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（社）広島県薬剤師会会長就任のご挨拶
会長 前田

平成24年４月より新年度がスタートしました。
昨年は東日本大震災という我が国にとりましても

泰則

さんとともに歩む姿が無ければ医療人とは呼ばれ
ません。

未曾有の大災害が発生しました。その後も余震等

医薬分業も世界標準は強制分業です。日本以外

が続き気持ちの休まるところもなく１年が過ぎま

の世界中では、医と薬を厳密に分けていますし、

した。地震・津波・原発事故と三重苦の災害が東

特例で医師が医薬品を取り扱える場は極めて限定

日本を中心にして襲い掛かりましたが長期にわた

的です。

り日本全体で支えて行かなければなりません。
さて、広島県薬剤師会にとりましては、課題が
山積しています。
１）公益法人制度改革（平成25年４月スタート予
定）
２）広島県薬剤師会館移設問題（平成24年・25
年）
３）学校薬剤師関連（おくすり教育と県学薬との
連携）
４）社会保障と税の一体改革
現行の社団法人広島県薬剤師会は、公益社団法
人化を目指しています。
すでに、日本薬剤師会は平成24年４月１日より
公益社団法人成りを果たしていまして、４月から
６月総会までは暫定の執行体制として事業等は継
続しています。これからの薬剤師に求められる社
会的責務は６年制の薬剤師が誕生した事も含めて
ますます重くのしかかって来ます。
今後の薬剤師が、医療法の中にいるか、外にい
るかは意見の分かれる処ですが、少なくとも患者

今後の次世代の薬剤師がその責務を十二分に発
揮できるように広島県薬剤師会は公益性の高い事
業展開を考えていきます。
研修事業をはじめ災害時の対応、感染症対策、
情報センター業務、検査センター業務、学校薬剤
師関連業務、ＪＡＤＡ対応、ＴＦＴ（table   for  
two・飢餓救済事業）、ブラウンバック運動等々
の事業展開をこの２年間で出来うる限りの知恵と
汗を出し切りたいと思います。
新役員ともども宜しくお願い申し上げます。改
めまして会員の諸先生方のご支援をお願いしまし
て挨拶とさせていただきます。
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第41回

広島県薬剤師会通常代議員会開催される

— 平成24年度事業計画·収支予算決定、役員改選 会長に前田泰則氏を８選 —
第41回広島県薬剤師会通常代議員会は、３月20

４．報告第４号

計算書

日（火・春分の日）、広島県薬剤師會館において


開催された。
会議は藤山りさ常務理事の司会のもと、午後１

５．報告第５号

辞があり、続いて児玉孝日本薬剤師会長、藤井基



之参議院議員からの祝電が披露された。

６．報告第６号

し、直ちに出席代議員数の確認があり、代議員総



数82名中70名の出席があり、定足数（２分の１）

７．報告第７号

まず、議事録署名人の選出について、議長指名

８．報告第８号

両代議員が選出され、次に、会期を１日と定め、



議席の指定の後、５月27日（日）開催予定の第41

９．報告第９号

平成23年度会館運営事業執行状
（野村副会長）
平成23年度会館運営事業特別会
（谷川常務理事）
平成23年度検査センター事業執
行状況報告

回広島県薬剤師会通常総会の報告者に、長坂晋次


代議員が指名された。
次に、平成23年度における物故会員に対して、

10．報告第10号

次に、報告事項及び議案等の審議に移り、報告
事項第１号から第10号までの10件及び議案第１号
から第13号までの13件を一括上程議題として、理
事者の報告説明及び提案理由等の説明が次のとお
り行われた。
（報告事項の説明）
日本薬剤師会臨時総会報告
（玉浦日薬代議員）
平成23年度広島県薬剤師会会務
及び事業執行状況報告
（野村副会長）
平成23年度薬事情報センター事
業執行状況報告
（木平副会長）

（大塚副会長）
平成23年度検査センター特別会
計収支計算書

哀悼の意を表して黙祷が捧げられた。



（青野常務理事）

計収支計算書

により、長坂晋次（広島）、竹下武伸（大竹）の

３．報告第３号

平成23年度保険薬局部会収支計



れた。



（村上副会長）

況報告

を超えているので、会議の成立を宣言して開議さ

２．報告第２号

平成23年度保険薬局部会事業執

算書

次に、加藤哲也代議員（安佐）が議長席に着席



（谷川常務理事）
行状況報告

時から開催され、まず、村上信行副会長の開会の

１．報告第１号

平成23年度広島県薬剤師会収支



（谷川常務理事）
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（提案理由等の説明）
１．議案第１号

13．議案第13号

社団法人広島県薬剤師会定款細
則の一部改正について（案）                        


２．議案第２号

（野村副会長）

社団法人広島県薬剤師会選挙管

公益社団法人広島県薬剤師会定
款（案）



（二川常務理事）
以上の説明後、直ちに一括質疑に入り、各代議

員から活発なる質疑・質問が展開された。

理規程（案）
（野村副会長）

質疑終結後、直ちに採決が行われ、各報告事項

平成23年度広島県薬剤師会収支

については、いずれも原案のとおり了承され、各

補正予算書（案）

議案については、いずれも原案のとおり賛成多数


３．議案第３号

４．議案第４号

（谷川常務理事）
平成24年度広島県薬剤師会事業
（野村副会長）

事選挙について、山本和彦選挙管理委員会委員長

平成24年度薬事情報センター事

から、いずれも立候補者数が定数を超えないた

業計画（案）

め、次のとおり無投票により当選人を決定された




６．議案第６号

（木平副会長）



（広島県薬剤師会会長選挙）

（谷川常務理事）
平成24年度保険薬局部会事業計



（青野常務理事）
平成24年度会館運営事業計画



選

水

戸

基

彦 氏（広島佐伯）

児

玉

信

子 氏（広島）

長より代議員会議長を通じて、各代議員に通知さ
れることにより承認されることが議決された。
た。次に、大塚幸三副会長から閉会の辞があり、
閉会した。

計収支予算書（案）

〈閉会時刻

（谷川常務理事）
平成24年度検査センター事業計
（大塚副会長）
平成24年度検査センター特別会
計収支予算書（案）



則 氏（呉）

（広島県薬剤師会監事選挙）

平成24年度会館運営事業特別会

画（案）
12．議案第12号

泰

次に、新会長前田泰則氏から新任の挨拶があっ
（野村副会長）





田

次に、理事の委嘱については、慣例に従い新会

（案）

11．議案第11号

前

平成24年度保険薬局部会収支予



10．議案第10号

選

（村上副会長）
算書（案）

９．議案第９号

当
当

画（案）
８．議案第８号

旨の報告があり了承された。

平成24年度広島県薬剤師会収支
予算書（案）

７．議案第７号

次に、役員等の選挙についてを議題とし、本年
３月31日をもって任期満了となる、本会会長、監

計画（案）
５．議案第５号

をもって可決された。

（谷川常務理事）

16時55分〉
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《 前 田 会 長 演 述 》
法に明記されて久しく感じます。
薬剤師が医療の中で今までになく光が当てられ
て来たここ数年の事を改めて考えてみますと、我
が国の少子高齢化により医療を支える仕組みが大
きく変わろうとしています。
特に、ここ数年、チーム医療の推進という会議
が開催され特定看護師等の文言もそれぞれの立場
で議論されて来ました。
事の正否は、立場によって大きく異なります
が、薬剤師がひろく社会で認められていれば何も
本日は、お休みのところ第41回広島県薬剤師会
通常代議員会にご出席いただきましてありがとう
ございます。暑さ寒さも彼岸までと言われます
が、今年の春分の日は寒さの影響でやっと縮景園
の梅が見ごろと聞いています。

恐れることはありません。
薬剤師を必要とする社会、薬剤師がいてくれて
本当に良かったと言っていただける社会。
実は、日頃の仕事の延長線上にもう一歩踏み出
して考えて見て下さい。

さて季節の変化とともに忘れてはならない事

薬学生の受け入れ実習での体験、学校薬剤師

は、去年の３月11日の東日本大震災であります。

の仕事の拡充、在宅訪問における医療情報提供

多くの犠牲となられた方々のご冥福を改めてお祈

等々。

り申し上げたいと思います。
復興未だ道半ばとは言え、日本全体であらゆる

薬剤師を取り巻く環境がここ数年で如何に大き
く変わって来たかがわかります。

分野の立て直しをしていかなければなりません。

それに伴いまして日本薬剤師会は新しく自己研

広島県薬剤師会では、会員の諸先生方の心のこ

修システムを構築し、ＪＰＡＬＳと銘打って発足

もったご支援、ご協力をいただきました。この場

させました。コンテンツ等の作成がこれからの課

をお借りして改めて感謝申し上げます。

題であります。

二年に一度の調剤報酬等の改定は、＋0.004％
という微妙な改定率でありました。

広島県薬剤師会といたしましても、研修事業に
は大きく関与し、また今後の新薬剤師を含めて日

在宅へ軸足を置いた改定でありましたが、「お

頃の業務の基礎研修をはじめ、専門性を高めるた

薬手帳」の評価が認められました。今後の薬剤師

めのスキルアップ講座等に着目して研修事業の充

の情報提供の役割をもっと充実させたいと思いま

実を図りたいと考えます。

す。
今年は、薬学教育６年制が始まり、６年が経ち
いよいよ新６年制を経た薬剤師の誕生です。
薬学生の受け入れを多くの開局薬剤師と大学と

組織的には、公益法人制度改革にともなう広島
県薬剤師会の事業内容が問われてきましたが、こ
こに来まして、一方向性が見いだされつつありま
す。

の連携のもとに進めてきました。中国・四国薬学

薬剤師一人でも出来る事。多くの薬剤師に協力

生受け入れ実習の機関・機構の役割も少なからず

していただかなければ叶わない事。時間の経過を

果たせたと思います。薬学系大学教育の大きな変

要する事。

化の時、時代の流れと言いましょうか。何事も初

新年度もより一層の精進と努力を精一杯尽くす

めての事ですが今後も相互の連携を十分に図りな

ことをお約束して本日のご挨拶にかえさせていた

がら進めていきたいと思います。

だきます。

調剤を実施する薬局を「医療提供施設」と医療
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第41回

県薬通常代議員会

◆日本薬剤師会代議員
村上信行、青野拓郎、玉浦

出席者名簿

巌

（敬称略、順不同）
（○印は予備代議員）

◆支

◆代

村上信行（福山）、田辺ナオ（尾道）、

議

部

長

野村祐仁（広島）、二川

員

勝（安芸）、

池田康彦、○石村憲秀、○菊一瓔子、○形部宏

大塚幸三（呉）、加藤哲也（安佐）、

文、竹本貴明、辰本洋子、○近藤元恵、長坂晋

杉田善信（三次）、樽谷嘉久（広島佐伯）、

次、中野真豪、永野孝夫、野村伸昭、細田正紀、

渡邊英晶（廿日市）、竹下武伸（大竹）

○武末玲子、宮本一彦、○山内純子、森川悦子、
山木寛、山本和彦、吉川勇人、吉田亜賀子、野村

◆選挙管理委員会委員

真由美、西原昌幸、長坂晃治、皮間壽美子、細田

山本和彦、下田代幹太、森川悦子

智子、○天畠真奈美、○吉田雄樹、○小埜真理
子、出口正光、島崎一郎、中石真紀、池田和彦、
呑田敬三、長谷川項一、樽谷嘉久、渡邊英晶、石
本晃一郎、○新出

恵、竹下武伸、赤尾功制、松

村博之、小早川雅章、鷹橋照子、佐々木一仁、中
本

博、林

充代、土井郁郎、木村昌彦、荒田吉

丸、下田代幹太、貞永昌夫、秋本浩志、○栗原百
合子、加藤哲也、林真理子、鍋島睦枝、山岡恵美
子、○江木ひとみ、○緒方京子、河田邦彦、小松
谷宣文、原

俊樹、○中村勇樹、○金光瑞恵、○

児玉信行、横田

進、神田信吾、杉田善信、清原

厚子、中本明春、徳永克志、石部敦子
◆役

員

会

長

副 会 長

前田泰則
木平健治、大塚幸三、野村祐仁、
村上信行

専務理事

豊見雅文

常務理事

三宅勝志、青野拓郎、有村健二、
小林啓二、重森友幸、田口勝英、
谷川正之、藤山りさ、二川
政岡

理

事

醇

小澤孝一郎、串田慎也、豊見
中川潤子、中嶋都義

監

事

勝、

水戸基彦、児玉信子

敦、
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第４１回 広島県薬剤師会
通常代議員会に出席して

取りとして重責に耐え奮闘される姿は立派で本当
にご苦労様です。又その会長を支え、広島県薬剤
師会として組織を助けていただいている役員、並
びにスタッフの皆さまのご尽力には、感謝の気持
ちでいっぱいです。これからも、広島県薬剤師会

報告Ⅰ
因島支部

赤尾

功制

のために、我々も含めて、がんばっていきましょ
う。

暑さも寒さも彼岸までと申しますが、まだ寒気

そろそろ世代交代も考えておられるでしょう

の残る中、コートを手離せないまま、平成24年３

が、その時が来るまで、ご活躍下さるようお願い

月20日、第41回広島県薬剤師会通常代議員会へ出

致します。

席致しましたので、感想を申し上げます。
代議員会は、加藤議長と林副議長が選出され、

拙い文章ではございますが、皆様の益々のお発
展とご健康を祈念致しております。

議事が進行していきました。
物故会員に対する黙祷のあと、前田会長の演述
があり、今年は調剤報酬改定の年にあたり、調剤
報酬改定率は０に近い0.004％のアップ、また６
年制薬剤師が初めて社会に進出する年である旨、

報告Ⅰ
東広島支部

小埜

真理子

我々薬剤師が必要な社会と言われる薬剤師像を目

平成24年３月20日春分の日、春とは名ばかりの

指さねばならない、薬剤師会の公益社団法人化

肌寒い風の強い日でした。第41回広島県薬剤師会

等々、お話をされました。そして本題の議案審議

通常代議員会が、薬剤師会館で開催されました。

が行われました。
報告では、報告第１号から報告第10号までの、
10項目の報告説明が行われました。
休憩を挟み、議案では、議案第１号から議案第
13号までの13項目の議案理由等の説明が行われま
した。
その後の質疑応答では、セルフメディケーショ

予備代議員として、初めての参加させていただ
きました。会場は代議員席が番号で決まってお
り、最初戸惑いましたが、出欠や再後の質疑の時
にはっきり名前がわかるので、このようにしてあ
るのかと、ちょっと感心しました。
今年は、候補者数が定数を超えなかったため、
会長及び監事の選挙はありませんでした。

ンの具体的計画について、保険薬局部会の今後の

まず、前田会長の挨拶からはじまり、23年度広

在り方について、会費の資産運用による損失は生

島県薬剤師会一般会務関係、事業関係報告。薬事

じていないか、学校薬剤師会の日本薬剤師会への

情報センター事業執行状況、収支決算報告。保険

組織移行等、活発な意見がかわされました。

薬局部会事業執行状況収支決算報告。会館運営事

そして採決となり、賛成多数で議決されまし

業執行状況報告。検査センター事業報告（検査セ

た。今回は役員選挙でございますが、複数立候補

ンターの利用を呼びかけられました）。続いて、

者が生じないため、会長及び監事の再選が決定致

議案が提出されました。薬剤師会定款細則の一部

しました。

改正の説明、平成24年度事業計画案、収支予算

前田会長は、今回で８期16年になるそうです。

案、保険薬局部会事業案、会館運営事業案等が承

その間、我々薬剤師をとりまく環境は急激に変化

認され、ほぼ時間通り進行しました。質疑応答で

していきました。課題満載の広島県薬剤師会の舵

は、セルフメディケーションの具体的計画につい

8
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て、保険薬局部会について、会費の資産運用につ
いて、質問がありました。前田会長、理事の方に
より説明があり、セルフメディーケションについ
ては、勉強会等前向きに検討しますとの事でし
た。保険薬局部会の今後のあり方については、
かなりするどい質問も有り、質問者が納得行く
まで、意見がかわされました。午後１時から始
まった会は５時近くまでかかり終了しました。
今年から６年制薬剤師が誕生します。私達現役
薬剤師も、どのように対応していくかがこれから
の課題になりそうです。

広島県薬剤師会役員名簿
（任期

平成24年４月１日～平成26年３月31日）



平成24年４月７日現在

  

（新任☆）
役職名
会

氏名

支部

長

前田

泰則

副 会 長

木平

健治

呉

副 会 長

大塚

幸三

副 会 長

加藤

哲也

安

佐

副 会 長

野村

祐仁

広

島

副 会 長

村上

信行

福

山

専務理事

豊見

雅文

広島佐伯

常務理事

青野

拓郎

安

常務理事

有村

健二

東 広 島

常務理事

小林

啓二

福

山

常務理事

重森

友幸

安

芸

常務理事

田口

勝英

福

山

常務理事

谷川

正之

広

島

常務理事

豊見

敦

常務理事

中川

潤子

広

島

常務理事

二川

勝

安

芸

常務理事

政岡

醇

広

島

常務理事

松村

智子

常務理事

吉田亜賀子

広

島

☆

常務理事

渡邊

英晶

廿 日 市

☆

理

事

高野

幹久

広

島

理

事

佐藤

英治

福

山

☆

理

事

三宅

勝志

理

事

新井

茂昭

安

佐

☆

理

事

奥本

啓

大

竹

☆

理

事

串田

慎也

尾

道

理

事

西谷

啓

福

山

理

事

林

真理子

安

佐

監

事

水戸

基彦

広島佐伯

監

事

児玉

信子

広

広

島
呉
☆

佐

広島佐伯

呉

☆

呉

島

☆
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第２回中国・四国ブロックエイズ治療拠点病院等連絡協議会

平成23年度

常務理事

重森

友幸

日時：平成24年１月13日（金）14：30～17：00
場所：広島国際会議場 ヒマワリ
本協議会は本年で設立15周年となっている。

４

パートナー検診勧奨

今回は、中国・四国から医師・歯科医師・薬剤

５

社会福祉施設の施設長及び健康管理者を対象

師・看護師などの医療関係者及び行政関係者約

とした研修会
がまとめられ、それらの内容について述べられ

120名の出席があった。
開会の挨拶の後、２題の報告、患者からの提言

た。
今後の展望として

に続いて特別講演一題であった。

●エイズの疾患カテゴリーの確立から30年

報告１
講師：川崎医科大学附属病院
和田

血液内科部長

秀穂教授

「岡山県におけるHIV感染者及びAIDS

Terminal  careから慢性疾患へ－長期療養支援
●医療者の世代交代（医療者）
●包括的医療の整備

患者の診療体制の現状」

・行政とのさらなる連携

－エイズ治療拠点病院連絡会議の役割―

・調整役としての看護師教育

HIV感染者の現状、年次推移では平成19年から
５年間で増加が急であり、いきなりAIDSで見つ
かることが多くなった。また本県は、AIDS患者

・心理職や福祉職を充分に活用できる体制づくり
・病診連携・病病連携
●歯科医師（医療）との連携

数では全国で８番目だが、人口10万人当りでは東
京・大阪・愛知につづいて４番目となり地方での
患者数が多くなっていることが述べられた。
本県のHIV／AIDS診療体制は川崎医科大学を

報告２
山口大学医学部附属病院
藤井

輸血部

康彦准教授

中核拠点病院に３軒の（ネットワーク幹事）拠点

「山口県におけるHIV感染症医療の現状」

病院そして６軒の拠点病院、全体で10軒の体制。

拠点病院は５軒、山口大学付属病院、門司医療

そして、岡山県の各拠点病院におけるHIV・

センターそして宇部医療センターが主に診療を

AIDSの報告数、感染経路、患者の居住地、平
成23年度実診療状況について。各拠点病院HIV/
AIDS診療スタッフ数、HIV検査の実施状況の報
告がありました。
次に、岡山県エイズ治療拠点病院連絡会議の取
り組みとして
１

エイズ治療拠点病院関係者一覧表の作成

２

岡山県HIV診療ネットワーク（年６回開催）
との役割分担

３

医師会との連絡（正しい知識の普及活動）

担っている。
HIV診療の知識普及などを目的に山口HIVカン
ファレンスが設けられている。
HIV診療の現状報告があり、感染原因、年代、
性別、初診時病期の説明がありました。
今後患者の高齢化に伴う長期療養管理が極めて
重要となることが述べられた。
「患者からの提言」では、血液製剤による感染
者の方（ご本人は体調不良から代理の方の代読）
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から提言をされた。
特別講演

国立国際医療センターエイズ治療・研

究開発センター長

岡

慎一先生

「長期治療を考慮に入れた血友病・HIV感染者
診療のポイント」
HIV感染症の治療では、抗HIV薬３剤以上を併
用した強力な多剤併用療法（HAART）を行って
いる。この療法により、免疫不全による日和見感
染やHIV自体が起こす肝・腎障害、肺がん、認知
障害の問題が少なくなる。
現在のHIV治療薬選択の際には
☆よく効くこと
☆安全であること
☆飲みやすいこと
☆耐性になりにくいこと
などを考慮して決定する。
薬剤の長期使用による副作用（腎障害、ミトコ
ンドリア障害、血管障害など）がおきた場合は、
薬剤の変更を検討する。コホート観察研究から、
症候の有無およびウイルス量とCD４陽性リンパ
球数が患者の予後の予測判定に重要であることが
示されている。
薬を飲み続けることによる合併症の発生、費用
の問題点からCD４陽性リンパ球数≫350/mm 3で
は休薬が可能かどうかが検討されている。
血友病HIV患者のHCVの問題において、新し
い治療選択薬とHCV肝硬変に対する肝再生治療
として自己骨髄細胞投与療法などの紹介があっ
た。
以上、今後の長期療養を目指して研究がなされ
ていることが述べられた。
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支部長･理事合同会議
日時：平成24年２月18日（土）15：00
場所：広島県薬剤師會館
１．平成24年度事業計画（案）について

15．日本薬剤師会生涯学習支援システムについて

２．第41回広島県薬剤師会通常代議員会について

16．広島県薬事衛生指導員活動報告書の提出につ

日

時：３月20日（火・春分の日）
午後１時～

場

所：広島県薬剤師會館

いて
提出期限：３月９日（金）
17．平成24年度広島県薬剤師会各賞（薬剤師会

３．第41回広島県薬剤師会通常総会について

賞、同功労賞､同有功賞）候補者の推薦につ

４．卸の便益労務無償提供について

いて

５．会員薬局の登録販売者の把握について

提出期限：４月16日（月）

６．公益法人制度改革について

18．会員証の発行について

７．平成24年度調剤報酬改定等説明会の開催につ

19．広島県地域保健対策協議会医薬品の適正使用
検討特別委員会講演会について

いて
東

部：日
場

時：３月24日（土）

日

時：２月23日（木）

午後６時30分～

場

所：広島医師会館

所：ふくやま芸術文化ホール
リーデンローズ

西

部：日

時：３月25日（日）
午前10時～、午後１時30分～、
午後４時30分～

場

所：中国新聞ホール

８．協会けんぽホームページによる「ブラウン
バッグ運動」の紹介について
９．三原支部クリーンベンチ設置に伴う助成金に
ついて
10．休日・夜間診療、小児救急等に係る補助につ
いて
11．平成24年度厚生労働省予算事業「在宅医療提
供拠点薬局整備事業」について
12．平成24年度厚生労働省予算事業「在宅医療連
携拠点事業」について
13．平成24年度厚生労働省予算事業「在宅での医
療用麻薬使用推進モデル事業」について
14．平成24年度認定実務実習指導薬剤師養成につ
いて

午後７時～

20．第23回広島プライマリ・ケア研修会について
日

時：３月１日（木）

場

所：広島医師会館

午後７時～

21．独立行政法人国立病院機構呉医療センター・
中国がんセンター市民公開講座2012について
日

時：３月４日（日）

午後１時～４時

場

所：呉文化ホール                  

22．平成23年度広島県合同輸血療法研修会につい
て
日

時：３月10日（土）

場

所：広島鯉城会館

午後３時～６時
５階

サファイヤ

23．ピンクリボンde広響のチラシについて
日

時：３月16日（金）

午後６時45分

場

所：広島市文化交流会館

24．会館移設等に関する件について
25．その他
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日本薬剤師会平成23年度 第２回 生涯学習担当者全国会議
前理事

中嶋

都義

日時：平成24年２月19日（日） 13：00～17：00
場所：Learning Square新橋6階ABC会議室 他
（東京都港区新橋４－21－３ 新橋東急ビル）
会議次第


司会：日本薬剤師会理事
日本薬剤師会副会長

紀子

６．システムデモ体験

１．挨拶（13：00～13：05）（５分）


福島

七海

（14：15～15：45）（90分）【各体験会場】

朗

２．生涯学習支援システム（JPALS）について
－移動－（15：45～15：55）（10分）

（13：05～13：15）（10分）


日本薬剤師会常務理事

粟野

信子

７．都道府県薬剤師会におけるシステムの活用に
ついて（15：55～16：15）（20分）

３．クリニカルラダーについて

（47都道府県と日薬が管理者権限を持つた

（13：15～13：35）（20分）



上村

直樹

４．ポートフォリオシステムの利用方法（システ





ムデモ体験の説明）




日本薬剤師会生涯学習委員会副委員長
高濱

寛

同副委員長

哲也

上村

直樹

高濱

寛

９．総括（16：50～17：00）（各５分）
厚生労働省医薬食品局総務課課長補佐



（13：55～14：05）（10分）
日本薬剤師会生涯学習委員会委員 合葉

座長：日本薬剤師会生涯学習委員会委員長




５．模擬講演「相関係数のひみつ」

システム製作会社担当者

８．全体討論（16：15～16：50）（35分）

（13：35～13：55）（20分）




め、管理者側ができることの説明を行う）

日本薬剤師会生涯学習委員会委員長

中井

清人

日本薬剤師会副会長

七海

朗

日本薬剤師会常務理事

清水

秀行


10．閉会の挨拶

－システムデモ体験会場へ移動－



（14：05－14：15）（10分）

当日、広島県薬剤師会からは豊見 敦理事と私
の二人で出席しました。

その挨拶の中で「今年は６年制の薬剤師が誕生す
る年である。生涯学習はシャワー型の研修会だけ

今回の会議は、本年４月よりスタートして

ではなく、あくまで自己学習を実践することで自

いる「日本薬剤師会生涯学習支援システム

分自身の能力を高めることが大切であり、どこで

（JPALS）」を、実際にコンピュータを使用し

でも学習できるこのシステムを全国に広めていた

てのシステムデモ体験を通して利用方法を理解

だきたい。」とのお話をされました。

し、また、都道府県薬剤師会がシステムを管理・
活用する方法についての説明でした。

次に、日薬 粟野常務理事が「生涯学習支援シ
ステム（JPALS）について」説明されました。

会議は予定通り13時に日薬 福島理事の司会に

日薬が考える生涯学習支援の基本方針は、「薬剤

より、日薬 七海副会長の挨拶で始まりました。

師にとって生涯学習は責務であり、信頼され求め
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られる薬剤師としてのジェネラリストの養成を第

