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くすりの適正使用協議会は、これまで提供してきた28種類のくすりの絵文字「ピクトグラム」に訂正や
追加を行い、今回51種類のくすりの絵文字改訂版を公表しました。２年前に28種類のピクトグラムを公表
しましたが、その後、トライアルの結果や協議会内に設けた「ピクトグラム懇話会」の検討を経て、医療
現場で実践的に活用できる改訂版として51種類を開発したものです。
さらに、薬剤師が調剤の際に「具体的にどのような活用方法があるのか？」とのヒントを集約した「く

すりの絵文字活用マニュアル」を編纂して、同時に配布することにいたしました。くすりの絵文字51種類
は、これまで通り当協議会のホームページから全てダウンロードして、誰でも利用することができます。
また、目的に合わせて絵柄のサイズを調整することも可能です。
くすりの絵文字はくすりの説明書に替わるものではありません。保険薬局の薬剤師は調剤時に、くすり

の説明書やくすりの袋を用いて患者さんとのコミュニケーションに日々努力されています。しかし、それ
でもなお、飲み忘れや誤飲がなくならないのも現実としてあります。「くすりを正しく用いることで、患
者さんの病状が１日でも早く良くなってほしい」との願いを実現するためにも、くすりの絵文字を服薬説
明の最後の「ダメ押しツール」として、「くすりのケアマーク」として、広く活用いただけるよう期待し
ております。
なお、これまでホームページでは「ピクトグラムの庫（くら）」として、28種類のくすりの絵文字の活

用方法を紹介していました。今回、改訂版開発を機会に全面的にリニューアルして、「活用マニュアル｣と
も連動させ、くすりの絵文字の全体像がすぐ理解でき、使い勝手が良くなるよう再構築しております。ま
た、くすりの絵文字を扱っている保険薬局が患者さんにすぐ分かるよう、「取扱店表示ステッカー」をホーム
ページで紹介しています。

くすりの絵文字「ピクトグラム」の見本とお試し版注文書を同封しております

絵文字絵文字絵文字くすりの絵文字「ピクトグラム」の紹介 
くすりの絵文字「ピクトグラム」改訂版で51種類に 

くすりの適正使用協議会ホームページ　http://www.rad-ar.or.jp/index.shtml
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表紙写真　ガガイモ（ガガイモ科）

つる性の多年草で中国では羅麻といいます。茎を折りますと乳白
色の汁が出ます。プレグナン誘導体が含まれ漢方では滋養・強壮・
乳汁不足に全草を煎じて服用しました。茎の繊維は強く釣り糸に用
いられました。実の綿毛はベンガラ（酸化第二鉄）を入れて朱肉に
利用しました。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）
撮影場所：府中町

福利厚生



広島県薬剤師会では、第27回の学術大会を「進化せよ！薬剤師。」をテーマとして、11月12日（日）
広島県薬剤師会館で次の要領にて開催いたします。
お誘い合わせの上、多数ご参加下さいますよう、お願い申し上げます。

記

日　　時：平成18年11月12日（日）９：30～
会　　場：広島市中区富士見町11－42 広島県薬剤師会館
参 加 費：予約 2,000円　当日 3,000円

（講演要旨集・昼食代を含む）
※参加申し込みは、綴じ込みの振替用紙をご利用下さい。
（予約登録の締切は、11月２日（木）です。）
県薬事務局でも受け付けております。

特別講演：「薬剤師を取り巻く最近の状況について」（仮題）
日本薬剤師会　専務理事　　石井　甲一　先生

会員発表
会員発表の発表者募集締切を９月15日（金）まで
延長いたしますので発表希望者はご連絡下さい。

機器展示

問い合わせ先
〒730－8601 広島市中区富士見町11－42

（社）広島県薬剤師会内
第27回広島県薬剤師会学術大会実行委員会宛
ＴＥＬ（082）246－4317

ＦＡＸ（082）249－4589

Ｅ-mail yakujimu＠hiroyaku.or.jp

※なお、日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度・実施要領により、当大会参加者には４単位
の受講シールを申請中です。
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（東部地区）
１．開催年月日／平成18年９月23日（土･秋分の日）
２．開催場所／庄原市七塚町（高原の家七塚周辺）
３．集合場所／高原の家七塚駐車場
４．集合時間／11：00（雨天：高原の家七塚駐車場）
５．指 導 者／広島大学医学部　助教授 神田 博史

呉市立荒神町小学校 教　頭 久藤 広志
元　小　学　校　教　諭 太刀掛 優
元　中　学　校　校　長 実光 紀之
元 高 等 学 校　教　諭 桑田 健吾　
植物レッドデータブック調査員 吉野由紀夫
広島漢方研究会 理事長 吉本 悟
広島漢方研究会員ほか

※指導者については、都合により変更する場合が
あります。
６．解散場所／現地（庄原市）で解散 14：30頃

平成18年度（第41回） 薬草に親しむ会開催要領
○趣　　旨／薬用植物の専門家とともに野山に自生している薬用植物を観察し、薬効、薬用部位、用い

方及び栽培方法等について説明を受け、漢方薬及び生薬を含有する医薬品についての正し
い知識の普及をはかる。

○主　　催／広島県・6広島県薬剤師会
○共　　催／庄原市（東部地区）廿日市市（西部地区）
○協力団体／広島漢方研究会

（西部地区）
１．開催年月日／平成18年９月24日（日）
２．開催場所／廿日市市津田

（広島県立佐伯高等学校周辺）
３．集合場所／広島県立佐伯高等学校駐車場
４．集合時間／10：30

（雨天：広島県立佐伯高等学校駐車場）
５．指 導 者／広島大学医学部　教　授 大塚 英昭

尾道自然に親しむ会 会　長 横山 直江
植物レッドデータブック調査員 吉野由紀夫
広島漢方研究会 理事長 吉本 悟
広島漢方研究会員ほか

※指導者については、都合により変更する場合が
あります。
６．解散場所／現地（廿日市市）で解散 15：00頃

７．開催方法／指導者とともに山野を歩き、薬用植物等の薬効、薬用部位、
使用方法及び栽培方法等の説明を受ける。
また、昼食後、専門家から薬用植物全般について説明を受ける。

８．携 行 品／昼食、水筒、簡易雨具、筆記用具等
９．服 装 等／運動靴等山道を歩くのに楽な服装
10．参 加 費／無料（ただし、交通費は自己負担）

12．その他／
（１）薬草等の採集は厳禁です。
（２）小雨決行。（雨天等の場合は、指導者による講習会に変更する場合があ

ります。）
（３）お問い合せ先

・広島県福祉保健部薬務室薬事グループ　TEL（082）513-3222
・（社）広島県薬剤師会　TEL（082）246-4317（※留守番電話にてメッセージ有）

11．交通機関及び発車時刻等／
（行き）ＪＲ芸備線

三次駅 → 山内駅→集合場所まで徒歩30分
9：58発　 10：29着（ボランティアで車が数

台出る予定）

（帰り）ＪＲ芸備線
山内駅　→　三次駅
14：05発　　15：12着

11．交通機関及び発車時刻等／
（行き）広島電鉄郊外バス佐伯線

ショッピング楽々園→廿日市→佐伯中学校前
９：20発　　　　　 ９：29 10：05着

（帰り）
佐伯中学校前→廿日市→ショッピング楽々園
15：30発　　　 16：09 16：15着
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平成18年度くすりと健康に関する啓発事業実施一覧表

実施計画なし………山県支部

月　　　日 支 部 名 場　　　　　　　所 備　　　　　　　　考

８月27日（日）

10月22日（日）

11月５日（日）

広　　　島

ハノーバー庭園、青少年センター

南区地域福祉センター･南区役所別館駐車場

広島サンプラザ、近隣公園

第16回中区子どもまつり

第７回南区ボランティアフェスティバル

第22回西区民まつり

７月２日（日）

10月28日（土）
安　　　芸

安芸区民文化センター

海田町福祉センター

安芸区ふれあいフェスティバル

海田町福祉・保健祭り

10月頃予定 呉 未定

10月21日（土）

～22日（日）
福　　　山 福山ローズアリーナ 健康ふくやまふくしまつり

11月12日（日）
尾　　　道

因　　　島
尾道福祉センター 尾道市健康まつり

10月28日（土）

～29日（日）
三　　　原 三原サンシープラザ 三原市民健康・福祉まつり

9月30日（土）

～10月1日（日）
府　　　中 府中文化センター 健康と福祉の祭り

未　　定 三　　　次 未　定 三次市健康福祉まつり

６月４日（日）

11月15日（土）
安　　　佐

安佐北区総合福祉センター

安佐南区民文化センター

あさきた歯の祭典＆健康展

安佐南区民まつり

10月22日（日）大　　　竹 サントピア大竹 大竹ふれあい健康・福祉まつり

11月頃予定 広 島 佐 伯 佐伯区民文化センター及び五日市中央公園 さえき区民まつり

10月10日（日）

11月６日（日）
廿　日　市

大野福祉保健センター及び周辺

あいプラザ（廿日市市総合健康福祉センター）

健康を守る集い

あいプラザまつり

11月頃予定 東　広　島 アクアパーク（東広島運動公園） 東広島健康福祉まつり

10月15日（日）竹　　　原 竹原市保健センター及び竹原市ふくしの駅 竹原市ふくし健康まつり～すこやかフェスティバル
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日　時：平成18年6月15日（木）・16日（金）

場　所：大阪府薬剤師会館

（第１日目）

１．協議会の開催に際し、日本薬剤師会工藤義房

副会長から日本薬剤師会の動向が報告された。

その中で、医療法の改正などで活発な動きが

あり、試験検査センターとどのように関わりを

持つかが重要になる。また、試験検査センター

の役割のひとつとして、後発医薬品の品質を溶

出試験でチェックし確保することも重要である

と述べられた。

２．特別講演として日本薬剤師会石井甲一専務理

事より「薬剤師を巡る最近の動向－医療法、薬

剤師法の改正について」の講義があった。

まず、医療提供体制の改革と医療法への対応

を述べられた。

法律の一部改正では

（１）医療法第１条の２（平19.４施行）

病院、診療所、介護老人保健施設、調剤

を実施する薬局その他の医療を提供する施

設、医療を受ける者の居宅等において、医

療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、

福祉サービスその他の関連するサービスと

の連携を図りつつ提供されなければならな

いとされた。

（２）薬事法第８条の２（平19.４施行）

薬局開設者に対し、患者が薬局を選択す

るために必要な情報を知事に報告し、薬局

内で閲覧に供することを義務化された。

（３）薬剤師法第８条に追加（平20.４施行）

処分を「戒告」、「３年以内の業務停止」、

「免許の取り消し」とする。

（４）薬剤師法第22条に追加（平19.４施行）

薬剤師は、医療を受ける者の居宅等にお

いて医師又は歯科医師が交付した処方せん

により、当該居宅等において調剤の業務の

うち厚生労働省令で定めるものを行う場合

を除き薬局以外の場所で（中略）調剤をし

てはならないこと。

上記の改正の要点については、調剤を実施す

る薬局が医療提供施設になったことや、それに

伴い罰則規定が追加されたこと等が取り上げら

れた。

その他、医療保険制度の改革と改訂診療・調

剤報酬への対応、医薬品販売制度の見直しと薬

事法改正への対応、薬学６年制への対応の講演

があった。

３．委員会報告

医薬品試験委員会

医薬品試験委員会から日本薬剤師会医薬品試

験委員会鳥海良寛前委員長より「平成17年度計

画的試験検査結果中間報告」「平成17年度日薬

溶出試験結果の中間報告」「医薬品全国統一試

験」について講義があった。

平成17年度計画的試験検査については、39都

道府県において実施されており、定量試験、溶

出試験、崩壊試験、pH、細菌試験などが行わ

れている。近年、後発医薬品の品質が問題にな

るケースもあり、後発医薬品を対象に試験を行

う必要がある。

平成17年度日薬溶出試験ではノルフロキサシ

ン製剤に関する調査報告があった。メーカーの

異なる７種類のノルフロキサシン製剤について

調査した結果、溶出率の低いものがあった。こ

平成18年度試験検査センター連絡協議会

検査センター 城崎　利裕
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れは吸湿による影響であり、アルミ包装を開封

した時点で使用期限内であってもメーカーの保

証はされないということであった。しかし今後

の課題として、開封後に薬局で調剤棚に保管し

ている状況や錠剤分包器内の高温条件下に保存

されることを考慮すれば非現実的な品質保証と

いえる。こうした現実的な保管条件においても

品質を保証すべきであることや、規格を満たさ

なかった製薬企業には、製薬処方内容の見直し

を行い、良好な溶出試験結果が得られるよう要

望していく必要がある。

医薬品全国統一試験は医薬品試験検査機関の

登録用件でもある外部精度管理に当たるとし

て、今後も続けていく方針である。

環境衛生委員会

環境衛生委員会から、日本薬剤師会環境衛生

委員会小池宣子前委員長から生活環境水域中の

医薬品調査について報告があった。

近年、不要医薬品の処理問題や環境水域に存

在する医薬品が問題となりつつあり、その実態

を把握するための一環として代表的な医薬品

（平成17年度はカルバマゼピンとイブプロフェ

ン）について分析調査を行った。

ただし、この調査が社会的にどのような影響

を及ぼすのかについては予測できないので、当

分の間は環境衛生委員会のみで検討することと

し結果のデータについては公表しないものと

する。

この調査は平成19年度までの継続事業とし、

採水方法や分析法について報告された。

（第２日目）

今年度より分科会方式を採用し、医薬品試験部

門（４グループ）と環境衛生部門（４グループ）

に分かれて意見交換を行った。

私は、環境衛生部門に参加し、北海道、青森県、

群馬県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、徳

島県、熊本県、鹿児島県の各道府県の経営状況な

どについて話し合った。

経営基盤において全体的に共通する事項とし

て、自治体による依頼検査が随意契約から入札制

度へ移り変わっている。そのことにより、適正価

格の崩壊や業務そのものが他の業者に落札される

ケースもある。

対策として、学校薬剤師会との協力体制を強化

していくこと。ダイレクトメールなどで顧客の掘

り起こしを行う。また、ホームページで検査項目

等の紹介を行いアピールすることなどである。

公益法人に関する制度改正への対応について

は、収益の50％以上が公益事業であることが要求

され、審査機関が認定する予定である。しかし、

「公益性」の定義が曖昧であり、対応していない

機関がほとんどであった。

ISOの取得については、所属したグループのほ

とんどの機関で取得されており、他社との差別化

を図っている。また、入札参加条件にも徐々に含

まれており、ISOの取得は今後必要になると感じた。

今年度の協議会は、はじめて分科会方式を取り

入れ、少人数で活発な意見交換が行われた。また、

分析不可能な検査依頼に対し、近隣の試験検査セ

ンターを紹介するなどの対策や、日本薬剤師会へ

の協力や情報提供を要請し終了した。
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「第三次覚せい剤乱用期」といわれて久しくな
りましたが、薬物乱用については、なかなかはど
めがかからない状況が続いています。特に、①最
近、減少傾向にあった覚せい剤の乱用が昨年度増
加した。②MDMAや大麻の乱用が急増している。
③中・高校生など青少年の間で薬物乱用に対する
警戒感や抵抗感が薄れる。など深刻です。この薬
物乱用問題を終息させるために政府では平成15年
に策定した「薬物乱用防止新五か年戦略」に基づ
き、各種対策を講じています。その一環として
「６.26国際麻薬乱用撲滅デー」を広く普及し、薬
物乱用防止を一層推進するための「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動が６月20日から１か月間、全国一
斉に展開され、広島県においても次の事業を実施
しました。

１．626ヤング街頭キャンペーン
６月25日（日）、薬剤師や保護司等のボランテ

ィアで構成されている広島県覚せい剤等薬物乱用
防止指導員協議会が主体となり、中・高生を中心
としたヤングボランティアの協力を得て、県内10

か所でヤングボランティア303人を含む総勢730人
により啓発資材の配布や、国連支援募金の実施な
どの街頭キャンペーンを行いました。
２．プロ野球での広報啓発

広島市民球場で行われている広島カープの公式
戦において、啓発ビデオをシーズン終了まで放映
しております。
３．サッカーＪリーグでのキャンペーン

８月30日に行われる、広島ビッグアーチでのサ
ンフレッチェ広島の試合において、啓発資材の配
布、横断幕の掲示、啓発ビデオの放映を行います。
４．高校野球での広報啓発

７月13日に行われた、広島市民球場での高校野
球広島大会の開会式において、啓発ビデオを放映
しました。

５．「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金への協力

開発途上国等で薬物乱用防止活動に従事してい
る民間団体（NGO）の活動資金を、ウィーンに
ある国連薬物犯罪オフィスを通じて支援するため
の募金に協力しました。
なお、昨年度は広島県で約210万円、全国で約

5,700万円の募金が集まりました。

国や県では、薬物乱用問題に対して様々な施策
を行っていますが、未だに大きな社会問題となっ
ています。もしかしたら身近に潜んでいるかもし
れない薬物乱用は決して「関係ない」では済まさ
れない社会問題です。広島県としても、この問題
に対してより一層、力を注いでいかなければなら
ないと考えます。

平成18年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

広島県福祉保健部薬務室 松岡　俊彦

626ヤング街頭キャンペーン
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日　時：平成18年6月29日（木）13：30～15：30

場　所：広島県庁

議題として

（１）平成17年度広島県薬物乱用対策実施結果報告

各組織（①広島刑務所　②中四国厚生局麻薬

取締部　③県教育委員会　④県警察本部生活安

全部・刑事部薬物銃器対策課）より報告があり

ました。

薬物乱用を防止するために、広報啓発活動の

推進として、

１．各種広報活動の推進

２．各種指導者を通じての啓発活動の推進

３．青少年に対する指導啓発活動の強化

４．各種団体の協力等による啓発活動の推進

等の発表であった。主にケーブルテレビ、RCC

ラジオ等マスコミを通じての広報活動及び、青

少年に対する指導啓発活動の強化推進としての

報告が主であった。また、県警本部と各種団体

の協力により、推進活動として薬物乱用防止コ

ンサートを開催した。社会保健部、県教育委員

会の報告として、サンフレッチェ広島の協力を

得て、広島ビッグアーチで行われたＪリーグの

試合前に、チラシ、ティッシュの配布、大型ス

クリーンを利用しての啓発ビデオを放映した。

広島東洋カープの協力を得て、大型スクリーン

により「ダメ。ゼッタイ。」の普及運動啓発ビ

デオを放映した。

（２）指導取締の強化と厳正な処分として、

◎中四国厚生局麻薬取締部からの発表で、残念

ながら平成17年９月広島県内の薬局経営者に

よる向精神薬不正譲渡違反を検挙、判決：罰

金10万円という事例報告等があった。

◎取締り強化中で大麻、覚せい剤、MDMAの

押収が多くなっているとの報告があった。

（３）薬物乱用者に対する医療対策等の推進とし

て、広島刑務所における薬物乱用対策の実施

状況等についての発表があり、普段あまり聞

くことのない発表なので記述することとした。

１．広島刑務所は、1300人を越える収容人員が

続いている。その多くが、執行刑期８年未満

の者の犯罪傾向が進んでいる。その他に、外

国人受刑者や医療措置を必要としている者な

どを収容している。

２．1300人あまりの受刑者の中で、薬物事犯で

入所している者が344名、26％に上っている。

そのうち覚せい剤が97.4％でほとんどを占

め、他はシンナー、麻薬、大麻等である。

３．薬物事犯の受刑者の平均刑期は２年９月で、

刑務所への入所回数を見ると、初回の者が56

名（４％）いるが、最高は17回、平均回数は

４回である。

又、薬物乱用者に対する刑務所の処遇の変化と

して、平成18年５月24日から施行された「刑事施

設及び受刑者の処遇等に関する法律」が成立した。

それにより、各刑務所で行ってきた薬物乱用防止

指導は、「薬物依存離脱指導」という名称に統一

され、それによるカリキュラムも作成されており、

指導目標が１単元から８単元まであり、かなり厳

しいものがあった。

平成18年度広島県薬物乱用対策推進要領案とし

て、覚せい剤事犯については、全薬物事犯検挙者

数の約８割を占め、検挙者数は５年ぶりに増加し

た。少年の検挙者数も前年比10％と増加し、押収

量は減少したものの依然として根強い需要がうか

がわれる。また、MDMA等錠剤型合成麻薬の押

収量は、昨年は57万錠と一昨年に続き過去最高を

平成18年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事会議

副会長 加藤　哲也
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記録し、少年のMDMA等錠剤型合成麻薬事犯の

検挙人員も前年同様の高水準にある。近年、携帯

電話、インターネットの普及等により薬物に近づ

きやすい状況になっており、次代を担う青少年層

による薬物乱用の拡大の傾向が見られることは、

非常に憂慮すべきことである。こうしたことから、

国においては、平成15年７月、新たな５か年戦略

を策定し、薬物乱用防止のための諸施策を実施し

ているところである。本県においても、引き続き、

覚せい剤・シンナー等薬物の乱用及びその弊害の

根絶を図るとともに、薬物を拒絶する社会環境づ

くりを進めるため、国の新５か年戦略を踏まえ、

関係行政機関・団体相互が緊密に連絡し、総合的

かつ効果的な対策を推進することとする。

以上が幹事会議で採択された。

最後に平成18年10月24日、広島国際会議場フェ

ニックスホールにおいて、中国四国地区における

麻薬・覚せい剤乱用防止運動広島大会を開催する

ので、薬剤師会のご協力を願いたいとの申し出が

あった。

日　時：平成18年6月20日（火）・8月17日（木）

場　所：広島県薬剤師会館

平成18年度社会保険医療担当者（薬局）指導打合会議

副会長 豊見　雅文

今年度の社会保険事務局による薬局の指導予定

を打ち合わせるための会議が開催されました。参

加者は広島社会保険事務局から小泉靜司局長、

大田康則医療管理官、新任の山田從麿指導専門薬

剤師、山本和宏医療事務指導官、県総務管理局国

保医療室から正藤進指導検査監、県薬剤師会から

前田泰則会長、加藤哲也副会長、平井紀美恵副会

長、松下憲明副会長、それに私の計10人です。そ

の後、８月17日に追加の打合せが行われました。

保険薬局の指導は、指導大綱及び監査要項（平

成12年５月31日保発第105号、平成14年10月１日

改正）に従って、次の要領で行われます。

１．指導

（１）集団指導

ア 広島県と共同で、指導対象となる保険薬

局及び保険薬剤師等を一定の場所に集めて

講習会形式により実施する。本年度は９月

と10月の２回に分けて実施する。

イ 次に上げる保険薬局及び保険薬剤師を対

象に実施する。

① 新規保険指定薬局（17年４月～18年３

月）と昨年度の欠席薬局。但し、個別指

導を受けた保険薬局は除く、94薬局。

② 新規保険登録薬剤師（17年４月～18年

３月）と昨年度の欠席薬剤師、合計475

人が対象。

（２）集団的個別指導

ア 広島県と共同で指導対象となる保険薬局

及び保険薬剤師等を一定の場所に集めて、

講習会形式（集団部分）で実施し、そのう

ち、概ね半数はレセプトを基に面接懇談方

式（個別部分）による指導を実施する。

イ 対象薬局はレセプトの１件当たり平均点

数が、県の平均点数の一定割合（1.2倍926

点）を超えている保険薬局のうち、平均点

数が高い順に、総数の概ね８％の範囲内に

ある保険薬局。但し、前年度及び前々年度

に集団的個別指導又は個別指導を受けた保
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険薬局、及び１ヶ月当たりの取扱件数が50

件未満の保険薬局を除く。集団部分の該当

薬局は昨年度の欠席薬局を含めて127薬局

で、このうち60薬局が個別部分の対象とな

る。集団部分が11月、個別部分が12月から

２月に行われる。

（３）個別指導

ア 広島県と共同で、指導対象となる保険薬

局又は保険薬剤師等を一定の場所に集めて

又は当該保険薬局等において個別に面接懇

談方式により行う。

個別指導は、個々の調剤及び調剤報酬請

求事務につき調剤録その他関係書類の提示

を求めて実施する。

イ 次にあげる保険薬局を個別指導の対象と

して選定する。

① 支払基金等、保険者、被保険者等から

調剤内容又は調剤報酬の請求に関する情

報の提供があり、個別指導が必要と認め

られた保険医療機関等。

② 個別指導の結果、指導大綱第７の１の

（２）にあげる措置が「再指導」であっ

た保険薬局又は「経過観察」であって、

改善が認められない保険医療機関等。

③ 監査の結果、戒告又は注意を受けた保

険医療機関等。

④ 医療監視の結果、問題があった保険医

療機関等

⑤ 検察又は警察からの情報により、指導

の必要性が生じた保険医療機関等

⑥ 他の保険医療機関等の個別指導又は監

査に関連して、指導の必要性が生じた保

険医療機関等

⑦ 会計検査院の実地検査の結果指導の必

要性が生じた保険医療機関等

⑧ １件あたりの点数の高い保険医療機

関等

⑨　新規指定保険医療機関等

この部分が昨年度とは大幅に変わる部分であ

り、①から⑧までの要件にあたる薬局を約60件、

それに加えて18年度と17年度の新規保険薬局全件

（138件）を対象に９月から３月までかけて順次行

われる予定である。

（４）共同指導

ア　厚生労働省と共同で個別指導を実施する

① 共同指導は、薬局への立入指導及び個

別指導と同様の書類提示を求め実施する。

② 保医発第0330004号及び事務連絡「特

定共同指導等の実施について」により実

施する。

③ 平成18年度については７月に実施する。

２件を対象に７月13日、14日に行われた。

２．監査

（１）個別指導の結果、調剤内容又は調剤報酬

の請求について、次の（２）に該当すると

認められる場合等において、必要に応じて

患者調査を行ったうえ、実施する。

（２）監査は、次のいずれかに該当する場合に

実施する。

① 調剤内容に不正又は著しい不当があった

ことを疑うに足りる理由があるとき。

② 調剤報酬の請求に不正又は著しい不当が

あったことを疑うに足りる理由があるとき。

③ 度重なる個別指導によっても調剤内容又

は調剤報酬の請求に改善が見られないとき。

④ 正当な理由がなく個別指導を拒否した

とき。
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日　時：平成18年7月3日（月）15：00～

場　所：日本薬剤師会第2会議室

昨年から引き続き本年度も日薬情報システム検
討会に所属することになり、第１回の会議が７月
３日に開催された。本検討会は委員６名、日薬執
行部から児玉担当副会長をはじめ５名、計11名の
こぢんまりした検討会である。この２年間、あま
り大きな仕事もできなかったという反省から委員
長再任は固辞したのだが、私以外は若者ばかりの
委員の中で最年長と言うことでまたまた委員長を
引き受けることになった。
本検討会では、以下の事業を推進することにつ
いての提案を行っていく。
１．IT化推進のためのプラットフォームの構築
① 全会員にインターネット利用のためのID
を発行する。
会員全員にメールを配信・会員向けホーム

ページの個人認証に使用
② 都道府県薬と日薬間にIP電話を導入する。
③ インターネットテレビ会議（主に打合会用）
を導入する。

２．日薬版　医薬品データシートシステム構築へ
の協力
３．レセプト請求のオンライン化に向けた薬局の
IT化推進への対応
４．その他
全会員にIDを発行しメールアドレスとして使

用することについては、既にインターネットメー
ルを活用している会員は「もう一つメールアドレ
スが増えてしまうのか」という疑念も生じるであ
ろう。なんとか転送設定を可能にして簡単になら
ないものかと検討したが、会員数10万人のアドレ
スを確保しメンテナンスすることの困難さとサー
バの負担を考えると今のところ難しそうである。
会員がアウトルックエクスプレス等のメールソフ
トを設定する事によって新しいメールアドレスに
配信されるメールを受け取っていただけるよう、
マニュアル等を整備することになった。現在の日
薬メールニュースの配信もこちらに移行するし、
会員向けホームページの閲覧もこのIDを使用す

ることになる。このIDのデータベースには情報
管理の観点からIDと県薬・支部情報だけが保存
されている。災害時などにある支部だけを選択し
てメールでアンケートフォームのURLを配信し、
各種情報などを収集し役立てることもできるであ
ろう。この他に有効な使い方を検討していくこと
になる。
IP電話に関しては日薬が「OCN. Phone」を採用
したので、各都道府県薬が同じ基盤を採用するこ
とによって通信費の節約が期待できる。
（日薬←→県薬の電話が無料になる）
インターネットテレビ会議は、ADSL以上のイ

ンターネット接続環境があれば都道府県薬や委員
の自宅からインターネット上の会議に参加可能で
ある。そのため、委員の移動時間の短縮、会議費
用の節約等が期待できる。また、緊急の打合せな
ど、日薬への召集に多くの時間を割くことがかな
わない場合にも活用できる。インターネットテレ
ビ会議には、最大32人までが参加可能な点、同一
の資料（パワーポイント等）を画面上で共有でき
る点等から、NTTITが提供している「Meeting
Plaza電網会議室」を利用する。昨年度当検討会
で実験的に使用してみたが、今年度は実際に打合
せが可能であるかを検証する。可能であれば全都
道府県薬で参加可能なインフラを整備する予定で
ある。自宅や薬局から日薬の会議に参加すること
が理論的には可能だが、一応会議に参加するとい
う意味や、患者さんや家族に気を取られずに会議
に集中するということを考慮して、各県薬の事務
局まで出かけて会議に参加をするという事になる
だろう。
できれば、当検討会の第２回目の会議はテレビ
会議にしようと考えている。もし、薬剤師会で
ヘッドセットを装着してコンピュータの前で独り
言を言っている私を見かけることがあったら、そ
れは私が壊れてしまったのではなく、日薬の会議
に真剣に参加して発言をしているのだと理解して
いただきたい。

日本薬剤師会職能対策委員会　情報システム検討会

副会長 豊見　雅文
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日　時：平成18年7月3日（月）18：00～

場　所：広島県庁

第２回検討部会が７月３日県庁北館において、
部会長井内康輝広島大学院教授他委員16名によ
り、開催された。報告事項として、平成18年５月
広島県患者調査報告書による結果報告の説明がさ
れた。
協議事項 新広島保健医療計画の策定（素案）に

ついて
概要

医療法第30条の３第10項に「都道府県は少なく
とも５年ごとに医療計画に再検討を加え、必要が
あると認めるときは、これを変更するものとす
る。」とあるため、所要の調査検討を行い、平成
18年度末を目途に、新たな広島県保健医療計画を
策定する。又、各都道府県は国が示す共通の指標
による医療機能調査を実施するとともに、主要な
事業ごとの医療連携体制の構築や数値目標の設定
などの新規義務的記載事項を盛り込むこととする
新たな医療計画制度が、平成20年度から全国一律
実施される見通しとなっているため、これらの検
討を引き続き実施し、平成19年度末に改定する。
以上の目標に広島県保健医療検討計画（素案）

にもとづく生活習慣からなる健康患者の視点で提

供する医療を目的とし、保健医療検討部会に該当
する項目について意見交換があり、特に大項目中
項目に追加事項の有無が検討された。
母子、小児医療対策に対して高度先進医療の推
進感染症対策の推進
精神保健福祉対策に関しての当該委員より発言
があり今後検討課題とされた。
保健医療検討部会内容

生活習慣病の予防、改善
健康診査体制の整備
地域リハビリテーション支援体制
精神保健福祉対策
歯科保健医療対策
原爆被爆者医療対策
ガン医療の推進
母子、小児医療対策
小児救急医療対策
難病対策
臓器移植の推進
精神科救急対策
感染症対策

との項目が検討課題とされている。

広島県保健医療計画検討委員会保健医療検討部会

副会長 松下　憲明
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当日は台風の影響も心配されましたが、日差し
も強く梅雨が明けたかのような暑さの中、約80数
名の参加者がありました。まず、最初に木平健治
広島大学大学院教授より本研修会が広島県薬剤師
研修協議会の主催であり県内の薬剤師の生涯教育
の一環として開催されている旨の説明がありまし
た。また、広島大学の薬学部も本会を共催してお
り、それぞれの立場で広島県の薬剤師研修を活性
化していきたいとの話がありました。引き続いて、
広島大学大学院教授　谷川政一先生、岡村仁先生
をお迎えして講演が行われました。

谷川先生には、
「救急医療の現場か
ら」という題目でア
ナフィラキシーや救
命措置といった救急
医療についてお話を
していただきまし
た。救命措置につい
ては、医療に携わる
者として薬剤師も正

確に身に付けておくべきものであるということを
改めて感じました。具体的な方法についても詳し
く説明していただき、またAED（自動体外式除
細動器）についてはデモンストレーションも行わ
れ、その操作方法の簡便さを実際に見て感じるこ
とができました。最後には、実際の救急医療の現
場の写真も多数出され非常に興味深く拝見させて
いただきました。
岡村先生には、「コミュニケーションスキルに

ついて」という薬剤師を含む医療従事者にとって
は欠かすことのできない問題について講演してい
ただきました。お話の中では具体的な患者さんと
の会話の例が挙げられ、医療におけるコミュニ

ケーションの重要性
を改めて感じること
ができました。また、
そのようなコミュニ
ケーションスキルを
いかに教育するかと
いう問題についても
触れられ、薬剤師教
育において今後の大
きな課題のひとつであると思いました。
とても興味深くためになるお話に、皆さん有意
義な時間を過ごされ薬剤師として更なるステップ
アップになったようでした。次回もまた素晴らし
い講演に期待したいと思います。最後、広島大学
の仲田義啓先生より次回を含め参加者からの本会
に対する要望（希望する講演や、参加者による
ワークショップなど）について遠慮なく連絡して
ほしいとの話がありました。
連絡先

仲田　義啓（なかた　よしひろ）
ynakata@hiroshima-u.ac.jp
広島大学大学院医歯薬学総合研究科
電話082－257－5310 ファックス082－257－5314

平成18年度ヒロシマ薬剤師研修会に参加して

広島大学大学院博士課程前期（修士）課程１年生

佐々木美穂

中村　茉由

前田詠里子
左から中村、佐々木、前田さん 日　時：平成18年7月9日（日）

場　所：広仁会館



日　時：平成18年7月13日（木）・14日（金）

場　所：KKR広島

厚生労働省並びに広島社会保険事務局及び
広島県との共同による社会保険医療担当者の個別指導

副 会 長 加藤　哲也
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日　時：平成18年7月12日（水）13：30～16：45

場　所：日本薬剤師会会議室

議題は報告と協議。
報告事項として主に、日薬賞等の選考結果につ

いて、日薬賞には隣県山口の前日薬副会長の佐村
先生。日薬功労賞には当県前副会長の森井先生に
決定いたしました。
日薬を巡る最近の動きについて石井専務より
１）薬事法、医療法の一部改正。
２）経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2006。
３）保険調剤の動向（平成17年11月）

等の報告がありました。特に「経済財政運営と構
造改革に関する基本方針2006」の中では（構造改
革路線の堅持）として構造改革が「影」をもたら
したのではないかとの理由から、改革実行を遅ら
せてはならない。構造改革への挑戦を怠れば、そ
れは知らず知らずの内に日本経済の地盤沈下をも
たらし、世界から押し寄せるリスクに対する抵抗
力を弱めることになる。立ち止まる事で生じる
「影」は、挑戦することの「影」に比べて巨大な
ものになることを銘記すべきである。
これは、「～基本方針2006」で示された日本経

済の現状と今後の課題の中で示された抽象的であ
りながら押しの強い文面であります。
中でも財政健全化に向けて、「歳出・歳入一体

改革」の原則５に「将来世代に負担を先送りしな
い社会保障制度を確立する」消費税をその財源と
してより明確に位置づけることについては、給付
と財源の対応関係の適合性を検討する。また、
（医療）に関しては相変わらず医療制度改革の着
実な実施に努め～実効性のある医療費適正化方策
を国、都道府県及び保険者が共同して計画的に推
進する。また、医薬品・医療機器の承認審査の迅
速化、市販後安全対策の充実、後発医薬品市場の
育成を図る。等々が盛り込まれて向こう10年の方
向性が提起されています。若干危惧されるのは、
社会保障分野のＩＴ化促進は社会保障番号の導入
等を含めて情報発進を早めすぎて薬価調査を毎年
可能にすることにはならないだろうか？社会保険
庁の改革は国民皆保険体制が根幹から崩れること
に繋がらないのか？構造改革そのものの本質が国
民皆保険を否定するものではないのだろうか？
様々な疑問を抱えながら東京を後にしました。

日薬地方連絡協議会

会長 前田　泰則

平成18年７月13日（木）、14日（金）厚労省、社会
保険事務局、広島県との共同による社会保険医療
担当者の個別指導が行われた。午前中（10：30～
11：30）は薬局視察、午後（１：30～４：30）は
指摘事項調査、審査が行われた。個別指導には厚
生労働省２名、広島社会保険事務局２名、県国保

指導室１名、日薬理事１名、県薬２名（加藤副会
長・野村常務理事）、合計８名の立会いであった。

１）薬局視察調査
薬局店舗内外を事細かく点検調査し、続いて調
剤室の中で厚生労働省特別医療指導監査官によ
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り、管理薬剤師に対して、矢継ぎ早の質問へと
移った。
・処方せんを受け取ってからの薬剤師が実際にど
う行動するか
・調剤録はいつの段階で入力作業するのか
・おくすり手帳を、発行する頻度はどれくらいな
のか
・予製剤はどのようにしているか
・４月以降改正された書籍はどこにあるのか
・緊急安全性情報はどのように生かしているのか
・長期投薬情報提供料１を算定する根拠となる同
意書はどこにあるのか、様式は、また原本は
・一包化薬の算定方法は
・夜間の対応は
・薬剤師会の会員か、非会員か
・研修会に出席しているか、否か
・研修会出席の計画表、及び一覧表は
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出は
・麻薬小売業者の免許は
・その他の許可認定書は
・薬剤服用歴管理料を算定するにあたって、基本
的な考え方及び要項は
・収集した記録をいつの段階でポイントを押さえ
て記入しているのか
・薬剤服用歴管理料の範囲はどのように考えるか
・薬剤服用歴管理料、服薬指導加算を算定する時
の根拠、及び基準は

60分にわたって、概略これらの事項について質問
が続いた。

２）指摘事項：午後より厚労省の係官より
・保険薬局が調剤業務をするにあたり、法的に適
正であるかどうか
・薬剤師の業務が適正に行われているかどうか
・調剤録、調剤の請求が正しく行われているかど
うか
・加算に対しての算定方法が適切かどうか
これらについて調査、審査の結果を報告する。
『事務的事項に関して』
・勤務薬剤師の変更届が正確でなく、退職したは
ずの薬剤師が未だ勤務している事になっている

『掲示事項』
・看板に「保険調剤」とあるのを「保険薬局」に
変更すること
・個人情報のお知らせを患者の見える所に掲示す
ること

『調剤とその技術料の請求』
①薬剤服用歴管理料
指導を重視した調剤技術の評価の一端である
が、患者情報の収集、記録、管理が適切に行わ
れていなくて、特に患者情報の特記事項のない
項目については、その旨を記載すること、又重
要事項については表記に記載更新する。指導し
た薬剤師の記名もれがある。鉛筆での記載もみ
られ、又修正液が使用されている。字が判読で
きない。服薬指導するにあたって、薬局の複数
の薬剤師の連携即ち情報の共有という事がみら
れない。
②服薬指導加算
服薬状況等の情報収集をすると同時に薬歴の
記録に基づいて、コンプライアンスを高めるた
めに、薬学的見地に立った高度なインテリジェ
ントフィーでなければならないが、要件を全く
満たしてないものが非常に多く見受けられる。
指導不足が多く、これらに対しては算定に値し
ない。
③薬剤情報提供料

いわゆる、おくすり手帳の事であるが概ね
１回目は適切かもしれないが、手帳を持参せず
情報シールを渡して、後で貼っておくように
と言った場合でも情報提供料を算定している。
これは算定に値しない。

④薬剤情報提供料２（３月以前）
情報提供料２の要件を満たすものがほとんど
ない。
⑤長期投薬情報提供料１
・同意書がないもの、不明なものが多いにもか
かわらず、14日以上の調剤ほぼ全てに算定が
みられる、また緊急安全性情報などの重要な
情報を入手した際も情報提供した旨、薬歴に
その記載がない。

