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〈〈〈〈〈 平成 27 年の表紙〉〉〉〉〉

●平成27年11月号　ツチアケビ（ラン科）
　ナラタケ菌と共生する腐生ランで葉緑体を持ちま
せん。秋にアケビに似た果実をつけます。アケビの
ことを通草（木通）ということから土通草と呼ばれ
淋病で小便を出すために民間薬として用いられまし
た。乳を出すために煎じて服用されたとも伝わりま
す。

●平成27年１月号　マンリョウ（朱砂根）（サクラソウ科）
　マンリョウはヤブコウジ科として分類されてきま
したがDNA解析による分類体系（APGⅢ）によっ
てサクラソウ科に分類します。日本ではほとんど薬
用とされませんが中国では根を煎じて喉の痛みや腫
れに使ってきました。

●平成27年５月号　アケビ（アケビ科）
　アケビは利尿・抗炎症の目的で使われてきまし
た。ツル性の茎は樹木に絡みついて高所に伸び上が
り水を通すということから木通の名称となりまし
た。漢方では五淋散・当帰四逆湯・竜胆瀉肝湯等に
配剤されます。※画像右は雌花、左は雄花

●平成27年３月号　アミガサユリ（ユリ科）
　アミガサユリの鱗茎を乾燥させると厚い貝殻が合
わさったような形になることから貝母という名前が
つきました。また花の模様から編笠百合という日本
名となります。貝母は痰を除き咳を止める働きが有
ります。浙江省で多く採れることから浙貝母として
流通しています。

●平成27年７月号　ユキノシタ（ユキノシタ科）
　葉の模様から虎耳草と呼ばれています。湿った岩
場に生えますが冬場には雪の下にあっても枯れない
ことから名前が付いたとされています。民間薬とし
て中耳炎や湿疹、蕁麻疹の消炎に用いられてきまし
た。痔で痛むときに葉を温めて貼る方法もあったよ
うです。

●平成27年９月号　ネムノキ（マメ科）
　ネムノキの名前は夜になると向かい合う羽状の小
葉が閉じ合わさることにより眠る木ということから
名づけられたようです。中国では合歓樹（ごうかん
じゅ）と呼ばれる落葉高木です。赤い穂状の集合花
を咲かせます。この花を合歓花といい不安・不眠に
用います。樹皮からは子宮収縮作用がある成分も報
告されています。
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表紙写真　ツチトリモチ（ツチトリモチ科）

ツチトリモチは雌雄異株の植物ですが日本では雌株しか自生していません。中国では葛蕈(カ
ツジン)として蕁麻疹や咳の治療に用います。根茎の皮には粘り気があり子供が鳥もちに使っ
たことから名前がついたようです。暖帯の植物で広島県では珍しい植物です。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）　撮影場所：広島市

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。
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公益社団法人広島県薬剤師会会長　前　田　泰　則

新年のご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は、会館建設関連事業にご支援ご協力いただきまして感謝申し上げます。

　特に広島工業大学名誉教授森保先生には格段のご指導、ご鞭撻をいただきまして改めて深謝申し上げます。お蔭

様でエリアマネジメント（広島市都市整備局）対応にご協力いただいています「あい設計様」、「大和ハウス工業様」、

また専門的な知恵を発揮していただきました各薬剤師会支部役員の先生方、大学薬学部の先生方にも深く御礼申し上

げます。

　在宅医療薬剤師支援センター等、在宅関連基金にご尽力いただきました県行政の方々へも厚く御礼申し上げます。

　今年は、いよいよ大詰めの段階に入ります。ぞれは敷地調査・地盤調査（くい打ち調査）を経て2月にエリアマネ

ジメント推進調整会議の結論が出ます。それを受けて7月には都市計画審議会のご了承をいただき建設許可が得られ

ます。

　今現在は、広島市都市整備局との調整が1月いっぱい継続中です。まち作り、市民とのふれあい広場、薬草と親し

むゾーン、薬木の植樹、くすりの歴史展示、お薬とのふれあい、在宅関連での薬剤師の役割、ヒト型ロボットによる

なんでも相談エリア、その他、二葉の里地区まちづくりガイドラインに沿って皆さんの知恵が満載です。

　さて、年末の医療関連の中で、調剤報酬改定が2年に一度実施されます。

　直近の情報では、改定率は「プラス」「マイナス」の両論併記　中医協が次期改定で意見書、薬価財源でも対立、

薬価改定財源　診療側は「本体に充当」、支払い側は「国民に還元」（第319回中央社会保険医療協議会・一部抜粋）

　日薬の森副会長は、調剤基本料の特例対象拡大は課題と考えている。薬局の評価軸は「かかりつけ機能」へと語った。

　気になる人物の一言、財務省主計局計官（厚生労働第一担当）宇波弘貴氏は、「調剤報酬は、今こそゼロベースで

の構造的見直し」が必要。

　厳しい現状の中で少しでもより頑張っていただきたいと思います。

　厚労省、服薬情報等提供料、電子文書でも算定可能に（12月11日現在）

　神奈川県のY薬局や広島市のS薬局では、管理栄養士の訪問指導、薬局がニーズつかむ「食でも」在宅患者を支援、

介護保険算定はまちまち

　福山市のF薬局は、在宅推進部を「医療連携部」に改組、地域包括ケアにらみ連携強化、行政、大学とも…

　鳥取県のT薬局は「病児保育」に参入、市の委託承け、診療所とも連携…

　栃木県のE薬局は、薬局待合室にヒト型ロボット「ペッパー」登場。将来は服薬管理なども視野に…

　厳しい状祝の中でも、日本中の薬局が今年もより一層元気に飛躍できますように。
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公益社団法人日本薬剤師会会長　山　本　信　夫

新年ご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び
申し上げます。また、平素より日本薬剤師会の諸事業に格別のご理解とご協力を賜っておりますことに、心より厚く
御礼申し上げます。
　さて、少子化と高齢化の一層の進展が見込まれる中、持続可能な社会保障制度の実現と、次世代への責任の視点に
立った改革に向けた取組が本格化しています。医療及び介護においては、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一
体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組が進み、医療保険制度については、財政基盤の安定
化、負担に関する公平性の確保、給付対象の適正化等、給付と負担の均衡が取れた制度構築のための施策が講じられ
ています。　
　こうした中、昨年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」では、薬剤師による効果的な投薬・
残薬管理や医師との連携によるかかりつけ薬局の推進と、診療報酬における調剤業務の妥当性と保険薬局の貢献度に
よる評価や適正化の方向性が明確にされました。一方、薬剤師と薬局のあり方に変革を求める方針が相次いで示され
ています。９月には、かかりつけ薬剤師が常駐することを基本的機能とし、医薬品等の安全・適正な使用と専門職種
等と連携した地域住民の健康維持・増進を支援する機能を有する「健康サポート薬局」のあり方が厚生労働省の検討
会より公表され、併せて、10月には、薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編するための「患者のための薬局ビジョ
ン」が厚生労働省より公表されました。健康サポート薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局として機能することに加えて、
医薬品等の安全・適正な使用に関する助言と健康の維持・増進に関する相談を受け付け、かかりつけ医等の専門職種
や関係機関と連携して地域住民の健康サポートを実施する一方で、地域への情報発信等に取り組むことも求められま
す。薬局ビジョンには、薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編するための薬剤師と薬局の姿とともに、「門前から
かかりつけ、そして地域へ」と目指すべき医薬分業の方向性が明確に示されました。厚生労働省は、ビジョンの実現
に向けて、24時間対応や在宅対応等における地域の薬局間での連携体制構築のための取組や、健康サポート機能の更
なる強化に向けた地域の先進的な取組など、薬局のかかりつけ機能の強化のためのモデル事業に関する予算を要求し
ています。
　本年４月の診療報酬・調剤報酬の改定に向けた議論が進められていますが、その方向性もこれらの国が進める施策
を反映したものとなることが想定されます。医薬分業については、昨年の規制改革会議等における一連の議論におい
て、費用や質的な問題が指摘されましたが、患者・住民が医薬品、薬物療法等に関して安心して相談でき、最適な薬
物療法を受けられるような医薬分業を目指していくことが明確にされました。医薬分業制度は、薬物療法における安
全性・有効性の確保と医療保険財政の効率化に貢献するシステムです。住民・患者から信頼されて選ばれた「かかり
つけ薬剤師」、「かかりつけ薬局」が、地域包括ケアシステムの中で多職種と連携して患者の安全確保と医療の質の向
上を図り、患者本位の医薬分業を一層普及させていくとともに、地域住民の健康をサポートしていくことは、超高齢
社会において私たち薬剤師が担う重要な使命です。
　皆様におかれましては、薬剤師の原点に立ち戻って、かかりつけ薬剤師・薬局としての役割を十分に発揮し、患者
が使用する医薬品の一元的・継続的な薬学管理指導を担い、薬と健康等に関する多様な相談に対応するとともに、必
要な医薬品等の供給体制の確保についてご尽力いただきますようお願い申し上げます。
　結びにあたり、皆様方のますますのご健勝とご発展を祈念申し上げますとともに、本会事業に今後もかわらぬご理
解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年の挨拶といたします。
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参議院議員・薬学博士　藤　井　もとゆき

年頭にあたって

　新年明けましておめでとうございます。薬剤師会の会員の皆様には、お健やかに輝かしい新たな年をお迎えになら

れたことと、心よりお慶び申し上げます。

　昨年秋に行われました安倍内閣改造並びに自民党役員人事により、約1年にわたる文部科学副大臣の任務を解かれ、

新たに自民党の政務調査会副会長並びに参議院自民党政策審議会副会長の職務を命じられ、党務に従事することとな

りました。文部科学副大臣在任中は公務のため、皆様方には種々ご迷惑をお掛けしたかと思いますが、これからは皆

様方に直接お目にかかり、ご意見やご要望などお聴きする機会を出来る限り多く設けて参りたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

　さて、昨年は医薬分業に対して世の中の関心を集める年となりました。我が国の医薬分業は、1974年の診療報酬改

定により処方箋料が大幅に引き上げられたのをきっかけに、院外処方箋の発行枚数が着実に伸びはじめ、医療法や薬

剤師法などの制度整備、行政施策の後押しや病院薬剤師による病棟業務の必要性とも相俟って、院外処方箋の応需率

は70％に達するまでに至りました。その一方で、受診した医療機関ごとに近くの薬局で調剤を受けるなど、医薬分業

における薬局の役割が十分に発揮されていないとの指摘も見られるところとなりました。政府の規制改革会議におい

ても医薬分業を議題に取り上げ、地域包括ケアの推進において、薬局、薬剤師が薬学的管理・指導を適切に実施する

観点から、かかりつけ薬局の要件を明確化するなど、薬局全体の改革の方向性について検討すること、調剤報酬のあ

り方について門前薬局の評価など抜本的な見直しを行い、努力した薬局、薬剤師が評価される仕組みとすること、な

どが示されました。

　こうした状況を受け、厚生労働省は「医薬分業の原点に立ち返り、57,000の薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再

編する」とした大臣表明を受け、昨年10月「患者のための薬局ビジョン」を公表しました。また、薬局ビジョンの実

現に向けて、それぞれの地域における薬局間での連携体制構築への取り組みや健康サポート機能の一層の強化に向け

た先進的な取り組みなど、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を強化するためのモデル事業が来年度から予定されている

ところです。

　更に、本年４月の診療報酬改定に向けて、残薬や多剤・重複投薬の削減など医薬品適正使用の推進、かりつけ薬剤

師・薬局の貢献度による評価の適正化、いわゆる門前薬局の評価見直しなどについて、中央社会保険医療協議会等で

の議論が行われてきています。年明けからは通常国会も始まります。薬剤師の業務に対する適正・公平な評価がなさ

れるよう、政治の場でもしっかり議論していきたいと思います。

　貴薬剤師会のご隆盛と薬剤師の先生方の益々の活躍をご祈念申し上げ、年頭のご挨拶と致します。本年もよろしく

お願い申し上げます。
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一般社団法人広島県医師会会長　平　松　恵　一

新　年　挨　拶

　広島県薬剤師会の皆様方には、すがすがしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　平素より広島県医師会の諸事業・諸業務にご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

　私は、広島県医師会会長としては、2期目の後半に入りました。公正・公平、透明性、説明責任、情報開示を柱に

活動を続けて参りました。広島県医師会は、昨年11月24日に二葉の里に完成した新広島県医師会館に移転致しました。

新医師会館は広島県地域医療総合支援センターとも称され、文字通り地域医療支援の要として活動して参ります。新

広島県薬剤師会館とも隣合わせとのことで、貴会とも密接な連携がとれることと期待しています。また、会館内には

広島県地域医療支援センター・広島県地域包括ケア推進センター（（公財）広島県地域保健医療推進機構）も入居し

ていますので、貴会におかれましても益々の連携、協力が期待されます。新広島県医師会館と隣接して広島がん高精

度放射線治療センターも昨年10月1日より運営を開始しています。本センターは広島県医師会が県より委託されて管

理・運営致しております。最新鋭のリニアック3台を備え、広島大学病院、広島市民病院、県立広島病院、広島赤十字・

原爆病院の四基幹病院の連携により運営するという全国的にも珍しいシステムであります。「がん対策日本一」を掲

げる広島県にとって、当センターは、患者さんの交通の利便性・保険適用機器であることなどを鑑みて、広島県のが

ん対策が飛躍的に発展するものと確信しています。

　さて、平成28年度の診療報酬改定は1％前後引き下げる方針のようであります。加えて消費税増税もあり、私達医

療界にとっては苦しい幕開けとなりそうです。更に地域医療ビジョンの策定も重要課題であります。一方、高齢者が

住み慣れた地域で安心して暮らしてゆけるように医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを切れ目なく

提供するいわゆる「地域包括ケアシステム」の構築を県内125の全ての日常生活圏域において体制整備をすることが

求められています。その点におきましても貴会との連携が求められています。

　また、国民の暮らしや生命と健康を守る社会保障制度における医療費の適正化施策では、特定健診・特定保健指導

や後発医薬品の使用促進など、我々医療者・薬事関係者には多くのことが求められています。県医師会としても貴会

との連携のもと、在宅医療や訪問看護を積極的に行っていますし、地域医療連携パスではお薬手帳の活用により重複

投与や副作用の未然防止にも努めています。更にHMネット（ひろしま医療情報ネットワーク）等による情報共有が、

今年は一層進展することを期待しています。

　最後に、本会としましても、貴会と連携協力し、今後も県民の健康増進に寄与して行く所存ですので、本年もよろ

しくお願い申し上げます。

　本年が貴会にとって素晴らしい年であるよう、貴会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝とご活躍を祈念し、新年

のご挨拶とさせて頂きます。
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一般社団法人広島県歯科医師会会長　荒　川　信　介

年　頭　所　感

　新年あけましておめでとうございます。

　広島県薬剤師会会員の皆様を始めご家族皆々様には、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申しあげます。

　私事ではございますが、昨年６月に会長として二期目の体制に入り、身の引き締まる思いと共に、気持ちを新たに

会務執行に携わっていく所存でございます。引き続きご理解とご協力を申しあげる次第です。

　今年の最も重要な歯科医師会事業の一つは、二葉の里への新会館建設でございます。本会会員のシンボルとして、

次世代の会員が利用しやすい施設であることは勿論ながら、歯科保健医療サービスを提供する拠点としての口腔保健

センターの設置を含む会館を目指しているところであります。

　具体的に申しあげますと、口腔保健センターには大きく2つの役割を持たせることとしています。1点目は、広島

大学病院歯科と連携しながら、障碍や認知症をお持ちの方で一般診療室での歯科医療提供が困難な方への二次医療機

関としての役割を担うことです。2点目は、県内の訪問歯科診療の拠点として、各地の連携室との連絡調整、多職種

連携、機器の貸し出し、実習を含んだ各種研修等の実施でございます。

　本年1月には地鎮祭を取り行い、スケジュールどおり順調に進みますと本年12月には新会館が竣工する予定です。

新執行部一丸となって注力してまいります。

　広島県薬剤師会館も近く着工されると聞き及んでいますが、今後は三師会が一つの地区に集まることにより、これ

まで以上に親密な関係を構築できるものと期待しているところです。県民の命と健康を守るため、三師会がより連携

していくことは大変重要なことであり、その固い絆は広島県の更なる保健医療環境の向上に繋がるものと確信してい

ます。薬剤師会会員の皆様方には、引き続き絶大なるご協力と暖かいご支援をお願い申しあげます。

　結びに、貴会益々のご発展と会員及びご家族皆様方にとりまして、明るい一年となり、希望に満ちた将来が到来す

ることを心から祈念申しあげまして、念頭のご挨拶といたします。
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公益社団法人広島県看護協会会長　才野原　照　子

新春のご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。

　広島県薬剤師会の皆様には、お健やかに平成28年の新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。平素から、広島県

看護協会の活動にご支援、ご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

　さて、国においては一昨年６月に「医療介護総合確保推進法」が成立し、2025年を見据えた社会保障制度改革が動

き始めました。医療の機能分化と在宅医療が推進され、医療は「病院完結型」から「地域在宅完結型」へと大きく転

換していきます。在宅医療と生活の充実をめざす地域包括ケアシステムの構築も推進されてまいります。

　今年3月末に策定をめざす「地域医療構想」は、地域ごとの適正な医療のあり方を議論しつつ、スケジュールにそっ

て進められているところです。

　“住み慣れた地域で必要な医療を受けながら、安心して最後まで、自分らしく暮らす”ということは誰もが願うとこ

ろです。

　日本看護協会においては“いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護”を将来ビジョンに掲げ、地域での看護の充実

強化を進めており、広島県看護協会の訪問看護ステーションにおいても“命”の終わりに寄り添う「在宅での看取り」

を視野に入れた訪問看護の体制整備に取り組んでいるところです。

　最近は、在宅療養支援を行う「認定薬剤師制度」が始まり、在宅訪問薬局が増えつつあるということで、このこと

は看護職にとって大変心強く大いに期待しているところです。

　また、医療介護総合確保基金に関わる事業として「魅力ある看護の人材確保総合推進事業」及び「在宅医療の人材（訪

問看護師）確保のための推進事業」に取り組んでおり、人材確保と職場環境の改善を目的とするこの事業は、今年が

最終段階になります。

　更に看護に関する領域においては、看護の役割拡大をめざす「特定行為に係る看護師の研修制度」が始まり、昨年

10月からは看護職の確保・定着促進をめざすナースセンターへの「届出制度」が新たにスタートしました。広島県看

護協会として、今まで以上に看護職の確保に努めてまいりたいと考えております。

　薬剤師会をはじめとする職能関係団体として顔の見えるネットワークは特に重要と考えます。これまで以上に一層

のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　最後になりましたが、広島県薬剤師会の益々のご発展と会員の皆様のご多幸、ご活躍を祈念申し上げまして、新年

のご挨拶とさせていただきます。
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広島県健康福祉局長　笠　松　淳　也

新年ごあいさつ

　新年あけましておめでとうございます。

　広島県薬剤師会の皆様には、平成28年のすがすがしい新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

　また、平素から本県の健康福祉行政の推進に格別の御理解と御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。

　さて、広島県では、昨年10月に「ひろしま未来チャレンジビジョン」を改定し、これまでチャレンジビジョンに基

づいて進めてきた「安心な暮らしづくり」を更に加速させ、県民の皆様と一緒に一歩先へ踏み出す、新たな挑戦を推

し進めています。

　団塊世代が75歳以上となる平成37年に向けて、効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの一体的

な構築・運用及び医療費適正化やがん対策を生活習慣病予防などの健康増進対策と併せて取り組むことなどを通じて、

県内のどこに住んでいても、安心できる医療・介護サービスを受けることができ、県民が生涯にわたり、心身ともに

健康に暮らすことを応援する仕組みを整えてまいります。

　また、現在、策定を進めております「地域医療構想」において、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進や、

地域における医療従事者の確保、勤務環境改善の推進等の一連の改革を具体化させ、地域における医療提供体制の構

築を推進してまいりたいと考えております。

　これらの取組みを実効あるものとするため、薬局・薬剤師には、服薬情報の一元的・継続的把握、24時間対応・在

宅対応や、かかりつけ医をはじめとした医療機関などとの連携強化など、在宅でのチーム医療を担う施設・専門家と

して、地域の健康情報拠点の役割が大きく期待されております。

　広島県薬剤師会の皆様におかれては、地域における在宅医療の担い手として、「安心な暮らしづくり」への御支援、

御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　県といたしましても、在宅医療に参画する薬局・薬剤師を支援し、医療材料・衛生材料の効率的な供給拠点となる「在

宅医療薬剤師支援センター」を整備し、地域の薬局への医薬品等の安定的な供給や、在宅医療の専門的なスキルを持っ

た「在宅支援薬剤師」の育成等の施策に積極的に取り組んで参る所存でございます。

　もとより、県民の保健・医療の充実のためには、皆様の御協力が不可欠です。今後とも、一層の御支援、御協力を

お願い申し上げます。

　新年の門出に当たり、今年一年の広島県薬剤師会の皆様の御多幸と御健勝を心からお祈りいたします。
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中国四国厚生局長　松　岡　正　樹