残したい。」と思ったこと全ての記録を残せばよ

一の目的として、生涯学習支援に取り組む。」と

いとの説明がありました。その後、パワーポイン

いうことです。本システムは日本の薬剤師が自己

トのデモ画面でシステムへの入り方、ポートフォ

研鑽を続け、薬剤師人生一生分の学習記録を残す

リオの記載方法の説明がありました。

ために利用して欲しいとのことです。

続いて、システム利用の実践練習のための講

続いて、日薬生涯学習委員会 上村委員長が

義として、日薬生涯学習委員会 合葉先生による

「クリニカルラダー（ＣＬ）について」説明さ

「相関係数のひみつ」と題する「相関係数と決定

れました。ＣＬはJPALSの３本柱の一つで、

係数」に関しての模擬講演が行われました。

JPALSに参加した薬剤師が学習意欲を高めるた

その後システムデモ体験会場に場所を移して、

めのシステムです。ＣＬ（レベル１～レベル10）

各県薬に１台のコンピュータを使用して実際の操

のレベルを上げるためには、薬剤師が目指すべ

作方法を学びました。説明を聞いただけではなか

き具体的な指標となるプロフェッショナルスタ

なか分かりにくいと思っていましたが、実際にコ

ンダード（ＰＳ）を参照しながら年間６本以上の

ンピュータに触って操作を進めてみると、何とか

ポートフォリオの提出とＷＥＢテストに合格する

理解することができました。具体的な操作方法に

必要があります。レベル１は新人薬剤師、レベル

ついてはここでは省略させていただきますが、日

５はジェネラリストである管理薬剤師レベルを想

薬雑誌３月号別冊の「JPALS」の冊子を参照し

定されています。レベル６以上はジェネラリスト

て頂ければと思います。

を土台に専門領域を目指すレベルと考えていま

デモ体験の後、元の会場に戻り、「都道府県薬

す。このシステムの特徴として、ポートフォリオ

剤師会におけるシステムの活用について」とし

の提出が規定を満たさない場合は、レベルが下が

て、システム制作会社担当者から日薬と各都道府

るということがあります。また、平成25年３月31

県薬剤師会が管理者権限を持っていること、管理

日までの限定措置として、薬剤師免許取得15年以

者側ができることについての説明を受けました。

上または研修センターなどの認定薬剤師は過渡的

県薬では研修会の登録や個人名を伏せた上で参加

認定としてレベル５の認定を受けることができま

者の管理を行います。

す。ただし、目標はレベル５の認定を受け、その

最後にJPALSのシステムに対する質問、運用

レベルを維持することではなく、自己研鑽を続け

する上での質問、実際にデモ体験をした上での質

ていくことであり、ポートフォリオをきちんと書

問を受け付けての全体討論が行われました。会場

き続けることが重要ということです。

からはこのシステムを進めるに当たり、非常に熱

システムの最後の説明として、日薬生涯学習委

心に取り組もうとする熱気が感じられました。

員会 高濱副委員長が「ポートフォリオシステム

以上の全てのプログラムが終了し、総括として

の利用方法（システムデモ体験の説明）」につい

厚労省医薬食品局総務課課長 中井 清人氏、日薬

て説明されました。ポートフォリオとは、ＣＰＤ

七海副会長から、新しいシステムを構築しスター

（継続的な専門領域開発）のサイクルに則り、Ｐ

トさせ、維持することは大変な困難が生じること

Ｓを指標として「振り返り」「計画」「実践」

があるが、今後の薬剤師の資質の向上のためには

「評価」という一連の流れの結果を記録するアイ

必要なシステムであり、期待しているとのお話が

テムです。また、ポートフォリオには研修会など

ありました。

の受講記録だけでなく薬剤師としての社会活動な
ども対象であり、自分自身が「学習した。記録に

最後に、日薬 清水常務理事の閉会の挨拶によ
り、当日の会議が終了しました。
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私がこのシステムに対して感じることは、全て

この文章が皆さんの手元に届く頃には、

の薬剤師にとって自己学習を継続することで自身

JPALSは既にスタートしています。他の薬剤師

の薬剤師としての資質を維持、向上させるために

に負けないためということではなく、自身の薬剤

も有用なシステムであり、一般の人に対しても薬

師レベルを上げるために、ぜひ多くの薬剤師に参

剤師のレベルを証明するために薬剤師免許更新制

加し利用していただきたいと思います。特に、過

度に取って替われるシステムであると思いまし

渡的認定でレベル５の認定を受けられる権利を有

た。また、このシステムでは各県単位でのシステ

する人は来年３月までに認定を受ける必要があり

ム参加薬剤師のレベルを比較することもできるた

ますので、気を付けて下さい。

め、広島県内の薬剤師も他県の薬剤師に負けない

共に頑張りましょう！

Let's

JPALS！

ように研鑽していかなければなりません。

広島県地域保健対策協議会
医薬品の適正使用検討特別委員会講演会
日時：平成24年２月23日（木）
場所：広島医師会館

報告Ⅰ

師会の役員の先生方に積極的にお声掛け頂き、当
広島県健康福祉局薬務課



岡田

史恵

日の参加者数は105名と、会場が狭く感じるほど
の大盛況でした。途中、資料や席が足りなくなる

広島県地域保健対策協議会の健康づくりを目的

など主催者としてはうれしい悲鳴でしたが、参加

とした特別委員会の一つである「医薬品の適正使

者の皆様にはご迷惑をお掛けいたしました。薬剤

用検討特別委員会」（委員長：広島大学病院薬剤

師会の先生方、参加者の皆様にこの場をお借りし

部教授

て厚くお礼を申し上げます。

木平健治先生）では、平成23年度、医療

関係者間における患者情報共有のあり方をテーマ

講演会は、広島県医師会常任理事の有田健一先

に検討を行い、この委員会事業の一環として、医

生のご挨拶で開会し、続いて座長の木平先生の進

療関係者を対象とした講演会を開催しました。

行により、広島県薬剤師会理事の豊見敦先生か
ら、委員会事業として実施した医療関係者を対象
とする患者情報共有に関するアンケート結果につ
いてご報告を頂きました。
調査項目は、薬剤師が医師・歯科医師や看護師
から得たい情報、薬剤師から提供できる情報、逆
に医師・歯科医師や看護師が薬剤師から得たい情
報、薬剤師へ提供できる情報は何か、実際に情報
共有の手段として利用しているものは何か等でし
た。その結果、共通して「病名（処方目的）」情

当初申込者数が非常に少なかったため、開催直

報の共有が必要と考えていること、薬剤師が必要

前まで会場が広すぎたかと心配しましたが、薬剤

と考えている情報の多くは医師・歯科医師は必要
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と考えていないことなど、医療関係者の患者情報
共有に関する考え方の共通点やギャップを理解す

報告Ⅱ

ることができました。また情報共有の手段として

前常務理事

は、医師・歯科医師や看護師も「お薬手帳」の認
知度が高く、今後のさらなる活用が望まれる結果
となりました。
最後に、『地域医療連携と「薬局3.0」～医師
から見た新しい薬局・薬剤師のかたち～』と題し
て、ファルメディコ㈱代表取締役社長の狭間研至
先生に特別講演を頂きました。
少子超高齢化社会の到来、薬学教育６年制への

藤山

りさ

まずはじめに、
「患者情報共有に関するアンケート結果について」
医薬品適正使用検討委員会委員

豊見敦広島県

薬剤師会理事より報告・説明がありました。
このアンケートは医師・歯科医師・薬剤師と訪
問看護ステーションの看護師に患者さんの情報の
共有することで、医薬品の適正使用、副作用の早

移行など薬剤師を取り巻く情勢が変化する中で、

期発見や未然防止に有用な項目を図るものでした。

真の多職種連携の必要性、またその実現のために

薬剤師から見た医師と共有することで有用と思

薬剤師に何が求められるのかなど、これからの薬

われる情報は

局・薬剤師像について、医師の立場から大変有意

１．病名

義な提言を頂きました。先生が積極的に取り組ま

２．アレルギー歴

れている在宅医療の現場のお話では、薬剤師が在

３．薬剤に関する指導時の留意点

宅患者のバイタルサインを測定し、モバイル端末

４．嚥下能力

を利用してその結果を医師・看護師と共有してい
る様子が紹介され、コミュニティファーマシー＝
「薬局3.0」の姿を理解することができました。
「全国53,000の薬局は、42,000のコンビニより
身近で、95,000人の医師よりも135,000人の薬剤師
が必要とされる日は近い」と、薬局薬剤師の可能
性を示された数字が印象に残りました。

等
共有したらいいと思っていてなかなかできないのは
１．OTC、健康食品の服用状況
２．服薬介助の状況
３．生活の具体的なリズム
医師・歯科医師から見た薬局薬剤師と共有する
ことで有用と思われる情報は
１．アレルギー歴、副作用歴
２．病名
３．治療に影響する薬剤
等

などでした

アンケート結果の詳しい内容や講演会の実施結
果については、後日、平成23年度の当委員会の報
告書として公表する予定ですので、ぜひそちらも
ご覧ください。

医師・歯科医師・薬剤師・看護師のそれぞれで
共有したい情報が微妙に違っていることとどのよ
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うにして共有し、薬剤師サイドからのフィード

現場に赴き、バイタルチェックなど日ごろの薬局

バックの方法等が今後の課題のように思えまし

薬剤師業務からは少し高度に感じるような患者さ

た。

んとの接し方などのお話でした。

次に特別講演として、
『地域医療連携と「薬局3,0」

～医師から見た

新しい薬局・薬剤師のかたち～』
ファルメディコ株式会社

代表取締役社長

一般社団法人在宅療養支援薬局研究会
医師・医学博士

理事長

狭間研至先生より薬局薬剤師の

今後の薬局・薬剤師のあり方についての講演をい
ただきました。
今春、６年制薬剤師がいよいよ現場に出てきま

実際に在宅療養されている患者さんの状態を薬

す。私たち既存の薬剤師は今までの業務とは違っ

剤師が知ることにより、副作用・適正な薬剤量・

た場面での挑戦が始まる思いで先生のお話に聞き

体調の変化等を医師、看護師、ヘルパーさんへの

入りました。

微妙な変化を伝えることもでき、これにより

今までの私たちの日常業務といえば、処方箋監

CDTM（共同薬物治療管理業務）への取り組み

査・調剤・服薬指導・薬歴管理などでした。しか

を積極的に行っていけるようにとのお話でした。

し、これからの薬剤師はチーム医療の一員とし

私たちも今後の業務内容の大きな変化について

て、薬剤師の職能をより発揮できるように在宅の

平成23年度

いかなければと思いました。

第２回ひろしま食育・健康づくり実行委員会
常務理事

二川

勝

日時：平成24年２月24日（金）13：00～15：00
場所：広島県自治会館会議棟１階 101会議室
１

開会あいさつ

２

委員紹介

３

委員長選出

４

議題

（１）平成24年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
（２）その他
５

閉会
委員長、副委員長、監事を選出しました。
委員長には、（社）広島県医師会の堀江正憲常任理事、副委員長には、（社）広島県歯科医師会の山

㟢健次常務理事、監事には、広島県国民健康保険団体連合会の新井卓夫常務理事に、就任をお願いしま
した。
その後、議題（１）平成24年度事業計画及び収支予算を承認して閉会しました。
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日本薬剤師会平成23年度全国学校薬剤師合同連絡会議
副会長 村上

信行

日時：平成24年２月29日（水）
場所：東京 都市センターホテル
標記連絡会議が平成24年２月29日（水）午後、
東京「都市センターホテル」において“社団法人

「学校薬剤師組織の一体化について」


日本薬剤師会常務理事

曽布川

和則

日本薬剤師会”と“日本学校薬剤師会”の共催で

文科省北垣氏からは「学校薬剤師の職務の準

開催され、２講演１報告と質疑のプログラムでし

則」の話があり、その中に「医薬品、毒劇物等に

た。“日本学校薬剤師会”は23年度をもって発展

ついて必要に応じ試験、検査又は“鑑定”を行

的に解散し、その事業は“公益社団法人日本薬剤

う」とありました。まさに学校薬剤師が必要とさ

師会”の“学校薬剤師部会”にて担うことになっ

れた「アスピリン・昇汞事件」を思い出しまし

ています。“オール薬剤師の会”として児玉日薬

た。その準則の第一項は「学校保健計画及び学校

会長がその事業統合を推進してきたところです。

安全計画の立案に参与すること」とあります。召

全国都道府県レベルにおいても薬剤師会と学校薬

集を待たず積極的な参与が求められていることに

剤師会組織は別となっているところが多く、当面

なります。学校保健は「学校保健安全法」に求め

は全国組織としての一本化であり、即刻都道府県

られる“保健管理”と「学習指導要領」に基づく

レベルにおいての対応は求められてはいません。

“保健教育”があります。24年度からの「新中学

広島県としては、前田会長が日薬の担当副会長で

校指導要領」の「医薬品は正しく使用する必要が

あり、永野県学薬会長と豊見専務理事が日学薬と

あること」は「教科保健」として保健体育の教科

それぞれの立場で関与していただいていますの

に組み込まれています。したがって文科省として

で、24年度においてその方向性が検討されます。

は、中学３学年においての教科としての取り組み

会費、会員管理など事務的な課題はありますが、

であり、「薬剤師が生徒に知って欲しい」内容と

地域社会に資する薬剤師職能が学校保健、学校安

「授業で生徒に理解して欲しい」内容の差を無視

全に寄与する体制整備は確立しなければなりませ

できませんし、３学年の各クラス間においての授

ん。本会議は前述３氏と県学薬から加藤哲也県学

業内容や、学校間に格差が出来てもいけないと考

薬副会長が出席されました。

えています。認定実務実習指導薬剤師研修会など

次

では「教育とは？！」と学びますが、正規の授業

第

【講演】

に関与する以上、すべての学校薬剤師にそのスキ

「今後の学校薬剤師活動の在り方について～学校

ルが求められ、これらを勘案すると中学校担当薬

薬剤師への期待～」

剤師が、学習指導要領を熟知し、その要領に沿っ

文部科学省

て３学年各クラスを不偏的に担任することが必要

スポーツ・青少年局学校健康教育課

 健康教育企画室

邦彦

となり難しい取組となります。したがって、北垣

～学習指導要領に基づ

氏は「学習指導要領の熟知と専門家としてのサ

健康教育調査官

「学校薬剤師活動の現状

北垣

ポート」を強く要請されました。その他23年度中

く「くすり教育」」

【報告】

東京薬科大学薬学部

教授

加藤

哲太

の「井戸水からのヒ素の検出」「期限切れ消毒剤
の大量破棄」などの事故についてや、文科省ホー
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ムページの「学校における放射能対策」を是非閲

多いが「会費」においては「一校あたり 800円程度」

覧していただくよう話され、「担当校の現状把

という具体案に照らしますと、ほとんどの都道府

握」「問題点への適切な指導、助言」を強く求め

県は従来の日本学校薬剤師会負担金より低額にな

られました。東京薬科大学の加藤先生は「くすり

るとの説明がありました。

の適正使用協議会」作成のおなじみのスライド中

この時期においての、合同研修は「ガス抜き」

心に「適正なセルフメディケーション推進はお薬

と捉えましたが、文科省からの「指導要綱」など

教育から」のコンセプトで小平市などでの実践事

の説明には納得いくものがあり、「何が何でも薬

例を交えて講演いただきました。

剤師」とはいかないと思いました。余談になりま

続いて日薬曽布川理事より組織の一体化につい

すが、この日は前夜からの大雪で朝は高速道路が

て「学校薬剤師の誕生と歩み」「災害時、スポー

「タイヤ規制」となり、広島空港へのリムジンに

ツファーマシスト、お薬教室、薬物乱用防止等の

も間に合わず７～８年ぶりの新幹線便での東京入

活動の多様化」などに触れられ「学校環境衛生検

りとなりました。都内も道路はなんとか確保でき

査の実施」から「くすり教育の実施」までの継続

ていましたが、歩道には積雪が残り、あちこちに

的実施が信頼につながり、社会的要請に応えられ

雪かきの塊が積まれていました。ふと、なにかが

るとされました。

ある東京出張は無事に帰れば、それなりに思い出

質疑に入りまして「組織」
「会費」
「会員資格」

にもなりそうです。

など根本的な事項に関して、まだまだ未定部分も

第78回

日本薬剤師会臨時総会
日本薬剤師会代議員 青野

拓郎

日時：平成24年２月25日（土）・26（日）
場所：東京 ホテルイースト21
曽布川常務理事の司会で総会が始まりました。
藤井顧問の挨拶、七海副会長の開会の辞の後、小

の役割が明記されたので薬剤師の職能の確立へむ
けて尽力したいと述べられました。

野議長、
吉田副議長が登壇され挨拶がありました。

会議では、報告 1 件、議案 11 件が一括上程さ

出席代議員の点呼をとった後、会議の成立宣告、

れ七海副会長、木村常務理事からそれぞれ報告、

会議録署名人の指名があり、続いて尾島議事運営

説明がありました。この後すぐに議案 11 号外部

委員長より議事日程の説明がありました。

監事の補欠選任について採決が行われ理事者提案

次に会長演述に移り、最初に第 77 回総会以降

通り戸塚光博氏が選任され席に着かれました。

に亡くなられた吉矢佑元日薬会長、松下憲明代議

続いて各担当理事から社会保障・税一体化改革

員、加地充代議員、楠正監事のご冥福をお祈りい

震災対応、医療制度改革、公益社団への移行、日

たしますと述べられました。

薬会館建設、学薬組織の一体化等の重要事項経過

３月 11 日をもって、東日本大震災以来 1 周年
を迎えて災害救援活動に感謝するとともに 1 日も
早い復興をお祈りしますと述べられました。
今般の社会保障制度改革で多くの職域の薬剤師

報告がありました。
午後からブロック代表質問へ移り東北、東京、
関東、北信越、近畿、東海、中国、大阪、四国、
北海道、九州の順番で行われました。中国ブロッ
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クからスポーツファーマシストについて、実務講

総会二日目は、一般質問が行われ日薬会費、生

習会の開催に係る各県薬剤師会の負担が少なくな

活保護者の重複受診・重複調剤、日薬会館建設等

い中、スポーツファーマシストの活躍の場が少な

について質疑応答がありました。

いことへの考えを質問しました。これに対し講習

午後から報告・議案の採決が行われ報告 1 件、

会を毎年開催する必要性の説明と活動を充実する

議案１〜９号が理事者提案通り承認、議決されま

ようにしたいと回答されました。

した。次に議案 10 号の日薬会長候補者選挙に移

その他、大規模災害時対策、一般用医薬品販売
への対応、薬学教育６年制、日薬と日本学校薬剤
師会の一体化、JPALS 等について各ブロックか

り、現職の児玉氏が選出されました。
最後に山本副会長より閉会の辞があり 2 日間に
わたる全日程が終了しました。

ら質問があり応答がありました。

平成23年度

第2回緩和ケア人材育成検討委員会
常務理事 青野

拓郎

日時：平成24年３月５日（月）
場所：広島県緩和ケア支援センター
薬剤師専門研修（1日目）

事務局の司会で会議が始まり出席委員９名の紹
介の後、議事に移りました。

・国・県が目指す緩和ケア／緩和ケアの概念

報告事項

・緩和ケアにおける症状マネジメントのメカ
ニズムと実際

◦平成23年度緩和ケア専門研修のまとめ
各研修のアンケートより、９割以上の受講者

・コミュニケーションの基本

が概ね理解できたと回答しており、研修プロ

薬剤師専門研修（２日目）

グラム、内容、講師等については概ね良かっ

・在宅緩和ケアの実際～訪問看護の立場から

たと評価できるなどとされました。

・在宅緩和ケアチームでの薬剤師の役割
・緩和ケアチームでの薬剤師の役割

◦平成23年度スキルアップ研修受講者へのアン
ケート結果について

・在宅緩和ケアの実際～在宅医の立場から

今回の調査から、調査方法等に検討の余地は

・グループワーク「自分の役割とこれからの
課題」

あるが、当センター研修が県内の緩和ケアを
担う人材の育成に寄与していると言っても良

となったことと、在宅緩和ケアチーム研修が年2

いのではないかと思われる。今後も評価を継

回開催となりました。

続し、精度の高いまとめにしていきたい。今

最後に事務局から協議結果をもとに平成24年度

回の調査結果を今後の研修に反映させていき

の緩和ケア専門研修の計画を実施し、各職種の人

たいと報告されました。

材育成並びに質の向上に努めたいと述べられまし

協議事項
◦平成24年度緩和ケア専門研修計画（案）につ
いて協議があり薬剤師関連では

た。
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日本薬剤師会平成23年度介護保険・在宅医療等担当者全国会議
常務理事 有村

健二

日時：平成24年３月７日（水）
場所：日本薬剤師会
2025年に向けて地域包括ケアシステムを踏まえ

となっている。
計画の各所に、今まではあまりなかった医療提

た第５期介護保険事業計画では
（１）認知症支援策の充実

供部門に＜薬局＞という文言が多く盛り込まれ薬

（２）医療との連携

局との連携も意識されている。

（３）高齢者の居住にかかる施策との連携

介護報酬改定では、薬剤師の居宅療養管理指導

（４）生活支援サービスの充実

を行った場合は、「医師、歯科医師に報告した上

といった取り組みがスタートする。

でケアマネジャーに対するケアプランの作成等に

＜今後のサービス提供の方向性＞

必要な情報提供を行うこと、併せて利用者の服薬

①在宅サービス・居住系サービスの強化

状況や薬剤の保管管理に問題がある場合、その改

②介護予防・重度化予防

善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される

③医療と介護の連携の強化

場合には、関連事業者に対して情報提供及び必要

④認知症対応の推進

な助言を行うこととする。」となった。

特に③の医療と介護の連携の強化では
・在宅要介護者に対する医療サービスを確保す
る。

薬局薬剤師は期待される社会資源と福祉関係者
からは言われているが、共働して在宅業務を行っ
てる例は多くない。この機会をとらえて、他業種

・他制度、多職種のチームケアを推進する。
・小規模多機能型サービスと訪問看護の複合型
サービスを提供する。

との連携を深める必要がある。
なお、ケアマネジャーへの連絡票については、
県薬在宅服薬管理推進委員及び在宅緩和ケア検討

・退院時・入院時の連携強化や地域における必要
な医療サービスを提供する。

平成23年度

委員会で制作中であり、ホームページ等に掲載予
定である。

健康ひろしま21推進協議会
前常務理事

日時：平成24年３月９日
場所：県庁 自治会館会議棟
まず会議に先立ち、委員の自己紹介と会長・副
会長の選出を行いました。

藤山

りさ

101会議室

委員には県民代表として２名の方が選ばれて県
民の声として会議に出席されておられました。

会長には、広島県医師会堀江正憲常任理事が、

この健康ひろしま21は、21世紀の我が国におい

副会長には全国健康保険協会広島県支部向井一誠

て少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活

支部長が選任されました。

習慣及び社会環境の改善を通じて、子供から高齢
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者まですべての国民がともに支えあいながら希望

の摂取の重要性について話し合われ、各家庭でな

や生きがいを持ち、ライフステージに応じて、健

るべく幼少期から朝食を摂るように習慣づけるこ

やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現す

とが重要ではないかと言われていました。

ることができるよう、国民の健康の増進の総合的

それ以外の項目については禁煙率・禁煙運動に

な推進を図るために基本的な事項を示し、推進す

ついてはA評価、身体活動・運動の項目について

るものであると明記されています。

は、なかなか歩くという行為自体が少なくなり、

広島県では、栄養・食生活、身体活動・運動、

D判定と進み具合が悪い一方で、“歩け歩け運

休養・心の健康、たばこ、アルコール、歯と口の

動”というようなイベントが各地で行われ、健康

健康、啓発による知識の定着・浸透、境界領域

を意識する人の参加者の増加傾向もあり意識の高

期・有病期、重症化・合併症、終末期など11区

さがあるようです。が、イベントに終わらすこと

分、42項目について一定の目標値を掲げて、目標

なく、『歩く』という運動を継続的にできるよう

値達成をめざすというものです。

に今後の課題となりそうでした。

今回の会議では、目標値に対して達成度を評価

特定健診受診率においては、検診を受けるか否

し、Ａ～Ｅで表していることの状況説明が集計中

かについて、受診中の方に関して言えば、受ける

のものも含め事務局からありました。

機会が減ってしまうため、検診受診率の適正な評

評価対象のデータソースは、22年度23年度及び
17～19年度の県民健康意識調査など項目によって

価数値が出ないことが問題となっていました。
今後の取り組みとして

広島県民のための“ひ

まちまちのため、現状値と少し離れたものもあり

ろしま”らしさを出した県民の生活習慣病予防及

ました。

び、健康増進を推進していく社会整備をしていく

栄養・食生活の項目では、食生活の中でも朝食

ことを課題とし閉会いたしました。

お手伝いしていただける
薬剤師の方を募集します。

締め切り５月15日（火）
連絡先：広島県薬剤師会事務局

TEL：（082）246－4317

担当職員：吉田

広島県薬剤師会では、サポートゾーンに『お薬相談コーナー』を設置しています。
また、ブース内に“薬局体験コーナー”として、実際に子供用の白衣を着て分包
機を使い、薬剤師の仕事を体験してもらっています。（白衣の写真撮影も併せて
行っています。） 両日でなくても構いません。
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平成23年度

広島県合同輸血療法研修会
広島県健康福祉局薬務課 應和

卓治

日時：平成24年３月10日（土）
場所：鯉城会館
平成24年３月10日（土）に、この研修会を広島

第２部

県合同輸血療法委員会（事務局；広島県及び広島

「日本赤十字社が実施する血液事業の運営体制に

県赤十字血液センター）の主催により開催しまし

ついて」

た。この委員会は、昨年５月号で「広島県輸血療

 日本赤十字社

法委員会情報交換会（Ｈ23.２.26開催）」の題名



で御紹介したとおり、情報交換会での参加者（学

第３部

識経験者、関係団体及び輸血療法に関わる主要16

１．「当院の輸血療法委員会の現状報告」

医療機関）の合意に基づき、昨年５月25日に発足



しました。



研修会には、計169名（医師34名、薬剤師21

中四国ブロック血液センター

設置準備室

副室長

西田

国家公務員共済組合連合会
検査部

一雄

主任

呉共済病院
荒谷

千登美

２．「救命救急センター併設病院における血液製
剤使用の現状」

名、看護師24名、臨床検査技師76名及びその他14
名）の参加があり、会場も満員御礼となる盛況で



した。薬剤師会からは木平副会長に参加していた

第４部

だき、また、薬剤師会から開催をＰＲしていだい

「適正輸血とは何だろう」

たこともあり21名もの薬剤師の参加がありまし

－ガイドラインと輸血の現状から、明日の輸血に

た。この場をお借りして厚くお礼を申し上げま

つなげたいこと－

す。



さて、この委員会は、「輸血医療の標準化」と



福山市民病院

中央手術部長

小野

和身

東京慈恵会医科大学附属病院
輸血部教授

田崎

哲典

いうものを目指すこととし、「適正使用」をキー
ワードに取組みを行っているところです。ただ
し、通常は「適正使用」と聞けば「使用量を減ら
すこと」と受け取られがちですが、必ずしも使用
量を減らそうというだけではなく、「使用すべき
症例に使用されていなければ使用を勧めることも
含んでいる。」ということも視野に入れているこ
とを、あえて記しておきたいと思います。
それでは研修会の内容を簡単に御紹介したいと
思います。
医療機関へのアンケート調査からは、各施設に

