広　島）　長坂　晋次（広　島）
横田　正和（安　佐）　永野みさ枝（安　芸）
細田　智子（安　芸）　甲田　清子（　呉　）
松村　智子（　呉　）　緒方　京子（福　山）
中　　壽美（尾　道）　石橋亜矢子（山　県）
瀧川由美子（山　県）

○広島県薬剤師会有功賞受賞者（７名）
不破　　亨（広　島）　西永　義憲（廿日市）
小田八保子（広　島）　藤井　良英（安　佐）
今岡　和子（福　山）　御園八重子（尾　道）
本郷　博文（三　次）
　続いて、広島県健康福祉局長祝辞（代理　仲本
典正薬務課長）があり、次に、藤井基之参議院議
員、児玉孝日本薬剤師会長からの祝電が披露され
た。
　次に、受賞者を代表して福田千鶴子氏（広島）
が謝辞を述べられて表彰式は終了した。
　次に、昨年度総会以降の物故会員に対して、ご
冥福を祈念して黙祷が捧げられた。
　次いで、正・副議長の選出があり、議長に加藤
哲也氏（安佐）、副議長に林真理子氏（安佐）が
選任され、正・副議長席に着席、直ちに出席会
員数の確認があり、会員総数の３分の１の定足
数1,027人以上に対して、出席者数（委任状を含
む）1,565人が確認されて、総会の成立が宣言さ
れた。
　次に、議事録署名人に田辺ナオ氏（尾道）、島
岡敏氏（行政）が議長から指名された。
　続いて、報告事項11件が報告され、直ちに一括
上程議題とし、次のとおり各担当理事から報告説
明があった。

１．日本薬剤師会臨時総会報告について
� 青野拓郎　日薬代議員
２．広島県薬剤師会通常代議員会報告について
� 宮本一彦　県薬代議員

表彰風景 受賞者代表謝辞　福田千鶴子�氏（広島支部）
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　本日は、土曜日の午後お忙しい中第40回広島県
薬剤師会通常総会にご出席いただきましてありが
とうございます。
　３月11日の東日本大震災に端を発しまして、地
震・大津波・福島原発事故と相次ぐ国難とも言う
べき大災害が発生しました。
　被災された方、不幸にして亡くなられた方々へ
の哀悼の意を表したいと思います。
　広島県薬剤師会といたしましても３月14日緊急
対策本部を立ち上げました。まだ進行中の支援薬
剤師派遣もありますが、詳細は広島県薬剤師会会
報に報告されていますので是非ご一読下さい。
　なお当初よりお願いいたしました義援金等も５
月中旬現在で、１億６千万円余りが全国より日本
薬剤師会に送り届けられています。またこのたび
は諸外国の薬剤師会からも義援金等をいただいて
います。我々の仲間が１日も早く立ち直ってもら

う為にもこれからも息の長い支援をしていきたい
と思います。
　今後とも一層のご支援をお願い申し上げます。
　さて、５月16日より長期実務実習が始まりまし
た。県薬会員の諸先生方には改めてご無理を申し
あげておりますが、後進のためにご指導いただけ
ればと願っております。
　いよいよ、来年４月には６年制始まって以来最
初の薬剤師が誕生します。
　先ほどご唱和いただきました「薬剤師綱領」は
昭和48年10月に日本薬剤師会が制定したものであ
ります。薬剤師の職能の基本理念として先人が思
いを込めて残していただいた貴重な財産と思いま
す。
　新たに誕生します６年制卒の薬剤師方々にもこ
の薬剤師綱領の意味するところをしっかりと理解
していただきたいと思います。
　本日はその中でも薬剤師職能を十分に発揮して
来られました諸先生方の栄えある受賞の日であり
ます。
　日本薬剤師会有功賞、広島県薬剤師会賞、同功
労賞、同有功賞を本日ここに授与させていただき
ます。
　受賞された先生方には、今後ますます元気で頑
張っていただきたいと願っています。また後進の
育成になお一層のご指導をお願い申し上げまして
挨拶にかえさせていただきます。

［ 会 長 挨 拶 ］
会　長� 前田　泰則

３．平成22年度広島県薬剤会会務及び事業報告に
ついて� 野村祐仁　副会長　　

４．平成22年度薬事情報センター事業報告について
� 野村祐仁　副会長　　

５．平成22年度広島県薬剤師会収支計算書について
　　　　　　　　　谷川正之　常務理事

６．平成22年度保険薬局部会事業報告について
　　　　　　　　　　　　村上信行　副会長
７．平成22年度保険薬局部会収支計算書について
　　　　　　　　　　　　青野拓郎　常務理事
８．平成22年度会館運営事業報告について
　　　　　　　　　　　　野村祐仁　副会長
９．平成22年度会館運営事業特別会計収支計算書

について　　　　　　谷川正之　常務理事
10．平成22年度検査センター事業報告について
　　　　　　　　　　　　大塚幸三　副会長
11．平成22年度検査センター特別会計収支計算書

について　　　　　　谷川正之　常務理事
　次に、監査報告に移り、水戸基彦監事から監査
結果について報告があった。
　続いて、質疑に入ったが、特になく、直ちに採
決が行われた結果、各報告事項がいずれも承認さ
れた。
　以上をもって議事を終了し、野村祐仁副会長の
閉会の辞をもって、総会は終了した。
� 閉会時刻　午後５時15分
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受賞者・喜びの声

　此の度は、はからずも日本薬剤師会有功賞授与
の報に接し、今日迄多方面に亘り、支へて戴いた
先輩各位の御協力、御指導の賜物と恐縮致してお
ります。大正15年に東京に生れ、以来戦前、戦后
の学生時代を圣て、昭和22年に、薬剤師を、拝命
致し、以来60年余圣過致しました。お蔭様で　家
内始め、同族殆ど薬学の道に、精進致し、広島、
山口にて、綜合医療商社として、今日迄　努力し
て参りました。特に近年、医薬分業の進展に伴
ひ、調剤薬局の開設竝に、介護福祉事業への参加
に依り、現在に至っておるところです。
　父の遺志を継ぎ、本年は丁度65年目になりま
す。現在４代目が家業を継承しており、責任の重
大さを痛感しているところです。
　今回日薬有功賞の栄に溢し、感激一しほで、感
無量です。今后無地域医療の充実と保健活動の発
展の一助になれば、幸甚の至りと存じます。
　薬剤師六年制をふまえて、真に信頼される薬剤
師の実現を目指し、地位向上を祈りつゝ、今後
益々の発展を祈念致します。授賞のよろこびに対
し、厚く御禮の言葉とさせて戴きます。

　此の度は、日本薬剤師会有功賞をいただき、誠
に有り難うございました。
　広島県薬剤師会会長前田泰則先生より、賞状と
徽章を授与され、身に余る光栄と嬉しくお受け致
しました。会場の諸先生からの暖かい拍手は、お
祝いと励ましをいただいたと胸一杯の感激でござ
いました。
　私の父は瀬戸内海に浮ぶ島の村での歯科医でし
た。私達子供には、世の中の人に役立つ道を選ぶ
様学校に送り出してくれました。村は小学校だけ
故に６年迄で親元を離れての進学は寄宿舎での生
活でした。此処でも学ぶ事が多かったと思いま
す。姉を始め兄弟達も医師、歯科医師、獣医師、
へと、戦前、戦中、戦後と学びました。私は薬剤
師の道を選びました。母は病弱な父を助け家庭を
守って参りました。各々医療従事者として、其の
道に入りました。母には驕らず、迷惑をかけな
い、感謝される人となる様常に聞かされていまし
た。
　此の両親のお蔭で、健康な体、強い精神に今日
あると感謝して居ります。
　此の喜びを亡き両親に伝え、恥ずかしくない人
生を歩みたいと誓いを新たに致しました。
　私は昭和28年学校を卒業し、薬剤師として、歩
み始め、病院薬剤師として42年、医薬分業となっ
て、調剤薬局16年計58年続け今尚励んで居りま
す。
　時代の流れで色々と変わり行く薬剤師の立場
に、とり残されない様にと研修会、生涯教育に出
席し、認定証も更新しつゝ諸先生方の御協力御指
導をうけながら精進を重ねて参りたいと思って居
ります。６年生制になっての初めての卒業生を平
成24年に迎えます。新しい刺激を受け薬剤師の向
上に向って頑張りたいと思って居ります。
　私事の喜びに思いを馳せるうちにも、東日本大
震災で被災、原発等の被害を受けられた方々の１
日も早く明るい日が参ります様お祈り致します。

日薬有功賞日薬有功賞
大竹支部　海井　利雄広島支部　花木　冨子

日薬有功賞
呉支部　守谷　芙久枝

　呉薬研修会の時「先生おめでとうございま
す。」と突然言われ「何のこと」とビックリしま
した。「日薬雑誌に日薬有功賞と出てますヨ」と
言われ驚きました。私は最近日薬雑誌は関心のあ
る所のみ拾い読みしていて全く知りませんでした。
帰宅して日薬雑誌を何回か繰り返し見ていると15
Ｐにありました。かつてのクラスメートの名前も
私を含めて４名記名されていました。80才以上で
30年以上連続して日薬正会員で薬事に貢献された
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日薬有功賞
因島支部　宮地　美愛子

　この度は思いがけず日本薬剤師会より有功賞授
与のお知らせを頂きまことに身に余る光栄と深く
感謝申し上げます。
　私は昭和５年に愛媛県で生を受け、亡母の助言

方が頂ける賞との事です。過ぎった30年。否薬剤
師となって50有余年、悲喜こもごもの人生でした。
　乱賣合戦の激しかった呉市では零細薬局は、四
苦八苦でした。その中ずっと医薬分業を夢見て来
た私は、既知の医師の先生方に院外処方せんを出
して下さいと訴え続けておりました。どの医師も
「まだ時期尚早、その時が来たら処方せんを書く
から」と言われ続けて居りました。当時の呉医師
会々長の岸槌先生から「医薬分業の呉一の論客」
と言われた事もありました。分業率数％、その殆
どが、所ゆる第２薬局からの処方せん受取りによ
るものでした。薬剤師には医薬分業の夢なくして
の前進はありえない時期でした。当時の薬局薬剤
師の地位はどうだったでしょう。商売下手な薬剤
師は廉売合戦の中薬剤師としてのプライドも何も
無い状態で、現在の様に患者さんから「先生」と
呼ばれる事も少ない状態でした。その間私は念願
叶って熊野の地で調剤を専門とする薬局の開業を
はたす事が出来ました。病院薬剤師会にも入会し、
研修会では薬局での服薬指導、薬歴等、病院でも
まだ手着かずの分野について発表して来ました。
ある日国立呉病院の薬剤科長石本先生から「病院
の院外処方せんを受けてくれないか」と言われ、
故前野県薬元副会長　呉薬元会長松浦先生　外の
役員達と共に分業への道をひた走りました。始め
は病院も薬剤師会も門前薬局を考えていましたが、
周囲は全て公有地、万策つきて面分業を打ちだし
ました。全国で始めての公的病院の面分業で注目
を集めました。国立呉病院の処方せん応需薬局は、
始めは29薬局でした。今は薬局を閉店なさった所
もありますが、その時の先生方との努力と分業へ
の情熱は私の忘れ難い思出です。80才の現在。生
涯現役で、頑張りたいと願って居ります。

により薬学の道を歩む事を決め東京女子薬学専門
学校（現、明治薬科大学）を卆業致しました。
　昭和21年に結婚し因島にて夫と二人三脚で薬局
を開局、昭和51年に医薬分業となり、様々な手続
き、時には広島市迄も研修に通い、懸命に研鑽努
力致しました。
　隣接する開業医の先生のご理解もありこの地域
における医薬分業のパイオニアであったと自負い
たしております。
　平成15年には道路拡張に伴う店舗移転で、広く
新感覚の薬局となって居ります。
　息子も薬剤師となって居り平成元年にＵターン
し現在では責任者となって頑張って居ります。
　これからも日々努力して参りますので今後共ご
指導の程よろしくお願い申し上げます。

県 薬 会 賞
広島支部　武末　玲子

　この度、広島県薬剤師会賞をいただき誠にあり
がとうございます。これも先輩諸先生をはじめ皆
様のお陰と深く感謝しております。
　昭和49年、大学卒業後ケンコー産業呉営業所
（現在の株式会社エバルス）に就職。その当時は
パソコンどころかファックスもない時代でした。
　２年後、ジャスコ広店薬品部でOTC販売の職
に就きました。雪の降る寒い日に生後３ヶ月の息
子を「ねんねこ」で負ぶって自転車に乗り、職場
とは反対方向の実家まで預けに行き仕事に行って
いたことがつい昨日のようです。
　29年前、広島に引っ越して来てから自宅近くの
温品調剤薬局に勤務することになりました。最近
では近隣に医院も増えて温品地区の調剤薬局だけ
でも８軒ありますが、その頃は１軒だけでした。
現在はレセプトや調剤録すべてレセコンで簡単に
入力できますが、当初は調剤報酬点数を電卓で計
算、薬歴も手書きでした。医薬品の薬価をすべて
暗記していた頃が懐かしく思えます。
　昭和59年、日本国有鉄道病院薬剤部（現在の
JR西日本広島鉄道病院）に採用されましたが、
16年前にまた古巣の温品調剤薬局に戻り現在に
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県 薬 会 賞

安佐支部　土井　郁郎

　この度、第40回広島県薬剤師会通常総会におい
て、県薬剤師会賞を頂戴する栄誉に浴し、身に余
る光栄と、恐縮しております。
　これもひとえに、先輩方々のご指導のもと会員
の皆様に支えられての事と、深く感謝致しており
ます。
　振り返れば、17年前に前安佐薬剤師会々長栗田
弘三先生より、役員のお声をかけていただき、現
安佐薬剤師会々長加藤哲也先生共々、薬剤師会の
実務を優しく指導していただきました。良い仲間
と後輩等の援助により、やって来られたと思いま
す。
　この度の受賞を契機に、会員の皆様が薬剤師会
に入って良かった、と喜んでいただけるよう今後
とも、微力ではありますが貴会のお手伝いが出来
ればと思っております。
　この度は、誠にありがとうございました。

県 薬 会 賞
三次支部　中本　明春

　この度、広島県薬剤師会賞をいただき、誠に身
に余る光栄とお礼申し上げます。
　さしたる功績のない私が、このような賞をいた
だくことに大変恐縮しております。これもひとえ

至っています。医薬分業が進み、広域処方せんや
近隣からの院外処方せんも応需するようになりま
した。薬剤師として生きてきて今年で38年目。こ
れからも体力の続く限り地域の医療と薬剤師会に
貢献できるよう頑張っていきます。
　この受賞を機に、さらに自己研鑽に努めていき
たいと思いますので、今後ともご指導、ご支援の
程よろしくお願いします。本当にありがとうござ
いました。

に諸先輩、支部役員、支部会員の先生方のご支援
とご指導の賜物と心から感謝しております。
　私は昭和40年に薬大を卒業後、すぐに三次に帰
り家業の薬局を手伝いました。家の方では貴重な
労働力として早く帰ってきて欲しかったようで
す。
　その傍ら、初代の三次支部長、浅田直吉先生他
４名の支部長の先生方のもとで、専ら事務的な仕
事を約30年間お手伝いさせていだきました。この
間に経験したことは、後の支部運営において多い
に役立ちました。
　この間、医薬分業の推進が叫ばれていました
が、三次支部では一向に進まないのが現状でし
た。広島県で「医薬分業推進事業」を行う地区と
して２か所のうち１か所に三次市が選ばれまし
た。三次市は県内でも医薬分業が最も進んでない
モデル地区としてでした。支部長の金井先生と東
京渋谷の日薬会館へ研修に行き、他地域の医薬分
業に対する熱気に圧倒されて帰ってきました。あ
る時は、支部役員と当時の三次保健所の石原長造
先生（現、県薬事務局長）とで三原保健所で三原
の現状を聞き、広島県立病院と当時の国立呉病院
及び呉市内の応需薬局を見学し、呉薬剤師会で呉
支部の医薬分業への取り組みについて守谷先生か
らお話をお聞きしました。その中で分業先進地と
そうでない地域とでは熱意や結束力等での取り組
み方に格差を感じました。この事業の推進に当
たって石原先生には正に東奔西走していただいた
と記憶しています。それでも尚、目に見える効果
はありませんでしたが、後でやって来た医薬分業
の波を考えると、これらは小さな布石であったよ
うに思っています。医薬分業の推進は先輩諸氏の
見えざる所でのご尽力も忘れてはならないと思い
ます。
　薬局の形態はOTC医薬品が売れた時代から処
方せん調剤に変わりつつあるように見えます。い
ずれにしても薬剤師は患者（国民）のニーズに合
わせた業務が望まれていると思います。そのため
には個々のスキルアップも必要でしょう。私も微
力ながら、薬剤師会や患者さんのお役にたてるよ
う、もう少しの間頑張ってみようと思います。
　ありがとうございました。
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広島支部　高野　幹久

県 薬 会 賞

　2011年５月21日に開催された第40回広島県薬剤
師会通常総会において、広島県薬剤師会賞を受賞
させていただきました。他の受賞者の先生ととも
に前田会長から表彰していただき、また来賓の先
生をはじめ多くの先生から祝福と励ましのお言葉
を頂き、改めて賞の重さを感じました。
　最初、受賞のお知らせを頂いた時は、広島県薬
剤師会に参画させていただいてから自分自身気づ
かないうちにずいぶんと時間がたったのかな、と
いうのが率直な感想でした。振り返ってみます
と、平成10年４月に理事（大学選出）に就任した
のが最初ですので、以来10数年が経過したことに
なります。こうして理事を続けてこられましたの
も、前田会長をはじめ歴代の副会長、理事の先生
方、会員の皆様のおかげと感謝しております。
　その間、薬学や薬剤師を取り巻く環境は大きく
変化してまいりました。薬学教育におきましても、
６年制がスタートしてから既に５年以上経過し、
最初の入学生は今年度最終学年である６年生とな
りました。OSCEやCBT、そして実務実習をクリ
アしてきた彼らですが、来春には新制度１回目の
新たな薬剤師国家試験が待ち受けております。さ
らに教育改革の成否は、国家試験を合格した学生
が薬剤師として社会で如何に活躍してくれるかに
かかっておりますので、少し長い目で検証しつつ、
また必要に応じて修正していくことが大切かと思
います。県薬の会員の中には、開局薬剤師、病院
薬剤師、薬系大学教員など、様々な立場の方がお
られると思いますが、新たな教育を受けた卒業生
が社会の中で薬剤師として活躍し、またそれを通
じて薬剤師の職能の展開や社会における認知度、
立場の向上が図られることを切に願っているとい
う点では、皆同じ気持ちかと思います。県薬会員
の先生方には実務実習等を通じて薬学教育に一方
ならぬご協力を頂いておりますが、薬剤師の未来
がさらに明るいものとなりますよう、今後ともど
うぞよろしくお願い申し上げます。
　私も、私の立場からできることは何かについて
これを機に今一度深く考え、県薬の先生方ととも

　広島県薬剤師会功労賞を頂き有難うございます。
いつとはなく薬剤師会に入って、いつのまにか功
労賞をいただく年月が経ってしまいました。まさ
か自分がこのような賞を頂くとは思っておらず、
驚いております。
　実は３年と半年前に脳梗塞を患い、それからは、
ほとんど薬剤師会の仕事はしておりません。通常
の仕事には復帰しておりますが、薬剤師会の業務
には、まだ完全には復帰していないのが現状です。
そのような私が、果たしてこういう賞をもらって
いいものなのかどうか、悩むところ。野村先生ほ
か皆さんのお助けを頂きながら、なんとか広島市
薬剤師会の業務をしているところです。
　広島市薬剤師会では、中区の理事として勤めて
おります。東区・南区・西区に比較して、中区は
理事のなり手が少ない。中区の薬局で薬剤師会の
仕事に興味のある方は、是非ご一報ください。
　事務局の皆さんには、本当にお世話になってお
ります。これからも何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

県薬功労賞
広島支部　木村　章彦

　薬剤師になってしまって約30年。こんな私が数
年前、広島市薬剤師会理事として参加させて頂く
ことになりました。会議では、末席で目立たない
ことを心掛けていました。しかし、会議・親睦会
に参加する毎に、先生方の薬剤師会向上への熱意
に感動し、いつか自分でも何か協力したい思いが
芽生えてきました。

県薬功労賞
広島支部　長坂　晋次

に活動を展開して行きたいと思います。今後とも、
ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお
願い申し上げます。
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　最近、やっと事業内容及び決算内容が少し理解
出来るようになり、地域保健対策協議会や広報委
員会の仕事は、事務局・委員会の先生方に教えて
頂きながら、楽しく参加出来るようになりました。
こんな半人前が受賞してもいいの？普段なら、何
んでも頂いておこうと思っている性格ですが、こ
のような賞は人生初めてなので動揺してしまいま
した。
　当日は、受賞されて当然の先生方に混じり、
座っている時のもどかしさ。受賞者代表とし謝辞
を述べられた福田千鶴子先生の話に聞き惚れて、
まるで他人事のような総会での受賞式でした。
　総会も無事終わり、帰宅して、気になっていた
記念品を開けてみました。小さな時計が嵌め込ま
れたクリスタルの置物でした。なにげなく妻が時
刻を合せ、針が動き出した瞬間、不思議なことに、
新たな気持ちで、会の仕事に取り組める思いがし
ました。
　「広島県薬剤師会功労賞2011・５・21」と刻印
されたクリスタル時計を見ていると、受賞を許可
して下さった先生方に感謝の気持ちでいっぱいに
なります。今は、素直な気持で喜ぶ事が出来、こ
れを励みとして、一人前の薬剤師になれるよう、
時を刻んでいきたいと思います。
　今後も、事務局及び先生方の御指導・御協力を
頂きもう少し頑張ってみようと思いますので、宜
しく御願い致します。
　実は、３月11日の東日本大震災及び原発事故に
対し、無力な自分に心の片隅で少しだけ悩んでい
ました。しかし、今一度、自分の出来ることから
取り組んでいけば何か見つかるかもしれないとい
う当り前のことを思い出すきっかけにもなりまし
た。この思いも刻んでいこうと思います。
　この度は誠にありがとうございました。　

　この度は県薬剤師会功労賞をいただき有難うご
ざいます。身に余る事と大変恐縮しております。
　73年間を振り返ってみますと、東邦大学を卒業

県薬功労賞
安芸支部　細田　智子

　まずはじめに、先の大震災で亡くなられました
方々に改めてお悔やみ申し上げます。
　そして、多くの被災者の皆様方に、心からお見

県薬功労賞
呉支部　甲田　清子

後、向洋に新築ピカピカの東洋工業付属病院（現
在のマツダ病院）に就職しましたが、２年後、同
期４名で結婚はきっとシンガリとおもっておりま
したのに先陣を切り、嫁いで姫路に参りました。
その間　３人の子育てに専念？、広島には約14年
間の空白でした。帰広後、先輩、友人の指導をう
け、遅まきながら、徐々に薬剤師の仕事に入って
いきました。その友人の紹介で新規調剤薬局の管
理薬剤師となり、何年かして今度は母校の友人の
奨めで私学の学校薬剤師を受けることになりまし
た。当時は私学の学校薬剤師はまだ一般化されて
いなかった為、所属するところもなく模索する事
ばかりでした。そんな時に手を差し伸べて下さっ
たのが、今、私が所属する安芸薬剤師会でした。
学校薬剤師の仕事を基礎から教わり何とか務める
ことが出来たのです。
　薬剤師会と私の関わりは上記のように、いかに
も受動的なものでした。安芸薬剤師会から理事の
お話を頂いた時も、積極性に乏しい私に務まるの
かと思いつつ、私を育てて下さった安芸薬剤師会
のお役に立つことが有るのならばと、仲間入りを
決心し今日に至りました。安芸薬剤師会がますま
す充実し、将来を担う若い会員がより活躍出来る
よう、縁の下で支えることが私の役目と思ってお
ります。先日、久しぶりに安芸薬学校薬剤師会総
会、研修会に参加しましたが、新しく仲間入りし
た学校薬剤師にとって益々心強い素晴らしい会に
なっていて感激してしまいました。
　先輩のご努力により薬剤師の職能は向上して参
りましたが、今後も薬剤師を取り巻く情勢は厳し
く、課題山積のようです。
　老輩にも役に立つことが有れば、これからも頑
張って縁の下で私の役目は支えていきたいと思っ
ております。
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　広島県薬剤師会功労賞をいただき、たいへん光
栄に思います。ありがとうございます。私が呉の
薬剤師会会員になった当時、総会が古い建物の２
階の座敷で行われ、終了後、前野先生や大塚先生
（現会長の父君）たちに呑みに連れて行っていた
だきました。おじさま方がなにやら熱く語ってい
たことを今でも記憶しています。現在の呉薬剤師
会も、もちろん熱い雰囲気ですが、と同時に温か
い優しさを感じています。また、広島県女性薬剤
師会会長のバトンを渡されて３年になります。神
原前会長はバトンと一緒に最高のスタッフと会員
さんを渡してくれました。私の宝物です。みんな
でこれからの女性薬剤師会をいろいろ考えていこ
うと思います。よろしくご指導下さい。

　この度は広島県薬剤師会功労賞を賜りまして、
御礼申し上げます。自分でもお知らせ頂いて驚い
て居ります。と同時に継続して管理薬剤師として
私を認めて下さった開設者の方々にも私の感謝の
気持ちを伝えさせて頂きました。
　思い起こせば、S47年卒業後、病院に２年間勤
務しS49年６月にOTCの薬局に勤務、その後Ｈ９
年より大黒調剤薬局明治町店勤務となり、50才に
て保険薬剤師の免許を取り、故・藤井勝蔵先生か
らのお声がかりにて管理薬剤師として再出発しま
した。私が調剤薬局で管理者としての仕事が軌道
に乗ったのも周りのスタッフの方々の協力があっ
た事はいつまでも忘れられない事として残って居
ります。
　Ｈ15年10月より、にこぴん薬局港町店に勤務し
て居ります。この薬局は多分私にとっては最後の
管理者としての職場と考えています。門前薬局で
はありますが、最初に病院スタッフ、薬局スタッ
フと開設者の浦隅社長との会合にて、板崎院長先
生より「医薬分業」ではなく「医薬協業」である
べきとのお言葉を頂き、ただこの一言にて今日ま
でがんばって来れた気が致して居ります。先生に
診察してもらわれて安心され、薬局に来られ我々
の指導にて患者様がより安心して頂ける様、一連
の流れにて患者様の為にも今日までがんばって来
れたと思えます。患者様よりの聞き取りにより学
べる事が多く、安心して治療を受けて頂く事への
手助けの一員となりたいと思ってます。
　今後は薬剤師の方も６年間学び、私の時代から
は考えられない多くの事を学ばれて社会に出て来
られる事を思い、今後の薬剤師の立場をより良き
立場として頂く事を願ってます。
　同時に私の役目として「かかりつけ薬局」と
して患者様の「聞いて下さい。」の声に耳を傾け、
患者様のフォローをさせて頂く事に努めて行こう
と思います。管理薬剤師として勤務させて頂けた
のも、多くの皆様のお力添えがあっての事なので
この受賞にて、お礼が言える事を幸いに思って居
ります。今後も微力ながら薬剤師会の為に何か手

県薬功労賞

県薬功労賞

呉支部　松村　智子

福山支部　緒方　京子

舞い申し上げます。
　この度は広島県薬剤師会功労賞をいただき、誠
にありがとうございました。急なことで当日は欠
席ということになりまして申し訳有りませんでし
た。
　３月11日の大震災では、未曾有の出来事でテレ
ビからの映像に戸惑うばかりでしたが、そんなな
か支援薬剤師として被災地で活躍されている先生
方に頭が下がる思いです。現地に赴くことが出来
なくても、今自分に何が出来るか何をすべきかを
考える毎日でございます。災害がおきたときでも、
すぐに薬剤師として活動できるよう、常に準備し
ておくことが大切だと再認識いたしました。私は
長年、薬剤師として職務を行ってまいりましたが、
その間、素晴らしい先輩先生方や友人に恵まれ、
地域の方々に励まし支えられてきました。これか
らも、まちかど薬局として、微力ながらも地域医
療に貢献できるよう努力していきたいと思います。
　最後にこのような栄えある賞をいただけたのは、
諸先輩方のご指導と会員の先生方のご支援の賜物
と深く感謝申し上げます。今後も微力ではありま
すが、薬剤師会や社会のお役に立てるよう頑張っ
て行きたいと思っています。
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県薬有功賞
広島支部　 不破　　亨

　この度、広島県薬剤師会が小職に対して有功賞
を御授賞下さいましたことは、大変栄誉なことと
存じ、関係者の方々に心から感謝申し上げます。
私は薬剤師ではありますが、この歳まで、５年間
の大学職員として薬学部学生の指導に当った経験
があるとはいえ、大半が企業人として生きて参り
ました。したがって、改めて薬剤師としての自覚
をもったといっても過言ではありません。
　大学から製薬企業に就職し、当時ＧＭＰが製薬
企業に課せられることになったので、最初に手掛
けたのが、品質管理の組織作りとその業務内容の�
整備でした。その後研究者の取りまとめに取り組
みました。その中でまず大学時代の専門分野で
あった製剤学を生かし、製剤の創製という企業活
動に不可欠な商品開発に注力してきたことが思い
出されます。そのようにして企業での研究活動を
通して医薬品の品質、有効性、安全性についての
実務を経験しました。さらに製造承認の取得や製
造、品質管理業務を通して薬務行政対策に取り組
みました。以上が薬学出身者である私の経験であ
ります。
　私の身内には薬局経営など真の薬剤師活動に打
ち込んできた者もおります。その中から、亡き父
である不破龍登代の足跡の一部を紹介します。父
は、生涯病院薬剤師として、薬剤師の地位向上に
心血を注いできました。医薬分業を実現するため
に、時として医師会とも対峙することもありまし
た。さらに当時の父を取り巻く多くの同志の方々
の御協力を得て、日本病院薬剤師会を創設し、初
代会長として、初心貫徹の思いで、協会運営に励

　この度、広島県薬剤師会功労賞を頂き、喜びと
共に戸惑いも感じています。
　気が付けば、薬剤師として働き始めて20数年に
なります。子供が生まれてからの日々は、子育て
も仕事もどちらも中途半端で、何の余裕もなく、
突っ走って来た様な毎日でした。
　しかし、以前長男が小学校卒業の時に書いてく
れた手紙に、薬剤師のお母さんを尊敬します。と
ありました。
　母としても、薬剤師としても、二流三流の私に
はとてももったいない言葉でしたが、とても嬉し
い言葉でした。仕事があるため、参加出来なかっ
た学校の行事は多々あり、忙しく疲れていれば、
叱るこわいお母さんでしたのに…
　この度の広島県薬剤師功労賞も、同様に私には
もったいなく、そして嬉しいものです。
　けれど、これまで未熟ながら薬剤師としてずっ

県薬功労賞
山県支部　瀧川　由美子

　この度は、広島県薬剤師会功労賞をいただき、
ありがとうございました。
　受賞式では、一緒に受賞される先生方の中で
すっかり舞い上がってしまってました。せっかく
の機会に色々とお話しをできなかったのが残念で
したが、その先生方と一緒に賞をいただき大変う
れしく思いました。
　これからもさらに患者様に信頼してもらえる薬
剤師、社会に貢献していける薬剤師を目指して、
生涯現役でがんばっていきたいと思います。
　ありがとうございました。

県薬功労賞
山県支部　石橋　亜矢子

助けになれる様に考えておりますので、どうかよ
ろしくお願い致します。

と働いてこれたのは、家族、友人、同僚や先輩、
毎日出会う様々な患者様、などたくさんの方々の
支えのおかげだったと思います。
　たくさんの方々への感謝の気持ちを忘れずに、
この功労賞の受賞を新しいスタートと思い、これ
から先は、がむしゃらに突っ走るのではなく、一
歩ずつ確実に進んで行きたいと思っています。
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んできました。他方、厚生省薬事審議会委員とし
て、長年、日本薬局方の編纂にも携わってきまし
た。私はこうした父の終生の活動とは異なった生
き方をしてきましたが、父が遺した薬剤師として
の情熱を受け継いできたつもりではあります。
　いよいよ来年には６年制の薬剤師が誕生します。
薬学出身者も、従来と違ったバックグラウンドを
持つと同時に薬剤師資格を有しない者も増えてき
ます。私共企業からみれば、営業活動、生産活動
に加え、特に研究開発活動への薬学出身者の参入
の様相が変化すると考えます。このような現象に
対しては、薬学教育の観点から調整する必要も出
てくると予測されます。現在、国立大学法人広島
大学の特別顧問を務める小職は、この観点からも
薬学、薬剤師教育について、また薬学研究のあり
方についても発言していく所存であります。
最後に、広島県薬剤師会のますますのご発展をお
祈り申し上げます。

県薬有功賞
廿日市支部　西永　義憲

　管理薬剤師として、広島、福岡、そして海外と
各地で勤務し、勤務期間は22年、その後開局をし
て21年間、計33年間をなんとか勤めて閉局いたし
ました。現在も学校薬剤師として勤務させてい
たゞいております。
　この様な平凡なる私の薬剤師人生ですが、私よ
りも、もっともっと薬業界に貢献された素晴らし
い方々がおられるのに、この有功賞を私が受賞し
てよいのだろうか、と思いつゝも、ありがたく、
お受けさせていたゞきます。本当にありがとうご
ざいました。
　薬業界も法律やら制度やらが、コロコロと変っ
て、本当に大変な時代を迎えている様に思えま
す。
　私の場合、４才ちがいの男の子２人を薬学へ行
かせ、学費、生活費などの仕送りに苦労をいたし
ましたが、でも２人とも４年間で卆業してくれて
すぐ国家試験にも合格し、卆業すぐに就職してく
れて、今思えば本当に親孝行であったと思いま

県薬有功賞
広島支部　小田　八保子

　この度は身に余ります賞を戴きありがとうござ
いました。県薬剤師会から有功賞受賞の通知を戴
き私のような者がなぜ？果してお受けして良いも
のかと恐縮いたしました。その事についてなにか
投稿して下さいとの事、薬剤師会の中で何も活躍
歴を残していない私は何を書いて良いものか、た
だとまどいを感じました。
　顧みますと薬剤師としての仕事に携わって50
年、ただ年数を重ねて来た様に思いますが、その
間沢山の方々との出会いがありました。先輩の先
生方や若い先生方からのご指導、沢山の方々にあ
る時は助けられ、又ある時は励まされ数々のすば
らしい出会いを戴きました。それが今の私の生き
る原動力になっているのだと思いありがたい事と
感謝をいたしております。
　これからも健康に留意してこの仕事を通して沢
山の方々との出会いを大切にしていきたいと思い
ます。
　論語の中の孔子の教えの「忠恕」という語を大
切にして、忠は中の下に心とかき心の真中、いわ
ゆる「まごころ」恕は如の下に心をかき、我が心
の如く相手の心を考えなさい、いわゆる「思いや
り」これを私流に「心をこめて思いやり深く」と
まとめて自分の人生訓としております。そして薬
剤師という資格に感謝と幸せを感じております。
　これからも先生方にはご指導の程よろしくお願
いいたします。
　県薬剤師会の益々のご発展とご活躍を心より
お祈りしながらお礼の言葉とさせて戴きます。
　当日欠席いたしましたことどうぞお許し下さい

す。
　経済状況が思わしくない現在、更に６年制に
なった今、親ごさんのご苦労はさぞかし、と思い
ます。今、薬学で勉強されている学生さんも、卆
業されたら、まず親ごさんに「ありがとうござい
ました」の一言を必ず、つけ加えてほしいと思い
ます。
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県薬有功賞
三次支部　本郷　博文

　此の度、有功賞授賞の知らせを受け喜びと同時
に授賞など縁のない世界と全く考えたこともなく
なんで自分がと驚いております。
　普段はほとんど見ることもない薬剤師免許証を
この機会にあらためて見た時、40数年間の薬剤師
生活ですっかり色も変わり、大変古ぼけたものに
なっておりました。
　又、40数年間を振りかえって見た時、思い出さ
れることは古くは距離制限の撤廃、これは小売業
を営む自分にとっては大変ショッキングな事でし
た。又近年では改正薬事法施行により続々と誕生
する登録販売者。これも時代の流れと受けとめて
いるもののこんなに増え続けてどうなるのでしょ
うか。
　この授賞を期に残された人生、少しでも地元に
貢献出来る老薬剤師として頑張って行きます。

ますように。
　ほんとうにありがとうございました。

県薬有功賞
尾道支部　御園　八重子

　この度、有功賞をいただくことになり、私が受
賞してもよいのかと、恐縮しております。大変光
栄に思っております。
　私が御調町で、薬局にたずさわるようになって
丁度50年になります。今日まで、尾道薬剤師会の
会員として、いろいろ経験させていただきまし
た。県薬会誌５月号の医薬分業指導者協議会の掲
載の項に、終戦後の医薬分業への薬剤師会の取組
についてのお話もあったとの旨、現在の状態にな
る迄、まことに多くの方々の努力がありました。
　私の町の、公立みつぎ総合病院が、院外処方せ
んを、出されるようになったのは、平成７年だっ
たかと思います。その数年前から尾道薬剤師会の
前々会長さんの工藤先生、そして当時の役員の先
生方と、何度も役員会を重ね、病院へも足を運ん
でお願いに行ったことを、憶い出します。その頃
から、調剤薬局さんも増え、医薬分業も軌道に
のって来ました。レセプトコンピューターの導入
により事務処理もより便利に速くなりました。
　私の一般販売業の薬局も、保険薬局の許可を取
得し、処方せんの受入れも出来るように、レセプ
トコンピューターも導入し準備をしました。しか
し医療機関隣接の調剤薬局さんと異り、FAX送
信の設置がされているとはいえ、遠隔の薬局に
は、厳しい状況だったのではないでしょうか。
　現在では、大半保険請求も手書き請求からFD
そして、オンライン請求へと移行しております。
　今日まで、医薬分業もどんどん進みました。
　これも、日薬、県薬、各支部、そして各会員の
努力の成果だと思います。
　最後になりましたが、薬剤師会の発展を、お祈
り申し上げます。
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１．開　　　　会

２．会 長 挨 拶

３．報　　　　告

⑴　平成23年度事業計画及び役員業務分担につ

いて

⑵　二葉の里への移転問題について

⑶　支援薬剤師派遣について

⑷　第32回広島県薬剤師会学術大会について

　　　　日　付：平成23年10月30日（日）

場　所：福山大学宮地茂記念館（福山市

丸之内1丁目２番40号）

⑸　平成23年度日薬有功賞、県薬会賞、同功労

賞及び同有功賞について

⑹　支部一般社団法人化進捗状況について

⑺　平成23年度実務実習について

４．協　　　　議

　⑴　支部が出席する会議の議事要旨について

５．その他

６．閉　　　　会

支部長・理事合同会議

日時：平成23年５月21日（土）14：00～
　場所：広島県薬剤師會館

医療薬学 薬剤師国家試験問題（平成23年３月５日・６日実施）

� 正答は123ページ

問 127
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事業計画及び役員業務分担平成2３年度

１．県民の福祉・医療・保健衛生向上のための活動
（１）広島県保健医療計画に関する地域薬剤師会の積極的参画の推進と

支援
（ア）広島県保健医療計画及び二次医療計画への支援
（イ）広島県地域保健対策協議会（特別委員会）等への参画及び協力
（ウ）広島県圏域地域保健対策協議会研修会への参画
（エ）医薬品のより良い使用推進事業への協力
（オ）広島プライマリ・ケア研究会への協力
（カ）広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会への協力
（２）「健康日本21」「健康ひろしま21」「健やか親子21」への協力
（３）県民の薬と健康に関する啓発事業
（ア）「薬と健康の週間」への協力及び「薬と健康相談窓口」の開設

《県補助事業》
（イ）「薬草に親しむ会」の開催（１カ所）
（ウ）「第28回広島県薬事衛生大会」の開催協力
（エ）「薬と健康の週間」への協力
（オ）県民公開講座の開催
（カ）県民への医薬分業ＰＲ
（キ）薬事衛生指導員の育成及び活動《県補助事業》
（ク）「くすりの相談」事業の推進と協力及び薬事情報センターの活

