








� 座 長 副会長 村 上 信 行

５．当薬局における一般名処方への対応と、アンケートから見た後発品調剤の現状

� 安芸支部 村 上 恵 美

６．予製剤管理による在庫最適化���

� 広島支部 荒 川 正 人

７．緑内障点眼薬の眼圧が1�mmHg下降する費用比較�

� 広島支部 池 田 博 昭

８．ACNU動注療法における薬物動態の解析�

� 広島国際大学薬学部 中 林 市 枝

� 座長 副会長 加 藤 哲 也

９．薬薬連携でのフォルテオ®皮下注継続に対する有用性の評価

� 安芸支部 大 谷 純 一

10．簡易心電計を用いた薬学的管理の有用性 �����

� 福山支部 尾 上 洋

11．患者に求められる薬局・薬剤師 ～患者アンケート調査を通して～

� 安芸支部 長 坂 晃 治

12.�小学生保護者を対象とした抗菌薬適正使用教育の有用性

� 広島佐伯支部 荒 川 隆 之

13．緩和ケア病棟における薬剤カンファレンスについて

� 廿日市支部 秋 本 伸

特 � 別 � 講 � 演 14：00～17：00

� �座長 会 長 前 田 泰 則

�� 副会長 木 平 健 治

講 演１

��「新たな本来の薬剤師業務の展開～薬物治療マネジメントを基盤業務に～」

� 名城大学薬学部医薬品情報学研究室 准教授�� 大 津 史 子 先生

講 演２�

��「新たな薬剤師業務の法的問題点とその解釈～ＣＤＴＭへの解釈～」

� 中外合同法律事務所 弁護士・薬剤師 赤羽根 秀 宣 先生

閉 会 17：00� 副会長� 木 平 健 治
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認定実務実習指導薬剤師養成講習会

日時：平成24年８月19日（日）
場所：広島県薬剤師會館

数多くの先生方が受講されており、次のワーク

ショップへの参加を経て、実務実習指導薬剤師認

定への関心の高さがうかがえました。

 �講習会は、ア・イ・ウ・オの全部で4つある講

座について、それぞれビデオ講習後にレポートを

提出し、受講証をいただく形式でした。

 �講座ア「学生の指導について」では二部構成と

なっておりました。

①医療職教育に思う～学生の指導に向けて～で

は、教育という概念を様々な方向から考えること

ができました。まず教育とは、多くの知識を与え

難しい手技を伝えることではなく、学習者の行動

に価値ある変化をもたらすプロセスと捉え、引き

出すこと・ともに育つこと・ともに変わることで

ある、ということでした。そのためには、指導者

の熱い思いを込めた学習目標の言語化（GIO）や

フィードバック、真摯に向き合い信頼関係を築く

ための雰囲気づくりなどが大切であり、学習者の

動機づけ、成長を促し、指導者もともに成長でき

るといったねらいがあることを学びました。

 �次の②スケジュールの作成・評価についてで

は、薬局・病院別に、それぞれのSBOsの違いや

ポイントなどがわかりやすく示されていました。

スケジュール作成では90分１コマにとらわれず、

技能・態度に重点を置き、実習生の習熟度に合わ

せた柔軟な対応が必要であること、評価について

は形成的評価であるフィードバックの質が実習に

大きく影響することを学び、評価システムにも手

書きやネットなどの種類があることが紹介されま

した。

８月19日、まだまだ残暑の厳しい日曜日にこの

講習会に参加させていただきました。

私事ではありますが、出産・子育てでしばらく

薬剤師の仕事からは離れていましたが去年から、

また調剤薬局で働き始めました。新しい薬はたく

さん増え、薬学は６年制に、薬局を取り巻く環境

はどんどん変わっていて、しっかりしなくてはと

思う毎日です。同じ職場の方に声をかけていただ

き、この講習会の参加を決めました。

会場は満員、どの方も真剣な面持ちに少々気遅

れをしましたが、10時から16時までの長丁場、実

務実習に来られる薬学生を指導していくのですか

らと、気を引き締め講習を受けました。

 �講座オ「参加型実務実習の実施方法について

（法律学の見地から）」では、薬剤師の資格を持

たない実習生が実務実習に参加するという状況に

おいて、関わってくる法律上の適法性・違法性に

ついての説明がありました。十分に実施体制を整

えることや、どのような場合でも患者さんの利益

が最優先されることなどを再確認することができ

ました。

 �今回の講習会を経て、かつて私自身が経験した

22週間の病院・薬局実習を振り返ってみると、そ

の充実した実習期間が、指導者の方々の多大なる

サポートの上に成り立っていたことをあらためて

実感しました。今後は自らが良き指導者となれる

よう努力を重ね、さらに充実した実務実習が実現

できるお手伝いができればと思いました。

広島逓信病院 吉田 さゆり

広島支部 石橋 亜矢子

報告Ⅰ

報告Ⅱ
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薬事規制上の課題に関する検討会

日時：平成24年10月11日（木） 16：00～
場所：広島県庁本館６階601会議室

副会長 野村 祐仁

薬務課と平成24年６月28日に締結した委託契約
に基づき、７月に医療関係者に対する医療機器・
医薬品の研究・開発に関するアンケート調査を会
員各位にご協力いただき、実施しました。
当会での取りまとめを行い、薬務課へ提出して
おりましたが、アンケート調査の集約ができたた
め、調査結果の報告、調査結果に関する意見交
換、抽出された課題の整理及び対応方策等の検討
を行いました。
検討会構成員は、このたびこのアンケート調査
に協力した、（社）広島県医師会、（社）広島県
歯科医師会、（社）広島県薬剤師会、広島県製薬
協会の４団体の担当者とともに、仲本広島県健康
福祉局薬務課長の５名で、オブザーバーとして
（社）広島県医師会（地域医療課）２名、広島県
総務局 総合特区計画プロジェクト・チーム１
名、広島県商工労働局医工連携推進プロジェク
ト・チーム１名が参加されました。
まず、平成23年７月に策定された「ひろしま産
業新成長ビジョン」の説明と医療関連産業クラス
ター形成の取組状況について報告があり、医療関
連産業クラスター形成等先進県（兵庫県、三重
県、静岡県、福島県）における取組事例の紹介が
行われました。
続いて、仲本薬務課長の進行のもとアンケート
の各設問における集計結果が報告され、各団体よ
り意見を求められました。当会においては会員構
成として、保険薬局の開設者及び勤務者が一番多
いこともあり、治験への参加もほとんどなく、医
療機器あるいは医薬品の開発等に携わった経験者
数は僅かとなったこと、また現状では、開発に関
わる機会、時間的余裕がなく、開発等を行える環
境にないという回答が他に比べ多くありました。
製薬メーカーや病院薬剤師会へアンケートを行え
ばかなり違った回答となると思われること等を話

しました。
薬剤師が主に使用している医療機器としては、
電子カルテ、医療安全システム等で、開発・改良
の必要性があるものとして電子カルテ、医療安全
システム、高齢者向け在宅モニター機器、在宅治
療器等が挙げられている集計結果が出ておりまし
た。
全体のまとめとして、下記の事項が報告されて
おります。
◦現在の医療機器等の開発等へのニーズへの対応
状況は、ニーズを満たす既存機器を探すなど自ら
が携わってないとの回答が多く、ニーズがあって
も医療機関側の人材不足や、時間的余裕や機会が
ないこと等が障害となり積極的に開発等に関わる
ことが困難な状況がある。
◯企業等の持つ技術や開発等に関するノウハウ
が、医療関係者へ十分伝わってない可能性が示唆
され、医療関係者のニーズと企業のシーズをマッ
チングする機会を増やす必要がある。
◯行政機関には研究開発資金の補助だけでなく、
薬事法等の法規制への対応についての支援や医療
機関と共同開発企業との情報交換の場の提供、専
門知識を有するコーディネート役の確保等に関す
る意見も多く、これらをワンストップで対応でき
る機関の設置も求められている。
◦産官学が一体となって開発等を進める組織体制
の構築とそのために必要な専門知識を有する人材
を医療機関と行政機関の両方に確保することが必
要と考えられる。
この度の検討会を踏まえ一部修正・追記等を行
い最終報告書となる予定です。
薬局勤務の薬剤師には少し難解な内容のアンケー
トでしたが、ご協力ありがとうございました。
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医療関連産業クラスター形成事業に係る薬事規制上の課題調査
平成 24 年 8 月

１ 調査の概要

（１）調査の目的

医療関連産業クラスター形成事業を実施するにあたり，医療機関において，医療機器の開発に係

る薬事法規制に対応するために生じる課題等を把握し，対応策を整理するための基礎資料とする。

（２）調査主体

広島県（調査実施機関：社団法人広島県薬剤師会（委託先））

（３）調査期間

平成２４年７月１１日から７月３１日

（４）調査対象

社団法人広島県薬剤師会に所属する会員（３，０８７名）

（５）調査方法

記名式アンケート用紙（資料１）を郵送し，返信用封筒により回収。

（６）回収数及び有効回答（Ｑ１関係）

２ 調査結果

（１）医療機器・医薬品の研究・開発・治験等への関与経験の有無（Ｑ２，Ｑ３関係）

回答のあった薬剤師２，０９９名のうち，１５３名（７．２９％）が医療機器・医薬品（以下

「医療機器等」という。）の開発等の経験があり，１４名が現在も関与している。職能として医

薬品の開発等に関与している傾向であったが，医療機器への関与も１８名の回答を得ている。

回答数 医療機
器のみ

医薬品
のみ

両方に
関与

経験
なしうち現在

も関与
うち現在
も関与

うち現在
も関与

２, ０９９ ５ ２ １３５ ９ １３ ３ １,９４６

職��種 回収数 有効回答数
回収率 有効回答率

病 院 ４２ ２. ００ ４２ ２. ００
薬 局 １，８９６ ９０. ３３ １, ８９６ ９０. ３３
そ の 他 １３９ ６. ６２ １３９ ６. ６２
未 選 択※ １３ ０. ６２ １３ ０. ６２
不 明 ９ ０. ４３ ９ ０. ４３
計 ２, ０９９ １００ ２, ０９９ １００

※ 病院，薬局，その他の別を未選択の者

2012��Vol.37��No.6 広島県薬剤師会誌8



（２）医療機器等の開発等のニーズへの対応状況（Ｑ４関係）
ア 調査結果

イ 考察
これまでに医療機器等の開発等へ関与したことがある者（１５３名）のうち，現在の医療

機器等の開発等のニーズへの対応状況として，ニーズを満たす機器の登場を待つが２４名
（１５．６９％）を占め，次いで，ニーズを満たす既存機器を積極的に探すが１４名（９．１５
％），県外医療機器等メーカーと共同開発が７名（４．５８％）の順で多くなっている。
１０名（６．５４％）がメーカーや企業等と共同開発を行っているが，県外企業との共同が多
い結果となっている。

（３）県内メーカーとの共同開発を行っていない理由（Ｑ５関係）
ア 調査結果

【その他の主な回答】
・当方のニーズを伝え，相手先開発担当者と協議し，改良や新規ソフトの開発に協力。
・ニーズを満たす医薬品の登場を待つ。

【その他の主な回答】
・行える環境にない。
・県内メーカーからの治験依頼がなかったから。
・強いニーズがない。時間的余裕がない。

設問 人数
１．県内医療機器等メーカーと共同開発 ３
２．県外医療機器等メーカーと共同開発 ７
３．医療機器等メーカー以外の県内企業と開発 ０
４．医療機器等メーカー以外の県外企業と開発 ０
５．大学 ( 同一組織 ) 内にある他部門と開発 ２
６．ニーズを満たす既存機器を積極的に探す １４
７．ニーズを満たす機器の登場を待つ ２４
８．その他 ２６

設問 人数
１．ノウハウを持った企業が見当たらない。 ７
２．企業が，どのような技術を持っているかがわからない。 １９
３．企業が，薬事法への対応能力を持っているかがわからない。 ４
４．過去からのつながりで共同開発を行っており，特に県内メーカーを避
けた訳ではない。 １０

５. その他 ２６
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イ 考察
県内メーカーと共同開発をしていない理由に関して回答のあった６６名をグラフにした。開発
に関与してきたが，県内企業以外での関与とされた７３名の回答で，企業が，どのような技術を
持っているかがわからないが１９名（２６．０３％）を占め，次いで，過去からのつながりで共
同開発を行っており，特に県内メーカーを避けた訳ではないが１０名（１３．７０％），ノウハ
ウを持った企業が見当たらないが７名（９．５９％）の順で多くなっている。その他の意見とし
て，企業等からの依頼がないといった回答も見られた。
これによると，県内企業等の持つ技術や開発等に関するノウハウが会員へ十分に伝わっていな
い可能性が示唆され，会員のニーズと企業のニーズをマッチングする機会がないことも推察され
る。

（４）開発等を進める上での障害（Ｑ６関係）
ア 調査結果

設問 人数
１．必要となる技術についての共同開発の適切な相手（企業）がみつから

ない。 １４

２．自らの組織に，研究・開発，事務手続きのための人材の確保が困難である。 ３５
３．開発資金が不足している。 １８
４．開発製品の製造承認など（治験に関するものを除く）薬事法上の許認

可等の手続きに時間と経費がかかる。 ２１

５．治験などに時間と経費がかかる。 ３８
６．製品の安全性・ＰＬ法への対応において，リスクの評価とその対応が

困難である。 １５

７．市場ニーズの規模が分からない。 １１
８．その他 １３
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【その他の主な回答】
・今のところ，自ら，研究開発に関わる必要が無い。
・新ＧＣＰ（医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令）が施行されてから，依頼者
からの要求が細かい部分にまで及ぶことが多くなり対応が難しくなっている。

【その他の主な回答】
・治験審査委員でありＱ７はＣＲＯ（医薬品開発業務受託機関）への対応必要。

イ 考察

これまでに医療機器等の開発等へ関与したことがある者（１５３名）において，治験などに

時間と経費がかかるが３８名（２４．８４％）を占め，次いで，自らの組織に，研究・開発，

事務手続きのための人材の確保が困難であるが３５名（２２．８８％），開発製品の製造承認

など（治験に関するものを除く）薬事法上の許認可等の手続きに時間と経費がかかるが２１名

（１３．７３％）の順で多くなっている。その他の意見として，企業等からの依頼がないといっ

た回答も見られた。

開発等を進める上で，現在の治験制度や人材不足が障害となっていることが示唆され，許可等

の手続きに時間もかかり，経費がかることも障害となっている。

（５）薬事法への対応における困難事例（Ｑ７関係）

ア 調査結果

設問 人数

１．自部門の全般的な理解不足（薬事法の知識経験を有する者がいない） ６

２．自部門の治験に関する理解不足（知識経験を有する者がいない，治験
コーディネーターがいない等） １４

３．共同開発企業の薬事法に対する理解不足 ５

４．共同開発企業と行う大臣承認等の申請資料の作成等手続き上の問題 １１

５．医療機器等製造販売業又は製造業許可の取得（構造設備の確保）が困
難 ５

６．医療機器等製造販売業又は製造業許可の取得（有資格者の確保）が困
難 ５

７．その他 ６
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イ 考察

これまでに医療機器等の開発等へ関与したことがある者（１５３名）が開発製品の製造承認や

治験など薬事法上の手続きへの対応において困難と感じている事項として，自部門の治験に関す

る理解不足（知識経験を有する者がいない，治験コーディネーターがいない等）が１４名（９．

１５％）を占め，次いで，共同開発企業と行う大臣承認等の申請資料の作成等手続き上の問題が

１１名（７．１９％），自部門の全般的な理解不足（薬事法の知識経験を有する者がいない）が

６名（３．９２％）の順で多くなっている。

自部門に薬事法や治験に対する理解不足を感じている者の割合が回答数の３８．４６％を占め

ており，企業やメーカーだけでなく，体制整備も必要と考えられる。

（６）共同開発を行う相手に期待する内容（Ｑ８関係）

ア 調査結果

設問 人数
１．素材・電子制御技術等を有する企業 ９
２．加工技術を有する企業 １３
３．ソフト技術を有する企業 ２０
４．バイオ関連企業 ２１
５．大学医学部等の教授や医師 ２８
６．大学（工学系）教官 ４
７．流通事業者 ３
８．薬事法等の規制に対応可能な代行機関 ３１
９．産業支援機関 １０
10．他の企業等の仲を取り持つコーディネーター ３０
11．その他 ７

2012��Vol.37��No.6 広島県薬剤師会誌12



【その他の主な回答】
・開発する内容によって，必要な事項が異なるので，回答できない。
・医療用医薬品開発のノウハウ。

イ 考察

共同開発を行う相手に期待することとしてＱ８に回答のあった１７６名において，薬事法等の

規制に対応可能な代行機関が３１名（２０．２６％）を占め，次いで他の企業等の仲を取り持つ

コーディネーターが３０名（１９．６１％），大学医学部等の教授や医師が２８名（１８．３０

％）の順となっている。バイオ，電子制御等高度先進部分の期待等も散見される。

（７）臨床試験・治験において医療機器等の開発等に携わるための環境整備（Ｑ９関係）

ア 調査結果

環境整備として望ましい要因に対し，その重要度について，必須を「５」，不要を「１」とし

て５段階で評価をアンケートした。
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要因 主な回答

共同開発企業の確保

・共同開発企業とのコーディネート

・幅広い業種の交流による意見交換ができるような公的サ

イトなどのサポート

専門的知識（臨床側は医学等，企

業側は加工技術等）の補完関係

・産官学の連携を強固にする必要性から，県内外の学術団

体，知識団体との交流環境の整備

共同開発企業との地理的な近さ
・インターネットによる通信手段が整備されていれば，

必ずしも地理的近さは問題ではない

研究開発資金があること
・研究開発に資金の支援施策は重要項目であり，補助制

度，奨励制度等を充実させて欲しい

専門知識をもった人材の雇用
・県内外から，専門知識を有する人材を確保するための，

コーディネータ機関設置のための支援

資金以外の行政からの支援（法規

制対応へのアドバイスなど）

・法令順守に関わる研修，ガイドラインの提供等

・研究開発を後退させないための規制緩和への働きかけ

県内に，医薬品医療機器総合機構

（ＰＭＤＡ ) のような，薬事法に

係る申請・相談窓口があること

・ＰＭＤＡの情報に関する相談窓口があれば心強いと思わ

れるが，同等の支援部所が県にあれば，新しい設置の必

要性は低い

（公財）ひろしま産業振興機構等

の中に，医療機器等の開発，事業

化に関する総合的な支援機能があ

ること

・総合的支援機能があることが望ましいが，県内に留まら

ない広域的な支援職能デアレバ，なお良い

県内に，薬事法に係る申請・相談

に対応できる，民間のコンサルタ

ントがあること

・民間のコンサルティングもすでに散見されるが，大きな

ニーズとはなっていない

産学官の連携により運営される総

合的な協議・研修等がある機能が

県内にあること

・全てワンストップで実質的に活用できる機能がふさわし

い

県に期待する施策（支援対策等）
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（８）医療機器の使用実態及び開発・改良の必要性（Ｑ１０関係）

ア 調査結果

主に使用している医療機器
開発・改
良の必要
性がある

開発・改
良への関
わりがあ
る

国産 外国製 併用 不使用

高精度画像診断検査機器 ２３ ２ １ ２, ０７３ ６１ ０

放射線治療システム １１ ２ １ ２, ０８５ ４６ ０

高機能カテーテル・ステント ７ ４ １ ２, ０８７ ５４ ０

手術支援系機器 ( ロボット，
遠隔手術 )

７ ２ １ ２, ０８９ ６０ ０

内視鏡下外科手術 １６ ０ １ ２, ０８２ ６３ １

人工臓器（体外循環系） １３ １ ０ ２, ０８５ ３５ １

人工臓器（インプラント系） ９ ４ １ ２, ０８５ ２９ ２

人工臓器（バイオ系） ７ ０ ０ ２, ０９２ ４４ ０

DDS（ドラッグデリバリィ
システム）

２７ ５ ５ ２, ０６２ ６９ １

歯科関係機器 １０ ０ ０ ２, ０８９ １６ １

高齢者向け在宅モニター機
器

１５ １ ０ ２, ０８３ １０４ １

在宅治療器 ２９ ２ ０ ２, ０６８ ９３ １

医療安全システム １０２ ０ ０ １, ９９７ １２５ ３

電子カルテ ２７１ ０ ０ １, ８２８ １６４ ６

イ 考察

調査の結果から，共同開発企業の確保，専門知識，研究開発資金の重要度が高くなっている。Ｉ

Ｔ関連の普及により，地理的な近さは特に重要でなく，県内に薬事法に係る申請・相談に対応で

きる，民間のコンサルタント的組織もすでに散見され，ニーズは低かった。

医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）のような薬事法に係る申請窓口においては，その重要性は

認められるものの，県内設置におけるニーズは高くなかった。
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３ まとめ

