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〈〈〈〈〈 令和 4 年の表紙 〉〉〉〉〉

●令和４年11月号　カギカズラ〈釣藤鈎〉の花（アカネ科）
　関東以西に自生するつる性の樹木で他の木にまと
わりついて生育します。
　カギの部分を薬用とし降圧作用や末梢血管拡張の
作用が認められ高血圧症や不眠、心氣亢進症などに
用います。漢方薬では抑肝散や七物降下湯、釣藤散
に配剤されます。

●令和４年１月号　クサギ〈臭梧桐〉（シソ科）
　中国ではクサギの茎や根を痛み止めに使用してき
ました。日本では江戸時代に常山として薬用や染料
とされました。以前はクマツヅラ科として位置づけ
られていましたが現在はAPG分類法によりシソ科と
なっています。果実は空色の色素として絹染めに使
われることがあります。

●令和４年５月号　カキドオシ〈連銭草〉（シソ科）
　丸い葉が垣根を越えて茎を伸ばすことからカキド
オシと言われ、一文銭が連なるようだとの形容から
連銭草という薬名が付いています。成分はリモネン
など精油が多く漢方では清熱・利尿・鎮咳に用いら
れるほか黄疸や尿路結石に効果があると注目されて
います。

●令和４年９月号　ムラサキ〈紫根〉（ムラサキ科）
　ムラサキの根にはシコニンが含まれ抗菌・抗腫瘍
作用が有ることがわかっています。根からの抽出液
は紫色で昔から染物に利用されてきましたが薬用で
は紫雲膏に含まれています。また乳腺炎や腫瘤の治
療に用いられた紫根牡蛎湯にも配剤されています。

●令和４年３月号　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。

●令和４年７月号　カンゾウ〈甘草〉（マメ科）
　多くの漢方処方に配剤されるカンゾウですが中国
東北部やモンゴル・ウラル地方に自生しています。
主成分のグリチルリチンにはステロイド様作用や抗
炎症作用があり頻用されてきました。しかし多用す
ると浮腫みや高血圧など疑アルドステロン症を発す
ることがあり注意しなければいけません。
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公益社団法人　広島県薬剤師会　会長　豊　見　雅　文

年　頭　所　感

　2023年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様、そのご家族の皆様におかれましては、穏やかにお正月をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　2020年 3 月 6 日、広島県内で最初の新型コロナ感染症の患者が報告されてもうすぐ 3年が経とうとしています。こ

の 3年間、薬剤師の活動は新型コロナウイルスに関する業務に明け暮れることになりました。現在は第 8波が今後ど

のような経緯をたどるのか、予断を許さない状況です。また、インフルエンザとの同時流行が本格的になるのか不明

のまま、その事態に備えた準備をしています。

　ワクチン接種会場での充填業務をはじめ、宿泊療養施設等への医薬品の提供、オンライン診療センターへの対応、

0410対応やCoV自宅対応による調剤や配送、無料抗原定性検査、抗原定性検査キットの販売などで、会員の皆様に

ご協力いただき、薬剤師がその職能により地域医療・保健への貢献ができる事を証明しました。当初、厚労省は考え

ていないと言っていた、新型コロナウイルスとインフルエンザの感染の有無を同時に検査できる抗原検査キットの薬

局での販売も可能になりました。

　心配なことも増えています。薬剤師会が反対を続けている敷地内薬局も全国で増え続けていますし、これから始ま

る調剤業務の外部委託はその範囲の拡大が検討されています。この動きは安全な薬物治療の継続を脅かす物であり、

地域の健康拠点を目指すかかりつけ薬局を理想とすると、それと反対の方向に進んでいるとしか思えない物です。

　2020年秋に起きたジェネリック薬品メーカーの睡眠導入剤混入事件の後、連鎖的に引き起こされた医薬品製造・流

通の破綻は今も深刻化しており、卸から薬局への連絡は、ほとんどが納入不可あるいは遅延の連絡になりました。コ

ロナ感染症と同様、はやく正常な状況に戻ってほしいものです。

　昨年の10月末から安佐地区で始まった電子処方箋のモデル事業は、全国的にも珍しく多くの医療機関・薬局が参加

し、その経緯が注目されています。制度的には今月から対応医療機関・薬局で電子処方箋が利用できるのですが、医

療機関や薬局のシステムの開発が遅れており、実際に普及するのはこれからの事になります。当分の間、医療機関で

は電子処方箋を発行するか、今までの紙の処方箋か選ぶ事になるのでしょうが、処方箋を受ける立場の薬局が「電子

処方箋は受けない」という選択はあり得ません。オンライン資格確認が使えるようになった薬局は次に電子処方箋を

受ける準備を始めていただきたい。

　薬剤師が職能を発揮して働くと患者さんのメリットがどう増えるか。それを社会に理解していただかなくてはなり

ません。今までの殻を破って行動する事が打開につながると信じています。

　最後になりましたが、皆様のご多幸とご活躍を祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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公益社団法人　日本薬剤師会　会長　山　本　信　夫

新年ご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。広島県薬剤師会会員の皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えの

こととお慶び申し上げます。また、平素より本会の進める諸事業に格別のご理解とご支援を賜っておりますことに、

心より厚く御礼申し上げます。

　さて、2020年に我が国で初めて新型コロナウイルス感染症が確認されて以来、早くも 3年が経過しました。急速な

感染拡大により、社会・経済活動が停滞を余儀なくされる中で、地域の薬剤師・薬局は医療提供体制を医薬品提供の

立場から支え続け、ワクチン接種の迅速化や、自宅で療養する患者等に対する治療薬の提供などに大きな力を発揮さ

れました。さらに現在も、季節性インフルエンザとの同時流行に備え、検査キットや解熱鎮痛薬等の販売・相談対応

をはじめ、医薬品提供体制の維持にご尽力されておられることに、心より厚く御礼申し上げますとともに、その心意

気に敬意を表するものであります。

　一方、電子処方箋やオンライン資格確認等あらゆる分野で進むDXに、薬局・薬剤師も例外なく対応せねばならず、

薬剤師資格証（HPKIカード）は、その対応に不可欠な薬剤師資格を証明する手段となります。ご負担をお掛けいた

しますが、速やかな資格証取得のための申請をお願いいたします。電子処方箋の運用を巡っては、厚生労働省におい

て検討が重ねられ、モデル事業等で把握された課題を踏まえ、本年 1月よりスタートします。その定着にはなお時間

を要しますが、患者は勿論、医療現場に混乱を生じさせない「誰もが理解しやすい」仕組みとして活用できるよう、

会員の皆様には都道府県薬剤師会・地域薬剤師会を通じて分かりやすくお知らせして参ります。

　また、本年 4月に予定されている中間年薬価改定の与える影響は、薬局経営や医薬品の供給体制など広範囲である

ことから、改定対象は「大幅な乖離のある品目」に限定し、薬局の経営状況等も勘案し実施の可否をも検討するよう

要望しています。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰等による想定を超える薬局の経営状況の減衰

を踏まえ、必要な財政支援を要望しているところです。

　さらに、薬剤師・薬局に対する規制改革の圧力は、日増しにその強さを増しています。調剤業務の委受託、員数規

制の緩和、専門家不在時のOTC薬販売など、薬剤師否定論にも似た無理難題を看過することなく、医療安全の確保

や責任体制の明確化の視点から、今後とも薬剤師の必要性を主張して参ります。

　今後も、山積する課題に果敢に取り組み、地域への医薬品提供を担う薬剤師・薬局がその責任・役割を果たせる環

境づくりに向けて、覚悟と矜恃を持って会務を進める所存です。

　結びにあたり、広島県薬剤師会会員の皆様方にとって実り多い一年となりますよう祈念し、新年の挨拶といたします。
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参議院議員・薬剤師　本　田　顕　子

令和 5年年頭所感

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、お健やかに新たな年を迎えられたことと存じます。本年も変わらぬご指導をよろし

くお願い申し上げます。

　さて、昨年は少しずつ人の往来や人が集う機会が増えてきたように感じますが、依然としてコロナ禍は続いており、

マスクをつけての年越しは今年で 3回目となりました。その間、会員の皆様におかれましては、処方箋調剤をはじめ

とする薬剤関連業務に加えて、新型コロナワクチン接種へのご協力、抗原検査キットの販売・配布及びPCR検査の

実施支援等の新型コロナ対策などを通じて、地域にお住まいの皆様の健康づくりや公衆衛生の向上に貢献されており

ますことに敬意と感謝を申し上げます。

　今年こそはマスクを外して会話をしたいと思っておられるのは先生方も同様と存じますが、季節性インフルエンザ

の同時流行も懸念されるため、同時検査キットの供給により検査機会を確保することとなりました。限られた医療資

源を有効活用し、この冬を乗り越え春を迎えられるようにと思います。

　また、処方箋の電子化に伴う体制整備等のご負担も多いと思われますが、重複投薬や併用禁忌のチェック等がより

確実かつ効率的に行われ、薬剤の安全使用につながるよう、導入に向けてのご理解とご協力をお願いいたします。

　新春はおかげさまで静かに迎えることができました。

　昨年 8月の第二次岸田改造内閣におきまして厚生労働大臣政務官兼内閣府大臣政務官を拝命し、医療・子育て等の

厚生行政と新型コロナワクチン接種推進を担当させていただくこととなりました。通常国会では来年度予算案をはじ

め国民生活に直結する議案が本格論戦されます。大臣政務官として加藤勝信厚生労働大臣を補佐し、薬剤師の先生方

の明日の環境整備につなげていけるよう努力してまいります。

　結びに、会員の皆様にとりまして本年が実りある輝かしい一年となりますことを祈念申し上げ、新年にあたっての

挨拶といたします。
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新年にあたって

　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様には、お健やかに輝かしい新たな年を迎えられたことと、心よ

りお慶び申し上げます。

　皆様のご支援により、昨年 7月に国会に送り出していただいてから半年が経過しました。 8月 3日の初登院、その

後の党本部における各種会合への出席、10月 3 日に招集された臨時国会における初めての国会質問等、毎日が初めて

の経験の連続であり、薬剤師の声を国政の場に伝えるという役割を果たすべく精一杯の努力を続けております。

　思い起こすと、 2年を超える私の全国訪問活動は新型コロナウイルス感染症に翻弄されたものであったと考えてい

ます。組織内候補と決定していただいた令和 2年 3月は緊急事態宣言が出されており、訪問活動は宣言が解除された

5月25日以降となってしまいました。令和 3年 2月から始まった全国の支部訪問も同年 1月に二度目の緊急事態宣言

が発令されている中での活動でした。まさに、ウィズコロナ活動であったと、今となっては懐かしく思い出していま

す。 2年間の活動、そして選挙活動におきましては会員の皆様に大変お世話になりました。改めまして御礼を申し上

げます。

　新型コロナウイルス感染症も終息の兆しが見えない中で新年を迎えることになり、会員の皆様もウィズコロナ生活

を強いられておられるのではないでしょうか。本年は卯年であり、ウサギには跳ねる特徴があるため、景気が上向き

に回復するといわれており、縁起のよい年だとのことです。また、ウサギは穏やかで温厚な性格であることから「家

内安全」、「飛躍」、「向上」を象徴するものという捉え方もあるそうです。

　本年が会員の皆様にとって素晴らしい一年となりますことを祈念申し上げ、新年に当たりましての挨拶とさせてい

ただきます。

参議院議員・薬剤師　神　谷　政 幸
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　明けましておめでとうございます。

　広島県薬剤師会の皆さまにおかれましては、幸多き新年を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。長引くコ

ロナ禍の中、昨年も広島県医師会の事業・業務にご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございました。本年もどうぞ

よろしくお願い申し上げます。

　なかでも、県薬剤師会の皆さまには、「広島県四師会協議会」、「21世紀、県民の健康とくらしを考える会」、広島県

地域保健対策協議会の「医薬品の適正使用検討委員会」をはじめとした各種連携事業の推進により、ともに県民のい

のちと健康を守る活動を行っていただいておりますこと、衷心より感謝を申し上げます。

　さて、昨年は衝撃的な事件が続いた 1年となりました。 1月に埼玉県で医師が散弾銃で撃たれ、続く 7月には、安

倍晋三元首相が銃撃されました。

　診療を行う上で、医療者が不当に事件に巻き込まれ、ましてや命を落とすようなことは断じてあってはなりません。

広島県医師会では、広島県警と連携しながら、危険の未然回避や安全対策を協議し、啓発のためのポスターを作成・

配布し、また日本医師会を通じて国へ医療安全への対策を提言しています。

　また新型コロナウイルス感染症については、第 7波が最高潮に達した 8月下旬には、広島県内における 1日あたり

の新規感染者数は 8千 8百人弱にまで達しました。年末年始にかけて第 8波の模様を呈しておりますが、幸いにもワ

クチンの効果と検査医療体制の協力により、病床の逼迫は抑えられたことで、感染防止と経済活動が何とか両立して

いる状況であります。今後とも油断はできませんが、ワクチンや医療体制の拡充、さらには国民の予防意識の高まり

により収束に向かうことを願っています。

　そして今年は、いよいよG 7広島サミットが 5月19日から21日までグランドプリンスホテル広島で開催されます。

岸田文雄首相のお膝元である被爆地ヒロシマでの開催は、来広の首脳はもとより、世界に向けて核兵器廃絶の願いと、

広島の魅力を世界に発信する大きなチャンスを迎えます。広島県医師会といたしましても、開催時の医療体制を全面

的に支援することとしており、G7広島サミットの成功に向けて積極的に協力してまいります。

　広島県薬剤師会館のある二葉の里地区には、広島県歯科医師会館とともに、われわれの広島県医師会館があり、ま

さに地域医療の拠点となっております。本年も、県薬剤師会の皆さまと共に、幅広く全ての医療職の総力を結集し、

地域医療の発展・充実に向けて「オール広島」で取り組んでまいります。

　結びに、貴会の益々のご発展と貴会会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念し、新年のご挨拶とさせて頂きます。

一般社団法人　広島県医師会　会長　松　村　　　誠

新　年　挨　拶
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一般社団法人　広島県歯科医師会　会長 山　﨑　健　次

年　頭　所　感

　新年あけましておめでとうございます。

　広島県薬剤師会会員の先生方におかれましては、新しい年をご家族お揃いで健やかにお迎えのこととお慶び申し上

げます。

　一昨年 6月より、会長としてガムシャラに会務に取り組み、アッと言う間に 1期目の任期も残すところ約半年とな

りました。常日頃から、本会会務に対して特段のご高配をいただいております貴会に対し、心からの感謝と御礼を申

し上げます。

　さて、昨年も、新型コロナウイルス感染症に振り回された 1年でした。

　長引く第 7 波から現在�第 8 波を迎え、それに伴い薬局の店頭には抗原検査キットを求める県民の方々が並ばれま

した。そのニーズに応えていただいた薬剤師会会員の先生方には、あらためまして敬意を表するところです。

　反面、コロナ禍は、人々の行動や会務執行に制限を掛けるばかりでなく、こういう状況であったからこそZoom等

によるWeb会議が一気に推進されました。本会も諸会議や学会・セミナーなどでDXの推進に繋げたいと思っています。

　一方、政治に目を向けると、本年 5月には「G 7広島サミット」が開催されます。広島から力強い平和のメッセー

ジを世界中に発信し、核兵器のない真に平和な世界の実現に向けた機運を高めなくてはなりません。我々�医療関係

者は「広島サミット県民会議」の一員として、裏方になりますが、医療の面から来広者に対してサポートするなど、

出来る限りの協力をしたいと思います。

　さて「電子処方箋」が今年 1月から本格導入されるにあたり、厚労省ではその運用プロセスの検証、課題整理のた

めのモデル事業を昨年の10月から行っていますが、その対象地域の 1つとして本県の安佐地域が選定されております。

本会でも非常に重要な役割ととらえておりますし、地域の医科や薬局の先生方とともに歯科もご協力させていただい

ております。この取り組みがスムーズな電子処方箋導入への一助となれば幸いです。

　更に、もうすぐ「2025年問題」と呼ばれる超高齢者社会が到来します。これからは、薬局に薬を取りに行くのでは

なく、在宅医療や在宅介護に対応した薬剤師の訪問サービスのニーズが高まります。薬剤師は、薬の専門家としてよ

り精度の高いサービスやきめ細やかな接客が求められていく時代になるのだと思います。

　どんな時代であろうとも「安心で安全な医療を、平等に提供する」ため、今年も引き続き緊密な連携をお願い申し

上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

　今年一年が薬剤師会会員の先生方をはじめご家族・従業員の皆さまにとってより佳い年になりますように！！　

（令和 5年 1月）
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公益社団法人　広島県看護協会　会長　山　本　恭　子

新春のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。

　広島県薬剤師会の皆さまにおかれましては、2023年の新春を健やかにお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

　日頃から、広島県看護協会の活動にご支援、ご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

　さて、国では、2024年度から開始される第 8 次医療計画に向けて、現在、指針等のとりまとめに向けた議論が最終

段階を迎えています。2023年度には、国が示す指針等に基づき、都道府県において第 8 次医療計画の策定が行われ具

体的に動き始めます。中でも、医療提供体制については、令和 3 年度の医療法改正により、第 8 次医療計画から医療

計画の記載事項として、新興感染症への対応に関する事項が追加されることになりました。

　長引くコロナ禍は、医療・福祉・介護分野におけるサービス提供体制、就業環境、経営等に大きな影響を与えてお

り、平時からの医療提供体制の改善等の必要性が指摘されています。

　また、中小医療機関や福祉施設においては、専門性の高い感染症対策に苦慮し、不安を抱えておられることから、

本会では、医療機関・福祉施設等に対し、専門職能団体として、感染予防対策、感染症発生時の対応等について新型

コロナウイルス感染症が長期化している中での学びや経験を活かして、感染管理認定看護師を中心に支援を行ってい

るところです。

　さらに、人生100年時代の到来に伴い2040年に想定される人口構造は、総人口および生産年齢人口は大きく減少す

ることが見込まれています。高齢人口は2040年頃にピークアウトした後はあまり変わりませんが、その結果、少子超

高齢化はますます進展し、高齢者 1 人を現役世代1.5人で支える状況になると推定されています。こうした中で、医

療や介護のサービスの担い手の確保が大きな課題となっています。

　このような変化の中にあって、我が国の医療提供体制は、病院完結型から地域完結型への移行が進んでおり、2025

年の在宅医療ニーズは約100万人に達すると見込まれています。

　広島県においても、効率的かつ効果的に地域包括ケアの推進を図るために、地域の中核病院等と訪問看護ステーショ

ン間の連携を積極的に推進するとともに、プラチナナースの活用に力を入れているところです。

　現在、県では、広島の医療の将来を見据え、「高度医療・人材育成拠点」の整備について検討が進められています。

高度医療や中山間地域の医療を確保・推進していくためには、薬剤師会をはじめ関係団体とこれまで以上に緊密な連

携を図りながら、県民の保健医療福祉の向上に貢献できることが重要と考えます。

　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

　終わりに、広島県薬剤師会のますますのご発展と、会員の皆さまのご多幸、ご活躍を祈念申し上げまして、新春の

ご挨拶といたします。



9広島県薬剤師会誌　2023 Vol.48 No.1

新年ごあいさつ

　謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

　広島県薬剤師会の皆様方には、すがすがしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　日頃から、本県の健康福祉行政に対しまして、格別の御理解と御協力をいただいておりますことに厚く御礼を申し

上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症に関しましては、第 8波の感染拡大をできるだけ抑えるために様々な対策を講じ

て、医療で受け止めつつ、社会経済活動を維持していくことを県の基本方針としているところであり、会員の皆様方

には、経口治療薬の供給や高齢者施設との連携体制の構築、ワクチンやオンライン診療センターでの協力、抗原検査

キットや不足する解熱鎮痛剤への対応、今冬のインフルエンザとの同時流行に備えた対応など、多大な御尽力と御支

援を頂き、改めて感謝申し上げます。

　これらの対応の中においても、調剤業務にとどまらず、患者・住民との関わりや、他職種・他機関との連携の度合

いが深まり、「患者のための薬局ビジョン」に掲げられた目指す姿が、体現され始めているものと実感しております。

　2025年には、団塊の世代が全員75歳以上となり、医療ニーズが極大化する一方で、少子化により、医療従事者の確

保は、さらに困難になってくることが予想されています。

　また、薬剤師を取り巻く環境の変化として、医療分野におけるデジタルトランスフォーメーションが進んでおり、

県内においても、安佐地域が、国の電子処方箋モデル事業として選定・先行実施され、電子処方箋システムをはじめ

とする医療情報基盤が整いつつあるなど、デジタル技術への対応が必須となってまいります。

　さらに、昨年 7月には、厚生労働省の「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ」

が示され、処方箋受付時以外のフォローアップやポリファーマシー等の対応、セルフケア、セルフメディケーション

の支援、健康サポート業務等の対人業務の充実化、各種医療情報を活用した薬局薬剤師DXの実現、地域の薬局全体

で地域全体に必要な薬剤師サービスを提供する観点の必要性などが求められています。

　このような中、本県では、令和 3年度を始期として「安心・誇り・挑戦　ひろしまビジョン」を策定し、10年後の

目指す姿として、デジタル技術やデータの活用等により、医療・介護の高度化・効率化が促進され、県民が、安心し

て質の高い医療・介護サービスを受けることができる体制が維持されていることを掲げ、様々な取組を進めております。

　本年は、広島県保健医療計画等の多くの計画の見直しが本格化します。次期計画の策定に当たっては、目指す姿の

実現に向け、薬局薬剤師の業務及び薬局機能の推進に係る取組についても検討してまいります。

　今後とも、本県行政への一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びにあたりまして、貴会の益々の御発展並びに会員の皆様の御健勝と御多幸を心からお祈りいたします。

広島県健康福祉局長　木　下　栄　作
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年頭ご挨拶

中国四国厚生局長　小　森　雅　一

　令和 5年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

　広島県薬剤師会の皆様方には、日頃から医療保険行政並びに薬事行政に対し、ご理解とご協力を賜っておりますこ

とに厚く御礼申し上げます。また、長引くコロナ禍において、各種鎮静化対策に多大なるご尽力をいただいており、

心から感謝と敬意を表します。

　現在、コロナ対策は、高齢者・重症化リスクのある方に対する適切な医療提供の考え方に転換するとともに、感染

への対応と社会経済活動の両立をより強固なものとするWithコロナへと移行しております。移行に当たっては、国

民の皆様に自主的な感染予防行動の徹底をお願いするとともに、通常医療を確保するため保健医療体制の強化・重点

化を進めていくこととなります。中国四国厚生局としましても、引き続き関係団体の皆様方と連携を図りながら、感

染症対策を推進してまいります。

　こうした中、感染症流行への対応を踏まえた課題として、平時からのデータ収集の迅速化や収集範囲の拡充、医療

のデジタル化による業務効率化の推進を目指した体制構築の必要性があげられています。厚生労働省では、保健・医

療・介護の各段階（発症予防、診療、薬剤処方、診療報酬の請求、医療介護の連携、地域医療連携など）において発

生する情報やデータの共通化・標準化を図り、予防促進及び良質な医療ケアの提供を行う医療DXを推進しています。

　この対策の一つとして、令和 5年 4月から導入が義務付けられているオンライン資格確認があります。安心・安全

で質の高い医療を提供していくデータヘルスの基盤となる仕組みであり、患者様の資格情報等により、事務コストの

削減・特定健診や薬剤情報の閲覧といった効果が期待できます。既に大多数の薬局で導入手続きを進めていただいて

おりますが、引き続き、運用開始に向けたご対応を宜しくお願いいたします。

　また、オンライン資格確認システムの仕組みを用いた電子処方箋により、医療機関・薬局間で電子化された処方箋

の授受が行えるようになります。電子処方箋では、処方箋をもとにした情報をリアルタイムで参照できるほか、それ

らの情報を活用し重複投薬のチェックなども可能となります。電子処方箋を利用することにより、ペーパーレス化の

促進や、複数の医療機関・薬局が持つデータの利活用による質の高い医療提供が図られますので、積極的に導入の検

討をお願いいたします。

　その他、オンライン服薬指導や電子版お薬手帳のICT利活用が推し進められるなど、業務面での大きな転換期を迎

えており、会員の皆様方にはたいへんなご負担をお掛けしますが、医療機関等の関係機関と連携を図りつつその専門

性を一層発揮され、患者様の健康維持・促進のために引き続きご尽力を賜りますようよろしくお願いいたします。

　貴会の益々のご発展と会員の皆様方のご多幸とご健勝をお祈りいたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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広島県健康福祉局　薬務課長　岡　田　史　恵

新年ごあいさつ

　あけましておめでとうございます。

　広島県薬剤師会の皆様方には、平素から、医薬品の適正使用、在宅医療、健康サポート及び薬物乱用防止対策など

の推進に格別の御理解と御協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。

　また、新型コロナウイルス感染症対策では、経口抗ウイルス薬であるラゲブリオ、パキロビッドパック、ゾコーバ

を含む薬剤の自宅療養者への服薬指導及び配達や、高齢者施設との連携など、確実な処方箋対応と、感染に不安のあ

る方への抗原検査キットを用いた検査の実施や承認された同検査キットの販売・普及などにより、安心で適正な医療

の提供に大きな役割を担っていただき、重ねて御礼を申しあげます。

　さて、本年は、国が、昨年10月末からモデル事業として実施してきた電子処方箋の運用が、全国的に開始されます。

モデル事業においては、本県安佐地域が選定され、先行して電子処方箋の発行が行われてきたものです。

　また、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の制度開始から 1年が経過し、県内では、更新及び新規申請により、

昨年から倍増となる約90の薬局が認定されております。

　いずれの仕組みも、患者の求めに応じて利用が広がっていくものであり、メリットを実感してもらうためには、こ

れまで以上に、薬局と医療機関等との連携、特に情報の連携を強化していく必要があります。

　本県では、以前から、県民へのより良い医療の提供を目的として、ひろしま医療情報ネットワーク（HMネット）

の充実と加入促進に力を入れて参りました。

　最近では、HMネットの 1つの機能であるHMBoxを利用し、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に対する

広島県オンライン診療センターと薬局との処方箋等の情報のやり取りに活用されております。

　会員薬局の皆様にも、医療や健康に資する様々な機能を備えるHMネットに加入、御利用いただき、安心・安全な

医療の提供、健康管理や健康増進の取組に活用されることを願っております。

　厚生労働省が、昨年 7月に公表した「薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン」では、薬局薬剤師DXや

地域における薬剤師の役割などが挙げられており、電子処方箋やオンライン服薬指導、HMネット、電子お薬手帳な

ど、各種医療情報を活用した薬局薬剤師DXの実現、また、これらの情報を活用した多職種や病院薬剤師との連携、

健康サポートなど、地域全体で必要な薬剤師サービスを、地域の薬局全体で提供していくことが期待されております。

　引き続き、本県の薬務行政の推進に御支援、御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

　おわりに、貴会の益々の御発展と会員の皆様の御多幸をお祈り申しあげ、新年の御挨拶とさせていただきます。
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　新年あけましておめでとうございます。長久堂野村病
院の荒川でございます。2020年、新型コロナ感染症の流
行と同時期に広島県薬剤師会の常務理事を拝命し、地域
連携・薬薬連携の更なる推進を目標に活動してまいりま
した。コロナ禍での 3年間、人と人との繋がりの構築は
非常に難しい状況が続いてまいりました。しかしながら、
Zoomなど新たなコミニュケーションツールの活用など
も一気に浸透した 3年間であったと考えます。
　今年もAIやIoTなどのツールを活用した新たな業務が
どんどん進む 1年になるものと考えています。経済産業
省ではDXの定義を「企業がビジネス環境の激しい変化
に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社
会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを
変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、
企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立するこ
と」としています。
　薬剤師業務の変革を敏感に察知し、乗り遅れず、これ
ら新たなツールをうまく活用しながら地域連携・薬薬連
携の推進を図っていきたいと思います。

　新年あけましておめでとうございます
　みなさまにおかれましてはお健やかにお過ごしのこと
と存じます。
　昨年一年は、まだまだ続く新型コロナ感染症のため、
思ったように動くこともできず、なかなか窮屈な日々で
はなかったかと思います。
　さて、本年は兎年。わたくしは年女ということで、還
暦のワードに敏感になっております。会社を立ち上げ、
薬局を開局してはや27年経とうとしております。
　その当時は自分が還暦を迎えるということなど全く意
識もせずに過ごしていたのですが、時間の流れは残酷に
も過ぎていきました（笑）。「世間でいう定年の年齢とは
こういうことだったのね！」　と感じるほど体力的なダ
メージも大きくなってきました。
　今後もなるべく皆様に迷惑をかけないよう一日いちに
ちを大切に、丁寧に生活をして、もうしばらく現役を続
行していきたいと思います。
　このパンデミックな状況を皆さんとともに乗り切り、
一日も早く平和に楽しく笑いあい過ごすことができるこ
とを祈っております。
　本年もよろしくお願いいたします。

―年男・年女を迎えて―

常務理事　荒川　隆之 常務理事　柚木　りさ 
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第39回 広島県薬事衛生大会を開催

令和 4 年度 薬祖神大祭を執行

　第39回広島県薬事衛生大会が、去る10月20日（木）、広島県薬剤師会館において開催された。

　豊見雅文広島県薬事衛生大会会長の挨拶に始まり、次に令和 4 年度薬事功労者広島県知事表彰が行われ、松村智子

氏、本会から竹下武伸氏（大竹市薬剤師会）、長谷川項一氏（広島佐伯薬剤師会）が受賞された。次いで、大臣表彰

受賞者の披露があり、広島県知事、広島県議会議長、広島県市長会・町村会会長、広島県医師会会長からの祝辞、来

賓紹介、祝電披露の後、受賞者代表の謝辞があり、大会宣言が採択された。

　大会は15時55分に閉会した。

　去る10月20日（木）、広島県薬剤師会館 2 階ホールにて、令和 4 年度薬祖神大祭が、薬業関係者等出席のもと、

厳粛に執行された。
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・厚 生 労 働 大 臣 表 彰 廿日市市薬剤師会 渡　邊　英　晶

・文 部 科 学 大 臣 表 彰 広 島 市 薬 剤 師 会 野　村　祐　仁

・広 島 県 知 事 表 彰 大 竹 市 薬 剤 師 会 竹　下　武　伸

〃 広島佐伯薬剤師会 長谷川　項　一

〃 松　村　智　子

令 和 4 年 度  各 賞 表 彰

　 皆様、新年あけましておめでとうござ
います。本年もよろしくお願いいたします。

　 この度、令和 4 年度学校保健及び学校安
全表彰者として、文部科学大臣表彰を受賞いたしました。
　まず思ったことは、私がいただいていいのか？という
疑問と驚きでした。これまで褒められたことは小学校で
絵が上手だねという 1度だけで、いじめっ子だった小学
生時代、適当に過ごした中学時代、落ちこぼれて先生を
敵だと思っていた高校時代と、叱られてばかりの思い出
しかありません。先生というのは理不尽なことを言って
食べていけるいい職業だと思い、そんな大嫌いな先生に
なってやろうと、大学の 1年、 2年の夏休みに授業をう
け、 3年で教育実習を終了し、中学 1高校 2級の理科の
教員免許（当時は理科か保健体育が取得できたと覚えて
おりますが、その免許証も紛失しておりどのような免許
証だったか定かではありません）を取得しました。しか
し、楽しく遊んで忙しかった大学生活最終年の夏に採用
試験を受けるはずもなく、卒業後は広島大学病院の研修
生を経て病院薬剤師として11年余り勤務し、平成 5年に
薬局を開局しました。平成 6年に広島市薬剤師会の理事
を拝命し、平成 7年 4月に新設された広島市立早稲田中
学の学校薬剤師として着任しました。また学校の校門の
中へ、教室へ、ましてや校長室へ入って行くようになる
とは思ってもみませんでした。学校環境衛生活動、薬物
乱用防止教室など、何もわからない私に対し、先達の諸
先生方からたくさんのご指導やご助言を賜り、なんとか

広島市薬剤師会　野村　祐仁 氏

文 部 科 学 大 臣 表 彰

　この度は、令和 4 年度第39回広島県薬事
衛生大会におきまして薬事功労者として、

県知事表彰をいただき、誠にありがとうございました。
　これまでご指導ご鞭撻いただきました先輩方をはじめ、
支部の皆様に感謝を申し上げます。
　大学を卒業して大竹の精神科の病院で働き、しばらく
して薬局に転職をし、 1 年くらいした後に開局をいたし
ました。まだその頃は院外調剤が始まった頃で私どもに
もチャンスがあった良い時代だったと思います。

大竹市薬剤師会　竹下　武伸 氏

広 島 県 知 事 表 彰

職責を果たすことができたと思います。支えてください
ました方々に、心より感謝申し上げます。私自身いろい
ろな賞を受賞することに対して、これまで全く無頓着で、
恥ずかしいし遠慮したいという気持ちが強かったのです
が、広島市薬剤師会の会長時代には、受賞を躊躇う先生
方に「当然のご功績ですから」「順番ですから」「次の人
のためにも」「支えてくださった先生方のためにも」と、
ご受賞いただくようお願いしてまいりました。しかし、
いざ自分が受賞となるとどうしようという思いが巡りま
した。しかし、60代を半ばにして、生きてきた証、何か
爪痕を残したいという気持ちになったのかも知れません、
恐縮しつつ謹んでお受けすることといたしました。この
度の身に余る賞を励みに、微力ではありますがこれから
も尽力してまいりたいと思います。ありがとうございま
した。
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　大竹支部に入会をして保険薬局部会をはじめ多くの仕
事をさせていただきましたが、その間にたくさんの人と
のつながりもできました。最後に支部長を十数年やって
こられたのは、その人たちのおかげだと思っています。
　薬剤師として不甲斐なさを感じることもありましたが、
妥協をせずに頑張ってきたと思います。
　小さな支部で何をやるにもマンパワーが足りませんで
したが、皆様が協力をしてくれました。また、前県薬会
長も全員参加でと小さな支部にも声掛けをしてくださっ
たおかげで、支部の活動もできたのだと思います。今は、
薬剤師の仕事に余裕がなく支部活動も難しいところがあ
りますが、次の世代の人たちに頑張っていただきたいと
思います。
　私は薬局を閉局し他の薬局で働いていますが、そろそ
ろ引退をと思っていましたが、このような賞をいただき
ましたので、迷惑のかからないように、これからも地域
医療、介護にと精進いたしたいと思います。
　皆様方のさらなるご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し
上げます。

　この度は、令和 4 年度薬事功労者として
広島県知事表彰をいただき、誠にありがと

うございました。そして、当日出席された先生方を代表
して謝辞を述べさせていただき、大変感謝し同時に恐縮
いたしております。
　薬事衛生大会には各方面の薬事関係者が出席されてい
ましたが、超高齢化社会をむかえつつある今、薬剤師と
しては包括的に多職種との協働を進めることが求められ
ていると思いました。
　続いて薬祖神大祭が、薬業関係者等出席のもと、 厳粛
に執行されました。私は初めて出席させていただき、神
職が 3 名で大祭が執り行われ、神聖な体験をさせていた
だきました。
　薬剤師会館周辺では、広島駅ビルの開発、富士見町の
ヒルトン広島をはじめ多くのホテル開発があり、来春の
サミットなど観光都市でもある広島は人の動きが大きく
なっている中で、コロナ第 8 波をむかえています。
　私としては、抗原検査キット販売や県の抗原検査キッ
ト配布事業にも参加し、学校での空気検査等による換気
指導など薬事衛生の向上に役割を果たしていく所存でご
ざいます。
　何卒今後とも変わらぬご指導いただけますようお願い
申し上げます。

　松村　智子 氏

　令和 4年度薬事功労者として県知事表彰
をいただきました。大変恐縮しています。

過分な推薦文、手続きの書類作成、本当にありがとうご
ざいます。
　私は広島県薬剤師会、呉市薬剤師会、広島県女性薬剤
師会の運営に関わらせていただきました。初めて県薬の
学術大会に携わった時には、前日の準備から当日の進行、
撤収などが整然と行われていたことに驚きました。また
当日は参加された皆さんの熱意に感動しました。平穏な
日常の中に多くの方のご尽力があり、受け身だけの生き
方ではもったいないと痛感しました。しかし井の中の蛙
がいきなり広い世界に顔を出したような私ですから、ア
キレス腱が切れそうになるほど背伸びをしていました。
そんな私を諸先輩は温かく見守って下さり、たくさんの
優しさを教えてくれました。感謝しています。
　2021年 4 月、私にとってのターニングポイントはいき
なり訪れました。これから始まる生活の中で介護、支援、
日常生活をどのようにしたいのかと問われました。私
は、夫の支えのお陰でかなり自由に飛び回らせてもらっ
ていたのですから、通常の日常生活と言われても検討が
つきませんでした。一年過ぎた今こうして普通の生活が
できているのは、ケアマネジャーをはじめ、たくさんの
方々がサポートしてくれたお陰だと感謝しています。最
近では年を重ねていく上で、少し支えてもらいながら住
み慣れた環境で暮らすという人生設計も悪くはないなと
思えるようになりました。結婚45年にして初めて夫と向
き合って生活しています。気恥ずかしさもあり、時とし
て多少の気詰まりもあるようです。そんな時に、私は庭
に出て植木鉢をつついたり剪定をしたりでちょうどよい
距離を保つことができていると思っています。
　この頃はWeb講座など簡単に手続きができるように
なりました。会場参加のような緊張感には欠けますが、
今の自分には有用なシステムと重宝しています。先日も
医師会から県民講座や県民フォーラムのご案内をいただ
きました。健康のことを少しだけ詳しく知っている県民
として、これからも研鑽は続けたいと思っています。
　ご近所さんの救急箱としてでも、お役に立てれば良い
かなと考えています。
　これまで本当にありがとうございました。皆さんと一
緒に薬剤師会のことに関わらせていただいた経験は私の
宝物です。

広島佐伯薬剤師会　長谷川　項一 氏
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第2部 県民公開講座

専務理事　野村　祐仁
開催日：令和4年11月19日（土）14：00～
場　所：広島県薬剤師会館・オンライン

主催　広島県薬事衛生大会実行委員会
　　　・（公社）広島県薬剤師会
　　　・広島県医薬品卸協同組合
　　　・広島県麻薬協会
　　　・（一社）広島県配置医薬品連合会
　　　・広島県製薬協会
　　　・広島県医薬品配置協議会
　　　・（一社）広島県病院薬剤師会

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により 2年連続で
開催を見合わせておりました県民公開講座を 3年ぶりに
主催団体を変更し実施いたしました。
　これまでは、広島県薬剤師会単独の主催で開催してお
りましたが、10月20日（木）に開催いたしました、薬事
衛生大会の第 2部と位置づけ、広島県薬事衛生大会実行
委員会の上記 7つの薬業団体による共催として、現地と
WebによるLIVE配信方式で行いました。
　講師は、防災家・防災スペシャリストで呉在住の野村
功次郎氏にお願いしました。
《野村　功次郎氏プロフィール》
　日本テレビ「世界一受けたい授業」の防災スペシャリ
ストの先生。広島県呉市消防局に22年間勤務し、消防士
体験で得た、災害、救急、防災等の現場での技術、知恵、
エピソード、災害史、独自の自宅防火診断、危機管理の
ノウハウを行政では不可能なスタイルで、個人・企業を
対象に広く分かりやすくアドバイス。また、スポーツイ
ベント、行事等の救護や安全管理の依頼もこなし活躍中。

演題：『 大災害その時どうする、どうなる生きる力とは』
～めざそうあなたも防災備

び
人
じん

～
　話された内容を箇条書きにして報告します。
・�阪神淡路大震災（1995年）当時は、各市町村単位で消
火設備や仕様が統一されてなく、ホースが繋げないな
ど消火ができなかった、苦い思い出がある。

・�高波と津波とでは、津波の方がエネルギーは大きく、
引き波の方がより大きなエネルギーを持っている。

・�マグニチュード 6が災害が発生するかどうかの基準と
なるが、広島に投下された原子爆弾と同等のエネル
ギーで、深度によっても地上への影響は異なる。マグ
ニチュードが 1上がるごとに32倍のエネルギーとなる。

・�ニュージーランドでマグニチュード 6以上の地震が起
きた後 2ヶ月以内に日本で大地震が起きているという
データがある（「NZ→日本」の法則）。

・�気象モデルは世界共通ではなく、現在気象庁の予測シ
ステムは世界に比べ少し精度が下がってきている。

・�危機管理の基本は①予測②予防③対応
①予測（チェック）
1．地理（土地の場所や形状、地質、断層の有無）
　　ハザードマップ
2 ．歴史（過去に起きた災害や事故）
　　地名で地形を推測する（広島県周辺）
　　川・洲・浦・沢・門＝海岸・川・低地・湿地
　　蛇・竜・龍　　　　＝土砂災害
　　牛　　　　　　　　＝憂し、不安定な土地
　　猿　　　　　　　　＝ズレル
　　鷹　　　　　　　　＝滝・急斜面
　　柿　　　　　　　　＝崖・欠ける
　　梅　　　　　　　　＝土砂で埋まった所
　　栗　　　　　　　　＝えぐる・穴をあける
　　久留・呉・黒　　　＝浸食・崩壊
　　上・神・釜　　　　＝削れる
3 ．物理（建物の設備の安全性）
　　建物の耐震状況：1981年新耐震基準後か？
　　�家具類、割れそうな物、燃えそうな物、落ちてきそ

うな物の位置
　　消火や救命設備の有無
　　構造物の大きさ、老朽化
4 ．時間、環境の変化（周辺環境の変化）
5 ．自分の状況（装備、年齢、活動範囲、心身状態）
　　自分や家族の年齢や健康状態
　　自分や家族の通学先、通勤先、行動範囲
　　�備蓄品の内容：飲料水、生活用品、情報収集・連絡

ツール
〈必要な防災グッズランキング〉

1位 2位 3位 4位 5位
一般人 水 非常食 懐中電灯 ラジオ 携帯充電器
専門家 笛・ブザー 懐中電灯 携帯トイレ マスク ポリ袋

笛・ブザーは？？電池系は必要
②予防・軽減
　・予防（回避する）
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　災害が起きやすい場所に家を建てない
　事故が起きやすい場所に行かない
　犯罪が起こりそうな場所に行かない
　感染症の流行時は人ごみに入らない
　・軽減（ハードとソフトで被害を小さくする）
　ラジオを用意、情報の入手先を決めておく
　備蓄品をいつでも持ち出せるようにする
　重要なものは日常的に身につける
　�家族、親しい人との連絡方法や共通のツールを決めて
おく

　避難計画を決め、訓練しておく
　心肺蘇生や応急手当の方法を学んでおく
③対応（トレーニング）
1．緊急事態における優先順位
　　・身の安全を確保する
　　　�地震・火災・洪水・津波・爆発・異臭・テロ等、

一つ一つの災害、事故について身の守り方を考え
る

　　・被害の拡大を防ぐ
　　・生活、財産を守る
　　　�心身の状態を崩さないよう、家庭内、職場内、地

域内で協力し合う
　　　�地震などの自然災害で被災した際は、生活再建に

向けた支援制度が用意されている
　　　�（罹災証明が必要で、給付金・融資・災害義援金

受給・応急仮設住宅への入居等）
2．災害発生時の行動のルール化
　　・用語（施設や道具、物の名称）
　　・連絡方法や手段
　　・目標（いつまでにどのような状態にするか）
　　・計画（いつだれが何をするか）
　　・地震発生時に自宅ですること
　　　 1玄関を開ける
　　　 2ガス・水道の元栓を閉める
　　　 3ブレーカーを切る
・�避難所情報や避難の呼びかけや自治体の発信する情報
を提供するディスプレイ付き自動販売機、災害対応型
自動販売機（非常時バッテリーがもつ約 2時間、無償
で飲み物を提供）、充電機能付き自動販売機や水・ト
イレ・テント等を常備したボックスの紹介

・�00000JAPAN（ファイブゼロジャパン）公衆無線
LANサービスの紹介：大規模災害発生時に無料で誰
でも使えるWi-Fi（公衆無線LAN）普段は契約しな
ければ使えない飲食店やコンビニなどにあるWi-Fiを、
通信会社の垣根を越えて緊急避難的にパスワード不要
で契約の無い方でも使うことができるもの。

・iPhoneでの緊急SOSの紹介

・LINEで自分の居場所を知らせる方法の紹介
・災害伝言171の紹介
・�緊急時「助けてー」と叫んでも人はやってこない、「火
事だー」と叫ぶとよい。

・災害から生き残るのではなく、生き延びることが大事
　　備え：理想は 1週間分の水・食料
　　�町を知り、その土地の人を知り、観察し、危機感を

持っておく
　　日頃からのコミュニケーションを大切にする
　　自助・共助・公助のシステムを知る
・アプローチは原因事象より、結果事象にすべき
　原因事象：�地震・火災・風水害などの事案ごとに、

別々のマニュアルを策定することになる　
　結果事象：�原因の違いに関わらず、起こる事象は共通

しているという観点から対応する（発想の
転換）

　　　　　　�想定される結果事象としては、社員の勤務
不能（人員不足）、施設・設備の利用不能、
情報システムの利用不能等がある　

・日用品で防災グッズを準備する
　　　　　　�ペットボトル、レジ袋、ゴミ袋、キッチン

ペーパー、乾電池、アルミホイル、サラン
ラップ、ティッシュペーパー、フリーザー
バッグ、新聞紙、牛乳パック、タオル・
シーツ、炭酸飲料、ガム、ツナ缶、みかん

・経験から言えること　
　　　　　　�サプライチェーン（協力体制をとっておく

こと）が大切、とにかく電気は大切（通信、
非常電源、スマホ）、デジタルとアナログ
を融合した生きる力・自己意識・自己知識
→アップロードする、自分事・自己分析を
カスタマイズする

　また、何になりたいではなく何をやりたいかが大切で、
親を安心させ親孝行したい、地域の人を守りたい、役に
立ちたいと思い消防士になったこと、人の言葉や人との
繋がりを大切にして欲しいとことを話されました。
　最後に、「自分の人生こんなはずじゃなかった」では
なく、「幸せです」と人にちゃんと伝えられる自分にな
ることが、宿題として出され講演は終了しました。
　予定時間をオーバーしても質問に丁寧に答えていただ
き、県民の皆さんにとって有意義な時間となったのでは
ないかと思います。

　来年度も題材や講師を検討し、楽しい講座にしたいと
考えております、今年度からはハイブリッド開催とし、
多くの方に視聴できるようになりましたので、一般の方
だけでなく会員の皆さんも是非ご参加ください。
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Vol.10巻頭
特集
福山市薬剤師会のご紹介

福山市薬剤師会　村上　信行

　ヤクザイ君、ようこそ福山へ！2016年の広島県薬剤師
会学術大会以来 6年ぶりですね。福山市は、全国的には、
「倉敷と尾道の間」にある所ですが、近年、鞆の浦の常
夜燈とアニメ『崖の上のポニョ』で知名度が上がってい
るようです。また、JR福山駅が位置的には福山城内に
あり、駅の 3階の新幹線上りホームから間近に見える景
観は“駅に一番近い城”とされて、お城マニアには有名
なところです。2022年は築城400年を記念とした大規模
補修が竣工し、様々なイベントで賑わいました。
　さて、その福山市野上町に本会事務所を構え、会員
383名一般社団法人としての組織が福山市薬剤師会です。
2013年に隣市府中市と神石高原町組織と合併いたしまし
たが、法人としての組織手続きからそのまま福山市薬剤

師会と称しています。事業の多くは県下各支部と同様、
日本薬剤師会、広島県薬剤師会の下部組織として薬剤師
の地位向上と地域貢献に寄与するところです。
　この度は本会独自に本年度行った「高齢者における熱
中症予防」事業と現在行っている「フレイル予防周知」
2事業をご紹介いたします。熱中症予防事業は大塚製薬
さんからの企画提案でしたが、提示いただいた2021年の
県下消防局の「熱中症救急搬送」データにおいて、本会
のエリアの福山市と府中市双方、県平均より搬送率が高
く、広島市と比較して福山市が 2倍強、府中市が 4倍近
く多い状況でした。メーカーの商用企画ではあります
が、高齢者を中心に、健康情報の発信者として信頼おけ
る薬剤師には大きな影響力を有するものと確信し、日常
の服薬指導において、水分補給に加え、熱中症予防への
取り組みを周知する為のリーフレットを、全薬局に100
枚（名）送付しての事業実施いたしました。昨年同期と
今年度の消防局データで、対人口比での搬送者数はまだ
多い結果でしたが、県・広島市において、率が増加して
いるに対し、福山市、府中市双方とも低下の結果が得ら
れました。単純な数値比較のみで統計的優位等は不明で
すし、両市行政も搬送率データを認識しての施策を実施
していますが、会員各位の活動も大きな成果として、結
果を報告し感謝いたしました（資料 1）。
　併せて、その成果をもとに 2番目の「フレイル予防周
知」事業を企画いたしました。近年、国・県・地域・市
町においてフレイル予防は大きなテーマであることは承
知していましたが、現実としては保険調剤時に「薬剤性
フレイル」に留意し、場合によっては「トレーシングレ
ポート」の必要性を周知する程度の認識で予防事業は全
く意識にありませんでした。多くの団体で、取り組みは
課題山積で不十分でした。その中で高齢者における「フ
レイル」の認識度が「7.4％」であり、聞いた事が無い
高齢者が72％という実態を知り、先の熱中症と同じく薬
局カウンターにおける周知に期待できると確信いたしま
した。 2年以上前ですが福山市が施策当初に作成した両
面刷リーフレットが非常にわかりやすく、調べたところ北面城壁が鉄板張りの福山城
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次回2023年 5 月号は三原薬剤師会さんです。

取り組み結果（⼈⼝1万⼈あたり）

!

広
島
県
%

!

広
島
市
%

!

福
山
市
%

!

府
中
市
%

府中/福⼭エリアにおける⼈⼝1万⼈あたりの搬送者も減少し県平均に近づいた

単位：人
単位：人

単位：人単位：人

1.61.61.6⼈増加 1.61.6⼈増加

0.40.4⼈減少0.40.4⼈減少⼈減少
4.44.4⼈減少4.4⼈減少⼈減少⼈減少

印刷会社に原稿が残っていました。行政も喜んで流用を
認めていただき、全薬局100枚（名）を目途に2022年11
月末に配布して、事業実施中です（資料 2・3）。
　このコロナ禍において、オンライン診療センター、宿
泊療養、輸液センター対応に会営薬局はフル回転ですが、
この 2年間は「あった」からこそ薬剤師会としての責務
を全う出来た部分が多くありました。2022年 7 月に当域
院内処方最後の広域病院が院外処方箋発行に踏み切りま
したが、面分業へ、おりしもの医薬品流通規制が大きな
障壁で「病院枠」を会営薬局が一手に引き受けての備蓄
対応で表面上は何とかしのいでいますが、一部には欠品

理由の難民も散見されます。現在 6 か所のFAXカウン
ターと 3か所の無人機設置を行っています。電子処方箋、
処方箋送信アプリ等の出現でこの事業の課題は尽きませ
ん。
　明日の薬剤師のために参議院に 2名の薬剤師議員を送
ることができました。彼らのバックに国民の健康を真摯
に支える薬剤師・薬局があることが必要であり、それを
持って彼らが活躍できるとし、ヤクザイ君も一緒に頑張
ろう！

資料
2

資料
3

資料
1
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第55回 日本漢方交流会全国学術総会広島大会

広島市薬剤師会　森本　泰司
開催日：令和4年10月9日（日）
場　所：広島大学医学部・霞キャンパス広仁会館・オンライン

　令和 4年10月 9 日広島大学医学部・霞キャンパス広仁
会館においてオンラインと会場でのハイブリッド開催で
行われました。会場にも70名近くの方が参集し、オンラ
インを含め、全国から280名と多くの方が参集される会
となりました。
　大会の主なプログラムは①大会会頭講演、②特別講演、
③新企画：症例提示と推定処方の回答といった内容で進
行していきました。
　①大会会頭講演として『私のかぜ症候群（悪寒・発
熱・頭痛など）の初期対処法』と題し薬王堂薬局・鍼灸
指圧整骨院　吉本悟先生から、日本漢方交流会の歴史や、
大塚敬節先生をはじめ有名な漢方家との交流を通して深
く勉強されていたこと、また自己体験やコロナウイルス
感染者への漢方治療についてわかりやすく解説していた
だきました。
　②特別講演として『新型コロナウイルス感染症、4,500
例の治療経験から得られたもの』と題し、東北大学大学
院医学系研究科　漢方・統合医療学共同研究講座　特命
教授高山真先生から新型コロナウイルス感染症における
漢方の役割について講演いただきました。マスコミ等で
は報道されておりませんが、新型コロナウイルス感染症
での漢方の役割についてそれぞれの立場で関わり貢献し
ていることがわかりました。

　③新しい企画として、症例提示と推定される漢方処方
を回答という企画で色々な考え方を提示され大変盛り上
がりました。

　その他症例報告もあり充実した学術大会になりました。
　私は大会運営スタッフとして携わった中で、昼食会場
へ傘をさして先生方をお連れした道中、ある先生から峻
下剤についての貴重なお話を伺うことが出来ました。
　また展示フロアには多くの企業の展示がありました。
漢方書籍のブースで若い先生と本屋さんとの薬膳の話の
中では、本を開きながら「焼きそばにどうして紅ショウ
ガが添えてあるか分かりますか？それはそばが体を冷や
すからだよ」と話されるとそれを聞いていた先生は納得
され嬉しそうでした。
　このような大会プログラムにはないところでも今回の
学術大会は大盛況だったと思います。来年は福岡で開催
されます。来年の学術大会を楽しみにこれからも広島漢
方研究会会員の先生方と共に勉強して行きたいと思いま
した。

若手スタッフと

症例検討シンポジウム

特別講演Ⅰ
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令和4年度 日本薬剤師会中国ブロック会議

常務理事　竹本　貴明
開催日：令和4年10月15日（土）
場　所：ホテルニュータナカ

次第� （敬称略）

1 ．開会・進行　 
公益社団法人広島県薬剤師会　会長　豊見　雅文

2 ．挨拶 
公益社団法人日本薬剤師会　会長　山本　信夫

3 ．議題 
　　（ 1 ）薬剤師会を巡る最近の課題について
　　 ・ 日本薬剤師会「政策提言2022」とその実現

に向けて
　　 ・規制改革等の動き
　　 ・薬剤師の在り方を巡る議論の状況について
　　 ・薬剤師養成について
　　 ・ 新型コロナウイルス感染症への対応について
　　（ 2 ）医療に係るICTの動向について
　　（ 3 ）その他
4 ．閉会 　 

一般社団法人山口県薬剤師会　会長　吉田　力久

　全国で開催されるブロック会議の中で、令和 4 年度は
中国ブロックの会議が最初の開催でした。山本会長をは
じめ田尻泰典・川上純一各副会長、荻野構一・豊見敦・
橋場元・原口享各常務理事、村杉紀明理事と多くの日薬
執行部が出席され、令和 4・5 年度役員職務分担の説明
ののち、各議題について詳細に説明が行われました。

　◆日本薬剤師会「政策提言2022」とその実現に向けて
　①地域医薬品提供体制計画の策定
　・ 地域包括ケアシステムにおいて、地域住民の医薬品

アクセスの確保と、安全・安心な医薬品提供システ
ムを確立することにより、全ての国民が薬剤師サー
ビスをもれなく享受できる環境を整備すべき。その
ためには、法律に基づく公的な計画が必要。

　②中間年薬価改定の本来の趣旨や目的に沿った見直し
　・ 中間年薬価改定は、医薬品ライフサイクルを壊し、

薬局等の事業継続を困難にさせる。
　・ 中間年薬価改定の本来の趣旨、目的を超えた中間年

薬価改定は行うべきでない。
　③医療用一般用共用医薬品（仮称）類型の創設
　・ 地域住民が医薬品をより活用しやすくするため、医

師と薬剤師の両者で患者対応を行うことができる
OTC医薬品の新たな類型を創設。

　・ 医療用医薬品を処方箋なしで販売する、いわゆる
「零売」ではない仕組みの構築。

　④ 医療機関の「敷地内薬局」に対する適正措置、調剤
業務の委受託・処方箋40枚規制の見直しに関する提
案に対して

　・ 「敷地内薬局」は、地域の医療提供施設が情報の共
有と有機的な連携のもとで進める地域包括ケアシス
テムの推進を阻害し、医薬分業の本旨に全く反する。

　・ このような「敷地内薬局」に対しては、保険指定の
拒否など、適正な措置を講ずるべきである。

　・ 薬剤師の業務は、患者の状況や処方箋の疑義の確認、
医薬品の取り揃えや調製、服薬指導などの薬学的管
理・指導並びに服薬期間中のフォローアップまで一
連の行為。

　・ その行為の一部を他の薬局に委受託することは、患
者への薬剤交付のみならず、当該患者に提供する薬
物治療全体の責任が果たせない。

　・ 調剤業務等に係る規制緩和には賛成できない。
　・ 調剤業務の委受託を前提とした「処方箋40枚規制」

の見直しも不要。

　全ての議題についてお伝えしたいところではあります
が、誌面の都合上、上記の 1 項目についてのみ概要を列
挙致します。
　また、他にも下記の内容を含め、次第に沿って説明・
質疑応答を行いました。
　・薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂
　・ 次の感染症危機に備えた中長期的観点からの必要な

対応
　　 （医療提供体制・医薬品提供体制、検査体制の確保

と医療提供、ワクチン接種体制etc）
　・ オンライン資格確認等のシステムの導入と医療情報

を確認できる仕組みの拡大
　・ 電子処方箋と薬剤師資格証（HPKI）の発行
　・日本薬剤師会研修プラットフォーム
　・ オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研

修会について
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　広島県では、令和元年12月 1 日に施行された「健康寿
命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器
病に係る対策に関する基本法」に基づき、令和 4 年 3 月
に広島県循環器病対策推進協議会により「広島県循環器
病対策推進計画」が策定されました。広島県循環器病対
策推進協議会には、脳卒中医療体制検討特別委員会と心
血管疾患医療体制検討特別委員会が部会として位置づけ
られていますが、新たに本計画における施策の推進のた
め、「広島県循環器病相談支援・情報提供推進部会」が
設置されました。

広島県循環器病対策推進計画
【基本理念】
　県内どこに住んでいても生涯にわたっていきいきと暮
らすことができるよう、質が高く安心できる循環器病の
保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制を充実する

【全体目標】
　国の「循環器病対策推進基本計画」を踏まえ、「循環
器病の予防や正しい知識の普及啓発」「保健、医療及び
福祉に係るサービスの提供体制の充実」に取り組むこと
により、「令和22年までに、 3 年以上の健康寿命の延伸

（かつ、全国平均を上回り、平均寿命の延び以上に延伸）
と循環器病の年齢調整死亡率の減少」を目指す

【重点的に取り組むべき課題】
・循環器病の発症予防・重症化予防・再発予防（予防）
・ 循環器病に係る質が高く適切な保健医療提供体制の確

保（医療）
・ 循環器病患者の意思や希望が尊重され、安心して暮ら

せる社会の構築（共生）

【取り組むべき施策の方向】
1．循環器病の予防や正しい知識の普及啓発
　　�栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、

適正体重、成人期の歯・口腔の健康、基礎疾患

2 ．�保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充
実

　　（ 1 ） 循環器病を予防する健診の普及や取り組みの
推進

　　（ 2 ）救急搬送体制の整備
　　（ 3 ） 救急医療の確保をはじめとした循環器病に係

る医療提供体制の構築
　　（ 4 ） 関係機関の連携に基づく循環器病対策・循環

器病患者支援
　　（ 5 ）リハビリテーション等の取り組み
　　（ 6 ）循環器病に関する適切な情報提供・相談支援
　　（ 7 ）循環器病の緩和ケア
　　（ 8 ）循環器病の後遺症を有する人に対する支援
　　（ 9 ）治療と仕事の両立支援・就労支援
　　（10） 小児期・若年期から配慮が必要な循環器病へ