用
（ケ）ブラウンバッグ運動の推進
（コ）麻薬・覚せい剤・向精神薬等薬物乱用防止活動の支援
（サ）禁煙推進活動の支援
（シ）ドーピング防止活動及びスポーツファーマシスト養成事業への

協力
（ス）学校薬剤師部会活動の支援及び協力
（セ）各種カラーリボンキャンペーンへの支援及び協力
（ソ）検査センターの活用
（４）介護保険制度への対応
（５）防災体制
（ア）「災害時における薬剤師の派遣・医薬品等の供給について」検討
（イ）新型インフルエンザへの対応
（６）その他

２．医薬分業の推進及び社会保険制度への対応
（１）保険薬局部会の事業
（２）県民への医薬分業ＰＲ
（３）在宅医療への参画推進
（４）医薬品安全性情報収集活動に協力
（５）支払基金調剤報酬専門役及び保険診療報酬審査委員会への対応
（６）保険医療指導専門薬剤師への対応

３．薬剤師の生涯教育及び養成計画
（１）第32回広島県薬剤師会学術大会の開催（福山23.10.30）
（２）薬学教育機関等との関係強化
（ア）広島大学、福山大学、広島国際大学、安田女子大学との連携推

進
（イ）広島県病院薬剤師会との協力推進
（３）薬学部学生薬局実務実習への協力
（ア）薬学部学生薬局実務実習への協力
（イ）中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関への協力
（ウ）受け入れ薬局と指導薬剤師の育成
（４）広島県薬剤師研修協議会への協力
（ア）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度への協力

（ 事 業 内 容 ） 主担当
副会長

担　当
副会長

担　当
理　事

有　村
小　林
田　口
谷　川
平　田
藤　山
二　川
串　田
豊　見（敦）
中　川
西　谷

大　塚
松　下
村　上

青　野
有　村
重　森
田　口
平　田
藤　山
二　川
政　岡
串　田
豊　見（敦）
中　川
中　嶋

大　塚
松　下
野　村

村　上

野　村
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（イ）新カリキュラム対応薬剤師研修事業への協力
（ウ）認定実務実習指導者養成ワークショップ・講習会への派遣
（エ）認定実務実習指導薬剤師ワークショップ・講習会の開催
（オ）認定実務実習指導薬剤師養成フォーローアップ研修会の開催
（カ）平成23年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力（23.6.26）
（キ）福山大学卒後教育研修会への協力（23.10.1）
（ク）広島国際大学卒後教育研修会への協力
（ケ）各種学会への協力
（コ）医薬品関連施設等の見学
（サ）その他
（５）生涯教育に関する支部薬剤師会への協力
（６）第44回日本薬剤師会学術大会への参加（仙台23.10.９･10）
（７）第50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

術大会への協力（香川23.11.12.13）
（８）その他薬剤師の生涯教育に必要な事業

４．薬局等の薬剤師業務への対応
（１）薬剤師倫理の向上
（２）薬局グランドデザインへの対応
（ア）日本薬剤師会制定「広島県薬剤師会認定基準薬局」制度の推進
（イ）日本薬剤師会サポート薬局制度への対応
（ウ）薬局業務運営ガイドライン等各種指針の活用による薬局業務の

整備・充実
（エ）医薬品適正使用の推進（対面販売・服薬指導・相談業務の強

化）
（オ）医薬品情報の収集・整理・提供の支援
（カ）医薬品の休日・夜間供給体制の確立・支援
（３）薬局機能情報公開制度への対応
（４）薬局医薬品の活用
（５）医薬品副作用被害救済研究・振興調査機構への協力
（６）リスクマネージメント等への対応
（ア）苦情処理委員会
（イ）薬局における医療安全管理体制の充実
（ウ）「薬剤師賠償責任保険」（日本薬剤師会）及び「個人情報漏洩

保険」の加入促進と対応
（エ）医薬品等安全性情報報告の徹底
（７）2012年版管理記録簿の作成・配布
（８）高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の開催
（９）関係団体等の連携の推進

５．薬事情報センターの事業

６．検査センターの事業

７．その他の事業
（１）医師会、歯科医師会、看護協会等関係団体との協力
（２）県薬会誌の発行
（３）広島県薬メールニュースの配信
（４）薬剤師無料職業紹介所事業
（５）薬祖神大祭の開催
（６）公益法人制度改革への対応
（７）薬剤師会館移転の検討及び対応
（８）その他本会の目的達成に必要な事業

（ 事 業 内 容 ） 主担当
副会長

担　当
副会長

担　当
理　事

総 務 部　　野��村、大��塚　　　　　　会 計 部　　　松��下、谷��川、青��野
学 術 部���　木��平�　　　　　　　　�　業 務 部　　豊��見

高　野
三　宅
青　野
小　林
田　口
谷　川
平　田
藤　山
岡　村
小　澤
塚　本
豊　見（敦）
中　川
中　嶋

村　上木　平

青　野
有　村
小　林
重　森
谷　川
平　田
藤　山
二　川
政　岡

青　野
小　林
重　森
谷　川
政　岡

野　村
松　下
村　上

野　村
松　下

大　塚

大　塚

青　野
谷　川
平　田
二　川
豊　見（敦）
中　川
西　谷

野　村松　下

木　平 野　村
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平成23年度　社会保険医療担当者（薬局）指導打合会

日時：平成23年４月21日（木）
場所：広島県薬剤師會館

副会長　村上　信行

　例年５月に開催されていました標記の会議が、今年度は４月21日に開催されました。中国四国厚生局
から加本課長・山田保険指導薬剤師・多田、小林両医療指導監視監査官の４名。広島県健康福祉局医療
保険課から片山参事と藤川主幹の２名。県薬から前田会長、豊見専務理事、野村副会長、石原事務局長
と私の５名の出席でした。平成12年に発令され20年に一部改正された「指導大綱」に沿って実施される
「集団指導」「集団的個別指導」「個別指導」について打合せが行われました。

１　集団指導について
①新規指定の保険薬局に対する指導（指定時集団指導）
　＊新規指定後概ね１年以内の保険薬局に対して実施
　＊実施時期　年１回（10月）予定　　　新規薬局　33　新規薬剤師　119名
②調剤報酬の改定時における指導（改定時集団指導）
　調剤報酬改定の予定が24年度４月であるために、３月に予定。
③指定更新の保険薬局に対する指導（更新時集団指導）
　＊指定更新後に実施
　＊実施時期　年１回（１月）予定　　　更新薬局　325
④新規登録の保険薬局に対する指導（登録時集団指導）
　＊実施時期　年１回（10月）予定

２　集団的個別指導について
　＊講義形式による集団部分のみの指導を実施予定
　＊実施時期　11月予定　　　　　　　　対象薬局　120

３　個別指導について
　（新規個別指導）
　＊新規指定後概ね１年以内の保険薬局に対して実施
　＊実施時期　８月以降逐次予定　　　　平成22年度新規指定　　33件
　（個別指導）
　＊平成23年度選定委員会で選定された保険薬局について実施
　＊実施時期　７月以降逐次予定　　　　平成23年度選定委員会　60件

指導大綱による平成22年度の保険薬局母数は1,501薬局でした。

類型区分別集団的個別指導対象保険薬局選定状況� 薬局

類型区分 総薬局数
①

県平均点数
②

対象点数
（②× 1.2）

対象薬局数
（①× 8％）

対象薬局数が１未満の場合
前年度まで累計 本年度まで累計

薬局 1,501 1,043 1,251
（120.08）
120

　上記により23年度集団的個別対象薬局数上限は120薬局となり、【平成23年度】指導実施計画（薬

2011��Vol.36��No.4　広島県薬剤師会誌16



局）では10月に計画されています。ちなみに１件当たり高点数を基準とする指導大綱該当薬局数は541
薬局となっていました。

　上記により個別指導対象薬局は保険薬局母数の４％、60薬局となり、21年度集団的個別指導実施数の
二分の一の59薬局とその他１、の計60薬局が選定され７月より順次実施される計画とされた。昨年度は
厚生労働省との共同指導も２件あり実質の個別指導が予定通りには実施されていなかった。今年度は山
田指導薬剤師に加えて数名の指導薬剤師を増員してでも99件の個別指導を実施される旨報告がありました。
　社会保険支払基金においても「調剤報酬」の伸びに対して今年度より、「診療」「学術」の両面での
「調剤報酬審査員」を２名任命し、基金幹事会にも「参与」として薬剤師代表の席が設けられた。国民
健康保険では昨年度から「学術」「支払」としての審査員が任命されている。報酬体系の複雑化に対応
するには「薬学的見地」も重要であり、「書面審査」にとどまらないように出来る半面、保険薬剤師と
しての請求事務への関わりが希薄になっている場合の指摘も増すかもしれません。2000億円のシーリン
グは一旦消えていますが、医療費の逼迫は報酬体系への影響を否めません。薬剤経済は医療の担い手と
は無関係ですまない事態ともなっています。医療資源の確保の観点からも、日常業務を見直してみませ
んか？

類型区分別個別指導対象保険薬局選定状況� 薬局

類型区分

①

総薬局数

②

①×4％

③
平成21年度集団的
個別指導実施数

④
③の医療機関の内、
平成22年度に指導対
象点数を上回った数

⑤
③の概ね
半数

⑥
平成22年度の
指導で再指導
となった数

⑦

その他

⑧
平成23年度
個別指導予定数

薬局 1,501 60 113 96 59 0 1 60

【平成23年度】指導実施計画（薬局）
� 中国四国厚生局　指導監査課

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 備　考

集団指導
新規薬局
33

新規薬剤師
119

更新薬局
325 改定時 417

指定時� 33件
更新時� 325件
登録時� 119件

集団的個別指導 120 120 集団部分のみ

新規個別指導 4 5 7 6 5 6 33 平成22年度新規指定� 33件

個別指導 7 7 7 7 8 8 8 8 60
指導大綱4の4⑴の①
� 1件
指導大綱4の4⑴の⑤
� 59件

適時調査 0

その他 選定委員会 —
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　この度、５月21、22日に開催された「子育て応

援団すこやか2011」の１日目に「お薬なんでも相

談コーナー」のブースに初めて参加しました。私

は、「子育て応援団」へ参加するのが初めてだっ

たので、規模の大きさ・ブースの多さに驚きまし

た。今年は天候にも恵まれ、多くの親子連れの

方々が来て下さいました。

　当ブースは、例年と同様にラムネを薬に見立て

ての一包化体験と子供用の白衣を着ての記念撮影

を行いました。一般の方々が、実際に分包機に触

れることはあまりないため、お子さんだけでなく

保護者におかれましても、熱心に参加されていま

した。私たちが、現場でどのような機器を用い

て、調剤を行っているかを少しでも知っていただ

くいい機会にもなっているのだと感じました。ま

た、記念撮影では、白衣をみて泣き出してしまう

お子さんもいましたが、保育士を目指すボラン

ティアの学生に

は大変助けてい

ただき、スムー

ズに運営するこ

とができまし

た。

　そして昨年

は、あまりお薬

相談コーナーに

来ていただけな

かったので、今

子育て応援団すこやか 2011
日時：平成23年５月21日（土）・22日（日）
場所：広島グリーンアリーナ
主催：子育て応援団実行委員会（広島県、広島県医師会、広島県歯科医師
　　　会、広島県農業協同組合中央会、広島市医師会、広島テレビ放送）

広島県青年薬剤師会

理事　小川　弘太

年はお薬相談コーナーを設置するだけでなく、錠

剤分包や写真撮影などの待ち時間に保護者の方に

『お薬の使い方で困ったことはありますか？』と

いう声かけをしました。そのためか、今年は乳幼

児・小児・授乳婦に関する様々な質問や相談をし

ていただき、我々は薬剤師ならではの視点で対応

しました。このイベントを通じて、我々薬剤師が

どのように医療に関わっているかを少しでも知っ

てもらうことができたのではないかと思います。

　最後に、このイベントに参加させていただき貴

重な経験ができたとことに改めてお礼を申し上げ

ます。
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第96回 全国禁煙アドバイザー育成講習会

日時：平成23年５月22日（日）　10：00～16：00
場所：尾道市総合福祉センター

副会長　村上　信行

　標記講習会が今年度はテーマ「困難が余裕に変

わる�新しい禁煙支援」として下記日程により尾
道において開催されました。尾道での開催はこと

しで３年目となり、当初53名程度の申し込みでし

たが、最終的には北は「埼玉」、南は「奄美大

島」と「全国」の名に恥じない地域から医師・歯

科医師・看護師・保健師等の多彩な職種100名を

超える参加があり、薬剤師は26名の参加でした。

■プログラム�

10：00－12：00

　１）現場で役立つ禁煙ノウハウ（1）

　　　サクサクわかる�タバコの煙と健康影響

� 野田　　隆�

　　　禁煙支援をマネージメントする

� 三浦　秀史

　　　産業医による禁煙治療� 村上　祥子�

　２）アドバンストコース　　�

　　　困難が余裕に変わる　情報交換Ｑ＆Ａ　　

12：00＜ランチョンセミナー＞�

　　　子ども向けパネルシアター「桃太郎の鬼助け」�

� 岡山県・広島県薬剤師会　　

　　　禁煙支援最新情報� 高橋　裕子�

13：00

　１）現場で役立つ禁煙ノウハウ（2）　　�

　　　女性と未成年・精神疾患への禁煙支援

� 高橋　裕子�

　　　若年者への地域の取り組み事例　　　　　

� 尾三地域保健対策協議会�

　２）薬剤師が進める禁煙支援

　　これでバージョンアップ�薬局での禁煙支援

� 原　隆亮�

15：00　　Ｑ＆Ａタイム

　　　　　禁煙支援　その一言へはこの対応

16：00－16：30　日本禁煙科学会禁煙支援者認定

　　　　　　　　試験（筆記試験）※希望者のみ

　尾道での講習会は前夜に懇親会兼ワークがあり

ます。通常は「ワーク」の後に懇親会ですが「な

りきりワーク」といって、多少演技が必要な場面

もあります。参加者が大まかに４つの性格に別

れ、それぞれに与えられた背景を持ってグループ

合議をして禁煙支援を演じます。やはり少しお酒

が入ったほうが、演技に熱が入り、奇しくも昨年

の迷演技「博多の藤原紀香」や本年度の迷演技と

も薬剤師さんでした。13時からの「薬剤師分科

会」では和歌山県薬の原先生が「ＯＴＣパッチ１

枚から始める禁煙」を熱く語ってくれました。ガ

ム・パッチと武器を持った薬剤師が店頭で推進す

る事例を実践をふまえて語っていただき、また県

薬での講師にお願いしようと思いました。

　ランチョンのプログラムにありますように、

「パネルシアター」の初公開を行いました。禁煙

支援のアイテムとして福山市薬剤師会で「エプロ

ンシアター　バラチィーのぼうけん」という幼児

向けのイベントを実施してきましたが、一昨年に

福山市より材料費の一部を補助頂いて、エプロン

より広いスペースを布のパネルによって簡便に作

ることができ、より多くのドラマを演出できる

「パネルシアター」を企画作成いたしました。

きっかけは岡山県薬剤師会の禁煙支援担当小笠原

理事とブロック会などで話している時、ぜひ岡山

県でも試したいとのことがあり、時代は「パネル

シアター」だという意見もありましたので、作り
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変えました。

　ことの発端が岡山県だったので桃太郎の主人公

を想定すると、お供が「犬・猿・雉」と3人なら

禁煙アイテムも「ガム・パッチ・チャンピクス」

と３つ。さらに交感神経の興奮による末梢血管の

収縮を「青鬼」に例えていたので、ちょうど鬼も

登場しやすいと考えると「ももたろうの鬼助け」

とストーリーができました。鬼が島にタバコ大魔

王がやってきて赤鬼たちがみんな青鬼となり、い

まは仲良しの桃太郎に助けを求めると、犬・猿・

雉が助っ人に集まり、再び鬼が島に行きます。ニ

コチンマンやタバコ大魔王をやっつけると元気な

赤鬼に戻ってめでたしめでたし。

　今年度はひとつのキャッチコピーが出来まし

た。それは「受動禁煙」�

　大人の副流煙が子供たちへの「受動喫煙」な

ら、パネルシアターなどで学んだ子供に大人が促

されるのが「受動禁煙」。薬剤師の学校教育、防

煙授業が「受動禁煙」効果を強めることが期待さ

れます。

医療薬学 薬剤師国家試験問題（平成23年３月５日・６日実施）

� 正答は123ページ

問 212
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薬局実務実習指導薬剤師フォローアップ研修会

日時：平成23年５月29日（日）
場所：広島県薬剤師會館

広島支部　　吉田　亜賀子

　季節外れの台風が接近する中、薬局実務実習指
導薬剤師フォローアップ研修会が始まりました。
　最初に長期実務実習初年度の終了を振り返りア
ンケートを通しての報告と講演のＤＶＤをみまし
た。その中で「医療人教育の改革」というテーマ
で医療法人愛の会光風園病院副理事長・木下牧子
先生の講演があり、その講演の中で医療に対する
社会のニーズは、「“病を持つ人”が抱える身体・
心理・社会上の問題の解決を支援する」という
こと、私たち薬剤師は、複雑で高度な知識と技能
の習得が必要な職業ですが、スペシャリストでな
く、社会的使命を持ったプロフェッショナルだと
いうことに大変感動しました。
　ＤＶＤ講演の後参加者が４チームに分かれ「参
加型実習をよりよくするために－指導薬剤師に求
められること」をテーマにまずは、１年目終了で
の問題点をＫＪ法（ＷＳではおなじみの方法です
が…）で抽出しました。久しぶりのＫＪ法でつい
つい大きな区分けで名前を付けたくなりました
が、以前の苦い経験を糧に出来るだけ細かく・詳
しい名前で分類しました。それをもとにアクショ
ンプランの制作にかかりました。細かく分類した

ことで、アクションプラン制作の作業は大変ス
ムーズに進みました。スムーズといってもＷＳで
は、当たり前のように時間に追われる作業であっ
たことには変わりありませんでした。最後に各
チームがＫＪ法での結果・アクションプランを発
表しました。ここで大変驚いたのは、別々に話し
合ったにも係わらず、各チームが出したアクショ
ンプランは「受け入れ薬局のレベルアップ・均等
化」でした。大学・学生ではなく自分達で解決す
るという前向きな姿が共通していたのは実務実習
に携わる薬局の意識の高さを改めて認識した気が
します。
　帰宅時には朝より強い雨風でしたが、私の心の
中は晴れとなり虹でも架かるような勢いでした。
　余談ですが講演の中にあった人生の目的とは、
１．自分の潜在する能力をできるだけ引き出す
２．他の人と好ましい人間関係をつくることがで

きる
３．他の人の人生に意味ある貢献をする　という

素敵な言葉を最後に付け加えさせていただき
ます。
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平成23年度 第1回ひろしま食育・健康づくり実行委員会
ワーキング会議

日時：平成23年５月30日（月）
場所：国保会館　大会議室Ⅰ

常務理事　平田　智加子

Ⅰ　平成22年度事業報告について
１　ひろしまフードフェスティバルでの普及啓発
　「ひろしまフードフェスティバル」に参画し、関連団体の出展により食育・健康に関する普及啓
発活動を実施した。
（１）実施日：平成22年10月30日（土）、31日（日）
（２）場　所：広島城及び中央公園周辺（広島市中区基町）
（３）参加者：74万人（２日間延べ）
（４）ブース出展内容
　今回から、健診セクションと相談セクションを一体化し、全国健康保険協会広島支部、広島県
国民健康保険団体連合会における健診結果をもとに、（社）広島県栄養士会（広島県国民健康保
険団体連合会も参加）が相談を受けるという体制で実施。
　今後も、実行委員会として参加していることのメリットを生かしたブース出展の方法を考え
る。

２　広島県健康福祉祭での普及啓発
　（財）広島県健康福祉センターと共催して実施した「第20回広島県健康福祉祭」において、講演
会や関係団体の出展による食育・健康づくりに関する普及啓発を実施した。
（１）実施日：平成22年９月１日（水）・２日（木）
（２）場　所：広島県民文化センター（ホール、地下展示室）
（３）内　容
○　生きがいと健康づくり講演会

演題『長寿をめざそう！人生を楽しくさせる健康食〜納豆パワーでさらさら血液へ』
講師　倉敷芸術科学大学　生命科学部生命科学科　教授　須見　洋行

○　ひろしま食育・健康づくり普及啓発コーナーの設置

３　食育に関するコンクールの開催
　食育の実践の支援として、小学生・中学生を対象に、ひろしま県お弁当３・３コンクールを開催
した。書類審査と実演審査を行い、優れた作品の表彰を行うとともに、最優秀賞には県知事賞を授
与した。この取組については、ひろしま県が主催する「食育フォーラム」で紹介したり、作品を掲
載したポスターを作成することで、県民の食育の実感を促す。
（１）募集内容等
　・部門：小学生の部、中学生の部
　・条件：ア　参加者自身が作ること。
　　　　　イ　弁当箱に収める形で作ること。（形は問わない。）
　　　　　ウ　広島県産の食材を１品以上使用すること。（自宅等で収穫した食材も該当する。）
　　　　　エ　材料費は、１人分に換算して500円以内とすること。

2011��Vol.36��No.4　広島県薬剤師会誌22



　　　・審査基準：ア　栄養のバランス（赤・黄・緑＝主菜：主食：副菜＝１：３：２）
　　　　　　　　　イ　盛り付けの工夫（見た目のよさ）
　　　　　　　　　ウ　おいしさ
　　　　　　　　　エ　調理の工夫（簡便性）
　　　　　　　　　オ　材料の下ごしらえから盛付までの所要時間は１時間以内
　　　　　　　　　カ　衛生的な取扱い
　　　・募集期間：平成22年６月21日（月）〜９月17日（金）
　　　・応募券数：1,551件
（２）２次審査及び表彰式
　　　・日　時：平成22年11月21日（日）
　　　・場　所：（財）広島県健康福祉センター
　　　・審査員：広島県農業協同組合中央会、（社）広島県栄養士会、（社）広島県食品衛生協会、広
　　　　　　　　島県スーパーマーケット協会、広島県食生活改善推進員団体連絡協議会

（３）最優秀作品
・小学生の部

賞　　名 学　校　名 氏　　　名
最 優 秀 賞 呉市立白岳小学校 山本真莉菜
優 秀 賞 東広島市立久芳小学校 村井　　岳

〃 広島市立緑井小学校 平原　歩実
審査員特別賞 竹原市立忠海西小学校 夜船　真昭

〃 東広島市立入野小学校

かがやけ入野っ子チーム
清田　陽菜
熊本　星来
小林　鮎実
正路　和樹

・中学生の部
賞　　名 学　校　名 氏　　　名
最 優 秀 賞 呉市立川尻中学校 池本　光希
優 秀 賞 東広島市立高屋中学校 児玉　千尋

〃 呉市立音戸中学校 橋川　太一
審査員特別賞 東広島市立向陽中学校 今朝丸仁美

〃 呉市立音戸中学校 児玉　洋之
〃 呉市立阿賀中学校 大賀　美里

４　食育活性化支援事業
　地域特性を生かした食育推進圏域連絡会議の取り組みを、ひろしま食育・健康づくり実行委員会
が支援することで、食の関係者によるネットワークの構築を促進するとともに、地域における食育
の推進を図ることを目指した。
　本年度は５圏域が事業を実施した。

５　ひろしま版食事バランスガイド概要版の作成
　「日本人の食事摂取基準（2010年）の改訂を踏まえた「食事バランスガイド」の変更点につい
て」が発出されたことに伴い、「ひろしま版食事バランスガイド」及び概要版を、この基準に合致
するように今回、変更したものを作成した。（各10,000部）
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６　食育・健康に関する情報提供
　食育・健康に関する広報を新聞に掲載し、食育・健康に関する普及啓発を図った。
（１）平成22年６月の中国新聞（わが街の掲示板）に「６月は食育月間です　ひろしま県お弁当　
　　　３・３コンクールを実施します」の広報を掲載。
（２）実行委員会の成果品の使用依頼　６団体

団　　　体 成　果　品 使用内容

広島県市町村振興協会 伝えたい　残したいひろしま県
の味　料理集

「夢プラザ」の中のコーナー「ひろ
しまふるさとレシピ」に掲載

安芸高田市 伝えたい　残したいひろしま県
の味　料理集 図書館に設置

広島県農業協同組合中央会 ひろしま版バランスガイド フードフェスティバルのブースの
媒体

広島県歯科医師会 伝えたい　残したいひろしま県
の味　料理集 新聞記事に掲載

広島県西部東保健所 ひろしま県お弁当３・３コンクー
ル

食育研修会
食育推進圏域連絡会議

広島県 伝えたい　残したいひろしま県
の味　料理集

ひろしま健康ネットのコンテンツ
に使用

Ⅱ　平成22年度収支決算報告について
　　　　　　  平成22年度ひろしま食育健康づくり実行委員会収支決算
１　収入� （単位：円）

区分 予算額（当初）
Ａ

補正額
B

予算額（補正後）
Ｃ

決算額
Ｄ 備　　　考

負 担 金 3,050,000 － 3,050,000 3,050,000

（社）広島県医師会� 300千円
（社）広島県歯科医師会� 300千円
（社）広島県薬剤師会� 150千円
（社）広島県看護協会� 150千円
（社）広島県栄養士会� 100千円
広島県国民健康保険団体連合会� 700千円
（財）広島県環境保健協会� 300千円
（社）広島県生活衛生同業組合連合会� 50千円
広島県� 1,000千円

雑 収 入 10 － 10 235 利　息�
繰 越 金 244,433 － 244,433 244,433
合計 3,294,443 0 3,294,443 3,294,668

２　支出� （単位：円）

区　分 予算額（当初）
Ａ

補正額
Ｂ

予算額（補正後）
Ｃ

決算額
Ｄ 摘要（当初予算内訳）

ひろしまフードフェスティバ
ルでの普及啓発 1,200,000 ― 1,200,000 1,156,960 出展料等（ブース代、備品等）� 800千円その他必要経費� 400千円

広島健康福祉祭での普及啓発 300,000 ― 300,000 308,263 講演会経費（謝金等）� 200千円
展示室経費（パネル等）� 100千円

食育に関するコンクールの開催 320,000 380,000 700,000 516,431

ポスター作成費� 60千円
表彰費用� 30千円
決勝審査材料費等� 220千円
その他必要経費� 10千円

食育活性化支援事業 1,040,000 △ 480,000 560,000 560,930 食育活性化支援事業費（8か所）� 1040千円

食育・健康に関する情報提供 420,000 100,000 520,000 507,930
新聞広告等広報経費� 300千円
ひろしま版食事バランスガイド概要版校
正・印刷費� 120千円

会議運営費 14,443 ― 14,443 8,807 会議等費用� 15千円
繰　越　金 0 ― 0 235,347

合　計 3,294,443 0 3,294,443 3,294,668
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Ⅲ　実行委員会規約改正について
　　　　　ひろしま食育・健康づくり実行委員会規約改正について

新旧対照表
新 旧

（事務局）
第16条　本会は、事務局を広島県健康福祉局
健康対策課内に置く。

（事務局）
第16条　本会は、事務局を広島県健康福祉局
保健医療部健康対策課内に置く。

附則
この規約は、平成23年　月　日から施行し、
平成23年４月１日から適用する。

－

Ⅳ　報告事項
　　（１）　平成23年度事業計画及び収支予算について
　　　　　　ひろしま食育・健康づくり実行委員会事業運営について

１　趣旨
　ひろしま食育・健康づくり実行委員会（以下「実行委員会」）の事業について、構成団体
の機能をより生かした事業展開を図る体制にするため、事業運営を次のとおりとする。
　○　各事業毎に構成団合を役割分担し、企画、調整、当日運営について担当する団体で進
める。

２　理由
　食と健康に係る21団体で構成される「ひろしま食育・健康づくり実行委員会」は平成19年
度から現体制で、食育と健康づくりの普及啓発事業を推進してきた。
　各団体等の活動の成果もあり、県民に周知されてきているが、実践については、まだ課題
が残る状態である。
　実行委員会も平成23年度から５年目に入り、県民の食育及び健康づくりの実践を支援す
る、より効果的な事業展開を図るため、構成団体が共に企画・運営を実施する体制づくりを
行うことが必要であると考える。

　　　　　以上の事業を行なっていく。

　　（２）その他
　　　　　「ひろしま健康ネット」の開設について
　　　　　〜はじめよう、まもろう！ひろしまのイキイキ健康ライフ。〜

１　趣旨
　健康づくりや疾病予防、その他の保健サービスに関する情報を発信する健康対策分野の
ポータルサイト「ひろしま健康ネット」を開設し、県民に対して、より分かりやすく、迅
速、正確かつ幅広い情報提供を行う。

全県的イベント
（フードフェスティバル）

食育に関するコンクール
（お弁当コンクール）

地域への食育実践の支援

食育活性化支援事業
食育・健康づくりに関する情報提供
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２　サイトの特徴
　　（１）関係情報とのリンクを設定し、分散している

県内の健康対策分野の情報にワンストップで
アクセスできる総合窓口としてサイト設定

　　（２）市町、関係団体等を関係者として登録して入
力を可能にし、セキュリティーの確保ととも
に情報収集の迅速化と関係者管の情報共有に
よる連携確保

３　主なコンテンツ
　健康対策分野の正確かつ適切な情報を、県民一人ひとりのニーズに応じて、容易に探せる
よう、トップページに各分野の表示窓をわかりやすく配置するとともに、次のようなコンテ
ンツによる情報提供を行う。

　　（１）健康生活応援店情報
　運動・食生活の支援や店内禁煙などに取り組んでいる健康生活応援店について、店舗名、所在
地、支援分野、電話番号に加え、ホームページリンク・写真登載・地図情報付与などにより、店
舗ごとの具体的な情報を提供

　　（２）イベント・講演・教室等の情報
　市町（健康増進、観光、スポーツ部局等）、施設（体育館、公民館等）、団体（ＮＰＯ法人、
公益法人等）、ひろしま健康づくり県民運動推進会議（構成団体、協賛会員）からの書込みによ
る、健康に関するイベント・講演・教室等に関する情報提供

　　（３）ひろしまウオーキングマップ　
　　　　　市町、関係団体が推薦する県内のウオーキングコースに関する情報提供

４　運営開始日
　　　　　平成23年３月１日（火）

５　ホームページアドレス
　　　　　http://kenkou-net.pref.hiroshima.lg.jp/
　　　　　※県ホームページ　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/　からもアクセス可能

　　　　　　県ＨＰトップ　⇒お役立ち情報「救急・がん・医師確保・健康」⇒「ひろしま健康ネット」
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IPPNW日本支部（JPPNW）総会

日時：平成23年６月４日（土）
場所：広島医師会館３階

副会長　野村　祐仁

　IPPNW日本支部（JPPNW）総会が下記の次第

に沿って行われた。

　平成22年10月30日に岐阜県医師会館で、IPPNW

日本支部（JPPNW）の移動理事会が開催され、

広島で開催される「第20回IPPNW世界大会」な

どについての検討が行われたことや片岡勝子日本

支部事務総長がニューヨークで開催された核不

拡散条約（NTP）再検討会議についての報告を

行った等の報告があった。

　第８回IPPNW北アジア・南アジア合同地域会

議が23年３月にカトマンズ（ネパール首都）で開

催されたことや、事業報告や収支決算、事業計画

案、収支予算案等が上程されいずれも承認され

た。

　その他では平成24年８月に広島で開催される

「第20回IPPNW世界大会」の開催準備状況が報

告され、福島での原発問題もありより一層注目さ

れ、活発な意見交換が行われるであろうと予測さ

れていた。

<次第>

１．開会　（司会進行：日本支部理事　松村誠）

２．日本支部長挨拶　碓井静照

３．議長選出

４．議案

第１号議案　平成21年度　収支決算書の件

第２号議案　平成21年度　決算書監査の件

第３号議案　平成22年度　事業報告の件

第４号議案　平成22年度　収支中間報告の件

第５号議案　平成23年度　事業計画案の件

第６号議案　平成23年度　収支予算案の件

　第７号議案　役員人事の件

5．その他

①「第20回IPPNW世界大会」について

・第１回実行委員会について

大会テーマ「ヒロシマから未来の世代へ」

（予定参加者800名）

来賓リストと、出席への打診

「被爆２世医師の会」設立について

秋葉忠利前広島市長の特別会員への推戴に

ついて等

・総務委員会について

秋葉忠利前広島市長の特別会員への推戴に

ついて

来賓、参加依頼について

社交行事について

広報について

開催における各種の業者について

「被爆２世医師の会」設立について等

・財務委員会について

収支計画案について

支援金・寄付金集めについて等

・プログラム委員会について

開催日ならびに会場について

プログラムスケジュール案について

演者案について等

②医学生からの報告について

③各支部の近況報告について

④IPPNW共同会長より文科省宛ての書簡につい

て

6．閉会　
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中国・四国薬剤師会長会議
日時：平成23年６月４日（土）　15：00～
場所：徳島県祖谷峡温泉「ホテル秘境の湯」

　去る、６月４日に開催された「中国・四国薬剤

師会長会議」において、参議院議員藤井基之先生

をお招きし、「国会活動について」という演題で

ご講演を頂いた。

　国会でのポイント制のお話や自民党における東

日本大震災対応、衆議院での総理不信任案提出に

至る経緯、政府の新型インフルエンザワクチン対

応のまずさ、今後の政局等々大変貴重なお話を頂

いた。

　（今後の先生の益々のご活躍を祈念いたしてお

ります。）

　　議　題　・処方せんのポイント制について

　　　　　　・新学習指導要領について

　　　　　　・医薬品検査センターの今後につい

て

　　　　　　・薬事情報センターの今後について

　　　　　　・保険薬局会費の徴収について

　　　　　　・会員の増強について

　　　　　　・病院薬剤師との関係について

　　　　　　・薬剤師連盟との関係について

　　　　　　・県薬レベルでの法人制度改革への

対応状況について
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平成23年度　第１回ひろしま食育・健康づくり実行委員会

日時：平成23年６月10日（金）
場所：国保会館　大会議室

常務理事　二川　　勝

　５月30日（月）のワーキング会議に引き続いて実行委員会が開催されました。事業報告などは平田常
務理事の報告通りです。
　ここでは、実行委員会の名簿を載せておきます。

　委員長には、広島県国民健康保険団体連合会の中川常務理事、副委員長には（社）広島県医師会の堀
江常任理事が選出されました。
　なお、県医師会の堀江先生から、熱中症対策講演会のPRを頼まれました。時間の取れる先生方は参
加してみて下さい。今年はエネルギー不足で、熱中症が増えそうです。学校薬剤師の先生方もぜひ聞い
て下さい。

平成23年度ひろしま食育・健康づくり実行委員会名簿� （Ｈ23.５現在）

団 体 名 職　名 名　前 団体名 職　名 名　前

1 ㈳広島県医師会 常任理事 堀江　正憲 12 ㈶広島県健康福祉センター
常務理事兼
事務局長 八田　正雄

２ ㈳広島県歯科医師会 常務理事 山﨑　健次 13 ㈱中国新聞社 論説委員室
委員 杉本　喜信

３ ㈳広島県薬剤師会 常務理事 二川　　勝 14 広島県農業協同組合中央会 理　事 坂本　和博

４ ㈳広島県看護協会 副会長 阿部　直美 15 ㈳広島県食品衛生協会 専務理事 真嶋　幸雄

５ ㈳広島県栄養士会 副会長 小田　光子 16 広島県スーパーマーケット協会 副会長 藤岡　良朗

６ 広島県国民健康保険
団体連合会 常務理事 中川　清久 17 ㈳広島県食品工業協会 専務理事 上西　津二

７ 全国健康保険協会
広島支部 業務部長 飯塚　博康 18 広島県食生活改善推進員団体連絡協議会 理　事 中東　洋子

８ 健康保険組合連合会
広島連合会 常任理事 住田　康治 19 広島県ＰＴＡ連合会 理　事 橋濱　智美

９ ㈶広島県環境保健
協会

理事
事務局長 岡本　利貴 20 広島県高等学校ＰＴＡ連合会 会　長 中河原圭司

10 （社福）広島県社会福祉協議会
常務理事兼
事務局長 渡辺　邦男 21 広島県 健康対策

課長 岸本　益美

11 ㈳広島県生活衛生同業組合連合会 会　長 佐々木克己
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熱中症対策講演会
熱中症を予防し、早めに対処する秘訣は？

市民公開講座

プログラム

平成23年７月８日（金）
18：30〜20：30
広島医師会館　２階　大講堂
広島市西区観音本町１−１−１
電話　082-232-7211

開催日

場　所

開会挨拶
講　　演
　基調講演
　◆「熱中症を疑うとき−かかりつけ医の立場から」
　　　　　　講師　広島県医師会常任理事・堀江医院　院長� 　堀　江　正　憲
　事例報告
　◆「広島市民病院のER室の経験」
　　　　　　演者　広島市立市民病院　救急診療部　主任部長� 　内　藤　博　司
　◆「介護者の立場から見た熱中症」�
　　　　　　演者　デイサービスさくらんぼ八丁堀　社会福祉士�　原　岡　　　力
　◆「救急隊から見た熱中症」
　　　　　　演者　広島市消防局　救急担当部長　� 山　崎　昌　弘
　◆「熱中症に対するマスコミの役割」
　　　　　　演者　中国新聞社　論説副主幹� 　山　内　雅　弥
総合討論
閉会挨拶

TEL（082）232-7211　Fax（082）293-3363
E-mail：chiiki@hiroshima.med.or.jp

広島県医師会地域医療課

広島県医師会

申し込み・お問い合わせ先

総合司会

有田　健一
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広島県四師会社会保険担当理事連絡協議会

平成23年度広島県四師会役員連絡協議会

日時：平成23年６月10日（金）17：00～
場所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ　松の間

日時：平成23年６月10日（金）18：30～
場所：ANAクラウンプラザホテル広島３Ｆ　オーキッド

　
広島県四師会社会保険担当理事連絡協議会次第

日時：平成23年６月10日（金）　　　　　　　　　
�������　　　　　午後５時〜　　　　　　　　　　　　　　　

　場所：ANAクラウンプラザホテル広島４F　松の間

１．処方せん記載に関してのお願い

２．ジェネリック医薬品の現状について

３．在宅における医療系サービスの活用について
　　
４．広島県薬剤師会の取り組むブラウンバッグ運
　　動について

５．各師会連絡事項

６．その他

平成23年度広島県四師会役員連絡協議会次第
日時：平成23年６月10日（金）　午後６時30分〜

　　　　　　　　　�場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
　　　　　　　　　　　　�３Ｆ　オーキッド

　　　　　　　　�　司会：広島県薬剤師会常務理事　　青野　拓郎

１．開 会��� ��（敬称略）
２．被災者に対する黙祷
３．当番師会会長挨拶
　　� 広島県薬剤師会会長　　前田　泰則
４．挨　　　　　　　拶
� 広島県看護協会会長　　板谷美智子
� 広島県医師会会長　　碓井　静照
� 広島県歯科医師会会長　　山科　　透
５．来 賓 紹 介
� 衆 議 院 議 員　　岸田　文雄
�� 溝手顕正参議院議員代理　　津久井晴記
� 広 島 県 知 事　　湯﨑　英彦
� 広島県議会議長　　林　　正夫
� 広島県議会議員　　山木　靖雄
� 広島県健康福祉局長　　佐々木昌弘
� 広 島 市 長　　松井　一實
� 広島市議会議長代理　　元田　賢治�
６．来 賓 挨 拶
� 衆 議 院 議 員　　岸田　文雄
� 広 島 県 知 事　　湯﨑　英彦
� 広島県健康福祉局長　　佐々木昌弘
� 広 島 市 長　　松井　一實�
７．出 席 者 紹 介
８．協 議 ・ 報 告
　⑴広島県四師会社会保険担当理事連絡協議会報告につ
　　いて
　⑵平成24年度広島県四師会役員連絡協議会の当番師会
　　について
　⑶その他

