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会長候補者 １名

監　　　事 ２名以内
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立候補届受付締切日 平成26年３月10日（月）

（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。）

有効とする。）
（郵送による場合は、締切日時までに到着したものを

平成26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 社団法人広島県薬剤師会正会員（Ａ・Ｂ）
（ただし、平成26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 社団法人広島県薬剤師会代議員（又は予備代議員）

投 票 方 法 会長候補者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26年３月21日（金・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

公益社団法人広島県薬剤師会会長候補者
及 び 監 事 選 挙 に 関 す る 告 示
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表紙写真　カギカズラ（釣藤鈎）（アカネ科）

関東以西に自生するつる性の樹木で他の木にまとわりついて生育します。そのため宿主を枯
らしてしまうことがあります。広島県では宮島に多く自生し弥山までの第一ロープウエイの
下辺りはカギカズラで覆われています。鈎の部分を薬用とし鎮静と降圧、末梢血管拡張の作
用が認められています。漢方薬では七物降下湯や釣藤散に配剤されます。

写真解説：吉本　悟 先生（安芸支部）　撮影場所：広島市西区
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第5回 広島国際大学OSCE

　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成25年12月3日（火）・4日（水）

　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島国際大学

　広島国際大学における第５回目の共用試験は、2013
年12月３日および４日の両日に主に知識を問うCBT 

（Computer Based Testing）を、そして2013年12月15日に
技能と態度の客観的臨床能力試験であるOSCE （Objective 
Structured Clinical Examination）を実施致しました。
　今年度のOSCEは、昨年と同様に６ステーション・５
レーンを設営し、午前・午後の２部構成とし、表１に示
すように、186名の評価者、標準模擬患者およびスタッ
フ、そして受験生数135名、総勢321名のご参加・ご協力
を得て実施されました。本学ではトライアル当初より、
学内の教員と学外の先生方を１組として各レーンの評価
にあたることが重要と考えてOSCEを準備しています。
そのため、今回も広島県薬剤師会および広島県病院薬剤
師会より、多くの先生方に外部評価者としてご協力いた
だきました。年末のご多忙な中、15日の本試験ばかりで
なく、８日及び12日に行われた直前講習会にもご参加い
ただき、誠に有難うございました。

第５回広島国際大学OSCE参加者・協力者数
分　類 所　属 人　数

評価者

広島県薬剤師会 28
広島県病院薬剤師会 29
他大学教員 4
学内教員 29

標準模擬患者 広島SP協会 18

スタッフ
学内教員 25
学内事務職員 14
TA（薬学部5年生） 38

モニター 共用試験センター 1
受験生 135
合　計 321

　今回は、大学行事の関係で開催時期を大幅に変更する
こととなったために、他大学のOSCEと実施時期が近く
なりました。結果として多くの先生方に、OSCE関連行
事に続けてご参加、ご協力いただくことになりました。
年末の大変お忙しい時期に、貴重なお時間をいただきま
したことに、あらためて感謝申し上げます。来年度以降
も同様のスケジュールで開催さぜるを得ない状況である
ため、今後とも宜しくお願い申し上げます。
　長期実務実習も４年目を迎えた中で行われた第５回

OSCEでは、訪問などを通じて本学の教員とも顔見知り
である先生方も多くご協力いただき、教育における地域
連携の成果の一端とも捉えることが出来たように感じま
した。本学では、長期実務実習において、本学に限らず
実習生をご指導いただいている指導薬剤師の先生方に、
OSCEにおける評価を継続してお願いできればと考えて
います。
　また運営に関しては、５回目を迎えたこともあり、ス
テーションの構築やスケジュール管理、評価方法の伝達
等の面で経験が蓄積されてまいりましたが、その分慣れ
に伴う緊張感の低下も懸念しており、昨年度以上に、事
前の準備や、トラブル発生時のシミュレーション、情報
漏洩対策を入念に行ってまいりました。結果、各スタッ
フがマニュアルに従い、適切に運営を行ったことで、試
験全体に影響するような大きなトラブルや事故が発生す
ることなく、OSCEを無事終了することが出来ました。
モニターとして共用試験センターよりお越しいただいた
福山大学の五郎丸先生から、「試験が公正かつ適切に実
施された」との講評を頂いております。来年度以降に
つきましては、受験生の誘導方法等、トラブルが発生す
る可能性のある点について改善し、より厳格、適正な
OSCEの実施を心掛けていきたいと存じます。
　毎年お伝えしていることですが、共用試験は長期実務
実習に臨む際の必要最小要件だと考えられています。そ
の合格基準は細目評価で70%以上とされています。従っ
て、試験に合格した学生であっても、その技能・態度に
差があるのも事実です。これらを本当の「技能（技術）」
や「態度」に醸成していくためには、医療現場における
先生方のご指導に基づく、体験実習が重要であると考え
ています。
　原稿の執筆時には第３期の長期実務実習を迎えようと
する時期ですが、５月の声を聞きますと、今回の合格者
の多くが先生方のご指導をお願いすることとなります。
６年制教育をより実りあるものとするためにも、さらな
るご協力とご指導を賜ります様、何卒宜しくお願い申し
上げます。

広島国際大学　木村　幸司
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第８回 食育推進全国大会広島県実行委員会（第５回）

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成25年12月20日（金）13:00 ～ 13:50

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：県立広島大学広島キャンパス

　平成25年６月22日（土）・23日（日）に開催された全
国大会の反省会を実施しました。
　ボランティアとして県立広島大学の職員・学生及び広
島女学院大学・広島文教女子大学の学生と247名の応援
で元気に実施できました。
　第５回の会議の主な内容を載せておきます。
会議の主な内容
（１）平成25年度事業報告及び収支決算（案）について
【事業報告について】
　資料１により、渡部企画部会長から説明し、承認を
得た。
【収支決算（案）について】
　資料２により、事務局から説明し、承認を得た。
【委員意見】
○ （歯科医師会）歯科医師会は、日本歯科医師会等と

毎年、この食育大会にブース出展をしているが、今
回は例年と違う企画で「噛む力チェック」などを行っ
た。非常に評判がよく、来年度以降はこの広島モデ
ルをベースに進めていこうという話も出ていると聞
いている。

○ （ゆあーず「食」未来研究所）今回は、ワークショッ
プで協力をさせていただいた。いろいろな野菜の話
など、子ども達に理解を深めてもらう内容となり、
よかった。

○ （スーパーマーケット協会）今回は、開会式を含め、
半日参加させていただいた。内容が盛りだくさんで
すべてを見ることは無理だったのが、残念。

○ （学校栄養士協議会）今回はブース出展をさせてい

ただいた。お客様が常に満員状態で大変だった。準
備も大変だったが、それだけ達成感を感じた。ただ、
会場が分かれていたのと、今、改めて報告書を見る
と、これだけのプログラムがあったのに、参加する
ことができなかったのが残念。

○ （広島エフエム放送）報告書にあるようにステージ
での協力をさせていただき、公開録音ということで、
そのPRCMもさせていただいた。

○ （広島テレビ放送）ミニシンポジウム「アスリート
と食育」の司会として参加させていただいた。また、
自分の４歳と７歳の子どもが県立産業会館のブース
でいろいろな食育の体験をさせてもらい、大喜びで
帰ってきた。弊社では、「子育て応援団」というの
を毎年やっているが、その中でもやればいいのに、
と子どもに言われたほどだった。

○ （広島県教育委員会／広島市教育委員会）大会では、
あちこち見させていただいたが、シャトルバスも満
員で、活気がありよかったと思う。何よりも教育と
いう観点から、学生さんたちが各会場で活躍してい
るのがとてもよいと思った。

（２）その他
【今後の食育推進について（広島県委員より）】
　大会で行った食育宣言をもとに、広島県としても今
後一層食育への取組を推進していく。手元にお配りし
ているCHIC（シック）という雑誌に掲載された記事
だが、この10月には減塩食の試食会を行った。今後も、
引き続き、皆様方の協力を得ながら食育の取組を推進
していければと思う。協力をよろしくお願いしたい。

常務理事　二川　勝



4 2014 Vol.39 No.2　広島県薬剤師会誌



5広島県薬剤師会誌　2014 Vol.39 No.2



6 2014 Vol.39 No.2　広島県薬剤師会誌



7広島県薬剤師会誌　2014 Vol.39 No.2



8 2014 Vol.39 No.2　広島県薬剤師会誌



9広島県薬剤師会誌　2014 Vol.39 No.2

2013年 臨床漢方薬理研究会大会（第108回例会）

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成25年12月22日（日）9:50 ～ 17:00

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：京都府民総合交流プラザ　京都テルサ

　臨床漢方薬理研究会とその主催者の東海大学医学部医
学科東洋医学講座の日置智津子先生は、私が日本薬剤師
会副会長の時に担当でもありました薬局製剤・漢方薬の
市場調査の質問や個々の薬局の現状、私の地元の広島県
での漢方薬の流通状況とその取り組みを教えて欲しいと
いうご依頼をいただいてからのお付き合いであります。
　最初の私の講演は、漢方の薬局製剤に関する事から始
まりました。原料となる生薬の味と氣の話からその原料
の選び方、修治法（それぞれの生薬を加工する方法：麻
黄は節を去る、甘草は炒る等）や煎じ方（柴胡材は一部
を除いて再煎する）をきちんとしなければその処方の効
き目を損なうことになる。と言った基礎的なお話をさせ
ていただきました。
　２回目は、処方選択の重要性を基本に講演させていた
だきました。当時は、漢方薬の郵送等の問題が、インター
ネットによる医薬品の販売に関する問題と郵送するとい
う一点で重なった為に、規制対象になったままの状態が
続き、日薬の副会長という立場からも担当であっただけ
に苦悩続きの連続でありました。　
　しかし、皮肉なことに日薬の役をおりましたその翌年
の平成25年１月11日の最高裁判所の判決はそれに風穴を
開ける判決でありました。
　１）省令に基づかない規制は無効
　２）職業選択と活動の自由
という２点が判決の理由です。１）の場合、此の度、厚

生労働省は一般用医薬品のスィッチ直後品目と一部劇薬
（ホルモン剤等）を要指導医薬品としてインターネット
サイドの医療用医薬品へのなだれ込みを防ぎました。１）
は省令に基づきますが、２）は憲法の第22条に触れると
いうもう一方の判決主文理由を国側が如何に解釈してい
るかが、引き続き裁判を起こしているケンコーコム側の
争点にならなければ良いがと懸念する次第です。
　３回目の講演は、「地域医療における漢方専門薬局の
展開と課題」というかなりハードルの高い演題でありま
した。３人のシンポジストの一人として参加しましたが、
最後のシンポジストとしての役割を果たすべく、漢方の
相談に限らずまず薬剤師としてしなければならない事は
患者さんに耳を傾けて対応するという基本をお話させて
いただきました。
　決して難しい対応でもなく自然体でお話を聞かせてい
ただくことが肝要です。
　対面であれ、インターネット販売であれ、通信販売で
あれ、患者さんから選ばれなければ、或いは必要とされ
なければ、薬剤師としての仕事は有り得ません。その恐
怖との戦いです。
　厳しいお話でしたがあまり角を立てずに締めくくりま
したので、患者さんとの葛藤をご理解いただけなかった
かも知れませんが３人くらいの方の眼をじっと見まして
少しはご理解いただけたかな？という感想を持ち京都を
後にしました。

会長　前田　泰則

平成25年度 在宅医療推進医等リーダー育成研修

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成25年12月23日（月）13:00 ～ 16:00

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：福山市医師会館

　まず、「在宅医療推進医等リーダー育成研修」の案内
がFAXで届いたとき、世の中で一番幸せな時間と思し
き、12月23日（月・祝）の開催になっており、最初は参
加しようかどうしようかと躊躇しました。しかし、在宅
に係るには24時間対応が必要と、本気度を試されたよう
な気がして参加しました。

　グループ分けは、できるだけ市町が一緒にならないよ
うに、本音が討論されるよう配慮されていました。
　まず、「多職種連携に係る人材育成事業について」の
講義で、看取りの場所の確保が必要とショッキングな話
から、多職種間の意思統一をしてからカンファレンスに
参加が望ましい、そのために統一言語という連携ルール

尾道支部　金光　瑞恵
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を構築しようという内容でした。
　私たち薬剤師は、在宅から入院退院を繰り返される患
者さんの病状が知らされないことが多々あり、なかなか
情報の共有は難しく、顔の見える関係の必要性を痛感し
ているはずです。
　これを基に「多職種連携の課題」への解決策について、
グループ討議されました。そのなかで、ケアマネジャー
の７割が福祉系の方でケアプランも福祉寄りの内容が多
いこと、在宅に行ってくれる薬局が少ないこと、ケアマ
ネジャーに仕事が集中しているなどの意見が交わされま
した。
　特に、看護師＆ケアマネジャーの方から「薬剤師が早
くから在宅に介入してくれるととても助かる」との発言
に、薬剤師が在宅に係ることで、患者さんは本当に幸せ
なのだろうか？と言う疑問に回答を得て背中を押してい
ただいた感覚でした。
　「在宅における多職種ケアカンファレンスの一例」の
DVD視聴後の討論では、同じ内容でも職種が違えば視
点がちがうことでした。
　最後は「在宅医療の現状と今後の展望について」の講
義で、「地域包括ケア」構築の必要性が盛り込まれてい

ました。
　私の本音トークになりますが、在宅医療・在宅福祉
チームのなかで、薬剤師の仕事が理解されていないこと
を日々痛感しています。
　退院時カンファレンスは調剤報酬で、サービス担当者
会議に出席しても報酬は付かず介護保険で薬剤師に係る
報酬項目が少ないと思っています。それは介護保険に薬
剤師として係るのでなく、薬剤師＆ケアマネジャーとい
うスタンスで係ったからではないでしょうか。
　まだまだ薬剤師が在宅に行くには注射剤等薬剤に制限
があったり、訪問回数の制限でサービス訪問になったり、
解決していく問題は山積しています。
　生活モデルへパラダイムシフトされていく中で、医療
系と福祉系が理解できる薬剤師の出番が多くなって欲し
いものです。
　また、顔の見える関係を構築するために、退院時カン
ファレンスだけでなく退院後カンファレンスで情報共有
のベースを作る必要があると考えています。
　認知症の発症が世界的な問題となっていくなかで、本
人も家族も安心して自宅で看取れる環境を多職種協働で
きるように精進したいと思います。

公益財団法人広島がんセミナー
第２回 先端的がん薬物療法研究会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月11日（土）10:00 ～ 18:30

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：グランドプリンスホテル広島 

　今回の研究会は、「５-FU製剤」の歴史、エビデンス、
薬物動態、毒性管理について様々な角度から、症例を交
え多くの先生方がご講演されました。
　10時から18時30分までと大変長時間にわたるセミナー
でしたが、それを感じさせない熱い講演、質疑応答で終
始会場は熱気に包まれておりました。
　1957年にHeidel Bergerが創薬された「５-FU」が今で
も最前線で使用されているのは、作用機序、薬物動態が
詳細に解明され、プロドラッグ化・DPD活性阻害など
抗腫瘍効果増強の追及が先人の知恵と苦労により進化し

てきたからという防衛医科大学校病院の市川先生のお話
で始まり、午前のシンポジウムでは、治療の目的（位置
づけ）により求められる抗腫瘍効果の違い（補助療法→
腫瘍縮小、切除不能→腫瘍制御期間の延長）があること。
乳がんにおいての術前・術後治療など目的についての患
者、家族も含め共有し、それにあったQOLを保つ事に
ついて消化器がん、膵がん、乳がん、頭頸部がんのエビ
デンスについての講演でした。
　午後からは薬物動態と毒性、管理方法についてで、代
謝経路から各製剤の特徴や、投与経路や速度による毒性

呉支部　大塚　茂雄
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の強弱、発生期日、投与量についてみることができました。
　毒性の管理については代表的な副作用の病棟での管理
や、セルフケアへの説明などの取り組みについてご講演
があり、特に口内炎に対する院内製剤の取り組みはとて
も興味深い内容でした。
　外来での治療が今後増えていく中、薬局において同じ
ように併用薬、それぞれに対応した投与量の確認、セル
フケアを含めた副作用の予防、軽減のための対策の提案

や、発生時の評価フィードバックにより重症化させな
いなど、より責任をもって取り組む事が患者QOL低下、
副作用による中断が減り治療効果が上がることにつなが
る、特に５-FUに関しては他に比べると予測しやすいの
ではないかという事でした。そのためにはやはり情報の
共有化、病院と患者さんとの関係作りに日ごろから取り
組んでいく必要があると思います。
　参加してよかったそんなセミナーでした。

第21回 広島県環境審議会総会／
広島県環境審議会 第24回 温泉部会

　　　　　　　　（総　　会）日時：平成26年1月15日（水）10:00 ～ 場所：県庁北館

　　　　　　　　（温泉部会）日時：平成26年1月15日（水）11:00 ～ 12:00　場所：県庁北館

　環境基本法（平成５年法律第91号）第43条第１項及び
自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第51条第１項の
規定に基づき、広島県環境審議会が設置されています。
委員32人は学識経験者、国の行政機関の職員、県議会の
議員、県または市町の職員で組織されています。今回は
委員の改選もあり、総会が開催されました。
　久保田環境部長の挨拶の後、広島工業大学環境学部教
授今岡勉委員が会長に選出され、広島大学環境安全セン
ター教授西島渉委員と日本野鳥の会広島県支部支部長福
本幸夫委員が会長代理に指名され、また部会委員の指名
も行われました。

報告事項
（１）各部会の審議事項等について
　　生活環境部会（所管課：環境保全課）、自然環境部

会（所管課：自然環境課）、温泉部会（所管課：薬務課）
の審議事項が各所管課から報告されました。

（２）公共用水域等の水質測定計画に係る測定項目追加
について

　　平成25年３月に、水生生物の生息又は生育に支障を
及ぼすおそれがある化学物質として、「直鎖アルキル
ベンゼンスルホン酸及びその塩」が水生生物保全環境
基準項目に追加されることから、平成26年度公共用水
域等の水質測定計画の測定項目に「直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸及びその塩」を追加し、３月に江の川
水系の江の川と小瀬川水系の小瀬川にて測定予定との
報告がありました。

その他
　第３次広島県環境基本計画、第３次広島県廃棄物処理
計画の各計画期間が平成23年度～平成27年度になってい

るため本年度より第４次の計画案策定が開始されるこ
と、また第２次広島県地球温暖化防止地域計画の計画期
間は平成23年度～平成32年度であるため、中間年にあた
る平成27年度には計画全体の評価や見直しが行われると
の報告があり、総会は終了しました。

　第21回広島県環境審議会総会後、引き続き広島県環境
審議会第24回温泉部会が開催されました。
　温泉とは「温泉法」により定義されています。「温泉法」
は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性
天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適性を
図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的と
しています。温泉を掘削する場合、増掘または動力装置
を設置する場合には、温泉法による許可が必要です。許
可にあたっては、広島県環境審議会温泉部会（例年年２
回）へ諮問したのち、審議を経た上で、許可あるいは不
許可の決定をすることになっています。
　薬務課海嶋照美課長の挨拶の後、部会長の選任が行わ
れ、広島大学大学院教授林武広委員が前回に引続き部会
長に選任され、広島大学大学院教授於保幸正委員が副会
長に指名されました。
　平成25年11月12日付けで広島県知事から温泉掘削及び
動力装置許可に係る諮問を受け、この案件を審議するた
め、今回の温泉部会が開催されました。審議の結果、掘
削許可申請は許可することになりました。その後意見交
換が行われた後、小松佐和子事業推進員から「温泉資源
の保護に関するガイドライン検討会について」の説明が
あり、会議は終了しました。次回の会議は秋に開催され
る予定です。

常務理事　中川　潤子
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日本薬剤師会
第５回 都道府県会長協議会（会長会）

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月15日（水）13:00 ～ 16:45

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：東京・日本薬剤師会

　日本薬剤師会児玉孝会長の挨拶にはじまり、会務報告、
調剤報酬改定に関する報告、その議論の整理（案）医療
法等改正に関する意見、地域包括ケアシステムの構築、
その費用負担の公平化、平成25年度薬局実務実習受け入
れに関するブロック会議開催実績及び開催予定、薬事法
の題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律」に改めるほか、所要の改正を
行う。薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律（概要）
平成26年度医薬関係予算案の概要、平成26年度薬局・薬
剤師関係予算の概要、薬剤師年金保険財政健全化計画全
面実施に伴う日本薬剤師会年金規則の改定について、新
型インフルエンザ等発生時における業務継続計画（案）
薬事法施行規則等の一部を改正する省令（案）の概要、
協議：一般用医薬品販売制度に関する件、平成26年度調
剤報酬改定に関する件、薬局・薬剤師を活用した健康情
報拠点の推進の件、日本薬剤師会会館建設について、平
成26年度の本会の課題の件、その他
　色々他県からもご意見が集中しました日本薬剤師会会
館建設について、その資料を見まして唖然としました。

「定期借地権」という時間差があるとは言え限度予算23
億円を遥かに超える事業計画に異論、反論が集中しまし
た。執行部はその定期借地権なる説明を建設業者顧問弁
護士に説明させましたが、要するに定期借地権物件は以
前から他でもありましたが、土地所有という条件から外
れるという事などで却下されてきました。また、一業者
ありきの進め方は以前より批判の対象になるということ
でこれも棄却されてきました。業者が持参した物件は可
とする様に方針を変えられましたが本物件は業者が持っ
てきたものではありません。
　最初から建設コンサルタントに任せず、一業者に調査
依頼をかけてその業者が持ってきたことにしてしまった
事実があります。
　私は以前の担当者の一人としてこのような手法は透明
性に欠けるので、執行体制の在り方まで疑問に感じてい
ます。
　この度の日薬代議員会において代議員の先生方にも
ちゃんと質問していただきたいし、日薬執行部は自らそ
の質問にお答えいただきたいと願っています。

会長　前田　泰則

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成25年３月２日・３日実施）

正答は 71ページ
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薬剤師が身につけておきたい
フィジカルアセスメント研修に関する検討会

　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月16日（木）10:30 ～ 16:30

　　　　　　　　　　　　　　場　所：東京・日本薬剤師会

　薬剤師によるフィジカルアセスメント（ＰＡ）研修は興味を持って進められているが、医師の医行為や看護師によ
る補助行為と微妙な関係にある。薬剤師が患者に手を触れてはいけないという従来の考え方（都市伝説ではあるが）
が完全に解禁されたわけではない。それには研修の一般化が必要でその中には安全性・有用性の確保、教育・生涯学
習の研修方法・モデルの標準化を通じて、薬剤師のＰＡが日常業務として安心して実施できる環境整備が必要である。
日薬としてはこの試行的研修を参考に今後全国に拡大していきたい意向である。

改正薬事法・薬剤師法
薬事法第九条の三

薬局開設者は……従事する薬剤師に……必要な薬学
的知見に基づく指導を行わせなければならない

薬剤師法第二十五条の二
薬剤師は…必要な薬学的知見に基づく指導を行わな
ければならない

図１　従来型薬学的アセスメント 図２　薬物療法に寄与する薬学的アセスメント（今後）

薬学的知見
　薬学情報、副作用情報、文献資料等

薬学的知見を使ったアセスメント＋患者の身体状態
（PA）が重要

ー次　第ー
	 司会：日本薬剤師会　地域・在宅医療委員会委員長　長津　雅則	氏
１．挨　　拶	 日本薬剤師会常務理事　安部　好弘	氏
２．講　　義「薬剤師に必要なフィジカルアセスメントの概念」
	 　　　日本薬剤師会　地域・在宅医療委員会　川添　哲嗣	委員
３．フィジカルアセスメントに必要な手技の実技・演習
	 日本薬剤師会　地域・在宅医療委員会　亀井　大輔	委員
４．実践演習（スモールグループディスカッション、ロールプレイ等）
５．全体協議	 座長：日本薬剤師会　地域・在宅医療委員会　大木　一正	委員
６．閉会挨拶	 日薬副会長　　三浦　洋嗣	氏

常務理事　有村　健二
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図３　バイタルサインの考え方

ヘルスアセスメント：最も重要で健康評価（トータルで考える）
　問診による主観的情報には質問の仕方が重要
　客観的情報
　波線で囲った物がバイタルサイン

図４　薬効評価と副作用モニタリングのための 薬学的フィジカルアセスメント手法555 

先ず五感を使って
次に五領域のチェック
それを補う５つつのバイタルサイン

Step1

/ / / /

Step2

/ / / /

Step3

/ / / / （SpO2）

SpO2
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緩和ケア支援センター
平成25年度 第１回 緩和ケア人材育成検討会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月16日（木）18:30 ～ 20:30

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県緩和ケア支援センター

　事務局の司会で会議が始まり、委員紹介の後、委員長
に名越静香氏、副委員長に松井富子氏が決まり名越委員
長の司会のもと議事が進みました。

報告事項（薬剤師関連のみ）
①　緩和ケア専門研修の取り組み状況
　（薬剤師専門研修）

　薬局薬剤師16名、病院薬剤師12名、計28名の参加が
あった。緩和ケアに関するコミュニケーションの研修
では事例を用いて、ロールプレイで演習を行った。こ
のような対人援助技術の演習は経験が少なく戸惑う受
講者も多かったが、研修終了後のアンケートの中では

「人との会話の大切さを理解することができた」とし
ている者が多かった。受講者から高い評価を得ている
ので次年度以降も継続していきたい。
　（在宅ケアチーム研修）

第１回：17名
　看護師７名、薬剤師３名、介護支援専門員５名、
　ヘルパー他２名　
第２回：31名
　看護師15名、薬剤師２名、介護支援専門員10名、
　介護福祉士他４名
の参加があったと報告された。
　３年目が終わり次年度以降の研修内容等について見
直す時期にきている。地域での多職種連携を習得でき
る魅力ある研修会となるよう企画の検討が必要であ
る。

②　緩和ケア専門研修の評価（薬剤師専門研修）
○ 研修前後の理解度を、１から９の各プログラム毎に

比較すると、全てのプログラムで理解度は上昇して
いる。

○ 他の研修に比べ、研修前に「理解していない」「あ
まり理解していない」の割合が、高かった。受講者
の所属施設は病院12名薬局16名。緩和ケア事例経験
者は半数であり、緩和ケアに関わることが少ないこ
とが考えられる。　　　　　　　　　

○ 対人援助に悩む人も多く、「１．コミュニケーショ
ン技術の基本」「２．患者・家族とのコミュニケー
ションの持ち方」を取り入れ、対人援助技術の向上
を図った。ロールプレイを取り入れたグループワー
クが効果的で受講者から分かりやすいと好評であっ
た。

○ 事前課題で「日頃、緩和ケアの事例で困っているこ
と」等を聞き、「８．在宅緩和ケアの実際（病院薬
剤師の役割）」で今後の緩和ケアにおける自分の課
題をグループワークで話し合い、28名中25名が「理
解している」「まあまあ理解している」に上昇し、
自分の緩和ケアにおける役割を明確にできたといえ
る。　　

検討事項
１）平成26年度緩和ケア専門研修について
　研修プログラム・研修評価について検討した。

　以上の予定した議題がスムーズに進み、定刻に会議は
終了しました。

常務理事　青野　拓郎
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平成25年度 日本薬剤師会中国ブロック会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月18日（土）15:00 ～

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島・TKPガーデンシティ広島

　日本薬剤師会からは、児玉孝会長、生出泉太郎副会長、
寺山善彦専務理事、森昌平常務理事、豊見雅文理事が出
席され、上記会議が開催されました。日本薬剤師会中国
ブロック世話人である鳥取県薬剤師会小林健治会長の開
会の辞の後、開催県会長として広島県薬剤師会前田泰則
会長、日本薬剤師会児玉孝会長の挨拶がありました。

議題１：開催趣旨、薬剤師に関わる直近の課題、薬
剤師の現状と将来 会長　児玉　孝

　インターネット販売による一般用医薬品販売を始め、
医薬分業や調剤報酬への批判等、薬剤師を取り巻く環境
が厳しい中、会員からの不安の声を日々直接聞いている
地区薬剤師会、会長を対象としてブロック会議を開催し、
現状確認と将来展望の一助にさせていただきたいとの開
催主旨を述べられました。
　また、平成26年度の主要課題として４項目を挙げられ
ました。
１．社会保障と税の一体改革において薬剤師に求められ
ている要点

　◎病院完結型から地域完結型へ
　○開局薬剤師
　◦地域包括ケアシステムへ在宅医療・介護を通しての

参画
　◦地域の健康づくり拠点（セルフメディケーション、

予防、重症化防止）等への関与
　○病院薬剤師・チーム医療における薬物療法への参画
　◦在宅医療における開局薬剤師との連携
　○製薬・卸薬剤師
　◦高齢者関係医薬品の供給
２．診療報酬改定（４月改定）

　社会保障と制度改革への対応を基本とし、かかりつ
け薬局・薬剤師の機能の充実、在宅医療・介護への参
画、ジェネリック医薬品使用の促進、病院薬剤師の病
棟における薬物療法参画への評価等を重点項目として
いるが、いずれにせよ、医療保険財政の厳しい中、い
かに患者さんに納得していただけるかが重要だと思う。
３．	インターネットによる一般医薬品の販売（６月施行
予定）

　薬剤師の立場からは、ネット販売による安全性リス
クの軽減と従来通りの店舗における薬剤師の対面によ
る対応がより重要になる。特に、第一類はもとより、

新設された要指導医薬品は、薬剤師の対面のみによる
供給となっているため、特段の取り組みをお願いした
い。
４．120周年記念事業

　記念事業とし、本年、120周年記念誌の発刊と、日
本薬剤師会会館の建設を着工する予定。会館は薬剤師
の活動拠点として、また、将来を担う薬剤師のために
も完成させたいと考えている。

議題２：健康づくり拠点としての薬局のあり方　　
（セルフメディケーションへの対応）

副会長　生出　泉太郎
　薬剤師の目指すべき方向を示されました。
１．医薬品から一般用医薬品まで、全ての医薬品に係る

職能である薬剤師
２．医薬品の安全確保とともに、医薬品の持つ有用性を

最大限に引き出すことのできる薬剤師
３．調剤という、一つのプロセスに係る薬剤師ではなく、

健康維持から疾病予防、治療の全過程に係ることので
きる薬剤師

議題３：地域医療・介護への関わり　
常務理事　森　昌平

　先ず、平成26年度診療報酬（調剤報酬）改定について、
厳しい現状が報告されました。調剤報酬・診療報酬の具
体的な改定内容については、今後中医協で検討されるこ
とになりますが、限りある財源を効率的かつ効果的に地
域医療のために配分されるよう関係各方面にお願いして
いきたいと述べられました。そのためには、薬剤師一人
一人の更なるお薬手帳、後発医薬品使用推進への取り組
みが重要になります。

議題４：参考 専務理事　寺山　善彦
　TPP参加と医療への影響について、日本薬剤師会生涯
学習制度とJPALSについて、実務実習における現状の
問題点、会員増強対策、日薬の広報戦略等についての説
明がありました。
　各県出席者との活発な質疑応答の後、広島県薬剤師会
村上信行副会長の閉会の辞により３時間半に亘る会議が
終了しました。

常務理事　中川　潤子
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21世紀、県民の健康とくらしを考える会
県民フォーラム