の対策

　本部会では、「 2 ．保健、医療及び福祉に係るサービ
スの提供体制の充実」のうち（ 6 ）（ 7 ）（ 8 ）（ 9 ）（10）
の項目について取り組むこととなっており、今年度は
　・�循環器病（脳卒中・心血管疾患）に係るセミナーの

開催
　・ 地域心臓いきいきセンターと連携した市民公開講座、

心臓病教室の開催
　・ 循環器病患者とその家族に向けた情報発信
　・ ACP普及推進員養成研修の開催
　・ 高次脳機能障害支援体制事業や広島産業保健総合支

援センターとの連携
　などを検討しています。
　セミナーについては、昨年の12月 2 日に「循環器病

（脳卒中・心血管疾患）に係る治療と仕事の両立支援セ
ミナー」が開催され、今月には「循環器病（脳卒中・心
血管疾患）に係る地域連携セミナー」を開催する予定で
す。本原稿執筆時にはまだ日程が決定しておりませんが、
開催案内が届いていると思いますので是非ご参加くださ
い。

令和4年度 第1回 広島県循環器病相談支援・ 
情報提供推進部会

常務理事　秋本　伸

開催日：令和4年10月19日（水）
場　所：オンライン
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共催：�特定非営利活動法人�ひろしま感染症ネットワーク
　　　一般社団法人　広島県医師会
　　　公益社団法人　広島県薬剤師会
　　　公益社団法人　広島県看護協会

　運営スタッフの村田織江（マツダ病院）氏の司会によ
り開会し、NPO法人ひろしま感染症ネットワーク理事
長の桑原正雄先生より研究会の生い立ちや 2年間開催で
きなかったが今回ようやく開催できたことなど、開会の
辞を述べられました。
　最初に、【ディスカッション】COVID�-19対応を振り
返って－反省と今後の課題－では、座長を広島大学病院
感染症科　大毛宏喜先生が務められ、コメンテーターと
して広島市南区厚生部／南保健センター　平本恵子先
生・福山市民病院感染対策室　手嶋純子先生・JA広島
総合病院感染防止対策室　平本廉昂先生が登壇され、ク
ラスター現場で起きる諸問題について、
1）�組織体制の問題点では、・短期間で陽性者数が増え

て、情報整理が追い付かない・管理者、現場責任者
等からの複数の指示・複数部署で異なる対応を取
る・同じ法人でも前回のクラスター対応が共有され
ていないこと。

2）�感染対策の問題点では、・日々陽性者数が増える中
でゾーニングが変化する・個人防護具の正しい着用
法、着脱法の周知が困難・フロアの空気全体が汚染
されているかの誤解・過剰な環境消毒、PPE着用の
定着などについて。

3）�患者・利用者に関する課題では、・マスク着用困難、
徘徊、介護度の高い陽性者対応・入院適応の判断・
休日夜間の受け入れ先探し・看取り時の本人・家族
への対応について。

4）�職員対応の問題点では、・急な人員不足による疲弊・
利用者家族等からの談話対応、苦情・暴言対応・メ
ンタルサポートを要する職員への対応・平時からの
職員教育の必要性などについて討論され、最後に、
今回経験したクラスターを振り返ることが大切であ
ること、職員間で問題点を整理すると次回に生かせ
る、組織作り、感染対策の見直しを今のうちに行っ
ておくことなどとまとめられた。

　休憩後に、【レクチャー】サイレントパンデミック時

代の考え方について、庄原赤十字病院感染制御室　山根
啓幸先生が座長を務められ、まず「施設間連携のあり
方」について中国労災病院　柴田美加先生より、サイレ
ントパンデミックに立ち向かうには地域の感染対策の現
状をふまえ、平時から感染症流行時の協力体制等を検討
しておくことが重要であること、日常において家庭や教
育現場・職場での感染対策を啓発することが大切である
ことなどの講演がありました。次に、「経管栄養におけ
る感染対策」について国立感染症研究所薬剤耐性研究セ
ンター第二室　梶原俊毅先生より、コロナ禍にあっても
薬剤耐性に注意が必要であること、経管栄養が行われて
いる患者は薬剤耐性菌の保菌リスクがあることなどの講
演がありました。
　最後のセッションとなる【Q&A】病原体別の感染対
策をマスターするでは、座長に広島大学病院感染制御
部�　森美菜子先生、コメンテーターとして広島赤十字・
原爆病院感染管理室　山本浩之先生・安芸市民病院　島
中延枝先生・県立安芸津病院　吉田美香先生が登壇され
「COVID-19について」や「薬剤耐性菌」について、Q
＆A方式で回答されました。
　閉会の辞をNPO法人ひろしま感染症ネットワーク事
務局長　大毛宏喜先生が述べられ、閉会となりました。

【ディスカッション】 対応を振り返って
－反省と今後の課題－

座長：広島大学病院 感染症科 大毛 宏喜 先生
コメンテーター：広島市南区厚生部／南保健センター 平本 恵子 先生

福山市民病院 感染対策室 手嶋 純子 先生
広島総合病院 感染防止対策室 平本 廉昂 先生

第 回 広島院内感染対策研究会
－ これからの感染対策 －

日 時： 年 月 日（土） ～
場 所：広島県医師会館 ホール 広島市東区二葉の里 丁目

【 】病原体別の感染対策をマスターする
座長：広島大学病院 感染制御部広島大 森 美菜子 先生

コメンテーター：広島赤十字・原爆病院 集中治療室 山本 浩之 先生
広島市医師会運営・安芸市民病院 島中 延枝 先生
県立安芸津病院 外科外来 吉田 美香 先生

【開会挨拶】 法人ひろしま感染症ネットワーク 理事長 桑原 正雄 先生

【閉会挨拶】 法人ひろしま感染症ネットワーク 事務局長 大毛 宏喜 先生

共 催：特定非営利活動法人ひろしま感染症ネットワーク，一般社団法人広島県医師会，公益社団法人広島県薬剤師会，
         公益社団法人広島県看護協会
展 示：大塚製薬工場株式会社，杏林製薬株式会社，株式会社ジェイ・エム・エス，テルモ株式会社，ニプロ株式会社

株式会社ホギメディカル，丸石製薬株式会社 音順

【レクチャー】サイレントパンデミック時代の考え方
座長：総合病院 庄原赤十字病院 感染制御室 山根 啓幸 先生

「施設間連携のあり方」
独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院 柴田 美加 先生

「経管栄養における感染対策」
国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター 第二室 梶原 俊毅 先生

◆ 資料準備の為事前申込をお願いしております．事前登録は 月 日（月）までに左 コードもしくは当法人
ホームページ（ ）よりにお申し込みください．当日参加も可能です．

◆ 当日受付にて，参加費として 円を頂きます．（当法人個人会員は無料）
◆ 御来場の際には，なるべく公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします．
お車でお越しの場合は，会場隣りに有料駐車場がございますのでご利用ください．（補助券はございません）

◆ 『ＩＣＤ協議会の推薦する他の講習会、教育企画（ 点）』 『感染制御専門薬剤師・認定薬剤師認定制度の
更新のための単位（ 単位）』 『ＩＣＭＴ制度の更新単位認定講習会（ 点）』を申請中．

◆

◆
◆

◆

第38回 広島院内感染対策研究会
－これからの感染対策－

 副会長　谷川　正之

開催日：令和4年10月22日（土）14：00～17：00
場　所：広島県医師会館　ホール
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第7回 防災推進国民大会（ぼうさいこくたい2022）

災害対策委員会委員長　串田　慎也
開催日：令和4年10月22日（土）・23日（日）
場　所：兵庫県神戸市のHAT神戸を中心とするエリア
　　　　（人と防災未来センター、国際協力機構関西センター、IHDセンタービル、なぎさ公園）

　「ぼうさいこくたい」についてですが、学術界、教育
界、産業界、医療・福祉界等の各界各層の代表者により
構成される「防災推進国民会議」などが主催し、頻発化
する大規模災害に備えるため、国民一人一人の防災意識
の向上・定着を図り、災害に関する知識や経験の共有等
を図ることを目的としてイベント形式で開催され、シン
ポジウム、ワークショップ、展示などの方法で、大人か
ら子どもまで楽しみながら学べるイベントとなっており
ます。
　MPについてよくご存じの方からは、兵庫にもMPは
あったんじゃないのと言われそうですが、今回は展示ス
ペースの制限があり広島県薬へ派遣要請がありました。
　広島県でも、 2年前に「ぼうさいこくたい」が開催さ
れましたが、あいにくコロナ禍のため、オンライン開催
のみとなり現地展示は中止となったため、そのリベンジ
の気持ちもあり、兵庫県薬剤師会からの派遣要請に応じ
させていただきました。
　今回は薬剤師会単独での展示ではなく、兵庫県災害医
療企画実行委員会による【共同プロジェクト】災害時の
医療対応を学ぼう（発災直後から避難所まで）の展示に
参加させていただきました。
　医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会
の合同チームでしたが、各団体の日頃からの連携が出来

ており、顔が見える関係が作れており、さすが兵庫だな
というのと、広島ももっと関係作りを強化していかない
といけないなと感じました。
　幸い、天気には恵まれすぎて10月とは思えない暑さで
したが、兵庫県薬の方にもしっかりお手伝いいただきま
して、MPの見学以外にも、薬剤師会として災害時の対
応やお薬手帳の活用などもお伝えできたりと、展示はう
まくいったのではないかと思います。　
　あいかわらずMPの認知度が低いなとも思いましたが、
説明すると世代は関係なく、すごく興味を持っていただ
けることもあり、こういったイベントで地道に広報活動
を続けていくことが大切と感じました。
　途中で私も会場内を回らせてもらい、会場にある「人
と防災未来センター」を見学しました。被災地の地域性
と言ってしまえばそこまでですが、災害について年齢を
問わず楽しくしっかり学べる施設があることが羨ましく
感じるとともに、こういった活動や施策が、地域の防災
意識の差にもつながっていくのではないかなとも思いま
した。
　「ぼうさいこくたい」の、各プログラムはアーカイブ
化され現在は閲覧可能です。ご興味がありましたら、ご
覧ください（https://bosai-kokutai.jp/2022/）。
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第1回 安佐地域全体定例会

安佐薬剤師会 会長　下田代　幹太
開催日：令和4年10月31日（月）
場　所：安佐市民病院・オンライン

　安佐地区は日本で 4か所の「電子処方箋モデル地区」
に選定され、10月31日から、電子処方箋に対する取り組
みを開始しております。
　報告の前に、これまでの経緯と安佐地区の会議体につ
いて説明させていただきます。
　安佐市民病院は安佐地区のみならず、近隣の市町も含
めた広範囲な医療圏をカバーしております。今回のモデ
ル事業の検証には近隣薬局のみならず可能な限り多くの
薬局に参加していただきたいという強い要望が病院側か
らありました。
　昨年実施された、安佐市民病院主体による地域住民へ
のコロナワクチン接種に際しての安佐薬剤師会と安佐市
民病院薬剤部の協力。また、安佐市民病院移転の際、
FAXコーナーの重要性を病院側にご理解いただき多大
なご協力をいただいたこと。それらによって構築された
相互の信頼関係に基づき、今回のモデル事業参加薬局の
選定を厚生労働省にお願いした結果、他の 3地区より多
数の薬局・医療機関の参画に繋がったと私は考えており
ます。
　安佐地区では参画薬局・医療機関が多いため、月 2回
の「コアメンバー会議」という、少数のメンバー（事業
を既に開始している、もしくは直近に開始する予定が決
定している薬局・医療機関にて構成）で事業を具体的に
検討し、参加施設全員の参加による月 1回の「全体定例
会」で周知、意見集約いたします。
　10月31日開催（モデル事業開始日）の定例会報告に戻
らせていただきます。

1．�モデル事業における安佐市民病院の「STEP」につ
いての説明

　SETP 1 【目的】�システムの検証期間（正しくデータ
が連携できているかの確認）

現場運用が円滑にできるように段取
りの確認と修正をする

（薬局も準備でき次第、電子処方箋
管理サービスから処方情報を閲覧可
能になる）

　SETP 2 【目的】�「電子処方箋申込書」により電子処
方箋の発行を推進する

　STEP 3 【目的】�顔認証付カードリーダーによる診療
情報参照の運用を確認する

2 ．患者様の同意について
　今回のモデル事業に関して、年内は「調剤情報の使用
に関する同意について」の掲示と「電子処方箋申込書」
による患者の同意を得ることとするが、法律が施行され
る令和 5 年 1 月以降は「電子処方箋申込書」による患者
の同意のみ得ることとする旨

3 ．�「薬局から地域へ向けて電子処方箋の周知・案内を
する」旨

　他の 3 地区では、病院主体で患者へ事業の周知・案内
を行うとのことですが、この方法だとモデル事業に参加
していない、若しくは参加希望したが不可になった薬局
をかかりつけ薬局にしていた患者が、モデル事業をきっ
かけに薬局を変更する可能性が否定できません。そのよ
うな事態を避けたいという、安佐市民病院と安佐薬剤師
会の強い思いがあり、再確認いたしました。

4．最後の質疑応答にて、レセコン等のハードやソフト
面での進捗状況は各薬局で異なるので、準備できた薬局
から患者への「広報」及び「電子処方箋申込書」配布を
行うことを確認し、終了となりました。
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報告Ⅰ�
副会長　松尾　裕彰

　2022年11月 5 日（土）、 6 日（日）に、日本薬学会中
国四国支部、日本薬剤師会中国四国ブロック、日本病院
薬剤師会中国四国ブロックの共催により、第61回中国四
国支部学術大会を広島国際会議場にて開催いたしました。
今年は広島県が担当で、病院薬剤師会の私が実行委員長、
県薬剤師会の豊見雅文会長および薬学会の宇根瑞穂支部
長（広島国際大学薬学部教授）が副実行委員長を務めま
した。COVID-19感染症が収束しておりませんでした
が、学生や若手薬剤師が対面で議論する場を作ること、
薬学部を志望する高校生を増やすためのオープン学会を
開催すること、ハイブリッド開催では費用負担が大きく
なることなどを考慮して、現地開催とさせていただきま
した。演題登録数や参加者数の減少が心配されましたが、
一般発表として口演201演題、ポスター93演題の登録が
あり、また参加者が合計1,132名と多数の方々にご参加
いただきました。この場を借りて心より御礼申し上げま
す。
　本学術大会のテーマは「薬・薬・薬　協働で踏み出す
新たな一歩　～中国四国から未来の患者のために～」と
いたしましたが、 3学会それぞれから最新の研究成果や
臨床現場での取り組みを発表していただきました。特別
講演 1は日本病院薬剤師会会長の武田泰生先生からは、
「これからの病院薬剤師に求められる器量」と題して、
病院機能分化と連携、地域包括ケアシステムの構築が進
められている中で、薬剤師は薬の専門家として薬学的管
理を実施すること、および転院、退院、在宅医療への移
行において薬物治療をシームレスにつなぐことが求めら
れているとのお話があり、薬薬連携の重要性を改めて認
識しました。また、「薬剤師不足と地域偏在」や「薬剤
師の資質向上」について日病薬の今後の取り組みを紹介
されました。
　特別講演 2の和歌山県立医科大学薬学部教授の太田茂
先生には、「薬学教育の現状と将来－新設公立大学薬学
部からの視点－」というタイトルでご講演いただきまし
た。和歌山県立医大薬学部は、「地域医療に貢献する薬
剤師」の養成を重要な目的としており、15名の県内枠の

第61回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会

開催日：令和4年11月5日（土）・6日（日）
場　所：広島国際会議場

学生を選抜し、卒後研修プログラムとして 2年間和歌山
県内の病院や薬局での研修を課す制度をつくっていると
のことでした。広島県でも薬剤師の地域偏在があるため、
将来的に同様の取り組みが必要になるかもしれないと思
いながら聴きました。
　教育講演では、広島県のがんゲノム医療体制と薬剤師
の関りについて、広島大学病院遺伝子診療科の檜井孝夫
先生にご講演いただきました。シンポジウムは、日本注
射薬臨床情報学会とのジョイントシンポジウムを含めて
5 つ企画しました。シンポジウム 1「地域医療連携－�
服薬フォローアップ実践のための薬剤情報連携のあり
方－」では、県薬常務理事の竹本貴明先生、太田川病院
の西原昌幸先生が座長を務められ、豊見敦先生（日本薬
剤師会）、大東敏和先生（広島大学病院）、後河内美沙先
生（広島県健康福祉局薬務課）など広島の先生方がシン
ポジストとして登壇され、地域医療連携についてご講演
されました。その他のシンポジウムにおいても活発な討
論がなされ、参加者にとって有意義な時間となったと思
います。今回の企画の中から「広島県版TR　導入病院
が増加（広島県病薬・広島県）」「重要な回復期のエビデ
ンス－薬剤師介入効果を明示へ」「高校生に学会発表の
場－オープン学会開く」などの見出しで業界紙に記事が
掲載されており、参加者にとって興味深い内容であった
ことと思います。
　 3年ぶりの現地開催で学会の良い雰囲気を久しぶりに
感じることができました。ポスター会場での質問や、会
場外でディスカッションしている先生方を見ていると、

シンポジウム 1 のオーガナイザーとシンポジストと共に
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新たな人と人との繋がりができたのではないかと思い、
対面で開催して良かったと感じた次第です。来年は、10
月28日（土）・29日（日）に高知で開催される予定です。
学会には新たな出会いと刺激がありますので、感染拡大
状況にもよりますが現地参加をご検討ください。

報告Ⅱ�
常務理事　井上　真

　本大会は新型コロナウイルス感染対策を施した上で開
催されました。
　この 2 年半の間は新型コロナウイルスの影響で各種学
会はハイブリッド形式の開催やWebのみでの開催が続
いていた中での完全現地開催ということで、多くの方々
が待ちに待ったという想いで参加されたのではないかと
思いました。
　 1 日目の午前はシンポジウム 1 「地域医療連携－服薬
フォローアップ実践のための薬剤情報連携のあり方－」
に参加しました。現在、地域包括ケアシステムの構築に
向けて「病院完結型」医療から「地域完結型」医療への
転換が進められている中で、薬剤情報連携をキーワード
として患者さんから得られた気づきを処方医へつなぐ服
薬フォローアップ実践の中で地域医療連携と真摯に向き
合っている方々を代表して薬局薬剤師、病院薬剤師、行
政の立場からお話しいただきました。現在の我々を取り
巻く現状と求められる役割、実際の行っておられる具体
的な連携の実例や改善点など興味深く拝聴しましたが、
自分自身や職場としての連携の取り組みのの弱さを反省
させられるものでもありました。その中で広島大学病院
の大東敏和先生からの地域医療連携と向き合う中で求め
られることは「つなぐ力」であるという言葉に強い共感
を覚え、今後の自分が行動する上で「つなぐ」という姿
勢を率先して貫いて見せることで職場内の意識改善が出
来るのではないかと期待を膨らませてしまいました。

　午後は一般演題 3 、 4 で在宅医療・地域連携・薬薬連
携（介護など）について聴講しました。ここでは主に各
病院における様々な取り組みや調査結果の報告となって
おり、その状況を自分を取り巻く状況と比較して考えさ
せられることもありました。
　 2 日目の午前はシンポジウム 4 「さまざまな疾患領域
におけるせん妄対策〜せん妄への取り組みから考える診
療科・施設間連携〜」に参加しました。せん妄は予後悪
化の危険因子でもあるため適切な予防や治療が望まれる
が、多彩な病態や原因があるため診療科や施設の枠を超
えた連携が重要と考えられることから、特に問題となり
やすい救急・周術期、緩和ケア、認知症、アルコール依
存の各領域の最前線で対策に取り組んでおられる方々か
らせん妄に対する取り組みについてご講演いただきまし
た。これは自身の勤務店舗が脳神経疾患治療を中心に取
り組まれている病院の処方を主に受けていることから身
近な問題なとして今後の対応に活かせることを見つけら
れるのではないかと期待しての参加でした。これまで

「認知症」と「せん妄」との違いをあまり意識せずに対
応してしまっていた自身をふり返り、反省するとともに、
薬剤性のせん妄を見極めることやせん妄に気付いて他職
種間での情報共有を行うことの重要性を考えさせられま
した。
　午後はランチョンセミナー10「鎮痛薬・鎮静薬のコレ
を知っておきたい！」、一般演題29、30と渡り歩いてい
ました。また、合間の時間でポスター発表を見てまわっ
たりピンクリボンの啓発コーナーをウロウロして迷惑を
かけてしまったかもしれません。反省します。
　この 2 日間は馴染み深く興味があるテーマのものを選
んで参加させていただいたので、日常の業務で疲れた頭
をリフレッシュ出来たような気がしました。実際は慣れ
ない場所で疲れも大きかったですが…。それでも通常と
違う環境で過ごす時間の大切さは十分感じているので今
後も積極的に参加したいと思います。
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令和4年度 第1回 広島県アレルギー疾患医療連絡協議会

専務理事　野村　祐仁
開催日：令和4年11月15日（火）18：30～20：00
場　所：広島県庁北館　2階　第2会議室

　広島県健康福祉局　山﨑真紀総括官の挨拶後、委員紹
介があり、その中で 2名の委員交代があり副会長が交代
したため、会長の竹野幸夫広島大学教授（大学院医系科
学研究科　耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学）より、広島県
医師会の天野純子常任理事が新副会長に指名されました。
　協議事項として

（ 1 ） 令和 3 年度事業実績報告及び令和 4 年度事業計画
について

令和 3年度事業実績報告
1　広島県アレルギー疾患医療連絡協議会　開催実績

第
１
回

開催日時 令和 3年11月29日（月）19：00～20：30
場 所 広島県庁北館 2階　第 1会議室

出席者数 委　員　 9名　　オブザーバー　 1名　
事務局　 6名

協議内容

（ 1）�令和 2年度実績報告及び令和 3年度事業
計画について

（ 2）�令和 2年度広島県アレルギー疾患対策研
修会について

（ 3）�アレルギー疾患拠点病院ホームページに
ついて

（ 4）アレルギー疾患実態調査について
（ 5）�アレルギー疾患対策に係る令和 4年度の

事業計画について

第
２
回

開催日時 令和 4年 3月28日発送（書面開催）

報告事項（ 1）令和 3年度下半期の取組について
（ 2）令和 4年度の県事業・予算について

2　事業実績
広島県アレルギー疾患対策研修会

開催日 令和 4年 2月10日（木）19：00～20：30
（Microsoft�Teams経由で配信）

場 所 オンライン開催
対象者 134名　

内 容

講演 1　�「眼の免疫学的特殊性～眼内免疫チェック
ポイントを中心に～」

講　師　日本医科大学眼科学分野　教授　
　　　　日本医科大学多摩永山病院　眼科部長　

堀　純子�先生　
講演 2　「アレルギーの診断法と対処法最新情報」
講　師　島根大学医学部皮膚科学講座　准教授　

千貫　祐子�先生�　�

都道府県アレルギー疾患医療全国拠点病院連絡会議への
出席
開催日 令和 4年 3月29日（火）16：00～18：00
場 所 オンライン開催
出席者 竹野会長ほか 3名、健康づくり推進課職員　

内 容

・アレルギー疾患対策の現状（厚生労働省）
・�「都道府県アレルギー疾患対策拠点病院モデル事
業」取組報告

・�「都道府県アレルギー疾患医療拠点病院の機能評
価指標に関する研究」について

・全体討論　等

令和 4年度事業計画
1　広島県アレルギー疾患医療連絡協議会　開催計画

開催数

年 2回
　第 1回　拠点病院HPの運営、人材育成研修
　第 2回　�拠点病院HPの運営、R 4 事業実績及び

R 5事業計画の検討
場 所 広島県庁本館　会議室

2　事業計画
　（ 1）�広島県アレルギー疾患拠点病院ホームページの

運営（情報提供）
　（ 2）�広島県アレルギー疾患対策研修会　年 1 回（人

材育成）
　（ 3）�アレルギー疾患医療全国拠点病院連絡協議会へ

の出席

（ 2 ）広島県アレルギー疾患対策研修会について
　下記の広島県アレルギー疾患対策研修会（案）が示さ
れ、講師及び内容が承認されました。
　開催日は令和 5年 2月28日（火）又は、令和 5年 3月
14日（火）のいずれかとし、講師との日程調整後決定す
ること、開催方法は完全Webでの参加方法とすること
が決議されました。

（ 3 ） 広島県アレルギー疾患医療拠点病院ホームページ
について

　広島県アレルギー疾患医療拠点病院ホームページの内
容で、前回改善案として追加してはどうかの意見があっ
た「診療科の案内」「スタッフ紹介」についての報告が
ありました。
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（ 4 ） アレルギー疾患対策に係る令和 5 年度の事業計画
について

　第 7次広島県保健医療計画の【中間見直し版】につい
て説明があり、課題、施策の方向性としてはこれまでと
同様下記の 2つの項目でした。
　 1　医療体制の確保
　 2　情報提供・相談体制の確保
　�　また、令和 5年度の事業計画（案）として下記の 2
項目が示されました。

　 1　広島県アレルギー疾患医療連絡協議会　開催計画
　　　年　最大 3回開催

　 2　事業計画
　（ 1）�広島県アレルギー疾患拠点病院ホームページの

運営（情報提供）
　（ 2）�広島県アレルギー疾患対策研修会　年 1 回（人

材育成）
　（ 3）�アレルギー疾患医療全国拠点病院連絡協議会へ

の出席
　以上報告いたします。
　日程は未定ですが、次回の広島県アレルギー疾患対策
研修会への参加をよろしくお願いいたします。

第107回薬剤師国家試験問題（令和4年2月19日〜 2月20日実施）

正答は134ページ
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令和4年度 学校環境衛生・薬事衛生研究協議会

学校薬剤師部会 理事　竹本　貴明
開催日：令和4年11月17日（木）・18日（金）
場　所：和歌山城ホール・オンライン

　標記の研究協議会は「学校保健関係者の連携による組
織的で充実した学校環境衛生活動、薬事衛生活動等の保
健管理及び薬物乱用防止教育、医薬品教育等の保健教育
を一層推進するため、学校における保健管理及び保健教
育について研究協議を行い、本協議会の成果を全国各地
に展開し充実を図る」ことを趣旨とし、毎年各都道府県
持ち回りで開催されています。
　本年度は和歌山県で開催され、昨年の奈良県に続きハ
イブリッドで開催されました。

〈 1 日目〉
【特別講演】
「私たちの身近なSDGs ～パンダの繁殖研究から広がる
SDGsの取組～」

アドベンチャーワールド　
副園長・SDGs担当取締役　中尾　建子氏

【第 1 課題】喫煙、飲酒、薬物乱用防止教室
◆�学校教育におけるアンチ・ドーピングに関する教育の
重要性

　～スポーツの高潔性を守るために～
◆�心がうごく学びを目指して～本校の薬物乱用防止教室
の取組から～

【第 2 課題】医薬品に関する教育
◆�正しい使い方指導の必要性について～薬の使い方の最
近の問題点と指導用スライド～

◆学校薬剤師と連携した医薬品教育の実践
　�～望ましい意思決定及び行動選択ができる資質や能力
を養うことを目指して～

〈 2 日目〉
【講義】
「学校環境衛生活動の充実に向けて」

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課　
健康教育調査官　鈴木　貴晃氏

【第 3 課題】学校保健委員会
◆小・中学校、認定こども園に常備する医薬品について
　～行政、薬剤師、学校（園）が連携した取組～
◆地域学校保健委員会と生徒保健委員会のつながり

【第 4 課題】学校環境衛生活動（パネルディスカッショ
ン）
　第 4課題は「新型コロナウイルス禍における学校環境
衛生活動と今後の学校環境衛生活動の在り方」について
学校保健技師、養護教諭、学校薬剤師をパネリストとし
て開催。

　上記の内容で開催されましたが、特に興味深かった発
表は【第 1課題】の「学校教育におけるアンチ・ドーピ
ングに関する教育の重要性」で、e-SPORTSでもドー
ピング検査が実施されており、生徒児童に身近なオンラ
インゲームを題材として取り扱うことで、興味を持って
聞いてもらうことを入り口とし、コミュニケーション
ツールとしての適正な使用、体を動かすスポーツの重要
性までの講義をされていることに感心をさせられました。

　今回参加した目的は研修を受けることだけではなく、
視察・引き継ぎを兼ねての参加でした。
　コロナ禍でなければ令和 2年度に開催予定であった広
島大会が延期になったため、令和 5 年10月12日（木）・
13日（金）にJMSアステールプラザで開催予定となって
おりますので、学校薬剤師をはじめとし多くの皆様に参
加していただけることを願っています。
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表彰薬局

南蟹屋れもん薬局
（広島県広島市南区南蟹屋1-3-35）

有限会社　焼山　貴船薬局
（広島県呉市焼山中央2-6-37）

▪当日の概要
　表彰薬局に全国健康保険協会広島支部長（神田　和
幸）、広島県薬剤師会長（豊見　雅文）が赴き、表彰状
を贈呈しました。
　今回表彰となった 2薬局は、令和 4年度『ジェネリッ
ク医薬品取扱い優良薬局』として県内約1,400の保険薬
局の中から258の保険薬局を全国健康保険協会広島支部
と広島県薬剤師会が協働で認定し、その中でもジェネ
リック医薬品の調剤割合の上昇割合が特に優秀である保
険薬局について、広島県薬剤師会長が選定を行いました。

▪ 南蟹屋れもん薬局　
　薬剤師　平本（ひらもと）様より受賞のコメント
〈表彰を受けられてのご感想、今後の抱負など〉
　この度、表彰薬局のご連絡をいただきとても驚きまし
た。しばらく信じられませんでしたが、これも日々の努
力の結果だとスタッフ一同喜んでおります。今後も様々
な面で患者様の負担を減らすことができるよう、取り組
んでいこうと思っています。

〈ジェネリック医薬品の使用推進にあたり、日ごろから
心がけていること〉
　ご高齢の方でも飲み易く改良されたジェネリック医薬
品を選ぶことを心がけています。また、患者様から信頼
していただける薬局になるため、小さなことからコミュ
ニケーションをとるよう日々努力しています。

▪有限会社　焼山　貴船薬局　
　薬剤師　守谷（もりや）様より受賞のコメント

〈表彰を受けられてのご感想、今後の抱負など〉
　この度は、表彰薬局に選定いただきまして、ありがと
うございます。日頃の薬局としての取り組み、スタッフ

左より、広島県薬剤師会長、薬局の皆様（表彰状をお持ちの
方が、薬剤師の平本様）、広島支部長

左より、薬局の皆様、広島県薬剤師会長、広島支部長

左より、広島支部長、広島県薬剤師会長、薬局の皆様（表彰
状をお持ちの方が、薬剤師の守谷様）

左より、広島支部長、薬剤師の守谷様、薬局の皆様

『令和4年度 ジェネリック医薬品取扱い優良薬局』が 
表彰されました

開催日：令和4年11月22日（火）
場　所：南蟹屋れもん薬局・有限会社　焼山　貴船薬局
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の努力に対して評価していただきましたことを、とても
嬉しく思います。　
　今後も医療保険制度が維持していけますように、患者
様のご理解を得ながら、さらなるジェネリック医薬品の
使用推進に努めていきたいと考えています。

〈ジェネリック医薬品の使用推進にあたり、日ごろから
心がけていること〉
　初めて処方された医薬品は、まずジェネリック医薬品

を使用していただくように患者様に説明し、お勧めしま
す。患者様が先発医薬品からジェネリック医薬品に変更
していただいた場合には、効果に差異がないかなどを継
続して情報収集を行います。
　ジェネリック医薬品の使用を不安に思われる患者様に
は、無理にお勧めはせず、不安に思われていることを把
握し、丁寧に説明して不安を解消してから受け入れてい
ただきます。

第107回薬剤師国家試験問題（令和4年2月19日〜 2月20日実施）

正答は134ページ
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令和4年度 健康サポート薬局研修担当者全国会議

常務理事　吉田　亜賀子
開催日：令和4年11月28日（月）13：30～16：30
場　所：オンライン

　公益社団法人日本薬剤師会　山本信夫会長の挨拶後、
下記の内容で、公益社団法人日本薬剤師会　松浦正佳理
事の司会により進行していきました。

1 ．健康サポート薬局の基本理念・取り巻く状況について
公益社団法人日本薬剤師会　常務理事　長津　雅則
　2020年10月 1 日に「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」（薬機法）
が改定され、薬局はあらゆる医薬品を取り扱う場
所・服薬指導等を行う場所であることが明確化され
た。あらゆる医薬品にはOTC薬も含まれている。
　薬局の機能として、①かかりつけ薬局・薬剤師が
持つべき機能　②健康サポート機能　③高度薬学管
理機能があり、これらはすべての薬局が有すべき機
能である。その上に基準を満たすことで地域連携薬
局・健康サポート薬局・専門医療機関連携薬局とな
り、国民が自身に適した薬局を主体的選択するため
に機能の見える化を行う必要がある。
　本研修は健康サポート機能の充実・強化に努めて
いくことを達成するためのもので、地域連携薬局の
要件を満たすものではないことを再度受講者に周知
して欲しい。

2 ．健康サポート薬局研修事業の更なる充実に向けて
　　 ―令和 3 年度の開催報告等から得られた事例、事前

アンケートを踏まえて―
公益社団法人日本薬剤師会　常務理事　原口　亨

　各都道府県へのアンケートの共有があり、参加者
を新規と更新で別々のグループに分けている都道府
県、Web開催を行っていない都道府県がみられた。
　新規と更新を分けたところでは、ケーススタディ
を変更して更新者には難題事例でディスカッション
を行ったなどが報告された。

　ファシリテーターの力量によりディスカッションの
盛り上がりが変わってくるため、今後ファシリテー
ターの育成が必要になってくる。

3 ．各都道府県薬剤師会による開催事例報告
新潟県薬剤師会　副会長　笠原　敦子
北海道薬剤師会　副会長　山田　武志

　両県とも開催にあたり、距離が参加への懸念事項
であったが、Web開催でこの問題がクリアされた。
　開催での失敗もあるが、今後もWeb開催を継続
できることを望んでいた。

　10分の休憩後再開されました。

4 ．グループディスカッション
　公益社団法人日本薬剤師会　有澤賢二理事の進行
で、新潟・滋賀・大分・愛媛・徳島・広島各県での
グループディスカッションが下記の内容で行われま
した。
▶　�健康サポート薬局研修の開催手法・ファシリ

テーターの育成等
▶　 研修会後のフォローアップ、健康サポート薬局

の推進への取組み

5 ．質疑応答

6 ．総括・閉会挨拶
公益社団法人日本薬剤師会　副会長　渡邊　大記

　研修会Aはその薬局が所在する都道府県薬剤師会
が開催するものを受講する必要があるため、勤務先
が異なる都道府県に変更になった場合再受講の必要
がある。

　現在、当会では採用していませんが、よりよい研修を
提供するためグループ分け、開催方法、フォローアップ
研修を見直していきたいと思いました。
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令和4年度 第2回 自立支援多職種ネットワーク推進会議

副会長　中川　潤子
開催日：令和4年12月2日（金）
場　所：オンライン

次　第
（ 1 ）協議事項

1 ．�広島県地域包括ネットワーク会議の活動
について

2．�各団体での「自立支援」および「多職種
連携」に関する研修会等の実施状況につ
いて

（ 2 ）その他

　自立支援多職種ネットワーク推進会議は、下記の21団
体で構成されています。

広島県
広島市
（一社）広島県医師会
（一社）広島県歯科医師会
（公社）広島県薬剤師会�
（公社）広島県看護協会
（公社）広島県理学療法士会
（一社）広島県作業療法士会�
（一社）広島県言語聴覚士会
（公社）広島県社会福祉士会
（公社）広島県介護福祉士会�
（一社）広島県歯科衛生士会
（公社）広島県栄養士会
（社福）広島県社会福祉協議会
広島県老人保健施設協議会
広島県訪問看護ステーション協議会
（一社）広島県介護支援専門員協会�
広島県地域包括ケア推進センター
広島県老人福祉施設連盟
（公社）広島市老人福祉施設連盟
広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会

1 ．広島県地域包括ネットワーク会議の活動について
　広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会　小山　
峰志会長の進行の元、会議は始まりました。
　これまで、広島県老人保健施設協議会、広島県地域
包括・在宅介護支援センター協議会、広島県訪問看護
ステーション協議会、（一社）広島県介護支援専門員協

会�、広島県地域包括ケア推進センターの 5 団体で構成
する広島県地域包括ケアネットワーク会議では、地域包
括ケアシステムの構築の中において、行政や専門職だけ
でなく、『高齢者自身もこれからの社会づくり、地域づ
くりの一員になってもらいたい』との強い想いから、県
民も対象とした老人福祉月間に広島県地域包括ケアネッ
トワーク会議が主催した事業を行ってきました。コロナ
禍の中、 2年間は事業中止となっていましたが、本年は
広島県医師会館内にてポスター展示を行いました。
　この度、広島県地域包括ケアネットワーク会議からの
提案があり、令和 5年より、自立支援多職種ネットワー
ク推進会議にて広島県地域包括ケアネットワーク会議の
活動内容を引継ぐこととなりました。

2 ． 各団体での「自立支援」および「多職種連携」に関
する研修会等の実施状況について

　自立支援多職種ネットワーク推進会議の21団体がどの
ような研修や取り組みをしているのかについては、なか
なか知る由もないのが実情です。そこで、今後のより詳
細な情報収集や課題整理などを進めていくことを目的と
し、各団体が会員に向けて行っている「自立支援」や
「多職種連携」に関する研修会等の実施状況を紹介し、
情報共有しました。
　薬剤師会からは、健康サポート薬局研修会、在宅医療
推進に向けた研修会、薬剤師のための予防接種プログラ
ム研修、広島県在宅支援薬剤師専門研修会、在宅ノウハ
ウ連携研修会、県
民が安心して暮ら
せる四師会協議会
の県民フォーラム
等での多職種連携
の状況を情報提供
しました。

■ 日   時 昼の部：令和５年１月１９日（木）１４：００～１５：００

夜の部：令和５年１月２６日（木）１８：３０～１９：３０

■ 開催方法  Web 会議ツール「Zoom」

■ 内   容   「これから手帳」の活用と多職種連携

             

■ 対 象 者   医療・介護に携わる専門職

■ 参 加 費   無   料

■ 定   員   １００人

（※申込多数の場合は，先着順で決定させていただきます）

■ 申   込   以下のURLもしくはQRコードからお申込みください。

           ※申込締切：令和５年１月１２日（木）

https://req.qubo.jp/hirokensha_dantai/form/0119korekara

          

「「ここれれかからら手手帳帳」」説説明明会会ののごご案案内内 

これから手帳は，高齢者が自分らしく暮らし続けることのサポートを目的

に平成２９年度に専門職間の連携ツールとして，２１の医療・介護の専門職

等の団体「自立支援多職種ネットワーク推進会議」により開発された手帳

です。赤色「これから手帳」と白色別冊ノート「わたしの想い」で構成されて

います。

地域での活用をさらに広げていくために，専門職のみなさまには，「これ

から手帳」について知っていただきたいと思い，この度説明会を開催しま

す。ぜひご参加ください♪

お問合せ

広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局

（社福）広島県社会福祉協議会 法人振興課内

〒732-0816 広島市南区比治山本町 12-2

TEL．082-254-3416

E-Mail：shienkyou@hiroshima-fukushi.net
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安田女子大学共用試験（OSCE）

安田女子大学薬学部　木村　康浩
開催日：令和4年12月4日（日）
場　所：安田女子大学安東キャンパス9号館

　この 2年間、OSCE実施において新型コロナ感染によ
る感染防止にも配慮を必要し、実施形態が 3課題とされ
ていましたが、本年度も同様の形で2022年度安田女子大
学OSCEが実施され、無事終了いたしました。ご協力い
ただきました広島県薬剤師会および学外評価者の先生方
にこの場を借りて厚くお礼申し上げます。
　本年度のOSCEも 3 課題となり、過去 2 年間と同様
に「 3密」状態を避けるため、ご協力いただく学外評価
者や模擬患者を最少人数とするための工夫もいろいろと
考え実行しました。試験会場の配置や移動時の動線など
ソーシャルディスタンスに配慮し、受験生やスタッフが
入館する際の体温測定や手指消毒など思いつく限りの対
策を行ったうえで試験当日を迎えました。クラスター発
生という事態を招くことなく、かつ試験自体も適正に且
つスムーズに実施できたと感じております。
　受験生に対しては、事前学習において例年通り薬学教
育モデル・コアカリキュラムに沿ってすべての領域の教
育を実施しました。課題数は少ないのですが課題閲覧開
始まで課題内容を知らされず、しかも 2名の評価者の前
で、 5分以内に終了しなければならないことから、精神

的な負担はかなり大きかったようです。当日は極度の緊
張のあまり実力を発揮できない学生もいましたが、真剣
な表情で着実にそれぞれの課題をクリアしていたようで
す。
　学生はこの後もう一つの共用試験であるCBTに合格
しますと、薬局・病院実習を行うにあたり十分な知識・
技能・態度を兼ね備えたものとみなされます。しかし、
初めて臨床現場を目の当たりにするわけですから当然の
ことながら「十分な」という表現が該当する学生は多く
はなく、現場の先生方からのご指導があって初めて活か
されるものと考えます。実習生を受け入れられました際
にはご指導の程よろしくお願い申し上げます。
　最後に、OSCEが 3課題と縮小され 3年が経過し、こ
の実施体制に慣れてしまった感はありますが、来年から
元の 6課題に戻る可能性があります。そうなりますと評
価者、あるいは模擬医師・患者など依頼する方の数も元
に戻ります。お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、
今後とも皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上
げます。

第107回薬剤師国家試験問題（令和4年2月19日〜 2月20日実施）

正答は134ページ
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薬局実務実習受け入れ説明会

広島市薬剤師会　三浦　常代
開催日：令和4年12月15日（木）19：30～
場　所：広島県薬剤師会館・オンライン

　広島県薬剤師会谷川正之副会長の司会ではじまりまし
た。薬局実務実習受け入れ説明会は、 2年間新型コロナ
ウイルス感染症流行で開催されなかったので久しぶりの
開催です。中川潤子副会長の開会挨拶で、大学教員と薬
局の指導薬剤師だけでなく実習に関わる者同士の情報お
よび意見交換の場であるという趣旨説明がありました。
参加者は遅い時間にも関わらずWebを含め100名を超え
ていました。

プログラム

「薬局実務実習における学生視点に基づく学習効果
向上のための提案」

　福山大学　薬学部　教授　高根　浩先生

「各大学における日誌指導の情報交換」
　広島大学大学院医療系科学研究科　

教授　小澤　孝一郎先生
　福山大学　薬学部　教授　佐藤　英治先生

　広島国際大学　薬学部　教授　三宅　勝志先生
　安田女子大学　薬学部　教授　形部　宏文先生

「望ましい日誌&困った日誌の実例紹介」
　福山大学　薬学部　教授　佐藤　英治先生

「病院・薬局実習に関するトラブル事例報告」
　安田女子大学　薬学部　教授　形部　宏文先生

　まず、福山大学の高根教授から昨年度福山大学の学生
98名に対して行われたアンケートの結果を踏まえて、学
習効果向上のための提案についてご講演いただきました。
薬学実務実習の在り方と目標の中で「薬学部で学んでき
た知識・技能・態度を基に臨床現場で実践的な臨床対応
能力を身につける参加・体験型学習ができる環境を提供
し共育することである」と確認されました。学生視点の
充足度アンケート結果は、薬局で充足度75％、病院で

92％だったようです。充足度が不足している項目の中で
物理的なスペースの問題はさておき、改善策として「一
枚の処方箋あるいは 1人の患者にかける 1回の実習時間」
と「施設の薬剤師と処方や薬物療法の妥当性、服薬指導
内容について討議する時間」を十分にすることが挙げら
れました。具体的には、「 1 分間指導者モデル」を教え
ていただきました。実際には 5～10分くらいかかるよう
ですが、「何が起こっていると思う？」「なぜそう考えた
のかな？」などの質問により薬物療法の評価・計画を提
示し、考えの根拠を聞きます。学生の応えに対して、一
般論や基本事項を教え、良かった点を強化し褒めて、不
確かさを直視させ学習の方向性を示します。短時間で行
える指導法なので、実務実習に適しています。
　次に、日誌指導について 4大学の先生から大学内での
学生への指導が紹介され、その後「望ましい日誌&困っ
た日誌の実例紹介」が福山大学の佐藤教授からありまし
た。日誌・週報は、当初は具体的な実習内容を記載する
よう学生には指導することや、書き方は早期に指導する
ことが望ましいと教えていただきました。指導薬剤師は、
毎日一言メッセージで良いのでコメントを書いて、時々
褒めることを忘れないようアドバイスをいただきました。
　最後に、中国四国調整機構第三者委員会へ報告された
トラブルの集計結果と具体的なトラブル事例報告が紹介
されました。様々な要因による様々な事例がありますが、
早期に対応することで実習中断が防げることがあると感
じました。広島市薬学実習生のアンケート結果の中から
「指導薬剤師が多忙で、しばしば放置された」という学
生の感想に対し、対策は指導薬剤師だけでなく他の薬局
スタッフの協力を求めると共に、学生にも説明をしてお
くことで回避できると教えていただきました。
　令和 5年度実務実習も令和 5年 2月20日から第Ⅰ期が
はじまります。今回の薬局実務実習受け入れ説明会で学
んだことを今後に活かして、当薬局に来局される患者の
「正解のない薬物療法の課題」に未来の薬剤師と一緒に
取り組んで参りたいと思います。
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報告Ⅰ�
広島国際大学 薬学部 1年　伊藤　夕紅美

　このたび、薬学生としての自覚や今後の学修に対する
意欲を高めることを目的とした「早期臨床体験」が行わ
れました。新型コロナウイルスの影響で内容の変更もあ
る中、唯一、学外での学修となった広島県薬剤師会の訪
問では、限られた時間の中で多くの気づき、学びを得よ
うという思いで臨みました。
　まず、 4 つのテーマで講義をしていただきました。 1
つ目は、広島県薬剤師会についてです。薬・健康・薬局
に関わる様々な啓発活動を行っていることを知り、また、
患者様や、医療従事者だけでなく、地域全体にとって重
要な役割を果たしている点に魅力を感じました。さらに、
薬剤師には様々な活躍の場があることを再認識し、将来
どんな薬剤師になりたいかを考える良い機会となりまし
た。 2 つ目は、薬事情報センターについてです。薬に関
する問い合せのほか、誤飲誤食、アンチ・ドーピングに
関する相談応需など、患者様だけでなく、医療従事者を
含む多くの方へ情報提供を行っていることが分かりまし
た。近年、インターネットの普及により、誤った情報が
流れることも多い中、正しい情報を得ることができる重
要な部署だと感じました。 3 つ目は、会営二葉の里薬局
についてです。在宅医療薬剤師支援センターとしての役
割も果たしていること、また、在宅医療の支援として高
度管理医療機器の販売・貸与といった会営薬局ならでは
の取り組みを行っていることを知り、地域医療の支援に
必要不可欠な存在であると強く感じました。 4 つ目は、
災害医療の取り組みについて、熊本地震での経験を中心
にお話をいただきました。被災者から薬についての相談
を受けることに加え、清掃・消毒・換気といった公衆衛
生活動を行ったことを伺い、災害という環境の中で、薬
剤師としてできることは沢山あることを知り、困難な場
面でも活躍できる薬剤師になりたいと強く思いました。
　講義を聴講した後は、薬局内にある調剤室、無菌調剤
室の見学、災害対策医薬品供給車両のモバイルファーマ
シーを見学しました。実際に見学することで、各講義で
教えていただいたことについて理解を深めることができ
たと思います。その中で、私が特に印象に残っているの
はモバイルファーマシーです。薬を安全に運ぶ工夫や衛

早期臨床体験 ―広島県薬剤師会への訪問・見学―

開催日：令和4年9月15日（木）
場　所：広島県薬剤師会館

生面への配慮の重要性を感じると共に、実務で運用して
いる薬剤師の先生方の気概や強い信念を感じました。ま
た、災害時という通常と異なる状況下でも臨機応変に対
応されている姿勢に感銘を受けました。
　私は、今回の早期臨床体験を通して、どんな時でも患
者様の生命と向き合い、一緒に病気と闘い、健康の増進
に寄与できる薬剤師になりたいと改めて強く思いました。
私たちのために多くの学びを与えて下さいました皆様に
感謝するとともに、今回学んだことや感じたことを大切
にし、目標とする薬剤師像を心に留め、これからの学修
に全力を尽くしたいと思います。

報告Ⅱ�
広島国際大学 薬学部 1年　家頭　優太

　今回の早期臨床体験実習は、COVID-19流行のため、
病院の見学はできませんでしたが、広島県薬剤師会へ訪
問させていただき、様々なことを学ぶことができました。
薬剤師会の先生方が「薬剤師業務と広島県薬剤師会の役
割」「薬事情報センターの取り組み」「会営薬局の役割」

「モバイルファーマシーとその活躍」について講義をし
てくださいました。
　薬事情報センターでは、相談窓口としての役割に加え、
アンチ・ドーピング活動も行っていることを知りまし
た。加えて、県民のヘルスリテラシー向上のため、ホー
ムページ上で薬についてマンガで学ぶことができるよう
工夫されているなど、一般の方を対象とした活動を行っ
ていることも印象に残りました。また、医療関係者向け
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に、医薬品の情報が入手できるサイトをまとめるなど、
情報提供の工夫を行っていることも知りました。また、
この講義で初めてスポーツファーマシストという最新の
アンチ・ドーピング規則に関する知識を有する薬剤師の
存在を知り、薬剤師の専門知識は多様であり、その活用
方法も多様であること学びました。
　また、広島県薬剤師会の会営薬局である二葉の里薬局
は、薬剤師会の会員が休日も勤務することで、年中、処
方箋応需に対応されていることを知りました。また、在
宅医療薬剤師支援センターとしての役割や、他の薬局に
無菌調剤室を貸出する役割、高度管理医療機器の販売・
貸与を行うなど、地域医療の重要な拠点であることを知
りました。また、災害時の医薬品・衛生材料などの供給、
パンデミック時の医薬品・医療機器などの供給を行って
いることも知り、緊急時の重要な拠点であることも知り
ました。
　モバイルファーマシーは、東日本大震災の被災地の医
療体制の反省をきっかけに導入され、キャンピングカー
の空間内で簡易的な薬局としての機能を果たすための工
夫がされていることを知りました。その中で印象的で
あったのが、通常より小さい自動分割分包機でした。被
災地の環境は通常の環境と大きく違うことに加えて、患
者さんの状態が変化しやすいことを考慮し、 3 〜 4 日分
の日数で処方されることが多いため、通常よりも小さい
サイズの自動分割分包機で問題はなく、薬の量が十分で
ない被災地で、より多くの患者さんに薬を調剤できるこ
とを知りました。また、実際に熊本地震に出動した際は、
避難所と連携し衛生活動を行い、その地域の薬剤師会や
行政と連携して足りない医薬品の供給などについて話し
合いを行うなど、被災地における薬剤師の役割について
知ることができました。
　この度は、このような貴重な場を設けてくださり、本
当にありがとうございました。

報告Ⅲ�
広島国際大学 薬学部　覚前　美希

　本学では、 9 月の中旬に、薬学部 1 年生を対象とした
約 1 週間の早期臨床体験を行いました。その一環として、
9 月15日（木）に広島県薬剤師会を訪問させていただき
ました。ここ数年、新型コロナウイルスの影響で、学外
の実習や見学が難しく、学内にて早期臨床体験を行って
参りましたが、今年は、広島県薬剤師会の方々にご協力
いただき、訪問・見学させていただきました。　
　学生は、事前に学内において、施設訪問にふさわしい
身だしなみ・態度、必要な事前学習などついてディス
カッションを行い、自主的に訪問準備を行ったうえで、

参加いたしました。
　講義では、「薬剤師業務と広島県薬剤師会の役割」「薬
事情報センターの役割」「会営二葉の里薬局の役割」「災
害医療への関わり」についてお話をいただきました。学
生が真剣にメモをとりながら聴講している姿が印象的で
した。講義後の質疑応答では、活発に質問を行っており、
薬剤師には様々な役割と活躍の場があることについて学
び、加えて、将来どんな薬剤師になりたいかを考える良
い機会になったものと思います。
　また、会営二葉の里薬局、無菌調剤研修室、モバイル
ファーマシーを見学させていただきました。実際の臨床
現場の施設を目の当たりにして、学生が目を輝かせてい
る姿が大変印象的でした。実際に見学し学ぶことの大切
さを改めて実感いたしました。
　さらに、ヤクザイくんとの交流・写真撮影も行われ、
学生は楽しい時間を過ごすことができたと思います。
　施設訪問後、学生は今回の体験をもとに、これから

「身につけるべき知識」「身につけるべき技能」「身につ
けるべき態度」についてSGDを行い、14のプロダクト
を作成することができました。どのグループも、活発な
ディスカッションを行い、真剣に取り組んでいました。
今回、薬剤師会を訪問したことで今まで以上に明確なイ
メージがつかめたように感じています。最も高い評価を
得たプロダクトは写真に示すように「ヤクザイくん」を
モチーフに用いたものでした。今年度いっぱいは薬学部
6 階の医療薬学研究センターにて掲示いたしますので来
学の折にはぜひご覧いただければと思います。

　このたび、広島県薬剤師会を訪問させていただき、薬
剤師について様々なことを学ぶことができました。加え
て、将来なりたい薬剤師像についても考えるきっかけに
なったものと思います。本学薬学部の 1 年生のために貴
重な機会をいただき、様々な面にご配慮いただき、あた
たかいご指導をくださった広島県薬剤師会の方々に感謝
いたします。ありがとうございました。
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第62回 薬学教育者ワークショップ中国・四国 in 福山

広島市薬剤師会　井野口　典子
開催日：令和4年10月9日（日）・10日（月・祝）
場　所：福山大学

　薬学教育者ワークショップ（認定実務実習指導薬剤養
成のためのワークショップ）に参加しました。参加者は
中・四国各地から病院・薬局の薬剤師36名でした。
　最初に大まかなガイダンスのあと 6人ずつ、 6つの小
グループに分かれて役割（司会進行係・記録係・発表係）
を決め与えられたテーマについて討論、まとめを行い、
3グループずつ集まって発表、他のグループの発表につ
いて 3グループ全員で討論し修正する、を繰り返し行い
ました。
　同じグループの中には、病院薬剤師、薬局薬剤師、ま
た両方の経験がある方がおられ、それぞれの立場、ご自
身の考えや経験からいろいろな意見が出ました。
　まだ実習指導薬剤師ではなくても在籍施設ですでに実
習生を受け入れ指導した経験がある方が多く、学生と接
したことで感じた疑問や問題が具体的に意見として出
されました。認定実習指導薬剤師養成のためのワーク
ショップの参加者だけあって、実務実習に関わろうとす
る熱意がある方ばかりでした。また、他のグループの発
表をみると、同じテーマでも異なる意見や考えが出て新
たな気づきがあり、とても勉強になりました。
　今回のワークショップで、もっとも印象に残ったこと
が、「様々な問題はどうして起こるのか」ということで
私たちのグループではコミュニケーションがうまく行か
ないことで問題がより深刻化するのではと考え、それを
改善するための対策を考えたことです。これから指導薬

剤師となる方々から出た意見だったためか、指導する薬
剤師に対する対策が多く、「自らが変わろうとしている」
と全体の討論のあとタスクフォースから感想をいただき、
改めて何かを変えたければまず自分が変わることが必要
だと感じました。
　今回の討論で与えられたテーマを考えるにあたり、薬
剤師とは何をする人なのか、普段深く考えることなく毎
日仕事をしていますが、実務実習に関わるだけでなく自
らを振り返り考える機会となりました。薬剤師であるこ
との目標は何なのか、処方権のない薬剤師ですが私たち
薬剤師は何をしている人なのでしょう。そのようなこと
を考えると、まるで道に迷ったようです。薬剤師とは、
支援する人ではないだろうか。医師を支援し、患者さん
を支援することが役割ではないだろうか。「学習者の行
動に価値ある変化をもたらすことが教育」という言葉が
ワークショップの初めにあり、これは学生に対してだけ
ではなく患者さんの服薬指導にもあてはまり、そのよう
な指導をできるようにしていきたいです。
　実務実習をうけた学生に何か価値ある変化がうまれ、
これから薬剤師となる人にこの職業を選んだことに希望
を与えられる実習ができれば、と考えます。
　最後に、ワークショップ開催にあたりご尽力いただき
ました関係者の皆様に深くお礼を申し上げるとともに、
討論を盛り上げてくださった同じグループの方々に感謝
したいと思います。ありがとうございました。
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報告Ⅰ�（10月13日）

安田女子大学薬学部薬学科 5年　石田　和夏

　10月13日に広島県薬剤師会にて薬剤師の災害活動につ
いての研修を受けました。広島県薬剤師会が実際に活動
を行った事例として2014年の広島土砂災害、2016年の熊
本地震、2018年の西日本豪雨での活動について主に話を
聞きました。その中で災害時の薬剤師の活動の一つであ
る医薬品の供給、管理について考えました。
　災害時には様々なところで募金活動が行われたり、支
援物資を被災地に送っていたりするような活動の様子が
メディアで多く取り上げられている印象があります。一
方で無計画に送られてきた物資などは使用用途がなく、
むしろ限られた避難所のスペースを圧迫し迷惑になっ
ているという状況を目にすることもあります。私も2014
年の土砂災害の際には近隣で大きな被害が出たことを覚
えています。当時私は中学生だったのですが、土砂災害
が起きてから 1 週間後ほどたったころ中学校に全国から
大量のタオルが段ボールに入って届けられました。私の
通っていた中学校は避難所になっているわけではなく通
常通りの授業を行っている状況だったのですが、突然大
きな段ボールが届いて、ありがたいけどこの大量のタオ
ルをどうすべきが困るという状況になっていた記憶があ
ります。
　これが医薬品で起こった場合もっと困るのではないか
と考えました。今回の研修で、災害時に被災地で医療活
動をしていた県外の方々が帰られる際に薬などを自由に
使っていいと避難所に置いていてくださる事例があると
聞きました。実際にその避難所で使っていた薬を置いて
いてくださるのでありがたいと思うし、その薬を必要と
する人もいると思います。しかし医療用医薬品の場合、
処方箋がないと渡すことが難しい薬もあるだろうし、そ
の避難所に医療従事者が常駐していなければ薬の使い方
の説明や適切な管理ができず、せっかくいただいた薬を
最大限に活用することができない可能性があると思いま
した。善意でいただいたものを善意として多くの人が受
け取るために被災地での薬剤師の指導や管理が必要だと
感じました。
　被災地の避難所には救護所があり医師の診察が受けら
れる場所、そうではなくOTC薬が置いてあるだけの場

広島県薬剤師会薬事情報センター業務紹介、 
薬剤師の災害活動について講義およびモバイルファーマシー見学

開催日：令和4年10月13日（木）・18日（火）
場　所：広島県薬剤師会館

所、様々な環境の避難所があると思います。薬剤師には
病気やけがの診断をすることはできません。しかし薬剤
師が避難所をまわり被災者とかかわる中で医師の診察が
必要な人か、OTC薬で対応できる人なのか、薬学的な
情報を提供する必要がある人なのかなど薬事的なトリ
アージを行い、対応することで必要な人に適切な医療を
提供することができると思いました。薬剤師の活動が被
災者への医療の提供の窓口になるケースもあることが予
想できます。自発的に医療を提供しようという意思を薬
剤師が持っていることはもちろん、薬剤師が提供できる
医療があることを被災者の人に認識を広めるためにも日
頃から地域活動に参加し、地域の方々との交流を密に行
い、地域医療に貢献する薬剤師として働くことで有事に
対応できるようになるのだと考えます。

