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長年にわたる女子教育の 
ノウハウと実績を活かし 
くすりの専門家を育成  
本学は創立以来、「柔しく剛く」を建

学の理念に、社会で強くしなやかに生

き抜ける人材が輩出してきました。こ

うした教育方針をもととして、これま

での経験と実績、女子大学の特性を活

かし、女性の力が一層求められている

医療分野において活躍できる高度な知

識と技術、豊かな人間性を併せ持つ薬

剤師を養成します。 

一人ひとりをしっかり支える 
安田女子大学ならではの 
充実したプログラム  
新しい薬学教育制度に対応したカリキ

ュラムを展開。また広範におよぶ知識

を提供する教育スタッフ、効率よく学

べる学習システム、講義と実習を有機

的に組み合わせた薬学プログラム、専

門職業人としての薬剤師養成に特化し

たカリキュラム、きめ細かい就職サポ

ートなどにより、個々の学生をしっか

りとフォローします。 

最新の機器を導入した 
薬学部棟を新設。 
充実した学習環境です。  
豊かな自然に囲まれたキャンパスに、

薬学部棟を新設し、最先端の知識・技

術を修得できるよう、最新の機器・設

備を導入します。 
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表紙写真　イボタノキ（モクセイ科）

イボタロウカイガラムシの雄の幼虫はこの木の枝に白色蝋状の分
泌液を付着させます。これを集めて熱湯に入れ浮いてきた蝋を集め
たものが伊保多蝋です。この蝋は昔、戸の開け閉めに使われたりロ
ウソクの原料として使われました。漢方ではロウを軟膏の基剤とし
て使いました。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）
撮影場所：吉田町

福利厚生

新コーナー
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第35回広島県薬剤師会通常総会を開催
－平成17年度会務・事業報告・収支決算等を承認－

第35回広島県薬剤師会通常総会は、去る５月27

日（土）午後３時から広島県薬剤師会館に於いて
開催された。
総会は、青野拓郎常務理事の司会のもと、まず、
加藤哲也副会長の開会の辞により開会され、続い
て、前田泰則会長の挨拶があった。（別掲）
次に、このたび選任された全役員（理事）を前田

会長が紹介されたのちに表彰式に移り、次の方々
に対して、前田会長から賞状並びに記念品の伝
達・授賞が行われた。
受賞者は次のとおり。

〔順不同、敬称略、（ ）は支部名〕
○日本薬剤師会有功賞受賞者（伝達）（２名）
真田　敏子（竹　原） 三井　澄子（福　山）

○広島県薬剤師会会賞受賞者（４名）
村岡　信也（広　島） 勝谷　英夫（広　島）
藏田　元二（廿日市） 佐々木一仁（ 呉　）

○広島県薬剤師会功労賞受賞者（７名）
武末　玲子（広　島） 山内　純子（広　島）
土井　郁郎（安　佐） 村上美也子（福　山）
石川　純朶（府　中） 柳父　淑子（府　中）
徳山　　光（三　次）

○広島県薬剤師会有功賞受賞者（５名）
今中フジエ（広　島） 後藤　吟子（広　島）
渡邊　　一（安　佐） 小川　　操（東広島）
有地　征子（福　山）

続いて、広島県福祉保健部長祝辞（村上行雄薬
務室長代読）があり、次に、参議院議員藤井基之
先生、日本薬剤師会長中西敏夫先生からの祝電が
披露された。
次に、受賞者を代表して蔵田元二氏（廿日市）

が謝辞を述べられ表彰式を終えた。
引き続き、昨年度の物故会員に対して、ご冥福
を祈り黙祷が捧げられた。
次に、正・副議長の選任が行われ、議長に多森
繁美氏（三原）、副議長に郡司久美子氏（広島佐
伯）が選任され、正・副議長が議長席に着席、直
ちに出席会員数の確認があり、会員総数の３分の
１の定足数998名以上の出席者数（委任状を含む）
1,742名が確認され、総会の成立が宣言された。
次に、議事録署名人に村岡信也氏（広島）、

金森久幸氏（行政）を議長から指名選出された。
続いて、報告事項12件を一括上程議題として、

次のとおり各担当理事から報告説明があった。
１．日本薬剤師会代議員会報告について

玉浦　巖　日薬代議員
２．広島県薬剤師会代議員会報告について

中本　博　県薬代議員
３．平成17年度広島県薬剤師会会務並びに事業報
告について　　　　　平井紀美恵　副会長

４．平成17年度広島県薬剤師会収支決算報告につ
いて　　　　　　　　谷川正之　常務理事

５．平成17年度保険薬局部会事業報告について
豊見雅文　副会長

６．平成17年度保険薬局部会収支決算報告につ
いて　　　　　　　　増田和彦　常務理事
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第35回広島県薬剤師会通常総会にお集まりいた
だきまして誠にありがとうございます。
また、本日表彰の栄に浴された先生方には、本
当におめでとうございます。
昨日、日本薬剤師連盟の中国・四国・九州ブ

ロック会議に福岡に行ってまいりました。来年
の藤井選挙のための準備段階としての第一歩であ
りまして、大変厳しい選挙が予測されております。
何故今選挙の話かと言いますと、今国会で取り
上げられております医療法及び薬事法の一部改正
法案には、薬局薬剤師にとりまして大改革と呼ぶ
にふさわしい内容が盛り込まれています。
去年、日本薬剤師会学術大会を広島で開催させ
ていただきました。その時の皆様方のご支援ご協
力誠にありがとうございました。この場をお借り
して、改めて御礼申し上げます。その時に掲げま
した「薬剤師大改革～選ばれるために～」という
テ－マで多くの方にご参加いただき、また広島県
内の役員の先生方・会員の先生方にもご参集頂い
て、成功裏に終えることができました事に感謝申
し上げます。その時掲げたテ－マのとおり、薬剤
師が変わらなければというメッセ－ジだったので

すが、まず法律が変わってきつつあります。我々
もそれに伴って、変わるというのではなくて、む
しろ法律より先に我々薬剤師の方がどんどん変
わっていかなければ、患者さんとの対応、あるい
は医療法との対応に関しても薬剤師の責任がより
一層重大になってきております。
例えば、今までは我々薬剤師が現場で仕事をし
ている中では、法律の中に薬局が医療提供施設に
なっていなかった訳ですが、これが今後医療提供
施設になると、何が変わるのかというと医療提供
施設になることによって、将来像が広く描かれて
いきます。先の日薬理事会におきましても、石井
専務理事より話が出てきましたのは、薬剤師資格
そのものの価値の重さ、例えば在宅や訪問介護等
の中で調剤を外でできるようにする、その中での
麻薬の取り扱いに関することの規制緩和、できれ
ば、今はそうなっていませんが、いわゆる駐車禁
止等の包括的な免除等も含めて考えていきたいと
いうことを藤井議員をはじめ、日薬も考えている
ようであります。
一般用医薬品のリスク分類、薬学六年制に向け
ての薬学生受入実務実習等の基盤整備及び国家予
算の取り組み、多々課題がある中で、受入側の
我々開局薬剤師の責任もますます現実味を帯びて
まいります。薬学部の増設という別の問題を抱え
ながら将来に向けての準備を着々と進めていく必
要があります。
今後我々薬剤師を取り巻く環境が、法律だけで
なくて、現場として罰則規定がより厳しくなる改
正ですので、そのことを会員の先生方にも周知徹

【 会 長 あ い さ つ 】

会　長　前田　泰則

７．平成17年度会館運営事業報告について
平井紀美恵　副会長

８．平成17年度会館運営事業収支決算報告につ
いて　　　　　　　　平井紀美恵　副会長

９．平成17年度検査センター事業報告について
大塚幸三　常務理事

10．平成17年度検査センター収支決算報告につ
いて　　　　　　　　大塚幸三　常務理事

11．平成17年度薬事情報センター事業報告につ
いて　　　　　　　　増田和彦　常務理事

12．平成17年度薬事情報センター収支決算報告に
ついて　　　　　　　増田和彦　常務理事

次に、監査報告に移り、児玉信子監事から監査
結果について報告があった。
続いて、質疑に入ったが、特になく、直ちに採
決が行われた結果、各報告事項はいずれも承認さ
れた。
以上をもって議事を終了し、松下憲明副会長の
閉会の辞をもって、総会は終了した。

閉会時刻　午後４時29分
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受賞者・喜びの声

四月末に突然、会より有功賞受賞のお知らせを
受けてびっくりしました。私が？何故？と今でも
理解出来ず、納得も出来ず、辞退してもいいもの
なのか？出来れば辞退したいと、優柔不断な私は
考え続けて、日が過ぎてしまいました。そこへ追
いかけて「寄稿を」と。
大正の終わりに生まれた私は、小学校から女学

校時代は、支那事変が始まり、つづいて真珠湾か
ら太平洋戦争となり、女学校を卒業する頃は全員
「女子挺身隊」として徴用され軍需工場で女工さ
んにまじって働く事になっていました。岡山の水
島工場で鉄兜の下垂れをミシンで縫ったりするの
だと聞かされていました。体があまり丈夫でな
かった私を両親が心配して、進学すれば徴用は、
のがれられると考えて何となく薬専に入学しまし
た。戦争は益々激しくなり、昭和19年には「男子
学徒出陣」となって、その送行会に狩り出されま
した。あいにくの激しい雨の中を学生服で行進す
る靴音が今でも耳に、瞼に残っています。もし私
が男に生まれていたら、あの人達と一緒に前線に
出るか、或いは特攻隊に、と考えると今の私は無
いかもといろいろ複雑な気持ちになる時があり
ます。
終戦になり卒業して、はからずも薬剤師となり、
そして２～３年して、はからずも開局する事にな
りました。その内先輩の方々に従って広島へ漢方
の話を聴きに通いました。新幹線はまだ無く快速
もあまり無い時代で、各駅停車で２時間少々か
かった様に思います。とてもユニークな漢方の先
生で学問的よりも、すぐ役立つ実践漢方とかで面
白い講義でした。薬と同じ位食事の大切さを教え

られました。そして今でも忘れられない教えは
「店頭で人に売って儲ける前に、先ず自分の健康
と家族の健康を考えなさい」と。その頃私は胃下
垂あり、胆石ありで、親指の頭位の石を手術で
取った方がいいと病院で云われていましたが臆病
な私は漢方で体質改善をと思いました。その内何
年かして超音波にも写らなくなっていました。
戦争の時代のせいで薬の道に進んだとは云え、

ただ漫然と長く生きただけで、「会」の為にも世
の人の為にも、お役に立っていない人生に思いも
よらない受賞に、御礼と同時に御詫びを申し上げ
ます。

この度は平成18年度広島県薬剤
師会会賞をいただき感謝申し上げ
ます。
振り返ってみますと県薬の理事

として主に「薬草に親しむ会」の
担当をさせていただきました。
山が雪解けの３月頃より、休日には県内をあち
らこちら回りましたが、お陰で家族とドライブに
も行けましたし、知らない所も行くことも出来ま
した。
ところが50歳を過ぎてから、私の人生の財産で

あるサッカーが、あと何年できるかと考えるよう
になりました。その結果、可能な限りサッカーの
時間を持ちたくなりました。もう一度、自分自身
でプレーをし、次回のワールドカップに日本代表
として出場しようと思いましたが、おそらく、い
や、絶対無理なので地域の子ども達の中から将来
の日本代表選手を育てることに方向転換しました。

県薬会賞

広島支部　勝谷　英夫

日薬有功賞

福山支部　三井　澄子

底していきながら、罰則規定があるから頑張るの
ではなくて、そういったものに医道審議会等も含
めて評価対象となりうるという事であれば、それ
以上の努力を我々はもっとして行く必要があると
考えます。
各先輩の先生方から勝ち得た歴史的な法律の変

革は、我々がここ10数年あまり頑張って来た医薬

分業の歴史からすると、相当大きな変化だと考え
ています。これをより一層充実したものにするた
めにも各先生方のご支援ご協力をお願いして、本
日の総会の挨拶とさせていただきます。
本日表彰の栄に浴された先生方には改めておめ
でとうございます。



火曜木曜の夜は練習、土曜日曜は試合の引率を
して忙しくしています。子ども達と試合に勝って
は喜び、負けては一緒に涙を流しています。
私は薬剤師なのか、サッカーの指導者なのか、

時々自分で自分の仕事が分からなくなります。
しかし、スポーツを通して挨拶、あと片付け、

人の話を聞く、苦しくても頑張る、失敗を恐れず
にチャレンジする等、今の子ども達に欠けている
事を教えることができれば幸いに思います。
これからもこの生活を楽しみながら、薬剤師会
にも少しは役に立つことができればと思っていま
す。ありがとうございました。

この度、広島県薬剤師会会賞を
いただき、身に余る光栄と感激し
ています。これも県薬・支部の役
員ならびに会員の方々のお陰と厚
くお礼申し上げます。

昭和60年にメーカーを退職し、開局しましたの
で薬剤師会に入会、佐伯支部に所属しました。そ
の後、五日市町と広島市との合併にともない広島
佐伯支部と廿日市佐伯支部に分かれ、必然的に廿
日市市との関係が強くなってきました。市は毎年
みんなの健康福祉展を行い薬剤師会も協力してい
ましたが、その内三師会が中心になって開催する
ようになりました。
一方分業も確実に普及し、分業率も延びつづけ
ていましたので、入会や変更の会員も多く会員の
管理やこれに伴う会計処理の仕事も煩雑になりま
した。
廿日市市との関係がよくなるにつれ市から廿日
市市健康づくり推進協議会の委員を依頼されまし
たのが始まりで、廿日市市国民健康保険運営協議
会、廿日市市生涯学習推進本部本部委員、廿日市
市立学校給食センター運営委員など６つの協議会
や委員会に薬剤師会から委員を出すようになりま
した。
また、第51回国民体育大会で、廿日市スポーツ
センターに天皇皇后両陛下の御臨席をいただいた
ときの送迎者として三師会からそれぞれ選ばれ、
拝謁でき感激しました。
この受賞を機にさらに努力してまいりますの

で、ご指導ご協力を宜しくお願い申し上げます。

第35回広島県薬剤師会総会にお
いて、「広島県薬剤師会会賞」受賞
という栄誉に浴し、感謝の気持で
一杯でございます。
薬剤師会にこれといった貢献も

していない私が、栄えある賞を受賞できたのは、
呉市薬で長年理事を務めさせていただいているこ
とと、介護保険がスタートする当初より呉市薬と
して居宅介護支援事業所を立ち上げ、それに携
わってきたことかなと思っています。
分業率が50％を越え、ますます居宅と薬剤師の

距離は短くなってきましたが、患者様から寄せら
れる信頼の重さに薬剤師としての責任の重大さも
増大してきていることはご承知の通りです。そう
いった薬剤師の職能と同時に、私は介護保険にお
いても薬剤師として貢献すべきと思っています。
ケアマネジャーの仕事は、利用者宅を訪問し、

個人情報である家族関係、生活状況、環境面、本
人の意向、健康情報に応じた医療との連携などを
アセスメントし、利用者が居宅でいつまでも安心
して過ごせるよう支援していくことですが、今後
ますます医療と介護の連携が重要となっていく
時、その両方に関連して専門性を生かし喜ばれる
為には、薬剤師は一番近い位置にあるものと思っ
ています。
又、多職種との関係が必然的に起こり、今まで
縦だけの関係から横系が通り、より広範な人達と
の幅広い交流が生まれ、人間性は元より、薬剤師
の地位向上に大いに役立つものと思っています。
その為にも薬剤師及び薬剤師会は、地域住民に
奉仕するという観点からもっともっと介護保険制
度に首をつっ込んでもらいたいと思っています。
最後になりますが、「広島県薬剤師会会賞」受

賞を励みに、さらに研鑽を積んで薬剤師会のため
にも、地域住民の為にも少しでも貢献できるよう
頑張っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
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県薬会賞

廿日市支部　藏田　元二

県薬会賞

呉支部　佐々木　一仁
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この度、第35回広島県薬剤師会
通常総会におきまして思いもかけ
ず広島県薬剤師会会賞という名誉
ある賞を受賞させていただくこと
になり感謝の念でいっぱいです。

思い起こせば開局したのが1974年６月、それま
で製薬会社に勤務し、医療用医薬品以外、薬局の
事情や、一般医薬品の名前すら良くわからないま
ま若さの勢いで開局しました。開局に当たりまし
ては諸先輩の方々のアドバイスやご指導を賜り、
何とか一人歩きできるようになりました。これま
で薬剤師会には、有形・無形に本当にお世話にな
り、何時の日にか恩返しさせてもらわなければと
思い、自分で出来る範囲で、少しずつではありま
すがお手伝いさせていただいたことが今回の受賞
させていただくことになったのではないかと思い
をはせています。
現在、広島市薬では、学生の実務実習受け入れ

を担当させていただいておりますが、本年度より
薬学部６年制が導入され、「薬剤師」としての資
質向上、医療提供施設として「薬局」が位置づけ
られる等、取り巻く環境が大きく変化してきてお
り、それらへの対応が急務かと思われます。現在
広島県下には、広島大学、福山大学、広島国際大
学に薬学部があり、さらに来年度には安田女子大
学にも新設され、相当数の学生が輩出される予定
です。又、県外から広島に帰って行われるいわゆ
る「ふるさと実習」や、さらに本年度より開始さ
れた一年次生の「早期体験学習」をも含めるとか
なりの施設準備が必要となります。しかし残念な
がら現在の状況下では、実務実習の受け入れ体制
は、かなり遅れており、早急に指導薬剤師の養成、
受け入れ薬局の整備等多くの課題が残されてい
ます。
これから希望に燃えて薬剤師の道をめざそうと

されている後輩達の為にも薬局での体験学習や実
務実習を通して、薬剤師の仕事の内容や薬局のあ
り方、さらに言えば社会人としてのマナー、医療
人としての倫理観及び基本的知識・技能等をしっ
かり学んでいただき、これからの体験を実のある
ものにし、彼らに夢と希望を与えられるような環
境を整備して行かなければならない考えていま

す。これからも微力ではありますが少しでもお役
に立てるよう頑張って参りたいと思います。

この度は、広島県薬剤師会功労
賞をいただきありがとうございま
した。大変光栄なことと存じ心か
ら感謝致しております。
昭和49年に卒業してすぐ医薬品

卸（株）ケンコー産業呉営業所に就職しました。
その後、ジャスコ広店の薬品部（OTC販売）、JR
鉄道病院薬剤科正職員を経て現在は管理薬剤師と
して薬局に勤務しております。
振り返ってみますと薬剤師免許を取得して早い
もので32年。出産・子育てや転居等のため多少の
ブランクはあるもののこの薬業界に実労働30年に
なります。休職中に「鉄道病院が臨時職員を募集
している」との電話がかかってきました。当時は
まだ国鉄でしたが、最初は鉄道病院薬剤科に臨時
職員として採用されました。20年程前のことなの
で今では驚く程のことではありませんが、実は私
が、（国鉄）鉄道病院薬剤科に採用された女性薬
剤師第１号なんです。
ほとんど休むことなく歩き続けてきた人生でし
たが、多くの方との縁あって一度も自分で探すこ
となく仕事に恵まれたことに感謝するとともに、
この度の受賞をはげみに日々努力を重ねて参りま
すので、今後とも宜しくお願いいたします。
受賞にあたりまして、お世話になりました先生
方に厚く御礼申し上げます。

広島県薬剤師会功労賞をいただ
き、正直驚いております。気がつ
けば薬剤師歴38年目に入ったわけ
ですが、人様に表彰される様に頑
張って来ただろうかと、今までの

事をふり返っている次第です。
昭和44年に卒業し、持田製薬に就職して以来、

常に薬剤師として仕事をして来ましたが、昭和58

県薬会賞

広島支部　村岡　信也

県薬功労賞

広島支部　武末　玲子

県薬功労賞

福山支部　村上　美也子



年に自分で店を開いた時は、かなり冒険だったと
思います。小資本で開くには相談薬局しかないと、
開局と同時に始めた漢方の勉強は、本を片手にお
客様とあれこれ探りながら薬を選ぶ状態でした。
良い結果が出ると嬉しくて、もっと勉強しなけれ
ばと広島、岡山、今治と講習会に参加し、いろん
な事を教えてもらいました。この経験が、その後
医師との関わりに非常に役立ちました。その後、
次第に調剤が主体となりましたが、服薬指導の潤
滑油として使っております。
非常に進歩と変化の早いこの業界、若い薬剤師
から教わる事が多い毎日ですが、知識と理屈は十
分な薬剤師に、経験から得られた知識やテクニッ
クを話す事で、より血の通った現場にする事が出
来ればと思っております。
この数年、調剤報酬の改定に伴う事務変更等の
対応に手まどり、コンピュータのあつかいにも苦
慮する日々ですが、薬大生の実習受け入れや、イ
ンターネット利用やメーカー協力による勉強会で
新しい風をどんどん受け入れ、時代の流れに遅れ
ない様に努力したいと思っています。
人との関わりが好きで、その笑顔が嬉しいと思
える間は、薬剤師として働き続ける事が出来ると
考え、これからも努力したいと思います。
医療の中での薬剤師の働きがもっと認知され、

正しく評価してもらう為にも、今後の薬剤師会の
活躍に期待しております。ありがとうございま
した。

この度は、広島県薬剤師会有功
賞をいただきまして、有難うござ
いました。私の様なものがいただ
いて良いのかと、恐縮の至りです。
これも県薬、支部の諸先生方のご

配慮のお陰と深く感謝いたします。
結婚とともに薬局に従事して40年以上、いつの
間にか過ぎていました。実家も薬局ではありまし
たが、娘時代はほとんど従事することもなく過ご
して居りましたので、何もわからず、薬局自営の
事それと共に学校薬剤師８校を受け持ち、子育て
をしながら試行錯誤の毎日でした。その間、支部
の講習会、学校保健会、病院実習と出席・研修を

繰り返し、勉強もさせていただきましたが、その
度に支部の諸先生に種々と丁寧に教えていただ
き、そのお陰で、切り抜けてこられたと有難く思
って居ります。娘二人も薬事に関係する資格を得
る事は出来ましたが、それぞれ嫁ぎ、店の後継者
はいないのが、実情です。
今の時代、あちこちと全国的な規模のドラッグ
ストアが連立し、後継者がいたとしても又頭の痛
い事だ、と思って居ります。
私自身が出来るだけこの地域の皆様に正しい薬
の知識、健康相談を柱に、安心して頼りになる薬
局を続けていかれれば、これ以上の事はありま
せん。
今後、日々目まぐるしく変る時代、この賞に恥
じない様に若返り、頭を柔らかくしてより一層自
分を磨き、知識を吸収して、落ちこぼれない様努
力していきたいと思って居ります。
どうぞこれからも、薬剤師会の諸先生方のご指
導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。
本当に有難うございました。

広島県薬剤師会有功賞をいただ
きまして有難うございます。
本年で薬剤師になって、43年と

いう時間が経っております。
大学の卒業式を送り、門を出た

のが、つい最近のような気がしますがあまりにも
長い時間の経過に驚いています。
私は30年間の薬局経営ということで地域住民の
健康に寄与をし学校薬剤師として、お子様とのふ
れあいを楽しみにしてまいりました。
これも一重に地域住民の方々また薬剤師会の諸
先輩方の励ましお言葉が無かったら、続けること
は出来なかったと感じております。
一昨年は体の調子を崩してしまい、いろいろな
公務から降り関係各位皆様に多大なご迷惑をおか
けいたしましたが、社会復帰できるまでにこぎつ
けました。
薬剤師会の益々のご繁栄また諸先輩方のご指導
ご鞭撻を胸にしめ、頑張っていきたいと思います。
短いですがお礼の言葉とさせていただきます。
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県薬有功賞

安佐支部　渡邊　　一

県薬有功賞

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

　（ア）広島県保健医療計画及び二次医療計画への支援 
　（イ）広島県地域保健対策協議会（特別委員会）等への参画 
　（ウ）広島県圏域地域保健対策協議会研修会への参画 

（広島市18.8.19予定）
　（エ）医薬品のより良い使用推進員講習会及び育成への協力
　（オ）広島プライマリ・ケア研究会への協力（18.7.） 
　（カ）新ひろしま高齢者プランへの対応 
（２）介護保険制度への対応 
　（ア）「健康介護まちかど相談」事業の推進 
　（イ）在宅服薬管理ステーションの設置と推進 
（３）「健康日本21」「健康ひろしま21」「健やか親子21」への
協力 

（４）薬と健康の週間に関する啓発事業 
　（ア）「薬と健康相談窓口」の開設 
　（イ）「薬草に親しむ会」の開催（２ヵ所） 
　（ウ）「第23回広島県薬事衛生大会」の開催 
（５）薬事衛生指導員の研修及び活動《県補助事業》 
　（ア）講習会の開催（２カ所） 
　（イ）薬事衛生指導員の育成と活動 
　（ウ）「くすりの相談」事業の推進と協力 
（６）学校保健衛生への支援協力 
（７）麻薬・覚せい剤・向精神薬等薬物乱用防止活動の支援 
（８）禁煙推進活動の支援 
　（ア）薬剤師禁煙支援アドバイザーの育成とPR活動 
　（イ）広島県禁煙支援ネットワーク研修会の開催 
（９）エイズ対策事業への支援協力 
（10）防災体制 
　（ア）「災害時における薬剤師の派遣・医薬品等の供給について」

の教育研修 
　（イ）広島県薬剤師会における災害時ネットワークの構築 
（11）県民公開講座の開催 
 
2．医薬分業の推進及び社会保険制度への対応 
（１）保険薬局部会の事業 
（２）在宅医療への参画推進 
（３）医薬品安全性情報収集活動に協力 
（４）保険診療報酬審査委員会への対応 
（５）保険医療指導専門薬剤師への対応 
 
3．薬剤師の生涯教育及び養成計画 
（１）第27回広島県薬剤師会学術大会の開催（18.11.12） 
（２）薬学教育機関等との関係強化 
　（ア）広島大学、福山大学、広島国際大学との連携推進 
　（イ）広島県病院薬剤師会との協力推進 
（３）薬学部学生薬局実務実習への協力 
　（ア）薬学部学生薬局実務実習への協力 
　（イ）中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関への

協力 
　（ウ）受け入れ薬局と指導薬剤師の育成 
（４）広島県薬剤師研修協議会への協力 
　（ア）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度への協力 
　（イ）認定実務実習指導者養成ワークショップ・講習会への派遣 
　（ウ）認定実務実習指導薬剤師ワークショップ・講習会の開催 
　（エ）薬剤師実務研修への協力《厚生労働省委託事業》 
　（オ）平成18年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力 
　（カ）福山大学卒後教育研修会への協力（18.6.10） 
　（キ）医薬品関連施設見学の実施 
（５）生涯教育に関する支部薬剤師会への協力 
（６）第39回日本薬剤師会学術大会への参加（福井市18.10.8・9） 
（７）新薬剤師研修会の開催 
（８）ケアネットの活用 
（９）その他薬剤師の生涯教育に必要な事業 
 

木 平  
加 藤  

谷 川  
田 口  

高 野
片 山
森 田
小 澤
塚 本
小 林
中 嶋

平 井  
松 下  
加 藤  

有 村
大 塚
小 林
田 口
谷 川
野 間
増 田
西 谷
瓜 生

豊 見  
松 下  
平 井  
加 藤  

青 野
有 村
大 塚
重 森
澁 谷
田 口
野 村
政 岡
増 田
安 藤
中 嶋
前田（修） 

担 当
副会長

主担当
担 当
理 事

平成18年度 事業計画及び役員業務分担

（ 事 業 内 容 ）
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4．薬局等の薬剤師業務への対応 
（１）薬局グランドデザインへの対応 
　（ア）日本薬剤師会制定「広島県薬剤師会認定基準薬局」制度

の推進 
　（イ）薬局業務運営ガイドライン等各種指針の活用による薬局

業務の整備・充実 
　（ウ）医薬品適正使用の推進（服薬指導・相談業務の強化） 
　（エ）医薬品情報の収集・整理・提供の支援 
　（オ）医薬品の休日・夜間供給体制の確立・支援 
（２）薬局機能評価制度導入整備事業への協力 
（３）薬剤師倫理の向上 
（４）薬局製剤活用の検討 
（５）医薬品副作用被害救済研究・振興調査機構への協力 
（６）リスクマネージメント等への対応 
　（ア）苦情処理委員会 
　（イ）PL相談窓口 
　（ウ）日本薬剤師会「薬剤師賠償責任保険」及び「個人情報漏

洩保険」の加入促進と対応 
　（エ）医薬品等安全性情報報告への協力 
（７）2007年版管理記録簿の作成・配布 
（８）関係団体等の連携の推進 
 
5．薬事情報 
（１）薬事情報センターの事業 
（２）インターネットを使用した薬事情報提供 
（３）お薬相談電話事業 
（４）講演等資料の収集 
 
6．医薬品試験 
（１）検査センターの事業 
（２）薬局等における医薬品試験・検査実施の充実徹底 
（３）平成18年度全国統一試験の実施 
（４）その他の試験検査事業の実施 
 
7．その他の事業 
（１）医師会、歯科医師会、看護協会等関係団体との協力 
（２）県薬会誌の発行 
（３）広島県薬メールニュースの配信 
（４）薬剤師無料職業紹介所事業 
（５）平成18年度会員名簿の発行
（６）第21回アジア薬剤師会連合学術大会（FAPA横浜大会）への
協力（横浜市18.11.18～21） 

（７）第45回日本薬学会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会
への協力（広島市18.10.28・29） 

（８）その他本会の目的達成に必要な事業 

松 下  
加 藤  
平 井  

大 塚  

青 野
有 村
小 林
重 森
澁 谷
田 口
谷 川
野 村
政 岡
瓜 生
西 谷

木 平  
加 藤  増 田  野 間

前田（修） 

加 藤  
松 下  大 塚  

高 野
片 山
野 間

平 井  
豊 見  

谷 川  
青 野  

澁 谷
増 田
西 谷

総 務 部 平 井、加 藤 会 計 部 松 下、谷 川、増 田

学 術 部 木 平　　　　　　　　　　業 務 部 豊 見

担 当
副会長

主担当
担 当
理 事

（ 事 業 内 容 ）
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森井副会長の後を急遽引き受ける
ことになり、４年振りの再登場とな
りました。
考えるに、今期は県薬にとって大
きな転換期になるのではないかと思

います。それはここ数年来課題となっている事す
べてが一度に突出するのではないかと思われるか
らです。薬剤師会、保険薬局部会の在り方を問い
直し、又それぞれの会費の在り方についても大き
くクローズアップされるものと考えられます。こ
れら全ての決着を２年で見出さなければいけない
のではないかと思います。甚だ微力ではございま
すが、県薬剤師会の発展のため、少しでも役に立
つことが出来ればと思っております。今後とも、
皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し
上げます。

このたび、前田会長のご指名を受
け、県薬理事に就任いたしました。
老躯ではありますが、県薬発展のた
め精一杯努力してまいります。
私は福山で生まれ育ち、大学卒業

後の20年を薬剤師教育とは無縁の薬学部教官とし
て、その後の20年余りを倉敷中央病院及び香川大
学病院で薬剤師として、そして今、新しい薬剤師
の養成を目指して広島国際大学薬学部で教鞭を
執っています。
この40年余はドラッカー博士の唱えた「社会の

転換期」でした。政治、経済、医療、教育などあ
らゆる分野で大きな変化が起こり、いま正に情報
を基盤とした新しい時代に突入した感がします。
大学や教育のあり方も変わりました。教育は、

内容に関わる知識とともに方法に関わる知識の双
方を与え、さらに学習の意欲と継続学習の規律を
植えつけねばなりません。大学は、社会に属する
機関から社会を構成する機関にならなければなり
ません。このことは大学もまた社会人の生涯教育
に貢献しなければならないことを意味します。

私の理事としての役目は、社会たる県薬と大学
の架け橋となることと考えています。

このたび、広島県薬剤師会の理事
に引き続き常務理事の仕事をさせて
いただく事になりました。
調剤報酬の改定、医療法の改正、

薬事法の改正、薬学６年制のスター
トと様々なことが今年度あります。
調剤報酬の改定では、「後発医薬品への変更可」
の処方せんの対応に右往左往しているところであ
ります。また医療提供施設としての薬局のありか
たも今後検討すべき課題となってくると思われ
ます。
他にも、実際に早期体験実習が始まった薬学６
年制の実務実習受け入れ体制、指導薬剤師の育成
など、この分野も課題が多いものと思われます。
このような状況の中、まだまだ分からないとこ
ろも多々ありますが、分担した役目を一生懸命頑
張りたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

この度、広島県薬剤師会理事とい
うお役目を初めてつとめさせていた
だく事になりました。
右も左も解らない未熟者ですが、

りっぱな先輩先生方に御指導をいた
だきながら、会員の皆様のパイプ役になれる様、
頑張りたいと思います。
薬学６年制がスタートという改革の年に、この
様な役をたまわりました事は誠に光栄であり、か
つ、今までにない緊張感を感じております。現場
の声を聞きながら、皆様と共に広島県薬剤師会が
発展していける様、お手伝いをさせていただきた
いと思います。背伸びをせず、できるところから
コツコツと頑張らせていただきます。よろしくお
願い致します。

県薬役員就任あいさつ

理事　瓜生　智加子

常務理事　青野　拓郎

常務理事　森田　修之

副会長　加藤　哲也
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日　時：平成18年4月16日（日）10：00～12：00

場　所：広島県薬剤師会館

平成18年４月16日（日）、薬剤師
会館４階ホールが満員になるほど
多数の参加者で介護保険研修会が
行なわれました。講演内容を少し
ご紹介させていただきます。

日本薬剤師会高齢者問題検討会 川添哲嗣先生
による「介護保険（健康介護まちかど相談薬局事
業）と居宅療養管理指導」のご講演では「暮らし
が先にくる思考回路」の考え方が大変参考になり
ました。会場で配布された「薬剤師による食事・
排泄・睡眠・移動を通した体調チェックフロー
チャート」は日本薬剤師会ホームページの会員専
用ページからダウンロード（詳細は参考資料に記
載１）して利用することができます。是非アクセ
スしてご利用ください。
今回は主に有村先生がご紹介された部分を記載
させていただきます。
薬剤師が在宅で業務を行なう場合、介護保険と
医療保険の両方が関わってきます。両者の関係を
整理しての説明がありましたので提供された資料
からまとめたものを作成しました。（図１・２）
また、「薬歴に記載するべきこと」に関して下

記に列記させていただきます。現在お使いになっ
ている様式を一度ご検討ください。
薬歴に記載すべきこと
・利用者の「氏名」「生年月日」「性別」「介護
保険被保険者証番号」
・「医療機関名」「処方医氏名」「処方日」「処
方内容」
・「調剤日」「疑義照会等調剤に関する記載」
・利用者の「体質」「アレルギー歴」「副作用」等
・利用者又はその家族等からの「相談事項の要点」
・「服薬状況」
・利用者の服薬中の「体調の変化」

・「併用薬の情報」（OTC含む）
・「合併症の有無」
・「他科受診の有無」
・「副作用が疑われる症状」の有無
・「飲食物」（薬剤との相互作用が認められて
いるものに限る）
・指導した「薬剤師の氏名」
・「訪問実施日」「訪問薬剤師氏名」
・処方医から提供された「情報の要点」
・訪問に際して実施した「薬学的管理の内容」
（保管状況、服薬状況、投薬後の併用薬、投
薬後の併診、副作用重複作用、相互作用の
確認等）

・訪問に際して行なった「指導の要点」
・処方医に対して提供した「訪問結果に関する
情報の要点」

最後に、「健康介護まちかど相談薬局事業」に
ついての説明がありました。日本薬剤師会は、従
来からの「介護保険まちかど相談所」を「健康介
護まちかど相談薬局」へと名称変更し国民健康保
険中央会と連携して介護給付の適正化を担う方針
です。
『健康介護まちかど相談薬局』とは、地域のみ
なさまにたいして下記のことを担当します。
１．利用者を発見したら、各行政窓口の紹介を
行なう
２．様々な介護サービスに関する苦情を持って
いる人がいたら、各行政窓口の紹介
３．基本チェックリスト（参考資料３）に該当
する人がいたら、各行政窓口を紹介（地域包
括支援センター）

なお、居宅療養管理指導を実施した場合、担当
のケアマネジャーにお知らせ下さい。
チーム医療を行なう上から相互に連絡しあう必
要性があります。薬剤師の側からも連絡をお願い
します。

介 護 保 険 研 修 会

報告Ⅰ

広島支部 橋本　洋子
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【参考資料】

１）日本薬剤師会　会員ページ
その他の医薬及び薬事情報（会員向け）2005年
2005.1.13 高齢者介護における薬剤師向けツー
ル（体調チェック・フローチャート）
http://nichiyaku.or.jp/member/minfo05/n050113.
html（H18.6.2掲載確認）
２）神奈川県薬剤師会「健康介護まちかど相談薬
局事業」

http://www.f-lifestyle.com/fea/fea02.html（H18.6.2
掲載確認）
３）長寿社会開発センター　新予防給付ケアマネ
ジメント指導者研修のページからダウンロード
することができます。
基本チェックシート
http://www.nenrin.or.jp/center/event/kenshu01.
html（H18.6.2掲載確認）

介護保険 医療保険
通院が困難な利用者で介護認定を受けてい
る患者 対象者 通院が困難で医師がその必要性を認めた

患者
処方せん・その他 医師の指示 処方せん・その他
文書による説明と同意 同意 患者の同意
みなし指定（生保は届が必要） 届 広島社会保険事務局長へ
原則として、利用者の居宅を訪問する前に
策定。訪問後薬歴に記載（記載事項につい
ては本文をご参考下さい）