⑥一包化薬に関して
・同一医療機関、複数科による処方せんで勝手
に一包化し、算定している。
・散剤ビオフェルミン、PL顆粒を一包化して
いないにもかかわらず、一包化調剤料を算定
している。
・一包化薬の認識不足、算定に値しない。
⑦その他
疑義照会に関して、明らかに倍量投与してい
ると思われる薬剤（マイスリー２錠×14日分）
の疑義照会をした形跡が見られない。
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・メチコバール、ビタメジンに関して：長期に
なっているが原則、月から月へまたぐ場合は
疑義照会の対象となる。
・カソデックス、キネダック：12週以上投与に
関して、疑義照会の記載がない。又、食後投
与になっているが…。
・ディオバン：処方内容から判断して、低血糖
に関して疑義照会の懸命さが見られない。

３）総評
健康保険法の算定要件、関係法規の理解不足が
多く見られた。平成17年７月～平成18年６月分ま
で過剰算定分に関して自主点検し、返還すること。
保険薬局は健康保険、国民健康保険や老人保健医
療等に国と契約を結んで保険調剤をしている事を
忘れないで欲しいとの厳しい言葉が最後にあった。

日　時：平成18年7月20日（木）14：00～

場　所：県立広島病院

去る７月20日に県立広島病院において、外来化
学療法を行う「臨床腫瘍科」の開設式が行われ、
県知事、県議会議長、県医師会会長をはじめ多く
の方々に出席を賜りました。また当日は、国立が
んセンター中央病院と業務提携契約書が交わさ
れ、今後も当センターのバックアップ体制が確保
されることになりました。
がん化学療法は、新たな抗がん剤の開発により

改善はされてきましたが、治療には長い時間を要
し、副作用の不安を含めて精神的につらいもので
す。当科は、専任の医師２名、薬剤師２名、看護
師２名が各々専門性を発揮した業務に携わり、患
者さん用の電動式リクライニングチェア12台が設
置され、静かな環境で安全・快適かつ有効ながん
化学療法を行います。
準備の中で、薬剤師として安全性に万全を期す

ために、レジメン管理の徹底と新たなコンピュー
タシステムの構築に重点を置きました。
まず、レジメン管理審査会（医師５名、薬剤師

２名）を設置し、従来、各診療科で個別に行われ
ていたがん化学療法のレジメンを、可能な限り集
約し標準化するように努めました。また、個々の
レジメンが適正か否かを審査しました。今後、新
たに申請されるレジメンはもちろんですが、登録
済みのものも定期的に見直すことにしています。
専用のオーダリングシステムを既存のシステム

に追加し、治療に使用されるがん化学療法レジメ
ンを全て登録することで、登録のない化学療法は
オーダーできないようにしました。投与量・投与
間隔にはチェック機能を設けました。また、その
システムにがん化学療法調剤システムを連動さ
せ、再度の投与量チェック、薬液採取量計算、薬
液全量計算、アントラサイクリン系薬剤の投与量
積算、ラベル印刷等を行い、抗がん剤混合調製を
支援します。抗がん剤混合調製は、バイオハザー
ド対策用キャビネットを２台設置した専用の調剤
室で行っています。また、副作用対策を含めた、
服薬指導も開始しました。
まだスタートしたばかりですが、今後は業務内
容をもっと充実させ、患者さんに喜んでもらえる
“場所”にしたいと考えています。

臨床腫瘍科のモットー

¡患者様にとって最適ながん化学療法を、より良

い環境で提供します。

¡スタッフは、患者様、ご家族と一緒に、より良

いがん治療を考えます。

¡県民の皆様に役立つ最新のがん治療情報をお届

けします。

県立広島病院臨床腫瘍科開設式

県立広島病院薬剤科主任医療技術専門員 瀧口　　浩
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日　時：平成18年7月15日（土）・16日（日）

場　所：大阪国際交流センター

2006年７月15日、16日の両日、大阪国際交流セ

ンターにおいて、医療薬学フォーラム2006／第14

回クリニカルファーマシーシンポジウム in OSAKA

（以下、フォーラム）が開催された（実行委員

長：大阪大学　東　純一教授）。梅雨のこの時期、

猛暑と激しい夕立に見舞われたものの、参加者は

約1400人と非常に盛会であった。

今回のフォーラムでは、特別講演が２題、10の

シンポジウム、および232題のポスター発表があっ

た。シンポジウムは３つの会場で行われたが、会

場によっては聴衆が入りきれないところもあるな

ど、多くの参加者の興味を引くシンポジウムで構

成されていた。

特に二日目午前中のシンポジウム「臨床に役立

つ添付文書の科学的な読み方とその活用」は、約

1000人収容可能な大ホールで行われたにも関わら

ず立見が出るなど盛況であり、活発な討議が交わ

された。添付文書から如何にして科学的情報を抽

出し、それを投与設計等患者さんの薬物療法にど

う役立てていくか、現状の添付文書の不備な点は

どこか、今後如何にしてそれを解消すべく製薬

メーカー、あるいは規制当局に働きかけていくか、

などが発表および討論の中心であった。

また本フォーラムでは、ポスター発表の中から

優秀ポスター賞として３演題を選び表彰するとと

もに、事前に公募・選考していた「日本薬学会医

療薬科学部会論文賞」の表彰も行われた。後者に

ついては、県薬（日薬）会員にも案内が行く（行っ

ている？）はずなので、会員の皆様には奮って応

募いただければと思います。ちなみに今年の最優

秀賞は岡山県薬剤師会会営薬局の久保先生、守安

先生の論文でした。平成18年度のテーマは「私の

薬剤師倫理」であり、比較的取り組みやすいテー

マだと思いますので、是非チャレンジしてくだ

さい。

来年は、山形大学医学部附属病院薬剤部長の

仲川義人教授が実行委員長となり、７月14日、15

日の両日、山形市において開催されます。少し遠

いかもしれませんが、サクランボにも何とか間に

合うかもしれませんので、多くの先生方にご参加

いただきますようお願いし、参加報告記とさせて

いただきます。

医療薬学フォーラム2006／第14回クリニカル
ファーマシーシンポジウム in OSAKAに参加して

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 高野　幹久

「日本薬学会医療薬科学部会論文賞」表彰式 会場となった大阪国際交流センター
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日　時：平成18年7月22日（土）12：30～17：30

場　所：東京・共立薬科大学

認定実務実習指導薬剤師養成研修は、日本薬学
会薬学教育部会FD推進委員会の主導で行われて
いる「全国薬学教育者ワークショップ」を参考に
した、教育理念についての理解を深めるための
ワークショップ形式と、講習会形式で行われる以
下の（ア）～（オ）の研修を履修した薬剤師が、「実
務実習指導薬剤師」として認定される予定です。
（ア）病院、薬局それぞれにおける学生の指導方

法について
（イ）薬剤師に必要な理念について
（ウ）実務実習モデル・コアカリキュラムについて
（エ）最新の薬剤師業務について
（オ）免許取得前の薬学生に許される実習中の行

為の範囲と違法性阻却事由等について
昨年７月23日、講習会形式のうち、認定実務実

習指導薬剤師養成講習会（講座イ：薬剤師の理念、
講座ウ：実務実習モデル・コアカリキュラム）の
ビデオ撮りが終わり、ビデオ研修会が全国で行わ
れ有効受講証受給者数は3,000人を超えています。
広島県では今夏、広島と福山で行われ250名を超
える方に受講いただきました。また、17年度は全
国でワークショップが21回行われ1,000人近い薬
剤師が受講しています。広島県では、初めて９月
に福山大学においてワークショップが行われ中四
国の薬剤師および大学の教職員が81名参加する予
定です。
今回、講習会形式の平成18年度　認定実務実習

指導薬剤師養成講習会（講座エ：最新の業務につ
いて）のビデオ撮りが各県より病院薬剤師と開局
薬剤師を集め７月22日（土）共立薬科大学マルチ
メディア講堂において行われました。
内容は、病院、薬局共通部分として１講義があ

り、石井甲一日本薬剤師会専務理事による「薬剤
師を取り巻く環境と薬剤師業務について」今回の
法改正とアクションプランを中心に講義がありま
した。薬局関連部分として２講義あり、飯島康典

日本薬剤師会常務理事による「後発医薬品を取り
巻く諸問題」、日本薬剤師会三浦洋嗣氏による
「医療安全への取り組み」（日本薬剤師会における
DEM事業）がありました。病院関連部分として
２講義があり日本病院薬剤師会リスクマネジメン
ト特別委員会古川裕之氏による「医療安全管理へ
の取り組み」院内における安全管理についての取
り組み方の方法の実例と提案がありました。次に
日本病院薬剤師会専門薬剤師認定制度委員会がん
専門薬剤師部門委員北條泰輔氏による「がん薬物
療法への取り組み」国立がんセンター中央病院の
取り組みについての解説がありました。
今回、ビデオ撮りしたものは、講座エとして実
質５講義４時間分あり実際研修会を行うと休憩・
成果報告書作成の時間を合わせると５時間を超え
ます。日本薬剤師会研修センターによると、今年
度中にビデオならびにCSテレビによる研修が可
能になるということです。非常に長時間に及ぶ研
修ですが必修講座となっていますので、認定実務
実習指導薬剤師になるために必ず受講して下さい。

平成18年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会

薬局実務実習受け入れ委員会 田口　勝英
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日　時：平成18年7月22日（土）

場　所：福山大学

18年度から、薬学部６年制がス
タートしています。すでに受け入
れられた薬局があると思いますが、
「早期体験学習」は、我々現場の薬
剤師が接する最初の「６年制カリ

キュラム」の一端です。このたびの年限延長は単
に延長でなく、薬学教育のあり方を根本から見直
すことから始まっています。
薬局、薬剤師または薬剤師会として、ともすれ
ば「実務実習」にのみに目が行きそうですが、本
年度入学学生から新しい薬剤師への教育が始まっ
たということも、認識をしなくてはなりません。
それに伴い、新しい概念、言葉も数多く生じてい
ますので一部紹介してまいります。
「早期体験学習」はアーリーエクスポージャー、

「アーリー」と表されることがあります。６年制
にむけての教育手法改革は、先行している「医学
教育」に学ぶことが多く、この度福山大学でトラ
イアルされたOSCEも、Objective Structured Clinical
Examinationの略で「客観的臨床能力試験」とな
る。CをPharmaceuticalのPにとの意見も当然ある
が、語呂が悪くそのまま使われている。OSCEと
並んで語られるのがCBT。Computer Based Testing
である。
このふたつは「共用試験」と言い、実務実習へ
の資格試験となる。すなわち、数百問の問題をコ
ンピューターでランダムに与えるCBTで、「知識」
を、OSCEで「技能と態度」を試験し、実習に足
る「素養」を測るものとなるようです。昭和41～
42年ころまでの薬剤師国家試験には「実地試験」
があり、調剤部分のOSCEは似かよっているとい
われています。
わたくしは地元でもあり、学外委員として事前
の課題検討会議にも出席させていただきました。
すでに教授会等で検討され、日本薬学会「薬学教
育改革大学人会議・実務実習指導システム作り委

員会」でOSCEを担当されている、広島大学の小
澤先生も出席された会議もあり、ほとんど最終段
階でありました。
トライアルは６つの課題を準備されていて、そ
れぞれの課題試験場は「ステーション」と呼ばれ
ています。「接遇」「疑義照会」「散剤調整」「水剤
調整」「調剤鑑査」「無菌操作」が今回の課題とし
て挙げられていました。おおまかには、学生は順
次各ステーションをこなしていく。各ステーショ
ンに「試験官」としての「評価者」が２名配置さ
れる。トライアルで、ひとつのステーションの時
間配分は10分間。「移動」に２分、「課題閲覧」に
１分、「課題実施」に６分、フィードバックに１
分でした。
評価者として、広島県薬剤師会からは尾道支部
の田辺先生と福山支部の江木先生が参加されまし
た。評価実施は２名ですが今回は各ステーション
に６名、計36名の評価者が配置され、各自２～３
名の学生を担当するようになっていました。保険
薬局薬剤師は、岡山県からが３名、香川県から１
名、製薬会社１名。病院薬剤師は、山口県からの
１名を含んで４名。徳島大学１名、広島国際大学
２名、岡山の就実大学から４名と、他大学からの
参加に福山大学から「模擬患者」「模擬医師」役
やステーション管理者を含め、30名以上の先生方
が参加されていました。
わたくしは五郎丸剛助手と一緒に、第３ステー
ションの管理者担当でしたが、五郎丸先生がご一
緒でしたので、実質的に決まった業務はなく、合
間に全部のステーションを見学できました。テス
トランの後、10名の学生が６ステーションすべて
を終えるのに100分。各ステーションでディスカッ
ションを45分行い、各ステーション発表を含めて
１時間の全体討論を行い、朝10時半からの日程が
17時前に無事終了しました。
今回の課題のうち「疑義照会」は、独自のトラ
イアルで全国各地、各大学で実施されているOSCE
にも無かった課題のようでした。現段階の実習環
境では、「接遇」「疑義照会」等はその内容におい
ての「違法性」が解決されていない。病院、薬局

平成18年度福山大学OSCEミニトライアルに参加して

報告Ⅰ

福山支部長 村上　信行
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を併せて、５ヶ月に及ぶ実務実習に真の成果を求
めるなら、なんらかの措置は必要かと思います。
またそのための共用試験とすれば、受け入れる側
においても有意義な指導指針となります。
課題検討会議において、ついつい「現場の多様

性」をアピールしてしまいました。たとえば、
「疑義照会」を受ける医師が診察中の外来で受け
るか、医局で受けるかによっての違いとか、「調
剤鑑査」において、14錠のところが２錠足りない
だけでは簡単すぎるので、毎食後の42錠を40錠で
準備するとか、20mgと40mgの規格違いも含める
とか、「散剤調剤」では混合の後、分包までとか
です。
会議終了後の帰宅途中、OSCEの意義は「でき

る学生」が実習に出るのではなく、「できるよう
になる学生」が出てくればいいわけで、「現場の
多様性」は実務実習の範疇だと考え直しました。
新しい試みであり、すべてを理解していただけ

る詳細を記すには、「会誌」の制限では無理があ
ります。CBT問題やOSCEの課題、評価は福山大
学独自ではなく、日薬、研修センター、日本薬学
会、大学人会議等で策定されていくと思われます
し、早い段階で指導薬剤師や、受け入れ薬局対象
に研修会等がもたれれば、より実習像が具体的に
なっていくと思われます。
今回は、「共用試験」としてのOSCEとCBTの紹

介を兼ねての体験記といたします。やはり、充実
した実習をしていただくためには、「許される範
囲」を拡大し、「違法性の阻却」を実施するため
の「共用試験」との位置付けが必要かもしれま
せん。
散剤調剤において、オーバー秤量分を瓶に戻さ

ず、ぽいぽい、さっさ、とゴミ箱に捨てるのを見
て、思わず「もったいない」とつぶやいてしまい
ました。実習ではどうしよう……

去年の12月に東京薬科大学で初
めてのOSCEトライアルが行われて
以来、いくつかの大学で実施され
ていますが、中国・四国地区では
初のトライアルとなります。

OSCEは態度・技能を評価する客観的能力試験

（Objective Structured Clinical Exami-nation）であり、
知識・問題解決能力を試験するCBTとともに薬学
部６年制において実務実習の前に実施されます。
現在、OSCEでは接遇、２つの薬剤調製、調剤鑑
査、無菌操作の実践および情報提供の６つの課題
について検討されています。
福山大学トライアルでは、外部評価者として広
島県薬剤師会、広島県病院薬剤師会、就実大学、
広島国際大学および徳島大学の18名の先生方、ま
たアドバイザーとして日本薬学会薬学教育改革大
学人会議OSCEトライアル委員の小澤孝一郎先生
（広島大学）にご参加いただきました。また、本
学４年生と大学院生が模擬受験生として参加しま
した。福山大学トライアルでは、これまでのトラ
イアルにはなかったいくつかの新しい試みを行い
ました。
一つは、課題として疑義照会を取り入れました。
疑義照会は、医療関連法令に抵触する懸念から実
施は困難とされているようですが、電話による医
師とのコミュニケーションやリスクマネージメン
トという教育的観点から重要であり、以前から福
山大学の実務実習事前教育において力を入れてい
ますので、一つの提案として実施することにしま
した。したがって、OSCEトライアルにおいて模
擬医師（SD）が初めて登場しました。
また、課題の時間進行をネットワークで一元的
に管理しましたが、それぞれの課題実施場所（ス
テーション）に端末を設置し、課題の開始や終了
などの伝達を同時発生的にパソコンの音声で行い
ました。
さらに、トライアルの終了後、ステーション毎
に評価者によって今回のトライアルの課題などを
まとめていただき、それを全体討論で発表してい
ただきました。これによりアンケートだけでは得
られない貴重な意見や提案を聞くことができまし
たし、今回の成果を、実効性のあるOSCEシステ
ムの確立に向けて少しでもお役に立つように学会
などで公表したいと考えています。
最後になりましたが、本トライアルにご協力い
ただきました参加者及び関係者の方々に厚くお礼
を申し上げます。

報告Ⅱ

福山大学薬学部教授 江藤　精二
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今回の講習会は薬学部が６年制
になり４年後に迫った実務実習に
むけて指導薬剤師を養成するカリ
キュラムの一部です（ビデオ講座）。
まず中西会長による「薬剤師の

理念」では、薬剤師が人々の信頼に応え医療の向
上及び公共の福祉の増進に貢献し薬剤師機能を全
うするため制定された“薬剤師倫理制定”や医療
品が安全かつ適切に用いられ最善の保健成果を上
げるようにすることによって患者さんは最大の恩
恵を受けることができるとした“国際薬剤師・薬
学連合表明”などの説明でした。より良質で安全
な薬物療法への貢献が患者さんの安心を得、信頼
される薬剤師となる。
次に実務実習モデル・コアカリキュラムについ
ての説明でした。薬学教育の充実・向上のために
実務実習（事前学習・病院実習・薬局実習）が６
ヶ月となります。実務実習では薬学生が学習の主
体者で指導薬剤師はその助力者である。指導薬剤
師が何を教えたかではなく、薬学生が目標をたて
何をできるようになったかが大切であります。そ
こで利用されるのが実務実習モデル・コアカリ
キュラムです。これは学習過程の計画書で、一般
目標（GIO）・到達目標（SBOs）・学習方略（LS）が
明示されています。
GIO ：学習者が学習することによってどのよ

うな状態になるのか
SBOs ：GIOに到達するために必要な、具体的

かつ観察可能な行動（知識・技能・
態度）

LS ：学習者がどのように学ぶか（場所・時
間・物的資源など）

薬局実習においては６つのユニットがあります。
（１）薬局アイテムと管理
（２）情情のアクセスと活用
（３）薬局調剤を実践する
（４）薬局カウンターで学ぶ
（５）地域で活躍する薬剤師
（６）薬局業務を総合的に学ぶ
それぞれのユニットにGIO・SBOs・LSがあり

それを役立てて教育していきます。
最後に、社会から求められる質の高い薬剤師育
成と、医療における自らの地位確立のため大学・
病院・薬局が協力していかなければなりません。
薬学生への指導と同時に我々薬剤師もレベルアッ
プしていく必要があります。「教え育てる」から
「共に育つ」そのような“キョウイク”で新たな
時代の薬剤師教育に参画していきましょう。

今回、薬学部６年制対応の指導
薬剤師の講習会ということで、多
くの参加者がいらっしゃいました。
ビデオによる講義でまず薬剤師の
理念について一時間、そして薬学

教育改革の流れと実務実習モデル・コアカリキュ
ラム、実務実習の病院と薬局部分に関して各一時
間ずつ計四時間の講義を受け、最後にレポートを
作成しました。
６年制のカリキュラムでは各大学でCBT（コン

ピューターで行う知識についての試験）OSCE
（客観的臨床能力試験・技術と態度についての試
験）と呼ばれる共用試験を各大学で行い、それに
合格した者のみが実務実習に行くことができると
いう大変厳しい内容であることを知り、より一層

広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会

（東部）日　時：平成18年7月23日（日）12：30～

場　所：福山すこやかセンター

（西部）日　時：平成18年8月6日（日）12：30～

場　所：広島県薬剤師会館

―東　部―

福山支部　 本　弘一

―西　部―

広島佐伯支部　池田　和彦



2006 Vol.31  No.5　広島県薬剤師会誌22

高いレベルの学生が現場にやってくるのだと実感
しました。
受入施設である薬局・病院においても指導者の

レベルアップは必須です。やはり現在求められて
いる教育手法を身につけるにはワークショップへ
の参加、講義を受けなければ対応出来ないと思い
ます。勿論、どれだけ優れたマニュアルがあって
も、それを活かすためには若い人達の模範となる
モラルを持った人間でなければならないことは言

うまでもありません。
講義の中で一番印象に残ったのは教育とは教え
育てることであり、それがまた共に育つ（共育）
ことであるという言葉です。深い感銘を受けまし
た。学生を受け入れることによって自分も学ぶ、
とても大切なことです。教えられることも多い筈
です。自らが次世代の薬剤師を養成するための指
導者となることができる、素晴らしいことではな
いでしょうか。

日　時：平成18年7月29日（土）・30日（日）

場　所：徳島文理大学

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

広島支部　森川　悦子

「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」に参加しました。
徳島へは広島から新幹線で岡山へ、岡山でマリ

ンライナーに乗り換えて高松へ、高松で最後の乗
り換えで、うずしおに乗って徳島への到着になり
ます。乗り継ぎも順調で、思ったよりスムーズに
着きました。
徳島文理大学はとてもきれいな学校で、薬学部

研究棟も増築中でした。ワークショップは６年制
教育を受けた学生に、「どういった実習を」、「ど
ういうふうに行い」、「それをどう評価するのか」、
という内容の講義かと思って参加をしたけど、実
際は全く違い、自分たちが身をもって体験すると
いうプログラムで驚きでした。
スケジュールは分単位で構成されていました。

講義や説明の後、別室に移動し、10人程度のス
モールグループでディスカッションを行い、また
元の部屋に戻り、その内容の発表をした後、討議
をすることの繰り返しでした。
講義の一部を紹介します。
望ましい学習とは、
①積極的な参加者が、
②目標を持ち、
③目標は到達できないほど高くなく、

④失敗矛盾に対するチャンスが与えられて、
⑤失敗に対して罰せられるより、成功に対し
て報われる。
学んだことの唯一の証は変わることである。

人生の目的は、
１．自分に潜在する能力をできるだけ引き出す
こと――人との出会い

２．他の人と好ましい人間関係を作る――親、
兄弟、友人、ほかの人

３．ほかの人の人生に意味のある貢献をする。
人生は他人との比較ではない。本人が気づい
ていない良い点をほめる。
今回のワークショップは、与えられたカリキュ
ラムに添って学生実習をこなす（受け入れる）と
いうことではなく、次世代の薬学生を育てるとい
う目標をもって、積極的に取り組んでいくという
ことであると感じました。
夏休みで、各地で阿波踊りの練習があり、お囃
子などが聞こえて、「もう一日ゆっくりと観光し
たり、大塚美術館に行ったりできたらなあ」と思
いながら帰りました。
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日　時：平成18年7月22日（土）・23日（日）

場　所：広島県民文化センター

標記研修会が、平成18年７月22・23日（土・日）
の２日間にわたり、広島県民文化センター（鯉城
会館）にて開催された。本研修会は、日本薬剤師
会と日本病院薬剤師会が主催、日本薬剤師研修セ
ンターが共催し、全国７ヶ所で開催されている。
広島会場は、福岡、仙台に続いて３番目の開催と
なるが、本年度はいずれの会場も参加者が多く、
広島会場も昨年の２割増の530名が参加した。
本年度の研修会テーマは「医療における薬剤師
業務の更なる実践と向上を目指して」であった。
日本病院薬剤師会会長であり、日本薬剤師会副
会長でもある伊賀立二先生は「診療報酬改定にみ

る薬剤師業務のこれから」という演題で、薬学教
育、医療安全、専門薬剤師、診療報酬について総
論的な観点から講演された。その他、三重県JA
菰野厚生病院薬剤部長山口恵先生は「NST稼働
において薬剤師ができること～開始準備から本
格稼働～」、箕面市立病院薬剤部長佐藤健太郎先
生は「がん化学療法」、京都桂病院薬剤科長中西
弘和先生は「みんなで取り組もうがん対応チーム
医療～緩和ケア～」の演題で講演された。これ
らの講演内容は、チーム医療における病院薬剤師
および専門薬剤師としての業務展開に非常に有益
なものであった。

平成18年度病院診療所薬剤師研修会

副会長 木平　健治
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日　時：平成18年7月22日（土）・23日（日）

場　所：鳥取県

101回目の開催を迎えようとしている日薬代議
員会に向けて、今回は鳥取県薬が当番でこのブ
ロック会議がおこなわれた。
臨席された常田参議院議員からは、この度成立

した薬剤師教育６年制の最終段階で薬剤師養成問
題議員懇談会の会長であった橋本元総理の最後の
活躍の具体的な話があった。
また、慎重に
①薬剤師を中心に医薬品のレベルを高めなくて
はならない…

②第一分類を取り扱う管理者は薬剤師であるべ
き…
③薬価の改正を年１回に…
という意見に対しての対処方法などの意見をま

とめて挨拶があった。
いずれも来年の参議院議員選挙で、藤井議員の

当落が今後の薬剤師に大きく影響する事となりそ
うです。
続いて前田日薬理事から、日本学校薬剤師会の

動向や、新・薬剤師行動計画についての近況報告
があった。

会議は以上の先生方からの挨拶で始まり、いつ
ものように松下議事運営委員の司会のもと進行し
ていった。
本題のブロック代表質問について、広島県からは、
・日学薬の社団法人化について
・新・薬剤師行動計画について
・リスク分類１に入っている11成分を増やすため
にどのような活動をしているのか？
などの質問に加え、各県からは、
・適応外処方について
・薬局での保険証の提示について
・保険指導について
・向精神薬の14日処方の根拠と長期投与への改善
について
・実務実習の受け入れ義務と基準薬局について方
向性が示されていない
・医療提供施設としての位置づけ・薬学教育６年
制に伴い、病院薬剤師の医療職俸給表の改善
検討
＊「薬あるところに薬剤師あり」…どのように実

践しているのか？
等の意見があがった（このほかにも多くあったが
割愛させていただく）。
これらをまとめて、岡山県の代議員がブロック
代表質問をすることとなった。

今回は、代議員会議長の任期満了により、議長
改選となる。三上代議員（北海道）が議長に立候
補されているので、このまま行くと選任されるこ
ととなる。
また、日薬功労賞に広島県薬から、前副会長の
森井紀夫先生が推薦されることとなった。

出席者
常田　亨詳　参議院議員
前田　泰則　日薬理事　（広島県薬会長）
中本　行宣　日薬代議員（岡山県薬会長）
赤澤　昌樹　予備代議員（岡山県薬常務理事）
緋田　哲治　予備代議員（岡山県薬常務理事）
三宅　　修　　　　　　（岡山県薬専務理事）
松下　憲明　日薬代議員（広島県薬副会長）
豊見　雅文　日薬代議員（広島県薬副会長）
増田　和彦　日薬代議員（広島県薬常務理事）
若松　輝明　日薬代議員（山口県薬会長）
吉田　力久　　　　　　（山口県薬常務理事）
田中　慎二　日薬代議員（島根県薬会長）
津戸富太郎　予備代議員（島根県薬副会長）
小林　健治　日薬代議員（鳥取県薬会長）
田村　憲一　　　　　　（鳥取県薬副会長）
松本　格　　　　　　　（鳥取県薬副会長）
徳吉　公司　予備代議員（鳥取県薬専務理事）
西尾　一俊　　　　　　（鳥取県薬常務理事）
橋浦　隆志　　　　　　（鳥取県薬事務局長）

以上

日薬代議員会中国ブロック会議 in 鳥取

日薬代議員 増田　和彦
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日　時：平成18年7月29日（土）14：00～

場　所：愛媛県

担当・愛媛県薬剤師会

中・四国会長会として事前協議をするようになっ

たのは藤井基之氏が立候補した参議院選挙の前か

らで、足掛け７年を過ぎようとしています。会議

の度に協議内容が増えいつも時間延長をしてお互

いの情報交換の場としています。ここ数年薬剤師

の職能を巡る環境が大幅に変化してきており、法

律改正と相まってその対応に追われる始末です。

中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整

機構の平成17年度事業報告及び収支決算書につい

て報告と承認を専決事項として協議及び承認議決

していただきました。

それに引き続き、第45回・第46回日本薬学会・

日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会につい

て、各県で持ち回りしている現状に鑑み今後各県

薬剤師会レベルでもこの三者が共同で学術大会を

開催できないものか？第45回は今年広島県病院薬

剤師会が担当ですでに予定が組まれています〔平

成18年10月28日（土）29日（日）〕ので今後の課

題として各県薬剤師会に持ち帰って継続的に協議

して行くことに決まりました。

その他、日本薬剤師会と日本学校薬剤師会との

確執に近い状況を如何に解決するのか？

今後の公益法人の業務等の事、実習受入（６年

制）等の問題点、後発医薬品調剤の現状について、

藤井基之キャラバン隊に対する各県薬連の取り組

みについて等々直近の話題・問題について協議し

ました。

特に、広島県から提出しましたのは、日本学校

薬剤師会の社団法人化について、及び日本保険薬

局協会に属する大手チェ－ン調剤薬局の日薬組織

からの脱退と日薬の今後の組織作りについてであ

ります。

初めの問題については、全員が日学薬の社団法

人化については反対であり、最悪日学薬が別法人

を設立するならば、中・四国会長会として各県薬

レベルで日学薬を脱退することを表明する旨を確

認しました。但し、最も大切な事は日薬と日学薬

とのトップ同士が冷静に協議して日薬の組織内の

6日本薬剤師会学校薬剤師部会の部会長として、

三顧の礼を尽くして日本学校薬剤師会の長をお迎

えすること、今後は学校薬剤師部会の事業並びに

予算についてお互いに協議して組織的運営に努め

ること、今までの経緯が如何なるものであろうと

もお互いに大人の解決をしていただきたいという

結論になりました。

日本薬剤師会の今後の組織運営も医薬分業一辺

倒から多岐にわたる事業展開にも地に足を付けて

頑張っていただきたい。

中・四国会長会

会長 前田　泰則
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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。スタディショップⅢ（指導者用） 県薬事務局
40 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅣ（指導者用） 県薬事務局
41 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）
42 健康くれ21「健康くれ体操」 呉
43 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」 呉

44 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】
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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6月24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 2
福助タクシー 古市営業所 2
※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　福山春日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
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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９月１日現在
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(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。
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６月19日 薬学生実務実習受け入れ支部担当責任
者会議の開催について（８/６）（各支
部長）

６月20日 平成18年８月１日からの福祉医療費公
費負担制度の取扱いについて（各支
部長）

６月20日 処方せん医薬品の適正な取扱いの徹底
について（各支部長）

６月21日 夏期休業について（各支部長）
６月26日 医療事故情報収集等事業　第５回報告

書の送付について（各正副会長、各支
部長、調剤事故防止対策委員）

７月４日 広島大学病院・新規採用医薬品及び取
扱い中止医薬品について（各支部長）

７月６日 県薬会誌への寄稿について（各支部
長外）

７月11日 院外処方せんの応需について（各支
部長）

７月11日 広島大学病院・医薬品取扱い変更のお
知らせ（各支部長）

７月13日 平成17年度「薬と健康の週間」におけ
る全国統一事業結果の報告並びに一般
用医薬品の提供に係る服薬指導の充
実・徹底について（各支部長）

７月13日 2005年版「消費者に対する今後の薬
局・薬剤師の行動計画」実施状況の検
証結果の公表並びに未実施支部・会員
への指導徹底について（各支部長）

７月14日 「平成18年度広島県医薬品のより良い
使用啓発事業」の実施について（お願
い）（各支部長）

７月24日 「医療制度改革関連法に関する都道府
県説明会」における薬局の説明につい
て（各支部長、各保険薬局部会担当
理事）

７月25日 良質な医療を提供する体制の確率を図
るための医療法等の一部を改正する法
律の公布について（各支部長）

７月31日 老人保健法施行令等の一部を改正する
政令の施行等について（各支部長）

８月１日 応需薬局の夏休み休業期間について
（各支部長）

８月１日 広島大学病院・医薬品取扱変更のお知
らせ（各支部長）

８月３日 平成18年における組合員証等の検認に
ついて（各支部長）

８月３日 朝日新聞掲載ＰＲ広告の地方紙への転
載及びパンフレットの作成について
（各支部長）

８月３日 医薬分業関係資料（「薬と健康の週間」
啓発資材等）のお申し込みについて
（各支部長）

８月７日 FAXリスト掲載申込書の変更について
（各支部長）

８月９日 研修会の広報について（各支部長）
８月11日 一般新聞への広告掲載について（各支

部長）
８月11日 第39回日本薬剤師会学術大会（於福井

市）の参加助成金について（各支部長）
８月11日 第39回日本薬剤師会学術大会（於福井

市）の取りまとめ締め切り日の変更に
ついて（各支部長）

８月11日 広島県歯科医師国民健康保険組合の一
部負担割合の変更について（各支部長）

県薬より支部長への発簡
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平成18年６月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成18年６月15日（木）午後６時～同７時55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

青野、有村、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。

議事要旨作製責任者：有村健二

１．報告事項
（１）５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）
ア．日本薬剤師会平成18年度第２回理事会
イ．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）に日薬で開催され、薬事法・医療
法の一部改正法案審議等報告があり、医療提供施
設として薬局が位置づけられたことにともない、
これを機に日薬としても努力したい等協議された
旨報告があった。

ウ．日本薬剤師会第57回共済部総会
５月24日（水）に日薬で開催された。報告省略。

エ．7広島原爆障害対策協議会評議員会
５月25日（木）広島市総合健康センターで開催さ
れ、事業を継続的に進めること、被爆障害者の減
少にともなう対応が必要である等の報告があった。

オ．広島県製薬協会来会
５月29日（月）に県薬務室が同行して、広島県製
薬協会担当者が来会され、９月21日（木）にメル
パルク広島で広島県製薬協会講演会が開催され、
参議院議員藤井基之先生、東京大学大学院教授澤
田康文先生が講師をされる予定であることの説明
があり、講演会へ参加者の動員について依頼され
た旨の報告があった。対応は、次回常務理事会で
検討することになった。

カ．7暴力追放広島県民会議理事会・評議員会
５月30日（火）に鯉城会館で開催され、事業報告、
収支決算、役員改選等協議された等の報告があった。

キ．会館使用に伴う分担金の見直しについての打合会
６月５日（月）薬剤師国民健康保険組合より会館
家賃の引き下げの要望に伴って打合せをし、６月
19日（月）組織運営特別委員会で検討することに
なった旨報告があった。

ク．7広島県福祉保健センター理事会
６月８日（木）に広島県健康福祉センターで開催
され、平成18年度予算が承認された等の報告が
あった。

（前田会長・松下副会長）
ア．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）に広島医師会館で開催され、後発
医薬品問題検討特別委員会が新設され、木平副会
長を委員長とし、活動していく旨報告があった。

（加藤副会長）
ア．被爆医療関連施設懇話会
５月24日（水）に広島医師会館で広島県医師会が
主催し初めて開催されたこと。広島県被爆医療施
設として、放射線影響研究所（放影研）、広島赤
十字・原爆病院、広島原爆障害対策協議会の３つ
があるが、被爆者の減少にともない被爆医療部門
を統合できないか等提言されたこと。平成19年に
は報告書をまとめたいこと等の報告があった。

イ．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）に広島県環境保健協会で開催され、
平成14年８月に禁煙支援ネットワークが設立さ
れ、2011年までに成人喫煙率半減という目標にと
もない活動していること、９月２日（土）広島県
看護協会で研修会が開催される等の報告があった。

（木平副会長）
ア．新薬剤師講習会

５月28日（日）に広島県薬剤師会館で開催され、
26人の参加があり、講演、ワークショップが行わ
れた等の報告があった。

イ．薬局実習受け入れ実行委員会
６月７日（水）に開催され、広島大学、福山大学
等の受け入れること、薬局実務実習テキストを改
訂する等の協議された旨報告があった。

ウ．第27回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
６月12日（月）が開催され、11月12日（日）、テー
マを「進化せよ！薬剤師。」として開催すること
になった。特別講演については今後検討すること
になった旨報告があった。

（豊見副会長）
ア．福利厚生特別委員会

５月29日（月）に開催され、指定店契約希望があっ
た４企業の担当者から説明を聞いたこと。㈱サカ
イ引越センター・㈱福利厚生倶楽部中国・アリコ
ジャパンの３企業と契約をすること等が決まった
こと。㈱福利厚生倶楽部中国の会員への告知方法
について常務理事会で協議することとして持ち越
しになった。常務理事会開会時に、㈱福利厚生倶
楽部中国の担当者から資料をもとに再度説明があ
り、協議の結果、現状のとおりで広報することに
なった。

（平井副会長）
ア．支部長･理事合同会議
５月27日（土）開催された。報告省略。

イ．第35回広島県薬剤師会通常総会
５月27日（土）開催された。報告省略。

ウ．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
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６月２日（金）に開催され、平成18年度事業計画
に基づいて協議したこと、広島県圏域地対協研修
会が平成19年２月18日広島市で開催されること、
広島県薬事衛生大会の開催方針を県薬務室とこれ
から打合せをすること等が報告された。

エ．広島県薬務室との平成18年度打合会
６月５日（月）に開催され、麻薬・覚せい剤乱用
防止運動広島大会が10月24日（火）広島国際会議
場で開催されること、医薬品等適正使用推進講習
会を10月頃県内３カ所で開催すること、広島県薬
局業務運営ガイドラインを改訂するための検討会
が設置されること、後発医薬品問題検討特別委員
会が県地対協に設置され、本会より松下副会長、
大塚常務理事が委員として就任することになった
こと、広島県が抗インフルエンザウイルス薬（タ
ミフル）の備蓄を行うこと、広島中毒119番運営
事業費が本年度で終了すること等が協議された旨
報告があった。

（平井副会長・増田常務理事）
ア．第30回全国禁煙アドバイザー育成講習会
６月11日（日）に奈良女子大学開催された。主催
は禁煙マラソン、参加者が200名あった。ニコチ
ン依存症治療が保険適応になったが、自由診療と
保険診療の２本立てとなり、取り扱いに注意が必
要なこと、今後、禁煙支援者を増やす方向で進ん
でいくことになる等の報告があった。

（松下副会長）
ア．薬草に親しむ会（下見）
●平成18年度薬草に親しむ会開催日
西部：９月23日（土・祝）於　広島県立佐伯高等

学校周辺：廿日市市津田
東部：９月24日（日）於　高原の家七塚周辺：庄

原市七塚町
これから、参加者募集等の準備を進めていくとの
報告があった。

イ．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）に開催され、平成18年度事業計画
に基づいて協議された。認定基準薬局新規申請及
び更新薬局、新規保険薬局指定申請薬局との共同
研修会を年３回（西部：６月・２月、東部：10月）
開催すること、認定基準薬局制度運営協議会委員
長に澁谷常務理事、会員委員会委員長に大塚常務
理事が決まったこと、薬事法改正にともない薬局
業務運営ガイドラインの見直しについて県薬務室
と協議することになること等の報告があった。

ウ．平成18年度第１回広島県保険者協議会
６月２日（金）にメルパルク広島で開催され、役
員等の選任、決算の認定、事業計画等審議された。
10月13日（金）・14日（土）に第46回全国国保地
域医療学会が広島国際会議場で開催されること等
の報告があった。

（谷川常務理事）
ア．広報委員会
６月６日（火）に開催して会誌７月号の編集作業

を行ったこと、７月号の発送を、送料・配達スケ
ジュール等考慮して、現行の第三種郵便か宅配業
者メール便にするか次回広報委員会で決定する旨
報告があった。

２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告
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．山県支部総会
５月20日（土）於　北広島町千代田

ウ．三原支部総会
５月27日（土）於　三原グランドパレス

エ．安芸支部総会
５月28日（日）於　サンピア安芸

オ．呉支部総会
５月28日（日）於　呉商工会議所

カ．廿日市支部総会
５月28日（日）於　宮島コーラルホテル

キ．福山支部総会
５月31日（水）於　福山市すこやかセンター

ク．広島県学校薬剤師会総会
６月３日（土）於　広島県薬剤師会館
豊見副会長より、会長が、永野孝夫先生から安佐
支部加藤稔先生へ交代された報告があった。

ケ．広島佐伯支部総会
６月13日（火）於　ミスズガーデン

（２）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

（３）6青少年育成広島県民会議第18回総会（森本事務
局長）
６月14日（水）於　エソール広島

（４）広島県薬剤師連盟正・副会長、正・副幹事長会議
６月10日（土）於　広島県薬剤師会館
松下幹事長より、藤井基之後援会入会名簿の提出
が広島県が低いこと、名簿提出期限が９月まで延
びたこと等報告があり、提出協力の依頼があった。