９．懇　　　　　　　談
　　　乾　　　　杯� 広島県議会議長　　林　　正夫
10．閉　　　　　　　会
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薬事情報事業の一環として、講演などの資料を掲載することとなりました。会員の皆様の講演資料作成
等に役立てていただければと思います。無料でお貸し出しできる物を掲載していますので、各資料で興
味のある方は県薬事務局にご連絡ください。又、新しく入手した資料につきましては、順次掲載します。

題　　　　　名 提供者・管理者 形　　　式
1 スモーキングベイビー（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
2 肺癌（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
3 みみず（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
4 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 ムービーファイル（mpeg）
18 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
19 受動喫煙で血管収縮（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
20 オーストラリアの禁煙CM（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
21 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
22 軽いタバコの嘘（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
23 手遅れ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
24 １年分のタール（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
25 ニコチン依存ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
26 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
27 脳出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
28 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
29 レイン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
30 smoker'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）

【ＣＤ】
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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。

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
まずはご連絡を！！！

36 喫煙サル（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
37 喫煙で能率低下（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
38 低体重ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
39 副流煙とウェイトレス（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
40 好奇心（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
41 禁煙指導用スライド 増田和彦 （パワーポイント）
42 分煙 増田和彦 （パワーポイント）
43 ニコチン依存症 増田和彦 （パワーポイント）
44 薬の基礎知識（一般消費者啓発用） 三次 （パワーポイント）
45 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅡ（指導者用） 県薬事務局
46 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅢ（指導者用） 県薬事務局
47 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅣ（指導者用） 県薬事務局
48 薬局薬剤師の接遇マニュアル研修用平成16年９月（（社）日本薬剤師会） 呉 （パワーポイント）
49 健康くれ 21「健康くれ体操」 呉
50 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」 呉
51 褥瘡に使われる医薬品について 情報センター （パワーポイント）

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

53 ドーピング検査手順（ForAthlete） 情報センター （DVD）

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

【書籍・冊子・資料】

【ビデオ】

題　　　　　　名 提供者
管理者 形　式

1 くすりを正しく使って健康ファミリー
“お年寄りとその家族のみなさんへ”� （1993） 呉 24分

2 あなたの街の保険薬局“処方せんをもらったら”（（社）日本薬剤師会） 呉
3 「薬の飲み合せ」 呉
4 日常生活と成人病シリーズ 呉 133分
5 お年寄りが薬と上手に付合う方法 呉 15分
6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫきょうの健康）� （2002．10） 呉
7 薬と上手につき合う（ＮＨＫきょうの健康）� （1998．11） 呉
8 訪問薬剤管理指導の実践（（財）日本薬剤師研修センター） 呉
9 健康くれ 21「健康くれ体操」 呉
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会員カードでWポイントがつきます。

広島県Wポイントカード加盟店 平成23年６月１日現在
店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

広島市安芸区
COOL INN. 船越本店 082-822-6667
ちから 船越店 082-824-0301
ちから 矢野店 082-888-5246
ちから 矢野西店 082-889-5188
マダムジョイ 矢野店 直営食品売場

082-889-2441

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 082-841-4377
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 082-830-6161
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 イオンモール広島祇園店 082-962-1121
ちから 祇園店 082-875-5003
ちから 西原店 082-832-5520
ちから 緑井駅店 082-831-2620
ちから 八木店 082-830-0235

広島風お好み焼き・鉄板居食家
徳兵衛　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

ちから 楽々園店 082-921-6693
徳川 五日市店 082-929-7771
マダムジョイ 楽々園店 直営食品売場

082-943-8211

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 大手町SS 082-243-8351
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
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 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
バー・サード・ウェーブ 082-247-7753
ピカソ画房 本店 082-241-3934
ひろしま国際ホテル　カフェ58

082-240-7556
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　スペインバルミ・カーサー

082-248-6796
ひろしま国際ホテル 東風 082-240-0558

広島第一交通㈱江波営業所 082-233-5871
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 紙屋町店

082-247-2260
福助タクシー㈱本社営業所 082-232-3333
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

082-242-0011
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
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
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
ちから　アルパク天満屋店 082-501-2701

◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）◎

Wポイントカードに
関するお問い合わせは

Wポイントカードシステムでは、2000ポイント貯まると翌月2,000円分のWポイント金券がお手元に届きます。

㈱和多利広島本社 Wポイントカード事務局
☎ 082 -830 -0230 平日10：00～18：00

Wポイントカードホームページ http://www.watari.biz/

新規受付は平成21年８月末をもって
終了しました。

ちから 五日市店 082-922-8661
住吉屋　楽々園店 082-943-4960

サイクルショップカナガキ 五日市店
082-924-5525

�
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※ご利用金額100円に対するポイント値は、加盟店により異なります。　　　　※換算率は、１ポイント＝１円となります。
※次のお取り扱いにつきましては、予め、ご利用加盟店へ直接お問い合わせ下さい。
⒈ クレジットカード支払のお取り扱い　⒉ クレジットカードご利用時のポイント付加の有無　
⒊ ポイント付加対象外商品の有無　⒋ 団体・パーティーご利用時のポイント付加の有無

徳川 西条プラザ店 082-424-0300

八本松タクシー 082-428-0023

福山市
一心太助 福山本店 084-922-5611

エコール福山 ショールーム084-981-3733

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 福山東インターSS

084-923-7835
山陽石油 南本庄SS 084-922-3181
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 084-860-8215
徳川 三原店 0848-62-8824

三次市
囲炉り茶屋 やまぼうし 0824-69-2299
さざん亭 三次店 0824-64-0375
平田観光農園 0824-69-2346
広島三次ワイナリー 喫茶ヴァイン

0824-64-7727
広島三次ワイナリー バーベキューガーデン

0824-64-0202
広島三次ワイナリー ワイン物産館

0824-64-0200
フルーツレストラン まるめろ

0824-69-2288

その他
Heart Leap Up HIROSHIMA

082-545-5277
※会員登録で100ポイント、メールマガジ
ン受信ごとに１ポイント、メールマガ
ジンアンケートに回答すると30ポイン
ト以上（各号によって異なります）。
リースキン 家庭用事業部
広島支店 082-233-1141
広島北営業所 082-845-2882
広島西営業所 0829-31-6161
広島東営業所 082-824-1411

広島市西区（続き）
ちから 井口店 082-278-3666
ちから 観音店 082-232-5686

ちから 商工センター店　準備中
ちから 中広店（4/22～） 082-532-4004

ちから 己斐店 082-507-0505

徳川 南観音店 082-503-3039
広島第一交通㈱（第１） 082-278-5511
広島第一交通㈱（平和） 082-278-5522
ホテルプロヴァンス21広島 スパラーザ広島

082-235-3930
マダムジョイ アルパーク店 直営食品売場

082-501-1112
マダムジョイ 己斐店 直営食品売場

082-271-3211
横川 ちから 082-292-5822

広島市東区
アリモト 本店 082-264-2929
大野石油店 広島東インターSS

082-508-5030
サイクルショップカナガキ 戸坂店

082-220-2031
ちから 尾長店 082-506-3505
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
車検の速太郎　向洋店 082-890-9500
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 ゆめタウンみゆき店082-250-2125

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

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 サンリブ府中店 082-890-2510
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

庄原市
総商さとう ウィー東城店 08477-2-1188

神石郡神石高原町
総商さとう 本店 08478-2-2011

廿日市市
大野石油店 廿日市インターSS

0829-20-1189
キャン・ドゥ 廿日市店 0829-32-3387
ジョイ薬局 0829-32-3077
徳川 廿日市店 0829-32-1111

東広島市
大野石油店 西条インターSS

082-423-3701
大野石油店 高屋ニュータウンSS

082-434-4411
大野石油店 東広島SS 082-423-9197
カギのひゃくとう番 082-424-3110
髪処 ふくろう 082-497-3337
住吉屋 西条プラザ店 082-423-7878

店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

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

体育社 東広島店 082-422-5050

2011��Vol.36��No.4　広島県薬剤師会誌36



指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

自動車部
品

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工 西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ナカオカ

㈱下村時計店

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

お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

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

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き 赤札より10～
15％

見積額の10％割引

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

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

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

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

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30 ～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00 ～19:00

平日
８:30 ～18:00
年中無休

平日
９:00 ～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45 ～17:30

９:00 ～19:00

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

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30 ～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

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

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

年中無休

定休日不定

日・お盆・年末
年始休業

所 在 地
広島市中区新天地1-1

呉市中央1-1-1

広島市中区中町7-20

広島市中区三川町10-1

福山市三之丸町8-16

広島市中区国泰寺町1-8-13
あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4-10-17

広島市安佐南区中須2-18-9

安芸郡府中町柳ケ丘77-37

呉市中央2-5-15

広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2-13-21
広島市中区堀川町5-10

広島市中区本通9-33

広島市中区吉島西2-2-35

本社
広島市西区商工センター
4-8-1

広島市西区観音本町2-8-22
広島市中区基町6-27
広島バスセンター6Ｆ
広島市南区皆実町2-8-17
ゆめタウン広島3Ｆ
広島市中区新天地5-23

広島市西区商工センター
7-1-19

電 話 番 号
（082）244-1623

（0823）20-1111

（082）241-1111

（082）244-0109

（084）922-2121

（082）249-8011

（0823）22-2250

（082）879-0131

（082）281-4331

（0823）32-7171

（082）222-7780

（082）283-5133

（082）246-7788

（082）248-1331

（082）541-3911

本社
（082）501-3447

（082）294-0187
（082）225-3232

（082）250-6100

（082）246-2131

（082）277-8181

平成23年６月１日現在
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（082）293-4125

（082）209-7422

（082）245-0106

（082）231-9495

（082）239-0948

（082）261-4949

（082）248-0516

（082）248-4361

（082）243-5321

（082）542-5020

（082）512-1020

（082）247-1050

（082）278-2323

（084）920-3950

（0829）34-2508

（082）247-3473
担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
0120-06-0747

（082）543-5855

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正

部 門
レジャー

進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生
サービス
（中小企
業向け）

設備

指 定 店
國富㈱広島営業所

Diving Service海蔵

㈱進物の大信

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

㈱JTB 広島支店
（JTB紙屋町シャレオ
店・JTB広島駅前支店）
ひろでん中国新聞
旅行㈱本社・呉営
業所・三次営業
所・福山営業所
㈱日本旅行
広島八丁堀支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱デオデオ外商部

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

株式会社クラタ
コーポレーション

会 員 価 格
Ｃカード取得コース45,000円、商品購
入：店頭価格より５％off、器材オー
バーホール：通常価格より５％off
スキューバダイビング体験講習￥8,400
Ｃカード取得講習会￥5,000引き・器
材修理店頭価格より５％引き
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

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

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
ルックＪＴＢ３％引（ルックＪ
ＴＢスリムを除く）、エースＪＴ
Ｂ３％引 本人とその家族対象
本人のみ
現金のみメープル・トピック
自社主催商品３％引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

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

通常価格より15％割引

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

営業日時
８:30 ～20:00

11:00 ～20:00

６～９月
10:00 ～18:30
10～５月
９:30 ～18:00
年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00 ～17:30
年中無休

平日
10:00 ～19:00
土・日・祝
10:00 ～17:00

８:30 ～17:30

９:30 ～18:00

９:30 ～18:30

９:00 ～18:00
（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00 ～18:00
（平日）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
なし

なし

毎週火曜

不定休

日祭休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

土・日・祝日

土日祭休

所 在 地
広島市西区観音町13-9

広島市中区南千田西町
1-8-101

広島市中区堀川町4-14

広島市中区猫屋町8-17

広島市安佐南区長束2-4-9

広島市南区段原南1-20-11

広島市中区本通9-26

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

広島市中区紙屋町2-2-2

広島市中区八丁堀16-14
第二広電ビル1Ｆ

広島市中区堀川町5-1
大内ビル1Ｆ

広島市西区商工センター
5-11-1
福山市卸町11-1

廿日市市木材港南8-22

広島市中区紙屋町2-1-22
広島興銀ビル9Ｆ

広島市西区福島町2丁目36-1

広島市中区国泰寺町1-3-22
ＥＲＥ国泰寺ビル6階

広島市中区橋本町7- 27

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。
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県薬より支部長への発簡

４月20日　支部長・理事合同会議の開催について

（通知）（各支部長）

４月20日　応需薬局のゴールデンウィーク休業表

について（通知）（各支部長）

５月12日　夏季の省エネルギー対策（軽装励行

　　　　　【クールビズ】）について（通知）

　　　　　（各支部長）

５月20日　支部長・理事合同会議の議題について

（通知）（各支部長）

５月20日　平成23年度広島県緩和ケア支援セン

　　　　　ターの薬剤師研修への参加について

　　　　　（お願い）（各支部長）

５月23日　支部長・理事合同会議資料の送付につ

いて（各支部長）

５月23日　第40回広島県薬剤師会通常総会資料の

送付について（各支部長）

５月23日　第40回広島県薬剤師会通常総会の承認

事項について（通知）（各支部長）

６月３日　薬剤師会認定基準薬局の平成23年度

　　　　　第２次認定について（依頼）（各支部長）

６月３日　広島県薬剤師会認定「基準薬局」の認

定更新について（依頼）（各支部長）

６月10日　平成23年度広島県��「ダメ。�ゼッタイ。」

　　　　　普及運動の実施について（依頼）（各

支部長）

６月10日　平成23年度広島県薬剤師会検査セン

　　　　　ター利用契約金の納入について（お願

い）（各支部長）

６月20日　夏期休業について（各支部長）
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　平成2３年3月常務理事会議事要旨◆

日　時：平成23年３月17日（木）18：00〜21：15
場　所：広島県薬剤師會館２Ｆ研修室
出席者：前田会長、木平、大塚、野村、村上各副会長、

豊見専務理事、
青野、有村、小林、重森、田口、谷川、平田、
藤山、二川、政岡各常務理事

欠席者：松下副会長
議事要旨作製責任者：藤山りさ常務理事
１．報告事項
　（１）２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．宇川英二氏の受章を祝う会

２月19日（土）
於　全日空ホテルクレメント高松
前香川県薬剤師会長の宇川先生が受章され、
祝賀会に出席されたと報告された。

　　イ．全体理事会
２月24日（木）
皆さん出席されたので省略された。

　　ウ．検査センター委員会
３月３日（木）
中国五県及び四国での運営状況においては、
実際のところ、各県薬での運営を中止し、他
県薬へ委託もあるので、広島県が中心となり
運営を行い、また、センターを活性化するよ
う話し合ったと報告され、関連として、サ．
の項目も併せて報告された。

　　エ．日本薬剤師会ドーピング防止に関する特別委
員会
３月９日（水）於　東京・日薬
千葉国体が開催された際、中心となって動か
れた千葉県薬の畑中先生の話を伺いながら、
次期開催の山口国体の対応について話を聞い
たと報告された。

　　オ．広島県総務局総合特区プロジェクトチーム来
会
３月11日（金）
尾道での在宅医療を参考に、医療特区という
考え、医療人のチームワークについて話を聞
いたと報告された。

　　カ．広島県健康福祉センター来会
３月14日（月）
医師会からの要望で、医師不足と寄付行為の
変更についてを評議員会の議題に挙げるとい
う説明を受けたと報告された。

　　キ．正・副会長会議
３月14日（月）
３月11日（金）に発生した東北・関東大震災
の地震に対し、本県も対策本部を設置し、今
後、情報収集し、日薬・行政等関係団体との
連携を取りながら対応する。また、昨日、中

国新聞社に義援金として100万円を持参した
と併せて報告された。

　　ク．平成22年度第３回広島県医療費適正化計画中
間評価検討委員会
３月15日（火）於　７県庁・北館
後発医薬品の普及・使用促進について、処方
せんのデータが集め難い現状が委員会におい
て報告され、薬務課から、後発医薬品のPR
ポップの作成とお薬手帳の活用等も併せて報
告があったと報告された。

　　ケ．第２回広島県新地域医療再生計画推進委員会
３月16日（水）於　県庁
医師会・看護協会の予算取が中心で、看護協
会は、認定看護士を養成し、高度医療に対応
する等検討されていると説明があったと報告
された。

　　コ．広島県社会保険診療報酬支払基金来会
３月17日（木）
現在、支部長をされている小川支部長が、北
海道に栄転される挨拶に来らたと報告された。
また、支払基金審査員の件は、豊見専務理事
にお願いされた。

　　サ．検査センター活性化検討会
３月17日（木）
今の施設で出来ることや、會館の移転問題を
含め今後の活性化方法等について、薬務課と
検討したと報告された。

　（木平副会長）
　　ア．平成22年度広島県地域保健対策協議会
　　　　・事業ＷＧ２月18日（金）

　　　　　３月７日（月）
・第３回委員会２月25日（金）於　広島医師
　会館
・研修会３月14日（月）於　広島県薬剤師會
　館薬剤師76名参加
　WGで検討を重ね、委員会に報告し、研修
　会も無事、盛会に終了したと報告された。

　　イ．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調
整機関評議員会・運営委員会合同会議
３月５日（土）於　サン・ピーチ岡山
イ．は、薬局を主体とする受け入れで、関連
のウ．は、病院も入っているが、両方とも、
来年度の受け入れについて各県薬の負担割合
等も含め検討したと併せて報告された。

　　ウ．第29回病院・薬局実務実習中国・四国地区調
整機構会議
３月10日（木）於　就実大学

　　エ．第22回広島県プライマリ・ケア研究会
３月10日（木）於　広島医師会館
テーマは「胃瘻」で、医師会の担当で開催さ
れたと報告された。

　　オ．医薬品関連施設見学会
３月17日（木）於　㈱エバルス広島物流セン
ター
本日、午後５時から開催され、参加者11名、
谷川常務理事も引率されたと報告された。

　（野村副会長）
　　ア．支部長・理事合同会議
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２月19日（土）
皆さん出席されたので、省略された。

　（村上副会長）
　　ア．平成22年度医薬分業指導者協議会

３月11日（金）於　厚生労働省講堂
資料が来ますので、また会誌で報告すると報
告された。

　　イ．平成23年度HIV研修会打合会
３月16日（水）
今年度は、薬剤師２名が認定され、次年度も
研修会は引き続き開催すると報告された。

　（豊見専務理事）
　　ア．中国・四国厚生局指導監査課長来会

２月24日（木）
指導官が１名しかいないので、新規個別が
150件あるが、個別指導が開催されていない
状況が報告された。また、関連として、全て
の県で支払基金審査員を３名ずつ出すよう検
討されており、医・薬で並列して審査するシ
ステムが４月以降導入される予定で、審査が
さらに厳格化されると報告された。

　　イ．日本薬剤師会平成22年度第８回理事会
２月25日（金）於　東京・日薬
議事録が日薬雑誌に掲載されると報告された。

　（青野常務理事）
　　ア．広報委員会

２月18日（金）
会誌３月号の校正を行ったと報告された。

　　イ．広島県緩和ケア支援センター平成22年度緩和
ケア人材育成検討会（資料１）
２月23日（水）於　広島県緩和ケア支援セン
ター
年２回、40名程度の研修が開催される予定で
あると報告された。

　　ウ．広島県医療安全推進協議会（資料２）
３月９日（水）於　県庁・北館
苦情の分類を医師・歯科医師は行っているが、
薬局・薬剤師はしていないので、今後は、協
議会で行う予定であると報告された。

　（有村常務理事）
　　ア．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
３月５日（土）於　東京
日薬作成の体調チェックフローチャートも改
訂されているので、平成23年度は、介護の研
修会を開催したいと報告された。

　　イ．ＮＰＯ法人広島県介護支援専門員協会平成22
年度定期総会
３月13日（日）於　広島県健康福祉センター
次年度の新理事に、広島佐伯支部岸川先生を
迎えると報告された。

　（田口常務理事）
　　ア．第76回日本薬剤師会臨時総会

２月26日（土）・27日（日）於　ホテルイー
スト21
松下代議員の代わりに予備代議員として出席
し、日薬公益法人化、定款案、予算・事業計
画等を審議したと報告された。また、村上副

会長（代議員）も補足説明された。
　（谷川常務理事）
　　ア．広島県輸血療法委員会情報交換会

２月26日（土）於　ホテルグランヴィア広島
同輸血委員会の了承もあり、アルブミン製剤
は薬剤部、血液は血液部に分かれている問題
もあるが、詳細については、会誌に寄稿する
と報告された。

　　イ．広島県薬剤師研修協議会新カリキュラム対応
ビデオ研修会
２月27日（日）於　広島県薬剤師會館
10名の内、９名が出席し、腎疾患のビデオを
２本視聴し研修を行ったと報告された。

　　ウ．広報委員会
３月８日（火）
会誌５月号の打合せ、原稿依頼先を平田先生
がリーダーで検討したと報告された。

　　エ．広島大学４年生及び大学院修了生卒業・修了
記念パーティー
３月９日（水）於　グランドプリンスホテル
広島
会長代理として出席したと報告された。また、
総合薬学科の名称が今年度の卒業生で終了し、
今後、全て薬学部の名称となると併せて報告
された。

　（平田常務理事）
　　ア．平成22年度第２回ひろしま食育・健康づくり

実行委員会ワーキング会議
３月４日（金）於　国保会館
次年度は、食育実践で事業計画案が作成され
ていると報告された。

　（二川常務理事）
　　ア．平成22年度第２回ひろしま食育・健康づくり

実行委員会
３月10日（木）於　国保会館
平田先生の会議に引き続き、それを承認した
と報告された。また、詳細は、会誌５月号で
報告すると報告された。

　　イ．平成22年度第11回公益社団法人化特別委員会
（資料３）
３月11日（金）
モデル定款を作成したので、各支部長に発送
すると報告された。また、豊見専務理事より、
公益性、広報の在り方等も補足説明された。

　（石原事務局長）
　　ア．辻・本郷税理士事務所公益法人制度改革公開

セミナー
２月18日（金）於　広島国際会議場
この税理士事務所は、東京で300〜400名の社
員を有する会社であり、中尾主任と参加した
と報告された。

　　イ．二葉の里地区医療福祉ゾーンヒアリング
２月18日（金）於　県庁
津山部長等と面会し、二葉の里地区の国有地
処分に係る公的随意契約の適合性についてヒ
アリングされた報告された。

　　ウ．県庁訪問
３月14日（月）於　県庁
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佐々木局長及び仲本薬務課長と面会し、３月
11日（金）に総合特区の報告説明を受けた内
容について説明したと報告された。また、３
月11日に発生した東北・関東大震災の地震に
ついての協力要請があったと併せて報告され
た。

２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
　（１）広島県トレーナー協会平成22年度「ドーピン

グ防止活動」講習会（原田センター長）
２月20日（日）於　広島大学医学部保健学研
究科棟　受講者16名

３．審議事項
　（１）第40回広島県薬剤師会通常代議員会について

（資料４）（野村副会長）
３月20日（日）午後１時〜於　広島県薬剤師
會館４階
・質問、質疑事項について
・４会計見込額調べについて

　（２）会員委員会の開催について（野村副会長）
４月28日（木）午後５時〜

　（３）監査会の開催について（野村副会長）
４月21日（木）午後２時〜
各担当副会長の出席も要請された。

　（４）全体理事会の開催について（野村副会長）
４月28日（木）午後７時〜

　（５）支部長･理事合同会議の開催について（日程
確認）（野村副会長）
５月21日（土）午後２時〜

　（６）第40回広島県薬剤師会通常総会の開催につい
て（日程確認）（野村副会長）
５月21日（土）午後３時30分〜

　（７）東北地方太平洋沖地震への対応について（資
料５）（野村副会長）
明日中に一斉同報にて広報する。この義援金
は、東北地方の薬剤師会員へのものであるた
め、一般の義援金のように非課税ではないと
注意された。

　（８）ＤＭＡＴ等活動報告及び医療救護班の編成に
向けた検討会議の開催について

　　　　日　時：３月18日（金）14時〜（資料６）
（野村副会長）

　　　　場　所：広島県庁本館６階講堂
会長、石原事務局長が出席されると報告さ
れた。また、関連して豊見専務理事より、
JMAT（日本医師会関連の災害ボランティ
ア）に佐々木順一氏（広島国際大学）の派遣
について提案され、広島県医師会へ推薦する
ことが了承された。

　（９）平成23年度ＩＰＰＮＷ日本支部理事会・総会、
広島県支部総会の出欠について

　　　　日　時：４月23目（土）（資料７・回覧）
（野村副会長）

　　　　場　所：広島医師会館
　（10）第28回日本ＴＤＭ学会・学術大会について

（資料８）（木平副会長）
　　　　期　時：６月18日（土）・19日（日）
　　　　場　所：広島国際会議場

木平副会長が中座されたため、来月の常務理

事会へ持ち越しとされた。
　（11）広島大学病院薬剤部米薬学生の施設訪問につ

いて（資料９）（木平副会長）
　　　　訪問期間：４月20日（水）
　　　　　　　　　午前10時〜午後３時
　（12）医薬分業支援センターの無償譲渡について

（野村副会長）
支部の法人化に伴い、次の医薬分業支援セン
ターを関係支部に無償で譲渡する。

　　ア．三原医薬分業支援センター（三原市宮浦１丁
目20-36）

　　イ．広島医薬分業支援センター（広島市南区宇品
神田１丁目4-2）
このことは、理事会での承認が必要のため、
４月28日の全体理事会にて提案されることと
なった。

　（13）ＮＰＯ医療教育研究所・薬剤師生涯教育ｅ－
ランニングについて（資料10）（村上副会
長）
資料中A案で検討するのが良いのではと提案
され、研修担当で検討されることとなった。

　（14）平成23年度「看護の日」広島県大会の出席に
ついて（資料11）（野村副会長）

　　　　日　時：５月14日（土）午後１時15分〜
　　　　会　場：広島県民文化センター

野村副会長が出席されることとなった。
　（15）後援、助成及び協力依頼等について
　　ア．「子育て応援団すこやか2011」後援名義使用

について（資料12）（野村副会長）
　　　　日　時：５月21日（土）・22日（日）
　　　　　　　　午前10時〜
　　　　場　所：広島県立総合体育館
　　　　主　催：子育て応援団実行委員会（広島県、

広島県医師会、広島県歯科医師会
外）

　　　　（毎年後援）
後援することが了承された。

　　イ．全国禁煙アドバイザー育成講習会の共催につ
いて（資料13）（村上副会長）

　　　　日　時：５月22日（日）
　　　　　　　　午前９時45分〜午後４時
　　　　場　所：尾道市
　　　　主　催：日本禁煙科学会、禁煙健康ネット広

島、禁煙マラソン
　　　　（前々回共催）

共催することが了承された。
　　ウ．社団法人広島県食品衛生協会中四国ブロック

大会の広告協賛について
　　　　日　時：６月14（火）・15日（水）（資料

14）（野村副会長）
　　　　場　所：福山市
　　　　（初めて）

５万円の協賛広告（検査センターPR記事）
をすることが了承された。

４．その他
　（１）次回常務理事会の開催について（野村副会

長）
４月21日（木）午後６時（議事要旨作製責任
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者【予定】谷川正之常務理事）
　（２）東北地方太平洋沖地震に伴う医薬品（商品

名：チラーヂン・製造元：あすか製薬㈱）の
不足について（資料15）（大塚副会長）

　（３）ＪＰＰＮＷ医学生の北アジア・南アジア合同
地域会議参加に対する援助依頼について

　　　　支援金：５万円送金済（資料16）（野村副会
長）

　（４）広島大学薬学部非常勤講師の委嘱について
（資料17）（野村副会長）

　　　　委嘱依頼者：石原長造事務局長
　（５）支部等総会の開催について（野村副会長）

福山支部３月31日（木）於　広島県民文化セ
ンターふくやま
広島県病院薬剤師会　５月14日（土）於　エ
ソール広島
呉支部　５月28日（土）
安芸支部　５月29日（日）

　（６）日薬会館建設設特別委員会議事要旨（平成22
年度第３回）について（資料18）（野村副会
長）

　（７）その他行事予定（野村副会長）
　　ア．第３回広島県乳幼児事故防止等検討専門委員

会
　　　　３月17日（木）於　県庁
　　イ．日本予防医学リスクマネージメント学会

３月17日（木）・18日（金）於　九州大学医
学部百年記念講堂

　　ウ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
３月18日（金）於　東京・日薬

　　エ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医
療担当者の集団指導
３月20日（日）於　広島市東区民文化セン
ター

　　オ．第40回広島県薬剤師会通常代議員会
３月20日（日）

　　カ．がん検診へ行こうよ推進会議がん講演会
３月21日（月）於　広島国際会議場

　　キ．安佐医師会夜間急病センター開所式
３月21日（月）於　安佐医師会夜間急病セン
ター

　　ク．広島県医療審議会保健医療計画部会
３月22日（火）於　県庁

　　ケ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月22日（火）於　東京・日薬

　　コ．日本薬剤師会平成22年度全国学校薬剤師担当
者会議中止
３月23日（水）於　東京・日薬

　　サ．認定基準薬局制度運営協議会
３月24日（木）

　　シ．６年制薬局実務実習受け入れ説明会
３月24日（木）於　福山まなびの館コーズコ
ム

　　ス．広島県健康福祉センター理事会
３月24日（木）於　広島県健康福祉センター

　　セ．広島原爆障害対策協議会評議員会
３月24日（木）於　広島市総合健康センター

　　ソ．ピンクリボンde広響

３月25日（金）
　　タ．広島県地域保健対策協議会平成22年度第２回

定例理事会
３月28日（月）於　リーガロイヤルホテル広
島

　　チ．第30回中国地方社会保険医療協議会広島部会
３月29日（火）於　中国四国厚生局

　　ツ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月29日（火）於　東京・日薬

　　テ．福山支部総会
３月31日（木）於　広島県民文化センターふ
くやま

　　ト．日本薬剤師会常務理事打合会
４月５日（火）於　東京・日薬

　　ナ．広報委員会
４月６日（水）

　　ニ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会（平
成23年度第１回）
４月11日（月）於　東京・日薬

　　ヌ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月12日（火）於　東京・日薬

　　ネ．日本薬剤師会平成22年度第１回理事会
４月12日（火）於　東京・日薬

　　ノ．日本薬剤師会平成22年度第１回都道府県会長
協議会（会長会）
４月13日（水）於　東京・日薬

　　ハ．６年制薬局実務実習受け入れ説明会
４月14日（木）於　広島県薬剤師會館

　　ヒ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月19日（火）於　東京・日薬

　　フ．広報委員会
４月20日（水）

　　ヘ．監査会
４月21日（木）

　　ホ．常務理事会
４月21日（木）

　　マ．ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮＷ）理事会・
総会、広島県支部総会
４月23日（土）於　広島医師会館

　　ミ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月26日（火）於　東京・日薬

　　ム．広島大学霞室内管弦楽団2011SpringConcert
４月30日（土）於　広島市南区民文化セン
ター

　　メ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月10日（火）於　東京・日薬

　　モ．平成23年度「看護の日」広島県大会
５月14日（土）於　広島県民文化センター

　　ヤ．広島県病院薬剤師会総会
５月14日（土）於　エソール広島

　　ユ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月17日（火）於　東京・日薬

　　ヨ．日本薬剤師会平成23年度第２回理事会
５月17日（火）於　東京・日薬

　　ラ．常務理事会
５月19日（木）

　　リ．支部長･理事合同会議
５月21日（土）於　広島県薬剤師會館
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　　ル．第40回広島県薬剤師会通常総会
５月21日（土）於　広島県薬剤師會館

　　レ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月24日（火）於　東京・日薬

　　ロ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月31日（火）於　東京・日薬

３月７日に開催された製薬メーカーの薬剤師
研修部会の反省会と将来ビジョンの作成のた
めに開かれた会であったと報告された。

　　ケ．広島県総務局総合特区プロジェクトチーム来
会
４月14日（木）
尾道地区の在宅チームをモデルにした、連
携・総合特区としての連携が図れないかと相
談に来られた。薬局はその連携の中に「服薬
指導の保管、対面指導に加えて、在宅患者の
テレワークによる服薬指導により患者に応じ
た服薬指導を充実される」というところでの
参加を計画されている。医療と在宅介護を
セットにした地域の取り組みを特区の中で考
えられないだろうとかということを進めてい
る。提案事項だけなのでまだこれからの話と
なる。混合医療等がからみそうなので、各団
体の説得が大変ではないかというところで話
を聞いたと報告された。

　　コ．監査会
４月21日（木）
無事終了した。また、今後減価償却のあり方
を考えていかないといけないと報告された。

　（村上副会長）
　　ア．業務分担③担当理事打合会

３月20日（日）
代議員会の質問に対する返答をまとめる会議
であったと報告された。

　　イ．ＪＭＡＴ伝達事項打合会
４月２日（土）　於　広島駅
薬がどんなものがあるか等、被災地の状況の
確認等を行ったと報告された。佐々木先生が、
手洗い・消毒のポスターを作成されていたの
で、それを現地で配付、掲示したと報告され
た。

　　ウ．６年制薬局実務実習受け入れ説明会
４月14日（木）　於　広島県薬剤師會館
福山大学片山教授に受け入れにおけるトラブ
ル事例の話をしていただき、質問をうけたと
報告された。

　　エ．ジェネリック先進事例調査
４月19日（火）
厚労省が北海道、福岡等５県程度を選定して
調査委託を受けた三菱UFJが来られた。ＰＯ
Ｐ、ポスター、ラジオ広告、呉市の事例、冊
子等の説明をしたと報告された。

　　オ．平成23年度社会保険医療担当者（薬局）指導
打合会
４月21日（木）
厚生局集団的個別指導の個別部分が30件、平
成22年４月以降新規新規指定薬局が33件、63
件くらいの個別指導をしていと説明があった。
指導薬剤師の推薦も進めて行かないといけな
いと報告された。

　（野村副会長）
　　ア．広島県立総合精神保健福祉センター（新担当

者）来会
４月15日（金）

　平成2３年４月常務理事会議事要旨
日　時：平成23年４月21日（木）18：00〜20：45
場　所：広島県薬剤師會館
議事要旨作製責任者：谷川正之
出席者：前田会長、野村・村上各副会長、豊見専務理

事、青野・有村・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・大塚・松下各副会長

　前田会長より３月11日の大震災についてのボラン
ティア活動等についての謝意があった。インフラ等は
整いつつあり、医薬品等は、ある程度はある。日薬で
は、会員の被害状況等、全体像がまだつかめていない
状況であるとの挨拶があった。
１．報告事項
　（１）３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．ＤＭＡＴ等活動報告及び医療救護班の編成に

向けた検討会議
３月18日（金）　於　県庁
48時間以内に被災地に入ろうという医療チー
ムで広島県では４チームが現地へ行った。命
令系統がはっきりとしていなかったので、
困った。ＪＭＡＴで佐々木順一先生が参加さ
れた。ＪＭＡＴについては、５月に入ってか
らはどうなるのか決まっていない状況なので、
当面は日薬でのボランティア活動に従事して
ほしいと報告された。

　　イ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
３月18日（金）於　東京・日薬
震災の影響で延期となった。

　　ウ．第40回広島県薬剤師会通常代議員会
３月20日（日）

　　エ．日本薬剤師会環境衛生委員会
３月24日（木）於　東京・日薬

　　　　震災の影響で延期となった。
　　オ．広島県健康福祉局長訪問

４月１日（金）於　県庁
　　カ．広島県歯科医師会長等との協議

４月６日（水）於　旬魚きっ川
　　キ．二葉の里地区まちづくり計画情報交換会

４月７日（木）於　県庁
　　ク．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会（平

成23年度第１回）
４月11日（月）於　東京・日薬

◆

2011��Vol.36��No.4　広島県薬剤師会誌44



昨年自殺の研修会を東部西部で開催した。今
年も共催で開催したいということで、どのよ
うなことができるのか委員会を開いて検討し
ていきたいと報告された。

　（豊見専務理事）
　　ア．日本薬剤師会東北地方太平洋沖地震災害担当

者会議
３月25日（金）　於　東京・日薬

　　イ．日本薬剤師会平成22年度第１回理事会
４月12日（火）　於　東京・日薬

　　ウ．日本薬剤師会東日本大震災災害対策本部会議
４月12日（火）　於　東京・日薬

　　エ．災害派遣に係る協議
４月15日（金）　於　県庁

　　オ．派遣の現状について（資料１）
対応については、全国的にずれがあり、各県
によって状況が変わってきている。九州では、
ＪＭＡＴに薬剤師は必要ないとしている。そ
の後、医師が多すぎるということでＪＭＡＴ
は、中止となった。５月の末までは派遣の予
定だが、日薬でダブらそうと思ったら１ヶ月
に40人必要となる。６月は、どうなるか再募
集をかけないとわからない。広島は、宮城県
石巻高校で救護所と診療所の調剤作業という
現状である。県で災害が起こったときどう対
処するか参考になるが、宮城県薬で今回は受
ける側（現地の方）がコントロールしている
のでうまくいっている。指揮系統がしっかり
している。派遣する方は、体制をこれから構
築をしていかないといけない。物資も民間の
知恵を利用して、システムをうまく利用して
いけるようにしないといけないという報告が
あった。

　（有村常務理事）
　　ア．中国新聞社取材

３月25日（金）　於　健伸薬局よこた店
　（田口常務理事）
　　ア．６年制薬局実務実習受け入れ説明会

３月24日（木）　於　福山まなびの館ローズ
コム
福山大学薬学部の片山教授に受け入れ困難事
例の紹介、佐藤准教授から受入の反省点を説
明していただき、薬局より質問を受けたと報
告された。

　（谷川常務理事）
　　ア．認定基準薬局制度運営協議会

３月24日（木）
平成23年度４月１日認定の認定作業を行った
と報告された。

　　イ．広報委員会
４月６日（水）
４月20日（水）
５月号の会誌発行に向けて校正を行った。

　　ウ．業務分担③担当理事打合会・薬局実習受け入
れ実行委員会合同会議
４月18日（月）
学術大会を10月30日とし、福山大学で開催で
きるよう現在確認中である。今年度もビデオ

講習会を東部西部で開催する。11月12・13日
の中四国学術大会の発表者支援（10名くら
い）を行う。会誌７月号に広報する。２月11
日に日薬で行われたＷＳの講演のビデオがで
きたので、指導薬剤師を対象に講習会を西部
が５月29日、東部は、８月くらいに行う支部
担当責任者会議で事前に説明し、お願いする
と報告された。

　（二川常務理事）
　　ア．公益社団法人化特別委員会打合会

４月11日（月）　
来年の夏頃までには申請書を作成したいと報
告された。

　　イ．平成23年度第１回公益社団法人化特別委員会
４月19日（火）
上記を含めて、公認会計士、司法書士だけで
いいのか、精通しているところとチームを組
んで進めた方が良いのか後の審議でお願いし
たいと報告された。

　（石原事務局長）
　　ア．広島県健康福祉局健康対策課来会（資料２）

４月14日（木）
今年度も引き続きご支援・ご協力をお願いし
たいと説明があったと報告された。

２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
　（１）第３回広島県乳幼児事故防止等検討専門委員

会（資料３）（原田センター長）
３月17日（木）　於　県庁

　（２）支部等総会報告
　　ア．福山支部総会　　３月31日（木）　於　広島

県民文化センターふくやま
３．審議事項
　（１）全体理事会について（資料４）（野村副会

長）
４月28日（木）　午後７時〜

　（２）第40回広島県薬剤師会通常総会について（資
料５）（野村副会長）
５月21日（土）　午後３時30分〜

　　　　・運営について（司会、開会の辞、閉会の
辞）

　　　　司会：藤山常務理事、開会の辞：大塚副会長、
閉会の辞：木平副会長とした。

　（３）支部長･理事合同会議の議題について（野村
副会長）
５月21日（土）　午後２時〜
協議事項があれば、５月16日までに事務局へ
提出するよう説明があった。

　（４）広島県エイズ対策推進会議委員の推薦につい
て（資料６）（野村副会長）

　　　　（平成22年度）　委　員　　前田泰則
村上副会長を推薦することとなった。

　（５）平成23年度広島県薬物乱用対策推進本部名簿
の作成等について（資料７）（野村副会長）

　　　　（平成22年度）　本部員　　前田泰則
幹　　　事　　大塚幸三
事務担当者　　石原長造
引き続きお願いすることとした。

　（６）ひろしま食育・健康づくり実行委員会の委員
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の推薦について（資料８）（野村副会長）
（平成21・22年度）　実行委員会委員　　二
川勝
ワーキング会議委員　平田智加子
引き続きお願いすることとした。