今回，３，０８７名の薬剤師会員に対し，アンケートを送付し，２，０９９名から回答が得られ

た。

医療機関では，診察や治療に多くの医療機器を使用しているが，薬局・薬剤師の関わる医療機器は

少なく，したがって，医療機器の開発に関係する者も少なかった。

医薬品の開発に関しては，関わった経験がある薬剤師が１４８名と予想より多かったが開局薬剤師

の立場での取り組みではないようだった。また医療機器も含む開発等へのニーズは７６名と少なく，

要因としては，資金と専門的知識の不足が障害となっているようである。

このたび，県の補助を得て，医療関連産業クラスター形成事業に係る薬事規制上の課題調査を実施

し，多くの薬剤師が真摯に研究開発についての可能性を模索する機会を得た。一方では，日常業務に

おいて，既存の医薬品を含む医療機器等のリスクマネージメントに専念する職能において，回答に苦

慮した意見も多くあった。この調査においては，概ね薬事法規制は大きな問題となっていないと推察

され，一方では「開発資金」「人材」等の資源の開発，育成が望まれているようである。広島県に

は薬学，医学をはじめとする医療系学部を有する大学や，全国的規模の医療系企業も存在し，十分

に「産官学」共同による起業環境にあると思われ，今後，相互の情報共有に大いなる期待が寄せられ

る。

イ 考察

調査実態となった医療機器等は，薬剤師が関与するものが少なく，有用なデータとはならなか

ったが，使用実態の多い電子カルテ，医療安全システムは，国産製となっており，そのためか，

両医療機器に対する開発，改良の必要性の要望も他に比べて高く，開発等への関わりも大きい。

また，薬局薬剤師においては，電子薬歴，自己血糖測定器の関わりも多く，開発・改良の要望・

参画も積極的に行われている。

【その他の主な回答】

・在宅患者訪問薬剤管理指導に必要なソフト

・簡易オーダーシステム

・感染症サーベイランスシステム

・教育システム（患者シュミレーター等）

・電子薬歴，自己血糖測定器の開発・改良等の提言も多くみられた
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彼らは22～23日に開催されたIPPNW医学生会

議に参加していた日本の学生でした。彼らが全国

各地から集まり、今回の大会に参加したことで、

平和や核戦争防止への熱い想いはよりいっそう高

まったのではないでしょうか。�

また、この大会に合わせて長崎市から自転車で

広島に移動し、核戦争防止を訴えるバイクツアー

を続けてきたメンバーの紹介がありました。バイ

クツアーのメンバーは日本を含む世界18カ国の若

手医師や学生ら約40名。

核戦争防止国際医師会議（IPPNW）第20回世

界大会の開催を翌日に控えた、８月23日（木）午

後６時30分より国際会議場地下２階ダリアにて

ウェルカムパーティが開催されました。会場は

41ヶ国からの参加者で埋め尽くされ、各国の言葉

が飛び交っていました。６時15分になると、広島

ジュニア・マリンバ・アンサンブルの元気な子供

達の演奏が始まりました。マリンバの演奏は八木

節を含めて4曲でしたが、演奏終了後も拍手が鳴

り止まずアンコールが２回、子供達のパフォーマ

ンスに会場は盛り上がり、緊張していた参加者の

空気も和んだようでした。

平松恵一第20回IPPNW世界大会長の挨拶の

後、乾杯が行われ、立食形式のパーティが始まり

ました。私は、同じテーブルに居た若者達と知り

合いになりました。

第20回 ＩＰＰＮＷ世界大会（本会議）
日時：平成24年８月23日（木） 場所：広島国際会議場
日時：平成24年８月24日（金） 場所：広島国際会議場外
日時：平成24年８月25日（土） 場所：広島国際会議場・ANAクラウンプラザホテル広島
日時：平成24年８月26日（日） 場所：広島国際会議場

常務理事 中川 潤子
報告Ⅰ

広島県薬剤師会誌 2012��Vol.37��No.6 17















平成24年度  ヒロシマ薬剤師研修会

日時：平成24年８月26日（日）
場所：広島大学広仁会館

広島大学薬学部 病態解析治療学研究室 松尾 裕彰

残暑厳しい中40名を超える先生方が参加され、

私と広島大学病院腎泌尿器科学教授 松原昭郎先

生の講演を聴いて頂きました。

講演１は、「食物アレルギーの最近の話題－何

故起きた？石鹸による小麦アレルギー！－」と題

し、まず、食物アレルギーの定義、診断、治療法

について概説しました。その後、最近、訴訟問題

にまで発展している加水分解小麦含有石鹸によっ

て発症した小麦依存性運動誘発アナフィラキシー

の発症機序について、研究成果を含めて紹介させ

て頂きました。

講演２では、「ダ・ビンチが開く外科手術最先

端」というタイトルで松原先生に泌尿器手術にお

ける最新のロボット技術を紹介して頂きました。

広島大学病院泌尿器科では、侵襲性の大きい開腹

手術を減らし、腹腔鏡手術に取り組み、独自の手

術法を開発しているとのことでした。広島大学病

院では2010年３月に中国四国地区で初めて手術ロ

ボット（ダ・ビンチ）を導入し、前立腺がん手術

において非常に良い成績が得られるようになった

そうです。このロボットがいかに素晴らしいもの

であるかを手術画像を用いて分かりやすく説明し

て頂きました。近い将来、遠隔操作によるロボッ

ト手術が一般的に行われるようになると思われま

す。実際、米国では、すでに前立腺がんの手術の

80%がロボットを使った内視鏡的手術となってい

るそうです。

今回の研修会では、食物アレルギーや泌尿器系

手術における最先端のトピックスを提供させて頂

きました。これらの情報が、薬剤師の先生方の今

後の業務に少しでも役に立てば嬉しく思います。

今後も、実務の第一線でご活躍の先生方にとって

有意義な情報を提供できる研修会にしていきたい

と思っておりますので、ご参加、ご協力のほどど

うぞ宜しくお願い申し上げます。
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平成24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

日時：平成24年８月29日（水） 13：30～
場所：鯉城会館 ５階 サファイア

常務理事 重森 友幸

平成24年度標記第1回協議会が開催され、出席

したので報告をします。

広島県健康福祉局健康対策課 青木氏の司会で

定刻に開始されました。

まず初めに、佐々木昌弘広島県健康福祉局長の

あいさつがあった。

本協議会は平成９年度に立ち上げられ今年で16

年目になったことが述べられた。

わが国の平成23年度１年間の発生動向はHIV

の感染者が1,056件、AIDS患者473件であり、新

規報告件数は1,529件で、前年より15件の減少で

あった。

�しかし、先進国の中で唯一HIV感染者が増加傾

向にあることから、国を挙げて取り組んでいかな

ければならないことが述べられ、より一層のHIV

予防対策が行われることを希望すると述べられ

た。

次に２つの報告がなされた。

１．広島大学病院エイズ医療対策室長藤井輝久先

生からは、４月から前任の木村昭郎先生から引き

続いて厚労省科学研究班の分担研究者として、

「中国・四国ブロックのエイズ対策の実施状況に

ついて」前年度23年の事業報告及び今年度の計画

について報告がなされた。

まず中国四国中核拠点病院・拠点病院などの一覧

の説明

HIV/AIDS患者の年次別累計推移は人口の多い

県がHIVも増加している。

また、施設別症例経験数は広島大学病院が今年

３月までで216例と最も多く、ついで愛媛大学医

学部附属病院、川崎医科大学附属病院となってい

る。

また、10名以下の施設も多くあることから、医

療体制班としては診療、医療の質の均てん化を図

ることも目標としている。

2011年新規報告の県別AIDS/HIV比率を見る

と、AIDS発症後に見つかる比率が高い。これを

全国平均である30％以下にする必要がある。早期

発見の為には、血液検査が必要であり保健所の役

割が重要である。抗体検査件数は2008年をピーク

に下がっており、一般市民のAIDSに対する関心

が薄らいでいるのではないか。との問題点があ

る。

研究班の今年度は職種別の研修会が極めて重要で

あることから、医師向け、歯科医師向け、看護師

向け、薬剤師向け、臨床心理・福祉職向けを計

画。四国地方の医療者向けも新たに計画をしてい

る。

その他、年１回の薬害原告の方からの要望で埋

もれている患者を早く見つけて対応して欲しいと

の要望がある。その為に中核病院に対してアン

ケートを計画している。

専門医を育てるための研究会を計画。

緩和ケア及び長期療養・在宅への取り組み。

以上報告があった。

２．広島県臨床心理士会 内野悌司氏から「カウ

ンセリング事業報告」がなされた。

23年度事業報告として

１）ブロック派遣カウンセラー（８名）①広大

病院へ週２回派遣39回

２）ピア・カウンセラー（３名）電話相談41例

（58回）

①電話相談：41例（58回）前年度より増加
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訪問面接：前年度より別事業で実施

②事例別内訳

・電話相談：27名が感染の不安

12名が感染者患者など

３．カウンセリング研修会への派遣

①HIV/AIDS専門カウンセラー研修会２回

②包括的HIVカウンセリング研修会（松山市で

実施）

４．ML（CS－Support）による情報提供

ブロック内カウンセラー・ワーカー90名登録

24年度事業計画

23年度と同様な計画が予定されている。

報告２として「中核拠点病院カウンセリング事

業」について、広島大学病院エイズ医療対策室

臨床心理士 エイズ予防財団リサーチレジデント

喜花伸子氏を座長に４施設から各職種の立場から

報告がなされた。

１．医師の立場から 香川大学医学部附属病院

窪田良次先生

まず香川県の実情についての報告があった。６

施設の拠点病院。患者数は多くはないが、平成9

年頃より年２件程度だったが平成16年より５件以

上に増加している。また、いわゆるいきなりエイ

ズが44.3％と発症後に見つかると言う問題点があ

る。

次に香川大学医学部附属病院の実情についての

報告。カウンセリング事業は昨年より始まってお

り、臨床心理士の協力を得ている。HIV/AIDS診

療チームは医師１名、看護師２名、薬剤師２名、

栄養士１名、SW１名、心理士１名（非常勤）で

構成されている。臨床心理士の役割は患者及び家

族のみならず、医療スタッフへの心理的サポート

に重要な役割を果たしていることが報告された。

また、HIV感染者へのカウンセリングの事例報告

がなされた。最後に、今後の課題として下記項目

が述べられた。

①カウンセリングの有効活用について

○ いかにカウンセリングへつなげるか（カウ

ンセリングの導入のタイミングをどのように

するか）

○ 色々な理由でカウンセリングを受けたがら

ない

―患者自身が必要性を感じていない

―カウンセリングがどのようなものか理解で

きない

―個人情報を多くの医療関係者に知られるこ

とを避けたい

②臨床心理士のHIV/AIDSに対する理解を深める

ための啓発活動の重要性

③県内拠点病院や保健所との相談体制の整備への

協力

２．看護師の立場から 島根大学医学部附属病院

� 山本 美和子氏

島根県の実情についての報告。

新規患者数（HIV17名・AIDS４名）

拠点病院の内訳（中核拠点１、拠点４、協力医

療機関９）

中核拠点病院である島根大学病院の実情につい

て報告。

2005年：中核病院としての取り組みとして、カ

ウンセリング体制の整備としてMSWの配置

2008年：エイズ中核拠点病院に指定

2009年：HIV相談事業としてカウンセラーの配

置

2011年：エイズ医療チームとして承認（医師3

名、薬剤師2名、看護師４名、MSW2名臨床

検査技師１名、カウンセラー２名）

2009年11月カウンセラー制度より開始

毎週火曜日に患者及び家族との面接及び電話相

談、月１回のチームカンファレンス

ホームページに｢HIV相談事業｣と掲載又、カー

ドを作成し病院内、各保健所に設置してカウン

セラー制度の周知を図る

カウンセラーの役割として
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・治療につながっている人との面接

―その人の根底にある問題や葛藤を明らかにし

チームで共有する

治療に繋がっていない人との電話相談

―不安や心配事から、社会におけるHIVや

AIDSの認知をしること

などその役割について報告があった。

また、看護師としてはカウンセラーが配置され

たことで

定期的にカウンセラーがいることで患者を紹介

しやすくなったこと

相談に十分な時間が取れること

直通電話で相談ができ、待ち時間がなく、プラ

イバシーが守れること等が良かった点として報

告された。

今後の課題については、県内他の拠点病院の実

情の把握、また外国人患者に対する面接や相談

をどのようにするかなどが揚げられた。

３．心理士の立場から 高知大学医学部附属病院

光畑智佐子氏

エイズ予防財団からの派遣として外部委託職

員として当大学で非常勤勤務

高知県及び高知大学医学部附属病院実情の報

告 患者数39名

中核拠点病院の相談員としての役割を説明し

ながら患者との面接をしている

ガイダンス面接によって、患者の状態に即し

たコンサルテーションが必要なことが詳しく述

べられた。すなわち、心理士のカウンセリング

が必要なのか又は、現在の医療者との関わりで

十分かの判断もなされている。

患者・家族とのカウンセリングのみならず、

医師を初め医療者へのコンサルテーション及び

カウンセリングの役割があることが報告され

た。

４．薬剤師の立場から 愛媛大学医学部附属病院

井門敬子氏

中核拠点病院の概要及びHIV/AIDS患者数

県内19の拠点病院があり、当大学医学部附属

病院には県内総患者の90％が集中している。患

者数は累計111名であり、現在診療中の患者数

は67名

薬剤はすべて院内調剤となっている。

HIVカンファレンスは毎月１回第４月曜日、

医師５名、看護師５名、薬剤師2名、社会福祉

士１名、臨床心理士１名で行われている。内容

は

新規外来・入院患者の把握

情報の共有・問題点の把握

研修会・学会の報告

他病棟への出張講義など

薬剤師は1998年から服薬援助として関わりが

始まった。当時は看護師及び薬剤師が患者さん

の話を傾聴し、他院の受診・転院、就労、恋

愛・結婚、セーファーセックス及び精神的サ

ポートなどを行っていた。

その後2002年から専門派遣カウンセラーに

よってより深くカウンセリングが行われるよう

になり、受診の初期からの対応が行われるよう

になった。

一方、①専従者が現在はいないこと②担当医

師、薬剤師、看護師の従事可能な時間が減少し

たこと③派遣カウンセラーの経験不足④院内カ

ウンセラー身分の問題など十分な体制が整って

いないことが今後の課題として報告された。

次に症例検討会として２題の報告がなされた。

１．「HIV感染症に合併した悪性梅毒例」

愛媛大学医学部附属病院 第１内科

� 村上雄一先生

まず愛媛県のHIV/AIDS患者数について、人

口10万人対HIV/AIDS患者累計では2009年中

四国で２番目であり100名を突破している。当
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院におけるHIV感染者は105名（2012年４月）

AIDS発症例33例（31％）で最近は年間６～11

例に増加している。

症例は30歳男性の症例が報告された。HIV感

染に合併した梅毒は悪性梅毒となる可能性があ

り、早期診断・治療が重要であることが報告さ

れた。

２．「複数のHIVスクリーニング検査を同時に行

うことで即時診断可能と考えられた急性HIV感

染症の１例」

独立行政法人国立病院機構 福山医療センター

部長 坂田達朗先生

初めに当院のHIV/AIDS年度別受診件数（平成

24年８月現在）４１例の報告があった。

症例は20歳代 男性 インフルエンザAの罹

患にサイトメガロウイルス食道潰瘍、無菌性髄

膜炎を合併、複数のHIVスクリーニング検査を

同時に検査し急性HIV感染症の即時診断が可能

になった例の報告があった。

最後に特別講演「HIV感染症と加齢の問題」と

題して

東京医科大学附属病院 臨床検査医学科 村松

崇先生より講演があった。

特に腎疾患・骨代謝疾患についての講演であっ

た。

まず、当院の実情について紹介があった。

毎年100名以上の初診患者があり、定期的に

フォローしている患者数累計1000名以上を診療し

ている。

HIV感染症診療の変化として従来はAIDS・日

和見感染の予防・治療であったが、ART治療の

確立により生命予後が改善したことにより、治療

の長期化・高齢化・合併症の予防・治療が主体と

なってきた。米国での報告は2015年までに半数が

50歳以上になると報告。また、当大学病院976症

例においても50歳以上は18％となっており、これ

は全世界的な傾向であると述べられた。

感染者は合併症の有病率が高く、HIV感染者と

そうでない人との年齢比較では、10歳から15歳の

差があること、すなわち50歳の患者さんは正常な

方の60～65歳と同じとみることができると報告さ

れた。

これは、長期ARTの毒性・免疫の老化・複数

の合併症・50歳以上の患者の増大が影響している

ことが原因であると報告された。

HIV感染症と慢性腎臓病について

慢性腎臓病の危険因子としては、主に糖尿

病・高血圧が主に問題となるが、HIV感染者では

ART療法またはHIV感染そのものが原因となる

ことも報告されている。

進行すると腎不全の危険性が高くなり、結果透

析が必要となる慢性腎不全が問題となる。又、腎

臓疾患があると心臓血管疾患も合併しやすくな

り、このことが長期予後に影響を与えることが指

摘されている。

人工透析導入の問題では、米国では慢性腎臓病

による人工透析が第５位となっている。

HIV感染症とCKD（慢性腎臓病）

・明らかになっている点として

CKDの有病率が高いこと

末期腎不全（透析導入）が多いこと

ARTの一部が悪影響を与えている

・課題となっている点

日本におけるCKD有病率が不明

適切なARTの選択・用量の選択が必要

CKD、腎不全の予防が必要

HIV感染症と骨代謝疾患

・明らかになっている点として

骨折・骨粗しょう症が多い（特に男性）

ART開始後に骨密度が低下する

・課題となっている点

検査・評価（骨密度・骨関連マーカー）

ARTの影響が確定していない

骨粗しょう症の治療をどうするか
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最後に長期合併症の対策として

・HIVの十分な抑制が重要であること

HIVは全身の臓器に悪影響を与えている

早期発見・治療およびアドヒアランスの維持

・ARTの適切な選択

今後も変更がある可能性がある

生活習慣指導

喫煙・飲酒・メタボリック症候群（肥満）・

高脂血症などの共通する危険因子が多い

複数の合併症を起こす可能性もある

最後にまとめとして

・HIV感染症の管理が改善するにつれて慢性合

併症や悪性腫瘍が問題になってきている

・ARTの選択・生活習慣などの注意が必要

・感染症のみではなく総合内科的な対応が必要

と述べられて、終了しました。

実務 薬剤師国家試験問題（平成２４年３月３日・４日実施）

� 正答は１０２ページ
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中国・四国会長会

日時：平成24年９月１日（土）・２日（日）
場所：島根県松江市・サンラポーむらくも

会長 前田 泰則

久しぶりに島根県薬剤師会主催の中四国会長会

に参加させていただきました。

此のたびは、選挙関連の話題もあり、加藤広島

県薬剤師連盟幹事長も同席していただきました。

会長会は近隣の県薬剤師会の現状について、日本

薬剤師会の諸課題について、日薬連盟・県薬連等

の動向について幅広く議論、意見交換する場で有

ります。議決機関では有りませんが各県薬剤師会

の組織の在り方等、日本薬剤師会の現状を把握し

ながら検討を重ねる必要性を常に感じています。

組織変更、所謂社団法人化移行に際しての諸課

題は、既に法人成りされている県薬もあればこれ

からという県薬もあります。

特に、日本薬剤師会の会費徴収に関する質問・

疑問が各県薬ともに共有されています。

と同時に、学校薬剤師部会の会費徴収に関する質

問・疑問も同様にありました。

会費等の問題は、平成24年10月26日（水）に日

本薬剤師会の全国担当者会議で話し合われるとい

う事でそれを待ってまた次回検討する事となりま

した。

広島県薬剤師会として此のたび提出させていた

だいた質問は、

日本薬剤師会の執行体制に永年携わってきた経

験から、日本薬剤師会が多方面に活動の場を広げ

るのは良いが、日薬執行役員・事務局員等の仕事

量が限りなく増えつつあります。その中にあって

個店会員の多い日薬会員は現行の医薬分業体制の

ままでは経済的・組織的・資本的に大手の組織に

太刀打ちできる会員はさほど多くありません。県

薬レベルでも薬局のＭ＆Ａ（吸収・合併）は徐々

に進行しています。

都道府県薬剤師会ではどうしても対応できない課

題・難題に集中して日本薬剤師会は事業執行する

べきではないか？

という質問をして各県薬剤会の反応を観させて

いただきました。

まだまだ薬剤師を取り巻く環境が厳しいのは数

年前から指摘されている通りであります。

しかし、いつまでも今のままの医薬分業体制で

は会員の方々に医師・薬剤師の対等な分業とは言

えません。６年制の薬学系大学を卒業し、国家資

格を得ても今までと何ら変わることも無い薬局経

営で宜しいか等の疑問点を投げかけています。

公益社団法人日本薬剤学会 会長 原島秀吉先

生、名誉会長 永井恒次先生が厚生労働大臣 小

宮山洋子殿宛てに、「国際標準医薬分業の推進に

関わる陳情書」、日本薬剤学会国際標準医薬分業

推進事業等の資料を提供し各県薬会長としての意

見交換をさせていただきました。今後も日本薬剤

師会には激を飛ばしていきたいと思います。
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薬局実務実習指導薬剤師フォローアップ研修会
日時：平成24年９月２日（日）
場所：広島県薬剤師會館