薬学的管理・
指導計画書

原則として、利用者の居宅を訪問する前に
策定。訪問後薬歴に記載

結果を文書で報告 医師への報告 結果報告
重要事項に関する規定 運営規定
運営規定の概要・勤務体勢の掲示 掲示 在宅患者訪問管理指導の旨の掲示

図１　介護保険と医療保険との比較　１

介護保険 医療保険
別会計 会計
２年 記録の保存 ３年
医師等の指示に基づき、居宅療養管理指導
計画書を作成、その後訪問し居宅療養管理
指導業務を実施した場合に算定

算定条件
医師等の指示に基づき、在宅患者訪問薬剤
管理指導計画書を作成その後訪問し薬剤管
理指導業務を実施した場合に算定

（薬剤師）居宅療養管理指導料 算定 在宅患者訪問薬剤管理指導料
１回目500点、２～４回目300点
麻薬等の管理指導は100点加算 単位

１回目500点、２～４回目300点
麻薬等の管理指導は100点加算

居宅管理指導料は、国保連合会へ、その他
は医療保険（加入保険者へ） 請求先 医療保険（加入保険者へ）

生活保護介護券（介護券） 生保 調剤券

図２　介護保険と医療保険との比較　２

今年の４月から介護保険制度が
改正されました。主なポイントは
要支援、軽度の要介護者のサービ
スを見直すことで、制度自体を予
防重視型のシステムへと変更する

ことと、それに伴って新たな介護予防サービス等
が新設されることだと思います。

地域に必要とされる薬局になるためには、居宅
療養管理指導等の在宅・訪問の分野に積極的に参
加することが肝心だとの思いは強いのですが、実
際には何をどうすればいいのだろうか？自分自身
そんな問題意識をもって今回の研修会に参加させ
ていただきました。
研修会は、前田会長の挨拶ではじまり、高知県
薬剤師会理事川添哲嗣先生の講演がありました。
演題は「介護保険（健康介護まちかど相談事業）
と居宅療養管理指導でした。
内容は多岐に亘っていましたが、私が特に印象

報告Ⅱ

安佐支部 大谷　嘉嗣
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に残ったのは以下のことでした。
１．介護保険制度の改正に対し、薬剤師がどう
関わっていくのか？
２．スムーズに居宅・訪問業務を開始するため
の具体的な手法。
具体的にいうと１については、これからの時代
に対応するために、従来のような薬の副作用や効
能効果、注意点を画一的、一方的に伝えるのでは
なく、食事・排泄・睡眠・移動（運動機能）など
患者さんの暮らしに薬が悪影響を及ぼしていない
か？といった視点で業務を行うことが大切だとい
う点。２については、医師から訪問指示の処方せ
んが出るのをただ待つのではなく、来局される患

者さんのうちで、服薬状況の悪さを改善すること
で治療効果が高まることが期待される方に、説明
し同意を得て、同時に医師に理由詳細を報告する
ことで、訪問指示をもらうといったより能動的な
方法が必要だという点です。どちらも、これから
の薬剤師及び保険薬局がどういったスタンスで業
務に取り組むべきなのかとても具体的に説明がさ
れていたと思いました。
今回の研修会に参加したことで今まで漠然とし
ていた地域医療に貢献するための道筋がおぼろげ
ながら見えた気がしました。この道をはっきりと
したものに変えるためにも、より一層日々の業務
に精進していきたいと思います。

�������������������������
�������������������������
�������������������������
平成18年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験概要

試 験 日 時

平成18年10月22日（日）10：00～12：00（120分）
・所定の法定資格を有する人は、解答が一部免除され、試験時間が短縮されます。
・身体障害者等に対する特別措置に該当する人については、試験時間が延長され
る場合があります。

試 験 場 所 広島大学（東広島市鏡山一丁目）
試験の実施主体 社会福祉法人広島県社会福祉協議会（広島県知事指定）

受験の手引の配布

受験の手引・受験申込書の様式等は、（社福）広島県社会福祉協議会、広島県福
祉保健部社会福祉局介護保険指導室、各県地域事務所厚生環境局厚生推進課又は
各市区町で配布します。（７月３日（月）から）
※郵送を希望する場合は、送付希望先の「郵便番号」・「住所」・「名前」・
「連絡先の電話番号」をはっきりと記入するとともに、240円切手を貼った返
信用封筒（角型２号）を必ず同封し、広島県社会福祉協議会に請求してくだ
さい。なお必要部数が２部以上になる場合は、必ず事前に広島県社会福祉協
議会に電話で問い合わせてから請求してください。

受 付 期 間

平成18年７月３日（月）～７月31日（月）
郵送の場合：当日消印有効
持参の場合：午前８時30分～午後５時15分まで

ただし、正午～午後１時、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

お問い合わせ及び
申込書の提出先

（社福）広島県社会福祉協議会　介護支援専門員実務研修受講試験窓口（１Ｆ）
〒732-0816 広島市南区比治山本町12-２
TEL（082）505-2070［試験専用］

合 格 発 表 平成18年12月上旬（予定）に受験者全員に郵送により通知します。

受験資格の概要

保健・医療・福祉分野で通算５年以上かつ従事日数900日以上の実務経験を有す
る人。ただし、介護などの業務の従事者で一部の人は通算10年以上かつ従事日数
1,800日以上必要です。
※詳細は、受験の手引を参照してください。
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日　時：平成18年4月26日（水）13：00～

場　所：日本薬剤師会　富士・国保連ビル

¡理事並びに専務理事及び常務理事の指名
¡会務報告
¡日薬を巡る最近の動きについて（薬事法一部改
正法案審議状況・医療法等一部改正法案審議状
況、平成18年度調剤報酬改定、中央社会保険医
療協議会、特定共同指導、レセプトオンライン
請求、保険調剤の動向、規制改革・民間開放推
進３ヶ年計画）

¡薬学教育６年制への対応について
¡「禁煙運動宣言」の改定等について
¡第39回本会学術大会について
¡第21回アジア薬剤師会連合学術大会について
¡その他（詳細は日薬雑誌2006年Vol.158,６月号）
今回の日薬理事会において、私なりに永年の疑

問点を日薬の石井専務理事にぶつけてみました。
新公益法人会計基準の公益性の評価がどのように
認可されるのか？と、もう一件各県には薬務室
（課）があり、医師・歯科医師・看護師とは一線
を画する事になります。といいますのは各県レベ
ルによって様々ですが、広島県の場合、これまで
薬務室は広島県福祉保健部衛生・被爆者総室薬務
室という位置づけでした。薬剤師が医療法の中に
明記され、この度今国会で審議されている「薬局」
を医療法の中にという内容は、今後各県レベルで
の医療行政・薬務行政とのすり合わせをするのか

どうか？その質問に石井専務は明確に答えられま
した。即ち、「調剤を実施する薬局」が医療提供
体制のひとつとして位置づけられたとしても医療
行政と薬務行政は独立しているべきであると考え
ていると回答されました。（詳細は日薬雑誌2006

年Vol.158,６月号・71ペ－ジ参照）
どの視点に立って理解するべきか私自身に迷い
がありますが、数年前に、広島県福祉保健部衛
生・被爆者総室の中に薬務室が広島県行政の組織
のフラット化を目指して藤田現知事の号令で位置
づけられました。医療総室とは別に位置づけられ
るという事でしたが、実は医療総室の中にという
ご意見もありました。
日薬石井専務理事の明確なる回答のとおりとす
れば、我々薬剤師は、医療提供施設として薬局を
位置づけるという事になっても医療行政とは一線
を画する事になります。
ということは我々薬剤師が、医師と経済的つな
がりを持ったり、無資格調剤で手抜きをしたり、
医療費の水増し付け増しなどは、以ての外といわ
なければなりません。そうしなければ医療の中で
永年頑張って来られた医師、歯科医師、看護師の
方々との一線を画する事にはなりません。
「鶏頭となるも牛後となるなかれ」－－－－？！

第１回日本薬剤師会理事会
日薬理事 前田　泰則

日　時：平成18年5月24日（水）10：00～

場　所：日本薬剤師会　富士・国保連ビル

¡会務報告
¡委員会委員等の委嘱について
¡日薬を巡る最近の動きについて
¡その他
議案審議については、平成17年度会務並びに事

業報告の件、平成17年度収入支出の件、平成17年

度収入支出決算剰余金処分の件等の審議及び協議
が開催されました。
渋谷の長井記念館ではロの字に広く座っての会
議でしたが、現国保連ビルでは部屋の広さの加減
で対面式に（執行部と理事者・執行部と各県薬会
長）座る事となりました。

第2回 日薬理事会・第1回 地方連絡協議会
日薬理事 前田　泰則
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心なしか、対面式は日薬代議員会と同じ形式の
ためか執行部への質問が若干増えたように思えま
した。
特に午前中の日薬理事会では、会務・事業報告
に引き続き収支決算等でも、このままの会計処理
では、実質日薬の会計は赤字に転落する可能性を
指摘する質問が出たり、一般用医薬品のリスク分
類等では薬局の将来は無いといった厳しい意見が
出たりで、さながら日薬代議員会のようであり
ました。
午後の第１回地方連絡協議会でも同様に、新県
薬会長が紹介された後は薬剤師実務実習受け入れ
体制づくりに対する日薬の姿勢を問いただす場面
や、学校薬剤師会と日薬との関係の在り方や薬局
の「医療提供施設」としての課題と不安等々日頃
の各県薬会長としての厳しい意見が続出しまし
た。これは現状の各県薬の状況が厳しい事の現れ

でもありますし、こういった対面式では意見が活
発に出る証であろうと推察する次第です。
今国会に提出されている薬局の「医療提供施

設」になるという法案は、様々な可能性を秘め
ながら実は薬剤師を規則等でがんじがらめにする
のでは、という危惧の念を抱く方も居られます。
実際に「品位を損するような行為のあったとき」
とする、その品位とは何をもって損なうか損なわ
ないか？理解できるようで理解しにくい法律用語
であります。
これからの薬剤師はクスリの事ばかりでなく、

法律も勉強する必要があります？！
今後広島県薬剤師会としましても、今国会で取
り上げられています、医療法の一部改正及び薬事
法の一部改正法案等への対応を研修等々にも盛り
込んでいきたいと思います。

漢方薬勉強会のお知らせ

【予定】
◆日時：平成18年７・９・11月

平成19年１・３・５・７・９・11月
平成20年１・３月
第４金曜日　19：30～21：00

◆場所：東区民文化センター（東区役所左隣）
広島市東区東蟹屋町10-31
TEL（082）264-5551
または
東区福祉センター（東区役所右隣）
広島市東区東蟹屋町9-34
TEL（082）263-8443

◆講師：株式会社ツムラ又は小太郎漢方
◆会費：無料

（薬剤師研修センター１単位申請予定）

○東区漢方勉強会
日時：平成18年７月28日（金）

午後７時30分～９時
場所：東区福祉センター（東区役所右隣）

３階　大会議室
演題：「漢方薬の基礎－概論その②　気につ

いて」
講師：株式会社ツムラ広島支店

医薬学術課　村　田　亮　子　先生
会費：無料
主催：広島市薬剤師会
参加申込先：広島市薬剤師会

TEL（082）244-4899
FAX（082）244-4901

広島市東区の先生方より、漢方を基礎から勉強してみたいとの要望が有りましたので、５月より
漢方薬の基礎をじっくりと二年以上かけて勉強できる機会を設けてみました。
受講者は東区会員に限らず、市薬会員、各支部会員の先生方が参加出来ます。
先生方の中でもう一度漢方を基礎から勉強されてみたい方はぜひ参加してください。
基礎編が終わりましたら、期間を延長して応用編の勉強会も予定しております。

今後の勉強内容（予定）
血、津液、五臓六腑、表裏、寒熱、四診、各種弁証 等
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日　時：平成18年5月27日（土）13：00～

場　所：広島県薬剤師会館

支部長・理事合同会議が５月27日（土）広島県薬
剤師会館において開催され、平成18年度の事業執
行を中心に、当面する諸問題について協議が行わ
れました。

１．第18年度事業の執行について
２．会員区分について

３．事務連絡のペーパーレス化について
４．支部役員名簿等の提出について
５．平成18年度日薬有功賞、県薬会賞、同功労
賞及び同有功賞について

６．旧広島県薬事衛生会館の精算結了につい
て（報告）

７．その他

支部長・理事合同会議を開催

日　時：平成18年5月24日（水）18：30～

場　所：広島医師会館

放射線影響研究所（放影研）など、広島市内に
ある被爆者医療の拠点施設の連携強化を話し合う
広島県医師会の「被爆医療関連施設懇話会」の初
会合が24日、西区の広島医師会館であった。最初
に「被爆医療関連施設」懇話会設置目的について
説明があり、関連３施設（放射線影響研究所、広
島赤十字・原爆病院、広島原爆障害対策協議会）
の現状等についての説明の後、被爆医療部門の統
合についての提案があった。放影研や広島赤十
字・原爆病院などの施設や被爆者団体、県や市の
関係者ら28人が出席。委員長を務める碓井静照県

医師会長が、被爆者人口が減って各施設の財政が
厳しくなる先行きを踏まえ、「それぞれの臨床・
研究部門をまとめ、『県放射線被爆医療センター』
を設けてはどうか」と提案した。放影研の大久保
利晃理事長は「優秀な研究者を集めるためにも、
将来の展望が不可欠」と指摘。日米両政府による
放影研の将来像を検討する委員会が今秋発足し、
来夏にも結論を出す見通しを示し、「この懇話会
での議論を結論に反映させたい」と述べた。懇話
会は年内に２～３回会合を開き、意見をまとめる。

第１回被爆医療関連施設懇話会報告

副会長 加藤　哲也
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昨年４月に施行された個人情報保護法の影響に
より、昨年度は開催を断念した新薬剤師研修会で
すが、今年は28名（内欠席２名）の参加を得て上
記のプログラムのとおり開催しました。
今年は、国家試験合格者の氏名も発表されず、

研修会開催の案内を薬剤師免許登録手続きの際に
配布していただけるよう薬務室に協力依頼を行っ
たり、ＦＡＸによる一斉同報、県薬ホームページ
からも登録できるよう試みるなど、現状で思いつ
く限り（？）の方法を用いて広報しました。
当日は、午前中安芸支部の総会に出席され、開
始時間間際に登場された前田泰則会長が持参され
た資料には医療人としての薬剤師となるよう、こ
れからの薬剤師職能について講演がありました。
なお、講演終了後は呉支部の総会に出席のため直
ぐに呉へと向かわれました。
薬局薬剤師の立場としては、理事の中嶋都義先
生（呉支部：ホワイト薬局）から薬剤師を取り巻
く厳しい環境についての話も織り交ぜて講演があ
りました。
病院薬剤師の立場としては、広島市立安佐市民
病院の長崎信浩先生から、病院に勤務する薬剤師
の取り組みについて、現場の話を盛り込んだ講演

がありました。
その後、５月に地元テレビ局（２局）が夕方に
特集した後発医薬品（ジェネリック医薬品）関連
のビデオを上映し一部が終了しました。
引き続き行われた第二部は、広島県青年薬剤師
会のメンバーにマイクを渡し、４つのグループに
分かれてのワークショップには、私も新薬剤師に
混じり参加しました。今回も、若い人はワーク
ショップ形式の研修会に慣れているなあと実感し
ました。
以下、当日参加していただいた新薬剤師・青薬
メンバーからの報告です。

５月28日に行われた新薬剤師研修会に参加した。
第１部は、薬剤師の仕事について先生方の講演
を拝聴した。私たちにとってはわからないことも
多く、薬剤師としての意識という面でも非常に勉
強になった時間だった。特に、私は薬局に勤めて
いるので、病院薬剤師の立場からの話は非常に興
味深かった。調剤薬局とは異なる点も多く、
TDMなどは大学時代の病院実習でしか接したこ
とはないので、復習であったとともにこれからも
勉強していかなければならない部門であると感
じた。
薬剤師として自分の能力を高めることととも

に、患者さんのニーズに応えられる、かかりつけ
薬剤師になるべきであるということだ。薬剤師に
なった理由を思い返し、この資格が責任ある国家
資格であるということを改めて自覚した。
これからは、積極的に勉強会に参加して様々な
知識を吸収するとともに、交流していきたいと

日　時：平成18年5月28日（日）14：00～

場　所：広島県薬剤師会館

新 薬 剤 師 研 修 会

常務理事　谷川　正之

プログラム

第１部　14：00～

①薬剤師の職能について

②薬局薬剤師の立場から

③病院薬剤師の立場から

第２部　16：00～

④新薬剤師フリートーク

「どうなりたい？　10年後―あなたの目

指す薬剤師像は？―　あなたにしかで

きないことが…ある？」

報告Ⅰ

古田　裕幸
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思う。
後半には、ジェネリック医薬品について放映さ

れたテレビ番組のVTRを観たが、ジェネリック医
薬品についての一般の人の意識はまだまだ低く、
誤解されていることも多いということに驚かされ
た（編集にもだが）。医療費が減るといったメリッ
トだけでなく、デメリットについても、もっと触
れて欲しかった。患者さんには、ジェネリック医
薬品のプラス面だけではなく、マイナス面もよく
理解していただいた上で、一番いい形で医薬品が
使われるべきであると思う。
第２部は、KJ法を用いて、10年後の目標につ

いてグループで話し合った。時間は限られていた
が、皆が意見を出し合い、それなりの形にはなっ
たと思う。「信頼される薬剤師になる」、「管理薬
剤師になる」など、10年後というより、３年後・
５年後の目標といえるものがほとんどであった。
10年後、その現状に満足しているというわけでは
なく、今の気持ちを忘れずに、より上のステップ
を目指していたい。

去る５月28日薬剤師会館に於い
て、新薬剤師研修会が開催されま
した。初めての研修会で、緊張感
いっぱいで参加しました。
第一部では、まず薬剤師の職能

について前田会長からお話があった後、薬局薬剤
師、病院薬剤師、それぞれの立場からということ
で、中嶋先生、長崎先生のお話をお聞きしました。

この４月から医師の指示があれば、後発医薬品
に変更しての調剤が認められるようになったそう
です。この処方せんを受けた場合には、患者さん
の希望により、後発医薬品の調剤をすることにな
りますが、薬によっては、先発品と後発品で適応
が違ったり、又、微妙な血中濃度が影響するもの
など、後発品に変更不可の場合もあるようです。
薬剤師として正しい判断を行い、それを患者さん
に分かり易く説明するために、これから勉強して
いかなければと思いました。
又、病院と薬局では、仕事の内容で少し異なる
点はありますが、薬剤師としてのあり方は、根本
的には変わらないように感じました。常に患者さ
んの言葉に耳を傾け、患者さんの立場に立って考
えること、微妙な表情の変化を読み取り、適切な
判断をすること、又、間違いのない正確な調剤を
することなど、薬剤師として当たり前のことの大
切さを痛感しました。
第二部では、広島県青年薬剤師会の先生方の進
行により、フリートークを行いました。「どうな
りたい？10年後、あなたの目指す薬剤師像は？」
というテーマで、各グループに分かれ、それぞれ
ひとつの未来像シートを作り上げました。薬剤師
としての理想像や、スキルアップについての意見
が出る中、ほのぼのとしたトークもあり、楽しく
進められました。薬剤師としての理想像を文章と
して表現することにより、改めて薬剤師として、
又、医療人としての責任を再確認し、よいスター
トをきることができました。

報告Ⅱ

西本　安里
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去る５月28日（日）午後２時より、
広島県薬剤師会館４階において「新
薬剤師研修会」が行われました。そ
こに広島県青年薬剤師会の一員とし
て参加させていただきました。

研修会は、２部構成になっており１部が、広島
県薬剤師会常務理事 谷川正之先生司会のもと始
まりました。
広島県薬剤師会会長 前田泰則先生の講義から

始まり、広島県薬剤師会理事 中嶋都義先生、広
島市立安佐市民病院 長崎信浩先生の講義と新人
薬剤師に混じって一緒に講義を受けました。
薬剤師になり何年か経過しておりますが、反省
したり悩んだりと大変勉強になりました。
午後４時から２部として広島県青年薬剤師会

が、フリートーク「どうなりたい？10年後―あな
たの目指す薬剤師像は？　あなたにしかできない
ことが…ある？」を担当させていただきました。
ＫＪ法というワークショップ方法を用いて新人薬
剤師に、10年後の自分達について話し合っていた
だきました。
最後に話し合った内容を発表していただいたの
ですが、「日々研鑽し信頼され愛される薬剤師を
目指す」という意見が多かったように思います。
自分の目指すべき薬剤師像を再認識させられました。
そのあと午後６時から懇親会がありました。そ
の席で「服薬指導できるか不安です。」などの相
談を受けました。
自分も新人の頃患者さんの前に立ったときは、

緊張していたな、何か質問されたらどうしよう、
うまく説明できるかと沢山不安を抱えていたこと
を思い出しました。うまくアドバイスできたかは、
疑問が残りますが楽しくお話させていただきました。
お話させていただいた方は、皆さん明るく・元
気で真っ直ぐで大きな希望と責任感を持っておら
れるのだなと感じました。先輩薬剤師として恥ず
かしくないよう、彼らに負けないように、初心を
忘れず日々研鑽し「必要とされる薬剤師」を目指
していこうと思います。

最後になりますが、今回この研修会に参加して
いただいた新薬剤師の方には、この場を借りて
「お疲れさまでした」。また、講演をしていただい
た三人の先生方や第二部を手伝っていただいた広
島県青年薬剤師会のメンバーに感謝申し上げます。
なお、当日回収したアンケート結果について、

一部（抜粋）をご報告します。

新薬剤師へのアンケート結果（抜粋）

今日の新薬剤師研修会は、何処で知って参加しま

したか？

報告Ⅲ

広島県青年薬剤師会　須藤　正義

Ａ：薬剤師免許申請時に案内をもらった 9

Ｂ：会誌を見て職場の上司や先輩から参加
を勧められた 4

Ｃ：FAX（一斉同報）を見て職場の上司や
先輩から参加を勧められた 10

Ｄ：広島県薬剤師会HPで見つけた 0

Ｅ：その他・mixiで
・職場で案内をもらった
・職場にFAXが届きました

3

26
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今日の研修会についての感想をご記入下さい。

™薬局、病院の薬剤師の先生の話を聞けて、私は
病院勤務ですが、薬局でも、薬剤師として患者
との接することで大きな違いはないこと、学ぶ
ことが多いことがわかりました。ジェネリック
のVTRも参考になりました。

™自分は学生なので、薬剤師となってから、現場
の方々の意見を聞いたり、同年代で既に就職し
た人たちの話も聞けたので、大変有意義だと思
いました。

™実際働いてみて、薬剤師の役割ってなんだろう
と悩んでいたので、各先生の話は刺激になり
ました。

™講演会・テレビの放送（ジェネリック）ともに
ためになりました。とくにテレビでの番組は見
れない時間なので、ビデオでみれてよかった
です。

™新人薬剤師がどんな考えをもっているのか、交
流してよくわかった。

™座学だけでなかったのが楽しかった。
™薬局勤務ですが、長崎先生のお話がおもしろく、
病院の仕事に興味がわきました。スタッフの
方々が親しみやすく、あまり緊張せずに１日が
終えることができました。有り難うございま
した。

™他の会社の新卒の人と会えて、刺激になりま
した。

™若い薬剤師の人も沢山いて安心しました。
™参加してよかった。これから顔を合わせる事も
ある人と大事に交流をもっていきたい。

™たくさん同期の人がいて新鮮でした。
™他系列の薬局で働いている人と話ができてよ
かったと思います。

™中途で薬剤師となりましたが、初心にかえって
勉強できたかと思います。

™やはり、薬剤師としての責任の大きさを再認識
した。今後も信頼される薬剤師を目指して頑張
りたい。

™ワークショップでは皆のいろいろな意見が聞け
て、充実した午後になりました。

™今後どのような薬剤師になりたいか、いろいろ
な人の意見が聞けて参考になりました。

™ワークショップで、自分と同じ世代の薬剤師さ
ん達が、今どんなことを考えているのか分かっ
てよかった。

™薬局薬剤師と病院薬剤師、両方の意見が聞けて、
とてもよかったです。

™「10年後の自分はどうなってるか」について、
発表しあえたのは楽しくて良かった。

™ワークショップ、はじめての経験でしたが、楽
しかったです。これから、いろいろな研修に参
加したいと思います。たくさん友達をつくれた
らと思います。
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日　時：平成18年5月29日（月）19：00～

場　所：広島医師会館

広島県・広島市・広島県医師会が主体となって
地域医療対策協議会を開催されたのが昭和56年か
らですので既に30数年が経っています。ここ数年
地域医療に広島県医師会のご支援の基に、他団体
の一員として広島県薬剤師会も参加させていただ
いています。
地域の医療体制への協力は、薬剤師が介護・在
宅等の外へ向けての活動の契機にもなりますし、
薬剤師職能の充実と拡大に寄与していただきたい
という想いを託しています。
その関係で、私が県薬会長として就任以来、特
別委員会として「医薬品のよりよい使用」「健康
食品との付き合い方」「後発医薬品への対応」等
の設置をお願いしてきました。
特にここ数年は、本会木平副会長（現広島大学

病院薬剤部長・教授）に委員長をお願いしていま
すし、本会としても年間100万円の予算建てを実
行しています。
広島県地域医療対策協議会（地対協）は、年間
予算3 ,000万円として上記の各団体がそれぞれ
1,000万円ずつ出資されて予算建てが実施され、
各委員会で地域医療への貢献をされているわけで
あります。県歯科医師会は独自の地対協のシステ
ムを持っておられますし、移動歯科検診車を駆使
して地域の歯科検診に努力されています。
我々薬剤師も地域医療への貢献は公的事業への
貢献と共通する物がありますし、医療の枠組みを
医療法の中で取り上げられようとしている昨今で
ありますので、その公益性を考慮しても今後の大
きな課題のひとつとして受け止めたいと思います。

広島県地域保健対策協議会
平成18年度第1回 定例理事会

会　長 前田　泰則

「薬物依存症」とは？
家族はどうすればよいの？
一生懸命やっているのにうまくいかない

薬物依存症者家族教室のご案内

と悩んでおられる家族のための教室です。病気を理解し、ご本人への対応の仕方などを学ぶこと
ができます。元気を分かち合いましょう。 
 
対　象　薬物依存症者を持つ家族の方 
日　程 

内　　　　　　　　　　容 講　　　　　　　師 

 7 月25日（火） 

11月16日（木） 

 9 月21日（木） 

薬物依存症と家族 

体験者からのメッセージ 

家族からのメッセージ 
～受けとめること　向き合うこと　家族のつらさ～ 

セルフサポート研究所 
　代表　加藤　力 
　リカバリースタッフ　1名 

京都ダルク 
　ディレクター　加藤　武士　他 

参加者のみなさんとセンタースタッフ 話し合い（家族にできること） 

薬物依存症者を持つ家族の会 
－ はあもにい － 
　家族代表　2名 

 1 月18日（水） 

場　所　 県立総合精神保健福祉センター　安芸郡坂町北新地2-3-77（済生会広島病院となり） 
　　　　まず、お電話ください。秘密は守られます。 
　　　　電話082-884-1051　fax082-885-3447（担当：長迫・三郎丸） 

いずれも午前10時～11時30分 
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日　時：平成18年6月1日（木）19：00～20：30

場　所：広島県環境保健協会　本館

１．目的
平成14年４月、広島県は「健康ひろしま21」

を、また広島市は「元気じゃけんひろしま21」
を各々策定し、21世紀における県民及び市民の
健康を守るための行動計画を立ち上げた。この
中の禁煙、分煙、防煙（喫煙予防教育）活動を
積極的に推進するために、広島県内の医療保健
関係組織が平成14年８月に広島県禁煙支援ネッ
トワークを設立した。そして、2011年までに成
人喫煙率の半減（広島県男性25％・女性8.5％、
広島市男性21％・女性5.5％）を、さらに未成
年者喫煙率０％、妊産婦喫煙率０％を達成する
ように鋭意努力することになった。
２．構成団体
県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看

護協会、県環境保健協会、市教育委員会、県栄
養士会、各代表が運営委員として参加。
３．活動方針
委員長は安佐市民病院名誉院長、岩森茂先生

を中心として、年１回総会、研修会を開催する
とともに各方面の依頼に応じ、適宜禁煙支援活
動を実施する。本年度は９月２日（土）広島県
看護協会において開催することに決定。
テーマは
①禁煙外来の保険適用について
②メタボリックシンドロームとたばこの関係
について
③企業の禁煙活動の取り組みについて
他を予定し、各団体と協力することに決定。

平成18年度広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会

副会長 加藤　哲也
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主催・禁煙マラソン、共催・奈良県薬剤師会で
開催された標記講習会に今年は、平井紀美恵副会
長とともに参加することになりました。
禁煙マラソン主宰の高橋裕子先生には、昨年の
日薬学術大会（広島）で、ご講演をいただいてい
ます。また、ランチョンセミナーにも参加してい
ただき、貴重なご意見をいただきました。
当日のプログラムは、
１．基礎コース演習
＜タバコの有害性・受動喫煙・禁煙支援の方
法の基礎＞
「今日からあなたも禁煙キーステーション」
講師　のだ小児科医院 野田　　隆

ヒカタ薬局 原　　隆亮
２．アドバンス１
＜禁煙支援実施医療者向け＞
「ニコチン依存症治療～保険適応と禁煙外来
の実際」
講師　奈良女子大学 高橋　裕子

３．アドバンス２
＜地域・職域向け＞
「企業での禁煙支援構築術に学ぶ」
講師　NTT西日本　中国健康管理センター

春木　裕子
和歌山県福祉保健部 佐野　　明
エア・ウォーター健康保険組合

富永　典子
慶應義塾大学・禁煙マラソン

三浦　秀史
休息
ランチョンセミナー
特別講演
「世界一受けたい授業・元気の出る禁煙教育」
講師　岡山大学医学部・歯学部付属病院

岡崎　好秀
Ｑ＆Ａタイム
禁煙マラソン経験者の一言
終了

でした。

平井先生には、基礎コースに参加していただい
たので、私は、アドバンス１の「ニコチン依存症
治療～保険適応と禁煙外来の実際」に参加しま
した。
今年６月、ニコチネルTTSが薬価収載され、ニ

コチン依存症管理料の算定に伴う処方である旨の
記載のある処方せんならば、保険適応で対処でき
ます。しかし、処方できる医療機関とそうでない
医療機関ができてしまいした。
つまり、施設基準の許可を受けている医療機関
は、保険適応可、許可を受けていない医療機関は、
自由診療ということになります。
また、許可を受けている医療機関が少ないこと、
さらに、許可を受けていても看板等で公表してい
ない等の理由で、保険診療ができる医療機関への
禁煙希望者の集中と、保険診療でない医療機関で
の禁煙希望者の減少と、二面が現実化しているよ
うです。
６月修正？のニコチネルTTSの薬価収載によ

り、医師と禁煙希望者の関係はより密になり、薬
剤師はどのように禁煙に関わっていけばよいの
か？という質問をしました。
禁煙の支援者はひとりでも多く必要です…。
という回答でした。
特別講演は、題名にも興味を引くところですが、
・同じ土俵で話をする。
・上下関係つくらない。（対等関係）
等禁煙に対する健康教育の考え方について大変お
もしろく楽しくためになる講演でした。

日　時：平成18年6月10日（土）・11日（日）

場　所：奈良女子大学

第30回全国禁煙アドバイザー育成講習会

常務理事 増田　和彦

高橋裕子先生（右）と平井副会長
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講演資料 ライブラリー

【ＣＤ】

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

題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式
1 スモーキングベイビー（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
2 肺癌（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
3 みみず（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
4 Every cigarette is doing you damage♂（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
5 Every cigarette is doing you damage♀（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
6 小学生向けスライド１（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
7 小学生向けスライド２（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
8 小学生向けスライド３（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
9 キラキラ10／４（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
10 青少年に（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
11 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
12 受動喫煙で血管収縮（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
13 オーストラリアの禁煙CM（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
14 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
15 軽いタバコの嘘（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
16 手遅れ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
17 １年分のタール（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
18 ニコチン依存ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
19 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
20 脳出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
21 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
22 レイン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
23 smoker's face（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
24 コロンビア・ライト（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
25 デビ・オースチン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
26 ユル・ブリンナー（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
27 悪魔のacademy（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
28 眼底出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
29 喫煙サル（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
30 喫煙で能率低下（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
31 低体重ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
32 副流煙とウェイトレス（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
33 好奇心（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
34 禁煙指導用スライド 増田和彦 （パワーポイント）
35 分煙 増田和彦 （パワーポイント）
36 ニコチン依存症 増田和彦 （パワーポイント）
37 薬の基礎知識（一般消費者啓発用） 三次 （パワーポイント）
38 薬物乱用はダメ、ゼッタイ　スターディショップⅡ（指導者用） 県薬事務局
39 薬物乱用はダメ、ゼッタイ　スターディショップⅢ（指導者用） 県薬事務局
40 薬局薬剤師の接遇マニュアル 研修用 平成16年９月（（社）日本薬剤師会） 呉 （パワーポイント）
41 健康くれ21「健康くれ体操」 呉
42 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」 呉

43 GSK e 情報（高尿酸血症用情報・うつ病情報・単純ヘルペスと上手につきあ
う・よりよいぜんそくのコントロール）（グラクソスミスクライン） 府中
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題　　　　　　　名 提供者
管理者 形　式

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

2
あなたの街の保険薬局“処方せんをもらったら”
（（社）日本薬剤師会） 呉

3 「薬の飲み合せ」 呉
4 日常生活と成人病シリーズ 呉 133分
5 お年寄りが薬と上手に付合う方法 呉 15分
6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ　きょうの健康） （2002.10） 呉
7 薬と上手につき合う（ＮＨＫ　きょうの健康） （1998.11） 呉
8 訪問薬剤管理指導の実践（（財）日本薬剤師研修センター） 呉
9 健康くれ21 「健康くれ体操」 呉
10 保険薬局スキルアップシリーズ　スキルアップ　ザ・接遇 府中 20分
11 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　ベーシック編 府中 20分
12 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　アドバンス編 府中 23分
13 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　マスター編 府中 26分
14 服薬指導のためのカウンセリングテクニック　応用編 府中 21分

15
信頼される薬剤師へ　薬学生の挑戦①　あなたはもっていますか？
医療人としてのこころがまえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2003.７） 府中 20分

16 Ｏ-157腸管感染症　その病態と抗菌薬療法の効果 府中 19分
17 パニック障害の障害と治療 府中 20分
18 小児のための服薬指導 コンプライアンスを高めるために 府中 15分

19 インフルエンザの新しい治療法　インフルエンザにかかったら 府中 8分

【ビデオ】

★これは！！と思われる資料がありましたら県薬事務局までご連絡ください。
無料で貸し出します。

★また、提供したい資料や、“これ、もっといて”という資料がありましたら
ご連絡ください。お預かりします。
★会員の皆様からの、こんな資料を作って…というご意見にもお答えします。

まずはご連絡を！！！

広島県薬剤師会事務局　電話（０８２）２４６－４３１７

資料を提供していただいた支部担当役員の方、個人の方、感謝の意を込めて掲載させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。（個人名以外は支部名を表示しています。）

題　　　　　　　名 提供者・管理者 形　　　　式
1 薬から高齢者の健康を考える 安佐 テキスト 15ページ
2 薬から高齢者の健康を考えるⅡ 安佐 テキスト 19ページ
3 漢方入門 安佐 テキスト 20ページ
4 薬草と親しむ 安佐 テキスト 31ページ
5 薬剤師のためのいざというとき頼りになるこの一冊 府中 書籍 133ページ
6 動き出した医学教育改革　良き臨床医を育てるために 府中 書籍 211ページ
7 心血管系疾患とレニン・アンジオテンシン系 府中 書籍 255ページ
8 アトピー性皮フ炎 府中 冊子 10ページ
9 皮脂欠乏症（乾皮症） 府中 冊子 10ページ

【書籍・冊子・資料】



飲食店・レストラン
一竜　広島店 1
一心太助　アルパーク店 2
一心太助　胡町店 2
一心太助　福山店 2
一心太助　袋町店 2
囲炉り茶屋　やまぼうし 1
魚舞亭 2
カフェ　ダヴィンチ 2
釜飯酔心　本店 2
釜飯酔心　アルパーク店 2
釜飯酔心　五日市店 2
釜飯酔心　新幹線店 2
釜飯酔心　流川店 2
釜飯酔心　毘沙門店 2
寿司道場酔心　支店 2
惣菜酔心　アッセ店 2
惣菜酔心　立町店 2
京もみじ 2
くれない 1
芸州　本店 2
芸州　胡店 2
ごはんや 2
ごはんや　広島空港店 2
さざん亭　三次店 2
瀬戸田すいぐん丸 2
ちから　本店 2
ちから　旭町店 2
ちから　五日市店 2
ちから　井口店 2
ちから　牛田店 2
ちから　宇品店 2
ちから　尾長店 2
ちから　海田店 2
ちから　上八丁堀店 2
ちから　観音店 2
ちから　祇園店 2
ちから　京口通店 2
ちから　呉駅店 2
ちから　己斐店 2
ちから　高陽店 2
ちから　そごう店 2
ちから　タカノ橋店 2
ちから　出汐店 2
ちから　十日市店 2
ちから　中の棚店 2
ちから　西原店 2
ちから　八丁堀店 2
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■Wポイントカードに 
   関するお問い合わせは 

1082-832-2606 
E-mail wpoint-e@fine.ocn.ne.jp（株）和多利広島営業所 

1082-242-1474 
E-mail csk@mb.kcom.ne.jp（株）中国総合研究所 

広島リビング新聞社グループ 

Wポイントカードホームページ　http://www.wpoint.co.jp

 会員カードでWポイントがつきます 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）の有効期限は７年◎ 
会員カードはクレジット機能を持ち、有効期限が７年です。（保険料・年会費等は無料） 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