　（７）平成23年度広島県四師会役員連絡協議会につ
いて（野村副会長）
日　時：６月10日（金）午後６時30分〜
場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
司会を青野常務理事とし、研修会方式と懇親
会を開催する方向でする方向で準備を進める
こととなった。

　（８）公益社団法人化申請に向けた取り組みについ
て（二川常務理事）
現段階では、チーム等にお願いする段階では
ない。認定委員会とすり合わせをしながら進
行してほしいと説明があった。

　（９）実務実習費の消費税の取扱いについて（資料
17）（前田会長）
日薬の常務理事会に提出するようなので、そ
れを見て、考えたい。各大学に金額等を確認
することとなった。

　（10）後援、助成及び協力依頼等について（野村副
会長）

　　ア．平成23年度広島県農薬危害防止運動の後援に
ついて（資料９）
期　間：平成23年６月１日〜８月31日
主　催：広島県
（毎年・承諾）
後援名義の使用について承認された。

　　イ．平成23年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及
運動の後援名義使用について（資料10）
実施期間：平成23年６月20日（月）〜７月19
日（火）
主　催：広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運
動実行委員会
協　賛：広島県、広島県警察本部、広島県教
育委員会ほか
（毎年・承諾）
後援名義の使用について承認された。

　　ウ．ひろしま夏の芸術祭2011事業への協賛につい
て（資料11）

　　　　期　間：７月２日（土）〜８月31日（水）
　　　　　　　　（予定）

協賛金：１社当たり５万円
広告料：１社当たり10万円
（前年度：協賛金５万円）
昨年同様協賛金５万円とすることとした。

　　エ．リレー・フォー・ライフ・ジャパン2010in広
島（尾道）に対する後援について

　　　　日　時：９月18日（日）・19日（月）
　　　　　　　　午後１時〜（資料12）

場　所：広島県立びんご運動公園
　　　　主　催：公益財団法人日本対がん協会・リレ

ーフォーライフ広島実行委員会
（毎年・承諾）
後援名義の使用について承認された。

　　オ．平成23年度健康づくりポスター募集の後援に

ついて（資料13）
主　催：広島県国民健康保険団体連合会
後　援：広島県、広島県教育委員会外
（毎年・承諾）
後援名義の使用について承認された。

４．その他
　（１）次回常務理事会の開催について（野村副会

長）
５月19日（木）午後６時（議事要旨作製責任
者【予定】二川勝常務理事）

　（２）公益社団法人認知症の人と家族の会広島県支
部・第30回記念大会の後援名義使用について

　　　　日　時：６月11日（土）午後０時30分〜４時
30分（資料14）（野村副会長）

場　所：広島県民文化センター
　　　（承認済み）

　（３）支部等総会の開催について（野村副会長）
広島県病院薬剤師会　５月14日（土）於　エ
ソール広島
廿日市支部　５月22日（日）於　未定
呉支部　５月28日（土）於　呉阪急ホテル
安芸支部　５月29日（日）於　サンピア・ア
キ
広島支部　６月11日（土）於　広島県薬剤師
會館
尾道支部　６月18日（土）於　ナカタ・マッ
クコーポレーション

　（４）東北地方太平洋沖地震義援金について（野村
副会長）
振込：4,367,049円（４月20日現在）
現金：304,390円
合計：4,671,439円

　（５）「ひろしま県お弁当３
さん

・３
さん

コンクール」のポ
スターについて（資料15）（野村副会長）

　（６）その他行事予定（野村副会長）
　　ア．薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議

４月26日（火）
　　イ．日本薬剤師会常務理事打合会

４月26日（火）於　東京・日薬
　　ウ．ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会

４月27日（水）於　本通ドムス
　　エ．第31回中国地方社会保険医療協議会広島部会

４月28日（木）於　中国四国厚生局
　　オ．平成23年度第１回「がん検診へ行こうよ」推

進会議
４月28日（木）於　広島県自治会館

　　カ．会員委員会
４月28日（木）

　　キ．選考委員会
４月28日（木）

　　ク．全体理事会
４月28日（木）

　　ケ．平成22年度第２回広島県地域保健対策協議会
定例理事会
４月28日（木）於　リーガロイヤルホテル広
島

　　コ．広島大学霞室内管弦楽団2011SpringConcert
４月30日（土）於　広島市南区民文化セン
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ター
　　サ．広島県総務局総務管理部総務課公益法人グ

ループ訪問
５月10日（水）於　県庁

　　シ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月10日（火）於　東京・日薬

　　ス．日本薬剤師会平成23年度第１回都道府県会長
協議会（会長会）
５月11日（水）於　東京・日薬

　　セ．広報委員会
５月12日（木）

　　ソ．全国公益法人協会中国地区５月期公益法人定
例講座
５月13日（月）於　ＫＫＲホテル広島

　　タ．平成23年度「看護の日」広島県大会
５月14日（土）於　広島県民文化センター

　　チ．広島県病院薬剤師会総会
５月14日（土）於　エソール広島

　　ツ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月17日（火）於　東京・日薬

　　テ．日本薬剤師会平成23年度第２回理事会
５月17日（火）於　東京・日薬

　　ト．常務理事会
５月19日（木）

　　ナ．支部長･理事合同会議
５月21日（土）於　広島県薬剤師會館

　　ニ．第40回広島県薬剤師会通常総会
５月21日（土）於　広島県薬剤師會館

　　ヌ．子育て応援団すこやか2011
５月21日（土）・22日（日）於　広島グリー
ンアリーナ

　　ネ．第96回全国禁煙アドバイザー育成講習会in尾
道
５月22日（日）於　尾道市総合福祉センター

　　ノ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月24日（火）於　東京・日薬

　　ハ．呉支部総会
５月28日（土）　於　呉阪急ホテル　

　　ヒ．安芸支部総会
５月29日（日）　於　サンピア・アキ

　　フ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月31日（火）　於　東京・日薬

　　ヘ．ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮＷ）理事会・
総会、広島県支部総会
６月４日（土）　於　広島医師会館

　　ホ．ピンクリボンｄｅカープ（オリックス戦）
６月４日（土）　於　ＭＡＺＤＡＺｏｏｍ－
Ｚｏｏｍスタジアム広島

　　マ．中国・四国薬剤師会会長会議
６月４日（土）　於　祖谷温泉（秘境の湯）

　　ミ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬
局指定申請薬局との共同研修会
６月５日（日）　於　広島県薬剤師會館

　　ム．第52回原子爆弾後障害研究会
６月５日（日）　於　ホテル八丁堀シャンテ

　　メ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月７日（火）　於　東京・日薬

　　モ．日本薬剤師会平成23年度試験検査センター連

絡協議会
６月９日（木）・10日（金）　於　青森県薬
剤師会衛生検査センター　

　　ヤ．平成23年度広島県四師会役員連絡協議会
６月10日（金）於　ＡＮＡクラウンプラザホ
テル

　　ユ．認知症の人と家族の会広島県支部第30回記念
大会
６月11日（土）於　広島県民文化センター

　　ヨ．広島支部総会
６月11日（土）於　広島県薬剤師會館

　　ラ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月14日（火）於　東京・日薬

　　リ．常務理事会
６月16日（木）

　　ル．尾道支部総会
６月18日（土）於　ナカタ・マックコーポ
レーション

　　レ．第28回日本ＴＤＭ学会・学術大会
６月18日（土）・19日（日）於　広島国際会
議場

　　ロ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月21日（火）於　東京・日薬

　　ワ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月22日（水）於　東京・日薬

　　ン．日本薬剤師会平成23年度第３回理事会
６月22日（水）於　東京・日薬

　　A．平成22年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
６月26日（日）於　広島県薬剤師會館

　　B．日本薬剤師会常務理事打合会
６月28日（火）於　東京・日薬

　平成2３年５月常務理事会議事要旨
日　時：平成22年５月19日（木）18：00〜20：25
場　所：広島県薬剤師會館
議事要旨作製責任者：二川　勝
出席者：前田会長、大塚・野村・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・松下各副会長、有村常務理事
１．報告事項
　（１）４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．全体理事会

４月28日（木）に開催され、第40回通常総会
に向けて、資料の内容について審議したと報
告された。

　　イ．日本薬剤師会平成23年度第１回都道府県会長
協議会（会長会）
５月11日（水）に日薬で開催され、日薬を巡
る最近の動き、薬学教育６年制への対応、公
益法人制度改革に向けた対応、会館建設に向

◆
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けた対応等について報告され、東日本大震災
の対応について協議されたと報告された。

　　ウ．広島大学学長訪問（資料１）
５月13日（金）に広島大学学長に、受け入れ
薬局に支払われる薬学生実務実習教育費が消
費税対象となっており、薬局との委託契約を
外税方式にしてほしいとお願いに行き、快く
承諾されたと報告された。
（大塚副会長）

　　ア．平成23年度第１回「がん検診へ行こうよ」推
進会議
４月28日（木）に広島県自治会館で開催され、
メンバーの市町、団体から活動報告があり、
県が定めた目標を達成するため、啓発活動を
推進していくことになったと報告された。

　　イ．会員委員会
　　ウ．選考委員会

４月28日（木）午後５時から会員委員会、午
後６時から選考委員会が開催され、平成23年
度広島県薬剤師会賞７名、同功労賞11名、同
有功賞７名が決まったこと等が報告された。

　（野村副会長）
　　ア．広島市中区役所課税課訪問

４月27日（水）石原事務局長と広島市中区役
所課税課に行き、昨年まで広島県薬剤師會館
は固定資産税減免対象だったのが、今年は減
免対象から外されたため、どういう理由なの
か問い合わせた等報告された。まだ、保留に
なっていると補足された。

　　イ．子育て応援団すこやか2011打合会
５月９日（月）に打合会が開催された。５月
21日（土）・22日（日）に広島グリーンア
リーナで開催される子育て応援団すこやか
2011の出展内容について検討し、例年行っ
ている分包機、白衣写真撮影等に、今年は、
「困ったことはありますか」アンケートをす
ることに決まったと報告された。

　　ウ．平成23年度「看護の日」広島県大会
５月14日（土）に広島県民文化センターで開
催され、湯﨑県知事、松井広島市長の出席が
あり、ナイチンゲール賞授与式があったと報
告された。

　（村上副会長）
　　ア．第96回全国禁煙アドバイザー育成講習会in尾

道打合会
４月23日（土）に福山のローズコムで開催さ
れ、５月22日（日）に尾道で開催される第96
回全国禁煙アドバイザー育成講習会で発表に
する内容について協議し、子ども向けパネル
シアター「桃太郎の鬼助け」をすることに
なったと報告された。今日現在、申込数は53
名であると補足された。

　　イ．薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議
（資料２）
４月26日（火）に開催され、今年度の実習費
に係る消費税の説明、各支部から平成22年度
第１期生受け入れの報告、本年度は、５月29
日にフォローアップＷＳを開催すること、Ｗ

Ｓを４回開催する予定である等説明があった
と報告された。

　　ウ．保険薬局部会担当理事打合会（資料３）
５月13日（金）に開催され、本年度、中国四
国厚生局が予定している集団的個別指導、個
別指導等の指導実施計画、協会けんぽ広島支
部のブラウンバック運動実施予定について説
明があった報告された。

　（豊見専務理事）
　　ア．日本薬剤師会平成23年度第２回理事会（資料

４）
５月10日（火）に日薬で開催され、５月11日
（水）の都道府県会長協議会（会長会）の報
告事項等と重なるところがあるが、来年度、
調剤報酬改定等が行われるかどうか未定であ
ると報告された。
また、理事会終了後、第４回災害対策本部会
議が開催され、都道府県薬剤師会から被災県
薬等への義援金が１億６千６百万円集まって
いること、阪神・淡路大震災を基準にして、
これから分け方を考えると報告された。広島
県薬からは４月末現在、4,979,443円送金して
いると報告された。

　　イ．支援薬剤師派遣について
支援薬剤師活動は、５月は中国ブロック、６
月は中国・四国ブロックで連続して派遣でき
る状態であること、広島県からは合計で32名
派遣することになること、６月末で支援薬剤
師活動は終了するだろうと報告された。

　（田口常務理事）
　　ア．認定指導薬剤師フォローアップ研修会タスク

打合会
５月16日（月）に開催され、５月29日（日）
午前10時から開催する認定指導薬剤師フォ
ローアップ研修会のタスク打合会を行った。
当日は、４チームに分かれディスカッション
を行い、アクションプランを決めた後、総合
討論を行うことになったと報告された。

　（二川常務理事）
　　ア．広島県総務局総務管理部総務課公益法人グ

ループ訪問
５月10日（火）に、この４月から広島県総務
局益法人グループの担当者が変わったため、
石原事務局長、中尾主任と３人で行ったこと、
公益法人の手続きのことで相談したが、厳し
い回答だったと報告された。

　　イ．広報委員会
５月12日（木）に開催され、会誌７月号の内
容、原稿依頼等について検討したと報告され
た。

　　ウ．全国公益法人協会中国地区５月期公益法人定
例講座
５月13日（月）にＫＫＲホテル広島で開催さ
れ、石原事務局長と２人で出席し、講座内容
は、移行申請及び新制度で必要な登記実務等
だったと報告された。

　（石原事務局長）
　　ア．医療連携（二葉の里まちづくり計画）に係る
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事務担当者打合会（資料５）
４月28日（木）に県庁で開催され、広島県健
康福祉局保健医療部長、四師会事務局長が出
席したこと、広島県から、二葉の里に建設予
定の広島県地域医療総合支援センター（仮
称）に、一般県民向けの情報提供コーナーを
設置し、そこを医師会を中心に四師会で運営
してほしいとの要望が出されたと報告された。

　　イ．固定資産税・都市計画税減免申請打合せ
５月９日（月）に中尾主任と広島市中区役所
課税課に行き、４月27日（水）に野村副会長
と課税課で指導を受けた内容に合わせた書類
を持参し説明をしたが、まだ保留のままだと
報告された。

　　ウ．第61回“社会を明るくする運動”広島県推進
委員会（資料６）
５月16日（月）に鯉城会館で開催され、昨年
度実施計画報告後、本年度は、県内３カ所を
モデル地区とすること、犯罪・非行の防止、
立ち直りを支える取組について運動を展開し
ていくことが報告された。

　　エ．平成23年度広島県毒物劇物安全協会通常総会
（資料７）
５月18日（水）にホテルニューヒロデンで開
催され、役員改選があり、会長に高田化学㈱
副社長の高田康人氏が選ばれたこと、前年度
の事業・会計報告、本年度の事業計画（案）、
予算（案）等が議案どおり可決されたと報告
された。

２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
　（１）支部等総会報告
　　ア．広島県病院薬剤師会５月14日（土）於　エ

ソール広島
　　イ．山県支部総会５月16日（月）於　酔膳亭みち

づれ
３．審議事項
　（１）支部長･理事合同会議について（資料８）

（野村副会長）
５月21日（土）午後２時〜
会議提出議題について、訂正・追加があった。

　（２）平成23年度広島県四師会役員連絡協議会につ
いて（野村副会長）
日　時：６月10日（金）午後６時30分〜

　　　　場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島３
Ｆオーキッド

来賓８名に出席依頼を出していること、クー
ルビズで行うこと、今回は本会が当番である
ため、出席者は６時に集合することになった。

　（３）第28回日本ＴＤＭ学会・学術大会について
（資料９）（野村副会長）
期　　時：６月18日（土）・19日（日）
場　　所：広島国際会議場
参 加 費：会　費8,000円（当日）
　　　　　非会員9,000円（ 〃 ）
懇親会費：7,000円
重森・政岡各常務理事が出席することになっ
た。

　（４）広島市作成のチラシヘの電話番号掲載につい

て（資料10）（野村副会長）
チラシに、ジェネリック医薬品に関する問い
合わせ先として、お薬相談電話の電話番号を
掲載了承することになった。

　（５）平成23年度第１回暴力追放広島県民会議理事
会・評議員会への出席について（資料11）

　　　　日　時：６月９日（木）（野村副会長）
　　　　場　所：鯉城会館

前田会長が出席することになった。
　（６）認知症の人と家族の会広島県支部・第30回記

念大会への出席について（資料12）
日　時：６月11日（土）

午後０時30分〜４時30分（野村副会
長）

場　所：広島県民文化センター
今回は、欠席することになった。

　（７）青少年育成広島県民会議第23回通常総会への
出席について（資料13）（野村副会長）
日　時：６月15日（水）エソール広島
場　所：エソール広島
石原事務局長が出席することになった。

　（８）没後50年第22回ジュノー記念祭への参加につ
いて（資料14）（野村副会長）
日　時：６月19日（日）午前10時〜
場　所：広島平和公園ジュノー記念碑前
今回は、欠席することになった。

　（９）ひろしま健康づくり県民運動推進会議総会へ
の出席について（資料15）（野村副会長）
日　時：７月７日（木）午後２時〜
場　所：県庁
重森常務理事が出席することになった。

　（10）後援、助成及び協力依頼等について
　　ア．没後50年第22回ジュノー記念祭に対する共催

及び補助金について（資料16）
日　時：６月19日（日）午前10時〜
（野村副会長）
場　所：広島平和公園ジュノー記念碑前
主　催：広島県医師会、日本赤十字社広島県
　　　　支部外
（毎年・承諾、前年度補助金額３万円）
共催について承諾すること、補助金について
３万円協力することで決定した。

４．その他
　（１）次回常務理事会の開催について
　　　　（野村副会長）

６月16日（木）午後６時（議事要旨作製責任
者【予定】政岡醇常務理事）

　（２）第40回広島県薬剤師会通常総会について（野
村副会長）
５月21日（土）午後３時30分から開催される
総会で、議長に加藤哲也氏（安佐支部）、副
議長に林真理子氏（安佐支部）で行われると
報告された。

　（３）広島県国民健康保険診療報酬審査委員会委員
の推薦について（野村副会長）
木平健治副会長を推薦したと報告された。

　（４）社会保険診療報酬支払基金薬剤師の審査委員
の配置及び推薦について（野村副会長）
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青野拓郎常務理事を推薦したと報告された。
　（５）社会保険診療報酬支払基金調剤担当者代表の

幹事会参与への推薦について（野村副会長）
村上信行副会長を推薦したと報告された。

　（６）夏季の省エネルギー対策（軽装励行［クール
ビズ］）について（資料17）（野村副会長）
平成23年５月10日から10月31日、クールビズ
を実施すること、事務所内も温度設定に気を
つけることになった。

　（７）支部等総会の開催について（野村副会長）
東広島支部　５月19日（木）於　西条ＨＡＫ
ＵＷＡホテル
廿日市支部　５月22日（日）於　宮島コーラ
ルホテル
三原支部　５月25日（水）於　三原国際ホテ
ル
呉支部　５月28日（土）於　呉阪急ホテル
大竹支部　５月28日（土）於　魚池
安芸支部　５月29日（日）於　サンピア・ア
キ
福山支部　５月31日（火）於　県民文化セン
ターふくやま
広島県学校薬剤師会　６月４日（土）於　広
島県薬剤師會館
広島支部　６月11日（土）於　広島県薬剤師
會館
尾道支部　６月18日（土）於　ナカタ・マッ
クコーポレーション

　（８）その他行事予定（野村副会長）
　　ア．東広島支部総会

５月19日（木）於　西条ＨＡＫＵＷＡホテル
　　イ．暴力追放広島県民会議平成23年度臨時理事

会・評議員会
５月19日（木）

　　ウ．ひろしまＤネット総会
５月19日（木）於　広島市中央公民館

　　エ．広島県保健医療部薬務課訪問
５月20日（金）於　県庁

　　オ．第３回広島県新地域医療再生計画推進委員会
５月20日（金）於　県庁

　　カ．ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会
５月20日（金）於　本通ドムス

　　キ．支部長･理事合同会議
５月21日（土）於　広島県薬剤師會館

　　ク．第40回広島県薬剤師会通常総会
５月21日（土）於　広島県薬剤師會館

　　ケ．子育て応援団すこやか2011
５月21日（土）・22日（日）於　広島グリー
ンアリーナ

　　コ．第96回全国禁煙アドバイザー育成講習会in尾
道
５月22日（日）於　尾道市総合福祉センター

　　サ．廿日市支部総会
５月22日（日）於　宮島コーラルホテル

　　シ．広島県薬剤師研修協議会
５月24日（火）

　　ス．日本薬剤師会常務理事打合会
５月24日（火）於　東京・日薬

　　セ．広島東法人会第34回通常総会
５月25日（水）於

　　ソ．三原支部総会
５月25日（水）於　三原国際ホテル

　　タ．福山大学来会
５月26日（木）

　　チ．広島原爆障害対策協議会評議員会
５月26日（木）於　広島市総合健康センター

　　ツ．呉支部総会
５月28日（土）於　呉阪急ホテル

　　テ．大竹支部総会
５月28日（土）於　魚池

　　ト．認定指導薬剤師フォローアップ研修会
５月29日（日）於　広島県薬剤師會館

　　ナ．安芸支部総会
５月29日（日）於　サンピア・アキ

　　ニ．平成23年度第１回ひろしま食育・健康づくり
実行委員会ワーキング会議
５月30日（月）於　国保会館

　　ヌ．福山支部総会
５月31日（火）於　広島県民文化センターふ
くやま

　　ネ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月31日（火）於　東京・日薬

　　ノ．ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮＷ）理事会・
総会、広島県支部総会
６月４日（土）於　広島医師会館

　　ハ．広島県学校薬剤師会総会
６月４日（土）於　広島県薬剤師會館

　　ヒ．ピンクリボンｄｅカープ（オリックス戦）
６月４日（土）於　ＭＡＺＤＡＺｏｏｍ－Ｚ
ｏｏｍスタジアム広島

　　フ．中国・四国薬剤師会会長会議
６月４日（土）・５日（日）於　祖谷温泉
（秘境の湯）

　　ヘ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬
局指定申請薬局との共同研修会
６月５日（日）於　広島県薬剤師會館

　　ホ．第52回原子爆弾後障害研究会
６月５日（日）於　ホテル八丁堀シャンテ

　　マ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月７日（火）於　東京・日薬

　　ミ．平成23年度第１回暴力追放広島県民会議理事
会・評議員会
６月９日（木）於　鯉城会館

　　ム．平成22年度第１回ひろしま食育・健康づくり
実行委員会
６月10日（金）於　国保会館

　　メ．広島県健康福祉センター理事会
６月10日（金）於　広島県健康福祉センター

　　モ．広島県四師会社会保険担当理事連絡協議会
６月10日（金）於　ＡＮＡクラウンプラザホ
テル広島

　　ヤ．広島県四師会会長会議
６月10日（金）於　ＡＮＡクラウンプラザホ
テル広島

　　ユ．平成23年度広島県四師会役員連絡協議会
６月10日（金）於　ＡＮＡクラウンプラザホ
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テル広島
　　ヨ．日本学校薬剤師会常務理事会

６月10日（金）於　東京・日薬
　　ラ．認知症の人と家族の会広島県支部第30回記念

大会
６月11日（土）於　広島県民文化センター

　　リ．広島支部総会
６月11日（土）於　広島県薬剤師會館

　　ル．第32回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
６月13日（月）

　　レ．平成23年度第１回広島県医療審議会
６月13日（月）於　県庁

　　ロ．広報委員会
６月14日（火）

　　ワ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月14日（火）於　東京・日薬

　　ン．平成23年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事
会議
６月15日（水）於　税務庁舎

　　Ａ．青少年育成広島県民会議第23回通常総会
６月15日（水）於　エソール広島

　　Ｂ．常務理事会
６月16日（木）

　　Ｃ．尾道支部総会
６月18日（土）於　ナカタ・マックコーポ
レーション

　　Ｄ．第28回日本ＴＤＭ学会・学術大会
６月18日（土）・19日（日）於　広島国際会
議場

　　Ｅ．没後50年第22回ジュノー記念祭
６月19日（日）於　広島平和公園ジュノー記
念碑前

　　Ｆ．広報委員会
６月21日（火）

　　Ｇ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月21日（火）於　東京・日薬

　　Ｈ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月22日（水）於　東京・日薬

　　Ｉ．日本薬剤師会平成22年度第３回理事会
６月22日（水）於　東京・日薬

　　Ｊ．平成22年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
６月26日（日）於　広島県薬剤師會館

　　Ｋ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月28日（火）於　東京・日薬

　　Ｌ．薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイド
ブック講演
７月１日（金）於　三原薬剤師会館

　　Ｍ．平成22年度病院診療所薬剤師研修会
７月２日（土）・３日（日）於　広島国際会
議場

　　Ｎ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月５日（火）於　東京・日薬

　　Ｏ．ひろしま健康づくり県民運動推進会議総会
７月７日（木）於　県庁

　　Ｐ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月12日（火）於　東京・日薬

　　Ｑ．日本薬剤師会平成23年度第４回理事会
７月12日（火）於　東京・日薬

　　Ｒ．日本薬剤師会議事運営委員会
７月13日（火）於　東京・日薬

　　Ｓ．日本薬剤師会平成23年度第２回都道府県会長
協議会（会長会）
７月13日（火）於　東京・日薬

　　Ｔ．日本薬剤師会共済部総会
７月13日（火）於　東京・日薬

　　Ｕ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月19日（火）於　東京・日薬

　　Ｖ．常務理事会
７月21日（木）

　　Ｗ．第14回日本医薬品情報学会総会・学術大会
７月23日（土）・24日（日）於　東京・タ
ワーホール船　堀

　　Ｘ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月26日（火）於　東京・日薬
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日　　付 行　事　内　容

４月21日 木

・監査会
・平成23年度社会保険医療担当
者（薬局）指導打合会
・常務理事会

　　23日 土
「第96回全国禁煙アドバイザー
育成講習会in尾道」打合会
� （ローズコム）

　　25日 月
・広島県総務管理部文化芸術課
来会
・広島県健康福祉局長訪問

　　26日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・広島県国保健康保険団体連合
会来会
・薬学生実務実習受け入れ支部
担当責任者会議

　　27日 水 広島市中区役所課税課訪問

　　28日 木

・第31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）
・医療連携（二葉の里まちづく
り計画）に係る事務担当者打
合会（県庁）
・平成23年度第1回「がん検診
へ行こうよ」推進会議
� （広島県自治会館）
・会員委員会
・選考委員会
・全体理事会

　　30日 土
広島大学霞室内管弦楽団�2011�
Spring�Concert
（広島市南区民文化センター）

５月１日〜
６月30日　

平成23年度不正大麻・けし撲滅
運動

５月９日 月

・「子育て応援団すこやか
2011」打合会
・固定資産税・都市計画税減免
申請打合せ
� （広島市中区役所）

日　　付 行　事　内　容

　　10日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・日本薬剤師会平成23年度第2
回理事会（東京）
・広島県総務局総務管理部総務
課公益法人グループ訪問

　　11日 水
・日本薬剤師会平成23年度第1
回都道府県会長協議会（会長
会）� （東京）

　　12日 木

・広島県社会保険診療報酬支払
基金来会
・広島県国民健康保険団体連合
会来会
・広報委員会

　　13日 金

・全国公益法人協会中国地区5
月期公益法人定例講座
� （KKRホテル広島）
・広島大学学長訪問
・保険薬局部会担当理事打合会

　　14日 土

・平成23年度「看護の日」広島
県大会
� （広島県民文化センター）
・広島県病院薬剤師会総会
� （エソール広島）

　　16日 月

・第61回”社会を明るくする運
動”広島県推進委員会
� （鯉城会館）
・常務理事会打合会
・認定指導薬剤師フォローアッ
プ研修会タスク打合会
・日本学校薬剤師会理事会
� （東京）
・山県支部総会
� （酔膳亭みちづれ）

　　17日 火

・㈶広島原爆障害対策協議会来
会
・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）

　　18日 水
平成23年度広島県毒物劇物安全
協会通常総会
� （ホテルニューヒロデン）

　　19日 木

・中国四国厚生局来会
・常務理事会
・東広島支部総会
� （西条HAKUWAホテル）
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日　　付 行　事　内　容

　　20日 金 広島県保健医療部薬務課訪問

　　21日 土
・支部長･理事合同会議
・第40回広島県薬剤師会通常総
会

21・22日 子育て応援団すこやか2011
� （広島グリーンアリーナ）

　　22日 日

・第96回全国禁煙アドバイザー
育成講習会in尾道
� （尾道市総合福祉センター）
・廿日市支部総会
� （宮島コーラルホテル）

　　23日 月 ㈱サンキ会長来会

　　24日 火

・広島市中区役所市民部課税課
来会
・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

　　25日 水 三原支部総会
� （三原国際ホテル）

　　26日 木

・ANAクラウンプラザホテル
広島来会
・広島原爆障害対策協議会評議
員会
� （広島市総合健康センター）
・福山大学来会

　　28日 土 呉支部総会（呉阪急ホテル）

　　29日 日

・認定指導薬剤師フォローアッ
プ研修会
・安芸支部総会
� （サンピア・アキ）

　　30日 月

・広島県社会保険診療報酬支払
基金来会
・平成23年度第1回ひろしま食
育・健康づくり実行委員会ワ
ーキング会議（国保会館）
・平成23年度広島県四師会役員
連絡協議会打合会

　　31日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・福山支部総会
　（広島県民文化センターふくやま）

日　　付 行　事　内　容

５月31日〜
６月６日　

平成23年度世界禁煙デー、禁煙
週間

６月１日〜
６月７日　 平成23年度HIV検査普及週間

６月１日〜
８月31日　

平成23年度広島県農薬危害防止
運動

６月１日 水 広島県環境県民局総務管理部文
化芸術課来会

　　２日 木

・全国公益法人協会中国地区6
月期公益法人定例講座
� （KKRホテル広島）
・広島エフエム放送㈱来会

　　４日 土
IPPNW日本支部（JPPNW）理
事会・総会、広島県支部総会
� （広島医師会館）

４・５日 中国・四国薬剤師会会長会議
� （祖谷温泉（秘境の湯））

　　５日 日
認定基準薬局新規申請及び更新
薬局、保険薬局指定申請薬局と
の共同研修会

　　６日 月

・広島県総務局政策企画部統計
課来会
・指定自立支援薬局の書面検査
等の協力依頼

　　７日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・（財）介護労働安定センター
平成23年度キャリア形成訪問
指導事業（山陽病院）

　　９日 木

・平成23年度第１回暴力追放広
島県民会議理事会・評議員会
� （鯉城会館）
・選考委員会
・広島県健康福祉局医療政策課
来会

　　10日 金

・平成23年度第1回ひろしま食
育・健康づくり実行委員会
� （国保会館）
・広島県健康福祉センター理事
会（広島県健康福祉センター）
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日　　付 行　事　内　容

　　10日 金

・広島県四師会社会保険担当理
事連絡協議会
� （ANAクラウンプラザホテル広島）
・広島県地域医療総合支援セン
ターにおける県民への情報提
供事業についての打合会
　（ANAクラウンプラザホテル広島）
・平成23年度広島県四師会役員
連絡協議会
　（ANAクラウンプラザホテル広島）

　　11日 土

・認知症の人と家族の会広島県
支部第30回記念大会
� （広島県民文化センター）
・広島支部総会
� （広島県薬剤師會館）
・広島佐伯支部総会（Gland）

　　13日 月

・広島県保健医療部薬務課訪問
・広島県医療審議会保健医療計
画部会（県庁・北館）
・平成23年度第1回広島県医療
審議会（県庁・北館）
・常務理事会打合会
・第32回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

　　14日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・広島県保健環境センター訪問
・広報委員会

日　　付 行　事　内　容

　　15日 水

・日本薬剤師会職能対策委員会
医薬分業検討会ワーキンググ
ループ（東京）
・平成23年度広島県薬物乱用対
策推進本部幹事会議
� （税務庁舎）
・（公社）青少年育成広島県民
会議第23回通常総会
� （エソール広島）
・業務分担④担当役員打合会

　　16日 木

・公益社団法人化特別委員会打
合会
・（社）広島県薬剤師会�学校
薬剤師部会打合会
・常務理事会

　　17日 金 県庁食品生活衛生課ほか訪問

　　18日 土

・NPO法人広島県介護支援専
門員協会定期総会
� （県健康福祉センター）
・尾道支部総会
�（ナカタ・マックコーポレーション）

18・19日 第28回日本TDM学会・学術大
会（広島国際会議場）

　　19日 日 安佐支部総会
� （安佐南区民文化センター）

医療薬学 薬剤師国家試験問題（平成23年３月５日・６日実施）

� 正答は123ページ

問 178
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行事予定（平成23年７月）

７月１日（金）　薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイドブック講演（三原薬剤師会館）

〃 　全国公益法人協会中国地区７月期公益法人定例講座（ＫＫＲホテル広島）

７月２日（土）　
平成２３年度病院診療所薬剤師研修会（広島国際会議場）

７月３日（日）　

7／4（月）～8／３１（水）　ひろしま夏の芸術祭２０１１

７月５日（火）　日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

７月６日（水）　平成２３年度第１回広島県保険者協議会（国保会館）

７月９日（土）　平成２３年度第１回日薬中国・四国ブロック会議（岡山・ピュアリティまきび）

〃 　平成２３年度広島県合同輸血療法委員会（ホテルグランヴィア広島）

７月１２日（火）　日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

〃 　日本薬剤師会平成２３年度第４回理事会（東京）

７月１３日（水）　日本薬剤師会議事運営委員会（東京）

〃 　日本薬剤師会平成２３年度第２回都道府県会長協議会（会長会）（東京）

〃 　日本薬剤師会共済部総会（東京）

７月１５日（金）　辻・本郷税理士法人公益法人制度改革セミナー（広島市）

７月１７日（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

７月１８日（月）　「第32回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 福山」（福山大学）

７月１９日（火）　日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

７月２１日（木）　常務理事会

７月２３日（土）

７月２４日（日）　
第１４回日本医薬品情報学会総会・学術大会（東京・タワーホール船堀）

７月２３日（土）　
日薬代議員中国ブロック会議（ホテルモナーク鳥取）

７月２４日（日）　

７月２６日（火）　日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

７月２８日（木）　日本薬剤師会情報システム検討会（東京）

７月３０日（土）　碓井静照氏叙勲並びに中国文化賞記念祝賀会（リーガロイヤルホテル広島）

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
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８月１日（月）　ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）報告会・慰労会（ＡＮＡクラウンプ

ラザホテル広島）

８月２日（火）　ひろしま健康づくり県民運動推進会議総会（県庁�北館）

〃 　日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

８月９日（火）　日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

８月１０日（水）　（財）介護労働安定センター平成２３年度キャリア形成訪問指導事業（東広島

地区医師会ヘルパーステーション）

８月１８日（木）　常務理事会

８月２０日（土）　公益社団法人広島県理学療法士会創立４０周年記念式典（広島国際会議場）

８月２３日（火）　日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

８月２４日（水）　
第５７回中国地区公衆衛生学会（広島市文化交流館）

８月２５日（木）　

８月２６日（金）　日本薬剤師会平成２３年度第５回理事会（東京）

８月２７日（土）　第３７回広島県国保診療施設地域医療学会（広島市文化交流会館）

８月２７日（土）　

８月２８日（日）　
第７７回日本薬剤師会通常総会（ホテルイースト２１東京）

８月３０日（火）　日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

９月４日（日）　広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会

行事予定（平成23年8〜9月）

平成23年度（第46回）「薬草に親しむ会」開催について
今年度は、９月下旬頃に開催予定です。
場所は未定です。（東部地区で検討しています。）
詳細につきましては、９月号にてお知らせいたします。

予 告
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� 日薬業発第101号
� 平成23年５月27日
都道府県薬剤師会会長殿

� 日本薬剤師会　　　　
� 会長　児玉　　孝
薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一
部を改正する省令の施行について
　平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。
　さて、本日付けで、薬事法施行規則等の一部を
改正する省令の一部を改正する省令が公布・施行
されました。
　これにより、離島居住者及び継続使用者に対し
て認められている第２類医薬品等の郵便等販売の
経過措置が２年間延長され、平成25年５月31日ま
でとなりましたので、お知らせいたします。

� 事　務　連　絡
� 平成23年５月27日
社団法人日本薬剤師会御中

� 厚生労働省医薬食品局総務課

薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一
部を改正する省令の施行について
　今般、別添写しのとおり、各都道府県知事、保
健所設置市長、特別区長あて通知したのでお知ら
せいたします。

� 薬食発0527第３号
� 平成23年５月27日
　　　都 道 府 県 知 事
　各　保 健 所 設 置 市 長　殿
　　　特 別 区 長

� 厚生労働省医薬食品局長
薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一
部を改正する省令の施行について
　離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売
の経過措置を設けるため、「薬事法施行規則等の
一部を改正する省令」（平成21年厚生労働省令第
10号。以下「改正省令」という。）の一部を改正する
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部
を改正する省令」（平成21年厚生労働省令第114号）
が、平成21年５月29日に施行され、平成21年５
月29日付け薬食発第0529002号医薬食品局長通知
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部
を改正する省令の施行について」において、その
改正の趣旨、内容等を示したところである。
　今般、当該経過措置の利用状況調査において、
離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売が
相当数行われていることが判明したことなどか
ら、当該経過措置の延長を行うため、改正省令の
一部を改正する「薬事法施行規則等の一部を改正
する省令の一部を改正する省令」（平成23年厚生
労働省令第65号）が、平成23年５月27日に公布・
施行され、当該経過措置が平成23年５月31日まで
であったところ、平成25年５月31日までとされた
ところである。
　ついては、御了知の上、貴管内市町村、関係団
体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切
な指導を行い、その実施に遺漏なきを期された
い。
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安佐支部／広島支部／安芸支部／廿日市支部

〈安佐支部〉
安佐医師会可部夜間急病センターについて
� 理事　新宮　正識

　今春３月21日に「安佐医師会可部夜間急病セン

ター」が広島市安佐北区可部に開所され、安佐支

部として全面的に協力することとなりました。設

立の目的は主に次の３点があげられます。

「広島市北部地域の夜間急病患者の受診の利便性

を高める」

「地域の基幹病院である広島市立安佐市民病院へ

の軽症患者受診の負担を軽減する」

「新型インフルエンザ等のパンデミック発生時及

び、地震等の災害時にも使用できる診療所の設

立」

　施設の概略は、診療時間は平日（準夜帯）月曜

から金曜の19：00〜22：30の受付です。実際の業

務等は平成21年３月中区に設立された「広島市医

師会千田町夜間急病センター」に準じています。

採用薬剤は内用70剤（漢方４剤）外用32剤です。

現在は小児対応がないため散剤、水剤はありませ

ん。調剤設備は薬袋発行プリンターおよびお薬手

帳ラベルプリンターなどが新規導入されておりス

ムーズな調剤・投薬業務ができるよう配慮されて

います。

実際に出務して良かった点は

１．医師・看護師と直接話ができる点

２．実際にカルテ（診断名、検査値情報）を確

認してから調剤・投薬ができる点

３．医師からの教えを乞う時間も十分にある点

です。

　保険薬局業務とは違った経験が得られ、薬剤師

スキルアップのためにもなると思いました。実際

〈広島支部〉
第63回広島市薬剤師会総会

� 　会長　野村　祐仁

　平成23年６月11日（土）午後２時

から第63回広島市薬剤師会総会を開

催し、各事業報告・決算報告及び各

事業計画案・予算案について等の上

程議題はすべて上程通り承認をいただきました。

　　総会時に説明しましたが、この度一般社団法

人化することとなりましたので報告いたします。

　各公益法人制度等改革が行われ、現在広島県薬

剤師会では公益社団法人の取得に向けて準備をし

ているところですが、それに伴い各支部を一般社

団法人化するよう、特に会営薬局のような大きな

収益事業部門のある支部に於いては早目に一般社

団法人化をして欲しいという要望が広島県薬剤師

会よりありました。

　当会に於きまして法人化は、積年の課題でもあ

に医師から自身の治療方針を業務前に薬剤師にお

話ししてくださったケースもあったようです。

　受診患者は、３月22日の診療開始からの５月20

日までの40日間で、349人でした。１日平均は8.7

名、３月次の１日平均受診者は11.5人、４月次は

7.9人、５月次は8.1人でした。５月からは感染症

が落ち着いた時期となり少し受診患者の減少がみ

られています。

　今後の安佐医師会可部夜間急病センターの検討

事項として土・日曜の診療があげられています。

そのため安佐支部会員薬剤師の一層の出務協力が

不可欠です。今後とも安佐支部会員薬剤師および

経営者の皆様方のご協力お願い申し上げます。
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りこの度一般社団法人化することとなり、司法書