実務実習Ⅱ期開始を翌日に控えた９月２日指導

薬剤師フォローアップ研修が行われました。参加

者には実務実習未経験者もおり実務実習への関心

が高いことが伺えました。

広島大学・太田教授の基調講演「薬学教育新コ

ア・カリキュラムが目指すもの」では６年制一期

生の卒業が薬学教育の完成ではなく、薬学教育は

現在進行形であると実感しました。「薬剤師の将

来ビジョンについて」のDVD講演では、これか

ら私達薬剤師の進むべき道を再確認しました。

午後から参加者は３チームに分かれ、チーム毎

に「薬局実務実習のトラブルについて」をKJ法

にて問題点を明確化し、最優先課題へのアクショ

ンプランの作成に取り組みました。ＫＪ法はＷＳ

ではお馴染みの手法になりますので、参加者のほ

とんど方はテキパキと問題点を抽出されていまし

た。実務実習も３年目となると「学生の問題」よ

り「個性の違う学生にいかに対応する実習ができ

るか」という話題を多く聞くことがあり実務実習

の成長を垣間見たような気がしました。アクショ

ンプランをチーム毎パワーポイントで発表を行

い、参加者全員での熱い討議の結果として広島西

部地区のアクションプラン作成を行いました。

① 人間関係の構築を図る

学生・指導薬剤師だけでなく薬局スタッフ

全員で指導する。

担当するカリキュラムを薬局スタッフで分

担する。

オリエンテーションを全員で行う。

② 多様な学生への指導方法を確立させる

常務理事 吉田 亜賀子
報告Ⅰ （オーダーメイド実習）

オリエンテーションでトラブル事例を掲示

し、予め対処方法を決めておく。

複数受け入れ時の対応策を決めておく。

学生のやる気、自主性を出させる

学生にやりたいことをアピールさせる。

アンケートなど消極的な学生への対応を準

備しておく

③ 指導者の準備不足を克服する

指導者の目標を作っておく

他の指導薬剤師の見学に行く

事例検討会を行う

指導薬剤師のバックアップ体制を整える

まずは、「明日のオリエンテーションが大事」

全員参加であいさつ、自己紹介（全スタッフ

も）、計画表を示し全員のコンセンサスを形成す

る。実習を通し学生に「積極的にやらなくては、

身につかないことを気づかせる」

実務実習が開始される前日に初日のオリエン

テーションの位置づけ、やり方に対するアクショ

ンプランが作成ができたことは実りあるWSに

なったのではないでしょうか？
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ンプランを取りまとめ、総合討論を行った。

この研修を通じ私は、実習生受け入れは指導薬

剤師だけでなく、薬局スタッフとの円滑なコミュ

ニケーションが必須であることに改めて気づかさ

れた。初日のオリエンテーションが重要であるこ

とも。また、私の所属している安佐支部でのバッ

クアップ体制の充実ぶりを実感させられた。関係

者の皆様方に感謝、感謝である。

フォローアップ研修とはいえ私にとっては直前

研修となった訳だが、今回聞かせて頂いた実例を

参考にしてこれから始まる11週間の実務自習をス

ムーズに、実習生・薬局側双方が充実した期間を

過ごせる様、努めたいと思う。

２年間、実習を受け入れてのフォローアップと

いうことで、８月に認定登録されたばかりの私が

参加して良いものかとは考えたが、既に受け入れ

を経験した先輩方のお話を伺い、翌日からの実習

をスムーズに開始したいと思い、参加を決意し

た。

研修は、木平先生の挨拶に始まり、広島大学の

太田教授による基調講演「薬学教育新コア・カリ

キュラムが目指すもの」、日薬の生出副会長のＤ

ＶＤ講演「薬剤師の将来ビジョンについて」と続

き、いよいよワークショップに突入。20名の参加

者が３グループに分かれて「２年間実習を受け入

れての課題、解決策について」討議した。

ＳＧＤでは、ＫＪ法を用いて「トラブルにつな

がる様な事例が起こってしまったのは何が欠けて

いたのか」その問題点を抽出し、２次元展開法で

全体像を具体化して「原因を解決するために何を

どうすればよいのか」その対応策（アクションプ

ラン）を作成し発表した。

安佐支部 島岡 賜実
報告Ⅱ

３グループの内２グループはコミュニケーショ

ンを主な課題として挙げていたが受入未経験のた

めか、指導者の準備不足を挙げた。

「薬局実務実習のトラブルについて」のＤＶＤ

講演を視聴した後、今回の３グループのアクショ
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日本薬剤師会平成24年度一般用医薬品担当者全国会議

日時：平成24年９月２日（日）
場所：慶応義塾大学薬学部芝共立キャンパス

副会長 大塚 幸三

生出日本薬剤師会副会長、豊島日本薬剤師研修

センター理事長各先生の挨拶の後、第２部講義が

ありました。

第１部「患者が薬剤師に望むこと」では薬剤師

によく見られる生真面目さよりも患者の望むこ

と、聞きたいことを会話の中で上手に見つけ、的

確なアドバイスをしてほしい。処方箋での薬情も

必要であるが、周囲の状況などで家庭での養生法

なども教えてほしい。など薬剤師の技術より心の

技術のスキルアップが求められました。

第２部では、木内昭和大学教授より、頭痛を例

にとり、患者の訴える症状から、病名を読み取る

トリアージの方法の実習がありました。

頭が痛いという主訴から①どこが（部位）②ど

のように（症状）③どのくらい（程度）④いつ、

いつから（時間と経過）⑤どのような状況で（状

況）⑥どんな具合に悪くなる（良くなる）？（寛

解・増悪因子）⑦同時にどんな症状があるか？

（随伴症状）の質問手順から適切な対応方法【受

診勧告、ＯＴＣ対応等】をみつけ、責任を持って

確実に対応できる『真の薬剤師』になれるよう求

められました。

大変ハードなこれらの講義、実習でしたが、県

薬が推奨、認定してきた『基準薬局』の姿は間

違っていなかったことを確信しました。
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平成24年度 第２回広島県医療審議会

日時：平成24年９月13日（木）17：00～
場所：県庁北館２階 第１会議室

医療審議会委員 岡本 知子

議案（１）広島県保健医療計画（第５次）におけ

る医療連携体制

医療機関の機能分担と連携により質の高いがん

医療を受ける体制を整備するため、患者数の多い

五大がんについて医療連携体制「広島県がん医療

ネットワーク」を順次構築している。今回、乳が

ん、肺がん、肝がんに続き、胃がん、大腸がんの

医療連携体制の案について審議を行った。「胃が

ん、大腸がんの検診において内視鏡検査を実施す

るのは原則として日本消化器内視鏡学会専門医と

する。となっているがこれは時期尚早ではない

か。」との意見が現場の医師の立場から出された

が、文言を調整することで承認することとなっ

た。

議案（２）病院の増床について

広島県立福山若草園の移転開設に伴う増床（49

床から60床）

圏域は病床不足地域、既存病床数の算定対象外

であり、圏域の病床の過不足に影響を与えないこ

とや当該施設の正確を鑑み、提案通り承認とし

た。

報告（１）医療法人の設立等について

平成24年度第１回医療法人部会において、設立

案件17件、解散案件２件の審議が行われいずれも

適当との意見をいただいた旨報告された。

報告（２）広島県保健医療計画（第６次）の検討

について

国の策定指針で示された統計指標を活用し、分

析方針や優先課題の方向性を検討している現在の

状況と今後の検討スケジュール等が報告された。

報告（３）次期広島県がん対策推進計画の検討に

ついて

ひろしま未来チャレンジビジョンに掲げるがん

対策日本一の実現に向けて、来年度からの５ヵ年

計画（Ｈ25～29年度）を策定する。次期計画骨子

案は、２つの基本理念を掲げ最終的に３つの目指

す姿を示しており、これを実現するために６つの

柱を基に総合的ながん対策を指針する方向性で議

論していることが報告された。

桑原委員より、検診率の向上や検診項目そのも

のをどのように見直すのかということも含めて検

討を進めていただきたいとの意見があった。

報告（４）広島県地域医療再生計画の変更につい

て

「総合的な人材確保対策の基盤づくり」に「③

他職種協働による医療機能の強化」の項目を新た

に追加する。これは、医師・歯科医師・薬剤師な

ど関係職種が連携しながら協働できる体制を整備

する必要があることから広島県歯科医師会館及び

広島県薬剤師会館を広島県医師会館の移転予定地

である二葉の里地区の医療・福祉ゾーンに移転整

備するもの。

薬剤師会としてもメディカルスタッフの一員と

して、チーム医療に深く関わっていくことを考え

ていかなければならないので、移転について前向

きに検討している旨発言した。
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（財）広島県地域保健医療推進機構理事会

日時：平成24年９月19日 15：00
場所：広島県保健環境センター２階 研修室

会長 前田 泰則

新しく公益財団法人広島県地域保健医療推進機構として公益社団法人化に向けての対応。本法人の目

的は、地域医療の確保や総合的な健康づくりの推進とともに、地域包括ケアを推進するために必要な諸

事業を行い、県民の健康の向上に寄与することを目的とします。

移行のための諸手続きを議題とし人選、定款（案）等の議決を行いました。

また、本会の目的を達成するための各事業の主なもの

（事業）

１）地域医療を担う医師の配置調整、定着支援

２）医師を取扱い職種とする職業紹介事業

３）県内への医師の招致及び医師の就業支援

４）医師の育成支援

５）県内の医師の離職防止支援

６）地域医療に関する市町及び住民等の取り組みに対する支援

７）広島県へき地医療支援機構の運営の受託

その他12項目にわたり検討する

此のたびは公益財団法人化に向けての組織つくりの第一歩です。

実務 薬剤師国家試験問題（平成２４年３月３日・４日実施）

� 正答は１０２ページ
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薬局実務実習指導薬剤師フォローアップ研修会
日時：平成24年９月23日（日）
場所：福山大学社会連携研究推進センター

次第

１ 主催者挨拶

広島県薬剤師会副会長 村上 信行

２ 基調講演「薬学教育新コア・カリキュラムが

目指すもの」

� 福山大学薬学部長 吉富 博則先生

３ DVD講演「薬剤師の将来ビジョンについて」

� 日本薬剤師会副会長 生出 泉太郎

４ ワークショップ説明

テーマ「実務実習３年目を迎えて～２年間実

習を受け入れての課題、解決策について～」

� 広島県薬剤師会薬局実習受け入れ実行委員

� 中川 潤子

―昼食―

５ ワークショップ

アクションプランの作成

６ 各ＳＧＤ取りまとめ・発表

―ドリンク休憩―

７ DVD講演「薬局実務実習のトラブルについて」

薬学教育に関する特別委員会 実習受入体制

整備検討委員会委員長 神田 晴生

８ 発表・総合討論

� 司会 福山大学薬学部 教授 田村 豊

９ 総括

� 福山大学薬学部長 吉富 博則先生

10 閉会挨拶

広島県薬剤師会副会長 村上 信行

～記念撮影～

常務理事 松村 智子
報告Ⅰ

連休にもかかわらず熱心なワークショップでし

た。実務実習を受けてさまざまなことを経験し、

それを切り抜けて次の段階にステップアップする

ために参加されているように感じました。私の担

当のグループでは初めの自己紹介からすでに熱い

ものが見えました。たくさんの問題点が抽出され

ていました。そのほとんどは指導薬剤師が一度は

感じるようなものです。それをきちんと把握し、

アクションプランをたてることのできるのがこの

研修会です。実習の回数を重ねていくと多様な学

生への対応に行き詰まることがあります。マン

ツーマンであるがゆえによけい心が揺さぶられま

す。よりよい実習をしていこうと思えば思うほ

ど悩ましい問題です。今回タスクとして参加して

みて、この悩みは自分だけではなかったと感じ少

しほっとしました。薬剤師と大学側の密な連携、

スタッフ間や学生とのコミュニケーション、指導

内容や指導方法の工夫など、これからの実務実習

を続けるためのよいきっかけがみつかる研修会で

す。もちろん、とくに問題を感じていない指導薬

剤師にも参加することをおすすめします。仲間が

工夫しているよいポイントを参考にできるし、自

分のやっていることの再確認になります。今回、

10年後の薬剤師を見据えての「薬剤師として求め

られる基本的な資質（案）」のお話には薬剤師と

して自分はイケてるかを考えさせられました。
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今年度は「アルコール依存症への地域での対応
～プレ・アルコーリックスへの対応及び一般科と
アルコール専門医療との連携体制整備の必要性
～」と題して、医療法人せのがわKONUMA記念
広島薬物依存研究所所長 小沼杏坪（こぬまきょ
うへい）先生が講義をされました。小沼先生は昭
和46年から国立下総療養所に精神科医師として勤
務。平成13年から瀬野川病院に移られ、30年近く
アルコール・薬物依存症の診療およびその家族指
導・教育に携わってこられたこの分野の第一人者
です。
講義内容はアルコール関連問題、アルコール依
存症の理解、診療の実際、これからの課題と幅広
く、これらについて詳しく2時間よどみなくお話
しされました（配布されたパワーポイント資料は
１ページ８コマで13ページ）。全てをお伝えでき
ればいいのですが、紙面の都合で、私が最も関心
があった①入院時の薬物療法、②断酒の３本柱、
③早期診断・治療のための連携体制についてご紹
介します。
下記の薬物療法は、アルコール依存症で入院し
てきた患者対応の1例です。
１．来院時、振戦・嘔気がみられれば、先ずホリ

ゾン10mg1A、筋注
２．定時処方内容

①セルシン２mg６錠；分３（毎食後）
②セロクエル100mg１錠、セルシン５mg１錠
ニトラゼパム５mg１錠；１回（就寝前）
③セルシン５mg１錠、レンデムD0.25mg１
錠；不眠時頓用
④せん妄様言動がある時、CIWA-Ar（アルコー
ル依存症の臨床評価尺度の１つ）でチェック
し、11点以上ならホリゾン10mg１A筋注

３．下痢・嘔吐による脱水症状や肝機能障害に
対して、輸液・ビタメジン1V・ビタミンC注
1A・肝庇護剤の点滴静注（アルコール関連
疾患に対しては、改善傾向を見定めながら、
対症的に処方の減量）

４．夜間照明のこと
５．外出時・外泊時；シアナマイド液８mL/回

朝・夕食前 帰院時に呼気中のアルコール濃
度の測定

６．退院３日前から；ノックビン0.2g；１回（朝
食前）
断酒後１週間は、振戦・一過性幻覚、けいれ

ん、幻聴、せん妄（幻覚を伴った動揺する意識障
害）などが次々現れるものの、この時期を過ぎれ
ば元々の純朴な人間に戻り、退院の運びになるよ
うです。
この断酒を如何に継続していくかが重要です。
先生は断酒の３本柱として、ⓐ最低１年間の定期
的外来通院（抑うつ状態への対処）、ⓑ抗酒剤
（シアナマイド液、ノックビン）の服用、ⓒ自助
グループ（AA・断酒会）への参加を挙げられま
した。
前任地ではアルコール依存症への早期介入が可
能であったため経過も良好だったけれど、広島で
は重症になってやっと病院に連れてこられる「や
ねこい患者」が多いとか。まだアルコール依存症
とは診断されていないけれどアルコール関連問題
を有しているプレ・アルコーリックスへの対応が
望ましいこと。そのためには一般科と一般精神科
およびアルコール専門医療との連携が必要である
こと。その体制の構築のために、まず年度内に
「広島アルコール関連問題研究会」を立ち上げる
予定だと熱く語られました。

平成24年度アルコール関連問題応用研修及び
平成24年度アディクション（嗜癖）問題研修

日時：平成24年９月26日（水）
場所：広島県立総合精神保健福祉センター

薬事情報センター 神田 千都子
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支部長・理事合同会議

日時：平成24年９月29日（土） 15：00～
場所：広島県薬剤師會館

１．開 会

２．会長挨拶

３．報告及び協議
（１）地域医療再生計画と二葉の里地区への移転

について

（２）認定基準薬局制度について

（３）災害時における衛星携帯電話等の整備につ
いて

（４）各圏域地域保健対策協議会への参加につい
て

（５）薬事法施行規則の一部を改正する省令の施
行等について（無菌調剤室の共同利用に関
する件）及び薬局における無菌製剤（注射
剤）の調製について

（６）在宅医療・サポート薬局等に対する調査の
実施について

（７）第33回広島県薬剤師会学術大会について
日 時：11月18日（日）

午前10時～
場 所：広島県薬剤師會館

（８）卸の便益労務無償提供について

（９）第29回広島県薬事衛生大会の参加について
日 時：11月29日（木） 午後２時～
場 所：エソール広島

（10）中国新聞広告掲載について
掲載日：10月17日（水）

（11）総務関係
ア．会員数の調査（平成24年10月31日現在）

について
調査通知発送日：10月22日（月）
会員数報告締切：11月７日（水）

イ．平成24年度会員名簿の作成について

ウ．2013年度版管理記録簿の配付について

（12）行事予定
ア．平成24年度薬草に親しむ会

日 時：９月30日（金）
午前10時～

会 場：広島市安佐北区・南原峡周辺

イ．認定基準薬局新規申請及び更新薬局、保
険薬局指定申請薬局との共同研修会
日 時：10月14日（日）

午前10時～正午
場 所：福山商工会議所
日 時：２月３日（日）

午前10時～正午
場 所：広島県薬剤師會館

ウ．平成24年度広島県地域保健対策協議会研
修会
日 時：10月21日（日）

午後１時～
場 所：グランラセーレ三次（三次市）

エ．平成24年度医療機器販売業等の営業管理
者及び医療機器修理業の責任技術者に対
する継続研修会
日 時：10月28日（日）

午前10時～ 午後２時～
会 場：広島県薬剤師會館

オ．第51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
期 日：11月10日（土）・

11日（日）
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場 所：島根県民会館、
サンラポーむらくも

カ．第29回広島県薬事衛生大会
日 時：11月29日（木）

午後２時～
場 所：エソール広島

キ．平成24年度薬祖神大祭
日 時：11月29日（木）

午後５時～
場 所：広島県薬剤師會館

ク．平成25年薬事関係者新年互礼会
日 時：平成25年１月10日（木）

午後４時～
会 場：広島県薬剤師會館

ケ．平成24年度薬事衛生指導員講習会及び広
島県学校薬剤師会研修会
（西部）日 時：１月19日（土）

午後２時～５時
会 場：広島県薬剤師會館

（東部）日 時：１月20日（日）
午前10時～午後１時

会 場：福山商工会議所

コ．広島県薬剤師会県民公開講座
日 時：１月26日（土）

午後２時～
場 所：広島県薬剤師會館

サ．平成24年度ドーピング防止研修会
日 時：１月27日（日）

午前10時～正午
場 所：広島県薬剤師會館

シ．平成24年度スポーツファーマシスト実務
講習会
日 時：１月27日（日）

午後１時30分～３時30分
場 所：広島県薬剤師會館

ス．禁煙アドバイザー育成講習会（in尾道）
日 時：１月27日（日）

午前10時～午後４時

場 所： 尾道市総合福祉センター

（13）その他
ア．第６回日本ファーマシューティカルコ

ミュニケーション学会について
期 日：11月４日（日）

午前９時15分～
場 所：福山大学社会連携研究推進

センター

イ．平成24年度在宅緩和ケア講演会について
日 時：２月13日（水）

午後２時～
場 所：広島国際会議場

４．閉 会
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平成24年度 第３回都道府県会長協議会

日時：平成24年10月６日（土）13：30～
場所：浜松市・オークラアクトシティホテル浜松３階「チェルシー」

会長 前田 泰則

第45回日本薬剤師会学術大会が静岡県浜松市で

開催されました。楽器の製造で有名な浜松市だけ

にテーマも「未来を奏でる薬剤師響奏曲―その職

能は新たなステージへ」をメインテーマに開催さ

れました。

久しぶりに一会場での開催は移動という観点か

らも大変便利でありました。

会長挨拶・会務報告に始まり、日薬を巡る最近

の動きについて、中央社会保険医療協議会につい

て、保険調剤等におけるポイント付与について、

チーム医療推進会議について、無菌調剤室の共同

利用について、日薬120周年記念事業について、

等々どれもがそれぞれ大切な課題であります。報

告事項が続き協議に入りました。

協議事項は、開催地静岡県薬会長兼日薬常務理

事曽布川氏が地元開催挨拶で心配された通り公益

法人日本薬剤師会会費、学校薬剤師部会会費等の

難題について、開催県でもあり速やかに協議して

いただきたいという申し出もむなしく？しっかり

と協議にかけられました。

時間延長もあり東京都、神奈川県、愛知県等か

ら会費に対する日薬対応批判が相次ぎ少々混乱を

招きましたが日薬側の説明不足もありお互いに若

干ズレが生じたままで10月26日の日薬担当者会議

へ課題を持ち越すことになりました。

会費の問題は、日薬、各都道府県ともに事情が

異なり総てを同等に扱えるわけではありませんが

最低でも共通項を見つけて対応せざるを得ませ

ん。

日薬のように大きな組織からすれば、地方の桁

違いの数字は小さく感じられるかも知れません

が、そこは懇切丁寧に説明して行かなければ中々

納得が得られません。

日薬の執行体制の中に在籍していた時から、組

織が大きな方がより肌理の細かい説明が必要であ

ることは十分に承知していましたが今回はその説

明が如何にも不足気味でありました。

まずは、字句の定義を決めてから話さなけれ

ば、共通言語から外れてばかりで、担当者も説明

に追われるばかりでしたし、その都度児玉会長か

ら訂正分が出されるようでは今後の対応が大変難

しいのではないかと危惧します。

広島県薬剤師会としては、10月26日の日薬担当

者会議は、会計担当加藤副会長、青野常務理事に

出席していただきます。大切な会議ですので広島

県薬剤師会としましても慎重に対応させていただ

きます。
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平成24年度 全国薬剤師研修協議会実務担当者会議

日時：平成24年10月７日（日）
場所：アクトシティ浜松交流センター

広島県薬剤師研修協議会 豊見 敦

日本薬剤師会学術大会の開催に合わせ、標記担

当者会議が開催された。

出席者は各都道府県より研修協議会担当者、日

本薬剤師研修センターより理事３名。またオブ

ザーバーとして日薬より宮崎常務理事が出席され

た。

研修認定薬剤師制度の現況、薬剤師研修支援シ

ステム（PESS）の運用状況について、その他所

管の各認定制度の現状報告が行われた。

現在、全国の有効認定薬剤師数は41,439名で厚

労省調査による薬剤師数197,616名を母数とする

と21%の薬剤師が認定を取得していることとな

る。（広島県は1,237/5,087で24.3%）

認定証発行数はここ数年、年間13,000～14,000

名で、今年度も９月末現在で6,900名に発行して

おり、例年通りの認定証発行数が見込まれてい

る。

「薬剤師研修支援システム（PESS）」では昨

年から薬剤師以外の薬学生・登録販売者も利用が

可能となっており、薬剤師の利用者数は18,090名

に達しているが、薬剤師以外の利用者は483名と

伸び悩んでいる現状が報告された。

その他、ホームページがリニューアルされて

いること、メールマガジンを発行しているこ

と、研修センターの要覧が作成されたことなど

が報告された。

質疑応答では、都道府県によっては研修協議会

が機能していないところがあることなどの課題が

報告された。また、JPALSとの棲み分けについ

ての質問には宮崎日薬常務理事から、「現時点で

は自己学習の記録であるJPALS、講習会に出席

することを認定する研修センターの両方が存在す

ることが、薬剤師全員が生涯研修を続けること

の助けになるだろう」との見解が示された。ま

た新カリキュラム対応研修を元にした「PharmD.

