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世界各地に分布するイネ科の多年草で根茎を採集して利尿剤にし

ます。
根茎は連なりサトウキビを小さくしたような形態をしています。
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た。若い花穂は甘味があるので「ずぼな」と呼び子供が好んで食べ
ます。
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広島県薬剤師会通常総会を開催第39回
―�平成21年度会務並びに事業報告・収支決算等を承認�―

第39回広島県薬剤師会通常総会は、去る５月22
日（土）午後３時から広島県薬剤師會館に於いて
開催された。

総会は、藤山りさ常務理事の司会のもと、まず
松下憲明副会長の開会の辞により開会され、続い
て薬剤師網領の唱和後、前田泰則会長の挨拶が
あった。（別掲）

次に表彰式に移り、次の方々に対して、前田会
長から賞状並びに記念品の伝達・受賞が行われ
た。

受賞者は次のとおり。
� 〔順不同、敬称略、（ ）は支部名〕
○日本薬剤師会有功賞受賞者（伝達）（５名）
蓮池日出子（広 島） 黒田 絹恵（福 山）
三上 泰造（三 次） 横田 耕祐（三 次）
金川 清（東広島）

○広島県薬剤師会賞受賞者（４名）
谷川 正之（広 島） 野間 都（安 芸）
大方十代治（福 山） 松村 博之（ 呉 ）

○広島県薬剤師会功労賞受賞者（９名）
形部 宏文（広 島） 中野 真豪（広 島）
宮本 一彦（広 島） 大岩 生子（安 芸）
小野 誠造（福 山） 花岡 宏之（ 呉 ）
荒田 吉丸（安 佐） 貞永 昌夫（安 佐）
江本 良枝（大 竹）

○広島県薬剤師会有功賞受賞者（10名）
伊藤 寛美（広 島） 鈴木 和子（広 島）
髙橋美那子（広 島） 内藤 敏子（広 島）
野島 節美（広 島） 道下 玲子（広 島）
森本 一義（広 島） 土井 園子（三 原）
中元 卓郎（三 次） 吉城寺博明（山 県）

○広島県薬剤師会感謝状（２名）
鈴木 文枝（広 島） 岡田 新一（広 島）

続いて、広島県健康福祉局長祝辞（代理 仲本
薬務課長）があり、次に、児玉孝日本薬剤師会
長、藤井基之前参議院議員からの祝電が披露され
た。

次に、受賞者を代表して谷川正之氏（広島）が
謝辞を述べられて表彰式は終了した。

次に、昨年度総会以降の物故会員に対して、ご
冥福を祈念して黙祷が捧げられた。

次いで、正・副議長の選出があり、議長に加藤
哲也氏（安佐）、副議長に林真理子氏（安佐）が
選任され、正・副議長席に着席、直ちに出席会員
数の確認があり、会員総数の３分の１の定足数
1,042人以上に対して、出席者数（委任状を含む）
1,659人が確認されて、総会の成立が宣言された。

次に、議事録署名人に竹下武伸氏（大竹）、竹
本貴明氏（広島）が議長から指名された。

続いて、報告事項11件が報告され、直ちに一括
上程議題とし、次のとおり各担当理事から報告説
明があった。

１．日本薬剤師会臨時総会報告について
� 青野拓郎 日薬代理事
２．広島県薬剤師会通常代議員会報告について
� 池田康彦 県薬代議員
３．平成21年度広島県薬剤会会務及び事業報告について

野村祐仁 副会長
４．平成21年度薬事情報センター事業報告について

木平健治 副会長
５．平成21年度広島県薬剤師会収支計算書について

谷川正之 常務理事
６．平成21年度保険薬局部会事業報告について

表彰風景 仲本薬務課長の祝辞

2010��Vol.35��No.4 広島県薬剤師会誌2



本日は、ご多忙にもかかわりませず通常総会に
ご参加いただきまして誠にありがとうございま
す。特に本日は、平成22年度日本薬剤師会有功
賞、広島県薬剤師会賞、功労賞、有功賞及び、
100歳を迎えられました鈴木文枝先生、岡田新一
先生には会として改めて感謝状を授与させていた
だき今までの本会への多大なるご貢献に対しまし
て労をねぎらいたいと思います。

誠にありがとうございました。
さて、本日の通常総会は、昨年の広島県薬剤師

会の事業報告並びに会計報告をさせていただきた
いと思います。

昨年は、広島県薬剤師会学術大会も30回を迎
え、時期を得た「インフルエンザ」を中心テーマ
に開催されました。

インフルエンザそのものは強毒性ではなく推移
しましたが、むしろその時に問題視されたこと
は、新型インフルエンザの予防ワクチンの接種順
位であります。調剤を実施する薬局は「医療提供

施設」と医療法に規定されながら、正式には優先
順位から外されました。

一事が万事ではありませんが、医師不足の解消
を目的に、厚生労働省医政局の諮問機関「チーム
医療の推進に関する検討会」が平成22年３月に報
告書をまとめました。

その中には、「特定看護師」「診療看護師」等
の仮称ではありますが、新資格が看護系大学院修
士課程の新たな枠組みの構築を踏まえて検討され
る。

この薬剤師資格とは別に医師の処方に基づいて
調剤ができる新資格が誕生する可能性がありま
す。また別に、処方組み立てに積極的に参加でき
る資格まで検討されるかも知れません。

インフルワクチンの接種順位といい、新たな資
格の創設といい、われわれ薬剤師の周囲を脅かさ
れますが、実はこれ全て「社会的認知度」の高い
低いではないかと考えます。

薬剤師に対する「社会的認知度」の低さをどう
して払拭すれば良いか？

たとえば、医師には「地域医療貢献加算」があ
りますが、医師の６割が一人で頑張っているとい
うデータがあります。

我々も参考にしたいと思いますが、事はそんな
に単純ではありませんので、「社会的認知度」を
より一層高めるための戦略をしっかりと練り直す
必要があります。今年度はその作戦をしっかり立
てたいと思いますので各支部の先生方ともご支援
をお願い申しあげまして挨拶とさせていただきま
す。

［ 会 長 挨 拶 ］
会 長� 前田 泰則

村上信行 副会長
７．平成21年度保険薬局部会収支計算書について

青野拓郎 常務理事
８．平成21年度会館運営事業報告について

野村祐仁 副会長
９．平成21年度会館運営事業特別会計収支計算書について

谷川正之 常務理事
10．平成21年度検査センター事業報告について

野村祐仁 副会長
11．平成21年度検査センター特別会計収支計算書について

谷川正之 常務理事
次に、監査報告に移り、児玉信子監事から監査

結果について報告があった。
続いて、質疑に入ったが、特になく、直ちに採

決が行われた結果、各報告事項がいずれも承認さ
れた。

以上をもって議事を終了し、木平健治副会長の
開会の辞をもって、総会は終了した。
� 開会時刻 午後４時46分
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受賞者・喜びの声

この度は、日本薬剤師会の栄えある賞をいただ
くご光栄にあずかりまして、関係各位の皆様方に
厚くお礼を申し上げます。

私は、昭和５年に中国の天津で生まれました。
戦時中は両親が軍に納める菓子類を製造販売して
おりまして、割合裕福に育ちましたが、当時の天
津は教育環境が非常に悪く、勤労奉仕と軍事教訓
練に明け暮れる日々を過ごしておりましたので、
終戦後引き上げたときには卒業証書は持っている
ものの、勉強をしたという実感は全くありません
でした。

戦後の混乱の中でしたが、生活が落ち着いてか
らは勉強したいという思いにかられ、勉強するの
なら少しでも世の中の役に立ちたいということ
で、大阪薬学専門学校（現、大阪薬科大学）に入
学し薬剤師の道を選びました、卒業の年は新制度
になって第２回目の薬剤師国家試験ということで
したが、大変緊張したのを覚えております。

その後、小さな薬局を営みながら娘二人を育て
ました。二人の娘と二人の孫が薬剤師ということ
で私の後を追いかけてくれましたので、とても幸
せなことだと思っております。

現在も、娘と二人で細々と店を切り盛りしなが
ら生涯現役の薬剤師を目指して元気に頑張ってお
ります。

この50年間、時代とともに薬剤師のあり方も変
わってきているようです。これから６年制となっ
た薬剤師の卒業を迎え、今後、薬剤師の役割と地
位の向上が図られることを心から願っておりま
す。併せて、薬剤師会及び皆様方の益々のご発展
を祈念いたしまして、この度の受賞のお礼の言葉
とさせていただきます。

日薬有功賞
広島支部 蓮池 日出子

日薬有功賞
三次支部 横田 耕祐

此の度は思いがけず、日本薬剤師協会より有功
賞を授与しますとの知らせに、家族一同大変喜ん
でおります。

顧みますに、昭和29年学校を出て、翌30年郷里
（安芸高田市、吉田町）に帰り、薬局を開設し、
薬剤師会に入会し、学校薬剤師会、支部の代議員
など、数年やらせて頂きました。

その間、森永ミルクヒ素事件とか、医薬分業の
件とか色々ございましたが、私の開局50有余年、
健康にも恵まれ、良き先輩にも恵まれ、沢山のア
ドバイスを頂き現在に至りました事、心より感謝
しております。

最近は老齢の為、健康も思わしくなく、外部の
仕事も出来なくなりました。

薬剤師会の先生方には、長い間御世話になり、
本当に有難うございました、

薬剤師会の益々の御発展をお祈りいたします。

この度、第39回広島県薬剤師会通常総会におい
て広島県薬剤師会賞の表彰をしていただき誠にあ
りがとうございました。

私は昭和63年４月に当時の渡邊寿彦会長から県
薬理事就任の要請を受け理事に就任し、その後岡
田政会長・吉田康会長そして前田泰則会長の下で
働かせていただいてまいりました。

顧みますと、渡邊先生の時には、何時も緊張し
て末席に参加していた記憶しかありません。

岡田先生の時から県薬で物作りをさせていただ
くようになりました。医薬分業啓発のオリジナル
ポスター作成や平成５年度、当時の厚生省老人保
健事業推進費等補助事業をもとに広島県が実施し
た高齢者医薬品等安全使用推進事業に参加させて
いただき、長野県上田市の視察やビデオやチラシ

県 薬 会 賞

広島支部 谷川 正之
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県薬会賞
呉支部 松村 博之

の啓発用資料やマニュアル本の作成を手伝わせて
いただきました。特に作成したビデオには薬剤師
役で出演まで経験させていただきました。このビ
デオをご覧になった鈴木文枝先生からは「薬剤師
としてはまだまだね」と辛口のコメントでしたが、
激励されたことを今でも覚えています。

吉田先生の時には、会誌作りです。今の様な体
裁の会誌は平成８年７月号からですが、国立国会
図書館に登録しＩＳＳＮ番号（1342-4351）を取
得したことが、今でも隔月の機関紙として発行し
続けられている要因の一つだと思います。

また、前田先生とは現在進行形ですが、特に昨
年８月26日㈬中国新聞朝刊に掲載した改正薬事法
の全面広告については、当初は賛否両論だったの
ですが中国新聞広告季報において心に響くデザイ
ンとして評価され選ばれたことは、記憶に新しい
ところです。

本年２月ご逝去され、今回同じ県薬賞を受賞さ
れた野間都先生とは平成14年から３期６年間役員
として一緒に働かせていただきました。特に県薬
学術大会の実行委員として企画立案から最後の後
片付けまでご協力いただいたことは、今でも忘れ
られません。

最後に、現在50歳です。鈴木文枝先生や岡田新
一先生のようにあと50年、いやそれ以上頑張れる
かは分かりませんが、少しでも大先輩に近づける
よう薬剤師として日夜研鑽を重ね精進し、また薬
剤師会のお手伝いが続けられるよう頑張って行き
たいと思います。

この度は広島県薬剤師会会賞をいただき、誠に
恐縮の思いです。思い起こせば昭和57年調剤専門
薬局として開局し現在に至っています。その数年
後ある先輩の勧めで呉市薬剤師会の役員に就任し
ました。その当時呉医療センター（旧呉国立病
院）が院外処方箋を発行することになり、急遽学
術担当に推され、製薬メーカーの方々の協力を得
て週１回の勉強会を開催いたしました。当時の呉
薬剤師会会館の建物も古く２階で数十人が勉強会
に参加していただけましたが座が抜けるのではな

いかとヒヤヒヤした事が今でも深く印象に残って
います。今後とも微力ながら地域医療と薬剤師会
に貢献できる様頑張りたく思います。

去る５月22日に、広島県薬剤師会館で開催され
た第39回広島県薬剤師会通常総会において、広島
県薬剤師会功労賞を受賞いたしました。多くの諸
先輩、先生方のおられる中で、私のような者が受
賞させて頂いたということで、大変恐縮するとと
もに、これも偏に日頃より多くの先生方から頂戴
する良きご指導、ご協力の賜であると感謝申し上
げます。
��私こと、薬剤師となってはや30有余年が過ぎて
しまいました。大学を卒業して某製薬メーカーに
３年間勤務し、その後、縁あって現在の職場（広
島逓信病院）に29年間勤務しております。その間、
恥ずかしながら何を成すでもなく、いたずらに年
を重ねてきてしまったと反省しきりです。広島県
病院薬剤師会の調査広報委員として手伝いをさせ
て頂いたこともありますが、５年前に、ある先輩
からお誘いをいただいて広島市薬剤師会の生涯教
育研修会のお手伝いをさせて頂くようになりまし
た。最初はただ先輩の諸先生方の足手まといにな
らないように頑張ることしかできませんでしたが、
最近になって、ようやく会員の先生方のご意見・
ご要望・ご協力をいただきながら研修会のプロ
デュースができるようになりました。浅学な私で
すから、「会員の（特に若い）先生方と一緒に勉
強を続けよう」という思いで毎回頭をひねってお
ります。その時その時の流行疾患のトピックスや、
新しい薬効の新製品の発売に合わせてその対象疾
患の基礎的な知識の復習であったり、手を変え品
を変え、（自らはもちろん）多くの会員の先生方
に興味を持って頂けるようなテーマ探しに奔走し
ております。他に、広島市薬剤師会会誌発行のお
手伝いや、法人化推進委員会にも関わりを持たし
て頂いております。
��これからも事情の許す限り、（未熟な自分の勉
強の一環として）色々なお手伝いをさせて頂けれ
ば幸いです。引き続き諸先生方のご指導、ご協力

県薬功労賞
広島支部 形部 宏文
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県薬功労賞
広島支部 中野 真豪

県薬功労賞
広島支部 宮本 一彦

県薬功労賞
安芸支部 大岩 生子

この度は、私のような若輩者に広島県薬剤師会
功労賞をいただき、誠にありがとうございます。

今までたくさんの功績を残された先輩方の中
で、まだまだ未熟な私に、身に余る賞をいただき
大変恐縮しております。

広島市薬剤師会で仕事をさせていただいて15年
くらいになりますが、今までこの仕事を継続でき
たのも、歴代会長の後藤先生、永野先生、野村先
生とその他たくさんの先生方のご指導があってか
らこそと痛感しています。

授賞式では、まだ40歳半ばでたいした実績も積
んでいない私に、県薬剤師会会長前田先生より
「おめでとう」と言葉をいただいたのですが、
「これから、しっかりがんばりなさい」との励ま
しと、今後の期待の言葉とうけとめて、微力なが
ら薬剤師会と地域の医療に貢献できるよう、精進
を重ね頑張って参りたいと思っております。

この度は誠にありがとうございました。

この度は功労賞という身に余る賞をいただき、
誠にありがとうございました。

思い起こせば高３の夏休み、部活の県大会も終
り進路も決まらず悶々としていた暑い日曜日の
朝、父の入院先で付添っていた母から「危篤」の
電話。父の急な他界が薬剤師へのきっかけでし
た。

早いものであれからちょうど30年、当時の父と
同じ歳になりました。

医療改定の度、増える仕事に減る利益と髪の
毛。毎日が忙しく目は回るが頭は回らず。こんな
私がこうして薬剤師ができるのも楽しい職場の皆
さん（８名の姫君達）のお陰かなと思います。健
康は意外にも「隣人の笑顔」が最良の薬かもしれ

ませんね。
また広島支部の理事になって８年が経ちまし

た、事務局の方やファックスコーナーの方広島南
薬局の方々にはいつもありがとうございます。こ
れからも色々とご迷惑をお掛け致しますが宜しく
お願いします。

この度は、広島県薬剤師会功労賞をいただきま
して、誠にありがとうございました。と申しまし
ても、はたして私のような者が本当にいただいて
いいものなのかしらと、？マークが一杯頭の中を
駆け巡っております。あと４ヶ月もすれば高齢者
の仲間入り！年の数だけは一人前なのですけれど
……。

大学卒業後、僅か６ヶ月の薬局勤務を経て、同
年12月には店をオープンしましたので、今年末に
は満42才という事になります。

ＯＴＣ全盛の時代から始っての薬業界の変遷の
中に身を置いてきました。

その間、結婚、３人の子育て、時には子連れで
の研修会参加等という事も。しかしながら、若い
時から、薬剤師会、女子薬、メーカー等の研修会
参加の甲斐あってか、良い先輩諸先生方や友人達
にも恵まれ、又、地域の方々にも支えられて、今
日の自分があると感謝しております。そして人と
の出会い、人間関係が、一番の財産だと思ってい
ます。

開局者に定年はなく、世に言うその年齢は過ぎ
ておりますが、これから先は、お世話になった
方々への恩返しの人生と思い、お役に立てる事が
あればできるだけお手伝いさせていただける様、
健康に留意しながら努力していきたいと思います。

来店されたお客様が、ホッとできるような癒し
の空間というかお休み処として、気楽に何でも話
せる薬屋のおばちゃん（まだまだおばあちゃんと
は呼ばせません）であっても良いのではないかと
感じている今日この頃です。

今後共、変らぬお付き合い、御指導の程、よろ
しくお願い申し上げます。

誠にありがとうございました。

をいただきながら精進する所存ですので宜しく御
願い申し上げます。
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県薬功労賞
呉支部 花岡 宏之

この度は広島県薬剤師会功労賞をいただき、誠
にありがとうございます。

ふり返ってみると、高校時代に薬剤師を目指し
ていたわけでもなく、大学受験の時に化学が得意
だという理由だけで薬学部を受験、卒業後も仕事
の内容も詳しく知らないまま薬局に就職しました。
今から思えばいいかげんだったなあと思います。

その薬局におられた大先輩の岩本先生に連れら
れて呉市薬剤師会新年互例会に参加しました。そ
れが私の薬剤師会デビューです。そして、それが
私の転機ともなったのです。それからは何度か
色々な薬剤師会の会合に参加させていただくうち
に、諸先輩方に色々な事を教えていただきました。
それが今の自分を作っているのだと思います。

平成16年からは理事をさせていただき、以前よ
り色々な人と会う機会も多くなり、様々な人と知
り合いになりました。それが私の財産だと思って
います。

若い薬剤師の先生方も勉強会だけではなく、薬
剤師会の他の仕事に参加してみてはいかがですか。
そして何もわからないまま薬剤会に飛び込んだ私
のように、知識やマニュアルだけではない何かを
つかめると思います。

今薬剤師には厳しい風が吹いています。その風
はすぐには変わるものではなく、時間がかかりま
す。だけど地道な努力が報われる時がきっと来ま
す。だから今こそ若い力が必要なのです。

最後になりましたが、今回の授賞は、諸先輩方
の御指導と会員の皆様の御支援の賜物と深く感謝
しております。

今後も微力ながら皆様や社会のお役に立てる様
頑張っていきたいと思っております。

誠にありがとうございました。

県薬功労賞
安佐支部 荒田 吉丸

広島県薬剤師会功労賞をいただきまして、誠に
ありがとうございました。

実家が薬種商、父親がＭＲという中で育ち、ま
た高校３年生の時に地元に薬科大学が出来た事も
あり、特に何も深く考えもせずに〝薬〟の道を歩
んで来た感じです。

ＭＲを７年ほどやり、その後すぐに開局したの
ですが、安佐支部に入り何も分からないまま次の
年には理事を仰せつかり以来23年が経ちました。

開局当初とは違い、薬剤師を取り巻く環境も大
きく変わりましたが、振り返ってみますと、ゆら
ゆらと時代に身をまかせていただけの様な気がし
ます。

薬剤師会の為と思い、微力ではありますがお手
伝いさせていただいてまいりました。これからも
どれだけお役に立てるか分かりませんが、少しで
も縁の下の力持ちになれれば幸いと思います。

最後に、今日私がこの様に居させてもらえる事、
又この様な栄えある賞をいただけた事は、ひとえ
に諸先輩方、並びに会員の先生方のお蔭と深く感
謝しております。

今後とも御指導の程、よろしくお願い致します。

県薬功労賞
安佐支部 貞永 昌夫

この度は、広島県薬剤師会功労賞をいただき、
誠にありがとうございます。

平成10年に独立し、安佐薬剤師会に、声を掛け
て頂きました。

理事の役職を頂いて、先輩方々が陰で多くの苦
労される様子を伺い、私には、「出来ない。」と
感じながら月日が流れ、色々な方々に接する機会
が増えて、多くの情報を早く得る事が出来ました。
研修会の手伝いを通じて、薬剤師の職能を改めて
感じ、日々勉強を続けようと思うこの頃です。こ
んな未熟な私は、今でも諸先輩方々におんぶに
抱っこですけど、御指導頂いて、今日に至ってい
ます。私の希望は、会員の皆様方に、薬剤師会の
行事に少しでも、参加して貰いたいです。

会員の皆様が、全員ができるだけ参加し、みん
なで共に育てて行く薬剤師会を目指して、「入会
して良かった。」と、喜んで頂ける様に、今後も
微力でありますが、お役に立つ様に努力したいで
す。
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県薬有功賞
広島支部 伊藤 寛美

この度、薬剤師有功賞の報に接し「どうして、
私の様な者がいただけるのか」と脳裏を去来。主
人に話しますと一生に一度あるかないかの事と、
背中を押されての受賞式出席でした。第39回総会
（Ｈ22.５.22）の席上で開会の辞につぎ、薬剤師
網領唱和、役員諸先生紹介、その後、役員諸先生
の方々の面前で祝福を受けての会長より有功賞を
いただきました。厳粛で緊張した一時で、私の良
き思い出になると思います。

私は昭和55年開局以来、次々と時代の変化に伴
い仕事の内容も厳しくなり、勉強して何とか時代
に追いついて行こうとの思いで走りつづける様な
感じでした。仕事面では薬歴の記入、院外処方箋
発行による調剤お薬手帳、居宅管理、麻薬の取り
扱いの必要。インターネットでの請求事務処理、
毒劇物の取扱い、後発品使用促進、その間次々と
日本薬剤師研修センターによる認定薬剤師の講習
会では一流の先生方の病理、病態、手術方法、薬
の使い方の講義に目も心も開かれてゆく様な思い
がしました。又ＯＴＣ薬の販売も、一、二、三類
と分類され、登録販売員が誕生しました。一方国
民の健康意識の向上で、多くの健康食品が登場し
てきました。益々社会のニーズにこたえる為に生
活の変化、食の変化に伴い仕事の内容も変化し、
日々の研鑽の大切さを感じております。専門薬剤
師（癌患者薬物療法に関する専門系資格や漢方
薬、生薬認定薬剤師）も一例でしょう。幸い薬学
教育も六年制になりました。又、政界とのつなが
りの特に大切な事をいつも思いつづけて参りまし
た。生命にかかわるこの仕事が社会のニーズにこ
たえ、明日の日を目ざして、向上してゆく事を
願っています。最後に長い間私をいつくしみ育て

県薬功労賞
大竹支部 江本 良枝

この度は身に余る賞を頂き有り難うございまし
た。

90歳を越した両親の介護と遠方に住む共働きの
子供達からの子育ての応援要請に加え、長期投薬
による処方箋の半減に、いつまで薬局を続けるべ
きか悩む日々の中での思いもかけない受賞でし
た。数年前、地元の中学校から薬剤師を目指して
いる生徒さんを体験学習させて欲しいと依頼があ
り、夢を壊さないよう一生懸命薬剤師の仕事を教
えたことが有りました。その後どうされたかなと
思っていたら、高校３年になり薬学部を受験する
ため頑張っていると聞き、夢を持ち続けていてく
れた事を嬉しくおもいつつも、身分保証が整わな
いままスタートした薬学部６年制施行に、６年間
も高い授業料を払い、厳しくなる一方の国家試験
をへて社会に出たとき、薬剤師になって良かった
と思って貰えるのか不安を抱きました。

自分のこれまでを振り返ると、現在と異なり病
院勤務では収益を生まない職種と言われ、薬剤師
に対する評価や知名度の低さに愕然とし、医師の
指示無しでは何も出来ない無力感や隔靴掻痒の苛
立ちを感じ薬剤師という職業に失望した事。

そんな中でも有能な先輩達が薬剤師の存在価値
を高めて認めて貰うため、懸命に努力し勉強を続
けて医師達やスタッフから高い信頼や評価を得
て、病院において無くてはならない存在になって
いく素晴らしさや喜びを目の当りにした事。

それが薬局開局や薬剤師という仕事への自身に
つながった事などを思い出しました。

次々新薬の出る糖尿病や高血圧などに明るい希
望を持つ反面、医療が進んでも増える一方の精神
神経疾患に恐れを感じる昨今、様々な病気を抱え
ながらも不安、恐怖、悲しみ、苦しみをユーモア
というオブラートに包んで話される患者さんの強

未だ、未熟者ですが、今後共に御指導と協力を、
宜しくお願いします。

最後に、このような栄えある賞をいただけたの
は、諸先輩方の御指導と会員の皆様方のお陰と感
謝致します。

さに圧倒され、尊敬の念すら抱く日々を送ってお
りますが、これからも少しでも患者さんや、当時
の先輩達のように、後輩の役に立てるよう努力し
ていきたいと思います。

人に感謝される幸せを与えてくれる薬剤師とい
う仕事について、もう一度考える良い機会を頂き
ましたことを心より感謝いたします。
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今度は広島県薬剤師会より有功賞を表彰戴き、
思ってもみない栄誉な事で、本当に戸惑っており
ました。急な事で、当日は欠席という事で、申し
訳ありませんでした。ただ ただ 年数を重ねた
だけの事ですのに、心より感謝申し上げます。

私にとりまして県薬との係わりは、女性薬剤会
を通しての事で、女性薬剤師会の鈴木先生、神原
先生、川堀先生の諸先輩の方々との交流は、今に
して思えば、懐かしい思い出ばかりです。

これからはお若い方々の世代、益々の県薬の御
発展、御活躍を心より御祈りしながら、御礼の言
葉にさせて戴きます。

県薬有効賞
広島支部 野島 節美

てくださった方々に心より感謝申しあげますと共
に、会の益々の発展を祈念してペンを置きます。

県薬有効賞
広島支部 森本 一義

県薬剤師会から有功賞受賞の通知を受け、突然
のことで、何で？との思いでした。会の中での活
動歴が皆無ですので全く心当りがありません。会
の方にお伺いしたところ、受賞の理由が永年会員
と言うのが主な理由と言うことでしたので納得し
た次第です。

この際、私と会との関係を振り返ってみますと、
昭和35年、県の人事異動で衛生研究所（現保健環
境センター）に配置換えになってからかと思いま
す。当時衛生研究所は薬剤師会の隣（現東警察
署）にあり、学校薬剤師の方々が出入りされ、学
校の環境改善に活躍されておりました。このため
のお手伝いをしたのが最初だったと思います。そ
の後薬事衛生会館の検査センター発足に伴う機器
整備等技術的な助言をさせていただいたこと、行
政に移ってから、検査センターの飲料水検査成績
書の食品衛生上の位置付けに関わったこと、又県
地域保健医療計画初策定に当り薬剤師会（薬剤
師）の役割を明確に記述することに注力したこと
等でしょうか。

私は若い頃から人の健康にかかわる諸問題に幅
広く対応出来る学問は薬学であるとの信念を持っ
ております。医療は当然のことですが、生活環境、
地域環境、地球環境、食に関わる諸問題等々に対
処出来る基礎的な専門性の有る学問であると思う
からです。このような分野に関わりを持てたこと
を幸せに感じております。私現在78才になります
が、薬剤師として息子の手伝いをはじめて10年に
なります。患者さんとの出会を大切にしながら余
暇に水彩画を描いて三師会展に出品したり日本水
彩展に応募する等、余生を楽しんでおります。

末筆となりましたが、日常の地道な活動の中で
薬剤師が、国民に支持され、高い評価を受ける存
在であることを念願し、県薬剤師会の益々のご活
躍を祈念させていただき筆を置かせていただきま
す。
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事業計画及び役員業務分担平成22年度

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

支援
（ア）広島県保健医療計画及び二次医療計画への支援
（イ）広島県地域保健対策協議会（特別委員会）等への参画
（ウ）広島県圏域地域保健対策協議会研修会への参画
（エ）医薬品のより良い使用推進事業への協力
（オ）広島プライマリ・ケア研究会への協力
（カ）広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会への協力

（２）介護保険制度への対応
（ア）「健康介護まちかど相談」事業の推進
（イ）在宅服薬管理ステーションの推進

（３）「健康日本21」「健康ひろしま21」「健やか親子21」への協力
（４）県民の薬と健康に関する啓発事業

（ア）「薬と健康相談窓口」の開設�《県補助事業》
（イ）「薬草に親しむ会」の開催(１カ所)
（ウ）「第27回広島県薬事衛生大会」の開催
（エ）「薬と健康の週間」への協力
（オ）県民公開講座の開催

（５）薬事衛生指導員の研修及び活動�《県補助事業》
（ア）講習会の開催（２カ所）
（イ）薬事衛生指導員の育成と活動
（ウ）「くすりの相談」事業の推進と協力

（６）麻薬・覚せい剤・向精神薬等薬物乱用防止活動の支援
（７）禁煙推進活動の支援

（ア）薬剤師禁煙支援アドバイザーの育成とＰＲ活動
（イ）広島県禁煙支援ネットワークへの協力
（ウ）禁煙アドバイザー育成講習会への協力

（８）学校薬剤師部会活動の強化
（９）エイズ対策事業への支援協力
（10）防災体制

（ア）「災害時における薬剤師の派遣・医薬品等の供給について」検討
（イ）新型インフルエンザへの対応

（11）アンチドーピング活動及びスポーツファーマシスト養成事業への協力

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

３．薬剤師の生涯教育及び養成計画
（１）第31回広島県薬剤師会学術大会の開催（22.11.21）
（２）薬学教育機関等との関係強化

（ア）広島大学、福山大学、広島国際大学、安田女子大学との連携推
進

（イ）広島県病院薬剤師会との協力推進
（３）薬学部学生薬局実務実習への協力

（ア）薬学部学生薬局実務実習への協力
（イ）中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関への協力
（ウ）受け入れ薬局と指導薬剤師の育成

（４）広島県薬剤師研修協議会への協力
（ア）日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度への協力
（イ）新カリュキュラム対応薬剤師研修事業への協力

（ 事 業 内 容 ） 主担当
副会長

担 当
副会長

担 当
理 事

有 村
小 林
田 口
谷 川
平 田
藤 山
二 川
串 田
豊 見（敦）
中 川
西 谷

大 塚
松 下
村 上

青 野
有 村
重 森
田 口
平 田
藤 山
二 川
政 岡
串 田
豊 見（敦）
中 川
中 嶋

大 塚
松 下
野 村

村 上

野 村
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（ウ）認定実務実習指導者養成ワークショップ・講習会への派遣
（エ）認定実務実習指導薬剤師ワークショップ・講習会の開催
（オ）認定実務実習指導薬剤師養成フォーローアップ研修会の開催
（カ）平成22年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力（22.7.4）
（キ）福山大学卒後教育研修会への協力（22.6.5）
（ク）広島国際大学卒後教育研修会への協力（23.3）
（ケ）医療薬学フォーラム2010への協力（22.7.10･11）
（コ）医薬品関連施設等の見学
（サ）その他

