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公益社団法人広島県薬剤師会会長候補者及び 
監事選挙に関する告示

記

選 挙 期 日	 令和4年3月27日（日）

投 票 場 所	 広島市東区二葉の里三丁目2番1号　
	 広島県薬剤師会館

会 長 候 補 者	 １名

監 事	 ２名

立候補届受付開始日	 令和４年２月28日（月）

立候補届受付締切日	 令和４年３月10日（木）
（立候補の受付は午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日、日
曜日及び祝日を除く。）
（郵送による場合は、締切日時までに到着したものを有効とする。）

令和４年２月28日

公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理委員会委員長　西　谷　　　啓

被 選 挙 権	 広島県薬剤師会正会員A・正会員B
	 （ただし、令和４年１月31日までに正式に入会手続き完了した会員。）

選 挙 権	 広島県薬剤師会代議員

投 票 方 法	 会長候補者選挙は単記無記名投票
	 監事選挙は連記無記名投票	

投 開 票 日	 令和４年３月27日（日）
開 票 場 所	 広島県薬剤師会館

立候補届出用紙は広島県薬剤師会事務局に用意してあります。

選挙日の選挙長　西　谷　　　啓
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巻頭
特集

豊見会長（以下、豊見）：吉本先生には、平成 8 年 7 月
号から25年以上に渡って会誌の表紙写真をご提供いただ
き、その枚数は150枚以上となります。令和 3 年11月 7
日には広島県薬剤師会より感謝状を贈呈いたしました。
実は日本薬剤師会誌の表紙は年間で同じ写真を使用して
います。それに対して広島県薬剤師会では、吉本先生よ
り毎号素晴らしいお写真に加えて、薬草の効能や処方に
ついての解説までいただいており感謝に堪えません。

吉田常務理事（以下、吉田）：私たちは植物の写真を見
て会誌が届いたなと感じていますので、吉本先生のお写
真とともに会誌を認識しています。

吉本先生（以下、吉本）：吉田康先生が広島県薬剤師会
会長でいらっしゃったときに、理事の勝谷英夫先生より
依頼があり、第144号から表紙の写真を撮影しておりま
す。もちろん会誌は全て保管していますよ。

豊見：それではまず先生の生薬や漢方との出会いから教
えていただけますでしょうか。

会誌の表紙を飾る写真を提供される
吉本悟先生を称えて

吉本：生薬と漢方では、漢方との出会いが早かったです。
私が小学生のとき、両親が安芸郡府中町で薬店を経営
していました。母が薬種商の免許を取得し、父は広島漢
方研究会に入っており、漢方の先生方との繋がりができ
たんです。小学校 4 年生くらいのころ、広島漢方研究会
の先生方が私の家に週に 2 ・ 3 回は集まって勉強会をさ
れていました。当時は松島龍太郎先生が会長をされ、鉄
村豪先生や山本京三先生、長尾善治先生などが講師役と
なって、広島漢方研究会を進行していました。先生方の

令和 4 年 2 月10日（木）

吉本　　悟　先生
豊見　雅文　会長
吉田亜賀子　常務理事

吉 本 　 悟 � 先生
（よしもと　さとる）

一般社団法人日本漢方交流会前理事長・広島漢方研究会副会長
薬王堂漢方薬局・鍼灸指圧治療院

1996
（平成 8 年） 7 月号
No.144
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「こういう人にこういう漢方薬がよく効いた」という話
を横で聞いているうちに漢方薬に興味を持ちました。昭
和薬科大学では一年生のときから生薬部に入り、漢方に
関係する生薬を勉強していきました。

吉田：薬剤師になる前から漢方薬というものがあったの
ですね。

吉本：自然とそういう方向を向いていったので、歴史は
長いです。

豊見：大学を卒業して薬剤師になられてからはずっと漢
方ですか。

吉本：私は昭和48年に大塚敬節先生という漢方では有名
な医師を院長とする東京四ツ谷の修琴堂大塚医院に就職
いたしました。当時は漢方薬は医薬品ではありませんで
したが、日本医師会会長の武見太郎先生が中心となり厚
生省に働きかけて、漢方薬が医薬品になりました。この
時に武見先生が頻繁に大塚医院を訪れ、大塚先生と相談
されていました。最初は十数種類でしたが今では百五十
種類以上が医薬品となっていますね。徐々に漢方薬が医
薬品として使われるようになってきたという歴史があり
ます。現在医師が漢方薬を処方できるのは大塚先生と武
見先生の影響が大きいと思います。

豊見：吉本先生はちょうどその時に大塚先生のところに
おられたのですね。

吉本：私が調剤していたときに武見先生がいらっしゃっ
て、武見先生の名刺を大塚先生に渡したのを覚えていま
す。

吉田：すごい歴史ですね。生薬や薬用植物に興味を持た
れたのはいつごろですか。

吉本： 3 年半ほど大塚医院で漢方を扱った後に広島に
帰ったころです。薬用植物と一般植物の区別をつけるた
め一般植物の知識をつけようと、高校時代の恩師である
越智謐

しず
武
たけ

先生と山に行くようになったことがきっかけで
した。越智先生は当時75歳でしたが、亡くなるまでご一
緒しました。
なお、来春の朝ドラでモデルとなる植物学者の牧野富太
郎先生から、東京大学に来て助手にならないかと誘われ
たのが越智先生です。それを越智先生は断られて、ずっ
と国泰寺高校の生物の先生でした。ちなみに牧野先生は
昭和14年ごろ二度ほど広島に来られています。芸北町

（現・北広島町）の八幡湿原や臥龍山が気に入って 4 、

5 日逗留されています。芸北町が西の尾瀬だと喜ばれた
そうで、八幡湿原には牧野先生の碑がありますよ。

吉田：それはドラマでも見ることが出来るかもしれませ
んね。牧野先生が身近に感じました。

吉本：私は牧野先生に実際に面会していませんが、朝ド
ラがとても楽しみです。

豊見：吉本先生はとても上手できれいな写真を撮られま
すが、写真にはどういった経緯があるのでしょうか。

吉本：大学時代からちょくちょく撮影していて興味があ
りました。また私は絵を描くのが好きで、構図には気を
付けています。
私が撮影した最初の会誌表紙写真は、デジタルではなく
スライドフィルムでした。ひとつの画像を作るのに36枚
撮りのスライドフィルムを 1 本から 2 本消費して、その
なかの 1 枚を提供して表紙にしてもらっていました。10
年くらいスライドをやって、徐々にデジタル化していき
ました。

豊見：ネガのカラースライドはほとんど茶色に見えてと
ても難しいですし、お金もかかりますよね。

吉本：カメラもある程度しっかりしたものを使わない
と、ということでニコンのカメラで接写レンズ50mm・
80mm・105mm のマクロを使用していました。望遠は
ほとんど使わず、細かいところまで見えるように撮影し
ています。印刷会社が色を加算されることがあるので、
色校もチェックしています。この 3 月号では色が薄いよ
という話をしました。

豊見：印刷会社の方は元の植物を知らないので、綺麗な
ら良いと思って調整してしまうんでしょうね。
今はデジカメですか？

吉本：一眼レフの大きいのもありますが、主に近接撮影
専用のデジカメを使用しています。スマホも良いのです
がやはり専用のカメラが良いですね。

豊見：次に広島県における薬用植物の特徴、及び漢方処
方との関連性についてお聞かせください。

吉本：広島県で栽培している薬用植物では鳩麦（はとむ
ぎ）があります。あと今は下火になっていますが、当帰

（とうき）を薬用植物として栽培した歴史があります。
完全栽培ではないですが、黄連（おうれん）もあります。
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最近は中国の黄連が安いので、広島では採取しなくなり
ましたね。鳥取県智頭町には数年前まで黄連組合があり
ました。また、吉和では黄柏（おうばく）を山どりして
いました。栽培ではなく山を開墾するときにでてくる樹
皮を採取して商品化しています。
広島以外でつくられている日本のものとしては当帰・芍
薬（しゃくやく）・大黄（だいおう）があります。大黄
は中国産も良いですが品質にムラがあるため、タケダ漢
方便秘薬では北海道で栽培する信州大黄に統一して品質
管理をしていると聞いています。また、甘草（かんぞう）
という生薬が不足しているので、日本で栽培の基礎作り
をしていますが商品化はまだできていないですね。
日本で作ると人件費がかかって高くなるため、80％以上
は中国産でその他はベトナム産などです。　国産のもの
は少なくて値段が高いですが、品質が良くムラが無いの
で私も当帰・川芎（せんきゅう）・芍薬・大黄は国産の
ものを使用しています。

豊見：80％以上が中国産となると、中国との関係によっ
ては漢方薬も大変になりますね。

吉本：中国に支社をつくっておかないと原料が集まりに
くいでしょうね。ただ、生薬の輸入は鎖国していた江戸
時代からずっと続いてきたことなので、途切れることは
ないと思います。

豊見：現在、新型コロナウイルス感染症の感染者が広島
でも増えています。漢方薬を後遺症だけでなく初期から
使われている医師もおられます。先生のご意見を教えて
下さい。

吉本：今は処方箋で漢方薬が出せます。薬剤師が漢方薬
を扱うには、OTC 医薬品の第二類にある葛根湯・麻黄
湯（まおうとう）などを使うのも一つの方法です。ただ
私は薬局製造販売業のシステムを使用して生薬を組み合
わせて出す方法をとっています。処方としては薬剤師が
扱えるのは236処方あります。製造記録を残して法律に
則って行えば大丈夫ですので、この制度をなくしたくな
いですね。
新型コロナウイルス感染症に対しての対応例はそんなに
ないのですが、中国で COVID-19に最初に出していた
薬は清肺排毒湯（せいはいはいどくとう）です。清肺湯
は薬局製剤にもあって我々も扱えますが、清肺排毒湯は
新型コロナウイルス感染症のために作られた中国の処方
です。中国では過去の感染症の経験を踏まえて清肺排毒
湯のエキス剤をつくり国民に飲ませています。
中に入っている薬味は
麻黄（まおう）、炙甘草（しゃかんぞう）、杏仁（きょう

にん）、生石膏（しょうせっこう）、桂枝（けいし）、沢
瀉（たくしゃ）、猪苓（ちょれい）、白朮（びゃくじゅ
つ）、茯苓（ぶくりょう） 、柴胡（さいこ）、黄芩（おう
ごん）、姜半夏（きょうはんげ）、生姜（しょうきょう）、
紫菀（しおん）、款冬花（かんとうか）、射干（やかん）、
山薬（さんやく）、枳実（きじつ）、陳皮（ちんぴ）、藿
香（かっこう）です。
これに似た処方として日本で許可されている医薬品は、
麻黄湯・麻杏甘石湯（まきょうかんせきとう）・半夏厚
朴湯（はんげこうぼくとう）です。

吉田：確かに麻杏甘石湯はすごくではじめました。

吉本：麻黄と石膏の組み合わせで炎症をとって熱を冷ま
します。あと大黄も少し入っています。大黄は便をだす
だけではなく、消炎作用として入られていると思われま
す。

吉田：薬剤師としては便が少し緩くなることを説明した
ほうが良いですね。

吉本：便は熱の塊みたいなものだから、出した方が良い
場合がありますね。ただ麻黄は覚せい剤原料になること
もあり、今後どうなるかわかりません。現在、生薬とし
ての麻黄は大丈夫ですが、成分のエフェドリン抽出物は
覚せい剤の原料となるので違法です。

吉田：以前、 5 か月の赤ちゃんが新型コロナウイルス感
染症に感染したときには麻黄は避けました。

吉本：分量を少なくして使うということが原則だと思い
ます。昔は麻黄湯を使うことはとても怖がられていまし
た。咳がでる人に使うと咳がひどくなったり、血圧が上
がったりという予期しない症状が出ることがありますが、
今では医師はよく麻黄湯を出すようになりましたね。

吉田：そうですね。特にインフルエンザの患者さんには
よくでています。

吉本：漢方では一時的に症状が悪くなることも改善の前
兆としてとらえることもありますが、一般的ではないで
すね。

吉田：以前は風邪ひいたら葛根湯のイメージでしたが、
今では麻黄湯に移行していますよね。即効性が高いとい
うことでしょうか。

吉本：ある意味での効き目が顕著なんでしょうね。麻黄
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バックナンバーは広島県薬剤師会ホームページからご覧いただけます。

植物だけでなく
背景にもこだわった写真！

湯の要素を葛根湯は持っていますが、その他に色んなも
のが複合されています。それに対し麻黄湯の構成生薬は
4 種類でストレートです。

吉田：色々な情報が表にでているため一般の人の方が詳
しいこともありますが、間違った情報を持っていること
もあります。漢方薬は副作用が無いと思っている人も多
いですよね。

吉本：多くの人に使うほど弊害が出てくる気がします。
私は麻黄湯の使用は慎重にした方がいいと思います。

豊見：エキス剤は食間・食前での服用が推奨されていま
す。メーカーによっては食前だけで薬事審査を通ってい
ますが、刻みでだした漢方薬はどうですか。

吉本：吸収率の問題もあり、下半身や足などの病気には
食前に服用した方がよく、頭痛や上半身に効かすために
は食後がいいとの話もあります。

そのほかに生理前後で区別する漢方薬もあります。生理
後は貧血になっているので当帰や川芎といった増血のも
のを飲ます、生理前の血行障害による症状には桂枝茯苓
丸（けいしぶくりょうがん）などを飲ますといった違い
はあります。
生薬を使った煎じ薬とエキス剤の違いは、煎じ薬は苦く
て飲む量が多いので飲みにくいということがあります。
エキス剤は簡単なので推奨する方も多いですね。煎じ薬
しか飲まないという人もいますので、私はそういう方を
対象に、生薬の品質の良いものを使って仕事をするよう
にしています。

豊見：私たちは医師の処方をもとにした仕事が多くなっ
てきています。それに比べると、先生方の仕事はやりが
いがあるでしょうね。本日はいろいろなお話を聞かせて
いただきありがとうございました。
是非、今後とも会誌の表紙のお写真を続けていただいき
たいです。

吉本悟先生撮影の
『広島県薬剤師会会誌』
表紙ピックアップ
多種多様な写真とともに、吉本先生の解説を読むことができる、
広島県薬剤師会会誌。
時にはバックナンバーもご覧になってください。

A4サイズに変更され、
現在のデザインになった
最初の 1冊です。

2005
（平成13年） 1 月号
No.195

毎年 1月号は
“赤色の薬草”が
多く登場します。

2020
（令和 2 ） 9 月号
No.289

A4サイズに変更され、

2014
（平成26年） 9 月号
No.253

2019
（令和元年） 5 月号
No.281

2010
（平成22年） 7 月号
No.228

平成から令和へ。
令和最初の表紙は
「モモ」 でした。
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2021（令和3）年度福山大学薬学共用試験（OSCE）本試験

福山大学薬学部　田村　豊
開催日：令和3年12月5日（日）
場　所：福山大学医療薬学教育センター

　OSCE本試験実施に際しまして広島県薬剤師会の先生
方に評価者として多数ご参加をいただきましたこと、こ
の場をお借りして厚くお礼を申し上げます。みなさまの
ご協力により円滑にOSCE本試験を終了することができ
ました。また、OSCE本試験も含めて旧年中本学部の教
育に多大なるご尽力を賜りましたことにつきましても心
より御礼申し上げます。本年も引き続きご指導ご鞭撻の
程宜しくお願いいたします。
　2021年度も前年度に引き続きCOVID-19感染流行下
での事前学習～OSCE本試験施となりました。福山大学
では危機対策本部が新型コロナウイルス感染防止のため
の活動指針をレベル 0 ～レベル 4 までの 5 段階に分けて
定めており、感染流行状況に応じて教育研究活動の実施
方法を変更しています。2021年 4 月～12月までの大部分
は「遠隔授業を主体とする。対面授業は感染防止対策の
上、資格取得・実習等でやむを得ず行う必要があるもの
に限定する」というレベル 2 の状況にあり、専門科目の
大部分がオンラインでの授業でしたが、事前学習につき
ましては厳格な健康管理を行い対面で実施をいたしまし
た。また、事前学習の内容につきましても、これまで通
りモデルコアカリキュラムに準じて実務実習で必要な項
目すべてを実施しました。
　OSCE本試験に向けた準備の第一弾として、新規
OSCE評価者養成講習会を 7 月11日に開催しました。昨
年度はCOVID-19感染流行のために中止したため 2 年

ぶりの開催であったこと、および開催案内をお送りした
時点ではCOVID-19感染も完全には終息していなかっ
たことから参加者が集まるかどうか心配をしていました
が27名の先生方にご参加頂きOSCEの意義、評価者の役
割、および各課題の評価方法について学んで頂きました。
さらに準備の第二弾として11月 7 日と11月21日の 2 回、
OSCE直前評価者講習会を開催いたしました。この直前
評価者講習会にも合計121名の先生方にご参加頂きまし
た。これらの準備を経て、冒頭申し上げたように12月 5
日に128名の学生を対象にOSCE本試験を実施しました。
評価者の先生方に適切に評価をして頂きましたこと改め
てお礼を申し上げます。
　福山大学薬学部は 1 月19日、20日にCBT本試験を実
施しました。OSCE、CBTに合格した学生が 2 月下旬
から実務実習を開始する予定です。また、本学部は実
務実習の成果を評価する目的で実務実習終了後に臨床
実習後OSCE（Post-Clinical Clerkship OSCE；PCC 
OSCE）を全員に実施しております。PCC OSCEは 1
人20分間で処方箋受付から服薬指導までの一連の薬剤師
業務のパフォーマンスを評価するものです。学生が実習
に行きました際には、臨床の現場で厳しく、かつ温かく
指導して頂ければ幸甚です。末筆になりましたが、広島
県薬剤師会の先生方のご健勝とご活躍を心よりお祈りい
たします。
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第13回 広島国際大学薬学共用試験（OSCE）

広島国際大学　大松　秀明
開催日：令和3年12月12日（日）
場　所：広島国際大学　呉キャンパス

　広島国際大学における第13回目の共用試験は、2021年
11月30日および12月 1 日の両日に主に知識を問うCBT

（Computer Based Testing）を、そして2021年12月
12日に技能と態度の客観的臨床能力試験であるOSCE

（Objective Structured Clinical Examination）を実
施いたしました。
　今年度のOSCEは、昨年と同様、新型コロナウイルス
感染症流行の影響により、例年は 6 課題を実施のとこ
ろ、全国的に 3 課題に減少しての実施となり、本学では
3 ステーション・ 4 レーンを設営、午前・午後 1 部、午
後 2 部の 3 部構成とし、表に示すように、89名の評価
者、標準模擬患者およびスタッフ、そして受験生83名、
総勢172名のご参加・ご協力を得て実施されました。今
年も準備段階の 9 月の時点では、広島では緊急事態宣言
が発令中であったことなどもあり、例年は広島県薬剤師
会および広島県病院薬剤師会より多くの先生に外部評価
者としてご協力いただいておりましたが、本年は医療体
制の状況や感染対策を考慮し、学内の教員を中心とし、
外部評価者として広島県薬剤師会の先生にご協力いただ
きOSCEを実施いたしました。年末のご多忙な中、12日
の本試験ばかりでなく、 5 日に行われた直前講習会にも
ご参加頂き、誠に有難うございました。

表　第13回広島国際大学OSCE参加者・協力者数
分類 所属 人数

評価者

広島県薬剤師会 1
広島県病院薬剤師会 0

他大学教員 2
学内教員 27

標準模擬患者 ひろしま福祉芸術協会、他 7

スタッフ
学内教員 19

学内事務職員 7
TA（薬学部 5年生） 25

モニター 共用試験センター 1
受験生 83
合計 172

　試験当日は、朝から好天に恵まれ、寒波などの影響を
受けることもなく、予定通り試験を終了することができ
ました。

　運営に関しては、近年の重点注意事項である情報漏洩
対策を入念に行い、漏洩などの問題が起こることなく、
OSCEを無事終了することが出来ました。
　2009年度に第 1 回OSCEが実施されてから、今年で13
年目を迎えました。また、2012年度（第 4 回OSCE）ま
で本学では試験日を 1 月中旬としていましたが、第 5 回
OSCEより試験日を12月中旬に移行しました。この移行
に伴い、12月中に県内 4 大学がOSCEを行うこととなり、
外部評価者の派遣調整ならびに評価者の先生方には年末
の数日間をOSCE関連行事に続けてご参加、ご協力頂く
ことになりました。年末の大変お忙しい時期に、貴重な
お時間を頂きましたことに、あらためて感謝申し上げま
す。
　また昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の
流行のため、本年も体温測定、健康観察表の記録、消毒
や換気など様々な感染対策を徹底しながらの開催となり
ました。本学学生を含め、ご参加いただいた先生方にも
ご協力いただき、無事OSCEを実施することが出来まし
たことを心よりお礼申し上げます。来年度に状況が改善
し、これまでのようにOSCEを開催できるようになった
際には、広島県薬剤師会及び広島県病院薬剤師会の多数
の先生方にまたご協力をお願いすることとなると思いま
すが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の流行が続く特殊な状況が
約 2 年も続く中、各施設の先生方におかれましては非常
にご多忙な中、本学学生が学外実務実習にて現在お世話
になっており、色々とご苦労おかけしている部分もある
かと思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。
　毎年お伝えしていることですが、共用試験は長期実務
実習に臨む際の、必要最小要件だと考えられています。
その合格基準は細目評価で70%以上とされています。
従って、試験に合格した学生であっても、その技能・態
度に差があるのも事実です。これらを本当の「技能（技
術）」や「態度」に醸成していくためには、医療現場に
おける先生方のご指導に基づく、体験実習が重要である
と考えています。
　 6 年制教育をより実りあるものとするためにも、さら
なるご協力とご指導を賜ります様、何卒宜しくお願い申
し上げます。
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令和3年度 広島大学薬学共用試験（OSCE）

広島大学薬学部　小澤　光一郎、横大路　智治
開催日：令和3年12月12日（日）
場　所：広島大学薬学部

　令和 3 年は、一昨年に続き新型コロナウイルス感染症
と共に過ぎ去りました。昨年は新型コロナワクチンの接
種も全国的に進み、 2 回接種人数が99,343,095人、接種
率も78.4％（2022年 1 月 6 日現在）となり、感染も一旦
落ち着いたかに見えました。が、新たな変異株オミクロ
ンの出現と年末年始の心の緩みからか、年が明けるとと
もに広島県を含む全国で感染が急拡大し、 1 月 9 日には
広島県を含む 3 県に「まん延防止等重点措置」が適用さ
れることとなりました。一方、経口の新型コロナウイル
ス感染症治療薬「モルヌピラビル」も年末に使用が開始
され、塩野義製薬やファイザーからの異なる作用機序の
新薬も審査段階へと入りつつあります。同時に新型コロ
ナウイルス感染症に関する情報も世界的に蓄積され、例
えば、オミクロン株は、感染力は強いが重症化し難い傾
向にあり、さらにワクチンを 2 回接種した場合にも感染
はするものの軽症で済むなど、少し社会を安心させる材
料も増えつつあります。薬理研究者としては、モルヌピ
ラビルの作用機序から類推して、中途半端な使い方や乱
用をすると新たな問題（胎児への影響や変異株の出現な
ど）が発生することを心配しておりましたが、幸にして
政府や厚生労働省も慎重な対応を取り、調剤は対応薬局
に限定するなど、万全の体制で臨んでいます。今後、経
口薬のさらなる開発が進み、新型コロナウイルス感染症
が通常のインフルエンザ等と同じ扱いになることにより、
コロナ禍の試練を乗り越えた新たな社会へと移行するこ
とを期待しています。
　本学の令和 3 年度薬学共用試験OSCEは大学院生を含
め43名が受験し、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて昨年に引き続き 3 領域、 3 課題で実施されました。

広島大学では、学長の強いリーダーシップの元で全国に
先駆けて大学での職域接種を行なった結果、薬学部では、
OSCE受験生、教職員等スタッフが全て 2 回の接種済み
という環境下での実施となりました。スペース、スタッ
フ数の関係で 1 レーンでの実施となるため、朝 9 時から
夕方 6 時過ぎまでの長丁場となりましたが、関係諸氏の
長時間に亘るご協力に深く感謝いたします。OSCEの実
施に当たっては、薬学部教員は全て参加し、学生も32名
が誘導等のスタッフとして参加しました。さらに、広島
県薬剤師会 2 名、広島県病院薬剤師会 1 名、安田女子大
学 1 名が外部評価者として、一般の方 3 名が模擬患者さ
んとしてご協力くださいました。さらに事務職員 2 名が
裏方として対応してくれましたので、総勢で81名が薬剤
師を目指す43名のために尽力したこととなります。これ
だけの関係者に囲まれた中、さらに今年度も、新型コロ
ナウイルス対策として、 3 密を避ける、換気を行う、手
指消毒を徹底する、評価などの担当時間を短くし長時間
の接触を避けるなど、万全の感染防止対策をとる厳戒態
勢の中での実施となりましたので、学生の緊張度は例年
にも増して高まっていました。とは申せ、お陰様で全員
が無事合格し、次の目標であるCBTに向け、学生は鋭
意勉学に励んでいます。また、令和 4 年度実務実習生も
2 回のワクチン接種を済ませており、第 1 期スタート時
には間に合いませんが、 3 回目の接種も随時学内で行う
予定ですので、宜しくご指導の程お願いいたします。
　最後になりましたが、OSCEにご協力いただきました、
広島県薬剤師会をはじめとする全ての皆様に深く感謝い
たします。
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次　第�

1 ．開会

2 ． 令和 3 年度地域ケア会議のアンケート結果に
ついて

3 ．自立支援多職種連携推進研修について

4 ．閉会

　この会議は、地域包括ケアシステムの充実のため、医
療・介護・福祉等の専門職、行政及び地域住民を含めた

「自立支援」に関する規範的統合を図り、介護予防・自
立支援の効果的な実施に向けて専門職等の支援体制の強
化を図ることを目的として設置されている。
　広島県介護支援専門員協会　望月マリ子副会長の司会
により進行され、広島県地域包括・在宅介護支援セン
ター協議会　小山峰志会長の挨拶により会議が始まった。
　まず、令和 3 年度地域ケア会議のアンケート結果につ
いて、各代表者から地域ケア会議に参加するうえでの問
題点や意見、気づきなどが述べられた。このアンケート
は広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会会員総
数137事業所を対象としたもので、地域ケア会議の 5 つ
の機能（個別課題解決機能、ネットワーク構築機能、地
域課題発見・把握機能、地域づくり・資源開発機能、政
策形成機能）について「参加したことがあるか」「今後
参加してほしいと思っているか」「無回答」の 3 パター
ンで回答されたものである。
　地域包括支援センター等が「地域包括ケアシステムの
構築・深化」を図るためには、専門職や関係機関との連
携が不可欠である。そこで、この調査は各センターの職
員がスムーズに連携ができるための研修会等を企画する