F
F

F
F

F

F
F

F
F

F

広島県Wポイントカード加盟店 平成18年5月20日現在
店舗名 ポイント 店舗名 ポイント 店舗名 ポイント

宮内串戸商店街
ジョイ薬局 1
第一ドライ　串戸店 1
廿日市交通 1

横川商店街
ゴッドバーガー 1
茶房　パーヴェニュー 1
トイズ＆ホビー　むらかみ 1
はきもの　武本 1
横川　ちから 1

衣　料　品
OUT-DOOR'S 船越店 1
S1904 1
キャン・ドゥ　可部店 3
キャン・ドゥ　廿日市店 3
キャン・ドゥ　ロフト 3
COOL INN. 大町店 1
COOL INN. サンモール店 1
COOL INN. フジグラン広島店 1
studio LOHAS 1
住吉屋　的場店 1
住吉屋　三次店 1
MEN'S REVO 呉店 1
MEN'S REVO 高陽店 1
MEN'S REVO 西条店 1
MEN'S REVO 船越店 1
MEN'S REVO 楽々園店 1

スーパーマーケット
マダムジョイ　アルパーク店　直営食品売場 1
マダムジョイ　江波店　直営食品売場 1
マダムジョイ　己斐店　直営食品売場 1
マダムジョイ　千田店　直営食品売場 1
マダムジョイ　矢野店　直営食品売場 1
マダムジョイ　楽々園店　直営食品売場 1

和・洋菓子
広島ポエム 1
パパ・ドゥ 1

美容・理容・健康
英国式足健康法　リフレックス 2
髪処　ふくろう 2
星ビルB1F メディカルフィットネス 2

化　粧　品
アリモト　本店 3
リビング事業社　ゲル＆ゲル 1

生活日用品
カギのひゃくとう番 5
サカイ引越センター ※13
※車両代・人件費に対して100円につき
2ポイント付与されます。金券のご利用
は出来ません。

レンタル
RCC文化センター　貸会議室 ※11
リースキン　家庭用事業部　広島支店 2
リースキン　家庭用事業部　広島北営業所 2
リースキン　家庭用事業部　広島西営業所 2
リースキン　家庭用事業部　広島東営業所 2
※500円につき1ポイントです。

フラワーショップ
桜井花店　本店 1

家具・寝具
井口家具百貨店 1

交　　　通
八本松タクシー 1
広島第一交通㈱（第一） 2
広島第一交通㈱（平和） 2
広島電鉄　金券取扱窓口
広島電鉄　安佐出張所 ※2
広島電鉄　アルパーク案内所 ※2
広島電鉄　五日市駅 ※2
広島電鉄　熊野出張所 ※2
広島電鉄　西広島定期券売場 ※2
広島電鉄　沼田営業課 ※2
広島電鉄　廿日市駅 ※2
広島電鉄　広島北営業課 ※2
広島電鉄　広島南営業課 ※2
広島電鉄　吉田出張所 ※2
広島電鉄　楽々園駅 ※2
広島電鉄　楽々園営業課 ※2
広電観光　千田町旅行センター ※2
福助タクシー 本社営業所 1
福助タクシー 古市営業所 1
※パセオカード・定期券・回数券の購入に際し
Wポイント金券を使用することができま
す。Wポイントカードは使用できません。
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サイクルショップカナガキ　戸坂店 1

ガソリンスタンド
大野石油店　旭橋SS 1
大野石油店　五日市インターSS 1
大野石油店　井口SS 1
大野石油店　牛田大橋SS 1
大野石油店　観音SS 1
大野石油店　熊野団地SS 1
大野石油店　呉SS 1
大野石油店　高陽町SS 1
大野石油店　西条インターSS 1
大野石油店　東雲SS 1
大野石油店　商工センターSS 1
大野石油店　造幣局前SS 1
大野石油店　高取SS 1
大野石油店　高屋ニュータウンSS 1
大野石油店　出島SS 1
大野石油店　西白島SS 1
大野石油店　廿日市インターSS 1
大野石油店　八丁堀SS 1
大野石油店　東広島SS 1
大野石油店　広島東インターSS 1
大野石油店　緑井SS 1
大野石油店　皆実町SS 1
大野石油店　横川SS 1
山陽礦油　相生橋SS 1
山陽礦油　大州SS 1
山陽礦油　かめ山SS 1
山陽石油　蔵王インターSS 1
山陽石油　住吉町SS 1
山陽石油　多治米町SS 1
山陽石油　深津SS 1
山陽石油　南本庄SS 1
山陽石油　水呑町SS 1

バイクショップ
AUTO GARAGE うえるかむ ※9
※車体の購入・保険料にはポイントは付
与されません。

自動車整備・販売
車検の速太郎 ※10
車検の速太郎　カーケアプラザ ※10
ベストカーヤマナカ ※10
※100円につき1ポイント。ただし、法
定費用・保険料にはポイントは付与さ
れません。

ちから　光町店 2
ちから　広島駅店 2
ちから　福屋駅前店 2
ちから　府中店 2
ちから　舟入店 2
ちから　船越店 2
ちから　戸坂店 2
ちから　堀川店 2
ちから　本浦店 2
ちから　本通4丁目店 2
ちから　的場店 2
ちから　皆実町店 2
ちから　向洋店 2
ちから　八木店 2
ちから　矢野店 2
ちから　矢野西店 2
ちから　楽々園店 2
豆匠　広島本店 2
豆匠　福山店 2
とく　福山イトーヨーカドー店 2
とく　堀川店 2
徳川　総本店 2
徳川　五日市店 2
徳川　海田店 2
徳川　呉中通り店 2
徳川　高陽店 2
徳川　西条プラザ店 2
徳川　サンリブ可部店 2
徳川　廿日市店 2
徳川　毘沙門台店 2
徳川　広店 2
徳川　福山東深津店 2
徳川　戸坂店 2
徳川　ベスト電器広島本店 2
徳川　南観音店 2
徳川　南区民センター店 2
徳川　三原店 2
徳川　安古市店 2
トラバドール 2
東風 2
のん太鮨　パセーラ店 2
バー・エトワール 2
ビーフの館　ジュジュ苑 2
広島三次ワイナリー　喫茶ヴァイン 1
広島三次ワイナリー　バーベキューガーデン 1
フィレンツェ 2
フルーツレストラン　まるめろ 1
プロント 2
プロント　広島胡町店 2
平和工房 2
星ビル5F オルゴールティーサロン 2
三井カーデンホテル広島25F コフレール 2
ル・トランブルー 2
レストラン・アザレア 2
レストラン・フラワー 2
レストラン　味蔵 1

娯楽・レジャー
銀河（えひめでぃあ） 2
平田観光農園 1
ヒロデンボウル 1
ボウル国際 1

Ｗ　Ｅ　Ｂ
Heart Leap Up HIROSHIMA ※17
※HPにて会員登録で100ポイント、メー
ルマガジンの受信ごとに１ポイント、メ

ールマガジンのアンケートに回答すると
30ポイント以上（各号によって異なり
ます）。

カルチャー・教育
星ビル3F ベビーワールド 2
リビング事業社　リビングコミュニティカレッジ 1
RCC文化センター 1

趣味・雑貨
えひめでぃあ 2
売店　さざなみ 1
ピカソ画房　本店 1
星ビル4Ｆ　アンティークドール 2
星ビル2Ｆ　知育玩具とオルゴール 2
HOBBY TOWN 広島店 2
HOBBY TOWN 福山店 2

旅行・観光
ジャパンツゥリスト ※14
広島三次ワイナリー　ワイン物産館 1
広電宮島ガーデン 1
※現金払いは100円につき1ポイント。
ジャパンツゥリストカード払いは100
円につき1.5ポイントがつきます。

ホ　テ　ル
温井スプリングス 2
ホテルニューヒロデン ※12
※クレジットの支払いにはポイントは付
与されません。現金支払い時のみ100
円につき2ポイントがつきます。

ゴルフ用品
ゴルフバリュー　船越店 2
ゴルフバリュー　本通店 2
ダイナマイト　吉島店 2

スポーツ用品店
体育社　本店 1
体育社　呉店 1
体育社　東広島店 1

ゴルフ場・ゴルフ練習場
グリーンバーズヒロデン 1

カメラ・ＤＰＥ・写真スタジオ
カメラのアート写夢　本店 1
カメラのアート写夢　スタジオハッピーゆめタウン大竹店 1
カメラのアート写夢　高取店 1
カメラのアート写夢　油見店 1
カメラのアート写夢　ゆめタウン大竹店 1

ビデオ・ＣＤ・文具
総商さとう　本店 ※4
総商さとう　ウィー東城店 ※4
TSUTAYA 安芸府中店 2
※各売場によりポイント数が異なります。

印鑑・名刺・ハガキ
横田印房 10

自　転　車
サイクルショップカナガキ　横川本店 1
サイクルショップカナガキ　五日市店 1
サイクルショップカナガキ　己斐店 1
サイクルショップカナガキ　東雲店 1



広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.4 29

指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

事務機器

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

自動車部
品

車

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

㈱広島全日空ホテル

広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工　西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ふるがいち

㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
ＤＵＯ南広島
㈱モンテカルロ
（店舗名）
吉島店・安古市店
五日市店・可部店
高陽店
府中店・三次店
呉店・西条店
蔵王店・駅家店
尾道東店・三原店
㈲オートショップ
ヤスダ
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店
広島店
お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

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

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き　赤札より10～
15％

見積額の10％割引

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

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

割引率は商品で異なる。
文具事務用品30％引
15～20％引（企画品、相場価格商
品は除く）
現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）
特別価格

専用カード（GOLDカード申込
者のみ）
モンテカルロ各店にて、通常価
格より10％引き、エンジンオイ
ル等交換工賃無料、８項目点検
無料、車検・鈑金・アウトレッ
ト割引有、ポイント有100円で１
ポイント、※従来のコーポレート
カードは廃止になります。
車検・板金・塗装20％引

現金のみ定価５％引（直営店のみ）
現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00～19:00

平日
８:30～18:00

年中無休

平日
９:00～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45～17:30

９:00～19:00

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

10:00～20:00

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

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

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日

毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

年中無休

定休日不定

日お盆・年末年
始休業

所 在 地
広島市中区新天地1_1

呉市中央1_1_1

広島市中区中町7_20

広島市中区三川町10_1

福山市三之丸町8_16

広島市中区国泰寺町1_8_13

あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4_10_17

広島市安佐南区中須2_18_9

安芸郡府中町柳ケ丘77_37

呉市中央2_5_15

広島市中区幟町3_1

第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2_13_21

広島市南区松川町1_18

広島市中区堀川町5_10

広島市中区本通9_33

広島市中区吉島西2_2_35

本社
広島市西区商工センター
4_8_1

呉市中央5_8_25

広島市西区観音本町2_8_22

広島市中区基町6_27

広島バスセンター6Ｆ
広島市中区新天地5_23

広島市西区商工センター
7_1_19

電 話 番 号
(082)244_1623

(0823)20_1111

(082)241_1111

(082)244_0109

(084)922_2121

(082)249_8011

(0823)22_2250

(082)879_0131

(082)281_4331

(0823)32_7171

(082)222_7780

(082)283_5133

(082)262_0191

(082)246_7788

(082)248_1331

(082)541_3911

本社
(082)501_3447

(0823)24_1345

(082)294_0187

(082)225_3232

(082)246_2131

(082)277_8181

平成18年７月１日現在



2006 Vol.31  No.4　広島県薬剤師会誌30

(082)293_4125

(082)245_0106

(082)231_9495

(082)239_0948

(082)261_4949

(082)248_0516

(082)279_5511

(082)248_4361

(082)243_5321

(082)542_5020

(082)512_1020

(082)222_7002

(082)278_2323

(084)920_3950

(0829)34_2508

(082)247_3473

担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
0120_06_0747

(082)543_5855

部 門
レジャー

進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
紳士服・
洋品他
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生サ
ービス
（中小企
業向け）

指 定 店
國富㈱広島営業所

㈱進物の大進

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈲玉屋

ひつじやサロン

㈱エクセル本社

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

㈱ J T B広島支店
（JTB紙屋町シャ
レオ店・JTB広島
駅前支店）
ひろでん中国新聞
旅行㈱本社・呉営
業所・三次営業
所・福山営業所
㈱日本旅行
広島支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱デオデオ商事

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

会 員 価 格
Ｃカード取得コース45,000円、商品
購入：店頭価格より５％off、器材オ
ーバーホール：通常価格より５％off
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

５～25％（但し一部ブランド品
食品を除く）
祭壇金額定価２割引、
葬具（柩外）１割引
葬儀・花輪20％引、
生花５％引
店頭表示価格より10％引（一部
除外品有）
店頭表示価格（売出品含む）から
３％引
特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
ルックJTB３％引（ルックJTBス
リムを除く）、エースJTB３％引
本人とその家族対象

本人のみ
現金のみメープル・トピック
自社主催商品３％引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

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

通常価格より15％割引

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

営業日時
８:30～20:00

６～９月
10:00～18:30

10～５月
９:30～18:00

年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00～17:30

年中無休

平日
10:00～19:00

土・日・祝
10:00～17:00

８:30～17:30

９:30～18:00

９:30～18:30

９:00～18:00

（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00～18:00

（平日）

定 休 日
なし

毎週火曜

不定休

毎週土・日曜日、
祝祭日

日祭休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

土・日・祝日

所 在 地
広島市西区観音町13-9

広島市中区堀川町4_14

広島市中区猫屋町8_17

広島市安佐南区長束2_4_9

広島市南区段原南1_20_11

広島市中区本通9_26

広島市西区商工センター
2_3_1

広島市中区小町3_25

（ショールーム）
広島市中区堀川町2_16

広島市中区紙屋町2_2_2

広島市中区八丁堀16_14

第二広電ビル１Ｆ

広島市中区基町13_7

朝日ビル2Ｆ

広島市西区商工センター
5_11_1

福山市卸町11_1

廿日市市木材港南8_22

広島市中区紙屋町2-1-22
広島興銀ビル9F

広島市西区福島町2丁目36-1

広島市中区国泰寺町1-3-22
ERE国泰寺ビル6階

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示下さい。

◎入会申込書は県薬事務局にあります。 ◎カードの作成は無料です。



部　　　　門　　保険

指　定　店　　アリコジャパン
支　　　　店　　広島第一エイジェンシーオフィス

所　在　地　　〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル9F

電 話 番 号　 （082）247-3473 ファックス番号 （082）240-7546 担当：小原（オハラ）、丸本（マルモト）

主な取扱商品　　医療保険、年金保険、死亡保険

会 員 価 格　　無料保険診断サービス実施中

営 業 日 時　　９：00～18：00（平日）

定　休　日　　土・日・祝日
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今月から新しく指定店になりました。
薬剤師会員であれば、それぞれ特典を受けることができます。

新指定店の紹介

部　　　　門　　引越

指　定　店　　株式会社　サカイ引越センター
支　　　　店　　

所　在　地　　〒733-0024 広島市西区福島町2丁目36-1

電 話 番 号　　0120-06-0747 ファックス番号　 （082）231-5011

主な取扱商品　　引越

会 員 価 格　　通常価格より15％割引

営 業 日 時　　年中無休（但し、１／１～１／３は休み）

定　休　日　　

部　　　　門　　会員制福利厚生サービス（中小企業向け）

指　定　店　　株式会社　福利厚生倶楽部中国（中国電力グループ会社）
支　　　　店　　

所　在　地　　〒730-0042 広島市中区国泰寺町1-3-32 ERE国泰寺ビル6階

電 話 番 号　 （082）543-5855 ファックス番号　 （082）543-5850

主な取扱商品　 「福利厚生倶楽部」…法人向け福利厚生パッケージ商品

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

営 業 日 時　　９：00～18：00（平日）

備　　　考 詳しいサービス内容につきましては、お気軽に資料をご請求下さい。
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４月21日 理事の選任について（各支部長）
４月24日 応需薬局・ゴールデンウィーク期間の

休業表について（各支部長）
４月25日 IT担当者会議の開催について（５/８）

（各支部長）
４月25日 「禁煙宣言」について（各支部長）
４月25日 「第２回薬剤師の禁煙活動に関するア

ンケート」結果（報告）及び「禁煙運
動宣言」について（お願い）（各支部長）

４月25日 ゴールデンウィーク中の国有ワクチン
緊急連絡先一覧について（各支部長）

４月28日 平成18・19年度支部役員業務分担等に
ついて（各支部長）

４月28日 平成18・19年度広島県薬剤師会代議
員・同予備代議員の選出について（各
支部長）

５月２日 「健康食品の正しい知識の普及に関す
る特別委員会（地対協）」事業のご協
力について（お礼）（各支部長）

５月９日 在宅医療のための麻薬の取扱の弾力化
について（各支部長）

５月10日 メールアドレス登録のお願い（各支部長）
５月11日 支部長･理事合同会議の開催について

（５/27）（各支部長）
５月11日 応需薬局リスト「ファックスをご利用

ください」の確認及び必要部数につい
て（各支部長）

５月12日 「平成18年度診療報酬改定関連通知の
一部訂正について」（各支部長）

５月12日 「疑義解釈送付について（その５）」等
の送付について（各支部長）

５月16日 平成18年度「世界禁煙デー」及び「禁
煙週間」への協力並びに薬剤師による
禁煙支援の強化について（各支部長）

５月24日 第45回日本薬学会日本病院薬剤師会中

国四国支部学術大会のご案内について
（各支部長）

５月25日 支部長･理事合同会議の提出議題につ
いて（各支部長）

５月29日 第35回広島県薬剤師会通常総会の承認
事項について（各支部長）

５月29日 支部長･理事合同会議資料の送付につ
いて（各支部長（９支部））

５月30日 くすりと健康啓発事業実施計画表につ
いて（各支部長）

６月５日 お薬手帳での「医薬品副作用被害救済
制度」のPRについて（各支部長）

６月９日 麻しん及び風疹に係るワクチンの供給
について（各支部長）

６月12日 第39回日本薬剤師会学術大会（於　福
井市）への参加助成について（各支
部長）

６月14日 認定実務実習指導薬剤師養成講習会
の開催について（７/23、８/６）（各
支部長）

６月14日 「医療制度改革関連法案」の可決成立
について（各支部長）

６月16日 薬剤師会認定基準薬局の平成18年度
第２次認定について（各支部長）

６月16日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の
認定更新について（各支部長）

県薬より支部長への発簡

平成18年３月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成18年３月16日（木）午後６時～同８時15分
場　所：広島県薬剤師会館
出席者：前田会長、木平、豊見、平井、松下、森井各副会長

有村、大塚、重森、澁谷、宗、田口、谷川、野間、
野村、増田各常務理事。

欠席者：なし
議事要旨作製責任者：澁谷常務理事

１．報告事項
（１）２月定例常務理事会議事要旨
確認の上、誤りがあれば事務局へ連絡することとさ
れた。

（２）諸通知
次の諸通知等について報告された。
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告
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（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．支部長･理事合同会議
２月18日（土）（報告を省略）

イ．安田女子大学関係者来会
３月１日（水）、３日（金）に安田女子大学から
来会され、福山大学の吉富先生（薬学教育協議会
病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構委員
長）、木平先生（広島県病院薬剤師会会長）及び
前田広島県薬会長との間で、実習調整実施に関し
て同大学に遵守していただきたい事項を覚書とし
て交換することとしたことが報告された。

ウ．全体理事会
３月２日（木）・４日（土）（報告省略）

エ．広島県保健医療計画検討委員会
３月15日（水）に県庁で開催され、医療制度大綱
に基づく広島県保健医療計画の平成１９年度に向
けた方向付けに関して、医師サイドから中山間地
域等での医療人不足が深刻な状況にあること、記
述があっても内容がないことなどの指摘があった
こと、医薬品については、医薬品の提供における
安心、安全に関しては、医薬品として一括りにし
てあるが、ジェネリックと先発品との違いがまだ
担保できていないことを話したところ、次期保健
医療計画に係る主要項目の素案に医薬品の安全確
保という項目における医薬品等の品質と有効性、
安全性の確保の部分に先発品、後発品のチェック
を盛り込むことになったこと、また、無承認、無
許可薬品等の監視指導の項目中にサプリメント及
び個人輸入品等の健康被害についての表現も加え
るよう要望したことが報告された。なお、県医師
会から先発品、後発品に関する資料及び県薬の考
え方を文書にして出してほしいとの要請があった
ので、担当部署において対応することとされた。

（前田会長）
ア．第14回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
２月17日（金）に岡山で開催され、松山大学薬学
部学生の受け入れ体制が間に合わない実情につい
ての説明があったこと及び安田女子大学における
薬学部設置について中・四国各県の意見を聞かせ
てもらったこと、また、学部創設の話があった段
階では既に関係先との話し合いは終了していると
いう状況は各県とも同様であり、辻つま合わせだ
けのためにやるのは好ましいことではないとの報
告があった。

（谷川常務理事）
ア．薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議
２月26日（日）の午前中に広島国際大学で開催さ
れ、現状についてと６年制に向けたワークショッ
プについて日薬で考えられていること等の説明し
たことが報告された。

イ．広島県薬剤師会薬局実務実習指導薬剤師講習会
２月26日（日）に広島国際大学で開催され、本年
度３回目で、４年制バージョンでの最後の講習会
となったことが報告された。

（豊見副会長）
ア．保険薬局部会担当理事打合会

２月18日（土）に開催し、広島支部から要望の
あった施設設備整備積立金からの貸付けについ
て検討を行ったところ、提出された書類に資料不
足の不備があったため一旦、同支部から取り下げ
の申し出があった。その後、同支部より文書での
回答要請があり、同支部宛文書で不受理の旨を通
知したことが報告された。

イ．平成18年度調剤報酬改定等説明会
３月10日（金）に東京都内の共立薬科大学で実施
され、調剤報酬点数表の改正について指導管理料
が薬学管理料となり、薬剤服用歴管理・指導料17

点が薬剤服用歴管理料として薬剤情報提供料２を
含めて22点に改定されたこと、医薬品品質情報提
供料が後発医薬品情報提供料に改正されたこと等
について説明があったことが報告された。
なお、旧様式となる処方せん（用紙）については、
使用期間の制限は特に設けないが、県薬としては
支部等に在庫しているのものについて、新様式の
ものとの交換に応じることとしたい旨の提案があ
り、了承された。

（平井副会長）
ア．広報委員会
３月８日（水）に開催し、会誌５月号の編集につ
いて協議したことが報告された。

（松下副会長）
ア．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局指
定申請薬局との共同研修会
２月19日（日）に広島県薬剤師会館で開催し、約
200名の出席があったことが報告された。

イ．会計部会議
２月20日（月）に開催し、予算建てについて協議
したことが報告された。

ウ．会館受け入れ特別委員会
２月22日（水）に開催し、旧会館３部門の平成18

年度の事業計画及び予算については、従来どおり
とすることとして事業計画案及び予算案を作成し
たことが報告された。

エ．日本薬剤師会第100回通常代議員会
２月25日（土）・26日（日）に東京・虎ノ門パス
トラルで開催され、平成18年度事業計画案及び予
算案が承認されたほか、任期満了に伴う役員改選
があり、日薬会長に中西会長が留任され、副会長
については選挙により５名が決定したこととが報
告された。

オ．会員委員会
会員資格の変更等に関して２月27日（月）、３月
９日（木）に委員会で協議した結果について予め
代議員の意見を聞き、これを基に支部長等に説明
を経て案を固めて行き、平成19年３月の代議員会
で決定できるよう平成17年度代議員会（３月21日
開催）に資料として提出したいとの提案があった。

（森井副会長）
ア．「平成18年度広島県地域保健対策協議会」（薬務室
との）事業打合会
２月21日（火）に開催し、来年度からの地対協特
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別委員会で、先発・後発薬品について取り上げて
もらうこととしたことが報告された。

イ．広島県福祉保健部健康増進･歯科保健室来会（広
島県健康増進普及啓発実行委員会関係）
２月28日（火）に、健康増進普及啓発事業につい
て平成17年度の事業報告や平成18年度の事業計画
案について説明を受けたこと、健康広島21関係を
単独で実施していたが、縦割りを止めて少子化対
策、高齢者対策と併せて実施するとの説明があっ
たことまた、健康祭りへの協力要請があったこと
が報告された。

（宗常務理事）
ア．日本薬剤師研修センター第２回認定実務実習指導
薬剤師養成ワークショップ
２月11日（土）・12日（日）に八王子市内の丸紅
多摩センターで開催され、全国から81名が参加し
たこと、１日目のワークショップでは教育を学習
者の行動に価値ある変化をもたらすことと捉え、
より良いカリキュラムを作り上げていく手法を体
得することにあったこと、２日目は、「医療人の
改革」及び「薬局実務実習指導薬剤師7,000人の
養成を目指して」の講演等があったことが報告さ
れた。

イ．「災害時医薬品等供給マニュアル」に基づく支部
担当者研修会打合会
２月17日（金）の広島県薬剤師会館で開催し、新
しい試みとしてAEDのデモンストレーション、
広島県薬務室による救急災害時における広島県と
しての医薬品供給体制について講演をを計画する
こととし、研修の時間配分等について打合せをし
たことが報告された。

ウ．「災害時医薬品等供給マニュアル」に基づく支部
担当者研修会
３月12日（日）に広島県薬剤師会館において、広
島県薬務室職員による講演、各支部の取り組みと
して呉支部の災害対策特別委員長による災害時の
衛生管理と感染症対策についての講演、AEDの
使用デモンストレーションなどを実施したことが
報告された。

（第38回日本薬剤師会学術大会関連）
ア．第38回日本薬剤師会学術大会監査会
３月１日（水）に監事による監査を実施されたこ
とが報告された。

イ．第38回日本薬剤師会学術大会運営委員会
３月４日（土）に広島東急インで開催され、監査
結果を報告したことが報告された。

（森本事務局長）
ア．公益法人検査
３月８日（水）に広島県薬務室から職員２名が来
会して検査が行われ、資産台帳の作成、総会にお
ける出席者の増加させること、薬事衛生会館から
寄付を受けた残余財産について財務諸表を整理し
て総会、理事会等に報告して承認を得ることと等
の指導があったことが報告された。

イ．選挙管理委員会
３月10日（金）に桧井委員長ほか全委員が出席し
て開催され、会長、監事２名、日薬代議員４名、

日薬予備代議員４名がすべて無投票当選とされた
ことが報告された。

２．その他の委員会等報告事項
有村常務理事から、４月16日（日）に介護保険研修会
を実施することが追加報告された。

（１）日本薬剤師会平成17年度第８回理事会
２月24日（金）於　東京

（２）行政支部総会
２月25日（土）於　広島県薬剤師会館

（３）平成17年度広島県食品衛生講習会
２月28日（火）於　メルパルク広島

（４）広島県薬剤師会生涯教育講座
３月４日（土）於　広島ワシントンホテルプラザ

（５）第６回日本褥瘡学会中国四国地方会
３月４日（土）於　広島国際会議場

（６）広島県健康増進普及啓発実行委員会ワーキング会議
３月６日（月）於　県庁

３．審議事項
※（１）第35回広島県薬剤師会通常代議員会の運営につい

て（森井副会長）
３月21日（火・春分の日）午前11時から開催すること
とされた。
当日の役割分担を次のとおりとされた。
司　　会　　小林理事
開会の辞　　木平副会長
閉会の辞　　平井副会長
当日は報告事項の終了後、休憩とする。
・質問、質疑事項について
・配付資料について

（２）第35回広島県薬剤師会通常総会の開催について
（日程確認）（森井副会長）
５月27日（土）午後３時から開催することとさ
れた。

（３）支部長･理事合同会議の開催について（日程確認）
（森井副会長）
５月27日（土）午後１時から開催することとさ
れた。

（４）（財）広島県健康福祉センター理事の委嘱について
（森井副会長）
委嘱依頼：前田泰則会長
承諾することとされた。

（５）新薬剤師研修会の開催について（谷川常務理事）
次のとおり国家試験が実施され、合格が発表され
る新薬剤師について、平成18年度に研修会を開催
することとして広島県薬務室に相談したところ開
催案内について協力を得られることになったたた
め、５月28日（日）の開催で準備を進めることと
された。
第91回薬剤師国家試験期日：３月11日（土）

12日（日）
〃　　　　発表日：４月６日（木）

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について
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（２）その他行事報告
ア．井出利憲教授退任記念祝賀会
３月18日（土）於　リーガロイヤルホテル広島

イ．平成18年度調剤報酬改定等説明会（西部）
３月19日（日）於　中国新聞ホール

（中区土橋町7－1）
ウ．第35回広島県薬剤師会通常代議員会
３月21日（火・春分の日）

エ．日本薬剤師会薬剤師業務に関する特別委員会
３月22日（水）於　東京

オ．広島県健康増進普及啓発実行委員会
３月23日（木）於　広島健康福祉センター

カ．（財）広島県健康福祉センター理事会
３月23日（木）於　広島健康福祉センター

キ．平成17年度第２回広島県地域保健対策協議会定例
理事会
３月23日（木）於　広島医師会館

ク．認定基準薬局制度運営協議会
３月23日（木）

ケ．平成17年度医薬分業指導者協議会
３月24日（金）於　東京・中央合同庁舎５号館

コ．広島大学４年生並びに大学院修了生卒業記念パー
ティー
３月24日（金）於　広島プリンスホテル

サ．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員・運営委員合同会議
３月25日（土）於　岡山・アークホテル岡山

シ．呉支部総会
３月25日（土）於　呉阪急ホテル

ス．第24回地域リハビリセミナー・イン・広島
３月26日（日）於　広島健康福祉センター

セ．広島県保険者協議会及び専門部会合同会議
３月27日（月）於　八丁堀シャンテ

ソ．広島県地域保健対策協議会緩和ケア推進専門委員
会（第２回）
３月27日（月）於　広島県緩和ケア支援センター

タ．平成18年度調剤報酬改定等説明会（東部）
３月28日（火）於　県民文化センターふくやま

チ．第100回広島社会保険医療協議会
３月28日（火）於　広島厚生年金会館

ツ．広島県医療安全推進会議（第２回）
３月29日（水）於　県庁

テ．広報委員会
４月10日（月）・18日（火）

ト．平成18年度「看護の日」広島県大会
５月13日（土）於　広島国際会議場

ナ．第29回日本プライマリ・ケア学会
５月13日（土）・14日（日）於　名古屋市

平成18年４月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成18年４月27日（木）午後５時～同６時30分
場　所：広島県薬剤師会館
出席者：前田会長、木平、加藤、豊見、平井、松下各副会長

森田、青野、有村、大塚、小林、澁谷、田口、
谷川、野間、野村、政岡、増田各常務理事

欠席者：重森常務理事
議事要旨作製責任者：青野常務理事

１．報告事項
（１）３月定例常務理事会議事要旨
作成された案について訂正等があれば、事務局へ連絡
することとされた。

（２）諸通知
次のとおり、来・発簡文書等の紹介がされた。
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告

（３）委員会等報告
（前田会長）
ア．（財）広島原爆障害対策協議会評議員会
３月23日（木）に広島市総合健康センターにおい
て開催され、平成18年度事業計画及び収支予算案
を審議したことが報告された。

イ．（財）広島県健康福祉センター理事会
３月23日（木）に広島健康福祉センターにおいて
開催され、平成18年度事業計画及び予算案を審議
したことが報告された。

ウ．平成17年度第２回広島県地域保健対策協議会定例
理事会
３月23日（木）に広島医師会館おいて開催され、
平成18年度事業計画及び収支予算について審議し
たことが報告された。

エ．正・副会長会議打合せ
３月31日（金）及び４月６日（木）の２回、役員
の選任、分担業務、事務局関係について協議した
ことが報告された。

オ．正・副会長会議
４月６日（木）（エと併せて報告。）

カ．旧広島県薬事衛生会館精算結了に伴う総会につい
ての打合会
４月10日（月）に、旧薬事衛生会館の清算結了に
伴う同会館の総会を５月11日に開催することとさ
れたことに関して打合せを行ったことが報告さ
れた。

キ．全体理事会
４月20日（木）にリーガロイヤルホテル広島で開
催したことが報告された。（各理事出席のため、
報告を省略。）

ク．日本薬剤師会平成18年度第１回理事会
４月26日（水）に日本薬剤師会で開催され、役員
の業務分担の振り分け、各委員会担当の承認を行
い、委員の人選については中西会長に一任したこ
とが報告された。

（前田会長）
ア．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員・運営委員合同会議
３月25日（土）に岡山市内のアークホテル岡山で
開催され、各県の状況についての情報交換、機関
運営についての意見交換、事業に係る予算ににつ
いての協議を行ったことが報告された。
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（前田会長・平井副会長）
ア．第100回広島地方社会保険医療協議会
３月28日（火）に広島厚生年金会館において広島
社会保険事務局主催で開催され、現状説明と役員
の交代等に関することが会議の内容であったこと
が報告された。

（豊見副会長）
ア．平成18年度調剤報酬改定等説明会

西部地区は３月19日（日）に中国新聞ホールで、
東部地区は３月28日（火）に県民文化センターふ
くやまでそれぞれ開催し、後発医薬品への変更に
関して多くの質問があったことが報告されるとと
もに、医師へのフィードバックに関して、医師サ
イドから速やかな報告を行うよう要望があるが、
現制度下では患者が通院時に医師にお薬手帳を提
示することによって変更状況を把握していただく
方法が最適と考えられるので、本会としてはこの
方法で対応していく旨の説明がされた。

イ．広島県地域保健対策協議会緩和ケア推進専門委員
会（第２回）
３月27日（月）に広島県緩和ケア支援センターで
開催されたこと、施設長である本家先生が昨年約
700件を対象として実施されたアンケート調査の
結果について、回答に応じた薬局には送付されて
いるが、会誌５月号にもその一部を掲載されるこ
とが報告された。

（青野常務理事）
ア．平成17年度医薬分業指導者協議会
３月24日（金）に東京都内の中央合同庁舎５号館
で開催され、前半では、医薬分業推進施策につい
て日薬の石井専務理事からの説明と岡山市内での
在宅医療における薬薬連携についての発表があ
り、後半では、厚生労働省の最近の医薬行政に関
して、薬学６年制に向けた国の施策、医療情報提
供体制の改革及び一般医薬品販売制度の改正につ
いての説明があったことが報告された。

（平井副会長）
ア．第35回広島県薬剤師会通常代議員会
３月21日（火・春分の日）（説明省略）

イ．広報委員会
４月７日（金）に２チームある広報委員会を合同
で開催し、これまでの反省と今後の編集等につい
て協議したことが報告された。
また、４月10日（月）・18日（火）の両日、５月
号会誌の編集に関して協議したことが報告された。

ウ．表彰選考委員会
４月18日（火）に開催し、正・副会長と会員委員
会委員によって各支部からの推薦のあった者の会
員歴等について本会に保存されているデータと照
合するなど表彰要件への適格を審査し被表彰者を
決定したことが報告された。

エ．監査会
４月25日（火）に、会長及び関係役員が出席して、
監事２名による平成17年度事業実績及び収支決算
について監査が行われ、講評として、事業執行及
び会計処理は概ね適正に処理していること、今後、

公益法人法制の改革に伴う事業体制の見直しや取
得方針が明らかにされている会館敷地への対応が
必要であること、また、女性理事が１名増えたが
薬剤師には女性が多いことに鑑み、女性会員の更
なる活躍を期待していることが述べられた旨の報
告がされた。

（松下副会長）
ア．認定基準薬局制度運営協議会
３月23日（木）に開催して平成17年度最後の認定
業務を行ったことが報告された。

イ．広島県保険者協議会及び専門部会合同会議
３月27日（月）に八丁堀シャンテで開催されたこ
と、国保関係の会議で、県薬は、県医師会、県歯
科医師会と同様に参与としての参加であることが
報告された。

ウ．広島県医療安全推進会議（第２回）
３月29日（水）に県庁で開催され、広島市にも設
置されたことに伴って県への相談件数が減少して
きていること、相談事例が出されないため会議の
意義が分かり難いなどの報告がされた。

（有村常務理事）
ア．市町等高齢者保健福祉・介護保険主管課長会議
３月22日（水）に広島県健康福祉センターで開催
され、内容については５月号会誌に掲載する旨が
報告された。

イ．介護保険研修会
４月16日（日）に広島県薬剤師会館で開催し、
215名の参加者があったことが報告された。

（増田常務理事）
ア．広島県健康増進普及啓発実行委員会
３月23日（木）に広島健康福祉センターおいて開
催され、委員会発足以来２年間における事業につ
いての報告及び平成18年度事業の決定が行われた
ことが報告された。

イ．薬事情報センター打合会
４月４日（火）に開催し、職員１名が増員となっ
たことに伴い、昼の休憩時間においても職員によ
る対応を行うこととしたことが報告された。

ウ．広島県福祉保健部健康増進・歯科保健室長来会
４月19日（水）に馬場室長ほか３名が来会され、
３年目に入った広島県健康増進普及啓発実行委員
会への参画と負担金拠出について、また、本年度、
生活習慣病の予防のため地域保健と職域保健が連
携して県民の主体的な健康づくりと保健事業によ
る生涯を通じた健康管理を支援することを目的と
して協議会を新たに設置することとなったので、
関係機関として本会には県地域・職域連携協議会
に、地区薬剤師会には二次医療圏を地域とする圏
域地域・職域連携協議会に参画について、それぞ
れ協力要請があったことが報告された。

２．その他の委員会等報告事項
（１）広島大学教授井出利憲氏退任記念祝賀会

３月18日（土）於　リーガロイヤルホテル広島
（２）日本薬剤師会薬剤師業務に関する特別委員会

３月22日（水）於　東京
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（３）広島大学４年生並びに大学院修了生卒業記念パー
ティー
３月24日（金）於　広島プリンスホテル