（５）生涯教育に関する支部薬剤師会への協力
（６）第43回日本薬剤師会学術大会への参加（長野�22.10.10･11）
（７）第49回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学

術大会への協力（鳥取�22.11.6･7）
（８）新薬剤師研修会の開催
（９）その他薬剤師の生涯教育に必要な事業��
（10）その他

４．薬局等の薬剤師業務への対応
（１）薬剤師倫理の向上
（２）薬局グランドデザインへの対応

（ア）日本薬剤師会制定「広島県薬剤師会認定基準薬局」制度の推進
（新基準の徹底）

（イ）日本薬剤師会サポート薬局制度への対応
（ウ）薬局業務運営ガイドライン等各種指針の活用による薬局業務の

整備・充実
（エ）医薬品適正使用の推進（対面販売・服薬指導・相談業務の強化）
（オ）医薬品情報の収集・整理・提供の支援
（カ）医薬品の休日・夜間供給体制の確立・支援

（３）薬局機能情報公開制度への対応
（４）薬局製剤活用の検討
（５）医薬品副作用被害救済研究・振興調査機構への協力
（６）リスクマネージメント等への対応

（ア）苦情処理委員会
（イ）薬局における医療安全管理体制の充実
（ウ）「薬剤師賠償責任保険」（日本薬剤師会）及び「個人情報漏洩

保険」の加入促進と対応
（エ）医薬品等安全性情報報告の徹底

（７）2011年版管理記録簿の作成・配布
（８）高度管理医療機器等の販売等に係る継続研修の開催
（９）関係団体等の連携の推進

５．薬事情報センターの事業

６．検査センターの事業�����������������������������������������

７．その他の事業
（１）医師会、歯科医師会、看護協会等関係団体との協力
（２）県薬会誌の発行
（３）広島県薬メールニュースの配信
（４）薬剤師無料職業紹介所事業
（５）平成22年度会員名簿の発行
（６）薬祖神大祭の開催
（７）公益法人制度改革
（８）その他本会の目的達成に必要な事業

（ 事 業 内 容 ） 主担当
副会長

担 当
副会長

担 当
理 事

総 務 部 野��村、大��塚 会 計 部 松��下、谷��川、青��野
学 術 部��� 木��平� � 業 務 部 豊��見

高 野
三 宅
青 野
小 林
田 口
谷 川
平 田
藤 山
岡 村
小 澤
塚 本
豊 見（敦）
中 川
中 嶋

村 上木 平

青 野
有 村
小 林
重 森
谷 川
平 田
藤 山
二 川
政 岡

青 野
小 林
重 森
谷 川
政 岡

野 村
松 下
村 上

野 村
松 下

大 塚

大 塚

青 野
谷 川
平 田
二 川
豊 見（敦）
中 川
西 谷

野 村松 下

木 平 野 村
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県薬役員就任あいさつ

この度、片山博和教授に代わり新理事に就任し

ました福山大学の岡村です。前田泰則会長には実

兄が山口県薬剤師会会長をしていた関係で以前か

ら懇意にして頂き、平成７年から漢方教育に取り

組み始めた際にも様々なアドバイスをもらいまし

た。

さて、６年制薬学部は５年目を迎え、５月から

実務実習が始まっています。５年前の早期体験学

習でお世話になった学生が実務を学ぶまでになっ

たかと思うと、早期体験学習の担当者として感慨

深いものがあります。本学ではマニュアル的な事

前指導を行わず、敢えて学生自身でグループ討論

を重ねて体験学習に送り出しました。そのため、

大学の事前教育が不足しているとのお叱りを多数

頂戴しましたが、自分の至らなさを知る機会こそ、

学生にとって貴重な「気づき学習」であり、「行

動変容」につながると考えています。このような

過程を経た学生が、責任ある実務実習にどのよう

に対応してくれるか、非常に楽しみにしています。

新しい薬剤師教育は大学だけでは完結できません。

今後とも薬剤師の先生方にはご無理を申しますが、

社会に貢献できる次代の薬剤師を育てるためにご

協力をお願い致します。ご提案やご意見を是非と

も大学にお寄せ頂き、新しい薬剤師教育をご一緒

に構築できたらと考えています。

理事 岡村 信幸

理事 中川 潤子

理事 塚本 豊久

立場での関わりはありましたが、他は、一薬剤師

として様々な研修会や活動に参加させていただい

ていました。県薬理事の仕事も分からないままで

の就任でしたので、会議に出席させていただき不

安や戸惑いもありますが、これから一つずつ勉強

して行こうと思っています。

さて、５月17日から始まった2.5ヶ月の「長期

実務実習」では、新米指導薬剤師として頑張って

います。記念すべき長期実務実習の始まりと共に

新米理事としての仕事も始まり、薬局実習受け入

れ実行委員会の委員にもさせていただくことにな

りました。私に何が出来るのかはこれからの課題

として、当面は理事の諸先生方の足を引っ張らな

いように気をつけながら、微力ですが一生懸命お

手伝いさせていただければと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

この度、広島県薬剤師会の理事に就任させてい

ただくことになりました。

広島県薬剤師会とは、これまでも代議員という

平成16年４月、香川大学医学部付属病院薬剤部

より赴任してまいりました広島国際大学の塚本と

申します。呉市広の地に参りまして早６年が過ぎ、

７年目になりました。会員の皆様には日頃より、

本学の薬学教育である早期体験学習、長期実務実

習、オスキー評価員など、多くのご協力をいただ

きまして誠に有り難うございます。本年度もまた、

ご指導とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

また、この度は広島県薬剤師会の理事にご推薦

頂きまして有り難うございました。役員就任にあ

たって一言ということでございますので、筆を取

らせて頂きました。

私が一番言いたいことは、「医薬分業は refill が

基本にあって、一枚の処方せんが１年間有効であ

り、医療費削減につながるものであって、決して

割高なものではない。」ということです。患者負

2010��Vol.35��No.4 広島県薬剤師会誌12



担ももちろん少なくなるものです。毎回医師に診

察をしてもらって処方せんを発行してもらうので

はなく、発行された一枚の処方せんが一年間有効

であれば、根本的な問題と矛盾が一挙に解決しま

す。このことは、日本の医師会が「一枚の処方せ

んによる再調剤を認めない」ために起こっている

変な矛盾です。これを早期に解決することが日本

薬剤師会の大きな使命であろうと考えています。

オスキーの試験項目になっている保険薬局にお

ける服薬指導は、refillを基準に作成されていま

す。患者さんの状態を根掘り葉掘り聞くのは、皆

refillのためです。医師が既に患者から聞き取っ

ていれば、それは無用な服薬指導となります。

現在の医療の矛盾点は、産婦人科医がいない、

救急専門医がいない、小児科医がいないというこ

とです。これは開業医の平均年収1800万円、勤務

医の平均年収1200万円が根本的な原因です。これ

は慢性疾患に対する診察と治療に大きなお金を払

い、緊急に必要な診察と治療に小さなお金しか払

わない結果です。ではどうすればよいのか？慢性

疾患の治療は薬剤師に任せてください、お医者様

はどうぞ緊急に必要な診察と治療に回って下さい。

このことによって救急患者のたらいまわしが無く

なり、激しく働いている医師に対する報酬が確保

され、慢性疾患に対する薬剤師の服薬指導が生き

てくるのです。このことの実現に向けて理事とし

て働きたいと考えています。皆様のご協力とご指

導を宜しくお願い申し上げます。
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IPPNW日本支部（JPPNW）総会が下記の次第

に沿って行われた。

第７回IPPNW北アジア・南アジア合同地域会

議が21年８月に広島で開催されたことや、「核不

拡散・核軍縮に関する国際委員会（ICNND）」

とNGOの意見交換会が３度開催されたこと等の

事業報告や収支決算、事業計画案、収支予算案等

が上程されいずれも承認された。

その他として「第19回IPPNW世界大会」が

2010年８月25日～30日にスイスのバーゼル大学で

開催される広報や、各支部の近況報告等が行われ

た。

＜次第＞

１．開会 (司会進行日本支部理事松村誠）

２．日本支部長挨拶 碓井静照（代読：日本支部

理事 檜谷義美）

３．議長選出

４．議案

第１号議案 平成20年度（2008年度）収支決

算書の件

第２号議案 平成20年度（2008年度）決算書

監査の件

第３号議案 平成21年度（2009年度）事業報

告の件

第４号議案 平成21年度（2009年度）収支中

間報告の件

第５号議案 平成22年度（2010年度）事業計

画案の件

第６号議案 平成22年度（2010年度）収支予

算案の件

第７号議案 役員人事の件

５．その他

①「第19回IPPNW世界大会」について

・大会リーフレットについて

・プログラム概要について

・JPPNWワークショップについて

・IPPNW役員選挙について

・参加登録について

・旅程について

②北朝鮮ブックフェアについて

③医学生からの報告について

④各支部の近況報告について

⑤「ICANと世界の核廃絶運動の分析；JPPNW

の出来ること」

― 朝長万左男（長崎県支部長）

⑥Nuclear��Abolition�Day（６月５目）について

― 片岡勝子（日本支部事務総長）

６．閉会

IPPNW 日本支部 (JPPNW) 総会報告

日時：平成22年４月24日（土）�
場所：広島医師会館

副会長 野村 祐仁
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業務分担③（薬剤師の生涯教育及び養成計画）
担当理事打合会について

５月11日㈫午後７時より 広島県薬剤師會館において平成22年度分担理事第１回会議が開催され、新

年度の事業計画について協議いたしました。

分担理事には今年度よりの岡村氏（福山大学）塚本氏（広島国際大学）中川氏の３新理事も加わって

いただきました。主な協議結果を御報告いたします。

１．平成22年度事業計画

＊第31回広島県薬剤師会学術大会の開催について

●平成22年11月21日㈰広島県薬剤師會館にて開催することしました。

＊薬学部学生薬局実務実習への協力について

●県内外の薬局実習においては概ね実習先は確定されている。早期体験学習について下記日程に

て予定されており、広島国際、安田女子大学については、支部担当者に配属依頼がなされます。

福 山 大 学 平成22年６月７日（月）～７月１日（木）

広島国際大学 平成22年８月４日（水）～６日（金）

安田女子大学 平成22年６月22日（火）

＊広島県薬剤師研修協議会への協力�について

●早晩、新カリキュラム対応薬剤師研修事業への協力、対応が必要となります。

●認定実務実習指導者養成ワークショップ・講習会への補助金が無くなりましたが、来年度の安

田女子大学実習生対応も含めてまだ、養成の必要があります。�

第28回～第31回�薬剤師のためのワークショップへの派遣と

第28回�薬剤師のためのワークショップｉｎ福山

平成22年７月18日（日）、19日（祝・月）（於���福山大学）

第29回�薬剤師のためのワークショップｉｎ広島

平成22年９月19日（日）、20日（祝・月）（於 広島国際大学）

を開催いたしＷＳ参加者に対しては、例年通り参加費および交通費を負担することにいたし

ました。支部別の派遣人数は、７月の福山大学分のみ確定とし、９月以降については、指導

薬剤師の異動状況を見ながら、順次決定することといたしました。また認定要件の「ビデオ

研修」も東部西部での開催を決定し、東部は諸般の事情で４講座１日開催といたしました。

東部（福山）講座ア・オ 平成22年６月27日（日）同日開催とする。

講座イ・ウ 〃

西部（広島県薬剤師會館）講座ア・オ 平成22年８月22日（日）

講座イ・ウ 平成22年９月12日（日）に開催。

日時：平成22年５月11日㈫ 19：00～
場所：広島県薬剤師會館 �

副会長 村上 信行
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また、今年度に認定実務実習指導薬剤師においてもフォローアップ研修会の開催を実施するこ

ととなりました。

●各大学の薬剤師向け卒後研修会に協力参加していくことといたしました。

広島大学平成22年度ヒロシマ薬剤師研修会への協力

平成22年７月４日（日）於 広仁会館

福山大学卒後教育研修会への協力��

第33回：平成22年６月５日（土）

広島国際大学卒後教育研修会への協力

第３回：平成23年３月 予定

これらの研修会に公益に資する企画、内容を是非考慮いただき、公開講座等とし「薬剤師会の

協賛をもって公益社団化の実績に出来れば」との要望が木平先生より挙げられました。

●医療薬学フォーラム2010が７月に広島市にて開催され、広島県薬剤師研修協議会として助成が

なされることとなりました。

●第43回日本薬剤師会学術大会への参加

開催日：平成22年10月10日（日）・11日（祝・月）（於 長野）

●第49回日本薬学会・日薬・日病薬・中国四国支部学術大会への参加協力

開催日：平成22年11月６日（土）・７日（日）（於 鳥取）

両学術大会に例年どおり発表者３名程度の支援をすることといたしました。

●新卒者の激減の中ですが新薬剤師研修会の開催を実行することとなりました。

平成22年月７月25日（日）広島県薬剤師會館にて例年通り、県薬より講師として、木平副会

長・中嶋理事・病薬より講師を１名派遣してもらうこととした。 時間は午後３時～午後５時

まで。講師３名×講演時間45分としその後懇親会といたしました。

�

２．６年制薬局実習について

＊22年度実習について日薬より薬局製剤実習についての医薬品譲渡に関して新たな資料が出され、各

支部担当者宛に通知し、譲渡が発生した場合には、譲渡書・譲受書を作成して保管してもらうこと

とした。

＊23年度薬局実習施設について安田大学分の承諾書・施設概要は文科省への提出期限６月末となって

いて、安田を含む地区（西部）については、支部担当者に依頼し、承諾書及び施設概要を回収して

頂く必要があります。

＊５月17日から実習が始まって行きますので早い時期に受け入れ実行委員会・支部担当者会議を開催

して調整を行っていくこととし、６月10日（木）に開催することとしました。薬局店頭への実習実

施掲示用ポスターは各薬局において�日薬のＨＰからダウンロードしたものを掲示してもらい、県

薬にて印刷、作成配布は行わないこととしました。
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平成22年度ひろしま食育・健康づくり実行委員会
ワーキング会議

日時：平成22年５月13日㈭ 13：30～
場所：国保会館 大会議室Ⅰ �

常務理事 平田 智加子

議題

１．平成21年度事業報告及び収支決算報告について

２．実行委員会規約改正について

３．実行委員会事業成果品等使用基準について

４．平成22年度事業計画について

㋐事業内容について

㋑ひろしま健康づくり県民運動との連携について

以上の４つの議題について、20団体の代表が集まって会議が行なわれました。

１．平成21年度事業報告及び収支決算報告について

１）基本方針

近年の急激な社会経済情勢等の変化により、食をめぐる状況も大きく変化し、栄養の偏り、食習

慣の乱れ、肥満や生活習慣病の増加などの問題に加え、「食」を大切にする意識の希薄化、食の安

全・安心の確保などが課題となっている。

このため、子どもたちが健全な心身と豊かな人間性を培い、すべての県民が生涯にわたって健全

な食生活を実践し、健康で豊かな生活を送ることができるよう、食育・健康づくりに関する普及啓

発を実施した。

２）事業内容

◦ひろしまフードフェスティバルでの普及啓発

「ひろしまフードフェスティバル」に参画し、関連団体の出展により食育・健康に関する普及啓

発活動を実施した。

◦実施日：平成21年10月24日㈯、25日㈰

◦場 所：広島城及び中央公園周辺（広島市中区基町）

◦参加者：82万人（２日間延べ）

◦広島県健康福祉祭での普及啓発

㈶広島県健康福祉センターと共催して実施した「第19回広島県健康福祉祭」において、食育の講

演会や関係団体の出展による食育・健康づくりに関する普及啓発を実施した。
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◦実施日：平成21年10月８日㈭、９日㈮

◦場 所：広島県民文化センター（ホール、地下展示室）

◦入場者：750人

◦内容

・生きがいと健康づくり講演会

演題『長寿は毎日の「食」にあり。「食」から始まる100歳時代』講師 永山久夫さん

◦食育に関するコンクールの開催

県民を対象に、食育に関する標語のコンクールを開催し、食育・健康に関する普及啓発活動を行

なった。優れた作品の表彰を行うとともに、作品を掲載したポスターを作成した。

⑴ 内容

・募集内容等

・部門：小学生の部、中学生の部、一般の部（高校生、大学生等を含む。）

・テーマ：①よくかんでおいしく味わう②広島の郷土料理を大切にする気持ち

・応募件数：8,249件（小学生の部 5,630件、中学生の部 1,952件、一般の部 667件）

◦ひろしま版食事バランスガイド概要版の作成

平成20年度作成したひろしま版食事バランスガイドをより多くの県民に普及するため、概要版を

作成し、実行委員会構成団体をはじめ、市町等に配布した。（添付資料）

◦ひろしま食文化料理事例集の作成

特色ある伝統的な食文化が、近年の食の欧米化の進展などにより、失われつつある

子どもたちを含めた次世代に、地域の旬の食材を活かした特色ある郷土料理などを継承すること

を目的とし、「ひろしま食文化料理事例集」を作成した。

各市町に情報提供を依頼し、82事例の提供があった。

成果物はＣＤを作成し、県内小学校、中学校、スーパーマーケット協会や市町に配布。（3,000枚）

◦食育・健康に関する情報を提供

食育・健康に関する広報を新聞に掲載し、食育・健康に関する普及啓発を図った。

⑴ 平成21年６月の中国新聞（わが街の掲示板）に「６月は食育月間です。食育の標語を募集しま

す」の広報を記載。

⑵ 平成21年10月の中国新聞（わが街の掲示板）に「10月18日㈰から24日㈯は『ひろしま食育

ウィーク』です！」の広報を掲載

◦会議開催

食育・健康に関する普及啓発事業を検討するため、実行委員会及びワーキング会議を実施した。

�
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２．実行委員会規約改正について

新旧対照表
新 旧

（事務局）
第16条 本会は、事務局を広島県健康福祉局保
健医療部健康対策課内に置く。

（事務局）
第16条 本会は、事務局を広島県健康福祉局保
健医療部健康対策課健康増進室内に置く。

附則
この規約は、平成22年５月21日から施行し、平
成22年４月１日から適用する。

―

３．実行委員会事業成果品等使用基準について

１ 趣旨
ひろしま食育・健康づくり実行委員会（以下「実行委員会」という。）の事業に

より生じた成果品等（以下「事業成果品等」という。）が、適正かつ効果的に活用
されるよう、実行委員会以外の者が印刷・複製等に使用する際の基準を定める。

２ 使用する
事業成果品等

使用する事業成果品等は、次のとおりとする。
⑴ 食育に関するコンクールの入選作品
⑵ ひろしま版食事バランスガイド
⑶ ひろしま版食事バランスガイド概要版
⑷ 伝えたい 残したい ひろしま県の味料理集

３ 使用の範囲

事業成果品等の使用の範囲は、次のとおりとする。
⑴ 実行委員会の構成団体が、あらかじめ実行委員会に使用目的、使用方法、使

用期限、その他実行委員会が必要とする事項を記載した届出書を提出して使用
するとき。

⑵ 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
⑶ その他の者が実行委員会の承認を得て使用するとき。

区 分 決 算 額 摘 要

負担金 3,050,000

㈳広島県医師会 300千円
㈳広島県歯科医師会 300千円
㈳広島県薬剤師会 150千円
㈳広島県看護協会 150千円
㈳広島県栄養士会 100千円
広島県国民健康保険団体連合会 700千円
㈶広島県環境保健協会 300千円
㈳広島県生活衛生同業組合連合会 50千円
広島県 1,000千円

雑収入 384 利息

繰越金 231,993

合 計 3,282,377

区 分 決 算 額 摘 要（当初予算内訳）

ひろしまフード
フェスティバル
での普及啓発

1,139,256 出展料等（ブース代、備品等） 800千円
その他必要経費 400千円

広島県健康福祉
祭での普及啓発 303,631 講演会経費（謝金等） 200千円

展示室経費（パネル等） 100千円

食育に関するコ
ンクールの開催 359,509

ポスター作成費 150千円
表彰費用 150千円
その他必要経費 20千円

食育に関する講
演会の開催 0

講演会経費（謝金等） 200千円
会場使用料等 30千円
その他必要経費 20千円

ひろしま版食事
バランスガイド
概要版の作成

174,825 普及啓発資料作成費
その他必要経費 180千円

ひろしま食文化
料理事例集の作
成

840,525 データ編集費 350千円
ＣＤ作成費 350千円

食育・健康に関
する情報提供 211,050 新聞広告等広報経費 300千円

会議運営費 9,148 会議等経費 33千円

次年度への繰越 244,433

合 計 3,282,377

平成21年度ひろしま食育・健康づくり実行委員会収支決算（案）
１ 収 入� （単位：円） ２ 支 出� （単位：円）
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４．平成22年度事業計画について
㋐事業内容について
◦ひろしまフードフェスティバルでの普及啓発

◦内容 「ひろしまフードフェスティバル」に参画し、関連団体の出展により、食育・健康づくり
に関する普及啓発活動を行なう。

◦時期 平成22年10月30日㈯、31日㈰（予定）
◦場所 広島城及び中央公園周辺（広島市中区基町）

◦広島県健康福祉祭での普及啓発
◦内容 ㈶広島県健康福祉センターと共催して実施する「第19回広島県健康福祉祭」において、食

育の講演会や関係団体の出展による食育・健康づくりに関する普及啓発を実施する。
◦時期 平成22年９月１日㈬・２日㈭（予定）
◦場所 広島県民文化センターホール及び地下展示室（広島市中区大手町）

◦食育に関するコンクールの開催【内容の変更】
◦内容 小学生・中学生を対象に、自分で作ったお弁当を募集し、表彰を行うことで、食育の実践

への意識の向上を図る。
◦募集時期 平成22年６月21日㈪～９月17日㈮

◦食育活性化支援事業【新規】
圏域における食の関係者による活動に対し、ひろしま食育・健康づくり実行委員会（以下「実行委

員会」という）が支援を行うことで、各地域における食育の推進を図る。

◦食育・健康づくりに関する情報提供
◦内容 県のＨＰや県民だより及びマスメディア等により、食事バランスガイド、ひろしま食文化

料理事例集等、食に関する普及啓発を実施する。
また、ひろしま版バランスガイドの内容を変更し、配布する。

◦時期 平成22年６月頃～平成23年３月頃
平成22年10月17日㈰～23日㈯のひろしま食育ウィーク

４ 使用基準

実行委員会は、３つの使用の内容が、次のいずれかに該当する場合は使用を拒
否し、又は使用の承認を行わないものとする。
⑴ 実行委員会の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
⑵ 利益を得ようとするとき。
⑶ ５つの順守事項に基づき使用せず、又は使用しないおそれのあるとき。
⑷ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
⑸ 特定の個人、政党又は宗教団体を支援していると認められるとき。
⑹ その他、実行委員会が事業成果品等の使用について不適当と認めたとき。

５ 遵守事項

事業成果品等を使用する者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
⑴ 「ひろしま食育・健康づくり実行委員会」の付記を原則とすること。
⑵ 届出書又は使用承認申請書に記載された内容により使用し、実行委員会が指

示する使用条件に従うこと。
６ 使用料 事業成果品等の使用料は、無料とする。
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◦会議の開催
◦実行委員会 ２回
◦ワーキング会議 ３回
◦その他、必要に応じ開催

㋑ひろしま健康づくり県民運動との連携について
◦趣旨

すべての県民が生涯にわたって健康に暮らせるよう、健康づくりに関わっている団体等が連携・
協働して、県民一人ひとりの主体的な取組を支援するとともに健康づくりの機運を醸成する「ひろ
しま健康づくり県民運動（ひろしま健民運動）」を充実・強化するため、特定分野の具体的な取組
を推進する実行組織を整備し、県民へのアピール度や取組の実効性を高めるとともに、新たな課題
に積極的に取り組む。

◦ひろしま健民運動再構築の方向

◦平成22年度の推進体制

情報誌ひろしま健民
各種広報、啓発

睡眠キャンペーン
階段を歩こうキャンペーン

県民ウォーキング大会
健康づくりシンポジウム
地域のイベント等支援
健康づくりリーダー育成

【現】調整会議を活用
健民運動会員24団体

ひろしま健民運動推進会議（24団体）【協議・連絡機能】

【健康一般】

がん検診の普及啓発
キャンペーン企画など

禁煙講座の開催等
知識普及、啓発など

食事バランスガイド活用
食育実践活動の支援など

【食育推進】 【受動喫煙防止】【がん検診普及啓発】

今後、実行組織の整備を検討する特定分野

こころの健康づくり

メタボ予防

�
�
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実行組織の整備
・メタボ予防 ・食育
・こころの健康 ・がん検診普及
・受動喫煙防止

健民運動の状況
○県民ウォーキング大会、階段を歩こう

キャンペーンなど一定の成果。
▲会員やその参加組織の動き、相互連携

は一部に留まる。
▲食育など個別分野の推進組織との連携

が不十分。
新たな課題
①がん検診の受診率低迷
②受動喫煙防止の議論の高まり
③特定健診の受診率が全国最低レベル

基本方針
① 機運醸成を図るという健民運動の特性を活かし

た大きな枠組の中で、分野ごとの実行組織を整備
し、健民運動の第２期への展開を準備する。

② 実行組織を整備する上で、既存の個別推進組織
との連携体制を構築する。

⇩

⇩
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１．開 会

２．会 長 挨 拶

３．報 告

⑴ 平成22年度事業計画、役員業務分担、常置

委員会及び協議会等委員名簿について

⑵ 第31回広島県薬剤師会学術大会について

日 付：平成22年11月21日（日）

場 所：広島県薬剤師會館

⑶ 第43回日本薬剤師会学術大会の参加申込に

ついて

日 付：平成22年10月10日（日）・

11日（月・体育の日）

場 所：ホクト文化ホール（長野県民文

化会館）、ビッグハット、若里

市民文化ホール、ホテル国際21

事前登録開始日：平成22年５月10日（月）～

⑷ 調剤報酬改正について

⑸ 支部入会金について

⑹ 平成22年度広島県緩和ケア支援センターの

薬剤師研修への参加について

⑺ 平成22年度薬事衛生指導員講習会について

東 部：平成22年10月23日（土）

於 福山商工会議所

西 部：平成22年10月24日（日）

於 広島県薬剤師會館

⑻ 禁煙活動状況に関するアンケートについて

⑼ 平成22年度日薬有功賞、県薬会賞、同功労

賞、同有功賞及び同感謝状について

⑽ 平成22・23年度広島県薬剤師会代議員及び

同予備代議員の選出について

⑾ 支部役員等業務分担表について

⑿ その他

４．閉 会

支部長・理事合同会議

日時：平成22年５月22日（土）13：30～
場所：広島県薬剤師會館
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自動分包機は高園産業さんよりデモ機をお借りし

ております。（毎年ありがとうございます）

学生ボランティアさんにもお手伝いいただきまし

た。

この企画は、結構好評で本物の分包機にチビっ子

も親御さんも興味深々。

白衣姿の我が子を嬉しそうにMyカメラで撮影す

る人もおられます。３年連続で来られていて「薬

局体験コーナー」を楽しみにしているという方も

いらっしゃいました。

子育て応援団すこやか 2010
日時：平成22年５月22日（土）・23日（日）
場所：広島グリーンアリーナ
主催：広島テレビ、広島県、広島県医師会、広島県歯科医師会、

広島市医師会、広島県農業協同組合中央会

広島県青年薬剤師会 出張 景子
報告Ⅰ

５月22日㈯23日㈰広島グリーンアリーナで行わ

れた「子育て応援団すこやか2010」の1日目に参

加しました。

この会が催されるのは今年で７回目、私が参加

させていただくのは３回目になります。

この会の正確な趣旨はうまく説明できないので

省略させていただきますが、子育てに関わる情報

発信と親子が楽しめるイベントを目的とした催し

です。

その中で、我ら薬剤師会は「サポートゾーン」

の一角に「お薬なんでも相談コーナー」を設けさ

せていただきました。

「お薬なんでも相談コーナー｣とは言え、それ

だけでは親子連れにはなかなか足を運んでもらえ

ません。そこで「薬局体験コーナー」として、ち

びっ子に白衣（特製子どもサイズ！）を着ても

らって、自動分包機でのラムネの分包と記念撮影

をするという企画をしています。

確か、私が参加した３年前からこの企画が始め

られたのだと思います。年々、準備万端になって

きています。
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将来これをきっかけに薬剤師を目指すというチ

ビっ子もいるかもしれません（o^-^o）�

この度、５月22、23日に開催された「子育て応

援団すこやか2010」の２日目に「お薬なんでも相

談コーナー」のブースに初めて参加させていただ

きました。

「子育て応援団」自体が初めてで、規模の大きさ

に驚きました。あいにくのどしゃ降りの雨にもか

かわらず、二日目だけで約400名の方が訪れてく

ださり大盛況でした。

当ブースでは、ラムネを薬に見立てての１包化

体験と子ども用の白衣を着ての記念撮影を行いま

した。一包化体験では、分包機から自分たちの

セットしたラムネが出てくると、子どもだけでな

く親も一緒になって「オー すごい！」と歓声を

上げていました。記念撮影では、手に持ったメス

シリンダーや水剤容器を誇らしげに見せて写真を

撮らせてくれる子どももいれば、なかには白衣を

みて泣き出してしまう子どももいたのですが、ど

の子も本当にうれしそうで、とても楽しいイベン

トになりました。

が！アンパンマンショーが始まると一気に人通

りがなくなり周りが静かになりました。さすがに

薬剤師はアンパンマンには勝てませんでした。

しかし、当ブースを訪れてくれた子どもたちの

嬉しそうな顔はアンパンマンショーにも負けてい

ません。

お薬の相談をしてきてくださった方が少なかっ

たことは非常に残念で、薬剤師という職業がまだ

まだ顔がみえていないのだと感じましたが、この

イベントを機に薬剤師がどういうことをしている

のかを少しでも知ってもらうことができたと思い

ます。さらに子どもたちが将来、薬剤師になりた

いと思ってもらえればと思います。

最後にこのイベントに参加させていただき貴重

な経験ができたとことに改めてお礼を申し上げま

す。

広島県青年薬剤師会 平本 敦大
報告Ⅱ

2010��Vol.35��No.4 広島県薬剤師会誌24



日本薬剤師会第74回臨時総会

日時：平成22年５月26日（水）
場所：ホテルイースト21東京

日本薬剤師会代議員 青野 拓郎

開会されるとすぐに仮議長として松下憲明日薬

代議員が登壇し点呼・宣告・会議録署名人指名が

行われました。次に総会正副議長選出に移り選挙

の結果、総会議長に小野春夫氏、総会副議長に吉

田真澄氏が決定しました。正副議長登壇後、議事

運営委員長より日程説明がありました。

次に児玉会長の演述があり５月17日より始まっ

た長期実務実習について薬剤師の歴史にとって記

念すべき日となったと述べられました。また実務

実習の受入側として、将来を担う学生のために今

後もその責任を果たしていきたいと述べられまし

た。

本年４月より、新執行部がスタートしたが、基

本的には、2年前に出されたマニフェストを少し

訂正した新マニフェストを中心に執行していきた

いと述べられました。

次に本臨時総会の開催主旨の説明がありまし

た。昨年８月22日、23日の第71回通常総会にて代

議員の総意として会館建設の意向が示され、それ

に基づき今日まで、執行部として実現に向けて努

力をさせていただいているところであるが、その

取得プロセスとして、従来は、土地取得の目処が

ついてから後、総会の承認を得て、資金手当てを

する予定としていたが、“土地"という特性上、

緊急性を要することも多いので、その方針を転換

し、先に資金手当ての了承をいただいておくこと

を目的として開催することになったとのことでし

た。

・議案第１号理事追加選任の件に移り田中俊昭理

事、小嶋富雄理事、桑原辰嘉理事が選任されま

した。

引き続き下記議案についてそれぞれ説明があり

ました。

・議案第２号日本薬剤師会館（仮称）建設に向け

た対応一部修正の件

第71回通常総会において議決された議案第6号

日本薬剤師会館（仮称）建設に向けた対応の件

のうち、会館建設検討に当たっての条件として

列記した4項目中の⑵を土地取得及び会館建設

に係る費用は諸経費を含め23億円以内とする。

年間返済額は、本会と関係団体が現在支払って

いる年間借室料総額以内を目処とする。（元利

込み）に修正したい。

・議案第３号医薬分業事業等積立資産取崩の件

社団法人日本薬剤師会積立資産及び引当資産規

程第６条第４項に基づき平成22年度において日

本薬剤師会館建設費に充当する資金として医薬

分業事業等積立資産を10億円取り崩す。

・議案第４号平成22年度会館建設に係る借入金最

高限度額の件

平成22年度の会館用地取得及び会館建設に係る

借入金最高限度額を13億円とする。

上記議案について質疑応答・討論の後、採決に

なり３議案とも承認・議決されて総会の全日程が

終了しました。

広島県薬剤師会誌 2010��Vol.35��No.4 25



第33回福山大学薬学部卒後教育研修会

第33回福山大学薬学部卒後教育研修会が、福山
駅前サテライトキャンパスの福山大学社会連携研
究推進センター（宮地茂記念館）において開催さ
れました。演題テーマは｢乳癌治療について｣で広
島大学病院のお二人の先生を招いてお話を伺いま
した。本研修会は塩見学部長の挨拶に始まり14時
30分から17時35分まで３時間にわたり実施され、
参加薬剤師は、本学卒業生54名、一般薬剤師49名
でした。
＜講演１＞14：35�～�16：05
「乳癌診療の最前線で薬剤師に何が求められてい
るのか～乳腺外医からのリクエスト～」
� 広島大学病院 乳腺外科講師 村上 茂 先生