新年のご挨拶

　平成28年の新春を迎え、心からお慶びを申し上げます。
　広島県薬剤師会の皆様には、日頃から医療行政並びに薬事行政に対し、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。　
　我が国は、国民皆保険の下、関係者のご尽力により全ての国民が安心して適切な医療を受けることができる医療制
度を実現し、世界最高レベルの平均寿命や保健医療水準を達成してまいりました。
　昨年は、大村智博士が抗寄生虫薬の開発により2億人以上を感染症から救ったという業績でノーベル生理学・医学
賞を受賞されるという快挙があり、改めて医薬品の役割の重要性を認識させられました。これ以外にも新たな抗がん
剤、抗ウイルス薬、生活習慣病分野の医薬品等が次々と登場し、一方で様々なジェネリック薬も使用されています。
こうした中で、医薬品の有効性、安全性、品質に関する豊富な知見を基に、必要な情報を的確に医療関係者、患者等
に提供し相談を行う薬剤師の方々の役割は益々重要なものとなっております。
　今後も少子高齢化の更なる進展が見込まれ、平成26年に成立した「医療介護総合確保推進法」等を基に、全ての国
民が、その状態に応じて、適切な場所で適切な医療・介護を受けられる地域医療体制の再構築に向けて、効率的かつ
質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築が進められています。
　こうした中、服薬情報の一元的・継続的把握、2４時間対応・在宅対応を行い、医療機関等との連携を行う「かか
りつけ薬剤師・薬局」は、地域包括ケアシステムの一翼を担い、薬に関して、いつでも気軽に相談できる存在として
期待されるところです。更に、要指導医薬品、一般用医薬品等の提供・相談も含め、地域住民による主体的な健康の
維持・増進を積極的に支援する機能を有する「健康サポート機能」を有する薬局も期待されているところです。厚生
労働省としても、これらについて推進を図ることとしております。
　また、本年は診療報酬及び調剤報酬改定が予定されています。今回の改定は、薬局の機能やサービスに応じた診療
報酬となるように、調剤報酬のあり方について抜本的な見直しを行い、門前薬局の評価を見直すとともに、患者にとっ
てメリットが実感できる薬局の機能は評価するなど、服薬管理や在宅医療等への貢献度による評価や適正化を行い、
努力した薬局・薬剤師が評価されるよう見直しが検討されているところです。中国四国厚生局でも広島県とともに3
月には改定内容等の周知を図るため、改定時集団指導を予定しています。円滑に実施を行うことができますよう貴会
のご協力をお願いいたします。
　また、薬物乱用問題につきましては、危険ドラッグ対策の強化を図り、昨年7月には全国での危険ドラッグ販売店
をゼロとしましたが、引き続きインターネット販売等への監視も含め徹底した危険ドラッグへの取締りを実施するこ
ととしています。また、他の覚醒剤、大麻、向精神薬等に係る薬物乱用問題についても、引き続き迅速かつ的確に対
応することとしております。貴会におかれましても、麻薬・覚醒剤乱用防止運動等の啓発普及活動への一層のご協力
を賜りますとともに、麻薬・向精神薬等の適正な流通管理の徹底を引き続き図っていただきますようお願いいたしま
す。
　医療制度は、「医療介護総合確保推進法」だけでなく、昨年成立した国保制度改革法により平成30年度に向けて大
きく変化していこうとしています。こうした中で、中国四国厚生局といたしましては、地域の皆様にとってより身近
な行政機関となるように、皆様方からのご意見をしっかり受け止めるとともに、的確な情報発信を行うなど、今後一
層努力してまいる所存です。
　貴会及び会員皆様方におかれましては引き続きご支援とご協力を賜りますようお願いするとともに、広島県薬剤師
会の益々の御発展と会員の皆様のご多幸とご健勝をお祈りいたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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広島県健康福祉局薬務課長　海　嶋　照　美

新年ごあいさつ

　平成28年の新春を迎え、心からお慶びを申し上げます。

　広島県薬剤師会の皆様方には、これまで、医薬分業、医薬品の適正使用及び薬物乱用の防止対策などの推進に格別

の御協力と御支援をいただいており、私ども行政として着実な進展を重ねることができておりますことに、厚くお礼

を申し上げます。

　さて、平成26年12月の医薬品医療機器法の改正、平成27年４月の関税法の改正などにより、危険ドラッグに対する

規制が強化され、国や都道府県の各種取締り、検査命令等の実施により、昨年7月までに、全国の危険ドラッグ販売

店舗がゼロとなりました。

　しかしながら、ネット販売や密売などは依然として行われているほか、「シバガス」などの新たな薬物が登場して

おり、薬物の被害者を減らすためには、薬物乱用の危険性を訴える広報啓発活動や、薬物乱用者の治療と社会復帰等

の対策を実施し、薬物乱用の根絶に引き続き取り組んでいく必要があります。

　こうした取組みに加え、県民の健康・福祉・医療の向上のため、医薬品の適正使用の普及・啓発、医療に必要な血

液やワクチンの安定供給、治験等の活性化、ウイルス性肝炎対策事業として、肝炎ウイルスの無料検査の実施、肝炎

治療費の助成、肝疾患フォローアップシステムの構築など、県民が安心して暮らせる環境づくりを目指しているとこ

ろでございます。

　さらに、第5次地方分権一括法により、本年４月から、医療用麻薬に係る麻薬小売業者間の譲渡許可が、国から都

道府県に移譲され、薬局の麻薬小売業者免許と譲渡許可をワンストップで取り扱うことにより、医療用麻薬を活用し

たがん患者に対する在宅緩和ケア体制が充実される中、薬局・薬剤師の役割はますます大きくなってきます。

　どうか皆様方におかれましては、地域に密着した医療機関として、地域住民から頼りにされ、保健医療に貢献でき

る薬剤師を目指して、今後も御尽力いただきますようお願いします。

　終わりに、今後とも皆様方の御支援、御協力をお願いしますとともに、広島県薬剤師会のますますの御発展と会員

の皆様のお幸せをお祈り申し上げて、新年のごあいさつとさせていただきます。
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新年、明けましておめでとうございます。 
　2016年の干支は丙申（ひのえさる）だそうです。暦の
ことはよく分かりませんが、前回の丙申は60年前だとか
…。この年、私は愛媛県松山市で生まれました。年女の
原稿を書くにあたり何を書けばいいのか考えましたが、
これまでの自分史を振り返ってみようと思います。
　両親は洋品店を営んでいました。厳格で怖い父（と、
私は思っていました）と、お嬢さん育ちの母に育てて貰
いました。小さい頃から習いごとは数多く、バレー・ピ
アノ・習字・お絵かきetc.楽しかった思い出です。小学
生の頃からナイチンゲールに憧れ、高校生になっても看
護師になりたいと思っていましたが、両親や担任の先生
の勧めもあり北里大学薬学部に行くことになりました。
昨年末、ノーベル賞生理学・医学賞を受賞された大村智
先生は当時は教授としてバリバリ活躍されておられまし
た。大学卒業後は地元の病院で勤務をし、病院で働きた
いという夢は叶いましたが、結婚を機に北海道に住むこ
とになったためＯＴＣ薬局に勤めることにしました。保
険薬局に勤めるようになったのは20年前、広島に住み始
めてからです。その後、薬剤師会のお手伝いをさせてい
ただくようになりました。薬剤師会を通じて多くの方と
知り合えたこと、また、貴重な経験をたくさんさせてい
ただいたことに感謝しています。

　私が生まれた昭和31年の４月に医薬分業は施行され、
平成25年には医薬分業率は67%になりました。また、平
成22年から薬学教育は６年制となり、指導薬剤師として
これまで16人の学生さんと関わることができました。そ
して、2025年問題を前に、地域包括ケアシステムにおけ
る薬剤師の役割、かかりつけ薬局が重要視されています
が、今年の調剤報酬改定は薬剤師にとって大変厳しいも
のになりそうです。薬局・薬剤師への逆風を撥ね退ける
には若い大きなパワーが必要だと思います。
　人生って不思議なものです。常々、後悔はしない！し
たくない！！と思うようにしています。胃が痛くなるよ
うなことも数々ありましたが、それを楽しいことに変換
する術を学びました。これからの人生、何が起こるので
しょう。根っからの楽天家なのか、未来が楽しみです。
薬剤師としてはまだまだ未熟な私ですが、もうしばらく
は現役で頑張ってみようと思っています。実務実習の学
生さんを受け入れる中で、将来ノーベル賞を取るような
学生さんに出会うことがあるかも…そんなことも期待し
つつ、これからも業務に励んで行きたいと思っています。
　今の私がいるのは、諸先輩方、そして両親のお陰だと
思っています。節目の年に良い機会をいただきましたの
で、心からの感謝の気持を伝えたいと思います。
　『今日までありがとうございました。
　そして、明日からまたよろしくお願いします。』

―年男・年女を迎えて―

常務理事　中川　潤子
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　午前の部では、11演題の口頭発表がありました。４演
題は、実務実習を経験した学生による発表でした。在宅
で終末期を過ごした患者さんと関わった事例では、限ら
れた時間の中でも患者さんや家族の話をゆっくりと聞
き、心の拠り所ともなれる薬剤師を目指したいという志
が印象的でした。また、睡眠薬を服用している患者さん
と向き合った事例では、不眠の原因として生活習慣に問
題点が無いか確認し、個々の患者さんに対しての改善策
を親身になって検討されており、参考になりました。そ
して2演題は、薬局内や健康フェアブースに開設された
検体測定室におけるHbA1c測定に関連した報告でした。
興味深かったのは、HbA1cが5.7％以上だった受検者を
対象に、1年後再検査した結果、87％もの受検者が数値
が悪化していなかったという結果です。中には－0.7％
も改善されていた受検者もいたそうです。測定中の時間
を利用して糖尿病予防のアドバイス等もされていたそう
で、このような検体測定室の利用をきっかけに、薬剤師
が地域住民の健康増進に寄与できるのではないかと思い
ました。
　午後の部では、日本薬剤師会会長山本信夫先生による、

「薬剤師と薬局の方向性と将来展望」と題した特別講演
がありました。講演内容は、医薬分業の歴史から始まり、
今後の超高齢社会へ向けてのお話でした。薬局における
調剤業務の変化、調剤報酬に係る改革、かかりつけ薬局
としての役割など、私たちを取り巻く環境が今後どのよ
うな方向へ向かっているのかをイメージすることができ
ました。
　また昼休憩中には、広島県薬剤師会のマスコットキャ
ラクターのヤクザイくんが登場し、思わず写真を撮って
しまいました。おぼつかなく歩く姿も含めて、とても可
愛らしかったです。ゆるキャラグランプリ優勝は叶いま
せんでしたが、今後のご活躍を期待しています。

　近年、高齢化が進み、国の調査では「介護を受けたい
場所」、「終末期の療養を受けたい場所」として、それぞ

れ自宅を望む方が多いという結果が出ています。住み慣
れた自宅で自分らしい生活を送るために、在宅医療・介
護の更なる推進が求められています。私が実務実習でお
世話になった薬局では在宅医療に力を入れられており、
在宅訪問に何度か同行させていただくことができまし
た。その中で、在宅医療において薬剤師は患者さんとど
のように関わっていくことができるのか考える機会をい
ただきました。こういった経緯を基に在宅訪問での看取
りに焦点を当てて、「在宅医療における患者とその家族
に対する薬剤師の役割と責務」と題して広島県薬剤師会
学術大会にて発表する機会をいただきました。
　実務実習で実際に在宅訪問に同行させていただいて、
在宅での看取りは大きな課題であるように思いました。
在宅訪問で関わらせていただいた患者さんやご家族との
初回訪問時の会話からは、在宅での看取りに納得し、そ
れを受け止めていこうとする気持ちを感じていました。
しかし、患者さんの様態が悪くなっていくにつれて、在
宅での看取りを、最初のうちは患者さんご家族共に納得
されていても、十分な設備が整っていない不安や、すぐ
そばに医療関係者がいないことによる不安が募っていく
ように感じました。結果的に、ご家族が希望されて再入
院となり、在宅での関わりは終了となりました。
　現在、薬局では通常の調剤業務を行いながら在宅訪問
を行っています。しかし、それでは時間が限られてしま
うので患者さんやご家族の話をゆっくり聞くことができ
ないことがあり、何か伝えたいことがあっても遠慮して
心の中に押しとどめてしまっているかもしれません。こ
れに関して、十分な時間をとって話を聞いてあげられる
よう、疼痛管理も含め、患者さんやご家族の精神的サポー
トを行う在宅を専門とする薬剤師が必要なのではと考え
ました。実習を通して、患者さんやご家族が抱え込んで
いる様々な思いを受け止め向き合っていくことも薬剤師
の重要な役割ではないかということを感じました。
　在宅での看取りに関しては、どこまで踏み込んで良い
のかわからない部分もあり、受け入れてもらえないこと
もあるかもしれません。しかし最初から諦めるのではな
く、一歩踏み出す勇気も必要なのではないかと思います。
　この度広島県薬剤師会学術大会に初めて参加させてい
ただき、限られた経験の中で薬学実習生として感じた部
分を中心に発表させていただきました。多くの経験を積
まれた先生方にとっては、なかなか伝わりにくい部分や
不十分な認識に基づくものもあったと思いますが、私に
とってはとても貴重な経験となりました。

　　　　　　　　　　　　日　時　　平成 25年 11月 15日（日）
　　　　　　　　　　　　場　所　　広島県薬剤師會館

第 35回 広島県薬剤師会学術大会報告
テーマ：心機一転！輝け薬剤師

東広島支部　坪島　愛

報告Ⅰ

広島国際大学 5年　神原　美子

報告Ⅱ
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日本薬剤師会研究倫理に関する全国会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年10月16日（金）13:00～16:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：日本薬剤師会

常務理事　青野　拓郎

　標記の会議に木平健治副会長と二人で出席しました。
日本薬剤師会上村直樹理事の司会で会議が始まり、最初
に日本薬剤師会山本信夫会長の開会挨拶がありました。
　日本薬剤師会宮﨑長一郎常務理事より「薬剤師と研究
倫理を取り巻く現状と背景について」の話がありました。
薬局や薬剤師会等における研究も臨床・疫学研究に該当
するので薬剤師会等で研究倫理委員会の設置の必要性が
あることなど説明されました。
　日本薬剤師会臨床及び疫学研究に関する倫理審査に係
わる検討委員会（以降委員会と表記）飯嶋久志副委員長
より「倫理審査体制の整備と運用」について話がありま
した。「人を対象とする医学・薬学系研究の倫理審査業
務手順書」、「人を対象とする医学・薬学系研究の実施に
関する手順書」を基に都道府県薬剤師会が倫理審査体制
を整備し、運営するためのポイントの解説がありました。
　休憩をはさみ研究に係る倫理指針と、審査の運用およ
び事例についての話に移りました。

（1）①「倫理指針の主な改正点」　　　　　氏原淳委員
研究者関係者の義務強化、倫理審査委員会の強
化と審査透明性確保、インフォームドコンセン
トに関する規程の強化、個人情報に関する規程、
利益相反の管理、研究の信頼性確保の説明があ
りました。

②「臨床研究を始める前の基礎固め」
大森栄委員長

（2）「薬剤師が行う研究とは〜倫理審査と利益相反」
石川さと子検討委員

薬剤業務に関連した研究、倫理審査の必要性（倫理
審査を受けた事例、倫理審査が不用な事例）、利益
相反、研究開始時に考えるべきこと、留意点の説明
がありました。

（3）「神奈川県薬剤師会 倫理委員会設置の経緯と事例
報告」　　　　　　　　　　　　　　 髙橋洋一委員
神奈川県で倫理審査委員会を設置した背景、委員会
の構成、委員会の業務、委員会規則、またこれらの
事業に関して神奈川県薬剤師会では公益法人改革や
新定款を検討中であること、倫理審査業務手順書、
審査事例等について報告がありました。

　その後、質疑応答に移りました。基礎的な質問や倫理
審査委員会での審査費用、委員会構成などの質問が出ま
した。
　日本薬剤師会鈴木洋史副会長の閉会挨拶で会議は終了
しました。 

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成27年２月27日〜３月１日日実施）

正答は 107ページ
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平成27年度	第2回広島県医療審議会保健医療計画部会

　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：平成27年10月16日（金）18:30～
　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：県庁・北館

常務理事　松村　智子

　協議事項

⑴地域医療構想調整会議の検討状況について
　①構想区域について
　②�平成37（2025）年の医療需要推計の基本的な考

え方について
⑵�必要病床数推計の都道府県間の調整の考え方につ
いて
⑶医療療養病床入院患者の状況把握について
⑷広島県地域医療構想の構成案について
⑸今後のスケジュール

　 　各二次医療圏の地域医療構想調整会議の検討状況が
報告され、その地域ならではの問題点を説明された。
◆医療需要推計の基本的な考え方
　 これからの医療の目指す姿……「将来のあるべき医

療提供体制」
　 地域の医療資源をもって治し、支える「地域完結型」

の医療提供体制　　

◆�広島県地域医療構想における医療需要推計の基本的
な考え方

　「将来のあるべき医療提供体制」は、
　→高度急性期は「医療機関所在地」ベースに、
　→ 急性期・回復期・慢性期は、構想区域内での完結

（「患者住所地」）を目指す。
　→ なお、慢性期、在宅医療については、国の「療養

病床のあり方等に関する検討会」の検討結果をふ
まえることとする

　必要病床数推計の調整についてはその方法についての
議論がなされ、人口減少は入院数の減少ではない、つま
り高齢者や認知症は減少していないことを考えること。
必要病床数を含め、医療需要の推計は国のツールで算定
した推計値を参考にして各地の現状を考慮することなど
意見が出た。
　医療療養病床入院患者に状況把握に係るアンケート概
要が示され世帯構成や医療提供状況、隊員が困難と考え
られる理由など細かな内容で行うことが決まった。

平成27年度	広島県禁煙支援ネットワーク第13回研修会
及び第25回運営委員会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年10月17日（土）13:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島医師会館

常務理事　中川　潤子

＜第25回運営委員会＞
　（1）ピンバッジについて

「今、求められる事業所における喫煙対策セミ
ナー」（HKSN後援）イベントにてピンバッジを
配布し、10月16日時点での在庫は3,255個との報
告がありました。今後も各団体で活用していくこ
とになりました。

　（2）第14回研修会について
基本的には「広島県」医師会・歯科医師会・薬剤

師会・看護協会・環境保健協会・「福山市」医師
会の持ち回り開催となっているため、次回は環境
保健協会主催と決定しました。日程は平成28年10
月1日(土)を予定し、内容・講師は次回の運営委
員会で協議することとなりました。

　（3）今後の活動について
次回運営委員会は7月の予定



15広島県薬剤師会誌　2016 Vol.41 No.1

広島県禁煙支援ネットワーク第13回研修会（公開講座）
―プログラム－

基調講演『合い言葉は「スモークフリーシティ」』
広島県禁煙支援ネットワーク運営委員長

（広島市立安佐市民病院名誉院長）岩本　茂
特別講演『わが国のがん対策で求められること』

（公財）がん研究会理事・有明病院名誉院長
門田　守人

情報提供
①『歯科医師の喫煙と禁煙指導に関する調査報告』

広島県歯科医師会地域保健部委員長　郷田　浩
②『薬局薬剤師の禁煙支援状況（その2）』

広島県薬剤師会常務理事　中川　潤子
③『広島県医師会　禁煙推進委員会の取組について』

広島県医師会　常任理事　津谷　隆史
④『事業所と連携（コラボヘルス）した禁煙対策』

全国健康保健協会広島支部保健グループリーダー
山田　啓介

⑤『 禁煙支援パスの導入〜禁煙外来5年目の課題と
これからの取り組み〜』

マツダ病院主任看護師　倉田　尚子
⑥『ばら祭におけるイエローグリーンリボン活動』

福山市医師会喫煙対策担当理事　藤岡　正浩
⑦『広島県の受動喫煙防止対策について』

広島県がん対策課課長　佐々木　真哉

　スモークフリーとは、タバコの煙のない、タバコの煙
から解放された環境のことです。この言葉は欧米では一
般的に使われ、その意味も広く理解されています。では、
分煙とはなんでしょうか？この言葉を使っているのは日
本だけです。国民の健康を守る立場の行政が喫煙所を作
ることに対し、一石を投じられた基調講演でした。
　門田先生の特別講演は、日本のがん対策の歩みから始
まり、がん医療の現状、政府の目指すがん対策は？、本
当に必要な対策は？と多岐にわたり御講演いただきまし
た。我が国における予防可能なリスク因子をみると、男
性においては30％が喫煙とのことです。難しい治療や開
発をしなくても、喫煙をなくせばがんは30％減るので

はないか、しかし喫煙率が上昇とのニュースもあり禁煙
対策が出来なければ死亡率は減らないと話されていまし
た。また、乳がんでの死亡率は外国では減少傾向である
のに比べ、日本では上昇しています。がん受診率の国際
比較において、先生は日本の受診率の低さを指摘されま
した。早期発見により生存率は上がります。がん検診の
重要性を示されました。がん対策は予防が大事です。検
診を受けていてもがんになった人と、検診を受けなく
てがんになった人が同じ医療費を払うのはいかがなもの
か・・・インセンティブをつけたらどうだろう。この言
葉で講演を締めくくられました。
　情報提供は①〜⑦まで1題10分の持ち時間で行われ、
質疑応答もされました。薬剤師会は2010年に行った「禁
煙支援活動状況」と「禁煙支援環境」の現状調査を5年
経過した本年、再度実施することにより課題を検討し情
報提供しました。薬局内禁煙の比率はほぼ変わりません
が、薬局数にすると73薬局の増加がありました。薬剤師
の喫煙率は男女ともに減ってきています。また、学校薬
剤師を中心に、薬局外での禁煙支援活動が活発になり、
活動数は大幅な増加がみられます。しかし、未だ煙草を
販売している薬局があること、禁煙補助薬を取扱う薬局
が減ってきていることなどの課題も見えてきました。
　今後の課題と対策としては、
　・スワンスワン運動の継続
　・ 禁煙支援アドバイザー・禁煙支援マスターの資質向

上を図る
　・ 薬局実務実習において禁煙支援活動の重要性を指導

する
　・ 薬物乱用防止教育における喫煙防止教室の標準化を

図る
　・ 禁煙補助薬の供給と服薬支援の継続
を挙げました。
　広島県がん対策推進条例において、平成28年４月1日
より「受動喫煙防止対策」が実施されます。広島県薬剤
師会としては薬剤師禁煙支援アドバイザー認定制度特別
委員会が中心となり、28年４月に向けての対策を考えて
いきたいと思います。
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日本薬剤師会
薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会（第４回）

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年10月25日（日）12:00～16:15
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：北里大学薬学部　白金キャンパス

一般用医薬品委員会委員　吉田　亜賀子

　第４回目を迎えた研修会
の場所は、ノーベル生理学・
医学賞の大村智博士で脚光
を浴びている北里大学でし
た。キャンパス内は垂れ幕、
張り紙でお祝いムード満載
でした。
　公益財団法人日本薬剤師
研修センター豊島聰理事
長、厚生労働大臣官房審議官（医療担当）森和彦様の挨
拶で始まりました。続いて司会の公益社団法人日本薬剤
師会藤原英憲常務理事よりこの研修の趣旨説明が行われ
ました。奇しくも「患者のための薬局ビジョン」が研修
会の数日前（10月23日）厚生労働省より発表されてお
り、その中に国民の病気の予防や健康サポートする健康
サポート薬局としての活動が文章化されていました。
　「臨床判断薬剤師〜症候学とトリアージを学ぼう（発
疹編）〜」が昭和大学薬学部木内祐二教授の進行で始ま
りました。研修会は前回までと同様にプライマリーケア
の窓口としてトリアージとセルフメディケーションの支
援をワークショップ形式で学びました。
　まず参加者の中から2名がモデルとして、皮膚症状を
訴え来局されOTC購入を希望している方への対応をさ
れました。今回のテーマが「発疹」ということで症状を
実際に目で確認されたことが今までにない対応でした。
ここから復習も兼ねて、頭痛・腹痛・発熱・咳・発疹・
めまいを示す疾患を挙げる作業に入りました。各症状で
2名が前に出て疾患を挙げていていきました。都道府県
での伝達講習の成果もあり、前回研修の「腹痛」症状は
多くの疾患が挙げられていました。
　次に「あなたの薬局に外用薬を求めるお客様が来られ
ました。どのように対応しますか？」という内容で、４
〜5人1グループで①皮膚症状を訴える疾患と症状につ
いて討議しました。
　まず皮膚症状を訴える疾患を数多く挙げ、その中から
代表的な疾患を20選びました。選ぶ疾患は頻度が多いも
のや見落としてはいけないものが基準となりました。代
表的な20疾患について、症状の特徴（LQQTSFA）を
整理します。LQQTSFAとは医療面接の標準的な手順
です。