報告Ⅱ�（10月13日）

安田女子大学 5年　中川　理保子

　2022年10月13日（木）、薬学実習生を対象として薬事
情報センター業務の紹介、薬剤師の災害活動、モバイル
ファーマシーについての講義・見学をさせていただきま
した。
　薬事情報センターには一般の人からの医薬品、洗剤、
化粧品、タバコ等の誤飲、誤食時の対応についての電話
での相談、アンチ・ドーピングホットラインというドー
ピングを防ぐためのFAX対応、医師・薬剤師・医療従
事者からの医薬品・薬事に関する問い合わせができる窓
口があります。アンチ・ドーピングホットラインは言い
間違えや聞き間違えの防止、文字に残すためにメールや
FAXでの対応をしていることを知りました。その他に
も薬事情報センターのHPには、研修会の案内や、お役
立ち情報として新薬／効能追加、感染症、医薬品の適正
使用情報が随時更新されています。多くの情報を管理し、
薬剤師からの相談だけでなく一般の人からの相談も受け
ている場所であるということが分かりました。
　次に、薬剤師の災害時における活動についてです。平
成26年 8 月、平成30年 7 月の広島豪雨災害、平成28年 4
月の熊本地震に、薬剤師が実際に被災地に向かいそこで
どのようなことをしていたのかの話を聞き、実際にMP

（モバイルファーマシー）の中に入り、調剤棚、無菌調
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製、分包機、それ以外の機能について見学しました。災
害活動ではMPでの薬の提供だけでなく、トイレ・生活
施設などの衛生管理、医薬品リストの作成、CO₂の測定、
薬の相談、普段飲んでいる薬が現場にない場合の代替薬
の提案など、薬剤師として多くの仕事がありました。 1
班 3 人体制で組んでおり、リーダーは行政や現地薬剤師
会とのやり取り、 1 人はMP、もう 1 人は避難所内等に
分かれそれぞれの役割を果たしていました。避難所など
で配られている炊き出しなどは集団食中毒を防ぐために
1 人は食べないという二次災害を防ぐための先を見越し
た行動が印象に残りました。
　私は熊本出身で実際に地震を体験しました。自宅の被
害は小さかったため、地域の避難場所への炊き出しや、
被害が深刻だった地域の住宅の片付けなどのボランティ
アに参加しましたが、日常の一部である住宅の外観や内
観、熊本城の石垣の崩壊など、そこで実際見た光景はと
ても印象に残っています。熊本城の復旧はすぐにはされ
ず、近くを通るたびに崩れている石垣を見て、自分はこ
れほどの大災害を体験したのだと今でも思います。地震
直後は私の地域のライフラインも止まり普段の生活を送
ることが出来ず、断水、ガスが使えないなど当たり前に
していたことが当たり前に出来ないという現実がありま
した。私自身は熊本でMPを見ていませんが、他県から
の支援物質の供給、頑張れ熊本という言葉、家族、地域
の方の支えで自分は生かされているのだと改めて実感す
ることのできた大切な経験です。講義をしていただいた
方に「次またいつ地震が起きるか分からない土地に行く
ことに恐怖は感じなかったのですか」と伺ったところ、

「もちろん怖かったけどそれ以上に困っている人がいる
から向かった、しかし被災地に行って活動をすることだ
けが正解じゃなく自分の地域でもできることはある」と
おっしゃっていました。災害が起きた時の支援の仕方に
は正解はないのだと今回の講義と熊本地震を通して改め
て考えることのできた貴重な時間となりました。

報告Ⅲ�（10月18日）

京都薬科大学 5年生　山本　優太朗

　薬事情報センターについての講義では、自分が今まで
ぼんやりと想像していた仕事内容を詳細に説明していた
だいたので、とても勉強になりました。その中でも特に
印象に残っている事が 2 つあります。

　 1 つ目は、薬事情報センターホームページに医療関係
者向けお役立ちリンク集を掲載されている事です。私は
今まで薬学について分からない事があればインターネッ
トを用いて調べる事も多かったのですが、信憑性が疑わ
しいサイトもいくつか散見されました。しかしこちらの
お役立ちリンク集は、広島県薬剤師会が信頼出来る情報
を収集してくださっているので安心して利用出来ると思
いました。
　 2 つ目は、アンチ・ドーピングに対する取り組みにつ
いてです。薬学的知識を活かして、アスリートの薬への
不安を拭う活動はとても素晴らしいと思いました。さら
に年間600件近い薬に対する問い合わせがあると聞き、
それだけ頼りになる存在であると知りました。
　また、問い合わせについては書面での対応をされてい
るという事で、それは不便では無いかと思いました。し
かし電話などでの対応をしない事で、情報の聞き間違い
を無くすためだと知りました。そのように堅実な対応を
取る誠実さが、年間600件近くの問い合わせを受け頼ら
れる理由の一つではないかと思いました。
　次に薬剤師の災害時の活動についての講義を受け、モ
バイルファーマシーについても学ばせていただきました。
　この講義では2014年の広島土砂災害や、2016年の熊本
地震などの災害で薬剤師やモバイルファーマシーがどの
ように活躍したのかを教えていただきました。この講義
で印象に残った事が 2 つあります。
　 1 つ目は、災害時に避難所などで調剤する際、患者さ
んの常服薬と同じ処方をすれば良い訳では無いという事
です。糖尿病の方などは普段の食生活に合わせた処方が
されるので、災害時では普段の食生活とは違うため、そ
れに合わせて投与量を増減しなければいけないと教えて
いただきました。
　 2 つ目は、モバイルファーマシーについてです。私は
モバイルファーマシーについて、窮屈であるというイ
メージを持っていました。しかし分包機やクリーンベン
チなど必要な物は全て備えつつサイズを小さくする事で、
機能性を保ったまま動きやすい環境が作られていると思
いました。バッテリーやソーラーパネルなども備えてい
るという事で、災害時モバイルファーマシー単独で多く
の事が可能になるという事を知りました。
　 3 時間半という短い時間ではありましたが、この度の
講義および見学は大変有意義な時間であり、この場を設
けてくださった広島県薬剤師会の皆様に大変感謝してお
ります。



42 2023 Vol.48 No.1　広島県薬剤師会誌

2022年度 緩和ケア薬剤師研修（2日目）

尾道薬剤師会　木梨　翼
開催日：令和4年10月16日（日）
場　所：広島県薬剤師会館

　令和 4年10月 2 日と16日に開催された2022年度緩和ケ
ア薬剤師研修に参加させていただきました。今回の研修
では 2日間にわたり緩和ケアについての研修があり、今
まで自分の中になかった知識を学ぶことができ、また薬
剤師としての役割に対する認識や考え方の違いなど様々
な発見がありました。
　今回 2日目の研修内容としては、大きく 3つに分かれ
ていて、緩和ケアにおける身体症状の対応についてと在
宅緩和ケアの実際についてと地域医療連携における薬剤
師の役割についての 3つでした。
　まず、緩和ケアにおける身体症状の対応についてでは、
身体的苦痛・精神的苦痛・社会的苦痛・スピリチュアル
ペインの 4つに分けると考えやすく、身体的な苦痛だけ
に着目するのではなく、その他の要因についてもしっか
りと対応することが大切だと感じました。また、痛みの
パターンや痛みのアセスメントについて、オピオイド鎮
痛薬と非オピオイド鎮痛薬の使い分けや鎮痛補助薬につ
いてなど薬の知識についてより深く理解することが出来
ました。
　続いて、在宅緩和ケアの実際について訪問看護師の立
場・介護支援専門員の立場・在宅薬剤師の立場からにつ
いての講義を受け、患者さんを中心にした在宅支援の体
制が出来ているのだと感じました。多職種から見た薬剤
師はどのように見えているか、またどのような事に期待
しているのについて実際の話を聞くことが出来ました。
その中で薬剤師さんに助けられて感謝していますとの意

見もあれば、薬の配達以外何をしているのかわからない
との厳しい意見もありました。薬剤師として何を求めら
れているのかをしっかりと考えて今後の業務に取り組み、
患者さんを中心にした在宅支援体制の一員として欠かせ
ない存在になるよう努めていきます。
　最後は地域医療連携における薬剤師の役割についての
講義でした。今回は少し時間もあるとの事で急遽グルー
プを作ってグループワークを実施しました。緩和医療に
おける薬剤師の役割としては、薬剤の適正使用評価（病
態生理の理解と心理状況の把握・薬物動態の理解・科学
的根拠のある薬剤選択・副作用・相互作用・薬物療法の
効果判定）や薬剤情報提供（服薬指導・支援、医療者間
の情報提供・新薬情報）、薬剤適正使用のためのスタッ
フ教育、在宅医療の支援や緩和ケアの普及です。またオ
ピオイドを使い分ける為のポイントについて学習して、
実際にオピオイドが初回に処方が出たときにどのように
服薬指導をするかグループ内で話し合いました。グルー
プワークで話し合った中で様々な意見がでて、自分では
気付かない意見もあり、とても参考になりました。
　今回、 2日間にわたり、緩和ケアについて学習するこ
とが出来て、今後薬剤師としてどのように緩和ケアに
係っていくのか考え、今回学んだ事をしっかりと活かし
ていきます。
　最後になりましたが、緩和ケア研修の機会を与えてい
ただきました広島県薬剤師会、講師の先生方に深く感謝
申し上げます。
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　長久堂野村病院薬剤科　荒川隆之先生より「薬剤師が
知っておくべきアナフィラキシーの基礎知識」について
ご講演がありました。
　アナフィラキシーとは「アレルゲン等の侵入により、
複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、生命に
危機を与え得る過敏反応」です。アナフィラキシーに血
圧低下や意識障害を伴う場合を、特に「アナフィラキ
シーショック」といいます。一番怖いのは、呼吸停止ま
たは、心停止です。発症までの時間は、薬物 5 分、ハチ
15分、食物30分と報告されています。アナフィラキシー
で死に至る理由は、咽頭浮腫等の呼吸不全、ショック等
の循環不全が起きるからです。日本でも年間、50人ぐら
いの死者が出ています。
　アナフィラキシーの診断基準では、皮疹があってもな
くても、呼吸不全、循環不全、重度の消化器症状のうち、
一つでも起きた場合です。アナフィラキシーの機序とし
ては、①IgEが関与する免疫学的機序、②関与しない免
疫学的機序、③非免疫学的機序があります。今回は、一
般に多いⅠ型アレルギーと私たちが気になるNSAIDs関
連の説明がありました。Ⅰ型アレルギーはIgEが関与す
るものです。NSAIDs不耐症・過敏症とは、喘息型と蕁
麻疹型があります。喘息型は、強い喘息発作が誘発され
るいわゆるアスピリン喘息と呼ばれるものです。蕁麻疹
型は蕁麻疹や血管浮腫（眼瞼や唇が腫れる）が起きるの
が特徴で、咽頭浮腫で呼吸困難になれば死に至ります。
喘息のある10％の人に起きるといわれるので注意が必要
です。Ⅰ型の食物アレルギーは18歳以下の 1 /20人がもっ
ているといわれ、その 1 /10人はアナフィラキシー歴が
あります。さらに、食べ物の中でアレルギーが多いのは

卵、魚介、果物ですが、近年注目されているのはナッツ
です。医薬品では、造影剤、麻酔薬、生物学的製剤、抗
腫瘍剤（白金製剤）、抗生物質、NSAIDsなどが原因と
なることが多く、特に投与経路が静脈、動脈の場合は死
亡につながることがあります。新型コロナワクチンでも
発生しています。乳幼児に多い食物アレルギーの原因は、
鶏卵、牛乳、小麦、木の実（特にクルミ）、と続き、ピー
ナッツも注意です。その対策に、経口免疫療法（OIT）
というものがありますが、危険が伴うこともあります。
最近話題になるのが、食物依存性運動誘発アナフィラキ
シーといわれるもので、原因となる食物をとった後、運
動をしなければ症状を惹起しない、というものです。ま
た、花粉アレルギーと食物アレルギー症候群が交差反
応をおこして、アナフィラキシーを起こすことが知られ
ています。それぞれに組み合わせがあります。その他、
様々なアレルギーがあることを学びましたが、珍しいの
は、納豆アレルギーがサーファーに多いということ。こ
れは、過去クラゲに刺されたことのある人が納豆を食べ
た時に発症し、アナフィラキシーショックを起こすとい
うものです。
　アナフィラキシーの治療では、まず落ち着くこと。仰
臥位にし、バイタルサインの確認をして助けを呼ぶ。次
にアドレナリンの筋肉注射をすることです。薬物治療の
第一選択薬はアドレナリンです。アドレナリン製剤とし
て、エピペンを持っていたら、 1 回目は誰が打ってもよ
く、学校現場では教師が打つことがあります。講演の最
後に参考資料として、学校でのエピペンの使用動画を見
せていただきました。学校薬剤師の先生方には、エピペ
ンの正しい使用方法の指導を、教育現場の題材にしてい

ただくようお願いがありました。知っているよう
で、わかっていなかったエピペンの正しい使い方
について、とても勉強になりました。皆様も是非
一度この動画をご覧になってください。

シラバス研修会 
（薬剤師が知っておくべきアナフィラキシーの基礎知識）

安佐薬剤師会　楪　環

開催日：令和4年10月22日（土）
場　所：広島県薬剤師会館

食物アレルギーガイドライン2021 学校におけるアレルギー疾患対応資料：文部科学省
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報告Ⅰ�（10月24日）

　参加者

　10月24日（月）に開催されました復職支援研修会につ
いてご報告させていただきます。
　講師は、広島県薬剤師会常務理事　吉田亜賀子先生で
す。実践に基づいたエピソードを交えながら、内容の濃
いご講義を賜っております。また、質問にも丁寧にご対
応くださり、とても雰囲気の良い会です。毎回、楽しみ
に受講させていただいております。
　今回のテーマは、「薬物療法〜高血圧〜」でした。私
自身、五十代半ばになりましたので、とても関心の高い
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、脳疾患、
心疾患、腎臓病などの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。
各々の一般名、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、第一選択薬か否か、使用され
る頻度、薬価、副作用情報など、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、
ベラパミルはCa拮抗薬ですが、片頭痛の予防として保
険適用されている薬であることや、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）
に使われるということも解りやすく教えていただきまし
た。
　また、単剤だけでは効果が得られない際は、併用投与
が有用です。推奨されている 2 剤併用の組み合わせも学
びました。一方、ARBとACE阻害薬の併用はありません。
　一例として、朝方に、頭痛薬を服用されていた患者様
が、その原因が高い血圧に因るものだと判り、いつもの
血圧の治療薬の服用するタイミングを朝方に変更したと
ころ、頭痛が治まったという症例を学びました。血圧は
個人によって、高くなる時間帯が違います。普段から家

復職支援研修会

開催日：令和4年10月24日（月）・11月21日（月）
場　所：広島県薬剤師会館

庭でも血圧を測り、自身の血圧値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。どのようなタイミングで服用する
と、血圧が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。また、高血圧の治療薬で、いつも
処方されている薬から別の薬に変更になった時に、根拠
を持って服薬指導ができるように、総合的に知識を補う
必要があることを痛感しました。
　月に一回、学びの場を提供していただき、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。今後ともご指導の程、宜しく
お願いいたします。

報告Ⅱ�（11月21日）

　参加者

　この度、新聞の掲載欄に広島県復職支援研修会が、記
載されていたので、初めて参加させていただきました。
　今回のテーマは、知っておきたい薬物療法〜糖尿病〜
で、講師は、吉田亜賀子先生でした。糖尿病は、身近で
発症数の多い生活習慣病ですが、経口薬（飲み薬）によ
る治療が必要なのは、どんな時？と講義が、始まりまし
た。
　食事療法や運動療法（有酸素運動）を暫く継続してみ
たが、血糖コントロールが、十分に改善されない。また、
今まで管理できていたのに、血糖値が、徐々に高くなっ
た時との説明でした。
　次に糖尿病の飲み薬の種類と特徴を使用目的、主な作
用、低血糖、副作用、注意点などを細かい説明を受けま
した。
　α-グルコシダーゼ阻害薬、SGLT2阻害薬、DPP-4
阻害薬、速効型インスリン分泌促進薬スルホニル尿素薬

（SU 薬）、ビグアナイド薬（BG 薬）、チアゾリジン薬、
7 種類とグルベス配合錠（ミチグリニド 10mg、ボグリ
ボース 0.2mg）などテキスト一覧表に基づいての説明
がありました。
　第一選択薬としては、DPP-4 阻害薬が使われること
が多く、糖尿病専門医は、ビグアナイド薬（BG 薬）を
使用しているとのことでした。
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　そのなかで、再確認した食事の直前に服用のα-グル
コシダーゼ阻害薬は、副作用にでるおなかがはることに
よって、吸収を押さえられているとの説明で、お薬の飲
み忘れがあっても食事中、食直後は、OK。同じ食事の
直前の速効型インスリン分泌促進薬は、注意点として食
事の食前のみ服用で、低血糖は、服用するタイミングを
守れば、あまり心配ない。とのことでした。
　ビグアナイド（BG 薬）の副作用、乳酸アシドーシス
は、よく言われていますが、ふくらはぎの痙攣（こむら
がえり）に関しては、学びました。

　最後に低血糖症状を血糖値低下に伴い、交感神経症状
から中枢神経症状異常な行動までの状態の再確認し、そ
の時の対処（糖分摂取のしかた）を説明されました。
　その他、シックデイの対策、強化インスリン療法など
再確認しました。
　この糖尿病講座は、大変わかりやすくまとめてあり、
吉田先生の講演も新しく学ぶこともあったりしたので、
この研修会に参加することができよかったと思います。
ありがとうございました。
　今後も知識を深めて、頑張りたいと思います。

報告Ⅰ�（10月30日）

廿日市市薬剤師会　田中　越

　在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理研修①）に
参加させていただきました。私は、大学の事前実習や実
務実習、前職でも無菌製剤処理、抗がん剤調製に関わっ
てきました。今の職場では場所やコストの関係で、無菌
室やクリーンベンチ等の設置が難しいため、無菌製剤の
依頼があってもお断りするしかありませんでした。しか
しこの研修を修了することで、薬剤師会の無菌室を共同
利用することができると聞き、本研修を受講するに至り
ました。
　本研修は広島国際大学薬学部薬学科　覚前美希先生を
講師に座学と実技があり、以下の流れで行われました。
　導入講義として
　　① 無菌製剤処理とは（座学）…薬局における無菌製

剤の現状として、無菌製剤を調製するための製剤
にはTPN基本液とその他注射剤の混注、抗がん
剤調製、粉末アミノ酸製剤等を生理食塩水に溶解
させる等の注射剤の作成、バルーン式持続皮下注
入器への薬液充填があることを教わりました。

　　② 無菌製剤室の設備（座学）…薬局で実施する無菌
製剤を調製するための環境として、清浄度の高
い順にa. 無菌室（クラス10,000またはより良好）
＋クリーンベンチ（クラス100）b. 清潔な部屋に
クリーンベンチ（クラス100）c. 調剤室にクリー

在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理研修）

開催日：令和4年10月30日（日）・11月20日（日）
場　所：広島県薬剤師会館1階

ンベンチ（クラス100）がありました。私はaの
ような設備が必須であると思っていましたが、c
でも可能であることは初めて知りました。

　　③ 手指衛生について（座学・実技）…手洗い評価剤
を用いた実際の手洗いでは、爪の淵などに洗い残
しがありました。さらに、創部やたこなど、皮膚
が固くなっているところは洗い残ることを教わり
ました。手洗い・手指消毒は昨今のコロナ禍でも
重要であるため、良い復習になりました。

　　④ 無菌製剤時の服装（座学・実技）…私はこれまで
装備の着脱の手順は意識していなかったため、勉
強になりました。着用は無菌状態を保つ方法、脱
衣は薬剤の暴露を回避する方法を教わりました。

　　⑤ シリンジ・針・アンプル・バイアルについて（座
学・実技）…机上をクリーンベンチとして、実際
のアンプル、バイアルを用いて無菌製剤の手順を
教わりました。

　実習
　⑤で行った操作を実際の無菌調剤室でクリーンベンチ
を用いて、調製を行いました。

　この研修会で、無菌製剤で忘れていたこと、新しく
知ったことがいくつかあったため、とても充実した時間
を過ごすことができました。昨年より、「地域連携薬局」
と「専門医療機関連携薬局」の認定薬局制度が始まり、
どちらも無菌製剤ができる体制が求められています。患
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者さんの立場で考えると、しっかりとケアしてもらえそ
うな薬局を選ぶのは想像しやすい。認定薬局制度はその
ための判断基準になると予想できます。しかし私のよう
に自施設での無菌製剤が難しい方も多いと思います。
　この度、無菌調剤室の共同利用ができる機会をご提供
していただけたこと、深く感謝申し上げます。

報告Ⅱ（10月30日）

安佐薬剤師会　夏井　孝紀

　講師：広島国際大学薬学部薬学科　覚前美希先生
　対物業務から対人業務へシフトしつつある昨今、在宅
業務において保険薬局にも無菌製剤調剤が求められる場
面も増えてくると考えます。
　そういった場面に備えるため、在宅支援薬剤師専門研
修会Ⅰ・Ⅱに引き続き、今回令和 4年度在宅薬剤師専門
研修会（無菌製剤処理研修）へ参加を申し込みました。

①無菌製剤処理と設備
　無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌
環境において『無菌化した器具を用いて、製剤処理を行
うことをいう』と定義されています。
　TPNや抗がん剤混合・粉末アミノ酸製剤等の生食へ
の溶解・バルーン式持続皮下注入器への薬剤充填といっ
た無菌製剤を調剤する際には設備が必要となります。
　なかでも、バルーン式持続皮下注入器は5-FUや麻薬
による疼痛コントロール等、長期投与が必要となる薬剤
に用いられることを知りました。その他、クリーンベン
チと安全キャビネットの構造上の違いや使用用途につい
ても学ぶことが出来ました。調剤室内にクリーンベンチ
を設置し、無菌製剤の調製を行わなければならない場合
は、散剤の粉末に注意する他クリーンベンチの周囲を天
井から床までビニールカーテン等で囲う等の措置が必要
であるとも知りました。

②手指衛生・無菌製剤時の服装
　手洗いの手順を再度確認し、中でもスペクトロプロプ
ラスを手に塗布後、通常に手指の洗浄を行った後、紫外
線ランプに照らしたら洗い残しが多いのにも驚きました。
またポイントとしては石鹸は固形ではなく、液体を使用
し、容器への継ぎ足しは行わないことも大切だと知りま
した。また、アルコールによる手指消毒の手順において、
手洗いとは異なり、はじめに指先・爪に擦り込むことが
大切だと知りました。
　無菌製剤の服装としては塵や細菌による汚染を防ぐた
めに、マスク・キャップ・ガウン・手袋を装着すること、
今回は滅菌手袋の装着方法も学ぶことが出来ました。

③シリンジ・針・アンプル・バイアルについて
　シリンジはスリップタイプが一般的で、ロックタイプ
は抗がん剤などで使用、注射針は18G 〜25Gが一般的で
細いほど数宇が大きいこと、刃先は刃面の角度が違う
RBとSBがあり、抗がん剤調製時は薬液漏出防止の為SB
針が望ましいことなど学びました。
　机上をクリーンベンチに見立て、アンプル操作やバイ
アル（凍結乾燥品）操作など実際に無菌製剤の実習を行
いました。注射針の装着方法、アンプルカット、アンプ
ルの肩口からの薬液採取、プランジャーを引きバイアル
内を陰圧にする、ゴム栓に対して垂直に注射針を刺すな
どのポイント、また抗がん剤などリスクの高い薬剤調製
にも対応できるよう手技を分かりやすく教えていただき
ました。

　実際に無菌調剤室に入り無菌製剤処理を行うという貴
重で有意義な経験をさせていただきました。また大変わ
かりやすく手技を教えていただき、感謝しております。
　この研修を今後の調剤に活かしていきたいと思います。

報告Ⅲ�（11月20日）

呉市薬剤師会　岡田　加寿代

　講師：広島国際大学薬学部薬学科　覚前美希先生

　小春日和の気持ち良い中、令和 4 年度在宅支援薬剤師
専門研修会（無菌製剤処理研修）が行われました。コロ
ナ禍でオンライン研修が続き対面での研修は久しぶりで
少し緊張しながらの参加です。平成26年に呉市薬剤師会　
無菌調剤室共同利用研修を受けていましたが、その後注
射処方箋を取り扱う経験もなく過ごしてきたため改めて
無菌製剤の基礎知識から学び直す機会を得ることが出来
ました。
　研修では、まず無菌製剤を調製するための設備や環境
について学びました。
　無菌製剤を調製するためには、a.無菌室　b.清潔な部
屋にクリーンベンチを設置　c.調剤室にクリーンベンチ
を設置 のいずれかが必要です。また、抗がん剤など毒
性の強い薬剤の調製では調製者の暴露を回避するためク
リーンベンチではなく作業空間が陰圧になっている安全
キャビネットを使用することを学びました。
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　続いて手指衛生の種類や手順についてです。
　石鹸と流水により手指洗浄後、擦式アルコール手指消
毒薬による手指消毒を行います。
　液体せっけんの推奨や細菌汚染対策についても細かく
教えていただきました。
　実際に特殊蛍光剤入りの液剤を使用して洗い残しを
チェックしました。コロナ感染対策として手洗いが重視
されておりきちんと洗えているつもりでいましたが、爪
周囲や指の付け根などに汚れが残っていて普段の手洗い
の不十分さを確認しました。
　アルコール手指消毒では、初めに一番汚染されている
両手の指先に擦り込むこと、手洗いと同様親指や手首ま
で忘れずに擦り込むことを意識するなど、手洗い・消毒
とも手順を決めて行うことが洗い残さないコツだそうで
す。
　調製時の服装では、マスク・キャップ・ガウン・手
袋・ゴーグルまたは保護メガネ（毒性の強い薬剤の場合）
を装着します。これには、調製する薬剤を汚染しないよ
うにする目的と調製者の薬剤での暴露を回避する目的が
あります。着る時には無菌状態を保ち、脱ぐ時には薬剤
の暴露を回避するような手順が必要であることを教わり
ました。
　基本動作の実習では、初めにシリンジや注射針の各部
分名称と特徴・使い分けについて教えていただきました。
薬剤も容器の特徴により扱い方が違い、それが手順や動
作の根拠となっていることがよくわかりました。机上で
の実際の薬剤を使用した実習で、より理解を深めること
ができました。
　基本動作を習得した後、会営薬局の無菌調剤室に移動
しクリーンベンチや安全キャビネットの見学、汚染防止
の空気の流れを確認しました。
　そしていよいよクリーンベンチでの無菌製剤処理です。
講義室とは違う緊張感で、先ほど教えていただいた手順
に従い作業を行いました。ベンチ内に姿勢が傾かないこ
とやシリンジの持ち方などを丁寧に指導していただき調
製作業を終えることができました。
　在宅患者さんへの対応が増えていく中、無菌製剤処理
を実施できる体制作りが求められています。実際に注射
処方箋を受けた場合、どういう手順で調製に至るのかま
だまだ勉強不足であることも実感しました。今回の有意
義な研修を薬局内で共有し、大切な業務として改めて体

制作りの見直しを行いたいと思います。

　この度このような貴重な研修の機会をいただき誠にあ
りがとうございました。

報告Ⅳ�（11月20日）

　参加者

　広島国際大学薬学部薬学科の覚前美希先生による無菌
製剤処理研修を、無菌調剤研修室・二葉の里薬局で受け
させていただきました。
　地域連携薬局の認定要件を満たすためにと、薬局所在
の地域薬剤師会で無菌調剤室を共同利用させていただく
ための研修は終了しておりました。ただ、無菌製剤経験
ありの条件はクリアしていても、ブランクが15年もある
ため自信がありませんでした。広島県在宅支援薬剤師専
門研修ⅠとⅡを終えていたので、次のこの無菌製剤処理
研修を受ける機会を待っていました。
　当日は定員 6 名のところ 3 名で受けさせていただくこ
とが出来、一つ一つ丁寧に説明を聞きながら実際の手技
を行うことが出来ました。病院薬剤師を経験された先生
であるため、アドバイスが具体的で分かりやすかったで
す。
　無菌製剤処理の設備についてなどの基礎知識を学び、
手指衛生、ガウンなど着脱の順序も実際に体験させてい
ただきました。蛍光剤をつけて手洗いした後にブラック
ライトを当てて洗い残しをチェックすると、手荒れが洗
い残しの原因になることや、丁寧に洗っているつもりで
も指先は洗い残ししやすいものだとよく分かりました。
今も続く感染者対応時のガウンや手袋の着脱時も同じで、
先生がおっしゃったように普段から注意して行うとよい
チェックポイントが色々あるんだと気付かされました。
　シリンジ・針・アンプル・バイアルの取扱いでは、ま
ず研修室で実習をしました。汚染させないよう、針によ
る事故を起こさないようにするための手技を教えていた
だきました。
　次に、二葉の里薬局のクリーンベンチと安全キャビ
ネットを見せてもらい、説明を受けました。そして、無
菌調剤室に入り、研修室で行ったことを思い出しながら
無菌製剤の実習が出来ました。今回の研修で、粉末製剤
の溶解、アンプルやバイアルからの薬品採取を思い出す
ことが出来、そういう操作自体の不安はなくなりました。
　実際には、医療材料の選択や調達、モルヒネ持続注ポ
ンプの薬液充填のような初めてのことには悩むことがあ
ると思います。薬剤師会の先生方に助けを求めることに
なると思いますので、その際には何卒宜しくお願いいた
します。
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　瀬野川病院津久江亮太郎院長の挨拶後、座長の医療法
人せのがわKONUMA記念依存とこころの研究所加賀
谷有行所長の進行で下記の内容で研修会が開催されまし
た。その報告をさせていただきます。

◆広島ダルクの活動について
広島ダルク　施設長　遠藤　聡

　現在、広島ダルクは 3つの施設があり、 3施設合わせ
て12部屋・12名が入所している。入所者は薬物依存の人
だけではなく、アルコール依存・ギャンブル依存・ゲー
ム依存の人と多岐に分かれている。依存している薬物は、
麻薬・覚醒剤だけでなく、近年聞かれなくなった危険ド
ラッグもまだある。

◆ 「できることを見つけよう！これまでの覚醒剤や大麻、
危険ドラッグ等の非合法薬物依存・乱用に関する治療
経験」

大阪精神医療センター　医師　入來　晃久
1．薬物使用障害／依存症ってどんな病気？
　私たちはてんかん患者に「なぜ痙攣するんだ」とか、
うつ病患者に「なんで元気がないんだ」と言わず、治療
や支援を行います。しかし薬物使用障害／依存症は治療
や支援が必要な病気にも関わらず、「なぜまたやるんだ」
「これで何度目？」「いい加減やめなよ！」「また裏切る
の？」と言われ理解されない病気です。
　依存症とは、支障があるのにやめられない、自分でコ
ントロールできない時がある、「コントロール障害」で
す。依存行動により健康・社会機能障害に陥る。健康・
社会障害は実生活では多岐にわたる。治療としては、①
依存行動を改善すること②損なわれた日中の生活の質を
向上させること　の 2つを考慮する必要がある。不眠症
の治療に当てはめると、①睡眠そのものを改善すること
②不眠が原因で起こる日中の生活の質の低下を改善する
ことを考慮して睡眠薬を処方する。

依存症の脳には 2 つのことが起こっている
　①�薬物など依存に関連した物事に対して、脳が過剰に

反応する
　→理性でおさえられない！！
②�薬物など依存に関係したもの以外に対して喜びや関心

を持ちにくい
　→他の楽しみがない！！
　このため断ち切ることが難しいとも考えられる。
　また、このままではいやだという思いとそれに対処し
た行動が取れない自分に板挟みになり、自殺念慮や自殺
企図のリスクがうつ病患者より高い。心理的苦痛を緩和
するために特定の薬物や行動に依存していく。もしかす
ると「こころの痛み止め」かもしれないが、痛み止めも
乱用することで耐性ができたり、痛みに敏感になる。

2 ．理解と対応、回復への道
　治療のハードルを下げるつまり、できる方法を探す。
　依存症の人は、自分が変わることへのデメリットを強
く感じ、できない理由を探し出す。
　本人が抵抗を示すと「否認」されたと言われますが、
これは「準備ができていない」ということ。行動変容に
大切な 3 要素は、①重要性②準備③自信で、頭文字を
とって「 3じのおやつ」。

依存症を抱える人に関わるポイントは「歓迎と安心感」
▶��決めつけず、批判せず、話を聞き、コミュニケーショ
ンをとる

▶�傾聴は支援の出発点であり、悩んでいる人の最大の支
援となる

▶�「受け止めてもらえた」「話して良いのだ」という安心
感を

　�安心感があると、もっと話しやすくなり、情報も得ら
れやすい

　�安心感がなければ、アドバイスや提案も受け入れられ
ない

令和4年度 広島県依存症治療拠点事業医療従事者等向け研修 
— 薬物依存—

常務理事　吉田　亜賀子

開催日：令和4年11月1日（火）14：00～15：30
場　所：オンライン

変化のステージモデル 関わりのステージ
無関心
（前熟考）期

：�問題があると
　思っていない ←関わる

関心
（熟考）期

：�わかっているが、
　変えるつもりがない ←焦点化

準備期 ：�自分なりに
　変えてみた

←引き出す
　（目標は低め）

実行期 ：�意識して変えている・
　実行中

←�実行
　（ねぎらう・支える）

維持期 ：比較的慣れてきた ←維持（振り返り）
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　関わりは、毎回成功する必要はなく、完璧である必要
もなく、失敗があってもOKで、合格点は60点で、関係
が続くことが第一優先。相手から感情や抵抗が出てきた
らチャンス！

　最初に大阪精神医療センターの特徴として、依存症専
門病棟、依存症専門外来がない！が上げられていました。
それというのも依存症とは特別なことではなく、誰もが

陥る可能性のある疾患であり、受診のハードルを下げる
ということが関係しているのではないかと思いました。
　依存症を抱える人に関わるポイントは、多くの患者さ
んに関わるポイントでもあると思いました。振り返ると、
投薬時に相手から感情や抵抗を感じると、失敗したので
はないかと思いがちでした。しかし、今回の研修を受け
て実は信頼の第一歩だったかもしれないと考え始めてい
ます。

報告Ⅰ�
呉市薬剤師会　川本　美彩希

　この度は、広島県介護支援専門員協会会長の落久保裕
之先生と、全国薬剤師・在宅療養支援連絡会常任理事の
萩田均司先生に在宅支援薬剤師専門研修会の講演を行っ
ていただきました。落久保先生からは地域包括支援シス
テムの理解を深め、現状を把握し、変化を見据える講義
と、在宅医療を通して患者様にかかわる各職種の役割、
そしてその人たちと取り組む各種カンファレンスやサー
ビス担当者会議の役割を、実際の症例や各職種の方々を
通して教えていただきました。萩田先生からは、在宅医
療に関する保険制度の理解を深める講義と、地域や在宅
医療においての薬剤師の役割、またICTを活かした多職
種との情報共有・連携によってできることなどを実際の
ご経験などを交えて教えていただきました。
　落久保先生には地域包括支援システムについて、大変
わかりやすく講義いただいたのですが、その中でも特に、
「生涯現役社会」の構築に向けた現状と今後については、
老後の変化が知識による理解のみでイメージはしにくい
若年層の私達にも理解がしやすい例を交え、リタイア後
も地域社会に参画し、フレイル予備期や健康不安期を乗
り越え、そして人生の最終段階を迎えることのできる地
域社会の整備の必要性を解説いただきました。薬剤師と
してこれまで、往診された患者様のご自宅で服薬管理を
行う在宅訪問や、ご受診は自分で行くけれど、服薬管理
に問題があるために医師からの指示または患者様よりご
相談を受け在宅訪問を行っている例など、さまざまな在

広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅰ

開催日：令和4年11月3日（木・祝）
場　所：オンライン

宅訪問の形に携わってきました。訪問診療を行っている
先生方にも、在宅メインの先生、外来メインだけれども
かかりつけの患者様の通院困難などを機に数名のみ訪問
診療を行っている先生、また落久保先生のように外来も
在宅もどちらもかなりの数を精力的に取り組んでおられ
る先生等。一口に在宅医療を応需されている先生といっ
ても様々な携わり方があるのだと感じました。今回先生
のご紹介いただいたどの症例も、先生をはじめ、携わら
れた方々、そして患者様本人がいきいきとした表情をし
ておられるのが印象的で、「対話と連携を重ね『伴走』」
をくりかえすことで、私自身もこんな表情を引き出せる
ような取り組み方ができるよう努めていきたいという思
いを抱きました。
　萩田先生には薬局・薬剤師の役割として、薬局の中で
受け身のまま待っているだけではなく、First�Access、
Last�Access、Team�Access、Social�Accessの
4 Accessを用いて、医療・介護・予防・住い・生活
などの分野で地域のHub機能として活躍することを、
実例を交えてご指導いただきました。調剤・疑義照会
などのいわゆる薬局内で行う業務をはじめとするLast�
Access、街のくすりやさん・街の科学者としての機能
を活かすFirst�Access、在宅業務などを通じた多職種と
の協同戦略機能のTeam�Access、学校薬剤師や薬物乱
用防止・災害対策など公衆衛生に関する地域の社会的機
能としてSocial�Access。薬局の待合を活用したり、地
域ケア会議に参加することで、これらの役割を果たす取
り組みをご提案いただきました。
　在宅医療において薬剤師のフィジカルアセスメントは
少しずつ広まっては来ているものの、私がこれまで携
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わった患者様では血圧測定を数名行う方がおられた程度
で、他は目視で顔色やその他見えている範囲での確認に
とどまっている現状です。萩田先生のお話で、少しお願
いしにくいような患部の状態も、はじめは抵抗がある
かもしれないけれど、聞いてみると意外と患者様も見
せてくれることもあるから、見せてもらってみるといい
というお話がありました。薬剤師のフィジカルアセスメ
ントでは、正常か、異常かの判断が目的となり、そして
そこから処方提案につなげることが求められるというこ
とでした。日々の業務の中で、ひとりひとりの患者様
にかけられるお時間は限られているのが薬局の現状では
ありますが、そういったアセスメントを最低限でも行え
るような知識技能を習得し、実際の在宅訪問に活かすこ
とができればと思いました。落久保先生に紹介いただ
いたTouch�not�only�with�your�hands�but�also�with�
your�heart.手だけでなく心でも触れるようにという言
葉のように、薬剤師は手で触れることなく患者様とかか
わることも可能な職種ではありますが、患者様に心から
触れて、よりよい在宅医療を担う一員となれればと思い
ます。貴重なご講演をいただきありがとうございました。

報告Ⅱ
安佐薬剤師会　日野　大輔

　この度、11月 3 日に行われた「在宅支援薬剤師専門研
修会I」を拝聴しました。内容は 2部構成となっており、
1部は「在宅医療について・地域包括支援システムにつ
いて」広島県介護支援専門員協会会長の落久保裕之先生、
2部は「在宅支援及び在宅関連施設について」一般社団
法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会理事の萩田均司先
生がご講演してくださいました。
　 1部ではこれからの日本の人口推移や年間医療費につ
いて、地域包括支援システムの役割から、実際のカン
ファレンスでの事例について紹介していただきました。
中でも地域包括支援システムでの歯科医師の役割は非常
に重要であると学びました。
　日本老年歯科医学会の報告書（平成28年データ）によ

ると、要介護高齢者の約 7割が何らかの歯科治療を必要
としていたそうです。そのうちの12.5％は早急な対応が
必要であるにも関わらず、本人もしくはそのご家族の歯
科領域への意識が低いため治療が遅れているのではない
かと考えました。先述の報告書は要介護高齢者が対象で
あり、おそらく治療中の大きなご病気に意識を割かれて
いる事で見落としがあったのではないかと考えました。
　高齢者ではオーラルフレイルや誤嚥性肺炎が問題とし
てよく取り上げられています。オーラルフレイルは低栄
養を招き、誤嚥性肺炎のリスクを高めるといった報告が
あります。口腔ケアだけでなくオーラルフレイルの対策
の為にも定期的な歯科受診もしくは訪問歯科は重要であ
ると思いました。そこで薬局として何か出来ることはな
いかと考えた時、特にADLの低下した患者もしくはそ
のご家族に対して服薬指導する際、歯科受診の有無の確
認もしていく必要があるのではないかと考えました。ま
た服薬指導の待ち時間などで、日本歯科医師会が作成し
ているオーラルフレイルのチェックリストを活用し、リ
スクの高い患者をピックアップすることが出来ます。歯
科受診の必要性が高い患者に受診勧奨することで、薬剤
師から他職種へ積極的な連携が行えるのではないかと思
いました。地域医療における薬局の重要な役割を新たに
気付かされる講演でした。
　 2部では地域における薬剤師の役割や訪問薬剤管理業
務、在宅に関わる医療・介護保険制度やサービス、介護
保険関連施設の種類と役割について学びました。私は薬
剤師歴 2年目で経験が浅く、まだまだ学ぶことがたくさ
んあるため、介護保険制度やその施設の役割の学習は疎
かになっておりました。今回の萩田先生の講演で、薬局
というのは患者が気軽にアクセスできる場と共に地域医
療のハブ機能の場であると改めて考えさせられました。
医療・介護・地域の連携の要である薬局薬剤師は介護保
険や受けられるサービスを理解している必要があると感
じたので、本講演で学んだ内容を自分の知識とし、今後
の業務に活かしていきたいと思いました。
　最後に、この様な研修の機会を与えていただきました
広島県薬剤師会、そして講師の落久保先生と萩田先生に
深く御礼申し上げます。
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害、問題解決能力の障害、実行機能障害、失行・失認・
失語などという順に症状が出てきます。これに対して、
すべての症例に出現するわけではありませんが残存する
神経機能が外界への反応として示すと考えられるのが周
辺症状です。周辺症状には幻覚、妄想、抑うつ、意識低
下などの精神症状と徘徊、興奮などの行動異常があり、
最近ではBPSDと呼ばれてます。
　認知症の方は症状自体に気が付いていない場合が多く、
少しでも早く発見することが重要です。認知症の方は自
身の服薬状況を自ら管理することはとても難しく、アド
ヒアランスの低下につながりやすく、その結果、薬の効
果が十分に発揮されないため認知症が進行してしまいま
す。従って、認知症が進行しないようにするには、しっ
かりと服薬を継続することが大事になってきます。そし
てこれこそが薬剤師が一番活躍できる場面です。服薬コ
ンプライアンスを改善するためにも、医師や訪問看護師、
ヘルパー、ケアマネジャーなど医療スタッフやご家族と

薬事情報センターだより　今月のトピックス

特別講演　配信の様子

プログラム

1 ．情報提供　 
　　薬事情報センターだより

薬事情報センター
　　オーソライズドジェネリック

第一三共エスファ株式会社
2 ．特別講演 

座長　広島県薬剤師会　副会長　
谷川　正之先生

「認知症の人と家族に今できること　－多職種
協働の大切さ－」

大分大学医学部　看護学科、
実践看護学講座　老年看護学領域　教授

総合診療・総合内科学講座　診療教授
吉岩　あおい先生

〈講師からのメッセージ〉 
　認知症診療は、まず本人らしく生き続けられる環
境作りが大切であり、多職種による協働が肝要であ
る。認知症は進行性の疾病であるが、認知症の人の
生活に根ざした「気づき」、診療に「つなげる」、そ
して服薬の継続などにより「支える」など、認知症
の人が尊厳と希望をもって認知症とともに生きるた
めに、薬剤師の役割がますます重要となっている。

報告Ⅰ
呉市薬剤師会　山根　一祥

　日本は超高齢社会を迎えて、認知症の方は65歳以上の
高齢者では 7 人に 1 人、MCI（軽度認知障害）の方も
加えると 4人に 1人とも言われています。今後も認知症
の方は増え続けると考えられています。認知症には様々
な種類が存在し、アルツハイマー型、脳血管性、レビー
小体型、前頭側頭型などがあります。治療法や症状自体
もその方によって多岐に渡っています。その中でも、認
知症の分類で割合が多いのがアルツハイマー型で、100
万人以上といわれております。認知症の方にほぼ常に出
現する症状を中核症状と呼ばれ、記憶障害、判断力の障

第549回 薬事情報センター定例研修会

開催日：令和4年11月12日（土）15：00～17：00
場　所：オンライン

特別講演演者　吉岩先生特別講演座長　谷川先生
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の連携が必要になってきます。これから在宅や施設で認
知症の方と関わる機会が増えていくため服薬指導や服薬
管理など薬剤師の重要性が増えてきています。その際に
はもちろんコミュニケーション能力が求められるので、
これまで以上にこういった能力を磨く必要があります。
　現在働いている薬局では耳鼻科と整形外科を主に取り
扱っているため認知症の方と関わることがほとんどあり
ませんでしたが、最近在宅が増えてきており認知症の方
と接する機会が多くなっています。基礎から勉強するた
め、今回の定例研修会に参加させていただきました。講
師の先生は基礎（病理・病態・治療）から丁寧に説明を
していただけたので大変勉強になりました。

報告Ⅱ�
安佐薬剤師会　小松　理恵

　特別講演では、吉岩あおい先生から認知症診療につい
てお話いただきました。
　超高齢社会において認知症はありふれた疾患であり、
早期診断・治療により認知機能障害の進行とBPSDの出
現を抑えられます。アルツハイマー型認知症（AD）の
診察では、本人、家族から時間をかけて問診を行い、
FAST分類を行います。また、CT、MRI検査では脳全
体と海馬の萎縮が見られます。そのため、最近のことが
覚えられなくなり、手段的ADLの低下として、買物、
食事の準備や服薬困難が目立ってきます。
　治療薬としては、コリンエステラーゼ阻害剤：ChEI

（ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン）の服用
でAD進行を 3 年以上遅らせると言われており、抑うつ、
不安、無感情が改善されるため意欲が上がると言われて
います。またNMDA受容体拮抗薬（メマンチン）では
シグナルノイズによる記憶、学習障害を改善します。
また、AD中等度以降は単剤で効果が不十分であれば
ChEIとメマンチンの併用が勧められ、併用により神経
伝達の改善、BPSDの新規発現の抑制が報告されていま
す。
　レビー小体型認知症（DLB）は、ADについで多く、

視覚を担う後頭葉の血流低下が見られることから幻視の
訴えが多くなります。最初の症状として、レム睡眠行動
障害（悪夢で大きな寝言）があらわれたという人が少な
くありません。検査所見としては、SPECT検査で後頭
葉の血流低下の確認、MIBG心筋シンチグラフィ、ダッ
トスキャン静注によるイメージングによってADとの鑑
別を行います。薬物治療では、ドネペジルが有効であり、
DLBに特徴的な注意障害や集中力低下に効果を示します。
初期ではもの忘れ以外の症状が目立ち、パーキンソン症
状、レム睡眠行動異常、うつ、幻視等がみられ、認知機
能の低下は中期以降で多く、ADが加わることもあります。
　また、高齢になると認知症とともにてんかんの発症率
が上がることが知られており、特にADと合併しやすい
ことから、疾患の鑑別に注意が必要です。
　そして、糖尿病は認知症と相関があると言われおり、
HbA1c7を超えると有意に認知症の頻度が上がることが
報告されています。また、重症低血糖により認知症発症
のリスクが上がるため、血糖コントロール目標の下限値
に注意し、低血糖を防ぐことが重要です。
　BPSDに関連する要因として、環境の変化や周囲との
人間関係が挙げられます。不穏が見られるときは傾聴、
環境を整える等の工夫をすることが大切です。それでも
不十分であれば薬物療法を行います。BPSDのための抗
精神病薬使用ガイドラインではリスペリドン、クエチア
ピン、オランザピン、アリピプラゾールが挙げられてい
ます。
　認知症の予防として、軽度認知症（MCI）の状態で
あれば、健康な状態に戻ることもあり、地域で高齢者の
つどい等で積極的な社会参加を行った例で認知機能の改
善が見られたそうです。薬局でも高齢者を対象にしたイ
ベントが開催できれば、社会参加の場を提供できると感
じました。また、薬剤師の介入により、残薬の確認、飲
み合わせの確認、多重投与の確認ができ、治療効果が発
揮されている例も多いそうです。
　今回のご講演より、認知症患者を地域全体で支えるこ
との重要性を感じ、薬剤師として服薬が継続できるよう、
患者本人また介護者に寄り添った指導を心掛けたいと思
いました。
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認定実務実習指導薬剤師養成講習会

福山市薬剤師会　風早　美幸
開催日：令和4年11月23日（水・祝）
場　所：まなびの館ローズコム

　コロナ流行第 8 波といわれるさなか、予定通り認定実
務実習指導薬剤師養成講習会を開催していただいたこと
に大変感謝しております。
　私は新規として参加させていただきました。長時間に
渡る内容に不安がよぎりましたが、受講中は、新たに得
る情報や改めて再確認する事柄ばかりであったためあっ
という間に時間が過ぎていました。講義内容は、大きく
以下の 3 項目に分けて行われました。
　　　①薬剤師の理念
　　　② 薬学教育モデル・コアカリキュラム、薬学実務

実習に関するガイドライン
　　　③学生の指導
　理念の内容では、「医薬品を社会（地域）に過不足な
く、必要とするところに、的確に、迅速に供給し、住民
が医薬品を適正に使用できる体制を確保しておくこと」
とありましたが、昨今、ジェネリック医薬品、先発医薬
品どちらにおいても、出荷規制がかかることが多々あり
在庫を確保することが難しい状態です。患者さんの必要
としうる医薬品に関しての安定供給ということはとても
基本的なことであり、それが揺らぐことのないようにし
ないといけないと再認識することが出来ました。調剤業
務の変化としては第五世代へと移り変わっており、薬局
内だけでなく他の医療施設の関係者間はもちろん、地域
へも出向くことが増えていっていることは身をもって実
感しているところです。
　私は 6 年制薬学部を卒業しているので、コアカリキュ
ラムの内容では、学生実習の場面を思い返すこともあり

ましたが、今後は学生の視点（受け身）ではなく実習を
サポートする側へ視点が変わります。不安ばかりですが、
普段の仕事とはまた違い、気が引き締まりました。
　薬局病院実務実習の22週間の中で習得しないといけな
い目標としては、「『薬剤師として求められる基本的な資
質』習得を目指し、実践的な臨床対応能力を身につける
実習」が提示されていました。はたして自身が指導を行
うことでそれを達成することが出来るのだろうかとさら
に不安になりましたが、大学が主導的な役割を果たし、
円滑に連携することとなっていたので少し不安が解消さ
れました。
　次に自分の中に残った内容としては、「出来ないから
させてみる、考えながらさせてみる」という姿勢です。
指導薬剤師には必要とありましたが、自分自身が、行動
に移すのになかなか時間がかかる人間なので、難しいの
だろうと思いました。ですが各施設に設けられた時間は
11週間と決まっているため、特に念頭において進めなけ
ればならないと強く感じました。
　仕事に対する考えや今後の自分の在り方について、
日々業務に追われる毎日ではなかなか向き合うことが出
来ませんでしたが、まだ少しですが考えるきっかけとな
りました。座学のみの受講しか終了していないので、さ
らにワークショップに参加をすることになりますが、今
後の薬学生のため、はたまた自分自身の成長のためにも
日々研鑽し、薬剤師としての責任を少しでも果たしてい
きたいと改めて考える時間となりました。
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第21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助教　神垣　真由美
開催日：令和4年11月26日（土）
場　所：広島国際大学呉キャンパス3号館1階　3101教室

　第21回広島国際大学薬学部卒後教育研修会を広島国際
大学呉キャンパス 3号館の3101教室にて開催致しました。
今回のテーマは「Sustainable�Health�GOALS�－健康
寿命を考える－」で、155名と多くの方に参加していた
だきました。
　講演 1 では、本学の薬効解析学教室の福山亮先生に
「骨粗しょう症治療薬の作用機序を詳しく知ろう」とい
うタイトルで、骨の代謝に重要な破骨細胞・骨芽細胞の
特徴をはじめ、治療薬の詳しい作用機序、先生の研究内
容も含めた新たな治療のターゲットについて講演してい
ただきました。
　講演 2では、本学の卒業生でオール薬局新栄橋店に勤
務されている平本耕一先生に「在宅医療における無菌調
製と薬剤師の関わり」というタイトルで、 2つのご家族
を例に挙げ、在宅医療における患者本人・家族との関わ
り、点滴輸液取り扱いにおける感染への配慮、点滴輸液
ミキシングによる配合変化の影響検討について講演して
いただきました。
　講演 3では、本学の卒業生で中国労災病院薬剤部に勤
務されている今津智子先生に「病院薬剤師として患者さ
んにできること」というタイトルで、先生が勤務されて
いるICUにおいての患者情報の取得方法や、チーム医療、
抗生物質の適正使用に向けた服薬指導の重要性について
講演していただきました。

　特別講演では、医療法人ユナイテッドうえはら歯科呉
総合歯科矯正歯科院長の上原亮先生に「薬剤師に知って
ほしいお口のこと～歯医者が患者として体験した薬剤師
のはなし～」というタイトルでご講演いただきました。
虫歯や歯周病に関連する菌・カンジダ菌などが口腔内に
及ぼす影響をはじめ、アルツハイマー型認知症患者では
歯周病菌であるジンジバリス菌が脳幹に達しているなど、
全身まで菌の影響が及ぶことを説明していただきました。
また、乳癌患者の98％に神経が無い失活歯があり、その
癌が失活歯と同側の乳房に発現していることや、嚙み合
わせが脳の血流に重要であるなどを挙げ、口腔内を健康
的に保つことの重要性も説明していただきました。さら
に、歯科衛生士の平川恵奈先生には、訪問診療での口腔
ケアのお話のほか、舌筋力測定器や滑舌の検査などオー
ラルフレイル予防にむけた口腔機能の検査法を実演して
いただきました。
　以上の通り、高齢化社会が進むなかで注目されている
“健康寿命”を軸に、4つの講演をしていただきました。
薬物治療はもちろんのこと、口腔ケア製品の提案など、
患者の“健康寿命”の延伸に向けた薬剤師の役割や今後
の可能性を感じることができる会となりました。
　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。
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　11月30日に「子どもの病気と薬を学ぶ研修会」が開催
されました。今回は「小児の栄養療法を学ぶ」という
テーマで、北海道立子ども総合医療・療育センター薬剤
部　飯田祥男先生による「小児の栄養と医療材料」、オー
ル薬局堺町店　菅原航先生による「保険薬局における医
療的ケア児の栄養管理についての取り組み」 2つのご講
演をオンラインで視聴させていただきました。

　「小児の栄養と医療材料」では、まず出生後の成長段
階に応じて栄養の摂取方法や臓器の発達等を理解する必
要があるとのことでした。哺乳する乳児の場合、吸着→
吸てつ（舌を乳首に巻きつけ、前から後ろへ波立たせる
様にうねらせて絞り出すように母乳を引き出す）→嚥下
することにより哺乳中も呼吸が可能になりますが、一気
に母乳が流れ込むとむせ込んでしまいます。また小児は
大人と比べて胃の容量がとても小さいので一度に多くを
食べることができず、肝臓の酵素の発現は大人と比べ未
熟であり、大人のミニチュアではない点も考慮しなけれ
ばなりません。
　経管栄養（胃ろう）について、大人ではカテーテルが
抜けにくく交換までの期間が長いバンパー・ボタン型、
バンパー・チューブ型が使われているのに対し、子ども
には目立たず動作の邪魔になりにくく交換が容易であり、
カテーテルの汚染が少ないバルーン・ボタン型が多く使
われています。
　経腸栄養剤においても子ども特有の栄養剤があります。
母乳のアミノ酸組成を基本とし脂肪酸も添加しているエ

レンタールP、アミノ酸を増量、減量し新たにタウリン
を配合したプレアミンPがあります。Pはpediatrics（小
児）の意味です。
　静脈栄養のカテーテルにはPICC（末梢挿入式中心静
脈カテーテル）、CVカテーテル（中心静脈カテーテル）、
CVポート（中心静脈カテーテルの皮下埋め込み型ポー
ト）があり、小児の場合には栄養素・微量元素（セレ
ン・カルチニン）が不足しやすいので注意が必要とのこ
とでした。

　また「保険薬局における医療的ケア児の栄養管理につ
いての取り組み」では、子どもの入院治療から在宅療養
にシフトするにあたり症例を交えながら薬局の役割を下
記の項目についてご講演いただきました。
　医師の治療方針に添って院内→院外での薬剤の再提案、
調剤方法の見直し。
　緊急時の対応や体制確認をすることで混乱の回避、患
者家族の不安の軽減。
　退院時カンファレンスへ参加し、相談しやすい環境構
築。（薬薬連携）
　よりよい調剤方法、適薬、適食の模索をすることで調
剤生産性の向上、患者、患者家族の不安軽減、信頼関係
の構築にもつながります。

　今回の研修会では医療材料についての知識や小児在宅
での多職種連携の重要性、薬剤師としての業務について
も学ぶことができ感謝しております。

子どもの病気と薬を学ぶ研修会 
「小児の栄養療法を学ぶ」

安佐薬剤師会　大塚　智香

開催日：令和4年11月30日（水）
場　所：オンライン
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次第� （敬称略）

司会：日本薬剤師会　常務理事　亀井　美和子
1 ．開会挨拶

日本薬剤師会　会長　山本　信夫
2 ．最新のアンチ・ドーピングに関する情報提供

（公財）日本アンチ・ドーピング機構
浅川　伸

3 ． 2023年禁止表国際基準と治療使用特例に関す
る注意点

（公財）日本アンチ・ドーピング機構
鈴木　智弓

4 ． 栃木国体におけるアンチ・ドーピング活動に
ついて

日本薬剤師会　アンチ・ドーピング委員
後藤　弘子

5 ． 2025年に東京で開催されるデフリンピックに
ついて

日本薬剤師会　医薬品情報評価検討会
雑賀　匡史

6 ． 国体におけるアンチ・ドーピング教育の義務化
（公財）日本スポーツ協会　国体推進部国体課

吉原　暁憲
7 ． 質疑応答
8 ．閉会の挨拶

日本薬剤師会　常務理事　富永　孝治

　各都道府県にアカウントが 1つずつ付与され、オンラ
インにて薬事情報センター　水島美代子センター長と広
島県薬剤師会アンチ・ドーピング活動推進委員会　奥田
貴暁・串田慎也・高田泰範委員と参加いたしました。
　次第「 2．最新のアンチ・ドーピングに関する情報
提供」では、令和 4年度以降JADAと国内スポーツ関係
団体が共通認識を持ちつつ、連携して国内のドーピン
グ防止教育体制を築き、クリーンでフェアなスポーツ
環境を作り上げていくことを目指すために策定された
「2021Code/教育に関する国際基準の履行に向けた戦略
計画」について説明がありました。

　次第「 3．2023年禁止表国際基準と治療使用特例に関
する注意点」では、
　大きな変更として
　S1. 蛋白同化薬について
　 1．蛋白同化男性化ステロイド薬（AAS）の項に
　・17α-メチルエピチオスタノール（エピスタン）
　・�アンドロスタスタ- 4 -エン-3,11,17-トリオン（11-

ケトアンドロステンジオン、アドレノステロン）が
追記

　�追記理由はサプリメント含有物質として確認されたこ
と

　 2 ．その他の蛋白同化薬の項に
　・ラクトパミン
　・S-23、YK-11が追記
　�追記理由はラクトパミンは動物用成長促進物質として
一部の国で承認されていること

　�S-23、YK-11はサプリメント含有物質として確認され
たこと

　S4. ホルモン調節薬および代謝調節薬
4 ．3 の記述のミオスタチン中和抗体などのミオスタ
チン阻害薬→ミオスタチン－あるいは前駆体－中和抗
体と記載が変更となり、具体的な名称としてアピテグ
ロマブが追記