３．審議事項
（１）広島県老人呆けの人を支える家族の会第25回記念

大会への出席について（松下副会長）
６月24日（土）午後１時から広島県民文化センター
で開催される記念大会へ出席する者の選考があ
り、松下副会長になった。

（２）第21回アジア薬剤師会連合学術大会（FAPA横浜
大会）の参加について（谷川常務理事）
11月18日（土）～21日（火）パシフィコ横浜で開
催される大会について、本会負担分のうち、11名
分を会誌に参加募集告知したいとの提案があり、
協議の結果、了承された。

（３）平成18年度北方領土返還要求運動広島県民会議総
会の出席について（平井副会長）
７月６日（木）午後１時30分より鯉城会館で開催
されるが、諸事情により欠席することになった。

（４）平成18年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事会議
の出席について（加藤副会長）
６月29日（木）午後１時30分より県庁税務庁舎で
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開催される会議へ、加藤副会長が出席することに
なった。

（５）夏期休業について（平井副会長）
今年の夏期休業は、８月12日（土）、13日（日）、
14日（月）、15日（火）の４日間となった。

（６）後援、助成及び協力依頼等について
ア．８.２慰霊の夕べコンサートについて（前田会長）
日時：８月２日（水）午後６時30分から約２時間
場所：広島国際会議場フェニックスホール
主催：８.２慰霊の夕べコンサート実行委員会
本年度から、実行委員長が広島市長から原田康夫
元広島大学長へ代わったこと、広島県医師会より
協力依頼があった等説明があり、相談の上、対応
することになった。

４.その他
（１）次回常務理事会の開催について（平井副会長）

７月20日（木）午後６時
（議事要旨作製責任者【予定】小林啓二常務理事）

（２）第37回日本薬剤師会学術大会の参加について（平
井副会長）

10月８日（日）・９日（月・祝）、福井で開催さ
れる大会へ、役員15名が出席することになった。

（３）支部等総会の開催について（平井副会長）
広島支部６月17日（土）於　広島県薬剤師会館
府中支部６月17日（土）於　府中商工会議所
安佐支部６月18日（日）於　安佐南区民文化センター
三次支部６月23日（金）於　三次ロイヤルホテル
尾道支部６月24日（土）於　尾道ロイヤルホテル

（４）その他
ア．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習
会について（木平副会長）
６年生の長期実務実習を指導することができる薬
剤師を養成する講習会を開くこと、この資格認定
を受けるためには、講義その後ワークショップが
必須となっていること、まず、７月23日（日）福
山すこやかセンターで開催すること等の報告が
あった。

イ．感染症について（豊見副会長）
抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）の備蓄
について、広島県の動向等を踏まえ、本会も検討
しないといけないと報告があった。

（５）その他行事予定
ア．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

イ．広島支部総会
６月17日（土）於　広島県薬剤師会館

ウ．府中支部総会
６月17日（土）於　府中商工会議所

エ．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
６月18日（日）於　広島県薬剤師会館

オ．安佐支部総会
６月18日（日）於　安佐南区民文化センター

カ．組織運営特別委員会

６月19日（月）
キ．平成18年度社会保険医療担当者（薬局）指導打合
せ会議
６月20日（火）

ク．広報委員会
６月20日（火）

ケ．広島県薬剤師研修協議会
６月21日（水）

コ．広島県健康増進普及実行委員会ワーキング
６月21日（水）於　県庁本館

サ．三次支部総会
６月23日（金）於　三次ロイヤルホテル

シ．尾道支部総会
６月24日（土）於　尾道ロイヤルホテル

ス．広島県老人呆けの人を支える家族の会第２５回記
念大会
６月24日（土）於　広島県民文化センター

セ．平成18年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事会議
６月29日（木）於　県庁税務庁舎

ソ．広島県健康増進普及啓発実行委員会
６月29日（木）於　県庁本館

タ．第15回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
６月30日（金）於　岡山県薬業会館

チ．日本薬剤師会職能対策委員会情報システム検討会
７月３日（月）於　東京・日薬

ツ．広島県保健医療計画検討委員会保健医療検討部会
７月３日（月）於　県庁北館

テ．日本薬剤師会賞等選考委員会
７月５日（水）於　東京・日薬

ト．平成18年度北方領土返還要求運動広島県民会議
総会
７月６日（木）於　鯉城会館

ナ．食育推進計画に関する地方公共団体等への説明会
７月６日（木）於　県庁本館

ニ．広島県保健医療計画検討委員会医療提供システム
部会
７月６日（木）於　県庁北館

ヌ．平成18年度広島県薬物乱用対策推進本部会議
７月７日（金）於　鯉城会館

ネ．平成18年度ヒロシマ薬剤師研修会
７月９日（日）於　広大広仁会館

ノ．日本薬剤師会平成18年度第３回理事会
７月12日（水）於　東京・日薬

ハ．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）
７月12日（水）於　東京・日薬

ヒ．日本薬剤師会議事運営委員会
７月12日（木）於　東京・日薬

フ．医療手話講習会（受付・投薬）
７月15日（土）於　広島県立身体障害者リハビリ
テーションセンター

ヘ．医療薬学フォーラム2006第14回クリニカルファー
マシーシンポジウム in OSAKA
７月15日（土）・16日（日）於　大阪国際交流セ
ンター
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ホ．常務理事会
７月20日（木）

マ．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）
７月20日（金）・21日（土）

ミ．平成18年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会
７月22日（土）於　東京・共立薬科大学

ム．日本薬剤師会代議員中国ブロック会議
７月22日（土）・23日（日）於　鳥取県

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

モ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習
会（東部）
７月23日（日）於　福山すこやかセンター

ヤ．中四国会長会
７月29日（土）於　松山市

ユ．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
７月29日（土）・30（日）於　徳島文理大学

ヨ．広島プライマリ・ケア研究会
７月30日（日）於　広島医師会館

（連盟）
ア．日本薬剤師連盟中国ブロック協議会（松下幹事長）
６月17日（土）於　岡山県薬業会館

イ．藤井もとゆき総決起大会（九州・中国・四国ブロッ
ク合同）（松下幹事長）
７月２日（日）に福岡サンパレスで開催される総
決起大会への参加依頼を、各支部長へしているの
で、多数参加していただくよう依頼があった。

平成18年７月定例常務理事会議事要旨

日　時：平成18年７月20日（木）午後６時～同９時15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、
野村、政岡、増田各常務理事

欠席者：木平副会長、有村、野間両常務理事
議事要旨作製責任者：小林常務理事

１．報告事項
（１）６月定例常務理事会議事要旨

確認の上、訂正等があれば、連絡することとされた。
（２）諸通知

諸通知等について、確認された。
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．組織運営特別委員会
６月19日（月）に開催し、薬剤師会館入居の１団
体から家賃軽減の要望が出されている件について
は、本年度については予算化済みのため、来年度

から、近隣の状況も参考にしながら若干引き下げ
る方向で検討したいこと、また、会議等の終了が
遅くなった場合の職員の帰宅への対応について、
正・副会長会議に諮った上で委員会で検討するこ
ととしたことが報告された。

イ．日本薬剤師会賞等選考委員会
７月５日（水）に日本薬剤師会で開催され、中国
ブロックから推薦していた日薬賞の元山口県薬剤
師会会長佐村氏及び功労賞の前本会副会長の森井
紀夫氏がいずれも授賞が決定し、福井県で開催の
日本薬剤師会学術大会で表彰されることとなった
ことが報告された。

ウ．日本薬剤師会平成18年度第３回理事会
エ．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）
７月12日（水）の午前、午後に、理事会及び連絡
協議会が日本薬剤師会で開催され、新しい薬剤師
行動計画検討の案が出ているので、今後、県薬へ
も何らかの要請が出てくることが考えられるこ
と、また、日本学校薬剤師会の社団法人化の動き
があり、日薬は反対の態度であり、県薬において
も話し合いをしていること、また、薬価改定を毎
年行うとの話が出ているが、そうならないように
水面下で行動していることが報告された。

オ．医療薬学フォーラム2006第14回クリニカルファー
マシーシンポジウム in OSAKA
７月15日（土）・16日（日）に大阪国際交流セン
ターで開催され、「新時代の医療薬学への澪つく
し～医療と科学の懸け橋を目指して～」というテー
マに演題募集されており、専門領域に関する内容
であったが、幅広い分野からの参加者があったこ
とが報告された。

（加藤副会長）
ア．平成18年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事会議
６月29日（木）に県庁税務庁舎で開催され、平成
17年度における薬物乱用対策として、県、中国四
国厚生局麻薬取締部等関係機関から、マスコミを
通じた広報活動や青少年を対象とした指導啓発活
動等の実施報告があったこと、平成18年度薬物乱
用防止対策推進案として、MDMAが拡散状態に
あることから、国の新５カ年戦略を踏まえて関係
機関、団体が連携を密にして総合的な効果を得ら
れるよう対策を講じていくこととされたこと、ま
た、本年10月24日に広島国際会議場フェニックス
ホールで、中四国地域における麻薬・覚せい剤乱
用防止運動広島大会が開催されることになってお
り、薬剤師会にも協力を要請されたことなどが報
告された。

イ．食育推進計画に関する地方公共団体等への説明会
７月６日（木）に県庁本館で内閣府の主催で開催
され、中四国の県、市町村の食育関係職員と広島
県薬剤師会、同栄養士会及び同食品衛生協会の関
係団体が参加し、内閣府食育推進室参事官から食
育推進基本計画策定の経緯と概要の説明があった
ことが報告された。

ウ．業務分担③担当理事打合会
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７月19日（水）に開催し、研修会の広報について、
2004年９月に青年薬剤師会が研修会カレンダーを
運用しており、このシステムをそのまま研修協議
会のカレンダーとして採用して運用することとし
たこと、その他、国際大学の薬局実習についてな
ど全部で６項目について協議したことが報告さ
れた。

（豊見副会長）
ア．厚生労働省並びに広島社会保険事務局及び広島県
との共同による社会保険医療担当者の個別指導
７月13日（木）・14日（金）に、午前は薬局にお
ける実地指導、午後はKKR広島を会場として指
導が行われたことが報告された。

（豊見副会長）
ア．平成18年度社会保険医療担当者（薬局）指導打合
せ会議
６月20日（火）に開催され、例年どおり、集団的
個別指導及び個別指導が行われることが報告さ
れた。

イ．日本薬剤師会職能対策委員会情報システム検討会
７月３日（月）に日薬で開催され、日薬では新し
いメールアドレスを会員番号から割り当てること
にしており、これによって例えばe-メールソフト
アウトルックエクスプレスを使って、日薬からの
メールを受け取ることができるようになること日
薬にOCNのIT電話の導入されることに伴い、県
薬でもこれを導入することにより日薬や他の県薬
同士の通話料金が無料になるので、本会も会館の
電話についても導入を検討していくこと、また、
日薬では、簡単な打合せなどの会議を県薬に置い
た装置でテレビ会議を実施すること、E-LANシス
テムによるコンピューターを使った研修の実施に
ついても検討されていること、また、日薬で試み
による後発医薬品のデータベース化が行われてい
ることが、報告された。

ウ．広島県保健医療計画検討委員会医療提供システム
部会
７月６日（木）に県庁北館で開催され、現在検討
中の医療計画における薬剤師、薬局に関わる記述
についての追記、修正等について報告された。

（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
６月18日（日）に広島県薬剤師会館で開催し、86

薬局から88名の参加があったことが報告された。
また、澁谷常務理事から、認定基準薬局の申請に
当たり、認定基準薬局についての認識を新たにし、
その必要性及び薬局の地位向上に果たす役割に思
いをいたすよう要請したことが追加報告された。

イ．広島県老人呆けの人を支える家族の会第25回記念
大会
６月24日（土）に広島県民文化センターで開催さ
れたことが報告された。

ウ．広島県保健医療計画検討委員会保健医療検討部会
７月３日（月）に県庁北館で開催され、小児医療、

高度医療のほか、自殺対策基本法の制定に伴う記
述の追加、伝染病関係の記述の改定等について意
見があったことが報告された。

エ．日本薬剤師会議事運営委員会
７月13日（木）に日薬で開催され、８月下旬の代
議員会についての打合せをしたことが報告された。

オ．県立広島病院臨床腫瘍科開設式
７月20日（木）に県立広島病院で開催され、術後
治療又は手術のできない治療を化学治療によって
行う科で、ここでは、医師、薬剤師、看護師各２
名が配置され、主体は薬剤師であるとの報告をさ
れた。

（大塚常務理事）
ア．広島県地域保健対策協議会後発医薬品問題検討特
別委員会
７月12日（水）に広島医師会館において、木平副
会長が議長となって開催され、後発医薬品に係る
様々な問題点について県レベルでどの様な取り組
みをしていくか、アンケート調査について、内容
をどの様なものにするか、各団体等から後発医薬
品について提起された問題点をどの様に盛り込ん
でいくか、といったことについて協議したことが
報告された。

（青野常務理事）
ア．広報委員会
７月５日（水）に開催し、９月号会誌の段組、原
稿執筆依頼等について協議したことが報告された。

（田口常務理事）
ア．第15回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
６月30日（金）に岡山県薬業会館で開催され、本
年度の学生実習の配置状況の報告があり、現在、
概ね、全員希望どおりの場所へ行けることになっ
ていること、薬学生の受け入れにおいて指導薬剤
師の養成が急務であるので、本年度、徳島、福山、
岡山の３箇所でワークショップが開かれること、
また、今週土曜日に福山において学生を送り出す
ときの試験（オスキー）が行われ、本会から３名
が参加するになったことが報告された。

（谷川常務理事）
ア．広報委員会
６月20日（火）に開催し、７月号の会誌の最終校
正をしたこと、５月号については従来の第３種郵
便ではなく、ヒューマンネット社のメール便を使
って発送したが，約束した期間内に配達されてお
り、次回も同社に委託することとしたことが報告
された。

イ．広島県薬剤師研修協議会
６月21日（水）に広島県薬剤師会館で開催し、年
間の行事予定について協議したこと、研修認定薬
剤師の参加を増やすためや認定を受けてもらうた
めの方策として、研修会への参加費が必要な場合
の減免について、来年度に向けて検討することと
したこと、青年薬剤師会がホームページ上で運営
していた研修会カレンダーを研修協議会で運営す
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る案を７月19日に開催された分担③担当の会議へ
提出したことが報告された。

ウ．平成18年度ヒロシマ薬剤師研修会
７月９日（日）に広島大学広仁会館において開催
され、参加人数79名であったこと、研修内容は、
谷川教授による救急医療について除細動器を使っ
た研修や、川村教授によるコミュニケーションの
とり方について研修をし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
６月29日（木）に県庁本館で開催され、子どもの
健康づくりとして朝食キャンペーンにおける私の
おすすめ朝食レシピコンテストの開催、働き盛り
の健康づくりとしてメタボリックシンドロームの
概念普及や生活習慣病予防の講習会等平成18年度
の事業計画について協議したことが報告された。

（森本事務局長）
ア．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日（金）の両日、大阪府薬剤
師会館で開催され、講演のほか今回から分科会方
式が取り入れられ、各県の状況についての情報交
換等が行われた旨の報告があった。

２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告

支部総会が、次のとおり開催されたことが報告された。
ア．広島支部６月17日（土）於　広島県薬剤師会館
イ．府中支部６月17日（土）於　府中商工会議所
ウ．安佐支部６月18日（日）於　安佐南区民文化センター
エ．三次支部６月23日（金）於　三次ロイヤルホテル
オ．尾道支部６月24日（土）於　尾道ロイヤルホテル

３．審議事項
（１）日本薬剤師会代議員中国ブロック会議の提出議題

について（松下副会長）
７月22日（土）・23日（日）に鳥取県で開催され
る会議の提出議題については、次の３項目とされ
た。
①日本学校薬剤師会について
②新薬剤師行動計画について
③分類１における11成分を増やすことが巷間で言
われているが、日薬の考え方（取り組み）につ
いて

（２）中国新聞の広告掲載について（松下副会長）
８月15日（火）に中国新聞に掲載予定の広告につ
いては、平成17年10月17日に同紙に掲載した内容
の一部を変更して掲載することとされた。

（３）安芸太田町加計病院ＦＡＸ送信窓口運営費用助成
金申請書について（豊見副会長）
支部に所属する設備として運営するため、電話加
入名義の支部名義への変更等を確認の上、申請額
のとおり助成することとされた。

（４）健康福祉祭への協力について（増田常務理事）
８月30日（水）・31日（木）に県民文化センター
で開催される健康福祉祭への協力は、無料の配付

資料の提供によることとされた。
（５）広島県地域保健対策協議会後発医薬品問題検討特

別委員会委員の就任について
（平井副会長）

次の２名を推薦することとされた。
松下憲明副会長
大塚幸三常務理事
活動期間：平成18年４月１日～平成19年３月31日

（６）広島県地域・職域連携推進協議会委員の推薦につ
いて（平井副会長）
加藤哲也副会長を推薦することとされた。
任期：承諾日～平成20年３月31日

（７）がん対策推進協議会委員の推薦について（平井副
会長）
加藤哲也副会長を推薦することとされた。

（８）広島県製薬協会講演会の参加について（平井副
会長）
９月21日（木）にメルパルク広島で開催されるこ
の講演会に、常務理事以上は全員参加することと
された。

（９）第39回日本薬剤師会学術大会の参加について（平
井副会長）
10月８日（日）・９日（月・祝）於　福井市
150名参加依頼（昨年、福井県薬へ40名要請、83

名来広）
現時点での参加申込数を、照会することとされた。

（10）後援、助成及び協力依頼等について（平井副会長）
ア．第17回メディムジカ・アンサンブル定期演奏会の
協賛金について
と　き：９月９日（土）
ところ：広島市西区民文化センター
平成17年度協賛金：３万円
協賛しないこととされた。

イ．平成18年度広島県身体障害者福祉大会の助成につ
いて
と　き：９月15日（金）
ところ：広島県立みよし公園
平成17年度助成金：１万円
助成しないこととされた。

ウ．広島少年合唱隊第47回定期演奏会の「プログラム
等への広告掲載」について
と　き：10月28日（土）
ところ：広島アステールプラザ
助成しないこととされた。

エ．JPPNW医学生の第17回IPPNW世界大会（ヘルシ
ンキ大会）参加に対する援助依頼について
と　き：９月７日（木）～10日（日）
ところ：フィンランド・ヘルシンキ
他団体に対応を照会することとされた。

４.その他
（１）次回常務理事会の開催について

８月17日（木）午後６時から開催することとされた。
（議事要旨作製責任者重森友幸常務理事）

（２）平成18年度日本薬剤師会功労賞
前副会長森井紀夫氏（廿日市支部）に決定したこ
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とが報告された。
（３）書籍申込等の案内告知について（平井副会長）

㈱神陵文庫から依頼のあったファックス一斉同報
に、応じることとされた。
なお、費用については、過去の一斉同報による
ファックス料金を調べてみることとされた。

（４）支部等総会の開催について
次により開催されることとなった。
広島県青年薬剤師会総会７月30日（日）於　広島
県薬剤師会館

（５）その他行事報告
ア．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）
７月20日（木）・21日（金）於　ホテルセンチュ
リー21広島

イ．正・副会長会議
７月21日（金）

ウ．広島県国民健康保険団体連合会理事長来会
７月21日（金）

エ．広島県地域保健対策協議会緩和ケア推進専門委員
会（第１回）
７月21日（金）於　広島医師会館

オ．平成18年度福山大学OSCEミニトライアル
７月22日（土）於　福山大学

カ．平成18年度認定実務実習指導薬剤師養成講習会
７月22日（土）於　東京・共立薬科大学

キ．日本薬剤師会代議員中国ブロック会議
７月22日（土）・23日（日）於　鳥取県

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

ケ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習
会（東部）
７月23日（日）於　福山すこやかセンター

コ．薬剤師禁煙支援アドバイザー認定制度特別委員会
７月25日（火）

サ．平成18年度「薬草に親しむ会」担当役員打合会
７月28日（金）

シ．中四国会長会
７月29日（土）於　愛媛県

ス．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
７月29日（土）・30日（日）於　徳島文理大学

セ．広島プライマリ・ケア研究会
７月30日（日）於　広島医師会館

ソ．広島県青年薬剤師会総会
７月30日（日）於　広島県薬剤師会館

タ．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
８月３日（木）於　カレントコスモ

チ．広報委員会
８月４日（金）

ツ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習
会（西部）

８月６日（日）於　広島県薬剤師会館
テ．広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式
８月６日（日）於　広島平和公園

ト．常務理事会
８月17日（木）

ナ．広報委員会
８月18日（金）

ニ．第50回三師会展
８月22日（火）～27（日）於　広島県立美術館
今回は、50回記念として開催され、過去の出展者
も含めて記念品を送ることとされている。
県薬としては、同好会への関与は一切しないこと
とし、従来からの事務局による手伝いも取り止め
て、今後は会員によって対応してもらうこととさ
れた。
ただし、本年度については、事前に告知していな
いので、従来どおり、本会が経費を負担すること
とされた。

ヌ．日本薬剤師会平成18年度第４回理事会
８月25日（金）於　東京・虎ノ門パストラル

ネ．日本薬剤師会第101回臨時代議員会
８月26日（土）・27日（日）於　東京・虎ノ門パ
ストラル

ノ．日本薬剤師会第65回通常総会
８月27日（日）於　東京・虎ノ門パストラル

ハ．第52回中国地区公衆衛生学会
８月31日（木）・９月１日（金）於　鳥取

ヒ．広島県禁煙支援ネットワーク第５回研修会（公開
講座）
９月２日（土）

フ．第17回IPPNW世界大会（ヘルシンキ大会）
９月７日（木）～10日（日）於　フィンランド・
ヘルシンキ

ヘ．認定実務実習指導薬剤師養成第２回薬剤師のため
のワークショップ（中国・四国）in 福山
９月17日（日）・18日（月・祝）於　福山大学

ホ．広島県製薬協会講演会
９月21日（木）於　メルパルク広島

マ．常務理事会
９月21日（木）

ミ．薬草に親しむ会（東部）
９月23日（土）於　高原の家七塚周辺

ム．薬草に親しむ会（西部）
９月24日（日）於　広島県立佐伯高等学校周辺



広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.5 41

行　　事　　内　　容日　　付
６月21日 水 ・広島県健康増進普及実行委員

会ワーキング会議
（県庁本館）

・広島県薬剤師研修協議会
23日 金 三次支部総会

（三次ロイヤルホテル）
24日 土 ・尾道支部総会

（尾道ロイヤルホテル）
・広島県老人呆けの人を支える
家族の会第25回記念大会
（広島県民文化センター）

25日 日 ・平成18年度介護支援専門員協
会定期総会・向上研修会

（広島国際会議場）
・626ヤング街頭キャンペーン

29日 木 ・広島県健康増進普及啓発実行
委員会（県庁本館）
・平成18年度広島県薬物乱用対
策推進本部幹事会議

（県庁税務庁舎）
30日 金 ・第15回病院・薬局実務実習中

国・四国地区調整機構会議
（岡山県薬業会館）

・広島県国民健康保険団体連合
会中谷和彌会長来会

７月３日 月 ・日本薬剤師会職能対策委員会
情報システム検討会（東京）
・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）
５日 水 ・日本薬剤師会賞等選考委員会

（東京）
・広報委員会

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）

県 薬 日 誌 行　　事　　内　　容日　　付
７月７日 金 平成18年度広島県薬物乱用対策

推進本部会議（鯉城会館）
９日 日 平成18年度ヒロシマ薬剤師研修

会（広大　広仁会館）
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）
・広島県地域保健対策協議会後
発医薬品問題検討特別委員会

（広島医師会館）
・広島県健康増進普及実行委員
会ワーキング会議

（県庁農林庁舎）
・広島県福祉保健部医療対策室
来会

13日 木 日本薬剤師会議事運営委員会
（東京）

13・14日 厚生労働省並びに広島社会保険
事務局及び広島県との共同によ
る社会保険医療担当者の個別指
導（ＫＫＲ広島）

15・16日 医療薬学フォーラム2006第14回
クリニカルファーマシーシンポ
ジウム in OSAKA

（大阪国際交流センター）
19日 水 業務分担③担当理事打合会
20日 木 ・県立広島病院臨床腫瘍科開設

式（県立広島病院）
・常務理事会

21日 金 ・正・副会長会議
・広島県国民健康保険団体連合
会理事長来会
・広島県地域保健対策協議会緩
和ケア推進専門委員会（第１
回）（広島医師会館）

22日 土 ・平成18年度福山大学OSCEミ
ニトライアル（福山大学）
・平成18年度認定実務実習指導
薬剤師養成講習会（東京）

22・23日 ・日本薬剤師会代議員中国ブ
ロック会議（鳥取）
・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）
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行　　事　　内　　容日　　付
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（東部）
（福山すこやかセンター）

25日 火 薬剤師禁煙支援アドバイザー認
定制度特別委員会

26日 水 認定基準薬局制度運営協議会
28日 金 平成18年度「薬草に親しむ会」

担当役員打合会
29日 土 中・四国会長会（愛媛）

29・30日 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（徳島文理大学）

30日 日 ・第18回広島プライマリ・ケア
研究会（広島医師会館）
・広島県青年薬剤師会総会

８月１日 火 広島県福祉保健部福祉保健総務
室打合せ（県庁）

３日 木 ・組織運営特別委員会

行　　事　　内　　容日　　付
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）

４日 金 広報委員会
６日 日 ・広島市原爆死没者慰霊式並び

に平和記念式（広島平和公園）
・薬学生実務実習受け入れ支部
担当責任者会議
・広島県薬剤師会認定実務実習
指導薬剤師養成講習会（西部）

７日 月 日本薬剤師会薬局製剤・漢方委
員会（東京）

９日 水 広島県へ土地購入について要望
（県庁）

10日 木 ・会計部担当役員打合会
・組織運営特別委員会

17日 木 常務理事会
18日 金 広報委員会
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行事予定（平成18年9月～平成18年11月） 
 9月 1 日（金）広島県保健医療計画検討委員会（県庁北館） 
　　　〃　　　　第52回中国地区公衆衛生学会（鳥取） 
 9月 2 日（土）広島県禁煙支援ネットワーク運営委員会・研修会（広島県看護協会会館） 
 9月 3 日（日）薬事衛生指導員及び禁煙支援アドバイザー講習会 
 9月 7 日（木）保険薬局部会担当理事打合会 
 9月 9 日（土）組織運営特別委員会 
 9月14日（木）広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の共同集団指導（東区民文化センター） 
 9月16日（土）中国五県薬剤師会事務局長会議（岡山） 
 9月17日（日）

認定実務実習指導薬剤師養成第2回薬剤師のためのワークショップ（中国・四国）in 福山（福山大学） 
 9月18日（月） 
 9月19日（火）組織運営特別委員会 
 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）広島県立佐伯高等学校周辺 
 9月28日（木）組織運営特別委員会 
10月 7 日（土）日本薬剤師会平成18年度第3回地方連絡協議会（都道府県会長会）（福井） 
10月 8 日（日）

第38回日本薬剤師会学術大会（福井） 
10月 9 日（月） 
10月 8 日（日）平成18年度日本薬剤師会賞及び同功労賞並びに同有功賞（団体）授賞式（福井） 
　　　〃　　　　平成18年度全国薬剤師研修協議会実務担当者会議（福井） 
10月 9 日（月）～15日（日）平成18年度「40歳からの健康週間」 
10月12日（木）広島社会保険事務局・広島県による社会保険医療担当者（保険薬局及び保険薬剤師）の共同集団指導（サンピア福山） 
10月13日（金）藤井もとゆき先生福山大学講演（福山） 
10月13日（金）

第46回全国国保地域医療学会（広島国際会議場・リーガロイヤルホテル広島） 
10月14日（土） 
10月14日（土）第46回全国国保地域医療学会市民公開講座（広島国際会議場） 
10月15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（福山商工会議所） 
10月17日（火）～23日（月）薬と健康の週間 
10月19日（木）常務理事会 
10月22日（日）平成18年度広島県介護支援専門員実務研修受講試験（広島大学） 
10月24日（火）麻薬・覚せい剤乱用防止運動広島大会（広島国際会議場） 
10月28日（土）

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（広島国際会議場） 
10月29日（日） 
11月12日（日）第27回広島県薬剤師会学術大会 
11月16日（木）常務理事会 
11月17日（金）日本薬剤師会平成18年度第5回理事会（横浜） 
11月18日（土）日本薬剤師会平成18年度第4回地方連絡協議会（都道府県会長会）（横浜） 
11月18日（土）～21日（火）第21回アジア薬剤師会連合学術大会（FAPA横浜大会）（横浜） 
11月24日（金）平成18年度広島県四師会役員連絡協議会（広島全日空ホテル） 

｝ 

｝ 

｝ 

｝ 



広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.5 47

安佐支部 

加 藤 頼 孝 

　趣味で草サッカーをやっていますが30歳を過
ぎての炎天下サッカーは頭から溶けてしまいそ
うです。みなさんも是非一度してみてください！
ちなみに最近はオゾンホールの影響で日差しも
強くなりグラウンドに立ってるだけで頭の中が
沸騰しそうなので……水泳始めました！ 

か とう より たか 

安佐支部 

岩 井 有 見 

　調剤薬局で働き始めて４ヶ月。やっと満員
電車での通勤にも慣れました。仕事の方はま
だ分からないことが沢山ありますが、薬局の
方々に支えて頂きながら頑張っています。 

いわ い ゆ み 

安佐支部 

岡 嵜 由 子 

　これと言った趣味もないのですが、毎年の
ように今年はやせるぞ！と言っているのが趣
味の一つになりそうです。なんとか来年の目
標は変えてみたいものです。 
 

おか ざき ゆう こ 

安芸支部 

石 橋 弘 吉 

　はじめまして。長いこと広島を離れていて、
この度久しぶりに戻ってきました。まだまだ
未熟者ですが、これからは薬局、薬剤師会に
お役に立てるよう、日々精進していきたいと
思います。趣味のフットサルもボチボチ頑張
りながら… 

いし ばし こう きち 

会 員 紹 介  会 員 紹 介  会 員 紹 介  ○ 38○ 38○ 38

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。）

Pharmacist’s HolidayPharmacist’s Holiday
～薬剤師の休日～ ～薬剤師の休日～ 

新企画

の募集で～す
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会 　 計 八　木　鈴　恵
県薬代議員 杉　田　善　信

〃 清　原　厚　子
〃 中　本　明　春

県薬予備代議員 小　谷　嘉　久
〃 水　上　智　博
〃 政　岡　　　淳

支 部 長 加　藤　哲　也
副 支 部 長 木　村　昌　彦

〃 青　野　拓　郎
〃 土　井　郁　郎
〃 荒　田　吉　丸

支 部 理 事 寺　部　森　三
〃 下田代　幹　太
〃 貞　永　昌　夫
〃 林　　　真理子
〃 秋　本　浩　志
〃 山　田　光　恵
〃 増　田　和　彦
〃 佐々木　勇　二
〃 栗　原　百合子
〃 灘　岡　直　隆
〃 栗　岡　真樹子
〃 加　藤　頼　孝

監 　 事 森　本　繁　治
〃 三　部　敏　雄

総務・庶務 土　井　郁　郎
会 　 計 土　井　郁　郎

〃 下田代　幹　太
県薬代議員 木　村　昌　彦

〃 荒　田　吉　丸
〃 土　井　郁　郎
〃 寺　部　森　三
〃 下田代　幹　太
〃 林　　　真理子
〃 貞　永　昌　夫
〃 秋　本　浩　志

県薬予備代議員 栗　原　百合子
〃 栗　岡　真樹子

県薬代議員 二　川　　　博
〃 藤　山　り　さ

県薬予備代議員 藏　田　元　二
〃 清　水　英　雄
〃 西　永　義　憲

支 部 長 村　上　和　義
副 支 部 長 浜　田　恵　子

〃 赤　尾　功　制
支 部 理 事 田　頭　　　誠

〃 松　岡　志　保
〃 宮　地　　　理
〃 寺　西　俊　雄
〃 森　　　健　治
〃 岡　野　純　子
〃 小森山　雅　士
〃 村　上　裕　子

監 　 事 岩　本　　　仁
〃 村　上　美恵子

総務・庶務 津　国　美　香
会 　 計 岡　野　郁　美
県薬代議員 赤　尾　功　制
県薬予備代議員 岩　本　　　仁

支 部 長 杉　田　善　信
副 支 部 長 中　元　卓　郎

〃 福　山　邦　子
〃 政　岡　　　淳
〃 三　上　芳　之

支 部 理 事 小　谷　嘉　久
〃 高　野　美津江
〃 渡　邉　勝　一
〃 石　田　裕　康
〃 宮　庄　雅　義

監 　 事 新　家　八千代
〃 中　島　明　美

総務・庶務 中　本　明　春
〃 新　家　八千代
〃 佐久間　隆　三

支 部 長 宗　　　文　彦
副 支 部 長 長谷川　項　一

〃 呑　田　敬　三
支 部 理 事 池　田　和　彦

〃 樽　谷　嘉　久
〃 豊　見　雅　文
〃 豊　見　　　敦
〃 長　坂　晃　治
〃 中　野　仁　美
〃 森　川　高　士
〃 安　田　敬　子

監 　 事 藤　本　太　志
〃 清　水　京　子

総務・庶務 長谷部　洋　子
会 　 計 豊　見　雅　文
県薬代議員 長谷川　項　一
〃 呑　田　敬　三
〃 長　坂　晃　治

県薬予備代議員 池　田　和　彦
〃 樽　谷　嘉　久
〃 中　野　仁　美

支 部 長 森　井　紀　夫
副 支 部 長 藏　田　元　二

〃 清　水　英　雄
〃 渡　邊　英　晶

支 部 理 事 田　中　　　裕
〃 長　澤　二　郎
〃 藤　山　り　さ
〃 二　川　　　博
〃 石　本　晃一郎
〃 大　田　顕　代
〃 渡　辺　理恵子

監 　 事 栗　栖　淑　哲
〃 冨　永　功　子

総務・庶務 藏　田　元　二
会 　 計 藏　田　元　二
県薬代議員 渡　邊　英　晶

支 部 役 員 名 簿

因 島 支 部

安 佐 支 部

広 島 佐 伯 支 部

廿 日 市 支 部
三 次 支 部
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県薬予備代議員 佐々木　勇　二
〃 灘　岡　直　隆
〃 加　藤　頼　孝
〃 野　崎　千恵子
〃 森　本　繁　治
〃 山　田　光　恵

支 部 長 金　好　康　隆
副 支 部 長 竹　乗　秀　晴

〃 出　口　正　光
〃 松　森　隆　志
〃 川　崎　一　仁

支 部 理 事 前　信　加代子
〃 桃　原　泰　誠
〃 新　佛　真紀子
〃 島　崎　一　郎
〃 神　田　直　弘
〃 中　石　真　妃
〃 藤　政　智　栄
〃 木　村　亜　貴
〃 林　　　謙太郎

監 　 事 岡　田　泰　彦
〃 市　川　孝　治

総務・庶務 川　崎　一　仁
会 　 計 川　崎　一　仁
県薬代議員 竹　乗　秀　晴

〃 出　口　正　光
〃 川　崎　一　仁
〃 前　信　加代子

県薬代議員 藤　政　智　栄
県薬予備代議員 岩　木　由　子
〃 島　崎　一　郎
〃 松　森　隆　志
〃 新　佛　真紀子
〃 林　　　謙太郎

支 部 長 安　藤　嘉　己
副 支 部 長 田　辺　ナ　オ

〃 中　　　壽　美
支 部 理 事 工　藤　重　子

〃 麻　生　祐　司
〃 伊　駒　尊　子

支 部 理 事 下　田　篤　子
〃 横　田　いつ子
〃 児　玉　信　行
〃 近　政　定　章
〃 豊　田　芳　彦
〃 恵　谷　展　幸
〃 水　尾　　　力
〃 行　広　計　人
〃 吉　岡　美由紀
〃 唐　崎　浩　子
〃 串　田　慎　也

監 　 事 小　林　国　平
〃 御　園　八重子

総務・庶務 麻　生　祐　司
〃 中　　　壽　美

会 　 計 吉　岡　美由紀
〃 唐　崎　浩　子
〃 伊　駒　尊　子
〃 信　宗　登　女

県薬代議員 行　広　計　人
〃 伊　駒　尊　子
〃 下　田　篤　子
〃 横　田　いつ子

県薬予備代議員 横　田　　　進
〃 吉　岡　美由紀
〃 田　辺　ナ　オ
〃 串　田　慎　也

支 部 長 水　羽　和　成
副 支 部 長 北　村　郷四郎
〃 金　森　久　幸

支 部 幹 事 高　垣　和　子
〃 山　本　博　文
〃 中　村　真樹夫
〃 城　本　隆　昭
〃 島　岡　　　敏

監 　 事 布　施　淳　一
総務・庶務 星　野　　　響
会 　 計 星　野　　　響
県薬代議員 石　原　長　造
〃 仲　本　典　正

県薬予備代議員 有　馬　明　彦
〃 星　野　　　響

支 部 長 野　村　祐　仁
副 支 部 長 木　村　章　彦

〃 河　内　一　仁
〃 政　岡　　　醇
〃 宮　本　一　彦

支 部 理 事 今　田　考　昭
〃 今　田　哲　生
〃 形　部　宏　文
〃 楠　本　泰　臣
〃 坂　本　　　徹
〃 武　末　玲　子
〃 友　田　泰　樹
〃 中　川　潤　子
〃 長　坂　晋　次
〃 中　野　真　豪
〃 橋　本　洋　子
〃 細　田　正　紀
〃 前　田　修　一
〃 向　井　　　良
〃 村　岡　信　也
〃 森　川　悦　子
〃 吉　川　勇　人
〃 吉　村　知　幸

監 　 事 紙　田　英　昭
〃 山　内　純　子

総務・庶務 河　内　一　仁
会 　 計 河　内　一　仁

〃 政　岡　　　醇
〃 前　田　修　一

県薬代議員 池　田　康　彦
〃 今　田　考　昭
〃 今　田　哲　生
〃 加　藤　淳　司
〃 神　原　俟　子
〃 木　村　章　彦
〃 河　内　一　仁
〃 武　末　玲　子
〃 中　川　潤　子
〃 長　坂　晋　次
〃 中　野　真　豪
〃 永　野　孝　夫
〃 細　田　正　紀

東 広 島 支 部

尾 道 支 部

行 政 支 部

広 島 支 部
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県薬代議員 宮　本　一　彦
〃 村　岡　信　也
〃 森　川　悦　子
〃 山　本　和　彦
〃 吉　川　勇　人
〃 吉　村　知　幸

県薬予備代議員 岡　田　　　甫
〃 菊　一　瓔　子
〃 楠　本　泰　臣
〃 紙　田　英　昭
〃 形　部　宏　文
〃 近　藤　元　恵
〃 坂　本　　　徹

県薬予備代議員 橋　本　洋　子
〃 辰　本　洋　子
〃 友　田　泰　樹
〃 向　井　　　良
〃 山　内　純　子

支 部 長 靹　森　　　郭
副 支 部 長 山　岡　恵美子

〃 松　本　久二子
〃 堀　　　裕　子

支 部 理 事 橘　高　道　則
〃 横　山　悦　子

支 部 理 事 寺　岡　初　枝
〃 山　口　恵　徳

監 　 事 皿　田　好　子
〃 河　村　敬　子

総務・庶務 寺　岡　初　枝
会 　 計 橘　高　道　則

〃 盛　多　美　恵
県薬代議員 鞆　森　　　郭

〃 山　岡　恵美子
〃 松　本　久二子

県薬予備代議員 小　森　泰　雄
〃 山　口　恵　徳
〃 寺　岡　初　枝

府 中 支 部

６月６日（火）、午後６時30分よ
り大竹市商工会議所にて「AED
（自動対外式除細動器）を使ってみ
よう」というテーマで大竹中央ク
リニック院長荒田寿彦先生をお招

きし、講義と実習が開催されました。
普段なじみのない内容ということもあり、小さ

い支部にしては異例の30人を越える多くの方が出
席され大盛況となりました。
まずは救命救急センターの体制に従い、第一次

から第三次までのランク付けがなされていること
から説明され、実際県内のどの病院が第何次に属
しているのかを参加者に次々質問して答えていっ
てもらうといった形式で始まり、とてもアット
ホームな雰囲気で会場も盛り上がりました。
更に実際人が倒れている場合、まずその人に意