（JPEC）」の呼称については風当たりも強く、

「このまま進めることは難しい」と呼称の見直し

が示唆された。
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第45回 日本薬剤師会学術大会
日時：平成24年10月７日（日）・８日（月・祝）
場所：アクトシティ浜松外

昨年度、宮城県仙台市で行われる予定が東日本

大震災の影響で中止となり、二年ぶりに開催され

た日本薬剤師会学術大会。分科会を中心に会場の

様子を取材した。

今回は災害時の薬剤師の対応や、在宅業務関連

のシンポジウム、口頭発表が多く正しく薬剤師の

職能が新たなるステージへ向かっていることを予

見させる内容であった。

ランチョンセミナー２

最新の関節リウマチ治療戦略とアンカードラッグ

であるＭＴＸの適正使用

10月７日（日）アクトシティ浜松コングレスセンター

ＭＴＸを生物学的製剤（エタネルセプト、アダ

リムマブなど）と併用することで、副作用リスク

が増大するか否かを論じられていたが、若年層で

は明らかに悪性リンパ腫の発生率は高い。ＲＡに

限らず、免疫抑制剤と抗ＴＮＦ－αモノクローナ

ル抗体をはじめとするサイトカイン阻害薬の併用

による薬物治療が行われている疾患はＩＢＤや

ベーチェット病など多くあり、今後も副作用を含

めた継続的な解析が必要であろう。

広島佐伯支部 池田 和彦
報告Ⅰ

分科会７ 広がる学校薬剤師の職能

10月８日（祝）オークラアクトシティホテル浜松

基調講演・シンポジウムでは放射線の健康への

影響について指導・助言を行うには学校薬剤師が

地域の人的

資源として

活 用 可 能

で、最も適

任であろう

との提言が

あった。

分科会14 リスクマネジメント

～医療安全のための新たなステージ～

10月８日（祝）アクトシティ浜松研修交流センター

フィジカルアセスメントの手技を学ぶことも重

要だが、薬剤師は医薬品有害事象を食い止める最

後のゲートキーパーであり、副作用情報の収集、

提供業務をマネジメントすることが、最も期待さ

れる部分である。

機器展示・観光・物産
宮城県薬剤師会が移動可能な調剤所としてキャ

ンピングカーをベースに改造。狭い車内でも一通

りの処方せん調剤、投薬が可能で有事の際に対応

可能。広島県薬剤師会でも導入を検討されては？

ランチョンセミナーのお弁当

副座長の豊見雅文広島県薬剤師会
専務理事（右）

モバイルファーマシー（災害対応医薬品供給車両）
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車内には散薬の計量も可能な調剤スペースが。

小型の分包機

会場で販売されていたハーモニカ

浜名湖

「ものづくりの街」浜松市。楽器、自動車、オートバイと製造業
が盛んで、企業城下町という意味では広島市との共通点も多い。

しらすパイ（昼のお菓子）

浜松市楽器博物館にて電子ドラムを叩く筆者

静岡の海の幸

お茶を振る舞う静岡？美人 出展ブースにて

遠州鉄道
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「どのような講義があるのだろう？」

「２日間の長い時間何をするのだろう？」

「自分は最後までちゃんとついていけるのだろう

か？」

様々な疑問と不安を抱きながら当日の朝を向か

えることになりました。安佐薬剤師会学術大会以

外では訪れることのない安田女子大学でワーク

ショップは行われました。

第38回認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ
（薬学教育者ワークショップ）中国・四国in広島

日時：平成24年10月７日（日）・８日（月・祝）
場所：安田女子大学薬学部

安佐支部 前田 大典

「何て肝の据わった方達だろう…」これが最初

の印象でした。ただ自己紹介をするだけだったの

ですが、きちんと決まった時間内に言い切らなけ

ればなりません。緊張してブルブル震えていた私

はもちろんたいした事も言えず制限時間を過ぎて

しまい、ベルを鳴らされてしまいました。それに

対し他の方々は何の迷いも無く、リラックスされ

た顔でこの課題をクリアしていました。第一印象

を悪くしてしまって落ち込んだまま時間は過ぎ講

義、グループディスカッションと進んでいきまし

た。

「今現在の教育制度」「ワークショップの意

味」「学生実習で教えるということ」様々なテー

マのもとで、講義・グループディスカッションを

進めていきました。偶然？必然？で、あるのかは

分かりませんが、私達のグループには大学関係者

の先生、病院で勤務をされている先生、調剤薬局

専門で勤務されている先生、私のようにOTCと

併設の調剤薬局で勤務されている先生と様々な職

種の集まりでした。そのグループでのディスカッ

ションでは大変興味をひく意見ばかり聞くことが

出来ました。「学生を教えるということ」「実習

で学生に何を教えるか」職種により全く違う意見

が飛び交いました。今後ワークショップを受講さ

れる方もおられるかと思いますので、細かい内

容まではお話できませんが、その中で私は普段

OTCと併設の調剤薬局の薬剤師としての意見を

伝えつつ、他の職種の薬剤師の意見を自分なりに

理解していきました。このことから、今後年に何

回か様々な職種が集まり意見を交換し合う場が必

要なのではということを改めて考えさせられまし

た。
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今後薬剤師が地位を確立するために、きっちり

自分の意見を他の医療関係者に向けていかなけれ

ばならない。学生の目的意識、使命感を向上させ

ていくために現場での環境づくりや他職種との連

携などを向上させていかなければならない。今

後、学生達の道標になるのは私達現場で働いてい

る薬剤師です。目標を持ち、そのために必要な条

件を自分達で満たしていき、学生を良い方向へと

導くと共に自分達の能力を向上し、薬剤師の社会

的地位を確立していかなければならないというこ

とを今回のワークショップで学ぶことが出来まし

た。

最後にはなりますが、今回指導してくださった

各方面の先生方、安田女子大学の諸先生方、安佐

薬剤師会の皆様方、大変有意義で貴重な体験をさ

せていただきまして、誠にありがとうございまし

た。今後一層実務に活かせるよう努力させていた

だきます。

実務 薬剤師国家試験問題（平成２４年３月３日・４日実施）

� 正答は１０３ページ
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平成24年度第１回 地域医療再生計画推進委員会

日時：平成24年10月11日（木） 18：00～
場所：広島県庁北館２階 第１会議室

会長 前田 泰則

広島県行政組織の中で、医療・福祉関連の委員

会、検討委員会、推進委員会、審議会、その他の

外郭団体の理事会、評議員会等々が幾つかありま

す。これは国の年度ごとの施策を各都道府県の状

況を勘案して具体的に県民の健康・福祉に寄与す

るための事業展開をさせていくという手法をとっ

ています。

本委員会も９月13日に開催された広島県医療審

議会の際に一部改定された形で進行しています。

国の施策を反映させるために、都道府県レベル

では５年ごとに保健医療計画を作成します。

国・・・県・・・広島県医療審議会・・・保健

医療部会・・・広島県地域保健対策協議会

此のたびは、第６次広島県保健医療計画として

５疾病・５事業＋在宅という構成になっていま

す。

従って今後も、薬剤師が在宅で活躍できるよう

に実績を重ね続ける必要があります。

平成20年～25年３月末（第５次広島県保健医療

計画）までを一区切りとしています。

平成24年から約１年前から第６次の計画を過去

の数値目標の達成度、現状等を把握・検討して次

期の計画を策定して行きます。各事業計画にはそ

れぞれ数値目標、達成度、現状等の裏付けが大切

です。実施されていなければその理由も添付しな

ければなりません。

現在広島県医師会が中心となって、広島駅北

口、二葉の里地区の第３・４街区（医療・福祉

ゾーン）において、高精度放射線治療センター整

備計画が進められています。広島県は国の地域医

療再生計画の事業予算の一部を充てています。広

島県医師会は現行では、そこに広島県医師会館の

建設を計画されています。

その計画に少し遅れる事にはなりましたが、広

島県医師会、広島県歯科医師会、広島県薬剤師会

ともに、医師・歯科医師・薬剤師など医療系職能

組織の拠点化を進め、多職種協働による医療機能

の強化を図ることを目的にしています。

またその目標とするところは、チーム医療及び

在宅医療を推進するため、医師、歯科医師、薬剤

師など医療系職能組織の拠点化を進め、多職種協

働連携体制を強化するとともに、研修・研究機能

の強化による医療スタッフの専門性の向上を図る

ことです。

従って、事業概要として広島県医師会館の移転

予定地である二葉の里地区医療・福祉ゾーンに、

広島県歯科医師会館、広島県薬剤師会館を移転整

備する。

予定スケジュールとして、

平成24年・・・関係機関との調整

平成25年・・・土地購入

平成26年・・・設計・建設を予定しています。
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会員カードでWポイントがつきます。

広島県Wポイントカード加盟店 平成24年10月１日現在
店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

広島市安芸区
Edabriek 082-822-6667
ちから 船越店 082-824-0301
ちから 矢野店 082-888-5246
マダムジョイ 矢野店 直営食品売場

082-889-2441

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 082-841-4377
ちから マルナカ可部店 082-810-0877
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 082-830-6161
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
住吉屋 イオンモール広島祇園店 082-962-1121
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

広島風お好み焼き・鉄板居食家
徳兵衛 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

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

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

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 大手町SS 082-243-8351
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
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 082-504-6646
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
徳川 フジグラン広島店 082-236-1145
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 スペインバルミ・カーサ

082-248-6796

ひろしま国際ホテル 東風 082-240-0558
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
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

082-242-0011
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
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
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
ちから アルパーク天満屋店082-501-2701

◎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。

ちから 五日市店 082-922-8661
住吉屋 楽々園店 082-943-4960

サイクルショップカナガキ 五日市店
082-924-5525

ひろしま国際ホテル 空庭BISとろクルクル
082-240-7556

バー・サード・ウェーブ 082-247-7753
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※ご利用金額100円に対するポイント値は、加盟店により異なります。 ※換算率は、１ポイント＝１円となります。
※次のお取り扱いにつきましては、予め、ご利用加盟店へ直接お問い合わせ下さい。
⒈ クレジットカード支払のお取り扱い ⒉ クレジットカードご利用時のポイント付加の有無
⒊ ポイント付加対象外商品の有無 ⒋ 団体・パーティーご利用時のポイント付加の有無

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

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 福山東インターSS

084-923-7835

山陽石油 南本庄SS 084-922-3181

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

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

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

ンの受信ごとに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 商工センター店

ちから 中広店 082-532-4004

ちから 己斐店 082-507-0505

082-270-0390

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

-3930

ホテルプロヴァンス21 スパラーザ広島

082-235

-3323

マダムジョイ アルパーク店 直営食品売場

082-501

ホテルプロヴァンス21 メイプル

082-235

-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 尾長店 082-506-3505

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

車検の速太郎 向洋店 082-890-9500

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 ゆめタウンみゆき店082-250-2125

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 ビッグカメラ・ベスト店 082-567-2388

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

店舗名 TEL 店舗名 TEL 店舗名 TEL

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

ちから サンリブ府中店 082-890-2510
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

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
徳川 廿日市店 0829-32-1111

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
徳川 西条プラザ店 082-424-0300
八本松タクシー 082-428-0023

2012��Vol.37��No.6 広島県薬剤師会誌58



広島県薬剤師会誌 2012��Vol.37��No.6 59

指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工 西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
Volkswagen南広島
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店
広島店
ゆめタウン広島店

お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

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

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き 赤札より10～
15％

見積額の10％割引

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

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

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

現金のみ定価５％引（直営店のみ）
現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30 ～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00 ～19:00

平日
８:30 ～18:00
年中無休

平日
９:00 ～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45 ～17:30

９:00 ～19:00

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30 ～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

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

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

定休日不定

日・お盆・年末
年始休業

所 在 地
広島市中区新天地1-1

呉市中央1-1-1

広島市中区中町7-20

広島市中区三川町10-1

福山市三之丸町8-16

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

広島市安佐南区中須2-18-9

安芸郡府中町柳ケ丘77-37

呉市中央2-5-15

広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2-13-21
広島市中区堀川町5-10

広島市中区本通9-33

広島市中区吉島西2-2-35

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

広島市西区商工センター
7-1-19

電 話 番 号
（082）244-1623

（0823）20-1111

（082）241-1111

（082）244-0109

（084）922-2121

（082）249-8011

（0823）22-2250

（082）879-0131

（082）281-4331

（0823）32-7171

（082）222-7780

（082）283-5133

（082）246-7788

（082）248-1331

（082）541-3911

（082）294-0187
（082）225-3232

（082）250-6100

（082）246-2131

（082）277-8181

平成24年10月１日現在

（082）293-4125

（082）209-7422

レジャー 國富㈱広島営業所

Diving Service海蔵

Ｃカード取得コース45,000円、商品購
入：店頭価格より５％off、器材オー
バーホール：通常価格より５％off
スキューバダイビング体験講習￥8,400
Ｃカード取得講習会￥5,000引き・器
材修理店頭価格より５％引き

８:30 ～20:00

11:00 ～20:00

なし

なし

広島市西区観音町13-9

広島市中区南千田西町
1-8-101
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（082）245-0106

（082）231-9495

（082）239-0948

（082）261-4949

（082）248-0516

（082）248-4361

（082）243-5321

（082）512-1020

（082）247-1050

（082）278-2323

（084）920-3950

（0829）34-2508

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

（082）543-5855

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正

部 門
進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生
サービス
（中小企
業向け）

設備

指 定 店
㈱進物の大信

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

ひろでん中国新聞
旅行㈱本社・呉営
業所・三次営業
所・福山営業所
㈱日本旅行
広島八丁堀支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱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
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

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

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
本人のみ
現金のみメープル・トピック
自社主催商品３％引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

車いす（アルミ製55％・スチール
製60％）、歩行補助ステッキ40％
引き
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
６～９月
10:00 ～18:30
10～５月
９:30 ～18:00
年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00 ～17:30
年中無休

平日
10:00 ～19:00
土・日・祝
10:00 ～17:00

８:30 ～17:30

９:30 ～18:00

９:30 ～18:30

９:00 ～18:00
（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00 ～18:00
（平日）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
毎週火曜

不定休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

土・日・祝日

土日祭休

所 在 地
広島市中区堀川町4-14

広島市中区猫屋町8-17

広島市安佐南区長束2-4-9

広島市南区段原南1-20-11

広島市中区本通9-26

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

広島市中区八丁堀16-14
第二広電ビル1Ｆ

広島市中区堀川町5-1
大内ビル1Ｆ

広島市西区商工センター
5-11-1
福山市卸町11-1

廿日市市木材港南8-22

広島市中区紙屋町2-1-22
広島興銀ビル9Ｆ

広島市西区福島町2丁目36-1

広島市中区国泰寺町1-3-22
ＥＲＥ国泰寺ビル6階

広島市中区橋本町7- 27

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。







７月19日（木）平松新会長が挨拶に来られた
と報告された。

（木平副会長）
ア．第33回病院・薬局実務実習中国・四国地区調
整機構会議
６月26日（火） 就実大学にて開催され、今
年度実習の進捗状況とトラブル事例について
協議されたと報告された。

イ．広島県薬剤師会「地対協WG」
７月４日（水）に、アンケートの素案につい
て検討したと報告された。

ウ．平成24年度病院診療所薬剤師研修会
７月７日（土）・８日（日）に広島国際会議
場にて開催され、400名の参加があった。
チーム医療の実践について等の講演があった。
中でも、杉原教授の有機化学についての講演
は、薬剤師として化合物をどう見るかという
内容で、興味深いものであったと報告された。

（大塚副会長）
ア．平成24年度第１回「がん検診へ行こうよ」推
進会議
６月28日（木）広島県自治会館にて開催され
た。
今年のキャンペーンには デーモン閣下を起
用。ポスターを全薬局に配布し、啓発してい
くことが報告された。

（加藤副会長）
ア．第45回中国地方社会保険医療協議会広島部会
６月28日（木）中国四国厚生局で開催された。
保険医療機関及び保険薬局の指定について審
議され、新規保険薬局は３件、指定更新薬局
は26件であった。保険医療機関の指定取消１
件について審議されたと報告された。

イ．佐村克己先生の受章祝賀会
７月７日（土）に山口グランドホテルにて、
元内閣総理大臣安倍晋三衆議院議員を始め、
九州各県薬会長等、総勢80名近い出席者で盛
大に開催されたと報告された。

ウ．第10回中国地方社会保険医療協議会総会
７月18日（水）ＫＫＲ広島で開催された。
保険医療機関の指定取消について審議され、
取消で決定。また、中国地方社会保険医療協
議会議事規則第６条について、内規事項の変
更について審議された。本来は10月開催であ
るが、保険医療機関の指定取消のため、臨時
総会となり、非公開とされたと報告された。

（野村副会長）
ア．医療関連産業クラスター形式事業に係る委託
について打合せ
６月25日（月）アンケート締切：７月31日
（火）
アンケートの発送、回収についての打合せを
行ったと報告された。

イ．(株)じほう取材
７月13日（金）に、便益労務無償提供見直し
事業についての取り組みについて、取材が
あったと報告された。

（村上副会長）

ア．第79回日本薬剤師会定時総会
６月23日（土）・24日（日）ホテルイースト
21東京にて開催された。
会務、事業報告、補正予算、収支決算につい
ての報告が行われ、公益社団法人化に伴い、
定款の一部変更、理事30名、幹事３名の選任
等について全て議決された。

イ．平成24年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
７月１日（日）に開催され、参加者75名で
あったと報告された。

ウ．「広島県禁煙支援ネットワーク研修会」内容検
討会
７月６日（金）10／27に広島県薬剤師會館で
研修会を開催予定なので、内容を検討した。
各団体から症例報告各１題と、基調講演を予
定していると報告された。

エ．第765回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹
事会
７月13日（金） 支払基金広島支部にて開催
され、審査・支払い状況について報告された。

オ．第36回認定実務実習指導薬剤師養成のための
ワークショップ中国・四国ｉｎ福山
７月15日（日）・16日（月）福山大学薬学部
で開催され、59名の参加であった。

カ．広島県エイズ対策推進会議（資料１）
７月18日（水）県庁で開催された。県で新た
に対策室が設けられ、対策について協議され
ることとなった。薬剤師会としては、指導薬
剤師の育成をすること、また患者の高齢化や、
薬の開発に伴い、エイズ＋高血圧など慢性疾
患としてとらえる必要があるため、拠点病院
だけの対応ではなく、在宅、外来への移行が
必要であるので、協力が必要であると報告さ
れた。

（青野常務理事）
ア．広島県がん対策推進協議会緩和ケア推進部会
（資料２）
７月９日（月）県庁で開催された。前年度に
引き続き、本家緩和ケアセンター長が部会長
となった。次期のがん対策推進計画における
緩和ケア分野の内容等についての協議では、
緩和ケアのあり方に係る論点整理票について
委員で話し合いをした。今後２回委員で話し
合いをし、部会として意見をまとめることと
したと報告された。

（有村常務理事）
ア．広島県地域保健対策協議会第１回在宅医療体
制検討特別委員会
７月９日（月）広島医師会館で開催。有村常
務理事欠席のため、報告は別紙を参照。

（田口常務理事）
ア．「薬草に親しむ会」現地下見
７月２日（日）広島市安佐北区南原峡に下見
に行った。中電の研修センターをスタートし
て、１km程度のコースとの報告があった。

（谷川常務理事）
ア．広報委員会

７月５日（木）に９月号の１回目の委員会
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を開催した。７月号の発送の遅れが見られた
が、ホームページへの掲載もお願いしている
ので、今年度の業者については、変更しない
ことに決定したと報告された。

（石原事務局長）
ア．平成24年度第１回広島県保険者協議会
（資料３）
７月10日（火）国保会館にて開催され、特定
健診受診推進に向けた広報について検討をし
た。新聞広告に特価せずに、推進できる広告
を25年度から実施するために検討すると報告
された。

イ．平成24年度北方領土返還要求運動
広島県民会議総会（資料４）
７月12日（木）鯉城会館にて構成委員の39団
体中、33団体が出席して開催された。

２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（１）支部総会報告
ア．広島佐伯支部６月30日（土） 於 いつかい
ち巴里食堂

イ．三次支部７月６日（金） 於 三次グランド
ホテル

（２）薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイド
ブック講演（講師：原田センター長）
６月22日（金） 於 三原薬剤師会館