第１部

おいて輸血用血液製剤等に係る諸事全般を管理す

「輸血療法に関するアンケート」調査報告
広島大学大学院


る輸血療法委員会の設置は８割方と進んでいる

医歯薬学総合研究科

疫学・疾病制御学教授

田中

純子

が、この委員会の設置のほか、診療報酬に定める
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輸血管理料を取得するための施設基準をクリアで

的」を再確認した際に、輸血（検査）部で集約管

きているのは全体の４分の１に過ぎず、委員会は

理する施設からの聞き取りでは概ね使用目的の回

設置しているがその半数以上が管理料を取得でき

答があった一方で、薬剤部で管理する施設から

ていないこと、また、輸血後感染症の発生に備え

は、「オーダーがあれば出すだけなので、どんな

た遡及調査のための術前の検体の保管、輸血前検

症例に使われているかまでは分かりません」とい

査、輸血後検査の実施に未だ対応できていない施

う回答もあり、管理部門の役割としては薬剤師と

設があること、そしてこれらのことは必ずしも施

しての関与が次第に薄れているとの印象を抱きま

設規模の大小に依存していないなどが示され、県

した。しかしながら、薬剤師が臨床現場に出て行

内の輸血医療の現状としてはまだまだ改善の余地

く機会が増えている状況にあっては、輸血療法の

があることが明らかとなりました。

必要性とデメリットなどへの理解と関与もこれま

特別講演では、「適正使用」をメインにお話が

で以上に求められると考えられます。当委員会と

あり、適正使用とは、一般的には添付文書に記載

しても、この研修会が医師、薬剤師、看護師及び

されている用法・用量、そして使用上の注意を守

臨床検査技師の皆様からのニーズにお応えできる

ることだけれども、輸血用血液製剤の場合は、さ

よう企画して参りますので、皆様方から更なる参

らに国が定めた「輸血療法の実施に関する指針」

加をいただければと思っております。

及び「血液製剤の使用に関する指針」に従って使

今後とも情報提供を続けて参りたいと考えてお

用する必要があること、そしてこれらのベースに

りますので、県内輸血療法の向上に、皆様の御協

は、血液製剤が献血者の善意によるものだという

力をよろしくお願いいたします。

倫理的な面と、当然に限られた資源であること、

最後に、この研修会の資料など、一連の開催記

さらには感染症や副作用などの潜在するデメリッ

録を県のホームページに掲載しておりますので御

トがあることなどのお話がありました。また、症

覧いただければ幸いです。

例によっては指針に掲載された使用の目安まで待

（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/）

てない場合もあるとのことで、そういった症例を
集めて「適正使用」の検証も必要であるとのお話
もあり、委員会活動に多くの示唆をいただきまし
た。
ところで、輸血用血液製剤の管理は、病院の中
ではどの部門が行っているかということですが、
単に受払いを管理していた時代から、輸血療法委
員会を中心として、前述した国の指針等に基づく
使用目的の確認や、血液型の検査結果等とあわせ
てオーダーのあった製剤の使用が適正であるかど
うかを判定して現場に供給する体制が求められる
時代へと変わってきています。このため、以前は
薬剤部で管理していたような病院でも、次第に、
検査を担う臨床検査技師を中心とする輸血（検
査）部に集約されつつあります。このことは、ア
ンケートの記入事項のうち「血液製剤の使用目
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日本薬剤師会平成23年度医薬分業指導者協議会
副会長

村上

信行

日時：平成24年３月16日（金）
場所：厚生労働省講堂
標記協議会が平成24年３月16日（金） 中央合同庁舎５号館（厚生労働省）講堂（低層棟２階）にお
いて開催されました。この会議こそ、昨年の３月11日に同じ場所で開催された会議です。
多分、出席者も８割以上が変わらず、あちらこちらで思い出話が語られていました。わたくしも少し
早めに東京に着きましたので、昨年難民として歩いた順路を浜松町から霞ヶ関までゆっくりと遡ってみ
ました。こだわりとして、万が一の開通を期待して数時間を過ごした浜松町モノレール駅近くの「焼き
鳥屋」（もちろん中には入ってはいません）前から一歩を踏み出しました。新橋駅前のオーロラビジョ
ン、東京駅派と羽田派が分かれた交差点、日比谷公園とたどり着きました。公園周囲は変わらず工事中
でしたが、公園内はさすがに広々としていて、行き場のない不安感に包まれた群衆で埋め尽くされたあ
の日の状況は幻と化していました。
例年行政からの出席もありますが、今年度広島県は政令、中核都市等は欠席で県薬務課から３名が出
席されていました。
次
１．開会のあいさつ 

第
厚生労働省大臣官房審議官（医薬担当） 平山 佳伸

２．日本薬剤師会の活動について

日本薬剤師会の活動と今後の展望



（社）日本薬剤師会副会長 生出 泉太郎

３．最近の薬事行政について
（１）最近の薬事行政の話題

厚生労働省医薬食品局総務課主査 鶴﨑 泰史

（２）在宅医療の推進について 

厚生労働省医政局指導課課長補佐 上野 清美

４．在宅医療推進に向けた地域の取り組みについて
（１）在宅療養支援アクションプラン



（２）全国薬剤師・在宅療養支援連絡会について

（社）日本薬剤師会常務理事 安部 好弘
全国薬剤師在宅療養支援連絡会 大澤 光司氏

（３）地域における取組について
東京都港区での取組
港区の在宅緩和ケアの取組みについて
地域行政と開局薬剤師との在宅医療介護推進活動

みなと保健所健康推進課長 北村 淳子氏
港区薬剤師会理事 清水 晴子氏

高知県南国市の取組
「顔の見える連携体制作り」の成果報告
～薬局薬剤師の立場から～

くろしお薬局 川添 哲嗣氏

地域包括ケアの仕組みづくりと保健所が果たした役割
～なぜ薬剤師に声がかかるようになったか～

高知県中央東福祉保健所長 田上 豊資氏

（４）全体質問
５．閉会のあいさつ



（社）日本薬剤師会会長 児玉 孝

29

広島県薬剤師会誌 2012  Vol.37  No.3

まず、生出 副会長が
「東日本大震災と薬剤師の支援活動」「診療（調剤）報酬等の改定」「薬学教育関連」
「一般用医薬品販売制度定着促進キャンペーン」「日薬生涯学習支援システム

JPALS」

「薬剤師の将来ビジョン」の６テーマについて話されました。次第にありますように９演者２挨拶で時
間が限られた中、「お薬手帳」「薬局及び薬剤師に関する災害対策マニュアル策定に関する研究」「薬
学教育モデル・カリキュラム」改訂などテーマに沿って話され「薬剤師の将来ビジョン」では「オール
薬剤師」が「すべては国民のために」として締めくくられました。医薬食品局安全対策課からPMDA
（医薬品医療機器情報配信サービス）の利用促進を求められ続いて、「最近の薬事行政」を総務課鶴崎
主査から「一般用医薬品販売制度について」「薬事法等制度改正について」「薬局ヒヤリ・ハット事例
収集・分析事業」などの９テーマで話され「公民を学習する中学３年生を対象に“薬害ってなんだろ
う”」や薬剤師関連予算について話されました。
また「国民や他の医療職種の期待に応えうる薬剤師の養成」を事業とし、都道府県にも要請されてい
ます。なかでも「先行・先端事例実施施設による研修」など参加型研修とし、薬局の場合「介護との連
携」「行政との連携（公衆衛生）」「アンチドーピング」などが挙げられています。つづいて医政局指
導課の上野清美氏から「在宅医療の推進について」24年度予算35億円をもとに話されました。この度は
様々な事業を表すイメージ図に必ず「薬局」の文字が入っているのが印象的でした。暫時休憩後に日薬
の安倍常務理事登壇となりざわめきます。
昨年度は安倍常務理事の話の途中から地震でした。「在宅療養推進アクションプラン」についてある
意味「再度」の話になりました。すでに都道府県レベルで担当理事により推進している部分もあり、医
薬分業指導者に対しての説明が震災により一年後手に回ったかもしれません。「在宅を地域薬局の当た
り前の業務に育てる！！」支部薬剤師会レベルの指導者の取り組みが大切と締められました。
つづいて「全国薬剤師・在宅支援連絡会（J－HOP）」の会長の立場で大澤光司氏が「多職種連携」
や「在宅における薬剤管理」について話され、最後には東北大震災時にJ-HOPの叡智を結集して作成さ
れた「薬剤師ボランティア必携資料集」を紹介されました。通信環境にあるパソコンで活用し、文中の
キーワードをクリックするとデータ、資料、詳細文献等とリンクされます。私も活用させていただきま
したが消毒から携行品アドバイスまで実に多彩でした。「地域における取組」は今年度東京都と高知県
での「薬剤師会と行政との連携」が2題発表されました。高知県の薬剤師の立場では広島県薬剤師会学
術大会in福山で講演頂いた川添哲嗣氏が話されました。近年「チーム医療」が唱えられています。「グ
ループ」と「チーム」の違いについて「グループは集合体」だが「チームとは参加者それぞれの持ち分
を活かす」と定義された方がいらっしゃいます。数としての集合でなく機能集団としてのチームに必ず
薬剤師が見える在宅医療チームでありたいと思います。
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日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会（第３回）
常務理事 豊見

敦

日時：平成24年３月16日(金)
場所：日本薬剤師会
平成23年度３回目となるこの日の会議では、２月５日に慶應義塾大学芝共立キャンパスで開催された
「全国職能対策実務担当者会議－10年後の薬局・薬剤師を考える－」の総括について検討が行われまし
た。（会議当日の報告については本誌３月号に掲載）
全国会議当日、10グループで作成されたレポートを整理した上で、本検討会の考察を加えた報告書を
作成することとされ、意見の取りまとめが行われました。
この報告書は、今後日本薬剤師会の活動を方向づける一材料とされるものですが、この報告書を元
に、各都道府県薬剤師会に、全国会議の報告及び各都道府県での開催依頼などのフィードバックが行わ
れることとなります。
その後、来年度の委員会活動について意見交換が行われ医薬分業の確立、薬剤師職能の向上など本検
討会が行うべき活動についてディスカッションが行われ閉会しました。

中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関
評議員会および運営委員会合同会議
日時：平成24年３月17日（土）
場所：岡山ピュアリティ・まきび
まず、前田評議委員会会長（広島県薬剤師会会

開催とすること各県への参加枠が承認された。今

長）より、６年制初の国家試験合者誕生への期待

後学生数が減少するため、指導薬剤師は充足した

と、大学および受け入れ施設側の先生方への指導

ので、WSを多く開催する必要はないのではない

の御礼の挨拶で開会した。

かという意見もあるが、若い薬剤師の育成、薬剤

事務局より、平成23年度の中四国地区での受け
入れ依頼状況、各大学より、23年度実習の中止事

師の資質の向上にもなることを考えて関係者への
WS開催協力をお願いすることになった。
次に、手嶋病院・薬局実務実習中国・四国地区

例、出石WS委員会委員長より、WS開催状況に
ついて報告があった。
次に、各県の機関運営委員より24年度配属薬局
数および指導薬剤師数について報告があった。
平成23年度予算執行状況について、続いて、平
成24年度事業計画（案）及び予算（案）について

調整機構委員長より、23年度実習の御礼と、実習
中止事例はメンタルや対人関係が主原因であるこ
と、24年度の課題は、島根・鳥取・高知のふるさ
と実習の推進と、Webシステムの導入の検討で
あると報告された。

事務局より報告され、平成24年度も総額300万円

最後に、藤原（高知県）・森（愛媛県）各評議

で、平成23年度末までの各県WS参加者数をもと

員がそれぞれ退任挨拶され、加藤評議員（岡山

に拠出することが、それぞれ了承された。

県）の閉会挨拶により終了した。

事業計画（案）では、実習の調整とWSの開催
について提案がされ、福山・岡山・広島で３回の



（文責：木下美穂）
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平成24年度

調剤報酬改定等説明会

（東部）日時：平成24年３月24日（土）
場所：ふくやま芸術文化ホール
リーデンローズ

（西部）日時：平成24年３月25日（日）
場所：中国新聞ホール

－西 部－

－東 部－
福山支部

井上

真

広島支部

木原

春日

３月24日にふくやま芸術文化ホー

平成24年３月25日（日）に中国新

ル「リーデンローズ」で開催され

聞ホールにて、平成24年調剤報酬改

た調剤報酬改定等説明会に参加しました。
今回の説明会では1,000名を軽く超す規模の

定等説明会が中国四国厚生局と広島県薬剤師会の
共同開催で行われました。

ホールでの開催ということもあってか各薬局の参

中四国厚生局の指導官の方および広島県薬剤師

加人数に縛りがなく、大勢の薬剤師・事務職員の

会の豊見雅文先生より説明していただいたことを

方々が参加され過去最大規模の説明会になったと

簡単に紹介させていただきます。

思います。この改定での調剤報酬点数の変更点は

調剤分野においての改定では、在宅薬剤管理指

従来の改定時よりも少なかったと思いますが、そ

導業務の推進、薬局における薬学的管理及び指導

れでも大勢の参加者があったのは在宅業務に関す

の充実、後発医薬品の使用促進に重点配分されま

る評価の見直しや新設、調剤報酬における適正

した。

化・合理化ということでの多くの加算が廃止され

まず在宅薬剤管理指導業務をより一層推進する

て薬剤服用歴管理指導料に統合化、後発医薬品の

観点から、在宅患者調剤加算が新設され、小規模

使用促進における評価の見直しや処方箋様式の変

薬局でも在宅に参画可能とするためにサポート薬

更など、今後の改定で更なる変化を予感させるも

局の制度ができました。また薬局の負担軽減のた

のがあったためだと感じました。

めに無菌製剤処理加算に関する施設基準が合理化

当日は調剤報酬改定時集団指導ということで中

され、無菌製剤処理を行うための専用の部屋を有

国四国厚生局指導監査課の方から主要改定項目に

していることの要件が削除されました。そして薬

ついての細かな説明がありましたが、「届出様式

局から患家の距離が遠いと緊急時などに不利益が

○○」など参加者への資料にはない説明が多くて

生じるケースが予想されるとして在宅患者訪問薬

イメージしにくかった方も少なくなかったと思い

剤管理指導料等の算定要件に16キロメートルとい

ます。

う距離要件が設定されました。ただし患家から16

それに続いて豊見先生からの説明だったのです

キロメートルの圏域の内側に訪問薬剤管理指導を

が、中国四国厚生局の方の熱心な説明のお蔭で必

行う旨を届出ている薬局が存在しないなど特殊な

要以上の説明をしていただいたのか、随分とあっ

事情があれば算定でき、中国四国厚生局のホーム

さり終わり質問へと移行されました。

ページに届出をしている薬局が載っているので確

まだ解釈しにくい曖昧な部分もあると思います

認してほしいとのことでした。なお平成24年３月

が、今後の様々なＱ&Ａを注意深くチェックして

31日以前から医師の指示で訪問している場合は続

スムーズな業務に繋げていきたいと思います。

けて算定可能です。
次に薬学的管理及び指導の充実においては、お

32

2012  Vol.37  No.3 広島県薬剤師会誌

薬手帳を通じた情報提供、残薬の有無の確認、後

最後に後発医薬品の使用促進を目的として、後

発医薬品に関する情報提供が薬剤服用歴管理指導

発医薬品調剤体制加算が見直され、医薬品ごとに

料の算定要件に追加され包括的に評価されること

後発医薬品への変更の可否を明示するように処方

になりました。なお、お薬手帳の有用性を十分説

箋様式が変更されました。また保険薬局における

明しても拒否された場合は、その旨を薬歴等に残

後発医薬品の在庫管理の負担を軽減するために医

し、定期的に声かけをすることで、管理指導料の

科において一般名処方が行われた場合の加算が新

算定は可能であるとのことでした。またハイリス

設されました。

ク薬の算定要件が明確化され、薬局では得ること

改定が行われてしばらく経ちますが、お薬手帳

が困難な診療上の情報収集については必ずしも必

や薬情の記載事項の変更点など患者様にお話しす

要ではなくなりました。そして特別の乳幼児用製

る事が多く、また慣れない処方箋様式や一般名処

剤加算が削除され、乳幼児服薬指導加算が新設さ

方で混乱の毎日を送っています。

れました。
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広島県医療審議会保健医療計画部会
前常務理事

平田

智加子

日時：平成24年３月29日（木）15：30～
場所：県庁北館２階第１会議室
１．現計画に関しての報告事項
（１）基準病床数の見直しについて
改訂案
P56

表３－２－１
《療養病床及び一般病床》

二次保健医療圏
広
広

島
島
西
呉
広 島 中 央
尾
三
福山・府中
備
北
合
計

現記載内容
P56

表３－２－１
（単位：床） 《療養病床及び一般病床》

基準病床数
既存病床数
（平成24年４月～）
12,535
14,023
1,923
1,822
2,828
3,395
1,808
2,262
3,373
3,771
5,181
5,249
1,298
1,642
28,946
32,164

《精神病床》

全県域
精 神 病 床

二次保健医療圏
広
広

島
島
西
呉
広 島 中 央
尾
三
福山・府中
備
北
合
計

（単位：床） 《精神病床》
基準病床数
8,168

既存病床数
9,056

全県域
精 神 病 床

（単位：床）

基準病床数
既存病床数
（平成24年４月～）
12,881
14,056
1,923
1,822
2,981
3,395
1,802
2,268
3,373
3,796
5,243
5,371
1,316
1,660
29,519
32,368

（単位：床）
基準病床数
8,158

既存病床数
9,079

（２）広島県保健医療計画の進捗状況について
基準病床数の状況
既存病床数

基準病床数
計画策定時

29,603床

現在

28,946床

⇒657床の減

計画策定時

32,823床

現在

32,164床

⇒659床の減

４疾病５事業における目標達成状況
「救急医療」「災害医療」「へき地医療」「周産期医療」「小児（救急）医療」に関して
は、目標達成できました。
（３）国庫運営費補助事業に関する事後的評価について
①

評価の視点
事業計画に掲げられている運営費補助の目的、必要性、効果等について、事業の実施結果を
踏まえた検討や課題等を、次に掲げる視点等から行う。
○

医療提供施設相互間の機能分担と医療連携について
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○
②

医師、看護師その他の医療従事者の確保について

評価結果の公表及び厚生労働省への提出
部会における評価及び改善の検討の終了後、速やかに評価結果を広島県ホームページにおいて
公表するとともに、翌年度の申請書に添えて、評価結果を厚生労働省に提出する。

２．新計画に関しての報告及び協議事項
（１）広島県医療機能調査の実施状況について
配布・回収状況（回答状況は３月16日現在）
区
医療
機能
調査

分

病

院

一般診療所

歯科診療所

訪問看護ステーション

計

対象施設数

249

2,594

1,541

169

4,553

回答施設数

192

1,976

1,315

138

3,621

77.1%

83.0%

85.3%

81.7%

80.4%

121

1,493

1,018

－

2,632

48.6%

57.6%

66.1%

－

60.7%

回

収

率

医療機能報告
回

収

率

調査項目
区分

主な質問項目

病院

診療科目、患者数、従事者数、設備状況、処方数、セカンドオピニオンの状況、
救急・災害対応、医療連携、在宅医療の実施、５疾病等の提供体制等

一般診療所

従事者数、患者数、設備状況、医療連携、処方数、患者への対応、救急・
災害対応、在宅医療、疾患別の提供体制等

歯科診療所

従事者数、設備状況、患者への対応、保健事業の実施、高次歯科医療への対応、
在宅医療

訪問看護ステーション

対応できる内容、従事者数、保険加算状況、利用者数（疾患別）、訪問エリア、
紹介の状況、連携先、在宅医療に係る課題認識等

（２）広島県保健医療計画（第６次）の構成素案について
（３）平成24年度広島県地域保健対策協議会及び県設置委員会等、計画内容の検討体制について
（４）広島県保健医療計画（第６次）スケジュールについて
（５）地域保健医療計画の策定について
来年度に向けての協議事項については、すべて承認されました。
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生涯学習支部担当者会議
常務理事 豊見

敦

日時：平成24年4月10日（水）
場所：広島県薬剤師會館
今春開始されたJPALS（日薬生涯学習支援

役職

・支部名

出席者名

システム）についての説明が行われ、各支部で

広島県薬剤師会

副会長

木平

健治

JPALS説明会を開催することなどが話し合われ

〃

副会長

村上

信行

た。

〃

常務理事

青野

拓郎

〃

常務理事

小林

啓二

〃

常務理事

田口

勝英

〃

常務理事

谷川

正之

〃

常務理事

豊見

敦

〃

常務理事

中川

潤子

広島支部

河内

一仁

安芸支部

北谷

修一

福山支部

井上

真

尾道支部

平田

和正

安佐支部

加藤

頼孝

大竹支部

貞村

大祐

広島佐伯支部

大井健太郎

廿日市支部

石本晃一郎

東広島支部

桃原

木平副会長の挨拶に引き続き、JPALSの概
要について説明が行った。CPD（継続的な専門
能力開発）の考え方、プロフェッショナルスタ
ンダードの位置づけ・利用方法、ポートフォリ
オのメリット、クリニカルラダーの意義、実際
のJPALSへの登録方法・利用方法等を中心に
説明を行った。また、説明に引き続き、実際に
JPALSの操作を行い、質疑応答などが行われ
た。
JPALSの利用方法解説の後、各支部での研修
会コードの取得、研修会カレンダーの利用につ
いて話し合われ、会員がJPALSを積極的に活用
できるよう、情報提供を行っていくこととされ

泰誠

た。また、会員への周知については、各支部で
JPALSについての説明会を開催していただくこ

JPALSの利用方法については、日薬誌３月号

ととなり、支部からの依頼があれば、講師を県薬

別冊「JPALS」に詳しく解説されています。ま

から派遣することが決められた。

た県薬ホームページに「簡単マニュアル(登録
編・ログイン編・プレチェック編・過渡的申請
編)」を掲載しておりますのでご参照ください。
レベル５の認定からスタートできる過渡的認定
につきましては平成25年３月31日までと期間が定
められております。過渡的認定対象者の方（研修
センターの認定薬剤師、薬剤師免許登録後15年が
経過している方等）はご注意ください。
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◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）◎

新規受付は平成21年８月末をもって
終了しました。

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

㈱和多利広島本社

Wポイントカードホームページ

Wポイントカード事務局

☎ 082 -830 -0230

平日10：00〜18：00

http://www.watari.biz/

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

広島県Wポイントカード加盟店
店舗名

TEL
広島市安芸区

Edabriek
ちから 船越店
ちから 矢野店
マダムジョイ 矢野店

082-822-6667
082-824-0301
082-888-5246
直営食品売場
082-889-2441

広島市安佐北区
大野石油店 高陽町SS
082-842-1890
大野石油店 可部バイパスSS
082-819-0210
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
ちから マルナカ可部店
082-810-0877
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
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 八木店
082-830-0235
徳川 安古市店
082-879-9996
広島第一交通㈱上安営業所 082-872-5410
広島風お好み焼き・鉄板居食家
徳兵衛 毘沙門台店
082-879-0141
福助タクシー㈱古市営業所 082-877-0004

広島市佐伯区
AUTO GARAGE うえるかむ
082-927-2510
大野石油店 五日市インターSS
082-941-5020
大野石油店 造幣局前SS
082-923-6029
釜飯酔心 五日市店
082-922-8663
サイクルショップカナガキ 五日市店
082-924-5525

店舗名
住吉屋 楽々園店
ちから 五日市店
徳川 五日市店
マダムジョイ 楽々園店

平成24年４月１日現在
TEL
082-943-4960
082-922-8661
082-929-7771
直営食品売場
082-943-8211

広島市中区
バー・サード・ウェーブ
082-247-7753
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
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
082-504-6646
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
徳川 フジグラン広島店
082-236-1145
のん太鮨 パセーラ店
082-502-3383
ピカソ画房 本店
082-241-3934
ひろしま国際ホテル 芸州 本店
082-248-2558
ひろしま国際ホテル スペインバルミ・カーサ
082-248-6796
ひろしま国際ホテル 空庭BISとろクルクル
082-240-7556

店舗名

TEL

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
082-232-6315
井口家具百貨店
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
-532-1176
082
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
ちから

アルパーク天満屋店 082-501-2701
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店舗名
ちから
ちから
ちから
ちから

TEL
広島市西区（続き）
井口店
082-278-3666
観音店
082-232-5686
己斐店
082-507-0505
商工センター店
082-270-0390

ちから 中広店
082-532-4004
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 スパラーザ広島
082-235-3930
ホテルプロヴァンス21 メイプル
082-235-3323
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
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 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４丁目店
082-250-0804
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
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 ビッグカメラ・ベスト店 082-567-2388
徳川 南区民センター店
082-505-1620
大野石油店

店舗名

TEL

広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 広島新幹線店
082-263-0200
ホテルセンチュリー21広島 京もみじ
082-263-5531
ホテルセンチュリー21広島 フィレンツェ
082-568-5270
安芸郡海田町
ちから 海田店
徳川 海田店
ちから サンリブ府中店
ちから 府中店
ちから 向洋店
広島第一交通㈱府中営業所

082-822-1711
082-824- 0111
082-890-2510
082-287-0933
082-581-4321
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

総商さとう

総商さとう

庄原市
ウィー東城店

08477-2-1188

神石郡神石高原町
本店
08478-2-2011

廿日市市
廿日市インターSS
0829-20-1189
キャン・ドゥ 廿日市店
0829-32-3387
ジョイ薬局
0829-32-3077
徳川 廿日市店
0829-32-1111
大野石油店

東広島市
西条インターSS
082-423-3701
大野石油店 高屋ニュータウンSS
082-434-4411
大野石油店 東広島SS
082-423-9197
カギのひゃくとう番
082-424-3110
髪処 ふくろう
082-497-3337
住吉屋 西条プラザ店
082-423-7878
体育社 東広島店
082-422-5050
大野石油店