識があるか否か、呼吸をしているか否か、等から、
対応をどう判断するのか？呼吸をしていない場合
AED到着までの人工呼吸と心臓マッサージはど

のようにすればよいか？
普段意外と教わることのない常識を丁寧に解説
してもらい、AEDの操作説明へと入っていきま
した。ネックレス、エレキバン等の金属は事前に
外しておくなど多少の注意点はあるものの、操作
は音声ガイドに従って操作すれば良い意外にシン
プルなものでした。
最後に何人かの方に実際人形を使って講義され
た手順をもとに、AEDの到着まで人工呼吸から
心臓マッサージでつなぎ、到着してから機器の操
作に至るまでの一連の流れを実践してもらい、非
常に意義ある講義及び実習となりました。突然の
心停止を起こした場合１分ごとに10％の割合で生
存率が低下していくとのことですので、救急車が
到着するまでの数分間が生死を大きく左右するこ
とになります。
緊急時に備えた主要な場所へのAEDの設置の

普及とスピーディーな処置が行えるようになるこ
とにより、人命を救う機会が増えるのは勿論のこ
と、脳の酸欠による後遺症といった厄介なものの
防止にもつながります。
日本の医療制度は大変恵まれているとは思いま
すが、こういった救急救命対策の発展にも期待し
たいものです。

平成18年大竹市薬剤師会研修会報告

奥本　　啓

＜大竹支部＞

大竹支部／安佐支部／広島佐伯支部
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安佐支部の平成18年度の総会は、
この６月に安佐区民文化センター
で行われました。前田県薬会長の
ご挨拶で始まり、参議院選に向け
ての支部の取り組みについてのご

指摘をいただき、いつにない立ち上がりの遅さを
実感しました。――反省。
その後、各活動報告が行われ、会計報告、予算
案承認と、滞りなく進みました。
忌憚のない意見や、質問も出ましたが、夫々質
疑応答され、予定時間内に終了しました。
いつも感じる事ですが、異議なしの総会はある
意味進歩がありません。各支部の抱える問題は
個々に大きく違いがあると思います。
これからの活動の展望にしても、会員数が増え
るにつれ益々難しくなっています。もっと議論が
必要だと―頭数だけ役員―の私も思います。
役員で、実際会の為の仕事をされている方の業
務は大変で、本来の薬剤師としての自分の仕事が
制限されているのも問題です。
ではどのような会の運営が効率的で理想的なの
か、考えてはみるのですが、私にとってこれは
少々荷の重い難しい問題です。
とりもなおさず、昨年の学術大会では若い方が
多く参加してくださり、その能力をしっかり発揮
され、とても逞しく感じられたものです。
その勢いにのって、我が支部会長は、大会終了
後周囲の視線も気にせず、大きな一本締めを突然

に要請しました。瞬時にそれに応えてしまった
面々――これも支部の団結力の表れと言えなくも
ないかと、一人納得しながら帰途につきました。
安佐薬剤師会の今後の展望は、若い力に大いに
期待し、今までの足跡をしっかり受け継ぎながら
発展させてもらいたいとしみじみ思います。

去る６月13日（火）午後７時よ
りミスズガーデンに於いて、平成
18年度広島佐伯薬剤師会総会が開
催されました。呑田理事の司会の
もと、郡司副会長開会の辞によっ

て開会され、水戸会長の挨拶、来賓の前田泰則広
島県薬剤師会会長の挨拶があり、その後豊見敦会
員が議長に選出され議事に入りました。出席会員
数38名と委任状64名で定足数の２分の１以上を超
えており、会議が成立している旨宣言されました。
次に平成17年度事業報告・決算報告・監査報告

ならびに平成18年度事業計画案・収支予算案がそ
れぞれ長谷部理事、豊見雅文理事、七瀬幹事から
行われ、いづれも満場一致で可決されました。
その後役員改選が行われ、今まで10年間、支部
のために御尽力いただいた水戸基彦会長に替わ
り、宗文彦氏が広島佐伯薬剤師会会長に選ばれ承
認されました。最後に宗副会長の閉会の辞をもっ
て閉会しました。
後日、役員改選に伴い新しい理事２名も加わり、
宗会長を中心とした新しい体制がスタートしまし
た。また今年は、毎年佐伯区で行われている市民
公開講座を広島佐伯薬剤師会が主担当で行うこと
になりました。10月22日（土）午後１時から佐伯
区民文化センター大ホールで「食育を考える」を
テーマに独立行政法人国立健康・栄養研究所情報
センターの梅垣敬三先生、広島大学薬学部助教授
神田博史先生、衆議院議員藤野真紀子先生にご講
演いただく予定です。宗文彦新会長をはじめとし、
広島佐伯薬剤師会会員みなさんの協力を得て無事
に成功できればと思います。

平成18年度安佐支部総会

理事　栗原　百合子

＜安佐支部＞

平成18年度広島佐伯薬剤師会総会

中野　仁美

＜広島佐伯支部＞
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広島市教育委員会は昨年まで学
校プールの水質検査を広島県薬事
衛生会館検査センター（現広島県

薬剤師会検査センター）に依頼をしてきた。各学
校薬剤師が採水瓶４種類を学校に持って行き採水
して、支部ごとに収集し、検査センターに提出す
るという手順であった。今年度から、検査セン
ターと民間２社、計３社が地区を分けて検査を担
当することになった。

第１回目の水質検査の結果が出ているので報告
させていただく。（ ）内は基準値

１．水素イオン濃度（pH値5.8以上8.6以下）
229検体のうち３検体が基準値をはずれて

いる。
Ｕ小学校（補助） pH値 4.3 処理水濁度　 0.46
Ｉ小学校（補助） pH値 4.6 遊離残留塩素 1.3
Ｉ' 中学校 pH値 8.8 他は適

２．濁度（２度以下）
有効件数228検体のうち２度を超えるものは

無かった。平均は0.19。

３．遊離残留塩素（0.4㎎/r以上であること。1.0
㎎/r以下であることが望ましい）

229検体のうち0.4㎎/r未満のものが22検体。
採取の条件に0.4㎎/rを超えていることという
のがあったが、完全には守られていないようで
ある。そのうち１検体に大腸菌群が検出され、
もう１検体には一般細菌が4,800コロニーとい
うものがあった。また、1.0㎎/rを超えるもの
が54検体あり、最大は4.0㎎/rであった。検査

日というので、管理者がいつもより多めの消毒
剤を入れた場合もあるようだ。

４．有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
（12㎎/r以下）
最大が8.3㎎/rで12㎎/rを超えるものは無かっ
た。平均は1.68㎎/r。

５．総トリハロメタン濃度（0.2㎎/r以下）
最大は0.12㎎/rで0.2㎎/rを超えるものはな

い。平均は0.02㎎/r。

６．大腸菌群（検出されてはならない）
３検体から検出された。
Ｈ小学校は遊離残留塩素が0.05㎎/r。
Ｉ''中学校は遊離残留塩素が0.8㎎/r、処理水

濁度0.9。
Ｔ小学校は遊離残留塩素が0.8㎎/rで他に異

常なデータは無い。
推測ではあるが、遊離残留塩素が0.8㎎/rで

大腸菌群が検出されたというのは採水時に固体
のゴミ（あるいは糞便）が入っていたと考えら
れる。検体が採水瓶中で脱塩素された後、ゴミ
が崩壊するとこのようなことが起こりうる。３
校とも再検査で大腸菌は検出されなかった。

７．一般細菌（１mL中200コロニー以下）
200コロニーを超えるものは３検体。平均は

38コロニー。
３検体のうちの一つＨ'小学校は遊離残留塩

素の項で述べた4,800コロニー。
Ｙ小学校370コロニーとＳ中学校240コロニー

には他に目立ったデータはない。

８．循環ろ過装置の処理水質（濁度0.5以下、0.1
以下が望ましい）

98検体が0.1を超えており、そのうち19検体
が0.5を超えている。
検査機関別に見ると、Ａ検査機関では70検体

中20検体（29％）、Ｂ検査機関では72検体のう
ち６検体（8％）が0.1を超えているにすぎない
が、Ｃ検査機関では84検体中72検体（86％）が
0.1を超えている。これは地域のばらつきとい
うには差がありすぎるのではないだろうか。

広島県学校薬剤師会

諸団体だより 

常務理事　豊見　雅文

広島市のプール水質検査
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他県で流れるプールの吸水口に引き込まれると
いう不幸な事故が起こった。県内でもかなり前で
はあるが、学校プールの吸水口に吸い込まれての
死亡事故が起こっている。検査項目の中に「附属
施設・設備の管理状況・衛生状態」があり「排水
口及び循環水の取り入れ口には、堅固な格子鉄蓋
や金網を設けてネジ・ボルト等で固定させる（蓋
の重量のみによる固定は不可）とともに、吸い込
み防止金具等を設置すること。また、蓋等を固定
する場合には、蓋等の欠損、変形、ボルト等の固
定部品の欠落・変形等がないか確認すること。」
となっている。学校薬剤師は水質検査だけでなく
安全点検を含む総合的なプール管理の責任がある
ことを認識しなくてはならない。

なお、今回の検査結果一覧表は広島県薬のホー
ムページ
http://www.hiroyaku.or.jp/hiroshimashipool.htm
に掲載してある。

平成18年７月９日の日曜日に広
島漢方研究会総会を開催いたしま
した。場所は例年と同じく広島県

薬剤師会館４階のホールを使わせてもらいました。
午前中は三原孝典『急激なショックから始まっ
た欝病』、川中武司『うつ状態の漢方治療３例』、
山崎正寿『欝の漢方治療について』の３名で会員
発表を致しました。第47回総会が無事に終了し、
午後から『脾証と欝状態』と題して原クリニッ
ク院長・福岡大学薬学部講師・日本東洋医学会名
誉会員であられます原敬二郎先生に特別講演をし
てもらいました。今回のテーマは漢方薬で対処で
きる精神領域に照準を合わせてみました。実際に
欝（うつ）と診断される方々が多くなっているよ
うに思えます。社会が複雑になったのとパソコン
などの普及で仕事内容が専門化して人と触れる機
会が少なくなったことなども原因でしょう。この
ような症状に漢方薬が効果を発揮しています。薬
剤師の立場からどのように漢方薬を選んでゆく

か、また専門分野で活躍されていますドクター
から意見を聞き薬局店頭で役立てなければいけま
せん。広島漢方研究会では薬系漢方に焦点を当て
薬剤師に役に立つ漢方を目指しています。
その他にも９月下旬、広島県（薬務室）と広島
県薬剤師会が主催します薬草に親しむ会に協力し
ております。今年の９月18日には当会が主催しま
す第12回・東洞祭を東京の山田光胤医師を特別講
師として招き開催いたします。会場は広島大学医
学部・広仁会館で開催いたします。詳しくは広島
漢方研究会ホームページか本誌の研修だよりを参
照下さい。皆さまのご参加を願っております。

７月30日薬剤師会館において第
20回青年薬剤師会総会が行われま
した。平成17年度の会務・事業及

び収支決算を各担当理事が報告した後、監査結果
が木村監査より報告されました。採決の結果いず
れも承認されました。その後平成18年度会費徴収
規定案、事業計画、予算案の説明の後、こちらも
原案通り承認されました。名誉会員に前会長の松
井聡政氏が推薦され、これについても全会一致で
承認されました。
休憩を挟み来賓の先生方より祝辞をいただきま
した。村上薬務室長からは薬事法、医療法の改正
に伴って、より一層の研鑽が求められることが話
されました。前田県薬会長には、薬剤師の位置付
け、そして資格者としてやるべきことを広い視野
を持って考えていかなければならないというお話

広島漢方研究会

理事長　吉本　　悟

原敬二郎先生（前列左から３人目）と記念撮影

広島県青年薬剤師会

副会長　豊見　　敦
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をいただきました。木平県病薬会長からは６年制
卒の薬剤師とともに社会に認知されなければいけ
ないという話があり、これからも勉強やコミュニ
ケーションの場としての青薬を応援するという
エールをいただきました。野村広島市薬会長から
は今の青薬が設立されたときの裏話、そして政治
にもきちんと興味を持っておかないといけない、
と我々が政治を考える必要性をお話しいただきま
した。森川広島大学教授からは瀬戸内海周辺で出
前講義をしているという現在の研究室での取り組
みと、それが現代的教育ニーズ取組支援プログラ
ムとして文科省に認められたことが紹介されま

した。
総会終了後は定例勉強会が開催されました。今
回は「基本の再確認」と題し喘息や糖尿病の治療
など日常の業務でいかにも遭遇しそうな症例を基
に相互作用などについて、東大医学部附属病院の
青木先生にレクチャーしていただきました。
勉強会終了後は恒例の新人歓迎会が開催されま
した。多数の方にご参加いただき盛況でした。
９月には他県の若手薬剤師会との交流会が、10

月には中四国薬学会にあわせて懇親会が企画され
ています。ぜひご参加ください。

日　　時：平成18年9月10日（日）

会　　場：広島県薬剤師会館　4階講堂

広島市中区富士見町11-42 TEL082-246-4317

総　　会：13：30～

研 修 会：15：00～

情報提供「眼科用剤の開発と服薬指導」

参天製薬株式会社　医薬事業部

技術情報室マネージャー　　酒井　宏之

特別講演「身近にみる眼疾患」
講師：広島県医師会常任理事

井之川眼科医院　院長　　井之川　廣江 先生

◎会員無料／非会員1,000円

◎研修会は男女共自由にご参加下さい。

◎薬剤師会研修シール1点

連 絡 先：神原　TEL（082）292-9348 FAX（082）292-9422

第52回 広島県女性薬剤師会総会・研修会のご案内
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漢方薬勉強会のお知らせ

○第３回東区漢方勉強会

日時：平成18年９月22日（金）
午後７時30分～９時

場所：東区福祉センター　３階　大会議室
（東区役所隣接の建物、陸橋側）

演題：「漢方薬の基礎－概論その③　１．五
行と五臓六腑①　２．中医学と日本
漢方の違いについて」

講師：小太郎漢方株式会社
取締役医薬事業課長　杉山正明先生

会費：無料
（薬剤師研修センター１単位申請予定）

○第４回東区漢方勉強会

日時：平成18年10月27日（金）
午後７時30分～９時

場所：東区福祉センター　３階　大会議室
（東区役所隣接の建物、陸橋側）

演題：「漢方薬の基礎－概論その④　五臓六
腑②」

講師：小太郎漢方株式会社
取締役医薬事業課長　杉山正明先生

会費：無料
（薬剤師研修センター１単位申請予定）

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、表裏、寒熱、四診、各種弁証 等

【予定】
◆日時：平成18年９・10・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）

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
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広島支部研修会について

去る平成18年７月２日（日）13時30分より、

広島東急インにて、神戸薬科大学同窓会広島支

部研修会が開催されました。当日は天候にもめ

ぐまれ、当初予定人数を超える80名以上の受講

者に出席して頂きました。会場では急遽後ろに

椅子を並べて臨時の席を設けるなど、盛況な中

での研修会開催となりました。

今回のテーマは、第一部が沢井製薬株式会社

広島支店営業推進部　太田寿臣先生による「ジ

ェネリック医薬品の薬物体内動態における先発

医薬品との同等性について」、第二部が神戸薬

科大学医療薬学総合研修センター講師　長嶺幸

子先生による「添付文書を理解するための薬物

動態入門」でした。

第一部では、沢井製薬㈱様よりジェネリック

医薬品と先発医薬品の開発過程の違いや、生物

学的同等性ガイドラインについて詳しく説明頂

きました。処方せん様式変更のマスコミ報道や、

ジェネリック医薬品のテレビＣＭ等で、患者さ

んのジェネリック医薬品に対する認知度は著し

く向上し、「後発医薬品への変更可」の処方せ

んが多く出回るようになりました。患者さんも

医師も納得する銘柄選択と情報提供を行なうこ

とは薬剤師の課題です。今回、生物学的に同等

であるとは何が同等なのか、またその試験方法、

評価方法についてよく理解できたことは、銘柄

選択や情報提供の場において大いに役立つこと

と思います。

第二部では、母校の医療薬学総合研修セン

ター長嶺幸子先生より私達が日常最もよく目に

する薬剤情報である添付文書の薬物動態のデー

タをどのようにみたらよいのか、薬物動態学的

な相互作用について詳しく説明頂きました。今

回の講演を拝聴し改めて、薬物動態値から得ら

れることは実に多く、また薬物動態学の大切さ

を学ぶことができました。患者さんのために薬

物動態値をどう活かし、また医師にはどう理論

的に情報提供できるのか、大変参考になりま

した。

今回学んだことを、今後の業務の中で役立て

たいと思います。

松石　真紀子
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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７月31日現在　454名（内更新250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）

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9日（土）19:00～20:30 尾道国際ホテル2F慶安の間
第9回尾道市医師会緩和ケア研究会『End-of-life Care』

埼玉医科大学　客員教授　武田　文和先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

1 無料

9月10日（日）10:00～12:00 安芸区民文化センター
「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10日（日）総会13:30～　研修会15:00～　薬剤師会館4F
第52回広島県女性薬剤師会総会・研修会
１）情報提供「眼科用剤の開発と服薬指導」
参天製薬㈱医薬事業部技術情報室マネージャー　酒井　宏之　先生
２）「身近にみる眼疾患」
広島県医師会常任理事　井之川眼科医院院長　井之川　廣江先生　

広島県女性薬剤師会
会長　神原
082-292-9348

1
会　員　無料
非会員　1,000円

9月13日（水）19:00～20:30 尾道国際ホテル2F 慶安の間
尾道市医師会学術講演会
１）製品説明『新規OAB治療薬ベシケア錠について－STAR試験から－』

アステラス製薬㈱　福山営業所　木村　紀一先生
２）特別講演『高齢者の夜間頻尿の原因と対策』

興生総合病院泌尿器科　部長　曽根　淳史先生

尾道支部
田辺薬局　田辺
0848-22-2991

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･東洞碑にて顕花･広仁会館
東洞祭（12:00より）特別講演：山田　光胤先生（13:00より）
演題：吉益東洞翁の後継者･大塚敬節先生の口訣

注＝広漢月例会は同場所で10:30より行います。

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

9月20日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
「前立腺肥大について」

キッセイ薬品工業㈱学術マネージャー　畑　耕太郎先生

三原支部
三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外1,000円

9月22日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館1階31101講義室
「ストレスに対する漢方薬の判別点と効かせ方」

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

9月25日（月） 尾道ポートプラザホテル
尾道漢方研究会「帯下、小産、妊娠、産後」（桂枝茯苓丸、湯経湯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

9月26日（火）19:30～21:00 佐伯区民文化センター2F A会議室
AED（自動体外式除細動器）の使用法について

日本光電分野別営業部　AED担当　後藤　照義先生

広島佐伯薬剤師会
事務局　082-924-5957

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）

9月28日（木）19:00～21:00 サンピア・アキ
第80回生涯教育研修会「肥満とメタボリックシンドローム」（仮題）

江草クリニック　江草　玄士先生

安芸支部
安芸地区薬剤師会
事務局　082-282-4440

1 1,000円

10月8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　2,000円
会員外　3,000円

10月14日（土）15:00～17:00 薬剤師会館4F講堂
第382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　武田薬品工業株式会社
３）特別講演「癌性疼痛治療・最近の話題」

県立広島病院　麻酔科　医長　藤本　真弓先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

10月15日（日）13:00～16:00 薬剤師会館4F
第95回生涯教育研修会　テーマ「C型慢性肝炎」
１）学術映画　ビデオ「ペグイントロンの登場」
２）講演「ペグイントロン・レベトール併用療法について」
シェリング・プラウ株式会社広島支店　学術部　恵川　昌治先生
３）特別講演「肝心要」 広島逓信病院　院長　井上　純一先生
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

10月18日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
「デトルシトール　～過活動膀胱治療剤～」

キッセイ薬品工業㈱ 畑　耕三郎先生

三原支部
三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外1,000円

10月20日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館1階31101講義室
「風邪に対する漢方薬をひとまとめ」

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

10月21日（土）18:30～21:00 エソール広島2F活動交流室
「すずめくらぶ」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

10月26日（木）19：00～21：00 サンピア・アキ
第81回生涯教育研修会「未定」

未定

安芸支部
安芸地区薬剤師会
事務局　082-282-4440

1 1,000円

11月11日（土）15:00～17:00 福山ロッツ（福山そごう跡）
第383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　経口抗真菌剤「イトリゾール内用液」について

ヤンセンファーマ株式会社
３）特別講演「後発医薬品を考える」

広島大学病院　教授・薬剤部長　木平　健治先生

薬事情報センター
082-243-6660

1 1,000円

11月15日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター
「フェマーラ錠について」

中外製薬㈱　瀬戸　邦弘先生

三原支部
三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外1,000円

11月17日（金）19:30～21:00 福山大学薬学部31号館1階31101講義室
「アトピー性皮膚炎に対する漢方薬の応用（1）」

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

11月18日（土）18:30～21:00 エソール広島2F活動交流室
「すずめくらぶ」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

11月19日（日）9:30～16:00 薬剤師会館
漢方診療医典解説・漢方診療30年解説・漢方医学十講解説・漢方病理解説

勝谷英夫先生・吉本悟先生・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　2,000円
会員外　3,000円

11月30日（木）19:00～21:00 尾道ポートプラザホテル
「小児初生難病　癰」 抑肝散、六味丸など

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

11月30日（木）19：00～21：00 サンピア・アキ
第5回安芸薬学術発表会「未定」

未定

安芸支部
安芸地区薬剤師会
事務局　082-282-4440

1 無料

☆広島県薬剤師研修協議会では、この度、関連団体が開催する研修会が、カレンダー形式で一覧できる
「研修カレンダー」を運営いたします。詳しくは告知板Ｐ.71と裏表紙をご覧下さい。



広島県薬剤師会誌　2006 Vol.31  No.5 59

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「肝疾患診療の進歩と未来―肝移植と再生医療について―」

広島大学病院・病院長　浅原　利正

２．シンポジウム「薬学早期体験実習を考える」

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）

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込み頂くか、あるいは支部・各県病院薬剤師会に配布

された郵便振替払込用紙をご利用ください。なお、申し込まれた予約参加費・懇親会費

は理由の如何にかかわらず返却できませんのでご了承下さい。）

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）

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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原田　修江

新しい抗精神病薬：ドパミン部分アゴニスト―アリピプラゾール―

今年６月に、従来の抗精神病薬とは全く作用機序の異なる新しいタイプの統合失調症治療薬である
アリピプラゾールが発売されました。本薬剤はドパミン2（D2）部分アゴニスト作用を有しており、ド
パミン作動性神経伝達が過活動状態の場合はアンタゴニストとして作用して神経伝達を遮断する一方
で、活動が低下した場合にはアゴニストとして作用してドパミン作動性神経伝達を高めることにより
効果を発揮します。
このようにドパミン作動性神経の活動異常を改善することから、ドパミン機能系安定剤（Dopamine
System Stabilizer）とも呼ばれています。

【統合失調症の病因】
統合失調症の病因はまだ十分には解明されていませんが、現在最も有力な説はドパミン仮説です。ド

パミン仮説は、脳内の神経伝達物質の一つであるドパミンの活動異常が様々な精神症状を引き起こすと
いう考え方です。ドパミンの作用部位や作用メカニズムなどの詳細は不明ですが、図１に示すように脳
内ドパミン系には大別して中脳辺縁系経路、中脳皮質経路、黒質線条体経路、隆起漏斗経路の４つの経
路があり、中脳辺縁系ドパミン経路の過活動が幻覚や妄想などの陽性症状を、中脳皮質ドパミン経路の
活動低下が陰性症状を引き起こすと考えられています。しかし、ドパミンの活動異常だけでは統合失調
症の病態を説明することは困難であり、セロトニンや興奮性アミノ酸のグルタミン酸などドパミン以外
の神経伝達系物質の関与も示唆されています。

【従来の抗精神病薬】
統合失調症の薬物療法は、1950年代のクロルプロマジンとハロペリドールの登場により始まりました。

これらは第一世代抗精神病薬（定型抗精神病薬）と呼ばれており、主として中脳辺縁系D2経路を遮断
することにより陽性症状の改善に効果を発揮しました。しかし脳内すべてのドパミン系に作用するため、
錐体外路症状などの副作用や陰性症状への効果が不十分であることが問題でした。1990年代になり、

図１　脳内ドパミン経路とその機能や統合失調症に想定されている機能異常、および抗精神薬による作用
（参考文献２, p15図１改変）



D2受容体だけでなくセロトニン（5-HT）2受容体も遮断することにより、錐体外路症状が少なく陰性症
状にも有効な第二世代抗精神病薬（非定型抗精神病薬）が開発されました。しかし、体重増加、糖尿病、
脂質代謝異常など新たな副作用が問題となっていました。

【部分アゴニストの概念】
受容体に結合した後に生理的反応を引き起こす物質をアゴニスト、全く引き起こさないものをアンタ
ゴニストと呼びます。アゴニストには、最大反応を引き起こす完全アゴニストと、部分的にしか反応を
起こさない部分アゴニストがあります。
この部分アゴニストの概念を簡単に説明する言葉として“ヘッドホーン効果”という言葉があります。
ヘッドホーンは、外部の音を遮断して自ら音を発信します。図２のように内在性ドパミン量を外部の音、
ヘッドホーンをドパミン部分アゴニスト、音量をアゴニストの固有活性とすると、ヘッドホーンを付け
ると外部の音は遮断されて一定の音がヘッドホーンより聞こえてくるように、部分アゴニストは内在性
ドパミン量が過剰でも、反対に枯渇していても内在性ドパミンの受容体への結合を遮断して、自らが持
つ一定のドパミン作用を現します。従って、内在性の神経伝達物質の濃度によってはアゴニストにもア
ンタゴニストにもなり得ます。例えば、ドパミンアンタゴニストであれば図３Ａのように脳内ドパミン
量が多くても少なくても神経伝達を遮断しますが、部分アゴニストは図３Ｂのように、脳内ドパミン量
が部分アゴニストの固有活性より多い場合にはドパミン神経伝達を抑制する方向に働き、反対に固有活
性より少ない場合には固有活性値まで神経伝達を増加させる方向に働きます。

ただし、ヘッドホーンに高い遮断効果がないと外部の音が紛れ込むように、部分アゴニストのドパミ
ン受容体への親和性が十分高くないと、大量の内在性ドパミンにより受容体への結合率が低下します。
また、ヘッドホーンが耳を十分に覆っていないと外部の音が聞こえてくるように、ドパミン部分アゴニ
ストの受容体占拠率が高くないと部分アゴニスト自体の持つ一定のドパミン作用を現すことはできませ
ん。さらに、音量が小さ過ぎては聞こえにくく、反対に大き過ぎては心地よく聞こえないように（図４）、
部分アゴニストの固有活性が適切でないと適切なドパミン作用が現されず、大きすぎると精神症状が現
れます。固有活性とは、アゴニストが受容体に結合して引き起こす生理反応の最大値であり、完全アゴ
ニストでは100％、部分アゴニスト０以上100％未満、０％だとアンタゴニストになります。
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図２　内因性ドパミン量とドパミン部分
アゴニストの関係

（参考文献１, p.192図１より）

図３　ドパミン作動性神経伝達に対するD2受容体アンタゴニスト及
びD2受容体部分アゴニストの作用態度

（参考文献４, p.532図３より）
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【アリピプラゾールの受容体親和性とD2受容体占拠率】
アリピプラゾールは、表１に示すように、D2、D3受容体に対して高い親和性を有しています。また

ドパミン受容体の他に、5-HT1A、5-HT2Aにも高い親和性を有しています。

一方、Fardeらは、抗精神病薬の投与量と線条体での抗精神病薬のD2受容体占拠率について検討を行
い、①D2受容体アンタゴニストである抗精神病薬が抗精神病作用を発揮するためには、内在性D2受容
体の占拠率が65％以上であること、②占拠率が80％以上になると錐体外路症状が発現すること、などか
ら適切な抗精神病作用を発揮する抗精神病薬のD2受容体占拠率は65～80％であることを報告しました
（図５）。
アリピプラゾールは15mg以上（臨床用量）では90％以上のD2受容体占拠率を有しており、占拠率が

80％を超えているため、アリピプラゾールがアンタゴニストであれば錐体外路症状などの副作用が発現
しますが、約20％程度の固有活性（アゴニスト効果）を有する部分アゴニストなので、図６の点線で示
されているようにアンタゴニストとしてのD2受容体占拠率は、適切な占拠率の範囲内（65～80％以内）
にあります。つまり、臨床用量では脳内のD2受容体を十分遮断して内因性ドパミンの影響を排除しつ
つ、安定した適切な抗精神病作用を示すことができると考えられています。

図５　抗精神病薬の作用閾値
（参考文献２, p.5図２より） 図６　アリピプラゾールの脳内D2受容体占拠率

（参考文献１, p.194図３より）

図４　ドパミン部分アゴニストのアゴニスト作用
（参考文献１, p.193図２より）

表１　非定型抗精神病薬の受容体親和性（値はKi（nM））（参考文献１, p.195表１一部改変）
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表２　抗精神病薬の薬効別にみた副作用特性（参考文献１, p.225表２一部改変）

表３　わが国における抗精神病薬の等価換算表（稲垣＆稲
田, 2006）（参考文献１, p.256表４改変一部）

図７　従来薬（単剤）からアリピプラゾールへの切り替え
方法 （参考文献１, p350図１一部改変）

〈参考文献〉
１）臨床精神薬理、9（2）、2006

２）薬局、56（10）、2005

３）月刊薬事、47（8）、2005

４）医薬ジャーナル、42（S-1）、2006

【統合失調症の薬物療法におけるアリピプラゾールの位置づけ】
アリピプラゾールは非定型抗精神病薬に分類されますが、従来の非定型抗精神病薬とは大きく全く異
なる作用機序を有しています。前述したドパミン部分アゴニスト作用の他に、5-HT1A受容体部分アゴ
ニスト作用※1、5-HT2A受容体アンタゴニスト作用※2も有しています。このような薬理学的性質から、
陽性症状のみならず陰性症状も改善する一方で、黒質線条体ドパミン経路や隆起漏斗ドパミン経路まで
過剰に抑制しないために、錐体外路症状やプロラクチン上昇がみられません。さらに、従来の非定型抗
精神病薬で問題であった体重増加、糖・脂質代謝などへの影響も大きくありません（表２）。
そのため、アリピプラゾールは第三世代の抗精神病薬として位置付けられ、APA（アメリカ精神医学
会）ガイドラインやエキスパートコンセンサスガイドラインなど多くのガイドラインにおいて統合失調
症薬の第一選択薬の一つとして期待されています。
以下に、抗精神病薬の等価換算表（表３）とアリピプラゾールへの切り換え方法（図７）などをご紹
介いたします。
※１　非ベンゾジアゼピン系抗不安薬のタンドスピロンも有している。
※２　線条体と前頭前野でドパミン放出を促し、錐体外路症状の軽減や陰性症状を改善する。
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お薬相談電話　事例集 No.42お薬相談電話　事例集 No.42
低血糖とは？　どんなときに血糖値が下がりますか？

血液中のブドウ糖の値は、組織での消費と供給・補給とのバランスによって決まり、ブドウ糖の供給源は主
として食餌、グリコーゲン分解、糖新生からなっています。血糖値が60mg/dL以下になり、振戦、動悸、発
汗、頻脈、頭痛、思考困難、行動異常、けいれんなどの症状を呈した病態を低血糖といいます。低血糖は血糖
調節機構に問題がある場合や、血糖を低下させる薬剤を用いたときに起こります。臨床的には、反応性低血糖、
空腹時低血糖、誘発性（外因性）低血糖の三つに分類できます。

表1．低血糖症の分類と原因

【参考資料】薬局44（5）1993，日本医事新報No.3838，No.4152，No.4225，No.4274，year note
（MEDIC MEDIA）

発　　生　　機　　序　　な　　ど

反
応
性

〈肥満、糖尿病発症初期〉インスリン抵抗性を代償するためインスリンが過剰に分泌される。
〈胃切除あるいは幽門形成術を受けた人、甲状腺機能亢進症〉食物の小腸への流入が早すぎるため、インスリ
ンが過剰に分泌される。吸収の速い単純糖質が多い食品や早食いで誘発されやすい。

空
　
　
　
腹
　
　
　
時

〈インスリノーマ〉血糖が低下してもインスリン分泌が十分抑制されないため、重篤な低血糖を引き起こす。
〈下垂体機能低下症および副腎不全〉グルココルチコイドは肝での糖新生を促進するので、副腎不全では血糖
値は低値に傾く。
〈糖原病〉糖原病Ⅰ型は、肝からグルコースを動員する際に必要なグルコース-6-リン酸の脱リン酸が障害さ
れるため低血糖になる。Ⅲ型、Ⅵ型、Ⅷ型では糖新生は正常であるがグリコーゲン分解が障害されているた
め低血糖になる。Ⅰ型よりは軽症である。
〈インスリン自己免疫症候群〉インスリンに対する自己抗体が存在し、食後に分泌されたインスリンが血中に
とどまり、血糖が下がった後に抗体と解離して低血糖を引き起こす。
〈膵外性腫瘍〉腫瘍が血糖を消費するため低血糖を起こすことがある。

誘
　
発
　
性

〈インスリン〉インスリン治療中の低血糖誘因として、食事量の不足、運動の過剰、飲酒が重要。
〈経口血糖降下剤〉スルフォニル尿素（SU）類は膵β細胞に結合し、細胞膜のATP感受性カリウムチャネル
を閉じることによりインスリン分泌を起こすため、低血糖が遷延しやすい。60歳以上、腎障害がある例で頻
度が高い。一方、ビグアナイド類はインスリン分泌促進作用がないので重篤な低血糖は起こさない。
〈その他の薬剤〉表2を参照。

表2．低血糖を起こしやすい主な薬剤（血糖降下剤を除く）

薬　　　剤 備　　　　　考

アスピリン インスリン分泌を亢進させ、血糖を低下させる。インスリン分泌抑制作用の
あるプロスタグランジンE1、E2の分泌を抑制。SU類の作用を増強する。

非選択性β遮断薬 インスリン、SU類の血糖低下作用増強。脂肪分解を抑制する。
ジソピラミド 抗コリン作用に基づくganglion blocking作用による低血糖と考えられる。
抗ヒスタミン剤（H1、H2ブロッ
カー） SU類の肝代謝を抑制し半減期を延長させる。

SH基含有薬剤（メチマゾール、
チオプロニン、カプトプリルなど） インスリン自己抗体産生による低血糖と考えられる。

成長ホルモン注射 構造的にプロインスリンに類似し、若干のインスリン作用を有する。
サルファ剤、ST合剤 SU類の肝代謝抑制。SU剤と血中蛋白との結合抑制。
プロベネシド SU類の腎排泄を抑制し作用を増強。
クロラムフェニコール SU類の肝代謝抑制。
ホパンテン酸カルシウム 副作用による死亡例があり、現在では大幅に使用が規制されている。
エタノール インスリン分泌作用はないが、エタノール代謝が肝での糖新生と競合する。
ペンタミジン 膵β細胞に対する毒性がある。
モノアミン酸化酵素阻害剤 インスリン分泌促進、糖新生抑制。
ニューキノロン系抗菌剤 明確な作用機序は不明。低血糖と高血糖の両方を引き起こすリスクを持つ。
ピボキシル基を有する抗生物質
（ペニシリン・セフェム類の一部）

ピバリン酸抱合にカルニチンが使われ、細胞内カルニチン欠乏が起きると、
エネルギー産生が低下し、糖新生も低下して低ケトン性血糖を生じる。

テトラサイクリン系抗菌剤 インスリン感受性促進。
ACE阻害薬、ARB 明確な作用機序は不明。糖尿病治療中の患者で低血糖が現れやすい。
消炎鎮痛剤 SU類と血中蛋白との結合抑制（SU類の遊離型が増加し血糖降下作用増強）。
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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/）
又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。
また、NTTのファクシミリ通信網サービス「Ｆネット」を通じ、最近１年間の「医薬品・医療機器等安全性情

報」がお手元のファクシミリから随時入手できます（利用者負担）。
「Ｆネット」への加入等についての問い合わせ先：10120-161-011

平成18年（2006年）６月・７月
厚生労働省医薬食品局

◎連絡先

0100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
厚生労働省医薬食品局安全対策課

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

残暑きびし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。今回は前回に引き続き“ダニ”
についてご紹介しようと思います。検査を行う上でまず敵を知ることは非常に重要であると思います。
さて、前回は“ダニ”の検査について述べてまいりましたが、今回は、“ダニ”の生態について調査

してみようと思います。
まず、ダニ（壁蝨、｛虫卑｝）とは、節足動物門鋏角亜門クモ綱ダニ目に属する動物の総称であり世界

で約２万種と言われています。比較的小型のものが多く、大きいものでも１cm程度の大きさです。
クモ綱の特徴としまして、体は頭胸部と腹部に分かれ、頭胸部には４対の歩脚と１対の触肢、口部には
鋏角があります。
ダニの場合、頭胸部と腹部は密着しており、腹部は体節に分かれていません。触肢は歩脚に近い形で、
鋏などにはならず、幼虫は歩脚が３対ですが、脱皮成長途中で４対に増えます。腹部の後ろには尾がな
く呼吸器は気管を持ちますが、持たないものもあります。
また、ダニは概して小型のものが多く、１mmを超えないものが大部分です。

一般的な家庭に多いダニとその被害については以下のように分類されます。

上記のように、人を刺すなど直接被害を及ぼすダニは数％しかいません。ほとんどは、アレルギー疾
患の原因となるチリダニ類です。学校環境衛生の基準では、ヤケヒョウヒダニとコナヒョウヒダニの虫
体を測定しています。

ダニの生態について 城崎　利裕

種　　　　　類 被　　　　　　　　害

チリダニ類
ヤケヒョウヒダニ アレルギー疾患の原因

全体の約90％を占める　　　刺さないコナヒョウヒダニ

コナダニ類 ケナガコナダニ
食害・チリダニを増殖
食品や畳に白いカビ様

ツメダニ類

クワガタツメダニ 人間を刺咬または吸血　　数％程度で畳に生息

イエダニ 人間を刺咬または吸血　　ネズミが持ち込む（最近少ない）

ヒゼンダニ 人間に寄生（疥癬症） 老人施設等で集団発生が多い

チリダニ
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人を刺すダニとして主なものは、ツメダニ類です。特に新しいわら床畳で多く見られます。ツメダニ
はチリダニなどを捕食するためチリダニが増えるとツメダニを発生させることになります。

これらダニの繁殖条件として以下の４つの条件があります。

１．ダニの住みか

潜り込めるところがあることが条件です。
カーペット、畳、ふとん、布製ソファなどが快適な「住みか」で、フローリングや化学フロアではほ
とんど生息できません。また、カーテンやクロス壁、ぬいぐるみ、衣類などにも生息します。

２．エサ

フケ、アカが好物です。ホコリには、人間のアカやフケが大量に含まれています。そのフケやアカが
ダニの大好物です。食べ物の残りカスやカビも大好きです。

３．適温

20～30℃であること。
25℃付近が一番活動します。50℃以上が20分位続くとほぼ死滅します。
ふとんを天日干しをしたくらいでは、内部温度がダニを死滅させるほど上がりません。

４．湿度
70％以上であること。
75％前後が活発に活動します。また、50％以下でかなり死滅します。
空気湿度ではなく、「住みか」の湿度です。寝具や畳、カーペットの内部はかなり湿気があります。

ふとんの天日干しやふとん乾燥機で乾燥しても、ダニを死滅させる温度には至りません。
しかし、湿度を下げることでダニ数を減らす効果はありますので、できるだけ乾燥するようにしてく
ださい。
この４つの条件全部が揃って、ダニは生きていけるのです。
どれか１つでも、生息条件を取り除けば「ダニ退治」が可能になります。

７月号から２回にわたり“ダニ”について述べてまいりましたが少しでもダニ対策のお役に立てれば
幸いに思います。
私自身も、検査センター便りを書きながら週末には、掃除をしようと決意をいたしました。
微力ながら、１匹でも多くのダニを退治しようと思います。（この決意は非常にもろく、音を立てて

崩れることでしょう）

参考文献 gaichu.ne.jp
株式会社 生活環境研究所HP

ツメダニ
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寄稿の依頼をいただきまして光
栄に感じます。又、本会誌におか
れましては、毎号「研修だより」
の欄に当勉強会の情報をお載せい
ただいてありがとうございます。稚