にあたって「地域ケア会議」の現状を把握するために実
施したものであった。
　アンケートでは、薬剤師に対して、地域ケア会議の地
域課題発見・把握機能の部分で「今後参加してほしい」
の項目が100％といった結果もあり、薬剤師への期待度
の高さを感じた。
　各代表者より様々な意見が出された後、小山会長の所
感として以下の様に述べられた。
　・地域課題をどうやったらうまく引き出せるのか。
　・ そのファシリテートが非常に難しいというプレッ

シャーも感じているという状況もある。
　・ すべての専門職の方々に協力いただき、包括の方の

依頼に応えていただき、地域ケア会議に参加してい
ただいているのだと思った。

　・ 広島県の地域ケア会議はますますみなさんに良い形
で参加をしていただき、地域のことを考えられる状
況ができていくのではないかと期待を抱けるような
状態だと思った。

　続いて、今後開催予定の自立支援多職種連携推進研修
会についての説明があった。講師として、広島県の基礎
研修や現任者研修、生活支援体制整備事業研修会におい
て、これまで何度も講師をしていてだいている土屋幸己
先生を予定しており、包括と多職種で同じ理解を進めて
いける、共有のできる研修会にしたいとのことであった。
　開催時期においては、 2 月頃の開催を予定していたが、
新型コロナウイルスの感染状況から講師や各代表者が集
まることが困難になったこと。また、完全オンラインで
の座談会は、参加者にとって受講しづらく、質の高い研
修会を実施する事が困難と判断され、次年度に開催延期
となった。開催された際には積極的にご参加ください。

令和3年度 第2回 自立支援多職種ネットワーク推進会議

常務理事　有村　典謙
開催日：令和3年12月20日（月）
場　所：オンライン
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　広島市内も当日の朝は一面雪景色であり、COVID-19
（オミクロン株）による第 6 波となる感染拡大により、
中国ブロックの先生方とも岡山で直接お会いできない
Webでの開催となった。

　定刻に中国ブロック世話人である豊見雅文先生の司会
で始まり、オミクロン対応の紹介についてなど話された
後、日本薬剤師会常務理事の豊見敦先生による挨拶と続
いた。
　まず、日薬総会議事運営委員会報告が青野拓郎先生よ
り、下記の通り行われた。

（ 1 ）第99回臨時総会・議事進行予定表について
（ 2 ）会長候補者及び副会長候補者選挙について
（ 3 ）第99回臨時総会に関する予定・第99回臨時総会

までのスケジュールについて
（ 4 ）本会総会におけるWeb会議運用について
（ 5 ）ブロック代表質問の提出締切り日と総会招集通

知（議案書・資料）の発送について
　ブロック代表質問の提出締切り日

2 月18日（金）必着
　総会招集通知（議案書・資料）　

2 月 3 日（木）
（ 6 ）「書面表決」及び「代理人への議決権行使の委

任」届出書について

　次に、協議として、
（ 1 ）代表質問（開催県）の順番について

　担当県となる岡山県に決定した。
（ 2 ）第99回臨時総会の各県からの質問案の説明及び

ブロック代表質問のとりまとめについて
　鳥取県から順次質問事項について説明があっ
た。「敷地内薬局」「調剤の外注化」「総会のあ
り方」「医薬品供給問題」「薬局での実習・研修」
など多数上がり、代表質問担当の岡山県がとり
まとめることとなった。

（ 3 ）令和 4 年度日本薬剤師会会賞、同功労賞並びに
同有功賞（団体）受賞候補者の推薦について

（ 4 ）次期開催日及び開催県について
　日時：令和 4 年 6 月 4 日（土）
　開催時間：未定

令和3年度 日薬代議員中国ブロック協議会

副会長　谷川　正之
開催日：令和4年2月5日（土）15：00～18：00
場　所：オンライン

日薬代議員中国ブロック協議会出席者名簿 （敬称略）

会　名 日 薬 役 職
（県薬役職） 氏　名

日本薬剤師会 常 務 理 事
（副会長） 豊見　　敦

鳥取県薬剤師会

代 議 員
（会長） 原　利一郎

補欠の代議員
（常務理事） 大村　匡由

（理事） 永川　賢司

島根県薬剤師会

（会長） 陶山　千歳

補欠の代議員
（副会長） 佐々木　喜慶

代 議 員
（専務理事） 山田島　智治

代 議 員
（常務理事） 大庭　信行

（事務局長） 高橋　　満

岡山県薬剤師会

代 議 員
（会長） 伊達　元英

代 議 員
（副会長） 出石　啓治

代 議 員
（副会長） 高木　紀彦

山口県薬剤師会

（会長） 吉田　力久

代 議 員
（副会長） 内田　　豊

代 議 員
（副会長） 小屋敷　淳子

代 議 員
（副会長） 寺戸　　功

代 議 員
（専務理事） 山本　晃之

広島県薬剤師会

代 議 員
（会長） 豊見　雅文

代 議 員
（副会長） 青野　拓郎

補欠の代議員
（副会長） 谷川　正之

代 議 員
（常務理事） 竹本　貴明

代 議 員
（常務理事） 吉田　亜賀子
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　開催県：広島県
　と決定した。

　最後に、広島県薬剤師会副会長の青野拓郎先生により
閉会の挨拶があり、終了した。

　今後の開催予定
・第99回日本薬剤師会臨時総会
　　日時：令和 4 年 3 月 5 日（土）10：00～18：30
　　場所：ホテルイースト21東京

・第100回日本薬剤師会定時総会
　　日時：令和 4 年 6 月25日（土）10：00～18：00
　　　　　　　　　　　26日（日） 9 ：30～15：30
　　場所：ホテルイースト21東京
・第101回日本薬剤師会臨時総会
　　日時：令和 5 年 3 月11日（土）13：30～18：30
　　　　　　　　　　　12日（日） 9 ：30～12：30
　　場所：ホテルイースト21東京

第106回薬剤師国家試験問題（令和3年2月20日〜 2月21日実施）

正答は60ページ
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令和3年度 日本病院薬剤師会医療情報システム講習会

薬事情報センター長　水島　美代子
開催日：令和4年2月6日（日）9：55～16：35
場　所：オンライン

　本講習会は、医療情報システムを活かして、現状課題
を解決する方策等について、 6 名の講師の講演及び、質
疑応答の時間を確保し、課題と対策、更なる課題の共有
化がなされる大変有意義な講習会であった。本年も昨年
に引き続き感染防止対策として、Web開催。事前にテ
キスト配布及びWeb視聴の丁寧なマニュアルがあり、
快適に視聴できた。今後、デジタル情報の活用も加速し、
医療連携におけるキーワードも多く示された。内容を概
説する。

プログラム� （敬称略）

1 ． 医療情報システムに関する最近の話題（医薬品
業務手順書と情報システム、ロボット・AI・
DX）

奈良県立医科大学附属病院　薬剤部
池田　和之

2 ．医療情報システムのこれから
九州大学病院メディカルインフォメーションセンター

高田　敦史

3 ．マスタ管理の留意事項
� � 西神戸医療センター　薬剤部

松岡　勇作

4 ．運用関連の留意事項
新潟大学医歯学総合病院　薬剤部

三澤　昭彦

5 ．医療情報システム更新時の留意点
岩切病院　薬剤部・メディカルIT管理部

飯田　優太郎

6 ．医療情報システムの運用と利用事例の紹介
国立病院機構横浜医療センター　薬剤部

石川　紗耶香

7 ．質疑応答

1 ．医療情報システムに関する最近の話題
　「医療情報」とは人に付随する情報で、単に「医薬品
情報」だけでなく、互いに深くかかわっている。医療情
報には、幅広い情報形式（テキスト、コード、波形、画
像等）、解釈（患者治療、地域医療、調査・研究等）が

存在する。医療IT化の目的に、情報提供、質の向上、
効率化が求められることが「保健医療分野の情報化に向
けてのグランドデザイン」で規定された。医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン（現在5.1版（令
和 3 年 1 月））では、電子カルテの三原則を①真正性②
見読性③保存性としている。医薬品に関する各種コード
（薬価基準収載医薬品コード、個別医薬品コード（YJコー
ド）、HOTコード、レセ電算コード、GTIN等）の有効
活用が求められる。
　「医療情報」は、医療安全にも寄与している。日本医
療機能評価機構と日病薬が協力し、持参薬の処方・指示
に関する事例や薬局ヒヤリ・ハット事例等の調剤業務、
PMDAの医薬品取り違え等について等で公表している。
平成30年改訂版「医薬品の安全使用のための業務手順書
作成マニュアル」では、情報システムの利用に際しての
注意喚起が追記された。施設の医療情報システムの利用
にあたって、システムを利用した警告やアラートの基準
設定等を明らかにし、利用者に運用の徹底等の教育が必
要である。
　医療情報システム関連の参考資料として、「医療・介
護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため
のガイダンス」、「次世代医療基盤法のポイント」、「プロ
グラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方に
ついて」、及び医療情報に関連する団体などがある。
　医療情報システム関連の話題として、薬機法改正に伴
うものでは、添付文書の電子的方法による提供（令和 4
年12月に、通知から法律での規定となる）、バーコード
表示（医薬品取り違え事故防止、トレーサビリティの確
保、流通の効率化を目的）、服薬指導のテレビ電話等の
利用がある。またQRコードの利活用が進んでおり、そ
の意味・意義を把握し取り扱う。オンライン診療・オン
ライン服薬指導については、行政の動きを注視していく
必要がある。「データヘルスの集中改革プラン」が進ん
できており、全国で医療情報を確認できる仕組み、電子
処方箋の仕組み（HL 7 �FHIRを使用）、自身の保健医療
情報を活用できる仕組みが、現実のものになってくる。
オンライン資格確認は、令和 3年10月から運用が開始さ
れ、メリットと共に課題等も明らかになってきている。
マイナンバーカードを使っての情報共有では、対象とな
る情報（保険者が管理する保険に関するものであり、公
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費負担などに関するものは対象外）、情報更新のタイミ
ング、及び取り扱いについて留意事項を確認することが
大変重要である。お薬手帳は、マイナポータルでレセプ
トに基づく薬剤情報が閲覧可能となったが、運用上の留
意事項（「お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項につ
いて（厚生労働省）」）を確認する必要がある。医療機関
に対するサイバー攻撃の事例も報告されており、障害対
策を進める必要がある。AIについては、正しい情報を
AIに提供することで初めて利活用に繋がる。医療情報
が流通する時代となってきて多くのことが実現できそう
な気がするが、システムはあくまでも手段であり、目的
を明確化して初めて、その恩恵にあずかることができる。

2 ．医療情報システムのこれから
　薬剤師は、「医薬品」、「医療」に関する情報に関わっ
ている。現在、これらの情報量がどんどん膨らんできて
いることから、把握するためにもDXが必要となってく
る。ICT環境が整ってきたことで、デジタルデータの蓄
積、ビッグデータ解析、そして解析事例のノウハウも蓄
積され、DXが可能になってきた。そのためには、大量
かつ正確なデジタルデータであること、高性能な演算処
理の両方が必要である。
　「医療DX」について、次の 4 ステップがある（新型
コロナワクチン接種証明アプリの場合）。①電子化・正
規化されたデータ（ワクチン接種記録システム：VRS）
②個人の健康情報の記録：PHR（スマートフォンを活用）
③電子的に個人を認証（マイナンバーカードで認証）④
国際規格に準拠した出力に対応（SMART二次元コード　
FHIR�HL7の活用）。医療DXに必要な要素は、機械が
読める情報（構造化）、正しい情報（標準化）、大きな情
報（構造化、標準化）である。一方、医療DXを受け止
める方としては、情報リテラシー（セキュリティ上も含
め、日々の配慮）、個人情報の開示範囲（法の配慮）、自
分自身で健康管理（自身の配慮）が必要である。
　「薬剤師DX」でのキーワードは、「調剤・医薬品の供
給その他薬事衛生」であり、そのために調剤・医薬品の
供給のデータ化、その他薬事衛生のデータが必要となる。
　医療DXを構成するデータの取り組みとして、FHIR
（HL 7・SS-MIX 2 、医療情報の連携等）、DTx（Digital�
Therapeutics）によるアプリで治療する医療機器がキー
ワードとなってくる。
　電子版のお薬手帳については、電子処方箋により不要
になることはなく、そもそもお薬手帳は本来どういった
ものかを考える必要がある（例えば、OTC、残薬が発
生する仕組み、医薬品の家内流通等々）。
　医療DXは現在、医薬品開発に資するRWDへの応用
が進んでいる。RWDのMID-NETⓇ活用、データベー
スリンケージ、質の確保を考慮して、AMEDで臨床研

究中核拠点病院（全国13施設）や、ePathProject（全
国 4病院）でアウトカム志向型パスを病院横断的に利用
するなどの取り組みが進んでいる。これら医療DXにお
いて、診療科横断的に薬をみることができ、薬剤のマス
タに精通し、データの確からしさに気づけるのは薬剤師
であり、薬剤師こそが医療DXに貢献できる。

3 ．マスタ管理の留意事項
　処方箋、電子カルテを事例として、マスタの仕組み
（データベース構造等）、及びそれぞれのデータベースと
の紐づけを説明。マスタを制御し使いやすくするために
医薬品名検索で薬品名称表記を工夫して検索しやすくし
たり、薬品の使用制限をかけ選択ミス回避等を可能とし
ている。例えば、アレルギーチェックで制御をかける場
合、どのような仕組みで制御が働いているかを理解して
おくことが重要。通常は、フリーコメントに記載があっ
ても処方・注射オーダーのチェックはかからない。従っ
て、YJコードの利用やアレルギー分類マスタを設定す
る等の仕組みが必要である。加えて、それらに伴うマス
タ管理も必要となる。相互作用チェックでは、ソフトに
よってレベルが異なることを認識し確認が必要（更新頻
度等も）。規格自動選択、処方日数制限、定期処方日等々
も同様である。まず仕組みを理解し、可能・不可能事象
を把握し、事前の動作確認、マスタデータの常時最新化、
マスタ作成記録の作成等を実施し利用する。

4 ．運用関連の留意事項
　「医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュ
アル（平成30年改訂版）」―「 2 ．情報システムの管理」

（p65）の遵守について、事例を交えて解説。院内で利
用する情報システムを一元的に把握する際、多くの施設
でベンダーが単一ではなくマルチベンダーとなっており、
それぞれがネットワークを通じて連携している。システ
ム障害が発生する原因としては、他部門との連携確認不
足、通信トラブル、薬剤部内の一部区域の電源ダウン、
無停電装置の不調等がある。これらトラブルを減らすた
めには、定期的なメンテナンス記録・清掃が必要である。
　情報システムは、ガイドラインに基づいた運用管理が
求められる。「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン第5.1版（令和 3 年 1 月）」、「医療情報システ
ムを安全に管理するために第2.1版（令和 3 年 1 月）」、

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り
扱いのためのガイダンス（令和 2 年10月一部改正）」等
を参照する。これらガイドラインには、組織的安全管理
対策、情報システム障害時対策（情報システムが停止し
た場合の運用手順を定めBCPに盛り込む）、物理的・技
術的・人的安全対策、また、電子保存の三原則（真正性、
見読性、保存性）、他施設との情報連携、利用者教育が
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記載されている。ガイドラインに基づいた運用管理によ
り、情報システムを理解し、道具として使いこなすこと
が重要である。

5 ．医療情報システム更新時の留意点
　システム更新時は、単体導入よりコスト削減が可能で
あるため、新システム導入のチャンスである（新システ
ム導入では導入コストが最大の障害）。加えて、業務改
善を行えるタイミングでもある（不要なデータの整理、
非効率な運用・業務の問題点の改善）。システム更新時
のスケジュールは、事前調査→仕様確定→運用検討→運
用開始のステップを踏むので、必ず仕様確定後に契約す
る。システム更新の事前準備として、スケジュールの把
握、現状の問題点の把握、ベンダー等からのシステムの
情報収集、導入費用の事前打合せ、他施設での運用実績
の把握、運用案のたたき台作成を行う。

6 ．医療情報システムの運用と利用事例の紹介
　医薬品マスタ整備の問題点として、専任の不在や担当
者の異動等により継続的な運用ができていない、引継ぎ
もできていない、担当者間連携不足等がある。それらを
解決するために、標準化、及び担当者間の連携強化を掲
げ対策を実行した。その対策は、チーム制の導入、マ
ニュアルの整備、チェック表の作成、履歴の記録等であ
る。
　現在、横浜医療センターでは、フォーミュラリ（院
内・院外）を作成しHPで公開しているので、参照下さい。
（https://yokohama.hosp.go.jp/outpatient_
guidance/yakuzaika.html）

7 ．質疑応答での特記
Q 1．インシデント等、情報システムを活用したアラー
トを医療者に閲覧してもらうための工夫。
A 1．アラートが多すぎると認識してくれなくなるので、
頻度を最小限にする。クリックしないとアラートが消え
ないようにする。
Q 2．経過措置情報の情報入手ソースについて。
A 2．公的な情報サイト（支払基金等）、医薬品卸。
Q 3．電子処方箋の導入スケジュール、紙処方箋の取り
扱い、検査値情報の共有について。
A 3．導入開始は、最短で令和 5年 1月当初から。全て
が電子化されるまでは、紙が混在する。検査値は電子処
方せんには掲載されないため、今後の対応を注視。
Q 4．医療現場におけるバーコード利活用について。
A 4．医療安全の観点（医薬品の取り揃え、払い出し、
在庫管理等）、流通の効率化、有効期限管理等もあり、
是非活用いただきたい。添文ナビについては、今後は紙
の添付文書はなくなっていくので、利活用等の対応が必
須であり、最新の添付文書を情報システムで最新化する
等の対応が必要である。
Q 5．電子版お薬手帳について。
A 5．セキュリティの話もあるので、安易に他との連携
はできないが、内容の共有は必要なので、今後は対応の
検討が必要。電子版お薬手帳は、現状では病院での利用
が困難な場合が多い。一方、病院から薬局への電子情報
の共有もできていないため、共通のマスタ管理が、今後
は必要となる。
Q 6．Teamsの活用の留意点。
A 6．クラウド上での情報共有となるので、個人情報は
取扱いしない。サーバーダウン時の対応が必要である。

第106回薬剤師国家試験問題（令和3年2月20日〜 2月21日実施）

正答は60ページ
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　当日は11時よりプレイベントとして、映画「ヒロシマ
への誓い－サーロー節子とともに－」が上映されました。
　同情は求めていません。
　人々に行動してほしい。

　広島県医師会　大田敏之先生の司会進行により13時か
ら開会され、中川俊男日本支部代表支部長と松村誠日本
支部長から開会挨拶に続いて、岸田文雄内閣総理大臣か
らのメッセージが紹介され、IPPNW副会長－東アジア
太平洋地域代表　マイケル・キーム先生（オーストラリ
ア）から来賓の挨拶と続きました。
　基調講演では、広島大学名誉教授　鎌田七男先生が座
長を務められ、「日本支部40年の歩み」の演題で日本赤
十字社長崎原爆病院名誉院長　朝長万左男先生より長崎
から講演があり、1982年 2 月に広島と長崎の医師会が中
心となって日本支部を設立し、これまでの活動を振り
返った内容で、私も過去に参加したことのある大会・講
演のスライドがあり懐かしく思い出しながら拝聴、最後
にIPPNWが目指すべき「核なき世界」と実現シナリオ
として 5 つの提案があり“地球市民の参画：人新世の改
革で核兵器と地球破壊を克服”で締めくくられました。
　次に、特別セッションとして「映画づくりでたどった

祖父竹内釼の被爆体験」について、広島市南区出身の
アークメディア代表取締役　竹内道氏より、ニューヨー
クから講演がありました。
　竹内氏は、カナダ在住の被爆者サーロー節子さんを
追ったドキュメンタリー映画「ヒロシマへの誓い－サー
ロー節子とともに－」を完成させ、祖父の竹内釼さんは、
旧広島赤十字病院の院長として、被爆時に自らも負傷し
ながら被災者の治療を指示したことなどが知られており、
その紹介も含めた講演でした。
　次にシンポジウムでは「被爆医師が伝えるべきこ
と、被爆国の医師に期待されること」をテーマとし、
IPPNW副会長－東アジア太平洋地域代表　日本支部事
務総長　田代聡先生を座長に、元広島大学長、被爆医師
原田康夫先生、広島大学医学部 3年生　井上つぐみさん、
IPPNW共同会長　ティルマン・ラフ先生（オンライン
参加）からの講演があり、原田先生からは原爆投下で多
くの同級生を亡くしたが原爆投下前にあったテスト爆撃
を信じた恩師のおかげで命を救われたことなどについて
話をされ、井上さんは英語でスピーチされました。
　最後に、IPPNW日本支部長　森崎正幸先生による閉
会挨拶があり、16時前に閉会となりました。

創立40周年記念事業 
核戦争防止国際医師会議（IPPNW）日本支部大会

副会長　谷川　正之

開催日：令和4年2月6日（日）（11：00～映画上映、13：00～開会）
場　所：Webライブ配信（Zoomウェビナー）



16 2022 Vol.47 No.2　広島県薬剤師会誌

　今回のテーマは「Beat�Covid-19�-今こそ医療者の力
を-�」で、コロナ禍で頑張っている医療従事者を鼓舞す
る内容となっていました。参加人数157名の中には薬剤
師以外の職種や学部生の聴講も見られ、薬剤師に限らず、
本研修会が関心の高い内容であったことが窺えました。
　講演 1では「私たちの体を守る白血球　～免疫反応か
らみたCovid-19～」�というタイトルでCovid-19に関す
る基礎的な内容を本学の生理化学教室教授の山口雅史先
生にご講演いただきました。ウイルス感染に伴う免疫反
応の概略に始まり、戦う武器として獲得した予防接種の
歴史から今回のコロナワクチンについてまで、幅広くご
説明いただきました。誰しも未知のものには不安がある、
大切なのは正しい情報を積極的に伝えることであり、正
しい知識があれば、持続的な正しい行動ができるという
言葉が印象的でした。

　講演 2では、自身も薬剤師である広島県健康福祉局薬
務課薬事グループ主査の小松佐和子先生に「広島県にお
ける新型コロナウイルス感染症対応　～こんなところに
も薬剤師～」というタイトルで、行政の立場からご講演
いただきました。まずは広島県内の感染状況と対策につ
いて、続いて行政薬剤師が携わった業務についてお話し
くださりました。新型コロナウイルス感染症対策担当や
広島県感染症・疾病管理センター（ひろしまCDC）の
活動の他、災害薬事コーディネーター、宿泊療養施設や
自宅療養者の支援といった薬剤師の活動・協力について、
また、ワクチン接種への協力や薬局を活用したPCR検
査の実施において薬剤師が地域社会に大きく貢献したこ
とについて紹介されました。最後に今後の薬剤師に期待
することとして「モノからヒト」まで幅広く対応するこ
とを挙げられ、病院薬剤師と薬局薬剤師が共に連携し、

引き続き感染症予防・相談・治療へ協力していただきた
いと締めくくられました。
　特別講演では「新型ウイルスのもたらす今後の医療」
というタイトルで広島大学病院感染症科教授の大毛宏喜
先生にお話しいただきました。前半は新型コロナウイル
スやその感染リスクについて、感染症の専門家としてだ
けでなく医療現場に立つ医師の立場からご説明され、手

指衛生や消毒の重要性についても言及されました。後半
は抗菌薬に関する現状の問題についてでした。日本で抗
菌薬が広く使用できるようになった背景、耐性菌の出現、
抗菌薬治療が直面する危機とそれに対する政府の取り組
み、そしていま医療現場でできることについて順を追っ
てお話しされ、医療現場の危機意識が大切であるという
ことがわかりました。講演後は本学卒業生を含む数名の
方から質問があり、活発な質疑応答・意見交換が行われ
ました。医師の立場から薬剤師に望むことはとの問いに
は、医師に対して臆せず情報発信してほしい、今以上に
コミュニケーションが取れる関係を構築していきたいと
のご回答でした。
　それぞれ違った分野からのお話でしたが、どの先生か
らもワクチン接種推進やマスク等の感染対策が今後も必
要であるということ、薬剤師からどんどん情報発信をし
てほしいとのお言葉があり、それらの重要性について再
認識できた大変貴重な機会となりました。
　なお、本研修会は広島県薬剤師会、広島県病院薬剤師
会、広島県薬剤師研修協議会による共催と日本薬学会の
後援により執り行われました。関係各位に厚く御礼申し
上げます。

第20回 広島国際大学薬学部卒後教育研修会

広島国際大学薬学部　前田　志津子
開催日：令和3年11月27日（土）
場　所：広島国際大学呉キャンパス1号館7階メディアホール
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第543回 薬事情報センター定例研修会

安佐薬剤師会　中道　慶太
開催日：令和3年12月11日（土）
場　所：広島県薬剤師会館

　特別講演として広島赤十
字・原爆病院　血液内科の
板垣充弘先生に、多発性骨
髄腫についてご講演して頂
きました。
　血液中には免疫を司る各
種血液細胞があり、そのう
ちの一つに、リンパ系幹細
胞から分化成熟する形質細
胞があります。この形質細
胞が癌化して異常細胞（骨髄腫細胞）になり、体の中で
異常に増殖するのが形質細胞腫瘍で、その中でも進行性
の症状があるものの一つが多発性骨髄腫です。多発性骨
髄腫は治癒しない癌であり、治療の目標は患者さんの長
期生存です。患者さんは高齢者が多く、薬の副作用で治
療の継続が困難になることもありますが、近年新規抗癌
剤が多数登場し、一昔前に比べ格段に治療成績は良く
なっています。若年の患者さんでは、自家移植による維
持療法により、深い奏効が期待できます。
　多発性骨髄腫は、増殖した骨髄腫細胞によって正常
な造血過程が妨げられ、また異常免疫グロブリン（M蛋
白）を大量に産生し、症状として高カルシウム血症：
Calcium、腎不全：Renal、貧血：Anemia、骨病変：
Boneがあり、これらをまとめてCRAB症状といいます。
患者さんによって症状や進行様式が異なることも特徴の
一つです。貧血マネジメントが大切で、大球性貧血は予
後不良となります。骨病変は初診時に60%の患者さんに
みられるそうです。免疫機能の極端な低下がみられ「南
極に裸でいるようなもの」と表現されていました。
　多発性骨髄腫は、そのほとんどが意義不明の単クロー
ン性ガンマグロブリン血症（monoclonal�gammopathy�
of�undetermined�significance:�MGUS）から発症し、�
MGUSの状態から腫瘍細胞が増加し、臨床症状を伴わな
いくすぶり型骨髄腫（smoldering�multiple�myeloma:�
SMM）となり、最終的にCRAB症状のいずれかを合併
し、多発性骨髄腫と診断されます。骨や軟部組織に局限