徳川 西条プラザ店
八本松タクシー

店舗名

TEL

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
三原市
ごはんや 広島空港店
徳川 三原店

084-860-8215
0848-62-8824

三次市
0824-69-2299
囲炉り茶屋 やまぼうし
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
HIROSHIMA
082-545-5277
※会員登録で100ポイント、メールマガジ
ンの受信ごとに１ポイント、メールマ
ガジンアンケートに回答すると30ポイ
ント以上（各号によって異なります）
。
リースキン 家庭用事業部
広島支店
082-233-1141
広島北営業所
082-845-2882
広島西営業所
0829-31-6161
広島東営業所
082-824-1411
Heart Leap Up

082-424-0300
082-428-0023

※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

57

広島県薬剤師会誌 2012  Vol.37  No.3

指

定

店

一

覧
平成24年４月１日現在

部 門
指 定 店
ゴム印・ ㈱入江明正堂
印鑑
ホテル ㈱呉阪急ホテル
ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン
福山ニューキャッ
スルホテル
リース
会社

日立キャピタル㈱

家具

㈱河野家具店
森本木工 西部

看板

㈱サインサービス

警備

ユニオンフォレスト㈱

会
員
価 格
営業日時
定 休 日
所
在
地
電 話 番 号
（ ８ 広島市中区新天地1-1
現金25％引、クレジット20％引 ９:30 〜19:00 日曜、祝日、
（082）244-1623
月の土曜）
宿泊20％引、宴会５％引、婚礼 年中無休
呉市中央1-1-1
（0823）20-1111
５％引、料飲10％引 外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼 年中無休
広島市中区中町7-20
（082）241-1111
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1, 500円引・ツイ 年中無休
広島市中区三川町10-1
（082）244-0109
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
福山市三之丸町8-16
（084）922-2121
宿泊17％引、レストラン５％引、年中無休
宴 会 料 理 ５ ％ 引 、婚 礼 、 料 飲
５％引
年末年始、夏期 広島市中区国泰寺町1-8-13 （082）249-8011
オートローン3.6％、リフォーム 年中無休
休暇等当社指定 あいおい損保広島ＴＹビル
ローン3.9％ 外
定休日を除く 6Ｆ
（0823）22-2250
呉市中通4-10-17
店頭表示価格から５〜20％引 ９:00 〜19:00 毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13〜15、
広島市安佐南区中須2-18-9 （082）879-0131
25〜60％引き 赤札より10〜 平日
８:30 〜18:00 12/29〜1/4
15％
年中無休
毎週土・日曜日、安芸郡府中町柳ケ丘77-37 （082）281-4331
見積額の10％割引
祝日
無休
（0823）32-7171
呉市中央2-5-15
機械警備10,000円／月〜、ホー 平日
ムセキュリティ4,000円／月〜、９:00 〜18:00
保証金免除

㈱全日警広島支店 月額警備料金10,000〜15,000円（土・日曜及び
（ 別 途 相 談 ）、機 器 取 付 工 事 代 祝 祭 日 を 除
20,000〜30,000円、保証金免除 く）
㈱北川鉄工所
建物
平日
特別価格
広島支店
８:45 〜17:30
時計・宝石 ㈱ナカオカ
15〜20％引（企画品、相場価格商
・メガネ
品は除く）
・カメラ ㈱下村時計店
現金のみ店頭表示価格から10〜 ９:00 〜19:00
20％引（一部除外品あり）
自動車 広島トヨペット㈱ 特別価格
Volkswagen南広島
㈱フタバ図書
書籍
現金のみ定価５％引（直営店のみ）
㈱紀伊国屋書店 現金のみ定価の５％引
広島店
ゆめタウン広島店
お好み共和国
全店全商品５％引
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
５％引
対象店舗（デパー
トを除く直営店）
レジャー 國富㈱広島営業所 Ｃカード取得コース45,000円、商品購
入：店頭価格より５％oﬀ、器材オー
バーホール：通常価格より５％oﬀ
Diving Service海蔵 スキューバダイビング体験講習￥8,400
Ｃカード取得講習会￥5,000引き・器
材修理店頭価格より５％引き

食事・
食品

土・日・祝日

広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5Ｆ

毎週土・日曜日、広島市南区東雲本町
祝日
2-13-21
毎週水曜日、夏 広島市中区堀川町5-10
期年末年始
月曜日
広島市中区本通9-33

定休日不定

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

広島市中区吉島西2-2-35

（082）541-3911

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

（082）294-0187
（082）225-3232
（082）250-6100
（082）246-2131

対象店舗（デパート 日・お盆・年末 広島市西区商工センター （082）277-8181
を除く直営店）年中 年始休業
7-1-19
無休９:30 〜19:00
８:30 〜20:00 なし
（082）293-4125
広島市西区観音町13-9
11:00 〜20:00 なし

広島市中区南千田西町
1-8-101

（082）209-7422
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部 門
指 定 店
㈱進物の大信
進物

㈲中山南天堂
総合葬祭 セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋
百貨店・ ひつじやサロン
婦人服・
複写機・ ミノルタ販売㈱
ファックス
仏壇・ ㈱三村松本社
仏具

会 員 価 格
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））

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

仏壇平常店頭価格より30〜40％
引、仏具平常店頭価格より10〜
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
ひろでん中国新聞 本人のみ
旅行
平日
旅行㈱本社・呉営 現金のみメープル・トピック 10:00 〜19:00
業 所 ・ 三 次 営 業 自社主催商品３％引
土・日・祝
所・福山営業所
10:00 〜17:00
㈱日本旅行
赤い風船３％引、マッハ５％引、
広島八丁堀支店 ベスト３％引
（県内各支店）
青山装飾㈱
装飾
８:30 〜17:30 日・祝日、第２・
特別価格
４土曜日
介護用品 坂本製作所㈱
車いす（アルミ製55％・スチール ９:30 〜18:00 日曜・祝日休業
介護事業部
製60％）、歩行補助ステッキ40％
福山営業所
引き
㈱デオデオ外商部 デオデオ店頭価格より家電製品 ９:30 〜18:30 土・日・祝日
家電
10％引、パソコン関連５％引
アリコジャパン 無料保険診断サービス実施中 ９:00 〜18:00 土・日・祝日
保険
広島第一エイジェ
（平日）
ンシーオフィス
㈱サカイ引越セン 通常価格より15％割引
引越
年中無休（但し
ター
1/1〜1/3は休み）
会員制福 ㈱福利厚生倶楽部 入会金（一法人）31,500円→無料、 ９:00 〜18:00
利厚生 中国（中国電力グ 月会費1,050円／人
（平日）
サービス ループ会社）
サービス内容（一例）全10,000アイ
（中小企
テムが会員特別料金◆宿泊施設：
業向け）
約4,000ヶ所 2,000円〜、◆公共の
宿：1泊2,500円／人補助◆パックツ
アー：10％OFF、◆フィットネス：１
回500円〜、◆映画：1,300円 等
株 式 会 社 クラタ 特別価格
設備
サ ービ スに つ 土日祭休
コーポレーション
いては 2 4 時 間
365日受付対応

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。

所
在
地
広島市中区堀川町4-14

電 話 番 号
（082）245-0106

広島市中区猫屋町8-17

（082）231-9495

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

（082）248-0516

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

（082）248-4361
（082）243-5321

広島市中区八丁堀16-14
第二広電ビル1Ｆ

（082）512-1020

広島市中区堀川町5-1
大内ビル1Ｆ

（082）247-1050

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

（0829）34-2508

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

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

広島市中区橋本町7- 27

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正
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県薬より支部長への発簡

２月17日
２月20日

支部長・理事合同会議の議題について

３月19日

「こどもの病気ハンドブック」及び

（通知）（各支部長）

「親子で見る絵本」について（通知）

平成24年度厚生労働省予算事業「在宅

（各支部長）

医療連携拠点事業」について（照会）

３月23日

平成24年度検査センター利用契約証明
書について（依頼）（各支部長）

（各支部長）
３月23日

第41回広島県薬剤師会通常代議員会資

２月21日

薬価基準の斡旋について（各支部長）

２月24日

支部長・理事合同会議資料の送付につ

料の送付について（通知）（各支部

いて（各支部長）

長）

２月24日

「｢70歳代前半の被保険者等に係る一

３月27日

いて（依頼）（各支部長）

部負担金等の軽減特例措置実施要綱」
の一部改正について」等の送付につい

３月28日

「まちかど相談薬局」をはじめとした

３月28日

３月６日

お薬手帳啓発事業・スイングポップの
送付について（通知）（各支部長）

薬局の相談機能等を活かした取り組み
に関する調査について（依頼）（各支

平成24年４月版介護報酬改定資料集の
送付について（各支部長）

て（各支部長）
３月５日

平成24年度調剤報酬・改定資料集につ

３月29日

平成24年度広島県薬剤師会賞及び同功

部長）

労賞並びに同有功賞受賞候補者の推薦

災害時の薬剤師の活動について（通

について（依頼）（各支部長）

知）（各支部長）

４月２日

県薬ホームページ「在宅医療受入可能

３月７日

啓発資料の送付について（各支部長）

薬局リスト」への掲載について（依

３月13日

平成24年度調剤報酬改定等説明会資料

頼）（各支部長）

の送付について（各支部長）
３月16日

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事
業第６回集計報告について（通知）

担制度に係る各市長村の対応状況につ

（各支部長）
４月９日

医療事故情報収集等事業 第28回報告
書について（通知）（各支部長）

第41回広島県薬剤師会通常総会開催日
の変更について（通知）（各支部長）

３月19日

４月９日

平成24年４月からの福祉医療費公費負
いて（通知）（各支部長）

３月16日

応需薬局のゴールデンウィーク休業期
間調査について（依頼）（各支部長）

生涯学習支部担当者会議の開催につい
て（各支部長）

３月16日

４月２日

４月11日

安心な子育てしやすい環境づくり応援

平成24年度診療報酬改定に関する通知

事業に係る「こどもの病気ハンドブッ

の発出について（通知）（各支部長）

ク（こんな時どうする）及び親子で見
る絵本」の配付について（各支部長）
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◆ 平成２４年2月常務理事会議事要旨
日

時：平成24年２月16日（木）
午後６時30分～午後９時10分
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長、大塚・野村・村上副会長、
豊見専務理事、小林・重森・田口・谷川・
二川・政岡各常務理事
欠席者：木平副会長、青野・有村・平田各常務理事
議事要旨作製責任者：藤山りさ
１．報告事項
（１）１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．広島県総務局総合特区プロジェクトチーム来会
２月２日（木） 於 広島県薬剤師會館
全国５カ所（広島県では尾道市）を医療特区
とし、主に在宅医療に関するプロジェクトと
して活動するにあたり協議をしたと報告され
た。
イ．選挙管理委員会
２月９日（木） 於 広島県薬剤師會館
今期改選にあたり、委員長の山本和彦先生、
副委員長の下田代幹太先生及び森川委員が出
席された。日薬代議員の選挙方法が変わった
ため、日薬代議員選挙は行わず、会長・監事
選挙のみであると説明した。それに伴い、定
款細則、選挙管理規定、届け出書類等の打ち
合わせをして選挙準備に取りかかると報告さ
れた。
ウ．平成24年度広島県薬務課事業説明会
２月10日（金） 於 広島県薬剤師會館
薬事等取締指導費、委託料、補助金、国保組
合がん検診受診率向上対策事業等の年間事業
について、または医療関連産業のクラスター
形成事業の概要説明を受けたと報告された。
エ．広島県健康福祉局長来会
２月10日（金）
佐々木県健康福祉局長が来館され、山科県歯
科医師会会長、石原事務局長との4名が出席
した。国有地の払い下げに関する状況説明と、
これからの方向性について説明を受けた。ま
た、県歯科医師会では、会館建設委員会を立
ち上げられていると報告された。
オ．平成23年度圏域地対協研修会
２月12日（日） 於 呉市文化ホール
今回は、呉市が担当し、認知症がテーマで開
催された。また、次回は、三次市が担当され
ると報告された。
（大塚副会長）
ア．ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会
２月８日（水） 於 本通ドムス
年度末ということで今年度の活動報告があり、

決算処理等については、３月にもう一度委員
会を開催することとし、決議されると報告さ
れた。
（野村副会長）
ア．広島県健康福祉局医務課来会
２月２日（木） 於 広島県薬剤師會館
医務課長及び医務課主幹が来館され、医療法
の施行規則の改正に伴う説明があった。
現行法が条例に変更となるとなるが、内容は
変わらない。本年７月頃に、施行すると報告
された。
イ．大洋薬品工業㈱来会
２月２日（木） 於 広島県薬剤師會館
３月23日開催の県病薬学術講演会の後援依頼
を受けたが、一企業への共催はいたしかねる
と返答したと報告された。
（村上副会長）
ア．日薬代議員中国ブロック会議（資料１）
２月４日（土）・５日（日） 於 岡山
ブロック代表質問者には、岡山県の小笠原
予備代議員が決まり、広島県からの質問は、
ジェネリック対応と処方せんの有効期限等に
ついてとし、中国5県からの各質問を取りま
とめ、全部で12の項目を代表質問としたと報
告された。
（豊見専務理事）
ア．行政支部及び広島県薬学技術職員協会研修会
２月11日（土） 於 ホテル広島ガーデンパ
レス
定年退職される薬学系職員の送別会を兼ねた
研修会となり、東日本大震災での、県薬とし
て、あるいは薬剤師としての支援について話
したと報告された。
イ．平成23年度広島県高等学校保健研究大会
２月16日（木） 於 広島県立総合体育館
県学校薬剤師会代表として出席した。安佐地
区の薬物乱用防止の研究発表があったと報告
された。
（田口常務理事）
ア．日本薬剤師会平成23年度薬局実務実習担当者
全国会議
２月11日（土） 於 慶応義塾大学芝共立校舎
諸問題を取り上げ、それをどう受け入れ薬局
に理解してもらい、対応していくかといった
方法論について話し合われたと報告された。
今後も、フォローアップ研修会等で同じよう
な問題点を検討していき、来年度の課題とし
ていくと報告された。
（谷川常務理事）
ア．予算等打合会
２月13日（月） 於 広島県薬剤師會館
平成24年度各予算について、会長、副会長と
共に素案を作成したと報告された。
（平田常務理事）
ア．平成23年度第３回広島県医療審議会（資料
２）
２月６日（月） 於 県庁・北館
（平田常務理事が欠席のため資料２を参考と
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する。）
（二川常務理事）
ア．公益社団法人化特別委員会打合会
２月３日（金） 於 広島県薬剤師會館
コンサルタントに依頼しての作業と、定款と
事業内容及び予算が連動するよう、すり合わ
せの段階であると報告された。
イ．広報委員会
２月10日（金）
３月号の２回目の打ち合わせとなり、次回２
月17日が最終校正となると報告された。
（石原事務局長）
ア．広島県食品生活衛生課訪問
１月31日（火） 於 県庁
城﨑検査センター長とともに訪問した。検査
センターの活性化ということで、県が作成し
ているレジオネラ検査機関リストに本会検査
センターを入れてもらうよう、再度お願いし、
承諾をいただいたと報 告された。また、県
から各市町・旅館組合・公衆浴場組合へも、
周知してくれることになったと報告された。
イ．広島県農業協同組合中央会ＴＰＰ対策担当者
養成研修会（資料３）
２月１日（水） 於 ＪＡビル
JA広島中央会の主催だったので、参加者は、
主に農業関係者で、約70名であった。研修事
項については、TPP交渉の協議内容につい
て。また全国・広島県内の情勢として、全国、
広島県においても反対署名運動を行い、本県
では、看護協会を窓口に提出しているとされ、
本県23市町のうち18市町で、反対もしくは慎
重審議するということで議会で決議されてい
ると報告された。
ウ．第28回北方領土返還要求広島県民大会（資料
４）
２月２日（木） 於 広島県民文化センター
出席者は、約500名。今後とも、粘り強く国
民運動として運動を進めていくことを大会宣
言として採択されたと報告された。
エ．平成23年度第２回広島県保険者協議会（資料
５）
２月７日（火） 於 国保会館
協議事項である、来年度の事業計画、予算に
ついて、また、特定健診・特定保健指導の集
合契約については、原案どおり承認された。
また、国保連、県健康対策課、県がん対策課
より関連する事項に関しての情報提供があっ
たと報告された。
オ．野村證券㈱公益法人制度改革『新法人移行後
の運営』セミナー
２月８日（水） 於 野村證券㈱広島支店
中尾主任との2名で参加した。公益社団法人
を取った後に、大変多くの作業があると報告
された。
（指導）
ア．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医
療担当者の個別指導
２月２日（木） 於 広島合同庁舎
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二川・重森各常務理事
竹原市の薬局と、東広島市の薬局で個別指導
があり、２件ともに良好で、特に問題はな
かったと報告された。
イ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医
療担当者の集団的個別指導
２月16日（木） 於 広島合同庁舎
有
村常務理事
２．その他の委員会等報告事項（豊見専務理事）
（１）日本薬剤師会平成23年度薬剤師会薬事情報セ
ンター実務担当者研修会（資料６）
１月27日（金） 於 東京・日薬
コーチングというコミュニケーションスキル
を学ぶ研修会であった。２名１組で実技を交
えての、大変良い研修会であったと報告され
た。
３．審議事項
（１）平成23年度会務及び事業執行状況報告、収支
計算書について（別冊）（野村副会長）
平成23年４月から平成24年１月末までの、各
事業執行状況報告、収支計算書については、
各担当に再度、内容確認をお願いするとされ
た。
（２）社団法人広島県薬剤師会定款細則の一部改正
（案）について（別冊）（野村副会長）
山県支部がなくなり広島支部に移ったため、
安芸太田町と北広島町は広島支部に属するこ
と。また、行政支部の職域では、県内の地方
公共団体に勤務する者とし、表現を改める案
とするとされた。
（３）社団法人広島県薬剤師会選挙管理規程（案）
について（別冊）（野村副会長）
日薬の代議員選挙に関わる箇所は、赤線で削
除されている。
（４）平成23年度広島県薬剤師会収支補正予算書
（案）について（別冊）（野村副会長）
東日本大震災の支援活動費を予備費からの処
理としていたが、最終的に増額となったため、
総務部関係費支出の中の東日本大震災薬剤師
支援活動費支出として補正予算を立てる案と
した。
（５）平成24年度事業計画（案）及び収支予算書
（案）について（別冊）（野村副会長）
来年度の事業計画案及び収支予算案について
も、再度、内容確認することとした。
（６）公益社団法人広島県薬剤師会定款（案）につ
いて（別冊）（野村副会長）
今後も、コンサルタントに依頼して内容を確
認していくこととした。
（７）支部長･理事合同会議について（資料７）
（野村副会長）
２月18日（土） 午後３時～
①来年度の事業計画案については、各担当者
が説明する。
②第41回通常代議員会開催の日時については、
野村副会長が説明する。
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③第41回広島県薬剤師会通常総会の開催につ
いて
５月26日（土） 午後15時00分～
【支部長・理事合同会議 同日 午後13時30分～】
以上の日時で開催するとされ、野村副会長
が説明する。
④公益法人制度改革については、二川常務理
事が説明する。
⑤平成24年度調剤報酬改定等説明会の開催に
ついては、豊見専務理事が説明する。
⑥協会けんぽホームページによる｢ブラウン
バッグ運動｣の紹介について、⑦三原支部
クリーンベンチ設置に伴う助成金について、
⑧休日・夜間診療、小児救急等に係る補助
については、村上副会長が説明する。
⑨平成24年度認定実務実習指導薬剤師養成に
ついては、田口常務理事が説明する。
⑩広島県薬事衛生指導員活動報告書の提出に
ついて、⑪平成24年度広島県薬剤師会各賞
候補者の推薦については、野村副会長が提
出期限について説明する。
⑫なしとなった。
⑬～⑯については、すでに一斉同報で通知し
てあり、お知らせとする。⑰についても、
当日はお知らせとする。
⑱会館移設等に関する件については、前田会
長より説明する。
⑲その他の議題として、会誌等で周知は行っ
ているが、卸売業者への便益労務の状況が
改善されていないため、再度、一斉同報に
よる通知を行い、各支部長にお願いする。
（８）全体理事会について（資料８）
（野村副会長）
２月18日（土） 午後４時30分からの開催と
された。
各担当理事にそれぞれの説明を行ってもらう
こととする。
（９）第41回広島県薬剤師会通常代議員会について
（資料９）（野村副会長）
３月20日（火） 午後１時～
・役割分担について
○司会者
藤山りさ 常務理事
○開会の辞 村上信行 副会長
○閉会の辞 大塚幸三 副会長
以上の役割でお願いすることとされた。
（10）第41回広島県薬剤師会通常総会の開催につい
て（野村副会長）
５月26日（土） 午後15時00分～
【支部長・理事合同会議 同日 午後13時30分～】
以上の日時で開催するとされた。
（11）薬局等に勤務する登録販売者に対する研修会
の開催について（資料10）（大塚副会長）
今年度は、薬局開設者に対し、現在勤務され
ている登録販売者数の確認と、今後、薬剤師
会においての登録販売者の研修の支援につい
てのアンケートを実施するとされた。また、
アンケートを実施することについては、支部
長理事合同会議で追加議案とするとされた。
（12）「がん検診へ行こうよ」推進会議ピンバッジ

の購入について（資料11）（大塚副会長）
無償配布：10個
有
償：単価200～250円（送料別）
（12月常務理事会配布分）
代議員会で理事以上に配布することとされた。
（13）協会けんぽホームページによる｢ブラウンバ
ッグ運動｣の紹介について（資料12）（村上
副会長）
協会けんぽ広島支部と広島県薬剤師会の共同
事業として、ブラウンバッグ運動を実施する
こととなっているが、協会けんぽから、現在
すでに、ブラウンバッグ運動への申し込みは
がきを、約2000名に配布済みとなっており、
１月末現在で約80件の申し入れがある。また、
ブラウンバッグ運動についての紹介について、
協会けんぽのホームページにあげる案として、
本会の承諾を得ず、すでにあがっていたため、
至急削除してもらい保留となった。
（14）三原支部クリーンベンチ設置に伴う助成金に
ついて（資料13）（村上副会長）
本会の保険薬局部会において、クリーンベ
ンチ及び無菌調剤室設置にかかる申請額
5,250,000円の１／２の2,625,000円を補助する
ことについて議決され、前回の会議で会長預
かりとなっていたが、承認されることとなっ
た。また、県薬会誌３月号にも支部だよりの
中で掲載するとされた。
（15）休日・夜間診療、小児救急等に係る補助につ
いて（資料14）（村上副会長）
今年度は、平成23年１月１日から12月末まで
の期間において、休日・夜間診療、小児救急
等に、会員出務を実施している施設があり、
また、それに係わる費用に関し、公的補助金
等があれば、各支部別において、出務薬剤師
の人数集計に基づき、補助の実施を行うとさ
れた。
（16）あいサポート運動に係る｢あいサポート企業
・団体｣等の募集について（資料15）（野村
副会長）
障害者自立支援の推進運動に関わるサポート
団体の募集ということで、再度、詳細を調べ
検討するとされた。
（17）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成24年度広島県社会福祉協議会「広告募
集」について（資料16）（野村副会長）
（初めて）
広告はしないと決定された。

◆ 平成２４年３月常務理事会議事要旨
日

時：平成24年３月15日（木）
午後６時30分～午後８時50分
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長、木平・大塚・野村・村上副会長、
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
議事要旨作製責任者：二川 勝
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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）
２年間、ご協力ありがとうございました。問題
点・課題等いろいろありますが、学薬一体化等、
今後もやっていきたいと思っています。
日薬の移転問題等も六本木の物件に目処が立ち
そうです。これも、諸問題が解決しないといけ
ないことはあるのですが…。日薬、日医、日歯
も年金問題等があり、250億のマイナスがありま
す。日薬はAIJ投資顧問問題とは関係ありません。
リーマンショックからいろいろあります。
本会も移転問題等がありますが、県歯科医師会
と一体となって、最善の対処をしてきたいと思っ
ています。今後ともよろしくお願いいたします。
以上、挨拶といたします。
ア．全体理事会
２月18日（土）
皆さん出席されていたので、省略された。
イ．第４回安佐薬剤師会学術大会
２月19日（日） 於 安田女子大学
規模がだんだん大きくなってきており、支部
の学術面の向上がうかがえた。安芸支部も学
術研修会が開催されており、今後は、eラー
ニングも支部からの支援が必要となると報告
された。
ウ．広島大学薬学部・大学院医歯薬学総合研究科
卒業・修了記念パーティー
３月７日（水） 於 ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル広島
谷川常務理事と出席したと報告され、小児科
の小林先生は、鳥取県薬会長の小林先生の弟
さんであると紹介された。
（木平副会長）
ア．業務分担①（地対協ＷＧ）担当役員打合会
１月31日（火）
イ．の講演会の準備をしたと報告された。引
き続き、地対協では薬剤師職能をアピールし
ていくと報告された。
イ．広島県地域保健対策協議会医薬品の適正使用
検討特別委員会講演会
２月23日（木） 於 広島医師会館
講師に、本会学術大会で講師をしていただい
た狭間研二先生に特別講演の講師をお願いし、
平日であったが、多数の薬剤師の先生方の出
席者があり、盛会だったと報告された。
ウ．第23回広島プライマリ・ケア研修会
３月１日（木） 於 広島医師会館
今年度は歯科医師会が担当であったが、次年
度は薬剤師会が当番なので、ご協力をお願い
したいと報告された。
エ．平成23年度広島県合同輸血療法研修会
３月10日（土） 於 鯉城会館
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広島県の血液使用状況が報告され、各県に置
いていた血液センターを中四国で一本化し、
その拠点を広島県に置くと報告された。
オ．業務分担③担当理事打合会
３月12日（月）
日薬のeラーニングシステムでJPALSが次年
度より開始予定。１～10のStepがあり、年間
６単位取得が必要である。今後は、支部、特
に事務局があるところは積極的にPCを活用
して、入力作業を行っていただき、会員への
啓発活動にご協力をお願いしたいと報告され
た。
また改めて、支部担当者に説明する旨も併せ
て報告された。
（大塚副会長）
ア．日本薬剤師会平成23年度一般用医薬品担当者
全国会議
２月18日（土） 於 東京・スタンダード会
議室301新橋Museum
今年６月から新しい薬事法が完全施行される
ことに伴って、陳列・販売方法に注意が必要
であり、薬局内の掲示物の徹底をお願いした
いと報告された。
また、第１類医薬品販売に際し、パンフレッ
ト・添付文書を使っての説明がされている薬
局は38％、チェーン店舗は60％以上行われて
いると厚労省が発表されており、中四国厚生
局の覆面検査・試買が厳しく行われることが
予想されることも併せて報告された。
イ．ドーピング防止活動に関する特別委員会（仮
称）（資料１）
２月27日（月） 於 広島県薬剤師會館
今後のJADAとの関わりや、薬剤師が出来る
範囲、学校薬剤師との関係を模索しながら、
次年度、高校・大学のトレーナーへの講演会
を企画・予定していると報告された。
（野村副会長）
ア．支部長･理事合同会議
２月18日（土）
皆さん出席されていたので、省略された。
イ．特例民法法人立入検査
２月24日（金） 於 広島県薬剤師會館
書類、許認可、会議の運営状況、会計処理等、
会務に関して適正に処理等されており、書面
での改善指導はなく、良好と評価していただ
いた。
口頭での注意事項として、２点指摘された。
１点目は、会員の入会にについては、定款記
載のとおり理事会の承認をとるか、又は、今
後、定款変更を検討すること、２点目は、保
険薬局部会の予算額と決算額の乖離があるた
め、実態に即した予算額を算定することで
あったので、各担当部署においては、検討し
てほしいと報告された。
（村上副会長）
ア．第760回社会保険診療報酬支払基金広島支部
幹事会
２月17日（金） 於 支払基金広島支部
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厚労省より、ジェネリック協会の一覧表を基
に、ジェネリック医薬品の適応外のものにつ
いて査定・減査定はしないということがある
と報告された。
イ．第78回日本薬剤師会臨時総会
２月25日（土）・26日（日）
於 ホテルイースト21東京
会長選挙があり、立候補者が現会長の児玉先
生しかなく、この総会で再任された。また、
各県薬代議員の選挙についても、京都、東京、
長野、滋賀においては選挙があった。詳細に
ついては、次号日薬雑誌にて確認してほしい
と報告された。
ウ．日本薬剤師会平成23年度全国学校薬剤師合同
連絡会議
２月29日（水） 於 都市センターホテル
薬・学校保険部会、日学薬との合同会議であ
り、研修会の開催についてや、統合後の財産
をどうするかを話し合ったと報告された。
エ．平成24年度ＨＩＶ研修会打合会
３月12日（月）
例年どおり、病薬との共催で研修会を開催し、
次年度は、６月３日（日）を予定していると
報告された。
（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会平成23年度第11回理事会
２月24日（金） 於 東京・日薬
日薬臨時総会の前日で、総会打合せを兼ねた
理事会であった。日薬と日学薬が、４月１日
から合併されることに対し、日薬会長の見解
が示されたが、整合性がとれないところもあ
り、今後、引き続き検討されると報告された。
イ．尾道・医療特区ＩＴ関連業務打合会
２月27日（月） 於 尾道薬剤師会
青野常務理事、日薬の河野薬剤師、尾道支部
３名、福山支部１名で出席した。医師が遠隔
診療を行うので、薬剤師も服薬指導を遠隔
で行えるようにということを検討している。
モデル地区を百島という人口600名の島とし、
服薬指導について、薬剤師の役割であるとい
うことをしっかりアピールするように検討し
ていくと報告された。
ウ．ＲＣＣ取材（被災地に係る薬剤師活動につい
て）
３月２日（金） 於 広島県薬剤師會館
３．11から１年経過したということで、薬剤
師が何をしたのか、これからどうしていくの
かということを、１年前の前回放送でお薬手
帳のPRをしたが、再度、その重要性を訴え
たと
エ．と関連して一緒に報告された。
エ．イブニング・ふぉー放映
３月８日（木）
オ．日本薬剤師会平成23年度第12回理事会
３月13日（火） 於 東京・日薬
学薬部会則が変更され、理事会にて承認され
たと報告された。
また、日薬の年金運営と公益法人の関係につ

