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＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：１演題12分（発表10分・質疑２分）の予定
２．発表の内容について
（１）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方
（２）保健・医療・福祉分野での地域との関わり
（３）患者への情報提供活動や情報収集
（４）医薬品に関する調査・研究
（５）学生実習の受け入れ
（６）災害時の対応
（７）その他、日常業務に参考となるもの
３．申込期間：平成24年9月10日（月）まで
発表要旨は９月27日（木）必着
４．申込方法：
ホームページより申込書をダウンロードして、ご記入の上、お申し込み下さい。
ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp
５．申 込 先：社団法人広島県薬剤師会
第33回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
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第41回

広島県薬剤師会通常総会を開催

― 平成23年度会務並びに事業報告・収支決算等を承認 ―
尊子（尾

道）

林

日（日）午後３時から広島県薬剤師會館に於いて

黒長千津子（安

佐）

宗

文彦（広島佐伯）

開催された。

出口

阪田

安雄（竹

第41回広島県薬剤師会通常総会は、去る５月27

伊駒

正光（東広島）

真理子（安

佐）
原）

総会は、中川潤子常務理事の司会のもと、まず
大塚幸三副会長の開会の辞により開会され、続い

○広島県薬剤師会有功賞受賞者（３名）

て薬剤師綱領の唱和後、前田泰則会長の挨拶が

得居千鶴子（広

島）

あった。（別掲）

末政

芸）

次に表彰式に移り、次の方々に対して、前田会

敏子（安

平田

和子（広

続いて、広島県健康福祉局長祝辞（代理

島）
仲本

長から賞状並びに記念品の伝達・受賞が行われ

薬務課長）があり、次に、児玉孝日本薬剤師会

た。

長、藤井基之参議院議員からの祝電が披露され

受賞者は次のとおり。


た。

〔順不同、敬称略、（

）は支部名〕

○日本薬剤師会有功賞受賞者（伝達）（６名）
福地

坦（広

島）

道下

玲子（広

島）

栗栖

淑哲（廿日市）

松田実智栄（大

竹）

赤尾

四郎（因

山口

島）

島）

富雄（因

次に、受賞者を代表して田口勝英氏（福山）が
謝辞を述べられて表彰式は終了した。
次に、昨年度総会以降の物故会員に対して、ご
冥福を祈念して黙祷が捧げられた。
次いで、正・副議長の選出があり、議長に河内
一仁氏（広島）、副議長に野村真由美氏（広島）

○広島県薬剤師会賞受賞者（５名）
平田智加子（広
中嶋

都義（

田口

勝英（福

島）
呉

）

吉本
大町

悟（安

が選任され、正・副議長席に着席、直ちに出席会

久男（

芸）
呉

）

山）

員数の確認があり、会員総数の３分の１の定足数
1,018人以上に対して、出席者数（委任状を含む）
1,646人が確認されて、総会の成立が宣言された。
次に、議事録署名人に土井郁郎氏（安佐）、應

○広島県薬剤師会功労賞受賞者（14名）
茶木

和卓治氏（行政）が議長から指名された。

礼子（広

島）

野村真由美（広

島）

続いて、報告事項11件が報告され、直ちに一括

宮本あや子（広

島）

永野

弘子（安

芸）

上程議題とし、次のとおり各担当理事から報告説

長坂

晃治（安

芸）

皮間壽美子（安

芸）

明があった。

濱﨑

匡史（

松本久二子（福

山）

呉

）
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１．日本薬剤師会臨時総会報告について


村上信行

日薬代議員

２．広島県薬剤師会通常代議員会報告について


長坂晋次

谷川正之
野村祐仁

副会長
副会長

谷川正之

常務理事

結果について報告があった。
続いて、一括質疑に入り、出席者が活発なる質
疑・質問が展開された。
質疑終結後、直ちに採決が行われた結果、各報

６．平成23年度保険薬局部会事業報告について
村上信行

副会長

告事項がいずれも承認された。
以上をもって議事を終了し、加藤哲也副会長の

７．平成23年度保険薬局部会収支計算書について
青野拓郎

常務理事

８．平成23年度会館運営事業報告について
野村祐仁

常務理事

次に、監査報告に移り、水戸基彦監事から監査

５．平成23年度広島県薬剤師会収支計算書について
谷川正之

副会長

11．平成23年度検査センター特別会計収支計算書について

４．平成23年度薬事情報センター事業報告について
木平健治

常務理事

10．平成23年度検査センター事業報告について

県薬代議員

３．平成23年度広島県薬剤会会務及び事業報告について
野村祐仁

９．平成23年度会館運営事業特別会計収支計算書について

閉会の辞をもって、総会は終了した。


閉会時刻

午後５時２分

副会長

［ 会 長 挨 拶 ］
会

長

前田

泰則

先生方には、日頃より日本薬剤師会、広島県薬
剤師会、地元薬剤師会へのご協力、ご支援いただ
きまして誠にありがとうございます。
日本薬剤師会は、平成24年４月１日を以て、公
益社団法人へ移行しました。正に、薬学６年制を
終了し国家試験に受かった薬剤師が誕生したその
年であります。薬剤師が社会的に広く貢献できる
礎となり、これからの日本の薬剤師がますます必
要とされる存在になられますように我々も日々精
進していきたいと思います。
本日は、日曜日で、また大変な五月晴れにもか
かわらず第41回広島県薬剤師会通常総会にご出席
いただきありがとうございます。
此の良き日に日本薬剤師会有功賞をはじめ本日
受賞されました先生方には誠におめでとうござい
ます。

そのような期待のもと、広島県薬剤師会も公益
社団法人への移行準備を着々と進めています。
一人でも出来る事、団体でなければできない
事、組織として多くの方々のご支援をお願いして
挨拶に代えさせて頂きます。
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受賞者・喜びの声
云う間に五十年を過ぎ、月日の過ぎ行く事、夢の

日薬有功賞

ごとしです。私も80才を過ぎ、その思いが強くな

坦

る今日此頃です。入会当時からお世話になった黐

過日、広島県薬剤師会から封書が送られてき

当時は町の薬局として個人経営の薬局がほとん

広島支部

福地

池先生には、この場をかりてお礼申しあげます。
どでしたし、学校薬剤師として、皆んなで各校を

た。
心当たりは何も無い。広島市薬剤師会からは年

調査をして廻った事を懐かしく思い出します。当

に一、二回は会費納入の督促状がある。其の都度

時は町の化学者として自負もありました。医薬分

やれやれと思いながら指定金融機関に出かけ所定

業は夢の又夢でしたが、夢がかない分業になって

の手続をとる。其のときは不思議なもので、日々

見ると面分業を夢見ていましたが、色々な事情に

の生活では特に感じたことの無い、己の本分は薬

よる対面分業へと進み、町の薬局はだんだんと少

に在る、と言う感覚に強く襲われる。

くなり、法人薬局が力を強め個人分業は難かしく

併せて日常の生き様を省み、それが極めて非生

なり、一方ドラッグストアーの進出より町の薬局

産的なものに堕していることに気づき、まさにこ

の存続もむつかしくなり多くの薬局は消ていきま

れは非国民だと自責の念に駆られる。

した。時代の流れなのでしょうか。薬剤師も４年

世のため人の為になることをと沈思するが老化

制から６年制となり今年初の卒業者を迎え入れま

の故か閃きがない。日時の経過とともに自虐の念

した。どうか立派な薬剤師に成長してもらいたい

も薄れ、いつしかもとの非国民的生活に。

と願って止みません。

ところが今回の県薬剤師会から頂いた封書には

私の回顧録です。ありがとうございました。

一味違った感慨をうけた。「有功賞」、素直にと
れば会員として会に貢献したという意味になる。
が一瞬思ったのは、長年会費を納めてきたのでも
う収めなくてもよい。会員として認める。と言う

日薬有功賞
大竹支部

ことだった。尤もこの意味ならば有効賞だろうか

松田

実智栄

この度は身に余る日薬有功賞を戴き、誠にあり

ら前者の意味と素直に理解した。
有功の文字に値するほどのことはなにもしてい

がとうございました。
今日まで、多方面にわたり、特に分業促進活動

ない。
誠に面映い受賞である。授賞を決定してくだ

を、県薬の諸先生方に御指導いただいたおかげ
と、感謝申し上げます。

さった各位に心から御礼を申しあげる。

昭和34年２月、大竹市に開局致しました折は、
ＯＴＣの販売のよき時代でした。しかし時の流れ

日薬有功賞

というものでしょうか、今日では分業なくしては

淑哲

やっていけない時代になってしまいました。私は

この度は有功賞をいただき皆様のおかげと感謝

夜遅くまで主人と手書きして大変だったことを思

申しあげます。薬剤師会にお世話になり、あっと

い出します。当時は厳しい審査の上、おとがめを

廿日市支部

栗栖

比較的早く分業し、月末のレセプト提出時には、

5
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知事表彰され、早くから会員一同が分業に始ま

受けたこともございました。
当時の投薬は、医師主導の処方で、医師の書い

り、地域医療、福祉に貢献したからだと思いま

た処方をそのままお渡しする投薬だったのです。

す。私は仕事の関係（大信堂薬局と大信産業農業

医師は「薬の説明は一切しないように…」と、一

卸）で、西条・竹原・尾道の三支部に入会し大変

方通行の処方だったように思います。医師それぞ

勉強させていただき、因島に居を構え昭和55年広

れの方針だから仕方ないことだと思いながら医師

島県薬剤師会因島支部を設立し初代の会長と成り

との間には様々な問題もありました。

全会員が団結して、協力され、地域医療、福祉に

しかし、今日は服薬指導が義務付けられ、やっ

貢献できたと会員一同に感謝しています。

と薬剤師として認められるようになり、私の年齢

私は神石の山の中で薬屋の次男として生まれま

では大変なことも多いですが誇らしく思っており

した。小学校に入学する前に父を亡くし、母は貧

ます。

乏な生活のなか、５人の子供を育てました。母は

一方、ＯＴＣ販売は、大型店舗が主流になり対

「子供に分配する財産はないが、幾ら苦しくても

面販売と言っても、指定２類、２類、３類と規制

勉強だけはする様、それが財産だ。」と言い、母

があるとはいえ、棚から取ってレジへ持って行け

や長男の応援で、私と弟を薬科大学まで進学させ

ば簡単に手に入るようになり、薬物乱用の危険に

てくれました。昭和49年、発行される処方箋料が

満ちている事が気がかりでなりません。

10点から50点に一挙に引き上げられた時、国も医

私もこの受賞を機に、残された歳月を市民の皆

薬分業に本気に取り組んでいると思い私は分業元
年と位置づけて昭和51年に医薬分業の会社を作り

様に貢献しようと勇気づけられました。
私は昭和20年８月６日、爆心地から1.5キロの
地点で被爆し、大やけどをしてしまいました。病

ました。当時は処方箋発行も少なく分業の草分け
と自負しています。

院もなく、薬も手に入らない当時、私の母の献身

その間、広島県薬剤師会因島支部設立、因島薬

的な手当てで一命を取り留めることができまし

剤師会の県知事表彰、厚生省での医薬分業推進指

た。私の将来を考えて、薬剤師への道付けをして

導者研修会で因島の分業を発表した事、支部長、

くれたのも母でした。

また広島県薬剤師会理事として、多くの事を教え

この度の受賞に際しまして、今更ながら母への

られ、多くの方々に感謝しています。
医師会・歯科医師会の多くの諸先生方に懇意に

感謝の念を深く感じております。

して頂き、又多くの薬剤師のメンバーに教育して

お母さん、ありがとうございました。

頂き、何より母や兄の協力で薬剤師にしてもら
い、誇りに思い同時に感謝しています。

日薬有功賞
因島支部

山口

富雄

此のたびは、日本薬剤師会の栄えある有功賞を
授与され、まことにありがたく存じています。授
賞理由の永年会員である以外は、因島薬剤師会会
員の授賞の代表者と思っています。
その証拠として、因島支部は設立した昭和55年
から４年間経過した昭和59年に因島薬剤師会が県
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残された時間を薬剤師として薬を通じて地域医
療に邁進して患者様から信頼され、感謝される薬
剤師になろうと考えています。

ました。
掲載にあたり、①薬用植物であること、②広島
県にある植物であることの二点が条件として示さ
れました。その後、編集委員会で審査され適切と
認められれば使用されるということでした。当時

県薬会賞

はスライド写真を用いました。一つの植物に36枚

智加子

撮りのポジフィルムを２～３本を使うこともあり

この度は、もったいなくも広島県薬剤師会賞と

ました。若かったせいもあり広島県中を走り回っ

いう栄えある賞をいただきまして、誠にありがと

たものです。今、会誌を一冊ずつ見ますと懐かし

うございました。すばらしい先輩方が、たくさん

い写真ばかりで撮影した時の様子が詳細に蘇って

おられる中で、私のような未熟者を選んでいただ

きます。途中、写真はデジタル画像へと変化しま

いた事は、大変もったいない事であり、感謝の気

す。パソコンから県薬剤師会を介し印刷会社まで

持ちでいっぱいです。亡き父の後を継ぎ、漢方相

配信することが出来るようになり便利になりまし

談・OTC販売・調剤業務等と、先輩の先生方に

た。それでも編集会議での審査は厳格で時々不可

御指導をいただきながら少しずつ成長させていた

のことがあり、あわてて撮影をやり直したもので

だきました。広島県薬剤師会会員としても、微力

す。1996年に３冊が発刊され今日まで96冊の薬剤

ではありますが、自分にできる事はお手伝いをさ

師会誌表紙を飾ることが出来ました。今後も許さ

せていただき、役員の先生方や事務局の皆様の、

れる限り仕事の一環として継続したいと願ってお

大変な陰の御苦労も見せていただき、いろいろと

ります。今回の受賞にあたりわがままも言えない

勉強させていただきました。

立場ではありますが初回以来からの定額費用を幾

広島支部

平田

フィルムも撮影条件や植物によって使い分けをし

今後も、薬剤師会と会員の皆様が一体となっ

分上げてもらうことを期待してごあいさつに代え

て、共に発展していけるようお手伝いできること

させていただきます。ありがとうございました。

は精一杯恩返しをさせていただこうと思います。
御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い致します。
皆様、ありがとうございました。

県薬会賞
安芸支部

吉本

悟

この度、広島県薬剤師会会賞を授与されました
ことを大変にうれしく思っております。
私は平成８年７月15日発刊の広島県薬剤師会誌
から表紙写真を担当させていただいております。
吉田康会長が「広島県薬剤師会誌発刊にあたっ
て」と題し念頭挨拶をされた1996年№144の会誌
表紙を「ウツボグサ」の写真で飾らせていただき

全冊・広島県薬剤師会誌

7

広島県薬剤師会誌 2012  Vol.37  No.4

に立てる薬剤師になれるように頑張っていきます

県薬会賞
呉支部

ので、皆様のご指導をよろしくお願い致します。

中嶋

都義

県薬功労賞

この度は広島県薬剤師会賞をいただき、誠にあ
りがとうございます。

広島支部

茶木

礼子

これもひとえに諸先輩方のご指導や多くの先生
方のご支援の賜物と心より感謝しております。

13年余り勤めた広島大学附属病院を、昭和60年

振り返ってみますと、日常の薬剤師業務と共に

に退職しまして、薬局の世界に飛び込ました。い

平成８年からは広島県薬剤師会理事、呉市薬剤師

ろいろな研修会に出席し、店頭での心構え、接遇

会理事を拝命し、主に保険薬局部会、学術・研修

の大切さなど、多くを学び、感謝しながら、今日

関係、学生実習等の担当理事としての役職を一生

に至っています。医薬分業、介護保険、地域医療

懸命務めさせていただきました。

連帯等、多くの新しい課題に出合い、ますます職

中でも一番印象に残っているのは、県薬の業務

域が拡がっているようです。難しい事も多く、今

として与えられた小学生高学年から中学生向けに

も自分の未熟さを感じています。これからも、お

作成した「薬の基礎知識」の編集作業です。多く

客様の笑顔に支えられ、又笑顔に応えられる様に

の先生方のご協力のもと、薬局の仕事を終えてか

学んでいきたいと思います。ありがとうございま

ら毎日のように広島のデザイン事務所に通い、完

した。

成した時には大きな喜びを感じたと記憶していま
す。

県薬功労賞

また、呉市薬剤師会の業務としては毎月の定例
研修会での「情報提供の時間」を担当させていた

広島支部

野村

真由美

だいたことです。多くの情報の中から研修会の開
催される時期に会員さんに必要と思われる内容や
調剤報酬の解釈の仕方をまとめ、解説をさせてい

この度は広島県薬剤師会功労賞を頂きありがと
うございます。

ただきました。毎回の準備で頭を抱えることも多

私はそれまで病院に勤務していたため、薬剤師

くありましたが、少しでも会員の皆さんのお役に

会との関わりは平成７年、安佐山県支部に始ま

立てればとの思いで務めさせていただきました。

り、その１年後山県薬剤師会として独立し、自覚

もっとも、本当に皆さんのお役に立つ内容であっ

ないままに理事をしての16年となります。

たかどうかは分かりませんが・・・。

当時、故清益先生が会長をされ、薬局にお邪魔

薬剤師会の役員としては会員さんが薬剤師会に

した時薬剤師会からのファックスや資料の山の中

入っていて良かったと思っていただけるように、

で溜め息をついておられたのを見て、「私に何か

自分に出来る範囲のことを微力ながら精一杯務め

お手伝いできることがあればしますよ」と言った

させていただきました。

のを覚えています。実際はたいしてお役にはたて

今後は一会員として薬剤師の為、薬剤師会の為

なかったですが。

に“もの申す会員”でありたいと思っています。

会員数30名程の小さな支部ですが、薬局は山間

６年制薬剤師が誕生し、JPALSがスタートした

部に広く点在しているためかなかなかまとまりそ

これからも私自身一層の研鑽を重ね、社会のお役

うでまとまらない状況でした。
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そんななか、なんとなく理事になった者同士で

息子に刺激を受けながら、日々仕事をしておりま

ゆるりと過ごしておりましたが、ある事をきっか

す。薬局には、年配の方、一人暮らしの方、又、

けにみんなで結束し協力し合って会を運営してき

眠れない方等々、様々な方が来られますが、患者

たと思います。

さんと接する度に思うことは、病むという苦しみ

薬剤師会のことなど何も分からない私でした

を抱えている一人一人の患者さんに向き合い寄り

が、理事、会計、事務局、支部長として関わらせ

添うことの大切さです。時代の流れで、いろいろ

ていただいた中で少しずつですが成長していけた

変りゆく薬剤師の立場ですが、この一点を忘れ

のではないかと思います。

ず、精進してまいりたいと思っております。

日常業務が忙しい中、特に事務局と会計、のち

これからも先生方には、ご指導の程、よろしく

事務局と支部長の兼任中は大変でしたが、他の理

お願いいたします。最後に、県薬剤師会のますま

事の方々の協力・結束があって結構楽しくやって

すのご発展を、心よりお祈り申し上げます。

きたなと思います。
昨年度、山県支部は解散し広島支部に全員入会

県薬功労賞

となり、私の会の仕事が減り少しほっとしていま
す。

安芸支部

この度は薬剤師会に貢献したということでこの

永野

弘子

賞を頂いたと思いますが、私自身薬剤師会に関わ

この度は、広島県薬剤師会功労賞を賜り、誠に

ることで色々な経験が出来て、たくさんのことを

ありがとうございます。多くの功績を残してこら

学ばせていただいたと思っております。

れた諸先輩方に並んで、私のような者がこのよう

これからも周りの方々にいろいろ教えていただ
きながら頑張っていきたいと思っています。

な賞をいただき、大変恐縮致しております。これ
もひとえに、これまでご指導くださり、支えてく
ださった先輩方のおかげと、心から感謝いたして
おります。

県薬功労賞

私は、大学卒業後４年余りの病院勤務を経て、

あや子

家業を薬局とする家に嫁ぎ、OTC医薬品中心の

この度は、広島県薬剤師会功労賞をいただき、

処方箋が発行される流れとなり、再び調剤に従事

広島支部

宮本

誠にありがとうございました。これもひとえに、
先輩諸先生をはじめ皆様のお陰と深く感謝してお
ります。

仕事をしておりました。その後、広域病院の院外
するようになりました。
病院勤務の頃は、今では考えられないことです
が、薬の名前すら情報提供することなく、処方箋

昭和48年に卒業してから中電病院に勤務し、出

通りに投薬をすればよいというような時代でし

産を機に退職したものの、生来、仕事大好き、人

た。ところが、院外処方では、情報提供、レセプ

間大好きの私のこと、子育てをしながらのママさ

ト請求などわからない事ばかりで、当時発足した

ん薬局を誕生させました。薬局を開いたとはい

ばかりの安芸地区薬剤師会の先生方には、一から

え、右も左もわからず、先輩の先生方に手とり足

ご指導いただき大変ありがたく思いました。「患

とり指導していただき、忙しい中にも、充実した

者さんは自分の両親やおじさん、おばさんと思っ

ものがありました。平成９年縁あって、ふる里の

て対応すればいいんよ。」と教えてくださった先

芸北で薬局を開きまして、現在は、同じ道を歩む

生、ありがとうございました。
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学校薬剤師活動や、老人会での薬の話なども経

ファーマシー」を目指せとよく言われたものでし

験させていただき、薬剤師としての仕事の幅の広

た。また、病棟活動においての入院患者への服薬

さと奥の深さを感じることができました。中学生

指導や担当入院患者の死などを経験し「死生観」

から「将来は薬剤師になりたいです。」という感

など自分の中にあった価値観を見直す機会があっ

想文をいただくと、とても嬉しく思います。昨年

たように思われます。５年の勤務後に帰広し病院

度は、空気の検査で教室を訪れると、「放射能検

に勤務後病院薬剤師から薬局薬剤師に変わり、平

査ですか？」と質問される生徒さんがあり、関心

成６年から「在宅医療」に携わるようになりまし

の高さを感じるとともに、原発事故の早期解決を

た。薬剤師という職種は重要であり、その中で

願わずにはいられませんでした。

「在宅医療」においては、積極的になると共に多

安芸支部では、「安芸薬剤師会のホームペー
ジ」のリニューアル作業に参加させていただきま

職種との連携（情報共有）・協働すべきと考えて
います。

した。会員の先生方への連絡やブログなどが主な

現在、長期薬学生実習を受け入れています。将

内容ですが、他支部の先生方に公開しているペー

来の「薬剤師の卵」にも頑張って頂きたいと思う

ジもございますので、一度ご覧いただきたく、こ

と共に、「後継者の育成」並びに「薬剤師の向

の場をお借りして、ご案内させていただきます。

上」も私達のすべき事だと思います。今後、微力

パソコンを自由に操り、６年制の薬学部を卒業

ではありますが力を注いで行きたいと思うと共に

された先生方が現場で活躍され始めました。万年

「優しい医療」を目指して行きたいと考えていま

筆で卒論を書いた世代の私も、まだまだ勉強し、

す。

頑張っていきたいと思っております。先輩の先生
方、後輩のみなさん、これからもご指導をどうぞ

今後とも、ご指導・ご鞭撻の程お願い申し上げ
ます。有難うございました。

よろしくお願い申し上げます。

県薬功労賞

県薬功労賞
安芸支部

安芸支部

長坂

晃治

この度は広島県薬剤師会功労賞を賜り、誠に有

皮間

壽美子

この度、思いがけない賞をいただき、ありがと
うございます。内心、びっくりしています。

難うございました。現在の自分があるのも指導・

光陰矢の如しで、思い返せば、安芸地区薬剤師

アドバイスをして下さった諸先輩並びに諸先生方

会を設立した時の事です。設立準備委員会を発足

の力添えがあったためで、深く感謝を申し上げま

し、みんなで協力し、平成８年の広島市薬の総会

す。

で分離決議が賛成多数で決まった時は感無量でし

思い起こせば、昭和62年に近畿大学を卒業後、

た。それから、何もかもが初めてで、いろいろな

大阪の「多根総合病院」に就職しました。病院の

事業、かわら版発行等、各地区の理事がそれぞれ

薬剤部には、17名の先輩の薬剤師が在籍し、学会

分担して始まった事が思い出されます。かわら版

発表を含め色々と指導して頂きました。当時、薬

も今月193号です。設立時から、坂地区の理事を

剤師の病棟活動は診療報酬では認められてはい

10年勤め、ついで船越地区に移り、監事の役をい

ませんでしたが、入職後１年も経過しない私に

ただいて現在に至っています。安芸支部の会員の

も、病棟活動の機会を与えてくれ、「クリニカル

皆様には大変、協力していただき、お世話になっ
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ています。なごやかで友好的な横のつながりが出

県薬功労賞

来て、良い雰囲気のすばらしい会が形成されたと
思います。今年は天変地異の年で、金環日食に始

福山支部

まり、部分月食、金星の太陽面通過という天体
ショーが次々と起こり、変化の年です。

松本

久二子

この度は、広島県薬剤師会功労賞をいただき、

６年制の新薬剤師が誕生し、政治も安定しない
状況で、我々薬剤師会もこの変化を乗り切り、置
いていかれないようにしたいです。

ありがとうございました。たいへん光栄に思いま
す。
薬剤師会員として府中支部の仲間に加えていた

４年制の薬剤師のスキルが問われている状況
でJPALSがスタートし、新しい事がいろいろ始
まってます。私もついていくのは大変ですが、登
録しました。静から動への変化です。

だいた頃は、総会・懇親会が年一度の最大イベン
トであった様な記憶があります。
その後、薬剤師を取り巻く環境やニーズはどん
どん変わり、医薬分業の推進、会営薬局の設立、

これからも、薬剤師会の為に、お役に立ちたい
と思いますのでよろしくお願い致します。今回は
ありがとうございました。

運営、閉鎖、そして福山支部との合併等に携わ
り、あっという間の30年でした。
６年制の薬剤師さんも誕生し、在宅等さらなる
活動が期待されています。
年を重ねたからこそ出来るようになる事もある