筆ではございますがスペースを拝借させていただ
きます。
この勉強会が現在の形になるまでには、若干の

紆余曲折がありました。思い起こしますと福山大
学の生薬学研究室に「今後の薬剤師にとって漢方
薬の知識は不可欠。現場では患者さん（お客様）
のニーズに、こと漢方薬に関しては、まったく対
応できていないのが実状で、卒業までに最低限の
認識を生徒さんに持っていただくように大学で対
応して欲しい」と、今考えれば大変ずうずうしい
お願いに伺ったのが、平成５年、Ｊリーグが開幕
した年でした。
「漢方薬の必要性は認識していても、生薬の専

門である我々でも複合系薬物である漢方薬を教え
るのは大変難しい。君のような立場の薬剤師が生
徒の関心を引き出せれば、正規の授業に発展させ
る可能性はあるとは思うけどね。」という、当時
助教授でおられた岡村先生の厚意で新１年生の前
で１コマ、漢方薬の必要性を吼えたのが翌年。授
業後のアンケートの「漢方薬に関心がある」９割
超という結果をうけて、４時半からの大学の５コ
マ目の時間帯に希望者だけ出席の漢方勉強会へと
形作られていきます。福大の卒業生でもない、し
かもただの薬学士である私が大学内の施設で講座
を受け持つ事など思っても見ないことで、先見性
をお持ちだった当時の学部長と、岡村先生の行動
力の賜物と今でも思います。
この勉強会、私事にて大変面映いのですが、殊

のほか学生さん方には人気で、福山大学を卒業し
た薬剤師さんなどからも参加希望があり、オープ
ン講座の形にして外部からの薬剤師さんも聞きに
来られるようにしようという事になりました。
ちょうどこの頃、本誌と対を成す広島県病院薬

剤師会誌（季刊発行）から福山大学の漢方講座内
容を８回連載（つまり２年間）位で纏めてくれな
いか（バックナンバーお持ちの方は1999年No.１
から2000年No.４までのシリーズ「漢方入門以前」
ご確認を。）という依頼がきたのも、現場でご活
躍の薬剤師の皆さん方に漢方薬の知識の必要性が
急速に意識され始めた時期ではなかったかと認識
しています。
さて、本研究会の話に戻しますと、オープン講
座にした後、今度は４時半という開始時間がネッ
クになります。勤務薬剤師は参加できるが、開局
薬剤師の先生がたにも参加していただけるように
と７時半から９時という時間帯に変更になり現在
に至ります。
大学を卒業するまでに漢方薬の基礎的な知識

を、という私の訴えからはだいぶ変わってきてし
まっていますが、私の勉強会の内容をそのまま岡
村先生が１年生の必修科目で採用していただいて
いることで目的達成とするところでしょうか。さ
て本研修会はその１年生への基礎的講座を１年、
現在私が受け持っています３年生の漢方医薬学の
内容を中心とした応用講座を１年の、２年サイク
ルで進んでいきます。基本的には１回読み切り形
式で、いつでも初参加ＯＫなのですが、ベテラン
の先生から大学１年生までという参加者のレベル
がとんでもない状況にもかかわらず、私の主義と
してせっかく来られた先生に何かひとつは知識の
お土産をという気持ちで続けていますので、１回
の講座の中でも基礎的な事から問診の裏技まで、
ちょっとメーカー主導の研修会では味わえない内
容を心がけています。そのため、初めての先生方
には１回ですべて理解しようとしないで３回くら
いは聴きに来ていただくことをお勧めしていま
す。（漢方薬の勉強にはあせりは禁物とも言える
のです。）
医薬分業にむけての急速な展開の中、変化に対
応することに追われた先生方も多かったのではな
いでしょうか。ただ、いくら医療現場のシステム
が変わろうとも患者さんの少しでも早く、少しで
も安く、そしてより安全に治りたいというニーズ
は普遍のものと思います。我々薬剤師の「廃薬」
を目指すという大前提の中、漢方薬の位置付けは
今後より重要なものになっていくと考えます。西
洋薬の知識の上に無理やりはめ込む漢方の知識で
はなく、漢方薬特有の選択基準を習得しておくこ
とは皆さんの目指すかかりつけ薬局、かかりつけ
薬剤師には不可欠な要素になっていくことでしょう。

福山大学漢方研究会について
福山大学　非常勤講師　小林　　宏



お盆休みを利用して今年も九州の山々を散策し

てきました。

夏の暑さがひときわ厳しい時でしたが幸いにも

お天気には特に恵まれました。

九州小倉から湯布院にかけて様々な人々との出

会いに感謝しつつ一期一会の想いをここに綴って

みたいと思います。

今年も柴胡を訪ねて散策を開始しましたが、夏

草の育ちがよくその中に埋もれている柴胡を見つ

けるのは中々大変な作業です。平尾台の中腹より

上に差しかかってくるといつもの黄色い可憐な花

をつけた散形花序の特徴のある柴胡を見つけるこ

とができました。（写真参照）

今年の九州紀行でのもう一つの目的は、おいし

い蜂蜜を見つける事です。

ご存知のように、蜂蜜は漢方処方の中では丸薬

の結合材として使われます。

湯布院では、杉養蜂園のれんげ蜜と百花蜜を購

入してきました。純粋なれんげ蜜は、最近は特に

貴重で、時には水飴を混入させる製品もあって良

く内容成分を確認しなければなりません。（写真

参照）

日本薬局方では、転化糖65～85パーセント、蔗

糖２～10パーセント、水分10～12パーセント等々

の規定があるだけで厳密な規定があるわけではあ

りません。従って後は、丸薬へのこだわりが如何

なものかによって選択肢を決めるわけです。

手間隙かけて製造することに生きがいを感じて

こだわって見ては如何でしょうか？
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九　州　紀　行
会　長　前田　泰則
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「健康食品のすべて―ナチュラルメディシン・

データベース―」

監　訳：田中　平三・門脇　　孝・篠塚　和正

清水　俊雄・山田　和彦

発　行：株式会社　同文書院

判　型：Ｂ５判　728頁

価　格：定　　価　12,600円

会員価格　11,340円

送　料：１部　420円

「保険薬局業務指針2006年版」

編　集：日本薬剤師会

発　行：株式会社　薬事日報社

判　型：Ｂ５判　約600頁

価　格：定　　価　4,200円

会員価格　3,780円

送　料：１部　350円

「薬局・薬剤師のための調剤事故防止マニュアル」

編　集：日本薬剤師会

発　行：株式会社　薬事日報社

判　型：Ｂ５判　100頁

価　格：定　　価　2,835円

会員価格　2,500円

送　料：１部　350円

書 籍 等 の 紹 介 

※価格はすべて税込みです。

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日
薬刊行物等のご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照く
ださい。
また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注

文の場合は、書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局
TEL（082）246-4317 FAX（082）249-4589

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

「保険調剤Q&A 平成18年４版」

編　集：日本薬剤師会

発　行：株式会社　じほう

判　型：Ａ５判　210頁

価　格：定　　価　2,100円

会員価格　1,750円

送　料：１部　500円

「くらべてわかるジェネリック医薬品データブック

―ベストチョイス150―」

編　集：地域薬局GE研究会

発　行：株式会社　薬事日報社

判　型：Ａ４判　総322頁

価　格：定　　価　4,515円

会員価格　4,000円

送　料：１部　350円
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告　　　知　　　板

広島県薬剤師研修協議会からのお知らせ
広島県薬剤師研修協議会ではこのたび「研修会カレンダー」
を運営することになりました。
このカレンダーでは関連団体が開催する研修会がカレンダー
形式で一覧できるようになっています。研修会の確認にご利
用ください。

研修会カレンダー（http://www.hiroyaku.or.jp/sche/）へは…
県薬ホームページ「▲各種研修会カレンダー」をクリックしてください。

第27回広島県薬剤師会学術大会　演題募集

会員発表の募集

１．口答発表：１演題12分

（発表10分・質疑２分）の予定

２．発表の内容

（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

３．申込期限：平成18年９月15日（金）

４．申込方法：

①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。）

②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。）

③所属（支部名、団体名など）

④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。

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

＊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。

５．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
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平井紀美恵　　青野　拓郎　　勝谷　英夫　　渋谷　雄三
村上　孝枝　　山岡　紀子　　菊一　瓔子　　星野　　響
原田　修江　　後藤　佳恵

編 集 委 員

暑くて、本当に暑くて！！出勤し掃除をすると、汗びっしょ
りです。うちわ片手に休憩していると患者さんがいらっしゃ
います。退きかけた汗がまた出てきます。それでも体重はお
ちないのです。庭の野菜も今年は元気ない。これは私の手抜
きのせいかな？？ ＜396＞

縁側を歩く時、窓から庭を眺めるくせがある。“ん？”―今
夜の月はえらく小さくて高いなァ―“あっそうか！今夜は立
秋…”長い雨、暑い夏に閉口したけど、もうそんな時期。障
子を隔てた部屋のテレビから『旅愁』の音楽が流れている
“更けゆく―、秋の夜―”のあれだ。妙に秋の気配が足早に
近づいているような…、月日の移ろいは早い。 ＜K・H＞

今年初めてサツマイモのツルを植えてみま
した。大分のびて葉もたくさん繁ってきま
した。連日の暑さでキューリもトマトも悲
鳴をあげています。地下のお芋が気になる
この頃です。 ＜水無月＞

今年、大阪を中心に行われたインターハイ
サッカー競技においてわが母校の広島観音
高校が初出場、初優勝という快挙を成し遂
げました。関係者の一人としてうれしい限
りです。ただ、全国大会に出るたびに寄付
集めが大変です。編集後記を読まれた方で
「おお、なんぼでも寄付したるで！」という
方は県薬事務所へご連絡ください。

＜by OB会理事長＞
ミク中（ミクシー中毒）とよばれる“依存
症”が静かに増殖しているらしい。ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス（SNS）の
ひとつであるインターネット交流サービス
「ミクシィ」の愛用者のことらしい。自分が
書いた日記にコメントが来るのだが、日常
のありふれたことでも誰からか返事が来る
と心が和むらしい。 ＜turbo＞

激動の一年が過ぎました。あまりの環境の変
化にとまどいながら、今は、自転車に乗れ
なくなるので台風が直撃しないことを祈っ
ています。（しかし体重はともすれば増加し
そう。困った。食欲の秋だ!!） ＜T２＞
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保険薬局ニュース
平 成 18 年 ９ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会

Vol.14 No.5（No.75）

組合員証等の更新及びカード化について

平成18年７月20日

広島県薬剤師会会長　様

広島県市町村職員共済組合理事長

平素は、本組合の組合員及び被扶養者の診療等につきまして種々ご配慮いただき厚くお礼申しあげます。
さて、本組合では、本年10月１日に組合員証等の更新を行うとともに、これにあわせて世帯単位の紙

様式から１人１枚のカード様式へ切り替えることにしております。
ついては、９月中にカード様式への更新手続きを行いますので、貴会会員に周知方お願い申しあげます。
なお、更新期間中は、組合員証に代えて「広島県市町村職員共済組合員資格証明書」（別紙様式）を

各所属所ごとに発行することとしますので、これにより診療いただきますようお願いします。

記

１　更新実施時期

2006年９月中に手続を行い、10月１日からカード様式に切り替えます。

２　カード様式の組合員証

（１）組合員証
（２）組合員被扶養者証
（３）高齢受給者証
（４）船員組合員証
（５）船員組合員被扶養者証
（６）任意継続組合員証
（７）任意継続組合員被扶養者証
※特定疾病療養受療証は従来どおり紙様式となります。

３　カード仕様

（１）材質　PTE-G（非結晶性ポリエステル樹脂）
（２）寸法　横86mm×縦54mm×厚0.76mm
（３）色地　淡黄色（背景に白色の横罫線）、文字は黒塗り

４　保険者名称及び保険者番号

（１）保険者名称　広島県市町村職員共済組合
（２）保険者番号　３２３４０４１６
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見　本
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広島県国民健康保険団体連合会における
レセプト等の受付対応（持参分）について

平成18年７月25日

広島県薬剤師会
会長　前田　泰則　様

広島県国民健康保険団体連合会
理事長　山下　三郎

本会の事業運営については、平素から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本会のレセプト受付対応について、７月４日付けで依頼しているところですが、次のことにつ
きまして、再度、貴会会員へ周知していただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。
なお、時間外投函ポスト（エソール広島６階）については、セキュリティ保持や受領確認ができない
ため、平成18年９月受付分から廃止させていただきます。

１　受付期間
（１）１日～８日の受付については、従来どおりです。
ア　医科、歯科等レセプト （受付場所：エソール広島　６階）
イ　調剤レセプト （受付場所：宝町RGB ３階）
ウ　介護保険、障害者自立支援給付 （受付場所：宝町RGB ７階）

（２）９日及び10日の受付けについては、各ビルの１階です。
受付時間　８時40分～17時
ア　医科、歯科等レセプト （受付場所：エソール広島　１階ロビー）
イ　調剤レセプト （受付場所：宝町RGB １階ロビー）
ウ　介護保険、障害者自立支援給付 （受付場所：宝町RGB １階ロビー）

※９日、10日が土・日・祝日に当たる場合は、宝町RGBは閉所しますが、エソール広島１階ロビー
で受付を行います。

（３）受領書の発行
持参されたレセプト等は、確認後、受付受領書を発行します。

（４）その他
宅配便及び郵便物については、従来どおり対応します。
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一部負担割合の変更について（ご依頼）

平成18年８月10日

広島県薬剤師会会長
前　田　泰　則　様

広島県歯科医師国民健康保険組合
理事長　　本　山　栄　荘

時下　益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より当組合事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当組合では、平成18年10月１日より下記のとおり組合員本人の自己負担割合２割から３割へ変

更いたします。
つきましては、このことについて保険医療機関等への周知を図るため、貴会発行の機関紙・広報誌等

へご掲載いただきたくお願い申し上げる次第です。
主旨ご理解いただき、特段のご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

記

保 　 険 　 者 　 名 広島県歯科医師国民健康保険組合

保険者所在地・電話番号 広島市中区宝町５-30 （082）543-5518

保　険　者　番　号 ３４３０１２

被保険者の区分
一部負担の割合

新（H18.10.１～） 旧

１項組合員本人
（歯科医師）

３割
２割

２項組合員本人
（従 業 員） ２割
そ　　の　　他
（家　　族） ３割

※70歳以上の被保険者は「高齢受給者証」に記載の割合、３歳未満の被保
険者は２割となります。
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加藤薬品本店 736-0067 安芸郡海田町稲荷町9-18 （082）823-2606 （082）822-3460
海田調剤薬局 736-0067 安芸郡海田町稲荷町7-15 （082）823-7227 （082）823-5217
かにはら薬局 736-0022 安芸郡海田町蟹原2-4-30 （082）822-7131 （082）822-7131
康仁薬局海田店 736-0046 安芸郡海田町窪町2-14 （082）824-3377 （082）824-2727
コスモス薬局海田東店 736-0026 安芸郡海田町幸町1-45 （082）821-0890 （082）821-0891
クルーズ薬局 736-0024 安芸郡海田町西浜4-22-2 （082）821-3550 （082）821-3551
くまの薬局 731-4200 安芸郡熊野町火之原2703-8 （082）854-8111 （082）854-8155
岡田漢方薬局 731-4225 安芸郡熊野町石神237 （082）854-1041 （082）854-2033
貴船薬局 731-4227 安芸郡熊野町貴船49 （082）854-7127 （082）854-4421
かみしま薬局 731-4213 安芸郡熊野町萩原5787-11 （082）854-3044 （082）854-3096
さふらん薬局 731-4213 安芸郡熊野町萩原4061-2-2 （082）854-5634 （082）854-5668
有豊薬局 731-4301 安芸郡坂町1-16-34 （082）885-2810 （082）885-3828
ヨコハマ調剤薬局 731-4324 安芸郡坂町横浜西1-1-2 （082）885-2848 （082）885-2848
全快堂薬局 735-0015 安芸郡府中町青崎東19-49-18 （082）283-3390 （082）283-3601
向洋薬局駅前店 735-0017 安芸郡府中町青崎南2-11 （082）284-3451 （082）287-6788
そうごう薬局向洋駅前店 735-0017 安芸郡府中町青崎南6-27 （082）510-3721 （082）510-3722
府中石井城薬局 735-0007 安芸郡府中町石井城1-5-32-102 （082）285-5564 （082）285-5564
あざみ薬局 735-0025 安芸郡府中町鹿籠2-13-3 （082）287-1189 （082）287-1190
コウイ薬局 735-0023 安芸郡府中町浜田本町3-25 （082）281-6952 （082）281-6980
めじろ薬局 735-0006 安芸郡府中町本町1-4-11 （082）288-9951 （082）288-9952
こばと薬局 735-0006 安芸郡府中町本町2-9-38 （082）288-2899 （082）288-2911
府中みずほ薬局 735-0006 安芸郡府中町本町1-13-1 （082）890-0234 （082）890-0235
ウォンツ府中本町薬局 735-0006 安芸郡府中町本町4-12-22 （082）890-0071 （082）890-0070
康仁薬局府中店 735-0006 安芸郡府中町本町5-9-3 （082）287-2044 （082）287-2045
宮の町調剤薬局 735-0005 安芸郡府中町宮の町3-6-11 （082）286-2732 （082）286-2734
スミダ薬局 735-0026 安芸郡府中町桃山1-13-23 （082）282-1298 （082）282-2036
府中調剤薬局 735-0004 安芸郡府中町山田1-2-9 （082）286-7000 （082）286-7011
中元薬局パルパ店 739-1101 安芸高田市甲田町高田原1433-1 （0826）45-3264 （0826）45-4445
甲田センター薬局 739-1101 安芸高田市甲田町高田原1045-1 （0826）45-7177 （0826）45-7182
すずらん薬局高宮店 739-1802 安芸高田市高宮町佐々部前川1082-7 （0826）59-0165 （0826）59-0166
向原薬局 739-1201 安芸高田市向原町坂袖森438-1 （0826）46-4123 （0826）46-4222
いずみ薬局 739-1202 安芸高田市向原町戸島1922-28 （0826）46-4320 （0826）46-4320
パール薬局吉田店 731-0523 安芸高田市吉田町山手久保655-4 （0826）43-2666 （0826）43-2666
徳山第一薬局 731-0501 安芸高田市吉田町吉田3782-1 （0826）42-2055 （0826）42-2035
ドラッグヨシノ薬局 731-0501 安芸高田市吉田町吉田840-1 （0826）47-0930 （0826）47-0330
全快堂薬局 731-0501 安芸高田市吉田町吉田下迫694 （0826）47-0377 （0826）47-0378
吉田中央薬局 731-0501 安芸高田市吉田町吉田3782-8 （0826）47-0200 （0826）47-0201
なのはな薬局 731-0501 安芸高田市吉田町吉田3782-2 （0826）42-0815 （0826）42-0815
ひかり調剤薬局 737-2122 江田島市江田島町中央4-17-8 （0823）42-1735 （0823）42-5020
大原薬局 737-2213 江田島市大柿町大原5917-1 （0823）57-7632 （0823）57-7632
大柿薬局 737-2215 江田島市大柿町小古江668-4 （0823）57-6903 （0823）57-6903
ひよこ薬局 737-2211 江田島市大柿町柿浦2052-6 （0823）57-6123 （0823）57-7472
ゆうひが丘薬局 737-2311 江田島市沖美町岡大王519-1 （0823）49-1840 （0823）49-1840
おきみ薬局 737-2316 江田島市沖美町三吉2634 （0823）47-0960 （0823）47-0960
玖波駅前薬局 739-0651 大竹市玖波1-13-5 （0827）57-8080 （0827）57-8081
さつき薬局 739-0611 大竹市新町1-1-25 （0827）53-8066 （0827）53-8066
大竹ヘルシー薬局 739-0603 大竹市西栄1-12-18 （0827）53-4560 （0827）53-4560
栄薬局 739-0603 大竹市西栄1-11-17 （0827）53-1818 （0827）53-1818
トータス薬局大竹店 739-0613 大竹市本町1-4-15 （0827）52-1200 （0827）52-1200
油見栄薬局 739-0612 大竹市油見3-19-20 （0827）52-1818 （0827）52-1818
因島調剤薬局 722-2102 尾道市因島重井町6616-3 （0845）25-1257 （0845）25-1730
重井薬局 722-2102 尾道市因島重井町2953-2 （0845）25-1339 （0845）25-1339
大信堂薬局 722-2324 尾道市因島田熊町1099 （0845）22-0517 （0845）22-2900
田熊本町調剤薬局 722-2324 尾道市因島田熊町1108-1 （0845）22-8070 （0845）22-8747
因島市薬剤師センター薬局 722-2211 尾道市因島中庄町2430-4 （0845）24-2856 （0845）24-4288
ひまわり薬局 722-2323 尾道市因島土生町2016-3 （0845）22-8374 （0845）22-9202
せとうち薬局 722-2323 尾道市因島土生町塩浜南区1847-2 （0845）22-0755 （0845）22-0662
宇和部薬局 722-2323 尾道市因島土生町1684-7 （0845）22-8548 （0845）22-8548