村上先生は乳癌診療の最前線について解説と治
療法の概略について講演されました。乳癌は世界
で最も多くの女性が罹患する癌腫であり、これま
でに多くの研究がなされエビデンスをもとにした
標準治療の確立が最も進んだ癌腫だそうです。村
上先生は日本乳癌学会における診療ガイドライン
の編集委員長として癌治療の均てん化に務めてお
られるそうです。先生のご講演は、会場の聴衆に
気さくに質問されながら進行して行く判りやすい
ご講演でした。これからの乳癌診療を担当する外
科医として共に治療に当たる薬剤師に期待するこ
とは大きいとして、パートナーである次演者の櫻
下弘志先生を紹介されました。
＜講演２＞16:10�～�17:10
「乳癌治療における薬剤師の役割」
� 広島大学病院薬剤部 櫻下 弘志 先生

乳がん治療は外科手術だけでなく化学療法、ホ
ルモン療法、放射線療法などを加えた集学的治療
によって予後が改善されるそうです。経口抗がん
剤の多くは、注射抗がん剤と比べ身体的な侵襲性
が少ないが、十分な治療効果を得るには、高い服
薬コンプライアンスが必要となるそうです。櫻下

先生が所属する広島大学病院では薬剤師は、初回
導入時から患者に関わり、副作用の発現時期の説
明や支持療法の提案を積極的に行っているそうで、
専門性を活かした新たな取り組みについて紹介さ
れました。先生は穏やかな口調ですが熱意をもっ
て、薬剤師もベッドサイドで患者の病態を把握し、
多角的な視点からの薬学的管理の必要性をとかれ、
力強く頼もしさを感じさせるご講演でした。また、
17時10分から17時35分はポスターにて村上先生と
もども個別に薬剤師さん達の質問に答えていただ
きました。

今回の参加者は、演題テーマからして女性の方
が多かったようでした。医師と薬剤師のそれぞれ
異なる観点からの興味深い講演で、自己研鑽され
る薬剤師の方には意義のある研修会であったと感
じました。

本研修会は、広島県薬剤師会、広島県薬剤師研
修協議会の共催によるものであり、関係各位に深
く感謝致します。

撮影：土谷大樹助教

村上茂先生

櫻下弘志先生

日時：平成22年６月５日（土）
場所：福山大学社会連携研究推進センター

卒後教育研修会委員 古野 浩二
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㈳全国脊髄損傷者連合会第９回総会広島県大会

日時：平成22年６月11日（金）
場所：ホテルグランヴィア広島

広島支部 山㟢 迪子

６月15日に開催された㈳全国脊髄損傷者連合会

第９回総会広島大会にシンポジストとして参加し

ましたので報告します。

その日のホテルグランヴィア４階は、会員の皆

様の熱気でうめつくされ、いつもの椅子・机は取

り払われ、代わって車椅子に乗った会員の方々が、

ボランティアの人達と共にキビキビさっそうと移

動しておられ、すっかり圧倒されてしまいました。

この日、安田女子大学茂木定之教授、広島市民

病院皮膚・排泄ケア認定看護師岩根弘栄さん、Ｎ

ＰＯ法人広島介護専門員協会副理事長・広島県緩

和ケア支援センター名越静香アドバイザーと共に

「広島県支部設立40周年記念シンポジウム・家庭

でできる褥瘡予防と最新の治療方法」をテーマに

それぞれの立場から参加しました。話が終って質

疑応答の時間には、事故以来20数年褥瘡と闘って

いる方とか、40年間がんばっている方等質問が相

次ぎ、その真剣さに応えきれていない自分の無力

さを思い知らされ、何とかしなければと考えさせ

られました。

懇親会では「明日は平和公園や宮島へどう

ぞ。」という支部長のメッセージがあると、すぐ

さま「宮島へはどうやって行ったらいい？」「車

なら宇品から船で行くのが一番です。」「明日の

朝寄って帰ります。」という力強い言葉に私は

ショックを受けてしまいました。「皆さんお疲れ

では？」なんて考えていた私をノックアウトする

元気で前向きな方々に私の方が、力をわけてもら

い、元気がでてとても気持ちよく帰宅することが

できました。

皆様の褥瘡の予防や治療に対する期待を満足し

ていただくには、まだま非力な私ですが、努力し

てお役に立てる日を目指したいと思っています。

広島県薬剤師会誌 2010��Vol.35��No.4 27



平成22年度広島県薬務課の事業説明会

日時：平成22年６月11日㈮
場所：広島県薬剤師會館

薬務課薬事グループ 小田 佐知子

１ 薬物乱用防止対策推進事業について

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（６月20日～

７月19日）、「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」

（10～11月）を実施し、薬物乱用の未然防止と

ともに、薬物再乱用防止に取り組む。

学校から薬物乱用防止教室の講師の依頼が

あった場合は、薬物乱用防止指導員・学校薬剤

師の皆様に、特に御協力をお願いする。

２ 医薬品適正使用啓発事業について

薬局における啓発活動支援として、後発医薬

品使用推進を図るための啓発資料を作成する。

３ 薬局機能情報公開について

薬局開設者には、1月1日現在の定期報告及び

基本情報変更時の報告について、遅滞なく行う

ようお願いする。

４ 薬局機能向上事業について

昨年度に改正した「広島県薬局業務運営ガイ

ドライン」の内容について、ホームページ等を

活用して周知を図る。

５ 広島県地域保健対策協議会について

「地域医薬連携における医薬品の適正使用に

関する検討特別委員会」を設置し、在宅患者の

服薬支援や医薬品情報の管理・共有方法をテー

マに、医師・歯科医師及び看護師等との連携に

ついて検討する。

この特別委員会においては、県薬剤師会でサ

ブワーキンググループを立ち上げることとして

おり、在宅医療における医薬品の適正使用に関

する様々な課題について、現場の薬局・薬剤師

の意見を反映させるため、活発な協議を行いた

い。

６ 新型インフルエンザへの対応について

抗インフルエンザウイルス薬の計画的な備

蓄、ワクチンの需給調整等を行う。

７ 災害時医薬品供給体制について

県薬剤師会を始めとする関係団体と締結して

いる協定について、より現状に即したものとな

るよう、見直しを行う。

８ 献血推進事業について

特に若年層における献血者数の増加、安定的

な集団献血の確保及び複数回献血者の増加に重

点的に取り組む。
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ピンクリボンdeカープ

MAZDA Zoom‐Zoomスタジアム 広島対ヤ
クルト戦にて「乳がんの早期発見、早期診断、早
期治療」を促すピンクリボンキャンペーン「2010
ピンクリボンdeカープ」が開催されました。

前日の雨模様に開催を心配していましたが、ス
タッフの想いが届いたかのように、当日は雨も止
み、暑い一日になりました。９時にピンクのス
タッフＴシャツを着て正面入り口横のピンクテン
ト本部に集合し、川瀬啓子実行委員長が「あなた
の笑顔が、キャンペーンの元気を作り出し、その
元気は広がります。乳がんについて知ることを
きっかけに、自分と家族、友達たちの健康を考え
る一日にしてください。」と挨拶された後、活
動を開始しました。参加ボランティア100名、パ
フォーマンス140名での運営です。薬剤師会から
は３名参加、同じグループにはカルビー株式会社、
臨床検査技師会、安田女子大の学生さん達がい
らっしゃいました。私たちの役割は、入場者の流
れのポイントに立ち、ピンクのプラカードを持っ
て案内と受付への誘導です。「ご来場ありがとう
ございます。ピンクリボンキャンペーンへのご協
力、よろしくお願いします」「ピンクリボン協賛
チケットをお持ちの方は、受付で協賛グッズを受
け取ってください」試合開始までの５時間、駐車
場を聞かれたり、ラーメン屋さんを聞かれたり、
おじいちゃんを入場口まで案内をしたり、何して
るの？と話かけられたり・・いろいろありました
が、無事終了しました。

今回のキャンペーン内容は
・マンモグラフィ検診車での無料検診
・自己検診の指導と学習
・マンモグラフィ装置の展示と撮影方法の説明
・ピンクリボングッズ販売
・５回終了後、大学生によるパフォーマンスア

ピール

などがありました。
日本でも増え続けている乳がんですが、20人に

１人の女性が経験するがんだそうです。一方で死
亡率の低下が期待されるほどには進まず、30～
50代の女性の死亡原因第一位です。乳がん治療
は、早期発見にかかっています。そのためには、
適切な検診受診が大切です。日本の検診受診率
は、欧米が80％、韓国が50％といわれる状況に対
して、14.2％（Ｈ19年）と低く、広島県の平均は、
13.7％しかないそうです。

広島では、乳がんへの取り組みに関連する団体
が集まって実行委員会が作られ、2004年から「ブ
レストケア・ピンクリボンキャンペーンin広島」
の活動が展開されました。2007年に、広島東洋
カープ松田元オーナーの決断により、ピンクリボ
ンdeカープが実施されました。日本の球団で最
初の本格的なピンクリボンキャンペーンは、今年
で４回目を迎えたそうです。今回ボランティアと
して参加させていただき、薬剤師として、また、
一人の女性としても、この活動の大切さを感じる
いい機会だったと思います。

残念ながら、始球式は見られませんでしたが、
途中から観客席で応援もでき、そして、これが私
のZoom‐Zoomスタジアムデビューとなりました。

試合はカープの勝利�疲れましたが、気持ちい
い汗をかいた一日でした。

日時：平成22年６月19日（土）�
場所：MAZDA Zoom‐Zoomスタジアム

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

題 名 提供者・管理者 形 式
1 スモーキングベイビー（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
2 肺癌（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
3 みみず（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
4� Every�cigarette�is�doing�you�damage ♂（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
5� Every�cigarette�is�doing�you�damage ♀（禁煙） 村上信行 （メディアプレーヤー）
6 小学生向けスライド１（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
7� 小学生向けスライド２（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
8 小学生向けスライド３（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
9 キラキラ 10 ／４（禁煙） 村上信行 （パワーポイント）
10 青少年に（禁煙）� 村上信行 （パワーポイント）
11 「どこまで知ってる？」薬物乱用（中学生用） 村上信行 （パワーポイント）
12� 「薬について」（小学生用） 村上信行 （パワーポイント）
13 錯乱 村上信行 ムービーファイル（mpeg）
14 破壊 村上信行 ムービーファイル（mpeg）
15 脳のイメージ１ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）
16� 脳のイメージ２ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）
17 脳のイメージ３ 村上信行 ムービーファイル（mpeg）
18 タバコを吸うと肺がどうなるか？（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
19� 受動喫煙で血管収縮（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
20 オーストラリアの禁煙 CM（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
21 喫煙で動脈硬化が加速（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
22 軽いタバコの嘘（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
23 手遅れ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
24 １年分のタール（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
25 ニコチン依存ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
26 副流煙の方が危険！実験映像（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
27 脳出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
28 デイブ・ゲーリッツ氏の告発（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
29 レイン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
30 smoker's�face（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
31 コロンビア・ライト（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
32 デビ・オースチン（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
33 ユル・ブリンナー（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
34 悪魔の academy（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
35� 眼底出血（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）

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

★これは‼と思われる資料がありましたら県薬事務局までご連絡ください。
無料で貸し出します。
★また、提供したい資料や、“これ、もっといて”という資料がありましたら
ご連絡ください。お預かりします。
★会員の皆様からの、こんな資料を作って…というご意見にもお答えします。

広島県薬剤師会薬事情報センター 電話（0 8 2）2 ４ 3 － ６ ６ ６ 0
まずはご連絡を！！！

36� 喫煙サル（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
37 喫煙で能率低下（禁煙）� 増田和彦 （メディアプレーヤー）
38 低体重ネズミ（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
39 副流煙とウェイトレス（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
40 好奇心（禁煙） 増田和彦 （メディアプレーヤー）
41 禁煙指導用スライド 増田和彦 （パワーポイント）
42 分煙 増田和彦 （パワーポイント）
43 ニコチン依存症 増田和彦 （パワーポイント）
44 薬の基礎知識（一般消費者啓発用） 三次 （パワーポイント）
45 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅡ（指導者用） 県薬事務局
46 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅢ（指導者用） 県薬事務局
47 薬物乱用はダメ。ゼッタイ。スタディショップⅣ（指導者用） 県薬事務局
48 薬局薬剤師の接遇マニュアル研修用平成16年９月（（社）日本薬剤師会） 呉 （パワーポイント）
49 健康くれ 21「健康くれ体操」 呉
50� 薬剤師のための「ヒューマンエラー自己分析システム」 呉
51� 褥瘡に使われる医薬品について 情報センター （パワーポイント）

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

題 名 提供者・管理者 形 式
1 薬から高齢者の健康を考える 安佐 テキスト� 15ページ
2 薬から高齢者の健康を考えるⅡ 安佐 テキスト� 19ページ
3� 漢方入門 安佐 テキスト� 20ページ
4 薬草と親しむ 安佐 テキスト� 31ページ

【書籍・冊子・資料】

【ビデオ】

題 名 提供者
管理者 形 式

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

2 あなたの街の保険薬局“処方せんをもらったら”（（社）日本薬剤師会） 呉
3 �「薬の飲み合せ」 呉
4 日常生活と成人病シリーズ 呉 133分
5 お年寄りが薬と上手に付合う方法 呉 15分
6 薬剤師との上手なつきあい方（ＮＨＫ�きょうの健康）� �（2002．10） 呉
7 薬と上手につき合う（ＮＨＫ�きょうの健康）� �（1998．11） 呉
8 訪問薬剤管理指導の実践（（財）日本薬剤師研修センター） 呉
9� 健康くれ 21�「健康くれ体操」 呉

2010��Vol.35��No.4 広島県薬剤師会誌32



会員カードでWポイントがつきます。

広島県Wポイントカード加盟店 平成22年６月１日現在
店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

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

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

広島市安佐北区
大野石油店 可部バイパスSS

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

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

広島市佐伯区
AUTO GARAGE うえるかむ

082-927-2510
大野石油店 五日市インターSS

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

082-924-5525
ちから 五日市店 082-922-8661

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

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

広島市中区
英国式足健康法 リフレックス

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

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

082-248-6796
ひろしま国際ホテル ル・トランブルー

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

広島風お好み焼・鉄板居食家 徳兵衛 紙屋町店
082-247-2260

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

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

082-246-0026
星ビル５F オルゴールティーサロン

082-249-1942
星ビルB１F メディカルフィットネス

082-241-6348
マダムジョイ 江波店 直営食品売場

082-532-2001
マダムジョイ 千田店 直営食品売場

082-545-5515
三井カーデンホテル広島25F コフレール

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

082-511-7706

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

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

082-231-2631
サイクルショップカナガキ 己斐店

082-272-2631
サカイ引越センター 0120-06-0747

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

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

◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）◎

Wポイントカードに
関するお問い合わせは

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

㈱和多利広島本社 Wポイントカード事務局
☎ 082 -830 -0230 平日10：00～18：00

Wポイントカードホームページ http://www.watari.biz/

新規受付は平成21年８月末をもって
終了しました。
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徳川 西条プラザ店 082-424-0300

八本松タクシー 082-428-0023

福山市
一心太助 福山本店 084-922-5611

エコール福山 ショールーム084-981-3733

快足屋 福山店 084-982-5151

山陽石油 住吉町SS 084-922-0939

山陽石油 セルフ神辺SS 084-962-0693

山陽石油 セルフ福山平成大学前SS

084-972-7940

山陽石油 多治米町SS 084-957-2601

山陽石油 深津SS 084-922-5750
山陽石油 福山春日SS 084-943-5494
山陽石油 福山東インターSS

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

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

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

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

0824-64-7727
広島三次ワイナリー バーベキューガーデン

0824-64-0202
広島三次ワイナリー ワイン物産館

0824-64-0200
フルーツレストラン まるめろ

0824-69-2288

その他
Heart Leap Up HIROSHIMA

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

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

082-235-3930
マダムジョイ アルパーク店 直営食品売場

082-501-1112
マダムジョイ 己斐店 直営食品売場

082-271-3211
横川 ちから 082-292-5822

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

082-508-5030
サイクルショップカナガキ 戸坂店

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

-
6855

徳川 戸坂店 082-220 1818

広島市南区
大野石油店 エコステーション出島

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

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

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

082-263-0200

ホテルセンチュリー21広島 京もみじ
082-263-5531

ホテルセンチュリー21広島 フィレンツェ
082-568-5270

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

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

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

尾道市
瀬戸田すいぐん丸 08452-7-3003

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

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

庄原市
総商さとう ウィー東城店 08477-2-1188

神石郡神石高原町
総商さとう 本店 08478-2-2011

廿日市市
大野石油店 廿日市インターSS

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

東広島市
大野石油店 西条インターSS

082-423-3701
大野石油店 高屋ニュータウンSS

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

店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

★ご利用額100円に対するポイント数は加盟店によって異なります。（１ポイント１円で換算します。）
★加盟店によっては、一部取り扱い商品の対象外のものがあります。
★クレジット払いのできない加盟店（一部）も含まれています。
★加盟店によっては、団体・パーティーでのご利用に対して、ポイント加算の対象とならない場合があります。
★詳しくは各加盟店でご確認ください。
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指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

自動車部
品

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工 西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
ＤＵＯ南広島
㈱モンテカルロ
（店舗名）
吉島店・安古市店
五日市店・可部店
高陽店
府中店・三次店
呉店・西条店
蔵王店・駅家店
尾道東店・三原店
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店
広島店
ゆめタウン広島店

お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

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

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き 赤札より10～
15％

見積額の10％割引

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

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

15～20％引（企画品、相場価格商
品は除く）
現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）
特別価格

専用カード（ＧＯＬＤカード申
込者のみ）
モンテカルロ各店にて、通常価
格より10％引き、エンジンオイ
ル等交換工賃無料、８項目点検
無料、車検・鈑金・アウトレッ
ト割引有、ポイント有100円で１
ポイント、※従来のコーポレート
カードは廃止になります。
現金のみ定価５％引（直営店のみ）
現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30 ～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00 ～19:00

平日
８:30 ～18:00
年中無休

平日
９:00 ～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45 ～17:30

９:00 ～19:00

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

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30 ～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

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

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

年中無休

定休日不定

日・お盆・年末
年始休業

所 在 地
広島市中区新天地1-1

呉市中央1-1-1

広島市中区中町7-20

広島市中区三川町10-1

福山市三之丸町8-16

広島市中区国泰寺町1-8-13
あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4-10-17

広島市安佐南区中須2-18-9

安芸郡府中町柳ケ丘77-37

呉市中央2-5-15

広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2-13-21
広島市中区堀川町5-10

広島市中区本通9-33

広島市中区吉島西2-2-35

本社
広島市西区商工センター
4-8-1

広島市西区観音本町2-8-22
広島市中区基町6-27
広島バスセンター6Ｆ
広島市南区皆実町2-8-17
ゆめタウン広島3Ｆ
広島市中区新天地5-23

広島市西区商工センター
7-1-19

電 話 番 号
（082）244-1623

（0823）20-1111

（082）241-1111

（082）244-0109

（084）922-2121

（082）249-8011

（0823）22-2250

（082）879-0131

（082）281-4331

（0823）32-7171

（082）222-7780

（082）283-5133

（082）246-7788

（082）248-1331

（082）541-3911

本社
（082）501-3447

（082）294-0187
（082）225-3232

（082）250-6100

（082）246-2131

（082）277-8181

平成22年６月１日現在
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（082）293-4125

（082）209-7422

（082）245-0106

（082）231-9495

（082）239-0948

（082）261-4949

（082）248-0516

（082）248-4361

（082）243-5321

（082）542-5020

（082）512-1020

（082）222-7002

（082）278-2323

（084）920-3950

（0829）34-2508

（082）247-3473
担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
0120-06-0747

（082）543-5855

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正

部 門
レジャー

進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生
サービス
（中小企
業向け）

設備

指 定 店
國富㈱広島営業所

Diving Service海蔵

㈱進物の大信

㈲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

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

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱デオデオ外商部

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

株式会社クラタ
コーポレーション

会 員 価 格
Ｃカード取得コース45,000円、商品購
入：店頭価格より５％off、器材オー
バーホール：通常価格より５％off
スキューバダイビング体験講習￥8,400
Ｃカード取得講習会￥5,000引き・器
材修理店頭価格より５％引き
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

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

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
ルックＪＴＢ３％引（ルックＪ
ＴＢスリムを除く）、エースＪＴ
Ｂ３％引 本人とその家族対象
本人のみ
現金のみメープル・トピック
自社主催商品３％引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

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

通常価格より15％割引

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

営業日時
８:30 ～20:00

11:00 ～20:00

６～９月
10:00 ～18:30
10～５月
９:30 ～18:00
年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00 ～17:30
年中無休

平日
10:00 ～19:00
土・日・祝
10:00 ～17:00

８:30 ～17:30

９:30 ～18:00

９:30 ～18:30

９:00 ～18:00
（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00 ～18:00
（平日）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
なし

なし

毎週火曜

不定休

日祭休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

土・日・祝日

土日祭休

所 在 地
広島市西区観音町13-9

広島市中区南千田西町
1-8-101

広島市中区堀川町4-14

広島市中区猫屋町8-17

広島市安佐南区長束2-4-9

広島市南区段原南1-20-11

広島市中区本通9-26

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

広島市中区紙屋町2-2-2

広島市中区八丁堀16-14
第二広電ビル1Ｆ

広島市中区基町13-7
朝日ビル2Ｆ

広島市西区商工センター
5-11-1
福山市卸町11-1

廿日市市木材港南8-22

広島市中区紙屋町2-1-22
広島興銀ビル9Ｆ

広島市西区福島町2丁目36-1

広島市中区国泰寺町1-3-22
ＥＲＥ国泰寺ビル6階

広島市中区橋本町7- 27

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。
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県薬より支部長への発簡

４月23日 平成22年度の応需薬局ゴールデンウィ

ーク休業表について（各支部長）

４月23日 広島県薬剤師会会認定基準薬局の調査

について（各支部長）

４月23日 広島県薬剤師安芸認定「基準薬局」の

更新認定について（各支部長）

４月26日 医療事故情報収集等事業「医療安全

情報No.41」の提供について（各支部

長）

４月30日 各種啓発資料の送付について（各支部

長）

４月30日 日薬サポート薬局制度協力薬局名簿の

更新について（依頼）（各支部長）

４月30日 日薬サポート薬局制度協力薬局名簿の

更新について（補足）（各支部長）

５月13日 薬学生実務実習受け入れ支部担当責任

者会議の開催について（各支部長）

�5月14日 薬局製剤実習及び薬局間譲渡について�

（各支部長）

�5月14日 医療スタッフの協働・連携によるリー

ム医療の推進について（各支部長）

�5月17日 厚生労働省による認定実務実習指導薬

剤師養成のためのワークショップ「第

28回薬剤師のためのワークショップ

中国・四国in福山」への参加について

（各支部長）

�5月18日 医療観察診療報酬明細書等の記載要領

について（各支部長）

�5月18日 医療機関における適正受診に係る普及

啓発について（各支部長）

�5月21日 支部長・理事合同会議の次第について�

（各役員・各支部長）

５月21日 認定基準薬局制度基準薬局更新確認に

ついて（お願い）（各支部長）

５月24日 広島県薬剤師会認定基準薬局の調査に

ついて（お願い）（各支部長）

�5月24日 第39回広島県薬剤師会通常総会の承認

事項について（報告）（各支部長）

５月24日 平成22・23年度支部役員業務分担等に

ついて（依頼）（各支部長）

５月24日� 平成22・23年度広島県薬剤師会代議

員・同予備代議員の選出について（依

頼）（各支部長）

５月25日� 平成22年度広島県緩和ケア支援セン

ターの薬剤師研修への参加について

（お願い）（各支部長）

５月25日� 第39回広島県薬剤師会通常総会資料の

送付について（各支部長）

５月25日� 支部長・理事合同会議資料の送付につ

いて（各支部長）

５月28日 平成22年度６月からの福祉医療被公費

負担制度に係る各市町村の対応状況に

ついて（各支部長）

６月４日 薬剤師会認定基準薬局の平成２２年度

第２次認定について（依頼）（各支部

長）

６月８日 平成22年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」

普及運動の実施について（各支部長）

６月16日 船員保険被保険者証の切り替えについ

て（各支部長）

６月18日 「ブラウンバッグ運動－薬局薬剤師に

よる服用薬の包括的な併用実態調査」

報告書について（お知らせ）（各支部

長）
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平成22年４月常務理事会議事要旨◆

日 時：平成22年４月15日（木）��18：30～20：20
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長

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

欠席者：大塚副会長
議事要旨作製責任者：田口常務理事

１．報告事項
（１）３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

＜前田会長挨拶＞
皆様理事を快く受けていただきありがとうございま

す。分担や選任の仕事が残っていますので、まとめて
いければと思っています。５月に実習も動きだします
し、支部への対応、総会に向けて整備をしながらまと
めていきたいと思います。大学の担当の質問は田口先
生よろしくお願いします。野村副会長が筆頭副会長で
すので頑張っていただきたいと思います。

（前田会長）
ア．代議員会打合会

３月19日（金）に開催され、広島市薬からの
質問事項を担当者と整理をしたと報告された。

イ．日本薬剤師会法制委員会（第３回）
３月26日（金）に日薬で開催され、前期２年
間の最後の会議だった。その間、薬事法の一
部改正等があった。また、インターネット訴
訟が３月30日に結論が出て、対面販売の妥当
性を認めるという判決が出たと報告された。

ウ．全体理事会
４月10日（土）にメルパルクHIROSHIMA
で開催され、その席で賛同された学校薬剤師
部会の立ち上げに対し、謝意があった。また、
学薬部会で県薬の役割を果たしていきたいと
報告された。

（木平副会長）
ア．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調

整機関評議員・運営委員合同会議
３月27日（土）に岡山・ピュアリティまき
びで開催され、継続的な受け入れ体制の整
備、ワークショップ、予算等が議題となった。
予算は、今まで各県合計で400万円だったが、
300万円になり、各県の負担割合が変更され
た。広島県薬については、12万円負担金が減
ることになった。全体の収入も50万円減にな
ると報告された。

（野村副会長）
ア．平成21年度第２回ひろしま食育・健康づくり

実行委員会
３月16日（火）に国保会館で開催され、今年
度どうするかが話し合われ、食育に特化して
いくことになった。今までどおり、健康福祉
祭、フードフェスティバルも開催されると報
告された。

（松下副会長）
ア．広島県医療安全推進協議会

３月25日（木）に県庁で開催され、医科・歯
科に対する苦情は、３件あったが、特に問題
なく処理された。薬剤師に対する苦情は、過
去２年間なかったと報告された。

イ．第18回中国地方社会保険医療協議会広島部会
３月25日（木）に中国四国厚生局で開催され、
新規、更新の審査を行い、その中で１件調剤
センター薬局というのがあり、ガイドライン
の徹底がされてないのではないかという指摘
があったと報告された。

ウ．第73回日本薬剤師会臨時総会
３月29日（月）に日薬で開催され、豊見専務
理事が日薬理事、鳥取県薬の小林会長が日薬
中国ブロック理事として承認されたと報告さ
れた。

エ．やなぎだ稔氏来会
４月５日（月）に推薦状をお願いしたいと本
人が来会され、先ほど連盟で協議し、厚労省
の委員もしていることもあり、推薦すること
に決まった。併せて、これまでどおり藤井基
之氏を引き続き押すと報告された。

（豊見専務理事）
ア．中国四国厚生局との打合せ

３月19日（金）に下記の説明会の打合せを
行ったと報告された。

イ．平成22年度調剤報酬改定等説明会
・西部１ ３月25日（木） 於 西区民文化

センター
・西部２ ３月26日（金） 於 佐伯区民文

化センター
・東部 ３月27日（土） 於 福山ニュー

キャッスルホテル
・西部３ ３月28日（日） 於 広島県薬剤

師會館
４会場で６回講演を行い、出席者が多く今後、
開催場所をどこにするか考える必要があると
報告された。

ウ．平成21年度第２回緩和ケア推進連絡協議会
３月24日（水）に広島県緩和ケア支援セン
ターで開催され、名越センター長が退職され
たため、今後少し変わるのではないかと報告
された。またリストが喜ばれていたと報告さ
れた。

エ．調剤報酬専門役 診療報酬改定説明会（調
剤）
４月７日（水）に基金本部で開催され、その
内容についてさらにわかりやすい形にして、
近日中にＱ＆Ａとして一斉同報し、また、ハ
イリスク薬についての質問が非常に多くあっ
た。ハイリスク薬が処方されているからと
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いって単にそのまま算定すると、指導の対象
となるかもしれないと報告された。

オ．日本薬剤師会平成22年度第１回理事会
４月14日（水）に日薬で開催され、日薬会館
設立の件で、20億円プラス諸経費という形が
曖昧なので、23億円ということで５月に臨時
総会を開催し、決定するのではないかとの報
告があった。また、業務分担の相談があった
と報告された。

