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　　　　  E-mail：kensa@hiroyaku.or.jp

広島県薬剤師会

私たちの生活の中でかかせない水
そんな大切な水の安全、安心のために
水質検査プランの一部をご紹介します。

皆様の健康と安全を見つめる
それが私たち

広島県薬剤師会の願いです。

お問い合わせ先　

 （会員価格）

硬度（主なミネラル）や、
蒸発残留物、残留塩素 水道水中の鉄（Fe）や銅（Cu）

水質検査のご案内

一般項目試験（１０項目） ４,５００円
大腸菌・一般細菌・塩素イオン・有機物等・色度・濁度
臭気・味・pH・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

記
選挙期日　平成22年３月21日（日・春分の日）
投票場所　広島市中区富士見町11－42
　　　　　広島県薬剤師會館　４階ホール
会　　長　１名
監　　事　２名
立候補届受付開始日　平成22年３月１日（月）
立候補届受付締切日　平成22年３月10日（水）
（ 立候補の受付は午前９時から午後５時まで。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

（ 郵送による場合は、締切日時までに到着し
たものを有効とする。）

平成22年３月１日
社団法人広島県薬剤師会

選挙管理委員会委員長　山 本 和 彦

被選挙権　広島県薬剤師会正会員（Ａ・Ｂ）
（ ただし、平成22年１月31日までに正式に入
会手続き完了した会員。）

選 挙 権　広島県薬剤師会代議員
　　　　　（又は予備代議員）
投票方法　会長選挙は単記無記名投票、
　　　　　監事選挙は連記無記名投票
投開票日　平成22年３月21日（日・春分の日）
開票場所　広島県薬剤師會館　４階ホール

　立候補届出用紙は広島県薬剤師会事務局に
用意してあります。

選挙日の選挙長 山本和彦

記
選挙期日　平成22年３月21日（日・春分の日）
投票場所　広島市中区富士見町11－42　　　
　　　　　広島県薬剤師會館　４階ホール　
日薬代議員定数　　　４名
日薬予備代議員定数　４名
立候補届受付開始日　平成22年３月１日（月）
立候補届受付締切日　平成22年３月10日（水）
（ 立候補の受付は午前９時から午後５時まで。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
（ 郵送による場合は、締切日時までに到着し
たものを有効とする。）

平成22年３月１日
社団法人広島県薬剤師会

選挙管理委員会委員長　山本　和彦

被選挙権　 日本薬剤師会正会員［広島県薬剤
師会正会員（Ａ・Ｂ）］

（ ただし、平成22年１月31日までに正式に入
会手続き完了した会員。）
選 挙 権　広島県薬剤師会代議員
　　　　　（又は予備代議員）
投票方法　選挙は連記無記名投票

投開票日　平成22年３月21日（日・春分の日）
開票場所　広島県薬剤師會館　４階ホール

　立候補届出用紙は広島県薬剤師会事務局に
用意してあります。

選挙日の選挙長 山本和彦

社団法人広島県薬剤師会会長
及び監事選挙に関する告示

日薬代議員及び
予備代議員選挙に関する告示



1広島県薬剤師会誌 2010 Vol.35 No.2

がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会 2
日本薬剤師会 第4回 都道府県会長協議会（会長会）、新年賀詞交歓会 4
平成21年度 第2回 日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議 5
平成21年度 薬事衛生指導員講習会及び広島県学校薬剤師会研修会（東部） 7
がん対策に関するタウンミーティング 8
日本薬剤師会 第3回 公益法人制度改革に関する全国担当者連絡会議 9
平成21年度 日本薬剤師会薬事情報センター実務担当者研修会 10
平成21年度 圏域地対協研修会 11
薬剤師のためのドーピング防止活動研修会（並びに公認スポーツファーマシスト実務講習会） 14
広島県薬剤師研修協議会 16
広島県後発医薬品使用促進協議会 18
第6回 消費者くすり相談のあり方に関するシンポジウム 18
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26回 薬剤師のためのワークショップ中国・四国in岡山」 20
薬学教育協議会フォーラム2010～伝えよう事前学習の成果、拡げよう連携の輪～ 21
日本薬剤師会 平成21年度 一般用医薬品担当者全国会議 22
薬剤師禁煙支援アドバイザー認定講習会 24
日本薬剤師会全国職能対策実務担当者会議 26
平成21年度 第3回 広島県医療審議会 28
講演資料ライブラリー 31

Wポイントカード加盟店・指定店一覧 33
県薬だより　県薬より支部長への発簡　常務理事会議事要旨　県薬日誌　行事予定　会員異動 37
会員紹介炮 49
行政だより／支部だより／諸団体だより 50
研修だより 58
薬事情報センターのページ 62
お薬相談電話事例集 No.63 64
安全性情報 No.264・No.265 65
検査センターだより 66
薬剤師の休日 67
薬局紹介潭 69
書籍等の紹介／告知板 70
保険薬局ニュース 色紙
薬剤師連盟のページ 色紙

福利厚生

広島県
薬剤師会誌 目次 No.226

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b

表紙写真　サクラ（バラ科）

日本各地に生育する落葉高木、日本独特の薬用植物として樹皮を使

います。抽出エキスのブロチンは鎮咳去痰薬としてシロップ剤に加

えられ用いられています。十味排毒湯には撲 （ぼくそく）が配剤

されますがその代用品としてヤマザクラの樹皮を用いてきました。
写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）

撮影場所：JR海田駅構内（寒桜）

嗽　楸
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がん疼痛緩和と医療用麻薬の
適正使用推進のための講習会

日　時：平成22年1月9日（土）

場　所：広島市南区民文化センター

常務理事 谷川　正之

本講習会は、厚生労働省・広島県・財団法人麻

薬・覚せい剤乱用防止センターが主催し、がん対

策基本法（平成18年法律第98号）の施行を踏まえ

て、1986年にWHOが公表したオピオイド（医療

用麻薬）の適正な使用によるがん患者の疼痛治療

法の普及を図るため、医療関係者を対象とした講

習会であり、全国12カ所での開催が予定されてお

り、広島会場には事前予約で164名の参加（内薬

剤師117名）であった。

まず主催者として財団法人麻薬・覚せい剤乱用

防止センター専務理事冨澤正夫先生の挨拶で始

まった。

冨安志郎先生の講演は、「緩和ケア普及のため

の地域プロジェクト」や「長崎がん支援センター」

の紹介から始まり、その中で日本での医療用麻薬

消費量は東高西低の傾向があるが、広島県は西日

本で一番使われていると紹介され、

＊痛みの診断～何を聞くか、どう評価するか～で

は、少なくとも「どこが（具体的に）？」「い

つ頃から？」「どんな痛み？」「痛みの程度は？」

「日常生活への影響は？」の５項目を評価する

と、大まかな痛みの原因と種類がわかり、鎮痛

薬を選択する根拠が得られるとのこと

＊何故がんの痛み治療に医療用麻薬が必要かで

は、医療用麻薬とNSAIDsの作用部位について

やがん病変周囲に見られる痛み刺激とその受容

器について

＊痛みのパターンと治療プロセスでは、がんの治

療開始時には持続疼痛と突出痛の混在がほとん

どであり、まずは持続痛を治療すること

＊突出痛の診断と治療では、突出痛は万国共通の

定義が無いが、痛みのパターンを表す言葉であ

次　　第
15：00～15：05 開　　会（主催者挨拶）
15：05～16：05 講　　演「医療用麻薬の効果を引き出すための痛みの診断・評価と治療」

〈講師〉長崎市立市民病院麻酔科　緩和ケアチーム
冨安　志郎先生

16：05～16：35 講　　演「ＷＨＯ方式がん疼痛治療法に関わる薬剤師の役割」
〈講師〉県立広島病院薬剤部（緩和ケアチーム）

笠原　庸子先生
16：35～16：50 休　　憩

16：50～17：10 講　　演「医療用麻薬の適正な取り扱いについて」
〈講師〉広島県健康福祉局薬務課麻薬グループ主任専門員　

松岡　俊彦先生
17：10～18：00 質疑応答

〈コーディネーター〉
県立広島病院緩和ケア科主任部長・緩和ケアチーム支援センター長

本家　好文先生
18：00 閉　　会
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り、突出痛の特徴や治療について

と、それぞれのテーマにそって講演された。

最後に、適切なかがんの痛み治療のためにとし

てのまとめがあった。

続いて、笠原庸子先生の講演は、痛み治療の目

標設定として痛みに妨げられない睡眠時間の確保

（第１目標）や安静にしていれば痛みが消えてい

る状態の確保（第２目標）まで求める患者は多い

が、起立したり、身体を動かしたりしても痛みが

消えている状態の確保（第３目標）即ち、生きて

いると実感できる程度の痛みや耐えられない痛み

で無ければ痛みをゼロにするまで求める患者は少

ないとのこと。薬剤師に求められている役割は、

オピオイド製剤を中心とする薬剤の服薬指導だけ

ではないとの言葉が印象であった。

休憩を挟んで、松岡俊彦先生の講演は、行政の

立場から法律を中心に向精神薬を含んだ注意事項

や、日頃よくある問い合わせ事例を紹介された。

質疑応答は、本家好文先生がコーディネーター

として参加され、事前質問や休憩時間に提出され

た質問、また会場からの質問に３名の講師と厚生

労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課安田尚之

課長補佐が加わり回答された。

最後に、本家好文先生から県立広島病院緩和ケ

ア支援センターの取り組みとして、緩和ケア人材

育成事業で薬剤師の育成を行っていることや緩和

ケアは痛みについてだけでなく、トータル的なケ

アが必要であるとのまとめであった。

適切ながんの痛み治療のために

－まとめ－

◆痛みのパターン、程度、種類を的確に評価
する

◆がんの痛みでは、NSAIDsが無効な痛み刺激
が発生しているので、痛みの評価をもとに
適切にオピオイドを開始する

◆持続痛に対してオピオイド徐放製剤とレス
キューを設定し除痛できる十分なオピオイ
ド量のタイトレーションを行う

◆持続痛治療後に残存する突出痛の診断・特
徴の評価を行って、痛みの取れる十分なレ
スキュー量を設定する。痛みの原因治療に
加えて非薬物的介入・ケアを行う

※申請はお早めに、出国日の2週間前までに済ませましょう※

オキシコンチン錠、オキノーム散、MSコンチン錠などの麻薬を服用中の方で
海外旅行へ麻薬を持って行く場合は、事前に中国四国厚生局の

医療用麻薬携帯輸出入許可が必要です。
お早めに中国四国厚生局麻薬取締部許認可担当までご相談ください。

お問い合わせ：厚生労働省中国四国厚生局麻薬取締部　許認可担当
　　　　　　　〒730－0012
　　　　　　　広島市中区上八丁堀6－30　広島合同庁舎4号館15階
　　　　　　　受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時
　　　　　　　電話　082（227）9011
　　　　　　　FAX　082（227）9174
　　　　　　　Email：HI00175＠mhlw.go. jp

海外旅行へ医療用麻薬を持って行く方へ

事前に許可申請が必要です
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日本薬剤師会
第４回 都道府県会長協議会（会長会）、新年賀詞交歓会

日　時：平成22年1月13日（水）13：30～16：30

場　所：東京・日本薬剤師会会議室

副会長 松下　憲明

会長挨拶

座長選出（佐賀県薬剤師会・高祖順一会長）

議　　題

１．報　告

第１号　会務報告（平成21年10月～12月）

第２号　日薬を巡る最近の動きについて

（１）社会保障審議会

（２）チーム医療の推進に関する検討会

（３）レセプトオンライン請求について

第３号　医薬品新販売制度への対応について

第４号　薬学教育６年制への対応について

第５号　公益法人制度改革への対応について

第６号　その他

（１）平成22年度厚労省医薬分業推進関係予算案について

（２）薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録について

（３）今後の全国会議予定について

（４）第23回アジア薬剤師会連合（FAPA）学術大会について

（５）映画「おとうと」について

２．協　議

第１号　会館建設に向けた対応の件

第２号　調剤報酬・診療報酬改定等に関する件

第３号　その他　　　　　　　　　　　　　　　

以上の事が、各担当役員より説明があった。詳しくは２月、３月の日薬会報をお読みください。
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平成21年度
第２回 日本薬剤師会薬局実務実習担当者全国会議

日　時：平成22年1月17日（日）

場　所：慶応義塾大学薬学部

理事 中嶋　都義

今年からいよいよ６年制薬学生の薬局実務実習

が始まります。各薬局、支部では受け入れの準備

は進んでいるでしょうか。

私は本年１月17日（日）に東京で開催されまし

た標記全国会議に出席しましたので報告します。

今回は、文部科学省、厚生労働省、都道府県薬

関係者約150名、大学関係者約70名、日薬関係者

約30名の大規模な会議でした。会議の初めに日本

薬剤師会 生出副会長が児玉会長の「薬剤師の、

そして医療の将来を担う薬学生の為に頑張りま

しょう。」というメッセージを代読され、薬学教

育６年制が昭和42年の「薬学教育改善の要望書の

提出」から始まり、平成16年の薬学教育６年制の

実施を制度化する為の法案が国会で可決、成立し、

現在に至るまでの経緯について説明されました。

会議は１日で４回の講演、テーマ別に３つの

セッション、協議という過密なスケジュールで行

われました。最初の講演は「実務実習記録を用い

た情報の共有について」と題して昭和大学薬学部

教授 中村先生が講演されました。その中で、①

「実務実習記録」は学生、大学教員が実務実習開

始前から作成を開始し、実習中は指導薬剤師も記

入することで「共に学び、共に育つ為」の記録で

あり、②記録を残すことで三者が情報を共有でき、

学生のステップアップにつながり、大学が行う評

価の参考にされますとお話をされていました。

講演Ⅱは「実務実習における評価のポイント」

について日薬指導体制整備検討会委員長 高橋先

生が講演されました。その中で、①実習中は「実

践→評価→フィードバック」の繰り返しによって、

学生の各SBOへの到達度がより高まること、②

指導薬剤師の評価は「評価表（目標達成度の記録）」

を活用すると有効であることを提案されました。

そしてその上で、総合的に評価することで次のス

テップに進めても良いかどうかを判断します。

講演Ⅲは「実務実習におけるハラスメントへの

対応について」と題して日薬受入体制整備検討会

委員長 神田先生がハラスメントの基本的考え方

を説明し、４年制実務実習で実際に起きた事例に

基づいて講演されました。ハラスメントについて

は各支部でも研修会が開催されていますので、既

にお分かりのことだと思います。

続いてのセッションでは、５つのテーマの内３

つを選んで参加しました。私は「薬局実習スケ

ジュールについて」、「学生の評価について」と

「在宅医療について」に参加しました。

「薬局実習スケジュール」については、広島県

では昨年各支部で「スケジュール作成WS」を行

い、その時の資料が会場に提示されていました。

しかし、１コマ90分、全275コマに各LSを当ては

めることで実践可能なスケジュールが出来たで

しょうか。今回の説明では、１つの業務の中で複

数のSBOsが学べるのであり、90分１コマの概念

は捨て、各LS開始時期を考え、薬局業務や学生

の習熟度に合わせて各LSの連続性を考えながら

時間配分を考えれば良いとの提案がありました。

なお、私の質問に対して、コアカリキュラムに示

された時間数は変更しても良いとの回答はいただ

けませんでした。

「学生の評価について」は薬局において「実務

実習の到達度を測定し、指導薬剤師として判断し

た結果としての評点をつける」とのことです。そ
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して、「総合実習」は各SBOsが達成できていな

いと進めることは出来ないとの厳しいお話でし

た。実務実習の単位認定は大学が行うのであり、

薬局ではとにかく11週の実習を無事に終了させる

ことが大事とのこと。「評価を行う目的は、学習

者を成長させるため！」との言葉で締めくくられ

ました。

最後のセッションは「在宅医療について」です。

説明の部分は学生実習の為の説明は少なく、保険

薬局が訪問業務を行う為の説明とDVDによる事

例の紹介でした。実務実習においては薬剤師会に

よる集合研修は大学での講義と同じであり認めら

れないとの説明がありましたが、「実務に携わっ

ている現場の薬剤師の、事例に基づいた話をする

ことに意味がある。」との意見により、各薬局で

の説明と組み合わせることで集合研修も良いので

はないかということになりました。また、現在在

宅患者さんの扱いがない薬局では、ヘルパーさん

が薬を取りに来ている患者さんにお願いして訪問

させていただく方法や職員の家族で在宅療養をさ

れている方がいる場合にはお願いしてみてはどう

かという提案がありました。

講演Ⅳは「実務実習への思い」と題して日本赤

十字秋田看護大学教授 畑尾先生が指導薬剤師WS

への思いや指導薬剤師としての心得等について講

演されました。「人を育てる為に人の良いとこ

ろ・できるところを見つけるには、それだけの心

構えと努力とスキルが必要である。」とのお話が

ありましたが、自分もまだまだ努力しなければな

らないなと感じました。

会議の最後に協議の時間、というより質疑応答

の時間がありました。参加者から「学生が協力薬

局へ行く際の交通費は誰が負担するのか」等色々

な質問が出ましたが、ここでは詳細は省略します。

今回全国会議に出席させていただきましたが、

全体的には講演会に参加させていただいたような

感じであり、質問に対しても実習が１薬局完結型

の理想論的な回答が多いように思われました。実

際の実習受入れ現場では解決しなければならない

問題点も多く、広島県薬剤師会も色々検討し、受

け入れ薬局に対する説明会を行わなければならな

いなと思いました。

この文章が会誌に載る頃は実習が始まるまで残

り２カ月位になっていることと思いますが、実際

の受け入れが始まる５月までには各薬局、支部で

しっかりとした体制を整えられるように頑張りま

しょう。

なお、当日の資料は日本薬剤師会ホームページでご覧いただけます。

トップページ＞日本薬剤師会の活動｠（会員向けページ）＞

薬学教育・薬局実務実習関連情報＞

薬局実務実習担当者全国会議　平成21年度第２回（平成22年１月17日）
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平成２１年度
薬事衛生指導員講習会及び広島県学校薬剤師会研修会（東部）

日　時：平成22年1月17日（日）

場　所：福山商工会議所

今回の講演も色 と々為になる事が多かったです。

①『おくすりの正しい使い方』広島県薬剤師会

副会長　村上信行先生のお話では、スポーツ

ファーマシストというキーワードがありました。

スポーツファーマシストとは、日本アンチ・

ドーピング機構（JADA）と日本薬剤師会によっ

て認定されるドーピング防止活動（アンチ・ドー

ピング）を行う薬剤師です。認定制度が平成21年

４月よりスタートし、平成22年に第１期のスポー

ツファーマシストが認定されます。薬の専門家と

してアスリートを支えて、ドーピング防止という

面からスポーツに関わります。正直、スポーツ

ファーマシストという言葉を私は知りませんでし

た。勉強不足です。

また、セルフメディケーションと薬剤師の関わ

りについての部分では、セルフメディケーション

とは、自己の健康管理のため、医薬品等を自分の

意思で使用することを意味します。薬剤師は生活

者に対し、医薬品等について情報を提供し、アド

バイスする役割を担います。自分で自分の病気を

治すそんなイメージだけでしたが、各自で健康管

理をしてもらうのは当然ですが、生活者に対して

健康管理のサポートをしてあげるのも薬剤師の仕

事であることを再認識しました。言葉としては何

となく知っているが、いざ他の方に説明するとな

るとうまく説明が出来ないのが自分自身の現状で

あると感じました。

②『薬物乱用防止教育のあり方について』広島

県学校薬剤師会専務理事　豊見雅文先生のお話で

は、学校薬剤師の先生方が、学校の先生より薬物

乱用に関する講演依頼を受けることもあるでしょ

う。講演内容は、あまりかたく考えず、最初の20

分程度は、薬物乱用に関するビデオを観てもらい、

次に15分間程度薬剤師より補足説明をいれて、最

後の５分程度は、生徒・児童に感想を聞いてみる。

例えばこんな感じで講演をされてはいかがでしょ

うかと豊見先生よりアドバイスがありました。村

上先生・豊見先生の話を聞いていると、なんだか

私にも講演できそうな気がするという勇気が出て

きました。

各地域の公民館などで薬に関しての講演を頼ま

れる薬剤師または、学校薬剤師として児童・生徒

に薬物乱用に関する講演を依頼されることもある

でしょう。皆さんの中には、「講演するのは苦手

だわ」、「人前でしゃべるのは不安だわ」と思う方

もいるでしょう。そういう方は、薬事衛生指導員

講習会及び広島県学校薬剤師会研修会に参加され

てはいかがでしょうか。村上先生や豊見先生のお

話を聞くことで、よりうまく講演を行う事が出来

るヒントやポイントが見いだせると思いました。

１月17日に今年度の薬事衛生指導員講習会（東

部）がすこしまだ朝の寒さが残るなか、10時から

昨年と同じ会場の福山商工会議所にて、広島県学

校薬剤師会研修会と合同で行われました。

報告Ⅰ

因島支部 寺西　俊雄

報告Ⅱ

尾道支部　串田　慎也
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薬剤師の職能の確立が叫ばれている昨今です

が、職能とはどういうことかと改めて調べてみる

と、①職務を果たす能力、②社会や企業などの大

きな枠組みの中でその職業・職務の果たす役割と

ありました。ということは、我々薬剤師は、自分

たちの職場の中でプロフェッショナルとして働く

だけではダメであり、「地域社会とつながった薬

剤師」として働いていくことも必要な条件でなか

ろうかと思います。

地域につながった薬剤師の活動の一つとして、

薬事衛生指導員や学校薬剤師がありますが、今回

の研修はその活動の手助けをしてくれるパワーポ

イントを使ったツールの紹介などを交えて、「薬

の使い方」を村上副会長、「薬物乱用」を豊見専

務理事が講演されました。

内容については、薬の使い方は薬ののみ方や効

き方、ジェネリックについてなど我々の日常業務

の内容について分かりやすく説明してあります。

薬物乱用については、薬物乱用についての記事や、

どういったものがあるか、また使用した際の血管

についてなどがまとめてあります。

スライドだけでなく、話す内容についても一緒

にまとめて作ってあります。非常にボリュームの

ある内容を講演の内容や時間に合わせて選択して

いけば、比較的簡単に資料ができるように作って

ありますので、これをうまく日々の忙しい業務の

中で地域に役立てる薬剤師として活動していける

のではないかと思いました。

がん対策に関するタウンミーティング

日　時：平成22年1月17日（日）

場　所：広島YMCAホール

副会長 大塚　幸三

１月17日（日）13：30から行政、医療関係者、

患者、一般関係者を集めYMCA国際ホールにて

開催されました。NPO法人を仲介として厚労省

と関係団体の要望をとりまとめるということで活

発な意見や要望がだされました。そのなかで気に

かかったのは、患者さんがなぜがんに罹ったかと

いう意見です。定期健診や検査ではいままでにな

にもなかったのに、なぜ急にがんに罹ったのか、

見落としではなかったのかと気にかけていること

です。『絶対』ということはないと思っていても

なぜ？という疑問がわいてくるそうです。幸いに

も広島県ではがん検診の無料クーポン券を配布し

『がん検診に行こう』キャンペーンを行っていま

す。これをきっかけに早期発見・治療に結び付け

ばとおもいます。乳房切除による精神的苦痛は測

り知れません。専門医による的確な診断が下され

る時期が早急に訪れることを祈らずには居られま

せん。

最後に、私たち薬剤師は、患者の気持ち、悩み

を接客時にすばやく読み取り、投薬時の説明で不

安を取り去ることができるよう、日々研鑽に努め

ようではありませんか。
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日本薬剤師会
第３回 公益法人制度改革に関する全国担当者連絡会議