した形質細胞腫瘍を孤発性形質細胞腫といい、多発性骨
髄腫に移行することがあります。MGUSは被爆者に多
いデータがありますが、日常生活に関連することで骨髄
腫になるリスクとなることは特に無く、この病気は患者
さん自身のせいではない、と仰っていました。
　MGUSとSMMは無治療経過観察が原則で、多発性骨
髄腫に移行した時点で全身化学療法を開始します。孤発
性形質細胞腫は局所放射線照射を行った後に無治療経過
観察し、多発性骨髄腫に移行した場合に初めて化学療法
を考慮します。いずれも副作用をしっかりと把握するこ
とが大切です。支持療法として、院外処方で抗ウイルス
薬を処方することがあるそうです。
　多発性骨髄腫は治癒しない癌ですが、新薬の登場によ
り、治癒が可能になるのではないか、と考える医師もい
らっしゃるそうです。常に新しい知識を取り入れる姿勢
を持ち、日々の業務に臨みたいと思います。
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　私は、昨年の 6 月より、復職支援研修会に参加させて
頂いております。講師の先生は、広島県薬剤師会常務理
事　吉田亜賀子先生です。常時、質問やご相談をさせて
頂けますような、とても雰囲気の良い会です。毎回、楽
しみに受講させて頂いております。
　今回のテーマは「薬物療法～高血圧～」でした。知人
に心臓の疾患があり、なかなか血圧のコントロールが出
来なかったという、悲しい経験がありますので、関心の
高いテーマでした。
　慢性疾患の高血圧は、高い血圧に慣れてしまい、自覚
症状がありません。高めの血圧を放置しますと、他の疾
患を招く原因にもなるので留意する必要があります。多
くは日常生活の乱れに因るもので、生活習慣の是正をす
ることが重要であることを学びました。具体的には、塩
分を控えること、肥満の是正、禁煙、禁酒、適度な運動
を行うことです。それでも、血圧の改善が見られない場
合は、薬物療法で血圧を管理する必要があります。今回
の講義では、Ca拮抗薬、ARB、ACE阻害薬、利尿薬、
配合剤など、11の分類の降圧薬を学びました。それぞれ
について、一般名、先発医薬品、後発医薬品を例に挙げ、
その作用機序、作用の強弱、第一選択薬、使用される
頻度、薬価、副作用情報に、幅広い視点から薬剤を捉え
ることでより深く学ぶことが出来ました。他にも、ロメ
リジンはCa拮抗薬ですが、片頭痛の予防薬（保険適用）

としての適用であることや、ACE阻害薬の副作用であ
る空咳は、高齢者の誤嚥性肺炎予防（保険適用外）に適
用されるということも解りやすく教えて頂きました。
　また、単剤だけでは効果が得られない際は、併用投与
が有用であり、例えば、バルサルタンは、単剤で投与量
を増やすよりも、利尿薬を併用する方が、降圧効果が上
がるなど、推奨されている 2 剤併用の組み合わせも学び
ました。
　実際に、降圧薬を服用する際には、家庭でも血圧を測
り、普段の血圧を知っておくことが血圧をコントロール
する上で指標となるので大切だということも分かりまし
た。血圧は個人によって、高くなる時間帯が違います。
どのようなタイミングで服用すると、より安定するかを
考え、またそれを日々の生活の中で継続して実践しても
らうことが、いかに大切であるかを学びました。
　高血圧は誰しもに起こりうる疾患であるからこそ、糖
尿病などの持病がある患者さんに対する対応なども含め
て細やかな対応が必要となることが多いと感じ、総合的
に知識を補う必要があることを痛感致しました。
　月に 1 回、学びの場を提供して頂き、ご指導を賜って
おります。吉田先生、広島県薬剤師会の皆様には、とて
も感謝しております。
　今後ともご指導のほど、宜しくお願いいたします。

復職支援研修会

　参加者
開催日：令和3年12月13日（月）
場　所：広島県薬剤師会館
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令和3年度 圏域地対協研修会

常務理事　井上　真
開催日：令和4年1月16日（日）
場　所：オンライン

　今年度の広島県圏域地対協研修会は、一昨年より継続
中の新型コロナウイルスの感染拡大に収束が見えてこな
い状況でもあり「新型コロナウイルス感染症から見る医
療体制」というテーマでZoomウェビナーにて開催され
ました。
　広島県医師会長　松村誠先生、広島市医師会長　佐々
木博先生の開会の挨拶に続いて特別講演「新型コロナウ
イルス対応を踏まえた医療体制」という演題で内閣官房
新型コロナウイルス等感染症対策推進室長（前厚生労働
省医政局長）迫井正深先生にご講演いただきました。
　新型コロナウイルス感染症の動向として令和 4年 1月
11日時点での国内の重症者・新規陽性者数等の推移や、
海外諸国との新規感染者数・新規死亡者数の違いを示し
ていただきました。その中でも、全国と中国地方を比較
した新規感染者数の推移において広島県と山口県が群を
抜いた上昇率である事は、連日の報道で理解していたつ
もりでしたが、具体的なデータで示されると大きな衝撃
を受けるとともに、今後の現場での対応にどのような変
化が起きてくるのかと不安を感じました。しかし、新型
コロナウイルス感染症に対応するための体制の構築とし
て雲南市立病院でのケースを病棟におけるゾーニングの
例として挙げて今般の新型コロナウイルス感染症の感染
拡大時の受入体制のイメージを提示された上で、新たな
感染想定に基づく病床・宿泊療養施設確保計画の見直し
と都道府県における対応力の強化が必要であると今後の
取組の方向性を示していただけました。また、迫井先生
の私見として提示いただいた新型コロナウイルス対応で
社会・医療体制が直面した課題を考察された内容は非常

に具体的でイメージしやすいものでした。今後の感染の
行方にまだ見通しが立っていない現状ですがワクチン、
検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療ま
での流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定
して、次の感染拡大に備える事が重要であると改めて痛
感しました。
　続くシンポジウムでは「新型コロナウイルス感染症か
ら見る医療体制」を松村先生、「広島県の取り組み」を
広島県健康福祉局長　木下栄作先生、「広島大学の取り
組み」を広島大学病院感染症科教授　大毛宏喜先生、「広
島市における医師会の取り組み」を佐々木先生よりご講
演いただいた後に質疑応答が行われました。ここでは広
島県内における状況や詳しい取り組みについてお聞きす
る事が出来ました。全国に先行して感染が拡大している
中で詳しい状況の分析がなされており、 1月初旬の約 1
週間で急速な拡大が起こり、中でも若年層の飲食の場で
の発生が特徴的であるという事が明確になっていまし
た。またこの度の感染者に占めるワクチン接種割合を見
たところ、11月ではワクチン接種者の感染が明らかに少
なかった事に比べて年末年始の 2週間の調査ではワクチ
ンを接種していても未接種の方との有意差が無くなって
いた事には驚きを隠せませんでした。その後のお話から
早期の 3回目の接種や軽度の風邪症状を訴える方への素
早い対応が今後の状況を収束に向かわせる鍵になるであ
ろうという事が理解出来ました。今の自分の置かれてお
る状況で何が出来るのかは不透明な部分もありますが精
一杯の対応をしていきたいと思います。
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広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ

広島市薬剤師会　鈴木　彩友美
開催日：令和4年1月23日（日）
場　所：広島県薬剤師会館

●フィジカルイグザミネーション実習
　バイタルサイン①血圧②脈拍③体温④呼吸数⑤意識
　フィジカルイグザミネーション→ヘルスアセスメント
を行うために必要な技法で問診、視診、触診、打診、聴
診、バイタルサイン測定等を行う
　ファーマシューティカルケアを実現するため薬剤師と
して必要な評価がファーマシューティカルアセスメント

●検査値情報を活用する
　腎機能：GFR、検査値なし：40歳以降Ccrが年 1 %
低下と仮定して計算、Cockcroft-Gault式、Creat式、
Guisty-Hayton法、腎クリアランスは血清Crから計算
可能、GFR・Ccrの数値で段階的に慢性腎臓病の重症度
を評価可能、腎機能に合わせた薬の投与量を調整可能
　肝機能：肝細胞障害→AST・ALT、胆汁鬱血→ALP・
ビリルビン・γGTP、合成能低下→アルブミン・
ChE・PT-INR、付属器の機能亢進→血小板…繊維化の
予測可能
　薬剤の投与量を調整できる検査値はない、検査値から
Child-pugh分類で肝障害重症度がわかる
　検査値から腎・肝機能を評価、薬剤を排泄型にわけ薬
学的評価、モニタリング・情報共有を行う

●在宅緩和ケアにおける薬剤師の役割
　在宅緩和ケア→病と共に生じる身体や生活における苦
痛、気持ちの辛さ等、生活に支障となる苦痛を和らげ、
QOLを上げるためのケア、患者の他、家族へも行われ、
非がん性疾患にも用いられる
　がん患者の痛みの包括的評価（問診…痛みの部位、範
囲、経過、強さ、パターン、性状、憎悪・軽快因子、日
常生活への影響、治療の反応、有害事象、レスキューの
効果、副反応）、患者の訴えを具体的に引き出し（言葉
だけでなく表情や話し方も大切）その情報をどう治療に
生かすことができるかが大切

　疼痛緩和に用いられるオピオイド：種類（剤形含む）、
特徴、服用使用方法、オピオイドスイッチについての知
識が必要、剤形変更は経口摂取可能か、コントロールの
状態、皮膚トラブル、患者希望を確認

●在宅療養における酸素療法と人工呼吸の実際
　酸素療法の目的は組織の酸素化
　在宅酸素療法（HOT）→症状は安定しているが、体
内に十分酸素を取り込めない時、自宅で酸素を吸い生活
できる療法、QOL向上や予後延長につながる
　呼吸障害は換気障害と気道清浄化障害があり呼吸停止
や肺炎窒息の可能性があり危険、対象療法が必要

●嚥下障害患者における薬剤投与
　服薬支援で患者さんが適切に服薬できることが大切
　飲み忘れ→タイプを知りお薬カレンダーやお薬ケース
を活用
　嚥下障害→とろみ調整食品、簡易懸濁、粉砕、オブ
ラート（水に十分浸しゼリー状にし飲み込む）、剤形変
更＊とろみをつける際は増粘剤やゼリーの成分に注意
　自宅でできる簡易懸濁→約55℃の湯（ポットの熱湯
2 ：水道水 1 ）を入れ10分待ち溶け残りは攪拌→濁り水
状態であれば良い＊簡易懸濁法の適応に注意が必要な薬
剤もある
　服薬時の姿勢や服薬方法の指導も必要
　口腔内へ付かないよう服用前に口の中を湿らせる、飲
み込み時は上を向くと気道に入りやすくなるため下を向
く、少量の水だと喉や食道へ付着することがあるため
コップ 1杯以上の水で服用

　本研修で、症例や具体例も交え在宅支援を行うため薬
剤師として必要な考え方や知識を学ぶことができた。薬
局薬剤師の立場で在宅医療、介護で患者さんやご家族に
寄り添って活動していきたい。
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報告Ⅰ�
広島佐伯薬剤師会　宗　文彦

　令和 4年 1月30日、広島県薬剤師会館 2階ふたばホー
ルにおいて表記の講習会が開催され、今回はオンライン
での参加ではなく、現地で参加してきましたので、ご報
告します。
　広島県薬剤師会　野村祐仁専務理事の司会のもと、豊
見雅文会長の開会挨拶後、国立研究開発法人　国立精
神・神経医療研究センター病院　薬物依存センター長　
松本俊彦先生により演題「ダメ。ゼッタイ。」で終わら
ない薬物乱用防止教室のあり方の講演が行われました。
　まず冒頭では、10代の生きづらさへの過剰適応のため
市販薬の乱用が増え、このコロナ禍で加速している。私
たち薬局の店頭で販売されている一般用医薬品の中でも
ブロンやパブロンゴールド等に含まれる 2大成分、メチ
ルエフェドリン（覚醒剤取締法）とコデイン（麻薬向精
神薬取締法）の乱用また、カフェイン（エスタロンモカ
等）やエナジードリンクによるカフェイン中毒の例等挙
げられました。特に鎮咳去痰剤のブロン錠には 2成分ジ
ヒドロコデイン、パブロンゴールドAには、この 2成分
に加えてアセトアミノフェンが含有されており、多量摂
取による肝毒性、腎毒性で重篤なケースに至る例も多発
しているようです。
　また、ブロン等は購入制限がありますが、パブロン
ゴールドは購入制限がなく 1錠当たりのメチルエフェド
リン、コデイン量も多いことから、若い世代の乱用が増
えているようです。最も危険な薬物こそ野放しにされて
いる例として、 1位アルコール、 2位ヘロイン、 3位コ
カイン等が挙げられていますが、ストロング系のアル
コール飲料等コンビニで簡単に購入でき、それこそカ
フェイン含有のエナジードリンクも併せて販売されてい
ます。
　若者が薬物に手を出す理由として　
　 1．仲間として認められたい　
　 2．勉強や部活、あるいは容姿で人から認められたい
　 3．�誰にも言えない、うつ、不安、緊張を密かに解決

したい　
　 4．一部にゆっくり死にたい、人間やめたい

という人もいます。
　依存と依存症は違う、依存症とは「安心して人に依存
できない」病気、また10代の 1割に「切る」自傷の経験
があるというショッキングなデータも示されました。体
の痛みが「鎮痛効果」をもたらす～「切る」とホッとし
たりスーとする～ある種のベータエンドルフィンが出て
心の痛みを緩和させるのではないか？
　ただ自傷は切っているのは皮膚だけではなく、皮膚を
切る瞬間につらい出来事、感情の記憶も切り離されてな
かったことにしています。
　自傷の鎮痛効果は慣れが生じやすくエスカレートしや
すいのが問題点
　アディクションは長期的には自殺の危険因子となりま
すが、短期的には自殺の保護因子となる。自傷経験者の
薬物乱用防止講演の感想は「自分を傷つけるだけで人を
傷つけるわけじゃないのだから薬を使いたい人は勝手に
使えばいいと思う」という驚くべき回答があったようで
す。薬物乱用防止教育の全面的な見直しが必要「ダメ。
ゼッタイ。」はダメ！「SOS教育の出し方教育」と矛盾、
ハイリスクな子どもが傷つき、精神科治療の子どもも傷
つく、Addictionの対義語は？Connection（つながり）
であると締めくくられました。
　私達が学校薬剤師として今まで行ってきた薬物乱用防
止教室を見直し改めていく必要があると感じさせる講習
会でした。

報告Ⅱ�
尾道薬剤師会　田頭　明日香

　来春から、初めて学校薬剤師をさせていただくことに
なりました。学校薬剤師の仕事は多岐にわたりますが、
一番最初に思い浮かぶのはやはり薬物乱用防止教育。と
いうことで、是非今後の活動の参考にさせていただきた
いと思い、やる気満々で今回の研修会に参加しました。
大変貴重な講義内容で、記憶に残る研修会でした。合
法・非合法に関係なく、薬物乱用件数が増えている今こ
そ、私たち薬剤師が行う薬物乱用防止教育が変わる時な
のかもしれません。

令和3年度 広島県学校薬剤師会及び 
広島県薬剤師会薬事衛生指導員講習会

開催日：令和4年1月30日（日）
場　所：広島県薬剤師会館
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■カフェインは侮れない
　2013年頃、カフェイン入り飲料が日本に入ってきまし
た。お洒落なパッケージにネーミング、コンビニで手軽
に買え、つい手に取ってしまう。そのような学生が今も
多くいます。しかし、カフェインは摂りすぎると中毒を
起こし、不整脈によって静かに急に亡くなるという事実
を、どれだけの学生が知っているでしょうか。カフェイ
ンで紛らわした疲れや眠気は、後になって必ず自分に
返ってくる。消えたわけではないということ。物質で気
分を変えることの功罪を私たち薬剤師が指導する必要が
あると学びました。

■差別や偏見を助長する薬物乱用防止教育？
　今まで私たちが受けてきた薬物乱用防止教育では、「一
度やったら戻れない」「人間やめますか？」など、強烈
な負のインパクトを持つフレーズがよく使われていまし
た。とても怖く、いけないことだと感じた記憶がありま
す。覚せい剤や麻薬という言葉を聞くと今でも嫌な気分
になるのは、幼いころからの薬物乱用防止教育の効果な
のかなと思うところもあります。
　ですが、もし家族や身内に依存症治療中の人がいる子
どもがこれらの言葉を聞いた場合、どう感じるでしょう
か。また、昨今持病の治療で薬を服用している子ども達
も少なくはありません。毎日薬を飲まなくてはいけない
子が、自分は薬物依存症なの？そう勘違いしてしまうこ
ともあるかもしれません。今まで考えもしなかったこと
でしたが、薬物乱用防止のための指導文句が差別や偏見、
不安を助長する一因になっているかもしれないと感じた
とき、とても恐ろしくなってしまいました。
　さらに、一部に「人間やめたい」「ゆっくり死にたい」

と考えている人が存在するという事実があります。今ま
でのように安易に強烈なフレーズを使用していると、少
数の死にたいという願望をもつ子の背中を押してしまう
ことになりかねません。負の側面を強調した指導が本当
に正しいのか、考えさせられました。必要なのは脅しで
はなく、正しい知識なのではないでしょうか。

■依存症とは、安心して人に依存できない病気
　昔と比べ、DVやネグレクト、両親の離婚や家庭のア
ルコール問題など、様々な家庭環境、境遇の子ども達が
増えてきています。このような幼少期のトラウマ体験と
薬物問題の重症度には関連性があり、幼少期に苦労して
いる子ほど、薬物問題の重症度が高い傾向にあるそうで
す。そのような人は恥の感情（自分は人に助けを求める
に値しない存在だという感情）を持っていたり、基本信
頼の障害（人は裏切るが、薬は裏切らないという考え）
を持つ傾向にあり、安心して人に依存できないため、人
ではない薬物などに依存してしまう傾向にあるそうです。

■依存症の支援で重要なのは孤立させないこと
　依存症支援で重要なことは、対象者を孤立させない地
域社会と治療・支援体制の構築です。今までの「やっつ
けろ」「逃げろ」という忌避・排除を強調した指導では
なく、「声をかけ、信頼できる大人につなげよう」とい
う援助希求促進と孤立回避の指導に変化していく必要が
あります。専門病院のリストや家族が相談できる社会資
源があることを指導の際に伝えるのがよいと感じました。

第106回薬剤師国家試験問題（令和3年2月20日〜 2月21日実施）

正答は60ページ



県薬より

各地域・職域薬剤師会への発簡

12月16日 「広島県薬剤師会」からの意見・質問・要望
等について

12月16日 応需薬局の年末年始休業表について（通知）

12月23日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.181」の提供について（通知）

1 月 5 日 令和4年度保険薬局部会負担金について（依
頼）

1 月 7 日 広島県職員採用試験（衛生（薬学））の公募
開始について

1 月11日 令和3年度DEM事業の実施について（依頼）

1 月11日 母子健康手帳の任意記載事項様式について
（通知）

1 月12日 休日・夜間診療、小児救急等に係る補助につ
いて（通知）

1 月14日 地域・職域会長協議会の開催について（通
知）

1 月17日 令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議
論の整理（現時点の骨子）及びパブリックコ
メントの募集について（通知）

1 月21日 自宅療養者に対するオンライン診療センター
からの処方箋対応について

1 月24日 日薬共済部員（新規加入）の募集について
（通知）

1 月24日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.182」の提供について（通知）

2 月 1 日 薬剤師会認定基準薬局の令和4年度第1次認
定について（依頼）

2 月 1 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）

2 月 1 日 認定基準薬局制度基準薬局の更新確認につい
て（お願い）

11月25日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 3年11月25日（木）午後 7時〜 8時30分
場　所：広島県薬剤師会館　 2階　在宅医療研修室／Zoom
議事要旨作成責任者：二川　勝
出席者：�豊見会長、青野・谷川各副会長、野村専務理事、　

井上・竹本・中川・二川・宮本・柚木・吉田各常務
理事

オンライン出席者：豊見・松尾各副会長、秋本・荒川・小林・
松村各常務理事

欠席者：有村常務理事

会長挨拶：皆さんもご存じのように、最近広島県全体や中国
地方全体で新型コロナウイルス感染症の新規感染者が 0人と
の日がありましたが、このような状況がいつまで続くのかは
はっきりしません。しかし第 6波は必ず来るのだろうと思い
ます。というのは、諸外国を見ると、ファイザーでもワクチ
ン接種後 6か月程度経過すると予防効果がかなり下がってい
るとのことで、ブレイクスルー感染がかなり出てきているよ
うです。 4月頃にワクチン接種を受けた我々医療従事者の感
染予防効果もかなり下がっていると推察されます。第 6波を
いかに小さく抑えるかは 3回目のワクチン接種にかかってい
るのは間違いないところだろうと思います。もうすぐ皆さん
のところにも接種券が届くと思いますので、早く打てるよう
に、また、集団接種の薬剤師への協力要請もあると思います
ので、そちらもご協力いただくようよろしくお願いします。
　今日の議題にもコロナ関係が複数でていますが、引き続き

注意をしながら活動していきたいと思います。それでは本日
もよろしくお願いします。

1 ．審議事項
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（資料 1）

（豊見会長）
　新型コロナウイルス抗原検査キットの薬局での陳
列・広告が可能になったことについて会員宛に発信
したことに関して、認可をとっていない安価なもの、
精度に不安のあるものもあること、認可をとってい
るものでも使用のタイミングや使用方法によっては
偽陽性が出てしまうこともある等、販売に関しては
難しい部分（販売はするが、体調不良の際はキット
ではなく医療機関での検査を推奨する等）もあるだ
ろうと注意喚起された。
　谷川副会長より、広島市の検査センターが医療従
事者の抗体検査を 1万 4 千人程度行っていること、
先行して 2 千 4 百人の検査をし、陽性率は100％で
ワクチンを打っている人は抗体があることが確認さ
れたと報告された。全体の結果が出た後、性別や年
齢を併せて解析すること、また、これによって 3回
目のワクチンを打たなくてもよいということではな
く、ワクチンに一定の効果があることが実証された
と説明された。

（ 2）薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療
薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について（資
料 2）（豊見会長）
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　今回手上げした薬局は257件であったが、この薬
局に経口治療薬が配布されるというわけではない、
国が購入し配布するということになるだろうが、県
内どこでもすぐに処方できるように手配するのをど
のようにやっていくか未定な部分も多いと説明され
た。
　また、締切を過ぎての申込みも多々あり、事務局
で対応に困ったという経緯があったため、今後、締
切のある通知に対しては締切を守るよう協力を依頼
された。

（ 3）薬剤師による予防接種研修プログラムについて（資
料 3）（豊見会長）
　できるだけ早く準備をし、できれば年内に研修を
開きたいと会長より要望があった。豊見副会長より、
常務理事会で詳細を詰めるのは難しいと提言があり、
竹本常務理事、吉田常務理事、荒川常務理事（病院
薬剤師会として）を担当者とすることが決定した。
また、県薬HPに掲載することで非会員にも通知し、
会員と非会員で参加費に 5千円程度の差をつけるこ
とが確認された。

（ 4）患者さんからのクレームと提案　メトホルミンのク
ラス I回収について（豊見会長）
　メトホルミンを内服している患者さんより、「自
分が飲んでいる薬が回収の対象になったが、薬局か
ら何の連絡もなく、薬剤師は何をしているのか」と
のクレーム電話があったが、適切な回答ができない
事例があったと報告された。松尾副会長より、医療
機関にある製品については該当ロットについて念の
ため回収するものの、既に患者さんの手元にある製
品の回収までは行わないと製造販売元より通知され
たためではないかと説明された（自主回収が発表に
なった時点（（2021年 4 月））の流通状況から、直近
の処方の多くは回収対象ロット（（2019年 8 月まで
に出荷されたもの））ではなかった可能性が高いと
いう状況だったため）。また、今後同様のお問い合
わせ、クレームがあった際は広島大学病院が行った
案内文に沿って回答することが確認された。

（ 5）中国新聞朝刊掲載広告について（資料 4）（谷川副
会長）
掲載日：11月28日（日）
多数決により、D案を掲載することに決定した。

（ 6）広島県地域保健対策協議会　糖尿病対策専門委員会
への委員の推薦について（資料 5）（野村専務理事）
現　在：吉田　亜賀子　常務理事
任　期：委嘱の日〜令和 5年 3月31日
（年間 3日程度委員会開催予定）
引き続き吉田常務理事を推薦することを承認した。

（ 7）福山市薬剤師会研修会の講師派遣について（資料 6）
（野村専務理事）
開催日時： 1月26日（水）19：00〜20：45
会　　場：まなびの館　ローズ・コム
研修会名：福山市薬剤師会研修会
演　　題：2022年報酬改定について（90分）
（神谷先生のお話　19：00〜19：15）
青野副会長に講師を依頼することに決定した。

（ 8）後援、助成及び協力依頼等について（野村専務理事）
ア．第58回広島県学校保健研究協議大会の後援について

（資料 7）
日　　時：令和 4年 1月27日（木）13：30〜16：30

開催方法：�集合型及びオンライン型（Zoomを利用）
併用

　　　　　�（集合型研修開催場所　広島県民文化セ
ンター　多目的ホール）

主　　催：広島県教育委員会　広島県学校保健会
（平成29・30年　後援）（承諾済）
後援について承認した。

2 ．報告事項
（ 1）10月28日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（別紙 3）
ウ．会員異動報告（別紙 4）

（ 3）委員会等報告
（豊見会長）

11/15　クオール㈱来会　［広島県薬剤師会館］
　クオール（株）より、江田島でドローンを使った
薬の配送の実証実験を行うと通知されたと報告され
た。

（谷川副会長）
11/16　中国新聞アド打合せ［広島県薬剤師会館］
11/17　倫理審査委員会・研修会［広島県薬剤師会

館］
　手順書を作り直す必要があったため、委員で協議
し、次回常務理事会（12月 8 日）で新しい手順書を
提案すると報告された。
11/20　令和 3年度第 3回認知症対応力向上研修（広

島市）［広島県薬剤師会館］
（薬事情報センター）　参加者　42名

11/22　倫理審査（迅速）委員会［広島県薬剤師会
館］

（中川常務理事）
11/13　「傾聴スキルの基本」の研修会　［広島県薬

剤師会館］　参加者　159名
　今年度の研修シラバス検討委員会の研修会はこれ
にて終了となり、来年度は 4月から 2か月に 1回の
研修を行っていくことが報告された。

（吉田常務理事）
11/22　復職支援研修会［広島県薬剤師会館］

参加者 8名（うちオンライン 3名）
（ 4）関連団体報告

（豊見会長）
11/11　第62回広島県公衆衛生大会〜健やかな暮ら

しをつくる人々の集い〜
［神楽門前湯治村］

11/11　社会保険診療報酬支払基金広島支部　令和
3年11月支部運営委員会

［社会保険診療報酬支払基金広島支部］
11/14　第74回広島医学会総会［広島県医師会館］
11/22　広島県健康福祉局薬務課来会（第 6 波に向

けた保健・医療提供体制の確保について）
［広島県薬剤師会館］（資料10）

11/23　四師会県民フォーラム　事前撮影［広島県
看護協会］

11/24　令和 3 年度第 1 回広島県後期高齢者医療広
域連合運営審議会
［ホテルメルパルク広島］

　これから後期高齢者のうち20数％の人が医療費 2
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割負担の対象となる等、後期高齢者の保険料等を検
討していると報告された。