県薬功労賞
呉支部

のではと受賞を機に考え直し、地域に貢献し、元

濱﨑

匡史

気で生涯現役を目標に頑張りますので、よろしく
お願いします。

この度は広島県薬剤師功労賞をいただき、大変
光栄に思っております。大学を卒業後メーカーに
勤務し、アロー薬局呉中央店に開局とともにうつ

県薬功労賞

り18年になりました。未熟な私が薬剤師として長

安佐支部

年働いてこられたのは、開設者の方、スタッフの
方々の支えのおかげと家族にも心から感謝してお
ります。

林

真理子

この度は、広島県薬剤師功労賞をいただき、誠
にありがとうございました。

当初は、健康保険のことは何も分からず、メー

思い起こせば、義父（昨年他界）に連れられて

カーに勤務していた薬の知識だけで、ただ投薬を

安佐支部の薬剤師会に参加したのが、最初でし

するというだけでした。その後医療のことがわか

た。以後、度々研修会に出させていただきまし

るに連れ、年々変化する業界のなかで何を成すべ

た。現在は理事として、微力ながらお手伝いさせ

きかを考えるようになり、自分なりに噛み砕き頑

ていただいております。

張ってまいりました。「かかりつけ薬局」とし

活動の中で、特に印象に残っておりますのは、

て、患者様から何でも相談され、信頼される薬剤

安佐市民病院の院外処方箋発行に向けて、理事を

師が私の目標です。

中心に啓発活動を行ったことです。今では当り前

これからも患者様から信頼される薬剤師を目指
すと同時に、社会に貢献できる薬剤師を目指して
日々努力して参りたいと思います。

の院外処方箋も、当時は発行してもらうのに四苦
八苦、一枚の処方箋の何と重かったことか…。
今年からは六年制卒の薬剤師も誕生し、多方面
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に渡り薬剤師をとり巻く環境も大きく変貌してい
きます。

県薬功労賞

動きの鈍くなった身体や頭に、カツを入れなが

広島佐伯支部

宗

文彦

らの毎日です。
今回の受賞は、諸先輩方・会員の皆様の御支援
のお蔭と深く感謝致しております。

前田先生が県の薬剤師会会長に就任された年、
初めて県の薬剤師会の仕事をお手伝いさせて頂く

“自利利他円満”微力ながら、皆様のお役に立
てる様、もう一頑張り致します。

様になりました。最初は右も左もわからない状態
の中８年間、諸先輩方にご指導承りました。

今後共ご指導の程、よろしくお願い致します。

その間、本当に色んな事を学ばせて頂き、改め
てお世話になりました役員の先生方、会員の皆
様、陰で支えていただいた事務局の皆様に感謝申

県薬功労賞
安佐支部

し上げます。そんな私がこのような立派な賞を受

黒長

千津子

賞しようとは考えてもみませんでした。
他の支部から出席受賞された先生方とともに前

この度は、広島県薬剤師会功労賞をいただき、
身に余る光栄と厚くお礼申し上げます。
さしたる功績もないのに、このような賞を頂く
ことにとても恐縮しております。

田会長から表彰いただき、来賓の先生方多くの先
生方から祝福と励ましのお言葉を頂き、大変光栄
に思っております。
現在は支部の手伝いをしながら、学校薬剤師業

思えば、昭和51年に大学を卒業して、製薬会社

務また学生実習の受入、薬局の管理薬剤師として

に数年務めたことがあるだけで、もっぱら主婦と

日々新しい事にチャレンジして行こうと考えてお

子育てで過ごし、たまにパートとして働いたこと

ります。今後ともご指導、ご鞭撻承りますよう、

はあるものの、知識も経験もないままに、平成６

よろしくお願いします。

年に薬局を開業しました。ちょうどこの頃は、医
薬分業が推進され始め、広域病院からも院外処方
せんがやっと出始めたばかりの頃でした。以来、

県薬功労賞

分業も進み、登録販売者という資格ができたり、

東広島支部

一般医薬品のリスク区分が行われたりと、薬局を
取りまく環境が大きく変わってきている。そんな
中、今まで私が薬局を続けてこられたのは、安佐
薬剤師会会長をはじめ役員の皆様、そして広島県
薬剤師会会員の皆様のご支援、ご指導のおかげと
心から感謝いたしております。

出口

正光

この度は広島県薬剤師会功労賞をいただきあり
がとうございました。
賞を頂けると聞いた時、喜びと同時に年をとっ
たなあと思い複雑な気持ちでした。
私が開局した当時はまだ支部がなく支部ができ

これからは、この受賞を契機と考え、微力では

た当初は人数も少なかったので、ボーリング大

ございますが、薬剤師会、また地域の皆様に貢献

会、ビアガーデン、新年会、日帰りバス旅行、ゴ

できるよう頑張りたいと思います。

ルフコンペなど行い、皆が大変仲良くて、人数が

本当にありがとうございます。

増えた今でもソフトボール部ができるなど楽しく
過ごせています。もちろん遊びだけでなく研修会
も定期的に行っていますが、コンピュータに精通
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した松森先生のつくった備蓄検索システムは当時

だ私は、五百米規制も廃止され沢山の新規の薬局

としては画期的なもので、今でも日常の業務に大

をお迎えする立場で山坂を越えて参りました。患

変役立っており支部自慢のシステムです。

者さんに良かれと思われるチェーンメーカーの薬

私が長い間理事の仕事ができたのも、歴代の会

を多く扱い、多い時で毎週日曜日講習会へ出席し

長を中心に、仲良くしていただいた会員の皆様の

て少しずつ知識を身につけて山を登って行ったよ

おかげだと感謝しておりますが、いつまでも役職

うに思います。

についていると老害に感染しますので、これを機

今は一線を退き、小学校の環境整備のお手伝い

に副会長の職は辞して、若い方に変わっていただ

や、六年生の子供達に「薬物乱用は絶対ダメ」

き違った角度から会のために協力していきたいと

や「タバコはダメ」のお話しをさせて頂き、そ

思っております。

の感想文を読んで喜ばせてもらっています。これ
からは、病気、医薬品の知識も多岐に渡って求め

ほんとうにありがとうございます。

られ責任も大きく求められる時代です。これから
薬業界に席を置かれる若い方々に未来を託しま

県薬有功賞
広島支部

す。患者さんに必要とされる、心ある、輝く星に

得居

千鶴子

なって頂けるよう、祈念しています。
この度は町の一介の薬業人がこのような賞を拝

この度このような賞を頂く事になり、もったい

受し真にありがとうございました。

なく思はゆい思いで一杯です。年数だけ経ている
だけなのに大先輩の方の末席に入れて頂き、とて

県薬有功賞

も有り難い事とお礼申し上げます。
両親の跡を引き継ぎ三十三才より七十才迄地域

安芸支部

の方々にお世話様になりました。来局して下さっ

末政

敏子

たご近所の方が、少しでも気持ちも楽になられ、

広島県薬剤師会有功賞の連絡を頂いた時、人の

笑顔を残して帰られるよう一生懸命でした。その

命を預かる仕事と自分に言い聞かせ日々を過すの

方の背中を心の中で「お元気になって下さい」と

が精一杯の私が受賞を受けてよいのかと戸惑いを

祈るような気持でお送りして来ました。何も出来

感じながらも身に余る喜びと感謝いたします。

ませんでしたが、ただその気持ちを忘れないよう

５月に京都薬科大学卒後50年の同期会があり思

にして来た三十七年間でした。思い出せば昭和

い出や半世紀の薬業界の変わりように話が盛り上

二十年代は宮島線の駅毎に一軒しか薬屋さんがな

がりました。

く日曜日、祝日もなく両親は開店していました。

振り返れば卒後、東洋工業附属病院の検査室に

大晦日は除夜の鐘を聞く頃店の掃除を終えやっと

入り小児血液成分の正常値の決定に係わった時は

晦そばを頂いた思い出があります。当番制のない

大学ゼミの延長のようで没頭しました。

頃でしたからお正月中の為の薬を求めて来られて

約９年後長女の小学校入学を期に近くの国立療

いたのです。その代りお正月は閉店して一週間位

養所畑賀病院に転職、調剤を手に取るように教わ

のんびりと両親は過ごしておりました。お客様よ

り、間もなくリファンピシンの発売で劇的に結核

り「薬九層倍じゃけえのう」と言われながら定価

が減り国立は治療目的による区分で畑賀は成人病

販売で、お客様のサロンのような戦後の薬屋さん

対策病院としてスタートし後に「療養所」の字が

だったように思います。母の死の翌日より引継い

削除されました。

13
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21年間在職した国立を私事で退庁、国立も約10

名処方、全員が持つようになったお薬手帳と目ま

年前に統廃合され、広島市と医師会に経営を移さ

ぐるしく変わる中、50年間続けてこれたのも偏に

れました。在職中に秤はデジタルに、自動分包器

諸先輩や後輩の方々が暖かい眼で見守ってくだ

の導入、何よりも毎月の在庫管理で「先入れ先出

さったお蔭と深く感謝しております。

し」で納入価の違いがある金額計算がパソコン化
され楽になり喜んだ思い出もあります。
次の保険調剤薬局に移った頃、医薬分業による
広域の院外処方の発行が少しずつ始まりました。
最近では長期投薬、ジェネリックの採用、一般

病態・薬物治療

これからの薬剤師は免許に上乗せするライセン
スを持つようになり今迄以上に必要とされるで
しょう。
後輩の皆様の活躍と薬剤師会のますますの繁栄
をお祈りいたします。

薬剤師国家試験問題 （平成２４年３月３日・４日実施）



正答は８７ページ
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平成２４年度
（

事

業

事業計画及び役員業務分担
内

容

）

主担当
副会長

１．県民の福祉・医療・保健衛生向上のための活動
（１）広島県保健医療計画に関する地域薬剤師会の積極的参画の推進と
支援
（ア）広島県保健医療計画及び二次医療計画への支援
（イ）広島県地域保健対策協議会（特別委員会）等への参画及び協力
（ウ）広島県圏域地域保健対策協議会研修会への参画
（エ）医薬品のより良い使用推進事業への協力
（オ）広島プライマリ・ケア研究会への協力
（カ）広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会への協力
（２）「健康日本21」「健康ひろしま21」「健やか親子21」への協力
（３）県民の薬と健康に関する啓発事業
（ア）「薬と健康の週間」への協力及び「薬と健康相談窓口」の開設
《県補助事業》
（イ）「薬草に親しむ会」の開催（１カ所）
（ウ）「第29回広島県薬事衛生大会」の開催協力
（エ）県民公開講座の開催
（オ）県民への医薬分業PR
（カ）薬事衛生指導員の育成及び活動《県補助事業》
（キ）「くすりの相談」事業の推進と協力及び薬事情報センターの活
用
（ク）ブラウンバッグ運動の推進
（ケ）麻薬・覚せい剤・向精神薬等薬物乱用防止活動の支援
（コ）禁煙推進活動の支援
（サ）ドーピング防止活動及びスポーツファーマシスト養成事業への
協力
（シ）学校薬剤師活動支援及び協力
（ス）各種カラーリボンキャンペーンへの支援及び協力
（セ）セルフメディケーションの推進
（ソ）検査センターの活用
（４）介護保険制度への対応
（５）防災体制
（ア）「災害時における薬剤師の派遣・医薬品等の供給について」検討
（イ）新型インフルエンザへの対応
（６）その他

野

２．医薬分業の推進及び社会保険制度への対応
（１）保険薬局部会の事業
（２）県民への医薬分業ＰＲ
（３）在宅医療への参画推進
（４）医薬品安全性情報収集活動に協力
（５）調剤報酬審査支払機関への対応
（６）保険指導薬剤師への対応

村

３．薬剤師の生涯教育及び養成計画
（１）第33回広島県薬剤師会学術大会の開催（広島24.11.18）
（２）薬学教育機関等との関係強化
（ア）広島大学、福山大学、広島国際大学、安田女子大学との連携推進
（イ）広島県病院薬剤師会との協力推進
（３）薬学部学生薬局実務実習への協力
（ア）薬学部学生薬局実務実習への協力
（イ）中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関への協力
（ウ）受け入れ薬局と指導薬剤師の育成
（４）広島県薬剤師研修協議会への協力
（ア）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度への協力
（イ）新カリキュラム対応薬剤師研修事業への協力
（ウ）認定実務実習指導者養成ワークショップ・講習会への派遣

村

上

担 当
副会長

大
加
村

大
加
野

担
理

当
事

塚
藤
上

有
小
重
田
谷
豊
中
二
吉
渡
串
西

村
林
森
口
川
見
（敦）
川
川
田
邊
田
谷

塚
藤
村

青
有
重
田
豊
中
二
政
松
吉
渡
串
奥

野
村
森
口
見
（敦）
川
川
岡
村
田
邊
田
本
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（

事

業

内

容

主担当
副会長

）

（エ）認定実務実習指導薬剤師ワークショップ・講習会の開催
（オ）認定実務実習指導薬剤師養成フォーローアップ研修会の開催
（カ）平成24年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力（24.8.26）
（キ）福山大学卒後教育研修会への協力
（ク）広島国際大学卒後教育研修会への協力
（ケ）各種学会への協力
（コ）医薬品関連施設等の見学
（サ）未就業薬剤師就業支援事業
（シ）生涯学習支援システムへの協力
（ス）その他
（５）生涯教育に関する支部薬剤師会への協力
（６）第45回日本薬剤師会学術大会への参加（浜松24.10.7･8）
（７）第51回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学
術大会への協力（島根24.11.10･11）
（８）その他薬剤師の生涯教育に必要な事業
４．薬局等の薬剤師業務への対応
（１）薬剤師倫理の向上
（２）薬局グランドデザインへの協力
（ア）日本薬剤師会制定「広島県薬剤師会認定基準薬局」制度の推進
（イ）日本薬剤師会サポート薬局制度への対応
（ウ）薬局業務運営ガイドライン等各種指針の活用による薬局業務の
整備・充実
（エ）医薬品適正使用の推進（対面販売・服薬指導・相談業務の強
化）
（オ）医薬品情報の収集・整理・提供の支援
（カ）医薬品の休日・夜間供給体制の確立・支援
（３）ブラウンバッグ運動推進への協力
（４）薬局機能情報公開制度への対応
（５）薬局製剤等薬局医薬品の活用
（６）医薬品副作用被害救済研究・振興調査機構への協力
（７）リスクマネージメント等への対応
（ア）苦情処理委員会
（イ）薬局における医療安全管理体制の充実
（ウ）「薬剤師賠償責任保険」（日本薬剤師会）及び「個人情報漏洩
保険」の加入促進と対応
（エ）医薬品等安全性情報報告の徹底
（８）2013年版管理記録簿の作成・配布
（９）高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の開催
（10）関係団体等の連携の推進

木

大

平

塚

担 当
副会長

村

野
松
村

野
林
口
川
見
（敦）
川
村
田
野
藤
宅
井
本

村
下
上

青
有
小
重
谷
二
政
松

野
村
林
森
川
川
岡
村

青
小
重
谷
政
渡

野
林
森
川
岡
邊

上

木

平

野

村

６．検査センターの事業

大

塚

野
加

村
藤

総
学

務
術

部
部

野  村、大  塚
木  平

会
業

計
務

加

部
部

藤

野

加 藤、谷 川、青 野
豊見

当
事

青
小
田
谷
豊
中
松
吉
高
佐
三
新
奥

５．薬事情報センターの事業

７．その他の事業
（１）医師会、歯科医師会、看護協会等関係団体との協力
（２）県薬会誌の発行
（３）広島県薬メールニュースの配信
（４）薬剤師無料職業紹介所事業
（５）平成24年度会員名簿の発行
（６）薬祖神大祭の開催
（７）公益法人制度改革への対応
（８）薬剤師会館移転の検討及び対応
（９）その他本会の目的達成に必要な事業

担
理

村

青 野
谷 川
二 川
豊 見
（敦）
中 川
松 村
吉 田
渡 邊
奥 本
西 谷
   林
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県薬役員就任あいさつ
近の私は会誌が送られてきた時にあたりまえのよ
うに受け取っています。彼らがこんなにも入会し
副会長

加藤

哲也

松下副会長の、殉職と言っても決して過言では
ない壮絶な最期、死の床に伏すまで県薬一筋に来

た喜びを感じてくれていることをうれしく思うと
同時に「自分はもう忘れている！」と反省しまし
た。
仕事上必要だからというだけで入会するだけの
薬剤師会ではない。薬剤師綱領にあるように国か

た彼に全く敬服する次第です。
彼とは小学校と大学が一緒という奇遇から始ま

ら付託された資格である薬剤師が広く薬事衛生を

り、腐れ縁で結ばれて以来何をするのも一緒、悪

つかさどる専門職として社会に貢献できるには自

友であり兄弟のような存在で何十年も共に過ごし

分は何をどうしたらよいのか、求められる薬剤師

て来ました。彼の死には大変驚愕しました。時折

であるための自分磨きをするためにも薬剤師会に

「松下よ！飲みに行こうよ！」と独り言が出る始

関わっていたい。これまでの私は現場で人と薬に

末。病床にて色々と互いの人生を振り返って語り

携わることだけで人生を送ってきました。この度、

合った事を思い出します。「70歳になるまで､お

初めて広島県薬剤師会の理事としての仕事をさせ

互い絶対に死んではいかんぞ」と、励まし約束し

ていただくことになりました。新しい薬剤師の素

たのが彼との最後でした。未だに彼が亡くなった

直な感激を大切にして、そして継続しなければと

事が信じられず、すぐ傍にいてくれる感じがしま

強く思います。いろんなことで薬剤師会は今大き

す。彼の死により、突然に副会長に復帰する事に

く変わろうとしています。本当に薬剤師会員であ

なりましたが、老骨に鞭打って１期２年を彼と一

りたいと思えることは何かを常に追求していきた

緒に仕事をするつもりで、彼の思いを成し遂げた

いと思います。よろしくお願いします。

いと思います。
12年前、初めて県薬の役員になった時、当時の
日薬の会長だった佐谷圭一先生の言葉「先ず隗よ
り始めよ」に感銘を受けた事を思い出し、原点に
返って先ずは錆を落としながら頭をフル回転させ
たいと思います。宜しくお願い致します。

常務理事

吉田

亜賀子

今年度より縁あり、広島県薬剤師会常務理事に
就任することになりました。
私と「広島県薬剤師会」との繋がりは？と考え
ますと、会員（当たり前ですが）として研修会

常務理事

松村

智子

への参加、認定実務実習指導薬剤師養成ワーク
ショップにてタスクフォースでの参加でした。そ

薬学部が 6 年制になって今年やっと卒業生が出

のような私が常務理事となり、何が出来るのか？

ました。待ちわびた薬剤師免許を手にして彼らは

何をすればよいのか？私の理解で大丈夫なのか？

今、輝いています。先日彼らが、
「薬剤師会から

疑問と不安の日々です。先の見えないことばかり

送られてきました」とうれしそうに会誌を見せて

ですが、理事の皆様の温かいご指導のもとで、ど

くれました。そういえば、私はどうだろうか。最

こかの政治家ではありませんが、「やる気・元

17

広島県薬剤師会誌 2012  Vol.37  No.4

気・○○」で何にでも興味を持つ好奇心とすぐに

に分かれそれぞれ少しずつ成果を上げております。

参加するフットワークの軽さとを武器に、出来る

この組織は会長をそれぞれの団体に当番制として

ことからコツコツと・・（政治家のフレーズ多い

勤めて頂いておりますのが特徴です。今年度は当

かも）、理事の方々の足手まといにならないよう

薬剤師会が会長年度となっております。昨年度か

に２年間精進していきたいと思っております。猪

ら県からも認めてもらい我々の地域サポートネッ

突猛進の性格ですので、気づかないうちにご迷惑

トにも予算がつきました。予算がつくという事は、

をおかけするのではないかとも思いますが、どう

逆に大変な事を請け負ったという事にもなります

ぞよろしくお願いいたします。

が。奉仕と親睦を重点とし医療の横のつながりの
強化、そしてなによりおたがいの顔が見えるこの
会は市民の福祉に多いに役立つものとして期待さ
れております。

常務理事

渡邊

英晶

この度、広島県薬剤師会の常務理事に新たに就
任いたしました渡邊英晶でございます。
平成20年12月、明治29年の民法制定より実に約

話はかわりますが、宝塚歌劇団には入団する上
で守らなければいけない鉄壁の誓いの25カ条があ
るそうです、その中で主なものを抜粋すると
〇声が小さく挨拶がまともにできない人は団員で

110年ぶりの法人制度改革により公益法人の新制

はない。

度が施行されました。

〇どんなに辛くても笑顔を絶やしてはいけない。

この制度では従来の社団法人は2013年11月30日

〇いつも自分が正しくて周囲が悪いと思っている

までに否応無しに新制度の「一般社団法人」か

人は団員ではない。

「公益社団法人」に移行しなければなりません。

〇人を褒められない人は団員ではない。

移行しない場合は解散となり、財産を他の公益団

〇将来の希望や信念がもてない人は団員ではない。

体等に渡さなければなりません。広島県薬剤師会

等々ですが我々医療に従事し、病気の患者さんに

も今、来年の４月に向けて公益社団法人へと移行

接する者としては共通する項目もあるようです。

手続きに入っております。各支部もこれに伴い一

そしてその中で面白かったのは、みんなで食事を

般社団法人か公益社団法人へ移行するよう薦めら

しても「美味しいね」って言えない人もだめだそ

れており、社団化していない組織の存続の難しさ

うです。確かに一人一人が各々「美味しいね」っ

が指摘されました。廿日市支部は2012年４月に一

て言って食事するとなんとなく笑顔になり幸せに

般社団へ移行しました。敢えて一般社団法人廿日

なりますよね。

市市薬剤師会と書かせていただきました。改めて
みなさまにご報告をさせていただきますと共に宜
しくお願い申しあげます。

患者さんと日々接触していると微笑ましい光景
を見かけることがあります。
ある時、二人の幼い子供を連れて来局されたお
母さんが下の女の子に「あなた、しっかりお薬飲

さて廿日市市には、医療関係（医師会、歯科医

もうね。飲まないとひどくなって死んじゃうかも

師会、薬剤師会、看護協会、福祉士会）５団体に

よ。
」って話をされていたのを思わず聞き耳を立

よる組織五師士会が平成16年に発足し現在８年目

てていました。

を迎えております。組織は研修委員会、広報委員

３才になった彼女は「いやだ。死にたくないか

会、地域ケア検討委員会、レクレーション委員会

ら、ちゃんとお薬のむ。」「そう。良かった。じゃ
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あお母さんが死んだらどうする？」
「嫌だ、死な

務実習の指導に応用するという試みもありまし

ないよう！」すると５才くらいの上の男の子が

た。昨年度第３期の薬局実習において、他県では

「わかった。お母さん。僕が母さんの好きな宮島

ありますが実習薬局から国家試験問題の情報提供

の海に○○ちゃん（下の女の子）を連れて行って

について依頼がありました。国家試験問題の内容

骨をまいてあげるから心配しないで」思わず期待

（着眼点）を踏まえて実務実習を実施したいとの

していた答えが返らず、「私いつか海に捨てられ

申し出でした。国家試験問題の確認は、実習指導

る」と、そのお母さんと一緒に笑ってしまいまし

の着眼点を再確認できるとともに職員の再教育に

た。死というタブーと笑いが見事に調和した瞬間

も有用であるとのご意見でした。薬剤師業務と薬

でした。

学教育の一体感が感じられるエピソードとして心
に残っております。

患者さんとの心のつながりが思わぬ治療の効果

ところで、大学の本分である「教育・研究」の

を生む事を我々は知っておりますが、日々の忙し

うち「教育」においては皆様方のご協力を含め、

さから余裕が無くなる事もあります。広島県薬剤

大きく変わってまいりました。一方、「研究」に

師会の常務理事および廿日市市薬剤師会の会長と

おきましては大きな変化がないように感じており

いう重責を、笑顔の効果を信じて勤めさせていた

ます。私個人的には、「研究」においても可能な

だきますので皆様宜しくお願い申し上げます。

限り現場のニーズに基づいたテーマで実施したい
と考えています。薬学６年制のなかで多くの病院
と接する機会が与えられ、現在、２病院と３件の
共同研究を実施しています。うち１件は医師との

理事

佐藤

英治

共同研究ですが、大学教員と病院薬剤師との間で
風通しはかなりよくなってきていると感じていま

この度、新理事に就任しました福山大学の佐藤

す。県薬の先生方におかれましても、日常の疑問

と申します。平成15年に広島大学病院薬剤部より

や問題点等がございましたら、是非、大学教員に

福山大学薬学部に赴任してまいりました。県薬の

ご相談いただければ幸いです。できること、でき

先生方には、長期実務実習等、薬学６年制に関わ

ないことはございますが、可能な限り現場との共

る多くの薬剤師養成教育にご協力いただき、誠に

同研究を展開し、県薬と大学の連携強化、さらに

ありがとうございます。本年度４月には夢と希望

はお互いの学術面での質的向上に寄与することが

を持った薬学６年制の第１期生が医療現場へと羽

できればと考えております。薬学教育、薬剤師養

ばたいていくことができました。重ねて御礼申し

成教育、薬剤師研修の推進には県薬と大学の密接

上げます。

な連携が必須の時代となりました。今後とも、皆

さて、昨年度末には薬学６年制で初めての薬剤
師国家試験が実施されました。試験問題を振り
返って見ますと、特に実務系問題におきまして
は、実務実習を誠実に実施していれば「解る」問
題が多く出題されていたように思います。薬学４
年制の問題とは異なって、薬剤師としての実務能
力を判断する資格試験としての位置づけがより強
まったと感じています。実際、この試験問題を実

様方にはご指導・ご鞭撻いただきますよう、よろ
しくお願い申し上げます。
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計画」を担当させていただくことになりました。
高度化・専門化が進む昨今の医療現場でチーム医
理事

新井

茂昭

この度、広島県薬剤師会の理事に就任させてい
ただくことになりました。

療が盛んに実践されている現状にあって、薬剤師
の職能に対する期待は大きいものがあります。薬
剤師が安全・安心な医療の担い手としての職能を
発揮し、患者や他の医療職種から「当てにされ

平成22年４月に広島大学病院薬剤部より赴任し

る」薬剤師になるためには、薬学生の教育だけで

て参りました。安田女子大学では、実務家教員と

はなく、既卒薬剤師の資質向上のための生涯教育

して臨床薬学分野に属し、学内での担当教科の講

や再教育の推進も必要と思われます。微力ではご

義や実習のほか、早期体験学習、薬学共用試験

ざいますが、薬剤師職能の向上のために貢献でき

OSCE、実務実習を担当しております。

ればと考えております。

平成18年にスタートした６年制薬剤師養成課程

宜しくお願い致します。

は、医療の最前線において実施される「参加型」
の実務実習が柱となっています。この参加型実習
はたいへんに効果的な教育ですが、指導薬剤師の
先生方はもちろんのこと、患者や他の医療スタッ