日　時：平成22年1月27日（水）

場　所：東京・日本薬剤師会

常務理事 青野　拓郎

児玉会長の開会挨拶で会議が始まり、「日本薬

剤師会公益法人制度改革特別委員会の検討概要報

告」が曽布川委員長よりありました。日本薬剤師

会の定款案に関して目的、事業については、現行

の日薬の事業内容、県薬との事業協力、薬剤師法

第１条に規定する薬剤師の任務、並びに薬剤師綱

領、薬剤師倫理規定の基本理念に基づいて定めた

こと。次に三層構造を堅持する観点から日薬の正

会員の加入資格を現行通り、県薬の会員であるこ

とを明記したこと。総会の代議員選出については、

別途細則（代議員選挙規則）に基づき県薬に委託

して実施するが、会員に対しての直接選挙となる

こと等の説明がありました。

続いて「公益法人制度改革に係る日本薬剤師会

の定款案の検討内容について」に関して七海常務

理事より現行の定款、公益社団法人の定款案、一

般社団法人の定款案が併記された資料を使い説明

がありました。

また、木村常務理事より会費徴収の考え方につ

いて説明がありました。新法人移行後は、日薬と

県薬の会員管理システムをリンクさせ、パスワー

ド等セキュリティーをしっかり構築した上で、県

薬で入力したデータが日薬にすぐに反映させるよ

うな体制を組んでいきたいとの話もありました。

公益財団法人公益法人協会の岡部専門委員より

「公益法人並びに一般法人移行に際しての留意点

について」の説明がありました。公益事業である

かどうかの判定に関し、公益法人とは、公益目的

事業と認定される３つの要件等の説明がありま

した。

その後、事前に受けた質問①試験検査センター

業務の分離について、②いわゆる三層構造につい

て、③応能会費について、④代議員制度について

に関して解説がありました。

休憩を挟んで引き続き質疑応答となりました

が、上記の事前質問に関することがほとんどで

した。

最後に前田日薬副会長の挨拶で会議は終了しま

した。
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本研修会は、全国の薬事情報センターの資質向

上と連携を目的として、年１回開催されます。以

下に、今回の主な研修内容をご報告いたします。

１．日薬及び薬剤師を取り巻く環境

日本薬剤師会　児玉　孝会長

開会挨拶に引き続き、政局の変化による日本薬

剤師会（日薬）及び薬剤師を巡る現状、22年度診

療報酬改定、薬局実務実習、日薬会館新築、

OTC医薬品販売制度に関する今後の見通しや問

題点などにつき、説明がありました。

２．情報の評価について

DI委員会　大津史子委員長

本講義は、今回で４回目となります。情報を評

価する重要性についての解説に始まり、昨年から

は実際に文献の評価を行うトレーニングが始まり

ました。

大津先生は名城大学薬学部で医薬品情報に関す

る研究を行っておられ、講義内容はかなり専門的

です。

医薬品情報を正しく評価するためには根拠とな

る情報の質が問題となり、情報の質は研究デザイ

ンによって決まります。今回はコホート研究、

ケースコントロールについて研修を受けました。

これらは今後、薬剤師が中心になって行うことが

できる、また行っていくべき研究デザインになる

とのことです。実際に２つの文献を用いて評価の

練習を行いました。

その後、現在日薬DI委員会が進めている「情

報センターの研修システムの検討」につき説明が

ありました。情報センター実務担当者に対する研

修内容をさらに充実させることを目的としてお

り、さっそく３月に、Ｅ-ラーニングによる研修

トライアルが行われる予定です。しっかりと研修

を受け、スキルアップしたいと思います。

３．ランチョンミーティング

昨年から、「情報の共有化」を目的として、全

国薬事情報センターが連携して行うプロジェクト

が始まりました。具体的には、全国薬事情報セン

ターを５つのグループに分けて次のテーマで活動

を行います。広島県薬事情報センターは、グルー

プ１とグループ５を担当しました。

グループ１：全国薬事情報センター仮想DI図書館

の実現

グループ２：全国薬事情報センター情報バンクの

実現

グループ３：新たな情報の創出～全国薬事情報セ

ンター協働作業

グループ４：DI最強リンク集の作成

グループ５：QAからのニーズ検索

～OTC薬相談事例から解析する国

民の相談ニーズを明らかにする

午後から行われる各グループの活動報告に先が

けて、グループ毎に昼食を摂りながら、最終打ち

合わせを行いました。

４．平成21年度薬事情報センタープロジェクト

発表会

グループ１から順番に１年間の活動報告を行い

ました。報告内容は、後日、日薬誌に掲載される

平成21年度
日本薬剤師会薬事情報センター実務担当者研修会

日　時：平成22年1月29日（金）10：00～16：30

場　所：日本薬剤師会　会議室

薬事情報センター 原田　修江
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予定です。

５．次年度に向けた薬事情報センタープロジェ

クト推進ワークショップ

基本的に、１県１テーマを担当することになり、

グループの構成員が若干変更されました。その後、

新しいグループに分かれ、平成22年度の活動方針

につき検討を行いました。今後、広島県薬事情報

センターはグループ５で活動を行うことになりま

す。グループ５では、22年度はOTC薬だけでな

く、健康食品についての相談事例も取り上げるこ

とになりました。

全ての研修プログラムを終了後、日薬DI委員

会豊見雅文理事より閉会の挨拶がありました。

今回も大変充実した研修会であり、閉会後もグ

ループディスカッションが続く盛り上がり様で

した。

平成21年度 圏域地対協研修会

日　時：平成22年1月31日（日）

場　所：安芸グランドホテル

平成21年度圏域地対協研修会に参加しましたの

で報告させていただきます。

平成22年１月31日小雨の中、安芸グランドホテ

ルに於いて、広島県地域保健対策協議会主催の研

修会「これからの地域ケアについて」が開催され

ました。医師、歯科医、薬剤師、看護師、福祉関

係そして行政を交えた400名を超える参加者で問

題の関心度の深さが窺われました。

基調講演は、厚生労働省保険局医療課企画官迫

井正深様「診療報酬と地域医療」。迫井先生には、

ちょうど診療報酬改定の時期と重なりお忙しい時

期でありましたが、広島出身という事で快く快諾

されたとのことです。

診療報酬改定を行う中央社会保険医療協議会で

は支払い側、医療機関側、厚生労働省側、国民代

表側との会議でどのようにして診療点数が決定し

ていくのか、実際の流れをお話されました。今回

の診療報酬改定の基本方針や改定の配分（民主党

に政権交代したためか、以前はなかった医科の入

院＋3.03％、外来＋0.31％と配分）にも踏み込み、

かつ内容についても急性期入院医療に概ね4,000
億円程配分することとし、また、救急、産科、小

児科、外科の充実等を図るという従来にない改定

になっているそうです。

報告Ⅰ

廿日市支部　渡邊　理恵子



シンポジウムでは、コールメディカルクリニッ

ク広島、岡林清司先生が、広島市西区で外来診療

を全く行わず、自宅を定期的に訪問しながら24時

間体制で行う在宅医として活動されており、急性

期病院、訪問看護ステーション、ケアマネジャー、

薬剤師等と、顔の見える関係を築きながら在宅医

療にとりくんでおられると拝聴し感銘を受けまし

た。他、地域ケア対策について、多忙化する包括

支援センターの現状、民生、社協を含めた横のつ

ながりの必要性、県、市行政の取り組み等の質問

討議の時間等もあり、とても素晴らしい研修会で

した。

私共の薬局でも在宅をさせていただています。

患者さんの様子は、日々違うので戸惑う事も多く

ドクター、ケアマネジャー、ヘルパー等から日々

の様子を聞き話し合いながら、患者さんによりよ

い服薬支援を行っています。徘徊、痴呆症、独居

老人の増加、孤独死等の問題は、20年後３人に１

人は65歳以上という広島県の高齢者社会では大き

な問題です。ますます地域に根ざしたケアの構築

が急がれます。廿日市支部では医師会を中心とし

て五師士会があり行政主催の会とは別に地域ケア

検討委員会が発足しております。薬剤師会として

参加させていただいておりますが薬剤師として何

が求められているか改めて考える事ができました。

今回の研修会は、まだ発展途上である高齢化社

会に私たちがどのように支援していけばよいか例

示していただいた研修会であり、診療報酬改定の

講演もあり、充実した時を過ごす事ができました。

参加させていただき、ありがとうございました。

１月31日（日）13時から廿日市、安芸グランド

ホテルにおいて、メインテーマ「これからの地域

ケア」と、題して研修会が開催されました。

当日は、医師、看護師など約400名の医療関係

者が集まりました。

開会の挨拶に続き、厚生労働省保険局医療課企

画官迫井正深より「診療報酬と地域医療」と題し

て基調講演がありました。診療報酬とは、保険医

療機関が受け取る報酬のため医療従事者の賃金に

結びつかないから始まり、体系の性格、機能の説

明、中央社会保険医療協議会、出来高払い、包括

払いについて、診療報酬と補助金の比較など興味

ある話題が次々と出て時間の都合で調剤関係の話

がほとんど聞けなかったのが残念でした。平成22

年度の診療報酬にも少し触れられていました。

その後、シンポジウム「これからの地域包括ケ

アを考える」と題して、４名のシンポジストの報

告がありました。在宅療養支援診療所を開設して

いる岡林院長の、在宅医療は入院に似た第三の医

療で、情報の共有化と集約化が大切との話はまだ

在宅を始めていない私にとっては貴重な話でした。

広島文教女子大学の蛯江教授からは、人や資源

を繋いでゆくキーパーソンが重要で、老人が家で

死にたい、家族が家で看取りたいと住民が理解す

るように、専門職だけでなく住民も含めて地域密

着型となるように育てていく必要があると、こち

らもためになる話でした。そのほかの二題も、連

携や家族の不安を取り除き安心して暮らしていく

ことのできる地域づくりなど話がありました。

最後に、指定発言者として、広島県健康福祉局

長の佐々木昌弘と広島市健康福祉局長の三村義雄

から広島県、広島市で取り組んでいる地域ケアに

ついて報告がありました。

毎年思うのは医師、看護師の参加は多いのです

が薬剤師の参加が少ないのが残念に思います。
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報告Ⅱ

大竹支部　竹下　武伸
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薬剤師のためのドーピング防止活動研修会
（並びに公認スポーツファーマシスト実務講習会）

日　時：平成22年1月31日（日）

場　所：広島県薬剤師會館

公認スポーツファーマシスト推進委員 豊見　敦

薬の専門家として、ドーピング防止活動に対する薬剤師の関わりが期待されています。また今年度よ

り、日本アンチドーピング機構（JADA）が「公認スポーツファーマシスト」の制度をスタートさせま

した。

この度、標記の通り、ドーピング防止活動研修会に併せて、公認スポーツファーマシスト実務講習会

を開催致しました。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一部　薬剤師のためのドーピング防止活動研修会

「ドーピング防止活動の基礎知識」

静岡県薬剤師会　医薬品情報管理センター所長　大石　順子先生

第二部　 2009年度公認スポーツファーマシスト実務講習会

「実務講習会から認定までの流れ・2010年度の募集について」

「2010年禁止表国際基準～2009年からの変更点～」

公認スポーツファーマシスト推進委員　広島県薬剤師会　理事　豊見　　敦

公認スポーツファーマシスト推進委員　薬事情報センター長　　原田　修江

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一部では静岡県より大石順子先生をお招きし、ドーピングの基礎、ドーピング防止活動と薬剤師の

関わり、ドーピング検査についてご説明いただき、実際にWADA禁止表で禁止されている物質や方法

について解説していただきました。

また、薬局で気をつけるべきポイントや、どのようにして使用可能な薬を調べるか等、実際の業務と

してどのような活動が行われるのかについてもご紹介いただきました。

引き続き第二部として、公認スポーツファーマシスト認定のための実務講習会を開催しました。実務

講習会は毎年、禁止表で変更があった部分を中心に解説することとなっており、推進委員である原田修

江薬事情報センター長より2010年１月１日発効の変更点について説明いたしました。

今回研修会に参加された方は、県薬ホームページに「ドーピング防止活動研修会参加者一覧」として、

１年間掲載させていただくこととなっております。各地区で競技者・関係者から相談等がありましたら、

ご対応くださいますようお願いいたします。ドーピングに関してご不明な点がありましたら、薬事情報

センターにお問い合わせください。

また当日、資料として紹介されておりました岡山県薬剤師会作成のDVD（小・中学生向け）を、学

校の授業などで利用になりたい方は、事務局までお問い合わせください。
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赤　松　正　康
瓜　生　智加子
勝　谷　英　夫
近　藤　元　恵
田　妻　正　吉
辰　本　洋　子
平　田　敏　子
廣　田　満　子
安　田　宣　子
中　川　潤　子
若　生　あ　き
彌　重　典　子
原　田　修　江
重　留　佳代子
山　木　　　寛
中　本　匡　美
松　本　圭　子
木　原　芳　洋
坂　田　　　諭
峰　松　和　正
吉　村　京　子
大　野　　　命
山　手　直　樹
横　野　史津子
後　藤　正　明
三　上　和　士
政　岡　泰　江
神　田　千都子
桑　田　明　美
田　原　小夜子
坂　井　良　佳
海　原　みきえ
有　原　章　子
緒　方　道　子
福　原　雅　子
中　野　美　香
木　原　春　日
横　田　晴　美
岡　田　香　織
金　安　智恵子
岡　村　智　鶴
神　川　直　美
竹　内　諭　史
井　上　智　恵
小　川　和　彦　
小　山　和　子
山　根　麻　衣

支　部

広　島
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

氏　　　名

2010年ドーピング防止活動研修会受講者

原　　　友　樹
秋　本　浩　志
林　　　真理子
三　好　かずみ
灘　岡　直　隆
下田代　幹　太
藤　井　里　恵
増　田　育　子
戸　山　順　水
藤　本　瑞　枝
井　川　香　奈　
菅　田　陽　子
久保田　幸　子
泉　　　景　子
山　本　将　之
田　井　澄　子
後　藤　　　吏
松　本　徳　子
林　　　雄二郎
加　藤　千　明
島　田　直　実
山　本　文　香
伊　達　万　里
天　畠　真奈美
岡　村　里　英
武　藤　幸　代
原　田　百合子
貞　永　昌　夫
原　島　雅　己
明　神　千　香
山　下　玲　子
宗　　　文　彦
陶　山　恵　子
豊　見　　　敦
迫　田　紀　子
亀　島　朋　美
神　田　龍　明
永　野　智　美
濱　田　博　文
中　下　智　恵
村　上　孝　枝
中　上　真由美
大　木　芳　枝
河　野　昌　浩
本　永　生　子
島　谷　邦　枝
有　村　典　謙

支　部

広　島
安　佐

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

広島佐伯
〃
〃
〃

大　竹
〃

廿日市
〃
〃

東広島
〃
〃
〃
〃
〃
〃

氏　　　名

三　谷　貴　一
土　居　　　崇
村　吉　美　希
大　町　久　男
大　町　百合子
尾　崎　恭　子
小　西　紀　美
小早川　雅　章
中　嶋　都　義
林　　　充　代
松　村　智　子
川　野　雅　代
井　上　美　香
瓜　本　美　晴
佐々木　拓　也
幸　城　真由美
多　賀　冨美江
佐々木　真由美
小　山　朋　子
大　上　一　喜
八　島　宏　子
佐　島　　　進
内　田　佳　成
平　本　敦　大
江　木　ひとみ
神　原　八千代
村　上　美也子
堀　　　裕　子
松　本　久ニ子
澁　谷　寿　高
伊　藤　美奈子
今　岡　郁　博
菅　原　康　洋
廏　垣　秀　和
常　盤　周　作
森　本　久美子
江　藤　裕　子
七　寳　敦　子
麻　生　祐　司
山　岡　紀　子
平　田　和　正
石　井　淳　規
八　影　利　恵
石　田　裕　康
山　坡 沙　織
門　田　一　喜

支　部

東広島
〃
〃
呉
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

福　山
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

三　原
〃
〃
〃

尾　道
〃
〃
〃

三　次
〃
〃
〃

氏　　　名
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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に、病院薬剤師会・広島県内に薬学部のある４大学・製薬協会・卸・女性薬剤
師会・青年薬剤師会・行政などが参加し、薬剤師生涯教育の推進を図るために事業を行っている。

今回の会議は、平成21年度事業報告・平成22年度事業計画及び予算案などについて協議を行った。
報告事項は以下の通り

１．平成21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（平成21年11月末現在）990名（内更新者416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・講習会への派遣（病薬・県薬含）

第18回薬剤師のためのワークショップ in 広島への派遣
平成21年５月３日（日）・４日（祝・月）（於　広島）35名

第19回薬剤師のためのワークショップ in 福山への派遣
平成21年６月20日（土）・21日（日）（於　福山）29名

第20回薬剤師のためのワークショップ in 松山への派遣
平成21年７月19日（日）・20日（月）（於　松山）２名

第23回薬剤師のためのワークショップ in 福山への派遣
平成21年９月12日（土）・13日（日）（於　福山）30名

第24回薬剤師のためのワークショップ in 岡山への派遣
平成21年10月11日（日）・12日（祝・日）（於　岡山）８名

第25回薬剤師のためのワークショップ in 香川への派遣
平成21年11月22日（日）・23日（祝・月）（於　香川）６名

第26回薬剤師のためのワークショップ in 岡山への派遣
平成22年２月６日（土）・７日（日）（於　岡山）８名

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
第18回薬剤師のためのワークショップ in 広島（於　広島国際大学）

平成21年５月３日（日）・４日（祝・月） 参加者　22名　
第19回薬剤師のためのワークショップ in 福山（於：福山大学社会連携研修推進センター）

平成21年６月20日（土）・21日（日）参加者　23名　
第23回薬剤師のためのワークショップ in 福山（於：福山大学社会連携研修推進センター）

平成21年９月12日（土）・13日（日）参加者　23名
広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座イ・ウ）

平成21年７月12日（日）東部：福山市男女共同参画センター
平成21年８月30日（日）西部：広島県薬剤師會館　　　

広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会（講座ア・オ）

広 島 県 薬 剤 師 研 修 協 議 会

日　時：平成22年2月1日（月）19：00～

場　所：広島県薬剤師會館2階研修室

常務理事 谷川　正之
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平成21年８月23日（日） 東部：福山まなびの館ローズコム
平成21年10月18日（日）西部：広島県薬剤師會館

オ．平成21年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力 （於　広島県薬剤師會館）
平成21年６月14日（日）参加者145名

カ．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）参加者140名
第32回：平成21年10月31日（土）参加者43名

キ．広島国際大学卒後教育研修会への協力
第２回：平成22年３月６日（土）開催予定

ク．医薬品関連施設見学の実施：未実施

２．平成21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21年10月11日（日）（於　大津商工会議所）

３．平成21年度会計報告

協議事項として
１．平成22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22年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力

平成22年７月４日（日）開催予定
キ．福山大学卒後教育研修会への協力

第31回：平成22年６月開催予定
第32回：平成22年秋開催予定（於：福山大学社会連携研修推進センター）

ク．広島国際大学卒後教育研修会への協力
第３回：平成23年３月開催予定

ケ．医療薬学フォーラム2010への協力
平成22年７月10日（土）・11日（日）（於：広島国際会議場）

コ．新薬剤師研修会の開催
県薬事業として病薬・青薬の協力のもと開催していたが、次年度より協議会の事業として取り
組むこととなった。また、例年７月～８月に開催していたが、もっと早く開催できないか検討
する。

サ．医薬品関連施設等の見学
２．平成22年度予算について

委託手数料収入が増えており、負担金（県薬・病薬）を減額する案が了承された。
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広島県後発医薬品使用促進協議会　　　　　　

日　時：平成22年2月4日（木）15：00～

場　所：広島県薬剤師會館

副会長 平井　紀美恵　

この協議会は平成20年９月に設置され、後発医

薬品の使用促進アクションプログラム及び広島県

医療費適正化計画に基き、平成20年度にアンケー

ト調査、平成21年度に関係者のヒアリングを実施

した。今回はこれらの資料を参考にプログラムの

検討をし、報告に向けての素案を作成した。

協議会の委員は、国立大学をはじめ、四師会、

卸、消費者団体、行政等で構成されており、後発

医薬品についての認識は立場により様々であった。

本協議会は、後発医薬品の「品質の確保」、「供

給」、「情報」等について、様々な角度から協議を

重ね後発医薬品が安心・安全に使用できるよう、

国や県、メーカー、医療関係者、流通に対し提案

していくものであり、３月中旬に最終の検討をし、

今年度中に報告書を作成する予定である。

第6回 消費者くすり相談のあり方に関するシンポジウム

日　時：平成22年2月6日（土）

場　所：如水会館（東京）

薬事情報センター 神田　千都子

プログラム
１．開会の辞（13:00） 製薬協くすり相談対応検討会　委員長　久保　信吾

２．基調講演　「医療コミュニケーション～患者中心の医療における処方薬提供側の役割～」

東京医科歯科大学大学院　博士課程医療政策講座　岡本　左和子先生

座長：製薬協くすり相談対応検討会　委員長　久保　信吾

３．パネル発表（14:35）

コーディネーター　日本製薬団体連合会　安全性委員会くすり相談部会部会長　頏澤　芳明

①相談対応時の「添付文書の範囲」とは

大日本住友製薬㈱　くすり情報センター　富田　耕一

②事例紹介：添付文書引用文献の提供について

日本化薬㈱　学術情報部　医薬品情報センター　関　　淳一

③事例紹介：適応外使用における情報提供について

鳥居薬品㈱　お客様相談室　仮屋ゆう子

４．パネルディスカッション（15:35）「アドヒアランス向上に貢献する情報提供のあり方とは」

５．閉会の辞（16:55） 製薬協くすり相談対応検討会　副委員長　佐藤　　宏
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日本製薬工業協会くすり相談対応検討会の主催