（青野常務理事）
ア．広報委員会

４月９日（金）に開催され、５月号の原稿の
集まりをチェックし、４月22日（木）に最終
広報委員会を開催すると報告された。

（政岡常務理事）
ア．認定基準薬局制度運営協議会

３月25日（木）に開催され、確認表等の文言
のチェックを行い、正会員Ａ又はＢと入れた
と報告された。

２．審議事項
（１）平成22年度常置委員会について

〃 特別委員会・協議会等について
〃 事業計画及び業務分担について

（２）全体理事会について
４月23日（金） 午後７時～

（３）第39回広島県薬剤師会通常総会について
５月22日（土） 午後３時～
運営について、次のとおり決定した。
司会：藤山常務理事、開会の辞：松下副会長、
閉会の辞：木平健治副会長

（４）�支部長･理事合同会議の議題について
５月22日（土） 午後１時30分～
各支部より、議題を提出していただくよう依
頼することとした。

（５）第43回日本薬剤師会学術大会長野大会の宿泊
事前予約について
期 日：10月10日（日）・11日（月・祝）
場 所：ホクト文化ホール（長野県県民文

化会館）・ビッグハットほか
締 切：４月20日（火）
参加希望者は、４月20日（火）までに事務局
に連絡することになった。

（６）広島プライマリ・ケア研究会世話人役員の推
薦について
推薦人数：２名
任 期：平成22年４月１日～平成24年３月

31日 ２年間
推薦締切：４月30日（金）
木平副会長、重森常務理事を推薦することに
なった。

��（７）子育て応援団すこやか2010のサポートゾーン
への協力について
日 時：５月22日（土）・23日（日） 午

前10時～午後４時
場 所：広島県立総合体育館 広島グリー

ンアリーナ������
主 催：子育て応援団実行委員会

主担当を平田常務理事とし、協力することに
なった。

（８）第13回広島国際アニメーションフェスティバ
ルへの協力について
期 日：８月７日（土）～11日（水）
場 所：アステールプラザ
平成20年度と同様に、協賛金50,000円を支出
することし、協力することになった。

（９）平成22年度「看護の日」広島県大会式典への
出席について
日 時：５月15日（土） 午後１時15分～

３時30分
場 所：広島県民文化センター
野村副会長が出席することになった。

（10）認知症の人と家族の会広島県支部・第29回記
念大会への出席について
日 時：５月29日（土） 正午～３時30分
場 所：広島県民文化センター
松下副会長が出席することになった。

（11）「薬剤師のためのドーピング防止ガイドブッ
ク2010年版」について
有償：１冊130円
西部と東部の開催を見込み、300冊購入する
ことになった。

（12）キャリアカレッジジャパンからの講師依頼に
ついて
一民間企業のため断ることになった。個人的
に依頼があっても、薬剤師会の肩書きは、使
用しないことになった。

（13）ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮＷ）理事会・
総会、広島県支部総会への参加について
日 時：４月24日（土） 午後２時30分～�
場 所：広島医師会館
野村副会長が参加することになった。

（14）県立総合精神保健福祉センター（パレアモ
ア）からの自殺対策研修の協力依頼について
情報センターの定例研修会または単独で開催
する方向で野村副会長、原田情報センター長
で対応するこになった。

（15）第４回日本緩和医療薬学会について
期 日：９月25日（土）・26日（日）
場 所：鹿児島市民文化ホール
村上副会長、青野・有村各常務理事が参加す
ることになり、旅費等は、保険薬局部会より
支出することになった。

（16）広島県後発医薬品使用推進協議会報告書の概
要及び配付について
部 数：６００冊
各支部に会員割合で配付することになった。

（17）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成22年度広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及

運動の後援名義使用について
実施期間：平成22年６月20日（日）～７月19

日（月）
主 催：広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及

運動実行委員会
協 賛：広島県、広島県警察本部、広島県

教育委員会ほか
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（毎年・承諾）
後援名義の使用については、承諾することに
なった。

イ．平成22年度広島県農薬危害防止運動の後援に
ついて（資料18）
期 間：平成22年６月１日～８月31日
主 催 ： 広島県
（毎年・承諾）
後援名義の使用については、承諾することに
なった。

（18）第60回“社会を明るくする運動”広島県推進
委員会への参画及び出席について
日 時：５月14日（金） 午後１時30分～３

時30分
場 所：鯉城会館（広島県民文化センター内）
委員会に参画することになった。

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について（野村副会長）

５月20日（木） 午後６時（議事要旨作製責
任者【予定】 谷川正之常務理事）

（２）今後の常務理事会議事要旨責任者予定一覧表
について（資料19）

（３）支部等総会の開催について
広島県病院薬剤師会 ５月15日（土） 於
エソール広島
安芸支部 ５月30日（日） 於 サンピア・
アキ
広島県学校薬剤師会 ６月５日（土） 於
広島県薬剤師會館
広島支部 ６月12日（土） 於 広島県薬剤
師會館

（４）日薬会館建設特別委員会の議事要旨について
（５）その他行事予定

ア．日本薬剤師会常務理事打合会
４月20日（火） 於 東京・日薬

イ．日本薬剤師会平成22年度第１回都道府県会長
協議会（会長会）
４月21日（水） 於 東京・日薬

ウ．監査会
４月22日（木）

エ．広報委員会
４月22日（木）

オ．全体理事会
４月23日（金）

カ．日本薬剤師会議事運営委員会
４月23日（金） 於 東京・日薬

キ．ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮＷ）理事会・
総会、広島県支部総会
４月24日（土） 於 広島医師会館

ク．第19回中国地方社会保険医療協議会広島部会
４月27日（火） 於 中国四国厚生局

ケ．日本薬剤師会常務理事打合会
４月27日（火） 於 東京・日薬

コ．新薬創出・適応外薬解消等促進加算説明会
４月28日（水） 於 広島県薬剤師會館

サ．中国新聞健康フォーラム「肺と中高年の息切
れ～肺年齢を調べてみませんか～」
５月９日（日） 於 広島国際会議場

シ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月11日（火） 於 東京・日薬

ス．広島県病院薬剤師会
５月15日（土） 於 エソール広島

セ．平成22年度「看護の日」広島県大会
５月15日（土） 於 広島県民文化センター

ソ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月18日（火） 於 東京・日薬

タ．常務理事会
５月20日（木）

チ．支部長･理事合同会議
５月22日（土） 於 広島県薬剤師會館

ツ．第39回広島県薬剤師会通常総会
５月22日（土） 於 広島県薬剤師會館

テ．子育て応援団すこやか2010
５月22日（土）・23日（日） 於 広島グリ
ーンアリーナ

ト．日本薬剤師会常務理事打合会
５月25日（火） 於 東京・日薬

ナ．日本薬剤師会平成２２年度第２回理事会
５月26日（水） 於 東京・日薬

ニ．日本薬剤師会第７４回臨時総会
５月26日（水） 於 東京・ホテルイースト
21東京

ヌ．認知症の人と家族の会広島県支部第２９回記
念大会
５月29日（土） 於 広島県民文化センター

ネ．逆流性食道炎市民公開講座
５月29日（土） 於 広島ＹＭＣＡ

ノ．安芸支部総会
５月30日（日） 於 サンピア・アキ

ハ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月１日（火） 於 東京・日薬

ヒ．広島県学校薬剤師会総会
６月５日（土） 於 広島県薬剤師會館

フ．福山大学卒後教育研修会
６月５日（土） 於 福山大学社会連携研究
推進センター

ヘ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月８日（火） 於 東京・日薬

ホ．平成22年度（財）暴力追放広島県民会議理事
会・評議員会
６月８日（火） 於 鯉城会館

マ．（社）全国脊髄損傷者連合会第９回総会広島
県大会
６月10日（木）～12日 於 広島市

ミ．平成22年度広島県四師会役員連絡協議会
６月11日（金） 於 未定

ム．広島支部総会
６月12日（土） 於��広島県薬剤師會館

メ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月15日（火） 於 東京・日薬

モ．常務理事会
６月17日（木）

ヤ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月22日（火） 於 東京・日薬

ユ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月29日（火） 於 東京・日薬
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ヨ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月29日（火） 於 東京・日薬

ラ．日本薬剤師会平成22年度第３回理事会
６月30日（水） 於 東京・日薬

リ．日本薬剤師会平成22年度第２回都道府県会長
協議会（会長会）
６月30日（水） 於 東京・日薬

ル．日本薬剤師会常務理事打合会
６月30日（水） 於 東京・日薬

平成22年５月常務理事会議事要旨◆
日 時：平成22年５月20日（木） 18：30～21：00
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長

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

欠席者：木平副会長、有村常務理事
議事要旨作製責任者：谷川常務理事

１．報告事項
（１）４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．全体理事会
４月23日（金）に開催され、第39回通常総会
に向けて、資料の内容について審議したと報
告された。

イ．選考委員会
５月10日（月）に開催され、県薬賞、同功労
賞、同有功賞の受賞者、また、このたび100
才を迎えられた鈴木文枝氏、岡田新一氏の両
名に感謝状を贈ることで決定したと報告され
た。

（大塚副会長）
ア．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保険薬

局指定申請薬局との共同研修会
２月21日（日）に広島県薬剤師會館で開催さ
れ、68名の出席があったと報告された。

イ．会員委員会
３月16日（火）に開催され、広島支部より質
問のあった、認定基準薬局制度における家族
会員の扱いについて検討したと報告された。

ウ．日本薬剤師会平成21年度全国学校薬剤師担当
者会議
３月17日（水）に日薬で開催され、薬物乱用
等について討議されたと報告された。

エ．「がん検診へ行こうよキャンペーン広島
2009」協力会議
３月24日（水）に広島医師会館で開催され、
平成21年度の事業報告等があったと報告され
た。

オ．�ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会
４月28日（水）に本通ドムスで開催され、６

月19日（土）にマツダスタジアムで開催され
る対ヤクルト戦で、ピンクリボンdeカープ
と称して、マンモグラフィの無料検診等が行
われることになった。また、今後、サンフ
レッチェ、広響とも同様の企画があると報告
された。

カ．会員委員会
５月６日（木）に開催され、支部から推薦の
あった県薬賞、同功労賞、同有功賞の受賞候
補者について審議したと報告された。その結
果を、５月10日（月）に開催された選考委員
会へ上程したと報告された。

キ．業務分担④担当理事打合会
５月12日（水）に開催され、平成22年度事
業計画について協議し、広島県薬剤師会認
定基準薬局制度研修会を、広島で７月４日
（日）・２月６日（日）、福山で10月17日
（日）に開催すること、高度管理医療機器等
の販売等に係る継続研修会を10月31日（日）
広島県薬剤師會館で開催すること等、事業内
容、日程調整等を決定したと報告された。

（松下副会長）
ア．日本薬剤師会平成22年度第１回都道府県会長

協議会（会長会）
４月21日（水）に日薬で開催され、日薬会館
建設等の説明があった。会館建設のための資
金等の取り扱いについては、５月26日（水）
に開催される日薬臨時総会で議決される予定
であると報告された。

イ．日本薬剤師会議事運営委員会
４月23日（金）に日薬で開催され、５月26日
（水）に開催される日薬臨時総会の議事運
営、正・副議長選出等について説明があった
と報告された。

ウ．第19回中国地方社会保険医療協議会広島部会
４月30日（金）に中国四国厚生局で開催さ
れ、新規５件、更新21件の審査を行い、すべ
て指定されたと報告された。

（村上副会長）
ア．業務分担③担当理事打合会

５月11日（火）に開催され、平成22年度事業
計画について協議し、第31回県薬学術大会を
11月21日㈰広島県薬剤師會館で開催するこ
と、薬学教育機関等の関係強化・薬局実務実
習への協力、広島県薬剤師研修協議会への協
力、認定実務実習指導養成ＷＳを２回開催す
ること等が決定したと報告された。

イ．禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）打合会
５月18日（火）に尾道医師会館で開催され、
７月25日（日）開催予定の講習会の内容につ
いて検討し、午前中は、医師、保健師等で
ワーキング、午後から、市民公開講座とし
て、講師に、ＮＨＫ「ためしてガッテン」の
プロデューサーである、北折一氏を講師に招
く予定であると報告された。

ウ．平成22年度「薬剤師禁煙支援アドバイザー講
習会」打合会
５月19日（水）に開催され、８月１日（日）
に開催する講習会の内容について検討し、
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チームに分かれて、実質的なＷＳ形式で行う
ことに決定したと報告された。

（豊見専務理事）
ア．平成22年度社会保険医療担当者（薬局）指導

打合会
５月20日（木）
新指導監査課長ら４名の来会があり、共同指
導、個別指導、集団指導等の年間スケジュー
ルの説明等があったと報告された。

（青野常務理事）
ア．広報委員会

４月22日（木）、５月７日（金）に開催さ
れ、４月22日（木）に５月号の最終チェック
を行い、５月７日（金）に７月号の内容、原
稿依頼等について検討したと報告された。

（谷川常務理事）
ア．合同広報委員会

４月27日（火）に開催され、平井前担当副会
長、新広報委員会委員とで、意見交換を行っ
たこと、２チームの交替制とし、７月号は、
青野チーム、９月号は、谷川チームが行うと
報告された。

（野村副会長）
ア．監査会

４月22日（木）に開催され、水戸・児玉各監
事へ、各担当者から平成21年度の事業報告・
収支計算書について説明をし、了承されたと
報告された。

イ．ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮＷ）理事会・
総会、広島県支部総会
４月24日（土）に広島医師会館で開催され、
平成21年度事業報告・収支決算書、平成22年
度事業計画・収支予算について報告・説明が
あったと報告された。

ウ．業務分担①担当理事打合会
４月26日（月）に開催され、平成22年度事業
計画について検討した。広島県地域保健対策
協議会（特別委員会）への参画としては、本
会でＷＧを立ち上げ、県薬務課と話合いを行
い、協議会へ内容を提議すること、広島プラ
イマリ・ケア研究会が８月開催予定であるこ
と、薬草に親しむ会を西部地区で検討してい
ること、第27回広島県薬事衛生大会を11月下
旬から12月上旬で日程調整を行うこと、薬事
衛生指導員講習会をパレアモアと共同で開催
し、自殺防止・予防について講演をしてもら
うことになったこと、学校薬剤師部会を設置
し、検討していくこと等報告された。

エ．子育て応援団すこやか2010打合会
４月30日（金）に開催され、昨年と同じ内容
で行うことになったと報告された。

オ．平成22年度「看護の日」広島県大会
５月15日（土）に広島県民文化センターで開
催され、湯﨑県知事、林県議会議長が出席さ
れ、ナイチンゲール賞授与式があったと報告
された。

（平田常務理事）
ア．平成22年度第１回ひろしま食育・健康づくり

実行委員会ワーキング会議

５月13日（木）�於 国保会館
平成21年度事業報告、収支決算書の報告が
あったこと、実行委員会委員役員改選があっ
たこと、事務局を県健康対策課健康増進室に
置くこと、事業は、ほぼ昨年同様であるが、
小中学生対象に食育コンクールがあると報告
された。

（二川常務理事）
ア．平成22年度第１回公益社団法人化特別委員会

５月10日（月）
日薬の公益法人制度改革ＷＧの議事録を取り
寄せていること、日薬が会館建設等で公益法
人申請が遅れるとのこと、今後は、定款、事
業、予算等を同時進行で作業を進めていくこ
と等報告された。

（石原事務局長）
ア．「がん検診へ行こうよ」推進会議

４月27日（火）に県庁本館で開催され、湯﨑
県知事が検診率全国１位を目指すと宣言され
たこと、関係団体が連携して啓発活動を進め
ていくと報告された。

イ．第60回“社会を明るくする運動”広島県推進
委員会
５月14日（金）に鯉城会館で開催され、本年
度が60回の節目にあたること、県内３カ所を
モデル地区とすること、犯罪防止、犯罪求職
支援等の運動を展開することが報告された。

２．その他の委員会等報告事項
（１）支部等総会報告

ア．広島県病院薬剤師会
５月15日（土） 於 エソール広島

３．審議事項
（１）支部長･理事合同会議について

５月22日（土） 午後１時30分～
会議議題について、追加・訂正があった。

（２）平成22年度広島県四師会役員連絡協議会の出
席及び協議事項について
日 時：６月11日（金） 午後６時30分～
場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３Ｆ オーキッド
出席者の確認を行い、協議事項は、なしと決
定した。

（３）広島県医療費適正化計画中間評価検討委員会
委員の推薦について
推薦者：前田泰則会長
前田会長を推薦することになった。

（４）広島県地域医療推進機構（仮称）設立検討委
員会及びワーキンググループへの参画につい
て
委員会に野村副会長、ワーキンググループに
藤山常務理事が参画することになった。

（５）暴力追放広島県民会議評議員の再任について
再任者：前田泰則会長
前田会長が再任することになった。

（６）名誉会員について
前田会長から、今回、感謝状を贈る鈴木文枝
氏、岡田新一氏を名誉会員として、理事会で
了承を得て、次回、代議員会に提議したい旨
の説明があった。今後、会員委員会で、名誉
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会員について、年齢、会費等を審議したうえ
で、理事会へ提議することになった。

（７）中区民生委員児童委員協議会児童福祉部会研
修会の講師派遣について
日 時：９月17日（金） 午後２時～
場 所：中区地域福祉センター大会議室

（中区大手町4－1－1）
受 講 者：中区民生委員児童委員協議会児童

福祉部会委員約60人
内 容：薬剤師からみる「ドラッグの恐怖」

について
研修時間：80分程度（講演70分、質疑応答10分）
豊見専務理事が講師をすることになった。

（８）第21回ジュノー記念祭への参加について
日 時：６月13日（日） 午前10時30分～
場 所：広島平和公園ジュノー記念碑前
野村副会長が出席することになった。

（９）県民公開講座の開催について
谷川常務理事から、県薬学術大会か広島県薬
事衛生大会で、県民公開講座を開催したらど
うかと提案があり、協議の結果、広島県薬事
衛生大会実行委員会へ提議してみることに
なった。

（10）ピンクリボンdeカープについて
開催日：６月19日（土）
場 所：MAZDA Zoom－Zoomスタジアム広島
会場案内・整理 ： 薬剤師会 ３人
平田・藤山各常務理事が参加すること、中川
理事へ参加可能か問い合わせをすることが定
した。

（11）青少年育成広島県民会議第22回通常総会への
参加について
日 時：６月15日（火） 午後１時30分～
場 所：エソール広島
石原事務局長が出席することになった。

（12）社団法人日本柔道整復師会第35回中国学会広
島大会への参加について
日 時：７月17日㈯ 午後６時～
場 所：広島国際会議場ヒマワリ
松下副会長が出席することになった。

（13）後援、助成及び協力依頼等について
ア．第21回ジュノー記念祭に対する共催及び補助

金について
日 時：６月13日（日） 午前10時30分～
場 所：広島平和公園ジュノー記念碑前
主 催：広島県医師会、日本赤十字社広島県支

部外
（毎年・承諾、前年度補助金額３万円）
共催について承諾すること、補助金について
３万円協力することで決定した。

イ．ひろしま夏の芸術祭2010事業への協賛につい
て
期 間：７月３日（土）～９月５日（日）
（前年度協賛金額５万円）
協賛金として、５万円協力することで決定し
た。

ウ．平成22年度健康づくりポスター募集の後援に
ついて
主 催：広島県国民健康保険団体連合会

後 援：広島県、広島県教育委員会外
（毎年・承諾）
後援名義の使用については、承諾することに
なった。

エ．ひろしまＤネット・広島ダルク共催の来てみ
んさい！広島ダルク～第１回青少年を薬物乱
用・依存から救い出す市民フォーラム～の名
義後援について
日 時：６月20日（日） 午前10時30分～
場 所：広島市青少年センター・ホール
後援名義の使用については、承諾することに
なった。

４．その他
（１）第39回広島県薬剤師会通常総会について

５月22日（土）午後３時から広島県薬剤師會
館で開催され、表彰者代表として、謝辞を、
谷川正之氏（広島支部）が行うと報告され
た。

（２）�次回常務理事会の開催について
６月17日（木） 午後６時（議事要旨作製責
任者【予定】 二川勝常務理事）

（３）支部等総会の開催について（野村副会長）
三原支部 ５月22日（土） 於 三原国際ホ
テル
廿日市支部 ５月23日（日） 於 �宮島
コーラルホテル
福山支部 ５月28日（金） 於 福山ビッグ
ローズ
呉支部 ５月29日（土） 於 呉市薬剤師会
館
安芸支部 ５月30日（日） 於 サンピア・
アキ
広島県学校薬剤師会 ６月５日（土） 於
広島県薬剤師會館
広島支部 ６月12日（土） 於 広島県薬剤
師會館
広島県青年薬剤師会 ６月20日（日） 於
広島県薬剤師會館

（４）通信教育講座在宅専門薬剤師への道について
（資料20）（野村副会長）
５月21日（金）に、チラシを各支部へ送付
（25枚）すると報告された。

（５）その他行事予定
ア．平成22年度第１回ひろしま食育・健康づくり

実行委員会
５月21日（金） 於 国保会館

イ．支部長･理事合同会議
５月22日（土） 於 広島県薬剤師會館

ウ．第39回広島県薬剤師会通常総会
５月22日（土） 於 広島県薬剤師會館

エ．三原支部総会
５月22日（土） 於 三原国際ホテル

オ．子育て応援団すこやか2010
５月22日（土）・23日（日） 於 広島グリ
ーンアリーナ

カ．廿日市支部総会
５月23日（日） 於 宮島コーラルホテル

キ．広島県地域保健対策協議会平成22年度第１回
定例理事会
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５月24日（月） 於 リーガロイヤルホテル
広島

ク．広島県知事との意見交換会
５月24日（月） 於 リーガロイヤルホテル
広島

ケ．日本薬剤師会常務理事打合会
５月25日（火） 於 東京・日薬

コ．日本薬剤師会平成22年度第２回理事会
５月26日（水） 於 東京・日薬

サ．日本薬剤師会第74回臨時総会
５月26日（水） 於 東京・ホテルイースト
21東京

シ．第20回中国地方社会保険医療協議会広島部会
５月27日（木） 於 中国四国厚生局

ス．平成22年度広島県地域保健対策協議会�薬務
課との打合会
５月27日（木）

セ．福山支部総会
５月28日（金） 於 福山ビッグローズ

ソ．呉支部総会
５月29日（土） 於 呉市薬剤師会館

タ．認知症の人と家族の会広島県支部第29回記念
大会
５月29日（土） 於 広島県民文化センター

チ．逆流性食道炎市民公開講座
５月29日（土） 於 広島ＹＭＣＡ

ツ．安芸支部総会
５月30日（日） 於 サンピア・アキ

テ．広島県薬剤師研修協議会
６月１日（火）

ト．日本薬剤師会常務理事打合会
６月１日（火） 於 東京・日薬

ナ．ピンクリボンキャンペーンin広島実行委員会
６月２日（水） 於 本通ドムス

ニ．ひろしま健康づくり県民運動推進会議総会
６月４日（金） 於 県庁・北館

ヌ．広島県学校薬剤師会総会
６月５日（土） 於 広島県薬剤師會館

ネ．福山大学卒後教育研修会
６月５日（土） 於 福山大学社会連携研究
推進センター

ノ．広報委員会
６月８日（火）

ハ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月８日（火） 於 東京・日薬

ヒ．薬学生実務実習受け入れ支部担当責任者会議
６月10日（木）

フ．広島県薬務課との平成22年度事業打合会�
６月11日（金）

ヘ．平成22年度広島県四師会役員連絡協議会
６月11日（金） 於 ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル広島

ホ.�（社）全国脊髄損傷者連合会第９回総会広島
県大会
６月11日（金） 於 ホテルグランヴィア広島

マ．広島支部総会
６月12日（土） 於��広島県薬剤師會館

ミ．平成22年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
６月13日（日） 於 広島県薬剤師會館

ム．平成22年度広島県薬物乱用対策推進本部幹事
会会議
６月15日（火） 於 県庁・税務庁舎

メ．青少年育成広島県民会議第22回通常総会
６月15日（火） 於 エソール広島

モ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月15日（火） 於 東京・日薬

ヤ．公益社団法人化特別委員会
６月17日（木）

ユ．常務理事会
６月17日（木）

ヨ．広島県青年薬剤師会総会
６月20日（土） 於��広島県薬剤師會館

ラ．広報委員会
６月22日（火）

リ．日本薬剤師会常務理事打合会
６月22日（火） 於 東京・日薬

ル．日本薬剤師会常務理事打合会
６月29日（火） 於 東京・日薬

レ．日本薬剤師会日薬賞等選考委員会
６月29日（火） 於 東京・日薬

ロ．日本薬剤師会平成22年度第３回理事会
６月30日（水） 於 東京・日薬

ワ．日本薬剤師会平成22年度第２回都道府県会長
協議会（会長会）
６月30日（水） 於 東京・日薬

ン．日本薬剤師会共済部総会
６月30日（水） 於 東京・日薬

Ａ．日本薬剤師会議事運営委員会
７月１日（火） 於 東京・日薬

Ｂ．平成22年度ヒロシマ薬剤師研修会
７月４日（日） 於 広仁会館

Ｃ．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

７月４日（日）
Ｄ．医療薬学フォーラム2010／第18回クリニカル

ファーマシーシンポジウム
７月10日（土）・11日（日） 於 広島国際
会議場

Ｅ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月13日（火） 於 東京・日薬

Ｆ．公益社団法人化特別委員会
７月15日（木）

Ｇ．常務理事会
７月15日（木）

Ｈ．日本薬剤師会平成22年度試験検査センター連
絡協議会
７月15日（木）・16日（金） 於 東京

Ｉ．厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養
成のためのワークショップ「第29回薬剤師の
ためのワークショップ中国・四国in福山」
７月18日（日）・19日（月・祝） 於 福山
大学

Ｊ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月20日（火） 於 東京・日薬

Ｋ．新薬剤師研修会
７月25日（日） 於 広島県薬剤師會館

Ｌ．日本薬剤師会常務理事打合会
７月27日（火） 於 東京・日薬
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日 付 行 事 内 容

４月21日 水 日本薬剤師会平成22年度第１回
都道府県会長協議会（会長会）
� （東京）

22日 木 ・監査会
・広報委員会

23日 金 ・全体理事会
� （広島県薬剤師會館）
・日本薬剤師会議事運営委員会

� （東京）

24日 土 ＩＰＰＮＷ日本支部（ＪＰＰＮ
Ｗ）理事会・総会、広島県支部
総会� （広島医師会館）

26日 月 業務分担①担当理事打合会

27日 火 ・合同広報委員会
・自殺対策講習会打合会
・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・「がん検診へ行こうよ」推進

会議� （県庁）

28日 水 ・新薬創出・適応外薬解消等促
進加算説明会

・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）

30日 金 ・第19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）
・子育て応援団すこやか2010打

合会�

５月１日～
６月30日

平成22年度不正大麻・けし撲滅
運動

５月６日 木 会員委員会

７日 金 広報委員会

日 付 行 事 内 容

９日 日 中国新聞健康フォーラム「肺と
中高年の息切れ～肺年齢を調べ
てみませんか～」
� （広島国際会議場）

10日 月 ・選考委員会
・平成22年度第１回公益社団法

人化特別委員会

11日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・広島県保健医療部医療政策課

来会�
・業務分担③担当理事打合会�

12日 水 ・広島県総務管理部文化芸術課
来会

・業務分担④担当理事打合会

13日 木 平成22年度第１回ひろしま食
育・健康づくり実行委員会ワー
キング会議（国保会館）

14日 金 第60回“社会を明るくする運
動”広島県推進委員会
� （鯉城会館）

15日 土 ・平成22年度「看護の日」広島
県大会�（広島県民文化センター）

・広島県病院薬剤師会総会
� （エソール広島）

18日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・禁煙アドバイザー育成講習会

（in尾道）打合会
� （尾道医師会館）

19日 水 平成22年度「薬剤師禁煙支援ア
ドバイザー講習会」打合会

20日 木 ・平成22年度社会保険医療担当
者（薬局）指導打合会

・常務理事会

21日 金 平成22年度第１回ひろしま食育
・健康づくり実行委員会
� （国保会館）
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日 付 行 事 内 容

５月22日 土 ・子育て応援団すこやか2010
� （広島グリーンアリーナ）
・支部長･理事合同会議
・第39回広島県薬剤師会通常総

会�
・三原支部総会
� （三原国際ホテル）

23日 日 ・子育て応援団すこやか2010
� （広島グリーンアリーナ）
・廿日市支部総会
� （宮島コーラルホテル）

24日 月 ・広島県地域保健対策協議会平
成22年度第１回定例理事会

� （リーガロイヤルホテル広島）
・広島県知事との意見交換会
� （リーガロイヤルホテル広島）

25日 火 日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）

26日 水 ・日本薬剤師会平成22年度第２
回理事会

� （東京）
・日本薬剤師会第74回臨時総会
� （東京）

27日 木 ・第20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）
・平成22年度広島県地域保健対

策協議会�薬務課との打合会�

28日 金 山県支部総会
� （千代田中央公民館）

29日 土 ・認知症の人と家族の会広島県
支部第29回記念大会

� （広島県民文化センター）
・逆流性食道炎市民公開講座
� （広島YMCA）
・呉支部総会（呉市薬剤師会館）

30日 日 安芸支部総会（サンピア・アキ）

日 付 行 事 内 容

６月１日～
６月７日

平成22年度ＨＩＶ検査普及週間
inひろしま

６月１日～
８月31日

平成22年度広島県農薬危害防止
運動

１日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・広島県薬剤師研修協議会

２日 水 ピンクリボンキャンペーンin広
島実行委員会� （本通ドムス）

４日 金 ひろしま健康づくり県民運動推
進会議総会� （県庁・北館）

５日 土 福山大学卒後教育研修会
（福山大学社会連携研究推進セ
ンター）

６日 日 安佐支部総会
（安佐南区総合福祉センター）

７日 月 ・第31回広島県薬剤師会学術大
会実行委員会

・日本薬剤師会共済部理事会
� （東京）

８日 火 ・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）
・広報委員会

９日 水 ・薬学教育に関する特別委員会
実習受入体制整備検討会・実
習指導体制整備検討会（合
同）� （東京）

・第１回広島県地域医療推進機
構（仮称）設立検討委員会

� （県庁・北館）

10日 木 ・薬学生実務実習受け入れ支部
担当責任者会議

・㈳全国脊髄損傷者連合会第９
回総会広島県大会
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日 付 行 事 内 容

６月11日 金 ・広島県薬務課との平成22年度
事業打合会

・正・副会長会議
・広島県四師会社会保険担当理

事連絡協議会
�（ANAクラウンプラザホテル）
・平成22年度広島県四師会役員

連絡協議会
�（ANAクラウンプラザホテル）
・㈳全国脊髄損傷者連合会第９

回総会広島県大会
� （ホテルグランヴィア広島）

12日 土 ・広島支部総会
� （広島県薬剤師會館）
・尾道支部総会

（ナカタ・マックコーオイ
レーション会議室）

・広島佐伯支部総会
（じゃんじゃか五日市店）

・㈳全国脊髄損傷者連合会第９
回総会広島県大会

� （ホテルグランヴィア広島）

13日 日 ・平成22年度抗HIV薬服薬指導
研修会

・第21回ジュノー記念祭
（広島平和公園ジュノー記念碑前）

14日 月 日本薬剤師会医薬品試験委員会
� （東京）

15日 火 ・平成22年度広島県薬物乱用対
策推進本部幹事会会議

� （県庁・税務庁舎）
・青少年育成広島県民会議第22

回通常総会（エソール広島）
・日本薬剤師会常務理事打合会
� （東京）

16日 水 ・21世紀、県民の健康とくらし
を考える会企画会

� （広島医師会館）
・日本薬剤師会環境衛生委員会
� （東京）

日 付 行 事 内 容

17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）

・公益社団法人化特別委員会
・選考委員会
・常務理事会

18日 金 平成22年度広島県地域保健対策
協議会事業ＷＧ

19日 土 ピンクリボンdeカープ
（MAZDA Zoom－Zoomスタ��

ジアム広島）

６月20日～
７月19日

平成22年度広島県「ダメ。ゼッ
タイ。」普及運動

20日 日 ・広島県青年薬剤師会総会
� （広島県薬剤師會館）
・ひろしまＤネット・広島ダル
ク共催の来てみんさい！広島
ダルク～第１回青少年を薬物
乱用・依存から救い出す市民
フォーラム～
� （広島市青少年センター）
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行事予定（平成22年７月）
2010/７/３～９/５ ひろしま夏の芸術祭2010