　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月25日（土）14:00 ～

　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島市青少年センター

　当日はとても寒い雨の午後でした。係の方が、精一杯
暖房を効かせてくれていたのにもかかわらず、冷蔵庫の
中に座っているようでした。ご年配の参加者が多かった
のですが最後まで熱心に聴講されていました。引き込ま
れるようなご講演で最後にはビデオからのメッセージに
目頭が熱くなりました。
　開演と同時に緞帳が上がり、この会の主催構成団体の
代表が一人一人紹介されました。広島県薬剤師会からは
渡邊副会長が登壇されていました。広島県社会福祉協議
会山下三郎会長が開会のあいさつをされ、そのあと落久
保先生の基調講演と長尾先生の講演がありました。

基調講演 ｢これで安心　広島の在宅医療｣　
落久保　裕之 先生

・なぜ今、在宅医療でしょうか？
　これからは高齢者社会・多死時代となる。たとえば
65歳の余命は20年、その過ごし方を考える。知恵と経
験をもっているが、体の機能は…75歳を超えれば何ら
かの支援をうけることが必要となります。身につまさ
れる事実です。
・早期退院は本当に必要なのでしょうか？

　先生はMDS（骨髄異型形成症候群）になり、骨髄
移植をされました。放射線治療など終了してまだ不安
の中、早期退院をされました。かかりつけ医を中心に
在宅チームが不安を払拭してくれたそうです。医者が
入院すると色んなことがわかると言われました。
・広島の在宅医療はどうでしょうか？

　安心・充実です。人口10万人当たりの在宅医療支援
診療所数は全国平均が10.1ですが広島県は19.0で全国
３位です。
・在宅医療はどんなことができますか？

　多くの医療を普通にできるようになりました。
　しかし、高齢者が地域で暮らすために何が必要で

しょうか。医療だけでは ｢やっぱり家がいい｣ と実感
できません。在宅生活を支えるチームケアとは多職種
協働のチームケアが重要です。

講演 ｢がん・認知症時代の生き方｣
長尾　和宏 先生

　「現在尼崎市で24時間体制の在宅医療に取り組んでい
る普通の開業医です」と自己紹介されました。たくさん
の著書があり、｢Dr.和の町医者日記｣ と題して認知症や
がんについて新聞に連載があり、日本中、講演で飛び回っ
ておられます。とても普通の町医者なんかではありませ
ん。今回は先生が出会ったたくさんの患者さんのビデオ
と、認知症をテーマにした映画を交えた講演でした。先
生の軽快なお話と、患者さんの生の声に引き込まれ、寒
さを忘れていました。
　これまであたりまえのように見ていた病院での終末医
療を映画の一場面で見るとチューブに管理されている姿
には違和感を覚えました。病院で看護師長をされていた
方が末期がんになり、現在は自宅でチームケアを受けて
られます。現場に何を望むかと問われ、｢５分でいいか
ら患者さんのそばにいて欲しい｣ と言われていました。
話を聞いてもらえることが、また、そばにいてもらえ
るだけで安心すると言われました。｢やっぱり家がいい
｣とみんな話しています。正直な言葉と思います。ただ、
自分が、今そう言えるかどうか不安です。国も県も民間
も一緒になって体制を整え、我々が心から望むくらしを
考えなければと思いました。

　今回の県民フォーラムに参加して、皆さんの意識の重
みを感じ、薬剤師としてだけでなく、薬と医療のことを
よく知っている隣人として在宅生活を支えてみたくなり
ました。

常務理事　松村　智子
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
特定接種登録説明会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月26日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師會館

　標記説明会では以下の３つ分けて説明がありましたの
で、それぞれ要点のみ報告致します。

１  ．新型インフルエンザ等を想定した国のガイドライン
及び広島県の行動計画等について

　◦流行規模・被害想定
　　○発病率：全人口の約25％
　　○ 医療機関受診患者数：1,300万人～ 2,500万人（広

島県：72万人）
　　○死亡者数：17万人～ 64万人　　
　　○ 従業員の欠勤：最大40％（ピーク時の約２週間）〈家

族の看病等を含める〉

　◦対策の目的及び基本的な戦略として
　　○ 感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健

康を保護する。
　　○ 国民生活・経済に及ぼす影響が最小となるように

する。

　 　そのためには①医療体制の強化、②ピークを遅らせ
る、③ピーク時の患者数等を小さくするよう、政府行
動計画に基づき、国、地方公共団体、事業者等が連携・
協力し、発生段階に応じた総合的な対策が求められる。

　 　従来の行動計画との具体的な変更点としては以下の
ような内容等が挙げられていた。

　◦指定（地方）公共機関の役割等を新たに規定
　◦ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言の運用を新たに

規定
　◦ 法定化された不要不急の外出の自粛の要請等につい

て規定
　◦法定化された施設の使用期限の要請等について規定
　◦ 法定化された特定接種の対象となり得る業種等を新

たに明らかにした

２．特定接種登録の手続きについて
　 　新型インフルエンザ等医療提供を行う事業として薬

局における登録対象者は、処方箋に基づいて新型イン
フルエンザ等の治療のための医薬品の調剤業務等を行
う薬剤師や、当該業務に直接関与し、かつ、当該業務
の継続に必要不可欠である事務職員等（多数の新型イ
ンフルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職
員等）とし、予め厚生労働大臣の登録を受ける必要が
あります。

　 　受付期間：平成26年３月14日（金）まで
　 　〈郵送の場合は平成26年３月７日（金）必着〉
　 　申請方法など詳しくは下記URLをご確認下さい。
　　○  広島県感染症・疾病管理センター　

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/
tokuteisessyu.html

３． 新型インフルエンザ等が発生した場合の薬局のとる
べき行動・対策について　～薬局業務継続計画の策
定ポイント～

　 　「業務継続計画」とは急激に増加するインフルエン
ザ等の患者への対応と、定期通院患者への調剤業務な
どを平時よりも少ないスタッフで提供しながら、患者
数がピークを迎えるまん延期でも薬局が調剤業務を継
続するためにあらかじめ準備しておく対処方針を検討
し、文章で記載したもので、以下のような手順で策定
する。

　 ステップ①基本方針の策定
　　　　　◦ 国、県、市が定める新型インフルエンザ等

行動計画及びマニュアルを入手
　　　　　◦ 新型インフルエンザ発生時に自分の薬局に

おいて何を優先するかを明確化
　 ステップ②被害の想定
　　　　　◦ 新型インフルエンザ等の発生時において自

分の薬局に加わる被害の想定
　 ステップ③業務の把握と優先業務の選定
　　　　　◦ 日常行っている薬局業務を整理
　　　　　◦ 新型インフルエンザ等の発生時に継続しな

ければならない業務の選定
　 ステップ④業務資源の把握
　　　　　◦ 優先業務を行うために必要な業務資源の把

広島支部　竹本　貴明
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握（人的資源、物的資源、情報資源、ライ
フラインなど）

　 ステップ⑤リスクの評価
　　　　　◦ 業務資源の利用の可能性について、現状の

対策や先に選定した被害想定を参考に評価
　 ステップ⑥業務継続目標の設定
　　　　　◦ 優先業務について、新型インフルエンザ発

生後の時間経過の中で、どのようなサービ
スレベルを目指すのか、業務継続の目標を
設定（例：調剤時間・日数の変更、新型イ
ンフルエンザと他の患者の空間の区別な
ど）

　 ステップ⑦対策の検討
　　　　　◦ ステップ⑥で設定した業務継続目標を実現

するために必要となる事前対策を検討

　ステップ⑧業務継続計画の作成
　　　　　◦ ステップ①～⑦までの検討したものを踏ま

えて文章化
　　　　　◦ 県への特定接種登録申請書の提出
　 ステップ⑨業務継続計画の評価・見直し
　　　　　◦ 定期的な見直し、フィードバック

日薬代議員中国ブロック会議

　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月25日（土）・26日（日）15:00 ～

　　　　　　　　　　　　　場　所：ホテルモナーク鳥取

　第82回日本薬剤師会臨時総会へむけて標記の会議が鳥
取県でありました。ブロック世話人及び開催県である鳥
取県薬剤師会小林健治会長の開会挨拶で会議が始まり、
議事に入る前に日本薬剤師会豊見雅文理事より日本薬剤
師会状況報告がありました。
　村上信行日薬代議員会議事運営委員より臨時総会の日
程の説明、総会議事進行予定の説明がありました。
　定時総会のブロック代表質問者について討議し、当番
県の鳥取県が担当することになりました。
　次に質問内容の取りまとめに入り
１）薬剤師による受診前トリアージについて
　 　初診時に限らず医師の診察前に、まず薬局薬剤師が

病歴・服薬歴のチェックを行い、患者様の病態・残薬
を把握し、適切な判断に至る「薬剤師によるトリアー
ジ」が出来れば、医師は診療時間を確保することがで
き、更に必要日数のみの処方ができることによって医
療費削減にも繋がると期待できます。これから薬局薬
剤師を活用した健康情報拠点推進事業が始まります。
このような薬剤師の診察前チェックについて、日薬の
ご意見を伺いたい。

２） 「処方せんのファクシミリ送信」に係る見直し・改
善の通知について

　 　「処方せんファクシミリ送信」に係る見直し・改善
については、平成15年に日薬会長通知が発出され、翌

年には調査結果を踏まえ、再度の見直し・改善が通知
された。通知の趣旨を踏まえ、FAXコーナーの廃止
について設置病院と交渉を行っているが、なかなか
理解が得られない。したがって再度通知を出し、見直
し・改善の推進が図られるようにしていただきたい。

　上記の他に次の10項目について質問することに決めま
した。
３）後発医薬品の名称について
４）処方せんの使用期間について
５）厚生局の個別指導等の選定基準について
６）日薬のマスコットキャラクターについて
７） 薬局薬剤師の現状について
８）  一般用医薬品を含めた医薬品提供体制、健康体制の

構築について
９） 医薬分業の完全化について
10）  高度管理医療機器等販売賃貸管理者の継続研修の廃

止
11） 麻薬小売業及び卸売業免許申請に添付する役員診断

書の廃止
12） 薬剤師年金の広報について
　次に日本薬剤師会会長候補者選挙に関する公示につい
て説明があり、最後に次回のブロック会議の開催県を岡
山県とすることに決まり全部の議事が終わりました。

日本薬剤師会代議員　青野　拓郎
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健康ひろしま21推進協議会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月27日（月）19:00 ～ 20:30

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：県庁北館

　広島県民の健康の保持を図ることを目的に、「健康ひ
ろしま21（県健康増進計画）」を維持するため、この協
議会が設置されています。広島県健康福祉局笠松淳也局
長の挨拶の後、委員紹介が行われ、知事の指名により社
団法人広島県医師会渡邊弘司常任理事が会長に就任しま
した。

議題：健康ひろしま21（第２次）の推進について
　先ず、事務局より総括目標である「健康寿命の延伸に
ついて」と、健康寿命の延伸のための重点的取組項目５
項目の趣旨、取組状況、今後の方針の説明がありました。

趣旨
〔基本的な目標〕
１．すべての県民が生活習慣病のリスク因子を正しく理

解している。
２．県民自らが、生活習慣病予防のために、健康づくり

を実践している。
３．生活習慣病になっても、早期治療に努め、治療を中

断することなく継続し、重症化や寝たきりにならない
よう取り組んでいる。

４．県民の取組をサポートする体制が整備されている。

　健康ひろしま21（第２次）を効果的に推進していくた
めに、基本的な目標を定め、これらの基本的な項目を踏
まえ「健康寿命の延伸」を総括目標としている。生活習
慣の改善について、特に下記の４項目に重点的に取り組
むとともに、特定健康診断・特定保健指導の実施率向上
を図ることにより、健康寿命の延伸を目指す。

〔健康寿命の延伸を目指すための重点的取組項目〕
１．栄養・食生活（減塩対策）
２．身体活動・運動（適正体重に係る対策）
３．たばこ対策
４．歯・口腔の健康に係る対策

（５．特定健康診断・特定保健指導の実施率向上）

取組状況
　平成25年度については、県民健康・栄養調査を実施し
て県民の健康状態を把握し、健康寿命の延伸に向けた取
組の検討・実施に向けたデータ収集を行っている。

今後の方針
　平成26年度以降、県民健康・栄養調査で得たデータを
基に、健康寿命に影響する要因の分析を行う。

　事務局からの説明の後、重点取組項目の中のたばこ対
策と身体活動・運動を中心に協議しました。
　たばこ対策については、「広島県たばこ対策懇話会」
委員の選定基準や趣旨、禁煙宣言１万人キャンペーンの
広報の方法についてなどの質問が上がりました。たばこ
対策について、各委員からの意見をまとめると以下の３
点になります。
◦ 積極的に企業等への働きかけを行い、喫煙率を減らし

ていくべきではないか。
◦ 受動喫煙に関しては、できれば厳格に対処してほしい。
◦  県薬剤師会の取組のように新たな喫煙者を増やさない

活動も重要である。
　また、身体活動・運動については他での協議の場がな
いこともあり、意見を求められました。平成25年度の取
組状況は、県内23市町に対し、ウォーキングコースの設
定状況について照会し、把握に努めているところです。
今後は、設定されていない圏域についても順次コース設
定を進める方針ですが、ウォーキングコースを作るだけ
では運動習慣の定着は難しいと考えられるため、職場や
家族を巻き込めるようなイベントの開催、ウォーキング
を継続するためのツールの作成などの提案が出され、会
議は終了しました。
　健康ひろしま21（第２次）が実効性のある計画になる
よう、今後も協議を継続し、目標の評価については、目
標設定後５年を目途にすべての目標について中間評価を
行うとともに、目標設定後10年を目途に最終評価が行わ
れます。

常務理事　中川　潤子
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ブレストケア・ピンクリボンキャンペーン in 広島
実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月28日（火）18:30 ～ 20:00

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：本通ドムス

　NPO法人ひろしま女性NPOセンター未来事務局にて、
委員会が開催された。川瀬啓子委員長から ｢日本中でい
ろんなピンクリボン活動が展開されています。われわれ
は地域に根付いた活動をし、どういうメッセージを出す
かを考えたい｣ と挨拶がありました。その後ピンクリボ
ン de サンフレッチェの報告とこれからの活動の話し合
いがありました。

ピンクリボン de サンフレッチェ報告
日時　2013年10月26日（土）　
　　　12：00～ 16：00　ベガルタ仙台戦
場所　広島ビッグアーチ　おまつり広場

　台風一過、爽やかな秋空のなかで、早い時間から
サポーターたちの熱気に後押しされ、学生13名を含
む総勢54名のボランティアにより元気にキャンペー
ンを展開することができました。安田大学書道ガー
ルの書に選手たちのサインとサポーターの皆さんの
応援メッセージを集め、その横断幕を持ってハーフ
タイムに学生たちが場内を行進し多くの方々にア
ピールをしました。クイズラリーやオリジナルスト
ラップ制作、臨床検査技師による ｢がん細胞を見て
みよう｣ コーナーと ｢骨密度測定｣ コーナー、放射
線技師によるマンモグラフィ機器の説明、看護師に
よる乳房触診模型を使っての自己触診の指導、事前
に申し込みを受け無料のマンモグラフィ検診体験と
たくさんのキャンペーンを展開しました。

ピンクリボン de 広響のお知らせ
日時　2014年３月14日（金）
　　　18：45開演（17：45開場）
場所　広島文化学園HBGホール

　広島交響楽団とのコラボレーションでは“大切な
あなたと奏でるメロディー”をキャッチフレーズに、
楽団員とファンの皆様が音楽を通じてともに女性の
健康を願い、乳がんの早期発見の大切さを知ってい
ただくために、心温まるキャンペーンを行います。

ピンクリボン de カープ in 広島
日時　2014年５月25日（日）　西武戦（ナイター）
ピンクリボン de カープ in 三次
日時　2014年５月26日（月）　西武戦
ピンクリボン de カープ in 呉
日時　2014年６月９日（月）　オリックス戦

　乳がんは大変な勢いで増加しています。日本では社会
や家庭で大切な役目を担う30代から50代の女性たちの死
亡原因第一位の疾患です。乳がん対策の決め手は、早期
発見・早期治療です。定期的な検診の大切さを知ってい
ただき、受診し易い環境づくりを進める活動を ｢ブレス
トケア・ピンクリボンキャンペーン in 広島｣ は続けて
います。ピンクリボンキャンペーンとし、広島３大プロ

（カープ、サンフレッチェ、広島交響楽団）とのコラボレー
ションを継続しつつ、乳がんへの正しい知識の啓発と検
診受診率50％の達成に向けて県内各地へ活動を広めてい
ます。早期発見が大切であることは理解されていますが、
なかなか検診率には反映されていないのが現実です。あ
る地域で5,000枚のチラシを配布して30人の検診予約が
あった、というのが現況です。がん検診サポート薬剤師
の私は、多くの若い人達に乳がんの早期発見の大切さを
伝え“ピンクリボンサポーターになろう”のメッセージ
を届けたいと考えています。ご一緒に参加しませんか。

常務理事　松村　智子
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日本薬剤師会 平成25年度
薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年1月31日（金）10:00 ～ 16:30

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：東京・日本薬剤師会

  今回は、「会員の医薬品情報リテラシー向上のために
薬事情報センターが一皮剥ける！」という目標を掲げて、
下記のプログラムで研修会が開催されました。
　現在、日本薬剤師会（以下、「日薬」という。）では、
医薬品情報（以下、「DI」という。）に医療安全を包括
する新しい概念に基づく種々の事業を実施しています。
その一環として、「モバイルDI室（仮称）」事業を、９
都道府県において試行的に実施しており、今後、全国展
開することを目途としています。本事業は、薬事情報セ
ンター職員が担当することになり、そのために必要な「ヒ
ヤリ・ハット事例などの医薬品市販後情報」の収集・評
価・提供方法の技能を、ワークショップを通して学習す
ることが本研修会の課題でした。
　当県からは、豊見雅文専務理事（日薬DI委員会副担
当理事）と、ワークショップの協力者として招集された
大谷純一先生（安芸府中薬局）、私の３名が出席致しま
した。

プログラム

１．開会挨拶		 	（敬称略）
	 日薬副会長　土屋　文人
２．日薬及び薬剤師を取り巻く環境　
	 日薬会長　　児玉　　孝
３．ヒヤリ・ハット事例収集・解析のためのノウハ

ウを学ぼう！　　
	 日薬DI委員会委員長　澤田　康文
４．昼食・オリエンテーション／作業説明
５．ワークショップ
テーマ「医療現場での出来事の収集・解析から
医薬品適正使用・育薬のための事例をつくる！」

〈参加者〉　
・DIセンター担当者（ファシリテーター／研修生）
・ボランティア薬剤師（ヒヤリハット事例提供）
・日薬DI委員（サポーター）

６．閉会挨拶		 日薬常務理事　宮㟢　長一郎

　まず、児玉孝日薬会長より、在宅医療・介護への取り
組み、健康情報拠点としての薬局のあり方、チーム医療
における薬剤師の役割など、30項目にわたる課題につい
て、日薬および薬剤師の置かれている現状と対応、展望
などの説明がありました。　
　続いて、澤田康文日薬DI委員会委　員長より、午後
のワークショップに関連して、DI業務の本質とは何か、
モバイルDI室とは何か、薬事情報センターの役割、ヒ
ヤリ・ハット事例報告書の作成方法などについてご講演
がありました。
　昼食時間に、ワークショップの作業説明があり、午
後から１グループ６名、全体が14班に分かれてワーク
ショップを行いました。グループ構成は、事例を提供す
るボランティア薬剤師、ファシリテーター（モバイル
DI室経験者など）、サポーター（日薬DI委員）が各１名と、
研修を受ける薬事情報センター職員３名の計６名です。
　研修生には、それぞれ異なるヒヤリ・ハット事例が１
事例ずつ割り当てられ、ファシリテーターの助言を受け
ながら、事例を提供するボランティア薬剤師にインタ
ビューを行いました。時間の都合上、各グループ１事例
のみ報告書を作成し、担当した研修生が発表しました。
　私のグループは、事例提供者が大谷純一先生、サポー
ターが豊見雅文先生でしたので、とても作業しやすかっ
たです。大谷先生は、たくさんの資料を準備して、矢継
ぎ早の質問に丁寧に回答してくださいました。豊見先生
は、作業の状況を見守りながら、適切なタイミングで的
確なアドバイスをしてくださいました。おかげさまで、
頼りないファシリテーターの私でしたが、無事に、また
楽しく作業を行うことができ、作業を通じて、他県の先
生方とも親しくなれました。
  研修を受けられた先生方は、宿題として、後日、担当
した事例の報告書を日薬に提出することになりました。
　初めての試みで戸惑うこともありましたが、大変充実
した研修会でした。

薬事情報センター長　原田　修江

報 告 Ⅰ
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　今回、ボランティア薬剤師（ワークショップにおいて
事例を提供する）として参加させていただきました。
　現在、安全対策への意識が高まるなか、医薬品のネッ
ト販売、コンビニエンスストアでの取り扱い、災害時の
対応等、安全へのハードルが危惧されます。各施設にお
いてもインシデントレポートの提出件数や意識にも差
があるようです。インターネットを用いた医師間情報
交換・研修システム「アイメディス」にも医師会員数
が7,000名を超えるなど、医師もヒヤリ・ハット事例へ
の関心の高さがうかがえます。今回の研修は今後の日薬
DI業務の新たなる展開となる「モバイルDI室」のノウ
ハウを学ぶことです。既存の各県薬事情報センターの現
状と問題点・利点を把握した上で医薬品情報収集・解析
の専門である各県情報センターの先生方を「ラウンズマ
ン」とし各地域での展開の主軸としての役割を担います。
　ひとことで言うと「モバイルDI室」とは日薬DIを中
心とし各県薬事情報センターの先生方が薬局の現場を訪

問しヒヤリ・ハット事例や医薬品市販後情報の収集と薬
剤師会への要望やニーズを聞き薬剤師会活動に反映する
こと、収集した情報の公開・提供するシステムの構築で
す。薬事情報センター職員が直接施設を訪問することで、
この事業への啓発や情報センターの業務認識の向上をは
かり、日頃から薬事情報センター職員と会員薬剤師がお
互い顔の見える関係でコミュニケーションをとることに
よって、しっかりとした情報収集・意見交換することが
できます。この研修会でも薬事情報センター職員と薬局
薬剤師が「一皮剥けて、繋がる！」という言葉がありま
した。この事業の今後の展開における情報の収集が患者
の副作用の予防・重症化を防ぐことにつながり、かかり
つけ薬剤師として、しっかりと患者と対面して患者の気
持ちをくみ取り、納得いく説明をすることで職能の重要
性を理解していただけるのではないでしょうか。今回の
研修では本事業の中心である日薬DI委員長、東京大学
澤田康文先生の熱意ある講義がありました。本事業の内
容は先程のべましたが、澤田先生、曰く「モバイル＝動
く」という意味で使用しているので、簡潔に言うと「モ
バイルDI室」とは「動くDI室」とのことでした。

 日薬 DI 委員長　澤田康文先生 ワークショップの様子

安芸支部　大谷　純一

報 告 Ⅱ

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成25年３月２日・３日実施）

正答は 71ページ
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薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会（第２回）
及び一般用医薬品担当者全国会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年2月9日（日）10:30 ～ 16:45

　　　　　　　　　　　　　　　場　所：慶應義塾大学薬学部

　20年ぶりの積雪の中、薬剤師の臨床判断と一般用医薬
品適正使用研修会（第２回）が開催されました。
　研修会に先立ち行われた会議では、日本薬剤師会生出
泉太郎副会長より一般用医薬品を巡る最近の状況につい
ての報告、日本薬剤師会藤原英憲常務理事より研修の背
景、内容、展開、今後のスケジュールの説明がありました。
　午後からの研修会は、薬剤師の臨床判断の基本事項の
内容で行われました。日本薬剤師研修センター豊島聰理
事長の挨拶のあと、昭和大学薬学部木内祐二教授より「臨
床判断と薬剤師～症候学とトレアージを学ぼう～」前回
の研修の振り返りが行われました。その中で話された「薬
剤師が地域のプライマリーケアとセルフメディケーショ
ン支援により積極的に関われば日本人の命の質が変わ
る」という内容に私たち薬剤師のあるべき姿を垣間見る
ことができました。
　続いて一般社団法人高知医療再生機構倉本秋理事長よ
り「腹痛を起こす疾患の診断・概説」が行われました。
その中で前回作成したアルゴリズムの中で、緊急性を確
認する質問が通常の質問の中に紛れ込んでいるという指
摘を受けました。それでは発見までに有する時間が必要
となり発見が遅くなる考え、「急な痛みの確認」を最初
に行う必要性があると再認識しました。
　次に日本薬剤師会一般用医薬品委員会藤田知子先生よ
り「腹痛に対する一般用医薬品と選択のポイント」につ
いての話がありました。店頭に来られ「胃腸薬をくださ
い」というお客様へどのように対応するか？胃薬であれ
ば何でもよい？他にも疾患が？重大な胃の疾患があるか
も？つまり来局時にいかに情報収集が必要でそこから状
況判断・対応策提案ができるかを求められるということ
です。店頭で遭遇する主な胃腸症状は１つではありませ
ん。胃がもたれる、お腹が痛い、食欲がない、吐き気・
嘔吐、胃部・腹部膨満感、胸やけ・げっぷ、等あります。
その症状の程度・原因を探るための質問が必要となりま
す。質問はLQQTSFAで行います。
　L （Location：部位）
　Q （Quality：性状）
　Q （Quantity：程度）
　T （Timing：時間と経過）
　S （Setting：状況）
　F （Factor：増悪因子）

　A（Associated：随伴症状）
　もちろん、先ほど倉本先生が話された緊急性の有無が
最初の質問になります。
　販売時には、お客さんの必要とする情報を提供するこ
とが求められます。必要な情報≠添付文書の情報という
ことです。お客さんは「今の、自分にとって重要なこと
は？」「使用中、どのような点に注意が必要か？」「どの
ような時、どのように行動すればよいか？」など個別化・
具体化された情報を提供することを求めていることを忘
れてはならないと思います。私たち薬剤師は、くすりの
プロとしての対応が求められています。それは薬剤の選
択ではある成分を含む・含まないという製剤の特性と心
身の状態や生活環境を考慮した患者特性のマッチングが
求められるということでした。
　最後に東京理科大学薬学部後藤惠子教授より「来局者
が満足を感じるコミュニケーションとは？」について行
われました。来局者が満足を感じるためには、「気軽に
相談できる環境をつくる」その中で非言語コミュニケー
ションが大切だということを２人１組で行われた沈黙
ゲームを通して学びました。沈黙ゲームは話し手と聞き
手になり、聞き手は一言も話さず、終始沈黙で話を聞く。
最初の１分は聞き手が自分で良いと思う沈黙で聞き、後
半の１分は悪い態度（目をそらす、腕組みするなど）で
聞く。
　この違いの中で話し手は自分自身の中にどのような変
化が生まれるかを感じる。というゲームです。交代をし
て２人とも両方の立場を経験します。そこでいかに会話
の中に非言語的コミュニケーションがあるかを再確認し、
話し手の気持ちに関係するかを実感しました。最後には
３人１組となり薬剤師・来局者・その会話を観察する者
に分かれ、シナリオを用いてロールプレイを行いました。
もちろん臨床判断を行います。自分が薬剤師役になると
病名を探すことに集中し過ぎ非言語コミュニケーション
を意識していないこともあり反省しました。ロールプレ
イのあとに振り返りの時間もあり、自分だけではなく他
の人の目を通した自分を確認することができました。
　今回の研修を通して頭で理解したことをいかに表現で
きるか、その難しさを感じました。まずは自分を知るこ
と、そこから成長できると信じたいです。

常務理事　吉田　亜賀子
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 082-889-2441

広島市安佐北区
大野石油店　高陽町SS① 082-842-1890
大野石油店　可部バイパスSS①
 082-819-0210
キャン・ドゥ　可部店② 082-814-7008
山陽礦油　かめ山SS① 082-815-6211
ちから　高陽店② 082-841-4377
ちから　マルナカ可部店② 082-810-0877
徳川　サンリブ可部店② 082-815-2775

広島市安佐南区
エコール古市ショールーム① 082-830-6161
エコール本部① 082-877-1079
大野石油店　高取SS① 082-872-7272
大野石油店　緑井SS① 082-877-2008
釜飯酔心　毘沙門店② 082-879-2211
カメラのアート写夢　高取店①
 082-830-3588
ちから　西原店② 082-832-5520
ちから　八木店② 082-830-0235
徳川　安古市店② 082-879-9996
広島第一交通　上安営業所② 082-872-5410
広島風お好み焼き・鉄板居食家
徳兵衛　毘沙門台店② 082-879-0141
福助タクシー㈱　古市営業所②
 082-877-0004

広島市佐伯区
阿藻珍味　銘店舎五日市店① 082-942-3266
AUTO GARAGE　うえるかむ①

082-927-2510
大野石油店　五日市インターSS①
 082-941-5020
大野石油店　造幣局前SS① 082-923-6029
カフェ＆ダイニング　わらうかど庭② 

082-929-5368
釜飯酔心　五日市店② 082-922-8663
サイクルショップカナガキ　五日市店① 

082-924-5525
住吉屋　楽々園店① 082-943-4960
ちから　五日市店② 082-922-8661
徳川　五日市店② 082-929-7771

マダムジョイ　楽々園店　直営食品売場① 
082-943-8211

広島市中区
バー・サード・ウェーブ② 082-247-7753
英国式足健康法　リフレックス②

082-248-7722
えびすの宴② 082-243-6166
えひめでぃあ② 082-545-6677
大野石油店　牛田大橋SS① 082-221-1511
大野石油店　大手町SS① 082-243-8351
大野石油店　西白島SS① 082-221-8834
大野石油店　八丁堀SS① 082-221-3643
okashimo② 082-231-3221
釜飯酔心　本店② 082-247-4411
寿司道場酔心　支店② 082-247-2331
惣菜酔心　立町店② 082-247-9581
芸州　胡店② 082-243-6165
桜井花店　本店① 082-247-1808
山陽礦油　相生橋SS① 082-232-0145
しなとら　パセーラ店② 082-502-3382
体育社　本店① 082-246-1212
ちから　本店② 082-221-7050
ちから　上八丁堀店② 082-211-0122
ちから　そごう店② 082-512-7854
ちから　タカノ橋店② 082-544-0002
ちから　十日市店② 082-503-1089
ちから　中の棚店② 082-504-6646
ちから　舟入店② 082-294-7503
ちから　堀川店② 082-241-8230
ちから　本通 4丁目店② 082-245-0118
中華そばちから八丁堀店② 082-502-6008
徳川　総本店② 082-241-7100
のん太鮨　パセーラ店② 082-502-3383
ピカソ画房　本店① 082-241-3934
ひろしま国際ホテル　芸州　本店②