　�追記理由は臨床試験段階の医薬品で将来を見据えての
追加

　S5. 利尿薬および隠蔽薬
　�すべての利尿薬と隠蔽薬（関連するすべての光学異性
体［d体およびl体等］を含む）は禁止される。

　�上記のように他のセクションに揃えた記載様式に変更
になった点と、具体的な物質としてトラセミドが追加。

　�また注意の項の隠蔽薬の表現として、誰が読んでもわ
かるように隠蔽薬の後ろに

　�（炭酸脱水素酵素阻害薬の局所眼科用使用、あるいは、
歯科麻酔におけるフェリプレシンの局所投与を除く）

　を追記

　M1. 血液および血液成分の操作
　 2 ． 酸素摂取や酸素運搬、酸素供給を人為的に促進す

令和4年度 都道府県薬剤師会 
アンチ・ドーピング活動担当者研修会

常務理事　竹本　貴明

開催日：令和4年12月1日（木）13：30～17：00
場　所：オンライン
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ることの項に具体的な物質としてボクセロトール
が追記

　�ボクセロトールは鎌状赤血球治療薬として海外で承認
されている薬剤

　S6. 興奮薬
　 b． 特定物質である興奮薬にソルリアムフェトルが追

記
　�ソルリアムフェトルは海外で睡眠障害の治療薬として
承認されている薬剤

　 b． 特定物質である興奮薬の例外の項
　�皮膚、鼻、眼科用→皮膚、鼻、眼科用あるいは耳に～
と記載が変わり、点耳薬に含まれるテトリゾリン（テ
トラヒドロゾリン）が追記

　P1. ベータ遮断薬
　�特定競技において禁止される物質の項でミニゴルフ
（世界ミニゴルフ連盟：WMF）が追加

　監視プログラム
　 2 ． ペプチドホルモン・成長因子・関連物質および模

倣物質
　�協議会（時）および競技会外：18歳未満の女性におけ
るゴナドトロピン放出ホルモン（GnRH）アゴニスト

　 4 ． ハイポキセン（ポリヒドロキシフェニレン　チオ
硫酸ナトリウム）

　競技会（時）および競技会外
　 6 ． 麻薬の具体的物質にデルモルフィン（および類似

物質）が追記
　�現在、監視プログラムに記載されているトラマドール
については、2024年に禁止表へ記載される

　次第「 6．国体におけるアンチ・ドーピング教育の義
務化」では、令和 5年 4月 1日以降に開催される大会か
ら施行となる、【国体開催基準要項細則】第 3 項（ 1）
1）⑦で「選手、監督、本部役員帯同のスポーツドク
ター、アスレティックトレーナーは、本大会又は冬季大
会参加前の 1年以内に日本スポーツ協会が指定するアン
チ・ドーピング教育を受講した者であること」と義務化
が明記された。また、日本スポーツ協会（JSPO）の【国
体アンチ・ドーピング活動に関するガイドライン】では、
少年種別に参加する保護者にも教育が義務付けられてい
ます。
　JSPOホームページ掲載の「国体出場者及びサポート
スタッフ向け教材」よりそれぞれの区分に応じた動画を
視聴し、教育受講履歴を発行することが出来るようです。
　また、スポーツファーマシストに求められる役割とし
ては、【国体アンチ・ドーピング活動に関するガイドラ
イン】において、JSPO加盟都道府県体育・スポーツ協
会に対し、各都道府県薬剤師会所属のスポーツファーマ
シスト等と連携し、選手、監督、スポーツドクター、及
びアスレティックトレーナーへの薬の使用に関する情報
提供及び啓発活動を実施すると明記されています。
　まだ、不透明な部分もありますがスポーツファーマシ
ストがアンチ・ドーピング教育に関わる機会が増えるこ
とを期待しています。

第107回薬剤師国家試験問題（令和4年2月19日〜 2月20日実施）

正答は134ページ
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「論文、文献を基にしたデータ解析と活用医療情報の読
み方」

講師：広島国際大学　薬学部　佐々木　順一准教授

キーワード：PICO、GRADE、システマティックレ
ビュー、薬剤経済分析

・�PICOは、どんな患者に（P:�Patient）、何をすると
（I:�Intervention）、何と比べて（C:�Comparison）、
どうなるのか（O:�Outcome）の略語です。PICOに
沿って解決すべき問題を整理すると明確になりイン
ターネットで論文検索しやすくなります。

・�GRADEは、Grading� of� Recommendations�
Assessment,�Development�and�Evaluationの略語
です。文献の確信性（質）と推奨（診療ガイドライン
のCQクリニカルクエステョン）の強さを格付けする
手法をさします。

・�薬剤経済分析とは、介入にかかった治療費（完治を意
味しているわけではない）のことです。

　私は、患者様との健康相談に関する疑問（クリニカ
ルクエスチョン＝CQ）を解決するための情報元として
Mindsガイドラインライブラリ内の診療ガイドラインを
活用し、意思決定の参考にしていたので、今回参加し

て、日常業務を想像しながらガイドライン情報の活用方
法Updateができて参加してよかったです。

わかった点
①実習を通して、PICOの使い方がわかりました。

②�子宮頚癌予防ワクチンの副作用を心配する人の疑問に
対して、PICOやGRADEを用いた手法でも、答えら
れない場合があることを知れました。

③�疑問（クリニカルクエスチョン＝CQ）に対して、
2014年以前はガイドラインに書いてあることをそのま
ま実施する機会が多い時代でした。

　�2014年以降の診療ガイドラインは、GRADEで作られ
ており、CQは、患者背景を加味して個別に対応でき
るような判断決定ツールになっていると知れました。

④�診療ガイドラインに載っていない疑問の場合には、自
分で情報収集する必要があります。その時は、資料内
の情報収集の流れが参考になりそうです。

　次回には、④の情報収集を具体的に情報の集め方の実
習できる機会をいただき、「患者様の疑問に添える情報
収集＆活用ができる薬剤師」になり対人業務の向上のた
めにぜひ参加したいと思います。

シラバス研修会 
（医療情報の読み方～システマティック・レビュー、薬剤経済分析編～）

広島市薬剤師会　伊藤　浩一

開催日：令和4年12月3日（土）
場　所：広島県薬剤師会館・オンライン
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広島県立美術館「団体割引会員」について
　本会では会員の皆様に割安な団体料金で広島県立美術館の展覧会を観賞していただける「団体割引会員」に登録し
ました。
　会員の皆様には同伴のご家族、ご友人も含めお得な団体料金で展覧会をご覧いただけます。
　是非ご利用ください。

【割引の対象となる展覧会】

※今後割引対象となる展覧会については改めてご連絡いたします。

〈問合わせ先〉
広島県立美術館
〒730-0014　広島市中区上幟町２－22
TEL：（082）221－6246
FAX：（082）223－1444
ホームページ　http://www.hpam.jp/

☆美術館受付にて、登録番号と団体名を
お伝えください。

広島県立美術館 団体割引会員登録

団体番号：１１００６８
団 体 名：社団法人 広島県薬剤師会

　第69回日本伝統工芸展

　会　　期：2023年 2 月15日（水）～
　　　　　　2023年 3 月 5 日（日）
　休 館 日：会期中無休
　開館時間： 9：00～17：00
　　　　　　※金曜日は19：00まで
　　　　　　※入館は閉館30分前まで
　入 場 料：一般 700円 → 500円
　　　　　　高・大学生 400円 → 200円
　　　　　　※中学生以下無料
　会　　場： 3階企画展示室



県薬より

各地域･職域薬剤師会への発簡

10月 7 日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更新認定
について（通知）

10月11日 医療事故情報収集等事業第70回報告書の公表
について（通知）

10月11日 医療事故情報収集等事業2021年年報の公表に
ついて（通知）

10月12日 ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチ
ンの有効期限の取扱いについて

10月12日 第55回日本薬剤師会学術大会（於　宮城）へ
の参加確認の変更について

10月14日 会員及び保険薬局部会員の調査について（依
頼）

10月25日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.191」の提供について（通知）

10月31日 次回調剤報酬改定に向けた意見・要望につい
て（追加依頼）

11月 9 日 年末・年始の休業について

11月24日 応需薬局の年末年始休業期間調査について
（依頼）

11月24日 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.192」の提供について（通知）

11月25日 令和5年薬事関係者新年互礼会の開催中止に
ついて

12月 1 日 「広島県薬剤師会」からの意見・質問・要望
等について

12月 2 日 令和4・5年度薬事衛生指導員の推薦につい
て（依頼）

12月 8 日 「令和4年度圏域地対協研修会」の開催につ
いて（ご案内）

9月22日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 4年 9月22日（木）午後 7時00分～午後 9時03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：笠原　庸子
出席者：豊見会長、野村専務理事
オンライン出席者：�青野・谷川・豊見・中川・松尾各副会長、

荒川・石本・井上・岡田・笠原・竹本・
中島・二川・宮本・柚木・吉田各常務理
事

欠席者：秋本常務理事

1 ．会長挨拶：
　ラゲブリオが 1本約94,000円で一般流通が開始された。問
題は現在国が持っているラゲブリオ、つまり薬局が保存して
いるラゲブリオは薬局間譲渡ができないため、現在のものを
近隣の薬局が10本持っていても、卸から購入し公費に請求し
なければならないという現象がでてくる。返品可不可につい
ても卸によって取り扱いが違うようだ。
　今の抗新型コロナ薬の使用状況はパキロビッドも含め、大
量には出ていないように思われる。医師が使用を勧めるとい
うよりは患者が服用を望み、それに対し条件を満たし医師が
必要と認めた場合に処方しているという状況のようだ。ラゲ
ブリオを登録している薬局は県内の 4 割近くの薬局（600余
店舗）で、厚労省から預かっているラゲブリオをそれぞれ
3 ～10本持っており、今後もこの状況は変わらないのではな
いか、死蔵品となるのではないか。ラゲブリオの使用頻度が
多い薬局には偏りがあり、今後譲渡ができないことになると

近隣で余っていてもわざわざ購入しなければならない。これ
は後々、国から預かったものを期限切れで廃棄せざるを得な
いということになる。
　また、パキロビットの在庫管理についても 1回ごとにネッ
トで管理をし、薬局と医師との連携が取れて適正に厳正に管
理されてきた。しかし一般化されると 1か月に何回かの在庫
調査だけになる。なぜ薬局間譲渡を禁止しているかは不明で
あるが、薬局間譲渡を認めてもらえれば医療費の無駄が少な
くなる。日薬からもこれについては国に伝えてもらっている。
薬が不足しているときにこの状況はどうしたものか、今後も
唱え続けていきたいと思っている。

2 ．審議事項
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（豊見会長）

特になし
（ 2）「不足している薬剤があります」ポスターについて

（資料 1）（吉田常務理事）
見積り：�A 2 →110,880円（送付状、封入、発送費込

→273,680円）（税込）
　　　　�A 3 →84,480円（送付状、封入、発送費込

→247,280円）（税込）
ポスターの文言
訂正前⇒�「約3,000銘柄以上入手困難な薬剤が増えて

います。」
訂正後⇒�「3,000銘柄以上に入手困難な薬剤が増えて

います。」
印刷　文言を訂正の上、A 2 で承認された。（保険
薬局部会に配布）
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今後、医師会と連名で刷ることについて検討する。
また、ポスター作成後、メディア等に取材を働きか
ける。

（ 3）第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会助成金交付申請について
（資料 2）（谷川副会長）
助成金額：50万円
広島県薬剤師会で助成することで承認された。

（ 4）「広島県循環器病相談支援・情報提供推進部会」の
委員の推薦について（資料 3）（衣笠事務局長）
任　　期：承諾のあった日から 2年間
部会開催：�2 回程度（令和 4年10月、令和 5年 2月

予定）
回答締切： 9月30日（金）
秋本先生に打診してみることで承認された。

（ 5）令和 4年度版会員名簿の掲載内容等について（資料
4）（野村専務理事）
・掲載内容・・・前回と同じ内容で了承した。
・表紙・合紙の色・・�表紙・平成 3年度と同じ青、

合紙は業者に任せることで承
認された。

　（管理記録簿：赤）
（ 6）中国新聞朝刊掲載広告について（谷川副会長）

テーマ：薬と健康の週間
掲載日：10月17日（月）
テーマ：県民公開講座
掲載日：10月24日（月）
広告掲載について承認された。

（ 7）日本放射線腫瘍学会第35回学術大会市民公開講座の
周知について（資料 5）（青野副会長）
日　　時：11月12日（土）　14：00～16：00
場　　所：�NTTクレドホール（基町クレドパセー

ラ11F）
定　　員：定員300名
申込締切：10月28日（金）
　　　　　�https://site2 .convention.co.jp/

jastro2022/shimin/
（前回、会員薬局へファックス一斉同報）
今回も前回同様 FAX一斉同報することで承認され
た。

（ 8）薬剤師資格証の申請・発行の流れ等の変更、及び担
当役員等への優先発行について（資料 6 - 1 ）（衣笠
事務局長）
薬剤師資格証の受付再開等について（資料 6 - 2 ）
薬剤師資格証の担当役員等への優先発行並びに申請
促進について（資料 6 - 3 ）
　※ 9 /14　�日本薬剤師会薬剤師資格証発行に係る

実務説明会（資料 6 - 4 ）
　　　　　�YouTubeアーカイブURL（限定公開）
　　　　　� https://youtu.be/LVD 5 M 4 hayjs
　※日本薬剤師会認証局
　　https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/
衣笠事務局長の資料説明後、これからの対応につい
て次のとおり決定した。
・役員の優先発行手続きを事務局で進める。
・�当面、地域薬剤師会へは日本薬剤師会のYouTube
をみて確認していただくよう案内する。

（ 9）ぼうさいこくたい2022へのモバイルファーマシーの
貸し出しについて（資料 7）（青野副会長）

日　　時：10月22日（土）10：00～18：00
　　　　　10月23日（日）10：00～15：30
開催場所：�兵庫県神戸市のHAT神戸を中心とする

エリア
開催形式：��オンライン併用のハイブリッド形式
貸し出しについては承認された。
貸し出しに係る費用負担について事務局から兵庫県
薬に確認する。（翌日、全額先方が負担することを
確認した。）

（10）21世紀、県民の健康とくらしを考える会　県民フォー
ラムのタイトルについて（資料 8）（中川副会長）
メインテーマ：「食」
募集期限： 9月27日（火）正午まで
27日まで、募集していることを周知した。

（11）後援、助成及び協力依頼等について（野村専務理事）
ア．第39回広島県薬事衛生大会の共催及び協賛広告につ

いて（資料 9 - 1 、 9 - 2 ）（野村専務理事）
日　時：10月20日（木）15：00～16：00
場　所：広島県薬剤師会館
主　催：第39回広島県薬事衛生大会実行委員会
広　告：毎年度　A 4版縦サイズ　￥40,000－
（毎年：共催・広告承諾）
承認された。

イ．第34回広島県医療情報技師会研修会の後援について
（資料10）（野村専務理事）
日　時：10月22日（土）10：00～16：30
場　所：WEB＋ハイブリッド開催
　　　　�広島がん高精度放射線治療センター
　　　　（会場参加先着：20名）
（毎回承諾）
承認された。

3 ．報告事項
（ 1） 8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
（谷川副会長）

9 / 9 　抗HIV薬服薬指導研修会委員会［広島県薬
剤師会館］

9 /15　広島国際大学薬学部 1 年次生「早期臨床体
験」［広島県薬剤師会館］（薬事情報セン
ター）　参加者：学生80名
国際大学としては来年度も実施したい意向
であった。また学生に日本薬剤師会学生会
員への加入の勧誘を行った。

（中川副会長）
9 /15　在宅医療の人材（訪問看護師）確保のため

の推進事業における検討委員会（第 1 回）
［オンライン］

9 /18　認定実務実習指導薬剤師養成講習会
［広島県薬剤師会館］
参加者：新規24名、更新10名

（宮本常務理事）
9 /10　薬事情報センター定例研修会（テーマ：片

頭痛）［広島県薬剤師会館］（薬事情報セン
ター）　参加者：186名
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（柚木常務理事）
9 /12　在宅医療推進に向けた研修会合同WG（尾

道）［オンライン］
尾道のケアマネージャーからの希望により、
因島の楢原先生が加わることになった。

（吉田常務理事）
9 / 8 　広報委員会［Zoom］
9 /21　広報委員会（会誌11月号　巻頭特集対談）

［広島県薬剤師会館］
9 /21　健康サポート薬局委員会［広島県薬剤師会

館］
（ 4）関連団体報告

（豊見会長）
9 / 8 　社会保険診療報酬支払基金広島支部　令和

4年 9月支部運営委員会
［社会保険診療報酬支払基金広島支部］

（豊見会長、吉田常務理事）
9 /16　新型コロナウイルス感染症対策担当課来会

［広島県薬剤師会館］
（青野副会長）

9 /14　デロイト社インタビュー［Zoom］
9 /16　電子処方箋モデル事業安佐地域キックオフ

［広島市立安佐市民病院］（資料11）
40薬局が参加。

9 /21　中国四国厚生局来局（「オンライン資格確認」
の早期申込・早期導入に向けた取組につい
て）［相田薬局］（資料12）

（豊見副会長）
9 /12　デロイト社インタビュー［WEB］

（豊見日薬常務理事）
9 / 6 　常務理事会［東京　日薬］　（資料13）
9 /13　第 6回理事会［東京　日薬］
9 /13　FIP 開局部会運営委員会［WEB］

スペインでリアル開催YouTube でも配信。
来年はオーストラリアで開催。

（野村専務理事）
9 / 8 　令和 4 年度第39回広島県薬事衛生大会実行

委員会［広島県薬剤師会館・Zoom］衛生
大会後、薬祖神大祭を行うことにした。
薬事衛生大会第 2 部として実施する県民公
開講座の講師料について、実行委員会から
は最大20万円まで負担することとなった。
懇親会は見送ることとしている。

（石本常務理事）
9 / 8 　広島県病院薬剤師会地域医療連携支援検討

委員会［Zoom］
（衣笠事務局長）

9 /14　日本薬剤師会薬剤師資格証発行に係る実務
説明会［Zoom］

（指導）
9 /14　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の個別指導［広島合同庁舎　北
会議室］（青野副会長）

9 /22　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［広島合同庁舎
北会議室］（二川常務理事）

4 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村専務理事）

10月 6 日（木）午後 7時～
（議事要旨作成責任者【予定】竹本　貴明）
10月19日（水）午後 7時～
11月 9 日（水）午後 7時～
11月24日（木）午後 7時～
12月 7 日（水）午後 7時～

（ 2）広島県介護支援専門員協会理事の推薦について（野
村専務理事）
理　事：有村典謙　氏　（任期終了まで継続）
任　期：令和 3年 6月19日～令和 5年 6月17日
前回の常務理事会で中川先生を推薦したが、協会の
方から任期終了まで継続してほしいと申し入れが
あった。

（ 3）令和 4年度厚生労働大臣表彰受賞者について（野村
専務理事）
受賞者　渡邊英晶　氏　（廿日市）
（表彰式：10月20日（木）15：00～　第39回広島県
薬事衛生大会）

（ 4）令和 4年度県知事表彰受賞者について（野村専務理
事）
受賞者　松村智子　氏
　　　　長谷川項一　氏　（広島佐伯）
　　　　竹下武伸　氏　（大竹）
（表彰式：10月20日（木）15：00～　第39回広島県
薬事衛生大会）

（ 5）令和 4年度広島県薬剤師会各賞等の表彰式について
（野村専務理事）
第62回広島県薬剤師会臨時総会
日　時：令和 5年 3月26日（日）午後 1時～
場　所：広島県薬剤師会館

（ 6）令和 5年薬事関係者新年互礼会の開催について（野
村専務理事）
日　時： 1月 5日（木）午後 5時～
場　所：�料亭　二葉（広島市東区二葉の里 2 - 5 -

11）
（ 7）2022年第 1回広島県肝疾患診療連携拠点病院研修会

の開催について（資料14）（野村専務理事）
日　　時：11月12日（土）14：00～16：00
開催方法：Web開催
対 象 者：医師、医療従事者等
申込締切：11月11日（金）
　　　　　�https://shounai.hiroshima-u.ac.jp/

counseling/worker.html
（ 8 ）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（乳がん）のWeb開催に
ついて（資料15）
日　　時：12月 6 日（火）19：00～20：30
開催方法：Web開催
定　　員：300名
申込締切：11月18日（金）　① FAX　082-263-1331

　　　　　　　　　② �https://www.hiroshima.med.or.jp/
ssl/form/20221206_conference/
input.php

（ 9 ）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16）（野村専務理事）
※�会長より、県薬HPについて、基盤ソフトのメン
テナンス切れ等により、バナーの変更さえも難し
い状況になっており、管理委託業者を変更する必
要が生じているとの報告があった。
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10月6日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 4年10月 6 日（木）午後 7時～ 8時22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：竹本　貴明
出席者：�豊見会長、野村専務理事、谷川・中川各副会長、
　　　　秋本・荒川・笠原・竹本・柚木・吉田各常務理事
オンライン出席者：�青野・豊見・松尾各副会長、石本・
　　　　　　　　　�井上・岡田・中島・二川・宮本各常務理

事
欠席者：

1 ．会長挨拶
　皆さん、こんばんは。新型コロナウイルス感染症関連につ
いては後ほど協議いたします。
　今、オンライン診療・オンライン服薬指導というのが話題
になっています。もちろん、薬剤師もオンライン服薬指導で、
今からかなりがんばらないととは思っていますが、その前に、
現状を見ていただきたいのです。これは、DMMオンライ
ンクリニックといって、フェイスブックでよく広告が出てき
ます。GLP- 1 による「メディカルダイエット」などがあり、
ここは、「公的医療保険が適用されない自由診療である。」と
謳っています。他にたくさんこういうところはあり、大変な
状況になっています。DMMは、もともとビデオ配信から大
きくなった、今は手広く何でもやっている会社です。「アフ
ターピル（緊急避妊薬）」も直接送るというものです。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を熱心に
続けているのがバカバカしくなるような話です。ガイドライ
ンに確実に反しているような宣伝をし、販売をしている状況
です。「不眠症・睡眠障害」は、ルネスタ・リスミー・ロゼ
レム・デエビゴまで送るという話です。
　DMM以外でも、これは、Webで定期薬処方『ネットで
病院薬』で、保険適用しており、お薬手帳に記載してある薬
は処方箋出しますというところで、処方箋はシステムと契約
している近くの薬局に送って、そこでオンライン服薬指導を
受けて、薬を受け取るというところです。
　これは、プライベートクリニックで、アフターピル・ピル
ですが、スマホで受けとれるというものです。
　 1カ所がやると広がります。デエビゴは保険適用でします
というのが始めに出ていましたが、指摘があったんでしょう、
今は自然食品がメインの宣伝に変わっています。
　いろんなサイトがオンライン診療で薬を送る、提携した薬
局へ処方箋を送るという状況になっています。
　これからどうなっていくのか。薬局の調剤の外部委託が、
この間までは一包化のみに限って同一県内でとなっていまし
たが、今は「すべて許可しろ」という圧力に変わってきてい
ます。それが儲かるという目論見があるところが圧力をかけ
てくるのでしょう。そういうふうな話に動いています。残念
ながら薬剤師は「反対」というだけで何も抵抗できない状況
にあるようにみえます。
　現実にこういうことが進んでいく中で、令和 4年10月31日
を目処に、安佐薬剤師会で電子処方箋モデル事業が始まる予
定です。どうなることやらと思っております。
　令和 5年 1月 1 日から、電子処方箋が運用開始されるとい
うことで、我々もそれに参画すべく薬剤師資格証（HPKIカー
ド）の申し込みを始めたところです。これは地域薬剤師会の
ご協力がないとできることではないので、よろしくお願いい
たします。

2 ．�令和 4 年度第 1 回在宅医療推進委員会（資料 1）（薬務
課：代理　秋本常務理事）

　 9月25日にオンラインで在宅医療推進に向けた研修会を開
催し、薬剤師298名、ケアマネジャー 20名の参加があったこ
と、福山・尾道・廿日市の 3地区で薬剤師とケアマネジャー
との研修会を予定していること、未就業薬剤師への研修とし
て、これまで 5回開催し、次回は10月24日に開催する予定で
あること、無菌製剤研修会は計 5日、午前・午後 2回に分け
て予定していること、在宅医療推進委員会を今回から月 1回
開催する予定であること、多職種連携の課題調査として、昨
年度の地域研修会、 9月25日の在宅医療推進に向けた研修会
の参加者にアンケートを実施、 2カ月後程度にアンケートを
行う予定であること、担当者委員会の開催報告があり、在宅
支援薬剤師専門研修会 1をオンラインで11月 3 日、在宅支援
薬剤師専門研修会Ⅱを 1月22日にオンラインで、 2月26日に
現地開催で開催予定であると報告があった。

3 ．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14）

（豊見会長）
　 9 月 5 日に保険薬局部会会員に、アセトアミノ
フェン製剤供給不足についてファックス一斉同報を
したこと、広島県医師会会長宛に、医療用医薬品の
供給不足のため、同成分他製剤への変更、他成分同
類薬への変更について通知を出したこと、これが広
島県医師会速報に掲載されること、ラゲブリオの備
蓄について、広島市はオミクロン株対応ワクチンの
分注作業を薬剤師に依頼しないことになったと報告
があった。
　ラゲブリオを扱っている薬局は月に 1回在庫を報
告すること、パキロビッドは従来の登録方法と変わ
りはないと補足があった。

（ 2）広島県新興感染症等対策専門家委員への推薦につい
て（資料 2）（野村専務理事）
任　　期： 2年
回答締切：10月21日（金）
（新規）
竹本貴明常務理事を推薦することが決定した。

（ 3）医療機関・介護事業所等における電力・ガス・食料
品等価格高騰に関する支援の拡充について（要望）
（資料 3）（豊見会長）
　広島県医師会より提案があり、広島県医師会会長、
広島県病院協会会長、広島県精神科病院協会会長、
広島県歯科医師会会長、広島県薬剤師会会長、広島
県看護協会会長、広島県老人保健施設協議会会長の
連名で、広島県知事宛に、価格高騰に関する支援拡
充の要望書を提出することについて説明があり、提
出することが決定した。

（ 4）第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師
会　中国四国支部学術大会のノベルティグッズ等に
ついて（資料 4）（谷川副会長・荒川常務理事）
・ボールペン
・シャーペン
・もみじ饅頭

　11月 5 日・ 6日に広島国際会議場で開催される同
学術大会に、広島県薬剤師会の薬学生企画対象展
示とピンクリボンのブース展示について説明があ
り、学生企画対象ブースで配るグッズ等について、
シャーペンを横書き・フルカラー名入れで200本、
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もみじ饅頭を広島県病院薬剤師会と本会で各100個
発注することが決定した。また、スタッフの動員に
ついて依頼があった。

（ 5）医療事故調査制度における院内事故調査委員会外部
委員（薬剤師）の推薦について（資料 5）（野村専
務理事）
調査委員会：平日夕方～夜間（ 1～ 3回程度予定）
現　　　在：谷川　正之　副会長
谷川正之副会長を推薦することが決定した。

（ 6）広島県依存症対策連絡協議会の委員の推薦について
（資料 6）（野村専務理事）
現　　在：�竹本　貴明常務理事（旧：広島県アル

コール健康障害対策連絡協議会）
任　　期： 3年
回答締切：10月31日（月）
竹本貴明常務理事を推薦することが決定した。

（ 7）「令和 4 年度一般市民向け医療用麻薬適正使用推進
講習会」岡山会場の広報用チラシ送付と広報活動に
ついて（資料 7）（松尾副会長）
日　時： 1月21日（土）14：00～16：40
場　所：TKP岡山会議室
定　員：�会場：100名　オンライン：200名
　　　　（いずれも先着順）
主　催：厚生労働省
共　催：日本緩和医療薬学会
　厚生労働省から、 1月21日に岡山で開催される講
習会の参加者募集について依頼があったと説明があ
り、審議の結果、会誌11月号に参加依頼文とチラシ
を同封することが決定した。

（ 8）中国新聞朝刊掲載広告について（資料 8）（谷川副
会長）
テーマ：薬と健康の週間
掲載日：10月17日（月）
　薬剤師の絵に名札を付けることになった。
　また、11月19日に開催する県民公開講座の広告を
10月24日に中国新聞に掲載すると補足があった。

（ 9）後援、助成及び協力依頼等について（野村専務理事）
ア．広島県心臓いきいき推進会議10周年記念大会の後援

について（資料 9）（野村専務理事）
日　　時：令和 5年 2月12日（日） 9：00～12：00
場　　所：広島県医師会館
開催規模：�参加予定数　200～250名程度（運営ス

タッフを含む）
主　　催：広島県・広島県心臓いきいき推進会議
共　　催：広島県医師会
（初めて）
後援することが決定した。

4 ．報告事項
（ 1） 9月 7日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）委員会等報告

（青野副会長）
10/ 2 　2022年度緩和ケア薬剤師研修［広島県薬剤

師会館］　参加者：21名
本年度第 1回目の研修会を開催したと報告があった。

（谷川副会長）
9 /25　令和 4年度「薬草に親しむ会」［山県郡安芸

太田町　深入山セラピーロード］
参加者：91名

（野村専務理事）
10/ 3 　薬剤師資格証発行に係る実務説明会打合せ

［広島県薬剤師会館］
　明日、10月 7 日（金）午後 7時から、地域薬剤師
会担当者に対して開催する「薬剤師資格証発行に係
る実務説明会」の打合せを行ったと報告があった。

（秋本常務理事）
9 /12　在宅支援薬剤師専門研修委員会［広島県薬

剤師会館］
9 /15　退院時カンファレンス等メンター制度検討

委員会［Zoom］
9 /25　在宅医療推進に向けた研修会（退院時カ

ンファレンス等メンター制度検討委員会）
［Zoom］　参加者：298名（薬剤師）、20名
（介護支援専門員）

（笠原常務理事）
9 /28　子どもの病気と薬を学ぶ研修会　医療的ケ

ア児について学ぶ（WEB）［広島県薬剤師
会館（WEB）］　参加者283名

　今回が第 4回目の開催であること、横浜療育医療
センターの薬剤師の海老原毅先生に「医療的ケア児
の在宅医療～薬剤師のできることを考える～」と題
して講演をいただいたこと、患者の母親に「医療的
ケア児の日常」の紹介をしていただいたと報告が
あった。

（竹本常務理事）
9 /27　認定基準薬局運営協議会［広島県薬剤師会

館］
新規： 1 件　更新：13件（うち不備あり 3
件）

（柚木常務理事）
10/ 4 　在宅医療推進に向けた研修会合同WG（尾

道・因島）［オンライン］
　本年度は、 1月13日（金）にオンラインで在宅医
療推進に向けた研修会（尾道・因島）を開催する予
定であると報告があった。

（吉田常務理事）
9 /26　復職支援研修会［広島県薬剤師会館］参加

者：10名（来会 7名、Zoom 3 名）
　テーマを、「一般用医薬品について（セルフメディ
ケーション）」として、講師を株式会社ツルハの佐々
木勝洋先生に依頼し開催したと報告があった。

（ 3）関連団体報告
（豊見会長）

10/ 1 　「建国を祝う集い」運営委員会［RCC文化
センター］

10/ 2 　福山大学薬学部開設40周年記念式典・記念
講演［福山大学］

　松尾裕彰広島県病院薬剤師会会長、村上信行福山
市薬剤師会会長と一緒に出席し挨拶をしたこと、前
日本病院薬剤師会会長の木平健治先生、元日本薬剤
師会理事の永田泰三先生の講演があったと報告が
あった。

（青野副会長）
9 /27　第169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］
（豊見日薬常務理事）

9 /27　常務理事会［東京　日薬］（資料10）
10/ 3 　プラットフォーム説明会［東京　日薬］
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10/ 4 　日本健康会議2022［東京　イイノホール＆
カンファレンスセンター］

10/ 4 　常務理事会［東京　日薬］（資料15）
　薬剤師資格証（HPKI）の発行について、今年度
中に管理薬剤師とその他 1名の薬剤師の発行を行え
るよう進められており、状況によってはセカンド
キーのみの優先発行も検討されている旨の報告が
あった。野村専務理事から、翌日の説明会実施につ
いても説明があった。

（中川副会長）
9 /23　がん検診サポート薬剤師出前講座［フジグ

ラン広島（健康フェスタ）］
9 /29　「21世紀、県民の健康とくらしを考える会」

第 2回役員会［広島県医師会館］
　テーマが多数出されており、絞り込めなかったた
め、広島県医師会会長の松村誠先生に決定してもら
うことになったと報告があった。
　開催方法も、現地開催で各団体長に登壇し挨拶を
もらう方向であると説明があった。

（秋本常務理事）
9 /16　地対協　在宅医療・介護連携推進専門委員

会第 1回実務者会議［Zoom］
　昨年度は、ある家族の在宅医療のスタートからみ
とりまでをドラマ化し、医師、ケアマネジャーの解
説、実際に体験した人の声等を紹介した動画やポス
ター作成、広報活動を行ったと説明があった。
　本年度は、訪問歯科診療と訪問薬剤師に関する動
画の作成、ホームページのコンテンツの更新を検討
していること、動画は10分程度で、委託業者がス
トーリーを作成し、こちらから要望を出す形で進め
ていると説明があった。
　歯科医師会へは在宅訪問の際の器具を撮らせてほ
しいと意見があったため、薬剤師会へも一包化や無
菌調整等の動画撮影について依頼される可能性があ
る。その場合は二葉の里薬局で撮影することについ
て了承された。在宅訪問をしている薬剤師や家族の
インタビューについて検討中であると報告があった。

（柚木常務理事）
9 /28　第 7 回健康づくり講演会［広島県薬剤師会

館］
　健康経営の推進に向けた実証試験の対象者向けの
薬剤師による講演会について、吉田亜賀子常務理事
が糖尿病について講演し、参加者は18名であったこ

と、この動画をYouTube にアップしていると報告
があった。

（衣笠事務局長）
10/ 5 　社会保険診療報酬支払基金広島支部来会［広

島県薬剤師会館］
　全国を 6ブロックに分け審査事務を集約する体制
を新しく構築したこと、実務は10月 7 日から始動す
ることについて挨拶があったと報告があった。

（指導）
10/ 5 　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の個別指導［広島合同庁舎　北
会議室］（中野理事）

5 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村専務理事）

10月19日（水）午後 7時～
（議事要旨作成責任者【予定】中島　啓介）
11月 9 日（水）午後 7時～
11月24日（木）午後 7時～
12月 7 日（水）午後 7時～
12月22日（木）午後 7時～

（ 2）年末・年始の休業について（野村専務理事）
12月28日（水）仕事納め
12月29日（木）～ 1月 3日（火）休業
1月 4日（水）仕事始め

（ 3）薬剤師資格証発行に係る実務説明会の開催について
（資料11）（野村専務理事）
日　　時：10月 7 日（金）19：00～（90分程度）
開催形式：オンライン（Zoom）
参 加 者：�各地域薬剤師会実務担当者等（ 1薬剤師

会 5名程度）
（ 4）広島県医師会速報（令和 4年10月 5 日）への掲載に

ついて（資料12）（豊見会長）
・医療用医薬品の供給不足に係る対応について

（ 5）医療従事者向け研修会（薬物依存）について（資料
13）（野村専務理事）
日　　時：令和 4年11月 1 日（日）14：00～15：30
開催方法：オンライン（Zoom）
定　　員：70名程度
申 込 先：瀬野川病院

（ 6）広島県医師会　知っておきたい新型コロナウイルス
感染症の後遺症（冊子）について（資料16）（野村
専務理事）

10月19日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 4年10月19日（水）午後 7時～ 9時12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：中　島　啓　介
出席者（来場）：�豊見会長、青野・谷川・中川・松尾各副会

長、荒川・笠原・竹本・中島・柚木・吉田
各常務理事

（オンライン）：�豊見副会長、野村専務理事、秋本・石本・
井上・岡田・二川・宮本各常務理事

欠席者：なし

1 ．�今後のオンライン診療センターについて新型コロナウイ
ルス感染症対策担当説明（資料 1）

　今年の 1月以降、薬剤師会協力のもと、オンライン診療セ
ンターを開設した。第 6波を乗り越えて 7月からは感染者数
が減ったということで、毎日開設から、木・土・日・祝の開
設の縮小を行った。しかしながら、 8月から患者数の急増に
より、再び毎日開設とした。9月からは減少が見られたため、
木・土・日・祝開設とした。感染者数は本日でも1,200名程
度とまだまだ多い数ではあるが、先週の土曜日、日曜日はオ
ンライン診療センターの受診者数は10名程度であり、全体の
1％程度であるため、11月 1 日からは日・祝の開設にするこ
とを協議している。12月以降、感染者数の状況を見て、適時
対応していこうと考えていると説明があった。
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　豊見副会長より、日々の待機薬局の軒数、日々どれくらい
の調剤が行われているのか、薬物療法等、我々に必要な情報
を今後は　情報提供願いたいと依頼された。
　豊見会長より、今後は地域薬剤師会に日々の処方件数をお
知らせしたいと発言された。

2 ．�健康経営実証試験第 2クールについて（広島県薬務課）
（資料 2）

　令和 5年の 2月より第 2クールを実施する。実施までの間
は講演会を開催し、興味が途切れないよう工夫したい。この
講演会の広報について、第 1クールはサポートする薬剤師か
らの広報だけであったが、今回からは対象者全員に広報する
予定。
　第 1 クールのように個別サポートではなく、薬剤師のサ
ポートを求める企業を対象に実施したいと説明された。
　豊見副会長より、薬剤師が関わったことで対象者の数値が
どう変わっていったか等を取りまとめ、データを作成してい
ただきたいと依頼された。

3 ．会長挨拶
　先日、土曜日に山口県の湯田で日本薬剤師会の中国ブロッ
ク会議が開催され、翌日には日本薬剤師連盟の中国ブロック
会議がありました。日本薬剤師会からも多くの理事が参加
し、日本薬剤師会のこれからの動きや、今後考えていること
など、詳しく聞くことができました。まだ理解が追い付いて
いない部分もありますが、これからのデジタルの世界に薬剤
師も突入していくということがかなり大きく取り上げられて
います。広島県では、安佐地区で電子処方箋のモデル事業が
始まりますので、他の地区に比べて一層そのことが身近に感
じられるわけですが、実際にオンライン資格確認まではかな
り進んできています。オンライン資格確認をまだ申し込んで
いない200薬局近くの中で、義務になる薬局が150近くありま
す。そこになるべく早く申し込んでいただけるように、先日、
各ベンダーさんにサポートしていただけないかとお願いをし
たところです。いざとなった時に、保険薬局辞退等にならな
いようにしていきたいと思っています。
　もう一つは、皆さんご存じのとおり、保険証とマイナン
バーカードを一緒にして紙の保険証を無くすという話が出て
参りました。そうなると、今、紙請求している薬局は義務化
されないわけですが、保険証を見せてくださいというのがで
きなくなるわけですね。処方箋に書いてある番号だけが頼り
になってきて、かなりまずいかなと思っております。
　今、設備の補助がある間に紙請求の薬局も、なんとか補助
でオンライン資格確認だけでも申し込んでいただければと思
いますので、来月あたりからまた広報をしなくてはならない
と思っています。
　かなり急激に話が進んでいって、そうこうしているうちに
保険を使う針灸の方にも、それを使ってもらわくてはいけな
いので、安いシステムのものを作るという話も聞いておりま
す。そうなると薬局側でもそういった方法が別にあるのかと、
いろんなことを考えながら進んでいるところです。
　なかなか全部の要素を掴むのが難しい案件ではありますが、
進められるところはどんどん進めていきたいと思っています
ので、よろしくお願いをいたします。

　コロナ関連について、豊見副会長より、現状、解熱剤がな
かなか手に入らないような状況になってきており、その状況
を薬務課にも掴んでおいていただく必要があると思う。2019
年のインフルと第 7波のコロナが合わせてくるという想定し

て対応を進めるという話になっている。その数の患者さんが
来局された際に、県内で流通しているカロナールが足りるの
かどうか。卸さんでも調査をして、実際どうなのかを掴んで
おいていただく必要があるのではないか。増産要請について
も、県が主導となって働きかけていただきたいと薬務課に依
頼された。
　薬務課からは、全品目は難しいが、代表的な品目の調査を
考えており、薬剤師会にも提供したい。増産要請については
全国知事会を通じて要望を出しているところであると回答さ
れた。
　豊見会長からは、インフルエンザの検査キットをOTC化
して欲しいと要望された。

4 ．審議事項
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（豊見会長）

　豊見副会長より、小学生から65歳の間の方が新型
コロナ検査キットでセルフチェックをして、陽性の
場合はフォローアップセンターに繋がる。陰性の場
合には、受診希望が無ければ自宅で療養し、受診希
望の場合はかかりつけ医を受診する。その中には電
話、オンライン診療を受診するというオプションも
設定されており、このオンライン診療でも抗インフ
ル薬の処方が可能となっていると報告された。
　また、インフルエンザ、コロナの同時流行に向け
て、コロナの抗原検査キットの無料配布を広島県で
も行った際には、協力を得られるかと県から確認が
あったことが報告され、この場の出席者に意見を聴
取したところ、前向きの方向性が確認できたので、
今後は配布方法、薬局への手数料等について、県と
詰めていきたいと報告された。

（ 2）常務理事会の開催日について（資料 3）（青野副会
長）
・�令和 5年 4月～ 9月（令和 4年度並みで（案）（カ
レンダー）を作りました。）

（ 3）監査会の開催日について（資料 3）（青野副会長）
日　時：令和 5年　月　日（　）　：　～
場　所：広島県薬剤師会館
（令和 4年度： 5月12日（木）13：30～）
令和 5年 5月11日（木）13：30～に決定した。

（ 4）令和 5年度第 1回理事会の開催日について（資料 3）
（青野副会長）
日　時：令和 5年　月　日（　）　：　～
場　所：広島県薬剤師会館
（令和 4年度： 5月21日（土）　15：00～）
令和 5年 5月20日（土）15：00～に決定した。

（ 5）第62回広島県薬剤師会定時総会の開催日について
（資料 3）（青野副会長）
日　時：令和 5年　月　日（　）　：　～
場　所：広島県薬剤師会館
（第61回県薬定時総会： 6月19日（日）13：00～）
（第102回日薬定時総会： 6月24日（土）・25日（日）
開催予定）
令和 5年 6月18日（日）13：00～に決定した。

（ 6）「『遊び』は『学び』」ポスター等の掲示について（資
料 4）（青野副会長）
　・ポスター「『遊び』は『学び』」
　・ステッカー「『遊び』は『学び』」
　・�チラシ「広島県乳幼児教育支援センター家庭教

育支援協力企業・団体募集」
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　　�【資材：無料】
　　�https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/

oyakokomi/asomanaippai.html
広島県薬剤師会誌 1月号に同封し、薬局宛に送付す
ることに決定した。

（ 7）令和 4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【第 2 期】」における都道府
県薬剤師会実施事業（モデル事業）に係る説明会の
開催について（資料 5）（青野副会長）
日　　時：11月 1 日（火）10：00～12：00（予定）
開催方法：�Web開催（Zoom）（ 1県につき最大 5

端末までアクセス可能）
出 席 者：都道府県薬剤師会担当役員等
中川副会長、荒川・笠原各常務理事が出席すること
に決定した。

（ 8）中国新聞朝刊広告掲載、県民公開講座の開催につい
て（資料 6）（谷川副会長）
テーマ：県民公開講座
掲載日：�10月24日（月）
広告原稿の一部修正があった。
会長挨拶、開会挨拶を野村専務理事、司会を中川副
会長、閉会挨拶を谷川副会長、PC担当を竹本常務
理事が担当することに決定した。

（ 9）後援、助成及び協力依頼等について（青野副会長）
ア．第41回家族の会大会・講演会の後援について（資料

7）
日　　時：12月11日（日）13：00～16：00
場　　所：�広島市総合福祉センター（広島市南区松

原町 5 - 1 ）
参 加 者：200人
主　　催：�公益社団法人認知症の人と家族の会　広

島県支部
回答締切：10月31日（月）
（毎年後援）
後援することに決定した。

5 ．報告事項
（ 1） 9月22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
（野村専務理事）

10/ 7 　薬剤師資格証発行に係る実務説明会［広島
県薬剤師会館］

申請から受付までの概要等について、地域薬剤師会
が対応する内容、発行する段階での本人確認の徹底。
本年10月下旬から来年 1月までは、管理薬剤師を優
先して発行。 1月から 3月までを目途に 2人目の薬
剤師に発行。来年 4月からは、その他の薬局に従事
する薬剤師を対象に発行する。費用については、 5
年で会員では19,800円、非会員は26,400円である等
についての説明を行ったと報告された。

（竹本常務理事）
10/13　広島県薬剤師会薬事情報センター業務紹介、

薬剤師の災害活動について講義およびモバ
イルファーマシー見学［広島県薬剤師会館］
参加者：15名（午前）　11名（午後）

10/18　広島県薬剤師会薬事情報センター業務紹介、
薬剤師の災害活動について講義およびモバ
イルファーマシー見学［広島県薬剤師会館］
参加者：13名

新型コロナウイルス感染症も落ち着いてきたところ
であるため、県内各地より学生が集まって講義を行
うことができたと報告された。

（柚木常務理事）
10/14　健康経営推進実証事業委員会［広島県薬剤

師会館］
本事業の今後の方針について、薬務課から説明を受
けたと報告された。
10/16　2022年度緩和ケア薬剤師研修［広島県薬剤

師会館］　参加者：22名
（ 4）関連団体報告

（豊見会長）
10/ 8 　日本薬剤師会第 3 回都道府県会長協議会　

［宮城県仙台市　江陽グランドホテル］
10/ 8 　宮城県薬剤師会ウェルカムパーティー［宮

城県仙台市　江陽グランドホテル］
10/ 9 ・10　�第55回日本薬剤師会学術大会［仙台国際セ

ンター］
10/12　医療機関・介護事業所等における電力・ガ

ス・食料品等価格高騰に関する県への要望
［県庁］

10/13　社会保険診療報酬支払基金広島支部　令和
4 年10月審査運営協議会［社会保険診療報
酬支払基金広島支部］

10/15　日薬中国ブロック会議［山口　ホテルニュー
タナカ］　参加者：29名

厚生労働大臣表彰に、病院薬剤師会から太刀掛稔先
生が受賞され、文部科学大臣表彰には、野村専務理
事が受賞されたと報告された。

（青野副会長）
10/13　協会けんぽ広島支部来局［相田薬局］（資料

8）
ジェネリック医薬品取扱い優良薬局の認定証に押印
する印影を借りたいこと、優良薬局選定にかかる保
険薬局部会会員リストの提供、表彰式には会長に出
席いただきたいとの依頼があったと報告され、承認
された。

（豊見副会長）
10/11　中国新聞取材［南海老園豊見薬局］
内容については、本日（10/19）の朝刊に掲載され
たとおり。 2 軒の薬局が取材されており、健康サ
ポート薬局や地域連携薬局について、詳しく説明さ
れていると報告された。

（豊見日薬常務理事）
10/ 8 　日本薬剤師会第 3 回都道府県会長協議会　

［宮城県仙台市　江陽グランドホテル］
10/ 9 　日本薬剤師会学術大会分科会「医療のデジ

タルトランスフォーメーション（DX）の推
進」

10/10　日本薬剤師会学術大会分科会「新型コロナ
ウイルス感染拡大防止と薬剤師の役割」

10/12　医療保険委員会［東京　日薬］
10/12　令和 4 年度厚生労働科学研究「地域におけ

る効果的な薬剤師確保の取組に関する調査
研究」第 2回班会議［東京　日薬］
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10/15　令和 4 年度日本薬剤師会中国ブロック会議
［ホテルニュータナカ］

10/17　生涯学習委員会［東京　日薬］
（秋本常務理事）

10/19　令和 4年度第 1回広島県循環器病相談支援・
情報提供推進部会　［Zoom］

この部会では、「情報提供・相談支援」「緩和ケア」
「後遺症を有する人に対する支援」「治療と仕事の両
立支援・就労支援」「小児期・若年期から配慮が必
要な循環器病への対策」に取り組んでいく。今年度
は、脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業
に関する状況を把握することと、一般向けと医療従
事者向けのセミナー 2つを開催し、循環器病患者と
その家族に向けた情報発信について検討していくこ
ととされている。薬局も多くの部分で関われるので
はないかと発言したと報告された。

（石本常務理事）
10/ 8 　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］
地域ごとにグループを組み、病院薬剤師、薬局薬剤
師がお互いに求めることについて討論を行ったと報
告された。

（井上常務理事）
10/ 9 ・10　第62回薬学教育者ワークショップ中国・四

国�in�福山［福山大学］
ここ数年はコロナ禍であるため、 1グループの人数
を減らして開催したが、それによってディスカッ
ションに積極的に参加することになり、有意義なも
のになった。しかしながら、タスクフォースについ
ては、若手の育成や推薦のため、県薬として、もっ
と積極的に動いていただけないかという意見があっ
た。今後、検討する時間を設けたいと報告された。

（指導）
10/12　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［広島合同庁舎］
（岡田・柚木各常務理事）

6 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（青野副会長）

11月 9 日（水）午後 7時～
（議事要旨作成責任者【予定】二川　勝）
11月24日（木）午後 7時～
12月 7 日（水）午後 7時～
12月22日（木）午後 7時～
1月19日（木）午後 7時～
予定通り二川常務理事が議事要旨作成責任者とされ
た。

（ 2）令和 4年度広島県四師会「社会保険担当理事連絡協
議会」について（資料 9）（青野副会長）
日　時：10月26日（水）17：15～18：15
場　所：�ANAクラウンプラザホテル広島　 3 階　

カトレア東
出席者：青野・豊見・中川各副会長

（ 3）令和 4 年度広島県四師会役員連絡協議会について
（資料10）（青野副会長）
日　時：10月26日（水）18：30～
場　所：�ANAクラウンプラザホテル広島　 3 階　

オーキッド東
（ 4）第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師

会中国四国支部学術大会　市民公開講座について
（資料11）（谷川副会長）
日　時：11月 6 日（日）15：00～16：00
場　所：広島国際会議場　B 2 F　ヒマワリ
参加費：無料
県薬ホームページに掲載し、FAX一斉同報でも広
報することとされた。

（ 5）広島県保険医協会　オンライン資格確認システム参
加の「義務化」方針について（お願い）（資料12）
（豊見会長）紹介があった。

（ 6）2022年度リウマチ相談員養成研修会について（資料
13）（青野副会長）
日　　時：12月 4 日（日）13：00～16：30
開催方法：ハイブリット開催（会場およびWEB）
会　　場：�千里ライフサイエンスセンター（大阪府

豊中市）
W E B：ライブ配信およびオンデマンド配信
申　　込：10月19日（水）開始
受 講 料：無料
主　　催：�一般社団法人日本リウマチ学会
紹介があった。

（ 7）オンライン講座「緊急時におけるこころのサポート
～子どものための心理的応急処置～について（資料
14）（青野副会長）
日　　時：12月 7 日（水）10：00～11：30
定　　員：40名
参加方法：オンライン会議システム［Zoom］
費　　用：無料
主　　催：広島県
運　　営：（公財）ひろしまこども夢財団
紹介があった。

（ 8）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（肝臓がん）のWeb開催
について（資料15）
日　　時： 1月24日（火）19：00～20：30
開催方法：Web開催
　　　　　�https://www.hiroshima.med.or.jp/

ssl/form/20230124_conference/index.
html

定　　員：300名
申込締切： 1月13日（金）　① FAX　082-263-1331
　　　　　�② https://www.hiroshima.med.or.jp/

ssl/form/20230124_conference/input.
php

紹介があった。
（ 9）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16）（野村専務理事）
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11月9日定例常務理事会議事要旨

日　時：令和 4年11月 9 日（水）午後 7時～
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作成責任者：二川　勝
出席予定者：�豊見会長、青野・谷川・中川各副会長、野村専

務理事、秋本・荒川・井上・笠原・二川・柚木・
吉田各常務理事

オンライン出席者：�松尾各副会長、岡田・竹本・中島・宮本
各常務理事

欠席者：豊見副会長、石本常務理事

1 ．抗原検査キットの無料配布事業について（資料 1）
　　�（広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当：

妹尾克佳主査）
　10月末以降、無料の抗原キットを用いた検査数が増えてお
り、広島県内の薬局で現在250～300前後／日で、その内、陽
性者が20名程度確認されている。新型コロナウイルスとイン
フルエンザの同時流行が懸念されており、医療機関の逼迫
を回避するための無料検査キット配付事業について説明さ
れた。今後のスケジュールの確認が行われ、18日（金）に、
ZOOMウェビナーでの説明会を開催することが報告された。
事業の開始は、感染者が 1週間で 1日平均5000人以上になっ
た場合となる。対価については、再検討していただくことと
した。説明会のZOOMウェビナーは後日視聴できるように
することとした。

2 ．�令和 4 年度第 2 回在宅医療推進委員会（資料 2）（薬務
課：代理　秋本常務理事）

　在宅支援薬剤師専門研修会の開催日程、内容、担当等につ
いて協議した。
　無菌調剤研修の予定について報告された。年々参加者が
減っているので、研修会の内容を再検討する必要があると報
告された。

3 ．会長挨拶
　県は、年末からお正月、 8．9 日の連休まで体制を考えて
いるので協力しなければならない。
　電子処方箋が始まっているが、実際にはあまり稼働してい
ない。広島が多くの医療機関と薬局を巻き込み始まったことは、
喜ばしいことではあり、広島全体で着いていく必要がある。
　ただ、HPKカードが使えるのは電子処方箋にしか使えな
いので、薬局の負担が大きく、電子処処方箋を受ける自送す
るためのシステム代が40数万かかり、システムも未完成であ
る。薬局は受ける側なので、できるだけ多くの薬局で受ける
必要があるので、金額も含めて色々考えていかなければなら
ない。

4 ．審議事項
（ 1）新型コロナウイルス感染症関連について（豊見会長）
（ 2）21世紀、県民の健康とくらしを考える広島県民

フォーラムについて（資料 3）（中川副会長）
1．広報チラシについて　　　　B案
2．展示パネルの出店について　�出店する
　　　　　　　　　　　　　　　�（かかりつけ薬局

のポスター）
3．特設ページについて　　　　掲載する
4．負担金について　　　　　　�1 口 1 万円とする

ことが承認された。

（ 3）令和 4年度日本薬剤師会生涯学習担当者全国会議の
開催について（資料 4）（野村専務理事）
日　　時：�令和 5年 1月18日（水）14：00～16：00

（予定）
開催方法：�WEB開催（Zoomウェビナーを利用し

たリアルタイム配信）
会議内容（予定）：�薬剤師の生涯学習に関する全般、

令和4年度改訂版プロフェッショ
ナルスタンダード（PS）につい
て、日本薬剤師会研修プラット
フォームについて他

出 席 者：�都道府県薬剤師会生涯学習担当役員　 2
名

　　　　　�青野・中川各副会長が出席することが決
定した。

（ 4）IPPNW日本支部総会、広島県支部総会開催につい
て（回覧）（資料 5）（野村専務理事）
日　時：�11月30日（木）
　　　　19：00～20：30（日本支部総会）
　　　　20：40～21：00（広島県支部総会）
場　所：�広島県医師会館およびWEB（ハイブリッ

ド開催）
（ 5）アクティブシニアのための生活情報紙「はじまり」

取材について（豊見会長）
テーマ：OTC医薬品とセルフメディケーション
スケジュール
取　材：�11月 7 日（月）～12月 3 日（金）のご都合

の良い日時
校　了：12月 9 日（金）
掲　載：12月16日号（12月15日・16日発行）
�吉田常務理事が取材を受けることが決定した。

（ 6）広島県オンライン診療・服薬指導セミナー（第 2・
3回）の参加について（資料 6）（野村専務理事）
日　　時：第 2回　11月26日（土）14：00～15：30
　　　　　第 3回　12月 8 日（木）19：00～20：00
　　　　　（ 1回だけでも参加可能）
開催方法：オンライン開催（Zoom）
概　　要：�https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

soshiki/54/online-seminar 2 -3.html
対　　象：�医療機関・薬局の従事者（医師，薬剤師，

看護師，事務職員等）等
定　　員：各300名程度
申込締切：第 2回　11月22日（火）
　　　　　第 3回　12月 4 日（日）
申 込 先：�https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

ques/questionnaire.php?openid=2523
※研修カレンダーに掲載済み。
　�担当業者（トーマツ）から薬局宛案内メール送信
するとのこと。

　（第 4回　令和 5年 2月開催予定）
（ 7）後援、助成及び協力依頼等について（野村専務理事）
ア．第36回中国ブロック理学療法士学会の後援について

（資料 7）
日　　時： 9月 2日（土）10：30～17：30
　　　　　 9月 3日（日） 9：30～16：00
会　　場：�コジマフォールディングス西区民文化セ

ンター
主　　催：公益社団法人広島県理学療法士会
回答締切：12月15日（木）
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（前回（2017年）後援）
後援することが承認された。

5 ．報告事項
（ 1）10月 6 日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）委員会等報告

（豊見会長）
10/20　第39回広島県薬事衛生大会［広島県薬剤師

会館］
10/20　令和 4年度薬祖神大祭［広島県薬剤師会館］
　次回からはホスト側として理事も出席することと
した。
　協会けんぽの「ジェネリック医薬品取扱い優良薬
局」として南蟹屋れもん薬局と焼山貴船薬局に決定
したことが報告された。

（中川副会長）
11/ 7 　広報委員会［広島県薬剤師会館・Zoom］
10/22　シラバス研修会（薬剤師が知っておくべき

アナフィラキシーの基礎知識）
［広島県薬剤師会館］　参加者：181名
荒川先生にご講演をお願いした。

（野村専務理事）
11/ 8 　令和 4 年度第 1 回薬局運営委員会［広島県

薬剤師会館］
　経営的に赤字であるが、コロナ対応で宿泊施設へ
の対応など、継続的に県に協力し苦労している。無
菌調剤室の共同利用の契約数は増えていないが、調
剤の利用薬局はあった。また、土日に二葉の里薬局
に出務していただいている先生方の時給が平日とほ
ぼ同じであり、交通費の支給もないので、見直しを
検討したい。災害時のBCPが未完成なので、災害
対策委員会にお願いしながら完成したい。今後の検
討事項として、ホームページのリニューアル、在宅
支援のためのシリンジポンプの購入、在宅訪問の際
に利用する電気自動車の購入などの提案があったと
報告された。

（秋本常務理事）
10/25　在宅支援薬剤師専門研修委員会［広島県薬

剤師会館］
10/30　在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理

研修①）［広島県薬剤師会館］
参加者： 4名

10/30　在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理
研修②）［広島県薬剤師会館］
参加者： 5名

11/ 3 　広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅰ［広島
県薬剤師会館］　
参加者：24名

（笠原常務理事）
10/23　子どもの病気と薬を学ぶ研修会「小児のて

んかんについて学ぶ」
［広島県薬剤師会館（WEB）］
講師は県病院の小児科の先生と、私とで講
演をした。300人弱の参加者であった。次回
は11月末を「子どもの栄養療法」12月に「小
児の緩和ケアを学ぶ」というテーマで研修
の準備を進めていることが報告された。

（吉田常務理事）
10/20　広報委員会［広島県薬剤師会館・Zoom］

10/24　復職支援研修会［広島県薬剤師会館］　参加
者：来場 5名、WEB 4 名
今年度は 2 名ほど二葉の里薬局で実習をし
ていることが報告された。

（ 3）関連団体報告
（豊見会長）

10/22　ヒルトン広島ホテル開業記念セレモニー　
［ヒルトン広島］

10/24　令和 4 年度広島県がん対策推進委員会［オ
ンライン］

10/26　令和 4 年度広島県四師会役員連絡協議会
［ANAクラウンプラザホテル広島］

10/28　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］

10/31　レタープレスとの打合せ［広島県薬剤師会
館］

11/ 1 　広島サミット県民会議第 2 回総会［オンラ
イン］

11/ 4 　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］

11/ 5 　日本薬学会中国四国支部令和 4 年度第 2 回
役員会／日本薬学会中国四国支部・日本薬
剤師会中国四国ブロック・日本病院薬剤師
会中国四国ブロック合同会議［広島国際会
議場］

