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表紙写真　ビワ（バラ科）

ビワの葉には精油の他に青酸配糖体のアミグダリンが含まれま
す。抗炎症作用と抗菌作用が知られていますが漢方では咳を止め口
内の炎症を鎮める目的で甘露飲に配剤されています。民間では湿疹
や関節の腫れ、難病治療に用いられてきました。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）

撮影場所：呉市・大崎下島
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第38回広島県薬剤師会通常総会を開催
－平成20年度会務並びに事業報告・収支決算等を承認－

第38回広島県薬剤師会通常総会は、去る５月23

日（土）午後３時から広島県薬剤師會館に於いて
開催された。
総会は、二川　勝常務理事の司会のもと、まず、

木平健治副会長の開会の辞により開会され、続い
て、前田泰則会長の挨拶があった。（別掲）
次に、表彰式に移り、次の方々に対して、前田

会長から賞状並びに記念品の伝達・授賞が行わ
れた。
受賞者は次のとおり。

〔順不同、敬称略、（ ）は支部名〕
○日本薬剤師会有功賞受賞者（伝達）（５名）
武中　英樹（広　島） 森田　和典（福　山）
村上　元彦（尾　道） 中本　聖子（因　島）
畠山　隆宏（山　県）

○広島県薬剤師会賞受賞者（３名）
二川　　勝（安　芸） 中本　　博（ 呉　）
佐々田義之（福　山）

○広島県薬剤師会功労賞受賞者（６名）
今田　哲生（広　島） 畠山　　厚（安　芸）
江端　　勉（大　竹） 山岡恵美子（福　山）
永澤　幸雄（三　原） 福山　邦子（三　次）

○広島県薬剤師会有功賞受賞者（５名）
浜本　邦博（広　島） 松林　暘子（広　島）
吉田　桂子（広　島） 檜井　康子（安　佐）
増原　紀子（三　次）

続いて、広島県健康福祉局長祝辞（代理　石原
長造薬務課長）があり、次に、藤井基之前参議院
議員、児玉孝日本薬剤師会長からの祝電が披露さ
れた。
次に、受賞者を代表して佐々田義之氏（福山）

が謝辞を述べられて表彰式は終了した。
次に、昨年度総会以降の物故会員に対して、ご

冥福を祈念して黙祷が捧げられた。
次いで、正・副議長の選出があり、議長に河内

一仁氏（広島）、副議長に林真理子氏（安佐）が
選任され、正・副議長席に着席、直ちに出席会員
数の確認があり、会員総数の３分の１の定足数
1,029人以上に対して、出席者数（委任状を含む）
1,565人が確認されて、総会の成立が宣言された。
次に、議事録署名人に村上和義氏（因島）、

仲本典正氏（行政）が議長から指名された。
続いて、報告事項11件が報告され、直ちに一

括上程議題とし、次のとおり各担当理事から報
告説明があった。

１．日本薬剤師会臨時総会報告について
松下憲明　日薬代議員

２．広島県薬剤師会代議員会報告について
村岡信也　県薬代議員

３．平成20年度広島県薬剤師会会務並びに事業報
告について　　　　　平井紀美恵　副会長

４．平成20年度薬事情報センター事業報告につい
て 木平健治　副会長

５．平成20年度広島県薬剤師会収支計算書につい

表彰風景 石原薬務課長の祝辞
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みなさん、こんにちは。土曜日の午後、このよ
うに天気のいい日にもかかわりもせず、第38回広
島県薬剤師会の通常総会にご参加いただきまし
て、誠にありがとうございます。 また、本日、
長年のご苦労とご努力により表彰されます先生方
に改めてお祝いと感謝の言葉をささげたいと思い
ます。今日はありがとうございました。
インフルエンザの対応、タミフル等の取り扱い

含めまして、今、県行政も大変な時期ではあるの
ですが、特定の地域にある程度の蔓延をしたとい
うところで、季節インフルエンザで対応するやり
方で良いではないかなと意見が出てきておりまし
て、今後どうするかはまた行政と広島県薬剤師会
と両者で話し合っていただければと思っております。
それから、ここ最近よくテレビでインターネッ

トの通信販売の件、今朝の広島テレビで見ました
けれども、昨日、最後の流通にまわすものも含め
て検討会議が開かれ、薬事法施行規則等の一部を
改正する省令の一部を改正する省令を作りまし
て、もう１度、５項目程度手直しをして、来週か
ら通知を出すということになるそうです。離島と
薬局医薬品に関しては２年間の経過措置というこ
とで、どういうふうにするのかまだ決まっており
ませんが、昨日と一昨日の予算委員会を見ており
ますと、公明党の山口那津男さんが、伝統薬、漢
方薬について、舛添厚生労働大臣に質問し、舛添
厚生労働大臣は２年間の経過をみて、またその後
を考えるということだそうです。確かに、テレビ

やマスコミでとらえるとインフルエンザも同じで
すが、そこだけが大きく出ますので、なんかそれ
しかないみたいに思いますけれども、実は薬事法
の一部改正の基本には、やはり薬剤師が不在で
あったというところからスタートしております。
そのいないというところをどうすれば良いのかと
いうことを、規制改革会議の方からそうとう突っ
込まれたんですね。一時は医薬部外品でまとめよ
うとしたのですが、それだけではなかなか治まら
なくて、ご存じのように３分類に分けて、リスク
の高いものから低いものに分けていき、なおかつ、
薬剤師が不在でも１年余りの経験のある方を一定
の試験を受けて、登録販売者として認めれば、都
道府県単位で薬剤師がいなくても２類までは売れ
るというような形になったわけです。したがって、
今回の薬事法改正の基本は、今までは言葉として
盛り込まなくても良いものまで、実はきめ細かく
入っています。特に、平成18年、調剤を実施する
薬局は医療提供施設に決まりまして、調剤という
比重が相当重くなってまいりました。その調剤を
する薬局薬剤師、その調剤をする何々、医薬品を
販売する薬剤師という表現になってまして、ただ
薬剤師でよかったものが、これはやるということ
を定義しながら、薬事法の法律文案になっていま
す。したがいまして、薬局構造設備等も含めて調
剤をする形、あるいは販売する形にきめ細かく、
薬が手にとりにくいところに置きなさい、鍵のか
かるところに置きなさい、１類の薬を出す時は文

【 会 長 あ い さ つ 】

会　長　前田　泰則

て 谷川正之　常務理事
６．平成20年度保険薬局部会事業報告について

村上信行　副会長
７．平成20年度保険薬局部会収支計算書について

青野拓郎　常務理事
８．平成20年度会館運営事業報告について

平井紀美恵　副会長
９．平成20年度会館運営事業特別会計収支計算書
について 谷川正之　常務理事

10．平成20年度検査センター事業報告について
平井紀美恵　副会長

11．平成20年度検査センター特別会計収支計算
書について 谷川正之　常務理事

次に、監査報告に移り、水戸基彦監事から監査
結果について報告があった。
続いて、質疑に入ったが、特になく、直ちに採

決が行われた結果、各報告事項はいずれも承認さ
れた。
以上をもって議事を終了し、松下憲明副会長の

閉会の辞をもって、総会は終了した。
閉会時刻　午後５時



2009 Vol.34  No.4　広島県薬剤師会誌4

このたび、日薬有功賞をいただき大変感動いた
しました。かえりみると昭和45年に県薬常務理事
に任命されてから、常務理事を約22年あまりやら
せていただき、その後は県薬、会館、薬剤師国保

の監事をさせていただき微力ながら活躍できたこ
とや、今回の日薬有功賞受賞も皆様の温かいご指
導、ご支援の賜物と感謝いたしております。
私事で恐縮ですが、若いときから健康には自信

をもっていましたが、２年くらい前から体の異常
にきづき、検査の結果パーキンソンであることが
判りました。
治療を始めてから一月くらいで言葉に改善が現

受賞者・喜びの声

日薬有功賞

広島支部　武中　英樹

章を用いなさい、というような細かく書いてあり
ます。そこまで書かれないと実行しないのかなと
いうふうにもとられるんですが、でも、それは今
までやってきてなかったのか、逆に言えば、法律
をそこまで裁量権のない細かい細かい決め方にし
てしまったというふうに、私個人は受け止めてお
りまして、それがもっと慣れてくるとそういうふ
うに言われなくてもやれる体制を考えていきたい
と思っております。特に、６年制の薬剤師さんが
出るのは２年先ですから、それから先の薬局の形
というのが、将来はどのようになって行くのか、
ちょっと私も想像つきませんが、我々４年制を出
た薬剤師が大半のなかに、初めて１期６年で卒業
した人たちが出てくるわけですね。そうすると
我々も含めて経験則で仕事をやっているわけです
けれど、やはり年限の修業年限というのは、勤務
の場合大きく関わってくるわけです。例えばです
ね、国家試験の発表が、実は薬剤師は４月過ぎて
からあるのですが、医師、歯科医師、看護師は３
月中に発表があるので、資格を持って就職する。
薬剤師はこれが丸１年遅れる訳ですね。特に行政
とか公立病院に入られる方は、同じ薬剤師免許を
持っておられても、発表が遅いものですから、そ
の何日間のずれが、一生のうちの１年間に左右し
ます。それで厚生労働大臣及び厚生労働省の方に、
日薬としてその発表の時期をぜひ３月に合わして
くれと要望しています。そういった細かいもので
すが、薬剤師の国家資格も６年制を迎えて、少し
変えていきたいなと考えています。また、組織と
しては、去年の12月１日から、公益法人に関する
法律に基づいて５年以内に一般社団か公益社団に
移行しましょうということです。日本薬剤師会と
都道府県薬剤師会、その支部の薬剤師会をどうい

うふうにまとめていくかということが課題になっ
ております。一番大切なのは事業内容です。公益
性のある事業として認定委員会と話し合いなが
ら、こういうことは公益性があるので認めてほし
いと言っていかないと、なかなか認めてくれませ
ん。その事業は、例えば１千万の総額の中で、
500万以上の公益性のある事業に使わないと公益
法人としては認められない。要するに51％以上が
公益性のある事業を実際にやっている。そういっ
たことを細かく詰めていきますと支部によっては
なかなか公益法人を目指すのは難しいので、まず、
一般社団として登録し、事業を展開するなかで、
公益性を担保できるようであれば、申請をし直す
とそれは可能なのです。ただ、最初から公益法人
を名乗ってしまって、５年、10年やっていくうち
に、公益事業が減ってしまったり、51％を割って
しまうと、その支部の財産を没収ということにな
りますので、気をつけて運営しないといけないと
感じております。この４、５年で薬事法も変わり、
修業年限も変わり、薬局の体制も変わり、法律の
なかに薬剤師や薬局が重点的に医療法のなかに
入ってますので、日々仕事をされながら対応する
ことになるのですが、薬害被害のない、あるいは
調剤をしてヒヤッとしないような、ちゃんとした
仕事をしながら、気をつけながら仕事をしていた
だきたいと思います。そのためにも、研修事業を、
日薬も都道府県薬剤師会も一生懸命これからやっ
ていきますので、ぜひ、ご参加いただきたいと
思っています。少し長くなりましたけれども、総
会に先立ちましての私からの挨拶に代えさせてい
ただきます。今日はご参加誠にありがとうござい
ました。
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れ電話で通信でき大感激。歩行も歩幅が広くなり
楽に歩けるようになりました。リハビリをしっか
りすることがいかに大切か、実感しました。
これからは、いっそう健康に留意と、長年の貴

重な経験を大切にし、社会に貢献できれば幸せ
です。

今度、広島県薬剤師会の皆様のお世話になり有
功賞を受賞する事になりました。ふりかえって見
ますと、私の父が明治生まれで大正11年３月に薬
局開業致しております。私が薬剤師になったのも
父の姿を見ながら大きくなった為だと思う。その
後薬局を受け継ぎ長年薬剤師の使命を果たす為、
努力を重ねて来ました。現在、妻と共に薬局経営
しており私達元気である限り薬剤師として世の中
の皆様の為にお役に立てばと思いつつ人生を送り
たいと思っています。最後に、広島県薬剤師会の
発展をお祈りします。

今度、日本薬剤師会から日本薬剤師会有功賞を
賜り、まことに身に余る光栄と深く感謝申しあげ
ます。ふりかえりますと、今から50数年前、この
世の数多くある職業の中から、決してはなやかで
はないが自分の一番性格に合った職業としてこの
仕事を選び、颯爽とこの社会に迎えいれられてま
いりました。しかし間もなく自分の能力の無さに
不安を感じて悩んでみたり、又冷や汗をかく程の
恥ずかしい目に遭ったりしたため、それが起爆剤
となって発奮し、気合を入れて必要な知識を身に
つけるべく勉強を続ける努力をしてみたりの繰り
返しの日々でございました。そしてその間にはど
れだけ大勢の方々との出会いがあり、お世話に
なったり教えを受けて助けていただいたりした事
か、数字の上では50数年間と長い月日ではありま
すが、私にはあっという間に思われてその一つ一
つを意外と鮮明に覚えており、懐かしく自分の

通ってきた道のりを振り返っている毎日でござい
ます。「医薬分業」といった言葉は、薬業専門学
校入学の年の終戦直後、「国敗れて山河あり」の
言葉をかみしめつつ何とも言えない解放感と寂寥
感を味わいながら、お国のためにとひたすら働い
た、熱い思いを今度は祖国復興のため、又自分の
ライセンスのために勉強するのだという堅い決意
に切り替えていた頃、学校の教授から遠い将来の
お話として聴いたと記憶しております。しかし身
近にはそういった仕事には全く関係なく月日は
経って、元号も昭和から平成に移ろうとする頃、
少しずつ先駆者の方達がこの仕事に踏み出される
のを目にし、この仕事こそこれからの薬剤師とし
ての進むべき道として真剣に考えねばならないと
思うようになりました。そして医療の急速な進歩
により急ピッチで世は高齢化社会を迎え、社会か
ら求められる薬剤師の役割は思わぬ方向に迄発展
し、その期待に応えるためにはどれ程の資質の向
上と努力が必要とされるのかと畏怖をさえ感じて
おります。そして今の自分の途方もない能力の低
さにため息をつぎながらも１日１つ新しい知識を
吸収すれば１年で300の知識が増えるし、ともか
く１日１箇の課題を続けるべく自分流の楽なやり
方で少しでも「これからの薬剤師像」に近づきた
いと日夜願っております。

この受賞の知らせを頂いた折には、本当に私が
受賞者に該当するのかどうか、大いに疑問でした。
然し、先日の支部の役員会に際して、会長さんか
ら“強力に推薦し、やっと獲得が決まった”旨を
知らされ、そこで受賞の腹を決めました。多くの
皆々様に関係していることを知りました。
後日、受賞について事務局から県薬会誌に投稿

の依頼がありました。
今年の５月は、メキシコ、アメリカで発生した

豚インフルエンザ＝新型インフルエンザ騒動が、
アッという間に世界各国に感染が拡大、WHOが
パンデミック警報レベルをフェーズ５と宣言をし
ました。
私、現役時代に防疫の業務を担当した経験から

日薬有功賞

福山支部　森田　和典

県 薬 会 賞

呉支部　中本　博

日薬有功賞

因島支部　中本　聖子
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この事件は、大変なことになると感じました。
新型インフルエンザの国内感染者が、日本で確

認されたのが、５月16日が初日でしたが、５月25

日には、神戸、大阪を中心に350人に拡大し、九
州や関東でも感染者を確認しました。各自治体の
首長さんや、担当部局の関係者は、大変な作業
です。
水際作戦と称して、国（厚労省）は成田空港で

の機内検疫に力を入れている映像をTV等で国民
の眼に焼付けました。国のPRとしては、充分に
効果があったと思います。ただ水際作戦だけでは、
感染症の防御が充分でないことを、すべての国民
が認識したと思います。
私が経験した頃（昭和30年代）の感染症対策は、

“19世紀の公衆衛生”で、防御の基本は、隔離、
封じ込めが中心で、感染者との接触の防止でした。
感染者の人権問題は完全に無視され、感染病の恐
怖だけが、国民に周知されていました。
当時から、各種の消毒だけは徹底していました。

昇汞、石炭酸、クレゾール石けん液が消毒液とし
て使用されていました。消石灰まで、家屋の周囲
に撒布されました。
公衆衛生の基本は、“手指の消毒で始まり、手

指の消毒で終わる”と云われていました。
現在の感染症の防御でも、手指の消毒の徹底と

マスクの着用が、解説付で国民に知らされました。
マスクについて、種々の説がありますが。
私、現役時代に、呉での最大の集団発生の赤痢

事件で検査を相当し、其の後大型の食中毒事件も
担当し、大いに苦労し汗を流しました。
今の新型インフルエンザ事件で、日本中が天手

古舞いで、感染者は各地で発生し、増加中です。
いつ終息宣言が発せられるかが、問題です。
昔の自分を思い出し、担当した業務で苦労した

ことは、いつまでも頭の隅に残っております。不
思議なものです。
感染症の防御と、終息宣言は、昔も今も同様で

非常に困難であろうと感じます。
この度の広島県薬剤師会賞、ありがたく頂きま

す。大変ありがとうございました。
日々に新緑が色を増し、爽やかな季節を迎えま

した。薬剤師会の皆様は、益々ご健勝でご活躍の
ことと思います。

この度は第38回広島県薬剤師会通常総会に於い
て、広島県薬剤師会賞をいただきますことは、身
に余る光栄と感謝しております。ありがとうござい
ます。
私、自身をふり返ってみますと、支部の役員と

してお世話をさせていただきましたのは、当時の
支部会員の皆様、又、役員として私をご支援いた
だきました諸先生方のご協力の賜ものと感謝して
おります。今年度から府中支部は福山支部に合併
してお世話になることになります。よろしくお願
いします。
この様な賞をいただく事が出来るのも「自分の

健康は自分で守る」をモットーとし趣味を登山と
しながら生きてこられた事と思います。
現在、薬剤師の職能は、医療の分野において一

段と重要なこととなって行くものと思われます。
今後も微力ながら精進を重ね社会のお役に立つ様
頑張って参りたいと思っております。
誠にありがとうございました。

本年度、広島県薬剤師会功労賞を受賞させてい
ただき、ありがとうございます。
５月23日に開催されて三原薬剤師会定時総会に

おいて、多森支部長の会長挨拶の中で、受賞報告
があり、皆様の祝福を受けました。薬剤師として
名誉な事と喜び、閉会の辞で感謝とお礼の言葉を
述べさせていただきました。
大学卒業後、福岡で日本チバガイギー㈱（現・

ノバルティスファーマ㈱）でMRとして、５年程、
中小病院・開業医担当として勤務しておりました。
昭和57年12月21日、三原市医師会病院が開院す

る時に、薬局長に就任するために、11月末に来三
しました。
病院薬剤師会に入会と同時に三原薬剤師会にも

入会させていただきました。そして、平成２年に
玉浦支部長（現・日本薬剤師会代議員）の要請に

県薬功労賞

三原支部　永澤　幸雄

県 薬 会 賞

福山支部　佐々田　義之
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より三原市医師会長の了承を得て、理事に就任し、
平成８年より副支部長を勤めさせていただいてお
ります。
平成８年３月31日に三原薬剤師会は医師会病院

の前に三原医薬分業支援センター（三原薬剤師会
館）をオープンさせました。
平成13年に三原市医師会病院が全面分業を開始

し、三原医薬分業支援センター・調剤部門はセン
ター薬局として、その機能を発揮することとなり、
三原市医師会病院・薬剤科長として、さらに連携
を深めて参りました。
三原市医師会職員の立場で、医師会・歯科医師

会・薬剤師会との連携に関わり、三師会の協調体
制に助力しております。
以上諸々のことで今回受賞したのだと思ってお

ります。
これからも、医療人として、日々 努力して参ります

ので、お付き合い、ご指導の程よろしくお願い致し
まして、喜びとお礼の言葉とさせていただきます。

この度は、広島県薬剤師会功労賞をいただきま
して、誠にありがとうございます。思えば私自身、
薬剤師になろうと思ったのは高校３年生の時でし
た。当時三共㈱に勤めていた父が定年を迎えるに
あたり、急に薬局を開設しようということになっ
たのが、きっかけでした。当時、文系志望だった
私は特に将来なりたいものもなく、その流れでな
んとなく一浪して薬学部に入りました。卒業して
父と同じ三共㈱に入社し７年間MRを経験し、広
島に帰って３年間OTC業務に従事し、その後、
調剤と介護関連の仕事をしております。そのきっ
かけを作ってくれた父が今年の１月に急逝して、
この度の県薬総会の表彰式のすぐ後の物故者黙祷
の一番目に名前が呼ばれた時には非常に複雑な思
いでした。しかし、私の長男も現在、薬学部の３
年生で父母と同じ職業を選択してくれたことは、
親バカでも大変嬉しく思い、又すべての流れを
作ってくれた父母に感謝の気持ちで一杯です。今
後共、微力ながら地域医療と薬剤師会に貢献でき
るよう、精進していく所存です。

広島県薬剤師会功労賞をいただきありがとうご
ざいました。
私のような未熟者が受賞するのは、間違いでは

ないかとはなはだ恐縮しています。
平成８年、安芸支部が新たに立ち上がり、理事

となって、14年が過ぎました。振り返ってみます
と、医療の変革の波にゆらゆら揺すられていた気
がします。まがりなりにも無事、今があるのは、
偏に諸先輩並びに会員の先生方の御指導のおかげ
と心より感謝しております。
医療崩壊などと叫ばれているこの頃、これから

も大きな波が来ると思われます。どれだけ皆様の
お役に立てるのかわかりませんが微力ながらお手
伝いさせていただきたいと思います。
今後とも御指導の程、宜しくお願いいたします。

この度は、思いがけない功労賞の受賞、身に余
る光栄であり、感慨無量でございます。
諸先輩の先生方を差しおいて私のような者がと

恐縮しております。
大学を卒業して40年、大勢のよき理解者に恵ま

れて、薬剤師としていろいろな仕事に携わって、
何の大過もなくまっしぐらに、一生懸命生きてく
ることが出来ました。
ふと気が付くと、この様な賞を授けられました

こと、本当に幸せ者です。
この度の薬事法改正で、薬剤師はこれまで以上

に薬の専門家としての責任と役割を果たさなけれ
ばなりません。保険薬局でも、病院でも、一般の
薬局でも薬の知識と長年培った知恵を駆使して、
人々を薬害から守り、薬の恩恵に浴することが出
来るよう努めねばと思っています、と同時に地域
にもっと、もっと密着していかなければと思って
います。
学校薬剤師として、子ども達にタバコの害や麻

薬の害などを話して廻っていますと、子ども達は

県薬功労賞

広島支部　今田　哲生

県薬功労賞

安芸支部　畠山　厚

県薬功労賞

三次支部　福山　邦子
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本当に純真で、真から自分の家族や周りの大人の
ことを心配していると痛感します。そんな時この
子達を守らねばと思うのです。
国民の健康を守る薬剤師ここに有りと、もっと

もっと認識していただけるようこれからも薬剤師
会の発展のため、薬剤師の地位向上のため頑張り
たいと意を改めて強くしております。
誠に有難うございました。

おかげさまで40年近く店頭に立たしていただ
き、ささやかにやっています。皆さま方のご支援
の賜物と深く感謝しております。平凡に「やるべ
き事をやるだけ。」の毎日です。わからない事も
多いですが、自分なりに全力を尽くしています。
その都度学習してきました。結果よりも途中経過
に意味があると思って、自分を励ましてきました。
いろんな研修会での教えや、すばらしい人との出
会いが、ここまで来られた原動力です。
当店の様な小さな店では、自分が倒れてはいけ

ないので、その点を気をつけて、無理のない様に
しています。元気でこそ少しでもお役に立てるの
ですから。いろいろと実行しています。足腰の保
温、温食で和食中心の食事、睡眠は夜９時半頃か
ら朝５時頃、足腰の筋トレのため、足首に0.5㎏
の重りのバンドをつけてもう10年余りになりま
す。これも好きなゴルフのためです。出来る事は
なるべく自分でするの心で、こまめに体を動かす
ことにしています。店ではすぐに体調がお客さま
に伝わるもの。「他人の評価でなく、自分の評価
で生きてね。」とよく言います。好きな言葉は
「天知る、地知る、己れ知る。」です。天地に恥じ
ない生き方をと願っています。「山河」という歌
の中にある「あなたの山は、美しいか」の一節が、
胸にジーンと響きます。少しでもよい山を、少し
でも薬局をしてよかったと思える思い出を、作り
たいと念じています。それは「人さまから喜んで
もらえる事をする。」と自分に言い聞かせていま
す。薬局をしたおかげで、自分の命が延びたと
思っています。漢方を教えていただいた宇品の武
中薬局、武中英樹先生のおかげで、命が延びたの

です。毎食後のお薬は20年来煎じ薬です。親族一
同、みんな漢方のおかげで元気でいられます。こ
ういう時代になっても何とか生き残れたのも、漢
方のおかげ、武中先生のおかげだと感謝しており
ます。
小さくてもよいから少しでも、社会に恩返しを

と思って、日替わりメニューで店頭のホワイト
ボードに、自分が感じた事を書いています。例え
ば「良き習慣、あなたの人生、輝やかし。」もう
2,000以上になりました。薬局をして、自分磨き
になっています。自己節制にもなっています。薬
屋をしてよかったと思っています。「この今を、
精一杯、生きゆかん。」受賞は私の様なものには、
とんでもないことです。ありがとうございました。

私が学校薬剤師として仕事を始めました折、先
輩の先生方お二人に学校のプールサイドまで来て
いただき、検査のことなど色々教えていただきま
した。その折、鉄谷先生より、お子様の伸一さん
が三輪車に乗っていて被爆されたこと、また、三
輪車が大好きだった伸一さんの亡骸と三輪車を一
緒に庭に埋められたという話をうかがいました。
その後、三輪車は庭から掘り出され、原爆資料館
に展示されています。年月を感じます。
これまでの主な仕事は、プールの水の検査、教

室の空気の検査、給食室の検査などでした。しか
し今は、教室の床に塗料を塗ったら、臭いがする
ということで、シックハウスの対策など、子ども
たちのアレルギーの問題などもあり、勉強しなく
てはと思います。
また最近では、中学生が大麻を持っていたとい

うこともあり、大麻や麻薬、覚せい剤など色々と
問題になったので、学校の保健委員会で大麻や麻
薬についても話をしています。学校薬剤師として、
子どもたちが学校で快適で安全に過ごせるよう
に、少しでもお手伝いできればと思っています。
最後になりましたが、今日、こうして学校薬剤

師をしておりますのは、ご指導してくださった先
生方のおかげと感謝しております。ありがとうご
ざいました。

県薬有功賞

広島支部　松林　暘子

県薬有功賞

広島支部　浜本　邦博
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この度は有功賞という身に余る賞をいただく事
になり、誠に有り難うございます。
ご辞退を…と思いましたが、48年間主人と共に
頑張った証としてお受けする事にしました。
お客様、患者様と一緒に只ひたすらに歩んでき

ただけなのに…と大変恐縮しております。
卒業後、薬局勤務半年余りで、見知らぬ地広島

に開局し“とにかく３年間はがんばろう”のつも
りがこんなに長くなりました。薬剤師会を始め地
元の方々のお陰と深謝いたしております。
医薬分業も初歩から、松下先生や諸先輩に引っ

張ってもらい、周りから何を言われようとも捨石
になろうとついて行きました。若かったですね。
後年、県立広島病院等広域病院の院外処方せん発
行が相つぎ、大きく花開いた時、私はもう散り始
める年頃でした。桜のようにパッと散れぬまま未
だにモタモタ続けています。
昨今の薬事法改正、レセプトのオンライン化は

少々重くなり、若い方に力を添えてもらっていま
す。あと何年かな…と。終わりの難しさに戸惑い
ながら、何でも気楽に話し合える「くすりやのお
ばさん」を夢見ています。もうしばらくよろしく
お願いいたします。本当にありがとうございました。
老婆心から一言、若い女性薬剤師の方々にお願

いがあります。これから、結婚、出産、育児と女
性としての道を歩まれる方は多いと存じます。
日常の繁雑な忙しさの中から、出来るだけ講習

会、講演会等に参加する時間を作ってほしいです。
これは私の悔いある経験からのお願いです。
私事で恐縮ですが、長女が先天性疾患のダウン

症とファロー四徴症を合わせ持って産まれまし
た。すごい宝物だなと意気込んだものです。周囲
の方々から沢山の応援をもらい38才を迎えまし
た。軽症時には、学薬の理事会に連れて出た事も
あります。６才で心臓手術（順調）肺が弱くなり
４年前から酸素ボンベ携帯で作業所に通っていま
す。その育児、親の介護の間、講習会等には殆ど
欠席して、薬剤会のニュース、問屋、メーカーの
訪問時の資料で営業していました。落ち着いた時
（25年）今、浦島状態でショックでした。今は若

い薬剤師さんに助けてもらっています。「後悔は
先に立たず」です。
皆様、是非とも講習会には出席して、新しい知

識を生で取り入れてください。エールを送りなが
ら、御活躍を祈っております。
ありがとうございました。

この度、思いがけなく広島県薬剤師会から有功
賞をいただき、大変恐縮しております。この事に
ついて投稿してくださいとの事ですが、何のお役
にも立っていないので、何を書けばよいのか戸惑
いを感じております。
過去をふり返って、心に残る出来事は東城では

何所よりも先に医薬分業をした事だと思います。
平成８年、私の勤務する病院は、院外に処方せん
を出す事になりました。しかし近くには保険薬局
はなく処方せんを受け入れてもらう為、町内の薬
局にお願いをして歩きました。急な依頼にも関わ
らず了解してくださり３カ月あまりでスタートし
ました。調剤を受けられる方は準備が大変だった
と思います。最初、医師会の先生方は消極的で反
対の方もいらっしゃいました。患者さんにも「何
故、薬を病院でもらえないの？」「病院で出して
ほしい」と言う声もかなりありました。しかし調
剤される薬は例えば、１包にする、名前を入れる、
服用の仕方を入れる、頓服は丁寧に説明する…な
どなど薬局の先生方の絶えざる努力で医薬分業の
良さが理解され定着していきました。今日では直
接薬局で、気兼ねなく薬の事がきけて、患者さん
は喜んでおられます。バスを待つ間、薬局では話
に花が咲き憩いの場となっている様です。病院の
薬局はスリムになったおかげで、入院患者さんの
服薬指導も出来る様になりました。薬局の先生方
のお力添えがあればこそ出来た事で感謝していま
す。これからも薬剤師会からの情報、新しい
ニュース等を勉強したら、地域医療に少しでも役
立つ様、頑張りたいと思います。

県薬有功賞

三次支部　増原　紀子

県薬有功賞

広島支部　吉田　桂子
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平成21年度 事業計画及び役員業務分担
主担当
副会長