（青野副会長）
11/24　第64回中国・四国地区調整機構会議（臨時

支部会）［オンライン］
（豊見副会長）

11/19　令和 3 年度第 5 回 HMネット運営会議［広
島県医師会館］（資料 9）

　呉市からの要望に対応すること、マイナンバー
カードをHMネットカードの代わりに利用できな
いか検討していること、デロイトトーマツがプレゼ
ンを行ったこと、来期の予算について、令和 3年度
医療介護総合確保基金を利用しての IE サポート終
了によるシステム改修や三次地区医師会臨床検査セ
ンターをモデルとしたシステム構築を行うことが報
告された。また、五日市記念病院より看護サマリの
開示を補助の対象としてほしいとの要望に対し、病
院と診療所の連携について予算を使用し進んでいる
状況であること、その他にもサイバーセキュリティ
についての研修会の要望があり、今後開催されるか
もしれないと報告された。

（豊見日薬常務理事）
11/16　常務理事会［東京　日薬］（資料14）
　厚労省の「成育医療分野における薬物療法等に係
る連携体制構築推進事業」を踏まえて、日薬からも
各都道府県に補助金を出し事業の報告を集めること
となり、広島県がその対象となっていることが報告
された。
11/18　第 4回医療扶助に関する検討会［WEB］
11/20　第19回かながわ薬剤師学術大会講演［神奈

川県薬剤師会］
11/24　常務理事会［東京　日薬］
11/25　WPPF年次総会［WEB］

FIP ウェビナー「抗菌薬スチュワードシッ
プを通じたAMR対策」［WEB］

（野村専務理事）
11/12　四師会協議会医療・介護の人材育成・確保

対策WG　研修カリキュラム検討部会に係
る打合せ会［広島県薬剤師会館］

　「栄養管理」をテーマに薬剤師会としても15分程
度の講演をすることについて、（株）ホロンによる
実際の在宅での活動についての資料の協力があった
こと、これから講師の検討をしていくことが報告さ
れた。

（荒川常務理事）
11/18　令和 3 年度第 3 回広島県循環器病対策推進

協議会［Zoom］
　来年度以降の体制として、広島県設置の循環器病
対策推進協議会の下部組織として地対協の中に脳卒
中医療体制検討特別委員会、心血管疾患医療体制検
討特別委員会を設置することが報告された。

（中川常務理事）
11/18　令和 3 年度地域依存症対策研修事業支援者

スキルアップ研修［オンライン研修］
　アルコールや違法薬物に加え、最近では使用して
も犯罪とはならない薬や、薬の過剰摂取の依存症の
人が増加している等の内容であったと報告された。

（柚木常務理事）
11/17　健康経営の実証試験検討会事前説明［広島

県薬剤師会館］
11/22　第 2 回データを活用した働き盛り世代の生

活習慣改善策に係る検討会（資料11）
　令和 4年 3 〜 4月、 7 〜 8月実施の薬剤師による
サポートについて、少なくとも 4 〜 5名の薬剤師の
協力について要請された。

（指導）
11/11� 中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の新規個別指導［合同庁舎］
（中川常務理事）

11/17　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導［合同庁舎］
（秋本・竹本各常務理事）

　秋本常務理事より、「エナラプリル2.5mg 1 錠を
朝と夜に分割して処方しているケースで、自家製剤
加算を算定すること」についての是非を問われた。
そもそもの 1日当たりの容量が少ないこと、本来は
1日 1 回で保険適用外の使用方法であるのが問題で
はないかとされた。青野副会長より薬剤師会として
は容量用法について医師へ疑義照会をしていればそ
れ以上どうしようもないこと、技術料についても
行った以上、加算して当然であると考えると回答さ
れた。
11/25　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の新規個別指導［合同庁舎］
（吉田・柚木各常務理事）

（その他）
（中嶋都義氏）

11/11　広島大学薬学部実務実習事前学習指導［広
島大学］

（長坂晃治氏）
11/19　広島大学薬学部実務実習事前学習指導［広

島大学］
（森広理事）

11/21　在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理
研修⑦・⑧）［広島県薬剤師会館］
参加者　12名

3 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村専務理事）

12月 8 日（水）�午後 7時〜
（議事要旨作成責任者【予定】松村　智子）
12月23日（木）�午後 7時〜
1月20日（木）�午後 7時〜
2月 2日（水）�午後 7時〜
2月17日（木）�午後 7時〜

（ 2）会営二葉の里薬局の収支状況及び処方箋応需状況報
告について（資料 8）（野村専務理事）
　10月に入り処方箋の枚数は減っているが、年内は
不測の事態に備え 2名体制を維持すると報告された。
また年末年始の開局については、出務可能の薬剤師
が少なく困っていること、特に元日、 2日は遠方の
薬剤師が担当となっており、無理を言ってお願いし
ていることから、交通費についても支給するという
ことが報告された。

（ 3）令和 3年度依存症対策支援者スキルアップ研修の開
催について（資料12）（野村専務理事）
日　　時：令和 4年 1月 7日（金）13：30〜16：00
開催方法：オンライン講演（Zoom）
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主　　催：広島県立総合精神保健福祉センター
（ 4）広島がん高精度放射線治療センター（HIPRAC）

オープンカンファレンス（前立腺がん）のWeb開
催について（資料13）（野村専務理事）
日　　時：令和 4年 3月18日（金）19：00〜20：30
開催方法：Web開催

（ 5）その他
・豊見会長、松尾副会長、荒川常務理事より、くす
りと糖尿病学会の学会長に JA尾道総合病院の薬剤
部長である堀川先生が立候補されており、学会長に
就任された際には、2024年度のくすりと糖尿病学会

の大会に広島県薬剤師会と広島県病院薬剤師会に協
力を仰ぎたいとの連絡があったと報告があった。
・豊見会長よりマイナンバーカードと保険証を紐づ
けすることにより、ポイントが付与されるという国
の施策のポイント申請方法・付与方法について質問
があったが、豊見副会長より11月の段階ではまだ未
定であると回答された。
・ 1月 6 日の薬事関係者新年互例会の参加費につい
て、例年は千円を徴収していたが、他団体の例等も
参考にして、徴収しないこととなった。

12月8日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 3年12月 8 日（水）午後 7時〜午後 9時10分
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作成責任者�：松村　智子
出席者：�豊見会長、青野・谷川・豊見各副会長、野村専務理

事、秋本・井上・竹本・中川・柚木・吉田各常務理
事

オンライン出席者：�松尾副会長、有村・荒川・二川・松村・
宮本各常務理事

欠席者：小林常務理事

会長挨拶
　コロナに関係する事項は、審議事項に入っておりますので
後で行います。
　報道はされていませんが、今流通がパンク状態です。それ
ぞれ薬局によって事情が違うので、単純には発言できない辛
い状況ですが、薬が手に入らないという状況は概ね一緒だろ
うと思います。いろんなものが表面化してきて、処方変更と
いうかメーカーの変更やミリ数の変更をせざるを得ないとい
う状況が始まっていると思います。
　後発品率に関しては出荷制限されている品目を分母・分子
をから削除することが認められましたが、後発品率に貢献を
していた大きいパーセントを占める薬自体が分母分子から抜
けるわけですから、除くとかえって高くなるという風なこと
も起こります。後発品率がたとえ上がっても例えば来年の 3
月までは今までの加算を変更しなくていいというような特例
にしていただきたい。我々にはどうしようもないことで、努
力してもかなわないという事で患者さんに迷惑をかけてし
まっている状況です。これを機に作るのをやめるとか在庫限
りというのもあるようです。この状況がいつまで続くかわか
りません。現実に処方変更、物自体を変更することも起こっ
てくると思います。処方元に話さなければいけないことも出
てくると思います。最悪の事態が起こることのないよう、頑
張ってください。
　よろしくお願いします。

1 ．令和 3 年度第 3 回在宅医療推進委員会（資料 1）（薬務
課：代理　秋本常務理事）
　研修Ⅱを開催する予定で、グループワーキングの内容を現
在検討中である。メンター委員会では、ケアマネと薬剤師の
合同研修の内容で、今年度は福山・尾道・廿日市の 3地域で
研修会を開催の予定で、開催にあたっては、各地域ごとに開
催していただくので、県薬だけではなく各地域の薬剤師会に
も協力をいただけるように、一緒に研修会を作っていくこと

を考えていると報告された。

2 ．審議事項
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（資料 2）

（豊見会長）
8日間連続で 0人と報告された。

（ 2）令和 4年度事業計画（案）及び収支予算（案）の編
成スケジュールについて（資料 3－ 1・ 2）
（野村専務理事・谷川副会長）
【日程】
・地域・職域会長協議会
　 2月19日（土）15：00〜　於　広島県薬剤師会館
・理事会
　 2月19日（土）16：30〜　於　広島県薬剤師会館
・第60回広島県薬剤師会臨時総会
　�3 月27日（日）13：00〜（予定）　於　広島県薬
剤師会館

それぞれ事業で必要があれば計画や予算の見直しを
次回の常務理事会までに行っていただき事務局へ連
絡するようというスケジュールが提案され承認した。

（ 3）倫理審査委員会標準業務手順書等の改訂について
（資料 4－ 1・ 2・ 3・ 4）（谷川副会長）
改定日・施行日共に12月 8 日とすることとした。

（ 4）中国新聞朝刊掲載広告について（資料11）（谷川副
会長）
掲載日： 1月 4日（火）
次回案を出すので、何かご意見があれば事務局にお
願いしたいとのことだった。

（ 5）データを活用した働き盛り世代の生活習慣改善策に
係る実証試験における薬剤師サポート
検討会委員への推薦について（資料 5）（柚木常務
理事）
任　　　期：委嘱の日〜令和 6年 3月31日
推薦委員数： 3〜 5名
回 答 締 切：12月 9 日（木）
（ 4半期に 1〜 3回程度検討会開催予定）
荒川・竹本・柚木・吉田各常務理事、前田大典氏
（ウォンツ）を推薦することとした。

（ 6）広島県医療推進協議会（仮称）の設立及び決議の採
択について（資料 6）（豊見会長）
了承された。

（ 7）令和 3年度第 2回中国・四国ブロックエイズ治療拠
点病院等連絡協議会への出席について（資料 7）（谷
川副会長）
日　　時： 1月28日（金）14：00〜16：50
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場　　所：�ザ　グランドパレス（原則オンラインで
の参加）

回答締切：12月20日（月）
希望者は事務局に連絡することとした。

（ 8）新型コロナウイルス感染症医療用抗原検査キットの
薬局販売及び薬局等を活用した都道府県の無料検査
事業への対応に係る全国担当者会議（仮称）の出席
者について（資料 8）（野村専務理事）
日　　時：12月17日（金）15：00〜17：00
開催方法：Web開催（Zoom）
出 席 者：�都道府県薬剤師会担当役員、事業に係る

事務を担当される職員の方
中野理事にお願いすることとした。

（ 9）令和 3年度薬剤師の資質向上に向けた研修に係る調
査・検討事業（ICT を活用した業務等に係る薬剤
師の資質向上）試行的なオンライン研修の開催につ
いて（資料 9）（豊見副会長）
日　時： 1月22日（土）12：00〜17：00（予定）
会　場：�Zoom（ウェビナー）によるWeb配信（予

定）
対　象：�都道府県薬剤師会 ICT担当役員／生涯学

習担当役員（各都道府県 3名まで）
主　催：公益社団法人　日本薬剤師会
青野副会長・中川常務理事とした。

（10）「薬剤師のための予防接種研修プログラム」研修の
開催について（資料10）（吉田常務理事）
会員は無料とし、非会員は3,000円とした。今週中
に FAXとweb サイトに掲載し、非会員は募集日
をずらすこととした。

（11）広島県「ワクチン・検査パッケージ」説明会（会員
向け）等について（資料18）（豊見副会長）
日　時：12月 9 日（木）19：00〜
会　場：Zoom（ウェビナー）
　説明会以降の動きについても併せて報告された。
検査キットの購入方法については、25個入り以外に
も 5個入りも選択肢に加えたうえで、事務局からの
購入以外にも事業として認められるよう交渉中。地
域薬剤師会によっては 1個単位で供給できる仕組み
を整えるよう準備しているところもあるとのこと。
明日、薬局向けの説明会を実施し、募集が開始され
る。その後、12月17日20時より事業事務局により参
加薬局向けに事業の説明会が開催される予定と報告
された。

（12）令和 3年度薬事情報センター実務担当者等研修会へ
の担当役員の出席について（資料16）（松尾副会長）
日　時：令和 4年 3月16日（水）13：00〜16：35
場　所：Web研修会（Zoom）
出席者：①�薬事情報センター実務担当者（主に薬事

情報センター職員）
　　　　　　　　②�ポリファーマシー対策担当役員、医薬品

適正使用に関する担当役員　等
　　　　　　　　※�今回の研修会ではポリファーマシー対策

に重点を置いた内容となっておりますの
で、関係する方のご参加をお願いいたし
ます。

締　切：令和 4年 1月末日（月）
希望者があれば事務局に連絡してもらうこととした。

（13）後援、助成及び協力依頼等について（野村専務理事）
ア．令和 3年度「広島県合同輸血療法研修会」の共催に

ついて（資料17）
日　時： 2月 5日（土）15：00〜17：00
方　法：Zoomウェビナーによるオンライン開催
（毎年共催）
共催について承諾された。

3 ．報告事項
（ 1）11月10日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）委員会等報告

（豊見副会長）
12/ 3 　広島県「ワクチン・検査パッケージ」地域

薬剤師会担当者説明会［Zoom］
参加者48名

（谷川副会長）
11/26　財務担当者会議　［広島県薬剤師会館］
12/ 7 　中国新聞アド打合せ［広島県薬剤師会館］

（松尾副会長）
11/30　薬事情報センター委員会［広島県薬剤師会

館］（薬事情報センター）
（秋本常務理事）

11/29　在宅支援薬剤師専門研修会ワーキンググルー
プ［広島県薬剤師会館］

12/ 3 　在宅医療推進に向けた研修会合同WG（退
院時カンファレンス等メンター制度検討委
員会）［広島県薬剤師会館・Zoom］

（中川常務理事）
12/ 2 　オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に

関する研修会打合会［広島県薬剤師会館］
　今回はDVDを使用。ただし、今回は産科の先生
の講演がないので、質問事項があった際には医師に
メール等でお願いをして答えていただくということ
になった。前回同様今回も母と子のまきクリニック
の兵頭先生にお会いし、経緯と質問があった場合の
答えをお願いしようと思っている。資料は前回と同
様のテキストファイルを作成する。開会挨拶を会長
に、閉会挨拶を青野副会長にお願することになって
いる。日程は 2月13日（日）13時〜16時30分ハイブ
リッド形式（会場定員50名）で開催。受講料は前回
と同じとするが、転勤等で変更になった場合でも申
込者に参加してもらう。また、会員が非会員になっ
た場合は不足分の受講料をいただくことに決まった
と報告された。

（ 3）関連団体報告
（豊見会長）

11/28　岩本研先生旭日双光章受章祝賀会［ホテル
グランヴィア和歌山］

12/ 3 　第 2 回広島県医療審議会保健医療計画部会
［Zoom］

（豊見副会長）
11/29　広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染

症対策担当来会［広島県薬剤師会館］
（豊見日薬常務理事）

11/24　常務理事会［東京　日薬］（資料12）
11/29　生涯学習委員会 PS 検討ワーキンググルー

プ［WEB］
11/30　常務理事会［東京　日薬］（資料13）
12/ 1 　令和 3 年度「全国医療機能情報提供制度及

び薬局機能情報提供制度に係る調査研究」
検討委員会［WEB］
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　広島県の薬局機能情報がウェブサイトで見れるよ
うになっている。これを全国統一したものを作ろう
という話が進んでおり、医療機関の病床やコロナ対
応等G-MIS というシステムに入れてもらっている
が、薬局も今後G-MIS�に入力し、薬局情報提供制
度で地域住民が見るという流れになって行くという
議論を進めていると報告された。
12/ 7 　第 6回理事会［東京　日薬］

（谷川副会長）
12/ 3 　令和 3 年度広島県エイズ対策推進会議

［WEB開催］
　HIVの検査が非常に今少なくなっているという
ことで、いきなりエイズ発症したというケースが上
がっているというのは前々から言われていたが、や
はりその傾向にある。一方で同じように検査をして
いるはずなのに、梅毒の陽性は減っておらず、増え
ているとのこと。そこの差がどうしてなんだろうと
いうような話も出た。委員会のメンバーとして、今、
NPO法人りょうちゃんずだけで、 1 団体が退会さ
れたので、来年 4 月 1 日からは、大阪HIV薬害訴
訟原告団の理事の人を加えて、広島県では実際に生
の声をずっと聴いていくというような体制をとって
いくと報告された。

（松尾副会長）
11/29　地対協（医薬品の適正使用検討委員会）

WG［広島県薬剤師会館］
　お薬相談シートを運用しているが、現状の使用状
況と来年度の計画を協議した。この相談シートがう
まく使われていない原因分析を今年行って、来年再
度運用を検討するということで進めている。毎年行
われている講演会は、昨年コロナで中止になったの
で、昨年予定されていた山口県下関の昭和病院薬剤
部長川崎先生へポリファーマシーに関する特別講演
をお願いし、 3月に開催する予定で進めていると報
告された。

（荒川常務理事）
11/28　社会福祉法人広島修道院児童アフターケア

ひかりセミナー
［児童アフターケアひかり］

　90分程薬物乱用防止とお薬の適正使用について、
20名ほどの中高生に対して実験等をかなりいっぱい
入れて話をしてきた。来年はもっと、大きな会場で、
高校生等を相手にまた講演をお願いしたいとのこと
で、依頼があるだろうと報告された。

（野村専務理事）
11/29　令和 3 年度第 1 回広島県アレルギー疾患医

療連絡協議会［県庁］（資料19）
　研修会の日程が 2月10日広大広仁会館で19時から
開催する予定である。コロナの状況によってはハイ
ブリッドになるかも分からないとのこと。アレル
ギー関連で、持ちまわって開催する予定になってお
り、昨年度が呼吸器科と眼科で今回が耳鼻科、来年
は皮膚科。また、ホームページを、新しくリニュー
アルして行く形になる予定だと報告された。

（野村専務理事、有村常務理事）
12/ 6 　令和 3 年度県民が安心して暮らせるための

四師会協議会　医療・介護の人材育成・確
保対策WG第 3回研修カリキュラム検討部
会［Zoom］（資料20）

　今回栄養管理で進めており、次回は講師を交え、
講演内容について詰めていくというような作業にな
る。
　また、有村常務理事より、この会議ではテーマの
方向性について話し合いが行われたが、こういうと
ころが知りたいということを集めて、それに答える
という形式（Q＆A）もいいのではないかという
話があった。もしこの栄養管理というテーマの中で、
在宅でこういったことが知りたいという事があれば
教えて頂ければと思いますので、よろしくお願いい
たしますと報告された。

（竹本常務理事）
11/26　広島県病院薬剤師会�地域医療連携支援検討

委員会研修会
［広島県薬剤師会館／Zoom］

12/ 3 　日本薬剤師会令和 3 年度都道府県薬剤師会
アンチ・ドーピング活動担当者等研修会
［Web研修会］

　JADAの方から2022年禁止表国際基準の変更点等
の説明、そして三重の国体はどのような準備を進め
てきたかというような話があった。また、東京オリ
ンピックパラリンピックの薬剤師業務についてのお
話を聞かせていただいたと報告された。

（中川常務理事）
12/ 3 　NPO法人アレルギーを考える母の会主催

オンライン研修会小児アレルギー疾患の「保
健指導」を充実させるために【第 1回】［オ
ンライン］

　国立成育医療研究センターアレルギーセンターの
福家辰樹先生のお話でした。対象保健指導を充実さ
せるためにということ、難しい内容ではなく分かり
やすく、最新の知識を教えていただいたと報告され
た。

（二川常務理事）
10/29　令和 3 年度第 1 回ひろしま食育・健康づく

り実行委員会［広島県医師会館］（資料14）
　フードフェスティバルが今年も中止になったため、
80万円くらい予算を組んでいたが、補正が入り、毎
年県薬では15万円の分担金を収めているが、今年は
その 4割の 6万円ということで決定していると報告
された。

（串田災害対策委員長）
11/29　日本薬剤師会災害対策委員会［日薬　東京］

（資料15）
（指導）

12/ 2 　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の新規個別指導［福山］
（井上常務理事、石本理事）

12/ 8 　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導［合同庁舎］
（青野副会長、有村常務理事）

　井上常務理事より、 1件返戻の対象（ビラノアの
食後処方に対し疑義照会をし、食前に変更になった
ので、重複投薬相互作用等防止加算を加算）につい
て、結果的には算定できないということになったと
報告があった。

4 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村専務理事）
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12月23日（木）�午後 7時〜
（議事要旨作成責任者【予定】宮本　一彦）
1月20日（木）午後 7時〜
2月 2日（水）午後 7時〜
2月17日（木）午後 7時〜
3月 2日（水）午後 7時〜

（ 2）広島県緩和ケア推進会議委員の就任について（野村
専務理事）
青　野　拓　郎　　副会長　（継続）

（ 3）令和 4年薬事関係者新年互礼会開催時間の変更につ
いて（出欠確認回覧）（野村専務理事）
日　時：令和 4年 1月 6日（木）午後 5時～
場　所：ホテルグランヴィア広島　悠久の間

（ 4）広島がん高精度放射線治療センター（HIPRAC）

オープンカンファレンス（脳腫瘍）のWeb開催に
ついて（資料21）（野村専務理事）
日　　時：令和 4年 5月 9日（月）19：00〜20：30
場　　所：広島県医師会館　 2階　201会議室
開催方法：ハイブリッド開催

（ 5）2021年度慶應義塾大学薬学部がんプロフェッショナ
ル研修会　市民公開講座「生活の質を保ちつつ、抗
がん剤治療を受けるには？／快適ながん治療をめざ
して」WEB開催について（資料22）（野村専務理
事）
配信期間：�令和 4年 1月16日（日）13：30〜 1 月23

日（日）〜23：59
○�竹本常務理事より、災害が起こった時のために薬局の鍵を
持ちたいと提案があったが事務局と相談することとした。

12月23日定例常務理事会議事要旨

日　時：�令和 3年12月23日（木）午後 7時00分〜午後 8時50
分

場　所：広島県薬剤師会館　 2 F在宅医療研修室
議事要旨作成責任者：柚木りさ
出席者：�豊見会長、青野・谷川・豊見各副会長、野村専務理

事、秋本・井上・竹本・中川・柚木・吉田各常務理
事

オンライン出席者：�荒川・有村・小林・二川・松村各常務理
事

欠席者：松尾副会長、宮本常務理事

会長挨拶：皆さんどうもご苦労様でございます。非常に不穏
な空気の中でやるようになりました。新年会も計画はしてい
るのですが、あと 2週間の間に大変なことになってしまう可
能性がゼロではない、という気もしております。また、新年
にかけて薬剤師はそろそろ 3回目接種をするようになると思
います。
今日も話題に出てくると思いますが、ワクチン検査パッケー
ジの資材が届きまして昨日から実際に薬局で受付をはじめて
いるわけですが、その様子もこの状況で行くと変わりそうな
ので、説明会をもう一度開くということにたった今決まりま
した。今日、明確なお話ができないのは、実は明日（24日）
県との打ち合わせをして、急遽、明々後日（日曜日）の晩に
説明会を開くという日程が先ほど決まりました。明日のお昼
の打ち合わせ後、新規の薬局も募集しますのでそれらも含め
て明日中にWeb開催の案内の一斉同報ということになりま
す。
日曜日には薬剤師による予防接種研修会も控えており、その
後、全薬局を対象としたこの研修会を行うということで、ド
タバタとした日程が続き、無事に正月が迎えられるかどうか
大変心配しております。
このまま、オミクロン変異体を避けながら進んでいきたいと
思っておりますので、よろしくお願いいたします。

1 ．審議事項
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（資料 1）

（豊見会長）
　ワクチン検査パッケージ対応薬局のとりまとめを
しっかりやっていきたいと考えている。日曜日の説
明会の広報をよろしくお願いしたい。

（ 2）「21世紀、県民の健康とくらしを考える広島県民
フォーラム」への出席について（資料 2）（野村専
務理事）
日　　時： 1月22日（土）
回答締切：12月24日（金）
　欠席で回答する。なお、松村常務理事はWebで
参加する。また、松村常務理事より、Web参加も
可能で会誌等で広報もするので参加希望の方は参加
していただきたいと説明があった。

（ 3）第27回日本災害医学会総会・学術集会の屋外展示
場「災害医療と防災ひろば」（仮称）へのモバイル
ファーマシーの展示参加等の協力について（資料 3）
（野村専務理事）
テーマ：�災害医療のパラダイムシフト　－攻める・

守る・育てる
会　期： 3月 3日（木）〜 5日（土）
会　場：広島国際会議場　ほか
　　　　�旧広島市民球場跡地にて仮称「災害医療と

防災ひろば」を展開
参加者：�災害医療・保健活動に係る医療関係者及び

消防・警察・海上保安庁・自衛隊等、大
学・研究機関・行政関係者ほか

（学術集会へは約2,000人が参加予定）
その他：�新型コロナウイルスの感染拡大状況によっ

て縮小・Web開催になる場合もあります。
　担当者等詳細については災害対策委員会に任せる
ことで、モバイルファーマシーの出展について承認
した。

（ 4）中国新聞朝刊掲載広告について（資料 4）（谷川副
会長）
掲載日： 1月 4日（火）
　資料 4の案について承認した。

（ 5）PECS のウェブ利用研修の実施機関登録について
（資料 5）（柚木常務理事）
　PECSの登録申請に当たり次の 3点の質問事項へ
の回答について協議。
〇�「受講者の不正を発見した際の対処方法を定めて
いるか否か」については、「対処方法は定めてい
る」と回答することで承認した。

〇�「受講者データを提出したことを受講者に通知す
る方法」については、「ホームページ等に、受講
者データを提出した研修会名等を掲載」と回答す
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ることで承認した。
〇�「ログ取得保存について」は、「できる」と回答
するとともに、「試験通信によるログ記録の概要」
については今後試験的にログ記録をとったものを
見繕って、提出することで承認した。

（ 6）日薬代議員中国ブロック協議会への質問について
（青野副会長）
日　時： 2月 5日（土）15：00〜
場　所：�ホテルグランヴィア岡山（岡山市北区駅元

町 1番 5）
締　切： 1月19日（水）
　青野副会長から各役員に対し、できるだけ提出す
るよう要請があった。。

（ 7）令和 3年度薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかか
りつけ機能強化事業（薬剤師生涯教育推進事業）へ
の協力と指導者研修会の受講者の推薦について（資
料 6）（野村専務理事）
【指導者研修会】
日　　時： 2月11日（金・祝）
開催方法：オンライン開催予定
推薦人数： 2名
　協力はするが、他の事業からの人材募集もあるた
め、推薦者 2名は次回まで保留することとした。