（青野副会長）
10/25　社会保険医療担当者の監査［広島 YMCA

国際文化センター］
薬局開設者・管理薬剤師・勤務薬剤師・事
務員に対する聴取が行われたことが報告さ
れた。

10/26　第170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］

10/31　第 1回安佐地域全体定例会［オンライン］
電子処方箋が開始されたので、10月31日の
状況についての報告会があった。実際にデー
タを送信したのは、びーだま薬局とココカ
ラファイン薬局で、処方箋には問題はなかっ
たが、ウォンツ薬局と日本調剤薬局は間に
合っていないと報告された。

10/31　令和 4 年度第 5 回 HMネット運営会議［広
島県医師会館］（資料 8）
新規参加医療機関状況、小児医療の遠隔診
療支援、サンフレッチェとのコラボ等につ
いての報告事項があり、協議として、尾道
市民病院の開示参加は承認されたが、マイ
ナンバーカードとの提携については、ペン
ディングとなったことが報告された。

11/ 2 　特定共同指導［広島市中小企業会館］
11/ 4 　電子処方箋モデル事業における 4 地域合同

協議会［オンライン］
10/31 ～ 11/ 4 の間のモデル事業の状況報告
があり、疑義照会があった場合、厚労省が
処方箋の再発行をすればよいとの回答をし
たが、反対があり訂正された。三菱は12月
初めには対応可能であると報告された。

（松尾副会長）
11/ 5 ・ 6 　第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病

院薬剤師会中国四国支部学術大会
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［広島国際会議場］
現地参加のみで開催し、1100名程度の参加
があり、概ね好評であったこと、シンポジ
スト・県薬のブース・ピンクリボン等での
協力のお礼を述べられた。
日本薬剤師研修センターの単位受付につい
ても、スムースにいき 1日目130名、 2日目
150名の単位取得があったこと、また運営に
ついての問題点等があれば連絡をお願いし
たいと報告された。

（青野・中川各副会長）
10/26　令和 4 年度広島県四師会社会保険担当理事

連絡協議会
［ANAクラウンプラザホテル広島］（資料
9）

10/27　集団的個別指導［広島県薬剤師会館］
（谷川副会長）

10/27　地対協　第 1 回医薬品の適正使用検討特別
委員会［広島県医師会館］
令和 3 年度の事業報告と今年度の事業の検
討、講演会の検討を行った。これを受け県
薬のWGで検討することが報告された。

（中川副会長）
11/ 1 　令和 4 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【第 2期】」
における都道府県薬剤師会実施事業（モデ
ル事業）に係る説明会［Zoom］（資料10）
モデル事業 3 テーマにつき各 5 県の募集を
するという説明であった。
引き続き広島県薬では生育医療の小児につ
いて応募することとしたことが報告された。

（野村専務理事）
10/20　令和 4 年度第 1 回広島県認知症地域支援体

制推進会議［Zoom］（資料11）
（野村専務理事、秋本常務理事、中島常務理事（講師）

第 8期ひろしま高齢者プラン（認知症施策）
の骨子の中に、共生と予防をふたつの基本
軸とする認知症対策の総合的な推進という
のがこれにあたること、ケアマネへのアン
ケート結果で、ケアプランを作成するにあ
たり、服薬管理など薬剤に関係することが
重要視されていたこと、今年度はケアマネ
を対象とする認知症に関する研修会を実行
していきたいということが報告された。

11/ 2 　県民が安心して暮らせるための四師会協議
会　医療・介護人材の育成・確保対策WG
第 4 回在宅ノウハウ連携研修の開催に向け
た第 2回講師打合せ［Zoom］
講師のスライドを提示して、すりあわせを
行い、東広島でのおくすり相談シートにつ
いての話を追加することになり、講演は 1
月末、 2 月中に開催する予定であると報告
された。

（荒川常務理事）
10/23　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］
児童養護施設の児童対象に10施設程度オン
ラインでつなぎ、薬物乱用防止、くすりの

適正使用の講演を行ったと報告された。
（竹本常務理事）

11/ 1 　令和 4 年度広島県学校保健及び学校安全表
彰選考専門委員会［オンライン］
県薬から 2 名推薦し、承認を受けた後決定
されると報告された。

11/ 5 ・ 6 　第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病
院薬剤師会中国四国支部学術大会
［広島国際会議場］
地域連携のシンポジウムで座長として参加
をしたと報告された。

（吉田常務理事）
11/ 1 　医療従事者向け研修会（薬物依存）［オンラ

イン］
（豊見会長）

偽造処方箋が市内で出まわった。向精神薬がリフィ
ル処方になっているのを気付かずにそのまま渡して
いたケースが 5～ 6件あった。また、コピー処方箋
の例もあった。向精神薬の偽造は結果的には逮捕さ
れたが、私文書偽造ではなく、詐欺にあたるとのこ
とで、薬局が被害届けを提出する必要があるとのこ
とであった。県薬として事例を薬局宛に広報してい
ることで、逮捕にも繋がったので、引き続き広報を
続けて行く必要があると報告された。

（その他）
10/21　医薬品情報委員会（広島県病院薬剤師会）

［広島県薬剤師会館］（薬事情報センター）
（水島薬事情報センター長）

10/22・23　第 7 回防災推進国民大会（ぼうさいこくた
い2022）
［神戸市　なぎさ公園前道路］　（串田災害対
策委員会委員長）

10/26　がん検診サポート薬剤師出前講座［ヤマニ
ゴム工業（株）］（藤川美幸先生）

10/27　広島大学薬学部実務実習事前学習指導［広
島大学］（勝谷英夫先生）

10/27　広島大学薬学部実務実習事前学習指導　［広
島大学］（薬事情報センター）（水島薬事情
報センター長）

11/ 6 　済生会フェア（がん検診サポート薬剤師出
前講座）［フジグラン安芸］（平野清子先生）

11/ 8 　がん検診サポート薬剤師出前講座［広島ガー
デンパレス］（平野清子先生）

11/ 9 　がん検診サポート薬剤師出前講座［メキシ
ケムジャパン（株）三原製造所］（松尾真幸
先生）

6 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村専務理事）

11月24日（木）午後 7時～
（議事要旨作成責任者【予定】宮本　一彦）
12月 7 日（水）午後 7時～
12月22日（木）午後 7時～
1月19日（木）午後 7時～
2月 1日（水）午後 7時～
3月 2日（木）午後 7時～
3月15日（水）午後 7時～

（ 2）令和 4年度文部科学大臣表彰受賞者について（豊見
会長）
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受賞者　野　村　祐　仁　　氏　（広島）
（ 3）薬剤師に対する行政処分に関する意見について（豊

見会長）
豊見会長から、事案の概要、予定される処分および
再教育研修の内容が述べられ、妥当であると回答す
ることが報告された。

（ 4）第63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～の後援等について（資料12）（野村
専務理事）
日　時：11月25日（金）10：30～15：00
場　所：アゼリアおおたけ
出席者：野村祐仁専務理事
（承諾済み）

（ 5）SPADオンラインセミナー「リフィル対応の実践
方法　評価シートによる方法」について（資料13）
（豊見会長）
日　時：�11月19日（土）・26日（土）16：30～17：

50
参加費：各回5,000円
申込先：https://j-spad.com/service/

（ 6 ）慢性疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習
会の開催について（資料14）（野村専務理事）
日　　時：12月10日（土）14：00～17：30
場　　所：�TKP品川カンファレンスセンター　ミー

テイングルーム10B
開催方法：ハイブリッド開催
参 加 費：無料
定　　員：会場100名、オンライン900名
申 込 先：�https://www.2022mansei-mayaku.

go.jp/

（ 7 ）G 7広島サミットフォーラムについて（資料15）（野
村専務理事）
日　　時：12月 6 日（火）13：30～16：30
場　　所：広島国際会議場　フェニックスホール
内　　容：○�基調講演「広島サミットの役割と意義」

ジャーナリスト　池上彰氏
　　　　　○パネルディスカッション　など
会員用応募フォーム（広島県電子申請システム内）：
https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/
offerList_detail.action?tempSeq=11589
申込人数：広島サミット県民会議 1会員 3名まで
締　　切：11月11日（金）
※参加希望の方は事務局までご連絡ください。

（ 8）令和 4年地域・職域薬剤師会別会員数の報告につい
て（資料16）（野村専務理事）

（ 9）令和 4年度広島県循環器病（脳卒中・心血管疾患）
治療と仕事の両立支援セミナーの開催について（資
料17）（野村専務理事）
日　時：12月 2 日（金）14：00～16：00
会　場：オンライン開催（Zoom）
対　象：�医療・介護関係者（医師、歯科医師、薬剤

師、看護師、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、社会福祉士、介護支援専門員
等）、地域包括支援センター職員、産業医、
産業看護職、衛生管理者、労務担当者、人
事担当者、行政職員等　※関心のある方は
どなたでも参加できます

参加費：無料
主　催：広島県健康福祉局健康づくり推進課

 第60回公益社団法人広島県薬剤師会
　 臨時総会議事録

（ 1）．日　時：令和 4年 3月27日（日）　
　　　　　　　午後 1時～午後 4時21分
（ 2）．場　所：広島市東区二葉の里 3－ 2－ 1
　　　　　　　広島県薬剤師会館
（ 3）．次　第

1）開会の辞
2）薬剤師綱領唱和
3）物故会員に対する黙祷
4）議長・副議長選出
5）議　　事
　ア出席代議員数の確認
　イ議事録署名人の選出
　ウ会長演述
　エ報　　告

報告第 1号　�公益社団法人日本薬剤師会臨時総会報告
報告第 2号　�令和 3年度業務執行状況報告（公衆衛生）
報告第 3号　令和 3年度業務執行状況報告（会館）
報告第 4号　令和 3年度業務執行状況報告（薬局）
報告第 5号　令和 3年度業務執行状況報告（共益）
報告第 6号　令和 3年度決算見込

　オ議　　案
議案第 1号　令和 4年度事業計画（公衆衛生）（案）

議案第 2号　令和 4年度事業計画（会館）（案）
議案第 3号　令和 4年度事業計画（薬局）（案）
議案第 4号　令和 4年度事業計画（共益）（案）
議案第 5号　令和 4年度会費額の件（案）
議案第 6号　�公益社団法人広島県薬剤師会役員報酬規

程（案）
議案第 7号　令和 4年度収支予算（案）
議案第 8号　�令和 4年度資金調達及び設備投資の見込

みを記載した書類（案）
議案第 9号　�令和 4年度借入金（会務運営）最高限度

額について（案）
議案第10号　�基本財産の増額について（案）
議案第11号　�公益社団法人広島県薬剤師会会長候補者

の推薦について
議案第12号　�公益社団法人広島県薬剤師会監事の選任

について
議案第13号　�公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理委

員会委員の選任について
6）その他
7）閉会の辞

（ 4）．出席者
1）代議員

【来場出席】　26名
畝井浩子　　大谷純一　　形部宏文　　河内一仁
合原憲太　　佐々木薫英　出張景子　　野村伸昭
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日浦昌洋　　水谷　浩　　森川悦子　　木村昌彦
峠　文子　　藤川美幸　　池田和彦　　大井健太郎
出口正光　　中島啓介　　井上映子　　中嶋都義
永井清之　　作田利一　　山岡恵美子　山口恵德
肥後克彦　　小田佐知子　
【オンライン出席】　40名（ 1名遅れて出席）
井出真由美　今田哲生　　坂本　徹　　髙村豊至
田中宏明　　長坂晋次　　開　浩一　　山内純子
加藤頼孝　　貞永昌夫　　新佛暢康　　藤本瑞枝
山田篤志　　皮間壽美子　中神　徹　　長坂晃治
畠山　厚　　原田靖子　　呑田敬三　　長谷川項一
中曽貴章　　石本晃一郎　新出　恵　　渡邊理恵子
小埜真理子　原田裕子　　大塚幸三　　中山陽治
橘高道則　　田口直子　　萩原謙二　　美野博則
村上範行　　玉浦秀一　　宗廣秋路　　麻生祐司
友滝恵子　　山崎有理子　津国美香　　徳永克志
書面表決提出：12名　委任状提出： 1名

2）役員
（会　　長）　豊見雅文
（副 会 長）　青野拓郎　　谷川正之　
　　　　　　豊見　敦　　松尾裕彰
（専務理事）　野村祐仁
（常務理事）　秋本　伸　　荒川隆之　　有村典謙　
　　　　　　井上　真　　宮本一彦　　柚木りさ
　　　　　　吉田亜賀子
（理　　事）　森広亜紀　
（監　　事）　村上信行
【オンライン出席】
（常務理事）　小林啓二　　竹本貴明　　中川潤子
　　　　　　二川　勝　　松村智子
（理　　事）　小澤孝一郎　佐藤英治　　三宅勝志　
　　　　　　木村康浩　　安保圭介　　石本　新
　　　　　　下田代幹太　中野真豪　　宮地　理　
（監　　事）　岡田　甫

3）顧問弁護士
久笠法律事務所　長谷川栄治　弁護士

（ 5）．会議の状況
　臨時総会は、 3月27日（日）午後 1時から、有村典
謙常務理事の司会により開会し、松尾裕彰副会長の開
会の辞に続いて、薬剤師綱領が唱和された。
次に、今年度、本日までの物故会員に、追悼の意を表
するため黙祷が捧げられた後野村伸昭議長、池田和彦
副議長が選出され、議長・副議長席に着き、議事を開
始した。
初めに、出席代議員数の確認が行われ、代議員総数82
中、オンライン出席者数39名、会場出席者26名、書面
表決の提出12名、委任状の提出 1名、合計78名で定款
第20条に規定する 2分の 1以上の定足数を超えており、
会議の成立を確認した。
次に、議事録署名人の選出に移り、定款第24条第 2項
の規定により会場に諮ったところ議長一任の声があり、
議長から、河内一仁代議員（広島）、井上映子代議員
（呉）を指名した。
次に、会長演述に移り、豊見雅文会長が演述した。

【会長演述－別添】
　次に、オブザーバーとして会場で出席した本会の顧
問弁護士である久笠法律事務所の長谷川栄治弁護士が
紹介された。

野村伸昭議長

「本日、臨時総会に提出されました報告事項は、報告第
1号　公益社団法人日本薬剤師会臨時総会報告より、報
告第 6号　令和 3年度決算見込みまでの 6件、また、議
案としましては、議案第 1号　令和 4年度事業計画（公
衆衛生）（案）より、議案第13号公益社団法人広島県薬
剤師会選挙管理委員会委員の選任についてまでの13件で
あります。
お諮りいたします。
この場合、審議の効率化を図るため、報告第 1号から報
告第 6号まで各報告説明の終了後、暫時休憩とし、再開
後に、議案第 1号から議案第 4号まで、議案第 5号から
議案第10号まで、議案第11号と議案第12号をそれぞれ一
括して提案理由の説明、質疑、採決を行い、議案第13号
は提案理由の説明、質疑、採決を行うことにしたいと思
います。
また、総会運営規則では、各議案について、質疑と討論
をそれぞれ行うこととされていますが、本日の総会にお
いては、審議の効率化を図るため、質疑と討論を同時に
行い質疑と討論を同時に行いたいと思いますが、ご異議
ありませんか。」

（異議なし）
野村伸昭議長
「異議がないようでありますので、そのように議事運営
を行います。
それでは、報告第 1号から議案第 4号まで順次、報告説
明を求めます。」
（理事者側より提出資料により次のとおり説明等があっ
た。）

（報告事項の説明）
報告第 1号　�公益社団法人日本薬剤師会臨時総会報告

竹本貴明　日薬代議員
報告第 2号　�令和 3年度業務執行状況報告（公衆衛生）

野村祐仁　専務理事
青野拓郎　副会長　
松尾裕彰　副会長　

報告第 3号　令和 3年度業務執行状況報告（会館）
野村祐仁　専務理事

報告第 4号　令和 3年度業務執行状況報告（薬局）
野村祐仁　専務理事

報告第 5号　令和 3年度事業執行状況報告（共益）
野村祐仁　専務理事

報告第 6号　令和 3年度決算見込
柚木りさ　常務理事

野村伸昭議長
「ありがとうございました。
以上で報告第 1号から報告第 6号までの説明は終わりま
すが報告第 6号　令和 3年度決算見込につきまして、豊
見敦副会長より追加説明があります。」

報告第 6号　令和 3年度決算見込追加説明
豊見敦　副会長　

（追加説明－ 1）
野村伸昭議長
「ただいま、追加説明のありました件につきまして、質
疑及び討論はございますでしょうか。
なお、発言者は、私の許可を得て、議席番号、氏名を述
べ、ご発言ください。オンラインの方は、手を挙げて下
さい。私が指名しましたら、マイクのミュートを外して、
ご発言ください。」

（質疑応答）
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野村伸昭議長
「何かありますでしょうか。ないようですので、これで
質疑及び討論を終了したいと思いますが、ご異議はあり
ませんか。」

（異議なし）
野村伸昭議長
「ご異議なしと認めます。以上をもって質疑及び討論を
終了いたします。
以上で報告事項は全て終了しました。」
「ただ今より休憩いたしますが、オンラインの参加の先
生方は Zoomから退出しないように、ビデオもオンの
ままでお願いします。
ただ今、午後 2時28分ですので、午後 2時40分まで休憩
いたします。
総会は、午後 2時40分から再開いたします。」

休　憩　（午後 2時28分）
【休憩】

再　開　（午後 2時40分）
野村伸昭議長
「それでは休憩前に引き続いて会議を開きます。ここで
進行を副議長と交代いたします。」　

【進行交代】
池田和彦副議長
「これより各議案の提案理由の説明を求めます。
議案第 1 号　令和 4 年度事業計画（公衆衛生）（案）か
ら議案第 4号　令和 4年度事業
計画（共益）（案）までの提案理由の説明を求めます。」
（理事者側より提出資料により次のとおり提案理由の説
明があった。）

（提案理由説明）
議案第 1号　令和 4年度事業計画（公衆衛生）（案）

野村祐仁　専務理事
　青野拓郎　副会長　
松尾裕彰　副会長　

議案第 2号　令和 4年度事業計画（会館）（案）　
野村祐仁　専務理事

議案第 3号　令和 4年度事業計画（薬局）（案）
野村祐仁　専務理事

議案第 4号　令和 4年度事業計画（共益）（案）
野村祐仁　専務理事

池田和彦副議長
「以上で、議案第 1 号から議案第 4 号までの提案理由の
説明を終わります。
これより質疑及び討論に入ります。
ただ今説明がありました議案第 1号から議案第 4号まで
一括して質疑及び討論を行います。　
なお、発言者は、私の許可を得て、議席番号、氏名を述
べ、ご発言ください。オンラインの方は、手を挙げて下
さい。私が指名しましたら、マイクのミュートを外して、
ご発言ください。
それでは、お配りしております質問事項一覧表に従いま
して、福山市薬剤師会の萩原謙二代議員、安佐薬剤師会
の木村昌彦代議員、安佐薬剤師会の藤川美幸代議員の順
にご発言願います。
それでは、萩原代議員よりご質問を頂きます。」

【質疑応答－ 1】
【質疑応答－ 2】
【質疑応答－ 3】

池田和彦副議長
「質疑及び討論も大体終わったようでありますので、時
間の都合もありますので、この程度で、質疑及び討論を
終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。
ご異議ない場合、挙手をお願いいたします。」

（異議なし）
池田和彦副議長
「それでは異議なしと認めます。以上をもって質疑及び
討論を終了いたします。
それでは、これより採決に入ります。
お諮りします。議案第 1号から議案第 4号までの各議案
はいずれも原案のとおり可決するについて、賛成の方は
挙手をお願いいたします。オンライン参加の方はカメラ
に映るように手を挙げてください」

（挙手多数）
池田和彦副議長
「確認いたしました。手をお下げ下さい。
挙手多数であります。　書面表決の12名を加えまして、
賛成が過半数を超えております。
よって、各案は、いずれも原案のとおり可決いたしまし
た。
次は、議案第 5号　令和 4年度会費額の件（案）につい
て、議案第10号　基本財産の増額について（案）までの
提案理由の説明を求めます。」

（提案理由説明）
議案第 5号　令和 4年度会費額の件（案）　

谷川正之　副会長　
議案第 6号　�公益社団法人広島県薬剤師会役員報酬規

程（案）
野村祐仁　専務理事

議案第 7号　令和 4年度収支予算書（案）　
柚木りさ　常務理事

議案第 8号　�令和 4年度資金調達及び設備投資の見込
みを記載した書類（案）

柚木りさ　常務理事
議案第 9号　�令和 4年度借入金（会務運営）最高限度

額について（案）
柚木りさ　常務理事

議案第10号　基本財産の増額について（案）
谷川正之　副会長　

池田和彦副議長
「以上で、議案第 5 号から議案第10号までの提案理由の
説明を終わりました。
これより質疑及び討論に入ります。
ただ今説明がありました議案第 5号から議案第10号まで
一括して質疑及び討論を行います。
なお、発言者は、私の許可を得て、議席番号、氏名を述
べ、ご発言ください。オンラインの方は、手を挙げて下
さい。私が指名しましたら、マイクのミュートを外して、
ご発言ください。
今日お配りしております質問事項一覧表には、安佐薬剤
師会の清原一樹代議員ですが、本日急遽御欠席されてい
ますので、代わりまして、同じく安佐薬剤師会の木村昌
彦代議員よりご発言願います。」

【質疑応答－ 4】
池田和彦副議長
「ほかに質疑はありませんか。
54番　中嶋代議員。」

【質疑応答－ 5】
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池田和彦副議長
「質疑及び討論も大体終わったようでありますので、質
疑及び討論を終了したいと思いますが、ご異議ありませ
んか。」

（異議なし）
池田和彦副議長
「ご異議なしと認めます。以上をもって質疑及び討論を
終了いたします。
それでは、これより採決に入ります。
お諮りします。議案第 5号から議案第10号までの各議案
はいずれも原案のとおり可決するに賛成の方は挙手をお
願いいたします。オンライン参加の方はカメラに映るよ
うに手を挙げてください。」

（挙手多数）
池田和彦副議長
「確認いたしました。手をお下げ下さい。
挙手多数であります。書面表決の12名を加えまして、賛
成が過半数を超えております。
よって、各案は、いずれも原案のとおり可決いたしまし
た。
ここで進行を議長と交代いたします。

【進行交代】
野村伸昭議長
「それでは、議案第11号　公益社団法人広島県薬剤師会
会長候補者の推薦について及び議案第12号　公益社団法
人広島県薬剤師会監事の選任についてを審議いたします。
先ず、公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理委員会の西
谷啓委員長より、公益社団法人広島県薬剤師会会長候補
者及び監事の選挙結果について、報告をお願いいたしま
す。」　
議案第11号　�公益社団法人広島県薬剤師会会長候補者

の推薦について
議案第12号　�公益社団法人広島県薬剤師会監事の選任

について
西谷啓選挙管理委員会委員長

西谷啓選挙管理委員会委員長
「 1 月25日に選挙管理委員会を開催し、公益社団法人広
島県薬剤師会会長候補者及び監事選挙の選挙期日を 3月
27日として、公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理規程
に基づき、 2月28日（月）に告示をいたしました。
立候補締切日 3月10日（木）午後 5時までに提出された
立候補届について、同日、選挙管理委員会を開催し、公
益社団法人広島県薬剤師会選挙管理規程第 8条の規定に
より、候補者の資格審査を行いました。その結果、会長
候補者の立候補者 1名、監事の立候補者 2名については、
いずれも適格者と認めました。
また、いずれの選挙も立候補者が定数を上回らなかった
ため、公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理規程第11条
の規定により、公益社団法人広島県薬剤師会会長候補者
に豊見雅文氏を、同監事に、村上信行氏、岡田甫氏をい
ずれも無投票により当選者と決定しましたことをご報告
いたします。」

野村伸昭議長
「ありがとうございました。
次に、本日、欠席された代議員15名中12名より、書面表
決の投票用紙をお預かりしております。この場で、封筒
を開封いたします。
西谷選挙管理委員会委員長、こちらで確認をお願いいた
します。」

（投票用紙を開封し、候補者毎に分け、確認する。）
（西谷選挙管理委員長も議長・副議長席で立合・確認）

※委員長、確認後、自席に戻る。
野村伸昭議長
「投票用紙の確認は終了しました。豊見雅文氏、村上信
行氏、岡田甫氏それぞれ12票でした。
それでは、議案第11号　公益社団法人広島県薬剤師会会
長候補者の推薦について採決を行います。
先ほど、選挙管理委員会委員長より報告がありましたよ
うに、公益社団法人広島県薬剤師会定款第27条第 3項の
規定により、公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理規程
に基づき実施された会長候補者選挙で当選された豊見雅
文氏を会長候補者に推薦することに賛成の方は挙手をお
願いします。オンライン参加の方はカメラに映るように
手を挙げてください。」

（挙手多数）
野村伸昭議長
「確認いたしました。手をお下げ下さい。
挙手多数であります。　書面表決の12名を加えまして、
賛成が過半数を超えております。
よって、豊見雅文氏を推薦することが可決されました。」

野村伸昭議長
「次は、議案第12号　公益社団法人広島県薬剤師会監事
の選任についてです。
公益社団法人広島県薬剤師会定款第22条第 3項の規定に
より、候補者毎に採決を行います。
選挙管理委員会委員長より報告がありましたように、公
益社団法人広島県薬剤師会定款第15条第 2項の規定によ
り、公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理規程に基づき
実施された監事選挙で当選されました村上信行氏を監事
に選任することに賛成の方は挙手をお願いします。」

（賛成者挙手）
野村伸昭議長
「確認いたしました。手をお下げ下さい。
挙手多数であります。書面表決の12名を加えまして、賛
成が過半数を超えております。
よって、村上信行氏を選任することが可決されました。」
次は、同じく監事選挙で当選されました岡田甫氏を監事
に選任することに賛成の方は挙手をお願いします。」

（賛成者挙手）
野村伸昭議長
「確認いたしました。手をお下げ下さい。
挙手多数であります。書面表決の12名を加えまして、賛
成が過半数を超えております。
よって、岡田甫氏を選任することが可決されました。

野村伸昭議長　
「次は、議案第13号、公益社団法人広島県薬剤師会選挙
管理委員会委員の選任についてです。提案の理由の説明
を求めます。野村祐仁専務理事。」
議案第13号　�公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理委

員会委員の選任について
野村祐仁　専務理事

（提案理由説明）
野村祐仁専務理事
「現公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理委員会委員の
任期が令和 4年 3 月31日をもって満了となりますので、
それに伴い、公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理委員
会委員に次の者を選任することについて、公益社団法人
広島県薬剤師会選挙管理委員会規程第 3条第 1項に基づ
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き総会の決議を求めるものでございます。なお、任期は
令和 4年 4月 1 日から令和 6年 3月31日までとする。委
員といたしまして、大町久男氏、串田慎也氏、髙橋強氏、
西谷啓氏、山木寛氏の 5名でございます。よろしくお願
いいたします。」

野村伸昭議長
「ありがとうございました。ほかに何かございませんか。
以上で議案第13号の提案理由の説明を終わります。　
これより、ただいまの説明のありました議案第13号につ
いて質疑及び討論を行います。
なお、発言者は、私の許可を得て、議席番号、氏名を述
べ、御発言ください。オンラインの方は、手を挙げて下
さい。私が指名しましたら、マイクのミュートを外して、
ご発言ください。」

（質疑応答）
野村伸昭議長
「何かありますでしょうか。ないようですので、これで
質疑及び討論を終了したいと思いますが、ご異議はあり
ませんか。」

（異議なし）
野村伸昭議長
「ご異議なしと認めます。以上をもって質疑及び討論を
終了いたします。
それでは、これより採決に入ります。
ただいま上程中の議案第13号について、公益社団法人広
島県薬剤師会選挙管理委員会規程第 3条第 1項に基づき、
委員に、大町久男氏、串田慎也氏、髙橋強氏、西谷啓氏、
山木寛氏の 5名を選任することについて賛成の方は挙手
願います。」

（賛成者挙手）
野村伸昭議長
「確認いたしました。手をお下げ下さい。
挙手多数であります。書面表決の12名を加えまして、賛
成が過半数を超えております。
よって、委員に大町久男氏、串田慎也氏、髙橋強氏、西
谷啓氏、山木寛氏の 5名を選任することが可決されまし
た。
なお、任期は令和 4年 4月 1 日から令和 6年 3月31日ま
でといたします。
以上をもちまして、本総会において審議することは全て
終了いたしました。
それでは、この際、何か御意見がありましたら御発言願
います。」

野村伸昭議長
「54番　中嶋代議員。」

【質疑応答－ 6】
野村伸昭議長
「ありがとうございました。ほかに何かございませんか。
特にないようでありますから協議を終わります。
長時間にわたり熱心なるご審議及び議事の運営につきま
して、格別のご協力を賜りましたことを衷心から厚くお
礼申し上げ、本総会を閉会し、議長の職務を終わらせて
いただきます。
ご協力、どうもありがとうございました。」

（議長、副議長　降壇）
　閉会にあたり、谷川正之副会長が閉会の辞を述べ閉会した。
　閉　会　　午後 4時21分
　定款第30条第 2項の規定により、ここに署名する。

　　年　　月　　日
第60回公益社団法人広島県薬剤師会臨時総会
　議　　　　長　　　　　　　　㊞
　副　議　長　　　　　　　　㊞
　議事録署名人　　　　　　　　㊞
　議事録署名人　　　　　　　　㊞

【会長演述】
　まず、広島県では新型コロナウイルス感染症の新規感染者
がなかなか急激な減少とはいかず、一昨日は1000人越え、昨
日も700人越えで、 1週間の平均は700人近くまで上がったま
まです。本日もかなりの代議員がWEBでの出席を余儀なく
されていて、ハイブリッドでの開催となっています。
　この 2年間 ZOOMなどシステムの普及によって、県薬で
も研修会はほとんどがWEBで、あるいはハイブリッドで
開催することになりました。研修会、講演会等はWEBやハ
イブリッドが適していて、家でも研修会に参加できるとかメ
リットがあるのですが、フリートークが必要な会議に関して
は、やはり皆で集まって、顔を合わせて対面で開くのが適し
ていると考えています。会議の場で、その雰囲気の中、空気
の中で考えて発言できることが、やはり職場や自宅からでは
なかなか難しいような気がします。
　先日行われた日本薬剤師会の総会はWEBで中継されまし
たが、WEB参加の代議員に関しては欠席という扱いになっ
ておりまして、書面表決で先に出しておかざるを得ないとい
う形になりました。理由は、WEBで参加している代議員、
今日もなんですけども、質問する権利、あるいは議決する権
利を完全に保障しようとすると、かなりの金額を掛けたシス
テムと手順が必要となるからです。
　今日WEBで参加されている代議員におかれましては、
ホールにおられる代議員と同様、発言をしていただく事も可
能でありますし、議決にも参加していただく事になっていま
すが、各代議員の通信環境あるいはシステムが突然異常を起
こしてアクセス出来なくなることも考えられます。その際は
会場側ではどうすることもできかねますので、その時点で欠
席状態になってしまう。今のようにまだ、カメラがオンに
なっていない代議員もおられますが、結局このままいきます
と欠席したことと同じになってしまうことになる。賛成の意
もできないですし、発言を求めることもできないというよう
な状況になりますので、ぜひともカメラをオンにしていただ
いて映るように、我々から見えるようにしていただきたいと
思います。もしもどうしようもなくなった場合は、スマホで
接続するなど、ほかの接続方法をとっていただくしかないと
思いますので、よろしくお願いいたします。
　新型コロナ感染症に関して、各会員薬局での相談事をはじ
め、ワクチンの希釈および充填、経口治療薬の在庫や投薬を
含む自宅療養者、宿泊療養者への対応、オンライン診療セン
ターへの執務など、多大なご尽力をいただいていることに、
改めて皆様に感謝を申し上げます。これらの業務は薬局の、
また薬剤師の地域への貢献として大きい評価を得ていること
と思っています。
　昨年、会員薬局にポスターを貼っていただいてご協力いた
だきましたHPVワクチンについて、厚労省では 4月から積
極的な勧奨を再開することとなりました。また、積極的な勧
奨を差し控えていた間に成長された方々にも、その間に打ち
そびれた方にも公費で接種可能になるようです。子宮頸がん
撲滅のために今後とも、学校薬剤師の方は学校で、また薬局
の店頭で広報をよろしくお願いいたします。
　今後の薬剤師の職能の拡大につなげるために、薬剤師によ
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る筋肉注射の研修を行うよう、中国 5県の会長名で日薬にお
願いをいたしました。日薬で教材の作成を行ってもらい、広
島県では看護協会の大きい御協力を得まして、60人という制
限がある中で、シミュレーターを使っての第 1回目の研修会
を開催することができました。、もちろん自分で打つわけで
もないですし、人に打つわけでもないですが、この研修会は
毎年、今年も継続して行っていく予定にしていますのでご協
力をお願いいたします。
　 4月からの調剤報酬の改定に関して、厚生労働省や中医協
ではなく、経済財政諮問会議の提言でリフィル処方箋の導入
が現実となりました。実は突然の話ではなく10年以上前から
政府の検討会ではこの言葉は出てきていました。「今日はお
薬だけ」という無診診療の話は表に出ないままですが、再診
料の節減という名目で採用されることになりました。リフィ
ル処方箋による調剤は、医師の指示による分割調剤と違って、
1回ごとに調剤技術料や薬学管理料を算定することができ、
処方箋受付回数もその都度 1回として算定することになりま
す。 2回目以降は服薬状況等を確認し、調剤を行うことが不
適切と判断したときには調剤を行わないで、受診勧奨を行う
ことになります。その分、薬剤師の責任が重大となるのは当
然のことだと思います。
　ご存じのように世界では、ロシアが起こした戦争で、ウク
ライナが悲惨な状況になっています。国際薬剤師・薬学連合
（FIP）で は、All-Ukrainian�Pharmaceutical�Chamber
（ウクライナ薬剤師会）の要請を受け、募金を立ち上げ、寄
付を募っています。このことについて日薬から連絡が来たの
が22日、 5日前ですので、執行部での検討もこれからなので
すが、県薬では日本薬剤師会を通じて、ウクライナの薬剤師
を通じた人道的支援を行うことにしたいと考えています。こ
の件に関しては執行部にご一任いただきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
　半年前に行われた衆議院選挙で、神奈川 1区と大阪 7区の
2名の薬剤師国会議員を失ってしまいました。今年は参議院
の藤井基之議員が引退されます。広島県では、コロナの影響
で 7月に向けての準備が非常に遅れています。この点も是非
皆さんによろしくお願いしたいと考えています。
　本日は、来年度の事業計画、予算案を審議していただく臨
時総会です。広島県薬剤師会の行く道を決める総会ですので、
熱心な討議を期待しております。
　よろしくお願いいたします。

【追加説明－ 1】
○豊見敦副会長　追加資料をお配りしておりますので、ホチ
キスで留めた 3枚のものの資料なんですけれども、御覧い
ただきたいと思います。
今年はコロナの事業が様々にございまして、イレギュラー
なことが起こっておりますので、それについて御説明をし
たいというふうに思います。
背景としましては、昨年の11月末より、薬局で検査ができ
るようになりますので、その準備を開始しました。12月の
下旬よりワクチン・検査パッケージの薬局検査を開始いた
しました。県内では206の薬局に手を挙げていただきまし
て、事業参加いただきました。これは全国的に見てもかな
り規模の大きな体制を構築することができたというふうに
思っております。これもひとえに会員の先生方の御尽力の、
御協力のおかげというふうに思っております。御礼を申し
上げます。
そして、この事業ですけれども、県内の感染拡大を背景に、
ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業に加えまして、
感染拡大時の一般検査事業というのも行われるようになり

まして、かなりの件数が現在でも薬局で行われているとい
う状況にございます。
本事業につきましては、県の担当課がスキームの構築をは
じめ、様々な企画、立案、運営を行っておるわけでござい
ますけれども、実施主体には薬局、薬剤師会がなる必要が
あるということで、我々広島県薬剤師会がその役割を担う
ことというふうになっております。
今般、この次回定時総会に提示する本年度決算に、本事業
に関する収益と費用を計上することとなりましたので、こ
の臨時総会においてその処理について御報告をさせていた
だくと、そういったものでございます。
この事業の取組の仕組みなんですけれども、総額でいいま
すと、内閣府より提示された本事業の基準額は総額で 3億
4,900万円という事業規模になっております。
この事業規模の事業を行ったわけですけれども、当初、県
の策定した事業計画では、薬局が検査会場として登録を受
けるには 1薬局当たり49万円から50万円程度の支出が必要
と、そういうような事業の計画になっておりました。その
支払いは事業終了後に各薬局が補助金として受け取るとい
うような形であったわけですけれども、これにつきまして
は、さすがにハードルが高くなるということもございまし
て、県と交渉させていただきまして、県から広島県ワクチ
ン・検査パッケージ事務局、これは近畿日本ツーリストが
受託をしている事業でございますけれども、そちらへの補
助金の支払いをもって、初期費用については一括後払いで
いいというような形にしていただきました。
3月に入りまして、これらを含めて、この事業のスキーム
が定まったために、広島県と広島県ワクチン・検査パッ
ケージ事務局、そして広島県薬剤師会の 3者で役割を書面
上に明確化いたしました。その中で、広島県薬剤師会は事
業者として県へ補助金の申請を行い、この事務局、近畿日
本ツーリストですね、近畿日本ツーリストは共同事業者と
して広島県薬剤師会から全事業の実施の委託を受け、広島
県薬剤師会が補助金の代理受領に関する委任状を県に提出
することにより、近畿日本ツーリストは県薬剤師会からの
委託料として県から補助金を受領するという形になります。
薬局へ支払われる検査料、検査手数料、これは 1 件3,000
円ということになっておりますけれども、ですとか、検査
キットの購入代金、これは 1件880円から1,500円の間とい
うことになると思います。については、薬局に支払われる
金額ですし、それに加えて、広島県ワクチン・検査パッ
ケージ事務局として、近畿日本ツーリストが受け取る事務
委託料、そういったものも併せて、広島県ワクチン・検査
パッケージ事務局が広島県から全額受け取るということに
なります。ですので、広島県薬剤師会の口座にこの 2億円
から 3億円の入金があって出金をするということではなく
て、これはそのまま向こうの事務局のほうに入ると、処理
されるという形になります。
そして、この処理につきまして、本会会計上の処理につい
て、石橋公認会計士に相談したところ、現行の会計基準に
従い収益計上することといたしました。ですので、本年 6
月に開催される定時総会の会計においては、今日の資料に
は入っておりませんけれども、収益の項の補助金、費用の
項の委託料、その入りと出の両項目において同額の収益、
そして費用が発生することになります。これは先ほども申
し上げましたとおり、最大で 3 億4,900万円ということに
なりますけれども、現状の検査の実数からいきますと、恐
らく 2 億円程度、 2 億円から 2 億5,000万円程度というふ
うに想定しておりますけれども、恐らく 2億円程度の計上

77広島県薬剤師会誌　2023 Vol.48 No.1



になるというふうに思っております。
本来であれば、今年度中にこれを含めた決算で再度臨時総
会を招集して、補正予算の承認を得るという手順も考えら
れるわけですけれども、収益と費用が同額であることと、
本会の会計には一切の影響がないという項目であること、
そして、日程的にも再度総会を開催するということが難し
いということもございますので、この報告をもって御理解
をいただきたいということでございます。
本件に関連しまして、様々に確認させていただきました。
公益目的事業に区分されて、収支相償ですとか、そのほか
法人税、消費税などへの影響はないと、また印紙税の負担
などもないということになっております。
薬剤師会への事務手数料については、この支払われた後に
受領するという予定でありますけれども、ほかの事務手数
料と同様に処理される予定ということになっております。
また、つい先日、内閣官房のほうから発表されたのは、ワ
クチン・検査パッケージの延長というのが出てまいりまし
た。 4 月末までというところが 6 月末までというふうに
なっておりますので、これについても、継続になった場合
には補正予算を組んで対応していくというふうに考えてお
ります。以上です。

【質疑応答－ 1】
○64番・萩原謙二代議員（福山）　お世話になります。64番、
福山市代議員の福山市薬剤師会の萩原です。
質問事項ですが、HMネットの今後についてなんですが、
オンライン資格確認はお薬手帳といいますか、併用薬と
か検査値データ、資格喪失等確認ができるが、今後、HM
ネットと共有するという部分があったので、HMネットの
メリットという点を 1点お伺いしたいのと、今後、両方入
れていく上でオンライン資格確認とHMネットの何か互
換性といいますか、共通のシステムとか何かそういうもの
があるかという点を 2点お伺いしたいんですが、よろしく
お願いいたします。

○池田和彦副議長　では、答弁、豊見敦副会長。
○豊見敦副会長　副会長の豊見でございます。HMネットに
ついて御質問いただきました。ありがとうございます。御
回答させていただきます。
この10月からオンライン資格確認のシステムが稼働するこ
とになります。オンライン資格確認の仕組みでは、先ほど
先生も御紹介されたとおり、薬剤情報が、これはレセプト
を請求した、それが基になるわけですけれども、レセプト
上の薬剤情報が見られるようになると。そして、検査情報
については、特定健診の検査結果ですね、 1年に一度受け
るという特定健診の検査結果が見れるようになるというこ
とになってます。資格についてもそれで確認ができるとい
うことになっておりますけれども、多くの薬局の場合は、
処方箋に書かれているデータを、処方箋を入力して、そし
てレセコンで、オンラインで資格確認をするという流れに
なっていると思いますので、実際にはマイナンバーカード
を利用して保険情報を確認するというよりは、処方箋の情
報を基に資格確認をするというシチュエーションのほうが
多いんじゃないかなというふうに思います。
現状のオンライン資格確認の状況をまずお伝えしておきま
すと、 3 月20日の状況でございますけれども、県内には
1,594の薬局が母数になるわけですが、そのうちの78.7％、
1,255薬局が既に申込みを済ませているという状況になり
ます。そして38％、605の薬局が準備ができている状況。
その中で、実際に運用しているのは、25.1％の400薬局が
既に運用を開始しているというようなデータがございまし

て、現状としてはその薬局で利用が始まっているという状
況になっています。
今般、御質問いただいたのは、HMネットとのお話という
ことになりましたけれども、まず、オンライン資格確認で
確認できる薬剤情報と、お薬手帳の情報というのを御説明
しておきたいと思います。
先ほども申し上げましたとおり、オンライン資格確認の薬
剤情報というのはレセプトのデータが基になっております
ので、そのデータがオンライン資格確認で確認できるよう
になるのは翌月の11日以降ということになります。ですか
ら、それまでの間は、我々が日々薬局で患者さんに発行し
ている、記入しているお薬手帳しか情報がないということ
になります。ですから、この現状ではお薬手帳がオンライ
ン資格確認の薬剤情報に代わるというものではないという
ふうに御理解をいただきたいと思います。ちなみに、レセ
プトの情報を基にしてやっていますので、その情報の基に
なるものを考えますと、例えば院内処方でお薬手帳に記入
をしていない医療機関の投薬のデータもそこには入ってき
ますし、入院中のお薬もそのオンライン資格確認上の薬剤
情報には入ってきます。また、診療所で注射を行った、そ
ういった情報についてもオンライン資格確認上で確認がで
きるということになりますので、お薬手帳よりは幅広くオ
ンライン資格確認上の薬剤情報では確認ができるというこ
とになりますので、今後は薬局ではお薬手帳に加えて、オ
ンライン資格確認の薬剤情報も含めて適切に服薬の管理に
生かしていく必要というのが求められてくるのかなという
ふうに思っております。
そこで、まずお薬手帳にオンライン資格確認の薬剤情報を
いかに併せて確認をしていくかという話になるわけですけ
れども、現在、電子版お薬手帳のガイドラインというのが
昨年改定されまして、これは、そのオンライン資格確認の
薬剤情報が出力できるようになるということに基づいて改
定されたわけですけれども、そこに何が書かれているかと
いうと、電子版お薬手帳でオンライン資格確認上の薬剤情
報を取り組むように努めるべきだということが電子版お薬
手帳の運営事業者に向けて求められています。ですから、
今後は電子版お薬手帳で、我々が発行しているお薬手帳に
書かれる情報に加えてオンライン資格確認の情報が確認で
きる、そういうような将来が想定されているという現状が
ございます。
そして、ここでHMネットの話になるわけですけれども、
HMネットは広島県医療情報ネットワークというもので、
広島県と広島県医師会が運営しておりまして、薬剤師会も
協力しているものということになりますが、こちらについ
ては、現在県内で1,056の医療機関が登録をしている、薬
局は285の薬局がHMネットのアカウントを持っていると
いう状況になっております。この地域医療情報ネットワー
クの中で、これだけの規模を持っているというのは全国的
に見てもなかなかないものでございまして、国内でも有数
の規模、患者数についても医療機関数についても有数の規
模の医療情報ネットワークになっているという御理解をい
ただきたいと思います。
従来までは、このHMネットのメリットとして、薬局が
調剤したデータをHMネットで確認できますよというの
が大きなメリットとして医療機関側に公表されておりまし
て、我々もそれに協力するというスタンスであったわけで
すけれども、それについては、引き続き医師会のほうはそ
ういった形でも広報されておりますが、我々が思うに、薬
剤情報はオンライン資格確認のほうでも確認ができますし、
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既に発行しているお薬手帳というのが非常に強力なツール
として既に存在しておりますので、そちらについて活用を
していただくということを求めていくことは変わりないわ
けですけれども、今後はコミュニケーションのツールとし
てHMネットの活用が進んでいくのではないかなという
ふうに思っております。
従来から、そのHMネットというのが県内の医療のイン
フラだと、コミュニケーションのインフラだというような
お話もさせていただいておりましたけれども、先月でした
かね、HMボックスという形で、それに登録している医療
機関、薬局の間でファイルを送受信できるシステムという
のが公開されております。これは今までのVPN回線を利
用したものということではなくて、薬局の中のパソコンで
あれば、インターネットにつながるパソコンであれば利用
できるというものになりますけれども、そこから医療機関
や薬局の間でセキュリティーの高い状態で文書をやり取り
することができる、PDFをやり取りをすることができる
というものでございます。
先般、呉市薬剤師会さんですとか東広島薬剤師会さんの役
員の方に医師会のほうから御説明に上がったというふうに
聞いておりますけれども、そちらでもHMボックスの活
用についてはかなり期待をされているというふうにお伺い
しましたが、そのような形で、医療機関に薬局から文書を
送るというシチュエーションを今後多くなるというふうに
想定されますけれども、その辺りでHMボックスが活用
されるのではないかなというふうに思っております。
それと、あとは、その中にありますオンラインカンファレ
ンスの仕組みですね。現状、退院時カンファレンスでオン
ラインでやる場合には、LINEを使っている医療機関があ
るというような話も聞いておりますし、Zoomでやると
いうような医療機関があるというふうには聞いております
けれども、医療機関によってはそういう民生用のオンライ
ンカンファレンスの仕組みでは患者情報を扱ってはいけな
いというようなレギュレーションをかけている医療機関も
あるように聞いております。その場合には、HMネットの
中のセキュリティーの高い状態のオンライン会議の仕組み
を使って退院時カンファレンスも行われるのではないかと
いうふうに思っております。
ですので、御理解いただきたい点は、オンライン資格確認
というのは支払い者を中心とした医療機関、薬局への情報
を受け取る仕組みというふうに御理解いただきたいと思い
ますし、今後はその中に電子処方箋の仕組みも入ってくる
もの。HMネットのほうは、医療インフラとして各職種
間のコミュニケーションを目指していくもの、その中にい
ろんなアプリケーションが入っているものというふうに御
理解をいただきたいというふうに思います。また、現状で
は、各薬局で電子版お薬手帳の内容を確認するのに、患者
さんから提示を受ける、もしくは e薬 Link を介してオン
ラインで確認をするようにということが求められるわけで
すけれども、その仕組みをHMネットは持っておりまして、
他社と比べても少々お安めな設定で利用できるということ
ですので、薬局としてはそれを利用して、電子版お薬手帳
を持ってこられた患者さんの対応に御活用いただくという
側面もあるのではないかなというふうに思います。以上で
ございます。

○池田副議長　ありがとうございます。
萩原代議員、よろしいですか。

○64番・萩原謙二代議員（福山）　大丈夫です。ありがとう
ございました。

【質疑応答－ 2】
○池田副議長　ありがとうございます。
続きまして、安佐薬剤師会の木村昌彦代議員。

○26番・木村昌彦代議員（安佐）　すみません、26番、安佐
支部、木村です。
お尋ねなんですけれども、議案第 1号の事業計画の中の 1
　県民の福祉・医療・保健衛生向上のための活動の（ 1）
キ　働き盛り世代の生活習慣改善策の事業についてお尋ね
いたします。
病気になると、多くの方は元気で健康であれば、お金要ら
ないって言われる方が多くいらっしゃいます、しかし、自
分が病気になったということは、ああ、運が悪かってなっ
たとおっしゃられるのもよくあります。でも、自分の生活
習慣がその病気になった原因であるということに言及され
る方は非常に少ないと感じております。その中で、この働
き盛りの世代への生活習慣改善策の事業というのは、非常
にありがたい事業でありますので、ぜひ成功させていただ
きたいと思うんですが、具体的にデータを活用したと当初
の案内にはあったと思うんですが、具体的にどういった
データを活用して、また、具体的にどういうふうな生活習
慣改善を、この働き盛りの世代に提案していこうと考えて
いるのかお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

○池田副議長　では、答弁は、柚木りさ常務理事、お願いし
ます。

○柚木りさ常務理事　御質問ありがとうございます。常務理
事の柚木です。
こちらの、データを活用した働き盛り世代の生活習慣改善
策の事業というのは、本年度からの広島県の事業で、広島
県健康福祉局健康づくり推進課が主体となって行っている
事業となります。こちら、広島県の県内の企業の従業員の
方、働き盛りの方を対象としました健康診断などのデータ
を活用いたしまして、健康寿命延伸のため、例えばスマー
トフォンのアプリや、スマートフォンでアプリの中にAI
の機能などを使いまして、生活習慣改善に関わっていく今
回の実証試験になります。1,289名の方が、今、被検者と
して対象の方としていらっしゃいます。その健康診断の
データなどにより、数年後の検査データ、例えば 3年後、
5年後の数値を予測して、疾病や成人病にかからないよう
に、食事や運動などのアドバイスなどをしていくという事
業となっております。
今回、薬剤師会としまして、薬剤師が関わることといたし
ましては、1,289名の方を 3 グループに分けまして、いろ
いろと介入内容に有意差をつけていきます。その方法の有
意差がどの程度あったかを検証していく今の県の事業に
なっております。私どもの薬剤師、その中の一つのグルー
プとして薬剤師が介入して、その被検者の方々に、もちろ
ん携帯のアプリやスマートフォンなどを活用しながら、な
おかつ人が介入するということで、薬剤師が相談やアドバ
イスをする、そのことで健康寿命がどのぐらい変わってく
るか、被検者の方々の 3つのグループでどのぐらい変わっ
てくるかというのが今回の事業の内容となっております。
皆様にお願いしたいことがありまして、この実証実験に参
加していただきたい薬剤師の先生方、たくさんいらっしゃ
います。県内1,289名、この薬剤師が介入するグループの
被検者の方は約350名いらっしゃいます。なので、その 1
人につき 1 名、もしも薬剤師が介入したとして、300名ぐ
らいの薬剤師の先生が必要となってきます。そこで、こち
らの説明会、研修会を 4月24日に行う予定となっておりま
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す。将来的には、この県の事業以外で、健康サポート薬局
とか、かかりつけ薬剤師がいつでも気軽に相談を受けるこ
とができるという、そういう環境も考慮させていただき、
薬剤師が関わっていければと思っておりますので、健康サ
ポート薬局だけではなく、健康相談を気軽に受けていただ
くことを期待しております。先生方には御協力をお願いし
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で
す。

○池田副議長　ありがとうございました。
木村代議員。
○26番・木村昌彦代議員（安佐）　ありがとうございました。
協会けんぽさんも、この事業を取り組んでおられるんです
が、先日、私、この協会けんぽの Zoomでの研修会参加
しました。はっきり言って、これではちょっと難しいなと
いうのが、運動に関して、食事に関して、講義の時間が 1
時間ぐらいあるんですよね。それを見てて、ああ、この働
き盛りの若い世代、この内容は聞かないだろうなというの
が印象としてありました。ぜひ薬剤師会としては、やっぱ
りそういう協会けんぽにない、そういった細々とした内容
について説明するよりも、若い世代に生活習慣を改善しよ
うという動機づけをできるような内容で取り組んで、動機
づけができると、本人取り組んだ後、体が楽になるので、
自分でやってみようかなというふうになるんですが、最初
から 1時間の講義聞いて云々になると、やっぱりまずやる
気が出ないということがありますので、絶対成功させてい
ただきたい事業なので、ぜひお願いいたします。
それと、追加なんですけれども、今、ちまたで血圧が130
以下じゃないといけない、年寄りも若い人もみんな130以
下じゃないといけないということが、この二、三年、情報
として流れております。そこで情報センターの水島先生に
お尋ねなんですが、130以下でないといけないというエビ
デンスがもしあれば、ちょっと教えていただきたいんです
が、よろしくお願いいたします。

○池田副議長　では、水島先生、お願いいたします。
○水島美代子情報センター長　薬事情報センター、水島です。
木村先生、ありがとうございます。
130以下っていうのは目標値ということで、高血圧学会の
ガイドラインですとか、WHOなんかもそうなんですけ
れども、そういう臨床試験の結果を基に、エビデンスとし
て130以下にすることによって脳梗塞とか、いわゆる心血
管イベントを防ぐっていうエビデンスを集積した上で、そ
れを目標にっていうことなので、でも、その患者さんその
患者さんで、それは全体からいうと、例えば 6割ぐらいの
方にはそれが適用するんですけれども、今回の事業のよう
に、個別でいろいろ対応してあげることで、あとの 3シグ
マの方たちを救うこともできますので、まさに今回のデー
タを使って、動機づけを薬剤師の先生方がされることで、
非常にいい事業になると思います。

○26番・木村昌彦代議員（安佐）　ありがとうございました。
我々薬剤師を含め、国民の多くはエビデンスという言葉に
非常に今弱くなってます。何かもうエビデンスと聞くと、
非常に畏れ多くて、もう絶対それに従わないといけないと
いうふうな思いを募らせるんですけれども、私が若い頃、
先輩薬剤師の先生から聞いた血圧は、年齢プラス90でいい
んだよというような話もありました。今、何が言いたいか
というのは、じゃあ、なぜ年を取って血圧が上がるのかと
いうことですよね。要は体の仕組みとして、体の隅々まで
血液が行き渡らなくなるから血圧上げて隅々まで行かそう
としているのに、それを下げて、じゃあ、今の血管、心疾

患以外の病気が起こるんじゃないかということを我々薬剤
師としてちょっと考えてみる。だから、体の隅々に栄養が
行き届かなかったら、もしかしたらアルツハイマーの原因
がそこにあるんではないか。また、老人性掻痒症で皮膚が
かゆい。これも末端の栄養不良があるんじゃないかという
ようなところも我々考えていっても面白いんじゃないかと
思います。
あと、私が何年か前に健診を受けに行ったときに、ピロリ
菌除去のポスターが貼ってあったんですが、これにはピロ
リ菌除去すると100人のうち 3 人ぐらい胃がんになった、
除菌しないと100人のうち 7人ぐらい胃がんになった。デー
タとしてはなったほうの 3人と 7人を比較して、除菌しな
いと 2倍以上の確率でがんになるというポスターだったん
です。でも、我々は裏を返して、がんにならなかったほう
の97人と93人を比較してみる、こういうエビデンスの見方
を我々薬剤師ができるんじゃないかと思いますので、お礼
かたがた、そういう考え方を我々がしてみてはどうかとい
う提案をして、質問を終わりたいと思います。ありがとう
ございました。

○池田副議長　木村代議員、ありがとうございます。なかな
か深いテーマなので、これはまた別の機会で、どこかで議
論できればいいかなと思います。

【質疑応答－ 3】
○池田副議長
では、続きまして、安佐薬剤師会の藤川美幸代議員ですね、
お願いいたします。

○31番・藤川美幸代議員（安佐）　すみません、私の質問に
関して、福山市薬剤師会の萩原先生と同じ質問だったので、
豊見先生から説明を受けたんですが、もし、例えばオンラ
インカンファレンスにも使われるようになると先ほど御説
明いただいたんですけど、こういう時期については、何か
もう計画とか決まっていますでしょうか。

○池田副議長　では、豊見敦副会長。
○豊見敦副会長　御質問ありがとうございます。実は既にオ
ンラインカンファレンスのメニューについては仕組みの中に
導入をされておりますので、医療機関と薬局とでそれを使い
たいということで設定をされれば利用できるようにはなって
おりますので、ぜひ御活用いただければなというふうに思い
ます。
○31番・藤川美幸代議員（安佐）　ありがとうございます。
もし、またほかに追加があれば、御説明はもう。

○豊見敦副会長　将来的にこんなことがということですね。
○31番・藤川美幸代議員（安佐）　はい。
○豊見敦副会長　用意してまいりました。
○31番・藤川美幸代議員（安佐）　ありがとうございます。
○豊見敦副会長　HMネット、今後の活用方法というか、今
後の展開というか、そういったものについても議論がされ
ておりまして、具体的には先ほど事業報告の中でもありま
した、医師会と県と薬剤師会とで入っておりますHMネッ
ト運営会議というものございますし、今、広島県のほうで
もかなり積極的に取り組んでいて、地域保健対策協議会の
中に医療情報活用推進専門委員会というのが立ち上げられ
まして、そこにも薬剤師会から入って検討しているという
とこなんですね。
そこは何をしていくかといいますと、PHR、パーソナル
ヘルスレコード、患者さん個人が、県民個人が持つアプリ
の中で、どういうふうに情報を活用していこうかというよ
うなことを今、議論を進めているところなんですね。我々
がその中で求めているのは、ぜひそこでオンライン資格確
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認との連携を広島県の PHRの中でやっていただきたいと
いうようなこともお願いをして、これについては令和 4年
度で検討開始するということになっているかというふうに
思います。
もう一つ、今後のHMネットの展開の中で、健康手帳に、
今まで、今期、前期と県薬の中にHMネットの委員会で委
員の先生方からも御意見をいただいてた案件になるんです
けれども、診療所が検査を出すときの検査センターがあり
ます。検査センターから数値が返ってきて、そこで診断に
利用されるという形になってますけれども、その検査セン
ターの検査値をHMネットの中で確認できるような仕組
みというのがようやく実現されそうな状況になってまいり
ました。これについても、仕組み構築の部分で1,000万円、
各検査拠点でそういう仕組みを整えるのに2,200万円ほど
の予算をつけて来年度取り組んでいこうという形になって
いますので、その診療所が行った検査値についてもHMネッ
トの中で確認できるような仕組みができるのではないかな
というところがございますので、そういった意味でも活用
していただければというふうに思います。

○31番・藤川美幸代議員（安佐）　ありがとうございました。
○池田副議長　ありがとうございました。
ほかに質疑ございませんか。よろしいですね。

【質疑応答－ 4】
○26番・木村昌彦代議員（安佐）　26番、安佐支部、木村昌
彦です。
お尋ねいたします。先日、我々安佐支部のほうで、この臨
時代議員大会に臨むに当たって、代議員が集まって話をす
る中で、今日の質問が出ました。私ももう長い間、代議員
をさせていただいているんですが、質問事項 1に、正会員
Bの会費についてなんですが、なぜ行政薬剤師は 1万7,000
円と少ないのかということが若い人から出まして、それに
ついての経緯、もし御存じの方がおられましたら、ちょっ
と説明していただきたいのと、今回、初めて提案されまし
た役員報酬、支給の経緯と、その報酬額の計算根拠を教え
ていただければということで、よろしくお願いいたします。