（３）日本薬剤師会平成24年度第２回理事会（資料
５）（豊見専務理事）
７月10日（火） 於 東京・日薬

３．審議事項
（１）（仮称）がん対策サポート薬剤師実施事業

について（資料６）（大塚副会長）
検討委員会委員：業務分担４の理事を担当及
び病院薬剤師会の推薦。
がんサポート薬剤師を養成するために50名×
３回の研修会を行う予定で、委員については、
業務分担４の役員とすることとした。木平副
会長より、病院薬剤師会の専門薬剤師を推薦
することが提案され、メンバーとすることと
した。

（２）「がん検診へ行こうよキャンペーン広島」啓
発ポスター・チラシの配布について
○７月キャンペーン強化月間 （資料７）
（大塚副会長）
○10月以降新ポスター作成予定
送 料：約14万円（1,600薬局配布）に

ついて承認された。
（３）備蓄検索システムのバージョンアップについ

て（資料８）（青野常務理事）
Ｗindoｗs７（64bit）対応のためにバージョ
ンアップをすることが承認された。

（４）ひろしまフードフェスティバル2012における
出展について（資料９）（野村副会長）
日 時：10月27日（土）・28日（日）

午前10時～午後５時
場 所：広島城周辺及び中央公園（広島市

中区基町）

今年度は出展しないこととされた。
（５）広島プライマリ・ケア研究会世話人役員の

推薦について（資料10）（野村副会長）
推薦人数：２名
任 期：平成24年４月１日～

平成26年３月31日 ２年間
前 任 者：木平健治副会長、重森友幸常務理事
引き続き、木平副会長と重森常務理事を推薦
することとした。

（６）一般用医薬品担当者全国会議（薬剤師のため
の一般用医薬品研修会）の出席者について
（資料11）（野村副会長）
日 時：９月２日（日）

正午～午後５時
場 所：慶應義塾大学薬学部（芝共立キャ

ンパス）
大塚幸三副会長と奥本啓理事が出席すること
とした。

（７）日本薬剤師会委員会委員の推薦について
（資料12）（野村副会長）
推薦人数：１名
年 齢：45歳まで（若手人材育成の観点か

ら）
経 歴：都道府県薬剤師会の役員又は委員

会委員
該当者（役員）：串田慎也理事を推薦するこ

ととした。
（８）オール薬剤師"禁煙ひと声運動"キャンペーン

について（資料13）（村上副会長）
ふぁるまねっとみやぎからキャンペーンへの
協力依頼があり、禁煙認定薬剤師で協力をす
る方向で、禁煙支援推進特別委員会で検討す
ることとした。

（９）第51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
ポスターの配布について（資料14）
（野村副会長）
期 間：11月10日（土）・11日（日）
場 所：島根県民会館・サンラポーむらく

も
ポスター：1,700枚（Ａ４版）会誌９月号に

同封することとした。
（10）タウンｄポンによる広告について

（ＲＣＣ封筒）（野村副会長）
広報委員会で検討することとした。

（11）シルバーサービス振興連絡協議会全国会議
（広島）への出席について（資料15）（野村
副会長）
日 時：９月13日（木）午後１時～
場 所：広島市南区民文化センター
有村常務理事が出席することとした。

（12）（社）広島県医薬品登録販売者協会主催の登
録販売者研修会の周知依頼について（資料
16）（野村副会長）
日 時：９月４日（火）午前９時30分～
場 所：広島県薬剤師會館
県薬主催を検討し、できれば同時に案内でき
るように一斉同報をする。間に合わない場合
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は単独で一斉同報することとした。
（13）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成24年度がん征圧月間の共催について
（資料17）（野村副会長）
期 間：９月１日（土）～９月30日（日）
主 催：（公財）日本対がん協会、(財)広

島県地域保健医療推進機構ほか
共 催：広島県ほか
共催について承認された。

イ．平成24年度老人保健福祉月間の主唱について
（資料18）（野村副会長）
期 間：９月１日（木）～９月30日（日）
主 唱：広島県ほか
主唱について承認された。

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について

（野村副会長）
８月23日（木）午後６時（議事要旨作製責任
者【予定】重森友幸常務理事）

（２）中国新聞朝刊の広告掲載について
掲載日：８月19日（日）

（３）広島県地域包括ケア推進センター運営協議会
委員の委嘱について（野村副会長）
推薦者：前田泰則会長
（承諾済）

（４）第６回日本ファーマシューティカルコミュニ
ケーション学会後援について
（資料19）
期 日：11月４日（日）（野村副会長）
場 所：福山大学社会連携研究推進センター
（初めて：共催承諾済）

（５）第45回日本薬剤師会学術大会（於浜松市）
への参加申込について（野村副会長）
○参加登録、懇親会申込：５月11日（金）正
午～８月８日（水）正午
○ランチョンセミナー申込：７月24日（火）
正午～８月８日（水）正午
○送金の確認できるものを事務局へ提出くだ
さい。

（６）ドーピング防止ガイドブックについて
（冊子）（野村副会長）
○スポーツファーマシスト（会員）配布済

（７）新薬剤師研修会2012について（資料20）
（野村副会長）
日 時：７月24日（日）午後１時～
場 所：広島国際大学広島キャンパス
参加申込数：12名（７月18日現在）→20名
（19日現在）再度一斉同報することとした。

（８）総会の開催について（野村副会長）
広島県青年薬剤師会 ７月22日（日） 於
広島県薬剤師會館

（９）後発医薬品差額通知の送付について
（資料21）（野村副会長）

（10）６年制薬剤師誕生キャンペーン市民
シンポジウムのチラシについて（資料22）
（野村副会長）
日 時：８月５日（日） 午後１時30分～

平成24年８月常務理事会議事要旨◆

日 時：平成24年８月30日（木）午後６時～７時20分
場 所：広島県薬剤師會館
出席者：前田会長、加藤・野村・村上各副会長、

豊見専務理事、青野・有村・小林・重森・
田口・谷川・豊見・中川・二川・政岡・
松村・吉田・渡邊各常務理事

欠席者：木平・大塚各副会長
議事要旨作製責任者：重森友幸

１．�報告事項
（１）７月定例常務理事会議事要旨（別紙１）
（２）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙２）
イ．会務報告（�〃�３）
ウ．会員異動報告（�〃�４）

（３）�委員会等報告
（前田会長）
ア．平松恵一先生を囲む会
７月19日（木）

イ．広島県青年薬剤師会総会
７月22日（日）

ウ．財団法人広島県地域保健医療推進機構理事会
８月７日（火） 於 広島県健康福祉セン
ター

エ．ＩＰＰＮＷ日本支部臨時総会・世界大会実行
委員会
８月11日（土） 於 広島医師会館

オ．広島都市圏の医療を考える懇話会
８月20日（月） 於 県庁・北館

カ．平成24年度広島県医療費適正化計画検討
委員会（第１回）
８月22日（水） 於 県庁・北館

キ．第20回ＩＰＰＮＷ世界大会
ウェルカム・パーティ ８月23日（木）

場 所：東京・イイノホール
（11）シルバーサービス振興連絡協議会全国会議

（広島）のチラシについて（資料15）（野村
副会長）
日 時：９月13日（木）午後１時～
場 所：広島市南区民文化センター

（12）第74回九州山口薬学大会のチラシについて
（資料23）（野村副会長）
日 時：９月16日（日）・17日（月・祝）
場 所：北九州国際会議場ほか

（13）平成24年度アルコール関連問題応用研修及び
平成24年度アディクション（嗜癖）問題研修
の開催について（資料24）（野村副会長）
日 時：９月26日（水）

午前10時～ 午後１時30分～
場 所：広島県立総合精神保健福祉センター

（14）広島県立美術館「おいでよ！絵本ミュージア
ム絵本の町にでかけよう！」「夏休み子ども
美術館」のチラシについて（資料25）（野村
副会長）
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於 広島国際会議場
本会議 ８月24日（金）～26日（日）
於 広島国際会議場

ク．広島県女性薬剤師会総会
８月26日（日）

（加藤副会長）
ア．中国地方社会保険医療協議会広島部会
第46回 ７月26日（木） 於 中国四国厚生局
第47回 ８月28日（火） 於 中国四国厚生局

イ．会計部打合会
８月２日（木）
先般、公益法人日本薬剤師会平成25年度以降
の会費徴収に係る全国担当者会議が開催され
た。後日、収納業務委託契約書と実施要綱
（ﾄﾞﾗﾌﾄ）が送られ、各都道県に対し、質問
があれば8月3日までに質問を提出することと
あり、会計役員4名が集まり検討したところ、
質問となる点を10項目にわたって日薬にお
くったが、いま現在のところ回答はきていな
いと報告された。現段階での日薬会費は、各
都道府県の2/3は直接県薬が徴収し、残りの
1/3は広島県のように各支部が徴収している
と報告された。

ウ．検査センター委員会
８月27日（月）

（野村副会長）
ア．クラスター事業に係る打合会
８月20日（月）、24日（金）

（村上副会長）
ア．福山大学薬学部開設30周年記念式
８月５日（日） 於 福山大学宮地茂記念館

イ．広島県禁煙支援ネットワーク第１８回運営
委員会
８月６日（月） 於 広島県環境保健協会

ウ．第766回社会保険診療報酬支払基金
広島支部幹事会
８月10日（金） 於 支払基金広島支部

エ．薬局実習受け入れ実行委員会
８月10日（金）

オ．中国電力健康保険組合訪問
８月23日（木）
会員さんから、患者さんが薬局にもってこら
れたリーフレットについて報告があり、その
内容については、次のとおり。「薬の説明
書にもお金がかかっています（100円程度）。
はじめて処方される薬の場合は安心ですが、
定期に処方される薬の場合は必要ないと思っ
たら説明書を拒否することができ、薬剤情報
提供料としてお金もかかりません。院内薬局
の方が場合によっては安くなり、ちょっとし
た工夫で薬代を減らすことができます。薬の
容器は、使い捨てにせずに洗って消毒して
持っていくと薬局ではその容器に詰め替えて
くれます。」といったことが掲載されていた。
中国電力健康保健組合のホームページにも
載っていたことから、組合を訪問し申し立て
をした。すぐに対処してもらい、今後も同様
な記事を掲載することがあれば、薬剤師会に

相談するとの返答をもらったと報告された。
カ．協会けんぽ広島支部との打合せ
８月30日（木） 於 全国健康保険協会
ブラウンバック運動については、協会けんぽ
が案内した106名のうち3名の回答があったが、
なぜブラウンバック運動に参加しなかったか
という調査をしていく方針である。また、協
会けんぽ岡山支部が協会けんぽの持っている
各薬局のジェネリック推進のデータに基づ
き、岡山市薬剤師会とジェネリック情報に関
してのアンケート調査を行っているが、今後、
ジェネリックに対しどのような意見があるか
といったことを含め、協会けんぽ広島支部に
おいても、今後アンケートの実施を考えてい
ると報告された。

（豊見専務理事）
ア．平成24年度学校環境衛生・薬事衛生研究
協議会
７月27日（金）・28日（土） 於 札幌プリ
ンスホテル

イ．中国四国厚生局及び広島県による
社会保険医療担当者の集団的個別指導
８月５日（日） 於 広島市西区民文化セン
ター

ウ．日本薬剤師会平成２４年度第６回理事会
（資料１）
８月７日（火） 於 東京・日薬
６月の末に役員が決まり、９月11日以降に各
委員会がようやく動き始める状況になってい
る。会員薬局シールを作成し、各薬局に2枚
づつ配布することとする。
以前、EMシステムズがやっていたサーベイ
ランスという、インフルエンザの薬が出た薬
局がどこでどれだけ処方されといったデータ
を自動的に集めるシステムがあったが、今後、
日薬の取り組みとして、福岡県薬が策定した
NSIPSというレセコンと分包機等の調剤シス
テムを連動させるための共有仕様で、日薬が
フォーマットを決め、日薬推薦により、すべ
てのレセコンメーカーにその機能を持たせ、
ソフトの導入を進めていき、日本全国の薬局
のレセコンで使えるよう取り組んでいくと報
告された。
また、会員証については、一人3000円～5000
円かかると見込まれるが、全国10万人の薬剤
師会員に配るのはどうなのか？という点と、
もう一つは、マイナンバー制のような社会保
障・税番号制度の導入についての今後の成り
行きや、Jパルスのシステムで会員システム
を組んでいくといったことも検討しながら、
今後また時間をかけて検討されると報告され
た。
尾道でモデル事業において、医師は遠隔で診
断をし、薬局は薬を配達している状況にあり、
医師のように遠隔診断するというところに至
らないが、お薬手帳の電子化については、難
しい問題もあるが今後も課題とされると報告
された。
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（青野常務理事）
ア．認定基準薬局運営協議会
７月27日（金）

イ．日本公認会計士協会中国会「公益法人制度と
公益法人会計のポイント」研修会
８月21日（火） 於 岡山・ピュアリティま
きび

（重森常務理事）
ア．平成24年度ひろしま健康づくり県民運動
推進会議総会
７月９日（月） 於 広島県健康福祉セン
ター

イ．平成24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
８月29日（水） 於 鯉城会館

（田口常務理事）
ア．「薬草に親しむ会」打合会
７月26日（木）
９月30日に南原峡で開催する。西部地区での
開催のため、今回は広島支部から5名、安佐
支部から5名の方々に駐車場のお手伝いをし
ていただくことになったと報告された。

（谷川常務理事）
ア．広島県合同輸血療法委員会
７月28日（土） 於 日本赤十字社中四国ブ
ロックセンター�

イ．新薬剤師研修会
７月29日（日） 於 広島国際大学広島キャ
ンパス

ウ．広報委員会
８月９日（木）、22日（水）

エ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師
養成講習会
８月19日（日）

（豊見常務理事）
ア．三原支部研修会（ＪＰＡＬＳ）
７月18日（水） 於 三原薬剤師会センター
薬局

イ．広島県薬剤師会「地対協ＷＧ」
８月８日（水）

（二川常務理事）
ア．公益法人化打合会
８月６日（月）、10日（金）、17日（金）、
27日（月）

（政岡常務理事）
ア．業務分担④担当役員打合会
８月28日（火）

２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（１）�中国四国厚生局及び広島県による集団指導

８月19日（日） 於 広島市東区民文化セン
ター

（２）第20回ＩＰＰＮＷ世界大会スタッフ説明会
８月20日（月） 於 広島医師会館 ３日
×２名

（３）平成24年度ヒロシマ薬剤師研修会
８月26日（日） 於 広仁会館

３．審議事項
（１）広島県保健医療計画（第６次）県域計画の策

定について（村上副会長）
後日、県保健医療計画の内容を確認し検討し
ていくこととされた。

（２）認定基準薬局制度について
（資料２）（青野常務理事）
認定基準区分内容について、今までは日本薬
剤師会の認定基準に沿ったものであったが、
今後は各都道府県の基準に任せられることと
なった。認定基準内容として、毒物劇物一般
販売業の登録を受けていることが必須項目で
あった為、認定基準薬局を辞退する薬局が増
えたきた。このことから、この内容について
は、登録を受けていることが望ましいという
努力項目に変更すること。また、前述の理由
で辞退した薬局については継続で申請のお願
いをすることなどについて、次回開催の全体
理事会で検討することとされた。

（３）平成24年度広島県四師会役員連絡協議会の出
欠及び審議事項について（回覧）（資料３）
（野村副会長）
日 時：10月12日（金）午後６時30分～
場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３Ｆ オーキッド
（４）平成24年度広島県四師会社会保険担当

理事連絡協議会について
（資料４）（野村副会長）
昨年度：同日 午後５時～開催
現段階では、本会からの会議要請はしないこ
ととされた。

（５）薬事規制上の課題に関する検討会（仮称）の
出席について（資料５）（野村副会長）
開催日：未定
アンケート：3,078名発送→2,099名回答
野村副会長が出席することとした。

（６）医薬品の適正使用に関する啓発資材の
作成について（資料22）（村上副会長）
薬と健康の週間に間に合うよう作成すること
とされた。

（７）（仮称）第８回食育推進全国大会実行委員会
委員の推薦について（資料６）（野村副会
長）
開催日：平成25年６月22日（土）・23日
（日）
開催場所：広島市南区民文化センター
二川常務理事を推薦することとした。

（８）第33回広島県薬剤師会学術大会会員発表の
演題募集について（資料７）（村上副会長）
開催日時：11月18日（日） 午前10時～（予
定）�
開催場所：広島県薬剤師會館
申込数
：５題（８月30日現在）
締 切：９月10日（月）
県薬内の委員会、また各分担においても発表
があれば申し込みをお願いするとされた。

（９）支部長・理事合同会議の開催について
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（野村副会長）開催日時：９月29日（土）15
時～開催することとされた。
・平成22年10月30日（土）開催
・平成23年10月22日（土）開催

（10）「広島県薬剤師会会員特別融資制度」の
今後について（資料８）（野村副会長）
今後、新規の利用者も見込まれない為、廃止
してもよいとされた。

（11）後援、助成及び協力依頼等について
ア．健康サポートフェア2012の後援名義
使用について（資料９）（野村副会長）
日 時：９月22日（土）・23日（日）
会 場：広島グリーンアリーナ大アリーナ

・中会議室
主 催：中国新聞社
特別協賛：ハーティウォンツ
（平成22年承諾、平成23年断る）
昨年同様で、今年度もお断りすることとされ
た。

イ．「公益社団法人移行記念セミナー」後援名義
使用について（資料10）（野村副会長）
日 時：11月８日（木） 午後２時～
会 場：メルパルクＨＩＲＯＳＨＩＭＡ
主 催：公益社団法人日本医業経営コンサ

ルタント協会
（初めて）
後援名義使用について承認された。

ウ．広島リウマチ市民公開講座の
後援名義使用について（資料21）
日 時：10月28日（日） 午後１時～
会 場：ＪＡ広島ビル 講堂
主 催：広島リウマチ研究会
後援名義使用について承認された。

４．その他
（１）次回常務理事会の開催について

（野村副会長）
９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）一般用医薬品担当者全国会議
（薬剤師のための一般用医薬品研修会）の
出席者について
日 時：９月２日（日） 正午～午後５時
（野村副会長）
場 所：慶應義塾大学薬学部（芝共立キャ

ンパス）
出席者：大塚幸三副会長、奥本啓理事
※７月19日（木）常務理事会保留分
大塚幸三副会長、奥本啓理事が出席すること
で承認された。

（３）日本薬剤師会委員会委員の推薦について（野
村副会長）
推薦人数：１名
推 薦 者：串田慎也理事
※７月19日（木）常務理事会保留分
串田慎也理事を推薦することで承認された。

（４）日本薬剤師会委員会委員及び職種部会幹事の
委嘱について（資料11）（野村副会長）

（５）第29回広島県薬事衛生大会実行委員の
推薦について（資料12）（野村副会長）
委 員：大塚・加藤・野村各副会長、中川
常務理事
【５月21日（月）開催：業務分担１担当理事
打合会で決定】
大塚・加藤・野村各副会長、中川常務理事を
推薦することで承認された。

（６）「中四国文化の集い�中四国神楽フェスティ
バルinひろしま」事業への協賛について（資
料13）（野村副会長）
日 時：９月９日（日） 午前９時～�
場 所：上野学園ホール
協賛金額：50,000円（承諾済）

（７）「大名庭園サミット」広島大会への
協賛について（資料１４）（野村副会長）
日 時：11月18日（日）・19日（月）
場 所：広島県縮景園外
（断る）

（８）平成24年版厚生労働白書
（－第２部 現下の政策課題への対応社会保
障を考える－ 第３章安心で質の高い医療・
介護サービスの安定的な提供）について
（資料20）（豊見常務理事）

（９）夏休みにおける違法ドラッグ
（いわゆる違法ドラッグ）のチラシについて
各支部に配布済み。（資料15）（野村副会
長）

（10）平成24年度広島県立総合技術研究所
保健環境センター一般公開について
（資料16）
日 時：９月12日（水） 午前11時～
（野村副会長）

場 所：広島県健康福祉センター
検査センターから参加者をだすこととされた。

（11）けんみん文化祭ひろしま’12民謡民等の
祭典のチラシについて（資料17）（野村副会
長）
日 時：９月16日（日）午前10時30分～
場 所：三原市芸術文化センターポポロ

（12）第５回「ピースウォークひろしまツーデー」
チラシについて（資料18）（野村副会長）
日 時：11月24日（土）・25日（日）
場 所：広島市中区基町中央公園

（13）役員等への旅費日当の支給基準の取扱内規に
ついて（資料19）（野村副会長）
内規について承認された。
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日 付 行 事 内 容

７日 金

・第767回社会保険診療報酬支
払基金広島支部幹事会

（支払基金広島支部）
・広報委員会

９月10日～
９月17日 平成24年度内閣府自殺予防週間

９月10日 月 広島県医療審議会に向けた事前
打合会

11日 火

・（仮称）第８回食育推進全国
大会実行委員会
（県立広島大学広島キャンパス）
・日本薬剤師会平成24年度第７
回理事会（東京）

13日 木

・シルバーサービス振興連絡協
議会全国会議
（広島市南区民文化センター）
・平成24年度第２回広島県医療
審議会� （県庁・北館）

14日 金 薬草に親しむ会「再･下見」(南
原峡周辺）（広島市安佐北区）

９月15日～
９月21日

平成24年度老人の日・老人週間
キャンペーン

16日 日 けんみん文化祭ひろしま'12
（三原市芸術文化センターポポロ）

18日 火

・「薬草に親しむ会」挨拶
（広島中保健所）

・正・副会長会議
・会員委員会

19日 水

・高等学校３年生対象薬物防止
教室� （崇徳学園）
・常務理事会打合会
・㈶広島県地域保健医療推進機
構理事会
（広島県保健環境センター）
・㈱サンキ来会
・広島県薬剤師会学術大会実行
委員会