Ｌ（Location） ：部位　どこが？
Ｑ（Quality） ：性状　どのように？
Ｑ（Quantity） ：程度　どのくらい？
Ｔ（Timing） ：時間と経過　いつ？いつから？
Ｓ（Setting） ：状況　どのような状況で？
Ｆ（Factor） ：寛解・増悪因子　どんな場合に悪く 
   （良く）なる？
Ａ（Associatedmanifestation）： 随伴症状　同時にど
　　　　　　　　　　　　　　　  んな症状があるか？
　医師も上記の手順で問診をされているとのことでし
た。LQQTSFAなどの得られる情報を活用し疾患の鑑
別を行いました。LQQTSFAでの医療面接には時間が
かかるのでは？と思われがちですが実際見ていると5分
位で終わりました。訊く内容が頭にあるかないかで違う
のではないでしょうか？
　②皮膚症状の鑑別アルゴリズムを作成する。アルゴリ
ズムとはYes ／ Noの質問を繰り返し、疾患鑑別する方
法です。どんな質問で鑑別していくかを考えました。今
回は時間の関係で第2分岐までとなりました。質問とし
ては「全身・部分」「発熱の有無」等で1／2〜1／3
にするのを目安とした質問を作成します。1疾患に決め
るのは大変リスクが高いため、最終的2〜3疾患になる
ように質問を考えます。最後にとどめ（確認）の質問で
疾患を予測します。
　③皮膚症状を訴える代表的な12疾患のトレアージプラ
ンを作成しました。同じ疾患でも重症度で対応が異なる、
安易な受診勧奨をせず多くのスイッチOTCがあると想
定しての対応を考えました。受診勧奨となった場合は「○
○が疑われますので、受診してください」との受診勧奨
の理由があった方がよいことや受診しない人も出てくる
ので受診タイミングも伝えることを忘れないようにと木
内先生より説明がありました。代表して1グループが作
成したトレアージプランを用いてシミュレーションを行
いました。その際皮膚症状あの疾患のため代表的な発疹
の写真も配布されました。
　④受診勧奨時の医療機関への紹介状を記入しました。
対応中に症状の急変で救急搬送となった場合、対応して
いた薬剤師が一番新しい情報を知っているため紹介状を
書く必要性がある。これこそがチーム医療への貢献かも
しれません。
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　⑤2人1組で実際にアルゴリズムを用いて疾患の鑑別
を行いました。
　今回の研修内容は平成27年度から薬学教育モデル・コ
アカリキュラムの中に組み込まれており、４年後の平
成31年度の実務実習内容に含まれます。働いている私
達も避けては通れない共に、責任ある判断と行動をす
る本当のプロの医療人としての第一歩になるのではな
いでしょうか？また、新たな手法としてとらえていた

LQQTSFAが、実は薬学共用試験OSCEの来局者への
インタビューの中に含まれていました。私達も無意識に
使っていたことでした。
　公益社団法人日本薬剤師会生出泉太郎副会長が「研修
会の収録DVDを作成、それを用いて都道府県薬剤師会
等にて伝達研修を実施すること、平成31年度の実務実習
への対応可能と回答している」と総括されました。

平成27年度	広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅰ

　研修会の内容は以下の通りです。

10月25日（日）
❖「認知症の理解と支援のポイント」

広島県認知症介護指導者　田中功一先生
❖「緩和ケアの概念を知る~在宅緩和ケア~」

（一社）広島県介護支援専門員協会副会長　名越静香先生
❖「知っておきたい医療用麻薬の基本」

（独）国立病院機構米子医療センター薬剤部長　八本久仁子先生
❖ 「地域包括ケアシステム構築と在宅医療・介護連携推

進事業について」
（一社）青森県薬剤師会会長 　木村隆次先生

❖「地域におけるインフォーマルなサービスを知る」
（一社）リエゾン地域福祉研究所代表理事　丸山法子先生

11月3日（火）
❖「在宅支援について」

（一社）全国薬剤師・在宅療養支援連絡会副会長　萩田均司先生
❖「在宅関連調剤について」

（株）ホロンすずらん薬局大手町店　山﨑迪子先生
❖「在宅で見かける医療機器・医療材料について」

ティーエスアルフレッサ（株）機器推進部　木村功先生

　要点を以下にまとめます。
• 認知症患者さんを支援していくには、まず「認知症」

という症状を正しく理解し、認知症患者さんの苦悩を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
知ることが大切で、ある。また家族の気持ちを理解す
ることや介護している方へのサポートも重要である。

• 癌による死亡率が全死亡の約3割に迫る中、緩和ケア
の重要性は更に高まっている。現在では、精神的な支
援を含めより早い段階から緩和ケアが施されるように
なってきている。痛みのコントロールは特に重要で、
適正な痛みの評価と治療介入が必要である。中でも医
療用麻薬のより正しい理解と使用が求められている。
また患者さんの人生観や死生観を重視することも大切
である。

• 「地域包括ケアシステム」とは「地域の実情に応じて、
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力
に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、
介護、医療、介護予防、住まい及び自立した日常生活
の支援が包括的に確保される体制をいう。」と定義され
ている。今後はフォーマルサービス（公的機関や専門
職による制度に基づくサービスや支援）だけでなく、
インフォーマルサービス（家族、近隣、友人、民生委員、
ボランティア、非営利団体などの制度に基づかない支
援）の充実も求められる。

• 地域における薬局・薬剤師は４Access機能（First
Access、LastAccess、TeamAccess、SocialAccess）
を持ち、健康サポート薬局として、地域包括ケアシス
テムの一員として役割を果たすことが重要である。

• 在宅医療における調剤は多種多様であり、薬剤の相互
作用や配合変化をはじめ多くの薬学的知識や情報収集
が必要である。また、保険薬局で給付できる特定保険
医療材料も数多くあり、特性を理解しておくと良い。

　　　　　　　日　時：平成27年10月25日（日）10:00～16:00・11月３日（祝・火）10:00～15:30
　　　　　　　場　所：広島県薬剤師會館

広島支部　近藤　賢史

報告Ⅰ



18 2016 Vol.41 No.1　広島県薬剤師会誌

尾道支部　林　可奈

報告Ⅱ

所感
　国の2025年度の試算では広島県の必要病床数は現在の
17%減が適正病床数だとされています。しかし高齢者人
口は増加、それに伴い要支援・要介護者も増加が見込ま
れており、受け入れとして「在宅医療の推進、介護との
連携」と「地域包括ケアシステムの構築」が必要とされ
ています。その中で、我々薬剤師も在宅医療チームの一
員としての役割が期待されています。今回の研修で学ん
だことを参考に、在宅医療で活躍できる薬剤師を目指し
て精進していきたいと思います。

　講師の先生方は、薬学のみならず多岐の分野でご活躍
されており、様々な目線で在宅支援に関わっておられ、
興味深い講義を受けることができました。参加者も想像
以上に多く、在宅に対する関心の高さを感じました。
　この研修会に参加した動機は、在宅に積極的に関われ
てない今の状況に危機感を覚え、とにかく「在宅」と名
のつくものに、まずは参加してみようと考えたからです。
　講義内容は
　①認知症の理解と支援のポイント
　②緩和ケアの概念を知る
　③知っておきたい医療用麻薬の基本
　④地域包括ケアシステム構築と在宅医療・介護連携推

進事業について
　⑤地域におけるインフォーマルなサービスを知る
　⑥在宅支援について
　⑦在宅関連調剤について

　⑧在宅で見かける医療機器・医療材料について
です。
　まず、在宅で接することの多い認知症について。疾患
基礎から始まり、本人や家族の苦悩に共感することの大
切さを再確認しました。興味深かったのは、身体的症状

（脱水や低栄養、便秘など）を解消することで症状が劇
的に改善するということです。そして地域とのかかわり
を強く結ぶことで進行を遅らせ、認知症の予防になるこ
とを教えていただきました。
　また、在宅緩和ケアについては身体的・精神苦痛など
の全人的苦痛（Total Pain)を取り除きQOLを改善す
ることが大切であること。そのためには薬剤師による適
切な医療麻薬の使用と管理が不可欠であることを個々の
症例を用いて細かく教えていただきました。
　さらに、これからの介護保険、在宅療養の方向性を示
していただき、かかりつけ薬局がどのように関わり多職
種と連携をとっていくべきかを教えていただきました。
その中では公的な在宅サービスのみならず、地域特有、
民間特有の様々なサービスを組み合わせ利用することに
より、利用する側にとって最適な環境を整えることが大
切であることや、在宅で利用可能な医療材料の種類や使
用法、管理料算定要件に至るまで、薬局が活躍できる分
野が多くあるのだと知らされました。
　さらにHPNにおける無菌調剤の実際について手技を
含め細部にわたり解説していただき、実際的な知識を教
えていただきました。
　以上のことから、今在宅に関わっている者これから在
宅に関わろうとする者の進むべき方向を示していただけ
たと思います。まだまだ、学ぶべきことが多くあります
が、今回の研修を踏まえて薬剤師であるからこそできる
ことを一つでも実践していければと考えています。

予 告 平成２７年度 「禁煙支援アドバイザー講習会」

日　時 : 平成28年3月6日(日)　10:00～12:00
 広島県薬剤師會館４階ホール(広島市中区富士見町11-42)

内容等、詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

※日本薬剤師研修センター認定制度研修　１単位申請予定

禁煙支援アドバイザーの方へは別途、郵送にてご案内いたします。
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平成27年度	薬局実務実習受入に関するブロック会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年10月31日（土）10:00～11:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：高知市文化プラザかるぽーと

常務理事　青野　拓郎

　広島県薬剤師会木平健治副会長の司会で会議が始まり
ました。最初に幹事県の高知県薬剤師会西森康夫会長の
挨拶がありました。次にブロック代表の中国四国薬剤師
会受入調整機関評議員会前田泰則会長の挨拶がありまし
た。
　日本薬剤師会代表として日本薬剤師会生出泉太郎副会
長より挨拶があり、「10月に『患者のための薬局ビジョン』
が公表された。門前から地域へ地域からかかりつけの薬
局へと進めていく必要がある。また日本薬学教育学会が
設立されようとしている。どうしたらよりよい教育がで
きるか議論する場であり、より良い教育へ発展させよう
と考えている」と話されました。
　次に日本薬剤師会永田泰造常務理事より、「薬学教育
に関する最近の動きについて」の話があり、薬学実務実
習に関するガイドラインに基づく実習を行うために、実
習施設の要件等の検討・見直しが行われているので、各
地域でも実施に向けた検討と準備が必要であるというこ
とでした。
　また改訂コアカリで取り上げている「代表的な疾患」
に関わり、対応できるように地域でグループを組むなど、
他施設との連携が必要であること。またグループ化の際
は、集合研修（座学研修）とならないようにすること。
薬局実習は、一施設につき2名を原則とすること。改訂
コアカリに準じた実習ができるかシミュレーションを行

うこと等の注意点を話されました。
　全国薬学教育者アドバンスドワークショプが開催さ
れ、来年度からの改訂コアカリの内容にあわせた新ワー
クショップに備えてタスクフォースを養成する予定であ
ることを話されました。
　その後、認定実務実習指導薬剤師実施要領の変更点の
説明。改訂モデルカリキュラムについて概要の説明。学
習成果基盤型教育の説明。改訂コアカリ「薬学臨床」の
重要ポイントの説明。実習計画書に関する説明等があり
ました。
　現行コアカリは31年からいきなり変えるのではなく、
徐々に考え方を変えていき、30年にはほぼ近いものにす
る必要があること。27年度から大学では、新カリキュラ
ムの適用が始まっており、31年にはそれに基づく実務実
習が必須であり、30年のトライアルに向けた検証をして
いくことが必要であると話されました。
　次に中国四国調整機構手嶋大輔委員長より、中国四国
地区の現状について説明がありました。実習施設が確保
でき、実習ができるかが重大な問題点であり、各地域の
代表校から施設へ薬学協議会作成のアンケートを送付す
るようにしているとのことでした。全国的に回収率が悪
いので協力して欲しいとの依頼がありました。
　最後に岡山県薬剤師会赤澤昌樹会長の閉会挨拶があり
会議は終了しました。

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成27年２月27日〜３月１日日実施）

正答は 107ページ
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　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年10月31日（土）14:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師會館　4階ホール

　今年の県民公開講座は、「脳卒中を恐れない〜治して
防いで健康長寿〜」のタイトルで、独立行政法人広島市
民病院機構脳神経内科部長（兼）救命救急センター医師
野村栄一先生にお願いし、当日は中川潤子常務理事の司
会で開会され、野村祐仁副会長の挨拶があり講演が始り
ました。
　まず、坂上二郎さんが脳梗塞で倒れたケースを紹介さ
れ、69歳（日本人が1回目に起こすのは69〜70歳が多い
とのこと）の時、埼玉のゴルフコース平成倶楽部の６番
ホールで、アイアンショットを打とうとしたのに、うま
く打てず左手がクラブから離れてブラーンと下がり、右
手だけを使って一生懸命うとうとしていたが、本人は
まったく気づいていなかった（病態否認）そうだ。重要
なのは脳梗塞の明確な兆候が2日前に起こっていたよう
で、カラオケの会でビールをコップについでもらってい
る時に、突然コップを持っていた手がブルブルと震えだ
し、震えを止めようとしてもなかなか止まりません。20
〜30秒（おおむね1分以内）続いた後、ようやく震えが
止まったとのこと。脳梗塞の前兆である一過性脳虚血発
作が起こっていたようです。
　このような話から始まり、脳卒中は脳の血管に起こる
病気で、脳の血管が急に破れたり、詰まったりして脳の
血液の循環に障害を着たし、さまざまな症状を起こす病
気であると、一般の人に分かり易くお話を進められまし
た。
　脳卒中は予防できる病気であり、脳卒中予防十か条は、

1．手始めに　高血圧から　治しましょう
2．糖尿病　放っておいたら　悔い残る
3．不整脈　見つかり次第　すぐ受診
４．予防には　タバコを止める　意志を持て
5．アルコール　控えめは 薬　過ぎれば毒
６．高すぎる　コレステロールも　見逃すな
7．お食事の　塩分・脂肪　控えめに
8．体力に　合った運動　続けよう
９．万病の　引き金になる　太りすぎ
10．脳卒中　起きたらすぐに　病院へ
番外編　お薬は　勝手にやめずに　相談を

からなると紹介され、これらの項目について一つ一つ解
説をされました。
　最後の番外編は、薬剤師会への気遣いかなとも思って

いましたが、脳卒中予防のためには治療継続が重要で、
抗血栓薬を勝手にやめると悔いが残るので相談するよう
にと解説され、「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、
最後にクスリ」と予防の大切さについて話をされました。
　最後に、脳卒中になっても、元気に生活を送る脳卒中
克服十か条として

①生活習慣 自己管理　防ぐあなたの　脳卒中
②学ぶ 知る学ぶ　再発防ぐ　道しるべ
③服薬 やめないで　あなたを守る　その薬
④かかりつけ医 迷ったら　すぐに相談　かかりつけ
⑤肺炎 侮るな　肺炎あなたの　命取り
⑥リハビリ リハビリの　コツはコツコツ　根気 
 よく
⑦社会参加 社会との　絆忘れず　外に出て
⑧後遺症 支えあい　克服しよう　後遺症
⑨社会福祉制度 一人じゃない　福祉制度の　活用を
⑩再発時対応 再発か？　迷わずすぐに　救急車

の紹介があり、講演は終了しました。
　今回の公開講座には、52名の参加があり、この中には
野村先生のご家族や患者さんも参加されていたとのこと
です。講演の後は、会場からの質問にも丁寧に答えてい
ただきました。また、8月には広島市薬剤師会生涯教育
研修会でも同じ会場で講演されておられ、続いてお世話
になりました。
　県民公開講座の最後には、ヤクザイくん（広島県薬剤
師会マスコットキャラクター）も登場し、参加者にお披
露目をさせていただき閉会となりました。
　また、後日事務局に広島市歯科医師会から今回の県民
公開講座がよかったと聞いたといった問い合わせがあ
り、当日の資料を参考にしたいとの申し出があり、お渡
ししました。
　以下、当日参加者にアンケートを取らせていただいた
結果を紹介します。

「県民公開講座」アンケート（まとめ）43名回答／52名中

1．今回の「県民公開講座」は何で知ったか。
A．知人・友人からの誘い　 7
B．中国新聞広告　33
C．薬局・薬剤師からのお知らせ　 3
D．その他　 0

平成27年度「県民公開講座」

常務理事　谷川　正之
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2．「県民公開講座」はいつがいいか？
①A．いつでも良い　37

B．９月　1　　10月　４　　11月　 1
C．毎月して欲しい
②開催曜日について

A．いつでも良い　28
B．土・日　19（日曜日は2） 
　  平日　1　　月曜日　 1
�③講演時間について

A．丁度よかった　40
B．長かった　 2
C．短かった　0　　
D．その他　1時間半くらいでよい
④講演内容についての感想
・大変分かりやすい説明で、大事なところがよく頭に

入りました。
・プリントに沿った説明で、解りやすかったです、毎

日の生活に注意・努力しようと思います。ありがと
うございました。

・虚血性疾患の危険因子について　高血圧・コレステ
ロール（特にHDL－C低値の影響）、中性脂肪の具
体的内容が理解出来た。

・解りやすくて良かったです。早期治療の重要性、改
めて再確認しました。

・とても詳しい説明で解りました。ありがとうござい
ました。

・申込みしてよかった。あっという間に時間がきた。一
般の人に解りやすく説明していたので、ある程度理
解でき勉強になりました。ありがとうございました。

・詳しいお話でよくわかりました。
・脳梗塞になって7年半になりますが、現在飲んでい

る薬はプラビックス、セロクラールニフェジピンで
すが、ジェネリックの薬にしたいのですが、病院の
先生にジェネリックは出せないと言われたのです
が、どうしたら良いものかわからない。医者を変え
るのも今までの状態がわからなくなるので、変えた
くないのですが？

・わかりやすいご説明でした。
・資料と共に話し方も良く判り易かった。非常に詳し

くご説明していただき有り難うございました。大変
参考になりました。

・大変参考になりました。とても良かったです。
・分かり易い説明が良かった！
・具体的事例でよくわかった。
・現在、脳梗塞で治療中ですので、興味を持って聞く

ことができました。話し方もわかりやすかったです。
・たいへんわかりやすい講演でした。資料もわかりや

すくまとまっていて、帰って読むと先生のお話がそ
のまま入ってくるのでありがたいです。

・資料もわかりやすく、野村先生のお話もとてもわか
りやすく良かったと思います。

・具体的でとてもわかりやすかったです。（資料も含

めて）
・自分が脳動脈瘤（６㎜）をもっており、父親が脳梗

塞を発症していたため、脳卒中についてとても感心
があります。分かり易い説明でとても参考になりま
した。（顔・腕・言葉）参考にし、家族にも教えます。
因みに、経過観察で通院しています。

・とてもわかりやすくお話ししていただいて、大変良
かったです。ありがとうございました。

・難しい言葉ではなく、話し言葉なので良く解った。
滑舌が良く聞き取り易かった。恐れず、楽に生活。
規則正しく生活が大切と思った。

・スライドが美しく、説明も分かり易い。
・治療を継続し、元気に生活できる指標となり、大変

参考になりました。ありがとうございました。
・各部位について、分かり易く説明され、良く理解で

きました。
・資料がとても良く、わかりやすい講演でよかったで

す。特に最後の脳卒中克服十か条が為になります。
・大変勉強になりました。身内に脳卒中で倒れてから、

関心するようになり、今日のお話は大変参考になり
ました。

・長時間にもかかわらず、分かりやすくて聞き取りや
すかったです。

・とても説明が分かりやすく、聞きやすかった。
・大変分かり易い話し方でした。資料も良くできていま

した。野村先生、ありがとうございました。私は8年
前、市民病院で右足の手術でお世話になりました。

・基本について、丁寧なお話、ありがとうございました。

3．今後取り上げて欲しいテーマ
・肝臓の機能低下と原因、治療について
・糖尿病（運動と健康の大切さ）
・癌の再発・転移についての治療
・癌について（現在、悩んでおります。）癌になったら、

どうしても手術をして切除をしなければいけないの
か？

・眼科（緑内障）目の病気について
・狭心症、心筋梗塞
・腎臓系疾患
・内臓脂肪、中性脂肪の改善について
・サプリメントの効用、信頼性について
・認知症の予防、治療など
・認知症について
・認知症、アルツハイマー
・漢方薬
・どの様な症状では、何科がいいか分からない。（受診）
・認知症発生の原因と予防対策について
・継続して今後もこのような講座を開催してほしい。
・パンデミック
・糖尿病
・不妊症
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第54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

　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年10月31日（土）・11月１日（日）
　　　　　　　　　　　　　　場　所：高知市文化プラザ　かるぽーと

　2回目の訪問となる髙知へ翌日の午前開催の会議のた
め前日の夜出発しました。車で3時間ちょっとかかりま
した。着いたのが午後10時を過ぎていましたが、営業し
ているお店も多く食べたかった塩たたきも食べることが
できました。
　1日目は、９時から10時前まで口頭発表を聞き10時か
らは、平成27年度薬局実務実習受入に関する中国・四国
ブロック会議に出席しました。
　午後からは、シンポジウム2「改訂薬学教育モデル・
コアカリキュラムにおける実務実習」を聞きました。
1．─改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムにおける

実務実習─　病院実習で何をすればよいのか
　　松原和夫 （京都大学医学部附属病院薬剤部部長・教授）

　軽快なテンポで、より良い実習を提供するにはど
のようにすべきか話されました。また事前に大学側
と受入施設が、実習内容について協議する必要があ
ると話されました。

2．薬学実務実習に関するガイドラインに沿った薬局実
習に向けて

　　鈴木　匡 （名古屋市立大学大学院薬学研究科　教授）
　日本薬剤師会では、薬局での新しい実習の指針や
学習成果基盤型学習（OBE）に基づいた評価の方
法等を提供できるように準備していると話されまし
た。

3．改訂コアカリに対応した実務実習〜大学はどのよう
に対処すればよいか〜

　　吉富博則 （福山大学薬学部　教授）
　改訂コアカリ「F　薬学臨床」の1）薬学臨床の
基礎、2）処方せんに基づく調剤、3）薬物療法の
実践、４）チーム医療への貢献、5）地域の保健・
医療・福祉への参画のそれぞれについて、どのよう
に大学で取り組んでいるかについて話されました。