で、本シンポジウムが行われました。今回は「患

者中心の医療実現への貢献を目指して～アドヒア

ランス向上に向けて　私たちも取り組みます～」

というテーマでした。プログラムは前記のとおり

です。製薬会社、医薬品医療機器総合機構、各都

道府県の薬剤師会などのくすり相談に関わってい

る人々、約200人の参加でした。

基調講演をされた岡本先生は、約５年間、米国

ジョンズ・ホプキンス病院国際部でペイシェン

ト・アドボケイト（患者を擁護する人）として勤

務され、今は東京医科歯科大学大学院に所属され

ているそうです。患者が満足する医療を行うには、

さまざまな医療者の参加、多方面からの支援、家

族の参加、患者同士の意見交換、患者の主体性促

進などが必要であること。上質なヘルスケア・コ

ミュニケーションのためには、送り手によるメッ

セージ・情報が受け手に的確に届き、受け手から

フィードバックがあることが重要であること。そ

してコミュニケーションには精神状態、社会的立

場、地位、個性、その時の興味、家庭環境、教育

レベルからくるノイズが発生すること。そのノイ

ズを考慮した上で、患者ニーズに応えることが満

足度向上につながることなどを、実例を示しなが

ら話されました。

パネル発表では、くすり相談業務に関わってい

る製薬会社の担当者が、添付文書の掲載範囲外の

情報、抗がん剤の引用文献、適応外使用の情報な

どの提供事例を紹介しました。自社製品の効能・

効果は話しやすいことですが、毒性の強い抗がん

剤の文献を専門家の介在なしに患者に送付提供す

ることは、確かに問題点が多いように思います。

「医療行為」への影響も考え、担当医の判断に委

ねる対応も理解できる気がしました。添付文書を

提供することでのメリット、デメリット、反対に

提供しないことでのメリット、デメリットなどの

検討も行われましたが、情報開示の方法に関して

はまだ議論する余地がありそうです。

パネルディスカッションではパネル発表者に岡

本先生が加わり、コーディネーターの誘導でフロ

アからも意見が出されて活気のある場になりまし

た。添付文書情報提供の可否で論戦が白熱しかけ

た時、「情報提供する際のスキルを学ぶこと」へ

の軌道修正がなされ、｢ペース　ペース　リード｣

のイメージでコミュニケーションを進めるように

とまとめられました。ただ、ディスカッションの

最後の方で、会場におられた患者代表の「相談窓

口に寄せられた声を医師にフィードバックしてい

ますか。」の提言に、多くのくすり相談担当者は

盲点をつかれた感があり、新たな課題をいただく

ことになりました。

薬事情報センターでのくすり相談は、企業営利

とは無関係であることや医師との直接的な連携は

ないため、企業くすり相談とは少し立場が異なり

ますが、患者中心の大きなチームワークの中に入

ることでは共通しています。「電話をかけてよ

かった。」と言ってもらえるように努めたいと思

いました。
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報告Ⅰ

広島支部　十河　ふみえ

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２６回 薬剤師のためのワークショップ中国・四国ｉｎ岡山」

日　時：平成22年2月6日（土）・7日（日）

場　所：就実大学

去る２月６日、７日の２日間、岡山の就実大学
で行われたワークショップに参加してきました。
WS前日、大勢の前でしゃべることが苦手な私は
緊張してなかなか眠れませんでした。

２日間はまさに分刻みのスケジュール。60名の
参加者は10名ずつのグループに分かれて、課題ご
とにSGD（スモール・グループ・ディスカッ
ション）と発表、合同討議を繰り返します。課題
は「実務実習の問題点」「学習目標の作成」「教育
評価法の作成」など計６つ。長い２日間になるだ
ろうと覚悟していました。が、始まってみると
ディスカッションは時々停滞しながらも、タスク
からのフォローなどで活発なものになり、時間は
あっという間に過ぎました。１つの問題に対して
大学、病院、薬局それぞれの視点で捉えた意見が
聞けるのは新鮮で、特に大学教員の方とは普段ほ
とんど接することがないので、教育現場や学生の
実情も知ることができてとても参考になりました。

今回のWSで感じたことは、実習生を受け入れ
ることは思っていた以上に責任重大だということ
です。考えてみれば教育に関して学ぶのは今回が
ほとんど初めてでした。学生はCBTとOSCEで実
務実習を行う為に必要な知識と技能・態度を身に
付けてから実習にきます。そんな実習生に11週間
飽きずに効果的な学習をしてもらうためには、指
導者は薬剤師としてのスキルだけでなく、教育者
としてのスキルを学ぶことも必要だということを
今更ながら痛感させられました。

実務実習開始を目前に控えた今、WSに参加し
たことで問題点がより具体的になりました。

このWSがタスクの先生方のおかげで充実した
ものになったように、実習生にとっての道標のよ
うな存在になれるよう精進します。そしてWS参
加前よりずっと身近に感じられるようになったモ
デル・コアカリキュラムを基に薬局での受け入れ
準備を具体的なものにしていこうと思います。

新しい６年制薬学教育プログラムにおいて、５
年次における５カ月間の実務実習（病院実習11週
間、薬局実習11週間）は、実践的な臨床能力を習
得するための重要科目として位置づけられていま
す。今回のWSでは薬学生受け入れにあたっての
問題点や指導薬剤師としての取り組むべき課題を
明確にすることができました。

WSは、全体セッションとSGD（様々な職種か
らなる10名のメンバーで構成）を交互に繰り返し
て進行されました。目標を達成するために参加者
全員が効果的な討論・作業を行い、一定の時間内
に成果を生みだすという手順で、個人レベルで問
題解決を行うのとは比較にならない有効な成果を
得ることできました。私自身、WSという形式の
研修に参加するのは今回初めての経験でしたが、
その質の高さに非常に驚きました。

私のグループでは病院実習におけるチーム医療
についての討論を行いました。病院実習の中で
ICT（感染対策チーム: Infection Control Team）、
NST（栄養サポートチーム：Nutrition Support
Team）、緩和ケアチームなど薬剤師としての役割
を様々な医療チームの中で経験させることはでき
ないか、またそれを実現させるためには何をすべ
きか、またそれをどのように評価すべきかなどを
具体的に考え、価値ある内容のカリキュラムを作
成するに至りました。そしてカリキュラム立案を
行うなかで、「学習者だけでなく指導者側も場合
によっては価値ある変化をし、共に育つのが教育

（共育）である」という言葉の意味も深く理解で
きたと思います。

我々薬剤師が社会に貢献することは、後進の育
成にあたることも一つの目的であります。長期実
務実習が薬剤師の真の能力開発と、社会貢献領域
拡大を実現する足がかりとなるよう努力していき
たいと思います。

報告Ⅱ

広島支部　五郎丸　慎
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薬学教育協議会フォーラム2010
～伝えよう事前学習の成果、拡げよう連携の輪～

日　時：平成22年2月7日（日）10：20～17：00

場　所：東京・日本薬学会長井記念館

常務理事 田口　勝英

平成22年２月7日日本薬学会長井記念館で薬学

教育協議会フォーラム2010文部科学省の委託事業

として行われ参加してきました。

当フォーラムは、実務実習モデル・コアカリ

キュラムに基づく６年制薬学の長期実務実習が、

大学の事前学習の成果を踏まえつつ、全国で均質

かつ円滑に実施されるよう、本フォーラムで大学

間および大学教員と指導薬剤師間の情報交換を促

進し、より良い連携指導体制の構築を促す目的で

開催されました。

午前中、事前学習の行われた大学のポスター発

表がありました。同時にメイン会場内に各大学の

事前学習実習書の展示があり各大学の特徴を発表

されていました。

午後から、第１部「事前学習の成果を語ろう」

は文部科学省高等教育局医学教育課吉田氏の実務

実習の円滑な実施に向けた話に始まり、５大学に

よる事前学習事例発表があった。その中からいく

つか紹介します。

京都大学は医原性有害事象への対応と説明で模

擬患者相手に調剤過誤（取り違え２例、過量投与

２例（秤量ミス・倍散ミス））発生時の患者対応

のロールプレイを行っている。この時の模擬患者

さんの感想に「今後このようなことがないように

します」と言われても、自分の身に起こってし

まったことは取り返しがつかのないのでかえって

気分が悪かったという意見があり、我々も真摯に

受け止めなくてはならないと感じた。

武庫川女子大学では、動画コンテンツをコミュ

ニケーション系（４種）調剤技術系（12種）を作

成し、学生が予習復習で閲覧できるようにして

OSCAに活用した例が報告された。福山大学は、

事前学習に全教員が参加したことを報告し、その

ためには臨床に余り携わっていない教員のために

チューターマニュアルが必要だとした。もう一点

は学生の記録を事前学習が始まり実務実習が終わ

るまで通して集積していくことを学生に義務づけ

ている。

第２部「拡げよう連携の輪」は、アンケート報

告のあと昭和大学教授中村先生による「実務実習

記録の活用」の説明があった。実務実習記録の例

示は日本薬学会ホームページの６年制教育に開示

されています。

連携体制事例発表が３大学よりあった。

帝京大学、東海地区薬学系大学はそれぞれネッ

トを使った実務実習指導における学生・大学・指

導薬剤師の管理システムを披露した。

もう１例は熊本県における病院薬剤師会が実務

実習指導者用のテキストを作成した事例報告が

あった。

第３部は「人を育てる」と言う題で昭和大学中

島宏昭先生が、ご自身のご子息の実例を挙げて、

人を育てるには色々なポイントで人との出会い、

適切なアドバイスが必要なこと講演された。

以上簡単ですが薬学教育協議会フォーラム2010

の報告を終わります。
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日本薬剤師会
平成21年度 一般用医薬品担当者全国会議

日　時：平成22年2月7日（日）13：00～16：30

場　所：全国町村議員会館（東京）

出席者：大塚・平井各副会長

副会長 平井　紀美恵

１．児玉孝日本薬剤師会会長より挨拶があり、以

下の項目について各委員から説明があった。

＜挨拶要旨＞

改正薬事法公布（平成18年６月）の経過措置が

平成24年５月31日に終了する。又、消費者の薬に

対する意識も変化してきている。何故、一般用医

薬品の販売について薬事法が改正されるに至った

のか！

・薬剤師業務が調剤に偏っていたのではないか

・薬剤師でないものが薬を販売している実態が

あった

・薬を販売する者は薬剤師でなくてもいいので

はないか

・患者にとっての利便性を優先させる事が求め

られている

などを声高らかに叫ぶ風潮を頭から否定すること

は出来ない。我々は消費者認識と我々のたどった

足跡を今ここで充分に反省をし、薬局が生き残る

為に、OTC薬への取り組みを急がなければなら

ない。

一般用医薬品販売が淘汰されつつあるように調

剤への偏向がOTCの“轍”を踏む事にならぬ様、

今のうちに取り組まねばならない。

２．医薬品販売制度への対応について

日薬常務理事　藤原　秀憲

○改正薬事法の施行にあたり、厚生労働省へ要望

書を提出した。

①十分な薬事監視

②薬局は地域の医薬品供給拠点を担うべきもの

であることから、必要に応じて地域の薬局や

医療機関に医薬品を販売する事は当然である

ことを指導してほしい。

③薬局製造販売について現在の薬局製剤指針を

見直し、第一類医薬品に相当するような品目

の追加を行ってほしい。

④通信販売継続の為、「特例販売業」の許可を

受けた業者に対し、改善に向けて措置をとっ

てほしい。

⑤郵便販売について経過措置となっているが、

薬事監視の徹底を図ってほしい。

○一般への対応、会員への周知を徹底していく。

会員向けには次の３つを作成するので、県薬・

支部で対応してほしい。

①一般用医薬品販売の手引き第１版

②対面話法例示集（二訂版）

③情報提供のための業務に関する指針・手順書案

３．「一般用医薬品販売の手引き第１版」の重要性

一般用医薬品委員会委員　佐々木　孝雄

○法改正をどのようにとらえるか？

我々は薬局として「経営効率」と「社会的責務」

を背負っている。セルフメディケーションの支

援をしつつ、店舗販売業や病院薬局との差別化

をし、身近で便利な、そして頼りになる薬剤師

の存在意義を証明しなくてはならない。

その為には…

①セルメディケーションに対応できる品揃え

②情報の収集と提供

③薬剤師によるトリアージ

④薬業界の変化（薬事法改正に伴う）への対応

等が重要になってくる

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭
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４．「対面話法例示集２訂版」について　

一般用医薬品委員会委員　南　　　修

平岡　伸五

○薬剤師が一般用医薬品を供給することの意義は…

医薬品の適正使用、購入者のQOLの向上、健

康増進に必要な質の高いファーマシューティカ

ルケアを提供する事。

○購入者との意思疎通の為に対面話法が必要であ

るが単に販売促進や売上げ拡大の為の話法で

あってはならない。購入者のセルフメディケー

ションを支援し、薬学的知識を以て医薬品使用

の効果と安全を確保することを手助けすること

にある。

○その為に確認手順が必要であり、登録販売者と

の差別化が求められる。

５．改正薬事法に基づいた指針と業務手順書の作

成について

一般用医薬品委員会委員長　永野　康己

○薬局において一般用医薬品の販売に関する業務

手順書の整備は法的要件である。標準的な販売

手順はあるが適切な販売業務の為には画一的な

ものではなく個々の薬局において法的・職能的

に満たされる独自の手順を考えて欲しい。

６．サポート薬局調査結果とこれからの課題　

一般用医薬品委員会委員　武政　文彦

○改正薬事法全面施行の前後に於いて一般用医薬

品販売にどの様な変化があったかを把握する為

にアンケートを実施。調査依頼薬局953薬局

（回収率84％）、取扱品目数、販売高、情報提供、

受診勧奨、販売者責任への取り組み…等につい

て調査、日薬一般用医薬品委員会としての評価

と提案を次に示す。

［評価］

・消費者への説明・情報提供への取り組みが進ん

でいる

・第一類医薬品への関心が高まり品揃えや販売高

に現れている

・指定第二類も第一類と同等に扱おうとしている

傾向がある

・第二類・三類の販売高は減少傾向を示した

・トリアージ業務は薬剤師の重要な役割であると

の認識は高い

・登録販売者との位置づけをしっかりやっている

薬局は二類・三類にも意欲的である

［提案］

・リスク分類に係わらず、職能を十分に活かせる

ようにする為、エビデンスに基づいた情報提供

を充実させる

・トリアージ業務の向上を図るため、地域の医師

との連携や研修会の開催を支援する

・画期的なスイッチOTC薬の推進を図る

・「売る」発想よりも「消費者の問題解決を支援

する」という発想の普及
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薬剤師禁煙支援アドバイザー認定講習会

日　時：平成22年2月11日（祝・木）

場　所：広島県薬剤師會館

今回の講習会の参加で目からうろこがとれたよ
うな気がしました。私も禁煙歴10年が経とうとし
ていますが、禁煙を心がけた日々が今になっても
昨日のように思い浮かべられます。ニコチン依存
症の怖さは麻薬のようなもので、なかなか禁煙実
現が難しいことです。ですが、禁煙補助剤の進歩
で昔とは比べられないほど容易に止められること
ができるようになりました。

平成20年５月31日からニコチンパッチがスイッ
チOTCとなり、薬局での禁煙活動が活発となっ
ているように思われます。

今回の講義で大変ためになったことは…
①『指導』という言葉から『支援』という言葉に

変わっていること。
②薬局経営戦略として禁煙活動を行うことでメ

リットが出てくること。
③未成年への禁煙活動（薬局での販売や学校薬剤

師等の講習会実施等）
④薬局の店頭に『禁煙のぼり』を掲げて活動をす

ること。
⑤『禁煙日記』の活用で、調剤で忙しい時間帯で

も対応が可能なこと。
⑥喫煙者の80％への支援でよく、100％する必要

はないこと。
⑦禁煙した経験談を店内に張り出し、こんなに頑

張っている人がたくさんいることを認識してい
ただくこと。

等々。
また、ロールプレイングの中で、相手を『褒め

る』練習をさせていただきました。楽しく会話す
ることで、相手にも自信につながり、禁煙が一歩
でも前進できるという素晴らしさを実感できま
した。

今後も身近な方から『禁煙支援』活動を行って
いきたいと思います。

２月11日薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会が

ありました。大分県薬剤師会の伊藤先生の講演で

した。

「たばこを吸ったことのない私に禁煙指導がで

きるのか？」と話が始まり、心の中で「一緒だ～。」

と叫んでいました。それからは、先生の講演に聞

き入ってしまいました。

禁煙の支援の仕方、３日後に必ず電話をする、

禁煙日記をつけてもらう、禁煙をしたらどんな良

い事があるか伝えるなど、実践に役立つ話ばかり

です。

後半はペアになり、下記の事をしました。

１．今日あった良い事をたくさん挙げる。

２．相手の良い所をたくさん挙げる。

３．実際に薬剤師、禁煙患者を演じる。

１・２は、普段からそんな事を考えたことのな

い私は少ししか挙げることができませんでした。

これからは、今日あった良い事、相手の良い所

をたくさん見つけることが出来るよう身近な所か

らやってみようと思います。

あと、心に残った言葉があります。

「失敗（喫煙）してもいいんです。よく、また

来てくれました。勇気がいることですよね～。ま

た始めればいいんです!!」

なんだか安心する言葉です。また、頑張ろうと

思えます。私もこんな言葉がすーっと言えるよう

な人でありたいと思いました。

この日の良い事は、この講習会に参加したこと

です。

報告Ⅰ

福山支部 宮庄雅義

報告Ⅱ

広島支部　市村　智恵
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瓜　生　智加子

高　祖　邦　英

児　玉　信　子

高　橋　裕　子

辰　本　洋　子

安　田　宣　子

山　内　純　子

中　川　潤　子

宮　本　一　彦

外　和　朋　子

杉　光　万　里

野　村　祐　仁

野　村　伸　昭

松　井　俊　雄

若　生　あ　き

吉　田　亜賀子

原　田　修　江

重　留　佳代子

政　岡　　　醇

松　本　圭　子

坂　田　　　諭

上　司　典　子

大　野　　　命

土　井　さとみ

三　上　和　士

井　上　映　子

中　下　裕　美

三　吉　由　紀

角　屋　美　衣

緒　方　道　子

宮　川　章　子　

森　　　　　豪

市　村　智　恵

岡　田　香　織

岡　村　智　鶴

齋　藤　沙弥香

神　川　直　美

関　本　宏　子

加　藤　眞　弓

原　　　友　樹

支　部

広　島

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

氏　　　名

平成21年度薬剤師禁煙支援アドバイザー

森　岡　文　子

石　井　圭　子

岡　原　　　靖

神　原　美　香

増　田　育　子

永　冨　祐里子

橋　本　知代子

西　村　京　子

波多野　達　士

島　田　直　実

長　坂　晃　治

細　田　智　子

渡　辺　賢　一

山　本　文　香

伊　達　万　里

重　森　友　幸

古　本　隆　秀

武　藤　幸　代

木　村　明　子

都　築　小百合

豊　見　雅　文

呑　田　敬　三

横　崎　富美子

大　井　健太郎

霜　村　貴　子

内　田　和　也

上　田　佳　奈

平　川　綾　佳

竹　下　武　伸

亀　島　朋　美

藤　田　ゆかり

森　川　み　か

中　下　智　恵

村　上　孝　枝

今　井　恭　子

前　信　加代子

大　木　芳　枝

河　野　昌　浩

原　田　裕　子

三　谷　貴　一

支　部

安　佐

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

安　芸

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

広島佐伯

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

大　竹

〃

〃

廿日市

〃

東広島

〃

〃

〃

〃

〃

〃

氏　　　名

元　原　里　美

野　中　康　弘

宇　都　淳　子

小　西　紀　美

林　　　充　代

齊　藤　　　文

井　上　美　香

平　山　　　悟

幸　城　真由美

大　上　一　喜

瀬　田　洋　子

平　山　理　絵

折　本　瑞奈子

隠　塚　奈津子

後　藤　聡　志

井　原　耕　太

大　森　節　子

鍋　島　睦　枝

村　上　信　行

松　本　久ニ子

池　田　美由紀

掛　谷　純　子

宮　庄　雅　義

春　森　千　佳

沼　田　直　美

平　井　紀美恵

森　本　久美子

赤　座　光　則

田　辺　ナ　オ

串　田　慎　也

寺　西　俊　雄

中　本　明　春

八　影　利　恵

徳　満　有　香

野　村　真由美

伊　藤　浩　一

支　部

東広島

〃

呉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

福　山

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三　原

〃

〃

尾　道

〃

因　島

三　次

〃

〃

山　県

〃

氏　　　名
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日本薬剤師会全国職能対策実務担当者会議

日　時：平成22年2月13日（土）10：30～16：45

場　所：東京・ホテルはあといん乃木坂

常務理事 田口　勝英

平成21年度全国職能対策実務担当者会議が行わ

れ、有村常務理事と参加してきました。

最初に、生出日本薬剤師会副会長の開会の挨拶

があり、前日発表のあった診療報酬の簡単な報告

がありました。

続いて、児玉日本薬剤師会会長の基調講演「医

薬分業、薬剤師の果たすべき役割」があり医薬分

業草創期の先達の方々の命がけの戦いを知り、医

薬分業とは誰のため・何のために行うのか再確認

の必要性を熱く語られ、今後、社会及び患者さん

に医薬分業への信頼を得るために、患者さんの薬

剤師に対する現状を認識し、「調剤専門の薬局」

から「町の科学者」と言われる薬局にならなけれ

ばいけない、そして地域社会貢献活動を積極的に

実践していこうと語られました。

作業説明後グループに分かれ「国民に必要とさ

れる薬剤師とは」というテーマでディスカッショ

ンを行いました。

当Fグループは地域活動を中心に話し合いを行

い、問題抽出をし「顔の見える薬剤師になるため

に」というテーマを決めアクションプランを考え

た。薬の週間、公民館活動、学校薬剤師、介護保

険を通しての他職種連携等で、薬局の外に出てみ

よう。でも一部の支部・地域の役員クラスがやる

のではなく、多くの薬剤師に参加してもらい、特

に若手の薬剤師に地域での貢献活動に積極的に参

加してもらう、若手の薬剤師に参加してもらうに

は、まず開設者の理解と薬局内の協力が大切にな

る、そのためにも薬剤師の職能（業務だけではな

く地域・住民に対する貢献もあること）を理解し

てもらい出やすい環境作りをする。また活動方法

等提案しその入り口を提示するというグループと

しての提案をしました。

各グループディスカッションが終わり全体協議

が行われました。各グループとも同じような内容

となり、地域活動・医療人としての自立・かかり

つけ薬剤師・医薬品の供給（セルフメディケー

ション）に集約しました。

最後に、藤垣日本薬剤師会常務理事の閉会挨拶

で締めくくられました。

今回の資料「国民・患者から日本薬剤師会に寄

せられた意見・苦情など」のうち、一部紹介しま

すので、ご一読いただきますようお願いいたします。

H21.６.８. ｢薬の間違えと、その後の対応｣

（患者・電話）

いつもと同じ内容の処方せんを持って、い

つもとは違う薬局へ行った。通常は薬代９千

円前後なのに２万３千円と言われ、おかしい

と思い何度か確認したが、薬剤師は「間違え

ていない」と言う。（車に戻ったら、駐車違

反のステッカーが貼られていた。駐車違反は

自分のせいだが、薬局で時間がかかっていな

ければ違反じゃなかったのに…。１万５千円

払った。これで余計に腹が立った。）

家に着くとFAXが届いており、そこには

「やはり薬代を間違えていた。返金するので

取りに来て欲しい」。ここでさらに腹が立っ

た。そっちが間違えたのに、「取りに来い」

とはどういうことか。結局口座に振り込んで

もらった。

どうやら、塗り薬を10gと入力すべきとこ

ろを1,000gと入力したらしい。

一生懸命働いている薬剤師さんもいること

はよく知っているが、こんな薬剤師がいると、

薬剤師全体のイメージが悪くなりますよ。
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H21.６.９. ｢薬の説明と対応について｣（患