士、税理士、社会保険労務士の先生方と共に、定

款や各種規程の作成、会計方法・就業規則の見直

し等の準備を行いました。その結果、任意団体広

島市薬剤師会（以下「旧市薬」という。）の業務

は平成23年７月末日で一応終了し、一般社団法人

（以下「新市薬」という。）を７月１日に設立

し、８月１日から業務を開始する予定としており

ます。また、山県支部より支部単独での法人化が

困難なため支部を解散し、当会へ入会したいとの

要望がありました。

　検討の結果、解散後の６月１日に希望される方

に入会いただき、地域的には当会における区と同

様の扱いとすることに決定しました。

　旧市薬の財産をどうするかという点については

司法書士、税理士の先生方からのアドバイスを受

けつつ議論を重ね、２月に法人化した三原支部の

ようにすべての残余財産を基金として新市薬に取

り込む案等を話し合いました。

　その結果、旧市薬はそのまま新市薬の基金のよ

うな形で存続させ、新市薬と同一役員による管理

とすることとなりました。８月１日以降は旧市薬

としての事業はなく、財産のみとし、新市薬で大

きな事業等で事業資金の不足する際に貸与また

は、贈与する形をとることとしました。それに伴

い今後の旧市薬基金の処分等の規定をはっきりさ

せるため、旧市薬の一部会則の変更も行いまし

た。

　旧市薬から新市薬へ引き継いだ形にはなります

が、扱いは全く別の団体となりますので、旧市薬�

の会員さんも新たに入会の希望をお尋ねし同意の

もと入会いただくことで、進めてまいりました。

６月30日現在、旧市薬の会員で、新市薬に入会を

希望する会員につきましては、その資格区分に従

い、新市薬設立時に入会した会員とみなし、改め

ての入会手続きは不要ということとしました。ま

た、入会金につきましては、入会金相当額を、旧

市薬から新市薬が直接引き継ぐことにより、入会

金の納入とすることとし、再度納入していただく

必要は無いこととしました。

　また、一般社団法人広島市薬剤師会会員規程に

より、旧市薬では返還しないとしておりましたＡ

会員の入会金（Ｂ会員は入会金無し）は預り金と

し、退会時に返還する事と致しました。

　当会は会営薬局、ＦＡＸ事業と大きな収益事業

があり税務署に届出の「非営利」は取得できず、

会費も含め黒字部分には課税対象となります。入

会金を預り金としたのは、会員に優しい会とする

目的と、節税対策の目的からです。当面は旧市薬

の事業を継続してまいりますが、今後は会費、事

業内容等の再検討も考えて進めてまいりたいと思

いますので新生広島市薬剤師会をよろしくお願い

します。

〈安芸支部〉
第16回安芸薬総会

� 　顧問　上原　　貢

　５月29日、恒例の薬事講習会と第

16回安芸薬総会がサンピアで行われ

ました。

　台風接近の中、多くの先生が出席

されており、とても活気があったように思いまし

た。

　岩下智伸県議会議員から祝辞をいただき、講師

はなつかしい城本隆昭先生です。安芸薬が発足し

た頃に海田保健所専門員としてお世話になったこ

とを思い出しますが、ちょっとふっくらして衛生

環境課長さんになっておられました。とても興味

深い内容で、資料配布もスライド形式で、時代を

感じます。話しぶりは昔と変わらず、気取らず、

性格を感じました。

　後発医薬品の調剤割合は平成22年で広島県

21.8％。徐々に増えてはいますが全国平均は

22.6％であり、少し普及率が悪いようです。沖縄

県は36％、鹿児島県27.8％、熊本・青森で25％。
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悪いほうで秋田・徳島・東京が16〜7％。

　医師が変更不可にする理由として「後発医薬品

への品質への疑義」というのが80％とトップに

なっていましたが、本当の理由はメーカーによる

防衛的営業の成果だと、私は思っています。アン

ケートにそういった項目を入れなかったのは何故

か、気になるところです。

　広島県の方針として次のように結ばれていまし

た。

・後発品の普及には薬剤師の理解と積極的な支援

が重要。

・医療保険者において、後発品使用による自己負

担差額通知の実施を推進していく必要がある。

　総会は前田県薬会長、八田安芸地区医師会副会

長をお迎えして、１〜7号議案まで拍手多数です

べて原案通り承認されました。追加として細則の

一部変更も了承されました。

＜変更部分＞

安芸薬剤師会細則　第１条

（５）フレンド社員（Ｆ：但し、総会での議決権

はない。）を追加訂正しています。

　

　総会終了後は立食での懇親会です。ちょうどお

昼どきで、食べながら話もはずみ、あっという間

に時間が過ぎて

いました。前田

会長に懇親会ま

でご参加頂けな

かったのが残念

です。　

〈廿日市支部〉
平成22年度　広島県薬剤師会廿日市支部
（廿日市薬剤師会）総会
平成23年５月22日　於�コーラルホテル

１．会長挨拶

２．会計報告

　　　平成22年度　廿日市薬剤師会会計報告

　　　平成22年度　廿日市薬剤師会監査報告

　　　平成22年度　廿日市薬剤師連盟会計報告

　　　平成22年度　廿日市薬剤師連盟会計報告

　　　平成23年度　予算案について

３．活動報告

４．報告事項

　　１．公益法人制度改革の進捗状況について

　三原薬剤師会　広島市薬剤師会の例

　　２．広島県薬剤師会の移転問題について

　　３．廿日市薬剤師会の理事について

　　　　　新理事　　廣島総合病院� 大田　博子

　　　　　新理事　　森川薬局� 森川　みか

　　４．平成23年度日薬有功賞�

� 廿日市支部　森川　修二

　　　　平成23年度県薬有功賞

� 廿日市支部　西本　義憲

　　５．東北大震災支援薬剤師派遣について

　　６．連絡網、班長制度について

　　７．薬剤師会と五師士会のかかわりと協力

医師会　歯科医師会　看護師会　社協

（福祉士会）心理学療法士会

　　８．平成23年度実務実習について

　　９．平成23年度薬物乱用防止6.26ヤングキャ

　　　　ンペーン

　　　　場所　TINAコート

　　10．第32回広島県薬剤師会学術大会について

　　　　日時　平成23年10月30日　日曜日

　　　　場所　福山大学宮地茂記念館（福山市丸

　　　　　　　ノ内1丁目2番40号）

５．その他

　　　ジェネリックへの対応

　　　医療改正について

６．閉会挨拶
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広島県青年薬剤師会

　どんよりした梅雨空にも蒸し暑さ

にも負けず、広島県青年薬剤師会は

勉強会やイベントを元気に行ってお

ります。５月は八幡アゼリア薬局の池田和彦先生

と私で、骨粗鬆症と高尿酸血症についての知っピ

ン月イチ勉強会を行いました。小ネタを交えなが

らも、患者さんとのお話に花が咲くようなネタを

織り込んだつもりです。音楽あり動画あり、おも

ちゃ箱をひっくり返したような賑やかな45分×２

本、いかがだったでしょうか。

　うってかわって６月の月イチ勉強会は、阿登大

次郎理事（広島鉄道病院）が「今さら薬理学」シ

リーズの第２弾・利尿薬について講演しました。

各種ある利尿薬の作用機序や使われ方を丁寧かつ

コンパクトにまとめ、参加された方からも好評を

いただきました。

　６月より新年度に入った当会の勢いはまだまだ

続きます。７月は行事予定が目白押し�まず13日

（水）の月イチ勉強会では、心不全について小田

正範理事（福島生協病院）が講演します。一言に

心不全と言っても、その病態や治療法、治療薬は

様々です。このようなテーマこそ、90分で基本が

押さえられる月イチ勉強会の得意とする分野（理

事にプレッシャーをかけてどうする…）。事前申

込も予習も一切不要です。お気軽にお越しくださ

い。

　そして30日（土）と31日（日）は総会＆定例勉

強会スペシャル２daysです。30日（土）は、翌

日の定例勉強会で講師を務めていただく大澤光司

先生と一緒に、マツダスタジアムでの中日戦で盛

副会長　辻　哲也

り上がりましょう�

　通常価格4,000円のコカ・コーラテラスシート

３塁側が何と3,000円。しかも勉強会クーポンも

特別に利用可能です。爽やかな風が吹き抜ける

テラスシートから、カープに熱い声援を送りま

しょう�お申し込み・お問い合わせは業務委員会

（event@hiroseiyaku.gr.jp）もしくはお近くの理

事までお気軽にお声がけください。

　翌日の定例勉強会は、昨年大好評をいただきま

した「実践的コミュニケーションスキルｕｐ術」

の第２弾です。分かりやすくてすぐに使えるコー

チングスキルは、青薬人気急上昇の「世界一受け

たい授業」です。私も昨年の勉強会翌日から早速

実践させていただき、新患の方ともスムーズにコ

ミュニケーションを取ることができるようになっ

たと感じています。昨年行けなかった方、最近患

者さんとの会話がマンネリ化している方、コミュ

ニケーションスキルをどのように教えたらよいの

か困っている方、後輩や実習生とご一緒にどうぞ

お越しください。楽しみながら力がつくこと間違

いなしです。こちらの事前申込は一切不要です。

肩の力を抜いてお気楽にお越しください。

　最後になりましたが、会員の皆さまには会報第

98号と一緒に総会委任状を送らせていただきま

した。総会にご出席になれない方は、７月18日

（月）までに委任状をお送りいただきますようお

願い申し上げます。
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　５月29日（日）9時〜12時エソー

ル交流室で救命救急講習会を開催し

ました。これは女性薬剤師会が毎年

企画しているもので、広島市の消防署にお願いし

て、現役の救命救急士から教えていただきます。

当日は台風の影響で風雨が強く、参加者の安全が

懸念されましたが幸い午前中だけは最悪の事態を

免れました。約１時間のビデオ講習のあと、３グ

ループに分かれて、人形を使っての実技です。救

急車手配やAEDをとってくるという周りのひと

への協力要請、（胸の動きを）見て（呼吸音を）

聞いて（息づかいを）感じて、反応がないときは、

人工呼吸２回、心臓マッサージ30回を繰り返す。

その後AEDが到着したら、装着をして指示どお

りにする。救急車が到着するまで心臓マッサージ

を繰り返す。一連の作業ですが、とっさの場合に

会長　松村　智子

広島県女性薬剤師会
できるかどうか・・・。一人では不安です。でも

たくさんの人が知っていれば心強いものです。今

回は一緒に子供さんと参加され、子供さんもちゃ

んと実習されていました。一年に一回のチャンス

です。毎年この時期に企画しますので、予定して

いて下さい。ただ、実技実習のため人数制限があ

るのでお早くお申込み下さい。

　さて、今後の女性薬剤師会の予定をお知らせし

ます。

女性薬剤師会総会・講演会

　　場所　薬剤師会館

　　日時　平成23年８月7日（日）総会11時〜

　講演会（14時〜）

　　　演題　放射線のはなし－原爆と原発－

　　　講師　放影研　中村　典先生

１．日本学校薬剤師会総会について

　平成23年６月18日にホテル銀座ラ

フィーナに於いて開催され次の通り

承認可決されました。

　平成22年度事業報告・決算報告は、原案通り、

平成23年度事業計画・予算案は、会員章の発行を

取りやめ一部修正の上議決されました。

　総会の前段では、東日本大震災の被災県より被

災の状況が報告され全国から寄せられた支援に対

して深い感謝の言葉が述べられました。

　全国の学校薬剤師会や個人から寄せられた支援

金は633万円で、それを検査器具120セットや環境

放射線測定器16台、青本40冊に替えすでに送られ

ております。又、被災県の会費額の減免も検討さ

れております。

２．平成23年度全国学校保健調査について

　調査票は、県学薬総会で支部へお渡ししていま

すが次の事項にご注意ください。

会長　永野　孝夫

広島県学校薬剤師会
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　児童生徒数が千に満たない時は、千の位にゼロ

をマークすること又都道府県コードは、34をマー

クして下さい。Ａ―18で５に該当（Ａ―20の設問

へ）を（Ｂ―１の設問へ）に訂正。

３．学校と学校薬剤師2011の発刊について

　「学校環境衛生基準」、「学校給食衛生管理基準」

が新たに告示され平成21年４月から施行されてい

ます。学習指導要領も改訂され平成24年４月から

中学校で、平成25年４月から高等学校で実施され

ることとなっています。

　学校薬剤師と学校教育・学校薬剤師と健康の管

理・薬学生に対する実務実習等を新たに加え学校

薬剤師の研修に役立つ内容となって今年６月に薬

事日報社より発刊されました。

　「学校と学校薬剤師2011」は、会員販売価格

3,150円です。購入される方は、事務局へおたず

ね下さい。

　５月の月例会におきまして薬局製

剤実習を行いました。「理中丸（り

ちゅうがん）の処方解説と製剤実

習」と題して、実際に漢方薬局で製

剤している佐々木伸忠先生を講師として、会員の

方々と一緒に理中丸（丸剤）を製剤していただき

ました。

　最初に、理中丸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。理中丸は脾虚

（胃腸が弱い体質）の代表的な処方である人参湯

の生薬を粉砕し、蜂蜜で練って丸薬とした製剤で、

胃腸虚弱・食欲不振・下痢・手足の冷えなどを訴

える方に有効な処方です。丸薬になっている理由

は救急薬として丸薬を削ってお湯に溶いてすぐ飲

める（煎じる手間が要らない）、また旅に出ると

理事長　鉄村　　努

広島漢方研究会

5月例会での薬局製剤実習について

きの携帯用だと考えられています。

　実習ではまず、会員が交代で修治（しゅうち）

した甘草を裁断機（押し切り）で刻むことから始

めました。甘草は表面の皮の部分を火で炙って焼

くことで毒性を軽減させることができます。

　次に甘草を含めた４種類の生薬（人参・白朮・

甘草・乾姜）を台湾製の大型粉砕機で粉末とし、

湯煎した蜂蜜（日本薬局方）に少しずつ粉末を加

えて、硬さを調節しながら粘土状の塊りにしまし

た。その後、まな板の上で棒状に伸ばし、ヘラで

小さくカットして最終的に手で丸めて丸薬を作り

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。また、今月は会員以外に４名の方

がオープン参加されました。

　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。

　本年はあと８月（甘草瀉心湯・煎剤）と11月

（四逆散・散剤）に製剤実習を予定しています。

もし「生薬に触れてみたい」「実際に薬局製剤を

作ってみたい」という方がおられましたら、オー

プン参加も可能（参加費3,000円・薬剤師研修

シール３点）です。参加されてみてはいかがで

しょうか。詳細は広島漢方研究会事務局までお問

い合わせください。

広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局

℡：０８２－２８５－３３９５
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　突然ですが、卸勤務薬剤師は一般

的に見てどのような印象を持たれて

いるのでしょうか。

　私は新卒で平成20年に成和産業に入社し、鳥取

県の米子営業所で３年間管理薬剤師として勤務し

た後、今年４月に本社CS推進部（学術チーム）

に入りました。「なぜ卸勤務薬剤師を選んだか」

と聞かれると、「幅広い商品を扱う為知識も幅広

く習得できる」とお答えしますが、実際には今、

卸勤務薬剤師の業務も幅広く変化していると思い

ます。

　私が米子営業所で管理薬剤師として配属されて

からは疑問のオンパレードでした。学生時代の講

義には無い内容の問合せばかりで慌てふためく中、

医療機器・試薬と医薬品以外の問合せも多く、問

成和産業株式会社　CS 推進部　吉岡　慎司

「歌って踊れる薬剤師を目指して」

広島医薬品卸協同組合

〈日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部〉

合せで逆に勉強させていただくことが多い毎日で

した。また、DIや薬事関連、麻薬や覚せい剤原

料の入出庫といった薬剤師としての業務のみでな

く、会社が「新システムを導入する」となれば営

業所のリーダーとして研修を受けて営業所でプレ

ゼンし、新しい試みで「接遇向上委員会を発足す

る」となれば営業所の接遇リーダーとして研修を

受けたり課題設定や月次報告をするといった形で、

さまざまなことを経験しました。何事もチャレン

ジで、手を挙げれば入社して２年目でここまで仕

事を任せていただけるという点で非常にやりがい

のある３年間でした。そしてその後は学術チーム

の薬剤師として勤務しておりますが、めまぐるし

く変化していく医薬品市場の中で勉強することは

山程あると改めて実感する今日この頃です。

　以上が今までの経緯ですが、現在卒業して医療

機関・薬局等で勤務している学生時代の同期に必

ず聞かれるのが、「卸って何してるの？」です。

世間的に見て卸の薬剤師が何をしているのか、あ

まり浸透していないのが現状です。そんな中、卸

勤務薬剤師会の講演では地域の取り組みとして、

薬学生の実務実習支援を積極的に行ったり、薬剤

師間の交流の場を活用して業務内容等について講

演をされたりとさまざまな試みを実施しているよ

うで、成和産業でも実務実習支援に関してはマ

ニュアル等を作成し積極的に取り組んでいく姿勢

です。このような活動を通して卸勤務薬剤師の存

在が少しずつ世間的に広がっていくでしょう。

　私は入社して４年目になりますが、６月から人

事部という新しいフィールドで勤務することとな

りました。薬剤師の枠にとらわれず、さまざまな

業務を経験し幅広く活躍していきたいと思ったこ

とがきっかけの一つです。今後は「歌って踊れる

薬剤師」を目指して、薬剤師として学生の採用に

関わると共に、薬学生への卸勤務薬剤師としての

業務浸透と活動アピールにも繋げていきたいと

思っております。
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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23年５月末現在　　1,194名（内更新５93名）

開催日時　　　　　　　　　　開催場所
　　　　　研修内容・講　師

主催者
問い合わせ 認定

その他
（参加費等）

7月2日（土）　広島国際会議場
病院診療所薬剤師研修会
平成23年度病院診療所薬剤師研修会
詳細は以下のページをご参照ください。
http://www.hshp.jp/modules/member_i/details.php?bid=163

日本薬剤師会・日本病
院薬剤師会

広島大学病院
薬剤部　木村 

3
 

7月3日（日）　広島国際会議場
病院診療所薬剤師研修会
平成23年度病院診療所薬剤師研修会
詳細は以下のページをご参照ください。
http://www.hshp.jp/modules/member_i/details.php?bid=163

日本薬剤師会・日本病
院薬剤師会

広島大学病院
薬剤部　木村 

3  

7月5日（火）19：30〜21：00　福山大学社会連携研究推進センター
福山支部シリーズ研修会
演題：「薬物性肝障害」と「C型肝炎と除鉄療法」
講師：福山大学生命工学部生命栄養科学部　　渡邉　誠　教授
要旨：健康食品による相互作用、肝障害などの副作用を中心にしてお話
します。健康食品を正しく利用していただくには?という趣旨のお話で
すが、巷の健康食品神話に釘を刺すかもしれません。さらに意外ではな
いかもしれませんが、C型肝炎には鉄が悪い!というお話です。

（社）福山市薬剤師会
084-926-0588 1 研修費：一般

1,000円

7月8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－
人参剤が適応する胃腸症状（人参剤）
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（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
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。 

7月9日（土）15：00〜17：00　広島県薬剤師會館 4F
第438回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介「グルベス配合錠」キッセイ薬品工業株式会社　学術担当
3）特別講演「糖尿病の最新の治療」
広島市立広島市民病院　公衆衛生部　主任部長　望月　久義　先生

（社）広島県薬剤師会
　薬事情報センター 

082-243-6660 
1

参加費：1,000円で
きれば事前申し込
みをお願いいたし
ます。 

7月10日（日）10：00〜15：30　広島薬剤師會館4階大ホール
第52回広島漢方研究会総会
10：00〜11：30　会員発表　　11：30〜12：30　　総会
13：30〜15：30　一般参加　
特別講演：「漢方臨床30年を振り返って　私の歩んだ道」

座長　山崎正寿
特別講師：佐藤　弘　先生『東京女子医科大学付属東洋医学研究所所長

広島漢方研究会
082-285-3395 2

特別講演の一般参
加：2,000円
（資料含） 

7月12日（火）19：00〜21：00　安芸区民文化センター4F会議室
第5回　メンタルフォーラム（旧シリーズ別研修会）
演題：「働く女性のメンタルヘルス」
講師：産業医科大学　精神医学室　助教　中野　和歌子先生

（社）安芸薬剤師会
082-282-4440 1 会費：無　料

申し込み　要 

7月14日（木）　19：00〜　ビューポート呉　2階　大会議室
呉市薬剤師会生涯教育研修会
講演：「慢性心不全の病態と治療」
講師：独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター・中国が
んセンター　統括診療部長　川本　俊治　先生

社団法人 呉市薬剤師
会・田辺三菱製薬株式
会社共催

呉市薬剤師会事務局 
0823-21-4695 

1

参加費：呉市薬剤師
会会員・学生　無料
呉市薬剤師会非会
員：1,000円 
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開催日時　　　　　　　　　　開催場所
　　　　　研修内容・講　師

主催者
問い合わせ 認定 その他

（参加費等）

7月20日（水）19：00〜21：00
三原医薬分業支援センター　三原薬剤師会館
平成23年度第4回三原支部研修会
「グルベス配合錠について」キッセイ薬品

三原薬剤師会
0848-61-5571 1 会費：非会員

1,000円

8月5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－
水滞が引き起こす病態（苓朮剤）
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（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。 

8月6日（土）15：00〜17：00　広島県薬剤師會館 4F
第439回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介「プラザキサ」日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
3）特別講演「心房細動と抗凝固療法〜プラザキサを中心に〜」
　　広島大学　循環器内科　 助教 中野　由紀子　先生

（社）広島県薬剤師会
　薬事情報センター

082-243-6660 
1

参加費：1,000円で
きれば事前申し込
みをお願いいたし
ます。 

8月7日（日）　9：30〜16：30　広島県薬剤師會館2階
広島漢方研究会月例会
　9：30〜11：00　薬局店頭症例報告　鉄村　努　先生
11：00〜12：30　大塚敬節著・漢方診療30年　吉本　悟　先生
13：30〜15：00　勿誤薬室方函口訣解説　山崎　正寿先生
15：00〜16：30　薬局製剤実習　佐々木　伸忠　先生

広島漢方研究会
082-285-3395 3

オープン参加
3,000円
申し込み不要 

8月17日（水）19：00〜21：00
三原医薬分業支援センター　三原薬剤師会館
平成23年第5回三原支部研修会
「調剤監査システムについて」EMシステムズ

三原薬剤師会
0848-61-5571 1 会費：非会員

1,000円

9月4日（日）　広島県薬剤師會館
アオ9：30〜13：00　イウ13：45〜18：30
認定実務実習指導薬剤師養成講習会
　9：15〜　　　　　受付
　9：30〜　9：40　認定実務実習指導薬剤師養成について
　9：40〜10：40　講座ア「学生の指導について」　
10：40〜12：15　講座オ「参加型実務実習における実施方法に

ついて」
12：15〜13：00　レポート作成　プログラム

13：45〜　　　　受付
14：00〜14：10　認定実務実習指導薬剤師養成について
14：10〜14：55　講座イ「薬剤師の理念」
14：55〜17：45　講座ウ「薬学教育改革の流れとモデル・コア

カリキュラム　
17：45〜18：30　レポート作成

広島県薬剤師会
082-246-4317

県薬事務局木下 

0

広島県薬剤師会会
員及び広島県病院
薬剤師会員以外の
方は、当日テキス
ト代として500円を
いただきます。事
前申し込み必要。
参加証を送ります
ので当日お持ちく
ださい。日本薬剤
師研修センター研
修認定薬剤師制度
の受講単位（研修
シール）は交付さ
れません。 

9月9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－
上半身の水滞による諸症状（半夏剤）
講　　師：小林宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）
テキスト：病態からみた漢方薬物ガイドライン（京都廣川書店）

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。 

9月10日（土）15：00〜17：00　広島県薬剤師會館 4F
第440回薬事情報センター定例研修会
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：1,000円で
きれば事前申し込
みをお願いいたし
ます。 
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　地域医療に貢献できる薬剤師の育成を目的とした「プライマリ・ケア薬剤師」。

　この度プライマリ・ケア薬剤師を目指して短期集中研修会が８月20・21日に広島で開催されることに

なりました。研修形式は、これまでのプライマリ・ケア認定薬剤師短期集中研修会と同様に大好評のス

モールグループの参加型研修形式で行います。どうぞご参加ください。

要　項
１　主　　催：一般社団法人�日本プライマリ・ケア連合学会
２　共　　催：広島県病院薬剤師会、社団法人広島県薬剤師会
３　研修期間：平成23年８月20�日（土）〜21日（日）
４　研修会場：社団法人�広島県薬剤師會館４階
　　　　　　　〒730-8601　広島市中区富士見町11－42　TEL：082－246－4317
５　認定単位：９単位（プライマリ・ケア認定薬剤師の研修単位のみ認定）
　　　　　　　※プライマリ・ケア認定薬剤師申請に必要な単位数は50�単位以上です。
６　受講資格：薬剤師、医療職、医療関係者�（原則として全日程を受講できる方）
７　定　　員：80名
８　受講申込：日本プライマリ・ケア連合学会ホームページをご確認ください
　　　　　　　学会ホームページ：http://www.primary-care.or.jp/
10　受講料：（2日間）
� 日本プライマリ・ケア連合学会会員13,000円、�非学会員16,000円

重要
　共催団体である広島県病院薬剤師会あるいは広島県薬剤師会・会員は受講申込書・通信欄
「広病薬会員あるいは広薬会員」の該当に印をつけることで学会員の受講料で参加することが
できます。

プログラム概要
①�地域で期待され、活躍するプライマリ・ケア薬剤師とは�
②�プライマリ・ケア概論とプライマリ・ケア認定薬剤師�
③�プライマリ・ケア薬剤師に求められるコミュニケーションスキルの基本�
④�在宅医療と多職種との連携�等など
魅力的な内容となっていますので是非学会ホームページでご確認ください。

プライマリ・ケア認定薬剤師
短期集中研修会（広島）のご案内
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東日本大震災の被災者の方々に、心からお見舞い申し上げます。		
広島県薬剤師会では、下記のとおり支援活動を行っています。

広島県薬剤師会の「東日本大震災」支援活動

■ 被災地への支援薬剤師派遣
< 支援薬剤師派遣状況 >
宮原　宏明　　（福 山 支 部）　　　派遣期間：４月14日（木）〜19日（火）
石本　晃一郎　（廿日市支部）　　　

豊見　雅文　　（広島佐伯支部）　　　

派遣期間：４月24日（日）〜29日（金）
城﨑　利裕　　（広 島 支 部）
堀越　由美子　（福 山 支 部）
佐野　正明　　（三 原 支 部）

佐々木　順一　（呉 支 部）　　　

派遣期間：４月30日（土）〜５月３日（火）
戸口　拓士　　（安 芸 支 部）
岡田　敬子　　（福 山 支 部）
河内　義和　　（廿日市支部）

真辺　智文　　　　　　　　　　　　　

派遣期間：５月４日（水）〜９日（月）
小山　和子　　（広 島 支 部）
明田　丈之　　（呉 支 部）
久保　裕美子　（岡 山 県）

中山　啓子　　（因 島 支 部）　　　
派遣期間：５月９日（月）〜14日（土）

花本　未佳　　（安 佐 支 部）

安　　智美　　　　　　　　　　　　　派遣期間：５月29日（日）〜６月３日（金）
原田　法弘　　　

青野　拓郎　　（安 佐 支 部）
梶本　奈緒子　　　　　　　　　　　　派遣期間：６月２日（木）〜６日（月）
堀越　由美子　（福 山 支 部）
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支援活動報告
〈広島県薬剤師会ホームページ・災害派遣報告ページ〉
http://www.hiroyaku.or.jp/saiga/report.htm

期間：４月14日〜４月18日
拠点：石巻高等学校
＜４月14日（木）＞
　19時より日薬にて簡単な現況説明をうける。
＜４月15日（金）＞
　日本薬剤師会→宮城県薬剤師会→石巻高校（石巻高校避難所薬剤師会）
　宮城県薬剤師会の説明によると、４／ 13日現在で薬剤師の派遣先及び必要人員は、湊小学校２名、
宮城ヤンマー（医療チーム）２名、女川町立病院３名、女川総合体育館３名、石巻高校診療所１名、石
巻高校避難所薬剤師会１名（リーダー）+１名（引継ぎ）で、13名は必要とのこと。（随時変更あり）
　２階のＯＴＣ災害用備蓄薬を確認。
　この時間帯での現地からの配送依頼はありませんでした。
　１階に設置してある医薬品集は借りても構わないとのことです。

�
　石巻高校にて19：30からミーティング。

　業務は調剤チームとＯＴＣ各避難所巡回チームに
分けられ、明日の活動場所と現状での必要人数を
リーダーが振り分けます。やはり13名は必要のよう
です。またリーダーは自分の滞在期間しかいないた
め、滞在中は３人の交代がありました。

＜４月16日（土）＞
　宮城ヤンマーにて活動（４名）。
　渡波小学校にて各医療チームとの合同ミーティン
グ。
　渡波小学校でのミーティングを終え、宮城ヤン

報告Ⅰ　　東日本大震災救援活動ボランティア活動報告
 福山支部　宮原　宏明

宮城県薬１Ｆ 宮城県薬２Ｆ

当日は９薬剤師会チーム23名の参加があり各々
自己紹介。

この日はちょうど薬剤師チームも初顔のため、
各々自己紹介。
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マー（松並地区）仮設診療所へ向かう。
　石巻圏合同救護チームは産業医科大学、鹿児島大
学、高知DMATでした。
患者数28名：石巻赤十字病院調剤依頼８名（処方薬

は３日後に受診診療所にて受け渡し）
仮設診療所調剤20名

Ｏ Ｔ Ｃ：若干名
　３日以前に受診された患者さんの薬の投薬並びに
服薬指導。
　石巻赤十字病院及び市内の薬局に振り分けられ調
剤された薬がメロンパンチームにより届けられます。
　医薬品は産業医科大学チームが持参されていたも
のの中から調剤した。
　ここにない医薬品については、事前に渡波小学校
でのミーティング時にそこで使用する医薬品リスト
をもらっておけば必要時取りに行ける。
　薬剤師チームとしても医療用医薬品をある程度持
参して活動できればとの声が上がっていたが、実際
そのように感じました。
＜４月1７日（日）＞
女川町立病院調剤（３名）、避難所巡回（２名）

女川町立病院（午前中）

　１階まで津波の被害にあわれたようです。
　２Ｆフロアを仕切って調剤を行っています。
　女川町立病院で使用していた分包機はユヤマ
charty-Ⅲ（印字装置付）です。普段使い慣れてい
る方は便利だと思います。
　薬は薬効別に整理されています。

避難所巡回（午後）
勤労青少年センター（152名）
さくら集会所（32名）
照源寺（14名）

宮城ヤンマーマリン２Ｆの２部屋をかりて診療
が行われています。
受付時間　1０：００〜12：15
　　　　　13：００〜15：００

処方箋備考欄には東日本大震災用と記入されています。
左端の引き換え券を患者さんに渡し、3日以降受
診先へとりにきてもらいます。
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女川第三小学校（100名）
保福寺（150名）
女川総合体育館

　震災の影響によりランドマーク
となるものが倒壊しており、信号
機も倒れている状態です。
　避難所巡回にあたっては薬剤師
でなくても地元の方がいればルー
トも効率よく回れ、時間の短縮に
なるのではないかと思います。巡
回にあたってはあらかじめ石巻高
校会議室にて迂回路、冠水状況等
を確認の上、活動にあたってもら

いたいと思います。
　またＯＴＣ支援においては、県との連携が必要かと。本日避難所においてＯＴＣ、医療用ともにほぼ
問題なしの状況。
＜４月18日（月）＞
　宮城ヤンマーにて活動（５名）
　16日と同様、渡波小学校にて合同ミーティングの後、宮城ヤンマーへ向かう。

　宮城ヤンマー仮設診療所では、２か所で診察が行われて
いる。１か所が社員食堂横のオープンな休憩室で行われて
いて、プライバシー確保のためか、この日ＹＫＫ-ＡＰに
よる仮設の診察室が設置された。
　メロンパンチームより、調剤済の薬を受け取るも、未だ
に４／ 12日の薬を取りにこられていない患者さんもいる。
　３日後に薬をとりに来られてない患者さんは現在７名
（11：30）
　この日は最終日で活動は午前中までだったが、急遽トラ

ブルにて人手が不足し午後からもヤンマーにて活動。
感想
　必要人数の確保について会との連携ができておらず、人員不足の状況が曜日により発生しているため
人を送る側もそこの所をきちんと詰めておいてもらえばと思います。
　このような状況がいつ終息するのか未だわからない中で、現場では前向きに生きていこうとする人達
もいれば、診察中に辛さのあまり涙を流されている方もいました。Ｄｒは充分な時間をとり患者さんの
声に耳を傾けています。薬も必要だが、これからは心のケアが本当に必要になってくるのではと切に感
じました。
　一緒に同行した岡山の石川先生が言っておられたことに同感したのですが、被災者の方への対応にお
いて一歩誤れば今後の生活における依存体質をつくりかねない。もう何でもかんでもという過渡期は過
ぎようとしている中で、自立の支援と共に心のケアを念頭においた対応が必要ではないだろうかと思い
ました。
ＰＳ：宮城ヤンマーにて活動中、義援医薬品の中に尾道支部工藤先生から送られたお薬がＯＴＣの棚に

配置されていました。激励の一言が大変温かく感じられました。
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派遣期間：４月14日〜 1９日�（実働３日）�
活動場所：宮城県石巻市�湊小学校仮設診療所�
１、概要（石巻地区）�
　日本薬剤師会災害派遣ボランティアとして、宮城
県石巻市で活動致しました。活動は宮城県医療ス
タッフの一員として行いますので、宮城県薬剤師会
事務局で名札、上着を貸与されます。日薬を通じた
広島県からの派遣は原則石巻市となり、石巻高校を
宿泊、ＯＴＣ保管の拠点として、市内及び女川地区
における避難所の調剤業務及び、各避難所へのＯＴ
Ｃ供給を行っています。ＯＴＣについては、全国か
らの支援物資を宮城県薬剤師会事務局に集積し、そ
こから必要な物を随時石巻高校に送っています。�
２、石巻高校（活動拠点）について�
　石巻高校は校舎の一部が避難所及び、石巻市医師
会の仮設診療所となっています。（高台にあり、電
気、水道とも問題ありません。）敷地内では自衛隊
が被災者の方に糧食支援を行っており毎食260食を
支援しています。玄関は避難所受付となり、他県から応援の自治体職員が常駐しています。薬剤師会に
は１階の会議室が割り当てられ、食事、宿泊（女性は保健室）、ミーティングをここで行います。避難
所に配布するＯＴＣなども保管されています。�

３、仕事内容について�
　仕事の内容は大別すると仮設診療所等での調剤、及びＯＴＣ配送（避難所巡回）です。�
　具体的には下記の人配を日々行っていました。�
・湊小学校診療所（　）名　　　・ヤンマー仮設診療所（　）名
・女川町立病院（　）名　　　　・女川総合体育館（　）名
・石巻高校診療所（　）名　　　・ＯＴＣ配送（避難所巡回）（　）名
　派遣場所は、仮設診療所の開設閉鎖や、薬剤師の派遣依頼により、日々変更されます。

報告Ⅱ　　東日本大震災災害派遣報告
 廿日市支部　石本　晃一郎

（左の写真が黒板を使って人配を決めている
ところです。）�
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　（　）に入る人数も、石巻高校にいる人数、忙しさの状況によって日々変わりますので、ミーティン
グで状況確認し、黒板に書きながら毎日決めてゆきます。�
　割振りは個人単位で行います。調剤経験の無い、企業や行政の薬剤師の方々も来られていましたが、
ＯＴＣによる相談対応、避難者の健康状態、衛生環境の確認など、活躍の場は多岐に渡ります。
４、現地の組織について�
　石巻高校に派遣された薬剤師全体の中で一人がリーダーとして本部に常駐し、宮城県薬剤師会へ医薬
品、資材の発注などの連絡、各避難所等からの電話対応などを行います。
　行政、医療チーム、日赤への対応は宮城県薬剤師会の丹野理事が行っておられます。（ほぼ毎日、石巻
高校に来られています。）�
　また石巻高校の薬剤師と連携をとって石巻日赤の巡回医療チーム（通称メロンパン）が活動していま
す。メロンパンは日赤のＤｒ、薬剤師及び比較的長期の派遣薬剤師の混成チームです。避難所を巡回し、
聞き取り等によって専用処方箋を作成し、ＯＴＣの要請は石巻高校に伝えます。（専用処方箋はＪＭＡＴ
や他県の日赤の医療チームも使用しており、引換券を避難所の患者さんに渡して、処方箋を石巻日赤に
持ち帰ります。調剤は石巻日赤や市内の薬局で行われ、調剤された医薬品はメロンパンによって避難所
に配達、引換券を持った避難所の患者さんが受け取るという仕組みです。）�
　各県の医療チーム（ＪＭＡT，日赤）は石巻日赤を拠点として割り当ての地区、仮設診療所で活動し
ています。（医薬品も持参した自己完結型の医療チームです。）�
５、湊小学校仮設診療所について�
　私個人としては３日間、湊小学校仮設診療所に配属されておりましたのでこちらの状況を報告します。
湊小学校は石巻高校から車で10分程の海岸地域にあります。津波によって１階は浸水したため２階〜４
階を避難所として使用し、２階の家庭科室を仮設診療所として、地区担当の医療チームが診療を行って
います。（沖縄日赤、鳥取ＪＭＡＴ、岡山ＪＭＡT、東京ＪＭAT等とご一緒させて頂きました。）１日目
は引継ぎの為３名で派遣、2日目は一人で派遣、３日目は引継ぎの為２名での派遣でした。診療時間は
９時〜 12時、及び14時〜 16時（午後は停電）です。９時までは避難所のミーティングが行われている為、
廊下で待機し、部屋が空いてから家庭科準備室にある医薬品やカルテ等を家庭科室に運び出します。薬
剤師会は準備室に近い机、入口は受付用、ＪＭＡＴチームが各１つ机を使用、衝立の向こうで日赤チー
ムの診療が行われていました。�

　湊小学校には薬剤師会の義援医薬品や、各チームの残していった医薬品、石巻日赤から供給された医
薬品が配置されており、発砲スチロールの箱10箱以上に詰められて、床にも置
ききれない状態でした。�
　この中から各チームで手持ちの無いものや、巡回診療に持参するものを取り
出してゆくのですが、品目リストはあっても見付け出すのはかなり困難でした。
そこで手間を省くため、段ボール箱を切り貼りし、薬効別に仕分けした配置に
する事にしました。幸い薬剤師が各チームに随行しており調剤や服薬指導の仕
事は殆どありません。リストには約270品目が記載されていましたが、高血圧、
糖尿、脂質、などと仕分けしてゆくと、机と椅子の上に置いた箱からで取り出せる
ようになりました。
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　壁には巡回診療のため、状態に気を付けるべき患者さんの情報が
教室別に付箋で貼ってありました。午後からの診療は停電状態で行
いますので、パソコンは使えず「今日の治療薬」�がやはり役立ちま
した。薬剤の確認は、症状を問診して、�実際に箱にある実物と比較
して行った事もありました。�
　短期の処方は手持ちの医薬品を使用しますが、慢性疾患等の長め
の処方は前述の処方箋により後日取りにきてもらいます。咳、花粉
症、腰痛等の訴えが多く、医療用医薬品で手持ちのない場合はＤｒ
に相談をして、配達されるまでの期間、薬剤師会持参のＯＴＣを差し上げて使用してもらう対処もあり
ました。�（アレルギー点眼薬「ザジテンＡＬ」テープ剤「貼るアクテージ」等利用しました。）�
　医薬品の発注については、メロンパンチームが毎日巡回してくれますので、その際にメモ書きを渡し、
日赤から翌日持って来てもらう事を原則としていました。（フルナーゼ点鼻、タリビット点耳など、状況
の変化に応じ品目の追加に応じてもらえました。）�イレギュラーな方法ですが、薬剤が急ぎで欲しい時
には日赤に行き、地下の薬剤部外の受付で用紙を記入して、もらって帰りました。医療チームの要望に
沿えず残念だったのは血糖測定機を用意してなかった事でした。（コアグチェックを持参していたので使
い捨ての穿刺器はあったのですが、血糖測定器は迷った末に持参していませんでした。）�
６、総括�
　今回の震災においては医療支援チームに多くの薬剤師が入り、その役割を確立しています。私は医療
チームの診療支援といった役割でしたが、ＯＴＣを供給しながら避難所を巡回、健康支援された先生方
は、薬剤師特有の存在として、その職責を果たしておられました。また石巻日赤薬剤部の先生方は超人
的な努力をもって地域医療を支えられ、同時に巡回医療（メロンパン）チームの活動を介し被災した薬
局に対して間接支援も行っておられました。また、大量の支援物資を提供している企業や支援体制を
構築された先生方など、多くの力があっての派遣でした。派遣にあたり特別な技術は必要ありませんが、
状況と心情を察する事、節度と謙虚さをもって活動する事は大切だと思いました。�
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活 動 期 間：４月25日〜 28日
活 動 拠 点：石巻高等学校
同行薬剤師：堀越由美子、城﨑利裕、佐野正明
活 動 施 設：４月26日　湊小学校
　　　　　　　　2７日　湊小学校
　　　　　　　　28日　石巻高校周辺避難所
４月24日　19：00　日薬事務局にて西川部長よりブリーフィングを受ける。

広島隊４人は、ホテルＪＡＬシティー四谷で宿泊。
４月25日　７：00　ホテルにて朝食（ホテルの朝食が７：00から）
　　　　　７：50　レンタカーにて宮城県薬に出発

出発してすぐに飯田橋交差点で注意されていた事を気にしすぎ間違ってしまう。こ
の交差点は目白方面に行き、首都高５号線池袋線飯田橋入り口に入る。
東北自動車道「仙台宮城ＩＣ」まで。

　　　　　12：06　宮城県薬着、宮城県薬剤師会の災害派遣薬剤師として活動するための登録をすませ、
宮城県薬の緑のブルゾンと名札を受け取る。事務の方々に見送られて12：30石巻高
等学校へ。

　　　　　14：25　途中で昼食をとり、拠点となる石巻高等学校着。ここが、事務所であり、寝場所で
もある。
（以下の報告はあくまでこの時点であり、状況は日々変化している。）
午後の活動が15：00か16：00で終了するため、お手伝いさえもできず、活動地点を
事前に見て回ることに。女川地区まで車で行った。
この行程だとどうしても一日目の午後が無駄になってしまうので、東京を６時に出
発することを提案した。そうすることで、到着の午後から打ち合わせの後、支援活
動に入ることができる。

報告Ⅲ　　宮城県薬剤師会災害派遣薬剤師活動報告
 　豊見　雅文

近くの日和山公園周辺から見た南浜地区

拠点となる石巻高等学校 女川地区、３階建ての屋上に車 ビルが流されて横倒し

４月26日〜 27日
　　　　　６：45　朝のミーティング

リーダーの指示に従って、各自の活動の確認を行う。
サブリーダーとリーダーは順々に派遣チームから推薦された者から選ばれ、サブ
リーダー経験者が、次のリーダーとなる。この二人は石巻高校に常駐し、連絡およ
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び、各人のスケジュール調整を行う。拠点からの距離が違うため出発はまちまち。
１日目は佐野は女川町立病院、城崎、豊見は湊小学校、堀越は拠点の石巻高校の診
療所。２日目は人によって担当場所が変わる。

��９：00　各自の活動場所で活動開始。私は拠点から車で10分の湊小学校。避難者259名。
自衛隊が仮設のお風呂を校庭に作っており、炊き出しも行っている。

��

　湊小学校診療所（家庭科室）の様子、左は４月25日、右は段ボール製パーテーションが追加された４
月26日の様子。中央の写真は薬品箱。効能別に入れてあるが、各チームが持ってきて置いて帰った少量
品目などもあり、調剤はかなり苦労する。ぜひメーカーに折りたたみ式薬品棚を開発していただきたい。

　湊小学校診療所のチーム表。これも日替わり。診療時間は９：00 〜 12：00と14：00 〜 16：00。右の
写真はこの小学校の裏にある墓地を診療室の外廊下から見たところ。
　この日は北多摩医師会、岡山県医師会、鳥取県医師会と、中心的に長期の活動している沖縄日赤チー
ムで６名くらいの医師がいた。午前中の診療室は４つ、午後は１つで、他は近隣の避難所を回って、診
療・投薬をしている。薬剤師は我々を入れて４名。リスト作成や、医薬品発注は薬剤師会派遣の我々の
役目。効能別の箱番号が書かれた50音順の医薬品リストはすでに作成されていたが、医師が使いやすい
ように、効能順リストも各チーム用に印刷した。倉庫の在庫表、足りなくなった外用薬の薬袋も作成し
印刷。
　診療所にはこの小学校に避難している人に加えて、他の場所にいる被災者も受診されている。３〜７
日分の投薬は在庫の薬品で行い、長期の継続投薬はメロンパンチームと名付けられた外周りを専門とす
るチームに処方せんを預け、３日後に受け取る。現在は開局している町の保険薬局で調剤されている。
在庫が不足する医薬品もメロンパンチームに発注し、石巻日赤を通じて納品されている。ジェネリック
も多く、在庫の関係で同じ患者さんが次々と銘柄違いを服用するような事態も生じている。
　ＯＴＣは診療所の外に置いてあり、被災者はボランティアの方からＯＳ－１や救急絆創膏などを受け
取って持ち帰ることができるようになっていた。湊小学校と石巻高校は近いので、昼は帰って昼食を摂
り、足りないＯＴＣをもって午後の活動に出かけることになる。交通手段が無くて、処方された薬を取
りに来ることができない方のくすりを配達するようなこともあった。
　　　　　19：00　夜のミーティング。本日の各チームの報告と明日の予定を決定。

報告は各チームが報告ノートに記載する。

スケジュール調整用　ホワイトボード 岡山県薬、新潟県薬等による機器
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　ミーティング風景　石巻薬剤師会の丹野佳郎先生が被災の様子などをレクチャーしてくださった。右
は最後の日の朝のミーティングで、お別れの挨拶をする広島隊。さすがに少々疲れた顔。
４月28日　９：00　前日、城崎薬剤師が避難所周りをして、管理者から聞き取ってきたＯＴＣの希望品

を城崎薬剤師とともに配達してまわる。
佐野薬剤師は石巻高等学校診療所、堀越薬剤師はヤンマー診療所。
その後、湊小学校の診療所を少し手伝い、帰還する途中に電話連絡があり、他の仮
設診療所にＯＴＣの配達業務。

15：00　東京への帰路につく。
　食事について。昼夕は自衛隊の炊き出しをいただくことができ、暖かいご飯を食べることができた。
各チームが持ってきた食料も沢山置いてあり、申し訳ないような食環境であった。電子レンジ、ポット、
レンジ有り。寝るときは段ボールか銀マットに寝袋。風呂はない。
　一緒に働いた沖縄日赤チームの荷川取（ニカドリ）薬剤師とも和気藹々と仕事をすることができ、な
んとかお役に立つことができたと思う。
　派遣に様々な手配をしてくださった各薬剤師会の方々に心からの感謝を申し上げる。

活動期間：平成23年４月24日〜 2９日
活動場所：４月26日湊小学校診療所
　　　　　４月2７日〜 28日石巻高等学校周辺の避難所へOTCの配送
　平成23年４月24日〜 29日まで宮城県石巻市で災害派遣活動いたしましたのでご報告します。
　４月25日に石巻市に入り、滞在場所である石巻高等学校へは、午後２時半頃到着しましました。早速、
リーダーから業務内容などの説明を受け、その日は女川町方面の視察に行きました。向かう途中、テレ
ビなどで見て知っていた景色でしたが、実際に凄惨な光景を目の当たりにしますと、改めて自然の猛威
を感じました。
　また、地震による地盤沈下で、満潮時に道路が海水に浸かってしまう”冠水”も体験しました。
　翌26日は、広島県薬剤師会豊見専務理事と共に湊小学校診療所へ赴きました。活動内容としては、調
剤業務の他、追加された薬や、削除された薬のリストの作成、在庫の管理などを行いました。
　お薬リストは、効能別、五十音順が必要となり、豊見専務理事の活躍により滞りなく作成され、医師、
看護師、薬剤師に配布されました。
　27日〜 28日にかけましては、石巻高等学校周辺の避難所を回り一般用医薬品の在庫状況を把握して、
不足したものについては配布していくという業務に当たりました。
　今回の避難所を巡回するにあたり、これまでに訪問していない避難所を対象として巡回しました。そ
の巡回リストの一番初めに、滞在場所である石巻高等学校があり、朝一番で訪問しました。そこでは咳
をされている方が多く、かぜが蔓延しているようでしたので、直ちに咳止め及びかぜ薬の配布を行いま
した。かぜが蔓延している原因として、避難所には高齢者も多く、寒さのため窓あけなどの換気が難し
い点があるようでした。
　その後13カ所の避難所を回り、その日のうちに２カ所に必要なお薬を届けました。一番多く需要が

報告Ⅳ　　東日本大震災災害派遣活動報告（宮城県石巻市）
 　城﨑　利裕
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活動期間：４月3０日（土）〜５月３日（火）
活動拠点：石巻高等学校→株式会社バイタルネット石巻支店
活動施設：渡波小学校診療所（佐々木）、湊小学校診療所（戸口）、ヤンマー診療所（岡田）、
　　　　　避難所巡回：OTC聞き取り・配付（河内）、
　震災後１カ月半が過ぎようとしていますが、避難生活の継続を余儀なくされている方が大勢いらっ
しゃいます。被災された方々が一日も早く平穏な生活に戻れることを心よりお祈り致します。
　我々４名（戸口拓士、岡田敬子、河内義和、佐々木順一）は日本薬剤師会中国ブロック第6班として
宮城県にて活動を行いました（４月30日〜５月３日）。日薬から宮城県へ派遣される薬剤師は、宮城県
と宮城県薬剤師会が平成10年に締結した「災害時における医療救護活動に関する協定」を根拠に、宮城
県薬剤師会のメンバーとして災害現場で医療救護活動を行います。中国ブロックの薬剤師は石巻・女川
地区で、現地対策本部の指揮下に入り活動を行うことになっています。今回の派遣では、調剤・OTC
を担当する薬剤師だけでなく、救護班の医療従事者とチームとして連携していくことの重要性を再認識
しました。宮城県薬剤師会、広島県薬剤師会の先生方をはじめ石巻にて一緒に活動した多くの先生方に
支えていただきました。おかげさまで無事任務を全うし、次に引き継ぐことができました。この場をお
借りしてあらためて厚く御礼申し上げます。

報告Ⅴ　　広島県薬剤師会災害派遣薬剤師 活動報告
 中国ブロック第 6 班（広島県薬剤師会）

佐々木順一、戸口　拓士
岡田　敬子、河内　義和

あったものは、かぜ薬、熱冷ましシート、湿布剤でした。
　石巻市市街地では、病院や薬局が少しずつ再開してきており、避難所内の診療所も撤退の時期を検討
しているところもありました。また、薬剤師会としましても、周辺の薬局の妨げとならないような活動
をしていく必要があると感じました。
　石巻には医療団体をはじめ様々なボランティアの方が活動しておられ、朝にあったがれきが帰るとき
には片づいていたりして、確実に復興に向けて進んでいると思います。ただ、被災した範囲が非常に広
く長期的な支援は必要性であると感じました。
　薬剤師会の災害派遣は、緊張した活動の中で、毎日人が入れ替わるという新鮮さもあり、いろいろな
方とお話しができる有意義な時間もありました。
　課題としては、朝夕のミーティングで活動内容の報告をするのですが、自分の報告が拙いため、うま
く引き継ぎができたのか不安は残りました。
　最後になりましたが、滞在場所の就寝風景（寝袋）と、避難所の小学校のプール中に車が浸かってい
る画像を添付します。また、お世話頂きました宮城県薬剤師会、日本薬剤師会、広島県薬剤師会のご協
力に深く感謝致します。

石巻高校会議室（滞在場所）での就寝風景 小学校プールの中の車
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【現地での活動の要約】
　石巻・女川地区対策本部の指示のもと、各々がチームに入り別々の活動を行いました（戸口：湊小
学校診療所、岡田：ヤンマー診療所、河内：OTC聞き取りの避難所巡回、佐々木：渡波小学校診療所）。
避難所診療所では、エリア幹事の医療チームの指揮下に入り、避難所診療所における調剤、服薬指導、
お薬手帳記入などの業務を行いました。チームの要請により、巡回診療に同行することもありました。
全て手作業で実施するため調剤には思いのほか時間がかかりますが、その場その場で全員のチームワー
クで工夫しながら業務を行いました。チームメンバーは２〜４日で交代するため、短い期間で業務を引
き継いでいくことになります。効率よく活動するためには、業務マニュアルを作成し医薬品リストなど
形のある引き継ぎが重要だと感じました。OTC聞き取りチームの活動は、各避難所を巡回訪問しそこ
でのOTCのニーズを調査します。次回訪問時にOTCを届けますが、避難所における衛生活動も重要な
任務でした。
【派遣を振り返って】
　現地ではニーズを把握した臨機応変な対応が必要です。地域復興のためにも、病院、診療所、薬局へ
の患者の流れを作り、引き上げのタイミングをはかっていく必要があります。しかしながら、津波被害
の大きい地域では医療機関・薬局の再開の目途は立っていません。長期の避難生活によるストレス、集
団生活や気温の上昇による感染症の流行が懸念されています。薬剤師だけでなく、様々な職種・チーム
と連携して、様々な課題に取り組んでいく必要があると思います。薬剤師会の対策本部では同じ職種で
集まった仲間どうし、何でも相談でき議論し合える雰囲気でした。皆が知恵を出し合って、困難に取り
組むことができるのも「薬剤師」という繋がりがあってのことと思います。

【活動報告１】
� 報告者：佐々木�順一

　避難所診療所において行った業務は、調剤（薬袋の作成、薬効の記入、お薬手帳の記入、服薬説明）、
石巻赤十字病院への処方せん鑑査・採用薬のチェック、めろんぱんチームが持参した薬を患者さん
へ投薬・服薬説明、希望者へのOTC配付など医薬品提供に関することから、衛生活動まで多岐に
わたります。調剤に関しては全て手作業で行いますので時間がかかりました。風邪症状や慢性疾患
の不足薬の調剤が多かった印象です。小児喘息に対するMDIの吸入指導も１例経験しました。カ
ルテ調剤ですので、医師の記録を確認しながら説明ができました。効率性よりも、一人ひとりに対
して丁寧に調剤し、お話をじっくり伺うよう心がけました。
�
４月29日　0830　　ホテルJALシティ四谷にて前チームより説明を受けた。（佐々木）

1900　　日本薬剤師会事務局にて説明を受けた。
　　　　（全員）

ホテルJALシティ四谷に宿泊
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４月30日　0400　　出発
0800　　宮城県薬剤師会着　災害派遣薬剤師の登録を済ませ、森川常任理事より今回の派遣

についての説明を受けた。ブルゾンと名札受け取り。
0850　　宮城県薬剤師会出発
1100　　石巻高等学校到着（５月３日午前までの本部
　　　　・宿泊所）

連絡を入れていただいたはずであるが、対策本部で把握されていなかった。前日19時
に活動を決定するので、当日の活動はないとのことであった。（次の班に引き継ぎ。）
時間がフリーになったので、明日より活動するであろう各避難所の視察・場所の確
認を行った。その後本部にて報告書全てに目を通した。

1900　　ミーティング（石巻高校本部）
各チームの報告と明日の予定・担当者の発表
広島県チームの担当が決定

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
以後は個別の内容

2000　　担当者ミーティング（湯本、阿部、佐々木）
渡波小学校担当の湯本薬剤師より引き継ぎ
①医薬品リストと調剤の方法
②石巻赤十字病院への処方せんチェック
③石巻赤十字病院および近隣の薬局で調剤された医薬品（めろんぱんチーム持参
医薬品）の確認と服薬指導
④OTC医薬品の状況（現地対策本部に整理されていない大量のOTC）
⑤キャンナス（体育館常駐看護師）のニーズと対応（クリベリンスプレー提供）

５月１日　0645　　ミーティング（石巻高校本部）
本日の活動内容の確認

0800　　石巻高校出発
0840　　避難所でのミーティング

医療チーム：○愛媛大学(薬1)、ジャパンハート、鳥取日赤、�髙松日赤（薬1:午前のみ）�
（○はエリア幹事）

0900　　職種ごとにミーティング
薬剤師は午前５名、午後４名（小学校診療所の調剤に４名が担当）

1000〜1200　午前診療
1300〜1500　午後診療
　　　　避難者数　365名
　　　　診察　58名（AM�33名＋PM�25名）
　　　　調剤　48名（AM�29名＋PM�19名）
　　　　日赤　19名（AM�13名＋PM�６名）

午　　前 午　　後

診療所
宮城県薬 3名
髙松赤十字病院 1名

宮城県薬 3名
愛媛大学病院 1名

巡回診療 愛媛大学病院 1名
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診療後　避難所訪問
①キャンナス本部（体育館）
トイレの臭い対策に、昨日提供したクリベリンスプレーについてのヒアリング実
施。個人携帯用のウイルスカットを希望者に配付するように、200本提供。
②てんとーむし団（石巻住民の会　災害支援センター）
大量の医薬品の提供を依頼される（段ボール数箱単位）
③本部担当者
OTCも含めて、支援物資を一部の者のみに配付することはできない。全員に平
等になるように配付するためには、大量の物資が必要。
④キャンナスは体育館のみを担当していることが判明
校舎の２Ｆ、３Ｆでは別の団体が管理をしているようである。
OTC管理
調剤が忙しく現地にいるあいだに整理するのは不可能。他の地域で不足している
ラコール200mL�13袋、ひえぴた等宮城県薬剤師会に引き上げる。

1835　　ミーティング（石巻高校本部）
　てんとーむし団要望の大量の物資提供依頼→対応できない旨を伝える。
　OTCチーム（後藤班）に、対策本部にあるOTCの引き上げと整理を依頼。

2100　　担当者ミーティング（今野、渡辺、佐々木）
　明日より担当となる２名に現地での活動を概要と注意事項を説明。

５月２日　0645　　ミーティング（石巻高校本部）
本日の活動内容の確認

0800　　石巻高校出発
0840　　避難所でのミーティング

医療チーム：○愛媛大学（薬１）、ジャパンハート、鳥取日赤、�高知日赤（薬１）、
多摩地区医師会（午後）（○はエリア幹事）

0900　　職種ごとにミーティング
薬剤師は午前５名、午後５名（小学校診療所の調剤に４名が担当）
○避難所の撤収について：予定なし、チーム継続は５月18日まで決定

国立大学病院の薬剤師の引き継ぎ（愛媛大⇒名古屋大学）は実施予定。医薬品リス
トの更新は愛媛大学が実施し、名古屋大学へ引き継いでもらえる。その後薬剤師が

　�大学名　　　薬剤師

エリア幹事
（国立大学）

愛 媛 大 学 1 〜５/７
名古屋大学 1 　５/７〜５/11
岐 阜 大 学 未定 　　　　　５/11 〜５/14
三 重 大 学 未定 　　　　　　　　　５/14 〜５/18

2011��Vol.36��No.4　広島県薬剤師会誌88



午　　前 午　　後

診療所
宮城県薬 3名
高知赤十字病院 1名

宮城県薬 3名
愛媛大学病院 1名

巡回診療 愛媛大学病院 1名 高知赤十字病院 1名

いなくなると、医薬品リストの更新は薬剤師会でせざるを得ない。

1000〜1200　午前診療
1300〜1710　午後診療（時間外対応３名）

避難者数：361名
診察　50名�（AM�21名＋PM�29名）
調剤　34名�（AM�14名＋PM�20名）
日赤　19名�（AM�９名＋PM�10名）
午後巡回診療に行った立川薬剤師より、OTCの依頼を受ける。
①水虫薬：避難所で水虫患者が多数
②かゆみ止め
③保湿剤：アルコールによる手荒れ
巡回診療チーム訪問先の渡波保育園で必要になったとき、たまたまOTC後藤班が
訪問。提供により解決したが、別の避難所でも同様の事態が予想されるため、小学
校診療所にある程度ストックしておくこととした。

1600頃　OTC班が対策本部に入り、OTCの整理を実施。
避難所のOTC管理、避難所Nsと対応しニーズを把握する業務はOTC班に任せるよ
うに依頼する。

1900　　ミーティング（石巻高校本部）
調剤部門に４名が必要であると確認、薬剤師会からはひきつづき３名は必要である
と要望あり巡回診療チームとOTCチームの連携について報告
OTC配付後のフォローアップ、改善しない方への受診勧告をしてくださいと、チー
ムリーダーのDrより要望あり。

ミーティング後
不足気味の外用薬袋の作成、ユニパックの依頼、業務マニュアルの作成

５月３日　0645　　ミーティング（石巻高校本部）本日引越し
本日の活動内容の確認

0750　　石巻高校出発
0840　　避難所でのミーティング

医療チーム：○愛媛大学（薬１）、ジャパンハート、松江日赤（薬１）、�
　　　　　　高知赤十字病院（薬１）、多摩地区医師会�（○はエリア幹事）
・津波襲来に備えて石巻赤十字病院より指示のあった避難経路の確認（今野）
・４／30　ショートステイベースに移送した熱発小児（体育館避難者）がインフル

エンザと判明→今後流行が懸念される
　　　　　抗インフルエンザ薬の在庫確認
　　　　　タミフルCap・リレンザは在庫あり、イナビルは在庫少

0900　　職種ごとにミーティング
薬剤師は午前６名、午後７名
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1310　　午前の診療を終了、午後に到着した２名に簡単な業務引き継ぎ後撤収
1435　　岡田薬剤師とヤンマー診療所にて合流し、新しい対策本部（バイタルネット石巻支

店）へ到着
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
以後は全体の内容

1500　　時間が遅くなったので、宮城県薬剤師会へよらずに直接東京へ戻ることを伝え、対
策本部出発

５月４日　0015　　ホテルJALシティ四谷�到着
1700　　ホテルJALシティ四谷にて、第7班へ活動の概要を説明（佐々木）

【コメント】
石巻高校より
　薬剤師会宛に感謝状をいただきました。
　メッセージ入りの鯉のぼりをあげるそうです。薬剤師全員でメッセージ�
を記入しました。（最終ページに鯉のぼりの写真があります。）
ベスト（広島県薬剤師会提供）
サイズが小さくて宮城県薬提供のブルゾンの上から着用するとみっともな
い格好になりました。体の大きい私はベストを着用していません。

車での移動時間
長時間かけて東京⇔宮城間を車で往復するスケジュールは体力を消耗しま
す。行きは早朝出発によって渋滞を回避できましたが、帰りは50㎞の渋滞
にまきこまれました。東北新幹線が復旧していますので、レンタカーを仙
台駅に置き、新幹線で宮城県入りするスケジュールを考慮してもいいと思いました。

【活動報告２】
� 報告者：戸口　拓士
日　　程：４月2９日〜５月４日
現地活動期間：５月１日〜５月３日　午前まで
活動場所：湊小学校診療所　避難者数　約26０名
診療所の雰囲気は豊見先生の報告の写真をみてください。ほぼ同
じです。
診察室が４つあり、巡回診療チームが１〜３　出ています。
４月30日夜、前任の宮城県小原薬剤師より引継ぎを受ける。

業務→短期の処方（４〜７日分）はその場で処方、調剤
長期の処方は石巻日赤病院に処方箋（メロンパンチームが
回収、配布）
その長期の処方箋のチェック（規格の確認、採用薬との一致の確認、用法の記載の確認など）

４月30日夜に決まった５月１日の割り当て分担表

午　　前 午　　後

診療所
宮城県薬 3名
松江赤十字病院 1名

宮城県薬４名
愛媛大学病院 1名

巡回診療
愛媛大学病院 1名
高知赤十字病院 1名

松江赤十字病院 1名
高知赤十字病院 1名
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5月 1日夜に決まった5月 2日の割り当て表

５月１日　0645　　ミーティング（石巻高校本部）
　　　　　　　　　本日の活動内容の確認
　　　　　　　　　石巻高校の薬剤師会本部で薬剤師班全体ミーティングのあと、湊小学校へ。
　　　　　0900 〜 1200　　午前診療
　　　　　1400 〜 1600　　午後診療

医療チーム日赤山田（午前のみ）→日赤大分（午後から）、鳥取県医師会、岡山県
医師会、武蔵野医師会
薬剤師薬剤師班3名、日赤山田1名（午前）、武蔵野1名
湊中学校巡回診療チームからOTC依頼。湊小学校からうがい薬、消毒、マスク、
点眼薬を医療チームに託す。

診療終了後、薬品整理をして石巻高校に戻る。
薬剤師会本部に戻ってから小原薬剤師より医薬品リストについて引き継ぎ。外用の
薬袋は豊見先生作成のものが十分にあったが内服の薬袋が少なくなってきたので作
成。

　　　　　1835　　ミーティング（石巻高校本部）
医療チーム側に薬剤師が少ないため、最低３人は必要と伝える。

2100　　担当者ミーティング（５月２日から湊小学校になった２名（縄田、岡本）に業務に
ついて概要を説明、５月２日に引き継いで5/3に次の人に引き継いでもらう旨を伝
える）

５月１日夜10時すぎ、GW期間中で薬剤師ボランティアも多いた
め湊小学校に４人目が可能ということ、４月29日に医療チームか
ら巡回診療に同行する薬剤師が出せないか、と打診があったのを
断っている経緯があったことから、５月２日に医療チーム側に巡
回診療への同行を申し出ることを本部に打診。医療チーム側から
要請があれば午後から増員してもらうことを了承してもらう。

５月２日　0645　　ミーティング（石巻高校本部）
本日の活動内容の確認

0815　　石巻高校出発
到着後、医療チームリーダーと相談して巡回診療への同行を決定。午後から同行す
ることに。

0845　　避難所での医療チームミーティング
薬剤師→薬剤師班午前３名午後４名（巡回同行のため増員）、武蔵野１名
鳥取医師会のチームが午前、午後で入れ替わる。岡山、武蔵野はこの日の終了で翌
日から新しいチームに。

0900 〜 1200　午前診療
午前に巡回診療に出た医療チームの処方薬を石巻高校の薬剤師会本部に持ち帰り、
OTC巡回チームに持っていってもらう。
移動中、電話で医療チーム側から巡回診療同行に２名出せるか、と打診あり。出す
ことに決める。

1400 〜 1600　午後診療
巡回診療への同行を開始。御所入山、稲井公民館の避難所にそれぞれ同行。４名の
うち２名で湊小学校診療所調剤業務を行う。私は御所入山に同行する。
午後診療終了前、私が湊小学校に戻ったあと湊小学校本部（診療所とは別のところ）
のOTC薬を岡本が確認、整理に向かう。
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1630　　医療チームミーティングに参加
1900　　ミーティング（石巻高校本部）

湊小学校は診療所前のOTC薬の引き上げを決定。避難所本部のみの扱いにし、薬
剤師班としての管理はOTC巡回チームに任せる方針を決定。
５月３日は私は午前のみの活動のため湊小学校の任務には行けないものと思ってい
たが、３日午前も引き続き湊小学校に。

５月３日　0645　　ミーティング（石巻高校本部）本日引越し
　　　　本日の活動内容の確認
0730　　石巻高校出発、湊小学校に行く前に周辺の状況の確認に行く。
0840　　避難所でのミーティング

岡山と東京が新しいチームに。岡山チームに薬剤師（岡山県薬、小笠原薬剤師）。
薬剤師→薬剤師班午前4名午後５名（私は午前のみ）、岡山1名

1220　　午前の診療を終了
1310　　新しい対策本部（バイタルネット石巻支店）へ到着。

【コメント】
石巻高校より
　石巻高校のメッセージ入りの鯉のぼり、私は余裕がなく書き忘れていました。非常に残念です。
今後の活動について
　石巻薬剤師会の丹野先生から、「今後は薬剤師業務の調剤以外の部分にもっと力を入れていかなければ
ならない。つまり薬剤師法第一条の『調剤』以外の部分です。」と話されていました。現地の状況は場
所によって大きく違い、状況が改善されていない（すなわち経時変化の分悪化している）ところもあり、
梅雨時期、夏に向けてまだまだ薬剤師が必要だということでした。
第一条　薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及

び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
活動期間について
　２〜４日の短期間では引継ぎ引継ぎ、で医療チーム側からも「薬剤師がコロコロ変わるのは困る」と
指摘を受けました。誰もが自分の薬局や病院での業務があり、長期に留守にするのは不可能ですが、な
んとか長期派遣はできないものか、と思います。
　諸事情あるとは思いますが、「東北まで行くのは体力的に難しいがなんとか支援に参加したい」といっ
た方に、長期で石巻に行く人の勤務先を支援してもらえるような体制がとれれば、と思います。
　広島でやっていたことで特に現地で役にたったこと
　仮設診療所の調剤業務は、もちろん棚や医薬品の供給体制など大きく違いますが、感覚としては「千
田町夜間急病センター」と近い感覚だったように思います。千田町で経験していたことがすごく役に立っ
ていたように感じました。

【活動報告３】
� 報告者：岡田　敬子
活動期間：４月2９日（金）〜５月４日（水）
活動場所：ヤンマー仮設診療所
５月１日
９：30〜15：00　　産業医科大学チームと活動　　患者数：24名

ヤンマーの２階に設けられた仮設診療所にて、調剤業務・OTC薬による対応を行
う。
臨時処方（７日以内）や短期の定期処方はその場で調剤し、長期処方（７日以上）
は石巻日赤病院に依頼し、３日後投薬（引き換え券を渡し、取りに来てもらう）と
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なる。
風邪（軽い症状）・アトピー、腰痛の悪化（持病の悪化）・不眠の訴え・胸の痛み
備蓄薬にて対応。場合によって、OTC薬で代替え。
5月1日付で、産業医大チームが撤退。持参してきた医薬品はそのまま次の医療チー
ムに引き継がれることになり、急遽、在庫数の確認を行う。

５月２日
９：30〜15：00　　清洲会病院チームと活動　　患者数：19名

医薬品は、産業医科大学チームから清洲会病院チームに渡され、２日の朝、診療所
に運び込まれた。が、引き継ぎがうまくいかず、在庫分がすべて揃うまで、かなり
混乱した。
風邪・喘息様症状・かたづけなどの作業により腰・ひざの痛みの訴え・風の強い日
だったため、目の不調の訴え（目のかわき）・高血圧
基本的な薬はあるが、喘息に関しては、ホクナリンテープしかなかった。
時間の経過によって、患者の訴えも変化する。また、担当医の専門により薬の内容
が変わる。慢性疾患の患者用の薬はきわめて少なく、次の医療チームが来る時に、
持参できるように必要な薬のリストを作成する。
３日に１回、巡回診療（医師と看護師）を行っているが、５月３日の巡回診療に同
行することになり、持参する医薬品の整理をする。

５月３日
９：30〜15：00　　清洲会病院チーム

巡回診療に同行する。３か所の避難所を回る。
保育所内の避難所では、「日赤の薬を届けてもらえるはずなんだけど、いつになる
のか？アリミデックスが、今日までしかない」
日赤の薬は、基本的には診療所に（ヤンマー）とりに来ることになっているが、伝
達がうまくいっていないことがわかる。診療所に戻り、確認すると、発行されてい
るはずの処方箋が日赤の薬剤部に届いていないことが判明。急遽、調剤を依頼、診
療終了後に取りに行くことになった。
他の避難所では、「ぐあいの悪いかた、いらっしゃいませんか？」の問いかけに
「大丈夫です」の返答のみ。医療支援に対して、慣れと疲れを感じているのではな
いかと思った。
住民の多くは、昼間かたづけに行っているため、避難所には数名しかいなかった。
基本的に、活動は夕方までとなっているが、今後、環境整備がなされた場所につい
ては、夜（20時くらい）の巡回も検討すべきではないかと感じた。

９：30 〜 13：00で、活動を終え、後任の飯田先生に託す。
備蓄医薬品の管理を医療チームから薬剤師会に移行することを了承してもらう。

感想
　産業医科大学チーム持参薬は、先発品で種類も限られていたため、調剤自体は難しくはなかった。医
師が備蓄薬の把握をしていないこと・専門以外の対応を求められること・場合によってOTC薬で代替
えする必要があるため、医師の相談を受けながら、薬剤師の判断で薬の変更を指示するなど、普段の医
療では考えられないことができた。
　産業医科大学チームは、災害支援の経験が豊富なのか、いろいろな場面でそれを感じた。
　まず、備蓄薬品はすべてスーツケースに小箱を駆使して、わかりやすく並べてあった。スーツケース
であるため、開始も撤収も非常に簡単であった。
　産業医科大学チームが撤退した後は、段ボール箱の代用となり、整理もさることながら、１５時に撤
収する際、かたづけ・運搬に手間取った。非常時医薬品の保管キッド（スーツケース）の開発を望む。
スーツケースは薬だけではなく、医療器具用のものもいくつかあった。
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　これに対して、調剤に必要な七つ道具（はさみ・輪ゴム・半錠カッター・修正テープ・今日の治療薬・・・）
は、各薬剤師の判断に頼るところがあり、今後、薬剤師会で「七つ道具セット」が用意できればよいの
ではないかと思った。
　医療支援においては、急性期を過ぎ中長期の段階に入ったと思われる。一見、落ち着きを取り戻しつ
つある印象をうける。が、産業医科大学の医師の「巡回診療においてコンプライアンス不良の患者さん
がかなりいるのではないかと感じた。どうやって調査をしたらいいのか？」というコメントが示すよう
に、水面下の問題をどう引き出すかがこれからの課題となるのではないかと思う。

【活動報告４】
� 報告者：河内　義和

宮城県薬剤師会�地区毎�避難所チェックリスト

避難所巡回
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前頁のチェックシートと、上記のOTC巡回セットを携帯し、避難所を巡回
５月１日　　大街道周辺（大街道小学校、好文館高校、青葉中学校、第一ひたかみ園、釜小学校、釜公

民館）の６か所を巡回
担当：川岸、寺内、河内

５月２日　　東松島市（赤井地区体育館、東松島市コミュニティーセンター、道地学供、定林寺、蔵シッ
クパーク、矢本運動公園武道館等）の10か所を巡回
担当：寺内、河内

５月３日　　対策本部引っ越し（石巻高校→バイタルネット石巻支店）

状況・活動報告
①避難所のトイレ状況確認できたら確認。�避難所のサイズにより、もともとある水洗トイレと仮設ト
イレを使用。�早朝に体育館避難所を訪問したとき、その日の当番の方が、仮設トイレをきれいに掃
除されていることを確認。�今回巡回した避難場所で、トイレ環境が劣悪な場所は見受けられなかった。�
トイレの消毒用品の不足も目立つ場所はなかった。
②今回巡回することにより、避難所との連絡を確実にとれるようにすることを目的の１つに定めた。�
施設の電話番号は判明しているが、大きな避難所でない場合、その番号で連絡をとることは困難。�
また、連絡先さえ判明してない場所もあったため、巡回したときに避難所の代表者、リーダー、ある
いは保健師の携帯番号を確認。（今回巡回先で、保健師に合えて話ができたのは１か所のみ）
③救護所の有無の確認、救護班が巡回の場合はどれぐらいの間隔で来ているかを確認。
④連絡先を確認後、OTC聞き取
り、整理（整理と同時に薬の注
意事項をメモし添付）、補充が
出来れば補充し、出来なければ
次回配達。了承を得られれば、
過剰なOTCの回収。 ←【OTC棚整理後】

新タナベ胃腸薬（顆粒） バファリンA
そなえ　かぜ顆粒 セイロガンA
小児用マイフレン S アリナミンA
熱ひえシート おなかピュア（細粒）
エビオス 新ラクトーンA
ブロン液 L ベンザブロック S
ベリコン S プレバリンαクリーム
ヴィックス アレルギークリーム
ロキソニン S ボルタレンゲル
スワン目薬R サンテAクレールⅡ
サンテマイペースCL ザジテンAL
ケエバンA カットバンモイスト L
ホスロール S マイゼロン

等

巡回セット

巡回セット
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⑤

問題点・これからの活動
①引き継ぎの問題
避難所巡回の引き継ぎノートはあったが、巡回をした担当者が、どこの避難所に行き、何をしてきた
かを順番に書いており、非常に見難く、ある避難所で過去にどういった活動をしてきたかを知るのに、
ノートを最初から確認しないといけないので、確認し忘れなので引き継ぎがうまくいかない。
実際ある避難所で薬の整理の必要性を説明した時に、前回の巡回担当者にも同じことを言われたとの
こと。
整理の必要性が、ノートのどこかに書かれていたのかもしれないが、我々が確認出来てなかった。
上記の事からも、避難所ごとに分かれているファイルを作り、それ見ることとにより、特定の避難所
の過去の活動がすべて解るようにする必要性がある。
そうすることにより、次の巡回が必要かどうかをすぐに判断でき、巡回する避難所がどういう状態か
イメージ出来きると思われる。

②夏に向けての対策
これから気温が上昇するにつれ、虫対策、匂い対策、皮膚病対策、さらに食中毒対策などの衛生対策
がより一層大切になってくると思われる。

③OTC配布後のフォロー、症状が改善しない方への受診勧告
ミーティング時に上記のことを、Drからの要請されたとのこと。
これについては、事前に避難所に日時、時間の連絡を入れ、避難所に何時間か薬剤師を滞在させ、お
薬相談所を開設し、対応してくとのこと。

この連絡先を渡し、必要なOTC等が出た場
合や、薬の相談がある場合に連絡をしてもら
うよう説明。

宮城県薬剤師会�連絡先
事務局
　　022（391）・・・・
石巻地区緊急時優先電話
　　090（4047）・・・・

【実物の１/６】

【石巻高校グランドに薬剤師ボランティア全員のメッセージがはいった鯉のぼりが、泳いでいます】
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＜参加者＞小山和子（広島）�明田丈之（広島）�久保裕美子（岡山）�真辺智文（広島）�
＜行程＞�
５月４日　1７：００　　JALシティ＝1９：００日本薬剤師会事務所�
JALシティにて第６班佐々木先生より引き継ぎ。日薬事務所で簡単な説明。�
５月５日　６：00　　JALシティ＝10：20宮城県薬剤師会=12：00バイタルネット（現地対策本部）�

＝13：30 〜それぞれ各避難所へ=18：00宿所ミーティング�
渋滞なし。那須高原SA、国見SAにて途中休憩。事前連絡にて、12：00までに現地対策本部に到着すれ
ば午後から活動できるとの事だった。真辺は、湊小学校避難所へ向かい17：00まで活動。短期処方はそ
の場で投薬。長期処方は処方せんを石巻日赤にもっていき３日後投薬。患者数午前26名、午後12名。薬
の整理が課題（その後入られた先生方のご尽力によりかなり改善している様子）。�
５月６日　５：2０起床＝6：45宿所ミーティング＝7：5０出発