いても併せて説明された。
カ．中国四国厚生局との打合せ
３月14日（水）
指導薬剤師６名の方の指導の立ち会いが、公
正であったと評価していただいた。来年度も
引き続き、中四国厚生局から直接ご本人にお
願いすると報告された。
（豊見専務理事、村上副会長、青野常務理事）
ア．日本薬剤師会平成24年度調剤報酬改定等説明
会
３月８日（木） 於 慶應義塾大学薬学部
まだ正式に決まっていないこともあるが、３
月末の説明会の際には説明できるよう、また、
決定事項は随時、部会ニュース等で会員にお
知らせすると報告された。
（青野常務理事）
ア．日本薬剤師会平成23年度全国職能対策実務担
当者会議
２月５日（日） 於 慶応義塾大学薬学部
芝共立キャンパス
串田理事と出席し、SGD（スモールグループ
ディスカッション）を行ったと報告された。
イ．広報委員会
２月17日（金）
県薬会誌３月号の最終校正・確認を行ったと
報告された。
ウ．広島県緩和ケア支援センター平成２３年度第
２回緩和ケア人材育成検討会
３月５日（月） 於 広島県緩和ケア支援セ
ンター
在宅の研修会の期間を２日間から１日のみと
し、参加料も3,000円と据え置きとなり、平
成24年度の研修計画で、薬剤師のコミュニ
ケーション術を充実させ、開催が平日のため、
参加者の確保も課題の一つと報告された。
（有村常務理事）
ア．日本薬剤師会平成２３年度介護保険・在宅医
療等担当者全国会議
３月７日（水） 於 東京・日薬
今回は、同時改訂で、薬局においては、他業
種との連携をはからなければならず、在宅は
ケアマネジャーに連絡・報告しなければいけ
ないということと、15キロ制限が大きな改訂
ポイントであると報告された。
（重森常務理事）
ア．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬
局指定申請薬局との共同研修会
２月１９日（日） 於 広島県薬剤師會館
参加者80名
詳細は、県薬会誌５月号にて報告すると報告
された。
（藤山常務理事）
ア．健康ひろしま21推進協議会
３月９日（金） 於 県庁・自治会館会議棟
新任１人、会長・副会長を決め、県民代表者
２名（20代前半の学生で栄養士を目指す男性
と子供さんがおられる主婦の方）に、この健
康ひろしま21の事業をわかるように説明でき
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ないと、一般県民の方にも理解されず、浸透
しないと言われ、事業の達成率や今後の方針
について説明し、検討したと報告された。
（二川常務理事）
ア．平成23年度第２回ひろしま食育・健康づくり
実行委員会
２月24日（金） 於 広島県自治会館会議棟
広島県健康福祉局の佐々木局長より、“広島
のこだわり”について５月を目処に骨子を出
すと報告され、また、県薬会誌５月号に詳細
を掲載すると併せて報告された。
イ．平成23年度第10回公益社団法人化特別委員会
２月28日（火）
コンサルタント契約を東京の吉峯法律事務所
とすることとなったと報告された。
（石原事務局長）
ア．津山順子広島県健康福祉局医療・がん対策部
長訪問
２月22日（水） 於 県庁
県歯科医師会の枡田局長と二人で伺い、薬務
課長・医務課長とともに、二葉の里移転問題
について説明・現状報告を受けた。こちらが
考えているスタンスと、県が示したスタンス
には大きなひらきがあり、今は未だ詳しく説
明できないが、詳細は会長に伝えているので、
時期が来たら会長から説明されると報告され
た。
イ．全国健康保険協会広島支部社会保障・税一体
改革に関する対話集会（資料２）
３月９日（金） 於 ホテルニューヒロデン
120名の出席者があり、税と社会保障制度に
ついてP.Pにて説明を受けたと報告された。
ウ．選挙管理委員会
３月10日（土）
立候補者届出の締切日３月９日には、定数の
み届出しなかったので、山本選挙管理委員長
より、書類の提出については、適正に受理さ
れていると認められ、無投票当選ということ
で、30分程度で終了したと報告された。
（指導）
エ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医
療担当者の個別指導
２月９日（木） 於 広島合同庁舎
平田常務理事
１件立ち会い、特に問題はなかったと報告さ
れた。
オ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医
療担当者の集団的個別指導
２月16日（木） 於 広島合同庁舎
有村常務理事
一包化の際、医師への確認の有無、調剤録に
その旨記載や、ハイリスク薬加算をしたりし
なかったりとするのではなく、一定にするよ
うにと指導を受けたと報告された。
２．審議事項
（１）第41回広島県薬剤師会通常代議員会について
（資料３）（野村副会長）
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３月20日（火・春分の日） 午後１時～
於 広島県薬剤師會館 ４階
・次第
説明・順番等の確認をおこなった。
・質問、質疑事項
①について大塚副会長、②について野村副
会長、③について谷川常務理事が回答する
こととなった。
・４会計見込額調
（２）第41回広島県薬剤師会通常総会の開催につい
て（野村副会長）
５月27日（日） 午後３時30分～
【支部長・理事合同会議 同日 午後２時～】
（平成24年2月16日常務理事会→平成24年５
月26日（土）開催決定をしたが変更となっ
た。）
・支部総会
大竹支部
５月19日（土）
もしくは26日（土）
三原支部
５月26日（土）
安芸支部
５月27日（日）
午前10時～午後１時
於 サンピア安芸
（３）全体理事会の開催について（野村副会長）
４月７日（土） 午後３時～ ANAクラウ
ンプラザホテルにて開催することとなった。
（４）会員委員会の開催について（野村副会長）
４月19日（木） 午後５時～ 開催されるこ
ととなった。
（５）監査会の開催について（野村副会長）
４月26日（木） 午後２時～
（６）第56回広島県病院薬剤師会総会の出席につい
て（資料４）（野村副会長）
日
時：５月12日（土） 午後２時～
場
所：エソール広島
野村副会長が会長代理として出席されること
となった。
（７）お薬手帳啓発事業について（資料５）（村上
副会長）
昨年度は動く禁煙ポップを作成したが、薬務
課から11万円の予算があるので、お薬手帳啓
発に関する事業に使用できないかと相談され
た。昨年作成したポップに活用できる紙を作
成するとともに、保険薬局部会員へは、お薬
手帳を無料配布することを検討し、20万冊程
度を作成することを検討していると報告され
た。
（８）薬局等に勤務する登録販売者のアンケートに
ついて（資料６）（大塚副会長）
日薬からDVDが届いており、登録販売者へ
の研修を開催する必要があるかどうかのアン
ケート調査を行い、その結果によって研修会
の開催を検討すると報告された。
（９）一般用医薬品セルフメディケーション振興財
団における平成24年度助成公募について
（資料７）（大塚副会長）
業務分担①で検討していただきたいと報告さ
れた。
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（10）あいサポ－ト企業・団体認定式への出欠につ
いて（資料８）（野村副会長）
日
時：３月23日（金）
午前11時～11時45分
場
所：広島県庁北館 ４階
第３委員会室
石原事務局長が出席することとなった。
（11）ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮＷ）理事会・
総会、広島県支部総会の参加について（資料
９）
日
時：４月28日（土） 午後２時30分～
（野村副会長）
場
所：広島医師会館
行ける方は出席して欲しいとお願いされ、出
席された役員の方は、事務局へ報告すること
となった。
（12）ＴＦＴについて（資料10）（前田会長）
和田隆志衆議院議員（民主党）から参考資料
をいただいたので、すぐにどうこうではない
が、公益法人関係で今後も検討してみること
となった。
（13）国連ＵＮＨＣＲ協会への支援について（資料
11）（野村副会長）
（12）と同様に、引き続き検討してみることとなっ
た。
（14）｢高額療養費の外来現物化｣に関する広報用ポ
スターの発送について（資料12）（野村副会
長）
５月号県薬会誌に同封し、保険薬局部会員
（A）へ送付することとなった。
（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2012」の後援名義使
用について（資料13）（野村副会長）
日 時：５月19日（土）・20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）
後援名義使用は了承され、業務分担①におい
て引き続き参加することとし、参加内容につ
いては、新年度に検討するとされた。
イ．第14回広島国際アニメーションフェスティバ
ルへの広告協賛について（資料14）
期
日：８月23日（木）～27日（月）
（野村副会長）
場
所：アステールプラザ
（平成22年度 協賛金50,000円）
広告協賛は、前回と同様で了承された。
ウ．けんみん文化祭ひろしま'12への協賛につい
て（資料15）（野村副会長）
期
日：９月16日（日）
場
所：三原市芸術文化センターポポロ
協 賛 金：１社当たり５万円
広 告 料：５万円（Ａ４版半頁）
10万円（Ａ４版全頁）
（昨年度：協賛金５万円）
昨年度と同様に、協賛金5万円が了承された。

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19日（木） 午後６時（議事要旨作製責
任者は、新常務理事とする。）
（２）支部等総会の開催について（野村副会長）
呉 支 部
３月24日（土）
於 シティプラザすぎや
福山支部
３月29日（木）
於 ビッグローズ
広島県病院薬剤師会
５月12日（土）
於 エソール広島
（３）平成24年度「看護の日」広島県大会のチラシ
について（野村副会長）
日
時：５月13日（日）
午後１時15分～３時30分
場
所：西区民文化センター
野村副会長が会長代理として出席されること
となった。
（４）日本ジェネリック医薬品学会第６回学術大会
のチラシについて（野村副会長）
期
日：６月22日（金）・23日（土）
場
所：きゅりあん（東京都品川区東大井
5－18－1）
チラシが配布された。
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日

日

付

行

事

内

日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

22日 水

津山順子広島県健康福祉局医
療・がん対策部長訪問（県庁）

23日 木

広島県地域保健対策協議会医薬
品の適正使用検討特別委員会講
演会
（広島医師会館）

24日 金

・特例民法法人立入検査
・平成23年度第２回ひろしま食
育・健康づくり実行委員会
（広島県自治会館会議棟）
・日本薬剤師会平成23年度第11
回理事会
（東京）

26日 日

第78回日本薬剤師会臨時総会
（ホテルイースト21東京）

27日 月

・広島県後期高齢者医療広域連
合来会
・ドーピング防止活動に関する
特別委員会（仮称）
・尾道・医療特区ＩＴ関連業務
打合会（尾道薬剤師会）
・第41回中国地方社会保険医療
協議会広島部会
（中国四国厚生局）
・平成23年度第10回公益社団法
人化特別委員会

29日 水

日本薬剤師会平成23年度全国薬
剤師合同連絡会議

（都市センターホテル）

３月１日 木

第23回広島プライマリ・ケア研
修会
（広島医師会館）

２日 金

ＲＣＣ取材（被災地に係る薬剤
師活動について）

３・４日
５日 月

事

内

容

日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

７日 水

・日本薬剤師会平成23年度介護
保険・在宅医療等担当者全国
会議
（東京）
・広島大学薬学部・大学院医歯
薬学総合研究科 卒業・修了
記念パーティー
（ＡＮＡクラウンプラザホテル広島）

８日 木

日本薬剤師会平成24年度調剤報
酬改定等説明会
（慶應義塾大学薬学部）

９日 金

・全国健康保険協会広島支部社
会保障・税一体改革に関する
対話集会
（ホテルニューヒロデン）
・健康ひろしま21推進協議会
（県庁・自治会館会議棟）

10日 土

・選挙管理委員会
・平成23年度広島県合同輸血療
法研修会
（鯉城会館）

12日 月

・常務理事会打合会
・平成24年度ＨＩＶ研修会打合会
・業務分担③担当理事打合会

13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12
回理事会
（東京）

14日 水

中国四国厚生局との打合せ

15日 木

常務理事会

16日 金

・日本薬剤師会職能対策委員会
医薬分業検討会（第３回）
（東京）
・日本薬剤師会平成23年度医薬
分業指導者協議会
（厚生労働省講堂）
・ピンクリボンde広響
（広島市文化交流会館）

17日 土

・第７回広島胃瘻と経腸栄養療
法研究会（広島国際会議場）
・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
（ピュアリティ・まきび）

第97回薬剤師国家試験
広島県緩和ケア支援センター平
成23年度第２回緩和ケア人材育
成検討会
（広島県緩和ケア支援センター）

行

６日 火

容

２月21日 火

28日 火

付
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日

付

行

事

内

容

20日 火

第41回広島県薬剤師会代議員会

21日 水

・平成23年度広島県医療費適正
化計画検討委員会
（県庁・北館）
・（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）
・平成23年度第２回「がん検診
へ行こうよ」推進会議
（広島県自治会館）
・広島県がん対策推進協議会
（県庁・北館）
・第１回禁煙支援認定委員会

22日 木

23日 金

・第32回病院・薬局実務実習中
国・四国地区調整機構会議
（就実大学A館201会議室）
・広島県地域保健対策協議会医
薬品の適正使用検討特別委員
会
（広島医師会館）
・あいサポ－ト企業・団体認定
式
（県庁・北館）
・（財）広島県地域保健医療推
進機構理事会
（広島県健康福祉センター）
・認定基準薬局制度運営協議会

24日 土

・呉支部通常総会
（シティプラザすぎや）
・平成24年度調剤報酬改定等説
明会（東部）
（ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ）

25日 日

・平成24年度調剤報酬改定等説
明会（西部）
（中国新聞ホール）
・ＮＰＯ法人広島県介護支援専
門員協会介護報酬改定研修・
定期総会
（広島県健康福祉センター）

27日 火

日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

28日 水

ピンクリボンキャンペーンin広
島実行委員会
（本通ドムス）

日

付

行

事

内

容

29日 木

・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２回広島県地域
保健対策協議会定例理事会
（広島医師会館）

30日 金

・広島県薬剤師会・広島県学校
薬剤師会との打合会
・在宅服薬管理推進委員及び在
宅緩和ケア検討委員合同委員
会

４月３日 火

日本薬剤師会第１回理事会
（東京）

７日 土

全体理事会
（ＡＮＡクラウンプラザホテル広島）

９日 月

広島県健康福祉局医療・がん対
策部長等訪問 （県庁・北館）

10日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・生涯学習支部担当者会議

12日 木

・広島県がん対策課課長ほか来
会
・広報委員会

13日 金

広島県後期高齢者医療広域連合
来会

15日 日

安田女子大学薬学部実務実習成
果報告会
（安田女子大学）

16日 月

・二葉の里に係る情報提供
（広島県歯科医師会館）
・常務理事会打合会
・広島県立精神保健福祉セン
ター（パレアモア）来会

17日 火

・中国四国厚生局指導監査課来
会
・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・会員委員会

18日 水

６年制実務実習受け入れ説明会
（福山大学社会連携研修推進センター）

19日 木

・選考委員会
・常務理事会
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行事予定（平成24年５・６月）
5/１（火）～６/30（土） 平成24年度不正大麻・けし撲滅運動
５月８日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
５月９日
（水） 日本薬剤師会総会議事運営委員会（東京）
５月11日
（金） 平成24年度第１回広島県医療審議会（県庁・北館）
５月12日
（土） 第56回広島県病院薬剤師会総会（エソール広島）
５月13日
（日） 平成24年度「看護の日」広島県大会（西区民文化センター）
５月15日
（火） 日本薬剤師会第２回理事会（東京）
５月16日
（水） 日本薬剤師会総会議事運営委員会（東京）
〃

日本薬剤師会都道府県会長協議会（会長会）（東京）

〃

第62回社会を明るくする運動広島県推進委員会（広島グリーンアリーナ）

５月17日
（木） 常務理事会



５月19日
（土） 広島県薬剤師会学校薬剤師部会打合会
５月19日
（土）
５月20日
（日）

子育て応援団すこやか2012（広島グリーンアリーナ）

５月22日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
５月24日
（木） 東広島支部総会（HAKUWA ホテル）
５月26日
（土） 広島大学大学院医歯薬保健学研究科・医歯薬保健学研究院設置記念講演会・



記念式典・祝賀会（リーガロイヤルホテル広島）

５月26日
（土）
５月27日
（日）

広島国際大学2012年度春の健康フェア（紙屋町シャレオ中央広場）

５月27日
（日） 支部長 ･ 理事合同会議
〃

第41回広島県薬剤師会総会

５月29日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
６/１（金）～６/７（木） 平成24年度ＨＩＶ検査普及週間
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６月２日
（土）
６月３日
（日）

行事予定（平成24年６・７月）

日薬代議員中国ブロック会議（ＡＮＡクラウンプラザホテル広島）

６月３日
（日） 安芸支部総会（サンピア・アキ）
６月５日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
６月９日
（土） 広島支部総会



６月12日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
６月14日
（木）
６月15日
（金）

平成24年度試験検査センター連絡協議会（大分県薬剤師会館）

６月17日
（日） 第23回ジュノー記念祭（広島平和公園ジュノー記念碑前）
６月19日
（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）



６月21日
（木） 常務理事会
６月22日
（金）
６月２３日
（土）

日本ジェネリック医薬品学会第６回学会大会（きゅりあん（東京））



６月２３日
（土） 日本薬剤師会第３回理事会（東京）
６月23日
（土）
６月24日
（日）

第79回日本薬剤師会定時総会（ホテルイースト21東京）

７月１日
（日） 平成24年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
７月11日
（水） 日本薬剤師会日薬賞等選考委員会（東京）
日本薬剤師会都道府県会長協議会（会長会）（東京）



〃

７月14日
（土）
７月15日
（日）

日本ケアマネジメント学会第11回研究大会（広島国際会議場）

７月19日
（木） 常務理事会
７月28日
（土） 広島県合同輸血療法委員会（日本赤十字社中四国ブロックセンター）
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三次支部
さ

佐

広島支部
の

たか

ゆき

野 隆

幸

30年近く製紙会社に勤務していましたが、
故あって郷里に帰るべく退社、50歳を過ぎて
薬学部入学、薬剤師免許を取得しました。現
在、福岡の調剤薬局に入社し、その系列の庄
原市の薬局に勤務しています。

土

稲

い

ひで

井 英

き

輝

こんにちは初めまして。昨 年の９月より戸
坂のアコー薬局でお世話になってます稲井英
輝です。 主に漢 方 調 剤（ 煎 剤）
、 保 険 調 剤、
OTC 販売に従事していますが今後在宅医療業
務にも力を注いでいきたいと思っております。
今後ともよろしくお願い致します。

東広島支部

福山支部
ど

いな

い

井

え

り

こ

恵理子

昨年の 12 月に入会しました。３歳の男の
子と１歳の女の子の母です。保育園に子供達
を迎えに行くと笑顔でかけよってきてくれる
と疲れがとんでいきます。
皆様どうぞよろしくお願いします。

やま

山

もと

本

あき

明

まさ

正

今年１月に定年退職後再雇用満期４年を
終えました。約42年間のMR（医薬情報担
当者）生活の後、調剤薬局グループに入社
して、現在は一人薬剤師としてがんばっ
ています。趣味は山登りなど（Web名：
AKIMASA.NET）です。
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薬務課の人事異動
現

職

平成24年４月１日
氏

名

転

出
異 動

先

新

職

氏

転

名

現

入

職

健康福祉局薬務課主幹 海嶋

照美

健康福祉局食品生活衛
生課食品衛生担当監

健康福祉局薬務課参事 應和

健康福祉局薬務課主幹 應和

卓治 健康福祉局薬務課参事

健康福祉局薬務課主幹 熊田

雄

健康福祉局社会援護課
主任専門員

健康福祉局薬務課主幹 賀藤

西部厚生環境事務所広島支所保健課主幹
寛喜 （兼）西部厚生環境事務所広島支所保健
課保健対策係長

健康福祉局薬務課主幹 山口

まみ

環境県民局環境保全課
専門員

健康福祉局薬務課専門
平岡
員

一貴

健康福祉局薬務課主査 西田ルリコ

健康福祉局食品生活衛
生課専門員

健康福祉局食品生活衛生課専
健康福祉局薬務課専門
寺岡由美子
門員
員

健康福祉局薬務課専門
河村
員

東部厚生環境事務所監
視指導専門員

健康福祉局薬務課主任 町

健康福祉局薬務課事業推
危機管理監危機管理課
小松佐和子
進員
事業推進員

健康福祉局食品生活衛
生課主査

一希 退

職

健康福祉局薬務課主任

広島県課長級名簿（薬剤師）

卓治 健康福祉局薬務課主幹

隆宏

新元 芳彦

健康福祉局食品生活衛
生課主任

広島市健康福祉局保健部環境衛生課薬務係名簿

平成24年４月１日
職

名

氏

平成24年４月１日

名

広島県健康福祉局薬務課長

仲本

典正

広島県危機管理監危機管理課長

土井

司

広島県健康福祉局医療政策課長

坂上

広島県健康福祉局健康対策課長
広島県西部厚生環境事務所次長

職

名

氏

名

連絡先電話番号

保健部長（広島市保健所長）䑓丸

尚子 082－504－2177

保健部次長

田中

秀雄 082－241－7435

隆士（新任）

環境衛生課長

沖本

昭彦 082－241－7622

布施

淳一（新任）

薬務係長

竹内

宏文

加藤

睦子（新任）

主任技師

廣中

泰典

主任技師

橋渡

佳子

技師

長藤多香美

技師

原田

敬輔

技師

森田

大智

082－241－7408
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福山市保健所薬務行政担当者名簿

呉市保健所薬務行政担当者名簿

平成24年４月１日
担当課

総務課

職

名

氏

名

連絡先電話番号

薬剤師

大岡伊都子 084－928－1164

薬剤師

井上

圭祐 084－928－1164

薬剤師

平井

理恵 084－928－1164

平成24年４月１日
担当課

生活衛生課

職名
課長
主幹
課長補佐
課長補佐兼係長
技師

氏名
行友 重視
上岡 隆司
香川 玲美
住友 正己
大西 令子

保健所薬務担当者名簿
平成24年４月１日
西部保健所
〒738－0004
廿日市市桜尾2丁目2－68
℡0829－32－1181
西部保健所広島支所
〒730－0011
広島市中区基町10－52
℡082－228－2111
西部保健所呉支所
〒737－0811
呉市西中央1丁目3－25
℡0823－22－5400
西部東保健所
〒739－0014
東広島市西条昭和町13－10
℡082－422－6911
東部保健所
〒722－0002
尾道市古浜町26－12
℡0848－25－2011
東部保健所福山支所
〒720－8511
福山市三吉町1丁目1－1
℡084－921－1311
北部保健所
〒728－0013
三次市十日市東4丁目6－1
℡0824－63－5181

生活衛生課
課長
主幹
主任
技師
技師

衛生環境課
課長
参事
食品薬事係長
技師
衛生環境課
課長
主幹
生活衛生課
課長
主幹
主任監視指導専門員
技師
生活衛生課
課長
環境薬事係長
主任監視指導専門員
監視指導専門員
技師
衛生環境課
課長
主幹（兼）食品薬事係長
主任
技師
生活衛生課
課長
主幹
技師
技師

永田
寺地
加藤
水谷
中本

猛
弘行
和博
誠
昌子

城本 隆昭
池庄司 剛
石部 敦子
尾崎 素史
寄谷
灘波

博子
利元

宮脇
有田
梅本
石井

弘幸
周司
重幸
裕子

有馬
廣實
開田
尼本
田中

明彦
浩一
桂子
直美
秀和

藤井 光子
井上 佳織
居神 憲男
松井 美佳
川西 秀則
徳永 克志
元木万里子
半田 竹識
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行政支部／東広島支部／安佐支部／福山支部／広島佐伯支部