○池田副議長　では、 1番に関する答弁は谷川正之副会長で
よろしいですか。お願いします。

○谷川正之副会長　御質問ありがとうございます。木村代議
員はよく御存じだとは思うんですけど、今、薬剤師会館、
ここ、二葉の里にありますが、その前は富士見町にありま
した。富士見町にあった建物が薬事衛生会館という建物で
した。以前は、そういう社団法人広島県薬事衛生会館とい
うものが存在してたんですが、平成17年の11月30日に薬事
衛生会館が解散ということになりまして、その事業を当時、
社団法人広島県薬剤師会が事業を引継ぎました。その薬事
衛生会館が徴収していた会館運営費6,000円をそのまま薬
剤師会の会費に賦課しております、それが現在です。薬事
衛生会館の運営費を行政支部は対象になってなかったので、
そこでB会員で一般と行政で6,000円の差が生じているっ
ていうことです。当時は 1 万9,000円が B会員の会費だっ
たですね。一般だったら 2 万5,000円か、だったんですけ
ど、 1 万7,000円になったのはなぜかというふうなのを追
加で御説明しますと、平成25年度に日本薬剤師会の B会
員の会費が2,000円値下げされております。ということで、
現在、一般のB会員は 2 万3,000円、行政薬剤師会が 1 万
7,000円、6,000円の差はありますが、 1 万7,000円になっ
た経緯とはそういうことです。以上です。

○池田副議長　ありがとうございます。
木村代議員、よろしいですか。

○26番・木村昌彦代議員（安佐）　あと、役員報酬。
○池田副議長　じゃあ、野村専務理事、お願いします。
○野村祐仁専務理事　役員報酬の導入及びその額についての
御説明をさせていただきます。
現状は、定款第32条第 1項により、理事及び監事はその職
務執行の対価として役員報酬等を支給することができると
はなっておりますが、現在、本会では役員への報酬支給を
しておりません。ただし、実費弁償として、役員の職務と
常務理事会の内部会議等に出席したりとか、常設委員会の
業務に従事したときなどに、本会旅費規程によって交通費
と日当、現在は5,000円になりますが、を支給しているの
が現状でございます。
ただ、課題といたしまして、昨今の少子高齢化の進展とか、
あるいは人口減少社会の到来に対応した社会保障制度の改
革が進められている中、薬剤師、薬局を取り巻く状況は大
きく変化しておりまして、本会に求められる役割も、薬機
法改正への対応、あるいはデータヘルス集中改革プランへ
の対応など、複雑かつ高度化しております。また、近年で
は新型コロナウイルス等の感染症対応、また、豪雨災害時
の自然災害対応といった危機管理業務というのがルーティ
ン化しているような状況下にあります。
特に会長は、通常の会務の運営をこなしつつ、日々生起す
る様々な課題について、事務局からの報告、連絡、相談な
ど、ほかにも県などの他の機関からの協議等を随時受け、
その処理方針を決定するとともに、自らも課題解決に向け
た行動を取るなど、大変な激務となっております。また、
副会長及び専務理事も、担当業務に加えて、会長を補佐す
るという立場で、様々な業務が発生して負荷がかかってい
るということが考えられます。
また、会員減少なんかも先ほど原因の一つと考えたんです
が、やはりコロナウイルス感染症拡大による受診抑制、あ
るいは処方箋、長期処方箋の増加などによって、明らかな
薬局の減収というのが顕著に現れていると思います。そし
て、自分に代わる、何か実際出たり、そういった場合に、
代わる薬剤師の配置というのも、人的にも金銭的にも困難
な状況下にあると思います。
このような状況に対して、その負担に応じた役員報酬を構
築する必要があると思いました。そして、このたびは役員
改正の時期でありますので、次期新役員の方からの導入を
したいと考えました。また、一応それに伴って、中四国の
全ての県にお尋ねしております。
中国地方、山口を入れて 5県、四国が 4県の 9県の内、現
在、役員報酬というのがないのは広島県だけでございます。
報酬のほか、県外に行ったら日当が5,000円、県内で4,000
円、委員会では3,000円とか。報酬のほか、もちろん旅費
日当は別途支払われるということとか。それぞれ県によっ
ていろんな様々な形態で、支給されてる状況にございます。
そして、当会におきましても、そういったことが必要だと
いうことで、もちろん現在の実費弁償の日当に加えて、新
たに定額の会長、副会長及び専務理事を対象に、その職務
の状況に見合った報酬制度を構築したということなんです
が、もちろんこの改定も、当会の財政状況も踏まえたり、
あと中四国の他県とのバランスなども考慮して変更等を
行っていくということで、今回提案させていただきました。
以上でございます。

○26番・木村昌彦代議員（安佐）　ありがとうございました。
ちなみに、安佐支部の代議員の意見は、この金額、役員先
生方、薬局を犠牲にし、自分の時間を削りながらやってい
ただいてるので、もっと取ってもいいんじゃないかという
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意見があったということだけ申し添えて、私の質問を終わ
りたいと思います。

○池田副議長　ありがとうございました。
今の、非常にこういった新型コロナウイルスとか、災害対
応の県の理事者の先生方、激務でございますので、こちら
も御考慮、御配慮いただければと思います。
ほかにございませんでしょうか。
どうぞ、議席番号とお名前、お願いします。

【質疑応答－ 5】
○54番・中嶋都義代議員（呉）　54番、呉支部、中嶋です。
ただいまの役員報酬関連で続けて質問させていただきたい
んですけども、この役員報酬、定款及びこの役員報酬規程
の文言を見てますと、報酬等とは、先ほど専務理事が読み
上げられましたように、名称のいかんを問わず職務遂行の
対価として受け取る財産上の利益というふうな表現になっ
ております。ということは、今まで支給されてます日当も
含めて役員報酬という解釈になるんではないかという、そ
ういった定款、この規程との整合性が合うのかどうかを教
えていただきたいんですが。

○池田副議長　こちらに関して、答弁。
○54番・中嶋都義代議員（呉）　現在の報酬体系というのが、
旅費規程の中に日当と交通費等の規定があると思うんです
けども、ただ、この定款とか規程の文言を見ますと、名称
のいかんを問わず職務遂行の対価として受け取るというこ
とであれば、今まで支払われてた日当が役員報酬に該当す
る可能性があるんではないかということで確認をさせてい
ただいたわけです。

○池田副議長　では、長谷川弁護士、よろしくお願いします。
○長谷川弁護士　長谷川でございます。
事前に御質問がなかったので、事情についても私のほうは
存じ上げない部分もございますが、今お聞きする限りです
と、会議があるたびに5,000円ですか、5,000円の日当が日
当として支給されていると。その中には、交通費なども自
弁していただくという意味合いも含まれているってことな
んでしょうかね。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　交通費は別になってるはず
です。

○長谷川弁護士　交通費は別に。そうすると、日当5,000円
が出て、プラスして実費としての交通費は支給される、そ
ういう理解でよろしいですか。はい、分かりました。そう
しますと、日当に報酬が含まれるかどうかと言われますと、
日当は含まれるというふうに、報酬の中に含まれるという
ふうには考えております。今お話しする限り、お聞きする
限りにおいてはです。ですから、今後の日当の支給をどう
されるかということを御懸念されてるのかということにな
るかと思いますが、日当については特段規程は今のところ
ないということになりますかね、日当の支給に関しては。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　恐らくその旅費規程はその
まま残した形で今回の役員報酬規程が提案されてるんだと
いう。

○長谷川弁護士　ああ、なるほど。この旅費規程によって日
当を支払ってるということになりますか。じゃあ、結局今
回の規程が承認されますと、この旅費規程と報酬規程の 2
本立てになりまして、日当については旅費規程に伴って支
給は継続されると。報酬規程に関しましては、この報酬規
程に基づいて各役員に支給がされるということでしょうか
ね。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　いうふうな提案されている
と思います。

○長谷川弁護士　そうですね、そういうふうになるんだと思
いますけれども、それについてどのような問題が生じるか
ということでしょうか。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　そうです。
○長谷川弁護士　確かに整理はされたほうがいいのかもしれ
ませんけれども、皆さん、これで理解できるということで
あれば、さほど大きな問題にはならないのかなというふう
には考えております。

○池田副議長　すみません、これは明文化しなくてもよいと
いう解釈でよろしいですか。
明文化しなくてもよいということで。

○長谷川弁護士　明文化って、どの部分。
○池田副議長　今言われてるところを、何か。
○長谷川弁護士　だから、現在の規程、提案に出てる報酬規
程に関して、修文が必要かという、そういう趣旨でしょう
かね。そうですね。確かにそういう面から言われますと、
報酬等の総額400万円の中に、その日当は含まれてくると
いうことになりますので、若干問題は出てくるかなという
ふうには考えますね。現段階での御意見、御質問に関して、
この場でなかなか修正を施すということは難しいのかなと
いうふうに考えますが、例えば日当は別にするというよう
なことを調整して、報酬規程の中に盛り込むというほうが
問題は少ないのかなと思います。それをどの段階でされる
か。つまり、次回の総会で修正をされるか、もしくはその
趣旨を変えない範囲で一任をするということにするのかは
議論になるかと思いますけれども、お金に関することです
ので、できれば日当に関してのところを修文したものを次
回の総会で修文するほうが適切かなというふうには考えま
す。中嶋代議員の質問に関しては、御指摘は、御懸念のと
ころはそのとおりかなというふうには今考えました。どう
されるかっていうことで、ちょっと議論いただければと思
います。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　ということで、日当であっ
ても役員報酬というふうに解釈されるわけなんですね。今
まで、先ほど役員報酬出されてないという話でしたけども、
実際には定款とかの文言考えると、日当も役員報酬である
というふうに解釈できるわけです。ですから、会長、副会
長をはじめ、役員の皆さん、非常にしんどい思いしながら
会務をなさってるのは重々承知してますので、十分な役員
報酬取っていただければいいんだろうと思うんですけども、
やっぱり定款と齟齬を生じるような形での規程をつくられ
るのはどうかなと。今の役員報酬規程のままですと、ほか
の理事さん、常務理事さん、理事さんは無報酬ということ
になりかねない規程になってしまいますので、そこの旅費
規程との整合性を合わせた上で、再度提案していただくほ
うがいいんではないかと思いますが。

○池田副議長　野村専務理事、お願いします。
○野村祐仁専務理事　ですから、役員報酬規程（案）　（定義
等）第 2条の二ですよね。そこの部分の変更なり、先ほど
の旅費日当についての追加条文を入れるなりということを
また検討させていただき、また 6月の定時総会のときにお
示しできればと思っております。よろしくお願いします。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　今のままでは、今のこの役
員報酬規程を通すということ自体が難しいんじゃないかと
思うんですけども、曖昧なままで流すというのは、承認を
得て、曖昧なままで次まで行くというのも問題があろうか
とは思うんですが。

○野村祐仁専務理事　今、直しますか。
○54番・中嶋都義代議員（呉）　だから、そこら辺は検討し
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ていただくとして、実際、今、役員報酬、日当としての役
員報酬は年間どれぐらいになってるかという数字は出てる
んですか。

○野村祐仁専務理事　出ております。
○池田副議長　では、野村専務理事。
○野村祐仁専務理事　この 3年間の平均をいたしますと、会
長が、約ですけども、月 5万円ぐらいです。だから、10回
ぐらいですかね。実際には来会しなくてもやってると、も
ちろん御存じのように。あと副会長、専務理事が 3万円、
常務理事が 2万5,000円、理事、監事におきましては5,000
円というのが、この 3年間を押しなべて平均した、月額で
ございます。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　その金額が出てるんであれ
ば、先ほどの固定、いわゆるこの役員報酬規程というのは、
月額、固定額ということですよね。

○野村祐仁専務理事　それは固定額です。
○54番・中嶋都義代議員（呉）　ですよね。それプラス、そ
の日当分が年間の金額になると、上限というふうに考えて
いけば、それほど難しい計算ではないかなというふうには
思いますけども。

○野村祐仁専務理事　そうですね。当初、もう完全、全部固
定とかも考えたんですが、やはり実際に動ける理事さんと
そうでない理事さんはやっぱりいらっしゃいますので、そ
ういった部分での不公平感がないように、実際やった分は
やった分だけという部分も残したいということで考えた次
第でございます。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　もともと、法人法とかの分
の規定では、職務遂行の対価として支払われるというふう
に書かれてますので、考え方としては固定報酬があってい
いのかというふうにも思ったとこなんですね。職務をした
ことに対して報酬が支払われると、それが十分月額になる
ようなものであれば、固定のものをつくらなくても、ちゃ
んと働いたものに対して支払われるという形のほうが自然
かなという思いがします。だから、一般の企業でもノー
ワーク・ノーペイという原則があるそうなんですけども、
働かなければ報酬はないよ、働いたら報酬が出るよって
いうのが一般企業でも考えられてることであるそうなん
で、それに照らし合わせれば、実際に働いたことに対して、
しっかりとした報酬を取っていただくっていうのが自然な
形ではないかと思います。あと、懸念しますのが、固定報
酬プラスの日当なりなんなりで上乗せして年間報酬が増え
ると、職業軍人じゃないですけども、職業会長のように、
収入があるなら会長しようということが起こり得る可能性
もあるかなと。

○野村祐仁専務理事　なってくださる方がいらっしゃればあ
りがたいんですが。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　それでっていうのはないと
思いますけども。

○野村祐仁専務理事　実際、その会議の中では、例えば会長
だけにしようとか、この総会の中で決められるのは会長だ
から、あとは会長の委嘱によるものだからというような意
見もありましたし、実際、それもらったから責任が増える
のじゃないかという意見もありました。そのぐらいだった
ら要らんよという、やることは、だからやらんというわけ
じゃないけども、それがあるためにプレッシャーになる部
分もあるんじゃないかというような意見もあったのは確か
でございます。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　ですから、報酬が増えれば、
そういったこともちょっと懸念するとこがあれば、会長の

任期制度を何期までとかいうのもつくっていかないといけ
ないかなという気もしますし、そういうトータルでしっか
り検討していただいて、提案をしていただければと思いま
す。今日の時点で、この規程を通すのはちょっと不備が多
過ぎて、ちょっとどうかなという気がいたします。

○野村祐仁専務理事　報酬があるから会長になりたいと思う
人はまずいないと私は思っておりますけども、ちょっと今、
どういたしましょうかということがありますが、どんなで
しょうか。何か、ちょっと。

○池田副議長　すみません、では、長谷川弁護士、お願いい
たします。

○長谷川弁護士　私も本日、今、聞いただけなので、ちょっ
と何とも言いにくいところはあります。単純に意見として
申し上げるだけで、あとは議論の趨勢にお任せするしかな
いんですが、この制度について、皆さんに御賛同をある程
度得られるんではないかというのは、今、議論を見ていて
感じているところです。そして、タイミング的に申し上げ
ますと、ちょっと年度替わり、しかも役員の選任の交代が
あるこの時期に、この制度を新たに導入するというのは、
今後の後継の方々の意味合いを踏まえても非常に大きいだ
ろうとは思っております。
今、中嶋代議員のほうから言われた点については、先ほど
申し上げたのは直感的なところですけど、いろいろ調べな
ければならない点もございます。といってこの制度を、今、
提案された制度をこの時点で、じゃあ、取り下げて次回と
いうと、また 2年後なのかとかいうことも議論になってし
まう点で大きな問題もあろうかと思います。日当について
は、先ほど野村専務理事のほうから御説明をいただいたよ
うな金額程度ということは把握できた中で、うまく平仄が
合えば、皆さんそんなに議論が、異論がないというふうに
感じるような金額ではなかったかと思いますので、私の個
人的な意見としては、提案どおり、原案どおり可決をした
上で、その不備については規程を修文すること、つまり、
旅費規程のほうを修文するのかどうするのかということに
よって対応していただくのが現実的な対応ではないかとい
うことを考えます。この時点で、この原案を取り下げて、
またということになると、なかなかタイミング的な問題の
点で適切さを欠くとか、適時な提案ではなくなってしまう
のではないかというのが私の意見です。あとは皆さんのほ
うでいろいろ御意見をいただいて、最終的には議事の結果
によるのかなというふうに考えております。以上です。

○池田副議長　ありがとうございました。
中嶋代議員、いかがですか。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　ありがとうございます。
ですから、トータルで見て、規程とか定款に齟齬がないよ
うな形で修正をしたほうがいいというふうに御意見いただ
きましたので、長谷川先生としっかり相談なさってしてい
ただければいいかと思います。本当に皆さん、大変な仕事
をされてるわけですから、代議員の皆さんも報酬を上げて
あげたいという意見が大勢だったように思います。ただ、
会員が減って、会費収入、負担金収入等も減っていってる
時期に役員報酬を上げるということですから、今後、ます
ますしっかり頑張っていただきたいと思います。ありがと
うございました。

○池田副議長　ありがとうございました。貴重な御意見賜り
ました。ありがとうございます。
ほかにございませんか。よろしいでしょうか。オンライン
の先生方もよろしいですね。
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【質疑応答－ 6】
○54番・中嶋都義代議員（呉）　54番、呉支部、中嶋です。
保険薬局部会について質問させていただきます。令和 2年
6月の定時総会において、豊見会長のお話では、保険薬局
部会の存在には矛盾があることは認識されておりまして、
その矛盾の解消について、いずれ提案する時期が来るかも
しれませんということで答弁をされておられます。保険薬
局部会の矛盾の解消について、令和 2年の定時総会以降に
何か検討されたでしょうか。

○野村伸昭議長　野村専務理事。
○野村祐仁専務理事　去る 1月27日に、財務担当役員会議が
ございまして、そこに私は総務として参加をいたしました。
そして、一連の財務の会議の後に、この保険薬局部会の、
賦課金っていうふうになったんですかね、今はね。それプ
ラス、通常の会費の一本化についても検討をいたしました。
どういう形にするかというのもございますが、いずれにし

ましても、会費の増減がどうしても起こるということで、
増額になる、どうしても会員さんからは、反対意見も出る
でしょうし、退会等も懸念される部分でございます。ある
程度話をしたんですが、なかなかいい案がその場では出ま
せんでした。これも難しい問題でありますんで、継続審議
をさせていただきたいということで、その会におきまして
は終了しております。以上でございます。

○野村伸昭議長　中嶋代議員。
○54番・中嶋都義代議員（呉）　ありがとうございます。
広島県薬剤師会では、公益社団法人でありますから、そう
いった組織の形態として矛盾がないように、ぜひとも薬剤
師会の将来のためにも、豊見会長の代で何とか解消する方
向で議論を進めていただき、決めていただきたいと思いま
す。よろしくお願いします。以上です。ありがとうござい
ます。

 第61回公益社団法人広島県薬剤師会
　 定時総会議事録

1 ．日　時：令和 4年 6月19日（日）
　　　　　　午後 1時～午後 3時50分
2 ．場　所：広島市東区二葉の里 3 - 2 - 1
　　　　　　広島県薬剤師会館
3．次　第
（ 1）開　会　の　辞
（ 2）薬剤師綱領唱和
（ 3）会　長　挨　拶
（ 4）来　賓　紹　介
（ 5）祝　電　祝　辞
（ 6）祝　電　披　露
（ 7）出席代議員数の確認
（ 8）議事録署名人の選出
（ 9）報　告　事　項
ア．報告第 1号　令和 3年度業務執行報告（公衆衛生）
イ．報告第 2号　令和 3年度業務執行報告（会館）
ウ．報告第 3号　令和 3年度業務執行報告（薬局）
エ．報告第 4号　令和 3年度業務執行報告（共益）

（10）議　事
ア．議案第 1号　令和 3年度決算の承認について
イ．議案第 2号　�公益社団法人広島県薬剤師会役員報酬

規程の一部改正について
ウ．議案第 3号　令和 4年度補正収支予算について
エ．議案第 4号　理事の選任について

（11）その 他
（12） 閉 　 会　の　辞

4．出　席　者
（ 1）代議員

来場参加
井手真由美　岩本義浩　　畝井浩子　　大谷　純一
形部宏文　　合原憲太　　坂本　徹　　佐々木薫英
髙村豊至　　出張景子　　野村伸昭　　山内純子
加藤頼孝　　清原一樹　　池田和彦　　大井健太郎
呑田敬三　　長谷川項一　中曽貴章　　新出　恵
渡邊理恵子　中島啓介　　原田裕子　　井上映子
中嶋都義　　作田利一　　村上寛子　　山岡恵美子
肥後克彦　　宗廣秋路　　麻生祐司　　友滝恵子

山崎有理子　津国美香　　清原厚子　　小田佐和子
源内智子　　

（ 2）役　員
（会　　長）豊見雅文　　
（副 会 長）青野拓郎　　谷川正之　　豊見　敦

　　松尾裕彰
（専務理事）野村祐仁
（常務理事）秋本　伸　　荒川隆之　　井上　真

　　小林啓二　　竹本貴明　　中川潤子
　　二川　勝　　宮本一彦　　柚木りさ
　　吉田亜賀子

（理　　事）佐藤英治　　三宅勝志　　木村康浩
　　安保圭介　　石本　新　　下田代幹太
　　森広亜紀

（監　　事）岡田　甫　　村上信行
（欠席理事）小澤孝一郎　宮地　理

（ 3）地域・職域会長
　　下田代幹太　二川　勝　　池田和彦
　　村上信行　　森広亜紀　　安保圭介　

（ 4）顧問弁護士
　　久笠法律事務所　長谷川栄治　弁護士

5．会議の状況
　定時総会は、 6月19日（日）午後 1時から、中川潤子
常務理事の司会のもと開会された。
　まず、青野拓郎副会長の開会の辞があり、薬剤師綱領
唱和の後、豊見雅文会長が挨拶した。

【会長挨拶－別添】
　次に、来賓の紹介があり、木下栄作広島県健康福祉局局長
が来賓挨拶をされた。
　次に、日本薬剤師会山本信夫会長、藤井基之参議院議員・
本田あきこ参議院議員、日本薬剤師連盟神谷まさゆき副会長
からの祝電披露があった。
　次に、野村伸昭議長、池田和彦副議長が議長・副議長席に
着き、野村伸昭議長が開会を宣言し、定時総会の議事を開始
した。
　初めに、出席代議員数の確認が行われ、代議員総数82名中、
出席者数37名、書面表決が33名、委任状提出 1名、あわせて
71名で、定款第20条に規定する定足数41名を超えており、会
議の成立を確認した。
　次に、顧問弁護士として出席された久笠法律事務所の長谷川
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栄治弁護士が紹介された。次に、議事録署名人の選出に移り、
定款第24条第 2項の規定により議長が、清原一樹代議員（安
佐薬剤師会）、麻生祐司代議員（尾道薬剤師会）を指名した。
野村伸昭議長
「本日の定時総会に提出されました報告事項は、報告第
1号令和 3年度業務執行報告（公衆衛生）より、報告第
4号令和 3年度業務執行報告（共益）の 4件、また、議
案としましては、議案第 1号令和 3年度決算の承認につ
いて、より、議案第 4号理事の選任についての 4件であ
ります。
お諮りいたします。この場合、審議の効率化を図るため、
報告第 1号から報告第 4号までの各報告説明の終了後、
暫時休憩とし、再開後に、議案第 1号及び議案第 3号ま
での各議案毎に提案理由の説明、質疑及び討論、採決を
行い、議案第 4号については、投票による理事の選任を
行いたいと思います。
また、総会運営規則では、各議案について、質疑と討論
をそれぞれ行うこととされていますが、本日の総会にお
いては、審議の効率化を図るため、質疑と討論を同時に
行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。」

【異議なし】
野村伸昭議長
「異議がないようでありますので、そのように議事運営
を行います。」

野村伸昭議長
「それでは、報告事項第 1 号から第 4 号まで順次、報告
説明を求めます。
報告第 1 号　令和 3 年度業務執行報告（公衆衛生）、野
村専務理事から順にお願いいたします。」
報告第 1号　令和 3年度業務執行報告（公衆衛生）

（公衆衛生）野村　祐仁　専務理事
（保険薬局部会）青野　拓郎　副会長　

（研修・情報・その他）松尾　裕彰　副会長　
野村伸昭議長
「次は、報告第 2 号令和 3 年度業務執行報告（会館）か
ら、報告第 4号令和 3年度業務執行報告（共益）まで、
野村専務理事、お願いいたします。」
報告第 2号　令和 3年度業務執行報告（会館）

野村祐仁　専務理事
報告第 3号　令和 3年度業務執行報告（薬局）

野村祐仁　専務理事
報告第 4号　令和 3年度業務執行報告（共益）

野村祐仁　専務理事
野村伸昭議長
「ありがとうございました。以上で各報告事項に対する
説明は終わりました。ただいまより休憩いたします。会
議は、午後 2時10分から再開いたします。」

休憩（午後 2時00分）（10分間）
再開（午後 2時10分）

野村伸昭議長
「休憩前に引き続いて会議を開きます。ここで進行を副
議長と交代いたします。」

【進行交代】
池田和彦副議長
「これより各議案の提案理由の説明を求めます。最初は
議案第 1号令和 3年度決算の承認についてです。提案理
由の説明を求めます。谷川副会長、お願いいたします。」

（提案理由説明）

谷川正之副会長
「議案第 1 号令和 3 年度決算の承認についての説明をい
たします。定款第15条により令和 3年度の貸借対照表及
び損益計算書並びにこれらの附属明細書について、総会
の承認を求めるものであります。
個別の内容については、担当の柚木常務理事よりご説明
いたします。」
議案第 1号　令和 3年度決算の承認について
資料 1　　　令和 3年度貸借対照表

柚木　りさ　常務理事
資料 2　　　令和 3年度正味財産増減計算書

柚木　りさ　常務理事
資料 3　　　財務諸表に対する注記　

柚木　りさ　常務理事
資料 4　　　附属明細　

柚木　りさ　常務理事
参考 1　　　令和 3年度貸借対照表内訳表　

柚木　りさ　常務理事
参考 2－ 1　令和 3年度正味財産増減計算書内訳表

柚木　りさ　常務理事
参考 2－ 2　令和 3年度公益目的事業会計内訳表　

柚木　りさ　常務理事
参考 3　　　財産目録

柚木　りさ　常務理事
池田和彦副議長
「ありがとうございます。それでは、監査報告を、岡田
監事、お願いします。」
参考 4　監査報告書� 岡田　甫監事

池田和彦副議長
「ありがとうございました。以上で、議案第 1 号の提案
理由の説明を終わります。ただ今説明のありました議案
第 1号につきまして、質疑及び討論を行います。
なお、発言者は、私の許可を得て、議席番号、氏名を述
べ、ご発言ください。」

【発言なし】
池田和彦副議長
「特に、ございませんか。
それでは、質疑及び討論を修了したいと思いますが、ご
異議ありませんか。」

【異議なし】
池田和彦副議長
「ご異議なしと認めます。以上をもって質疑及び討論を
終了といたします。それでは、これより採決に入ります。
お諮りします。ただいま説明のありました議案第 1号に
ついて、原案のとおり可決するに賛成の方は挙手をお願
いします。」

（挙手多数）
池田和彦副議長
「挙手33名、書面表決賛成33名、委任状が出ております
ので、過半数を超えております。よって、議案第 1号は
承認されました。」

池田和彦副議長
「次に、議案第 2 号公益社団法人広島県薬剤師会役員報
酬規程の一部改正についての提案理由の説明を求めます。
野村祐仁専務理事、お願いいたします。」
議案第 2号　公益社団法人広島県薬剤師会役員報酬規程
の一部改正について

野村　祐仁　専務理事
（提案理由説明―別添）
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池田和彦副議長
「ありがとうございました。ただいま、説明のありまし
た議案第 2号につきまして、質疑及び討論を行います。
なお、発言者は、私の許可を得て、議席番号、氏名を述
べ、ご発言ください。」

【質疑討論 1―別添】
池田和彦副議長
「ほかに、質疑及び討論はありませんか。質疑及び討論
はなしということで質疑及び討論を終了したいと思いま
すが、ご異議ありませんか。」

【異議なし】
池田和彦副議長
「ご異議ないようですので、これで質疑及び討論を終結
いたします。それでは、これより採決に入ります。
お諮りします。ただいま説明のありました議案第 2号に
ついて、原案のとおり可決するに賛成の方は挙手をお願
いします。」

（挙手多数）
池田和彦副議長
「確認いたしました。手をお下げください。来場賛成34
名、書面表決33名、委任状提出 1名、賛成が過半数を超
えております。よって、議案第 2号は承認されました。」

池田和彦副議長
「次に、議案第 3 号令和 4 年度補正収支予算についての
提案理由の説明を求めます。
議案第 3号　令和 4年度補正収支予算について

柚木　りさ　常務理事
（提案理由説明）

池田和彦副議長
「ありがとうございました。ただいま、説明のありまし
た議案第 3号につきまして、質疑及び討論を行います。
なお、発言者は、私の許可を得て、議席番号、氏名を述
べ、ご発言ください。」

【発言なし】
池田和彦副議長
「何か、質疑及び討論はありませんか。質疑及び討論は
なしということで質疑及び討論を終了したいと思います
が、ご異議ありませんか。」

【異議なし】
池田和彦副議長
「ご異議なしと認めます。これで質疑及び討論を終結い
たします。それでは、これより採決に入ります。
お諮りします。ただいま説明のありました議案第 3号に
ついて、原案のとおり可決するに賛成の方は挙手をお願
いします。」

（挙手多数）
池田和彦副議長
「確認いたしました。手をお下げください。
挙手35名、書面表決33名、委任状 1名、賛成が過半数を
超えております。よって、議案第 3号は承認されました。」

池田和彦副議長
「ここで進行を議長と交代いたします」
野村伸昭議長
「次に、議案第 4 号理事の選任についてです。総会運営
規則第39条に、投票の方法、記載の様式は会議に諮りこ
れを定めるとされております。
お諮りします。投票の方法はお手元の投票用紙で、記入
台でご記入のうえ、投票する方法とし、記載の様式は、
投票用紙に記載してある内容とすることについて、賛成

の方は挙手をお願いいたします。」
【挙手多数】

野村伸昭議長
「挙手多数です。それではそのように投票を行います。
この場合、会場の準備がありますので、少々お待ちくだ
さい。」

（会場準備）
野村伸昭議長
「それでは　議案第 4 号理事の選任について提案理由の
説明を求めます。」
議案第 4号　理事の選任について� 豊見雅文会長

豊見雅文会長
「現在の理事の任期は、本日の総会終結時までとなって
おります。そのため、定款第15条第 2項の規定に基づき、
新たな理事の選任について、 6月 2日にお送りしました
議案第 4号資料公益社団法人広島県薬剤師会理事候補者
名簿にあります29名の選任を求めるものであります。
なお、理事候補者29名につきましては、定款第27条第 4
項にあります「理事のうち、理事のいずれか 1名と、そ
の配偶者又は三親等内の親族、その他法令に定める特別
の関係のある者の理事の合計数は、理事総数の 3分の 1
を超えてはならない。」また、同第 6 項にあります「他
の同一の団体（公益法人又はこれに準ずるものは除く。）
の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に
密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の 3分の 1
を超えてはならない。」の規定については、すべてクリ
アしております。」

野村伸昭議長
「それでは、定款第15条第 2項の規定により、これより、
理事の選任投票を行います。この場合、議場を閉鎖いた
します。」

【議場閉鎖】
野村伸昭議長
「まず、出席代議員数の確認を行います。ただいまの出
席代議員数は37名、書面表決の提出が33名、委任状の提
出が 1名、合わせて71名です。代議員総数は81名です。
この場合、議長より立会人を 3名指名したいと思います
が、御異議ありませんでしょうか。」

【異議なし】
野村伸昭議長
「異議なしと認めます。それでは、議長より指名させて
いただきます。
15番、出張景子代議員、45番、新出　恵代議員、71番、
肥後克彦代議員。直ちに、立ち会いをよろしくお願いし
ます。」

【立会人集合】
野村伸昭議長
「先ず、投票箱を改めます。」

【投票箱点検】
野村伸昭議長
「次に、本日、欠席された代議員33名より書面表決の投
票用紙をお預かりしております。但し、有効投票用紙は
32枚です。この場で封筒を開封し、投票用紙を投票箱に
入れます。」

【投票用紙開封・箱入】
野村伸昭議長
「それでは、立会人は所定の場所に着席願います。出席
者数は、37名、欠席代議員からの投票用紙は32枚、委任
の投票用紙は 1枚、合わせて70個、この場合、議決権の
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総数は70個、その過半数は36個であります。
次に、手順を説明いたします。職員の氏名点呼に応じて、
はじめにお配りしております投票用紙をお持ちいただき、
演壇正面右から登壇し、記載所において、投票用紙に記
載の上、順次投票を願います。
記載についてご説明いたします。必ず、お配りしており
ます投票用紙をご使用ください。投票用紙に記載の候補
者全員を選任することに賛成する場合は 1に○を、選任
を不可とする候補者がいる場合は 2に○をつけ、該当す
る候補者に×を記入してください。
1に○があり、候補者に×がある場合、 2に○があり、
候補者に×がない場合、×以外が記入されている場合は、
すべて無効といたします。それでは、点呼を始めます。」

【職員　氏名を点呼】
【投票】

野村伸昭議長
「投票もれはありませんか。投票もれはなしと認めます。
投票は終了いたしました。これより開票いたします。」

【投票数を計算】
野村伸昭議長
「立会人の皆様、ありがとうございます。元の席にご着
席願います。」

（立合人、元の席に着席）
野村伸昭議長
「それででは開票結果を報告いたします。理事候補者29
名全員賛成票が過半数にを超えております。
1. 全員を選任するが68票、2. 選任を不可とする候補者が
いるが 1票、無効が 1票の計70票でした。以上の結果理
事候補者29名の選任が可決されました。
この場合、議場の閉鎖を解きます。」

（議場開放）
野村伸昭議長
「以上をもちまして、本総会において審議する事項はす
べて終了いたしました。　なお、理事に選任された方々
は、総会終了後、直ちに理事会を開催し、役職の選定後、
速やかに代議員の皆様に、報告いただくことになってお
ります。それでは、この際、何かご意見等がありました
ら、ご発言願います。中嶋代議員。」

【質疑討論 2―別添】
野村伸昭議長
「ほかにございませんか。特にないようでありますから、
これで総会を終了します。長時間にわたり熱心なるご審
議及び議事の運営につきまして、格別のご協力を賜りま
したことを衷心から厚くお礼申し上げ、議長の職務を終
わらせていただきます。ご協力、どうもありがとうござ
いました。」

（議長、副議長　降壇）
中川潤子常務理事
「議長さん、副議長さん、ご苦労様でございました。円
滑なる議事運営によりまして、滞りなく議事は、終了い
たしました。厚くお礼申し上げます。それでは、閉会の
辞を、豊見　敦副会長にお願いいたします。」

（閉会の辞）
中川潤子常務理事
「ありがとうございました。次に、先ほど議長より説明
がありましたように、直ちに、理事会を開催し、役職を
決め、皆様にご報告したいと思いますので、皆様は、こ
の会場でお待ちください。選任された理事者及び監事は、
隣の在宅医療研修室へ移動してください。」

（ 2階　在宅医療研修室理事会開催）
中川潤子常務理事
「お待たせいたしました。それでは、理事会の報告を行
います。
まず、会長ですが、 3月27日に開催しました第60回臨時
総会において会長候補者に推薦された豊見雅文氏が、会
長に選任されました。それでは、豊見雅文会長、挨拶を
お願いいたします。」

（会長挨拶）
豊見雅文会長
「改めて、会長となりました豊見です。今年で73になり
ます。いろんな役職を勤め始めたころは一番若造でした
が、一番年上になってしまいました。
長期政権の弊害は身に染みて感じていますので、長期政
権はよろしくないということで、今年、やめるつもりで
準備をしておりました。役員報酬の改訂も、そういうつ
もりで準備していました。ところが、コロナの関係もあ
り、次の準備が出来なかったので、 2年だけ会長として
続けていきたいと立候補いたしました。あと、 2年薬剤
師のためにがんばっていきたいと思います。宜しくお願
い致します。」

（新役員紹介）
中川潤子常務理事
「引き続き、豊見雅文会長から、令和 4・5年度の役員の
紹介をお願いいたします。」

（役員紹介）
中川潤子常務理事
「ありがとうございました。最後に、令和 4・5年度公益
社団法人広島県薬剤師会代議員選挙・補欠の代議員選挙
について、ご説明いたします。」

（代議員選挙説明）
中川潤子常務理事
「現在の代議員の任期は、令和 4 年度に実施予定の次期
代議員選挙終了の時までとなっておりますことから、次
期令和 4・5 年度広島県薬剤師会代議員・補欠の代議員
を選出するため、定款第12条及び代議員選挙細則に基づ
き代議員選挙・補欠の代議員選挙を実施いたします。選
挙期日を 8月24日（水）、開票日を同じく8月24日（水）、
6 月23日（木）を告示日とし、本会ホームページに代議
員選挙・補欠の代議員選挙サイトに告示をいたします。
サイトから立候補届、経歴書をダウンロードしていただ
き、 7 月24日（日）までに地域・職域薬剤師会へ届出を
お願いいたします。代議員と補欠の代議員選挙の届出用
紙は違いますので、お間違いのないようお願いいたします。
選出数等、詳細については、サイトに記載いたします。
ご確認いただきますようお願いいたします。」

中川潤子常務理事
「以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしま
した。皆さん、大変お疲れさまでございました。ありが
とうございました。」

閉　会　午後 3時50分

　　定款第30条第 2項の規定により、ここに署名する。
　　　令和　　年　　月　　日
　　第61回公益社団法人広島県薬剤師会定時総会
　　　議　　　　長　　　　　　㊞
　　　副　議　長　　　　　　㊞
　　　議事録署名人　　　　　　㊞
　　　議事録署名人　　　　　　㊞
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［会長挨拶］
●会長演述
○豊見雅文会長　皆さん、こんにちは。前回の臨時総会では
Zoomで参加しておられる方にも議決権がある設定をい
たしましたが、今回は Zoomで参加する代議員には委任
状提出あるいは書面表決をしていただき、傍聴をしていた
だくという形で、この場にいる皆さんだけが出席をしてい
るという形の総会にいたしました。
Zoomで参加していただいている人に議決権があるとい
う形にすることは非常に大変でして、普通の形では無記名
投票ができず、これをやろうとしたらかなり大変なシステ
ムを組まなくてはならないため、このような形になりまし
た。今後は、現地出席が不自然でなく、皆さんに出席をた
くさんしていただけるようになれればいいなというふうに
思っています。
この 2年間、会員の皆さんにはワクチン接種会場でのワク
チンの準備、それから、オンライン診療センターへの出務、
地域でそれぞれCoV自宅に対する薬品の供給を行うため
の当番とか、様々な部分で皆さんに地域の公衆衛生に貢献
していただいていると思います。心より感謝を申し上げま
す。この 2年間で、薬剤師の力を住民の皆さんにかなり理
解していただけたのではないかなと思っています。
しかし、その中で、例えばオンライン服薬指導、コロナが
始まる前から話題にはなっていましたが、オンライン服薬
指導がCoV自宅あるいは0410対応の中で、本当のオンラ
イン服薬指導ではなく、電話で簡略的に済ませてしまうこ
とが認められている現状、電話で患者さんとお話をしてお
薬を配送するということが当たり前になってきているよう
な気がしています。これは非常に大事なことで、もしもコ
ロナ騒ぎが収まったときに、服薬指導は電話でいいんだと
いうふうになってしまうと、薬剤師としての職能を発揮し
て、住民の薬物治療に貢献するという部分はなくなってし
まいます。
今、同時に調剤の外部委託というのが検討されています。
そうすると、服薬指導は、薬剤師の例えばセンターを造っ
て、10人ぐらい薬剤師がそこに座って、電話で患者さんと
お話をして、調剤は例えば外部委託をした調剤センターを
広島市に造って、そこから薬を無料で配達をするというビ
ジネスモデルができてしまうのです。たとえこれがちゃん
としたオンライン、何といいますか、画面でのテレビを通
したオンライン指導になっても、多分同じことが可能にな
るんではないでしょうか。患者さんとしては、例えばオン
ライン診療を家で受けて、それをそのまま電子処方箋で何
とかオンライン薬局に送ってもらって待っていれば、その
まま宅配で薬は届くということになりかねないわけです。
我々が今まで対面を大事にしてきて、患者さんの薬を見な
がら、患者さんの顔を見ながら、前と違うとか、いろんな
話をして、間違いのない薬を届けてきた、そういう体制が
全くなくなってしまうという恐れもあるわけですね。
かつて、私の友達の中に、まちの電気屋さんがいました。
その友人に、大きい家電量販店がたくさん出てくることに
対して、あなたはどう思っているんだと聞いてみたら、彼
は、「私は電話がかかってきたら、すぐヒューズを取替え
に行ったり、電球を替えに行ったりしてるから、そういう
お客さんはうちからは逃げないと思う。」と言っていまし
た。しかし、しばらくすると彼のお店は量販店のサテライ
ト店に変わってしまいました。
やはり薬局を普通の小売、あるいは経済の中の歯車の一つ
だというふうな感覚で見ていると、患者さんの命の大事さ

とかそういうことを無視して、経済的にそのような薬局が
ビジネスモデルとして進んでいってしまうことは、避けら
れないような気がしています。我々がそこでいかに個人個
人の患者さんを大事にして、顔を見て、調剤をして、薬と
患者さんを結びつけてきたかということを今から続けてい
かないと、そういうふうになってしまうんだろうなという
ふうにも思っています。
今、本当に今年、来年、そういうことに、大事な変革が待
ち受けています。我々もそれに対して対応していくと同時
に、基本を大事にして仕事していかなくちゃならないだろ
うというふうにも思っています。
今日は昨年度の決算を皆さんに見ていただく総会です。中
でも今年の行方を示す部分もあろうかと思いますので、そ
の辺に対して論議を深めていただいたらと思っております。
よろしくお願いいたします。

（提案理由説明）
○野村祐仁専務理事　議案第 2号でございます。これは、公
益社団法人広島県薬剤師会役員報酬規程を次のとおり改正
することについての総会の承認を求めるものでございます。
この役員報酬規程の制定につきましては、 3月の臨時総会
におきまして承認いただいてはおりますが、その際、中嶋
代議員より、現在、旅費規程により支払われております
5,000円の日当も、役員報酬規程第 2 条の 2 に規定する職
務の遂行の対価として受ける財産上の利益であり、報酬規
程の整理が必要であるなどの御意見をいただきました。
中嶋代議員の御意見を受け、本会顧問の長谷川弁護士及び
石橋公認会計士に相談しましたところ、旅費規程による
5,000円の日当は、旅費実費を支払った上での日当である
以上、報酬であり、源泉徴収の対象となるという見解をい
ただきました。従前より、役員の日当につきましては所得
税法上の課題があるという認識を持っていたこともありま
すし、常任理事会において、その対応について協議をし、
役員報酬の一部改正について、理事会の承認を求めること
としたものです。
改正の理由といたしましては、54ページの 1にありますよ
うに、役員日当の支給根拠を役員報酬規程に追加するとと
もに、総額の変更等を行うためのものとしております。
2に書いてあります内容につきましては、隣の55ページか
ら57ページの新旧対照表を御覧ください。改正部分につき
ましては下線を引いております。
改正点は、大きくいいますと、 2点ございます。
まず、第 1 点は、役員日当を報酬と規定するための、56
ページのほうになりますけども、第 6条の追加になります。
御覧のように、役員には出務 1 回当たり5,500円を報酬と
して支給する。なお、オンラインによる出務の場合は4,500
円とするといたしました。これにより、役員日当は、所得
税法の給与所得として源泉徴収を行うこととなります。具
体的には、源泉徴収税額表の乙欄を適用し、3.063％を徴
収することになります。
5,500円といたしましたのは、現行は源泉徴収を行わず、
旅費日当として5,000円を支払っていますが、役員日当と
しては、報酬が5,000円のままでは税引き後の手取りが
4,847円となってしまうこともあり、500円を引上げ、5,500
円といたしました。これにより実質は5,332円が手取り額
となるということで、若干の増額となります。また、オ
ンラインによる執務の場合は4,500円といたしましたのは、
執務をしていただくことには変わりないということなんで
すが、会館への往復など、役員の時間を拘束する時間に差
があるため、1,000円の差を設けることといたしたもので
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す。
次に、55ページにあります 3条の総額の変更です。これは、
現行規程に1,000万円をプラスして、1,400万円としており
ます。その根拠といたしましては、昨年度の旅費規程によ
る日当の総額が、約ですけども、750万円でした。 1 回の
執務当たり500円を増額といたしましても最大で 1 割増し
程度でありますので、オンラインの参加の単価を下げたと
いうこともありまして、800万円前後のプラスということ
で足りる計算となります。
しかしながら、この規程は役員報酬上の総額の上限額を規
定するものでありますので、例えば台風ですとか、大雨と
か、あるいは地震、または新たな感染症対策の出務等の実
績が急増する場合なども想定いたしまして、そういった場
合は上限を上回るおそれがあることから、計算上は令和 3
年度の出務総回数が1,473回でありますが、その約1.2倍の
1,800回を最大として、5,500円の単価を掛けると約1,000
万円になりますので、その数字を用いることといたしまし
た。
最後に、54ページにあります 3の改定時期でございますが、
役員日当の額の改正やオンラインの場合の減額等もありま
すので、計算が難しいということもありまして、この総会
後の、57ページの附則にありますように、令和 4年 7月 1
日に施行することとしております。
それから、58ページ、59ページが、その改正後の全文にな
ります。ただ、59ページの第 8 条に、「新たに会長、副会
長及び専務理事なった」となってますが、そこに「に」を
付け加えて、「専務理事になった」と修正することについ
て、併せて御審議いただきたいと思います。
それと、総会での審議事項ではございませんが、今回のこ
の役員報酬の改定に伴いまして、先日の 5月21日の理事会
で、公益社団法人広島県薬剤師会の旅費規程の改正につい
て承認されたので、御報告申し上げます。配付資料の中に
1枚物で、公益社団法人薬剤師会旅費規程があるかと思う
んですが、これの変更部分を併せて御説明します。
裏の別表をご覧ください。役員は日当を役員報酬規程に基
づく報酬とすることから、別表の役員の日当の部分を、な
し、削除したこと、また、代議員等の日当においても、オ
ンラインの参加の区分を設けました。
なお、代議員等の日当は、所得税法上、源泉徴収義務のあ
る報酬に該当しないということですので、これまでどおり
源泉徴収を行わず、リアル出席の場合は5,000円、オンラ
イン出席の場合は4,000円としております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたし
ます。

【質疑－ 1】
○54番・中嶋都義代議員（呉）　54番、中嶋です。ただいま
の提案について、前回の 3月の臨時総会で、私の質問に対
して長谷川先生が、いろいろ調べなければならない点もあ
りますと答弁されていましたので、確認の質問をさせてい
ただきたいと思います。
まず最初に、定款の職務執行の対価として報酬等を支給す
るというふうに書かれているわけなんですけども、これは
職務を執行することで、その対価として報酬を支給すると
いうふうな条項だと思うんですけども、この定款と役員報
酬規程の月次報酬と称して、役員の地位に基づく固定報酬
ということになるわけですけども、そこら辺の整合性につ
いては問題ないのかどうかを確認させてください。

○池田和彦副議長　中嶋委員、これは長谷川先生にというこ
とですか、理事者側にということですか。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　長谷川先生に答えていただ
ければ一番確実かなとは思います。

○池田和彦副議長　では、長谷川弁護士、よろしくお願いい
たします。

○長谷川弁護士　長谷川のほうから御説明をさせていただき
ます。
役員の報酬に対する対価というのをどのような形でデザイ
ンするかというのは、それぞれの会の決定によるべきもの
だと思っております。職務執行の対価と言われるときの報
酬につきまして、固定報酬というのがまさに一般的な形だ
というふうに思っておりますので、今の点の御質問に関し
ては問題はないというのが回答になろうかと思います。
そのほか、出席されるたびに報酬を支給されるかどうかと
いうのは、これはまたデザインの問題だと思っております
ので、それは当会がそういう方式を選んだということでご
ざいます。以上です。

○池田和彦副議長　ありがとうございます。
どうぞ、中嶋代議員。

○54番・中嶋都義代議員（呉）　ありがとうございます。法
人法のほうには対価に対する報酬というのが別建てに書か
れていたもんですから、確認をさせていただきました、解
釈の仕方としてですね。
続きまして、会長、副会長、専務理事に固定報酬が払われ
るということなんですけども、長期の病気等で職務が遂行
できない場合には、この月次報酬の扱いというのはどのよ
うに考えられているんでしょうか。

○池田和彦副議長　答弁、どなたがなさいますか。よろしい
ですか。野村専務理事、どうぞ。

○野村祐仁専務理事　実際的に長期というのが、まず、どの
くらいをもって長期　になるのかということもございます
し、そのようなことを、何日以上休むと長期だよというよ
うなことを定める団体もあれば、そう定めない、そういっ
た団体もあるということで、今回はそこまで定めないとい
うことで決しておかしくはないということで、そのほうに
いたしたいと思います。
あくまでも団体による任意での決定になるということで、
会長からは、常務理事会で話したときには、もしもらって
も、自分がどうかなと思うときは寄附したらいいじゃない
かとか、そんな感じでおっしゃっておられましたし、いず
れにしましても、あえて長期の休職、それについての定め
は、当会におきましては定めないという形でさせていただ
きたいと思います。よろしくお願いします。

○池田和彦副議長　どうぞ、中嶋代議員。
○54番・中嶋都義代議員（呉）　ありがとうございます。細
かいことをいろいろ聞くようで申し訳ないんですけども、
以前、私が就業規則をつくるとき、労務士さんのほうから
細かいことをいろいろ指摘されました。そんなところまで
と思ったのですが、規則に矛盾があってはいけないのでと
いうことでしたので、細かいことで申し訳ないんですけど
も、ちょっと確認させてください。
まず、第 3 条なんですけども、役員報酬等の総額は1,400
万円以内ということで今説明がありましたけども、これは
年度内ということでよろしいんでしょうか。それとも、役
員の任期の 2年間ということではないとは思うんですけど
も、あるいは 1か月ごとではないとは思うんですけども、
一応確認をさせてください。

○池田和彦副議長　どうぞ、野村専務理事。
○野村祐仁専務理事　年度内です。
○池田和彦副議長　中嶋代議員、どうぞ。
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○54番・中嶋都義代議員（呉）　ありがとうございます。定
款にも特に期日が書かれてなかったもんで、確認させてい
ただきました。
続きまして、第 6条なんですけども、役員の日当というの
は、いわゆる 1日当たりの報酬というふうに解釈されるわ
けですけども、条文では出務 1回当たりとなっていますけ
ども、これは一日中かかるような 1回の出務では5,500円、
1 日に 1 時間の会議が 3 回あった場合には、5,500円の 3
倍の 1万6,500円という解釈でよろしいんでしょうか。

○池田和彦副議長　どうぞ、野村専務理事。
○野村祐仁専務理事　ずっと続けての会議であればまた変
わってくるかとは思いますが、原則としては 1回の会議に
つき5,500円と考えております。

○池田和彦副議長　中嶋代議員。
○54番・中嶋都義代議員（呉）　ありがとうございました。
以上です。

【質疑－ 2】
○54番・中嶋都義代議員（呉）　54番、中嶋です。一つ、薬
剤師会の考え方について教えていただきたいと思うんです
けども、マイナンバーカードの顔認証システムと調剤報酬
についてのことです。
現在の調剤報酬では、マイナンバーカードを顔認証して薬
剤師がそれを利用すると、電子的保険医療情報活用加算で
すか、 3点加算されるというシステムになっています。こ
れは医療機関にシステムを導入させるための加算だと思わ
れるわけですけども、ネット上ではもう既に、マイナン
バーカードを持っていったらお金が高くなるというふうに
言われている、最初にお薬手帳の点数がついたときと同じ
ような状況になってるわけですね。これでは患者さんがマ
イナンバーカードをなかなか持ってきにくい、カードの普
及の妨げにもなりかねないんではないかと思います。
医療機関のシステムの普及と患者さんのマイナンバーカー
ドの普及を両立させるための調剤報酬の構築というのは非
常に難しいかもしれません。例えば、患者さんにはカード
を持ってこないと支払いが増えますという点と、医療機関
側には、支払い基金や国保連合会からのペナルティーとし
て、調剤報酬の支払いの段階で割引しますよというような
方法も一つかもしれませんけど、これもなかなか難しいこ
とだと思います。
そこで、薬剤師会としてはどのように考えておられるのか、
また、今後どのように対応していかれるのかをお聞きした
いと思います。よろしくお願いします。

○野村伸昭議長　豊見会長。
○豊見雅文会長　今のオンライン資格確認と診療報酬、調剤
報酬に関する御意見、実はこの件に関しましては、一時期、
妊婦加算というのが非常に批判をされて修正をされたとい
う事件がありましたけども、それと同じように、今、診療
報酬上の加算の取扱いについては、中医協において検討す
ることとされているという報道が出ています。わざわざこ
うやって検討をされることとなっているということは、多
分中止、あるいはそのほかの点数に変えるというふうなこ
とが検討されるものだと思っております。
薬剤師会がどう思っているかというのは、実はいろいろ調
べてみましても、日薬のほう　からこのオンライン資格確
認に関して公式な話は、記者会見でも、県薬に対する文書
でも、 4月以降、あるいは 3月も出ておりません。日薬は
交渉の過程で、これは多分、私の想像なんですけども、厚
労省とはお話はしていても、その会員に対して、あるいは
国民に対して、薬剤師会がこう思っているというようなこ

とを発表する段階ではないんだろうというふうにも思って
います。何も言及がないということは、伝達しかないとい
うことは、そういうことだろうというふうに思っておりま
す。
現在、広島県の状況なんですけども、申込みは1,600薬局
中1,257、オンラインでやりますよというふうなことを申
し込んでいる薬局なんですが、78.6％が申し込んでおられ
ます、1,257薬局ですね。全国は82.2％ですので、ちょっ
と全国より遅れているという状況でございます。運用を開
始している薬局が617薬局、これ38.6％、これもやっぱり
全国よりちょっと少ないんですけども、これは厚労省の
ホームページに、どこの薬局が運用を開始しているかとい
うのは上がるようになっています。まだ、40％ぐらいいっ
ているんですからそこそこなのかなというふうにも思いま
すが、診療機関、診療所のほうは非常に遅れているという
のは御存じのとおり、病院はかなり薬局と同じぐらい進ん
でいるというふうに思ってます。大きい病院では多分、全
てに近く導入はされていると思います。
ただしなんですが、皆さんもこれを導入されている薬局は
御存じだと思うんですが、現実にマイナンバーカードを薬
局に持ってくる、あるいは医療機関に持っていっている患
者さんというのはほとんどおられないです。といいますの
は、薬局にとっては今現在これを導入すれば、保険者番号
と受給者番号、枝番がなくても、それと生年月日でセン
ターのほうに接続をして、その保険が正しいかどうか、資
格者かどうかというのが分かるようになっているんですね。
ですから、マイナンバーカードを持ってこられなくても、
むしろ今まで保険証を 1か月に 1回確認していましたが、
それ以上に少なくなっても、処方箋持ってこられた段階で
その人が有資格者かどうか分かるというシステムになって
います。
ということは、毎回マイナンバーカードを出してください
ねというふうな、薬剤師にとってもそういうインセンティ
ブがないといいますか、ないわけですよね。もしもマイナ
ンバーカードを出してくださって、情報を薬局で見てもい
いよというのにオーケーをしてもらえば、それまでに請求
をされた医薬品情報、これは病院での注射も含めてなんで
すが、それを見ることはできます。ですが、これは請求が
出て、ですから、今月の 1日に来られたデータが上がるの
は、来月の10日以降が分かるというシステムになっている
わけです。今、お薬手帳が現実にあって、電子お薬手帳も
広島県ではHMネットで一応できているというような状
況の中で、マイナンバーカードを使って薬情報を得る、健
診情報も得られるらしいですが、私はまだ見たことないん
ですけども、お薬情報は見られるというようなのを使うイ
ンセンティブは現在のところ、それほどはないであろうと
いうふうには思います。
しかし、現実に、来年の 1月からオンライン処方箋、電子
処方箋がこのシステムを使って行われるということになっ
ています。これは非常に難しいことで、今のところHPKI
を医師と薬剤師に要求をするというふうな話になっていま
す。ですが、ホームページを見ますと、電子処方箋を発行
するのは、マイナンバーカード以外に保険情報でも発行で
きるということになっています。非常に難しいですね。保
険情報で発行できる電子処方箋を、マイナンバーカードを
出す患者がいるかどうか。
それで、現実問題、動くライン、動線がまだはっきり分
かっていない。というのは、マイナンバーカードを扱って
いるのは、病院にしてもどこでも受付ですよね、保険証代
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わりとして扱うとしたら。だけど、処方箋を実際に発行す
るのは、打ち込むのは診察室であって、実際に発行するの
は受付のほうですよね。そこで、HPKI カードをどうする
のかという問題が出てきます。そういう問題がまだ、ベン
ダーのほうとしても解決ができていないようなんですね。
こうするというのが、はっきりまだ見えてきていない。
今度は、薬局のほうでも受け取るのに、受付にあるレセコ
ンにつながったオンライン資格確認のコンピューターが
あって、どこで受け取って、それをレセコンのほうに導入
するのか、そこにHPKI カードをどう使うのかというの
がまだはっきり分かっていない。それで、今度、広島県で
も、多分モデル事業といいますか、モデル施行をモデルで
やってみてくれないかという話は来ているんですが、実際
にそのためには、ベンダーが薬局の中のレセコンとオンラ
イン資格確認のシステムをどうつなげるかというソフトま
でちゃんとつくらなくちゃいけないわけですので、ちょっ
とこれはなかなか来年の 1月にゴーというのがどうなのか
なというような状況です。
現在の状況はそういうところなんですが、政府がこう言っ
ている以上、進んでいくのは確かです、必ず増えていくで
しょう。その中で患者さんがどこに送るかというのは自由
なはずですので、じゃあ、今のような状況の中で、そのシ
ステムがまだつくられていない薬局を望んだ場合どうする
のか。だけど、紙の発行と電子処方箋は並行はしないとい
う、必ず並行させるというのは初め、あったんですけども、
どうもそれは話が終わっているようで、だから、電子処方
箋がサーバーに送れたとしても、紙の処方箋も発行すると
いうふうな話も最初はあったんですけども、どうもその話
も今消えてるような感じもあります、まだはっきりしてい
ませんが。ですから、今のファクスの運営がどうなるか、
広域病院のですね、そういうところでちょっと関係してき
ますので、本当に暗中模索。
薬局も、まだ分からないけども、今78％の薬局が申し込ん
でいただいてる、30％近い薬局がもう一応機械があってつ
ながっているという状況の中で、必ず行われるわけですか
ら、遅れないように準備はしていくというのが薬剤師とし
ては必要な立場ではないかというのが、全員の意見ではな
いんですけども、これは多分、広島県薬剤師会、私の意見
として聞いていただいたらと思いますが、こういう状況で
あるということで、進めてはいくつもりであります。
メリットはたくさんあるのはあります、現実にうまい具合
にいくとメリットはありますが、難しいのは、電子お薬手
帳にしても、最終的には紙のお薬手帳が楽ではないかと、
一番分かりやすいではないかと、出せるし、お医者さんも
受け取れるし。幾ら携帯の中にあっても見えなかったらし
ようがないというふうな、お薬手帳に関しては今そういう
ところに来ていますが、電子処方箋も、この先々どうやっ
ていくかにはかかわらず進んでいくだろうというふうには
思っています。以上です。