担 当
副会長

担 当
理 事

（ 事 業 内 容 ）

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

と支援
（ア）広島県保健医療計画及び二次医療計画への支援
（イ）広島県地域保健対策協議会（特別委員会）等への参画
（ウ）広島県圏域地域保健対策協議会研修会への参画
（エ）医薬品のより良い使用推進員講習会及び育成への協力
（オ）広島プライマリ・ケア研究会への協力
（カ）広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会への協力
（２）介護保険制度への対応
（ア）「健康介護まちかど相談」事業の推進
（イ）在宅服薬管理ステーションの推進
（３）「健康日本21」「健康ひろしま21」「健やか親子21」への協力
（４）県民の薬と健康に関する啓発事業
（ア）「薬と健康相談窓口」の開設《県補助事業》
（イ）「薬草に親しむ会」の開催（１カ所）
（ウ）「第26回広島県薬事衛生大会」の開催
（エ）「薬と健康の週間」への協力
（オ）県民公開講座の開催
（５）薬事衛生指導員の研修及び活動《県補助事業》
（ア）講習会の開催（2カ所）
（イ）薬事衛生指導員の育成と活動
（ウ）「くすりの相談」事業の推進と協力
（６）麻薬・覚せい剤・向精神薬等薬物乱用防止活動の支援
（７）禁煙推進活動の支援
（ア）薬剤師禁煙支援アドバイザーの育成とＰＲ活動
（イ）広島県禁煙支援ネットワークへの協力
（ウ）禁煙アドバイザー育成講習会への協力
（８）学校保健衛生への支援協力
（９）エイズ対策事業への支援協力
（10）防災体制
（ア）「災害時における薬剤師の派遣・医薬品等の供給について」

の教育研修
（イ）広島県薬剤師会における防災体制の整備・検討
（ウ）新型インフルエンザへの対応
（11）アンチドーピング活動及びスポーツファーマシスト養成事業へ

の協力

２．医薬分業の推進及び社会保険制度への対応
（１）保険薬局部会の事業
（２）県民への医薬分業ＰＲ
（３）在宅医療への参画推進
（４）医薬品安全性情報収集活動に協力
（５）保険診療報酬審査委員会への対応
（６）保険医療指導専門薬剤師への対応

３．薬剤師の生涯教育及び養成計画
（１）第30回広島県薬剤師会学術大会の開催（21.11.15）
（２）薬学教育機関等との関係強化
（ア）広島大学、福山大学、広島国際大学、安田女子大学との連携

推進
（イ）広島県病院薬剤師会との協力推進
（３）薬学部学生薬局実務実習への協力
（ア）薬学部学生薬局実務実習への協力
（イ）中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関への協力

平 井

村　上

松　下
大　塚
村　上

松　下
平　井
大　塚

有　村
瓜　生
小　林
田　口
谷　川
野　村
二　川
串　田
豊見（敦）
西　谷
藤　山

青　野
有　村
重　森
田　口
野　村
二　川
政　岡
串　田
豊見（敦）
中　嶋
藤　山
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主担当
副会長

担 当
副会長

担 当
理 事

（ 事 業 内 容 ）

総 務 部 平 井、大 塚 会 計 部 松 下、谷 川、青 野

学 術 部 木 平　　　　　　　　　　業 務 部 豊 見

（ウ）受け入れ薬局と指導薬剤師の育成
（４）広島県薬剤師研修協議会への協力
（ア）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度への協力
（イ）新カリュキュラム対応薬剤師研修事業への協力
（ウ）認定実務実習指導者養成ワークショップ・講習会への派遣
（エ）認定実務実習指導薬剤師ワークショップ・講習会の開催
（オ）認定実務実習指導薬剤師養成フォーローアップ研修会の開催
（カ）平成21年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力
（キ）福山大学卒後教育研修会への協力（21.６.６）
（ク）広島国際大学卒後教育研修会への協力
（ケ）医薬品関連施設等の見学
（コ）その他
（５）生涯教育に関する支部薬剤師会への協力
（６）第42回日本薬剤師会学術大会への参加（大津21.10.11･12）
（７）第48回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部

学術大会への協力（徳島21.11.７･８）
（８）新薬剤師研修会の開催
（９）その他薬剤師の生涯教育に必要な事業
（10）その他

４．薬局等の薬剤師業務への対応
（１）薬剤師倫理の向上
（２）薬局グランドデザインへの対応
（ア）日本薬剤師会制定「広島県薬剤師会認定基準薬局」制度の推進
（イ）日本薬剤師会サポート薬局制度への対応
（ウ）薬局業務運営ガイドライン等各種指針の活用による薬局業務

の整備・充実
（エ）医薬品適正使用の推進（対面販売・服薬指導・相談業務の強化）
（オ）医薬品情報の収集・整理・提供の支援
（カ）医薬品の休日・夜間供給体制の確立・支援
（３）薬局機能情報公開制度への対応
（４）薬局製剤活用の検討
（５）医薬品副作用被害救済研究・振興調査機構への協力
（６）リスクマネージメント等への対応
（ア）苦情処理委員会
（イ）薬局における医療安全管理体制の充実
（ウ）「薬剤師賠償責任保険」（日本薬剤師会）及び「個人情報漏

洩保険」の加入促進と対応
（エ）医薬品等安全性情報報告の徹底
（７）2010年版管理記録簿の作成・配布
（８）高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の開催
（９）関係団体等の連携の推進

５．薬事情報センターの事業

６．検査センターの事業

７．その他の事業
（１）医師会、歯科医師会、看護協会等関係団体との協力
（２）県薬会誌の発行
（３）広島県薬メールニュースの配信
（４）薬剤師無料職業紹介所事業
（５）薬祖神大祭の開催
（６）その他本会の目的達成に必要な事業

木　平

大　塚

木　平

大　塚

松　下

村　上

松　下
平　井
村　上

平　井

松　下
平　井

平　井

高　野
片　山
森　田
青　野
小　林
田　口
谷　川
小　澤
三　宅
中　嶋
豊見（敦）
藤　山　

青　野
有　村
小　林
重　森
谷　川
野　村
二　川
政　岡
藤　山

青　野
小　林
重　森
谷　川
政　岡　

青　野
谷　川
瓜　生
二　川
西　谷
豊見（敦）
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広島県薬剤師研修協議会報告

日　時：平成21年4月21日（火）19：00～

場　所：広島県薬剤師會舘

常務理事 谷川　正之

広島県薬剤師研修協議会は、日本薬剤師研修セ
ンターと連携のもと、広島県における薬剤師生涯
教育の推進を図ることを目的とし、薬剤師会や薬
学部のある大学などが参加している組織である。
平成20年度の事業報告並びに会計報告、平成21年
度の事業計画及び予算案について協議したので報
告する。

平成20年度事業報告
1．平成20年度事業報告について

ア．日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制
度への協力
研修認定薬剤師数839名（内更新者354名）

イ．新カリキュラム対応薬剤師研修事業への
協力

ウ．認定実務実習指導薬剤師養成ワークショッ
プへの派遣 102名

エ．認定実務実習指導薬剤師ワークショップ
の開催 広島県内で３回開催
認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座
ア・オ） 11回開催
認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座
エ） ５回開催
認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座
イ・ウ） ３回開催

オ．平成20年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力
平成20年６月15日（日）（於広島大学）

参加者：131名
カ．福山大学卒後教育研修会への協力　
第29回：平成20年６月21日（土）

参加者：146名
第30回：平成20年11月15日（土）

参加者：37名
キ．広島国際大学卒後教育研修会への協力
第１回：平成21年３月８日（日）

参加者：85名

ク．医薬品関連施設見学の実施 未実施

２．平成20年度全国薬剤師研修協議会実務担当者

会議への参加

平成20年10月７日（日）（於　宮崎サンホテ
ルフェニックス）

３．平成20年度全国薬局・病院薬剤師生涯学習担

当者連絡会議への参加

平成20年11月15日（土）（於　慶應義塾大学
共立キャンパス）

４．平成20年度会計報告（表１）

５．平成20年度臨時全国事務担当者連絡協議会

協議

1．平成21年度事業について

ア．日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制
度への協力

イ．新カリキュラム対応薬剤師研修事業への
協力

ウ．認定実務実習指導薬剤師養成ワークショッ
プ・講習会への派遣

エ．認定実務実習指導薬剤師養成ワークショッ
プ・講習会の開催

オ．認定実務実習指導薬剤師養成フォローアッ
プ研修会の開催

カ．平成21年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力
平成21年６月14日（日）（於：広島薬剤師
會館）

キ．福山大学卒後教育研修会への協力
第31回：平成21年６月６日（土）（於：福
山大学社会連携研修推進センター）
第32回：平成21年秋開催予定

ク．広島国際大学卒後教育研修会への協力
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第２回：平成22年３月頃開催予定
ケ．医薬品関連施設等の見学

２．平成21年度予算（表２）

出席者：木平健治会長、仲田義啓・片山博和・三
宅勝志・田口勝英・谷川正之・木村康
浩・松村智子・豊見敦・藤谷幸治・黐池
昭二三・岩田一志各委員

科　 目 予 算 額 備　　考
収入計 1,940,000

負担金（広島県薬剤師会） 600,000
負担金（広島県病院薬剤師会） 200,000
委託手数料（認定薬剤師） 1,000,000
研修手帳収入 130,000
受け取り利息 10,000

支出計 6,909,758
助成金 400,000 ヒロシマ：福大：国際大
会議費 500,000
会議派遣費 100,000
研修会費 1,000,000
研修手帳支出 160,000
通信運搬費 300,000
雑費 50,000
消費税 50,000
予備費 4,349,758

前期繰越収支差額 4,969,758
当期収支差額 4,969,758
次期繰越収支差額 0

平 成 21 年 度 収 支 予 算 書

平 成 20 年 度 会 計 報 告
収　　 入

負担金（広島県薬剤師会） 600,000
負担金（広島県病院薬剤師会） 200,000
委託手数料（認定薬剤師195名分） 957,000
研修手帳収入 102,980
受け取り利息 4,882

合　　計 1,864,862

前期繰越収支差額 4,125,320
当期収支差額 844,438
次期繰越収支差額 4,969,758

支　　 出 備　　考

助成金 497,000
（ヒロシマ研修会97・福大卒後
200・医療シンポ100・国際100）

会議費 176,036
会議派遣費
研修会費 0
研修手帳支出 160,000
通信運搬費 159,707
雑費 9,900
消費税 17,781

合　　計 1,020,424

（表１）

（表２）
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広島県健康福祉局（健康増進室）との
平成21年度事業打合会

日　時：平成21年4月30日（木）17：00～

場　所：県庁　

副会長 平井　紀美恵

事業説明

○基本方針

「健康ひろしま21」に基づき、関係者の役割分

担と連携・協働により、県民の健康づくりに対す

る機運醸成を図り、生活習慣病対策や、栄養改善、

歯科保健等の施策を推進する。肝炎ウイルス検査

や治療等の機会を提供し、早期発見・治療を可能

にすることなどによる肝炎対策の推進をする。

○母子保健対策

母性の保護と健全な児童の育成を基本とし、

「健やか親子21・ひろしま」を総合的に取り組む。

特に21年度は妊婦健診を14回受けることが出来る

よう公費助成を行う市町に予算補助をする。

○当会に関するイベント実施予定

10月８日・９日　健康福祉祭

10月11日　ウォーキング大会（安芸太田町）

10月24日・25日　フードフェスティバル

11月８日　シンポジウム（尾道市）

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）

正答は76ページ

基礎薬学
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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
「第18回薬剤師のためのワークショップ中国・四国in広島」

日　時：平成21年5月3日（日：憲法記念日）4日（月：みどりの日）

場　所：広島国際大学

去る５月３日、４日に広島国際大学で行われた

薬剤師のためのワークショップに参加しました。

ゴールデンウィークのまさに行楽日和の爽やか

な早朝これから何をするのだろうという緊張感の

張り詰める中、始まりましたが、大型連休にふさ

わしい盛りだくさんの内容でした。

年齢や勤務先も様々なメンバーで行われるス

モールグループディスカッション（SGD）はメン

バーに恵まれ非常に刺激的で楽しいものとなりま

した。

ひとつのテーマを限られた時間内で役割分担を

決め、討議を行い発表するという作業を２日間繰

り返し行うことは精神的にも体力的にも大変なも

のでした。立場や個性も違うメンバーの意見が異

なるのは当然のことなのですが、同じ薬剤師でも

こんなにも意見が違うものなのかと驚くことも

度々ありました。その中でひとつの結果を出すと

いうのは容易ではありませんが、一連の作業の中

で共有意識が少しずつ生まれ目的達成のための協

力体制が出来てくるのを感じることが出来るのは

楽しい経験でした。これこそが、ワークショップ

という直接的目的体験でなければ得られない成果

だと実感しました。

また様々な教育法を学びました。教育の難しさ

を日々の業務から感じていましたが、学習者の問

題だけでなく教育者側の能力を必要とし教育者が

教育法を学ぶことの重要性に気づきました。教育

の専門用語を覚えられず右往左往することもあり

ましたが教育だけでなく普段の業務の改善に生か

せる方法も多くあり非常に有意義な経験でした。

またこのワークショップに参加した後、実務実

習のカリキュラムを見ると明確な目標設定がされ

ており、なんと今の学生は恵まれた教育を受けて

いるのだろうと羨ましくなりました。

教育とは学習者の行動に価値のある変化をもた

らすプロセスであるということですが、今回の

ワークショップの経験を生かし、来年度からの実

習生にとって効果的な教育ができるよう受入薬局

の準備をすすめたいと思います。

報告Ⅰ

広島支部 西原　エミコ

輪になって自己紹介 総合討論の様子
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５月３日から２日間、広島国際大学呉キャンパ

スで開催されたWSを受講しました。

参加する前に情報を得ようと色々と感想を聞き

ました。とにかく初日はきつい事や、緊張はピー

クに達し、おまけにひたすら長い事を、皆がつら

そうに話してくれました。しかし最後は「でも

WSは楽しいですよ。」と全員が懐かしそうに話を

締めくくるのです。そんな不思議なWSというも

のをぜひ体験したいと興味津々待っていました。

感想は「参加できてよかった。」

名札と筆記用具、資料の入ったそろいのバイン

ダーを手に持ち、講義、移動、SGDと分刻みのタ

イトなスケジュールを懸命にこなしました。年齢

も経歴も関係なく、討論し、共に頭をひねり、

「より良い物を作り上げたい。」と作業を重ねてい

きました。馴染みのない横文字も最後の日は前か

ら知っていた言葉のように「目標に到達する為の

LSは」「GIOとSBOsに分類し…」などと会話の中

に綺羅星のように散りばめ使っておりました。

そんな私は、そしておそらくWSは楽しいと

言った経験者達は、皆、このWSで変わっていっ

た自分自身を大好きになっていたのだと思いま

す。だからこそ楽しかった。討論討議し新しいも

のを作りだす共同作業は、随分昔の薬学生の時の

学ぶ姿を鮮やかに蘇らせてくれたのです。

タスクの方が言われました。この薬学教育制度

改革に遭遇した事を、大変な時期に当たってし

まったと考えるか、素晴らしい経験ができると考

えるか、それはあなた方しだいだと。

最終日、初めての顔合わせと同じメンバーのは

ずなのに、たった１日前なのに、皆仲間のような

気がしました。他グループの人にも笑顔が返せた

し、達成感を共有できた気持ちでした。

保険薬局の薬剤師として、学びにやってくる若

い後継者たちに先輩として何を教えてやれるの

か、高い専門性と実務能力を備えた薬剤師に導い

ていけるよう、自己研鑽も積まねばなりません。

大変な時期だけど、関われる喜びはとても大きい

と思います。貴重な経験でした。

「参加できてよかった。」

運営スタッフの皆様に厚く御礼申し上げます。

報告Ⅱ

呉支部 水戸　薫

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）医療薬学

正答は76ページ
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薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議及び
第23回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構会議

副会長 村上　信行

「薬局実務実習の組織的課題対応」につきまし

て、５月14日（木）に支部担当責任者会議を行い

ました。この会議での主題は「実習施設概要と承

諾書」についてでした。

いよいよ来年度から「2.5カ月」の薬局実務実

習がスタートいたします。それに先立ち文部科学

省が各大学に実習施設の確保状況の確認作業に入

りました。それには施設数の具体のみならず、実

習内容においての補完が大学に義務付けられてい

ます。今回具体的に学生をお願いした全ての薬局

に大学ごとへの「承諾書」の提出と「実習施設概

要」を提出いただきました。「施設概要」には６

つの「一般目標（GIO）」に関しての実習機能を

記載する項目がありまして、当初３月の説明会に

おいて、「一薬局完結不可能ならばその実態を」

との体制にて進めてまいりましたが、日薬から

「当該薬局もしくは支部責任において補完出来る」

のであれば「一薬局完結」とみなしてよい、との

見解が発表され、県薬が支部と連携しながら補完

することとして、受け入れ薬局各位に「一薬局完

結施設」としての概要書作成の了承をいただくこ

ととなりました。

６月12日（金）に岡山県の「岡山薬業会館」に

て「第23回病院・薬局実務実習中国・四国地区調

整機構会議」が開催され、出席各県の薬剤師会、

病院薬剤師会も同様なスタンスからほぼ全施設

「完結型」にての概要書作成状況が報告されまし

た。この「病院・薬局実務実習中国・四国地区調

整機構会議」は、四国からの利便性を考慮して発

足当時から会場は岡山県薬剤師会にお世話いただ

いています。構成は全国を８ブロックに分け、ス

タート母体の事情により山口県は九州地区となり

中四８県です。各県薬剤師会から１～３名（12日

は計14名）、各県病薬から１名、各大学から１名

となっています。また調整機構の事務局（福山大

学佐藤）と薬剤師会の調整機関事務局（広島県薬

木下）、そして今回は東京から「薬学教育協議会」

事務局長の百瀬先生（元昭和大学薬学部薬理学教

授）が中央の情報提供に出席されていました。こ

の会議には発足当初出席していましたが、出席大

学が２倍の10校になっていることも改めて実感い

たしました。会議は報告４件議案８件が上程され

ていて、広島県病院薬剤師会会長の立場から木平

先生による議事進行がなされました。

第22回が３月６日に開催されていますので、報

告事項は中央調整機構と薬学協議会からが主で、

文科省、厚労省両大臣への「薬学教育の支援に関

する要望」や「抗体検査・ワクチン・履歴書書式」

「病院実習における実習費に関する要望書」につ

薬学生実務実習受け入れ支部担当
責任者会議

日　時：平成21年5月14日（木）

場　所：広島県薬剤師會館

第23回病院・薬局実務実習
中国・四国地区調整機構会議

日　時：平成21年6月12日（金）

場　所：岡山薬業会館
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いての報告が百瀬、吉冨両先生より適宜行われま

した。また５月27日には「中四大学委員会会議」

が開催されていて実務実習課題の協議内容を報告

いただきました。

続いて議案の審議に入りましたが、現実的には

CBTを除いて大学委員会にて協議いただいた課

題を実務者レベルで検証し加除して行く審議とな

りました。ここでは特徴的な事業計画のみを記さ

せていただきます。

まず「中四調整機構実習問題第三者委員会（仮

称）設立準備委員会」の発足です。ふと今までの

実習受け入れを振り返ってみますと、薬局、指導

薬剤師、学生、教授などが「１週間だから」と

「苦笑い」しながらこなして来た問題が浮き彫り

になってきます。「様々なトラブル」「アクシデン

ト」「ハラスメント」などこれだけの期間、規模

なら、ない方がおかしい。当然各位の全力を挙げ

ての「個別対応」となりますが、ここは「第三者」

による委員会を立ち上げておいて「事例収集」

「ハラスメント講習会」など未然に防ぐべく努力

をしていくこととなりました。前回会議にて岡山

大学黒崎教授に準備委員長をお願いしていました

ので今回は各大学から１名、病薬から３名、県薬

から３名、計16名の委員が了承されました。広島

県薬剤師会からは田口常務理事、病院薬剤師会か

らは金本先生（三原日赤）に就任いただきました。

特にまだ準備委員会ではありますが「ハラスメン

ト」関連は21年度中に、大学、薬剤師会、病院薬

剤師会共同で各県単位での講習会を企画実施して

いく方針が決定しています。委員長県の岡山で11

月１日を目途に調整されているようです。

「ハラスメント」と言えば「セクハラ」を思い

ますが「パワーハラスメント」にも留意していな

ければなりません。

また変わった視点では、近年の傾向と２年間の

新卒薬剤師ブランクを考えるといわゆる「青田刈

り」の前倒しが十分考えられ、特に５年生での１

月からの実習第３期には「就職活動」に呼ばれた

り、出向くケースが考えられます。遠方でも１回

２～３日ならいいですが複数社面接活動となれば

実習カリキュラム単位習得に支障が生じます。

単純な「相性」が悪いだけでも2.5カ月を耐え

るのは双方にとって不毛な時間となることもある

と思います。今後も受け入れ薬局、指導薬剤師、

学生みんなが「ワクワク、ドキドキ」する実務実

習が出来るよう取り組んでまいります。
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広島県薬務課の平成21年度事業について

日　時：平成21年5月21日（木）16：30～

場　所：広島県薬剤師會館

広島県健康福祉局保健医療部薬務課 藤谷　幸治

平成21年度薬務課事業について、広島県薬剤師

会と打合せを行いましたので、その状況を、紹介

します。

１　新型インフルエンザへの対応について

新型インフルエンザが国内で発生したことに

伴い、県では危機管理対策本部を設置して、相

談体制、医療体制、県民への啓発活動等の対応

を行っている。薬務課は、医療資材班として、

医薬品・医療資材等の備蓄・補給配布に関する

事務を所掌している。

県は、治療薬のタミフルを23万８千人分備蓄

しており、不足時には県内の卸売販売業者を通

じて医療機関へ供給できるよう準備を進めてい

る。まん延期以降の対応については、県薬剤師

会の協力を得て薬局への供給体制を整備したい

と考えている。

２　医薬品適正使用啓発事業について

医薬品の正しい使い方等の知識の普及を図る

ため、啓発活動を実施する。

・薬草に親しむ会の開催（９月27日）

・医薬品の適正使用普及促進用チラシ等の作成

３　薬局機能向上事業について（広島県薬局業務

運営ガイドラインの改訂）

高齢化の進展、国民の健康に対する意識の変

化、医療制度の改革等を踏まえると、良質かつ

適切な医療を供給するためには、かかりつけ薬

局の育成が必要である。

このため、「広島県薬局業務運営ガイドライ

ン（平成11年度作成）」を見直し、薬局機能の

充実を図る。

４　地対協事業について

平成20年度に広島県地域保健対策協議会に設

置した「医薬品の適正使用に関する検討特別委

員会」で、次の事業を行う。

・医薬品適正使用連携整備ガイドラインの作成

・高校生用の医薬品の正しい知識の普及用リー

フレットの作成

５　薬局機能情報公開制度について

薬局開設者には、この薬局機能情報の報告を、

次のとおりお願いする。

・１月１日現在のすべての薬局機能情報（27項

目）：２月末日までに

・基本情報（薬局の開設者、名称、管理者名、

営業日、営業時間等７項目）：変更の都度、

30日以内に

６　後発医薬品普及啓発事業について

県は、「広島県後発医薬品使用推進協議会」

で、病院・診療所、薬局及び県民に後発医薬品

の使用に関するアンケート調査を実施するとと

もに、その適正使用の推進について、協議した。

今年度、この協議会を４回開催し、後発医薬

品の適正使用推進プログラムを作成し、その推

進を図ることとしている。

７　登録販売者試験の実施について

登録販売者試験を次のとおり実施する。
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・日時：平成21年８月20日（木）

・場所：広島県立総合体育館（広島市中区）

８　薬物乱用防止対策について

平成20年８月、第三次薬物乱用防止五か年戦

略が策定され、次の４つの目標が設定された。

①青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を

拒絶する規範意識の向上

②薬物依存・中毒者の治療・社会復帰の支援及

びその家族への支援の充実強化による再乱用

防止の推進

③薬物密売組織の壊滅及び末端乱用者に対する

取締りの徹底

④薬物密輸阻止に向けた水際対策の推進

薬剤師会会員の皆様には、より一層の薬物乱

用防止の普及啓発活動をお願いする。

改正薬事法について

広島県健康福祉局保健医療部薬務課 藤谷　幸治

平成18年６月、国民の健康意識の高まりや医薬

分業の進展等の医薬品を取り巻く環境の変化、店

舗における薬剤師の不在など制度と実態の乖離を

受け、薬事法が改正された。

平成21年６月１日、この改正薬事法は完全施行

されましたが、既存薬局開設者（改正省令施行の

際、薬局開設の許可を受けている者）に関する事

項の概要を説明します。

なお、下線部は、平成24年５月31日までの間に、

波線部は、平成23年５月31日までの間に適用する

経過措置規定です。

１　陳列について

医薬品は、他の物と区別して、貯蔵・陳列す

るとともに、次の規定を遵守して、陳列すること。

○薬局医薬品（一般用医薬品以外の医薬品）は、

調剤室に貯蔵・陳列すること。

○一般用医薬品は、リスク区分ごとに陳列する

とともに、次の規定を遵守すること。

¡第１類医薬品

①かぎをかけた陳列設備

②購入者等が直接触れられない陳列設備

¡指定第２類医薬品

①情報提供設備から７ｍ以内の場所

②情報提供設備から７ｍを超える場所の

とき

・かぎをかけた陳列設備

・購入者等が直接触れられない陳列設備

２　陳列場所の閉鎖について

○一般用医薬品を販売・授与しないときは、陳

列・交付場所をシャッター、パーティション、

チェーン等で閉鎖すること（布等で見えなく

することも可）。

○第１類医薬品を販売・授与しないときは、か

ぎをかけた設備に陳列している場合を除き、

第１類医薬品の陳列場所をシャッター、パー

ティション、チェーン等で閉鎖すること。

３　販売について

○薬局医薬品

調剤及び医薬品の販売・授与に従事する薬剤

師に対面で販売・授与させること。

※薬局医薬品のうち、医療用医薬品を販売・

授与するときは、薬事法第49条（処方せん

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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医薬品の販売）及び平成17年３月30日付け

厚生労働省医薬食品局長通知「処方せん医

薬品等の取扱いについて」の規定を遵守す

ること。

○一般用医薬品

¡第１類医薬品は、医薬品の販売・授与に従

事する薬剤師に、自ら又はその管理・指導

の下で登録販売者又は一般従事者に対面で

販売・授与させること。

¡第２類医薬品又は第３類医薬品は、郵便等

販売する場合を除き、医薬品の販売・授与

に従事する薬剤師又は登録販売者に、自ら

又はその管理・指導の下で一般従事者に対

面で販売・授与させること。

４　情報提供場所について

情報提供場所は、医薬品を通常、陳列・交付

する場所とする。

５　情報提供について

○薬局医薬品

¡薬局医薬品を販売・授与する場合は、調剤

及び医薬品の販売・授与に従事する薬剤師

に、対面で、次の事項を記載した書面を用

いて情報提供を行わせること。

①名称　　　　②有効成分の名称・分量

③用法・用量　④効能・効果

⑤使用上の注意のうち、保健衛生上の危害

の発生を防止するために必要な事項

⑥薬剤師が適正な使用のために必要と判断

する事項

¡薬局医薬品を購入等しようとする者から相

談があった場合は、調剤及び医薬品の販

売・授与に従事する薬剤師に、対面で、

「保健衛生上の危害の発生を防止するため

に必要な事項」を説明させること。

○調剤された薬剤

¡調剤された薬剤を販売・授与する場合は、

調剤及び医薬品の販売・授与に従事する薬

剤師に、対面で、次の事項を情報提供させ

ること。なお、薬剤師法第25条に規定する

事項が記載された薬剤の容器・被包を用い

て情報提供する場合は、①～④の事項は不

要であること。

①名称　②有効成分の名称・分量

③用法・用量　　④効能・効果

⑤薬剤師が適正な使用のために必要と判断

する事項

¡調剤された薬剤を購入等しようとする者か

ら相談があった場合は、調剤及び医薬品の

販売・授与に従事する薬剤師に、対面で、

「保健衛生上の危害の発生を防止するため

に必要な事項」を説明させること。

○一般用医薬品

¡第１類医薬品の情報提供は、医薬品の販

売・授与に従事する薬剤師に、対面で、次

の事項を記載した書面を用いて行わせる

こと。

①名称　　　　　②有効成分の名称・分量

③用法・用量 ④効能・効果

⑤使用上の注意のうち、保健衛生上の危害

の発生を防止するために必要な事項

⑥薬剤師が適正な使用のために必要と判断

する事項

¡第２類医薬品の情報提供は、医薬品の販

売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者

に、対面で、次の事項を行わせるよう努め

ること。

①名称　　　　　②有効成分の名称・分量

③用法・用量 ④効能・効果

⑤使用上の注意のうち、保健衛生上の危害

の発生を防止するために必要な事項

⑥薬剤師が適正な使用のために必要と判断

する事項

¡一般用医薬品を購入等しようとする者から

相談があった場合の情報提供は、次の方法
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で行わせること。

①第１類医薬品は、医薬品の販売・授与に

従事する薬剤師に対面で行わせること。

②第２類医薬品又は第３類医薬品は、医薬

品の販売・授与に従事する薬剤師又は登

録販売者に対面で行わせること。

③保健衛生上の危害の発生を防止するため

に必要な事項を医薬品の販売・授与に従

事する薬剤師又は登録販売者に説明させ

ること。

６　郵便等販売について

郵便等販売をするときは、次の方法により行

うこと。

○第３類医薬品以外の医薬品を販売・授与しな

いこと。

ただし、平成23年５月31日までの間は、次

のとおり行うことができるものであること。

¡薬局及び店舗販売業の店舗がない離島の居

住者に郵便等販売を行う場合は、薬局製造

販売医薬品、第２類医薬品又は第３類医薬

品以外の医薬品を販売・授与しないこと。

¡薬局製造販売医薬品、第２類医薬品又は第

３類医薬品の継続使用者に郵便等販売を行

う場合は、同一の医薬品を販売・授与する

こと。

¡薬局及び店舗販売業の店舗がない離島の居

住者又は継続使用者に郵便等販売を行った

ときは、遅滞なく、次の事項を記載し、３

年間保存すること。

①相手方の氏名、住所、連絡先　

②医薬品の名称、数量　

③販売・授与の年月日

○薬局に貯蔵・陳列している医薬品を販売・授

与すること。

○郵便等販売の広告を行うときは、表示事項が

決められていること。

７　変更届について

次の事項を届け出ること。

○薬局開設者の氏名又は住所

○薬局の管理者の氏名又は住所

○薬局の管理者以外の薬剤師の氏名

○薬局の名称

○薬局の構造設備の主要部分

○薬局において併せ行う医薬品の販売業その他

の業務の種類

○放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性

医薬品の種類

○通常の営業日及び営業時間

○郵便等販売を行うときは、その方法

なお、継続既存薬局開設者（既存薬局開設

者のうち、平成24年５月31日までの間、継続

して薬局を開設している者）は、次の事項を、

平成24年５月31日までに届け出ること。

○管理者の週当たり勤務時間数

○管理者以外の薬剤師又は登録販売者の週当た

り勤務時間数

８　従事者の区別について

薬局に勤務する従事者に、薬剤師、登録販売

者又は一般従事者であることが容易に判別でき

るよう名札を付けさせる等の措置を講じること。

９ 薬局製造販売医薬品の製造販売業者の遵守事項

薬局製造販売医薬品は当該薬局で販売・授与

すること。

10 薬局製造販売医薬品の製造業者の遵守事項

当該薬局で調剤に従事する薬剤師に薬局製造

販売医薬品を製造させること。

11 薬局における医薬品の業務に係る医療の安全

の確保について

旧規則第12条の２の規定によるこの規定（医
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支部長･理事合同会議