　その後、特別講演を聴いた後、機器展示を見てまわり
夕方からは懇親会に参加しました。日本薬学会会頭、日
本薬剤師会会長、日本病院薬剤師会会長3名が出席され

ており凄いなと思いました。
　2日目、午前は口頭発表を聞き、ランチョンセミナー
では、「大腸癌治療の最前線」について高知大学医学部
外科学講座臨床腫瘍・低侵襲治療学小林道也教授のお話
がありました。薬物治療より最近の腹腔鏡下手術の進歩
の方が興味深かったです。
　午後からは、シンポジウム４「災害医療について」を
途中まで聞きました。
1．災害時、薬剤師が立ち上がるためには
　名倉弘哲 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科薬学系　教授）

　大規模災害時の薬剤師の様々な役割の紹介と災害
時医療対応の原則について話がありました。ここで
聞いた原則（必要な項目）をその後いろいろなとこ
ろで聞くことになるとは思いませんでした。
大規模事故・災害への体系的な対応に必要な項目
Ｃ：Command & Control 指揮・調整
Ｓ：Safety 安全確保
Ｃ：Communication 情報収集、伝達
Ａ：Assessment 状況評価
Ｐ：Pharmaceutical Triage 薬事トリアージ
Ｐ：Preparation 準備・調剤
Ｐ：Provide medicines 供給

2．災害時における薬剤師活動（高知県の取り組み）
　西森郷子 （高知県健康政策部医事薬務課　課長）

　高知県における災害薬事コーディネーターの設置
の経緯や委嘱内容、委嘱後の資質向上のための研修
ついてお話をお聞きしました。

　夕方、予定があったためここで会場を出て帰路につき
ました。

　金曜日の業務終了後に高知に行ってきました。
　10月31日９時から17時30分のイブニングセミナーま
で、11月1日の９時からシンポジウム４：災害医療につ
いてまで、薬学会、病院薬剤師会、薬剤師会の発表を拝

常務理事　青野　拓郎

報告Ⅰ

常務理事　井上　映子

報告Ⅱ



23広島県薬剤師会誌　2016 Vol.41 No.1

聴いたしました。

○ 薬剤耐性菌の抗菌薬　ゾシンの血液透析患者の薬物動
態は？

「持続的血液浄化療法患者におけるピペラシリン
（PIPC）/タゾバクタム（TAZ）の薬物動態」

（広島大学薬学部・兵庫医科大学集中治療医学）
　PIPC/TAZのCLは、腎機能正常者＞持続透析患者
＞間欠的透析患者の順であった。

○ 「血液透析患者におけるクエン酸第二鉄の有用性の検
討」〜鉄動態への影響と貧血改善効果〜

（重井医学研究所付属病院）
　透析患者の高リン血症治療薬として2014年より収載
されたリオナは従来のランタンと同様のリン結合力が
ある他、貧血も改善すること、エリスロポエチン製剤
の減量も可能である。→保存期の患者にも有用。

○ NOACのモニタリングについて
「心臓リハビリテーション施行患者の心房細動診療に
おけるNOAC投与のヘモグロビン減少の予測に平均
赤血球容積が有用である」

（福田心臓・消化器内科薬剤部）　
　Hbの減少で大出血を予測し、消化管出血にH 2ブ
ロッカー、PPIを投与し、さらにMCVでモニタリン
グすることが有用である。

○ カルボプラチン（CBDCA）過敏反応に脱感作療法
（山口労災病院）

　CBDCA過敏症を起こした患者に、初回1/1000濃
度から開始、1/100、1/10、通常用量にアップし、
忍容性が得られたとの報告。

○ ウイークリーレジメンでジーラスタをDay2に使用
（倉敷成人病センター）

　G-CFS製剤ジーラスタ（ペグフィルグラスチム）は、
投与前24時間と投与後14日間は、抗がん剤を投与でき
ないため、weeklyレジメンに適応がない。そのため
好中球減少症から回復できず施行基準を下回る事例が
多発したため、Day2にジーラスタを投与、治療継続
しSD維持している。

　2日目のセッション1D-10-40〜1D-11-10では、座
長を担当いたしました。
　調剤薬局での在宅、外来における残薬管理、介護付き
有料老人ホームへの訪問の事例についての発表でした。
一題目では症例としてワーファリン3.5mgの残薬多量、
使用再開となった件で、会場より、再開時に3.5mgから
だったのかという質問がありました。薬剤師が現在の
PT-INRを知ることで再開する用量や検査の日程を提案
することが重要と思われます。
　以上、概略ですが、2日間の学会は充実した楽しいも
のでした。お世話いただきました先生方にお礼申し上げ
ます。
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平成27年度	独立行政法人日本スポーツ振興センター
学校安全業務運営会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月６日（金）14:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：ひろしま国際ホテル

副会長　村上　信行

　主な出席者は三師会、幼稚園・こども園・小・中・高
の園校長会、PTA連合会の面々でした。年度一回の会
議であり、私の出席は3度目で、主にスポーツ保険的
な「災害共済給付」の業務の周知、理解を求められる会
議の認識しかありませんでしたが、冒頭の東京より来広
の学校安全部長の挨拶が「新国立競技場関連では、お騒
がせいたしました。」と言われ、改めて当該センターの
沿革を再認識いたしました。「災害共済給付業務及び学
校安全支援業務」を始めとして、代々木体育館、秩父宮
ラグビー場、味の素フィールド西が丘などの「スポーツ
施設の運営及びスポーツの普及・振興業務」国立登山
研究所などを活用した「登山に関する指導者養成及び調
査研究業務」また「スポーツ振興投票等業務」において
toto・BIGを販売、試合結果に基づく当せん金の確定及
び払い出し業務を行い、その収益と政府支出金・民間寄
付金を合わせた原資による「スポーツ振興基金」運用益
を用いた「スポーツ振興のための助成業務」等様々な業
務を実施されていました。学校安全部長挨拶の続きで、
災害共済では「義務教育課程1700万人」のほぼ100％が
加入していて、26年度は109万件の事例に210万件の給付
実績であり、件数的には横ばい状況のようです。近年で
は熱中症や食物アレルギーでの死亡事故はなく、情報や
対応の周知業務が功を奏しているとのお話でした。「議
事」として「災害共済給付事業」の26年度報告と27年度
重点取り組みと「学校安全支援業務」の26年度報告と27
年度重点取り組みが報告され、「協議」では平成26年度
文科省委託事業の成果物として、「その時あなたは」の
表題DVDでの、「運命の5分間　その時あなたは」とし

たAED関連と「体育活動による頭部・頚部の外傷」の
発生時初期対応内容の2部構成を鑑賞した後に協議がな
されました。全般的には災害給付は順調で教育現場から
は評価されているが、個人種目の学外対応が「部活指導
者による引率」が要件となっていて、費用、時間的にも
困難であり、「保護者引率」への要件緩和要望が上がっ
ていた。医師会からは、広島県の給付率が全国1位であ
ることの解釈への質問があったが、事務局としては個別
の給付額は低額なので、養護教諭等の制度熟知による早
期対応事例が多いとの解釈説明がなされた。歯科医師会
からは「スポーツ歯科」の事業展開の報告がなされ、歯
が抜けたり、折れたりした時の対応フローチャ―トをイ
ラストを交えての作成希望を上げられた。またマウス
ガードの着用が進んでいるが市販の既製品は有用性に大
きな疑問が有り、コスト面では問題があるが「オーダー
メイド」を強く推奨された。
　薬剤師会としては「毒劇物による災害事例」等があれ
ばその対応策等を考える旨と、直接的には医薬品と関連
のない災害にみえて、風邪薬等の服用にての眠気、脱力
による災害も考えうるので、データ収集時に留意いただ
きたいと、申し入れました。当センターのホームページ
に過去20年程度の災害データが蓄積されています。一度
閲覧されて、学校災害の実態をご覧いただけたらと思い
ます。

学校事故事例検索データベース
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/
anzen_school/tabid/822/Default.aspx



25広島県薬剤師会誌　2016 Vol.41 No.1

「災害対策委員会」

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月10日（火）19:00～
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師會館

副会長　村上　信行

次　第

1．「災害時医薬品等供給マニュアル」改定について
2．県薬版「事業継続計画（BCP）」について
3．仮）薬事コーディネーター等の育成および災

害医療等の研修
4．その他

1．「災害時医薬品等供給マニュアル」改定について
　薬務課主催にて、平成14年2月に策定されたマニュ
アルの改定作業会議が2回開催されましたので、その
内容と最終改定への委員会協議を行いました。「広島
県地域防災計画」「災害時医療救護活動マニュアル」「広
島県災害時公衆衛生活動マニュアル」等との連携も視
野に東北大震災や土砂災害の状況を踏まえての意見、
要望を発言しています。主な改正予定点は、「救援物
資輸送拠点」が「医薬品等集積所」となり、そこには、
従前は薬局からの医薬品拠出も想定されていました
が、原則「医薬品卸」からの供給のみに改正されます。
また、薬剤師派遣に関しての業務が従前は「拠点にお
ける分類、保管・管理」「被災者への服薬管理」「医療
救護班への参加および助言」の3点であったところが、
ア．医薬品集積所（県・市町）における、医薬品の分

類及び保管・管理
イ．救護所等における被災者への調剤・服薬指導及び

医薬品等の保管・管理
ウ．広島県災害時公衆衛生チームへの参加及び薬剤使

用に関する助言
エ．避難所における一般用医薬品の服薬指導及び公衆

衛生業務
オ．その他、救護所・避難所等の状況に関する情報収

集等、これらに付随する業務
の5点が明記され、東北大震災と土砂災害の活動か
ら「調剤」と「一般用医薬品」の文言を盛り込んでい
きました。基本的には災害対策本部の薬務課とは県薬
が全面的に対応し、市町からの要請も本部経由で県
薬に入り、地域薬剤師会対応を県薬にて行います。前
回の「災害時医療救護活動マニュアル改定」において
従前の、県医師会長のチーフコーディネーターの設置
が見直され、医師会選任の県コーディネーターが設置
され、市町に対策本部が設置される場合には地域コー

ディネーターが県医師会から選任されるネットワーク
となっています。次第「3」の関連になりますが、薬
剤師会も「薬事コーディネーター等」の育成、研修が
必要と考えています。
　今回の「災害時医薬品等供給マニュアル」改定では、
新たに「広島県医療機器販売業協会」と「日本産業・
医療ガス協会」の2団体がその役割が定義されました。

「日本産業・医療ガス協会」においては医療ガス全般
と在宅酸素療法等への対応も考えておられます。

2．県薬版「事業継続計画（BCP）」について
　災害時において、あらゆる組織、団体は、まずもっ
ての、事業をいかに継続するかを計画しておかなけれ
ば、活動、供給等は不可能です。日本薬剤師会はモデ
ルBCPを提示して、都道府県薬剤師会にその計画策
定を促しています。幸い、尾道薬剤師会の前県薬理事
の串田先生が、日本薬剤師会の災害対策委員会委員で、
その対応等をご理解されていますので、今年度中に県
薬版案を作成頂き、検討協議の上、それをモデルとし
ての地域薬剤師会版の策定の推進に取り組むことと致
しました。災害時の薬局機能の残存度や薬剤師のマン
パワー把握が大切な資源であり、様々な公的活動が可
能となります。地域薬剤師会、会員各位におかれまし
ても早晩「連絡網」等のアンケートがあると思います
ので、よろしくご協力のほどお願いいたします。

3．仮）薬事コーディネーター等の育成および災害医療
等の研修

　先般、高知の日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院
薬剤師会中国四国支部学術大会においての災害時シン
ポジウムで標記の重要性、有効性が発表されていまし
た。高知県では行政支援もと育成が行われているよう
です。災害時関連で「広島県地域防災計画」のもと「災
害時医療救護」「医薬品供給」「公衆衛生活動」のマ
ニュアルが有りそれぞれに薬剤師職能が期待されてい
ますが、有事の時にこそ、コーディネートが必要です。
そのためには、早期にその能力を育成する必要がある
として、各地で実施されているPhDLS（Pharmacy 
Disaster Life Support）研修会等へ委員を派遣する
こととしました。それと並行して、行政にも「薬事コー
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ディネーター」への理解と協力をお願いしてまいりま
す。

4．その他
　その他としてはNTTに災害電話の予約制度があり、
無料ではないかとのことで取り組みます。また衛星電

話網の確立や広島県との「災害時の救護活動に関する
協定」の見直しなど、協議いたしました。
　昨年度は土砂災害にみまわれましたが、広島県は岡
山県とならんで災害が少なく、災害時の支援県として
大いに期待されているところでもあり、当委員会では、
その点も考慮した災害対策を考えていきます。

広島県地域リハビリテーション等専門職研修会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月14日（土）10:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県東部保健所福山支所

福山支部　有木　美恵

　広島会場（10月10日実施）に続いて実施された福山会
場の研修会に参加致しました。
　各グループ６〜7名で11グループに分れて着席し、薬
剤師は13名、各グループ1〜2名の構成でした。理学療
法士、作業療法士、栄養士、保健師、歯科衛生士、健康
運動指導士、言語聴覚士、看護師等、いろいろな分野の
専門職、行政側から市町の職員の方々、バラエティーに
富んだグループの顔ぶれとなりました。
　午前の部は、広島県の健康福祉局、地域包括ケア・高
齢者支援課のお二人から、地域包括ケアシステム構築に
向けた取組み、新しい介護予防事業についての説明が、
国や県の動向をふまえてありました。
　介護予防の推進、地域づくりのあり方、地域リハビリ
テーション活動支援事業（総合事業）への移行状況、在
宅医療、介護連携の推進、生活支援サービス、認知症対
策等々の内容でした。
　午前中の総論に引き続き、午後は各論ともいうべき「通
いの場」について、「地域ケア会議」についての講演・
模擬事例を使った演習がありました。
　地域における介護予防の取組を機能強化するために、
通所・訪問・地域ケア会議・サービス担当者会議・住民
運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関
与を促進するということで、リハビリテーション専門職

等は、地域包括支援センターと連携しながら総合的に支
援するということでした。
　このような中で薬剤師としてどのように関与できる
か、特に地域ケア会議の場での多職種連携の中に関与で
きる場面がありそうで、研修会の最後の演習、グループ
協議、発表でどのグループの薬剤師も積極的に発言され
ていたようです。
　しかしながら、私自身、現実には地域ケア会議に参加
したこともなく、この研修会で初めて接した職種の方々
もいらっしゃいました。地域に貢献する薬剤師・薬局の
あり方というものが、将来目指すべき薬剤師・薬局の姿
であるならば、まだまだ勉強不足、力不足を痛感した一
日でもありました。私の第一歩は、このような研修会へ
の参加により、情報収集、スキルアップをはかることだ
と思っています。
　また地域ケア会議の課題からは、地域包括支援セン
ターへの調査で、専門職の地域ケア会議への参加状況の
中で、102あるセンターで、毎回参加している・必要に
応じて参加があわせて21、参加なし14、依頼していない
が67とありました。関係団体との連携参加依頼が難しい
といった回答も数多くあるようで、地域薬剤師会等によ
る地域医療・包括ケア体制の整備も重要なことだと改め
て思いました。
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広島県臨床研究・CRC研修会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月14日（土）13:00～17:15
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島国際大学広島キャンパス

広島県健康福祉局薬務課　徳永　克志

　平素から本県薬務行政の推進に御協力いただき感謝を
申し上げます。
　広島県では、「広島県治験等活性化事業」を通じて、
医薬品・医療機器等の治験及び臨床研究をサポートして
います。その一環として、本年度も治験及び臨床研究に
関する研修会を開催しましたので、報告させていただき
ます。

講演
（1）人を対象とする医学系研究の倫理指針への対応

第一三共株式会社信頼性保証本部　樽野弘之 先生
　ディオバン事件をはじめとする、臨床研究をめぐる
一連の不正疑惑の余韻がまだ残っている昨年末に、疫
学研究と臨床研究の二つの倫理指針が「人を対象と
する医学系研究に関する倫理指針」として統合され、
2015年４月から施行となりました。講演では、臨床研
究の分類、倫理指針の改定内容などについてわかりや
すく説明いただきました。将来的には法制化の可能性
もあるとのことであり、臨床研究に携わる者は情報収
集に努める必要があると感じました。

（2）医薬品の承認審査と生物統計学
広島大学病院総合医療研究推進センター　飛田英祐 先生
　飛田先生は筑波大学大学院数学研究科を修了され、
当センターに来られる前には（独）医薬品医療機器総
合機構（PMDA）で医薬品の承認審査にも携わられ
た生物統計学の専門家です。講演では、承認審査にお
いて、治験成績をどう審査しているか、知っておきた
い生物統計学について説明していただきました。最
後に、現状ではCRCなくして治験は成立しない、と
CRCへの期待を表明され、激励していただきました。

（3）治験業務効率化への取組～カット・ドゥ・スクエ
アについて～
日本医師会治験促進センター研究事業部　丸山由起子 先生

　カット・ドゥ・スクエアとは、ある治験のすべての

関係者が統一書式に関するすべてのデータを適切なセ
キュリティのもとインターネットを介して共有するこ
とによって、最新の情報に基づく文書を重複入力なく
作成することができる環境を実現するものです。丸山
先生には、治験における統一書式の重要性とカット・
ドゥ・スクエアの機能について御説明いただきました。
治験業務効率化のため、ぜひ利用をご検討いただけれ
ばと思いました。

（4）有害事象の因果関係判定基準
広島大学病院総合医療研究推進センター・薬剤師CRC

深川恵美子 先生
　深川先生には、治験期間中に収集する有害事象が「副
作用」と呼ばれるようになるには、どのような背景が
あるのか、ということについて御説明いただきました。
治験薬と有害事象との間の「因果関係を否定できない
反応」は治験薬に「関連あり」「関連なし」どちらに
分類されるのか、日本と欧米で異なる2つの考え方が
あり、因果関係判定基準はプロトコル毎に異なるとの
ことでした。CRC業務の重要性について、改めて認
識しました。

　参加者総数88名のうち、薬剤師は44名でした。
　なお、研修会の座長を務めていただいた広島国際大学
薬学部木平教授には、各講師の講演をわかりやすく要約
していただき、より理解を深めることが出来ました。あ
りがとうございました。
　また、広島県では、これまで広島市内基幹４病院を中
心として、症例集積機能を向上させるためのパイロット
事業を実施してきており、本年４月からは、パイロット
事業ではなく、「治験等活性化事業」として実施してお
ります。今後も広島県として、臨床研究・治験活性化を
通じて、医療技術の発展に寄与できる事業を展開してい
きたいと考えておりますので、引き続き、御理解と御協
力をお願いします。
※ 広島県ホームページに参加者アンケート抜粋や講習会

資料をアップしております。ぜひご覧ください。
　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/chiken/
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広島県緩和ケア支援センター
平成27年	第１回緩和ケア人材育成検討会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月17日（火）18:30～20:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県緩和ケア支援センター

常務理事　青野　拓郎

　事務局の司会で会議が始まり、本家好文支援センター
長から挨拶がありました。
　今年度からがん診療拠点病院の中枢である広島大学か
らフォローアップ研修企画担当の医師と緩和ケアセン
ターのジェネラルマネージャーの役割をもった看護師に
委員に加わっていただき、また地域包括ケアと連携した
推進の必要から福祉部門の小山委員に新たに加わってい
ただいたとの話がありました。委員の皆様には、2年間
の任期であるが、緩和ケアの推進には、人材育成は重要
であるので忌憚のないご意見等をお願いしたいとの話で
した。
　委員紹介の後、名越静香委員長の司会で報告事項に移り
1）平成27年度の緩和ケア専門研修の実施状況
　　 医師研修、看護師研修等各職種の研修の実施状況に

ついて報告がありました。
　　薬剤師研修について

• 10月18日（日）、25日（日）の2日間で開催した
こと

• 修了者は、37名で病院薬剤師が12名、保険薬局が
25名であったこと。

• 今年度もロールプレイの演習を含んだコミュニ
ケーションプログラムを取り入れた。また最新の
緩和ケアの薬物療法について緩和医療薬学会認定
薬剤師の講義を取り入れたこと。

• 受講者の緩和ケアに対する知識や現場でのニーズ
にばらつきがあるため基礎、実践と分けることも
検討が必要と考えられる。

• 今年度、日曜日の開催にしたことで受講者は増加
したが、内容を絞り、1日での開催を薬剤師会等
と検討していく必要がある。

　　と報告されました。

　　 　この件に関しては、後日当会と緩和ケア支援セン
ターとで協議を行い、現在検討しております。

2）平成27年度 緩和ケア専門研修の評価
　　下記の報告がありました。

• 評価は、人材育成としての緩和ケア専門研修の効
果を見極め、次の研修プログラムに反映させる目
的で行っている。

• 方法は、各専門研修の各プログラム項目について、
研修前後の理解度の変化を自己記入方式で修了者
にアンケート調査を行った。

• 研修前の理解度については、看護師研修実践コー
ス、介護支援専門員・地域連携職種研修実践コー
ス、ヘルパー・介護員研修は「理解している」「ま
あまあ理解している」が４割と高く、反対に薬剤
師研修は約2割と低かった。

• 各緩和ケア専門研修の研修前後の理解度を比較す
ると、すべての研修において研修修了後の理解度は
上昇し、約９割が理解できていると回答していた。

• この事よりプログラムの成果があったと考えている。
　次に検討事項に移り、平成28年度緩和ケア専門研修に
ついて協議しました。その中で薬剤師研修は、本年度は
日曜日に開催したが、来年度はどうするか？回数や内容
をどうするか？について名越委員長、本家委員、小山嶺
志委員、事務局から様々な意見や広島県薬剤師会で行っ
ている在宅支援薬剤師専門研修会に関する質問などがあ
り次回までに薬剤師会と相談して提案することになりま
した。
　最後に第2回の検討会の開催日について協議し、2月
16日(火)に開催することに決まり会議は終了しました。
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平成27年度
第１回「広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月17日（火）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：KKRホテル広島

副会長　渡邊　英晶

　広島県後期高齢者医療広域連合第2次広域計画の計画期間は、平成22年度から新制度創設までの間としていますが、
第2次広域計画策定時（平成22年４月）は、後期高齢者医療制度廃止法案が参議院本会議で可決されるなど国の後期高
齢者医療制度見直しの動きを受けて、社会保障制度改革推進法に基づき社会保障制度改革国民会議が設置されました。
　平成25年8月に後期高齢者医療制度については現行制度を基本とし必要な改善をおこなっていくこととし同年12月
に「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が成立するなど現行制度の存続が決まり
ました。
　今回の審議会の中心は下記の諮問①②ついての資料説明と今後の医療保険料率の設定における意見交換及び承認で
した。
　後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費について高齢者世代と現役世代の負担を明確にするとともに財政基盤の安
定を図り、公平でわかりやすい制度とする観点から、75歳以上の高齢者と65歳以上75歳未満で一定の障害のある方を
対象とする独立した医療保険制度として創立されました。
　この後期高齢者医療制度は都道府県ごとに設置され地方自治法により設置された広域連合により今後の計画が策定
されます。（※広域連合とは国または都道府県から事務権限の委譲を受け、主体的な運営ができる特別地方公共団体）
また広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会とは広域連合の運営に関する重要事項を調査、審議し意見を述べるた
めに設置された諮問機関です。（※広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会設置条例）