（４）呉支部総会
３月25日（土）於　呉阪急ホテル

（５）福山支部総会
３月29日（水）於　福山すこやかセンター

（６）平成18年度厚生労働省薬剤師実務研修面接
木平副会長から、４月12日（水）に広島県薬剤師
会館で２名に対して実施し、両名とも合格したこ
とが報告された。

（７）JPPNW日本支部（IPPNW）理事会・総会、JPPNW
広島県支部総会
４月15日（土）於　広島医師会館

３．審議事項
（１）全体理事会の開催について（平井副会長）
次のとおり開催することとされた。
・全 体 理 事 会：４月27日（木）午後７時～
・支部長・理事合同会議：５月27日（土）午後１時～
・通　　常　　総　　会：５月27日（土）午後３時～
・総 会 資 料 発 送：５月17日（水）

（２）平成18年度事業計画及び業務分担について（平井
副会長）
支部役員業務分担等について、支部に照会するこ
ととされた。
なお、「在宅服薬管理推進委員会」を追加するこ
ととされた。

（３）平成18年度広島県薬物乱用対策推進本部本部員等
の推薦について（平井副会長）
次のとおり、推薦することとされた。
本 部 員　　前田　泰則
幹　　　事　　加藤　哲也
事務担当者　　森本　　隆
（平成17年度）
本　部　員　　前田　泰則
幹　　　事　　森井　紀夫
事務担当者　　森本　　隆

（４）広島県地域保健対策協議会役員の推薦について
（平井副会長）
次により推薦することとされた。
任　期：平成18年４月１日～平成20年３月31日

（２年間）
理　事　　前田　泰則
〃　　　松下　憲明

（平成16・17年度）
理　事　　前田　泰則
〃　　　森井　紀夫

（５）広島県健康増進普及啓発実行委員会委員及びワー
キング会議委員の推薦について
次により、推薦することとされた。（平成16・17

年度に継続）
任　期：平成18年４月１日～平成20年３月31日

（２年間）（増田常務理事）
実 行 委 員 会 委 員　　増田　和彦
ワーキング会議委員　　吉田　和恵

（６）平成18年度「健康ひろしま21」事業に対する助成
について（増田常務理事）
平成17年度と同様に助成とすることとされた。
平成17年度：15万円

（７）早期体験学習に関する依頼について（木平副会長）
・福山大学
・広島国際大学
両大学から依頼のあった、６年制の学生の入学に
伴いカリキュラムに基づいて実施する早期体験学
習への協力について、了承された。

（８）「広島県救急医療情報ネット」に関する情報公開に
ついて（豊見副会長）
意見がある場合は、電子メールによって豊見副会
長へ連絡することとされた。

（９）日本介護支援専門員協会・NPO法人広島県介護支
援専門員協会への加入について
賛助会費：３万円（年会費）（有村常務理事）
承諾することとされた。

（10）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成18年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
の後援名義使用について（平井副会長）
実施期間：平成18年６月20日（木）～７月19日（金）
626ヤング街頭キャンペーン：６月25日（日）
主催：広島県「ダメ。ゼッタイ。普及運動実行委

員会
協賛：広島県、広島県警察本部、広島県教育委員

会外
後援名義の使用を承諾することとされた。

イ．平成18年度広島県農薬危害防止運動の後援名義使
用について（平井副会長）
実施期間：平成18年６月１日（木）～６月30日（金）
主　　催：広島県
後援名義の使用を承諾するにあたって、農薬によ
る危害防止に関して薬剤師に求められている役割
が不明確である等の意見があり、この運動におい
て薬剤師としてどの様な支援ができるのかを確か
めてみる必要があるとされた。（担当：松下副会長）

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について

５月18日（木）午後６時
（議事要旨作製責任者【予定】大塚常務理事。な
お、６月を有村常務理事とする。）

（２）支部等総会の開催について
旧広島県薬事衛生会館　５月11日（木）

於　広島県薬剤師会館
東広島支部　　　　　　５月18日（木）

於　東広島平安閣
広島県病院薬剤師会　　５月20日（土）

於　エソール広島
安芸支部　　　　　　　５月28日（日）

於　サンピア安芸
呉支部　　　　　　　　５月28日（日）

於　呉商工会議所
福山支部　　　　　　　５月31日（水）

於　福山市すこやかセンター
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広島佐伯支部　　　　　６月13日（火）
於　ミスズガーデン

広島支部　　　　　　　６月17日（土）
於　広島県薬剤師会館

（３）事務局人事関係
前田会長から、檜山参事が５月末をもって本会を
退職することとなり、25年間の在職に対し退職金
を支給したい旨の提案があり、承認された。

（４）その他行事予定
ア．全体理事会
４月27日（木）

イ．広島市民病院新棟（東棟）竣工式
４月28日（金）於　広島市民病院新棟（東棟）

ウ．IT担当者会議
５月８日（月）

エ．旧広島県薬事衛生会館総会
５月11日（木）

オ．第56回“社会を明るくする運動”広島県実施委
員会
５月11日（木）於　KKR広島

カ．「あじさいキャラバン」（構造改革特区、地域再生
等説明会）
５月12日（金）於　広島YMCAホール

キ．平成18年度「看護の日」広島県大会
５月13日（土）於　広島国際会議場

ク．第29回日本プライマリ・ケア学会
５月13日（土）・14日（日）於　名古屋市

ケ．常務理事会
５月18日（木）

コ．広島県病院薬剤師会総会
５月20日（土）於　エソール広島

サ．日本医療薬学会第２２回公開シンポジウム
５月21日（日）於　京都・同志社新島記念講堂

シ．薬草に親しむ会（下見・西部）
５月23日（火）於　佐伯高校周辺：廿日市市

ス．薬草に親しむ会（下見・東部）
５月24日（水）於　七塚原・県立大学周辺：庄原市

セ．日本薬剤師会平成18年度第２回理事会
５月24日（水）於　東京・日薬

ソ．日本薬剤師会平成18年度第１回地方連絡協議会
（都道府県会長会）
５月24日（水）於　東京・日薬

タ．日本薬剤師会第57回共済部総会
５月24日（水）於　東京・日薬

チ．支部長･理事合同会議
５月27日（土）

ツ．第35回広島県薬剤師会通常総会
５月27日（土）

テ．新薬剤師講習会
５月28日（日）於　広島県薬剤師会館

ト．安芸支部総会
５月28日（日）於　サンピア安芸

ナ．広島県地域保健対策協議会平成18年度第１回定例
理事会
５月29日（月）於　広島医師会館

ニ．（財）暴力追放広島県民会議理事会・評議員会
５月30日（火）於　鯉城会館

ヌ．広島県保健医療計画検討委員会保健医療検討部会
５月30日（火）於　県庁北館

ネ．広島県保健医療計画検討委員会医療提供システム
部会
５月31日（水）於　県庁北館

平成18年５月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成18年５月18日（木）午後６時～同７時45分
場　所：広島県薬剤師会館
出席者：前田会長、加藤、豊見、平井、松下各副会長

青野、大塚、小林、重森、澁谷、田口、谷川、
野間、野村、政岡、増田各常務理事

欠席者：木平副会長、有村常務理事
議事要旨作製責任者：大塚幸三

１．報告事項
（１）４月定例常務理事会議事要旨
作成された要旨の案に訂正等があれば、事務局へ連絡
することとされた。

（２）諸通知
来・発簡文書等について、報告された。
ア．来・発簡報告
イ．会務報告
ウ．会員異動報告

（３）委員会等報告
（前田会長）
次の各事項に係る報告に先立って、４月17日（水）
に会長及び松下、平井両副会長が出席した日本薬剤
師連盟の会議の状況について報告された。
日本薬剤師連盟の副会長に日本薬剤師会の石井副会
長が就任され、同副会長から、今後、薬剤師の法律
的裏付けをもっと得たいとして、麻薬に関する将来
的な課題として小売業者間における譲渡の簡便化、
在宅医療において駐車禁止区域での薬局薬剤師に対
する包括的な駐車許可の実現、そして、来年度予算
の拡充といった３点に力を入れたいこと、更に将来
的なこととして、病院薬剤師のがん専門薬剤師のよ
うに薬局薬剤師についても専門薬剤師の制度を確立
していきたい、薬局での専売薬を増やしていきたい、
薬物療法に関わる薬剤師の環境整備をもっときっち
りしたい、医療に貢献している薬剤師が報われる社
会をつくりたいという話をされた。
ア．広島市民病院新棟（東棟）
４月28日（金）に広島市民病院新棟（東棟）の竣
工式が挙行されたこと及び今後、内部の整備を伴
うので稼働は来年になる予定であるとの報告がさ
れた。

イ．旧広島県薬事衛生会館総会
５月11日（木）に、広島県薬事衛生会館の精算委
員会によって開催されたことが報告された。

ウ．平成18年度「看護の日」広島県大会
５月13日（土）に広島国際会議場で開催され、例
年どおり、ナイチンゲール賞受賞者の報告等が行
われたことが報告された。
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（加藤副会長）
ア．業務分担③（薬剤師の生涯教育及び養成計画）担
当理事打合会
５月11日（木）に開催し、平成18年度の事業計画
における薬学教育機関との関係強化、薬学部学生
薬局実務実習への協力、広島県薬剤師研修協議会
への協力、生涯教育に関する支部薬剤師の協力な
ど７項目について協議し、第27回広島県薬剤師学
術大会の開催日程を同月12日（日）に変更するこ
と、第39回日本薬剤師会学術大会の発表者の支援
については５名程度を考えていること、５月28日
に予定の新薬剤師講習会については平成17、18年
度合格者を対象として実施すること等が報告さ
れた。
また、谷川常務理事から、新薬剤師講習会につい
ては参加者10名以上の場合に開催し、薬剤師の職
能に関する内容とする旨の説明があり、併せて講
習会後に懇親会を例年どおり実施したい旨の提案
があり、了承された。

（豊見副会長）
ア．IT担当者会議
５月８日（月）にIT支部の担当者の会議を開催し、
DocuWorksのソフトを配付するとともに、本年中
頃を目処に支部宛のペーパーによる文書の送付を
終了させる予定であること、ペーパーへの印刷が
必要な場合は支部での対応となること、また、各
支部での受信が確実にできるよう３名の受信者を
定めておくことを要請したことが報告された。

イ．広島ホームテレビ取材
ジェネリック医薬品について、先日の広島テレビ
の野村常務理事への取材に続いて、５月18日（木）
に広島ホームテレビの取材があり、来週のＪス
テーションという番組において放映される予定
であるとの報告がされた。

（平井副会長）
ア．全体理事会
４月27日（木）に開催され、５月27日（土）開催
の第35回広島県薬剤師会総会への提出議案等につ
いて協議したことが報告された。

イ．広報委員会
５月12日（金）に、５月発行の会誌の編集につい
て協議したことが報告された。

（増田常務理事）
ア．薬剤師禁煙支援アドバイザー認定制度特別委員会
５月11日（木）に開催して主に３項目について協
議し、先ず、禁煙支援ネットワーク研修会への参
加については、本年度担当の広島県看護協会によ
る会議が未開催であるのでこれを待ってから対応
すること、過去４年間、県東部と西部で薬事衛生
指導員研修会と併せて開催してきたところである
が、一定の成果を得たことや禁煙がある程度国民
の間に広まってきたことのに伴い、そろそろこれ
らを切り離してはどうかという意見も出ていたた
め、協議した結果、本年度は別々に実施すること
に決めたこと、薬事衛生指導員研修会については
後日検討することにしている旨の報告をされた。

（森本事務局長）
ア．第56回“社会を明るくする運動”広島県実施委
員会
５月11日（木）にKKR広島で開催され、例年ど
おり、官民の関係機関や団体が連携又はそれぞれ
の立場で、罪を犯した人や非行少年の更生の支援
と犯罪のない明るいまちづくりの推進に取り組む
こととして広島県実施要綱が決定されたことが報
告された。

２．その他の委員会等報告事項
（１）第29回日本プライマリ・ケア学会

５月13日（土）・14日（日）於　名古屋市
（２）原田康夫先生を囲む会

５月15日（月）於　リーガロイヤルホテル広島
（３）東広島支部

５月18日（木）於　東広島平安閣

３．審議事項
（１）第35回広島県薬剤師会通常総会の開催について
（平井副会長）
５月27日（土）午後３時から開催される通常総会
における役割について、司会を青野常務理事、開
会の辞を加藤副会長、閉会の辞を松下副会長が、
また、議事に関しては各担当役員において対応す
ることとされた。

（２）支部長・理事合同会議について（平井副会長）
５月27日（土）午後１時に広島県薬剤師会館で、
開催することとされ、各議案説明の担当が決定さ
れた。

（３）禁煙運動宣言ステッカーの作製について（増田常
務理事）
約1,600薬局に２枚ずつ配付すること、及び、図
案については原案２種類のうちの禁止マークと紙
巻きたばこを組み合わせたものとし、文字を書き
入れることができる枠囲いの空欄の削除とステッ
カーの下部に「（社）広島県薬剤師会」の文字を
入れる修正を施すこととされた。（見積額は、
288,000円）

（４）第30回全国禁煙支援アドバイザー育成講習会の派
遣について（増田常務理事）
６月10日（土）・11（日）於　奈良女子大学
従来どおり２名を派遣し、伝達研修を行ってもら
うこととされ、派遣する者は、薬事衛生指導員や
禁煙支援アドバイザーから募集することとされた。
なお、薬剤師禁煙支援アドバイザー認定制度特別
委員会において、本年度、禁煙支援ネットワーク
研修会と分離して開催することとされた薬事衛生
指導員研修会については、分離等について検討す
べき事項があるので、「業務分担１」においてそ
の是非等を検討することとされた。

（５）平成18年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会へ
の参加者推薦について
７月22日（土）於　共立薬科大学マルチディア講
堂（谷川常務理事）
田口常務理事及びこれまでに講習を受けているも
の１名を選定し、推薦することとされた。
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（６）第21回アジア薬剤師会連合学術大会（FAPA横浜
大会）について
11月18日（土）～21日（火）於　パシフィコ横浜
（平井副会長）
・参加登録数：12名［分担金分：代議員数（４

名）×３名］
・演 題 締 切：７月31日（月）
希望者は申し出ることとされた。

（７）日本薬剤師会委員会委員の委嘱等について（平井
副会長）
次のとおり、承認された。
職能対策委員会　情報システム検討会：

豊見　雅文 副会長
病院診療所薬剤師部会： 木平　健治 副会長
行政薬剤師部会：　　　　　 島岡　敏氏
（いずれも平成16・17年度と同じ）

（８）広島県医師会「被爆医療関連施設」懇話会委員の
委嘱について（平井副会長）
依頼のあった次のとおり、委嘱を承認することと
された。
委嘱依頼：前田　泰則 会長
任　　期：平成18年４月１月～平成20年３月31日

（９）財団法人暴力追放広島県民会議評議員の就任につ
いて（平井副会長）
依頼のあった次のとおり、就任することが承認さ
れた。
就任依頼：前田　泰則 会長
任　　期：平成18年５月30月～平成20年５月29日

（10）広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会委員の推
薦について（平井副会長）
次のとおり、推薦することが決定した。
加藤　哲也 副会長

（11）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成18年度「広島県高校生のがん予防講演会」の
共催について
開 催 日：平成18年５月24日（水）（平井副会長）
開催場所：広島市立基町高等学校
共催を承諾することとされた。

イ．第17回ジュノー記念祭に対する後援名義の使用及
び補助金について
と　き：６月11日（日）（平井副会長）
ところ：ジュノー顕彰碑前（平和大橋西詰め）
主　催：広島県医師会、日本赤十字社広島県支部
前年度補助金額：３万円
従来どおり、名義使用及び補助金について承諾す
ることとされた。

ウ．平成18年度健康づくり絵画・ポスター募集の後援
名義使用について
主　催：広島県国民健康保険団体連合会（平井副

会長）
後援名義の使用を承諾することとされた。

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について（平井副会長）

次のとおり、決定した。
６月15日（木）午後６時
議事要旨作製責任者：有村健二常務理事

（２）支部等総会の開催について（平井副会長）
広島県病院薬剤師会　５月20日（土）

於　エソール広島
山県支部　　　　　　５月20日（土）

於　みちづれ
三原支部　　　　　　５月27日（土）

於　三原グランドパレス
安芸支部　　　　　　５月28日（日）

於　サンピア安芸
呉支部　　　　　　　５月28日（日）

於　呉商工会議所
廿日市支部　　　　　５月28日（日）

於　宮島コーラルホテル
福山支部　　　　　　５月31日（水）

於　福山市すこやかセンター
広島県学校薬剤師会　６月３日（土）

於　広島県薬剤師会館
広島佐伯支部　　　　６月13日（火）

於　ミスズガーデン
広島支部　　　　　　６月17日（土）

於　広島県薬剤師会館
安佐支部　　　　　　６月18日（日）

於　安佐南区民文化センター
尾道支部　　　　　　６月24日（土）

於　ポートプラザホテル尾道
（３）第39回日本薬剤師会学術大会参加申込について
（平井副会長）
参加登録受付：５月１日（月）～９月７日（木）
宿泊施設の確保を確実にするために、早期の申込
手続きをする必要があるとされた。

（４）書籍申込等の案内告知について（平井副会長）
ファックス一斉同報依頼：㈱神陵文庫
岡山・神陵文庫扱いとなる福山支部を除き、一斉
同報することとされた。

（５）その他行事予定
ア．広島県病院薬剤師会総会
５月20日（土）於　エソール広島

イ．薬草に親しむ会（下見・西部）
５月23日（火）於　佐伯高校周辺：廿日市市（勝
谷前理事・広島漢方研究会）

ウ．薬草に親しむ会（下見・東部）
５月24日（水）於　七塚原・県立大学周辺：庄原
市（田口常務理事）

エ．日本薬剤師会平成18年度第２回理事会
５月24日（水）於　東京・日薬（前田会長）

オ．日本薬剤師会平成18年度第１回地方連絡協議会
（都道府県会長会）
５月24日（水）於　東京・日薬（前田会長）

カ．日本薬剤師会第５７回共済部総会
５月24日（水）於　東京・日薬（前田会長）

キ．被爆医療関連施設懇話会
５月24日（水）（加藤副会長）

ク．平成18年度「広島県高校生のがん予防講演会」
５月24日（水）於　広島市立基町高等学校

ケ．業務分担④（薬局等の薬剤師業務への対応）担当
理事打合会
５月25日（木）
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行　　事　　内　　容日　　付
４月22日 土 竹原支部総会

25日 火 監査会
26日 水 日本薬剤師会平成18年度第１回

理事会（東京）
27日 木 ・常務理事会

・全体理事会
28日 金 広島市民病院新棟（東棟）竣工

式（広島市民病院新棟（東棟））
平成18年度不正大麻・けし撲滅
運動

５月８日 月 IT担当者会議
11日 木 ・旧広島県薬事衛生会館総会

・第26回“社会を明るくする運
動”広島県実施委員会

（KKR広島）

県 薬 日 誌 

行　　事　　内　　容日　　付
５月11日 木 ・薬剤師禁煙支援アドバイザー

認定制度特別委員会
・業務分担③担当理事打合会

12日 金 広報委員会
13日 土 平成18年度「看護の日」広島県

大会（広島国際会議場）
15日 月 原田康夫先生を囲む会

（リーガロイヤルホテル広島）
18日 木 ・常務理事会

・東広島支部総会
（東広島平安閣）

20日 土 ・広島県病院薬剤師会総会
（エソール広島）

・山県支部総会
（酔膳亭みちづれ）

23日 火 薬草に親しむ会（下見・西部）
佐伯高校周辺（廿日市市）

５月１日～
６月30日

コ．（財）広島原爆障害対策協議会評議員会
５月25日（木）於　広島市総合健康センター（前
田会長）

サ．支部長･理事合同会議
５月27日（土）

シ．第35回広島県薬剤師会通常総会
５月27日（土）

ス．三原支部総会
５月27日（土）

セ．新薬剤師講習会
５月28日（日）於　広島県薬剤師会館

ソ．安芸支部総会
５月28日（日）於　サンピア安芸

タ．呉支部総会
５月28日（日）於　呉商工会議所

チ．廿日市支部総会
５月28日（日）於　宮島コーラルホテル

ツ．広島県地域保健対策協議会平成18年度第１回定例
理事会
５月29日（月）於　広島医師会館（前田会長）

テ．（財）暴力追放広島県民会議理事会・評議員会
５月30日（火）於　鯉城会館（前田会長）

ト．広島県保健医療計画検討委員会保健医療検討部会
５月30日（火）18：00 於　県庁北館（松下副
会長）

ナ．広島県保健医療計画検討委員会医療提供システム
部会
５月31日（水）於　県庁北館（豊見副会長）

ニ．福山支部総会
５月31日（水）19：30 於　福山市すこやかセン
ター

ヌ．平成18年度広島県禁煙支援ネットワーク運営委
員会
６月１日（木）於　広島県環境保健協会（加藤副
会長）

ネ．全国保険者協議会
６月２日（金）於　メルパルク広島（松下副会長）

ノ．平成18年度広島県学校薬剤師会総会
６月３日（土）14：00 於　広島県薬剤師会館
（前田会長）

ハ．広報委員会
６月６日（火）

ヒ．（財）広島県福祉保健センター理事会
６月８日（木）於　広島県健康福祉センター（前
田会長）

フ．第26回福山大学薬学部卒後教育研修会
６月10日（土）於　福山大学

ヘ．第30回全国禁煙アドバイザー育成講習会
６月10日（土）・11日（日）於　奈良女子大学
（増田常務理事）

ホ．広島佐伯支部総会
６月13日（火）於　ミスズガーデン

マ．常務理事会
６月15日（木）

ミ．日本薬剤師会平成18年度試験検査センター連絡協
議会
６月15日（木）・16（金）於　大阪府薬剤師会館
（城崎検査センター職員）
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行　　事　　内　　容日　　付
５月24日 水 ・薬草に親しむ会（下見・東部）

七塚原・県立大学周辺
（庄原市）

・日本薬剤師会平成18年度第２
回理事会（東京）
・日本薬剤師会平成18年度第１
回地方連絡協議会（都道府県
会長会）（東京）
・日本薬剤師会第57回共済部総
会（東京）
・被爆医療関連施設懇話会

（広島医師会館）
25日 木 ・業務分担④（薬局等の薬剤師業

務への対応）担当理事打合会
・（財）広島原爆障害対策協議
会評議員会
（広島市総合健康センター）

27日 土 ・支部長･理事合同会議
・第35回広島県薬剤師会通常総会
・三原支部総会

（三原グランドパレス）
28日 日 ・安芸支部総会（サンピア安芸）

・呉支部総会（呉商工会議所）
・廿日市支部総会

（宮島コーラルホテル）
・新薬剤師研修会

29日 月 ・福利厚生特別委員会
・広島県地域保健対策協議会平
成18年度第１回定例理事会
（広島医師会館）

30日 火 （財）暴力追放広島県民会議理
事会・評議員会（鯉城会館）

平成18年度禁煙週間

31日 水 福山支部総会
（福山市すこやかセンター）

平成18年度HIV検査普及週間

平成18年度広島県農薬危害防止
運動

６月１日 木 平成18年度広島県禁煙支援ネッ
トワーク運営委員会

（広島県環境保健協会）
２日 金 ・平成18年度第１回広島県保険

者協議会（メルパルク広島）

行　　事　　内　　容日　　付
６月２日 金 ・業務分担①（県民の福祉・医

療・保健衛生向上のための活
動）担当役員打合会

３日 土 平成18年度広島県学校薬剤師会
総会

６月５日 月 ・広島県薬務室との平成18年度
打合会
・会館使用に伴う分担金の見直
しについての打合会

６日 火 広報委員会
７日 水 薬局実習受け入れ実行委員会
8日 木 （財）広島県福祉保健センター

理事会
（広島県健康福祉センター）

10日 土 第26回福山大学薬学部卒後教育
研修会（福山大学）

10・11日 第30回全国禁煙アドバイザー育
成講習会（奈良）

11日 日 第17回ジュノー記念祭
（広島平和公園ジュノー記念碑前）

12日 月 第27回広島県薬剤師会学術大会
実行委員会

13日 火 広島佐伯支部総会
（ミスズガーデン）

14日 水 （社）青少年育成広島県民会議
第18回総会（エソール広島）

６月15日 木 常務理事会
15・16日 日本薬剤師会平成18年度試験検

査センター連絡協議会（大阪）
17日 土 ・広島支部総会

・府中支部総会
18日 日 ・認定基準薬局新規申請及び更

新薬局、保険薬局指定申請薬
局との共同研修会
・安佐支部総会
（安佐南区民文化センター）

19日 月 組織運営特別委員会
平成18年度広島県「ダメ。ゼッ
タイ。」普及運動

20日 火 ・平成16年度社会保険医療担当
者（薬局）指導打合せ会議
・広報委員会

21日 水 広島県薬剤師研修協議会

６月20日～
７月19日

５月31日～
６月６日

６月１日～
６月７日
６月１日～
６月30日
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行事予定（平成18年7月～平成18年9月） 
 7月 3 日（月）広島県保健医療計画検討委員会保健医療検討部会（県庁北館） 
 7月 5 日（水）日本薬剤師会賞等選考委員会（東京） 
 7月 6 日（木）平成18年度北方領土返還要求運動広島県民会議総会（鯉城会館） 
　　　〃　　　　食育推進計画に関する地方公共団体等への説明会（県庁本館） 
　　　〃　　　　広島県保健医療計画検討委員会医療提供システム部会（県庁北館） 
 7月 9 日（日）第10回日本地域薬局薬学会年会（東京） 
　　　〃　　　　平成18年度ヒロシマ薬剤師研修会（広大　広仁会館） 
 7月12日（水）日本薬剤師会平成18年度第3回理事会（東京） 
　　　〃　　　　日本薬剤師会平成18年度第2回地方連絡協議会（都道府県会長会）（東京） 
 7月13日（木）日本薬剤師会議事運営委員会（東京） 
 7月20日（木）常務理事会 
 7月20日（木）

平成18年度結核予防技術者地区別講習会（中国・四国ブロック）（ホテルセンチュリー21広島） 
 7月21日（金）　 
 7月22日（土）平成18年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会（東京） 
 7月22日（土）

平成18年度病院診療所薬剤師研修会（広島県民文化センター） 
 7月23日（日） 
 7月22日（土）

日本薬剤師会代議員中国ブロック会議（鳥取） 
 7月23日（日） 
 7月23日（日）広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会（福山すこやかセンター） 
 7月29日（土）中四国会長会（愛媛） 
 7月29日（土）

厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ（徳島） 
 7月30日（日） 
 7月30日（日）広島プライマリ・ケア研究会（広島医師会館） 
 8月 3 日（木）医療機器販売・賃貸管理者及び医療機器修理業責任技術者継続研修（カレントコスモ） 
 8月 6 日（日）広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会 
 8月17日（木）常務理事会 
 8月25日（金）日本薬剤師会平成18年度第4回理事会（東京） 
 8月26日（土）

日本薬剤師会第101回臨時代議員会（東京） 
 8月27日（日） 
 8月26日（土）日本薬剤師会代議員会懇親会（東京） 
 8月27日（日）日本薬剤師会第65回通常総会（東京） 
 9月21日（木）広島県製薬協会講演会（メルパルク広島） 
　　　〃　　　　常務理事会 
 9月23日（土）薬草に親しむ会（東部）（高原の家七塚周辺） 
 9月24日（日）薬草に親しむ会（西部）（広島県立佐伯高校周辺） 

｝ 

｝ 
｝ 

｝ 

｝ 
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在宅医療の推進のための麻薬の取扱い
の弾力化について

平成18年４月17日

社団法人　広島県薬剤師会会長様

広島県保健医療局薬務室長

このことについて、平成18年４月17日付けで通
知したところですが、具体的な取扱いについては、
次のとおりですので貴会会員に周知してください。

１　患者の健康状態に配慮した麻薬の取扱い

従来、紛失や事故防止のため、医療機関から
患者等（患者又は現に患者の看護に当たる家族
等）以外の者が麻薬を受領することは避けるよ
うお願いしているところですが、在宅医療にお
いては、主治医をはじめ、多くの職種が協働し
て患者を支える体制整備が必要となっている現
状にかんがみ、麻薬を必要とする患者が支障な
く麻薬を使用できるよう、その臨床状態等から
患者が※1麻薬を受領することが困難であると
認められる場合には、※2現に患者の看護等に
当たる看護師、ホームヘルパー等であって患者
の意を受けた者については、現に患者の看護に
当たる家族等と解して差し支えありません。
※１ 麻薬を受領することが困難であると認め
られる場合とは、患者の病状や患者の看護
に当たる家族等の年齢、生活状況、地理的
条件等を勘案して麻薬施用者又は麻薬小売
業者から麻薬処方せんや麻薬を受領するこ
とが困難であると認められる場合です。

※２ 現に患者の看護に当たる看護師、ホーム
ヘルパー等とは、現に患者を看護し、介護
し、又はその他の世話をする看護師、准看
護師、介護福祉士、ホームヘルパー等、在
宅医療に協力する者をいいます。

なお、事故等を防止するため、次の事項
に留意してください。

・ 麻薬施用者及び麻薬小売業者は、看護師、
ホームヘルパー等が患者又はその家族の意を
受けた者であることを書面や電話等で確認し
たうえ、麻薬処方せん又は麻薬を交付する
こと。
・ 麻薬施用者及び麻薬小売業者は、看護師、
ホームヘルパー等に対して、紛失、盗難等の
事故がないよう、患者宅へ速やかに麻薬を届
けるべきことを注意喚起すること。
・ 麻薬施用者及び麻薬小売業者は、看護師、
ホームヘルパー等に医療上の指示事項を適切
に患者へ伝えるよう注意喚起すること。
・ 麻薬施用者及び麻薬小売業者は、患者が指
示どおり麻薬を服用していることを随時確認
すること。

２　患者等が麻薬を受領する際の待ち時間の改善

従来、偽造麻薬処方せんによる麻薬の不正取
得等の問題が発生する可能性があることから、
あらかじめ、ファクシミリで麻薬処方せんの処
方内容の電送を受け、麻薬小売業者が、同処方
内容に基づいて行う調製等は避けるようお願い
しているところです。
しかしながら、薬局においては、麻薬以外の
医薬品について患者等からファクシミリで処方
内容の電送を受けること（平成元年11月15日付
け薬企第46号、保険発第105号愛知県衛生部長
あて薬務局企画課長・保険局医療課長回答）が
既に定着し、現在では、麻薬についても、上記
の問題が発生するおそれも少ないと考えられ
ます。
こうしたことから、患者等の負担を軽減する
ためのファクシミリを利用した麻薬の調製等は
差し支えありません。
これに伴い、従来の「薬局における麻薬管理
マニュアル」中の「第４麻薬処方せんの受付
（法第27条第６項）（３）ファクシミリによる処
方せんの取扱いについて」を削除します。
なお、事故等を防止するため、次の事項に留
意してください。
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・ 麻薬小売業者があらかじめ患者等からファ
クシミリで電送された麻薬処方せんの処方内
容に基づいて行う麻薬の調製等は、患者が持
参する麻薬処方せんの受領、確認により、
遡って調剤とみなされるものであること。
・ 患者等へ麻薬を交付する際には、麻薬処方
せんの原本確認を確実に行い偽造麻薬処方せ
んによる麻薬の不正取得の防止に努めること。
・ 麻薬小売業者が患者等からファクシミリで
電送された麻薬処方せんの処方内容に基づき
麻薬の調製等をしたが、患者が当該薬局を訪
れない等の理由で麻薬を交付できない場合、
当該麻薬は調剤前の麻薬として取り扱うこと。

３ 麻薬の保管設備について麻薬診療施設の負担

軽減

従来、麻薬を保管しない麻薬診療施設にあっ
ても、急きょ麻薬を保管する必要が生じた場合
に直ちに対応できるよう、麻薬診療施設内に麻
薬の保管設備を設置するようお願いしていたと
ころですが、在宅医療の推進に伴い、現に麻薬
を保管しない麻薬診療施設が増加することが考
えられます。
そのため、当該施設の麻薬施用者が院外の麻
薬処方せんの交付のみを行う等、麻薬を保管し
ない施設については、麻薬の保管設備の設置を
要しないものとします。
なお、麻薬の紛失、盗難等の事故を防止する
ため、次の事項に留意してください。

・ 麻薬の保管設備がない麻薬診療施設の開設
者は、患者の死亡や処方変更等により患者等
から麻薬の返納を受けた場合、直ちに調剤済
麻薬として他の職員の立会の下で廃棄する
こと。
・ 麻薬の保管設備がない麻薬診療施設におい
て、麻薬を保管する必要ができた際は、麻薬
を保管する前に必ず麻薬の保管設備の設置を
行うこと。
・ ２人以上の麻薬施用者が従事する麻薬診療
施設の開設者は、たとえ麻薬の保管設備を設
置しない場合であっても、麻薬及び向精神薬
取締法第33条第１項の規定により麻薬管理者
を置かなければならないこと。

営業管理者に対する継続的研修につい
て（通知）

平成18年５月31日

高度管理医療機器等販売業・賃貸業者　様

広島県福祉保健部保健医療局
（薬 　 務 　 室 　 長）

平成17年４月１日から施行された改正薬事法に
より、医療機器を販売又は賃貸等する際の安全対
策が強化されました。
その中で、高度管理医療機器等販売業・賃貸業
者には、営業管理者の継続的研修の受講※が義務
付けされました。
平成17年度は、経過措置として実施が見送られ
ていましたが、平成18年度からは必ず継続的研修
を受講する必要があります。
この継続的研修を広島県内等で行うこととして
厚生労働大臣に届け出た研修実施機関は次のとお
りですので、高度管理管理医療機器等販売業・賃
貸業営業管理者は、継続的研修を必ず受講してく
ださい。
今後、社団法人日本薬剤師会及び社団法人日本
眼科医会についても、研修実施機関として届け出
る予定とされています。
なお、継続的研修の開催日時及び受講申込み等
については、次の研修実施機関に直接御確認くだ
さい。



広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.4 51

継続的研修実施機関
日本医療機器販売業協会
（東京都文京区本郷3-39-17）

Tel：03-5689-7530
URL：http://www.jahid.gr.jp/

日本コンタクトレンズ協会
（東京都文京区湯島2-31-24）

Tel：03-5802-5361
URL：http://www.jcla.gr.jp/

社団法人日本ホームヘルス機器協会
（東京都文京区湯島4-1-11）

Tel：03-5805-6131
URL：http://www.hapi.or.jp/

財団法人総合健康推進財団
（東京都千代田区内神田3-3-4）

Tel：096-360-7128
URL：http://www.zaidan-kyusyu.jp/

社団法人日本歯科商工協会
（東京都台東区小島２丁目16-14） Tel：03-3851-0324

※営業管理者の継続的研修の受講
高度管理医療機器等の販売業者又は賃貸業者は，薬事法施行規則第168条の規定により，営業管理者に厚生労働大臣

に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させなければなりません。

都道府県知事が行う薬事法の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の
有効成分を指定する件の一部改正及び薬局製剤指針の一部改正について（通知）

平成18年５月17日

（社）広島県薬剤師会会長　様

広島県福祉保健部長
（薬　　務　　室）

このことについて、平成18年５月10日付け薬食発第0510001号で厚生労働省医薬食品局長から昭和55

年９月27日付け告示第169号の改正に伴い、薬局製剤指針の一部を改正する旨の通知が別紙のとおりあ
りました。
ついては、貴会会員に対する周知等よろしくお願いします。
なお、関係者に対しては別に通知等を行うこととしています。

１　薬局製剤指針の改正内容
薬局製剤指針医薬品各条

一連番号 旧処方番号 新処方番号 改正事項

24 抗ヒスタミン薬3-① 抗ヒスタミン薬3-②
「成分及び分量又は本質」欄中「塩酸フェニ
ルプロパノールアミン」を削除し。「塩酸プ
ソイドエフェドリン」を追加する。

26 抗ヒスタミン薬5-① 抗ヒスタミン薬5-②

39 鎮咳去痰薬12-② 鎮咳去痰薬12-③

27 血圧降下薬1 製剤指針から削除

２　改正に伴う承認申請等手続き
（１）上記４品目の製造販売承認を受けている薬局製造販売医薬品の製造販売業者は、速やかに当該
品目について承認整理届を提出すること。

（２）今回改正された一連番号「24」、「26」、「39」の品目を新たに製造販売する場合は、承認申請の
手続きを行うこと。
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処方せん医薬品の適正販売の徹底につ
いて（通知）

平成18年６月20日

社団法人広島県薬剤師会会長　　様
社団法人広島県薬種商協会会長　様
広島県医薬品卸協同組合理事長　様

広島県福祉保健部長
（薬　　務　　室）

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一
部を改正する法律（平成14年法律第96号）による
改正後の薬事法第49条第１項の規定に基づき、処
方せん医薬品が指定され、平成17年４月１日から、

薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師等から
の処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、
正当な理由なく、処方せん医薬品の販売を行って
はならないとされたことについては、平成17年２
月17日付け広島県福祉保健部長通知「処方せん医
薬品の指定」又は平成17年４月７日付け同部長通
知「処方せん医薬品等の取扱いについて」により
通知しているところです。
今般、医薬品の販売業者等が、上記により新た
に指定された処方せん医薬品を、従前のとおり処
方せんによらず販売していた違反事例が相次ぎ報
告されています。
ついては、貴会会員に対し、販売品目の指定状
況の確認等、処方せん医薬品の適正な販売につい
て周知徹底してください。