082-248-2558
ひろしま国際ホテル　スペインパル　ミ・カーサ②

082-248-6796
ひろしま国際ホテル　空庭BISとろクルクル② 

082-240-7556
ひろしま国際ホテル　東風② 082-240-0558
広島第一交通㈱　江波営業所②

082-233-5871
広島風お好み焼き・鉄板居食家　徳兵衛紙屋町店②
 082-247-2260
福助タクシー㈱　本社営業所②
 082-232-3333

ボウル国際① 082-244-4151
星ビル2F　知育玩具とオルゴール②
 082-249-3592
星ビル3F　ベビーワールド② 082-249-6181
星ビル4F　アンティークドール②
 082-246-0026
星ビル5F　オルゴールティーサロン②
 082-249-1942
星ビルB1F　メディカルフィットネス②
 082-242-0011
マダムジョイ　江波店　直営食品売場①
 082-532-2001
マダムジョイ　千田店　直営食品売場①
 082-545-5515
焼肉達人の店　寅② 082-234-8929
横田印房⑩ 082-221-0320

広島市西区
井口家具百貨店① 082-232-6315
大野石油店　旭橋SS① 082-272-3766
大野石油店　井口SS① 082-276-5050
大野石油店　観音SS① 082-231-6209
大野石油店　商工センターSS①

082-277-1266
大野石油店　横川SS① 082-237-1864
釜飯酔心　アルパーク店② 082-501-1005
サイクルショップカナガキ　横川本店①
 082-231-2631
サイクルショップカナガキ　己斐店①
 082-272-2631
サカイ引越センター② 0120-06-0747

082-532-1176
車検の速太郎① 082-238-0100
車検の速太郎　カーケアプラザ①

082-238-3939
ちから　アルパーク天満屋店②

082-501-2701
ちから　井口店② 082-278-3666
ちから　観音店② 082-232-5686
ちから　己斐店② 082-507-0505
ちから　商工センター店② 082-270-0390
ちから　中広店② 082-532-4004
徳川　南観音店② 082-503-3039
広島第一交通㈱（第一）② 082-278-5511
広島第一交通㈱（平和）② 082-278-5522
ホテルプロヴァンス21　スパラーザ広島② 

082-235-3930

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、2,000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。

店舗名の後ろの数字は100円に対するポイント数です。（一部異なる場合があります。）　　例）②…100円につき2ポイント加点されます。

㈱和多利広島本社　Wポイントカード事務局
☎082-830-0230	平日10：00〜18：00　	ホームページ	http://www.watari.biz/

Wポイント会員サイト OPEN!　　　 http://www.wpoint.co.jp/

新規受付は平成21年８月末をもって
終了しました。◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）◎	

会員カードでWポイントがつきます。

ケータイも
パソコンも



※�ご利用額100円に対するポイント価は、加盟店により異なります。　※換算率は、１ポイント＝１円となります。
※�次のお取り扱いにつきましては、予め、�ご利用加盟店へ直接お問い合わせください。
　１.クレジットカード支払のお取り扱い　２.クレジットカードご利用時のポイント付加の有無
　３.ポイント付加対象外商品の有無　　　４.団体・パーティーご利用時のポイント付加の有無

店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL.
マダムジョイ　アルパーク店　直営食品売場①
 082-501-1112
マダムジョイ　己斐店　直営食品売場① 

082-271-3211
横川　ちから① 082-292-5822

広島市東区
アリモト　本店② 082-264-2929
大野石油店　広島東インターSS①
 082-508-5030
サイクルショップカナガキ　戸坂店① 

082-220-2031
ちから　尾長店② 082-506-3505
ちから　光町店② 082-568-6855
徳川　戸坂店② 082-220-1818

広島市南区
大野石油店　エコステーション出島① 

082-254-1015
大野石油店　東雲SS① 082-282-3993
大野石油店　皆実町SS① 082-251-9108
釜飯酔心　新幹線店② 082-568-2251
釜飯酔心　広島駅ビル店② 082-568-1120
惣菜酔心　アッセ店② 082-264-6585
銀河（えひめでぃあ）② 082-253-1212
ごはんや　広島店② 082-253-0300
サイクルショップカナガキ　東雲店① 

082-288-9101
山陽礦油　大州SS① 082-282-4478
車検の速太郎　向洋店① 082-890-9500
ちから　広島駅店② 082-568-9121
ちから　福屋駅前店② 082-568-2330
ちから　本浦店② 082-286-1119
ちから　的場店② 082-262-6594
ちから　皆実4丁目店② 082-250-0804
ちから　皆実町店② 082-253-3363
ちから　ゆめタウンみゆき店②

082-250-2125
中国トラック① 082-251-0110
豆匠　広島本店② 082-506-1028
徳川　南区民センター店② 082-505-1620
徳川　ジャスコ宇品店② 082-250-0480
徳川　ビックカメラ・ベスト店②

082-567-2388
広島風お好み焼き・鉄板居食家　徳兵衛広
島新幹線店② 082-263-0200
ホテルセンチュリー21広島　京もみじ② 

082-263-5531
ホテルセンチュリー21広島　フィレンツェ②
 082-568-5270

安芸郡海田町
徳川　海田店② 082-824-0111

安芸郡府中町
ちから　サンリブ府中店② 082-890-2510
ちから　向洋店② 082-581-4321
中華そばちから府中店② 082-287-0933
広島第一交通㈱　府中営業所②

082-281-1191
大竹市

果子乃季　ゆめタウン大竹店②
08275-7-0757

カメラのアート写夢　本店① 0827-57-7700
カメラのアート写夢　油見店①

0827-53-5911
尾道市

瀬戸田すいぐん丸② 08452-7-3003
呉市

大野石油店　熊野団地SS① 0823-30-1042
大野石油店　呉SS① 0823-21-4974
体育社　呉店① 0823-22-8880
ちから　呉駅店② 0823-32-5532
徳川　呉中通り店② 0823-23-8889
徳川　広店② 0823-70-0600
広島風お好み焼き・鉄板居食家　徳兵衛呉駅ビル店② 
 0823-24-0222

庄原市
総商さとう　ウィー東城店①③

08477-2-1188
神石郡神石高原町

総商さとう　本店①③ 08478-2-2011
廿日市市

大野石油店　廿日市インターSS①
0829-20-1189

キャン・ドゥ　廿日市店② 0829-32-3387
ジョイ薬局① 0829-32-3077
徳川　廿日市店② 0829-32-1111

東広島市
大野石油店　西条インターSS①

082-423-3701
大野石油店　高屋ニュータウンSS① 

082-434-4411
大野石油店　東広島SS① 082-423-9197
カギのひゃくとう番⑤ 082-424-3110
髪処　ふくろう② 082-497-3337
住吉屋　西条プラザ店① 082-423-7878
体育社　東広島店① 082-422-5050
徳川　西条プラザ店② 082-424-0300
八本松タクシー① 082-428-0023

福山市
一心太助　福山本店② 084-922-5611
エコール福山ショールーム① 084-981-3733
山陽石油　住吉町SS① 084-922-0939
山陽石油　セルフ神辺SS① 084-962-0693
山陽石油　セルフ福山平成大学前SS① 

084-972-7940
山陽石油　多治米町SS① 084-957-2601
山陽石油　深津SS① 084-922-5750
山陽石油　福山東インターSS①

084-923-7835
山陽石油　南本庄SS① 084-922-3181
徳川　福山東深津店② 084-929-2015
とんかつ德　イトーヨーカドー福山店②
 084-971-0050

三原市
ごはんや　広島空港店② 084-860-8215
徳川　三原店② 0848-62-8824

三次市
さざん亭　三次店② 0824-64-0375
平田観光農園① 0824-69-2346
広島三次ワイナリー　喫茶ヴァイン①
 0824-64-7727
広島三次ワイナリー　バーベキューガーデン①
 0824-64-0202
広島三次ワイナリー　ワイン物産館①
 0824-64-0200

その他
リースキン　家庭用事業部
広島市店② 082-233-1141
広島北営業所② 082-845-2882
広島西営業所② 0829-31-6161
広島東営業所② 082-824-1411

国内すべて対応
アート引越しセンター① 0120-08-0123
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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

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㈱
Volkswagen南広島
㈱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

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

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

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

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

（082）294-0187
（082）225-3232

（082）250-6100

（082）246-2131

（082）277-8181

平成26年２月１日現在

（082）293-4125

（082）209-7422

レジャー 國富㈱広島営業所

Diving Service海蔵

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

８:30 ～20:00

11:00 ～20:00

なし

なし

広島市西区観音町13-9

広島市中区南千田西町
1-8-101
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（082）245-0106

（082）231-9495

（082）239-0948

（082）261-4949

（082）248-0516

（082）248-4361

（082）243-5321

（082）512-1020

（082）247-1050

（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
進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
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
㈱進物の大信

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

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
広島八丁堀支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱エディオン外商
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
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）
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。）
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
エディオン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
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
毎週火曜

不定休

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

広島市中区八丁堀16-14
第二広電ビル1Ｆ

広島市中区堀川町5-1
大内ビル1Ｆ

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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広島県立美術館「団体割引会員」について
　本会では会員の皆様に割安な団体料金で広島県立美術館の展覧会を観賞していただける「団体割引会員」に登録し
ました。
　会員の皆様には同伴のご家族、ご友人も含めお得な団体料金で展覧会をご覧いただけます。
　是非ご利用ください。

【割引の対象となる展覧会】

●第₆₀回日本伝統工芸展
　会　　期：平成2６年 2 月2６日（水） ～平成2６年 ３ 月1６日（日）　会期中無休
　開館時間：午前 9 時～午後 5 時（金曜日は午後 7 時まで）
　入　場　料：一般　700円 → 500円／高・大学生　400円 → 200円／小・中学生　無料

　※今後割引対象となる展覧会については改めてご連絡いたします。

〈問合わせ先〉

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

☆美術館受付にて、登録番号と団体名を 
お伝えください。

広島県立美術館 団体割引会員登録

団体番号：１１００６８
団 体 名：社団法人 広島県薬剤師会
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　　　　　　県薬より支部長への発簡

12月17日 応需薬局の年末年始休業表について（通知）
（各支部長）

12月25日 平成25年度DEM事業の実施について（依頼）
（各支部長）

12月25日 新聞へ広告掲載について （通知）（各支部長）

１月７日 JPALS管理システムのクライアント証明書、
都道府県薬剤師会並びに地域薬剤師会管理者
の操作ガイドの送付について （各支部長）

１月７日 医療事故情報収集等事業第35回報告書の公表
について （通知）（各支部長）

１月７日 薬局ヒヤリ ・ ハット事例収集 ・ 分析事業第
９回集計報告について （通知）（各支部長）

１月８日 薬価基準の斡旋について （各支部長）

１月９日 支部長・理事合同会議の開催について（通知）
（各支部長）

１月16日 新型インフルエンザ等対策特別措置に基づく
特定接種登録説明会の開催について（再通知）

（各支部長）

１月17日 平成26年度診療報酬改定に係る議論の整理
（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17日 「薬局 ・ 薬剤師を活用とした健康情報拠点
推進事業」 について （各支部長）

１月20日 休日・夜間診療、 小児救急等に係る補助につ
いて （通知）（各支部長）

１月20日 日本薬剤師会中国ブロック会議資料の送付に
ついて （各支部長）

１月21日 日薬共済部員（新規加入）の募集について
 （通知）（各支部長）

１月21日 「平成25年度圏域地対協研修会」の開催につ
いて （依頼）（各支部長）

１月23日 広島県薬物乱用防止推進員の推薦について
（依頼）（各支部長）

１月23日 医療事故情報収集等事業 「医療安全情報
No.86」の提供について（通知）（各支部長）

１月23日 薬事衛生指導員活動報告書の提出について
（各支部長）

１月29日 「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品使用研修
会（第１回）」受講者推薦について（依頼）

（各支部長）

２月６日 在宅療養推進アクションプラン進捗状況調査
の実施について （依頼）（各支部長）

２月10日 「薬局の求められる機能とあるべき姿」 の
公表について （通知）（各支部長）

２月10日 平成25年度「薬と健康の週間」における全国
統一事業～医薬分業対策に係る会員一斉行動
～の集計結果について （通知）（各支部長）

２月13日 平成26年度診療報酬 （調剤報酬） 改定に係る
答申について （通知）（各支部長）
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 平成25年11月常務理事会議事要旨

日　時：平成25年11月21日（木）午後 ６ 時～午後 ８ 時47分
場　所：広島県薬剤師會館　
出席者：前田会長、木平・大塚・野村・村上・渡邊各副会長、

豊見専務理事、青野・井上・小林・重森・谷川・豊
見・中川・二川・政岡・松村・吉田各常務理事

欠席者：有村常務理事
議事要旨作製責任者：二川　勝
　11月定例常務理事会の議事要旨作製責任者を二川常務理
事、12月を政岡常務理事、来年 1 月を中川常務理事に変更さ
れた。

1 ．報告事項
（ 1 ）10月定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）諸通知

ア．来・発簡報告（別紙 2 ）
イ．会  務  報  告（  〃  ３ ）
ウ．会員異動報告（  〃  4 ）

（ ３ ）委員会等報告
（前田会長）

ア．社団法人広島県医師会及び広島県が建設する地域医
療総合支援センター（仮称）・高精度放射線治療セ
ンター（仮称）合築施設起工式
10月2３日（水）に東区二葉の里で開催され、広島県
と広島県医師会との合築であり、資材等の高騰のた
め予算変更等がされ、ようやく起工式となったこと
報告された。
本会が購入した土地が他区画より 1 ｍ20cm低く、
地下を掘るため嵩上げをする必要があり、広島県歯
科医師会と調整をしていると報告された。

イ．広島銀行来会
10月2３日（水）・25（金）

ウ．もみじ銀行来会
10月2８日（月）
二葉の里・土地購入のための借入金について、 1 カ
月40数万円の支払利息が発生するため、広島銀行と
もみじ銀行に一括返済をした場合のメリット・デメ
リットの説明を受けたと報告がされた。

エ．二葉の里移転に係る融資返済について協議
10月３1日（木）に、銀行からの事前説明の内容を踏
まえ協議した結果、一括返済することに決定し、11
月 1 日に全額返済したと報告された。
また、平成27年度末までに、二葉の里の医療福祉ゾー
ンの事業計画が完成するため、それに向けて、富士
見町の土地の売却について広島県歯科医師会と同調
して進めていくと報告された。

オ．日本薬学会中国四国支部平成25年度第 2 回役員会
日本薬学会中国四国支部・日本薬剤師会中国四国ブ
ロック・日本病院薬剤師会中国四国ブロック合同会
議
　10月2６日（土）に松山大学で開催され、来年、広
島で開催されること、予算・事業内容等について説
明を受けたこと、翌日は学術大会に参加したと報告
された。

カ．平成25年度第 4 回広島県地域医療再生計画推進委員会
11月 1 日（金）に広島県薬剤師會館で事前説明を受
け、11月 ６ 日（水）に県庁で委員会が開催され、事
業の進捗状況、平成25年度末に終了する事業、ＨＭ
ネットに関する情報の基盤整備、それに対する予算

の取り扱いについて説明があったこと、次年度事業
が未確定であり、予算編成は難しいと報告された。

キ．日本薬剤師会第 4 回都道府県会長協議会（会長会）（資
料 1 ）
11月1３日（水）に日薬で開催され、会務報告、日薬
を巡る最近の動きについて説明があったこと、日薬
会館建設については、日薬が購入した土地90坪と、
費用が発生する49年の定期借地権を有する土地100
坪をどう扱うか、日薬総会で審議されることになる
だろうと報告された。本会から送金した東日本大震
災の義援金、日薬代議員選挙について説明があり、
一般用医薬品販売制度については、スイッチ直後品
目のネット販売について ３ 年後にはフリーになるこ
と、スイッチ医薬品について協議され、今後を注視
していきたいと報告された。

ク．広島県配置医薬品連合会設立40周年記念祝賀会
11月14日（木）に広島市文化交流会館で開催され、
出席したと報告された。

（豊見日薬理事）
ア．日本薬剤師会第 7 回理事会（資料 2 ）

10月 ８ 日（火）に日薬で開催され、この時点で日薬
会館建設予定地の借地権の件が浮上したこと、報告
された。

イ．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（資料 ３ ）
10月11日（金）に日本薬剤師連盟会議室で開催され、
以前の日学薬幹事会が日薬主催で開かれたこと、学
校薬剤師部会事業計画等について検討したこと、学
校環境衛生のエキスパート育成のため若手学校薬剤
師対象に、研修会を東邦大学で 2 日間開催する予定
であると報告された。

ウ．厚労省薬食審医薬品第二部会
10月1８日（金）於　東京・厚労省

エ．平成25年度学校薬剤師研修会（日本薬剤師会主催　
山口会場）
10月20日（日）於　山口県健康づくりセンター

オ．厚労省薬食審医薬品第一部会（資料 4 ）
10月2８日（月）に厚生労働省で開催され、成人の抗
てんかん薬のトピナが、今回、小児に適応が広がる
と報告された。

カ．第６３回全国学校薬剤師大会
11月 7 日（木）於　秋田ビューホテル

キ．第６３回全国学校保健研究大会
11月 7 日（木）・ ８ 日（金）に秋田ビューホテルで
開催され、文部科学大臣表彰式があり、受賞された
大塚副会長の代理として、永野県学薬会長が受けら
れたと報告された。

ク．日本薬剤師会第 ８ 回理事会（資料 5 ）
11月12日（火）に日薬で開催され、来年 2 月にＤＥ
Ｍ事業を実施すること、その事業に参加・協力の依
頼をされた。薬剤師年金については、保険料のアッ
プを中止し、今まで通りの保険料で、加入者増強を
図ることとなったこと、日薬ブロック会議について、
中国ブロック会議が、来年 1 月1８日に広島で開催さ
れ、日薬会長が出席されること、今回は支部長も招
致していると報告された。

ケ．厚労省薬食審医薬品第二部会（資料 ６ ）
11月1８日（月）に厚生労働省で開催され、アレグラ
ドライシロップ 5 ％、サイザルシロップ0.05%が承
認されたこと、シダトレンスギ花粉舌下液が承認さ
れたが、処方・服薬が難しいと報告された。
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（木平副会長）
ア．薬局実務実習受入に関する中国・四国地区ブロック

会議（資料 7 ）
10月2６日（土）に松山大学で開催され、第52回中四
薬学会に併せてブロック会議が開らかれ、新薬学教
育モデル・コアカリキュラムの状況報告、認定実務
実習指導薬剤師の更新手続き、指導薬剤師の育成、
1 薬局完結型の体制等について検討されたと報告さ
れた。

イ．第３4回広島県薬剤師会学術大会
10月2８日（月）にスタッフ打合会、11月10日（日）
に広島国際大学呉キャンパスで開催し、大学の施設
が整っており、1８4名の参加もあり、盛会裡に終わっ
たと報告された。

ウ．第３８回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構
会議（資料 ８ ）
11月 ６ 日（水）に就実大学で開催され、トラブル事
例、中国・四国地区内では概ね順調に進んでいる等
報告があり、これから来年度薬局実務実習配属先の
調整時期に入ると報告された。

エ．日本薬剤師会澤田ＤＩ委員会委員長来会
11月 7 日（木）に日薬のＤＩ委員会委員長の澤田先
生が、インシデントレポートを集めるため、薬事情
報センター職員が薬局に出向いて情報収集をする

「モバイルＤＩ室（仮称）」事業の説明に来られたこ
と、すずらん薬局含め 4 薬局を訪問する予定である
こと、日薬より費用として３5,700円の支払いがある
ことと報告された。日病薬も「プレアボイド」と称
して情報収集をしていると補足された。

（大塚副会長）
ア．平成25年度薬事功労者厚生労働大臣表彰式

10月22日（火）に厚生労働省講堂で開催された表彰
式に出席し、表彰状及び記念品を受けたと報告され
た。

イ．日本薬剤師会平成25年度学校薬剤師部会全国担当者
会議
10月2３日（水）に日薬で開催され、日薬と日学薬が
統合して開かれた会議であり、これから会費等の問
題について、県レベルで再度検討しないといけない
と報告された。

ウ．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
10月27日（日）にエム・シー福山で開催し、2３名の
参加があったと報告された。

（野村副会長）
ア．県民公開講座（資料 9 ）

10月19日（土）に広島県薬剤師會館で開催し、認知
症の病態、生活環境整備の対応等について講義があ
り、８８名の参加があったと報告された。　

イ．薬草に親しむ会　
10月20日（日）に三次市甲奴町・ジミー・カーター
シビックセンターで開催し、雨天のため、講義の後
散策したこと、10３名の参加者があったこと。開催
場所について、今までは公共交通機関を考慮して選
定していたが、今回はバスで 5 名の参加があり、殆
どが自家用車で参加しており、今後、交通手段は考
慮せず場所を選定するか、課題であると報告された。
また、事前に、講師の肩書きについて、「広島県薬
剤師会薬草に親しむ会講師」使用を承諾したこと、
謝礼についても最終的に本会に任せてもらったと補

足された。
ウ．支部長・理事合同会議

11月1６日（土）に広島県薬剤師會館で開催したと報
告された。

エ．広島県健康福祉局健康対策課来会（新型インフルエ
ンザ対策）（資料10）
11月21日（木）、今朝、健康対策課の担当者 2 名が
来られ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に係
る指定地方公共機関の指定を本会として受けるこ
と、指定に当たり、業務計画書の作成等、物資及び
資材の備蓄等が必要であること等説明があったが、
詳細が明確でなかったと報告された。
前田会長より、今後、総務部と保険薬局部会で対応
するよう指示があった。
豊見専務理事より、厚生労働省専門家会議の資料を
基に、予め特定接種対象となる事業所の登録を行う
必要があること、政府行動計画における接種順位と
して、新型インフルエンザ医療等に従事する医療関
係者については、年内に登録を開始すること、医療
関係者として、グループ①に病院、診療所、薬局等
が入っていると説明された。

（村上副会長）
ア．日本薬剤師会総会議事運営委員会

10月24日（木）に日薬で開催され、本来は 1 月に開
かれているが、今回は、日薬総会におけるブロック
質問の時間の配分について、ブロックの会員数割り
に設定してほしいと意見が上がり、急遽、委員会が
開催されたこと、検討した結果、従来どおり行うこ
とになったこと、改善策として、ブロック再検討等
の意見が出されたと報告された。
また、日薬代議員選挙について、投票を有する都道
府県毎に投票用紙を配布すること、今の日薬理事の
選任方法について考慮してほしいと意見上がったと
報告された。

イ．広島県健康福祉局薬務課来会
10月29日（火）に薬務課の担当者の来会があり、例
年、薬務課が作成費27万円を負担している事業につ
いて検討したこと、平成2３・24年度は、小児へのお
薬手帳の普及チラシを作成・配付していたが、本年
度はお薬手帳の表紙に貼る、アレルギーや糖尿病の
有無等、何種類かのシールを作成する事業について
提案したこと、ほぼ確定されるだろう、それを保険
薬局部会会員へ配付することになると報告された。

（渡邊副会長）
ア．「21世紀、県民の健康とくらしを考える会」役員会

10月2３日（水）に広島医師会館で開催され、四師
会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会等の団体が
集まっている会であり、その各団体が主催者として
開催するフォーラムについて検討し、最終的に県医
師会小笠原先生に一任し、決まり次第連絡が入るこ
とになったと報告された。

イ．第６1回中国地方社会保険医療協議会広島部会
10月29日（火）に中国四国厚生局で開催され、医師
1３件、歯科医師 ３ 件、薬局 ８ 件の新規申請等の審査
を行ったと報告された。

ウ．広島県後期高齢者医療広域連合平成25年度第 1 回運
営審議会（資料11）
11月12日（火）に国保会館で開催され、高齢者の医
療費について、平成2６・27年度の新保険率について
検討したが、結論は次回審議会に持ち越しになった
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と報告された。
（豊見専務理事）

ア．広島リビング新聞社取材（お薬手帳について）（資
料12）
9 月 9 日（月）に広島県薬剤師會館で広島リビング
新聞社の取材を受け、お薬手帳の普及率は高いが持
参率が低く、もっと手帳を活用してほしいと広報し
たと報告された。

イ．島根県国民健康保険団体連合会来会
10月22日（火）に広島県薬剤師會館で島根県国民健
康保険団体連合会の担当者の来会があり、島根県の
福祉及び乳幼児等医療費の現物給付化について、集
合契約締結の依頼があり、保険薬局部会会員薬局に
通知をし、希望を取りまとめることになったと報告
された。

ウ．ひろしま医療情報ネットワーク（ＨＭネット）
10月22日（火）、11月14日（木）に広島県薬剤師會館で、
広島県医師会等の担当者と打合せを行い、広島県内
では、広島市佐伯区、福山市、廿日市市で試験的に
行うことになり、11月 5 日（火）に広島県薬剤師會
館で、広島佐伯と廿日市支部の担当者に作業の説明
を行ったと報告された。

エ．中国四国厚生局指導監査課来会
10月29日（火）に広島県薬剤師會館に指導監査課担
当者の来会があり、個別指導において、個人情報漏
洩のためカルテの提出を拒否する事例があったが、
このような情報提出については、個人情報の漏洩に
はならないと確約すると説明があったと報告され
た。

（青野常務理事）
ア．広報委員会

10月1８日（金）に開催し、会誌11月号の原稿につい
て最終確認をしたと報告された。

イ．第52回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師
会中国四国支部学術大会
10月2６（土）・27日（日）に松山大学で開催され、
27日の口頭発表「当院の外来抗菌薬静注療法に対す
る抗菌薬ラウンド成果」外計 4 件の座長をしたと報
告された。

（井上常務理事）
ア．島根県薬剤師会浜田支部「調剤事故防止研修会」

11月 ３ 日（日）に浜田市薬剤師会で行われた研修会
において、「薬剤師の義務と責任」と題して、調剤
過誤について講演をしたこと、３5名の参加があった
と報告された。

（重森常務理事）
ア．広島県禁煙支援ネットワーク

10月2６日（土）に広島県公衆衛生会館で、正午から
運営委員会が開催され、各運営委員へピンバッチの
デザイン案の提出依頼をすることになったこと、次
回は福山で開催されること、午後 1 時から第11回研
修会が開かれ、基調講演「受動喫煙防止法制定をね
がう!!−喫煙ルーム問題−」、特別講演「ＰＭ 2 ．5
とタバコ問題」、情報提供 5 題の発表があったこと、
本会も情報提供「学校薬剤師による禁煙・防煙教室
の開催状況」を発表したことと報告された。

イ．広島プライマリ・ケア研修会世話人会
10月３0日（水）に広島医師会館で開催され、研修会
を ３ 月 ６ 日（木）に広島医師会館で開催すること、
当番が広島県看護協会、テーマは昨年同様「在宅医

療」として、本会から、県薬学術大会で発表いただ
いた安佐支部の岡厚子先生に、シンポジウムの発表
を依頼していると報告された。

（谷川常務理事）
ア．広報委員会打合会

10月29日（火）に開催し、現在、会誌の印刷を依頼
している印刷会社の担当者から、平成2６年 1 月号か
らＢ 5 判からＡ 4 判に変更するのを期に、印刷会社
を選考するため、見積を取るための資料作りとして
話を聞いたと報告された。

イ．広報委員会
10月３1日（木）に開催し、会誌 1 月号の原稿依頼に
ついて検討したこと、この号からＡ 4 判に変わるが、
内容を変えるのはスケジュール的に厳しいので、公
益法人の移行認定が決まった段階で、体裁・内容を
変える予定であると報告された。

（石原事務局長）
ア．一般社団法人広島県シルバーサービス振興会法人設

立15周年記念式典・講演会・記念コンサート・祝賀
交流会（資料1３）
10月1８日（金）にホテルセンチュリー 21広島で開
催され、会長代理として出席したこと、120名の出
席があったと報告された。

【指導】
ア．厚労省と地方厚生局、各県による共同指導

9 月20日（金）於　三重県（豊見専務理事）
10月 ３ 日（木）～ 4 日（金）於　鳥取県（豊見専
務理事）

イ．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
10月2３日（水）於　広島合同庁舎（村上副会長）

ウ．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
10月24日（木）於　広島合同庁舎（松村常務理事）

エ．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
10月３0日（水）於　広島合同庁舎（二川・中川各常
務理事）

オ．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
11月 7 日（木）於　広島合同庁舎（有村常務理事）

カ．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
11月1３日（水）於　広島合同庁舎（吉田常務理事）

キ．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
11月14日（木）於　広島合同庁舎（重森常務理事）

ク．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
11月21日（木）於　広島合同庁舎（村上副会長）
豊見専務理事より、処方せんをクリアファイル入れ
て渡すなどの、医療機関との特別な関係を示唆する
行為は薬担規則違反であるという認識が薄れている
ので、各支部で再度周知してほしい。保険調剤等に
おけるポイント付与は原則禁止となっているが、こ
れに関して罰則がないため、厚生労働省でも検討し
ていること、割線のない半割は、調剤録等に製造過
程を記載しておけば、自家製剤加算が算定できると
厚生労働省が明言したと報告された。
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重森常務理事より、薬剤服用歴の服用に「ＤＯ」と
しか記載がなく、加算については返還することに
なったと報告された。
村上副会長より、倉庫企業を展開する会社が開設す
る薬局で、開設者が計量混合加算を算定するなと指
示を出し、窓口負担を軽減するという行為をしてい
たことがわかったと報告された。
松村常務理事より、期限切れの処方せんについて、
備考欄に医師照会済み期限延長と記載しており、返
還することになったと報告された。

　【健康保険委員研修会】
　全国健康保険協会広島支部「健康保険委員研修会」
　ア．11月 ６ 日（水）於　はつかいち文化ホール（廿日

市支部石本晃一郎副会長）
　イ．11月19日（火）於　ふくやま芸術文化ホールリー

デンホール（村上副会長）
　ウ．11月19日（火）於　末広殿（福山支部堀裕子理事）
　エ．11月20日（水）於　ピューポートくれホテル（大

塚副会長）
　オ．11月21日（木）於　広島市西区民文化センター（広

島支部中野真豪副会長）
　カ．11月21日（木）於　広島市南区民文化センター（広

島支部形部宏文常任理事）
大塚副会長より、出席委員に対して、年金制度につ
いての説明の後、ジェネリック医薬品について説明
したこと、保険者側として、ジェネリック医薬品の
推進し、健康保険料の負担軽減に努めていること、
薬局側として、ジェネリック医薬品で病気を治して
もらいましょうと話をしたと報告された。

2 ．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（ 1 ）薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイドブック講

演（原田センター長）
10月2８日（月）於　三原薬剤師會館

（ 2 ）広島県緩和ケア支援センター平成25年度在宅ケア
チーム研修
11月17日（日）於　広島県緩和ケア支援センター　
参加者 2 名

３ ．審議事項　
（ 1 ）平成2６年度事業計画（案）及び収支予算（案）につ

いて（野村副会長）
各分担で事業計画（案）と収支予算（案）について、
検討するよう依頼された。

（ 2 ）平成2６年度 1 月～ ３ 月の行事予定（案）について（野
村副会長）

ア．常務理事会（予定）（第 ３ 木曜日）
1 月定例 1 月1６日（木）午後 ６ 時～
2 月定例 2 月20日（木）午後 ６ 時～
３ 月定例 ３ 月20日（木）午後 ６ 時～
に開催することで決定した。