＝8：3０女川総合体育館（診療開始）�
＝16：3０診療終了＝1７：1０宿所着=18：15ミーティング�

本日も湊小学校避難所に行くと思って、前任者からもしっかり引き継ぎを受けていた。しかし女川体育
館で13：00 〜 15：00で健康・お薬相談コーナーを毎日設けることになり、OTC知識もあった方がよい
との判断でこちらに赴任。香川県の山本先生と２人体制。調剤は午前16名。午後15名。５/27まで毎週
金曜日午後から耳鼻科・皮膚科のDrが来ており、耳鼻科からは調剤を依頼された。金曜日は耳鼻科薬
出庫量が増えるため、在庫に注意が必要（詳細は引継ノートに記録）。女川町立病院まで緊急で２度薬
を取りに行った。13：00 〜 15：00で健康・お薬相談コーナーを石川県保健師と共同実施。調剤が忙し
くなり途中で抜けた。相談者２名。�
５月７日　５：2０起床＝６：45宿所ミーティング＝7：3０出発＝8：００女川町立病院
　　　　　　　　　　＝８：3０女川総合体育館（診療開始）＝16：００診療終了
　　　　　　　　　　＝1７：００宿所着ミーティング�
前日同様、女川総合体育館での活動。前日の使用薬を補充しに女川町立病院に行った。診療医師は内科
のみ。風邪がほとんど。午前13名。午後６名。13：00~保険師とお薬健康相談コーナー開設。相談者３名。
保険師は当避難所内を巡回し、一人ひとりのリストを作成・管理されていた。お話をきくと薬剤師が指
導した方がよい場合が多くあるようだ（薬の管理・コンプライアンス等）。保険師から薬剤師に情報を
提供してもらい、薬剤師が居住場所まで指導しに行くという流れを臨機応変にやるよう提案。宿所に戻っ
て、引継ノートの散らばっている情報を統合した。明日私はOTC巡回に担当がきまり、明日女川総合
体育館を担当される山形県佐藤先生にノート・口頭・写真にて引継を行う。人が少なくなっており、実
務での引き継ぎが困難になっている。�
５月８日　５：2０起床＝6：45宿所ミーティング＝８：1０出発＝９：００バイタルネット出発�
　　　　　　　　　　＝15：００ OTCミーティング(バイタルネット)=16：００活動終了�
　　　　　　　　　　＝（日和山に寄って）＝1７：15石巻河南IC=23：００東京JALシティ�
本日は石巻市内避難所のOTC巡回。３ヶ所。富山県藤田先生と２人で回った。我々が回ったところは
衛生・環境もよくOTC薬も十分にそろっている。避難者の状況や薬置場状況を確認し、必要なものが
出たときに連絡する電話番号を教えた。今後、虫よけ、虫さされ、殺虫剤がかなり必要になってくるだ
ろう。活動終了後、丹野先生よりお教えいただいた日和山公園により石巻市南側の海岸地区を一望する
（写真は第５班豊見先生の報告書にあり）。�
＜気づき等＞�
○現地本部（宿所）は、水道・電気・ガスは開通しているが風呂のお湯は出ない。�
○ガスレンジ、やかん、電気ポット、電気ケトル、電子レンジあり。�
○携帯電話も毎日充電できる。予備バッテリーは不要だった。�

報告Ⅵ　　宮城県薬剤師災害派遣報告書
 中国チーム第７班　真辺　智文

広島県薬剤師会誌　2011��Vol.36��No.4 97



○周辺にコンビニ、居酒屋もあり、通常の食糧調達は容易。もし何かあった時（地震等）の食糧を２日
分程度持参すればよいと思う。�
○寝袋必須。長靴不要。靴は普通のスニーカーでOK。�
○今日の治療薬等は日薬でくれるし、現地にもある。現場のスペースは限られているので、むしろ現場
に持参しないほうが良いか。�
○持参しようか迷ったエアマットは持っていけばよかったと思った。就寝時に銀マットだけだと薄いの
でやや痛い。�
○現地本部（宿所）にPCが１台なので、PCを持っていけばマニュアル作成等に重宝したと思った。�
○広島県薬剤師会のオレンジベストは来た方がよいと思った。広島県と書かれてあれば、避難者の方々
との話のきっかけになるし、ベストだと災害派遣と一目で分かる。ただしベストの機能強化が望まれ
る（ペン、はさみ、携帯電話を入れるポケット等）。新潟県薬、高知県薬等を参考にしたい。

写真左（女川総合体育館　薬棚）�
内服薬は五十音順で、抗菌薬・便秘薬・解熱
薬は別になっている。�

写真右�（宿所�食品置き場）�
水、食糧であふれつつある。

�（女川町立病院上の神社より）町は壊滅。長期の支援
が必要。

参加者：塚田博之（岡山）�津村慎一（島根）�花本美佳（広島）�中山啓子（広島）
日程
５月９日
JALシティホテル（四谷三丁目付近）到着＝19：00�日本薬剤師会事務所
日薬事務所にて、明日からの大まかな活動内容の説明を受ける（30分程度）

５月1０日
８：00�JALシティホテル出発＝13：30�バイタルネット石巻支店着
　＝２ヵ所避難所へOTCを届けに行く＝17：30�宿所到着全体ミーティング
渋滞などはないが、被災地に近づくにつれ、道路のデコボコ、ひび割れが多くなる。
運転に注意しておけば問題はないと思う。
OTCを届けいにくさいは、ナビを設定すれば問題なく行ける。
もし、わからなくなれば、道を歩いている人などに聞けば教えて下さる。
全体ミーティングにて、明日は、津村先生とペアを組み、午前中はOTCを避難所へ届けるOTC班
　午後は渡波（わたのは）小学校診療所にて、引継ぎを受けつつ活動するように決まる。

報告Ⅶ　　東日本大震災災害派遣活動報告（宮城県石巻市）
 因島支部　中山　啓子
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５月11日
5：30起床それぞれ用意をする＝6：30宿所にてミーティング＝8：00�宿舎出発　OTC班の活動
　＝12：00�渡波小学校到着　診療所にて活動＝16：00�診療終了　掃除＝17：00�宿所到着
午前中、OTCの活動
避難所の中で薬を管理している代表の方にお届けをする。管理の方は、看護師や住民の代表の方など。
多くの避難所では、ハエなどの害虫が問題になっている。
うじ殺し、殺虫スプレー、殺虫剤の需要が多くある。
お薬カレンダー、血圧手帳などの需要もある。
また、OTC届けるとともに、足りていないOTCがないか、衛生状況などを聞き取る。

午後、渡波小学校にて、四国ブロックチームより引継ぎを受ける。
保健室を、臨時の診療所としており、医師、薬剤師、看護師、事務員が連携をとり治療にあたる。
小児科の医師もおり、小児の患者も受診に来られる。
処方は、できるだけ院外処方とし、地元の調剤薬局に行ってもらう。
徒歩５分程度のところに、調剤薬局があり、地元の方はみんなご存じの様子。
14日以内の処方なら、院内処方も可能。急性期の処方中心。
処方箋の疑義を受けやすいように、医師の署名の下に、ケータイ番号を記載など、詳しいルールがある。
お薬手帳を持っていない患者さんには、つくりお渡しする。
今のところ、すべての薬代は無料としており、患者さんの負担はない。
向精神薬は、毎日、宿所に持って帰る。

OTCの管理も行っている。避難所本部、体育館にOTCを置いており、需要が避難者からあれば、
その場で随時、お渡しするとのこと。
粉じんなどが多いため、目薬、うがい薬、咳止めの需要が多い。
体育館のOTCは、看護師ボランティアが管理しているが、需要があれば、何でもお渡しする状態
OTC入れの中には、正露丸、オ口ナイン、バファリン、ザーネクリームなどが入っているが、
そこに第1類医薬品のアネトン咳止め（テオフイリン含有）が入っている。
胃薬も８種類入っているが、ここまでは必要ではないとのこと。
管理している看護師と話し合い、OTC入れを整理させてもらうこととなる。

活動終了後、宿所に戻り、ミーティング。活動報告を行う。
明日は一日、渡波小学校にて活動するように決まる。

５月12日
５：30起床　それぞれ用意をする＝6：30宿所にてミーティング＝7：30�宿所出発　渡波小学校へ向かう
＝８：00�渡波小学校　診療所にてミーティング　活動開始＝16：00�診療終了　掃除＝17：30�宿所到着
昨日と活動内容は特に変わりない。
衛生面より今まで診療所全体が土足だが、明日からは、土足厳禁にすると決定。
（明日、雨が降る予報がでている。保健室はグラウンドのすぐ横にある。）
診察終了後、念入りに、拭き掃除を行う。
医療チームは入れ替えが激しい。引継ぎを上手く行うように注意する。
体育館のOTC入れの整理を行う。
テオフィリン製剤を引き上げ、第２医薬品の咳止めを代わりに手配し、置くようにする。
胃薬も、３種類（頼粒剤、錠剤、漢方）として整理をする。
看護師や一般の方でもわかるように、表品名、薬効を表にする。
診療所のミーティングにて、院内で調剤する場合、ある薬が限られていることもあり、
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規格の変更、同一成分の薬への変更は医師の確認なく行っていいということなる。
例）アレジオン20mg�1錠→（アレジオン20mgの在庫がないため）アレジオン10mg2錠
　　　アムロジンOD5mg�→�（先発の在庫がないため）アムロジピンOD5mg
活動終了後、宿所に戻り、ミーティング。活動報告を行う。
明日は半日、渡波小学校にて活動するように決まる。

５月13日
５：30起床それぞれ用意をする＝6：30宿所にてミーティング＝７：30�宿所出発渡波小学校へ向かう
　＝８：00�渡波小学校診療所にてミーティング　活動開始＝10：30活動終了　帰途
　＝18：40�JALシティホテル（四谷三丁目付近）到着　解散
昨日と活動内容は特に変わりない。
四国チームの先生に引継ぎを行う。
今日から土足厳禁のため、患者さんのためのスリッパなどの用意をする。
大雨が12日夕方から13日朝方まで降っており、渡波小学校のグラウンドが全面冠水。
宿所から渡波小学校までの道も冠水があり、片側通行になっている。
院外処方箋を主に受ける薬局に要望などがないか、聞き取りにいく。
岡部薬局　渡波中央店　小学校から徒歩５分程度
管理薬剤師の先生にお話を聞くことができる
処方せんを受け取る問題として、すぐにはない薬もある。３日程度あれば、ほぼ入荷できる。とのことで、
小学校で、処方せんを患者さんに渡すときに、
「薬局で薬がすぐにない可能性はあるが、数日中に用意はできる」ということを一言添えてほしい
との要望を受ける。そのほかは特に問題ない。とのこと
そのことを、他の薬剤師、医療スタッフに伝達。岡部薬局の電話番号をわかりやすいところに貼る。

総括
・宿所は、水、電気問題ない。お風呂は、シャワーはあるが、水。一度、水にてシャワーを浴びたが寒
かった。
・食事は、前任者が置いて帰ってくれたものが宿所にたくさんある。
　また、コンビニ、ファミレス、居酒屋なども開いておりそこで何でも買うことができるので、食べ物
は特にいらなかった。
・宿所から、車で40分程度のところに温泉施設があり、そこに入浴に行くことも可能。タオルの貸し出
しもある。
・夜、近くの居酒屋に他の薬剤師ボランティアと行くこともあった。和気あいあいで話をでき、リラッ
クスタイムとなった。
・就寝中に余震が起こることもある。宿所のある地域も津波の被害を大きくうけていることもあり、も
しものときのための避難経路を、ホワイトボードに貼ってほしい。と宮城県薬に要望がでた。
ただちに対応していただけることとなった。
・寝袋は必須。気温はそこまで低くなく、日中、夜間とも寒いと感じることはなかった。
・普段はスニーカーでいいが、雨が大量にふると、冠水するために防水加工しているものがいいと思う。
・被災者の方は、2ヶ月以上の避難所生活がつづいているので、ボランティアとして訪れるときも細心
の注意をもつように。
　日常業務なら、食事指導をするところなど、避難所生活では、炊き出しの食生活のため特に注意が必
要とおもう。
　ただ、全体を通して、現地の方はとても優しく、歩いているだけでも、感謝の言葉をかけられること
も多々あった。
・広島薬剤師会からもらった名札はとても役立ったが、できれば「薬剤師」という文字を大きくしたほ
うが、わかりやすいと思う。
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・状況は、毎日変わっていくので、臨機応変に対応し、引継ぎをうまくできるように努力が必要だとお
もう。

・配属場所によっては、白衣が必要。

バイタルネットにある石巻市内地図
道路状況など注意がいる場所の写真が貼ってある。

その日の配属場所などが書いてある
ホワイトボード
満潮、干潮の時間も貼ってある。

渡波小学校、診療所の調剤場所��薬効別に分けて
ある。

宿所の食べ物置場　レンジ　ポットは置いてある。

活動期間：2０11年５月９日（月）〜 2０11年５月13日（金）
派遣先：宮城県石巻市
日程
５月９日　19時　日薬会館集合
広島県薬２名、岡山県薬１名、鳥取県薬１名
目薬にて翌日以降の現地での活動予定のおおまかな説明を受ける。

５月1０日　８時東京発　14時30分石巻着（バイタルネット石巻支店）
宮城県薬より簡単な状況の説明を受ける。
避難所にOTCを配達。その後、石巻薬剤師会の仮設事務所へ移動
18時よりミーティング開始
派遣先の説明と割り振り、翌日以降からの活動について引き継ぎあり。

報告Ⅷ　　東日本大震災災害派遣活動報告
 安佐支部　花本　未佳
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５月11日〜５月12日　現地での活動
６時30分　ミーティング開始　終了後は掃除
それぞれの派遣場所へ業務開始時間に間に合うように事務所を出発
18時　ミーティング開始
その日の活動報告と、新しく加わったグループの紹介と翌日に去るグループの挨拶などと行う。
ミーティング終了後は自由時間のため、個別に引継ぎをしたり、夕飯、入浴などをそれぞれ行った。
23時　消灯

５月13日　午前中　次のグループへの引継ぎをして、午後東京に向け出発
現地での活動は、２〜数名のグループに別れてそれぞれの避難所、OTCの配達を行うことになる（私
の場合は湊小に二人で派遣されたので、そちらでの活動についての報告をさせていただきます）

湊小は旧北上川の近く（東側）にあり、周辺の建物は全壊または半壊の状態だった。地震の影響で地
盤が下がったとのことであり、校庭は非常に水はけが悪い状態だった。旧北上川の西側は瓦礁の撤去
が進んでいたが、東側はまだ多くの瓦礫が残っており、道路の状況も泥や水が溜まり、あまり良くな
い。信号機も場所によっては点灯していない。

活動内容：調剤業務
・カルテに記載された処方を見ながら、ピッキング、薬袋への用法・用量の記入（薬情がないため薬効
も記載）、日付、発行場所の記入（調剤印の箇所に湊小と記入）�、お薬手帳への記載（�年齢問わず
必ず行う）をする。
採用薬品は風邪薬から慢性疾患まで対応できるよう数は多い。点眼薬、湿布薬等の外用薬もそろえで
ある。
採用医薬品の一覧表を薬効別に前任の薬剤師会のスタッフが作成したため、処方薬の採用の有無はそ
れで確認を行う。
重複して置いである薬品もいくつかあり、不要なものは減らす方向にあるとのことだった。
・カルテに記載されている薬がない場合、処方を薬剤師が修正する。
⇒先発品からジェネリックへの変更、規格が１種類だけの採用薬の場合には半錠へ割る、あるいは２
錠処方するなど行ってOK。
・処方日数は14日以内。長期処方の場合は、カルテへの記載とはべつにDr.が処方せんを発行（日赤処
方と呼ぶ）する。発行された処方せんはその日の業務終了後、日赤チームに渡す。日赤チームが石巻
赤十字病院へ届ける。処方された薬は２日後に湊小に配達される。
・日赤処方が出た場合、石巻赤十字病院にその医薬品の採用があるか一覧表を見て確認。
・薬品の在庫管理　在庫が減ってきたら、請求伝票に記載して、業務終了後に日赤チームに渡す。翌日、
日赤チームから薬を受け取る。
・日赤病院に採用のない薬品の処方あり。地域の薬局で受け取るように促す方向へ。震災前には100軒
程度あった薬局が、その時点では30軒程度の開局となっていた。そのため、車での移動が可能な方に
限られる。

湊小での活動時間　８時30分　ミーティング
　　　　　午前の診療　９時〜12時
　　　　　午後の診療　14時〜16�時
　　　　　16時過ぎからミーティングと掃除
　　　　　休憩は２時間きっちり取ることが可能。
　湊小は薬剤師会事務所（宿泊場所）から車で10分程度と近いため、他の派遣先に行くグループの車で
朝送ってもらい、夕方迎えに来てもらうという状態。徒歩圏内にお店がないので、昼食は買っておく必
要あり。
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湊小の薬剤師
５月11日　午前　薬剤師会から２名　日赤チームと]MATから１名（計４名）、午後は杏林大学病院の
チーム１名が加わった（�計５人）。
５月12日　午前　薬剤師会から２名　日赤チーム１名　JMAT１名（計４名）
　午後は日赤チームに交代があり、薬剤師が１名減のため３名で活動
５月13日　午前　薬剤師会４名（後任２名へ引継ぎ）�杏林大学病院１名　JMAT１名

現地での生活について
　食事はスーパーやコンビニ、レストランなどの飲食店が再開しているため、困ることはなかった。徒
歩圏内の飲食店があったため（４月中旬から再開したとのこと）�、そちらに薬剤師会のスタッフ達と行
くこともできた。
　事務所は電気と水道は問題ないが、ガスが復旧していないためお湯が出ない。そのため入浴は不可。
30キロ近く離れた場所に温泉施設があるため、そちらを利用することも可能。
　寝袋は必須。天候によっては肌寒く感じるため、防寒具があった方が安心な期間だった。
　滞在期間中は１日１回、余震が発生。薬剤師会事務所の周辺も津波が来た地域のため、避難経路を事
前に知っておいたほうが万がーの際に安心かと思われる。

感想
　前任の方々も言われている通り、移動に時間がかかったため、十分な活動が出来たとは言い難い気が
しました。
　被災状況はテレビや新聞の報道で知ることは可能ですが、実際に現地に足を運ぶと、積まれた瓦礫の
山の量に圧倒され、被災地や避難場所のにおい、現地の方の話など、報道だけでは知り得なかった情報
を自分の身をもって体験しました。
　震災から２ヶ月が経過し、まだ復旧には時間がかかるだろうと思われます。引き続き支援が必要では
あるものの、「必要以上のことはしてはならない、被災者の方々の生活が本来あるべき場所に戻るような
お手伝いすることが我々の役目」とのお話が印象的でした。
　被災された方々が早く元通りの生活に戻れるよう一日も早い被災地の復興を願うとともに、貴重な体
験をさせて戴いた事に感謝いたします。

� 記：2011年６月６日
薬剤師ボランティア活動期間：５月2９日夜〜６月３日朝
（現地での実質活動期間：５月3０日午後〜６月２日正午）
☆この度の活動に際して、薬剤師４名からなる中国ブロックチームが編成されました。
　堀佳代子先生（島根県）、武田章利先生（岡山県）、安智美先生（広島県）、私の４名。
☆薬剤師ボランティア活動地域：宮城県内のうち、石巻市・東松島市・女川町の２市１町。

　私達のクール（第12班）もそれまで同様、ボランティア活動開始の前夜に、東京のホテルＪＡＬシティ
四谷東京に現地集合しました。
　その日、都内は終日雨が激しく降り続き、当初は顔合わせミーティングをホテル近くにある日本薬剤
師会館にて行う予定でしたが、日薬の担当者の西川氏が配慮して下さり、ホテルのロビーに西川氏が出
向いて下さる事になったので、そこで打ち合わせを行いました。
　翌日、レンタカーで東京都から宮城県へ高速道路を利用して向かう道中、雨脚が一層強くなり、更に
交通事故渋滞に巻き込まれるなどして、石巻到着時間が予定より大幅に遅れ、到着直後のボランティア

報告Ⅸ　　東日本大震災災害派遣活動報告
 安佐支部　原田　法弘
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活動をほとんど出来なかった事が無念でなりません。
☆宮城県薬剤師会副会長であり、石巻地区に於ける薬剤師ボランティア活動の陣頭指揮を取って下さっ
ている丹野先生が、石巻の現状を語って下さいました。
　被災地に入って活動される後続の方々の参考になる情報が多いので、細かく記載したいと
思います。

◇
・石巻薬剤師会が所轄する地区（石巻市・東松島市・女川町）は、震災前にあった薬局のうち、現在も
25〜30件が閉鎖中である。
・石巻市立病院周辺は、1200年振りと言われる大津波の被害で壊滅状態である。
・東松島市を西端とする海岸沿い一帯での被害が甚大。阪神・淡路大震災との違いは、建物の倒壊など
で負傷するケースより、津波にさらわれて命を奪われるケースの方が圧倒的に多く、負傷者が少ない
…被災者は生きているか、死んでしまったかの両極端に分かれている。
・医薬分業レベルは現状、震災の被害で10年位前の水準にまで衰退してしまった。
・今後、避難所の方々の支援をどうしていくか…合同医療チームの方針としては、発災直前の医療水準
以上には決して上げないとの事。
調剤薬も、院外処方箋を発行し、地域の薬局が経済活動を享受出来る方向へと誘導し、支援医薬品
（ＯＴＣ）の無償供給も、徐々に絞っていかないといけない。
・国道398号線沿いは、いわゆる《２階族》が身の危険を省みずに生活している。
・現状では雨季によるカビ・食中毒などの発生が問題になっているが、今後は夏に向けて熱中症が問題
になってくるでしょう。
・避難所は震災直後には300箇所以上あったものが、現状160箇所位に縮小。
　特に第６・７地区（石巻市内）の避難所の現状は深刻。
・今回の震災で、救護班の中に薬剤師が入って活躍をアピール出来た事は、薬剤師にとって、凄く喜ば
しい事であったと思う。お薬手帳のＤｏ処方調剤は…ある意味、リフィル処方箋ではないか、と前向
きに捕らえている。
・石巻地区では、この震災で350床ものベッドが失われてしまった。
・石巻地区で昔から民間で言い伝えられている言葉。
　　・津波の時は”てんでんこ”（おのおの）。
　　・震度５強以上の地震発生時は、各々持ち場に戻れ。
　　・津波の時は、決して車で逃げるな。
・６月１日以降は、６名位の体制に薬剤師ボランティアの人員を縮小していく。
　でも、ミッションは８つある。
☆その石巻薬剤師会が受け持つミッション８つとは…
１．湊小学校救護所での調剤業務
２．ヤンマー診療所での調剤業務
３．女川（おながわ）町立病院での調剤業務
４．女川総合体育館救護所での調剤業務
５．ＯＴＣの配達と聞き取り
６．渡波（わたのは）小学校救護室での調剤業務
７．遊楽館での医療活動補佐。（介護、医療ニーズの高い避難者を集めた施設。）
８．チームめろんぱん（ボランティア活動者は現在、ここへは配属されない。）
☆石巻薬剤師会が受け持つ８つのミッションの現況を、毎日のミーティングの内容から拾い出すと…
１．湊小学校救護所：避難者220名（６月１日現在）。
　　処方箋：ＡＭ21枚、ＰＭ４枚（５月30日）
　　　　　　ＡＭ27枚、ＰＭ20枚（５月31日）
　　　　　　ＡＭ12枚、ＰＭ13枚（６月１日）
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　カフコデ、ビオフェルミンＲ錠は採用削除の方針。おくすり手帳の持参率が低い。
２．ヤンマー診療所：
　　処方箋：10枚（５月30日）
　　　　　　10枚（５月31日）
　　　　　　10枚（６月１日）
３．女川町立病院：５月30日は大雨で水害が酷く、10時半頃に石巻に引き上げてきた。
　　　処方箋：ＡＭ80枚、ＰＭ34枚（５月31日）終日で68枚（６月１日）
　　この６月１日から小児科診療もスタートさせたとの事。
４．女川総合体育館：処方箋10枚（５月31日）
　　お薬手帳持参７割程度。在庫は今後縮小していく方向。風邪の患者が多い。
５．ＯＴＣ班：女川町方面は地盤沈下が激しく、海の水位が上がると道路が冠水してしまう恐れがある

ため、大潮の時間などの情報（朝のミーティングで発表される）に留意し、早めに石巻市内に引き
上げてくるように注意される。
今、害虫（ハエ、蚊など）の発生リスクが避難所内で上がっており、バポナ、虫除けスプレー、虫
刺され用薬などの配達依頼が多い。

６．渡波小学校：避難者277名（５月31日現在）
朝のミーティングを現状の９時半から９時に変更してスタートする（６月１日〜）。
処方箋：台風の影響でＡＭ12枚、ＰＭ10枚（５月30日）
　　　　ＡＭ36枚、ＰＭ19枚（５月31日）
溶連菌が小流行の兆しある。脱水症への対策として、ＯＳ－１の配達依頼あり。

７．遊楽館：入所者77名（５月31日現在）。
大震災からの復旧→復興に向かう今の時期は、ボランティアでの無償配布から、営業を再開し始め
ているお店の経済活動を損ねない様に、今後は無償配布の規模を少しずつ減らし、購入機会を増や
す方向へ持っていかなければならないとの事。
この石巻薬剤師会の薬剤師ボランティア活動の人的規模も、今後は減らしていく傾向。
この６月からは、それまでの15〜16名体制より、一気に６名位の体制に縮小される。

☆今回、私達のチームが請け負ったボランティア業務
・堀�先生：湊小学校救護所での調剤業務
・武田�先生：ＯＴＣの配達と聞き取り
・安�先生：ヤンマー診療所での調剤業務
・原田：ＯＴＣの配達と聞き取り

メンバー：堀�佳代子先生（島根）、原田�法弘先生（広島）、武田�章利先生（岡山）
活動地域：石巻市
活動期間：５月31日〜６月２日正午

報告Ⅹ　　東日本大震災　薬剤師としての支援活動
 　安　　智美

行　　　程 宿泊・移動手段
５月29日 東京　集合（日薬会館） 東京　宿泊（ホテルル�JALシティ四谷）
５月30日 ・朝　東京出発⇒午後３時、石巻入り 東京よりレンタカー
５月31日 終日活動
６月１日 終日活動

６月２日 半日活動
・13時〜15時　女川訪問⇒15時、石巻出発

石巻よりレンタカー
東京　宿泊（ホテル�JALシティ四谷）

６月３日 解散
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○石巻駅
５月30日

・15時半頃、中国ブロックの他の先生方と合流
・16時頃バイタルネットへ
・台風あとの暴風雨、高速道路事故渋滞で遅れ。
　予定していた午後からの活動はできず。
・石巻市内はひどい冠水。
・当日活動した先生方の中には、不案内な土地での冠水に、運転が怖
　かったという方も。

・白謙の笹かま。美味しいです。
石巻駅近くの商店街にあり、宿泊先の仮事務所からも徒歩10分程です。売り切れることもあると聞き、
帰りに寄った時にはミニ行列でした。地元でも有名なお店で、震災後いちはやく再開されたそうです。
東松島でのボランティア仲間の方が差し入れて下さいました。
http://www.shiraken.co.jp/

○石巻市薬剤師会仮事務所（宿泊先）
・17時頃到着。当日活動された先生方も徐々に帰宅。
・18時から、全体ミーティング。
　当日の活動報告、翌日の活動計画、　配車の手配、初参加者挨拶
・初めての活動参加者は丹野先生のお話。（この日は21時から。合間に
　入浴。夕食はカップ麺で済済ませる。）
・昼は石巻市薬剤師会の事務所として使用。
・１LDK、バス・トイレ・洗面あり。�

女性は部屋のひとつを使用。引き戸で仕切って、就寝・着替え。�男性は�LDK部分で場所を確保して就寝。
・寝袋は必須。
・共有のアルミマット・毛布あり。
　派遣薬剤師も縮小方向にある今、持参は不要と思われます。

○朝
　６時45分から、全体ミーティング
　活動終了者の挨拶、記念撮影

○移動
・配車�
　（EX.５月31日）湊小学校２名⇒ヤンマー診療所２名⇒渡波小学校１名が便乗して向かう。
　道路が冠水水しており、池の中を進むよう。
・避難経路の確認
　避難場所となっている、法山寺までの経路を確認。万が一の場合は、とにかくここまで走って逃げる。
・道路は渋滞しやすい。
　天気が良いと、ボランティアや工事の車両が増えるため
　かえって渋滞する。
○ヤンマー診療所（仮事務所から車で10分程度）
・診療時間：９：30〜15：00�
・１日の来院患者数、10名前後。
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　・処方のほとんどは、院外へ。
　・東日本大震災用処方せん。自己負担はなし。
●薬剤師の業務
・院外処方せん発行に伴う、処方せん監査、調剤薬局のご案内、調剤薬局へ在庫の問い合わせなど
・院内処方せんの調剤剤
通常、JMATチームの活動中は以上。日赤医師２名体制の間は、受付や事務のサポートもしました。

５月31日�　午前中まで�JMAT大分のチーム。医師１名、主事１名、看護師２名。
　　午後は石巻日赤から医師２名。
　　（松江日赤から３週間ほど前に来られて、普段は院内の救護支援のため活動されているそうです。）
６月１日　石巻日赤から医師２名
　　（５月31日午後と同様、名古屋第２日赤から）
６月２日　JMAT高知のチーム。�医師１名、主事２名、看護師１名
�

�
　５月の連休頃までは避難所として提供され、避難者の方が生活されていました。
避難所の縮小に伴い、現在、避難者はゼロです。ヤンマーさんのご厚意により、

駐車場の空きスペースを提供して頂いており、コンテナを
建てて仮設の診療所として運営されています。
　各避難所の診療所を縮小する方向にあり、ヤンマー診
療所は、湊小学校の診療所と統合する予定です。
　湊小学校は未だ避難者200名以上、ほとんどの教室が埋まっており生活が根付

いているため、診療所の撤退時期を定めにくい状況です。
�
＜医療の復旧＞
　６月１日から、石巻赤十字病院では保険診療が開始されています。
　石巻市内に20軒ほどの調剤薬局が再開されており、病院、診療所も本来の診療を取り戻しつつあります。
　避難所・避難所の診療所を縮小し、元の生活・元の医療を取り戻す段階にあります。
　ヤンマー診療所では、十分な医療が提供できないこと、毎回スタッフが入れ替わることなどを説明し、
再開している病院や薬局へかかることをお勧めしています。
○入浴
　仮事務所のシャワー復旧、きれいなバスであたたかいお湯が出ます。
　　＜ふたごの湯＞
　　・道の駅　上品（じょうぼん）の郷にある温泉
　　・宿泊所から、車で20分程度
　　・入浴料　500円
　　・カルシウム・ナトリウム含の泉質で、しょっぱくて、肌はつるっとします。�
　　http://www.joubon.com/homee/�
　　＜天平の湯＞
　　・宿泊所から、車で１時間程度
　　・ミッション⑦の遊楽館の近く�
　　・入浴料　500円�
　　http://www.town.wakuya.miyagi.jp/contents/3kanko/onsen/spa_index.htm
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　※温泉はどちらも21時までです。あわてて帰る事もあります。
○飲食�
・サンクス、居酒屋…徒歩圏内。（緊急用が多少あれば十分)�
←三陸名産のほやです。
　ぎょっとしますが、調理したものが出てきます。�貝のような食感。

○持ち物�
・白衣⇒病院院調剤の１カ所のみ必要。これもいずれ終了する予定。
・ベスト・名札⇒こちらで宮城県薬剤師会のジャンパーが配られる。
・デジカメ、携帯充電器…�
・手提げ用のバッグ�⇒昼食や引き継ぎ用資料などの持ち運びに。�
・ハブラシやバスセットなどの生活用品。�
・筆記用具、メモ帳、ノート�
・長靴⇒必要。これからの時期、雨で冠水も予想される。ミッションによって足場も違う。�
・医薬品集など。マスク、ティッシュ、ドライヤー⇒現地にあり。

※履物や衣類、日焼け止めなどは、天候次第です。
　直前に週間予報で現地の天気・気温など確認することをお勧めします。
　現地での生活は、ずいぶん天候に左右されます。�

写真左から、①東松島市へ寄贈された支援物資。ボランティア送迎などに使用。各社名入り。�②③復
興祭（５/29）の様子。④日和山公園から石巻市街を見渡す。⑤湊小学校に設置された
「希望の湯」

さいごに
　今回の災害時医療では、負傷者が少なかったこともあり、薬剤師の役割が大きかったようです。
JMATや日赤の諸先生方も、チーム医療の重要性を実感されたようでした。
　全国からの物心両面の支援もあり、復旧・復興に向けた兆しもあります。
　長期にわたる支援の必要を実感していますす。
　観光で訪れるのもよし、東北に笑顔がたくさん溢れることを祈るばかりです。
　今回の活動への参加は、急なことでした。５月22日から東松島ボランティアセンターで活動の最中に、
欠員の連絡を頂き、滞在先から石巻市内までは車で30分弱、スケジュールの都合も良く参加に至りました。
　イレギュラーな参加にあたり、諸先生方ににイレギュラーなお手数をおかけしました。同行の原田先
生、堀先生、武田先生、そして広島県薬剤師会の中村さん、豊見理事、宮城県薬剤師会の佐々木さん、
大日本住友製薬のみなさま、ありがとうございましした。
　活動の全体については、すでに同行の原田先生の報告にあります。丹野先生からお聞きした、震災・
津波による被害、医療の現状、支援の方向や、活動の現場の概略などがよくわかります。ここでは、前
述の部分は省いて、私なりの報告とさせていただきました。�
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参加者：満谷桂子（岡山）�梶本奈緒子（広島）�堀越由美子（広島）�青野拓郎（広島）
日程：６月２日（木）〜６月６日（月）
活動場所：石巻市・女川町
◆６月２日（木）
　15：00　仙台駅内駅レンタカー集合

　現地（石巻市薬剤師会）と電話連絡した結果、夕方のミーティングまでに石巻市薬剤師会仮事務
所へ着けばいいとのことなので石巻市到着後、救護所のある湊小学校、渡波小学校を見て回まるこ
とにしました。
　仙台市から石巻市への車中からは、報道で見るような被害は確認できませんでしたが、石巻市薬
剤師会仮事務所に近づいた頃から津波の被害を目にするようになりました。そのまま石巻街道を進
んでいくと被災した石ノ森萬画館も見えてきました。女川街道に入っていくとヘドロ臭というのか
何ともいえない臭いがしました。大潮のため冠水した道路から湊小学校、渡波小学校の各避難所の
場所を確認しました。まだ時間に余裕があったので女川町立病院も確認しておくことになり進むこ
と20分ぐらいして小高い丘を登り谷間を下りはじめると衝撃的な光景が目に入ってきました海岸線
までの家屋のほとんどが壊れていました。津波は、高さ16メートルの高台にある女川町立病院の１
階部分まで達したそうです。今は、２階で受付、診療投薬がされてます。

　18：00　石巻薬剤師会仮事務所にてミーティングが開始されました。下記の各担当から当日の活動報
告がありました。
①�湊小学校（救護所）
②�ヤンマー仮設診療所
③�女川町立病院
④�女川総合体育館
⑤�ＯＴＣの配達と聞き取り
⑥�渡波（わたのは）小学校（救護所））
⑦�遊楽館
その後、明日の担当について話し合いがあり、担当者の決定、引き継ぎが行われました。

◆６月３日（金）
　５：30　起床
　６：45　ミーティングの後、丹野先生（宮城県薬剤師会副会長）からの震災に関するレクチャー

３日間の担当は、下記のとおりになりました。
満谷先生は、３日間　湊小学校救護所

報告Ⅺ　　東日本大震災災害派遣報告
 中国ブロック　広島支部　青野　拓郎
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堀越先生は、３日間　渡波小学校救護所
梶本先生は、初日が、ＯＴＣ聞き取り、２、３日目がヤンマー仮設診療所
私は、１、２日目はＯＴＣ聞き取り、３日目は害虫駆除事業

　９：00　梶本先生と一緒にバイタルネットより女川町方面へＯＴＣの聞き取り調査へ出発。女川第３
小学校、女川第一保育園、女川勤労青少年センター等をまわり環境状態、不足しているＯＴＣに
ついての聞き取りを行いました。

　18：00　ミーティング　茨城県チーム活動終了信越ブロックチーム活動参加
◆６月４日（土）
　新潟県薬事情報センターの諏訪先生と女川町方面へＯＴＣの配達、及び聞き取り調査へ出発。５月
の連休明け以来訪問できていなかった保福寺に行ってみると２週間ほど前に昨日訪問した女川第３小
学校へ移ったとのことでした。女川町公民館御前分館、海泉閣での環境状態聞き取りでは蠅の増加が
問題になっていました。ＯＴＣの要望もバポナや殺虫スプレーが多くなっていました。帰路に渡波小
学校のＯＴＣの整理にも参加しました。近畿ブロックチーム入れ替え
◆６月５日（日）
　ミーティング終了後丹野先生、諏訪先生及び近畿ブロックの千木良先生、細見先生と石巻の避難所
への殺虫剤配布事業へ参加しました。
　８：30に湊小学校へ宮城県薬剤師会、石巻市薬剤師会及び私たち４名を含め50人弱の薬剤師が参加
しました。業者の方から殺虫剤の希釈方法及び散布方法の説明を受けた後、７グループに分かれて20
カ所の避難所を回り説明及びデモンストレーションを実施しました。この日の宮城テレビのニュース
でも紹介されました。中国ブロック活動終了、四国ブロック活動参加

　18：00　最後のミーティング参加
　　　仙台へ移動
◆６月６日（月）
　レンタカーを返却し帰路につく

　近隣の診療所、薬局が徐々に復旧してきており６月末で仮設診療所が閉鎖になったり、救護所、避難
所も縮小する傾向にあり少しずつではあるが自立の道を歩み始めていることを実感しました。
　戻ってから数日後に実務実習生15人に薬剤師の災害時活動（「薬局薬剤師の災害時対策マニュアル」
を基に）というＰＰＴ資料で集合研修を実施しましたが、今回の体験も含めて話すのに非常に良い資料
でした（日薬ＨＰにあります）。ぜひご活用を！
　同行して頂いた皆さん、お世話をして頂いた各薬剤師会の方々、そして一番大変かもしれない後方
支援して頂いた薬局の皆さんありがとうございました。
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活動期間�６月２日〜６月５日
メンバー　青野拓郎先生　満谷桂子先生　梶本奈緒子先生　堀越由美子
日　　程
６月２日
15：00　ＪＲ駅レンタカー仙台駅集合。今回６月派遣より、仙台駅集合

レンタカーにて石巻へ出発。災害優先電話に連絡し、17�時半頃に石巻薬剤師会仮事務所に
到着するように指示を受ける。石巻到着後、時間が少しあったので、活動場所の確認を兼ね、
湊・渡波地区から女川町まで足を伸ばした。

18：00　ミーティング
活動チーム毎の報告
翌日の担当の決定及び配車
前回は参加者からリーダー選んでいましたが、今は大日本住友製薬の薬剤師資格を持つ社員さ
んが３名ずつ一年間支援に入られていて、私たちのコーディネート役をして下さいました。

６月３日〜５日
５：30　起床
６：45　ミーティング
　　　　（初日のみ、丹野先生よりの新規ボランティアへのレクチャー）
７：30〜８：00　活動場所への出発
　　　　　　　　各分担での活動
18：00　ミーティング
23：00　就寝
　　　　（５日はミーティング終了後、仙台に。チサンホテル泊）
６月６日　移動日
　宿舎の状況等は前にご報告下さっている先生方に加えて新しいことは無いようなので割愛させていた
だきます。
活動
　３日間、渡波小学校の診療所を担当させて頂きました。

業務マニュアル
担当大学チームの薬剤師さんが改訂を重ねておられ、USB�もっていけば、データもらえます。
業務内容
　院内調剤、投薬。
　院外処方箋の不備がないかのチェックし、患者さんへの説明。

支援の形も変わり、災害用処方箋は、前回は半券を患者さんに渡し処方箋を日赤ＨＰに回しメロンパンチームの巡回
で配られていましたが、今は、患者さんに処方箋の方を渡し、再開した薬局でもらう（無料）という形に変わってい
る（一部メロンパンに回るものもあり。）