日　時：平成21年5月23日（土）13：30～

場　所：広島県薬剤師會館

１．開　　会

２．会長挨拶

３．報　　告
（１）第21年度広島県薬務課及び健康対策課の

事業について

（２）第21年度事業計画及び役員業務分担につ
いて

（３）「健康生活応援店」推進事業への協力に
ついて（禁煙）

（４）改正薬事法による一般用医薬品について

（５）新型インフルエンザ緊急対応体制につい
て

（６）レセプトオンライン請求・代行請求につ
いて

（７）第30回広島県薬剤師会学術大会について
日　付：平成21年11月15日（日）
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島

（８）第42回日本薬剤師会学術大会の参加申込
について
日　付：平成21年10月11日（日）・12日

（月・体育の日）
場　所：びわ湖ホール、大津プリンスホ

テル、ピアザ淡海、滋賀県立体
育館、コラボしが21

事前登録開始日：平成21年５月12日（火）
正午から

参加助成金締切日：未定（後日連絡）

（９）平成21年度日薬有功賞、県薬会賞、同功
労賞及び同有功賞について

（10）その他

４．閉　　会

薬品の業務にかかる医療の安全を確保するため

の指針の策定、研修の実施）は、平成24年５月

31日までの間、効力を有する。

12 薬局における掲示について

規則第15条の15の規定（薬局開設者の氏名、

一般用医薬品の陳列に関する解説等15項目の掲

示）は、平成24年５月31日までの間、適用しない。

13 薬局等構造設備規則について

○新薬局等構造設備規則第１条は、平成24年５

月31日までの間、適用しない。

○旧薬局等構造設備規則第１条は、平成24年５

月31日までの間、効力を有する。

14 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務

を行う体制を定める省令（以下「体制省令」

という。）について

○体制省令第１条は、平成24年５月31日までの

間、適用しない。

○旧員数省令第１条は、平成24年５月31日まで

の間、効力を有する。

この改正は、実際に医薬品を使用する県民の皆

様が医薬品を正しく選択し、正しく使用すること

を目指したものです。

この一般用医薬品販売制度を実効性の伴うもの

とするためには、薬局での対応が肝要となります

のでよろしくお願いします。
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平成21年度
第１回 日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議

５月23・24日（土・日）を使って薬局薬剤師実

務実習担当者会議が慶応大学芝共立キャンパスに

て開催されました。

この会議には全国からの実習担当委員・大学の

先生など100名の先生方、タスクの先生方が新型

インフルエンザの影響もなく全員参加となりました。

会議の主な趣旨としては平成22年度４月まで

に、薬局における実務実習の受け入れ体制の構

築・指導薬剤師の養成・モチベーションの保ち

方、指導体制の整備、トラブルの対応・予防とい

うものでした。

まず第１日目、2009年度版実務実習指導書の紹

介とともに、「薬学教育実務実習指導のポイント」

のDVDの映写からはじまりました。

実習生には始めから参加型で実習を行うという

事の重要性やこのDVDを何度も見てモチベー

ションをあげていきましょうというお話でした。

今回の会議は２日間を通してWS形式になって

おり、初日のSGDは「11週のSBOsのうちの第２

週目のスケジュールを組んでみよう」という課題

でした。実際、実習が始まることを前提に自局で

のオリジナルのスケジュールを組むのは大変なこ

とかと思われました。

KJ法にての抽出は「実習中に生じると思われ

る問題点」と「長期実務実習開始までの残り１年

で準備すべきこと」で行い、その問題点について、

対応策・予防策等を検討していきました。たくさ

んの問題点がまだまだあると同時に対処方法対応

策もいろいろと出てきました。あと１年の間に少

しずつ解決していかなければと思われます。

２日目午後からはハラスメント問題の講演・

OSCE評価者の育成についての講演実習受け入れ

体制への取り組みなどの講演があり、各方面の先

生方より貴重なお話をいただきました。ハラスメ

ントの問題は今後取り組んでいかなければいけな

い項目の最重要点になっていくと思われます。

最後に厚生労働省医薬食品局総務課課長補佐近

藤恵子氏より「薬剤師の役割を地域・患者さん等

たくさんの方々に理解していただく良い機会と捉

え、自身のスキルアップをしましょう。」とのお

話をいただきました。

総括として児玉会長よりお話があり、今回の会

議は終了いたしました。

今後とも薬学生と実務実習で共に学び、フィー

ドバックと捉え自分自身のスキルアップをしてい

きたいと思います。

日　時：平成21年5月23日（土）・24日（日）

場　所：慶応義塾大学薬学部

理事 藤山　りさ
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日本薬剤師会
平成21年度 第１回都道府県会長協議会（会長会）

日　時：平成21年5月27日（水）13：30～16：30

場　所：日本薬剤師会会議室

副会長 松下　憲明

議　題

１．報　告

第１号　会務報告（平成21年１月～４月）
第２号　日薬を巡る最近の動きについて
（１）中央社会保険医療協議会
（２）社会保障カード（仮称）の基本的な計

画に関する報告書
（３）財政制度等審議会・財政制度分科会・

財政構造改革部会
（４）安心社会実現会議
（５）経済財政諮問会議
（６）日本医療機能評価機構、薬局ヒヤリ

ハット事例収集・分析事業
（７）その他

第３号　医療品新販売制度の円滑施行に関する
検討会について

第４号　医薬品販売制度改正への対応について
第５号　薬学教育６年制への対応について
第６号　公益法人制度改革への対応について
第７号　その他
（１）調剤レセプト請求のオンライン化に係

る対応について
（２）新型インフルエンザに係る対応について

（３）日薬サポート薬局制度について
（４）薬局・薬剤師の「年間カレンダー」に

ついて
（５）平成21年度学校薬剤師研修会について
（６）薬剤師に求められるプロフェッショナ

ルスタンダードについて
（７）その他

２．協　議

第１号　医薬品販売制度改正対応の件
第２号　その他

１．報告から各担当者より報告説明が行われた。

公益法人制度改革検討ワーキング（WG）の主
な検討予定事項は以下のとおりです。
○会員種別及び職種部会の充実方策
○会費額及び会費徴収方法
○代議員（総会）制度（代議員数、選任方法等）
○理事会（理事数、選任方法、監事を含めた議
関設計のあり方等）
○三層構造（日薬、県薬、支部）
○公益目的事業（現行の事業内容の見直し）

平成21年度（第44回）薬草に親しむ会（予告）

開 催 日：平成21年９月27日（日）

開催場所：三次市吉舎町方面（予定）

※詳細につきましては９月号に掲載いたします。
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子育て応援団すこやか2009

日　時：平成21年5月30日（土）・31日（日）

場　所：広島グリーンアリーナ

主　催：広島テレビ、広島県、広島県医師会、広島県歯科医師会、

広島市医師会、広島県農業協同組合中央会

すっかり新緑の季節の風物詩となった「子育て

応援団 すこやか2009」が、今年も５月30、31日

の両日、広島グリーンアリーナにて開催されまし

た。昨年に引き続き広島県薬剤師会は「お薬なん

でも相談コーナー」のブースを出すことになり、

広島県青年薬剤師会もお手伝いをさせていただき

ました。

「すこやか薬局」と名付けられたブースの中に

鎮座するのは、そうです。分包機です。今年もラ

ムネ菓子を子どもに「分包」してもらい、その後

は白衣を着て記念撮影をしてもらいました。

ブースを出し始めた数年前は「え？ 何をする

ん？」という感じで見られていたのに比べると、

今年は参加された親御さんが、ブースにスムーズ

に来てくださったのではないかと感じました。そ

れは決して最終兵器・アン●ンマンのぬいぐるみ

（ア●ゾンで３体購入）のおかげではなく、薬剤

師への世間の注目度が上がったからだと勝手に

思っています。ちょうど薬事法改正の直前で、薬

剤師の姿がメディアで幾度となく取り上げられて

いたのも一因かもしれません。もっとも、相変わ

らず白衣を着た子どもさんに「ほ～ら、先生

じゃぁ～」と、明らかにドクターと勘違いされて

いる親御さんもいらっしゃいましたが…。

一方、お薬の質問の方はというと、こちらは残

念ながら例年通りの少数にとどまりました。時期

的に子どもさんが病院にあまりかかることがない

せいなのか、それとも質問がある方は、普段から

病院や薬局で積極的に質問をされているからなの

かは分かりませんが…。このあたりは、医療系の

他職種とは違う薬剤師の「敷居の低さ」を生かせ

れば、もう少し相談件数が増えるのかもしれま

せん。

医療機関の情報公開が進んでいるとはいえ、薬

剤師の仕事は、他の医療従事者に比べるとまだま

だ質・量ともに認知されていないと感じることが

あります。今回のようなイベントが、薬剤師をよ

り身近に感じられるようになる一助となれば幸い

報告Ⅰ

広島県青年薬剤師会 辻　哲也
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です。

最後になりましたが、一緒に参加してくださっ

た先生方、素敵な笑顔でブースを盛り上げてくだ

さった広島女学院大学のボランティアスタッフの

皆様に厚く御礼申し上げます。

2009年５月30、31日に行われた、子育て応援団

に昨年に続いて参加させていただきました。今年

は新型インフルエンザが発生したこともあり、入

り口には消毒剤が置いてあり、いつもとは少し

違った雰囲気の中で開催されました。いろいろな

ブースで子育てに関する情報や子供が楽しめるイ

ベントがたくさんあり、始まると同時に大勢の親

子連れで会場はいっぱいになりました。

薬剤師会のブースで行ったことは昨年と同様の

お薬相談と、分包機を使用しての薬剤師のお仕事

体験、白衣を着ての写真撮影でした。参加してい

た時間帯のお薬相談は１件だけでした。しかし写

真撮影の方は、昨年に比べ多くの親子連れの方々

にブースを訪れていただき、長い行列ができてい

ました。子どもたちは分包機から出てくる分包紙

を不思議そうに見ていたり、白衣を着て楽しそう

にお菓子を分包機にまいていたり、子どもたちの

姿をデジカメで撮ろうと一生懸命な親の姿を見

て、とてもほほえましい気持ちになりました。

写真撮影は大盛況でしたが、６月１日に薬事法

が改正され、コンビニやスーパーでもお薬が買え

るようになるという旬な話題がありながらも、お

薬相談や問い合わせが少なかったように思います。

今回はブースの壁に展示はしていませんでした

が、薬剤師と登録販売者の違いや、薬剤師がド

ラッグストアや薬局にいることのメリットをポス

ターにして薬剤師の存在が安心につながることを

実感していただくような展示があってもよかった

かもしれません。

年々、規模やブースの数が増え、ますます盛大

になっていく子育て応援団に今後も積極的に参加

し、薬剤師が子育てにどのようなところで貢献で

きるか考えながら毎日の業務をこなしていきたい

と思います。

ボランティアの方々にも助けられ、昨年にも増

して大勢の方々に来ていただけました。ご協力に

感謝いたします。

報告Ⅱ

福島生協病院薬剤部 小田　正範
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第31回 福山大学薬学部卒後教育研修会

日　時：平成21年6月6日（土）

場　所：福山駅前サテライトキャンパス

薬学部卒後教育委員会 藤岡　晴人

第31回福山大学薬学部卒後教育研修会（本研修

会）を平成21年６月６日（土）、福山駅前サテラ

イトキャンパス―福山大学社会連携研究推進セン

ター（宮地茂記念館）―で開催しました。参加者

総数は140名で、内訳は、本学卒業生71名、一般

薬剤師34名、本学関係者35名でした。

前回の、「AEDを用いた救急救命実技演習」に

関連する、救急医療における医師と薬剤師の役割

についての２つの演題ではありますが、観点はそ

れぞれ異なる興味深い講演でした。

１．－酸素運搬からみたショックの概念－

広島大学病院　集中治療部　講師　

岩崎　泰昌先生

臨床上のショック状態の総論と定義に始まり、

酸素供給と酸素消費の観点から、ショックについ

ての解説と治療法の概略について講演されまし

た。今日、救急医療の諸問題がTV番組でも採り

上げられており、少しは判っていたつもりですが、

今回のご講演で救急医療の役割が、より理解でき

たように思いました。すなわち、死の一歩手前の

ショック状態から離脱することにより、原因と

なっている傷病を治療するための時間を作り出す

ための重要性、血液を介した酸素運搬について述

べられことです。先生のご講演は、パワーポイン

ト全盛の今日、板書を用いた、正に“血が通った”

親しみのある判りやすいご講演でした。アンケー

ト結果からも好評ぶりが窺えました。

２. －救急・ICUにおける薬剤師の役割－　

広島大学病院薬剤部　薬剤管理指導室長

畝井　浩子先生

畝井先生には、救急・ICU領域の薬剤師の役割

についてご講演いただきました。

救急患者の病態は刻々と変化し、生体機能の低

下や、血管透過性の亢進などで薬物動態が通常と

異なり、細心の投与設定が必要であることを述べ

られました。そのためには、薬剤師もベッドサイ

ドで患者の病態を把握し、多角的な視点からの薬

学的管理の必要性を、臨床現場での症例を豊富に

取り入れながら判りやすくご講演いただきました。

穏やかな口調で、参加者も自然にお話に引き込

まれ、そして力強く頼もしさを感じさせるご講演

でした。

本研修会は、広島県薬剤師会、広島県薬剤師研

修協議会の共催によるものであり、関係各位に深

く感謝致します。

岩崎　泰昌先生

畝井　浩子先生

撮影：西尾　廣昭教授
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平成21年度 ヒロシマ薬剤師研修会報告

日　時：平成21年6月14日（日）

場　所：広島県薬剤師會館

広島大学教授 仲田　義啓

本年度の「ヒロシマ薬剤師研修会」は平成21年

６月14日（日）に広島県薬剤師會館（広島市中区

富士見町）にて開催されました。例年は広島大学

広仁会館が会場でしたが、今回は広島県薬剤師会

館です。広島県も入梅が発表され、天気も気がか

りだったのですが、梅雨の合間の好天に恵まれて、

多くの参加者で会場がいっぱいに成りました。

最初の演者の広島大学病院リウマチ・膠原病科

の杉山英二先生が、司会の高野幹久先生（広島大

学）から紹介されて、講演が始まりました。杉山

先生の演題は、「関節リウマチの薬物療法におけ

る最近の進歩」ですが、いきなりムチランス関節

炎の写真のスライドから興味深い講演が始まりま

した。関節リウマチの病態の紹介から治療方法に

ついての解説が続き、さらに抗リウマチ剤として

のメトトレキサート療法に話が展開しました。杉

山先生は、関節リウマチはチーム医療であります

ので、薬剤師の方々にも興味を持っていただき、

私どもと共に広島のリウマチ医療の向上に貢献し

ていただければと希望しておりますとのメッセー

ジを発信されているように思えました。実際、リ

ウマチ治療では患者の自己管理が極めて重要であ

ることを話され、薬剤師にリウマチ治療に参画さ

れることを期待されておられました。講演の後半

は、治療薬の最近の進歩で代表される腫瘍壊死因

子（TNF）の抗体製剤、レミケードの作用様式

から治療成績、有害作用などを丁寧に説明されま

した。最後に、生物製剤（抗体製剤）を用いた治

療の問題点と限界などについて述べられ講演をま

とめられました。その後は、会場からの質問に対

応されて参加者と供に討論することができました。

10分の休憩後、太田茂先生から次の演者の土肥

博雄広島赤十字・原爆病院院長が紹介されて「薬

物療法から細胞療法へ」の講演が始まりました。

土肥先生は著名な血液内科医であり、これまでに

多くの臨床研究を含め、広島の医療に貢献してこ

られました。薬剤師会での講演は今回が最初です

と背広を脱ぎながら、薬の歴史を漢方（傷寒論な

ど）から曲直瀬道三、吉益東洞などの人物像まで

話が織り込みながら展開されました。さらに、土

肥先生が使用された白血病の治療薬としてのメト

トレキサートや、アスパラギナーゼの治療薬とし

ての特徴を話されました。講演が面白くて、時間

がどんどん過ぎてゆき、本題の細胞療法へ話が伺

えるか心配になるほどでしたが、先生が広島で学

会を主宰された際に招待されたSlavin教授の急性
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リンパ性白血病の治療症例を紹介されミニ移植の

治療法、すなわち細胞療法について講演が展開し

ました。さらに、21世紀に於ける新しい概念の治

療について、分子標的治療薬の話をされました。

また、ペプチドを用いた急性白血病の免疫療法

（ワクチン治療）の話は非常に興味深く、今後の

展開が期待されると感じました。今後の医療につ

いての先生の考えを予定時間内にまとめて話され

て講演を終わられ、会場から大きな拍手が起こり

ました。

今回は参加者に両先生からの講演スライドの資

料が配布されましたので、講演内容を理解する上

で非常に役に立ちました。しかし、150名近い参

加者があり準備した資料が足りなくて、一部の参

加者にご迷惑をかけましたことをお詫び致しま

す。また、会場からの質問は、参加者の多くが両

先生に聞いてみたいような実務的な問題や学術的

な興味深い点について集中し、たいへん有意義な

研修会になりました。

今回は広島県薬剤師会の木下さんに会場の設営

から資料の作成など例年以上にお世話になりまし

た。また、広島大学薬学系の大学院生にも会場係

として研修会の運営に協力いただきましたことを

お礼申し上げます。本研修会に対する要望などは

以下の連絡先にお寄せください。

〒734-8551
広島大学大学院医歯薬学総合研究科　
仲田　義啓　ynakata@hiroshima-u.ac.jp
電話 082-257-5310 Fax 082-257-5314

薬剤師国家試験問題（平成21年３月７日・８日実施）医療薬学

正答は76ページ



【ＣＤ】
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「どこまで知ってる？」薬物乱用（中学生用） 村上信行 （パワーポイント）

12「薬について」（小学生用） 村上信行 （パワーポイント）

13 錯乱 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

14 破壊 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

15 脳のイメージ１ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

16 脳のイメージ２ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

17 脳のイメージ３ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）

18 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）

19 受動喫煙で血管収縮（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

20 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）

21 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）

22 軽いタバコの嘘（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

23 手遅れ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

24 １年分のタール（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

25 ニコチン依存ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

26 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）

27 脳出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

28 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）

29 レイン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

30 smoker's face（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

31 コロンビア・ライト（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

32 デビ・オースチン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

33 ユル・ブリンナー（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

34 悪魔のacademy（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー

35 眼底出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

）
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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 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

【ビデオ】

【書籍・冊子・資料】

36 喫煙サル（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
37 喫煙で能率低下（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
38 低体重ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
39 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）
40 好奇心（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
41 禁煙指導用スライド 増田和彦 （パワーポイント）
42 分煙 増田和彦 （パワーポイント）
43 ニコチン依存症 増田和彦 （パワーポイント）
44 薬の基礎知識（一般消費者啓発用） 三次 （パワーポイント）
45 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
46 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
47 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
48 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）
49 健康くれ21「健康くれ体操」 呉

50 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」 呉

51 褥瘡に使われる医薬品について 情報センター

52
The臨床　薬剤師第９号－明日から使える病態生理と診療講座－
（（財）日本薬剤師研修センター） 情報センター

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

（パワーポイント）

（DVD）
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★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！！！

広島県薬剤師会薬事情報センター　電話（０８２）２４３－６６６０

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。）



会員カードでWポイントがつきます。
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広島県Wポイントカード加盟店 平成21年6月1日現在
店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

広島市安芸区
COOL INN. 船越本店 082-822-6667
ちから　船越店 082-824-0301
ちから　矢野店 082-888-5246
ちから　矢野西店 082-889-5188
マダムジョイ　矢野店　直営食品売場

082-889-2441
MEN'S REVO 船越店 082-822-6646

広島市安佐北区
大野石油店　可部バイパスSS

082-819-0210
大野石油店　高陽町SS 082-842-1890
キャン・ドゥ　可部店 082-814-7008
山陽礦油　かめ山SS 082-815-6211
ちから　高陽店 082-842-2440
徳川　高陽店 082-840-0300
徳川　サンリブ可部店 082-815-2775

広島市安佐南区
エコール古市ショールーム 082-831-6161
エコール本部 082-877-1079
大野石油店　高取SS 082-872-7272
大野石油店　緑井SS 082-877-2008
釜飯酔心　毘沙門店 082-879-2211
カメラのアート写夢　高取店 082-830-3588
COOL INN. 大町店 082-831-6760
住吉屋　古市店 082-877-1231
ちから　祇園店 082-875-5003
ちから　西原店 082-832-5520
ちから　八木店 082-830-0235
徳川　毘沙門台店 082-879-0141
徳川　安古市店 082-879-9996
広島第一交通㈱上安営業所 082-872-5410
福助タクシー㈱古市営業所 082-877-0004
HOBBY TOWN 広島店 082-831-6577

広島市佐伯区
AUTO GARAGE うえるかむ

082-927-2510
大野石油店　五日市インターSS

082-941-5020
大野石油店　造幣局前SS 082-923-6029
釜飯酔心　五日市店 082-922-8663
サイクルショップカナガキ　五日市店

082-924-5525
ちから　五日市店 082-922-8661

ちから　楽々園店 082-921-6693
徳川　五日市店 082-929-7771
マダムジョイ　楽々園店　直営食品売場

082-943-8211
MEN'S REVO 楽々園店 082-943-4960

広島市中区
英国式足健康法　リフレックス

082-248-7722
えびすの宴 082-243-6166
えひめでぃあ 082-545-6677
大野石油店　牛田大橋SS 082-221-1511
大野石油店　西白島SS 082-221-8834
大野石油店　八丁堀SS 082-221-3643
ｏｋａｓｈｉｍｏ 082-231-3221
釜飯酔心　本店 082-247-4411
寿司道場酔心　支店 082-247-2331
惣菜酔心　立町店 082-247-9581
COOL INN. サンモール店 082-248-2112
くれない 082-243-6700
芸州　胡店 082-243-6165
桜井花店　本店 082-247-1808
山陽礦油　相生橋SS 082-232-0145
しなとら　パセーラ店 082-502-3382
体育社　本店 082-246-1212
ちから　本店 082-221-7050
ちから　上八丁堀店 082-211-0122
ちから　京口通店 082-502-6008
ちから　そごう店 082-512-7854
ちから　タカノ橋店 082-544-0002
ちから　十日市店 082-503-1089
ちから　中の棚店 082-545-6880
ちから　八丁堀店 082-228-9071
ちから　舟入店 082-294-7503
ちから　堀川店 082-241-8230
ちから　本通４丁目店 082-245-0118
徳川　総本店 082-241-7100
のん太鮨　パセーラ店 082-502-3383
ピカソ画房　本店 082-241-3934
ひろしま国際ホテル　芸州　本店

082-248-2558
ひろしま国際ホテル　東風 082-240-0558
ひろしま国際ホテル　まほらま

082-248-6796
ひろしま国際ホテル　ル・トランブルー

082-240-7556
広島第一交通㈱江波営業所 082-233-5871

広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛　紙屋町店
082-247-2260

福助タクシー㈱本社営業所 082-232-3333
プロント　広島胡町店 082-544-1166
ボウル国際 082-244-4151
星ビル２F 知育玩具とオルゴール

082-249-3592
星ビル３F ベビーワールド 082-249-6181
星ビル４F アンティークドール

082-246-0026
星ビル５F オルゴールティーサロン

082-249-1942
星ビルB１F メディカルフィットネス

082-241-6348
マダムジョイ　江波店　直営食品売場

082-532-2001
マダムジョイ　千田店　直営食品売場

082-545-5515
三井カーデンホテル広島25F コフレール

082-240-1125
焼肉達人の店　寅 082-234-8929
横田印房 082-221-0320
リビング事業社　リビングコミュニティカレッジ

082-511-7706

広島市西区
一心太助　アルパーク店 082-501-1313
井口家具百貨店 082-232-6315
大野石油店　旭橋SS 082-272-3766
大野石油店　井口SS 082-276-5050
大野石油店　観音SS 082-231-6209
大野石油店　商工センターSS

082-277-1266
大野石油店　横川SS 082-237-1864
釜飯酔心　アルパーク店 082-501-1005
サイクルショップカナガキ　横川本店

082-231-2631
サイクルショップカナガキ　己斐店

082-272-2631
サカイ引越センター 0120-06-0747

082-532-1176
茶房　パーヴェニュー 082-239-4004
車検の速太郎 082-238-0100
車検の速太郎　カーケアプラザ

082-238-3939
ジャパンツゥリスト 082-292-0005
studio LOHAS 082-237-2911

◎ 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）

Wポイントカードに
関するお問い合わせは

Wポイントカードシステムでは、2000ポイント貯まると翌月2,000円分のWポイント金券がお手元に届きます。

㈱和多利広島本社 Wポイントカード事務局
1082-830-0230 平日10：00～18：00

Wポイントカードホームページ　http://www.watari.biz/
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徳川　西条プラザ店 082-424-0300
八本松タクシー 082-428-0023

福山市
一心太助　福山本店 084-922-5611
エコール福山　ショールーム 084-981-3733
快足屋　福山店 084-982-5151
山陽石油　住吉町SS 084-922-0939
山陽石油　セルフ神辺SS 084-962-0693
山陽石油　セルフ福山平成大学前SS

084-972-7940
山陽石油　多治米町SS 084-957-2601
山陽石油　深津SS 084-922-5750
山陽石油　福山春日SS 084-943-5494
山陽石油　福山東インターSS

084-923-7835
山陽石油　南本庄SS 084-922-3181
豆匠　福山店 084-921-2503
徳川　福山東深津店 084-929-2015
とんかつ埃 イトーヨーカドー福山店

084-971-0050
HOBBY TOWN 福山店 084-927-1129

三原市
ごはんや　広島空港店 084-860-8215
徳川　三原店 0848-62-8824

三次市
囲炉り茶屋　やまぼうし 0824-69-2299
さざん亭　三次店 0824-64-0375
住吉屋　三次店 0824-62-5959
平田観光農園 0824-69-2346
広島三次ワイナリー　喫茶ヴァイン

0824-64-7727
広島三次ワイナリー　バーベキューガーデン

0824-64-0202
広島三次ワイナリー　ワイン物産館

0824-64-0200
フルーツレストラン　まるめろ

0824-69-2288

その他
Heart Leap Up HIROSHIMA

082-545-5277
※会員登録で100ポイント、メールマガジ
ン受信ごとに１ポイント、メールマガ
ジンアンケートに回答すると30ポイン
ト以上（各号によって異なります）。
リースキン　家庭用事業部
広島支店 082-233-1141
広島北営業所 082-845-2882
広島西営業所 0829-31-6161
広島東営業所 082-824-1411

広島市西区（続き）
ちから　井口店 082-278-3666
ちから　観音店 082-232-5686
ちから　己斐店 082-507-0505
徳川　南観音店 082-503-3039
広島第一交通㈱（第１） 082-278-5511
広島第一交通㈱（平和） 082-278-5522
ホテルプロヴァンス21広島　スパラーザ広島

082-235-3930
マダムジョイ　アルパーク店　直営食品売場

082-501-1112
マダムジョイ　己斐店　直営食品売場

082-271-3211
横川　ちから 082-292-5822

広島市東区
アリモト　本店 082-264-2929
大野石油店　広島東インターSS

082-508-5030
サイクルショップカナガキ　戸坂店

082-220-2031
ちから　牛田店 082-224-2201
ちから　尾長店 082-506-3505
ちから　戸坂店 082-502-5038
ちから　光町店 082-568-6855
徳川　戸坂店 082-220-1818

広島市南区
大野石油店　エコステーション出島

082-254-1015
大野石油店　東雲SS 082-282-3993
大野石油店　皆実町SS 082-251-9108
釜飯酔心　新幹線店 082-568-2251
釜飯酔心　広島駅ビル店 082-568-1120
惣菜酔心　アッセ店 082-264-6585
銀河（えひめでぃあ） 082-253-1212
ごはんや　広島店 082-253-0300
サイクルショップカナガキ　東雲店

082-288-9101
山陽礦油　大州SS 082-282-4478
ちから　旭町店 082-254-6678
ちから　宇品店 082-505-0003
ちから　出汐店 082-254-2455
ちから　広島駅店 082-568-9121
ちから　福屋駅前店 082-568-2330
ちから　本浦店 082-286-1119
ちから　的場店 082-262-6594
ちから　皆実町店 082-253-3363
ちから　皆実４丁目店 082-250-0804
中国トラック 082-251-0110
豆匠　広島本店 082-506-1028
徳川　ジャスコ宇品店 082-250-0480
徳川　ビックカメラ・ベスト店

082-567-2388
徳川　南区民センター店 082-505-1620
広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 広島新幹線店

082-263-0200

ホテルセンチュリー21広島　京もみじ
082-263-5531

ホテルセンチュリー21広島　フィレンツェ
082-568-5270

安芸郡海田町
ちから　海田店 082-822-1711
徳川　海田店 082-824-0111

安芸郡府中町
ちから　府中店 082-287-0933
ちから　向洋店 082-581-4321
広島第一交通㈱府中営業所 082-281-1191

大竹市
カメラのアート写夢　本店 0827-57-7700
カメラのアート写夢　油見店 0827-53-5911

尾道市
瀬戸田すいぐん丸 08452-7-3003

呉市
大野石油店　熊野団地SS 0823-30-1042
大野石油店　呉SS 0823-21-4974
体育社　呉店 0823-22-8880
ちから　呉駅店 0823-32-5532
徳川　呉中通り店 0823-23-8889
徳川　広店 0823-70-0600
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛　呉駅ビル店