者（子ども２歳７カ月）の母親・電話）

薬局で調剤された薬（チラーヂンS）を

ヨーグルトに混ぜて服用させようとしたとこ

ろ、青色に変色した。

ほかの２包も同様に試したところ、同じ現

象が起きた。４包目は変色せず（また、何包

目かは不明だが、髪の毛の混入もあり）。

ヨーグルトに混ぜて服用させることは以前

から行っており、変色したことはない。また、

そのように服用させることは、以前から医師

や薬剤師にも相談済み（子どもが嫌がって服

用しないため）。

調剤を受けた薬局にその旨を連絡したとこ

ろ、当初は薬局側が「その薬を引き取って混

入物を調べたい」と言ってきた。しかし、そ

の後、薬局がメーカーに確認したところ

「ヨーグルトに混入すると分離する可能性が

ある」と回答を得たとのこと。そのため、薬

局から「引き取って調べることはしない」と

連絡があった。

仕方ないので処方医（病院）に相談したと

ころ、病院が門前の薬局に連絡し、新たに調

剤してもらった。患者側としては、謝罪して

くれれば済む話だと思っていた。

H21.７.３. ｢麻薬を取り寄せてもらったら

高圧的な態度を取られた｣（患者・電話）

がんの疼痛緩和で麻薬が処方された。事前

にファクスで送って、その後薬を取りに行っ

たら、出来ていなかった。薬局より「追って

揃えてから自宅へ届ける」と言われた。届け

に来たとき、薬剤師に「１日くらいじゃ薬は

揃わない」と高圧的な態度を取られた。

近くの薬局でこれからも通わなければなら

ないということと、麻薬を出してもらってい

るのが自分一人なので、個人が特定されて、

その薬局に行けなくなると困るので、その薬

局へ薬剤師会から注意してもらわなくて結

構。また、これ以上薬局に高圧的な態度を取

られても困るので。日薬へ電話で話して、患

者（自分）の側に落ち度がないということが

わかっただけでもよかった。

H21.８.28. ｢薬剤師の説明が悪い」（患者・電

話）

アデホスコーワ顆粒10％、リーゼ顆粒10％、

プリンペラン細粒２％の３種類が処方され

る。薬局で調剤（一包化）された。渡された

説明書には、アデホスコーワの顆粒ではなく

錠剤の写真が掲載されており、「乳鉢などで

擂り潰さないこと」との注意書きがあった。

これを見て、「薬剤師が注意を無視して錠

剤を潰して粉にして投薬した」と思い込み、

薬局で「なぜ粉にしたのか」と薬剤師に聞き

たところ、「医師からの指示です。」としか言

われず、医師と薬剤師に不信感を持ち、薬を

捨ててしまった。

H21.12.８. ｢プライバシーの配慮無くいろ

いろ質問されて迷惑」（患者・電話）

他の人に聞こえるほど大きな声で話す。プ

ライバシーへの配慮が無い。「容態はいかが

ですか？」、「随分長い間服用されていますが、

何か変わったことはありますか？」など医者

でもないのに細々聞かれるのが迷惑。一度、

薬剤師に「じゃあ、この薬が合わないと言っ

たら、あなたは薬を変えてくれるのか？」と

聞いたら、｢それは出来ない」と苦笑いされた。

薬を変える権限もないのに、細々聞かれて

も意味がないので、止めてほしい。この薬局

以外の薬局は用法・用量の確認しかしない。

薬局とはこういうものだと思っていた。
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平成21年度 第３回 広島県医療審議会

日　時：平成22年2月15日（月）13：30～17：15

場　所：県庁

副会長 平井　紀美恵

広島県健康福祉局佐々木昌弘局長から挨拶があった後、議案１号～５号、報告第１号～３号の説明が

あり協議、全項目を了承、知事に答申することに決定した。

医療法第46条３第１項　ただし書きに係る取扱いについて

医療法人の理事長の選出に係る認可の特例について、その趣旨と認可基準の説明があり文章

中の文言の削除と追加をする。

病院の開設について

三原市に開設している隣接した二つの診療所を統合し、新たに病院とする開設申請があり、

新しい病院の名称は「医療法人社団明清会　山田記念病院」とする。

広島県保健医療計画における基準病床の見直しについて

療養病床の介護保険施設への転換について毎年保健医療計画上の基準病床数を見直すことと

しているため、平成21年度の実績と平成22年度の転換予定を整理し、基準病床数の見直しを

行う。

広島県地域医療再生計画の策定に伴う広島県保健医療計画の一部改訂について

次の（１）（２）（３）の視点で一部を削除追加をする。

（１）施策を実施するに当たり、医療計画への掲載が要件となっている事業

（２）再生計画で、全県的な施策として実施するもので、医療計画に掲載されていない事業

（３）再生計画で、新たな施策として実施する事業

広島県保健医療計画における医療連携体制について

（１）主な疾病や事業（４疾病５事業）に係る医療連携については医療計画に記載し住民に

公表することとされている。

４疾病…がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病

５事業…救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療

（２）各圏域において、地域の実情に応じた連携体制の構築に必要な事業を検討、推進する。

（３）21年度策定するのは『肺がん』とする。

議案５

議案４

議案３

議案２

議案１
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地域医療支援病院の業務報告

紹介患者に対する医療提供及び他の医療機関に対する患者紹介の実績、救急医療の提供の実

績、共同利用の実績、研修の実績が発表された。

医療法人の設立について

平成22年２月15日現在の医療法人の設立許可状況

医科・歯科合計1,304件である。

医療法人の理事長の選出に係る特例認可の状況について

医療法人社団静寿会（エトワール西条病院・介護老人保健施設静寿苑－東広島市）

理事長島崎禮子氏を認可特例２許可基準（２）に該当し、医療法第46条の３を満たすので許

可手続きをした旨、医療審議会で報告された。

報告３

報告２

報告１

健診・検査施設

高度診断治療施設 診断治療施設

術後治療・経過観察施設



30 2010 Vol.35 No.2 広島県薬剤師会誌



31広島県薬剤師会誌 2010 Vol.35 No.2

【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）

）

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。
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題       名 提供者
管理者 形 式

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

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

3 「薬の飲み合せ」 呉
4 日常生活と成人病シリーズ 呉 133分
5 お年寄りが薬と上手に付合う方法 呉 15分
6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ きょうの健康） （2002.10） 呉
7 薬と上手につき合う（ＮＨＫ きょうの健康） （1998.11） 呉
8 訪問薬剤管理指導の実践（（財）日本薬剤師研修センター） 呉
9 健康くれ21 「健康くれ体操」 呉

【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）

★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。）
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会員カードでWポイントがつきます。

広島県Wポイントカード加盟店 平成22年３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）◎

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/

新規受付は平成21年８月末をもって
終了しました。
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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22年３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。
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12月15日 「平成21年度圏域地対協研修会」の開

催について（ご案内）（各支部長）

12月16日 「平成22年度診療報酬改定の基本方針」

の公表について（各支部長）

12月16日 全国健康保険協会へ移管する船員保険

の保険者番号等の設定について（各支

部長）

12月17日 年末年始「休日当番」の考え方につい

て（各支部長）

12月17日 平成21年度の応需薬局年末年始休業表

について（各支部長）

12月22日 医療事故情報収集等事業第19回報告書

について（各支部長）

12月24日 一般新聞紙への広告掲載について（各

支部長）

１月４日 日薬共済部員（新規加入）の募集につ

いて（各支部長）

１月４日 日薬共済部員（継続加入）の募集につ

いて（各支部長）

１月12日 中国四国厚生局と広島県による集団的

個別指導の実施について（各支部長）

１月14日 平成21年度DEM事業の実施について

（各支部長）

１月18日 支部長・理事合同会議の開催について

（各支部長）

１月19日 平成22年度診療報酬改定に係る検討状

況（現時点の骨子）およびパブリック

コメントの募集について（各支部長）

１月19日 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）（各支部長）

１月27日 薬学生実務実習受け入れ支部担当責任

者会議の開催について（各支部長）

１月28日 在宅緩和ケア応需薬局リストの新規作

成について（各支部長）

１月29日 薬剤師会認定基準薬局の平成22年度第

１次認定について（各支部長）

１月29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）

２月１日 ブラウンバッグ運動の継続及び報告会

の開催について（お願い）（各支部長）

２月２日 日薬会館建設特別委員会（第４回）議

事要旨の送付について（各支部長）

２月３日 医療事故情報等事業「医療安全情報

No.38」の提供について（各支部長）

２月５日 内服薬処方せんの記載方法の在り方に

関する検討会報告書の公表について

（各支部長）

２月９日 平成22年度調剤報酬改定に係る中医協

の審議状況について（各支部長）

２月12日 在宅緩和ケア応需薬局リスト新規作成

に関するアンケート結果について（各

支部長）

２月12日 ブラウンバッグ運動の継続及び報告会

の開催について（お願い）（各支部長）

２月17日 休日・夜間における小児診療等、に関

するアンケートについて（各支部長）

県薬より支部長への発簡
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平成21年12月常務理事会議事要旨

日　時：平成21年12月17日（木）18：00～19：20

場　所：広島県薬剤師會館　２階
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、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、瓜生・小林各常務理事
議事要旨作製責任者：有村常務理事

１．報告事項
（１）11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．広島県健康福祉局長への挨拶
迫井正深局長が辞任されたので（厚生労働省へ帰
還）、後任の佐々木昌弘局長への挨拶のため、県
庁を訪問したと報告された。

イ．中国・四国各県薬剤師会会長会議
各県の医薬分業の進捗に関する諸問題、薬連のこ
とについて検討されたことを報告された。

ウ．日本薬剤師会法制委員会（第２回）
薬事法の改正を審議したことを報告された。

エ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
新処方の打ち合わせ、運用面の緩和等を検討した
ことを報告された。

オ．北海道薬事会館落成式並びに祝賀会
300坪の敷地内に３階建ての会館を設立。同敷地
内に、検査センターも設立する等、設備の充実を
報告された。

（大塚副会長）
ア．業務分担④担当理事打合会

今年度の事業推移状況、来年度の事業計画を検討
し、事業計画については、県薬会誌へ
掲載予定と報告された。

イ．検査センター委員会
事業の進行状況、事業予算案の検討。
島根県薬の検査センター廃止により、広島県で業
務委託の依頼があった事。
広島県での会員価格2,100円、会員外15,000円の規
定により、会員外価格15,000円で業務を請け負う
ことを検討していると報告された。

（平井副会長）
ア．広島県薬務課との次年度事業打合会

薬務課からの申し出により、事業内容に変更のあ
る、薬物乱用防止対策、後発医薬品の適正使用の
推進、薬局業務運営ガイドライン、ブラウンバッ
グ運動等についての説明及び経過報告、従来通り
の事業についての報告。
防災体制については、県と相談の上、来年度は体
制の整備を検討すると報告された。

イ．業務分担①担当理事打合会

本年度事業執行状況及び来年度の事業計画案を検
討したと報告された。

ウ．平成21年度第２回広島県後発医薬品使用推進協
議会
３月に医師会・歯科医師会・薬剤師会・広島県
で、アンケートを実施し、広島県が集計を行い、
３師会及び県とで、訂正を行うことを報告され
た。

エ．薬事情報センター委員会
国民健康保険団体連合会作成のジェネリック医薬
品カードに、お薬相談電話番号の記載を了承した
結果、３カ月で100件の相談電話があった。
来年度の事業計画については、例年通りと報告さ
れた。

（松下副会長）
ア．第14回中国地方社会保険医療協議会広島部会

新規１件、指定更新22件が許可されたと報告され
た。

イ．第26回広島県薬事衛生大会
本会役員では、新県知事の湯坡知事より、前田会
長、豊見専務理事が県知事表彰受賞されたと報告
された。
来年度は、県民に窓口を広げることを考え、予算
についても併せて検討していくことが報告され
た。

ウ．平成21年度薬祖神大祭
多数の参加があり、盛会裡に終了したと報告され
た。

（村上副会長）
ア．業務分担③担当理事打合会

事業執行状況と来年度の事業の検討について報
告された。

イ．ブラウンバッグ運動じほう取材
「調剤と情報」の取材があった。
地対協の予算関係により、予定通り12月25日を期
限として、22年２月25日（木）19時より、地対協
主催で事業報告会を行うと報告された。
東京大学側より症例収集のため、３月末まで本事
業を継続要請され、将来的な3,000例収集を目標
とし、次年度事業にも組み込まれるか、今後検討
していくと報告された。

（豊見専務理事）
ア．第29回医療情報学連合大会

退院時のカンファレンスを舞台上でシュミレー
ションされ、その中には薬剤師も入っていたが、
処方内容の問題に関して、薬剤師のさらなる関与
が期待される内容であった。

イ．広島県地域保健対策協議会がん医療均てん化推進
WG
緩和医療と市町との連携による、全てを受け入れ
られるスペシャリストを作ることが検討され、本
会としても、３月末を目途に支部推薦による全て
受け入れられる薬局リストを作成し、県薬ホーム
ページに載せ変えると報告された。

（青野常務理事）
ア．認定基準薬局制度運営協議会

本年度２回目の審査があった。
（更新薬局103件　29件保留　61件更新　新規８
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件（保留１件））
猶予期間が来年３月末日で終了し、４月から新基準適
応となるため、１月に内容周知徹底の通知をする予定
であることが報告された。
イ．広報委員会

１月号の原稿チェック・収集について報告された。
（重森常務理事）

ア．第７回広島県禁煙支援ネットワーク研修会
病院では、保険適用の規制が厳しいため、薬剤師
の役割として、積極的にを取り組んで欲しいと要
請があったことが報告された。

（重森・政岡各常務理事）
ア．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担

当者の個別指導
新規保険薬局の調剤内容、業務についての注意が
あったことが報告された。
県薬としても研修体制等について要望があったと
報告された。

（田口常務理事）
ア．中四国調整機構ハラスメント防止講習会

11月21日（土）は参加人数55名、同月29日（日）
は参加人数87名で、ハラスメントの基本的な考え
方、過去事例等の講演があったと報告された。

（谷川常務理事）
ア．第１回広島大学OSCE

学生全員参加であったと報告された。
（二川常務理事）

ア．第２回公益法人制度改革検討ワーキンググループ
会議
新公益法人制度に関する個別相談会の結果報告が
まとめられ、その内容について報告された。22年
１月27日開催の第３回公益法人制度改革に関する
全国担当者連絡会議の出席は、青野常務理事・村
上事務局長と決定された。

（村上事務局長）
ア．税務調査（広島東税務署）

税理士の立会のもとに、法人税・消費税等の調査
を受けた。修正の必要はなしとの判断を受けた
と報告された。

２．その他の委員会等報告事項
（１）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25回薬剤師のための
ワークショップ中国・四国 in 香川」
会員参加があったと報告された。

（２）公認スポーツファーマシスト認定制度特別実務講習
会

（３）中国新聞社取材
（４）日本薬剤師会平成21年度試験検査センター技術

講習会
（２）・（４）の報告に関しては、県薬会誌への掲載を予
定であると報告された。

３．審議事項
（１）ブラウンバッグ運動中間報告会及び経費負担につ

いて
日　時：２月25日（木）午後７時～
場　所：広島県薬剤師會館

一般会員の参加で開催。
主催は広島県の地対協であるが、県薬も共催であ
る為、当日の会場費を負担すると決定された。

（２）平成22年薬事関係者新年互礼会の参加について（回覧）
日　時：１月７日（木）午後４時～
場　所：広島県薬剤師會館

（３）平成21年度圏域地対協研修会・交流会の参加につ
いて
日　時：１月31日（日）午後１時～午後５時
場　所：安芸グランドホテル（廿日市市宮島口西一

丁目１-17）
（２）・（３）については、回覧にて回答し、事務局へ
連絡。

（４）がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のため
の講習会について
日　時：１月９日（土）午後３時～
場　所：広島市南区民文化センター
主　催：厚生労働省、広島県、（財）麻薬・覚せ

い剤乱用防止センター
参加費無料。県薬メールニュースで会員に広報す
ると決定された。

（５）後援、助成及び協力依頼等について
ア．中国新聞健康フォーラム「肺と中高年の息切

れ?肺年齢を調べてみませんか?」の後援名義の
使用について（資料６）
日　時：２月20日（土）午後１時30分～
場　所：中国新聞ビル
主　催：中国新聞

イ．第５回広島胃瘻と経腸栄養療法研究会の後援名
義使用について
日　時：３月13日（土）午後１時～
場　所：広島国際会議場
主　催：広島胃瘻と経腸栄養療法研究会
ア・イについて、後援することと決定された。

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について（平井副会長）

１月21日（木）午後６時から開催することとし、
議事要旨作製責任者は瓜生常務理事とされた。

（２）中国新聞の広告掲載について（青野常務理事）
掲載日：１月４日（月）

（３）その他行事予定
ア．広報委員会

12月18日（金）
イ．平成21年度第２回中国・四国ブロックエイズ治

療拠点病院等連絡協議会
12月18日（金）於　ホテル八丁堀シャンテ

ウ．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（第３回）
12月18日（金）於　東京・日薬

エ．日本薬剤師会常務理事打合会
12月22日（火）於　東京・日薬

オ．日本薬剤師会常務理事打合会
１月６日（水）於　東京・日薬

カ．平成22年薬事関係者新年互礼会
１月７日（木）
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キ．日本薬剤師会公益法人制度改革検討特別委員会
１月７日（木）於　東京・日薬

ク．広報委員会
１月８日（金）

ケ．21世紀、県民の健康とくらしを考える会広島県
民フォーラム
１月９日（土）於　広島厚生年金会館

コ．がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のた
めの講習会
１月９日（土）於　広島市南区民文化センター

サ．平成22年広島県医師会新年互礼会
１月11日（月）於　ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル広島

シ．日本薬剤師会常務理事打合会
１月12日（火）於　東京・日薬

ス．日本薬剤師会平成21年度第８回理事会
１月13日（水）於　東京・日薬

セ．日本薬剤師会第４回都道府県会長協議会（会長
会）
１月13日（水）於　東京・日薬　　　　　　　

ソ．日本薬剤師会新年賀詞交歓会
１月13日（水）於　東京・グランドプリンスホテ
ル赤坂

タ．日本薬剤師会議事運営委員会
１月14日（木）於　東京・日薬

チ．日本薬剤師会編集委員会
１月15日（金）於　東京・日薬

ツ．大竹支部新年会
１月16日（土）於　ホテルグランヴィア広島

テ．平成21年度薬事衛生指導員講習会及び広島県学
校薬剤師会研修会（東部）
１月17日（日）於　福山商工会議所

ト．平成21年度第２回日本薬剤師会薬局実務実習担
当者全国会議
１月17日（日）於　慶応義塾大学薬学部

ナ．平成21年度自殺対策シンポジウム
１月17日（日）於　呉市文化ホール

ニ．第３回公益法人制度改革検討ワーキンググルー
プ会議
１月19日（火）

ヌ．日本薬剤師会常務理事打合会
１月19日（火）於　東京・日薬

ネ．常務理事会
１月21日（木）

ノ．日薬代議員中国ブロック会議
１月23日（土）・24日（日）於　広島

ハ．第１回広島国際大学OSCE
１月24日（日）於　広島国際大学

ヒ．広島県放射線技師会創立60周年記念式典・祝賀
会
１月24日（日）於 アステールプラザ・ウェルシ
ティ広島

フ．日本薬剤師会常務理事打合会
１月26日（火）於　東京・日薬

ヘ．日本薬剤師会第３回公益法人制度改革に関する
全国担当者連絡会議
１月27日（水）於　東京・日薬

ホ．平成21年度IPPNW日本支部（JPPNW）移動

理事会
１月30日（土）於　長崎県医師会館

マ．平成21年度ドーピング防止活動研修会
１月31日（日）

ミ．平成21年度圏域地対協研修会
１月31日（日）於　安芸グランドホテル

ム．日本薬剤師会常務理事打合会
２月２日（火）於　東京・日薬

メ．日本薬剤師会平成21年度一般用医薬品担当者全
国会議
２月７日（日）於　未定

モ．平成21年度第２回広島県保険者協議会
２月８日（月）於　国保会館

ヤ．日本薬剤師会常務理事打合会
２月９日（火）於　東京・日薬

ユ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会研修会
２月10日（水）於　東京・目黒雅叙園

ヨ．薬剤師禁煙支援アドバイザー認定講習会
２月11日（木）於　広島県薬剤師會館

ラ．第２回安佐薬剤師会学術大会
２月11日（木）於　安田女子大学

リ．日本薬剤師会全国職能対策実務担当者会議
２月13日（土）於 ホテルはあといん乃木坂

ル．広島県医療審議会保健医療計画部会
２月15日（月）於　県庁・北館

レ．広島県医療審議会
２月15日（月）於　県庁・北館

ロ．日本薬剤師会常務理事打合会
２月16日（火）於　東京・日薬

ワ．常務理事会
２月18日（木）

ン．独立行政法人医薬品医療機器総合機構来会
２月19日（金）

ａ．支部長･理事合同会議
２月20日（土）

ｂ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局
指定申請薬局との共同研修会
２月21日（日）於　広島県薬剤師會館

ｃ．日本薬剤師会常務理事打合会
２月23日（火）於　東京・日薬

ｄ．ブラウンバッグ運動中間報告会（仮）
２月25日（木）於　広島県薬剤師會館

ｅ．第72回日本薬剤師会臨時総会
２月27日（土）・28日（日）於　東京・ホテル
イースト21東京

ｆ．日本薬剤師会平成21年度第９回理事会
２月26日（金）於　東京・日薬
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平成22年１月常務理事会議事要旨

日　時：平成22年１月22日（金）18：30～20：10

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

青野、有村、瓜生、小林、重森、田口、谷川、
二川、政岡各常務理事

欠席者：木平副会長、豊見専務理事、野村常務理事
議事要旨作製責任者：小林常務理事

１．報告事項
（１）12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．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（第３回）
12月18日（金）に日薬で開催され、３月17日開催
の学校薬剤師研修会の打合せ等があったと報告さ
れた。

イ．日本薬剤師会公益法人制度改革検討特別委員会
１月７日（木）に日薬で開催され、27日の全国担
当者会議準備のための打合会があったと報告され
た。

ウ．平成22年広島県医師会新年互礼会
１月11日（月）にANAクラウンプラザホテル広
島で、議員を含む、多数参加のなか盛況におこな
われたと報告された。

エ．日本薬剤師会平成21年度第８回理事会
１月13日（水）日薬で開催され、会館建設等を含
めた２月27日・28日の代議員会に向けての議案の
整理と承認があったと報告された。

オ．日本薬剤師会編集委員会
１月15日（金）日薬で開催され、日薬雑誌のまと
めを行ったと報告された。

（大塚副会長）
ア．がん対策に関するタウンミーティング

１月17日（日）に広島YMCAホールで開催され、
がん対策推進協議会委員、行政・医療関係者・患
者・報道関係者等が多くが集まった。広島県では、
がん対策施策について患者を巻き込んで行うこと
がまとめられた。また、国のがん対策予算への提
案もなされると報告された。

（松下副会長）
ア．21世紀、県民の健康とくらしを考える会広島県民

フォーラム
１月９日（土）にウエルシティ広島にて開催され、
ムツゴロウ先生の講演があり、約700人の参加が
あったと報告された。

イ．日本薬剤師会第４回都道府県会長協議会（会長
会）
１月13日（水）日薬で開催され、４月の診療報酬
改定について検討中の内容について照会があった
と報告がされた。

ウ．日本薬剤師会議事運営委員会
１月14日（木）日薬で開催され、日薬代議員会・

総会の日程について報告された。
エ．会計担当役員打合会

１月15日（金）に、会計担当の青野・谷川各常務
理事と事務局とで22年度の予算について打合せを
したと報告された。

オ．第15回中国地方社会保険医療協議会広島部会
12月24日（木）に中国厚生局で開催され、新規16

軒（内13軒が経営統合）指定更新26軒が承認され
たと報告された。

（松下副会長・青野常務理事）
ア．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担

当者の新規個別指導
１月20日（水）に広島合同庁舎において午前と午
後に分かれて開催され、新規薬局の１軒は、特に
問題はなかったが、新規薬局の中で、処方せんの
下に押印がなく、調剤済みのゴム印だけを押して
いると指導されるケースが昨年から数軒あるの
で、徹底する必要があると報告された。