理事

フの理解が必要で、多くの関係者の協力・連携に
よってはじめて実現可能になります。本学では、
平成22年度に第一期生51名全員が無事共用試験に

奥本

啓

この度、広島県薬剤師会の理事に就任させてい
ただくことになりました。

合格し、昨年度から実務実習を開始しました。第

突然の依頼に、まだ支部内でも半人前な実績し

一期生にとってはもちろんのこと教員にとって

かない私が、何も分からないままこんな大役を受

も、共用試験をはじめ、すべてが初めての経験で

けてしまってよいのだろうか？という疑問も自分

あり実務実習も不安を抱えてのスタートでした。

の中ですごくあったのですが、このような機会は

また、教員の多くは、基礎薬学に重点を置いた４

求めてなかなか訪れるものでもないですし、通常

年制薬学教育を受け、その中で教育・研究に携

の薬局業務だけでなく、こういった大きな組織の

わってきた基礎系教員です。薬剤師の養成を強く

運営に参加させて頂くことにより広い視野での薬

意識した臨床現場での実習への対応には正直言っ

剤師の存在価値というものをいろいろ勉強させて

て混乱がありました。このような状況ではありま

もらうのも自分にとってよい経験になるのではと

したが、指導薬剤師の先生方の熱心且つ丁寧なご

思い、ここは逃げ腰にならず自分の前に訪れた境

指導の結果、大変実りの多い成果を得ることがで

遇を前向きに受け入れてみよう！という気持ちで

きました。患者と実際に接触する医療現場での教

思い切って承諾させて頂きました。

育は、大学では学べない責重な経験が数多くあ

現在、私は大竹支部で薬学生実務実習の受け入

り、今後の薬剤師としての仕事に対する学生のモ

れ担当をしており、支部内でも一足先に２人目の

チベーションも一層高まったように感じておりま

実習生を受け入れ奮闘している最中です。受け入

す。しかし、さらによい実習を目指すためには実

れ前は責任も重く不安な気持ちでいっぱいでした

習施設と大学の間でのさらなる情報の共有化が必

が、いざやってみるととても新鮮で、人間として

要と思われます。

こちらが学ぶこともたくさんあり、何事も色々

県薬では、主に「薬剤師の生涯教育および養成

やってみるのも悪いものでもないな！という実感
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や充実感があり、それが今回の後押しにもなった
とも思います。
支部長からその場で前田会長に『受けるそうで

理事

すので宜しくお願いします！』と電話をされ、更
に前田会長から直々に熱いエールを頂いて、あら
ためて身の引き締まる思いがしました。

林

真理子

この度、広島県薬剤師会の理事に就任させてい
ただきました。

もともと器用なタイプではないですので不安と

これまで、安佐支部の理事をして、支部のお手

重圧で吐きそうな思いもありますが、これも何か

伝いを微力ながらさせていただいておりましたが

の御縁と思い、諸先生方を手本に少しでもお役に

県薬という、大きな組織の中で仕事をさせていた

立てるよう頑張っていきたいと思います。

だく事となり、何が出来るのかと、お引き受けし

新参者ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

た後で、不安と戸惑いが渦巻いております。
知力、体力の低下を感じながらすごす毎日に、
刺激を与えて、諸先輩方の邪魔にならない様、少
しでもお手伝い出来ればと思っております。
ご指導、どうぞよろしくお願い申し上げます。

日本薬学生連盟加盟サークル
薬剤師の職能の広がりについてのワークショップと交流会
日時：平成24年４月22日（日）
場所：広島国際大学広島キャンパス

報告Ⅰ

いました、それもたった一人で。自分の学生時代
常務理事

吉田

亜賀子

を振り返り尊敬してしまいました。その彼と昼食
をとる機会に恵まれ、あれよ、あれよという間に

GWの一週間前、４月22日に「日本薬学生連盟

交流会への参加が決まりました。このようなモチ

加盟サークル薬剤師の職能の広がりについての

ベーションの高い学生さん達の集いで、はたして

ワークショップと交流会」が広島国際大学広島

この私が何を交流するのか？ジェネレーション

キャンパスで開かれました。私がこの交流会に参

ギャップは大丈夫なのか？不安になりつつ流れに

加したのは、まさに偶然としか考えられません。

身をまかせ参加しました。

遡ること1.5か月前に行われた青年薬剤師会（青

当日は学生、薬剤師合わせて40名の参加でし

年という歳でもないのですが・・・）の勉強会に

た。ワークショップの内容、流れは全て学生主体

参加したことです。

で、「ここから薬局」の業務への取り組み、「す

青薬の勉強会も友人よりの誘いでしたが、ここ

ずらん薬局」の松谷先生の在宅での活躍の講演を

に運命的な出会いが待っていたとは（+o+）この

聴き、グループワークに入りました。私たち参加

勉強会に広島国際大学の学生さんが参加していて

薬剤師は提示されたテーマ（これも学生の考えた
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ものでした）でグループワークをすすめていきま

ら会話も弾みました。

した。グループワークの中で「私たち薬剤師から

後半では「薬剤師にできること」と題して討論

学生への伝えたいこと」というテーマの時、自分

とワークショップを行ないました。まず、討論で

の学生生活を振り返り話したありきたりの内容に

は薬剤師と薬学生のグループを作りいろいろな質

も目をキラキラさせて、興味深く聞いてもらえた

問を通して、議論をしました。様々な質問から、

ことにとても感謝しました。また、入学間もない

薬学生が今どんな思いでいるのか、これからの学

一年生がすでにその会へ参加していたことは驚き

生生活をどう過ごすのかなど薬剤師からのアドバ

で、このモチベーションの高さにはただただ頭が

イスを元に、いろいろな目標を持って学生生活を

下がる思いでした。薬剤師業界の先も明るいとい

有意義なものにして欲しいと思います。
ワークショップではKJ法を用いて行ないまし

う気持ちになりました。
場所を変えての交流会では、学生さんたちのパ

た。調剤業務、病院業務、MRなどの基本的業務

ワーに圧倒されながらも、アルコールの助けを借

内容から、小説家、歌手、パンという剤形を作る

りればと思っていた私たちの前に「20歳未満の参

という奇抜な内容まで様々な項目が挙げられまし

加があるので、ソフトドリンクのみでの飲み放題

た。その項目をグループごとに発表をし、情報共

でお願いします」という最後まで学生主導の１日

有しました。保険薬局、ドラッグストア、病院、

でした。

MRだけに焦点を合わせるのではなく、薬剤師は
多種多能にいろいろな可能性があることについて
体験することができました。
薬剤師と薬学生が一度に40名ほど集まり、共に

報告Ⅱ
広島国際大学薬学部５年生

吉村

元宏

イベントをすることは初めてでした。これは私の
中で、学生主体だからこそ実現できたことだと

日本薬学生連盟加盟サークル‘couture’が主

思っています。薬学生は人生の先輩である薬剤師

催で薬剤師の先生と安田女子大学・広島大学・大

からいろいろなアドバイスをいただき、学ぶこと

阪薬科大学・広島国際大学の薬学生の総勢40名に

が出来ました。また、薬剤師の先生方は今の薬学

参加していただきました。

生がどんなことを考えているのかについて共にイ

「保険薬局とは」をT＆Tタウンファーマ㈱   

ベントを通して、交流することができたと思いま

原友樹先生、「在宅医療とは」を ㈱ホロン 松谷

す。これからも広島で様々な活動を行う予定で

優司先生に講義していただきました。これらの講

す。是非薬剤師の先生方にも参加していただき、

義を通して、保険薬局の仕事や医療制度、在宅医

共に交流を深めていきたいと思っています。

療の薬剤師の役割や現場の体験談について少しで
も理解することができました。
有限会社ぴゅあ 福島由美先生から提供してい
ただいたお菓子の試食会を行ないました。このお
菓子は薬局とヨーロッパを渡り歩いた洋菓子職人
がコラボして作ったお菓子です。今回は人参の量
を調節した２種類のお菓子をご用意していただい
て、どちらが美味しかったか、欲しいと思うかな
どをインタビューしました。わいわい楽しみなが

22

2012  Vol.37  No.4 広島県薬剤師会誌

IPPNW 日本支部（JPPNW) 理事会・総会、広島支部総会
副会長

野村

祐仁

日時：平成24年４月28目（土）
場所：広島医師会館６階
IPPNW日本支部（JPPNW）総会が下記の次第

第４号議案

平成24年度（2012年度）収
支予算案の件

に沿って行われた。
平成24年１月28日に大阪で、IPPNW日本支部
（JPPNＷ）の移動理事会が開催され、平成24

第５号議案

役員人事の件

（３）「第20回IPPNW世界大会」について

年８月24日～26日に広島で開催される「第20回

・総務委員会について

IPPNW世界大会」などについての意見交換が行

・財務委員会について

われたことや、広島大学原爆放射線医科学研究所

・プログラム委員会について

長の神谷研二教授が福島原発事故と低線量放射線

・途上国参加支援について

の人体影響について講演があった旨の報告があっ

・本部役員選挙について

た。

・北アジア地域支部の動向について

下記の第１号～第５号議案である事業報告や収

（４）医学生からの報告

支決算、事業計画案、収支予算案、役員人事の件

（５）各支部の近況報告について

等が上程されいずれも承認された。

（６）その他

医学生からの報告や、各支部の近況報告等があ
り、主に「第20回IPPNW世界大会」の準備進捗
状況の報告と、今後の予定が話し合われ、当会に
おいては参加・協力を進めることとなる。
<次第>
１．開会

（司会進行：日本支部理事

２．日本支部長挨拶

松村誠）

長崎副支部長代理

３．出席者紹介
４．報告・協議事項
（１）平成23年度移動理事会（平成24年1月28
日、大阪）について
（２）JPPNW総会への付議事項について
第１号議案

平成22年度（2010年度）収
支決算書の件

第２号議案

平成23年度（2011年度）事
業報告の件

第３号議案

平成24年度（2012年度）事
業計画案の件

・平成24年度JPPNW移動理事会について
・第９回IPPNW北アジア地域会議について
５．閉会
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平成24年度

広島県毒物劇物安全協会通常総会
副会長 大塚

幸三

日時：平成24年５月11日（金）
場所：ホテルニューヒロデン
厚生労働省・広島県薬務課・広島市等行政官庁
をはじめ県下20数社の会員がつどいました。保管
状態の不備や配送中の確認不備での紛失事故等
うっかい事例が報告され、改めて再チェックの重
要性が解りました。薬局勤務の我々には医薬品管

第56回

理で慣れているとはいえ、管理記録簿の記入等再
考の余地ありです。終了後懇親会がありました
が、県薬会議で後ろ髪をひかれながら後にしまし
た。

広島県病院薬剤師総会
広島県病院薬剤師会会長 木平

健治

日時：平成24年５月12日（土）  14：00～
場所：エソール広島
第56回広島県病院薬剤師会・総会が５月12日
（土）14：00からエソール広島で開催された。木
平会長の挨拶では、今年初めて６年制薬学教育を
受けた薬剤師が誕生し、医師等他の職種から新し
い薬剤師を臨床薬剤師ということで期待されてい
る。若い薬剤師が我々と一緒に輝いていける様な
職場環境を作って頂きたい。」と述べた。また、
「24年度診療報酬改定で病棟薬剤実施加算が新た
に認められ、病棟における薬剤師の活動が認めら
れてきており、更なる活動を期待されている事で
あり、一層の病棟業務の展開に向けて頑張ってい
かなくてはならないという旨の発言があった。
続いて、仲本典正広島県健康福祉局薬務課長、
前田泰則広島県薬剤師会会長の祝辞があった。仲
本薬務課長は、東日本大震災支援に対する御礼に
続き、医療に対する安全安心の確保および医療
サービスの質の向上に対し薬の専門家である薬剤
師が薬物療法に参加することが非常に重要になっ
て来ている旨を述べられた。また、前田会長は、
広島県薬剤師会が公益社団法人を目指しているこ
と、病院薬剤師の方にも是非ご支援、ご協力を頂
きたい旨を述べられた。
日本病院薬剤師会感謝状、広島県病院薬剤師会
表彰状、感染制御認定薬剤師、栄養サポートチー
ム専門療法士、日本糖尿病療養指導士、がん薬物
療法認定薬剤師、精神科薬物療法認定薬剤師、緩

和薬物療法認定薬剤師、日本臨床薬理学会認定Ｃ
ＲＣ、日本化学療法学会抗菌化学療法認定薬剤
師、日本臨床救急医学会救急認定薬剤師、日本中
毒学会クリニカル・トキシコロジスト及び日本医
療薬学会認定薬剤師の認定取得者に対する表彰が
行われた。
引き続いて、広島市民病院の開浩一氏および中
国労災病院の中村泰士氏を議長として選出し、議
事に入った。日病薬の代議員会での報告、各委員
会の活動や収支決算などが報告、承認された。会
長および監事の選挙について報告され、共に定数
内であり、会長木平健治氏、幹事服部聖氏および
太刀掛稔氏が承認された。議案として平成24年度
事業計画案および予算案、広島県病薬会則および
選挙運営管理規定の変更案が上程され、原案通り
承認され、総会は無事終了した。
総会に続いて開催された薬剤管理指導研修会で
は、広島県健康福祉局薬務課・肝炎対策グループ
の西田ルリコ氏により「広島県における肝炎対策
について」という題で講演された。
続いて特別講演では、厚生労働省薬剤管理室の
吉田易範先生が「平成24年度診療報酬改定と病院
薬剤師業務の方向性」という題で講演された。
   講演会終了後、懇親会が開催され盛会裏に終了
した。
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日本薬剤師会都道府県会長協議会（会長会）
副会長 加藤

哲也

日時：平成24年５月16日（水）14：30～
場所：日本薬剤師会８階会議室
第１回都道府県会長会議が東京で開催された。前田泰則日薬副会長は理事者側の席に座り、県薬会長
代理として私が出席した。
冒頭、各県の新会長９名が紹介され、続いて日薬会長の挨拶があった。
（１）来年は日本薬剤師会発足120周年となり、天皇陛下をお招きし記念式典を開催する予定であると
の発表があった。
（２）公益社団法人への移行認定及び特定保険等の許可についての説明があり､平成23年10月18日に内
閣府へ公益認定の申請を行い、平成24年３月27日内閣総理大臣より認定書が交付された。また同
時に薬剤師年金に対する特定保険等の許可についても平成24年３月28日付にて厚生労働大臣より
許可された。
日薬は４月１日に登記を行い、公益社団法人日本薬剤師会として発足したとの説明があった。
それに関連して各都道府県薬剤師会の動向は２県が公益移行（Ｈ24.４.１移行登記）、９県が一
般移行（Ｈ24.４.１移行登記）、地域薬剤師会は６支部が公益移行（Ｈ24.４.１移行登記）、13支
部が一般移行（Ｈ24.4.1移行登記）したとの発表があった。
（３）日薬に専務理事を置くことについての発表と説明があった。専務理事は寺山善彦氏、1953年９月
生まれ、北海道大学大学院農学部卒業という経歴である。
続いて議題に入り１．報告（第１号～第６号）２．協議（第１号～第２号）へと進行していった。以
下に当日の会議内容で特に重要と思われる事項を抜粋して記述する。
日薬を巡る最近の動きの中で、医薬品のインターネット販売訴訟の対応について、平成24年４月26日
（木）東京高裁から国側一部敗訴の判決が出た。厚生労働省としては東京高裁の法律判断が妥当とは言
い難いといった問題点があると考え、さらに十分な法的議論を尽くすべく最高裁の判断を仰ぐ必要性が
あると、５月９日に上訴した。日薬としても現時点ではインターネット販売の規制を行うのは不可欠と
考えており、当局の上訴の判断は当然であるとの考えを示した。
・日本薬剤師会と日本薬剤師会研修センターは薬局店頭で適切な情報を提供するために平成24年度登
録販売者のための一般用医薬品基礎知識研修会を７月29日東京で開催することとした。
・高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修会を本年度も各都道府県で開催するようにとの要望
があった。平成23年度広島県は254人の修了者がいた。
・ＪＰＡＬＳ登録者は全国で3,711人で広島県は134人であった。
「協議」
日薬が公益社団法人に移行した関係上、定時総会において次期理事が選任されるが、理事数を
20名以上30名以下と削減したことから、今までのいわゆるブロック理事については見直さざるを得
ないこととなった。しかしブロック間の連絡等が引き続き必要なことから、賛同が得られれば「ブ
ロック世話人（仮称）」を推薦願いたいとの要望があったため議論の結果、賛同者多数ということ
で決定した。
第１回都道府県会長会議は午後４時45分、全ての報告、協議を終了した。
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平成24年度

社会保険医療担当者（薬局）指導打合会
副会長 村上

信行

日時：平成24年５月17日（木）
場所：広島県薬剤師會館
５月17日に標記の会議が広島県薬剤師會館にて開催されました。中国四国厚生局からは指導監査課の
藤原課長（新任）・山田保険指導薬剤師・多田課長補佐、小田医療指導監視監査官（保険薬局担当新
任）の４名。広島県健康福祉局医療保険課から信川参事（新任）と森広専任主査（新任）の２名。県薬
からは前田会長が当日急遽の欠席で私、豊見専務理事、青野常務理事、石原事務局長の４名の出席でし
た。通例通り、平成12年に発令され平成20年に一部改正された「指導大綱」に沿って実施される「集団
指導」「集団的個別指導」「個別指導」について下記計画が資料として提出されました。
【平成24年度】指導実施計画（薬局）
１

集団指導について
①新規指定の保険薬局に対する指導（指定時集団指導）
＊ 新規指定後概ね１年以内の保険薬局に対して実施
＊ 実施時期

年１回（８月）予定

②指定更新の保険薬局に対する指導（更新時集団指導）
＊ 指定更新後及び指定更新予定の保険薬局に対して実施
＊ 実施時期

年１回（11月）予定

③新規登録の保険薬剤師に対する指導（登録時集団指導）
＊ 実施時期

２

年１回（８月）予定

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

３

８月予定

対象薬局

114

個別指導について

（新規個別指導）
＊ 新規指定後概ね１年以内（23年４月１日～24年３月31日）の保険薬局に対して実施
＊ 実施時期

８月以降逐次予定

平成23年度新規指定

47件

（個別指導）
＊ 平成24年度選定委員会で選定された保険薬局について実施
＊ 実施時期

８月以降逐次予定

平成24年度選定委員会

類型区分別集団的個別指導対象保険薬局選定概況
類型区分

総保険薬局数
①

県平均点数
②

薬局

1,435

1,095

57件
薬局

対象保険薬局数 対象保険薬局数が１未満の場合
対象点数
（②× 1.2） （①× 8％） 前年度まで累計 本年度まで累計
（114.80）
1,314
114
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指導大綱による平成23年度の総保険薬局数は1435薬局と昨年度の1501薬局に比して66薬局の減、広島
県の薬局レセプト１件あたりの平均点数は1095点で昨年度の1043点より52点高くなっていました。24年
度集団的個別対象薬局数上限は114薬局となり、【平成24年度】指導実施計画（薬局）では８月に計画
されています。ちなみに１件当たり高点数を基準とする指導大綱該当薬局数は513薬局となり23年度の
541薬局より28薬局減となっていました。
類型区分別個別指導対象保険薬局選定状況

薬局

①
②
③
④
⑤
総保険薬
平成22年度集団的 ③のうち平成23年度 ③×0.5
類型区分
①×4％ 個別指導実施件数 に対象点数を上回っ
局数
た件数
薬局

1,435

57

111

92

56

⑥
⑦
⑧
平成24年度
平成23年度の個
別指導で再指導 その他 個別指導予定数
となった件数
5

6

57

（注１）①の「総保険薬局数」は、様式Ａ－１の「総保険薬局数」欄の件数と同じであること。
（注２）②及び⑤の欄は、少数点以下を四捨五入する。
（注３）④の「対象点数」は、様式Ａ－１の「対象点数」欄の点数を示している。

上記により個別指導対象薬局は総保険薬局数の４％、57薬局となり、22年度集団的個別指導実施数
111の二分の一の 56薬局とその他６、の計 57薬局が選定され７月より順次実施される計画とされていま
した。その他の６薬局には昨年度の実施に欠席された薬局が含まれています。現時点では厚生労働省と
の共同指導は計画されていないようです。昨年度より山田指導薬剤師に加えて５名の非常勤指導薬剤師
が任命されていて、主に新規指定薬局の個別指導を担当されています。今年度も 47薬局においてその
任に当たられると思いますし、その際にも広島県薬剤師会から「立会」をしています。社会保険診療報
酬支払基金広島支部において、昨年度より、当初は「診療」
「学術」の両面での「調剤報酬審査員」が
２名任命され後に協会けんぽからの「保険者推薦」として１名の審査員が追任され、計３名が執務され
ています。基金幹事会にも「参与」として薬剤師代表の席が設けられ毎月１回の会議に出席しています。
国民健康保険では「学術」
「支払」としての審査員が任命されています。報酬体系の複雑化に対応する
には「薬学的見地」も重要であり、
「書面審査」に留まらない職能からの意見が関与されるように出来
る半面、保険薬剤師としての請求事務への関わりが希薄になっている場合の指摘も増しています。24年
２月診療分、
３月審査から「診療報酬明細書」の「調剤報酬明細書」との「突合審査」が始まっています。
本来なら 23年度当初からのスタート予定でしたが、東日本大震災は全国に及ぶ影響にて延期されてい
ました。いまのところ処方せん発行医療機関入力ミスによる不適正レセ以外、薬局の瑕疵による査定例
はないようですが、医療機関からの「薬局調剤薬剤費の査定」報告が薬局にも通知され、
「薬局からの
査定」と勘違いされた方々からの問い合わせが殺到しました。「適応不一致」が多く、「病名把握」出来
ない処方箋調剤にその責は求められてはいませんが、患者対応時に予見できるケースにおいては積極的
な情報提供も必要と思います。
今年度は調剤報酬の改定があり、新たな制度での指導が実施されていきます。文書による要項と現場
においての理解に齟齬があってはなりません。あらたな「薬剤服用歴管理指導料」は主眼として「患者
に見える」指導と情報提供への集約とも捉えられます。その主役である「お薬手帳」を決してシールを
貼るポイントカードのようにしてはなりません。また300億円とも3000億円とも言われている「残薬」
にたいして、「廃物利用」でなく「適正使用」の観点から「残薬を起こさない調剤」へ、「処方監査」
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「疑義照会」にも繋げていただきたい。大きくは社会保障制度、なかでも医療費の逼迫は報酬への影響
を否めません。薬剤経済は薬剤師に医療の担い手としての「コストパフォーマンス」も求めています。
【平成24年度】指導実施計画（薬局）


中国四国厚生局

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計
新規薬局

99

備

指定時
484 更新時
登録時

更新薬局

集団指導

新規薬剤師

集団的個別指導

１１４

新規個別指導

６

７

７

7

７

７

6

個別指導

５

８

８

8

8

８

８

307

78

指導監査課
考
９９件
３０７件
７８件

１１４ 集団部分のみ

４

４７

平成２３年度新規指定
	４７件

５７

指導大綱第4の4⑴の②  ５件
指導大綱第4の4⑴の⑤ ４６件
指導大綱第4の4⑴の⑥  ４件
指導大綱第4の4⑴の⑦  ２件

適時調査

その他

法規・制度・倫理

選定委員会

—

薬剤師国家試験問題 （平成２４年３月３日・４日実施）



正答は８７ページ
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子育て応援団すこやか2012
日時：平成24年５月19日（土）・20日（日）
場所：広島グリーンアリーナ

広報委員

池田

和彦

少子化の進む中、子育てを支援する環境づくり
に取り組むという理念のもと2004年にスタート

当日の様子を取材した。
会場は広島市中区の広島県立総合体育館（広島
グリーンアリーナ）で、二日間で約４万人が来
場。

し、今回で９回目の開催となる「子育て応援団

広島市西区の会社員渡加恵さん（30）は「子ど

すこやか」は、広島県を含む全国９県で展開され

もの粉薬を機械で包むのは知っていたが、間近で

るイベントで、社団法人広島県薬剤師会は薬局体

見るのは初めて。こういうイベントを続けて欲し

験コーナーやお薬なんでも相談コーナーなど、数

い。」と話し、薬剤師の職能を周知する絶好の機

年前から後援・協力をしている。

会となったようだ。

スタッフとして参加した薬学生たちの声
●安田女子大学薬学部
五年生

小笠原麻倫さん（22）

「子どもの薬に携わる薬剤師になりたいと思っ
た。
」
●広島国際大学薬学部
四年生

森田美咲さん（21）

来場者の相談をうける中川常務理事（右）と筆者
お薬なんでも相談コーナー＝協力：広島県薬剤師会

「薬局や病院だけではなく、地域で活動する薬
剤師の姿を実際に目の当たりにして、とても役
にたった。
」
五年生

吉村元宏さん（27）

「子どもや保護者に薬局や薬剤師の仕事をア
ピールする機会という意味でも、今回のイベン
トに参加してよかった。
」
六年生

皆川麻恵さん（23）

「実務実習では小児や保護者と関わる機会が少
なかったので、よい経験になった。
」
堀江正憲広島県医師会常任理事によるAEDのデモ
ＡＥＤ講習会＝協力:広島県医師会・日本光電
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薬剤師会関係分
哲也 （青年薬剤師会）

協力いただいた皆様（順不同・敬称略）

辻
平本 敦大 （青年薬剤師会）
加藤 雅子 （女性薬剤師会）
藤村 佳子 （女性薬剤師会）
岩本 義浩 （青年薬剤師会）

敦 （広島県薬剤師会）

小川 弘太 （青年薬剤師会）
豊見
竹本 貴明 （広島支部）
中川 潤子 （広島県薬剤師会）
吉田亜賀子 （広島県薬剤師会）
森川 悦子 （広島支部）
国本 葉子 （女性薬剤師会）
佐々木雅子 （女性薬剤師会）
小笠原麻倫 （安田女子大学）
森田 美咲 （広島国際大学）
池田 和彦 （青年薬剤師会）
平田 和子 （女性薬剤師会）
吉村 元宏 （広島国際大学）
皆川 麻恵 （広島国際大学）