　渡波では、最寄りの岡部薬局さん（土曜の午後・日曜休）が、徒歩５分位のところで営業始められて
います。殆どの方が抵抗無く持って行ってもらえます。
　土日は院内が多少増えるものの、徒歩20分位のイオンの薬局で対応可なので、できるだけ院外になっ
ています。
　医師の先生方も、カルテから被災前にかかりつけだった医院が再開されているとの確認をされ、患者
さんがバスを使って行くことができる方法を見つけて看護師さんにバスの時刻表のコピーを準備指示さ
れていました。
　診療所入り口にＯＴＣを無料で配布のＰＯＰがまだ貼ってあった為、夜のミーティングで確認。

報告Ⅻ　　災害派遣薬剤師ボランティア報告
 福山支部　堀越　由美子
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　避難所のＯＴＣの常備薬は、リーダーさんが管理される物のみとし、診療所内のＯＴＣはＯＳ－１を
除き撤収することとなりました。
　翌日ＯＴＣ班の方のフォローを頂いて、撤収しました。
　渡波ではまだ、水道は復旧しておらずトイレは仮設トイレです。
　ハエも大型になり、数も多いです。
　５日、青野先生も参加された消毒活動がありました。仙台から応援の薬剤師さん多数来られて、避難
所トイレ等の消毒実施、及び住んでおられる方への指導されました。
　公衆衛生も薬剤師の担う仕事とし、職能を生かす幅が広がることを学びました。

　　
　渡波小で毎日のように善意の炊き出し・慰問イベントがあります。避難所の50名の方が北海道旅行に
招待されてバスで出かけていかれました。
　心をしっかり癒されてから、本来ある場所に戻って行くことのできるような、そして息の長い支援を
することが大切に思います。

　四月末に石巻入りした時には、桜満開の日和山公園とその眼下に広がる壊滅的様相の対照に言葉もあ
りませんでした。連休前で市街地は瓦礫を片付けるボランティア、自衛隊、行政の人たちが溢れそのお
蔭で、まだまだというものの市街地はずいぶんきれいになっています。
　最後に、移動日、東京乗換え時に、数時間の寄り道をしました。
　新宿で、「エクレールお菓子放浪記」という映画をみてきました。
　震災前の美しい石巻で撮影された最後の映像だろうとのこと。
　北上川原のよし原（日本の音風景百選）、150�年の歴史のある岡田劇場など貴重な映像です。これら
は津波で流されたそうです。
　多くの市民の方が参加でされ、570�人のエキストラのうち400�人が石巻の方だとか。
　映画の最後のスタッフロールで、全ての方のお名前が流れます。
　宮城県薬の丹野先生もエキストラ出演されているとお聞きしました。お名前をスクリーンで確認して
きました。
　広島での公開はまだのようですが、災害支援映画とのこと。チェックしてみて下さい。
　http：//movie.goo.ne.jp/special/eclair/movie.html　　　http：//www.eclair-okashi.com/
　今回ボランティア活動に参加させていただき、薬剤師の職能を再確認しました。
　また、同じ気持ちの先生方とご一緒できて、多くを学ばせてもらいました。
　思いを行動に出来る機会を与えて頂きましたことに、県薬剤師会に感謝いたします。また、快く送り
出してくださった職場の方たちにも感謝いたします。

鳥取琴浦町　ゲゲゲの鬼太郎

石巻薬剤師会仮事務所

愛知　名古屋韓友会

渡波小学校診療所

アートセラピー�　スプレーアート

６月より支援人数少数に
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血液凝固阻止剤の休薬期間について
　血液凝固阻止剤（抗凝固薬・抗血小板薬）は、ハイリスク薬に分類されており、「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」（日本薬剤師会作成）では、特に注意すべき事
項として、検査・手術・抜歯前の服薬休止期間と服用再開の確認が求められています。
　血液凝固阻止剤の使用に際しては、血栓症の発症を予防しつつ、一方で、出血性偶発症を増加させな
いことが重要です。近年、日本循環器学会および日本消化器内視鏡学会が、それぞれ「循環器疾患にお
ける抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン（2009年改訂版）」と「内視鏡治療時の抗凝固薬、抗
血小板薬使用に関する指針」において一定の指針を示しました。しかし、いずれのガイドラインも、全
ての血液凝固阻止剤については触れていません。また、出血や血栓形成のリスクは個人差が大きいこと、
あるいは対象疾患や対象部位などにより異なることから、服薬中止によるリスク、出血の程度、薬剤の
特性（作用メカニズム・作用強度・持続時間など）を考慮しながら、個々の症例で十分な検討を行う必
要があるとしています。

原田　修江

表１　経口血液凝固阻害剤の作用機序・血中濃度半減期

分類 一般名 商品名（例） 作用機序・血中濃度半減期

抗
凝
固
薬

ワルファリンカリウム ワーファリン ビタミンＫ依存性凝固因子の第Ⅱ（プロトロンビン）、Ⅶ、Ⅸ、
Ⅹ因子の蛋白合成阻害　【可逆的】　t1/2=60 〜 133 時間

ダビガトランエテキシ
ラートメタンスルホン酸 プラザキサ

トロンビンの触媒反応阻害
【可逆的】　t1/2=11 〜 12 時間

抗
血
小
板
薬

チクロピジン塩酸塩 パナルジン
血小板膜GPⅡ b/ Ⅲ a 拮抗
アデニレートシクラーゼ活性増強
【不可逆的】　t1/2=1.6 時間

クロピドグレル硫酸塩 プラビックス チクロピジン塩酸塩と同じ。　【不可逆的】　t1/2=7 時間

シロスタゾール プレタール 血小板 cGMP（ホスホジエステラーゼ）阻害
【可逆的】　t1/2=18 時間

イコサペント酸エチル エパデール 血小板膜イコサペント酸含有量増加
TXA2 産生抑制【不可逆的】

ベラプロストナトリウム

ドルナー、
プロサイリン アデニレートシクラーゼ活性増強（血小板、血管平滑筋）

【可逆的】　t1/2=1.1 時間ケアロード LA、
ベラサスLA

リマプロストアルファ
デクス

プロレナール、
オパルモン

ベラプロストナトリウムと同じ。
【可逆的】　t1/2=0.45 時間

サルボクレラート塩酸塩 アンプラーグ 選択的 5-HT2 受容体拮抗（血小板、血管平滑筋）
【可逆的】　t1/2=0.75 時間

アスピリン（配合） バファリン、
バイアスピリン 血小板シクロオキシゲナーゼ阻害　【不可逆的】　t1/2 ／２=0.4 時間

ジピリダモール ペルサンチン 血小板ホスホジエステラーゼ阻害、cAMP上昇、血管拡張
【可逆的】　t1/2=1.7 時間

GP：血小板糖タンパク質（グリコプロテイン）　
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表２　ワルファリンの休薬期間　【日本循環器病学会】

表３　抗血小板薬の休薬期間　【日本循環器病学】

抜 歯 ・INRを治療域にコントロールした上で、内服継続下での抜歯。（クラスⅡa）

内 視 鏡

・観察時は内服継続。（クラスⅡa）
・生検などの低リスク手技時もポリペクトミーなどの高リスク手技時も、中止な
いし減量し、INRを1.5以下に調整する。（クラスⅡa）
・血栓塞栓症の高リスク状態では、ヘパリン置換療法を考慮する。（クラスⅡ a）

体表の小手術
・術後出血への対応が容易な場合は、内服継続下で施行。（クラスⅡa）
・出血性合併症が起こった場合の対処が困難な体表の小手術や、ペースメーカ植
込み術では、大手術に準じる。（クラスⅡa）

大 手 術

・術前３〜５日までに中止し、半減期の短いヘパリンによる術前抗凝固療法への
変更。高リスク状態では、APTTが正常対照値の1.5〜2.5倍に延長するように
ヘパリン投与量を調整する。術前４〜６時間からヘパリンを中止するか、手術
直前に硫酸プロタミンでヘパリンの効果を中和する。いずれの場合も手術直前
にAPTTを確認して手術に臨む。（クラスⅡa）
・術後は可及的速やかにヘパリンを再開する。病態が安定したら、ワルファリン
療法を再開し、INRが治療域に入ったらヘパリンを中止する。（クラスⅡa）

クラスⅠ：有益／有効であるという根拠があり、適応であることが一般に同意されている
クラスⅡa：有益／有効であるという意見が多いもの
クラスⅡb：有益／有効であるという意見が少ないもの
クラスⅢ：有益／有効でない〜有害であり、適応でないことで意見が一致している

APTT：活性化部分トロンボプラスチン時間

抜　　　歯 ・内服継続下での抜歯。（クラスⅡa）

内視鏡
低リスク手技

・アスピリンは３日間、チクロピジンは５日間、両者の併用では７日間、休
薬する。（クラスⅡa）

高リスク手技
・アスピリンは７日間、チクロピジンは10〜14日間、休薬する。
　（クラスⅡa）

体表の小手術

・術後出血への対応が容易な場合は、内服継続下で施行。（クラスⅡa）
・出血性合併症が起こった場合の対処が困難な場合、ペースメーカ植込み術
では、大手術に準じる。
・白内障手術は、内服継続。（クラスⅡa）

大　手　術
・アスピリン、チクロピジン、クロピドグレルは術前７〜14日から、シロス
タゾールは�３日前から中止。その間の血栓塞栓症の高リスク状態では、
脱水の回避、輸液、�ヘパリンの投与などを考慮する。（クラスⅡa）

クラス分類は、表２を参照。

◆循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン（2009年改訂版）
� 　【日本循環器学会】
　日本循環器学会では、抜歯や体表の小手術など出血が少なく出血しても止血が容易な場合と、出血・
血栓リスクの高い大手術とに分けて指針を示しています（表２、３）。抜歯や止血が容易な体表面の小
手術では、基本的に血液凝固阻止剤の内服を継続したまま処置を行うこと、休薬による血栓リスクの高
い場合は、処置の延期やヘパリン置換療法を考慮することとしています。
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〈参考資料〉
・循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン（2009年改訂版）
・内視鏡治療時の抗凝固薬、抗血小板薬使用に関する指針.�日本消化器内視鏡学会雑誌2005;47:2691-5
・診断と治療,�98（2）,�293,2010　・日病薬誌.�43（5）,�619,2007
・日経メディカル　2008年4月号　p.42　・日経メディカル　2010年５月号　p.22

◆内視鏡治療時の抗凝固薬、抗血小板薬使用に関する指針【日本内視鏡学会】
� �血液凝固阻止剤使用例の内視鏡検査時の偶発症としては、出血の報告は少なく、休薬中の血栓症の発
症報告がときに見られます。そのほとんどはワルファリン中止時であり、アスピリンなど抗血小板薬の
３〜５日程度の中止による血栓発症の報告は少ないようです。ワルファリンでは、その作用メカニズム
から、中止・再開後に一時的に血栓形成が亢進するリバウンド現象が起きやすいことが関与していると
考えられています。
　内視鏡検査時の偶発症発症リスクは、生検の対象部位や大きさ、内視鏡手技、原疾患などに影響を受
けることから、日本消化器内視鏡学会では、対象疾患と内視鏡手技の危険度を表4のように定めて、血
液凝固阻止剤の休薬期間を設定しています（表５、６）。

◆休薬後の再開時期について��
　休薬後の再開時期については、いずれのガイドラインでも明確に示されていません。術後は全身の凝
固能が亢進し、術前より血栓リスクが高くなるため、早期に再開することが重要と考えられていますが、
ガイドラインでは、記載されていなかったり、「出血のないことを確認後、あるいは、後出血の危険が
ないと考えられる時点で」との記載に留まっています。

・アスピリンは３日間、チクロピジンは５日間、両者の併用では７日間の中止を基準とする。
・極端に出血の危険性が高い手技の場合は、アスピリンは７日、チクロピジンは10〜14日間中止し、
その間、血栓塞栓症の高リスク状態では、脱水の回避とヘパリン投与を考慮する。

表５　内視鏡治療時におけるワルファリンの休薬期間　【日本消化器内視鏡学会】

表６　内視鏡治療時における抗血小板薬の休薬期間【日本消化器内視鏡学会】

低リスク手技 ・３〜４日間中止後、施行。
・施行前に、INRが1.5以下であることを確認することが望ましい。

高リスク手技
・３〜４日間中止後、INRが1.5以下であることを確認し、施行。
・治療直後も血栓塞栓の危険性の高い症例（人工置換術後など）には、ヘパリン置
換も考慮する。ただし、出血に対する配慮をより慎重に行う必要がある。

服 薬 再 開
・出血のないことを確認し、さらに、後出血の危険がないと考えられる時点で再開
する。
・高リスク状態（人工弁置換術後など）では、INRが術後治療域に達していない場
合は、ヘパリン点滴静注を行う。

対象疾患による分類 内視鏡治療手技による分類

高リスク
弁膜症を合併する心房細動、僧帽弁機械弁
置換後、機械弁置換後の血栓塞栓症の既往
のある症例、人工弁設置など

超音波ガイド下穿刺、消化管ブジー拡
張、粘膜切除法（狭義のEMRやESDを含
む）、ポリペクトミー、EST、PEG、胃・
食道静脈瘤治療など

低リスク 合併症のない深部静脈血栓、合併症のない
心房細動など

生検、粘膜凝固、マーキング、クリッピン
グ、消化管および膵・胆道ステント挿入など

表４　抗凝固療法・抗血小板療法の対象疾患、内視鏡治療手技によるリスク分類　【日本消化器内視鏡学会】
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お薬相談電話　事例集 お薬相談電話　事例集 No.71No.71

　抗アレルギー点眼薬は効能効果、処方のポイント、pH、浸透圧比を比較すると表のようになります。
用法はペミロラストカリウムのみ1日2回、それ以外は1日4回の投与です。すべての抗アレルギー点眼液
は室温保存、トラニラストとオロパタジン塩酸塩は遮光の必要があります。ドライアイを合併している症
例などでは、防腐剤を含まない1回使い捨てタイプの製剤(UD)や特殊な二重容器の製剤（PF）の使用が望
ましいと考えられます。

表．抗アレルギー点眼薬比較

　点眼液による刺激・違和感は、主に製品のpH、浸透圧比、刺激成分などに原因があると考えられます
（涙液はpH7.45、浸透圧比1.0）。多くの点眼液ではpH調整されていますが、中性領域では溶解しにく
く酸性やアルカリ性に傾く場合があります。浸透圧比は等張化剤で生理食塩液（浸透圧比1）と同じに調
整していますが、薬効や安定性を維持するために1以上または1以下になる製品もあります。

抗アレルギー点眼薬の比較

製品名（一般名） 効能効果 処方のポイントなど pH
（浸透圧比）

化
学
伝
達
物
質
遊
離
抑
制
薬

インタール点眼液 2%
インタール点眼液UD2%
( クロモグリク酸ナトリウム )

アレルギー性結膜炎
春季カタル

最も古くから用いられてお
り、安全性、有効性が確立し
ている。

4.0 ～ 7.0
(0.25UD:
約 1.1)

エリックス点眼液 0.25%
( アンレキサノクス )

アレルギー性結膜炎
花粉症
春季カタル

化学伝達物質遊離抑制作用。 6.8 ～ 7.8
( 約 1.1)

アレギサール点眼液 0.1%
ペミラストン点眼液 0.1%
（ペミロラストカリウム）

アレルギー性結膜炎
春季カタル

結膜滞留性があり、1日2回
点眼でよい。

7.5 ～ 8.5
(0.7～0.9)

リザベン点眼液 0.5%
トラメラス点眼液 0.5%
トラメラス点眼液PF0.5%
（トラニラスト）

アレルギー性結膜炎
線維芽細胞抑制作用があり、
結膜濾胞の縮小が期待でき
る。

7.0 ～ 8.0
(0.9～1.1)

アイビナール点眼液 0.01%
ケタス点眼液 0.01%
（イブジラスト）

アレルギー性結膜炎
花粉症

膜安定化作用の他に好酸球、
好中球からのNO酸性抑制作
用もある。

5.5 ～ 7.0
( 約１)

ゼペリン点眼液
（アシタザノラスト水和物） アレルギー性結膜炎 化学伝達物質遊離抑制作用が

強い。
4.5 ～ 6.0
( 約１)

H 1

拮
抗
薬

ザジテン点眼液 0.05%
ザジテン点眼液UD0.05%
（ケトチフェンフマル酸塩）

アレルギー性結膜炎
化学伝達物質遊離抑制作用と
抗ヒスタミン作用を持つ。点
眼時にやや刺激が強い。

4.8 ～ 5.8
(0. ７～ 1.0)

リボスチン点眼液 0.025%
（レボカバスチン塩酸塩） アレルギー性結膜炎

化学伝達物質遊離抑制作用は
ない。懸濁剤のため使用前に
よく振盪する。

6.0 ～ 8.0
(2.8～3.8)

パタノール点眼液 0.1%
（オロパタジン塩酸塩） アレルギー性結膜炎 化学伝達物質遊離抑制作用と

抗ヒスタミン作用を持つ。
約 7.0
0.9 ～ 1.1

【参考資料】月刊薬事49（13）2007，アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン（第２版），治療薬ハンドブッ
ク2011，日本医事新報No.4430
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厚生労働省医薬食品局

医薬品・医療機器等
安全性情報

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等の情報をもとに、医薬品・
医療機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）
又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。

厚生労働省医薬食品局
平成23年（2011年）５月

◎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

☎
03-3595-2435（直通）
03-5253-1111（内線）2755、2750、2751

（Fax）03-3508-4364
｛



　
��暑くなって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。夏バテをしないよう、しっかりと体力を
つけて、乗り切りたいものです。
　さて、今回の検査センターだよりは、「クロム」について述べて参りたいと思います。
　クロムは原子番号24の元素で、元素記号は「Cr」、銀白色で硬い金属です。空気や水には酸化され
ず、耐食性に優れ、耐熱性、耐摩耗性にも強いという特徴があります。

【用途】
　金属としての利用は、光沢があること、固いこと、耐食性があることを利用したクロムめっきとして
の用途が大きく、また、鉄とニッケルと10.5%以上のクロムを含む合金はステンレス鋼として利用され
ています。

【毒性】
　クロムの原子価には、二価、三価、六価があり、中でも六価クロムは毒性が強く、経口LD50は
19.8mg/kgです。また、発がん性があることも知られています。
　六価クロムの毒性作用は、強い酸化作用があり、皮膚や粘膜に付着した状態を放置すると、皮膚炎や
腫瘍の原因になります。特徴的な上気道炎の症状として、クロム酸工場の労働者に鼻中隔穿孔が多発し
たことが知られています。
　発がん性物質としては、多量に肺に吸入した場合に呼吸機能を阻害し、長期的には肺癌に繋がりま
す。また、消化器系にも影響するとされ、長期間の摂取は肝臓障害・貧血・大腸癌・胃癌などの原因に
なるといわれております。

【環境】
　クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されています。環境中天然に存在するクロムの原子価は三価
のものにほぼ限られ、六価の存在があるとすれば、人為的なものと考えられます。
　過去に六価クロム汚染の事例として、水道の地下水源や家庭用井戸等に、めっき廃水が地下浸透し、
汚染したということがありました。

【人体への影響】
　クロムはヒトの体内に２〜10�mg含まれており、生体において微量必須元素です。
　不足するとグルコース、脂質、タンパク質代謝系に障害を生じます。
　また、毒性も前述のとおり、六価クロムを含む空気やダストを吸入すると、鼻腔隔の潰瘍や肺活量の
減少などの呼吸器系の障害も起こります。

【検査】
　当センターにおいても、水質検査の項目にあります「六価クロム化合物」の検査に対応しております。
　お気軽にお問い合わせください。

参考文献：愛知県衛生研究所のHP
　　　　���上水試験方法2001（解説）

城﨑　利裕
「クロム」についてのお話
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～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

　万年筆は、相変わらず、適当に手に入れているが、未だに、手に入っていないタイプもいくつかある。

◦ブライヤー　　　　ブライヤー（喫煙パイプ素材として用いる木材）製の軸。磨きながらエイジン
グを楽しむのには、最適。

◦竹風　　　　　　　竹を模したセルロイド軸。色はもちろんグリーンマーブル。実は30余年前に、
　　　　　　　　　　東京の大丸デパートで、実演販売なさっていた、名人　故　岩 本 止 郎　氏作

のものを手に入れていたが、アクシデントで紛失に至り、今日まで類似のもの
は手に入っていない。是非、もう一度と思っている。

◦スーパー500　　　1959年発売のパイロット製。それまでの国産品のレベルを大きく引き離した
逸品で、少数製造でコレクター人気も国内外を問わず高いため、おそらく手に
入れるのは、至難の業。

◦リビエール925　　プラチナ製リビエールの925（スターリングシルバー）シリーズの中で、エ
ナメルで模様を転写したもの。

　等々、枚挙に暇がないが、昨年遂に上述並みの幻のモデルが手に入った。
　ドイツのLAMY製「LAMY 27」。1952年にスタートした同社の初期における代表的名品である。
現在LAMYといえば、1966年より今も販売されている「LAMY 2000」が代表的モデルだが、これ
より前の製品は非常に希少なものである。写真すら満足にない。
　某万年筆研究会の関西大会にてGETした。新品で超御買得プライスで非常にラッキーであった。
キャップは金張り、ボディーはネイビーブルー。ボディ吸入式でペン先はインサート式の14金。
　最近は、50・60年代の西ドイツ製マイナー系がお気に入りである。

尽きない高望み
羅　焚　屋
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19 原田整形
外科病院

金尾医院
安幼稚園

★

上安駅
アストラムライン動物園入口

安小

大本内科医院

　昭和62年７月に、アラタ薬局として開局し、

はや24年目を無事迎えております。

　医薬分業が、本格的に始まろうとしている

時でしたが、はじめての保険請求はまだ、手

書きの時代で10日までに間に合うのかと、ヒ

ヤヒヤしながら、夜遅くまでレセプトに取り

組んでいたものです。おかげ様で、アラタ薬

局開局３年後には、２店舗目も開局する事が

でき、また良きスタッフにも恵まれ感謝して

おります。うさぎ薬局の皆、ありがとう。こ

れからもよろしくお願いします。

　薬局としては、開局以来、医療機関の皆様

や、患者さんの信頼を得ることを常に思い、

健康維持・予防など、なんでも相談して頂き、

気軽に声をかけて頂ける地域密着のかかりつ

け薬局を目標としております。また、いつも

お世話になっている薬の卸さんや、機械メー

カー様、薬メーカー様、常にタイムリーな情

報提供をしてくれ、大変感謝しています。あ

りがとうございます。

　私は、冬でも半袖の白衣を着用しているの

ですが、周りの方々が（半袖の先生）と呼ん

でいるみたいです。つい最近（20数年たって

いますが）知りました……今年の冬は長袖に

チャレンジしてみます。…

　また、私達の地域の安佐薬剤師会の中で、

役員をさせて頂いておりますが、私もちょっ

と年をとってしまいました。今後、安佐薬剤

師会を、ひっぱって行ってもらう、若い力を

育ててバトンタッチして行くことも、私の責

務と思い、もうひと踏ん張り頑張って参りた

いと思います。

　最後になりましたが、この度の東日本大震

災において、被害に会われた方々に、心より

お見舞い申し上げます。微力ではありますが、

出来る事からして行ければと思っております。

皆様と一緒に頑張って行ければと思います。

ア ラ タ 薬 局
広島市安佐南区上安2－5－26

昭和62年７月開局

次回は、福山支部 小林薬局さんです。
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「薬局・薬剤師のための調剤事故防止マニュアル�

第２版」

編　　集：日本薬剤師会

発　　行：株式会社　薬事日報社

判　　型：B５判　124頁

価　　格：定　　価　2,940円

　　　　　会員価格　2,600円

送　　料：１部　450円

「薬剤師のための研究発表術－ワンステップ上を

目指す臨床薬剤師のために－」

著　　者：横井�正之�氏（滋賀県薬剤師会常務理

事、パスカル薬局代表）

発　　行：株式会社メディカル�ドゥ

判　　型：Ａ５判　192頁

価　　格：定　　価　2,940円

　　　　　会員価格　2,640円

送　　料：１部　80円

「薬剤師が知っておきたい法律・制度」

編　　集：白神�誠�氏（日本大学薬学部教授）

発　　行：株式会社　じほう

判　　型：Ｂ５判　300頁

価　　格：定　　価　2,415円

　　　　　会員価格　2,200円

送　　料：１部　500円

「賢いジェネリック医薬品との付き合い方」

著　　者：横井�正之�氏（滋賀県薬剤師会常務理

事、パスカル薬局代表）

発　　行：株式会社メディカル�ドゥ

判　　型：Ａ５判　172頁

価　　格：定　　価　2,940円

　　　　　会員価格　2,640円

送　　料：１部　80円

※価格はすべて税込みです。

広島県薬剤師会誌　2011��Vol.36��No.4 121



次のとおり夏期休業いたします。
よろしくお願いします。
８月13日（土）〜 16日（火）

夏期休業のお知らせ

広島県薬剤師会では、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（高松

市）にて会員研究発表（口頭発表・ポスター）の発表者に対して旅費等の支援を行います。

支援対象：10名程度（発表者のみ）　
応募方法：県薬事務局（担当：木下）までメールにてお申し込みください。
　　　　　なお、日本薬剤師会雑誌７月号の開催案内に詳細は掲載される予定です。

応募締切：平成23年８月５日（金）
採否について：選考委員会にて決定し、ご連絡いたします。

選考委員は、学術・研修担当者と保険薬局部会研修担当者から選任します。

また、本年福山市で開催する第32回広島県薬剤師会学術大会でも発表していただきます。

第50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会員発表支援について

広島県薬剤師会事務局
〒730－8601　広島市中区富士見町11－42�広島県薬剤師會館内
TEL�082－246－4317（代）
Ｅ－mail：yakujimu@hiroyaku.or.jp
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薬剤師国家試験 正答・解説
解 説

ポイント

13頁　問127

Ans. ５

解 説

ポイント

20頁　問212

Ans. ２

解 説

ポイント

54頁　問178

Ans. ２

９6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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７ 2011
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松下　憲明　　青野　拓郎　　二川　　勝　　藤山　りさ
池田　和彦　　村上　孝枝　　山岡　紀子　　原田　修江
後藤　佳恵

編集委員

　東日本大震災における派遣薬剤師の活躍は、マス
コミからも注目され連日報道されていた。たとえ現
地へ赴くことはできなくても、できることはある。
被災地へ向かう人や物資のフォロー、また、災害発
生時に薬剤師がどのような仕事をするのかを一般の
人々にむけて地域で啓発することも支援活動の一つ
であると考える。� 〈Ｋ－Ｚ〉

　東日本大震災、３ヶ月以上過ぎましたが
復興も亀の歩みです。
　（県薬からの支援薬剤師派遣の活動報告
を、ページを割いて載せてあります。頭の
下がる活動です。写真からも甚大な被害の
様子が見えます。
　もう一つ頭の下がる記事を。第40回総会
での日本薬剤師会有功賞他各賞を受賞され
た先生方、永年の御苦労に対し、おめでと
うございます。
　これからも益々の薬剤師職能の発揮をお
願いします。� 〈ま〉

　むし暑い中、ＡＤの薬も次々
に発売されるけど、配合剤の方
が更にますます発売され、やや
こしくて追いつけません。
　覚えられてないのはＡＤのせ
いにするか、暑いせいにする
か。
　今はまだ、暑さのため頭が
ボーとするということにしてお
こう。
� 〈Ｔ２〉

　還暦絡みで昨年・今年と同窓会のご案
内が次々と入ります。
　今月あった高校の同窓会は、いつもの
倍以上の出席がありました。
　卒業以来の懐かしい顔の多いこと…
　白髪混じりだがニコニコしている顔は
若い時のままです。
　最後に校歌斉唱。高音がうまく出せな
い…　　ショック！� 〈396〉

　最近嬉しかったこと。雑草だと思って
抜いた草、庭の片隅の空いた鉢になにげ
なく置いていたところ、蕾をつけ、薄赤
紫色の釣り鐘のような花がたくさん咲
きました。調べると「蛍袋」という植
物でした。花言葉は、“愛らしさ�誠実�
忠実�正義”だとか。捨てなくて良かっ
た・・・^o^／� 〈水無月〉

　東日本大震災当日に東京にいてあのすごい揺
れを体験しました。
　新橋駅前の大型スクリーンでせまりくる津波
のニュースの中継をみてすごく怖かったのを覚
えてます。６月に石巻へ行きがれきとなった町
を見ました。でも少しずつではありますが復興
にむけて動きつつありました。10月にまた訪れ
る予定です。� ＜ターボ＞

　３月11日私と息子は新幹線の中で訳も分から
ずに４時間とじこめられていました。あんな大
震災になっていようとは思いもせず・・
　人間として薬剤師としてできることがないか
とジレンマを抱えボランティアに行かれる先生
方の行動力には頭が下がる思いです・・・　　
� 〈つばみ〉
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平成23年５月24日
広島県薬剤師会保険薬局部会

１．一包化算定（同銘柄容量違いの投薬）について
　同銘柄容量違いの投薬は、調剤報酬剤上は同じ薬と解釈します。
�
　１）ルボックス錠25　１錠
　　　Ａ錠　　　　　　１錠　　朝食後服用　14日分
�
　２）ルボックス錠50　１錠　　夕食後服用　14日分
＜上記一包化＞
�
　ルボックス錠は、同銘柄容量違なので朝夕食後と解釈されます。
　従って朝夕食後、朝食後でそれぞれ一包化加算の対象となります。

　１）ルボックス錠25　１錠　　朝食後服用　14日分
�
　２）ルボックス錠50　１錠　　夕食後服用　14日分

　３）Ｂ錠　　　　　　２錠　朝夕食後服用　14日分
　＜上記一包化＞

　朝夕食後の１剤しかないことになり、調剤料は１剤分のみ、一包化加算も算定不可です。
　この二つの例は、調剤の手間などを考えると、点数が矛盾していますが、現在の算定要件ではこのよ
うになります。

２．外用液剤だけを混合しての自家製剤加算が見受けられます。
　自家製剤加算は、市販されている医薬品の剤型では対応できない場合に、医師の指示に基づき、特殊
な技術工夫（基本的には剤形の変更）をした場合に、算定できます。
　例）主薬を溶解して、点眼剤を無菌に製すること。

従って、人工涙液マイティア点眼液とプリビナ点眼液を混ぜるだけでは、自家製剤加算は、算定
できません。液剤の計量混合加算となります。
また、大塚蒸留水とトラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」（旧商品名トーク点鼻液）を混ぜて
も、自家製剤加算は、もちろん算定できませんし、蒸留水が注射剤ですので、適応外使用のた
め、計量混合加算も算定できません。

保険薬局ニュース
平 成 23 年 ７ 月 １ 日

Vol.19No.4（No.104）

広島県薬剤師会保険薬局部会
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３．チャンピックスの請求について、誤りが見受けられます。
　１）チャンピックス0.5mg　１錠　　１日１回服用　　　　　３日分
　２）チャンピックス0.5mg　２錠　　１日２回朝夕食後服用　４日分
　３）チャンピックス１mg　�２錠　　１日２回朝夕食後服用　７日分
　同銘柄容量違いの連続投薬として、14日分　63点となります。
　レセプトコンピュータの入力方法もご確認ください。

４．単シロップは矯味剤なので、単独では調剤料を算定できません。

５．単シロップを混合しての特別の乳幼児用製剤について
　特別の乳幼児用製剤とは、患者の特性に合わせて、特別な工夫をした場合に、算定できるもので
す。従って、乳幼児に処方された液剤に、単シロップを加えただけでは、「特別の乳幼児用製剤」の
計量混合調剤加算は算定できません。
　
　また、一部の散剤が少量ということのみでは、算定できません（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計量混合調剤加算・自家製剤加算については、散剤や錠剤を粉砕したもの
が、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、その乳幼児には服用でき
ないため、特別な工夫（矯味剤やグミに加工）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。

※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。

６．医師の指示による別剤での調剤料
　医師の指示により、ビオフェルミンや咳止めなどを別包として調剤しても、調剤料や計量混合調剤
加算を別に算定することはできません。
　同時服用の散剤を別調剤して、別剤と認められるのは、配合不適等調剤技術上の必要性から個別に
調剤した場合のみです。
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薬価基準収載医薬品（平成23年５月20日付）
（５成分７品目）
[内用薬]

商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 会社名

メインテート錠0.625
（田辺三菱製薬）
TA11

ビソプロロールフマル酸塩

次の状態で、アンジオテンシン
変換酵素阻害薬又はアンジオ
テンシンII受容体拮抗薬、利尿
薬、ジギタリス製剤等の基礎治
療を受けている患者
虚血性心疾患又は拡張型心筋症
に基づく慢性心不全

0.625mg1錠 26.60

・従来の『メインテート錠
2.5/同錠5』に、「虚血
性心疾患又は拡張型心筋
症に基づく慢性心不全」
の効能・効果が追加され
たことに伴い新規格を追
加。

セベラマー塩酸塩錠
400mg「G」
（中外製薬）
RENAGEL　400

セベラマー塩酸塩

下記患者における高リン血症の
改善
透析中の慢性腎不全患者

400mg1錠 39.00

・「レナジェル錠250mg」
の代替品として緊急輸入。セベラマー塩酸塩錠

800mg「G」
（中外製薬）
RENAGEL　800

800mg1錠 57.30

ツインラインNF配合
経腸用液
（イーエヌ大塚製薬）

ビタミンK1（フィトナジオ
ン）含有量（6.25μg/100mL）
以外は、従来製品と同じ
従来製品のビタミンK1含有量
は、62.5μg/100mL。

従来製品と同じ

10mL（混合
調製後の内用
液として）

9.60

・エンシュア・リキッド、
同・Hの缶入り製剤が、
容器工場の被災で供給が
逼迫したことを受けた代
替品。
・“NF”は「new―formula
　（新規格）」の略。
・ワルファリン投与患者で
も使いやすいよう、ビタ
ミンKを従来製品の約10
分の１に減量。

・薬価は既存製剤と同じ。

ラコールNF配合経腸
用液
（イーエヌ大塚製薬）

ビタミンK1（フィトナジオ
ン）含有量（25.0μg/400mL）
以外は、従来製品と同じ。
従来製品のビタミンK1含有量
は、252μg/400mL

従来製品と同じ

10mL 9.10
・ツインラインと同様の処
方変更。

・薬価は既存製剤と同じ。

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 会社名

ハーセプチン注射用60
（中外製薬）

従来製品と同じ

60mg1瓶 23,885
・被災による製造ラインの移転に伴
い、生産工程や保存スペースを効
率化するために新規格を追加。
・添付希釈液（日局生理食塩液 250mL）
　の無い製品。
・溶解液は従来製品と同様に付いて
いる。

ハーセプチン注射用150
（中外製薬） 150mg1瓶 56,003

[注射薬]
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国会レポート
薬剤師連盟のページ

  参議院議員　
  薬学博士 藤井もとゆき

東日本大震災の発災から２か月

　５月２日の参議院本会議において、平成23年度補正予算三案が全会一致で可決成立しました。阪神淡

路大震災の時と比べると10日程度遅れています。災害の規模が阪神淡路大震災より著しく大きく、また

広範囲にわたるため、被害実態の把握などに時間を要したとの説明を政府与党から受けていますが、そ

れ以上に現政権の調整能力の脆弱さが原因ではなかったかと思っています。いずれにしても、第一次補

正予算案は、４月28日に国会に提出され、衆参両院におけるゴールデンウイーク中の緊急審議により成

立しました。

　補正予算の成立により、被災者への手厚い支援、早急な復旧・復興のため、4兆円に及ぶ補正予算に

基づく対策が早急に実施に移されることを期待します。補正予算には、仮設住宅建設、がれき処理など

緊急性の高い内容が盛り込まれており、厚労省関係の補正予算の中には、仮設診療所・仮設薬局等の整

備に対する補助（14億円）、（独）福祉医療機構による被災した医療施設、薬局等に対する融資（100

億円）が計上されています。

　通常国会においては、３月24日、４月19日の厚生労働委員会で質問に立ちましたが、５月１日には第

一次補正予算案を審議する予算委員会において急遽質問に立つことになりました。ＮＨＫでテレビ放映

されましたので、ご覧いただいた方もおられるかもしれません。

　補正予算案の衆議院審議に先立ち、補正予算の財源を巡る与野党の対立点を緩和するため、４月29日

に民主・自民・公明三党の政調会長合意文書が作成されました。

　質問では、まず三党合意に至った経緯を玄葉大臣から聞いた上で、総理、財務、厚労大臣の取り組み

姿勢について質問しました。次に、阪神淡路大震災と比較して、補正予算案の提出時期が遅れたこと、

補正予算の財源として阪神淡路大震災の時のような国債発行によらず、基礎年金の国庫負担を２分の１

にするための年金臨時財源2.5兆円を流用していること、民主党のマニフェスト2009で国民に約束した

「子ども手当」は、民主党議員が提案した“子ども手当つなぎ法案”の成立により事実上破たんしてい

ることなど厳しく政府の対応を追及するとともに、児童手当に戻せば1.3兆円の財源が得られることを

示しました。また、原発事故による作業員の被ばく、野菜、魚介類、更には母乳から放射性物質が検出

されていることなどについても、迅速な対応と情報の的確な公開を強く求めました。原発事故に関して

は、原子力の専門家で菅総理が急遽任命した内閣官房参与が「官邸と行政機関がその場限りの対応を行

い、事態収束を遅らせた」として辞任したことを取り上げ、現政権の対応の遅さと拙さを追求しました。

　被害の甚大さから見て、補正予算の策定は一度限りでは不十分であり、今後は復興を目的とする“復

興再生債”のような国債の発行も実施しなければならないと思います。
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国会レポート

  参議院議員　
  薬学博士 藤井もとゆき

通常国会の終盤を迎えて

　通常国会は６月22日の会期末を前に、６月２日に内閣不信任案が提出されるなど大混乱に陥っていま

す。特に、内閣不信任案への対応に当たっての与党である民主党内のドタバタには唖然としてしまいま

した。結果として内閣不信任案は否決されましたが、菅首相の退陣発言やその後の記者会見での発言な

どに対して、与野党から様々な批判の声が上がっています。東日本大震災の復旧・復興のための復興基

本法案の成立は確実視されていますが、第二次補正予算案の編成などのための国会延長がどのようにな

るのか、皆目予想がつかない状況となっています。

　野党である自民党としては、大震災の復旧・復興対策には政府与党に全面的に協力することとしてお

り、５月27日には「復興への道標（みちしるべ）」と題した東日本巨大地震・津波災害及び原発事故対

策に関する第３次提言をまとめ、政府に申し入れを行いました。薬剤師会関係について、新たに加えら

れた事項としては、「被災地の三師会については新公益法人の移行期限について柔軟に対応すること」、

「地域医療提供体制の復興計画策定に当たって、薬局を必要不可欠な施設と位置付け、地域における適

正配置が実現可能となる計画を立案すべきこと」、「新たな都市復興計画の立案、実施に当たっては、

例えば特区等を設け、当該地域の人口対比や在宅医療に係る「休日・夜間の医薬品の提供体制」の確

保も視野に、薬局の開設主体に一定の制限を加えるなど、無秩序な薬局開設を抑制すること」、「医療

機関、薬局、医薬品関係業者などを計画停電の対象から除外するほか、自家発電設備を設置する際には、

財政的支援を行うべきこと」などが挙げられます。

　一方、国会においては５月23日の決算委員会で質問に立ちました。当日は、厚生労働省に係る平成21

年度決算について審査を行いました。まず、会計検査院による平成21年度決算検査の結果、不当事項と

して指摘された件数及び金額とも厚生労働省関係が最も多い点について厚生労働大臣の見解を求めまし

た。そして、医療費関係における不当事例として、医科、歯科、調剤のすべての分野で、居宅や施設の

患者への訪問サービスが挙げられており、本来介護報酬請求すべきところを誤って診療・調剤報酬請求

してしまう事例が少なくないことを指摘し、請求過誤が生じないような保険請求の仕組みの改善を要請

しました。大臣からは、指摘になった点も含めて検討したいとの答弁をいただきました。その他、平成

21年度に突然発生した新型インフルエンザ対策としてのワクチンの流通問題についても質問し、政府の

見解を求めました。

　会期末に向けて、厚生労働委員会においても介護保険法等の改正法案などの審議が行われており、混

乱する国会運営の中で、野党筆頭理事としての責任を果たしてまいる所存です。
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