20日 木 ・選考委員会
・常務理事会

21日 金

・ウエルビィ吉島開所式及び内
覧会� （ウエルビィ吉島）
・広島県健康福祉局医療政策課、
健康対策課、薬務課訪問
� （県庁）

日 付 行 事 内 容

22・23日

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37回薬
剤師のためのワークショップ中
国・四国in岡山� （就実大学）

23日 日
・認定指導薬剤師フォローアッ
プ研修会（福山大学社会連携
研究推進センター）

９月24日～
30日 結核予防週間

25日 火 便益労務について打合せ

26日 水

・中国四国厚生局及び広島県に
よる社会保険医療担当者の個
別指導� （広島合同庁舎）
・平成24年度アルコール関連問
題応用研修及び平成24年度ア
ディクション（嗜癖）問題研
修
（広島県立総合精神保健福祉センター）
・広島県環境県民局文化芸術課
長来会�
・平成24年度第１回広島県がん
対策推進協議会緩和ケア推進
部会� （県庁・北館）

27日 木

・日本薬剤師会平成24年度学校
薬剤師部会全国担当者会議
� （東京）
・第48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24年度第29回広島県薬事
衛生大会実行委員会

29日 土
・研修関係打合せ
・支部長・理事合同会議
・全体理事会

30日 日 薬草に親しむ会(南原峡周辺）

10月１日～
11月30日

広島県麻薬・覚せい剤乱用防止
運動

２日 火

・第29回広島県薬事衛生大会開
催依頼� （広島県庁外）
・第11回中国地方社会保険医療
協議会総会（広島合同庁舎）
・広島県国民保険団体連合会来
会
・広報委員会
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日 付 行 事 内 容

３日 水

・中国四国厚生局及び広島県に
よる社会保険医療担当者の個
別指導� （広島合同庁舎）
・中国四国厚生局及び広島県に
よる社会保険医療担当者の個
別指導� （広島合同庁舎）
・日本薬剤師会平成24年度第１
回情報システム検討委員会
� （東京）

４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）
・公益法人化勉強会
・高等教育におけるお薬講座
� （広島新庄中学・高等学校）
・がん対策サポート薬剤師に係
るがん対策課との打合会

６日 土 日本薬剤師会第３回都道府県会
長協議会（会長会）� （静岡）

７日 日 平成24年度全国薬剤師研修協議
会実務担当者会議� （静岡）

７・８日

・第45回日本薬剤師会学術大会
� （静岡）
・第38回認定実務実習指導薬剤
師養成のためのワークショッ
プ（薬学教育者ワークショッ
プ）中国・四国in広島
� （安田女子大学薬学部）

９日 火 広島県医療審議会保健医療計画
部会（県庁・北館）

10日 水

・日本薬剤師会医薬品試験委員
会� （東京）

・中国四国厚生局及び広島県に
よる社会保険医療担当者の個
別指導� （広島合同庁舎）
・日本薬剤師会医薬分業対策委
員会� （東京）

11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）
・薬事規制上の課題に関する検
討会（県庁・本館）
・第１回広島県地域医療再生計
画推進委員会（県庁・北館）
・広島県薬剤師会学術大会出展
打合会
・広島県薬剤師会学術大会実行
委員会

日 付 行 事 内 容

12日 金

・日本薬剤師会環境衛生委員会
� （東京）
・薬剤師のためのアンチ・ドー
ピングガイドブック講演
� （三原薬剤師会館）
・協会けんぽ広島支部との打合
せ� （全国健康保険協会）
・第768回社会保険診療報酬支
払基金広島支部幹事会
� （支払基金広島支部）
・平成24年度広島県四師会役員
連絡協議会
（ANAクラウンプラザホテル広島）

14日 日

認定基準薬局新規申請及び更新
薬局、保険薬局指定申請薬局と
の共同研修会
� （福山商工会議所）

10月17日～
10月23日 薬と健康の週間

15日 月

・リーダー的介護支援専門員選
定に係る二次選考
� （県庁・本館）
・日本薬剤師会ＤＩ委員会
� （東京）
・常務理事会打合会
・高度医療研修会に係る薬務課
との打合会� （県庁）
・分担④担当役員打合会

16日 火

・日本薬剤師会第８回理事会
（東京）

・無料職業紹介事業特別委員会
・「禁煙支援ネットワーク研修
会」打合会

17日 水

・日本薬剤師会第１回医療保険
委員会� （東京）

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

18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）
・常務理事会
・広島県がん対策推進協議会
� （県庁・北館）

19日 金

・第８回食育推進全国大会委員
会企画部会
（県立広島大学広島キャンパス）

・広報委員会
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11月８日（木） 広島大学薬学部実務実習事前学習指導（広島大学薬学部）

〃 平成24年度第２回公益社団法人化勉強会

〃 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会「公益社団「公益社団法人移

行記念セミナー」（メルパルクHIROSHIMA）

11月８日（木） 第６2回全国学校薬剤師大会（熊本ホテルキャッスル）

11月８日（木）
第６2回全国学校保健研究大会（熊本市民会館外）

11月９日（金）

11月10日（土） 第５2回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部合同会

議（サンラポーむらくも）

〃 薬局実務実習受入に関する中国・四国地区ブロック会議（島根県民会館）

11月10日（土） 第５1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

11月11日（日） 会（島根県民会館、サンラポーむらくも）

11月11日（日） 第５1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

会市民講演会（島根県民会館）

〃 第６５回広島医学会総会（広島医師会館）

〃 第６５回広島医学会総会会頭招宴（うを久）

11月12日（月） 第７６９回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

11月13日（火） 日本薬剤師会第９回理事会（東京・日薬）

11月14日（水） 財団法人介護労働安定センター広島支部能力開発啓発セミナー（広島市ま

ちづくり市民交流プラザ）

〃 薬物乱用防止講演会（広島県立呉昭和高等学校）

11月1５日（木） 常務理事会（広島県薬剤師會館）

〃 広島プライマリ・ケア研究会「世話人会」（広島医師会館）

11月1６日（金） 生協ひろしま福祉事業部「介護のための薬の知識、サプリメントの効用と

食べ合わせについて」の研修会（生協ひろしま研修室）

11月1７日（土） 第２回ひろしま県民コンクール（広島市南区民文化センター）

11月18日（日） 第33回広島県薬剤師会学術大会

行事予定（平成24年11月）

�
�
�

�
�
�
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行事予定（平成24年11月・12月・平成25年１月）
11月20日（火） 生協ひろしま福祉事業部「介護のための薬の知識、サプリメントの効用と

食べ合わせについて」の研修会（生協ひろしま研修室）

11月20日（火） 東区ケアマネージャー自主勉強会主催「薬の基礎知識について」の研修会

（東区総合福祉センター４階）

11月22日（木） 認定基準薬局運営協議会

11月23日（金）
プライマリ・ケア認定薬剤師短期集中研修会（広島大学病院）

11月24日（土）

11月24日（土） 第14回薬害根絶フォーラム（広島大学医学部）

11月2９日（木） 第2９回広島県薬事衛生大会（エソール広島）

〃 平成24年度薬祖神大祭

11月30日（金） 公認スポーツファーマシスト推進委員特別講習会（東京）

12月１日（土） 平成24年度世界エイズデー

12月１日（土）
第1７回広島県理学療法士学会（広島市南区民文化センター）

12月２日（日）

12月２日（日） 福山大学薬学部OSCE（福山大学薬学部）

12月７日（金） 第７７0回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

12月９日（日） 平成24年度広島大学OSCE（広島大学薬学部）

12月11日（火） 日本薬剤師会第10回理事会（東京）

12月12日（水） 日本薬剤師会第４回都道府県会長協議会（会長会 )（東京）

12月1９日（水） 薬物乱用防止教室（広島県立広島商業高等学校）

12月20日（木） 常務理事会

１月７日（金） 第７７1回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

１月10日（木） 平成2５年薬事関係者新年互礼会

１月1６日（水） 日本薬剤師会第11回理事会（東京）

〃 日本薬剤師会第５回都道府県会長協議会（会長会）（東京）

〃 日本薬剤師会賀詞交換会（東京會舘）

�
�
�

�
�
�
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支 部 役 員 名 簿

支 部 長 野 村 祐 仁

副 支 部 長 河 内 一 仁

〃 長 坂 晋 次

〃 中 野 真 豪

〃 宮 本 一 彦

支 部 理 事 今 田 考 昭

〃 今 田 哲 生

〃 岩 本 義 浩

〃 木 村 章 彦

〃 形 部 宏 文

〃 坂 本 徹

〃 清 水 和 代

〃 新 谷 洋 通

〃 髙 橋 強

〃 髙 村 豊 至

〃 武 末 玲 子

〃 竹 本 貴 明

〃 友 田 泰 樹

〃 中 川 潤 子

〃 橋 本 洋 子

〃 開 浩 一

〃 細 田 正 紀

〃 前 田 修 一

〃 三 牧 祐 一

〃 宮 本 あや子

〃 森 川 悦 子

〃 山 木 寛

〃 吉 川 勇 人

監 事 岡 田 甫

〃 山 内 純 子

総務・庶務 河 内 一 仁

会 計 中 野 真 豪

〃 河 内 一 仁

〃 長 坂 晋 次

〃 宮 本 一 彦

〃 森 川 悦 子

県薬代議員 池 田 康 彦

〃 今 田 考 昭

〃 今 田 哲 生

〃 岩 本 義 浩

〃 加 藤 淳 司

〃 河 内 一 仁

〃 髙 橋 強

〃 髙 村 豊 至

〃 竹 本 貴 明

〃 友 田 泰 樹

〃 長 坂 晋 次

〃 中 野 真 豪

〃 永 野 孝 夫

〃 野 村 伸 昭

〃 野 村 真由美

〃 細 田 正 紀

〃 前 田 修 一

〃 宮 本 一 彦

〃 森 川 悦 子

〃 山 木 寛

〃 山 本 和 彦

〃 吉 川 勇 人

県薬予備代議員 石 村 憲 秀

〃 太 田 洋 美

〃 岡 田 甫

〃 菊 一 瓔 子

〃 木 村 章 彦

〃 形 部 宏 文

〃 近 藤 元 恵

〃 坂 本 徹

〃 清 水 和 代

〃 新 谷 洋 通

〃 武 末 玲 子

〃 辰 本 洋 子

〃 橋 本 洋 子

〃 開 浩 一

〃 三 浦 常 代

〃 三 牧 祐 一

〃 宮 本 あや子

〃 山 内 純 子

〃 吉 田 康 弘

〃 吉 村 知 幸

支 部 長 村 上 和 義

副 支 部 長 赤 尾 功 制

支 部 理 事 田 頭 誠

〃 松 岡 志 保

〃 宮 地 理

〃 寺 西 俊 雄

〃 浜 田 恵 子

〃 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 岩 本 仁

県薬予備代議員 宮 地 理

広 島 支 部

因 島 支 部
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３ その他

当該管理者を設置する場合は、当該店舗等の一

般用医薬品の適正販売等のための業務に関する手

順書に、店舗管理者を補佐する者等第一類医薬品

の販売体制を明確に記載すること。

� 担当 薬事グループ

� 電話 082－513－3222（ダイヤルイン）

� （担当者 岡田）

薬事法施行規則（抜粋）
（業務経験の証明）

第十四条の三 薬局開設者は、当該薬局において

第百四十条二項に規定する業務に従事した者か

ら、その業務に従事したことの証明を求められ

たときは、速やかにその証明を行わなければな

らない。

２ 前項に規定する場合において、薬局開設者

は、虚偽又は不正の証明を行ってはならな

い。

（店舗管理者の指定）

第百四十条 店舗管理者は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める者であって、その

店舗において医薬品の販売又は授与に関する業

務に従事するものでなければならない。

一 第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗

薬剤師

二 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、

又は授与する店舗 薬剤師又は登録販売者

２ 前項第一号の規定にかかわらず、第一類医

薬品を販売し、又は授与する店舗において薬

剤師を店舗管理者とすることができない場合

には、第一類医薬品を販売し、若しくは授与

する薬局、薬剤師が店舗管理者である第一類

医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売

業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬

品を配置販売する配置販売業において登録販

売者として三年以上業務に従事したもので

あって、その店舗において医薬品の販売又は

授与に関する業務に従事するものを店舗管理

者とすることができる。

（店舗管理者を補佐する者）

第百四十一条 第一類医薬品を販売し、又は授与

する店舗の店舗販売業者は、当該店舗の店舗管

理者が薬剤師でない場合には、店舗管理者を補

佐する者として薬剤師を置かなければならな

い。

２ 前項に規定する店舗管理者を補佐する者

は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよ

うに、店舗販売業者及び店舗管理者に対し必

要な意見を述べなければならない。

３ 店舗販売業者及び店舗管理者は、第一項の

規定により店舗管理者を補佐する者を置いた

ときは、前項の規定による店舗管理者を補佐

する者の意見を尊重しなければならない。

（準用）

第百四十二条 店舗販売業者については、第二条

から第七条まで（同条第六号及び第八号を除

く。）、第十二条から第十五条の四まで、第

十五条の十五、第十六条（第一項第七号を除

く。）及び第十八条の規定を準用する。この

場合において、第二条中「様式第二」とあるの

は「様式第七十七」と、第六条、第十五条の四

第二項及び第十六条第四項中「都道府県知事」

とあるのは「都道府県知事（その店舗の所在地

が保健所を設置する市又は特別区の区域にある

場合においては、市長又は区長）」と、第六条

中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」

と、第十二条第一項中「別に厚生労働省令で定

めるところにより厚生労働大臣の登録を受け

た試験検査機関（以下「登録試験検査機関」と

いう。）」とあるのは「当該店舗販売業者の他

の試験検査設備又は登録試験検査機関」と、第

十六条第三項中「されている都道府県知事」と
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○提出期限 平成24年11月30日（金）

○提出先

○提出部数 ２部

○その他 期間内に麻薬の取扱がない場合も届出

が必要です。

不明な点等については、広島県健康福祉局薬

務課又は管轄する県立保健所（支所）にお問い

合わせください。

（広島市に麻薬業務所がある場合は広島県健康

福祉局薬務課、呉市にある場合は広島県西部保

健所呉支所、福山市にある場合は、広島県東部

保健所福山支所）

２ 麻薬取扱者免許申請（継続）について

平成23年中に免許になった麻薬小売業者・管理

者免許については、平成24年12月31日で有効期限

が満了します。平成25年１月１日以降も引き続き

免許を必要とされる方は、次のとおり免許申請を

行ってください。

○申請期限 平成24年11月15日（木）

（提出先により申請期限が異なる場合もあります

で、御確認ください。）

○提出先

○提出書類

（麻薬小売業者）

・免許申請書

麻薬業務所の
所在地 提出先

広島市 広島市保健所環境衛生課・各区生
活衛生担当

呉市 呉市保健所保健総務課
福山市 福山市保健所総務課
上記以外 県立保健所生活衛生課（保健所支

所の場合は衛生環境課）

あるのは「されている都道府県知事（その店舗

の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区

域にある場合においては、市長又は区長）」と

読み替えるものとする。

� 平成24年10月３日

社団法人広島県薬剤師会会長 様

� 広島県健康福祉局長

� 〒737－8511 広島市中区基町10－52

� 薬 務 課

麻薬取扱者年間届及び麻薬取扱者免許（継続）
申請に係る広報について（依頼）

薬務行政の推進については、日頃から御協力を

いただき、厚くお礼を申し上げます。

さて、これらの事務の手続については、各対象

者に対して別途連絡をしますが、貴会におかれま

しても、別紙により広報誌への掲載を行うなど、

会員の方々に周知していただきますようお願いし

ます。（以下省略）

別紙

麻薬取扱者年間届出書及び麻薬取扱者免許申
請について

１ 麻薬取扱者年間届出書について

麻薬小売業者及び麻薬管理者は、麻薬及び向精

神薬取締法第47条及び第48条の規定により、前年

の10月１日から当年の9月30日まで１年間の麻薬

取扱状況を県知事に届け出なければなりません。

平成24年度の届け出については、次のとおり行っ

てください。

麻薬業務所の
所在地 提出先

広島市 広島市保健所環境衛生課・各区生
活衛生担当

呉市 呉市保健所保健総務課
福山市 福山市保健所総務課

上記以外 県立保健所生活衛生課（保健所支
所の場合は衛生環境課）
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・組織規程図又は業務分掌表（法人の場合のみ。

業務を行う役員は、薬事法で届け出た役員と同

じ者とすること。）

・診断書（法人の場合は業務を行う役員全員）

・登記事項証明書（法人の場合のみ）

注：法人の場合で、全役員の診断書を提出する場

合は、組織規程図又は業務分掌表の提出は不

要です。

（麻薬管理者）

・免許申請書

・診断書

・勤務証明書（申請者が麻薬診療施設に勤務して

いる場合）

○その他

免許証の有効期間を確認のうえ、手続を行って

ください。

不明な点等については、広島県健康福祉局薬務

課又は管轄する県立保健所（支所）にお問い合わ

せください。

（広島市に麻薬業務所がある場合は広島県健康

福祉局薬務課、呉市にある場合は広島県西部保健

所呉支所、福山市にある場合は広島県東部保健所

福山支所）

３ その他

麻薬取扱者年間届出書あるいは麻薬取扱者免許

申請（継続）に必要な書類は、広島県のホーム

ページからも出力できます。

広島県ホームページ

（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/）

「トップページ＞健康・福祉＞健康・医療＞医療

機関・医療人材＞麻薬・覚せい剤原料等の申請及

び届け出について」内にあります。

【問合せ先】

広島県健康福祉局薬務課

� ☎ 082－513－3221

広島県西部保健所生活衛生課

� ☎ 0829－32－1181

広島県西部保健所広島支所衛生環境課

� ☎ 082－228－2111

広島県西部保健所呉支所衛生環境課

� ☎ 0823－22－5400

広島県西部東保健所生活衛生課

� ☎ 082－422－6911

広島県東部保健所生活衛生課

� ☎ 0848－25－2011

広島県東部保健所福山支所衛生環境課

� ☎ 084－921－1311

広島県北部保健所生活衛生課

� ☎ 0824－63－5181

中国四国厚生局からの連絡

翌年１月１日付けの麻薬小売業者間譲渡許可申請をされる方へ

翌年1月1日付けの麻薬小売業者間譲渡
許可申請について
� 中国四国厚生局麻薬取締部

翌年１月１日付けの許可を希望する場合は、11

月１日から受け付けを開始しておりますので、必

要書類を同封の上、下記提出先に１１月2１日までに

到着するよう、送付してください。

それ以降の申請は、年内に許可書を発行できな

い場合があります。

○必要書類及び詳細については、中国四国厚生局

ホームページをご覧ください。

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/

gyomu/gyomu/mayaku_torishimari/yoku_shinsei.html

【提出先】

〒730-0012 広島市中区上八丁堀６－30

広島合同庁舎４号館15階

中国四国厚生局麻薬取締部 許認可担当

受付時間：月曜日～金曜日 午前９時～12時、

午後１時～５時

TEL�（082）227－9011 FAX�（082）227－9174
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こる中途失明が問題である。失明は日常生活に直

接かかわることです。糖尿病の治療での自己注射

などが不可能になるということ。加齢黄斑変性は

初期に気付かないことがあるので、たまには片目

ずつ自己検査をしてみることや、日頃から紫外線

に注意することなどを具体的に示唆されました。

角膜移植については、最新の移植手術やドナー家

族の心の問題にも触れ、各地での献眼運動に取り

組まれています。講演を聞いた後、私達もパンフ

レットを置くなど協力したいと思いました。「献

眼は人生最後のすばらしい贈り物」深い言葉が胸

に残りました。

懇親会は安芸茶寮で行いました。美味しい料理

とおしゃべりで楽しいひと時を過ごしました。

９月８日役員会をしました。今回新たに依頼し

た役員と共に皆でこれからの女性薬剤師会をすす

めていくことを話し合いました。今後も会の活動

に注目して下さい。またご支援ご協力をお願いし

ます。

10月20日（土）女性薬剤師会研修会はエバルス

広島支店において「栄養管理」について行います。

11月11日（日）は日帰り旅行で熊本阿蘇に行き

ます。

11月17日（土）エソール広島活動交流室ですず

め勉強会をします。参加自由ですから興味のある

方はご連絡ください。

広島出身で江戸時代の有名な漢方

医である吉益東洞を顕彰する第18回

吉益東洞顕彰会が、９月16日（日）

に東洞碑（石碑）のある広島大学医学部 広仁会

館において広島漢方研究会が主催（後援 東亜医

理事長 鉄村 努

広島漢方研究会

第18回吉益東洞顕彰会報告及び
漢方初級講座開講のお知らせ

学協会 日本東洋医学会 日本医史学会 日本生

薬学会）して開催されました。

午前中は３名の一般演題発表が行われ、午後か

らは医学部内にある東洞碑前にて顕花式を行いま

した。

引き続き千葉中央メディカルセンター和漢診療

科部長 寺澤捷年先生をお招きして特別講演「吉

益東洞の研究 執筆余話」を拝聴しました。

東洞の医論の形成には、当時難病とされた梅毒

の治療にその背景があると指摘され、東洞の持論

「万病一毒説」や「柴胡桂枝湯の証」「胸脇苦満

の腹診」などについてわかりやすく紹介されまし

た。当日は会員だけでなく多数の医師・薬剤師な

ど約60名に参加していただきました。

広島漢方研究会では、平成25年2月の月例会よ

り“漢方初級講座”を23回シリーズ（予定）で開

講致します。講師は三原市で薬局開局以来24年間、

漢方一筋、多くの患者様に漢方薬を投薬した経験

と実績のある漢方薬局 誠宏堂 小林宏 先生に
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のあり方について」部会担当役員から説明を受け、