【担当】薬事グループ　片平
Tel:082-513-3222
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平成18年度（第41回）薬草に親しむ会（予告）

（東　部）

開催年月日：平成18年９月23日（土・秋分の日）

開 催 場 所：高原の家七塚周辺（庄原市）

（西　部）

開催年月日：平成18年９月24日（日）

開 催 場 所：広島県立佐伯高校周辺（廿日市市）

※詳細につきましては９月号に掲載いたします。
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支 部 長 二　川　　　勝
副 支 部 長 重　森　友　幸

〃 畠　山　　　厚
支 部 理 事 野　間　　　都

〃 北　谷　修　一
〃 吉　本　喜代美
〃 神　島　隆　雄
〃 福　島　敏　子
〃 内　山　典　子
〃 細　田　智　子

監 　 事 永　野　みさ枝
〃 皮　間　壽美子

総務・庶務 神　島　隆　雄
会 　 計 内　山　典　子
県薬代議員 品　川　龍太郎
〃 皮　間　壽美子
〃 柏　木　悦　徳
〃 細　田　智　子
〃 畠　山　　　厚

県薬予備代議員 北　谷　修　一
〃 内　山　典　子
〃 二　川　　　勝
〃 永　野　みさ枝
〃 吉　本　喜代美

支 部 長 多　森　繁　美
副 支 部 長 永　澤　幸　雄

〃 原　　　俊　樹
〃 有　田　義　光

支 部 理 事 中　山　博　之
〃 常　盤　周　作
〃 石　岡　敏　之
〃 中　村　勇　樹
〃 岡　田　律　子
〃 津　田　裕　子
〃 森　広　亜　紀
〃 肥　後　克　彦

監 　 事 玉　浦　　　巖

支 部 長 竹　下　武　伸
副 支 部 長 海　井　隆　司
〃 江　端　　　勉
〃 今　田　　　省

支 部 理 事 河　本　繁　満
〃 棚　田　　　寛
〃 江　本　良　枝
〃 中　曽　貴　章
〃 貞　村　文　雄
〃 奥　本　　　啓

監 　 事 佐々木　浩　子
〃 平　山　浩　子

総務・庶務 佐々木　浩　子
会 　 計 棚　田　　　寛
県薬代議員 竹　下　武　伸
県薬予備代議員 江　端　　　勉

支 部 長 井　上　俊　則
副 支 部 長 岡　本　才　介
〃 永　井　清　之

支 部 理 事 谷　本　　　匠
〃 阪　田　安　雄
〃 中　山　陽　治
〃 神　田　道　子
〃 上　田　直　子
〃 成　光　正　明
〃 片　山　康　至

監 　 事 堂　面　祝　雄
〃 福　岡　民　子

総務・庶務 永　井　清　之
〃 中　山　陽　治

会 　 計 神　田　道　子
県薬代議員 岡　本　才　介
〃 神　田　信　吾

県薬予備代議員 阪　田　安　雄
〃 中　山　陽　治

支 部 長 大　塚　幸　三
副 支 部 長 小早川　雅　章

〃 守　谷　芙久枝
〃 松　村　博　之

支 部 理 事 鷹　橋　照　子
〃 中　嶋　都　義
〃 佐々木　一　仁
〃 中　本　　　博
〃 上向井　君　江
〃 林　　　充　代
〃 大　町　久　男
〃 石　田　久美子
〃 花　岡　宏　之
〃 小　松　義　人

監 　 事 陶　山　雅　史
〃 甲　田　清　子

総務・庶務 鷹　橋　照　子
〃 中　本　　　博
〃 石　田　久美子
〃 花　岡　宏　之

会 　 計 小早川　雅　章
〃 大　町　久　男
〃 上向井　君　江

県薬代議員 小早川　雅　章
〃 守　谷　芙久枝
〃 松　村　博　之
〃 佐々木　一　仁
〃 中　本　　　博
〃 上向井　君　江
〃 鷹　橋　照　子

県薬予備代議員 河　野　俊　郎
〃 林　　　充　代
〃 大　町　久　男
〃 花　岡　宏　之
〃 小　松　義　人
〃 陶　山　雅　史
〃 甲　田　清　子

支 部 役 員 名 簿

大 竹 支 部 安 芸 支 部

三 原 支 部

呉 支 部

竹 原 支 部
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監 　 事 川　崎　富士江
総務・庶務 森　広　亜　紀
会 　 計 岡　田　律　子
県薬代議員 有　田　義　光
〃 原　　　俊　樹
〃 常　盤　周　作

県薬予備代議員 岡　田　律　子
〃 石　岡　敏　之
〃 中　村　勇　樹

支 部 長 猪　原　恒　男
副 支 部 長 高　村　豊　至
支 部 理 事 猪　原　恒　男

〃 野　川　秀　人
〃 猪　原　浩　二
〃 十　川　明　海
〃 宮　本　あや子
〃 岡　田　英　之
〃 高　村　豊　至
〃 野　村　真由美

監 　 事 大　亀　　　彰
総務・庶務 野　村　真由美

〃 十　川　明　海
会 　 計 岡　田　英　之

〃 宮　本　あや子
県薬代議員 猪　原　恒　男
県薬予備代議員 高　村　豊　至

支 部 長 村　上　信　行
副 支 部 長 小　林　啓　二

〃 作　田　利　一
〃 橋　弥　宏　子

支 部 理 事 大　方　十代治
〃 吉　富　博　則
〃 郷　谷　一　哉
〃 相　方　　　貢
〃 来　山　早智子
〃 有　木　美　恵
〃 吉　田　　　稔
〃 田　口　勝　英
〃 美　野　博　則
〃 西　谷　　　啓
〃 井　上　　　真

監 　 事 橋　本　由輝雄

監 　 事 藤　井　芳　美
総務・庶務 田　口　勝　英

〃 吉　田　　　稔
会 　 計 小　林　啓　二

〃 有　木　美　恵
県薬代議員 大　方　十代治

〃 掛　谷　純　子
〃 作　田　利　一
〃 鍋　島　睦　枝
〃 縄　稚　政　弘
〃 藤　井　妙　美
〃 美　野　博　則
〃 村　上　信　行

県薬予備代議員 相　方　　　貢
〃 小　谷　強　志
〃 井　上　　　真
〃 高　橋　富　夫
〃 西　山　桂　三
〃 橋　弥　宏　子
〃 清　原　一　樹
〃 橋　本　由輝雄

山 県 支 部

福 山 支 部

三原支部／呉支部／行政支部／安芸支部

５月27日（土）、三原グランドパ
レスに於いて、「平成17年度三原薬
剤師会定時総会」が開催されまし
た。午後６時30分開会。総会員数
141名中出席者30名、委任状70名。

過半数にて本総会は成立することが認められ式次
第に従って進行。
永澤副支部長の開会の辞のあと、松尾支部長よ

り医療改革の話、薬剤師としてプロとして安全な

調剤、安心して患者様に薬を渡す事が求められて
いる事など話があった。
続いて来賓挨拶、前田県薬会長と松下薬連幹事
長の出席があった。
前田会長からは薬学部６年制に伴って、開局薬
剤師に２ヶ月半の長期実習をお願いするようにな
ること、今後薬剤師の罰則規定、モラルの点で厳
しくなる等の話があった。
続いて議長に平井紀美恵氏が選ばれ、例年通り
担当各理事から代議員報告、会の活動報告、決算
報告が行われ、全ての議案が承認可決された。
続いて予算案の説明が各担当理事からあり承認
可決され、議案審議は無事終了した。
今年は役員改選の年であり、選考委員７名が選

平成17年度三原薬剤師会定時総会報告

山田　弘子

＜三原支部＞
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ばれ支部長選出の審議が別室で行われた。
慎重審議の結果、三原薬剤師会新支部長に多森
繁美氏が選出された。副支部長、理事等は新支部
長に選出が任され、後日報告するとの事であった。
総会終了後、松下薬連幹事長より選挙の話が

あった。来年の参議院議員選挙には是非、藤井
基之氏をお願いしたい。政治に無関心な若い薬剤
師会員にしっかりと声を掛けていきたい。政治力
は大切なので藤井基之氏を当選させて薬剤師会の
力強さを認めてもらう事が大切と述べられた。
午後８時閉会。場所を移して懇親会。
懇親会では６年間三原支部の為、御尽力下さっ
た前松尾支部長に花束贈呈があった。
本当にご苦労様でした。そして有り難うござい
ました。
ご馳走を食べながら和気あいあいと話が弾ん

で、三原薬剤師会の結束はより強まったと思い
ます。
遠慮なく言いたい事を言い合える素晴らしい会
だと思いました。

去る５月28日（日）午後３時よ
り社団法人呉市薬剤師会第35回総
会及び薬事講習会が呉商工会議所
にて開催され、日曜日の開催にも
かかわらず約50名の会員の方が出

席されました。
総会は、司会を松村博之氏、議長に小松博氏、

副議長に花岡宏之氏が選任され、本人出席39名、
委任状出席188名、合計227名で会は有効に成立

し、はじめに平成17年度の会員物故者、古林新一
先生（古林薬局）、浜野耕司先生（ハマノ薬局）、
大東勉先生（中島薬局本店）に対し全員で黙祷が
ささげられました。大塚会長の挨拶、広島県薬剤
師会会長前田泰則先生の来賓祝辞の後議事に入
り、平成17年度の会務報告、同各会計の決算報告、
平成18・19年度広島県薬剤師会代議員及び同予備
代議員の選任、監査報告がそれぞれ守谷副会長、
小早川副会長、陶山監事から行なわれ、すべて全
員一致で承認されました。
冒頭の大塚会長、前田県薬会長の挨拶におい

て、現在の薬剤師を取り巻く環境の激化に対して
薬剤師は今何をやらなければならないかが熱く語
られましたが、出席された会員の方々もその思い
を強く持たれている様子で、熱心に聴き入ってお
られました。
総会終了後薬事講習会が開催され、講師に広島
県呉地域保健所生活衛生係長石川憲司先生、同監
視指導員山口まみ先生をお招きし、「麻薬の取扱
及び薬事情勢について」と題しお話をしていただ
き、その後大塚会長より「備蓄センターにおける
後発医薬品」についてお話がありました。
講習会終了後には懇親会が開かれ約20名の先生
方が出席され親睦を深めながらなごやかなうちに
終了いたしました。

御承知のとおり、高温多湿な我
が国では、病害虫による農作物へ
の影響も強く、農薬は農業生産の
安定に欠かすことのできないもの
です。

農薬は、本来、病害虫の防除や除草等を目的と
するものですが、毒物又は劇物に指定されている
ものもあり、その取扱いを誤ると、人体や環境に
対して危害を及ぼす可能性を持つものです。
そのため、農薬の安全かつ適正な使用と適切な
保管管理の徹底は、県民の健康保護や生活環境の
保全の観点から極めて重要です。
県では、毎年、農薬の使用量が多くなる時期の

社団法人呉市薬剤師会第35回通常総会の開催

呉市薬剤師会事務局　間宮　達夫

＜呉支部＞

農薬危害防止運動について

広島県福祉保健部保健医療局薬務室 片平　尚貴

＜行政支部＞
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６月を農薬危害防止運動月間と定め、事故防止に
努めており、児童・生徒に対する学校薬剤師活動
や、地域社会の環境衛生の維持に努める社団法人
広島県薬剤師会の皆様にも本運動に御後援いただ
いているところです。
運動月間中であった６月５日～15日には、農薬

販売者や使用者のみならず、農産物の消費者であ
る県民の方を対象として、農薬の正しい知識の普
及を図る講習会を県内４会場で開催し、400名以
上の方に御参加いただきました。
昨年度、静岡県において、殺鼠剤として使用さ

れる酢酸タリウムを用いた傷害事件が発生し、同
県内の薬局が当該劇物を18歳未満の学生に販売し
ていたこと（毒物及び劇物取締法第15条違反）が
明らかになりました。
このような中、農薬を含め、毒物及び劇物販売

業者の譲渡手続きの適正化、購入者・使用者への
適正使用に係る情報提供の徹底が強く求められて
おります。
また、食品衛生法の改正により、農薬等が残留

する食品の販売等を原則禁止する制度、いわゆる
ポジティブリスト制度が導入され、農薬を散布す
る際の使用基準の遵守や飛散防止対策の徹底がこ
れまで以上に重要となっております。
これから農薬が多く使用される時期を迎えます。
農薬による危害と事故を防ぐため、毒物劇物販

売業の登録を受けておられる薬局は勿論、地域社
会の環境衛生の維持等に努める社団法人広島県薬
剤師会の皆様の特段の御配慮と御協力をお願いし
ます。

平成18年５月28日（日）午前11

時より第11回安芸地区薬剤師会通
常総会がサンピア・アキにおいて
開催されました。
北谷理事の司会の下、副会長の

開会の辞の後、二川会長から挨拶が行われました。
われわれ地域を担う薬剤師は、一般販売業及び
処方せん調剤を通じ、より一層地域に溶け込み地
域医療の担い手の一人として頼りになると感じて
もらえる薬剤師を目指す。そのためには、一人一
人の薬剤師が地域行事などへの参加意識をより高
めて、協力してほしいとのお願いがなされました。
次に来賓として広島県薬剤師会　前田泰則会長
からお祝いの挨拶を頂きました。
先ず第一に昨年10月開催の38回日本薬剤師会学

術大会広島大会の開催にあたり尽力を頂いた会員
各位に対するお礼が延べられました。
次に薬事法の一部法律改正に伴うわれわれ薬剤
師に係わる事項の概略として
１）一般用医薬品の販売制度の見直し（リスク
分類）

２）薬局の医療法上の位置付け（医療提供施設
となり医薬品等供給拠点となること）

３）患者等への医療に関する情報提供の推進
４）医療機能の分化・推進（在宅医療患者さん
に対するサービスの向上：ファックスによ
る宅配など）

５）医療安全の確保・医療従事者の資質向上
（薬剤師の法的責任の厳格化が求められる
こと）

農薬危害防止講習会（県庁講堂）

第11回安芸地区薬剤師会通常総会報告

安芸地区薬剤師会　副会長　重森　友幸

＜安芸支部＞



日本学校薬剤師会の総会が、平
成18年４月22日東京・赤坂プリン
スホテルにて開催された。広島よ

り永野会長と私（加藤）が、出席する。山口県学
校薬剤師会前会長（日本学校薬剤師会常務理事）
中本光子先生の司会進行で始まる。開会の辞に日
本学校薬剤師会副会長の小川義雄先生・挨拶に学
校薬剤師会会長の杉下順一郎先生。日本学校薬剤
師会の事務局を立ち上げたこと、くすりの正しい
使い方の指導を通して、積極的に教育の場に参画

していくとの内容の話であった。来賓として、文
部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長の
山口敏氏の挨拶。鬼頭英明調査官も臨席。議長・
議事録署名人を選出し議題に入る。
議長・伊沢一郎（栃木）・副議長・山下富美子

（神奈川）、議事録署名人・井上優美子（東京）・
中島康夫（神奈川）。第１号報告・平成17年度事
業報告は、保科寛常務理事。第２号報告・平成17

年度収入支出決算報告は、白石美智子常務理事が
説明。山口三千男監事の監査報告。議案として、
第１号議案・平成18年度事業計画案に関する件
は、築城敬直副会長。第２号議案・平成18年度収
入支出予算案に関する件と、第３号議案・会則改
定案に関する件は、三上俊一副会長が説明。第４
号議案・会長・副会長・監事選出の件は、会長の
立候補者が杉下順一郎氏一人であり留任となる。
副会長に関して各ブロック毎に選考委員を選出し
協議する。中国地区は広島（加藤）が選考委員と
なり協議する。
この２年間は、日本学校薬剤師会として事務局
を新しく立ち上げたことだし、前後の状況を理解

広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.4 57

また、
１）専門薬剤師の育成（例えばがん専門薬剤師）
２）麻薬取扱いの緩和
３）６年制薬剤師の長期実務研修のための指導
薬剤師の早期育成など

以上、今後薬剤師を取り巻く状況の変化に対応
する必要を述べられました。
最後にわれわれ薬剤師の地位向上に是非多くの
理解者を国会に送りたい旨が述べられた。
次に、議長に永野弘子先生（平原薬局）を選出、
議事録署名人に平昭栄司先生（ひらあき薬局）・
大岩生子先生（大岩薬局）が指名されて議事に入

りました。会員数199名、当日出席者43名、委任
状99名で過半数を確保したことから総会は成立。
皮間代議員から3月21日開催の広島県薬剤師会

代議員会の報告がなされました。続いて、二川会
長から平成17年度事業報告があり、例年の事業に
加えて安芸地区薬剤師会10周年事業として、地区
福祉協議会に車イスの寄贈をし、新聞にも取り上
げられたことの報告がありました。
内山理事の安芸薬収支決算報告に続いて、藤原
薬局長から会営薬局（安芸府中薬局、安芸畑賀薬
局）の決算報告がなされました。永野監査人によ
る監査報告の後、満場一致で承認されました。つ
づいて二川会長から平成18年度事業計画案、予算
案が提議され、薬事衛生会館から広島県薬剤師会
館への変更に伴う会則及び細則の一部変更も併せ
て説明され了承されました。その後、役員の改選
案が示され、二期目の二川会長のもと新役員が承
認され無事に議事を終了しました。
最後に、会営薬局の職員（安芸府中薬局薬剤師
７名、安芸畑賀薬局薬剤師２名）が紹介されて全
ての議題が終了いたしました。

広島県学校薬剤師会

諸団体だより 

加藤　　稔

学薬だより
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している人ということで、副会長３名も留任とな
る。監事の井出栄氏が高齢と体調の理由で辞退し、
後任に河野達雄氏（青森）が推薦で決まる。ここ
で昼休憩となる。休憩の間に藤井基之参議院議員
秘書の挨拶並びに平成18年度各種大会の案内があ
る。午後より、質疑応答となり日本学校薬剤師会
の社団法人化の質問がでる。以前から話があった
のかどうか解らないが具体的に言葉となって出て
きたのは初めてである。これは学校薬剤師会とし
て事務所を立ち上げたことから出てきた事だろう
と思われる。薬剤師６年制に関連して、学校薬剤
師の立場であるが『認定学校薬剤師』と言う設定
も将来に亘って考える必要があるだろうと思われ
る。質疑が終わり採決に入る。挙手多数にて採決
となる。最後に中島正次郎氏の閉会の辞で終了と
なる。毎年時間超過するのであるが、今年は時間
内で早く終了。『薬の未来とわたしたち』（新漫画
ヘルシー文庫）の英語漫画本が、各中学校に配布
されます。『①薬って、なあに？②薬のいまむか
し③未来の薬はこうなるぞ』と三部構成で有名な
漫画家がそれぞれの項目を担当し、やさしく薬を
理解して頂ける様になっている。それが日本語と
英語で記載されてある。日本医師会・日本学校保
健会が監修、日本小児科医会推薦、日本学校薬剤
師会協力で大塚製薬株式会社発行となっている。
それぞれ担当の中学校で暇な時見て下さい。中学
校を担当していない方、一部を貸出しますので山
中氏まで申し出下さい。今年は、学校現場で『薬
の正しい使い方』を指導することが、学校薬剤師
の重要な機能ですので一度は目を通してほしい書
物です。自分と異なった視界が拡がるのではと思
います。

去る６月３日に薬剤師会館に於
いて開かれました。
永野会長続いて前田県薬会長に

それぞれからのご挨拶をいただきました。
続いて議事に入るについて、議長に広島支部の

河内先生が選出されました。
平成17年度事業報告、決算報告があり監査の承

認を得ました。

引き続き平成18年度事業計画、予算案の提案が
ありました。
予算に関しては年々厳しくなってきてはおり

ます。
役員改選、監事が留任で承認されました。ただ、
会長については永野会長が退任の意思を述べられ
ました。よって次期会長として加藤稔先生が推薦
のうえ承認されました。
協議事項にはいり、検査器具について県備品に
も含めて報告があり特別な変更はなかったよう
です。
学校環境衛生マニュアル（ＤＶＤ版・ＶＨＳ版）
の紹介がありました。詳しくは事務局もしくは支
部理事にお問い合わせください。薬物乱用防止活
動とリーフレット・テキスト・教材の活用につい
て説明もありました。
次に、毎年ながら、全国学校保健調査の用紙が
配布され、できれば夏休みに入るまでにとってい
ただいて７月末までに事務局に、ということで
した。
主な報告です。
最後に、永くご指導いただいた永野先生に深い
感謝を申し上げます。
ただ、顧問として残っていただけることにあり
がたく思っておる気持ちです。

理事も増員し、ますますパワー
アップの青年薬剤師会。今後も夏
～秋に向けて、勉強会もイベント

も盛りだくさんで企画していきたいと思います。
お時間ある方はぜひご参加ください。今後の予定
をお知らせします。

◆研修会

７月12日（水）19：30～　広島県薬剤師会館
知っピン月イチ勉強会
「糖尿病～糖尿病治療薬のまとめと服薬指導の
ポイント～」

常務理事　野間　　都

平成18年度広島県学校薬剤師会総会

広島県青年薬剤師会

副会長　豊見　　敦

青年薬剤師会今後の予定
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講師：広島赤十字・原爆病院　山田　智子

７月30日（日）14：00～　広島県薬剤師会館
総会・定例勉強会
「知っているとピンと来る、そんな基本の再確
認！」
講師：東京大学医学部附属病院臨床試験部

青木　　敦先生

◆懇親会

７月30日（日）定例勉強会終了後に行います。
勉強会に参加できない方もぜひご参加ください。
夏から秋にかけて浜田でバーベキュー（島根県
の若手薬剤師との交流会）も企画しています。

詳細が決まり次第ホームページ（http://www.
hiroseiyaku.gr.jp/）でもお知らせします。各懇
親会へ参加ご希望の方はinfo@hiroseiyaku.gr.jp
にご一報ください。研修会へは事前申し込み無
しでご参加いただけます。

６月13日に広島佐伯薬剤師会とコラボレートし
研修会を開催しました。今後も県内各地域で勉強
会やのみかいを開催できる機会があれば積極的に
お手伝いしたいと思いますので、各支部の皆さん
機会がありましたら是非お声がけください。よろ
しくお願いします。

５月14日（日）に、広島市消防
局救急センターで行われた普通救
命講習会に参加しました。最初に

ビデオ講習として、心肺蘇生法の具体的な手順と、
除細動器（AED）の使用方法を学びました。心
肺蘇生法とは、呼吸停止、心停止もしくはこれに
近い状態に陥ったとき、人工呼吸と心臓マッサー
ジにより、呼吸と循環を補助する方法です。手順
としては、①呼びかけ（意識の確認）、②助けを
呼ぶ（近くの人に救急車を呼んでもらい、AED

を探してきてもらう）、③気道を確保し、循環の
サイン（体動、呼吸）を確認、④循環のサインが
なければ、人工呼吸と心臓マッサージを行います。
一般に、心肺停止から５分を過ぎると死亡率が
50％になる一方で、119番通報から救急車到着ま
で平均約６分かかることから、救急車を待つ間に、
周りの人が正しい心肺蘇生法を行うことが、いか
に重要かということを学びました。また、心肺停
止は脳にも大きなダメージを与えます。脳への血
流が止まって、３分を過ぎると脳細胞が壊死を始
めるため、仮に命が助かっても身体に障害が残っ
てしまいます。人工呼吸と心臓マッサージを救急
車がくるまで続けることが大切です。そして、も
う一つ私たちにできることは、徐々に普及しつつ
ある除細動器（AED）の使用です。AEDは、心室
細動を起こした人に電気を流し、心拍リズムを正
常に戻す機械で、迅速な対応がより救命率を高め
ます。AEDは、スイッチを入れて患者にセット
すると、機械が必要かどうかを判定し除細動を行
います。操作は簡単に行えるので、一度講習を受
けておくといざというときに落ち着いて使えると
思います。
実際にそのような現場に出会ったとき、私たち
が「命のリレー」の第一走者となります。勇気を
持って行動することが、大切な命を救います。今
回の講習で一番学んだことは、「ためらわない勇
気」が必要だということです。

広島県女性薬剤師会

瓜本　美晴

救命救急講習
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日　時：平成18年6月10日（土）14：30～

場　所：福山大学

第26回福山大学薬学部卒後教育研修会（本研修
会）を６月10日（土）に大学キャンパスで開催し
ました。本研修会の講演会形式での学内開催は第
５回（平成７年11月）以来です。梅雨がスタート
したばかりでしたが天候にも恵まれ、約240名の
参加が得られました。参加者の内訳は、卒業生70

名、一般薬剤師44名、本学教員および大学院生53

名、４年生70名でした。ご講演に先立ち日比野俐
薬学部長代行（卒後教育委員長）の挨拶がありま
した。

１．―糖尿病の薬物治療について―

広島大学病院薬剤部長・広島大学教授

木平　健治 先生

糖尿病の疫学、病態、
合併症などに関する基
礎的な事項を、まずわ
かりやすく解説してい
ただきました。糖尿病
の治療についても、薬
物療法のみならず、患
者教育、食事療法、運

動療法などの重要性ついて概説していただきまし
た。「健康ひろしま21」に関しても広島県民の運
動時間のデータなどを示し、現状と問題点につい
て鋭い解説を聞くことができました。薬物療法に
関しては、糖類分解酵素阻害剤を服用している場
合の患者さんに伝えるべき低血糖時の対応の話
や、インスリンの使用は患者さんにとっては症状
が重篤であると思われがちであるが、膵臓が疲弊
するのを防止する意味でのインスリン処方もある
という具体的な例も交えてわかりやすく講述して
いただきました。外国での糖尿病新薬エクセナチ
ド（インクレチンというホルモンの類似薬でイン
スリンの生成能力を高め、食後のグルカゴン分泌

を抑制する）の話も印象に残りました。木平先生
は手品もお上手であり、講演の最初に見せていた
だいたトランプのマジックも好評でした。

２．―メタボリックシンドロームと薬剤師―

医薬情報研究所（株）エス・アイ・シー

堀　美智子　先生

内臓脂肪の蓄積を病
態の中心とする最近話
題の「メタボリックシ
ンドローム」は、朝鮮
戦争の際、米軍兵士の
死因を解明するために
行われた疫学調査の結
果の報告書中で初めて
使われたというお話から始まり、薬剤師としてど
のように介入していくかを具体的に講述していた
だきました。血圧、血糖などだけに注目するので
はなく、目の前の患者さんのために、患者さんか
らひきだした情報をいかに「料理」していくか例
を挙げながらわかりやすく説明していただきまし
た。清涼飲料水服用後の血糖値の上昇パターンが
飲料水によってかなり違っているというご自身の
研究成果を示していただき、服薬指導の一助にな
ると思われました。カリウム摂取の重要性、一般
用医薬品、食事などによるヨード過剰摂取が原因
の甲状腺機能低下症を発見した話、低血糖と交通
事故の話など参加者の日常業務にすぐに取り入れ
られる事例について惜しみなく紹介・解説してい
ただきました。薬剤師の資格は、いわゆる「飯の
タネ」ではなく、「世間から評価されてなんぼの
もの」という言葉が強く印象に残りました。
本研修会は、広島県薬剤師会、広島県薬剤師研
修協議会の共催によるものであり、関係各位に深
く感謝致します。

第26回福山大学薬学部卒後教育研修会
―高度医療社会での薬剤師の役割を求めて―

福山大学薬学部教授 片山　博和

講演中の木平健治先生

講演中の堀美智子先生
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研 修 だ よ り
薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をま
とめました。大学、同窓会が主催する研修会等で
公開で開催されるものについても掲載いたします
ので、事務局までご連絡下さい。
なお、他支部や他団体、薬事情報センターの研

修会については、準備の都合もありますので事前
にお問い合わせください。

広島県の研修認定薬剤師申請状況
平成18年６月16日現在　443名（内更新248名）

開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認定
その他

（参加費等）

7月2日（日）13:30～16:30 広島東急イン
１.「ジェネリック医薬品の薬物体内、動態における先発品との同

等性について」
沢井製薬㈱広島支店営業推進部　太田　寿臣先生

２.「添付文章を理解するための薬物動態入門」
神戸薬科大学医療薬学総合研修センター　講師　長嶺　幸子先生

神戸薬科大学同窓会
広島支部　津田
082-845-5130

2
会　員　1,000円
会員外　1,500円

7月7日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館1階31101講義室
便秘症状に対する漢方薬の使い分け

福山大学薬学部非常勤講師　小林　宏先生

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料各500円（テ
キスト代2,000円）
※全て当日申込

7月7日（金）尾道国際ホテル
リハビリテーション医療
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室教授　里宇 明元先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

7月8日（土）15:00～17:00 薬剤師会館4F講堂
第379回薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介「第３世代抗精神病薬　エビリファイ」
大塚製薬株式会社　広島支店　CNS担当　佐々木　喜三雄先生

３）特別講演「統合失調症の診断と治療」
早川クリニック　院長　早川　浩先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

7月9日（日）10:00～16:00 薬剤師会館
平成18年度・広島漢方研究会総会
テーマ：精神疾患　会員発表　4例
午後より特別講演　演題：脾証と欝状態

原クリニック院長　原　敬二郎先生

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

2 会員外3,000円

7月12日（水）19:30～21:00 薬剤師会館
知っピン月イチ勉強会「糖尿病～糖尿病治療薬のまとめと服薬指導
のポイント～」

広島赤十字・原爆病院　山田　智子先生

青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田　082-292-3171

1
会　員　500円
非会員　1,000円
学生無料

7月12日（水）19:00～21:00 国際ホテル2F
前立腺肥大症と過活動膀胱

福山医療センター泌尿器科　医長　水谷　雅己先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

7月15日（土）18:30～21:00 エソール広島2F活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会
ビデオ研修　健康食品・サプリメント

児玉　信子先生

女性薬剤師会　辰本
082-274-0889

資料代　実費
茶菓代　100円

7月15日（土）グリーンヒルホテル尾道
「日常診療に直結した漢方の正解」
１「柴胡桂枝乾姜湯、柴胡加竜骨牡蛎湯」
２「不安神経症、うつ病」の漢方治療

広中内科クリニック東洋医学研究所　広中　隆志先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

7月19日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
「調剤過誤の実態について」

福山支部　村上　信行先生

三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外1,000円

7月20日（木）19:00～21:00 サンピア・アキ
第79回生涯教育「慢性肝炎・肝癌・肝硬変の治療について」

マツダ病院　消化器科　部長　田村　徹先生

安芸地区薬剤師会
事務局　082-282-4440

1 1,000円

7月26日（水）尾道国際ホテル
メタボリックシンドロームと高血圧

東京大学大学院医学系研究科内科学教授　藤田　敏郎先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料
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開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認定
その他

（参加費等）

7月27日（木）19:00～21:00 尾道ポートプラザホテル
「下部雑症、経閉、崩漏」（桂枝加竜骨牡蛎湯、温経湯etc）

小太郎漢方㈱　学術専任講師　山内　一晃先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

7月30日（日）14:00～17:00 薬剤師会館
定例勉強会「知っているとピンとくる、そんな基本の再確認！」

東京大学医学部附属病院臨床試験部　青木　敦先生

青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田　082-292-3171

2
会　員　1,000円
非会員　2,000円
学　生　無料

8月4日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館1階31101講義室
下痢症状に対する漢方薬の適応のコツ

福山大学薬学部非常勤講師　小林　宏先生

福山大学薬学部
漢方薬物解析学研究室
岡村信幸
084-936-2112（5165）

1
受講料各500円（テ
キスト代2,000円）
※全て当日申込

8月9日（水）尾道国際ホテル
経口血糖降下薬治療を考える

東京医科大学第3内科学主任教授　小田原　雅人先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

8月13日（日）9:30～16:00 薬剤師会館
漢方診療30年解説・方函口訣解説・漢方医学十講解説・漢方病理解説

吉本　悟先生・山崎正寿先生・菊一瓔子先生・佐々木良忠先生

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

3 会員外3,000円

8月16日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
「調剤過誤防止マニュアルについて」

東広島支部　川崎　一仁先生

三原支部
三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外1,000円

8月19日（土）15:00～17:00 薬剤師会館4F講堂
第380回　薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介　日本イーライリリー株式会社
３）特別講演「最新の糖尿病治療」

広島市立広島市民病院　内科　副部長　河村　智一先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

8月19日（土）18:30～21:00 エソール広島2F活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会
ビデオ研修　健康食品・サプリメント

児玉　信子先生

女性薬剤師会　辰本
082-274-0889

資料代　実費
茶菓代　100円

8月20日（日）13:00～16:00 薬剤師会館4階
第94回生涯教育研修会「排尿障害」
１）学術映画ビデオ「過動活動膀胱の要因と症状」（仮）
２）講演：「新しい概念「過活動膀胱」と新しい治療薬「コハク酸

ソリフェナシン」について」
アステラス製薬広島支店エリアマーケティングサポーター

神原　秀明先生
３）特別講演「排尿障害－前立腺肥大症から過活動膀胱まで－」

広島市立広島市民病院　泌尿器科　部長　三枝　道尚先生
４）質疑

広島支部
広島市薬剤師会
事務局　082-244-4899

2

1,000円
開催の３日前まで
に事務局まで参加
連絡

9月9日（土）15:00～17:00 薬剤師会館4F講堂
第381回薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介　アステラス製薬株式会社
３）特別講演「胃癌診療　―内視鏡治療と予防の最前線―」
広島市立広島市民病院　内視鏡科　主任部長　水野　元夫先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

9月10日（日）10:00～12:00 安芸区民文化センター
学校薬剤師研修会「生徒に教える麻薬・覚せい剤の害」（予定）

未定

安芸支部
安芸地区薬剤師会
事務局　082-282-4440

1 無料

9月14日（木）19:30～21:00 薬剤師会館
知っピン月イチ勉強会「胃潰瘍～患者さんと話そう！話のネタ（超

基礎編）～」
山陽堂薬局　須藤　正義先生

青年薬剤師会
福島生協病院薬剤部
小田　082-292-3171

1
会　員　500円
非会員　1,000円
学　生　無料

9月16日（土）18:30～21:00 エソール広島2F活動交流室
「すずめくらぶ」定例勉強会
ビデオ研修　健康食品・サプリメント

児玉　信子先生

女性薬剤師会　辰本
082-274-0889

資料代　実費
茶菓代　100円

9月18日（月）10:30～16:00 広大医学部･広仁会館
時間＝正午に東洞碑に集合
東洞祭　演題：吉益東洞翁の後継者･大塚敬節先生の口訣（臨床）
特別講演：山田光胤先生

広島漢方研究会
薬王堂　吉本
082-285-3395

2
会　員　2,000円
会員外　3,000円
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テーマ：「進化せよ！薬剤師。」
会　期：平成18年11月12日（日）

会　場：広島県薬剤師会館 広島市中区富士見町11番42号

TEL：082-246-4317 FAX：082-246-4589

参加費：予約2,000円　当日3,000円　学生（社会人を除く）は無料

（参加の振込用紙は次回県薬会誌９月号に折り込みます）

＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：１演題12分（発表10分・質疑2分）の予定

２．ポスター発表：掲示時間（12：30～14：00の予定）

３．口答発表・ポスター発表の内容

（1）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方

（2）保健・医療・福祉分野での地域との関わり

（3）患者への情報提供活動や情報収集（PEM・DEM）

（4）医薬品に関する調査・研究

（5）その他、日常業務の参考となるもの

４．申込期限：平成18年8月31日（木）

５．申込方法：

①発表区分（「口答発表希望」「ポスター発表希望」と明記して下さい。）

②発表演題名（タイトルに施設名を入れることは、ご遠慮下さい。）

③発表者氏名（共同発表者がいる場合には発表者に○印を付けて下さい。）

④所属（支部名、団体名など）

⑤連絡先住所（自宅又は勤務先）、電話番号、ＦＡＸ、メールアドレス

以上を記入の上、お申し込み下さい。

６．申込先：

〒730-8601 広島市中区富士見町11番42号

社団法人広島県薬剤師会

第27回広島県薬剤師会学術大会実行委員会 宛

TEL：082-246-4317（代） FAX：082-249-4589

ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

第27回広島県薬剤師会学術大会 

演 題 募 集  
第27回広島県薬剤師会学術大会 

演 題 募 集  
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本年度の「ヒロシマ薬剤師研修会」は7月9日（日曜日）、広島大学医学部広仁会館に

て、下記要領で開催致します。どうか御参加ください。

プ ロ グ ラ ム

日　時：平成18年7月9日（日）13：00～17：30
場　所：広島大学　医学部　広仁会館　（地図参照）

主　催：広島県薬剤師研修協議会

共　催：広島県薬剤師会、広島県病院薬剤師会、広島大学薬学部

13：00 演題：「救急医療の現場から」（仮題）
講師：谷川　攻一 先生　広島大学大学院教授（医学部医学科）

谷川教授は、広島県の救急医療体制構築の要としてご活躍されておられ

ます。

今回は、救急医療の現状をはじめ、薬剤師に期待されること等について

もお話いただく予定です。

14：30 演題：「コミュニケーションスキルについて」
講師：岡村　　仁 先生　広島大学大学院教授（医学部保健学科）

岡村教授の講義は、学生から理解しやすいとたいへん好評で、大学から

表彰されています。ご専門は精神神経医学で、本講演では患者さんとコミュ

ニケーションを上手くとることが何故重要なのか、またコミュニケーショ

ンスキルを高めるにはどのようにすればよいのか、といったことについて

お話ししていただきます。

☆日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修会（3単位）

☆広島県病院薬剤師会の認定研修会です。

☆参加費：1,000円（当日戴きます）ただし学生は無

料と致します。

なお、自家用車を御利用の場合は、当日のみの臨時駐

車券（400円／1日）をご利用戴けます。当日、受け付

けでお受け取りください。

問い合わせ先：広島大学病院薬剤部　木平　健治

〒734－8551 広島市南区霞一丁目2番3号

電　話　082-257-5570 ファックス　082-257-5598

平成18年度ヒロシマ薬剤師研修会のご案内
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第39回日本薬剤師会学術大会開催案内
期　日：平成18年10月８日（日）～９日（月・祝）