前日の設営と当日の会場内の様子
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報告
広島県青年薬剤師会 理事

小川

弘太

2012年５月19日、20日に開催された「子育て応
援団 すこやか2012」に広島県薬剤師会の一員と
して参加しました。今年は、広島県薬剤師会の会
員だけでなく、広島県下の薬学生もスタッフとし
て参加してくれていました。自分より若い世代が
参加してくれたことにより、例年とはまた違った

親御さんに、子供の薬剤服用における疑問点や

感覚で自分自身も楽しく勉強になりました。会場

困った点への問いかけを積極的に行い、薬剤師な

には、例年同様、二日間に渡り大勢の親子連れの

らではの立場で、親御さん達が日頃思われている

方々が来場していました。我々のブースにも、二

不安の解消を行えたと思います。また、お薬手帳

日間で500組を超える親子連れの方々が訪れてく

の普及促進のために、お薬手帳を持たれてない親

れました。

御さんに、なぜお薬手帳が必要なのかを伝え、手
帳の配布を積極的に行いました。多くの親御さん
がお薬手帳を持っておられたので、お薬手帳が浸
透しているのを実感しましたが、やはり知らない
方もポツポツといたので、これからもお薬手帳を
浸透させる活動の必要性を感じました。
薬剤師が様々な場面で必要とされて、ますます
活躍できる時代だから、その場その場に合わせた
柔軟で的確な対応がとれる力が必要とされます。
今回、「子育て応援団 すこやか2012」に参加し

今年も、毎年恒例となっている、子供に白衣を

たことで、その一部だけでも触れることが出来て、

着せての記念撮影と、我々が実際に現場で使用し

貴重な体験をすることが出来ました。ありがとう

ている散剤錠剤分包機を用いた、ラムネの一包化

ございました。

体験を行いました。我々のブースは、歯科医師会
のブースの隣にあったため、歯の検診後の親子連
れは、白衣を見ると泣き出す子供たちが多くい
て、あやすのに苦労しました。そこで、かわいい
キャラクターのシールを床に貼ったり、保育士を
目指すボランティアスタッフの学生に協力しても
らったりすることで、ようやくご機嫌になり、満
面の笑みでの記念撮影にこぎ着けました。最後は、
「大きくなったら、薬剤師さんになる～」と言っ
てくれる子供までいて、こちらも満面の笑顔にさ
せてもらいました。

今後も積極的に様々な事に参加していきますの
で、よろしくお願いいたします。
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ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会
副会長 大塚

幸三

日時：平成24年５月23日（水）18：30～
場所：本通ドムス
５月23日（水）ＰＭ６：30

本通ドムスにて開催されました。６月10日ピンクリボンdeカープに参

加される各種団体（総勢100名位）のなかで、寂しくすみっこにいました。施設の子供たちを招待して
の行事で、今年度から松田オーナーの計らいで、かば広場も使用できるようになりました。６月10日当
日は参加できませんでしたが、来年以降は早期募集をかけて、大々的に参加したいと思います。カープ
ファンの会員集合としたいです。今回はなにもできなかったので、11月18日の広島県薬剤師会学術大会
にはグッズ販売に力をいれたい。学術大会に参加される会員は、ぜひ、グッズコーナーをのぞいてくだ
さい。

支部長･理事合同会議
日時：平成24年５月27日（土）13：30～
場所：広島県薬剤師會館
１．開

会

⑺

平成24年度実務実習について

２．会 長 挨 拶

⑻

薬学生実習の見学（検査センター・薬事情
報センター）について

⑼

お薬手帳啓発資材リーフレットの送付につ
いて（リーフレット）

⑽

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について

⑾

調剤報酬改定について

３．報
告
⑴ 平成24年度事業計画及び役員業務分担につ
いて
平成24年度常置委員会について
特別委員会・協議会等について
〃
⑵

支部役員等業務分担表について
後日、正式通知発送

⑶

平成24・25年度広島県薬剤師会代議員・同
予備代議員の選出について
依 頼：５月15日（火）
締 切：７月２日（月）

⑿ 「在宅医療受入可能薬局リスト」について
⒀

平成24年度広島県緩和ケア支援センターの
薬剤師研修への参加について

第33回広島県薬剤師会学術大会について
日 付：11月18日（日）
場 所：広島県薬剤師會館

⒁

災害時対策について

⒂

第45回日本薬剤師会学術大会について（チ
ラシ）
日 付：10月７日（日）・８日（月・祝）
場 所：静岡県浜松市

⑷

⑸

平成24年度日薬有功賞、県薬会賞、同功労
賞及び同有功賞について

⑹

県薬会賞、同功労賞及び同有功賞の推薦に
ついて

４．そ
５．閉

の

他
会
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日薬代議員中国ブロック会議
日本薬剤師会代議員 青野

拓郎

日時：平成24年６月２日（土）・３日（日）
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
公益社団法人に移行して初めて開催される第79

今後の基準薬局制度について、どのようにお考

回日本薬剤師会定時総会へむけて標記の会議があ

えなのかお伺したい。また、毒劇物の取扱がある

りました。小林健治鳥取県薬剤師会会長の開会挨

ことの基準により認定を辞退する薬局が増えてき

拶で会議が始まり、議事に入る前に前田泰則日本

ているが、認定基準の見直しが今後あるのかにつ

薬剤師会副会長より日本薬剤師会状況報告があり

いてお伺いしたい。

ました。
村上信行日薬代議員会議事運営委員より定時総
会の日程の説明、総会議事進行予定の説明があ
りました。総会を欠席する時に使う「委任状」、

ほかに下記の11項目について質問することにな
りました。
３．実務実習の状況及びふるさと実習の実施につ
いて

「議決権行使書」についての説明、正副議長選

４．医薬完全分業について

任、監事選任、理事選任についてそれぞれの説明

５．後発医薬品の使用促進について

が続きました。

６．薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業につ

定時総会のブロック代表質問者について討議
し、広島が当番県に当たりますので私が質問する
ことになりました。
次に質問内容の取りまとめに入り
１．労災医療の調剤報酬について
医科における労災医療にかかる療養の給付に要

いて
７．日本薬剤師会のイメージキャラクターについ
て
８．将来的に向けた薬剤師の職域確保に関する具
体的な方策について
９．公益社団法人における役員責任について

する診療費の算定は健康保険の診療報酬点数の点

10．役員報酬について

数表の点数に労災診療単価を乗じて行うことと

11．若手薬剤師及び女性薬剤師の登用について

なっており労災診療単価は１点当たり12円とす

12．議案第４号「定款一部変更の件」について

る。ただし、非課税医療機関については１点当た

13．学生実習中のリクルート活動について

り11円50銭となっており調剤報酬と異なった単価
で支払いが行われております。

次に平成24年度日本薬剤師会賞、同功労賞、並
びに同有功賞（団体）授賞候補者の推薦について

この件に関して、調剤報酬の１点単価と診療報

説明があり、最後に次回のブロック会議の開催県

酬の１点単価の違いについて日薬のお考えをお伺

を山口県とすることに決まり全部の議事が終わり

いしたい。

ました。

２．認定基準薬制度について
現在、日本薬剤師会が制定する「都道府県薬剤
師会認定基準薬局」制度の実施要綱に基づき、各
都道府県薬では基準薬局を地域医療の中へ広める
活動を行ってきた。
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平成24年度

試験検査センター連絡協議会
検査センター

城崎

利裕

日時：平成24年６月14日（木）～15日（金）
場所：大分県薬剤師会
平成23年10月3日付で水道法施行規則一部改

１．開会挨拶
協議会の開催に際し、日本薬剤師会前田泰則

正・厚生労働省健康局水道課長通知「水道法施
行規則の一部改正について」が発令され、平成

副会長より開会の挨拶があった。
まず、薬剤師会として試験検査センターの設
備を充実させて、再起をかけてがんばってほし

24年２月28日付で検査方法告示改正され平成24
年４月１日より施行された。
主な改正内容は、次の通りである。

いと述べられた。
⑴

水質基準に関する省令に掲げる検査は、同
令に規定する厚生労働大臣が定める方法によ
り行うこと。

⑵

精度管理を定期的に実施すること。

⑶

信頼性部門責任者が、日常業務確認調査に
適切に対応すること。

日本薬剤師会 前田泰則 副会長挨拶

⑷

試料取扱標準作業書に記載すべき事項に、
試料の採取方法、運搬方法及び受領方法を追
加し、作成した標準作業書に基づき検査を実

次に、大分県薬剤師会安藤哲也会長より歓迎の
挨拶があった。その中で大分県薬剤師会は、検査

施すること。

センター及び会営薬局を含めて公益法人とした。

などが盛り込まれた。

公益法人を取得するとそれなりに厳しい状況と

また、水質検査方法の改正については、

なったが、がんばっていきたいと述べられた。

⑴

試料採取から前処理を含む試験の開始まで
の時間の明確化

⑵

空試験の実施

⑶

検量線濃度範囲及び検量線点数の明確化

⑷

適切な標準試料の差し込み分析
などが主な内容である。以上の改正内容で

は、分析の信頼性確保への取り組みが示されて
大分県薬剤師会 安藤哲也 会長挨拶

いる。
Ｂ．熊本県の実例
社団法人熊本県薬剤師会

２．改正水道法施行規則について
Ａ．水道法改正と信頼性確保のための取り組み


一般社団法人全国給水衛生検査協会

飲料水検査技術委員会

船坂

寮三委員長

医薬品試験センター

藤本

洋一所長

熊本県では、平成10年の指定検査機関の規制
緩和以降、断続的に水質検査手数料金の価格が
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低下し、今では破格の低価格となっている。

承認されたものである。

その価格低下へ歯止めをかけるため、県や厚

しかしながら、その品質に対する懸念も見ら

生労働省に要望書などを提出し働きかけている

れることから、ジェネリック医薬品普及のため

実情を報告された。

には、品質の信頼性を向上させることが急務と
なっている。

Ｃ．改正水道法の伴った道薬検の取組み
一般財団法人北海道薬剤師会
公衆衛生検査センター

中村

次也課長

北海道は大変広く、札幌にある検査センター

そのため厚生労働省の委託を受けて、国立医
薬品食品衛生研究所がジェネリック医薬品の品
質に関する学術的観点からの検討を有識者の協
力を得て行うこととした。

から最も遠いところで片道約500kmの地域まで

一例としてクラリスロマイシン錠の溶出試験

採水に行くことがある。移動は飛行機での運搬

結果を挙げ、pH1.2の緩衝液において、先発品

となり前述の、試料採取から前処理を含む試験

２製剤の溶出挙動の類似性が認められないとい

開始までの時間がぎりぎりとなることを報告さ

う事例があった。この製剤は、同一の製造所で

れた。

製造されており標準製剤として使用されてきた
ものである。

３．PIC/S加盟と公的認定試験検査機関について

その後、先発品製造販売元の調査結果から、

国立医薬品食品衛生研究所

崩壊剤を異なる２社のものを使用していること

晴宏薬品部長

が判明した。このように、先発製剤の溶出挙動

PIC/SとはPhermaceutical Inspection

が異なることからクラリスロマイシン錠につい

奥田

convention and Phermaceutical Inspection Co-

ては評価しないこととした。

operation Schemeの略称で医薬品分野での調和

   今後も医薬品を選定し評価検討していく。

されたGMP基準及び査察当局の品質システム
の国際的な開発・実施・保守を目的とした組織
である。現在EUを中心に米国FDAも含め全世

５．脱法ドラッグの分析法について
公益社団法人日本薬剤師会環境衛生委員会
川村

界38カ国が加盟しており、PIC/Sが世界標準と

仁委員

近年、麻薬や覚醒剤などの代用として違法ド

なりつつある。
日本としてもPIC/Sに加盟すべく、様々な努

ラッグ（脱法ドラッグ・脱法ハーブ）と呼ばれ

力をし平成24年３月に書類申請を行い、平成24

る様々な化学物質や植物が法律の枠を逃れ販

年５月に受理された。

売、乱用されている。これらは薬物の化学構造

今後はPIC/Sの実地査察を受け承認される見

の一部を変えて流通しているため、取り締まり
が困難であるのが現状である。

通しである。

そこで高速液体クロマトグラフィを用いたス
クリーニング試験法を紹介された。スクリーニ

４．後発医薬品の普及促進に向けて
公益社団法人日本薬剤師会
生出

泉太郎副会長

ジェネリック医薬品は、生物学的同等性試験
結果に基づき品質、有効性及び安全性が先発品
と同等であると確認した上で、薬事法に基づき

ング試験で疑いがあれば、液体クロマトグラフ
質量分析計や核磁気共鳴装置などを用いて確認
を行う必要がある。
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立て替えのきっかけは、耐震性が不足してい

６．委員会報告
○

環境衛生委員会

川村

仁委員

昨年に続き、オセルタミビルリン酸塩活性代

たこと、検査スペースが狭くなってきたことが
ある。

謝物とその未変化体を調査した結果を報告され

新センターの特徴として右の写真ではわかり

た。河川中の上流域（取水口付近）と下流域

ずらいが、逆三角形の形で、２階が広くなって

（下水処理場付近）を調査対象とした結果を報

おり、限られた敷地を有効利用している。

告された。
平成22年度に実施した結果では、下流域（下
水処理場付近）の方が高い値を示したが、ごく

機器室も広く、スペースの効率の良さが参考
になった。

微量であるため、環境に影響を与える範囲では
ないと考えている。
平成23年度でタミフルの調査は終了とし、報
告書の作成を行う予定である。
○

医薬品試験委員会

鳥海

良寛委員長

平成23年度に実施した、医薬品全国統一試験
について述べられ、機器のシステム性能の確
認、その性能試験などの結果を再度確認してほ
しいと述べられた。

広々とした試験室

液体クロマトグラフ分析による定量試験にお
いては、単位、係数などに注意して行うことが
重要であると述べられた。
７．施設見学（大分県薬剤師会検査センター）
大分県薬剤師会検査センターは、平成23年１
月に新築し、水質検査、食品検査、新たな検査
として放射能検査など幅広く行っている。

新検査センター全景

最後に、土地柄大分は有名な温泉地であり、
年間を通して多くの温泉分析を行っている。
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平成24年度

広島県薬物乱用対策推進本部幹事会会議
副会長

村上

信行

日時：平成24年６月14日（木）
場所：県庁６階会議室
標記会議は「広島県薬物乱用対策推進本部会議

「５」平成24年度広島県薬物乱用対策推進要領
について

（平成24年７月13日開催）」の準備会の性格を
持っています。推進本部は、本部長を湯崎知事、

「６」平成24年度広島県薬物乱用対策推進本部
会議の運営について

副本部長を佐々木健康福祉局長として「国、県、
団体、有識者」を構成メンバーとしています。

「７」その他

「国」からは「中国四国厚生局」をはじめ「広島

「１」

地方検察庁」「広島刑務所」「広島拘置所」「広

第１

島少年鑑別所」「広島保護観察所」「広島入国管

広報啓発活動の積極的な推進

＊各種広報活動の推進

理局」「第六管区海上保安本部」など13機関。

広島県薬剤師会は“ポスター・パンフレット

「県」からは「健康福祉局」「教育委員会」「県

等の啓発資料の作成配布”“講習会等の開催

警」「環境県民局」「県立総合精神保健福祉セン

及び映画等の視聴覚教材の活用”の報告をし

ター」の５セクション。

ています。

「有識者」として「広島大学医学部」。そして

＊各種指導者を通じての啓発活動の推進

「団体」として本会と「広島県医師会」となって

“研修会、各種会合等での啓発活動”“広島

います。類似組織として「広島県薬物乱用防止指

県薬物乱用防止指導員による啓発活動”があ

導員協議会」と「薬物専門講師事業」があります

り薬剤師会も大きく関わっている指導員の各

が、当本部が広島県においての「第三次五か年戦

地区協議会からの報告があった。

略」の中核を担う位置付けになろうかと思いま

＊各種運動を通じての啓発活動の推進

す。６月14日（木）に県庁６階会議室にて下記要

「広島税関支署」が麻薬探知犬によるデモを

項にて開催されましたので、ご報告いたします。

交えた「中学においての防止教室開催」や

「１」平成23年度広島県薬物乱用対策実施結果

「中国四国厚生局麻薬取締部」が「ＯＢを派

（案）について

遣」しての防止教室が実施されていました。

「２」広島県薬物乱用対策推進本部構成機関の活

また県警では青少年対象に294回48,582人、

動状況報告

広島市では大学生（2,098人）対象に啓発実
施されていました。

（１）広島拘置所
（２）中国四国厚生局麻薬取締部

第２

取締の徹底と厳正な処分及び水際対策の推
進

（３）広島県警察本部刑事部薬物銃器対策課
（４）広島県立総合精神保健福祉センター

第３

「３」新しい在留管理制度について（広島県入国

薬物乱用者に対する医療対策、社会復帰等

管理局）
「４」刑の一部執行猶予制度の施行に向けた関係
機関による連絡会議の開催について
（広島保護観察所）

の推進
「２」
「広島拘置所」から収容状況や薬物事犯率につ
いて
「中国四国厚生局麻薬取締部」からは「最近乱用
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されている新規薬物」について情報提供がありま

とであり刑の一部を執行猶予することでの保護観

した。報告された坂捜査課長は薬剤師で、福山地

察の効果的推進を報告された。

区協議会の総会でも講演頂きました。県薬務課と

この会議において、会員各位の「薬物乱用防止

の協働や「新規薬物から指定薬物」や「指定薬物

教室の実施」に対する報告が漏れており、早急に

から麻薬」への格上げ情報が提供されました。ち

学校薬剤師会に調査をお願いし、７月13日（金）

なみに厚生局所属Ｇメンが麻薬取締捜査「官」で

に開催される「広島県薬物乱用対策推進本部会

薬務課所属の場合は麻薬取締捜査「員」と呼ばれ

議」での報告書に間に合うようアンケートいたし

るようです。

ました。

「県警薬物銃器対策課」からは

「薬剤師オール」「すべてのくすりは薬剤師

１．全国の薬物事犯検挙状況

が！」となればせめて県民が「くすりのようなも

２．広島県の薬物事犯検挙状況

の」と捉えている「ハーブ」「アロマ」「サプ

３．広島県内の薬物情勢と暴力団情勢

リ」などへの関心も持っていかなければ、違法、

４．平成23年の主要事件検挙

脱法への対応がままならなくなるように思いま

５．ＭＤＰＶとＪＷＨ－203

す。

の報告があり、「脱法ハーブ」の状況やメリケン
粉に似ているところから通称「メリーちゃん」と
よばれる指定薬物（ＭＤＰＶ）の中毒により20歳
代女性が幻覚・幻聴による本通りでの自傷行為事
例も話されました。
「広島県立総合精神保健福祉センター」からは
１．個別相談
２．薬物依存症家族教室
３．家族のつどい
４．研修事業
５．再乱用防止教室（薬物離脱プログラム）
６．事例検討会
「３」
入国管理局から2012年7月9日からスタートする
外国人「在留管理制度」について説明がありまし
た。「外国人登録制度」が廃止され「在留カー
ド」が発行されます。
「４」
広島保護観察所から「刑の一部の執行猶予制
度」の報告がありました。これは先般の大阪での
無差別殺人に関しての報道にもありましたが、刑
の「満期終了」後はなんらの手立てがなく、「執
行猶予」となれば必ず「保護観察」に付すること
となり、保護司などの活動により、薬物事犯等に
対しては依存改善、再犯防止に有効であるとのこ
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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６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

40

2012  Vol.37  No.4 広島県薬剤師会誌

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
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指

定

店

一

覧
平成24年６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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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。

【割引の対象となる展覧会】
●フレデリック・バック展
平成24年７月14日（土）～９月17日（月・祝）
一般：1,200円→1,000円
高校・大学生：900円→700円
小・中学生：600円→400円
※今後割引対象となる展覧会については改めてご連絡いたします。

☆美術館受付にて、登録番号と団体名を
お伝えください。
〈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/

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
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５月29日

お薬手帳啓発資材リーフレットの送付
について（通知）（各支部長）

県薬より支部長への発簡

６月１日

平成24年度広島県薬剤師会検査セン
ター利用契約金の納入について（お願い）
（各支部長）

４月20日

４月23日
４月23日

医療事故情報収集等事業「医療安全情

医療事故情報収集等事業「医療安全情

報No.65」の提供について（通知）

報№66」の提供について（通知）（各

（各支部長）

支部長）

応需薬局のゴールデンウィーク休業表

６月８日

薬剤師会認定基準薬局の平成24年度第

について（通知）（各支部長）

２次認定について（依頼）（各支部

支部長・理事合同会議の開催について

長）

（各支部長）
４月24日

６月４日

６月11日

広島県薬剤師会認定「基準薬局」の認
定更新について（依頼）（各支部長）

夏季の省エネルギー対策（軽装励行「
クールビズ」）について（通知）（各
支部長）

４月24日

日薬サポート薬局制度協力薬局名簿の
更新について（依頼）（各支部長）

５月６日

早期体験学習について（依頼）（各支
部長）

５月６日

「在宅医療受入可能薬局リスト」への
掲載について（依頼）（各支部長）

５月16日

平成24・25年度広島県薬剤師会代議
員・同予備代議員の選出について
（依頼）（各支部長）

５月22日

平成24年度広島県緩和ケア支援センタ
ーの薬剤師研修への参加について（依
頼）（各支部長）

５月22日

支部長・理事合同会議の議題について
（通知）（各支部長）

５月28日

支部長・理事合同会議資料の送付につ
いて（各支部長）

５月28日

第41回広島県薬剤師会通常総会資料の
送付について（各支部長）

５月28日

第41回広島県薬剤師会通常総会の承認
事項について（通知）（各支部長）

５月28日

平成24・25年度支部役員業務分担等に
ついて（依頼）（各支部長）

◆ 平成２４年４月常務理事会議事要旨
日

時：平成24年４月19日（木）
午後６時30分～午後８時40分
場 所：広島県薬剤師會館２階
出席者：前田会長、大塚・加藤・野村・村上各副会長、
豊見専務理事、青野・有村・小林・重森・
田口・谷川・豊見・中川・二川・政岡・
松村・吉田・渡邊各常務理事
欠席者：木平副会長
議事要旨作製責任者：青野拓郎
１．報告事項
（１）３月定例常務理事会議事要旨（別紙１）
（２）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙２）
イ．会 務 報 告（ 〃 ３）
ウ．会員異動報告（ 〃 ４）
前田会長挨拶：第１回常務理事会にご出席いただ
きありがとうございます。新しい方も入っておりま
す。１期２年、皆様方と歩調をあわせて進めて参り
たいと思います。課題がたくさんありますが、それ
ぞれ担当を決めさせていただいてその中で頑張って
いただきたいと思います。
（３）委員会等報告（前田会長）
ア．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調
整機関評議員会・運営委員会合同会議
３月17日（土）ピュアリティ・まきびで開催
され、木平副会長、田口常務理事、事務局木
下さんと参加した。中四国各大学の先生の意
見とあわせて現状、24年度に向けての取組み
の話をしたと報告された。
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イ．第41回広島県薬剤師会代議員会
３月20日（火） 於 広島県薬剤師會館
ウ．平成23年度広島県医療費適正化計画検討委員
会
３月21日（水）に県庁・北館で開催され、平
成22年度のがん受診率等が出ている。広島県
は全国でがん検診受診率が最悪である。県
全体では34.6％で、市町の国民健康保険では
18.7％で受診率の速報値よりかなり低いが、
少しあがったというところで終わっていると
報告された。県全体の医療費に関することに
ついて、データを基に話をされる場がこの場
であると報告された。
エ．（財）広島県地域保健医療推進機構理事会
３月23日（金）に広島県健康福祉センターで
開催され、年間の予算・補正の組み方を審議、
また、評議員と理事者が変更になったと報告
された。
オ．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
３月29日（木）に広島医師会館開催され、特
別講演（広島大学病院井内康輝教授「がん医
療のこれから」、広大病院の石川教授「電子
カルテは誰のものか」）をはさんで理事会が
開かれた。広大・広島県・広島市・県医師会
の４団体が予算を組んで対応をしている。薬
剤師会も特別委員会の中の医薬品の適性使用
のところで、100万円ほど毎年予算を組んで
動いている。救急医療・画像診断・病理診
断・がん 予防・がん医療のネットワークを
どう構築するか常に考えている。今年は、２
月に呉で基調講演等を含めて研修会があった
と報告された。
カ．広島県薬剤師会・広島県学校薬剤師会との打
合会
３月30日（金）に開催され一体化を目指して
はどうか、また、薬の話を広めたいというこ
とを議論したと報告された。
キ．全体理事会
４月７日（土） 於 ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル
ク．広島県健康福祉局医療・がん対策部長等訪問
４月９日（月）に県庁に挨拶に行き、薬剤師
で課長級になった方全員に会えたと報告され
た。
（大塚副会長）
ア．平成23年度第２回「がん検診へ行こうよ」推
進会議
３月21日（水）に広島県自治会館で開催され
行政、各市町、産業団体・保険会社・NPO
法人等が集まり概要を述べられた。各団体に
ついてのがん対策予防のための予算組みを
されているので、450万くらいをうまく使っ
て各団体の受診率アップにつなげてほしい。
TVCM等を各地域のもっと有名な人を使っ
てはどうかという意見があったと報告された。
イ．広島県がん対策推進協議会
３月21日（水）に県庁・北館で開催され医師
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会歯科医師会、患者団体、大学で受診率アッ
プに向けて骨格・方針ができたので、数字的
にうまくコントロールしていくか最終的な話
があった。４月から新しい方針に向かって新
メンバーでやっていこうと報告された。
ウ．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
３月22日（木）に広島医師会館で木平副会長
が座長で豊見敦先生に発表していただいた。
新しい方針を５月までには出そうという話を
したと報告された。
エ．認定基準薬局制度運営協議会
３月23日（金）審査があった。各支部でしっ
かりチェックしてほしいと報告された。
オ．ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会
３月28日（水）に本通ドムスで開催され、年
間活動報告・決算報告があった。三次で開催
されるカープの試合でピンクリボンキャン
ペーンをするので、三次支部に動員をお願い
したと報告された。
カ．会員委員会
４月17日（火）に開催され、各賞の選考を
行った。
キ．選考委員会（資料１）
４月19日（木）に開催され、会員委員会で選
考したものを決議したと報告された。
（野村副会長）
ア．㈱富士広告社広島支店外来会（資料２）
３月26日（月）に来会され、ラジオCM等に
ついて、資料を基に話をされた。新聞よりも
効果的にラジオスポット等も有効的ではない
か。予算のかかることなので広報委員会の中
で委員会を立ち上げていただいたらどうか検
討してみてははどうかと報告された。
イ．広島県立精神保健福祉センター（パレアモ
ア）来会（資料３）
４月16日（月）に来会され、ここ数年共催し
ているので、今年はどうするか検討していく
必要があると報告された。
（村上副会長）
ア．第１回禁煙支援認定委員会
３月21日（水）に開催され、認定制度を変更
し、禁煙支援マスターが７名となり、認定章
を配付すると報告された。
イ．第32回病院・薬局実務実習中国・四国地区調
整機構会議
３月22日（木）に就実大学で開催され、今の
マッチングの状況、各意見等、広島県からは、
県内の薬局に対しては、個人から薬局への個
人情報等の誓約書を提出をしていただくよう
再度お願いしたと報告された。
ウ．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
３月25日（日）に広島県健康福祉センターで
開催され、監事：有村常務理事、総務：村上
副会長となっているので出席したと報告され
た。
エ．６年制実務実習受け入れ説明会
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４月18日（水）に福山大学社会連携研修推進
センターで開催され、約40名の出席で福山大
学片山教授から第３者委員会トラブル事例の
発表、佐藤教授、広島国際大学の三宅教授、
県薬として田口常務理事の話があり、質疑が
あったと報告された。
（村上副会長、豊見専務理事、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）に慶應義塾大学薬学部開催さ
れ、それを受けて東・西部で４回の説明を
行ったと報告された。
（村上副会長、青野・豊見各常務理事）
ア．日本薬剤師会平成23年度医薬分業指導者協議
会
３月16日（金）に厚生労働省講堂で開催され、
厚生労働省から３名、日薬安部常務理事、行
政とコラボがある東京と高知の発表があった
と報告された。
（豊見専務理事）
ア．日本学校薬剤師会臨時総会
３月16日（金）に東京・ホテルアジュール竹
芝で開催され、解散総会で一体化が承認され
たと報告された。
（豊見専務理事、青野常務理事）
ア．平成24年度調剤報酬改定等説明会
（東部）３月24日（土）
於 ふくやま芸術文化ホールリーデ
ンローズ 361薬局
（西部）３月25日（日）
於 中国新聞ホール 885薬局
東・西部で４回開催したと報告された。質問
等は、厚生局への届出のことと一般名処方に
対するものが多いと報告された。
（有村常務理事）
ア．（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
３月21日（水）に東広島地区医師会ヘルパー
ステーションで開催され、平成23年度最後で
あったと報告された。
イ．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
３月30日（金）に開催され、アンケート結果
は掲載しているが、それを検討し、保険薬局
部会に限り支部経由で提出していただき、随
時掲載することとした。今年度の改正で、ケ
アマネに報告をする必要があるため、書式
を検討している。書式が出来たら県薬HPに
アップすると報告された。
（青野常務理事）
ア．安田女子大学薬学部実務実習成果報告会
４月15日（日）に安田女子大学で６年制に
なった実習生の51名で第１部ではポスター発
表があり、第２部では口頭発表が薬局実習３
名、病院実習３名、６名の学生発表があった。
その後、受入側から薬局１名、病院１名の発
表が行われた。第３部では今年度実務実習に
出てくる学生と受け入れ側の懇談があったと