〈行政支部〉

次に、先日の震災において福島県の支援に行か

平成23年度日本薬剤師会行政薬剤師部会講演会


小田

れた日薬理事・永田先生の講演がありました。

佐知子

ほとんどの行政薬剤師は調剤経験がないため、

平成24年３月16日に開催されたこ

薬局や病院勤務の薬剤師と異なり、調剤技術によ

の講演会に参加しました。

って被災地を支援することができません。

最初の事業報告では、部会が毎年

しかし、関係機関との連携や情報収集、医薬品

度行っているアンケート調査２件に

等の救援物資の供給コントロール等、期待される

ついて、その概要が報告されました。

役割があることが分かりました。

今回は、調査時期が東日本大震災の後だったこ

このような災害は二度と起きてほしくありませ

ともあり、災害時における医薬品等の供給体制に

んが、日頃の業務の中で万が一に備えた発想をし

ついて各都道府県の状況調査を行いました。この

ていく必要があるのではないかと感じました。

震災は未曾有の大災害となっただけに、どの都道
府県においても従来の想定や災害対策の大幅な見

〈東広島支部〉
東広島薬剤師会新年会

直しを迫られています。広島県においても防災計
画の見直しを行っているところですが、他の自治
体の取組み事例等、参考になる内容でした。

（1月21日 西条HAKUWAホテルにて）
井原



尚也

もう１件は薬務行政に関する調査で、担当職員

このたび、初めて東広島薬剤師会新年会に参加

の減少、薬務以外の多くの業務を兼務している実

しました。４－５台の円卓に８－９名ほどの配置

態や、充実した教育訓練の必要性等、広島県を含

でしたので、参加者は40名前後かと思います。以

め他の多くの自治体で同様の状況でした。

前から、薬剤師会ホームページの写真や、過去に

続いて行われた講演では、まず厚労省の担当者
から薬事法等の制度改正の動きについて説明があ

参加経験のある知人の談話から、一風変わった新
年会であると聞いていました。

りました。薬害肝炎事件を踏まえ、二度と薬害を

会は、幹事の方の挨拶を皮切りに始まり、卸の

起こさないための制度のあり方について、厚生科

方や広島大学の学生によるバンド演奏、和服姿演

学審議会内の検討部会で議論された内容を受けて

歌歌手による熱演などがあり、非常に華やかなデ

薬事法改正法案を準備中とのことです。改正案で
は、薬害再発防止のためにメーカー、行政及び医
薬関係者の責務とともに、医薬品の使用者である
国民の役割も明確にされる予定です。医薬品の適
正使用に大きな役割を果たしている薬剤師の職責
が更に増すのではないでしょうか。その他、運用
等の見直しが行われている事項もあり、今後の情
報に注意していく必要があります。
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ィナーショーの印象を受けました。

や研究の成果をわかりやすく、発表していただき

締めの挨拶では、この春からのレセプト監査シ

ました。

ステムの改善により、我々薬剤師の処方監査手腕

会員発表の後は安田女子大学薬学部教授赤木玲

が今まで以上に試されることになるでしょう、公

子先生より、承認を待つ薬「ヒトヘミン」～ポル

的機関による薬局への立ち入り監査も同時に厳し

フィリン症研究からの展開～というテーマで講演

くなるでしょうという話がありました。それゆ

を頂きました。

え、このような会合を通じて意見交換などを行う

講演では、ポルフィリン症の研究を通して、赤

ことができれば、という言葉で閉会されました。

木先生の考える「薬薬薬連携」（病院薬局と保険
薬局に勤務する薬剤師及び薬剤師の育成に関与す

〈安佐支部〉

る者と薬剤師を志す学生との連携）に対する御自

第4回安佐薬剤師会学術大会
下田代



身の考えを述べて頂き、非常に示唆に富んだ内容

幹太

でした。

平成24年２月19日（日）に第4回

最後に、「薬学教育と薬局」というテーマで安

安佐薬剤師会学術大会が開催されま

田女子大学薬学部の５年と１年の学生による、そ

した。

れぞれ実務実習、早期体験学習に関しての発表と

今年も、毎回共催していただいて

ハート薬局高陽店の梶原先生から「薬学６年制長

いる安田女子大学で行われたのですが、今回は安

期実務実習」の発表があり、学術大会は閉会とな

田女子大学薬学部の５年生と１年生の学生の参

りました。

加、又会場に「まほろば館」という大ホールを使

正直申しまして、一支部で学術大会を開催する

用したこともあり、今までの雰囲気とはちょっと

というのは、大変な努力と手間がかかります。し

異った非常に華やかな雰囲気の中での開催となり

かしながら、我が支部には安佐市民病院、安田女

ました。安佐薬剤師会副会長土井先生の開会宣言

子大学薬学部といった宝物があります。今後の薬

の後、安佐薬剤師会会長加藤先生、安田女子大学

局、病院、薬学部の多岐にわたる協力は薬剤師の

薬学部長福澤先生の挨拶と続き、広島県薬剤師会

職能の確立といった面からも欠かせないものだと

会長前田先生に祝辞を賜りました。基調講演は広

考えます。その架け橋にするためにも、10回、20

島市立安佐市民病院内科部長兼循環器副部長加藤

回とこの安佐薬剤師会学術大会が続けられること

雅也先生と同薬剤部主任部長長崎信浩先生にご講

を切に願う次第です。

演頂きました。両先生とも、地域連携クリティカ
ルパスの強化等を通じて、連携していこうという

〈福山支部〉
交流ソフトボール第10回記念大会

メッセージで、まさに今回の「遥かな高みを目指
して‐新たな連携を模索する‐」というテーマに



真庭

啓悟

沿ったすばらしい内容でした。その後安佐薬剤師

４月８日（日）瀬戸町グランドで

会会員発表となり、みわ薬局の栗原先生は「学校

満開の桜をバックにくぎりとなる記

プール水の管理」、タウン薬局安東店の永冨先生

念すべき10回目の交流戦が行われま

は「実習を振り返って～指導者側より考えること

した。回を追うごとに親睦も深め笑

～」、つぼみ薬局の角山先生は「在宅生活を支え

いあり真剣勝負ありの楽しい試合となりました。

る為に身近にいる薬局薬剤師～ALSの患者様から

第１試合両エースの投げ合いで最終回東広島ヤ

緩和を考える～」というテーマで普段の仕事内容

ンキーの攻撃上野バリの速球をものともせず連打、
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１点返し２アウト満塁２人帰れば逆転さよならと

〈広島佐伯支部〉

いう緊張の場面。タブレッツ守備陣「打球がこっ



ちに来ないでくれ」との思いが通じ空振り三振
ゲームセット・・ほっ

池田

和彦

４月からＪＰＡＬＳ（日本薬剤師
会生涯学習支援システム）もスター

大事な第２試合目はチームをけん引する両投手

トしました。私は以前、支部学術担

の投げ合い、守備で好プレー続出ピンチあり

当をしていた時期もありましたの

チャンスありの試合にフィールドプレーヤーもベ

で、広島佐伯支部で最近開催された研修会につい

ンチも一喜一憂。結果はシーソーゲームを東広島

てご紹介したいと思います。

ヤンキーが制し１勝１敗の結果になりました。ど

３月６日（火）は「漢方薬の服薬指導と副作

こしれず３試合目をとの声が上がりエキシビジョ

用」について株式会社ツムラの上田雅之先生より

ンマッチとしてもう１試合。応援に来たお子さん

ご講演がありました。私は広島市医師会が運営す

も参加して時間来るまで楽しみました。

る千田町夜間急病センターにも出務する機会があ
り、インフルエンザ（またはその疑い）の症例に

対戦成績

麻黄湯が繁用されていますが、何故処方されるの

第１試合

３－２

薬天タブレッツ勝利

か？という理由をわかりやすく解説されておりと

第２試合

２－３

東広島ヤンキー勝利

ても勉強になりました。また４月18日（水）に

そして汗を流した後は、春恒例となりました合

は、安芸学校薬剤師会副会長の山本文香先生、同

同親睦会。福山城内福寿会館をお借りして花見を

副会長木村明子先生を講師に「薬の授業への取り

行いました。福山薬剤師会会長の乾杯のあいさつ

組み～薬育を通して子どもたち伝えたい事～こど

は短めに・・遠征の運転手さんには気の毒でした

ものくすり教育の授業について」という演題で

が花見酒でにぎやかに試合談議に久しぶりに会う

ご講演いただきました。私事ですが、３月15日

仲間と満開の桜に負けず、話が咲きほこりました。 （木）に学校薬剤師の担当校で全校生徒対象の薬
交流会の準備に奔走していただきました理事の

物乱用防止教室を開催しました。保健主事からは

西谷さん、役員の皆様に感謝いたします。今回も

「流暢にお話されていて驚きました。」と称賛い

無事に終わることができました。ありがとうござ

ただいたのですが、内容については手探りの状態

いました。 これからもソフトボールにかかわら

でした。今年度からは中学校でもくすり教育が義

ず、いろいろな交流を通して、さらに輪が広がっ

務化されるため、研修会の講演内容を今後の参考

て行けばと思います。 未経験者から硬式野球経

にしたいと思います。

験者まで幅広く参加しています。是非ブログを見
て下さい。

５月以降も広島佐伯支部では多くの研修会が予
定されているようです。最近ではＷｅｂ研修も増
え便利になりましたが、やはり直接話を聴く機会
も重要です。その場での質疑応答はもちろん、近
隣の薬剤師と顔を合わせる機会としても有用です
し、その後の懇親会などでいろいろな話をするこ
とができるのが大きな魅力です。
皆さんも地域で開催されている研修会に足を運
んでみませんか？
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ていると感じました。

広島県青年薬剤師会

薬剤師に限らず医療関係者は「何かをさせたい
病」にかかっている－石川先生はそうおっしゃい

御礼２か月連続定例勉強会
会長

辻

哲也

ました。「どうしてもマイナスのことばかりにア
ンテナが張っている」とも。もちろん医療従事者

２月と３月に立て続けで開催いた

として、リスクを回避したり薬物療法上必要なこ

しました青薬40周年記念事業・W定

とを説明したりすることは必要です。しかし、人

例勉強会は、おかげさまで大盛況の

間を意識した「みる」という言葉を考えた時、そ

うちに終えることができました。この場をお借り

れは「情報系」のコミュニケーションにすぎず、

して厚く御礼申し上げます。

「気持ち系」のコミュニケーションはおろそかに
なっていたのではないかと気づかされました。感
性に訴えるから引き出せることもあるということ
を、頭に置いておこうと感じました。
お昼休みを挟んで午後に入ると緊張もほぐれて
きたのか、各テーブルとも積極的に声が上がって
きました。参加者同士で連絡先を交換する光景も
見られるようになり、最初の挨拶で私がお話しし
た「友達を５人作って帰りましょう！」という目

第一弾は２月26日（日）、日本ヘルスサイエン

標も多くの方が達成できたのではないかと思いま

スセンター代表で医師の石川雄一先生をお招きし

す。せっかく得た知識や感動を生かすのも埋もれ

て「これからの時代を生きる薬剤師が見えてくる

させるのも、自分次第です。この勉強会で得たこ

～心豊かに活躍できる薬剤師とは～」のタイトル

とを今後に生かしていただければと思います。

でご講演いただきました。
実際には講演というよりも、参加者体験型と
言った方が正確かもしれません。朝10時、約70名
の参加者を前に元気よく挨拶をされた石川先生。
テーブルごとに座った参加者を最初から席替え&
初めての人同士でも「ハイ握手!」の声。これま
での青薬勉強会にはなかった凄い「つかみ」でし
た。最初はそのキャラクターに戸惑いを隠せな
かった参加者も、実際にロールプレイをしたりそ

さて、その興奮が冷めやらぬうちに開催したの

の結果を石川先生がフィードバックし、再度ロー

が、第二弾「６年制薬剤師登場直前講座～知っピ

ルプレイをしたりする中で、これまで自分が行っ

ン春の総決算～」でした。３月11日（日）、おな

てきた服薬「指導」の問題点や限界に気づいてき

じみの青木敦先生（東京大学医学部附属病院臨床
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研究支援センター）にご講演をお願いしました。
今回は総決算の名にふさわしく、日本薬剤師

広島県女性薬剤師会

会雑誌別冊日薬医薬品情報に掲載された事柄や

会長

PMDAメディナビの情報をピックアップしなが

松村

智子

ら、一歩先行く知識をお話し下さいました。普段

４月の大きな改正で毎日対応に追

何となく読み流している日薬医薬品情報も、しっ

われていますが、なにか新しい時代

かり読めば様々な知識とリンクできることを知り

の到来を感じています。お薬手帳を

ましたし、「公知申請」なんて単語は今まで…い

すでに持っている方が多いことは意外でした。

や、何でもないです。今後はこれまで以上に、厚

女性薬剤師会は２月18日（土）にエソールの交

労省のホームページをしっかり見るようにしま

流室で研修会をしました。今回は30名しか入ら

す。

ない教室のため広報はしませんでした。演題は
『COPDの病態と吸入治療』で講師はエーザイの
学術

堀賢一先生です。堀先生は以前ハイリスク

の勉強会でワーファリンについて講義いただきま
した。今回はCOPDについて詳しく、わかりやす
く教えていただきました。小さい部屋の利点は講
師の先生との距離が近いことです。遠慮なく質問
の会話ができ能動的な勉強会でした。
さて、これからの事業予告をします。５月27日
青木先生の勉強会では久しぶりに、グループ形

（日）10時からエソール交流室で救命救急の実技

式で机を配置しました。予想を上回る70名超の意

講習をします。消防署から講師をお願いしていま

気込み、とてもうれしく感じました。参加者同士

す。実技のため定員30名としますので一斉送信後

の交流を深めつつ、誰かの疑問に他の誰かが乗っ

早めにお申し込み下さい。６月16日（土）の研修

かって話が膨らんでいけばいいな、そう考えて

会はエバルスにて。演題は未定です。８月26日

行ってみましたがいかがでしたでしょうか。最後

（日）総会をします。今回の特別講演は木村眼科

にいただいた18のご質問に対するお返事は、今後

内科病院院長

会報等でフィードバックする予定ですので、青薬

期待していて下さい。また、第３土曜日のすずめ

ホームページやML、Facebook分室をチェックし

勉強会をしていますので、一緒に勉強しましょう。

てみて下さいね。（この機会にご入会、MLへの

詳しくはお問い合わせ下さい。

ご登録もお待ちしております♪）
青薬は６月からが新年度ですので、県薬会誌で
のご案内は今回をもって一区切りとなります。こ
れまでの反省と喜び、そして自分たちへの期待と
長年の歴史を胸に新年度も理事一同頑張ってまい
りますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいた
します。

木村亘先生にお願いしています。
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桂枝加芍薬湯（桂枝・芍薬・大棗・炙甘草・生

広島漢方研究会

姜）に膠飴（こうい・お米から作った飴・医薬
品）が配合された処方です。実習ではまず、甘草

３月例会での薬局製剤実習について
理事長

鉄村

努

を焙烙（ほうろく）で炙って修治（しゅうち）し
ました。甘草は表面の皮を火で炙って焼くことで

３月の月例会におきまして薬局製

むくみなどを引き起こす毒性を軽減させることが

剤実習を行いました。「小建中湯

できます。そして桂枝加芍薬湯の５つの生薬を紙

（しょうけんちゅうとう）の処方解

の上で１日分ずつ製剤して、煎剤用分包紙にパッ

説と製剤実習」と題して、佐々木伸

ク、膠飴１日１～２個を添付したら薬局製剤「小

忠先生と佐々木薬局に勤務する木原会員を講師と

建中湯」の出来上がりです。その後、試飲のため

して、会員の方々と一緒に“煎剤”を製剤しまし

土瓶で煎じてみました。

た。
最初に、小建中湯について古典や解説文献を読
んで病理及び効能効果を学習しました。小建中湯
は傷寒論・金匱要略を出典とする処方で、一種の
強壮剤であり、身体が虚弱で疲労しやすいものに
適しています。私の薬局でも、虚弱児の体質改善
や夜尿症・アトピーなど特に小児に用いて有効
だった症例が多々あります。また、高齢の肝硬変
患者の黄疸に有効だった例もありました。（金匱
要略・黄疸病篇にも小建中湯の記載あり）

まず、桂枝加芍薬湯を鍋で煎じて茶こしで漉し、
もう一度煎じ液を鍋に戻して膠飴を１個加えて溶
けるまで５分程度加熱して完成です。
今回は比較として、某メーカーＴ社の“99番小
建中湯エキス顆粒”をお湯に溶かして、本物の小
建中湯との味の違いを確認しました。

会員の方々も興味津々、みんなで楽しみながら
実習を行いました。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。
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５月には軟膏剤（紫雲膏）の実習を予定してい

の役目、酒・タバコの害を中心に早期に体験する

ます。もし「生薬に触れてみたい」「実際に薬局

と薬物乱用の引き金になる事もあるとの展開に留

製剤を作ってみたい」という方がおられましたら、 めるようにしている。また、「依存症」、「中
オープン参加も可能（参加費3,000円・薬剤師研

毒」、「薬物乱用」等の用語の説明は必要と思わ

修シール３点）です。参加されてみてはいかがで

れる。

しょうか。詳細は広島漢方研究会事務局まで

中学校の場合、一歩進んで大人への発達過程に
おいて、様々な情報が入って来る年代であり、心

広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局

身のアンバランスな時期に不健康な誤った大人的

℡：０８２－２８５－３３９５

行動を取る傾向もみられるため、十代からの喫煙、
飲酒、薬物乱用などの行為は心身に悪影響をあた

広島県学校薬剤師会

え、健康を害する原因となる事の説明を行う。

禁酒、禁煙及び薬物乱用防止教育について
副会長

加藤

哲也

近年、教育現場で学校薬剤師が禁
酒、禁煙及び薬物乱用防止教育を幅

高等学校の場合、薬物乱用は人間としての健康
や命に係わるだけでなく、社会的秩序や安全をも
脅かす深刻な問題である事の認識を促し、乱用に
より健康な発育が阻害されるだけでなく人間崩壊
の道を辿ることの説明を心掛けている。

広く行うようになってきた。背景に

内容的にはニュース、報道番組による薬物依存

は、乱用が裾野まで広がりつつある

症の実態等の情報も取り入れ、生徒を飽きさせな

という現状がある。教育委員会でも深刻な問題と

いように動画、擬音等に工夫を凝らしてパワーポ

して取り上げ、力を注ぐようになって来た。

イントを作成している。終了後は質問や感想を直

我々学校薬剤師に期待する度合いも大きく、専

接聞く時間を10分程度とり、後日改めて感想文を

門的立場で小学校・中学校・高等学校で適切な教

送ってもらうことで、次回への反省と教訓にして

育の一翼を担っている事を自覚し、対処しなくて

いる。

はならない。
学校で講演する場合、まず第一に行わなくては
ならない事は、必ず学校関係者と連携をとり、学
校側の期待するポイントをしっかり把握すること
にある。
注意すべき点として、保護者が薬物事犯で検挙
されており、しかも生徒間にその事実が知れ渡っ

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〉

卸勤務薬剤師として
株式会社サンキ 藤本

寛子

ているという事例があったが、この場合は学校側

私が医薬品卸に就職して１年が経

との事前協議により状況を知る事が出来たため、

過しました。地域の中核病院で６年

生徒が言葉一つでいじめ、差別の対象とならぬよ

勤務した後に中途入社で医薬品卸に

う注意して講演を行う事が出来た。これからはこ

就職したわけですが、お恥ずかしい

の様な事態が時折起こり得ると思われるので、よ

ことに、それまで卸で勤務する薬剤師がいるとい

り一層の事前協議の必要性を痛感した。

うことを殆ど認識しておりませんでした。実際に

小学校の場合、薬物名は知っていても身近には

入社の面接を受けた時点でもお仕事の内容は倉庫

感じ取れていないため、健康教育の一環として薬

にある医薬品の管理だと思っていましたが、その
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他薬事的な管理やお得先からの問い合わせへの対

受けながら日々勉強の毎日です。そしてお問い合

応、営業担当者の教育や支援も仕事のうちと伺い、 わせを受ける際に使う各種ツールも私にとっては
自分にできものるかと不安になったのを覚えてい

新鮮でした。メーカーの垣根を越えて整理された

ます。

様々な資料やツールを臨床現場にいた頃に知って

卸で勤務を開始してから最初の戸惑いは複雑な

いたならば、こんなこともあんなこともできたな

薬事関係法規でした。臨床現場で勤務していた頃

と思い返すばかりです。薬剤師会の会員の先生方

は殆ど気にかけることのなかった許認可制度や物

には是非とも私ども卸の学術をご活用頂けたらと

流の仕組み。それらを管理する立場に回って初め

思います。

て医薬品の流通は法律に基づいた規制の中で行わ
れているということを実感しました。

今は卸で勤務する薬剤師として、医薬品が手元
に届くという当たり前とも思える事が多くの方に

そして各方面からお問い合わせ頂く内容の幅広

よって支えられたものであること改めて実感して

さにも驚くばかりでした。医療用の医薬品や一般

います。必要な所に必要なだけ品質の保たれた物

医薬品に関する事は勿論、健康食品や医療材料、

が適正に届けられる、必要な情報がタイムリーに

試薬、薬価改定、診療報酬の改定等や法律や行政

提供され活用される。そんな当たり前を作る仕事

に関する事項など、聞かれてみなければ調べな

に責任を持ち、これからもその一端を担っていき

かった、知らなかった事が多く、お問い合わせを

たいと思います。
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広島県立美術館「団体割引会員」について
本会では会員の皆様に割安な団体料金で広島県立美術館の展覧会を観賞していただける「団体割引会
員」に登録しました。
会員の皆様には同伴のご家族、ご友人も含めお得な団体料金で展覧会をご覧いただけます。
是非ご利用ください。

●NHK大河ドラマ50年

特別展「平清盛」

平成24年４月21日（土）～６月３日（日）
一般：1,200円→900円、高校・大学生：800円→600円
中学生以下は無料

☆美術館受付にて、登録番号と団体名を
お伝えください。

広島県立美術館 団体割引会員登録
団体番号：110068
団 体 名：社団法人

広島県薬剤師会

〈問合わせ先〉
広島県立美術館
〒 730-0014 広島市中区上幟町 2 － 22
Tel：
（082）221 － 6246
Fax：
（082）223 － 1444
ホームページ :
http://www1.hpam-unet.ocn.ne.jp/
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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。
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２４年3月末日現在 1,221名（内更新６９０名）
開催日時

開催場所
研修内容・講 師
5月1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
テーマ：「医薬品の適正使用に役立つ薬物動態学の知識」（全３回）
医薬品添付文書を読み解き，最善の薬物治療を展開するには，副作用や薬物相互
作用の発現機構を理解しておく必要があります．薬物動態学は最前線で活躍する
薬剤師の先生方を支える重要な学問・知識体系です．本セミナーでは，薬物動態
に大きな影響を及ぼす代謝変動やトランスポーターについて最新の話題を交えな
がら易しくお話します．
演 題：「抗癌剤・希望とジレンマ」
要 旨：癌の化学療法は長足の進歩を遂げてきました．しかし，副作用をはじめ解決すべ
き問題も数多く存在します．ここでは，抗癌剤の分類や作用機序など，これまで
の知識を整理します．そして，癌治療に寄与するDDS製剤の進歩を紹介します．
講 師：福山大学薬学部薬物動態学 金尾 義治教授
5月9日（水）18：30～20：45
ホテルチューリッヒ東方2001 ３Ｆ「アイネ クラネ」
広島県精神科病院協会 コメディカル委員会薬剤師部会研修会
情報提供①18：30～18：45 製品紹介
「パリペリドン徐放錠について」 ヤンセンファーマ株式会社
情報提供②18：45～19：00 広精協薬剤師部会Ｈ23年度アンケート
結果報告 （医）社団知仁会 メープルヒル病院
武内 正美先生
特別講演 19：00～20：30『統合失調症の薬物療法再考（仮）』

医療法人仁康会小泉病院 診療部長 小野 晴久先生
5月11日（金）19：30～21：00
福山大学宮地茂記念館９階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－「熱証」の概念と清熱剤の使い方（ゴン連剤）
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）
5月13日（日）9：30～16：30 広島県薬剤師会館2階
広島漢方研究会月例会
9：30～11：00 漢方薬局店頭症例検討会 鉄村努
11：00～12：30 大塚敬節著・漢方診療30年解説 大建中湯 吉本悟
13：30～15：00 勿誤薬室方函口訣解説 大半夏湯 山崎正寿
15：00～16：30 八味丸の処方解説と調剤実習 佐々木伸忠
5月16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24年度第２回三原支部研修会
新規経口第Ｘa因子阻害剤 イグザレルト錠のプロファイル～適正使用情報を中心に～バイエル薬品㈱
循環器領域事業部 エリア学術講師 長戸 英司先生
5月19日（土）15：00〜17：00 広島県薬剤師會館 4F
第448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）情報提供 「イグザレルト」バイエル薬品株式会社
3）特別講演「心房細動の薬物治療～抗凝固薬・抗不整脈薬の現場での注意点～」
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科 准教授 草野 研吾先生
5月20日（日）9：45～14：00
アステラス製薬株式会社 中国支店 20階会議室
広島県精神科薬物療法認定薬剤師育成研修会
9：45～10：00 挨拶・スケジュールの説明
10：00～11：30 「精神薬理について」アステラス製薬株式会社 ＣＮＳマネジャー 森永 洋一先生
11：30～12：15 製品紹介＆ 昼食
12：15～13：45 「模擬問題の解説」

広島県精神科病院協会薬剤師部会学術委員 他
13：45～14：00 確認試験

主催者
問い合わせ先

（社）福山市薬剤師会
084－926－0588

広島県精神科病院協会
コメディカル委員会薬
剤師部会、広島県病院
薬剤師会、ヤンセン
ファーマ㈱

認定

1

研修費：
一般1,000円

1

＊参加費として500
円徴収させていた
だきます＊精神科
薬物療法認定薬剤
師認定取得のため
の集合研修単位認
定申請中

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）日本薬
剤師研修センター受講シール
（1単位）を交付どの時期から参
加しても非常に分かり易いと
評判の研修会です。

3

会員外参加 3,000円
申し込み不要

1

非会員会費：
1,000円

1

参加費：1,000円で
きれば事前申し込
みをお願いいたし
ます。

2

定員：50名参加申し込み Ｆ
ＡＸ：082－272－2185 己斐ヶ
丘病院 薬局（事前資料があり
ますので送付先住所も記入し
てください）応募締め切り
2012年5月11日（金）会費1,000円
精神科薬物療法認定講習会単
位申請中 * 昼食は準備してい
ます。