諮問①�広島県後期高齢者医療広域連合第3次広域計画の策定について
　国の動向及び第3次広域計画策定に至る経緯の説明および広島県の高齢者人口の動向、制度の健全な運営、医療費
の適正化（頻回受診、重複受診の防止、レセプト点検）、健康づくりの推進、広報活動の充実をふまえ、マイナンバー
制度の個人情報漏えい防止などの計画を含む広域計画の作成について審議会としては賛成多数で承認されました。

諮問②�平成28年度及び平成29年度の後期高齢者医療保険料率の設定について
　後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費の財源について約5割を公費、約４割を若い世代の保険料、残りの約1割
を高齢者の保険料とすることにより、負担割合を明確なものとしています。保険料を算出するための保険料率（均等
割額と所得割率）は各広域連合が定めることとされており、2年ごとに見直しを行うことが、「高齢者の医療の確保
に関する法律」で定められています。このため、現在の保険料率の適用は今年度限りとなり、平成28年度及び平成29
年度の新保険料率（均等割額と所得割率）を今年度内に設置する必要があります。以下の現時点での試算は次のとお
りでした。

現状
　制度開始以降、広島県の一人当たり医療給付費は、年々増加傾向にある。

区　　分 被保険者数 対前年度
伸び率 医療給付費 対前年度

伸び率
1人当たり
医療給付費

対前年度
伸び率

平成20年度 323,967人 290,096,990,581円 895,452円
平成21年度 332,081人 2.5％ 307,172,423,459円 5.9％ 924,992円 3.3％
平成22年度 341,423人 2.8％ 324,905,116,195円 5.8％ 951,620円 2.9％
平成23年度 350,047人 2.5％ 336,596,548,801円 3.6％ 961,575円 1.0％
平成24年度 358,560人 2,4％ 345,829,747,856円 2.7％ 964,496円 0.3％
平成25年度 365,352人 1.9％ 354,440,607,190円 2.5％ 970,135円 0.6％
平成26年度 369,669人 1.2％ 360,951,834,559円 1.8％ 976,419円 0.6％

※ 平成20年度については、平成20年４月から平成21年2月までの11か月分のため、12か月分に換算し、小数点第1位を四捨五
入して算出した。

※被保険者数は年度平均。
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�新保険料率の試算にむけて
　国が示す保険料率算定の基礎数値は平成27年8月、国から以下のとおり保険料率算定の基礎数値（全国ベース）が
示されました。なおこの数値は確定値でないため、今後変更になるものです。

被保険者数
伸び率 被保険者数見込

平成28年度 2.7% 386,484人
平成29年度 2.2% 394,987人

（合　　　　計） 781,471人

�後期高齢者負担率
　世代間の負担の公平を維持するため、後期高齢者と現役世代の人口比率の変化に応じて、後期高齢者の負担割合を
2年ごとに改定します。
　　11.03％（見込み）　｛現行保険料率算定時　10.73％｝

平成28・29年度の試算の状況
�　　�　　　　　　保険料賦課総額の試算   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区　　　　分
平成26・27年度 平成28・29年度

現行料率
算定時の数値

国が示す医療給付費
伸び率による算出額

費用の額…①

医療給付費 773,048,691,483 785,857,669,950
財政安定化基金拠出金 340,141,424 322,201,645
特別高額医療費共同事業拠出金 168,421,050
保険事業費（健康診査） 658,177,000 551,428,000
審査支払手数料 1,484,794,000 1,533,410,000
その他（葬祭費） 1,380,840,000 1,432,470,000

合　　　　計 777,081,064,957 789,697,179,595

収入の額…②

国庫負担金 185,706,795,984 189,051,010,429
調整交付金 70,752,760,000 72,075,594,815
県負担金 63,726,027,376 64,801,337,861
市町負担金 60,990,384,304 62,124,836,283
後期高齢者交付金 324,158,261,059 326,428,551,253
特別高額医療費共同事業交付金 114,853,823
国庫補助金 95,054,000 113,092,000
剰余金 2,600,000,000 【検討中】
財政安定化基金 1,900,000,000 【検討中】

合　　　　計 710,044,036,546 714,594,422,641
保険料収納必要額…③＝①－② 67,036,928,411 75,102,756,954
2ヵ年の被保険者数（人） 765,840 781,471
予定保険料収納率（％）…④ 99.40 99.41
賦課総額（③÷④） 67,441,577,878 75,548,493,063

保険料率の試算

区分 現行 国が示す医療給付費
伸び率による算出額

保険料率 均等割額 44,032円 48,287円（＋4,255円）
所得割率 8.43% 9.84％（＋1.41ポイント）

　今回の案について答申が行われ、承認となりました。今後、国からは、直近の医療費の実績及び年内に決定される
予定の診療報酬改定等を踏まえた試算数値の見直しが行われ、逐次情報提供される予定です。これに伴い、広域連合
は検討を進め、当運営審議会の答申を経て、平成28年2月開催予定の広域連合議会で議決される見込みです。

※数値については報道及び掲載許可済
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日本薬剤師会　第３回都道府県会長協議会（会長会）

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月21日（土）13:30～16:45
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：鹿児島市　城山観光ホテル4F　エメラルドホール　　

会長　前田　泰則

　第48回日本薬剤師会学術大会イン鹿児島の開催前日に
開催されました。日本薬剤師会山本信夫会長あいさつの
後、千葉県薬剤師会石野良和会長が座長として進行され
ました。
　本協議会は、直前に2年に1度の診療報酬改定が目前
に迫っていたので話題もそのあたりがメインになるはず
でしたが、事前の情報では相当厳しいのではという想定
でスタートしたためにその中身に関してはあまり議論を重
ねることはありませんでした。中医協委員の安部好弘常
務理事、森昌平副会長の報告を聞かせていただきました。
　正直なところ、1,500億円の薬価切り下げが先行し、
残りの200億円の本体部分（技術料等）の削減を薬だけ
に押し付けるのは止めていただきたい。
　むしろ別の案件での質問に、ある県薬会長が問題視し
たのは、「健康サポート薬局のあり方」について平成27
年９月24日、日薬発と「患者のための薬局ビジョン」に
ついて平成27年10月23日、日薬発の2題について過去に
も幾度もこのような案件と対峙し現場の薬局は今更「健
康サポート薬局のあり方」とか「患者のための薬局ビジョ
ン」等の指標についてモニタリングを実施するといって
いるが未だに目指すべき医薬分業の姿が厚生労働省には
認識されていないのでしょうか?これ以上技能習得型研
修とか、知識習得型研修と言って日薬は厚生労働省に現
場はすでにちゃんとやっているよ安心してくれとぐらい
言ったらどうなのか?

　現場の薬剤師はちゃんと仕事をしているではないか?
という持論を展開されました。
　現場の状祝が如何かという認識は厚生労働省のみなら
ず各々意見の分かれるところではあります。特に日薬の
通知文に、『本日、厚生労働省より「患者のための薬局
ビジョン」が公表されました。本ビジョンは、医薬分業
の持つ意義の大きさは評価した上で、薬局の役割が十分
に発揮されていないとの指摘を踏まえ』という風に書き
添えてあるという事は、厚生労働省の言われるがままの
現状であり、日薬もそれを踏まえて対処しなければとい
う文脈につながります。
　敢えて言えば何年も医薬分業の指標を示されて、様々
な対応を過去何年も都道府県薬剤師会は日本薬剤師会の
ご指導のもと練りに練ってきました。その結果何ら国民
からの支持もなく二度手間とまで他団体から揶揄され調
剤報酬改定では一方的に矢面に立たされている現状は如
何なものか?
　「最初は健康情報拠点薬局（仮称）のあり方に関する
検討会」であったはずが、いつの間にか健康サポート薬
局という名称に変更されてしまった。その経緯等を知れ
ば知るほど先のある県薬会長の憤りがなんとなくご理解
いただけるかと思います。
　鹿児島は明治維新の立役者を多く輩出し時代の要を経
験してきた場所だけに街中を散策していても随所にその
片鱗を垣間見る事が出来ました。
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第48回日本薬剤師会学術大会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月22日（日）・23日（祝・月）
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：鹿児島市民文化ホール　他

　生まれ故郷である鹿児島へ1年半ぶりに行って来まし
た。いつも噴火しているイメージのある桜島は、最近は
あまり噴火していないとのことでしたが、最終日にやっ
と噴火を見ることができました。
　学会初日は、聞きたかった分科会7「災害時医療と薬
剤師〜災害及び救急等、命をつなぐ医療現場で薬局・薬
剤師が貢献できることは何か？〜」へ行きました。
①災害時チーム医療で求められる薬剤師像について～医
師の立場からの提言～

小井土雄一（国立病院機構災害医療センター、
厚労省DMAT事務局）  　　　　   

　　薬事に関するコーディネーターの必要性の話があ
り、その中で災害現場に赴き、災害医療の共通認識を
持ち、共通言語を持って活動できる人材育成のために
日本集団災害医学会が災害薬事研修会（PhDLS）を
開催していると話されました。この研修会に広島県薬
剤師会からも数名が今後参加する予定です。
②救急薬学の視点から災害時における薬剤師の職能を考
える
名倉弘哲（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急薬学分野）

　　災害時の薬剤師職能についての話があり、上記の日
本集団災害医学会の「災害医療認定薬剤師制度」がス
タートし、災害時における薬剤師職能の向上にむけた
動きが始まっていると話されました。
③災害時に必要な薬剤師の心得について～被災地の薬剤
師からの提言～

　　　丹野佳郎（石巻薬剤師会）
　　東日本大震災の経験から被災地の医薬品支援は、現

地の情報が入るまでは、各支援チームが共通の医薬品
を持ち込むことが重要であること。情報が入ってから
は、各被災地に合わせた支援が必要であり、ミスマッ
チな支援（物資）は、被災地で活動する薬剤師を疲弊
させることになると話されました。

　　また大規模災害に向けて各組織（県薬、支部、薬局）
にBCP（Business Continuity Plan）と災害マニュ
アルが必要だと話されました。

　分科会後は、ポスター発表、機器展示など見てまわり
ました。ただ、今回は、それぞれの会場がかなり離れて
おりシャトルバスも満員で移動だけでかなり疲れてしま
いました。
　2日目は、分科会12「ICTによる情報の共有と活用」
に行きました。
　座長は、ICT分野の若手達人、豊見敦先生（広島県薬
剤師会）、原﨑大作先生（鹿児島県薬剤師会）お二人の
軽快なトークで分科会が進みました。
①情報発信とその心構え　―炎上なんか怖くない―

　　　熊谷　信（ららくま薬局）
　「薬局のオモテとウラ」というブログ、日経DIのコ
ラム「薬剤師的にどうでしょう」を続けておられる熊
谷先生が、「炎上」を自分から仕掛ける方法と「炎上」
の火消し方法について話されて面白かったです。
②“薬歴公開”と“ソクラテス”が目指すパースペクティブ
　　山本雄一郎（有限会社アップル薬局アップル調剤薬局大津店）

　日経DIのコラム「薬局にソクラテスがやってきた」
やブログで薬歴公開を続けておられ下記の提案をされ
ました。
1． まとまったものを読んで俯瞰的な視点を手に入れ

よう。
2． Blogというツールを活用することで表現する場

を手に入れよう。
③薬剤師のための情報リテラシー　～ ICTを活用した医
薬品情報業務と臨床教育への可能性～

　　青島周一（医療法人徳仁会中野病院薬局）
　「思想的、疫学的、医療について」というブログを
続けておられ、世の中に存在する医療情報を医薬品の
専門家として効率よくEBMスタイルで学ぶために使
えるWEBサービス等を紹介していただきました。

　パネルディスカッションもすごく楽しく聞いておりま
したが、もう少し時間があったらなという感じでした。
　分科会終了後は、シャトルバスで鹿児島中央駅に移動
し博多駅まで「さくら」、広島駅まで「のぞみ」に乗り
継いで帰って来ました。あっという間の2日間でした。

常務理事　青野　拓郎

報告Ⅰ
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　今年から、ポスター
優秀賞が新設されまし
たが、皆様いかがでし
たか？ 
　口頭発表、文科会は
迷いに迷い、1日目は
分科会９：地域に求め
られる「かかりつけ薬局」〜薬局の多機能化を目指して
〜を聴講するため市民文化ホールから北の県民交流セン
ターへ移動…したところ時すでに遅く会場には入りきれ
ない人、人でドアも開放の状態です。しかし、腎機能の
師匠、近藤悠希先生のお話は聞かなければならない！薬
局の薬剤師がどうして腎機能に注意しなければならない
か、CKDの現状、腎排泄型薬剤として特に注意すべき
品目を話され、現在の取組もお聞きしました。続いて大
分県の伊藤裕子先生の禁煙支援のお話とTVで報道され
た画像が楽しく、クリニックの薬剤師として患者さんを
励ましながら禁煙成功に導く手法をお聞きしました。さ
て、総合討論では、このセッションでどうしても質問し
て帰らないと一生後悔すると思い、近藤先生に「処方薬
に腎機能低下時に慎重投与、禁忌が散見されることにつ
いて」とお聞きしたところ、しばらくは薬剤師が処方監
査時に腎機能をチェックし、職能を発揮すべきと回答さ
れました。
　2日目は午前中に分化会13：あなたならどう読む医薬
品添付文書〜添付文書の奥にある情報〜で、赤羽根秀宜
先生の「添付文書に従わない処方」を拝聴。添付文書の
存在意義は薬害防止にもあるので、記載していない用法

（適応外使用）により有害事象が起きた時には相応の責
任がかかります。しかし、全ての適応外処方が違法とさ
れるか、というと？実際は「特段の合理的理由」が証明
できれば、過失とされないこともある。特段の理由とは、
ガイドライン、実証されている論文などのことで、IC
が得られていることが望ましいとのことでした。
　最後に、分科会12：ICTによる情報の共有と活用では、
広島県薬剤師会から座長として豊見敦常務理事が登場。
宝山ホールから移動し、市民文化ホールに着くと、山本
雄一郎先生の「”薬歴効果”とソクラテス”が目指すパー
スペクティブ」が始まっていました。次に「情報発信と
その心構えー炎上なんか怖くない（熊谷信先生）、「薬剤
師のための情報リテラシー〜 ICTを活用した医薬品情
報業務と臨床教育への可能性〜」（青島周一先生）と続
きます。演者それぞれの情報共有の手法を教えていただ
き、人気ブロガーでも書くときの緊張感はすごいこと、

批判を書かれたときには堪え難い状況であること、炎上
をしかけるにも覚悟がいるのだとわかりました。情報を
共有してもらうことで我々が勉強する場を作ってくださ
ることに感謝いたします。

　学会2日間はあっという間に終わり、帰りに熊本県の方
と黒豚しゃぶしゃぶをいただいて帰りました。懇親会や二
次会でも日本全国の方と県境を越え、交流をすることで
パワーをいただきました。改めまして、鹿児島県薬剤師会、
日本薬剤師会、各団体の皆様へお礼申し上げます。

分科会13「�あなたならどう読む医薬品添付文書～添
付文書の奥にある情報～」

基調講演「�医薬品添付文書をどう読み、どう活用す
るか」

シンポジウム「�添付文書の法的意義～添付文書に従
わない処方」

　　　　　　��「�添付文書逆読みの勧め～添付文書
情報と副作用マネジメント」

　　　　　　��「薬剤師と母乳育児」

「薬剤師と母乳育児」　　 大分県薬剤師会　多田貴彦 先生
　『授乳中でも薬物療法はできる！！』この言葉がすべ
てを語っていたようなご講演でした。日本では母乳育児
を希望している母親に対して不必要に授乳を中止する、
又は治療に必要な服薬を回避することが現実に行われて
います。その要因は、医薬品添付文書の記載要項にあり
ます。医薬品添付文書の情報だけ確認するような方法で
は、母乳育児と薬物治療の両立を支援することは困難で
す。母乳で育てられるということは、母子ともに多くの
メリットがあります。従って、医薬品添付文書だけでな
く、様々な情報を検索して、その安全性を個々に判断し
なければなりません。しかし日常業務において、急な対
応を迫られた場合、英文で書かれているLactMedで調
べるのは時間的に困難です。また、他にも様々な書籍が
あり医療関係者間で見解に相違が生じる可能性がありま

常務理事　井上　映子

報告Ⅱ

常務理事　中川　潤子

報告Ⅲ
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す。この様な状況を踏まえて、大分県では、平成21年7
月に大分県産婦人科医会・大分県小児科医会・大分県薬
剤師会で大分県「母乳と薬剤」研究会を設立し、共通の
情報源としてのガイドラインの作成を目指し、平成22年
3月に「母乳とくすりハンドブック」を完成させました。
また平成25年7月には改訂版を出版しました。「母乳と
くすりハンドブック」は医療従事者間の授乳と薬剤に関
する意見の相違から、授乳を希望するお母さんの混乱を
招き、不必要に授乳を中断してしまうことのないよう作
成した、医療関係者向けのパンフレットだそうです。こ
のような取り組みが広島県でもできないものでしょう
か・・・。

・特別記念講演
　「がん治療の新たな挑戦」

メディポリス医学研究財団　永田良一先生
　本州最南端の鹿児島に放射線を使った最先端の施設
があることに驚きました。
　全国から手術が難しい再発の患者も訪れ、治療効果
を上げていると言う。特に患部の固定が難しい乳癌の
治療はその固定する器具の開発も含め興味深く聞け
た。
　まだまだ全国には知らない技術があるということで
す。
・宝山ホール（2日目の主会場）

　ホールの前には有名な西郷さんの銅像があり、その
後ろには城山がそびえている。鹿児島のお城は平城で
特に砦の様な外敵から守る城の様子はない。民衆に慕
われていたからこのような城になったのか？他では見
られない風景でした。
・陶房雑話（十五代　沈

ちん
壽

じゅん
官
かん

：県民公開講座）
　新幹線が鹿児島まで通ったことにより県民講座を聞
いても帰路には充分時間がある。嬉しいことだ。
　豊臣秀吉の朝鮮出兵の時連れて来られた祖先を持つ
沈氏（15代）の話。
　日韓の間に挟まれながらも日本人の良さ又は韓国の
体質を話された。それは焼物に対する感じ方の違いに
もあらわれ、はたして祖国にそのまま居たら日本独自
に発達した白磁を基調とした高度な絵付けが進歩した
か？私たちがマスコミを通して抱く中国、韓国に対し
ても直接会って話さなくてはわからないことも多いと
思う。
　色々と考えさせられた講演でした。

　前年度は山形。そして今年は九州鹿児島へと、北へ南
へと走ってきました。日曜日９時からのモバイルファー
マシーに出席するため土曜8時呉発。松村、政岡両常務
理事と出発。目指す鹿児島まで一直線なんてことはする
わけありません。佐賀鳥栖にある、中富くすり博物館で、
新会館に展示する薬局製剤器具等の下調べ。薬草園の手
入れの行き届いた見事な庭園では、薬草のチェック。室
内展示場では、明治初期のイギリスロンドンの薬局が当
時のまま移築されており、タカジアスターゼもビンに
入ったまま残存していました。英国人には、日本の消化
剤は必要ないのかな？
　広島県薬剤師会からの視察ということで、館内を案内
していただき、撮影も許可してくださいました。久光製
薬の初代会長が寄贈された品物から、当時の田代（壱岐
藩の飛び地領地です。佐賀鍋島藩とばかり思っていまし
たが）の売薬の歴史を聞き、当時のくすりに対する庶民
の姿には心を奪われました。2時間半の見学の後、お向
かいにあるレストランで佐賀牛ステーキをと予定してい
たのですがあいにく満席。仕方なく北熊本SAで熊本ラー
メンをすすりました。ステーキがラーメン。トホホ・・・。
それでも気を取り直し鹿児島へ無事到着。前田会長と連
絡を取り、あすのために黒豚ではなく黒毛和牛サーロイ
ンステーキとタン塩焼きそれぞれ1人前を４人でつま
み、焼酎でお腹いっぱいにしました。
　大会第1日目は在宅関連の分科会をめざし、交流セン
ターへ。ユルキャラのおむかえをうけて会場へ。11時か
らは場所を移動してモバイルファーマシー特別委員会に
入り、宮城、和歌山、大分の導入活用事例を伺い、鳥取
県薬会長とも『頑張ろうネ』とめくばせしました。そし
て、3時からは、展示会ブースヘ。ユヤマ、日化ミクロ
ンと導入機器の説明を受けたのち、ポスター発表会場へ。
三原、広島、呉と他県に見劣りしない物でした。多少誤
字脱字があったかな？そして待ちに待ったよる〜う。ホ
テルのよこの美人ママの居酒屋で鹿児島ならではの鳥刺
し、さつま揚げ、オデン、黒豚しゃぶしゃぶ、それにご
当地焼酎三岳のロックでできあがっちゃいました。第2
日目は口頭発表の在宅関連へ。看家での問診等で薬剤変
更や服薬時間変更を行いコンプライアンスが良くなり改
善された発表には、これからも薬剤師の将来を明るくす
るものでした。11時になったら展示ブースへ。調剤君の
コーナーでのスマホをつかった処方せん送付は、東京都
薬が採用を考えているらしく広島のHMネットとの関連
はどうなるのでしょうか。昼食は会場そばのうなぎ屋さ
んでうな重ペロリ。飲めないのが残念でしたか、1時に

常務理事　小林　啓二

報告Ⅳ

副会長　大塚　幸三

報告Ⅴ
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帰路とおもいきや、観光港横の『山形屋』で焼酎の買い
出し。政岡氏は宅急便。私といえばおつきあいで3本。
熊本人吉の米焼酎が本命。わざわざ降りて買っちゃいま
した。そのおかげで帰りは行きと同じ北熊本SAでカツ
カレー。ともあれ、無事広島につき女房の待つリーガロ
イヤルにおむかえ。私の同級生が生意気にもリサイタ
ルを開き券を買わされちゃった余波。なんのこっちゃ。 
来年は名古屋だ。ひつまぶし？味噌煮込み？

　21日（土）に鹿児島に向かう新幹線の中で明日の天気
「雨時々やむ」と掲示され、テンションが下がった状態で、
鹿児島入りした。
　22日の朝、雨が降った形跡はあったが、会場入りした
９時過ぎは、曇り空であった。
　鹿児島市民文化ホールの受付で、名札ホルダー（自分
で勝手に取る）と研修シールを受け取り、開会式のある
メイン会場に入った。スムーズに会場入りができたので、
まだ開会式まで時間があると思い会場周辺を散策してい
たら、発車寸前のシャトルバスに乗ることができ、展示
やポスター会場となっている鹿児島県総合体育センター
体育館・鴨池ドームに向かった。すでに展示ブースには、
沢山の人が来場され見学していたが、ポスター展示は掲
示がまだ始まったばかりか、広島県関係者も含め未掲示
が多かった。1時間程度見学したのち、またシャトルバ