７月４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

〃 平成22年度ヒロシマ薬剤師研修会（広仁会館）

〃 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）「よりよい地域医療を応援する会」設立記

念セミナー（アクロス福岡・国際会議場）

７月６日（火）広島県乳幼児事故防止等検討専門委員会（県庁）

７月10日（土）医療薬学フォーラム2010／第18回クリニカルファーマシーシンポジウム

（広島国際会議場）

７月11日（日）医療薬学フォーラム2010／第18回クリニカルファーマシーシンポジウム

（広島国際会議場）

７月13日（火）日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

７月14日（水）日本薬剤師会議事運営委員会（東京）

７月15日（木）平成22年度薬物関連問題相談研修会（第１回）（広島県立総合精神保健

福祉センター）

〃 日本薬剤師会平成22年度試験検査センター連絡協議会（東京都内）

７月16日（金）日本薬剤師会平成22年度試験検査センター連絡協議会（東京都内）

７月1７日（土）社団法人日本柔道整復師会第35回中国学会広島大会（広島国際会議場）

〃 2010年度理学療法週間事業地域リハビリテーションセミナーin広島

（YMCAホール２号館）

７月18日（日）社団法人高知県薬剤師会移転記念祝賀会（高知新阪急ホテル）

〃 厚生労働省による認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ

７月19日（月）「第29回薬剤師のためのワークショップ中国・四国in福山」（福山大学）

７月20日（火）日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

７月22日（木）公益社団法人化特別委員会

〃 常務理事会

７月23日（金）平成22年度第１回中国・四国ブロックエイズ治療拠点病院等連絡協議会

（鯉城会館）

�
�
�
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行事予定（平成22年７～８月）

７月24日（土）日薬代議員中国ブロック会議（山口）

７月25日（日）禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）（尾道市総合福祉センター）

〃 新薬剤師研修会（広島県薬剤師會館�）

〃 日薬代議員中国ブロック会議（山口）

７月2７日（火）日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

８月１日（日）薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会（広島県薬剤師會館）

８月３日（火）日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

８月10日（火）広島県医療審議会（県庁・北館）

８月1７日（火）平成22年度医薬品店舗販売業登録販売者試験（広島県立総合体育館）

〃 日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

８月19日（木）公益社団法人化特別委員会

〃 常務理事会

８月22日（日）広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成講習会（広島県薬剤師會館�）

８月24日（火）日本薬剤師会常務理事打合会（東京）

〃 第56回中国地区公衆衛生学会（島根県民会館）

８月25日（水）第56回中国地区公衆衛生学会（島根県民会館）

８月2７日（金）日本薬剤師会平成22年度第４回理事会（東京）

〃 日本薬剤師会平成22年度第３回都道府県会長協議会（会長会）（東京）

〃 日本薬剤師研修センター臨時全国薬剤師研修協議会実務担当者会議（石垣

記念館）

８月28日（土）第36回広島県国保診療施設地域医療学会（広島市文化交流会館）

〃 第７3回日本薬剤師会通常総会（グランドプリンスホテル赤坂）

〃 第2７回和漢医薬学会学術大会（京都）

８月29日（日）第７3回日本薬剤師会通常総会（グランドプリンスホテル赤坂）

〃 第2７回和漢医薬学会学術大会（京都）
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61

廿日市支部

平
ひら

賀
が

忠
ただ

久
ひさ

最近、娘のアルトサックスを取りあげて、

ひそかに曲の練習に励んでいます。夢は娘と

ジャズセッション。といっても四十の手習。

なかなか上手にならないです。指導を付けて

下さる方、ぜひ御連絡お待ちしています。

広島支部

吉
よし

田
だ

亜賀子

10年一昔といいますが、薬剤師人生を始め

てはや○○年。長期実務実習に携わりながら

薬学教育の変化に驚いています。薬剤師人生

第２弾を楽しみながら、学生に刺激されて少

し若返った気がしています。
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事� 務� 連� 絡

� 平成22年５月７日

社団法人広島県薬剤師会事務局長 様

広島県健康福祉局保健医療部薬務課長

（〒730-8511�広島市中区基町10-52）

薬務課執務室の変更について

平成22年度から薬務課の執務室が次のとおり変

更となりましたので御連絡します。

旧執務室：県庁本館６階東側

↓

新執務室：県庁本館６階西側（講堂の横）

� 担当 麻薬グループ

� 電話 082-513-3221（ダイヤルイン）

� （担当者 賀藤）

� 平成22年６月９日

各関係団体の長 様

� 広島県健康福祉局長

� 〒737-8511�広島市中区基町10番52号

� 業 務 課

2010年日本ＡＰＥＣ首脳会議等開催に伴う

毒物及び劇物の適正な保管管理について（通知）

このことについて、平成22年５月28日付けの薬

食発0528第４号により厚生労働省医薬食品局長か

ら別紙（写）のとおり依頼がありました。

ついては、毒物及び劇物の保管管理の徹底及び

事故の際の適切な処置が講じられるよう貴会会員

に周知してください。

別紙（写）

� 薬食発0528第４号

� 平成22年５月28日

各都道府県知事

各保健所設置市市長 殿

各特別区区長

� 厚生労働省医薬食品局長

2010年日本ＡＰＥＣ首脳会議等開催に伴う

毒物及び劇物の適正な保管管理について（依頼）

毒物及び劇物による事故の未然防止等について

は、かねてより種々御配慮いただき、厚く御礼申

し上げます。

今般、警察庁警備局長から、別添のとおり2010

年日本ＡＰＥＣ首脳会議等開催に伴う警備協力に

関する要望があったところであり、昭和52年３月

26日付け薬発第313号薬務局長通知「毒物及び劇

物の保管管理について」を踏まえ、毒物及び劇物

取締法（昭和25年法律第303号）に基づき、適切

に、毒物及び劇物の保管管理がなされているか改

めて点検するよう、貴管下関係業者に対する指導

方宜しくお願い致します。

また、毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事

態が生じた場合には、毒物及び劇物取締法第16条

の２に基づき、直ちに保健所・警察署・消防機関

に届け出る等の適切な処置が講じられるよう、併

せて指導方宜しくお願い致します。

� 警察庁丙備発第37号

� 平成22年４月15日

厚生労働省大臣官房長 殿

� 警察庁警備局長

2010年日本ＡＰＥＣ首脳会議等開催に伴う

警備協力について（要望）

貴台におかれましては、平素から警察運営に際
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して御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げる

次第です。

2010年日本ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）

につきましては、閣僚会議及び首脳会議が平成22

年11月10日から14日にかけて神奈川県横浜市にお

いて、また関連閣僚会合として、貿易担当大臣会

合が６月５日から６日までの間北海道札幌市で、

エネルギー大臣会合が６月19日から20日までの間

福井県福井市で、観光大臣会合が９月22日から９

月23日までの間奈良県奈良市で、中小企業大臣会

合が10月２日から３日までの間岐阜県岐阜市で、

食料安全保障担当大臣会合が10月16日から17日ま

での間新潟県新潟市で、電気通信・情報産業大臣

会合が10月30日から31日までの間沖縄県名護市で、

財務大臣会合が11月６日に京都府京都市で、それ

ぞれ開催される予定です。

本APEC首脳会議等の開催をめぐっては、国際

テロリストによるテロ、反グローバリズムを掲げ

る過激な勢力等による暴動、極左暴力集団や右翼

による「テロ、ゲリラ」事件等の発生が懸念され

るなど厳しい情勢にあります。

警察では、参加国・地域の首脳等の絶対安全と

諸行事の円滑な遂行を確保すべく、警備の万全を

期するため、全国警察の総力を挙げて警備諸対策

を推進しているところであります。

貴台におかれましても、本警備の重要性を御勘

案の上、次の事項につきまして指導を強化される

など適切な措置を講じられますよう要望いたしま

す。

厚生労働省に対する要望事項

１ 自主警備体制の強化

２ 連絡体制の確立

３ 関係情報及び不審者情報の警察への通報連絡

の徹底

４ 首脳、閣僚等来日期間中における会議等関連

地域での工事等の自粛

５ 業務用車両、身分証明書、制服等の管理及び

盗難・紛失時の警察への連絡の徹底

６ 交通総量抑制に関する協力

７ 首脳来日期間中における救急医療体制の確立

８ ＮＢＣテロ対策に係る警察との連携の強化

９ 病院、薬局、研究所等における毒劇物、爆発

物の原料となり得る化学物質等の管理強化の

指導

10 研究所等における特定病原体等の管理強化の

指導

11 食中毒防止に関する関係業者等への指導及び

発生時における体制の確立

12 警察部隊に対する医療支援

13 ドクターヘリ使用者等に対する管理強化の指導

14 緊急走行時の110番通報

日 程 会 合 名 場 所
８月７日㈯～８日㈰ 経済委員会ハイレベル会合 別府市
９月15日㈬～26日㈰ 第３回高級実務者会合（SOM3）及び関連会合 仙台市
９月22日㈬～23日㈭ 観光大臣会合 奈良市
10月２日㈯～３日㈰ 中小企業大臣会合 岐阜市
10月16日㈯～17日㈰ 食料安全保障担当大臣会合 新潟市
10月30日㈯～31日㈰ 電気通信・情報産業大臣会合 名護市
11月６日㈯ 財務大臣会合 京都市
11月７日㈰～８日㈪ 最終高級実務者会合（CSOM） 横浜市
11月10日㈬～11日㈭ 第22回APEC閣僚会議 横浜市
11月13日㈯～14日㈰ 第18回APEC首脳会議 横浜市

2010年日本APEC主要開催日程

※上記の他、海洋関連大臣会合（議長：ペルー）がペルーで、人材養成大臣会合（議長：中国）が北京でそれぞれ開催予定。
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支 部 役 員 名 簿

支 部 長 井 上 俊 則

副 支 部 長 永 井 清 之

支 部 理 事 谷 本 匠

〃 阪 田 安 雄

〃 中 山 陽 治

〃 神 田 道 子

〃 上 田 直 子

〃 成 光 正 明

〃 片 山 康 至

監 事 堂 面 祝 雄

〃 福 岡 民 子

総務・庶務 永 井 清 之

〃 中 山 陽 治

会 計 神 田 道 子

県薬代議員 神 田 信 吾

〃 阪 田 安 雄

県薬予備代議員 中 山 陽 治

〃 片 山 康 至

支 部 長 竹 下 武 伸

副 支 部 長 江 端 勉

〃 今 田 省

〃 奥 本 啓

支 部 理 事 海 井 隆 司

〃 河 本 繁 満

〃 江 本 良 枝

〃 棚 田 寛

〃 中 曽 貴 章

〃 貞 村 文 雄

〃 井 上 善 照

〃 貞 村 大 祐

監 事 佐々木 浩 子

〃 平 山 浩 子

総務・庶務 江 本 良 枝

会 計 棚 田 寛

県薬代議員 竹 下 武 伸

県薬予備代議員 奥 本 啓

支 部 長 村 上 和 義

副 支 部 長 浜 田 恵 子

〃 赤 尾 功 制

支 部 理 事 田 頭 誠

〃 松 岡 志 保

〃 宮 地 理

〃 寺 西 俊 雄

〃 森 健 治

〃 小森山 雅 士

〃 崎 島 元 美

〃 村 上 裕 子

監 事 岩 本 仁

〃 村 上 美恵子

総務・庶務 津 国 美 香

会 計 岡 野 郁 美

県薬代議員 赤 尾 功 制

県薬予備代議員 岩 本 仁

支 部 長 二 川 勝

副 支 部 長 畠 山 厚

〃 細 田 智 子

〃 北 谷 修 一

支 部 理 事 重 森 友 幸

〃 福 島 敏 子

〃 長 坂 晃 治

〃 吉 本 喜代子

監 事 永 野 みさ枝

〃 皮 間 寿美子

庶 務 大 岩 生 子

会 計 末 次 達 也

県薬代議員 畠 山 厚

〃 細 田 智 子

〃 長 坂 晃 治

〃 皮 間 寿美子

〃 西 原 昌 幸

県薬予備代議員 土 居 典 子

〃 大 岩 生 子

〃 上 原 貢

〃 天 畠 真奈美

〃 永 野 みさ枝

竹 原 支 部

安 芸 支 部

因 島 支 部

大 竹 支 部
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〈三原支部〉
� ～�三原薬剤師会総会で
� 会いましょう�～
� 森本久美子

去る５月22日㈯三原国際ホテルに

於いて、「平成21年度三原薬剤師会

定時総会」が開催されました。

開会の辞に続いて、多森会長より、６年制実務

実習の開始にあたり、三原独自の十分な準備、受

入体制が整ったこと、非常に内容の充実した薬局

薬剤師のための指導手引きサブテキストが完成し

たこと、など挨拶がありました。村上県薬副会長

を来賓に迎え、議長選出。報告事項、議案審議一

括で上程され、全ての議案が可決されました。

今年は役員改選の年であり、７名の選考委員が

慎重審議の結果、多森繁美氏を再選。全員一致で

可決されました。その際、３期目となるが気持ち

新たに更に２年間頑張りたいと応えられました。

出席者は会員総数125名中26名、委任状70名、

過半数であり、もちろん本総会は有効成立なので

すが…会員のみなさま、総会にまずは出席してみ

てください。わずかな時間で自分の属する組織の

活動状況や今後の方向性を知ることのできる、お

得な時間です。１月１日に新年を迎えるように、

お誕生日には齢を重ねるように、５月の支部定期

総会もみなさまにとって（業務の上で）良き区切

りになると思います。こういう私も（ゴメンなさ

い）出席し始めたのはつい最近のことなのですが

…。

閉会後はご馳走を囲む懇親会。平井元県薬副会

長から、薬剤師の地位向上に藤井もとゆき氏の当

選が不可欠であること。又、今回は三原赤十字病

院金本薬剤部長も出席してくださり、事例をもと

〈廿日市支部〉
平成22年度 廿日市市薬剤師会総会に出席して

� 新出 恵
平成22年５月23日㈰17時30分から宮島口のコー

ラルホテルで廿日市市薬剤師会総会が開催されま

した。ひどい土砂降り雨の中を多数の先生方が出

席されました。�

松下広島県薬剤師会副会長が出席され、渡邊会

長の開会の辞より総会が始まりました。

廿日市市薬剤師会の決算報告、事業報告、活動

報告が行われました。また平成２２年度の予算案

が上程され、承認されました。そして新理事２名

の就任も発表されました。

総会が終わってから、県薬の松下先生が、薬剤

師連盟として、今夏の参院議員選挙での藤井基之

先生の応援をとくに熱心に語られていました。

職域の代表が中央政界に不在ということは、薬

に関わる仕事をしている人にとって、大きな不利

益を被る可能性があると声を大にして語られてい

ました。

今回の改定はプラス改定になったかもしれない

に開局薬剤師はお薬手帳を確実、正確にチェック

して下さい�とご指摘いただきました。

懇親会目当ての総会出席も十分ＯＫですよ。仕

事から遠く離れた会話が飛び交い続けるのも三原

支部の特徴です。子育てに奮闘中の夫君たち、趣

味の分野を益々充実発展されている先生方もい

らっしゃいます。又、別のテーブルでは、当支部

の歴史と共に歩んでこられた大きな大きな存在の

先生方が、少年少女のように盛り上がっていらっ

しゃいます…会員のみなさま、来年５月は、定期

総会でお会いしましょう。

三原支部／廿日市支部／安芸支部／佐伯支部／尾道支部
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が、次回そのまた先はどうなるか分からないとい

うこともおっしゃっていました。

今回こそは皆で応援をして、そして藤井基之先

生を中央政界へとの強い思いを感じ取れました。

その後、懇親会となり、お酒も入って各テーブ

ルで談笑されていました。

今回総会に出席し、松下先生の話を聞いたりし

て、薬剤師の取り巻く環境が年々厳しくなってい

くことを痛感した次第です。

こういう場に出ていなければ、薬剤師が現在ど

ういう状況に置かれているのかが分かりませんで

した。

最後に、もうすこし会員の方の出席が多ければ

いいのにと思いました。今回出席してみて若い方

の出席が少なかったような気がします。

廿日市市五師士会の活動について
� 石本 晃一郎

廿日市市では医師会、歯科医師会、

薬剤師会、看護協会、福祉士会の共

同で平成17年に廿日市市五師士会を

設立しました。会員数900名を超えるこの会の設

立趣旨には「理想的なケアシステムを構築するた

めに、行政、社会福祉協議会、民間団体などと連

携し、人間愛に基づいた活動を展開する」事が掲

げられており、廿日市市地域福祉計画においても

「廿日市市五師士会との連携を図り、保健、医療、

福祉の職種を超えた協働のシステムを整える」と

して位置付けられています。

将来的に３人に１人が65歳以上となる、超高齢

化社会を迎えるにあたっては、高齢者の自立生活

を支える地域ケアシステムづくりの為、多職種・

多機関連携の推進、ケアカンファレンスの推進、

地域包括支援センターの機能強化、地域の実情に

応じた連携体制づくりといった「包括的・継続的

なケアマネジメントの推進」や、在宅医療の推進、

地域医療の機能分化と連携といった「医療提供体

制の推進」、早期診断の推進と適切な医療の提供

〈安芸支部〉
薬 事 講 習 会

� 天畠 真奈美
演題：「最近の薬務行政について」

講師：西部保健所広島支所

徳永�克志先生

年に一度の薬事講習会ですが、制度の変更は目

まぐるしく年々難しくなってきており、今回も新

たな見解と届出事項の追加がありました。�

�医薬品の分類と陳列について�

薬局医薬品とは、一般用医薬品以外の医薬品の

ことです。

局方品であれば薬局医薬品に該当するというこ

とではなく、一般医薬品に該当するものもありま

す。例えば、消毒用エタノールには、薬局医薬品

（処方せん医薬品以外のいわゆる医療用医薬品）

と一般用医薬品（第３類医薬品）があります。

取り扱っている医薬品にリスク区分の表示がさ

れている場合は、一般用医薬品ですので、その区

分に従って陳列してください。

�届出事項の追加について�

改正薬事法施行前に新規許可を受けている薬局

（既存薬局）の開設者は、従事する薬剤師及び登

を含めた「認知症対策の推進」など多くの取り組

みが必要とされています。

五師士会においては「地域ケア検討委員会」の

他、「研修委員会」「広報委員会」などを設け、

各職種より派遣された委員が、様々な取り組みに

おいて各々の職種の意見を反映させるとともに、

研修会の開催などを通じて職種の枠を超えた顔の

見える連携の構築を図っています。さらに年１回

の総会においては、市長、市議会議長、社会福祉

協議会会長などの方々を来賓として招き、研修会、

懇親会も開催しています。

薬剤師は地域ケアにおいて、その職能をどのよ

うに発揮して行くべきなのか、個々の立場で検討

するべき時期に来ているようにも思います。
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〈佐伯支部〉
広島佐伯支部総会報告

� 会長 樽谷 嘉久
６月12日㈯じゃんじゃか五日市店

にて平成22年度広島佐伯薬剤師会総

会が行われました。平成21年度事業

・決算・監査の報告、22年度事業計画案・予算案

録販売者について、平成24年５月31日までに、週

当たり勤務時間数を変更届により届け出ることに

なっているそうです。

続いて、第15回安芸薬総会が開催され、来賓と

して安芸地区医師会長の菅田様、広島県薬剤師会

長の前田様の御祝辞を頂いた後、平成21年度事業

報告、決算報告、会営薬局の決算報告、平成22年

度の事業計画案、予算案等が、全会一致で了承さ

れました。

続いて役員改選が行われ、現執行部が全員その

まま理事に選出されました。

理事の中から二川 勝氏が代表理事に選出され

監事、代議員、予備代

議員と共に承認されま

した。

本年度は安芸畑賀薬

局の新築移転が予定さ

れています。

総会終了後、マツダ

病院薬剤部長の西原様

の乾杯で始まり楽しい

懇親会の一時を過ごしました。

が滞りなく承認されました。役員改選も行われま

したが、満場一致で不肖私が会長に再任されるこ

とになりました。かかるうえは会発展に一層精励

してまいる所存でございますので、今後共倍旧の

ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げま

す。甚だ略儀ではございますが、書中をもちまし

てご挨拶申し上げます。

継続事業として広島佐伯支部では、薬剤師が活

用しやすいウィキペディア“薬剤師ノート”の運

営をしております。開設後２年余りが経ち、新規

登録数も少しずつですが増えています。添付文書

では不十分な情報の収集を、メーカーと連絡が取

れない土曜日等にも行えるようにと創
はじ

めた事業で

す。是非活用して頂ければと思います。医療に携

わる他職種のかたにも利用していただけるよう登

録していなくても閲覧は可能ですが、情報を提供

するためには薬剤師として登録が必要です。登録

のお済でない方は是非登録をして、情報提供をお

願い致します。情報の共有により、知識向上と情

報提供の充実が図れます。今後の事業計画では本

年度から薬薬間研修会と銘打って病院薬剤師の先

生方と連携して研修会の開催を計画中です。近隣

の病院勤務の薬剤師の先生方の交流も著しいわけ

ではないそうで、ましてや病院―薬局薬剤師間の

交流も隔たれた状態です。これを機に病院―薬局

薬剤師間の交流を深め、情報交換や医療提携に有

効な場の提供を出来ればと考えております。諸々

課題もありますが、志を高く持ち、これまで以上

の薬剤師の職能向上に勤めたいと思います。薬局

での実習生受入に際し、部門により薬局間での持

ちまわりを行っておりますが、病院―病院間での

薬剤師の先生方の連携を図ることによって、学生

実習受入の複数科の実習が有意義に行われた話を

伺いました。

医師のご要望もあり、近い将来、研修会に医師

の参加を募る開催も計画中です。

垣根のない医療現場の情報交換と交流が進行中

です。
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〈尾道支部〉
平成21年度通常総会を終えて

� 理事 金光 瑞恵
平成22年６月12日、昨年と同じ「

ナカタ・マックコーポレーション」

本社ビル会議室にて通常総会は開催

されました。参加者34名・委任状80名で本総会は

成立しました。ご来賓に村上広島県薬剤師会副会

長をお迎えし、田邊会長が議長で進行されました。

今年は役員改正も含め、平成21年度事業報告、

決算報告、監査報告が行われ、平成22年度事業計

画、予算案が承認可決されました。

今年の事業計画のなかでも特に、ホームページ

の開設、在宅支援講習会の継続、薬薬連携（抗ガ

ン剤セミナー、緩和ケア薬学研修会等）の参加促

進、学校保健会への参加協力、「くすりの話」の

講師派遣は必ず達成させたいと田邊会長からの発

言がありました。

総会の報告で印象深かったのは、学術研修会は

延べ44回開催し1,011名の参加をいただけたこと

です。21年度は「おのみち在宅支援講習会」を６

回（在宅支援講習会修了者は23名）「実務実習受

け入れに関する勉強会」を８月から毎月１回８回

シリーズで企画運営しました。

改めまして、会員の方々のご理解とご協力に感

謝いたします。

閉会後は懇親会でした。毎年楽しみにしている

会員さんもいれば、初めての参加者も増えており、

会員相互の情報交換や交流はここから始まります。

美味しい料理と参加者の笑顔がなによりのご馳走

でした。まだ総会＆懇親会に出席されたことのな

い会員のかた、次回の参加をお待ちしています。
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広島県青年薬剤師会

� 梅雨入り後最初の週末を迎えた

６月20日、広島県青年薬剤師会は通

常総会と定例勉強会を行いました。通常総会は中

澤圭吾議長（楽々園しみず薬局）の議事進行によ

り、平成21年度事業報告ならびに収支決算、平成

22年度事業計画及び予算にかかわる各議案はいず

れも承認されました。毎年のことではありますが、

委任状等皆さまのご協力により、総会が無事終了

できましたことをこの場をお借りして感謝申し上

げます。

今年度の大きな変更点として、昨今の経済状況

や会計状況に鑑み、会費の変更をいたしました。

今年度の会費は正会員、準会員（40歳以上もしく

は広島県外在住）ともに2,500円です。これ以外

にも若手の皆さまに、会員の皆さまにもっと身近

に感じていただける組織作りを進めて参りますの

で、ぜひ、広島県青年薬剤師会への入会をご検討

いただければ幸いです。

総会の後には、定例勉強会を行いました。今回

は、栃木県を中心に全国で活躍されている株式会

社メディカルグリーン代表取締役、栃木県薬剤師

会副会長大澤光司先生をお迎えして、「明日か

ら使える!�実践的コミュニケーションスキルUP術�

～大澤流コーチングを身につけて『もっと話して

もらえる』薬剤師になろう!～」というタイトル

で講演をしていただきました。

コーチングという言葉自体は聞いたことがある

方も多かったようですが、実際には「とっつきに

くそう」「難しくて使えない」というイメージが

先行していました。しかし、コーチングの基本的

副会長 辻 哲也

な考え方である「人間は他人から言われたことは

しない、自分で決めたことはする」→「夢を目標

に変える」→「今日（今）からできることはない

ですか?」という一連の流れを、ダイエットコー

チングや血圧の高い患者さまへの対応例を通じて

教えていただくと、会場の雰囲気は一気に変わり

ました。その後も、「千葉県幕張市にある某有名

テーマパーク（別名ね●みの国）の接客のポイン

ト」を題材に、薬局内で患者さまが話しかけやす

くなる環境づくりや第一印象をよりよくする方法

のお話に入ると、もう会場内は大澤ワールドへの

「入場待ち」です。

休憩を挟んだ後は「人間のコミュニケーション

における４つのタイプ」についての解説がありま

した。「このタイプは話し好きなのでどんな会話

にも乗ってくるが、話が盛り上がりすぎてしまう。

お薬を忘れて帰ったり後から問い合わせたりが一

番多いタイプなので、話の最後に重要なことは確

認をとることが大事」など、より具体的で実践的

な内容でした。最後はこれらのテクニックを使っ
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も知れませんが、蘇生法を知っていればお手伝い

はできるかも知れません。消防署の指導員さんも

「自分たちもできるだけ早く到着するよう努力す

るので、それまで勇気をもって行って欲しい」と

言われました。

今年の女性薬剤師会の新年会は、鈴木文枝先生

の100歳のお祝いの会でした。集まった会員はそ

れぞれに先生との濃厚なつながりを語りました。

いったいどれだけの影響力をもった先輩なので

しょう。その一つは考え方です。「これからは、

女性も世の中のことを勉強していくべきだ」とい

う親御さんの思いで県立広島高等女学校（皆実高

校）にて学び、昭和５年に帝国女子薬学専門学校

（大阪薬科大学）を卒業し、薬剤師としての道を

歩んでこられました。「わたしはね、幸運にも戦

後の教育を受けることができたんよ。会議の仕方

や物事の新しい考え方を合宿形式でじっくり教え

てもらったんよ。」ということをよく聞かされま

した。そしてその経験から当時、勉強したくても

勉強する場がない、それならばと仲間に働きかけ

て女性薬剤師会を立ち上げられ、そして継続され

てこられました。50年以上も前のことです。現在

われわれは、薬剤師会に属しその恩恵に預かるこ

会長 松村 智子

鈴木文枝先生
「100才達成」おめでとうございます

た１対１のロールプレイを行いました。話し手と

して実践してみての気づきや、逆に聞き手として

感じたことを話し合い、会場内がとても盛り上が

りました。

２時間を超える勉強会もあっという間の印象で、

終了後も大澤先生の著書を買い求める人だかりが

できました。この勉強会で得た知識をぜひ実践し

ていただき、広島からもファーマシューティカル

コーチングの輪が広がっていけばいいなと感じま

した（私も早速実践していますよ）。

さて、広島県青年薬剤師会次回の勉強会は、７

月14日（水）の知っピン月イチ勉強会です。大野

ぽっぽ薬局の山本洋平先生に「高血圧」について

お話いただきます。19時半、薬剤師會館で皆さま

のお越しをお待ちしております。

女性薬剤師会では毎年、広島市消

防局に講師をお願いして救急救命の

実務実習を行っています。今年の救

命救急講習会を５月23日㈰エソール広島２Ｆ活動

交流室に於いて開催しました。心臓や呼吸が止

まった人の治療はまさに１分１秒を争います。ま

ず大切なことは「すぐに119番通報する」ことで

す。しかし現在、救急車が到着するまでには全国

平均で６分以上かかります。なにもしない場合、

６分後の救命率は15％、しかしそばに居合わせた

人が救命処置をした場合、救命の可能性は50％と

高まります。だから、いざという時に役立つよう

に、実際に心肺蘇生法の手順を繰り返し行うこと

が大切です。今回の参加者はほとんどが初めてと

いうことでしたが、人形を囲んで皆さん積極的に

心肺蘇生法に取り組んでいました。１度の実習だ

けでは未完成です。しかし繰り返し行えば身につ

き役立つので、今後も再受講することが大切で

す。いざという時、自分一人では勇気が出ないか

会長 松村 智子

広島県女性薬剤師会
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とが当たり前のように思っていますが、このよう