医療法人社団共愛会己
斐ヶ丘病院 橋本 洋子

福山大学薬学部
084－936－2112(5165）

広島漢方研究会
テツムラ漢方薬局
232－7756
三原薬剤師会
0848－61－5571
（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082－243－6660
広島県精神科病院協会
コメディカル委員会薬
剤師部会、広島県病院
薬剤師会、アステラス
製薬株式会社
医療法人社団共愛会己
斐ヶ丘病院 橋本 洋子
082－272－2126

その他
（参加費等）
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開催日時

開催場所
主催者
研修内容・講 師
問い合わせ先
5月21日（月）19：20～20：50 佐伯区役所別館６階 大会議室
第12回 広島西部薬薬連携研修会
プログラム
1．19：20～20：50
講演．「薬局における医療安全管理研修」
講師．（株）エバルス医薬情報部 吉川 光一郎先生
広島佐伯薬剤師会
広島西部地区では、薬薬連携を目的とした研修会を行っていま
す。第12回の研修会は「薬局における医療安全研修」を行いま
TEL/FAX 82－924－5957
す。平成19年の医療法改正に伴い医薬品安全管理責任者は、業務
手順書の作成や従業者への研修が求められています。この中で従
業者への研修は年2回程度の実施が望まれておりますが、施設外
での研修もカウントすることが可能であり、今回の研修は医薬品
安全使用のための研修になると考えられます。皆様是非ご参加下
さい。

認定

その他
（参加費等）

1

JPALS研修会コード
34－2012－0024－G01

5月30日（水）19：20～21：00 佐伯区民文化センター
第138回 広島佐伯支部集合研修会
プログラム
広島佐伯薬剤師会
1．19：20～19：30 薬剤師会からの報告事項．会長 樽谷 嘉久
2．19：30～19：45 演題．「ウリトス錠の最新情報について」
TEL/FAX 082－924－5957
講師．キョーリン製薬（株）
3．19：45～21：00 演題．「排尿障害の診断と治療」
講師．国立病院機構 広島西医療センター 泌尿器科医長 淺野 耕助先生

1

JPALS研修会コード
34－2012－0019－G01

6月3日（日）10：00～12：00 サンピア・アキ
薬事講習会
演題：「最近の薬務行政について」
講師：広島市保健所担当

1

会費：無料引き続
き、安芸薬剤師会
総会を行います。

1

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

2

受講料：県薬会員1,000
円 会員外 2,000円
申込：参加希望の方は事
前に「氏名・勤務先・
会員登録の有無」を電
話（244－4899）若しく
は、FAX（244－4901）
にてお申し込み下さい。

1

参加費：1,000円で
きれば事前申し込
みをお願いいたし
ます。

2

参加費：1,000円申込み：下記の
メールアドレスへ、氏名、連絡
先、出身校、勤務先、職歴を記載
して下さい。尚、今回はグループ
ワークのため、職歴(病院、調剤薬
局等）勤務年数を必ず記載してく
ださい。例(病院3年、調剤5年）

1

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

1

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。

6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－「肺熱証」の特徴と石膏を含む方剤群の使い分け（石膏剤）
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）
6月10日（日）13：00～16：00 広島県薬剤師會館
第129回 生涯教育研修会
テーマ：「男性泌尿器癌及び乳癌の最新治療について」
講 演：「ランマーク皮下注120ｍｇのご紹介」 第一三共株式会社 藤好匡樹
特別講演：「男性泌尿器癌の最新治療について（仮）」
広島市立広島市民病院 泌尿器科 主任部長 雑賀 隆史先生

「乳癌の最新治療について（仮）」

広島市立広島市民病院 副院長
檜垣 健二先生
6月16日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館4F
薬事情報センター定例研修会第449回
1）薬事情報センターだより
2）情報提供 不眠症治療薬「ルネスタ」
エーザイ株式会社
3）特別講演「（仮題）不眠症の診断と治療」
医療法人 悠眠 広島睡眠クリニック 院長
愛媛大学医学部 睡眠医療センター センター長
睡眠医学講座 准教授 岡 靖哲先生

（社）安芸薬剤師会
082－282－4440
福山大学薬学部
084－936－2112(5165）

（社）広島市薬剤師
会・第一三共株式会社
082－244－4899

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082－243－6660

神戸薬科大学エクステ
6月17日（日）13：00～16：00 広島県薬剤師会館
ンション事業 広島生
ひろしま桔梗研修会
『みんなで学ぼう喘息～グループワーク・吸入指導を中心に～』 涯研修企画委員会
講師：田中 良子先生
 （(株）メディホープ代表取締役、神戸薬科大学非常勤講師）
090－7507－3902
7月13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－方剤グループの総括と乾
姜剤・黄耆剤・龍骨牡蛎剤について
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）
7月14日（土）15：00〜17：00 広島県薬剤師會館 4F
第450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）情報提供
3）特別講演「未定」

福山大学薬学部
084－936－2112(5165）

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082－243－6660
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原田

修江

骨粗鬆症性骨折の危険因子について
骨粗鬆症は骨密度の低下と骨質の劣化により骨強度が低下する疾患です。骨強度の70%が骨密度に、
残りの30%が骨質（微細構造、骨代謝回転、微細骨折の集積、骨組織の石灰化の程度など）に依存する
と考えられています。
出生時に体重の1/100（約30g）であった骨量は成長とともに増加し、20歳前後でピークを迎え、40
歳代ごろまでは比較的安定に推移します。その後は加齢にともなう骨芽細胞機能やカルシウム吸収能の
低下により徐々に低下し、特に女性では閉経にともなう女性ホルモンの急激な減少により骨吸収が亢進
するため、50歳前後から約10年間、骨量は著しく低下します。
骨粗鬆症性骨折の主な危険因子は、低骨密度、既存骨折、女性、高齢であり、骨密度が若年成人の平
均値の1SD（標準偏差）低下（10～12％低下に相当）すると男女とも1.5～２倍骨折リスクが高まること、
既存骨折があると将来の骨折リスクが約２倍になること、男性より女性のほうが骨折率が高いこと、同
じ骨密度であっても年齢が高いほど骨折リスクが高いことが報告されています。
その他にも骨粗鬆症性骨折を引き起こすエビデンスレベルの高い因子として、喫煙、飲酒，体重、カ
ルシウム摂取、ステロイド薬の使用などがあげられています（表１）。
また、WHOが作成した10年以内の大腿骨近位部骨折と骨粗鬆症性骨折の発生リスクを算出する「骨
折リスク評価ツール（FRAX）」では、骨密度以外に11個の危険因子（表２）が列挙されています。
注）FRAXは骨粗鬆症性骨折への治療介入の指標とする目的で作成され、本邦の「原発性骨粗鬆症の薬物治療開
始基準」（骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2011年版）にも導入されています。

表１ 骨折の危険因子
［メタアナリシス、システマティックレ
ビュー（エビデン スレベルＩ］
低骨密度
骨密度と独立した危険因子
・既存骨折
・喫煙
・飲酒
・ステロイド薬使用
・骨折家族歴
・運動
骨密度を介した危険因子
・体重 /BMI
・カルシウム摂取量

表２

WHOの提唱したFRAXに用いられる
危険因子

・年齢
・性
・体重
・身長
・両親の大腿骨近位部骨折歴
・現在の喫煙
・ステロイド薬の使用
・関節リウマチ
・続発性骨粗鬆症の有無
・アルコール摂取（１日３単位以上）
※ 1 単位：エタノール８～ 10g
・大腿骨近位部骨密度
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骨粗鬆症性骨折発症への遺伝的素因の関与については、両親の大腿骨近位部骨折歴がある場合は骨折
リスクが2.3倍に、その他の骨折の家族歴がある場合は1.2～1.5倍に増加することが報告されています。
ステロイド薬の使用は骨密度や既存骨折とは関連なく骨折リスクを高めます。プレドニゾロン換算で
2.5mg／日以上では投与後３～６ヵ月で椎体骨折リスクが急増すること、20mg／日以上では非椎体骨
折リスクが急増することが報告されています。一方で、2.5mg／日未満の少量のステロイドであっても
椎体骨折リスクが1.55倍増加すること、骨折リスクをゼロにするステロイド量を推定すると非常に少な
い量まで直線的に推移していることから、ステロイド薬使用例では骨折リスクがゼロの安全域は存在し
ないと考えられています。
体重と骨粗鬆症性骨折リスクについては12のコホート研究のメタアナリシスの結果、ベースラインの
BMIが１上昇するごとに相対リスクは0.97となることが報告されています。また、低体重は低骨密度の
要因であり、男女とも低BMI者は骨折リスクの高いことも明らかにされています。しかし、適正な体重
の維持が骨折リスクを下げるかどうかについては結論が出ていません。
身長の低下は腰背部疼痛と脊柱変形とともに椎体骨折をともなう骨粗鬆症の代表的な症状です。一般
的に脊柱後弯と身長の低下は椎体の変形が複数箇所に発生して生じることが多いため、25歳時の身長よ
り４㎝以上身長が低くなった場合は、椎体骨折が生じている可能性が高い（椎体骨折リスク2.8倍）こ
とが報告されています。
喫煙と飲酒はいずれも量が多いほど骨折リスクを増加させます。喫煙は抗エストロゲン作用、腸管で
のカルシウム吸収抑制作用と尿中への排泄促進作用により、アルコールは腸管でのカルシウム吸収抑
制作用と尿中への排泄促進作用により骨密度を低下させます。１日３単位（１単位はエタノール８～
10g）以上の飲酒は骨折リスクを1.4倍（大腿骨近位部骨折リスクは1.7倍）に高めることが報告されてい
ます。一方、適度な飲酒（エタノール＜15g／日）はむしろ骨に対してはよい効果をもつといわれてい
ます。禁煙により骨折リスクが低下するかどうかについては明らかではありません。  
栄養素では、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、ビタミンB群（B6、B12、葉酸）などが骨折リ
スクと関係していることが報告されています。カルシウムは骨のミネラル成分の重要な栄養素であり、
カルシウム摂取量が不足すると副甲状腺ホルモン分泌が増加し、骨吸収が促進して骨折リスクが増大し
ます。骨粗鬆症治療のためには１日700～800mgのカルシウム摂取が勧められていますが、カルシウム
の腸管からの吸収量はビタミンDの影響を受けること、ある摂取量以上ではプラトーになること、吸収
後の骨への沈着は骨形成状態により決まることから、カルシウム摂取量を増やしても骨折予防効果は小
さいと考えられています。また近年、カルシウム摂取により心血管疾患リスクが高まる可能性があるこ
とが海外で報告されており、サプリメントやカルシウム薬としては１回に500mg以上摂取しないように
注意する必要があるといわれています。同じ量のカルシムを食品として摂取した場合はそのようなリス
クの上昇は認められていません。
ビタミンＤは腸管でのカルシウムの吸収促進と、骨石灰化の促進を介して骨密度を増加させると考え
られています。ビタミンKとビタミンB群は骨質に関係し、ビタミンKが不足すると骨基質の主な非コ
ラーゲン蛋白であるオステオカルシン量のGla化（カルボキシル化）が低下し、その結果骨の石灰化が
進まず骨質が低下します。ビタミンB群が不足すると血中ホモシステイン値が上昇し、正常なコラーゲ
ン架橋の合成が阻害され骨質が低下します。
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表３

骨粗鬆症の治療時に推奨される食品、
過剰摂取を避けた方がよい食品

推奨される食品
・カルシウムを多く含む食品
（牛乳・乳製品、小魚、緑黄色野菜、
大豆・大豆製品）
・ビタミンＤを多く含む食品
（魚類、きのこ類）
・ビタミンＫを多く含む食品
（納豆、緑色野菜）
・果物と野菜
・蛋白質（肉、魚、卵、豆、穀類など）

表４

評価と推奨

・カルシウム
食品から700～800mg
（サプリメント、カルシウム薬を使用す
る場合には注意が必要である）
・ビタミンＤ
400～800IU（10～20μg）
・ビタミンＫ
250～300μg

過剰摂取を避けた方がよい食品
・リンを多く含む食品
（加工食品、一部の清涼飲料水）
・食塩
・カフェインを多く含む食品
（コーヒー、紅茶）
・アルコール

運動は、極端な低栄養状態でない限り、栄養摂取にも増して骨密度の維持・上昇効果が期待されます。
骨粗鬆症の予防、進行防止に有効な運動としては、有酸素運動（ウォーキング、ジョギング、水泳、ダ
ンスなど）や筋力増強運動（ダンベル、水を入れたペットボトル、ゴムバンドなどを用いる）が、椎体
骨折予防には背筋の強化運動が勧められています。手軽に取り組める“踵上げ”（毎日自宅で50回＋週
に１度を１年間）でも閉経後女性での骨密度に対する効果が認められています。また、骨折につながる
転倒を防止するためには筋力増強とともにバランス訓練も必要であり、スクワット（５～６回を１セッ
トとして１日３回）や開眼片脚立ち（左右１分ずつ１日３回）が推奨されています。いずれも最初から
無理をせず、自分に合った運動を少しずつでよいので毎日続けることが必要です。
   以上、生活面で骨粗鬆症性骨折を予防するためには、体重の管理、栄養摂取、運動の励行、喫煙しな
い、過度の飲酒を避けることが大切であるといえます。

〈参考資料〉
・骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2011年版（ライフサイエンス出版）
・生活習慣病骨折リスクに関する診療ガイド（ライフサイエンス出版）
・調剤と情報、17（13）、2011
・武田薬品工業株式会社資料
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お 薬 相 談 電 話 事 例 集 No.76
高齢者てんかん
てんかんは一般的に小児期に発症する疾患と考えられてきましたが、近年の疫学調査により高齢者の
発症率が高いことが明らかになっています。高齢者てんかんは若年者のものとは異なった点が多く（表
１）、高齢者てんかんの原因としては脳血管障害（30～40%）、次いで頭部外傷、アルツハイマー病
（神経変性疾患）、脳腫瘍などが挙げられます。約１/３は原因不明です。なお、てんかん発作は失神、
低血糖、パニック発作などさまざまな疾患との鑑別が必要です（表２）。そして若年者と比較して高齢
者では初回発作後の再発率が高いことから、早期に治療を開始することが多いです。てんかんの治療に
関する注意点などを表３に示します。
表１．高齢者てんかんの病因・症状・診断の特徴
・病因として、脳血管障害、頭部外傷、アルツハイマー病（神経変性疾患）、脳腫瘍、薬剤性などの
症候性が主体で、特に脳血管障害が重要である。
・発作症状は非けいれん性が多く、軽微でかつ多彩であり、意識障害、失語、麻痺などを呈する。発
作後もうろう状態が遷延することがある。
・初回発作後の再発率が高い。
・全般強直間代発作に伴う急性肝不全の合併に注意する。
表２．高齢者におけるてんかん発作の鑑別診断
〈神経疾患〉
・一過性脳虚血発作
・一過性全健忘
・片頭痛
・ミオクローヌス

〈循環器疾患〉
・神経反射性失神
・心原性失神（不整脈など）
・起立性低血圧
・弁膜症、心筋症

〈代謝性疾患〉
・低血糖
・低ナトリウム血症
・低カリウム血症

〈精神・神経疾患〉
・非てんかん性心因発作
・パニック発作

〈睡眠異常症〉
・睡眠時無呼吸症候群
・レム睡眠行動異常症
・下肢静止不能症候群
・ナルコレプシー

表３．高齢者てんかんの治療
・治療開始は、高齢者では初回発作後の再発率が高いことを考慮する。
・副作用や薬物相互作用が少ない抗てんかん薬を選択して、少量から漸増使用する。高齢者では血清
アルブミン濃度が低下し、血中の遊離型薬剤の割合が高くなりがちなので、少量で効果がある場合
も多い。忍容性（tolerability）やコンプライアンスの確認も重要である。
・発作抑制-投与継続率を考慮すると、部分発作ではラモトリギン、ガバペンチン、カルバマゼピン
の順に推奨され、内科的合併率がある場合は、カルバマゼピンよりもレベチラセタムが推奨される。
トピラマートは高齢者では若年者より少量で効果がある。従来薬のカルバマゼピン、フェニトイン、
バルプロ酸は副作用、相互作用を勘案して、少量から漸増使用する。
・若年発症からの継続加療では、薬剤の特徴を考慮して投与量を調節する。
・高齢者に特有な治療中止基準はない。
【参考資料】Pharma Medica26(10)2008，日本医事新報No.4582，No.4585，
高齢者のてんかんに対する診断・治療ガイドライン（日本てんかん学会）
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医薬品・医療機器等

安全性情報

3KDUPDFHXWLFDOV
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6DIHW\,QIRUPDWLRQ

・

1R

厚生労働省医薬食品局

No.275
No.288 目次
１．医薬部外品・化粧品の使用による全身性アレルギー
発症について ………………………………………………………………………………３

２．重要な副作用等に関する情報

……………………………………………………８

1大建中湯…………………………………………………………………………………８

３．使用上の注意の改訂について（その233）
ガルスルファーゼ（遺伝子組換え）他（13件）

……………………………………………10

……………………………………………………14
４．市販直後調査の対象品目一覧

No.275
No.289 目次
１．抗悪性腫瘍薬エベロリムスによるB型肝炎ウイルスの
再活性化について ………………………………………………………………………３
２．
「PMDAメディナビ」と「マイ医薬品集作成サービス」の
活用について ……………………………………………………………………………12

３．重要な副作用等に関する情報

……………………………………………………15

1モンテルカストナトリウム……………………………………………………………15
2リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム………………17

４．使用上の注意の改訂について（その234）
⑴レフルノミド他（５件）  …………………………………………………………………19
⑵放射線治療器  ………………………………………………………………………………22

……………………………………………………23
５．市販直後調査の対象品目一覧
この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用等の情報をもとに、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。

平成24年（2012年）２月・３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

厚生労働省医薬食品局

｛

03-3595-2435（直通）
03-5253-1111（内線）2755、2753、2751
（Fax）03-3508-4364
☎
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自然毒

後藤

佳恵

新緑の芽吹く頃、行楽シーズンもたけなわとくれば･･･検査センターだよりのお約束（!?）は食中毒。
といっても今回は食中毒の中でも自然毒についてふれてみたいと思います。４月に入り細菌性食中毒以
外の、自然毒が原因とみられる食中毒のニュースが、アオブダイ、トリカブト、バイケイソウと立て続
けに飛び込んできました。
食中毒は有害物質や有毒な微生物等に汚染された飲食物を摂取する事により、引き起こされる下痢、
嘔吐や発熱などの中毒症状で、厚生労働省により原因物質によって以下のように分類されています。
微生物
細菌：感染型 サルモネラ属菌 腸炎ビブリオ カンピロバクター等
毒素型 黄色ブドウ球菌 ボツリヌス菌等
ウイルス：ノロウイルス A型肝炎ウイルス等
化学物質 農薬 重金属（As ,Pb,Cd等）殺鼠剤 洗剤 ヒスタミン等
自然毒
動物性：魚毒 貝毒等
植物性：キノコ 山菜等
その他
寄生虫・原虫：クリプトスポリジウム サイクロスポラ等
その中で、自然毒は生物が作り出す物質で、植物性と動物性に分けられます。
動物性自然毒は主に魚貝類に多く、成分は一般的には常成分ですが、成育のある特定の時期にのみ毒
を産生する場合や、食物連鎖を通じて餌から毒を蓄積する場合があります。
常時毒を有するものにフグ・毒カマス、有毒物質を生成し蓄積する場合があるアサリ・カキ・赤貝な
どの貝類があります。これらは摂取しても少量の場合は症状が現れないこともありますが、中毒量を摂
取してしまうと食中毒になり、嘔吐や下痢等を起こすことがあります。また、陸上でヘビやハチ、サソ
リなどの有毒動物に咬まれたり刺されたりする被害は多くみられますが、これらを食品として摂取する
ことにより食中毒が引き起こされることはまずありません。食中毒に関与する動物性自然毒は全て魚貝
類由来であると考えてよいでしょう。
次に植物性自然毒の食中毒に関与する有毒植物は、キノコと高等植物に大別されます。キノコはいわ
ゆる毒キノコです。キノコは生物学的には植物ではなく菌類ですが、キノコを植物の仲間であると思っ
ている人が多く、混乱を避けるために食中毒統計ではキノコは植物として扱われています。発生時期は
秋季に集中しクサウラベニタケ、ツキヨタケ、カキシメジの３種類での事故が多く発生しています。症
状は、下痢、腹痛を起こす胃腸型と、視力障害、言語障害、興奮、幻覚などの脳症型に大別され、場合
によっては死に至ることもあります。
また高等植物の毒素の多くはアルカロイド系の物質を含有する草花によるもので、代表的な物にはト
リカブトのアコニチン、ジャガイモのポテトグリコアルカロイド（ソラニン）、青梅のアミグダリン、
スイセンのリコリンなどがあります。身近にある有毒植物は約２００種類、これらを食用可能な植物と
誤認することで発生する事例が報告されています。新たに加わったものとしてはアジサイがあります。
これは料理に添えられていた葉を食した事によって食中毒が発生した事例で、原因となる有毒成分は明
らかにされていません。
自然毒を含む動植物による食中毒は、細菌性食中毒と比べると件数、患者数はそれほど多くはありま
せんが、年間の食中毒総発生件数の約1割ほどを占めています。致命率の高いものがあるので、食品衛
生上はきわめて重要になります。
春の苦みは美味しいですが、この時期の山菜の大半は芽生えを採集するため、植物種を誤って採集す
ることがないよう、正しい知識を身につけることも必要です。厚生労働省のHPに「自然毒のリスクプ
ロファイル」について詳しく紹介されていますので、興味を持たれた方はご覧ください。
＜参考＞広島県HP／徳島県HP／広島市HP
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ひろしま桔梗研修会

平成23年度第４回研修会報告
神戸薬科大学同窓会
広島支部委員

高橋

未奈

日時：平成24年２月19日（日）
場所：まなびの館ローズコム（福山市生涯学習プラザ）
２月19日に、福山市内「まなびの館ローズコ

このほかにも自己のPEFやSpO2の測定も行

ム」にて平成23年度ひろしま桔梗研修会が開催さ

い、盛りだくさんの内容で、あっと言う間に時間

れました。まず最初に『最新の喘息治療』という

が経ってしまいました。

テーマでグラクソ・スミスクライン㈱の神崎雅彦

この研修会に参加して、私の普段の吸入指導に

先生に講演していただき、次に『みんなで学ぼう

まだまだ工夫できることがあるかもしれないと思

喘息～グループワーク・吸入指導を中心に～』と

いました。私の勤務する病院には喘息患者さんが

いうテーマで㈱メディホープ代表取締役であり、

多いのですが、SABAの使用回数が多い患者さん

神戸薬科大学の非常勤講師も務めておられる田中

や、少しよくなったら自己判断で吸入ステロイド

良子先生の講演とグループワークがありました。

をやめてしまう患者さん、長年喘息を患っていて

田中先生の講演では、スライドを使って喘息の

本人が調子がいいと思っている状態がコントロー

病態・治療薬の種類と選択や、喘息患者の重症度

ル不十分な方など多数おられます。何度説明して

とコントロール状態の評価・・・など、喘息治療

もなかなか思うように理解してもらえず、悩んだ

についての概要をポイントをしぼってわかりやす

りしていましたが、また心機一転！！患者さんの

くお話してくださいました。

意識改革のためにも吸入指導に力を入れていきた

次に行ったグループワークでは、まず症例検討

いと思いました。

をしました。最近の喘息の症状・吸気流速・ＰＥ

なかなか日程の都合が合わず研修会に参加して

Ｆ・現在の治療内容などの情報をもとに、コント

いませんでしたが、今回参加してとても有意義な

ロール状態の把握・治療ステップが適切である

時間を過ごすことができました。皆様も次回はぜ

か、また治療薬の選択はどうかなどみんなで話し

ひ参加されてはいかがでしょうか。

合い、最後に２グループが代表で発表をしまし
た。６年制の薬学生はこのようなグループワーク
を大学の授業でよくやるそうですが、私はあまり
経験したことがなかったのでとても新鮮で楽し
かったです。また、今回は様々な吸入器の製剤見
本を用意されていたので、職場で取り扱いのない
吸入器も実際に使って学ぶことができ、とても勉
強になりました。
その後、聴診器の使い方について説明があり、
2人ペアで呼吸音や心音を聴きました。慣れない
のでなかなかうまく聴こえませんでしたが、普段
あまり触れることがない聴診器にみなさん興味
津々でした。呼吸器疾患の患者さんの呼吸音もこ
の時初めて聴かせてもらったのですが、病態によ
り呼吸音が違い、それぞれ特徴がありました。
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ひろしま桔梗研修会のご案内
“グループワーク ” お待たせしました！
前回、福山で好評だったグループワークを、広島で開催します。
喘息治療の簡単な症例検討や、実際の吸入デバイスの取り扱い、聴診器を用いた喘息のバイタル
と、盛りだくさんの内容です。日頃、吸入指導に関わっておられない方には特に、わかりやすく
楽しく学べる会ですので、みなさん奮ってご参加ください。

日 時：

平成24年６月17日㈰

13：00～16：00


場 所：

受付

12：30～（認定２単位）

広島県薬剤師会館



広島市中区富士見町11－42

℡ 082－243－2151

テーマ：『みんなで学ぼう喘息

～グループワーク・吸入指導を中心に～』
13：00～16：00



講師：（株）メディホープ代表取締役、神戸薬科大学非常勤講師

田中



良子 先生

参加費：1,000円
申込み：下記のメールアドレスへ、氏名、連絡先、出身校、勤務先を記載して下さい。
d-hiro@kobepharma-u.ac.jp
※ 締切 ６月１日
※ 尚、今回はグループワークのため、職歴（病院、調剤薬局等）勤務年数
を必ず記載してください。例（病院３年、調剤５年）
主 催：神戸薬科大学エクステンション事業
広島生涯研修企画委員会
問合せ：倉田 薫
０９０－７５０７－３９０２
森川薬局対厳山店
０８２９－５６－１９１３

次回７月研修会のお知らせ
昨年の漢方研修会の講師、室本哲男先生の続編で、再度切診も実施します。
もう１つの演題は、「水」です。どのような内容かはご期待ください。
日 時：７月29日（日）13 ：00～16：00
場 所：広島県薬剤師会館
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〜薬剤師
の休日〜
〜薬剤師の
休日〜