場　所：福井県福井市、フェニックスプラザ・福
井市民福祉会館・福井市文化会館・福井
県民会館・福井県繊協ビル・福井商工会
議所ビル・福井市体育館

主　催：6日本薬剤師会、6福井県薬剤師会

メインテーマ：
「生かされて生きる喜びの生活

くらし

と薬剤師」
―故
ふる

きを温
たず

ねて新しい薬剤師像を探
さぐ

る―

日　程：
10月８日（日）
開会式、特別講演、テーマ別分科会（講演・
シンポジウム・会員口頭発表）、ポスター発
表、県民公開講座、懇親会

10月９日（月・祝）
テーマ別分科会（講演・シンポジウム・会員
口頭発表）、ポスター発表
※展示［10／８・９］：新薬、薬科機器、Ｏ
Ａ機器、専門書等

登録費：予約登録：一般 9,000円　学生1,000円
当日登録：一般10,000円　学生1,000円

懇親会費：9,000円（会場：フェニックスプラザ）

開会式特別記念講演：参議院議員 藤井　基之

県民公開講座［対談］：
聖路加国際病院　理事長 日野原　重明

永平寺禅師　貫首 宮崎　奕保

シンポジウム・講演テーマ（案）：
メインテーマ「生かされて生きる喜びの生活

くら し

と薬剤師～故
ふる

きを温
たず

ねて新しい薬剤師像を探
さぐ

る～」のもと、12のテーマでシンポジウム・講
演を開催します。（テーマ（案）の詳細は日薬雑
誌５月号をご覧ください）
なお、シンポジウム、講演等のプログラムは

日薬雑誌７月号に掲載の予定です。

大会参加登録および懇親会の申し込み方法：
・事前参加登録等の申し込み受付は９月７日（木）
までです。その後は当日登録となります。
・参加登録および懇親会の申し込みは、福井県薬

剤師会のホームページを通じた「インターネッ
トから」とさせていただきます。
・参加費・懇親会費の送金方法は銀行振込み、郵
便振替がございます。クレジットカードでのお
支払いをご希望される方は、JTB中部福井支店
（TEL：0776-27-7712）までお問い合わせ下さい。
・銀行振り込みの場合、名前の前に参加登録ID
（インターネット申し込み時に発行する番号）を
付加して下さい。
・郵便振替の場合は、日薬雑誌７月号巻末に綴り
込む郵便振替用紙か郵便局に備え付けの郵便振
替用紙を使って下記の振替口座に振り込んでい
ただいても結構です。その場合、通信欄に参加
登録IDをご記入ください。
銀行振込口座
銀 行 名　三菱東京UFJ銀行 振込集中錦支店

普通預金口座
口座番号　5583119

口座名義　JTB中部
郵便振替口座
口座番号　00790-0-93939
加入者名　第39回日本薬剤師会学術大会

運営委員会
※郵便振替用紙は、日薬雑誌７月号および９月
号巻末に綴じ込みますのでご利用下さい。

大会に関するお問い合わせ：
〒910-0026 福井県福井市光陽4-11-22

福井県薬剤師会館内
日本薬剤師会学術大会準備委員会
ＴＥＬ 0776-26-1453
ＦＡＸ 0776-27-4077
ＵＲＬ：http://www.fukuyaku.or.jp/
E-mail：fpa-jim@fukuyaku.or.jp

〒160-8389 東京都新宿区四谷3-3-1
富士・国保連ビル７Ｆ
日本薬剤師会事務局学術大会係
ＴＥＬ 03-3353-1170
ＦＡＸ 03-3353-6270
ＵＲＬ：http://www.nichiyaku.or.jp/
E-mail：gaku@nichiyaku.or.jp

第39回日本薬剤師会学術大会に参加希望の方
――予約登録費県薬で負担――

大会に参加を希望される会員は、所属支部長へ参加希望の旨を申出て下さい。
県薬では、支部割当数（県薬代議員数）の登録費（予約登録9,000円）を負担します。（８月25日

（金）締切）
なお、支部長へ予約申込をされた方のみ該当者とします。
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第45回日本薬学会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会（案内）

日　時：平成18年10月28日（土）～10月29日（日）

会　場：広島国際会議場

〒730-0811 広島市中区中島町1-5

Tel：082-242-7777

主　催：日本薬学会中国四国支部

日本病院薬剤師会中国四国ブロック

プログラム：

１．特別講演

２．シンポジウム

３．日本薬学会中国四国支部奨励賞受賞講演

４．一般講演（口頭）

５．企業展示（医薬品情報ブースほか）

参加費：

一般：予約　7,000円　　当日　8,000円

学生：予約　2,000円　　当日　3,000円

懇親会費：予約・当日共　7,000円

予約申込締切：

平成18年10月13日（金）

（ホームページの要項に従ってお振り込み頂く

か、あるいは支部・各県病院薬剤師会に配布

の郵便振替用紙をご利用下さい。なお、振り

込まれた予約参加費・懇親会費は理由の如何

に関わらずご返却できませんので、あらかじ

めご了承下さい。）

演題申込締切：

平成18年７月28日（金）（必着）

（ホームページに掲載された「演題申込フォー

ム」を使ってお申し込み下さい）

講演要旨締切：

平成18年９月１日（金）（必着）

（ホームページに掲載された「演題要旨執筆

フォーム」を使ってお申し込み下さい）

なお第45回日本薬学会・日本病院薬剤師会中国

四国支部学術大会の公式ホームページのURLは

次の通りです。（http://www.inaco.co.jp/chushi45）

演題、要旨の登録は平成18年６月19日より可能

となる予定です。変更の必要が生じた場合ホー

ムページにて報告致します。

問い合わせ先：

第45回日本薬学会・日本病院薬剤師会中国四国

支部学術大会実行委員会

〒734-8551 広島市南区霞1-2-3

広島大学病院薬剤部内

Tel：082-257-5574

Fax：082-257-5598

e-mail：chushi45@hiroshima-u.ac.jp

又は

日本薬学会中国四国支部　事務局

〒729-0292 福山市学園町１番地三蔵

福山大学薬学部 薬理学研究室内

Tel：084-936-2111

Fax：084-936-2024

e-mail：shiomi@fupharm.fukuyama-u.ac.jp
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第21回アジア薬剤師会連合学術大会開催案内
１．大会の名称
和文名　第21回アジア薬剤師会連合学術大会

（略称：FAPA横浜大会）
英文名　The 21st Congress of Federation of Asian

Pharmaceutical Associations
２．開催機関等
主催：6日本薬剤師会、6神奈川県薬剤師会
３．会　期
平成18年11月18日（土）～21日（火）４日間

４．開催地および会場
神奈川県横浜市　パシフィコ横浜
５．会議計画の概要
（１）会議の構成
開会式、特別講演、シンポジウム、部会別分科
会、ポスターセッション、展示会等
（２）メインテーマ
Developing a New Role for the Pharmacist in

Healthcare（医療における薬剤師の新たな役割）
（３）シンポジウムテーマ
①Topics and Challenges in Pharmacy Education
（薬剤師教育の現状と課題）
②Self-Medication and Pharmacists（セルフメディ
ケーションと薬剤師）
③Establishment of New Professional Standards
（新たな薬剤師の職能を目指して）

（４）開催部会
①Scientific Section（including FAPA-CP）（薬科
学部会）（FAPA薬科大学分含む）
②Pharmaceutical Education Section（薬学教育部会）
③Hospital and Clinical Pharmacy Section（病院・
医療薬学部会）
④Phytopharmacy and Pharmacopeia Section（生
薬・薬局方部会）
⑤Pharmaceutical Legislation, Ethics and
Regulatory Pharmacy Section（薬事制度部会）
⑥Community Pharmacy Section（開局部会）
⑦Industrial Pharmacy Section（製薬部会）
⑧Drug Marketing and Social Economic Pharmacy
Section（流通部会）
⑨Pharmaceutical Biotechnology Section（バイオ
テクノロジー部会）
⑩Pharmacy Student Section（薬学生部会）

（５）会議日程
○11月18日（土）
参加登録、開会式、歓迎レセプション等
○11月19日（日）～20日（月）
シンポジウム、分科会、ポスター発表等
○11月21日（火）
分科会、閉会式、送迎レセプション等

（６）会議使用言語
英語（開会式及びシンポジウムについては、日
本語の同時通訳を予定）
（７）展示
医薬品、医療機器、薬科機器、医事コンピュー
タ等の展示を、11月18日から20日の間、パシフィ
コ横浜会議棟で開催。
６．開会式基調講演
国際薬剤師・薬学連合（FIP）会長 Mr. Jean Parrot
７．参加登録申し込み要項
（１）登録料　一般参加者　36,000円
（２）事前登録締切日　2006年11月13日（月）
＊それぞれの締切日は、登録申込書及び登録料等
の支払いを証明するものが登録オフィスに到着
した日を基準とします。
＊11月14日以降に登録される方は、大会当日、登
録受付デスクにてお申し込みください。当日は
手続きに時間がかかる場合もございますので、
できるだけ事前登録をご利用ください。

（３）登録料に含まれるもの
一般参加者 開会式、シンポジウム、分科会へ
の参加／大会資料一式／展示会への入場／ウェ
ルカムレセプション、コーヒーブレイク、閉会
式、フェアウェルディナー、フィールドトリッ
プへの参加
８．宿泊・ツアー申し込み
詳細は、大会ホームページの「宿泊・ツアー」

をご参照下さい。
９．大会事務局等
大会事務　6日本薬剤師会　内
Tel：03-3353-1170 Fax：03-3353-6270
E-mail：gaku@nichiyaku.or.jp

詳細はFAPA横浜大会ホームページをご覧下さい
http://www.ics-inc.co.jp/FAPA2006/（日本薬剤師会
のホームページからもリンク可能です）

第21回アジア薬剤師会連合学術大会に参加希望の方
大会に参加を希望される会員（11名）に対して登録料の負担をいたします。
県薬より一括で参加登録をいたしますので、参加ご希望の方は、県薬事務局までご連絡下さい。
締め切りは平成18年９月15日（金）とさせていただきます（先着順）。

広島県薬剤師会事務局

TEL（082）246－4317 FAX（082）249－4589 E-mail：yakujimu@hiroyaku.or.jp
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原田　修江

L-アルギニン含有サプリメントの摂取について

L-アルギニンはアミノ酸の一種です。血管拡張作用を有する一酸化窒素（NO）を合成する酵素
（NOS）の基質であり、高血圧、狭心症、心不全、性機能障害などの患者に有用性のあることが報告
されています。血管内皮機能の改善や血管を柔らかくすることが示唆されており、健康な心臓機能
を維持あるいは促進するために、サプリメントとしての利用に注目が高まっています。
しかし、2006年５月16日に、カナダ保健省より『心筋梗塞の既往歴のある人は死亡リスクが高ま

るため、L-アルギニンをサプリメントとして摂取しないよう』注意が出されました。
すべてのL-アルギニン製品はこのことについて警告を行うラベルを貼るように指示され、適切な

ラベルの貼られていない製品は販売中止や回収の措置がとられることになりました。
心筋梗塞の既往のない心疾患患者ではその危険性はなく、心臓血管のダメージを回復させること

に役立つ可能性があるとのことです。心筋梗塞を起こしたことのある人や健康に心配のある人で、
L-アルギニンサプリメントを摂取している場合は、医師や医療従事者に相談するよう呼びかけてい
ます。

《警告が出された背景》
2006年１月にJournal of the American Medical Association（JAMA）に掲載された論文※において、以下

のことがことが報告されました。
『初回のST上昇型急性心筋梗塞（STEMI）を起こした30歳以上（平均年齢60歳）の患者153人を対象

に、無作為割付二重盲検プラセボ比較試験により、心筋梗塞後の標準治療に加えてL-アルギニン３gを
１日３回投与した結果、L-アルギニン投与群では６ヶ月間の追跡調査で血管の硬さや左心室の機能に改
善が見られず、逆に有害事象や死亡リスクが増加した。
（有害事象（心筋梗塞、死亡、心不全による入院）は、L-アルギニン投与群12人（16.7％）に対して

対照群は７人（10.1％）、死亡数はL-アルギニン投与群６人（8.6％）に対して対照群はゼロであった。）
この結果を受けて、データ監視・安全委員会は試験の中止を求めた。』
※L-Arginine Therapy in Acute Myocardial Infarction:The Vascular Interaction With Age in Myocardial Infarction（VINTAGE MI）
Randomized Clinical Trial.

L-アルギニンの心血管系への効果
血管内皮障害は、加齢や疾患に関連した末梢血管抵抗、動脈硬化、血管系への負荷を増加させ、心血

管系の様々な病態に関与します。血管内皮障害が起きるメカニズムは多様ですが、結果として血管内皮
のNOが減少しています。NO産生を高める一つの方法は、内皮でNOを産生する酵素である内皮型NOS
（eNOS）の基質となるL-アルギニンを供給することです。循環器疾患のある患者にL-アルギニンをサプ
リメントとして投与した結果、血管内皮機能の改善や血管が柔らかくなったことが報告されています。
なおNOを介する作用の他に、血管内皮障害の一因である酸化ストレスに対して、L-アルギニンが直

接抗酸化作用を示す報告もあります。

L-アルギニン投与により血管の硬さや左心室の機能に改善が見られなかった理由
今回L-アルギニン投与により血管の硬さや左心室の機能の改善が見られなかった理由として、著者ら

は以下の点を指摘しています。
①もともと患者の血漿中L-アルギニン値が正常値であった。
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★医薬品の識別、薬事情報、多剤併用等について 
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（L-アルギニン投与により血管が柔らかくなるのは、L-アルギニンが潜在的に欠乏状態にある時に限
る可能性が報告されている。）

②血漿中のL-アルギニン値の上昇程度が小さかった。
（L-アルギニンの摂取量が増加すると肝臓でのL-アルギニンの異化代謝が亢進することが報告されて
いる。）

③ほとんどの患者がACE阻害薬やHMG-CoA還元酵素阻害薬など血管の機能を改善する薬剤を服用して
いた。
④大部分の患者が経皮的冠動脈インターベンション（PCI）を受けていた。

心筋梗塞後の患者へのL-アルギニン投与が有害となるメカニズム
心筋梗塞後の患者に対するL-アルギニン治療が有害となるメカニズムとして、著者らはNOSの補酵素

であるテトラヒドロビオプテリンの欠乏、ホモシステインの増加、誘導型NOS（iNOS）の出現などを
指摘しています。その理由として、以下の報告を引用しています。
①テトラヒドロビオプテリンが欠乏している状態では、eNOSはNOの代わりに活性酸素を産生する（L-
アルギニンサプリメントの摂取はこれを増強する）。
②動物実験モデルにおいて、圧負荷がかかっている状態ではテトラヒドロビオプテリンが減少し、活性
酸素や金属プロテアーゼの産生、左心室の拡張などが生じる。
③L-アルギニンサプリメントを摂取すると、ホモシステインの産生が増加する。（ホモシステインは血
管内皮機能や動脈硬化を悪化させる可能性がある。）
④動脈硬化疾患ではiNOSが発現してペルオキシ亜硝酸が産生され、NOが消費されて動脈硬化が進行す
る。（L-アルギニンの摂取はこの反応を増強する。）
⑤iNOS、NO、ペルオキシ亜硝酸のレベルが高いと、心筋機能障害や血管拡張が生じて敗血症ショック
や心原性ショックを生じる。

《メモ（アルギニンについて）》
・アルギニンは塩基性アミノ酸であり、体内では大部分が肝臓と腎臓で産生される。
・肝臓では主に尿素サイクルで産生される。（血中のアルギニン濃度の維持には寄与していない。）
・腎臓でのアルギニン産生はタンパク質の摂取量に関係なく一定である。腎臓においてアルギニン
はクレアチンとなり、クレアチンは筋肉でのエネルギー代謝に関与する。
・アルギニンが欠乏すると、尿素サイクルでのアンモニアの処理が不十分となり、血中アンモニア
濃度が上昇する。
・アルギニンの分解・利用が高まる外傷、創傷治癒、敗血症等では体外からの補給が必要となる。
・アルギニンは速やかに分解されるため、必要量が合成できない小児では必須アミノ酸である。
・アルギニンは、タンパク質、クレアチン、オルニチン、ポリアミン、プロリン、NOの前駆体であ
る。（NOは血管拡張作用、神経伝達作用などを有する。）
・アルギニンは成長ホルモン分泌促進、免疫機能向上、脂肪代謝促進、創傷治癒促進など多様な作
用を有する。

（輸液栄養ジャーナル，18（5）359,1996、健康食品素材便覧、「健康食品」の安全性・有効性情報ＨＰより）

＜参考資料＞
・JAMA, （1），58-64,2006
・Eur.J.Clin.Pharmacol., 62:91-99, 2006
・JJPEN, 18（5），1996

・カナダ保健省HP（http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/2006/2006_30_e.html）
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お薬相談電話　事例集 No.41お薬相談電話　事例集 No.41
マクロライド系薬は何に効きますか？服用期間は？

巨大ラクトン環を有したマクロライド系（ML）薬は、リボソームの50Sサブユニットと特異的に結合し、静
菌的に働きますが、近年、14員環ML薬＊の新作用が知られるようになりました。すなわち緑膿菌のバイオフィ
ルム形成抑制作用、菌体の毒素や酵素の産生抑制作用、消化管運動を促進するようなモチリン様作用、気道上
皮細胞のクロルチャネル阻害、サイトカイン産生阻害、抗炎症作用、抗酸化作用、腫瘍増殖抑制作用、血管新
生抑制作用などです。経口抗菌薬の一般的な服用期間は2週間以内ですが、びまん性汎細気管支炎、慢性副鼻腔
炎、難治性気管支喘息などに対しては、ML薬を3ヶ月以上使用する少量長期療法が行われます。なおML薬は
CYP3A4阻害作用を有するものが多く、他の医薬品との相互作用に注意する必要があります。
＊15員環でも新作用の報告が少しあるが、16員環ではほとんどない。

表1．ML系薬の臨床効果

疾病 有効性・投与方法・その他

細菌感染症

・①グラム陽性菌（黄色ブドウ球菌、溶連菌、肺炎球菌、ジフテリア菌など）、②グラム陰性菌
（百日咳、淋菌、インフルエンザ菌、レジオネラ菌、カンピロバクター、ヘリコバクターなど）、
③嫌気性菌、④マイコプラズマ、⑤クラミジア、⑥非定型抗酸菌など幅広い抗菌スペクトル
をもつ。
・Helicobacter pyloriには、クラリスロマイシン（CAM）、アモキシシリン、プロトンポンプ
阻害薬の3剤併用療法の有効性が認められている。
・スピラマイシンはトキソプラズマ原虫にも有効。
・アジスロマイシン（AZM）は、半減期が長く、3日間経口投与で有効な組織内濃度が約7日間持
続する。トラコーマクラミジアによる尿道炎、子宮頸管炎に対しては1000mgを1回経口投与
するだけでよい。HIV感染者のマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス症にも使用される。

びまん性汎細
気管支炎
（DPB）

・14員環ML薬が主に用いられ、第一選択薬はエリスロマイシン（EM）。
〈EMの用量･用法〉
・1日、400または600mgを分2または3で経口投与する。臨床効果は2～3ヶ月以内に認め
られることが多いが、最低6ヶ月間は投与してその臨床効果を判定する。長期投与により自
覚症状、臨床検査所見が改善、安定し、重症度分類で4または5級程度になれば、通算2年間
の投与で終了する。終了後病状の再燃がみられれば、再投与が必要。なお、広汎な細気管支
拡張や呼吸不全を伴う進行症例で有効な場合は、通年2年間に限ることなく継続投与する。
・EM無効例では、他の14員環ML薬の投与を試みる。投与例は①CAM200または400mg分1
または2経口投与。②ロキシスロマイシン（RXM）150または300mg分1または2経口投与。

慢性副鼻腔炎
14員環ML薬を常用量の半量で3ヶ月間投与し、改善がみられれば投与を中止する（投与開始
時の数週間は通常量を投与し、その後に半量にする方法もある）。アレルギー性疾病合併例や鼻
茸合併例には効きにくい。

気管支喘息
ステロイド薬を使用中の成人喘息患者にEM600mgを投与し、呼吸機能の改善、ステロイド薬
の減量が可能になった症例報告がある。小児においても有用性が示されつつある。

原発性肺癌

・CAMが宿主に対してBiological Response Modifier（BRM：生物学的応答修飾物質）活
性を有し、切除不能原発性非小細胞肺癌患者においてQOLを向上させ、生存期間を有意に延
長することが報告されている。
・延命効果の作用機序として①悪液質誘導サイトカイン（Th-2サイトカイン）であるIL-6やIL-
10などのmRNA発現を抑制、②Th-2サイトカインであるIL-6やTNF-αの産生を抑制、③抗
腫瘍性サイトカイン（Th-1サイトカイン）であるIL-γやIL-12のmRNA発現増強など、サイ
トカインネットワークの制御が示唆されている。また、④低下した細胞性免疫を賦活させ、
腫瘍増大に伴い低下するNK活性を上昇させることも報告されている。

その他

・副鼻腔気管支症候群、気管支拡張症、滲出性中耳炎、大腸クローン病、急性増悪期のCOPD、
尋常性乾癬､アトピー性皮膚炎などへの有効性が報告されている。
・実験モデルからインフルエンザ肺炎、間質性肺炎、肺移植後の肺虚血再灌流障害などへの有
用性が期待されている。

【参考資料】EBMジャーナル7（3）2006，医薬ジャーナル38（12）2002，39（2）2003，診断と治療94（4）
2006，http://www2.eisai.co.jp/，今日の治療薬2006（南江堂），日本医事新報No.3807，No.3895，
No.3941，No.3976，No.4125，
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この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療
機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）
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1
03-3595-2435（直通）
03-5253-1111（内線）2756、2753、2751

（Fax）03-3508-4364

｛
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検 査 セ ン タ ー だ よ り

暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はあのいまいましい“ダニ”の検
査法についてご紹介します。私自身もこの“ダニ”という文字を見ただけで体がかゆくなってまいりま
すが、知れば知るほど電気掃除機に感謝の気持ちを持たずにはいられません。
さて、“ダニ”の検査については、文部科学省の『学校環境衛生の基準』が平成16年２月に一部改訂

され「教室等の空気」の項目の一つにダニ又はダニアレルゲンを毎学年１回の定期検査を行うよう義務
づけられました。理由としては、喘息をはじめとするアレルギー症状を起こす原因のひとつにハウスダ
ストがあり、その中でもダニがよく知られているために検査対象となりました。
検査時期としては、高温多湿の夏期に増殖することが明らかになっていることから、夏期に行うこと

が望ましいとされています。

ダニ又はダニアレルゲンの測定法には
１．匹数測定法（室内塵からダニを採取し飽和食塩水や溶剤等を用い分離してダニの数を顕微鏡に

より計数する方法）
２．酵素免疫測定法（モノクロナール抗体を用いた酵素免疫測定法）
３．簡易測定法（マイティチェッカーを用いた方法）
以上の３つの方法があります。これらの方法には次のような特徴があります。

上記の特徴を勘案した場合、学校においての測定法としては簡易測定法を用いることが推奨されるこ
とから、今回は簡易測定キット（マイティーチェッカー：シントーファイン社製）を用いた方法を説明
します。

・測定原理

ヒョウヒダニ個体のDer2（コナヒョウヒダニおよびヤケヒョウヒダニ由来の蛋白）抗原を検出するこ
とを測定原理としています。従って、ダニのフンは検出の対象となりません。
このDer2特異モノクロナール抗体に感作した金コロイド粒子と目的抗原が混合されることによって生

じる抗原抗体反応を利用したものです。

・判定

反応量に応じて金コロイド粒子の蓄積も増加するため、発色（赤紫）の程度によりダニアレルゲンレ
ベルを判定することが出来ます。

ダニ又はダニアレルゲンの測定法について 城崎　利裕

測定法 長　　　　所 短　　　　所

１．匹数測定法 数値で評価可能
長時間かかる
熟練した技術が必要である

２．酵素免疫測定法
正確である
数値で評価可能

高価であり比較的時間がかかる
検査設備が必要
熟練した技術が必要である

３．簡易測定法
現場で短時間に評価可能
安価である

汚染レベルとしての値しか検出しない
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・操作法

①家庭用電気掃除機に捕集フィルターをセットし１㎡範囲で１分間捕集する。
②捕集後、フィルターをはずしアレルゲン抽出液で１分間手でもみ抽出をする。
③検査用スティックの先端を先の抽出液の上澄み液に３秒浸す。
④水平な場所に置き10分後に結果を判定する。
実際に、検査センターでも行ってみましたが、比較的容易に行うことが出来、結果が出るまでの間の
ドキドキ感を味わうことが出来ました。
商品には詳細な説明書が添付されておりますので実際に行う時には良く読んで実施して下さい。

・基準

ダニ数は100匹／㎡以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であることとされています。この基準
の評価は100匹／㎡以下になると喘息発作が治まったという報告もあり定められました。上記の検査法
でも－～＋＋までの判定ラインがあり、＋＋は基準値を超えたと判断します。

・対策

電気掃除機を使用し丁寧に掃除をする必要があります。また、保健室の寝具には、必ず布団カバーや
シーツを掛け、使用頻度によっては、週に２回は取り換えることや、クリーニングに出しのり付けする
ことによって、布団の中からダニ及びダニアレルゲンの出現を防ぐことが出来ます。
最後に”ダニ”の生息条件として、適温（20℃～30℃）で湿度が60％～80％のとき活発化しますので、

この条件を取り除くことも対策の一つです。また、髪の毛やフケ、皮膚のアカ、食べこぼしなどはダニ
のえさとなります。やはりこまめに掃除をすることが重要ですね。

参考文献 「学校環境衛生の基準」解説2004

学校環境衛生管理マニュアル
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広島県薬剤師会検査センターをご利用ください

・医薬品検査（局方試験、社内規格試験など）
・水質検査（飲料水、プール水など）
・衛生検査（細菌検査、拭き取り検査、腸内細菌検査など）
・空気中化学物質（シックハウス症候群）検査

その他お問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 社団法人広島県薬剤師会　検査センター
ＴＥＬ（０８２）２４３－２１５３
ＦＡＸ（０８２）２４３－２１８８
E-mail：kensa@hiroyaku.or.jp
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Pharmacist’s HolidayPharmacist’s Holiday
～薬剤師の休日～ ～薬剤師の休日～ 

新企画「Pharmacist's Holiday～薬剤師の休日」の募集で～す
この度、広島県薬剤師会誌をもっともっと充実しようと新しく企画を登載する運びとなりました。

タイトルは「Pharmacist's Holiday～薬剤師の休日～」で、テーマはあなたが自由に描いて下さい。

どのような企画かと申しますと、趣味や特技があってもそれをなかなか披露したり発表したりする場

所がありません。そこで会誌の１ページを使い、絵画・写真・書道・得意料理のレシピ（お菓子も

可）・俳句・サークル活動・休日の過ごし方など紹介して会員同士の交流に役立てていただき、また２

ヶ月に１度の会誌を少しでも首を長く待っていただこうと考えてみました。趣味や特技は問いませんの

で、ドシドシ応募をお待ちしております。（できれば思い出やエピソードを添えてください。）

応募数を見て少しでも多く登載させていただこうと思っておりますので宜しくお願いいたします。

作品は広島県薬剤師会事務局までお願いいたします。（とにかくなんでも応募してみてください。）

暑い夏をのりきろう！ニンニクいっぱいニラ豆腐の作り方暑い夏をのりきろう！ニンニクいっぱいニラ豆腐の作り方暑い夏をのりきろう！ニンニクいっぱいニラ豆腐の作り方

東広島支部　須藤　正義 

　思い出せば3年前、大学の友人が結婚したので暑い夏仙台まで
お祝いに行きました。そこで友人の奥さんにご馳走していただ
いたのが初めての出会いでした。それ以来夏になるとこのニン
ニクいっぱいのニラ豆腐を毎週土曜日に食べ、スタミナをつけ
元気いっぱい働いています。作り方も簡単、お酒のおつまみに
も最適です。ニンニクの大好きな人は大喜びです。ぜひ一度試
してください。 

①豆腐1丁（私は絹派）、ニラ1束、ニンニク3～4片うす切を準備。 
②豆腐を2cm位の厚さに切ってお皿に並べ、その上にマヨネーズを塗り、ニンニクを並べる。 
③その上にニラを一束5cm位に切りお皿いっぱいに盛り、味の素とお醤油をお好みでかける。 
④サランラップをかけ、レンジで7～10分チンして出来上がり。（食べる直前にチンしてください。） 
注意：ニンニクも生なのでよく火が通るまでチンしてください。 

① 

④ 

② ③ 

レシピ 
準備するもの：ニンニク・ニラ・豆腐（絹・木綿お好みで可）・醤油・ 
　　　　　　　マヨネーズ（明太マヨネーズ最適）・味の素 
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「地域薬剤師の親睦及び他団体との交流、そして私たちの健康づくり」を目的に、福山市薬剤師会を

中心にソフトボールチームを結成しました。月に２～３回のナイター練習、年に３～４回の交流試合を

予定しています。

元気でやる気のある方を募集いたします。老若男女、経験は問いません。一緒に私たちと汗を流し、

親睦をより一層の深めてみませんか？

チ ー ム 名　：　薬天
やくてん

タブレッツ
入 会 資 格　：　福山近郊に勤務または居住する薬剤師、

または薬剤師とその家族
入　会　金　：　3,000円
年　会　費　：　1,000円
練習参加費　：　500円／毎回

とりあえず、見に来てください
少人数ながら、みんな頑張ってます

《　７月の練習日　》
７月５日（水）20時～22時　のうじま運動場

（★春日町7-9）
７月13日（木）20時～22時　のうじま運動場
７月22日（土）19時～21時　のうじま運動場
７月26日（水）20時～22時　のうじま運動場
７月30日（日）８時～12時　のうじま運動場

（試合予定）

※応援や観戦も大歓迎！お気軽にお越しください。
◆雨天は福山ドーム（引野町のバッティングセンター）
で個人打撃練習にします。現地集合してください。

お問い合わせ・入会希望の方は下記
薬天広報担当までお願いします。

bisendo@oregano.ocn.ne.jp

TEL084-922-6872 FAX084-923-1851
（美泉堂薬局　西谷　啓）
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スの方だそうです。50年あまりのその業界のお話

を聞かせていただきながら感心しましたのはカク

テルの作り方のテクニックは我々薬剤師が調剤・

製剤をし患者さんとの一連のやりとりをするその

手順と全く同じでそのお酒を飲む人の要望をちゃ

んとお聞きして調整するのだそうです。数千種類

のカクテル調整のマル秘テクニックはちゃんと

ノ－トに記録されているそうです。

山歩きの後のお酒は松村さんのお話と相まって

大変心地の良いお酒となりました。

九州平尾台には毎年散策に訪れるようになって

久しい。30数年前の柴胡不足の時には趣味と実益

を兼ねて採集させていただきました。その当時師

匠（小曽戸丈夫先生）は熊本大学薬学部生薬学の

非常勤講師として漢方概論という講座を受け持っ

て居られました。その昔（戦前）熊本大学薬学部

は熊本薬学専門学校（３年制）と呼ばれていて官

立（国立）でしたので薬剤師国家試験は免除だっ

たそうです。生薬学教室の村上教授は熊本薬学専

門学校当時には同級生で成績トップが村上教授で

２番目が小曽戸丈夫（旧姓宮下）先生だったそう

です。師匠とよく平尾台に登った後で小倉の町で

一杯飲んで帰るのが習慣になっていてお酒が入る

と熊薬時代の事や村上教授とのお話がよく出てき

ました。

今回も小倉の町で一杯やろうと思ってガイド

ブックを頼りに入ったお店がシャンクレ－ルとい

うレストランバ－でその店のオ－ナ－は松村さん

と言われて日本バ－テンダ－業界ではトップクラ

柴胡を訪ねて（Ⅲ）

会長　前田　泰則
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「OTCハンドブック2006-07」

監　修：堀　美智子
編　集：医薬情報研究所

株式会社エス・アイ・シー
発　行：株式会社　学術情報流通センター
判　型：Ｂ５判　1,440頁
価　格：定　　価　13,650円

会員価格　12,250円
送　料：会員価格に含む

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）246-4317 FAX（082）249-4589

担　当：吉　田　　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp

編　集：6日本薬学会
発　行：㈱東京化学同人
判　型：Ｂ６版　250頁
価　格：定　　価　2,730円（税込）

県薬会員　定価の２割引
送　料：１部　200円

問い合わせ・申込先

東京化学同人　編集部　進藤和奈
〒112-0011 東京都文京区千石3-36-7
ＴＥＬ 03-3946-5311 ＦＡＸ 03-3946-5316
mail to：tokyokagakudozin@a.email.ne.jp

¡本書は、薬の専門家で
ある薬学生・薬剤師向
けの一般用医薬品概説
書です。

¡本書の編集・執筆に広
島県薬の小澤孝一郎、
熊谷三千男、豊見雅文
各氏が携っています。

「薬学生・薬剤師のための 知っておきたい一般用医薬品」

紹
介

この書籍は、出版社へ直接お申し込みください。

「症状別チェック式　OTC薬の選び方・使い方」

編　著：武政　文彦・安部　好弘
発　行：株式会社　じほう
判　型：Ｂ５判　176頁
価　格：定　　価　2,520円

会員価格　2,200円
送　料：１部　500円
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告　　　知　　　板

ＨＰＡ文書公開ネット

広島県薬では事務連絡文書などのペーパーレス化をめざし、インターネットを利用した連
絡を行っています。広島県薬剤師会ホームページの会員専用ページからＨＰＡ文書公開ネッ
トにアクセスしてください。広島県薬からの支部長宛文書、各支部間の連絡文書等がリアル
タイムに掲載されます。ファイルの形式はドキュワークスという少し特別なものですが、閲
覧ソフトが無料で提供されています。マニュアルや、閲覧ソフトダウンロード、その他の情
報はすべて、http://www.hiroyaku.or.jp/member/bunshokoukai/index.html に掲載してありますの
で是非ご覧下さい。

三　師　会　展

日　程：平成18年８月22日（火）～27日（日）
※８月21日（月）搬入

28日（月）搬出
場　所：広島県立美術館（県民ギャラリー）
当　番：広島県歯科医師会（鳩紫会）

（出展を希望される方は７月15日（土）まで
に事務局まで連絡をお願いいたします。）

担当職員：吉田

夏期休業のお知らせ

次のとおり夏期休業いたします。

よろしくお願いします。

８月12日（土）～15日（火）
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豊見　雅文　　谷川　正之　　増田　和彦　　西谷　　啓
井上　映子　　松井　聡政　　星野　　響　　神田千都子
城崎　利裕

編 集 委 員

下腹部の筋肉痛が一週間も続くので、鍼治療に行った。翌日、
嘘のように痛みが取れ（鍼はよく効くなー）、よろこんでソ
フトボール練習に参加する。が、やはりおかしい。痛い。あ
れから１ヶ月、まだ痛～い。昨夜も鍼治療に行く。これって
筋断裂だったの？ ＜薬天タブレッツ18番＞

暑い夏本番でございます。熱く盛り上がっておりますワー
ルドカップサッカーもこの会誌がお手元に届く頃には、
かなりチームも絞られているはずです。日本チームも是
非予選を突破して、残っていればよいのですが…。しか
し、勝っても負けても日本チームの奮闘には、何か勇気
を貰ったような気がします。皆様も暑い日が続いており
ますが、がんばって乗り切りましょうね。

＜なぜかビールが手放せないトッピー＞

最近、薬局内では春とか秋とか感じる時期がなくなってしま
いました。暖房が必要なくなったと思ったら、すぐに冷房が
必要だと感じてしまうのです。天候がおかしい為だとばかり
は言えず、たぶん私が「こらえ性」が無くなったのでしょう
ね。今日もお客さんのためにと言い訳しながら、冷房にスイッ
チを入れています。なにはともあれ、編集委員としての初仕
事、完了しました。 ＜M＞

会誌がゼロから急成長す
る過程を初めてみまし
た。発刊の日は成人式に
「兄」を送り出す「妹」
のような心境かもしれま
せん。

＜打出の小槌＞

電気は走る。走ると摩擦が起き
る。摩擦が起きると熱くなる。
熱くなると地球温暖化につなが
る。エンタルピー増大！！地球
温暖化とエコ薬剤師…
考えてみませんか？！

＜マイバッハ＞

まだこの時期にインフルエンザが
流行して、学級閉鎖なんて記事が
出ています。幸い、広島ではそこ
まで広がっていないようですが、
昨年も８月頃までタミフルが動い
ていたとか…。近年、地震や異常
気象の話が多いのも気になります
ね。 ＜ByコアラChanズ＞

2006年は７月20日が土用の入、土用の丑の日が23日だそ
うです。この頃にうなぎを食べると夏を元気に乗り切れ
ると言われています。100ｇを一切れ食べるとビタミン
Ａが1500μgも摂れます。不足すると感染症が起こりや
すくなったり、皮膚、粘膜の異常が起こったりするので、
季節はずれのインフルエンザやプール熱、手足口病など
に、効果があるでしょうか？成人の上限は3000μｇなの
で食べすぎにご注意を。 ＜メリッサ＞
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保険薬局ニュース
平 成 18 年 ７ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会