（ 8）令和 3年度日本薬剤師会研究推進に関する全国会議
への出席者について（資料 7）（野村専務理事）
日　　時： 1月28日（金）13：30〜16：30
開催方法：�Zoom ミーティングを利用したリアル

タイム配信
出 席 者：�都道府県薬剤師会　担当役員（ 1 名）、

倫理審査委員会の事務局を担う方（事務
職員等）（ 1名）

回答締切： 1月 7日（金）
（昨年：竹本・吉田各常務理事が出席）
　吉田常務理事と事務局からは高野が受講し、可能
な場合は竹本常務理事も受講することで承認した。

（ 9）トレーシングレポート事例集（地域医療連携検討委
員会）の作成・配布について（竹本常務理事）
　会誌と別刷りにして薬局に配布する（費用は検討
委員会が出す予定）ことで承認した。

（10）後援、助成及び協力依頼等について（野村専務理事）
ア．第31回広島県医療情報技師会研修会の後援について

（資料 8）
日　　時： 1月22日（土）　10：00〜16：00
場　　所：WEB開催
開催目的：医療情報システムについて理解する
対 象 者：�医療情報に関係する医療従事者及び IT

ベンダー
（毎回後援）

イ．「設立40周年記念事業　核戦争防止国際医師会議
（IPPNW）日本支部大会」の後援について（資料
9）
日　　時： 2月 6日（日）13：00〜15：45
場　　所：�広島県医師会館 1 階ホール　および　

WEBライブ配信（ハイブリッド形式）
（初めて）

ア、イとも後援することで承認した。
（11）令和 4年度の中四国薬学会について（豊見会長）

　令和 4年11月 5日、6日に開催されるこの学会に、
県薬から薬局、薬剤師関係のシンポジウム一つと、

特別講演一つを企画する必要があることが、会長か
ら予告された。

2 ．報告事項
（ 1）11月25日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（別紙 3）
ウ．会員異動報告（別紙 4）

（ 3）委員会等報告
（豊見会長）

12/10　広島県健康福祉局薬務課来会（第 6 波に向
けた保健・医療提供体制の確保について）

　経口治療薬の提供（オンライン服薬指導、治療薬
の提供、夜の提供体制等）について協力薬局を募っ
ている。明日（12月24日）薬事承認が出るモルヌピ
ラビルについては薬価が付かず国からの配布となる。
登録薬局が申込をすればそこに送られてくる。医師
が患者のリスク等を確認したうえで確認書を添付し、
処方箋と共に発行して、それに基づき薬局が対応す
るというスキームになっており、薬局はその処方箋
が出たときに対応できるように、また確認書の取り
扱いについて周知をしていかなければならない。
詳細は明日以降になる。
12/15　沢井製薬来局［豊見薬局］

（青野副会長）
12/21　沢井製薬来局［相田薬局］

（谷川副会長）
12/ 9 　福利厚生打合せ［広島県薬剤師会館］
12/15　抗HIV薬服薬指導研修会委員会［広島県薬

剤師会館］
12/16　広報委員会［広島県薬剤師会館］

（豊見副会長）
12/ 9 　広島県「ワクチン・検査パッケージ」説明

会［オンライン］　参加者：240名
12/17　広島県ワクチン・検査パッケージ等定着促

進事業　オンライン研修会［オンライン］
（資料16）　参加者：140名

　感染拡大の局面となっていることを受け、一般検
査事業にシフトしていくことになる模様。対象者は、
ワクチン接種の有無にかかわらず全てが対象者とな
り、年末年始の県外からの帰省者等について、現場
での取り扱いに注意が必要となる。検査方法、流れ
も変わってくると考えられる。
詳細は明日の打ち合わせで明らかになる。

（有村常務理事）
12/21　在宅支援薬剤師専門研修会ワーキンググルー

プ［広島県薬剤師会館］
（竹本常務理事）

12/11　第543回薬事情報センター定例研修会［広島
県薬剤師会館］（薬事情報センター）
参加者116名（うち56名　会場参加者、60名
オンライン参加者）

（柚木常務理事）
12/22　在宅医療推進に向けた研修会合同WG（尾

道地域）［オンライン］
（吉田常務理事）

12/13　復職支援研修会［広島県薬剤師会館］　
参加者： 6名（うちオンライン 2名）
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（衣笠事務局長）
12/23　令和 4 年薬事関係者新年互礼会打合せ［広

島県薬剤師会館］（資料10）
出席予定者71名　司会　玉田さん

（ 4）関連団体報告
（豊見会長）

12/ 9 　社会保険診療報酬支払基金広島支部　令和
3年12月支部運営委員会

［社会保険診療報酬支払基金広島支部］
12/17　日本薬剤師会新型コロナウイルス感染症医

療用抗原検査キットの薬局販売及び薬局等
を活用した都道府県の無料検査事業への対
応に係る全国担当者会議
［広島県薬剤師会館・オンライン］

（豊見副会長）
12/15　HMネット打合せ［Zoom］

（豊見日薬常務理事）
12/14　常務理事会［東京　日薬］（資料11）
　資格確認システムを使用して行う電子処方箋の利
用については、令和 4年度 1月（令和 5年 1月）開
始予定であるがHPKI カードの一斉発行は難しいの
で順次、発行しておくようにアナウンスする必要が
ある、と報告された。
12/17　第46回日本 FIP 連絡会議［WEB］

日本医療薬学会2021年度第 7 回地域薬学ケ
ア専門薬剤師認定委員会［WEB］
日本医療薬学会2021年度第 4 回地域薬学ケ
ア専門薬剤師研修小委員会［WEB］

12/21　常務理事会［東京　日薬］（資料17）
12/22　情報システム検討委員会［東京　日薬］
12/23　生涯学習委員会 PS 検討ワーキンググルー

プ［WEB］
（野村専務理事）

12/14　「子育て応援団すこやか2022」第 1回実行委
員会［広島テレビ放送］

今年度は中止であると報告された。来年度 5月頃で
現地開催を予定
12/22　広島県認知症地域支援体制推進会議［オン

ライン］
　アンケートについて介護関係、医療関係の方々だ
けでなく認知症関係についてかなりのウエイトを占
めている民生委員の方へも来年度は行うことが決定
した、と報告。

（有村常務理事）
12/13　広島県介護支援専門員協会　第6回　研修・

出版部会［Zoom］
12/20　令和 3 年度第 2 回『自立支援』多職種ネッ

トワーク推進会議［Zoom］
　「令和 3 年度地域ケア会議」のアンケートを基に
各界から見たこの会議へ参加する際の問題点、意見
が出され、話し合ったと報告。

（竹本常務理事）
12/21　令和 3 年度広島県学校保健及び学校安全表

彰候補者の表彰等選考専門委員会［オンラ
イン］

　尾道市麻生先生、広島市森川悦子先生を推薦し、
被表彰者に選ばれた。

（中川常務理事）
12/ 9 　NPO法人アレルギーを考える母の会主催

オンライン研修会小児アレルギー疾患の「保
健指導」を充実させるために【第 2回】［オ
ンライン］

（柚木常務理事）
12/15　日本薬剤師研修センター薬剤師研修協議会

連絡会［オンライン］
（衣笠事務局長）

12/20　令和 3 年度ひろしま健康づくり県民運動推
進会議　担当者・実行組織連携会議［広島
県健康福祉センター］

　コロナ禍の影響で外出自粛が続き、新しい生活様
式による健康被害が多く見受けられておりそれらの
対応が課題であることがあげられた。本会としては
ワクチン検査パッケージ等を利用して行動が少しで
も活発化するよう、県内180余の薬局が体制を整え
ているところであることを伝えたと報告。

（指導）
12/16　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の新規個別指導
（吉田常務理事）［合同庁舎］

12/16　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導
（竹本常務理事）［合同庁舎］

12/23　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の新規個別指導
（有村常務理事）［合同庁舎］

（その他）
12/18　多職種対象WEBセミナー［オンライン］

（薬事情報センター）
（水島薬事情報センター長）

3 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村専務理事）

1月20日（木）午後 7時〜
（議事要旨作成責任者【予定】宮本　一彦）
2月 2日（水）午後 7時〜
2月17日（木）午後 7時〜
3月 2日（水）午後 7時〜
3月17日（木）午後 7時〜

（ 2）会営二葉の里薬局の収支状況及び処方箋応需状況報
告について（資料12）（野村専務理事）

（ 3）第12回九州山口薬学会ファーマシューティカルケア
シンポジウムの事前登録受付開始について（資料
13）（野村専務理事）
●�事前参加登録期間：
　�12月 8 日（水）〜 1月24日（月）17時まで
　参加費　�病院薬剤師、開局薬剤師、大学関係、

その他：7,000円　薬学生：1,000円
●直前・当日参加登録期間：
　 1月25日（火）〜 2月 6日（日）17時まで
　　参加費　�病院薬剤師、開局薬剤師、大学関係、

その他：8,000円　薬学生：1,000円
●会期後参加登録期間：
　 2月 7日（月）〜 3月 7日（月）正午まで
　　参加費　�病院薬剤師、開局薬剤師、大学関係、

その他：8,000円　薬学生：1,000円
（ 4）第58回広島県学校保健研究協議大会への参加につい

て（資料14）（豊見会長）
日　　時：令和 4年 1月27日（木）13：30〜16：30
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場　　所：広島県民文化センター　多目的ホール
開催方式：�集合型及びオンライン型（Zoom利用）

併用
申込方法：�https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

ques/questionnaire.php?openid=1855
申込期限：令和 4年 1月 7日（金）
対　　象：学校薬剤師等

（ 5）令和 3年度日本薬剤師会学校薬剤師部会くすり教育
研修会への参加について（資料15）（豊見会長）
日　　時：令和 4年 2月 6日（日）13：30〜16：30
開催方式：Web開催
受 講 料：学校薬剤師　3,000円（税込）

申込方法：日本薬剤師会ホームページ
https://www.nichiyaku.or.jp/
⇒ 学術大会・研修会⇒ 研修会⇒ 日薬
主催研修会
⇒ 令和 3 年度くすり教育研修会にて、
令和 3年12月下旬より受付予定

締　　切：令和 4年 1月26日（水）（予定）
（申し込みされた方は、事務局までご連絡ください。）

（ 6）広島県認知症地域支援体制推進会議の委員推薦につ
いて（野村専務理事）
野村祐仁　専務理事　（継続）
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県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

12月21日 火

･ 沢井製薬来会� （相田薬局）
･令和3年度広島県学校保健及び学校
安全表彰候補者の表彰等選考専門委
員会� （オンライン）

･在宅支援薬剤師専門研修会ワーキン
ググループ

22日 水

･ 広島県認知症地域支援体制推進会議
� （オンライン）

･ 在宅医療推進に向けた研修会合同
WG（尾道地域）� （オンライン）

23日 木

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の新規個別指導

� （合同庁舎）
･令和 4 年薬事関係者新年互礼会打合
せ

･東和薬品来会（広島営業所係長　多
谷本様）

･常務理事会

24日 金

･ 第159回中国地方社会保険医療協議会
広島部会� （中国四国厚生局）

･データを活用した働き盛り世代の生
活習慣改善策に係る実証試験におけ
る薬剤師サポート検討会（第 1 回）
� （県庁）

･薬局における検査の対象者拡大に関
する打ち合せ� （オンライン）

26日 日「薬剤師による予防接種研修プログラ
ム』研修会（Ⅰ．講義）

27日 月 ･ 在宅支援薬剤師専門研修会委員会
･会計チェック

28日 火

･ 在宅医療推進に向けた研修会合同
WG（福山地域）� （オンライン）

･成育医療事業担当者打ち合わせ会
� （オンライン）

1月6日 木令和4年薬事関係者新年互礼会
� （ホテルグランヴィア広島）

7日 金 在宅医療推進に向けた研修会合同WG
（廿日市地域）� （オンライン）

11日 火
･ 広島県健康福祉局薬務課来会（新型
コロナウイルス医療提供整備）

･医療保険委員会（保険薬局部会）

日　　　付 行　事　内　容

12日 水

･ 日本薬剤師会第 4回都道府県会長協
議会� （東京・日薬）

･中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導

� （合同庁舎）

13日 木
･ 日本薬剤師会総会議事運営委員会
� （東京・日薬）
･令和 ３ 年度第 ６回ＨＭネット運営会議

14日 金

･ 中国四国厚生局指導監査課来局
� （相田薬局）
･ 広島県在宅支援薬剤師専門研修会
ワーキンググループ（寸劇録画）

15日 土 第544回薬事情報センター定例研修会

16日 日令和3年度圏域地対協研修会（完全オ
ンライン）� （広島県医師会館）

17日 月
･ 宿泊療養施設への調剤対応検討会
� （オンライン）
･会員委員会

18日 火

･「薬剤師のための予防接種研修プログ
ラム」研修打合せ�（広島県看護協会）

･データを活用した働き盛り世代の生
活習慣改善策に係る実証試験におけ
る薬剤師サポート検討会（第2回）

� （県庁）

19日 水

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導

� （合同庁舎）
･広島県オンライン診療センターへの
出務・対応について� （オンライン）

20日 木

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の新規個別指導

� （合同庁舎）
･常務理事会
･第4回在宅医療推進委員会
･令和3年度広島県障害者自立支援協
議会　第1回医療的ケア児等支援部
会

� （オンライン）

21日 金

･【日本薬学会中国四国支部】2021年度
第3回支部役員会� （オンライン）

･地対協　第1回糖尿病対策専門委員
会� （オンライン）
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日　　　付 行　事　内　容

22日 土

･ 第３1回広島県医療情報技師会研修会
� （オンライン）

･日本薬剤師会令和3年度薬剤師の資
質向上に向けた研修に係る調査・検
討事業（ICTを活用した業務等に係る
薬剤師の資質向上）試行的なオンラ
イン研修� （オンライン）

･ 21世紀、県民の健康とくらしを考え
る広島県民フォーラム�（オンライン）

･広島県病院薬剤師会　地域医療連携
支援検討委員会研修会�（オンライン）

23日 日広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ

24日 月広島県在宅支援薬剤師専門研修会ワー
キンググループ

25日 火

･ 広島県健康福祉局薬務課来会（オン
ライン診療センターにおける薬剤処
方に関する調剤・配送体制の強化に
ついて）

･選挙管理委員会� （オンライン）

26日 水第６5回中国・四国地区調整機構会議（臨
時支部会）� （オンライン）

27日 木

･ 四師会協議会医療・介護の人材育成・
確保対策ＷＧ　研修カリキュラム検
討部会に係る打合せ会�（オンライン）

･財務担当者会議

28日 金

･ 令和3年度　日本薬剤師会　研究推
進に関する全国会議� （オンライン）

･令和3年度健康ひろしま21推進協議
会� （オンライン）

30日 日
令和3年度広島県学校薬剤師研修会及
び広島県薬剤師会薬事衛生指導員講習
会

2月2日 水

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導

� （合同庁舎）
･常務理事会
･第５回在宅医療推進委員会
･ 在宅医療推進に向けた研修会合同
WG（尾道地域）� （オンライン）

3日 木会計チェック（共益・薬局）

4日 金

･ 第25回広島県環境審議会総会
� （オンライン）
･四師会協議会　医療・介護人材の育
成・確保対策WG　第3回在宅ノウ
ハウ連携研修　講師打合せ

� （オンライン）

日　　　付 行　事　内　容

5日 土

･ リワークセンター大手町「精神科薬っ
てなんだろう？」研修会

� （リワークセンター大手町訓練室）
･日薬代議員中国ブロック協議会
� （ホテルグランヴィア岡山）
･令和3年度広島県合同輸血療法研修
会� （オンライン）

6日 日

･ 広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ
･令和3年度日本薬剤師会学校薬剤師
部会くすり教育研修会�（オンライン）

･令和3年度日本病院薬剤師会医療情
報システム講習会� （オンライン）

･設立40周年記念事業　核戦争防止国
際医師会議（IPPNW）日本支部大会

� （広島県医師会館）

8日 火令和4年度広島県薬事関係予算等説明
会

10日 木

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の新規個別指導

� （合同庁舎）
･広報委員会（会誌3月号巻頭特集対談）
･財務担当者会議

11日 金

･「薬剤師による予防接種研修プログラ
ム』研修会（Ⅱ．実技研修）

･ 日本薬剤師会　令和3年度薬局ビ
ジョン実現に向けた薬剤師のかかり
つけ機能強化事業　次世代薬剤師指
導者研修会� （オンライン）

13日 日オンライン診療に係る緊急避妊薬の調
剤に関する研修会� （オンライン）

14日 月日本スポーツ振興センター広島支部来
会

16日 水
広島県介護支援専門員協会　令和3年
度居宅介護支援事業所等における管理
者研修（実践編）� （オンライン）

17日 木

･ 令和3年度在宅医療の人材（訪問看
護師）確保のための推進事業に係る
検討委員会（第2回）� （オンライン）

･常務理事会

18日 金在宅医療推進に向けた研修会合同WG
（廿日市地域）� （オンライン）

19日 土

･ 地域・職域会長協議会
･理事会
･福山大学薬学部卒後教育研修会
� （福山大学未来創造館）
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行事予定（令和 4年 3月〜 5月）

3 月 2 日（水） 常務理事会

3 月 3 日（木） 令和 3 年度日本薬剤師会学校薬剤師部会全国担当者会議（オンライン）

3 月 3 日（木）
第27回日本災害医学会総会・学術集会（広島国際会議場、旧広島市民球場跡地）

3 月 5 日（土）

3 月 4 日（金） 令和 3 年度第 2 回 てんかん治療医療連携協議会（広島大学病院）

　　〃 在宅医療推進に向けた研修会（廿日市・オンライン）

3 月 5 日（土） 日本薬剤師会第99回臨時総会（ホテルイースト21東京）

3 月 6 日（日） 抗HIV薬服薬指導研修会

　　〃 認定実務実習指導薬剤師養成講習会（新規・更新）（広島県病院薬剤師会主催）（福山大学社会
連携推進センター）

3 月10日（木） 選挙管理委員会（オンライン）

3 月12日（土） 2021年度学校薬剤師中国ブロック連絡会議（島根県薬剤師会館・オンライン）

　　〃 第545回薬事情報センター定例研修会

3 月13日（日） 在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理研修⑪⑫）

3 月15日（火） 令和 3 年度広島県がん対策推進委員会（オンライン）

3 月16日（水） 令和 3 年度薬事情報センター実務担当者等研修会（オンライン）

3 月17日（木） 常務理事会

3 月18日（金） 在宅医療推進に向けた研修会（尾道・オンライン）

3 月20日（日） 広島県作業療法士主催研修会（オンライン）

3 月23日（水） 令和 3 年度広島県結核予防推進会議（オンライン）

3 月24日（木） 令和 3 年度広島県障害者自立支援協議会 第 2 回医療的ケア児等支援部会（オンライン）

3 月26日（土） 在宅医療推進に向けた研修会（福山）

3 月27日（日） 第60回広島県薬剤師会臨時総会

3 月28日（月） 復職支援研修会

4 月 2 日（土） 薬局実務実習受入に関する中国・四国地区ブロック会議

　　〃 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及び運営委員会合同会議

4 月 6 日（水） 常務理事会

4 月16日（土） シラバス研修会（不妊治療とそれに伴う処方）（仮）

4 月18日（月） 復職支援研修説明会オリエンテーション

4 月21日（木） 常務理事会

5 月12日（木） 監査会
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	 令和 4 年 1 月25日

公益社団法人広島県薬剤師会会長　様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課 長
	 （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

麻薬事故への対策について（通知）

　このことについて、県内麻薬業務所における事故対策の参考とするため、令和 2年に届出のあった麻薬事故に関す
る事例集を作成し、次のとおり広島県ホームページに掲載しました。
　ついては、貴会員への周知をお願いします。

【ホームページアドレス】
　https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/sub-mayaku/mayakuzikozirei.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　麻薬グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3221（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　平本）

	 事　務　連　絡
	 令和 4年 1月31日
公益社団法人広島県薬剤師会 様
広島県医薬品卸協同組合 様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課
	 （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

抗原簡易キットの販売先について（その 5）

　このことについて、令和 4年 1月27日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局総務課から別紙のとおり事務連絡があり
ました。
　ついては、貴会（組合）員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　長谷川）
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別　紙

	 事　務　連　絡
	 令和 4年 1月27日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）　御中

	 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

抗原簡易キットの販売先について（その 5）

　「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」（令和 4年 1月 5日付け（令和 4年 1
月14日一部改正）厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。以下「 1月 5日事務連絡」という。）
において、感染拡大時の濃厚接触者の取扱い等が示され、本日、「B.1.1.529系統（オミクロン株）の感染が確認され
た患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」（令和 3年11月30日付け（令和 4年 1 月27日
一部改正）厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。以下「11月30日事務連絡」という。）にお
いて抗原定性検査キットの購入等に関するQ＆Aが示されたところです。
　今般、薬局が事業者等に対して検査に必要な抗原簡易キットを販売することについて、下記のとおり整理しました
ので、御了知の上、貴管内関係業者等に周知方よろしく御配慮願います。

記

　薬局に対して、 1月 5日事務連絡の別添「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」を提出し
た事業者等への医療用抗原定性検査キットの販売については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律（昭和35年法律第145号）第36条の 3第 2項に規定する「正当な理由」に該当するものとして取り扱っ
て差し支えないこと。
　なお、 1月 5日事務連絡又は11月30日事務連絡が改正された場合には、改正後の事務連絡に基づき、適宜読み替え
て対応すること。

行政だより　参考サイト一覧
タイトル 別紙 URL

01 麻薬事故への対策について ― https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/
sub-mayaku/mayakuzikozirei.html

02 抗原簡易キットの販売先について
（その 5）

令和 4年 1月27日付け事務連絡	
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 ―
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事 務 連 絡

令和 ４年 ２月

公益社団法人

広島県薬剤師会 御中

独立行政法人日本スポーツ振興センター

学校安全部長 岡田 正巳

書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について（お知らせ）

日ごろから、独立行政法人日本スポーツ振興センターの業務について、御理解と御

協力をいただきありがとうございます。

このたび、規制改革実施計画（令和２年７月１７日閣議決定）に基づき国等が行政

手続における押印等の見直しを進めていることを踏まえ、独立行政法人日本スポーツ

振興センター業務方法書（以下「業務方法書」という。）をはじめ、各種規程等につい

て所要の改正を行い、令和４年４月１日以後の災害共済給付に係る文書については、

書面の提出及び押印を原則不要※とすることとしましたのでお知らせします。

なお、改正を予定している様式は、別紙のとおりです。

詳細については、ホームページ（ で御確認お

願い申し上げます（令和４年３月掲載予定） 。

今後とも、災害共済給付制度について、御理解と御協力のほどよろしくお願い申し

上げます。

※ オンライン請求システムによる申請ができない場合は、引き続き書類の提出が必要です。

【連絡先】

学校安全部広島支所給付課

電話：０８２－５１１－２９５６

０８２－５１１－２９５７
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事 務 連 絡

令和 ４年 ２月

公益社団法人

広島県薬剤師会 御中

独立行政法人日本スポーツ振興センター

学校安全部長 岡田 正巳

書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について（お知らせ）

日ごろから、独立行政法人日本スポーツ振興センターの業務について、御理解と御

協力をいただきありがとうございます。

このたび、規制改革実施計画（令和２年７月１７日閣議決定）に基づき国等が行政

手続における押印等の見直しを進めていることを踏まえ、独立行政法人日本スポーツ

振興センター業務方法書（以下「業務方法書」という。）をはじめ、各種規程等につい

て所要の改正を行い、令和４年４月１日以後の災害共済給付に係る文書については、

書面の提出及び押印を原則不要※とすることとしましたのでお知らせします。

なお、改正を予定している様式は、別紙のとおりです。

詳細については、ホームページ（ で御確認お

願い申し上げます（令和４年３月掲載予定） 。

今後とも、災害共済給付制度について、御理解と御協力のほどよろしくお願い申し

上げます。

※ オンライン請求システムによる申請ができない場合は、引き続き書類の提出が必要です。

【連絡先】

学校安全部広島支所給付課

電話：０８２－５１１－２９５６

０８２－５１１－２９５７

別 紙

（改正予定の様式）

様式名 根拠規定 書面提出 押印

災害共済給付契約申込書 業務方法書 別記様式第１ 必要 廃止

災害共済給付契約に免責の特約を付す

ることの申込書

業務方法書 別記様式第３ 必要 廃止

災害共済給付契約に免責の特約を付し

たことの通知書

業務方法書 別記様式第４ 不要（ ※１か

ら送付）

廃止

災害共済給付契約名簿更新書 「災害共済給付契約名簿更新書」

の様式について

不要※２ 廃止

共済掛金支払明細書／

共済掛金控除額明細書

業務方法書 別記様式第５ その１ 不要※２ －

共済掛金支払明細書 業務方法書 別記様式第５ その２ 不要※２ －

医療費支払請求書 業務方法書 別記様式第７ 不要※２ 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（１） 必要 廃止

医療等の状況（入院分） 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（２）（ア） 必要 廃止

医療等の状況（入院外分） 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（２）（イ） 必要 廃止

医療等の状況（歯科分） 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（２）（ウ） 必要 廃止

医療等の状況（柔道整復師用） 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（３） 必要 廃止

医療等の状況（はり師・きゅう師用） 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（４） 必要 廃止

訪問看護明細書 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（５） 必要 廃止

治療用装具・生血明細書 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（６） 必要 廃止

調剤報酬明細書 業務方法書 別記様式第７ 別紙３（７） 必要 廃止

障害見舞金支払請求書 業務方法書 別記様式第８ 不要※２ 廃止

障害診断書 業務方法書 別記様式第８ 別紙２ 必要 廃止

死亡見舞金支払請求書 業務方法書 別記様式第９ 不要※２ 廃止

様式名 根拠規定 書面提出 押印

給付金支払通知書 業務方法書 別記様式第１３ 不要（ ※１か

ら送付）

廃止

損害賠償災害報告書 業務方法書 別記様式第１４ 必要 廃止

事件調査報告書 災害共済給付の基準に関する規程 別記様式第１ 必要 廃止

脳損傷又はせき髄損傷による障害の状

態に関する意見書

障害等級認定の基準に関する規程 別記様式第１ 必要 廃止

非器質性精神障害の障害の状態に関す

る意見書

障害等級認定の基準に関する規程 別記様式第２ 必要 廃止

災害実地調査 調査記録書 災害共済給付請求に係る実地調査

要綱

別記様式 必要 廃止

供花料支払請求書 供花料の支給基準について 別記様式 不要※２ 廃止

歯牙欠損診断書 歯牙欠損見舞金の支給基準につい

て

別記様式第３ 必要 廃止

へき地通院費支払請求書 へき地学校の児童生徒に対する通

院費の支給基準について

別記様式 必要 廃止

高額療養状況の届 高額療養費に係る医療費の支給限

度額等の取扱いについて

必要 廃止

※１ ＪＳＣとは、独立行政法人日本スポーツ振興センターをいいます。

※２ オンライン請求システムを使用しない場合は、書面の提出が必要です。



40 2022 Vol.47 No.2 広島県薬剤師会誌

（2）　改正された法令等

【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】【災害共済給付のお知らせ】

（1）　書面提出及び押印の原則不要について

　ＪＳＣでは、令和3年2月16日付けで独立行政法人日本スポーツ振興センター公印規程（平成
15年10月1日平成15年度規程第9号）を改正し、同年2月17日以後にＪＳＣから発出する文書
については公印の押印を原則廃止し、法令に定めのある場合のほか、真に必要な場合に限ることと
していました。
　このたび、規制改革実施計画（令和2年7月17日閣議決定）に基づき国等が行政手続における書
面主義、押印原則、対面主義の見直しを進めていることを踏まえ、令和４年４月１日以後の災害共
済給付に係る文書については、書面の提出及び押印を原則不要とすることとしました。