協議が行われましたが、未だに未定部分が多く特

に負担金の付加方法が定款上総会決議事項である

ことから新たに全国会長会で模索することとなり

ました。

広島医薬品卸協同組合

〈日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部〉

医薬品卸に勤めだしてから慣れない業務に苦労

してきましたが、特によく分からないのが業務に

たいする報告です。そのなかに今期の取り組みが

あり、毎回考えるのに苦労します。

これは今期の私の目標です。毎年自分の目標、

もしくは取り組みを報告するのですが今年の目標

は「薬事力をアップする」です。毎年目標をきめ

るのですが、いつも「薬事力」という言葉がでて

くるのにいまひとつよくわかっていませんでした。

今年の初めくらいに卸勤務薬剤師への意識調査

があり、そのアンケートの回答をアステムに勤務

する薬剤師に関してだけまとめたものの報告があ

りました。結果をまとめたものをみるとアステム

の勤務薬剤師は６割以上が職場において薬剤師

職能を発揮できていると感じており、「JGSPの

遵守」を５割以上が重要と思っていて、品質管

理、有効性・安全性を中心とした情報を正確に提

供・収集してDI業務を行い、教育研修にも貢献

している、と思っている。「広範な医薬品知識」

が「薬事行政知識」より少し優位と考えているが、

「製品の品質や安全性への対応」を怠らないため

に「品質や供給」「薬学的な基礎知識」が大切と

考えるまじめですこし引っ込み思案なため「コ

ミュニケーション」が苦手である薬剤師、という

結果になっていました。

株式会社アステム 呉支店
久保 千秋

「薬事力」

これが私にあてはまるかどうかは別にして、他

の支店の方は真面目だなあ・・と思ったものです。

医薬品卸に勤務する薬剤師として最も重要と考え

る使命は「国民の保健衛生の向上への寄与」です

が、アステムに勤務する薬剤師のアンケートでは

「業界規範としてのＪＧＳＰの遵守」が一位でし

た。他にもいくつかの質問があったのですが、一

番おぼえているのは今後、医薬品卸の勤務薬剤師

の備わっていなければならない資質とは、という

質問です。それに対し私の選んだ答えは「広範囲

な医薬品知識」でした。全国では「薬事行政知

識」が最も高かったそうです。この結果をみて、

いろいろと考えて、すべてを含めて「薬事力」が

大切だ、ということを実感しました。卸勤務はい

ままでいろいろな方が仕事内容を書いてこられま

したが、思ったより仕事量が多くのんびりできる

訳ではありません。薬事行政知識はいうにおよば

ず、新薬は次々と発売され、薬事法の改正もあり、

気の休まる暇がないようです。ＭＳや得意先から

の質問も広範囲にわたっており、「薬事力」が大

切であることはいうまでもありません。記憶力が

衰え始めているにもかかわらずなんとかがんばら

なくてはならないようです。今期も半ばを過ぎて

きました。｢薬事力」がアップしたかどうかはよ

くわからない状態ですがこれからも「薬事力」を

きたえることを意識し、広範囲な知識を得ること

をこころがけていきたいと思っています。
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開催日時 開催場所
研修内容・講 師

主催者
問い合わせ先 認定 その他

（参加費等）

11月15日（木） 19：00～21：00 サンピア・アキ
第11回安芸薬 学術発表会
会員発表1）「当薬局における一般名記載処方箋への対応と

アンケートから見た後発品調剤の現状」
村上 恵美先生（安芸府中薬局）

2）「マツダ病院-安芸薬剤師会 薬薬連携でのフォルテ   
                 オ&#9415;皮下注継続に対する有用性の評価」

大谷 純一先生（安芸府中薬局）
3）「患者に求められる薬局・薬剤師

                  ～患者アンケート調査を通して～」
長坂 晃治先生（安芸ふれあい薬局）

4）「災害医療と地域連携 ～あなたの地域で災害が起
   きた時、あなたはどうしますか？～（仮）

戸口 拓士先生（船越南どんぐり薬局）
5）学校薬剤師会発表（演題未定）

木村 明子先生（あんず薬局）
山本 文香先生（安芸府中薬局）

（社）安芸薬剤師会
082－282－4440 

akiyaku@aurora.ocn.ne.jp

1 会費：無料 

11月18日（日） 10：00～16：30予定 広島県薬剤師會館
第33回広島県薬剤師会学術大会
テーマ：「拓け 新たな薬剤師界を！」
プログラム 10：10～ 口頭発表
14：00～
特別講演1 講師：名城大学薬学部医薬情報センター

大津 史子先生
特別講演2 講師：中外合同法律事務所 弁護士・薬剤師

赤羽根 秀宣先生

広島県薬剤師会

広島県薬剤師会事務局
木下

082－246－4317 
kinoshita@hiroyaku.or.jp

4

参加費：
予約：2，000円
学生（社会人は除
く）は無料
当日：3，000円県
薬会誌9月号・11
月号の振込用紙を
ご利用ください。 

11月19日（月） 19：00～21：00
廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ）
第39回廿日市市操薬とーくの会
講演：「症状から見る病態生理（発熱）」
講師： 広島大学大学院 医歯薬総合研究科 

臨床薬物治療学研究室 教授 森川 則文 先生
【JPALS研修会コード34－2012－0119－G01】 

廿日市市薬剤師会

地御前薬局 中谷 
jigozenpharmacy@yahoo.co.jp

1
受付時に参加費と
して500円をお願
い致します。

11月20日（火） 19：30～21：00
福山大学社会連携研究推進センター
福山支部シリーズ研修会
演題：「最近の糖尿病の薬物療法」
要旨：糖尿病は新しい薬がどんどん出ています。最近の糖尿病の

薬物療法について解説します。
講師：日本鋼管福山病院 糖尿病専門部長 箱田 知美 先生

（社）福山市薬剤師会
084－926－0588 

fpa@aioros.ocn.ne.jp
1 研修費：

一般1，000円 

11月26日（月） 19：00～20：30
五日市記念病院 新館1階カンファレンスルーム
第15回広島西部薬薬連携研修会
プログラム1．演 題 「健康食品について」

講 師 ㈱エバルス 薬事情報部 末森 香織 先生
2．研修会終了後 懇親会 会場：Gland

【JPALS研修会コード：34－2012－0123－G01】
※懇親会への参加予約は11月20日までにお願いします第15回の研
修会は「健康食品について」と題して、(株)エバルス薬事情報部
の末森香織先生にご講演いただきます。健康食品の調査方法やエ
ビデンスなど、日頃どのように対応すればよいか分かり易く解説
していただく予定です。今回は、講演会終了後に懇親会を予定し
ています。皆様、是非ご参加ください。

広島佐伯薬剤師会
廿日市薬剤師会 広島西
部薬剤師ネットワーク

五日市記念病院
臨床薬剤科

082－924－2211 

1
参加費：3500円
飲み放題2時間付
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開催日時 開催場所
研修内容・講 師

主催者
問い合わせ先 認定 その他

（参加費等）

11月27日（火）  19：20～21：00 佐伯区民文化センター
第142回広島佐伯支部集合研修会
プログラム
1．19：20～19：30

薬剤師会から報告事項 会長 樽谷 嘉久 先生
2．19：30～19：40

演 題．「選択的Xa因子阻害剤 イグザレルト錠ご紹介」
講 師．バイエル製薬（株）

3．19：40～21：00
演 題．「脳梗塞と抗凝固療法 －新時代を迎えて－」
講 師．翠清会 梶川病院 脳神経内科

副院長 野村 栄一 先生
第142回の研修会は、「脳梗塞と抗凝固療法－新時代を迎えて
－」と題して、梶川病院 脳神経内科の野村栄一先生にご講演い
ただきます。
※今回の研修会は火曜日開催です。また会場も佐伯区民文化セン
ターとなります。皆様お間違えのないようご参加ください。
【JPALS研修会コード：34－2012－0124－G01】

広島佐伯薬剤師会

広島佐伯薬剤師会事務局
TEL・FAX

082－924－5957 
info@saekiyaku.org

1  

12月2日（日）  9：00～17：30 マツダふれあい会館
第29回安芸医学会
研究発表約45題 医師会、薬剤師会、看護協会他
特別講演 演題「東日本大震災から学ぶこと」
講師 谷川攻一先生 広島大学大学院医歯薬保健学研究院

応用生命科学部門救急医学教授

安芸地区医師会

（社）安芸薬剤師会
082－282－4440 

akiyaku@aurora.ocn.ne.jp

申込みが必要です。
ＦＡＸまたはメー
ルにて、安芸薬剤
師会までお申込み
下さい。
ＦＡＸ082－282－4468 

12月8日（土）  15：00～17：00 広島県薬剤師會館 4F 
第455回薬事情報センター定例研修会
1）薬事情報センターだより
2）情報提供 高リン血症治療剤「キックリンカプセル」

アステラス製薬株式会社
3）特別講演 「透析患者の薬物管理（仮）」

中島土谷クリニック院長 森石 みさき 先生

（社）広島県薬剤師会
薬事情報センター 

082－243－6660 
di@hiroyaku.or.jp

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。 

12月9日（日）  13：00～16：00
広島国際会議場 地下2階 国際会議ホール「ヒマワリ」
ひろしま桔梗研修会 公開講座
第1部「家族の思い」

講師 村上敬子氏（公益社団法人認知症の人と家族の会
常任理事・広島県支部世話人代表）

第2部「物忘れ・認知症になっても豊かな人生をおくるために」
講師 片山 禎夫先生（川崎医科大学神経内科特任准教授）

神戸薬科大学広島生涯
研修企画委員会
090－7507－3902 

d-hiro@obepharma-u.ac.jp

2

参加費：500円
申込み：下記メー
ルアドレスにお名
前・ご住所・ご希
望チケット枚数を
ご記入ください。
d-hiro@kobeph-
arma-u.ac.jp
締切り：11/10です
が、定員500名にな
り次第締め切りま
す。
※今回は公開講座
となっています。
どなたでも受講で
きますので、お誘
い合わせの上ご参
加ください。 
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開催日時 開催場所
研修内容・講 師

主催者
問い合わせ先 認定 その他

（参加費等）

12月13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
【JPALS研修会コード 34－2012－0121－G01】
『ガイドラインには書かれていない高血圧治療のコツ』
【製品紹介】長時間作用型ＡＲＢ/持続性Ｃａ拮抗薬配合剤

アイミクス錠
大日本住友製薬（株）西中国支店学術担当

【特別講演】「ガイドラインには書かれていない高血圧治療のコツ」
手島医院 院長 南 順一 先生 

社団法人 呉市薬剤師会/
大日本住友製薬株式会社

呉市薬剤師会事務局
0823－21－4695  

info@kuresiyaku.or.jp

1

参加費
呉 市 薬 剤 師 会 会
員・学生無料
呉市薬剤師会非会
員 1，000円 

12月14日（金）  19：30～21：00
福山大学宮地茂記念館9階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－アトピー性皮膚炎に対す
る漢方薬の応用
（1）講 師：小林宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）

  テキスト：病態からみた漢方薬物ガイドライン
（京都廣川書店）

福山大学薬学部
084－936－2112

（5165）
okamura@fupharm.
fukuyama-u.ac.jp

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）
どの時期から参加
しても非常に分か
り易いと評判の研
修会です。 

1月11日（金）  19：30～21：00
福山大学宮地茂記念館9階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
－明日の治療に役立つ分かり易い漢方－アトピー性皮膚炎に対す
る漢方薬の応用（２）講 師：小林宏先生（福山大学薬学部非
常勤講師）テキスト：病態からみた漢方薬物ガイドライン（京都
廣川書店）

福山大学薬学部
084－936－2112

（5165） 
okamura@fupharm.
fukuyama-u.ac.jp

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）
どの時期から参加
しても非常に分か
り易いと評判の研
修会です。 

1月12日（土）  15：00～17：00 広島県薬剤師會館 4F
 薬事情報センター定例研修会第456回
1）薬事情報センターだより
2）情報提供 大日本住友製薬株式会社
3）特別講演「未定」 土谷総合病院 循環器内科

部長 塩出 宣雄 先生  

 （社）広島県薬剤師会
薬事情報センター 

082－243－6660 
di@hiroyaku.or.jp

1

参加費：1000円
できれば事前申し
込みをお願いいた
します。 

広島県薬剤師会誌 2012��Vol.37��No.6 89



2012��Vol.37��No.6 広島県薬剤師会誌90





◆各種DPP-4阻害薬の適応と体内動態について
現在、国内では、シタグリプチンリン、ビルダグリプチン、アログリプチン、リナグリプチン、テネ
リグリプチンの５種類のDPP-4阻害薬が使用されています。各種DPP-4阻害薬の適応と体内動態は表１
のとおりです。

シタグリプチンは我が国で始めて登場したDPP-4阻害薬です。現在使用されているDPP-4阻害薬の中
では最も併用可能な糖尿病薬が多い薬剤です。
ビルダグリプチンは血中濃度半減期が2時間程度と短いにもかかわらず、１日２回の服用で24時間効

果を発揮します。その理由として、DPP-4との結合様式が挙げられています。非共有結合するシタグリ
プチンやアログリプチンと異なり、ビルダグリプチンはDPP-4と共有結合します。共有結合は非共有結
合より強いため、効果が長時間時持続すると考えられています。

表１ 各種DPP-4 阻害薬の適応と体内動態について

B.A.: バイオアベイラビリティ� （各インタビューフォームより）�
※薬物体内動態は通常用量での値 "
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アログリプチリンはDPP-4 と共有結合を行いませんが、クワトロバインディングといわれる４つの
結合様式でDPP-4 に結合することによりDPP-4 に対する選択性と結合力を高めています。
リナグリプチンはキサンチン骨格を持つ世界初の胆汁排泄型DPP-4 阻害薬です。血中濃度半減期が

105 時間と非常に長く、また、４つの水素結合と、キサンチン骨格とDPP-4 のフェノール環との間の芳
香族スタッキング相互作用によりDPP-4 に結合することでDPP-4 選択性と結合力を高めています。
テルネグリプチンは初の日本オリジンのDPP-4阻害薬です。DPP-4との間で共有結合はありませんが、
5つの環状構造がDPP-4 の活性部位と結合し、安定した複合体を形成することでDPP-4 への高い選択
性と結合力を持つ薬剤です。

◆腎機能障害者あるいは肝機能障害患者への投与
腎機能障害者あるいは肝機能障害患者への投与については、表 2および表 3に示すとおりです。

（１）腎機能障害者への投与
シタグリプチンとアログリプチンはいずれもほとんど代謝されずに腎臓から排泄される薬剤です。シ
タグリプチンは高度腎機能障害および透析患者へは投与禁忌とされています（米国では減量投与）。一
方、アログリプチンは高度腎機能障害者および透析患者にも通常量の1/4量に減量することで投与が可
能です。
ビルダグリプチンは肝臓で代謝され、活性のほとんどない代謝物として腎排泄されますが、中等度以
上の腎障害患者では使用経験が少ないため慎重投与とされ、通常量の1/2量に減量することが推奨され
ています。
リナグリプチンは主に糞中に未変化体のまま排泄されるため、腎機能障害の程度に応じた用量調節の
必要はありません。
テネリグリプチンは肝臓と腎臓の２つのルートで消失し、尿中未変化体排泄率も低く腎障害の程度に
応じたCmax、t1/2の大きな変化も認められないため、リナグリプチンと同様に腎機能障害者に対して
も減量の必要はなく、通常用量の投与が可能です。

表2 各種DPP-4 阻害薬の代謝と腎機能障害者あるいは肝機能障害者への投与について
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（２）肝機能障害者への投与
肝機能障害者への投与に注意が必要な薬剤（慎重投与）は、ビルダグリプチンとテネリグリプチンで
す。ビルダグリプチンは副作用報告に基づき安全性を考慮して高度肝機能障害者には投与禁忌、軽度・
中等度肝機能障害者には50mg1日1回から投与開始することが推奨されています。一方、テネリグリプ
チンは、軽度・中等度肝機能障害者についてはAUCが増加するものの健康成人の2倍未満のため、用量
調節は不要とされています。

◆各種DPP-4阻害薬の薬物相互作用について
各DPP-4阻害薬の薬物相互作用について表4に示します。いずれも血糖値に影響を及ぼす薬剤とは併

用注意です。特に、スルホニルウレア(SU)剤との併用は重篤な低血糖を起こす報告が多いことから注意
が必要であり、日本糖尿病学会はSU剤と併用する場合はSU剤を減量することを推奨しています。
その他に、シタグリプチンはジゴキシンと併用するとジゴキシンの血中濃度が上昇する（機序不明）
ことが報告されているため併用注意です。また、ビルダグリプチンはACE阻害薬と、テネリグリプチ

表3 各種DPP-4 阻害薬の使用上の注意について～添付文書より～

注１：�（１）�脳下垂体機能不全又は副腎機能不全 （２）栄養不良状態、飢餓状態、不規則な食事摂取、食事摂取量の
不足又は衰弱状態���（３）激しい筋肉運動���（４）過度のアルコール摂取者 （５）高齢者��

注２：他の糖尿病用薬（特に、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤）を投与中の患者
� （各インタビューフォームより）
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ンはQT延長を起こすことが知られている薬剤と併用注意です。ビルダグリプチンはACE阻害薬との
併用例で血管浮腫（機序不明）の発現頻度が高いことが報告されており、テネリグリプチンは高用量
(160mg)投与時にQT延長を起こすことが報告されたため、安全性を考慮して併用注意とされています。

◆おわりに
DPP-4阻害薬はHbA1cを約1%程度低下し、単独では低血糖を起こしにくいことが報告されていま

す。また、体重増加も少なく、脂質低下作用やマクロファージの泡沫化形成抑制作用を介した動脈硬化
抑制作用やグルカゴン分泌抑制作用などが報告されており、膵β細胞への保護作用も期待されている薬
剤です。
一方、臨床医の印象として、DPP-4阻害薬投与後3～6ヶ月でHbA1cが下がった後に、少し上がり、定

常状態になる傾向が示されています。このようにDPP-4阻害薬の効果が減弱する症例では食事・運動療
法が十分でなく、体重が徐々に増えていることが報告されています。また最近、脂肪細胞からDPP-4が
分泌され、インスリン抵抗性を高めることも報告されています。
DPP-4阻害薬はGIPとGLP-1の両方の血中レベルを高めますが、GIPには中枢神経に作用しエネルギ

ー消費を抑制する働き（体重増加につながる）や、脂肪組織へのエネルギー蓄積作用があります。そ
のため、食事・運動療法が十分に行われていない場合、増強されたGIP作用が脂肪を増やし、脂肪から
DPP-4が分泌される結果、DPP-4阻害薬の効果が弱まる可能性も推測されています。
DPP-4は体内に広く存在し様々なペプチドに作用します。近年、グルカゴンだけを分泌すると考えら

れていた膵α細胞からGLP-1やGIPも分泌されることもわかってきました。DPP-4阻害薬の作用につい
てはまだまだ不明な点が多く残されています。そのため、長期間使用した場合の有効性・安全性につい
て更なる検討が必要であり、今後の報告が待たれるところです。

<参考資料>
・治療、94(5),�2012�����・medicina、49(5),�2012����・各製品インタビューフォーム
・日本糖尿病学会ホームページ

表4 各種DPP-4 阻害薬の薬物相互作用について

注１：β - 遮断薬、サリチル酸剤、モノアミン酸化酵素阻害剤等 �
注２：エピネフリン、副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン等� （各インタビューフォームより）
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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 ・

この医薬品・医療機器等安全性情報は、厚生労働省において収集された副作用等の情報をもとに、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24年（2012年）8・9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
｛

















広島県薬剤師会保険薬局部会

【各種調剤の保険請求について】
◆ローション剤の調剤

液剤（例：精製水・グリセリンなど）と固形剤（例：酸化亜鉛など）を混合し、ローション剤を製
剤した場合、自家製剤加算の外用液剤の45点を算定します。ＣＭＣ－Ｎａやアラビアゴムなどを使用
して、固形剤が均等に分散し沈殿しないように製剤した場合にはリニメント剤として加算することが
出来ます。
ローション剤の例：カラミンローション、イオウ・カンフルローション
リニメント剤の例：フェノール・亜鉛華リニメント

◆滅菌精製水を使用した調剤
滅菌精製水は、通常点眼剤などの溶剤とし、その他無菌条件を必要とする製剤の調製に用いること
になっています。また、最小包装が500ｍＬであり、開封した日に使い切る必要があります（無菌状
態が保てないため）。従って、無菌操作をしない点鼻薬などの調整には適していません。また、精製
水での希釈は、ただの希釈であり、計量混合調剤加算を算定することは出来ません。無菌操作を行わ
ない外用薬の調整には小包装が販売されている生理食塩液を使用してください。この場合、生食は注
射剤では無く、外用剤として算定（登録）してください。

◆割線のない錠剤の半割
割線のない錠剤の半割は、薬物動態及び品質上の問題がないことが前提です。インタビューフォー
ムなどで確認の上、調剤してください。また、摘要欄に半割後の同等性を薬剤師が確認した旨を記載
することが必要です。