（村上副会長）
ア．平成21年度薬事衛生指導員講習会及び広島県学校

薬剤師会研修会（東部）
１月17日（日）に福山商工会議所で、村上副会長
と、豊見専務理事が講師として開催し、参加者66

名であったと報告された。
イ．薬局実習受け入れ実行委員会

１月20日（水）に、東京での全国担当者会議の報
告と、機構から提案された契約書（案）実習費に
関して協議し、契約は薬局個々となるが、学生１
名につき、275,000円については、県薬としては
意見なしとした。OTCについては、県薬として
協力依頼文書を作成すること。県薬としての相談
窓口は、基本は支部対応だが、総合は谷川常務理
事、個々および地域的な事案については、それぞ
れ大学の担当者とコンビで、広大は谷川常務理事、
福大は田口常務理事、国際は中嶋理事、安田は青
野常務理事とした。

また、大学と支部の協力も得て、最終的に６年
制１期生の受け入れ薬局に認定指導薬剤師がいる
かどうかの確認をすることが承認されたと報告さ
れた。

ウ．保険薬局部会担当理事打合会
１月21日（木）に開催し、ブラウンバッグ運動に
ついて、12月末までに550例収集できたが、目標
の3000例までは届かなかったので、３月31日まで
は、データを収集、次年度においても継続的に続
ける。チェックリストを扱いやすくするなどして、
薬局のあるべき姿としてとらえていく運動として
取り組むこととし、22年度の事業に追加すること
が決まったと報告された。

（青野常務理事）
ア．広報委員会

12月18日（金）に、１月号の原稿の最終校正を
行ったと報告された。

イ．中国四国厚生局との打合せ
１月14日（木）に、調剤報酬説明会の共催につい
て打合せをし、３月25日～28日に県内４カ所で開
催することとした。厚生局は、集団的指導とみな
し各薬局へ案内をし、県薬は保険薬局部会よりそ
れぞれ案内をすることとしたと報告された。
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（青野・田口各常務理事）
ア．平成21年度第２回日本薬剤師会薬局実務実習担当

者全国会議
１月17日（日）に慶應義塾大学において開催され、
午前中は講義、午後からは分科会ごとに分かれて、
各県からの報告会形式で行われた。日薬のホーム
ページに当日紹介された各県からの資料等がアッ
プされ、この紹介を含めて、講義部分のビデオが
出来次第、伝達研修会をする予定であると報告さ
れた。

（谷川常務理事）
ア．広報委員会

１月８日（金）に開催し、県薬会誌の３月号は２
月26日発送、３月１日に届くように準備している
ので、原稿は、早急に提出するようにと報告され
た。

（田口常務理事）
ア．日本薬剤師会実務実習に関する特別委員会受入体

制整備検討会・指導体制整備検討会
１月８日（金）に日薬にて開催され、１月17日

（日）の担当者全国会議の打合せをした。これま
でのWS形式ではなく、現場の意見を聞くけるよ
うに、分科会形式で開催することとしたと報告さ
れた。

２．審議事項
（１）平成22年度事業計画（案）及び収支予算（案）に

ついて
全体理事会までに確認の上、事務局へ報告するこ
ととされた。

（２）日本薬剤師会代議員会中国ブロック会議について
議題・質問等について照会され、他にあれば報告
することとされた。

（３）支部長･理事合同会議の提出議題について
２月20日（土）午後２時から開催とされた。

（４）全体理事会の提出議題について
３月４日（木）午後７時から開催とされた

（５）第４回日本緩和医療薬学会について
３月号の会誌に開催案内として掲載することと、
派遣費用等については、３月の常務理事会で再度
協議することが承認された。

（６）平成21年度一般用医薬品担当者全国会議の参加に
ついて
大塚・平井各副会長が参加とすることが承認され
た。

（７）３月常務理事会の開催について
３月18日（木）は保留とし、後日決定することと
された。

（８）平成21年度圏域地対協研修会・交流会について
１月31日（日）開催の研修会・交流会の参加につ
いて再度確認された。

（９）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第10回動脈硬化教育フォーラムの後援名義の使

用について
２月14日（日） 午前９時50分～
場　所：広島国際会議場
主　催：日本動脈硬化学会
上記について後援することが承認された。

３．その他
（１）次回常務理事会の開催について

２月18日（木）午後６時からの開催とし、議事要
旨作製責任者は瓜生常務理事とされた。

（２）映画「おとうと」の経過報告について
１月22日現在141枚申し込みがあると報告された。

（３）業務分担１の事業計画案について、医薬品の適正
使用推進員講習会及び育成への協力が薬務課担当
から健康増進室に移ったこともあり執行されてい
ないため、削除することにしたが、協力として残
すこととされた。

（４）その他行事予定
ア．日薬代議員中国ブロック会議

１月23日（土）・24日（日）於　広島
イ．第１回広島国際大学OSCE

１月24日（日）於　広島国際大学
ウ．日本薬学会薬学教育大学人会議第11回アドバン

ストワークショップ
１月24日（日）於　慶應義塾大学薬学部

エ．日本薬剤師会常務理事打合会
１月26日（火）於　東京・日薬

オ．日本薬剤師会第３回公益法人制度改革に関する
全国担当者連絡会議
１月27日（水）於　東京・日薬

カ．日本薬剤師会薬局製剤・漢方委員会
１月28日（木）於　東京・日薬

キ．予算等打合会
１月29日（金）

ク．日本薬剤師会平成21年度薬剤師会薬事情報セン
ター実務担当者研修会
１月29日（金）於　東京・日薬

ケ．平成21年度ドーピング防止活動研修会
１月31日（日）

コ．平成21年度圏域地対協研修会
１月31日（日）於　安芸グランドホテル

サ．広島県薬剤師研修協議会
２月１日（月）

シ．中国四国厚生局及び広島県による集団的個別指導
２月２日（火）於　広島合同庁舎

ス．第３回公益法人制度改革検討ワーキンググルー
プ会議
２月２日（火）

セ．日本薬剤師会常務理事打合会
２月２日（火）於　東京・日薬

ソ．ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会
２月３日（水）於　本通ドムス

タ．第26回北方領土返還要求広島県民大会
２月４日（木）於　広島県民文化センター

チ．選挙管理委員会
２月４日（木）

ツ．平成21年度第３回広島県後発医薬品使用推進協
議会
２月４日（木）於　広島県薬剤師會館

テ．広報委員会
２月５日（金）

ト．消費者くすり相談のあり方に関するシンポジウム
２月６日（土）於　如水会館

ナ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成
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のためのワークショップ「第26回薬剤師のため
のワークショップ中国・四国in岡山」
２月６日（土）・７日（日）於　就実大学

ニ．日本薬剤師会平成21年度一般用医薬品担当者全
国会議
２月７日（日）於　全国町村議員会館

ヌ．薬学教育協議会フォーラム2010

２月７日（日）於　東京・日本薬学会長井記念
館

ネ．平成21年度第２回広島県保険者協議会
２月８日（月）於　国保会館

ノ．日本薬剤師会常務理事打合会
２月９日（火）於　東京・日薬

ハ．全国公益法人協会２月期公益法人定例講座
２月10日（水）於　KKRホテル広島

ヒ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会全体幹事会
２月10日（水）於　東京・目黒雅叙園

フ．日本薬剤師会製薬薬剤師部会研修会
２月10日（水）於　東京・目黒雅叙園

ヘ．薬剤師禁煙支援アドバイザー認定講習会
２月11日（木）於　広島県薬剤師會館

ホ．第２回安佐薬剤師会学術大会
２月11日（木）於　安田女子大学

マ．平成21年度日本薬剤師会行政薬剤師部会
２月12日（金）於　東京

ミ．日本薬剤師会全国職能対策実務担当者会議
２月13日（土）於　ホテルはあといん乃木坂

ム．行政支部総会・研修会
２月14日（日）於　ホテルチューリッヒ東方

メ．広島県医療審議会保健医療計画部会
２月15日（月）於　県庁・北館

モ．広島県医療審議会
２月15日（月）於　県庁・北館

ヤ．平成21年度第３回広島県後期高齢者医療広域連
合運営審議会
２月16日（火）於　国保会館

ユ．日本薬剤師会常務理事打合会
２月16日（火）於　東京・日薬

ヨ．常務理事会
２月18日（木）

ラ．平成21年度日本薬剤師会行政薬剤師部会
２月18日（木）於　大阪

リ．独立行政法人医薬品医療機器総合機構来会
２月19日（金）

ル．第26回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整
機構会議
２月19日（金）於　就実大学

レ．広報委員会
２月19日（金）

ロ．支部長･理事合同会議
２月20日（土）

ワ．中国新聞健康フォーラム「肺と中高年の息切れ
～肺年齢を調べてみませんか～」
２月20日（土）於　中国新聞ビル

ン．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬局
指定申請薬局との共同研修会
２月21日（日）於　広島県薬剤師會館

ａ．日本薬剤師会常務理事打合会

２月23日（火）於　東京・日薬
ｂ．ブラウンバッグ運動中間報告会（仮）

２月25日（木）於　広島県薬剤師會館
ｃ．第72回日本薬剤師会臨時総会

２月27日（土）・28日（日）於　東京・ホテル
イースト21東京

ｄ．日本薬剤師会平成21年度第９回理事会
２月26日（金）於　東京・日薬

ｅ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月２日（火）於　東京・日薬

ｆ．全体理事会
３月４日（木）於

ｇ．第95回薬剤師国家試験
３月６日（土）・７日（日）

ｈ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月９日（火）於　東京・日薬

ｉ．選挙管理委員会
３月10日（水）

ｊ．日本薬剤師会平成21年度医薬分業指導者協議会
３月12日（金）於　厚生労働省講堂

ｋ．第５回　広島　胃瘻と経腸栄養療法研究会
３月13日（土）於　広島国際会議場

ｌ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月16日（火）於　東京・日薬

ｍ．常務理事会
３月18日（木）

ｎ．第39回広島県通常代議員会
３月21日（日）於　広島県薬剤師會館

ｏ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月23日（火）於　東京・日薬

ｐ．認定基準薬局制度運営協議会
３月25日（木）

ｑ．平成21年度調剤報酬改定等説明会（西部１）
３月25日（木）於　西区民文化センター

ｒ．広島県健康福祉センター理事会
３月25日（木）於　広島県健康福祉センター

ｓ．平成21年度調剤報酬改定等説明会（西部２）
３月26日（金）於　佐伯区民文化センター

ｔ．平成21年度調剤報酬改定等説明会（東部）
３月27日（土）於　福山ニューキャッスルホテ
ル

ｕ．平成21年度調剤報酬改定等説明会（西部３）
３月28日（日）於　広島県薬剤師會館

ｖ．第73回日本薬剤師会臨時総会
３月29日（月）於　東京・日薬

ｗ．日本薬剤師会常務理事打合会
３月30日（火）於　東京・日薬

ｘ．第95回薬剤師国家試験合格発表
３月30日（火）



2009年
12月24日 木

2010年
１月６日 水

７日 木 ・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22年薬事関係者新年互礼会
８日 金 ・日本薬剤師会実務実習に関す

る特別委員会受入体制整備検
討会・指導体制整備検討会

（東京）

・広報委員会
９日 土 ・21世紀、県民の健康とくらし

を考える会広島県民フォーラ
ム（広島厚生年金会館）

・がん疼痛緩和と医療用麻薬の
適正使用推進のための講習会

（広島市南区民文化センター）
11日 月 平成22年広島県医師会新年互礼

会（ANAクラウンプラザホテル広島）
12日 火 日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）

13日 水 ・日本薬剤師会平成21年度第８
回理事会（東京）

・日本薬剤師会第４回都道府県
会長協議会（会長会）（東京）

・日本薬剤師会新年賀詞交歓会
（東京）

14日 木 ・日本薬剤師会議事運営委員会
（東京）

・中国四国厚生局との打合せ
15日 金 ・会計担当役員打合会

・日本薬剤師会編集委員会（東京）
16日 土 ・大竹支部新年会（ホテルグラ

ンヴィア広島）
・在宅緩和ケア講演会（はつか

いち文化ホールさくらぴあ）
16日・17日 平成21年度第２回日本薬剤師会

薬局実務実習担当者全国会議当
日打合会（東京）
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行　　事　　内　　容日　　付

県薬日誌 行　　事　　内　　容日　　付
17日 日 ・平成21年度第２回日本薬剤師

会薬局実務実習担当者全国会
議（東京）

・平成21年度薬事衛生指導員講
習会及び広島県学校薬剤師会
研修会（東部）（福山商工会
議所）

・がん対策に関するタウンミー
ティング（広島YMCAホール）

19日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

20日 水 ・中国四国厚生局及び広島県に
よる社会保険医療担当者の新
規個別指導（広島合同庁舎）

・薬局実習受け入れ実行委員会
21日 木 保険薬局部会担当理事打合会
22日 金 常務理事会

23日・24日 土 日薬代議員中国ブロック会議
24日 日 ・日本薬学会薬学教育大学人会

議第11回アドバンストワーク
ショップ（東京）

・第１回広島国際大学OSCE
（広島国際大学）

25日 月 中国四国厚生局来会
26日 火 日本薬剤師会常務理事打合会

（東京）
27日 水 日本薬剤師会第３回公益法人制

度改革に関する全国担当者連絡
会議（東京）

28日 木 ・第16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）

・日本薬剤師会薬局製剤・漢方
委員会（東京）

29日 金 ・日本薬剤師会平成21年度薬剤
師会薬事情報センター実務担
当者研修会（東京）

・予算等打合会
31日 日 ・平成21年度圏域地対協研修会

（安芸グランドホテル）
・平成21年度ドーピング防止活

動研修会
２月１日 月 広島県薬剤師研修協議会

２日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
（東京）

第15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）
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行　　事　　内　　容日　　付
・中国四国厚生局及び広島県

による集団的個別指導（広
島合同庁舎）

・協会けんぽ来会
・第３回公益法人制度改革検

討ワーキンググループ会議
３日 水 ピンクリボンキャンペーンin広島

実行委員会（本通ドムス）
４日 木 ・第26回北方領土返還要求広

島県民大会（広島県民文化
センター）

・選挙管理委員会
・平成21年度第３回広島県後

発医薬品使用推進協議会
５日 金 広報委員会
６日 土 消費者くすり相談のあり方に

関するシンポジウム（東京）
６日・７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26回薬剤師
のためのワークショップ中国・
四国 in 岡山」（就実大学）

７日 日 ・薬学教育協議会フォーラム
2010（東京）

・日本薬剤師会平成21年度一
般用医薬品担当者全国会議

（東京）
８日 月 ・平成21年度第２回広島県保

険者協議会（国保会館）
・第５回広島県地域医療再生計

画推進委員会（県庁・北館）
９日 火 ・広島県における実務実習評

価表の書式検討会（広島大
学薬学部）

・日本薬剤師会常務理事打合
会（東京）

10日 水 ・全国公益法人協会２月期公
益法人定例講座（KKRホテ
ル広島）

・日本薬剤師会製薬薬剤師部
会全体幹事会（東京）

・日本薬剤師会製薬薬剤師部
会研修会（東京）

11日 木 ・薬剤師禁煙支援アドバイザー
認定講習会

・第２回安佐薬剤師会学術大
会（安田女子大学）

行　　事　　内　　容日　　付
12日 金 平成21年度日本薬剤師会行政

薬剤師部会（東京）
13日 土 日本薬剤師会全国職能対策実

務担当者会議（東京）
14日 日 ・行政支部総会・研修会（ホ

テルチューリッヒ東方）
・第10回動脈硬化教育フォー

ラム（広島国際会議場）
15日 月 ・広島県医療審議会保健医療

計画部会（県庁）
・広島県医療審議会（県庁）
・保険薬局部会担当理事打合会

16日 火 ・検査センター委員会
・平成21年度第３回広島県後

期高齢者医療広域連合運営
審議会（国保会館）

・日本薬剤師会常務理事打合
会（東京）

17日 水 中国四国厚生局及び広島県に
よる社会保険医療担当者の新
規個別指導（広島合同庁舎）

18日 木 ・正・副会長会議
・常務理事会
・平成21年度日本薬剤師会行

政薬剤師部会（大阪）
・第１回公益法人制度改革検

討委員会
19日 金 ・第26回病院・薬局実務実習

中国・四国地区調整機構会
議（就実大学）

・独立行政法人医薬品医療機
器総合機構来会

・広報委員会
20日 土 支部長･理事合同会議
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行事予定（平成22年3月）

｝

３月２日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

３月４日（木） 全体理事会

３月６日（土） 平成22年度調剤報酬改定等説明会（Learning Square新橋）

〃 第２回広島国際大学薬学部卒後教育研修会（広島国際大学）

〃
第95回薬剤師国家試験

３月７日（日）

３月９日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

３月10日（水） 選挙管理委員会

３月11日（木） 常務理事会

〃 平成21年度結核予防技術者研修会（広島県尾道庁舎）

３月12日（金） 日本薬剤師会平成21年度医薬分業指導者協議会（厚生労働省講堂）

３月13日（土） 第５回広島胃瘻と経腸栄養療法研究会（広島国際会議場）

３月16日（火） 平成21年度第２回ひろしま食育・健康づくり実行委員会（国保会館）

〃 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

３月17日（水） 日本薬剤師会平成21年度全国学校薬剤師担当者会議（東京）

３月21日（日） 第39回広島県通常代議員会

３月23日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

３月25日（木） 第18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）

〃 広島県健康福祉センター理事会（広島県健康福祉センター）

〃 認定基準薬局制度運営協議会

〃 平成22年度調剤報酬改定等説明会（西部１）（西区民文化センター）

３月26日（金） 平成22年度調剤報酬改定等説明会（西部２）（佐伯区民文化センター）

３月27日（土） 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（岡山）

〃 平成22年度調剤報酬改定等説明会（東部）（福山ニューキャッスルホテル）

３月28日（日） 平成22年度調剤報酬改定等説明会（西部３）

３月30日（火） 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

〃 第95回薬剤師国家試験合格発表

⎫
⎬
⎭
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会 員 紹 介会 員 紹 介会 員 紹 介 ●●●59

この度、学生時代から14年ほど暮らした金

沢から、地元広島へもどってきました。

これからはこの地で精一杯、努力を続けま

す。ちなみに趣味はパソコン、自動車、ゴル

フです。

呉支部

平
ひら

本
もと

敦
のぶ

大
ひろ

「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

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。

-  謹 ん で お 悔 や み 申 し 上 げ ま す -

吉田　武 氏 逝去

去る１月６日ご逝去されました。
告別式は１月８日福山市東深津町のコ

ミュニティーホール福山玉泉院において、
執行されました。

自宅：福山市草戸町５-14-８
喪主：吉田志保 氏

野間　都 氏 逝去

去る２月２日ご逝去されました。
告別式は２月４日安芸郡海田町南堀川町

の平安祭典安芸会館において、執行されま
した。

自宅：広島市安芸区矢野西５-12-12
喪主：野間富子 氏
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広島県薬局機能情報の定期報告について
（通知）

平成22年２月10日

社団法人広島県薬剤師会会長　様

広島県健康福祉局薬務課長
〒730-8511
広島市中区基町10-52

（公印省略）

県薬務行政の推進につきましては、日頃から御
支援、御協力をいただき誠にありがとうござい
ます。

さて、この度、このことについて各薬局開設者
に別紙のとおり通知しました。

担当：薬事グループ
電話：082-513-3222
FAX：082-223-3573
（担当　難波、伊藤）

別紙（写）

広島県薬局機能情報の定期報告について（通知）

平成22年２月10日

各薬局開設者 様

広島県健康福祉局保健医療部薬務課長
（〒730-8511 広島市中区基町10-52）

（公印省略）

薬務行政の推進については、日頃から御協力を
いただき、厚くお礼申し上げます。

薬局開設者は、薬事法第８条の２の規定によ
り、年に１回、薬局機能に関する情報（以下

「薬局機機能情報」という。）の定期報告が義務
付けられています。

県では、この報告に基づき平成20年３月31日
から、県のホームページで薬局機能情報を公開
しています。

ついては、平成22年１月１日現在の薬局機能
情報を、次の方法により報告してください。

１　報告方法

２　報告事項

薬局機能情報　27項目（別紙のとおり）

３　送付先

〒730-8511
広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局保健医療部薬務課
薬事グループ
※県保健所及び市保健所では受け付けませ

んので、ご注意ください。

４　提出期限

平成22年３月15日（月）【期限厳守】

５　その他

（１）報告様式、オンラインによる入力方法、調
査票への記入上の留意点及び記入例につい
ては、県のホームページでも公開しています。
トップページ＞健康・福祉＞医療＞医薬品・

医療機器＞医薬品＞平成21年度薬局機能情報

区　　分 報　　告　　手　　段

インターネット
回線を利用で
きる薬局

既に付与している機関コードとパス
ワードを使用して救急医療Ｎｅｔ ＨＩＲ
ＯＳＨＩＭＡの左下の【医療機能情報シ
ステム】からログインし、必要事項を入
力の上、送信してください。この場合
は、郵送による報告は不要です。

インターネット
回線を利用で
きない薬局

同封の別紙様式２「薬局機能情報報
告書」及び別紙様式３「広島県医療機
能情報調査票（薬局用ver1.0）」に、記
載例を参考にして必要事項を記入し、
返送してください。

なお、別紙様式３「広島県医療機能
情報調査票（薬局用ver1.0）」の各記
載事項に変更がない場合は、その項
目欄に「変更なし」と記載してください。
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報告について（薬局開設者の方へ）
（２）機関コード又はパスワードを失念された場

合は、原則メールで、薬局名、所在地、開
設者名を明記のうえ、県庁薬務課にご相談
ください。

（３）今回、定期報告いただいた薬局機能情報は、
平 成 2 2 年５月を目途に、救 急 医 療 N e t
HIROSHIMAで公表する予定です。

（添付書類）
○別紙様式2「薬局機能情報報告書」
○別紙様式2「薬局機能情報報告書」記載例

○別紙様式3「広島県医療情報機能調査票
（Ver1.0）」

○別紙様式3「広島県医療情報機能調査票
（Ver1.0）」記載例

○インターネット回線による報告方法
○広島県薬局機能情報報告書の記載上に留意点

問い合わせ先
担当 薬事グループ　
電話 082-513-3222（直通）
FAX   082-223-3573
e-mail：fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp

（担当者　難波、伊藤）

１月11日（祝）平成22年尾道市

成人式がびんご運動公園健康ス

ポーツセンターメインアリーナで

あり、会場ロビーで「アルコール・タバコの啓発

イベント」が行われました。実施主体は尾道市医

師会タバコ対策委員会ですが、尾道薬剤師会も協

力団体として田辺尾道薬剤師会長と私の２名がイ

ベントスタッフとして参加しました。イベント内

容は、禁煙の啓発・呼気中CO濃度測定・アル

コールパッチテストです。成人になれば解禁され

る飲酒、喫煙ですが、自分のアルコール体質を

知って節度ある飲酒を心掛けること、タバコに有

用性は無いことを新成人に呼びかけました。イベ

ントに協賛する市内12の飲食店が「健康生活応援

店」としてイベント参加者への景品に商品券や割

引券の提供をしており、まさに官民一体となって、

医師・薬剤師・保健師等が職種を超えて健康増進

のために一緒に取組むイベントは、尾道が地域医

療連携の先進地区である１つの証かもしれません。

成人式は10時30分開演でしたが、９時頃から晴

着姿の新成人がアリーナ前に集まり始めました。

あちこちで同窓会状態となった中にイベントス

タッフが、禁煙啓発用ボードやアルコールパッチ

を持って出陣し、私達ブースに残ったスタッフは

通りかかった新成人への呼びかけをしました。ス

モーカライザーで呼気中CO濃度測定をしたり、

禁煙啓発のためのヘルスクイズに参加を呼びかけ

たり…。景品のチケットは120枚あったのですが、

成人式の式典の前後合わせて２時間位でなくなっ

てしまいました。スモーカライザーも大活躍でし

た。新成人は抵抗なく呼びかけに応じてCO測定

しては「おれ、ヤバイ！」などと言っていました

が、「タバコ」という視点から健康を考える契機

となったでしょうか。

今回は「薬剤師」を前面に押し出した活動では

ありませんでしたが、今後とも薬剤師として、

様々な機会を通して地域の健康増進のために職能

を発揮し、その存在をアピールしていかなくては

ならないと思います。

尾道支部／大竹支部／安佐支部

成人式会場での「アルコール・

タバコの啓発イベント」参加報告

横田　いつ子

＜尾道支部＞



１月16日（土）、昨年に引き続き

ホテルグランヴィアにて大竹市薬

剤師会の新年会が開催されました。

本年は広島西医療センターからも小澤薬剤部長

をはじめ７名の薬剤部の方に参加していただき、

全30名とにぎやかなものとなりました。

まずは支部長の竹下先生の挨拶で始まり、昨年

広島県薬事衛生大会並びに薬祖神祭において大竹

支部から平山浩子先生が地域薬剤師会の役員とし

て、学校保健の向上に努めた功績を高く評価され

文部科学大臣表彰を受けたという嬉しいニュース

が紹介され、この会に華を添えてくれました。

昨年は県薬から平井副会長に出席していただい

たのですが、本年は前田会長、松下副会長のお二

人が直々にお忙しい中出席してくださり、支部の

新年会として大変活気付くものとなりました。

特に前田会長

には東京出張か

ら直接会場に駆

けつけていただ

き、大変恐縮で

した。

お二人の挨拶

では、普段私た

ちが薬局業務で

あまり身近に感じていなかった政治力や医療費、

法人化、６年制の受け入れ実習など薬剤師会が組

織として取り組んでいるさまざまな重要性を分か

りやすくお話していただき、薬剤師としてのこれ

から…ということについて少し考えさせられたよ

うな気がします。

また西医療センター小澤薬剤部長の挨拶では、

これからは患者中心の医療体制を目指し、病院と

地域の薬局との連携を強めていかなくてはならな

いこと。その一環として地域への連携パスを具体

的に計画もしているといった興味深い話をお聞き

し、地域の薬剤師としての役割を改めて考えさせ

られたと同時に、今後支部で協力し合って是非成

功させていきたいと感じました。

美味しい料理をいただきながら、普段なかなか

お会いできない先生方から様々な刺激を受け、と

ても有意義な時間を過ごすことができました。

この新年会を企画してくださった竹下先生をは

じめ、協力していただいた方々に心より感謝した

いと思います。

「よろこべば　よろこびごとが　よろこんで

よろこびあつめて　よろこびにくる」

河本繁満先生の閉めのご挨拶…

この素敵な言葉で本年の新年会の報告を終わら

せていただきます。

第２回安佐薬剤師会学術大会が

２月11日（祝・木）安田女子大学

薬学部にて開催され、参加させて

いただきました。

安田女子大学薬学部の会場についてびっくり。

ホールにはカラフルでおしゃれなイスがおいてあ

り、エレベーター、エスカレーター完備の近代的

な建物で感動しました。

大学生に戻って、もう一度キャンパスライフを
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小澤薬剤部長

第２回安佐薬剤師会学術大会に参加して

筑後　彩華

＜安佐支部＞

前田会長 松下副会長

大竹市薬剤師会新年会報告

亀島　朋美

＜大竹支部＞
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送りたくなる気持ちを抱きつつ、大会に臨みま

した。

今回のテーマは地域連携ということで、医師会、

大学、学校薬剤師、ドラッグストア、保険薬局、

病院薬剤師のあらゆる方面で患者に携わる先生方

の発表がありました。

まだ薬局勤務２年目の私は、自身の日常業務に

追われ、日々目先のことしか見えていませんでし

たが、様々な分野の先生方のお話を聞き、もう少

し広い視野を持たなければいけないと思いました。

また、他職種集合して顔を合わせることの大切

さ・必要性も感じ、このような機会がもっと増え

るといいなぁとも思いました。

自分の中でも新たな課題を持つことのできる、

有意義な１日となり、参加して本当によかったで

す。お薬手帳の有効利用も含めて、地域医療の中

で、自分が患者のために何ができるか考えていき

たいと思います。

2010年最初のイベントとして、１

月16日（土）に青薬新年会を行いま

した。広島はもとより島根県益田市

からもご参加いただき、29名で貸し切った店内は

大変盛り上がりました。病院、薬局、MR、大学

院生とさまざまな職種（大学院生は職業ではない

ですが…）が、仕事のことからプライベートの深

い!?ことまで、時間を忘れてしゃべり倒しました。

その前の連休に行われた中国五県若手薬剤師

フォーラムで知り合った方も参加してくださり、

「語る」というよりも「しゃべる」という方が

ぴったりな会でした。

とにかくフランクに、フリーダムにやってます。

今回は都合が合わなくて行けなかった方、一度

行ってみたいけど一人じゃ不安という方、次回は

ぜひご参加ください。職場以外の「横のつながり」

ができると、日常がもっともっと楽しくなりま

すよ。

「お酒もいいけど、お勉強もしっかりね」とい

うことで、１月号でも豊見会長より案内させてい

ただいた、３月７日（日）の「定例勉強会」につ

いて再度ご案内させていただきます。

今回は、東京大学医学部附属病院の青木敦先生

をお招きして「てんかん&甲状腺疾患」を中心に

お話いただく予定です。抗てんかん薬や甲状腺機

能亢進症・低下症って、どうも取っつきにくい印

象がありますよね? 某雑誌で日本薬剤師会常務理

事の森昌平氏が言われていましたが、「本来は、

薬剤師として、今の自分に一番足りない部分を勉

強していかなくてはいけない」―普段、てんかん

や甲状腺疾患の処方に当たることがないそこのア

ナタにこそ、ぜひご参加いただきたいと思ってい

ます。

３月７日（日）13時～16時半に薬剤師會館にて

行います（注意＝終了予定時刻が16時から16時半

になりました）。さだまさしの曲ではありません

が、年齢・性別・職業・ツベルクリン反応・郵便

番号の如何を問わず（ネタがマニアック）、もち

ろん会員・非会員も問いません。皆さまのお越し

をお待ちしております。

１月24日（日）オリエンタルホテ

ル広島で新年会を開催しました。今

回は１月に100歳になられた鈴木文枝先生のお祝

いも合わせてご案内しました。会を始める前の記

会長 松村　智子

広島県女性薬剤師会

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

副会長 辻　哲也
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念撮影では、それぞれ最高のおしゃれをしてカメ

ラに向かいます。でも鈴木先生のドレスにはかな

いませんでした。

先生はいつものやさしい笑顔でひとりひとりと

言葉を交わし、和やかな雰囲気の中で会が始まり

ました。美味しい料理に楽しいおしゃべり、それ

ぞれ近況報告は鈴木先生とのいろんなエピソード

です。30年前、女性薬剤師会の勉強会でいつも最

前列に座られていた先輩の話をすると、「それは

主人の母です。」とか、ご家庭の事情でずっと参

加できなかったけれど、鈴木先生に会えることを

楽しみに参加されたとか、「鈴木先生の赤いブレ

ザー姿を思い今日は赤い服できました」とか、つ

ながりの大きさ、深さを強く感じました。そして

先生が一言話される度に、みんなは共感や納得で

うなずいていました。このきずなと教えは大切な

宝物です。２時間があっという間に過ぎ、皆さん

が健康で再会することを約束してお開きになりま

した。

さて女性薬剤師会はエソール２階「交流活動室」

で勉強会をしています。自分の調べたことなどを

話題にして薬剤師たちのおしゃべり会と称しての

能動的な勉強会です。どなたでも参加できますの

でご連絡ください。

平成22年１月10日、広島漢方研究

会では新年シンポジウムをいたしま

した。テーマは「癌と漢方薬」でした。

シンポジストは会員の川中武司・鉄村努・勝谷

英夫・吉本悟・菊一瓔子・山崎正寿の６名が日頃

の経験を交え発表いたしました。

川中会員は開業医の立場から癌についての考察

を述べました。鉄村会員は漢方専門薬局としてど

のように対応するかということについて症例をあ

げながら話しました。勝谷会員は過去の症例のな

かで上手くいかなかった例も含めて発表しまし

た。吉本会員は15年間、漢方薬を服用し続けられ

た癌のお客さまについて経過報告をいたしまし

た。菊一会員は桂枝茯苓丸の有効性について話し

ました。最後に山崎会長から癌に対しての漢方投

与の難しさ、薬だけでなく精神的な面が癌に対し

て影響を与えることを発表いたしました。２時間

半のシンポジウムでは質問時間が足りなかったよ

うですが午後からの新年互礼会に会場を移し癌に

ついて語り合いました。

会員外の参加者も多くシンポジウムでは約50名

の参加があり２階の研修室では狭いほどでした。

理事長 吉本　悟

新年シンポジウムの報告

広島漢方研究会
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新年互礼会は会場を近くの日本料理店「八雲」に

移動して行います。毎年30名以上の参加がありま

す。少しお酒も入りますので午前中とは違った質

問が飛び交い和やかなうちに閉会となりました。

皆様もぜひご参加ください。

“企業合併”ありふれた言葉であっても長い間

身近に感じてはいませんでした。ところが今、勤

務先においてその言葉が現実となり、新体制がス

タートして１カ月が経過しました。

これまで、それぞれの会社は当然のことながら

薬事法を遵守しつつ事業運営をしてきていたわけ

ですが、運用の仕方や営業システムの違いがあり

ました。こうした２社を統合していくとなると当

然あちこちに軋轢と摩擦が生じます。しかし軋み

は更なる密着に、摩擦による熱はパワー源に換え

て安定が図られました。

こうした経過を振り返って、薬剤師のかかわっ

た業務の一端について紹介します。

先ず、行政に対しては許認可に関する届け出や

申請の業務、即ち統廃合事業所ごとの卸売販売業

許可証、毒劇物一般販売業登録票、麻薬卸売業者

免許証、覚せい剤原料取扱者指定証、高度管理医

療機器販売業賃貸業許可証、特定麻薬等原料卸小

売業者業務届などに関する書類の作成と提出があ

りました。これは薬事法等に則っての対応ですが、

県や保健所によって解釈の違いがあり書類の提出

先や要不要に差異があって戸惑うこともありま

した。

次に、得意先に関する点では法的資格の確認作

業がありました。これは業態資格の有無と規制品

目をマトリックスでチェックして、無資格先への

商品の不適正販売を防止するシステムを稼動させ

るための調査でした。得意先の多さと調査不確実、

不一致等で、手作業による修正に多大の時間を費

やしましたが、販売面でも薬事法等に則った公正

な営業が行えるような体制が整いました。

そして、社内については薬剤師業務の手順や書

類の様式統一等、変更徹底の作業が多々ありまし

た。薬事管理帳簿、規制品目の棚卸、規制品目の

受領書譲受証の回収確認、商品管理台帳の確認保

管、販売規制伝票の確認と解除、倉庫保冷庫の定

期的温度点検、返品処理への関わり、メーカー製

品情報の提供と記録、研修の実施等です。

このような点でシステムに未発達項目があれば

先行会社側に合わせつつ、そこに管理薬剤師が関

わりつつ統合をすすめてきました。

これらを更に充実させて営業支援を図り、会社

の目指す“地域医療への貢献”に寄与したいと考

えております。

広島県医薬品卸協同組合
＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

株式会社セイエル　薬事医薬情報部

薬剤師　岡本　裕實

企業合併を経験して

平成22年１月10日　薬剤師会２階研修室で行われた
広島漢方研究会新年シンポジウム
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　広島国際大学薬学部では、地域社会の薬剤師への貢献と卒業生の薬剤師としての研鑽の

ために、教育研修会を開催いたします。

　この機会に、広島国際大学の呉キャンパスに是非お越しください。少しでも、多くの方

の参加をお待ちしております。

第2回広島国際大学薬学部卒後教育研修会



57広島県薬剤師会誌 2010 Vol.35 No.2

てんかん &
　甲状腺疾患

内　容： １．青年薬剤師会からのお知らせ
　　　　 ２．勉強会「てんかん、甲状腺疾患」
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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22年１月末現在　1,005名（内更新419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）

３月２日（火）19：00～21：00

福山大学宮地茂記念館９階プレゼンテーションルーム
冬虫夏草講演会
19：30～21：00 特別講演『冬虫夏草サナギタケの生態・培養・応用』
講師：松原藤好先生（京都工芸繊維大学名誉教授）
19：00～19：30 一般発表＜冬虫夏草の使用経験＞
久山内科 久山栄一先生、いぐちクリニック 井口敬一先生、いそ
だ病院内科平岡尚子先生

主催：福山漢方談話会
084-953-2235
共催：福山大学薬学部、
福山市薬剤師会、尾道
薬剤師会、㈱ツムラ、カ
イタック㈱、ウイズラブ㈱
連絡先：加藤医院

加藤尚司
福山市新涯町1-16-36

対象者：一般の方も
ご参加できます。
参加費：無料（事前
予約不要）

３月２日（火）19：00～21：00 県立広島病院中央棟２階講堂
薬薬連携勉強会
・ガン化学療法の副作用と痛みに用いられる薬剤について

県立広島病院　薬剤科　古田裕幸先生
・慢性疼痛緩和に使用されるデュロテップＭＴパッチの処方せん
の取り扱いについて　　　　　　　ヤンセンファーマ株式会社

広島市薬剤師会
県立広島病院
082-251-0034

1

参加費：無料
申込：２月26日までにお申
込み下さい。勤務先・出
席者氏名をご記入のうえ
FAX082-251-4325
駐車券はカンファレンス
会場にお持ちください。

３月７日（日）13：00～16：00 福山商工会議所
ひろしま桔梗研修会
テーマ：『患者の利益になるＳＯＡＰ薬歴の活用　～Ｓ情報の活

用方法とコミュニケーションスキル』
講師：上町亜希子先生（神戸学院大学薬学部臨床薬学部門講師）

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）

2

参加費：1,500円
（神戸薬大同窓会会
員 1,000円）
学生：無料

３月11日（木）19:00 オリエンタルホテル広島
県病薬学術講演会
詳細は以下のページをご参照ください。
http://www.hshp.jp/modules/member_i/details.php?bid=85

広島県病院薬剤師会
広島大学病院薬剤部
木村（082-257-5574）

1

３月12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５
福山大学漢方研究会2009

冷えがもたらす病態（附子剤）
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

３月13日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館４階
第422回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介「５α還元酵素阻害薬　アボルブカプセル0.5mg」

グラクソ・スミスクライン株式会社
3）特別講演「前立腺疾患アップデート」

広島市立広島市民病院　泌尿器科部長　三枝道尚先生

（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。

３月14日（日）９：30～16：00 広島県薬剤師會館
広島漢方研究会月例鵜�
９：30～11：00 鉄村　努先生　症例検討「店頭における漢方相談」
11：00～12：30 吉本　悟先生　大塚敬節著「漢方診療30年」解説
13：30～15：00 山崎正寿先生　「方函口訣」解説
15：00～16：00 菊一瓔子先生　「漢方医学十講」解説

広島漢方研究会
082-285-3395
薬王堂漢方薬局

3

オープン参加（聴講）
3,000円
予約不要です。
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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）

３月16日（火）19：30～21：00 福山大学社会連携研究推進センター
福山支部シリーズ研修会
演題：『がん治療３：最新のがん治療』分子標的治療薬の開

発等、がんの治療方法は日々進化している。薬物療法
を含めた最新のがん治療について解説する。

講師：福山大学薬学部薬剤情報解析学研究室五郎丸　剛先生

福山市薬剤師会
084-926-0588

1 一般：￥1,000

３月17日（水）19：20～21：00 佐伯区民文化センター
第117回広島佐伯集合研修会　
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：「糖尿病の食事療法と栄養指導」
講師：福山大学　生命工学部　平松智子准教授

広島佐伯薬剤師会
TEL/FAX 082-924-5957

1

参加費無料です。
会員でない方もご参
加いただけます。
3月15日までにお申
し込みください。

３月18日（木）19：30～21：00 しまなみ交流館２階
尾道支部研修会
講演：第６回半夏を含む方剤群
～乗り物酔いと妊娠中のつわりが同じ方剤が適応する理由～
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

３月18日（木）19：00～21：00 サンピア・アキ
第103回生涯教育研修会
演題：「ＡＥＤについて」（仮）講師：日本光電株式会社

（社）安芸薬剤師会
282-4440

会費：無料

４月９日（金）19：30～21：00
福山大学宮地茂記念館９階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－４月
演題：補腎薬の臨床応用の留意点とその応用（地黄丸類）
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
084-936-2112（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
（岡村信幸著：京都廣
川書店）

４月10日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館４階
第423回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介「ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL」

アボットジャパン株式会社
3）特別講演　「生物学的製剤による関節リウマチの治療」

広島市立広島市民病院　リウマチ・膠原病科
副部長　河島昌典先生

（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。

４月11日（日）９：30～16：00 広島県薬剤師會館
広島漢方研究会月例会
９：30～11：00 漢方診療医典解説　泌尿器　勝谷英夫先生
11：00～12：30 大塚敬節著「漢方診療三十年」解説　倦怠感　吉本　悟先生
13：30～15：00 「方函口訣」解説　加味逍遥散　山崎正寿先生
15：00～16：30 漢方処方調剤の実習　佐々木伸忠先生

広島漢方研究会
082-285-3395
薬王堂漢方薬局

3
オープン参加
（当日聴講）3,000円

４月14日（水）19：30～21：00 広島県薬剤師會館２階研修室
知っピン月イチ勉強会
テーマ：耳を原因とする疾患 ～耳なり、めまい、突発性難聴、メニ

エールなど臨床上の体験談を踏まえて～
講師：２名を予定しています。

広島県青年薬剤師会
広島県青年薬剤師会学
術委員会

1
会員500円
非会員1,000円

５月８日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館４階
第424回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介
3）特別講演

（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。

５月14日（金）19：30～21：00
福山大学宮地茂記念館９階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－５月
演題：「熱証」の概念と清熱剤の使い方
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
084-936-2112（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（岡村信幸著：京都
廣川書店）
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記

・運転免許証の写し

・日本国旅券（写真が貼ってあるページ）の写し

・公の機関が発行した証明書等（写真が貼ってあるページ）の写し

IDカード

更新回数によってＩＤカードの色が変わります。

IDカードには、氏名、薬剤師名簿登録番号、初回認定日、認定期限が入ります。

お問い合わせ先

　譛日本薬剤師研修センター 〒107-0052　東京都港区赤坂１-９-13　三会堂ビル６F
　　　　　　　　　　　　　電話 03（3568）8201　FAX 03（3568）0821
　　　　　　　　　　　　　E-mail:jpec@jpec.or.jp　URL:http://www.jpec.or.jp/

研修認定薬剤師IDカード申請について研修認定薬剤師IDカード申請について

　このたび、譛日本薬剤師研修センターから標記の件につきまして平成22年

4月より本人照合を致す旨通知がありました。

　つきましては、IDカード御希望の方には、申請時に下記の通り申請者の本人

確認書類を提出していただきます。

　研修認定薬剤師制度をご理解いただき、ご協力くださいます様、宜しくお願

いいたします。

認定薬剤師IDカード希望の方は、カラー写真１枚（縦４cm×横3.5cm、

背景は無地）に加えて次の書類いずれか１点を添付してください。

表 裏
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2010年に世界アンチドーピング機構（WADA）は、プソイドエフェドリン（PSE）を競技会（時）
において禁止される物質として禁止表国際基準に再導入しました。PSEは2003年までは禁止物質でした
が、2004年からは監視物質（モニタリング物質）として扱われてきました。そのため、使用は禁止され
ていませんでしたが、競技会（時）に使用状況が調査されていました。ドーピング検査における数年間
のモニタリングの結果から、多くの競技と地域においてPSEの検出数が増加していること、しかも高濃
度が検出されていることが明らかになり、再び禁止物質として扱われることになりました。

◆再導入の理由

PSEはエフェドリンの光学異性体で、交感神経刺激作用を有しています。末梢ではα１作用による血
管収縮作用、β１作用による気管支拡張作用などがあるため、OTC医薬品（指定第２類）の総合感冒薬
や鼻炎用内服薬に配合されています。中枢神経では刺激作用を示し、大量投与すると精神を高揚させ血
流を増加させます。一定濃度以上のPSEには競技能力を高める効果が報告されています。

また、PSEは代謝されるとカチンになります。カチンは競技会（時）における禁止物質です。尿中に
カチンが検出された事例において、実際にはカチンを使用したにもかかわらず、カチンを使用したので
はなくPSEを使用した結果としてカチンが検出されたと説明する事例がでてきました。

このような背景から、2010年禁止表ではPSEは競技会（時）における禁止物質となりました。ただし、
尿中に150μg/mL以上検出された場合に限ります。この値は複数の文献とWADAが行ったPSEの排泄
試験の結果に基づいて決められたものであり、150μg/mL未満の場合は今まで通り監視物質として扱わ
れます。

図　エフェドリンとプソイドエフェドリンの代謝

原田　修江

プソイドエフェドリン

～ドーピング禁止物質としてWADA2010年禁止表へ再導入～



◆使用上の注意

PSEはアンフェタミン類に分類され、アンフェタミン類は弱塩基性のため、血中濃度消失半減期
（T1/2）は尿のpHに影響を受けます。酸性尿ではイオン型が増加して尿細管からの再吸収が阻害され、
尿中への排泄が増加します。

WADAはPSEの最大１日用量の240mg（米国）を服用した試験結果を基に、PSEの体内からの排泄
には個人差があること、長時間作用型の製品もあることなどを考慮し、やむを得ずPSEを服用する場合
には「競技会の24時間前までに服用を中止すること」としました。

PSEと光学異性体であるエフェドリンの場合、“薬剤師のためのアンチドーピングガイドブック”（日
本薬剤師会作成）の中で、「エフェドリンを含む総合感冒薬は競技会の3日前までに使用を中止すること
と」しています。PSEとエフェドリンは立体構造が異なるだけですが、ドーピングにおける対応は異な
るため注意が必要です。

その他にPSEの使用に際しては、前立腺肥大による排尿困難、高血圧、心臓病、甲状腺機能亢進症、
糖尿病の診断を受けた人は、症状を悪化させる恐れがあることから服用しないこととされています。ま
た、高齢者、妊婦あるいは妊娠していると思われる人、MAO阻害剤を服用中の人も、服用に際しては
注意が必要です。