0823-24-0222
MEN'S REVO 呉店 0823-25-6661

庄原市
総商さとう　ウィー東城店 08477-2-1188

神石郡神石高原町
総商さとう　本店 08478-2-2011

廿日市市
大野石油店　廿日市インターSS

0829-20-1189
キャン・ドゥ　廿日市店 0829-32-3387
ジョイ薬局 0829-32-3077
第一ドライ　串戸店 0829-32-1863
徳川　廿日市店 0829-32-1111
ベストカーヤマナカ 0829-39-5100

東広島市
大野石油店　西条インターSS

082-423-3701
大野石油店　高屋ニュータウンSS

082-434-4411
大野石油店　東広島SS 082-423-9197
カギのひゃくとう番 082-424-3110
髪処　ふくろう 082-497-3337
住吉屋　西条プラザ店 082-423-7878
体育社　東広島店 082-422-5050

店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

★ご利用額100円に対するポイント数は加盟店によって異なります。（１ポイント１円で換算します。）
★加盟店によっては、一部取り扱い商品の対象外のものがあります。
★クレジット払いのできない加盟店（一部）も含まれています。
★加盟店によっては、団体・パーティーでのご利用に対して、ポイント加算の対象とならない場合があります。
★詳しくは各加盟店でご確認ください。
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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

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

自動車部
品

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

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
㈱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
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店
広島店
ゆめタウン広島店

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

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。
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。

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、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

広島市西区観音本町2_8_22

広島市中区基町6_27

広島バスセンター6Ｆ
広島市南区皆実町2_8_17

ゆめタウン広島3Ｆ
広島市中区新天地5_23

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)246_7788

(082)248_1331

(082)541_3911

本社
(082)501_3447

(082)294_0187

(082)225_3232

(082)250_6100

(082)246_2131

(082)277_8181

平成21年６月１日現在
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(082)293_4125

(082)209_7422

(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

(082)511_1110

㈹ 担当：桑田昭正

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）

設備

指 定 店
國富㈱広島営業所

Diving Service海蔵

㈱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
㈱デオデオ外商部

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）

株式会社クラタ
コーポレーション

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
スキューバダイビング体験講習￥8,400
Ｃカード取得講習会￥5,000引き・器
材修理店頭価格より５％引き
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Ｊ
ＴＢスリムを除く）、エースＪＴ
Ｂ３％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→無料、
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
特別価格

営業日時
８:30～20:00

11:00～20:00

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）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
なし

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

土日祭休

所 在 地
広島市西区観音町13_9

広島市中区南千田西町
1_8_101

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

広島市中区橋本町7_27

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。
◎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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４月20日 平成21年度広島県緩和ケア支援セン
ターの薬剤師研修への参加について
（各支部長）

４月21日 肝炎治療特別促進事業における運用変
更等について（各支部長）

４月21日 医療事故情報収集等事業「医療安全性
情報No.29」の提供について（各支部長）

４月27日 平成21年度の応需薬局ゴールデン・
ウィーク休業表について（各支部長）

４月27日 各啓発資料の配布について（各支部長）
４月27日 ゴールデン・ウィーク期間中の国有ワ

クチン・抗毒素の緊急連絡先について
（各支部長）

４月28日 医療事故情報収集等事業「医療安全性
情報No.29」の訂正について（各支部長）

４月28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「第
19回薬剤師のためのワークショップ中
国四国 in 福山」への参加について
（各支部長）

４月30日 新型インフルエンザの発生にあたって
（各支部長）

５月１日 支部長・理事合同会議の開催について
（各支部長）

５月７日 平成21年度県薬各賞の受賞の決定並び
に日薬有功賞の受賞伝達について（各
支部長）

５月７日 応需薬局リスト「ファックスをご利用
ください」の確認及び必要部数につい
て（各支部長）

５月８日 健康保険組合における調剤報酬の審査
及び支払に係る規約変更の認可につい
て（各支部長）

５月８日 ジェネリック医薬品の使用促進のため
の取組について（各支部長）

５月11日 「診療報酬請求書等の記載要領等につ
いて」等の一部改正について（特定疾
患治療研究事業等に係る高額療養費制
度の見直しについて）（各支部長）

５月15日 「日本薬剤師会における新型インフル
エンザ対応マニュアル」の策定につい
て（各支部長）

５月18日 「新型インフルエンザ」に関する緊急

のお知らせ（「新型インフルエンザ」
緊急対応体制について）（各支部長）

５月20日 平成21年６月からの福祉医療費公費負
担制度に係る各市長村の対応について
（各支部長）

５月20日 新型インフルエンザに係る発熱外来の
受診時における被保険者資格証明書の
取扱について（各支部長）

５月21日 改正薬事法に関連した資料の提供につ
いて（各支部長）

５月22日 平成21年５月15日付けで薬価基準に収
載された後発医薬品の安定供給に係る
対応について（各支部長）

５月22日 医療事故情報収集事業「医療安全情報
No.30」の提供について（各支部長）

５月22日 支部長・理事合同会議の提出議題につ
いて（各支部長）

５月22日 薬剤師会認定基準薬局の平成21年度第
２次認定について（各支部長）

５月22日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の認
定更新について（各支部長）

５月22日 「インスリン製剤の調剤に当たっての留
意事項及び薬剤師交付時の説明事項に
関する説明」の改訂について（各支部長）

５月25日 第38回広島県薬剤師会通常総会の承認
事項について（各支部長）

５月26日 支部長・理事合同会議資料の送付につ
いて（各支部長）

５月26日 第38回通常総会資料の送付について
（各支部長）

５月29日 新型インフルエンザに関連する診療報
酬の取扱いについて（各支部長）

５月29日 応需薬局リスト「ファックスをご利用
下さい」の送付について（各支部長）

６月３日 平成21年度広島県緩和ケア支援セン
ターの薬剤師研修への参加について
（お知らせ）（各支部長）

６月３日 健康保険被保険者証の一括更新につい
て（各支部長）

６月５日 「指定自立医支援医療機関の指定につ
いて」の一部改正について（各支部長）

６月９日 平成21度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及
運動の実施について(依頼)（各支部長）

６月10日 広島県薬剤師会ニュース「新型インフ
ルエンザ」に関する緊急のお知らせに
ついて（薬剤師リストの取りまとめ）
（各支部長）

６月12日 第6４回全国禁煙アドバイザー育成講
習会（in 尾道）の開催について（お
知らせ）（各支部長）

県薬より支部長への発簡
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平成21年４月常務理事会議事要旨

日　時：平成21年４月16日（木）18：00～20：20

場　所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長

大塚、平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、有村、瓜生、小林、重森、田口、谷川、
野村、二川、政岡各常務理事

欠席者：木平副会長
議事要旨作製責任者：小林啓二
《前田会長挨拶》
日薬ではオンラインの件、一般販売業の薬事法の改正

の件とあわせて慌ただしく動いてる所です。
連盟では藤井もとゆきさんが参議院選挙に出るという

ことで自民党の推薦をうけることが昨日決まりました。
政治力に頼らないといけないことが出てきましたので、
これから頑張らないといけないという状況です。
また、公益法人の事も少しずつ進んでいますが、詰め

ていかないといけない部分があるのでワーキンググルー
プで勧めています。当然各県のレベルでは公益法人、支
部では一般法人という形を目指していたったらどうかと
いうことで詰めています。
会員組織においても強化策という事であらゆる職能の

薬剤師さんに声を掛けて将来ビジョンもあわせて会議を
開いています。秋までには煮詰まっていくと思います。

１．報告事項
（１）３月定例常務理事会議事要旨
（２）諸通知
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．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員・運営委員合同会議
３月21日（土）サン・ピーチOKAYAMAで開催
され、木平副会長司会のもと、各大学の状況、各
県薬の対応の仕方を話し合った。また、各県薬の
負担金をどうするか次年度検討すると報告された。

イ．日本薬剤師会公益法人制度改革検討特別委員会　
３月23日（月）日薬で開催され、モデル定款を作
成し、読み合わせを済ませた。また、年金問題を
どう分けるかが問題になっていると報告された。
（大塚副会長）

ア．日本薬剤師会平成20年度一般用医薬品担当者全国
会議
３月25日（水）主婦会館プラザエフで開催され、
顔の見える薬剤師であり、薬剤師らしい説明をし
ないと突っ込まれる可能性があると説明があっ
た。陳列方法表示義務等について日薬から資料等
を取り寄せて、伝達講習会をする予定であると報
告された。

イ．苦情処理委員会
４月２日（木）に開催し、広島支部からあがって
きた事例について協議した。会としてこういう風
にしろというのは言いにくいので、各支部で一般
的なトラブルでの事例があれば報告していただ
き、その結果をふまえてＨＰなり会誌なりに掲載
していくと報告された。

（平井副会長）
ア．健康ひろしま21推進協議会
３月26日（木）県庁で開催され、特定健診の受診
率が悪くなっているなど平成20年度の事業報告が
あり、詳しくは会誌５月号に掲載されると報告さ
れた。

（松下副会長）
ア．第６回中国地方社会保険医療協議会広島部会
３月26日（木）中四国厚生局で開催され、薬局の
指定が新規14件、更新13件あったと報告された。

イ．広島県地域保健対策協議会平成20年度第１回定例
理事会
３月30日（月）広島医師会館で開催され、決算報
告・予算案の決定をした。本会に関係する事業は、
木平副会を中心に平成21年度も後発品で遂行する
予定と報告された。

ウ．第２回中国地方社会保険医療協議会総会
４月13日（月）広島合同庁舎で開催され、保険薬
剤師の取消について協議し、不実記載や免許貸し
等のため免許の取り消しになり、その期限が21年
２月28日で切れる予定であったが、３年間の裁判
期間があったためどうするか検討をした。厚労省
はその期間は入らないので21年の期限切れは伸び
るということで、総会でも認めないという結論に
なったと報告された。

（村上副会長）
ア．広島県覚せい剤等薬物乱用防止指導員協議会理事会
４月３日（金）県庁で開催され、地域での指導員
の協議会は広島県薬物乱用防止指導員協議会に名
称の変更となった。また、役員改選で間所さんが
会長、村上副会長が副会長となったと報告された。

（豊見専務理事）
ア．平成20年度広島県医療費適正化評価検討委員会
３月24日（火）県庁で開催され、医療費を削減す
るということで、後発品の普及促進やレセプトに
ついて協議をした。薬剤師会としては後発品を促
進するという話をしたと報告された。

（青野常務理事）
ア．広報委員会
４月10日（金）に開催し、５月号の原稿のチェッ
クをしたと報告された。

（野村常務理事）
イ．ひろしま食育・健康づくり実行委員会会議
３月17日（火）に国保会館で開催され、平成20年
度の実施状況や決算見込みについて協議した。平
成21年度の事業について県薬の負担金は同額でお
願いしたいとの依頼があった。また、来年度から
の組織統合するのか現状のままでいくのか廃止す
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るのをか今年度決めていくと報告された。

２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告
ア．福山支部総会　３月26日（木）於　宮地記念館
イ．呉支部総会　　３月28日（土）於　呉阪急ホテル

３．審議事項
（１）全体理事会について

４月30日（木） 午後７時～
資料については訂正等があれば21日までに事務局
まで連絡することとされた。

（２）第38回広島県薬剤師会通常総会について
５月23日（土） 午後３時～
運営について次のとおり決定した。
開会：木平副会長、閉会：松下副会長、
司会：二川常務理事

（３）支部長･理事合同会議の議題について
５月23日（土） 午後１時30分～
議題を事務局に連絡することとされた。

（４）調剤報酬専門役の推薦等について
医薬分業の進展により支払基金として対応したい
ということで、１名各県にふられて、豊見専務理
事を推薦したと報告された。

（５）平成21年度広島県薬物乱用対策推進本部名簿の作
成等について
前年同様に次のとおり決定された。
本　部　員　　前田泰則
幹　　　事　　村上信行
事務担当者　　村上哲也

（６）ひろしま食育・健康づくり実行委員会委員及び
ワーキング会議委員の選出について
引き続き野村常務理事を選出することとされた。
また、今年度も15万円拠出することとされた。

（７）広島県地域保健対策協議会の支援のためのワーキ
ング設立について
県薬の内部組織として木平副会長を中心にワーキ
ンググループを作って青薬等に協力してもらいた
いということであるが、詳細が不明なので次回常
務理事会で決定することとされた。

（８）会員外の代行請求業務委託費について
会員1,300＋手数料1,000円＋消費税50円の2,350円
とした。

（９）平成21年度緩和ケア薬剤師研修について
去年漏れた方を中心に集めて、受講料の3,000
円＋交通費を県薬で負担することとされた。また、
有村常務理事を講師とすることとされた。

（10）「子育て応援団すこやか2009」サポートブース協
力について
「子育て応援団すこやか2009」の検討会に一任す
ることとされた。

（11）「新公益法人制度説明会」の参加について
事務局が参加することとされた。

（12）後援、助成及び協力依頼等について
ア．PDNセミナーへの後援について

日　　時：６月14日（日） 午前10時～午後５時
場　　所：しまなみ交流館（テアトルシェルネ）
共　　催：NPO法人PDN（PEGドクターズネッ

トワーク）
日本シャーウッド㈱、㈱大塚製薬工場

後　　援：広島市医師会、広島県病院薬剤師会、
広島県栄養士会、広島臨床検査技師会

後援名義の使用については、承諾することとされた。
イ．平成21年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
の後援について
実施期間：６月20日（土）～７月19日（日）

626ヤング街頭キャンペーン：６月28

日（日）
主　　催：広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

実行委員会
協　　賛：広島県、広島県警察本部、広島県教育

委員会外
後援名義の使用については、承諾することとされた。

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について

５月21日（木）の午後６時から開催することとし、
議事要旨作製責任者は重森常務理事とされた。

（２）支部等総会の開催について
広島県病院薬剤師会　５月16日（土）於　エソー
ル広島
安芸支部 ５月24日（日）於　サンピア・アキ
福山支部　５月31日（日）於　福山ビッグローズ

（３）平井副会長より６月12日（金）に四師会連絡協議
会が開催予定と報告があった。

（４）有村常務理事より前回の常務理事会で報告した訪
問看護支援事業について、４年間かけてやり、全
国を２つに分けて今年度と来年度・次の２年間で
実施するところとがある。広島県は予算も少ない
ので２年後から実施するということになっている
と説明された。

（５）その他行事予定
ア．日本薬剤師会日薬会館（仮称）に関する調査研究
検討会
４月17日（金） 於　東京・日薬

イ．会員委員会
４月20日（月）

ウ．広島県薬剤師研修協議会
４月21日（火）

エ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月21日（火） 於　東京・日薬

オ．監査会
４月23日（木）

カ．日本薬剤師会受入体制検討会指導体制検討会合同
委員会
４月23日（木） 於　未定

キ．日本薬剤師会編集委員会
４月23日（木） 於　東京・日薬

ク．広報委員会
４月24日（金）
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ケ．IPPNW日本支部（JPPNW）理事会・総会、広
島県支部総会
４月25日（土） 於　広島医師会館

コ．広島大学霞室内管弦楽団　2009 Spring Concert
４月25日（土） 於　広島市南区民文化センター

サ．第７回中国地方社会保険医療協議会広島部会
４月28日（火） 於　中国四国厚生局

シ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月28日（火） 於　東京・日薬

ス．広島県健康福祉局（健康増進室）との平成21年度
事業打合会
４月30日（木） 於　県庁・本館

セ．全体理事会
４月30日（木）

ソ．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「第18回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 広島」
５月３日（日）・４日（月） 於　広島国際大学

タ．業務分担③担当理事打合会
５月８日（金）

チ．平成21年度「看護の日」広島県大会
５月９日（土） 於　広島県民文化センター

ツ．日本薬剤師会DI委員会
５月11日（月） 於　東京・日薬

テ．広報委員会
５月12日（火）

ト．日本薬剤師会常務理事打合会
５月12日（火） 於　東京・日薬

ナ．日本学校薬剤師会理事会
５月14日（木） 於　東京・日薬

ニ．広島県病院薬剤師会総会
５月16日（土） 於　エソール広島

ヌ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月19日（火） 於　東京・日薬

ネ．常務理事会
５月21日（木）

ノ．支部長･理事合同会議
５月23日（土） 於　広島県薬剤師會館

ハ．第38回広島県薬剤師会通常総会
５月23日（土） 於　広島県薬剤師會館

ヒ．平成21年度第１回日本薬剤師会薬局実務実習担当
者全国会議
５月23日（土）・24日（日） 於　慶応義塾大学
薬学部・芝共立キャンパス

フ．安芸支部総会
５月24日（日） 於　サンピア・アキ

ヘ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月26日（火） 於　東京・日薬

ホ．日本薬剤師会平成21年度第２回理事会
５月27日（水） 於　東京・日薬

マ．日本薬剤師会第１回都道府県会長協議会（会長会）
５月27日（水） 於　東京・日薬

ミ．日本薬剤師会共済部総会
５月27日（水） 於　東京・日薬

ム．日本薬剤師会ドーピング防止に関する特別委員会

５月28日（水） 於　東京・日薬
メ．子育て応援団すこやか2009

５月30日（土）・31日（日） 於　広島グリーン
アリーナ

モ．福山支部総会
５月31日（日） 於　福山ビッグローズ

ヤ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月２日（火） 於　東京・日薬

ユ．福山大学薬学部卒後教育研修会
６月６日（土） 於　福山大学薬学部

ヨ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月９日（火） 於　東京・日薬

ラ．平成21年度（財）暴力追放広島県民会議理事会・
評議員会
６月11日（木） 於　鯉城会館

リ．平成21年度広島県四師会役員連絡協議会
６月12日（金） 於　未定

ル．ヒロシマ薬剤師研修会
６月14日（日） 於　広島県薬剤師會館

レ．認知認知症の人と家族の会広島県支部第28回記念
大会
６月14日（日） 於　広島県民文化センター

ロ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月16日（火） 於　東京・日薬

ワ．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（平成21年
度・第１回）
６月17日（水） 於　東京・日薬

ン．常務理事会
６月18日（木）

A．日本薬剤師会平成21年度試験検査センター連絡協
議会
６月18日（木）・19日（金） 於　宮城県薬剤師
会館

B．日本薬剤師会常務理事打合会
６月23日（火） 於　東京・日薬

C．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月30日（火） 於　東京・日薬

D．日本薬剤師会常務理事打合会
６月30日（火） 於　東京・日薬

平成21年５月常務理事会議事要旨

日　時：平成21年５月21日（木）18：00～20：20

場　所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長

平井、松下、村上各副会長
豊見専務理事
青野、瓜生、小林、重森、田口、谷川、野村、
二川、政岡各常務理事

欠席者：木平、大塚各副会長　有村常務理事
議事要旨作製責任者：重森常務理事

１．報告事項
（１）４月定例常務理事会議事要旨
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（２）諸通知
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．日本薬剤師会日薬会館（仮称）に関する調査研究
検討会
４月17日（金）に日薬で開催され、第１回目を

開催し、明日は第２回目があること、第70回臨時
総会で、議事運営委員会の下に調査研究検討会を
組織することが了承されたが、日薬の規約上問題
があり、議事運営委員会ではなく日薬執行部の中
に特別委員会として置くことになること、これか
ら各都道府県にアンケートをする予定であると報
告された。

イ．日本薬剤師会編集委員会
４月23日（木）に日薬で開催され、ネットで原

稿収集・編集等をおこなっていると報告された。
ウ．平成21年度「看護の日」広島県大会

５月９日（土）に広島県民文化センターで開催
され、県知事の代理で副知事が来られ挨拶をされ
たこと等報告された。

エ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
５月13日（水）に日薬で開催され、薬局製剤業

務指針改訂版を編集しており、８月に出版予定で
あること等報告された。

オ．日本薬剤師会組織・会員委員会
５月18日（月）に日薬で開催され、会費の設定

（現行：Ａ会費18,000円、Ｂ会費9,000円）、公益法
人化にあたり薬剤師年金基金を離すことができる
か内閣府と話し合いをしており、公益法人化で薬
剤師年金をどのようにするか今後の課題である等
報告された。

カ．広島県薬務課との平成21年度事業打合会
５月21日（木）に広島県薬剤師會館で薬務課と

打合せを行い、薬務課長ほか３名と会長、副会長、
専務理事、事務局が出席した。新型インフルエン
ザの状況、タミフルの在庫備蓄、年間計画にある
薬物乱用防止対策、後発医薬品使用推進、薬局機
能向上事業、医薬品適正使用等について検討した
と報告された。

（平井副会長）
ア．広島県健康福祉局（健康増進室）との平成21年度
事業打合会
４月30日（木）に県庁で開催され、前田泰則会

長、副会長、専務理事が出席した。健康ひろしま
21に基づいて、健康増進室の基本方針の説明が
あった。本会に関するものとして、健康福祉祭、
フードフェスティバル等が上げられ、協力依頼が
あった。また、妊婦健康診査の公費助成回数が14

回に拡充されたことの周知依頼もあったと報告さ
れた。

イ．「新薬事法による一般用医薬品について」の研修会
５月10日（日）にエソール広島・広島県薬剤師

會館で開催し、出席者は426名であった。予想外
に参加申込が多くて２会場の開催となり、薬務課
の藤谷幸治専任主査、大塚幸三副会長が講師とし
て、６月１日施行の薬事法改正の一般用医薬品の
販売について説明があったと報告された。

（松下副会長）
ア．第７回中国地方社会保険医療協議会広島部会

４月28日（火）に中国四国厚生局で開催され、
保険薬局新規７件、更新５件の計12件の許可審査
があり、12件すべて認定されたと報告された。

（村上副会長）
ア．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「第18回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 広島」
５月３日（日）・４日（月）に広島国際大学で

開催し、出席者は60名で、県薬からは22名とタス
ク３名が参加したと報告された。

イ．薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議
５月14日（木）に開催し、各支部の担当者に６

年制実習生の受け入れ薬局は、実習施設の概要と
承諾書の提出しなければならないこと、その施設
の概要の「実務実習モデル・コアカリキュラム到
達目標」欄の到達目標に、「全て可」と記入して
提出してほしい等説明・依頼をしたことが報告さ
れた。

ウ．広島県健康福祉局（健康増進室）との打合会（禁
煙関係）
５月15日（金）に広島県薬剤師會館で開催し、

健康増進室から禁煙指導薬局のリスト提出の依頼
があり、同様に医師会、歯科医医師会にも依頼し
てあるとのことだった。本会としては、禁煙支援
アドバイザーのいる薬局に問い合わせをし、薬局
リストを作成する予定であると報告された。

（村上副会長）
ア．広島県新型インフルエンザ対策専門家委員会医療
体制検討部会（非公開）
４月28日（火）にホテルグランヴィア広島で、

医師会が主催で急遽開催された。この時点の対応、
問題点等を担当者から説明があり、状況も未確定
で詳しい話はなかったと報告された。

（豊見専務理事）
ア．日本薬剤師会DI委員会

５月11日（月）に日薬で開催され、全国の薬事
情報センターを集約し、資料等を共有していくか
検討したと報告された。

イ．日本学校薬剤師会理事会
５月14日（木）に日薬で開催され、今までは総

会が年１回だったが、３月に予算総会、５月に決
算総会の２回を開催することになったと報告された。

ウ．第30回広島県薬剤師会学術大会実行委員会
５月18日（月）に開催し、11月15日（日）に第

30回県薬学術大会をANAクラウンプラザホテル
広島で開催し、特別講演を「感染症について」と
して、木平副会長に人選をお願いしている。また、
４階「カメリア」で機器展示、ランチョンセミ
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ナーを予定しており、参加費を予約2,000円、当
日3,000円とし、懇親会費を3,000円としたこと、
メインテーマは検討中であると報告された。

エ．レセプトオンライン請求・代行請求について
FDで保険請求をしている約30薬局は、６月か

ら代行請求しないといけないが、県薬が毎月８日
に支払基金内県薬FD窓口に届いたFDを確認しな
いといけないことになった。
また、支払基金・国保連合会等から、レセコン

を使って紙で請求している140薬局に、半年以内
にオンライン請求もしくは代行請求に切り替える
ように通知が届いている。半年を目途にして切り
替えない薬局は、保険請求の支払いもしない可能
性がある等の話があったと報告された。

オ．広島県社会保険診療報酬支払基金来会
５月21日（木）に広島県薬剤師會館で開催し、

支払基金担当者から、レセプトオンライン請求・
代行請求の手順等について説明があったと報告さ
れた。

カ．広島県国民健康保険団体連合会来会
５月21日（木）に広島県薬剤師會館で開催し、

国保連合会担当者から、レセプトオンライン請求
について説明があり、協会けんぽで行う「ジェネ
リック医薬品を希望しますカード」の配付事業を
国保連合会でも検討していること等の説明があっ
たと報告された

（青野常務理事）
ア．広報委員会

４月24日（金）に開催し、５月号の最終チェッ
クを行ったと報告された。

（田口常務理事）
イ．日本薬剤師会受入体制検討会指導体制検討会合同
委員会
４月23日（木）に東京・全国町村会館で、受入

体制整備検討会と指導体制整備検討会の合同で開
催され、実習施設の概要の説明、日薬学術大会の
特別講演等で発表する内容について検討した。ま
た、５月23日・24日に慶応義塾大学薬学部・芝共
立キャンパスで開催される、平成21年度第１回日
本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議の日程、
内容等を検討したと報告された。

（谷川常務理事）
ア．広島県薬剤師研修協議会

４月21日（火）に開催され、平成20年度事業報
告、平成21年度事業計画について説明された。ま
た、平成21年度予算についても承認を得た等報告
された。

イ．業務分担③担当理事打合会
５月８日（金）開催し、平成21年度事業につい

て検討した。第30回県薬学術大会は実行委員会を
設けて進めていくこと、例年の事業どおり、薬学
生・大学院生の薬局実習の受け入れ、各４大学の
OSCEへ協力、認定実務実習指導薬剤師養成ビデ
オ講習会の東部・西部各２カ所開催、第42回日薬
学術大会・中国四国薬学会学術大会への発表者支

援、新薬剤師講習会の開催等の事業を行うと報告
された。
また、福山大学薬学部卒後教育研修会及びヒロ

シマ薬剤師研修会の開催案内は、新型インフルエ
ンザのため、状況をみて決めることになったと補
足された。

ウ．広報委員会
５月12日（火）に開催し、７月号の内容について
検討したと報告された。

（野村常務理事）
ア．「子育て応援団すこやか2009」打合会

５月20日（水）に開催し、５月30日（土）・31

日（日）に開催され、今回が３回目の参加になる。
例年同様に、お薬相談何でもコーナーを設けたり、
分包機でお菓子を分包したり、白衣を着て記念写
真を撮ったり等の内容で行うことになったと報告
された。

２．審議事項
（１）支部長･理事合同会議について

５月23日（土） 午後１時30分～
提出議題、報告事項及び報告者の確認をされた。

（２）第38回広島県薬剤師会通常総会について
５月23日（土） 午後３時～
運営等について次のとおり確認された。
司　　会：二川　勝常務理事（表彰式のみ平井紀

美恵副会長）
開会の辞：木平健治副会長
薬剤師綱領唱和：会長、副会長、専務理事が壇上

に上がること。
来　　賓：石原長造薬務課長
謝　　辞：佐々田義之氏
議　　長：河内一仁氏
副議長：林　真理子氏
議事録署名人：村上和義氏（因島支部）

仲本典正氏（行政支部）
閉会の辞：松下憲明副会長

（３）平成21年度広島県四師会役員連絡協議会の出席及
び協議事項について
日　時：６月12日（金）午後６時30分～　　
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島

３Ｆ　オーキッド
出欠の確認がされたが、前田会長が遅れるた

め、代理で平井副会長が挨拶をすることとなった。
また、協議事項があれば事務局へ連絡するよ

うに要請された。
（４）新型インフルエンザ緊急対応体制について

豊見専務理事が、次のとおり説明し、了承された。
本日、薬務課と話し合いをしたが、対応が遅く

決まっていないことが多い。赤タミフルが放出さ
れた場合、治療に関しては保険診療することは決
まっている。予防に関して、医師は実績があるの
で入手できるが、実績のない歯科医師はタミフル
を入手することができず、診療に支障をきたすか
もしれない。本会としては、各基幹薬局に卸会社
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が配達し、各薬局に必要量配付するよう考えてい
る。販売価格は、薬価になるのか、卸の通常価格
になるか決まっていない。また、返品禁止で一般
の保険に使用することは決まっている。ただ、基
幹薬局の返品を認めてもらえるよう要請したい。
パンデミックになった場合は抗インフルエンザ薬
が不足する事態にはならないであろうと述べられ
た。
本会も、日薬の対応に並んで対応し、感染者の

発生地で会議等を開催しない、発生地からの出席
は自粛することとした。これからも、日薬と同じ
ように対応することとした。
次に、各支部へ緊急診療体制に参加できる薬剤

師のリストを提出してもらうように依頼をしてお
り、今のところ行政から執務要請はないであろう
が、緊急時の体制を整える必要がある。

（５）改正薬事法に関する苦情相談窓口の設置について
日薬から窓口設置について依頼があり、県薬の

HPに窓口を設置することと、電話でも対応する
こと等了承された。
また、一般用医薬品の区分シールを日薬雑誌６

月号に同封すること、日薬のHPの「会員向け
ページ」の「一般用医薬品関係【薬事法改正への
対応】」の「一般用医薬品情報提供文書素材」に、
かなりのメーカーの分類表、説明文書があるので、
６月１日施行に備えてほしいと補足された。
次に、この改正にともない、本会主催の東部研

修会がいつ行われるのか質問があるので、施行前
に開催する必要があり、５月31日（日）に開催す
ることが決まった。開催場所、講師等が決まり次
第、会員へ開催通知を送ることとなった。

（６）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第20回ジュノー記念祭に対する共催及び補助金に
ついて
と　き：６月14日（日）
ところ：広島平和公園ジュノー記念碑前
主　催：広島県医師会、日本赤十字社広島県支部
前年度補助金額：３万円
今年度も共催し、３万円を補助することとした。

イ．第７回IPPNW北アジア・南アジア合同地域会議
への共催・支援について
と　き：８月22日（土）・23日（日）
ところ：広島国際会議場
主　催：IPPNW日本支部
一昨年度支援金額（第６回地域会議）：５万円
第７回も、共催することとし、５万円を支援する
こととした。

３．その他
（１）次回常務理事会の開催について

６月18日（木） 午後６時（議事要旨作製責任者
【予定】 田口勝英常務理事）

（２）支部等総会の開催について
三原支部　５月23日（土）於　三原国際ホテル
安芸支部　５月24日（日）於　サンピア・アキ

廿日市支部　５月24日（日）於　宮島コーラルホ
テル
福山支部　５月27日（水）於　福山ビッグローズ
山県支部　５月27日（水）於　千代田中央公民館
尾道支部　６月13日（土）於　ロセアン（なかた
美術館内）
広島支部　６月13日（土）於　広島県薬剤師會館
広島佐伯支部　６月24日（水）於　じゃんじゃか
五日市店