イ．平成2６年薬事関係者新年互礼会（決定）
1 月 9 日（木）午後 4 時～　於　広島県薬剤師會館

ウ．支部長・理事合同会議（予定）
　月　日（　）午後　時～
会場等の調整をして決定することになる。

エ．全体理事会（予定）
　月　日（　）午後　時～
会場等の調整をして決定することになる。　

オ．第4３回広島県薬剤師会通常代議員会（予定）
３ 月21日（金）午前11時～
に開催することで決定した。

（ ３ ）第5３回日本薬学会･日本薬剤師会･日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会実行委員会（案）について（資
料14）（木平副会長）
来年、11月 ８ 日（土）・ 9 日（日）に広島国際会議
場で学術大会が開催されるため、その大会実行委員
会副会長に前田会長、同委員として、各副会長、専
務理事に就任依頼があり、承諾された。来年 1 月ま
でに、広島大学、広島県病院薬剤師会、広島県薬剤
師会で会合を持ちたいと思っていると補足された。

（ 4 ）広島県禁煙支援ネットワーク略称およびピンバッチ
作成について（資料15）（村上副会長）
略　称　　　締切：平成2６年 1 月末（それぞれ 1 案）
ピンバッチ
ピンバッチデザインとスローガンの募集をしている
ので、ぜひ、検討くださいと依頼された。

（ 5 ）「健康保険証」での臓器提供意思表示への促進につ
いて（資料1６）（野村副会長）
被保険者証・運転免許証の意思表示欄の声かけ、臓
器移植コーディネーター等の派遣等について、11月
27日に日本臓器移植ネットワーク広報･普及啓発部
長の来会予定であると報告された。

（ ６ ）がん検診サポート薬剤師の活動について（大塚副会
長）
昨年度から継続事業として、本年度は、広島、呉、
福山と ３ カ所、養成研修会を開催しているが、本年
度認定予定者数150名に達していないので、 1 月以
降に広島で研修会を開催する予定であると報告され
た。また、本会独自で、がんサポートスペシャリス
トを養成するための認定制度、研修会を考えていき
たいと補足された。

（ 7 ）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第 ８ 回日本薬局学会学術総会の後援名義使用につい

て（資料17）（野村副会長）
会　期：平成2６年11月2３日（日）～ 24日（月・祝）
場　所：広島国際会議場
責任者：社団法人日本薬局学会、第 ８ 回日本薬局学
会学術総会
10月常務理事会より継続審議であるが、日薬におい
て名義後援使用を承諾することにしており、本会も
承諾することに決定した。

イ．がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための
講習会の後援名義使用及び周知について
日　時：平成2６年 2 月 9 日（日）午後 2 時～ 5 時（資
料1８）（野村副会長）
場　所：広島国際会議場
主　催：厚生労働省、広島県、（公財）麻薬・覚せ
い剤乱用防止センター
承諾すること、会誌で広報することに決定した。

ウ．平成25年度在宅緩和ケア講演会開催に係る後援につ
いて（資料19）（村上副会長）
日　時：平成2６年 2 月14日（金）午後 2 時～ 4 時
場　所：広島国際会議場
実施主体：広島県緩和ケア支援センター
支援センターは協力団体であり、昨年度は後援をし
なかったが、継続的に承諾してほしいと発言があり、
承諾することに決定した。

エ．広島大学霞管弦楽団2014SpringConcert後援名義使

⎫
⎬
⎭
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用について（資料20）
日　時： 4 月27日（日）
場　所：上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
承諾することに決定した。

オ．「骨髄バンク普及映画」（日本薬剤師会後援）支援の
お願いについて（10/19）（資料21− 1 ）

「骨髄バンク普及映画を作る会」後援名義使用につ
いて（11/６）（資料21− 2 ）（野村副会長）

　◦賛助会費：1 口 ３ 万円（映画のエンドロール［終幕］
に、ご名称を表示させていただきます）

　◦寄付： 1 万円（映画のエンドロール［終幕］に「全
国の薬剤師会の皆機」と表示します）

　◦支援者：神奈川県薬剤師会、新潟県薬剤師会、長岡
市薬剤師会、柏崎薬剤師会
薬局11件、医師会120件（201３. 9. ３0現在）
審議の結果、寄付として 1 万円、後援名義使用につ
いては承諾することに決定した。

４ ．その他
（ 1 ）次回常務理事会の開催について（野村副会長）

12月19日（木）午後 ６ 時（議事要旨作製責任者　政
岡醇常務理事）

（ 2 ）平成25年度薬事功労者に係る知事表彰について（資
料22）（野村副会長）
受賞者　重森　友幸　氏（安芸支部）
　　　　松尾　　仁　氏（三原支部）
　　　　渡邊　英晶　氏（廿日市支部）
受賞について紹介をされた。

（ ３ ）広島県環境審議会委員の就任について（野村副会長）
被依頼者中川潤子常務理事（継続）
就任について承諾された。

（ 4 ）会員数の調査について（資料2３）（野村副会長）
平成25年10月末現在の会員数

（ 5 ）山口県薬剤師フォーラム201３について（資料24）（野
村副会長）
日　時：12月 ８ 日（日）午前 9 時３0分～
場　所：山口県総合保健会館
事前受付：10月 1 日（火）～ 11月３0日（土）
●高校生薬剤師体験セミナー
　日　時：12月 7 日（土）午後 2 時～
　場　所：山口県総合保健会館
開催について紹介された。

（ ６ ）臓器提供意思表示カード付リースレット等の配付に
ついて（野村副会長）
◦意思表示カード付リーフレット　 1 組（25枚）
◦意思表示欄説明用リーフレット　 1 部
◦設置箱 1 個
◦ポスター大（Ｂ 2 ・縦） 1 枚
◦グリーンリボンピンバッジ 1 個
11月14日に各薬局へ発送済みであると報告された。

（ 7 ）広島国際大学薬学部卒後教育研修会共催依頼につい
て（資料25）（野村副会長）
日　時：11月 ３ 日（日）午後 2 時３0分～
場　所：広島国際大学　呉キャンパス
承諾済みであると報告された。

（ ８ ）すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議
フォーラム201３について（資料2６）
日　時：12月15日（日）午後 1 時３0分～（野村副会長）
場　所：県立広島大学サテライトキャンパス（広島
県民文化センター内）

（ 9 ）認定ＮＰＯ法人日本ＩＤＤＭネットワーク「カーボ
カウント＆インスリンポンプセミナーｉｎ山口」に
ついて（資料27）（野村副会長）
日　時： 1 月25日（土）午前10時３0分～
場　所：山口県健康づくりセンター

（10）小冊子「防ごう！脳梗塞」のパンフレットについて
（野村副会長）

（11）広島県立美術館特別展「印象派を超えて展」につい
て（資料2８）（野村副会長）

（12）木平副会長から、地対協・医薬品の適正使用検討特
別委員会において、「地域包括ケアと服薬管理に関
するアンケート調査」を、広島市、呉市、尾道市、
廿日市市、三次市の薬局を対象に実施すること、地
域包括ケアセンターについて認識を高めてもらうた
めの内容であること、近々発送すると報告された。

 平成25年12月常務理事会議事要旨

日　時：平成25年12月19日（木）午後 ６ 時～午後 7 時15分
場　所：広島県薬剤師會館　
出席者：前田会長、大塚・野村・村上・渡邊各副会長、豊見

専務理事、青野・井上・小林・重森・谷川・豊見・
中川・政岡・松村・吉田各常務理事

欠席者：木平副会長・二川常務理事
議事要旨作製責任者：政岡　醇

（野村副会長）
　12月の常務理事会は時間制限があるため、特に必要な事項
については報告、又は次回常務理事会で報告するものとされ
た。

1 ．報告事項
（ 1 ）11月定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
（ 2 ）諸通知

ア．来・発簡報告（別紙 2 ）
イ．会  務  報  告（  〃  ３ ）
ウ．会員異動報告（  〃  4 ）

（ ３ ）委員会等報告
　（前田会長）
ア．平成25年度第３0回広島県薬事衛生大会

11月2８日（木）於　エソール広島　出席者140名
イ．平成25年度薬祖神大祭

11月2８日（木）於　広島県薬剤師會館　出席者95名
ウ．第 2 回ひろしま医療関連産業クラスター推進会議

11月29日（金）於　県庁・北館
エ．広島支部忘年会

11月３0日（土）於　釜飯酔心本店
オ．ＲＣＣ報道部来会

12月 4 日（水）
カ．広島県健康福祉局薬務課・健康対策課来会（新型イ

ンフルエンザ対応）
12月12日（木）

キ．正・副会長会議
12月12日（木）

（豊見日薬理事）
ア．日本薬剤師会平成25年度第 2 回情報システム検討委

員会（資料 1 ）
11月2８日（木）於　東京・日薬

イ．厚生労働省医薬品第一部会（資料 2 ）
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11月29日（金）於　厚生労働省
来年 4 月の調剤報酬改定に併せて、大阪府薬のｅ−
お薬手帳が実働され、ＨＭネットと並行していくこ
とが予測される。
ストラテラ内用液が100ｍlで通っているが、ボトル
から出さずに投薬するよう検討されており、回避し
たいと考える。しかしながら、決定する部会が違う
ため、なかなか難しい現状であると報告された。

ウ．日本薬剤師会平成25年度第 5 回ＤＩ委員会（資料 ３ ）
12月 9 日（月）於　東京・日薬
薬局に訪問し、ちょっとしたヒヤリ・ハットを確認
し、文書に残していくというモバイルＤＩ室を立ち
上げていくことを検討している。
1 月には全国のＤＩ室の薬剤師が ６ チームに別れ、
研修を行う（原田センター長出席）。
研修会にはボランティア薬剤師として、安芸府中薬
局の大谷純一氏が出席と報告された。

エ．日本薬剤師会第10回理事会（資料 4 ）
12月10日（火）於　東京・日薬

オ．日本薬剤師会公衆衛生員会（平成25年度第 1 回）（資
料 5 ）
12月1３日（金）於　東京・日薬

（大塚副会長）
ア．認定基準薬局運営協議会

11月27日（水）
暫定期間が終了し、再度基準薬局認定への申請依頼
をしているところである。
認定基準薬局の格付けを検討していく必要があると
報告された。

イ．第 5 回広島国際大学ＯＳＣＥ
12月15日（日）於　広島国際大学呉キャンパス ６ 号
館
4 年生のため、不慣れな面も多々あったが、滞りな
く終了したと報告された。

（野村副会長）
ア．平成25年度薬事衛生指導員講習会（西部）

12月 7 日（土）於　広島県薬剤師會館　参加者８9名
イ．情報センター委員会　

12月19日（木）
事業執行状況報告、来年度の事業計画について検討
したと報告された。

（村上副会長）
ア．平成25年度独立行政法人日本スポーツ振興センター

学校安全業務運営会議（資料 ６ ）
11月2８日（木）於　ひろしま国際ホテル
独立行政法人日本スポーツ振興センターのホーム
ページに、どういう形で事故が起きているか、掲載
されているので、参照して欲しい。
インストラクターに対して、サプリメントの指導を
行って欲しいと提案したと報告された。

イ．タバコ問題対策委員会
11月29日（金）於　尾道市民センターむかいしま
全国禁煙アドバイザー育成講習会が尾道市民セン
ターむかいしま文化ホールで 2 年ぶりに実施（平成
2６年 ３ 月３0日）されるため、その打合せに出席した
と報告された。

ウ．平成25年度薬事衛生指導員講習会（東部）
12月 ８ 日（日）於　県民文化センターふくやま　参
加者６9名
岩手医科大学、ファイザー株式会社に講師依頼し、

「心理的危機を抱えている人への対処法～メンタル
ヘルス・ファーストエイド～」、「アナフィラキシー
の疫学とエピペン注射薬の使用について」、この 2
題の講義を受けたと報告された。

エ．第7８2回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会
（資料 7 ）
12月1３日（金）於　支払基金広島支部
基金自体の改革を行っており、どの程度の理解があ
るか、職員が医療試験を受験していると報告された。

オ．禁煙支援アドバイザー運営委員会（資料 ８ ）
12月10日（火）
禁煙支援マスターを募集し、 1 名のみ申請があり承
認したと報告された。
広島県のネットワーク委員会がオリンピックに向け
て、ピンバッジのデザイン、キャッチフレーズの募
集があり、県薬会誌にてデザインを公募すると報告
された。

カ．業務分担 2 及び保険薬局部会担当理事打合会（資料 9 ）
12月1８日（水）
今年度の事業執行状況、来年度の事業計画を検討し、
会館部分で出費しているため、来年度事業計画の中
にその部分を盛り込む。
お薬手帳添付シールのデザインについて、県薬に一
任ということから、10万弱の予算で業者に発注する。
新型インフルエンザ等の特定接種に関して、 1 月あ
たりに厚生労働省から通知が出た後、まず医師、 2
月から歯科医師、 ３ 月あたりに薬剤師等の登録にな
るであろうと報告された。

　（豊見専務理事）
ア．ひろしま医療情報ネットワーク（ＨＭネット）打合

会（資料10）
12月1８日（水）
薬局向けの導入調査票をモデル地域に年度内に配布
し、募集をかけると報告された。

（青野常務理事）
ア．平成25年度第 1 回広島県がん対策推進協議会緩和ケ

ア推進部会（資料11）
12月12日（木）於　県庁北館
無菌製剤の調剤が可能である薬局を広島がんネット
のホームページ上に公表して欲しいという依頼があ
り、本日、対象薬局宛にアンケート調査の通知を出
したと報告された。

　（有村常務理事）
ア．広島大学薬学部実務実習事前学習指導

11月2８日（木）於　広島大学薬学部
（重森常務理事）

ア．平成25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（講演会）
12月11日（水）於　広島国際会議場
内容については、県薬会誌 1 月号に掲載すると報告
された。

　（谷川常務理事）
ア．広報委員会打合会　

11月2６日（火）
平成2６年 1 月から、Ａ版に変更する。それに従い、
1 ページに掲載できる文字数が増える（原稿用紙 ３
枚）ため、紙面を 1 ページ全て使って掲載できると
報告された。

イ．広報委員会
12月 5 日（木）・1８日（水）



35広島県薬剤師会誌　2014 Vol.39 No.2

ウ．平成25年度広島大学ＯＳＣＥ
12月 ８ 日（日）於　広島大学薬学部

（豊見常務理事）
ア．平成25年度ドーピング防止ホットライン担当者研修

会
11月29日（金）於　東京・ＴＫＰ市ヶ谷カンファレ
ンスセンター
菊一推進員と出席した。広島県では伝達というかた
ちはないが、今後、企画を検討したいと報告された。

イ．山口県薬剤師フォーラム201３（資料12）　
12月 ８ 日（日）於　山口県総合保健会館
学術大会の視察のため、広島県青年薬剤師会の辻会
長と出席した。内容については、資料を参照のこと
と報告された。

（松村常務理事）
ア．広島県がん対策協議会第 2 回会議

12月 ３ 日（火）於　県庁・北館
喫煙について話し合いがあり、低年齢の子供を対象
とした教育も始めるべきではないかと提案があった
ため、学校薬剤師会から講師を派遣できることを伝
えたと報告された。

　【指導】
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
11月27日（水）於　広島合同庁舎　（青野・松村各
常務理事）

イ．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
12月 4 日（水）於　広島合同庁舎　（中川常務理事）

ウ．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
12月 5 日（木）於　広島合同庁舎　（政岡常務理事）

エ．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
12月12日（木）於　広島合同庁舎　（重森常務理事）

オ．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
12月1８日（水）於　広島合同庁舎　（豊見専務理事）

カ．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
12月19日（木）於　広島合同庁舎　（有村常務理事）

キ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当
者の集団的個別指導
12月19日（木）於　広島合同庁舎　（村上副会長）

　【健康保険委員研修会】
　全国健康保険協会広島支部「健康保険委員研修会」

ア．11月22日（金）於　広島県民文化センター（広島支
部・坂本徹理事）

イ．11月2６日（火）於　東広島商工会議所（東広島支部・
竹乗勇吾理事）

ウ．11月2６日（火）於　三原リージョンプラザ（玉浦理事）
エ．11月27日（水）於　三次市文化会館（三次支部・杉

田善信会長）
オ．11月2８日（木）於　庄原市民会館（三次支部・三上

芳之副会長）
滞りなく全ての研修会が終了したと報告された。

2 ．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（ 1 ）一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会プライ

マリ・ケア認定薬剤師短期集中研修会
11月2３日（土）・24日（日）於　広島大学病院管理棟

（ 2 ）安田女子大学薬学部ＯＳＣＥ直前講習会
11月24日（日）於　安田女子大学安東キャンパス 9
号館

（ ３ ）日本薬剤師会モバイルＤＩ室・薬局訪問（原田セン
ター長外）
11月25日（月）於　すずらん薬局、安芸府中薬局　
12月 ３ 日（火）於　ノムラ薬局牛田旭店
12月 5 日（木）於　相田薬局
4 薬局訪問の内容については、県薬会誌に掲載予定
とし、今後も継続事業であること報告された。

（ 4 ）安田女子大学薬学部ＯＳＣＥ
12月 1 日（日）於　安田女子大学安東キャンパス 9
号館

（ 5 ）日本薬剤師会平成25年度試験検査センター技術研修
会（城﨑センター長外）
12月 5 日（木）・ ６ 日（金）於　東京・日薬
城﨑センター長と後藤副センター長が出席したと報
告された。

（ ６ ）広島県緩和ケア支援センター平成25年度在宅ケア
チーム研修
12月 ８ 日（日）於　福山市民病院　参加者 2 名

（ 7 ）日本薬剤師会災害対策委員会（資料1３）（串田理事）
12月 9 日（月）於　東京・日薬

３ ．審議事項　
（ 1 ）平成2６年度事業計画（案）及び収支予算（案）につ

いて（野村副会長）
1 月1６日開催の常務理事会までに会議を設けること
とされた。

（ 2 ）日本薬剤師会中国ブロック会議について（資料14）（前
田会長）
日　時： 1 月1８日（土）午後 ３ 時～
場　所：広島・ＴＫＰガーデンシティ広島
◦役割分担について
　◦司会者　松村常務理事
　◦開会の辞日薬中国ブロック世話人　小林健治氏
　　（鳥取県薬剤師会会長）
　◦座長　前田会長
　◦閉会の辞　村上副会長
出席者については、今回は支部担当者をメインに召
集することとされた。

（ ３ ）新聞広告について（資料15）（谷川常務理事）
中国新聞： 1 月 ６ 日（月）掲載
広告内容について、承認された。

（ 4 ）広島県医療費適正化計画検討委員会委員の推薦につ
いて（資料1６）（野村副会長）
担当については、豊見専務理事とされた。

（ 5 ）一般社団法人総合ケア推進協議会発行の専門書執筆
依頼について（豊見常務理事）
介護・医療に関する総合的ケア論についての執筆依
頼があり、豊見常務理事が担当することとされた。

（ ６ ）21世紀、県民の健康とくらしを考える広島県民フォー
ラムの参加・ボランティア協力について（資料17）（野
村副会長）
日　時： 1 月25日（土）午後 2 時～
場　所：広島市青少年センターホール
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聴講券：10枚（番号付）
ボランティア： 1 名程度（当日受付、会場案内等）
渡邊副会長、有村・重森・中川・松村各常務理事が
出席。ボランティアについては、事務局で対応する
こととされた。

（ 7 ）平成25年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等
研修会の出席について（資料1８）
日　時：1 月３1日（金）午前10時～午後 4 時３0分（豊
見専務理事）
場　所：日本薬剤師会会議室
出席については、原田センター長とされた。

（ ８ ）平成25年度第 2 回広島県在宅保健福祉活動者の会研
修会における講演会講師の派遣について（資料19）

（村上副会長）
日　時： 2 月 4 日（火）午前10時３0分～午後 ３ 時
場　所：福山市市民参画センター（福山市本町1
-３5）　 5 階会議室 1
講演いただくテーマ：
　（ 1 ）演題「薬の上手な飲み方について（仮）」
　（ 2 ）講演時間　午前10時３0分～正午
　（ ３ ）内容別紙開催要領日程表のとおり
　（ 4 ）対象者　広島県在宅保健福祉活動者の会
　　　  会員約40名
　（ 5 ）資料原稿締切 1 月2３日（木）
以上の研修会が決定しており、講師には福山支部の
佐藤人士氏が担当することとされた。

（ 9 ）薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会（第
2 回）及び一般用医薬品担当者全国会議の出席につ
いて（資料20）（村上副会長）
日　時： 2 月 9 日（日）午前10時３0分～午後 4 時３0
分
場　所：慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス
出席締切： 1 月10日（金）
以上の伝達研修会を ３ 月 2 日（日）に西部で開催。
東部の開催についても検討することとされた（村上
副会長、吉田常務理事出席）。

（10）圏域地対協研修会シンポジストの人選について（資
料21）（野村副会長）
日　時： ３ 月2３日（日）午後 1 時～ 4 時３0分
場　所：リーガロイヤルホテル広島
テーマ：「災害時の医療救護体制について」
シンポジストについては、青野常務理事が担当とと
された。

（11）平成25年度学校薬剤師部会学校環境衛生検査技術講
習会について（資料22）
会期： ３ 月29日（土）、３0日（日）　（豊見専務理事）
場　所：東邦大学習志野キャンパス（千葉県船橋市）
広島県学校薬剤師会が派遣する（交通費・参加費負
担）というかたちで、広島支部の竹本貴明氏が出席
することとされた。

（12）平成25年度広島県合同輸血療法研修会の参加につい
て（資料2３）（野村副会長）
日　時： 2 月15日（土）午後 ３ 時～ ６ 時
場　所：国保会館
参加については、谷川常務理事とされた。

（1３）後援、助成及び協力依頼等について
ア．「中国新聞市民公開講座」に関する後援名義の使用

について（資料24）（野村副会長）
日　時： 2 月2３日（日）午後 1 時～
場　所：広島県民文化センター

（平成21･22年度：承認済み）
講演名義の使用について、承認された。

イ．第157回全国禁煙アドバイザー育成講習会の後援名
義の使用について（資料25）
日　時： ３ 月３0日（日） 9 時３0分～ 1６時３0　（村上
副会長）
場　所：尾道市民センターむかいしま　文化ホール
ココロ

（平成2３年度：共催）
講演名義の使用を承認。研修シールについては、福
山支部が申請することとされた。

４ ．その他
（ 1 ）次回常務理事会の開催について（野村副会長）

1 月1６日（木）午後 ６ 時（議事要旨作製責任者【予
定】中川潤子常務理事）

（ 2 ）薬剤師が身につけておきたいフィジカルアセスメン
ト研修に関する検討会（試行的研修会）について（資
料2６）（野村副会長）
日　時： 1 月1６日（木）・17日（金）午前10時３0分
～午後 4 時３0分
広島県： 1 月1６日（木）参加
場　所：日本薬剤師会
出席者：有村健二　常務理事

（ ３ ）支部長・理事合同会議の開催について（野村副会長）
2 月27（木）午後 ６ 時３0分～於　広島県薬剤師會館

【常務理事会終了後決まる。12月 ３ 日連絡済み】
（ 4 ）全体理事会の開催について（野村副会長）

2 月27（木）　支部長・理事合同会議終了後　於　
広島県薬剤師會館

【常務理事会終了後決まる。12月 ３ 日連絡済み】
（ 5 ）健康ひろしま21推進協議会委員の推薦について（野

村副会長）
被推薦者　中川潤子常務理事（継続）

（ ６ ）広島県新型インフルエンザ等感染について（資料
27）（渡邊副会長）

（ 7 ）平成25年度広島県合同輸血療法研修会の共催及び研
修認定単位の取得について（資料2８）
日　時：2 月15日（土）午後 ３ 時～ ６ 時（野村副会長）
場　所：国保会館

（共催・研修シール代本会負担：承諾済み）
（ ８ ）平成25年度緩和ケア講演会の開催について（資料

29）（野村副会長）
●地域在宅緩和ケア講演会
日　時： 2 月 1 日（土）午後 2 時～
場　所：広島ＹＭＣＡ国際文化ホール
●在宅緩和ケア講演会
日　時： 2 月14日（金）午後 2 時～
場　所：広島国際会議場
●市民公開講座
日　時： 2 月2３日（日）午後 1 時３0分～
場　所：広島大学サタケメモリアルホール

（会誌 1 月号 ３ 講座掲載）
（ 9 ）第1６回日本在宅医学会について（資料３0）（野村副

会長）
会期： ３ 月 1 日（土）・ 2 日（日）
場　所：グランドホテル浜松
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県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

12月22日 日
201３年臨床漢方薬理研究会大会（第10８
回例会）（京都府民総合交流プラザ　京
都テルサ）

2３日 月 平成25年度在宅医療推進医等リーダー
育成研修Ⅰ（福山市医師会館）

24日 火 協会けんぽ広島支部　向井支部長来会

2６日 木
・第６３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）
・業務分担④担当理事打合会

1 月 2 日～
2 月1６日

広島県立美術館特別展「印象派を超え
て」

7 日 火 広報委員会

８ 日 水 業務分担 ３ ・及び広島県薬剤師研修協
議会合同会議

9 日 木 ・広島県学校薬剤師会常務理事会
・平成2６年薬事関係者新年互礼会

10日 金

・第7８３回社会保険診療報酬支払基金広
島支部幹事会（支払基金広島支部）

・業務分担①担当（県民の福祉・医療・
保健衛生の役員打合会

11日 土
公益財団法人広島がんセミナー第 2 回
先端的がん薬物療法研究会（グランド
プリンスホテル広島）

1３日 月 平成2６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）

15日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導（広島
合同庁舎）

・広島県環境審議会総会（県庁北館）
・広島県環境審議会第24回温泉部会（県

庁北館）
・日本薬剤師会第11回理事会（東京・

日薬）
・日本薬剤師会第 5 回都道府県会長協

議会（会長会）（東京・日薬）
・広島県後期高齢者医療広域連合平成

25年第 2 回運営審議会（国保会館）
・日本薬剤師会新年賀詞交歓会（東京・

東京会館）

日　　　付 行　事　内　容

1６日 木

・日本薬剤師会議事運営委員会（東京・
日薬）

・日本薬剤師会薬剤師が身につけてお
きたいフィジカルアセスメント研修
に関する検討会（試行的研修会）（東
京・日薬）

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

・大阪ｅ-お薬手帳事業に関する説明会
（大阪府薬剤師会）

・平成2６年度広島県薬務課新規事業説明会
・常務理事会
・緩和ケア支援センター平成25年度第

1 回緩和ケア人材育成検討会（広島
県緩和ケア支援センター）

17日 金 ㈱薬事日報社取材

1８日 土 日薬中国ブロック会議（広島・TKPガー
デンシティ広島）

20日 月
・広島県一斉防災訓練
・第14回中国地方社会保険医療協議会

総会にかかる事前説明

22日 水
中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の個別指導（広島合同
庁舎）

2３日 木

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

・広島県薬剤師会「地対協WG」

24日 金 厚生労働省医薬品第一部会（航空会館）

25日 土

・がん検診サポート薬剤師養成研修会
・21世紀、県民の健康とくらしを考え

る会県民フォーラム（広島市青少年
センター）

・平成25年度禁煙外来研修会（広島医
師会館）

・第 9 回広島胃瘻と経腸栄養療法研究会
（広島国際会議場）

25日・2６日 日薬代議員中国ブロック会議（ホテル
モナーク鳥取）

2６日 日 新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく特定接種登録説明会（西部）

27日 月 ・健康ひろしま21推進協議会（県庁北館）
・会計部打合会
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日　　　付 行　事　内　容

2 月 9 日 日

・薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適
正使用研修会（第 2 回）及び一般用
医薬品担当者全国会議（慶應義塾大
学薬学部）

・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（広島国際会
議場）

10日 月
・平成25年度第 2 回広島県保険者協議会

（国保会館）
・会員委員会

11日 火 安東哲也氏藍綬褒章受章祝賀会（レン
ブラントホテル大分）

1３日 木 「薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正
使用研修会」開催に係る打合会

14日 金

・広島県緩和ケア支援センター平成25
年度在宅緩和ケア講演会（広島国際
会議場）

・広報委員会
・広島県圏域地対協対策協議会「医薬

品のより良い使用推進委員会」講演
会（サテライトキャンパスひろしま

（県民文化センター））
・広島県エイズ対策推進会議（県庁・

本館）

15日 土 平成25年度広島県合同輸血療法研修会
（国保会館）

1６日 日
新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく特定接種登録説明会（東部）（学
校法人福山大学宮地茂記念館）

17日 月

・日本薬剤師会「薬局・薬剤師を活用
した健康情報拠点推進事業」に関す
る担当者全国会議（大手町ファース
トスクエアカンファレンス  RoomA）

・代議員選挙規程打合会

1８日 火

・第３9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）

・移行登記申請等に係る説明会（広島
県庁自治会館会議棟）

・協会けんぽ対談（中国新聞社）

20日 木 常務理事会

日　　　付 行　事　内　容

2８日 火

・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）

・第14回中国地方社会保険医療協議会
総会（広島合同庁舎）

・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）

29日 水 第６4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）

３0日 木

・第5３回広島県学校保健研究協議大会
（広島県民文化センター）

・中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導（広島
合同庁舎）

・エリアマネジメント推進調整会議（都
市再生機構）

３1日 金

・日本薬剤師会平成25年度薬剤師会薬
事情報センター実務担当者等研修会

（東京・日薬）
・検査センター委員会

2 月 1 日 土

・日本薬学会中国四国支部役員会（松
山大学薬学部 9 号館）

・広島県緩和ケア支援センター平成25
年度地域在宅緩和ケア講演会（広島
YMCA国際文化ホール）

2 日 日

・認定基準薬局新規申請及び更新薬局、
保険薬局指定申請薬局との共同研修会

・日本薬剤師会生涯学習担当者全国会議
（東京・日薬）

３ 日 月

・厚生労働省医薬品第二部会（厚生労
働省）

・平成25年度第 4 回公益社団法人化特
別委員会

4 日 火
平成25年度第 2 回広島県在宅保健福祉
活動者の会研修会（福山市市民参画セ
ンター）

5 日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社
会保険医療担当者の個別指導（広島
合同庁舎）

・北方領土返還要求運動広島県民会議
（広島県民文化センター）

６ 日 木

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

・選挙管理委員会
・協会けんぽ広島支部向井支部長来会
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行事予定（平成26年3月〜 4月）

３月１日 （土） 
第16回日本在宅医学会大会浜松大会 （グランドホテル浜松）

３月２日 （日）

　　〃 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会

３月３日 （月） 平成25年度圏域地対協研修会シンポジスト連絡会議 （広島医師会館）

３月５日 （水） 平成25年度日本薬剤師会製薬薬剤師部会研修会 （都市センターホテル）

３月６日 （木） 日本薬剤師会平成26年度調剤報酬改定等説明会 （東京・航空会館）

　　〃 平成25年度医療安全研修会 （サテライトキャンパスひろしま （県民文化センター））

　　〃 第25回広島プライマリ・ケア研究会 （広島医師会館）

３月７日 （金） 平成25年度日本薬剤師会行政薬剤師部会講演会 （大阪府薬剤師会館）

３月８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会及び運営委員会合同会議 
（サンピーチ・OKAYAMA）

３月９日 （日） 東広島薬剤師会創立30周年記念式典 （西条HAKUWAホテル）

３月10日 （月） 広島大学薬学部薬学部、広島大学大学院医歯薬保健学研究科、広島大学大学院医歯薬学総合研究科
 卒業・修了記念パーティー （ANAクラウンプラザホテル広島）