Vol.14 No.4（No.74）

処方せん医薬品の適正な取扱いの徹底について

日薬業発第60号
平成18年６月19日

都道府県薬剤師会会長　殿
日本薬剤師会
会長　中西　敏夫

処方せん医薬品については、平成17年３月31日付、日薬業発第259号「処方せん医薬品等の取扱いに
ついて」において、更に処方せん医薬品となった駆虫薬の取扱いについては、平成17年６月29日付、日
薬業発第50号「処方せん医薬品の指定に伴う駆虫薬の取扱いについて」において、会員への周知及びご
指導方をお願いしたところです。
しかしながら今般、改正薬事法が施行されてからも、処方せん医薬品に該当するぜんそく治療薬、駆

虫薬等を処方せんによらず不正に販売していた事例が相次いで判明しました。
今回の事例につきましては、現在販売時期や数量について行政により調査継続中で、事実関係の詳細

は明確ではありませんが、貴会におかれましては処方せん医薬品の適正な取扱いの更なる徹底のため、
法の規定を再確認するよう改めて貴会会員へご周知いただきたくお願い申し上げます。

平成18年度の調剤報酬明細書に関する事項の一部訂正について

平成18年５月15日
広島県薬剤師会保険薬局部会

厚生労働省より、諸々の通知がありましたので、取りまとめた内容をご連絡いたします。

記
調剤報酬明細書に関する事項
「処方」欄について
所定単位（内服薬（浸煎薬、湯薬及び一包化薬を除く。以下同じ。）及び一包化薬にあっては１剤１

日分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬及び外用薬にあっては１調剤分）ごとに調剤した医
薬品名、用量（内服薬については、１日用量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については、投薬全量、
屯服薬については１回用量及び投薬全量）、剤形及び用法（外用薬については、省略して差し支えない。
また、注射薬については、以下の例により記載する。）を記載し、次の行との間を線で区切ること。

〔記載例〕
「注　射」
○○注（医薬品名） 300単位　１筒
１日２回（朝10単位、夜13単位）

なお、浸煎薬及び湯薬の用量については、投薬全量を記載し、投薬日数についても併せて記載すること。
また、一包化薬の調剤時に一包化薬の投薬日数を超えて一包化薬に含まれる内服薬が調剤された場合

は、「○○日分の一包化薬調剤後」と記載すること。
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ただし、服用時点が同一であっても投薬日数が異なる内服薬に係る調剤及び同一の保険医療機関で一
連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数１回とされた異なる保険医の発行する処方
せんに係る調剤については、それぞれ別の欄（線により区切られた部分をいう。以下同じ。）に記載す
ること。

「請求」欄及び「一部負担金額」欄について
「一部負担金額」欄については、以下によること。

「公費①」及び「公費②」の項には、それぞれ第１公費及び第２公費に係る調剤券等に記入されてい
る公費負担医療に係る患者の負担額（一部負担金の額が医療券等に記載されている公費負担医療に係る
患者の負担額を下回る場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額）を記載すること。
なお、障害者自立支援法による自立支援医療に係る患者の負担額については、10円未満の端数を四捨五
入する前の一部負担金の額を記載すること。
ただし、医療保険と結核予防法との併用の場合には、当該公費に係る患者負担額は｢公費①｣及び｢公

費②｣の項には記載することを要しないこと。

【在宅医療のための麻薬の取扱いの弾力化について】

在宅医療の推進の環境整備を図る上で、麻薬が適切かつ円滑に提供される体制の整備、麻薬の取扱い
の弾力化を図るため、「患者が麻薬を受領することが困難と認められる場合には、現に患者の看護等に
当たる看護師、ホームヘルパー等で患者又はその家族等の意を受けた者に麻薬を交付してよい」「ファ
クシミリで電送された麻薬処方せんの処方内容に基づいて麻薬の調製等を開始してよい」と認められま
した。
但し、留意点につきましては、看護師等が患者又はその家族等の意を受けた者であることを書面や電
話等で確認するよう求められ、麻薬小売業者である薬局は、麻薬を交付した者から受領印を得ることが
必要と考えられ、散剤・水剤の調剤等を行い､患者等が処方せんの正本を持参しない場合、麻薬の破棄
手続きが必要となりますので、ご注意下さい。

「後発品への変更可」処方せんの対応について

平成18年５月23日
広島県薬剤師会保険薬局部会

■　後発医薬品情報提供料の算定要件の再確認
（１）一般名処方による処方せん又は「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名、若しくは記名・
押印のある処方せんを受け付けた場合において、次に掲げる事項、その他の事項を、保険薬剤師
が作成した文書（保険薬剤師が記載した手帳でも可とする。）又は、それに準ずるものにより交
付し、患者の同意を得て、後発医薬品を調剤した場合に、その種類数にかかわらず10点を算定
する。
ア　一般名
イ　剤形
ウ　規格
エ　内服薬にあっては、製剤の特性（普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等）
オ　備蓄医薬品の一覧とその品質（溶出性等）に関する情報
カ　先発医薬品との薬剤料の差に係る情報
キ　保険薬局の名称並びに保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
（「これに準ずるもの」とは、視覚障害者に対する点字、カセットテープ又は、ボイスレコー
ダーへの録音、その他のものをいう。）
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（２）後発医薬品を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行した保
険医療機関に情報提供することとする。

（３）後発医薬品情報提供料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定で
きない。

■　発行した医療機関への情報提供について
後発品に変更して調剤した場合、後発医薬品情報提供料の算定有無にかかわらず、処方せん発行医療

機関に調剤した薬剤の銘柄等について、情報提供をして下さい。
広島県薬剤師会では、その情報提供に「お薬手帳」を使用することを推奨しています。

（後発品へ変更しＦＡＸ等で情報提供した場合、それ以降に先発品に戻った場合は情報提供の必要がな
く、処方せん発行医は当該患者が継続して後発品を服用していると誤解してしまうおそれがあるため。）

■　安全性を最優先
主成分は同じでも、製造工程や添加物の違いにより、血中濃度動態に違いがあることや、先発品と適

応症が違うものがあることを認識し、安全性を重視して対応して下さい。
特に血中濃度測定を要する医薬品について、安易に銘柄を変更することの無いよう注意するなど適切

に対応して下さい。
・参考ＵＲＬ
メルクマニュアル→薬についての基礎知識→ブランド薬とジェネリック薬
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec02/ch017/ch017c.html

■　変更ができない医薬品
剤形・規格が違う後発品には変更できません。（例：錠剤とカプセル、口腔内崩壊錠と普通錠、10mg

を５mg２錠）
◎近隣薬局の後発品備蓄を検索するために、広島県薬剤師会の備蓄検索システムをご利用下さい。
参考ＵＲＬ
広島県薬備蓄検索システム　http://www.hiroyaku.or.jp/からご利用下さい。
（各保険薬局のＩＤ・パスワードは、県薬事務局：中村nakamura@hiroyaku.or.jpまでお問い合わせ
下さい）
他、日本ジェネリック研究会　http://www.generic.gr.jp/index_sr.php

ニコチネルＴＴＳ薬価基準収載について

平成18年６月１日よりニコチネルＴＴＳが薬価基準に収載されましたが保険給付上特別な注意が必要
です。

１．本製剤の薬剤料については、ニコチン依存症管理料の算定に伴って処方された場合に限り算定でき
ることとされています。処方せんによる投薬の場合においては、処方せんの「備考」欄に「ニコチ
ン依存症管理料の算定に伴う処方である。」と記載されている場合にのみ保険が適用されます。そ
の記載がない場合は従来通り、自費処方せんとして取り扱ってください。

２．本製剤は新規に薬価基準に収載されたものですが、ニコチン依存症管理料の算定に伴い、「禁煙治
療のための標準手順書」に基づく医師の指導及び管理の下、12週間に５回行われる禁煙指導に用い
られる取扱いとされていることから、特例的に14日の投薬期間制限には服しないものとみなして取
り扱うこととされています。

Masafumi
長方形
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重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療制度の取扱いについて
（平成18年8月1日診療から）

１．制度改正の内容
医療機関では、重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療ともに、１医療機関ごとに１日100～250

円（回数上限有り）の一部負担金を徴収しますが、保険薬局では今まで通り一部負担金はありません。

２．レセプト等の記載方法
次のとおり。記載不備があった場合は、審査支払機関からレセプトが返戻される場合ありますので

注意してください。

３．老人保健制度対象者（社会保険分）の場合の福祉医療請求書の記載方法
重度心身障害者医療及びひとり親家庭等医療について、老人保健制度対象者の場合には、老人保健

受給者証番号等の記載が必要となりますので、注意してください。（平成１８年１０月の健康保険法等の
一部改正に伴い福祉医療請求書の一部改正を予定しています。今回の記載方法については、１０月の様
式改正までの暫定的なものとなります。）Ｐ１０福祉医療費請求書参照

【問い合わせ先】広島県福祉保健部管理総務局国保医療室　老人医療グループ
電話番号（ダイヤルイン）０８２－５１３－３２１４

重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療に係るレセプト等の記載方法について
（平成18年8月1日診療から）

重度医療のみ（他公費併用なし）の場合

保険薬局における患者負担額（窓口徴収額）

・従来どおり患者負担額（窓口徴収）はありません。

・医療保険の自己負担額を福祉医療へ請求します。

福祉医療への請求額＝医療保険の自己負担額Ｂ（2,640円）

診療日数
診療内容 医療保険の

自己負担額Ｂ
（Ａ×３）

福祉医療（91重度）

総点数Ａ 保険給付額
（Ａ×７）

患者負担額
（窓口徴収額）Ｃ

公費負担額
（Ｂ－Ｃ）

１日目 168点 1,176円 504円 － 504円
２日目 188点 1,316円 564円 － 564円
３日目 188点 1,316円 564円 － 564円
４日目 168点 1,176円 504円 － 504円
５日目 168点 1,176円 504円 － 504円
合計 880点 6,160円 2,640円 － 2,640円
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レセプト及び福祉医療費請求書の記載方法

患者が国民健康保険の場合（国保レセプト）
従来どおり

『公費負担者番号①』及び『受給者番号①』に重度医療の番号を記載します。

『一部負担金額　公費①』への記載は不要です。（空欄）

患者が社会保険の場合（福祉医療費請求書）
従来どおり

『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』に重度医療の番号を記載します。

『一部負担金額　公費①』への記載は不要です。（空欄）

※ひとり親家庭等医療についても同様の取扱いとなります。

重度医療と自立支援医療の併用の場合

１．1カ月に4回の調剤をし、全額15更生医療対象医療で、15更生医療の自己負担限度額が5,000円の場合

○15更生自己負担額Ｂ
診療及び調剤を合わせて5,000円に達するまでとなります。
○福祉医療への請求額：
15更生自己負担額Ｂが全額福祉医療請求額となります。

４日目の医療機関で15更生医療の自己負担額が上限5,000円に達した場合。
保険薬局における患者負担額（窓口徴収額はありません。）

福祉医療への請求額＝15更生自己負担額Ｂ（548円）

市町村
番　号

老人医療の
受給者番号

公　費
負担者
番号①

９ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 公費負担医療
の受給者番号① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公　費
負担者
番号②

公費負担医療
の受給者番号②

保
険

請　　　　求　　点
880

※　決　　　　定　　点 一部負担金額　円

①
②

他　　公　　費
公費負担者番号 他公費負担医療の

福　祉　医　療
公費負担者番号 ９ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 福祉医療公費負担

医療の受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保険診療
総 点 数

保　険 880点
一部負担金額

保　険 円
公費① 点 公費① 円
公費② 点 公費② 円

診療日数

診療内容 15更生 福祉医療（91重度）

総点数Ａ 保険給付額 15公費負担額
（Ａ×３－Ｂ）

自己負担額Ｂ
（Ａ×１；上限

5,000円）
患者負担額

（窓口徴収額）Ｃ
公費負担額
（Ｂ－Ｃ）

１日目 168点 1,176円 334円 （168円）170円 168円
２日目 190点 1,330円 380円 190円 190円
３日目 190点 1,330円 380円 190円 190円
４日目 168点 1,176円 504円 0円 0円

716点 5,012円 1,598円 （548円）550円 － 548円
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レセプト及び福祉医療費請求書の記載方法

患者が国民健康保険の場合（国保レセプト）

『公費負担者番号②』及び『受給者番号②』に重度医療の番号を記載します。

『一部負担金額　公費②』への記載は不要です。（空欄）

患者が社会保険の場合（福祉医療費請求書）
福祉医療費請求書

『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』に重度医療の番号を記載します。

『一部負担金額　公費②』への記載は不要です。（空欄）

※ひとり親家庭等医療についても同様の取扱いとなります。

２．1カ月に5回の調剤をし、15更生医療公費対象医療と公費対象外医療の併用、15更生医療自己負担限
度額無しの場合

保険薬局における患者負担額（窓口徴収額）
・従来どおり患者負担（窓口徴収）はありません。

＜15更生公費対象医療＞（３日目は更生公費対象外のみの場合）

福祉医療への請求額＝15更生自己負担額Ｂ（1,296円）

市町村
番　号

老人医療の
受給者番号

公　費
負担者
番号①

１ ５ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 公費負担医療
の受給者番号① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公　費
負担者
番号②

９ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 公費負担医療
の受給者番号② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保
険

請　　　　求　　点
716

※　決　　　　定　　点 一部負担金額　円

① 548
②

他　　公　　費
公費負担者番号 １ ５ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 他公費負担医療の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福　祉　医　療
公費負担者番号 ９ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 福祉医療公費負担

医療の受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保険診療
総 点 数

保　険 716点
一部負担金額

保　険 円
公費① 点 公費① 548円
公費② 点 公費② 円

診療日数

診療内容 15更生 福祉医療（91重度）

公費対象
総点数Ａ 保険給付額 15公費負担額

（Ａ×３－Ｂ）
自己負担額Ｂ
（Ａ×１） 患者負担額

（窓口徴収額）Ｃ
公費負担額
（Ｂ－Ｃ）

１日目 244点 1,708円 488円 244円 － 244円
２日目 378点 2,646円 756円 378円 － 378円
３日目 － － － － － －
４日目 426点 2,982円 852円 426円 － 426円
５日目 248点 1,736円 496円 248円 － 248円
合　計 1,296点 9,072円 2,592円 1,296円 － 1,296円
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＜15更生公費対象外医療＞

福祉医療への請求額＝医療保険の自己負担額Ｂ（2,640円）

レセプト及び福祉医療費請求書の記載

患者が国民健康保険の場合（国保レセプト）
従来どおり

『公費負担者番号②』及び『受給者番号』に重度医療の番号を記載します。

『一部負担金額　公費②』への記載は不要です。（空欄）

・総点数（合計）：2,176点（15更生公費対象医療1,296点＋15更生公費対象外医療880点）
・保険給付額：15,232円（15更生公費対象医療9,072円＋15更生公費対象外6,160円）
・15更生公費負担額：2,592円
・福祉医療公費負担額：3,936円（15更生公費対象医療1,296円＋15更生公費対象外医療2,640円）
・患者負担額（窓口徴収額）：なし

患者が社会保険の場合（福祉医療費請求書）
従来どおり

『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』に重度医療の番号を記載します。

『一部負担金額　公費②』への記載は不要です。（空欄）

※ひとり親家庭等医療についても同様の取扱いとなります。

診療日数
診療内容 医療保険の

自己負担額Ｂ
（Ａ×３）

福祉医療（91重度）
公費対象外
総点数Ａ 保険給付額 患者負担額

（窓口徴収額）Ｃ
公費負担額
（Ｂ－Ｃ）

１日目 168点 1,176円 504円 － 504円
２日目 188点 1,316円 564円 － 564円
３日目 188点 1,316円 564円 － 564円
４日目 168点 1,176円 504円 － 504円
５日目 168点 1,176円 504円 － 504円
合　計 880点 6,160円 2,640円 － 2,640円

市町村
番　号

老人医療の
受給者番号

公　費
負担者
番号①

１ ５ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 公費負担医療
の受給者番号① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公　費
負担者
番号②

９ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 公費負担医療
の受給者番号② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保
険

請　　　　求　　点
2,716

※　決　　　　定　　点 一部負担金額　円

① 1,296 1,296
②

他　　公　　費
公費負担者番号 １ ５ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 他公費負担医療の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福　祉　医　療
公費負担者番号 ９ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 福祉医療公費負担

医療の受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保険診療
総 点 数

保　険 2,176点
一部負担金額

保　険 円
公費① 1,296点 公費① 1,296円
公費② 点 公費② 円
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重度医療と特定疾患の併用の場合

１．1カ月に次の5回の調剤をし、全額51特定疾患公費対象医療の場合

保険薬局における患者負担額（窓口徴収額）
・従来どおり患者負担（窓口徴収）はありません。
・医療保険の自己負担額を51特定疾患公費へ請求します。（福祉医療への請求額は生じない。）

レセプト及び福祉医療費請求書の記載

患者が国民健康保険の場合（国保レセプト）
従来どおり

『公費負担者番号②』及び『受給者番号②』への重度医療の記載は不要です。（空欄）

『一部負担金額　公費②』への記載は不要です。（空欄）

患者が社会保険の場合（福祉医療費請求書）
福祉医療への請求額及び患者負担額が生じないため、福祉医療費請求書の作成は不要です。

２．1カ月に次の5回の調剤をし、51特定疾患公費対象医療と公費対象外医療の併用の場合

保険薬局における患者負担額（窓口徴収額）
・従来どおり患者負担（窓口徴収）はありません。

＜51特定疾患公費対象医療＞（３日目が公費対象外のみの場合）

福祉医療への請求額は生じない。（医療保険の自己負担額を51特定疾患公費へ請求します。）

診療日数

診療内容 51特定疾患 福祉医療（91重度）

公費対象
総点数Ａ 保険給付額 51公費負担額

（Ａ×３） 51自己負担額Ｂ 患者負担額
（窓口徴収額）Ｃ

公費負担額
（Ｂ－Ｃ）

１日目 168点 1,176円 504円 － － －
２日目 188点 1,316円 564円 － － －
３日目 188点 1,316円 564円 － － －
４日目 168点 1,176円 504円 － － －
５日目 168点 1,176円 504円 － － －
合　計 880点 6,160円 2,640円 － － －

保
険

請　　　　求　　点
880

※　決　　　　定　　点 一部負担金額　円

①
②

診療日数

診療内容 51特定疾患 福祉医療（91重度）

公費対象
総点数Ａ 保険給付額 51公費負担額

（Ａ×３－Ｂ） 51自己負担額Ｂ 患者負担額
（窓口徴収額）Ｃ

公費負担額
（Ｂ－Ｃ）

１日目 244点 1,708円 732円 － － －
２日目 378点 2,646円 1,134円 － － －
３日目 － － － － － －
４日目 426点 2,982円 1,278円 － － －
５日目 248点 1,736円 744円 － － －
合　計 1,296点 9,072円 3,888円 － － －

市町村
番　号

老人医療の
受給者番号

公　費
負担者
番号①

５ １ ３ ４ ６ ０ ２ １ 公費負担医療
の受給者番号① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公　費
負担者
番号②

公費負担医療
の受給者番号②
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＜51特定疾患公費対象外医療＞

福祉医療への請求額＝医療保険の自己負担額Ｂ（2,640円）

・総点数（合計）：2,176点（51特定疾患公費対象医療1,296点＋51特定疾患公費対象外医療880点）
・保険給付額：15,232円（51特定疾患公費対象医療9,072円＋51特定疾患公費対象外6,160円）
・51特定疾患公費負担額：3,888円
・福祉医療公費負担額：2,640円
・患者負担額（窓口徴収額）：なし

レセプト及び福祉医療費請求書の記載

患者が国民健康保険の場合（国保レセプト）
従来どおり

『公費負担者番号②』及び『受給者番号②』に重度医療の番号を記載します。

『一部負担金額　公費②』への記載は不要です。（空欄）

患者が社会保険の場合（福祉医療費請求書）
従来どおり

『福祉医療公費負担者番号』及び『受給者番号』に重度医療の番号を記載します。

『一部負担金額　公費②』への記載は不要です。（空欄）

診療日数
診療内容 医療保険の

自己負担額Ｂ
（Ａ×３）

福祉医療（91重度）
公費対象外
総点数Ａ 保険給付額 患者負担額

（窓口徴収額）Ｃ
公費負担額
（Ｂ－Ｃ）

１日目 168点 1,176円 504円 － 504円
２日目 188点 1,316円 564円 － 564円
３日目 188点 1,316円 564円 － 564円
４日目 168点 1,176円 504円 － 504円
５日目 168点 1,176円 504円 － 504円
合　計 880点 6,160円 2,640円 － 2,640円

市町村
番　号

老人医療の
受給者番号

公　費
負担者
番号①

５ １ ３ ４ ６ ０ ２ １ 公費負担医療
の受給者番号① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公　費
負担者
番号②

９ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 公費負担医療
の受給者番号② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保
険

請　　　　求　　点
2,716

※　決　　　　定　　点 一部負担金額　円

① 1,296
②

他　　公　　費
公費負担者番号 ５ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 他公費負担医療の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福　祉　医　療
公費負担者番号 ９ １ ３ ４ ○ ○ ○ ○ 福祉医療公費負担

医療の受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保険診療
総 点 数

保　険 2,176点
一部負担金額

保　険 円
公費① 1,296点 公費① 円
公費② 点 公費② 円
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［6成分9品目］
［内用薬］

平成18年4月28日薬価基準新収載品目

［注射薬］

［外用薬］

商品名
［会社名］

一般名
薬効 規格 薬価

オゼックス点眼液0.3％
富山化学工業－大塚製薬

トシル酸トスフロキサシン
＜適応菌種＞トスフロキサシンに感性の
ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸
球菌属、ミクロコッカス属、モラクセラ属、
コリネバクテリウム属、クレブシエラ属、
エンテロバクター属、セラチア属、プロテ
ウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデ
ンシア属、インフルエンザ菌、ヘモフィル
ス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌）、
シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデ
リア・セパシア、ステノトロホモナス（ザン
トモナス）・マルトフィリア、アシネトバク
ター属、アクネ菌
＜適応症＞
眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、
角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼科周術期の無
菌化療法

0.3％1mL 154.70

トスフロ点眼液0.3％
ニデック

0.3％1mL 154.70

ロキソニンパップ100mg
リードケミカル－三共

ロキソプロフェンナトリウム
下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛変形性
関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛

10cmx14cm1枚 53.50

商品名
［会社名］
識別コード

一般名
薬効 規格 薬価

ユリーフカプセル2mg
キッセイ薬品工業=第一製薬

KD2C

シロドシン
前立腺肥大症に伴う排尿障害 2mg1カプセル 51.70

ユリーフカプセル4mg
キッセイ薬品工業=第一製薬

KD4C
4mg1カプセル 102.90

プラビックス錠25mg
サノフィ・アベンティス
sa25

硫酸クロピドグレル
虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症
を除く）後の再発抑制

25mg1錠 114.50

プラビックス錠75mg
サノフィ・アベンティス
sa75

75mg1錠 289.60

フェマーラ錠2.5mg
ノバルティスファーマ=中外製薬
CGFV

レトロゾール
閉経後乳癌 2.5mg1錠 687.50

商品名
［会社名］

一般名
薬効 規格 薬価

マグセント注100mL
東亜薬品工業－（販売）鳥居薬品（な
お、発売元は東亜新薬）

硫酸マグネシウム・ブドウ糖
切迫早産における子宮収縮の抑制 100mL1瓶 2,250
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［8成分15品目］
［内用薬］

平成18年6月1日薬価基準新収載品目

商品名
［会社名］
識別コード

一般名
薬効 規格 薬価

エビリファイ錠3mg
大塚製薬　　　OG72

アリピプラゾール
統合失調症

3mg1錠 98.30

エビリファイ錠6mg
大塚製薬　　　OG71 6mg1錠 186.00

エビリファイ散1％
大塚製薬 1％1g 198.30

ジェイゾロフト錠25mg
ファイザー
Pfizer・ZLT25

塩酸セルトラリン
うつ病・うつ状態、パニック障害 25mg1錠 137.20

ジェイゾロフト錠50mg
ファイザー
Pfizer・ZLT50

50mg1錠 241.10

ベシケア錠2.5mg
アステラス製薬

152

コハク酸ソリフェナシン
過活動膀胱における尿意切迫感、頻
尿及び切迫性尿失禁

2.5mg1錠 119.70

ベシケア錠5mg
アステラス製薬

150
5mg1錠 201.60

デトルシトールカプセル2mg
ファイザー

2

酒石酸トルテロジン
過活動膀胱における尿意切迫感、頻
尿及び切迫性尿失禁

2mg1カプセル 121.30

デトルシトールカプセル4mg
ファイザー

4
4mg1カプセル 204.30

［注射薬］
商品名
［会社名］

一般名
薬効 規格 薬価

アムビゾーム点滴静注用50mg
大日本住友製薬

アムホテリシンＢ
１．真菌感染症
アスペルギルス属、カンジダ属及びクリ
プトコッカス属による下記感染症、真菌
血症、呼吸器真菌症、真菌髄膜炎、播種性
真菌症
２．真菌感染が疑われる発熱性好中球減
少症

50mg1瓶 9,958

ファンガード点滴用25mg
アステラス製薬

ミカファンギンナトリウム
アスペルギルス属及びカンジダ属による
下記感染症、真菌血症、呼吸器真菌症、
消化管真菌症

25mg1瓶 3,974

イヌリード注
富士薬品
（2006.06.01現在、販売会社は未定）

イヌリン
糸球体ろ過量の測定による腎機能検査 4g40mL1瓶

（溶解液付）
8,993
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［内用薬］
薬価基準新収載品目（平成18年4月3日付）

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価

テオフィリンドライシロップ20％「タカタ」テオフィリン 20％1g 高田製薬 56.40

［外用薬］
品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価

イソフルラン「ＡＷ」 イソフルラン 1mL エア・ウォーター 43.60

指定番号 医薬品の名称 予定される効能、効果又は対象疾病 申請者の氏名又は名称

（18薬）第183号 塩酸ドキソルビシンリ
ポソーム注射剤 エイズ関連カポジ肉腫 ヤンセンファーマ

株式会社

平成18年5月8日　薬食審査発第0508004号

薬事法（昭和35年法律第145号）第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品が下記のと

おり指定されたので、通知する。

希少疾病用医薬品の指定について

［外用薬］
商品名
［会社名］

一般名
薬効 規格 薬価

ニコチネルTTS10
ノバルティス　ファーマ

ニコチン
循環器疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、
代謝性疾患等の基礎疾患を持ち、医師に
より禁煙が必要と診断された禁煙意志の
強い喫煙者が、医師の指導の下に行う禁
煙の補助

（17.5mg）
10f1枚 355.80

ニコチネルTTS20
ノバルティス　ファーマ

（35mg）
20f1枚 374.30

ニコチネルTTS30
ノバルティス　ファーマ

（52.5mg）
30f1枚 401.80
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［内用薬］
報告品目

薬価基準収載医薬品（平成18年6月9日付）

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
アプネカット経口10mg テオフィリン 10mg2.5mL1筒 日研化学 1,238.70

オルメテック錠5mg オルメサルタン 5mg1錠 三共 46.50

※は報告品目です

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
アスコンプ顆粒50％ アルジオキサ 50％1g 日本ケミファ 17.30
アスメジン錠200mg「ORY」 シメチジン 200mg1錠 オリエンタル薬品工業 6.40
アセチルスピラマイシン錠100 アセチルスピラマイシン 100mg1錠 協和発酵工業 12.20
アセチルスピラマイシン錠200 アセチルスピラマイシン 200mg1錠 協和発酵工業 21.10
アタラックス錠10mg 塩酸ヒドロキシジン 10mg1錠 ファイザー 6.40
アタラックス-Pカプセル25mg パモ酸ヒドロキシジン 25mg1カプセル ファイザー 7.50
アタラックス-Pカプセル50mg パモ酸ヒドロキシジン 50mg1カプセル ファイザー 13.80
アタラックス-Pシロップ0.5％ パモ酸ヒドロキシジン 0.5％1mL ファイザー 3.20
アタラックス-Pドライシロップ2.5％ パモ酸ヒドロキシジン 2.5％1g ファイザー 14.50
アデノック錠100mg アロプリノール 100mg1錠 三菱ウェルファーマ 17.90
アデホスコーワ顆粒10％ アデノシン三リン酸二ナトリウム 10％1g 興和 30.70
アランタSF錠100mg アルジオキサ 100mg1錠 キッセイ薬品工業 6.10
アランタSP細粒20％ アルジオキサ 20％1g キッセイ薬品工業 6.40
アリミデックス錠1mg アナストロゾール 1mg1錠 アストラゼネカ 606.30
アルファロール散1μg/g アルファカルシドール 1μg1g 中外製薬 110.30
アルファロール内用液0.5μg/mL アルファカルシドール 0.5μg1mL 中外製薬 96.80
アレキサン錠25mg スピロノラクトン 25mg1錠 三和化学研究所 6.40
アロシトール錠100mg アロプリノール 100mg1錠 田辺製薬 25.90
アロチノン錠10mg 塩酸アロチノロール 10mg1錠 東和薬品 14.50
アロプリノール錠100mg アロプリノール 100mg1錠 東洋ファルマー 6.40
アロプリノール錠100mg「ショーワ」 アロプリノール 100mg1錠 昭和薬品化工 6.40

インタール細粒10％ クロモグリク酸ナトリウム 10％1g アステラス製薬 121.60
インビラーゼカプセル200mg メシル酸サキナビル 200mg1カプセル 中外製薬 168.90
ATP協和腸溶錠20 アデノシン三リン酸二ナトリウム 20mg1錠 協和発酵工業 6.40
エピレナート錠200mg バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 藤永製薬 12.40
エピレナートシロップ5％ バルプロ酸ナトリウム 5％1mL 藤永製薬 7.40
塩酸アンブロキソール内用液0.75％「PH」塩酸アンブロキソール 0.75％1mL 東洋ファルマー 7.30
オーグメンチン錠125 アモキシシリン･クラブラン酸カリウム（187.5mg）1錠 グラクソ･スミスクライン 28.50
オーグメンチン錠250 アモキシシリン･クラブラン酸カリウム（375mg）1錠 グラクソ･スミスクライン 40.60
オパイリン錠125mg フルフェナム酸アルミニウム 125mg1錠 大正製薬 9.60
オパイリン錠250mg フルフェナム酸アルミニウム 250mg1錠 大正製薬 13.10
カイトリル細粒0.4％ 塩酸グラニセトロン 2mg1包 中外製薬 1,652.30
カイロック細粒40％ シメチジン 40％1g 藤本製薬 25.90
カイロック錠200 シメチジン 200mg1錠 藤本製薬 6.40
カサンミル錠10mg ニフェジピン 10mg1錠 全星薬品工業 6.40
ガスサール錠40mg ジメチコン 40mg1錠 東和薬品 6.40
ガステール錠40mg ジメチコン 40mg1錠 扶桑薬品工業 6.40
ガストログラフイン経口･注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 1mL 日本シエーリング 18.50
ガストローム顆粒66.7％ エカベトナトリウム 66.7％1g 田辺製薬 29.10
カソデックス錠80mg ビカルタミド 80mg1錠 アストラゼネカ 1,267.90
カチーフN錠5mg フィトナジオン 5mg1錠 日本製薬 19.80
カチーフN錠10mg フィトナジオン 10mg1錠 日本製薬 37.70
カームダン錠0.4mg アルプラゾラム 0.4mg1錠 共和薬品工業 6.40
カリエードプラス散（分包）96.7％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 96.7％1g 東洋製薬化成 17.30

医療事故防止等に係る代替新規品目
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
キシロカインビスカス2％ 塩酸リドカイン 2％1mL アストラゼネカ 6.40
経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」トロンビン 5,000単位0.5g1包 沢井製薬 519.00
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」トロンビン 10,000単位1g1包 沢井製薬 697.00
コバマミド錠250μg「ゼンセイ」 コバマミド 0.25mg1錠 全星薬品工業 6.40
コバマミド錠500μg「タイヨー」 コバマミド 0.5mg1錠 大洋薬品工業 6.40
コメリアンコーワ顆粒10％ 塩酸ジラゼプ 10％1g 興和 29.30
コリスパー錠250mg カルバミン酸クロルフェネシン 250mg1錠 ニプロファーマ 6.50
コンベルミン錠6mg メシル酸ベタヒスチン 6mg1錠 マルコ製薬 6.10
サアミオン散1％ ニセルゴリン 1％1g 田辺製薬 90.90
サアミオン錠5mg ニセルゴリン 5mg1錠 田辺製薬 42.60
サークリンS錠25 カリジノゲナーゼ 25単位1錠 昭和薬品化工 6.40
ジゴシンエリキシル0.05mg/mL ジゴキシン 0.005％10mL 中北薬品 1.85
シーサール散10％ 臭化水素酸デキストロメトルファン 10％1g 東和薬品 10.20
シーサール錠15mg 臭化水素酸デキストロメトルファン 15mg1錠 東和薬品 6.40
シメチラン錠200mg シメチジン 200mg1錠 ニプロファーマ 6.40
ジョサマイシン錠50mg ジョサマイシン 50mg1錠 アステラス製薬 11.40
ジョサマイシン錠200mg ジョサマイシン 200mg1錠 アステラス製薬 21.40
ジラゼミン錠50mg 塩酸ジラゼプ 50mg1錠 ダイト 6.40
水溶性アズレン顆粒1％「タイヨー」アズレンスルホン酸ナトリウム 1％1g 大洋薬品工業 6.40
水溶性アズレン錠2mg「タイヨー」 アズレンスルホン酸ナトリウム 2mg1錠 大洋薬品工業 5.70
ステアコール錠250mg カルバミン酸クロルフェネシン 250mg1錠 共和薬品工業 6.40
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」スピロノラクトン 25mg1錠 東和薬品 6.40
セスデンカプセル30mg 臭化チメピジウム 30mg1カプセル 田辺製薬 16.90
セスデン細粒6％ 臭化チメピジウム 6％1g 田辺製薬 33.90
セファクロル細粒10％「マルコ」 セファクロル 100mg1g マルコ製薬 12.50

セファクロル細粒20％「マルコ」 セファクロル 200mg1g マルコ製薬 23.20
セロケンL錠120mg 酒石酸メトプロロール 120mg1錠 アストラゼネカ 142.10
センノシド錠12mg「フソー」 センノシド 12mg1錠 扶桑薬品工業 5.70
ソナコン細粒1％ ジアゼパム 1％1g 中外製薬 6.40
ダイアグリコ錠40mg グリクラジド 40mg1錠 東和薬品 6.40
タカスノンDS10％ エチルコハク酸エリスロマイシン 100mg1g 高田製薬 6.80
タカナルミン錠100mg アロプリノール 100mg1錠 高田製薬 6.40
ダクチル錠50mg 塩酸ピペリドレート 50mg1錠 キッセイ薬品工業 7.40
タスオミン錠10mg クエン酸タモキシフェン 10mg1錠 日本シエーリング 130.80
タスオミン錠20mg クエン酸タモキシフェン 20mg1錠 日本シエーリング 266.30
ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム 25mg1カプセル アステラス製薬 27.90
ダントリウムカプセル50mg ダントロレンナトリウム 50mg1カプセル アステラス製薬 56.70
チノカプセル125 ケノデオキシコール酸 125mg1カプセル 藤本製薬 21.40
デパケン細粒20％ バルプロ酸ナトリウム 20％1g 協和発酵工業 20.20
デパケン細粒40％ バルプロ酸ナトリウム 40％1g 協和発酵工業 29.90
テレスミン錠200mg カルバマゼピン 200mg1錠 三菱ウェルファーマ 10.10
ドキサゾシンM錠1「EMEC」 メシル酸ドキサゾシン 1mg1錠 サンノーバ 24.30
ドキサゾシンM錠2「EMEC」 メシル酸ドキサゾシン 2mg1錠 サンノーバ 47.20
トファルコン細粒10％ ソファルコン 10％1g 東洋ファルマー 10.20
トミロン細粒小児用10％ セフテラムピボキシル 100mg1g 富山化学工業 127.90
トレビアノーム錠50mg ベンズブロマロン 50mg1錠 東和薬品 9.00
ナイクリン散10％ ニコチン酸 10％1g トーアエイヨー 6.40
ナイクリン錠50mg ニコチン酸 50mg1錠 トーアエイヨー 6.40
ナックレス錠30mg 塩酸ジルチアゼム 30mg1錠 共和薬品工業 6.40
ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 ニトラゼパム 5mg1錠 東和薬品 6.10
ネルボン散1％ ニトラゼパム 1％1g 三共 19.60
ノイキノンカプセル5mg ユビデカレノン 5mg1カプセル エーザイ 16.00
ノイダブル錠25mg スピロノラクトン 25mg1錠 東洋ファルマー 6.40
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
ノイチームシロップ0.5％ 塩化リゾチーム 0.5％1mL サンノーバ 6.20
ノルバデックス錠10mg クエン酸タモキシフェン 10mg1錠 アストラゼネカ 217.70
ノルバデックス錠20mg クエン酸タモキシフェン 20mg1錠 アストラゼネカ 417.40
ハイゼット細粒20％ ガンマ-オリザノール 20％1g 大塚製薬 39.50
ハイゼット錠25mg ガンマ-オリザノール 25mg1錠 大塚製薬 11.10
ハイゼット錠50mg ガンマ-オリザノール 50mg1錠 大塚製薬 12.20
ハイトコバミンMカプセル500μg メコバラミン 0.5mg1カプセル ニプロファーマ 6.40
ヒシミドン錠100mg 塩酸チクロピジン 100mg1錠 ニプロファーマ 15.40
5-FUドライシロップ5％協和 フルオロウラシル 50mg1g 協和発酵工業 202.90
（局）ファモチジン錠20mg「TCK」 ファモチジン 20mg1錠 辰巳化学 18.70
ファルジン錠200mg シメチジン 200mg1錠 東洋ファルマー 6.40
フェノバールエリキシル0.4％ フェノバルビタール 0.4％1mL 藤永製薬 5.10
ブラトゲン錠2.5mg グリベンクラミド 2.5mg1錠 日医工 6.40
フラビタンシロップ0.3％ フラビンアデニンジヌクレオチド 0.3％1mL トーアエイヨー 9.00
プランドフェン錠75mg プラノプロフェン 75mg1錠 ニプロファーマ 8.70
フルパノン錠10mg ユビデカレノン 10mg1錠 大鵬薬品工業 10.20
フルペン錠4mg 塩酸ブロムヘキシン 4mg1錠 沢井製薬 5.70
フルペンシロップ0.08％ 塩酸ブロムヘキシン 0.08％1mL 沢井製薬 2.10
プレタール錠50mg シロスタゾール 50mg1錠 大塚製薬 121.60
プレタール錠100mg シロスタゾール 100mg1錠 大塚製薬 218.40
フロセミド錠40mg「フソー」 フロセミド 40mg1錠 扶桑薬品工業 6.40
ヘキサトロンカプセル250mg トラネキサム酸 250mg1カプセル 日本新薬 11.90
ペルサンチン錠12.5mg ジピリダモール 12.5mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 7.00
ペルサンチン錠25mg ジピリダモール 25mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 9.80
ペルサンチン錠100mg ジピリダモール 100mg1錠 日本ベーリンガーインゲルハイム 28.30