　今回の書面・押印の見直しに当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書（以下
「業務方法書」という。）の所要の改正を行いました。（令和４年４月１日付け施行（予定））
　また、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程をはじめ、
災害共済給付に関わる規程等について所要の改正を行いました。
　書面・押印の見直しをした様式は以下のとおりです。（下表の様式のほか、災害共済給付に係る
文書については、災害共済給付契約書を除き、原則、押印は不要となります。）

書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について

1．支払請求書等の書面提出を不要としたことに伴い、書類発送時は、設置者及び学校名
等を確認できるように提出してくださるよう御協力お願いします。（4月上旬に学校
安全Web「様式ダウンロード」に送付用鏡文の参考様式を掲載予定です。）

2．オンライン請求システムから出力される各様式には「印」の文字が残りますが、押印は
不要となりますので、ご留意くださるようお願いします。

書類発送時のお願い　

※オンライン請求システムを使用しない場合は、書面の提出が必要です。

様式名 規定 書面提出 押印

災害共済給付契約申込書 業務方法書 別記様式第１ 必要 廃止

災害共済給付契約に免責の特約を
付することの申込書 業務方法書 別記様式第３ 必要 廃止

災害共済給付契約に免責の特約を
付したことの通知書 業務方法書 別記様式第４ 不要（JSC

から送付） 廃止

災害共済給付契約名簿更新書 「災害共済給付契約名簿更新書」
の様式について 不要※ 廃止

共済掛金支払明細書/
共済掛金控除額明細書 業務方法書 別記様式第５　その１ 不要※ -

共済掛金支払明細書 業務方法書 別記様式第５　その2 不要※ -

医療費支払請求書 業務方法書 別記様式第７ 不要※ 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（１） 必要 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（2）（ア）必要 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（2）（イ）必要 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（2）（ウ）必要 廃止

様式名 規定 書面提出 押印

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（3） 必要 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（4） 必要 廃止

訪問看護明細書 業務方法書 別記様式第７　別紙３（５） 必要 廃止

治療用装具・生血明細書 業務方法書 別記様式第７　別紙３（６） 必要 廃止

調剤報酬明細書 業務方法書 別記様式第７　別紙３（７） 必要 廃止

障害見舞金支払請求書 業務方法書 別記様式第８ 不要※ 廃止

障害診断書 業務方法書 別記様式第８　別紙２ 必要 廃止

死亡見舞金支払請求書 業務方法書 別記様式第９ 不要※ 廃止

給付金支払通知書 業務方法書 別記様式第13 不要（JSC
から送付） 廃止

損害賠償災害報告書 業務方法書 別記様式第14 必要 廃止

事件調査報告書 災害共済給付の基準に関する
規程 別記様式第１ 必要 廃止

脳損傷又はせき髄損傷による障害の
状態に関する意見書

障害等級認定の基準に関する
規程 別記様式第１ 必要 廃止

非器質性精神障害の障害の状態に
関する意見書

障害等級認定の基準に関する
規程 別記様式第２ 必要 廃止

災害実地調査　調査記録書 災害共済給付請求に係る実地
調査要綱 別記様式 必要 廃止

供花料支払請求書 供花料の支給基準について 別記様式 不要※ 廃止

歯牙欠損診断書 歯牙欠損見舞金の支給基準に
ついて 別記様式第３ 必要 廃止

へき地通院費支払請求書 へき地学校の児童生徒に対する
通院費の支給基準について 別記様式 必要 廃止

高額療養状況の届 高額療養費に係る医療費の支給
限度額等の取扱いについて 必要 廃止
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（2）　改正された法令等

【災害共済給付のお知らせ】

（1）　書面提出及び押印の原則不要について

　ＪＳＣでは、令和3年2月16日付けで独立行政法人日本スポーツ振興センター公印規程（平成
15年10月1日平成15年度規程第9号）を改正し、同年2月17日以後にＪＳＣから発出する文書
については公印の押印を原則廃止し、法令に定めのある場合のほか、真に必要な場合に限ることと
していました。
　このたび、規制改革実施計画（令和2年7月17日閣議決定）に基づき国等が行政手続における書
面主義、押印原則、対面主義の見直しを進めていることを踏まえ、令和４年４月１日以後の災害共
済給付に係る文書については、書面の提出及び押印を原則不要とすることとしました。

　今回の書面・押印の見直しに当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書（以下
「業務方法書」という。）の所要の改正を行いました。（令和４年４月１日付け施行（予定））
　また、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程をはじめ、
災害共済給付に関わる規程等について所要の改正を行いました。
　書面・押印の見直しをした様式は以下のとおりです。（下表の様式のほか、災害共済給付に係る
文書については、災害共済給付契約書を除き、原則、押印は不要となります。）

書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について書面・押印の見直しに伴う業務方法書等の改正について

1．支払請求書等の書面提出を不要としたことに伴い、書類発送時は、設置者及び学校名
等を確認できるように提出してくださるよう御協力お願いします。（4月上旬に学校
安全Web「様式ダウンロード」に送付用鏡文の参考様式を掲載予定です。）

2．オンライン請求システムから出力される各様式には「印」の文字が残りますが、押印は
不要となりますので、ご留意くださるようお願いします。

書類発送時のお願い　

※オンライン請求システムを使用しない場合は、書面の提出が必要です。

様式名 規定 書面提出 押印

災害共済給付契約申込書 業務方法書 別記様式第１ 必要 廃止

災害共済給付契約に免責の特約を
付することの申込書 業務方法書 別記様式第３ 必要 廃止

災害共済給付契約に免責の特約を
付したことの通知書 業務方法書 別記様式第４ 不要（JSC

から送付） 廃止

災害共済給付契約名簿更新書 「災害共済給付契約名簿更新書」
の様式について 不要※ 廃止

共済掛金支払明細書/
共済掛金控除額明細書 業務方法書 別記様式第５　その１ 不要※ -

共済掛金支払明細書 業務方法書 別記様式第５　その2 不要※ -

医療費支払請求書 業務方法書 別記様式第７ 不要※ 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（１） 必要 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（2）（ア）必要 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（2）（イ）必要 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（2）（ウ）必要 廃止

様式名 規定 書面提出 押印

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（3） 必要 廃止

医療等の状況 業務方法書 別記様式第７　別紙３（4） 必要 廃止

訪問看護明細書 業務方法書 別記様式第７　別紙３（５） 必要 廃止

治療用装具・生血明細書 業務方法書 別記様式第７　別紙３（６） 必要 廃止

調剤報酬明細書 業務方法書 別記様式第７　別紙３（７） 必要 廃止

障害見舞金支払請求書 業務方法書 別記様式第８ 不要※ 廃止

障害診断書 業務方法書 別記様式第８　別紙２ 必要 廃止

死亡見舞金支払請求書 業務方法書 別記様式第９ 不要※ 廃止

給付金支払通知書 業務方法書 別記様式第13 不要（JSC
から送付） 廃止

損害賠償災害報告書 業務方法書 別記様式第14 必要 廃止

事件調査報告書 災害共済給付の基準に関する
規程 別記様式第１ 必要 廃止

脳損傷又はせき髄損傷による障害の
状態に関する意見書

障害等級認定の基準に関する
規程 別記様式第１ 必要 廃止

非器質性精神障害の障害の状態に
関する意見書

障害等級認定の基準に関する
規程 別記様式第２ 必要 廃止

災害実地調査　調査記録書 災害共済給付請求に係る実地
調査要綱 別記様式 必要 廃止

供花料支払請求書 供花料の支給基準について 別記様式 不要※ 廃止

歯牙欠損診断書 歯牙欠損見舞金の支給基準に
ついて 別記様式第３ 必要 廃止

へき地通院費支払請求書 へき地学校の児童生徒に対する
通院費の支給基準について 別記様式 必要 廃止

高額療養状況の届 高額療養費に係る医療費の支給
限度額等の取扱いについて 必要 廃止
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　この明細書の用紙は、日本産業規格Ａ４縦型とすること。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この明細書は、医療保険各法に基づく被扶養者、被保険者又は組合員として保険薬局から調剤を受
けた場合に使用すること。
　※印は、記入しないこと。

円

　　

日

（注）

　　　　　　　　氏　名

※ 決 定



　次回の勉強会は未定とさせていただいております。
　勉強会の詳細は FAXまたはメールにてご確認くださ
い。

　広島県青年薬剤師会では、今後も「あっ、これ気にな
る！」と思っていただけるような勉強会やイベントを企
画します。青薬入会の有無や年齢は問わずどなたでも参
加していただけますが、青薬会員になると勉強会費は
500円！正会員（40歳未満の会員）のみではなく、準会
員（40歳以上の会員）も500円となりますので断然お得
に参加できます！会員募集は随時していますので、興味
のある方はお気軽にホームページや Facebook 分室等
からお問い合わせください！

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

会長　石本　新

　新型コロナウイルスの急速な感染拡大に
伴い、まん延防止等重点措置の適用で外食
もできず外出することもままならない状態

が続いております。
　広島県青年薬剤師会でもWeb会議を行ったり、感染
対策に努めておりますが、結局何も活動ができないまま、
もどかしい時間を過ごしております。
　またいつか交流会ができるようにと期待して昔の懐か
しい写真を載せておきます！笑

【運営スタッフ募集】
運営・企画に興味がある方

ぜひ一緒に盛り上げていきませんか？
薬剤師の経験年数や勤務先など
まったく関係ありません！

実際、１年目の新人薬剤師の方も
スタッフとして一緒に頑張っています！

〈募集要項〉
○正会員（40歳未満の会員）
○病院薬剤師、薬局薬剤師問わず

まずは、▶︎info@hiroseiyaku.org まで
ご連絡ください。

第106回薬剤師国家試験問題（令和3年2月20日〜 2月21日実施）

正答は60ページ
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　コロナ第 6波が予想以上の勢いで感染拡大していった
さなかの 1月22日土曜日に、感染対策を十分に注意しな
がら予定通りすずめ勉強会を行いました。ふたばホール
に10人という非常に閑散とした状況でしたが、講師の先
生方との勉強会は学校の授業のように質問は勝手に随時
受付という和気あいあいとした会となりました。
　今回は「薬局・訪問看護の連携、在宅における簡易懸
濁法の指導、褥瘡管理」をエイトケア管理者　向井拓馬
様、悠々タウン江波管理者　上前完治様より講義してい
ただきました。
　在宅では医師とケアマネジャーには報告書を提出する
ので連絡先もわかるのですが、なかなか訪問看護師さん
との情報交換が取れていないことも多いのではないで
しょうか。薬が変更になっても検査値がわからないと
か、服用後の変化は次の訪問時しかわからないなどタイ
ムリーな情報が受け取れていないこともままあるかと。
フォローアップしようにも独居の方では確認しづらさに
悩まされます。そんな時訪問看護師さんに気軽に聞ける
関係性はとても助かります。いろんな情報を持っておら
れるので調剤の方法も相談しながら変更することもあり
ます。この連携の大切さは身をもって痛切に感じていま
す。この度も向井様への「在宅における簡易懸濁法や褥
瘡治癒過程での薬剤選択について教えてください」のお
願いにも快諾とともに忙しい中資料を作成して頂き、上
前様にも懸濁ボトルなど準備して実演して頂きました。
シリンジは劣化しやすく洗浄も大変だが、懸濁ボトルは
そのままチューブに注入し、洗いやすいので煩雑さがな
くなると便利なポイントを享受できました。
　仕事上でも感染対策に大変な時期に、優しく丁寧に対
応して頂いたことに心より感謝いたします。本当にあり
がとうございました。
　今回 Skype を使って現地参加できない方にもお伝え
しようと試みたのですが、なんせ機械（IT）に弱いた
め失敗。楽観視していた私のミスなのですが、講師の先
生方並びに聴講された会員さんに大変ご迷惑をお掛けし
ました。勉強し直してきます。ごめんなさい。

広島県女性薬剤師会

理事　安井　友子

　さて今後の予定ですが、 4月23日　手話講習会、 6月
25日　すずめ勉強会　以前より計画していた（株）ツム
ラ　上田様による「不安神経症」についてを計画中です。

　この研修会は感染状況を鑑みながら実施していく予定
です。最近の経口糖尿病治療薬の種類も増え、また効能
効果も新たに追加され、どのように薬剤を選択されてい
るのか教えて頂きたいと楽しみにしています。ただ、多
くの方に参加して頂きたいのですが、人数制限も厳しく
しなければならないことを残念に思います。早くコロナ
が収束していくよう願うばかりです。

第50回研修会
日時：令和 4 年 3 月 5 日（土）19時より
場所：広島県薬剤師会館 2 階　ふたばホール
演題：「糖尿病治療 update 2022」
講師：広島赤十字・原爆病院
　　　内分泌・代謝内科部長　亀井　望 先生
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　新型コロナウイルス感染者の激増により、
令和 4年 1月・ 2月の月例会を中止してい
ます。1月は「胃腸疾患と漢方」をテーマ

に新年シンポジウムを開催する予定でした。参加を予定
されていた先生方には大変ご迷惑をお掛けして申し訳ご
ざいません。感染がある程度収束して会場での開催が再
開できるようになりましたら、改めてシンポジウムを開
催したいと思います。昨年は 4月に月例会を再開、その
後は感染者数の少なかった 7月・10月・11月・12月に月
例会を開催しました。今年もできる限り早い再開を期待
しています。ただ当面の間は、三密を避けるため広島漢
方研究会会員及び共催である日本生薬学会会員のみにて
開催したいと思います。

　12月月例会では、 1 時限目に木原敦司先生（観薬堂　
漢方医学研究所）が「五臓と感情　易経を学ぶ」と題し
て講義されました。東洋医学では五臓と感情は密接な関
わりがあり、肝＝怒、心＝喜、脾＝思、肺＝憂、腎＝
恐、すなわち感情の乱れが五臓に影響することを解説さ
れました。また、中国の周の時代に完成した「易経（え

広島漢方研究会

今後の月例会について

理事長　鉄村　努

ききょう）」についても紹介、易経には人生におけるあ
らゆる場面が表現されており「漢方相談に生かせるので
は」とお話されました。 2時限目は山崎正寿先生（漢方
京口門診療所）が、「何が故にかくの如き—漢方処方の
ポイント」と題して講義されました。漢方治療の診断方
法について、「方証相対」「弁証施治」「日本漢方」での
病気・病因の捉え方と処方選択の違いを解説されました。
また、治験例として60歳代女性の左顎下痛に加味逍遥散
が有効であった症例、腎不全で血圧が低下する50歳代男
性に、寝汗と胸骨下部の圧痛を指標に柴胡桂枝乾姜湯を
投薬して血圧が正常になった症例を報告されました。
　早く感染が終息して、講師の先生方の講義や貴重な症
例報告を会員の皆様と拝聴できることを心より祈ってお
ります。

講義風景

木原敦司先生

山崎正寿先生
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広島県医薬品卸協同組合
 ＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

福山営業所　小林　信哉
株式会社セイエル

　福山市曙町は埋め立て地で海抜−0.5mと低くセイエ
ル福山営業所はそこに建っています。近くに海水を隔て
る堤防があり、まっすぐなところから一文字堤防と呼ば
れていますが実際はところどころ曲がっています。堤防
の西側は、その名も一文字町という町名で細長く小さい
町です。特徴的なのは天然温泉を中心とした娯楽施設が
あることです。以前は、その施設の北側にも大観覧車を
中心とした別のレジャー施設がありましたが撤退してし
まいました。そこには釣り堀もあり昼は医薬品の配送、
夜は釣り堀でバイトというパート従業員もおりました。
　堤防の東側は入り江を挟んでJFEスチールが望めます。
福山で最重要な企業です。昨年は日本製鋼（株）呉製鉄
所の高炉が閉鎖になりました。他人事ではないと不安に
なりますが JFE は頑張っているようで昔は公害の象徴
と悪く言われました煙突の煙も今では頼もしく見えます。
それでも不況の鉄鋼の町を舞台にした英国映画があった
なあと思い出します。特に映画鑑賞が趣味というわけで
はありませんがディスクプレーヤーが勝手に録画するの
で、何気に見てしまいます。最近は映画館にも行ってい
ませんが映画はひとりで見る派です。
　当営業所の営業エリアは福山市全域と神石高原町、府
中市の中心部周辺と、その南側および尾道市の一部です。
神石高原町につながる国道182号線は山間をクネクネと
北へ登る難所で冬の時期は特に危険です。慣れない者が
配送に行って横転事故を起こしたこともあります。尾道
道が羨ましいです。ちなみに玉造温泉の泉質は抜群です。
コロナ禍で 2年間行ってないのでさみしいです。尾道市
に接する松永地域はどちらかというと尾道市民病院との
アクセスがよく、そちらに入院される方も多くおられる
ようです。国道182号線から府中に抜ける国道486号線は
常に混んでいます。この沿線は近年、急激に発展して新
規開業の医療機関も増加傾向にあると思います。福山の
幹線道路は渋滞が多くて配送の効率が良いとはいえませ
ん。それでも少しずつ道路網の整備が進んでいるので今

後が楽しみです。南の営業エリアは鞆・沼隈・内海方面
となりますが沼隈道路というのが建設中で開通が待たれ
ます。
　さて鞆です。古には平清盛が寄港したとも言われ、幕
末には坂本竜馬が隠れ住んだとも言われ、一時は室町幕
府がおかれたこともあるという歴史的にユニークな土地
ですが、なにより高台からの景色が抜群で人気のある観
光地となっております。正月にテレビなどでよく流れる
琴と尺八の曲の「春の海」は鞆の海をモチーフにしたと
言われています。ぼーっと海を眺めているだけでも楽し
いです。干潮時には民家の間の何のための道だろうと思
うような細い路地から浜辺へおりることもできます。漁
業も盛んです。地元の私でも何度行っても楽しめる町で
飽きることはありません。納得な値段で美味しい鯛料理
の店もあって最高です。観光は鞆だけではありません。
現在改築中ですが福山城があります。福山城築城400年
ということで本来なら大々的なイベントの予定でしたが
コロナ禍で中止となり残念です。
　休日にはフレイル予防のためになるべく歩くようにし
ております（フレイル予防なので不要不急ではありませ
んと自己弁護）。目的もなく歩くのは退屈なので自治体
のウォーキングマップを活用しております。ウォーキン
グという程ハードな歩き方はできないのでダラダラと散
策するという感じです。山間の畑でイノシシよけと思わ
れる柵や電線が張ってあるのを目にするとイノシシと遭
遇するやもという不安にかられます。ウォーキングマッ
プには団地を通るコースもありますが人が多く住んでい
るにもかかわらず「イノシシ注意」と書かれた看板が
あったりします。団地名が〇〇台というのは大概、山を
切り開いて作った団地なので未開発の土地との境界付近
ではイノシシが出没する可能性があるようです。団地で
はありませんがイノシシがMSの車にぶつかったとい
うこともありました。信じがたい話なのですが同じエリ
アを回る配送従業員の目撃証言もあり、びっくりです。
　イノシシは夜行性ではないそうです。バブル崩壊後、
節電のため法的な明るさは確保しつつ倉庫の蛍光灯を極
限まで減らすという事態を余儀なくされました。景気も
回復して LEDに変え、数も元にもどしましたが明るす
ぎて落ち着かないとのことで点灯する数を制御していま
す。わしらが夜行性か、みたいな。
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“新しく”、“正しい”医薬品等情報の入手と提供（第15回）

〜“疾患・病態・治療”等情報の入手方法について
「新型コロナウイルス感染症　後遺症」〜

薬事情報センター長
水島　美代子

薬事情報センターWeb
サイトは、スマートフォン
でも閲覧可能です。

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、2019年12月に世界で初めて原因不明の肺炎患者の発生が報告され
た後、本邦においても2020年 1 月に陽性者が報告されました。その後、急性期症状、一定の割合での重症化や転帰不
良、変異株の出現による感染再拡大に対し、感染防止対策、ワクチン接種、治療薬の開発等々、あらゆる取り組みが
今も継続しております。加えて、罹患後に、後遺症状が持続・遷延する患者がいることが報告されております。
　薬剤師として、これら日進月歩の最新情報を、自ら入手し、最適な対応等について情報提供が求められる場面が多
いかと存じます。そこで、本稿では、現在までに明らかになっている　「新型コロナウイルス感染症　後遺症（＊）」に
ついて概説し、電子的に入手した情報サイトについても併せてご案内します。
＊本稿では、「後遺症」と記述（本病態には、罹患後症状、Long－Covid、「post COVID-19 condition」等々の呼

称があります）。

1 ．定義1）

　WHOは、「post COVID-19 condition」を次にように定義しております。
「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）後の症状は、新型コロナウイルス（SARS-CoV- 2 ）に罹患した人に見
られ、少なくとも 2 ヶ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもので、発症から 3 ヶ月経っ
た時点にも見られる。症状には、倦怠感、息切れ、思考力や記憶への影響などがあり、日常生活に影響することもあ
る。COVID-19の急性期から回復した後に新たに出現する症状と、急性期から持続する症状がある。また、症状の
程度は変動し、症状消失後に再度出現することもある。」

2 ．疫学
　後遺症の頻度については、多数報告されている。Natureに報告されたメタ解析 2 ）では、COVID-19感染後 4 -110
日間で、80％の患者に何らかの症状が現れた。英国の前向き多施設コホート研究 3 ）では、退院後 3 ヶ月後で55％に完
全回復していないと感じ、若年、特に若い女性で多かった。感染時に、軽症であっても長期的に症状を呈したり 4 ）、
入院不要であっても外来通院が増えるとの報告 5 ）もあり、必ずしも、罹患時の重症度が後遺症の発生に寄与している
とは限らないとの報告がある一方、入院した患者の方が、不安や抑うつが持続する傾向があるとの報告 6 ）もある。ま
た、小児の後遺症については、軽度で持続期間も数週間との報告 7 ）がある。オミクロン株での後遺症についても、今
後の疫学的な知見が待たれる。

3 ．症状
　本邦における調査研究での代表的な後
遺症を表 1 に示す 1 ）。各症状の発症頻度
は、メタ解析での報告 2 ）によると、倦怠
感（58％）、頭 痛（44％）、集 中 力 の 低 下

（27％）、脱毛（25％）、呼吸困難（24％）、
味覚障害（23％）、嗅覚障害（21％）、記憶
障害（16％）等が主なものとなっている。

※本情報は、2022年 2 月 7 日現在の知見に基づいて執筆。※各サイトは、2022年 2 月 7 日に確認。

表 1 　代表的な後遺症

全身症状
・倦怠感
・関節痛
・筋肉痛

呼吸器症状
・咳
・喀痰
・息切れ
・胸痛

精神・神経症状
・記憶障害
・集中力低下
・不眠
・頭痛
・抑うつ

その他の症状
・嗅覚障害
・味覚障害
・動悸
・下痢
・腹痛
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4 ．持続期間
　入院歴のある患者のコホート研究（2020年、中国）8 ）では、 6 ヶ月で68％、 1 年で49％に少なくとも 1 つの後遺症
が認められた。軽症（または無症候）で入院歴のない患者の経時的健康観察の前向き研究（2020年、ドイツ）9 ）にお
いても、 4 ヶ月後に27.8％、 7 ヶ月後に34.8％に少なくとも 1 つの症候がみられた。本邦における追跡調査10）では、
遷延する症状の有無に関わらず、診断 6 ヶ月後のアンケート結果で、約 8 割の患者が罹患前の健康状態に戻ったと自
覚していた。

5 ．治療
　コロナ後遺症の病態については、原因解明が研究途上である。SARS-CoV- 2 は、ACE 2 受容体を介して、血管や
呼吸器だけでなく全身の臓器（図）の細胞に侵入し、細胞内で増殖し細胞を損傷することで、多数の持続的な症状を
引き起こす可能性が示唆されている11）。現状では、確立した治療法はなく、対症療法が行なわれており、薬物療法と
しては、漢方薬、制酸薬、亜鉛、抗不安薬、抗うつ薬等が用いられている12）13）。
　漢方薬については、「補剤」といわれる補中益気湯、十全大捕湯、人参養栄湯、竹茹温胆湯等14）15）、これらに加え、
北里大学東洋医学総合研究所が実施中の「COVID-19対策漢方プロジェクト」では、血栓症に対して桂枝茯苓丸を
提案している16）。それぞれの漢方薬の臨床応用については、元来の目標・応用例（表 2 ）等を参考にされたい17）18）。

　まずは、罹患しないように基本的な感染防止対策（マスク、換気、三密を避ける等）を徹底することである。また、
ワクチン接種後は、急性COVID-19後の後遺症のための受診率が低下した等との報告 6 ）もあり、従来通りの感染対
策をとることが肝要である。今後の病態解明及び治療法のエビデンス集積が待たれる。

表 2 　漢方処方　処方目標と応用例 17）18）

処方名 目標 応用例

補中益気湯17） 脈、腹ともに力がなく、疲れやすく、手足
倦怠、食欲不振、盗汗、食後の嗜眠など。

虚弱者の感冒のこじれ。病勢の激しくない
肺結核。胸膜炎。腹膜炎。夏やせ。大病後
の衰弱。脱肛。

十全大補湯17） 全身衰弱。気力、体力ともに衰え、貧血の
傾向あるもの。または平素は頑丈であって
も、無理をかさねて一時的ではあるが、気
力、体力ともに衰えたもの。

大病後の衰弱。手術後。産後。カリエス。
寒性膿瘍。子宮脱。小児麻痺。痔瘻。るい
れき。諸種の貧血病。

人参養栄湯18） 太陰病期の虚証で、消耗性疾患や外科手術
後に体力低下が著しく、気血両虚で、全身
倦怠、動悸、盗汗、咳嗽、下痢、健忘など
を伴う場合。

食欲不振。寝汗。貧血。微熱。悪寒。倦怠
感。疲労感。冷え症。咳。不安症。不眠症。
便秘症。虚弱。

竹茹温胆湯17） 病後、体力がはかばかしく回復せず、また
は夜間、咳と痰が多くて安眠しないもの。

感冒、インフルエンザなどのこじれたもの。
肺炎の回復期。気管支炎。

桂枝茯苓丸17） 瘀血（＊＊）による諸症を目当てにして用いる。
このさいは、下腹部に抵抗のある部位をみ
とめ、この部に圧痛があることを確かめる。
このような患者の腹部は一般に弾力に富ん
で緊張のよいものが多く、貧血の傾向はな
く、軟弱無力のものは少ない。

月経不順。月経困難症。打撲症。蕁麻疹。
湿疹。痔核。子宮筋腫。不妊症。虫垂炎。
卵巣炎。卵管炎。尿路結石。神経痛。

＊＊瘀血（おけつ）証：停滞せる血液の意である。次の徴候のある場合は、瘀血があると診断する。口が乾いて、水
で口をすすぐことを欲するが、飲みたくない、腹部が膨満していないのに、自覚的に腹満を訴える、全身的または局
所的に灼熱感がある、皮膚や粘膜に紫斑点がある、皮膚に青筋が現われ、あるいはさめ肌がみられる、舌の辺縁に暗
赤色が現われ、唇が蒼くなる、大便の色が黒くなる、出血しやすくなる17）。
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参考資料
今回の情報は、次の資料等をベースとして、取りまとめました。
■新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き　別冊　罹患後症状のマネジメント　暫定版
　（2021年11月26日）　https://www.mhlw.go.jp/content/000860932.pdf QRコード①

■Signifi cant Scientifi c Evidences about COVID-19（2022年 1 月21日版）　日本感染症学会　
　https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=38 QRコード②

■森岡慎一郎：新型コロナウイルス感染症後遺症について　COVID-19有識者会議
　https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/topic/6466 QRコード③

■COVID-19 のいわゆる「後遺症」について　日本呼吸器学会
　https://www.jrs.or.jp/modules/covid19/index.php?content_id=10 QRコード④

引用文献・資料
1 ）新型コロナウイルス感染症 COVID-19診療の手引き　別冊　罹患後症状のマネジメント　暫定版　
 （2021年11月26日）　https://www.mhlw.go.jp/content/000860932.pdf QRコード⑤

2 ）Lopez-Leon, et al. More than 50 long-term eff ects of COVID-19: 
 a systematic review and meta-analysis. Nature Sci Rep 11, 16144 (2021). https://doi.org/10.1038/

s41598-021-95565-8
3 ）L. Sigfrid, et al. Long Covid in adults discharged from UK hospitals after Covid-19: A prospective, 

multicentre cohort study using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol. Lancet Regional 
Health-Europe, 100186, August 5 (online), 2021.