報告された。
（谷川常務理事）
ア．広報委員会
４月12日（木）に開催され25日に最終をする
と報告された。
（豊見常務理事）
ア．日本薬剤師会職能対策委員会医薬分業検討会
（第３回）
３月16日（金）に東京・日薬で開催され、６
月まではこのままの委員でいくということな
ので活動がしばらくある。２月５日に開催さ
れた全国研修会の報告書をどうまとめるかと
いう話であったと報告された。若手をどう掘
り起こすかという課題も検討していただきた
いという話を次の委員に引き継ぐと報告され
た。
イ．生涯学習支援システム支部担当者会議
４月10日（火）各支部よりPC持参でJPALS
の説明と各支部主催の研修会でコードの取得
方法を実際にやっていただいた。各支部でそ
の使い方についての研修会を開催してほしい
と伝えている。講師は、県薬から派遣すると
伝えたと報告された。
（石原事務局長）
ア．あいサポ－ト企業・団体認定式（資料４）
３月23日（金）に県庁・北館で開催され、認
定証をいただいたと報告された。
イ．二葉の里に係る情報提供
４月16日（月）に新たな動きがあるので関係
事務局長が広島県歯科医師会館に招集された。
件からは、佐々木局長、菊間医療がん対策部
長、医務課長が出席され、詳細は前田会長へ
伝えていると報告された。
２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（１）支部等総会報告
ア．呉支部 ３月24日（土）
於 シティプラザすぎや
イ．福山支部 ３月29日（木）
於 ビッグローズ
３．審議事項
（１）平成24年度常置委員会について（資料５）
（野村副会長）
〃
特別委員会・協議会等について
〃
事業計画及び業務分担について
（２）薬剤師の無料職業紹介に関する事業の活性化
について（野村副会長）
各大学からブースの依頼があった時に対応
するため活性化対策を考える必要がある。
チェーン薬局が新卒をほとんど採用すること
があるようなので、県薬の中に無料職業紹介
所があるし、理事の中に各大学の先生もいる
ので連携してできないかと思い提案した。
（３）全体理事会について（資料６・冊子）（野村
副会長）
４月27日（金） 午後７時～
（４）第41回広島県薬剤師会通常総会について（資
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料７）（野村副会長）
５月27日（日） 午後３時～
司会：中川常務理事、開会の辞：大塚副会長、
閉会の辞：加藤副会長と決定した。
（５）支部長･理事合同会議の議題について（野村
副会長）
５月27日（日） 午後１時30分～
【５月15日（火）締切】
（６）平成24年度広島県薬物乱用対策推進本部名簿
の作成等について（資料８）（野村副会長）
（平成23年度）本 部 員
前田泰則
幹
事
大塚幸三
実務担当者
石原長造
本年度も昨年同様とした。
（７）中国地方社会保険医療協議会委員の推薦につ
いて（資料９）（野村副会長）
前任者：松下憲明 副会長
（平成23年度：毎月１回・総会２回）
加藤副会長と決定した。
（８）広島県医療安全推進協議会委員の推薦につい
て（資料10）（野村副会長）
前任者：松下憲明 副会長
（平成23年度：なし）
加藤副会長と決定した。
（９）広島県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分
科会臨時委員の就任承諾について（資料11）
前任者：松下憲明 副会長（野村副会長）
（平成23年度：毎月郵送書類確認）
加藤副会長と決定した。
（10）広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会委
員の推薦について（資料12）（野村副会長）
前任者：松下憲明 副会長
（平成23年度：２回）
加藤副会長と決定した。
（11）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
賀会への出席について（資料13）（野村副会
長）
日 時：５月26日（土）
場 所：リーガロイヤルホテル広島
講演会：午後４時30分～午後６時
３階 瀬戸の間
式典・祝賀会：午後６時10分～午後８時
３階 宮島の間
加藤副会長が出席することとした。
（12）第45回日本薬剤師会学術大会（静岡大会）の
参加について（資料14）（野村副会長）
期
日：10月７日（日）・８日（月・祝）
場
所：アクトシティ浜松、オークラアク
トシティホテル浜松、ホテルグラ
ンパレス浜松
仮予約数：20部屋×２日（10月６日（土）・
７日（日））
（13）日薬代議員中国ブロック会議の出席について
（野村副会長）
日
時：６月２日（土） 午後３時～
場
所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
（14）「子育て応援団すこやか2012」サポートゾー
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ンの協力について（資料15）（野村副会長）
期
日：５月19日（土）・20日（日）
場
所：広島グリーンアリーナ
委員会を開催することとした。
（15）第23回ジュノー記念祭への出席について（資
料16）（野村副会長）
日
時：６月17日（日） 午前10時～
場
所：広島平和公園ジュノー記念碑前
野村副会長が出席することとした。
（16）平成24年度広島県合同輸血療法委員会のへの
出席について（野村副会長）
日
時：７月28日（土）午後（時間未定）
場
所：日本赤十字社中四国ブロックセン
ター（現血液センター隣接地）
谷川常務理事が出席することとした。
（17）第62回社会を明るくする運動広島県推進委員
会への参画及び出席について（資料17）
（野村副会長）
日
時：５月16日（水）
午後１時30分～３時15分
場
所：広島グリーンアリーナ
石原事務局長が出席することとした。
（18）自殺対策地域関係職員（薬剤師等）研修につ
いて（資料３）（野村副会長）
どこで開催するかを検討することとした。
（19）被保険者証的更新ポスターの配付について
（資料18）（野村副会長）
（前年度：会誌７月号に同封）
今年度も会誌７月号に同封することとした。
（20）全国健康保険協会広島支部とのブラウンバッ
ク運動について（村上副会長）
資料を基に説明をされた。協会健保としては
新たに公募対象をしたい。通常の他科受診を
ベースにするが高齢者に限らず、薬やサプリ
メントの飲み合わせのチェックを協会けんぽ
が広報するので、その方々を受け入れていた
だけるのかどうかを審議していただきたい。
進めて行くということで、保険部会で原稿
チェックをし、了解が得られたらHPに掲載
するということになった。
（21）eラーニングについて（資料19）（村上副会
長）
研修センターの認定が受けれるしているeラーニングの主催団体の同系統が３つあるの
で、これだけを進めるのが良いかどうかを検
討してから進めることとした。
（22）医療安全の対応について（村上副会長）
常置委員会に入れることとした。
（23）平成24年度広島県毒物劇物安全協会通常総会
へ出席について（資料20）（野村副会長）
日
時：５月11日（金） 午後３時～
場
所：ホテルニューヒロデン
大塚副会長が出席することとした。
（24）後援、助成及び協力依頼等について
ア．日本薬学生連盟加盟サークル薬剤師の職能の
広がりについてのワークショップと交流会の
協賛について（資料21）（豊見専務理事）
日
時：４月22日（日） 午後１時～
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場
主

所：広島国際大学広島キャンパス
催：日本薬学生連盟加盟サークル‘cou
ture’
（初めて）
協賛について承認された。
イ．広島国際大学2012年度春の健康フェアの後援
名義使用について（資料22）（野村副会長）
日
時：５月26日（土）・５月27日（日）
場
所：紙屋町シャレオ中央広場
主
催：広島国際大学
（初めて）
後援名義の使用について承認された。
ウ．平成24年度広島県農薬危害防止運動の後援に
ついて（資料23）
期
間：６月１日～８月31日
主
催：広島県
後
援：広島県農業協同組合中央会外
（毎年・承諾）
後援名義の使用について承認された。
エ．第23回ジュノー記念祭に対する共催及び補助
金について（資料24）（野村副会長）
日
時：６月17日（日） 午前10時～
場
所：広島平和公園ジュノー記念碑前
主
催：広島県医師会、日本赤十字社広島
県支部外
（毎年・承諾、前年度補助金額３万円）
共催・補助金（３万円）について承認された。
オ．第26回中国ブロック理学療法士学会における
後援のお願い（資料25）（野村副会長）
期
日：８月25日（土）・26日（日）
場
所：はつかいち文化ホール さくらぴあ
（初めて：平成23年度・第16回広島県理学療
法士学会名義後援）
後援名義の使用について承認された。
カ．リレー・フォー・ライフ・ジャパン2012in広
島（福山）に対する後援について
（資料26）（野村副会長）
期
日：９月22日（土）・23日（日）
場
所：福山市立東中学校グランド・福山
すこやかセンター
主
催：公益財団法人日本対がん協会、リ
レーフォーライフ広島実行委員会
（毎年・承諾）
後援名義の使用について承認された。
キ．平成24年度健康づくりポスター募集の後援に
ついて（資料27）
主
催：広島県国民健康保険団体連合会
後
援：広島県、広島県教育委員会、広島
県医師会、広島県歯科医師会
（毎年・承諾）
後援名義の使用について承認された。
４．その他
（１）次回常務理事会の開催について（野村副会
長）
５月17日（木） 午後６時（議事要旨作製責
任者【予定】有村健二常務理事）
（２）平成24年度広島県四師会役員連絡協議会の開

催について（野村副会長）
日
時：10月12日（金） 午後６時30分～
場
所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
（３）広島県地域保健対策協議会役員の選出につい
て（野村副会長）
推 薦 者：前田泰則 会長
加藤哲也 副会長
（前任者：前田泰則会長・松下憲明副会長）
（４）広島県医療審議会委員の推薦について（野村
副会長）
推 薦 者：岡本知子氏 （広島支部）
（前任者：平田智加子常務理事）
（５）広島県環境審議会温泉部会委員の推薦につい
て（野村副会長）
推 薦 者：中川潤子 常務理事
（前任者：平田智加子常務理事）
（６）平成24年度広島県合同輸血療法委員会委員の
委嘱について（野村副会長）
委
員：木平健治 副会長
（継続）
（７）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」の実施について
（資料28）（村上副会長）
県薬としては手を挙げている所はないが報告
しますと報告された。
（８）公益社団法人認知症の人と家族の会広島県支
部第31回大会の開催に伴う後援、協賛名義の
使用について（資料29）（野村副会長）
日
時：５月26日（土）
午後０時30分～４時
場
所：広島県民文化センター大ホール
（承諾済み）
（９）支部等総会の開催について（野村副会長）
広島県病院薬剤師会 
５月12日（土）

於 エソール広島
広島県学校薬剤師会総会  ５月19日（土）

於 広島県薬剤師會館
東広島支部
５月24日（木）

於 ＨＡＫＵＷＡホテル
安芸支部
６月３日（日）

於 サンピア・アキ
広島支部
６月９日（土）

於 広島県薬剤師會館
（10）今後の常務理事会議事要旨責任者予定一覧表
について（資料30）（野村副会長）
（11）安心な子育てしやすい環境づくり応援事業に
係る「こどもの病気ハンドブック（こんな時
どうする）及び親子で見る絵本」の配付につ
いて（冊子）（野村副会長）
各会員へ１セット・計3,100セット（配布方
法は支部へ確認中）
（12）広島県のウイルス性肝炎治療費助成制度のチ
ラシについて（野村副会長）
（13）一般社団法人日本医療薬学会のパンフレット
について（野村副会長）
（14）夏季の省エネルギー対策（軽装励行［クール
ビズ］）について（野村副会長）
期
間：５月10日～10月31日（昨年度）
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日

日

付

４月22日 日

行

事

内

容

日本薬学生連盟加盟サークル
薬剤師の職能の広がりについて
のワークショップと交流会
（広島国際大学広島キャンパス）

24日 火

日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）

25日 水

広報委員会

26日 木

・監査会
・中国四国厚生局指導監査課来
会
・６年制薬局実務実習受け入れ
説明会

27日 金

全体理事会

28日 土

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

30日 月

広島大学霞室内管弦楽団 2012
Spring Concert
（広島国際会議場）

５月１日～
６月30日

平成24年度不正大麻・けし撲滅
運動

５月７日 月

・広島県健康福祉局障害者支援
課来局
（加藤古市薬局）
・広島県総務局総合特区プロジ
ェクトチーム担当課長及び広
島県健康福祉局薬務課長来会
・広島県健康福祉局長来会

８日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・新旧合同広報委員会

９日 水

・日本薬剤師会総会議事運営委
員会
（東京）
・子育て応援団すこやか2012打
合会
・会計部打合会

11日 金

12日 土

・平成24年度第1回広島県医療
審議会
（県庁・北館）
・平成24年度広島県毒物劇物安
全協会通常総会（研修会16：
30～）（ホテルニューヒロデン）
・保険薬局部会担当理事打合会
第56回広島県病院薬剤師会総会
（エソール広島）

付

行

事

内

容

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）

14日 月

・常務理事会打合会
・第763回社会保険診療報酬支
払基金広島支部幹事会
（支払基金広島支部）
・業務分担④担当役員打合会

15日 火

・日本薬剤師会第２回理事会
（東京）
・広報委員会

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）
・東広島支部研修会（JPALS）
（東広島保健医療センター ３階）

17日 木

・平成24年度社会保険医療担当
者（薬局）指導打合会
・常務理事会

18日 金

・子育て応援団すこやか2012
会場準備
（広島グリーンアリーナ）

・広島県薬剤師会学術大会実行
委員会

19日 土

・広島県学校薬剤師会総会
・広島県薬剤師会学校薬剤師部
会打合会
・平成24年度第1回公益社団法
人化特別委員会

19・20日

子育て応援団すこやか2012
（広島グリーンアリーナ）

20日 日

廿日市支部総会（懇親会18：30
～出席） （広島サンプラザ）

21日 月

・広島県後期高齢者医療広域連
合来局
（加藤古市薬局）
・業務分担①（県民の福祉・医
療・保健衛生向上のための活
動）担当理事打合会

22日 火

・がん対策課来会
・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）
・業務分担③担当理事打合会
・広島国際学院大学プレゼミナ
ールⅠ（広島国際学院大学）
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日

付

行

事

内

容

23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）

24日 木

・日本薬剤師会組織・会員委員
会会費徴収検討ワーキング

（東京）
・東広島支部総会

（HAKUWAホテル）
・呉支部総会

（呉市薬剤師会館）

26日 土

26・27日

・公益社団法人認知症の人と家
族の会広島県支部第31回大会

（広島県民文化センター）
・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）
・三原支部総会

（三原国際ホテル）
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）

日

付
１日 金

２・３日

行

事

内

容

健康ひろしま21推進協議会

（県庁・自治会館会議棟）
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）

３日 日

安芸支部総会

（サンピア・アキ）

４日 月

・広島県薬剤師会「地対協 WG」

５日 火

・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
・業務分担⑦担当役員打合会

６日 水

・広島大学薬学部講義

（広島大学）
・平成24年度第1回広島県地域
保健対策協議会定例理事会

（広島医師会館）

７日 木

薬局実習受け入れ実行委員会

８日 金

・広島県健康福祉局薬務課訪問
・第764回社会保険診療報酬支
払基金広島支部幹事会

（支払基金広島支部）
・広報委員会

９日 土

・広島県医師会長碓井静照氏お
別れの会
 （リーガロイヤルホテル広島）
・広島支部総会

27日 日

・支部長･理事合同会議
・第41回広島県薬剤師会総会

29日 火

日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）

30日 水

福山支部総会
（県民文化センターふくやま）

31日 木

薬学生実習の見学（検査センタ
ー・薬事情報センター）につい
ての打合会

10日 日

安佐支部総会
（広島市安佐南区総合福祉センター）

５月31日～
６月６日

平成24年度世界禁煙デー・禁煙
週間

11日 月

６月１日～
６月７日

平成24年度HIV検査普及週間

・広島都市圏の医療を考える懇
話会
（県庁・北館）
・広島県がん対策推進協議会

（県庁・北館）

６月１日～
８月31日

平成24年度広島県農薬危害防止
運動

12日 火

６月１日 金

・広島県地域包括ケア推進セン
ター開所式
 （広島県健康福祉センター）
・広島県地域包括ケア推進セン
ター関係団体等連絡会議
 （広島県健康福祉センター）
・（財）広島県地域保健医療推
進機構来会
・全国薬害被害者団体連絡協議
会栗原氏来会

・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
・財団法人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）
・広島県薬剤師研修協議会

13日 水

・広島大学薬学部講義

（広島大学）
・公益社団法人青少年育成広島
県民会議通常総会
（広島ＹＭＣＡ国際文化ホール）
・広島県環境審議会第23回温泉
部会
（県庁・本館）
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日

付

行

事

内

容

13日 水

・第17回南大阪薬剤師会業務研
修会（日本薬剤師会）
 （リーガロイヤルホテル堺）
・広島支部研修会（JPALS）

14日 木

・平成24年度広島県薬物乱用対
策推進本部幹事会議

（県庁・本館）
・平成24年度第1回ひろしま食
育・健康づくり実行委員会

（広島県自治会館）

14・15日

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）

15日 金

広島県薬剤師会学術大会実行委
員会

16日 土

・NPO法人広島県介護支援専
門員協会定期総会

（アステールプラザ）
・尾道支部総会
（ナカタ・マックコーポレーション）

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）

法規・制度・倫理

日

付

行

事

内

容

17日 日

・広島県薬剤師会認定実務実習
指導薬剤師養成講習会
（福山大学社会連携研究推進センター）

18日 月

・日本薬剤師会組織・会員委員
会会費徴収検討ワーキング

（東京）
・広島県健康福祉局がん対策課
来会
・薬務課新年度事業説明会

火

・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
・常務理事会打合会
・広報委員会

20日 水

・広島大学薬学部講義
（広島大学）
・厚生労働省及び広島県総務局
総合特区プロジェクトチーム
来会

  19日

６月20日～
７月19日

平成24年度広島県「ダメ。ゼッ
タイ。」普及運動

薬剤師国家試験問題 （平成２４年３月３日・４日実施）



正答は８７ページ
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行事予定（平成24年７月）
７月１日
（日） 平成24年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
７月２日
（月）「薬草に親しむ会」現地下見（広島市安佐北区南原峡）
７月４日
（水） 広島大学薬学部講義（広島大学）
〃

広島県薬剤師会「地対協ＷＧ」

７月５日
（木） 広報委員会
７月６日
（金） 三次支部総会（三次グランドホテル）
７月７日
（土）
７月８日
（日）
〃



７月７日
（土） 佐村克己先生の受章祝賀会（山口グランドホテル）
平成24年度病院診療所薬剤師研修会（広島国際会議場）
2012年度地域リハビリテーションセミナー in 広島（広島ＹＭＣＡ国際文化
センター）
７月９日
（月） 平成24年度ひろしま健康づくり県民運動推進会議総会（広島県健康福祉セ
ンター）
〃

広島県地域保健対策協議会第１回在宅医療体制検討特別委員会（広島医師
会館）

７月11日
（水） 広島大学薬学部講義（広島大学）
〃

日本薬剤師会日薬賞等選考委員会（東京）

〃

日本薬剤師会第２回都道府県会長協議会 ( 会長会 )（東京）

〃

日本薬剤師会第64回共済部総会（東京）



７月13日
（金） 第765回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）
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15日
（日） 第36回認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ中国・四国 in
７月16日
（月） 福山（福山大学薬学部）
７月18日
（水） 広島大学薬学部講義（広島大学）
〃

第10回中国地方社会保険医療協議会総会（ＫＫＲホテル広島）

〃

三原支部研修会（ＪＰＡＬＳ）（三原薬剤師会センター薬局）

７月19日
（木） 常務理事会
７月25日
（水） 広島大学薬学部講義（広島大学）
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行事予定（平成24年８・９月）
７月27日
（金）
７月28日
（土）



７月27日
（金） 認定基準薬局運営協議会
平成24年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会（札幌プリンスホテル）

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）
〃

平成24年度ゲートキーパー育成研修会（広島県健康福祉センター）

８月４日
（土） 平成24年度ゲートキーパー育成研修会（庄原市ふれあいセンター）
８月５日
（日） 福山大学薬学部開設30周年記念式（福山大学宮地茂記念館）
８月10日
（金） 第766回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）
８月18日
（土） 平成24年度ゲートキーパー育成研修会（まなびの館ローズコム）
８月19日
（日） 広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会（広島県薬剤師會館）
８月22日
（水）
８月23日
（木）
８/２３～８/２７



８月22日
（水） 平成24年度登録販売者試験（広島県立総合体育館）
第20回ＩＰＰＮＷ世界大会（学生会議）（広島国際会議場）
第１４回広島国際アニメーションフェスティバル（アステールプラザ）

８月23日
（木） 平成２４年度薬物関連問題相談研修及び生徒指導担当教員・養護教諭等薬物
〃
８月24日
（金）



関連問題研修会（広島県立総合精神保健福祉センター）
常務理事会

８月25日
（土） 第20回ＩＰＰＮＷ世界大会（本会議）（広島国際会議場）
８月26日
（日）
８月25日
（土）
８月26日
（日）



８月２５日
（土） 第38回広島県国保診療施設地域医療学会（広島市文化交流会館）
第26回中国ブロック理学療法士学会（はつかいち文化ホール

さくらぴあ）

９月１日
（日）
９月２日
（日）



８月26日
（日） 平成24年度ヒロシマ薬剤師研修会（広仁会館）
中国・四国会長会（松江・サンラポーむらくも）

９月２日
（日） 認定指導薬剤師フォローアップ研修会
９月６日
（木） 平成２４年度毒物劇物取扱者試験（安田学園キャンパス）
９月７日
（金） 第７６７回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）
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東広島支部
いわ

岩

た

田

大竹支部
かず

一

し

たか

志

今年３月、32年間の卸勤務を終え、４月か
らアイワ薬局に勤務しております。
営業、情報、薬事管理の経験を生かして新
たな一歩を踏み出しました。休日は二人の孫
と戯れています。今後ともよろしくお願いし
ます。

髙

はし

橋

まさ

こ

正 子

今年の３月に、夫の転勤のため青森県八戸
市から移ってきました。西日本の生活は初めて
なので、新しい出会いの毎日ですが、暑さに負
けないよう頑張ります。よろしくお願いいたしま
す。
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するほか，特に遠方からの初めての注文や大

平成24年６月６日

量の注文には応じないこととし，状況によっ
社団法人広島県薬剤師会会長

ては警察署に通報すること。

様
３

インスリン皮下投与用針付注射筒，インス



広 島 県 健 康 福 祉 局 長

リンペン型注入器等高度管理医療機器に該当



〒730-8511 広島市中区基町10－52

するものについては，相手方が販売業者であ



薬

務

る場合は，必ず高度管理医療機器等販売業許

課

注射器の適正な販売について（通知）
薬務行政の推進については、日ごろから御協力
を頂き厚くお礼を申し上げます。
さて、注射器（注射針、注射筒を含む。以下同

可証（原本）を確認すること。
４

薬事法施行規則第173条及び第175条第３項
（第178条第３項で準用する場合を含む。）
の規定に基づき，医療機器の譲受・譲渡に関
する記録を適切に行うこと。

じ。）の販売については、すでに格別の御配慮を
いただいているところですが、このたび偽造した

担当

薬事グループ

許可証を使って注射器をだまし取り、覚せい剤密

電話

082－513－3222

売グループに転売していたとみられる事件が発生
しました。
最近の薬物事犯の状況は、現在、全国的に「第
３次覚せい剤乱用期」といわれて久しく、覚せい
剤事犯の検挙者数も依然として高止まりしている
状況が長く続いています。
このため、貴会（組合）会員に対して、注射器
の販売に当たっては次の事項に留意し、不正使用
につながる恐れのある販売又は授与は行わないよ
う周知徹底をお願いします。
【注射器を販売又は授与する場合の留意事項】
１