スに乗りメイン会場に戻り、途中から開会式に参加した。
　特別記念講演は「がん治療の新たな挑戦“回転ガント
リーを用いたフィールドインフィールド法による乳がん
と膵がんに対する陽子線治療効果”」のテーマで一般財
団法人メディポリス医学研究財団の永田良一先生が講演
された。広島県では、がん治療に重粒子線建設の構想が
発表されたが進展しているのか不明な状況で、今回の講
演を聞く限りでは陽子線の良さが強調されていた。特に
すい臓がん患者の症例報告には驚いた。
　特別記念講演終了後は、第2会場（第2ホール）でラ
ンチョンセミナー2を拝聴した。
　午後からは、鹿児島サンロイヤルホテル2Ｆ開聞の間
に移動し、分科会４「薬剤師の生涯教育と研究活動」に
参加した。基調講演では、日本薬剤師会の宮崎長一朗先
生が「薬剤師の生涯教育の今後と方向性について」話
された。日本薬剤師会生涯学習支援システム（JPALS）
でＣＬ６への昇格テストは来年7月に開催予定であるこ
と。長崎大学院生の論文に、イゾジンガーグルの使い方
で有効濃度不足が70％あった例などの話もあった。
　2日目の23日（月）は、鹿児島市民文化ホール2Ｆ第
2ホールで開催された分科会12「ICTによる情報の共有
と活用」に参加した。途中で一般の口頭発表「薬－薬連
携、地域連携」を聞きに第3会場（４Ｆ市民ホール）に
出向いた。発表者の都合なのか発表順が変更されており、
聞けないと思っていた発表を聞くことができた。
　分科会12の会場に戻り、終了後はシャトルバスで鹿児
島中央駅に向かい、午後2時前の新幹線で鹿児島を後に
した。

常務理事　谷川　正之

報告Ⅵ

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成27年２月27日〜３月１日日実施）

正答は 107ページ
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平成27年度	第２回広島県地域包括ケア推進センター
多職種連携推進ワーキングチーム会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月25日（水）18:30～20:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県健康福祉センター

常務理事　有村　健二

「平成27年度退院後の生活状況調査の概要報告」
　平成27年度退院状況調査の回答があった1,715件のう
ち1,037件から回答が有り60.4％の回答率であった。

1．対象者の概要
　・ 性別は女性の方が男性より17.1ポイント多い。
　・ 年 齢 は80代 が48.1 ％ と 最 も 多 く、 次 い で70代

22.3％、90歳以上が18.8％であった。
　・ 介護度は要介護1が24.2％と最も多く、要介護3は

15.8％、要介護４は11.1％、要介護5は10.8％であった。
　・ 終末期に該当する人は11.7％であった。
　・ 認知症Ⅲ以上は半数近い41.5％であった。
　・ 介護者がいる人は82.3％、独居は25.1％であった。

2．退院調整・カンファレンス
　・ 退 院 の 連 絡 は74.8 ％ が あ り カ ン フ ァ レ ン ス は

44.7％、医師の参加は18.3％だった。
　・ 在宅移行後のカンファレンスが行われたのは45.9％

で、そのうちかかりつけ医の参加があったのは8.7％
であった。

　　 カンファレンスヘの参加職種はケアマネ45.7％、介護
職35.9％、リハ職15.0％、訪問看護14.8％であった。

3．サービス利用
　・ 退院後のサービス利用は福祉用具51.6％、通所介護

31.6％、訪問介護29.6％、通所リハビリ20.5％、訪
問看護18.3％の順に多かった。

4．退院後の居場所
　・ 退院後の60日間の居場所は78.8％が自宅、次いで病

院が13.2％、ショートステイ（生活）が8.3％、サ
高住3.6％、老健3.11％であった。

5．在宅生活
　・ 在宅生活の満足度は「満足」と「まあ満足」を合計

すると本人は78.3％、家族は68.6％であった。
　・ 今後の意向は「できれば在宅で」が本人は67.3％、

家族は47.11％であった。

※ 前回と比較して
　・回収率17.8ポイント低下
　・調整率は1.3ポイント上昇
　・カンファレンスは7.5ポイント低下
　・医師参加は1.8ポイント低下
　であった。

※ さて薬剤師のカンファレンス参加は3.2％で少し
上昇気味かも（ちなみに歯科医師0.4％、看護師
27.4％、ケアマネ83.8％、介護職66.7％、リハ28％、
MSW6.9％、その他32.2％）

　最近多職種連携の会議等が多く開かれています。是非
薬剤師の参加をお願いします。
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第 32回	広島県薬事衛生大会を開催第32回	広島県薬事衛生大会を開催
　第32回広島県薬事衛生大会が、去る11月26日（木）エソール広島において、高垣広徳広島県副知事出席のもと、薬

業関係者148名参加の中開催され、前田広島県薬事衛生大会会長の挨拶に始まり、次に平成27年度薬事功労者広島県

知事表彰が行われ、本会から小林啓二氏（福山支部）、佐々木一仁氏（呉支部）が受賞。次いで、大臣表彰受賞者の

披露があり、広島県知事、広島県議会議長、広島県医師会長からの祝辞、来賓紹介、祝電披露の後、受賞者代表の謝

辞があり、大会宣言が採択され第 1 部を終了した。

　次に、第 2 部特別講演に移り、公益社団法人広島県理学療法士会久保高行会長による「理学療法士の現状と課題」

と題して講演があった。

　大会は16時00分に閉会した。

　去る11月26日（木）広島県薬剤師會館 4 階ホールにおいて、平成27年度薬祖神大祭が、薬業関係者等出席のもと、

厳粛に執行された。

　また祭典の後、大臣表彰及び広島県知事表彰受賞者の披露が行われ、会長挨拶、来賓祝辞、藤井基之参議院議員の

挨拶があり、続いて祝宴が盛大に開催された。

平成27年度 薬祖神大祭を執行平成27年度	薬祖神大祭を執行
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平 成 27 年 度  各 賞 表 彰
・厚 生 労 働 大 臣 表 彰 	 広 島 支 部　　木　平　健　治

・薬事功労者県知事表彰 	 福 山 支 部　　小　林　啓　二

　　　　　〃 	 呉 　支　部　　佐々木　一　仁
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　この度は、栄えある県知事表彰をいただ
き、ありがとうございます。
　大学を卒業後６年間製薬メーカーでプロパーをしまし
た。10年間の東京生活の中で結婚をし、長男が1歳にな
る前の昭和58年、故郷の福山で開局しました。地元の役
に少しでもたちたいとOTC中心の薬局を始め、福山医
療センター院外処方箋の発行にあわせて処方箋を応需す
るようになり、その後はOTCの規制緩和（実は規制強
化）と調剤の規制強化の中で悩んだ30年間だったと思い
ます。
　当初は薬局に健康食品を置くことさえ、『薬局にあれ
ば効能効果を言わなくてもお客はそれを期待する』ので
置かないでほしいと保健所から言われていました。
　処方箋を受けるようになるとどうしても調剤の方を優
先して充分に相談の時間を取れなくなりました。最近に
なって調剤だけではなく患者さんのためにもOTCの品
揃えの大切さが言われるようになってきました。自分が
目指した方向性は間違っていなかったと思う反面、すで
にそのOTCメーカー、物流も疲労しきって手遅れでは
と思うのは私だけでしょうか。
　親が備後絣の工場をやっていましたが、私はまったく
違う薬剤師という仕事を選んでしまいました。まわりの
事情もわからず、先輩方の指導のもと、できる事をやっ
てきたことが今日の受賞につながったように思います。
昨年の11月で閉局して、今は医薬品卸の㈱アステムにお
世話になっています。
　すると薬局を卸の立場から見ると今まで見えなかった
ことが、わかるようになりました。今後は今までお世話
になった事のお返しができればと思います。ありがとう
ございました。

　第32回広島県薬事衛生大会において薬
事功労者として、名誉ある県知事表彰を受賞できました
ことは、誠に身に余る思いでこざいます。厚くお礼申し
上げます。
　県民の生命と健康保持に密接に関わりを持つ薬事関係
者の方々の中に長年功労のある先輩の方々が多くご活躍
されておられるにもかかわらず、私が今回受賞させてい
ただき、大変恐縮しております。この賞は一重に諸先輩
の方々の永年にわたる薬事衛生への貢献の元にあるもの
と思っております。
　さて日本は、世界に類を見ない程の急速な高齢社会に
なろうとしております、。その中で国民の生命・健康の
保持に係わる私たち薬事関係者は、極めて重要な役割を
担っていることを改めて強く感じております。又、薬剤
師として地域包括ケアシステム実現への取り組みのた
め、保健・医療・福祉・介護に精通し、他職種との協働
を積極的に進めていくことが求められていると思いま
す。それ等を通じ、今後は微力ながら県民の健康の増進・
薬事衛生の向上に更に深く関わり、その役割を果たして
いく所存でございます。
　何卒よろしくご指導いただきますようお願い申し上げ
ます。ありがとうございました。

広 島 県 知 事 表 彰

福山支部　小林　啓二 氏

呉支部　佐々木　一仁 氏
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平成27年度	福山大学薬学部OSCE

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年11月29日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：福山大学

福山大学薬学部　佐藤　英治

　平成27年度OSCE（Objective Structured Clinical 
Examination；客観的臨床能力試験）が開催されました。
日本の医学部、歯学部、薬学部６年制課程の学生が臨床
実習に上がる前に、この試験とCBTの2つに合格する
ことが、臨床実習に進むための条件となっています。薬
学共用試験のOSCEでは、下表の5つの領域から、それ
ぞれ1または2課題について試験が実施されます。

　福山大学では、
６レーン（６人
の学生が同時に
試験）の試験体
制で、午前の部

（10：30〜）と午
後の部（13：30〜）

の2回に分けて実施しています。そのため、多くの先生
方や学生にスタッフとしてご協力をお願いしています。
今年度は、受験生91名に対して約2倍の人数のスタッフ

（外部評価者75名、内部評価者10名、教員スタッフ34名、
学生スタッフ60名、模擬患者19名、薬学教養試験センター
モニター1名）にご協力をいただきました。現時点で合
否はわかりませんが、OSCE自体は無事終了し、受験生
たちは笑顔で帰っていきました。薬剤師の先生方には、
お忙しい中、外部評価者としてご協力いただき御礼申し
上げます。
　さて、OSCEの詳細や写真は公表することはできませ
んので、大学内でのトレーニングについて写真を挙げて
ご紹介したいと思います。
1. 患者・来局者対応では「薬局での患者対応」「病棟で

の初回面談」「来局者の対応」について
2. 薬剤の調製では「散剤調剤」「水剤調剤」「軟膏剤調剤」

「計数調剤」について
3. 調剤鑑査では「計数調剤、計量調剤の鑑査」について
4. 無菌操作の実践では「手洗いと手袋の着脱」「注射剤

混合」について

5. 情報の提供では「薬局での薬剤交付」「病棟での服薬
指導」「一般用医薬品の情報提供」「疑義照会」につ
いて

　以上、様々な処方せんやシナリオを用いてトレーニン
グを行っています。未熟ながらも、来年度の実務実習の
実践に向けて楽しくかつ真剣に実習をしています。来年
度には先生方の薬局でお世話になることと存じますが、
ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。

領域 実施課題数
1. 患者・来局者対応 1課題
2. 薬剤の調製 2課題
3. 調剤鑑査 1課題
4. 無菌操作の実践 1課題
5. 情報の提供 1課題
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平成27年度
都道府県薬剤師会スポーツファーマシスト担当者合同研修会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年12月４日（金）13:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：東京・TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

公認スポーツファーマシスト推進委員　菊一　滋

　ロシアの陸上競技界が組織的なドーピング違反を犯し
たとして、WADA（世界アンチ・ドーピング機構）か
らロシア陸上競技連盟を資格停止として、来年のリオデ
ジャネイロ五輪では出場停止にするように勧告したとい
う報道を受け、アスリートのみらならず、一般市民もア
ンチ・ドーピングへの関心が高まっています。
　2020年に東京五輪を迎える日本としても、JADA（日
本アンチ・ドーピング機構）を中心にアンチ・ドーピ
ング活動を積極的に進めており、その一端として日本薬
剤師会とJADAの協力で認定されている、公認スポーツ
ファーマシスト制度は国内のアスリートからも、世界の
アンチ・ドーピング機関からも注目されているそうです。
　このような状況下で、公認スポーツファーマシストの
拡充およびアスリートへのアンチ・ドーピング知識・情
報の周知を図るなどの目的のために、各都道府県薬剤師
会のスポーツファーマシスト担当者を集めた研修会が開
催されましたので、ご報告いたします。
　はじめにJADA専務理事の浅川伸氏より、2020年東京
五輪に向けたJADAおよびスポーツファーマシストの担
うべき役割と位置付けという観点でお話があり、スポー
ツは単なる運動会の世界大会ではなく、スポーツは社会
を変える大きな力を持つ現代では、スポーツのインテグ
リティ（Integrity）、つまり、スポーツの価値、品位や
高潔さ、こういったものを守る必要がある。そのために、
強固で実効的なアンチ・ドーピング体制を構築すること

は、公平・公正が前提条件とされるスポーツの舞台には
必須条件であり、そのためにもスポーツファーマシスト
の日々の活動が重要になってくるということでした。
　その後、JADA教育・情報グループコーディネーター
の鈴木智弓先生より1月1日から施行される2016年
WADA禁止表国際基準の話があり、今回は大きな変更
点はなく、より分かりやすく明確な表現への改訂があっ
たとのことでした。
　休憩を挟んでから、同・鈴木先生よりアスリートに
対するサポートおよび啓発活動において、2013年６月
より運営されているGlobal DRO（Drug Reference 
Online）の活用法および課題などの話がありました。
　最後に、昨年度の国体が開催された長崎県薬剤師会の
上島泰二先生から、長崎国体における取り組みが報告さ
れ、その取り組みは広島県でのアンチ・ドーピング活動
でも活かせる内容があるなと感じました。
　アンチ・ドーピング活動はアスリートを取り締まるた
めの制度というよりは、アスリートを守るため、フェア
な舞台で最高の勝負を望むファンのための制度だという
側面が強いものです。アンチ・ドーピング活動はあまり
表に出て来ない話だけに、薬の専門家である薬剤師の関
心も薄い部分がありますが、日ごろからの教育啓発、ドー
ピングに関する知識の提供ができる薬剤師こそ、スポー
ツの裏舞台を支えるキーパーソンのワン・ピースになれ
るのではないかと改めて感じた研修会でした。

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成27年２月27日〜３月１日日実施）

正答は 107ページ
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単価 希望数

「抗凝固薬服用中」 1シート20枚 シート

「血糖降下薬服用中」 1シート20枚 シート

「薬物アレルギー注意」 1シート20枚 シート

「たまごアレルギー」 1シート20枚 シート

「ビスフォスフォネート薬服用中」 1シート20枚 シート

「牛乳アレルギー」 1シート20枚 シート

「ヤクザイくん　お薬手帳」 1 束

支部名 連絡先電話番号 送付

広島県薬剤師会 FAX ０８２－２４９－４５８９

1束50冊

50円

50円

50円

50円

50円

50円

1,000円

お薬手帳シール・

お　薬　手　帳

お薬手帳シール・

お　薬　手　帳 購入申込受付中

お薬手帳シール・お薬手帳 購入申込書

　広島県薬剤師会ではお薬手帳を有効に活用していただくよう手帳の表紙に貼付できるシールを
作製しております。
　残りが少なくなっております。ご入り用の方はおはやめに県薬事務局までお申し込みください。
　また、ヤクザイくんが入った新デザインのお薬手帳を発売中です。

薬局名

※県薬事務局での受け渡しとなりますが、送付をご希望の方は送付枠に□印を入れてください。
　（送付希望の場合は別途送料をいただきます）。
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シールをお使いいただく医薬品の代表例
一般名 代表例

抗凝固薬 内服 クマリン系 ワルファリンカリウム ワーファリン錠
トロンビン直接阻害 ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 プラザキサカプセル
経口直接Xa阻害 エドキサバントシル酸塩水和物 リクシアナ錠

リバーロキサバン イグザレルト錠
アピキサバン エリキュース錠

抗血小板薬 内服 チクロピジン塩酸塩 パナルジン錠
クロピドグレル硫酸塩 プラビックス錠
プラスグレル塩酸塩 エフィエント錠
クロピドグレル硫酸塩・アスピリン コンプラビン配合錠
シロスタゾール プレタールOD錠
イコサペント酸エチル エパデールS

ベラプロストナトリウム
ケアロードLA錠・ベラサスLA錠
ドルナー錠・プロサイリン錠

サルポグレラート塩酸塩 アンプラーグ錠
アスピリン・ダイアルミネート バファリン配合錠A81
アスピリン バイアスピリン錠
アスピリン・ランソプラゾール タケルダ配合錠
ジピリダモール ペルサンチン錠

ビスホスホネート 内服 エチドロン酸二ナトリウム ダイドロネル
製剤 リセドロン酸ナトリウム水和物 アクトネル・ベネット

アレンドロン酸ナトリウム水和物 フォサマック・ボナロン
ミノドロン酸水和物 ボノテオ・リカルボン

注射 パミドロン酸二ナトリウム水和物 アレディア
アレンドロン酸ナトリウム水和物 テイロック・ボナロン
イバンドロン酸ナトリウム水和物 ボンビバ
ゾレドロン酸水和物 ゾメタ

血糖降下薬 注射 インスリン製剤
インクレチン関連 リラグルチド ビクトーザ皮下注
　（GLP-1アナログ） エキセナチド バイエッタ皮下注、ビデュリオン皮下注

リキシセナチド リキスミア皮下注
内服 スルホニル尿素類 トルブタミド ヘキストラスチノン

　（第一世代） グリクロピラミド デアメリンS錠
アセトヘキサミド ジメリン錠
クロルプロパミド アベマイド錠

スルホニル尿素類 グリベンクラミド オイグルコン錠、ダオニール錠
　（第二世代） グリクラジド グリミクロン錠
スルホニル尿素類
　（第三世代）

グリメピリド アマリール錠

速効型 ナテグリニド スターシス錠、ファスティック錠
　インスリン分泌 ミチグリニドカルシウム水和物 グルファスト錠

促進薬 レパグリニド シュアポスト錠
ビグアナイド類 メトホルミン塩酸塩 グリコラン錠、メトグルコ錠

ブホルミン塩酸塩 ジベトス錠、ジベトンＳ腸溶錠
αグルコシダーゼ アカルボース グルコバイ錠
　阻害薬 ボグリボース ベイスン錠

ミグリトール セイブル錠
チアゾリジン誘導体 ピオグリタゾン塩酸塩 アクトス錠
配合剤 ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩 メタクト配合錠

ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド ソニアス配合錠
ピオグリタゾン塩酸塩・アログリプチン安息香酸塩 リオベル配合錠
ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース グルベス配合錠
ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 エクメット配合錠

インクレチン関連 シタグリプチンリン酸塩水和物 グラクティブ錠、ジャヌビア錠
　（DDP-4阻害薬） ビルダグリプチン エクア錠

アログリプチン安息香酸塩 ネシーナ錠
リナグリプチン トラゼンタ錠
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 テネリア錠
アナグリプチン スイニー錠
サキサグリプチン水和物 オングリザ錠

SGLT2阻害薬 イプラグリフロジンL-プロリン スーグラ錠
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 フォシーガ錠
ルセオグリフロジン水和物 ルセフィ錠
トホグリフロジン水和物 アプルウェイ錠、デベルザ錠
カナグリフロジン水和物 カナグル錠
エンパグリフロジン ジャディアンス錠



広島県Wポイントカード加盟店	 平成27年12月1日現在

店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL.
広島市安芸区

Edabriek ①  082-822-6667
ちから　船越店 ②  082-824-0301
ちから　矢野店 ②  082-888-5246
マダムジョイ　矢野店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-889-2441

広島市安佐北区
大野石油店　高陽町SS ①  082-842-1890
大野石油店　可部バイパスSS ①
 082-819-0210
キャン・ドゥ　可部店 ②  082-814-7008
山陽礦油　かめ山SS ①  082-815-6211
ちから　高陽店 ②  082-841-4377
ちから　マルナカ可部店 ②  082-810-0877
徳川　サンリブ可部店 ②  082-815-2775

広島市安佐南区
エコール古市ショールーム ①
  082-830-6161
エコール本部 ①  082-877-1079
大野石油店　高取SS ①  082-872-7272
大野石油店　緑井SS ①  082-877-2008
釜飯酔心　毘沙門店 ②  082-879-2211
カメラのアート写夢　高取店 ①
  082-830-3588
Dining Cafe St.Grace ①  082-830-0904
ちから　西原店 ②  082-832-5520
ちから　八木店 ②  082-830-0235
徳川　安古市店 ②  082-879-9996
パゴス　本店 ②  082-879-1830
パワーズ　広島店 ①  082-873-1212
広島第一交通㈱　上安営業所 ②
  082-872-5410
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛
　毘沙門台店 ② 082-879-0141
福助タクシー㈱　古市営業所 ②
  082-877-0004
焼肉虎至大町店＆イタリ庵 toraji ① 
  082-870-5529
焼肉白李西原店 ① 082-846-1250

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

 082-927-2510
大野石油店　五日市インターSS ① 
  082-941-5020
大野石油店　造幣局前SS ①  082-923-6029

カフェ＆ダイニング　わらうかど庭 ② 
  082-929-5368
釜飯酔心　五日市店 ②  082-922-8663
サイクルショップカナガキ　五日市店 ① 
  082-924-5525
住吉屋　楽々園店 ①  082-943-4960
ちから　五日市店 ②  082-922-8661
徳川　五日市店 ②  082-929-7771
マダムジョイ　楽々園店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-943-8211

広島市中区
英国式足健康法　リフレックス ②
 082-248-7722
えびすの宴 ②  082-243-6166
えひめでぃあ ②  082-545-6677
大野石油店　牛田大橋SS ① 082-221-1511
大野石油店　大手町SS ①  082-243-8351
大野石油店　西白島SS ①  082-221-8834
大野石油店　八丁堀SS ①  082-221-3643
ｏｋａｓｈｉｍｏ ②  082-231-3221
海鮮焼肉　あみやき家　DAIBA ① 
  082-246-8048
かに通　広島店 ①  082-247-6661
釜飯酔心　本店 ②  082-247-4411
芸州　胡店 ②  082-243-6165
桜井花店　本店 ①  082-247-1808
山陽礦油　相生橋SS ①  082-232-0145
しなとら　パセーラ店 ②  082-502-3382
寿司酔心　 ②  082-247-2331
炭焼　楽月 ①  082-343-2941
体育社　本店 ①  082-246-1212
大こん　並木店 ②  082-546-1515
ちから　本店 ②  082-221-7050
ちから　上八丁堀店 ②  082-211-0122
ちから　そごう店 ②  082-512-7854
ちから　タカノ橋店 ②  082-544-0002
ちから　十日市店 ②  082-503-1089
ちから　中の棚店 ②  082-504-6646
ちから　舟入店 ②  082-294-7503
ちから　堀川店 ②  082-241-8230
ちから　本通4丁目店 ②  082-245-0118
中華そばちから　八丁堀店 ②
  082-502-6008
徳川　総本店 ②  082-241-7100
のん太鮨　パセーラ店 ②  082-502-3383
バー・サード・ウェーブ ②  082-247-7753