ボッチャ～ンと道後温泉。い～よ～♨
東広島支部

松井

聡政

２月11･12日を利用して、今年も家族旅行に行ってきました。今年は瀬戸内のおいしいところを体
験してきました。
まずは８時半過ぎに広島を出て、しまなみ海道にはいり生口島の平山郁夫美術館に立ち寄る前に朝か
ら伯方の塩を使用したジェラートをよばれ瀬戸内海の味を満喫し旅がはじまりました。美術館では、真
直ではじめて偉大な大作を目にし、時間を忘れるくらい心を奪われていました。
生口島をあとにし、愛媛県にはいりまずは腹ごしらえ、今治一の人気店を訪れ私は“かすうどん”を
よばれましたが、“かす”といっても天かすではなくホルモンが入っていてとても美味しかったです。
満腹になったところで次に向かった先はタオル美術館、タオル地でつく
られたムーミンの世界展にふれ童心にかえりました。妻は俣野温子氏の
夢の世界に感動し、心もお腹も満たされ今治を後にしました。
そして道後温泉のある松山に向かい、日本最古の温泉につかる前に松
山城で散歩し一汗かき宿に着きました。旅の疲れをツルットした最高の
お湯で流し、贅沢三昧な料理をよばれ、温泉街に出かけ道後の夜を満喫
しました。
次の日は少し早起きして道後温泉本館の朝風呂を楽しみ、夏目漱石の
部屋も訪ね、文明開化の雰囲気を少し味わうことができました。ところ
で、愛媛のお土産というと何を思いうかべますか？そうです旅館を出発し、四国銘菓タルト作り体験に
出かけました。自分で作り上げたタルトは一味違うような気がしました。
旅の締めくくりは、思い出づくりに砥部焼きに挑戦しました。
子供二人は初めて“ろくろ”を体験し自分で作ったお茶碗を毎
晩大切に使っています。私は“手びねり”に挑戦し焼酎カップ
を作りこれまた毎晩使って酔っ払っています。ちなみに妻の作
品は、随分前に子供たちが作った萩焼の作品と一緒に食器棚に
飾られています。
天候にめぐまれた旅の帰りは、数十年ぶりにフェリーに乗船
し黄金に輝く瀬戸の夕焼けを眺めながら松山をあとにし、広島
港に着くころは、海から眺める綺麗な夜景が迎えてくれました。
なかなか一緒に旅行に行けませんが、今回の旅でもまた色々な体験を通して、いつも目にすることの
できない子供たちの成長を感じさせられました。
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24

三次胡子町局
●

375
三次文化会館
●

が流れまわりは山々に囲まれています。
市の中心部に架かる赤い橋を渡るとどこか
懐かしさの残る、みよし本通り商店街があり
ます。
ジュン政岡薬局は、この商店街に平成７年
１月３日オープンしました。

●
伊達商店
●
西川書店
荒瀬外科
●

三次中学校入口

市立
三次中学校

広島県北部の三次市は、真ん中に３本の川

西城川

太才町

●広島地方
裁判所

434

★

●
細川歯科
医院

専法寺
●
旭橋西詰
恵比寿神社

ジュン政岡薬局
三次市三次町1575－１
平成７年１月 開局

薬局からお寺まで徒歩20歩の距離です。
当然、商店街を中心に、「英心会」という
ファンクラブを作って、三次のヒーローを熱
く応援しています。
プロ野球が開幕すると薬局でも薬の話はそ
こそこに、カープの勝敗と、梵選手の活躍の
話で大いに盛り上がります。

自分の名前をひっくり返して薬局名にした
為、開局当初は、「ジョン」とか「ジャン」、
ありえない「ジョニー」などと間違われたり、
からかわれて呼ばれることもありました。
残念ながら、ジョントラボルタにも、ジャ
ンギャバンにも、ジョニーデップにもついで
にジョージクルーニーにも、私は似てません。
訳あって、あまり考えもせず付けた薬局名
でしたので「シマッタ！」と思ったこともあ

シーズン中は、英心会のメンバーで貸切バ

りましたが、いまでは「ジュン」「ジュン」

スに乗り、揃いの赤いジャンパーを着て、マ

と「北の国から」の五郎さんが息子を呼ぶよ

ツダスタジアムに観戦に行きます。

うに、はたまたドリカムやミスチルと同じよ

平均年齢75才、最高年齢88才の会員皆さま

うに、「ジュンマサ」と親しみを込めて呼ん

は球場では、野球少年、乙女にすっかり戻っ

でいただいてます。

て、やや渋めの黄色い歓声をあげています。
皆さまの健康の秘訣は、いくつになっても
何かに夢中でいられることです。
そばに夢中になれることがあるんです。
ジュン政岡薬局もカープや梵選手と共に、
地域の皆さまの健康に少しでもお役に立てれ
ばと思っています。

三次市は、人口６万人弱の小さな市ですが、
プロ野球選手が今年６人も現役で活躍してい
ます。
その中のひとり、広島東洋カープの梵英心
選手は、ご実家が専法寺というお寺で、この
商店街のなかにあります。

次回は、安芸支部

瀬野薬局さんです。
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「保険薬事典」
（平成 24年４月版）

「保険薬事典プラス」
  （平成 24年４月版）

編

著：薬業研究会

編

著：薬業研究会

発

行：株式会社

発

行：株式会社

判

型：Ａ５判

判

型：Ａ５判

価

格：定

価

格：定

送

じほう
850頁

価

4,620円

会員価格

4,160円

料：１部

500円

「オレンジブック保険薬局版

送

じほう
950頁

価

4,620円

会員価格

4,350円

料：１部

500円

2012年４月版」

（CD-ROM付」
企画編集：日本薬剤師会
発

行：株式会社

判

型：Ｂ５判

価

格：定

送

薬事日報社
約550頁

価

5,775円

会員価格

4,900円

料：１部

450円

※価格はすべて税込みです。
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第41回広島県薬剤師会
通常総会開催日の変更
平素は、本会の運営に格別のご指導ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
本会会誌３月号（№238）に、第41回広島県薬剤師会通常総会を５月26日（土）に
開催する旨のご案内いたしましたが、次のとおり開催日を変更させていただきますの
で、よろしくお願いいたします。

● 第41回広島県薬剤師会通常総会
日

時：５月27日（日）

場

所：広島県薬剤師會館

第56回
広島県病院薬剤師会総会
日時：平成24年５月12日（土）
場所：エソール広島

午後３時～

東広島支部総会
日時：平成24年５月24日（木）
場所：HAKUWAホテル

廿日市支部総会

安芸支部総会

日時：平成24年５月20日（日）

日時：平成24年６月３日（日）

場所：広島サンプラザ

場所：サンピア・アキ

呉支部総会

広島支部総会

日時：平成24年５月24日（木）

日時：平成24年６月９日（土）

場所：呉市薬剤師会館

場所：広島県薬剤師會館
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5

M

A

娘と一緒にＳＬに乗って津和野に行
きました。森林浴をしながら城跡まで
登ると、眼下に「案山子（さだまさし
作）」に登場するのどかな風景が広が
りました。行楽のシーズンです。皆さ
んもどこかへお出かけになりました
か？
＜打ち出の小槌＞

Y

今年のフラワーフェスティバルに24歳の長女がフ
ラダンスで出場します。フラダンスって 腰を早く
動かして踊るのかと思っていましたが、基本姿勢は
腰をおとしてスローな動きなので驚きました。これ
なら私でもできるかなと思い、来年のフラワーフェ
スティバルに娘と一緒に出場しようかと思いつつあ
る今日このごろです。

＜ムーミンママより＞

先日、実務実習に来ていた学生さん
から『私、無事薬剤師国家試験に合格
しました。明日から○○病院でシゴか
れます！（笑）』とメールが届きまし
た。嬉しい春のたよりでした。
学生さんに負けないように、私も新
しい一歩を踏み出そうと思っていま
す。（*^^）v
＜もい鳥＞

年間23試合のナチュラルリーグ
が開幕しました。３月は２勝１
敗、４月は１勝１敗とまずまずの
スタートです。目標は上位進出！
42歳でウインドミルに挑戦して早
７年目、肩も悲鳴をあげてきまし
たが、肥満予防、健康管理のた
め今年も頑張るぞ！試合の模様
はブログを見てね！http://blogs.
yahoo.co.jp/bisendo9226858

＜薬天タブレッツ18番＞

日程の迫ったお祭りに向けて、作品
展示の準備に追われています。人生初
の部長なので、準備大変ですが気合い
入れてがんばります。

＜まめごま＞

新緑の候、皆様におかれましては益々
ご清祥のこととお慶び申し上げます。
新卒薬剤師の入職、異動、転勤などで
慌ただしい新年度に加え、法改定でバタ
バタ、、お疲れ様です。m(_ _)m私は特
に変わることなく、(病棟配置加算が取
れずがっかり)マクロビカレー開発に向
け、準備中です。来期は更にレポート、
原稿書きをさせていただきたいので、よ
ろしくお願いいたします。

＜メリッサ＞

やっと、ゲロゲロとカエルの声が聞こえるような
季節となった。
コアラは麗夏・アイコ・チョコちゃん・ＣＦ千果
が大好きだ！！桃太郎もあった。
でもこれってトマトだよ。ジャガイモの茎に接ぎ
木したら「ポトマ」と呼ばれるらしいが、トマト
もジャガイモも元はナス属の野菜で同じ仲間だっ
て・・・仲間って素晴らしい！！

＜ＢｙコアラＣｈａｎズ＞

編  集  委  員
谷川 正之
西谷
啓
有助美奈子

平田智加子
井上 映子

中川
松井

潤子
聡政

豊見
敦
神田千都子
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広島県薬剤師会保険薬局部会
一般名処方に関する疑義解釈は以下の通りです。
今回の診療報酬改定により、医科歯科診療報酬に一般名処方加算が設定されました。多くの一般名に

よる処方せんが発行されていますが、配合剤や徐放剤、外用薬など、特定しがたい一般名処方も見られ
ます。
このような場合、医療安全を第一に考慮し、疑義照会を行って、医師の処方意図を確認してください。
また、一般名処方を調剤した場合、処方せんの備考欄に調剤した薬品名を記載する必要はありません
が、調剤録と薬歴には一般名処方であったことが解るように記載してください。
４月23日に厚労省ホームページに「疑義解釈資料の送付について（その２）」が掲載されました。
（県薬ホームページに転載してあります）
以下は、その中から、一般名処方に関する部分のみを抜粋いたしました。

○調剤報酬点数表関係
（問）後発医薬品への変更調剤において、処方医から含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、
かつ、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または
類似する別剤形の後発医薬品に変更できるが、一般名で記載された処方せんにより、先発医薬品を調剤
する場合にも、含量規格や剤形の変更は可能か。
（答）含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬品への変更については、後発医薬品へ変更
調剤する場合に限り認められる。変更調剤は、後発医薬品の使用促進のための一環として導入されてい
る措置であることから、一般名処方に基づき、先発医薬品を調剤する場合は対象とされていない。
（問）処方せんに含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額
以下であれば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品」に変更できるが、一般
名処方に基づいて後発医薬品を調剤する際に、該当する先発医薬品が複数存在し、それぞれ薬価が異な
る場合には、変更前の薬剤料についてどのように考えるべきか。
（答）一般名で記載された先発医薬品に該当していれば、いずれの先発医薬品の薬剤料と比較するもの
であっても差し支えない。ただし、患者が当該一般名に該当する先発医薬品を既に使用している場合は、
当該医薬品の薬剤料と比較すること。
－1－

（問）一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報提供することとさ
れているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で
調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改め
て情報提供する必要はないものとしてよいか。
（答）よい。

○医科診療報酬点数表関係
（問）カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載し
た処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった
際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
（答）改めてカルテに記載する必要はない。発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。
（問）厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の
対象となるのか。
（答）マスタに掲載されている品目以外の後発医薬品のある先発医薬品について、一般的名称に剤形及
び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算は算定できる。その場合には、
薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。一般名
処方マスタは、加算対象医薬品のすべてはカバーしていない。今後、順次更新していく予定である。
（問）厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】＋一般的名称＋剤形＋含
量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須
であるのか。
（答）「【般】」は必須ではない。

県薬事務局にて販売しておりますお薬手帳を、平成24年５月１日より、紙質を
変更し（内容等には変更なく、保険薬局部会会員に無料配布したものと同じも
の）、１冊20円（50冊単位）で販売いたしますので、ご活用ください。なお、購
入の際の送料はご負担ください。
【お問い合わせ】広島県薬剤師会事務局
TEL（０８２）２４６－４３１７
FAX（０８２）２４９－４５８９
－2－

広島県薬メールニュース
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平成24年度調剤報酬改定に係わるＱ＆Ａ広島県薬（その１）
このＱ＆Ａは現在までに発出されている情報に基づいた物であり、今後の情報によって変更される可
能性があります。
Ｑ１

一般名処方を調剤した場合、処方せんの備考欄に調剤した薬の名前を記載する必要があるか。

Ａ１

記載する必要は無い。しかしながら、調剤録・薬歴にはなにが処方されて、実際になにを調剤し

たか分かるように記載する必要がある。
Ｑ２

ＰＬや、アダラートＬのような医薬品の一般名はどのように記載してあればよいのか

Ａ２

配合剤や、規格の違う徐放剤が存在する医薬品は一般名処方に適していない。種類が特定できな

い一般名処方の場合、疑義照会により処方された医薬品を特定する必要がある。当面は可能な限り、厚
労省の発表している一般名処方マスタの範囲で対応していただきたい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/
shohosen.htm
Ｑ３

一般名処方に患者の希望で先発医薬品を調剤した場合、医師にフィードバックする必要はあるか。

Ａ３

あらかじめ医療機関と合意が取れている場合を除き、一般名処方の場合、全てフィードバックの

必要がある。
Ｑ４

一般名処方の場合、先発品で剤形あるいは規格容量を変更して調剤できるか。

Ａ４

できない。後発品を調剤する場合のみ、患者の同意のもとに剤形あるいは容量を変更可能。

Ｑ５

医科の点数であるが、メチコバールなど、先発発医薬品のない医薬品を一般名処方した場合、一

般名処方加算は算定できるか。
Ａ６

算定できない。

今回の一般名処方に係わる混乱は、医科向けも含めレセコンが準備不足のまま、入力した薬剤を無理
矢理一般名にして、処方せんが発行されたために生じていると思われます。
全ての医薬品を一般名にする必要はありません。規格の限定できない外用薬や徐放剤などは、商品名
で記載し、後発品への変更可として処方するのが安全な方法です。医療安全を第一に考え、慎重な対応
をしてください。

広島県薬メールニュース
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疑義解釈資料の送付について（その２）
４月20日に厚生労働省保険局医療課より疑義解釈資料（その２）が発出されま
した。
県薬ホームページに調剤報酬改訂情報として掲載いたしました。
http://hiroyaku.or.jp/24kaitei/

でご確認ください。
－3－

薬価基準収載医薬品（平成24年4月17日付）
（12成分21品目）
[内用薬]
商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

１mg１錠

49.60

2mg1錠

78.70

ルネスタ錠3mg
（エーザイ）
表
313 裏３

3mg1錠

99.80

エビリファイOD錠
3mg
（大塚製薬）
  3

3mg1錠

94.40

6mg1錠

179.30

ルネスタ錠１ｍｇ
（エーザイ)
表
311 裏１
ルネスタ錠２ｍｇ
（エーザイ）
表
312 裏２

エビリファイOD錠
6mg
（大塚製薬）
  6
エビリファイOD錠
12mg
（大塚製薬）
  12

エスゾピクロン
不眠症

アリピプラゾール
・統合失調症
・双極性障害におけ
る躁症状の改善

エビリファイOD錠
24mg
（大塚製薬）
  24

レグナイト錠300mg
（アステラス製薬）
731

アジルバ錠20mg
（武田薬品）
A2

アジルバ錠40mg
（武田薬品）
A4

・GABAA受容体に作用する非ベンゾ
ジアゼピン系不眠症治療薬。
・ゾピクロンを光学分割して得られ
たＳ体。Ｓ体が薬理活性の大部分
を有する。
・入眠障害と中途覚醒の両方に有
効。
・依存性、持ち越し効果、耐性、退
薬症候、反跳性不眠などが少な
い。

・エビリファイ（錠剤、散剤、内
用液剤）に剤形追加。
12mg1錠

340.70

24mg1錠

647.40

ガバペンチン エナ
カルビル
中等度から高度の特
発性レストレスレッ
グス症候群（下肢静
止不能症候群）

備考

300mg1錠

98.50

20mg1錠

136.90

40mg1錠

205.40

アジルサルタン
高血圧症

－4－

・新規作用機序の特発性レストレス
レッグス症候群治療剤。
・徐放性製剤、１日１回投与。
・ガバペンチンのプロドラッグ製剤。
・ガバペンチンとは異なるトランス
ポーターから吸収されるため、ガ
バペンチンのような吸収のばらつ
きがなく、用量依存的にガバペン
チンの血中濃度が上昇する。
・アンジオテンシン受容体拮抗薬
（ARB）として７番目の製剤。
・AT l 受容体との結合が強く、受容
体からの遊離も遅いため強力な降
圧作用を示すと考えられている。
・PPAR γ活性化作用を介する糖代
謝改善、脂質細胞の分化に対する
作用の基礎成績の報告がある。
・インバースアゴニスト作用を有する。

商品名
（会社名）
識別記号

イグザレルト錠10mg
（バイエル薬品）             

イグザレルト錠15mg
（バイエル薬品）             

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

10mg1錠

372.40

15mg1錠

530.40

リバーロキサバン
非弁膜症性心房細動
患者における虚血性
脳卒中及び全身性塞
栓症の発症抑制

備考
・経口第Xa因子阻害剤。
・第Xa因子活性部位との親和性が高
く、選択的かつ直接的に第Xa因子
を阻害する。
・海外では、「下肢整形外科大手術
施行患者における静脈血栓塞栓症
の発症抑制」の適応症で承認を取
得している。
・「非弁膜症性心房細動における虚
血性脳卒中及び全身性塞栓症の発
症抑制」の適応を有する、世界で
初めての１日１回１錠の経口第Xa
因子阻害剤。

アトバコン

サムチレール内用懸濁
液15％
（グラクソ・スミスク
ライン）

＜適応菌種＞
ニューモシスチス・
イロベチー

750mg5mL
1包

1,679.60

規格単位

薬価
（円）

・１回14日分を限度とする処方日数
制限から除外された。

＜適応症＞
ニューモシスチス肺
炎、ニューモシスチ
ス肺炎の発症抑制

[注射薬]
商品名
（会社名）
ボナロン点滴静注バッ
グ900μg
（帝人ファーマ）

ランマーク皮下注
120mg
（第一三共）

成分名
効能・効果
アレンドロン酸ナト
リウム水和物
骨粗鬆症
デノスマブ（遺伝子
組換え）
多発性骨髄腫による
骨病変及び固形癌骨
転移による骨病変

900μg
100mL1袋

120mg
1.7mL
1瓶

－5－

備考

4,498

・日本初の点滴静注のビスホスホネ
ート系骨粗鬆症治療剤。
・４週１回、30分以上かけて点滴静
注する。

45,155

・骨吸収に必須のメディエーターで
あるRANKLを特異的に阻害し、
破骨細胞による骨吸収を抑制する
分子標的薬。
・ヒト型IgG2モノクローナル抗体。
・４週間に１回皮下投与する。

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位

薬価
（円）

備考

カスポファンギン酢
酸塩
カンサイダス点滴静注
用50mg
（MSD）

カンサイダス点滴静注
用70mg
（MSD）

１．真菌感染が疑わ
る発熱性好中球減
少症
２．カンジダ属又は
アスペルギルス属
による下記の真菌
感染症
・食道カンジダ症
・侵襲性カンジダ症
・アスペルギルス症
（侵襲性アスペル
ギルス症、 慢性
壊死性肺アスペル
ギルス症、肺アス
ペルギローマ）

オキファスト注10mg
（塩野義製薬）

オキシコドン塩酸塩
水和物

オキファスト注50mg
（塩野義製薬）

中等度から高度の疼
痛を伴う各種癌にお
ける鎮痛

50mg1瓶

16,256

70mg1瓶

21,992

1％1mL1管

352

1％5mL1管

1,609

・キャンディ系抗真菌薬。
・ブドウ糖を含む希釈液中では不安
定であるため、ブドウ糖を含む希
釈液を使用しないこと。生理食塩
液又は乳酸リンゲル液を使用する
こと。
・データがないため、投与する前に
他剤と混合したり、他剤の投与に
使用したラインから点滴静注を行
わないこと。

・オキシコドン塩酸塩水和物（オキ
シコンチン錠、オキノーム散）の
注射製剤。
・持続静脈内投与と持続皮下投与に
おける薬物動態は同等であること
が示されている。

[外用薬]
商品名
（会社名）

エムラクリーム
（佐藤製薬）

成分名
効能・効果
リドカイン、プロピ
トカイン
皮膚レーザー照射療
法時の疼痛緩和

規格単位

1g

薬価
（円）

171.90

・リドカインとプロピトカインの共
融混合物をクリームとした外用局
所麻酔剤。
・リドカインとプロピトカインは、
いずれも室温では固体として存在
するが、それぞれを等モル混合す
ると、室温で液状の共融混合物と
なる。

438.20

・アドレナリンα2受容体に高い選択
性を示す新規の眼圧下降薬。
・房水産生抑制および房水流 出促進
（ぶどう膜強膜流出 路）により眼
圧を下降させる。

ブリモニジン酒石酸塩
アイファガン点眼液
0.1％
（千寿製薬）

次の疾患で、他の緑
内障治療薬が効果不
十分又は使用できな
い場合：
緑内障、高眼圧症

0.1％1mL
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国会レポート
質問主意書
  参議院議員
  薬学博士

藤井もとゆき

１月24日に召集された通常国会は、まず平成23年度第四次補正予算を成立させ、引き続き予算委員会
を舞台に、一般会計総額90兆3,339億円にのぼる平成24年度予算案の審議を継続してきました。３月８
日の予算委員会において審議を終了し、賛成多数で可決し、同日の本会議に上程されました。本会議に
おいては与党の賛成討論、野党による反対討論が行われた上で採決に移され、賛成多数で可決しました。
政府は、平成24年度当初予算案の規模を対前年マイナスとする緊縮予算としたと説明していますが、
本来当初予算に計上されるべきものを平成23年度補正予算に計上したり、年金の国庫負担の増加分に消
費税増税を見込んだ交付国債をあてるという、いわば“隠れ借金”ともいえる予算編成がなされている
といった多くの問題点を内蔵しており、とても緊縮予算となっていないとして、自民党は予算案につい
て撤回と編成替えを求める動議を提出しました。動議は反対多数で否決されましたが、参議院における
予算審議では改めて、これらの問題について激しい議論が展開されることが予想されます。しかし、予
算案は衆議院を通過したわけですから、参議院の議決がなくても衆議院優越規定により、４月６日に自
然成立することとなります。
ところで、国会において国会議員が政府の見解を質す方法には、本会議や委員会といった会議の場で
口頭により行う質疑と会議の場ではなく国会開会中に文書を用いて行う質問のふた通りがあります。後
者による文書のことを“質問主意書”と言います。質問主意書は、議長に提出され、議長から内閣に転
送されます。内閣においては、質問の項目ごとに答弁の作成を担当する省庁の割り振りを行い、割り振
られた省庁により答弁が作成され、閣議決定を経て、総理大臣名の答弁書が議長に送付されることにな
ります。国会法により、答弁書は原則７日以内に送付されなければなりません。
昨年10月の臨時国会よりＯＤＡ特別委員会の委員長を拝命したこともあり、医薬品関係の問題につい
ては、質問主意書により政府の見解を質すこととしています。昨年11月以降に提出した質問主意書は下
記の通りです。
○子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に関する質問主意書
（子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを接種する特例交付金による事業
が平成23年度末で終了となるため、平成24年度以降も継続すべきことを要請。平成23年度第四次補正予
算で継続が決定される。）
○放射性物質に係る漢方生薬製剤等の取扱いに関する質問主意書
（原料生薬についての規制値の設定に向けての考え方等を質問。昨年末に検査方法が通知される。）
○基礎的輸液製剤の安定供給に関する質問主意書
（薬価の引き上げによる安定供給の確保を要請。３月に改定薬価が告示され引き上げとなる。）
○指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関する質問主意書
（麻薬取締官の活用など、取り締まりの強化に向けた取り組みを要請。答弁書は未収受。）
質問主意書と答弁書は、ＨＰ（http://mfujii.gr.jp/?cat=5）に掲載されていますので、ご参照下さい。


藤井基之ホームページ
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国会レポート
平成24年度政府予算が成立し、消費増税法案の審議へ
  参議院議員
  薬学博士

藤井もとゆき

寒さのせいで開花が遅れていた桜前線が、４月の１週目から２週目にかけて都内を通過していきまし
た。５月の連休明けに向けて日本列島を北上していき、各地の桜の名所では多くの観光客で賑わうこと
になるでしょう。昨年は、東日本大震災の影響で、花見を楽しむような余裕がありませんでしたし、被
災地においては、まだまだ復旧・復興に向けての官民を挙げての努力が続けられていますが、桜の盛は
短いものですので、被災地におかれても一時の気分転換になることを期待しています。
さて、国会においては４月５日に平成24年度政府予算が成立しました。政府は平成23年度中の予算成
立に向けて国会運営を行ってきましたが、期待通りには進まず、約１週間の暫定予算を３月30日に成立
させました。暫定予算は14年ぶりということで、国会の召集日の決定など国会対応のまずさが指摘され
ています。平成24年度政府予算案を案件とした４月５日の本会議においては、討論が行われたあと、投
票が行われ、賛成110票、反対129票となり否決されました。その後、両院協議会が行われましたが合意
が得られず、憲法第60条の予算に関する衆議院優越の規定により、衆議院の議決がそのまま国会の議決
となり、平成24年度予算が成立しました。しかし、昨年と同様、予算関連法案、特に歳入の４割を確保
することになる特例公債法案の成立にはめどが立っておらず、２年連続での財源の裏付けがないままの
予算執行という事態になっています。
今国会の最大の焦点は、消費増税法案の取り扱いとなっています。政府が閣議決定した「社会保障・
税一体改革大綱」に盛り込まれた、平成26年４月から消費税率を８％に、平成27年10月から10％に引き
上げるというものです。
３月22日の財政金融委員会において、質問に立たせていただき、ＡＩＪ問題、平成24年度予算案、薬
価改定等の医療費改定等についての財務大臣等への質問とともに、消費増税法案の閣議決定に向けての
自見金融担当大臣の考え方について質しました。民主党と連立政権を組んでいる国民新党の亀井代表が
消費増税法案に反対していることから、国民新党副代表である自見大臣の閣議での署名について質問し
たわけです。もちろん確たる答弁はなかったわけですが、その後３月30日の閣議では署名し、消費増税
法案は閣議決定されました。しかし、同法案の取扱いが今後どのようになるのか、全く予想がつかない
状況です。
ところで、４月から改定された診療報酬・調剤報酬が適用されていますが、混乱なく対応できている
でしょうか。
同じく４月には、約8,200名の６年制薬剤師が社会に巣立ちました。長期間の薬局と病院における実
務実習の成果を生かし、医療現場における薬剤師の存在感を強くアピールしてもらえるものと期待して
います。
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