に会を創設し継続されてきた諸先輩には頭が下が

ります。数々の功績もさることながら100歳まで

現役の薬剤師をされた鈴木文枝先生は後輩の自慢

であり宝物です。この度ご勇退されましたが、そ

の存在は常に私たちの目標であり、教本です。

女性薬剤師となった私達の大先輩

である鈴木文枝先生が目標の100才

の長寿を遂に達成されました。ご自

身を始め女性薬剤会の皆が待ち望ん

でいた快挙です。

先生が持っておられるカリスマ性・指導力・人

徳等とは別に生まれながらにして逞しい生命力を

持っておられると感じていましたが現実に証明さ

れ、本当に素晴らしいことです。

約20年前鈴木信枝先生に声をかけていただいて、

私が広島県女性薬剤師会活動に加わった頃既に文

枝先生のまわりに人徳を慕う輪が出来ておりまし

た。

養女として迎えられた信枝先生が平成14年に会

長職在任のまま急逝され、お一人で淋しくなられ

ると心配しましたがお身内の方々の輪の中で常に

暖かく見守られた生活を送っていらっしゃいます。

広島の中心部薬研堀にデポ薬局を約50年前に開

局されて先日閉局される迄、毎日店頭に立って座

らずに頑張られたのが健康の源だったのでしょう

か。私共も驚く脚力でした。

先生は昭和28年（1953年）に広島県女子（現女

性）薬剤師会を創設されました。以来60年近く

前会長 神原 俟子

たった今も名誉会長をしておられ、先生の志を受

け継いで懸命に活動しております。

昭和の初期に大阪帝国女子薬学専門学校（現在

の大阪薬科大学）を卒業され薬剤師の資格をとら

れました。

広島へ帰られてからは、勉強の場が無い事を痛

感され、各学校の卒業生に声をかけられて女性薬

剤師の為の勉強会を始められました。希望者が沢

山参加され、その方達を中心に会を設立され、勉

強会もシリーズ化したり、多方面の内容を取り入

れたりで多くの同輩後輩の育成に力をそそがれま

した。

先生が可部に住んでおられた頃初の女性町会議

員にかつぎ出され本人の活動は無いままに見事当

選されたとの事です。その後広島市の教育委員や

家庭裁判所の調停委員を委嘱されたりと、そのお

人柄と識見から活躍なさいました。

私は文枝・信枝両先生にお願いしてゴルフの仲

間に加えていただき一緒にまわっていただいてお

りましたが、次の組の男の人に嫌味を言われなが

らスタートし終わってみれば先生の素早い動きに

感嘆の声をかけられる事も多く「目標にします」

という方も沢山おられました。

現在先生はグループホームに居を定められ、お

元気に過ごしておられます。目も耳も足も頭も確

かな状態でいつまでもお過ごし下さいませ。私も

懸命に後を追って参ります。どうぞお元気で…。

再報！

講演会のお知らせ
日時 平成22年９月５日（日）

13：30～15：30
� 女性薬剤師会総会は午前に行います
場所 広島県薬剤師會館
講師 沼野 尚美先生
演題 末期がん患者さんとのコミュニケー

ション
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広島漢方研究会が加盟しています

全国組織、社団法人・日本漢方交流

会では５月30日に第８回慢性・難病フォーラムを

開催しました。テーマは「ストレスからくる胃の

諸症」と題し兵庫県で二宮クリニックを開業され

る二宮裕幸先生と、東京で漢方薬局と鍼灸院を開

業される中川智代先生をお呼びして基調講演をい

たしました。午後からは日本漢方交流会の会員が

日頃の経験を紹介してストレス社会が健康にどう

影響を与えているのか、漢方薬でどのように対処

しているか、という事などを話し合いました。

会場には全国から聴講を希望する参加者約110

名が集まりました。会場は新幹線・新大阪駅から

５分のコロナホテルでしたが狭く来年の５月に開

催予定の第９回慢性・難病フォーラムでは更に広

い会場を予定しています。

二宮裕幸先生は日本東洋医学会代議員をされる

方で臨床医の立場から漢方薬の運用を話されまし

た。ストレスが消化器官に与える諸問題を現代的

に説明された後に日頃の臨床を交えて漢方の効能

を説明されました。中川智代先生は薬剤師と鍼灸

師の立場からストレスの人体に与える影響を記録

した古典を引用して考証くださいました。特に中

国古典医学書・黄帝内経の条文を引用して二千年

の昔から同じ問題をかかえていた社会があったこ

とを説明されました。話題提供者として近畿漢方

研究会の夜久泰造氏、九州漢方研究会の長岡孝実

氏、岐阜漢方研究会の太田順康氏の薬剤師により

日頃からの薬局店頭漢方経験を紹介してもらいス

トレスによる胃腸疾患の対処法を話し合いました。

広島漢方研究会からも７～８名の参加者がありま

した。

理事長 吉本 悟

広島漢方研究会

広島漢方研究会を含む全国組織・日本漢方交流会

副会長 池田 康彦

広島県学校薬剤師会

広島県学校薬剤師会の平成22年度

総会が、去る平成22年６月５日㈯に

広島県薬剤師會館４階講堂において開催された。

総会は、加藤哲也副会長の司会で始まり、まず、

永野孝夫会長より開会の挨拶が行われ、次に来賓

として、㈳広島県薬剤師会の前田泰則会長（日本

薬剤師会副会長・学薬担当）から、祝辞をいただ

いた。

続いて、日学薬総会報告を私が報告した。

議長に下田代幹太氏（安佐支部）を選出、直ち

に議長席についた。議長より総会の成立を宣言さ

れ、議事録署名人に政岡醇氏（広島支部）小林啓

二氏（福山支部）を指名した。

これより議事に入り、

第１号議案 平成21年度事業報告を豊見雅文専務

理事が報告

第２号議案 平成21年度決算報告を土井郁郎常務

理事が報告

広島県学校薬剤師会総会報告

来年は５月29日の日曜日を予定しております。

会員以外の薬剤師の方も歓迎いたしますので是非

ご参加下さい。詳細は広島漢方研究会事務局まで

お問い合わせ下さい。

広島漢方研究会事務局・薬王堂漢方薬局

� ℡０８２－２８５－３３９５

二宮裕幸先生の基調講演
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第３号議案 平成21年度監査報告を大塚幸三監事

が報告

第４号議案 平22年度事業計画（案）を豊見雅文

専務理事が上提

第５号議案 平成22年度予算（案）を土井郁郎常

務理事が上程

直ちに報告ならびに議案の採決に入り、すべて

全員一致で承認された。

第６号議案 役員改選の件では、

二川勝選挙委員長より、会長、監事２名の立候

補者が定数以内でしたので、永野孝夫会長、福井

勝七監事および大塚幸三監事の当選を報告された。

再任された永野孝夫会長の挨拶で「昨年、広島

で行われた第59回全国薬剤師大会が会員の応援で

盛大裡に終え感謝しています」と、お礼を述べら

れ、「日学薬が日薬との連携を深めた事業の展開

と両会の発展を目標とされるので、県学薬も県薬

との連携を深め、薬学生実務実習のカリキュラム

に寄与したい」と、熱く語られた。

議長降壇後、協議事項に入り、

１．薬学生実務実習と学校薬剤師活動について

２．日学薬と日薬共催の学校薬剤師研修会について

３．県薬学薬部会と県学薬合同研修会について

４．平成22年度全国学校保健調査について

５．「学校保健及び学校安全表彰」候補者について

各、協議事項を報告提案後、無事総会を終了し

た。

どってきた道、と言ってもごく私的な道を紹介し

ます。

昭和40年代に大学生活を送りましたが、この時

代は世界的に学生運動が盛んで、私も深くは理解

しないまま、学内ストライキやクラス討議などに

参加していました。今も忸怩たる思いで、「自己

変革」と「女子大生亡国論」を思い出します。自

己変革の出来ていなかった私は、亡国論でいわれ

たように、社会に眼を向けることなく、長い専業

主婦生活を続けて来ました。

「薬剤師免許」を死蔵すべきでないと思い立っ

たのは平成になってからです。丁度、院外処方が

多くなり、調剤薬局が次々と開局する時期と重な

り、長いブランクの後にもかかわらず、首尾よく

調剤薬局に職を得ました。そこで、初めて調剤を

し、レセプト請求（当時は全て手書きでした）な

どを経験しました。薬歴簿を作成するため患者さ

んと話をするのは楽しく、お馴染みさんも出来、

充実した５年間を過ごしました。

その後、卸に勤め始めましたが、この12年間、

ＭＳ研修を月に１回実施してきました。疾患の基

礎と薬・薬事・保険制度など、多岐に渡って研修

をしながら、実は自分が学んでいました。また、

ＤＩ業務は、メーカーや自社のホームページを利

用することが多く、必然的にＰＣ操作なども覚え

ました。

次々に登場する新薬の作用機序などを知り、薬

の知識が豊富になる事が卸薬剤師の一番の役得と

思えます。退職後は、身近な人達の“薬の相談

員”となれることを期待しつつ、これからも色々

なこと学んでいきたいと思っています。

卸管理薬剤師として、13年目を迎えました。業

務については、他卸の方が書かれたのと大差ない

と思われますので、今回は団塊世代の薬剤師のた

株式会社アステム 福山支店
管理薬剤師 小野 光代

学ぶことへの思い

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〉
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薬剤師禁煙支援アドバイザー講習会の開催について平成22年度

会場へは、公共交通機関をご利用下さい。
（自家用車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。）

※日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修会（１単位申請中）です。

開催日時：平成22年８月１日（日）
午前10時～12時

開催場所：広島県薬剤師會館� ４Fホール
広島市中区富士見町11－42

内 容：禁煙支援の実際（禁煙日記・ロールプレーイング他）

※本年度の開催は１会場のみとさせていただきます。

日時：平成22年８月29日㈰ 10時～12時（受付９時30分～）

場所：センチュリーホテル21広島 2F
〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-1-25 TEL （082）263-3111 

広島駅南口より地下道（⑨番・駅前大橋東側・的場町方面）を通って徒歩３分

演題：「処方解析のすすめ」

講師：大阪薬科大学臨床薬剤学研究室 准教授 井尻 好雄 先生

主催：水郷会（大阪薬科大学同窓会広島県支部） 連絡先 水郷会総務 金好美鈴
 TEL・FAX（082）423-5185

会費：水郷会会員無料 非会員1,000円 日本薬剤師会研修センター認定研修シール申請中

研 修 会 の 案ご 内
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薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。大学、同窓会が主催する研修会等で公開
で開催されるものについても掲載いたしますので、事務局までご連絡下さい。

なお、他支部や他団体、薬事情報センターの研修会については、準備の都合もありますので事前にお
問い合わせください。� 広島県の研修認定薬剤師申請状況
� 平成22年５月末現在 1,078名（内更新451名）

開催日時 開催場所
研修内容・講 師

主催者
問い合わせ 認定 その他

（参加費等）

７月１日（木） 19:00～21:00 サンピア・アキ
安芸支部第106回生涯教育研修会
演題：「病院薬剤師による禁煙治療・禁煙支援への取り組み」
講師：寺岡 良洋先生（中国電力㈱中電病院薬剤科）

（社）安芸薬剤師会
082-282-4440 1 会費：1,000円 

７月４日（日）13:00～16:00 RCC文化センター
ひろしま桔梗研修会
１、子宮頸がん予防ワクチンについて
 講師：森下裕介先生（グラクソ・スミスクライン株式会社）
２、癌専門薬剤師制度と役割

講師：柳田祐子先生（広島市立安佐市民病院薬剤部）

神戸薬科目大学エクステ
ンションセンター広島生
涯研修企画委員会
090-7507-3902（倉田）

2

参加費：1,500円
（神戸薬大同窓会
会員：1,000円、
学生：無料）

７月６日（火）19:30～21:00
福山大学社会連携研究推進センター
演題：プレゼンテーションソフトの応用：デジタル掲示板の作成
要旨：MicrosoftOffice互換ソフト、openOfficeの紹介、配布と

  プレゼンテーションソフトによるデジタル掲示板の作成
講師：福山大学薬学部 秦 季之 先生

（社）福山市薬剤師会
084-926-0588 1 一般：1,000円

７月８日（木）18:00～20:00 広島県薬剤師會館 4F
第426回薬事情報センター定例練習会
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介「高尿酸血症（痛風とアロシトール錠）」

田辺製薬販売㈱学術情報グループマネジャー 尾崎潤一郎
３）特別講演 「ジェネリック医薬品について薬剤師として考

えること」
日本薬業研修センター 医薬情報研究所所長 医薬情報研究所
㈱エス・アイ・シー取締役 医薬情報部門責任者 堀 美智子先生

（社）広島県薬剤師会薬
事情報センター 
082-243-6660

1

参加費：1,000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。

7月9日（金）19:30～21:00
福山大学宮地茂記念館９階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－
７月演題：方剤グループの総括と乾姜剤・黄耆剤・龍骨牡蛎剤

について
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（岡村信幸著：

京都廣川書店）

福山大学薬学部
084-936-2112（5165） 1

受講料：500円
（事前予約不要）
アクセス：福山駅
北口徒歩１分（駐
車場はありませ
ん）

7月11日（日）10：00～16：00 広島県薬剤師会会館
広島漢方研究会
第51回広島漢方研究会総会
10：00 開会
11：30～12：30 会員発表～数例
13：30～15：30 総会 
特別講演
永井良樹先生東京大学医学部内科テーマ：身近な疾患の漢方治療

広島漢方研究会
082-285-3395
薬王堂漢方薬局

2
会員外参加
2,000円
（資料配布）

7月21日（水）19：00～21：00 安芸区民文化センター
安芸支部第2回シリーズ別研修会
テーマ「うつの診立て」
演題：「プライマリーケア医におけるうつ病の診たて」（仮）
演者： 矢野 栄一先生 浅田病院 副院長
座長： 佐々木 光先生  ささき神経内科 院長

安芸区地域保健対策協
議会、安芸地区医師
会・（社）安芸薬剤師
会・ファイザー共催
082-282-440

1 会費：無料 
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開催日時 開催場所
研修内容・講 師

主催者
問い合わせ 認定 その他

（参加費等）

7月21日（水）19：00～21：00
三原薬剤師会館 三原医薬分業支援センター
第4回三原支部研修会
「臨床検査値などについて」
ニプロファーマ㈱ 担当 高橋 智浩氏

三原薬剤師会
0848-61-5571 1 非会員：1,000円 

7月22日（木）19：00～ ビューポートくれ２階大会議室
呉市薬剤師会生涯教育研修会
特別講演：「降圧剤の併用療法について」
講師 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院

循環器内科部長代理 友弘康之先生

呉市薬剤師会・第一三
共株式会社共催
呉市薬剤師会事務局
0823-21-4695

1
参加費：当会会員
無料、会員以外
1,000円 

8月6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－
８月演題： 便秘症状に対する漢方薬の使い分け
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

（岡村信幸著：京都廣川書店）

福山大学薬学部
084-936-2112（5156） 1

受講料： 500円
（事前予約不要）
アクセス： 福山
駅北口徒歩１分
（駐車場はありま
せん） 

8月7日（土）15：00～17：00 広島県薬剤師會館 4F 
第427回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）製品紹介

「褥瘡・皮膚潰瘍治療薬フィブラストスプレー」
科研製薬株式会社

3）特別講演
「ここまでわかった・ここまでかわった褥瘡治療」
小林内科診療所（岡山市）副院長 切手俊弘先生

（社）広島県薬剤師会薬
事情報センター 
082-243-6660

1
参加費：1,000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。 

8月8日（日）9：30～16：30 広島県薬剤師会会館
広島漢方研究会月例会
9 ：30～11：00 漢方の歴史⑤ 平野恵子先生
11：00～12：30 漢方診療三十年解説 吉本悟先生
13：30～15：00 勿誤薬室方函口訣解説 山崎正寿先生
15：00～16：30 調剤実習と生薬解説 佐々木伸忠先生

広島漢方研究会
082-285-3395 3 当日オープン参加

3,000円

8月18日（水）19：00～21：00
三原薬剤師会館 三原医薬分業支援センター
第5回三原支部研修会
HMC（home medical care）4回シリーズ（第2回）
共催：ヤンセンファーマ㈱ アステム

三原薬剤師会
0848-61-5571

1 非会員：1,000円 

9月10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－
９月演題： 下痢症状に対する漢方薬の適応のコツ
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

（岡村信幸著：京都廣川書店）

福山大学薬学部
084-936-2112（5165） 1

受講料： 500円
（事前予約不要）
アクセス： 福山駅
北口徒歩１分（駐
車 場 は あ り ま せ
ん） 

9月11日（土）15:00～17：00 広島県薬剤師會館 4F
第428回薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
２）製品紹介

「透析患者の掻痒症治療薬レミッチカプセルについて」
鳥居薬品株式会社 学術 渡辺由佳

３）特別講演
「痒みのメカニズムと治療戦略」
広島大学病院 皮膚科 講師 三原洋嗣先生

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター 
082-243-6660

1
参加費：1,000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。 

9月12日（日）
広島大学医学部 霞町キャンパス内 広仁会館
広島漢方研究会月例会
東洞祭午前中：吉本悟 勝谷英夫 山崎正寿による症例発表
特別講演「東洞に至る日本漢方の史的背景」

北里大学東洋医研・教授 小曽戸洋先生

広島漢方研究会
082-285-3395 2

会員・学生：1,000
円 会員外：3,000
円当日参加OK 
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今年、国家試験に合格され、新しく薬剤師の仲間入りをされた皆さん、おめでとうござい
ます。新しい環境に少し慣れ、薬剤師としてご活躍のこととお慶び申し上げます。

さて、広島県薬剤師会では、新薬剤師（平成19年～22年度国家試験合格者）の方々をお迎
えして下記の通り、研修会及び親睦会を企画しております。これを機会に、新しい友人の
輪・仲間の輪を拡げてはみませんか？みなさまのご参加を心よりお待ち申し上げます。

【開催日時】 平成22年７月25日（日） 15：00～
【会 場】 広島県薬剤師會館

広島市中区富士見町11－42
【内  容】 プ ロ グ ラ ム

受付 14：30より
第１部（15：00～17：00）
①薬剤師の職能について

講師 広島県薬剤師会 副会長 木 平 健 治
②薬局薬剤師の立場から

講師 ホワイト薬局 中 嶋 都 義 先生
③病院薬剤師の立場から

講師 広島市立安佐市民病院 小笠原 康 雄 先生
④青年薬剤師会って何？

青年薬剤師会 豊 見 敦

第２部（17：30～）
若手でトーキング（夕食付き）

【参 加 費】無料
【締め切り】参加を希望される方は、平成22年７月16日（金）までにお申し込みください。
【連 絡 先】㈳広島県薬剤師会 事務局 木下

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

～ 新薬剤師研修会のご案内 ～

氏
ふ り が な

名

勤� 務� 先

勤 務 先 住 所 〒

電 話 ／ FAX

新薬剤師研修会 参加申込書

（社）広島県薬剤師会 事務局行 FAX 082 － 249 － 4589
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テ ー マ：「共に育て薬剤師」
会 期：平成22年11月21日（日）
会 場：広島市中区富士見町11－42 広島県薬剤師會館

〒730-8601 広島市中区富士見町11－42
TEL：082-246-4317 FAX：082-249-4589

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

＊日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定対象研修会の予定です。

会員発表の募集
１．口答発表：１演題12分（発表10分・質疑２分）の予定
２．口答発表の内容について
（１）学生実習の受け入れ
（２）薬局・病院等における薬剤師の日常業務と今後のあり方
（３）保健・医療・福祉分野での地域との関わり
（４）患者への情報提供活動や情報収集
（５）医薬品に関する調査・研究
（６）その他、日常業務に参考となるもの

３．申込期間：平成22年８月31日（火）まで
発表要旨は10月８日（金）必着

４．申込方法：
ホームページより申込書をダウンロードして、ご記入の上、お申し込み下さい。
ホームページ：http://www.hiroyaku.or.jp

５．申 込 先：社団法人広島県薬剤師会
���� 第31回広島県薬剤師会学術大会実行委員会

第31回広島県薬剤師会学術大会

演 題 募 集
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本年度の「ヒロシマ薬剤師研修会」は、平成22年７月４日（日）広島大学霞キャ

ンパス内の広仁会館において次のとおり開催致します。奮ってご参加ください。

プ ロ グ ラ ム
日 時：平成22年7月4日（日）13:30～16:30

場 所：広島大学霞キャンパス内 広仁会館

主 催：広島県薬剤師研修協議会

共 催：広島大学薬学部・(社)広島県薬剤師会・広島県病院薬剤師会

13：30～「股関節の再生―骨切り術、人工関節、細胞移植―」

広島大学大学院医歯薬学総合研究科・教授

安永 裕司 先生

15：00～「放射線治療の現状と展望」

広島大学大学院医歯薬学総合研究科・教授

永田 靖 先生

☆��日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度による認定研修会

（今回は、講演時間が3時間ですので、2単位研修会です)

☆��広島県病院薬剤師会の認定研修会です。

☆��参加費：1,000円���(当日戴きます) ただし学生は、無料と致します。

なお、自家用車を御利用の場合は、霞構内の臨時駐車券（400円/当日のみ有効）

をご利用戴けます。当日、受け付けでお受け取りいただき、出口でお支払いください。

問い合わせ先：広島大学病院薬剤部 木平 健治
〒734-8551 広島市南区霞一丁目2番3号
電話082-257-5570 ファックス082-257-5598

ヒロシマ薬剤師研修会平成22年度
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広島県薬剤師会では、今年も日本薬剤師会学術大会（長野市）にて会員研究発表（口頭発表・

ポスター）の発表者に対して旅費等の支援を行います。

支援対象：３名程度（発表者のみ）

応募方法：県薬事務局（担当：木下）までメールにてお申し込みください。

応募締切：平成22年８月６日（金）
採否について：選考委員会にて決定し、ご連絡いたします。

選考委員は、学術・研修担当者と保険薬局部会研修担当者から選任します。

また、本年広島市で開催する第31回広島県薬剤師会学術大会でも発表していただきます。

☆ 日本薬学会との二重支援はいたしません

第43回日本薬剤師会学術大会会員発表支援について

申し込み先：広島県薬剤師会事務局
〒730－8601 広島市中区富士見町11－42�広島県薬剤師會館内
TEL�082 － 246 － 4317（代）
Ｅ－ mail：yakujimu@hiroyaku.or.jp

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

市）にて会員研究発表（口頭発表）の発表者に対して旅費等の支援を行います。

支援対象：３名程度（発表者のみ）

応募方法：県薬事務局（担当：木下）までメールにてお申し込みください。

なお、日本薬剤師会雑誌７月号の開催案内に詳細は掲載される予定です。

応募締切：平成22年８月６日（金）
採否について：選考委員会にて決定し、ご連絡いたします。

選考委員は、学術・研修担当者と保険薬局部会研修担当者から選任します。

また、本年広島市で開催する第31回広島県薬剤師会学術大会でも発表していただきます。

第49回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会会員発表支援について
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新 し い 糖 尿 病 診 断 基 準 に つ い て
～�糖尿病型の判定項目にHbA1cが追加�～

日本糖尿病学会は、５月27日～29日に岡山県で開催された第53回日本糖尿病学会年次学術集会におい
て、糖尿病の新しい診断基準を発表しました。11年ぶりの改訂で、７月１日から施行されます。

従来の診断基準と基本的な考え方は変わりませんが、主な変更点は、これまで診断の補助的項目で
あったHbA1cが、糖尿病型の判定基準項目の一つに加えられたことです。また、より早く糖尿病診断を
行うために、血糖値とHbA1cを同日に測定することを推奨しています。糖尿病は初期には自覚症状がほ
とんどありませんが、境界型糖尿病の時期から動脈硬化は進展しています。重篤な心血管合併症を防ぐ
ためには、できるだけ早期に耐糖能異常を発見して血糖値をコントロールすることが重要です。その他
に、検査の国際標準化を重視する観点から、HbA1cの表記方法も変更になりました。

◆改訂の背景
これまで糖尿病の診断は、空腹時血糖値、75g経口ブドウ糖負荷試験（OGTT）２時間血糖値、随時

血糖値の３つの血糖値を主体に行われてきました。これらはいずれも短期的な血糖値をみるものです。
近年、慢性の高血糖状態を反映するHbA1cが糖尿病治療の指標に広く使用されるようになり、また、
HbA1cと網膜症の高い相関性など、HbA1cと糖尿病に関するエビデンスが数多く集積されてきました。
検査も簡便であることから、昨年６月に米国糖尿病学会を中心とする国際専門委員会は、HbA1cを主要
な診断基準として位置付けました。さらに、本年１月には米国糖尿病学会が、HbA1cを従来の３つの血
糖指標と並列においた新しい診断基準を示しました。このような背景からわが国でも診断基準の見直し
が進められ、HbA1cはこれまで以上に有用な検査項目として診断基準に加えられることになりました。

◆新しい診断基準
新しい診断基準を図に示します。まず、初回検査で、①空腹時血糖≧126mg/dL ②OGTT2時間血

糖値≧200mg/dL ③随時血糖値≧200mg/dL④A1C≧6.5%（HbA1c≧6.1%）のいずれかであれば糖尿病
型と判定します。別の日に検査して再び糖尿病型が確認されれば、糖尿病と診断します。ただし、
HbA1cのみによる判定は不可とし、初回検査と再検査の少なくとも一方で、必ず血糖値の基準を満たす
ことが必要です。

初回検査で、糖尿病型と判定され、かつ糖尿病症状（口渇、多飲、多尿、体重減少）、糖尿病網膜症
のいずれかがある場合や、HbA1cと血糖値がともに診断基準を満たした場合には、初回検査のみで糖尿
病と診断します。初回検査で糖尿病型と診断されても再検査で糖尿病と診断できない場合は、糖尿病疑
いとして経過観察を行います。

なお、診断基準となったA1C6.5%（HbA1c6.1%）は、空腹時血糖値126mg/dLおよびOGTT２時間血
糖値200mg/dLに相当する値であり、糖尿病網膜症のリスクが高まる境界値でもあります。

◆HbA1cの表記方法の変更について
今回の改訂で、HbA1cはNGSP値（A1C）で表記することになりました。NGSP値は国際的に広く使用

されている測定方法で出された値です。現在わが国のHbA1cは独自の測定方法で出されたJDS値で表記

原田 修江
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されています。検査の国際標準化を図るために国際標準化作業を進めた結果、JDS値に0.4を加えた数値
がNGSP値に相当することが確認されたことから、HbA1cの測定方法は変更せずに、JDS値に0.4を加え
た値をNGSP値として表記することになりました。ただし、日常臨床や健康診断の場では、広く周知さ
れるまで暫くは現行のJDS値を用いることになります。糖尿病学会は、１年後を目途にNGSP値への移
行日を告知する予定です。

図 新しい糖尿病診断基準

◆OGTTについて
OGTT２時間血糖値とHbA1cの関係を検討した結果において、OGTT２時間血糖値は将来の糖尿病発

症リスクを予知するうえで重要な診断項目であることが示されています。糖尿病の早期発見・治療のた
め、今回の改訂では、糖尿病の疑いの否定できない人や、将来糖尿病の発症リスクが高い人に対する血
糖値とHbA1cの基準値が設定され、OGTTの施行に関する指針が示されました。

表 OGTTが推奨される場合
☆強く推奨される場合（現在糖尿病の疑いが否定できない）
・空腹時血糖値が 110 ～ 125mg/dL の人
・随時血糖値が 140 ～ 199mg/dL の人
・HbA1c（NGSP 相当値）6.0 ～ 6.4%［JDS 値 5.6 ～ 6.0%］

注）明らかな糖尿病の症状が存在する人を除く。
��☆行うことが望ましい
（現在糖尿病でなくても将来糖尿病発症リスクが高い：高血圧、脂質異常症、肥満
など動脈硬化のリスクを持つ人は特に施行が望ましい）

・空腹時血糖値が 100 ～ 109mg/dL の人
・HbA 1c （NGSP 相当値）5.6 ～ 5.9%［JDS 値 5.2 ～ 5.5%］の人

〈参考資料〉
・日本医事新報 No.4463,�4,2009
・日本医事新報 No.4477,�84,2010
・日本医事新報 No.4493,�4,2010
・Pharma�Medica,�28（5）,9-17,2010
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インクレチン関連薬とスルホニルウレア薬の併用に関する注意事項について
インクレチン関連薬として最初に発売されたシタグリプチンについては、発売前の国内臨床試験にお

いて、スルホニルウレア（ＳＵ）薬との併用で臨床上問題となる重篤な副作用は１例もありませんでし

た。しかし、昨年12月の発売以降、ＳＵ薬にシタグリプチンを追加投与した症例に、重篤な低血糖によ

る意識障害が発生しています。

日本糖尿病学会は「インクレチンとＳＵ薬の適正使用に関する委員会」を発足し、４月７日に、ＳＵ

薬投与中の患者にシタグリプチン、ビルダグリプチンを追加投与する場合の注意事項をまとめ、併用す

る場合にはＳＵ薬を減量することを推奨しました。

厚生労働省も４月27日に、インクレチン関連薬とＳＵ薬の併用につき、発売予定のものも含め使用上

の注意を改訂するよう通知を出しました。

現在発売されているインクレチン関連薬は、前述のシタグリプチン（グラクティブ錠［小野薬品工

業］、ジャヌビア錠［万有製薬］）、ビルダグリプチン（エクア錠［ノバルティス ファーマ］）の他

に、６月に発売されたアログリプチン（ネシーナ錠［武田薬品工業］）、リラグルチド（ビクトーザ皮

下注［ノボ�ノルディスク�ファーマ］]）があります。シタグリプチン、ビルダグリプチン、アログリプ

チンはDPP-4阻害薬、リラグルチドはGLP-1受容体作動薬に分類されます。

◆「インクレチンとＳＵ薬の適正使用に関する委員会」（日本糖尿病学会）からの注意事項

１ 重篤な低血糖を起こすケースの特徴

⑴高齢者 ⑵軽度腎機能低下 ⑶�ＳＵ薬の高用量内服

⑷ＳＵ薬ベースで他剤併用 ⑸シタグリプチン内服追加後早期に低血糖が出現

2 ＳＵ薬にシタグリプチン・ビルダグリプチンを併用する場合の推奨事項

⑴高齢者や軽度腎機能低下者にＳＵ薬の使用は極めて慎重に行うこと。

効果が少ない場合、ＳＵ薬は安易に増量しない。

⑵高齢者・腎機能低下（軽度障害を含む）・心不全の患者には、現行ではビグアナイド薬の投与は

禁忌である。（メトグルコ錠は、高齢者や軽度腎機能障害患者には慎重投与だが、この場合も２

週間処方を厳守し、副作用の発現などに十分注意すること）

⑶ＳＵ薬投与中の患者にシタグリプチン・ビルダグリプチンを追加投与する場合、ＳＵ薬は減量が

望ましい。

ＳＵ薬・ビグアナイド薬の併用にシタグリプチンを追加投与する場合は一層の注意を要する（ビ

ルダグリプチンは、ＳＵ薬以外との併用は認められていない）。

�特に高齢者（65歳以上）、軽度腎機能低下者(Cr�1.0mg/dl以上)、あるいは両者�が併存する場合

には、シタグリプチン・ビルダグリプチン追加の際に、ＳＵ薬を必ず減量する。

もともとＳＵ薬が上記の量以下で血糖コントロールが不十分な場合は、ＳＵ薬の量はそのままで

シタグリプチン・ビルダグリプチンを併用し、血糖の改善がみられれば、必要に応じてＳＵ薬を

減量する。

⑷ＳＵ薬を使用する場合には、常に低血糖を起こす可能性があることを念頭に置き、患者にも注意

を行う。
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⑸ＳＵ薬とシタグリプチン・ビルダグリプチンを併用する際、ＳＵ薬の投与量について判断し難い

場合や、ＳＵ薬とシタグリプチンを含む3剤以上の併用療法を行う場合は、専門医へのコンサル

トを強く推奨する。

〈参考資料〉日本医事新報 No.4491,�23,2010、厚生労働省 薬食安発0427第１号（平成22年４月27日）、
日本糖尿病学会ホームページ

◆インクレチン関連薬の使用上の注意の改訂について������������

� �『シタグリプチン（グラクティブ錠、ジャヌビア錠）』����下線部を追記

※�ビルダグリプチン、アログリプチン、リラグルチドも同様の改訂。

〈慎重投与〉

他の糖尿病用薬（特に、ＳＵ剤）を投与中の患者

〔併用により低血糖症を起こすことがある。〕

〈重要な基本的注意〉

本剤の使用にあたっては、患者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。

特に、ＳＵ剤と併用する場合、低血糖のリスクが増加する。ＳＵ剤による低血糖のリスクを軽減す

るため、ＳＵ剤と併用する場合には、ＳＵ剤の減量を検討すること。

〈重大な副作用〉

・低血糖症�

他の糖尿病用薬との併用で低血糖症（グリメピリド併用時5.3％、ピオグリタゾン併用時0.8％、

メトホルミン併用時0.7％）があらわれることがある。特に、ＳＵ剤との併用で重篤な低血糖症状

があらわれ、意識消失を来す例も報告されていることから、ＳＵ剤と併用する場合には、ＳＵ剤

の減量を検討すること。また、他の糖尿病用薬を併用しない場合でも低血糖症（1.0％）が報告さ

れている。低血糖症状が認められた場合には、糖質を含む食品を摂取するなど適切な処置を行う������

こと。

表 推奨用量

SU 薬 商品例 推奨用量

グリメピリド アマリール 2mg/ 日以下

グリベンクラミド オイグルコン、ダオニール 1.25mg/ 日以下

グリクラジド グリミクロン 40mg/ 日以下
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お薬相談電話 事例集 お薬相談電話 事例集 No.65No.65