（３）その他行事予定
ア．支部長･理事合同会議
５月23日（土） 於　広島県薬剤師會館

イ．第38回広島県薬剤師会通常総会
５月23日（土） 於　広島県薬剤師會館

ウ．平成21年度第１回日本薬剤師会薬局実務実習担当
者全国会議
５月23日（土）・24日（日） 於　慶応義塾大学
薬学部・芝共立キャンパス

エ．三原支部総会
５月23日（土） 於　三原国際ホテル

オ．安芸支部総会
５月24日（日） 於　サンピア・アキ

カ．廿日市支部総会
５月24日（日） 於　宮島コーラルホテル

キ．広島県地域保健対策協議会平成21年度第１回定例
理事会
５月25日（月） 於　広島医師会館

ク．日本薬剤師会常務理事打合会
５月26日（火） 於　東京・日薬

ケ．日本薬剤師会平成21年度第２回理事会
５月27日（水） 於　東京・日薬

コ．日本薬剤師会第１回都道府県会長協議会（会長会）
５月27日（水） 於　東京・日薬

サ．日本薬剤師会共済部総会
５月27日（水） 於　東京・日薬

シ．福山支部総会
５月27日（水） 於　福山ビッグローズ

ス．第８回中国地方社会保険医療協議会広島部会
５月28日（木） 於　中四国厚生局

セ．日本薬剤師会ドーピング防止に関する特別委員会
５月28日（木） 於　東京・日薬

ソ．（財）広島原爆障害対策協議会評議員会
５月28日（木） 於　広島市総合健康センター

タ．子育て応援団すこやか2009

５月30日（土）・31日（日） 於　広島グリーン
アリーナ

チ．業務分担④担当理事打合会
６月２日（火）

ツ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月２日（火） 於　東京・日薬

テ．業務分担２及び保険薬局部会担当理事打合会
６月３日（水）

ト．広報委員会
６月４日（木）

ナ．福山大学薬学部卒後教育研修会
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６月６日（土） 於　福山大学薬学部
ニ．日本薬剤師会編集委員会
６月８日（月） 於　東京・日薬

ヌ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月９日（火） 於　東京・日薬

ネ．第23回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
６月12日（金） 於　岡山

ノ．平成21年度広島県四師会役員連絡協議会
６月12日（金） 於　ANAクラウンプラザホテ
ル広島

ハ．尾道支部総会
６月13日（土） 於　ロセアン（なかた美術館内）

ヒ．広島支部総会
６月13日（土） 於　広島県薬剤師會館

フ．ヒロシマ薬剤師研修会
６月14日（日） 於　広島県薬剤師會館

ヘ．認知症の人と家族の会広島県支部第28回記念大会
６月14日（日） 於　広島県民文化センター

ホ．第３回広島（尾道地区）PDNセミナー
６月14日（日） 於　しまなみ交流館（テアトル
シェルネ）

マ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月16日（火） 於　東京・日薬

ミ．調剤報酬専門役打合会
６月16日（火） 於　社会保険診療報酬支払基金
本部

ム．（社）青少年育成広島県民会議第21回総会
６月16日（火） 於　エソール広島

メ．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（平成21年
度・第１回）
６月17日（水） 於　東京・日薬

モ．常務理事会
６月18日（木）

ヤ．日本薬剤師会平成21年度試験検査センター連絡協
議会
６月18日（木）・19日（金） 於　宮城県薬剤師
会館

ユ．平成21年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事会会議
６月19日（金） 於　県庁・本館　

ヨ．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「第19回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 福山」
６月20日（土）・21日（日） 於　福山大学社会
連携研究推進センター（宮地茂記念館）

ラ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月23日（火） 於　東京・日薬

リ．広報委員会
６月25日（木）

ル．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月30日（火） 於　東京・日薬

レ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月30日（火） 於　東京・日薬

ロ．日本薬剤師会平成21年度第３回理事会
７月１日（水） 於　東京・日薬

ワ．日本薬剤師会第２回都道府県会長協議会（会長会）
７月１日（水） 於　東京・日薬

ン．日本薬剤師会議事運営委員会
７月２日（木） 於　東京・日薬

Ａ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月８日（水） 於　東京・日薬

Ｂ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会
７月12日（日） 於　福山

Ｃ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月14日（火） 於　東京・日薬

Ｄ．常務理事会
７月16日（木）

Ｅ．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「第20回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 松山」
７月19日（日）・20日（月） 於　松山

Ｆ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月21日（火） 於　東京・日薬

Ｇ．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
７月23日（木） 於　広島県緩和ケア支援セン
ター

Ｈ．日薬代議員中国ブロック会議
７月25日（土）・26日（日） 於　岡山　

Ｉ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月28日（火） 於　東京・日薬

Ｊ．平成21年度緩和ケア薬剤師研修
７月29日（木） 於　広島県緩和ケア支援セン
ター

５月21日の常務理事会　木平先生欠席のため
来月以降･･･

（４）広島県地域保健対策協議会の支援のためのワーキ
ング設立について（木平副会長）

（大塚副会長）
ア．平成21年度広島県がん対策推進協議会第１回会議
４月23日（木） 於　県庁・北館
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行　　事　　内　　容日　　付

県薬日誌 行　　事　　内　　容日　　付
13日 水 日本薬剤師会薬局製剤・漢方委

員会（東京）
14日 木 薬学生実務実習受け入れ支部担

当責任者会議
15日 金 広島県健康福祉局（健康増進室）

との打合会（禁煙関係）
16日 土 広島県病院薬剤師会総会（エ

ソール広島）
18日 月 ・日本薬剤師会組織・会員委員

会（東京）
・第30回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

19日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

20日 水 「子育て応援団すこやか2009」
打合会

21日 木 ・支払基金との打合会
・国保連合会との打合会
・広島県薬務課との平成21年度
事業打合会
・常務理事会

23日 土 ・支部長･理事合同会議
・第38回広島県薬剤師会通常総
会
・三原支部総会（三原国際ホテル）

23・24日 平成21年度第１回日本薬剤師会
薬局実務実習担当者全国会議
（慶応義塾大学薬学部）

24日 日 ・安芸支部総会（サンピア・アキ）
・廿日市支部総会（宮島コーラ
ルホテル）
・広島県介護支援専門員協会平
成21年度定期総会研修会（広
島市南区民文化センター）

25日 月 広島県地域保健対策協議会平成
21年度第１回定例理事会（広島
医師会館）

27日 水 ・日本薬剤師会平成21年度第２
回理事会（東京）
・日本薬剤師会第１回都道府県
会長協議会（会長会）（東京）
・日本薬剤師会共済部総会（東京）
・山県支部総会（千代田中央公
民館）

４月21日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

・広島県薬剤師研修協議会
22日 水 ・広島県社会保険診療報酬支払

基金幹事長来会
・日本薬剤師会受入体制検討会
指導体制検討会合同委員会

（東京）
23日 木 ・監査会

・日本薬剤師会編集委員会（東京）
・平成21年度広島県がん対策推
進協議会第１回会議（県庁）

24日 金 広報委員会
27日 月 ・広島県社会保険診療報酬支払

基金幹事長来会
・選考委員会

28日 火 ・第７回中国地方社会保険医療
協議会広島部会（中国四国厚
生局）
・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
30日 木 ・広島県健康福祉局（健康増進

室）との平成21年度事業打合
会（県庁）
・全体理事会

５月 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「第18回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国in
広島」（広島国際大学）

８日 金 業務分担③担当理事打合会
９日 土 平成21年度「看護の日」広島県

大会（広島県民文化センター）
10日 日 「新薬事法による一般用医薬品

について」の研修会（エソール
広島）

11日 月 日本薬剤師会ＤＩ委員会（東京）
12日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会

会（東京）
・広報委員会

３・４日
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行　　事　　内　　容日　　付
27日 水 ・福山支部総会（福山ビッグ

ローズ）
28日 木 ・第８回中国地方社会保険医療

協議会広島部会（中国四国厚
生局）
・日本薬剤師会ドーピング防止
に関する特別委員会（東京）

30日 土 ・呉支部総会（呉市薬剤師会館）
・大竹支部総会（魚池）

30・31日 子育て応援団すこやか2009（広
島グリーンアリーナ）

31日 日 「新薬事法による一般用医薬品
について」の研修会（三原市中
央公民館）

６月２日 火 ・業務分担④担当理事打合会
・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
３日 水 業務分担２及び保険薬局部会担

当理事打合会
４日 木 広報委員会
６日 土 ・正・副会長会議

・福山大学薬学部卒後教育研修
会（福山大学薬学部）

８日 月 日本薬剤師会編集委員会（東京）
９日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
・業務分担①（県民の福祉・医
療・保健衛生向上のための活
動）担当理事打合会

11日 木 業務分担④担当理事打合会
12日 金 ・第23回病院・薬局実務実習中

国・四国地区調整機構会議
（岡山）
・日本薬剤師会公益法人制度改
革検討特別委員会（東京）
・平成21年度広島県四師会役員
連絡協議会（ANAクラウン
プラザホテル広島）

13日 土 広島支部総会
14日 日 ・ヒロシマ薬剤師研修会

・認知症の人と家族の会広島県
支部第28回記念大会（広島県
民文化センター）
・第３回広島（尾道地区）PDN
セミナー（しまなみ交流館）

行　　事　　内　　容日　　付
15日 月 ・平成21年度第１回ひろしま食

育・健康づくり実行委員会会
議（国保会館）
・日本薬剤師会日薬会館に関す
る調査研究特別委員会（東京）

16日 火 ・調剤報酬専門役打合会（東京）
・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

17日 水 ・ひろしま健康づくり県民運動
推進会議平成21年度第１回調
整会議（国保会館）
・平成21年度「薬草に親しむ会」
打合会（薬務課）
・薬局実習受け入れ実行委員会
・日本薬剤師会学校薬剤師部会
幹事会（平成21年度・第１回）
（東京）

18日 木 ・広島県後期高齢者医療広域連
合会との打合
・平成20年度社会保険医療担当
者（薬局）指導打合せ会議
・常務理事会

18・19日 日本薬剤師会平成21年度試験検
査センター連絡協議会 （宮城）

19日 金 平成21年度広島県薬物乱用対策
推進本部幹事会会議（県庁）

20・21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「第19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
社会連携研究推進センター）
・平成21年度病院診療所薬剤師
研修会（広島国際会議場）

21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
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行事予定（平成21年7月～8月）

｝

７月１日（水） 日本薬剤師会平成21年度第３回理事会（東京）
〃 日本薬剤師会第２回都道府県会長協議会（会長会）（東京）

７月２日（木） 日本薬剤師会議事運営委員会（東京）
７月５日（日） 第64回全国禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）（尾道市総合福祉センター）
〃 平成21年度学校薬剤師研修会（岡山）

７月８日（水） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
７月10日（金） 中四国調整機構「第三者委員会設立準備委員会」（岡山）
〃 広報委員会

７月12日（日） 日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会中国地区総会（安田女子大学）
〃 広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会（福山市男女共同参画センター）

７月14日（火） 広島県薬局業務運営ガイドラインについて薬務課との打合会
〃 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

７月16日（木） 常務理事会

７月18日（土） 広島県薬剤師国民健康保険組合創立50周年式典・祝賀会（ANAクラウン
プラザホテル広島）

７月19日（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
７月20日（月） 「第20回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 松山」（松山大学)
７月21日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
７月23日（木） 平成21年度緩和ケア薬剤師研修（広島県緩和ケア支援センター）
〃 認定基準薬局制度運営協議会

７月25日（土） 日薬代議員中国ブロック会議（岡山）
７月26日（日） 日本薬剤師会平成21年度第１回中国ブロック会議（岡山）
〃 新薬剤師研修会（広島国際大学国際交流センター）

７月27日（月） 平成21年度第１回広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会（国保会館）
７月28日（火） 平成21年度第１回ひろしま食育・健康づくり実行委員会ワーキング会議（国保会館）
〃 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

７月29日（水） スマートライフ講座（県庁・農林庁舎）
〃 原田康夫先生瑞宝重光章受章記念祝賀会（リーガロイヤルホテル広島）

７月30日（木） 平成21年度緩和ケア薬剤師研修（広島県緩和ケア支援センター）
８月４日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
８月５日（水） 公益法人制度改革セミナー（日興コーディアル証券広島支店）
８月18日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）
８月20日（木） 平成21年度医薬品登録販売者試験（広島県立総合体育館）
〃 常務理事会

８月21日（金） 日本薬剤師会平成21年度第４回理事会（東京）
８月22日（土）

第71回日本薬剤師会通常総会（東京）
８月23日（日）
８月22日（土）

第７回ＩＰＰＮＷ北アジア・南アジア合同地域会議（広島国際会議場）
８月23日（日）
８月29日（土） 第35回広島県国保診療施設地域医療学会（ウェルシティ広島）
８月30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

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭
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メーカー勤務38年。研究、開発、営業と全

部署を経験しました。定年後に郷里に戻り、

現在調剤薬局業務を習得中です。私の薬剤師

としての天分を実感しています。諸先輩方の

叱咤激励をお願い致します。

呉支部

植
うえ

尾
お

健
けん

次
じ

空港が近くにある病院に勤務しており、こ

の度20数年ぶりの会員復帰です。農家の生ま

れですが、ほとんど知らなかったのですが、

親も年老いてきましたので少しずつ習い始め

ている今日この頃です。

三原支部

泉
いずみ

一
いっ

覚
かく

「Pharmacist's Holiday～薬剤師の休日～」の募集で～す
広島県薬剤師会誌をもっともっと充実させようと、楽しい企画を登載しています。

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ください。

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カ月に

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。）

会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介

原 稿 募 集 中
「会員紹介」への投稿を
お待ちしております。

「会員紹介」への投稿を
お待ちしております。

約１年間のブランクを経て今年２月に社会

復帰しました。新球場で頑張っているカープ

のように新しい環境でフレッシュな気持ちで

働いています。ちなみに今シーズンの観戦結

果は６勝４敗、勝率６割です。

広島支部

宇
う

都
つの

宮
みや

裕
ひろ

子
こ
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総会に先立って行政による薬事
講習会があり、６月施行の新薬事
法の実務説明がありました。まだ
細かい所が具体的でなく、局方品
やメフェナム酸等の分類はどうな

るのか、第２類と指定第２類の陳列方法（混在は
可？）、第１類の文書にしても添付文書のコピー
は文書なのか等々、質問も回答ももう少し時間が
かかるようです。とりあえず６月までにOTC薬
の分類と陳列変更をしなくてはいけない。これま
での常識が根底から覆ってくる時代の変遷を感じ
ました。
安芸薬では安芸薬の研修会に80％以上出席した

人に図書カードが進呈されますが、平成20年度は
33名。総会前に図書券が配布され、いよいよ総会
の始まりです。
菅田医師会長、前田県薬会長を来賓に迎え、事

業報告、決算報告、会営薬局決算報告、事業計画
案、予算案と進み、質疑応答では「会計報告の備
考欄に会員数をメモってわかりやすく表現してほ
しい」等の意見が出ましたが原案通り了承されま
した。
重大な懸案である一般社団法人化については二

川会長から丁寧な説明がなされ、定款および細則
が原案通り了承されました。

一般社団法人化に伴う変更点は次の通り。
１．名称の変更：安芸地区薬剤師会　→　一般社
団法人安芸薬剤師会

２．会員は「社員」となり、役員は「理事」。会
長は「代表理事（理事長）」と名称が変わり
ます。

３．理事は社員の中からブロックごとに選出さ
れ、理事会において理事長および副理事長

が選出されます。
４．会営薬局の設立母体は（社）広島県薬剤師会
から（社）安芸薬剤師会に変わります。

５．決算は安芸薬剤師会と会営薬局が連結決算と
なり課税対象となります。

これで安芸薬は任意団体から法人格を持った
「一般社団法人」となったわけで、社会的信用が
増す反面、責任も大きくなり、これからが正念場
です。期待も大きく、総会後の懇親会は祝賀ムー
ド一色で大いに盛り上がりました。

第14回総会報告

顧問 上原　貢

＜安芸支部＞

安芸支部／福山支部
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平成21年５月27日に福山市北部の「ビッグロー

ズ」研修室において20時より標記総会を開催し、

無事終了いたしました。例年ですとこの５月総会

は「決算総会」であり報告の「政」でしたが、今

年度は何といっても事実上の府中支部と一体と

なった総会で定款変更や補正予算の「議案審議」

の必要がありました。また総会に先立ち「改正薬

事法研修会」を企画し福山市保健所の佐藤さんに

講師をお願いいたしました。

一昨年から本格的に取り組み、東部地区研修会

や学生受け入れの会議等での立ち話に始まり、３

回の合同理事会の後、心理的負担の大きい府中支

部における意思統一を先に諮っていただきまし

た。それと並行いたしまして福山市薬剤師会は

「社団格」を有していますので主務官庁との相談、

協議をおこなってまいりました。悩ましかったの

は（社）広島県薬剤師会支部としての組織と、独

立した人格をもつ福山市薬剤師会組織との整合性

にあり、公益法人改革対応上でもそのような二重、

三重構造がネックとなってまいります。しかしな

がら県、市の定款を精査していくうちに今回の解

決策が見えました。つまり、合併でなく（社）広

島県薬剤師会の支部地域の統合と（社）福山市薬

剤師会に入会いただくことです。

第１ステップに府中地区薬剤師会の解散及び福

山薬剤師会への入会意思確認を昨年の府中地区薬

剤師会総会にて行っていただきました。

第２ステップに広島県薬剤師会の支部地域を規

定する定款細則の変更を代議員会で審議承認可決

を行っていただきました。

第３ステップに本年度府中支部総会を解散総会

として開催されましたが、本年度の府中地域にて

実施すべき事業計画と予算は決めていただきま

した。

そして最後のステップが第34回13福山市薬剤師

会定期総会でした。前々府中支部会長の小野先生

が議長に選任されて開会され、まず、本会、保険

部会、野上薬局それぞれの事業報告と収支決算報

告に監査報告でした。例年ですと３月の予算総会

にて１月末まで報告済みなので、追加報告はほと

んどありませんでしたが、今回は府中地区会員さ

んも多く出席いただいていましたので、例年より

少し丁寧に報告いたしました。続いて府中地区を

含めた事業計画案と補正予算案を審議可決いただ

きました。府中地区薬剤師会残余財産のほとんど

は、新たに福山市薬剤師会入会手続きとなるＡ会

員さんの入会金に充当しいたしましたことも予算

説明で述べさせていただきました。また会員増と

エリアの広域化に即応すべく理事員数の定款規定

を改定審議して増員を可決いただき、同時に府中

地区薬剤師会の鞆森会長を副会長、３名の副会長

を理事としてお迎することも承認いただきまし

た。最後に県薬同様に定款細則に規定されていま

した地域を「福山市、府中市及び神石高原町」に

改めることを可決いただきまして、小野議長のも

と無事に終了いたしました。終了後珍しく総会外

の質疑と要望が４点ほど挙がり研修会終了後のか

ら開催で22時近くとなってしまいましたが有意義

な総会でした。社団法人福山市薬剤師会は21年度

431名の会員と８千７百万円規模の予算規模を

もって19名の理事により新たなスタートを切るこ

とができました。広域市町村合併により、府中市

のＡ会員さんは31名で神石高原町が３名となる会

員構成で福山市の保健行政にとっては窓口の１本

化になったところです。薬剤師を巡る環境は厳し

く、「新薬事法」「学生受け入れ」「薬局情報公開」

「安全管理手順書の見直し」はたまた「藤井もと

ゆき参議院選挙」と課題山積ですが「調剤と医薬

品の供給」をもって国民に資する職能団体として

皆様とともに頑張って行きたいと思います。ここ

に改めまして新生福山市薬剤師会をどうぞよろし

くお願いいたします。

第34回定期総会を終えて

会長 村上　信行

＜福山支部＞
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諸団体だより

青年薬剤師会では６月20日に懇

親会を開催しました。約20名の参

加者は、薬局、病院、メーカー、大学院生、大学

講師、と職場も様々。深夜までいろいろな話に花

が咲きました。今回は初参加の方も多かったので

すが、楽しんでいただけましたでしょうか。今後

も不定期に開催して参ります。またのご参加をお

待ちしております。

青薬では８月９日（日）に定例勉強会の開催を

予定しています。

講師は東京大学医学部附属病院の青木敦先生。

毎回、わかりやすいと好評を博している勉強会で

す。今回は「喘息」をテーマに３時間のお話しを

していただきます。喘息の患者さんとお話しをす

る際に「知っていると、ピン!と来る」そんな

TIPSをちりばめた講義をご期待ください。

会員でない方もご参加いただけます。はじめて

の方もお気軽にご参加ください。

また前日８日（土）には講師を交えての夕食会

も企画しております。詳細が決まり次第、ホーム

ページでお知らせします。

◆定例勉強会「知っているとピン！と来るそん

な喘息の基本と一歩先」

日時　平成21年８月９日（日）13:00～16:00

場所　広島県薬剤師會館　４階

毎年、定例勉強会と同日開催しておりました青

年薬剤師会総会ですが、今年は７月26日（日）

14:00よりRCC文化センター（橋本町）で開催い

たします。青薬会員の方は、ぜひご出席ください。

少し前までは新型インフルエンザ

の名を耳にしない日はなく、店頭か

らマスクが姿を消していました。皆様におかれま

してはいかがでしたか。さてその後の女性薬剤師

会の報告をします。５月17日エソール２Ｆ交流支

援室で普通救命講習会を開催しました。広島市中

消防署から専門の講師に来ていただき、講義、実

習と３時間の講習会でした。たかが人形相手と思

うことなかれです。自分の番が回ってくると臨場

感いっぱいで緊張します。１年に１回しか触るこ

とができないため、継続こそ力…毎年練習しなけ

ればと思います。次に５月30日31日、「子育て応

援団すこやか2009」が広島県立総合体育館（広島

グリーンアリーナ）で開催されました。これは、

子ども達に優しい社会環境づくりを目指す『子育

て応援団すこやかキャンペーン』の周知と理解を

広く一般に図ることを目的としたイベントです。

舞台ではアンパンマンショーや赤ちゃんはいはい

レースやスペシャルコンサートなどがありまし

た。広島県薬剤師会は、広島市薬剤師会、青年薬

剤師会、女性薬剤師会の協力のもと、サポート

ゾーンに「お薬なんでも相談コーナー」のブース

を設けました。また、小さい白衣を子ども達に着

てもらい写真撮影やお菓子の分包をするといった

お楽しみも用意しました。私は初めての参加で、

早めに会場に着き、幸運にもコンサートのリハー

サルを見ることができました。今年のスペシャル

コンサートの初田悦子さんが、「きみのママより」

の音あわせをしていました。初めて耳にする曲で

したが、伴奏の生弦楽四重奏の音と歌詞に感動し

不覚にも涙がこぼれました。音は紙面上伝えられ

ませんが、歌詞はインターネットでみることがで

きます。のっけからこんな状態の自分でしたが他

のメンバーや安田女子大生のボランティアの優し

い笑顔に和まされ、楽しくお手伝いすることがで

会長 豊見　敦

広島県青年薬剤師会

定例勉強会「喘息」

会長 松村　智子

広島県女性薬剤師会
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きました。毎年行われるとのことですから次回は

一緒に参加しませんか。

去年に続いて２度目の参加。昨年

に比べて参加者が少なくなっている

のはAEDに対する関心が薄れてきているのだろ

うか？

ある程度の基礎はできていると、高を括ったの

が大間違い。人様がされるのを見ていて、「アレ

は違うでしょう。」なんて偉そうに。実際自分の

番になってやってみると、まわりの人への指示を

忘れてる。ほーら言わんこっちゃない。何度やっ

てみてもやりすぎることはなし。講習会でさえこ

れだから、実際にその場に居合わせたらパニクっ

て本当にできるのだろうか？と不安だらけ。現場

100遍ならず、講習会100遍なり！

それに、こんな力仕事は是非男性の皆様にして

いただきたい。もっと男性諸君の参加をお待ちし

たいものだ。

県学校薬剤師会総会が６月６日に

薬剤師會館で開催され、平成20年度

事業報告、決算報告、平成21年度事業計画案、予

算案が理事者提案通り承認議決されました。

中でも今年度は、すでにお知らせしております

が広島市で開催の全国学校保健研究協議大会の負

担金50万円と全国学校薬剤師大会の開催費として

100万円の支出が決定され現在、大会開催に向け

て日々準備に追われております。

すでにお知らせしています全国８カ所で開催の

平成21年度学校薬剤師研修会については、各支部

には案内済みですが県薬と共催で別に薬事衛生指

導員研修会として同様の研修内容で10月４日に薬

剤師会館で開催を予定しております。

又、４月１日から施行された学校保健安全法の

学校環境衛生基準が文部大臣告示となり法律上明

記されました。14項目から６項目に統合整理され

たり別出しになった学校給食法ともあまり大きな

改訂ではありませんので今までの学校環境衛生の

基準解説書、青本等は、そのままお使いください。

文部科学省発行の学校環境衛生の管理マニュア

ルの改訂発行が先に出来、前回同様全国の学校に

配布される予定です。１校３部作成し必ず学校薬

剤師にも渡るようにとお願いをしておりますが予

算上未決定です。青本の改訂出版も考慮しており

ますが年度内に発行されるように努めているとこ

ろです。

７月14日（第２日曜日）は第50

回・広島漢方研究会総会です。薬剤

師が中心になって創設したこの会は50年目を迎え

ます。今回は特別講師に倉敷市玉島で医院を開業

される山岡秀樹先生にお越しいただきます。山岡

先生は内科・小児科を専門とされ長年にわたり漢

方薬を使用されてきました。昭和52年から４年間

にわたりまして広島漢方研究会の会員でもありま

した。当時は広島市民病院の小児科副部長の要職

にあり熱心に漢方薬を勉強されていました。今回

は「口訣漢方」と題して約２時間の特別講義をし

てもらいます。概略としましては漢方薬が日本で

頻繁に用いられていた江戸期頃の様子についてお

石丸　千晶

普通救命講習会に参加して

会長 永野　孝夫

広島県学校薬剤師会

広島漢方研究会

理事長 吉本　悟

広島漢方研究会の予定　7月、9月
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株式会社アステム　広島支店
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話しいただけるものと思われます。午前中は会員

発表三題を予定しております。

９月13日（第２日曜日）は東洞祭を広島大学医

学部内の広仁会館で行います。特別講演には熊本

県の牟田光一郎先生にお越しいただくことになっ

ております。牟田先生は吉益東洞の第一弟子にあ

たる村井琴山（字・大年）の研究者として有名で

す。村井琴山は京都で東洞に学んだ後、肥後（熊

本県）に帰り医療を実践した有名な医者でした。

著書に「医道二千年眼目篇」「続薬徴」「方極冊定」

などがあります。特別講師の先生方には色々と質

問をさせていただき、会員との親睦をはかる目的

で歓迎会開催なども企画いたしております。薬剤

師の皆様の参加（参加費若干）は自由ですので是

非ご出席ください。

先日、兄の法事の折、医薬品卸の管理薬剤師の

仕事ってナニをしてるんですか？ウットなり一瞬

返事に詰まりました。「医薬品会社の製造した医

薬品をソノママの状態で病院、薬局等へ薬事法に

かなった方法で届ける事」です。デモ関係する法

律は、薬剤師法、薬事法、麻薬及び向精神薬取締

法、覚せい剤取締法、毒物劇物取締法、消防法等

等です。ソレに特定保守管理医療機器を販売した

場合の記録の保管は、15年と書類の保管業務も大

変です。

一日の業務は、麻薬金庫の開錠で始まり、最高

最低温度計にヨル温度測定（４カ所）を朝夕、そ

れに１週間に１回、クールメモリーで測定、さら

に１カ月１回冷蔵庫（２カ所）の温度計にて測定

し冷所温度の測定は３重に行ってます。また毎月

５日ごろに前月分の受払簿を打ち出します。毒物

劇物（譲受書と突合）・毒薬・向精神薬ⅠⅡⅢ・

特定生物・高度管理医療機器・特定保守管理医療

機器等。以前は必要な受領書を抜き出し分類して

保管してたノデ大変楽になりました。先月分の月

次報告書を作成し、１ト月分の帳票類及び温度表

を保管して１カ月の業務終了。

さらに日中は麻薬・覚せい剤原料・特殊管理薬

品（現在63品目・副作用が強く初めて納品する施

設には、メーカーの許可が必要、最初は発伝出来

ない）、毒物劇物（譲受書・化学物質等安全デー

タシート）等の払い出しを行っています。特に麻

薬・覚せい剤原料の取扱いには注意を払ってま

す。

ユーザーからの質問への回答には、慎重に対応

して間違った回答をしないように簡単な質問ニモ

再度確認の上返答しています、急ぎの回答や保険

がらみの質問も要注意です。

支店の管理薬剤師の仕事は物凄く広いと思いま

す、ボンヤリしてれば楽も出来ますが！事件が起

これば知らなかったデワ済みません、責任の問題

は常に自覚して行動しましょう。

冬でも無いのに新インフルエンザの流行に翻弄

されていますが幸な事に今回は毒性が弱い型ダッ

タので不幸中のサイワイです。タミフルは国の備

蓄が有りますが、心配なのは消毒薬・マスク・防

護服・インフルエンザ検出試薬等の品不足です。

出来れば、上記の備蓄を国がするか？或いは製造

メーカーへの備蓄協力依頼をして貰ったらと思い

ます。

今年の冬マデには新インフルエンザが終焉する

事を祈りながら筆を置きます。
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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21年６月末現在　884名（内更新368名）

開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ

認
定

その他
（参加費等）

７月５日（日）13:40～16:40 RCC文化センター
ひろしま桔梗研修会　
１．健康食品と薬の相互作用

神戸薬科大学同窓会会長　池田千恵子先生
２．薬の構造と薬効　　　　神戸薬科大学教授　内藤猛章先生

神戸薬科大学エクステン
ションセンター
広島生涯研修企画委員会
090-7507-3902（倉田）
d-hiro@kobepharma-
u.ac.jp

2

参加費1,500円（神戸薬
大同窓会会員は1 ,000
円）学生は無料参加
申し込みは、左記メールア
ドレスに氏名、連絡先電
話番号、出身大学を記載
してお申込みください。

７月８日（水）19:20～21:00 佐伯区民文化センター
広島佐伯集合研修会　第110回
1．19:20～19:30 薬剤師会から報告事項　会長　樽谷嘉久
2．19:30～21:00