　　〃 選挙管理委員会

３月11日 （火） 日本薬剤師会第13回理事会 （東京・日薬）

　　〃 緩和ケア支援センター平成25年度第２回緩和ケア人材育成検討会 （広島県緩和ケア支援センター）

３月15日 （土） 広島国際大学第13回学位記・終了証書授与式 （広島国際大学・広島キャンパス）

３月16日 （日） 第７回新しく変わる在宅の褥瘡管理 （国保会館）

３月19日 （水） 広島県医療審議会 （県庁北館）

３月20日 （木） 日本薬剤師会平成25年度医薬分業指導者協議会 （厚生労働省講堂）

３月21日 （金） 第43回広島県薬剤師会通常代議員会

３月22日 （土） 平成26年度調剤報酬改定等説明会 （西部） （上野学園ホール （広島県立文化芸術ホール））

３月23日 （日） 平成26年度調剤報酬改定等説明会 （東部） （ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ）

　　〃 平成25年度圏域地対協研修会 （リーガロイヤルホテル広島）

３月24日 （月） 平成25年度第２回広島県地域保健対策協議会　定例理事会 （広島医師会館）

３月26日 （水） 日本薬剤師会地域・在宅医療等担当者全国会議 （東京・日薬）

　　〃 平成25年度第３回広島県がん対策推進協議会 （県庁北館２階）

３月27日 （木） 認定基準薬局運営協議会

３月29日 （土） 呉支部平成26年調剤報酬改定説明会 （呉阪急ホテル）

　　〃 
日本薬剤師会学校環境衛生検査技術講習会 （東邦大学）

３月30日 （日）

　　〃 第157回全国禁煙アドバイザー育成講習会 （尾道市民センターむいかいしま）

４月27日 （日） 広島大学霞管弦楽団2014 Spring Concert （上野学園ホール）

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭
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平成2６年 2 月12日

社団法人広島県薬剤師会会長　様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　

〒7３0-８511　広島市中区基町10-52  　

　　　　　　　　　　　薬　　　務　　　課

電子メール等による処方内容の電送等に
ついて（通知）

　このことについて、平成2６年 2 月 5 日付け薬食総発第

0205第 1 号により厚生労働省医薬食品局総務課長から別

紙（写）のとおり通知がありました。

　ついては、貴会会員に周知してください。

担当　薬事グループ

電話　0８2-51３-３222

（担当者　源内）　

薬食総発0205第 1 号

平成2６年 2 月 5 日

　　都 道 府 県

各　保健所設置市　衛生主管部（局）長　殿

　　特 　 別 　 区

厚生労働省医薬食品局総務課長

（公　　印　　省　　略）　　

電子メール等による処方内容の電送等に
ついて

　患者又は現にその看護に当たっている者（以下「患者

等」という。）が調剤を希望する薬局に対してファクシ

ミリにより処方内容を電送し、薬局を来訪して処方箋と

引換えに調剤された薬剤の交付を受ける場合の留意事項

については、「処方せん受入れ準備体制の整備のための

ファクシミリの利用について」（平成元年11月15日付け

薬企第4８号・保険発第107号厚生省薬務局企画課長・保

険局医療課長連名通知。以下「連名通知」という。）で

示しております。

　今般、情報通信技術の進展等にかんがみ、処方内容の

電送方法等について、下記のとおり取りまとめましたの

で、ご了知いただくとともに、貴管下関係者へ周知をお

願いいたします。

　なお、調剤の場所の特例に関する特別の事情の取扱い

については、引き続き、「薬剤師法施行規則の一部を改

正する省令の施行について」（平成19年 ３ 月３0日付け薬

食発第0３３0027号厚生労働省医薬食品局長通知）のとお

り取り扱うものとします。

記

　処方内容の電送方法としては、患者等が、医療機関や

居宅等から薬局に対して、処方内容をファクシミリによ

り電送する方法のほか、処方箋をスキャナ等により画像

情報として電子化したものを電子メール等により電送す

ることも可能であること。ただし、処方内容とは異なっ

た薬剤が患者等に誤って交付されることを防止するた

め、その方法は、電送されたものから処方内容を容易に

確認できる方法であって、電送されたものと処方箋の原

本とが同一の内容であるかの確認が容易なものに限られ

るものであること。

　電子メール等で電送する場合も、ファクシミリによる

電送の場合と同様、患者等が薬局を自由に選択できる体

制等、連名通知で示している点に留意すること。

別　紙
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平成2６年 2 月1３日

社団法人広島県薬剤師会会長　様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　

〒7３0-８511　広島市中区基町10-52  　

　　　　　　　　　　　薬　　　務　　　課

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する
法律の一部の施行について（通知）

　このことについて、平成2６年 2 月 5 日付け薬食発第

0205第 1 号により厚生労働省医薬食品局総務課長から別

紙（写）のとおり通知がありました。

　ついては、貴会会員に周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　担当　麻薬グループ

　　　　　　　　　　　電話　(0８2)51３-３221(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

　　　　　　　　　　　　　　（担当者　河村）

薬食発0205第 1 号

平成2６年 2 月 5 日

　　
都 道 府 県 知 事

各　　　　　　　　　　　殿
　　地方厚生（支）局長

厚生労働省医薬食品局長

（公　　印　　省　　略）

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する
法律の一部の施行について（通知）

　「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成25

年法律第10３号。以下「改正法」という。）については、

平成25年12月1３日に公布されたところであるが、本日、

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日

を定める政令」（平成2６年政令第24号。以下「施行期日

政令」という。）が公布され、改正法のうち指定薬物の

所持等の禁止に関する規定については、平成2６年 4 月 1

日から施行することとされたところである。

　この指定薬物の所持等の禁止に関する改正の趣旨、内

容及び施行に当たっての留意事項については下記のとお

りであるので、御了知の上、関係各方面に対する周知徹

底及び適切な指導方御配慮願いたい。

記

第 1 　改正の趣旨

　 　薬事法（昭和３5年法律第145号。以下「法」という。）

第 2 条第14項に規定する指定薬物による保健衛生上の

危害の発生を防止するため、その所持等を禁止するも

のであること。

第 2 　改正の内容

　 1  　指定薬物を医療等の用途（法第7６条の 4 及び薬事

法第 2 条第14項に規定する指定薬物及び同法第7６条

の 4 に規定する医療等の用途を定める省令（平成19

年厚生労働省令第14号。以下「指定薬物省令」とい

う。）第 2 条に規定する「医療等の用途」をいう。

以下同じ。）以外の用途に供するために所持するこ

と、購入すること、譲り受けること、及び医療等の

用途以外の用途に使用することを禁止したこと。（改

正法による改正後の法（以下「新法」という。）第

7６条の 4 関係）

　 2  　 1 に違反した場合には ３ 年以下の懲役若しくは

３00万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するこ

ととしたこと。（新法第８4条第20号関係）

　 ３  　その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。

第 ３ 　施行期日（改正法附則第 1 条及び施行期日政令関係）

　　　平成2６年 4 月 1 日から施行するものであること。

第 4 　改正法の施行に当たっての留意事項

　 1  　新法第7６条の 4 に基づき指定薬物の「所持」の行

為が新たに禁止されるが、この所持には、改正前の

法第7６条の 4 に基づき禁止されていた指定薬物の

「販売若しくは授与の目的での貯蔵又は陳列」の行

為を含むものであること。

　 2  　改正法の施行後においても、薬事監視員の監視指

別　紙
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導対象は「指定薬物又は指定薬物の疑いがある物品

を貯蔵し、若しくは陳列している者又はこれらの物

を製造し、輸入し、販売し、授与し、貯蔵し、若し

くは陳列した者」であり従前と変わりはないこと。

　 ３  　研究者及びその他の者が、指定薬物を、医療等の

用途以外の用途に供するために所持している場合

（販売又は授与の目的で貯蔵又は陳列する場合を除

く。）には、改正法の施行日以降、法による規制の

対象となることから、改正法の施行日前までに当該

指定薬物を廃棄するよう指導されたいこと。なお、

指定薬物を廃棄するときは、焼却による方法等当該

指定薬物を回収することが困難となるような方法で

行うよう指導されたいこと。

　 4  　 ３ の場合において、研究、業務等のため当該指定

薬物を継続して取り扱うことを必要とする事情があ

る場合には、施行日前までに、当該用途について、

厚生労働大臣により指定薬物省令第 2 条第 ６ 号に掲

げる用途であることの確認を得るよう指導されたい

こと。なお、当該確認を得るための手続については

「薬事法第 2 条第14項に規定する指定薬物及び同法

第7６条の 4 に規定する医療等の用途を定める省令の

制定について（通知）」（平成19年 2 月2８日付け薬食

発第022８00６号厚生労働省医薬食品局長通知）の別

紙「指定薬物に係る医療等の用途について」第 ３ の

2 に準じて行うよう指導されたいこと。

　 5  　改正法の施行日以降に指定薬物の所持等を発見し

た場合は、所要の調査を行い、状況に応じた措置を

とられたいこと。

指定薬物の所持、使用等の禁止について 参考資料

○ 指定薬物の乱用を防止するため、指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けを禁止する。指定薬物を所持、使用、
購入、譲り受けした者は、３年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科す。（平成２６年４月１日施行）

（※１）指定薬物：精神毒性（幻覚、中枢神経系の興奮・ 抑制）を有する蓋然性が高く、人に使用された場合に保健衛生上の危害のおそ

麻薬及び向精神薬取締法による規制 薬事法による規制

れがある物質
（※２）行政機関・大学等の学術研究・試験検査の用途、疾病の治療の用途等の場合は禁止しない。
（※３）業として販売又は授与の目的での貯蔵、陳列の場合、従来どおり、５年以下の懲役又は500万円以下の罰金とする。

大

麻薬及び向精神薬取締法による規制

大 小

薬事法による規制

保
健

有害性立証の程度

麻薬
指定薬物 いわゆる

脱法ドラッグ

健
衛
生
上
の
危

麻
薬
に

指
定

有
害

摂取を目的とする場合、
無承認医薬品として、

輸入、製造、販売のほか
所持、使用、購入、譲り受けを禁止

危
害

に
指
定

定
薬
物
に
指

害
性

無承認医薬品として、
輸入、製造、販売等を禁止※医療用麻薬について、

許可制による厳正な管理
小

指
定

指定薬物について、現行の薬事法では、輸入、製造、販売、授与、販売目的の貯蔵等を禁止している指定薬物について、現行の薬事法では、輸入、製造、販売、授与、販売目的の貯蔵等を禁止している

今般、新たに、指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けを禁止する
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平成25年度広島県自殺対策関係職員（薬剤師等）研修アンケートのまとめ

（広島会場：回答 70 人／参加者 91 人、福山会場：回答 59 人／参加者 71 人、計 129／162 人）

１ 所属 

病院 4

調剤薬局 115

その他 10

2 所属のある市町 

＜広島会場＞          

広島市 47

呉市 12

東広島市 5

廿日市市 2

大竹市 1

府中町 1

庄原市 1

山口県岩国市 1

  ＜福山会場＞ 

福山市 32

尾道市 11

三原市 6

府中市 2

廿日市市 2

広島市 1

大竹市 1

東広島市 1

三次市 1

庄原市 1

神石高原町 1

３ 本日の研修会への受講動機や、研修会に期待していたことを教えてください。 

・ 日本は自殺者が多いので、ゲートキーパーの役割を勉強したかった。 

・ 薬剤師として、自殺対策に対応するのは、どういうことかが知りたかった。 

・ ゲートキーパーになるべく日々心がけている。対応の仕方について学びたいと思い、参加した。 

・ ゲートキーパーになるために必要な手順、基礎知識を得たい。 

・ 周囲に自殺された患者がおられたので、どうすればくいとどめることができたのかを考えたい。 

・ 以前ゲートキーパーについての研修を受けた事があったが、今一つピンとこなかったから。 

・ 精神科病院に勤めているので、本日の講演に興味があった。 

・ 演題に興味があった。 

・ 心理的危機を抱えている人への対処方法の具体的な対処法が知りたかった。 

・ 演題に興味がありました。具体的な対処法等が学べるかと思い参加しました。 

・ 心理的に悩んでいる方への具体的な対応。 

病院

3%

調剤薬局
89%

その他
8%

広島市

67%
呉市

17%

東広島市

7%

廿日市市

3%

大竹市

2%

府中町
2%

庄原市
1% 岩国市

1%

福山市

54%
尾道市

18%

三原市
10%

府中市
3%

廿日市市
3%

広島市
2%

大竹市
2%

東広島市
2%

三次市

2%
庄原市

2% 神石高原

町

2%
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・ 声かけの仕方の難しさがあるため出席 

・ 服薬指導や接遇の上で役に立つ講演ではないかと思いました。 

・ 自殺企図の患者に対して、どのように話をしたらいいのか。 

・ 精神科患者とのコミュニケーション（対応）法 

・ 精神疾患が増えている時代なので、患者への対応を身に付ける必要があると感じていた。 

・ メンタルヘルスについて興味があったため。 

・ 来局者の中に最近メンタルケアを受けている方が増えているため。 

・ 精神科の門前薬局だから、スキルアップのため。 

・ 心療内科を担当しているので、日々の業務に活かせればと思い、受講した。 

・ 精神科中心の薬局で、患者の対応に悩むことが多く、自殺対応も勉強したく、参加させてもらった。 

・ うつ気味の方が最近多いので、どのように言葉かけをしたら良いのかが難しいです。一人一人性格も

異なり、話を聞いてあげるきっかけづくりが知りたいです。 

・ うつ傾向がある人の対応を自信なく行っていたので、参考にできる項目があればいいなと思って。 

・ 自殺まで考えられていなくても、介護疲れや痛みから解放されないなどの悩みがあり、どう答えてあげ

れば良いのか、対応に悩むことが多かったため。 

・ メンタルの処方箋を扱うことが多いため、患者さんとの受け答えで、参考になればと思いました。 

・ 悩んでいる人、相談をして来られる方への対応法。聞くことは出来ても、お話しする事ができないので、

その部分を学ぶ事が出来たらと思いました。 

・ 家族や知り合いがうつになったら、どう対応していいか知りたかったから。 

・ うつ患者への対応を教えて頂きたいので。 

・ 身近な人に、自殺を考えている人がいるため、どのように向き合っていけばよいか知りたかった。 

・ 近親者を自殺で失い、私もメンヘラになっているところがあります。文献を読んでも、うつ患者には素

人が気安くアドバイスをするものではないと記載されていました。はたしてそうなのでしょうか？ゲートキ

ーパーとは？どのような職務なのでしょうか？私はゲートキーパーの一端を担えるのか？ 

  

４ 本日の研修会について（参考になったか）、該当する番号を１つ○で囲んでください。 

とても参考になった 91 

33 たっなに考参  

あまり参考にならなかった 3 

全く参考にならなかった 1 

1 答回無  

 

 

 

 

５ 本日の研修会で印象に残ったことや、今後に活用できそう・活用したいと思ったことを教え

てください。 

・ 薬剤師が患者の思いをくみとり、現状を引き出し、具体的な方法で、医師へ直接橋渡しをすることを、

もっと積極的に行っていく必要があるという認識を持った。 

・ なかなか表情から読みとるのは難しいが、話してもらえる態度、姿勢を作らなければならないと感じた。 

・ 前回もゲートキーパーとしての薬剤師のかかわりでした。今回も受講できたことで、再度 傾聴の大切

さが理解できました。本当に、患者様と親身に向かい合うことの大切さを学べて良かったと思います。 

 

とても参考

になった

70%

参考になっ

た

26%

あまり参考に

ならなかった

2%

全く参考に

ならなかった
1% 無回答

1%

平成25年度広島県自殺対策関係職員（薬剤師等）研修アンケートのまとめ

（広島会場：回答 70 人／参加者 91 人、福山会場：回答 59 人／参加者 71 人、計 129／162 人）

１ 所属 

病院 4

調剤薬局 115

その他 10

2 所属のある市町 

＜広島会場＞          

広島市 47

呉市 12

東広島市 5

廿日市市 2

大竹市 1

府中町 1

庄原市 1

山口県岩国市 1

  ＜福山会場＞ 

福山市 32

尾道市 11

三原市 6

府中市 2

廿日市市 2

広島市 1

大竹市 1

東広島市 1

三次市 1

庄原市 1

神石高原町 1

３ 本日の研修会への受講動機や、研修会に期待していたことを教えてください。 

・ 日本は自殺者が多いので、ゲートキーパーの役割を勉強したかった。 

・ 薬剤師として、自殺対策に対応するのは、どういうことかが知りたかった。 

・ ゲートキーパーになるべく日々心がけている。対応の仕方について学びたいと思い、参加した。 

・ ゲートキーパーになるために必要な手順、基礎知識を得たい。 

・ 周囲に自殺された患者がおられたので、どうすればくいとどめることができたのかを考えたい。 

・ 以前ゲートキーパーについての研修を受けた事があったが、今一つピンとこなかったから。 

・ 精神科病院に勤めているので、本日の講演に興味があった。 

・ 演題に興味があった。 

・ 心理的危機を抱えている人への対処方法の具体的な対処法が知りたかった。 

・ 演題に興味がありました。具体的な対処法等が学べるかと思い参加しました。 

・ 心理的に悩んでいる方への具体的な対応。 
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その他
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尾道市
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三次市
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庄原市

2% 神石高原

町
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・ 自殺の現状の再確認と、薬剤師として一歩進んだ対応で臨んでいきたいと思う。 

・ 自殺の前兆症状のうつ状態の方の対策は、薬局店頭でよく起こりうる事なので、非常に参考になっ

た。 

・ 自殺したいと訴えられた時の対応が解りました。 

・ 人の話は落ち着いて、親身になって聴こうと思いました。 

・ 心療内科の処方箋を多く受けていますので、時々「死にたい」という相談を受けます。幸いにも、自殺

者は出ていませんが、具体的な対応がとても勉強になりました。 

・ 自殺したい、自殺を図った患者さんと接することがあり、対応に困ることが多くありました。何と答えたら

よいか悩む事が多いのですが、傾聴をしっかりしていきたいと思います。あたたかい雰囲気や、話しや

すい空気作りもしていきたいと思いました。 

・ 精神科からの患者さんの体調、言葉、薬の変更に日々神経を使っていますが、もう少し笑顔で対応で

きるかと思いました。先日もある母親から登校はするが、教室に行けないと相談がありました。直接、自

殺ではありませんが、いつでも、相談に来て頂ける薬局であり続けたいと思います。 

・ 患者さまとの対応、対話。いつも患者さまの立場を把握して、店頭に立つこと。明るく「こんにちわ、い

らっしゃい。」の大切さ痛感しました。話しやすい状況 etc 作ること。 

・ まずは傾聴。患者の話を聴くことが大切だと解りました。患者と一緒に悩み、一緒に考えようと思いま

す。自分の体調管理も大切だと解りました。 

・ 傾聴することの大切さ。自分が相手に与える印象によって、相手が話しやすい状態（環境） をつくると

いうことが解り、日常の服薬指導にも活かしたいと思いました。 

・ 傾聴の基本が理解できた。自分にはかなりハードルが高く感じられたが、精神科医でも初めは自信が

なかったと聞いて、少し安心でき、自分のできる範囲で関わることができるのではないかと感じた。 

・ 耳と目と心で聴くという事を、常に心がけていきたいです。 

・ 今まで傾聴は意識していたが今後は、ねぎらいにも注意して対応したい。 

・ 聴く人の態度やきき方で、話しにくさ、話しやすさが変わることがよく解った。話しやすい雰囲気、言葉

づかいを心がけ、今日学んだことを活かせるよう復習したいです。 

・ 具体的に、どう聴いたらいいか、行動したらいいかということが解って、とても良かったです！！ 

・ 講義の内容で自分と重ね合わせてしまう所が、多々ありました。日常の自分が如何に馴れ馴れしいか

痛感しました。親しみを持つのと馴れ馴れしいのと違いますね・・・ 

・ 「患者さんひとりひとり、自分も心をリセットして対応する。」と前半に話されていた事にドキッとしました。

そこまで心をリセットして一人ずつに対応していたかな？と気付かされました。 

・ 薬局窓口で感じた少しの変化に気付いて声かけを行いたいと思います。 

・ 気づく力や聴く力のＵＰ．聴く側の体力及び体調管理の重要性 

・ 心の強さはストレスに対する強さ。支援のポイント・・・傾聴、声かけ、一緒に。良い対応（薬剤師編）演

習。ゲートキーパーとして活動していきたい。 

・ 話を聞いたらメンタルヘルス・ファーストエイドで評価する。相談を聞く側の健康管理も大切である。 

・ ロールプレイなども含めて、想定外の充実した研修となりました。 

・ ロールプレイは大変でした。患者様に丁寧に接していこうと思いました。 

・ ゲートキーパーの対応のロールプレイが普段の業務に役立つと思った。 

・ 「良い対応」のロールプレイは、実際にどのようにしたら良いかが、判り易かった。 

・ ロールプレイがあったので、とても役に立った。今後もやっていけそうな自信となった。 

・ ロールプレイを通して、心理的危機を抱えている人への対応の仕方が、ふんわりとではあるが解った
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気がする。 

・ ロールプレイがとても参考になりました。実際の会話例を教えていただけたので、今後活かしたい。 

・ ロールプレイを行った。（自分は薬剤師役でした。）ので、非常に身に付きやすかったと思います。 

・ 傾聴でのロールプレイング、特に薬剤師役を演じましたが、コミュニケーションの難しさを感じました。

今後の患者様、また、問い合わせ先の医療機関への対応に役立つと実感しました。 

・ 演習形式とても面白かったです。知っている先生が隣の席だったので、変に緊張してしまいましたが、

とても良い経験が出来ました。 

・ 薬剤師として自殺を考えている方を見出す術と、「ずっと辛そうだったんで心配」「話をしてくれてありが

とう」という、良い対応のこの２つの言葉を日々の業務でも忘れずに、患者に対応していこうと思う。 

・ 自殺を考えている事をストレートに聞いて良いというのに驚きました。日常の業務で話をよく聞いてい

るつもりですが、今回のロールプレイも参考にしていきたいと思います。 

・ 自殺を企図した事がありますか、とそこまで踏み込んで聞いて良いんですね。驚きました。まだ本日の

内容を消化できてませんが、今一度読み直してみたいと思います。 

・ ズバリ聞くって勇気いりますね。「自殺を考えていますか？」等。 

・ 自殺を考えている人の心理が細かく良く理解できました。明日から一人一人の患者さんの話を、心で

聴いていきたいと思います。 

・ 暗いトンネルの先に見える光が自殺・・・というのはイメージしやすかったです。ロールプレイの悪い対

応をやってみて、日常業務でも気を付けようと思いました。 

・ 自殺を考える人の心理についてとても勉強になった。傾聴について、メラヴィアンの法則については、

今後に活用できると考えた。ゲートキーパーは、ある程度性格の良さがなければ厳しいと思った。口が

堅く信頼のある方でなければならないと思った。 

・ 私は、一般内科の門前薬局だが、たまに“危ない”かもと、感じられる患者さんが来られることがある。

その場合２４時間対応の携帯電話の番号を教えている。実際電話がかかったことはないが、もしかか

った場合、「話を聞いて死なない約束をとりつける。」ことを行おうと思った。 

・ 早めに専門家に相談してもらえる様、つなぐことが出来る薬剤師になることが大切と思いました。 

・ ゲートキーパーは有意義なことですが、現実的にはなかなか難しい。例えば心配な方を紹介するのは

個人的な問題で、難しい。 

・ 声かけから始まり、対応について活用ができそうだが、実際には難しいと思います。 

・ なかなか時間がとれない状況ですが、まずは、聴くことから実践していこうと思っております。 

・ 毎日の業務に追われ、なかなか患者様の話を傾聴することは難しいなと感じました。他に患者様がい

ない時は、傾聴する努力をしたいと思いました。 

・ 分かっているが、時間に追われて『悪い対応』をしている事があることに、ＤＶＤを見て気付き、反省さ

せられました。 

・ ゲートキーパーとしての対応は、全てに通じると実感してます。 

・ 認知や癌患者の指導にも、共通性を見出せました。明日からの業務に活かしたいと思います。 

・ 講師の先生の「わたしたち岩手」という言葉に、地域において自殺者減少に大きな意志を持たれ、活

動されているのがよく分かりました。 

・ 大震災にあわれた方の、その後の心理状態や、ケアについての講演内容も含まれていると思ってい

たので、少し残念です。当薬局にも、東北から広島に引越された方が、継続で来局されています。 

・ 調剤薬局の業務の中で、心配になる方が多々いらっしゃいます。専門医へ紹介したいと思うのですが、

どのようにつないで良いか、方法を教えていただきたかったです。 

・ 自殺の現状の再確認と、薬剤師として一歩進んだ対応で臨んでいきたいと思う。 

・ 自殺の前兆症状のうつ状態の方の対策は、薬局店頭でよく起こりうる事なので、非常に参考になっ

た。 

・ 自殺したいと訴えられた時の対応が解りました。 

・ 人の話は落ち着いて、親身になって聴こうと思いました。 

・ 心療内科の処方箋を多く受けていますので、時々「死にたい」という相談を受けます。幸いにも、自殺

者は出ていませんが、具体的な対応がとても勉強になりました。 

・ 自殺したい、自殺を図った患者さんと接することがあり、対応に困ることが多くありました。何と答えたら

よいか悩む事が多いのですが、傾聴をしっかりしていきたいと思います。あたたかい雰囲気や、話しや

すい空気作りもしていきたいと思いました。 

・ 精神科からの患者さんの体調、言葉、薬の変更に日々神経を使っていますが、もう少し笑顔で対応で

きるかと思いました。先日もある母親から登校はするが、教室に行けないと相談がありました。直接、自

殺ではありませんが、いつでも、相談に来て頂ける薬局であり続けたいと思います。 

・ 患者さまとの対応、対話。いつも患者さまの立場を把握して、店頭に立つこと。明るく「こんにちわ、い

らっしゃい。」の大切さ痛感しました。話しやすい状況 etc 作ること。 

・ まずは傾聴。患者の話を聴くことが大切だと解りました。患者と一緒に悩み、一緒に考えようと思いま

す。自分の体調管理も大切だと解りました。 

・ 傾聴することの大切さ。自分が相手に与える印象によって、相手が話しやすい状態（環境） をつくると

いうことが解り、日常の服薬指導にも活かしたいと思いました。 

・ 傾聴の基本が理解できた。自分にはかなりハードルが高く感じられたが、精神科医でも初めは自信が

なかったと聞いて、少し安心でき、自分のできる範囲で関わることができるのではないかと感じた。 

・ 耳と目と心で聴くという事を、常に心がけていきたいです。 

・ 今まで傾聴は意識していたが今後は、ねぎらいにも注意して対応したい。 

・ 聴く人の態度やきき方で、話しにくさ、話しやすさが変わることがよく解った。話しやすい雰囲気、言葉

づかいを心がけ、今日学んだことを活かせるよう復習したいです。 

・ 具体的に、どう聴いたらいいか、行動したらいいかということが解って、とても良かったです！！ 

・ 講義の内容で自分と重ね合わせてしまう所が、多々ありました。日常の自分が如何に馴れ馴れしいか

痛感しました。親しみを持つのと馴れ馴れしいのと違いますね・・・ 

・ 「患者さんひとりひとり、自分も心をリセットして対応する。」と前半に話されていた事にドキッとしました。

そこまで心をリセットして一人ずつに対応していたかな？と気付かされました。 

・ 薬局窓口で感じた少しの変化に気付いて声かけを行いたいと思います。 

・ 気づく力や聴く力のＵＰ．聴く側の体力及び体調管理の重要性 

・ 心の強さはストレスに対する強さ。支援のポイント・・・傾聴、声かけ、一緒に。良い対応（薬剤師編）演

習。ゲートキーパーとして活動していきたい。 

・ 話を聞いたらメンタルヘルス・ファーストエイドで評価する。相談を聞く側の健康管理も大切である。 

・ ロールプレイなども含めて、想定外の充実した研修となりました。 

・ ロールプレイは大変でした。患者様に丁寧に接していこうと思いました。 

・ ゲートキーパーの対応のロールプレイが普段の業務に役立つと思った。 

・ 「良い対応」のロールプレイは、実際にどのようにしたら良いかが、判り易かった。 

・ ロールプレイがあったので、とても役に立った。今後もやっていけそうな自信となった。 

・ ロールプレイを通して、心理的危機を抱えている人への対応の仕方が、ふんわりとではあるが解った
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６ 今後の研修で望まれる内容や聞いてみたいテーマ等があれば教えてください。 

・ 実際に成功した例の具体的な方法を教えて頂きたい。 

・ 自殺企図者を救った具体的な事例について（プライバシーの許す範囲で） 

・ 連絡連携の方法が分からない。 

・ 福祉、医療、介護の連携て事でしょうか？←合同研修が必要かも。 

・ 自殺願望のある方への対応の仕方 

・ 励ましや、傾聴する際の言葉・会話を、もっと知りたい。 

・ コミュニケーションスキルを UP させるのに役立つ内容の講演 

・ サポートの方法はどんなものがありますか？ 

・ ゲートキーパー自身の疲れについて、（対処方法）も機会があれば詳細を知りたい。 

・ 若年者のうつ、ひきこもりについて 

・ 小中学生の自殺の予防 

・ うつと統合失調の薬について 

・ 精神病薬、うつ病薬の効果→使い分け 

・ 薬剤性による「うつ」。ベンゾジアゼピン系の是非について 

・ 患者さんの紹介の上で、患者本人が受診を拒否するケースの対応 

・ 災害派遣後のＰＴＳＤ対策 

 

７ その他、ご意見があれば自由にご記入ください。 

・ 大変勉強になりました。ありがとうございました。 

・ 時々、繰り返し研修することが必要と思います。 

・ もう少し専門性があっても良かったのではないかと思う。ロールプレイング（自己紹介、読み合わせ）の

時間がもったいなかった。 

・ ロールプレイは初体験でしたが、意外と楽しかったです。 

・ ロールプレイングがあってドキッとしました。このような講演も刺激があって良かったと思いました。 

・ 意外にロールプレイで、他の薬剤師さんの顔が見れて良かった。 

・ 気持ちが優しくなれたが、ロールプレイングなくてよい。 

・ 少しロールプレイが多すぎると感じた。 

・ ロールプレイは台本なく、アドリブの方が良く、そのロールプレイを振り返った方が解りやすいと思う。 

・ 時間に余裕を持って進行して欲しい。 

・ 実際この様な患者さんがいらしたら、相談できる Dr を知りたいです。 

・ 紹介先が解らない。もっと具体的に教えて欲しい。 

・ 理想と現実は違い、病院へ連絡しても相手にしてもらえない。うちは関係ないと言われました。きびし

い現実があります。理想通りの社会になることを願います。 

・ 自殺は、自分の命を絶つこと。でも、自分を捨てるという思いを持つ方もいらっしゃいます。自分・・・自

我を殺すこと・・・どう違うのでしょうか？ 

・ 薬学部の学生を含み、多くの学生が自殺していることに憤りがあります。１人でも多くの薬学部生を助

けてやりたい。薬学部の大学側対応にかなり問題があると思われる。国家試験の合格率ばかりを大学

側が気にしすぎ、学生が苦しんでいることを知って欲しい。 

・ 素敵な御夫婦でした。 

・ お二人の先生は、ケンカした場合どうするのですか？心理作戦ですか？ 
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大竹支部