◆同銘柄の規格・容量違いを調剤した場合
１）Ａ錠５㎎ １錠 １日１回朝食後服用
２）Ａ錠10㎎ １錠 １日１回夕食後服用
３）Ｂ錠 ２錠 １日２回朝夕食後服用
この場合、１）と２）で朝夕食後服用となり、全ての薬剤が朝夕食後服用で、１剤分の調剤料しか
算定できません。薬剤の種類は２種類となり、一包化加算も算定できません。

◆単シロップのみの投薬
他の固形剤の味付けのために単シロップのみが処方されることがありますが、調剤料は算定できま
せん。薬剤料のみ、総量で算定してください。

保険薬局ニュース
平 成 24 年 11 月 １ 日

Vol.20No.6（No.112）

広島県薬剤師会保険薬局部会
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◆ペンレステープ18㎎について
ペンレステープ18㎎は伝染性軟属腫（水いぼ）摘除時の疼痛緩和に使用できるようになりました

が、院内で処置に使用することができるだけで、院外処方せんにより投薬することは出来ません。

手術前投薬、検査前投薬について

手術や検査にかかわる薬剤は、院外処方せんによる供給にはなじみません。
それは、医療機関の請求において、「投薬」ではなく「手術」や「検査」の項目に記載されるもので
あり、処方料も調剤料も算定することはできないとされているからです。
従って、手術前・検査前の薬のみが記載された院外処方せんを発行した場合、医療機関では処方せん
料を算定することはできません。
また、これを受けた薬局は、調剤基本料や薬剤服用歴管理指導料等を算定することは出来ず、薬剤料
のみ請求せざるを得ません。

眼科周術期の無菌化療法について

手術に使用する薬剤は、検査薬と同様、院外処方せんになじまないものとされていますが、「眼科周
術期の無菌化療法」の適応を持っている抗生剤点眼薬が術前に投薬される場合、医療機関の処方せん
料、薬局の技術料、共に算定可能であると判断します。
従って、「眼科周術期の無菌化療法」の処方せんを受け取った場合、また、通常の処方に加えて、こ
のような薬剤が処方された場合、通常通り、基本料や技術料、指導料を算定して請求してください。
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この度、広島県健康福祉局介護保険課長より、

通知がありましたので、お知らせいたします。

次のことに留意してください。

・介護サービスを受けるには 介護保険被保

険者証の提示義務があること

・介護サービスを行うには、介護保険被保険

者証の確認義務があること

・居宅における服薬管理指導は、介護保険が

優先すること

� 事務連絡

� 平成24年10月18日

広島県薬剤師会長 様

広島県健康福祉局介護保険課長

（〒730－8511 広島市中区基町10－52）

在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理
指導費の給付調整に係る留意事項について

このことについて，別添のとおり厚生労働省か

ら事務連絡がありましたので，貴会員への周知に

ついてご配慮ください。

【担当】

事業者指導グループ

TEL：082－513－3208 （ダイヤルイン）

事務連絡

� 平成24�年10月16日

各�都道府県�介護保険主管部（局）御中

� 厚生労働省老健局�振 興 課

� 老人保健課

在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理
指導費の給付調整に係る留意事項について
平素より、高齢者施策の推進にご尽力いただき

厚く御礼申し上げます。

在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導

については、診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理

指導料を算定している患者が、要介護認定を受け

た後も、誤って、介護報酬上の薬剤師による居宅

療養管理指導費でなく、在宅患者訪問薬剤管理指

導料を継続して算定する事例等が見受けられてい

ます。こうした診療報酬と介護報酬の算定上の過

誤に対応するため、今般、厚生労働省保険局医療

課から、別添のとおり各都道府県の医療保険担当

部局に周知がなされました。

つきましては、貴職におかれても、下記のとお

り取り扱われるよう、その実施及び管下市町村、

関係団体、関係機関等に対する周知について御協

力いただくようお願い申し上げます。

記

１ 介護支援専門員（ケアマネジャー）において

は、利用者が保険薬局から在宅患者訪問薬剤管

理指導料の算定に係る薬剤管理指導を受けてい

ることを把握した場合には、当該利用者が要介

護被保険者であること等を、当該指導料を算定

する保険薬局に情報提供するよう努めること。

また、要介護等認定の申請手続きを代行する際

にも、当該患者が在宅患者訪問薬剤管理指導を

受けているかを確認し、受けている場合には、

その旨を保険薬局へ情報提供するよう努めるこ

と。

２ 医療保険の適用対象時（要介護等の認定前）

から居宅療養管理指導によるサービス提供を受

ける際に必要となる介護保険の様式による重要
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事項説明書及び契約書を作成した場合には、介

護保険の適用対象となった際に、改めて契約書

を作成することは不要とする。

� 事務連絡

� 平成24年10月９日

地方厚生（支）局医療課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）�御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

� 厚生労働省保険局医療課

在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理
指導費の給付調整に係る留意事項について

在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導

については、診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理

指導料を算定している患者について、要介護認定

等を受けた後も、誤って、介護報酬上の薬剤師に

よる居宅療養管理指導費でなく、在宅患者訪問薬

剤管理指導料を継続して算定する事例等が見受け

られているところです。

こうした診療報酬と介護報酬の算定上の過誤に

対応するため、下記のとおり取り扱われるよう、

その実施及び管下市町村、関係団体、関係機関等

に対する周知についてご協力いただくようお願い

申し上げます。

なお、３及び４については、介護保険担当部局

から、別途、周知する予定です。

記

１ 保険薬局においては、診療報酬上の在宅患者

訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し

て、介護保険の被保険者証の提示を求めること

等により当該患者が要介護被保険者等であるか

否かの確認を行うほか、要介護認定等を申請し

た場合には当該保険薬局に連絡するよう求める

こと。

２ 保険薬局に対し在宅患者訪問薬剤管理指導料

に係る指示を行う医師においては、当該指示に

係る患者が要介護認定等を申請したことを把握

した場合には、当該保険薬局に対してその旨を

情報提供するよう努めること。

３ 介護支援専門員（ケアマネジャー）において

は、利用者が保険薬局から在宅患者訪問薬剤管

理指導料の算定に係る薬剤管理指導を受けてい

ることを把握した場合には、当該利用者が要介

護被保険者であること等を当該指導料を算定す

る保険薬局に情報提供するよう努めること。ま

た、要介護等認定の申請手続きを代行する際

にも、当該患者が在宅患者訪問薬剤管理指導を

受けているかを確認し、受けている場合には、

その旨を保険薬局へ情報提供するよう努めるこ

と。

４ 医療保険の適用対象時（要介護等の認定前）

から居宅療養管理指導によるサービス提供を受

ける際に必要となる介護保険の様式による重要

事項説明書及び契約書を作成した場合には、介

護保険の適用対象となった際に、改めて契約書

を作成することは不要とする。
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商品名
（会社名）
識別記号

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

レキップCR錠2mg

（グラクソ・スミスク
ライン）
GS3V2 ロピニロール塩酸塩

パーキンソン病

2mg1錠 273.60 ・既存のレキップ錠に新剤
形（1日1回投与の徐放性
製剤）を追加。

・レキップ錠からレキップ
CR錠への切り替えは、換
算表（添付文書などに記
載）を参照のこと。

レキップCR錠8mg

（グラクソ・スミスク
ライン）
GS5CC

8mg1錠 941.40

テネリア錠20mg

（田辺三菱製薬）
TA117

テネリグリプチン臭化水素酸
塩水和物

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系薬
剤を使用

3．食事療法、運動療法に加
えてチアゾリジン系薬剤を
使用

20mg1錠 207.70

・ 初 の 日本オリジンの
DPP-4阻害薬。

・1日1回投与。
・肝臓、腎臓の２ルートで
消失。

コルベット錠25mg

（富山化学）
コルベット 25 イグラチモド

関節リウマチ
25mg1錠 150.50

・新しい化学構造（クロモ
ン）骨格を有する抗リウ
マチ薬。

・単球/マクロファージ、
滑膜細胞に直接作用し、
TNFα、IL-1β、IL-6等
の炎症性サイトカインの
産生を抑制する。

・Ｂ細胞にも直接作用し、
免疫ブロブリンの産生を
抑制する。

ケアラム錠25mg

（エーザイ）
ケアラム 25

インライタ錠1mg

（ファイザー）
表面：Pfizer
裏面：1XNB アキシチニブ

根治切除不能又は転移性の腎
細胞癌

1mg1錠 2,006.20

・血管内皮増殖因子受容体
（VEGFR-1、-2および-3）
をターゲットとした選択
的キナーゼ阻害剤。

・抗腫瘍効果、遠隔転移抑
制効果、血管新生阻害作
用、腫瘍の微小血管密度
減少、腫瘍細胞の生存率
と増殖の低下が報告され
ている。

インライタ錠5mg

（ファイザー）
表面：Pfizer
裏面：5�XNB

5mg1錠 9,094.40

薬価基準収載医薬品（平成24年8月28日付）
（６成分10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

ゴナックス皮下注用
80mg

（アステラス製薬）
デガレリクス酢酸塩

前立腺癌

80mg1瓶 23,693

・前立腺癌に対して適応
を有する国内初のGnRH
（性腺刺激ホルモン放出
ホルモン）アンタゴニス
ト。

・従来のGnRHアゴニスト
と異なり、GnRH受容体
を直接阻害。

・GnRHアゴニストに見ら
れた投与初期のテストス
テロンサージを引き起こ
さず、速やかにテストス
テロン抑制作用を発揮す
る。

ゴナックス皮下注用
120mg

（アステラス製薬）

120mg1瓶 29,126

商品名
（会社名）

成分名
効能・効果 規格単位 薬価

（円） 備考

オーキシス9μgター
ビュヘイラー28吸入

（アストラゼネカ）

ホルモテロールフマル酸塩水
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

252μg
1キット
（9μg）

1,660.00

・長時間作用性β2� 刺激
剤。

・作用発現は吸入投与後5�
分以内（短時間作用性β2�
刺激剤と同程度）に認め
られ、効果は少なくとも
12�時間持続する。

[注射薬]

[外用薬]

－�6�－





国会レポート

参議院議員
薬学博士� 藤井もとゆき

第７回アジア欧州議員会議に出席

参議院からの派遣要請を受け、第７回アジア欧州議員会議（ＡＳＥＰ７）に出席するため、10月１日

（月）開催国であるラオス・ビエンチャンに向けて出発しました。

ＡＳＥＰは、アジアと欧州との間の議会間の対話を通じて、両地域間の理解と友好を深めることを目

的としています。平成８年（1996年）にフランス・ストラスブールにおいて第１回会議が開催され、平

成22年（2010年）のベルギーにおける第６回会議まで、２年に一度欧州とアジアで交互に開催されてき

ました。第７回会議への参加国は27カ国、参加者は約250名でした。会議は、２日夕刻のラオス国民議

会副議長主催の歓迎夕食会から始まりましたが、その前に日本からのＯＤＡ事業により建設された病院

等を視察させてもらいました。

３日は開会式のあと本会議が開催され、各国の代表団団長からの挨拶が行われました。私は、日本代

表団の団長として、開催国であるラオスの国民会議に対して敬意を表するとともに、東日本大震災に際

してＡＳＥＰ加盟各国から寄せられました多大な支援とお見舞いに対してお礼を申し上げました。

４日には「経済問題」と「社会・環境問題」をテーマとする二つのパネル討議が行われました。経済

問題のパネル討議においては、世界的な気候変動の現状における食料安全保障の確保や持続可能な開発

のための公的債務の分野におけるアジア・欧州間の協力体制の強化に関連して発言しました。また、社

会・環境問題に関するパネル討議の報告役に選任されましたので、本会議において討議の状況を報告さ

せていただきました。

５日には、有名な寺院や博物館などを公式視察し、タイ経由で６日早朝に帰国し、日本薬剤師会の学

術大会に参加するため、同日浜松に向かいました。久しぶりの海外出張を楽しませていただきました。

ところで、国会関係ですが、民主党の代表選で野田首相が選出され、また、自民党の総裁選では党員投

票と議員投票の結果、１位と２位の決戦投票となり、皆さんご存じの通り安倍晋三衆議院議員が２度目

の自民党総裁となりました。第三次野田内閣も決まり、解散含みの臨時国会がいつ開会となるのかが注

目されています。

さて、第45回日本薬剤師会学術大会が、静岡県浜松市において開催され、7,000人以上の参加者で大

変盛り上がる大会となりました。大会初日の懇親会では、野田内閣において薬剤師議員の三井先生が厚

生労働大臣に就任されたことが披露されると、会場は割れんばかりの拍手で大いに盛り上がり、今後の

三井大臣への期待の大きさが伺えました。最後に、学術大会への参加の思い出に、浜松名物の餃子を食

べることができたことを報告申し上げ、今月の国会レポートとします。これからも引き続きご支援のほ

どよろしくお願いいたします。� 藤井基之ホームページ http://mfujii.gr.jp/
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広島県薬剤師連盟「役員会議」を開催

日時：平成24年９月15日（土）16：00～
場所：広島県薬剤師會館２Ｆ研修室

幹事長 加藤 哲也

去る、６月30日に総会が終了し、平成24・25年度の新役員が前田会長より委嘱されましたので、「役
員会議」を開催いたしました。
まず、今後の対応として、衆議院議員選挙を見越し、本連盟より推薦予定者を確認するとともに、各
支部における班体制の確立を再確認することといたしました。
継続課題としては、本連盟の規約改定を中心に検討していきたいと考えております。
また、11月17・18日に若手薬剤師育成フォーラムが福島県で開催され、本県より４名の若手（40才ま
で）薬剤師の先生が参加されます。
連盟活動の必要性等を、全国から来られる先生方と熱く議論してきていただきたいと思います。（感
想等を会誌に掲載します。）
若い先生方には、「政治活動は嫌いだ。薬局・薬剤師に政治は必要ない。」という考えを持っておら
れる方が多いと思いますが、重要な法律・制度は、最終的には政治決着で決定され、我々、薬局・薬剤
師にとって不利益な結果となる場合があります。
参議院議員�藤井もとゆき先生をはじめ、国会で活躍されている薬剤師議員はわずか６名。党派を超

え、連携して活動をしておられます。
うれしいことに、この度の野田第３次改造内閣に、衆議院議員�三井辨雄（みつい わきお）氏が厚

生労働大臣として初入閣されました。
薬剤師国会議員としては、快挙であり、誠によろこばしいことです。
三井先生の今後ますますのご活躍に期待しつつ、我々も精一杯、協力をしていきたいと思います。

【選挙結果】

※なお、山根温子�氏（三次支部・Ｂ会員）は、安芸高田市議として活躍されています。

平成24年９月23日執行 府中町議会議員一般選挙の投票結果
当 選 上 原 貢 氏（安芸支部・Ａ会員）３期目

（三井辨雄氏HP）
http://www.mitsui.or.jp/index_top.html

薬剤師国会議員 衆議院議員
三
みつ

 井
い

 辨
わき

 雄
お

 氏（北海道）

野田第３次改造内閣に
厚生労働大臣として入閣されました。
民主党�北海道２区 ４期目
昭和17年生 �北海道出身
昭和薬科大学卒業

【広島県薬剤師連盟 事務連絡】
平成24年10月１日

－�9�－



平成24年度 日本薬剤師連盟 臨時評議員会

日時：平成24年９月26日（水） 14：30～
場所：アルカディア市ヶ谷「穂高」

幹事長 加藤 哲也

臨時評議員会が開催されました。
議題：報告第１号 平成23年度会務並びに事業報告

報告第２号 平成23年度収入支出決算報告
報告第３号 各委員会設置及び委員の件

以上、これらの件について審議され、いずれも了承されました。
協議：第１号 今後の連盟活動の件

第２号 衆参議員選挙の件
第３号 その他

日本薬剤師連盟の当面の政治的課題
１）社会保障・税一体改革について

⑴ 社会保障と税の一体改革における「2025年に向けた地域包括ケアシステムの構築」において、
薬局・薬剤師の役割の明確な位置づけと、積極的な活用を図ること。

⑵ 消費税については、現行では医療保険は非課税とされているが､医療機関、薬局の負担は大き
く、税率の引き上げによって負担は更に増大する。医療保険については課税対象とし､その場
合、国民の医療負担を増やさないよう、課税率をゼロ％とすること。

２）一般用医薬品の販売制度問題について
⑴ インターネットによる一般用医薬品販売の薬事法による規制については､行政刷新会議・規制

制度改革分科会においても検討されているが、近時、インターネットの販売サイトによって惹
起されている脱法ハーブ、違法ドラッグ及び世界的に問題となっている偽薬等、諸問題に鑑
み、現行以上の規制緩和には反対する。

３）「チーム医療の推進」について
⑴ チーム医療の推進に当たっては、薬剤師の業務範囲の拡大（病棟業務・在宅医療等）と薬剤師

の積極的活用を図ること。
４）国民の保健増進、健康管理への薬局・薬剤師の活用について

⑴ 医療資源としての薬局・薬剤師の活用
薬局のインフラ整備は必要なく、すでに全国ほぼ中学校区毎に約54,000軒あり、しかも、専門
家である薬剤師が常駐している。また、医療提供施設として医療保険対応と未病対策としての
セルフメディケーション推進など、地域保健支援拠点としての両面を持っている。

⑵ 平成24年度都道府県における地域医療計画見直しへの対応（５疾病５事業）
⑶ セルフメディケーション推進の一つのツールとしての医療用医薬品のスイッチ化の促進

５）TPP（参加と医療への影響）について
⑴ 医療保険制度は、TPPの検討項目になっていないとされているが、これまでの外資系製薬企

業等の薬価基準制度への対応等を考えると、懸念を払しょくすることはできない。国民皆保険
制度や我が国製薬産業に与える影響が不透明であり、慎重な対応を求める。

６）薬事法、医療法等改正への対応
その他の課題について

⑴ 保険調剤に係る一部負担金に対するポイントの付与は、健康保険法によって規制される一部負
担金の減免に当たる。適正な保険医療の確保の観点からポイントの付与については禁止すべき
である。
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⑵ ６年制薬剤師養成教育における実務実習費について、学校教育法に基づく役務の提供（授業
料）は、消費税非課税とされているにもかかわらず、授業の一部である実務実習費は課税対象
となっている。制度上の不整合を是正して、実習費も非課税とすべきである。

以上について、概略説明がありました。

冒頭の児玉会長の挨拶、及び協議事項第1号、第2号、第3号その他の件に関する今後の対応の方向性
について、その質問等を含めて簡単に記述します。
混迷、迷走する政局！党利党略へ走る民主党、自民党！全く国民無視で進展しない福島復興支援対

策、領土領海問題！この日本はどの道を進もうとしているのでしょうか。全く先の読めない状態が続く
その影響かもしれませんが、日本薬剤師連盟�児玉会長の挨拶、答弁共に歯切れが悪く一字一句を選び
ながらも、最終的には時局に流されていかざるを得ない現状を示唆する、私にとっては期待外れの臨時
評議員会でした。
来年の参議院選挙を如何にするかに関する答弁は、連盟の会員離れが進むなか、現行の年会費では、
とてもではないけれど参院選は戦えないとの事でした。という事は藤井基之議員1人ということ。軍資
金がないと言えばそれまでの事のように思えますが、これまで計画的予算配分は行われていたのです
か？他の方法手段はないのですか？以前は３年毎に擁立すると言っていたのに、それを反故にするので
すか？
当日は自民党の総裁選挙もあり、やや緊迫した空気が漂っていましたが、会議中に安倍晋三氏に決

まったとの報告があったにもかかわらず、各都道府県の思惑もあってか拍手はパラパラでした。懸案事
項は11月14日に開催される全国会長幹事長会議まで持ち越される様子です。
臨時評議員会終了後、午後6時より同会館にて、とかしきなおみ君を励ます会が開催され、とかしき

前衆議院議員を応援する多くの方々で会場は賑わいました。とかしき氏の応援団である石破茂衆議院議
員も自民党総裁選挙後に駆けつけ、自民党が政権復帰し、とかしきさんにカムバックしてほしいと激励
しました。また松本純衆議院議員、藤井基之参議院議員からも、同じ薬剤師として国政に取り組んだ仲
間として熱いメッセージが送られました。

（会計責任者）

広島県薬剤師連盟役員名簿（24年度・25年度）� （順不同）
役職名 氏 名 支 部
顧 問
会 長
副 会 長

〃
〃
〃
〃
〃
〃

幹 事 長
副 幹 事 長

〃
〃

総 務
〃
〃
〃

岡 田 政
前 田 泰 則
野 村 祐 仁
渡 邊 英 晶
青 野 拓 郎
二 川 勝
大 塚 幸 三
多 森 繁 美
村 上 信 行
加 藤 哲 也
平 井 紀美恵
永 野 孝 夫
豊 見 敦
玉 浦 巌
有 村 健 二
田 辺 ナ オ
豊 見 雅 文

広 島
�呉

広 島
廿 日 市
安 佐
安 芸
�呉

三 原
福 山
安 佐
三 原
広 島
広島佐伯
三�� 原
東�広�島
尾 道
広島佐伯

役職名 氏 名 支 部
総 務
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

監 事
〃

河 内 一 仁
髙 村 豊 至
杉 田 善 信
竹 下 武 伸
村 上 和 義
井 上 俊 則
中 川 潤 子
土 井 郁 郎
島 崎 一 郎
下田代 幹 �太
田 口 勝 英
小 林 啓 二
中 野 真 豪
吉 田 亜賀子
竹 本 貴 明
森 井 紀 夫
水 戸 基 彦

広 島
広 島
三 次
大 竹
因 島
竹 原
広 島
安 佐
東�広�島
安 佐
福 山
福 山
広 島
広 島
広 島
廿�日�市
広島佐伯
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