4 ）S. Havervall, et al. Symptoms and functional impairment assessed 8 months after mild COVID-19 
among health care workers. JAMA, April 7 (online), 2021.

5 ）L. C. Lund, et al. Post-acute effects of SARS-CoV-2 infection in individuals not requiring hospital 
admission. a Danish population-based cohort study. Lancet Infect Dis, May 10 (online), 2021.

6 ）Hannah R Whittaker, et al. GP consultation rates for sequelae after acute covid-19 in patients 
managed in the community or hospital in the UK: population based study. BMJ 2021; 375 doi: 

 https://doi.org/10.1136/bmj-2021-065834 (Published 29 December 2021)

肝臓 ▪肝障害
▪ AST ↑
▪ ALT ↑

肝臓 ▪肝障害
▪ AST ↑
▪ ALT ↑

膵臓 ▪膵障害
▪膵炎

膵臓 ▪膵障害
▪膵炎

脾臓 ▪ T&B リンパ球↓
▪リンパ濾胞の萎縮

脾臓 ▪ T&B リンパ球↓
▪リンパ濾胞の萎縮

消化管 ▪下痢
▪嘔気
▪咽頭痛

血管 ▪炎症
▪血管損傷
▪凝固障害
▪微小血管障害

血管

肺 ▪呼吸困難
▪胸痛
▪咳 

肺

脳 ▪ブレインフォグ（脳の霧）
▪せん妄
▪倦怠感
▪睡眠障害
▪うつ／不安／PTSD／強迫性障害

脳

心臓 ▪胸痛
▪心筋の炎症
▪血清トロポニン↑
▪動悸

心臓

腎臓 ▪腎機能障害
▪ AKI（急性腎障害）

腎臓

図　COVID-19及び後遺症の合併症～ ACE 2 受容体を介した各臓器への影響～　文献11）参照

①

②

③

④

⑤
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ご案内
　薬事情報センターWebサイトでは、最新の医薬情報等の入手のために「お役立ちリンク集」をご用意しております。
今回のような“新興感染症の最新知見”の情報入手ツールとしても、是非、お役立て下さい。

★今回使用したサイト：感染症情報、医薬品情報データベース、医薬品関連サイト
〈お役立ちリンク集　サイト一覧〉

大分類 リンクされている情報
★ 感染症情報 広島県のローカル情報、★感染症関連情報、AMR 等

医薬品　適正使用情報 医薬品の安全性関連、妊娠・授乳と薬情報
プレアボイド関連サイト 薬局ヒヤリ・ハット事例、医療事故情報事例

★ 医薬品情報　データベース ★医療用医薬品、承認情報、新薬情報、保険適応、適応外保険適用、
セルフメディケーション、★文献検索（J-STAGE、CiNii）

★ 医薬品関連サイト 医薬品関係機関・協会（★厚生労働省、PMDA、製薬協、日薬連、
日漢協、PhRMA、ジェネリック製薬協）

医療関連サイト 各種疾患病態治療に係る情報、ガイドライン
もっと知りたいお薬のこと 県民向けにわかりやすい内容で、患者説明時に活用できる

　薬のしおり、セルフメディケーション、健康食品、健康情報、
　海外渡航時の医薬品の携帯持込等、海外渡航時感染症

医療相談・医療機関検索 県民向けに相談先を紹介
　医療安全支援センター、心の電話相談、医療機関検索

中毒情報検索 中毒発生時の一次対応情報（中毒情報センター）、食中毒
アンチ・ドーピング関連 ドーピング禁止薬検索サイト、薬剤師のためのガイドブック

スポーツファーマシスト検索、関係機関

〈掲載場所〉：薬事情報センター Web サイト＞お役立ちリンク集　https://hiroyaku.jp/di/links/

7 ）D. Say, et al. Post-acute COVID-19 outcomes in children with mild and asymptomatic disease. 
Lancet Child Adolesc Health. 2021 Jun; 5(6): e22-e23. doi: 10.1016/S2352-4642(21)00124-3. Epub 2021 Apr 
21.

8 ）L. Huang, et al. 1-year outcomes in hospital surviors with COVID-19: a longitudinal cohort study.
Lancet, 398, 10302, 847-758, August 28, 2021.

9 ）M. Augustin, et al. Post-COVID syndrome in non-hospitalised patients with COVID-19: a longitudinal 
prospective cohort study. Lancet Regional Health-Europe, 6, 100122, July 1, 2021.

10） 厚生労働科学特別研究事業　COVID-19後遺障害に関する実態調査（中等症以上対象） 中間／最
終報告．第39回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料．2021.6.16.

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000798853.pdf QRコード⑥

11） Harry Crook, et al. Long covid—mechanisms, risk factors, and management. BMJ 2021; 374 doi: 
https://doi.org/10.1136/bmj.n1648 (Published 26 July 2021) Cite this as: BMJ 2021; 374: n1648

12）平畑光一：新型コロナ後遺症．　日本医事新報 No.5078. 18-26（2021.8.21）
13）宮里悠佑他：COVID-19後遺症．診断と治療 109（11）1545-1549（2021）
14）小野理恵他：新興呼吸器感染症管理における漢方の概念と可能性について　日集中医誌　28　429-35（2021）
15）小川恵子 : COVID-19の後遺症に対する漢方治療の可能性と実際　新薬と臨床 70（ 5 ）523-526（2021）
16）COVID-19対策北里プロジェクト研究成果 - 漢方プロジェクト
 https://www.kitasato.ac.jp/jp/about/activities/covid-19/result/kampo.html QRコード⑦

17）大塚敬節著：新版　漢方医学．創元医学新書
18）伝統医薬データベース　富山大学和漢医薬学総合研究所
 https://dentomed.toyama-wakan.net/ja/ QRコード⑧

⑥

⑦

⑧
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お薬相談電話　事例集 No.134お薬相談電話　事例集 No.134

薬事情報センター
この薬は強い薬ですか？（公的な相談窓口のご紹介含め）

みなさんもよく耳にされるフレーズだと思います。

Ｑ 1．今、サイレース 2 mg を服用中。以前ブロチゾラムを飲んでいたことがあるが、どちらが強いのか？このまま
飲み続けて大丈夫なんだろうか。

Q 2．ドラールとサイレースという睡眠剤を飲んでいる。日中も眠いんだけど、どちらが強い薬？

Q 3．エチゾラムとゾルピデムはどちらが強い薬？

Q 4．フルニトラゼパム、レボトミン、ベルソムラを就寝前に飲んでいた。医師からの指示でフルニトラゼパムを 
やめたら、睡眠時間が 5 時間未満になってしまった。フルニトラゼパムはきつい薬か？

回答：どういったことが気になっていますか？（傾聴）
　　　効果が続く時間の違いでいうと、・・・・（【解説】表 1参照）

A 1 ．サイレースの方が、ブロチゾラムより長く作用すると言われています。

A 2 ．ドラールの方が、サイレースより長く作用すると言われています。

A 3 ．エチゾラムの方が、ゾルピデムより長く作用すると言われています。

A 4 ．フルニトラゼパムは、作用時間の違いから 4 段階のうち 2 番目に長く作用するものに分類されています。

【解説】
　回答する際には、どういったことが気になっ
ているのかの確認のために、まず傾聴し、ポ
イントを絞りながら回答していきます。
　患者さんからの訴えの中の「きつい薬」「強
い薬」という表現は漠然としていて、患者さ
ん自身がどういう意図をもってその表現を使
われているのかわかりません。その薬に対し
て、効果を期待しているのか、副作用のリス
クについて心配しているのか、具体的に何に
ついて気になるのか、不安に思うのかを明確
にする必要があります。効果に関してであれば、
睡眠薬については、作用時間から説明できる
こともあります（表 1）。
　一方で、副作用等、服薬自体に対して不安
を感じている等、精神保健福祉に関する相談
となる場合は、別の相談窓口をご案内するこ
ともあります。広島県内には相談窓口がいく
つか設置されていますので、あらかじめ把握
しておくと良いでしょう（表 2）。

表 1　睡眠薬の作用時間

作用時間 一般名 代表的な商品名 半減期（hr）

超短時間作用型

ゾルピデム マイスリー 2

トリアゾラム ハルシオン 3

ゾピクロン アモバン 4

エスゾピクロン ルネスタ 5

短時間作用型

エチゾラム デパス 6

ブロチゾラム レンドルミン 7

リルマザホン リスミー 10

ロルメタゼパム エバミール、ロラメット 10

中間作用型

フルニトラゼパム サイレース 21

エスタゾラム ユーロジン 24

ニトラゼパム ベンザリン、ネルボン 20–28

⻑時間作用型

クアゼパム ドラール 36

フルラゼパム ダルメート 72

ハロキサゾラム ソメリン 42–123
※単回投与時。概数。
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表 2　広島県内の各種相談窓口の一例　※2022- 1 -18確認

▪精神保健福祉センター
　心の健康の向上及び精神障害者福祉の増進を目的として、広島県内に 2ヵ所設置。

広島県
こころの電話（電話相談専用）　（（一社）広島県精神保健福祉協会）
https://www.mentalhealth.hiroshima.jp/こころの電話/
電話番号：082-892-9090
対　　象：県内（広島市を除く）在住の方
相談内容：心の健康づくり、心の悩み、うつ病、精神疾患などに関する相談

広島市
広島市健康福祉局　精神保健福祉センター
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/66/15545.html
電話番号：082-245-7731
対　　象：広島市在住の方
相談内容：�精神保健福祉相談（思春期の心の悩み、ひきこもり、家庭・職場における対人関係、アルコール・薬物・

ギャンブルなど依存に関すること、うつ病など精神的な病気に対すること、自死遺族の方からのご相談など）

▪医療安全支援センター
　医療に関する苦情・心配や相談に対応。広島県内に 4か所（広島県、広島市、呉市、福山市）設置。

広島県
広島県医療安全支援センター
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/1168412344740.html
電話番号：082-513-3058

広島市
広島市医療安全支援センター
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/14639.html
電話番号：082-504-2051

呉市
呉市医療安全相談窓口
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/44/iryouannzenn.html
電話番号：0823-25-3534

福山市
福山市医療安全相談窓口
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenshosomu/188305.html
電話番号：084-928-1164

【参考資料】　各サイトはいずれも2022- 1 -18確認
・日経 DI、2019.1
・日経メディカル　https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/kishimi/202111/572582.html
・今日の治療薬2021
・睡眠薬の適正な使⽤と休薬のための診療ガイドライン 2013年　
　http://www.jssr.jp/data/pdf/suiminyaku-guideline.pdf
・各製品添付文書、インタビューフォーム
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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。
詳しくは研修会カレンダー（https://www.hiroyaku.or.jp/sche/schedule.cgi）をご覧ください。

開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

3 月10日（木）19:00～21:00
マツダ病院　外来 B 棟 2 F 大会議室よりオンライン配信
安芸マツダ薬薬連携研修会
演題①： 「免疫チェックポイント阻害剤使用時の注意点と薬剤

師の関わり」
講　師：広島市立市民病院　薬剤部　薬剤副部長　
　　　　阪田安彦先生
演題②：「医薬品適正使用強化の取り組み」
講　師：マツダ病院　薬剤部　横山匠太先生
演題③：「令和 3 年　ヒヤリハット報告（仮）」
講　師：安芸畑賀薬局　平賀忠久先生

（一社）
安芸薬剤師会
082-282-4440

1

会費：無料 （但し研修シール
送付希望の方は500円必要）
申込み：https://forms.gle/
jhjobojJL25nEzFM 9
申 込 期 間：2022 年 2 月 1 日

（火）～ 2 月28日（月）

3 月12日（土）15:00～17:00
広島県薬剤師会館よりオンライン配信
第545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
　　ノイロトロピンとツートラムについて
　　日本臓器製薬株式会社
3 ）特別講演「腎臓と鎮痛薬の四方山話」
　　崇城大学薬学部　医療薬剤学研究室　教授　門脇大介先生

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082-567-6055

※当日受付はありません。
※申込方法の詳細は、薬事情
報センター Web サイトをご
参照ください。

広島県の研修認定薬剤師申請状況
令和 3 年12月末日現在  1,528名（内更新1,102名）

令和 4 年 4 月以降、研修センターの研修受講単位が必要な方は、
日本薬剤師研修センター PECS（薬剤師研修・認定電子システム）にご登録してください！

（※登録には 2～3 か月を要します。）

登録されない場合は、日本薬剤師研修センターの
研修受講単位の交付が受けられません。

今後登録される方は、
薬剤師免許登録番号・薬剤師名簿登録年月日等を間違えないようにご登録ください。

日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師等の
研修受講単位を取得される方へ

詳しくは日本薬剤師研修センター PECS（薬剤師研修・認定電子システム）
https://www.jpec.or.jp/sien/system/index.htmlをご覧ください。
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

古湯温泉古湯温泉
湯布院賑（ゆふいんにぎやか）

アルカリ性単純温泉で泉温は約38℃とぬるめ。pH9.5で、肌触りもなめらか。
10軒程度の宿泊施設が嘉瀬川沿いに存在し、日帰りで利用できる旅館も多い。
孝霊天皇時代の英龍泉、孝謙天皇の代に発見されたとされる鶴霊泉からなるが、
その歴史は2000年以上とも。伝承によると、秦の始皇帝の命により不老不死の
霊薬を求めてきた徐福が発見したと言われている。温泉街中心地は石畳の街並
みで緩やかな坂道が続く。
昭和42年には、新泉源のボーリングによって多くの旅館に給湯され湯量も豊富。

古湯温泉／佐賀県佐賀市富士町
アクセス
■自動車：長崎自動車道佐賀大和インターチェンジ

より車で約20分。
■鉄道：JR長崎本線佐賀駅よりバスで約45分。

川沿いにも旅館が点在

温泉街入口のオブジェ

日帰り可能な入浴施設も多数存在する

温泉街マップ

石畳で舗装された温泉街

路地に土産物屋やカフェが並ぶ



83 呉郵便局呉郵便局
今西公園今西公園

呉警察署呉警察署

呉共済病院呉共済病院

呉中通病院呉中通病院

前田病院前田病院

小春橋西詰小春橋西詰呉税務署入口呉税務署入口

JR呉線JR呉線←至広島←至広島

国道31号線国道31号線

★

呉駅呉駅

蔵
本
通
りみつば薬局

呉市中央 2-6-7

次回は、安佐薬剤師会　毘沙門台薬局さんです。

　呉市は瀬戸内海における有数の工業都市として、
広島県の産業経済の発展をけん引しており、ものづ
くり産業の発展が地域の活性化に結び付いています。
　造船や鉄鋼等の重工業や精密加工機械製造等の世
界屈指の技術や世界的に高いシェアを持つ企業が立
地する中、世界に誇る「ものづくりのまち」として
発展してきました。
　特産品としては、みかんやレモンの柑橘類やカキ
が知られています。
　とくにカキの養殖は盛んであり、むき身カキの生
産量は全国でもトップクラスを誇っています。
　当薬局は、昭和25年に開設し、令和 2年に事業継
承という形で経営者が変わり現在に至ります。
　呉市の中央地区という所にあり、呉駅から徒歩 5
分、近隣には郵便局や銀行、コンビニとかなり好立
地の場所にあります。
　耳鼻咽喉科・透析内科・整形外科の処方箋を中心
に、広域病院の処方箋まで月に約3,500枚と非常に
多くの処方箋の取り扱いがあります。
　また、少し特殊な薬局で、透析患者さんが多く利
用されるため、月・水・金は21時30分まで開局して
いること、祝日はもちろん、お盆や正月も関係なく
開局しておりますし、お休みは日曜日だけとなって
おります。
　他の薬局さんが休みの日に開いていること、また、
夜遅くまで開いていることで仕事終わってゆっくり
来れるから嬉しい。お薬貰うの忘れててココが開い
てて良かった。
　などの嬉しい声も頂いております。
　耳鼻科の処方箋を多く受けている分、小児の利用
も非常に多いのでぶつかりそうなところをクッショ
ン性の高い壁にしたり、折り紙で流行のキャラク
ターを飾ったり、キッズスペースを完備して有意義
な待ち時間を過ごしていただけるように工夫してお
ります。
　これもすべてスタッフのアイデアで、とりあえず
やってみよう！というやりたいことが出来る環境作
りやスタッフ同士のコミュニケーションを大切に
日々運営しております。

　患者さんに笑顔になってもらうためにも、まずは
薬剤師が笑顔であることが必須だと考えますし、そ
れを作りだすのは職場環境でもあり経営者の仕事の
1つと考えます。
　最近では雑誌MASTERS の取材で俳優の野村将
希さんが訪問されました。
　怖いイメージでしたが、とても気さくで優しい方
でした。
　地域密着の重要性や薬剤師の必要性など熱いお話
もできましたし、大変有意義な時間でした。この貴
重な経験をさせて頂いたことにも感謝しながら、こ
れからも 1人でも多くの「ありがとう」を頂けるよ
うにスタッフ一同頑張ってまいります。

キッズスペース
普段はおもちゃやぬ
いぐるみ、絵本を置
いてますが、コロナ
対策のため撤去中で
寂しいです。

投薬カウンターは子どもがぶつけてもいいように、クッ
ション性の高いものにしています。
流行の鬼滅の刃を折り紙で作って飾っています。

雑誌MASTERSの
取材で野村将希さ
んと対談
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書 籍 等 の 紹 介
「薬効・薬価リスト　令和 4年版」
編　　著：株式会社　医薬情報研究所／制作
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：Ｂ 5 判、約1,100頁
価　　格：定　　価　7,150円
　　　　　会員価格　6,400円
送　　料： 1 部　550円

「投薬禁忌リスト　令和 4年版」
編　　著：株式会社　医薬情報研究所／編集 
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 5 判、約600頁
価　　格：定　　価　4,620円
　　　　　会員価格　4,100円
送　　料： 1 部　550円

「薬剤師が知らない在宅医療の世界　-在宅対応薬局は
これからが勝負-」
著　　者：中村哲生 
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：四六判、159頁
価　　格：定　　価　1,980円
　　　　　会員価格　1,780円
送　　料： 1 部　550円

「調剤報酬点数表の解釈　令和 4年 4月版」
編　　集：株式会社　社会保険研究所
発　　行：株式会社　社会保険研究所
判　　型：Ａ 4 判、 約912頁
価　　格：定　　価　4,290円
　　　　　会員価格　3,650円
送　　料： 1 部　550円

「薬価基準点数早見表　令和 4年 4月版」
編　　集：株式会社　じほう
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：Ａ 5 判、約1,000頁
価　　格：定　　価　3,960円
　　　　　会員価格　2,050円
送　　料： 1 部　550円

「保険薬事典プラス　令和 4年 4月版」
編　　著：薬業研究会／制作
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：A 5 判、約1,090頁
価　　格：定　　価　5,060円
　　　　　会員価格　4,550円
送　　料： 1 部　550円

※価格はすべて税込みです。

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
　日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日薬刊行物等の
ご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照ください。
　また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注文の場合は、
書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局　TEL（082）262-8931　FAX（082）567-6066
担当：吉田　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp
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告　　　知　　　板

第60回広島県薬剤師会臨時総会開催通知（予告）
標記の会議を次のとおり開催いたします。
日　時：令和 4 年 3 月27日（日）午後 1 時
場　所：広島県薬剤師会館

－  謹んでお悔やみ申し上げます  －

工藤　重子　氏　逝去

ご逝去されました。

指定店制度の廃止について
　本会会員の福利厚生制度のひとつとして、平成13年7月から始まりました、

「広島県薬剤師会会員証」を提示し、指定店において割り引き等を受ける「指
定店制度」ですが、利用が低調なことに加え、会員証の発行・管理が困難で
あることから、常務理事会において令和4年3月31日をもって廃止することに
決定しました。誠に勝手ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。
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（（公公益益社社団団法法人人））広広島島県県薬薬剤剤師師会会会会員員のの皆皆様様へへ

続続

中中途途加加入入用用

保険期間：2021年8月1日午後4時から2022年8月1日午後4時まで

中途加入の場合：申込手続きの日の翌月１日より補償開始

※5口までご加入いただけます。

手手続続ききカカンンタタンン。。
ああななたたのの暮暮ららししをを補補償償ししまますす。。

※この保険は病気やケガで働けなくなった場合に給与の一部を補償する保険です。
生活費の実費を補償するものではありません。

１１口口当当りりのの月月払払保保険険料料１１口口当当りりのの月月払払保保険険料料

Ａタイプ
免責期間４日

入院のみ免責0日特約

Ｂタイプ
免責期間4日タイプ

補償月額 １０万円

１１口口当当りりのの月月払払保保険険料料１１口口当当りりのの月月払払保保険険料料

■基本級別１級
（型：本人型．保険期間１年．てん補期間1年）

入院のみ免責0日特約

15歳～19歳 790円 630円

20歳～24歳 1,160円 920円

25歳～29歳 1,280円 1,030円

30歳～34歳 1,480円 1,270円

35歳～39歳 1,790円 1,570円

月
払
保

40歳～44歳 2,160円 1,940円

45歳～49歳 2,560円 2,290円

50歳～54歳 2,990円 2,640円

55歳～59歳 3,210円 2,820円

60歳～64歳 3,380円 2,940円

保
険
料

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています。
※年齢は被保険者（保険の対象となる方）の保険期間開始時（令和元年8月1日）の満年齢をいいます。

免免責責期期間間（（保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい期期間間））をを定定めめたたタタイイププにに加加ええてて、、入入院院にによよるる就就業業不不能能ととななっったた場場合合にに11日日目目
かからら保保険険金金ををおお支支払払いいすするる「「入入院院にによよるる就就業業不不能能時時追追加加補補償償特特約約」」（（特特約約免免責責期期間間00日日））ををセセッットトししたたタタイイププももおお
選選びびいいたただだけけまますす。。

入入院院にによよるる就就業業不不能能ににはは１１日日目目かからら保保険険金金ををおお支支払払いい（（Aタタイイププののみみ））

おおすすすすめめ！！おおすすすすめめ！！

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています

選選 すす

保保険険期期間間開開始始前前にに既既ににかかかかっってていいるる病病気気・・ケケガガにによよりり就就業業不不能能ににななっったた場場合合ににはは、、本本契契約約のの支支払払いい対対象象ととはは
ななりりまませせんん。。（（たただだしし、、新新規規ごご加加入入時時のの保保険険期期間間（（保保険険ののごご契契約約期期間間））開開始始後後１１年年をを経経過過ししたた後後にに開開始始ししたた就就業業
不不能能ににつついいててはは、、保保険険金金おお支支払払いいのの対対象象ととななりりまますす。。））

入入院院ととはは、、医医師師にによよるる治治療療がが必必要要でであありり、、かかつつ自自宅宅等等ででのの治治療療がが困困難難ななたためめ、、病病院院ままたたはは診診療療所所にに入入りり、、常常にに
医医師師のの管管理理下下ににおおいいてて治治療療にに専専念念すするるここととををいいいいまますす。。

（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意。
会員やご家族のみなさまの福利厚生に、ご加入をご検討ください。

引引受受保保険険会会社社：：東東京京海海上上日日動動火火災災保保険険株株式式会会社社

このチラシは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
ご不明な点がある場合には、パンフレット記載のお問合せ先までお問合せ下さい。
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制制度度のの特特徴徴制制度度のの特特徴徴

２２４４時時間間ガガーードド！！
業務中はもちろん業務外、国内および海外で、病気やケガにより就業不能
となった場合で その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します ＊2となった場合で、その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します。 ＊2

天天災災危危険険補補償償特特約約セセッットト！！

地震・噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる
就業不能も補償します

＊1  保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2  骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合に

ついても、保険金をお支払いします。

ごご加加入入のの際際、、医医師師のの診診査査はは不不要要でですす！！

加入依頼書等にあなたの健康状態を正しくご記入いただければＯＫです。

※ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、弊社の提示するお
引受け条件によってご加入いただくことがあります。

就業不能も補償します。

ササ ビビ ごご案案内内

充充実実ししたたササーービビススにによよりり安安心心ををおお届届けけししまますす！！ （（自自動動セセッットト））

「メディカルアシスト」「デイリーサポート」
サービスの詳細はパンフレットに記載の「サービスのご案内」をご参照ください。

ササーービビススののごご案案内内

「「日日頃頃のの様様々々なな悩悩みみ」」から「「ももししもも」」ののととききまでババッッククアアッッププ！！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