平成25年度　在宅医療推進医等
リーダー育成研修Ⅱ〔大竹会場〕

支部長　竹下　武伸

＜大竹支部＞

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

初内容の定例勉強会×２！

会長　辻　哲也

　２月９日（日）13時から大竹市総合福祉
センターにて広島県西部地域保健対策協議

会主催の研修会が開催されました。
　大竹薬剤師会からは、ふれあい薬局の奥本先生と私の
２名が出席しました。
　初めは、在宅医療推進医等リーダー育成研修Ⅱの目的
と概要について、芸北ホリスティックセンター北広島町
雄鹿原診療所の東條環樹先生が説明されました。
　本事業の目的から始まり、死亡場所の推移が1975年を
境に逆転し、現在病院での死亡が約８割、自宅での死亡
が約１割、さらに今後高齢者の絶対数が増えるため2040
年には約49万人分の看取りの場所が不足し、その場所の
確保が必要となること。在宅や自宅での看取りが不可欠
になること。日本人が希望する療養場所は自宅が６割で
すが、希望する死亡場所は緩和ケア病棟や病院が８割と
なっている。在宅医療・ケアとは、自宅で過ごしたい本
人とそれを望む家族の思いに対し、限られた医療資源・
福祉サービスを工夫し、いかに応えるかという多職種の
共同が不可欠で、それぞれの役割が大切であるというこ
と。また多職種連携が推奨される理由として、チームで
対応することによって、在宅患者及び家族の複雑なニー
ズによりよく対応でき、健康とQOLの向上に寄与する。
知識と技能を分かち合うことによって求められているこ
とが明確となる。必要なケアやシステムが養われる。在
宅ケアのやりがい。全員でゴールを明確にしてそれを目
指す。等のことが説明されました。
　次は、模擬カンファレンスです。全６グループで１グ
ループあたり６～７名です。グループ内で自己紹介及び
発表・記録役を決めます。２つの症例があり、まず１つ
目の症例について討議を行いました。大竹市でも今年度
から、多職種連携が始まり何度かグループ討議をしてい
ましたが、今回のものはその内容の濃さに驚かされまし
た。各方面から来られた方たちは普段から在宅に深くか
かわっているため、私より知識も経験も多く、薬剤師が
この中に入っていけるのかとも思いました。
　症例１は薬剤師も関わっていけると思われたため考え
も言えましたが、症例２では薬剤師が関わっていけない

ような内容でした。私は、発表役になったため症例２を
発表しましたが、このようなことは大の苦手です。立っ
た瞬間に頭の中が真っ白になり、何を言ったのかほとん
ど覚えていないほどでした。
　最後に、今後期待される役割等についての意見交換で
す。薬剤師の役割を言いましたが、薬剤師が在宅に来て
フィーも高くなるが、そのメリットは何かと問われ答え
ましたが、今まで簡単に薬剤管理などと言っていた自分
が恥ずかしくなりました。
　途中停電のアクシデントもありましたが、活気あふれ
る研修会でした。
　最後に、講師の取りまとめが行われ、『13時から始まっ
た研修会でしたが、気が付けば午前０時を過ぎる熱気に
あふれた研修会になりました！』と締めくくられました。

（停電でリセットされて、時間がくるっていただけです
が…）
　何歳になっても、このような研修会に参加すると自分
の知識、技量のなさがよくわかります。しかし、実習生
も受け入れているため、将来の彼ら彼女らに肩身の狭い
思いをさせないように支部の皆さんと取り組んでいきた
いと思います。

 　皆さんこんにちは。今回も前回に引き続
いて、辻（哲）が担当させていただきます。
　１月、今年最初の知っピン月イチ勉強

会は、私が高血圧についてお話をさせていただきました。
４月公開を目指して改訂が進んでいる高血圧治療ガイド
ラインを読む前に、知識の整理をと思って開催したので
すが、PowerPointの入ったUSBメモリを忘れてきてし
まい、申し訳ないと思いつつ急遽黒板だけで90分間乗り
切ってしまいました。お聞き苦しいところもあったかと
思います。
　高血圧治療薬は種類も多く、作用機序や半減期、効果
持続時間など、様々な特徴を頭に入れておかなければな
りません。また、新しいガイドラインでは家庭血圧がよ
り重視されるそうです。お薬手帳同様、血圧手帳の普及・
活用についても、今まで以上に薬剤師が積極的にかかわ
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るようなっていきたいですね。
　さて、薬剤師が積極的にかかわることが求められてい
る分野として最近特に多く言われているのは、やはり在
宅・無菌調剤関係です。２月２日（日）には、主に薬局
薬剤師向けに「やってみるとピン！と来る　無菌調剤・
初級編」と題して、無菌調剤の基礎を学ぶ研修会を広島
大学薬学部のご協力を得て開催しました。手洗いの方法、
ガウンや手袋の着用方法、アンプルカットの仕方やシリ
ンジの持ち方など、基礎の基礎を学びました。

　福島生協病院の小田正範
先生のもと、30名超の参加
者はとても楽しそうに、に
ぎやかかつ真剣に講義に取
り組んでおられました。一
度では完全にひとり立ちと
はいかないと思います。今
後も各地でこのような研修
会が広がり、皆さんの無菌調剤に対する心理的抵抗感が
少しでもなくなって、安心・安全な調剤が行える環境の
お手伝いができればと思っています。
　そして３月も広島県青年薬剤師会は定例勉強会を開催
いたします！
　今回はエーザイ株式会社保険薬局政策部の久田邦博先
生をお招きして、「患者になって気がついた～今、薬剤
師に求められるコミュニケーションスキル～」のテーマ
でお話しいただきます。

【日　　時】３月16日（日）13時開始
【会　　場】広島県薬剤師會館４階ホール
【主な内容】薬剤師に知ってほしい患者さんの気持ち

認知症患者さんに対するコミュニケー
ションスキル
五感を使った、より変化に「気づける」薬
剤師になるための簡単なワークショップ

【会　　費】青薬会員1,000円、非会員2,000円（社会人
学生を除く学生さんは無料）

※会場準備の関係上、できればgaku@hiroseiyaku.gr.jp

にご連絡いただければ助かります（当日受付も大歓迎）。

　日本薬学会ホームページの「薬学と私」にも載ってお
りますように、久田先生は慢性骨髄性白血病を患い、現
在も闘病しておられます。告知により一度は頭の中が
真っ白になった久田先生。しかし久田先生は、再び夢を

明確に描き、積極的に生きることを決意されました。そ
の中で患者として感じたこと、全ての薬剤師の絆を大事
にしてほしいという思いを、ありったけ語っていただこ
うと思っています。
　「一歩踏み込んだ関わりが自然にできる薬剤師になっ
てほしい」―久田先生からのメッセージです。ネット通
販では決してできない人と人のつながり、知識のアウト
プットの大切さを、目と耳、そして心で感じてくださ
い。広島の皆さんにぜひ聞いていただきたい定例勉強会
です。
　また、前日３月15日（土）は、恒例？定例前夜祭を開
催いたします☆
　「全身全霊をかけて騒ぐ」久田先生のキャラクターは、
一度ご一緒すればきっとあなたも虜になること間違いな
し。event@hiroseiyaku.gr.jpまでお申し込みください。
お待ちしております。広島の春の夜を皆さんとともに楽
しく過ごしましょう！

　１月18日（土）19時からエソール広島
２階の活動交流室ですずめ勉強会をしま
した。今回はノバルティスファーマ㈱さ

んにお願いして、COPDの病態と吸入指導を勉強しまし
た。講師さんとの距離を近くして質問しやすくし、また
実際に吸入器に乳糖入りカプセルを充填して使ってみま
した。COPDの原因は喫煙による慢性の気道炎症です。
気道が伸びたゴムのようになることで、吸気はできても
呼気が充分にできなくて、とても息苦しいとのことです。
しかしその怖さは理解できても、実際に症状が出ないと
なかなか禁煙には至らないようです。
　２月２日（日）17時から安芸茶寮にて新年会をしまし
た。美味しい料理を楽しみ、語り、笑い、皆さんと共に
過ごすことはとても幸せなことです。今年も元気に頑張
りたいと思います。
　３月15日（土）19時からエソール２階の活動交流室で
すずめ勉強会を予定しています。今回は ｢糖尿｣ につい
て勉強します。解らないことや質問を遠慮なく話せる勉
強会で誰でも参加できます。詳細は女性薬剤師会にお問
い合わせ下さい。

広島県女性薬剤師会

会長　松村　智子
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　広島漢方研究会では、毎年１月の月例
会において「新年シンポジウム」を行っ
ており、今年は『更年期障害』をテーマ

に約40名が参加して開催されました。
　コーディネターに吉本悟先生（薬王堂漢方薬局）、話
題提供者として平野恵子先生（上野薬局）、勝谷英夫先
生（勝谷漢方薬局）、菊一瓔子先生（キクイチ薬局）、山
崎正寿先生（漢方京口門診療所・医師）に、『更年期障害』
に対する漢方治療や症例を発表していただき活発な討議
が行われました。

　平野先生は、卵巣の機能低下による女性ホルモンの低
下が脳の混乱を招き更年期の不定愁訴が発症、身体的症
状だけでなく精神不安“心”の弱りの症例に加味帰脾湯
が著効であった症例を報告しました。
　勝谷先生は、女性の更年期に加味逍遥散を用いた症例、
また男性更年期と思われる症例に半夏厚朴湯と温胆湯を
併用して有効であった症例を報告しました。
　菊一先生は、冷えを訴える２症例にまず茯苓四逆湯を
投薬して身体を温め、その後更年期の本治である当帰芍
薬散加香附子また桂枝茯苓丸などを投薬して有効であっ
た症例を紹介しました。
　最後に、広島漢方研究会会長である山崎先生に“まと
め”として更年期に用いられる加味逍遥散をはじめ温経
湯、女神散、桂枝茯苓丸、桃核承気湯、柴胡加竜骨牡蠣湯、
半夏厚朴湯など様々な処方を解説していただきました。
更年期障害の不定愁訴は様々で用いられる漢方処方もた
くさんあり、漢方の奥深さを改めて感じることができま

した。
　午後からは“新年互礼会”を行い、会場を「八雲」に
移して会食しました。山崎会長の挨拶のあとは、漢方論
議に花が咲き、“会員全員の近況報告”あり、恒例となっ
ている“下本会員による手品”ありと楽しい時間を過ご
しました。

　月例会１時限目の“漢方初級講座”は、「漢方初心者
にもわかりやすい！」と大変好評で会員以外の方も多数
出席されています。

【２月以降の講座予定】１時間目９：30 ～ 11：00
２月９日　当帰と柴胡を含む処方の幅広い適応症状（補

血剤Ⅱ）～加味逍遥散など　第10回
３月９日　男性にも適応する婦人科疾患のお薬の数々

（駆瘀血剤）～桂枝茯苓丸　第11回
４月13日　「冷え」がもたらす諸症状を漢方薬で解決（附

子剤）　第12回
　毎回独立したテーマで、途中からの参加でも大変解り
やすい内容となっています。
　また、２月月例会では４時限目に“加味逍遥散”の薬
局製剤実習を行う予定です。
　“より深く漢方を学びたい！”とお考えの方はオープ
ン参加も可能（１日参加費3,000円・漢方薬、生薬認定
薬剤師シール３点・予約不要）です。
　ぜひ参加されてみてはいかがでしょうか。
　詳細は広島漢方研究会ホームページ、広島県薬剤師会
ホームページ研修会カレンダー、または研究会事務局ま
でお問い合わせください。

広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局
℡：０８２－２８５－３３９５

広島漢方研究会

新年シンポジウム・新年互礼会の開催について

理事長　鉄村　努
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十数年ぶりの薬剤師業務
～十年一昔～

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＞

株式会社エバルス　広島西支店　　

河田　秀一郎

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成25年３月２日・３日実施）

正答は 71ページ

　私が広島西支店の副管理薬剤師に配属となり１年が過
ぎました。それまでは薬剤師業務とは程遠い経営企画に
関わる仕事に10年以上携わっておりましたので、久々の
薬剤師業務に対する戸惑いもあり、感覚が戻るまでに少
し時間を要しました。驚きだったのは、私が入社した十
数年前と比べて仕事量が圧倒的に増えており、また仕事
の内容も大きく変わっていたことです。「十年一昔」と
いう言葉を実感する日々の連続でした。
　入社した当時を思い出してみると、入社後すぐに配属
されたのは、今は存在しない動物薬専門の三次出張所で
した。管理薬剤師として配属され、最初に覚えたのは動
物用の医薬品やワクチン等でした。特に印象深かったの
は、養牛用の「パンカル」と「鉱塩」でした。パンカル
はビタミン剤ですが、その包装がドラム缶（50kg近く
あったのでは？）で、一人で運べなかったことを記憶し

ています。また、鉱塩は牛に必要とされるミネラルを含
んだ塩の塊ですが、こちらも20kgもあり、これをどう
やって牛に服用させるのか、動物用の添付文書を読みな
がら不思議に思っていました。服用方法を営業の方に教
えていただくと、「牧場に鉱塩をあちこち置いておけば、
牛が塩を必要と思ったら勝手に舐めにいくから大丈夫」
との回答でした。目から鱗が落ちる思いでした。
　その後医薬系の事業所で経験を積み、最後に薬剤師業
務を経験したのは、平成10年に新規開設した宇部支店で
した。その当時宇部地区は、山口大学付属病院のお膝元
で医薬分業率が高かったため、薬局への至急配送に追わ
れる毎日でした。１日のうち半分は配送に出ている、と
いう日も少なくありませんでした。DI業務については、
同種同効薬や薬剤識別の問い合わせが多かったように記
憶しています。製薬メーカーへの照会や、書籍・文献の
検索で対応していました。現在はインターネットで添付
文書の閲覧が可能となり、製薬メーカーのホームペー
ジも充実し、各種DIツールも豊富に整備されています。
とても恵まれた環境になったと感じています。
　入社以来、社員として、また薬剤師として様々な経験
を積ませていただきました。薬剤師として行う日々の業
務の質を高めていけるよう、これからも様々な経験を積
むことで自己成長していきたいと考えています。
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　  研修内容・講　師

　  主催者
　  問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

3 月 1 日（土）14:30 〜 16:40　安田女子大学 9号館（9151教室）
第 1回安田女子大学薬学部卒後教育研修会
14:00 〜 受付開始
14:30 〜 14:35　開会の辞
14:35 〜 15:35　講演 1「ビタミンと健康」
　　　　　　　安田女子大学薬学部薬学部長福澤健治先生
　　　　　　　座長:新井茂昭（安田女子大学薬学部）
15:35 〜 16:35　講演 ２「尿酸の生理的意義と高尿酸血症・痛風」
　　　　　　　安田女子大学家政学部管理栄養学科長　箱田雅之先生
　　　　　　　座長:柴田瑩（安田女子大学薬学部薬学科長）
16:35 〜 16:40　開会の辞

【JPALS研修会コード　34-２013-0２4２-101】

安田女子大学
薬学部
新井

TEL08２-878-9547

1
参加費:無料
参加方法:当日受付（予約不
要）

3月 1日（土）15:00 〜 18:00　広島県薬剤師會館 4階
神戸学院大学薬学会広島支部　平成２5年度研修会　
「医療制度改革と薬剤師の方向性」
講師:日本薬剤師会常務理事　永田泰造先生
＊卒業生の方は、当日懇親会を開催いたします。

神戸学院大学
薬学会広島支部

エバルス
土屋（ひじや）

　08２-544-8301　

２

卒 業 生:参 加 費 無 料、 学 外:
参加費500円【申し込み連絡
先e-mai l】２9113２hi j iya@
mediceo-gp.com【申し込み
記載内容】ご勤務先・お名前・
ご出身大学神戸学院大学（  ）
年卒業・他大学・懇親会のみ参
加される方は、メールアドレス、
ご連絡先をご記入ください。

3月 1日（土）14:00 〜　広島大学医学部第 5講義室
県病薬シンポジアム
一般講演・総合討論
特別講演　札幌医科大学附属病院薬剤部長　宮本篤先生

広島県病院薬剤師会
広島県病院薬剤師会
学術・教育研修委員会

参加費500円

3 月 6 日（木）19:00 〜 ２1:00　広島医師会館 ２階大講堂
第２5回広島プライマリ・ケア研究会
テーマ:在宅医療
1.基調講演「未定」　
  講師:日本医師会常任理事　高杉敬久先生
２.シンポジウム「在宅医療」　
  ㈱フォーリーフ　のぞみ薬局　岡　敦子先生
  広島県歯科医師会介護・福祉医療部常任委員　猪原　健先生
  訪問看護ステーション「若草」　所長　川上幸子先生
  江田島市社会福祉協議会総務課長　澤田ひとみ先生

【JPALS研修会コード　34-２013-0２43-101】

広島プライマリ・
ケア研究会

広島県薬剤師会
（担当職員:吉田）

08２-２46-4317

1

聴講料1,000円（当日受付に
ていただきます。学生は無
料）参加希望の方は事前申
込が必要ですので、県薬事
務局（吉田）までお申し付
けください。様式をお送り
いたします。

3月 7日（金）19:00 〜 ２1:00　尾道国際ホテル ２階　「瑞宝の間」
尾三炎症性腸疾患研究会
情報提供　19:00 〜 19:10　5-ASA製剤の最近の話題　杏林製薬㈱
一般演題　19:10 〜 19:40　
　　　　　座長:大西　毅先生（市立瀬戸田診療所　院長）
　　　　　演題1:「全大腸に深掘れ潰瘍が多発する腸炎の 1例」
　　　　　JA尾道総合病院消化器内科　天野美緒先生
　　　　　演題２:「NSAIDs起因性腸炎の 1例」　
　　　　　因島医師会病院消化器科部長　武田昌治先生
特別講演　19:50 〜 ２0:50
　　　　　座長:水野将克先生（三原赤十字病院　第三内科部長）
　　　　　「潰瘍性大腸炎に合併する大腸腫瘍をめぐる諸問題」
　　　　　広島大学病院内視鏡診療科診療講師　上野義隆先生

【JPALS研修会コード　34-２013-0２49-101】

【共催】
尾道薬剤師会
尾道市医師会

尾三炎症性腸疾患
研究会

杏林製薬株式会社

杏林製薬株式会社
084-9２4-3144

1
事前申込不要、参加費500円、
講演会終了後、情報交換の
場を準備しております。

　薬剤師を・対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。
　他支部や他団体、薬事情報センターの研修会については、準備の都合もありますので事前にお問い合わせください。
詳しくは研修会カレンダー（http://www.hiroyaku.or.jp/sche/schedule.cgi）をご覧ください。
 広島県の研修認定薬剤師申請状況
 平成26年 １ 月末日現在　１,205名(内更新873名）
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　  研修内容・講　師

　  主催者
　  問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

3 月 8 日（土）15:00 〜 17:00　広島県薬剤師會館 4階
第469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）情報提供　「T細胞選択的共刺激調節剤　オレンシア皮下注    
　　　　　　　1２5mgシリンジ1ml」
　　小野薬品工業株式会社/ブリストル・マイヤーズ株式会社
3）特別講演「最近のリウマチ治療」
　　広島大学病院　リウマチ・膠原病科助教　山崎聡士先生

㈳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 9日（日）午前 9時30分〜午後 4時　広島県薬剤師會館 ２階
第583回広島漢方研究会月例会
9 :30 〜 11:00『男性にも適応する婦人科疾患のお薬の数々』
　　　　　　　　（駆お血剤）〜桂枝茯苓丸第11回　小林宏
11:00 〜 1２:30『大塚敬節著・漢方診療30年』　吉本悟
13:30 〜 15:00『漢方診療医典』勝谷英夫
15:00 〜 16:00『東洞の行状記』鈴木荘司

広島漢方研究会

テツムラ漢方薬局
08２-２3２-7756

3

広島漢方研究会会員無料、
会員外の当日参加3,000円
（学生1,500円）
事前の予約は不要です。

3月 9日（日）9:30 〜 15:45
福山大学宮地茂記念館 9階プレゼンテーションルーム
第16回瀬戸内海臨床漢方セミナー
9 :30 〜 10:30『赤ら顔、のぼせの患者さんから見えてきた症候群
　　　　　　　と経絡異常を考える　心熱とは？』
　　　　　　　いぐちクリニック　井口敬一先生
10:30 〜 11:30『足脛小疹と再興感染症〜田んぼの中の不思議な生物進』
　　　　　　　山本クリニック　山本康博先生
11:30 〜 1２:30『人類発生進化と病態生理』　
　　　　　　　円山医院　円山信二先生
13:30 〜 14:30　特別講演Ⅰ『腸管免疫と漢方』　
　　　　　　　富山大学和漢医薬学総合研究所研究部病態制御
　　　　　　　部門消化管生理学分野　門脇真教授
14:30 〜 15:45　特別講演Ⅱ『難病に挑む！中医学と鍼灸で攻める』
　　　　　　　木本クリニック院長　木本裕由紀先生

【JPALS研修会コード　34-２013-0２45-101】

【主催】
福山漢方談話会

【共催】
福山市薬剤師会

福山大学
株式会社ツムラ

福山大学薬学部
漢方薬物解析学
研究室　岡村
084-936-２111
（5165）

２

【参加費】薬剤師・鍼灸師
1,000円、医師２,000円、学生:
無料
※特別講演に対して受講
シールを配布致しますので、
午後のみのご参加も可能で
す。

3月10日 （月） 18:50 〜　尾道国際ホテル ２階　「慶安の間」
尾道循環器研究会
情報提供　18:50 〜「オルメテックの最近の話題」第一三共株式会社
講　　演　19:10 〜　座長:砂田内科院長　砂田光俊先生
演題:「当院における腹部大動脈瘤治療〜ステントグラフト内挿術〜」
　　  JA尾道総合病院心臓血管外科主任部長　尾畑昇悟先生

【JPALS研修会コード　34-２013-0２53-101】

【共催】
尾道薬剤師会
尾道市医師会

尾道循環器研究会
第一三共株式会社 

0848-44-7760 

1

※講演会終了後、情報交換
会を予定しております。
※事前申込不要
※参加費　支部会員:無料
               非会員:500円

3 月11日（火）19:30 〜 ２1:00　学校法人福山大学宮地茂記念館
福山支部シリーズ研修会
テーマ:発達障害への理解と対応
演題:困難行動への対応
要旨:第 1 回目の発達障害の基礎で学んだ知識を発展させ自閉症児や
発達障害児の呈するこだわりやパニックなど、行動問題への具体的な
対応の実践法を学ぶ。その際、行動の原理原則の視点から、応用行動
分析（AppliedBehaviorAnalysis:ABA）法を用いた演習を行う。
講師:福山大学人間文化学部心理学科　堤俊彦教授

【JPALS研修会コード　34-２013-0２46-101】

㈳福山市薬剤師会
084-9２6-0588 1 一般1,000円

3 月13日 （木） 19:２0 〜 ２1:00　佐伯区民文化センター 
第156回広島佐伯支部集合研修会
19:２0 〜 19:30　薬剤師会から報告事項　会長 樽谷嘉久
19:30 〜 ２1:00　演題:調剤過誤について〜薬剤師の義務と責任〜」
　　　　　　　講師:広島県薬剤師会常務理事　井上映子先生
平成19年の医療法改正に伴い医薬品安全管理責任者は、業務手順
書の作成や従業者への研修が求められています。この中で従業者
への研修は年 ２ 回程度の実施が望まれておりますが、今回の研修
は医薬品安全使用のための研修になると考えられます。

【JPALS研修会コード　34-２013-0２5２-101】

広島佐伯薬剤師会

広島佐伯薬剤師会
事務局

TEL・FAX
08２-9２4-5957

1
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　  研修内容・講　師

　  主催者
　  問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

3 月13日 （木） 18:30 〜 ２0:15　シティプラザすぎや　 4階「瑞雲」 
県病薬呉支部研修会
製品紹介　18:30 〜 18:45
がん疼痛・慢性疼痛治療剤「トラマールカプセル」ファイザー株式会社学術担当
座長:社会福祉法人恩賜財団済生会呉病院薬剤室室長　河本宏志先生
一般演題　18:45 〜 19:00

「呉支部 6施設による抗菌薬使用数量に関する地域共同サーベイランス」
演者:社会福祉法人恩賜財団済生会呉病院薬剤室　岡野太一先生
特別講演　19:00 〜 ２0:15

「ペインクリニックでの薬物療法」
演者:広島大学病院麻酔科助教　梶山誠司先生

広島県病薬呉支部 1

3 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−
演題: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）
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）
＊どの時期から参加しても非常に分かり易いユーモラスな研修会
です。漢方を全く知らない人でも気軽にご参加下さい。

福山大学薬学部

福山大学薬学部
漢方薬物解析学
研究室　岡村

　084-936-２111
（5165）

1

受講料500円
※事前予約は不要です
アクセス:福山駅北口徒歩1分
※駐車場はございません。
最寄りの駐車場をご利用下
さい。

3月16日（日）13:00 〜 16:30　広島県薬剤師會館 4階ホール
定例勉強会　テーマ:患者になって気が付いた〜今、薬剤師に
　　　　　　　　　 求められるコミュニケーションスキル〜」
講師:エーザイ株式会社　保険薬局政策部　久田邦博先生
＊青年薬剤師会の勉強会は会員・非会員を問わずご参加いただけ
ます。また、参加に年齢制限はございません。

広島県
青年薬剤師会
学術委員会

２

参加費:青年薬剤師会会員
1,000円、 非 会 員２,000円、
学生無料、申し込みは不要
です。ご興味ある方は是非
ご参加ください。

3月２7日（木）19:00 〜 ２1:00　㈱エバルス　広島支店
安芸薬・保険講習会
演題:「調剤報酬改定について」（仮）　講師:未定

㈳安芸薬剤師会
事務局

08２-２8２-4440
1 会費:無料

3月30日（日）10:00 〜 16:00
尾道市民センターむかいしま“こころ”
全国禁煙アドバイザー育成講習会 in 尾道
10:00 〜 11:00　産業現場での禁煙支援のエビデンス
　　　　　　　のだ小児科医院　野田　隆
11:00 〜 1２:00　産業現場で禁煙を推進するポイント
　　　　　　　禁煙マラソン　三浦秀史
1２:00 〜 13:00　ランチョンセミナー　禁煙支援最新情報
　　　　　　　奈良女子大学　高橋裕子
13:00 〜 14:00　職域での女性とメンタルの禁煙支援
　　　　　　　奈良女子大学　高橋裕子
14:00 〜 15:00　地域、職場で進める禁煙支援（実践報告）
　　　　　　　「おしい広島県」の禁煙・受動喫煙防止普及啓発事業
　　　　　　　広島東部保健所
　　　　　　　「禁煙しているよ♪」の笑顔に会いたくて
　　　　　　　プレス工業㈱尾道工場
15:00 〜 16:00　Ｑ＆Ａ参加者からの質問に答えます！　
16:10 〜 16:30　禁煙支援者試験（希望者)

【JPALS研修会コード　34-２013-0２48-101】

【主催】
日本禁煙科学会
尾道市医師会

【共催】
尾道薬剤師会

福山市薬剤師会
三原薬剤師会

因島薬剤師会 他

0848-44-7760

4

対象:禁煙支援に関わる医療
職、教職、行政職どなたでも。
参加費5,000円（昼食付）
お申し込み方法:氏名・フ
リガナ・所属・職種・懇親
会の希望を添えて禁煙アド
バイザー講習会事務局　
159adk-onomichi@kinen-
marathon.jpまでメールを
お願いします。日本禁煙科
学会ホームページからも簡
単にお申し込みできます。

【締切り】 3 月２4日（月）、
懇親会 3月２9日（土）
詳細は追ってご連絡いたし
ます。　

4月11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−
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）
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）
＊どの時期から参加しても非常に分かり易いユーモラスな研修会
です。漢方を全く知らない人でも気軽にご参加下さい。

福山大学薬学部

福山大学薬学部
漢方薬物解析学
研究室　岡村

　084-936-２111
（5165）

1

受講料500円
※事前予約は不要です
アクセス:福山駅北口徒歩1分
※駐車場はございません。
最寄りの駐車場をご利用下
さい。

4月13日（日）13:00 〜 16:00　広島県薬剤師会館 4階ホール
ひろしま桔梗研修会
糖尿病シリーズ研修会(全 4回）
第 1回『薬剤師が知っておきたい糖尿病〜実際の症例を交えて〜』
講師:大西順子先生（水島協同病院薬剤部主任糖尿病療養指導士）

神戸薬科大学
広島生涯研修企画

委員会
090-7507-390２

２

参加費1,000円、申込み:下記
メールアドレスへ、氏名、連
絡先，勤務先（調剤、病院な
ど:グループ学習のため必須)
を記載して下さい。d-hiro@
kobepharma-u.ac.jp
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日本褥瘡学会
在宅褥瘡医療ネットワーク委員会企画セミナー（in広島）

第７回：新しく変わる在宅の褥瘡管理

プログラム  (敬称略) 

12：30～  受付開始 

13：00～13：05 代表幹事挨拶      茂木 定之

13：05～13:50 

講演 1 「摂食機能障害の栄養管理 －口から食べる機能を活かした栄養管理－」

演者  マツダ（株） マツダ病院 歯科口腔外科   有田 裕一 

座長  マツダ（株） マツダ病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師 松田 隷子 

     13：50～14：35 

講演２ 「骨格の機能から見たポジショニング」

演者 ET ナース フェルデンクライススチューデントティーチャー 澤井 尚子 

座長 広島国際大学 総合リハビリテーション学部 教授    茂木 定之 

14：35～15：25 メーカー製品情報 

15：25～15：45 休憩・メーカー展示   

15：45～16：35 

講演３ 「超速報！平成２６年度診療報酬改定のポイント解説

－４月１日からの改定を活用して、よりよい在宅褥瘡ケアを実践しよう－ 」

演者 スリーエム ヘルスケア（株）医療用製品事業部マネジャー 高水 勝 

座長 土谷総合病院  看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師  広島 なつき

16：40 閉会 （閉会後、参加証引渡し）                    

日 時 ：2014 年 3 月 16 日（日） 

会 場 ：国保会館（広島市中区基町 10－52） 

対 象 ：在宅褥瘡ケアにかかわる方 

定 員 ：100 名 

参加費 ：無料 

後 援 ：日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会 

代表幹事 広島国際大学  総合リハビリテーション学部  
リハビリテーション支援学科　 教授　 茂木 定之

拝啓　皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　さて、ご存知のように日本褥瘡学会が各県単位での在宅褥瘡セミナーを毎年開催しております。広島県では、今年

度は以下のプログラムにて開催いたしますのでご案内申し上げます。

　第７回目の今回は、在宅褥瘡管理に影響する4月から改定される診療報酬について解説いただくとともに、時代の

流れに沿って変化する在宅褥瘡管理を様々な角度から考えてみたいと思います。

　皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ち致しております。

敬具　
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送信先FAX 082-292-1392 
締め切り　2014年3月10日（月） 