〈参考資料〉

・OTC薬ガイドブック　第２版、じほう

・OTCハンドブック2008-2009、学術情報流通センター

・臨床中毒学、医学書院

・2010年WADA禁止表国際基準
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《メモ》

米国FDAは、フェニルプロパノールアミン（PPA）の服用が脳出血の発生リスクを高めるとし
て、2000年にPPAを含む製品に対する販売中止勧告を出しました。
日本でもPPA含有医薬品に対する適正使用を呼びかけていましたが、2002年に厚生労働省は新た

にPPA含有医薬品の承認を行わないこととし、さらに、PPA含有医薬品をPSE等のPPAを配合し
ない医薬品に切り替えるよう指示を出しました。

★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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お薬相談電話　事例集 No.63お薬相談電話　事例集 No.63

授乳中ですが市販のかぜ薬を飲んでもいいですか？

市販のかぜ薬には、解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン薬、鎮咳薬、去痰薬、消炎酵素薬など多くの成分が

含まれています。なかには、アスピリンやジフェンヒドラミンのように母乳中に移行して乳児に影響

を及ぼすことが報告されているものもあります。かぜ薬を購入する際は、乳児に影響がある成分が含

まれていないことを確認しましょう。

【参考資料】妊娠・授乳とくすりQ&A（じほう），OTCハンドブック（学術情報流通センター），
各製品添付文書，国立成育医療センターHP

－：添付文書では授乳婦への注意はない。

表．主なかぜ薬の成分と授乳婦への注意

薬 効 分 類 成　　　　分 注　　意　・　備　　考

解 熱 鎮 痛 薬
アセトアミノフェン、エテンザミド、
アスピリン、アスピリンアルミニウム、
イブプロフェン、イソプロピルアンチピリン

・アスピリンを服用する場合は授乳を避けること［母乳
を通して乳児の代謝性アシドーシスがみられたとの報
告がある］。

抗ヒスタミン薬

クロルフェニラミンマレイン酸塩
ジフェンヒドラミン塩酸塩（サリチル酸塩）
クレマスチンフマル酸塩
カルビノキサミンマレイン酸塩
トリプロリジン塩酸塩水和物

・ジフェンヒドラミンを服用する場合は授乳を避けること
［母乳を通して乳児の昏睡がみられたとの報告がある］。
・トリプロリジン塩酸塩水和物を服用する場合は授乳を
避ける。
・クレマスチンフマル酸塩を服用する場合は授乳を中止さ
せること［母乳を通して乳児の嗜眠状態、易刺激性、哺
乳障害、頚部硬直などがみられたとの報告がある］。

抗アセチルコリン薬 ヨウ化イソプロパミド、ベラドンナ総ア
ルカロイド

・アトロピンは服用しないことが望ましい［新生児に頻
脈等を起こすことがある。また、乳汁分泌が抑制され
ることがある］。

消 炎 酵 素 薬 リゾチーム塩酸塩、ブロメライン、セラペプターゼ －

抗プラスミン薬 トラネキサム酸 －

鎮　　咳　　薬

コデインリン酸塩水和物
ジヒドロコデインリン酸塩
リン酸ヒドロコデインセキサノール
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
チペピジンヒベンズ酸塩（クエン酸塩）
ノスカピン
メチルエフェドリン塩酸塩
ジメモルファンリン酸塩
ペントキシベリンクエン酸塩

・コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩、
およびリン酸ヒドロコデインセキサノールを服用する
場合は授乳を避けること［類似化合物（コデイン）で、
母乳を通して乳児のモルヒネ中毒がみられたとの報告
がある］。
・ペントキシベリンクエン酸塩、メチルエフェドリン塩
酸塩を服用する場合は授乳を避けること。

去　　痰　　薬

アンブロキソール塩酸塩
グアヤコールスルホン酸カリウム
グアイフェネシン、ブロムヘキシン塩酸塩
L-エチルシステイン塩酸塩

・アンブロキソール塩酸塩を服用する場合は授乳を避け
ること。

中枢神経興奮薬 カフェイン

・長期連用は避けること。母乳中へのカフェインの移行
量が多い（1回分量100mg以上）と、乳児に神経過敏
や不眠が起きるとの報告がある［乳児の肝機能は未熟
で、カフェインの半減期が80時間と長い］。

生薬・漢方薬
麻黄、甘草、地竜、牛黄、桂皮、桔梗、
生姜、葛根湯、小青竜湯、麻黄湯、麦門
冬湯など

－
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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.264・265

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）12月・平成22年（2010年）１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．注射用抗生物質製剤等によるショック等に対する安全対策について…3
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検 査 セ ン タ ー だ よ り

最近、加湿器や空気清浄機が身近なものになり、家庭に一台は持っていたり、ホテルの部屋に常備さ

れている所が増えています。しかし、使い方を誤るとレジオネラ属菌による肺炎などレジオネラ症の原

因になるおそれがあります。

レジオネラ症とは、レジオネラ属菌の感染によりおこる疾患で、レジオネラ肺炎と肺炎にならない自

然治癒型のポンティアック熱の２つの病型があります。レジオネラ肺炎は２～10日（平均４～５日）の

潜伏期を経て発病し、悪寒、高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛などが起こり、呼吸器症状として痰の少

ない咳、少量の粘性痰、胸痛・呼吸困難などが現れ、症状は日を追って重くなっていき、意識障害、歩

行障害を伴う場合もあります。臨床症状で他の細菌性肺炎と区別することは困難です。ポンティアック

熱は、１～２日の潜伏期を経て発病し、発熱、悪寒、筋肉痛で始まりますが、一過性で治癒します。い

わゆる風邪の症状と非常によく似ているので、症状からレジオネラ症を疑うことは難しいといわれてい

ます。

また、レジオネラ症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において四類感

染症に指定されており、患者をレジオネラ症と診断した全ての医師は、診断後７日以内に患者の年齢、

性別、病状、診断法等について最寄りの保健所へ届け出なければならないことになっています。

レジオネラの感染源といえば、温泉をはじめとする公共入浴施設、家庭用フルタイムバス（24時間風

呂）や空調設備（冷却塔水）などが主として考えられていますが、加湿器が感染源のレジオネラ症も報

告されています。

加湿方式の違いにより、レジオネラ症を発生しやすいものとそうでないものとがあります。その中で

も超音波方式と回転霧化・遠心噴霧の２方式は、水タンクがあり、エアロゾルを拡散するためレジオネ

ラ症発生の原因となりやすいと言われていますが、特に超音波方式は発症事例が多く報告されています。

超音波方式は、超音波によって水を微細な粒子にして放出するもので消費電力が小さく、加熱した蒸

気を放出しないので小さな子どものいる家庭でも使える安全性もあり、形もコンパクトなものも多く

数々のメリットがあります。しかし、水に含まれるもの全てを空中に放出してしまうため、ミネラルや

貯水タンクで増殖した菌までも放出してしまいます。

特に家庭用の超音波加湿器は

・タンク内の汚染が起こりやすい

・長期間水を貯めたまま放置される可能性が高い

・タンク内面に形成される生物膜もそのまま長時間保持される

以上の理由から管理が不十分になりやすく、危険性が高いと考えられます。

加湿器を使用する際には、水を足して使ったりせず、タンクの内面を常に清潔にしておき、水をこま

めに交換することが重要です。長期間使用しない場合は、タンク内の水を捨て、きれいに洗浄しておき

ましょう。

参考文献：厚生労働省HP、国立感染症研究所HP

～加湿器によるレジオネラ症に気をつけて～ 有助　美奈子
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何処かで聴いた歌のように「ネーミング」でその人の運命が左石される…かもしれない。

私の祖父、音治郎（九代目1879～1935）が1900年に「美泉堂」という屋号をつける。

当時、化粧品と小間物薬種商を営んでいたので「美の泉の堂」というイメージでつけたと

考えられます。

その後私の父、定男（1908～1974）は化粧品製造業の免許をとり化粧品総合メーカー

「西谷美泉堂」を興します。大東亜戦争にかかり戦地（ボルネオ島）で戦い戦後帰ってきま

した。戦後1945～1955頃は長髪の流行でポマード、シャンプー、石鹸、クリームなどが

飛ぶように売れましたが原材料の入手に苦労したそうです。

私は薬学を1958年卒業して数年間、父の化粧品製造業を手伝いましたが時代の流れで大

メーカーに対抗できないようになり、「健康美と病苦の改善」をコンセプトに美泉堂薬局経

営にと改業せざるを得なくなり今日にいたっています。

子どもの頃から絵がすきで、本当は親の跡継ぎでなく芸大に行きたかった夢を良妻のお

かげで実現させてもらったのです。68歳（2003年）になって芸大（倉敷芸術科学大学）へ

通い勉強しました。

2006年卒業を記念して祖父につけてもらった「正」という名を「たのし」と呼ぶことに

しました。「正しい」よりも「たのしい」方が平和だということが解かったからです。また

雅号は『美心』としました。「美泉堂薬局の心」「美の心」でもあり、NISIAを180度回転す

ればVISINとなる。考えてみれば、先祖からもらった「ネーミング」なのであります。

福山支部 西
にし

谷
や

正
たのし

わたしの名前が変わります
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福山市北部神辺町に平成11年11月に開局い

たしました「しんめい堂薬局」です。周年記

念感覚はあまりありませんので、書いてみて

初めて「10年の時」を噛み締めています。

「しんめいとは？」と聞かれるのがうれし

い日々もありました。そのようにいつまでも

思っていただくのも未だに楽しみなのでタネ

証はいたしません。ただ「し」で始まって

「ん」で終わるのが繁栄するという言い伝えと

「堂」を付けたいという相棒の希望がベースと

なりました。

建設予定地は「市街化調整区域」という規

制があり、規制を解除するには300坪丸々の借

地が条件でした。とはいっても開局当時は

「深安郡神辺町」でしたので市内の10分の１以

下の相場ですから、広めの設計と駐車場が確

保できました。駐車場はご近所の「２代目」

ならぬ「２台目」にセキュリティーを兼ねて

開放しています。

事務休憩室も広めで、20年来念願の「背に

本棚」とコーナーを含んだ壁一面オーダーデ

スクを置けました。ところがわずかに正面の

パソコン周辺だけがキーボード用空きスペー

スのみで、書類の山。整理整頓はスペースに

は全く無関係を証明しています。

開局は２名の薬剤師と１名の事務でしたが、

私はほとんど調剤ができなくなってから事務

１名と常勤の薬剤師さんに来ていただいてい

ます。

岡山県山間部で生まれ、大学卒業後、製薬

メーカーに就職し、広島支店に配属されてか

ら40年を広島県にて過ごしました。波乱万丈、

紆余曲折はありましたが正にこの40年は「薬」

と離れることなく、薬剤師としても育ててい

ただきましたし、今しばらく働きたいと思っ

ています。御覧の雰囲気の薬局です。お近く

にこられましたら是非お立ち寄りください。

次回は、ひまわり薬局（因島）さんです。

11
★

福山平成大学

芦田川
福山

ゴルフ倶楽部

道上駅JR福塩線
神辺→

ふくやま産業交流会館
（ビッグ・ローズ）

フジグラン
神辺

182

486

391

福
山
↓

しんめい堂薬局
福山市神辺町字道上

2981-3
平成11年11月開局
開設者　村上信行
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「治療薬マニュアル2010」
発　　行：株式会社　医学書院
判　　型：Ｂ６判　2,600頁
価　　格：定　　価　5,250円

会員価格　4,875円
送　　料：１部　420円

「居宅療養管理指導マニュアル」
著 ： 神奈川県薬剤師会介護保険委員会

発　　行：株式会社　じほう
判　　型：Ａ４判　90頁
価　　格：定　　価　2,520円

会員価格　2,200円
送　　料：１部　500円

「今日の治療薬　2010年版」
発　　行：株式会社　南江堂
判　　型：Ｂ６判　1,376頁
価　　格：定　　価　4,830円

会員価格　4,350円
送　　料：１部　525円

「社会保険薬価基準2010年４月版」
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：Ｂ５判　約550頁
価　　格：定　　価　3,360円

会員価格　1,700円
送　　料：１部　350円

「保険薬事典　平成22年４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22年４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

「調剤報酬点数表の解釈　平成22年４月版」
発　　行：株式会社　社会保険研究所
判　　型：Ｂ５判　約580頁
価　　格：定　　価　3,780円

会員価格　3,210円
送　　料：１部　500円

「医科診療報酬・調剤報酬点数表ハンドブック
平成22年4月版」
編　　集：社会保険研究所調査室
制　　作：株式会社　メディカルデータ
発　　行：株式会社　社会保険研究所
判　　型：Ｂ５判　約950頁（予定）
価　　格：定　　価　4,410円

会員価格　3,750円
送　　料：１部　500円

「ポケット版　臨床医薬品集2010」
編　　集：星　恵子（昭和薬科大学薬物治療学

教授、聖マリアンナ医大難治研客員教授）
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：Ａ６判（ポケットサイズ）、約1,050頁
価　　格：定　　価　4,200円

会員価格　3,800円
送　　料：１部　350円

「ハイリスク治療薬2010」
監　　修：堀内龍也、松山賢治
編　　集：阿南節子、櫻井美由紀、徳島裕子、

河野えみ子、黒山政一、木村健、
平田純生

発　　行：株式会社　じほう
判　　型：ポケット判　1,264頁
価　　格：定　　価　3,990円

会員価格　3,570円
送　　料：１部　500円

※価格はすべて税込みです。

書 籍 等 の 紹 介
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告　　　知　　　板

第39回広島県薬剤師会
通常総会の開催について

標記の会議を次のとおり開催致します。

記

日　時：平成22年５月22日（土）
午後３時

場　所：広島県薬剤師會館

社団法人　広島県薬剤師会

第39回広島県薬剤師会
通常代議員会の開催通知

標記の会議を次のとおり開催致します。

記

日　時：平成22年３月21日（日・春分の日）
午前11時

場　所：広島県薬剤師會館

社団法人　広島県薬剤師会

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

襟章販売のご案内

広島県薬剤師会の襟章を事務局にて

販売しております。

１個　1,000円（税込）
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新型インフルエンザもひとまず落ち着き、今年も暖冬なんだと思っていると、
突然の大雪が列島北部をおそった。
幸い広島市内は雪が舞う程度だったが、「寒いのはいやだなあ～～」
しかし、夏は暑く冬は寒い四季を感じる日本が一番だね!!

＜By コアラChanズ＞

冬期オリンピックも日本選手の活躍に感動しました。
次はサッカーワールドカップに期待するわけですが、やはり、私は地元のカープとサンフレッ

チェの活躍が一番の気がかりとなるでしょう。
今年も胃がキリキリしそうです。 ＜花粉よりホームランボールが飛んでこいと願うトッピー＞

先日、薬局のスタッフ全員で白木町の「楽天地」
という温泉へ行き、今はやりの大衆演劇を観劇し
てきました。食事をして一杯飲みながら、涙あり
笑いありの芝居を観てストレス解消しました。

大衆演劇は、庶民的なので役者とお客さんが一
体となって盛り上がります。

興味がある方は、役者を紹介しますのでゴース
トライターまで、ご連絡ください。

＜ゴーストライター＞

編集後記

3

2010
from EditorsVol.35

No.2

March

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

任期であった２年が終わります。
短いようで、たくさんの事がありま
した。新型インフルエンザ流行、政
権交代、私事ですが転職、等。

今後は、薬剤師の職能が大きく変
わることもあるのでしょうか？頑張
りましょう。 ＜メリッサ＞

東京でのシンポジウムの翌日が日曜日でしたので、１泊して
初めて上野の森に足を踏み入れました。早朝だったせいもあり、
都会の喧騒とは無縁の自然と芸術が豊かな空間でした。同じ流
れ方をする日常生活から少し離れて、リセットする時間も必要
ですよね。

＜打ち出の小槌＞

今シーズンから社会人リーグに参戦します。毎月１～２回、土曜日の夜７時から10時に２試合
が組まれます。

いよいよ福山薬剤師パワーの見せ所です。「どんなもんじゃー」と言いたいところですが、弱小
チームなので最下位は目に見えています。でも目的は試合後の一杯ですからね！

３月28日（日）東広島ヤンキーとの「福山城月見櫓の戦い」が前哨戦となります。
こんな薬剤師ホリデーを一緒に楽しみませんか？　　　　　　　　　 ＜薬天タブレッツ18番＞
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保険薬局ニュース
平 成 22 年 ３ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会
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介護保険請求に係る会計検査院からの指摘について

平成21年12月24日
広島県薬剤師会保険薬局部会

平成21年11月11日に公表された会計検査院の「平成20年度決算検査報告」によると、要介護認定（要
支援１～２および要介護１～５）を受けている患者に係る薬局からの請求において、介護予防居宅療養
管理指導費、または、居宅療養管理指導費として介護保険で算定すべきところを、在宅患者訪問薬剤管
理指導料として誤って医療保険で算定していた事例について、不適正な請求である旨の指摘がされてい
ます。

つきましては、在宅患者への訪問薬剤管理指導時の介護保険証の確認および請求方法等について、あ
らためてご確認をお願いいたします。また、何らかの理由で、誤認に基づく請求を行ってしまった場合
には、すみやかに医療保険での請求を取り下げ、介護保険での請求を行う等、適切な処置を行っていた
だくようお願いいたします。

なお、居宅療養管理指導に係る利用者との契約、介護保険証の確認方法等、在宅（居宅）患者訪問管
理指導に関する請求の詳細等については、下記に示す日薬会員向けホームページに、介護保険関連情報
として「在宅服薬マニュアル」が掲載されていますので、適宜ご利用ください。

◇「在宅服薬支援マニュアル改訂版」について

トップページ＞会員向けページ＞介護保険関連情報
http://nichiyaku.info/member/kaigo/default.html

後発医薬品の使用促進、環境整備の骨子案について

平成21年12月24日
広島県薬剤師会保険薬局部会

現在、後発医薬品調剤体制加算は処方せん枚数が算定の基礎であり、30％以上の処方せんで後発医薬
品を調剤している場合に加算を算定できますが、次回改正により、数量ベースに変更されるようです。

具体的には、後発医薬品の薬価収載単位での使用割合が20％以上、25％以上及び30％以上の場合に段
階的な加算を適用することとし、特に25％以上及び30％以上の場合を重点的に評価する事になるよう
です。

エンシュアリキッド等常用量の単位数が異常に大きくなる物については除外する方向で検討されてい
ます。

現在、後発医薬品調剤体制加算を算定している薬局も、数量ベースで計算するとその率はかなり低く
なると思われます。

後発医薬品への変更につきましては個々の薬局において取り組まれていることと思いますが、前回の



－2－

例によると、４月からの加算の基礎は１～３月の後発医薬品調剤率によるものと思われます。
各薬局におかれましては、今後とも後発医薬品の使用促進の施策に沿った対応を行っていただくよう

お願いいたします。
また、診療報酬全体の改訂では、薬価ベースで5.75%の薬価引き下げとなり、調剤報酬本体は0.52%

の引き上げと決定されました。
詳細が決定されましたら、またお知らせいたします。

平成21年度ＤＥＭ事業の実施について　　　　　　　

平成22年１月20日
広島県薬剤師会保険薬局部会

平素より、本会事業に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本年度のDEM（薬剤イベントモニタリング）事業の全国一斉調査のテーマは、吸入ステロイ

ド（５成分）によるイベント発現等の調査で、今回は、薬歴等から調査対象医薬品を使用中と考えられ、
同一医療機関の同一診療科の処方せんを持参し、過去６カ月以内に調査対象医薬品が調剤されている患
者に、「吸入指導は誰から説明を受けていますか？」「この薬を使って、何か変わったことはありません
か？」と質問していただきます。
本年度の調査期間は、平成22年２月22日（月）～28日（日）までですが、平成22年２月18日（木）ま

でを、テスト入力期間といたしまして、広島県薬剤師会ホームページ会員専用ページに、「2009年度日
薬DEM事業のインターネット報告」画面を設けましたので、是非お試しください。

詳細については、日薬雑誌12月号（P15～18）と日薬ホームページ会員向け情報に掲載されておりま
すので、ご参照ください。

業務ご多忙中のところ、お手数とは存じますが、薬局が医薬品の適正使用に一層貢献することを目的
としており、併せて、薬局薬剤師の有用性を社会に示すものでもありますので、本事業の趣旨をご理解
いただき、本年度もご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

広島県薬剤師会ホームページの会員専用ページから
http://www.hiroyaku.or.jp/

「2009年度 日薬DEM事業のインターネット報告」
http://www.hiroyaku.or.jp/member/dem
ログインID test パスワード　test

○対 　 象 　 患 　 者：薬歴等から、調査当日において調査対象医薬品を使用中と考えられ、同一
医療機関の同一診療科の処方せんを持参し、過去６カ月以内に調査対象医
薬品が調剤されている患者。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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○調 査 対 象 医 薬 品：ベクロメタゾンプロピオン酸エステル、フルチカゾンプロピオン酸エステル、ブ
デソニド、シクレソニド、モメタゾンフランカルボン酸エステルの各吸入ステロ
イド剤

○対象患者への聞き方：指定２項目については、原則、統一した言葉で質問していただきますので、
ご注意ください（９．吸入指導、11．前回調剤日から調査日までのイベント
の発現）。
日薬雑誌12月号Ｐ.16又は日薬ホームページ＞会員向け情報＞日薬DEM事業
参照。

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）

平成22年１月20日
広島県薬剤師会保険薬局部会

本事業への参加登録については、平成21年５月29日付、保険薬局部会ニュースにてお願いしておりま
すが、本事業を運営する財団法人日本医療機能評価機構によると、目標参加登録薬局数を５千～１万薬
局とされており、昨年12月末現在の都道府県別の参加登録状況は、全体で1,774薬局軒であり、広島県
では45薬局という状況です。

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、より一
層、医療安全対策の推進を図るため、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-hiyar i . jcqhc.or. jp/

ブラウンバッグ運動に関する報告会の開催及び、運動の継続について

平成22年１月27日
広島県薬剤師会保険薬局部会

～「3月31日までデータ収集の継続をお願いいたします」～

平素は本会会務に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
21年度地域医療対策協議会事業として東大グループと保険薬局部会で取り組んできました「ブラウン

バッグ運動」についてですが、９月からスタート予定の事業が10月からにずれ込み、実施してみると記
入・チェック項目の事務量に予想以上の多大なお時間をお掛けし、このような理由から、当初3,000例
のデータを収集し、解析事業でしたが、520余例しか収集出来ず、解析に有効な量に至りませんでした。
21年度事業としては、報告会にて集約いたしますが、東大グループとの「ブラウンバッグ運動」デー

タ収集は、３月の年度末まで継続することといたしましたので、引き続き、よろしくお願いいたします。
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また、「じほう」社の「調剤と情報」から運動の取材がありました。基本は顧客、患者さんからの求
めに応じ、「健康食品、サプリメント等」と「医薬品」併用における有害事象のチェックですので、「目
に見える薬局、薬剤師サービス」として、他県やグループ薬局からも興味を持たれているようです。

本事業は、全国で初めての試みでありましたが、「ゲット・ジ・アンサーズ」運動や「お薬手帳」の
ように、高齢者に限らず、幅広い薬剤師活動になると思いますので、22年度は、より効率的で、取り組
みやすいシステム作りを模索して参ります。