漢方薬は比較的副作用の発生率が低いとの認識から繁用されています。複数の漢方処方を併用した場
合は、甘草、麻黄、大黄、附子、石膏などの生薬の重複による作用の増強に注意が必要です。また西洋
薬との併用も増加しています。漢方薬と西洋薬の相互作用についてはあまりよくわかっていませんが、
最近、代謝酵素や輸送担体に対する漢方薬の影響を検討した論文が少しずつ増えてきました。

【参考資料】薬学雑誌 125（４）2005，薬局 51（12）2000，日本医事新報No.4484，
漢方調剤研究 13（2）2005，薬事新報No．2537（2008），No.2539（2008）

併用例 注意点など

漢方薬全般と抗生物質
漢方薬の有効成分の多くは水溶性配糖体であり、腸内細菌の代謝
を受けて吸収される。抗生物質の併用は、腸内細菌を減少させて
漢方薬の効果に影響を及ぼすことが推察される。

多くの生薬とCYP2D6、CYP
3A4阻害作用をもつ薬

CYP2D6、3A4の阻害作用を持つ生薬が多い。実際に相互作用が
起こるかどうかはさらなる研究が必要。

甘草とジゴキシン・トルブタミ
ド

甘草成分のグリチルリチン酸やリクイリチンが、ジゴキシンやト
ルブタミドの吸収を抑制するP- 糖タンパクという輸送担体を阻害
する。

小柴胡湯とインターフェロン製剤 間質性肺炎が現れることがあるので併用禁忌（機序は不明）。

葛根湯と鎮痛解熱薬

葛根湯は体温を上昇させて、自身の免疫力を活性化させて抗ウイ
ルス・抗菌作用を発揮する。鎮痛解熱薬はプロスタグランジン
（PGE2）の産生を抑え解熱作用を発揮する。それぞれの薬効低下
の可能性あり。

大黄と鎮痛解熱薬
（低用量アスピリンも含む）

鎮痛解熱薬は、COX阻害作用により腸管ぜん動運動亢進作用を持
つPGF2αを減少させる。大黄の瀉下作用が減弱する可能性あり。

附子や麻黄と制酸薬・H2 遮断
薬・プロトンポンプ阻害薬

胃内 pH上昇により、附子に含まれるアコニチンや麻黄に含まれ
るエフェドリンなど、アルカロイドの血中濃度が高くなると思わ
れる。

麻黄とキサンチン製剤 エフェドリンとキサンチン製剤の主な薬理作用（気管支拡張作用、
心筋興奮作用及び中枢興奮作用）が強く出る可能性がある。

甘草とループ系利尿薬・サイ
アザイド系利尿薬

甘草では偽アルドステロン症、利尿薬では低カリウム血症と代謝
性アルカローシスの副作用がある。併用により両者の副作用が助
長される。

芍薬と抗コリン薬 芍薬が、抗コリン薬による腸管運動抑制作用を抑制するので、抗
コリン薬の作用が減弱する可能性がある。

カルシウムを多く含む生薬と
テトラサイクリン系抗生物質・
ニューキノロン系薬

石膏、竜骨、牡蠣はカルシウムを多く含むので、キレートを形成
して抗菌薬の吸収を低下させる可能性がある。服用間隔をあける
とよい (2 ～ 4時間 )。

膠飴とα -グルコシダーゼ阻害薬 膠飴はマルトースやデキストリンなどの二糖類を多く含んでいる。
二糖類分解抑制作用のある薬により腹部膨満感が生じる。

表．漢方薬と西洋薬を併用する場合の注意点

漢方薬を併用しても大丈夫ですか？
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厚生労働省医薬食品局

医薬品・医療機器等
安全性情報 ・

医療機器等

この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用情報をもとに、医薬品・医療
機器等のより安全な使用に役立てていただくために、医療関係者に対して情報提供されるものです。
医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）
又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。

厚生労働省医薬食品局
平成22年（2010年）４月・５月

◎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

☎
03-3595-2435（直通）
03-5253-1111（内線）2755、2753、2751

（Fax）03-3508-4364
｛

4．使用上の注意の改訂について（その215）

5．市販直後調査の対象品目一覧
アリピプラゾール他（６件）� …………………………………………………………………21

� ……………………………………………………25

1．重篤副作用疾患別対応マニュアルについて
2．妊娠と薬情報センター事業について
3．重要な副作用等に関する情報

1アトルバスタチンカルシウム水和物，シンバスタチン，ピタバスタチンカルシウ
ム，プラバスタチンナトリウム，フルバスタチンナトリウム，ロスバスタチンカ
ルシウム，アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物……13
2セツキシマブ（遺伝子組換え）………………………………………………………17

………………………………３

…………………………………………９

�……………………………………………………13

No.2６8 目次

� ……………………………………………………21

1．薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について
2．重要な副作用等に関する情報

3．使用上の注意の改訂について（その216）

4． 市販直後調査の対象品目一覧
インフリキシマブ（遺伝子組換え）他（15件）

1クロピドグレル硫酸塩…………………………………………………………………６
2シタグリプチンリン酸塩水和物，ビルダグリプチン，リラグルチド（遺伝子組換
え），アログリプチン安息香酸塩……………………………………………………８
3タクロリムス水和物（経口剤，注射剤）……………………………………………12

� ……………………………………………15

� ……………………３

� ………………………………………………………６

No.2６9 目次
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高温多湿の環境下で食中毒が起こりやすい時期がやってきました。
今年広島県は６月11日（金）、県内全域に食中毒警報を発令しました。食中毒警報の発令基準は大阪

管区広島地方気象台で観測された各日の気象条件（最高気温･平均気温･最大湿度･平均湿度）の前３日
間の平均した数値により判断されています。

食中毒と言えば原因菌は色々頭に浮かんでくるとは思いますが、先日、シガテラ食中毒という言葉を
耳にしました。ご存知でしたでしょうか？夏場によくある細菌性食中毒とは少し違いますが、気になっ
たので少し調べてみました、少々おつきあい下さい。

シガテラ食中毒とは、熱帯・亜熱帯の、主として珊瑚礁の周辺に生息する魚を摂取することによって
起こる致死率の低い食中毒の総称として用いられ、細菌以外の自然毒では被害者数は毎年２万人を越え
る、世界最大規模の急性食中毒です。

本来、無毒で食用になる魚や貝類が、海藻に付着する微細藻（プランクトン）の一種の渦鞭毛藻が産
生する毒素・シガトキシン（Ciguatoxin）で汚染され、食物連鎖によって魚の毒化が起こり、その魚を
食べることで、毒素が原因となって食中毒が起こります。

症状としては、30分～８時間ほどで発症し、吐き気、めまい、頭痛や筋肉の痛み、麻痺、感覚異常、
下痢、腹痛、嘔吐などの消化器系の障害や、血圧異常や心拍数異常などの循環器障害があり、中でも特
徴的な症状として、食後30分～数時間で「ドライアイスセンセーション」と呼ばれる知覚異常がありま
す。これは冷たいものに触れるとドライアイスに触ったかのようなヒリヒリした刺激や、電気ショック
のように感じ、また暖かいものに触れると冷たく感じる症状です。

現在のところ、このシガトキシンは熱に対して安定であるため、一般的な調理では毒素は熱分解でき
ず、従ってシガテラ中毒を防ぐことはできません。また、毒素は魚の味には影響を与えないため、見た
目や味での判断も現段階では不可能で、予防というよりも症状が出たときの適切な対処が重要です。も
し魚を食べた直後にドライアイスセンセーションの症状が出た場合、シガテラ食中毒を疑い、水かぬ
るま湯をコップに３～５杯飲んで原因物質を吐かせ、水分を十分にとって安静にし医療機関を受診しま
す。死亡率は低く、日本国内では死者は報告されていませんが、回復は一般的に遅く、完全回復まで半
年～１年もしくは数年かかることもあるそうです。

日本では沖縄地方ではしばしば中毒の発生が報告されていますが、本州以北ではありえないとされた
中毒事例が、ここ10年で本州でも見られるようになってきているため注意が呼びかけられています。

シガトキシンと聞いて、シガ毒素？と思われませんでしたか？カタカナ表記では同じでもこちらの
Shigatoxinは志賀赤痢菌（ ）が産生するものでCiguatoxinとは別物です。また魚毒として
はふぐのテトロドトキシンは有名ですが、このシガトキシン、毒性はテトロドトキシンの20倍から100
倍とのこと。シガトキシンにシガテラ食中毒･･･おそらく以前に習ったんでしょうが、すっかり忘却の
彼方へ。

ちなみに、去年の食中毒警報が解除されたのは10月５日でした、食中毒が発生しやすい気象条件が続
く期間は結構長いので、日常に起こりやすい細菌性食中毒にも気をつけなくっちゃと思った次第です。

参考文献
NHKあさイチＨＰ／食品安全委員会HP（魚介類の自然毒に係る調査）／沖縄県衛生環境研究所ＨＰ

後藤 佳恵
シガテラ食中毒とドライアイスセンセーション

S.dysenteriae
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～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

今回は、コレクションの中から、シェーファーをいくつか紹介したい。

やはり、有名どころといえば、モンブラン・ペリカン、国産ならばパイロットといったところだろうか。

残念ながら現在の日本では、シェーファーの万年筆はあまり知名度が高いとはいえない（はっきり

言って、マイナーの部類）。

しかし、1910年代より60年代当時においては、かなりのシェアを誇る人気メーカーだった。業界

におけるその功績は、非常に大きい。例えば、カートリッジ普及以前の吸入方式の過半数を占めたレ

バーフィーラーは、同社の開発によるし、ラウンドニブと呼ばれる巻きペン・象嵌ニブ・注射器の様な

金属管の伸縮でインクを吸入するシュノーケル式等、個性的な万年筆を数多く発表してきた。

書き味は、固めだが滑らかなものが多い。筆圧が強い人には、特に60～70年代の象嵌ニブとラウ

ンドニブがお勧めと思う。

自分の高校時代には、舶来万年筆の中では定価も安い方だったのに、個性的なペン先等が災いしてか

不人気で、よく3割引セールの対象になっていた。

�品質は当時の舶来物の中でもかなり良かったが、悲しいかな必ずしも「高品質」と「人気商品」は

両立しないということか‥‥?

だが、昨今ではその独特なペン先・吸入機構・意匠等故かマニア間での人気は高まっており（マニア

は一般的でない物が大好き♥）、ｍｙコレクションにも同社の商品が結構入っていたりする。そんな中

から、戦後のシェーファーの代表的な3つのタイプを紹介する。

SHEAFFER 万年筆
羅 焚 屋

①ラウンドニブ
②象嵌ニブ ③例外的に軟らかい

｢レディーシェーファー｣
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次号は、あい薬局田辺健康館です。
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ノムラ薬局大朝店
山県郡北広島町新庄2048-1
開設者 野村祐仁
管理薬剤師 野村真由美

ノムラ薬局大朝店は山県郡大朝町（現在は
合併して北広島町ですが）に平成７年８月に
開局して、この８月で15年になります。大朝
店は、薬局から車で10分のところに寒曳ス
キー場があり、大朝から高速道路にのれば次
のＩＣが瑞穂で瑞穂スキー場があるという、
県北の雪の多い町にあります。開局当時は、
膝まで雪が積もる日が一冬に３～４回はあっ
て薬局に泊まる日もありましたが、近年の温
暖化で積雪量がグッと減り、通勤は楽になり
ました。広島市内で13年＋大朝で２年の病院
薬剤師を経て縁あってこの地で薬局をスター
トしました。一般薬、サプリメントに医療・
介護補助用具などは開局してからの勉強で患
者さんやお客さんからも学ばせていただきま
した。

こんにゃくをつくるのは炭酸ナトリウムで
茄子のお漬物にはミョウバン、よもぎを茹で
るときは重曹ということも。

患者さん同士は皆さん顔見知りが多く旧大
朝町、旧千代田町、お隣島根県の邑南町の
方々が「まあ元気？ここで会うんじゃけ元気
じゃあないよね（笑）」などとよく薬局で世
間話をしながら、薬ができるのを待っておら
れます。

高齢化、お年寄りとかいいますが、私が
ずっと感じるのは、みなさんお元気でたくま
しいということです。98歳まで軽トラで通院
されていたおじいちゃんや80～90歳ではまだ
まだ畑しごとされたり、みなさん現役です。
それに物を大切にされますね、お金が掛かる
掛からない関係なく。昭和の激動の時代を生
きてこられたこの人たちのおかげで私たちは
今生活できているんだなとつくづく頭が下が
る思いです。

その反面、あー15年経つんだな、みんな年
を取ったんだなとしみじみ感じることも多い
です。開局当時まだまだお若く元気で薬局に
来られていた患者さんが、デイケアやデイ
サービスに通われるようになり、いつしか
ショートスティの期間が長くなってきた時と
か、薬の数がだんだん合わなくなって一包化
にして、それでも合わなくなってカレンダー
で管理して、それでも正しく服用できなくて

ヘルパーさんに介助をお願いしてと、段階が
進んでいくのを見たときなどです。このカレ
ンダーはノムラ薬局オリジナルで、最初レン
トゲンフィルムを包んでいた厚紙をもらって
きて１枚ずつ手作りしていたのですが、カレ
ンダー管理の方がだんだん増えていき、製作
が追いつかなくなってきて、10年くらい前か
らは、エクセルで作ったＢ４のカレンダーを
ラミネート加工した簡単なものに変えて管理
用カレンダーにしています。分包紙に日にち
を大きく印字して７or14日分を1包ずつセロ
テープで貼って渡しています。こうすると次
回持ってきてもらった時、飲み忘れがわかる
こともあります。すべてサービスで、とても
手間がかかるのですが服用状況は劇的によく
なります。今では医師、看護師、ケアマネの
方たちに「カレンダー管理にしてあげて」と
頼まれるほど定着してきました。

時々、「この薬もらいよるんだが、あそこ
は薬剤師さんがおらんけここで見てもらおう
思うて」とか「この薬はずっと飲んでええん
かの」とか他機関でもらった薬の相談に来ら
れることがあります。こんなとき少しでも地
域に根ざした薬局になれたのかなとうれしく
なります。

薬局に入るなり「薬できとる？」「この間
もろうた薬だがのう」と突然本題に入られて、
年々頭の老化が進む私が（ん？顔はよく見る
んだけど名前が…）と考えている間に周りの
スタッフが薬歴を差し出してくれるとか、患
者さんからの電話相談を受けている間に、そ
のやり取りを聞いてサッとその人の薬歴を出
してくれるなど、薬局のスタッフみんなに助
けられて、今日も「あなたのかかりつけ薬局
です」の笑顔で狭い薬局内をバタバタかけま
わってます。
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「OTC�医薬品事典（一般用医薬品集）第12版」
編 集：日本OTC�医薬品情報研究会

（日本OTC�医薬品協会／編集協力）
発 行：株式会社�じほう
判 型：Ｂ５判 約1,000頁
価 格：定 価 5,250円（税込）

会員価格 4,500円（税込）
送 料：１部 500円

「薬剤師のための実践英会話�第２版」
著 者：小宮山貴子（北里大学薬学部臨床薬学教授）
発 行：株式会社�じほう
判 型：Ａ５判 188頁
価 格：定 価 3,570円（税込）

会員価格 3,150円（税込）
送 料：１部 500円

「改訂第２版 知っておこう！薬の飲み合わせ」
発 行：株式会社�日本医療企画
監 修：日本薬剤師会
判 型：Ｂ５判 36頁
価 格：定 価 350円（税込）

送 料：１部 400円

「保険薬局業務指針2010年版」
編 集：日本薬剤師会
発 行：株式会社�薬事日報社
判 型：Ｂ５判 535頁
価 格：定 価 4,620円（税込）

会員価格 4,100円（税込）
送 料：１部 350円

「一般用医薬品情報－第Ⅰ類・指定第Ⅱ類－情報
提供のポイント 改訂版」
編 集：慶應義塾大学薬学部教授 中島恵美
著 者：ＯＴＣ薬とセルフケア研究会
発 行：株式会社 薬事日報社
判 型：変形Ｂ５判 324頁
価 格：定 価 3,570円（税込）

会員価格 3,200円（税込）
送 料：１部 350円

「疾患別設問式薬剤師に必要な患者ケアの知識
改訂総合版」
編 集：木村 健（兵庫医科大学病院薬剤部長）
発 行：株式会社 じほう
判 型：Ｂ５判 600頁
価 格：定 価 6,090円（税込）

会員価格 5,500円（税込）
送 料：１部 500円

「腎機能別薬剤使用マニュアル 改訂３版」
編 集：乾 賢一

（京都大学教授・医学部附属病院薬剤部長）
土井 俊夫

（徳島大学教授・附属病院腎臓内科長）
発 行：株式会社 じほう
判 型：Ｂ６変形判 250頁
価 格：定 価 2,310円（税込）

会員価格 2,100円（税込）
送 料：１部 500円

「保険調剤Ｑ＆Ａ 平成22年版」
価 格：定 価 2,310円（税込）

会員価格 1,950円（税込）
送 料：１部 500円

「保険薬局Ｑ＆Ａ 平成22年版」
価 格：定 価 2,100円（税込）

会員価格：1,750円（税込）
送 料：１部 500円

「保険薬事辞典 平成22年６月版」
価 格：定 価 4,620円（税込）

会員価格 4,160円（税込）
送 料：１部 500円

「保険薬事典プラス 平成22年６月版」
価 格：定 価 4,830円（税込）

会員価格：4,350円（税込）
送 料：１部 500円
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告   知   板

夏期休業のお知らせ
次のとおり夏期休業いたします。

よろしくお願いします。

第43回日本薬剤師会学術大会に参加希望の方
――予約登録費県薬で負担――

大会に参加を希望される会員は、所属支部長へ参加希望の旨を申し出てくだ
さい。

9,県薬では、支部割当数（県薬代議員数）の登録費（予約登録 000円）を負担
します。
（８月31日（火）締切）
なお、支部長へ予約申込をされた方のみ該当者とします。

８月13日（金）～１６日（月）
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松下 憲明 青野 拓郎 二川 勝 藤山 りさ
池田 和彦 村上 孝枝 山岡 紀子 原田 修江
後藤 佳恵

編��集��委��員

7 2010
Vol.35
No.4

この 2 ～ 3 年同窓会がとっても多くなりました。
今年は還暦の為か中学校・大学の同窓会が夏に開

催決定となりました。
中学の同窓生で地元に残っている人は少なく、頻

繁に御誘いの電話が…お昼は用事があるので、二次
会に出席で勘弁してもらいましたが、「お前は前回
も二次会だけだった。」とおしかりを受けました。

ごめんね、その時もお仕事だったの
� ＜396＞�

７年ぶりにターボエンジン車に乗り換えました。
ならし運転のつもりで鞆の浦まで行って来ました。
狭い道路で離合するのにヒヤヒヤ。いつまでも変わ
らない信号にイライラ。でも天気も良かったし景色
も良かったし楽しいドライブでした。
� ＜ターボ＞

この初夏は不安定な天候が続き、
朝夕冷え込み、体調を崩す患者さ
んが多かったが、ご多分に漏れず
私もその一人となり咳風邪でダウ
ン。
「鬼の霍乱」と、人は言う。ま

だ咳が抜けず、のど飴が机の上の
マストアイテムとなってしまった。
� ＜Ｔ２＞

故意に子宮収縮剤を使用し、堕
胎させたとされる事件に衝撃を受
けた。医薬品を扱う人間のモラル
が疑われることがないように努め
たい。
� ＜Ｋ－Ｚ＞

初めて広報の仕事に関わらせていただきました。
日本語の難しさ、漢字の送り仮名のつけ方等、難しさを実感！
小学校からやり直し？？

� ＜ツバミ＞

日本の暑い夏、７月11日が近づいてきました。
全員参加で盛り上げましょう。
スポーツの世界も盛り上がっています。
サッカーやゴルフ、特に米女子プロの宮里藍さん、

今期４勝目で1987年の岡本綾子さんに並ぶ最多記録だ
そうです。

世界ランキングも１位との事で今年は期待できそう
ですネ。

代りに期待できないのが国技の相撲。どうなってい
るのか？毎場所楽しみに応援していたのに……
� ＜ま＞

先日、以前の職場の友人数名
と、久々のお食事会をしまし
た。日常の慌ただしさを忘れ、
うっとうしい梅雨の合間のひと
とき、楽しい時間を過ごしまし
た。いつも笑顔でいられるよう
に、心のリフレッシュ、大切で
すね。\(^_^)/
� ＜水無月＞
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� 平成22年４月21日
� 広島県薬剤師会保険薬局部会
� （担当：豊見雅文）

調剤報酬改定Ｑ＆Ａ（その１） 広島県薬剤師会
Ｑ１．処方せんの受付回数が4000回超／月への該当性の判断に当たっては、時間外加算、休日加算～等
受付回数に含めない処方せんの記載があるが、公費単独、公害に係わる処方せんについても、受付回数
に含めないとしてよろしいか。
Ａ１．生保とともに受け付け回数に含めない。

Ｑ２．同一の服用時点で、服用するタイミングが異なる、異なる内服薬については、別剤としてそれぞ
れ内服薬調剤料が算定できるが、一包化薬調剤料が削除された事により、取扱に変更はあるか。

例）隔日交互服用、順番に服用（Ａ服用後Ｂ服用）
Ａ２．変更なし、別剤算定可能。

Ｑ３．一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は併せて算定できるか。
Ａ３．一回受付の処方せん内で、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、剤が違っても同時算定はでき
ない。（かつては算定可の解釈もあったが、今回訂正）

Ｑ４．一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、高い調剤料となる方を算定して良いか。
Ａ４．良い。

Ｑ５．一包化加算と計量混合加算について
例）処方１ Ａ錠、Ｂ錠、Ｃ錠 （１日３回毎食後服用 14日分）
例）処方２ Ｄ錠、Ｅ散、Ｆ散 （１日１回朝食前服用 14日分）

Ａ５．両者とも一包化加算の対象となる要件を満たしているが、服用時点が重ならないので、どちらか
で一包化加算を算定する。処方１で算定した場合、処方２で計量混合調剤加算を算定することが可能。

Ｑ６．一包化加算は時間外加算等の対象か。
Ａ６．時間外加算等の対象とならない。

Ｑ７．一包化指示のある処方せんで、１剤で３種類（散剤２種あり）調剤料（一包化加算）の調剤数量
14日と７日分の処方せんを別日に受付けた場合、14日分の請求を一包化算定とし、７日分の請求を内服
薬調剤料＋計量混合調剤加算（一包化請求の方が低点数となるため）での請求は認められるか。
Ａ７．不可とは言い切れないが、患者の理解が得られにくい。このような算定は避けるべきである。

Ｑ８．一包化加算を算定した場合は、自家製剤加算及び計量混合調剤加算が算定できないとありますが、

保険薬局ニュース
平 成 22 年 ７ 月 １ 日

Vol.18   No.4（No.98）

広島県薬剤師会保険薬局部会
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次の場合は一包化した残りの内服薬の部分について計量混合調剤加算を算定できますか。また、「一包
化加算を算定した場合は… 」とあることから、一包化加算を算定せずに自家製剤加算及び計量混合
加算を算定することは認められますか。

例）Ａ剤 毎食後 ５日分（一包化加算）
例）Ｂ剤 タ食後、就寝前 28日分（計量混合加算）

Ａ８．一包化した残りの部分について計量混合調剤加算混合加算を算定することはできない。一包化加
算を算定せずに自家製剤加算及び計量混合加算を算定することは可能。

Ｑ９．「含有規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更後の薬剤
料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り、対象となるものであること。」とあるが、こ
こでいう薬剤料とは薬価のことか、又はレセプト請求における薬剤料のことか。
Ａ９．�レセプト請求における薬剤料のことである。薬価が高価でもその剤の薬剤料が変わらなければ
変更可能。

Ｑ10．一般のマンションの中で別患者に訪問した場合、500点か350点か。
Ａ10．同一日なら午前と午後でも350点を算定する。

Ｑ11．含有規格変更、剤形変更を含め、後発医薬品に変更し、結果として適応のない後発医薬品を調剤
し査定となった場合、査定に係わる金額調整は医療機関側か薬局側か。薬局で調整する場合、調剤基本
料も査定となるのか。
Ａ11．薬局側で調整。調剤基本料や調剤料は査定しない。

Ｑ12．一包化をする30日分の処方せんを分割して、３月に15日分、４月に15日分調剤した場合、４月の
算定は基本料５点＋内服調剤料（81－71=10点）×３＋一包化加算90点（15日分）でよいか。
Ａ12．一包化加算は 150点（30日分）－90点（15日分）＝60点 で計算する。

Ｑ13．ハイリスク薬の範囲について。
Ａ13．薬効分類を主に考える。特定薬剤管理指導加算に係わる薬剤は、効能分類で薬剤と適応が指定
されている。従って、精神神経用剤なら117の効能分類を持つ薬剤が精神神経用剤として使われる場合
に、それなりの指導をして記録した場合に限り、算定が可能。日薬ガイドラインの薬剤の種類と、保険
上の範囲は異なっている。

Ｑ14．万年筆型の注射針については薬局での保険請求が可能だが、多発性硬化症に対する自己注射薬で
「アボネックス筋注用シリンジ30μｇ」に使う普通の注射針、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤の「グ
ランシリンジ」の注射針が処方された場合の特定保険医療材料料は。
Ａ1４．医科点数表で注射針加算を算定し医療機関で針を交付する。
今後検討していく。

Ｑ15．処方せん、調剤レセプトに医療機関コードを記載する様式は９月までの経過措置があるが、９月
の処方せんに記載がない場合、10月の調剤レセは記載しなくてよいか。
Ａ15．追って連絡する。
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� 平成22年６月３日

� 広島県薬剤師会保険薬局部会

� （担当：豊見雅文）

アマリール１㎎・レンドルミン錠0.25㎎等の半割について
アマリール0.5㎎錠が、平成22年５月28日に薬価収載されました。

発売開始は６月初旬ですが、薬価収載された５月28日以降、１㎎錠を半割しても、自家製剤加算は算

定できません。実際の発売日は、公式には記録されないため、薬価収載日で判断をすることになってい

ます。

また、同日にブロゾーム錠0.125㎎（ニプロファーマ）が薬価収載されたため、レンドルミン錠0.25㎎

等のブロチゾラム錠0.25㎎の半割も自家製剤加算が算定できません。

保険薬局業務指針Ｐ458（21）自家製剤加算の取扱について�ウ�参照

カロナール錠200の1.5錠について
カロナール錠200の1.5錠 屯服の処方の場合、カロナール錠300が薬価収載されていますので、自家

製剤加算は算定できません。

長期投薬情報提供料１について
長期投薬情報提供料１は、平成20年４月に算定要件が変更されました。

あらかじめ、同意を得た患者に、15日分以上の投薬があり、医薬品緊急安全性情報等で、新たに知り

得た情報で、患者に重大な影響を与えると思われる事項を情報提供した場合に限り、算定できるもので

す。

20年３月以前の要件では算定できませんのでご注意ください。

同銘柄容量違いの投薬について
アマリール１㎎錠・３㎎錠や、デパケンＲ錠100・200などは、同じ処方せんの中に、服用時間を変え

て処方されることが多くあります。

調剤報酬上の剤を考えるときには、同じ薬と解釈します。

例 １）アマリール３㎎ １錠 朝食後

２）アマリール１㎎ １錠 夕食後

３）Ａ錠 ２錠 朝夕食後

このような処方では、調剤料は１剤しか算定できません。

アマリールは、朝夕食後と判断されます。
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例 一包化

１）デパケンＲ錠１００ １錠

Ｂ錠 １錠

Ｃ錠 １錠 朝食後

２）デパケンＲ錠２００ １錠

Ｄ散 １ｇ

Ｅ散 １ｇ 夕食後

この場合、朝食後だけで一包化加算の対象になりますが、夕食後も一包化加算の対象に含まれます。

（デパケンＲ錠は朝夕食後と解釈される）

従って、夕食後の計量混合調剤加算は算定できません。

  一包化加算の対象となる剤について  
一医療機関の複数科からの処方せんを同日に受け付けた場合は、全ての剤を一枚の処方せんで受け付

けたと同様に計算します。一包化加算は服用時点が重なる剤の全てが対象となります。発行科が異なっ

ていても、服用時点が重なれば、計量混合調剤加算や自家製剤加算を算定することはできません。

また、同じ服用時点で日数が異なる場合や、食直後と食後なども、同様に解釈されますのでご注意く

ださい。

－�4�－



入院中の他医療機関外来受診について
� 厚生労働省疑義解釈（その５）より抜粋
（問１）入院中の患者が他医療機関を受診する場合、入院医療機関、他医療機関、薬局間での処方内容

等の情報共有は、どのように行うのか。

（答）入院中の患者に他医療機関が外来で処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、１）入
院中の患者である旨、２）入院医療機関の名称、３）出来高入院料を算定している患者であるか否
かについて記載して交付することとし、当該処方せんに基づき調剤を行った薬局は、調剤内容につ
いて入院医療機関に情報提供する。

（問２）�入院中の患者（ＤＰＣ算定病棟に入院している患者を除く。）について、入院医療機関にお
いて行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から
交付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように
行うのか。

（答）当該薬局において、調剤基本料（加算を含む。）及び調剤情報提供料（算定要件を満たす場合に
限る。）を算定することができる。ただし、当該患者が出来高入院料を算定する病床に入院してい
る患者である場合には、これらの費用のほか、調剤料（加算を含む。）、薬剤料及び特定保険医療
材料料についても算定することができる（調剤情報提供料以外の薬学管理料については、算定する
ことはできない）。

算定に当たっては、調剤報酬明細書の摘要欄に、１）入院中の患者である旨、２）入院医療機関
の名称、３）出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載すること。また、調剤内
容（医薬品名、規格単位、用法・用量、調剤数量（投薬日数、調剤回数等）等）について、入院医
療機関に情報提供すること。

※出来高入院料を算定する病床とは、ＤＰＣ算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、
有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床をいう。

（問３）�入院中の患者（ＤＰＣ算定病棟に入院している患者に限る。）について、入院医療機関にお
いて行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から
交付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように
行うのか。

（答）当該薬局における調剤に係る費用は、入院医療機関が行った調剤に係る費用と同様の取扱いとし、
入院医療機関において算定することとなるため、この場合の入院医療機関と当該薬局との間での診
療報酬の分配は、相互の合議により行うこと。また、調剤内容（医薬品名、規格単位、用法・用量、
調剤数量（投薬日数、調剤回数等）等）について、入院医療機関に情報提供すること。
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� 事 務 連 絡

� 平成22年５月25日

広島県薬剤師会 御中

� 社会保険診療報酬支払基金

「審査に関する苦情等相談窓口」の設置について
平素は支払基金の業務運営に関しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、支払基金においては、これまで審査の透明性を高めることにより、審査の公平・公正性に対す