注射器の販売又は授与に際して，購入する
者の住所，氏名，職業，使用目的等が不明な
場合は，覚せい剤乱用の弊害を説明し，販売
を自粛すること。

２

購入する者の住所，氏名，職業，使用目的
等が明らかな場合であっても，挙動その他不
審な点が見受けられる場合には，販売を自粛

（担当者

岡田）
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医療関係職種における籍（名簿）訂正申請に課される
登録免許税の取扱について
医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種の免許を有する方は、厚生労働省等に備える籍（名
簿）の登録事項（氏名、本籍地の都道府県名等）に変更が生じた場合は、籍（名簿）の訂正
を申請する必要がありますが、これまで、登録事項１件の訂正につき千円の登録免許税の納
付が必要として取り扱ってきました。
今般、登録免許税の取扱に関する審査請求に対し、国税不服審判所より「１通の申請書に
より、１つの資格に係る登録事項の変更を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受
ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の裁決がなされたため、医師、歯科医師、薬
剤師等医療関係職種における登録免許税の取扱いを見直しました。
見直し後の取扱いは、訂正する登録事項の数にかかわらず、１通の訂正申請につき千円の
登録免許税を納付していただきます。
従前の取扱い
今後の取扱い
課税標準の登録件数 ２件
課税標準の登録件数 １件
（氏名で１件、本籍地都道府県名で１件） （１通の申請書で１件）
税率
１件につき千円
税率
１件につき千円
税額

２千円

税額

１千円

取扱いの見直しに伴い、過去５年以内に籍（名簿）訂正を行い２千円以上の登録免許税を
納付された方は、訂正申請の際に納付された額（訂正申請書に添付した収入印紙の額）から
千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。
詳細はリーフレットをご確認ください。
・リーフレット「医療関係職種における籍（名簿）訂正申請に課される登録免許税の取扱い
を訂正します」（下記ホームページよりダウンロード）
過誤納金の還付を請求される場合は下記様式を使用し、下記の還付請求の提出先に直接送
付願います。
・過誤納金還付通知請求書（下記ホームページよりダウンロード）
・過誤納金還付通知請求書の記載上のご注意（下記ホームページよりダウンロード）
資格名
薬剤師

還付請求書の提出・問い合わせ窓口
〒 100 － 8916 東京都千代田区霞ヶ関 1 － 2 － 2
厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係
電話：03 － 5253 － 1111 内線 2714、2715

ホームページアドレス
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
iryou/topics/2012/06/tp0612-1.html
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支部役員名簿
安

佐

支

部

県薬予備代議員 新 宮 正 識
〃

寺 部 森 三

支 部 長 青 野 拓 郎

〃

加 藤 頼 孝

副支部長 土 井 郁 郎

〃

峠

〃

緋 田 典 子

〃

木 村 昌 彦

〃

荒 田 吉 丸

安

支部常務理事 下田代 幹 太
支部理事 貞 永 昌 夫

〃

永 野 みさ枝

大

文 子

支

天 畠 真奈美

竹

支

部

支 部 長 竹 下 武 伸
副支部長 今 田

部

〃

省

奥 本

啓

支部理事 江 端

勉

支 部 長 二 川

勝

副支部長 畠 山

厚

〃

棚 田

寛

〃

林

〃

新 宮 正 識

〃

細 田 智 子

〃

貞 村 文 雄

〃

寺 部 森 三

〃

北 谷 修 一

〃

中 曽 貴 章

〃

大 賀 真樹子

支部理事 重 森 友 幸

〃

井 上 善 照

〃

秋 本 浩 志

〃

長 坂 晃 治

〃

貞 村 大 祐

〃

加 藤 頼 孝

〃

郷 田 志 乃

〃

峠

文 子

〃

末 次 達 也

〃

徳 尾 節 子

〃

天 畠 真奈美

総務・庶務 多武保 有 美

〃

緋 田 典 子

〃

大 岩 生 子

会

監

真理子

芸

〃

事 森 本 繁 治
〃

監

黒 長 千津子

〃

〃

江 本 良 枝

計 棚 田

寛

県薬代議員 竹 下 武 伸

皮 間 壽美子

県薬予備代議員 井 上 善 照

総務・庶務 大 岩 生 子

会

会

県薬代議員 土 井 郁 郎

事 佐々木 浩 子

事 永 野 みさ枝

総務・庶務 土 井 郁 郎
計 土 井 郁 郎

監

計 末 次 達 也

県薬代議員 畠 山

廿 日 市 支 部

厚

支 部 長 渡 邊 英 晶
副 支 部 長 石 本 晃一郎

〃

木 村 昌 彦

〃

細 田 智 子

〃

荒 田 吉 丸

〃

長 坂 晃 治

〃

下田代 幹 太

〃

皮 間 壽美子

〃

貞 永 昌 夫

〃

西 原 昌 幸

〃

森 川 淳一郞

〃

大 賀 真樹子

県薬予備代議員 土 居 典 子

〃

新 出

〃

秋 本 浩 志

〃

大 岩 生 子

〃

中 谷 有 吾

〃

徳 尾 節 子

〃

郷 田 志 乃

〃

森 川 み か

〃

太 田 博 子

支部理事 藤 山 り さ

恵
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〃
監

渡 邊 理恵子

〃

越 智 祥 浩

事 森 井 紀 夫

〃

神 田 直 弘

総務・庶務 渡 邊 理恵子

〃
監

事 前 信 加代子
〃

支部理事 島 崎 一 郎

松 森 隆 志

味

宣

計 森 川 み か

〃

中 石 真 紀

総務・庶務 川 崎 一 仁

県薬代議員 石 本 晃一郎

〃

藤 政 智 栄

会

県薬代議員 出 口 正 光

会

計 川 崎 一 仁

〃

藤 山 り さ

〃

吉 岡 亜 貴

〃

新 出

恵

〃

市 川 孝 治

〃

藤 政 智 栄

県薬予備代議員 森 川 淳一郞

〃

有 村 健 二

〃

島 崎 一 郎

〃

中 石 真 紀

〃

渡 邊 理恵子

〃

小 埜 真理子

〃

森 川 み か

〃

松 井 聡 政

〃

吉 田 雄 樹

〃

川久保 貴 洋

〃

川久保 貴 洋

〃

吉 田 雄 樹

支 部 長 金 好 康 隆

〃

竹 乗 勇 吾

〃

竹 乗 勇 吾

副支部長 川 崎 一 仁

〃

竹 乗 秀 晴

〃

出 口 正 光

東 広 島 支 部

〃

実務

桃 原 泰 誠

県薬予備代議員 松 井 聡 政

薬剤師国家試験問題 （平成２４年３月３日・４日実施）
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大竹支部／安芸支部
なく女性も多くなりました。楽しい時間は過ぎる

大竹支部総会
会長 竹下



武伸

５月26日（土）17時30分から、大
竹薬剤師会総会が行われました。
井上先生司会で始まり、まず、物

のが早くお開きとなりました。
今、支部では、若手の人たちも仕事を進んでや
ってくれますので随分と助かっています。これ
で、いつでもバトンタッチができると思っていま
す。

故者への黙祷を行い、その後議長に

これまで長い間やってこられましたのも、大竹

奥本先生が選出され、初めに出席者数と委任状の

支部会員の皆様の協力があってこそだと思ってい

確認が行われ総会は成立し議事が進行しました。

ます。あと、２年支部長を務めますがもうしばら

支部長により23年度の事業報告を行い、次に会計

くの間よろしくお願いいたします。

報告が棚田先生によって報告されました。
大竹支部では、23年度初めて学生実習を受けま
した。学生を受けることによって、今まで行って
いました大竹健康福祉まつりや、学校保健活動の

第17回安芸薬総会・薬事講習会
理事 郷田



志乃

問題点がでてきました。24年度に向けて修正して

演題：「最近の薬務行政について」

いきます。研修会も大竹は小さな支部ですから人

講師：広島市保健所環境衛生課薬務係

数も少ないため、どうしても近隣の支部（廿日



市、岩国）に参加させてもらうことが多くなりま
した。大竹支部の研修会も考えないといけませ

竹内

宏文先生

この度、理事に選出されました、
船越南どんぐり薬局の郷田志乃です。

ん。24年度の事業も今まで以上に大変です。学校

６月３日、第17回安芸薬総会と薬事講習会がサ

薬剤師関係、健康祭りを中心にやっていきたいと

ンピア・アキで行われましたので報告致します。

思います。また、今年度は大竹市三師会の当番で

薬事講習会では、毒物劇物の販売制限・手続き

もあります、これについてもいまから内容を決め

について再確認がありました。

ていきます。

①18歳未満の者、精神機能障害者、薬物乱用者等

最後に、23年度の事業報告、会計報告ともに無
事承認されました。
その他のところで、大竹市学校薬剤師会長の今

に販売してはならない。
②購入者の身元や使用目的を確認し、正当な理由
のない者に販売してはならない。

田先生から日本薬剤師会と日本学校薬剤師会の報

③購入者から氏名、職業、住所等を記載し捺印し

告、広島県薬剤師会と広島県学校薬剤師会および

た書面の提出を受けて、販売しなければならな

支部薬剤師会の今後についての話があり、総会は

い。

終了しました。

上記の書面を５年間保存しなければならない。

総会の後は、楽しい懇親会です。河本先生の乾
杯で始まりました。最近は出席も増え男性だけで

この中で③の捺印については、拇印はいかがなも
のかと指摘がありました。
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また、2012年６
月１日改正薬事法
完全施行に向け
て、新たな医薬品
販売制度の概要と
法令遵守のポイン
ト解説がありまし
た。この中で登録
販売者は３年実務
経験をつめば、第

薬事講習会講師

竹内先生

県薬会長

前田先生

Ⅰ類医薬品の販売を認めるという方向の流れにな

続いて役員改選が行われ、平成24年４月１日～

っているというお話がありました。これはドラッ

平成26年３月31日任期の役員が承認されました。

グストアなどで薬剤師不足により第Ⅰ類の販売が
制限されている実情を鑑みてとのことでした。

総会終了後は、立食での懇親会で、楽しい一時
を過ごしました。
続いて、第17回安芸薬剤師会総会が開催され、
来賓として安芸地区医師会長の菅田様、広島県薬
剤師会長の前田様のご祝辞を頂いたあと、平成23
年度事業報告、決算報告、会営薬局の決算報告、
平成24年度の事業計画案、予算案等が、全会一致
で了承されました。

安芸地区医師会長

菅田先生
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ズ「経口血糖降下薬が追加された透析患者」の解

広島県青年薬剤師会

説をされた笹川大介先生です。「不整脈って結

７月定例勉強会はあの講師が来広 !?
会長

辻

哲也

局どういうこと？」「不整脈ってなんでいけんの
ん？」「不整脈の薬物療法って？」などなど、分
かっているようで説明しづらい不整脈のあれこれ

広島県青年薬剤師会は６月から新

を、徹底解説！会長と同世代の笹川先生の講演

年度です。つまり、私が会長職を拝

は、これから全国各地で注目度アップ間違いなし

命して１年を迎えさせていただいた

です。今年デビューした新薬剤師はもちろん、ア

ということになります。今年は役員改選の年では

ラサー薬剤師にも、ベテラン薬剤師にも必要な

ないので、会長の推しメン？AKB48の篠田麻里

「薬剤師として押さえておくべきこと」が満載の

子のように「（会長を）つぶすつもりで来てくだ

３時間。翌日からの薬剤師業務に、きっと刺激を

さい。私はいつでも待ってます」などと総選挙で

与えてくださることでしょう。７月22日（日）13

宣戦布告することができず残念？です。あと１

時からは、青薬定例勉強会（大事なことなので

年耐えて…ではなく、あと１年、期待してくださ

二度言いましたよ…元ネタ分かるかなぁ）

い。様々なご意見ご提案をお待ちしております。

青薬は８月以降も、様々な勉強会やイベントを

勉強会への参加、感想文、お問い合わせ…皆さん

企画しておりますのでご期待ください。また、

の反応が、理事のモチベーションや新しい企画に

Facebook分室も展開中ですので、そちらにもぜ

つながります。

ひアクセスしていただき「いいね！」ボタンをク

さて、７月は総会に定例勉強会にと、またまた

リックしてください♪

青薬が大暴れする月になりそうです。もっとも、
暴れたくなるほど忙しいのは理事だけなんですけ
れども。
総会は７月22日（日）11時半より、薬剤師會館
４階ホールにて行います。議決権のある正会員の

広島県女性薬剤師会
会長

松村

智子

皆さまには、既に出欠確認のハガキを会報に同封

女性薬剤師会は普通救命講習会を

して送らせていただいております。出席できない

5月27日（日）エソール交流室で開催

会員の方におかれましては、７月17日（火）まで

しました。これは女性薬剤師会が毎

に届くよう、委任状の郵送をよろしくお願いいた

年企画しているもので消防署の救急救命士が直接

します。

指導してくれます。ビデオ講習のあと一人ずつ人

そして、総会後の13時からは定例勉強会です。

形を前にしての実技講習で３時間の講習会です。

投薬力アップ講座～不

参加者は朝早い開始にもかかわらず遠くから集

整脈編～」と題して、鹿児島県薩摩川内市から

まってくれました。これまでは気道確保をして人

注目の若手の先生をお招きいたします。日経ド

口呼吸２回、胸骨圧迫30回をセットで繰り返して

ラッグインフォメーション５月号の日経DIクイ

いました。なかなか呼吸がはいらなかったりして

今回は、「熱血笹川塾
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躊躇することもありました。『JRC蘇生ガイドラ
イン2010』では胸骨圧迫を途切れさせないために
人工呼吸ができないときは胸骨圧迫のみを続けて
よいということです。突然心臓や呼吸が止まった

広島漢方研究会
５月薬局製剤実習と７月総会のお知らせ
理事長

人の命が助かる可能性はその後約10分にかかって

鉄村

努

います。勇気をもって何かひとつでも行動に移し、
救命のリレーをスタートできればと思います。し

５月の月例会において薬局製剤実

かしいざという時にはなかなか・・。けれど知っ

習を行いました。『紫雲膏の処方解

ていれば、お手伝いできることはあります。講習

説と製剤実習』と題して、実際に漢

会に参加して、何回でもやってみる！これからも

方薬局で製剤している佐々木伸忠先生を講師とし

この時期に企画しますので予定しておいて下さい。 て、会員の方々と一緒に紫雲膏（軟膏剤）を製剤
していただきました。

最初に、紫雲膏について古典や解説文献を読み
病理及び効能効果を学習しました。紫雲膏は明代
の医学書である「外科正宗」に記載されている
“潤肌膏”をもとに、江戸時代の医師・華岡青洲
が創案した軟膏であり“ひび・あかぎれ・しもや
け・魚の目・あせも・ただれ・外傷・火傷・かぶ

お知らせ！

広島県女性薬剤師会総会
８月26日（日）開催

総会は 午前11時～
場所は 広島県薬剤師會館４Ｆ
総会講演会は 午後２時～
木村眼科内科病院 院長
木村 亘先生です。
網膜（加齢黄班変性）や角膜につい
て最近の話題を予定。

れ”など、膿や滲出液の少ない皮膚症状に適用さ
れる軟膏剤です。
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実習ではまず、鍋でごま油を加熱して蜜蝋と豚

今回もオープン参加の方が数名おられました。

脂を入れて溶かし、次いで当帰（120℃）を入れ

広島漢方研究会では、毎月の勉強会のうち年４回

ます。当帰の色が焦げて浮き上がったら火力を増

薬局製剤実習を実施しています。本年は８月（後

して（142℃）紫根を入れて２～３回沸騰させて

半は未定）に「人参湯・煎剤」の製剤実習を予定

鮮明な赤色になったら速やかに火から下し、フィ

しています。

ルターで漉して作りました。その後、冷えるまで

「生薬に触れてみたい」「実際に薬局製剤を

よく練って軟膏ツボに詰める方法と、冷えて固

作ってみたい」という方がおられましたら、オー

まった軟膏を軟膏板とヘラでよく練って軟膏つぼ

プン参加も可能（参加費3,000円・薬剤師研修

に詰める方法を試しました。紫雲膏は練れば練る

シール３点）です。参加されてみてはいかがで

ほど光沢が出て、なめらかで塗りやすくなります。 しょう。
また、７月の総会では八風堂薬局（岐阜市）伊
藤晴夫先生をお招きして『一貫堂漢方の基礎と応
用』と題して特別講演を予定しております。
一貫堂で繁用される防風通聖散、通導散などの
処方を紹介されると思います。（総会のオープン
参加は参加費2,000円・シール２点）
詳細は広島漢方研究会事務局までお問い合わせ
ください。
広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局
ＴＥＬ：０８２－２８５－３３９５

広島県学校薬剤師会
会長

永野

孝夫

１．日本学校薬剤師会臨時総会
平成24年３月16日に開催された臨
時総会において日本薬剤師会の公益
法人化に伴う組織改編の機会をとら
え、日本学校薬剤師会を公益法人日本薬剤師会学
校薬剤師部会へ移行することが議決されました。
平成24年４月１日より統合されましたが、日本
学校薬剤師会の事務局は残務整理が終了するまで
残される予定です。従って全国学校保健調査や平
成24年７月27．28日開催の学校環境衛生・薬事衛
生研究協議会等については、日学薬事務局へお問
い合わせください。
この一体化の理念は、学校薬剤師組織の強化と
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全国組織の回復を目指し薬剤師会と連携した学校
薬剤師のあり方を再考しようとするものです。
２．平成24年度県学薬総会

から由来したと聞いています。
春は桜、秋は紅葉・冬は見下ろす海に見られる
海霧と、四季楽しめ、山頂の展望台からは、因島

平成24年５月19日に総会が開催され平成23年度
の事業報告、決算報告が承認されました。

大橋、三原市街地、芸予諸島が一望できます。
桜の時期は花見を楽しむ人々で賑っています。

また24年度の事業計画、予算案が理事者原案通
り議決決定されました。

冬、よく冷え込んだ朝に発生する海霧は幻想的な
ものです。海から湯気がでてるような不思議な現

役員改選については不肖、永野が引き続き会長
として２年を目途に県薬との統合を検討して行く
こととなりました。

象で、最初はびっくりしました。
筆影山の南西に標高445ｍ竜王山（りゅうおう
ざん）があります。ここも桜の名所で、しまなみ

役員については、新任の監事として池田康彦先
生にお引き受けを頂きました。

の眺めはすばらしいです。登山もお勧めですが、
私は車ばかりです。ドライブも気持ちいいです

なお、会費額については、日薬学薬部会の事業
と予算が決定しておりませんので昨年と同額の一
人年額五千円とさせて頂きました。

よ！天気の良い日に登ると景色も良く、リフレッ
シュできます。
16年の間に、合併・営業所が尾道に移転、そし

何とぞ今まで同様のご支援ご協力を心からお願
い申し上げます。

てまた合併と大きく会社も変わりました。
まだまだ未熟で、この春の診療報酬改定などの
問い合わせも、周りの方に教えていただきながら、

広島医薬品卸協同組合

勉強の毎日でした。

〈日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部〉

（株）セイエル

尾道営業所

管理薬剤師

信時

和子

16年前、故郷三原に帰ったのを機
に、医薬品の卸会社に勤務すること
になりました。
薬剤師としてのブランクもあり、
また初めての卸勤務薬剤師の仕事は、わからない
ことも多く、とまどうことばかりでした。
上司・ＭＳ・同僚・お得意様など、いろいろな
方に支えられながらやっています。
今回は、私の住んでいるところを紹介したいと
思います。
三原駅から呉線で一駅目の須波に住んでいます。
瀬戸内海国立公園、標高311ｍ筆影山（ひつえい
ざんまたはふでかげやま）の麓に住んでいます。
山の名は、海に映る山が筆の形に見えるところ

尾道営業所は因島・瀬戸田・三原市内・尾道市
内と広範囲のエリアを受け持っています。得意
先・ＭＲからの問い合わせに、私自身幅広い知識、
種々の情報を持って、答えられるよう、紹介でき
るよう、卸勤務薬剤師として成長していきたいと
思います。
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薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。
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5月末日現在 1,244名（内更新７２４名）
開催日時

研修内容・講

師

開催場所

主催者
問い合わせ先

認定

7月3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：−固形癌の薬物治療における最近の動向−（全4回）
日 時：平成24年7月3日第1火曜日19：30〜
演 題：「固形癌の薬物治療における最近の動向：分子標的薬を用いた薬物治療」
要 旨：最近、新しい分子標的薬が次々に登場していますが、その （社）福山市薬剤師会
治療効果はターゲットの遺伝変異や耐性に影響され、期待
084－926－0588
通りの治療効果は必ずしも得られていないのが現状です。
しかしながら、肝細胞癌および腎細胞癌など、これまで従
来の抗悪性腫瘍薬の効果が期待できなかった固形癌にも、
有意な治療効果を示す分子標的薬が登場してきました。今
回は、肝細胞癌および腎細胞癌に治療効果を示すソラフェ
ニブなどの分子標的薬（経口剤）を中心に紹介致します。
講 師：福山大学薬学部情報解析学研究室 江藤 精二 教授

1

7月7日（土） 広島国際会議場
病院診療所薬剤師研修会
平成24年度病院診療所薬剤師研修会詳細は以下のページをご参照
ください。http：//www.hshp.jp/modules/member_i/details.php?bid=
224【JPALS 研修会コード34-2012-0046-G01】

日本薬剤師会，日本病
院薬剤師会
0

7月8日（日） 広島国際会議場
病院診療所薬剤師研修会
平成24年度病院診療所薬剤師研修会詳細は以下のページをご参照くださ
い。http：//www.hshp.jp/modules/member_i/details.php?bid=224

日本薬剤師会，日本病
院薬剤師会

7月8日（日） 広島県薬剤師会会館
第53回広島漢方研究会総会
10：00〜 11：30 会員発表数例
11：30〜 12：30 総会
13：30〜 15：30
特別講演 座長・山崎正寿 『一貫堂漢方医学の臨床と応用』
講
師：伊藤 晴夫 先生 八風堂漢方薬局 岐阜市
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）

その他

（参加費等）

研修費：
一般1,000円

広島大学病院薬剤部
木村

0
広島大学病院薬剤部
木村

広島漢方研究会
テツムラ漢方薬局
082−232−7756

3

当日参加：2,000円
予約不要

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。

福山大学薬学部
084－936－2112（5165）
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開催日時

研修内容・講

師

開催場所

7月13日（金） 19：20〜 21：00
佐伯区地域福祉センター（佐伯区役所別館）6階大会議室
第139回広島佐伯支部集合研修会
プログラム
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〜 21：00 演題．「発達障害児の理解と支援」
講師．広島市西部こども療育センター
所長 山根 希代子
【JPALS 研修会コード：34-2012-0059-G01】

主催者
問い合わせ先

認定

広島佐伯薬剤師会
広島佐伯薬剤師会
TEL/FAX082－924－5957

1

先生

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
（社）広島県薬剤師会
1）薬事情報センターだより
薬事情報センター
2）情報提供 「膵消化酵素補充剤 リパクレオン」 エーザイ株式会社
3）特別講演 「膵疾患の診断と治療」
082－243－6660
JA 広島総合病院消化器内科主任部長代理 藤本佳史先生
【JPALS 研修会コード34-2012-0050-G01】
7月17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
Ⅰ うつ病の成因〜薬物治療
塩見 浩人 教授（福山大学薬学部）
演題：第1回「うつ病の疫学と成因・病態・診断」
（社）福山市薬剤師会
うつ病は現在5人〜 20人に1人はかかると言われているほ
ど、一般的な病気です。&#8232; 主たる原因としてストレ
084－926－0588
スが関与するのは間違いありませんが、詳細な発症メカニ
ズムは現在も完全には解明されていません。そのため、客
観的な指標がなく、診断の中に主観的なファクターが入る
余地が出てきます。最近、うつ病の病態解析の中から、客
観的診断基準になる指標が見つかりつつあります。これら
の最近の知見も含めてお話しします。
7月19日（木） 19：00〜 ビューポートくれ 2階 大会議室
第5回 薬−薬連携勉強会
【JPALS 研修会コード 34-2012-0065-G01】
研修会内容「眼科疾患について」
1. 眼科疾患について 参天製薬株式会社
2. 眼科領域における症例報告 国立病院機構 呉医療センター薬剤科
3. 特殊な点眼剤の使用事例 呉市薬剤師会

社団法人呉市薬剤師会 /
呉医療センター薬剤科 /
参天製薬株式会社

1

（参加費等）

第139回 の 研 修 会
は、「 発 達 障 害 児
の理解と支援」と
題して、広島市西
部こども療育セン
ターの山根希代子
先生にご講演いた
だきます。

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。

1

研修費：
一般￥1,000

1

参加費：呉市薬剤
師会会員・学生
無料
呉市薬剤師会非会
員 1,000円

2

参加費：1,000円
申込み：下記メー
ルアドレスへ、氏
名、連絡先、出身
校を記載してくだ
さい。
d-hiro@kobepharma-u.ac.jp

呉市薬剤師会事務局
0823－21－4695

7月29日（日） 13：00〜 16：00 広島県薬剤師会館 4F ホール
ひろしま桔梗研修会
講演1．『生活の中の水と健康・安全について』
神戸薬科大学エクステ
講師：足立昌子先生（神戸薬科大学特別教授）
ンション事業 広島生
講演2．『アトピー性皮膚炎と妊娠貧血、腹診と脈診の実際について』 涯研修企画委員会
090－7507－3902
講師：室本哲男先生（医療法人むろもとクリニック院長）