○野村伸昭議長　ありがとうございます。中嶋代議員。
○54番・中嶋都義代議員（呉）　ありがとうございます。な
かなか難しい問題であると思いますけども、国が進めてる
施策なんで、薬剤師会が協力しながら、患者さんの負担が
増えることのないような、患者さんに嫌われないような関
わり方を薬剤師会ができれば、もっと認められることがあ
るんじゃないかと思って質問しました。

○豊見雅文会長　日薬が見解を出しているようなので、日薬

の常務理事の豊見敦副会長。
○野村伸昭議長　豊見副会長。
○豊見敦副会長　豊見でございますけども、ちょっと補足で
説明をさせていただければと思うんですが、よろしいで
しょうか。
先ほど会長のほうから、この件に関して明確な見解が出て
いないんじゃないかというような御指摘もあったんですけ
れども、中嶋先生が御指摘されてる患者負担が増えるって
いう報道がなされた後の流れとすると、骨太の方針です
ね、経済運営と改革の基本方針の中でこれが述べられて、
その方針が変えれるんじゃないかっていう報道の発端のと
ころじゃ　ないかと思うんですけれども、オンライン資格
確認に関する見解ということではなくて、骨太の方針に対
する見解の中で、実はオンライン資格確認についての言及
がございまして、それで少し状況が分かるのかなというと
ころがございますので、説明をさせていただこうと思うん
ですけれども、現状では、先生が最初に御説明されたとお
り、電子的保険医療情報活用加算ということで、マイナン
バーカードで薬剤情報等を確認したところ、月に 1回 3点、
持ってこられてない方の場合には 3か月に 1度 1 点が加算
されると、そういう立てつけになっているところでありま
すけれども、骨太の方針の中でそれについての検討をする
ということが述べられていまして、その中では、さらに、
マイナンバーカードによる保険証の義務化ですとか保険証
の廃止とか、そういった形で医療DXを進めていきますと
いうのが方針として述べられているという状況でございま
す。
それに対して、日本薬剤師会のほうの見解としましては、
オンライン資格確認システムは、保険資格の確認、特定健
診情報、薬剤情報の閲覧はもとより、今後、電子処方箋の
運用や全国医療情報プラットフォームにつながる重要な医
療情報連携基盤と認識しています。薬局薬剤師としては、
医療DX化への適切な対応を含め、引き続き積極的な導入
に尽力してまいりますと。一方、普及に当たっては、費用
的な面などから対応が困難な薬局等への配慮も必要と考え
ます。地域医療に混乱をもたらすことのないよう、政府、
関係行政におかれましては、医療機関、薬局等への導入、
維持に必要な支援とともに、マイナンバーカードの保険証
利用等について、国民への丁寧な説明をお願いしたいと思
いますという形で見解を述べさせていただいているという
ところですね。
今後の流れとしましては、今回の令和 4年度の診療報酬改
定の中の答申書の附帯意見、その中にこれについて調査を
行って検討を行っていくということになっていますので、
中医協の検証部会のほうでこれの調査が行われて、どのよ
うにしていくかということが議論されるものというふうに
思っております。以上です。

○野村伸昭議長　ありがとうございます。中嶋代議員。
○54番・中嶋都義代議員（呉）　ありがとうございます。い
ろいろ検討をされてるということでありますけども、薬局
も経費がかかることでありますので、薬局の経費も軽減で
きながら、患者さんの負担も少なくなるような形で、薬剤
師会が国に対して介入していけるようなことがあったら、
少しでも薬剤師会のアピールになろうかと思いますので、
ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうござい
ました。
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県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

10月21日 金
･ 医薬品情報委員会（広島県病院薬剤
師会）

･会計チェック

22日 土

･ 第34回広島県医療情報技師会研修会
（ハイブリッド開催）
�（広島がん高精度放射線治療センター）
･第38回広島院内感染対策研究会
� （広島県医師会館）
･シラバス研修会（薬剤師が知ってお
くべきアナフィラキシーの基礎知識）

･広島民医連薬剤部門研修会
� （生協けんこうプラザ）
･ヒルトン広島ホテル開業記念セレモ
ニー� （ヒルトン広島ホテル）

22日・23日
第7回防災推進国民大会（ぼうさいこ
くたい2022）
� （神戸市　なぎさ公園前道路）

23日 日

･ 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）

･子どもの病気と薬を学ぶ研修会「小
児のてんかんについて学ぶ」�（オンラ
イン）

24日 月
･ 復職支援研修会
･令和4年度広島県がん対策推進委員
会� （オンライン）

25日 火

･ 日本薬剤師会第7回理事会
� （東京　日薬）
･社会保険医療担当者の監査
� （広島YMCA国際文化センター）
･在宅支援薬剤師専門研修委員会

26日 水

･ がん検診サポート薬剤師出前講座
� （ヤマニゴム工業（株））
･第170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）

･令和4年度広島県四師会社会保険担
当理事連絡協議会

� （ANAクラウンプラザホテル広島）
･令和4年度広島県四師会役員連絡協
議会

� （ANAクラウンプラザホテル広島）

日　　　付 行　事　内　容

27日 木

･ 第60回（令和4年度）広島県身体障
害者福祉大会�（福山市神辺文化会館）

･広島大学薬学部実務実習事前学習指
導� （広島大学）

･集団的個別指導
･地対協　第1回医薬品の適正使用検
討特別委員会� （広島県医師会館）

28日 金 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

30日 日

･ 世界アルツハイマーデー記念講演会in
府中市� （府中市文化センター）

･在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製
剤処理研修①②）

31日 月

･ レタープレスとの打合せ
･第1回安佐地域全体定例会
� （オンライン）
･令和4年度第5回HMネット運営会議
� （広島県医師会館）

11月1日 火

･ 令和4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【第2期】」における都道府県薬剤
師会実施事業（モデル事業）に係る
説明会� （オンライン）

･広島サミット県民会議第2回総会
� （オンライン）
･令和4年度広島県学校保健及び学校
安全表彰選考専門委員会

� （オンライン）

2日 水

･ 特定共同指導�（広島市中小企業会館）
･広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅰ
準備

･県民が安心して暮らせるための四師
会協議会　医療・介護人材の育成 ･
確保対策WG　第4回在宅ノウハウ
連携研修の開催に向けた第2回講師
打合せ� （オンライン）

3日 木 広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅰ

4日 金

･ 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

･電子処方箋モデル事業における4地
域合同協議会� （オンライン）

5日 土

･ 津波防災の日・世界津波の日
･日本薬学会中国四国支部令和4年度
第2回役員会／日本薬学会中国四国
支部・日本薬剤師会中国四国ブロッ
ク・日本病院薬剤師会中国四国ブロッ
ク合同会議� �（広島国際会議場）
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日　　　付 行　事　内　容

5日～6日
第61回日本薬学会・日本薬剤師会・日
本病院薬剤師会中国四国支部学術大会
� （広島国際会議場）

6日 日

･ 第61回日本薬学会・日本薬剤師会・
日本病院薬剤師会中国四国支部学術
大会�市民公開講座�（広島国際会議場）

･済生会フェア（がん検診サポート薬
剤師出前講座）� （フジグラン安芸）

7日 月 広報委員会

8日～12日 FAPA学術会議
� （マレーシア　クアラルンプール）

8日 火

･ がん検診サポート薬剤師出前講座
� （広島ガーデンパレス）
･令和4年度登録販売者試験
�（広島工業大学専門学校、広島市文化交
流会館）

･令和4年度第1回薬局運営員会

9日 水

･ がん検診サポート薬剤師出前講座
�（メキシケムジャパン（株）三原製造所）
･常務理事会
･令和4年度第2回在宅医療推進委員
会

10日 木

･ 広島大学薬学部実務実習事前学習指
導� （広島大学薬学部）

･社会保険診療報酬支払基金広島支部�
令和4年11月審査運営協議会

�（社会保険診療報酬支払基金広島支部）
･薬局後発医薬品使用促進事業委員会

12日 土

･ 薬事情報センター定例研修会（テー
マ：認知症における多職種連携）

･日本放射線腫瘍学会第35回学術大会
市民公開講座� （NTTクレドホール）

14日 月

･ アクティブシニアのための生活情報
誌「はじまり」取材

･令和4年度第2回広島県病院薬剤師
会地域医療連携支援検討委員会

� （オンライン）
･県民が安心して暮らせるための四師
会協議会　健康寿命延伸検討WG　
第2回会議� （広島県医師会）

15日 火
･ 令和4年度第1回広島県アレルギー
疾患医療連絡協議会� （県庁）

･薬局実習受け入れ実行委員会

16日 水 会計チェック（共益・薬局）

日　　　付 行　事　内　容

17日 木

･ 地対協　在宅医療・介護連携推進専
門委員会に係る広島県地域共生社会
推進課との打ち合わせ

� （ひらもと薬局西中央店）
･広島大学薬学部実務実習事前学習指
導� （広島大学薬学部）

･日本薬剤師会「安否確認システム」に
よる安否確認全体訓練

･学校環境衛生・薬事衛生研究協議会
（次年度の打合せ）�（和歌山城ホール）
･令和4年度学校環境衛生・薬事衛生
研究協議会情報交換会

� （ダイワロイネット和歌山）
･令和4年度　第1回オンライン診療
等活用検討会議� （オンライン）

17日～18日 令和4年度学校環境衛生・薬事衛生研
究協議会� （和歌山城ホール）

18日 金

･ 中国四国厚生局来局（個別指導につ
いて）� （相田薬局）

･抗原検査キットの販売と配布事業に
関する説明会

19日 土 県民公開講座

20日 日

･ 在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製
剤処理研修③④）

･第75回広島医学会総会
� （広島県医師会）

21日 月 ･ 復職支援研修会
･地対協WG

22日 火 在宅医療推進に向けた研修会合同WG
（尾道・因島）� （オンライン）

23日 水 認定実務実習指導薬剤師養成講習会
� （まなびの館ローズコム）

24日 木

･ 第171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）

･常務理事会
･ファイザー来会

25日 金

･ 第63回広島県公衆衛生大会
� （アゼリアあおたけ）
･安佐市民病院へ視察（電子処方箋関
連）　日薬役員同行� （安佐市民病院）

･日本薬剤師会情報システム委員会
� （オンライン）

26日 土 広島国際大学薬学部卒後教育研修会
� （広島国際大学呉キャンパス）

27日 日 安田女子大学薬学共用試験（OSCE）直
前講習会� （安田女子大学）
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日　　　付 行　事　内　容

28日 月

･ 令和4年度健康サポート薬局研修担
当者全国会議

･第100回広島県薬事審議会
� （オンライン）
･広島県テロ対策パートナーシップ推
進会議� （県警本部）

･第2回安佐地域全体定例会
� （オンライン）

29日 火

･ 広島県国保健康保険団体連合会�介護
保険課�来会

･研修シラバス検討委員会
� （オンライン）
･中国新聞アド来会（朝刊掲載広告打
合せ）

30日 水

･ 令和4年度第2回ひろしま食育・健
康づくり実行委員会� （オンライン）

･子どもの病気と薬を学ぶ研修会「小
児の栄養療法を学ぶ」� （オンライン）

･ IPPNW日本支部総会、広島県支部総
会（ハイブリッド開催）

� （広島県医師会館）

12月1日 木

･ 日本薬剤師会令和4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� （オンライン）

･高齢者施策総合推進会議
� （オンライン）
･第1回医薬分業対策委員会

2日 金 令和4年度第2回自立支援多職種ネッ
トワーク推進会議� （オンライン）

3日 土
シラバス研修会（医療情報の読み方～シ
ステマティック・レビュー、薬剤経済分
析編～）

4日 日

･ 安田女子大学薬学共用試験（OSCE）
本試験� （安田女子大学）

･第26回広島県理学療法士学会
� （オンライン）

5日 月 在宅支援薬剤師専門研修委員会
� （オンライン）

6日 火 社会保険診療報酬支払基金広島支部来
会

日　　　付 行　事　内　容

7日 水

･ 中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導

� （広島合同庁舎）
･令和4年度第2回リハビリテーショ
ン専門職等人材育成調整会議

� （オンライン）
･常務理事会
･令和4年度第3回在宅医療推進委員
会

8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

� （福山商工会議所）
･社会保険診療報酬支払基金広島支部�
令和4年12月審査運営協議会

�（社会保険診療報酬支払基金広島支部）

9日 金
･ 第8回健康づくり講演会
･ 在宅医療推進に向けた研修会合同
WG（廿日市）� （オンライン）

10日 土 子どもの病気と薬を学ぶ研修会「小児
の緩和ケアを学ぶ」� （オンライン）

11日 日

･ 広島大学OSCE� （広島大学薬学部）
･県民が安心して暮らせるための四師
会協議会　令和4年度県民フォーラ
ム� （広島県医師会）

･認知症の人と家族の会広島県支部第
41回家族の会大会・講演会

� （広島市総合福祉センター）

13日 火
･ 日本薬剤師会第8回理事会
� （東京　日薬）
･「薬草に親しむ会」開催運営委員会

14日 水 HMネットに関する説明会
� （広島県医師会）

15日 木

･ 広島県環境審議会第41回温泉部会
� （県庁）
･令和4年度薬局実務実習受け入れ説
明会

16日 金
･ 薬事情報センター委員会
･ 在宅医療推進に向けた研修会合同
WG（福山）� （オンライン）

18日 日
･ 健康サポート薬局研修A�（オンライン）
･広島国際大学薬学共用試験（OSCE）
� （広島国際大学呉キャンパス）

19日 月 会計チェック

20日 火
･ 社会保険医療担当者の監査
� （広島合同庁舎）
･広報委員会

94 2023 Vol.48 No.1　広島県薬剤師会誌



行事予定（令和 5年 1月）

1 月 4 日（水） 仕事始め

1月 6日（金） 医療保険委員会

1月11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新規個別指導及び個別指導
（広島合同庁舎　北会議室）

1月13日（金） 在宅医療推進に向けた研修会（尾道・因島）（オンライン）
1月14日（土） 薬事情報センター定例研修会（テーマ：更年期障害と漢方）

1月15日（日） 「薬剤師のための予防接種研修プログラム」研修・講義

1月16日（月） 令和 4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【第 2期】」におけ
る事業 1に係る説明会（オンライン）

1月18日（水） 令和 4年度日本薬剤師会生涯学習担当者全国会議（オンライン）

　　〃 常務理事会

　　〃 令和 4年度第 4回在宅医療推進委員会

1月19日（木） 広島県高等学校保健会第 2回理事会（広島県立広島中央特別支援学校会議）

　　〃 第 2回広島県医療審議会保健医療計画部会（オンライン）

1月21日（土） 21世紀、県民の健康とくらしを考える広島県民フォーラム（ハイブリッド開催）
（広島県医師会館）

　　〃 令和 4年度一般市民向け医療用麻薬適正使用推進講習会（TKP岡山会議室）

1月22日（日） 広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ

1月25日（水） 子どもの病気と薬を学ぶ研修会「小児用製剤を学ぶ」（オンライン）

1月26日（木） 第59回広島県学校保健研究協議大会開会式（広島県民文化センター）

　　〃 第59回広島県学校保健研究協議大会（広島県民文化センター）

　　〃 第173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）

1月29日（日） 令和 4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

　　〃 在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理研修⑤⑥）

1月30日（月） 復職支援研修会

1月31日（火） 日本薬剤師会第 9回理事会（東京・日薬）
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行事予定（令和 5年 2月〜 3月）

2 月 1 日（水） 日本薬剤師会総会議事運営委員会（東京・日薬）

　　〃 常務理事会

　　〃 令和 4年度第 5回在宅医療推進委員会

2月 2日（木） 第 9回健康づくり講演会

2月 4日（土） 在宅医療推進に向けた研修会（福山）（福山大学社会連携研究推進センター(宮地茂記念館)）

　　〃 シラバス研修会（そうだ！トレーシングレポートを書こう！）

2月 5日（日） 「薬剤師のための予防接種研修プログラム」研修・実技

　　〃 令和 4年度圏域地対協研修会（ハイブリッド開催）（東広島芸術文化ホール）

2月 8日（水） 倫理審査委員会・研修会

2月12日（日） 広島県心臓いきいき推進会議10周年記念大会（広島県医師会）

2月16日（木） 常務理事会

2月18日（土） 日薬代議員中国ブロック協議会（ホテルニュータナカ）

　　〃 令和 4年度薬剤師認知症対応力向上研修

　　〃 福山大学薬学部卒後教育研修会（福山大学未来創造館）

2月19日（日） 在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理研修⑦⑧）

2月23日（木） 令和 4年度高度管理医療機器等に係る継続研修会

2月24日（金） 第174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）

2月25日（土） 地域・職域会長協議会

　　〃 理事会

2月26日（日） 広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ

3月 2日（木） 常務理事会

3月 4日（土） 2022年度学校薬剤師中国ブロック連絡会議

　　〃
日本臨床腫瘍薬学会学術大会（名古屋国際会議場）

3月 5日（日）

3月10日（金） 日本薬剤師会第10回理事会（東京・日薬）

3月11日（土） 薬事情報センター定例研修会（テーマ：医薬品安全性情報の入手と活用）

　　〃
日本薬剤師会第101回臨時総会（ホテルイースト21東京）

3月12日（日）

　　〃 在宅支援薬剤師専門研修Ⅲ（無菌製剤処理研修⑨⑩）

3月15日（水） 常務理事会

96 2023 Vol.48 No.1　広島県薬剤師会誌



97広島県薬剤師会誌　2023 Vol.48 No.1

	 令和 4 年10月17日

各関係団体の長　様
	 健　康　福　祉　局　長
	 （　薬　　務　　課　）

複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターの営業所における 
他の卸売販売業者の営業所の場所からの区別について（通知）

　このことについて、令和 4 年10月 6 日付け薬生総発1006第 1 号により、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長から
別紙のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員へ周知してください。

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

別　紙
	 薬生総発1006第 1 号
	 令和 4 年10月 6 日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特 　 別 　 区

　衛生主管部（局）長　殿

	 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
	 （公	　　　印	　　　省	　　　略）

複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターの営業所における 
他の卸売販売業者の営業所の場所からの区別について

　卸売販売業の営業所の構造設備については、薬局等構造設備規則（昭和36年厚生省令第 2 号）第 3 条第 1 項第 2 号
において、卸売販売業の営業所は「当該卸売販売業以外の卸売販売業の営業所の場所」から明確に区別されているこ
とが求められています。
　また、複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センター（以下、「共同発送センター」という。）において、当該
複数の卸売販売業者の営業所に係る管理者を同一人が兼務することは、「医薬品に関する規制緩和について」（平成 7
年12月28日付け薬発第1177号厚生省薬務局長通知）において、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、以下「医薬品医療機器等法」という。）第35条第 4 項に規定する「その営業
所以外の場所」で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する場合には当たらないものと解して差し支
えないものとしているところです。
　今般、共同発送センターにおける、それぞれの卸売販売業者の営業所の場所の区別について、コンピュータ化シス
テムを用いて各卸売販売業者の所有する医薬品を電子的に区別可能である場合にそれぞれの営業所の場所が明確に区
別されているものとして取り扱うことができるよう要望があったこと等を踏まえ、別添のとおり整理しましたので、
その趣旨を十分に御了知の上、貴管下関係団体、関係機関等への周知をお願いします。

記

1 ．各卸売販売業者の営業所の場所の区別
・	　共同発送センターにおいて、以下の全ての項目を満たし、卸売販売業者が所有する医薬品と他の卸売販売業者が
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所有する医薬品を、コンピュータ化システムを用いて電子的に区別することが可能である場合には、その貯蔵場所
が物理的に連続していない又は貯蔵場所の区別が一時的な場合であっても、卸売販売業者の営業所は、他の卸売販
売業者の営業所の場所から明確に区別されていることとして取り扱って差し支えないこと。

 （ 1 ）適切な管理
　・	　適切にバリデートされたコンピュータ化システムにより、当該卸売販売業者に係る全ての流通業務において、

同一設備内の各卸売販売業者の所有する医薬品を確実に区別できること。
　・	　製造販売業者、製造ロット等が同一の医薬品であっても、各卸売販売業者の所有する医薬品を確実に区別でき

る必要があること。
　・	　コンピュータ化システムのバリデーションにあたっては、正確性、一貫性及び再現性をもって各卸売販売業者

の所有する医薬品を確実に区別できることを示すこと。また、「医薬品の適正流通（GDP）ガイドラインについ
て」（平成30年12月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課・監視指導・麻薬対策課事務連絡）別添「医薬
品の適正流通（GDP）ガイドライン」（以下、「GDP ガイドライン」という。）を参照すること。

　・	　全ての流通業務には返品・回収・廃棄（処分）業務も含み、返品・回収・廃棄（処分）された医薬品であって
も各卸売販売業者の区別ができること。

 （ 2 ）リスクマネジメント
　・	　卸売販売業者は、他の卸売販売業者と連携して、コンピュータ化システムによる管理を行うことを踏まえたリ

スク評価を行い、運用を開始する前にリスク管理の手順（例えば、システム障害発生時の対応）を定めること。
　・　事故、事件等の発生時に各卸売販売業者間で連絡が取れる体制を構築すること。

 （ 3 ）責任の所在の明確化
　・	　予期しうる事故、事件等に対して、同一の貯蔵設備を用いる全ての卸売販売業者が医薬品の管理における責任

を負うこと（ただし、特定の卸売販売業者による責任が明らかであるものを除く。）。また、責任の所在について
は同一の貯蔵設備を用いる全ての卸売販売業者の合意を得た上で文書化すること。

　・	　この際、各卸売販売業者は、責任の所在が不明となる可能性の高い事故等（例えば、鍵の閉め忘れによる盗難）
に対する対応についても整理し、文書で明確化すること。

 （ 4 ）許可権者への資料の提示
　・	　卸売販売業者は、他の卸売販売業者の保管する医薬品と電子的に区別した上で同一の貯蔵設備を共用しようと

する場合の営業所の許可（更新を含む。）申請時及び構造設備を変更した際に提出する変更届時（以下「許可申
請等時」という。）、調査・監視時に、許可権者の求めに応じて2. に示す資料を提示すること。

 （ 5 ）その他
　・	　コンピュータ化システムは、許可権者により一部の卸売販売業者に対して業務停止命令等が発せられた場合に、

他の卸売販売業者の医薬品の管理も含めて、当該命令等に対応可能な仕様とすること。
　・	　特に、温度管理に注意を要するなど品質管理が困難な医薬品の保管について、他の卸売販売業者と同一の冷暗

貯蔵のための設備を共用する場合には、他の卸売販売業者の医薬品の品質に影響を与えないよう、共用する全て
の卸売販売業者とあらかじめ協議の上、当該設備の管理手順を定めること。品質に懸念がある事象が発生した場
合、他の医薬品への影響範囲を特定し、影響する卸売販売業者に報告すること。

2 ．許可権者への提示資料
・	　 1 ．（ 1 ）において実施したコンピュータ化システムのバリデーションについて、営業所の方針がわかる簡潔な

資料（例えば、「コンピュータ化システム管理規定」の要約、その内容がわかる資料であって、準拠しているガイ
ドラインが分かり、手順書が整備されていることが分かる資料等）及びバリデーション実施結果報告書

・　 1 ．（ 2 ）において策定したリスク管理手順に関する資料
・　 1 ．（ 3 ）において明確化した医薬品の管理における責任の所在に関する資料

3 ．その他留意事項等
・	　1.（ 1 ）～（ 3 ）は、医薬品の販売又は授与の業務（医薬品の貯蔵に関する業務を含む。）に係る適正な管理を
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確保するために必要な事項であるが、1.（ 1 ）～（ 3 ）以外の方法で各事項の内容を達成することは妨げないこと。
・	　許可申請等時に提出する営業所の平面図（立体倉庫を使用する場合、立体倉庫の概要が分かる展開図等も含む。）

においては、使用している又は使用し得る場所を示すこと。この際、他の卸売販売業者の使用している又は使用し
得る場所と重複することは差し支えないが、当該重複部分についてその旨及びその面積について併せて記載すること。

・	　各営業所の面積は、各卸売販売業者間の取決め等を踏まえて定められた重複部分の面積（特段の定めがない場合
には、重複部分の面積を、共同で使用する卸売販売業者数で割ったものとする。）も含めて、薬局等構造設備規則
等に基づいて卸売販売業の業務を適切に行うことができる必要があること。

・	　当該重複部分を含む貯蔵設備の面積に変更があった場合には、30日以内に構造設備に関する変更届を許可権者に
提出すること。

・	　麻薬、向精神薬、覚醒剤、覚醒剤原料、放射性医薬品及び毒薬等については、それぞれ関連する法令の規定に基
づいて適切に保管すること。

・	　保管時に品質不良（液漏れ等）が発生した場合、速やかに他の医薬品への影響範囲を特定し、影響する卸売販売
業者に報告すること。

・	　適正な医薬品の流通のため、GDP ガイドライン及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」（平成29年10月 5 日付け薬生発1005第 1 号厚生労
働省医薬・生活衛生局長通知）を参考にすること。

	 事　務　連　絡
	 令和 4 年10月25日
各関係団体　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課
	 （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

コンタクトレンズの適正使用のための啓発動画の改訂等について

　このことについて、令和 4 年10月20日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課及び同局医薬安全対
策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）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　勝原）

別　紙
	 事 　 務 　 連 　 絡
	 令和 4 年10月20日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特 　 別 　 区

　衛生主管部（局）薬務主管課　御中

	 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
	 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課課

コンタクトレンズの適正使用のための啓発動画の改訂等について（周知依頼）

　今般、大阪府健康医療部長より、別添のとおり大阪府薬事審議会医療機器安全対策推進部会において、コンタクト
レンズの適正使用を目的とした啓発動画が一部改訂された旨の連絡がありましたので、情報提供いたします。また、
同部会において、これまでに作成した啓発資材等をまとめたホームページが公開されましたので、併せてお知らせい
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たします。
　なお、本啓発動画、啓発資材等については、大阪府健康医療部薬務課のホームページから視聴可能であることを申
し添えます。

「コンタクトレンズの適正使用のための啓発動画」
 URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/kiki_taisaku/contact_keihatsu.html

「コンタクトレンズ適正使用の啓発資材」
 URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/kiki_taisaku/contact_kyouinshizai.html

	 別　添

	 薬 第 2 2 2 7 号
	 令和 4 年10月13日
厚生労働省	医薬・生活衛生局	医療機器審査管理課長　様
厚生労働省	医薬・生活衛生局	医薬安全対策課長　様
	 大阪府健康医療部長

コンタクトレンズ適正使用のための啓発動画改訂等の 
お知らせと周知について（依頼）

　日頃から、大阪府の健康医療行政の推進に御理解・御協力いただきありがとうございます。
　また、大阪府薬事審議会医療機器安全対策推進部会の活動に御協力いただき、心より御礼申し上げます。
　昨年度、同部会において、コンタクトレンズ適正使用を目的とした啓発動画を作成し、下記のとおり本府ホームペー
ジに公開し、貴課より全国の薬務主管課宛への周知に御協力いただいたところです。
　この度、本動画ショートバージョンについて、その内容を視聴者がより聞き取りやすくなるよう、一部改訂いたし
ました。また、学校等で活用いただけるよう、同部会において、これまでに作成した教育用資材等をまとめたホーム
ページを公開しましたので、お知らせいたします。
　ついては、引き続きコンタクトレンズ適正使用の啓発に広く活用いただきたいことから、貴課より全国の薬務主管
課あて通知いただくなど幅広い周知に御協力いただきますようお願いいたします。

記

　■コンタクトレンズの適正使用のための啓発動画
　　あなたのコンタクトレンズは大丈夫？～便利だけど間違うと怖いコンタクトレンズの話～
　　URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/kiki_taisaku/contact_keihatsu.html

　■コンタクトレンズ適正使用の啓発資材
　　URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/kiki_taisaku/contact_kyouinshizai.html

◆事務局◆
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課製造審査グループ
〒540-8570　大阪府大阪市中央区大手前二丁目 1 番22号
TEL：06-6944-6305（直通）　FAX：06-6944-6701
担当：小林、奥野
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	 令和 4 年10月25日

一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 薬 剤 師 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 配 置 協 議 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 配 置 医 薬 品 連 合 会 理 事 長 様
広 島 県 富 山 配 置 薬 業 協 議 会 会 長 様
一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会広島県支部長 様

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

薬　　　務　　　課

食薬区分における成分本質（原材料）の取扱いの例示の 
一部改正について（通知）

　このことについて、令和 4 年10月24日付け薬生監麻発1024第 2 号により厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻
薬対策課長から別紙のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会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　後河内）

別　紙

	 薬生監麻発1024第 2 号
	 令 和 4 年 1 0 月 2 4 日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特 　 別 　 区

　衛生主管部（局）長　殿

	 厚生労働省医薬・生活衛生局
	 監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課 長
	 （公	　印	　省	　略）

食薬区分における成分本質（原材料）の取扱いの例示の一部改正について

　人が経口的に服用する物が、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 2 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に規定する医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指
導取締りについて」（昭和46年 6 月 1 日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知。以下「46通知」という。）に基づき判
断することとしています。また、個別の成分本質（原材料）については、「食薬区分における成分本質（原材料）の
取扱いの例示」（令和 2 年 3 月31日付け薬生監麻発0331第 9 号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
通知。以下「例示通知」という。）に規定しているところです。
　今般、例示通知の一部を別紙のとおり改正しますので、下記の改正の趣旨等を御了知の上、貴管下関係業者に対す
る指導取締りにおいて御留意をお願いいたします。
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記

1 　改正の趣旨
　個別成分本質（原材料）について、46通知の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添 1 「食薬区分における成
分本質（原材料）の取扱いについて」に基づき、専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）に該当するかど
うか等の判断を行い、例示通知の別添 1 「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」（以下「専ら
医リスト」という。）及び別添 2 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）
リスト」（以下「非医リスト」という。）を変更した。なお、本通知の対象のうち、新たに「専ら医薬品として使
用される成分本質（原材料）リスト」に分類されるコウトウスギ（ウンナンコウトウスギ /Taxus	wallichiana/
Taxus	yunnanensis）の心材を配合又は含有する製品の取扱いについては、令和 4 年10月24日から令和 5 年10月
23日までの 1 年間は、その成分本質（原材料）の分類のみをもって、直ちに医薬品に該当するとの判断は行わない
こととする。

2 　改正の概要
 （ 1 ）成分本質（原材料）の新規追加
　○　以下の成分本質（原材料）を専ら医リストに追加した。
　　①植物由来等
　　　・インドハマユウ
　　②動物由来等
　　　・スイギュウカク
　　③その他（化学物質等）
　　　・ヒドロキシカルボデナフィル

　○　以下の成分本質（原材料）を非医リストに追加した。
　　①植物由来等
　　　・コイケマ
　　③その他（化学物質等）
　　　・D- β - ヒドロキシ酪酸

 （ 2 ）成分本質（原材料）の指定部位等の改正
　○	　以下の成分本質等について、専ら医リスト及び非医リスト中ハクトウスギの項の他名等に「ウンナンコウトウ

スギ」とあるのは「Pseudotaxus	chienii」に改めた。また、「専ら医リスト」に「コウトウスギ」の項を加え、
その他名等は「ウンナンコウトウスギ /Taxus	wallichiana/Taxus	yunnanensis」とし、その部位等は「樹皮・
葉・心材」とした。

　　①植物由来物等
　　　・ハクトウスギ

別　紙

「食薬区分における成分本質（原材料）の取扱いの例示」の一部改正について

　令和 2 年 3 月31日付け薬生監麻発0331第 9 号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知「食薬区分
における成分本質（原材料）の取扱いの例示」の別添 1 「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」
及び別添 2 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」の一部を次の表
のように改正します。
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	 注）下線を付した箇所が改正箇所
改正後 改正前

別添 1 「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」	
1 ．植物由来物等

名称 他名等 部位等 備考
（略）
インドジャボク属 インドジャボク／

ラウオルフィア
根・根茎

インドハマユウ Crinum 
latifolium Linn.

全草

インヨウカク イカリソウ 全草
（略）
ゲンノショウコ 地上部
コウトウスギ ウンナンコウトウ	

スギ／Taxus	
wallichiana／	
Taxus	
yunnanensis

樹皮・葉・心材

コウブシ サソウ／ハマスゲ 根茎
（略）
ハクトウスギ Pseudotaxus	

chienii
樹皮・葉 心材は「非医」

（略）

2 ．動物由来物等

名称 他名等 部位等 備考
（略）
ジリュウ カッショクツリミ

ミズ
全形

スイギュウカク Bubalus bubalis 
Linnaeus／Bubali	
cornu／Buffalo	
Horn／水牛角

角

センソ シナヒキガエル 毒腺分泌物
（略）

3 ．その他（化学物質等）

名称 他名等 部位等 備考
（略）
ヒドロキシチオホモシ
ルデナフィル

Hydroxythiohomosildenafil

ヒドロキシカルボデナ
フィル

Hydroxycarbodenafil

5 － HTP（ヒドロキシ
トリプトファン）

L-5-Hydroxy-tryptophan

（略）

別添 1 「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」
1 ．植物由来物等

名称 他名等 部位等 備考
（略）
インドジャボク属 インドジャボク／

ラウオルフィア
根・根茎

（新設）

インヨウカク イカリソウ 全草
（略）
ゲンノショウコ 地上部

（新設）

コウブシ サソウ／ハマスゲ 根茎
（略）
ハクトウスギ ウンナンコウトウ

スギ
樹皮・葉 心材は「非医」

（略）

2 ．動物由来物等

名称 他名等 部位等 備考
（略）
ジリュウ カッショクツリミ

ミズ
全形

（新設）

センソ シナヒキガエル 毒腺分泌物
（略）

3 ．その他（化学物質等）

名称 他名等 部位等 備考
（略）
ヒドロキシチオホモシ
ルデナフィル

Hydroxythiohomosildenafil

（新設）

5 － HTP（ヒドロキシ
トリプトファン）

L-5-Hydroxy-tryptophan

（略）

別添 2 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原
材料）リスト
1 ．植物由来等

名称 他名等 部位等 備考
（略）
玄米胚芽 イネ 胚芽・胚芽油
コイケマ 白首烏 /

Cynanchum	
wilfordii

塊根

コウカガンショウ セキレン 全草
（略）
ハクトウスギ Pseudotaxus	

chienii
心材 樹皮・葉は「医」

（略）

別添 2 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原
材料）リスト
1 ．植物由来等

名称 他名等 部位等 備考
（略）
玄米胚芽 イネ 胚芽・胚芽油

（新設）

コウカガンショウ セキレン 全草
（略）
ハクトウスギ ウンナンコウトウ

スギ
心材 樹皮・葉は「医」

（略）
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2 ．動物由来物等
（略）

3 ．その他（化学物質等）

名称 他名等 部位等 備考
（略）
D-chiro- イノシトール
D- β - ヒドロキシ酪酸 （R）-3-Hydroxybutanoic	acid
デキストリン

（略）

2 ．動物由来物等
（表）

3 ．その他（化学物質等）

名称 他名等 部位等 備考
（略）
D-chiro- イノシトール

（新設）
デキストリン

（略）

	 令和 4 年11月 1 日
各関係団体の長　様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について及び 
医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について（通知）

　このことについて、令和 4 年10月31日付け薬生安発1031第 1 号により厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課
長から別紙 1 のとおり、同日付け薬生監麻発1031第 2 号により同局監視指導・麻薬対策課長から別紙 2 のとおり通知
がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　製薬振興グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3223、3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　深本、後河内）
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	 事　務　連　絡
	 令和 4 年11月24日
一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 様
一般社団法人広島県歯科医師会 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 様
広 島 県 製 薬 協 会 様

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

N－ニトロソアモキサピンが検出されたアモキサピン製剤の 
使用による健康影響評価の結果等について

　このことについて、令和 4 年11月 9 日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課及び同局監視指導・麻薬
対策課から別紙のとおり事務連絡がありました。
　ついては、患者等からの相談等に適切に対応できるよう、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ、製薬振興グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222、3223（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　後河内、深本）

別　紙
	 事　務　連　絡
	 令和 4 年11月 9 日

各都道府県衛生主管部（局）　御中

	 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課
	 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

N－ニトロソアモキサピンが検出されたアモキサピン製剤の 
使用による健康影響評価の結果等について

　アモキサピン製剤については、ニトロソアミン類に分類される化学物質（N －ニトロソアモキサピン）が検出さ
れており、これを受けて同製剤の製造販売業者は、「長期的服用による発がん性リスクは払拭できない」として、令
和 5 年 2 月に自主回収するとともに出荷を停止する予定としています。
　今般、現在アモキサピン製剤を服用中の方々及び過去にアモキサピン製剤を使用された方々における健康への影響
について評価を行い、令和 4 年度第17回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会にお
いて報告いたしましたので、本件について患者から相談を受けた場合等には下記の事項を参考とされたく、貴管下医
療機関及び薬局に対する周知方お願いいたします。

記

1 	．「アモキサピン製剤におけるニトロソアミン類の検出への対応について」（令和 4 年 9 月 1 日付け厚生労働省医薬・
生活衛生局医薬安全対策課、同局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡）でお示ししたとおり、同剤は、三環系抗う
つ剤であり、服用の中止により離脱症状等を生じる可能性があります。そのため、医療機関等に対しては、患者自
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身の自己の判断のみにより服用を中止しないよう説明いただきたいこと、また、現在アモキサピン製剤を服用して
いる患者には他の治療選択肢について医師又は薬剤師より説明いただくよう周知方お願いいたします。

2 	．N －ニトロソアモキサピンは、がん原性試験等のデータがなく、動物における発がん性の有無は不明ですが、
N －ニトロソアモキサピンが発がん性を有すると仮定した場合の発がんリスクの程度について、N －ニトロソア
モキサピンと構造が一定程度類似し、かつ発がんリスクに関するデータのあるニトロソアミン類を参考に検討した
結果、同製剤75mg 及び300mg を一生涯70年間毎日服用したときの理論上の発がんリスクは、75mg 投与ではおよ
そ20万人に 1 人が、300mg 投与ではおよそ 5 万人に 1 人が生涯（70年間）でその曝露により過剰にがんを発症す
る程度のリスクに相当すると評価されています※ 1 。

　	　なお、医薬品規制調和国際会議「潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性（変異原性）不純
物の評価及び管理ガイドライン」（ICH-M7ガイドライン）においては「おおよそ10万人に 1 人の増加」のリスク
は許容可能とされています。

　※ 1 ：発がんリスクの評価は、以下の前提で行っています。
　・	　 1 日使用量については、アモキサピン製剤の添付文書における用法及び用量が「アモキサピンとして、 1 日

25～75mg を 1 ～数回に分割経口投与する。効果不十分と判断される場合には 1 日量150mg、症状が特に重篤な
場合には 1 日300mg まで増量することもある。」であることを踏まえ、75mg 及び300mg を設定

　・	　製剤中の N －ニトロソアモキサピンの含量については、アモキサピン製剤は長期間の服用が想定され、単一
の製剤ロットの使用は想定されないことから、製剤ロット間の含量のばらつきはあるものの、製剤ロットの分析
結果（10ロット）の平均値（1.01ppm）を含量として設定

　・	　N －ニトロソアモキサピンの 1 日許容摂取量は、N －ニトロソアモキサピンと同じ N －ニトロソピペラジン
構造を有し、がん原性試験の結果が公表されている化合物のうち、TD50値が最も低くかつ信頼性の高いと考え
られた1,2,6-trimethyl-4-nitrosopiperazine の TD50値（0.153mg/kg/day）を基に算出

参考資料：
○令和 4 年度第17回医薬品等安全対策部会安全対策調査会	 資料 1 － 1 ～ 1 － 3
　https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001004591.pdf
　https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001004592.pdf
　https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001004627.pdf

行政だより　参考サイト一覧
タイトル 別紙 URL

01
複数の卸売販売業者が共同で設置する発送セ
ンターの営業所における他の卸売販売業者の
営業所の場所からの区別について

令和 4 年10月 6 日薬生総発1006第 1 号 https://www.mhlw.go.jp/content/	
000998583.pdf

02 コンタクトレンズの適正使用のための啓発動
画の改訂等について 令和 4 年10月20日付け事務連絡 https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/

kiki_taisaku/contact_kyoiku.html

03 食薬区分における成分本質（原材料）の取扱
いの例示の一部改正について 令和 4 年10月24日薬生監麻発1024第 2 号 https://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/

diet/musyounin.html

04
要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医
薬品について及び医薬品の区分等表示の変更
に係る留意事項について

令和 4 年10月31日薬生安発1031第 1 号、	
令和 4 年10月31日薬生監麻発1031第 2 号

https://www.mhlw.go.jp/bunya/
iyakuhin/ippanyou/131218-2.html

05
N －ニトロソアモキサピンが検出されたアモ
キサピン製剤の使用による健康影響評価の結
果等について

令和 4 年11月 9 日付け事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/content/	
11120000/001010622.pdf
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地域薬剤師会だより地域薬剤師会だより

　2020年 1 月　日本で新型コロナウイルス感染者が初め
て確認され 3年が経ちます。翌年にはワクチンが開発さ
れ、国民に 2回のワクチン接種が推奨されました。優先
順位を決めながら徐々に接種対象者が拡大され、少しで
も早く、多くの希望者に接種すべく各自治体が取り組み
ました。
　廿日市市においては2021年 8 月～10月の毎週土日、15
歳以上の市民を対象に市内にあるスポーツセンターのメ
インアリーナを会場に大規模接種が行われました。
　廿日市市薬剤師会で薬液充填と予診票確認を担当する
と伺い、予診票確認のお手伝いをさせていただきました。

　廿日市市役所職員の方を中心に医師、看護師、薬剤師
ら医療従事者が協力して実施されました。 1 日1,000回
近い接種を行うための準備が進められ、事前に実施マ
ニュアルや予診票確認のポイントが記載された資料も配
布していただきました。

　当日は、各セクションでの役割分担が徹底されており、
待機・受付・予診票確認・予診・接種・接種済証交付・
接種後経過観察の各セクションを市民の方が移動する形
でした。要所要所にスタッフが立ち誘導されていたので、
みなさん迷うことなくスムーズに移動されていました。
　予診票確認は看護師と薬剤師 6～ 7人で対応しました。
記入の漏れや間違いはないか、接種回数や間隔は問題な
いかなどの記載内容を確認します。服用中のお薬を確認
し予診票に記入もしくはお薬手帳などを準備していただ
くよう声掛けします。アレルギー歴の有無を確認し、あ

廿日市市薬剤師会

廿日市市薬剤師会　加藤　順子

＜廿日市市薬剤師会＞ る方は具体的な内容を聞き取り記入します。また、接種
がスムーズにいくよう、左右どちらの腕へ接種を希望す
るかをあらかじめ聞き取り予診票に記入して医師の予診
に回っていただきます。

　外国の方々への対応として、自動通訳機のほか、予想
される質問内容をいくつか外国語に訳しシートにしてあ
りました。タガログ語やベトナム語など 3～ 4か国語の
質問シートが準備されており、相手がYes/Noで答えら
れるような表現で作られていました。
　このシートはとても便利で、言葉は通じなくてもス
ムーズにやり取りを行うことができました。
　途中　市役所の方が回ってこられ「ほかに追加する質
問はないですか？」と聞いてくださったためリクエスト
すると、次回にはその内容も含まれたシートが準備され
ており、しっかり対応いただいていることを感じました。

　初めてのことで当初は不安な面もありましたが、滞り
なく無事 3ヶ月の大規模接種は終了しました。
　これ以降の集団接種は市内ショッピングモール内にあ
る市民ホールで行われています。
　対象年齢の引き下げや追加接種の推奨、オミクロン株
対応ワクチンの提供と新たな接種スケジュールに応じて
期間を決めて開設されており、先日私も利用させていた
だきました。

　今回、薬剤師として今までにない貴重な経験をさせて
頂きました。
　現在は2022年 1 月に開設された、オンライン診療セン
ターの薬剤交付の当番をお手伝いしています。こちらも
今後につながるとても良い経験となっています。



　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

　徐々に外は人通りが増えていた中、また
も新型コロナウイルスが猛威を振るおうと
しています。

　一時下がっていた新規感染者数もここにきて増加傾向
にあります。
　少人数での飲み会なら可能かもしれませんが、横のつ
ながりを作っていく交流会や懇親会などのイベントは未
だ開催できる状態ではありません。
　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。
　ただ、オンライン等での勉強会は開催の見通しが立ち
そうなのでコロナ禍の状況でも少しずつではありますが
前進しているとは感じております。
　いつか沢山の若手薬剤師が繋がっていけるように精一
杯考えていきますので、応援していただければと思いま
す。
　確実に決定はしていないので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。

【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。

　新年あけましておめでとうございます。昨年はウクラ
イナ侵攻、オミクロンや薬剤の入手困難と世界の状況は
混とんとしておりますが、それでも日常の生活を送れて
いることに感謝し、薬剤師としての職能を発揮できるよ
う研鑽を積んでいきたいと思います。
　昨年は感染対策を行いながらも研修会 5 回、総会・及
び特別講演を開催することができました。またすずめ勉
強会 2 回、手話講習会 2 回と意欲的に活動できたのでは
ないかと思っています。これからも興味深い内容を企画
し楽しんで参加していただけるよう頑張っていきますの
で、よろしくお願い致します。

広島県女性薬剤師会

会長　安井　友子

　昨年10月22日（土）は半年ぶりに手話講習会を行いま
した。TV ドラマ［silent］でも手話が話題になってい
るとか。手話は言語なので日本の手話は海外では通用せ
ず、また方言もあるため日本各地でも異なるそうです。
奥深いものなので年 2 回の講習会では覚えるのも難しく
修練が大切だなと痛感しました。興味のある方は是非次
回参加してください。お待ちしています。

　11月19日（土）は（株）アステラス製薬共催で「明日
から使える腎性貧血治療のポイントお伝えします！ ～
HIF-PH 阻害薬の使い方を含めて～」をあかね会中島土
谷クリニック　院長　森石みさき先生に講演していただ
きました。
　2019にノーベル生理学・医学賞を授与された研究は、
造血ホルモンであるエリスロポエチン（EPO）遺伝子

110 2023 Vol.48 No.1　広島県薬剤師会誌



の制御機構を解き明かすとともに、酸素濃度に応じて遺
伝子発現制御を行う HIF を同定し、そのメカニズムの
解析を進めたものだそうです。
　EPO 産生は HIF により誘導され赤血球産生を促し腎
性貧血を改善するため、HIF を分解する HIF-PH を阻
害さえすれば EPO 産生の低下を妨げることができるこ
とがわかりました。また EPO 製剤（ESA）は注射薬な
ので通院の必要があるのですが、HIF-PH 阻害薬は内服
薬のため在宅での投与が可能になり薬剤の選択肢が広が
りました。ただ、Fe、Mg、Al など多陽価イオンを含
有する経口薬剤を併用する場合は、作用が減弱するため
前後 1 時間以上間隔をあけて服用することに留意しなけ
ればなりません。また薬剤により併用注意の事項や服用
方法が異なるため、併用薬のチェック、および服用がラ
イフスタイルに合っているか服薬状況などの確認を薬剤
師にお願いしたいとの先生からの要望がありました。
　「安易に貧血だからと鉄含有の食材を勧めてはいけな
い。腎性貧血では徐々に Hb 値を上げていく際に鉄補充
もしていくが、鉄過剰の場合もあるので鉄剤の処方で加
減していくから食材での補充はしなくていい。サプリメ
ントも同様にやめてほしい」と先生からの注意がありま
した。以後気を付けます。
　高齢で eGFR ＜60であれば腎性貧血の治療開始対象
になるとのこと。HIF-PH 製剤は 4 週間後の受診だと急
に Hb 値が上がってもわからないから、少量ずつそして
余裕を持った段階調節で実施されているそうです。今回
の講義では濃い内容をとてもわかりやすく教えていただ
いたので、CKD 患者の QOL を下げないためにも治療
を継続できるよう服薬指導の際にこの講義を活用してい
こうと思います。森石先生ご多忙の中、貴重な講演をあ
りがとうございました。

　令和 5 年 1 月から電子処方箋が開始されます。とは
いっても準備が進んでない状態。「何から始めたらよい
のか。システムがまだ追いついていないし、理屈では運
用方法がわかったような。頭の中で霞がかかっているよ
うな」と不安ばかり先立って具体的な質問さえ思いつか
ない現状です。
　そこで12月 3 日（土）に会員限定で、モデル地区であ
る安佐薬剤師会　下田代幹太　会長をはじめ安佐市民病
院　宮森主任薬剤部長、安佐市民病院　情報課　田坂様
をお迎えしオンライン資格確認システム運用マニュアル
を紐解いていただくという素晴らしい企画が持ち上がり
ました。またお金がかかる Zoom を持てない会として
は、何とか無料で会員に配信できないかと模索した結果、
YouTube live 限定配信を使ってハイブリッド形式をと
ることになりました。（現在11月27日のため次回号でお
伝えしたいと思います）上手くいけばよいのですが…
　実際の電子処方箋の運用は安佐地区でも12月から開始
されるようです。大変なのは私たちだけではないと少し
安堵しています。電子処方箋が日常的に使われるにはま
だまだ先なのかなと思いつつ、「でも遅れをとってはい
けない。機械音痴なだけに今から勉強しておかねば」と、
わからない時は間髪質問形式でお願いする予定です。12
月という繁忙期にお願いするので恐縮しているのですが、
頭に目一杯詰め込んで帰ろうと今からとても楽しみにし
ています。

今後の予定

第55回研修会

日時：令和 5 年 3 月11日（土）19時～
場所：広島県薬剤師会館　ふたばホール
　　　ハイブリッド形式
演題：「新時代の片頭痛薬：片頭痛のあたりま

えは変わるか？（仮）」
講師：土井内科神経内科クリニック　
　　　院長　土井　光 先生
共催：（株）第一三共
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た生姜）と比較するとより身体を温める作用が強くなり
ます。杏仁はアンズの種子で鎮咳・去痰作用があります。
講義ではそれらの生薬を持参して頂きました。

　 1月 8日（日）に新年シンポジウムを開催します。東
洋医学・漢方にご興味のある方はお気軽に参加くださ
い。詳細は広島漢方研究会ホームページ、広島県薬剤師
会ホームページ研修会カレンダーでご確認ください。

　新年明けましておめでとうございます。　
　未だ多くの方が新型コロナウイルスに新
規感染しています。早く終息して、安心し

て生活できることを祈っております。本年もどうぞよろ
しくお願いします。
　広島漢方研究会では、11月月例会より感染防止に留意
しながら毎月10名程度の会員外参加（オープン参加）を
受け入れています。参加希望の方は事前にメールにて下
記までお申込みください。
　毎月第二日曜日 9：30～12：30、 1 日参加費3,000円、
薬剤師研修単位 2単位（漢方薬、生薬認定薬剤師の更新
必須単位としても使用可）
　【申込先】テツムラ漢方薬局　info@tetsumura.jp
　【メールへの記載事項】お名前・所属・連絡先電話番号
　11月月例会では、1時限目に鉄村（テツムラ漢方薬局）
が『漢方薬局での店頭経験』～新型コロナ感染に関する
症例報告～と題して、私が薬局で経験した 5症例につい
て講義しました。感染初期の咽頭痛と咳、コロナ感染後
遺症としての咳および頭痛や頭皮過敏、ワクチン接種後
の下痢や吐き気などの症例と使用した漢方薬について報
告しました。新型コロナウイルス感染といえども急性熱
病（感染症）であり、その治療や後遺症の改善には傷寒
論・金匱要略に収載された処方である小柴胡湯・半夏瀉
心湯・麻杏甘石湯・茯苓飲・半夏厚朴湯などが有効でし
た。
　 2時限目は、吉本悟先生（薬王堂漢方薬局）に江戸時
代の著名な漢方家　吉益東洞先生が記した『薬徴』より
薤白（がいはく）、乾姜（かんきょう）、杏仁（きょうに
ん）について解説して頂きました。薤白はラッキョウで
あり、他の生薬と配合して心臓疾患に有効です。乾姜は
生姜を蒸して干した生薬で、生姜（しょうきょう・干し

広島漢方研究会

月例会のオープン参加を再開しました
新年シンポジウムのご案内

理事長　鉄村　努

吉本悟先生

講義風景

生薬見本　薤白　乾姜

【新年シンポジウム】
令和5年1月8日（日）9：30～12：30
テーマ：「循環器疾患と漢方」
コーディネーター：川中武司先生
シンポジスト：木原敦司先生、鉄村努
　　　　　　　勝谷英夫先生、吉本悟先生
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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＞

　新春の候、いかがお過ごしでしょうか。
　今冬はコロナウイルスとインフルエンザの同時流行が
懸念されており、年末年始の帰省ができるのかこの原稿
を書いている11月の今から心配です。コロナワクチンや
インフルエンザワクチンの接種スケジュールに頭を悩ま
せた方もいらっしゃるかもしれませんね。
　さて、一年の計は元旦にありといいますが、皆様も新
たな目標を胸に秘めておられるのではないでしょうか。
私は今年、あまりできていなかった読書に精を出したい
と考えています。いろいろなところで「リスキリング」
というワードを目にするようになり、もっぱらミステ
リー小説派だった私ですが、もう少し門戸を広げていろ
いろなジャンルの本を読みたいと思っています。それが
何かのスキルアップにつながれば、さらに良いなと。
　先日、子どもたちと図書館に行くことがありました。
本屋での絵本買って買って攻撃から逃れるための策だっ
たのですが、たまたま手に取った「ナニワ・モンスター」
という本。タイトルから大阪のおばちゃんの話かしらと
思ったのですが…舞台は架空の浪速府にある下町商店街
近くの診療所から始まります。医師の徳衛は、院長とし
て働く息子の祥一から、徳衛が会長を務める医師会でラ
クダ由来の新型インフルエンザ感染症の勉強会の開催を
依頼されます。国内未発生の新型感染症であるにもかか
わらず検査キットの無料配布がされ、その後間もなく徳
衛の診療所に近所の子どもが発熱して連れられてきます。
まさかと思いつつキャメルキットで検査をしてみると陽

性。新型インフルエンザの発生は報道によって瞬く間に
広まり商店街への人足は途絶え、国内一例目となってし
まった子どもとその家族は白い目でみられたのち家業の
八百屋を畳み、引っ越していきます。死亡率は低いにも
かかわらず、強毒性と流布されたインフルエンザ・キャ
メル感染症への対応の裏側に官僚たちの思惑が交錯する
長編サスペンスなのですが、ちょうど 3年前、新型コロ
ナウイルスが報告され始めたころがありありと思い出さ
れました。未知の感染症への恐怖と、感染者への怒り、
冷遇、差別など、新型コロナ感染症に端を発した混乱と
同じようなパニックが描かれ、わからないことの不安へ
の反応はきっとどんな場合でも変わらないのだろうと感
じました。またテレビをはじめとする報道の情報操作・
印象操作の怖さもフィクションながら背筋が寒くなる思
いでした。劇中で病気に罹った子どもが通う小学校の校
長たちが、感染者を出したことを詫びる姿に徳衛は憤り
を覚えますが新型コロナ流行初期にも似たような風潮が
あったことが頭をよぎりました。あのころから 3年、ワ
クチンや治療薬が登場し自己検査のできる検査キットま
で登場し、情報不足で怖がっていた状態からはびっくり
するほど前進したように思います。さて、その後物語が
どうなっていくかは是非本を読んでいただきたいのです
が、2011年に上梓されたこの小説が今読んで新鮮にも感
じ、強く引き込まれたのはコロナ禍を経験した今だった
からかもしれません。弊社の業務においてもエクセルや
パワーポイントからスプレッドシートやグーグルスライ
ドに変わっていくなかで、知らないことやわからないこ
とだらけで不安や戸惑いを感じています。が、世界がコ
ロナ終息に向かって努力を重ねたように私もわからない
ことに苦手意識をもたず、まずは知ること、情報収集を
行うことで少しでも不安を払拭し、前に進んでいきたい
と思っています。

広島ALC　倉橋　加織
株式会社エバルス
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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）

1 月 8 日（日） 9 :00～12:30　
広島県薬剤師会館 2 階 ふたばホール
広島漢方研究会　新年シンポジウム
テーマ：『循環器疾患と漢方』
コーディネーター：川中武司先生
シンポジスト

「動悸を治したい！」木原敦司先生 
「高血圧と狭心症の症例」鉄村　努先生
「循環器疾患の症例報告」勝谷英夫先生
「柴胡剤や四物湯類を使った循環器疾患の症例」吉本　悟先生

主催
広島漢方研究会
問い合わせ先

テツムラ漢方薬局
082-232-7756

2

参加費：広島漢方研究会会員
参加費無料、会員外3,000円
会員以外（オープン参加）の方
も10名程度ご参加いただけま
す。参加希望の方は下記まで
メールにてお申込みください。
【申込先】テツムラ漢方薬局
info@tetsumura.jp

【メールへの記載事項】お名
前・所属・連絡先電話番号

1 月14日（土）15:00～17:00　
オンライン
第550回薬事情報センター定例研修会

【漢方薬・生薬に関するその他の研修】
情報提供　15:00～15:30
1 ）薬事情報センターだより　
　　薬事情報センター
2 ）小太郎漢方製薬の特長（剤形について）
　　小太郎漢方製薬（株）
特別講演　15:30～17:00
座長　広島県薬剤師会　常務理事　中島啓介先生

「いろいろな角度から更年期を考えよう」
講師　松本病院　薬剤部長　岡崎裕美枝先生

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082-567-6055

※申込方法の詳細は、薬事情
報センター Web サイト > 研
修会のご案内 『第550回開催
お知らせ、申込方法【PDF】』
をご参照ください。

1 月15日（日）13:00～16:10　
オンライン
ひろしま桔梗研修会
講演 1 　 「LEP 製剤とホルモン補充療法について実際の投薬で

伝えたいこと」
　　　　演者　森川薬局　森川みか先生
講演 2 　 「女性の健康サポート―OC/LEP からホルモン補充療

法について薬剤師が活用できるガイドライン・書籍」
　　　　演者　 （株）ジェンダーメディカルリサーチ代表取締役社

長、NPO 法人 HAP（Healthy Aging Projects 
for Women）　理事長　宮原富士子先生

主催
神戸薬科大学

生涯研修支援事業
広島生涯研修
企画委員会

問い合わせ先
森川薬局青葉台店

0829-30-6778

参加費：単位必要の場合1,500
円、単位不要の場合1,000円
※事前申し込み制
※定員：80名

1 月17日（火）19:30～21:00　
福山大学社会連携推進センター
福山支部シリーズ研修会
テーマ：「薬物療法に臨床検査値を活用するための基礎知識」
演　題：「白血球」
講　師：福山大学薬学部薬品分析化学研究室　
　　　　教授　小嶋英二朗先生

（一社）
福山市薬剤師会

084-926-0588
1 研修費：一般1,000円

※事前の申込は不要です。

広島県の研修認定薬剤師申請状況
令和 4 年10月12日現在  1,412名（内更新1,056名）
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

2 月 7 日（火）19:30～21:00　
福山大学社会連携推進センター
福山支部シリーズ研修会
テーマ：「薬物療法に臨床検査値を活用するための基礎知識」
演　題：「血小板」
講　師：福山大学薬学部薬品分析化学研究室　
　　　　教授　小嶋英二朗先生

（一社）
福山市薬剤師会

084-926-0588
1 研修費：一般1,000円

※事前の申込は不要です。
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令和４年度 第２回 薬剤師認知症対応力向上研修 開催案内