ピカソ画房　本店 ①  082-241-3934
美らいん　広島店  082-543-4922
  0120-365-901
ひろしま国際ホテル　芸州　本店 ② 
  082-248-2558
ひろしま国際ホテル
　スペインバル　ミ・カーサ ② 
  082-248-6796
ひろしま国際ホテル　空庭BIS
　とろクルクル ②  082-240-7556
ひろしま国際ホテル　東風 ②
 082-240-0558
広島第一交通㈱　江波営業所 ②
  082-233-5871
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛
　紙屋町店 ②  082-247-2260
福助タクシー㈱　本社営業所 ②
  082-232-3333
ボウル国際 ①  082-244-4151
星ビル5F　オルゴールティーサロン ② 
  082-249-1942
星ビルB1F　メディカルフィットネス ② 
  082-242-0011
ポルタポルテ ①  082-249-5788
マダムジョイ　江波店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-532-2001
マダムジョイ　千田店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-545-5515
横田印房 ⑩  082-221-0320
蓮根　広島店 ②  082-546-0707
和さび　小町店 ②  082-249-3993
和さび　八丁堀店 ②  082-211-5225

広島市西区
井口家具百貨店 ①  082-232-6315
大野石油店　旭橋SS ①  082-272-3766
大野石油店　井口SS ①  082-276-5050
大野石油店　観音SS ①  082-231-6209
大野石油店　商工センターSS ① 082-277-1266
大野石油店　横川SS ①  082-237-1864
釜飯酔心　アルパーク店 ②  082-501-1005
サイクルショップカナガキ　横川本店 ① 
  082-231-2631
サイクルショップカナガキ　己斐店 ① 
  082-272-2631
サカイ引越センター ②  0120-06-0747 
  082-532-1176

Wポイントカードに
関するお問い合わせは

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

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

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

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

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

会員カードでWポイントがつきます。

ケータイも
パソコンも



※�ご利用額100円に対するポイント値は、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ください。
　１.クレジットカード支払のお取り扱い　２.クレジットカードご利用時のポイント付加の有無
　３.ポイント付加対象外商品の有無　　　４.団体・パーティーご利用時のポイント付加の有無

店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL.
車検の速太郎 ①  082-238-0100
車検の速太郎　カーケアプラザ ①
 082-238-3939
ちから　アルパーク天満屋店 ②  082-501-2701
ちから　井口店 ②  082-278-3666
ちから　観音店 ②  082-232-5686
ちから　己斐店 ②  082-507-0505
ちから　商工センター店 ②  082-270-0390
ちから　中広店 ②  082-532-4004
徳川　南観音店 ②  082-503-3039
パゴス　井口店 ②  082-277-3004
パゴス　マリーナホップ店 ②  082-297-4078
パワーズ　広島マリーナＨＯＰ店 ① 
  082-503-7217
広島第一交通㈱　(第一) ②  082-278-5511
広島第一交通㈱　(平和) ②  082-278-5522
マダムジョイ　己斐店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-271-3211
横川　ちから ①  082-292-5822

広島市東区
アリモト　本店 ②  082-264-2929
大野石油店　広島東インターSS ① 
  082-508-5030
サイクルショップカナガキ　戸坂店 ① 
  082-220-2031
ちから　尾長店 ②  082-506-3505
ちから　光町店 ②  082-568-6855
徳川　戸坂店 ②  082-220-1818
肉玉屋 ①  082-569-4110
マダムジョイ　牛田店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-555-8835
和さび　光町店 ②  082-567-8885

広島市南区
炙焼　楽群 ①  082-256-2941
大野石油店　エコステーション出島 ① 
  082-254-1015
大野石油店　東雲SS ①  082-282-3993
大野石油店　皆実町SS ①  082-251-9108
釜飯酔心　新幹線店 ②  082-568-2251
釜飯酔心　広島駅ビル店 ②  082-568-1120
惣菜酔心　アッセ店 ②  082-264-6585
銀河(えひめでぃあ) ②  082-253-1212
ごはんや　広島店 ②  082-253-0300
サイクルショップカナガキ　東雲店 ① 
  082-288-9101
山陽礦油　大州SS ①  082-282-4478
車検の速太郎　向洋店 ①  082-890-9500
しゃぶしゃぶ温野菜　大州店 ①
  082-510-0831
Dining Cafe Grace ①  082-253-5588
ちから　広島駅店 ②  082-568-9121
ちから　福屋駅前店 ②  082-568-2330
ちから　本浦店 ②  082-286-1119
ちから　皆実4丁目店 ②  082-250-0804

ちから　ゆめタウンみゆき店 ②
  082-250-2125
中国トラック ①  082-251-0110
豆匠　広島本店 ②  082-506-1028
徳　南区民センター店 ②  082-505-1620
徳川　ジャスコ宇品店 ②  082-250-0480
徳川　ビックカメラ・ベスト店 ②
 082-567-2388
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛
　広島新幹線店 ②  082-263-0200
ホテルセンチュリー21広島
　京もみじ ②  082-263-5531
ホテルセンチュリー21広島
　フィレンツェ ②  082-568-5270

安芸郡海田町
徳川　海田店 ②  082-824-0111

安芸郡府中町
ちから　サンリブ府中店 ②  082-890-2510
ちから　向洋店 ②  082-581-4321
ちから　府中店 ②  082-287-0933
時計宝石のマツダ ①  082-282-5709
広島第一交通㈱　府中営業所 ②

 082-281-1191
大竹市

果子乃季　ゆめタウン大竹店 ②
  0827-57-0757
カメラのアート写夢　本店 ①

 0827-57-7700
カメラのアート写夢　油見店 ①

 0827-53-5911
尾道市

瀬戸田すいぐん丸 ②  08452-7-3003
呉市

大野石油店　熊野団地SS ①
  0823-30-1042
大野石油店　呉SS ①  0823-21-4974
体育社　呉店 ①  0823-22-8880
ちから　呉駅店 ②  0823-32-5532
徳川　呉中通り店 ②  0823-23-8889
徳川　広店 ②  0823-70-0600
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛
　呉駅ビル店 ②  0823-24-0222
和さび　広店 ②  0823-73-7950

庄原市
総商さとう　ウィー東城店 ①③

08477-2-1188
神石郡神石高原町

総商さとう　本店 ①③  08478-2-2011
廿日市市

大野石油店　廿日市インターSS ① 
  0829-20-1189
キャン・ドゥ　廿日市店 ②  0829-32-3387
ジョイ薬局 ①  0829-32-3077
徳川　廿日市店 ②  0829-32-1111

東広島市
大野石油店　西条インターSS ①

082-423-3701
大野石油店　高屋ニュータウンSS ① 
  082-434-4411
大野石油店　東広島SS ①  082-423-9197
カギのひゃくとう番 ⑤  082-424-3110
髪処　ふくろう ②  082-497-3337
住吉屋　西条プラザ店 ①  082-423-7878
体育社　東広島店 ①  082-422-5050
徳川　西条プラザ店 ②  082-424-0300
八本松タクシー ① 082-428-0023

福山市
一心太助　福山本店 ②  084-922-5611
エコール福山ショールーム ①

 084-981-3733
山陽石油　住吉町SS ①  084-922-0939
山陽石油　セルフ神辺SS ①
  084-962-0693
山陽石油　セルフ福山平成大学前SS ① 
  084-972-7940
山陽石油　多治米町SS ①  084-957-2601
山陽石油　深津SS ①  084-922-5750
山陽石油　福山東インターSS ①

084-923-7835
山陽石油　南本庄SS ①  084-922-3181
徳川　福山東深津店 ②  084-929-2015
とんかつ德　イトーヨーカドー福山店 ② 
  084-971-0050
パワーズ　福山店 ①  084-921-7866

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

三次市
さざん亭　三次店 ②  0824-64-0375
パワーズ　三次店 ①  0824-63-3000
平田観光農園 ①  0824-69-2346
広島三次ワイナリー　喫茶ヴァイン ① 
  0824-64-7727
広島三次ワイナリー
　バーベキューガーデン ①  0824-64-0202
広島三次ワイナリー　ワイン物産館 ① 
  0824-64-0200

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

国内すべて対応
アート引越しセンター ①  0120-08-0123
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指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工 西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
自動車
買取

㈱JCM

※㈱フタバ図書（直営店のみ）の書籍の割引は平成28年1月31日までです。

㈱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

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）225-3232

（082）250-6100

（082）246-2131

（082）277-8181

平成27年12月１日現在

（082）293-4125レジャー 國富㈱広島営業所 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

８:30 ～20:00 なし 広島市中区江波沖町4-6

優遇買取価格に加えて「全国共
通10,000円分商品券」を別途進
呈。または買取価格に応じた
ANA・JALマイルを付与。

広島市西区高須2-11-1
ランドマーク高須1階

（査定受付）
0120-322-755
（代表）
（082）507-1155

（平日）
９:30 ～19:00
（土）
９:30 ～17:30

日曜日・祝日・年末
年始
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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

（082）834-8061

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

（082）543-5855

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正

部 門
進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生
サービス
（中小企
業向け）

設備

指 定 店
㈱進物の大信

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

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

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱エディオン法人
営業部中四国支店
アリコジャパン
広島第一エイジェ
ンシーオフィス
㈱サカイ引越セン
ター
㈱福利厚生倶楽部
中国（中国電力グ
ループ会社）

株式会社クラタ
コーポレーション

会 員 価 格
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

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

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

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

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

通常価格より15％割引

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

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

年中無休

平日
９:00 ～17:30
年中無休

平日
10:00 ～19:00
土・日・祝
10:00 ～17:00

８:30 ～17:30

９:30 ～18:00

９:30 ～18:30

９:00 ～18:00
（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00 ～18:00
（平日）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
毎週火曜

不定休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

土・日・祝日

土日祭休

所 在 地
広島市中区堀川町4-14

広島市中区猫屋町8-17

広島市安佐南区長束2-4-9

広島市南区段原南1-20-11

広島市中区本通9-26

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

広島市中区八丁堀16-14
第二広電ビル1Ｆ

広島市中区堀川町5-1
大内ビル1Ｆ

広島市西区商工センター
5-11-1
福山市卸町11-1

広島市安佐北区落合南
3-2-12 エディオン高陽店2F
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

・新規受付は平成21年８月末をもって終了しました。

・継続の方は引き続きご利用いただけます。

・ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。

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

【割引の対象となる展覧会】
・特別展（新県美展＜広島県美術展＞は除きます）
　北斎の富士　	冨嶽三十六景と富嶽百景
　会　　期：平成28年1月2日（土）〜2月14日（日）　会期中無休
　開館時間：９:00 〜 17:00
　　　　　　※金曜日は19:00まで開館
　　　　　　※入場は閉館の30分前まで
　入　場　料：一般　1,100円 →900円／高・大学生　700円 → 500円／小・中学生　400円 → 200円
　会　　場：3階企画展示室

・HPAM（エイチパム）コレクション展（所蔵作品展）
　形と彩の前衛 ―高橋秀を中心に
　会　　期：平成28年1月10日（日）〜平成28年４月10日（日）
　開館時間：９:00 〜 17:00
　　　　　　※3月31日までの金曜日は19:00まで、それ以降の金曜日は20:00まで開館（予定）
　　　　　　※入館は、閉館の30分前まで
　入　場　料：一般　510円 → 410円／大学生　310円 → 250円／高校生以下無料
　会　　場：広島県立美術館　2階　彫刻展示スペース、第1室、第2室
　休　館　日：月曜日（祝日、振替休日、3月31日までの特別展会期中は開館）

　北斎の富士展開催記念展示　絶景かな絶景かな
　会　　期：平成28年1月10日（日）〜平成28年４月17日（日）
　開館時間：９:00 〜 17:00
　　　　　　※3月31日までの金曜日は19:00まで、それ以降の金曜日は20:00まで開館（予定）
　　　　　　※入館は、閉館の30分前まで
　　　　　　※会期中、一部作品の展示替えを行います。
　　　　　　　（前期展示　1月10日- 2月29日、後期展示　3月1日- ４月17日）
　入　場　料：一般　510円 → 410円／大学生　310円 → 250円／高校生以下無料
　会　　場：広島県立美術館　2階　第3室、第４室
　休　館　日：月曜日（祝日、振替休日、3月31日までの特別展会期中は開館）

※今後割引対象となる展覧会については改めてご連絡いたします。

〈問合わせ先〉

広島県立美術館
〒730-0014　広島市中区上幟町2－22

TEL：（082）221－6246

FAX：（082）223－1444

ホームページ　http://www.hpam.jp/

☆美術館受付にて、登録番号と団体名を  
お伝えください。

広島県立美術館 団体割引会員登録

団体番号：１１００６８
団 体 名：公益社団法人広島県薬剤師会
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県薬より
各地域・職域薬剤師会への発簡

10月22日 医療事故情報収集等事業第42回報告書の公 
 表について(通知)

10月23日 会員及び保険薬局部会員の調査について　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(依頼)

11月４日 第32回広島県薬事衛生大会への参加につい 
 て(依頼)

11月5日 平成27年度「薬局・薬剤師を活用した健康 
 情報拠点推進事業」等の取り組み状況等に 
 関する調査について(依頼)

11月5日 「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業平 
 成26年年報」について(通知)

11月６日 平成27年度薬祖神大祭について(通知)

11月９日 地域会長および地域担当者協議会の開催に 
 ついて(通知)

11月９日 平成27年度「くすりと健康に関する啓発事 
 業」実施結果報告について(依頼)

11月16日 2016年版管理記録簿の送付について(依頼)

11月19日 年末・年始の休業について

11月30日 応需薬局の年末年始休業機関調査について 
 　　　　　　　　　　　　　　　　 (依頼)

12月1日 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更新認 
 定について(通知)

12月8日 平成28年薬事関係者新年互礼会の開催につ 
 いて(通知)

12月14日 管理記録簿の送付について

	平成27年10月定例常務理事会議事要旨　

日　時：平成27年10月15日（木）午後 7 時30分〜午後 9 時00分
場　所：広島県薬剤師會館
議事要旨作製責任者：二川　勝
出席者：前田会長、木平・大塚・野村・村上・渡邊各副会長、
 豊見専務理事、青野・井上・小林・谷川・豊見・中川・
 二川・政岡・松村各常務理事
欠席者：有村・重森各常務理事

1 ．報告事項　
（ 1 ） 9 月臨時常務理事会議事要旨（別紙 1 － 1 ）
（ 2 ） 9 月定例常務理事会議事要旨（別紙 1 － 2 ）
（ 3 ）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 ）

（ 4 ）委員会等報告
（前田会長）

ア．会館建設打合せ
9 月19日（土）・ 9 月29日（火）・10月 7 日（水）・
8 日（木）・14日（水）
於　あい設計・広島県薬剤師會館
タイトなスケジュールで進めていると報告された。

イ．全体理事会
9 月24日（木）
300坪の件とＡ案ということを了承されたと報告さ
れた。

ウ．エリアマネジメント調整会議への対策について
9 月28日（月）於　あい設計
10月 1 日（木）於　あい設計
2 月に向けての残り 4 ケ月で、各部屋の間取り等
を各団体にお願いして、案を練っていただいてい
ると報告された。

エ．広島赤十字・原爆病院竣工式並びに祝賀会
10月 4 日（日）於　広島赤十字・原爆病院
野村副会長（広島市薬剤師会会長立場で）、歯科の
山﨑先生もご出席されていたこと、設備が新しく
なり、ヘリポートが出来ていたことを報告された

（祝賀会については欠席）。
オ．森保洋之氏宅訪問

9 月30日（水）於　広島市佐伯区
最初の 6 ケ月が、歯科医師会と足並みを揃えてい
たが、後の 6 ケ月は、アドバイザーを超えたミッ
ションオーバーであったこと等、慰労を込めてご
挨拶に伺った。
具体的には、広島銀行しんあい不動産の田中部長
からアドバイスを受け、アドバイザー料として、
最初の 6 ケ月間が100万、後の 6 ケ月は、かなりタ
イトであったことを考慮し、250万でお願いをした。
9 月30日をもって、アドバイザーの任期が終了と
なったことを報告された。

カ．中国四国厚生局来会
10月15日（木）
着任された中四国厚生局長の松岡氏より、ご挨拶
いただいたことを報告された。
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（木平副会長）
ア．薬事情報センター機能強化等のための検討会

9 月25日（金）
県内の大学の先生、職員の間で、今後どういった
かたちで運用していくかを検討し、具体的な結論
は出ていない。
新会館での情報センター部分の設計・設備につい
て、提案があったことを報告された。

イ．広島県薬剤師会学術大会実行委員会
10月 8 日（木）
演題数が11、特別講演には、日本薬剤師会会長の
山本先生に講師をお願いし、11月15日（日）に開
催することを報告された。

（野村副会長）
ア．業務分担打合会

9 月18日（金）
労働基準法から言っても問題がある、勤務時間の
問題等、業務の偏重の是正を行うため、事務分掌
の見直しを行った。正・副の主担当等、もう少し
詰めていく予定であること。常務理事会、広報委
員会については、長時間の拘束であるため、 2 名
2 回ずつのローテーションを組んで担当すること
を報告された。
役員報酬について、今後はまとめて、指定の口座
に振り込むかたちを取ってはどうかと提案された

（審議事項で再度検討）。
イ．薬草に親しむ会

9 月23日（水）於　廿日市市（宮島町）参加者218名
天候も良く、218名の参加があり、開会式には、若
い女性の観光大使 2 名にも出席いただいた。事故
もなく、滞りなく進んだが、植物があまり無かっ
たことを報告された。

ウ．広島キッズシティ 2015打合会
9 月29日（火）

エ．広島キッズシティ 2015
10月10日（土）・11日（日）於　旧広島市民球場跡地
参加人数　10日（土）128名、11日（日）194名
歯科からの処方箋受付　10日（土）65枚、11日（日）
72枚
一昨年は商工会議所、昨年はマリーナホップで開
催され、今年は広島市民球場跡地ということで、
場所代が高くなったが、非常に多くの参加があっ
た。連休ということもあり、スタッフとして動け
る薬剤師の数が少なく、県薬事務局から事務員が
出勤、元実習生にお願いするなど、厳しい状況で
あった。来年度も継続事業とするのであれば、人
員要請に力を入れたいと報告された。

（村上副会長）
ア．平成27年度「薬と健康の週間」における全国統一

事業についての打合会
9 月19日（土）於　ホテルグランヴィア広島
全国事業である「薬と健康の週間」において、今年
度は各薬局に日薬から、「選んでください。あなた
のかかりつけ薬局に。」という、かかりつけ薬局定
着化を目指す目標を掲げたポスター・チラシの配布

を行う。その説明および、同時期に行われる健康福
祉まつり等で活用できる資材を、日薬作成資材を参
考に作成することを話し合った。地域薬剤師会から
受注作成し、配布することを報告された。

イ．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成更新
講習会（資料 1 ）
10月 4 日（日）於　宮地茂記念館参加者95名
ビデオ研修のカ、アンケートの説明を福山大学の
佐藤先生にお願いしたと報告された。

ウ．復職支援研修会（資料 2 ）
10月14日（水）於　まなびの館ローズコム参加者
10名
於　広島県薬剤師會館　　参加者14名
薬物療法の最近というところで、糖尿病のテーマ
を上げて研修会を行った。また、アンケートを取っ
た結果、薬局への実習の希望があったため、病院
と薬局のリストをマッチングした上、受け入れ薬
局のリストをもって、相談事業を行ったと報告さ
れた。

エ．平成27年度薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点
推進事業打合せ
10月14日（水）
研修カリキュラムの作成、昨年度に引き続き、在
宅支援薬剤師の育成研修を行う。本年度は支部担
当者を含めて、参加者を募った。参加希望者数は、
支部担当者を含め、87名。10月25日、11月 3 日の
2 日間、実施することを報告された。

オ．第39回福山大学薬学部卒後教育研修会
10月10日（土）於　福山大学宮地茂記念館
日本薬剤師会の笠井常務理事を講師として、かか
りつけ薬局と薬歴についてをテーマに研修会を
行った。福山大学の卒後研修、病薬と合わせている、
というイメージが強かったこと、薬歴に関する講
義というアピール不足であったためか、保険薬局
関連で29名。うち、福山大学卒業生が 8 名という
参加であった。保険薬局部会で負担する費用とし
ては、25,000円（部会会員薬局1,000円、うち卒業
生は500円）になると報告された。

（渡邊副会長）
厚生局の指導に関する 9 月17日の産経新聞記事を配布
されたことを報告された。
ア．第84回中国地方社会保険医療協議会広島支部会

9 月29日（火）於　中国四国厚生局
新規が医科 6 件、歯科 1 件、薬局が 7 件。更新が
医科が34件、歯科が13件、薬局が23件であり、特
別な問題は無かったと報告された。

イ．「21世紀、県民の健康とくらしを考える会」役員会
（資料13）
10月 8 日（木）於　広島医師会館
毎年、県薬事務局が手伝いで参加。本年度は平成
28年 1 月16日（土）に、二葉の里に新しく建った
県医師会館ホールで開催されるので、見学に行っ
てみて欲しい。また、収容人数が300人であり、毎
年500人程度の参加があるため、どのように規制す
るかが問題となった。先着順であること、収容人
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数100名程度の研修室が他にあるため、そこにプロ
ジェクターを使って対応するという案が出た。車
椅子使用の方についてのみ、医師会駐車場を使っ
ていただく。
今回は、認知症をテーマに、鳥取大学医学部保健
学科生体制御学教授の浦上克哉先生に講師をお願
いしていると報告された。

（谷川常務理事）
ア．広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成更新

講習会（資料 1 ）
9 月27日（日）於　広島県薬剤師會館
10月 4 日に福山で開催された講習会の西部版であ
り、182名の参加があったと報告された。

イ．第35回広島県薬剤師会学術大会出展打合会
10月 1 日（木）
11月15日開催の学術大会に先駆けて、出展業者の
打合せ会い、各業者の出展場所を決定したと報告
された。

ウ．日本赤十字社中四国ブロック血液センター見学
10月 1 日（木）於　中四国ブロック血液センター
参加者13名
参加者は、安田女子大学、福山大学（県薬会誌の
原稿依頼済み）、国際大学の学生が半数以上であっ
た。今年も新しい機会が入っており、まだまだ進
化させたいという熱意をセンター側が語っておら
れたと報告された。