・・メメデディィカカルルアアシシスストト
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また 夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関

・・デデイイリリーーササポポーートト
介護・法律・税務に関するお電話でのご
相談や暮らしのインフォメーション等、役

ごご加加入入手手続続ききににつついいてて

代代理理店店 広広医医㈱㈱ままででごご連連絡絡くくだだささいい。。追追っってて加加入入依依頼頼書書ををおお送送りりししまますす。。
（（ＴＴＥＥＬＬ：：００８８２２－－５５６６８８－－６６３３３３００ ＦＦＡＡＸＸ：：００８８２２－－２２６６２２－－１１６６８８８８））

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関
をご案内します。

相談や暮らしのインフォメ ション等、役
立つ情報をご提供します。

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

●１か月の補償額とタイプ（※1）をお決めください。

（原則50万円（5口）補償まで。「入院のみ免責0日タイプ」（Aタイプ）もお選びいただけます。）

※１ 所得補償保険金額が事故直前12か月間の平均月間所得額よりも高いときは平均月間所得額を限度に保険金をお支

払いいたしますのでご注意ください。（他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保
険金が差し引かれることがあります。）

●薬剤師会会員ご本人様のほか、会員のご家族（※２）も加入することができます。ただし、年齢（保険期間開始
時の満年齢）が満15歳以上の方に限ります。時 満年齢） 満 歳以 方 限り す。

（個別に加入依頼書をご記入願います）

※2 ご家族とは、会員の方の配偶者、子供、両親、兄弟および会員の方と同居している親族をいいます。

●保険料の払い込みは加入翌月より毎月27日にご指定口座からの自動引き落としで便利です。

●残高不足等により２ヶ月続けて口座振替不能が発生した場合等には、そのご加入者の残りの保険料を一括し
て払込み頂くことがありますので、あらかじめご了承下さい。
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薬剤師国家試験 正答・解説

106回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

22頁　問61 解　説

14頁　問53 解　説

11頁　問23 解　説

43頁　問90 解　説
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年末まで落ち着いていた新型コロナウイルス感染症。年明けからフェー
ズが変わった。
薬局における抗原定性検査、県が設置したオンライン診療センターに係
る処方箋応需など、これまで以上に業務が増えている。収束はいつ頃？

＜Ｋ―Ｚ＞

冬季オリンピックではアスリートたちの
挑戦にたくさんの勇気をもらった。
選手たちのこれまでの努力を考えると心
が震える。
ただコロナが経済、教育にまで次第に大
きく影響してきているためか、オリン
ピックに湧く心にもブレーキがかかる。
コロナについてはずいぶん解明され、薬
も開発されてきた。最近ではアフターコ
ロナではなく、ウイズコロナと言われる
ようにもなった。そんな中でマスク、う
がい、手洗いなど最低限の努力は自分と
愛するものを守るためにはこれからも必
要と考える。平和と安全、水と空気は何
もしなくても提供されるものではないこ
とを痛感する。水面下でなされている各
方面のご努力に心から感謝すると共に自
分に何ができるかを考えたい…

＜のりか＞

最近、私はアニメにハマっており様々な作品を鑑賞しています。少し
前までは、メジャーなアニメを少し見るくらいで、ここまでのめり込む
なんで思ってもいませんでした。
アニメを見ていると、その主人公たちが生きてる世界に自分も存在して
いるかのような、自分以外の人生を生きているような気持ちになります。
一緒にワクワクしたり、ドキドキしたり出来て、それを友人と共有でき
るのがとても楽しいです ^^
こんなご時世だけれども、得られた事や知ることができた事も多いのだ
と改めて実感する今日この頃でした。

＜rabbit circle＞

ドーピング問題や不可解
な判定など何かと話題に
なった冬季オリンピックで
すが、それでも選手の頑張
る姿には感動しました。

＜ニソトミカ＞

この冬は一段と寒さ
が厳しかったように
感じました。
暖かい春が待ち遠し
い今日この頃です。

＜みづき＞

表紙写真 サンシュユ〈山茱萸〉（ミズキ科）

　早春に黄色い花を咲かせるサンシュユは秋に赤い実をつけますが種子は微毒
があるとされ果肉だけを薬用にします。効能は免疫賦活作用などが認められ
性機能など腎経を元気づける生薬として八味腎気丸や六味丸に配剤されます。
　その他、糖尿病にも有効との報告があります。

写真解説：吉本　悟先生（安芸薬剤師会）　撮影場所：北広島町

青野 拓郎　　吉田亜賀子　　秋本　　伸　　井上　　真
竹本　貴明　　松村 智子　　柚木　りさ　　中野　真豪
宮地　　理　　池田　和彦　　末繁夏帆奈　　永野　利香

編　集　委　員 

会誌を受け取る度に目に
していた『写真』。提供し
てくださっている先生にお
会いし、話を伺ったことで
『写真』がと～ってもリアル
に感じるようになりました。

＜AKN55＞

輸液センター、オンライン診療センター、ワクチン集団
接種会場等への出務により、スーツを着る機会より私服
を着る機会が多くなってきました。
少しでもコロナの感染状況が落ち着いて、早く買い物を
楽みたいものです。

＜リオン＞
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令令和和４４年年１１月月２２５５日日 広広島島県県警警察察本本部部 生生活活安安全全総総務務課課発発行行

４
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マ
は
こ
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ら

県
警
Ｈ
Ｐ

※ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）とは？

携帯電話同士で電話番号を宛先にして､短いメッセージのやりとりができるサービス

メール内容に従い、メール記載の番号に電話をすると、身に覚えのないサイト登録料を
要求され、お金をだまし取られます。
この手口は､不特定多数の番号に一斉に送信して､返事がある人を待ち構え､お金を要

求してきます。

メール内容に従い、メール記載の番号に電話をすると、身に覚えのないサイト登録料を

身に覚えのない請求は､一切無視！ 判断が難しいときは最寄りの警察へ連絡



- 1 -

保険薬局ニュース
令和 4 年   3   月  １   日

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.30　No. 2 （No.１64）

� 令和 4 年 1 月21日
広島県薬剤師会保険薬局部会

新型コロナウイルス感染症自宅療養者の
処方箋の取扱について

　2022年 1月以降の感染拡大により、県内の総療養者数は 1万人を超え、そのうち約 9割の方が自宅療養・
自宅待機という状況にあります。従前より地域の薬局により医薬品の提供が行われてきたところではあり
ますが、今般の状況に鑑みて感染拡大を防ぎつつ、適切な医薬品提供体制を確保するため、保険薬局にお
かれましては、CoV自宅の処方箋を受け取られた場合、適切に対応していただきますようお願いいたし
ます。
　自宅療養者は治療薬を受け取るために薬局に来ることはできません。処方箋は原則医療機関から FAX
で送られて来ます。新型コロナウイルス感染症の性格上、処方された薬はできるだけ速やかに服用する必
要があります。午前中に受け取った処方箋はできるだけ午後の早い時間には届くよう、午後に受け取った
処方箋は必ずその日のうちには届くよう、薬局から配達、配送をお願い致します。場合により、翌朝で間
に合う場合もあります。電話あるいはオンラインによる服薬指導を行ってください。薬を患家のドアノブ
に掛けて離れた場所から電話を掛け、取り込んでいただく事を確認するなど、患者と直接の接触を避けて
受け渡しをしてください。この業務は薬剤交付支援事業に該当します。また、要件を満たせば在宅患者緊
急訪問薬剤管理指導料 2を算定できます。
　医療機関で陽性が確定し、帰りに車で来局される場合があります。車の中で待っていただき、電話ある
いはオンラインでの服薬指導を行い、車の窓は閉めたまま薬をサイドミラーに掛けるなど、患者との接触
を避けて投薬をするようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養を
行っている患者に対しての調剤について

　自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋を受け付けた保険薬局の薬剤師が、保険医の
求めにより、緊急に薬剤を配送し、当該患者に対して必要な薬学的管理指導を実施した場合、在宅患者緊
急訪問薬剤管理指導料の算定ができます。
　具体的には、処方箋の備考欄に「CoV自宅」又は「CoV宿泊」と記載されているもので、処方箋を発
行した医師の指示により、患者に緊急に薬剤を配送した上で、患者の家族等に対して電話や情報通信機器
を用いた服薬指導を実施した場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 2（200点）を算定できます。（レ
セプト記載　緊コB）

本会として、次の要件を満たしている必要があると考えております。
1．処方箋の備考欄に「CoV自宅」又は「CoV宿泊」と記載されている。
2．医師から緊急の指示（処方箋上でなくても良い。依頼文書や聞き取った内容の薬歴への記載。）
3．緊急に配送する（本感染症の治療の必要性から速やかな配送が必要）
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●参考〈新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その63）〉

問16　自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋を受け付けた保険薬局の薬剤師
が、保険医の求めにより、緊急に薬剤を配送し、当該患者に対して必要な薬学的管理指導を実
施した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について、どのように考えればよいか。

　（答） 保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋（備考欄に「CoV�
自宅」又は「CoV�宿泊」と記載されているものに限る。）に基づき、調剤を実施する場合において、
処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、
当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学
的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 1（500点）を算定できる。
　また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、
当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器（以下「電話等」という。）を用いた服薬指導を実施
した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場
合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 2（200点）を算定できる。
　なお、この場合、薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。

新型コロナウイルス感染症自宅療養者の処方箋の請求について

　新型コロナウイルス感染症自宅療養者への治療薬が必要になった場合は、備考欄に「CoV自宅」と記
載された処方箋は基本的に患者宅近隣の薬局へ FAXで送られることとなっています。
　新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養の医療費について、自己負担部分は全額公費負担の対象となっ
ているため、

1．自宅療養の対象となっている者で
2．その期間中（保健所から就労制限等となってから解除となるまでの期間）に
3．新型コロナウイルス感染症に係る医療を受けた場合
4．保険加入者であれば

医療費は、審査支払機関（国保、社保等）に請求します。
公費負担番号：28340602（広島県の場合）
公費負担医療の受給番号：9999996（全国一律）
で、公費併用で請求します。

※上記 1〜 4 以外の医療費（持病等）については、通常の医療費と同様に自己負担分は、患者に請求する
こととなります。

※ラゲブリオカプセル200mg（成分名：モルヌピラビル）のレセプト請求にあたって、評価療養の該当と
しては、薬剤料を除く調剤報酬を請求することになり、「処方」欄に「薬評」と記載した上で、当該医
薬品の名称を記載することとなります。
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審 第 3 2 8 号
令和 4年 1月18日

広島県薬剤師会会長　様
広島県国民健康保険団体連合会理事長　
〒730-8503　広島市中区東白島町19-49　

審査管理課　

2022年度診療（調剤）報酬請求書等の請求に係る
受付日程について（依頼）

　本会の事業運営について、平素から格別のご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
　さて、このことについては、別紙のとおり診療（調剤）報酬請求書等の受付を行いますので、貴会会員様への周知
方についてご協力をお願いします。

　別紙
2022年度診療（調剤）報酬請求書等受付日程

区分 日 1 ２ ３ ４ ５ 6 ７ ８ ９ 10

２0２２年
４ 月

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
受付 ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ 月
曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
受付 − ○ − − − ○ − − ○ ○

6 月
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
受付 ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○

７ 月
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
受付 ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８ 月
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
受付 ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ ○

９ 月
曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
受付 ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
受付 − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○

11月
曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
受付 ○ ○ − ○ − − ○ ○ ○ ○

1２月
曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
受付 ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○

２0２３年
1 月

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
受付 − − − ○ ○ ○ − − ○ ○

２ 月
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
受付 ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○

３ 月
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
受付 ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○

　　注 １　「O」は受付日、「−」は閉所日、網掛けは休日等の受付日です。
　　注 ２　受付時間は、 8時30分〜１7時１5分までとさせていただきますので、ご協力をお願いします。

一広島県国民健康保険団体連合会一
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令和 4年度
診療（調剤）報酬請求書等の受付日について

　令和 4 年度における「診療（調剤）報酬請求書」等の受付につきましては、下記のとおりとなります

ので、お知らせいたします。

記

提出月 受付締切日 休日等開所日

令和 ４ 年 ４ 月 10日(日)  ９ 日(土)・10日(日)

５ 月 10日(火)

6 月 10日(金)

７ 月 10日(日)  ９ 日(土)・10日(日)

８ 月 10日(水)

９ 月 10日(土) 10日(土)

10月 10日(月・休)  ８ 日(土)・10日(月・休)

11月 10日(木)

1２月 10日(土) 10日(土)

令和 ５ 年 1 月 10日(火)  ９ 日(月・休)

２ 月 10日(金) 

３ 月 10日(金) 

　　　※受付時間は、 ９ 時〜1７時３0分までとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

一社会保険診療報酬支払基金広島支部一
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国会レポート
令和 4年度政府予算案

� 参議院自由民主党政策審議会長
� 参議院議員・薬剤師

藤井　基之 

薬剤師連盟のページ

　令和 4年度政府予算案は、昨年12月24日に閣議決定されました。令和 4年度一般会計の歳出総額は、前年度当初予

算比0.9％増の107兆5964億円と10年連続で過去最大を更新しました。新型コロナ感染症の拡大防止に備えて、その対

策予備費 5兆円を措置し、昨年末の令和 3年度補正予算と合わせて万全を期すとともに、成長と分配の好循環による

新しい資本主義の実現を図るための予算となっています。

　厚生労働省の一般会計予算総額は、前年度当初予算に比べて3781億円増の33兆5160億円となり、このうち、社会保

障関係費が33兆1833億円を占めています。医薬関係では、医薬品迅速開発のための国際調和ガイドラインの作成、ア

ジア等での国際共同治験の支援やPMDAアジアトレーニングセンター事業の拡充等の費用として3.8億円、電子処方

箋の導入に向けた医療機関・薬局のシステム整備支援、電子お薬手帳の活用促進等の費用として383.6億円等を要求

しています。

　本年 4月の診療報酬・薬価等改定については、昨年末の財務・厚労の大臣折衝により、診療報酬が0.43％（医科

0.26％、歯科0.29％、調剤0.08％）の引上げとなり、リフィル処方箋の導入・活用促進により効率化を図ることも決

定しました。一方、薬価は1.35％の引下げとなり、今回も社会保障費の抑制財源を薬業界が負うところとなりました。

また、後発医薬品の調剤体制評価の見直し、多店舗を有する薬局等の評価適正化、OTC類似医薬品の保険給付範囲

の見直し等について、中医協の議論を踏まえ改革を着実に進めることも確認されています。

　令和 4年度予算案は、 1月中旬に召集予定の通常国会において審議されます。一刻も早い成立に努めて参ります。

藤井基之ホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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国会レポート
ブースター接種の推進

� 参議院自由民主党政策審議会長
� 参議院議員・薬剤師

藤井　基之 

　新型コロナウイルス感染症は、欧米諸国等と同様に新たな変異株であるオミクロン株の感染により、 1月12日に 1

万人を超えた 1日の新規感染者数は、22日には 5万人を、そして 2月 5日には10万人を超える等、これまでにない驚

異的なスピードで拡大が続いています。オミクロン株はデルタ株等と比べて潜伏期間が短く、世代時間（ある人が感

染してから他に人に感染させるまでの期間）も 2日程と短く、このことが急拡大の要因となっていると考えられます。

　他方、オミクロン株では鼻や喉といった上気道の炎症を引き起こしやすいものの、肺まで達して重症化するリスク

は、他の変異株に比べて低いことも明らかとなっています。しかしながら、感染者の絶対数が増加することによって、

重症患者数も増加しており、早急な対応が求められています。

　政府はその対策の一つとして、コロナワクチンの 3回目ブースター接種の前倒実施を進めていますが、接種予約が

思うように埋まらない現状にあります。接種が進まない理由としては、国民にブースター接種の重要性やファイザー

社製ワクチンとモデルナ社製ワクチンの交差接種の安全性等の理解が浸透していないことが考えられます。

　こうした現状を踏まえ、自民党政務調査会の新型コロナウイルス対策ワクチンPTは、医療体制を少しでも守るため、

ブースター接種の推進等に関する第 7次の緊急提言を取りまとめ、政府に提出しました。提言では、今回の感染のピー

クアウト後にはSARS-CoV-2ウイルスに対する人口レベルでの免疫は一定程度維持され、今後の感染では重症化し

にくくなることが期待されるとも記しています。今後に如何なる変異株が出現するか分かりませんが、これを最後に

8次提言が出ないことを祈りたいと思います。

藤井基之ホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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イメージカラーと共に

本田あきこ　オレンジ日記

自由民主党副幹事長・女性局長代理
参議院議員・薬剤師

本田　顕子

　吉兆迎春

　自宅から静かに眺めた初日の出のオレンジ色の美しい輝きに、今年一年の希望を込めて手を合わせました。

　元日に、居住区熊本市花園の加藤清正公が眠る本妙寺にお参りに行ってきました。

　おみくじには

　・温かい心で素直に進むこと。

　・小さく見える出来事に注意を払う細心さが望まれる。

　・人の希望する安泰で温かい情景を生み出すように。

　と書かれてありました。

　まさに私が今年やるべき課題をいただいた気持ちでした。

　加えて、“温”という文字に、私自身のイメージカラーのオレンジ色を連想しました。

　私がイメージカラーをオレンジにした第一の理由は、「明るく温かい色」だからです。

　オレンジ色の心理効果の 1つに、「親しみが生まれ仲間意識を高める」という要素があるそうです。

　人との集い、語らい。その中から生まれる喜びがあります。

　その喜びが信念となり強く一歩を踏み出していけることを訪問先の皆様から教えていただきました。

　議員になる前に全国をまわりながら、オレンジ色で皆様と心を一つにさせていただきました。その温かい気持ちは

月日が経っても色あせることなく、私の心に灯り続けていますが、頂いた温かい灯を、政策の実現という形でお返し

できる私でありたいと思います。

　また、そうなるように努力を続けます。

　通常国会が開会し、150日の会期末後には参議院選挙

を控えています。

　日本薬剤師連盟から選任された神谷まさゆき副会長へ

組織力の結集が求められる年になります。

　信念を持って切り拓いていく一年にしていきましょう。

　皆様、本年もよろしくお願い申し上げます。

自宅から眺めた初日の出。
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誰が安定供給を担うのか

本田あきこ　オレンジ日記

自由民主党副幹事長・女性局長代理
参議院議員・薬剤師

本田　顕子

　2019年、私が参議院議員として国会に行かせていただいた直後、抗菌薬セファゾリンナトリウムの欠品問題が話題

になりました。この時に医薬品の原料の大半が中国に依存していることを知りました。

　その後、新型コロナウイルス感染症が世界的にまん延し、マスク等の医療用物資の不足が社会的問題となり、2020

年初頭自民党内に「重要物資の国内備蓄・生産システムの強靭化に関する研究会」が発足し、政府に対して提言を行

うなどにより、その後の政府予算や補正予算に医療用物資等の確保事業、医薬品・医療機器等のサプライチェーン実

態把握等のための調査事業、医薬品安定供給支援事業が計上されてきています。しかしながら、今でも検査キットの

不足、国民の皆様が強く願うコロナワクチンや治療薬の国産化も実現していません。

　国民の生存に不可欠な物資について、「誰が安定供給を担うのか」という課題解決に向けて対策が進められています。

　そのような中で、政府の「経済安全保障法制に関する有識者会議」が 2月 1日に「経済安全保障法制に関する提言」

を公表しました。これを受けて政府は、「経済安全保障推進法案（仮称）」を今国会に提出する予定となっています。

この法案は、安全保障の確保に関する経済施策として 4つの制度を創設するとしています。その一つが「重要物資の

安定的な供給の確保に関する制度」です。国民の生存や国民生活に甚大な影響のある物資（特定重要物資）の安定供

給を図るため、特定重要物資の指定、民間事業者の計画認定・支援措置、特別の対策としての政府による取り組みな

どを措置するとされており、私たちが現在直面している安定供給の課題解決にもつながる法律と期待しています。

　しっかりフォローしてまいります。
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訪問活動のエネルギー源

日本薬剤師連盟　副会長
神谷　まさゆき

　令和 4年もあっという間に 1か月が過ぎ、全国支部訪問は 1月中旬より山口県を訪問させていただいたところです。

訪問活動にご協力いただいている多くの皆様に、改めまして御礼申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言のもと、昨年 2月にWEBを活用したリモート訪問で始まっ

た全国支部訪問は、感染状況を見据えるとともに対策を徹底し、 9月末には宣言・措置が解除されたこともあって、

多くの都道府県で直接訪問にて実施することができました。私の思いをお伝えし顔と名前を覚えていただくには、直

接お会いし時間を共有することが重要で、コミュニケーションの基本は対面であることは言うまでもありません。一方、

WEBの活用は多くの方々とリアルタイムで交流できるメリットがあり、リモート訪問や交流会等のほか、多元中継

で結ばれた参加者との対談を多くの方々に配信して視てもらうなど、さまざまな工夫もしていただきました。

　また、支部訪問では皆様から薬業や薬剤師に関する貴重なご意見をうかがう一方で、地域の歴史や文化にふれ、名

所や旧跡等について見聞きし、時にはその由来等を調べることがあり、訪問させていただいた支部のことを知り、理

解することに役立っています。さらに、訪問活動を進めていくうえで参考になることや気づかされること、励まされ

たりすることもあり、私にとって全国を駆け回るエネルギー源になっているように思います。

　全国支部訪問は残すところあと 8県になりました。藤井基之先生からのバトンを受け継ぎ、皆様とともに前に進ん

でいけるよう全身全霊をかけて取り組んでまいります。神谷まさゆきへの一層のご支援をよろしくお願い申し上げます。

政
まさ

幸
ゆき

だより

1．Facebook ページ『薬剤師「神谷まさゆき」の
活動日誌』を公開しました。
右のコードから閲覧してください

３．神谷まさゆきメールマガジンを開始しました。
右のコードから登録をお願いいたします

４．神谷まさゆきの公式 LINE アカウントを開設
しました。
右のコードから登録をお願いいたします

２．神谷まさゆきのホームページを開設しました。
右のコードから閲覧してください
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JPLフォーラム2022が開催されました

日本薬剤師連盟　副会長
神谷　まさゆき

　オミクロン株による感染急拡大のため、 2月12日現在36都道府県にまん延防止等重点措置が実施されています。こ

のような中で、全国支部訪問は訪問先と連携し対策を万全にして一部WEBも活用し、1月から 2月にかけて山口県、

岡山県、神奈川県を訪問させていただいております。

　さて、その合間の 2月11日（祝）に、JPL（Japan�Pharmacist�Ladies）フォーラム2022「今こそつなごう、女性

の力」がWEB開催されました。荻野副会長の開会挨拶、近藤由利子日本女性薬剤師連盟会長ととかしきなおみ前衆

議院議員より激励のご挨拶、本田顕子参議院議員による特別講演「全国比例選挙を通じて感じた一票の重み」に続いて、

私からはフォーラム参加者の皆様のバックアップを実

感しながら充実した活動ができていることへの感謝の

気持ちと決戦に向かう決意についてお話させていただ

きました。次に 6グループに分かれて、「広げようサ

ムシンググリーン」をテーマにグループディスカッショ

ンの後、私の支援の輪を広げるための具体的な方策が

発表され、岩本幹事長の総評、山本会長の閉会挨拶で終了しました。

　昨年 6月に続いてのWEB開催となりましたが、グループディスカッションや発表もスムーズに進められ、私も各

グループを訪問させていただき皆様と意見交換でき、充実したフォーラムになりました。今後は定期的にWEB会議

を開催し進捗状況を確認して活動を推進していくとのことであり、よろしくお願いいたします。休日にもかかわらず

ご参加いただき、ありがとうございました。

政
まさ

幸
ゆき

だより

1．Facebook ページ『薬剤師「神谷まさゆき」の
活動日誌』を公開しました。
右のコードから閲覧してください

３．神谷まさゆきメールマガジンを開始しました。
右のコードから登録をお願いいたします

４．神谷まさゆきの公式 LINE アカウントを開設
しました。
右のコードから登録をお願いいたします

２．神谷まさゆきのホームページを開設しました。
右のコードから閲覧してください



     ⇦ 薬薬連携通信 第 8 号 ⇨     

（一社）広島県病院薬剤師会 地域医療連携支援検討委員会 

広島県薬剤師会と広島県病院薬剤師会で作成した統一様式トレーシングレポート≪広島県版≫を

ご存知ですか？ 広島県版はトレーシングレポートの受受けけ取取りり者者が処方箋発行元の病病院院薬薬剤剤師師と

なっており、病病院院薬薬剤剤師師がが介介入入すするるここととにによよっってて、、情情報報をを確確実実にに処処方方医医へへ伝伝ええるるここととががででききまますす。。 

ここでは実際にトレーシングレポートを通じてやりとりがあった事例（抜粋）を紹介します。 

  

服薬状況提供書（トレーシングレポート）《広島県版》  

報

告

内

容 

 

■服薬状況 

情報提供・提案事項 

カリメート散は飲みにくさもあり、アドヒアランス低下しております。 

X 日 奥様より聴取「カリメートは、水に溶かして飲んでみたけど、ドロっとして飲みにくい。 

粉薬だけど、飲みにくいし、飲み忘れもある」 

カリメート散からケイキサレートドライシロップへの変更を提案させていただきます。 

 

ケケイイキキササレレーートトのの長長所所  

・内服量が少ない 

カリメート散は 5g/包と 1 回内服量が多いため、内服困難となりやすい  

ケイキサレートドライシロップは、3.27g/包とカリメートより少なく、内服しやすい 

★カリメート散 1 包(5g)はケイキサレートドライシロップ 76％1 包(3.27g)と等価換算です 

・便秘を起こしにくい 

便秘の副作用：カリメート散→9.2％、ケイキサレートドライシロップ→1.9％ 

 
 

  

【【  経経  緯緯  】】  カカリリメメーートト散散、、ママググミミッットト錠錠 333300ｍｍｇｇをを服服用用中中のの患患者者  

X-84 日、カリメート散が飲みにくく、残薬があることを聴取。 

服薬方法をアドバイスし、お薬手帳にケイキサレートに変更いただけないか記載。 

X 日、「お薬手帳を先生に見せ忘れた」（K 値 6.1） 

→改めて内服の必要性について説明した上でトレーシングレポートを提出。 

⇒ ケイキサレートドライシロップへ変更後、「飲みやすくなった」と話され、適切に内服を継続されて

いる。K 値は正常範囲内で推移し、消化器症状なく経過している。 

 

【【委委員員会会よよりり】】  

広島県版トレーシングレポート提出により、確実に情報を伝えることができた事例です。服薬しやす

い薬剤への変更で、より高い治療効果を得ることができました。 

 

※広島県版 参加病院は現在35施設 

      (2022 年 1 月 7 日現在) 

《病院記入欄》 

■報告内容を確認し、主治医へ報告しました。 

トレーシングレポート参加病院 ｐｄｆ 
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