【問合せ先】　事務局代行 ㈱モルテン内 小林・水兼 082-292-1391 

※応募者が多数のために参加をお断りする場合にのみ、こちらから連絡をさせていただきます。

こちらから連絡がない場合は、そのままご参加ください。

氏名

職種（○で囲む） 医師・看護師・セラピスト・ケアマネジャー 

介護職・福祉関連業者・その他（    　　　 ） 

医師・看護師・セラピスト・ケアマネジャー 

介護職・福祉関連業者・その他（  　　　   ）

勤務先（部署）

（必須）

（必須）

（必須）

連絡先住所
（必須）

（  ）勤務先 (  )自宅 （  ）勤務先 (  )自宅

連絡先TEL
（必須）

（  ）勤務先 (  )自宅 （  ）携帯 （  ）勤務先 (  )自宅（  ）携帯

メールアドレス

アストラムライン

市内電車 

バス 

城北駅下車、東へ徒歩 6分 

八丁堀から白島線に乗換え家庭裁判所前

下車、西へ徒歩 6分 

 合同庁舎前下車、北へ徒歩 7分 

〈JR 横川駅から大学病院行〉 

 西白島下車、東へ徒歩 6分 

〈JR 広島駅から合同庁舎経由各方面行〉 

日本褥瘡学会　在宅褥瘡医療ネットワーク委員会企画セミナー

第7回　参加申込用紙  
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“糖尿病シリーズ研修会が実現の運びとなりました”
　今年度は、昨年のご要望にお応えした”大西先生の糖尿病”シリーズ学習です。
　薬剤師なら知っておいてほしい“糖尿病”の基礎から応用までの話を ４ 回シリーズの予定で計画しています。
　もちろん、連続での参加も、単回での参加もＯＫです。
　是非、ご参加下さい。

「平穏死」10の条件の著者　長尾　和宏 先生をお呼びしています。
2 人に 1 人ががんになり、認知症になる時代もすぐそこに来ています。
住み慣れた地域で穏やかに暮らすための、在宅医療、介護サービスについて
わかり易くお話しされます。

※公開講座のお知らせ

日   時： 第 １ 回　  平成26年 4 月13日 （日） 13：00 ～ 16：00
	 　　　　　　　　　　　　　　　　　	　受付12：30 ～（認定 2単位）

第 ２ 回　平成26年 6 月22日（日）13：00 ～ 16：00
第 ３ 回　平成26年 ８ 月 3 日（日）13：00 ～ 16：00

 第 ４ 回　平成26年11月 ９ 日（日）13：00 ～ 16：00
　　　　　　　　　　　　　　　　※尚、日程変更の可能性もあります

場   所：	広島県薬剤師會館 ４ 階ホール

	 広島市中区富士見町11－42　　TEL	0 ８ 2－ 2 4 6－ 4 3 1 7

テーマ： 『 薬剤師が知っておきたい糖尿病
 　　　　　　　　　～実際の症例を交えて～』
　　　　　講師：水島協同病院薬剤部　主任　糖尿病療養指導士　　大西　順子	先生

参加費：1,000円

申込み： 今回はグループ学習の為、勤務先（調剤、病院など）を必ず記載して下さい。
	 d-hiro@kobepharma-u.ac.jp（第 1回締切　 3月31日）
	 ※送受信不能の際はお問い合わせください。

主   催： 神戸薬科大学　広島生涯研修企画委員会

問合せ： 倉田　薫　0 ９ 0－ 7 5 0 7－ 3 ９ 0 2
	 森川薬局　対厳山店　0 ８ 2 ９－ 5 6－ 1 ９ 1 3
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 （社）広島県薬剤師会　薬事情報センター 原田　修江
 （公社）日本薬剤師会　DI委員会　　　　　　　　　　
 　　  東京大学大学院薬学系研究科（医薬品情報学講座）

  澤田　康文

　本来、医薬品情報（DI）には、

　①添付文書、インタビューフォーム、文献などの“既存のDI”と、

　②日々現場で起こるインシデント、アクシデント、プレアボイドなどの“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”

の 2 つがあります。いずれも医薬品の適正使用のためには大切な情報ですが、従来のDI業務は、“既存のDI”の活用

が主体でした。

　そこで、この度、日本薬剤師会DI委員会（委員長：澤田康文　東京大学大学院薬学系研究科教授）では、従来の

DI業務に医療安全の観点からのDI業務を包含した、新しい概念に基づく「モバイルDI室」事業を実施することにな

りました。本事業は、会員の皆様へのDI関連サービスを推進することと、薬事情報センターをより有効に機能させ

ることを目標（目的）としています。

　具体的な事業内容は、薬事情報センター職員が薬局を訪問させていただき、直接会員の皆様とお話する中で、

　①会員の皆様のDIに関する薬剤師会や薬事情報センターへのニーズを把握する

　②既存のDIへのアクセスの仕方、取り扱い方（取り揃え方）、評価などのノウハウを提供する

　③現場で起こった“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”を調査・収集することの重要性の啓発と実践を行う

ことです。

　現在、群馬県、長崎県、鹿児島県、北海道、山形県、東京都、愛知県、京都府、広島県の 9 都道府県薬剤師会にお

いて本事業の試行的実施が行われています。本県では、これまで 4 薬局を訪問（そのうち 2 薬局は澤田先生が随行）

させていただき、約６0例の“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”をご提供いただきました。ご多忙の中をご協力をいた

だきました薬局の方々には、改めて御礼申し上げます。

　これらの貴重な事例は、皆様とのインタビューをもとに、澤田康文先生のご指導をいただいて「医療安全研修用教

材」としてまとめ、本誌（今月号より）および広島県薬剤師会ホームページにおいてご紹介をさせていただきます。

　日々の業務にご活用いただければ幸いです。

“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”をご提供いただける場合は、
薬事情報センター（原田）までご連絡をお願い致します。　

〈連絡先　TEL:082-243-6660　メールアドレス　di01@hiroyaku.or.jp〉

ヒヤリ・ハット
エビデンス情報
ヒヤリ・ハット
エビデンス情報

モ バ イ ル 事 例 報 告Ｄ Ｉ 室 ・
広島県

（公社）日本薬剤師会「モバイルDI 室」事業

1
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【事例】

調剤過誤防止システムを利用しているのに、リーマス錠100mg14錠のところ、100mg錠10錠（1シー

ト）と200mg錠 4錠を誤調剤してしまった！

■処方内容は　　20歳代の男性。処方オーダリング。心療内科クリニック。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ジプレキサザイディス錠10mg　 1 錠 1 日 1 回　夕食後 14日分
リーマス錠100mg 1 錠 1 日 1 回　朝食後 14日分
マイスリー錠10mg 1 錠 1 日 1 回　寝る前 14日分
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※既病歴（なし）　　現病歴（うつ病）

■何が起こったか？
・リーマス錠100mg14錠のところ、リーマス錠100mg10錠とリーマス錠200mg 4 錠を調剤してしまった。

■どのような経緯で起こったか？
・患者が混み合っている時間帯で調剤者はあせっていた。
・調剤棚にはリーマス錠100mgとリーマス錠200mg（いずれも 1 シート10錠）が並んで位置していた。
・先ず、リーマス錠100mgの 1 シートを集薬した後、残りの 4 錠を集薬し、併せて14錠とした。

■どうなったか？
・患者宅において服用前に患者自身が気づき、母親が薬局に持参し、誤調剤が発覚した。
・返却された薬剤をチェックするとリーマス錠200mg 4 錠が混入していた。
・200mg錠 4 錠を100mg錠に交換し、母親の前で一緒に確認して再交付した。
・患者は200mg錠は服用しておらず、またその後の朝食後服用には間に合ったため特に問題は発生していない。

■なぜ起こったか？
（集薬時）
・端数の 4 錠を集薬する時に以下の二つの原因が考えられる。
　 1 ）200mg錠の棚から集薬してしまった。
　 2 ）200mg錠の端数が100mg錠の棚に混入しており、それを何の疑問も持たず集薬してしまった。

仮に 2 ）であるとすると、以下の要因が考えられる。
当該薬局では、「返却BOX」を備えており、通常、棚から出した薬（端数・誤調剤）は、すぐに棚に戻さず一旦「返
却BOX」に入れるようにしている（図 1 ）。この過程を経ずに端数が直接、間違って棚に戻された可能性がある。
一方で、返却BOXは使用したが、そこから棚への返却（後で余裕をもって行う作業）を間違ってしまったことも
考えられる（しかし、このプロセスで間違う可能性は低いと思われる）。

・早く集薬することに意識が集中してしまい、数の確認は行ったが、製品名・規格単位の確認がおろそかになった。

（鑑査時、投薬時）
・集薬後のPTPシートは、表面を内側にして輪ゴムで留めており、100mg錠シートと200mg錠シートの表面は似てい

ないが裏面は似ていたためミスに気が付かなかった（図 2 、図 ３ ）。
・鑑査時と投薬時にはいずれも数の確認はしていたが、輪ゴムを外してPTPシートの表面の確認まではしていなかっ

た。
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図 1

当該薬局の「返却BOX」。

端数やミスした調剤薬は

一括してこの中に入れ、

後で時間に余裕がある時に、

棚への返却作業を行う。

図 2

リーマス錠100mg（上）と

リーマス錠200mg（下）。   

表面の色は相違しているが、

裏面はかなり類似している。

図 ３

集薬後にPTPシートを輪ゴムで束ねた状態。左

のように200mg錠が表に出ていれば間違いに気

がつく可能性は高い。

しかし、右のように200mg錠が裏面となってい

ると、輪ゴムを外してチェックしない限り間違

いを発見できない。

■今後二度と起こさないためにどうするか？
・薬の取り違いを防止するために、規格単位が相違する薬の棚は

ずらした（図 4 ）。当該薬局では、調剤過誤防止システム「ミス
ゼロ子」を利用しているために、規格単位毎に場所が離れてい
ても、バーコードによる照合作業を行っている限り、調剤過誤
に至ることは殆どない。

図 ４

当該薬局での調剤棚。

リーマス錠100mgの棚（右から 1 列目の一番上）と

リーマス錠200mgの棚（右から 2 列目の一番下）は

離れた場所となっている。他の薬剤も規格単位が

違うものは離れた場所に位置してある。

表面

表面

裏面

裏面
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・「返却BOX」の活用を徹底する。どの様な場合でも、棚への薬剤の返却は通常の時間帯に直接行うことは回避する。
返却作業は、余裕のある時間帯（閉店後など）に行う。

・PTPシートを輪ゴムでまとめる場合は、特段の理由がない限り表面が外側になるようにして、薬剤師、患者から
チェックできるようにする。

・調剤薬鑑査時、更に、投薬時には輪ゴムでまとめてあるPTPシートは、輪ゴムを外して確認する。

■特記事項は?
　当該薬局では、調剤過誤防止システム「ミスゼロ子」を導入してもミスが起った。以下にはこのようなシステムを
利用しても発生するミスについてまとめる。
1 ）経過措置などによりレセコンのデータと、実際の箱のJANコードが違った際に警告音がなることに慣れてしてし

まう場合。
・経過措置や包装変更などの場合に、JANコードが変更になる。しかし、レセコンのJANコードデータの更新が間

に合わないと、正しく集薬されたとしても警告音が鳴る。そのため、警告音がなるのは経過措置・包装変更のた
めなので無視して良いと思ってしまい、本当の誤調剤まで無視してしまう可能性がある。

2 ）薬の戻し間違いにより別物を調剤したことに気がつかない場合（今回の事例）
　・棚への薬の戻し間違いにより、規格違いや別の薬が棚に混入していた場合、このシステムではチェックできない。

３ ）バーコードを貼る場所が、直接薬剤が入っている場所と離れている場合
　・引き出しの表面にバーコードを貼ると、引き出しの中の別の薬を調剤してしまうことがある。

4 ）レセコンへの入力間違いにより調剤も間違ってしまう場合。
・あまり調剤しない規格単位の場合、処方の入力間違いから調剤も同じように間違いをすることがある。
・処方せんを見ずに、バーコードリーダーを見ながら調剤することで、処方入力ミスの通りに、間違った調剤をし

てしまう。

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成25年３月２日・３日実施）

正答は 71ページ
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原田　修江

腎機能マーカー　血清シスタチン C 値について

　現在、日常臨床の場では、腎機能障害の程度を評価する指標として、血清クレアチニン（Cr）値が広く頻用され
ています。しかし、血清Cr値を用いた腎機能評価は、次のような問題点に注意が必要です。すなわち、血清Cr値は、
筋肉量を反映するため、性別、年齢、体格、筋肉疾患、栄養状態などにより影響を受けます。女性、高齢者など筋
肉量の少ない人では、腎機能が低下しているにもかかわらず、血清Cr値がそれほど高くないことがあります。また、
低アルブミン血症の人では、Crの尿細管分泌が増加して血清Cr値が低くなり、腎機能低下の程度を実際より低く評
価することがあります。さらに、ある程度までGFR が低下しないと血清Cr値は上昇しません。GFRが基準値の50 ～
８0%では腎機能は糸球体予備能で代償されて変動せず、50%以下になり代償機能が働かなくなると上昇します。
　このような血清Cr値の欠点をカバーできるのが、近年、新たに注目されている“血清シスタチンC値”です。シス
タチンCは、分子量が約1３,000の低分子タンパク質で、全身の有核細胞から一定の割合で分泌され、年齢による生産
量の変動がほとんどありません。血中タンパク質とは結合せず、腎糸球体を容易に通過します。近位尿細管で再吸収
されますがアミノ酸に代謝されるので、血清シスタチンC値は、GFRが低下すると上昇し、尿細管障害により尿中排
泄量が増加します（図 1 ）。血清Cr値のように食事や炎症、性差、筋肉量などの影響を受けず、尿素窒素やCrよりも
早期（GFRが70mL/min以下）に血中濃度が上昇します。血清シスタチンC値の基準値は、LA（ラテックス凝集比濁
法）で、約0.5 ～ 1.0mg/Lですが、腎機能低下に伴いおよそ６mg/Lまで増加します（図 2 ）。そのため、血清シスタ
チンC値は、腎機能診断のために有用な新たな指標であると位置づけられ、2005年10月から腎機能マーカーとして保
険適用が認められています。
　腎機能低下時の他に血清シスタチンC値が上昇する場合としては、甲状腺機能亢進症、腎移植後などが、反対に、
低下する場合としては、甲状腺機能低下症が挙げられています。副腎皮質ホルモン投与時にも、一定の見解は得られ
ていませんが、変動することが報告されています。

 

 

参考資料
・臨床検査ガイド2007 ～ 200８（文光堂）
・異常値の出るメカニズム　第 5 版（医学書院）
・腎不全と薬の使い方Q&A（じほう）
・月刊薬事、55( ３ )、201３

図 1 　シスタチンCの血中分泌および尿中排泄 図 2 　血清シスタチンCと糸球体濾過量（GFR）の関係
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お薬相談電話　事例集 No.87お薬相談電話　事例集 No.87

月経困難症に使用する卵胞ホルモン・黄体ホルモン（EP）配合剤

　月経困難症は月経に随伴して起こる病的症状で、卵胞成熟―排卵―黄体形成という排卵周期に関連しています。

月経困難症の主訴である下腹部痛は、分泌期内膜から産生されるプロスタグランジンによる子宮平滑筋の収縮が主

な原因であり、吐き気、嘔吐、腰痛、下痢、頭痛などの全身症状は、プロスタグランジンとその代謝物質が体循環

に流入するために起こるとされています。月経困難症は、子宮内膜症などの器質的病変を有する器質性月経困難症

と、器質的病変を有していない機能性月経困難症に分類されます。

　EP配合剤は排卵抑制作用と子宮内膜増殖抑制作用によって、プロスタグランジン等が過剰に産生されることを抑

え、月経困難症の痛みなどの症状を緩和すると考えられています。近年、静脈血栓塞栓症(VTE)や乳がんのような

重篤な副作用の発現を低減させる目的で卵胞ホルモンを減量した超低用量EP配合剤が開発されています。VTEリ

スクは合成黄体ホルモンの種類によっても異なります。ドロスピレノンはレボノルゲストレルより高いことが報告

されており、「ヤーズ配合錠」については、平成26年 1 月に血栓症についての安全性速報（ブルーレター）が配布さ

れています。EP配合剤はそれぞれの含有比と生理活性により表のような適応があります（経口避妊薬は省略）。

表．各種EP配合剤と適応（経口剤と貼付剤）

投与
経路 薬剤名（組成） 月　経

困難症 無月経 更年期
障　害 月経異常 機　能　性

子宮出血 その他

経口

ソフィア-A(NET 1.00mgメストラノール
 0.05mg) ● ● ● ● ● ①②③

ソフィア-C(NET2.00mg，メストラノール
0.10mg) ● ● ● ● ④

ルテジオン(クロルマジノン酢酸エステル
2.00mg，メストラノール 0.05mg) ● ● ● ● ①④

プラノバール(ノルゲストレル 0.5mg，
EE0.05mg) ● ● ● ⑤⑥

ウェールナラ(レボノルゲストレル0.04mg，
エストラジオール1mg) ⑦

ヤーズ(ドロスピレノン3mg，EE0.020mg) ●

ルナベルLD(NET1mg，EE0.035mg)
ルナベルULD(NET1mg，EE0.02mg) ●

貼付 メノエイド(酢酸ノルエチステロン 2.70mg，
エストラジオール 0.62mg) ● ⑧

NET：ノルエチステロン　　EE：エチニルエストラジオール

①月経周期変更　②機能性不妊　③月経前緊張症　④卵巣機能不全による不妊症　⑤卵巣機能不全　⑥子宮内膜症

⑦骨粗鬆症　⑧卵巣欠落症状

【参考資料】 今日の治療薬2013（南江堂），各添付文書，http://medical.nikkeibp.co.jp/
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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.308・309

　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等の情報を基に，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25年（201３年）12月・平成26年（201４年）1 月　厚生労働省医薬食品局

◎連絡先
〠100−８91６　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
｛

No.308　目次

No.309　目次

1 …ボセンタン水和物… …………………………………………………………………… 6
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～冬も危険 !! 腸炎ビブリオ食中毒～
有助　美奈子

検 査 セ ン タ ー だ よ り

　この度は、腸炎ビブリオ食中毒についてお話ししたいと思います。
　腸炎ビブリオ（Vibrio parahaemolyticus）は、沿岸の海水中や海泥中に生息する通性嫌気性グラム陰性菌です。コ
レラ菌と同じビブリオ属菌で、一端に 1 本の鞭毛（極鞭毛）をもち活発に運動する好塩性短桿菌です。大きさは、鞭
毛も含め長さ 1～３µm、幅0.4～0.６µmです。さらに、菌体の周囲全体に生えている極鞭毛よりも細い周毛性鞭毛を持
ちますが、培養条件などによって失われることがあります。
　また、大小 2 つの環状の染色体を持つことにより、他の食中毒菌よりも増殖の速度は極めて速く、栄養、温度など
の条件がそろえば10分以内で分裂・増殖します。しかし、真水（水道水）の中では増殖せず、熱にも弱い性質をもっ
ています。　
　腸炎ビブリオは、主に海産の魚介類に付着しており、ヒトの感染症としては感染型の食中毒（感染性胃腸炎）であ
る腸炎ビブリオ食中毒があります。
　この食中毒は、腸炎ビブリオが増殖した魚介類等を摂取することによって起こる細菌性食中毒で、原因食品は、魚
介類および水産加工食品、刺身、寿司等の生食用魚介類です。また、生の魚介類を調理した後、調理器具や手指など
を介して二次汚染された野菜の浅漬け等も塩分を含むため原因食品となる事も多く、注意が必要です。
　主な病原因子は耐熱性溶血毒（TDH）とTDH類似溶血毒（TRH）という蛋白質性溶血毒です。腸炎ビブリオの病
原性菌株は、TDH、TRHどちらか一方もしくは両方を持つものがあり、ともに小さい方の染色体にコードされてい
ます。
  潜伏期間は10～24時間で、主な症状は腹痛と下痢です。特に腹痛はさしこむような激痛です。水様性や粘液性の激
しい下痢、まれに血便がみられることもあります。下痢は日に数回～十数回、脱水症状をおこすこともあります。発
熱、はき気、おう吐を起こす場合もあります。下痢などの主症状は一両日中に軽快し、 2 ～ ３日で回復します。一般
に予後は良好ですが、高齢者では重症化しまれに死亡することがあります。
　また、この菌は水温が15℃以上で活発に活動するため、食中毒の発生時期は、 7 月～ 9月の夏場に集中しますが、
最近では東南アジアなどからの輸入魚介類や海外旅行者により、冬場でも腸炎ビブリオによる食中毒がみられること
があります。
　なお、食品衛生法において腸炎ビブリオ食中毒が疑われる場合は、24時間以内に最寄りの保健所に届け出る必要が
あります。また、感染症法では腸炎ビブリオ食中毒を含む感染性胃腸炎は 5 類感染症定点把握疾患に定められており、
全国約３,000カ所の小児科定点より毎週報告がなされています。
　腸炎ビブリオ食中毒を予防するには、原因食品となる魚介類等の調理時、調理後の汚染防止、保存方法が重要です。
　以下の事に注意し、感染予防しましょう。
◦魚介類は、調理前に真水　（水道水）で良く菌を洗い流すこと。 
◦魚介類に使った調理器具類は良く洗浄・消毒して二次汚染を防ぐこと。 
◦魚介類を調理したままのまな板で野菜などを切らないこと。 
◦夏季の魚介類の生食は十分注意し、 4 ℃以下に保存すること。
◦加熱調理する場合は中心部まで充分に加熱すること。 
　
　最後に、腸炎ビブリオ食中毒はきちんとした取り扱いをすれば防ぐ事ができます。食中毒予防の ３ 原則を守り、調
理した料理は早めに「お・い・し・く」いただきましょう！

参考文献：IDWR　HP
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　新年明けましておめでとうございます。（とはいっても、既に 3月…）

　去年最後の万年筆研究会神戸大会で、又々変なものを手に入れた。
　俗に言うレディーパーカー。既に絶版品で、珍しい 1本である。
　刻印はMADE IN ENGLANDとなっているので、60年代後半か？
　形状は、51のダウンサイジング版。正式名は、PARKER“17”LADY。
　実物に接したのは、今回が 3度目。

　数年前、ここで紹介した岡山の老舗に非売品として置いてあったのが、これである。
　そして、一昨年の万年筆研究会松江大会にて、初参加の方が持っていらした。
　実に 3度目の正直で、手に入ってしまった。しかも、タダみたいな値段で…（いつものことである）。
　海外オークションだと下手すりゃ 10倍位の相場のようだ。
　自分の最近の好みは、50 ～ 60年代の欧米物でどちらかといえば知名度の低いモデルだ。根っからのマイナー指向
と言ってしまえば、それまでだが。

　90年代前半にペリカンに吸収されたゲーハーだとか、ディプロマット・トローペン・レフォルム等、独逸系マイナー
メーカーの絶版品には、心揺さぶられること度々である。やはり、時代色というか、独特な雰囲気は嵌ると恐ろしい。

これをさらに伊太利系まで網羅すると、いろんな意味でエライ事になってしまう。

　実は、ここ 1・2年入手した万年筆が結果的に30 ～ 60年代標準のレディースサイズが多くなってきている。今回も、
その傾向が濃い。

　元々、小柄なボディに小さなペン先の万年筆も結構好きなのである。
149・ドルチェヴィータ等の大型万年筆は定番とも言える分、やはり自分は、臍曲がりなほうらしい。

　最後にどうでもいいことだが、40年位前に集英社の発行していた「セブンティーン」という、ハイティーン向けの
少女漫画雑誌をご記憶の方もいらっしゃるのではなかろうか。今考えてみるに90年代に流行ったLady's Comicの雛

形のような雑誌であったように思う。（本当にどうでもいい…）。そう言や70年代半ばに同誌に連載していた「七つの

海七つの空」（青池保子）が数年前に宝塚で舞台化されたらしい。

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

羅　焚　屋

　♡セブンティーン！
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すみれ薬局
広島市安芸区矢野東4-1-5

　まだまだ暑い日ざしがある、今から13年前９月１
日土曜日から、すみれ薬局として前オーナーから引
継ぎ薬局を開設することになった。今振り返ると、
あっという間の12年間だった。将来どんな職業に就
こうか考えだしたのは、いつだったかはよく覚えて
いない。
　当時（昭和40年代）はなんとなく工学部が花形な
学科だったように思っていた。数学も物理も得意な
方ではなかったが、都会に憧れがあり幾つかの工学
部を受験した。田舎の高校を卒業し挑戦したものの
見事に玉砕。「サクラチル」を経験することになっ
た。あまりショックは無かった。縁があってはじめ
ての都会名古屋に住むことになった。当時一挙に受
験生が増えたこともあって予備校が街の一等地に建
設されたのだ。その予備校に住み込みながら、いわ
ゆる浪人生となったのだ。その後も工学部志向だっ
たが縁あって薬学部に席を置くことになった。卒業
後当時は、男性はほぼ製薬メーカーに就職するのが
多かったように記憶している。病院からの募集はほ
とんど無かったように思う。MRとしては名古屋勤
務。その後は大阪、福岡、東京、広島そして大阪。
　両親の高齢に伴い広島へ。またまた縁があって安
芸区で薬局に勤務し、初めて薬剤師免許を掲げるこ
とになった。病気についての僅かな知識はあるもの
の、処方薬の種類、薬効、作用そして注意事項そし
て点数計算、レセプト作成など一通りイメージでき
るまでには、半年間は毎日２時間の勉強が必要だっ
た。ある日、勤務終了後電車に乗るためにJRの階
段を駆け上がったものの、足に鉛の重りを付けてい
るかのように感じた。遅い夕食と運動不足による体
重増加だった。健康に携る職業人としては失格だと
思い、スポーツクラブへ入会、水泳とウオーキング
をはじめ３ヶ月でからだは軽く感じられるように
なった。タバコもその頃開催された支部の禁煙研修
会でやめた。今は禁煙支援アドバイザーである。禁
煙支援をするとは思っても見なかったことである。
さて、現在のすみれ薬局は、またまた開局薬剤師先
輩のお世話で開局することになった。開局後２回の
更新を経て、今そして今後やるべきことを精査しな
ければならない。残念ながら当薬局は処方せんが無
ければ入りにくい薬局になっている。

　目標として下記のことが達成できるよう力を尽く
していく。

この地域で地域包括ケアで期待される薬局と
なること

○地域包括ケアシステムへの対応
　◦地域ケアセンターとの連携
　◦他の職種との連携取り組み
○在宅医療応需体制の整備
　◦地域ケアセンターからの依頼に対応できること
　◦ 在宅・介護施設入居患者への薬学的管理指導対

応
　◦無菌製剤の共同利用による供給体制の整備
○介護予防・保健指導
　◦特定検診・がん検診の推進
　◦認知症・うつ症状の早期発見
　◦OTC医薬品・健康食品のサポート
○生活支援
　◦ 一般用医薬品、健康食品、医療･介護材料など

の供給

　当薬局のスタッフは、薬剤師３名（内１名非常勤）
事務職３名（内２名非常勤）

で運営しております。
　この薬局から地域へ情報発信ができる薬局を目指
していきたいと思います。
　皆様のご指導を宜しくお願いします。

次回は、広島支部　ノムラ薬局牛田旭店さんです。
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「乳幼児・小児服薬介助ハンドブック」
監　　修：五十嵐　隆（日本小児総合医療施設協議会

会長、独立行政法人国立成育医療研究セン
ター理事長・総長）

編　　集：日本小児総合医療施設協議会（JACHRI）
発　　行：株式会社 じほう
判　　型：Ｂ６変形判、279頁
価　　格：消費税５％
　　　　　定価　3,780円　会員価格　3,400円
　　　　　消費税８％
　　　　　定価　3,888円　会員価格　3,500円
送　　料： １部　500円
　　　　　※消費税８％となりましても送料に変更はありません。

「社会保険薬価基準　2014年4月版」
編集・発行：株式会社　薬事日報社
判　　型：Ｂ５判、約550頁
価　　格：消費税５％
　　　　　定価　3,675円　会員価格　1,900円
　　　　　消費税８％
　　　　　定価　3,780円　会員価格　1,900円（据え置き）
送　　料： 消費税５％　１部　450円
　　　　　消費税８％　１部　460円

「調剤報酬点数表の解釈　平成26年4月版」
発　　行：株式会社 社会保険研究所
判　　型：Ｂ５判、800頁（予定）
価　　格：消費税８％
　　　　　定価　3,888円　会員価格　3,300円
送　　料： １部　500円

「オレンジブック保険薬局版2014年4月版」CD-ROM 付
企画編集：日本薬剤師会
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：Ｂ５判、550頁（予定）
価　　格：消費税８％
　　　　　定価　5,940円　会員価格　5,000円
送　　料： １部　460円

書 籍 等 の 紹 介

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

※価格はすべて税込みです。
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告　　　知　　　板

第43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いたします。

日　時：平成26年３月21日（祝・金）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

日薬斡旋刊行物等の消費税に係る対応について

平成26年４月１日より消費税率が８％に変更になることから、定価・会員価格・及び送料について、日本薬剤
師会より通知がありましたのでご連絡いたします。

消費税法の解釈によると「書籍の出荷日を起点にして税率を計算する」ことから、平成26年４月１日以降に各
出版社から注文先に出荷される刊行物より、税率８％が適用されることになります。

そのため、税率５％での受注につきましては、本会より日薬へ申込後、日薬から各出版社へ発注依頼を出すた
め、平成26年３月28日（金）午後５時までの注文分とさせていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申
し上げます。

【平成26年４月１日より出荷される斡旋刊行物の消費税の取り扱いについて】
    ①定価・会員価格
　　　一律８％の消費税を加えた価格に変更されます。
    ②送料について
　　　斡旋各社によって価格が異なります。
    ③消費税率５％の受注締め切りについて
　　　平成26年３月28日（金）午後５時までに本会へ注文をしてください。
　　　それ以降の注文分については、税率８％となります。

※ 但し、４月１日以降に発行予定書籍の予約注文分については、③の締め切りに関わらず、定価・会員価格は
消費税率８％が適用されます。



71広島県薬剤師会誌　2014 Vol.39 No.2

薬剤師国家試験 正答・解説

98回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

12頁　問18４

2３頁　問52

52頁　問96

６2頁　問1４0

解　説

解　説

解　説

解　説
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（社団法人）広島県薬剤師会会員の皆様へ

手続きカンタン。

中途加入用

手続きカンタン。
あなたの暮らしを補償します。

※この保険は病気やケガで働けなくなった場合に給与の一部を補償する保険です。
生活費の実費を補償するものではありません。

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料 保険期間：2013年8月1日から2014年8月1日まで

Ａタイプ
免責期間４日

入院のみ免責0日特約

Ｂタイプ
免責期間4日タイプ

円万０１額月償補

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料

■基本級別１級
（型：本人型．保険期間１年．てん補期間1年）

保険期間：2013年8月1日から2014年8月1日まで

中途加入の場合：申込手続きの日の翌月１日より補償開始

※5口までご加入いただけます。

入院のみ免責0日特約

15歳～19歳 790円 630円

20歳～24歳 1,160円 920円

25歳～29歳 1,280円 1,030円

30歳～34歳 1,480円 1,270円

35歳～39歳 1,790円 1,570円

月
払
保

40歳～44歳 2,160円 1,940円

45歳～49歳 2,560円 2,290円

50歳～54歳 2,990円 2,640円

55歳～59歳 3,210円 2,820円

60歳～64歳 3,380円 2,940円

保
険
料

免責期間（保険金をお支払いしない期間）を定めたタイプに加えて、入院による就業不能となった場合に1日目
から保険金をお支払いする「入院による就業不能時追加補償特約」（特約免責期間0日）をセットしたタイプもお
選びいただきます。