薬　　　局　　　名 〒 所　　在　　地 ＴＥＬ ＦＡＸ

広島県自立支援医療（更生・育成医療）指定薬局リスト

（所在地五十音順）
※広島県・広島市・福山市よりそれぞれ提供を受けた時点での名簿です。その後の指定については、
随時掲載して参ります。



ホワイト薬局 722-2323 尾道市因島土生町2201-1 （0845）26-0071 （0845）26-0071
因島中央調剤薬局 722-2323 尾道市因島土生町195-2 （0845）22-8610 （0845）22-9620
病院前薬局 722-2323 尾道市因島土生町2100-11 （0845）26-0333 （0845）26-0332
塩浜調剤薬局 722-2323 尾道市因島土生町1899-98 （0845）22-9528 （0845）22-9528
新尾道薬局 722-0022 尾道市栗原町5901-1 （0848）24-2417 （0848）24-2416
田辺薬局 722-0002 尾道市古浜町14-13 （0848）22-2991 （0848）23-6611
アロマ薬局古浜店 722-0002 尾道市古浜町9-12 （0848）20-1301 （0848）20-1302
いなほ薬局 722-0002 尾道市古浜町1477-10 （0848）20-0650 （0848）20-0651
古浜薬局 722-0002 尾道市古浜町6-23 （0848）22-7299 （0848）22-7293
ひので薬局病院前店 722-0002 尾道市古浜町6-15 （0848）20-0666 （0848）20-0667
ひので薬局 722-0002 尾道市古浜町7-69 （0848）20-1616 （0848）20-1617
尾道中央薬局 722-0002 尾道市古浜町14-16 （0848）24-2828 （0848）24-2829
若宮調剤薬局 722-0031 尾道市三軒家町6-6 （0848）25-2623 （0848）25-2623
なべか薬局 722-0055 尾道市新高山3-1170-109 （0848）46-4696 （0848）46-4694
アロマ薬局東新涯店 729-0141 尾道市高須町4755-5 （0848）56-1337 （0848）56-1338
白金薬局 729-0141 尾道市高須町1382-1 （0848）47-2921 （0848）47-2922
ありす薬局東尾道店 729-0141 尾道市高須町4754-5 （0848）55-3150 （0848）55-3151
東元町薬局 722-0003 尾道市東元町25-18 （0848）22-6790 （0848）22-6790
あすなろ薬局 722-0311 尾道市御調町市108-1 （0848）76-3530 （0848）76-3531
アローＳ薬局 722-0215 尾道市美ノ郷町三成1066-6 （0848）48-3930 （0848）48-4360
戸田栄光堂薬局 722-0073 尾道市向島町14 （0848）44-0918 （0848）44-0918
門田調剤薬局 722-0017 尾道市門田町1-39 （0848）23-2529 （0848）23-2529
シンメ薬局 737-0001 呉市阿賀北5-15-7 （0823）74-9075 （0823）74-9076
マリンドラッグ阿賀店 737-0003 呉市阿賀中央5-8-41 （0823）76-1193 （0823）76-1194
ナカマチ薬局 737-1203 呉市音戸町鰯浜2-3-29 （0823）52-2670 （0823）52-2707
幸城薬局藤三御所ノ浦店 737-1206 呉市音戸町高須3-7-5 （0823）52-0950 （0823）52-0951
幸城薬局田原店 737-1216 呉市音戸町田原2-2-12 （0823）52-2510 （0823）52-0334
呉海岸通薬局 737-0823 呉市海岸2-17-6 （0823）20-6400 （0823）20-6401
フラワー薬局 729-2607 呉市川尻町東1-10-13 （0823）87-0306 （0823）87-0306
プレジデントみどり薬局 737-1377 呉市倉橋町7382-2 （0823）56-0960 （0823）56-0996
井上一誠堂薬局警固屋店 737-0012 呉市警固屋4-2-30 （0823）28-6303 （0823）28-6306
ももたろう薬局郷町店 737-0803 呉市郷町6-27 （0823）25-8070 （0823）25-8073
オーツカ薬局Ⅱ 737-0821 呉市三条2-12-6 （0823）24-4193 （0823）24-7744
マリン薬局海岸通店 737-0821 呉市三条1-9-2 （0823）24-1193 （0823）24-1194
健康堂薬局 737-0821 呉市三条3-2-11 （0823）22-8251 （0823）22-8252
呉陸橋薬局 737-0821 呉市三条1-6-18 （0823）32-0032 （0823）32-0031
マリン薬局三津田店 737-0821 呉市三条3-5-14 （0823）32-5589 （0823）32-5590
マリン薬局三条店 737-0821 呉市三条2-15-11 （0823）29-1193 （0823）29-1194
スミヨシ薬局 737-0303 呉市下蒲刈町下島2488 （0823）65-3020 （0823）65-2712
ワカバ薬局 737-0051 呉市中央4-4-2 （0823）23-5466 （0823）23-5537
アロー薬局呉中央店 737-0051 呉市中央3-2-1 （0823）25-9681 （0823）25-9682
みつば薬局 737-0051 呉市中央2-6-7 （0823）22-1500 （0823）22-1520
スバル薬局 737-0051 呉市中央3-6-13 （0823）25-9488 （0823）25-9485
フタバ薬局 737-0051 呉市中央3-12-20 （0823）24-3330 （0823）24-3302
クレオ薬局 737-0051 呉市中央1-5-15 （0823）32-5070 （0823）32-5075
康仁薬局呉中央店 737-0051 呉市中央1-3-1 （0823）21-7800 （0823）21-4900
コスモス薬局 737-0051 呉市中央6-5-18 （0823）25-9100 （0823）25-9119
豊島薬局 734-0101 呉市豊浜町豊島4027 （0846）67-1084 （0846）67-1085
エール薬局中通店 737-0046 呉市中通2-3-30-101 （0823）22-1366 （0823）22-1367
中通薬局 737-0046 呉市中通3-2-11 （0823）21-6122 （0823）21-6207
井上一誠堂薬局 737-0046 呉市中通4-4-14 （0823）25-2121 （0823）24-4888
小松薬局 737-0046 呉市中通1-3-19 （0823）21-2448 （0823）23-3072
さくら薬局 737-0046 呉市中通3-3-25 （0823）26-8777 （0823）26-8778
呉市薬剤師会センター薬局 737-0046 呉市中通1-4-2 （0823）21-4490 （0823）21-0134
ウォンツ呉パルス通り薬局 737-0046 呉市中通4-1-24 （0823）32-5632 （0823）32-5633
大元薬局 737-0154 呉市仁方桟橋通1-15 （0823）79-5366 （0823）79-5374
康仁薬局仁方店 737-0145 呉市仁方西神町6 （0823）79-2288 （0823）79-2277
仁方本町薬局 737-0152 呉市仁方本町2-10-25 （0823）79-1169 （0823）79-1169
㈲まちのくすりやさん　ステーション薬局 737-0811 呉市西中央1-6-35 （0823）21-3913 （0823）21-3903
呉駅前薬局 737-0811 呉市西中央1-6-1-301 （0823）26-5900 （0823）25-7741
栄町薬局 737-0052 呉市東中央1-6-15 （0823）25-4380 （0823）25-4529
ごとう薬局 737-0052 呉市東中央2-3-9 （0823）21-3531 （0823）21-3531
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ホワイト薬局 737-0052 呉市東中央1-4-17 （0823）20-0872 （0823）20-0873
あおば薬局 737-0052 呉市東中央2-7-14 （0823）32-1530 （0823）32-1531
アロー薬局東中央店 737-0052 呉市東中央3-7-15 （0823）32-7056 （0823）32-7057
クレディ薬局 737-0142 呉市広駅前1-2-45 （0823）76-6117 （0823）76-6177
たちかけ薬局 737-0141 呉市広大新開2-5-23 （0823）73-5493 （0823）73-5497
マリン薬局広店 737-0141 呉市広駅前1-2-19 （0823）73-1193 （0823）73-9383
タウン薬局 737-0141 呉市広大新開1-4-2 （0823）70-0470 （0823）70-0474
広薬局 737-0141 呉市広大新開1-4-18 （0823）76-3911 （0823）76-3912
康仁薬局広二級橋店 737-0112 呉市広古新開1-1-32 （0823）76-5066 （0823）76-5067
マリン薬局広中央店 737-0112 呉市広古新開1-3-13 （0823）71-1193 （0823）72-5119
中町薬局 737-0131 呉市広中町15-26 （0823）74-3872 （0823）71-5310
竹内薬局 737-0125 呉市広本町1-9-20 （0823）71-4696 （0823）71-0114
西本広薬局 737-0125 呉市広本町1-11-34 （0823）71-7406 （0823）75-0017
神谷薬局 737-0125 呉市広本町3-20-5 （0823）71-7207 （0823）71-7281
くるみ薬局広本町店 737-0125 呉市広本町3-12-11 （0823）76-6877 （0823）76-6878
かまだ薬局 737-0045 呉市本通1-1-13 （0823）22-0217 （0823）20-0800
第一薬局 737-0045 呉市本通3-4-5 （0823）23-7474 （0823）23-7475
オーツカ薬局 737-0045 呉市本通3-2-16 （0823）21-3626 （0823）21-5358
フタバ薬局本通店 737-0045 呉市本通4-6-7 （0823）25-8002 （0823）25-8029
ひかり薬局 737-0045 呉市本通2-3-5 （0823）26-7966 （0823）26-7963
ミドリ薬局 737-0045 呉市本通7-1-30 （0823）26-7811 （0823）25-5400
黒木薬局 737-0045 呉市本通1-3-8 （0823）25-0122 （0823）25-0323
中本薬局 737-0045 呉市本通5-1-28 （0823）21-5796 （0823）25-7160
康仁薬局呉本町店 737-0045 呉市本通4-10-5 （0823）21-8899 （0823）21-0770
アロー薬局呉店 737-0045 呉市本通6-2-4 （0823）24-2268 （0823）26-7412
トマト薬局 737-0045 呉市本通1-5-11 （0823）32-5772 （0823）32-5773
宮原薬局 737-0024 呉市宮原5-5-12 （0823）21-2478 （0823）26-7558
あおぞら薬局 737-0024 呉市宮原5-5-2 （0823）21-1070 （0823）21-1080
井上一誠堂薬局焼山店 737-0911 呉市焼山北3-6-16 （0823）34-3350 （0823）34-3350
のばら薬局 737-0902 呉市焼山此原町21-2 （0823）33-0826 （0823）33-1446
エール薬局焼山店 737-0935 呉市焼山中央1-13-10 （0823）33-4228 （0823）33-9441
焼山貴船薬局 737-0935 呉市焼山中央2-6-37 （0823）30-1288 （0823）30-1207
ももたろう薬局焼山店 737-0935 呉市焼山中央2-9-40 （0823）34-5300 （0823）33-2511
くるみ薬局焼山店 737-0935 呉市焼山中央2-1-21 （0823）30-1020 （0823）30-1022
うさぎ薬局 737-0903 呉市焼山西2-1-34 （0823）30-1189 （0823）30-1187
ヒトミ薬局 729-2502 呉市安浦町中央5-2-35 （0823）84-7300 （0823）84-7303
呉吉浦薬局 737-0852 呉市吉浦東本町1-7-7 （0823）20-3070 （0823）20-3071
すずらん吉浦薬局 737-0861 呉市吉浦本町1-2-6 （0823）31-2729 （0823）31-2048
たんぽぽ薬局 737-0043 呉市和庄登町12-19 （0823）23-2562 （0823）23-2587
庄原センター薬局 727-0014 庄原市板橋町164-1 （0824）75-0116 （0824）75-0156
かわきた薬局 727-0203 庄原市川北町163-3 （0824）73-1250 （0824）73-1250
あすか薬局口和店 728-0503 庄原市口和町大月原畑564-10 （0824）87-7192 （0824）87-7195
あんず薬局 727-0114 庄原市口和町永田509-4 （0824）89-7017 （0824）89-7019
アカシア薬局東城店 729-5121 庄原市東城町川東147-3 （08477）3-0010 （08477）3-0171
三上薬局産業道路店 729-5121 庄原市東城町川東1454-4 （08477）2-1717 （08477）2-5757
三上薬局駅前店 729-5121 庄原市東城町川東165-16 （08477）2-1093 （08477）2-1793
マツオ薬局バイパス店 722-1112 世羅郡世羅町本郷広瀬617-3 （0847）22-1353 （0847）22-0402
エンゼル薬局 725-0012 竹原市下野町3143-6 （0846）22-7575 （0846）22-6778
西野薬局 725-0002 竹原市西野町1925-6 （0846）29-2001 （0846）29-2001
堂面薬局 725-0022 竹原市本町1-4-8 （0846）22-2017 （0846）22-2019
セブン薬局大崎店 725-0301 豊田郡大崎上島町中野太田浜4102-1 （0846）67-5070 （0846）67-5060
ハーブ薬局 725-0301 豊田郡大崎上島町中野1868-4 （0846）64-2063 （0846）64-2164
阿品調剤薬局 738-0053 廿日市市阿品台4-4-11 （0829）39-1911 （0829）39-1911
フタバ薬局大国店 739-0434 廿日市市大野1-8-9 （0829）55-3536 （0829）55-3351
しみず薬局 738-0033 廿日市市串戸3-21-2 （0829）32-4141 （0829）32-4142
くすりの広貫堂㈲ヘルシータウンジョイ薬局 738-0033 廿日市市串戸4-13-1 （0829）32-3077 （0829）32-3153
純薬㈱第一薬局廿日市 738-0033 廿日市市串戸2-17-5 （0829）32-0300 （0829）32-4199
なずな薬局 739-0445 廿日市市塩屋1-1-67 （0829）54-3386 （0829）54-3386
ハーモニー調剤薬局 738-0036 廿日市市四季が丘6-15 （0829）38-4498 （0829）38-4907
新宮薬局 738-0024 廿日市市新宮1-13-24 （0829）32-5268 （0829）32-5268
アロー薬局 738-0042 廿日市市地御前1-4-17若宮ビル （0829）36-2655 （0829）36-2655
地御前薬局 738-0042 廿日市市地御前2-10-22 （0829）36-0008 （0829）36-0101
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純薬㈱地御前アゼリア薬局 738-0042 廿日市市地御前3-16-23 （0829）36-0882 （0829）36-0882
住吉薬局 738-0014 廿日市市住吉1-3-20 （0829）32-5272 （0829）32-5272
森井薬局 738-0013 廿日市市廿日市2-8-21 （0829）31-0460 （0829）32-2981
もみじ薬局 739-0401 廿日市市福面3-1-17 （0829）56-4122 （0829）56-4122
ホンマチ調剤薬局 738-0015 廿日市市本町7-36 （0829）32-6933 （0829）32-6934
エヌ・イー・ピー　うさぎ薬局 738-0034 廿日市市宮内1536-1 （0829）39-9088 （0829）39-9088
キヨシ堂薬局 738-0034 廿日市市宮内859-4 （0829）39-9834 （0829）39-9834
あおば薬局 738-0034 廿日市市宮内4243-1 （0829）39-8176 （0829）39-8178
ミント薬局 738-0034 廿日市市宮内4311-1 （0829）37-2121 （0829）37-2122
森川薬局 739-0411 廿日市市宮島口1-12-12-101 （0829）56-0029 （0829）56-0029
森川薬局支店 739-0411 廿日市市宮島口1-12-2 （0829）56-1314 （0829）56-1314
みやじま薬局 739-0559 廿日市市宮島町甲590 （0829）44-0236 （0829）44-0236
瀬田薬局 739-0557 廿日市市宮島町1128-2 （0829）44-0004 （0829）44-0065
フレンド薬局 738-0035 廿日市市宮園3-1-3 （0829）37-1511 （0829）37-1512
陽光台薬局 738-0060 廿日市市陽光台5-12-1 （0829）20-2581 （0829）20-2582
あきつ薬局 729-2402 東広島市安芸津町三津4424 （0846）45-4943 （0846）45-2245
うちがみ薬局（更生医療のみ） 724-0731 東広島市黒瀬町兼沢1074-2 （0823）83-0440 （0823）83-0441
くるみ薬局黒瀬店 724-0616 東広島市黒瀬町兼広139-1 （0823）83-1200 （0823）83-1201
ハート薬局 724-0613 東広島市黒瀬町楢原243-9 （0823）83-0810 （0823）83-0811
康仁薬局 724-0613 東広島市黒瀬町楢原646-4 （0823）82-8282 （0823）82-8283
まえのぶ薬局 724-0612 東広島市黒瀬町丸山1362-5 （0823）82-5497 （0823）82-7522
くろせ薬局 724-0503 東広島市黒瀬町南方804-1 （0824）65-1501 （0824）65-1500
社会福祉法人本永福祉会みその薬局 739-0016 東広島市西条岡町5-19 （082）423-2113 （082）422-9033
全快堂おかまち薬局 739-0016 東広島市西条岡町3-16 （082）424-3373 （082）424-3407
健伸薬局 739-0016 東広島市西条岡町3-24 （082）422-6120 （082）422-6120
道下薬局 739-0016 東広島市西条岡町9-7 （082）422-3367 （082）422-3367
ほのか薬局 739-0006 東広島市西条上市町5-5 総合不動産ビル6F-B （082）421-1410 （082）421-1410
健伸薬局ごじょう店 739-0013 東広島市西条御条町2-10 （082）422-5622 （082）422-5622
よつば薬局 739-0014 東広島市西条昭和町7-19 （082）421-5225 （082）421-5233
アイワ薬局 739-0014 東広島市西条昭和町17-23 （082）424-5556 （082）424-5560
アイリス薬局 739-0025 東広島市西条中央3-10-9 （082）421-1212 （082）421-1212
ミント薬局西条中央店 739-0025 東広島市西条中央7-3-45 （082）493-5656 （082）493-5662
たいせい堂薬局中央店 739-0025 東広島市西条中央3-5-5 （082）421-5050 （082）421-5005
みどり薬局 739-0042 東広島市西条町西条東1053-1 （082）423-7224 （082）421-5766
あかね薬局 739-0042 東広島市西条町西条東1245-1 （082）422-8160 （082）422-8160
健伸薬局よこた店 739-0041 東広島市西条町寺家5410-12 （082）431-5580 （082）431-5580
もみじ薬局 739-0041 東広島市西条町寺家513-19 （082）421-9588 （082）421-9595
全快堂薬局寺家店 739-0041 東広島市西条町寺家513-20 （082）424-5577 （082）424-8088
健伸薬局寺家店 739-0041 東広島市西条町寺家2006-2 （082）422-1400 （082）422-1400
じけ薬局 739-0041 東広島市西条町寺家平岩521-53 （082）422-0321 （082）422-0221
ひまわり薬局 739-0041 東広島市西条町寺家7432-2 （082）420-8282 （082）420-8255
西条あんず薬局 739-0021 東広島市西条町助実1854-1 （082）423-5607 （082）422-1178
かなえ薬局 739-0021 東広島市西条町助実1182-4 （082）431-3822 （082）431-3822
田口薬局 739-0036 東広島市西条町田口1052-2 （082）425-2722 （082）425-2722
エンゼル薬局田口店 739-0036 東広島市西条町田口383-7 （082）420-2211 （082）420-2323
さんくす薬局 739-0024 東広島市西条町御薗宇4284-1 （082）493-8715 （082）493-8716
山陽堂薬局西条店 739-0002 東広島市西条町吉行2219-1 （082）422-5012 （082）422-5012
健伸薬局土与丸店 739-0007 東広島市西条土与丸1-3-38 （082）423-2823 （082）423-2823
福りき薬局 739-0007 東広島市西条土与丸6-1-92 オリエントビル1F （082）423-8991 （082）423-1825
セリア薬局 739-0007 東広島市西条土与丸6-1-86 （082）423-7100 （082）423-7100
東広島薬局 739-0043 東広島市西条西本町2-60 （082）423-5185 （082）423-5185
薬膳薬局東広島西条店 739-0043 東広島市西条西本町25-29 （082）424-5121 （082）424-5125
オリタ薬局西条プラザ店 739-0043 東広島市西条西本町28-30 西条プラザ内 （082）422-7430 （082）421-2351
西条薬局 739-0011 東広島市西条本町12-11 東ひろしま敬愛ビル101 （082）422-3389 （082）421-3279
あひる薬局 739-0264 東広島市志和町七条椛坂1636-3 （082）433-2331 （082）433-5656
エンゼル薬局志和店 739-0262 東広島市志和町志和東1195-1 （082）433-6060 （082）433-6006
あすか薬局 739-2102 東広島市高屋町杵原1347-9 （082）420-4051 （082）420-4052
ありす薬局 739-2102 東広島市高屋町杵原1311-6 （082）434-4080 （082）434-4256
全快堂薬局 739-2102 東広島市高屋町杵原957-5 （082）434-7223 （082）434-7262
にしたかや薬局 739-2125 東広島市高屋町中島31-1 （082）434-7933 （082）434-7953
メロディ薬局 739-2105 東広島市高屋町檜山449-6 （082）420-4313 （082）420-4315
金川薬局 724-0303 東広島市豊栄町清武342-1 （082）432-2337 （082）432-2337
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杏薬局豊栄店 724-0301 東広島市豊栄町乃美3240 （082）432-4118 （082）432-4118
八本松ココ薬局 739-0146 東広島市八本松飯田6-15-29 （082）497-0810 （082）497-0815
フタバ薬局藤三八本松SC店 739-0141 東広島市八本松町飯田2006 （082）428-8815 （082）428-8815
八本松駅前薬局 739-0141 東広島市八本松町飯田149-3 （082）420-1251 （082）420-1252
ハラ調剤薬局 739-0151 東広島市八本松町原6774-1 （082）429-2358 （082）429-2885
あい薬局 739-0144 東広島市八本松南2-4-11 （082）427-0465 （082）427-0473
全快堂薬局八本松店 739-0144 東広島市八本松南5-95-20 （082）497-1150 （082）497-1151
杏薬局 724-0203 東広島市福富町久芳3798-2 （082）435-2888 （082）435-2888
瀬野薬局 739-0311 広島市安芸区瀬野1-26-3 （082）894-2662 （082）894-2663
みどり坂薬局 739-0311 広島市安芸区瀬野2-12-13 （082）894-3344 （082）894-3345
永野薬局 739-0321 広島市安芸区中野2-18-5 （082）892-0228 （082）892-0228
サンヨーファーマシー中野薬局 739-0321 広島市安芸区中野5-13-32 （082）893-3402 （082）893-3403
タウン薬局安芸中野店 739-0321 広島市安芸区中野3-9-6 （082）892-3388 （082）892-3700
富士薬局 739-0321 広島市安芸区中野5-17-15 （082）892-2899 （082）892-3085
平原薬局 739-0323 広島市安芸区中野東5-1-2 （082）892-0903 （082）892-0903
中野中央薬局 739-0323 広島市安芸区中野東1-20-25 （082）892-4502 （082）892-4221
アロー薬局瀬野川店 739-0324 広島市安芸区中野東1-11-31 （082）892-4700 （082）892-4701
安芸畑賀薬局 736-0088 広島市安芸区畑賀2-23-38 （082）820-6088 （082）820-6089
ヒラノ薬局 736-0081 広島市安芸区船越2-1-4 （082）823-2268 （082）824-2844
全快堂薬局本店 736-0081 広島市安芸区船越3-13-12 （082）820-0556 （082）820-0557
セブン薬局 736-0082 広島市安芸区船越南3-3-4 （082）823-8169 （082）823-8169
平和薬局 736-0082 広島市安芸区船越南3-23-2 （082）821-0234 （082）823-6345
船越南どんぐり薬局 736-0082 広島市安芸区船越南3-25-28 （082）821-0203 （082）821-1081
ハート薬局 736-0082 広島市安芸区船越南2-17-1 （082）824-3044 （082）824-3044
くるみ薬局 736-0085 広島市安芸区矢野西4-10-18 （082）820-4323 （082）820-4200
康仁薬局矢野店 736-0085 広島市安芸区矢野西4-1-21 （082）888-5500 （082）888-3846
すみれ薬局 736-0083 広島市安芸区矢野東4-1-5 （082）888-6121 （082）888-6127
栗岡共栄薬局 731-1142 広島市安佐北区安佐町飯室1498-2 （082）835-0777 （082）835-3703
鈴張薬局 731-1141 広島市安佐北区安佐町鈴張2012-1 （082）835-2723 （082）835-2723
あさひが丘薬局 731-3361 広島市安佐北区あさひが丘7-15-33 （082）838-4132 （082）838-4131
大林スマイル薬局 731-0201 広島市安佐北区大林1-21-34 （082）810-5082 （082）810-5083
高陽りんご薬局 739-1731 広島市安佐北区落合5-2-34 （082）845-5307 （082）845-5308
おちあい薬局 739-1731 広島市安佐北区落合1-13-6 （082）841-3820 （082）841-3821
あさ薬局 739-1732 広島市安佐北区落合南1-11-20 （082）845-2511 （082）845-2522
もろき薬局 739-1732 広島市安佐北区落合南7-4-21 （082）843-4800 （082）843-4807
みわ薬局 731-0221 広島市安佐北区可部3-24-28 （082）814-3387 （082）814-3389
アイ薬局 731-0221 広島市安佐北区可部3-19-12 （082）812-3277 （082）812-3277
友愛薬局 731-0221 広島市安佐北区可部5-4-21 （082）814-6878 （082）815-7242
三上漢方薬局 731-0221 広島市安佐北区可部7-3-6 （082）814-4799 （082）814-4799
緑ケ丘薬局 731-0221 広島市安佐北区可部6-4-2 （082）814-7600 （082）814-8056
のぞみ薬局 731-0221 広島市安佐北区可部5-14-19 （082）810-0270 （082）815-7751
ドレミ薬局可部店 731-0221 広島市安佐北区可部2-13-23 （082）815-7512 （082）815-7517
こうぜん薬局 731-0221 広島市安佐北区可部3-38-23 （082）815-1021 （082）815-1041
のぞみ薬局可部南店 731-0223 広島市安佐北区可部南2-14-15 （082）819-3325 （082）819-3326
パール薬局可部南店 731-0223 広島市安佐北区可部南5-13-21 （082）819-3737 （082）819-3737
日本調剤安佐北薬局 731-0223 広島市安佐北区可部南5-13-14 （082）819-3190 （082）819-3191
ウォンツ薬局可部南店 731-0223 広島市安佐北区可部南2-2-28 （082）819-3188 （082）819-3377
なかしま薬局 731-0223 広島市安佐北区可部南4-26-37 （082）819-1681 （082）819-1682
土井薬局 739-1742 広島市安佐北区亀崎3-5-17-5 （082）843-4343 （082）843-4399
かめやま薬局 731-0231 広島市安佐北区亀山3-6-26 （082）814-5655 （082）814-3385
ノムラ薬局亀山店 731-0231 広島市安佐北区亀山7-5-12 （082）819-2600 （082）819-2601
きた薬局 731-0231 広島市安佐北区亀山2-6-22 （082）814-8543 （082）814-8543
コスモス薬局勝木台店 731-0233 広島市安佐北区亀山西1-2-1 （082）819-3550 （082）819-3551
口田薬局 739-1734 広島市安佐北区口田3-1-4 （082）845-1221 （082）845-1307
あきやぐち薬局 739-1734 広島市安佐北区口田1-15-11 （082）845-6060 （082）845-6262
ドレミ薬局高陽店 739-1734 広島市安佐北区口田1-9-3 （082）841-0177 （082）845-7515
ウォンツ高陽矢口薬局 739-1734 広島市安佐北区口田1-21-23 （082）841-4220 （082）841-4230
ハート薬局高陽店 739-1734 広島市安佐北区口田3-1-18 （082）841-2088 （082）841-2087
口田南薬局 739-1733 広島市安佐北区口田南7-12-27 （082）841-5925 （082）841-5926
まつだ薬局 739-1414 広島市安佐北区白木町秋山2319-14 （082）828-7601 （082）828-7602
白木薬局 739-1412 広島市安佐北区白木町小越中田194-9 （082）828-3884 （082）828-3004
ひかり薬局 739-1521 広島市安佐北区白木町三田7005-2 （082）810-6060 （082）829-1310
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ふかわ薬局 739-1751 広島市安佐北区深川5-19-8 （082）845-5304 （082）843-5210
ふじ薬局 731-0212 広島市安佐北区三入東1-31-26 （082）818-1221 （082）818-1221
相田薬局 731-0141 広島市安佐南区相田1-10-15 （082）878-2525 （082）830-3077
ウォンツ相田薬局 731-0141 広島市安佐南区相田1-3-18 （082）832-7721 （082）832-7723
パークフロント薬局 731-3167 広島市安佐南区大塚西4-8-33 （082）849-5539 （082）849-5541
めばえ薬局 731-3167 広島市安佐南区大塚西3-3-33 （082）849-4123 （082）849-4123
びーだま薬局 731-0125 広島市安佐南区大町西1-1-11 （082）870-6422 （082）870-6422
アーユ薬局 731-0124 広島市安佐南区大町東2-14-25-16 （082）870-5272 （082）870-5272
康仁薬局大町店 731-0124 広島市安佐南区大町東1-8-25 （082）870-0022 （082）870-0066
アロー薬局安店 731-0154 広島市安佐南区上安2-4-39 （082）872-5510 （082）872-0606
ヒカリ薬局 731-0154 広島市安佐南区上安6-24-15 （082）872-8655 （082）872-8655
上安薬局 731-0154 広島市安佐南区上安2-16-28 （082）878-3252 （082）878-3252
純薬㈱川内アゼリア薬局 731-0102 広島市安佐南区川内5-15-8 （082）831-3383 （082）831-3383
ぎおん薬局 731-0138 広島市安佐南区祇園2-42-7 （082）875-1245 （082）874-6559
タウン薬局高取店 731-0144 広島市安佐南区高取北1-4-25 （082）878-0100 （082）878-1600
ウォンツ長楽寺薬局 731-0143 広島市安佐南区長楽寺1-29-25 （082）872-1701 （082）872-1701
ドレミ薬局 731-0121 広島市安佐南区中須2-20-40 （082）830-5222 （082）876-5711
ナカス薬局 731-0121 広島市安佐南区中須1-16-5 （082）870-5045 （082）870-5045
加藤薬局本店 731-0122 広島市安佐南区中筋3-26-9 （082）877-2836 （082）877-8253
水野薬局 731-0122 広島市安佐南区中筋2-5-20 （082）870-6236 （082）870-6236
みやなが薬局 731-0122 広島市安佐南区中筋3-28-13 中筋駅前ビル （082）879-5539 （082）879-5536
中筋薬局 731-0122 広島市安佐南区中筋2-7-15 アヴァンセ中筋 （082）870-6979 （082）870-6979
康仁薬局中筋店 731-0122 広島市安佐南区中筋4-13-15 （082）830-0577 （082）870-3078
中筋アトム薬局 731-0122 広島市安佐南区中筋1-9-20 （082）830-5625 （082）830-5626
ノムラ薬局西原店 731-0113 広島市安佐南区西原3-16-22 （082）875-5753 （082）875-5754
ドレミ薬局西原店 731-0113 広島市安佐南区西原9-19-39 （082）832-3341 （082）871-9001
まえだ薬局西原店 731-0113 広島市安佐南区西原1-25-39-4 （082）850-0731 （082）850-0730
にしはらの加藤薬局 731-0113 広島市安佐南区西原6-2-16 （082）832-2302 （082）832-2314
ぎおんの加藤薬局 731-0113 広島市安佐南区西原4-10-14 （082）881-0686 （082）871-6627
とやま薬局 731-3271 広島市安佐南区沼田町阿戸3634-1 （082）830-4777 （082）830-4777
沼田おおつか薬局 731-3162 広島市安佐南区沼田町大塚3094-13 （082）849-2626 （082）849-2727
もみじ薬局沼田店 731-3161 広島市安佐南区沼田町伴7957-1 （082）848-7171 （082）848-7676
ドレミ薬局沼田店 731-3161 広島市安佐南区沼田町伴6001-33 （082）849-5439 （082）848-3254
くるみ薬局 731-3161 広島市安佐南区沼田町伴5840-1 （082）848-7890 （082）848-6622
沼田ほうゆう薬局 731-3161 広島市安佐南区沼田町伴5687-1 （082）849-4660 （082）849-4661
さんくす薬局東原店 731-0112 広島市安佐南区東原1-1-2 シーブリーズ東原7番館 （082）850-0530 （082）850-0560
加藤古市薬局 731-0123 広島市安佐南区古市2-18-12 （082）879-3360 （082）879-3381
コスモス薬局緑井店 731-0103 広島市安佐南区緑井2-12-26 （082）830-0035 （082）830-0040
パール薬局緑井店 731-0103 広島市安佐南区緑井4-24-7 （082）831-7760 （082）831-7760
緑井薬局 731-0103 広島市安佐南区緑井1-5-1 緑井スカイステージ202 （082）831-8244 （082）831-8245
みずも薬局 731-0101 広島市安佐南区八木6-3-13 （082）873-3704 （082）873-6740
かえで薬局 731-0101 広島市安佐南区八木4-6-7 （082）873-3036 （082）873-3036
パール薬局 731-0153 広島市安佐南区安東2-3-11 （082）872-8553 （082）872-8553
タウン薬局安東店 731-0153 広島市安佐南区安東2-10-2 M-TOWN1F （082）872-5511 （082）872-8700
ワイズ薬局（更生医療のみ） 731-0137 広島市安佐南区山本4-26-23 （082）871-7500 （082）871-7510
オール薬局山本店 731-0137 広島市安佐南区山本1-11-10 （082）875-0008 （082）875-0010
薬局ドラッグスソウ 731-5133 広島市佐伯区旭園4-35 （082）921-7865 （082）921-7987
豊見薬局 731-5133 広島市佐伯区旭園2-22 （082）921-0049 （082）921-6093
五日市薬局 731-5133 広島市佐伯区旭園6-12 （082）943-5363 （082）943-5343
タルタニ薬局五日市店 731-5127 広島市佐伯区五日市1-3-18 （082）921-5888 （082）921-5883
サルーテ薬局 731-5127 広島市佐伯区五日市4-14-9-2 （082）943-8343 （082）943-8353
五日市豊見薬局 731-5127 広島市佐伯区五日市4-4-31 唯山ビル1F （082）924-3838 （082）924-5913
はなぶさ一心堂薬局 731-5125 広島市佐伯区五日市駅前1-3-15 （082）924-1118 （082）924-1088
ユアヘルス薬局 731-5125 広島市佐伯区五日市駅前1-4-5 五日市福屋1F （082）921-8685 （082）925-0317
ブルー薬局 731-5128 広島市佐伯区五日市中央1-19-11 （082）921-9996 （082）921-9996
サンテール薬局 731-5128 広島市佐伯区五日市中央5-13-31 （082）943-8626 （082）943-8672
ゆうあい薬局五日市中央店 731-5128 広島市佐伯区五日市中央5-11-21 （082）943-8484 （082）943-6722
水戸薬局 731-5116 広島市佐伯区八幡1-24-17 サンリブ五日市店1F （082）926-1055 （082）926-1056
純薬㈱八幡アゼリア薬局 731-5116 広島市佐伯区八幡5-10-1 （082）929-1700 （082）929-1700
ハート薬局八幡店 731-5116 広島市佐伯区八幡2-6-18 （082）926-4554 （082）926-4553
康仁薬局八幡東店 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-28-17 （082）929-1100 （082）929-1101
ひまわり薬局佐伯店 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-11-28 （082）926-4771 （082）929-1157
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ウォンツ八幡薬局 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-14-12 （082）926-4565 （082）926-4568
小島薬局 731-5135 広島市佐伯区海老園1-4-26 （082）921-1217 （082）923-5091
フラワー調剤薬局 731-5135 広島市佐伯区海老園1-7-16 （082）924-1800 （082）924-7366
海老園薬局 731-5135 広島市佐伯区海老園2-6-21 （082）924-0018 （082）924-9799
アポロ薬局 731-5135 広島市佐伯区海老園2-11-1 （082）921-5171 （082）921-8381
オレンジ薬局 731-5135 広島市佐伯区海老園1-5-44 ミレニアムビル1F （082）943-7860 （082）943-7861
南海老園豊見薬局 731-5135 広島市佐伯区海老園1-8-25 （082）943-5325 （082）943-5326
海老山薬局 731-5134 広島市佐伯区海老山町7-11 （082）943-8962 （082）943-8963
あやめ薬局 731-5101 広島市佐伯区五月が丘2-7-24 （082）941-3131 （082）941-3141
ピーエムシー企画たんぽぽ薬局 731-5141 広島市佐伯区千同1-25-35 （082）924-3411 （082）924-3497
藤垂園豊見薬局 731-5131 広島市佐伯区藤垂園11-10 （082）922-5601 （082）922-5651
もみじ薬局藤の木店 731-5103 広島市佐伯区藤の木1-31-13 （082）927-3388 （082）927-3385
郡司薬局 731-5114 広島市佐伯区美鈴が丘西1-5-1 （082）928-7818 （082）928-6343
みなが薬局 731-5124 広島市佐伯区皆賀2-2-23 （082）922-8010 （082）922-8033
セピア薬局 731-5124 広島市佐伯区皆賀2-2-31 （082）923-2045 （082）923-1960
山陽堂薬局五日市店 731-5143 広島市佐伯区三宅6-128-1 （082）922-0282 （082）922-1838
栗岡共栄薬局水内店 738-0603 広島市佐伯区湯来町下994 （0826）25-1235 （0826）25-1236
カノウ薬局 731-5136 広島市佐伯区楽々園3-2-18 （082）924-3389 （082）924-8787
えのまち薬局 730-0851 広島市中区榎町3-4 （082）292-1525 （082）292-1534
フジタメディコ薬局 730-0833 広島市中区江波本町5-17 （082）232-1661 （082）232-1661
すずらん薬局大手町店 730-0051 広島市中区大手町1-4-5 （082）543-6671 （082）543-6672
コスモ薬局 730-0051 広島市中区大手町3-6-4 カルチェ大手町1F （082）541-5043 （082）541-6310
トータス薬局銀山店 730-0022 広島市中区銀山町2-5 （082）249-0621 （082）249-0621
コスモス薬局グランドタワー店 730-0012 広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー1F （082）212-0025 （082）212-0026
コスモス薬局MIDビル店 730-0031 広島市中区紙屋町1-1-17 広島MIDビル1F （082）543-2555 （082）543-2556
コスモス薬局紙屋町店 730-0031 広島市中区紙屋町2-2-6 （082）240-3100 （082）240-3101
ウォンツシャレオ薬局 730-0031 広島市中区紙屋町1地下街610 （082）545-0717 （082）545-0757
河原町薬局 730-0856 広島市中区河原町11-19 （082）292-3033 （082）292-3033
光南調剤薬局 730-0825 広島市中区光南2-1-5 （082）243-2004 （082）243-2021
光南薬局 730-0825 広島市中区光南1-13-11 （082）249-0656 （082）249-0670
たかの橋薬局 730-0042 広島市中区国泰寺町2-4-21 （082）249-9120 （082）249-7562
なか調剤薬局 730-0042 広島市中区国泰寺町1-5-18 （082）245-9565 （082）245-9564
アプコ調剤薬局 730-0034 広島市中区新天地4-6 赤松ビル102 （082）249-0093 （082）249-7417
千田調剤薬局 730-0052 広島市中区千田町1-3-3 （082）243-8585 （082）243-8585
さくら薬局 730-0052 広島市中区千田町1-7-12 赤十字病院駐車場出口（082）544-8139 （082）544-8138
かりん薬局 730-0052 広島市中区千田町1-7-11 （082）545-9770 （082）545-9771
ウォンツ薬局千田町店 730-0052 広島市中区千田町1-7-10 （082）543-2901 （082）543-2900
みつばち薬局 730-0052 広島市中区千田町1-12-1 （082）543-5050 （082）543-5062
とんぼ薬局 730-0044 広島市中区宝町9-25 （082）248-3736 （082）248-3803
竹田薬局 730-0032 広島市中区立町2-6 （082）241-5545 （082）241-5545
ミタカ薬局幟町店 730-0017 広島市中区鉄砲町3-18 （082）222-2336 （082）222-2387
コスモス八丁堀薬局 730-0017 広島市中区鉄砲町10-18 （082）227-1289 （082）227-1538
ウォンツ薬局鉄砲町店 730-0017 広島市中区鉄砲町9-10 （082）511-0756 （082）511-0755
大和屋漢方薬局 730-0846 広島市中区西川口町12-9 （082）232-1212 （082）232-5800
スミイ薬局 730-0806 広島市中区西十日市町1-2 （082）231-7508 （082）231-7508
ひので薬局 730-0852 広島市中区猫屋町1-17 （082）297-5222 （082）297-5223
キララ薬局 730-0852 広島市中区猫屋町8-24 （082）297-8026 （082）297-8036
さくら薬局猫屋店 730-0852 広島市中区猫屋町1-16 吉田ビル1F （082）297-0500 （082）297-0516
マザー薬局幟町店 730-0016 広島市中区幟町10-10 （082）221-1192 （082）221-1195
ハーティ薬局幟町店 730-0016 広島市中区幟町13-4 広島マツダビル1F （082）511-7400 （082）511-7447
広島薬局 730-0013 広島市中区八丁堀13-17 （082）221-6568 （082）223-0855
タケダ薬局 730-0013 広島市中区八丁堀11-15 （082）227-4620 （082）222-9401
すずらん薬局八丁堀店 730-0013 広島市中区八丁堀6-7 （082）222-7336 （082）222-7334
コスモス薬局 730-0013 広島市中区八丁堀4-24 （082）223-5288 （082）223-3219
橋本薬局 730-0001 広島市中区白島北町10-13 （082）223-1901 （082）223-2226
加藤調剤薬局 730-0015 広島市中区橋本町6-3 （082）222-0670 （082）222-0671
すずらん薬局 730-0036 広島市中区袋町4-6 （082）244-6467 （082）244-6468
デポ薬局支店ナカ薬局 730-0043 広島市中区富士見町12-15 ハイネス原野1F （082）542-6864 （082）243-2243
ふよう薬局 730-0842 広島市中区舟入中町11-9 （082）292-1302 （082）234-3228
わかば薬局 730-0842 広島市中区舟入中町8-6 （082）295-8181 （082）295-8181
トータス薬局舟入店 730-0841 広島市中区舟入町2-13 （082）291-0051 （082）291-0051
濱崎漢方薬局 730-0847 広島市中区舟入南5-6-12 山中ビル1F （082）294-8776 （082）294-8392
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くらかけ薬局 730-0847 広島市中区舟入南4-16-8 （082）292-7050 （082）292-7050
さくら薬局本川店 730-0802 広島市中区本川町1-3-12 本川ビル1F （082）503-7097 （082）503-7093
紙屋町薬局 730-0035 広島市中区本通4-23 （082）243-1701 （082）243-1701
東宝薬局本通店 730-0035 広島市中区本通10-1 （082）542-2225 （082）542-1003
マザー薬局三川町店 730-0029 広島市中区三川町2-8 井手ビル1F （082）544-1414 （082）544-1415
広栄薬局基町店 730-0011 広島市中区基町1-19 （082）212-3901 （082）212-3902
センター薬局 730-0011 広島市中区基町6-27 アクアセンター街8F （082）225-3305 （082）225-3309
基町薬局 730-0011 広島市中区基町16-17-118 （082）221-4939 （082）221-4939
広島市薬剤師会県庁前薬局 730-0011 広島市中区基町6-27 広島センタービル3F （082）511-4899 （082）511-4898
センター薬局９ 730-0011 広島市中区基町6-27 アクアセンター街9F （082）225-3385 （082）225-3389
すずらん薬局吉島店 730-0822 広島市中区吉島東1-4-17 （082）241-6246 （082）241-6248
アイワ薬局井口鈴峰 733-0842 広島市西区井口3-10-20 （082）270-3930 （082）270-3966
井口ゆうあい薬局 733-0844 広島市西区井口台2-23-32 （082）278-5335 （082）278-5369
新町薬局 733-0036 広島市西区観音新町1-5-27 （082）291-1543 （082）291-8415
西大薬局㈲ 733-0033 広島市西区観音本町2-9-1 （082）231-3064 （082）234-5532
かんのん薬局 733-0033 広島市西区観音本町1-11-2 （082）292-5450 （082）292-5455
ピース薬局 733-0033 広島市西区観音本町2-7-21-101 （082）297-9088 （082）297-9055
テンマアップル堂薬局 733-0031 広島市西区観音町9-4 （082）231-3283 （082）231-3360
緑大橋薬局 733-0031 広島市西区観音町6-2 （082）292-2830 （082）292-2830
すばる薬局 733-0861 広島市西区草津東1-8-1 （082）272-3304 （082）272-3036
そうごう薬局草津店 733-0865 広島市西区草津本町15-20 （082）278-8315 （082）278-8316
もみじが丘薬局 733-0815 広島市西区己斐上2-35-23 （082）274-0889 （082）274-0911
りら薬局 733-0815 広島市西区己斐上2-11-5 （082）507-3319 （082）507-3388
保険薬局　トライファーマシー 733-0812 広島市西区己斐本町1-14-3 （082）271-1143 （082）271-1143
ウォンツ己斐駅前薬局 733-0812 広島市西区己斐本町1-9-24 （082）507-5381 （082）507-5382
庚午サン薬局 733-0821 広島市西区庚午北2-6-9 コーワレジデンス103 （082）272-7358 （082）272-7385
住宅入口薬局 733-0823 広島市西区庚午南1-35-13 （082）273-1189 （082）274-5755
ムラオカ薬局 733-0871 広島市西区高須1-1-2 （082）272-6436 （082）272-0730
アカシア薬局 733-0022 広島市西区天満町13-1 （082）296-7050 （082）296-7051
山陽堂薬局中広店 733-0012 広島市西区中広町2-3-5 （082）293-8201 （082）293-8201
フレア薬局 733-0037 広島市西区西観音町23-17 （082）532-0480 （082）532-0480
東観音薬局 733-0032 広島市西区東観音町4-31 （082）231-2882 （082）231-2880
スマイル薬局観音店 733-0032 広島市西区東観音町9-14 （082）297-3737 （082）297-3738
ピーエムシー企画ひまわり薬局 733-0024 広島市西区福島町1-22-7 （082）531-1151 （082）531-1156
ハーブ薬局 733-0873 広島市西区古江新町13-36 （082）272-6613 （082）272-6795
宮本薬局 733-0872 広島市西区古江東町7-8 （082）271-5662 （082）271-5662
三篠アルファ薬局 733-0006 広島市西区三篠北町19-16 （082）230-3044 （082）230-3041
まえだ薬局みみはな店 733-0006 広島市西区三篠北町18-2-101 （082）509-3388 （082）509-3389
ウォンツ三篠薬局 733-0006 広島市西区三篠北町1-10 （082）509-1102 （082）509-1101
まえだ薬局三篠北町店 733-0006 広島市西区三篠北町19-27 イケダビル1F （082）509-3280 （082）509-3281
ヨコガワ薬局 733-0003 広島市西区三篠町1-10-3 （082）239-3210 （082）239-3210
ハート薬局観音店 733-0035 広島市西区南観音2-7-14 （082）503-5666 （082）503-5667
ペンギン薬局 733-0023 広島市西区都町21-3 （082）503-4617 （082）503-4638
アトレ薬局 733-0011 広島市西区横川町1-7-7-103 横川ポプラとなり1F （082）295-0951 （082）296-9211
横川タリア薬局 733-0011 広島市西区横川町2-10-32 （082）292-3227 （082）292-3227
プラザ薬局 733-0011 広島市西区横川町2-7-19 （082）503-8008 （082）503-8838
ウォンツ横川駅ビル薬局 733-0011 広島市西区横川町3-2-29 （082）503-6097 （082）503-6065
ＯＫ堂薬局 733-0011 広島市西区横川町2-8-3 シティハイツオキタビル1F（082）234-4443 （082）234-4446
こぐま薬局 732-0045 広島市東区曙2-8-14-101 （082）263-3429 （082）881-0256
タウン薬局曙店 732-0045 広島市東区曙1-8-28 （082）506-0035 （082）506-0122
上野薬局 732-0054 広島市東区愛宕町3-22 （082）261-0494 （082）261-0494
ノムラ薬局牛田旭店 732-0067 広島市東区牛田旭1-13-12-101 （082）511-7833 （082）511-7834
康仁薬局牛田店 732-0065 広島市東区牛田中2-2-1 （082）511-3388 （082）511-3377
東宝薬局 732-0066 広島市東区牛田本町2-1-18 （082）228-4807 （082）211-2494
ふくふく堂薬局 732-0066 広島市東区牛田本町4-1-7 （082）502-2929 （082）502-2930
アルカス薬局 732-0066 広島市東区牛田本町1-4-6 （082）221-5510 （082）221-0728
ノムラ薬局牛田店 732-0062 広島市東区牛田早稲田1-8-4 （082）223-7002 （082）223-7005
そうごう薬局尾長東店 732-0046 広島市東区尾長東2-7-29 （082）262-1861 （082）262-1862
クリーン調剤薬局 732-0023 広島市東区中山東1-5-9 （082）289-0426 （082）289-0426
温品スマイル薬局 732-0033 広島市東区温品4-6-11 ケンシンビル103 （082）508-6088 （082）508-6068
コスモス薬局温品店 732-0033 広島市東区温品7-5-27 （082）508-4225 （082）508-4226
ウォンツ下温品薬局 732-0033 広島市東区温品7-11-34 （082）289-0023 （082）289-0023
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ひかりが丘薬局 732-0051 広島市東区光が丘12-9 （082）261-6033 （082）568-9500
ミドリ薬局 732-0052 広島市東区光町2-6-31 （082）264-1600 （082）264-1300
チャオ薬局 732-0052 広島市東区光町2-4-8 （082）506-2525 （082）506-2828
ウォンツ薬局光町店 732-0052 広島市東区光町2-7-17 （082）568-5525 （082）568-5400
東蟹屋調剤薬局 732-0055 広島市東区東蟹屋町10-1 （082）261-1317 （082）261-1376
寺分薬局 732-0029 広島市東区福田6-2026-1 （082）899-6185 （082）899-6185
仙境堂薬局 732-0003 広島市東区戸坂中町4-3 （082）229-2263 （082）229-1713
矢賀薬局 732-0042 広島市東区矢賀1-1-32 （082）890-5617 （082）890-5618
ベスト薬局府中店 732-0044 広島市東区矢賀新町3-1-3 （082）284-4643 （082）284-4643
若草薬局 732-0053 広島市東区若草町6-18 （082）261-3360 （082）261-6418
鯉城向洋薬局 734-0053 広島市南区青崎1-8-2 （082）288-8241 （082）288-8242
吉田薬局 734-0036 広島市南区旭1-14-14 （082）251-1085 （082）251-1816
リバーサイド薬局 732-0827 広島市南区稲荷町3-20 トレー稲荷町1F （082）261-6280 （082）261-6491
ハート薬局 734-0011 広島市南区宇品海岸2-11-6 （082）254-6240 （082）254-8603
武中薬局 734-0004 広島市南区宇品神田1-5-21 （082）251-2581 （082）251-2581
広島南薬局 734-0004 広島市南区宇品神田1-4-2 （082）251-0034 （082）251-4325
かんだ調剤薬局 734-0004 広島市南区宇品神田3-6-31 （082）252-9199 （082）252-9199
ポピー薬局 734-0004 広島市南区宇品神田5-26-16 （082）251-7067 （082）251-7081
ヤマキ薬局 734-0004 広島市南区宇品神田1-7-12 （082）251-0873 （082）251-0850
ひとみ薬局 734-0004 広島市南区宇品神田1-6-9-101 （082）251-0570 （082）251-0577
ハート薬局神田店 734-0004 広島市南区宇品神田5-20-13 （082）250-2300 （082）250-2301
たちばな薬局宇品店 734-0004 広島市南区宇品神田4-12-12 （082）255-1955 （082）255-1958
ホープ薬局 734-0004 広島市南区宇品神田1-1-18 （082）256-6322 （082）256-6366
ファーマシィ宇品神田薬局 734-0004 広島市南区宇品神田1-4-3 オオタビル1F （082）250-5740 （082）250-5741
かもめ薬局 734-0004 広島市南区宇品神田2-3-19 メゾン八幡 （082）254-9613 （082）254-9613
ハート薬局中央店 734-0004 広島市南区宇品神田1-4-28 （082）250-7030 （082）250-7031
マリン薬局宇品店 734-0014 広島市南区宇品西2-5-5 （082）505-4193 （082）505-4194
キリン堂薬局宇品海岸店 734-0014 広島市南区宇品西4-3-24 （082）256-7712 （082）256-7712
岡田経三薬局 734-0015 広島市南区宇品御幸5-19-13 （082）255-6360 （082）255-6386
緑ケ丘薬局みゆき店 734-0015 広島市南区宇品御幸2-4-17 （082）250-3300 （082）250-3331
ウォンツみゆき薬局 734-0015 広島市南区宇品御幸1-9-12 ジャスコ御幸店内 （082）250-7131 （082）250-7131
エンコー薬局 732-0823 広島市南区猿猴橋町1-6 ビラミズウチビル1F （082）262-8044 （082）264-0955
オリタ薬局 732-0823 広島市南区猿猴橋町2-11 （082）263-6174 （082）263-5455
タカタ薬局上東雲店 734-0021 広島市南区上東雲町33-7 中川ビル （082）288-8580 （082）288-8580
アミモト薬局 732-0828 広島市南区京橋町10-23 （082）261-0346 （082）264-1193
西川薬局 734-0022 広島市南区東雲1-8-16 （082）285-5305 （082）285-4578
のぞみ薬局 734-0022 広島市南区東雲3-5-21 （082）510-0550 （082）510-0551
竹田薬局 734-0023 広島市南区東雲本町2-3-19 （082）285-0548 （082）285-0543
東雲薬局 734-0023 広島市南区東雲本町2-1-8 （082）284-5210 （082）284-5221
純薬㈱東雲アゼリア薬局 734-0023 広島市南区東雲本町2-13-32 （082）890-3837 （082）890-3837
ライカ薬局 732-0811 広島市南区段原1-3-12 （082）261-2977 （082）261-2988
マナー薬局 732-0811 広島市南区段原1-7-8 （082）568-6611 （082）568-6622
段原薬局 732-0814 広島市南区段原南2-3-24 （082）261-5801 （082）261-5801
康仁薬局段原店 732-0814 広島市南区段原南1-3-53 （082）506-3000 （082）506-3009
アイティ薬局 732-0814 広島市南区段原南2-8-14 （082）262-5516 （082）262-4911
広大薬局 734-0001 広島市南区出汐1-7-1 （082）251-0706 （082）255-7016
緑風会薬局 734-0001 広島市南区出汐1-4-3 （082）256-7171 （082）256-7181
ハロー薬局 734-0001 広島市南区出汐1-5-17 （082）252-5586 （082）252-8686
ひよこ薬局 734-0001 広島市南区出汐1-5-14 （082）250-6346 （082）250-6347
あきでしお薬局 734-0001 広島市南区出汐1-4-1 （082）256-3100 （082）256-3110
龍神薬局 734-0002 広島市南区西旭町11-3 （082）253-1673 （082）253-1675
アイ薬局 734-0024 広島市南区仁保新町1-9-14 （082）286-5101 （082）286-5102
キリン堂薬局東本浦店 734-0025 広島市南区東本浦町22-32 （082）288-5488 （082）288-5488
キクイチ薬局 732-0817 広島市南区比治山町6-14 （082）262-1788 （082）262-1788
ひまわり薬局 732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター12F （082）254-7611 （082）254-7635
あおば薬局 732-0826 広島市南区松川町3-10 （082）263-2221 （082）263-2246
橋本薬局 732-0822 広島市南区松原町9-1 エールエールＡ館1F （082）261-1032 （082）261-1046
広島駅前サン薬局 732-0822 広島市南区松原町4-25 山下ビル1F （082）506-0177 （082）506-0175
エイコー堂薬局みどり店 734-0005 広島市南区翠1-10-25 （082）254-8785 （082）254-8823
オール薬局翠町店 734-0005 広島市南区翠3-6-4 （082）255-8820 （082）255-8824
晴気薬局 734-0005 広島市南区翠1-10-36 （082）255-3822 （082）255-3822
サワモト薬局 732-0803 広島市南区南蟹屋1-1-31 （082）281-7630 （082）281-7092