ペルジピンLAカプセル20mg 塩酸ニカルジピン 20mg1カプセル アステラス製薬 20.90
ペルジピンLAカプセル40mg 塩酸ニカルジピン 40mg1カプセル アステラス製薬 38.50
ヘルベッサーRカプセル100mg 塩酸ジルチアゼム 100mg1カプセル 田辺製薬 54.90
ヘルベッサーRカプセル200mg 塩酸ジルチアゼム 200mg1カプセル 田辺製薬 115.00
ベンズマロン錠50mg ベンズブロマロン 50mg1錠 東洋ファルマー 9.90
マスレチンシロップ0.01％ フマル酸クレマスチン 0.01％10mL シオエ製薬 1.46
ミタンB2錠20mg 酪酸リボフラビン 20mg1錠 東洋ファルマー 6.10
ミリダシン錠90mg マレイン酸プログルメタシン 90mg1錠 大鵬薬品工業 16.40
ミンザイン錠0.25mg トリアゾラム 0.25mg1錠 日医工 6.40
メコラミンカプセル250μg メコバラミン 0.25mg1カプセル 日新製薬 6.40
メダゼパム錠5mg「トーワ」 メダゼパム 5mg1錠 東和薬品 6.40
メチコバイド錠500μg メコバラミン 0.5mg1錠 ダイト 6.40
メチスタ錠250mg カルボシステイン 250mg1錠 東和薬品 6.40
（麻）メテバニール錠2mg オキシメテバノール 2mg1錠 三共 111.30
メプチン顆粒0.01％ 塩酸プロカテロール 0.01％1g 大塚製薬 63.30
メプチン錠50μg 塩酸プロカテロール 0.05mg1錠 大塚製薬 35.20
メプチンシロップ5μg/mL 塩酸プロカテロール 0.0005％1mL 大塚製薬 9.80
メプチンミニ錠25μg 塩酸プロカテロール 0.025mg1錠 大塚製薬 21.80
モニラック原末 ラクツロース 1g 中外製薬 7.90
モニラック・シロップ65％ ラクツロース 65％1mL 中北薬品 6.40
ユベキノンカプセル10mg ユビデカレノン 10mg1カプセル ニプロファーマ 6.40
ユベラ錠50mg 酢酸トコフェロール 50mg1錠 サンノーバ 6.40
ユーリック錠100mg アロプリノール 100mg1錠 日新製薬 6.40
ラクスパン散1.8％ 耐性乳酸菌 1g キッセイ薬品工業 6.40
ラクボン散2％ 有胞子性乳酸菌 2％1g 三共 6.40
ラステットSカプセル25mg エトポシド 25mg1カプセル 日本化薬 997.40
ラステットSカプセル50mg エトポシド 50mg1カプセル 日本化薬 1,957.90
ラリキシンカプセル250mg セファレキシン 250mg1カプセル 富山化学工業 12.00
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
ラリキシン錠250mg セファレキシン 250mg1錠 富山化学工業 12.30
ラリキシンドライシロップ小児用10％ セファレキシン 100mg1g 富山化学工業 9.10
ラリキシンドライシロップ小児用20％ セファレキシン 200mg1g 富山化学工業 13.00
リザベン細粒10％ トラニラスト 10％1g キッセイ薬品工業 66.80
リザベンドライシロップ5％ トラニラスト 5％1g キッセイ薬品工業 68.40
リスピンR錠150mg リン酸ジソピラミド 150mg1錠 沢井製薬 27.90
リスピンカプセル100mg ジソピラミド 100mg1カプセル 沢井製薬 27.30
リボトリール細粒0.1％ クロナゼパム 0.1％1g 中外製薬 17.50
リボトリール細粒0.5％ クロナゼパム 0.5％1g 中外製薬 63.00
リボトリール錠0.5mg クロナゼパム 0.5mg1錠 中外製薬 10.30
リボトリール錠1mg クロナゼパム 1mg1錠 中外製薬 17.70
リボトリール錠2mg クロナゼパム 2mg1錠 中外製薬 31.00
硫酸ポリミキシンB錠25万単位「ファイザー」硫酸ポリミキシンＢ 25万単位1錠 ファイザー 102.60
硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」硫酸ポリミキシンＢ 100万単位1錠 ファイザー 349.00
リンラキサー錠125mg カルバミン酸クロルフェネシン 125mg1錠 大正製薬 12.00
リンラキサー錠250mg カルバミン酸クロルフェネシン 250mg1錠 大正製薬 20.30
ルイメニア錠40mg グリクラジド 40mg1錠 日新製薬 6.90
レキシン錠200mg カルバマゼピン 200mg1錠 藤永製薬 10.10
レフトーゼシロップ0.5％ 塩化リゾチーム 0.5％1mL シオエ製薬 7.60
ロイコン錠10mg アデニン 10mg1錠 三共 6.40
ロペミンカプセル1mg 塩酸ロペラミド 1mg1カプセル ヤンセンファーマ 64.30
ロペミン細粒0.1％ 塩酸ロペラミド 0.1％1g ヤンセンファーマ 67.40
ロペミン小児用細粒0.05％ 塩酸ロペラミド 0.05％1g ヤンセンファーマ 67.40
ロレルコ細粒50％ プロブコール 50％1g 大塚製薬 48.80

ロレルコ錠250mg プロブコール 250mg1錠 大塚製薬 26.00

［注射薬］
報告品目

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価

アミグランド点滴静注用 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 500mL1キット テルモ 950.00
カイトリル点滴静注用3mgバッグ 塩酸グラニセトロン 3mg100mL1袋 中外製薬 7,469.00
ガシクロン注シリンジ10mL コンドロイチン硫酸ナトリウム･サリチル酸ナトリウム 10mL1筒 大洋薬品工業 176.00

パレセーフ点滴静注用 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 500mL1キット 味の素 950.00

ビーフリード点滴静注用 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 500mL1キット 大塚製薬工場 602.00

ビーフリード点滴静注用 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 1L1キット 大塚製薬工場 835.00
フィニバックスキット点滴用0.25g ドリペネム水和物 250mg1キット（生理食

塩液100mL付） 塩野義製薬 1,737.00
ペラプリン注シリンジ10mg メトクロプラミド 10mg2mL1筒 大洋薬品工業 176.00
ペランコシン注シリンジ600mg メトクロプラミド 600mg2mL1筒 大洋薬品工業 64.00
ミルリノン注シリンジ10mg「HK」 ミルリノン 10mg10mL1筒 光製薬 5,734.00
ローヘパ注100単位/mLシリンジ20mL パルナパリンナトリウム 2,000低分子ヘパリン国

際単位20mL1筒 味の素 933.00
ローヘパ注150単位/mLシリンジ20mL パルナパリンナトリウム 3,000低分子ヘパリン国

際単位20mL1筒 味の素 1,205.00

ローヘパ注200単位/mLシリンジ20mL パルナパリンナトリウム 4,000低分子ヘパリン国
際単位20mL1筒 味の素 1,454.00

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
塩酸ジルチアゼム注射用10「日医工」塩酸ジルチアゼム 10mg1管 日医工 173.00
塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」塩酸ジルチアゼム 50mg1管 日医工 679.00

塩酸ジルチアゼム注射用250「日医工」塩酸ジルチアゼム 250mg1瓶 日医工 1,786.00

承継品目
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
アガリット静注用100mg メシル酸ガベキサート 100mg1瓶 マルコ製薬 230.00
アシクロビン点滴静注250mg アシクロビル 250mg1管 日医工 1,055.00
アシロベック点滴静注用250mg アシクロビル 250mg1瓶 沢井製薬 1,211.00
アストスK静注液10mEq L-アスパラギン酸カリウム 17.12％10mL1管 大洋薬品工業 64.00
アデフラビン注10mg フラビン･アデニンジヌクレオチド 10mg1管 東和薬品 64.00
アドリアシン注用10 塩酸ドキソルビシン 10mg1瓶 協和発酵工業 2,590.00
アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」硫酸アミカシン 100mg1管 沢井製薬 124.00
アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」硫酸アミカシン 200mg1管 沢井製薬 172.00
アラセナ-A点滴静注用300mg ビダラビン 300mg1瓶 持田製薬 7,319.00
アルガロン注10mg アルガトロバン 10mg20mL1管 日医工 2,260.00
アロデート注射用100mg メシル酸ガベキサート 100mg1瓶 沢井製薬 237.00
イオパミロン注150 イオパミドール 30.62％50mL1瓶 日本シエーリング 3,452.00
イオパミロン注150 イオパミドール 30.62％200mL1瓶 日本シエーリング 11,982.00
イオパミロン注300 イオパミドール 61.24％20mL1瓶 日本シエーリング 2732.00
イオパミロン注300 イオパミドール 61.24％50mL1瓶 日本シエーリング 6005.00
イオパミロン注300 イオパミドール 61.24％100mL1瓶 日本シエーリング 11,369.00
イオパミロン注300シリンジ イオパミドール 61.24％50mL1筒 日本シエーリング 6414.00
イオパミロン注300シリンジ イオパミドール 61.24％80mL1筒 日本シエーリング 9849.00
イオパミロン注300シリンジ イオパミドール 61.24％100mL1筒 日本シエーリング 12,088.00
イオパミロン注370 イオパミドール 75.52％20mL1瓶 日本シエーリング 3293.00
イオパミロン注370 イオパミドール 75.52％50mL1瓶 日本シエーリング 7152.00
イオパミロン注370 イオパミドール 75.52％100mL1瓶 日本シエーリング 13,297.00
イオパミロン注370シリンジ イオパミドール 75.52％50mL1筒 日本シエーリング 7562.00
イオパミロン注370シリンジ イオパミドール 75.52％80mL1筒 日本シエーリング 11,294.00
イオパミロン注370シリンジ イオパミドール 75.52％100mL1筒 日本シエーリング 13,906.00
イセチオン注用200mg グルタチオン 200mg1管 東和薬品 64.00
イソビスト注240 イオトロラン 51.26％10mL1瓶 日本シエーリング 7,135.00
イソビスト注300 イオトロラン 64.08％10mL1瓶 日本シエーリング 9,198.00
イソラマイシン静注用0.5g ホスホマイシンナトリウム 500mg1瓶 日医工 160.00
イソラマイシン静注用1g ホスホマイシンナトリウム 1g1瓶 日医工 212.00
イソラマイシン静注用2g ホスホマイシンナトリウム 2g1瓶 日医工 302.00
インダストキット点滴静注用0.5g イミペネム・シラスタチン 500mg1キット（生理食

塩液100mL付） 大洋薬品工業 2,069.00
インダスト点滴静注用0.5g イミペネム・シラスタチン 500mg1瓶 大洋薬品工業 1,668.00
MDSコーワ静注300mg デキストラン硫酸ナトリウム 6％5mL1管 興和 64.00
LH-RH注0.1mg「タナベ」 酢酸ゴナドレリン 0.1mg1管 田辺製薬 4,059.00
エルシトニン注40単位 エルカトニン 40エルカトニン単位1mL1管旭化成ファーマ 1,450.00
ガイシード注射液200mg コンドロイチン硫酸ナトリウム 1％20mL1管 日医工 64.00
キロサイドN注400mg シタラビン 400mg1管 日本新薬 6,401.00
キロサイド注20mg シタラビン 20mg1管 日本新薬 503.00
キロサイド注40mg シタラビン 40mg1管 日本新薬 944.00
キロサイド注60mg シタラビン 60mg1管 日本新薬 1,395.00
キロサイド注100mg シタラビン 100mg1管 日本新薬 2,356.00
キロサイド注200mg シタラビン 200mg1管 日本新薬 3,768.00
グルタチオン注射用200mg「タイヨー」グルタチオン 200mg1管 大洋薬品工業 64.00
ケイツーN静注用10mg メナテトレノン 10mg1管 エーザイ 94.00
献血アルブミン20-ニチヤク 人血清アルブミン 20％20mL1瓶 日本製薬 3,043.00
献血アルブミン20-ニチヤク 人血清アルブミン 20％50mL1瓶 日本製薬 6,171.00
ゴナドリール筋注用75単位 下垂体性性腺刺激ホルモン（hMG）75単位1瓶（溶解液付）持田製薬 1,868.00
ゴナドリール筋注用150単位 下垂体性性腺刺激ホルモン（hMG）150単位1瓶（溶解液付）持田製薬 2,723.00
コンドナール注200mg コンドロイチン硫酸ナトリウム 1％20mL1管 東和薬品 64.00
ジフルカン静注液50mg フルコナゾール 0.1％50mL1瓶 ファイザー 2,767.00
ジフルカン静注液100mg フルコナゾール 0.2％50mL1瓶 ファイザー 4,866.00

医療事故防止等に係る代替新規品目
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
ジフルカン静注液200mg フルコナゾール 0.2％100mL1瓶 ファイザー 9,200.00
セジペラ注用1g セフォペラゾンナトリウム 1g1瓶 東和薬品 299.00
セスデン注7.5mg 臭化チメピジウム 0.75％1mL1管 田辺製薬 64.00
セファピコールキット点滴静注用1g 塩酸セフォチアム 1g1キット（生理食塩液100mL付） 大洋薬品工業 977.00
セファピコール静注用1g 塩酸セフォチアム 1g1瓶 大洋薬品工業 564.00
セファメジンα筋注用0.25g セファゾリンナトリウム 250mg1瓶（溶解液付）アステラス製薬 284.00
セファメジンα筋注用0.5g セファゾリンナトリウム 500mg1瓶（溶解液付）アステラス製薬 456.00
セファメジンα注射用0.25g セファゾリンナトリウム 250mg1瓶 アステラス製薬 275.00
セファメジンα注射用0.5g セファゾリンナトリウム 500mg1瓶 アステラス製薬 440.00
セファメジンα注射用1g セファゾリンナトリウム 1g1瓶 アステラス製薬 492.00
セファメジンα注射用2g セファゾリンナトリウム 2g1瓶 アステラス製薬 945.00
セファメジンα点滴用キット1g セファゾリンナトリウム 1g1キット（生理食塩液100mL付） アステラス製薬 932.00
セファメジンα点滴用キット2g セファゾリンナトリウム 2g1キット（生理食塩液100mL付） アステラス製薬 1,477.00
セフロニックキット点滴静注用1g スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム（1g）1キット（生理食塩

液100mL付） 大洋薬品工業 1,286.00
セフロニック静注用1g スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム（1g）1瓶 大洋薬品工業 552.00
セルフチゾン注1.65mg（0.33％） メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム 1.65mg1管 昭和薬品化工 70.00
セルフチゾン注3.3mg（0.33％） メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム 3.3mg1管 昭和薬品化工 118.00
セルフチゾン注6.6mg（0.33％） メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム 6.6mg1管 昭和薬品化工 184.00
ゾビラックス点滴静注用250 アシクロビル 250mg1瓶 グラクソ・スミスクライン 5,171.00
ソリューゾン注2mg（0.4％） リン酸ベタメタゾンナトリウム 2mg1管 昭和薬品化工 65.00
ソリューゾン注4mg（0.4％） リン酸ベタメタゾンナトリウム 4mg1管 昭和薬品化工 115.00
ソリューゾン注20mg（0.4％） リン酸ベタメタゾンナトリウム 20mg1管 昭和薬品化工 587.00
ダカルバジン注用100 ダカルバジン 100mg1瓶 協和発酵工業 4,802.00
タキソール注射液30mg パクリタキサル 30mg5mL1瓶 ブリストル製薬 14,795.00
タキソール注射液100mg パクリタキサル 100mg16.7mL1瓶 ブリストル製薬 43,768.00

ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム 20mg1瓶 アステラス製薬 10,100.00
注射用メクロセート100mg メシル酸ガベキサート 100mg1瓶 イセイ 230.00
TRH注0.5mg「タナベ」 プロチレリン 0.5mg1管 田辺製薬 4,114.00
テイロック注射液5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 5mg2mL1管 帝人ファーマ 18,348.00
テイロック注射液10mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 10mg4mL1管 帝人ファーマ 36,539.00
デカコート注射用125mg コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム 125mg1瓶（溶解液付）沢井製薬 356.00
デカコート注射用500mg コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム 500mg1瓶（溶解液付）沢井製薬 1,248.00
デコンタシン注射液100mg 硫酸アルベカシン 100mg2mL1管 大洋薬品工業 3,408.00
デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル 500mg1瓶 田辺製薬 13,718.00
テラルビシン注射用10mg 塩酸ピラルビシン 10mg1瓶 明治製菓 7,761.00
テラルビシン注射用20mg 塩酸ピラルビシン 20mg1瓶 明治製菓 15,026.00
デリバート静注用50μg アンギオテンシンII（ヒト型） 50μg1瓶 トーアエイヨー 4,845.00
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL ホスカルネットナトリウム 6g250mL1瓶 アストラゼネカ 7,896.00
ドイル静注用1g アスポキシシリン 1g1瓶 沢井製薬 576.00
ドイル静注用2g アスポキシシリン 2g1瓶 沢井製薬 985.00
ドプラム注射液400mg 塩酸ドキサプラム 20mg1mLバイアル キッセイ薬品工業 76.00
（局）ドミニン点滴静注40mg 塩酸ドパミン 40mg2mL1管 日本新薬 359.00
（局）ドミニン点滴静注100mg 塩酸ドパミン 100mg5mL1管 日本新薬 520.00
（局）ドミニン点滴静注200mg 塩酸ドパミン 200mg10mL1管 日本新薬 568.00
ドロレプタン注射液25mg ドロペリドール 2.5mg1mLバイアル 三共 142.00
（局）ニカルピン注射液2mg 塩酸ニカルジピン 2mg2mL1管 沢井製薬 97.00
（局）ニカルピン注射液10mg 塩酸ニカルジピン 10mg10mL1管 沢井製薬 336.00
ネオビタカイン注2mL 塩酸ジブカイン、サリチル酸ナトリウム、臭化カルシウム 2mL1管 ビタカイン製薬 186.00
ネオビタカイン注5mL 塩酸ジブカイン、サリチル酸ナトリウム、臭化カルシウム 5mL1管 ビタカイン製薬 233.00
ハロスミン静注用1g ホスホマイシンナトリウム 1g1瓶 マルコ製薬 224.00
ハロスミン静注用2g ホスホマイシンナトリウム 2g1瓶 マルコ製薬 315.00
ビスタマイシン筋注500mg 硫酸リボスタマイシン 500mg1管 明治製菓 288.00
ビスタマイシン筋注1000mg 硫酸リボスタマイシン 1g1管 明治製菓 450.00
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ビタミンK1注10mg フィトナジオン 10mg1管 イセイ 61.00
ビタミンK1注30mg フィトナジオン 30mg1管 イセイ 64.00
ビタミンK1注50mg フィトナジオン 50mg1管 イセイ 64.00
ピリドキサール注10mg「イセイ」 リン酸ピリドキサール 10mg1管 イセイ 57.00
（局）ファモチジン注射用10mg「サワイ」ファモチジン 10mg1管 沢井製薬 133.00
（局）ファモチジン注射用20mg「サワイ」ファモチジン 20mg1管 沢井製薬 232.00
ファルモルビシンRTU注射液10mg 塩酸エピルビシン 10mg5mL1瓶 ファイザー 6,353.00
ファルモルビシンRTU注射液50mg 塩酸エピルビシン 50mg25mL1瓶 ファイザー 28,752.00
ファルモルビシン注射用10mg 塩酸エピルビシン 10mg1瓶 ファイザー 6,346.00
ファルモルビシン注射用50mg 塩酸エピルビシン 50mg1瓶 ファイザー 28,684.00
フェノバール注射液100mg フェノバルビタール 10％1mL1管 藤永製薬 80.00
プリンペラン注射液10mg メトクロプラミド 0.5％2mL1管 アステラス製薬 64.00
プルテツシン注射液200mg 硫酸アミカシン 200mg1管 大洋薬品工業 167.00
フルメチ静注50mg 塩酸フルスルチアミン 50mg20mL1管 日医工 64.00
ブレオ注射用5mg 塩酸ブレオマイシン 5mg1瓶 日本化薬 2,179.00
ブレオ注射用15mg 塩酸ブレオマイシン 15mg1瓶 日本化薬 6,329.00
ブレオ注射用30mg 塩酸ブレオマイシン 30mg1瓶 日本化薬 11,793.00
プロフィット注射用25mg コカルボキシラーゼ 25mg1管（溶解液付）イセイ 64.00
プロフィット注射用50mg コカルボキシラーゼ 50mg1管（溶解液付）イセイ 64.00
ヘキサトロン注250mg トラネキサム酸 5％5mL1管 日本新薬 68.00
ヘキサトロン注1000mg トラネキサム酸 10％10mL1管 日本新薬 157.00
ベーゼックス注10mg リン酸ピリドキサール 10mg1管 大鵬薬品工業 57.00
ベネクトミン静注用200mg カンレノ酸カリウム 200mg1管 大洋薬品工業 308.00
ペラプリン注10mg メトクロプラミド 0.5％2mL1管 大洋薬品工業 208.00
ペランコシン注300mg 塩酸リンコマイシン 300mg1mL1管 大洋薬品工業 81.00

ペランコシン注600mg 塩酸リンコマイシン 600mg2mL1管 大洋薬品工業 95.00
ベルマトン注100mg 硫酸アミカシン 100mg1管 マルコ製薬 124.00
ペントシリン筋注用1g ピペラシリンナトリウム 1g1瓶（溶解液付）富山化学工業 511.00
ホスミシンS静注用0.5g ホスホマイシンナトリウム 500mg1瓶 明治製菓 400.00
ホスミシンS静注用1g ホスホマイシンナトリウム 1g1瓶 明治製菓 637.00
ホスミシンS静注用2g ホスホマイシンナトリウム 2g1瓶 明治製菓 948.00
ミドシン注射液300mg リン酸クリンダマイシン 300mg1管 沢井製薬 221.00
ミドシン注射液600mg リン酸クリンダマイシン 600mg1管 沢井製薬 331.00
ミリスロール注1mg/2mL ニトログリセリン 1mg2mL1管 日本化薬 153.00
ミリスロール注5mg/10mL ニトログリセリン 5mg10mL1管 日本化薬 597.00
ミリスロール注25mg/50mL ニトログリセリン 25mg50mL1瓶 日本化薬 2,512.00
ミリスロール注50mg/100mL ニトログリセリン 50mg100mL1瓶 日本化薬 4,522.00
メクロフェノキサート塩酸塩注射用250mg「タイヨー」塩酸メクロフェノキサート 250mg1管 大洋薬品工業 64.00
メチエフ注40mg 塩酸メチルエフェドリン 4％1mL1管 田辺製薬 64.00
モダシン静注用0.5g セフタジジム 500mg1瓶 グラクソ・スミスクライン 948.00
モダシン静注用1g セフタジジム 1g1瓶 グラクソ・スミスクライン 1,483.00
リノロサール注射液2mg（0.4％） リン酸ベタメタゾンナトリウム 2mg1管 わかもと製薬 79.00
リノロサール注射液4mg（0.4％） リン酸ベタメタゾンナトリウム 4mg1管 わかもと製薬 115.00
リノロサール注射液20mg（0.4％） リン酸ベタメタゾンナトリウム 20mg1管 わかもと製薬 567.00
リメタゾン静注2.5mg パルミチン酸デキサメタゾン 2.5mg1mL1管 三菱ウェルファーマ 2,247.00
レボビスト注射用 ガラクトース・パルミチン酸混合物（999：1）2.5g1瓶（溶解液付）日本シエーリング 11,192.00
レンチナン静注用1mg「味の素」 レンチナン 1mg1瓶 味の素 6,217.00
ロヒプノール静注用2mg フルニトラゼパム 2mg1管 中外製薬 159.00
ロープストン注20mg フロセミド 20mg1管 マルコ製薬 64.00
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［外用薬］
報告品目

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価

ボンアルファハイローション20μg/g タカルシトール 0.002％1g 帝人ファーマ 284.40

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価
アクリノール液0.1％「ORY」 アクリノール 0.1％10mL オリエンタル薬品工業 0.80
アクリノール液0.1％「シオエ」 アクリノール 0.1％10mL シオエ製薬 0.78
アズレミック錠口腔用5mg アズレンスルホン酸ナトリウム 5mg1錠 東洋製薬化成 20.60
エストラダーム貼付0.72mg エストラジオール （0.72mg）9cm21枚 キッセイ薬品工業 129.00
FAD点眼液0.05％「サンテン」 フラビンアデニンジヌクレオチド 0.05％5mL1瓶 参天製薬 87.30
エレクター点鼻液0.05％ フマル酸ケトチフェン 6.048mg8mL1瓶 メルク･ホエイ 507.80
オキサロール軟膏25μg/g マキサカルシトール 0.0025％1g 中外製薬 143.80
オキナゾール外用液1％ 硝酸オキシコナゾール 1％1mL 三菱ウェルファーマ 15.00
オキナゾールクリーム1％ 硝酸オキシコナゾール 1％1g 三菱ウェルファーマ 15.00
オキナゾール腟錠100mg 硝酸オキシコナゾール 100mg1錠 三菱ウェルファーマ 65.90
オキナゾール腟錠600mg 硝酸オキシコナゾール 600mg1錠 三菱ウェルファーマ 362.20

含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム（水溶性アズレン）、炭酸水素ナトリウム 0.1％1g 東洋製薬化成 6.10
キシロカインゼリー2％ 塩酸リドカイン 2％1mL アストラゼネカ 8.80
キシロカイン点眼液4％ 塩酸リドカイン 4％1mL アストラゼネカ 16.20
キシロカインポンプスプレー8％ 塩酸リドカイン 1g アストラゼネカ 25.40
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％ リン酸ベタメタゾンナトリウム 0.1％1mL 参天製薬 29.80
スプレキュア点鼻液0.15％ 酢酸ブセレリン 15.75mg10mL1瓶 サノフィ･アベンティス 12,203.40
チモプトールXE点眼液0.25％ マレイン酸チモロール 0.25％1mL 萬有製薬 603.00
チモプトールXE点眼液0.5％ マレイン酸チモロール 0.5％1mL 萬有製薬 902.00
チモプトール点眼液0.25％ マレイン酸チモロール 0.25％1mL 萬有製薬 282.90
チモプトール点眼液0.5％ マレイン酸チモロール 0.5％1mL 萬有製薬 421.40
テキサント消毒液6％ 次亜塩素酸ナトリウム 6％10g シオエ製薬 0.37
ニプラノール点眼液0.25％ ニプラジロール 0.25％1mL テイカ製薬 480.70
ネグミンガーグル7％ ポピドンヨード 7％1mL メルク･ホエイ 2.70
ハイパジールコーワ点眼液0.25％ ニプラジロール 0.25％1mL 興和 493.50

フェルマジン･アルコールW消毒液（0.5w/v％）グルコン酸クロルヘキシジン 0.5％10mL シオエ製薬 0.64
フェルマジン･アルコールB消毒液（0.5w/v％）グルコン酸クロルヘキシジン 0.5％10mL シオエ製薬 0.64
フセット点鼻液0.17％ 酢酸ブセレリン 15.75mg9mL1瓶 メルク･ホエイ 7,400.10
フラビタン点眼液0.05％ フラビンアデニンジヌクレオチド 0.05％5mL1瓶 トーアエイヨー 103.80
マイリー点鼻液0.125％ プロピオン酸ベクロメタゾン 9.375mg7.5g1瓶 メルク･ホエイ 563.10
ミドリンM点眼液0.4％ トロピカミド 0.4％1mL 参天製薬 25.30
ミドリンP点眼液 トロピカミド、塩酸フェニレフリン 1mL 参天製薬 31.10
メインター点眼液2％ クロモグリク酸ナトリウム 100mg5mL1瓶 メルク･ホエイ 451.00
メインター点鼻液2％ クロモグリク酸ナトリウム 190mg9.5mL1瓶 メルク･ホエイ 477.10
（局）硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」硫酸ポリミキシンB 50万単位1瓶 ファイザー 248.10
（局）硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」硫酸ポリミキシンB 300万単位1瓶 ファイザー 1,803.10

医療事故防止等に係る代替新規品目
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薬剤師連盟のページ

政治活動と薬剤師

幹事長 松下　憲明

去る５月27日、藤井もとゆき参議院議員第一秘書の坂本広明氏が、前日、福岡県で開催された九州・
四国薬剤師連盟ブロック会議の帰路の途中、本会に立ち寄られた。
当日は、広島県薬剤師会通常総会が予定されており、その開催前に支部長・理事合同会議が開催され
ていた。
坂本氏を“秘書”と侮るなかれ。実は薬剤師で、実際に調剤現場にも立ち、薬剤師経験もある変わり
種だ。
坂本氏は、薬剤師議員の必要性を熱弁して帰られた。「藤井もとゆきをお願いします。と秘書なら言っ
て歩かなければならないが、藤井でなくても別にいいんです。」と言って退けた。
藤井もとゆき氏を切って捨てたのか？と思うかもしれないが、それは誤解で、薬剤師（有資格者）が
国会で物申さなければ、次回の医療法改正等で不公平のまま診療報酬が（調剤）下がりかねないという
危機感を持ってほしいということだった。
今、薬剤師議員は何人選出されているかご存じでしょうか？　衆議院議員４名（うち新人２名）、参

議院議員２名の計６名です。
では、在職期間はどうでしょう。藤井もとゆき氏は、実質当選１期であるが、薬剤師議員の中ではす
でに中堅に位置する。
藤井もとゆき氏在職中の６年という年月の間に、目標であった「薬剤師教育年限６年制」の実現を見た。
医療系（医師・歯科医師・看護師）の議員の中で、薬剤師議員数は決して多い方ではなく、薬剤師の
要求は少なくおとなしいと思われがちだと坂本氏は言う。
この薬剤師教育年限６年制の実現にも、随分時間はかかった。国会議員中には、「これで薬剤師の要

求は終わった」と噂されているのではないかとも。
いや、待て。平成20年より実施される医療保険・医療制度の抜本的改革の中で薬剤師及び薬局の新医
療制度における役割の見直し（調剤権・職責及び職域の確立）があり、更なる診療・調剤報酬改定が予
想されることを忘れてはならない。
また、第５次医療法改正で「医療法」に調剤する薬局は“医療提供施設”であると明記される。この
ことは、何を意味するのか。やっと“薬剤師も医療人である”ということが広く認知されたということ
ではないだろうか。
平成18年度の診療報酬改定で、１（医科）：１（歯科）：0.4（調剤）の下げ率となったことは、既

にご承知のことであるが、だからといって薬局が儲かっている訳ではない。
この点についても、誤解されている事が多い。
今後もジェネリック医薬品・脱法ドラッグ・医薬品のコンビニ販売問題…問題は山積で、我々を取り
巻く環境は厳しくなるばかりだ。
再度、お考え頂きたい。薬剤師議員がなぜ必要なのかを！！
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関東地方も梅雨入りし、雨の日が続いています。
サッカーワールドカップ、ドイツ大会がスタート。日本チームは初戦でオーストラリアに敗け、苦し

いスタートとなりましたが、今後のがんばりに期待しています。
さて、第164回通常国会も６月16日で、150日の会期を終えて閉会しました。会期延長もなく、また、

今回は郵政改革のような大きな問題もなく、終了しました。私は、この国会では予算委員会理事、また、
党国会対策委員会副委員長を命じられ、政府、行政との協議、党内調整、野党との折衝など、多忙なと
きを過ごしましたが、大変良い経験をしたと思います。また、予算委員会で２度、厚生労働委員会で２
度、質問の機会も得ました。
厚生労働委員会には、12本の法案が提出されていましたが、ねんきん事業機構法案など一部の法案は

時間切れのため、今国会での成立はなりませんでした。しかし、医療制度改革に係わる健保法等改正案、
医療法等改正案、そして薬事法改正案は、無事、可決、成立しました。
特に、健保法等改正案、医療法等改正案は、成立が６月14日、会期末までわずか２日を残しての成立、
国対委員としては、緊張続きの国会終盤でした。
薬事法の販売制度改正の本格実施は公布後３年以内、また老人保健法の全面改正による新しい高齢者

医療制度は平成20年４月から、医療法改正は平成19年４月から、それぞれ実施と予定されています。そ
れまでの１年半ないし３年の間に、それらの実施に向けて、厚労省で、政省令、告示、通達等詳細な準
備が進められます。法案は通りましたが、むしろ、大変な時はこれからかもしれません。
また、国会最終日の６月16日（金）、「がん対策基本法」が承認されました。この法案は、高齢化の進

展によりがん対策の一層の充実を図ることの重要性が増している、という認識に立って、がん対策を計
画的に進めることを目的とする法律です。
主な内容は、次の通りです。
①国、地方行政の責務の明確化
②医療保険者、国民、医療従事者の責務
③国、都道府県のがん対策推進基本計画の策定
④がん予防、がん早期発見に推進
⑤がん医療の質の向上（がん専門医療従事者の育成）
⑥がん治療薬、医療機器の治験に促進
がん、脳出血、心疾患は、わが国国民の三大死因です。この法案は、全会一致で成立しました。
さて、国会会期中の２つの話題についてご紹介しておきましょう。

（薬学６年制の入学者の状況）

今年４月、いよいよ薬学６年制が実施されました。
ご承知の通り、６年制は、学校教育法及び薬剤師法の改正によって行われましたが、薬学部には６年

制と４年制が認められており、そのうち６年制修了者だけが薬剤師受験資格があります。
そこで、本年４月の薬学部、薬科大学入学者についての状況（日本私立薬科大学協会調査）を見ると、
入学定員では、国公立大学薬学部は、６年制706人、４年生764人、私立大学では、６年制9,644人、４
年制470人となっています。国公立大学は６年制:４年制の比はほぼ１：１、私立大学では約20：１となっ
ています。
また、実入学者数でみると、国公立大学は６年制505人、４年制466人（ただし、７大学は３年次で６

年制、４年制に振り分けることとなっており、現時点では、その499人については振り分けできないの
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で除外）、私立大学は６年制9,786人、４年生425人となっています。なお、この他に18年度新設大学が
５私立大学あり、入学定員870人、実入学者数871人で、全員が６年制入学者です。
国公立、私立、それぞれの考え方で６年、４年の入学定員を定めていることが分かります。医学部、

歯学部では、大学入学時点で、全員が医師となり、歯科医師となるという意識をもって入学するでしょ
う。これに対し薬学部入学者は、医師等に比べ、創薬分野など幅広い選択肢を持っていますが、薬学部
６年制に入学するということは、“薬剤師を目指す”、という目的意識をもって入学するということです。
薬剤師という国民の生命、健康を守る崇高な職業を選択するという意識を、入学早期から薬学生がその
意識を持って学習することは、大変重要なことではないでしょうか。

（合計特殊出生率1.25）

厚生労働省は、2005年の合計特殊出生率を1.25と発表しました。合計特殊出生率とは、「１人の女性
が一生の間に平均何人の子供を産むかを示す数値」ですが、過去５年の合計特殊出生率の推移をみてみ
ますと、01年1.33、02年1.32、03年1.29、04年1.289、そして05年は1.25となっています。人口を維持す
るためには2.08が必要ですが、1974年以降、出生率は2.08を下回り続け、05年には対前年0.04の減少と
なっており、少子化のスピードが一段と速まっていることがわかります。
国立人口問題・社会保障研究所は、平成14年に将来の人口推計を発表していますが、そのとき、中位
推計で用いた出生率は1.33という推計値を用いています。この1.33をベースに推計すると、2050年には
日本人口は１億593万人に、今世紀の終わりには6,414万人となると推計されていました。しかし、同年
の低位の推計出生率1.26という数値を用いて計算すると、2050年には9,203万人、2100年には4,645万人、
なんと現在の人口の３分の１近くにまで減少してしまうことになります。しかし、今回の数値は1.25で
あり、1.26という低位の推計出生率をも下回っていることとなり、今日の少子化、人口減少は予想以上
に急速に進んでいます。

国会閉幕後の話題は、何といっても、９月の自民党総裁選でしょう。その後の秋の臨時国会まで、国
会活動のご報告に、全国各地をお訪ねしたいと考えています。医療制度改革、薬事法改正など、お話し
たい話題は一杯です。

あぢさいや　仕舞のつかぬ　昼の酒　（大須賀乙字）

藤井もとゆき
「国会レポート」が掲載
されています。
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