その他
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研修内容・講

師

開催場所

8月5日（日） 13：00〜 16：00 広島県薬剤師會館4階
第130回生涯教育研修会
テ ー マ：「めまい」
講
演：「アデホス・イソバイドの最近の話題」
興和創薬株式会社 広島支店 学術課 荒
特別講演：「めまい薬の上手な使い方」
広島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
診療准教授 工田 昌也
【JPALS 研修会コード 34-2012-0063-G01】

主催者
問い合わせ先

大輔
先生

（社）広島市薬剤師会・
興和創薬株式会社

福山大学薬学部
084－936－2112（5165）

8月18日（土） 15：00〜 17：00 広島県薬剤師會館4F
第451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
（社）広島県薬剤師会
2）情報提供
薬事情報センター
選択的 NK1受容体拮抗型制吐剤「イメンドカプセル」
小野薬品工業株式会社
082－243－6660
3）特別講演：「がん化学療法の支持療法－脳腫瘍を中心に－」
広島大学病院 がん化学療法科
教授 杉山 一彦 先生
（日） 10：00〜 13：00 14：00〜 16：00
8月19日
広島県薬剤師會館
広島県薬剤師認定実務実習指導薬剤師養成講習会
当初9／2で予定しておりましたが、諸事情により8／19に変更に
なりましたので、今年度はこれが最後の開催予定です。※新プロ
グラムに変更しております。
プログラムⅠ講座ア：学生の指導について・講座オ：参加型実務
実習の実施方法について
9：45〜受付
10：00〜10：55 講座ア①：「医療職教育に思う−学生の指導に向けて−」
10：55〜12：10 講座ア②：「スケジュールの作成・評価について」
12：10〜12：40 講座オ「参加型実務実習における実施方法につ
いて」
12：40〜13：00 レポート作成
プログラムⅡ講座イ：薬剤師の理念講座
ウ：実務実習モデル・コアカリキュラムについて
13：45〜
受付
14：00〜14：55 講座イ「薬剤師の理念」
14：45〜15：35 講座ウ「実務実習モデル・コアカリキュラムに
ついて」
15：35〜16：00 レポート作成

（参加費等）

2

1

研修費：
一般1,000円

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。

0

事前申し込み必要
： 所 属 先 名・ 氏
名・連絡先（TEL・
FAX）・希望講座
名をご連絡くださ
い。後日参加証を
郵送します。広島
県薬剤師会・広島
県病院薬剤師会会
員外の方は、テキ
スト代が必要で
す。※レポートを
提出後、受講証を
お渡しします。

広島県薬剤師会
県薬事務局木下
082－246－4317

その他

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。

082－244－4899

8月7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
Ⅰ うつ病の成因〜薬物治療 塩見 浩人 教授（福山大学薬学部）
演題：第2回「うつ病治療へ薬物的アプローチ」
最初の抗うつ病としてイミプラミン（トフラニール）が登
（社）福山市薬剤師会
場してから50年が経過しました。その後、第2世代の非三
環系抗うつ薬、SSRI，SNRI と続き。第5世代とも言うべ
084－926－0588
きミルタザピン（リフレックス、レメロン）まで、色々な
薬物が登場してきました。しかし、まだ速効性に作用する
薬物、維持療法を必要としない薬物、副作用のない薬物は
ありません。長期間の抗うつ薬治療においてはアドヒアラ
ンスを良好に維持するために、薬剤師の役割が非常に重要
になると思われます。
8月10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−
便秘症状に対する漢方薬の使い分け
（福山大学薬学部非常勤講師）
講
師：小林宏先生
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）

認定
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開催日時

研修内容・講

師

開催場所

主催者
問い合わせ先

8月21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
Ⅱ：うつ病にならないために−認知行動療法に基づくうつ予防− （社）福山市薬剤師会
日下部 典子 准教授
（福山大学人間文化学部心理学科）
084－926－0588
演題：第3回「うつ病の発症に関わる要因」 うつ病の発症に関わ
る要因について、環境要因、個人（特性）要因、ストレス
などに分けてお話しします。
8月23日（木） 13：30〜 16：00
広島県立総合精神保健福祉センター情報研修棟2階
（安芸郡坂町北新地2丁目3－77）
薬物関連問題相談研修及び生徒指導担当教員・養護教諭等薬物関
連問題研修会
「地域の中での当事者（本人）との関わり方」
講師 京都府立大学 准教授 山野尚美
1 目的 近年、覚せい剤、シンナー等薬物の乱用は、青少年を
含む一般市民層への浸透も著しく、社会的に大きな問
題としてきわめて憂慮される状況にある。これらの薬
物乱用を防止するためには、予防啓発を積極的に進め
ると共に、すでに薬物依存に至っている本人や家族へ
の支援も重要である。こうしたことから、薬物乱用防
止等の相談指導を担当する職員の知識の習得・向上を
図る。
2 対象 保健・医療・福祉、司法・警察・教育機関などで薬物乱用・
依存に関して相談指導を担当している職員
3 定員 50名

認定

1

その他

（参加費等）

研修費：
一般：1,000円

0

http：//www.hiroyak
u.or.jp/info/2012yaku
butsuentry.pdf に記
入し、8/9までに地
域支援課まで FAX
（082－885－3447）
でお申し込みくだ
さ い。 定 員 を 超 え
た場合は先着順と
し、 参 加 を お 断 り
す る 場 合 は、 開 催
1週 間 前 ま で に 受
講希望者に当セン
ターから直接連絡
いたします。

9月4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
Ⅱ：うつ病にならないために−認知行動療法に基づくうつ予防− （社）福山市薬剤師会
（福山大学人間文化学部心理学科）
日下部 典子 准教授
演題：第4回「うつ病予防について：考え方を変えてみる」
084－926－0588
うつ病にならないためにはどうしたらいいかについて、認
知行動療法に基づき、特に考え方の修正に焦点を当てて、
日常生活の中でできることをお話します。

1

研修費：
一般1,000円

9月8日（土） 15：00〜 17：00 広島県薬剤師會館4F
第452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）情報提供ノバルティスファーマ株式会社
3）特別講演「未定」

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。

広島県立総合精神保健
福祉センター
広島県立総合精神保健
福祉センター
地域支援課
082－884－1051

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082－243－6660
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会員発表支援について
広島県薬剤師会では、例年、学術大会における本会会員の研修発表に対して旅費等
の支援を行っています。発表される方は、次の要領でご応募下さい。
１．支援対象学術大会
１）第45回日本薬剤師会学術大会（浜松市）
会期：平成24年10月７日（日）・８日（月・祝）
会場：アクトシティ浜松（静岡県浜松市中区板屋町111－1）ほか
２）第51回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会（松江市）
会期：平成24年11月10日（土）・11日（日）
会場：島根県民会館（島根県松江市殿町158）ほか
２．支援対象者数：各学術大会5名以内（但し、支援は発表者のみとし、二重支援は
いたしません。）
３．応募方法：応募者は、発表予定学術大会名、発表題名、発表者名、演題要旨を、
県薬事務局（担当木下（kinoshita@hiroyaku.or.jp）

までメール

にて送付して下さい。
４．応募締切：平成24年8月6日（月）
５．採否について：採否は、学術・研修および保険薬局部会研修担当者から選任され
た先行委員により決定し、応募者にご連絡いたします。
６．附記：採択された研究発表は、本年広島市で開催する第33回広島県薬剤師会学
術大会（11月18日）において発表（口頭）していただきます。

問い合わせ先：広島県薬剤師会事務局
〒730－8601
広島市中区富士見町11－42

広島県薬剤師會舘内

TEL：（082）246－4317（代）
Ｅ－mail：kinoshita@hiroyaku.or.jp
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ひろしま桔梗研修会のご案内
今回は、初めに、生活の中で、最も大切な水について学びましょう。
続いて、定例の漢方研修で、講師には、前回、舌診・脈診・腹診の実技で好評でした室本先生
を、再びお呼びしています。
引き続き、腹診と脈診の実技をより分かりやすく、そしてアトピー性皮膚炎については、食事
や、スキンケアといった生活習慣の指導についても、お話して頂きます。
是非、皆さんでご参加ください。

日  時：

平成24年７月29日㈰

13：00～16：00



受付

場  所：

12：30～（認定２単位）

広島県薬剤師会館４Ｆホール



広島市中区富士見町11－42

テーマ：講演１．『

生活の中の水と健康・安全性について 』
13：00～14：00



神戸薬科大学
講演２．『




℡ 082－243－2151

特別教授

足立

昌子 先生

アトピー性皮膚炎と妊娠貧血、
腹診と脈診の実際について 』

14：00～16：00

医療法人

むろもとクリニック院長

室本

哲男 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、出身校を記載して下さい。
d-hiro@kobepharma-u.ac.jp （締切７月18日）

※当日若干名は受付可能です。
※送受信不能の際はお問い合わせください。
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

『 認知症ケアの話（仮）』

講師：片山禎夫先生			
日時：平成24年12月９日（日）13：00～			
場所：広島市中区中島町１番５号（平和公園内）			
広島国際会議場国際会議ホール「ヒマワリ」
（研修シール２単位申請中）			
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熱中症について

原田

修江

◆熱中症とは
熱中症は、高温環境下における生体障害の総称です。人は体温を36～37℃に調節している恒温動物で
あり、暑い時や運動時に体温が上昇すると自律神経を介して末梢血管が拡張し、皮膚に多くの血液が集
まり（皮膚温上昇）、外気に熱が放散して体温が低下します。また、発汗が多ければ汗の蒸発に伴って
外気に熱が奪われ、体温が低下します。しかし、外部環境の変化に体温調節能が順応できず、体内に熱
がたまる（体温上昇）と種々の生体障害が発生してきます。

図１

熱中症の起こり方（熱中症環境保健マニュアル

2011年５月改訂版）

熱中症は、①日射病（熱失神）、②熱痙攣、③熱疲労、④熱射病の４つに分類され、図２に示すよう
に重症度は高くなります。  
日射病（熱失神）は末梢血管の拡張により相対的に循環血液量が減少した状態、熱痙攣はNa喪失に
よる脱水で有痛性の随意筋収縮が発生した状態、熱疲労と熱射病は体温調節の破綻により体温が上昇し
た状態です。熱疲労と熱射病の違いは高体温による臓器障害の有無であり、体温が41.5℃以上になると
細胞内のミトコンドリアの機能が障害され、42～43℃になると数分で細胞障害は不可逆的になると言わ
れています。

図２

熱中症の病態（日経メディカル

2002年８月号より一部改変）
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◆人体の水分量
人の体は成人では体重の60％が水分であり、細胞内液と細胞外液に２：１に、細胞外液はさらに間質
と血管内に３：１に分布しています。細胞内液の主な陽イオンはカリウム（K）、細胞外液はナトリウ
ム（Na）で、通常、細胞膜にあるNa-K-ATPaseというポンプが常に細胞内にKを取り込み、細胞外に
Naを出して体液の恒常性を維持しています。
熱中症の病態の中心は脱水であり、軽度の場合は細胞外液の減少にとどまりますが、重度の場合は細
胞内液まで減少し、重篤な状態に陥ります（表）。    
表

体内の水分減少率と主な症状
水分減少率
（体重に占める割合）

主な症状

２％

のどの渇き

３％

強い渇き、ぼんやりする、食欲不振

４％

皮膚の紅潮、イライラする、体温上昇、疲労困ぱい、尿量減少と尿濃縮

５％

頭痛、熱にうだる感じ

８～ 10％

身体動揺、けいれん
（熱中症環境保健マニュアル

2011年５月改訂版）

◆水分・塩分の補給について
発汗能力には個人差がありますが、最大発汗量は1時間に１～２Lともいわれており、汗は20～
40mEq/L（血清Naは135～145mEq/L）のNaを含んでいることから、大量に発汗した場合は水分ととも
に塩分も補給しなければ低Na血症となり、悪心・食欲低下、重篤な場合は意識障害やけいれんなどを
起こします。
そのため、近年、熱中症を予防するためには水分とともに塩分の補給をすることが推奨されています
が、日本高血圧学会減塩委員会では、“夏の日常生活における水分と塩分の摂取について：熱中症予防
と高血圧管理の観点から”において、「水分は血圧が正常な人も高血圧の人も十分に補給することが必
要であるが、塩分については、日本人の平均食塩摂取量は１日10ｇ以上であり必要量（１日１ｇ程度）
をはるかに上回っていること、塩分の過剰摂取は心血管系や腎臓へ悪影響を及ぼすことから、高血圧の
人は夏でも制限することが望ましい。」としています。一方、高温環境下や運動などで大量に汗をかく
場合は、水分とともにスポーツドリンクなどで塩分やミネラルも補給することを推奨しています。ただ
し、この場合も高血圧の人は塩分は控えめにし、通常の食事をしている人は意識的に食塩摂取を増やす
必要はなく、日常減塩を心がけている人は水分と塩分の補給について医師に相談するよう呼びかけてい
ます。

注：熱中症予防のために頻用されるスポーツドリンクは汗の成分に近い濃度のNaやKを含むた
め、発汗により失われた水と電解質を補充するのに適しているといわれてます。しかし、多
くのスポーツドリンクはショ糖、ブドウ糖、果糖などを５～７%含むため、糖質の摂りすぎ
に注意が必要です。
スポーツや肉体労働などの場合に生じる労作性熱中症の場合は糖質でエネルギー消費を補う
必要がありますが、高温多湿による非労作性熱中症の予防にスポーツドリンクを飲用すると
糖質の過剰摂取となるおそれがあります。
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◆熱中症を疑った場合
高温・多湿、風が弱い、輻射熱があるなどの環境では熱中症が発生しやすくなります。熱中症は死に
いたる可能性のある病態ですが、予防法を知っていれば防ぐことができ、応急措置を知っていれば救命
できます。熱中症を疑った場合の現場での応急措置について、「熱中症環境保健マニュアル（2011年５
月改訂版）」では、図３のように示しています。

図３

熱中症を疑ったときには何をするべきか（現場での応急措置）

◆おわりに
脱水状態や高齢者、肥満の人、普段から運動不足の人、暑さに慣れていない人、病気や体調の悪い人
などは熱中症にかかりやすいので、特に注意が必要です。心臓疾患、糖尿病、精神神経疾患、広範囲の
皮膚疾患の人は体温調節機能が働きにくくなっています。また、脱水を招く飲酒や、発汗抑制作用があ
る抗コリン薬を服用中の人も注意が必要です。
<参考資料>
・熱中症環境保健マニュアル2011年５月改訂版  ・日本医事新法No.4559，2011
・新輸液ガイド（文光堂）

・臨床検査ガイド2007-2008

・日経メディカル、2002年８月号

・診断と治療、93(6)，2005

・熊薬会誌、No.362，2012
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お 薬 相 談 電 話 事 例 集 No.77
ガスが多いのですが・・・
消化管にガスが充満した感覚があることを鼓腸といいます。主観的症状なので、その病態は消化管ガ
スが確かに増加する場合と、実際に消化管ガスは病的に多くないのに不快に感じられる過敏性腸症候群
や内臓知覚過敏の場合があります。消化管ガスの増加原因は空気嚥下によるものは極めてまれで、大半
は①大腸に消化不十分な食物が流入して腸内細菌が増殖し、多量のガスが産生されること、②腸管運動
の低下で本来は増殖しない小腸で細菌が増殖すること、③結腸の蠕動が慢性便秘や硬便などで阻害され
ガスがたまること、④腸管ガス吸収障害などです。消化管増加の原因を図に、考えられる治療方法を表
に示します。

＊ 1 SIBO：小腸内細菌過剰繁殖
（small intestinal bacteria overgrowth）。小腸に細菌が外科手術や、
消化管憩室、小腸運動の病的低下などで蠕動運動による小腸の浄化作用が低下して、小腸には本来増殖
できない細菌が増殖することで発症する。腸内細菌が産生するガスは主に水素とメタン。
図．消化管ガス増加の原因
表．鼓腸の治療
◆原因となる食事の制限
乳糖、ソルビトール、果糖、芋、豆、麦、トウモロコシ、精製していない全粒粉食品、脂肪含量
の多い食事などが消化吸収されずに大腸に流入すると、細菌によるガス産生が著明に亢進する
◆運動（排ガスを促す）と十分な睡眠（放屁は睡眠中に無意識下で促される）
◆便秘の改善
◆薬物療法
・ジアスターゼ、セルラーゼAP3などを配合した消化酵素薬、乳酸菌製剤、消泡作用のあるジメ
チコン、乳糖摂取により増悪する場合はそれを除去するかβ-ガラクトシダーゼを投与する。そ
の他、小腸や大腸の運動低下が増悪因子であるときは消化管運動促進薬のモサプリドや大建中湯
などを使用する。
・SIBOによる難治性の場合は、消化管非吸収性抗菌薬（海外ではrifaximinが頻用）及び不足した
ビタミン（ビタミンA、ビタミンD、ビタミンB12など）を投与する。近年エレンタールの治療効
果を示す論文がある。
・慢性偽性腸閉塞＊2による鼓腸は難治性かつ重篤であり、小腸を罹患腸管に含む際は腸管切除では
寛解を得られず、もっぱら小腸瘻や中心静脈栄養による治療が行われる。海外ではソマトスタチ
ンアナログや小腸移植などが試みられている。メトロニダゾールが有用であった症例報告もある。
＊２ 偽性腸閉塞症：腸管の蠕動運動が障害されることにより、機械的な閉塞機転がないにも
かかわらず腹部膨満、腹痛、嘔吐などの腸閉塞症状を引き起こす疾患。
【参考資料】診断と治療100(3)2012，http://merckmanual.jp/，日本臨床免疫学会会誌34(1)2011
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「水道水中のホルムアルデヒド」についてのお話

城﨑

利裕

暑さも厳しくなってきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回の検査センターだよりは、「水道水中のホルムアルデヒド」について述べて参りたいと思
います。
先日、関東地方の浄水場の水道水から水質基準を超える「ホルムアルデヒド」が検出されるという
ニュースがありました。
原因は、群馬県の産廃業者から「ヘキサメチレンテトラミン」という有機物が川の中に流入したため
と推定されました。
この川の水に含まれた「ヘキサメチレンテトラミン」と、浄水場で消毒剤として使用する塩素剤が反
応した結果「ホルムアルデヒド」が生成しました。
【環境】
「ホルムアルデヒド」といえば、シックハウスの原因物質という印象が強いと思われますが、水道水
においても0.08mg/L以下という基準値が設けられ規制されております。
ホルムアルデヒドの環境中への放出源は、合成樹脂や染料製造工場の排気及び排水、土木工事用薬剤
等が考えられますが、飲料水においては、塩素処理、オゾン処理に由来することが多いようです。
【人体への影響】
ホルムアルデヒドには、粘膜への刺激性を中心とした急性毒性があり、蒸気は呼吸器系、目、のどな
どの炎症を引き起こします。皮膚や目などに水溶液が接触した場合、激しい刺激を受け、炎症を生じる
ことがあります。
また、WHOの下部機関である国際がん研究機関によりグループ１の化学物質に指定され、発癌性が
あると警告されています。
水に関する影響としては、水フィルターの種類によりホルムアルデヒドが存在するものがあり、透析
患者において溶血性の貧血症を起こした事例がありました。
【基準値】
日本の水道水質基準値0.08mg/L以下は、ＷＨＯ飲料水質ガイドライン（0.9mg/L）に示されたＴＤＩ
（耐容一日摂取量）から、入浴時等の吸入暴露も考慮した不確実係数を適用しています。さらに消毒副
生成物であることを考慮したうえで暴露の寄与率を20％、体重50kgとして補正した数値を用いて算出
しています。
【検査・分析】
当センターにおいても、水質検査項目にあります「ホルムアルデヒド」の検査に対応しております。
溶媒で抽出を行い、ガスクロマトグラフ質量分析計で測定します。
お気軽にお問い合わせください。
参考文献：上水試験方法2001（解説）
環境省のＨＰ
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〜薬剤師
の休日〜
〜薬剤師の
休日〜

サ ル サ デ ビ ュ ー
東広島支部
趣味はなんですか？

島崎

一郎

と聞かれるとこれまでは「ウルトラマラソン」と答えておりましたが、このま

ま己の肉体との会話で終わるのはいやだということで、今年からサルサダンスを始めることにしました。
サルサ音楽は、日本では徐々に広まってきたが、まだまだ茶の間に流れるほどポピュラーではありませ
ん。しかしながら、多くの中南米（スペイン語圏）では若者、特におしゃれな女性たちにも人気がある
ダンス音楽。日本でも東京を中心におしゃれな女性たちに人気がでています。サルサには、社交ダン
スのように検定があるわけではなく、統一の競技会があるわけではありません。その国、人種、地域に
よってもスタイルが違うことが多く、大きく分けると、①ニューヨーク（オン２）スタイル、 ②ロサ
ンゼルス（オン１）スタイル、③キューバンスタイル ④オン３スタイル（コロンビア、ペルーなど）
です。サルサはステップを覚え、男女で踊りますが、その際、パートナーは１曲ごとに替わるのが常識
です。いろいろな人と知り合い、触れ合いながら、音楽を感じ、踊りを通じて交流できるのがサルサの
楽しみです。私の教室の先生はオン２スタイルだったので必然的に全員オン２スタイルです。スタイル
が違うと体がぶつかって一緒に踊ることができません。踊りたい異性がいてもスタイルが違うと残念と
いうことです。さて、１月に教室へ入ったとたん、
いきなり４月に駅前福屋の発表会に出てください
と言われて、無謀にもわずか３か月の練習（教室
は２週間に１回）でサルサデビューをしてしまい
ました。リズムにあわせてなめらかな動きをする
には体幹の筋肉がしかっりしていなくてはできま
せん。初心者はどうしても力んで無駄な筋肉を動
かすので角のあるちゃらちゃらした動きになりま
す。２年くらい基本ステップを練習しなくてはい

サルサ教室の仲間

けないそうです。それでもなんとか踊り
きり、お買いもの途中のお客様から温か
い拍手をいただきました。写真のフリオ
セサル（JULIO

CESAR）さんはペ

ルー人で広島にサルサを広めた第一人者
です。56歳なのですが、動きはなめらか、
かつ俊敏で私もできるだけ近づけるよう
日々精進していきたいと思います。ちな
みに通っている教室は中国新聞文化セン
ターです。

左  フリオセサル氏
右  徳山みき先生

初心者同士の踊り
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〜薬剤師
の休日〜
〜薬剤師の
休日〜

又々、ニコイチ！ なんか癖になっちゃった ？
羅

焚

屋

前回に引き続き、又々ニコイチでリベアの話です。
集めるのも好きだが、正体不明の万年筆をでっちあげるのも大好きである。
事の起こりは、平成８年に骨董屋で購入した戦前の名品、ウォーターマンのパトリシアン。当時、有
名な婦人用高級万年筆である。だがしかし、セルロイドボディの経年劣化で変色した部分からパウダー
化が始まっていた。やむを得ず、ペン先を活かすため、昭和20年代の奈良県はモリソン製のボディに
移植した。このパトリシアンの14金ペン先は、かなりの硬質でしなりが当時のものとしては殆どな
かったが、十分なインクフローに助けられて、快適な書き心地である。
以前聞いた話だが、物資の少ない終戦直後、同型のパトリシアンのペン先のみと米１俵と交換できた
という…。相当高価なものだったらしい。
これが、羅焚屋製ニコイチの第１号である。勿論現在も絶好調の現役である。
最近、10年以上前に手に入れて、欠品・破損等でジャンクボックス入りしていた代物を、何本かリ
ベアしている。前回の森林迷彩エボナイトなどは同好の士にご覧入れれば、かなりの確率で驚いていた
だいている。
今回の写真は、上述のモリソン＝パトリシアンだが、素人の外見ニコイチにもかかわらず破綻したと
ころは認められない。モリソンのボディも未使用品、内部吸入機構も完璧。ただ、当時は今よりもっと
素人、見た目は良くとも、本当に問題ないか自信がなかった。そこで当時、本通りにあった丸善広島店
で開催していた、長原先生のペンクリニックに現物を持ち込み、点検をしていただいた。結果、問題は
なく「ちゃんとしとる。ペン先だけ軽く調整しとくの。」ということで、書き味も格段に向上。
以後、味を占めた、羅焚屋はあちこちの骨董屋等で安くかき集めた部品やジャンク万年筆を駆使し、
奥様の目を盗みながら、今夜も又怪しい１本を製作中である。
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〜薬剤師
の休日〜
〜薬剤師の
休日〜

サンダーバードみたいだ
尾道支部

山岡

紀子

山形県酒田市の主人の実家に母を連れて出かけました。母は85歳「元気なお母さんだね。」と思い
ましたか？反対です、置いて行くのが心配で連れて行きました。当然ですが、飛行機は「シニアらくの
りサービス」を利用しました。
出発日は羽田で乗り継ぎ庄内空港に最短時間の３時間で到着しましたが、帰りは羽田で2時間待ち時
間がありました。庄内から羽田に到着し、沖止めだったのでタラップで降りると思っていましたが「お
客様が降りられたら反対側の右ドアが開きます。」と客室乗務員から案内がありました。外を見ると何
か上がってきました、リフトバスです初めて見ました!!