その際には、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

（１成分２品目）
［注射用薬］

薬価基準収載医薬品（平成22年1月22日付）

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果

規格単位 薬価（円） 備　考

ラピアクタ点滴用
バイアル150mg

（塩野義製薬）
ペラミビル水和物

Ａ型又はＢ型インフルエン
ザウイルス感染症

150mg15mL１瓶 3,117
・世界で初めての点滴静注用

抗インフルエンザウイルス
剤（ノイラミニダーゼ阻
害薬）。

・通常、単回投与で効果が期
待できる。

ラピアクタ点滴用
バッグ300mg

（塩野義製薬）
300mg60mL１袋 5,792
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薬剤師連盟のページ

「藤井もとゆき活動報告」

調剤報酬改定率決まる

厚労省から本年４月の医療費改定の改定率が発表されました。今回は、診療報酬本体（技術料本体）

を1.55％引き上げ、一方、薬価・材料費を1.36％引き下げる（うち、薬価1.23％引き下げ）とし、ネッ

トで（本体引き上げ分から薬価等の引き下げ分を差し引いた改定率）0.19％の引き上げを行う、とのこ

とです。

では、この医療費改定をどう見るかですが、これまで、日薬は、医科、歯科と比べ調剤が不公平とな

らないような引き上げをしてほしい、そのため医歯薬の改定比が１：１：0.4となるよう要望してきま

した。しかし、今回は技術料本体で、医科1.74％、歯科2.09％、調剤0.52％とされ、１：1.2：0.3という

改定比となりました。つまり、この数値で見る限り、日薬のこれまでの要望より低い配分となり、薬局

調剤に対し厳しかったように見えます。

ただ、昨年12月９日に発表された厚労省の今回改定の基本方針では、「入院医療費の優先的かつ重点

的改定を行う」とされています。したがって、今回の医科診療報酬の全体では1.74％引き上げとなって

いますが、その内訳をみると、入院3.03％、外来0.31％と、実に引き上げ分の９割が入院に配分されて

います。厚労省の平成19年度の「医療費の動向」によると、入院医療費13.6兆円、外来医療費12.4兆円

で、ほぼ半々です。しかし、今回の入院と外来の改定率比は10：１。まさに入院優先、入院重点の配分

となっています。

しかし、以上の1.74％、2.09％、0.52％などの改定率は、実は、薬剤費を含めた診療報酬総額、調剤

報酬総額に対する改定率です。医科診療報酬に占める薬剤費は医科全体では20.5％、そのうち入院だけ

では11.1％、外来30.9％です。また、調剤の薬剤費比率は72.8％となっています。そこで、薬剤費を除

いて、技術料のみで改定率を計算し直してみますと、入院3.40％、外来0.46％引き上げとなります。こ

れに対し、調剤改定率0.52％を、技術料の引き上げ率に換算してみますと、1.92％となります。つまり、

今回の改定は、調剤の技術料は、医科外来0.46％に対し、1.92％と５倍強の引き上げとなっているわけ

です。

したがって、「入院に重点を置く」という基本方針にもかかわらず、外来調剤である薬局調剤に対し

ては、必ずしも厳しいものではないといってもいいでしょう。地域医療を支える薬局に対する配慮は当

然のことです。

ただ、ベッドを持たない無床診療所は、約88,000カ所ありますが、これら地域医療を草の根で支える

多くの診療所にとっては大変厳しい改正となりました。入院重点の基本方針はよいとして、今一つの課

題である、高齢者医療を支える地域医療体制の確立に対する新政権の医療政策の方向が今ひとつ見えな

い、と言わざるを得ません。

前参議院議員

薬 学 博 士　　藤井もとゆき
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「藤井もとゆき活動報告」

特定医薬品の薬学的管理加算の新設と薬剤師業務

４月１日に予定されている医療費改定の内容が、２月12日、ようやく中医協から答申されました。今

回は、ネットで0.19％の引き上げ改定、技術料本体のみでは1.55％の引き上げとされました。調剤報酬

で見ますと、技術料本体では0.52％の引き上げとなっています。平成20年の医療費が全体では34.1兆円、

そのうち調剤は5.4兆円となっています（厚生労働省「医療費の動向」より）。そこで、調剤報酬総額

5.4兆円として計算しますと、その0.52％ですから280億円分の引き上げということになります。保険薬

局数を約５万薬局とすれば、１薬局当たり56万円、処方せん１枚当たりで40円程度の引き上げというこ

とになります。

今回の改定では、調剤基本料、内服調剤料、一包化加算等々の見直しが行われていますが、これらの

改定の中身については、日薬などからいずれ評価がでるものと思いますので、１点だけ注目しておきた

いと思います。それは、薬剤服用歴管理指導料の加算として新設された「特に安全管理が必要とされる

医薬品の薬学的管理料加算」です。

点数表の注をそのまま記載してみますと次の通りです。

注４「特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、

当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的

管理及び指導を行ったときには、所定点数に４点を加算する」

特に安全管理が必要な医薬品については厚生労働大臣が指定することになっていますが、中医協の審

議資料によると、抗がん剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、ジギタリス製剤、テオフィリン

製剤、糖尿病剤等の13薬効群が挙げられています。

これらの薬剤は、薬理作用が強く副作用も多い、有効量と中毒量の差が小さいなどから、慎重な処方

設計や血中濃度の管理など、安全管理が特に求められる薬剤ばかりです。関心が持たれるのは、「服用

状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行う」とは、どのような業

務を行った場合かという点です。加算が付くのですが、通常の副作用チェックや薬学的管理以上の業務

を行った場合ということでしょう。

このフィーは、病院薬剤師には既にあるわけですが、最近、日本病院薬剤師会などが、薬剤師が行う

バイタルサインのチェック、あるいはフィジカルアセスメントに積極的に取り組むという方向を打ち出

しています。厚生労働省は「チーム医療の推進に関する検討会」で、医療従事者の業務見直しの議論を

進めていますが、そうした動きの一方で、特定医薬品の安全管理加算が新設されたわけですが、今回の

特定薬剤の安全管理業務を通じて、新たな薬剤師業務の展開の方向が開けてゆくかもしれません。

前参議院議員

薬 学 博 士　　藤井もとゆき
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中国五県若手薬剤師フォーラムに参加して

１月10日（日）11日（月・祝）に「中国五県若

手薬剤師フォーラム」が廿日市市の安芸グランド

ホテルにて開催されました。

私は、昨年度熱海にて開催された「全国若手

フォーラム」に参加させていただいており、今回

はスタッフの一員として参加させていただきま

した。

参加者は中国五県から約130名、スタッフや講

師の先生方をあわせると約170名という規模の大

きなフォーラムとなりました。

フォーラムの目的としては、①今後の薬剤師職

能、医薬分業はどうあるべきか議論する。②薬剤

師の職能と政治との関わりについて学ぶ。③職能

の確立のためには、政治力の強化が必要であるこ

とを知る。④薬剤師連盟の活動とその必要性につ

いて理解する。⑤薬剤師会員の政治への関心を高

めるためには、どうしたらいいか議論する。⑥政

治力強化のために、何をすべきか、どのような方

法があるか、地域において何ができるか、議論す

る。といったことが挙げられます。

フォーラムは、前田泰則広島県薬剤師連盟会長

の開会の辞で始まり、その後、小田利郎日本薬剤

師連盟幹事長や児玉孝日本薬剤師連盟会長の講演

があり、藤井基之前参議院議員にもご講演いただ

きました。

夕食時は、児玉会長や藤井前参議院議員が参加

者からの質問にお答えになったり、多くの参加者

と直接話をしておられ、非常に盛り上がっていま

した。

その後、13グループに分かれて、それぞれのグ

ループにて討論会を行いました。熱海のときも討

論会は、深夜にまで及んだのですが、今回は、ほ

とんどの班が午前３時ごろまで熱く討論していま

した。

また、児玉会長や藤井前参議院議員、小田幹事

長も各グループを訪問され、参加者と直接話をさ

れており、参加者にとって貴重な体験になったも

のと思います。

２日目は、渡嘉敷奈緒美前衆議院議員の講演で

始まり、その後、各グループからの発表となりま

した。今後薬剤師はどのようになりたいのか？そ

のために我々は何をすべきか？といった議論が多

くのグループにおいて行われていたことを知り、

若手薬剤師の多くが同じ問題意識を持っているこ

とも判りました。その後、藤井前参議院議員、児

玉会長にまとめの講演をいただいて閉会式となり

ました。

今回はスタッフとして参加することで、私自身

多くのことを学ぶ事ができたと思います。このよ

うなフォーラムは今後も継続していくべきであ

り、一人でも多くの薬剤師が、このような議論に

参加し、薬剤師自身について考え、見つめなおす

機会が持てるよう活動していきたいと思います。

実行委員　荒川　隆之
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中国五県若手薬剤師フォーラムを振り返って

中国五県から40才未満の若手薬剤師が130名

（岡山21名、島根20名、鳥取20名、広島49名、山

口20名）。そして、17名のスタッフ、中国五県連

盟役員13名、ファシリテーター７名、講師４名

（児玉会長、小田幹事長、藤井基之前参議院議員、

渡嘉敷奈緒美前衆議院議員）計171名が安芸グラ

ンドホテルに集まりました。

講演やグループ討論等で構成された２日間のス

ケジュールを13の班に分かれてこなしていただき

ました。

１日目は薬剤師をとりまく現状を中心に、そし

て２日目は薬剤師の将来に向けての講演が展開さ

れました。過去から現在までの流れ、薬剤師は今

どういう状況にあるのかを知り、これから先何を

目指していくべきなのかを時には熱く、時には冗

談も交えながら、語り合いました。

若手薬剤師フォーラムは「参加して終わりのイ

ベント」ではなく、「薬剤師の職能を考えるス

タートライン」です。

参加された皆様におかれましても、このフォー

ラムでの経験を、参加した130名にとどめること

なく、それぞれの支部や職場、仲間内でお話しい

ただく機会を設けていただき、講演会ではどのよ

うな話が出たのか、そして若手150名が集まり何

を感じたのか、お伝えいただければと思います。

実行委員　豊見　敦
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中国五県若手薬剤師フォーラムに参加して

平成22年１月10・11日で、安芸グランドホテル

において「中国五県若手薬剤師フォーラム」が開

催されました。一昨年、熱海で開催された「全国

若手薬剤師フォーラム」にも参加させていただき

ましたが、今回は実行委員として参加させていた

だきました。中国五県からも熱海に参加した17名

が実行委員として集まり、参加された約130名が

“参加してよかった”と思えるフォーラムにしよ

うと佐伯支部の豊見敦先生を中心に、詳細なプロ

グラムが組まれました。

第一回目の会議は10月に広島県薬剤師會館で行

われたのですが、はじめて会うような方ばかりで、

みなさん遠慮しながらの発言でなかなか進行でき

ず、開催までに間に合うか不安でした。

まず、実行委員が中国五県にちらばっているの

で、いつ会議をもつか、ほとんど勤務薬剤師ばか

りなので１カ所に集まるとなれば時間に限りがあ

りました。そこで時代の進歩はすごいですね、若

い方はすばらしい、PC上に掲示板をつくり、そ

こに議題をだして、それについて意見を述べ合う

手段で準備を行ったのですが、PCの苦手な私は

朝PCを開くと受信メールがどっときているので、

それらを開いて読んだり処理するのに追われる毎

日でした。結局、会議は開催までに３回しか行わ

れませんでしたが、若い方はつぎつぎとPC上で

難題を克服していき、結果的にすばらしいフォー

ラムが開催できたと思います。私は３回目の会議

は参加できませんでしたが、開催の前夜も仕事が

終わってから広島に集まり夜遅くまで準備をして

士気を高めたそうです。

このような準備のもとで各県から若手の先生方

が参加されて開催に到ったわけですが、内容は

“薬剤師について少し真剣に考えてみよう”と薬

剤師の資格で生活している我々にとってごく当た

り前のことですが、薬剤師という職業・資格が無

意味になったり、いくら働いても生活できない、

他職から薬剤師の職業を奪われたりしたらどうな

るか、このようなことが起こらないよう２日間ホ

テルにこもってまじめに講演を伺ったり、討論し

たりしました。

私のグループもファシリテータの先生の薬剤師

や会の歴史などの話からはじまりました。最初は

会ったばかりで薬剤師の職場も薬局勤務、病院勤

務など違うせいか口数も少なかったですが、慣れ

てくるとそれぞれの立場で自分の意見がではじ

め、21：00からはじまりましたが、明け方の５：

00くらいまで話し合っていた方もおられたみたい

です。

翌日は朝早くから講演がはじまり、前日の討論

会の発表も90分くらいかけて行われましたが、ど

のグループも様々な思考で発表されていました。

なかなかこのようにして若い薬剤師が集まり、

薬剤師の将来について語り合うことはないと思い

ます。私のグループのなかでも、はじめはこの会

は何のためにやっているのですか？どうして中心

になってしているのですか？と疑問の意見もあり

ましたが、討論会が終わるころには、一人でも多

く頑張らないと薬剤師の将来の危機が待っている

ことを深く理解していただけたように感じました。

最後になりましたが、このフォーラムに参加さ

れた方、実行委員の方、薬連の役員の方本当にお

疲れさまでした。私は熱海にも参加して、今回も

このようなかたちで参加させていただきました

が、他県との交流も含め本当に意義のある会であ

り、とてもすばらしいと思います。これからも続

けていただきたいと思います。

実行委員　松井　聡政
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この度はまだお正月の余韻が残り、観光客で熱
気あふれる宮島フェリー乗り場が近くにある安芸
グランドホテルにて、同年代の薬剤師の方々が集
まって「これからの薬剤師の在り方」を、同じく
ホテル内に熱気をあふれさせ、顔を赤くしながら

（!?）語りあってまいりました。
前国会議員の藤井・渡嘉敷両先生、日本薬剤師

連盟の児玉会長・小田幹事長のお話は、何となく
関心がある程度ではどうしてもTV・新聞等で見
ているだけの遠くの世界での出来事に考えがちで
したが、診療報酬に関する話や、「どうして薬剤
師・薬局スタッフに新型インフルエンザワクチン
が医療従事者の最優先対象に入らなかったのか」
等々身近な話題になると決して遠くの世界ではな
い事が感じられました。

その為か大切な（!?）食事懇親会が終わってか
らのグループ討論会では、年明け一週間の仕事を
済ませ、さらに日中は熱い講演を聞いて疲れが
溜っているはずの皆さんが、時間が過ぎ、日にち

が変わるのを忘れて（潤滑油の入りすぎで麻痺状
態!?）深夜遅くまで自らの将来を語り合いました。

あと数カ月後に迫った参議院選挙では我々『薬
剤師党』の藤井基之先生に当選していただく事は
皆さん同様自分も既に感じていますが、ではその
為には何ができるのでしょうか？

このフォーラムに参加して、１泊２日の間一歩
も外に出ず熱気を浴びて（やっぱり麻痺状態!?）
投票行動を起こすだけでなく、日頃の活動で在宅
医療・高齢者に対する医療・チーム医療等我々が
世間から求められている事を推進していく熱気が
フォーラムに参加されてない方々にも広がってい
く事が大切ではないかと思います。

決して妖しい熱気ではない、ましてやインフル
エンザによる熱気でもない、新しい事が起こる時
には欠かせない熱気、【ファルマルネッサンス熱】
が広がればよいですね、この寒い今の時期だけで
はなく、いつまでも……

中国五県若手薬剤師フォーラムに参加して

福山支部　村上　範行



〈〈〈〈〈平成 19年の表紙〉〉〉〉〉

●平成19年11月号　ツルニンジン（キキョウ科）
中国では同属のヒカゲノツルニンジンを党参として利用し

ています。韓国でもツルニンジンの根を気力を増す生薬とし
て利用しています。薬用人参に似た効能を持ち合わせている
と言われますが作用は人参よりも弱く２～３倍の量を使用し
ます。茎を折ると白い乳液が出て独特の臭いがします。

●平成19年１月号　ツバキ（ツバキ科）
中国・朝鮮半島・日本に分布する常緑広葉樹。花蕾を煎じ

て止血に用いました。中国では花を山茶花と書きますが日本
ではサザンカと読んでいるようです。本来はツバキのことで
種子には脂肪油が含まれ毛髪油・刀剣油・軟膏基剤・食用と
利用されてきました。

●平成19年３月号　ジロボウエンゴサク（ケシ科）
ジロボウエンゴサクの近縁種でエンゴサクやエゾエンゴサ

クなどの根を鎮痛・鎮静の目的で使います。これらの根には
麻痺作用や鎮痛作用のあるアルカロイドが含まれています。
漢方薬では安中散の中に含まれ胃の痛みや月経痛をやわらげ
るのに用いられています。

●平成19年７月号　ホオノキ（モクレン科）
日本ではホオノキの樹皮を和厚朴として薬用にします。厚

朴エキスにはマグノフラリンなどのアルカロイドが含まれ鎮
痛、抗痙攣、鎮咳、消化不良を改善する目的で利用されます。
半夏厚朴湯は喉に異物感があるような咳や精神不安を改善す
る漢方薬として用いられています。

●平成19年９月号　カワラナデシコ（ナデシコ科）
本州・北海道に分布する多年草、全草に少量のアルカロイ

ドが含まれ利尿作用・心臓抑制作用・腸蠕動の興奮作用が報
告されています。漢方では清熱・利尿・通経を目的に用いら
れます。主に尿路疾患に用いられ血尿を伴う膀胱炎や尿路結
石に用いられてきました。民間では浮腫みや生理不順に用い
られました。

●平成19年５月号　サクラ（バラ科）
日本各地に生育する落葉高木、花が美しいソメイヨシノを

代表とする桜類は数十種が知られています。葉にはクマリン
配糖体が含まれ発酵したものは桜餅の香り付けに利用されま
す。民間薬としては樹皮を煎じて蕁麻疹や皮膚病の治療、咳
止めなどに利用してきました。華岡青洲は桜の樹皮を配合し
た十味敗毒湯を創作し化膿疾患に用いました。



〈〈〈〈〈平成 20年の表紙〉〉〉〉〉

●平成20年１月号　キンモクセイ（モクセイ科）
日本では用いられませんが中国ではキンモクセイの花を金

桂と呼び歯痛の薬や口臭予防に用いてきました。ギンモクセ
イの花も銀桂と呼び双方とも桂花（ケイカ）として薬用にし
ます。採集は秋の開花時に花だけを採集し夾雑物を除いて香
気が失せないように乾燥します。使用には乾燥したものを２
～３グラム煎じて服用します。

●平成20年３月号　サルトリイバラ（ユリ科）
中国ではサルトリイバラの根茎を （ばっかつ）と呼ん

でリウマチ等の関節痛・腫れに用いてきました。日本では山
帰来（さんきらい）と呼んで梅毒の治療薬や皮膚病の解毒剤
として使われてきました。中国地方ではサルトリイバラの葉
をカタロ、ガタラの葉と呼び餅を包むのに用いています。

●平成20年５月号　バイカオウレン（キンポウゲ科）
別名をゴカヨウオウレンとも言います。薬用にはオウレン

の根を用いますが成分的にはバイカオウレンもベルベリンを
含み薬用になります。収穫量が少ないことと希少種のために
用いられません。小葉は五枚に分かれます。五枚の花びらに
見える部分はガク片です。黄色の杯状の部分が花弁です。

●平成20年７月号　ヤマフジ（マメ科）
植物では右巻き、左巻きがよく問題になります。ヤマフジは左

巻き、フジは右巻きとされています。両手に棒を握り親指の方
向に巻き上がる蔓の方向、その握った手のどちらかで左右の巻
き方を決めます。フジに出来る瘤（こぶ）を民間で胃癌などに
使ってきました。藤瘤・訶子・菱・ 苡仁の入ったものをＷＴＴ
Ｃという商品名で発売したことがあります。

●平成20年９月号　オニユリ（ユリ科）
山野に自生する多年草ですが鱗茎を食養にするため栽培さ

れます。オニユリは葉のつけ根にムカゴができますがよく似
たコオニユリにはムカゴができません。デンプンや蛋白質の
他に微量のアルカロイドが含まれ咳止めや解熱の目的で用い
られます。鱗茎の収穫時期は冬がよいとされています。

●平成20年11月号　ヒガンバナ（ヒガンバナ科）
民間薬として鱗根をすりつぶし足の裏に貼ることで膝の痛

みや腫れを治すと言われてきました。地方によってはトウゴ
マやメリケン粉を混ぜて使用します。毒性が強く薄い皮膚に
着くと水ぶくれになります。内服は厳禁です。水田の畦に多
く見られますがモグラが嫌って穴を作らないからと言う人も
います。



社団法人 広島県薬剤師会
　　　　  検査センター
　　　　  電  話   082（243）2153
　　　　  FAX   082（243）2188
　　　　  E-mail：kensa@hiroyaku.or.jp

広島県薬剤師会

私たちの生活の中でかかせない水
そんな大切な水の安全、安心のために
水質検査プランの一部をご紹介します。

皆様の健康と安全を見つめる
それが私たち

広島県薬剤師会の願いです。

お問い合わせ先　

 （会員価格）

硬度（主なミネラル）や、
蒸発残留物、残留塩素 水道水中の鉄（Fe）や銅（Cu）

水質検査のご案内

一般項目試験（１０項目） ４,５００円
大腸菌・一般細菌・塩素イオン・有機物等・色度・濁度
臭気・味・pH・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

記
選挙期日　平成22年３月21日（日・春分の日）
投票場所　広島市中区富士見町11－42
　　　　　広島県薬剤師會館　４階ホール
会　　長　１名
監　　事　２名
立候補届受付開始日　平成22年３月１日（月）
立候補届受付締切日　平成22年３月10日（水）
（ 立候補の受付は午前９時から午後５時まで。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

（ 郵送による場合は、締切日時までに到着し
たものを有効とする。）

平成22年３月１日
社団法人広島県薬剤師会

選挙管理委員会委員長　山 本 和 彦

被選挙権　広島県薬剤師会正会員（Ａ・Ｂ）
（ ただし、平成22年１月31日までに正式に入
会手続き完了した会員。）

選 挙 権　広島県薬剤師会代議員
　　　　　（又は予備代議員）
投票方法　会長選挙は単記無記名投票、
　　　　　監事選挙は連記無記名投票
投開票日　平成22年３月21日（日・春分の日）
開票場所　広島県薬剤師會館　４階ホール

　立候補届出用紙は広島県薬剤師会事務局に
用意してあります。

選挙日の選挙長 山本和彦

記
選挙期日　平成22年３月21日（日・春分の日）
投票場所　広島市中区富士見町11－42　　　
　　　　　広島県薬剤師會館　４階ホール　
日薬代議員定数　　　４名
日薬予備代議員定数　４名
立候補届受付開始日　平成22年３月１日（月）
立候補届受付締切日　平成22年３月10日（水）
（ 立候補の受付は午前９時から午後５時まで。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
（ 郵送による場合は、締切日時までに到着し
たものを有効とする。）

平成22年３月１日
社団法人広島県薬剤師会

選挙管理委員会委員長　山本　和彦

被選挙権　 日本薬剤師会正会員［広島県薬剤
師会正会員（Ａ・Ｂ）］

（ ただし、平成22年１月31日までに正式に入
会手続き完了した会員。）
選 挙 権　広島県薬剤師会代議員
　　　　　（又は予備代議員）
投票方法　選挙は連記無記名投票

投開票日　平成22年３月21日（日・春分の日）
開票場所　広島県薬剤師會館　４階ホール

　立候補届出用紙は広島県薬剤師会事務局に
用意してあります。

選挙日の選挙長 山本和彦

社団法人広島県薬剤師会会長
及び監事選挙に関する告示

日薬代議員及び
予備代議員選挙に関する告示
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