演　題　血管を守る　～現代にみる不老長寿の薬～
講　師　松村循環器外科医院　副院長　伴　公二先生

広島佐伯薬剤師会
TEL・FAX
082-924-5957

1

参加費無料です。
７月5日までにお申し
込みください。
会員でない方も参加
できます。

７月９日（木）18:30～20:30 安佐南区総合福祉センター６階大会議室
第170－２回安佐薬剤師会研修会
18:30～19:00 １）PK／PD理論に基づくクラビット500mgの有用性

第一三共株式会社　広島第一営業所　藤好嚥樹様
19:00～19:30 ２）保険薬局部会からのお知らせ

安佐薬剤師会　副会長　青野拓郎
19:30～20:15 ３）PK／PDを考慮した抗生物質適正使用と病院

薬剤師業務の紹介　　広島市立安佐市民病院
薬剤部　主任部長　長崎信浩先生

20:15～20:30 ４）安佐薬剤師会からのお知らせ
安佐薬剤師会　会長　加藤哲也

安佐薬剤師会
090-6432-6665

1

一般参加
会費　1,000円
申し込み不要（でき
ればメール・TELを
ください。）

７月10日（金）19:30～21:00
福山大学社会連携研究推進センター５階505研修室
福山大学漢方研究会2009

人参剤が適応する胃腸症状（人参剤）
講　師：小林　宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学薬学部（岡村）
084-936-2112
（内線5165）

1

受講料：500円（事前
予約不要）
テキスト：『病態からみた漢
方薬物ガイドライン』（京都
廣川書店）
※『漢方薬物解析学』（廣
川書店）でも構いません。

７月11日（土）15:00～17:00 広島県薬剤師會館４階
薬事情報センター定例研修会第415回
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介『ムコスタの薬理作用と薬物動態について』

大塚製薬株式会社　学術部　大谷美佐子氏
3）特別講演「胃炎・胃潰瘍治療の最近の話題」
広島大学病院　消化器・代謝内科診療准教授　伊藤公訓先生

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082-243-6660

1

参加費：1,000円
できれば事前申し込
みをお願いいたしま
す。

７月12日（日）10:00～16:00 広島県薬剤師會館
第50回・広島漢方研究会総会
10:00 開会会員発表咳の症例・３例　吉本悟

薬局症例発表　小林宏　インフルエンザの治療山崎正寿
11:30～12:00 第50回総会
13:30～15:30 特別講演「口訣漢方」倉敷市山岡医院　山岡秀樹先生

広島漢方研究会
082-285-3395

2
会員外の参加は
1,000円です。

７月15日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター三原薬剤師会館
第４回三原支部研修会
①「改正薬事法（2009年６月施行）の概要について」

広島県東部保健所
②「薬剤師に期待されるメタボリックシンドローム予防健康教
育」 三原支部　山本ソノエ先生　

三原薬剤師会
0848-64-8079

1 支部会員外：1,000円
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開催日時　　　　　　　　　　　開催場所
研修内容・講　師

主催者
問い合わせ 認定 その他

（参加費等）

７月15日（水）19:00～21:00 東広島保健医療センター大会議室３階
東広島生涯教育研修会
テーマ：「抗ヒスタミン剤服薬指導の落とし穴」
講　師：東京逓信病院薬剤部　副薬剤部長　大谷道輝先生

東広島薬剤師会
082-423-7340

1

受講料は、東広島薬剤師
会会員の方は500円、東広
島薬剤師会会員以外の方
は1,000円となります。

７月15日（水）18:45～20:30 尾道国際ホテル２階「慶安の間」
尾道支部研修会
テーマ：糖尿病治療薬のベストチョイス
講　師：和歌山県立医科大学第一内科教授　南条輝志男先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

1
参加費：会員、無料
非会員、500円

７月16日（木）19:00～21:00 サンピア・アキ
第99回生涯教育
演　題：「大腸ガンについて」（仮） 講師：未定

安芸地区薬剤師会
082-282-4440

1 会費：1,000円

７月16日（木）19:30～21:00 しまなみ交流館２階
尾道支部研修会
テーマ：御種人参を含む方剤群～消化管のエネルギー不足に

よって起こる症候群について
講　師：薬局誠宏堂　小林　宏先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

1
参加費：会員、無料
非会員、500円

７月17日（金） 19:00～21:00 テアトルシェルネしまなみ交流館２階
尾道支部研修会
講演１「ターミナルケアとうつ」 講師：ファイザー㈱　森　恒久
講演２「患者さんと薬剤師をつなぐ新しいコミュニケーション」
講師：日本大学薬学部ファーマシューティカルコミニュケーション学

専任講師　井手口直子先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

参加費：
会員、無料
非会員、500円

７月23日（木） 19:00～　ビューポート呉２階　大会議室
呉市薬剤師会生涯教育研修会
講　演：「予防接種に関する最近の話題

－麻疹、日本脳炎、インフルエンザを中心にー」
講　師：武田薬品工業　ワクチングループ　伊藤康明

共催：呉市薬剤師会・
武田薬品工業株式会社　
呉市薬剤師会事務局
0823-21-4695

参加費：呉薬会員
無料
非会員　1,000円

７月23日（木） 19:00～20:30 テアトルシェルネしまなみ交流館２階
尾道支部研修会
講　演：「がん診療薬薬連携に向けての取組紹介」－化学療

法における副作用の早期発見に向けてー
講　師：JA尾道総合病院薬剤部　平井敏明先生

尾道薬剤師会
アロマ薬局古浜店
0848-20-1301

参加費：会員無料、
非会員500円

８月７日（金）19:30～21:00
福山大学社会連携研究推進センター５階505研修室
福山大学漢方研究会2009 水滞が引き起こす病態（苓朮剤）
講　師：小林　宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）

福山大学薬学部（岡村）
084-936-2112
（内線5165）

1

受講料：500円（事前予約不要）
テキスト：『病態からみた漢方薬物ガイド
ライン』（京都廣川書店）※『漢方薬物解
析学』（廣川書店）でも構いません。

８月８日（土）15:00～17:00 広島県薬剤師會館４階
薬事情報センター定例研修会第416回
1）情報センターだより
2）製品紹介『子宮内膜症に伴う月経困難症治療剤　ルナベ
ル配合錠』 富士製薬工業株式会社

3）特別講演「女性のQOLを高めるためにOCは何が出来るの
か？」豊田レディースクリニック　院長　豊田紳敬先生

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター
082-243-6660

1
参加費：1,000円
できれば事前申し込み
をお願いいたします。

８月９日（日）広島薬剤師會館　
広島漢方研究会月例会　
９:30～11:00 薬局店頭症例　　鉄村　努
11:00～12:30 漢方診療三十年解説・五苓散　大塚敬節著　吉本　悟
13:30～15:00 勿誤薬室方函口訣解説　　山崎正寿
15:00～16:00 漢方医学十講　　菊一瓔子

広島漢方研究会
082-285-3395

3
会員外参加（オープ
ン参加）3,000円

８月19日（水）19:00～21:00 三原医薬分業支援センター三原薬剤師会館
第５回三原支部研修会　
「ランタス注について」サノフィ・アベンティス担当　里見敏行　氏

三原薬剤師会
0848-61-5571

1 会員外会費：1,000円

※県薬会誌５月号No.221の52頁に、日本薬剤師研修センターからのお知らせを掲載しておりますが、
このお知らせは（案）でしたのであくまでも予定です。
詳細が確定次第、再度ご報告させていただきます。お詫びして訂正いたします。
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第21回広島プライマリ・ケア研究会
と　き：平成21年8月9日（日）13：00～

ところ：広島医師会館　2階　大講堂　または　3階　健康教育室

孤独死をはじめとする、地域で新たな支え合いが求められるさまざまな問題の根底には、高齢化や都市化に
伴う近隣とのつながりが希薄化する社会的孤立がある。これらの問題を地域全体で解決していくためには、医
療・福祉の支援が不可欠であり、双方の連携による効果的な地域ケア体制が構築されることにより、地域での
安心した暮らしが守られる。
広島のプライマリ・ケアのさらなる促進のために、このたびの研究会では、本テーマのもと、地域全体での

支え合いのしくみづくりを担う関係機関や専門職が問題解決の具体的な対策を提言し、さらに、よりよい連
携・協働のあり方について協議検討を深めることで、保健・医療・福祉の密接な連携システムの整備を進める
一助とする。

テーマ『孤独・孤立を地域がどう支えるか』（仮）

〔第１部〕
基調講演（60分）
『孤立・孤独を防ぐ地域連携のあり方について』（仮）

講　師：大阪市立大学大学院生活科学科・生活科学部教授　白　澤　政　和

〔第２部〕
１．事例報告（紹介）（90分）
『孤立化を防ぐ地域のネットワーク構築に向けて』
地域医療と地域福祉の連携の必要性
個別のケアマネジメント
地域包括支援センターの機能
小地域における見守りネットワークづくり　など

コーディネータ：大阪市立大学大学院生活科学科・生活科学部教授　白　澤　政　和

※参加希望の方は申込書にご記入の上、８月３日（月）までに、下記宛お申し込み下さい。
※参加者は当日受付で聴講料1,000円をいただきます（学生は無料）。
※「日本医師会生涯教育講座・日本プライマリ・ケア学会認定医研修講座」単位申請中

主　催：広島プライマリ・ケア研究会
共　催：広島県社会福祉協議会、広島県医師会、広島県歯科医師会、広島県薬剤師会、広島県看護協会

広島県内科会、広島県小児科医会、広島整形外科医会

第21回 広島プライマリ・ケア研究会　参加申込書

広島県医師会学術研修課行　ＦＡＸ　082－29 3－33 6 3

ふ り が な
氏   名

勤 務 先

勤務先住所 〒

電話／ＦＡＸ ／

質問記入欄
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～新薬剤師研修会のご案内～
今年、国家試験に合格され、新しく薬剤師の仲間入りをされた皆さん、おめでとうございます。

新しい環境に少し慣れ、薬剤師としてご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて、広島県薬剤師会では、新薬剤師（平成20年・21年度国家試験合格者）の方々をお迎えし
て下記の通り、研修会及び親睦会を企画しております。これを機会に、新しい友人の輪・仲間の
輪を拡げてはみませんか？　みなさまのご参加を心よりお待ち申し上げます。

記

【開催日時】 平成21年７月26日（日）13：30～
【会　　場】 広島国際大学国際教育センター

広島市中区幟町１－５

【内　　容】 プ ロ グ ラ ム

受付　13：00より
第１部（13：30～）
①薬剤師の職能について
講師　広島県薬剤師会　　副会長　木平　健治

②薬局薬剤師の立場から
講師　ホワイト薬局　　　　中嶋　都義　先生

③病院薬剤師の立場から
講師　安佐市民病院　　　小笠原　康雄　先生

第２部（15：30～17：30）
④スモールグループディスカッション
「薬剤師人生　これが僕らの歩く道」

懇親会　　　18：00

【参 加 費】 無料
【締め切り】 参加を希望される方は、平成21年７月17日（金）までに

お申し込みください。
【連 絡 先】（社）広島県薬剤師会　事務局　木下

広島市中区富士見町11-42
TEL：082-246-4317 FAX：082-249-4589
E-mail：kinoshita@hiroyaku.or.jp

新薬剤師研修会　参加申込書

（社）広島県薬剤師会　事務局行　　FAX 082－249－4589

ふ り が な

氏　　　名

勤　務　先

勤務先住所 〒

電話／FAX ／
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テーマ：「薬剤師、変革の時！　～ 今、何が求められているか ～」

会　期：平成21年11月15日（日）
会　場：ANAクラウンプラザホテル

3Ｆ「オーキッド」 メイン会場・懇親会会場　
4Ｆ「カメリア」 機器展示会場
〒730-0037 広島市中区中町7-20

TEL：082-241-1111 FAX：082-241-1110

参加費：予約2,000円　当日3,000円　学生（社会人を除く）は無料
懇親会3,000円　
（参加の振込用紙は次回県薬会誌９月号に折り込みます）

＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：1演題12分（発表10分・質疑2分）の予定

２．口答発表の内容について

1）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方

2）保健・医療・福祉分野での地域との関わり

3）患者への情報提供活動や情報収集

4）医薬品に関する調査・研究

5）学生実習の受け入れ

6）その他、日常業務に参考となるもの

３．申込期限：平成21年8月31日（月）まで

３．申込期限：発表要旨は10月9日（金）必着

４．申込方法：

ホームページより申込書をダウンロードして、ご記入の上、お申し込みください。

ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

５．申込先：社団法人広島県薬剤師会

第30回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

第30回広島県薬剤師会学術大会第30回広島県薬剤師会学術大会

演 題 募 集演 題 募 集
第30回広島県薬剤師会学術大会

演 題 募 集
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第42回日本薬剤師会学術大会会員発表支援について

広島県薬剤師会では、今年も日本薬剤師会学術大会（大津市）にて会員研究発表（口頭

発表・ポスター）の発表者に対して旅費等の支援を行います。

支 援 対 象：５名程度（発表者のみ）

応 募 方 法：県薬事務局（担当：木下）までメールにてお申し込みください。

応 募 締 切：平成21年７月31日（金）
採否について：選考委員会にて決定し、ご連絡いたします。

選考委員は、学術・研修担当者と保険薬局部会研修担当者から選任します。

また、本年広島市で開催する第30回広島県薬剤師会学術大会でも発表していただきます。

☆　日本薬学会との二重支援はいたしません

第48回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会会員発表支援について

広島県薬剤師会では、日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会

（徳島市）にて会員研究発表（口頭発表）の発表者に対して旅費等の支援を行います。

支 援 対 象：３名程度（発表者のみ）

応 募 方 法：県薬事務局（担当：木下）までメールにてお申し込みください。

なお、日本薬剤師会雑誌７月号の開催案内に詳細は掲載される予定です。

応 募 締 切：平成21年７月31日（金）
採否について：選考委員会にて決定し、ご連絡いたします。

選考委員は、学術・研修担当者と保険薬局部会研修担当者から選任します。

また、本年広島市で開催する第30回広島県薬剤師会学術大会でも発表していただきます。

※　日本薬剤師会学術大会との二重支援はいたしませんので、どちらか一方にお申し込

みください。

申 し 込 み 先 ：広島県薬剤師会事務局
申 し 込 み 先 ：〒730-8601 広島市中区富士見町11-42 広島県薬剤師會館内
申 し 込 み 先 ：TEL 082-246-4317㈹
申 し 込 み 先 ：E-mail：yakujimu@hiroyaku.or.jp
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平成21年度 第一薬科大学薬学卒後教育講座 in 広島

日　　時：平成21年８月23日（日）13：00～16：00

場　　所：旧広島デジタル専門学校（〒732-0052 広島市東区光町1-13-6 TEL：082-261-2525）
主　　催：第一薬科大学
共　　催：第一薬科大学同窓会、日本薬剤師研修センター
協　　賛：日本薬学会
後　　援：（社）広島県薬剤師会、広島県病院薬剤師会、広島市薬剤師会

プログラム：
講演１.「社会に関わる分析化学」 黒木広明（第一薬科大学・薬学部長）
講演２.「多様化する病院薬剤師の役割と自分発の変革」西原昌幸（マツダ病院・薬剤部長）

参加資格：特になし
参 加 費：無料（事前の申込みの必要はありません）

薬剤師研修センター認定２単位　（研修センター受付番号　Ｇ01-2009-Ｌ-02648）

問合せ・連絡先
〒815－8511 福岡市南区玉川町22－１　第一薬科大学・分子生物学教室

荒牧　弘範　Tel（092）541-0161 ext. 423 or 424 Fax（092）553-5698
E-mail： haramaki@daiichi-cps.ac.jp

第一薬科大学　広島支部同窓会のお知らせ

第一薬科大学薬学卒後教育講座 in 広島（会場：旧広島デジタル専門学校）終了後に、同窓会を
企画しております。多数の同窓生の参加をお待ちしております。

日　　時：平成21年８月23日（日）16：30～
場　　所：ホテルチューリッヒ東方2001 ４階（エーデルワイス）

広島市東区光町二丁目７－31（広島駅新幹線口から徒歩６分）
TEL：082-262-5111（代）

会　　費：5,000円

参加申込・お問合せ：
一薬会広島支部長　松尾　健（第12期生）
TEL・FAX 082-229-0686
E-Mail：t-matsuo@mub.biglobe.ne.jp

参加申込期限：８月９日（当日受付も可能です。）

P

広島駅
北口（新幹線口）

至山口 至大阪

JR西日本

広島鉄道
病院 ウオンツ

美珠パーキング

寺岡パーキング

もみじ銀行
広島銀行

ファミリー
マート

P

Pロ
ー
ソ
ン

旧広島デジタル専門学校

ホテル チューリッヒ
東方2001
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21 8 16 ( ) 14:00 17:00

730-0036 6 36 Tel 082 545 3911

   演題 1：14：00 ～ 14：45
   「第 14 回（2008 年度）アメリカ薬学研修に参加して」 
     独立行政法人 国立病院機構 広島西医療センター薬剤科 

竹 山 知 志 
   演題 2：15：00 ～ 17：00 
   「患者の利益になる薬歴の活用と患者ケア」
     神戸学院大学 薬学部 講師　　上 町  亜 希 子 先 生  

上町 亜希子（かんまちあきこ）氏
◆主な業績
・ 服薬情報提供書開示による患者との Problemの共有（日本ＰＯＳ医療学会雑誌、2002）、訪問薬剤管理指導に対する
在宅患者の認識と服薬コンプライアンス（日本 POS医療学会雑誌、2003）、本当に患者の利益になる POSと薬歴の
活用；薬事日報社（単行本；単著、2005）日経 DI クイズ 8 服薬指導実践篇；日経 BP社（単行本；共著、2006）、
Community Based Pharmaceutical Care次世代型SOAP薬歴を目指して 連載；じほう社（ファーマネクスト、2006
－）、・・・他多数

082 510 0319

8 16 ( )

神戸学院大学薬学会広島支部 
 平成21年度研修会 
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2009年４月25日に、世界保健機構（WHO）はメキシコでブタを感染源とするインフルエンザA
（H1N1）（以下、新型インフルエンザ）が発生したことを発表しました。以後、感染は世界中に急速に
拡大し、６月22日現在、患者数は99カ国52,160人（死亡例：231人）に達しています。WHOは、６月12

日にインフルエンザパンデミック警戒レベルを最高レベルの「フェーズ６（世界的なパンデミックが進
行中）」に引き上げて警戒を呼びかけています。わが国でも、死亡例はないものの５月初旬に国内初の
感染者が確認され、６月24日現在、患者数は36都府県933人にのぼっています。
情報が集積されるにつれて、今回の新型インフルエンザは通常の季節性インフルエンザとほぼ同様な

症状であり、その病原性は当初心配された鳥インフルエンザ（H5N1）のような強毒性ではなく弱毒性
であることが判ってきました。治療には、今のところ、抗ウイルス薬のリン酸オセルタミビル（タミフ
ル）とザナミビル（リレンザ）が有効であり、抗ウイルス薬を投与しなくても治癒した軽症例が多いと
のことです。しかし、弱毒性とはいえ致死率は0.4％と推定されており、これは1918年に流行したスペ
イン風邪の２％よりは小さいものの、1957年のアジア風邪や1968年の0.5％に匹敵する数字です。また、
通常の季節性インフルエンザの0.05％と比べても大きい数字です。妊婦、乳幼児、糖尿病や喘息などの
基礎疾患があるいわゆる高リスク者では重症化し、死亡例が多いことが報告されています。また、今回
の新型インフルエンザの特徴として、高齢者より若い人での感染が多いことも指摘されています。高齢
者はこれまでに何らかの免疫を獲得しているのではないかと推測されており、最近、60歳以上の人に新
型インフルエンザに対する交差抗体が認められたという報告もみられます。
新型インフルエンザの予防については、近年の季節性インフルエンザA（H1N1）に対するワクチン

には効果がないことが示されており、高リスク者では特に注意が必要です。今後、更に感染が拡大し、
夏季以降の季節性インフルエンザの流行期に大流行することも予想されていることから、新型インフル
エンザワクチンの早期開発が望まれるところです。しかし、完成までには数カ月かかるようですし、ウ
イルスが強毒性に変異する可能性もあり、心配なところです。

◆新型インフルエンザに対する抗ウイルス薬の使用について
新型インフルエンザの治療は、抗ウイルス薬のリン酸オセルタミビルとザナミビルが効果（感受性）

があることから、これらをなるべく早期に投与することが推奨されています。また、予防に関してもこ
れらの抗ウイルス薬の投与が推奨されています。ただし、今のところ、新型インフレンザに最適な投与
量・投与方法が確立されていないため、季節性インフルエンザに準じた治療が行われています。なお、
アマンタジンには耐性があることから推奨されていません。

原田　修江

新型インフルエンザに対する抗ウイルス薬の投与について

表１. 抗ウイルス薬の投与量（添付文書より）
予　　　　防治　　　　療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オセルタミビル（タミフル）　　　DS：ドライシロップ
<75mgカプセル>1回１カプセル、1日2回5日間
<3%DS>1回75mg、1日2回5日間

<75mgカプセル>1回１カプセル、1日1回7～10日間

小児

成人

<75mgカプセル>体重37.5 kg以上の小児：成人と同じ
<3%DS>2mg/kg、1日2回5日間、ただし最高量は1日75mg

<75mgカプセル>13歳以上の小児：成人と同じ

ザナミビル（リレンザ）
成人 <5mgブリスター>1回2ブリスター、1日2回5日間 <5mgブリスター>1回1ブリスター、1日1回10日間

小児 <5mgブリスター>1回2ブリスター、1日2回5日間 <5mgブリスター>成人と同じ

・オセルタミビルは、１歳未満の小児への投与は推奨されない。
・ザナミビルは、４歳以下の小児への投与は推奨されない。
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リン酸オセルタミビルとザナミビルの使用に際しては、季節性インフルエンザの場合、“因果関係は
不明であるものの、服用後に異常行動等の精神神経症状を発現し、転落等の事故に至った例が報告され
ている”ことから、「投与後、少なくとも２日間は小児・未成年者を１人にしない」ように注意が呼び
かけられています。また、リン酸オセルタミビルは、原則「10歳以上の未成年に対しては、合併症、既
往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除いて使用しないこと」とされています。
さらに、安全性および有効性が確立されていないという理由から、リン酸オセルタミビルは「１歳未

満児あるいは体重8.1kg未満の幼少児」、ザナミビルは「４歳以下の子ども」への投与は推奨されていま
せん。
これらの投与については医師の判断に委ねられています。

◆１歳未満児への抗ウイルス薬の使用について
通常の季節性インフルエンザの場合、１歳未満の乳児は１歳以上の子どもに比べて合併症を発症する

リスクが高く、特に６カ月未満の乳児では高いことから、発症後できるだけ早期に抗ウイルス薬を投与
することが効果的であるといわれています。
しかし、わが国では上述のように、１歳未満児への投与は「治療上の有益性が危険性を上回ると判断

される場合」とされており、明確な方針は出されていません。
一方、米国CDCは、「１歳未満児に対する安全性データは限られているものの、重篤な有害事象は極

めて希である。」という理由で、１歳未満児に対しても抗ウイルス薬の治療あるいは予防的投与を推奨
しています（表２、表３）。

◆タミフルドライシロップ３％の入手困難な場合の対応について
新型インフルエンザの流行時には、供給量が限られるためタミフルドライシロップ３％の入手が困難

なことも想定されます。そこで、平成21年５月22日に日本病院薬剤師会は、“タミフルドライシロップ
３％が不足した時の対応”として、「タミフルカプセルを脱カプセルして賦形剤を加えて調剤・交付す
る方法」を提示しました。その診療報酬の取扱いについては、平成21年５月26日に厚生労働省保険局医
療課から通知が出されています（保険薬局ニュースP.８参照）。

表２. １歳未満児へのオセルタミビルの治療として

の投与量（米国CDC）

表３. １歳未満児へのオセルタミビルの予防としての

投与量（米国CDC）

年齢 ５日間の治療推奨量
３カ月未満
３-５カ月
６-11カ月

12 mg、１日２回
20 mg、１日２回
25 mg、１日２回

年齢

３カ月未満
この年齢群での使用のデータが限られ
ているため、是非とも必要であると判
断される状況を除き推奨しない

３-５カ月
６-11カ月

10日間の化学予防法の推奨量

20mg、１日１回
25mg、１日１回

【調剤方法の参考例】
「タミフルカプセル75」４カプセル（オセルタミビル300mg含有）のカプセルを外し、タミフルド

ライシロップ3％と同一含量になるよう乳糖で賦形し、１g中にオセルタミビルとして30mg含有する
散剤を予製する。体重に準じて２mg/kgになるよう分包する。

※仮に30mg/gの散剤10gを予製する場合（幼少児には１回２mg/kg体重、１日２回投与するので、
15kgの患児の5日分に相当）は、「タミフルカプセル75」４カプセルを外し、カプセル中の散剤に
全量が10gとなるよう乳糖で賦形する。この散剤を１gずつ分包する。
なお、上記のとおり、用法用量については、タミフルドライシロップで承認されている用量とな

る分量で調剤することが基本である。

注）タミフルカプセルを脱カプセルした場合、オセルタミビルは大変苦いので、乳糖や砂糖を加える、
あるいはジュースにとかして飲ませるなどの説明を充分に親などにする必要がある。
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◆妊婦又は妊娠している可能性のある女性への抗ウイルス薬の使用について
妊婦又は妊娠している可能性のある女性への抗ウイルス薬の投与については、添付文書上は「治療上

の有益性が危険性を上回ると判断される場合に投与する。」と記載されています。しかし、米国CDCは、
「妊娠中にオセルタミビルまたはザナミビルを投与された妊婦および出生した児に有害事象の報告はな
い。」という理由から、その使用を推奨しています。
また、日本産婦人科学会も、５月８日に、「妊婦さんはウイルスに感染した場合、基本的に重症化し

やすいとされており、今回の新型インフルエンザについても同様と考えられることから、タミフルやリ
レンザなどの抗ウイルス薬の服用を推奨する。」との指針を示しました。投与量・投与方法は、表１に
準じます。

◆授乳中の女性への抗ウイルス薬の使用について
授乳中の女性への抗ウイルス薬の投与については、添付文書上は「授乳を避けるように指導する。」

と記載されています。しかし、米国CDCは、「授乳中の女性が抗インフルエンザウイルス薬を服用する
ことは可能である。」としています。
わが国でも、日本産科婦人科学会が、５月19日付で「母乳自体による新型インフルエンザ感染の可能
性は現在のところ知られていないこと、季節性インフルエンザでは母乳感染は極めてまれなことから、
乳児への薬剤の潜在的リスクと母乳栄養による利益を考慮した上で患者と相談の上、決定すること。」
との指針を示しました。また、国立感染症情報センターも、５月20日付で、「授乳中の女性への投与は
禁忌ではなく、授乳をさけることによる不利益が母子ともに大きいと考えられる場合は、以下の情報と
参考資料から総合的に判断して投与すること。」としています。
なお、授乳を行う場合には、児への感染リスクを最小限にするために、頻繁な手洗いやマスクの着用

が呼びかけられています。今のところ母児分離の勧告までは行われていません。

〈参考資料〉
・ブタインフルエンザA（H1N1）ウイルス感染が確認されたか疑われている患者及び濃厚接触者に対する抗ウ
イルス薬使用の暫定的手引き
・小児における新型インフルエンザ A（H1N1）ウイルス感染に対する予防と治療の暫定的手引き
・国内医療機関における新型インフルエンザ（A/H1N1）抗ウイルス薬による治療・予防投与の流れ　Ver２
・新型インフルエンザに関連する診療報酬の取扱いについて（平成21年５月26日　厚生労働省保険局医療課）
・妊婦もしくは褥婦に対して新型インフルエンザ感染（A/H1N1）に対する対応　Q&A（医療関係者向け）
・新型インフルエンザの治療・予防投薬におけるタミフルドライシロップが不足した場合の対応について
（平成21年5月27日　日本病院薬剤師会）

動物（ラット）実験では、乳汁中に移行することが証明されている。また、現時点において、ヒトにおけ
る検討は少ないが、Wentges-van Holthe Nらは、オセルタミビル75ｍｇを１日２回、５日間投与した産後９
カ月の女性（児には１日２回授乳）の母乳中のオセルタミビル濃度を検討したところ、最高濃度は38．
2ng/mL、乳児の摂取量は最大0.012 mg/kg/日と見積もっており、母乳中の量は母親の体重換算量の0.5％に相
当するとしている。（詳細は、Wentges-van Holthe N，van Eijkeren M, van der Laan JW：Oseltamivir and
breastfeeding. Int J Infect Dis. 2008；12（4）：451を参照のこと）
これらのことを総合的に勘案して、治療上必要であり、授乳を休むことができない場合は、医師の判断に

基づき、投与することもあり得る。

★医薬品の識別、薬事情報、多剤併用等について

★『わからない！』『判断に…』　等々
　　　　　　　こんな時にはご連絡ください！

★パワーポイントでのスライド作成、資料作成 他

★毎月の定例研修会

広島県薬剤師會館２Ｆ

　薬事情報センター
Ｔ Ｅ Ｌ　082-243-6660
Ｆ Ａ Ｘ　082-248-1904
ホームページ　  http://www.hiroyaku.or.jp/di/index.htm
　　  
E-mail　di@hiroyaku.or.jp
おくすり相談電話 082-545-1193
中毒119番 082-248-8268
（フリーダイヤル　0120-279-119）
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お薬相談電お薬相談電話　話　事例事例集 集 No.59No.59お薬相談電話　事例集 No.59
骨 粗 鬆 症 予 防 の た め の 栄 養 素 は ？

骨粗鬆症は骨強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大しやすくなる骨格疾患と定義されます。骨強度は
骨量（骨密度）と骨質（骨微細構造や骨の生化学的性質）が関わっています。骨粗鬆症の発症には、先天的な
遺伝要因のほかに後天的な環境要因（食事や運動などのライフスタイル）の関与が示唆されています。
さて骨を構成している成分はコラーゲンなどの骨基質タンパク質とカルシウム、リン、マグネシウムなどの

ミネラルです。骨を作るためにはさらに、ビタミンD、K、Cなどが必要です。ビタミンDは腸管においてカル
シウムの吸収を促進し、ビタミンKは骨基質タンパク質の１つであるオステオカルシンの合成を、ビタミンCは
コラーゲンの合成を助けます。タンパク質も正常な骨形成に欠かせない栄養素です。
なお、骨にとってマイナスになる栄養素はリン、ナトリウム、食物繊維、アルコールなどです。リンは骨を

構成する栄養素の１つであり適量の摂取は必須ですが、過剰摂取では二次性副甲状腺機能亢進症を惹起しカル
シウム排泄を増加させる可能性があります。加工食品、インスタント食品、清涼飲料水には食品添加物として
リン酸塩が多く含まれるため、注意が必要です。ナトリウムはカルシウムの尿中排泄量を増加させ、食物繊維
はカルシウムを吸着して排泄します。アルコールの摂り過ぎはカルシウムの吸収を悪くし、ビタミンDの働きも
抑えてしまいます。