入院による就業不能には１日目から保険金をお支払い（Aタイプのみ）

おすすめ！おすすめ！

保険期間開始前に既にかかっている病気・ケガにより就業不能になった場合には、本契約の支払い対象とは
なりません。（ただし、新規ご加入時の保険期間（保険のご契約期間）開始後１年を経過した後に開始した就業
不能については、保険金お支払いの対象となります。）

入院とは、治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管
理下において治療に専念することをいいます。

（社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意。（社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意。
会員やご家族のみなさまの福利厚生に、ご加入をご検討ください。

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

このチラシは団体生活総合保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
ご不明な点がある場合には、パンフレット記載のお問合せ先までお問合せ下さい。
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２４時間ガード！
業務中はもちろん業務外、国内および海外での病気、
ケガによる休業を補償

制度の特徴制度の特徴

ご加入の際、医師の診査は不要です！

天災危険担保特約セット！
地震・噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる
休業も補償します。

別紙の加入依頼書にあなたの健康状態を正しくご記入いただければＯＫです。

※ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、弊社の提示する
お引受条件によってご加入いただくことがあります。

充実したサービスにより安心をお届けします！ （自動セット）
「メディカルアシスト」「デイリーサポート」「メディカルアシスト」「デイリーサポート」
サービスの詳細は後記「サービスのご案内」をご参照ください。

サービスのご案内

「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

・メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関
をご案内します。

・デイリーサポート
介護・法律・税務に関するお電話でのご
相談や暮らしのインフォメーション等、役
立つ情報をご提供します。

ご加入手続きについて

代理店 広医㈱までご連絡ください。追って加入依頼書をお送りします。
（ＴＥＬ：０８２－２３２－８８００ ＦＡＸ：０８２－２９４－１８６８）（ＴＥＬ：０８２－２３２－８８００ ＦＡＸ：０８２－２９４－１８６８）

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は原則不要）

●１か月の補償額とタイプ（※1）をお決めください。

（原則50万円補償まで。「入院のみ免責0日タイプ」（Aタイプ）もお選びいただけます。）

※１ 所得補償保険金額が事故直前12か月間の平均月間所得額よりも高いときは平均月間所得額を限度に保険金をお支

払いいたしますのでご注意ください。（他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引
かれることがあります。）

●薬剤師会会員ご本人様のほか、会員のご家族（※２）も加入することができます。●薬剤師会会員ご本人様のほか、会員のご家族（※２）も加入することができます。

（個別に加入依頼書をご記入願います）

※2 ご家族とは、会員の方の配偶者、子供、両親、兄弟および会員の方と同居している親族をいいます。

●保険料の払い込みは加入翌月より毎月27日にご指定口座からの自動引き落としで便利です。

●残高不足等により２ヶ月続けて口座振替不能が発生した場合等には、そのご加入者の残りの保険料を一括し
て払込み頂くことがありますので、あらかじめご了承下さい。

13-T-02992 平成25年7月作成
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the editor’s notes
編集後記

Vol.39 No.2
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広島で暮らし始めて３0年になります。意外とあちこち
行っていないので仕事の合間に色々な景色をゆっくり
見に行きたいと思ってます。　　　　　  　＜ターボ＞

街路樹に固い芽がついている。この芽が徐々に
膨らみ緑になることを想像することで肩の力が
抜ける。今年も寒い冬であった。日本だけでな
く世界各地でも自然の猛威にさらされている。
自然には逆らえないけれど、人間は何かいけな
いことをしているのだろうか。

＜のりか＞

野村　祐仁　　青野　拓郎　　二川　　勝　　松村　智子
吉田亜賀子　　奥本　　啓　　池田　和彦　　藤山　りさ
村上　孝枝　　原田　修江　　後藤　佳恵

編　集　委　員 

１月号から会誌の大きさが長年慣れ親しんだ
B5 から A4 になりました。
持つのにも大きいし、文章も一杯だし、読む
のにも視野が広がって難しいし、書く量も増
える !?。と、最初は思ってましたが、手にし
てるとなんだか慣れるものですね。
皆様のご感想はいかに？　　　　　＜ 510 ＞

今年１月１日現在の統計で、遂に地元の高齢者率が 65 歳以上で
30％、75 歳以上が 16％に突入しました。
驚異的なスピードで我が自治体は超高齢者社会が加速しています。
去年から様々な在宅医療関連の連携協議会や研修会が次々発足し、
薬剤師にも早い段階で在宅への需要が訪れそうです。
地元をどげんかせんといかんです・・・　　　＜ B 級コレクター＞

この春は調剤報酬等の改定や公益法人化など変化の多い季節になりそうです。
長年親しんできた薬事法も大改定されるなど時代の流れに乗れるか？流されるか？
話は変わりますが、地域包括支援センター運営協議会に出席しました。
二次予防事業対象者の年齢が65歳以上との事、また認知症に関する相談も増加しています。

対象にならないよう頭を鍛えなくては……。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ま

オリンピックが開催されました。なんだ
か団体種目が増えている？？個人競技と
思っていたフィギュアスケートも…でも
チームで戦うのって良いですね。一人
じゃないっていうのが良いのだろうか？
いや一人一人がチームのために責任を果
たす姿が好きなんだ…うん。 

＜AKN4８ ＞
こ の 冬 は 大 雪 の 降 る 年 に
なりました。ひさしぶりに
雪かきをし、ハ～疲れました。

〈４月の一大イベント〉
薬価は下がり消費税は上がり
年度末の在庫はどうすれば
よいのでしょうか。頭が痛い
ことです。

＜ T２＞

児童養護施設の団体などから内容改善を求められ、スポンサー全社が
ＣＭ放送を見合わせることになったテレビドラマ。　
規制をかけ過ぎて問題提起ができない時代なのか？

「表現の自由」という言葉は何処へ？　　　　　　　　　　＜Ｋ−Ｚ＞
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中国四国厚生局及び広島県による個別指導の実施結果（指摘事項）
Ⅰ．調剤と調剤技術料の請求
　 1 ．処方せんの取扱い
　　（ 1 ） 処方せんの受付にあたっては不備な点がないことを確認し、不備な点がある場合は必要な疑義照会を行う

こと。
　　・ 「医師の指示通り」との不適切な記載、用法の記載がない。
　　・ 処方せんに薬剤師が不適切な記載をしている。（医療機関からの連絡事項等の鉛筆書き）
　　・ 処方せんの使用期限を超過して調剤を行っている。
　　・ 外用薬の使用部位の記載がない。
　　・ 疑義照会の結果処方内容に変更があった場合、記載されている処方内容の訂正は行わず、処方せん備考欄を使

用する。
　　・ 調剤済み処方せんについて、調剤済年月日及び保険薬剤師氏名の記載に不明瞭なものが認められるものを改め

ること。
　 2 ．処方内容に関する事項
　　（ 1 ） 薬事法による承認内容と異なる用法で処方されているもの。
　　　　 キュバール100エアゾール・アムロジピン錠・ガストローム顆粒
　　（ 2 ） 薬事法による承認内容と異なる適応症（効能効果）で処方が疑われるもの。
　　　　 ・ 抗菌薬、化学療法剤を投与しない患者に対するビオフェルミンR
　　（ ３ ） 重複投与が疑われる処方がなされているもの。
　　　　 ・ エックスフォージ配合錠とノルバスクOD錠の併用
　　　　 ・ ニトロールRカプセルとフランドルテープの併用
　　　　 ・ シムビコートタービュヘイラー、ホクナリンテープ及びメプチン錠の併用
　　（ 4 ） 投与期間の上限がある医薬品の上限を超えて投与されたもの。
　　　　 ・ オキシコンチン錠
　　（ 5 ） 漫然と長期に処方されているもの。
　　　　 ・ アリナミンF糖衣錠・シナール配合錠
　　（ ６ ） 倍量処方が疑われる処方がなされているもの。
　　　　 ・ 高齢者に対するロヒプノール錠2mg　 1 日 2 錠投与
３ ．調剤録に関する事項
　　（ 1 ） 調剤録の記入事項について、調剤した薬剤師でない薬剤師の氏名を記入している例が認められたので、改

めること。
４ ．調剤技術料に関する事項
　　（ 1 ） 一包化加算について、理由が不明瞭な例が認められたので改めること。
　　（ 2 ） 一包化加算を算定している場合において、自家製剤加算を算定している例が認められたので改めること。
　　（ ３ ） 市販されている剤形での服用が可能と思われる患者に対し、嚥下困難者用製剤加算を算定している例が認

められたので改めること。
　　（ 4 ） 自家製剤加算を算定した場合において、製剤工程等の記載が不十分な例が認められたので、記載すること。
　　　　 ・  割線のない錠剤を分割し半錠として投与されたものについて、賦形剤の名称、分量等含めた製剤工程を

調剤録等に記載するとともに、薬剤師が半割した製剤の同等性を確認した旨を記載すること。

保険薬局ニュース
平 成　26 年 ３ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会

Vol.22　No. ２（No.120）
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Ⅱ．薬学管理の内容とその技術料の請求
　 1 ．薬剤服用歴の記録
　　（ 1 ） 薬剤服用歴の記録を鉛筆書きにより記載されている例が認められたので、ペン又はボールペン等により記

載するように改めること。
　　（ 2 ） 処方医へ処方内容に関する疑義照会を行った場合には、処方せんの備考欄又は調剤録へ記載するとともに、

薬剤服用歴の記録にも処方内容に関する照会の要点等の記録を記載するように改めること。
　　（ ３ ） 薬剤服用歴の記録（服薬状況、残薬状況、後発医薬品の使用に関する患者の意向）の患者情報の記載内容

が乏しい例が認められたので、服薬指導の基礎となる患者情報の収集をより充実し患者指導に活用すること。
　 2 ．薬剤服用歴管理指導料
　　（ 1 ） 勤務する保険薬剤師に対する保険調剤において当該管理料及び特定薬剤管理指導加算を算定している例が

認められたので改めること。
　　（ 2 ） 薬剤服用歴管理指導料の算定において、薬剤服用歴の記録に、服薬状況、服用中の体調変化、残薬の状況

等患者情報の記録及び服用指導の要点の記載が不十分な例が認められたので、処方せん受付の都度、患者情
報の収集と薬剤の服用に関する説明・指導を適切に行うとともに、薬剤服用歴の記録へ確認した内容及び指
導の要点について記載を充実するように改めること。

　 ３ ．特定薬剤管理指導加算
　　（ 1 ） 特定薬剤管理指導加算の算定において、特に安全管理が必要な医薬品に関して、服用に際して注意すべき

副作用の有無やその対処方法などの確認や指導の要点の記載が不十分な例が認められたので、患者又はその
家族等に対して適切な指導を行うとともに、確認した内容及び行った指導の要点を薬剤服用歴の記録に記載
するよう改めること。

　 ４ ．乳幼児服薬指導加算
　　（ 1 ） 乳幼児服薬指導加算の算定において、乳幼児に係る処方せん受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な

事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服用方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行うと
ともに、確認した内容及び指導の要点について薬剤服用歴の記録及び手帳に記載するように改めること。

Ⅲ．事務的事項
　 1 ．変更が生じた場合は、速やかに「届出事項変更（異動）届」により中国四国厚生局指導監査課へ届けること。
　　・ 開局日（夏季休業日）の変更
　　・ 保険薬剤の勤務区分の変更
　　・ 管理薬剤師及び保険薬剤師の異動
　　・ 年末年始閉局日の変更
　　・ 開局日（休業日）及び開局時間の変更
　 2 ．一部負担金について、調剤録と日計表の金額に不一致の例が認められたので改めること。
　 ３ ． 基準調剤加算を算定する場合においては、保険薬局の内側のみならず、外側の見えやすい場所にも、在宅患者

訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示すること。

Ⅳ．調剤報酬明細書の記載方法

　 　介護保険に相当するサービスを行った場合には、当該患者が要介護者又は要支援者である場合には、「摘要」欄
に 介  の記号を付して居宅療養管理指導料及び介護予防居宅療養管理指導料の合計算定回数を記載すること。

Ⅴ．その他
　　被保険者証のコピーを取得し保存することは、個人情報保護法の観点から好ましくないので改めること。
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薬と健康の週間に実施した葉書によるアンケート結果
　 1 月末日までの集計では、7６9件の回答があった。良かった経験が595件、やってもらえなかった経験が174件であっ
た。
　やってもらえなかった経験の内訳として、ジェネリックについて説明してもらえなかった、お薬手帳を確認しても
らえなかったという内容のものが、全体の半分以上の割合を占めた。

　 合　　計 良かった経験 やってもらえな
かった経験

内　　訳
ジェネリック関係 手帳関係

広 島 市 中 区 26 17 9 2 2
広 島 市 西 区 ３３ 2３ 10 5 2
広 島 市 東 区 57 ４３ 1４ 9 ３
広 島 市 南 区 ４0 ３5 5 1
広島市安佐北区 26 18 8 ３ 1
広島市安佐南区 ３8 ３0 8 1 2
広 島 市 佐 伯 区 56 ３9 17 7 ４
広 島 市 安 芸 区 ４9 ３5 1４ 5 1
安 芸 郡 50 ３5 15 5 2
安 芸 高 田 市 ４ ３ 1
江 田 市 ４ ３ 1 1
大 竹 市 16 15 1
尾 道 市 67 52 15 6 ４
呉 市 78 62 16 5 2
庄 原 市 6 5 1 1
神 石 郡 2 2
竹 原 市 6 ４ 2 1
廿 日 市 市 18 16 2 1
東 広 島 市 58 ４6 12 2 ４
福 山 市 10４ 85 19 9 ４
三 原 市 1４ 11 ３ 1
三 次 市 5 5
県 外 12 11 1

　 769 595 17４ 6４ ３2
３6.7% 18.４%

やってもらって良かった経験
・夜に急に熱が出て病院の薬と一緒に市販の風邪薬を飲んでいいか迷っていたところ、薬局が24時間対応だったのを

思い出し、夜TELしてもすぐに出てくれて、アドバイスしてもらえました。24時間対応って本当にありがたいです。
・子供の坐薬（熱さまし）の有効期限を休日に知りたくて問い合わせたところ、休みの日にもかかわらず、すぐに折

り返しの連絡があり、丁寧に対応していただけ、とても心強かった。今でも感謝してます。
・授乳中にひどい風邪を引き、受診したのですが、医師から処方された薬の中に、授乳中に飲まないほうが良いもの

が入っていました。薬局で気付いていただき、医師に確認してくださいました。さすがプロは違うな!!と感謝・感激・
感動しました。

・薬剤師さんより薬の効果及び薬害について説明を受けた事がある。このような説明は常時聞かせて欲しい。患者は
極端に言うと無知であることを忘れないように。

・医師の説明を聞かずに帰り、薬局の方が電話で親切に医師に問い合わせてくれました。とても安心することができ、
嬉しかったです。

・緊急で夜間の病院にかかった時、飲んでいる薬の説明がうまくできませんでしたが、お薬手帳を出して話をすると
スムーズに話がわかってもらえます。常用の薬と同じものが出してもらえるので安心です。

・いろいろ薬の事を教えてもらい、すごく助かっています。その都度、お薬手帳を見て、いろいろ説明していただき
ありがたいです。時々ジェネリックの薬も取り入れてもらい、薬代の軽減にもなっています。

・いつも、お薬手帳に薬の記帳をしてもらっています。これからもジェネリックなど、お聞きしながら利用さしてい
ただきたいですね。

・通常の薬とジェネリックの薬の話をちゃんとしてくれて、安いジェネリックの薬が「基本」出してもらえるように
なったこと（お薬手帳なのかわかりませんが、以後は言わなくてもジェネリックの薬になりました）。

・ジェネリックがある時は言ってもらえた。薬が残っている時は対応してもらえたこと。
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・ジェネリック医薬品は先生の処方と名前が違うのでわかりにくいが、作用などもていねいに説明していただき、安
心して服用することができる。

・薬をジェネリックにしてもらえるといいなと思いながら、なかなか言い出しにくいですが、薬局さんの方から言っ
てもらえた時には、ありがたいなぁと思いました。

・一度、処方量の確認を電話で医者にされたのを見て、きちんとしているんだなと感じました。複数の薬剤師が確認
し合うという感じでした。

・病院で診察を受けた後に薬局でもう一度、症状などを聞いていただき、処方に間違いがないかを確認していただい
ているので、とても安心することができます。

・処方せんの薬の効果に疑問を持った薬剤師の方が、病院に電話して確認を取ってくれました。結局、処方は間違っ
てなかったことがわかりました。

・お薬手帳を薬局で提示して、薬剤師の方に確認していただいたところ、前日に別の薬局でいただいたお薬と成分が
同じお薬が処方されていたので、処方をカットしていただきました。薬の名前が違っているとわかりにくいので、
間違えて一緒に飲まなくて良かったです。

・いつも子供を連れて行く薬局で、ジェネリック医薬品を紹介されました。お薬手帳を見て「卵のアレルギーがある
ので、、、」と前置きをして説明してくださったので、判断がしやすかったです。お薬手帳もしっかり見てもらって
いるので、とても信頼しています。

・姉妹の薬を区別してラインを入れてもらったり、名前を印字してもらい、わかりやすくて良かったです。
・お薬の処方の際に一包毎に氏名も記入して作成してくださるのがありがたかったです（保育園で飲ませてもらうの

に氏名が必要だったので）。効能や効果も記入してあるので、わかりやすかったです。
・子供の薬にフルネームを印字していただいたのが、とても助かりました。保育園へ持って行く時に名前を書く手間

が省けたのと、兄妹で薬を間違える心配がありませんでした。また、卵・牛乳アレルギー（娘にアレルギーがあり
ます）の人には合わない薬を病院が処方していたようですが、薬剤師さんが気がついてくださいました。

・子供（ ３ 歳児）の薬をいただいた時、上手に薬を飲ませるコツや、水で薬を飲まない子だったので、何で飲ませれ
ばいいのか詳しく教えてくれたので、とても助かりました。

・子供が病気がちで、かなり複数の病院にかかり、薬もたくさん処方されましたが、お薬手帳の記載を見て、薬局の
方が飲み合わせや大丈夫かどうかなど説明してくださり、安心して子供に飲ませることができています。とても良
かったことであり、感謝しています。

・子供の病気で利用します。つどつど、体重の確認をしてくださいますし、丁寧な対応をしてくださり、嫌な思いを
したことはありません。

・副作用について、よく説明してもらったことがよかった。年をとって、どれとどれを飲んだかわからなくなるので、
一日分を小袋に入れてもらえて非常に助かりました。

・認知症の始まった義父母の内服薬を 1 包にまとめていただき、本当に助かりました。朝のものを昼に飲んだり、昼
のものを夕に飲んだりしていましたので、困っておりました。

・顔に草刈りの時に虫に刺され、院外の薬局に行った時、適切なＯＴＣで対処してもらって、すごくよかった。病院
が休みだったが、きれいに治まって助かりました。ありがとうございました。

・市販の薬の飲み合わせについてなど、病院ではなかなか尋ねづらいことも、薬局で丁寧に答えていただけます。ま
た、季節の変わり目には「風邪に気を付けてくださいね。」など、声をかけていただけるのが、とても嬉しいです。

・サプリメントを色々飲んでいるが、飲み合わせや副作用が心配ですが、薬剤師さんからよいアドバイスを頂いた。
医師からの処方せんに忘れられた薬名があった時、今までのデータを見て、欲しい分だけいただけた。

・自宅近くの薬局で、娘の産婦人科の処方された薬を翌日に揃えていただきました。親切で丁寧に対応していただき
嬉しく思いました。

・病院や薬局で気になるのは、病気の治りと治療費だが、 2 ヵ月・ ３ ヵ月となれば、 1 万数千円から ３ 万以上と大変
だがクレジットで支払いが出来るのは本当に助かりました。

・風邪だと自分で勝手に風邪薬を飲み過ぎる癖がありましたが、このくらいであれば風邪薬は飲まず、様子をみた方
が良いと進言されました。医師とは違った見方でアドバイスがもらえて助かります。

やってもらえなかった経験
・ジェネリック医薬品について、ほとんどの薬局が熱心でない。医療費が増え続ける中で、業界全体で取り組んで欲

しい。
・ジェネリックの話は薬局で 1 回もしてもらった事はないのですけど、こちらからは少し言いにくいです。目の前に

はジェネリックの事の案内などはあるのですけど、見るだけで言えません。でも、安いのなら、安いほうがいいです。
・薬局によっては、ジェネリックの説明もなく、処方されている薬をそのまま出されたことがある。あと、シロップ

の薬が処方された時、何の説明もされなかった。
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・ジェネリック医薬品についての説明をしていただいたことは一度もありません。薬を出してもらった時の紙に「こ
の薬にジェネリック医薬品が存在します」と書かれていますが、こちらからは言いにくいです。薬を出す前に説明
いただければ有り難いです。

・ジェネリック医薬品の有無を教えてもらい、ジェネリックが有るものはそれを調剤してもらえた。ただし、以前は
ジェネリックが無かった？ものが、あるとき追加になったことを病院で知り、そのことを薬局であらかじめ教えて
もらっていなかったこともあった。ジェネリックはとりあえず全て教えて欲しい。

・病院で首の痛みを見てもらい、薬局で薬をもらった時のことです。ジェネリック薬品がなくて、仕方なく「ミオナー
ル錠」をいただいて帰宅しました。薬局にはジェネリック薬品を備えておいてほしいと思いました。

・薬局に行って「ジェネリックの薬でお願いします」と言ったら、この薬はジェネリックとほとんど同額ですからと
言ってジェネリックの薬は出してもらえませんでした。本当に同額だったのか不信感を持ちました。もう少してい
ねいに説明して欲しかったです。

・薬局で薬をもらう時、保険証の裏に貼ったジェネリックのカードを見せますが、あまり活用されず、ジェネリック
医薬品をいただく事がありません。はっきり言った方が良いのですか？

・ジェネリック医薬品を希望するかしないか、聞かれることのないまま、ジェネリック医薬品を調剤された。
・「ジェネリックがありますが、どうされますか？」と聞いてもらってジェネリックにしてもらえてよかった反面、

別の薬局で子供の薬を「ジェネリックにしますか？」等、聞かれていないのに、「今回からジェネリックになりました」
と言われ、変わるなら事前説明して欲しかったと思いました。

・お薬手帳を忘れた時は、シールをもらえるのですが、それを手帳に貼り忘れて意味がなくなる・・・。次回、貼っ
てもらうなどしてもらえたらもっと嬉しい。

・お薬手帳のことをすっかり忘れていて、しかもその事を問われず、手帳に貼る用紙をもらえなかった事があります。
帰って自分で記入しました。

・お薬手帳がなくなって、自分からなくなったと言えなかったので、毎回聞いてほしい。
・お薬手帳に貼る用紙がシールだったらとても助かります。
・お薬手帳を忘れた時に不機嫌そうに怒られたので不快に思うこともありました。
・「薬を取り扱っていないから、他の薬局へ行ってくれ」と言われたことがあります。ずっと、かかりつけ薬局にし

ていただけに病院が替わったとたんの態度に驚き、ムカつきました。
・いつもの病院でない他の医療機関の処方せんを持って行ったら、「薬の在庫がない」と断られた。
・ジェネリック医薬品をきかれるときときかれないときあがある。やはり、ちゃんときいてもらえるときは、安心す

る。薬がまだのこっていても、ふつうに同じ薬を処方されることもあり、けっきょく薬が余ってしまうことがある。
・手元に薬が残っているか等の声掛けは特にないです。
・飲み残しの薬の有無を聞かれた経験はない。薬の有効期限等がわからないので、手元に残っていても、いつも新た

な調剤数量をもらっている。
・子供がよくカゼを引き、薬をもらいに行きますが、たまに忙しいせいか、 2 人分の薬、おくすり手帳などを手渡し

てくれるのですが、カバンに入れるのも大変なので（子供が 2 人ともちいさいので）、フクロを入れてほしと少し
思いました。

・ ６ ヶ月の赤ちゃんの薬の飲ませ方の説明がなく困った。おかゆに混ぜてあげたら、おかゆを食べなくなってしまっ
た。水に溶いても飲ませづらいということが最近ありました。

・乳児の薬で何の食べ物に混ぜて良いか悪いか、口頭で 2 ・ ３ 個あげられたけど、該当しなかった。ダメな物・良い
物の書いてある紙が欲しかった。他の薬局はものすごく細かく丁寧に説明とプリント用紙があって、子供の立場に
立って親身になってくれた。薬局で対応が全然違う。

・保育園に行っているので、お薬に印字をお願いしたら、すごくごねられました。他の薬局ではすぐやっていただけ
るのに、、、と思いました。

・服薬の仕方を教えてもらえますが、忙しい時などは質問がしにくく、モヤモヤしながら終わってしまうことがあり
ます。慌ただしい時でも、聞きたい事が聞ける薬局であって欲しいです。

・混雑時、子供用の粉薬等は時間がかかるため、大まかな待ち時間がわかると助かる（こちらから聞かないと教えて
くれない事が多い）。病院で待って、さらに薬局でも。となるとつらい。

他、多数の声をいただいております。
広島県薬剤師会ホームページ＞お知らせ＞薬と健康の週間「皆様の声」に掲載しております。
是非、ご参照ください。　http://www.hiroyaku.or.jp/goiken/
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国会レポート
「診療報酬・調剤報酬の改定」

	 参議院議員
薬学博士　　藤井もとゆき

薬剤師連盟のページ

　 1 月から 2 月にかけて、全国の薬剤師会や病院薬剤師会をはじめ、薬業界等から新年会へのご招待をいただき、可
能な限り参加し、新年の挨拶をさせていただいております。しかしながら、物理的にすべてのお誘いにお応えするこ
とはできず、秘書や祝電により対応しなければならない場合も有り、誠に申し訳なく、改めましてお詫び申し上げます。
　さて、本年 4 月には診療報酬・調剤報酬が改定されます。昨年末の田村厚生労働大臣と麻生財務大臣による直接折
衝の結果、改定率が決定されました。診療報酬・調剤報酬本体の改定率は、消費税の引き上げに伴う対応分を含め＋
0. 7３％とされ、薬価等については、同じく消費税の引き上げ対応分を含め△0. ６３％とされました。従って、全体の改
定率は＋0. 1％となります。＋0. 7３％を各科別に見ますと、医科＋0. ８2％、歯科＋0. 99％、調剤＋0. 22％となり、医
科と調剤の改定率の比率は前回と同様に 1 ：0. ３が堅持され、公平な改定になったと評価できると思います。しかし、
調剤医療費に占める薬剤費の割合は 7 割を超えていることを考慮すると、薬価の引き下げによる影響は大きく、改定
後の薬局経営への影響が心配されます。
　具体的に調剤報酬点数がどのようになるのかは、中央社会保険医療協議会における検討に委ねられますが、消費税
引き上げ対応は調剤基本料を 1 点引き上げる方向で議論が進んでいます。消費税対応分以外の引き上げ幅は、0. 04％
程度と説明されており、具体的な点数設定は明確にされていませんが、無菌調剤室の共同利用時の無菌製剤処理加算
の算定を可能とする等による在宅医療への積極的参画、後発医薬品の使用促進、残薬への適切な対応等による薬歴管
理指導の充実等を評価する方向ではないかと思われます。
　また、診療報酬については、前回改定において新設された病棟薬剤業務実施加算の適用範囲の拡大が期待されます。
昨年中医協が行った診療報酬改定の検証結果では、病院薬剤師の病棟活動が、医師、看護師等から高く評価されてお
り、病棟活動の重要性が明確に示されたことになるのではないでしょうか。
　ところで、昨年の中医協の審議過程等において、処方箋調剤のあり方に対する批判の声があがっていましたが、今
回の調剤報酬改定により解決したのではなく、引き続き批判を受けないような実態を作り上げることが重要ではない
かと考えます。どこの薬局で調剤を受けても医薬分業のメリットを患者さんが実感できるよう、努力していただける
ことを期待しています。
　我が国の医療の質向上に向けて、薬剤師のこれまで以上の活躍が期待されており、引き続き国政の場から応援させ
ていただきたいと思います。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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国会レポート
「原子力問題特別委員会の任務」

	 参議院議員
薬学博士　　藤井もとゆき

　平成2３年 ３ 月11日の東日本大震災の発生から ３ 年が経過しましたが、被災地においては今でも復旧・復興に向けて
の活動が進められています。特に、福島第一原子力発電所事故のため、未だに故郷に戻ることができない方々もおら
れます。一刻も早い復旧・復興を心より願っております。
　さて、昨年夏の臨時国会から、国会に初めて設置された「原子力問題特別委員会」の委員長に選出されました。こ
の委員会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法に基づき、国会の承認を得た委員からなる、いわゆる国会
事故調（委員長：黒川清氏）の提言に基づいて設置されたものです。国会事故調の報告書は平成24年 7 月に公表され、
7 つの提言がなされており、提言 1 としては「国民の健康と安全を守るために、規制当局を監視する目的で、国会に
原子力に係る問題に関する常設の委員会等を設置する」とされ、この提言を受けて設置されたものです。衆議院にも
同様な特別委員会が設置されています。
　現在、原子力の規制組織として「原子力規制委員会」が存在していますが、この委員会は、原子力利用の「推進」と「規
制」を分離し、専門的な知見に基づき中立・公正な立場から独立して原子力規制に関する業務を担う組織であり、原
子力規制委員会設置法に基づき平成24年 9 月に設置されました。原子力規制委員会は、田中委員長と 4 名の委員から
構成されており、規制委員会の下に事務局機能を担う原子力規制庁が設置されています。従って、原子力問題特別委
員会の任務は、規制委員会の業務が適切に行われるよう監視することであります。規制委員会の具体的な業務は、原
子力発電所の規制基準の策定、基準に基づく原発等の安全審査の実施等であり、その業務を監視することが特別委員
会の任務となります。
　昨年夏の臨時国会では、委員長、理事の選任のみが行われ、秋の臨時国会では、田中原子力規制委員会委員長から
説明を受けて質疑が行われました。本格的な委員会活動は通常国会からとなり、 1 月３0日の特別委員会において 2 月
1８日に福島第一原子力発電所の視察を行うことが決定されました。
　現在、東京電力等10社、50基の原発が存在しています。50基すべてが稼働していませんが、いくつかの電力会社よ
り再稼働の申請がなされており、規制委員会の審査が行われています。
　一方、エネルギー問題としての原子力発電のあり方等は経済産業委員会、福島原発事故後の汚染水問題等は環境委
員会、避難者対策等は東日本大震災復興特別委員会において審議されています。
　福島第一原子力発電所の事故は、未曾有の大災害であり、原子力発電に対する安全対策は世界から注目されていま
す。原子力規制委員会の業務を監視するという大変重要な委員会の委員長として、その責務を全うすべく頑張ります。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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１単位 ２単位 ３単位 ４単位 ６単位 ９単位

平成25年度開催分
H25.4.1～H26.3.31

平成26年度開催分
H26.4.1～H27.3.31

※ 集合研修会　平成26年度開催分（平成26年4月以降開催研修会）より
受講シールの年度、色調が変わります。ご注意ください!!
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