－14－



堀江薬局 734-0007 広島市南区皆実町1-18-2 （082）254-1693 （082）254-1693
ミウラ薬局 734-0007 広島市南区皆実町4-18-16 （082）251-8338 （082）251-8331
ハート薬局みなみ店 734-0007 広島市南区皆実町4-22-2 （082）250-7633 （082）250-7760
ウォンツ皆実町薬局 734-0007 広島市南区皆実町5-20-9 （082）250-3364 （082）250-3364
向洋薬局 734-0061 広島市南区向洋中町1-6 （082）283-1437 （082）283-1436
アロー薬局内海店 722-2641 福山市内海町内海625-3 （084）986-3800 （084）986-3894
西江良薬局 720-1141 福山市駅家町江良425-1 （084）976-2743 （084）976-2996
てらおか薬局 720-1141 福山市駅家町江良130 （084）976-1584 （084）976-1584
すがはら薬局 720-2413 福山市駅家町法成寺108-8 （084）949-3031 （084）949-3032
うさぎ薬局 720-0825 福山市沖野上町2-6-3-101 （084）931-7202 （084）931-8055
今岡薬局国立病院前店 720-0825 福山市沖野上町4-21-32 （084）922-1985 （084）921-3698
くすりの国立前薬局 720-0825 福山市沖野上町4-23-28 （084）921-9448 （084）921-9455
にこぴん薬局沖野上店 720-0825 福山市沖野上町5-10-20 （084）991-0251 （084）991-0252
かすみ町薬局 720-0812 福山市霞町2-4-4 （084）927-9955 （084）927-9966
サン・メディカル薬局川口店 720-0822 福山市川口町1-8-1-105 （084）920-2131 （084）920-2132
浅田薬局 720-2123 福山市神辺町川北604 （084）962-0105 （084）962-0105
川北薬局 720-2123 福山市神辺町川北宮ノ後910-2 （084）963-5210 （084）963-5210
ジオ薬局御領店 720-2117 福山市神辺町下御領501-1 （084）966-1700 （084）966-1702
大空薬局 720-2125 福山市神辺町新徳田522-1 （084）963-6099 （084）963-6099
ジオ薬局神辺店 720-2122 福山市神辺町新湯野70-5 （084）963-5700 （084）963-5701
しんめい堂薬局 720-2104 福山市神辺町道上2981-3 （084）960-3061 （084）960-3062
福山けんこう工房くるみ薬局 720-0082 福山市木之庄町3-5-36 （084）931-4066 （084）931-4074
木之庄薬局 720-0082 福山市木之庄町2-7-3 （084）925-3125 （084）925-3129
鳳鳴館薬局 720-0831 福山市草戸町3-10-36 （084）923-3538 （084）923-3538
エース薬局光南店 720-0814 福山市光南町1-5-24 （084）932-7251 （084）932-7252
ユーアイ薬局 720-0066 福山市三之丸町14-18 （084）931-5988 （084）931-5988
にこぴん薬局昭和町店 720-0808 福山市昭和町1-28 （084）921-1251 （084）921-1251
下江薬局古市店 729-3103 福山市新市町新市1261-6 （0847）52-7151 （0847）52-7152
山岡薬局 729-3103 福山市新市町新市742-6 （0847）51-3356 （0847）51-3356
マルシン薬局 729-3103 福山市新市町新市616 （0847）51-2829 （0847）52-5136
ファミリー薬局 729-3103 福山市新市町新市55 （0847）40-3530 （0847）40-3531
太陽薬局 729-3103 福山市新市町新市34-3 （0847）40-3605 （0847）40-3606
小野薬局 729-3101 福山市新市町戸手1326-1 （0847）52-2031 （0847）51-5430
アイビー薬局 729-3101 福山市新市町戸手16-9 （0847）52-2669 （0847）52-2669
サン・メディカル薬局新涯店 721-0955 福山市新涯町1-17-1 （084）954-1231 （084）954-1253
にこぴん薬局瀬戸町店 720-0838 福山市瀬戸町山北444 （084）949-1251 （084）949-1253
にこぴん薬局千田町店 720-0013 福山市千田町千田2747-8 （084）961-0251 （084）961-0252
サン・メディカル薬局大黒店 720-0053 福山市大黒町1-1 （084）923-2325 （084）923-2343
大黒調剤薬局 720-0053 福山市大黒町1-33 （084）926-0690 （084）926-0690
イヨウ薬局大門店 721-0926 福山市大門町1-39-18 （084）946-4044 （084）946-4044
フジタ薬局 721-0904 福山市坪生町南2-1-12 （084）948-2740 （084）948-2740
鞆調剤薬局 720-0201 福山市鞆町鞆327-2 （084）983-5231 （084）983-5231
サン・メディカル薬局道三店 720-0813 福山市道三町5-15 （084）928-3021 （084）928-0432
キョーエイ薬局さくら 720-0818 福山市西桜町1-7-2 （084）928-5550 （084）928-5565
アロー薬局常石店 720-0313 福山市沼隈町常石1281 （084）987-3917 （084）987-5160
アロー薬局沼隈店 720-0402 福山市沼隈町中山南1383-1 （084）988-1756 （084）988-1757
フタバ薬局 721-0942 福山市引野町4-22-20 （084）941-5355 （084）941-5370
にこぴん薬局久松台店 720-0083 福山市久松台2-2-13 （084）924-0251 （084）924-0256
キョーエイ薬局 729-0104 福山市松永町1-10-1 （084）934-5499 （084）934-7882
サン・メディカル薬局松永店 729-0104 福山市松永町342-9 （084）930-4313 （084）930-4315
キョーエイ薬局すみれ 720-0805 福山市御門町2-7-29 （084）926-9778 （084）926-9778
そうごう薬局福山店 720-0805 福山市御門町1-3-31 （084）922-9741 （084）922-8580
そうごう薬局緑町店 720-0805 福山市御門町3-8-8 （084）920-9331 （084）920-9332
にこぴん薬局 721-0964 福山市港町2-5-23 （084）973-6251 （084）973-6252
エース天元堂薬局 721-0964 福山市港町1-14-13 （084）926-8520 （084）926-8520
ポポ薬局 721-0973 福山市南蔵王町1-7-17 （084）926-6600 （084）926-7318
ゆめ薬局 720-0002 福山市御幸町下岩成561-4 （084）955-8747 （084）955-8748
にこぴん薬局三吉町店 720-0031 福山市三吉町3-3-22 （084）973-7551 （084）973-7552
みやけ薬局 720-0031 福山市三吉町3-1-10 （084）932-6111 （084）932-6110
大黒調剤薬局明治町店 720-0807 福山市明治町3-14 （084）921-4839 （084）921-4858
ウカイ薬局 726-0002 府中市鵜飼町72-3 （0847）45-3587 （0847）46-3007
ヨコヤマ薬局 726-0002 府中市鵜飼町707 （0847）45-2509 （0847）45-8014
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6広島県薬剤師会府中支部かいえい薬局 726-0002 府中市鵜飼町555-16 （0847）40-0456 （0847）40-0457
あやめ薬局 729-3431 府中市上下町上下1039-1 （0847）62-8886 （0847）62-8887
葵屋薬局 729-3431 府中市上下町上下884 （0847）62-3005 （0847）62-3005
カワムラ薬局 726-0013 府中市高木町104-11 （0847）45-6728 （0847）45-6728
にこぴん薬局高木店 726-0013 府中市高木町407-6 （0847）40-0310 （0847）40-0311
父石薬局有限会社 726-0035 府中市父石町330-3 （0847）43-5468 （0847）43-5468
皿田薬局 726-0012 府中市中須町1176-5 （0847）45-4470 （0847）45-4470
サン・メディカル薬局新市店 726-0012 府中市中須町10-1 （0847）52-7128 （0847）52-7129
ステーション薬局 726-0012 府中市中須町27-3 （0847）40-3663 （0847）40-3665
ももたろう薬局府中店 726-0012 府中市中須町1695-3 （0847）46-1688 （0847）46-1687
サトミ薬局 726-0005 府中市府中町14-20 （0847）41-2273 （0847）41-2273
佐々田薬局 726-0005 府中市府中町13-4 （0847）41-2660 （0847）41-2685
西宅味薬局 726-0005 府中市府中町749-1 （0847）41-4166 （0847）41-8580
サン・メディカル薬局府中店 726-0005 府中市府中町644-2 （0847）41-7842 （0847）41-7848
児玉薬局 726-0005 府中市府中町767 児玉薬品㈱内 （0847）41-2327 （0847）43-6629
サン・メディカル薬局永井店 726-0005 府中市府中町14-29 （0847）40-1231 （0847）40-1232
とももり薬局 726-0003 府中市元町591-1 （0847）41-3210 （0847）41-3216
ファーマシーマリリン薬局 726-0003 府中市元町472 （0847）41-3240 （0847）41-5267
久井シンポ薬局 722-1304 三原市久井町江木82-5 （0847）32-8755 （0847）32-8756
幸崎調剤薬局 729-2252 三原市幸崎町能地3384-2 （0848）69-3377 （0848）69-3377
セトピア薬局 723-0014 三原市城町1-13-5 （0848）64-5965 （0848）64-5967
中央メディカル薬局 723-0014 三原市城町1-4-1 （0848）64-5336 （0848）67-5481
フジ薬局 723-0044 三原市宗郷3-3-8 （0848）67-7413 （0848）67-7413
かんだ薬局 729-1406 三原市大和町下徳良2334-1 （0847）35-1415 （0847）35-1416
大和薬局 729-1406 三原市大和町下徳良1895-4 （0847）33-1717 （0847）33-1718
みのり薬局東町 723-0011 三原市東町2-4-22 （0848）81-0788 （0848）62-7888
三原薬剤師会センター薬局日赤前店 723-0011 三原市東町2-8-2 （0848）81-0577 （0848）81-0578
玉浦薬局 723-0017 三原市港町3-20-19 （0848）63-2115 （0848）63-2579
ときわ薬局 723-0017 三原市港町1-2-27 （0848）62-2953 （0848）62-2199
みのり薬局港町 723-0017 三原市港町1-3-15 （0848）81-2311 （0848）62-1311
薬局パナコス 723-0052 三原市皆実3-2-19 （0848）64-8468 （0848）64-7908
みのり薬局 723-0051 三原市宮浦6-3-2 （0848）60-1322 （0848）60-1321
三原薬剤師会センター薬局 723-0051 三原市宮浦1-20-36 （0848）64-8079 （0848）64-2220
ときわ薬局宮沖店 723-0016 三原市宮沖町2-1-19 （0848）67-4774 （0848）67-4774
みのり薬局 729-6215 三次市江田川之内町1368-3 （0824）65-3460 （0824）65-3461
あかね薬局 728-0124 三次市作木町下作木1510-2 （0824）55-7177 （0824）55-7178
つくし薬局 728-0016 三次市四拾貫町9-1 （0824）64-6930 （0824）64-6931
中本薬局プラザ店 728-0012 三次市十日市中1-1-10 ＣＣプラザ内 （0824）63-8040 （0824）62-6480
中央薬局 728-0012 三次市十日市中2-7-26 （0824）62-2427 （0824）62-3927
中本薬局 728-0012 三次市十日市中2-13-22 （0824）63-5271 （0824）62-6472
十日市薬局 728-0012 三次市十日市中3-11-20 （0824）64-2857 （0824）64-2838
花はな薬局 728-0012 三次市十日市中3-8-1 （0824）65-6665 （0824）65-6755
ファーマシィ三次薬局 728-0012 三次市十日市中2-13-1 （0824）65-2226 （0824）65-2226
新家薬局 728-0013 三次市十日市東5-13-37 （0824）63-8585 （0824）63-8585
サン薬局 728-0013 三次市十日市東4-1-30 （0824）62-1128 （0824）63-2155
グリーン薬局 728-0013 三次市十日市東4-1-1 サングリーン第2ビル1F （0824）65-2346 （0824）63-5450
エヌ・イー・ピー　アリス薬局 728-0013 三次市十日市東2-3-20 さくらビル1F （0824）64-7901 （0824）64-7902
ぶどう薬局 728-0006 三次市畠敷町941-4 （0824）65-0111 （0824）65-0196
ウォンツ薬局三次店 728-0017 三次市南畑敷町173-6 （0824）65-0661 （0824）65-0662
全快堂・アイリス薬局 728-0017 三次市南畑敷町78-7 （0824）64-7667 （0824）64-7668
杉田薬局 728-0021 三次市三次町1086 （0824）62-2893 （0824）62-3912
つくし薬局 731-3501 山県郡安芸太田町加計3485-11 （0826）25-0120 （0826）25-0121
加計病院前薬局 731-3622 山県郡安芸太田町下殿河内710-1 （0826）25-0022 （0826）25-0027
日本調剤殿賀薬局 731-3622 山県郡安芸太田町下殿河内710-1 （0826）22-2131 （0826）22-2341
ハピネス千代田薬局 731-1533 山県郡北広島町有田1548-3 （0826）72-0005 （0826）72-0004
エンゼル薬局 731-1533 山県郡北広島町有田1189 （0826）72-6031 （0826）72-6032
千代田薬局 731-1502 山県郡北広島町蔵迫665-4 （0826）72-5717 （0826）72-5717
ハート薬局千代田店 731-1502 山県郡北広島町蔵迫167-3 （0826）72-0866 （0826）72-0876
げいほく薬局 731-2431 山県郡北広島町荒神原208-4 （0826）36-3030 （0826）36-3030
ノムラ薬局大朝店 731-2103 山県郡北広島町新庄2048-1 （0826）82-3278 （0826）82-3279
ミブ薬局 731-1515 山県郡北広島町壬生434-4 （0826）72-7030 （0826）72-7061
畠山薬局 731-1515 山県郡北広島町壬生468-7 （0826）72-2068 （0826）72-4460

－16－
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［内用薬］

薬価基準収載医薬品　―平成18年6月30日付（局方へ移行した品目）―

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価（円）

アニスタジン錠 トリクロルメチアジド 2㎎1錠 マルコ製薬 6.10
アノレキシノン錠5 メトクロプラミド 5㎎1錠 東和薬品 5.70
ウコン ウコン 10g 0.94
ウヤク ウヤク 10g 1.58

ウルソトラン トリクロルメチアジド 2㎎1錠 イセイ 6.10

エフタノン フロプロピオン 40㎎1カプセル イセイ 6.10

エリーテン錠 メトクロプラミド 5㎎1錠 日本化薬 5.70

オースギ加工ブシ末 加工ブシ 1g 高砂薬業 12.80

カルバクロン錠 トリクロルメチアジド 2㎎1錠 大洋薬品工業 6.10

クコシ クコシ 10g 2.75

クバクロン錠 トリクロルメチアジド 2㎎1錠 シオノケミカル 6.10

クロポリジン錠 トリクロルメチアジド 2㎎1錠 鶴原製薬 6.10

ケイサミン錠 トラネキサム酸 250㎎1錠 三恵薬品 6.40

コスパノンカプセル フロプロピオン 40㎎1カプセル エーザイ 9.00
コニール錠2 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 協和醗酵工業 40.90
コニール錠4 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 協和醗酵工業 72.90
コニール錠8 塩酸ベニジピン 8㎎1錠 協和醗酵工業 149.60
コレンソール錠・100 塩酸チアラミド 100㎎1錠 東和薬品 6.40

コレンフパンカプセル フロプロピオン 40㎎1カプセル 日医工 6.10

サーチロン フロプロピオン 40㎎1カプセル 寿製薬 6.10

ジコッピ ジコッピ 10g 1.05

シツリシ シツリシ 10g 1.88

ジャショウシ ジャショウシ 10g 1.15

ソボク ソボク 10g 2.83
ソランタール錠100㎎ 塩酸チアラミド 100㎎1錠 アステラス製薬 15.40

ソランタール錠50㎎ 塩酸チアラミド 50㎎1錠 アステラス製薬 10.80
タツコール錠4㎎ ニルバジピン 4㎎1錠 辰巳化学 21.80
タビロン錠40㎎ フロセミド 40㎎1錠 三和化学研究所 6.40
ツムラの生薬修治ブシ末N（調剤用）修治ブシ 1g ツムラ 14.70
テルペラン錠10 メトクロプラミド 10㎎1錠 あすか製薬 6.40
テルペラン錠5 メトクロプラミド 5㎎1錠 あすか製薬 5.70
トーワジール錠2㎎ ニルバジピン 2㎎1錠 東和薬品 10.50
トーワジール錠4㎎ ニルバジピン 4㎎1錠 東和薬品 24.00
トラネキサム酸・C「トーワ」 トラネキサム酸 250㎎1カプセル 東和薬品 6.40
※トラネキサム酸カプセル（東洋ファルマー）トラネキサム酸 250㎎1カプセル 東洋ファルマー 6.40
トラネキサム酸錠（陽進） トラネキサム酸 500㎎1錠 陽進堂 9.40
トランサミンカプセル トラネキサム酸 250㎎1カプセル 第一製薬 11.90
トランサミン錠250㎎ トラネキサム酸 250㎎1錠 第一製薬 12.00
トランサミン錠500㎎ トラネキサム酸 500㎎1錠 第一製薬 21.80
トリクロルメチアジド錠（陽進） トリクロルメチアジド 2㎎1錠 陽進堂 6.10
トリクロン錠 トリクロルメチアジド 2㎎1錠 長生堂製薬 6.10
トリスメン錠 トリクロルメチアジド 2㎎1錠 辰巳化学 6.10
ナフトジール錠2 ニルバジピン 2㎎1錠 大洋薬品工業 9.70
ナフトジール錠4 ニルバジピン 4㎎1錠 大洋薬品工業 20.80
ニコルダ錠250㎎ トラネキサム酸 250㎎1錠 扶桑薬品工業 6.40
ニバジール錠2㎎ ニルバジピン 2㎎1錠 アステラス製薬 20.90
ニバジール錠4㎎ ニルバジピン 4㎎1錠 アステラス製薬 39.20
ニバディップ錠4 ニルバジピン 4㎎1錠 日医工 21.80
ニルジラート錠2 ニルバジピン 2㎎1錠 メディサ新薬 13.40
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価（円）
ニルジラート錠4 ニルバジピン 4㎎1錠 メディサ新薬 24.00
ニンドウ ニンドウ 10g 1.15
バイラップ「カプセル」 フロプロピオン 40㎎1カプセル ニプロファーマ 6.10
フォリクロン錠5 メトクロプラミド 5㎎1錠 鶴原製薬 5.70

フォリロント フロセミド 40㎎1錠 鶴原製薬 6.40

ブシ ブシ 10g 16.26

プラミール錠 メトクロプラミド 5㎎1錠 ナガセ医薬品 5.70

プリンパール錠 メトクロプラミド 5㎎1錠 沢井製薬 5.70

プリンペラン錠 メトクロプラミド 5㎎1錠 アステラス製薬 6.40
フルイトラン錠2㎎ トリクロルメチアジド 2㎎1錠 塩野義製薬 9.70

フルトリア錠 トリクロルメチアジド 2㎎1錠 東和薬品 6.10

プレタスミン錠 トラネキサム酸 250㎎1錠 辰巳化学 6.40

フロセミド錠「イセイ」 フロセミド 40㎎1錠 イセイ 6.40

フロセミド錠「トーワ」 フロセミド 40㎎1錠 東和薬品 6.40

フロセミド錠「ミタ」 フロセミド 40㎎1錠 東洋ファルマー 6.40
フロセミド錠20「タイヨー」 フロセミド 20㎎1錠 大洋薬品工業 6.10
フロセミド錠40「タイヨー」 フロセミド 40㎎1錠 大洋薬品工業 6.40
フロセミド錠40㎎「フソー」 フロセミド 40㎎1錠 扶桑薬品工業 6.40

プロメデス錠 フロセミド 40㎎1錠 扶桑薬品工業 6.40

ヘキサトロンカプセル トラネキサム酸 250㎎1カプセル 日本新薬 11.90
ヘキサトロンカプセル250㎎ トラネキサム酸 250㎎1カプセル 日本新薬 11.90

ペラプリン錠 メトクロプラミド 5㎎1錠 大洋薬品工業 5.70

ホウブシ ホウブシ 10g 10.06

マオリード フロセミド 40㎎1錠 ニプロジェネファ 6.40

マツウラの修治附子末（調剤用） 修治ブシ 1g 松浦薬業 14.10

ヨウキサミン錠 トラネキサム酸 250㎎1錠 陽進堂 6.40
ラシックス錠20㎎ フロセミド 20㎎1錠 サノフィ・アベンティス 10.00
ラシックス錠40㎎ フロセミド 40㎎1錠 サノフィ・アベンティス 17.60
リカバリン トラネキサム酸 250㎎1カプセル 旭化成ファーマ 6.40
※加工ブシ末（三和生薬） 加工ブシ 1g 三和生薬 13.70
花扇加工ブシ末K 加工ブシ 1g 小西製薬 14.30
乾姜 乾姜 10g 1.55
修治ブシ 修治ブシ 10g 15.15
小太郎漢方の炮附子末 ホウブシ 1g 小太郎漢方製薬 13.00
本草加工ブシ末 加工ブシ 1g 本草製薬 11.90

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価（円）

トラカプミンS注 トラネキサム酸 10％10mL1管 日医工 72.00
トラサムロンS注「小林」 トラネキサム酸 10％10mL1管 小林製薬工業 72.00
トラサムロン注「小林」 トラネキサム酸 5％5mL1管 小林製薬工業 61.00
※トラネキサム酸注射液（東洋ファルマー）トラネキサム酸 10％2.5mL1管 東洋ファルマー 61.00

※トラネキサム酸注射液（東洋ファルマー）トラネキサム酸 10％10mL1管 東洋ファルマー 64.00

トラネキサンS注射液 トラネキサム酸 10％10mL1管 大洋薬品工業 72.00
トランサボン注1g トラネキサム酸 10％10mL1管 ニプロファーマ 64.00
トランサミン注10％ トラネキサム酸 10％2.5mL1管 第一製薬 64.00
トランサミン注10％ トラネキサム酸 10％10mL1管 第一製薬 144.00
トランサミン注5％ トラネキサム酸 5％5mL1管 第一製薬 64.00
ニコルダ注-10％ トラネキサム酸 10％10mL1管 扶桑薬品工業 72.00
ニコルダ注-5％ トラネキサム酸 5％5mL1管 扶桑薬品工業 61.00

フルマリンキット静注用1g フロモキセフナトリウム 1g1キット（生理食塩液100mL付） 塩野義製薬 2,137.00

［注射薬］
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価（円）
フルマリン静注用0.5g フロモキセフナトリウム 500㎎1瓶 塩野義製薬 1,187.00
フルマリン静注用1g フロモキセフナトリウム 1g1瓶 塩野義製薬 1,697.00
ヘキサトロン注（10） トラネキサム酸 5％5mL1管 日本新薬 157.00
ヘキサトロン注（5） トラネキサム酸 10％10mL1管 日本新薬 68.00
ヘキサトロン注1000㎎ トラネキサム酸 10％10mL1管 日本新薬 157.00
ヘキサトロン注250㎎ トラネキサム酸 5％5mL1管 日本新薬 68.00

ラノビス注 トラネキサム酸 10％2.5mL1管 イセイ 61.00

ラノビス注 トラネキサム酸 10％10mL1管 イセイ 64.00
リカバリン注1000㎎ トラネキサム酸 10％10mL1管 旭化成ファーマ 64.00
リカバリン注250㎎ トラネキサム酸 5％5mL1管 旭化成ファーマ 61.00
注射用マキシピーム0.5g 塩酸セフェピム 500㎎1瓶 ブリストル=ブリストル・マイヤーズ 906.00

注射用マキシピーム1g 塩酸セフェピム 1g1瓶 ブリストル=ブリストル・マイヤーズ 1,304.00

「診療報酬情報提供サービスＨＰ」および「薬価基準収載医薬品コード表（MEDIS-DC提供）」参照。

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価 後発品

アクタリット錠100「TCK」 アクタリット 100㎎1錠 辰巳化学 65.80 ○
アクタリット錠100㎎「サワイ」 アクタリット 100㎎1錠 メディサ新薬 65.80 ○
アクタリット錠100㎎「タイヨー」アクタリット 100㎎1錠 大洋薬品工業 65.80 ○
アクタリット錠100㎎「TOA」 アクタリット 100㎎1錠 東亜薬品 65.80 ○
アクタリット錠100㎎「メルク」 アクタリット 100㎎1錠 メルク・ホエイ 65.80 ○
アビショット錠75㎎ ナフトピジル 75㎎1錠 日本オルガノン 183.60

アプラチン内服液0.2％ 塩酸エピナスチン 0.2％1mL 大洋薬品工業 27.00 ○
アマドラカプセル10㎎ シクロスポリン 10㎎1カプセル 東洋カプセル 107.80 ○
アミオダロン塩酸塩錠100㎎「サワイ」塩酸アミオダロン 100㎎1錠 メディサ新薬 337.50 ○
アムロジンOD錠2.5㎎ ベシル酸アムロジピン 2.5㎎1錠 大日本住友製薬 42.70

アムロジンOD錠5㎎ ベシル酸アムロジピン 5㎎1錠 大日本住友製薬 80.50

アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45㎎「サワイ」塩酸アンブロキソール 45㎎1カプセル 沢井製薬 47.70 ○
イソバイドDS7g イソソルビド 7g1包 日研化学 66.90

L-アスパラギン酸Ca錠200㎎「サワイ」L-アスパラギン酸カルシウム 1錠 メディサ新薬 6.40 ○
エルスプリーCA錠200㎎ L-アスパラギン酸カルシウム 1錠 東和薬品 6.40 ○
塩酸セトラキサートカプセル200㎎「FC」 塩酸セトラキサート 200㎎1カプセル 富士カプセル 9.90 ○
塩酸セトラキサート細粒40％「FC」塩酸セトラキサート 40％1g 富士カプセル 14.90 ○
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」 塩酸バンコマイシン 500㎎1瓶 小林化工 2,729.20 ○
塩酸バンコマイシン散0.5g「メルク」 塩酸バンコマイシン 500㎎1瓶 メルク・ホエイ 2,729.20 ○
塩酸プロピベリン錠10㎎「SW」 塩酸プロピベリン 10㎎1錠 沢井製薬 35.70 ○
塩酸プロピベリン錠20㎎「SW」 塩酸プロピベリン 20㎎1錠 沢井製薬 69.10 ○
塩酸ベニジピン細粒0.4％「MEEK」 塩酸ベニジピン 0.4％1g 小林化工 78.00 ○
（局）塩酸ベニジピン錠2 NT 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 ニプロジェネファ 28.70 ○
（局）塩酸ベニジピン錠2「MEEK」 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 小林化工 28.70 ○
（局）塩酸ベニジピン錠2㎎「メルク」塩酸ベニジピン 2㎎1錠 メルク・ホエイ 28.70 ○
（局）塩酸ベニジピン錠4 NT 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 ニプロジェネファ 51.00 ○
（局）塩酸ベニジピン錠4「MEEK」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 小林化工 51.00 ○
（局）塩酸ベニジピン錠4㎎「CH」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 長生堂製薬 51.00 ○
（局）塩酸ベニジピン錠4㎎「ツルハラ」塩酸ベニジピン 4㎎1錠 鶴原製薬 51.00 ○
（局）塩酸ベニジピン錠4㎎「PH」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 東洋ファルマー 51.00 ○

（局）塩酸ベニジピン錠4㎎「メルク」塩酸ベニジピン 4㎎1錠 メルク・ホエイ 51.00 ○

薬価基準収載医薬品（平成18年7月7日付）
○は診療報酬における後発医薬品です。［内用薬］
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価 後発品

塩酸マニジピン錠5「タツミ」 塩酸マニジピン 5㎎1錠 辰巳化学 11.10 ○
塩酸マニジピン錠10「タツミ」 塩酸マニジピン 10㎎1錠 辰巳化学 18.70 ○
塩酸マニジピン錠20「タツミ」 塩酸マニジピン 20㎎1錠 辰巳化学 37.10 ○
オーハラキシン錠100㎎ オフロキサシン 100㎎1錠 大原薬品工業 68.70 ○
オフロキサシン錠100㎎「サワイ」オフロキサシン 100㎎1錠 メディサ新薬 68.70 ○
オフロキサシン錠100㎎「ツルハラ」オフロキサシン 100㎎1錠 鶴原製薬 68.70 ○
オメプラゾール錠10「SW」 オメプラゾール 10㎎1錠 メディサ新薬 76.80 ○
カプトプリル錠12.5㎎「サンド」 カプトプリル 12.5㎎1錠 サンド 6.40 ○
クラリスロマイシン錠小児用50㎎「タカタ」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 高田製薬 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 辰巳化学 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「EMEC」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 メディサ新薬 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「NPI」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 日本薬品工業 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「サワイ」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 沢井製薬 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「CH」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 長生堂製薬 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「タイヨー」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 大洋薬品工業 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「日医工」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 日医工 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「PH」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 東洋ファルマー 53.70 ○
クラリスロマイシン錠50㎎小児用「メルク」 クラリスロマイシン 50㎎1錠 メルク・ホエイ 53.70 ○
クラリスロマイシン錠200「MEEK」クラリスロマイシン 200㎎1錠 小林化工 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200「TCK」クラリスロマイシン 200㎎1錠 辰巳化学 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「EMEC」クラリスロマイシン 200㎎1錠 メディサ新薬 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「NPI」 クラリスロマイシン 200㎎1錠 日本薬品工業 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「サワイ」 クラリスロマイシン 200㎎1錠 沢井製薬 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「サンド」 クラリスロマイシン 200㎎1錠 サンド 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「CH」 クラリスロマイシン 200㎎1錠 長生堂製薬 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「タイヨー」 クラリスロマイシン 200㎎1錠 大洋薬品工業 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「タカタ」 クラリスロマイシン 200㎎1錠 高田製薬 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「日医工」 クラリスロマイシン 200㎎1錠 日医工 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「PH」クラリスロマイシン 200㎎1錠 東洋ファルマー 81.10 ○
クラリスロマイシン錠200㎎「メルク」 クラリスロマイシン 200㎎1錠 メルク・ホエイ 81.10 ○
クラリスロマイシンDS小児用10％「タカタ」 クラリスロマイシン 100㎎1g 高田製薬 90.30 ○
クラリスロマイシンDS10％「MEEK」クラリスロマイシン 100㎎1g 小林化工 90.30 ○
クラリスロマイシンDS10％小児用「EMEC」 クラリスロマイシン 100㎎1g メディサ新薬 90.30 ○
クラリスロマイシンDS10％小児用「サワイ」 クラリスロマイシン 100㎎1g 沢井製薬 90.30 ○
クラリスロマイシンDS10％小児用「日医工」 クラリスロマイシン 100㎎1g 日医工 90.30 ○
クラリスロマイシンDS10％小児用「日研」クラリスロマイシン 100㎎1g 日研化学 90.30 ○
クラリスロマイシンドライシロップ10％小児用「メルク」 クラリスロマイシン 100㎎1g メルク・ホエイ 90.30 ○
クラロイシン錠50小児用 クラリスロマイシン 50㎎1錠 シオノケミカル 53.70 ○
クラロイシン錠200 クラリスロマイシン 200㎎1錠 シオノケミカル 81.10 ○
グリクラジド錠20㎎「NP」 グリクラジド 20㎎1錠 ニプロファーマ 6.40 ○
グリクラジド錠40㎎「NP」 グリクラジド 40㎎1錠 ニプロファーマ 6.40 ○
クリマーゲンES錠10㎎ ファモチジン 10㎎1錠 メルク・ホエイ 16.90 ○
ケルガー錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 前田薬品工業 194.20 ○
（局）コニプロス錠4㎎ 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 日新製薬 51.00 ○
コリネールCR錠10 ニフェジピン 10㎎1錠 日医工 13.40 ○
酸化マグネシウム錠250㎎「TX」 酸化マグネシウム 250㎎1錠 トライックス 6.40 ○
酸化マグネシウム錠330㎎「TX」 酸化マグネシウム 330㎎1錠 トライックス 6.40 ○
シクポラールカプセル10 シクロスポリン 10㎎1カプセル 日医工 96.90 ○
シクロスポリンカプセル25㎎「FC」シクロスポリン 25㎎1カプセル 富士カプセル 202.30 ○

シクロスポリンカプセル50㎎「FC」シクロスポリン 50㎎1カプセル 富士カプセル 353.10 ○
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シノベジール錠50㎎ コハク酸シベンゾリン 50㎎1錠 東和薬品 32.50 ○
シノベジール錠100㎎ コハク酸シベンゾリン 100㎎1錠 東和薬品 53.30 ○
シメチジン錠200㎎「サンド」 シメチジン 200㎎1錠 サンド 6.40 ○
ジルテックドライシロップ1.25％ 塩酸セチリジン 1.25％1g ユーシービージャパン 370.10

シンラック錠2.5 ピコスルファートナトリウム 2.5㎎1錠 岩城製薬 6.40 ○
スタンゾームカプセル15 ランソプラゾール 15㎎1カプセル シオノケミカル 59.90 ○
スタンゾームカプセル30 ランソプラゾール 30㎎1カプセル シオノケミカル 107.10 ○
スプラタストトシル酸塩カプセル100㎎「タイヨー」トシル酸スプラタスト 100㎎1カプセル 大洋薬品工業 55.00 ○
セディール錠20㎎ クエン酸タンドスピロン 20㎎1錠 大日本住友製薬 71.90

セフニールカプセル100㎎ セフジニル 100㎎1カプセル 東和薬品 55.70 ○
セフポドキシムプロキセチル錠100「TCK」 セフポドキシムプロキセチル 100㎎1錠 辰巳化学 70.10 ○
セフポドキシムプロキセチル錠100㎎「CH」 セフポドキシムプロキセチル 100㎎1錠 長生堂製薬 70.10 ○
セフポドキシムプロキセチル錠100㎎「タイヨー」 セフポドキシムプロキセチル 100㎎1錠 大洋薬品工業 70.10 ○
セフポドキシムプロキセチルDS5％「CH」セフポドキシムプロキセチル 50㎎1g 長生堂製薬 69.40 ○
セフポドキシムプロキセチルドライシロップ5％「タイヨー」 セフポドキシムプロキセチル 50㎎1g 大洋薬品工業 69.40 ○
セポキシム錠100㎎ セフポドキシムプロキセチル 100㎎1錠 東和薬品 70.10 ○
セポキシムドライシロップ小児用5％ セフポドキシムプロキセチル 50㎎1g 東和薬品 69.40 ○
セレギリン塩酸塩錠2.5㎎「アメル」塩酸セレギリン 2.5㎎1錠 共和薬品工業 256.80 ○
セレニカR錠400㎎ バルプロ酸ナトリウム 400㎎1錠 日研化学 50.10

タツゾシン錠0.5㎎「タツミ」 メシル酸ドキサゾシン 0.5㎎1錠 辰巳化学 10.80 ○
タツゾシン錠4㎎「タツミ」 メシル酸ドキサゾシン 4㎎1錠 辰巳化学 60.20 ○

タツミキシン錠 オフロキサシン 100㎎1錠 辰巳化学 68.70 ○
タムスロシン塩酸塩カプセル0.1㎎「MED」 塩酸タムスロシン 0.1㎎1カプセル メディサ新薬 51.90 ○
タムスロシン塩酸塩カプセル0.2㎎「MED」 塩酸タムスロシン 0.2㎎1カプセル メディサ新薬 102.30 ○
タムスロンカプセル0.2㎎ 塩酸タムスロシン 0.2㎎1カプセル 東和薬品 124.50 ○
タリザート錠100㎎ オフロキサシン 100㎎1錠 大正薬品工業 68.70 ○
タリフロン錠100㎎ オフロキサシン 100㎎1錠 東和薬品 68.70 ○
チムケント錠10 塩酸エピナスチン 10㎎1錠 日新製薬 73.70 ○
ツロブニストDS0.1％ 塩酸ツロブテロール 0.1％1g 高田製薬 11.50 ○
テビーナ錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 岩城製薬 194.20 ○
テビナシール錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 東亜薬品 194.20 ○
テルビー錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 ダイト 194.20 ○
テルビナフィン錠125「MEEK」 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 小林化工 194.20 ○
テルビナフィン錠125「TCK」 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 辰巳化学 194.20 ○
テルビナフィン錠125㎎「NP」 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 ニプロファーマ 194.20 ○
テルビナフィン錠125㎎「F」 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 富士製薬工業 194.20 ○
テルビナフィン錠125㎎「サンド」塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 サンド 194.20 ○
テルビナフィン錠125㎎「CH」 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 長生堂製薬 194.20 ○
テルビナフィン錠125㎎「タイヨー」塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 大洋薬品工業 194.20 ○
テルビナフィン錠125㎎「メルク」塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 メルク・ホエイ 194.20 ○
テルビナフィン錠125㎎「YD」 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 陽進堂 194.20 ○
テルビナール錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 日本薬品工業 194.20 ○
テルフィナビン錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 日医工 194.20 ○
テルミシール錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 大正薬品工業 194.20 ○
トシラートカプセル100㎎ トシル酸スプラタスト 100㎎1カプセル 東和薬品 55.00 ○
トシル酸スプラタストカプセル100㎎「CH」 トシル酸スプラタスト 100㎎1カプセル 長生堂製薬 55.00 ○
トラコナ錠100㎎ イトラコナゾール 100㎎1錠 マルコ製薬 434.10 ○
トレキサメットカプセル2㎎ メトトレキサート 2㎎1カプセル シオノケミカル 223.10 ○
トレミフェン錠40㎎「サワイ」 クエン酸トレミフェン 40㎎1錠 メディサ新薬 365.00 ○

ドロキシドパカプセル100㎎「アメル」 ドロキシドパ 100㎎1カプセル 共和薬品工業 65.90 ○
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ドロキシドパカプセル100㎎「日医工」 ドロキシドパ 100㎎1カプセル 日医工 65.90 ○
ドロキシドパカプセル200㎎「アメル」 ドロキシドパ 200㎎1カプセル 共和薬品工業 121.40 ○
ドロキシドパカプセル200㎎「日医工」 ドロキシドパ 200㎎1カプセル 日医工 121.40 ○
ニソルジピン錠5㎎「FC」 ニソルジピン 5㎎1錠 富士カプセル 18.70 ○
ニソルジピン錠5㎎「ニッシン」 ニソルジピン 5㎎1錠 日新製薬 18.70 ○
ニソルジピン錠10㎎「ニッシン」 ニソルジピン 10㎎1錠 日新製薬 35.60 ○
ニフェジピンCR錠10㎎「サワイ」 ニフェジピン 10㎎1錠 沢井製薬 14.40 ○
ニフェジピンCR錠20㎎「サワイ」 ニフェジピン 20㎎1錠 沢井製薬 25.10 ○
ニフェジピンCR錠40㎎「サワイ」 ニフェジピン 40㎎1錠 沢井製薬 47.10 ○

ネオバルギンEHD 硫酸バリウム 99.0％10g 共成製薬 15.60

ネオマレルミン錠2㎎ d-マレイン酸クロルフェニラミン 2㎎1錠 大洋薬品工業 6.40 ○
ネドリール錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 高田製薬 194.20 ○
バップフォー細粒2％ 塩酸プロピベリン 2％1g 大鵬薬品工業 211.80

バナセファン錠100㎎ セフポドキシムプロキセチル 100㎎1錠 沢井製薬 70.10 ○
バナセファンDS5％ セフポドキシムプロキセチル 50㎎1g 沢井製薬 69.40 ○
ハラナシンカプセル0.1㎎ 塩酸タムスロシン 0.1㎎1カプセル 日新製薬 51.90 ○
ハラナシンカプセル0.2㎎ 塩酸タムスロシン 0.2㎎1カプセル 日新製薬 102.30 ○

バリコンクMX 硫酸バリウム 99.4％10g 堺化学工業 15.90

バリブライトCL 硫酸バリウム 99.1％10g 堺化学工業 15.90

バルデケンR錠200㎎ バルプロ酸ナトリウム 200㎎1錠 東和薬品 16.40 ○
バルプロ酸ナトリウムSR錠200㎎「アメル」 バルプロ酸ナトリウム 200㎎1錠 共和薬品工業 16.40 ○
パレルタック錠50㎎ エパルレスタット 50㎎1錠 長生堂製薬 60.00 ○
ビラス錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 ジェイドルフ製薬 194.20 ○
（局）ファモチジン錠10㎎「FC」 ファモチジン 10㎎1錠 富士カプセル 9.70 ○
（局）ファモチジン錠10㎎「TCK」 ファモチジン 10㎎1錠 辰巳化学 11.90 ○
（局）ファモチジン錠20㎎「FC」 ファモチジン 20㎎1錠 富士カプセル 13.70 ○
ファモチジンD錠10㎎「KOBA」 ファモチジン 10㎎1錠 小林薬学工業 14.70 ○
ファモチジンD錠10㎎「サワイ」 ファモチジン 10㎎1錠 沢井製薬 16.90 ○
ファモチジンD錠20㎎「サワイ」 ファモチジン 20㎎1錠 沢井製薬 27.30 ○
プラバスタチンNa塩錠10㎎「メルク」プラバスタチンナトリウム 10㎎1錠 メルク・ホエイ 75.10 ○
プラバスタチンナトリウム錠10㎎「ツルハラ」 プラバスタチンナトリウム 10㎎1錠 鶴原製薬 83.50 ○
フリバスOD錠50㎎ ナフトピジル 50㎎1錠 旭化成ファーマ 126.70

フロキン錠100㎎ オフロキサシン 100㎎1錠 ハイゾン製薬 68.70 ○
（局）フロセミド錠10㎎「NP」 フロセミド 10㎎1錠 ニプロファーマ 5.80 ○
（局）フロセミド錠20㎎「NP」 フロセミド 20㎎1錠 ニプロファーマ 6.10 ○
（局）フロセミド錠40㎎「NP」 フロセミド 40㎎1錠 ニプロファーマ 6.40 ○
プロマックD錠75 ポラプレジンク 75㎎1錠 ゼリア新薬工業 49.30

ベグリラート錠0.2㎎ ボグリボース 0.2㎎1錠 大正薬品工業 25.10 ○
ベグリラート錠0.3㎎ ボグリボース 0.3㎎1錠 大正薬品工業 36.50 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠2「TCK」塩酸ベニジピン 2㎎1錠 辰巳化学 28.70 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠2㎎「NPI」 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 日本薬品工業 28.70 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠2㎎「OME」 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 大原薬品工業 28.70 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠2㎎「サワイ」 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 メディサ新薬 28.70 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠2㎎「タイヨー」 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 大洋薬品工業 28.70 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠2㎎「TYK」塩酸ベニジピン 2㎎1錠 大正薬品工業 28.70 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠2㎎「日医工」 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 日医工 28.70 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠2㎎「YD」 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 陽進堂 28.70 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠4「TCK」塩酸ベニジピン 4㎎1錠 辰巳化学 51.00 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠4㎎「NPI」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 日本薬品工業 51.00 ○

（局）ベニジピン塩酸塩錠4㎎「OME」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 大原薬品工業 51.00 ○
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（局）ベニジピン塩酸塩錠4㎎「サワイ」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 メディサ新薬 51.00 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠4㎎「タイヨー」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 大洋薬品工業 51.00 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠4㎎「TYK」塩酸ベニジピン 4㎎1錠 大正薬品工業 51.00 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠4㎎「日医工」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 日医工 51.00 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠4㎎「YD」 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 陽進堂 51.00 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠8「TCK」塩酸ベニジピン 8㎎1錠 辰巳化学 90.90 ○
（局）ベニジピン塩酸塩錠8㎎「サワイ」 塩酸ベニジピン 8㎎1錠 メディサ新薬 90.90 ○
（局）ベニトーワ錠2㎎ 塩酸ベニジピン 2㎎1錠 東和薬品 28.70 ○
（局）ベニトーワ錠4㎎ 塩酸ベニジピン 4㎎1錠 東和薬品 51.00 ○
ペルゴリド錠50μg「サワイ」 メシル酸ペルゴリド 50μg1錠 メディサ新薬 38.50 ○
ペルゴリド錠250μg「サワイ」 メシル酸ペルゴリド 250μg1錠 メディサ新薬 159.80 ○
ボグリボースODフィルム0.2「QQ」 ボグリボース 0.2㎎1錠 救急薬品工業 25.10 ○
ボグリボースODフィルム0.3「QQ」 ボグリボース 0.3㎎1錠 救急薬品工業 36.50 ○
ボグリボース錠0.2「OME」 ボグリボース 0.2㎎1錠 大原薬品工業 25.10 ○
ボグリボース錠0.2㎎「NP」 ボグリボース 0.2㎎1錠 ニプロファーマ 25.10 ○
ボグリボース錠0.3「OME」 ボグリボース 0.3㎎1錠 大原薬品工業 36.50 ○
ボグリボース錠0.3㎎「NP」 ボグリボース 0.3㎎1錠 ニプロファーマ 36.50 ○
マインベース錠50小児用 クラリスロマイシン 50㎎1錠 大正薬品工業 53.70 ○
マインベース錠200 クラリスロマイシン 200㎎1錠 大正薬品工業 81.10 ○
マインベースDS10％小児用 クラリスロマイシン 100㎎1g 大正薬品工業 90.30 ○
マグミット錠500㎎ 酸化マグネシウム 500㎎1錠 協和化学工業 6.40 ○
マグラックス細粒83％ 酸化マグネシウム 83％1g 吉田製薬 16.10 ○
メイアクトMS錠100㎎ セフジトレン　ピボキシル 100㎎1錠 明治製菓 77.40