【参考資料】 http://www.nih.go.jp/eiken/，新臨床栄養学（医学書院），病態栄養療法（南江堂），
【参考資料】 ヒューマン・ニュートリション（医歯薬出版），調剤と情報15(6)2009

表１．骨の健康を維持するための生活習慣

表３．骨の健康と保健機能食品

表２．骨量減少の危険因子

食　品　成　分 主　な　作　用 食　品　例

（栄養機能食品）
カルシウム
マグネシウム
ビタミンD
ビタミンC

骨形成↑
骨形成↑
カルシウム吸収↑
コラーゲン合成に必要

乳製品、小魚、海草類、切り干し大根、小松菜
ごま、バナナ、そば
鮭、なまり節、まぐろのトロ、干ししいたけ
柑橘類

（特定保健用食品）
CPP、CCM
フラクトオリゴ糖
ポリグルタミン酸
ビタミンK２
大豆イソフラボン
MBP

カルシウム吸収↑
カルシウム吸収↑
カルシウム吸収↑
骨形成↑
骨吸収↓
骨形成↑骨吸収↓

牛乳
ごぼう、たまねぎ
納豆
納豆、ブロッコリー、春菊、かぶの葉
豆腐、納豆、豆乳
牛乳、ヨーグルト

・CPP（カゼインホスホペプチド）、CCM（クエン酸リンゴ酸カルシウム）は腸管内でカルシウムがリン酸と
結合するのを防いだり、水に溶けにくいカルシウムを溶けやすくして腸管における吸収を助ける働きがある。
・フラクトオリゴ糖はビフィズス菌を増やして大腸内を酸性に保つことにより、カルシウムやマグネシウムの
吸収を促進する。ただし、摂取しすぎるとお腹がゆるくなることがあるので摂取量を守ること。
・ポリグルタミン酸は、納豆のネバネバに含まれ、カルシウムの吸収を促進する。
・ビタミンK２はオステオカルシン（骨芽細胞が産生するタンパク質）に存在する３個のγ-カルボキシル基合成
に必須のγ-カルボキシラーゼの補酵素として働き、骨折リスクを減少させる。
・大豆イソフラボンには弱い女性ホルモン様の作用があり、骨からのカルシウム溶出を抑える働きがある。
・MBP（乳塩基性たんぱく質）は乳清中の塩基性たんぱく質の混合物で、骨の形成を高め、骨の吸収を抑える
働きがある。

・栄養バランスの取れた食生活
・カルシウムとビタミンDの十分な摂取
・適度な運動と日光浴
・過剰な飲酒、喫煙、ストレスを避ける
・骨の健康を維持するための保健機能食品の利用

不動性　　　　　　低体重

早期閉経　　　　　アルコール

家族歴　　　　　　喫煙

低カルシウム摂取
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Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

厚生労働省医薬食品局

医薬品・医療機器等
安全性情報  No. No.257

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。

平成21年（2009年）５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）2755、2753、2751

（Fax）03-3508-4364

｛

1．自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について… 3

2．使用上の注意の改訂について（その205）

ナプロキセン他（７件）……………………………………………………………6

3．市販直後調査の対象品目一覧 ………………………………………………8

No.257 目次
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検 査 セ ン タ ー だ よ り

４月末頃からメキシコや米国で流行し始めた、新型インフルエンザは、日本の空港等で行われた水際
対策にもかかわらず、国内で感染者がでました。感染拡大にともない、各地でマスクがない！と騒ぎに
なりました。かく言う当センターも時すでに遅し、業者さんに発注をかけたら、納期は６月末…いえ９
月頃…いったいどうなるんだろうと思っていましたが、どうやらこのマスク騒動も収束傾向になりつつ
あります。この度の新型インフルエンザ発生で、予防にはマスクだけでなく、うがい、手洗いの励行が
呼びかけられました。なかでも手洗いは家庭での予防のみならず、感染症対策における最も基本的な要
件の１つです。今回はその手洗いについて、すでにご存知とは思いますが少しだけ書いてみたいと思い
ます。
手指に存在する微生物は、皮膚通過菌（一過性フローラ、transient skin flora）と、皮膚常在菌（定

住フローラ、resident skin flora）とに分けることができます。
皮膚通過菌は皮膚表面に外界から数時間だけ付着する細菌であり、皮膚表面や爪などに周囲の環境よ

り付着したもので、大腸菌等のグラム陰性菌や黄色ブドウ球菌等のグラム陽性菌などさまざまな微生物
が含まれますが、抗菌成分を含まない石けんと流水でほとんど除去できます。一方皮膚常在菌は、皮脂
腺や汗腺、皮膚のひだなどの深部に常在しており、表皮ブドウ球菌などのCNS（コアグラーゼ陰性ブ
ドウ球菌、coagulase-negative staphylococci）が含まれ、消毒薬による手洗いによっても除去しきれ
ません。
「手洗い」はこの手指に存在する微生物の除去レベルによって、基本的に３種類に分けられます。
・日常的手洗い：通過菌の一部を除去
・衛生的手洗い：全ての通過菌を除去
・手術時手洗い：通過菌及び常在菌を可能な限り除去
日常的手洗いはもっぱら日常生活において、帰宅時や食事の前やトイレの後などに行う簡易なもので、

基本的に物理的な汚れと汚れに含まれる微生物の除去が目的です。上述しましたが、石けんと流水のも
み洗いの方法です。
衛生的手洗いは医療や介護、食品を取り扱う等の現場で必要とされるレベルで、石けんと流水で洗浄

した後で、アルコール製剤等による消毒まで行う方法で、タオルからの再汚染を避ける意味で、乾燥に
はペーパータオルなどを用います。
また流水による手洗いに使用する製剤として、医薬品（消毒薬配合スクラブ剤）、医薬部外品（薬用

石けん）、化粧品（液体石けん、化粧石けんなどの非抗菌性石けん）の区分で、手洗い用殺菌剤として
は、医薬品（逆性石けん、消毒用アルコール）、医薬部外品（殺菌剤入り洗浄剤）などがあります。
この度の流行で、厚生労働省結核感染症課は手洗いの方法について「せっけんを使って15秒以上行う
ことが望ましい」と呼びかけています。
細菌やウイルスから身を守るための対策の１つとして、手洗いは基本的な生活習慣であり、手を洗

うこと自体は小さな頃からの習慣になっている人がほとんどでしょう。神経質になる必要はありません
が、その場の目的にあったレベルでの手洗いができるようにしておく事が大事です。新型インフルエン
ザの流行で、手洗いの必要性や、日頃行っている手洗いが効果的に、正しくできているか、再認識した
次第です。

参考文献：吉田製薬株式会社HP Y's text～消毒薬テキスト

サラヤ株式会社業務用サイトHP

水道水中の「亜鉛」についてのお話 後藤　佳恵
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私は昭和42年２月に薬局を開設して42年

目を迎えました。この加藤古市薬局は最初

の開局から10年目の昭和52年４月１日に開

き、今年で32年になります。

当時は、やや陰りが見えてきたとはいえ、

OTC全盛期に近い状態でした。一方、医薬

分業の波が少しずつ押し寄せていて、安佐

支部では歯科協定処方せんについて再三研

修会が開かれていました。昭和49年、医薬

分業元年といわれていますが、大変に希望

に満ちていたように思います。

そして昭和53年、安佐医師会の眼科医が

一斉に分業にふみきり、分業が拡散の一途

をたどっていきました。

やがて平成へと移り、苦労はしましたが

安佐市民病院の全面分業、そして当薬局の

受けていた眼科医の死去という事で門前薬

局の終焉を迎え、現在ではOTCもほとんど

なく、広域病院主体の処方せんを受けてい

ます。

写真５名のうち、薬剤師２名、事務２名、

総務１名でこの薬局を支えています。採算

の合わない薬局ですが激動の30年史、分業

の変遷、辛苦を味わった薬局、私を育てて

くれた薬局です。廃業にするには偲びがた

く地元密着型の薬局を目指し、面分業のよ

り一層の充実発展を夢みつつ、微かに灯り

をともしています。

次回は、純薬㈱第一薬局廿日市さんです。

7 安佐南
区役所

古市小学校

古市幼稚園
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加藤古市薬局
広島市安佐南区古市2-18-12

昭和52年４月１日開局
加藤　哲也



広島県薬剤師会誌　2009 Vol.34  No.4 75

「基礎からの漢方薬」

著　　者：金　成俊氏
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：Ｂ５判　334頁
価　　格：定　　価　5,250円

会員価格　4,700円
送　　料：１部　350円

「知っておきたい一般用医薬品　第２版」

編　　集：日本薬学会
編集委員長：望月眞弓
判　　型：Ｂ６判　２色刷　280頁
価　　格：定　　価　2,940円

「保険薬事典　平成21年６月版」

発　　行：株式会社　じほう
判　　型：Ａ５判
価　　格：定　　価　4,620円

会員価格　4,160円
送　　料：１部　500円

「保険薬事典プラス　平成21年６月版」

発　　行：株式会社　じほう
判　　型：Ａ５判
価　　格：定　　価　4,830円

会員価格　4,350円
送　　料：１部　500円

「今日のOTC薬」

発　　行：株式会社　南江堂
判　　型：Ａ５判　624頁
価　　格：定　　価　3,990円

会員価格　3,590円
送　　料：１部　525円

※価格はすべて税込みです。

書 籍 等 の 紹 介

推薦者：広島大学　小澤孝一郎教授（学生実習担当）
薬局の窓口や病院のベッドサイドなどで使われる日常会話について、ネイ
ティブ・スピーカーと日本人大学教員が協働で作成した実用的な英会
話ハンドブックです。「英語による患者との応対で大切なこと」からはじま
り、OTCの販売、受診勧告、会計、処方せん受付、患者へのインタビュー、
服薬指導など、実際に使えるやりとりが例文として簡潔に且つ幅広く掲載
されています。ネイティブ・スピーカーによるCDも付録となっており、英
会話の練習にもなります。大きさも白衣のポケットに入るものとなってお
り、購入して直ぐに使える、これからの薬剤師に必携の良書です。
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30頁　問195…４

16頁　問126…３

14頁　問 45…１ 解説

薬剤師国家試験 正答・解説

解説

解説

94回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用
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告　　　知　　　板

夏期休業のお知らせ
次のとおり夏期休業いたします。

よろしくお願いします。

８月13日（木）～15日（土）

第42回日本薬剤師会学術大会に参加希望の方
――予約登録費県薬で負担――

大会に参加を希望される会員は、所属支部長へ参加希望の旨を申し出てくだ

さい。
県薬では、支部割当数（県薬代議員数）の登録費（予約登録9,000円）を負担

します。
（８月31日（月）締切）
なお、支部長へ予約申込をされた方のみ該当者とします。

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
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編集後記

72009

the editor’s notes

Vol.34 No.4 July

松下　憲明　　谷川　正之　　瓜生智加子　　西谷　　啓
井上　映子　　豊見　　敦　　松井　聡政　　神田千都子
城崎　利裕　　難波　利元

編　集　委　員

新型インフルエンザが、日本で初めて確認された日に、東京か

ら新幹線で帰ってきました。大阪からは、マスクをして、ビー

ルでうがいをしていました。お陰で、感染はさけられた様です。

ホッ！　　　　　　　　　　　　　　　＜ゴーストライター＞

人の名前や漢字・単語などをすぐ思い出せ

ないこの頃、古本屋でふと目に付いたのが

『「幸せ脳」は自分でつくる－脳は死ぬまで

成長する』という本です。年齢を重ねても、

神経幹細胞はずいぶん残っているので、新

生ニューロンを適切に育てていくとよいと

のこと。さしあたって、記憶の箱を浅くし

て、取り出し口を広くして、中身を整理し

てみましょう。何度も取り出していると場

所を覚えるかな？ ＜打ち出の小槌＞

今年に入って３回の発熱があり、２個の迅速

診断キットを使いました。発熱相談電話にか

けてみました。新型には罹っていませんが、

予行演習をしてわかった大事なこと：食料の

備蓄をすること、ワクチン効果は３カ月。

＜メリッサ＞

先日、支部の総会は滞りなく終了

し、懇親会へ。語り合い、飲み続

け、私が帰ったのは２時を回って

いました。帰り際に「あの店だっ

たら５時までやってるぞ」なんて

声も聞こえてきてました。平日な

のに…。とってもステキな支部です。

＜とよし＞

奇跡か、神がかりか…

梅雨、前日より降り始めた雨、

貸し切りバスに40名乗車して雨の中を出発した。

広島市内に入ってから雨脚はいっそう強く感じる。

しかし車窓より大きな新球場が見えた時、その向こう

には青空が、、、

日差しの中でプレイボール！歓喜の渦に酔いしれる。

♪今日もカープは♪勝ーち勝ーちかっち勝ち♪

…水無月の神様、昨日はありがとうございました。

でも水不足です。もう少し雨を降らせてくださいな！

＜薬天タブレッツ18番＞
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保険薬局ニュース
平 成 21 年 ７ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会

Vol.17 No.４（No.92）

健康保険組合における調剤報酬の審査及び支払に係る
規約変更の認可について

平成21年５月８日

広島県薬剤師会保険薬局部会

平素は本会会務にご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このことにつきまして、日本薬剤師会会長より通知がありましたので、お知らせいたします。

平成21年４月24日付けで、新たに「日本ユニシス健保組合」並びに「東芝健保組合」の２組合につ

いて、厚生労働大臣より、標記変更が許可されました。

これにより現在、調剤報酬の直接審査・支払の認可を受けている健保組合は、４組合（トヨタ健保

組合、日本電気健保組合、日本ユニシス健保組合、東芝健保組合）となります。

ジェネリック医薬品の使用促進のための取組について

平成21年５月８日

広島県薬剤師会保険薬局部会

このことにつきまして、日本薬剤師会長、全国健康保険協会広島支部より通知がありました。

本年度、全国健康保険協会（協会けんぽ）では、ジェネリック医薬品の使用促進に関する取り組み

として、①ホームページやリーフレットなどによる広報、②いわゆる「希望カード」の配付、③ジェ

ネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額に関する情報提供－を実施していくことが予定さ

れております。

特に③については、広島県（協会けんぽ広島支部）にて、パイロット事業を先行的に実施し、その

成果を踏まえて全国的に順次実施していくとのことです。

今後のスケジュール等については、協会けんぽ広島支部より、次のとおりに連絡がありましたので、

お知らせいたします。
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記

１．実施スケジュール

１）広報予定

・加入者、事業主の方々に向けて、５月中旬に通知サービスの実施について通知。

・５月以降、各種媒体を利用し、ジェネリック医薬品の使用促進及び通知サービスについての広報

を実施予定。

２）通知実施時期

・７月中旬から下旬にかけて発送予定。

３）効果検証

・８月分レセプトをもとに、年内に効果額を測定する予定。

２．通知の概要

１）通知対象者

・３月診療分のレセプトから40歳以上で生活習慣病等の長期療養中と推定される加入者を中心に通

知。（通知を希望されない方等は除く。）

・削減予想額は100円以上または200円以上で調整中。

２）通知件数

・30,000件前後となる見込み。

３）その他

通知には、いわゆる「希望カード」及びアンケートを同封し、送付する予定。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
（特定疾患治療研究事業等に係る高額療養費制度の見直しについて）

平成21年５月12日

広島県薬剤師会保険薬局部会

平素は本会に対しまして、格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

このことにつきまして、日本薬剤師会会長より通知がありましたので、お知らせいたします。

特定疾患治療研究事業（51）、及び小児慢性特定疾患治療研究事業（52）について、所得に応じた自

己負担限度額となるよう、見直しがされておりますことは、本会会誌平成21年５月号No.221「保険薬
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局ニュース」Ｐ.４～６でお知らせしておりますが、平成21年４月30日に関係政省令等が改正され、平

成21年５月１日より適用されることとなりました。

つきましては、順次、受診券に「適用区分」欄が追加（所得区分が記載）されますので、調剤報酬

明細書の特記事項欄に、所得区分に応じて、「17上位」「18一般」「19低所」と記載することとなりま

す。

また、５月～９月までの受給者証に所得区分の記載が反映されていない場合については、前回の通

知では、「一般」と記載するものと示されておりましたが（Ｐ.６）、今回の通知において、反映されて
いない場合には、下記のとおり、“記載しない”ものと変更されましたので、ご注意くださいますよう、

お願いいたします。

◆５月～９月までの医療機関における特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の受給

者証の掲示パターンとレセプトの取扱いについて

【所得区分の受給者証への反映ができている場合】

【所得区分の受給者証への反映ができていない場合】

（注１）①については、県薬会誌５月号No.221「保険薬局ニュース」Ｐ.６において示した取扱いと
異なるため、留意すること。

（注２）④については、医療機関の窓口で掲示があった場合

掲示パターン レセプトの「特記事項」欄への記載と取扱い

更新後の受給者証 受給者証の所得区分に応じた記載とする

掲示パターン レセプトの「特記事項」欄への記載と取扱い

①更新前の受給者証（受給者証に所得区分
の記載がないもの）のみ

特記事項へは記載しない

②更新前の受給者証＋「３割」（現役並み
所得者）の記載がある高齢受給者証等

「現役並み」として記載する

③更新前の受給者証（改正前の様式の余白
等に所得区分の記載がある場合）

余白等に記載されている所得区分に応じた記載とする

④更新前の受給者証＋限度額適用認定証 限度額適用認定証の適用区分に応じた記載とする
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平成21年６月からの福祉医療費公費負担制度
に係る各市町の対応状況について（依頼）

平成21年５月15日

広島県薬剤師会保険薬局部会

広 島 県 医 師 会 長　様

広 島 県 歯 科 医 師 会 長　様

広 島 県 病 院 協 会 長　様

広 島 県 柔 道 接 骨 師 会 長　様

広島県訪問看護ステーション協議会長 様

広　島　県　健　康　福　祉　局　長

〒730－8511 広島市中区基町10－52

医　療　保　険　課　

県内の各市町を実施主体とする福祉医療費公費負担制度の推進については、日ごろから御協力をい

ただき、厚くお礼申し上げます。

平成21年６月１日からの各市町の対応状況を別紙のとおり取りまとめましたので、貴会会員への周

知について御配慮いただきますようお願いします。

担当　企画管理グループ

電話（082）513-3212（ダイヤルイン）
（担当者　藤川）

福祉医療費公費負担制度の一部負担金等の状況

１　重度心身障害者医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年6月1日現在）

市町名（受給者の方の住所） 一部負担金

広島市　府中町　海田町 入院・通院とも無料

福山市
１医療機関につき１日200円の患者負担額をお支払い
いただきます。ただし、同じ医療機関での１カ月の
負担金は、入院月４日まで、通院月４日まで

上記以外の市町
１医療機関につき１日200円の患者負担額をお支払い
いただきます。ただし、同じ医療機関での１カ月の
負担金は、入院月14日まで、通院月４日まで
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２　ひとり親家庭等医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年6月1日現在）

３　乳幼児医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年6月1日現在）

※ は、平成21年６月１日から変更となる市町

一部負担金の取扱いは、必ず受給者証で確認してください。

市町名（受給者の方の住所） 一部負担金

広島市　府中町 入院・通院とも無料

福山市
１医療機関につき１日500円の患者負担額をお支払い
いただきます。ただし、同じ医療機関での１カ月の
負担金は、入院月４日まで、通院月４日まで

上記以外の市町
１医療機関につき１日500円の患者負担額をお支払い
いただきます。ただし、同じ医療機関での１カ月の
負担金は、入院月14日まで、通院月４日まで

市町名（受給者の方の住所） 対象年齢 一部負担金

府中町 入院：小学校６年生まで
通院：就学前まで

入院・通院とも無料

廿日市市　　熊野町 入通院とも就学前まで

広島市 入通院とも就学前まで

①乳児（０歳児）及び乳児健康相談受診
者等については入院は無料、通院は初
診料算定時に500円の患者負担額をお
支払いいただきます。（月４日まで）
②その他の人（①以外の人）は、１医療
機関につき１日500円の患者負担額を
お支払いいただきます。ただし、同じ
医療機関での１カ月の負担金は、入院
月14日まで、通院月4日まで

三次市 世羅町 神石高原町 入通院とも中学校３年生まで

１医療機関につき１日500円の患者負担
額をお支払いいただきます。ただし、同
じ医療機関での１カ月の負担金は、入院
月14日まで、通院月４日まで

三原市　　　庄原市
安芸高田市　安芸太田町 入通院とも小学校６年生まで

尾道市　　　竹原市 入院：小学校６年生まで
通院：小学校３年生まで

呉市　　　　福山市
府中市　　　大竹市
東広島市　　海田町

入院：小学校６年生まで
通院：就学前まで

江田島市 入通院とも小学校３年生まで

坂町　　　　北広島町
大崎上島町 入通院とも就学前まで
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ファクシミリ等による
抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの取扱いについて

平成21年５月26日

広島県薬剤師会保険薬局部会

平素より、格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

このことにつきまして、日本薬剤師会、広島県健康福祉局保健医療部薬務課より通知（厚生労働省

新型インフルエンザ対策推進本部事務局発出）がありました。

本通知は、感染者が増加している地域における、ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス

薬等の処方せんの取扱いについてです。

今後、地域の実情に応じて、対応が見直される場合も考えられますが、まずは取り急ぎ、お知らせ

いたします。

【厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局通知：抜粋省略】

◆ファクシミリ等による処方せんの送付及びその応需に関する留意点について

１．電話での診療による患者の場合や、新型インフルエンザに罹患したと思われる患者の場合、患者

が希望する薬局に、処方せんをFAX送信することができるので、薬局はFAX処方せんで調剤等
を行う。（抗インフルエンザ薬・該当地域における慢性疾患に対する医薬品等）