主人いわくサンダーバードみたいだ！ドアが

開き車椅子が機内に入ってきて母を乗せて、そのままバスに移動します、ドアを閉める作業も真近かで
見ることができました。
リフトが下がりターミナルまで何の苦労も無く到着しました。バスを降りても主人は前に行ったり後
ろに回ったりと携帯電話で写真を撮りまくりです。でも近すぎて全体がうまく入らなかったようです。
リフトバスは車椅子が６台収納できるようですが、私達の為に三人の方がお世話をして下さいました。
広島便の出発15分前に「機体に修理の必要があり出発時間は不明」とアナウンスがあり、時間潰し
に売店をウロウロしていると機体変更に伴い搭乗口変更のアナウンス。車椅子を押しながら大急ぎで移
動です。今回も沖止めのバス出発です。ラッキー（^o^）なことにまたリフトバスでした。一般のリム
ジンバスが先に到着したので最後に搭乗となりました。
皆さんが座っておられるところをドアから座席まで約
10ｍ、母は杖２本でゆっくり歩き着席すると飛行機
はすぐに出発しました。
１日に２回もリフトバスに乗り右側ドアの開閉を見
ることができてとっても満足、こんなに移動が楽なら
また母を連れて旅行できそうです。広島出発時もイベ
ントがあり写真を撮られたりお土産をもらったりし、
今回はとても楽しい空の旅になりました。

パッセンジャー・ボーディング・リフトバス

県薬会誌に関わり12年が過ぎます。会誌がどのように編集されるのか興味があり広報委員になりま
した。原稿依頼、誤字脱字などの原稿のチェック、会員紹介・薬局紹介などの企画など広島県薬剤師会
誌は本当に手作りです。背表紙の色は一年ごとに変わっていますが虹色の順番に変えました、空スペー
スを埋める埋め草を考えるのも好きでした。広報委員をしたおかげで読書好きが、文章を書くのも苦で
は無くなりました。
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●のぞみ保育所

県道 号線

●訪問看護
ステ ション
こだま

25
当薬局は広島市の東端に位置する瀬野にあ
ります。

33

←至 瀬野駅

至 八本松駅→

線

陽本

JR 山

★

市立瀬野
小学校
●
国道
市立瀬野
●海田警察署
幼稚園
瀬野交番
のぞみ瀬野●
● ●
白川病院
● 広島市瀬野
瀬野公民館 老人集會所

2 号線

瀬 野 薬 局
広島市安芸区瀬野1-26-3
平成９年２月開局

には食用されないようですが、天ぷらにして
食すると釣り人は言っていました。サワガニ

広島市郊外にある普通の田舎町ですが、こ

は蒸して食され、スッポンやカモ、イノシシ

こ十数年はスカイレールタウンみどり坂とい

は鍋に・・・豪華な食卓になりそうです。夏

うニュータウンに家々が建ち並び多くの家族

になると川に飛び込む子供たちがいる岩棚橋

が生活しています。瀬野駅を挟んで北側は近

を渡ると鉾取山（712ｍ）の登山入口になっ

代的なニュータウンなのですが、南側は以前

ていて時々、登山グループの集団が通ってい

からある田舎町の顔をしています。南側にあ

きます。

る当薬局は瀬野川沿いにあり、窓から瀬野川

薬局自体は普通の少しＯＴＣが置いてある

を眺めることができます。瀬野川には暖かく

調剤薬局でこれといって個性のある薬局では

なるとハヤや鮎が泳ぎ、サワガニやスッポン、 ありませんが、薬に関することは何とかしま
シロサギにカモなどが生息しています。たま

すよという気持ちで日々、仕事に励んでいま

にイノシシ・サル・ヌートリアといったやや

す。

大きめの動物も姿を現します。ハヤは一般的

次回は、広島支部

ハロー薬局さんです。
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「保険薬局業務指針2012年版」

「保険調剤Ｑ＆Ａ

平成24年版」

企画編集：日本薬剤師会

監

修：日本薬剤師会

発

行：株式会社

発

行：株式会社

判

型：Ｂ５判

判

型：Ａ５判

価

格：定

価

格：定

送

薬事日報社
約560頁

価

4,620円

会員価格

4,100円

料：１部

「保険薬局Ｑ＆Ａ

450円

平成24年版」

送

じほう
約240頁

価

2,520円

会員価格

2,150円

料：１部

500円

「OTC 医薬品事典（一般用医薬品集）第13版」

監

修：日本薬剤師会

編

著：日本OTC医薬品情報研究会

発

行：株式会社

発

行：株式会社

判

型：Ａ５判

判

型：Ｂ５判

価

格：定

価

格：定

送

じほう
約180頁

価

2,205円

会員価格

1,850円

料：１部

500円

送

じほう
804頁

価

5,250円

会員価格

4,500円

料：１部

500円

※価格はすべて税込みです。
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告

知

板

夏期休業のお知らせ
次のとおり夏期休業いたします。
よろしくお願いします。

８月13日（月）～ 15日（水）

第４５回日本薬剤師会学術大会に参加希望の方
－ 予約登録費県薬で負担 －
大会に参加を希望される会員は、所属支部長へ参加希望の旨を申し
出てください。
県薬では、支部割当数（県薬代議員数）の登録費（予約登録9,000
円）を負担します。
（８月31日（金）締切）
なお、支部長へ予約申込をされた方のみ該当者とします。
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薬剤師国家試験
13頁

問２９３

解

正答・解説

説

Ans. ２

ポイント

27頁

問３１０

解

説

Ans. １、２

ポイント
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51頁

問３４０

解

説

ポイント

61頁

問３４４

解

Ans. １、２

説

Ans. ３

ポイント

９７回薬剤師国家試験問題
解答・解説 評言㈳薬学教育センターより引用
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7

4
J u l y

先日、公民館で地域の高齢者対象に薬の講話をす
る機会をいただいた。
調剤をしていると医療用医薬品中心の話になって
しまいがちだが、意外と多いのが市販薬についての
疑問や誤解。
専門職を名乗るのであれば、広範な事象に精通し
ておかなければならないと痛感した。

〈Ｋ－Ｚ〉

紫陽花に心を奪われる季節に
なりました。最近カタツムリと
ナメクジが気になっています。
殻を背負っているカタツムリの
頑張りが伝わってくるのに身軽
なナメクジは…。こう感じるの
は私だけ？
〈のりか〉

急にタブレット端末が欲しくなりネットで物色する
も、今イチ決め手に欠け決断できずにいたとこ、某
オークションにて1969年製のイギリスの軍用時計を
発見！（しかも不動品!）シルエットのすばらしさと
40年の歳月がかもし出す味に魅せられ、予算をオー
バーして思わず落札！しかし、これを時計として再生
するには最悪パーツを削り出して作ってもらうこと
も・・・ その予算も想定すると当初のタブレット端
末を購入する資金がう～ん。古いものには魔力があり
ます！ 
〈Ｂ級コレクター〉

去年、患者さんに好評だった
緑のカーテン。
今年も実習生さんと事務の女
性が朝顔を植えました。
もう２メートルを超え順調で
す。
＜ターボ＞

会誌作成ってこんなに大変だったので
すね…（゜_ ゜>）
広報になって気づきました。しっかり読
もうって（^.^）/~~~
 ＜ AKN46 ＞

５月～６月は各支部総会の花
が咲いています。
県薬も５月27日に開催されま
した。当日各賞を受けられまし
た先生方おめでとうございます。
平成25年度には公益法人成り
の予定です。そうなると広報誌
も様変りします。
先生方のお役に立つ誌面作り
と役立つ誌面作り…。広報委員
も忙しくなります。
〈ま〉

もう半年が過ぎてしまってい
ます。
日々が早く進みすぎておいて
いかれる今日、この頃です。
なにもかも、問題が山積のま
まです。
どーしよう…
〈Ｔ２〉

編集委員
加藤 哲也
吉田亜賀子
村上 孝枝

青野
奥本
原田

拓郎
啓
修江

二川
池田
後藤

勝
和彦
佳恵

松村
藤山

智子
りさ
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新たなブラウンバッグ運動の実施について
副会長

村上

信行

24年度も全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部と「ブラウンバッグ運動」の共同事業を実施いた
します。昨年度は、被保険者のうち、多科受診の高齢者を対象に実施いたしました。協会けんぽへの
バッグの申し込みは「70名弱」と、送付対象約2,000名に比しては低調な結果となりました。さらに、
実際に薬局にバッグを持ち込まれた結果の「報告書」は４薬局からのみとなっていまして、基本「多
科受診」となっていましたが、単科の対象者もあったようです。協会けんぽは医療保険の保険者として
「保険料の収納」「医療費の給付」を担っていますが、この24年度からも医療給付費の逼迫による保険
料の値上げを実施しています。国民健康保険と異なり「保険料」の収納は企業単位なので高率で推移し
ていますから、「適正な給付」が重点事業となっています。「ジェネリック医薬品の推進」「オンライ
ン化」「突合・縦覧点検」等も重要な視点となっています。それらの中で、この度、当会のブラウン
バッグ運動対象者を、成人全般に拡大し、さらに本運動の活性化を図ることとなりましたので、改め
て、ご連絡いたします。薬剤師会といたしまして「医薬品の適正使用に寄与する薬剤職能」のブラウン
バッグ運動を通じての具現化をめざし、協会けんぽも薬局、薬剤師の関与により「重複、相互作用」の
予防効果を期待されています。
事業の流れは、ブラウンバッグ運動に参加される被保険者は、協会けんぽに運動参加の申し込みをさ
れます。協会けんぽは申込者に「薬局への予めの予約などの運動説明」「バッグ」「受付票」を配布い
たします。したがって、申込者は予め薬局に連絡の上、下記受付票とバッグを持参されます。
今回は、被保険者宛への個別の通知文書は送付されませんが、協会けんぽのホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,93735,105,162.htmlへの掲載、加入事業所宛に送付される『時報』に
案内を掲載されます。
つきましては、業務ご多忙のところ、お手数とは存じますが、被保険者からの相談申し込みがあった
場合には積極的に対応いただいて、別添のブラウンバッグ運動報告書にご記入いただき、県薬事務局ま
でＦＡＸ（０８２－２４９－４５８９）にて、ご報告くださいますよう、引き続き、よろしくお願いい
たします。
なお、報告書につきましては、県薬ホームページ＞更新情報＞2012.5.15 協会けんぽ共同事業ブラウ
ンバッグ運動資材集 http://www.hiroyaku.or.jp/member/brownbag/index.htm でも掲載しております
ので、ご活用ください。

保険薬局ニュース

平 成 24 年 ７ 月 １ 日
広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.20 No.4（No.110）



平成24年５月22日



広島県薬剤師会保険薬局部会

基準調剤加算における開局時間に関する基準要件について

その他

１．基準調剤加算における開局時間に関する基準要件について
厚生労働省保険局医療課より、この件に関する疑義解釈がでておりますので、補足してお知らせいた
します。（疑義解釈その３

県薬ホームページ参照）

基準調剤加算における開局時間に関する基準要件は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できる
よう、特定の保険医療機関からの処方せん応需のみに対応したものとなっていないことを求めてます。
昼間の一部を休憩時間として閉局している場合は例外なく、基準要件を満たさないものと見なされま
す。
平日のうち、特定曜日の午後を閉局としていても、①当該保険薬局における特定の保険医療機関に係
る処方せんによる調剤の割合が70%以下である場合、②当該閉局時間もしくは当該閉局日を活用して在
宅薬剤管理指導を恒常的に実施している場合、③特定の保険医療機関は休診しているにもかかわらず日
曜日も開局している場合、または、④当該薬局における１週間の総開局時間が特定の保険医療機関の１
週間の総診療時間（休憩時間を含む。）を超えている場合は、この基準要件を満たすものと考えられます。
また、開局時間を変更する場合は、保健所に「変更届書」を、厚生局に「届出事項変更届」を提出し
てください。また、県薬の応需ＦＡＸリストに掲載されている薬局は、必ず県薬に「応需薬局登録掲載
変更届」を提出してください。書式は全て、県薬ホームページの会員専用ページからのリンク先で、ダ
ウンロード可能です。

２．投与制限のある新薬や向精神薬の長期投薬について
投与制限のある新薬や、向精神薬が投与制限を超えて調剤されていて、レセの摘要欄にその理由につ
いて適切な記載がない場合は、薬局に責があるとして、無条件に薬局の調剤報酬から査定されます。

３．残薬の確認による投薬日数の整理について
患者等に確認した残薬の状況を医師に連絡し、処方変更により、投与日数の調整が行われた場合、重
複投薬・相互作用防止加算を算定できる場合があります。しかし、そのことにより、総請求点数が増加
したり、患者負担が増えたのでは医療経済に寄与することにはなりません。経済的メリットが生ずる場
－1－

合にのみ、算定してください。
また、日数の調整により、医療機関側の請求に矛盾が生じる場合があります（投与日数により変化す
る加算などがあった場合）。備考欄に、調整内容を記載することにより、無用なレセ上の矛盾を防ぐこ
とができます。どの薬品をどれだけ調整したかを摘要欄に記載してください。

４．在宅医療に係わるレセについて
在宅医療を行っている患者に、薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病、又は負傷に係る臨時の投
薬が行われ、薬剤服用歴管理指導料を算定する場合には、レセ摘要欄にその算定日を記載することとさ
れています。
今回、介護保険に係わる算定の回数を記載することになりましたが、処方内容と在宅関連の指導の実
施回数のみでは、請求内容が明確にならない場合が多くあります（薬剤が査定され、処方せん自体が消
滅した場合など）。
在宅関連の指導実施日を摘要欄に記載することにより、請求内容を明確にすることができます。

一般名処方に係わるＱ＆Ａ
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
たかが分かるように記載する必要がある。
Ｑ２．ＰＬ配合顆粒や、アダラートＬ錠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。
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。

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。
－2－

薬価基準収載医薬品（平成24年５月29日付）
（８成分10品目）
[内用薬]
商品名
（会社名）
識別記号
キックリンカプセル
250mg
（アステラス製薬）
       128

成分名
効能・効果

規格単位

ビキサロマー

薬価
（円）

・アミン機能性リン酸結合性ポリマ
ー
29.70 ・消化管内でリン酸と結合し体内へ
のリン酸吸収を阻害
・１日３回食直前に経口投与

下記患者における高
リン血症の改善
透析中の慢性腎不全
患者

250mg
１カプセル

ミニリンメルトOD錠
120μg
（フェリング・ファーマ）

デスモプレシン酢酸
塩水和物

120μg
１錠

197.10

ミニリンメルトOD錠
240μg
（フェリング・ファーマ）

尿浸透圧あるいは尿
比重の低下に伴う夜
尿症

240μg
１錠

331.20

ブレーザベスカプセル
100mg
（アクテリオンファー
マシューティカルズジ
ャパン）
OGT 918
100

ミグルスタット
ニーマン・ピック病
C型

ザーコリカプセル
200mg
（ファイザー）
上：Pfizer 下：CRZ 200
ザーコリカプセル
250mg
（ファイザー）
上：Pfizer 下：CRZ 250

クリゾチニブ
ALK 融合遺伝子陽
性の切除不能な進
行・再発の非小細胞
肺癌

備考

・国内初のデスモプレシン経口剤。
・ICCS（国際小児禁制学会）で夜尿
症治療の第一選択に位置づけられ
ている。

100mg
１カプセル

・世界で唯一、ニーマン・ピック病
Ｃ型に適応を持つ薬剤。
・スフィンゴ糖脂質の生合成経路に
おける第一段階のグルコシルセラ
ミド合成酵素活性を阻害し、神経
細胞内へのスフィンゴ糖脂質の蓄
積を減少させることにより、ニー
マン・ピック病C型の神経学的な
悪化を遅延させる。
9,800.00
・ニーマン・ピック病C型は、脳な
ど体内の特定の細胞内にスフィン
ゴ糖脂質やコレステロールなどの
脂質が蓄積することにより発症。
広範な進行性の神経症状が発現
し、発症から5～10年前後で死亡す
る事が多い極めて稀で重篤な神経
変性を伴う遺伝性疾患。乳幼児や
若年層で好発する。

200mg
１カプセル

9,420.80

250mg
11,692.30
１カプセル

－3－

・未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）
を阻害する世界初の化合物。
・非小細胞肺がん患者の約3～5％が
ALK 融合遺伝子陽性とされてい
る。

商品名
（会社名）
識別記号
エジュラント錠25mg
（ヤンセンファーマ）
TMC 25

成分名
効能・効果
リルピビリン塩酸塩
HIV-1感染症

規格単位

25mg
１錠

薬価
（円）

備考

・非核酸系逆転写酵素阻害剤
・１日１回食事中又は食直後に経口
2,050.10
投与。
・他の抗HIV薬と併用。

[注射薬]
商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位

アポモルヒネ塩酸塩
水和物
アポカイン皮下注
30mg
（協和発酵キリン）

ポテリジオ点滴静注
20mg
（協和発酵キリン）

パーキンソン病にお
けるオフ症状の改善
（レボドパ含有製剤
の頻回投与及び他の
抗パーキンソン病薬
の増量等を行っても
十分に効果が得られ
ない場合）
モガムリズマブ（遺
伝子組換え）
再発又は難治性の
CCR4陽性の成人T
細胞白血病リンパ腫

薬価
（円）

備考

30mg３mL
１筒

・国内初の非麦角系ドパミンアゴニ
ストの皮下投与製剤。
・オフ症状発現時に皮下投与するレ
スキュー治療薬。
7,550
・投与後20分でオフ症状を速やかに
改善し、投与後120 分でその効果
が消失する。

20mg５mL
１瓶

・成人T細胞白血病リンパ腫患者の
約90%で発現がみられると報告さ
れているCCR4を標的とするヒト化
155,999
モノクローナル抗体。
・１週間間隔で８回点滴静注。

[外用薬]
商品名
（会社名）

プルモザイム吸入液
2.5mg
（中外製薬）

成分名
効能・効果

ドルナーゼアルファ
（遺伝子組換え）
嚢胞性線維症におけ
る肺機能の改善

規格単位

2.5mg2.5mL
１管
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薬価
（円）

備考

・遺伝子組換えヒトDNA分解酵素製剤。
・嚢胞性線維症の患者さんの粘液・
痰中に大量に含まれる粘稠性を高
くしている好中球由来のDNAを分
6,664.80
解する。
・ジェット式ネブライザーを用いた
吸入にのみ使用。
・１日１回。１日２回まで増量可。

薬価基準収載医薬品（平成24年５月31日付）
－ 報告品目・新キット製品 －
（５成分８品目）
[内用薬]
商品名
（会社名）
識別記号
ストラテラカプセル
40mg

成分名
効能・効果

（日本イーライリリー）
3229
ホスレノール顆粒分包
250mg

炭酸ランタン水和物

ホスレノール顆粒分包
500mg

下記患者における高
リン血症の改善
・透析中の慢性腎不
全患者

（バイエル薬品）
アルタットカプセル
37.5mg

ロキサチジン酢酸エ
ステル塩酸塩

（あすか製薬）
TZ351
アルタットカプセル
75mg
（あすか製薬）
TZ321
アルタット細粒20％
（あすか製薬）

薬価
（円）

アトモキセチン塩酸塩
小児期における注意
欠陥／多動性障害
（AD/HD）

（バイエル薬品）

規格単位

40mg
１カプセル

448.40

250mg１包

194.10

備考

・既存の５mg、10mg、25mgカプセ
ル製剤に新たな規格（40mgカプセ
ル）を追加。

・既存のチュアブル錠に新たな剤形
（顆粒製剤）を追加。
500mg１包

284.80

37.5mg
１カプセル

27.30

１．胃潰瘍、十二指
腸潰瘍、吻合部潰
瘍、逆流性食道炎
２．Zollinger-Ellison
75mg
症候群
１カプセル
３．麻酔前投薬
４．下記疾患の胃粘
膜病変（びらん、
出血、発赤、浮腫）
の改善
20％１g
急性胃炎、慢性胃
炎の急性増悪期

44.60

・販売名を変更（カプセル製剤）、
及び既存のカプセル製剤に新たな
剤形（顆粒製剤）を追加。

118.90

[外用薬]
商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

エリザス点鼻粉末200
μg28噴霧用

デキサメタゾンシペ
シル酸エステル

（日本新薬）

アレルギー性鼻炎

ル・エストロジェル
0.06％
（資生堂）

規格単位

5.6mg１瓶

エストラジオール
更年期障害及び卵巣
欠落症状に伴う血管
運動神経症状 （Hot
flush及び発汗）

0.06％１g

－5－

薬価
（円）

備考

・14日間分の製剤粉末を噴霧器に充
填した定量噴霧式の残数カウンタ
ー付き点鼻粉末剤。
1,758.40 ・既存のカプセル製剤（400μg製
剤）において必要であった専用噴
霧器への噴霧毎のカプセル充填操
作が不要。

27.80

・平成18年10月に承認されたが、従
来は保険適用外であった。

薬剤師連盟のページ

国会レポート
一体改革法案が審議入り
参議院議員
薬学博士

藤井もとゆき

ゴールデンウィークは如何だったでしょうか。関東では大雨、竜巻という自然災害や観光バスの高速
道路上の大事故という、楽しいはずの連休にもかかわらず、悲しいニュースが目立ちました。
国会においては、大型連休が明けた５月８日に衆議院本会議が開かれ、いよいよ社会保障と税の一体
改革関連法案の審議が始まりました。８日には「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等の
ための国民年金法等の一部を改正する法律案」と「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保
険法等の一部を改正する法律案」の２法案について小宮山厚生労働大臣から趣旨説明が行われ、その後
質疑、答弁が行われました。10日以降、子ども・子育て支援新システム関連３法案、消費増税関連２法
案が審議入りします。
一体改革法案は、まず衆議院において５月の３週目から、新たに設置された「社会保障と税の一体改
革に関する特別委員会」において集中的に審議されることになります。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する
等の法律案」（いわゆる消費増税法案）には、消費税率を地方消費税と合わせて平成26年４月１日より
８％、平成27年10月１日より10％とする消費税法の改正のほか、所得税の最高税率を引き上げるための
所得税法の改正、相続税の基礎控除を引き下げるための相続税法の改正、相続時精算課税制度を拡充す
るための租税特別措置法の改正を含んでいます。また、消費増税法案には、税制の抜本改革と関連する
諸施策について講じるべき措置として「総合合算制度」等を導入すること、医療機関等の消費税の負担
について定期的に検証の場を設け、医療にかかる消費税課税の在り方について引き続き検討することも
含まれています。
ところで参議院においては、大型連休前の４月20日の本会議において、田中直紀防衛大臣と前田武志
国土交通大臣に対する問責決議案が可決され、野党から両大臣の辞任を求める声が高まっていること、
また、消費増税法案に反対を表明している小沢民主党元代表の党員資格が回復したことなど、国会運営
は大変な波乱含みとなりそうです。
さて、新年度に入り、いくつかの都道府県薬剤師会においては役員の改選が行われ、会長が代わられ
ていますが、社会保障と税の一体改革への対応、一般用医薬品のインターネット販売の問題、後発医薬
品の使用促進への対応、保険調剤時におけるポイントサービスの問題等、薬剤師会が抱える課題は山積
しております。これらの課題の解決に向けて国政の場で頑張る所存でありますので、引き続きのご支援
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。


藤井基之ホームページ
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http://mfujii.gr.jp/

国会レポート
薬事小委員会において脱法ハーブ等の乱用問題を議論
参議院議員
薬学博士

藤井もとゆき

関東地方も梅雨に入り、雨模様の日々が続いています。
さて、国会関係ですが、６月４日にやっと内閣改造が行われました。４月20日、参議院において問責
決議を受けた田中防衛相と前田国交相のほか、在京中国大使館の書記官が農産物の輸出事業に関与して
いた疑惑により鹿野農相が、また、国会内において携帯電話で競馬サイトを見ていたとして小川法相が
交代となりました。防衛相に民間人が就任するのは初めてのこととなります。いずれも、消費税率の引
き上げ関連法案の審議において、野党の厳しい追及の的になることが予想されたための措置ということ
だと思われます。
このような動きを受けて、６月８日には民・自・公による与野党協議が開始され、社会保障と税制の
２分野に分かれての修正協議が行われています。後期高齢者医療制度廃止法案の国会提出、最低保障年
金の創設等については棚上げとし、新たな国民会議を立ち上げて改めて議論を再開するとの方向が示さ
れているようです。自民党の考え方に沿った修正協議がなされているようであり、会期末の６月21日を
目前にして、どのような結果になるのか注目されます。
ところで、６月12日（火）に自民党の厚生労働部会の下に設置され、私が事務局長を務める「薬事に
関する小委員会」（委員長：松本純衆議院議員）が開催されました。現在社会問題になっている脱法
ハーブ等の薬物乱用問題をテーマとし、乱用の現状と今後の対策について厚生労働省及び警察庁からの
説明を聞き、質疑を行いました。
厚生労働省からは、政府による指定薬物に指定するという規制と悪質業者が一部の化学構造を変える
という規制のがれの、いわゆるイタチごっことなっている状態が示され、海外で流通実態のある物質を
国内で流通する前に指定するとか、化学構造を一部変更した物質も含めた包括的な指定ができないか等
を検討しているとの説明がありました。
警察庁からは、まず、平成23年中の覚せい剤の密輸事犯の検挙件数が平成に入ってから最多となった
こと、８割が機内持ち込みによる、いわゆる運び屋によるものであること等が、次にインターネットを
利用した薬物密売事犯が増加していること等の状況が説明されました。続いて脱法ハーブに関する検挙
事例が示され、現在、都道府県警察と都道府県等の衛生主管部局との連携強化が図られていることが示
されました。
出席議員からは、包括指定を実現すべき、疑わしきは罰するという考えで臨むべき等規制強化の発言
が多数出されました。
指定薬物等の規制薬物事犯の検挙体制の強化は当然ですが、麻薬取締官による指定薬物の取り締まり
を可能としたり、包括指定を実現する等、いわゆる脱法ハーブ・ドラッグ対策の強化を急ぐ必要がある
と思います。

藤井基之ホームページ
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http://mfujii.gr.jp/
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広島県薬剤師会メールニュース配信申し込みについて
広島県薬剤師会では、平成15年１月から、会員の医薬品情報提供活動の支援と、それに伴うイン
ターネットの普及促進を目的として、電子メールによるニュース配信事業を行っております。
広島県薬会員の方であればどなたでもご利用いただけます。
個人のアドレスだけでなく、薬局や勤務先のアドレスも登録可能です。
一人につき複数のアドレスも登録可能ですが、一度の操作で登録できるのは１アドレスのみですの
で、再度申込手続きをお願い致します。
支部事務局のアドレスを申し込まれる場合は支部長の免許証番号か、会営薬局の薬剤師の免許証番号
をご記入ください。
このメールニュースではウィルス対策のため添付ファイルは絶対に使用しません。
もし、添付ファイルの付いたメールが県薬メールニュースの名前で配信された場合は、ウィルスに感
染した他の方のコンピュータからのなりすましメールですので開かないで削除してください。
メールニュースとして ●県薬ニュース ●県薬保険薬局ニュース ●県薬ホームページの更新
情報 等を配信しております。

メールニュースの配信申し込み方法
①広島県薬剤師会ホームページ（http://www.hiroyaku.or.jp/）を
開き会員向け情報をクリック

②県薬メールニュース配信申し込みをクリック

③フォームに必要事項を入力して
ください。

※半角カタカナの使用はできませんので
ご注意ください。
※薬局・勤務先名と通信欄以外の項目は
全て必須項目ですので、必ず入力し
てください。

平成24年７月１日発行
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