メチスタ錠500㎎ カルボシステイン 500㎎1錠 東和薬品 11.60 ○
メトトレキサートカプセル2㎎「サワイ」 メトトレキサート 2㎎1カプセル 沢井製薬 223.10 ○
メトトレキサートカプセル2㎎「トーワ」 メトトレキサート 2㎎1カプセル 東和薬品 223.10 ○
メトトレキサート錠2㎎「タナベ」メトトレキサート 2㎎1錠 田辺製薬 223.10 ○
メバリリン錠5 プラバスタチンナトリウム 5㎎1錠 ケミックス 23.20 ○
ラミテクト錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 沢井製薬 194.20 ○
ランソプラゾールカプセル15㎎「MED」ランソプラゾール 15㎎1カプセル メディサ新薬 59.90 ○
ランソプラゾールカプセル30㎎「MED」ランソプラゾール 30㎎1カプセル メディサ新薬 107.10 ○
リクモース錠小児用50㎎ クラリスロマイシン 50㎎1錠 東和薬品 53.70 ○
リクモース錠200㎎ クラリスロマイシン 200㎎1錠 東和薬品 81.10 ○
リクモースドライシロップ小児用10％ クラリスロマイシン 100㎎1g 東和薬品 90.30 ○
リビゲット錠100㎎ オフロキサシン 100㎎1錠 長生堂製薬 68.70 ○
リファンピシンカプセル150㎎「サンド」 リファンピシン 150㎎1カプセル サンド 21.70 ○
リプノール錠125㎎ 塩酸テルビナフィン 125㎎1錠 東菱薬品工業 194.20 ○
リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 リマプロストアルファデクス 5μg1錠 富士製薬工業 49.70 ○

ロキシスロマイシン錠150㎎「サンド」 ロキシスロマイシン 150㎎1錠 サンド 46.50 ○

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価 後発品

アイソボリン注100㎎ レボホリナートカルシウム 100㎎1瓶 ワイス 11,283.00

アセテート維持液3G点滴静注用「HK」 酢酸維持液（ブドウ糖加） 200mL1袋 光製薬 119.00 ○
アセテート維持液3G点滴静注用「HK」 酢酸維持液（ブドウ糖加） 500mL1袋 光製薬 174.00 ○
アセトキープ3G注 酢酸維持液（ブドウ糖加） 500mL1瓶 アイロム製薬 174.00 ○
アセトキープ3G注 酢酸維持液（ブドウ糖加） 200mL1袋 アイロム製薬 119.00 ○
アンスルメルク静注用0.75g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（0.75g）1瓶 メルク・ホエイ 567.00 ○

アンスルメルク静注用1.5g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（1.5g）1瓶 メルク・ホエイ 716.00 ○

［注射薬］
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イオパーク240シリンジ イオヘキソール 51.77％100mL1筒 富士製薬工業 7,628.00 ○
イノバン注0.6％シリンジ 塩酸ドパミン 0.6％50mL1筒 協和醗酵工業 2,810.00

イミスタン点滴静注用0.5g イミペネム・シラスタチンナトリウム 500㎎1瓶 日医工 1,668.00 ○
イミペナーム点滴用0.5gバッグ イミペネム・シラスタチンナトリウム 500㎎1キット（生理食塩液100mL付）ニプロファーマ 2,205.00 ○
インダスト点滴静注用0.25g イミペネム・シラスタチンナトリウム 250㎎1瓶 大洋薬品工業 1,067.00 ○
オイパロミン370シリンジ イオパミドール 75.52％80mL1筒 富士製薬工業 5,914.00 ○
オザグロン注80 オザグレルナトリウム 80㎎4mL1管 日本薬品工業 2,622.00 ○
オムニパーク300シリンジ イオヘキソール 64.71％125mL1筒 第一製薬 15,854.00

オムニパーク350シリンジ イオヘキソール 75.49％70mL1筒 第一製薬 10,170.00

ガルトバン注射液10㎎シリンジ アルガトロバン 10㎎20mL1筒 シオノケミカル 1,917.00 ○
カルボプラチン注射液50㎎「マルコ」カルボプラチン 50㎎5mL1瓶 マルコ製薬 5,074.00 ○
カルボプラチン注射液150㎎「マルコ」 カルボプラチン 150㎎15mL1瓶 マルコ製薬 12,366.00 ○
カルボプラチン注射液450㎎「マルコ」 カルボプラチン 450㎎45mL1瓶 マルコ製薬 30,130.00 ○
カルボプラチン点滴静注液50㎎「サワイ」 カルボプラチン 50㎎5mL1瓶 沢井製薬 5,074.00 ○
カルボプラチン点滴静注液50㎎「サンド」 カルボプラチン 50㎎5mL1瓶 サンド 5,074.00 ○
カルボプラチン点滴静注液150㎎「サワイ」 カルボプラチン 150㎎15mL1瓶 沢井製薬 12,366.00 ○
カルボプラチン点滴静注液150㎎「サンド」 カルボプラチン 150㎎15mL1瓶 サンド 12,366.00 ○
カルボプラチン点滴静注液450㎎「サワイ」 カルボプラチン 450㎎45mL1瓶 沢井製薬 30,130.00 ○
カルボプラチン点滴静注液450㎎「サンド」 カルボプラチン 450㎎45mL1瓶 サンド 30,130.00 ○
グリベルチン注シリンジ20mL グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 20mL1筒 大洋薬品工業 181.00 ○
KN補液MG3号 塩化ナトリウム・塩化カリウム・乳酸ナトリウム・ブドウ糖 200mL1袋 大塚製薬工場 125.00

KN補液1A 塩化ナトリウム・ブドウ糖 200mL1袋 大塚製薬工場 117.00

ケミスポリン静注用0.25g 塩酸セフォチアム 250㎎1瓶 ケミックス 251.00 ○
献血アルブミン5-ニチヤク 人血清アルブミン 5％250mL1瓶 日本製薬 7,330.00

献血アルブミン（5％）-Wf 人血清アルブミン 5％250mL1瓶 ベネシス 7,742.00

シスプラチン注10㎎「日医工」 シスプラチン 10㎎20mL1瓶 日医工 1,699.00 ○
シスプラチン注25㎎「日医工」 シスプラチン 25㎎50mL1瓶 日医工 4,729.00 ○
シスプラチン注50㎎「日医工」 シスプラチン 50㎎100mL1瓶 日医工 7,250.00 ○
スルバクシン静注用0.75g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム （0.75g）1瓶 シオノケミカル 567.00 ○
スルバクシン静注用1.5g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム （1.5g）1瓶 シオノケミカル 716.00 ○
スルバシリン静注用0.75g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム （0.75g）1瓶 明治製菓 567.00 ○
スルバシリン静注用1.5g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム （1.5g）1瓶 明治製菓 716.00 ○
生食注シリンジ「オーツカ」5mL 塩化ナトリウム 5mL1筒 大塚製薬工場 142.00

（局）生理食塩液「ヒカリ」 塩化ナトリウム 250mL1袋 光製薬 117.00

セパダシン静注用0.5g セフタジジム 500㎎1瓶 シオノケミカル 721.00 ○
セパダシン静注用1g セフタジジム 1g1瓶 シオノケミカル 985.00 ○
セファピコール静注用0.25g 塩酸セフォチアム 250㎎1瓶 大洋薬品工業 259.00 ○
セファピコール静注用0.5g 塩酸セフォチアム 500㎎1瓶 大洋薬品工業 382.00 ○
※セフタジジム静注用0.5g（マルコ） セフタジジム 500㎎1瓶 マルコ製薬 721.00 ○
セフタジジム静注用0.5g「メルク」 セフタジジム 500㎎1瓶 メルク・ホエイ 721.00 ○
セフタジジム静注用1g「TX」 セフタジジム 1g1瓶 トライックス 985.00 ○
※セフタジジム静注用1g（マルコ） セフタジジム 1g1瓶 マルコ製薬 985.00 ○
セフタジジム静注用1g「メルク」 セフタジジム 1g1瓶 メルク・ホエイ 985.00 ○
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」 セフトリアキソンナトリウム 1g1瓶 トライックス 542.00 ○
セフピロム硫酸塩静注用0.5g「CMX」硫酸セフピロム 0.5g1瓶 ケミックス 781.00 ○
セフピロム硫酸塩静注用1g「CMX」硫酸セフピロム 1g1瓶 ケミックス 1,140.00 ○
セフマゾン点滴静注用バッグ1g セファゾリンナトリウム 1g1キット（生理食塩液100mL付） ニプロファーマ 734.00 ○
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 セフメタゾールナトリウム 1g1キット（生理食塩液100mL付） ニプロファーマ 896.00 ○
セフロニック静注用0.5g スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム（500㎎）1瓶 大洋薬品工業 478.00 ○

ダルテパリンNa静注1000単位/mL「HK」5mL ダルテパリンナトリウム 5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶 光製薬 1,223.00 ○
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ダルテパリンNa静注1000単位/mL「日本臓器」5mL ダルテパリンナトリウム 5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶 日本臓器製薬 1,023.00 ○
チエクール点滴用0.5g イミペネム・シラスタチンナトリウム 500㎎1瓶 沢井製薬 1,668.00 ○
注射用アイオナール・ナトリウム（0.2）セコバルビタールナトリウム 200㎎1瓶 日医工 278.00

注射用プロスタンディン20 アルプロスタジルアルファデクス 20μg1瓶 小野薬品工業 2,247.00

沈降破傷風トキソイド「S北研」シリンジ 破傷風トキソイド 0.5mL1筒 北里研究所 528.00

デコンタシン注射液75㎎ 硫酸アルベカシン 75㎎1.5mL1管 大洋薬品工業 3,068.00 ○
（局）ドパミン液600「トーワ」 塩酸ドパミン 0.3％200mL1袋 東和薬品 780.00 ○
ドブポン注0.6％シリンジ 塩酸ドブタミン 0.6％50mL1筒 テルモ 1,791.00 ○
日赤ポリグロビンN注5％ 人免疫グロブリン 500㎎10mL1瓶 日本赤十字社 5,368.00

日赤ポリグロビンN注5％ 人免疫グロブリン 2.5g50mL1瓶 日本赤十字社 24,242.00

日赤ポリグロビンN注5％ 人免疫グロブリン 5g100mL1瓶 日本赤十字社 46,403.00

ノルディトロピン　ノルディフレックス注15㎎ ソマトロピン（遺伝子組換え） 15㎎1キット ノボ　ノルディスク　ファーマ 163,651.00

バイステージ注150 イオパミドール 30.62％50mL1瓶 大洋薬品工業 1,787.00 ○
バイステージ注150 イオパミドール 30.62％200mL1瓶 大洋薬品工業 5,006.00 ○
バイステージ注300 イオパミドール 61.24％20mL1瓶 大洋薬品工業 1,469.00 ○
バイステージ注370 イオパミドール 75.52％20mL1瓶 大洋薬品工業 2,326.00 ○
パクリタキセル注30㎎/5mL「NK」パクリタキセル 30㎎5mL1瓶 日本化薬 10,357.00 ○
パクリタキセル注100㎎/16.7mL「NK」 パクリタキセル 100㎎16.7mL1瓶 日本化薬 30,640.00 ○
（局）光糖液5％ ブドウ糖 5％250mL1袋 光製薬 126.00

（局）光糖液20％ ブドウ糖 20％500mL1袋 光製薬 189.00

（局）光糖液30％ ブドウ糖 30％500mL1袋 光製薬 213.00

（麻）フェンタニル注射液0.1㎎「三共」 フェンタニル 0.005％2mL1管 三共 357.00

（麻）フェンタニル注射液0.25㎎「三共」 フェンタニル 0.005％5mL1管 三共 858.00

フルコナゾール静注0.2％「ホスピーラ」 フルコナゾール 0.2％50mL1瓶 ホスピーラ・ジャパン 1,879.00 ○
プルテツシン注射液100㎎ 硫酸アミカシン 100㎎1管 大洋薬品工業 120.00 ○
フルマゼニル注射液0.5㎎「F」 フルマゼニル 0.5㎎5mL1管 富士製薬工業 2,719.00 ○
（麻）プレペノン注100㎎シリンジ 塩酸モルヒネ 1％10mL1筒 テルモ 2,925.00 ○
（麻）プレペノン注50㎎シリンジ 塩酸モルヒネ 1％5mL1筒 テルモ 1,525.00 ○
ベネクトミン静注用100㎎ カンレノ酸カリウム 100㎎1管 大洋薬品工業 184.00 ○
ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL ヘパリンナトリウム 5,000単位20mL1筒 大塚製薬工場 342.00 ○
ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「AT」 ヘパリンナトリウム 3,000単位20mL1筒 大洋薬品工業 315.00 ○
ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「AT」 ヘパリンナトリウム 4,000単位20mL1筒 大洋薬品工業 348.00 ○
ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」 ヘパリンナトリウム 4,000単位20mL1筒 扶桑薬品工業 351.00 ○
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「AT」 ヘパリンナトリウム 5,000単位20mL1筒 大洋薬品工業 380.00 ○
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」 ヘパリンナトリウム 5,000単位20mL1筒 扶桑薬品工業 384.00 ○
ヘパリンNa透析用300単位/mLシリンジ10mL「AT」 ヘパリンナトリウム 3,000単位10mL1筒 大洋薬品工業 309.00 ○
ヘパリンNa透析用400単位/mLシリンジ10mL「AT」 ヘパリンナトリウム 4,000単位10mL1筒 大洋薬品工業 343.00 ○
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「AT」 ヘパリンナトリウム 5,000単位10mL1筒 大洋薬品工業 375.00 ○
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL ヘパリンナトリウム 50単位5mL1筒 大塚製薬工場 147.00 ○
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL ヘパリンナトリウム 100単位10mL1筒 大塚製薬工場 152.00 ○
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL ヘパリンナトリウム 500単位5mL1筒 大塚製薬工場 175.00 ○
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL ヘパリンナトリウム 1,000単位10mL1筒 大塚製薬工場 199.00 ○
ペランコシン注1g 塩酸リンコマイシン 1g3.34mL1瓶 大洋薬品工業 107.00 ○
ペランコシン注1.5g 塩酸リンコマイシン 1.5g5mL1瓶 大洋薬品工業 117.00 ○
ミオコール注5㎎ ニトログリセリン 5㎎10mL1管 トーアエイヨー 472.00 ○
ミオコール注50㎎ ニトログリセリン 50㎎100mL1袋 トーアエイヨー 3,376.00 ○
ミダゾラム注10㎎「サンド」 ミダゾラム 10㎎2mL1管 サンド 111.00 ○
ミルリノン注射液10㎎「F」 ミルリノン 10㎎10mL1瓶 富士製薬工業 5,491.00 ○
ミルリノン注射液22.5㎎「F」 ミルリノン 22.5㎎150mL1瓶 富士製薬工業 10,402.00 ○

ミルリノン注10「KN」 ミルリノン 10㎎10mL1管 小林化工 5,491.00 ○
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ミルリノン注10㎎「タカタ」 ミルリノン 10㎎10mL1管 高田製薬 5,491.00 ○

ミルリノン注22.5㎎バッグ「タカタ」 ミルリノン 22.5㎎150mL1袋 高田製薬 10,694.00 ○

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価 後発品

アスゼスローション3％ フェルビナク 3％1mL 東光薬品工業 4.80 ○
塩酸テルビナフィンクリーム1％「MEEK」塩酸テルビナフィン 1％1g 小林化工 27.20 ○
塩酸テルビナフィンクリーム1％「サンド」塩酸テルビナフィン 1％1g サンド 27.20 ○
キリガミール点鼻液50μg28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 寿製薬 759.40 ○
クロタミトン軟膏10％「タイヨー」 クロタミトン 10％10g 大洋薬品工業 38.80
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「タイヨー」 硫酸ゲンタマイシン 1㎎1g 大洋薬品工業 9.80 ○
ショーアルFG「ツキシマ」 エタノール 10mL 月島薬品 6.40 ○
消エタサラコール エタノール 10mL サラヤ 6.40 ○
消毒用エタノールIP液「ツキシマ」 エタノール 10mL 月島薬品 6.40 ○
消毒用エタノールIP「TX」 エタノール 10mL トライックス 6.40 ○
消毒用エタライトB液 エタノール 10mL ヤクハン製薬 6.40 ○
ジフェンヒドラミン軟膏1％「タイヨー」 ジフェンヒドラミン 1％10g 大洋薬品工業 33.80
スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 東興薬品工業 759.40 ○
セキナリンテープ0.5㎎ ツロブテロール 0.5㎎1枚 ジェイドルフ製薬 42.00 ○
セキナリンテープ1㎎ ツロブテロール 1㎎1枚 ジェイドルフ製薬 57.40 ○
セキナリンテープ2㎎ ツロブテロール 2㎎1枚 ジェイドルフ製薬 78.50 ○
ソアナース軟膏分包8g 精製白糖・ポピドンヨード 1g テイカ製薬 46.90
ツロブテロールテープ0.5「EMEC」 ツロブテロール 0.5㎎1枚 埼玉第一製薬 42.00 ○
ツロブテロールテープ0.5㎎「HMT」ツロブテロール 0.5㎎1枚 久光製薬 42.00 ○
ツロブテロールテープ0.5㎎「QQ」ツロブテロール 0.5㎎1枚 救急薬品工業 42.00 ○
ツロブテロールテープ0.5㎎「サワイ」ツロブテロール 0.5㎎1枚 沢井製薬 42.00 ○
ツロブテロールテープ0.5㎎「日医工」ツロブテロール 0.5㎎1枚 日医工 42.00 ○
ツロブテロールテープ1「EMEC」 ツロブテロール 1㎎1枚 埼玉第一製薬 57.40 ○
ツロブテロールテープ1㎎「HMT」ツロブテロール 1㎎1枚 久光製薬 57.40 ○
ツロブテロールテープ1㎎「QQ」 ツロブテロール 1㎎1枚 救急薬品工業 57.40 ○
ツロブテロールテープ1㎎「サワイ」 ツロブテロール 1㎎1枚 沢井製薬 57.40 ○
ツロブテロールテープ1㎎「日医工」 ツロブテロール 1㎎1枚 日医工 57.40 ○
ツロブテロールテープ2「EMEC」 ツロブテロール 2㎎1枚 埼玉第一製薬 78.50 ○
ツロブテロールテープ2㎎「HMT」ツロブテロール 2㎎1枚 久光製薬 78.50 ○
ツロブテロールテープ2㎎「QQ」 ツロブテロール 2㎎1枚 救急薬品工業 78.50 ○
ツロブテロールテープ2㎎「サワイ」 ツロブテロール 2㎎1枚 沢井製薬 78.50 ○
ツロブテロールテープ2㎎「日医工」 ツロブテロール 2㎎1枚 日医工 78.50 ○
ツロブテンテープ0.5㎎ ツロブテロール 0.5㎎1枚 祐徳薬品工業 42.00 ○
ツロブテンテープ1㎎ ツロブテロール 1㎎1枚 祐徳薬品工業 57.40 ○
ツロブテンテープ2㎎ ツロブテロール 2㎎1枚 祐徳薬品工業 78.50 ○
ツロブニストテープ0.5㎎ ツロブテロール 0.5㎎1枚 高田製薬 42.00 ○
ツロブニストテープ1㎎ ツロブテロール 1㎎1枚 高田製薬 57.40 ○
ツロブニストテープ2㎎ ツロブテロール 2㎎1枚 高田製薬 78.50 ○
テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「タイヨー」 塩酸テルビナフィン 1％1g 大洋薬品工業 27.20 ○
テルミシールクリーム1％ 塩酸テルビナフィン 1％1g 大正薬品工業 27.20 ○
トラメラスPF点眼液0.5％ トラニラスト 25㎎5mL1瓶 日本点眼薬研究所 789.50

ナボールテープL ジクロフェナクナトリウム 10㎝×14㎝1枚 久光製薬 40.70
ナボールパップ140 ジクロフェナクナトリウム 10㎝×14㎝1枚 久光製薬 40.70
ナボールパップ70 ジクロフェナクナトリウム 7㎝×10㎝1枚 久光製薬 25.50

ネリダロン坐剤 吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン 1個 大洋薬品工業 31.10 ○

［外用薬］
「品名」欄中、※は、品名の次に括弧書によって医薬品製造業者名又は輸入業者名の略称を加えたことを示しています。
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品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価 後発品

ファビ点鼻液50μg56噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 4.08㎎8mL1瓶 三和化学研究所 1,517.00 ○

フェルナビオン フェルビナク 10㎝×14㎝1枚 岡山大鵬薬品 17.50 ○
プラノプロフェン点眼液0.1％「わかもと」プラノプロフェン 0.1％1mL わかもと製薬 28.20 ○
フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 共和薬品工業 759.40 ○
フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」56噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 4.08㎎8mL1瓶 共和薬品工業 1,517.00 ○
フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 4.08㎎8mL1瓶 イセイ 1,517.00 ○
フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 メディサ新薬 759.40 ○
フルチカゾン点鼻液50μg「テイコク」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 テイコクメディックス 759.40 ○
フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 東和薬品 759.40 ○
フルチカノーズ点鼻液50μg 28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 ハイゾン製薬 759.40 ○
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 4.08㎎8mL1瓶 グラクソ・スミスクライン 2,167.00

プロチカゾン点鼻液50μg28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 日医工 759.40 ○
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「CH」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 長生堂製薬 759.40 ○
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「タイヨー」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 大洋薬品工業 759.40 ○
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「PH」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 東洋ファルマー 759.40 ○
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「PH」56噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 4.08㎎8mL1瓶 東洋ファルマー 1,517.00 ○
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「メルク」28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 メルク・ホエイ 759.40 ○
フロラーズ点鼻液50μg28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 日本臓器製薬 759.40 ○
ポビドンヨード液10％「ORY」 ポビドンヨード 10％10mL オリエンタル薬品工業 12.30 ○

ボルタレンテープL ジクロフェナクナトリウム 10㎝×14㎝1枚 同仁医薬化工 40.70

ボルタレンパップS ジクロフェナクナトリウム 7㎝×10㎝1枚 同仁医薬化工 25.50

ボルタレンパップ ジクロフェナクナトリウム 10㎝×14㎝1枚 同仁医薬化工 40.70

ボルタレンローション1％ ジクロフェナクナトリウム 1％1g 同仁医薬化工 10.90

ミリカレット点鼻液50μg28噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 2.04㎎4mL1瓶 大正薬品工業 759.40 ○
ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用 プロピオン酸フルチカゾン 4.08㎎8mL1瓶 大正薬品工業 1,517.00 ○
ユーパスタコーワ軟膏分包8g 精製白糖・ポビドンヨード　 1g 興和 47.90

リダスロン軟膏 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン 1g 大洋薬品工業 10.40 ○

品　　　　名 成　　分　　名 規格単位 会社名 薬価 後発品

ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2％「KYS」 塩化ベンゼトニウム 1mL 協和新薬 5.80

［歯科用薬］

訂　　正

会誌７月号（No.204）保険薬局ニュースＰ７の中段、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）に一部訂正があり

ます。保険請求点「2,716」は、正しくは「2,176」です。訂正し、お詫

び致します。
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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184号 沈降インフルエンザワ
クチン（H5N1） インフルエンザ（H5N1）．の予防 デンカ生研株式会社

（18薬）第185号 沈降インフルエンザワ
クチン（H5N1） インフルエンザ（H5N1）．の予防 社団法人北里研究所

（18薬）第186号 沈降インフルエンザワ
クチン（H5N1） インフルエンザ（H5N1）．の予防 財団法人阪大微生物病

研究所

（18薬）第187号 沈降インフルエンザワ
クチン（H5N1） インフルエンザ（H5N1）．の予防 財団法人化学及血清療

法研究所

（18薬）第188号 ネララビン

成人及び小児における再発・難治
性の下記疾患
・T細胞性急性リンパ芽球性白血
病
・T細胞性リンパ芽急性リンパ腫
成人T細胞白血病/リンパ腫

グラクソ・スミスクラ
イン株式会社

（18薬）第189号 酢酸アネコルタブ 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加
齢黄斑変性症 日本アルコン株式会社

（18薬）第190号 リセドロン酸ナトリウ
ム水和物 骨ぺ－ジェット病 味の素株式会社

武田薬品工業株式会社
（18薬）第191号 酢酸リュープロレリン 球脊髄性筋萎縮症 武田薬品工業株式会社

平成18年6月9日　薬食審査発第0609001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

後発医薬品への変更可の範囲について

平成18年８月２日
広島県薬剤師会保険薬局部会

４月の保険薬局ニュースで「薬価基準収載医薬品コードの左９桁が同じものへの変更が可能」とお知
らせしました。レセコンのプログラムや日本ジェネリック研究会のホームページのジェネリック検索で
もこの判別基準を使っています。しかし、その後の調査でこれに当てはまらない例が数件出てきました。
投与経路、成分、規格・単位、剤形が一致するもので理由が不明のままコードの９桁目が変わっている
場合があります。現在流通しているものでは、下記のものがあります。

フランドルテープSのジェネリックで、サワドールテープSとリファタックテープS。
ヒルドイド（ゲル・ローション）とエアリートクリーム（ゲル・ローション）。
コンドロンデキサ液のジェネリックでビジュアリン0.1％液。
MS温シップ（「タイホウ」・「タカミツ」）とハーネシップ（全てジェネリック）。
ナクラスMとサニックM（両方ともジェネリック）。

これらは変更可能の範囲に入るものと考えられます。

基本的に局方品は後発医薬品ではなく、保険上は先発医薬品扱いです。銘柄名で処方せんに記載され
た場合、法律的には他の銘柄に変更することはできません。疑義照会の上、一般名記載に変更されれば、
どの銘柄でも調剤が可能です。
また、例外がありますので、お知らせいたします。

~~~~~~~~~
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以下の15種類の薬品は局方品ですが、それぞれに対応する後発品が発売されています。

トラネキサム酸カプセル トランサミンカプセル
トラネキサム酸錠 トランサミン錠
トリクロルメチアジド錠 フルイトラン錠
ニルバジピン錠 ニバジール錠
ファモチジン散 ガスター散
ファモチジン錠 ガスター錠
フロセミド錠 ラシックス錠
フロプロピオンカプセル コスパノンカプセル
ブフェキサマク軟膏 アンダーム軟膏
ブフェキサマク乳剤性乳剤性軟膏 アンダームクリーム
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム末 ケイキサレート
メトクロプラミド錠 プリンペラン錠
メフルシド錠 バイカロン錠
塩酸チアラミド錠 ソランタール錠
塩酸ベニジピン錠 コニール錠

また、今回新発売されるボグリボースODフィルム0.2「QQ」とボグリボースODフィルム0.3「QQ」
は、ベイスンOD錠の後発品として、変更可能との解答を広島社会保険事務局から得ています。

老人保健法施行令等の一部改正について

老人保健法施行令等が一部改正され、一部負担金の割合が２割となる者（以下、「現役並み所得者」
という。）の判定基準とする収入額が改められたことなどに関して、日薬から通知が出ました。
今回の健康保険法等の一部改正に伴い、70歳以上の高齢者のうち、現役並み所得者の一部負担金の割

合については、平成18年10月より３割負担（現行は２割負担）となりますが、当該基準の収入額を改め
るとともに、一部負担金の割合等に変更のある者について急激な負担の増大を緩和するため、平成18年
８月から２年間の経過措置が講じられることとされています。
具体的には､現役並み所得者の判定基準とする収入の額について改正され引き下げられたたため、８

月になってから、今まで１割負担だった人が、２割負担に変更されている場合がありますので、窓口で
の負担割合の再確認をお願い致します。

~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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薬剤師国保組合員の皆さんへお知らせ 

「自家調剤にかかる診療報酬請求の自粛基準」の改正について 

　自家調剤にかかる診療報酬請求の自粛については、平成16年4月に策定した「自粛

基準」により、組合員各位のご協力の下で実施しているところですが、本年4月に改

正のあった診療報酬改正も含め、この度「自粛基準」の一部を次のとおり改正しまし

たのでお知らせします。 

　なお、自家調剤については、この「自粛基準」に基づき診療報酬請求の自粛をお願

いしているところですが、一部組合員において自粛されていない部分も見受けられま

すので、改めて自粛について、組合員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

1．今回改正した内容 

2．改正した自粛基準の実施時期 

3．改正後の「自家調剤にかかる診療報酬請求の自粛基準」は、次頁のとおりです。 

（1）基準調剤加算1及び2 

　　現在、この項目は、診療報酬請求は「不可」となっているが、これを「可」に

改正する。 

（2）平成18年4月の診療報酬改正で項目名称の変更があったものの名称改正 

　　①「薬剤服用歴管理・指導料」　　　　　　　　　　「薬剤服用歴管理料」 

　　②「特別指導加算」　　　　　　　　　　　　　　　「服薬指導加算」 

　　③「薬剤情報提供料1」は「薬剤情報提供料」に改称され、 

　　　「薬剤情報提供料2」は薬剤服用歴管理料に含まれることになり廃止された。 

　　④「医薬品品質情報提供料」　　　　　　　　　　　「後発医薬品情報提供料」 

　　平成18年10月1日 

広島県薬剤師国民健康保険組合 
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自家調剤にかかる診療報酬請求の自粛基準 

調 剤 報 酬 の 内 訳

薬剤師である
事業主の自営
薬局での調剤

勤務薬剤師の
勤務薬局での
調剤

薬剤師以外の
事業主・従業
員の自営（勤
務）薬局での
調剤

本人 家族 本人 家族 本人 家族

請

　

求

　

点

　

数

調
剤
基
本
料

調剤基本料

※

加算

（分割調剤を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○

（分割調剤） ○ ○ ○ ○ ○ ○

基準調剤加算1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

基準調剤加算2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

時間外・深夜・休日加算 × × × × × ×

調

剤

技

術

料

調剤料

※

加算

内服・頓服・注射・外用

一包化加算・浸煎・湯薬
○ ○ ○ ○ ○ ○

嚥下困難者用製剤加算 × × × × × ×

後発医薬品調剤加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○

無菌製剤処理加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○

麻・向・覚・毒薬加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○

時間外・深夜・休日加算 × × × × × ×

自家製剤加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃（特別な乳幼児用製剤を行った場合） × × × × × ×

計量混合調剤加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃（特別な乳幼児用製剤を行った場合） × × × × × ×

薬

学

管

理

料

薬剤服用歴管理料 × ○ × ○ ○ ○

服薬指導加算 × × × × × ×

麻薬管理指導加算 × × × × × ×

重複投薬・相互作用防止加算 × × × × × ×

薬剤情報提供料 × × × × × ×

長期投薬情報提供料 1 × × × × × ×

長期投薬情報提供料 2 × × × × × ×

後発医薬品情報提供料 × × × × × ×

在宅患者訪問薬剤管理指導料 × × × × × ×

麻薬管理指導加算 × × × × × ×

調剤情報提供料 × × × × × ×

服薬指導情報提供料 × × × × × ×

服薬指導情報提供加算 × × × × × ×

薬剤料 ○ ○ ○ ○ ○ ○

特定保険医療材料料 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（○は請求可、×は請求不可）
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薬剤師連盟のページ

「藤井もとゆき薬剤師後援会」全国キャラバン始まる

今年は、長くうんざりしていた梅雨が明けたと途端に、連日30度を超す猛暑。

そう言えば、この頃だっただろうか。５年前の藤井選挙の際、選挙カーが２台、全国を北・南から巡

回し、２日間だったが広島にも寄られ、駅前・街頭活動、選挙カーで広島県内を回れるだけ回り、汗びっ

しょりになったことが思い出される。

藤井もとゆき薬剤師後援会活動も、（東京）本部でも試行錯誤しながら、後援会入会獲得の増加等検

討しているが、新たな活動の一環として、「藤井もとゆき薬剤師後援会」全国キャラバンが北海道から

スタートした。

北海道・東北ブロックが終了し、北信越ブロックも中盤にさしかかったとの事。その後、中国ブロッ

クに到着するのは９月下旬頃の予定だ。

この全国キャラバンは、藤井もとゆき氏がミニ集会等を行ったり、会員薬局へ訪問し、薬局・薬剤師

（薬業関係団体）からの“生の声”を聞いてもらうことが目的の一つだ。

公務との兼ね合いもあり、スケジュール調整もなかなか難しいようだが、我々の現状をリアルに見て、

聞いてもらわないと、国政の場での活動に生きてこない。

逆に、藤井もとゆき氏からも中央（国政）の状況、また、他県の薬業界状況等、有意義な情報が聴け

るメリットもある。

また、日程等が分かり次第お知らせいたします。

幹事長 松下　憲明

講演会のご案内

日　時：平成18年９月21日（木） 15：00～17：30

場　所：八丁堀シャンテ　３Ｆ（竹の間） 広島市中区八丁堀８－28

演　題：①「医療制度と薬剤師を取り巻く環境」（15：10～15：40）
参議院議員　藤　井　基　之　先生

②「創薬・医薬品適正使用・育薬」サイクルの推進（15：50～17：20）
―製薬現場と医療現場の連携―
東京大学大学院薬学系研究科　医薬品情報学講座教授

澤　田　康　文　先生

（問い合わせ先）

広島県製薬協会事務局（丸善製薬㈱内）
1（0847）52－5916
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参議院議員 藤井　基之

暑い毎日が続きます。猛暑の中、私も元気で全国遊説の旅を続けています。
７月から９月にかけて、国会は閉会中。この期間を最大限に生かして、走り続けます。

（予算概算要求基準）
さて、例年夏、各省庁は、財務省に次年度予算の要求（概算要求）を行いますが、この概算要求に先

立ち政府から一定の要求基準が示されます。その基準をシーリングと呼んでいます。正確には「予算概
算要求基準」といいます。今年は、７月21日、次のように社会保障関係の予算概算要求のシーリングが
示されました。
「年金・医療等に係わる経費
補充費途として指定されている経費等のうち、年金、医療等に係る経費（以下「年金・医療等に係
る経費」という。）については、高齢化等に伴う増加等から各般にわたる制度・施策の見直しによ
る削減・合理化を図り、その増（各所管計5,500億円）を前年度当初予算における年金・医療等に
係る経費に相当する額に加算した額の範囲内において、各所管ごとに、要求する。」

国の一般会計予算は、ここ数年総額約80兆円となっていますが、その歳入の平成18年度の要求時点で
の内訳をみますと、税収が約44兆円、そして国債の発行額が約30兆円、その他となっています。つまり、
国の一般会計予算は4割近くがいわば借金で賄われているわけです。これまでの国債の発行総額は770兆
円といわれ、国は、毎年、19兆円ずつ償還、つまり、お金を返済しています。このような赤字予算を改
善するために、政府は予算の抑制、縮小を図ってきました。
しかし、いろいろな事情で国の必要な経費は年々増加しています。特に、医療費や年金、介護、福祉

関係のなどの社会保障費は、高齢化によって増加しています。社会保障費は、国の会計から約20兆円が
支出されていますが、年金を受け取る高齢者人口も増えていますし、医療費も増えます。つまり、医療
費の引き上げなどの要素がなくても、社会保障費は自然に増えてゆきます。例えば、平成17年度の自然
増は１兆800億円、18年度は8,000億円と見込まれていました。
しかし、この社会保障費の自然増を丸々認めて増額予算をつけるのではなく、できるだけ自然増を抑

えてゆくという考え方から、シーリングが行われるわけです。平成15年度以降でみますと、毎年自然増
9,000億円から１兆円を2,200億円削減するというシーリングが続いてきました。そして、平成18年度も、
8,000億円の自然増を2,200億円削減し、5,800億円に抑えるというシーリングが示されました。今年の４
月の3.16％の医療費引下げも、その一環でした。
そこで、来年19年の概算要求ですが、この７月、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」、いわ

ゆる「骨太の基本方針」2006が発表されました。その中で、来年に予算編成に関し、次のように基本的
な考え方が示されました。

「今後とも高齢化の進展に伴い、社会保障給付費については大幅に増加し、そのための保険料・税負
担も大きく増大していくと見込まれる。
こうした中、社会保障制度を国民の安心や安定を支えるセーフティネットとしての役割・機能を
将来にわたり果たし続けていくためには、制度自体の持続可能性・安定性を確保していくことが何
より重要であり、そのためには、現役世代の負担が過度のものとならないよう社会保障制度全般に
わたり普段の見直しを行いセーフティネットとして求められる水準に配慮しつつ、給付の伸びを抑
制することが必要である。
（中略）
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社会保障については、これまで各般の改革を行ってきたところであるが、以上のような観点を踏
まえれば、今後５年間においても、次に掲げる事項を含め改革努力を継続していく必要がある。」

以上のような骨太の基本方針にしたがい、冒頭のような概算要求の基準がしめされたわけです。つま
り、来年度は社会保障費の自然増を7,700億円と見込み、これを来年度も2,200億円削減して、自然増を
5,500億円に抑えることとするという方針とされたわけです。
これから、年末にかけての予算案作成の過程で、社会保障費のどの部分を見直しするのか、具体的な
対策が検討されていくこととなります。

（地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム）
文部科学省の予算に「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」とい
う事業がありますが、この事業に平成18年度から薬剤師養成教育も含まれることとなりました。
このプログラムは、医師教育を対象として実施されてきたものですが、平成18年度から薬学教育６年

制が実施されることとなったことから、文部科学省が６年制カリキュラムの整備のため、薬剤師教育に
ついても事業の対象とすることを決め、今年度から予算も増額されていました。
同プログラムは、その目的を、「医師や薬剤師など医療人養成の分野においては、地域医療等社会的

ニーズに対応したテーマ設定を行い、国公私立大学から申請された取組の中から、質の高い医療人を養
成する特色ある取組について財政支援を行うことにより、大学教育の活性化を促進し、社会から求めら
れる質の高い医療人の養成推進を図ること」とし、テーマ１「分野別偏在に対応した医師の養成」と、
テーマ２「臨床能力向上に向けた薬剤師の養成」で構成されています。予算額は、医師、薬剤師合わせ
て12.9億円が計上されています。
今年度は、薬剤師教育については、「薬学部（薬剤師養成の６年制学科）を置く国公私立大学が質の

高い薬剤師を養成するための教育内容・方法の開発や展開等を行う取組」について、教育プログラムが
公募され、各大学から55プログラムの申請があり、文部科学省の選定委員会で審査されました。
その結果、今年度は、国立大学３大学、公立大学１大学、私立大学６大学の各大学のプログラム、及
び11私立大学の共同取組１プログラム、計11プログラムが選ばれています。
プログラムの例をあげてみますと、「実践的ヒューマン・コミュニケーション教育～薬剤師の基盤と

なる倫理観・使命感・対話力の醸成～」（広島大学）、「附属薬局を活用した臨場感溢れる実践教育～人
間性豊かな安全で確実な薬物療法を提供できる実践型薬剤師の養成～」（岐阜薬科大学）、「臨床能力を
育む地域体験型学習とその支援」（北海道薬科大学）等です。１プログラムあたりの国の補助金は2,900
万円までとされています。

スタンドは　白一色に　夏来る（三遊亭らん丈）

藤井もとゆき
「国会レポート」が掲載
されています。

http://www.mfujii.gr.jp



広島県薬剤師研修協議会ではこのたび「研修会カレンダー」を運営

することになりました。

このカレンダーでは関連団体が開催する研修会がカレンダー形式で

一覧できるようになっています。研修会の確認にご利用ください。

研修会カレンダー（http://www.hiroyaku.or.jp/sche/）へは…

県薬ホームページ「▲各種研修会カレンダー」をクリックしてください。

広島県薬剤師研修協議会参加団体

¡広島県薬剤師会¡広島県病院薬剤師会¡広島大学病院¡広島大学薬学部¡福山大学薬学部¡広島国際大

学薬学部¡広島県製薬協会¡日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部¡広島県女性薬剤師会¡広島県青年薬

剤師会¡広島県福祉保健部保健医療局薬務室