本研修は、厚生労働省老健局の認知症地域医療支援事業に基づき、高齢者が受診した際や受

診後等に接する薬局・薬剤師に対し、認知症の人本人とその家族を支えるために必要な基本知

識や、医療と介護の連携の重要性等を習得するための研修です。認知症の疑いのある人に早

期に気づき、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状況に応じ

た薬学的管理を適切に行い、認知症の人への支援体制構築の担い手となることを目的として

おります。

日 時 ２０２３年２月１８日（土） １４時００分～１８時００分
開 催 形 式 ウエブ利用研修（Ｚｏｏｍウェビナーによるオンライン研修）

研 修 内 容        （敬称略）

1.かかりつけ薬剤師の役割 公益社団法⼈ 広島県薬剤師会 常務理事 秋本 伸

2.基本知識 井⾨ゆかり脳神経内科クリニック 院⻑ 医学博⼠ 井⾨ ゆかり

3.薬局業務における実践 公益社団法⼈ 広島県薬剤師会 常務理事 井上 真

4.地域・⽣活における実践 広島市健康福祉局⾼齢福祉部地域包括ケア推進課⻑ 松⽥ 貴志
広島市⻲⼭地域包括⽀援センター 安佐北区認知症地域⽀援推進員 野々原 祐⾹

実 施 主 体 広島県および広島市 [研修実施受託団体(主催)：公益社団法人 広島県薬剤師会]

受講対象者
広島県内で勤務（開設を含む）する薬剤師
※平成２８～令和４年度第１回 受講修了者は、対象外です。

修了者か否かは「広島県 認知症対応力向上研修修了者名簿」で確認ください・・⇒

※ほぼ同内容で、来年度以降も開催を予定。

※【原稿依頼】

  広報委員会より、広島県薬剤師会誌の原稿を依頼する場合があります。ご協力ください。

受 講 料 無料

修 了 証 書
下記２条件を満たした受講者に、広島県知事名の「修了証書」が後日送付されます。 

条件１：全課程修了～開始前(14 時前)に入室し、終了後(18 時以降)に退室の入退室ログが

あること。 

条件２：研修終了後に表示される「アンケートフォーム」に、正しいキーワード（研修中に提示）・ 

その他の必須項目を記載し、送信すること。 

地域の認知症医療体制の推進及び認知症の人及びその家族等の利便性に資することを目的として、研修修

了者の名簿を広島県および広島市に情報提供します。名簿は広島県および広島市のホームページや、認知

症に係る医療・介護情報としてパンフレット等に掲載されます。ご了承下さい。

  （研修修了者名簿掲載内容：氏名、勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号）

取 得 単 位
（申請中）

日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度(ウエブ利用研修) ： ２単位

※PECS 登録済みの方のみ、付与可能

申 込 概 要 1 月上旬に FAX一斉同報、薬事情報センターウェブサイト上などで告知予定

＜お問合せ先＞

広島県薬剤師会 薬事情報センター https://www.hiroyaku.jp/di/

                       Mail：kenshu-di＠hiroyaku.or.jp

                        ℡：  082（567）6055
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第第 4455回回  福福山山大大学学薬薬学学部部卒卒後後教教育育研研修修会会  

日日時時：：令令和和５５年年２２月月１１８８日日((土土))  1144：：3300～～（（受受付付開開始始））  

場場所所：：福福山山大大学学未未来来創創造造館館３３階階  111100330011教教室室  

主主催催：：福福山山大大学学薬薬学学部部・・福福山山大大学学薬薬友友会会  

共共催催：：（（公公社社））広広島島県県薬薬剤剤師師会会、、広広島島県県薬薬剤剤師師研研修修協協議議会会、、  

((一一社社))  広広島島県県病病院院薬薬剤剤師師会会、、（（公公財財））日日本本薬薬剤剤師師研研修修セセンンタターー  

協協賛賛：：日日本本薬薬学学会会  

1177::0000～～    

ププロロググララムム  

変変化化のの時時代代のの中中でで、、いいまま薬薬剤剤師師がが取取りり組組むむべべききここととととはは？？  

1144::5555～～1155::0000  開開会会のの辞辞  福福山山大大学学薬薬学学部部卒卒後後教教育育委委員員長長・・准准教教授授    大大西西  正正俊俊  

1155::0000～～1177::0000  変変化化のの時時代代のの中中でで、、  

いいまま薬薬剤剤師師がが取取りり組組むむべべききここととととはは？？  

1155::0000～～1166::0000 座座長長  11  福福山山大大学学薬薬学学部部・・准准教教授授  五五郎郎丸丸  剛剛    

虚虚弱弱なな高高齢齢者者にに求求めめらられれるる薬薬学学的的ケケアアとと服服薬薬支支援援をを考考ええるる  
              

            くくままももとと温温石石病病院院  薬薬剤剤科科長長      森森  直直樹樹    先先生生  

 

閉閉会会のの辞辞  

問問合合せせ先先：：福福山山大大学学薬薬学学部部卒卒後後教教育育委委員員会会  委委員員長長  大大西西  正正俊俊  
TTEELL::  008844--993366--22111111((内内 55007777))    
EE--mmaaiill::  oohhnniisshhii@@ffuukkuuyyaammaa--uu..aacc..jjpp        

UURRLL:: 
hhttttppss::////ffoorrmmss..ooffffiiccee..ccoomm//rr//NNNNvvbbggmm6622MMaa 

参参加加申申込込みみ：：対対面面参参加加ののみみででのの開開催催でですす。。（（人人数数制制限限有有りり））  
事事前前参参加加予予約約はは、、右右ののQQRRココーードドああるるいいははUURRLLかかららおお申申込込みみくくだだささいい。。  

福福山山大大学学薬薬学学部部卒卒後後教教育育委委員員会会    中中村村  徹徹也也  
TTEELL::  008844--993366--22111111((内内 55113366))    
EE--mmaaiill::  tt--nnaakkaammuurraa@@ffuukkuuyyaammaa--uu..aacc..jjpp    

日日本本薬薬剤剤師師研研修修セセンンタターー集集合合研研修修    11 単単位位((PPEECCSS 登登録録済済みみのの方方にに付付与与がが可可能能でですす。。付付与与をを希希望望さされれるる方方はは

事事前前にに研研修修セセンンタターーのの HHPPをを確確認認しし手手続続ききををおお願願いいししまますす。。))  

日日病病薬薬病病院院薬薬学学認認定定薬薬剤剤師師制制度度    11単単位位（（各各領領域域 00..55単単位位::  ⅤⅤ--33,,ⅠⅠ--22））    

※※申申請請中中    

1166::0000～～1177::0000 座座長長  22  福福山山大大学学薬薬学学部部・・准准教教授授  大大西西  正正俊俊    

物物かからら人人へへのの薬薬学学教教育育（（実実務務家家教教員員のの役役割割））  
              

            福福山山大大学学  客客員員教教授授      村村上上  信信行行    先先生生  

 

一一般般  11,,000000円円  

福福山山大大学学卒卒業業生生  550000円円  
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“新しく”、“正しい”医薬品等情報の入手と提供（第20回）
どうしてる？！

『漢方処方』の服薬指導につなげる情報入手
～最新の医薬品・医療情報を電子的に入手、活用する～

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。

　新興感染症である新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が2020年 1 月に本邦
で報告されて以来、世界中の研究者や医療者が病態や治療法の解明に取り組んできま
した。 3年経った現在では、新しい医薬品が、予防や治療に用いられるようになりま
した。一方、既存の方法や治療薬での対応により、治療効果を上げているものもあり
ます。今年になり、感染性の強い変異株であるオミクロン株が流行し、罹患者の絶対
数増加に伴い、より多くの方に漢方薬も処方されるようになりました。中でも、スペ
イン風邪が流行した際に使われた“柴葛解肌湯（さいかつげきとう）”の代用として
小柴胡湯加桔梗石膏と葛根湯の合方や、後遺症に補中益気湯や人参養栄湯が処方され
るようになっております。そこで、今回は、インフルエンザ感染症も含め、感冒等に
おける漢方薬の使い分け～症状、発症後の経過時期等～について、薬剤師から医師に
情報提供、或いは患者さんに服薬指導するために、情報入手する手段について、ご紹
介します。

1 ．公的機関・大学・学会等の発信情報を参照する
　いろいろな機関から情報発信がされている中、次のようなサイトでは、わかりやすく解説されており、用途別に
参照、活用できるので、いくつかのサイトを事例と共に紹介する。
■公的機関の事例：「漢方セルフメディケーション」　国立医薬品食品衛生研究所
　https://www.kampo-self.jp/
　漢方処方の選択では、病期（病状の経過）及び証（体力、症状等）等により使い分けることが多い。例えば、感
冒に使われる漢方処方は、本号掲載の「お薬相談電話事例集No.139」で引用した「漢方セルフメディケーション」
がわかりやすい図を示している。
・かぜ〈経過別〉��https://www.kampo-self.jp/diagnosis/coldtime/
　病期をひき初め、中期（ 3 ～ 5日）、こじれた時の 3つの段階に分類。加えて、それぞれにおいて、証（体力・
体質）を虚弱から充実で推奨処方が図示されている。
・かぜ〈症状別〉��https://www.kampo-self.jp/diagnosis/coldtype/
　感冒に伴う症状は、咳・痰、熱、頭痛等、多岐にわたる。加えて、それぞれにおいて、証（体力・体質）を虚弱
から充実で推奨処方が図示されている。

■大学の事例：「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/
　処方の位置づけ、構成生薬の薬理等が参照できる。
・【漢方方剤】のページ　https://dentomed.toyama-wakan.net/ja/漢方方剤/
　では、処方名を入れ検索すると、構成生薬、適応病態、適応疾患、原典、条文、に加え、備考として簡単な解説

※本情報は、2022年12月 5日現在の知見に基づいて執筆。
※各サイトは、2022年12月 5 日に確認。

研修会のご案内

アンチ・ドーピング
ホットライン
医療関係者向け
お役⽴ちリンク集

薬事情報センター Webサイト ＜スマホ画⾯＞

薬事情報センターWebサイト
〈スマホ画面〉
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や一般用漢方製剤製造販売承認基準収載の有無も、記載されている。
　例えば、スペイン風邪で使われ、今回の新型コロナウイルス感染症でも注目されている「柴葛解肌湯」を検索す
ると、次の様な情報が表示される。

構成生薬 柴胡、葛根、麻黄、桂皮、黄芩、芍薬、半夏、生姜、（ヒネショウガ）、甘草、石膏

適応病態 体力中程度以上で、激しい感冒様症状を示すもの

適応疾患 発熱、悪寒、頭痛、四肢の痛み、口渇、不眠、鼻腔乾燥、食欲不振、はきけ、全身倦怠

原典 勿誤薬室方函口訣

備考 一般用漢方製剤製造販売承認基準掲載

　構成生薬には、大学で履修し聞いたことのある生薬名が表示されている。生薬の名前をクリックすると、生薬情
報に遷移する。生薬毎に、薬理作用、臨床応用、頻用疾患等々の概略も掲載されている。処方箋で漢方処方された
際、何故この処方が出されたのかを構成生薬を基に考え患者さんに伝えられるのは、薬剤師の強みである。
・�【疾患別頻用漢方方剤】のページ　https://dentomed.toyama-wakan.net/ja/疾患別頻用漢方方剤/
　で、例えば、「風邪症候群」を検索すると、陰陽虚実で漢方方剤名がマッピングされている。実から虚に向かって、
麻黄湯＞葛根湯＞桔梗石膏＞柴胡桂枝湯＞桂枝湯＞麻黄附子細辛湯≒香蘇散等がグラフで可視化されている。実際、
臨床現場でも、子供には麻黄湯、高齢者には麻黄附子細辛湯や香蘇散が使われており、患者毎にリスク管理する際
にも参考にできる。

■学会の事例：「漢方EBM」（日本東洋医学会）
　http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/index.html
　近年は、EBM（Evidence　Based　Medicine）に基づいて、薬剤の有用性を評価することが行われるように
なり、漢方薬についても、その手法を取り入れて、疾患毎に処方選択の参照化の試みが行われている。日本東洋医
学会では、これら西洋医学的な見地で漢方処方の臨床データを評価し、本サイトに掲載し、随時アップデートされ
ている。
　また、COVID-19については、日本感染症学会が2020年 3 月に特別寄稿として「COVID-19感染症に対する漢
方治療の考え方」を発信し、現在改訂第 2版を掲載している3）。

2 ．エキス剤等の漢方製剤について、PMDA、製薬会社サイトを参照する
　医療用及び一般用医薬品の漢方製剤については、次のサイトが参考となる。

■『電子添文（電子化された添付文書）』（PMDA）
　PMDAのサイトでは、医療用医薬品、及び、一般用医薬品・要指導医薬品について、最新の情報が確認できる。
漢方製剤は、同名の処方であっても各社構成生薬や配合が異なるし、効能効果も異なっている。
　例えば、新型コロナウイルス感染症で話題となった柴葛解肌湯（小太郎漢方製薬）は、一般用医薬品として販売
されている。電子添文で、この薬の構成生薬を確認すると、サイコ 4 g、カッコン・ハンゲ各3.2g、マオウ・ケイ
ヒ・オウゴン・シャクヤク各2.4g、ショウキョウ0.4g、カンゾウ1.6g、セッコウ6.4gとなっている。医療用医薬
品の小柴胡湯加桔梗石膏と葛根湯の合方は、あくまでも代用であることが確認できる。

■漢方薬の製造販売会社　医療関係者用サイト
　各社、サイト構築では大変工夫されており、古典解説から最新学会の情報、症例検討等、日々更新されており参
考となる。処方名や生薬名での全文検索も可能なサイトもあり、臨床適用、識者の解説（症例提示、古典の音声解
説、処方解説他）、わかりやすい解説と共に、必要な情報を入手できる。

3 ．漢方薬について学習し、服薬指導や処方提案につなげる
　前述の通り、各種Webサイトから情報を容易に入手することができるようになった。一方、体系的に学ぶことで、
より患者さんに寄り添った服薬指導や処方提案につなげることができるので、いくつかその手段を紹介する。
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■セミナー、研究会、学会でのインプット
・�レクチャー型研修の受講：各地域薬剤師会や製薬会社等が開催する研修会やセミナーを利用できる。オンライン
での開催も増えており、学ぶ機会は増えており、敷居が低くなっている。

・�漢方を学べる研究会への参加：直接、漢方診療医師や漢方薬局薬剤師の講師から講義を受ける。質疑も可能であ
る上に、メンバー間で意見交換できるため、学習意欲のモチベーション維持には有用である。広島県には幸い「広
島漢方研究会」（日本薬剤師研修センター　漢方薬・生薬認定薬剤師制度　「必須研修」対象研修会）という学び
の場がある。本研究会は、毎月月例会を実施しており、本号：諸団体だよりの活動内容を参照されたい。

・�学会への参加：日本東洋医学会や東亜医学協会等は、漢方医学、西洋医学の両方のアプローチでの学術大会の実
施や学会誌発行もあり、継続的にインプットできる。

■漢方薬・生薬認定薬剤師制度（日本薬剤師研修センター）での学習、認定薬剤師の取得
　日本薬剤師研修センターと日本生薬学会が実施する研修を修了し、試験に合格すると「漢方薬・生薬認定薬剤師」
として認定される。研修は、漢方薬、生薬、生産・流通等々、漢方薬を取り巻く多岐に渡る内容を 9回の講義研修
会と、日本全国の薬草園の中から、好きなところを選べる薬草園実習となっている。興味のある方は、是非、受講
し、認定薬剤師にも挑戦いただきたい。

■文献、書籍
　症例報告や薬理的な作用メカニズム等新しい報告については、文献検索サイトを利用する。そして、処方提案や
服薬指導につなげるためには、やはり、原典や参考書籍に戻り、漢方の考え方や処方意図などを学習されたい。
・文献検索サイト
　�無料の文献検索サイトとして、J-STAGE、CiNii等があり、薬事情報センターWebサイトでは「お役立ちリン
ク集―医薬品情報　データベース」にリンクを紹介しているので、活用されたい。これらサイトを活用、検索す
ると、文末の引用文献［感冒及びCOVID-19に対する漢方処方に関する文献他］等を入手できる。

・書籍
　�漢方医学の変遷について、古典、及びそれらの参考書が数多くある。初心者向けについては、既報で紹介し
た、薬事情報センターのページ「まずは一歩ふみ出そう！漢方へのいざない」（広島県薬剤師会誌�Vol.44�No.4　
p65-68　2019）内の参考書籍を参照されたい。

最後に
　今直面しているCOVID-19は、起源株からデルタ株までとオミクロン株では、病態が変化してきていることの
認識が必要である。流行初期には、肺におけるサイトカインストームによる重症化が転帰に大きく寄与していたが、
オミクロン株では、上気道で増殖しやすい特性から咽喉頭痛等が増え1）、そのために食事がとれないことによる重
症化が、特に基礎疾患を合併する患者や高齢者に多く起こっている。加えて、易感染性のために患者数自体が増加
し、それに伴い軽症にもかかわらず後遺症を訴える患者数増加も、課題となってきている。
　感冒及びCOVID-19に応用されている漢方薬として、初期症状である発熱、頭痛がある場合に、麻黄湯、葛根湯、
桂枝湯、高齢者は麻黄附子細辛湯、少し病期が進んで往来寒熱＊や口が苦い等の症状があれば柴胡剤（小柴胡湯、柴胡
桂枝湯他）、COVID-19のオミクロン株で訴えが多かった咽喉頭痛を伴う場合には桔梗石膏、回復期には、補中益気
湯や十全大捕湯、咳や痰には清肺湯、麦門冬湯、竹茹温胆湯、また、病後、或いは後遺症には、人参養栄湯、加味
帰脾湯、桂枝加竜骨牡蛎湯等を、病期や証にあわせ処方選択が行われるので、引用文献等も参考にし、確認された�
い2） 3） 4） 5） 6）。加えて、COVID-19の急性期に漢方薬で治療し、発熱緩和、重症化抑制等の有用性が東北大学か
ら報告されており7） 8）、更なる研究成果の公表が期待される。

＊�往来寒熱：寒と熱が相互に往来するの意で、悪寒が止んで熱がのぼり、熱が止んで悪熱がする。少陽病の熱型（新
版「漢方医学」大塚敬節著　創元医学新書　p88より引用）。
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電子的な情報源　一覧
1 ．公的機関・大学・学会等

「漢方セルフメディケーション」　国立医薬品食品衛生研究所
https://www.kampo-self.jp/
・かぜ〈経過別〉https://www.kampo-self.jp/diagnosis/coldtime/
・かぜ〈症状別〉https://www.kampo-self.jp/diagnosis/coldtype/

「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/
・【漢方方剤】のページ　https://dentomed.toyama-wakan.net/ja/漢方方剤/
・【疾患別頻用漢方方剤】のページ　https://dentomed.toyama-wakan.net/ja/疾患別頻用漢方方剤/

「漢方EBM」（日本東洋医学会）
http://www.jsom.or.jp/medical/ebm/index.html

2 ．電子添文（電子化された添付文書）（PMDA）

医療用医薬品
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/

一般用医薬品・要指導医薬品　添付文書等
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcSearch/

3 ．学習、文献検索

漢方薬・生薬認定薬剤師制度（日本薬剤師研修センター）
https://www.jpec.or.jp/nintei/kanpou/index.html

文献検索サイト
科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja

文献検索サイト
CiNii Research ー論文・データをさがす（国立情報学研究所）
https://cir.nii.ac.jp/

引用文献
1 ）�新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き第8.1版（2022年10月）
� https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html#h 2 _free 4

［感冒及びCOVID-19に対する漢方処方に関する文献他］
2 ）加藤士郎�「感冒の漢方治療」　ファルマシア，56（ 3 ）208-212（2020）
3 ）小川恵子�「（特別寄稿）COVID-19感染症に対する漢方治療の考え方（改訂第 2版）」，（2020）
� https://www.kansensho.or.jp/modules/news/index.php?content_id=147
4 ）渡辺健治　他　「COVID-19に対する漢方の役割」　日本医事新報　No.5008，44-51（2020）
5 ）�入江康仁　他　「ウイルス感染症のパンデミックに対して漢方薬の果たす役割―スペインかぜから学ぶ―」　日

東医誌　71（3）272-283（2020）
6 ）�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（5）429–435

（2021）
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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。

〈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/

〈お役立ちリンク集　サイト一覧〉
★今回使用したサイト

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／一般用医薬品情報検索、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 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、Minds ガイドラインライブラリ

★ 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

7）�Shin�Takayama,�et�al.�Conventional�and�Kampo�Medicine�Treatment� for�Mild-to-moderate�
COVID-19:�A�Multicenter,�Retrospective,�Observational�Study�by�the�Integrative�Management�in�
Japan�for�Epidemic�Disease�（IMJEDI�study-Observation）,
https://doi.org/10.2169/internalmedicine.0027-22

8 ）�Shin�Takayama,�et�al.�Multicenter,�randomized�controlled�trial�of�traditional�Japanese�medicine,�
kakkonto�with�shosaikotokakikyosekko,�for�mild�and�moderate�coronavirus�disease�patients.�Front.�
Pharmacol.�09�November�2022,
https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1008946
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お薬相談電話　事例集 No.139お薬相談電話　事例集 No.139

カゼに使う漢方薬について

Ｑ．カゼをひいたときのために、市販の漢方薬を買っておきたいのですが、どのように選べばよいでしょうか？
A．カゼに使われる漢方薬は、良く知られている葛根湯の他、さまざまなものがありますが、その方の証（体質や体

力）や症状によって適する漢方薬は異なってきますので、選ぶ際には店舗の薬剤師にご相談ください。なお、市
販薬をしばらく服用しても症状が改善しない場合は、医療機関を受診してください。

【解説】
　国立医薬品食品衛生研究所が公開している『漢方セルフメディケーション』サイト2）では、患者さんの悩み別（胃
のトラブル、腸のトラブル、頭痛、カゼ（症状別）、カゼ（経過別）、尿のトラブル、女性の体調トラブル、神経症）
に適した漢方薬を探すことができるようになっています。今回のカゼについては、症状別と経過別で以下の漢方薬が
掲載されています。（図 1、図 2）（参考：漢方セルフメディケーション3，4））
・�『漢方セルフメディケーション』サイトは、薬事情報センターウェブサイト『お役立ちリンク集』1）に掲載してお
ります。
・�構成生薬について詳細を確認したい時は、富山大学和漢医薬学総合研究所が公開している『伝統医薬データベー
ス』5）もご参考ください。

図 1　カゼ（症状別）（参考：漢方セルフメディケーション 3））

薬事情報センター

証
（体力・体質） 鼻炎 せき・たん 熱 頭痛

虚弱

充実

補中益気湯（食欲がなく、胃腸のはたらきがおとろえ、疲れやすい）

麻黄湯（汗がなく、悪寒、発熱、頭痛、関節痛がある）

小青竜湯（色の薄い鼻水やたんが出る）

柴胡桂枝湯
（腹痛や吐き気を伴ったり、頭痛や微熱が続く）

小柴胡湯
（頭痛や微熱が続いたり、食欲がなくなったり、胃
痛がある）

葛根湯加川芎辛夷
（鼻づまり、慢性鼻炎）

辛夷清肺湯
（粘った鼻水が出る、慢
性鼻炎）

麦門冬湯
（たんが切れにくい、か
らぜきなど、のどの乾燥
感がある）

半夏厚朴湯
（のどに異物感があるせ
きや吐き気）

五虎湯（咳が強く出る）

葛根湯（汗がなく、悪寒や肩こりがある）
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1 ）

2 ）

3 ）

4 ）

5 ）

【参考資料】各サイトはいずれも2022-11-15確認
1 ）薬事情報センターウェブサイト『お役立ちリンク集』

https://www.hiroyaku.jp/di/links/
2 ）漢方セルフメディケーション（国立医薬品食品衛生研究所）

https://www.kampo-self.jp/
3 ）漢方セルフメディケーション　カゼ（症状別）

https://www.kampo-self.jp/diagnosis/coldtype/
4 ）漢方セルフメディケーション　カゼ（経過別）

https://www.kampo-self.jp/diagnosis/coldtime/
5 ）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/#bottom

図 2　カゼ（経過別）（参考：漢方セルフメディケーション 4））
証

（体力・体質） ひきはじめ 中期（ 3～ 5日） こじれた時

虚弱

充実

柴胡桂枝湯（腹痛や吐き気を伴ったり、頭痛や微熱が続く）

補中益気湯
（食欲がなく、胃腸のはたらきが
おとろえ、疲れやすい）

半夏厚朴湯
（のどに異物感があるせきや吐き
気）

麦門冬湯
（たんが切れにくい、からぜきなど、のどの乾燥感が
ある）

小青竜湯
（色の薄い鼻水やたんが出る）

葛根湯
（汗がなく、悪寒や肩こりがある）

辛夷清肺湯
（粘った鼻水が出る、慢性鼻炎）

五虎湯
（咳が強く出る）

麻黄湯
（汗がなく、悪寒、発熱、頭痛、
関節痛がある）

葛根湯加川芎辛夷
（汗がなく、悪寒や肩こりがあり、鼻づまりがひどい）

小柴胡湯（頭痛や微熱が続いたり、食欲がなくなったり、胃痛がある）
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　第94回ひろしま桔梗研修会がZoomウェビナーにて開
催されました。
　演題は「便の形状から判断する漢方方剤の適正使用 
～大黄剤・人参剤より考える漢方方剤の方向性～」 講師
は薬局誠宏堂、小林宏先生です。
　まず本題に入る前に 4 年前の研修会、桂麻剤の復習で
した。麻黄湯等の桂麻剤は冬の風邪、体の表面に寒邪が
あり悪寒や発熱の症状がある時に服用して体を温め、汗
が出たら中止する、という薬。一方コロナは年中流行す
る温病で、症状が喉の痛みであることから桂麻剤ではな
く、銀翹解毒散や駆風解毒湯が良いそうです。
　本題は大黄剤から。代表的な処方、大黄甘草湯は本来

「燥屎（そうし）」といって便が乾いてカチカチの人向け
のもの。脾胃（消化管）に余分な熱がこもっていて大腸
で水分を余分に吸い取るため、便が固くなり詰まってし
まう人に大黄剤が良いそうです。大黄は苦味、寒性の生
薬なので熱証の人が服用すべきで、便の固さが重要。排
便の頻度が 3 日に 1 回でも軟らかい便や、排便後に疲れ
て休憩する人は大黄剤の適応ではないそうです。
　また防風通聖散や桃核承気湯等、大黄と芒硝を組み合
わせた処方は、芒硝が天然の塩類下剤のため、下痢とし
て水が体外へ出て行くので、季節によっては体内の水分
が減ってしまう可能性があるそうです。これは大黄と芒
硝の組み合わせだけでなく、大黄剤と酸化マグネシウム
等の塩類下剤との併用でも同じ事が起こるため、注意が
必要です。

　お年寄りの便秘の場合、大黄剤で強く下すのではなく、
浣腸を使うか、地黄で栄養を補って出す方法もあり、出
るなら六味地黄丸や四物湯で良いのでは、との事でした。
　次は人参剤。大黄剤が実証、余分なエネルギーがこ
もっている人向けなのに対し、人参剤は虚証、エネル
ギーが少ない人向けのものです。
　人参は甘・微苦味、微温の性質で補気、健脾（消化管
を元気にする）の効能がある生薬なので、人参剤は脾胃
気虚、例えば普通便でも出きらない人、軟らかい便、水
様便や細い便が出る人に向いています。四君子湯や六君
子湯が基本で、体に冷えがあると乾姜が入る人参湯、
もっと冷えると大建中湯、と温める段階があります。
　開腹手術後によく処方される大建中湯は乾姜と山椒が
入り温める力がとても強く、術後すぐは消化管の温度も
下がるため、温めることで傷口が癒着しない、食欲が戻
る等良い処方ですが、長期に服用すると体内に余分な熱
を抱えてしまい、血圧が上がる等の症状が現れる事もあ
るので、食欲や血色等、患者さんの様子をチェックして
大建中湯から人参湯、四君子湯へと処方を変えられたら
良いのに、との事でした。
　脾胃を「口から肛門までの消化管」、表裏を「二重丸
の外側と内側」のように西洋医学では表現しにくい用語
を理解しやすいように説明され、すぐに使える漢方の知
識をたくさん教えていただきました。仕事だけでなく日
常生活にも役立てたいと思います。

2022年度 第3回（通算94回）ひろしま桔梗研修会

神戸薬科大学同窓会 　桐原　恭子
開催日：令和4年11月23日（水・祝）13：00～16：10
場　所：オンライン
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　　　 （通算9５回）

 2023年1月15日 (日) 13時00分～16時10分
　（Ｇ07認定2単位）

場   所  Web配信：Zoomウェビナーシステム

演者：

講演２

演者：

参加費   単位必要の場合：1,500円　　　　単位不要の場合：1,000円

事前申し込み制    　　　定員：80名

・開始時間を過ぎての参加，終了時間前の退出では単位交付が認められません。

・ZOOM上では参加申込時のお名前でのご参加ををお願いいたします。

・代金の払い戻しは，いかなる場合も行いませんのでご了承ください。

問合せ 　森川薬局青葉台店　　0829－30－6778

　主　催：　神戸薬科大学生涯研修支援事業　 広島生涯研修企画委員会

　今回のテーマはOC/LEP（低用量経口避妊薬/低用量エストロゲン・プロゲスチ
ン配合薬）です。OCは欧米では35歳以下の女性の70％近くが内服し、「女性の
人生に最も貢献した薬剤１位」に挙げられており、OC/LEPについて理解するこ
とは患者支援そして女性のQOL向上の貢献につながります。
お二人の先生に、「LEP 製剤とホルモン補充療法について実際の投薬で伝えた
いこと」、「OC/LEPガイドライン2020年度版について」ご講演いただきます。
OC/LEPについて理解を深める機会として、是非ご活用ください。

日   時

講演

講演１
「　LEP 製剤とホルモン補充療法について
                           実際の投薬で伝えたいこと　」

　森川薬局　　　　　　　　　　　森川　みか　先生

「　女性の健康サポート～OC/LEPからホルモン補充療法
について薬剤師が活用できるガイドライン・書籍　」

（株）ジェンダーメディカルリサーチ代表取締役社長
　　　NPO法人HAP(Healthy Aging Projects for Women) 理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮原 富士子 先生

Web視聴
における
諸注意

・単位シール申請には視聴のログ（ログイン・ログアウト時間）、キーワード、200字以上の
レポート提出が必要です。

申込み

下記のQRコードからからお申し込みください

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lVah9nqVTBiIkKhHj9SCIA

申込時に登録されたメールアドレスへ当日視聴URL、参加
費申込方法をご連絡いたします。なお、振込期限を過ぎて
も入金確認ができなかった場合は、自動的キャンセルとさ
せていただきます。　ご了承ください。

(締切： 2022年１２月2８日)  

　今回のテーマはOC/LEP（低用量経口避妊薬/低用量エストロゲン・プロゲスチン配合
薬）です。OCは欧米では35歳以下の女性の70％近くが内服し、「女性の人生に最も貢献
した薬剤 1位」に挙げられており、OC/LEPについて理解することは患者支援そして女
性のQOL向上の貢献につながります。
　お二人の先生に、「LEP製剤とホルモン補充療法について実際の投薬で伝えたいこと」、
「OC/LEPガイドライン2020年度版について」ご講演いただきます。
　OC/LEPについて理解を深める機会として、是非ご活用ください。

（通算95回）
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

よく遊び、よく学ぶよく遊び、よく学ぶ
岡田　啓司

　薬剤師の岡田です。アプコ薬局に約20年前からお世話になり、昨年、当薬局グループの 1法人の代表を引き継ぎ、
現在は主に尾道で活動しております。
　「よく遊び、よく学ぶ」は、ここ数年のコロナ禍では、なかなか難しい状況です。

　コロナ禍前の「よく遊び」は、「あそこに行くために、これをやるために頑張っ
て仕事して休みを取るぞ」という感じでした。2012年にダイビングを始めて以来、
アドバンスおよび潜水士ライセンスを取得し、1日 5本潜るなどハードスケジュー
ルを組んだものでした。尾道では准看護学院の薬理学（薬物と看護）を受け持っ
ていますが、その授業スライドの挿絵としてダイビング写真や動画を活用してい
ます。ですが、2019年沖縄に行ったのを最後にコロナ禍に突入してしまいました。

　コロナ禍での休日は、「罹患したら仕事に差し支える」が根底に
あるため、なかなか思い切った「よく遊び」が実現していない状況
です。おうち時間は、ふるさと納税の返礼品を七輪で炙ってお酒を
嗜み犬と戯れて。後片付けは手際よくできるようになりました。

　「よく遊び」には支障のあるコロナ禍ですが、薬剤師としての職能拡大や地域貢献の場として非常に大切な期間となっ
ています。尾道市では2021年 4月からワクチン集団接種事業が始まりました。この担当理事となり、医師会や看護師、
行政との協働と並行して、病院薬剤師との協力体制を構築しなが
ら現在に至ります。最近の「休日」は、このワクチン接種事業に
関わる事が多いです。
　同じ時期、始発の船便で瀬戸内の離島診療所に行き、ワクチン
の調製後尾道に帰還し日常業務を行う日々を送りました。薬局では、
ワクチン業務以外にオンライン診療に伴う対応、新型コロナウイ
ルス抗原検査の実施及び販売など、今までの薬剤師業務にはなかっ
た事も増え、よい学びでもあります。

　人との関係が断ち切られるようなコロナ禍ですが、悪いことばかりではありません。リアルで会うことの大切さを
再認識できましたし、オンラインでの業務や研修会は大きく進展しました。今年から広島県薬剤師会常務理事を拝命
しましたが、オンラインでの会議も円滑に行われており非常にありがたい環境です。また、ワクチン事業で知り合っ
た沢山の方々との顔の見える関係は、今後の行政および地域連携に必ず生きてくるであろうと期待しています。
　コロナ禍での「薬剤師の休日」は、以前のそれとは異なっています。
　いずれ元の日常が戻った時、やりたかったことを精一杯できるよう、心と体の「健康」を維持しておくことが、一
番の休日の過ごし方かもしれません。
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～
実務実習生のための、実務実習生のための、

現場で患者さん情報を紐解く方法のご提案現場で患者さん情報を紐解く方法のご提案
山﨑　沙織

　実務実習を行う中で、学生さんに一人の患者さんを受け持っていただき、その患者さんに合った服薬指導、生活指
導を行うことを実習の中で体験することが実習の一つの大きなテーマです。学生にとって実り多い実習になるように
工夫し奮闘している先生へお役立ち情報をお伝えします。
　生活指導の難しいところは、様々なスキルを同時に要求される点だと思っています。
・ 薬局実習は、病院実習と比べて手間が多いです。例えば、患者さんから病名、検査値など把握するために直接聞き
出すためのラポール形成スキル

・ガイドライン通りに食事や運動、日ごろの注意点を、個別に優先順位を意識しながら改善点を組み立てるスキル
・患者さんの生活に密着した改善点や生活の中で、続けやすく取り入れやすい手段などを指導する会話スキル
　実習期間の短期間で、この感覚を養うことは難しいかもしれませんが、学生たちは、限られた時間で一生懸命にこ
れらを理解し紐づけようと頑張っています。紐付けできた瞬間の体験の回数が多ければ、感想は、「実り多い実習だっ
た」と喜びに繋がっているようです。
　指導薬剤師（私）は、患者さんからの「愁訴」が今の「病気」とどのように関連があるかを説明できるようになっ
たほうがいいと考えて学んでいる方法が、分子整合栄養医学（分子栄養学）です。
　分子栄養学は、生化学の知識と「患者さんの訴え」「現状の生活スタイル」「実際表れている本人が気づいていない
症状」等、病名に至る前の状態の関連性を読み解くことに役立ちます。
　例えば、うつと鉄の関係が最近の一般書籍で情報を手に入れることができます。これらの論拠を理解するために使
われるのが分子栄養学です。
　個人的には、明治大正時代の「検査値の基準」などがない時代に、患者さんの訴えや、体外に現れる（体表の状態、
排泄物なども含めて）ものを目で見て、耳で聞いて感じとることに通ずるものだと考えています。
　学んでいくにつれ、患者さんの生活をさかのぼることで、原因やその原因をカバーしている「生活スタイル」など、
「助長補短」の判断の一つになるのではないかと思います。
　おわりに、短期間で患者さんの行動変容を促すツール『分子整合医学』を学べる研修「薬塾広島」が、 2月 5日、
県薬 2階で行われます。

勉強会「薬塾広島」開催のお知らせ
薬塾広島は対人業務スキルが学べる会です。

2023年 2 月 5 日10：00～16：00開催予定です。
次回テーマ「分子整合栄養医学の応用、免疫について」

参加ご希望の方は、問合せ先へご連絡ください。
問合せ先：げいほく薬局 電話0826-36-3030



88 西条総合
運動場
西条総合
運動場

東広島市立
御薗宇小学校
東広島市立
御薗宇小学校

観音橋　観音橋　

吾妻子の滝吾妻子の滝 エリザベト音楽大学
西条キャンパス
エリザベト音楽大学
西条キャンパス

広島中央
サイエンスパーク
入口

広島中央
サイエンスパーク
入口

三永川水源三永川水源

★
御
薗
宇
バ
イ
パス

かえで薬局
東広島市西条町御薗宇8539-7

　当薬局は、2021年 3 月に西条町御薗宇に開局した
保険薬局です。
　薬剤師 1名、事務員 2名（正社員 1名、パート 1
名）の体制で、門前の消化器内科からの処方箋を主
に応需しております。近隣には御薗宇小学校があり、
運動会や発表会の時期になると太鼓や笛の音、子ど
もたちの元気な声が聞こえ、明るい雰囲気の中で営
業しております。また、「吾妻子の滝」という隠れ
た観光スポット？もあり、住宅街に突如現れる落差
15m、落ち口の幅36mの滝が水しぶきを上げながら
流れるすがたは一見の価値があります。お近くにい
らした時は是非お立ち寄りください。

　さて、かねてより経営に興味をもち、いつかは自
分の薬局を立ち上げたいと漠然と考えておりました
が、いざ一から開設するとなるとやることも多く何
から手をつけたら良いのか、事業に失敗したらどう
しようと不安が尽きない日々が続いたのを覚えてい
ます。中でも一番プレッシャーに感じていたのが銀
行からの資金調達でした。好条件での融資が受けら
れれば銀行からのお墨付きをいただいたもの、事業
は必ず成功すると意気込んではみたものの、ふと我
に返ると当時の私は30代前半で地位も名誉もなく、
あるのは奨学金と住宅ローンという負の財産だけ。
門前払い覚悟で銀行の融資担当者との面談に臨みま
した。対応は各銀行により千差万別で圧迫面接のよ
うな雰囲気のところもありましたが…。幸いにも親
身になって相談を受けてくださる担当者に出会え、

当初試算していた条件よりも低金利で無事に融資を
受けることができました。

　開局してからはというと、思うように収益が上が
らず通帳から目を背けたい時期もありましたが、以
前勤めていた薬局の近隣ということもあり、当時の
患者さんが来局され、「元気にしとるか、頑張れよ」
と励ましの言葉をかけてくださったり、「頼りにし
とるけん、あんたから薬をもらいたいんよ」と処方
箋を持参してくださったりと、嬉しいこともたくさ
んありました。開局後 1年 8 ヶ月が経過した現在で
は、処方箋枚数は月800枚を超え、内100枚程度は広
域からの処方箋を応需しており、少しずつではあり
ますが地域の方に認知されてきたと実感しておりま
す。最近では近所のお子さんの処方箋をご持参いた
だく機会も増え、ついこの間までお母さんに抱っこ
されていた子が数ヶ月もしないうちに待合で伝い歩
きをするようになり、バイバイと手を振ってくれた
りと成長の早さに驚かされつつも、日々の慌ただし
い業務の中での癒しと楽しみの一つとなっておりま
す。

　この薬局を利用して良かった、次回もこの薬剤師
からお薬を貰いたいと思っていただける対応を心掛
け、この地域に開局したからには徹底して地域に貢
献すること、地域の皆様にとってより身近な存在と
なることを目標に、日々の業務に励みたいと思いま
す。

吾妻子の滝
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「治療薬ハンドブック　2023」
編　　集：堀　正二、菅野健太郎、門脇　孝、
	 乾　賢一、林　昌洋
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 6変型判、1,888頁
価　　格：定　　価　4,840円
　　　　　会員価格　4,360円
送　　料： 1部　550円

「誰も教えてくれなかった　実践薬学管理」
著　　者：山本雄一郎
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：A 5判、216頁
価　　格：定　　価　3,740円
　　　　　会員価格　3,300円
送　　料： 1部　550円

「治療薬マニュアル2023」
編　　著：髙久史麿、矢﨑義雄／監修
	 北原光夫、上野文昭、越前宏俊／編集
発　　行：株式会社　医学書院
判　　型：B 6判、約2,848頁
価　　格：定　　価　5,500円
　　　　　会員価格　5,100円
送　　料： 1部　660円

「Pocket Drugs2023」
編　　著：福井次矢／監修	
	 小松康宏、渡邉裕司／編集
発　　行：株式会社　医学書院
判　　型：A 6判、約1,216頁
価　　格：定　　価　4,730円
　　　　　会員価格　4,390円
送　　料： 1部　660円

書 籍 等 の 紹 介

※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

				

告　　　知　　　板

第62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 5年 3月26日（日）午後 1時
場　所：広島県薬剤師会館

令和4年度版
会員名簿を送付

令和 4年度版会員名簿（令和 4
年11月14日現在）を送付しました
（隔年毎に作成）。

2022年版管理記録簿を薬局・
店舗販売業等へ配布（無料）

正会員A及び賛助会員Aの方々に送付しました。ま
た、これと同時に県薬会員証も送付しました。管理記
録簿には所要事項をご記入の上ご使用ください。
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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：2022年8月1日午後4時から2023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

107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

29頁　問40 解　説

32頁　問82 解　説

35頁　問122 解　説

57頁　問187 解　説
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2023年１月号
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編集後記編集後記

あけましておめでとうございます！！
今年こそはコロナが収束し、飲み会や旅
行など、人々とのつながりを気兼ねなく
できる 1年となりますように！！
そして新井カープも優勝しますように

＜ときたま＞

明けましておめでとうございます
コアラ王国では、穏やかな新年を迎えました
今年は兎年ですね
新たに宇宙旅行を目標に、月でウサギと遊びたいなあ

＜ByコアラChanズ＞

新年あけましておめでとうございます。
先日、映画を観に行きました。最近、運動してないなぁ…。
ボールさわってないなぁ…。バスケしたいなぁ…。
ウズウズしています。

＜しそやわかめ＞

新年、明けましておめでとうございます。
昨年まではコロナ禍で何もできなかった一年でしたが
今年はどんな年になるのでしょうか…
我慢していたことがいっぱい！！って思ってましたが
振り返ってみると…
友達とちょこちょこ会食しました
日帰り旅行も行って、お買い物もいっぱいしました
学会だったけど、仙台まで行って旅行気分も味わいました
そういえば、カラオケにも行きました
な～～んだ
我慢ばっかりじゃなかったかも！（笑）
今年もお仕事はいっぱいありそうですが、
楽しいこともいっぱいしたいと思っています
今年もよろしくお願いいたします。

＜もい鳥＞

表紙写真 リンドウ〈竜胆〉の花（リンドウ科）

　リンドウは日当たりの良い高地の平原に自生します。根が苦く竜の胆のうのよう
だと竜胆と名付けられました。欧米でもリンドウの仲間の根をゲンチアナ根として
薬用にします。竜胆は苦味健胃薬として胃潰瘍や熱性下痢、膀胱炎などの治療に用
いられてきました。

写真解説：吉本　悟先生（安芸薬剤師会）　撮影場所：安芸太田町・深入山

谷川　正之　　中川　潤子　　豊見　　敦　　荒川　隆之
岡田　啓司　　宮本　一彦　　安保　圭介　　石本　　新
下田代幹太　　中島　啓介　　松井　聡政　　三浦　常代

編　集　委　員 
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広島県内で， 月 日から 月 日の間に もの方が交
通事故で亡くなられています。

が被害に遭う交通事故や，
交通事故が多発しています！

◎ 速度を控えて安全速度で走行しましょう！
◎ わき見や漫然運転は危険です。

前方をよく確認して運転しましょう！
◎ 上向きライト ハイビーム を活用して，
道路上の危険をいち早く発見しましょう！

◎ 夜間出歩く際は， ライトや反射材
を着用しましょう！

◎ 道路横断時は安全確認を徹底し，信号
のある横断歩道を渡りましょう！

令和４年１２月１５日現在

交通死亡事故が多発
～ひと月に１０人死亡～

交通安全ニュース
令和４年

Ｎｏ．

発行：広島県警察本部交通部交通企画課
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保険薬局ニュース
令和 5 年   1   月  1   日

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.31　No. 1 （No.169）

令和 5 年度 保険薬局部会負担金について
　令和 5 年度の広島県薬剤師会保険薬局部会負担金につきまして、本年度と同額といたしますが、報告期間について
は、令和 4 年 1 月～令和 4 年12月までとし、広島県に報告義務のある、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に基づく報告（薬局機能情報提供制度 救急医療 Net）の調査期間と同様といたします。
　この期間の社保・国保の総受付枚数、営業月数を次の様式にて、各地域薬剤師会にご申告くださいますよう、お願
いいたします。
　なお、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に基づく報告義務（薬局機能情報提供
制度 救急医療 Net HIROSHIMA）http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/の項目に、

「処方せんを応需した数（患者数）前年に処方せんを応需した延べ人数」があり、この数字とほぼ差異は無いものと
考えますので、大きな齟齬の無いよう、ご報告くださいますよう、よろしくお願いいたします。
　提出方法・提出期限につきまして、ご不明な点がある場合は、所属の地域薬剤師会にお問い合わせください。

　　（参考）

ランク 1 月あたり
枚　　　数

1 月あたりの
算定基準額

年間算定基準額 年間負担金

A     0～  100枚    475円   5,700円   2,850円
B   101～  200    665   7,980   3,990
C   201～  300  1,520  18,240   9,120
D   301～  400  2,565  30,780  15,390
E   401～  500  3,800  45,600  22,800
F   501～  600  5,225  62,700  31,350
G   601～  700  6,840  82,080  41,040
H   701～  800  8,645 103,740  51,870
I   801～  900 10,640 127,680  63,840
J   901～1,000 12,825 153,900  76,950
K 1,001～1,500 14,250 171,000  85,500
L 1,501～ 19,000 228,000 114,000

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月

受付枚数

月 8 月 9 月 10月 11月 12月 総　計 月平均受付枚数

受付枚数

営業月数
※ 歯科・眼科・耳鼻科の受付枚数は 1 と数えます（ 2 / 3 にはなりません）。
※ 生保・公費単独は含みません。

切り取り線

保 

険 

薬 

局

コード番号

名　　　称

開　設　者

所　在　地
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 令和 4 年12月 6 日
 広島県薬剤師会保険薬局部会

年末年始の保険調剤について

12月29日から１月３日は、国民の休日として扱うとされているため、この間に調剤し

た場合には、夜間・休日等加算を算定することが出来ます。

　しかし、12月29日～ 12月31日の間を休日として扱うことは、広く知られているとは言

えないため、この間に加算を算定する場合には、店内にその旨を掲示し、休日扱いであ

ることを告知してください。

　開局した状態での調剤で、休日加算を算定できるのは、12月29日～１月３日までの期間、

本来、当該薬局の休業日と届け出ている日に、支部運営による輪番制で開局し
ている薬局であり、支部担当者が県薬剤師会ホームページに休日当番薬局として掲載し
ている薬局です（その他の薬局は、夜間・休日等加算の対象です）。
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広島県薬剤師会保険薬局カード
（保険薬局部会会員にのみ本カードを同封しております）

年に１度、保険薬局部会会員である薬局所属のA会員の皆様に、氏名、薬

局名称、所在地、及び電話番号と保険薬局コードを明記したカードを、有

効期間１年間として発行しております。各薬局で管理していただき、医薬

品の譲受・譲渡の際に取引先に示すことで、当該薬局の従事者であること、

または取引の指示を受けた者であることを証明することができるものとし

て広島県薬務課とも協議済です。

左のカードを
ミシン目に沿って
切り離してから
ご使用ください。

広島県薬剤師会 保険薬局カード
　平成30年に施行された医薬品、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
施行規則により、医薬品の譲受時及び譲渡時（薬局間での医薬品分譲販売）における薬局開設者
の書面記載事項に追加が行われました。
　所定の事項を書面に記載する際に、A.開設許可証の写しなどの購入者等を確認するための資
料の提示を受け確認することが求められています。
　また医薬品を受け取りに行く際には、B.購入する薬局と雇用関係にあること又は取引の指示
を受けたことを示す資料（社員証等）の提示が求められています。

　広島県薬剤師会では開設許可証と社員証の携行に代えて運用ができるよう、広島県薬務課と
協議を行い上記A.B.の要件を満たすものとして「保険薬局カード」を発行しています。
　譲受の際にお手持ちの身分証明書とともに提示することで省令に定められた運用を行うこと
ができます。

※退会、異動の際はカードをご返却ください。紛失等で追加発行が必要な場合は広島県薬剤師会事務局までご
　連絡ください。有償（1,000円）にて発行いたします。

他薬局等へ医薬品を販売した場合には以下の事項について記載した文書を作成し3年間
の保管が必要です。
　①品名
　②製造販売業者（略号でも可）
　③ロット番号（ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号）
　④使用の期限（有効期間）
　⑤規格・数量
　⑥販売年月日
　⑦双方の薬局の名称、所在地、及び電話番号
　⑧⑦の事項を確認するために提示を受けた資料の種類とその番号
　⑨医薬品を受け取った者の氏名及びその者が購入者等と雇用関係にあること又は購入
　　者等から取引の指示を受けたことを表す資料

（⑧及び⑨の資料として「保険薬局カード」が利用できます。⑦の名称以外の事項と⑧につ
いては常時取引関係にある場合は省略できます。）

※詳細については本会Webサイト新着情報＞2022.01.04偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止徹底に関する
参考資料をご覧ください。

広島県薬剤師会 保険薬局カード

医薬品の譲受・譲渡の際にはこのカードの提示を以て
当薬局と雇用関係にあること又は当薬局から医薬品の
取引に係る指示を与えたことを示します。

広島県薬剤師会 保険薬局カード

医薬品の譲受・譲渡の際にはこのカードの提示を以て
当薬局と雇用関係にあること又は当薬局から医薬品の
取引に係る指示を与えたことを示します。

有効期限 2023年1月1日～2024年1月10日

ヤクザイくん薬局
保険薬局コード 01,234,5:
管 理 薬 剤 師 ヤクザイ太郎:

電 話 番 号 082-123-4567:

所 在 地 広島市東区二葉の里 3-2-1:

有効期限 2023年1月1日～2024年1月10日

ヤクザイくん薬局
保険薬局コード 01,234,5:
管 理 薬 剤 師 ヤクザイ太郎:

電 話 番 号 082-123-4567:

所 在 地 広島市東区二葉の里 3-2-1:
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薬剤師連盟のページ

国会議事堂　～歴史を刻む政治の舞台～

本田あきこ　オレンジ日記

参議院議員・薬剤師
本田　顕子

　国会見学できますか？

　こうしたお問合せが少しずつ増えてまいりました。

　1920年（大正 9 年）から16年余りをかけて建てられたドイツ様式の風格ある議事堂は、中央の玄関から向かって左

側が衆議院、右側が参議院です。朝日に映える姿、夕日が照らす風景、どちらも素敵です。そして、高さ65メートル

の中央塔がライトアップされた時の月夜の晩は心安らぐ癒やしの景色と出会うことができます。

　1936年（昭和11年）から使われ始めた議事堂の中央広間には、板垣退助、大隈重信、伊藤博文 3 氏の銅像のほかに、

銅像のない台座が置かれ、「政治に完成はない、未完の象徴」という意味が込められていると言われています。国会

議員にとって「いつか自分が」との夢と決意のためでもあるように思います。歴史を感じさせるふかふかの赤絨毯は

有名で、それにつまずくようになったら足腰が弱っている証拠だと先輩議員から教えていただきました。

　また、議事堂は、医薬分業を法的に義務づけた「医薬分業法」をめぐり、1955年（昭和30年）、施行時期の延期に

反対し、医薬分業の推進を求める薬剤師の先生方や薬学生の方々が全国から集結し座り込みを行った場所でもあります。

　国会の見学や傍聴はどなたでもできます。

　薬剤師の先生方が見学に来られたときに

「自分たちのことがこの場で話し合われて

いる」と喜ばれることもあります。開会中

の第210回臨時国会では、感染症有事に備

えるための改正法案をはじめ、生活者や関

連業界にとって身近でかつ重要な多くの法

案が審議されています。私たちの「職場」

をぜひ体感なさってください。私の事務所

でもご案内させていただきます。

参議院ホームページ　国会体験・見学（見学、傍聴のご案内）
https://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/bochou/kengaku.html
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初めての国会質問

参議院議員・薬剤師
神谷　政幸

　10月 3 日に召集された臨時国会において、厚生労働委員会に所属することができました。厚生労働委員会は10月27

日から実質的な審議が始まり、早くも二番手で質問に立つことになりました。この日は、前々日に行われた厚生労働

大臣の所信表明演説に対する質疑でした。

　まず、加藤大臣に対し、感染拡大防止と経済活動の両立を図る方針の下における今後の新型コロナウイルス感染対

策について考えをお聞きしました。

　続いて、次の事項について担当局長に質問して答弁をいただきました。

　〇革新的医薬品の開発促進に向けた環境整備の具体的内容について

　〇医薬品、特に後発医薬品の安定供給を確保するための対策について

　〇第 8 次医療計画の策定に向けた医薬品提供と薬剤師確保に関する検討状況について

　〇マイナンバーカードと保険証の一体化に向けての検討状況について

　〇 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を想定した医薬品提供体制及び自己検査のできる

検査体制の強化に向けての取り組み状況について

　最後に、予防・重症化予防・健康づくりについて質問を予定していましたが、一番手の議員が同様の質問をされま

したので、私からは健康サポート薬局について言及しつつ、薬局や薬剤師も地域住民の健康増進に取り組んでいるこ

とを紹介させていただきました。

　当日の審議の状況は、参議院のHP→「参議院審議中継」をクリック→

カレンダーで開会日（10月27日）を選択→厚生労働委員会をクリック→

委員会の動画によりご覧いただくことができます。動画下の発言者一覧

より神谷政幸をクリックしてください。

　初めての国会質問で緊張しましたが、何とか責務を果たすことができ

ました。

政
まさ

幸
ゆき

だより

10月27日　参議院構成労働委員会
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いきいき広場 発⾏・編集 
広 島 県 警 察 本 部
生 活 安 全 総 務 課  高齢者の安全と安心な暮らしを目指して 

第第 1155 号号  

 役所職員，⾦融機関職員になりすまし，「介

護保険料の払い戻しがある。ATM で手続き

をして。」といったアポ電が連続発生してい

ます。 

高齢者が狙われています 

知る 
手口を  

対策 

 

 

 

 

お金が  

戻ってくる！ 

 

 
ATM を操作して， 

お金が戻ってくることは 

ありません！ 

詐欺のカラクリ 

役所職員をかたる犯人から電話 
「介護保険料の払い戻しがあります。どち
らの⾦融機関を利⽤されていますか。」 

 

 ○○銀⾏です。 

○○銀⾏をかたる犯人から電話 
「近くの ATM へすぐに⾏ってください。到
着したらこの番号に電話をしてください。」 

その後すぐに 

電話をすると 

ATM で犯人が指示した数字を入力 
その数字がだまし取られるお金です！！ 

被害に遭わないために 

 

★ ATM での還付⾦手続
きは詐欺です︕ 

★ ATM での携帯電話は 
 しないようにしましょう︕ 
★ 怪しい電話には出な

い︕留守番電話設定や
ナンバーディスプレイ，
防犯機能付き電話等，自
宅電話の防犯対策をし
ましょう︕ 

★ 一人で判断せず，家族
や警察に相談してくだ
さい。 



❶ 届出の根拠
　医師法第６条第３項、歯科医師法第６条第３項及び薬剤師法第9条により、２年に一度の届出が義務付けられ
ています。
❷ 届出の方法等
⑴　届出票（様式）について
○届出票の様式は、住所地を管轄する保健所から配布されます。
（病院等に従事されている方については、当該施設から配布される場合もあります。）
○上記のほか、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html】

⑵　届出の方法
○令和４年12月31日現在の住所、氏名、登録番号、登録年月日、従事先等、届出票に記載されている事項に
記入の上、住所地を管轄する保健所へ提出してください。（病院等に従事されている方については、住所地
にかかわらず当該施設で取りまとめて提出される場合もあります。）

○複数の施設に従事している場合には、主な従業先のもの１枚だけを提出してください（重複提出は行わないでく
ださい）。ただし、複数の免許を保有している場合は、それぞれの届出票を提出する必要があります。
○12月31日現在で就労していない方も、届出票を提出する必要がありますので、届出漏れのないようにしてく
ださい。

⑶　オンラインによる届出について
〇令和4年度の届出から、医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師の方については、オンラインによ
る届出が可能になります。

〇オンラインによる届出は、厚生労働省が令和4年度に構築する医療従事者届出システム（以下「届出システ
ム」という）を活用し、勤務先の医療機関等で取りまとめて行うこととなります。

〇届出システムへのアクセス方法、利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホームページ（上記記載のURLより
アクセス）に随時情報が掲載されます。なお、オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務する医
師、歯科医師及び薬剤師の方以外については、従来通り、紙による届出を保健所や都道府県を経由して行います。

❸ 調査の期日
令和４年12月31日現在（届出票に記載していただく基準日）

❹ 届出期限
令和５年１月16日㈪
○届出期限までに住所地を管轄する保健所へ提出してください。
（従事先で取りまとめられる場合は、当該施設が定める期限までに提出してください。）

❺ 問合せ先
　広島県健康福祉局健康福祉総務課（広島市中区基町10-52　TEL082-513-3021（ダイヤルイン））

　　又は最寄りの保健所まで

≪医師・歯科医師・薬剤師の届出について≫

西部保健所 廿日市市桜尾2－2－68 0829－32－1181（代）

西部東保健所 東広島市西条昭和町13－10 082－422－6911（代）
東部保健所 尾道市古浜町26－12 0848－25－2011（代）
北部保健所 三次市十日市東4－6－1 0824－63－5181（代）
広島市保健所 広島市中区富士見町11－27 082－241－1585（ダイヤルイン）
　　東区分室 広島市東区東蟹屋町9－38 082－568－7752（ダイヤルイン）
　　南区分室 広島市南区皆実町1－5－44 082－250－4136（ダイヤルイン）
　　西区分室 広島市西区福島町2－2－1 082－532－1017（ダイヤルイン）
　　安佐南区分室 広島市安佐南区古市1－33－14 082－831－4563（ダイヤルイン）
　　安佐北区分室 広島市安佐北区可部4－13－13 082－819－3956（ダイヤルイン）
　　安芸区分室 広島市安芸区船越南3－4－36 082－821－2829（ダイヤルイン）
　　佐伯区分室 広島市佐伯区海老園2－5－28 082－943－9762（ダイヤルイン）
福山市保健所 福山市三吉町南2－11－22 084－928－1164（ダイヤルイン）
呉市保健所 呉市和庄1－2－13 0823－25－3532（ダイヤルイン）

保健所名 住　　所 電話番号 管轄区域
大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、
海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町
竹原市、東広島市、大崎上島町
三原市、尾道市、府中市、世羅町、神石高原町
三次市、庄原市
広島市中区
広島市東区
広島市南区
広島市西区
広島市安佐南区
広島市安佐北区
広島市安芸区
広島市佐伯区
福山市
呉市

医師・歯科医師・薬剤師の届出のお願い
　医師法、歯科医師法及び薬剤師法では、２年に一度、各法に規定する事項の届出が義務付けられており、本年
がその実施年に当たります。この届出は、今後の厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする「医師・歯科
医師・薬剤師統計」の客体となるものであり、届出について、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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	059_県美団体割引_2301
	060-096_県薬だより_2301
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