２．薬局は、患者から処方せんFAXを受診した旨、病医院に連絡すること。
しかし、患者を介さず、病医院から直接受けた場合は、連絡する必要はない。（感染源と接する

機会を少なくするため、一般的には長期投与となる。）

３．薬は、患家へ届けることを基本とし、その際は可能な限り、患者との接触を避けるため、服薬指

導は電話で行うことでも差し支えない。

４．処方せん原本は病医院で保管され、まん延期終了後、薬局に送付されるか、患者が受診した際に

手渡され、薬局に持参することになる。

インフルエンザ関連商品の販売について

インフルエンザ関連商品（消毒薬やマスク）の販売に関して、地域保健の確保の観点から、各薬局

におかれましては、医療提供施設である薬局の品位が疑われるような販売姿勢を取られることがあり

ませんよう、お願い致します。

新しい情報について

今後の新しい情報については、随時「広島県薬文書公開ネット」

http://www.hiroyaku.or.jp/member/bunshokoukai/index.html に掲載いたしますので、ご参照くだ

さい。

~~~~~~~~~~~~
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新型インフルエンザに関連する診療報酬の取扱いについて

日薬業発第101号

平成21年５月28日

都道府県薬剤師会会長　殿

日 本 薬 剤 師 会

会　長　　児　玉　　　孝

標記につきまして、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいた

します。

本連絡は、新型インフルエンザに関連する調剤報酬の取り扱いが示されたことに関するものです。

新型インフルエンザに関する対応として、ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の

処方せんの取り扱いにつきましては、平成21年５月25日付け日薬業発第92号にてお知らせしたところ

ですが、今般、これに伴う調剤報酬点数等の算定に関する解釈が示されました。

つきましては、貴会会員にご周知くださるようお願い申し上げます。

別添　　　　　新型インフルエンザに関連する診療報酬の取扱いについて

事　務　連　絡

平成21年５月26日

社団法人　日本薬剤師会　御中　

厚生労働省保険局医療課

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療指導課、都道府県民生主管部（局）国民健康保

険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）あて連絡した

ので、関係者に対し周知を図られますようお願いいたします。

〈別添１〉

※ 以下、「ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの取扱いについて」（平成

21年５月22日付け新型インフルエンザ対策推進本部事務局事務連絡）を単に「事務連絡」という。

（答） 算定できる。

（問１） 事務連絡の「１．ファクシミリ等で処方せんが送付されるケース」にあるように、かかり
つけ医等が、電話による診療の結果、ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等
の処方せんを発行する場合、保険医療機関は、電話再診料、処方せん料を算定できるのか。
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（答） 調剤技術料及び薬材料は算定できる。

（答） 薬剤服用歴管理指導料等は、電話にて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしてい

れば算定できる。

（答） 新型インフルエンザの流行によりタミフルドライシロップ３％が入手困難な場合であって、

当該薬剤の投与が必要な患者に対して、タミフルカプセル75mgを脱カプセルし調剤したものを
タミフルドライシロップ３％の用法・用量に従い投与した場合に限り、薬剤料の算定は可能で

ある。

（答） この場合、脱カプセルしたタミフルカプセル75mgに係る薬剤料については、オセルタミビル
の実際の投与量に相当する分（例えば、５日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場
合は、タミフルカプセル75mgの3.5カプセル分）を請求するものとし、院内処方の場合には医科
レセプトの摘要欄に、院外処方の場合には調剤レセプトの摘要欄に、それぞれ「タミフルドラ

イシロップ不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。

（答） なお、タミフルドライシロップ３％の使用を優先することは当然であるが、その入手が困難

であり、かつ、医療上その投与が必要と判断される状況においては、タミフルカプセル75mgを
脱カプセルしてタミフルドライシロップ３％の用法・用量に従い投与することについて、本剤

の服用方法や米国においても同様の方法が推奨されていることに鑑み、有効性・安全性上、ド

ライシロップ３％と異なるような特段の問題は生じないと考えている旨を医薬食品局審査管理

課に確認済みであることを申し添える。

（問３） 新型インフルエンザの流行によりタミフルドライシロッブ３％（成分名：リン酸オセルタ
ミビル）の入手が困難な場合において、当該製剤の投与対象となる患者に対して、タミフル
カプセル75mgを脱カプセルし、賦形剤を加えて調剤した上で交付した場合、薬剤料の算定
は可能か。

（問２） ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを受け付けた保険薬局に
おいて当該医薬品に係る調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。

（問２） また、事務連絡の「３．薬局における対応」にあるように、医薬品の調剤時において、新
型インフルエンザ患者との接触を避けるため、電話にて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴
管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。
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国保診療（調剤）報酬請求総括表の廃止について

平成21年６月19日
広島県薬剤師会保険薬局部会

オンライン請求を含む、レセプト電算処理システムにより請求している保険薬局は、７月請求分か
ら通常の請求に関わる調剤報酬請求総括表が不要になります。
福祉医療費明細書、再請求レセプト、特別療養費レセプトに関わる総括表については、従来通り添

付してください。

一包化薬について

散剤や臨時薬、吸湿性のある薬剤などを別包にした場合、一包化薬の算定は可能ですが、便秘薬な
どを自己調節のために別包にした場合は、全体を内服薬で算定することになります。

臨時薬などを別包として調剤をしていても、一包化薬と服用時点が重なる部分のある内服薬は一包
化薬に含まれ、別に内服薬の調剤料を算定することはできません。

錠剤半割の自家製剤加算について

他社製剤でも、半割したものと同規格の錠剤が薬価収載されている場合には、自家製剤加算は算定
できません。
処方された銘柄に半量規格の錠剤が無く、後発品への変更が不可の場合であっても、他社製半量規

格の錠剤がある場合は算定できません。

◇半割の自家製剤加算が算定できない錠剤の例
プレドニン錠５mg、プレドニゾロン錠５mg
ラシックス錠200mg
フルイトラン錠２mg

精製水を使用した計量混合調剤について

医療上、調剤上の理由があって、常水が使用できない内服用液剤に（滅菌）精製水を使用した場合
や、吸入剤や点鼻薬等の外用剤を希釈する必要があって（滅菌）精製水を使用した場合は、計量混合
調剤加算が算定できます。

今まで、主薬と（滅菌）精製水のみを使用した計量混合調剤について、本会に問い合わせがあった
場合、計量混合調剤加算の算定は不可とお答えしておりましたが、訂正いたします。
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継続服用や漸減療法の場合のレセコンへの入力について

Ａ錠　３錠　毎食後　14日分
Ｂ錠　３錠　毎食後　14日分（Ａ錠服用終了後に服用開始）

このような継続服用の場合、それぞれに14日分（63点）の調剤料が算定できるようになりました。
また、漸減療法の場合にも、摘要欄に適宜記載することにより、特殊な調剤料の算定をしています。

レセコンにはこのような場合の特殊な入力方法があり、それはレセコンの機種によって違っていま
す。（特殊な操作で入力することにより、紙レセでは印刷されない部分のコードが変更されるように
なっています。この操作に関するお問い合わせは各レセコンメーカーにお願い致します。）
レセプト受付時の一時的なエラー指摘も摘要欄にわかりやすく記載することに加えて、この操作を

行うことにより回避することができます。

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業参加登録について（お願い）

本事業を運営する財団法人日本医療機能評価機構は、目標参加登録薬局数５千～１万薬局とされて
おられますが、広島県での登録薬局数は、十数件に満たない状況です。
薬局の登録手順は、下記ホームページで薬局の基本情報を入力すると参加登録申請書PDFファイル

が表示されますので、その申請書を印刷し、薬局名、薬局開設者氏名を記入し、捺印して郵送するこ
とにより、正式に登録申請が完了いたします。

この事業は、全国の薬局から報告されたヒヤリ・ハット事例を収集、分析し、薬局や国民に対して
情報を提供するもので、医療安全対策の一層の推進を図ることが目的とされています。
また、この情報収集により、当該薬局ならびに関係者が特定されるものではありません。

つきましては、業務ご多忙のところお手数とは存じますが、本事業の趣旨をご理解いただき、是非
とも積極的な参加登録をよろしくお願い申し上げます。

○日本医療機能評価機構ホームページ
http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp

郵送先　〒１０１－００６１
東京都千代田区三崎町１－４－17 東洋ビル10Ｆ
財団法人日本医療機能評価機構
医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業　御中



－11－

（ 9成分19品目）
［内用薬］

薬価基準収載医薬品（平成21年6月19日付）

商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位
薬価
（円）

備考

クロザリル錠25mg
（ノバルティスファーマ）
CLOZ 25

クロザピン

治療抵抗性統合失調症

25mg１錠 85.30

・他の抗精神病薬治療に抵抗性
を示す統合失調症の患者にの
み投与すること。
・各国で治療抵抗性統合失調症
に対する最終選択薬として位
置付けられている。
・ドパミンD２受容体に対する親
和性が極めて低く、セロトニ
ン5-HT２Ａ受容体、ドパミンD４受容
体に対して高い親和性を示す。
・陽性症状に対してはD２受容体
阻害によらない中脳辺縁系へ
の選択的抑制作用、陰性症状
に対しては前頭前野大脳皮質
5-HT２Ａ受容体阻害による細胞
外ドパミン濃度上昇が示唆さ
れている。
・本剤の使用に際しては、無顆
粒球症、耐糖能異常等の重篤
な副作用発現の予防、早期発
見及び治療を目的とし、医療
機関、保険薬局及び医療従事
者は予め本剤適正使用委員会
への登録手続きが必要となる。
・患者本人または代諾者に文書
による説明を行い、文書によ
る同意を得ることが必要となる。
・原則として投与開始後18週は
入院となる。

クロザリル錠100mg
（ノバルティスファーマ）
CLOZARIL 100

100mg１錠 300.60

ストラテラカプセル
５mg
（日本イーライリリー）

アトモキセチン塩酸塩

小児期における注意欠陥／
多動性障害（AD/HD）

5mg
１カプセル 264.90

・AD/HD治療薬として世界初の
非中枢神経刺激薬である。
・AD/HDはノルアドレナリン神
経系の機能異常が原因である
という理論が提唱されており、
本剤は選択的にノルアドレナ
リン再取り込みを阻害する。
・AD/HDの中核症状（不注意、
多動性、衝動性）を改善する。
・投与後２週目から症状改善が
認められ、６～８週間で安定
した効果が得られる。
・本剤は、６歳未満及び18歳以
上の患者に対する有効性及び
安全性は確立していない。

ストラテラカプセル
10mg
（日本イーライリリー）

10mg
１カプセル 315.70

ストラテラカプセル
25mg
（日本イーライリリー）

25mg
１カプセル 398.10



－12－

商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位
薬価
（円）

備考

ミコンビ配合錠AP
（日本ベーリンガー
インゲルハイム-アス
テラス）

テルミサルタン・ヒドロクロロチ
アジド

高血圧症

１錠 157.30

・ARB（テルミサルタン）と少
量の利尿薬（ヒドロクロロチ
アジド）の合剤。

・テルミサルタン/ヒドロクロロ
チアジド40mg/12.5mgのAP錠
と、テルミサルタン/ヒドロク
ロロチアジド80mg/12 .5mg
（BP錠）の２用量がある。
・本剤は高血圧の第一選択薬と
して用いないこと。

・原則として、テルミサルタン
40mgで効果不十分な場合に
A P錠を、テルミサルタン
80mg又はAP錠で効果不十分
な場合にBP錠の投与を検討す
ること。

ミコンビ配合錠BP
（日本ベーリンガー
インゲルハイム-アス
テラス）

１錠 234.40

タイケルブ錠250mg
（グラクソ・スミスクラ
イン）

ラパチニブトシル酸塩

HER2過剰発現が確認された
手術不能又は再発乳癌

250mg１錠 1620.70

・乳癌で世界初の経口分子標的
薬（チロシンキナーゼ阻害剤）
である。

・細胞増殖促進のシグナル伝達
系を活性化するHERファミ
リーのEGFRとHER2の両者に
強力かつ選択的な可逆的阻害
作用を有し、腫瘍細胞の増殖
を抑制する。

・本剤は、カペシタビンとの併
用により、HER2過剰発現が
確認された乳癌患者に対しカ
ペシタビン単独療法よりも無
増悪期間を延長させることが
示されている。

・カペシタビンは、フルオロウ
ラシル（5-FU）のプロドラッ
グであるドキシフルリジン
（5’-DFUR）のプロドラッグ
であり、HER2過剰発現が認
められた転移性乳癌に対して
通常アントラサイクリン系薬
剤、タキサン系薬剤及びトラ
スツズマブによる治療後に使
用される。

・本剤の投与は、アントラサイ
クリン系薬剤、タキサン系薬
剤及びトラスツズマブによる
治療後の増悪あるいは再発例
を対象とする。
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果

規格単位
薬価
（円）

備考

オラペネム小児用細
粒10％
（明治製菓）

テビペネム　ピボキシル

＜適応菌種＞
テビペネムに感性の黄色ブドウ
球菌、レンサ球菌属、肺炎球菌、
モラクセラ（ブランハメラ）・カタ
ラーリス、インフルエンザ菌

＜適応症＞
肺炎、中耳炎、副鼻腔炎

100mg１g 580.90

・国内外で初の経口カルバペネ
ム系抗生物質であり、活性体
であるテビペネムをピボキシ
ル基でエステル化し、経口吸
収性を高めたプロドラッグ。
・幅広い抗菌スペクトルを有し、
緑膿菌など一部の菌種を除く
種々の臨床分離株に対し、ペ
ニシリン系、セフェム系抗生
物質より強く、注射用カルバ
ペネム系抗生物質と同程度以
上の強い抗菌力を示す。
・小児の感染症治療上問題と
なっているペニシリン耐性肺
炎球菌、マクロライド耐性肺
炎球菌及びインフルエンザ菌
に対しても強い抗菌力を有し、
小児中耳炎、副鼻腔炎、肺炎
に対して高い有効性を示す。
・１日２回食後に経口投与する。
・原則として感受性を確認し、
治療上必要最低限の期間の投
与にとどめる。７日間以内を
目安とする。

クラビット錠250mg
（第一三共）
DSC 730

レボフロキサシン水和物

＜適応菌種＞
本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球
菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モ
ラクセラ（ブランハメラ）・カタラー
リス、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、サル
モネラ属、チフス菌、パラチフス菌、
シトロバクター属、クレブシエラ属、
エンテロバクター属、セラチア属、プ
ロテウス属、モルガネラ・モルガニー、
プロビデンシア属、ペスト菌、コレラ
菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシ
ネトバクター属、レジオネラ属、ブル
セラ属、野兎病菌、カンピロバクター
属、ぺプトストレプトコッカス属、ア
クネ菌、Q熱リケッチア（コクシエラ・
ブルネティ）、トラコーマクラミジア
（クラミジア・トラコマティス）

＜適応症＞
表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、
リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、
ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・
熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、
肛門周囲膿 、咽頭・喉頭炎、扁桃炎
（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿 を含む）、
急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変
の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立
腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎
（副睾丸炎）、尿道炎、子宮頸管炎、胆
嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、
パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、
子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、
麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、
副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織
炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセ
ラ症、ペスト、野兎病、Q熱

250mg１錠
（レボフロキ

サシンとして）

304.50

・通常、成人にレボフロキサシ
ンとして１回500mgを１日１
回経口投与する。

・5 0 0 m g１日１回投与は、
PK/PD理論の基づいた投与方
法であり、従来の投与方法
（１回100mgを１日２～３回）
と比べ、高い初期殺菌効果と
耐性菌出現抑制効果を有する。

・500mg１日１回投与は、123の
国や地域で承認されている。

・用量調節時を含め錠250mg及
び細粒10%を用いる場合も分
割投与は避けて、必ず１日量
を１回で投与すること。

クラビット錠500mg
（第一三共）
DSC 731

500mg１錠
（レボフロキ

サシンとして）

547.20

クラビット細粒10％
（第一三共）

100mg１g
（レボフロキ

サシンとして）

138.20
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位
薬価
（円）

備考

リスパダール コンスタ筋注用
25mg
（ヤンセンファーマ）

リスペリドン

統合失調症

25mg
１キット
（懸濁用液付）

23,520

・リスペリドンを生体内分解性ポリ
マーであるd,1-ラクチド-グリコリド
共重合体を用いてマイクロスフェ
アとした徐放性製剤。

・用時懸濁し、２週間間隔で臀
部に筋肉内投与する。

・平均血中濃度の変動が経口剤
に比べて少なく、１回の筋肉内
投与でリスペリドンを数週間にわ
たり安定して放出する。

・投与３週間後より血中濃度が
上昇し始めるため、初回投与
後３週間は経口抗精神病薬を
併用する。

・投与中止後も体内から消失す
るまで約８週間を要する。

・リスペリドンはセロトニン・ドパ
ミン・アンタゴニストに分類さ
れる薬剤であり、本剤以外に、
錠剤、細粒剤、内用液、口腔
内崩壊錠が市販されている。

リスパダール コンスタ筋注用
37.5mg
（ヤンセンファーマ）

37.5mg
１キット
（懸濁用液付）

30,997

リスパダール コンスタ筋注用
50mg
（ヤンセンファーマ）

50mg
１キット
（懸濁用液付）

37,703

アピドラ注カート
（サノフィ・アベンティス）

インスリン　グルリジン

（遺伝子組換え）

インスリン療法が適応と

なる糖尿病

300単位１筒 1,596
・ヒトインスリンのB鎖３位の
アスパラギンをリジンに、B
鎖29位のリジンをグルタミン
酸に置換した、超速効型イン
スリンアナログ製剤である。

・組成中に亜鉛を含まない製剤
設計により、製剤中に単量体
として存在する割合が多く、
そのため、皮下投与後にこれ
らの単量体がそのまま速やか
に血中に吸収される。

・食直前（15分以内）に投与する。

・皮下投与後の速やかな吸収と
短時間の消失により、生理的
な追加インスリンパターンを
再現する。

・肥満者においても、速やかに
作用が発現する。

アピドラ注ソロスター
（サノフィ・アベンティス）

300単位
１キット

2,237

アピドラ注100単位/mL
（サノフィ・アベンティス）

100単位
１mLバイアル 380

［注射薬］
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位
薬価
（円）

備考

アラミスト点鼻液
27.5μg56噴霧用
（グラクソ・スミスクライン）

フルチカゾンフランカルボン酸
エステル

アレルギー性鼻炎

３mg６g
１キット 2,032.70

・１日１回投与（１回に各鼻腔
に２噴霧）の鼻噴霧用ステロ
イド薬である。
・小児適応はない。
・投与１日目から症状の改善効
果が認められ、効果は24時間
持続する。
・グルココルチコイド受容体に
対する親和性は、フルチカゾ
ンプロピオン酸エステル（FP、
フルナーゼ）の約1.7倍で、核
移行促進作用はFPよりも早
く、持続時間も長い。
・新しい噴霧器を使用する際に
は、空噴霧を６回程度行う。
・薬液は細かな霧状に噴霧され、
１回あたりの噴霧量はフル
ナーゼ点鼻液の約半量（約50
μL）である。
・噴霧器は噴霧し易い横押し型
であり、ノズルが従来製品よ
りも短い。

［外用薬］

【「後発医薬品等の薬価収載」について】

５月15日に標記の薬価収載がありました。（内用薬214品目、注射薬91品目、外用薬13品目）

・会社名中、２社をハイフンで結んだものは、前者が製造販売元、後者が販売であることを示す。

《今回後発品が初めて薬価収載された先発品》

・アレンドロン酸ナトリウム水和物（先発：フォサマック錠／ボナロン錠）
・シルニジピン（先発：アテレック錠／シナロング錠）
・塩酸セフカペンピボキシル（先発：フロモックス錠）
・塩酸テモカプリル（先発：エースコール錠）
・ビカルタミド（先発：カソデックス錠）
・フェノフィブラート（先発：リピディルカプセル）
・ポリカルボフィルカルシウム（コロネル細粒）
・レバミピド（先発：ムコスタ錠）
・レボフロキサシン水和物（先発：クラビット錠／同細粒）
・塩酸イリノテカン（先発：トポテシン／カンプト点滴静注）
・クエン酸フェンタニル（先発：フェンタニル注射液「三共」）
・メロペネム三水和物（先発：メロペン点滴用バイアル）
・イソプロピルウノプロストン（先発：レスキュラ点眼液）
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薬剤師連盟のページ

「藤井もとゆき活動報告」

新型インフルエンザの感染拡大に思う

メキシコに端を発した豚由来の新型インフルエンザが世界中に拡大しています。日本でも、カナダに

短期留学した高校生らが感染してしまいました。貿易も人の交流も、全てグローバルな時代。感染症は、

どこか特殊な国の問題ではなく、地球規模の対策が必要な時代になりました。

さて、経済危機対策費の平成21年度補正予算、13兆9,000億円の中に1,279億円の新型インフルエンザ

対策費が含まれています。この予算は新型インフルエンザワクチン開発・生産対策の大幅短縮を目的と

したものとされています。インフルエンザワクチンの生産には、現在は鶏卵によるウィルス培養方法が

とられていますが、この方法では必要な鶏卵の確保も含め、１年半から２年の期間が必要です。また、

季節性の従来型インフルエンザワクチンも毎年1,400万人分ぐらい生産しているわけですから、それも

考えると、新型インフルエンザワクチンの生産は中々大変なようです。

そこで、今回の補正予算では、細胞培養法を開発することによってワクチンの生産期間を半年程度に

短縮することを目指すとされています。また、より利便性の高いワクチンとして、経鼻ワクチン、経口

ワクチンの開発、抗原量を減らすことのできるアジュバント、新しい作用機序の万能ワクチンの開発な

どを想定しているようです。いずれにしても、テーマは民間企業からの公募によって選ばれることとな

るようです。

ところで、私は、議員現職時代、何度かインフルエンザワクチンだけでなく、各種のワクチンの国内

生産、開発研究の推進、国家備蓄体制の強化などの施策を進めるべきであるという趣旨の国会質問をし

ました。わが国は、終戦後しばらくの間、コレラや天然痘、ポリオなど伝染病が蔓延し、ワクチンの国

内生産体制の整備が至上命令でした。しかし、日本の経済、社会、医療技術などの発展とともに、疾病

構造も伝染病、感染症から、慢性疾患、生活習慣病に変わり、どちらかと言えば、伝染病、感染症は過

去の疾患であるかのように考えられる時代となってきました。かつては30社以上もあった日本のワクチ

ンの国内メーカーは、現在、わずか５社となっています。このため、わが国のワクチン生産体制は、開

発途上国に及ばない、という厳しい指摘もあるくらいです。

そのような状況に対し、感染症、伝染病対策は、自衛隊と同じように国家防衛政策ではないかとの考

え方で、国会でも問題提起してきたわけですが、今日のような新型インフルエンザの発生が現実の問題

となって、その思いを新たにします。ぜひとも、多様な感染症、伝染病に対するワクチンの生産体制、

開発研究に係わる国の政策の強化を進めてほしいと強く思います。

前参議院議員

薬学博士　 藤井もとゆき
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医療従事者の役割分担の見直し

厚生労働省の資料でみますと、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなど医療の現場で働く医

療従事者には、医師、歯科医師、薬剤師、看護師を始め、28種類もの職種があるそうです。昨年、厚生

労働省が策定した「安心と希望の医療確保ビジョン」において、「各職種が専門性を発揮し、患者のた

めのよりよい医療が行われる体制がとられることを前提に、その職種でなくても行いうる業務を他の職

種に担わせるスキルミックスを進めるべきである。」と提言されました。そして、規制改革会議でも

「医療従事者の役割分担の見直し」が、さらには、骨太の基本方針2008でも、「関係職種間の役割分担の

見直し、現行の仕組みにとらわれない効果的な方策」の検討が掲げられています。これから、この医療

従事者の役割分担の見直しは、医療改革の重要な柱になるかもしれません。

ところで、このような動きに対し、各医療職種はいろいろ反応を見せているようですが、中でも看護

師の人達は敏感に対応しているようです。

看護師の人達が現在目標として掲げている主なテーマを整理してみますと、①がん、糖尿病、脳卒中

などの専門看護師の養成、②准看護師制度の廃止、③訪問看護ステーションの基盤強化、④規制改革会

議が提案しているナースプラクティショナー制度の導入、等が掲げられており、一口で言えば、「看護

師の職能の拡充・強化」であると思われます。

そのためには、看護師の資質の向上が不可欠であるわけですが、「看護基礎教育４年制大学化」を強

く要望しています。厚生労働省に設置されている「看護基礎教育のあり方に関する懇談会」も、「看護

教育４年制度大学化」を提言しています。

現在、看護教育４年制大学がどの位あるか、調べてみますと、４年制大学は159大学あるとのことで

す。1990年頃には４年制看護大学は10校程度だったそうですから、この20年近くの間に急増したわけで

す。薬科大学・薬学部は、かつて46大学でほぼ一定していましたが、現在は74大学。その急増ぶり問題

となりましたが、４年制看護大学数の伸びはその比ではない、ということになります。

さらに159大学のうち、104大学に修士課程が、また46大学に博士課程を置かれているということです。

規制改革会議が「米国などで実施されているナースプラクティショナー（NP）制度の導入」を提案し

ていますが、この米国のNPは、診察、処方、投薬も可能であり、修士課程を修めた看護師に与えられ

るそうです。こうした動きをみますと、日本でもナースプラクティショナー制度導入に向かって準備が

進められていることを感じます。

医療制度改革が進められる中で、薬剤師は、健康増進、傷病の予防、治療、終末期医療まで、薬剤を

通して保健医療に貢献していきたいと願っています。しかし、積極的に取り組めば取り組むほど、法令

制度の上で限界があると感ずることが少なくないと思います。平成24年には最初の６年制薬剤師も生ま

れてきます。医療従事者のスキルミックスが推進されるというのであれば、将来の薬剤師達のためにも、

法令の改正を含め、薬剤師職能を十分に発揮することのできる環境作りに、是非取り組んでゆきたいと

思います。

前参議院議員

薬学博士　 藤井もとゆき
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「ファルマルネッサンス女性フォーラム」に参加して

去る平成21年５月17日（日）東京ベイコート倶楽部において、全国藤井もとゆき薬剤師後援会「全国

女性フォーラム」が開催されました。全国から180名の女性薬剤師が集まり、活発な意見交換が行われ

ました。

まず始めに、児玉孝全国藤井もとゆき薬剤師後援会会長の御挨拶、続いて小田幹事長の御挨拶があり

ました。次に、日本薬剤師会石井専務の御講演に入りました。演題は「薬剤師を取り巻く環境の変化と

将来」で40分間の充実したお話でした。

講演内容

１．医薬分業の推移と今後

２．医療法における薬剤師・薬局の位置づけ

３．医療保険制度の改革と調剤・診療報酬の改定

４．薬学教育６年制の実現と今後

５．病院薬剤師の配置問題と医療従事者の役割分担の見直し

６．新たな医薬品販売制度への対応

特に、薬学教育６年制までの軌跡と、今現在おきている問題等に力を入れて話されました。

午後からは、時間が足らないくらいの活気にあふれたグループディスカッションが行われました。こ

の度のグループディスカッションは、藤井もとゆき先生への要望、次回の選挙で必ず当選する為のアイ

デア等、薬剤師が世の中である程度の地位を確保し、不安なく、生きがいを持って仕事ができる環境づ

くりをしていくためのものでした。各グループ発表の時は、藤井先生は必死でメモをとられ、うなづい

ておられました。

そして最後に、皆様の要望を再び、国会において訴えていきたいと力強い御挨拶があり閉会となりま

した。今回、参加させていただき、全国の女性薬剤師のパワーに大きな勇気をいただいた様に思います。

広島県女性薬剤師会　瓜生　智加子
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藤井もとゆき氏自民党公認候補に決定

日頃より、本連盟の活動並びに藤井もとゆき薬剤師後援会活動に対しまして、種々ご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。

さて、藤井もとゆき氏が、自由民主党選挙対策本部会議において、第22回参議院議員通常選挙公認候

補者に決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、藤井もとゆき氏は、本年３月から「全国支部訪問（全国キャラバン）」を精力的に行っており、

この様子は藤井もとゆきHP（http://www.mfujii.gr.jp）にて公開されておりますので、是非ご覧いただ

きますよう、併せてよろしくお願い申し上げます。

（なお、本県にキャラバン隊が到着するのは、平成22年３月14日（日）～18日（木）の予定となってお

り、詳細については決定次第お知らせいたします。）

幹事長 松下　憲明

平成20年度 広島県薬剤師連盟事業報告

平成20年度事業計画に基づいて、諸事項の推進に努めた

ところであり、平成22年施行予定の参議院議員選挙に向け、

日本薬剤師連盟組織内統一候補 藤井基之氏の再選を目指

して行動しなければならないのは言うまでもなく、広島県

薬剤師連盟は再度、薬剤師議員の重要性をアピールしなが

ら今後の活動に繋がるよう、幾多の先行き困難な問題にも

取り組まなければならない。

次に、その他の諸項目については、日常の活動を通じた

事業の展開を図ったところである。

なお、主な会務並びに活動状況は次のとおりである。

平成20年４月５日（土）第47回自由民主党広島県支部連

合会大会

28日（月）溝手顕正君を励ます会

５月27日（火）日本薬剤師連盟懇談会（中川秀

直先生）（東京）

31日（土）「官僚国家の崩壊」出版記念

中川秀直代議士を励ます会

６月25日（水）全国藤井もとゆき薬剤師後援会

役員会（東京）

６月28日（土）第17回広島政経文化パーティー

〃　　　　広島県薬剤師連盟監査会

平成21年度 広島県薬剤師連盟定時総会を開催

去る平成21年６月６日（土）午後２時30分より、広島県薬剤師會館 において定時総会を開催いたし

ました。

前田会長の挨拶で開会し、３時40分閉会いたしました。

来年施行予定の参議院議員選挙に向け、藤井もとゆき支援体制強化に努め、危機感を持って取組む次

第であります。

ご参考までに、事業報告等については次のとおりご報告いたします。

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff



－20－

平成20年度広島県薬剤師連盟収支決算

（収入の部） （単位：円）

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

28日（土）広島県薬剤師連盟定時総会

30日（月）衆議院議員寺田稔代議士との

会談

７月26日（土）日本薬剤師連盟中ブロック協議

会（岡山）

９月６日（土）広島県薬剤師連盟役員・支部長

会議

８日（月）平口洋君を励ます会

13日（土）自由民主党広島県第一選挙区支

部大会

17日（水）日本薬剤師連盟臨時評議員会

（東京）

〃　　　石井道子先生の叙勲をお祝いす

る会（東京）

22日（月）国会見学に参加しませんか！

（東京）

〃　　　「全国若手薬剤師フォーラム

（第１日目）」（静岡）

23日（火）「全国若手薬剤師フォーラム

（第２日目）」（静岡）

27日（土）中川秀直代議士“友好支援団体

協議会”

10月２日（木）全国藤井もとゆき薬剤師後援会

「拡大役員会」（東京）

〃　　　藤井もとゆき君と語る会（東京）

９日（木）中川秀直政経セミナー

16日（木）広島県薬剤師連盟会長、正・副

幹事長会議

11月19日（水）日本薬剤師連盟全国若手薬剤師

フォーラム意見交換会（東京）

12月20日（土）平成20年度第２回日本薬剤師連

盟ブロック協議会（岡山）

25日（木）広島県薬剤師連盟会長、正・副

幹事長会議

平成21年１月10日（土）衆議院議員岸田文雄後援会新年

互礼会

２月14日（土）広島県薬剤師連盟「支部長・班

長」会議

26日（木）全国藤井もとゆき薬剤師後援会

拡大役員会及び薬剤師問題議員

〃　　　懇談会・日本薬剤師連盟合同懇

談会（東京）

28日（土）第48回自由民主党広島県支部連

合大会

３月５日（木）全国藤井もとゆき薬剤師後援会

「事務担当者会議」（東京）

11日（水）日本薬剤師連盟定時評議員会

（東京）

平成21年３月11日（水）日本薬剤師連盟定時総会（東京）

12日（木）「藤井もとゆき先生を囲む会」

（三原支部）

18日（水）全国藤井もとゆき薬剤師後援会

第１回女性部会「打ち合わせ会」

（東京）

29日（日）広島県薬剤師連盟 支部長・役

員会議（中川秀直代議士との意

見交換会）

科　　目 予　算　額 決　算　額 附　　　　　記
会　　　費 31,291,200 29,531,200 入金差異金額　1,760,000－
事業補助金 1,000 0

寄　付　金 1,130,350 1,116,700 自由民主党広島県支部連合会
繰　越　金 5,441,105 5,441,105 前年度繰越金
雑　収　入 36,345 32,255 預金利息
合　　計 37,900,000 36,121,260



－21－

（支出の部）

次年度繰越金　　￥　3,423,046－

科　　目 予　算　額 決　算　額 附　　　　　記
事　業　費 4,000,000 3,280,152 組織活動、渉外費等
会　議　費 2,100,000 1,906,265 総会、役員会議等
事 務 所 費 1,500,000 373,952 通信運搬費、印刷製本費、消耗品費等
日薬連会費 16,166,400 16,166,400 日本薬剤師連盟会費
支 部 経 費 3,129,120 2,943,200
寄　付　金 6,000,000 4,000,000 自由民主党広島県薬剤師支部
事務委託金 4,000,000 4,000,000 広島県薬剤師会へ事務委託
雑　　　費 504,480 28,245
予　備　費 500,000 0

支 出 合 計 37,900,000 32,698,214
収 支 差 額 － 3,423,046
合　　計 37,900,000 36,121,260

平成21年度 広島県薬剤師連盟事業計画

日本薬剤師連盟は、平成22年執行予定の次期参議院議員

通常選挙の比例区における組織統一候補の藤井基之元参議

院議員を全面的に支援するとともに、我々会員も全力で取

り組む必要がある。

藤井基之元参議院議員の再選なくして、「後期高齢者医

療制度」を含む診療報酬・調剤報酬及び薬価改定、「医薬

品販売制度」等の諸問題に対する我々薬局・薬剤師の要望

は反映されないことは言うまでもない。

以上、この基本認識に立ち、今年度の事業を実施する。

１．恒常的政治活動

１）激変する政治情勢に対応し、我々の政治的課題を達

成するために、日本薬剤師連盟は、各支部との連

携・協力と役割分担による適切な政治活動を積極的

に展開する。

２）薬剤師の活動を積極的に支援するために、自由民主

党国会議員で組織する薬剤師問題議員懇談会と緊密

な連携をとり活動する。

３）地元選出の国会議員との連絡を図り、薬剤師の抱え

る問題、本連盟の主張について理解を深めるよう努

力する。

４）藤井基之薬剤師後援会と常に密接な連絡、協調を保

ち、積極的に支援する。

５）その他、友好団体等との交流活動を日頃から継続し

て行う。

２．各種選挙対策

１）参議院議員選挙

①平成22年に執行予定の次期参議院議員通常選挙比例

代表区選挙においては、藤井基之氏を再度、組織の

統一候補として支援することが確認されており、更

に強力な支援体制を確立し、講演会活動等を積極的

に展開する。

②自由民主党薬剤師問題議員懇談会加入議員に対し

て、県薬連盟会員との連携を強化し、その活動を支

援する。

③薬剤師問題に理解を示し、本連盟と連携して政策に

反映しようとする候補者に対して、日薬連と協力し

て、可能な限り活動を支援する。

２）衆議院議員選挙

①衆議院議員選挙が実施される場合には、選挙対策本

部を設置するとともに、支部組織の活動を支援し、

積極的に対応する。

②自由民主党薬剤師問題議員懇談会加入議員に対し

て、それぞれの選挙区において県薬連会員との連携
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を強化し、その活動を支援する。

３）地方自治体首長並びに議員選挙

各支部と連携・協力して積極的に対応する。

４）薬剤師議員

薬剤師会員の首長並びに議員候補予定者の把握に努

め、関係支部組織と連携・協力して積極的に対応

する。

３．組織の強化・拡充

１）活動する政治体制に適切に即応し、常に薬剤師職能

を発揮させる組織作りを強化する。

２）各種選挙に対し組織作りを強化し、広報活動等を通

じて会員の政治意識の高揚を図る。

４．広報活動について

各支部と連携のもとに各種情報の把握と伝達に務める。

また、会誌等を通じて会員に情報を随時伝達する。

５．その他

本連盟の目的達成のため、必要な事業を推進する。

平成21年度広島県薬剤師連盟収入支出予算

（収入の部） （単位：円）

（支出の部）

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

科　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　 減 附　　　　　記

会　　　費 30,734,400 31,291,200 △556,800 @16,000×1,521人=24,336,000－
@ 4,800×1,333人= 6,398,400－

事業補助費 1,000 1,000 0

寄　付　金 1,116,700 1,130,350 △13,650 自由民主党広島県支部連合会より
繰　越　金 3,423,046 5,441,105 △2,018,059 前年度繰越金
雑　収　入 124,854 36,345 88,509 預金利息等
収入合計 35,400,000 37,900,000 △2,500,000

科　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　　 減 附 記
事　業　費 4,000,000 4,000,000 0 組織活動費・渉外費
会　議　費 2,100,000 2,100,000 0 総会・役員会・その他

事 務 所 費 1,500,000 1,500,000 0
旅費・通信運搬費・消耗品費
印刷製本費

日薬連会費 16,256,000 16,166,400 89,600 日本薬剤師連盟会費
支 部 経 費 3,073,440 3,129,120 △55,680

寄　付　金 4,000,000 6,000,000 △2,000,000 自由民主党広島県薬剤師支部　3,000,000－
藤井もとゆき薬剤師後援会　　1,000,000－

事務委託金 4,000,000 4,000,000 0 広島県薬剤師会へ事務委託
雑　　　費 170,560 504,480 △333,920 振込手数料等
予　備　費 300,000 500,000 △200,000
支出合計 35,400,000 37,900,000 △2,500,000



「特別記念講演」（2009.10.11）
ノーベル化学賞受賞者
下村　脩 先生

ご略歴
1928年（昭和  3年）8月27日生
1951年（昭和26年） 長崎医科大学附属薬学専門部卒業
1960年（昭和35年） プリンストン大学研究員（～1963年）
2000年（平成12年） ボストン大学名誉教授
2001年（平成13年） ウッズホール海洋生物学研究所退職
 マサチューセッツのご自宅にて研究継続、現在に至る。

　　　　　　　　　　　　
1960年（昭和35年） フルブライト奨学金
2004年（平成16年） Pearse Prize（英国王室顕微鏡学会）
2007年（平成19年） 長崎大学名誉校友称号
2008年（平成20年） ノーベル化学賞、文化勲章、文化功労者、
 長崎大学名誉博士号

ご受賞歴・栄典

http://jpa42.jtbcom.co.jp/http://jpa42.jtbcom.co.jp/http://jpa42.jtbcom.co.jp/


	表1
	表2
	会誌2009年7月号No.222.pdf
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	保険薬局ニュース_001
	保険薬局ニュース_002
	保険薬局ニュース_003
	保険薬局ニュース_004
	保険薬局ニュース_005
	保険薬局ニュース_006
	保険薬局ニュース_007
	保険薬局ニュース_008
	保険薬局ニュース_009
	保険薬局ニュース_010
	保険薬局ニュース_011
	保険薬局ニュース_012
	保険薬局ニュース_013
	保険薬局ニュース_014
	保険薬局ニュース_015
	保険薬局ニュース_016
	保険薬局ニュース_017
	保険薬局ニュース_018
	保険薬局ニュース_019
	保険薬局ニュース_020
	保険薬局ニュース_021
	保険薬局ニュース_022

	表3