る信頼の確保を図るべく、種々の改善を行ってきました。

今般、「今後の審査委員会のあり方に関する検討会」報告書により指摘がありました、支部間差異解

消及び新たな支部間差異の発生防止を図っていくための課題に対応する方策の一つといたしまして、支

払基金本部審査企画部に「審査に関する苦情相談窓口」を設置し、全国の保険者、保険医療機関、保険

薬局及びこれらに係る関連団体（以下「関係者」という。）からの審査に関する苦情に対する体制を整

備いたしました。

つきましては、別添１の「審査に関する苦情等相談窓口への照会方法」を参照いただき、審査結果に

対する疑問、不満又は支部間の差異がありました場合は照会いただきますよう、ご理解とご協力をお願

いいたします。

なお、再審査に関する相談・照会等は、従前どおり、支払基金支部に設置している「再審査相談窓

口」をご活用願います。

おって、各保険薬局には、別添２により連絡することとしておりますことを申し添えます。

〈別添１〉

審査に関する苦情など相談窓口への照会方法
審査に関する苦情等相談窓口（以下［相談窓口」という。）に照会いただく場合は、下記の記載事項

を記載いただき、原則、電子メールにより提出いただくことといたしますが、ファクシミリ又は郵送で

提出いただいても差し支えありません。

なお、照会に当たり、レセプトのコピーを添付いただく場合は、個人情報に係る部分を抹消するなど、

個人情報の取扱いにご留意いただきますようお願いいたします。

記

１ 記載事項

照会に対し回答するため必要となりますので①から⑥については、必ず記載願います。

① 件名：ご照会の件名を記入して下さい。

② 照会内容：審査の問題点、個人情報以外の診療年月、年齢、性別、傷病名など問題点に係る内容

を具体的に記入して下さい。

③ 提出日：照会用紙に提出する日を記入して下さい。
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④ 提出者（団体名）：保険者名、医療機関名、薬局名又は団体名を記入してください。（回答を送

付させて頂く保険者名等とさせて頂きます。）

⑤ 所在地：提出者の所在地の郵便番号及び住所を記入して下さい。

（回答の送付先とさせていただきます。）

⑥ 担当者：この照会の担当者様の所属名、氏名を記入して下さい。

（回答を送付させて頂く、担当者様のお名前とさせて頂きます。）

⑦ 照会に至った経過等：問題事例が現在まで解決できない経緯について基金支部の対応など具体的

に記入して下さい。

２ 照会用紙提出先

① 電子メールにより照会する場合

ア 医科・ＤＣＰ・調剤 sinsasoudan@ssk.or.jp

イ 歯科 sinsasoudansika@ssk.or.jp

② ファクシミリにより照会する場合

０３－３５９１－７２６８

③ 郵送により照会する場合

〒１０５－０００４ 東京都港区新橋２－１－３

社会保険診療報酬支払基金審査企画部

審査に関する苦情等相談窓口

〈別添２〉

� 事 務 連 絡

� 平成22年６月７日

保険者・保険医療機関・保険薬局等 各位

� 社会保険診療報酬支払基金

「審査に関する苦情等相談窓口」の設置について
平素は支払い基金の業務処理に関しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、支払基金においては、これまで審査の透明性を高めることにより、審査の公平・公正性に対す

る信頼の確保を図るべく、種々の改善を行ってきました。

今般、適正な審査を図っていくための方策の一つといたしまして、支払基金本部審査企画部に「審査

に関する苦情等相談窓口」を設置し、全国の保険者、保険医療機関、保険薬局及びこれらに係る関連団

体（以下「関係者」という。）からの審査に関する苦情に対応する体制を整備いたしました。

つきましては、別添の「審査に関する苦情等相談窓口への照会方法」を参照いただき、審査結果に対

する疑問、不満又は支部間の差異がありました場合は照会いただきますようお願いいたします。

なお、再審査に関する相談・照会等は、従前どおり、支払基金支部に設置している「再審査相談窓

口」をご活用願います。
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

サレドカプセル 50
（藤本製薬）
サリドマイド、サレド 50

サリドマイド

・再発又は難治性の多発性骨
髄腫

50mg
1 カプセル 5,512.80 ・既存の100mg製剤に新たな

規格（50mg製剤）を追加。

ロナセン錠 8mg
（大日本住友製薬）
DS035

ブロナンセリン

・統合失調症
8mg １錠 269.60

・既存の2mg、4mg製剤に新
たな規格（8mg製剤）を追
加。

オルメテック錠 40mg
（第一三共 = 興和）
表（割線有）：DSC��333���裏：40

オルメサルタン メドキソミル

・高血圧症
40mg １錠 213.00

・既存の5、10、20mg製剤に
新たな規格（40mg製剤）を
追加。

プレタール OD 錠 50mg
（大塚製薬）
OG19�

シロスタゾール

・慢性動脈閉塞症に基づく潰
瘍、疼痛及び冷感等の虚血性
諸症状の改善
・脳梗塞（心原性脳塞栓症を
除く）発症後の再発抑制

50mg １錠 105.50
・既存のプレタール錠に新た

な剤型（口腔内崩壊錠）を
追加。プレタールOD 錠 100mg

（大塚製薬）
OG18�

100mg １錠 189.50

［注射薬］

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ラジカット点滴静注バッグ
30mg

（田辺三菱製薬）

エダラボン

・脳梗塞急性期に伴う神経症
候、日常生活動作障害、機能
障害の改善

30mg100mL
１キット 8,228

・既存の「ラジカット注 30mg」
を予め生理食塩液で希釈し
バッグ製剤とした製品。

エポエチンアルファ
BS 注 750「JCR」

（日本ケミカルリサー
チ - キッセイ薬品）

エポエチン�カッパ（遺伝子
組換え）［エポエチンアルフ
ァ後続1］

・透析施行中の腎性貧血
・未熟児貧血

750国際単位
0．5mL１瓶 1,113

・既存のエポエチンアルファ
（遺伝子組換え）製剤（エ
スポー注射液）のバイオ後
続品であり、バイアル製品及
びそれらをプレフィルドシリ
ンジ化したキット製品。

エポエチンアルファ
BS 注 1500「JCR」

（日本ケミカルリサー
チ - キッセイ薬品）

1,500国際単位
1mL１瓶 1,938

エポエチンアルファ
BS 注 3000「JCR」

（日本ケミカルリサー
チ - キッセイ薬品）

3,000国際単位
2mL１瓶 3,377

エポエチンアルファ
BS 注 750 シリンジ

「JCR」
（日本ケミカルリサー
チ - キッセイ薬品）

750国際単位
0．5mL１筒 848

薬価基準収載医薬品（平成22年4月23日付）
－�報告品目・新キット製品�－

（14成分25品目）
[内用薬]
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

エポエチンアルファ
BS 注 1500 シリンジ「JCR」

（日本ケミカルリサー
チ - キッセイ薬品）

エポエチン�カッパ（遺伝子
組換え）［エポエチンアルフ
ァ後続1］

・透析施行中の腎性貧血
・未熟児貧血

1,500国際単位
1mL1筒 1,491 ・既存のエポエチンアルファ

（遺伝子組換え）製剤（エ
スポー注射液）のバイオ後
続品であり、バイアル製品
及びそれらをプレフィルド
シリンジ化したキット製
品。

エポエチンアルファ
BS 注 3000 シリンジ「JCR」

（日本ケミカルリサー
チ - キッセイ薬品）

3,000国際単位
2mL1筒 2,622

キロサイド N 注 1g
（日本新薬）

シタラビン

シタラビン大量療法
再発又は難治性の下記疾患

急性白血病（急性骨髄性白
血病、急性リンパ性白血病）

悪性リンパ腫
ただし、急性リンパ性白血病
及び悪性リンパ腫については
他の抗腫瘍剤と併用する場合
に限る。

1g１瓶 13,418
・既存のキロサイドＮ注400

mgに新たな規格（1g製
剤）を追加。

エルプラット点滴静注液50mg
（ヤクルト本社）

オキサリプラチン

・治癒切除不能な進行・再発
の結腸・直腸癌
・結腸癌における術後補助化
学療法

50mg10mL
１瓶 38,142

・既存のエルプラット注射用
（凍結乾燥製剤）を水溶性
製剤にした製品。エルプラット点滴静注液100mg

（ヤクルト本社）
100mg20mL

１瓶 70,284

ノボラピッド 50ミックス
注 フレックスペン

（ノボ�ノルディスク�ファーマ） インスリン アスパルト（遺
伝子組換え）

・インスリン療法が適応とな
る糖尿病

300単位
１キット 2,287

・既存のノボラピッド注フレッ
クスペンにプロタミンを加え
ることで、可溶性超速効型画
分に結晶性中間型画分を含
有させた二相性混合製剤。

※ノボラピッド50ミックス注
フレックスペン
可溶性超速効型画分：結晶
性中間型画分＝5：5

※2ノボラピッド70ミックス
注 フレックスペン
可溶性超速効型画分：結晶
性中間型画分＝7：3

ノボラピッド 70ミックス
注 フレックスペン

（ノボ�ノルディスク�ファーマ）

300単位
１キット 2,286

アドベイト注射用2000
（バクスター）

ルリオクトコグ アルファ
（遺伝子組換え）

・血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者
に対し、血漿中の血液凝固第
Ⅷ因子を補い、その出血傾向
を抑制する。

2,000単位
1瓶

（溶解液付）
136,983

・既存の250、500、1,000単位
製剤に新たな規格（2,000単
位製剤）を追加。
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商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ノボセブン HI 静注用
1mg

（ノボ�ノルディスク�
ファーマ） エプタコグ アルファ（活性

型）（遺伝子組換え）

・血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ
因子に対するインヒビターを
保有する先天性血友病及び後
天性血友病患者の出血抑制
・先天性第VII因子欠乏症患
者における出血傾向の抑制

1mg1mL
１瓶

（溶解液付）
98,024

・既存の注射用ノボセブン（
1．2mg、4．8mg）を室温で
保存できるように処方変更し
、更に注射量を減らし、かつ
投与量の計算が容易となるよ
うに溶解後の有効成分濃度
を0．6mg／mLから1．0mg／
mLに変更した製品。

・多様な用量に対応できるよ
うに2mg規格を新たに追加
し３規格とした。

ノボセブン HI 静注用
2mg

（ノボ�ノルディスク�
ファーマ）

2mg2mL
１瓶

（溶解液付）
189,000

ノボセブン HI 静注用
5mg

（ノボ�ノルディスク�
ファーマ）

5mg5mL
１瓶

（溶解液付）
450,177

［外用薬］

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ディスコビスク 1．0
眼粘弾剤

（日本アルコン）

ヒアルロン酸ナトリウム、コ
ンドロイチン硫酸エステルナ
トリウム

・水晶体再建術の手術補助

1mL
１筒 10,932.30

・既存の眼粘弾剤配合剤であ
るビスコート（ヒアルロン酸
ナトリウムとコンドロイチン
硫酸エステルナトリウム）に
含有されるヒアルロン酸ナト
リウムを、より高分子量かつ
低濃度のものに処方変更し
た製品。

スピリーバ 2．5�μ g
レスピマット 60 吸入

（日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム = ファ
イザー）

チオトロピウム臭化物水和物

・慢性閉塞性肺疾患（慢性気
管支炎、肺気腫）の気道閉塞
性障害に基づく諸症状の緩解

150μg
1キット 6,767.70

・既存のスピリーバ吸入用カ
プセル18μgと同一成分であ
る吸入液を、吸入用器具（レ
スピマット）に入れ込んだ新
キット製品。

アドエア 125 エアゾー
ル 120 吸入用

（グラクソ・スミスク
ライン）

サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル

・気管支喘息（吸入ステロイド
剤及び長時間作動型吸入β2
刺激剤の併用が必要な場合）
：アドエア125エアゾール、
アドエア250エアゾール
・慢性閉塞性肺疾患（慢性気
管支炎・肺気腫）の諸症状の
緩解（吸入ステロイド剤及び
長時間作動型吸入β2刺激剤
の併用が必要な場合）：アド
エア125エアゾール

12.0g１瓶 7,639.50
・既存の製剤（サルメテロール

として25μg及びフルチカゾ
ンプロピオン酸エステルとし
て50μg120吸入用）に、新
たな規格（サルメテロールと
して25μg及びフルチカゾン
プロピオン酸エステルとして
125μg120吸入用、サルメテ
ロールとして25μg及びフル
チカゾンプロピオン酸エステ
ルとして250μg120吸入用）
を追加。

アドエア 250 エアゾー
ル 120 吸入用

（グラクソ・スミスク
ライン）

12.0g１瓶 8,774.20

・会社名中、２社をハイフンで結んだものは、前者が製造販売元、後者が発売であることを示し、＝印で結ん
だものは、両者で販売する品目であることを示す。
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ロゼレム錠 8mg
（武田薬品工業）
○△ 157

ラメルテオン

不眠症における入眠困難の改
善

8mg１錠 82.60

・メラトニン受容体アゴニ
スト。

・睡眠に関与するメラトニ
ンMT1およびMT2受容体
に選択的に作用する。

・効果発現が早く、半減期
も短いため、入眠障害、
概日リズム障害などに有
効。

・依存性がない。
・GABA受容体、ドパミン

受容体、セロトニン受容
体への親和性が認められ
ていない。

・筋弛緩作用、記憶障害な
どの副作用がない。

リリカカプセル 25mg
（ファイザー= エーザイ）
PGN�25

プレガバリン

帯状疱疹後神経痛

25mg
１カプセル 100.50 ・新しい作用機序の帯状疱

疹後神経痛治療薬。
・主に、神経系に分布する

カルシウムイオンチャネ
ルのα2δサブユニット
に結合し、鎮痛作用を現
す。

・投与開始１週目から、効
果を発揮する。

リリカカプセル 75mg
（ファイザー= エーザイ）
PGN�75

75mg
１カプセル 167.10

リリカカプセル
150mg

（ファイザー= エーザイ）
PGN�150

150mg
１カプセル 229.00

ユニシア配合錠ＬＤ
（武田薬品工業）
上面：○△ 272
下面：ＬＤ

カンデサルタン シレキセチ
ル・アムロジピンベシル酸塩

高血圧症

１錠 150.30
・ARB（ブロプレス）とCa

拮抗剤（先発医薬品：ノ
ルバスク、アムロジン）
の合剤。

・ブロプレスの配合剤とし
ては、利尿薬（ヒドロク
ロロチアジド）配合錠に
次ぐ製品。

ユニシア配合錠ＨＤ
（武田薬品工業）
上面：○△ 273
下面：H Ｄ

１錠 150.30

ネシーナ錠 6.25mg
（武田薬品工業）
○△ 385

アログリプチン安息香酸塩

2 型糖尿病
ただし、下記のいずれかの治
療で十分な効果が得られない
場合に限る。
１．食事療法、運動療法のみ
２．食事療法、運動療法に加
��� ���えてα - グルコシダーゼ
��� ���阻害剤を使用

6.25mg １錠 60.20 ・国内で3番目のDPP-4阻害
薬。DPP-4に対する選択
性が極めて高い。

・1日1回投与。
・他のDPP-4阻害薬と併用

薬が異なる。α-グルコシ
ダーゼ阻害薬との併用が
可能。

ネシーナ錠 12.5mg
（武田薬品工業）
○△�386

12.5mg １錠 112.20

ネシーナ錠 25mg
（武田薬品工業）
○△ 387

25mg １錠 209.40

薬価基準収載医薬品（平成22年6月11日付）
（12成分29品目）
[内用薬]
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

メタクト配合錠ＬＤ
（武田薬品工業）
○△ 321（裏に用量記載�
15/500）

メトホルミン塩酸塩・ピオグ
リタゾン酸塩

2 型糖尿病
ただし、ピオグリタゾン塩酸
塩及びメトホルミン塩酸塩の
併用による治療が適切と判断
される場合に限る。

1 錠 84.60

・チアゾリジ系薬（ピオグ
リタゾン酸塩：アクトス
錠）とビグアナイド系薬
（メトホルミン塩酸塩：
メルビン錠、他）の配合
剤。

・経口2型糖尿病薬の配合
剤としては、国内初の製
品。

メタクト配合錠ＨＤ
（武田薬品工業）
○△ 322（裏に用量記載�
30/500）

1 錠 158.00

［注射薬］
商品名

（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ビクトーザ皮下注18mg
（ノボ ノルディスク ファーマ）

リラグルチド（遺伝子組換え）

2 型糖尿病
ただし、下記のいずれかの治
療で十分な効果が得られない
場合に限る。
１．食事療法、運動療法のみ
２．食事療法、運動療法に加え

てスルホニルウレア剤を使用

9,960 2 キット

・新規の２型糖尿病治療薬
で、国内初のGLP-1受容体
作動薬。

・１日１回皮下注射。
・体重増加をきたしにくい。
・膵β細胞機能指標の改善

が認められた。

ネスプ注射液
10μｇ/1mLプラシリンジ
（協和発酵キリン）

ダルベポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

腎性貧血

3,086 10シリンジ

・ヒトエリスロポエチン製剤
（エポエチンアルファ：エ
スポー注、他）に N- 結合
型糖鎖を 2 本付加し、持続
型にした赤血球造血刺激
因子製剤。

・エポエチンアルファに比べ
て少ない投与回数で貧血
改善効果を示す。

・血液透析患者、腹膜透析患
者、保存期慢性腎臓病患者
において、安定した貧血改
善効果が認められている。

ネスプ注射液
15μｇ/1mLプラシリンジ
（協和発酵キリン）

4,358 10シリンジ

ネスプ注射液
20μｇ/1mLプラシリンジ
（協和発酵キリン）

5,564 10シリンジ

ネスプ注射液
30μｇ/1mLプラシリンジ
（協和発酵キリン）

7,823 1シリンジ、
10シリンジ

ネスプ注射液
40μｇ/1mLプラシリンジ
（協和発酵キリン）

9,966 10シリンジ

ネスプ注射液
60μｇ/0.6mLプラシリンジ
（協和発酵キリン）

14,031 1シリンジ

ネスプ注射液
120μｇ/0.6mLプラシリンジ
（協和発酵キリン）

24,865 1シリンジ

ネスプ注射液
180μｇ/0.9mLプラシリンジ

（協和発酵キリン）
35,343 1シリンジ
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

ベクティビックス点滴
静注 100mg
( 武田薬品工業 )

パニツムマブ（遺伝子組換え）

KRAS 遺伝子野生型の治癒
切除不能な進行・再発の結腸・
直腸癌

75,567 １バイアル

・世界初のヒト型抗EGFR
モノクローナル抗体製
剤。

・２週間に１回投与。
・投与中あるいは投与後の

過敏症状が少ない。

ソリリス点滴静注
300mg
( アレクシオン ファ
ーマ )

エクリズマブ（遺伝子組換え）

発作性夜間ヘモグロビン尿症
における溶血抑制

577,229 １バイアル
30mL

・ヒト化モノクローナル抗
体製剤。

・補体C5に特異的に結合
し、血管内溶血を抑制す
る。

［外用薬］

商品名
( 会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

コソプト配合点眼液
( 万有製薬 - 参天 )

ドルゾラミド塩酸塩・チモロ
ールマレイン酸塩

次の疾患で、他の緑内障治療
薬が効果不十分な場合：緑内
障、高眼圧症

1mL 668.00

・炭酸脱水素阻害剤（ドル
ゾラミド塩酸塩：トルソ
プト点眼液）とβ遮断
薬（チモロールマレイン
酸塩：チモプトール点眼
液、他）の配合剤。

・１日２回点眼。

デュオトラバ配合点眼
液
( 日本アルコン )

トラボプロスト・チモロール
マレイン酸塩

緑内障、高眼圧症

1mL 1,360.00

・プロスタグランジンＦ２
α誘導体（トラボプロス
ト：トラバタンズ点眼
液）とβ遮断薬（チモロ
ールマレイン酸塩：チモ
プトール点眼液、他）の
配合剤。

・１日１回点眼。
・ベンザルコニウム塩化物

（BAC）を含有しない。
・BACの代わりに、ソフト

コンタクトレンズの消毒
液や人工涙液の保存剤と
して使用されている
塩化ポリドロニウムを使
用。

・室温保存可能。

フェントステープ
1mg
( 久光製薬 = 協和発酵
キリン )

フェンタニルクエン酸塩

非オピオイド鎮痛剤及び弱オ
ピオイド鎮痛剤で治療困難な
下記疾患における鎮痛（ただ
し、他のオピオイド鎮痛剤か
ら切り替えて使用する場合に
限る。）
中等度から高度の疼痛を伴う
各種癌における鎮痛

1mg1 枚 570.60

・鎮痛効果の高い合成麻薬
のフェンタニルクエン酸
塩を、久光製薬のTDDS
技術を用いて、テープ剤
とした製品。

・オピオイド鎮痛剤から切
り替えて使用する。

・１日（約24時間）毎に貼
り替えて使用する。
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初めて後発品が薬価収載された有効成分：

ミゾリビン、ラタノプロスト、ラノコナゾール、ゲムシタビン塩酸塩、ドキソルビシン塩酸塩

新規格が薬価収載された後発医薬品：

ブロゾーム錠（0.125mg）、カームダン錠（0.8mg）、セルマニル錠（0.5mg）、スタドルフ

錠／バチール錠（50mg）、ミルナシプラン塩酸塩錠「アメル」／同錠「サワイ」／同錠「日

医工」（12.5mg）、セボチール錠／アラセプル錠（50mg）、インヒロック錠／シラザベー

ス錠(0.25mg)、ビフェルチン錠／ラスプジン錠（0.5mg)、アスゼスパップ／フェルビスパップ

（140mg）、セフメタゾールNa静注用「NP」（0.5g）、ダルテパリンNa静注「ニプロ」（省

略）、ミニヘパ透析用（省略）、ガドジアミド静注射液「F」（省略）

新剤形が薬価収載された後発医薬品：

アミオダロン塩酸塩「TE」（速崩錠50mg／100mg）、�アムロジピン「CH」／同「TYK」／同

「あすか」／同「トーワ」（内用ゼリー2.5mg／5mg）、アズサレオン錠／エピナジオン錠／エ

ルピナン錠（DS1%）、セチリジン塩酸塩「サワイ」（OD錠5mg／10mg）

新規格・新剤形が薬価収載された先発医薬品：

アマリール錠（0.5mg）、グルコバイ錠（OD錠50mg／100mg）、アクトス錠（OD錠15mg／

30mg）、ムコダインDS（DS50%）、カルタン錠（OD錠250mg／500mg）、ケタラール静注

（50mg）、カイトリル点滴静注バッグ（3mg／50mL）、ダラシンT（ローション）

【後発医薬品等の薬価収載について】
５月28日、後発医薬品等が薬価収載されました。（内用薬112品目、注射薬44品目、外用薬41品目）

商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

フェントステープ
2mg

（久光製薬=協和発酵キリン）
フェンタニルクエン酸塩

非オピオイド鎮痛剤及び弱オ
ピオイド鎮痛剤で治療困難な
下記疾患における鎮痛（ただ
し、他のオピオイド鎮痛剤か
ら切り替えて使用する場合に
限る。）
中等度から高度の疼痛を伴う
各種癌における鎮痛

2mg1 枚 1,063.60
・鎮痛効果の高い合成麻薬

のフェンタニルクエン酸
塩を、久光製薬のTDDS
技術を用いて、テープ剤
とした製品。

・オピオイド鎮痛剤から切
り替えて使用する。

・１日（約24時間）毎に貼
り替えて使用する。

フェントステープ
4mg

（久光製薬=協和発酵キリン）
4mg1 枚 1,982.40

フェントステープ
6mg

（久光製薬=協和発酵キリン）
6mg1 枚 2,853.60

フェントステープ
8mg

（久光製薬=協和発酵キリン）
8mg1 枚 3,695.10

・会社名中、２社をハイフンで結んだものは、前者が製造販売元、後者が発売であることを示し、＝印で結ん
だものは、両者で販売する品目であることを示す。
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「藤井もとゆき活動報告」
薬剤師連盟のページ

  前参議院議員
  薬学博士� 藤井もとゆき

「 診 療 看 護 師 」 制 度

内閣府の行政刷新会議の規制・制度改革分科会が、４月30日、中間報告をまとめ公表しました。同分
科会のテーマは19項目に上っていますが、制度改革が実現した場合、薬剤師や医薬分業に大きな影響を
与えると思われる「医行為の範囲の明確化」についてみてみましょう。

中間報告では、このテーマには、（ ）付きで「診療看護師資格の新設」という副題が付いていま
す。これは、厚労省の「チーム医療の推進に関する検討会」が提案した「特定看護師」を、更に進めた、
米国のナースプラクティショナー制度に近い、“医師でも看護師でもない”「新たな看護職制度」を作
るべきだという提案となっています。規制・制度改革分科会の基本的考え方を整理してみましょう。

① 医師法では、医師以外の医業を禁じているが、米国など複数国で、ナースプラクテイショナー、
フィジシャン・アシスタントなど、医師以外の医療行為の担い手が存在する。そしてこれらの職
能は資格として確立している。

② 現在、厚労省で「特定看護師制度」が検討されているが、早急にモデル事業を実施し、特定看護
師の業務範囲及び裁量権等について検討すべきである。

③ その一方、将来的には、看護師の一類型としての特定看護師ではなく、“医師でも看護師でもな
い資格”として「診療看護師（仮称）」を創設することが望ましい。

このような考え方に立って、今後の具体的対処方針として次のことを検討すべきだと提言しています。
① 特定看護師制度化に向けたモデル事業を早急に実施するとともに、特定看護師の業務範囲、自律

的な判断が可能な範囲等について並行して検討する。（平成22年度中に検討開始、平成24年度中
に結論）

② 看護師の一類型としても「特定看護師」ではなく、医師と協働、連携して医療行為の一部を担う
「診療看護師（仮称）」の資格の創設に向け、特定看護師のモデル事業を踏まえつつ、検討に着
手する。（平成23年度検討開始）

現在、モデル事業の検討が進められている「特定看護師」について、医師の指示によらず独自の判断
で、医師の医行為の一部、MRI、CT撮影などの検査、軽い外科的措置、処方、投薬などが可能とする
べきこととされていますが、この“医師でも看護師でもない新制度”が実現したとき、薬剤師職能にど
のような影響をもたらすのでしょうか。「診療看護師」が処方せんを発行することとなるのか、薬剤師
はその処方せんに基づいて調剤することとなるのか。「チーム医療の促進」の一課題というと、開局薬
剤師は、“病院の話さ”、と「他岸の火事」のように思いがちですが、医薬分業に対しても大いに影響
することとなるでしょう。中間報告では、平成23年度検討開始とされています。国の政策に対し薬剤師
職能を強くアピールする必要性は更に増しています。
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「藤井もとゆき活動報告」

  前参議院議員
  薬学博士� 藤井もとゆき

医行為の範囲の明確化（診療看護師制度の新設）

事業仕分けで関心を集めた行政刷新会議が、３月、「規制・制度改革に関する分科会」を設けました。
かつての規制改革会議と同様の趣旨の会議です。その規制･制度改革分科会が４月30日に中間報告を発
表しました。19項目にわたって、今後の対応等について意見が述べられています。そのうちの一つに、
「医行為の見直し（診療看護師制度の新設）」という項目があります。

「診療看護師」とは耳慣れない言葉ですが、どうやら、これまでにも言われてきた欧米で制度化され
ている「ナース・プラクティショナー」の日本語訳のようです。つまり、ナース・プラクティショナー
制度を日本でも導入すべき、という意見と思われます。

これまで、厚労省の「チーム医療の推進に関する検討会」が、「特定看護師」制度を作ることを提案
していましたが、では、それとどこが違うのでしょうか。

「診療看護師」とは何か、中間報告書では、まず、診療看護師を「医師でも看護師でもない新しい資
格」だと、つまり、全く新しい医療職種の創設を検討すべきだと言っています。

これに対し、現在検討されている特定看護師は、「看護師の一類型」であるとしています。つまり、
看護師は、あくまで、医師の指示の下に医行為を行う職種であり、特定看護師は「医師の“包括的指
示”の活用により、従来、一般的な看護師が実施できないと理解されてきた医行為を幅広く実施できる
制度」であるとしています。つまり、そのような医師の指示のもとに動く看護師に対し、「診療看護
師」は、医師の指示を離れた独立した医療職種、ということになるのでしょう。米国には、すでに14万
人のナース・プラクティショナーがおり、一部の医行為を担い、また、独立してクリニックも開業でき、
一定の評価を得ているということです。

さて、このように、医師ではないが、一部の医行為が可能な新設の医療職種がもし創設されることと
なった場合、それは、医師や既存の看護師だけでなく、薬剤師やその他のいろいろな職種に大きな影響
を与えるでしょう。例えば、現行の看護師は、「医師の指示の下に医薬品の使用」が可能とされていま
すが、診療看護師は、独自の判断で処方・投薬が可能となるとすれば、医薬分業にはどのような影響を
与えるでしょうか。ナースステーションに診療看護師が配置された場合は、薬剤の扱いがナースステー
ションでも可能となるのでしょうか。病院における薬剤師は、診療看護師の処方せんに基づいて調剤を
行うことになるのでしょうか。

特定看護師の場合は、現行の法令の解釈の範囲で、制度の議論が行われるようですが、診療看護師の
場合は、医師法、保助看法、薬剤師法等の改正も当然視野においた議論となるでしょう。私たちは、今
から、どう対応すべきか、この機会を薬剤師職能の拡充強化の機会とできないか、など検討を進めてお
く必要があるのではないでしょうか。
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がん啓発サポートキャンペーン★がんと向き合う24時間チャリティイベント

リレー・フォー・ライフは、がんと闘う方々の勇気を称え
がん患者や家族、友人、支援者と共に交代で夜通しグラウンドを歩き続けることで
地域一丸となってがんと闘う連帯感を育み、がんで悩むことのない社会を実現する
ために募金活動を行うチャリティーイベントです。
収益金は日本対がん協会に寄附され、がん患者支援活動に役立てられます。

リレー・フォー・ライフ2010in広島

【お問い合わせ・お申し込み先】
リレー・フォー・ライフ・ジャパン 広島実行委員会事務局
〒730－0051 広島市中区大手街2-5-11-204
TEL 082-542-5053 FAX 082-542-5053
E-mail：info@rfl-hiroshima.jp
ホームページURL：http://rfl.hiroshima.jp/
尾道事務局：TEL 0848-24-2413

【振込先】
郵便振替口座番号 01310-0-98924
口座名
リレー・フォー・ライフ・ジャパン広島実行委員会
※お申し込み後、およそ１週間以内に振込をお願いします。
※ご寄付も受け付けておりますので、ご協力を終え願いします

以下の項目に同意の上、お申し込み下さい。
●当日は歩きやすい運動靴でご参加下さい。また、夜間参加の方は懐中電灯もお持ち下さい。
●会場内での荷物の管理は自己責任にてお願いします。
●万一事故が発生した場合、主催者は傷害保険に加入している範囲内および応急処置以外の責任は負えません。
●イベント中の映像、写真、記録等はテレビ・新聞・雑誌・インターネット等へ掲載される場合があります。
※マンモグラフィーをお申し込みの方は往復はがきにてお申し込み下さい。

個人情報の取扱について 本票に記入頂きました個人情報は、当イベントの目的以外には一切使用いたしません。

いずれかに○を
リレーに参加 ルミナリエ マンモグラフィー申込事前申し込み

ふりがな  性別 男性 ・ 女性

お名前（チームの場合は代表者）   年齢（マンモグラフィー申込者は生年月日）

 歳（ 年 月 日）

グループ名 参加人数

 名  

ご住所 〒 電話番号

携帯番号

FAX 番号

メールアドレス

チーム紹介等、伝えたいメッセージや想いなどを記入してください。

ルミナリエ事前申し込みの場合メッセージを記入してください。

申 込 書

参加賛同費
お一人
1,000 円

ルミナリエ
500円

マンモグラフィー
無料
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社団法人 広島県薬剤師会
〒730-8601 広島市中区富士見町11番42号
電話（082）246-4317（代） FAX（082）249-4589
ホームページ http://www.hiroyaku.or.jp

E-mailアドレス yakujimu@hiroyaku.or.jp
E-mail QR