【指導】
ア．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担

当者の個別指導
9 月30日（水）於　広島合同庁舎（村上副会長、
青野常務理事）
薬剤服用歴管理指導料を算定していないから、記
載しない。ということであれば、薬剤師法の中で
指導・管理をしなければならないという業務をど
れだけやっているかが見えない。配達の際に相手
が家族や介護人である場合には算定していない。
それについて、果たしてよいのであるかどうか、
薬剤師会としての考えを聞かせて欲しいと厚生局
に問われた。薬剤師法の中での業務としても、薬
歴の手数と離れたところで必要であろうと考え、
周知していきたいと報告された。

イ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の新規個別指導
10月 1 日（木）於　広島合同庁舎（二川常務理事）
薬歴簿にきちんと記載していない薬局があると報
告された。

ウ．集団個別指導
10月 4 日（日）於　広島合同庁舎（豊見常務理事）
電子薬歴の保存期間として、 3 年間薬局に来られ
ていなければ、破棄しても良いということがある
が、来られている方の保存期間についてはそうで
はない。しかし、レセコン会社の乗り換えの際に、
3 年以上のものは移行できないというベンダーが
あるため、薬局の指導の際に、 3 年以上の薬歴を

持参するよう指示があると、保存していないとい
う例がある。これはベンダー責任では無く、薬局
の責任であるという話があったと報告された。

エ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の個別指導
10月 7 日（水）於　広島合同庁舎（豊見専務理事、
松村常務理事）

オ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の個別指導
10月14日（水）於　広島合同庁舎（有村・政岡各
常務理事）

カ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の新規個別指導
10月15日（木）於　広島合同庁舎（中川常務理事）
豊見専務理事より、ハイリスク薬の加算を算定し
ているか否かという問題では無く、普通の薬でも、
薬について説明した内容は記載するべきである。
特定の質問内容、特定の確認等の記載は必須事項
であると説明された。

2 ．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（ 1 ）広島県感染症・疾病管理センター研修会（感染疫

学研修コース）
9 月28日（月）於　県立総合技術研究所保健環境
センター
薬事情報センターが出席したと報告された。

（ 2 ）日本薬剤師会災害対策委員会（資料 3 ）
10月 2 日（金）於　東京・日薬
串田委員が出席したと報告された。

（ 3 ）広島県地域リハビリテーション等専門職研修会（資
料 4 ）
10月10日（土）於　県庁・本館
有村常務理事が出席したと報告された。

（ 4 ）第45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岡山
10月11日（日）・12日（月）於　就実大学　
参加者 4 名

（ 5 ）薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイドブック
講演
10月14日（水）於　三原薬剤師会館
薬事情報センター長が講師として出席したと報告
された。

3 ．審議事項　　
（ 1 ）第35回広島県薬剤師会学術大会について（資料 5 ）

（木平副会長）
日時：11月15日（日）午前10時〜
場所：広島県薬剤師會館
9 時半受付開始。11演題、特別講演の構成。開会・
閉会の辞は渡邊副会長に決定された。

（ 2 ）Ｗｅｂサイトのメンテナンスについて（資料 6 ）（豊
見専務理事）
日々のメンテナンスについて、月々 27,000円でレ
タープレス（株）と契約すること。
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事務局 5 名のパソコンのリース期間が終了するた
め、新しくリース契約をすることが決定された。

（ 3 ）広告掲載について（資料 7 ）（谷川常務理事）
10月17日（木）中国新聞掲載

「薬と健康の週間」に合わせて、今回初めて、全面
カラーの広告を掲載する。Ａ案、Ｂ案では、Ａ案
に決定。文言を一部変更し（選んでください。あ
なたのかかりつけ薬局　の文言を入れる）、掲載す
ることが決定された。

（ 4 ）平成28年薬事関係者新年互礼会の開催について（野
村副会長）
日時： 1 月 7 日（木）午後 4 時〜
場所：広島県薬剤師會館
上記で開催することが決定された。

【前年度： 1 月 8 日（木）午後 4 時〜開催】
（ 5 ）結核予防技術者研修会の周知について（資料 8 ）（野

村副会長）
（広島会場）日時：11月26日（木）19時〜 20時30分
　　　　　 場所：広島医師会館

（尾道会場）日時：12月 4 日（金）19時〜 20時30分
　　　　　 場所：広島県尾道庁舎
一斉同報で広報することが決定された。

（ 6 ）「モバイルファーマシー（MP）担当者会議」の出
席について（資料 9 ）（木平副会長）
日時：11月22日（日）午前10時〜 12時
場所：鹿児島県文化センター
大塚副会長が出席することに決定された。

（ 7 ）平成27年度医療安全セミナーの開催について（資
料10）（野村副会長）
日時： 1 月31日（日）午前10時15分〜
場所：広島国際会議場

（ 8 ）後援、助成及び協力依頼等について（野村副会長）
ア．第 4 回先端的がん療法薬物療法研究会開催にかか

る寄付について（資料11）
日時：平成28年 1 月11日（月・成人の日）
場所：グランドプリンスホテル広島
20万を保険薬局部会から寄付することが決定された。

イ．日本中毒情報センター創立30周年記念事業協賛金
について（資料12）
開催：平成28年 9 月（予定）
法人協賛金： 1 口 5 万円以上
日本中毒情報センター本部事務局：茨城県つくば
市天久保1-1-1

（初めて）（賛助会費10万円支払済）
1 口協賛することが決定された。

谷川常務理事より、役員報酬について、明確なシステ
ム（出欠確認、期間、明細管理、Ｗｅｂ送金等）、作り
をしておく必要があること提案され、事務量の簡略化
に繋がるかどうか、再度事務局と相談の上、決定した
いと野村副会長が回答された。

4 ．その他　
（ 1 ）常務理事会の開催について（野村副会長）

11月19日（木）午後 6 時30分〜

（議事要旨作製責任者【予定】政岡醇常務理事）
上記に開催されることが決定された。

（ 2 ）モバイルファーマシーの発注等について（木平副
会長）
同日開催の在宅医療推進委員会議にて審議された
ため省略。

（見積もりは揃っているため、発注をかけたい。実
際の運用方法、研修内容について検討する委員会
を設置し、県内何カ所かで研修を行い、実績を作
りたい。）

（ 3 ）平成27年度薬事功労者厚生労働大臣表彰受賞者に
ついて（野村副会長）
受賞者　木平健治氏（広島支部）
出席役員全員より、盛大な拍手で祝福された。

（ 4 ）年末・年始の休業について（野村副会長）
平成27年12月29日（火）〜平成28年 1 月 3 日（日）
上記期間に決定された。

（ 5 ）第 4 回先端的がん療法薬物療法研究会の開催にか
かる共催について
日時：平成28年 1 月11日（月・成人の日）
場所：グランドプリンスホテル広島

（ 9 月18日・承諾回答済）
例年通りと決定された。

（ 6 ）第 1 回Ｍｅｄｉｃａｌ．ＬｅａｒｎｉｎｇＢａｒ
広島〜聴いて、考えて、語って、気づく〜
名義使用及び広報について
日時：10月24日（土）午後 5 時30分〜 7 時
場所：広島市南区民文化センター

（ 9 月24日・断る）
他団体に確認の上、否認することが決定された。

（ 7 ）老人保健福祉月間フォーラム「住民と共に作る地
域包括ケア」について（チラシ）
日時：10月31日（土）
場所：広島市文化交流会館
上記日程で開催されることが紹介された。

（ 8 ）「アルコール関連問題啓発フォーラム」について（チ
ラシ）
日時：11月14日（土）
場所：広島市青少年センター
上記日程で開催されることが紹介された。

豊見常務理事より、石原事務局長に次の質問があった。
配布資料の来簡報告に、歯科医師会からの文書が抜け
ているのではないか。
前田会長より、話し合いをもって解決するという方向
で済んでいると回答された。
豊見常務理事より、内容についての確認では無く、来
簡文書として欠落しているのではないかと質問された。
石原事務局長より、正式な通知文書として受け取って
いないと回答された。
前田会長より、10月 8 日に木平副会長と共に、歯科医
師会の荒川会長と打合せをしており、直接話をしてい
ると回答された。
豊見常務理事より、その会務報告が上がってきていな
いため、状況報告を依頼された。
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前田会長より、答えが出ていない事であるため、公表
できないと回答された。
野村副会長より、キッズシティや学校保健委員会で歯
科医師会役員に進捗状況を尋ねられたが、内容がわか
らなかったと報告された。
前田会長より、いろいろな問題が絡んでいる。今後の
話し合いで決まっていくことであると回答された。
村上副会長より、歯科医師会との会合に出席するため、
会としてのスタンスがあれば、レクチャー願いたいと
依頼された。
前田会長より、我々が決めたことは、我々が守ってい
けばいいと回答された。
村上副会長より、土地売却については、協調している
と考えておいてよいかと質問された。
前田会長より、デベロッパーとの話し合いもあり、精
査している。別途、荒川会長とも話し合いをしている
と回答された。
村上副会長より、当初の指令としては、協調するとい
うことであったが、他は何も聞いていないという回答
でよいかと確認された。
前田会長より、それでよいと回答された。
豊見専務理事より、土地については、歯科医師会と一
緒に売却した方が高値になるのではないかと我々は
思っていたが、歯科医師会の若手の理事の方の中では、
歯科医師会だけ売却した方が実は高く売れるが、最初
の約束があるため、薬剤師会と協調していこうという
話を聞いていると報告された。
前田会長より、約束は取り付けていないと報告された。
豊見専務理事より、歯科医師会が先に売却すれば、低
い路線価で売却しなければならなくなると聞いていな
かったかと質問された。
前田会長より、そうでない話も聞いており、不動産事
情はデベロッパーによって違い、有利なほうを選択す
るべきであると回答された。
豊見専務理事より、それに絡めて申し入れがあったと
聞いたので、驚いている。協調して売却するという約
束であり、通路を造ると言っていたが、通路を造らず
に 2 階の下を通す形であれば、先に売却するという話
をしていると聞いたと確認された。
前田会長より、歯科医師会には歯科医師会の考えがあ
るので、それでよいと回答された。
豊見常務理事より、結局、文書については、会長と事
務局長だけが確認しているものかと質問された。
前田会長より、それが事実であるが、流動的な話なため、
歯科医師会会長と話し合うと回答された。
豊見専務理事より、特定の役員しか実情を把握できな
い状況におかれているため、こういった事態が起こっ
ているのではないか。上記で述べたことに相違ないか
と確認された。
前田会長より、経緯が不明であるため、調査する。約
束はしていない。文書を交わしたわけでもなく、印鑑
を押したわけでもない。きちんと整理した中で、文書
交換を行うので、それまでは表に出す必要は無いと回
答された。

	平成27年11月定例常務理事会議事要旨　

日　時：平成27年11月19日（木）午後 6 時30分〜午後 9 時15分
場　所：広島県薬剤師會館
議事要旨作製責任者：松村智子
出席者：前田会長、木平・大塚・野村・村上・渡邊各副会長、
 豊見専務理事、青野・有村・井上・小林・重森・谷川・
 豊見・中川・二川・政岡・松村各常務理事、
 竹本理事（オブザーバー）
欠席者：なし

1 ．報告事項　
( 1 ）10月定例常務理事会議事要旨（別紙 1 ）
( 2 ）諸通知　
ア．来・発簡報告（別紙 2 ）
イ．会務報告（〃 3 ）
ウ．会員異動報告（〃 4 ）

( 3 ）委員会等報告
（前田会長）

ア．菊間広島県健康福祉局地域包括ケア推進部長、海
嶋薬務課長、岡田薬務課薬事GL来会
10月22日(木）
来年度の補助金のことについての話で、医療関係
への給付は厳しくなるとの報告がされた。

イ．薬剤師会館建設に係る検討会
10月22日（木）・29日（木）・11月 5 日（木）・12日

（木）・18日（水）
エリアマネジメントに向けての話を詰めていると
の報告がされた。

ウ．広島大学歯学部創立50周年記念事業祝賀会
10月24日（土）於　ANAクランプラザホテル広島
スピーチがほとんど英語であったと報告された。

エ．平成27年度薬局実務実習受入に関するブロック会議
10月31日（土）於　高知市文化プラザかるぽーと
日本薬剤師会から生出副会長と永田常務理事が来
られ、実習についての話をされた。
木平・村上各副会長と、青野常務理事で参加した
ことが報告された。

オ．中国四国厚生局指導監査課訪問（保険薬局指定）
11月 4 日（水）於　広島合同庁舎
木平副会長とあい設計と図面を持参して訪問した。
療養担当規則をしっかり守るように、手立てを考
慮させていただくこととしたと報告された。

カ．正・副会長会議
11月 6 日（金）
各副会長から、薬務課へ事業の進捗状況等につい
て説明をしたことが報告された。

キ．第68回広島医学会総会懇親会
11月 8 日（日）於　うを久

ク．平成27年度第 3 回新たな財政支援制度検討委員会
11月 9 日（月）於　県庁・本館
医師会の平松会長に一任しているが、財務省と厚
労省への説明に行くということについて検討され
たと報告された。

ケ．薬物乱用防止講演会
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11月11日（水）於　広島県立呉昭和高等学校
コ．広島市都市整備局訪問（エリアマネジメント調整

会議対応）
11月18日（水）於　広島市役所
文言の訂正や、11項目のチェックをされた。街づく
りの視点についてかなりチェックされた。歴史散策
道の利用についての確認し、中央に造るフタバの小
径を和みの場に利用してほしい等の話があった。今
後対応を考えていきたいとのことであった。

（木平副会長）
ア．第 2 回医薬品の適正使用検討特別委員会

10月21日（水）於　広島医師会館
健康まつりで一般の方を対象にアンケートをとる。
薬局に対しては、健康食品に関するアンケートを
実施中であると報告された。

イ．第44回病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機
構会議
10月23日（金）於　就実大学
27年度Ⅱ期の実習の進捗状況やⅠ期のトラブル事例
についての説明があり、四期制にむけてのアンケー
ト調査について協力依頼があったと報告された。

ウ．第 2 回医療事故調査制度支援団体連絡協議会（四
師会）
11月11日（水）於　広島医師会館
広島県としては、医師会を窓口として一本化する
ことが決定しているが、薬局での事故等について
は、医師会のマニュアルにそって薬剤師会として
の対応窓口をどうするか、今後検討していきたい
と報告された。

エ．第35回広島県薬剤師会学術大会
11月15日（日）於　広島県薬剤師會館
参加者170名　出展23名　合計193名の参加であっ
たと報告された。

オ．社会医療法人社団陽正会寺岡記念病院高齢者医療
福祉施設視察
備北の地域医療に取り組んでおられ、病院にサ高
住を併設をしてあり、今後の参考にさせていただ
くために見学に行くよう日程調整中であることが
報告された。

（木平副会長・青野常務理事）
ア．日本薬剤師会研究倫理に関する全国会議（資料 1 ）

10月16日（金）於　日本薬剤師会
薬剤師として診療報酬をとっていくために、エビ
デンスが求められ、患者さんを対象としたときに
は必ず倫理委員会を通さないと論文や研究が認め
られないので、体制作りが必要となる。学会発表
をするときには、倫理委員会を通さないと受付で
きないということが報告された。詳細については、
青野常務理事が会誌に掲載予定とのことであった。

（大塚副会長）
ア．日本薬剤師会薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適

正使用研修会（第 4 回）
10月25日（日）於　北里大学薬学部白金キャンパス
発疹についての講義がされ、がんからアトピーな
ど様々な種類があるが、区別の仕方、病名・症例・

薬の把握をすることが必要ということであった。
イ．広島県健康福祉局県がん対策課訪問

11月16日（月）於　県庁・本館
がんサポート薬剤師の育成状況は、目標の半分を
充たしておらず、190名の追加認定の要請があった。
来年 1 月〜 3 月にかけて呉・福山・三次支部で育
成講習会を開催することが報告された。

（野村副会長）
ア．業務分担打合会

10月30日（金）、11月10日（火）、17日（火）
事務局の業務分掌の変更について打ち合わせを開
催した。
旅費日当について振込を検討をしており、税理士
の見解では、源泉は不要とのことで、あった。 1
ケ月単位で振込み、明細はメールで連絡する等を
来年度から実施できるように準備をしている。ま
た、委員会について整理し、正副の担当を決めた
と報告された。

イ．県民公開講座
10月31日（土）於　広島県薬剤師會館
参加者52名
例年より参加者は少なかったが、広島市民病院の
野村先生に脳卒中について講演をいただいたが、
参加者にはかなり好評であったと報告された。

（村上副会長）
ア．社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会

第804回　10月16日（金）支払基金広島支部
第805回　11月13日（金）於　支払基金広島支部
レセプト等の結果報告、審査委員の資質向上のた
めのテストがあり、広島支部では平均より上の成
績であると報告された。

イ．平成27年度広島県在宅支援薬剤師専門研修Ⅰ
10月25日（日）・11月 3 日（火）於　広島県薬剤師
會館
1 日目参加者：97名　 2 日目参加者：96名　修了
証発行：95名
昨年度の研修参加者とあわせて今年度中に研修Ⅱ
を企画中であることが報告された。

ウ．第 2 回災害時医薬品等供給マニュアル改正作業検
討会
11月 5 日（木）於　県庁・本館
マニュアルの見直しをしており、広島県と県薬と
の対策とし、会員薬局薬剤師の派遣等取り組もう
としていることが報告された。

エ．平成27年度独立行政法人日本スポーツ振興センター
学校安全業務運営会議
11月 6 日（金）於　ひろしま国際ホテル
学校保健を代行して扱っている部署なので丁寧に
対応されていることが報告された。

オ．「災害対策委員会」（資料 2 ）
11月10日（火）
供給マニュアルの検討、県薬版ＢＣＰの策定につ
いて方向性を決めた。
薬剤師会では、薬事コーディネーターを今後育成
していくこととし、看護師との共同研修会を検討
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していることが報告された。
カ．復職支援研修会

11月17日（火）於　まなびの館ローズコム
11月19日（木）於　広島県薬剤師會館
介護保険と薬剤師について講義を行った。これと
並行して、実務実習を行っており、西部地区で、
11薬局で10人、 3 病院で 4 人。東部地区で11薬局
で 6 人、 3 病院で 5 人がそれぞれ実習に参加して
いることが報告された。

（渡邊副会長）
ア．第85回中国地方社会保険医療協議会広島支部会

10月29日（日）於　中国四国厚生局
新規　医科11件、歯科 6 件、薬局13件
更新　医科 7 件、歯科 3 件、薬局 6 件　であった。
医科のうち 6 件は立て替えでそれに伴い薬局も移
動していた。
新規の中で、イオンモールの中に医科があり、休日
無しなので休日加算もとれない。そういった医療機
関が今後増えていく可能性があると報告された。

（豊見専務理事）
ア．ひろしま医療情報ネットワーク（ＨＭネット）に

ついての研修会
11月 1 日（日）　61薬局
実働がないので研修会を開催した。広大も来年か
ら参加予定で、サーバー型のお薬手帳の使い方、
在宅関連で支援センターや医療機関、訪問介護の
方からアクセスして情報共有する方法等について
研修した。福山でも12月14日に開催予定であるこ
とが報告された。

イ．平成27年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会
11月12日（木）・13日（金）於　シーガイアコンペ
ンションセンター
学校薬剤師と養護教員等、学校関係者が参加者の
半数を占めていた。学校薬剤師が中心となって運
営をし、教育委員会と開催している。 2 日目に学
校保健会について学校関係者と協議し、学校は保
健委員会を90％が作っており、80％は委員会の開
催もしているが、文科省からは、一つの学校で、
2 回以上開催するようにとの指摘があったことが
報告された。

（青野常務理事）
ア．広報委員会

10月21日（水）
11月の原稿の最終チェックを行った。

イ．広島県緩和ケア支援センター平成27年第 1 回度緩
和ケア人材育成検討会（資料 3 ）
11月17日（火）於　緩和ケア支援センター
緩和ケア専門研修の実施状況は、薬剤師研修が 2
日間開催され修了者は37名、保険薬局は25名であっ
た。評価として、参加者の知識や現場での二ーズ
にばらつきがあるので、基礎と実践とに分けるこ
とが必要ではということと、 1 日に短縮するなど
今後検討していきたいことが報告された。

（有村常務理事）
ア．竹原薬剤師会「第 2 回在宅薬剤師研修会」

10月16日（金）於　安芸津生涯学習センター（旧
公民館）
在宅について導入部分からの話をした、質問も多
く、活発であったと報告された。

（井上・豊見各常務理事）
ア．第54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤

師会中国四国支部学術大会
10月31日（土）・11月 1 日（日）於　高知市文化プ
ラザかるぽーと
残薬確認と施設の訪問についての発表の座長をし
たことが報告された。興味深い発表が多かったこ
とが報告された。

（重森常務理事）
ア．平成27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21日（金）於　メルパルク広島
広島大学病院の藤井先生から患者の高齢化、HCV
重複感染、CKDに伴う透析への対応等についての
医療体制の整備についての報告とがあった。　
患者は全国で 2 万、中四国で600広島で200人の患
者がいるとのこと。
ほかに、歯科領域での体制、高知県での診療拒否
をなくすための体制整備報告。
透析事例等についての報告、透析療法についての
講演があった。

（谷川常務理事）
ア．広報委員会

11月10日（火）
1 月号の原稿依頼を行った。

（谷川・青野各常務理事）
ア．公認会計士会計処理確認指導

10月21日（水）・22日（木）
広島県からの平成26年度の法人運営についての通
知を受け、石橋会計士事務所から 3 名来られて、
会計処理について指導を受けたことが報告された。

イ．財務打合会（資料 4 ）
11月12日（木）
石橋会計士事務所からの指摘事項について対応を
協議した。
・規程・規約等の整備が行われてないので来年 2

月までには、必ず整備する必要がある。
・各勘定科目別の会計処理マニュアルの作成をす

る。
・役員等職事務務権限規程の作成→静岡県に倣う。
・職員退職金の不足金額の確認をする。
・切手・印紙の管理の徹底→管理簿作成済み。
・印章管理→会長実印の管理簿の作成が必要。管

理責任者は事務局長。重要事項等に関しての会
長印の押印は会長自身で行う必要がある。

・あい設計とモバイルファーマシィの請求につい
て確認され、保留のままとなった。

・マイナンバー制度について講師謝礼を支払う場
合、 5 万以上の場合はマイナンバーを確認する
必要となる→セキュリティ含めて検討する。

・パートタイマーの雇用契約書の更新
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（中川常務理事）
ア．平成27年度第13回研修会（禁煙支援ネットワーク）

（資料 5 ）
10月17日（土）於　広島県医師会館
次回の研修会の日程調整をした。
薬局薬剤師の禁煙支援状況その 2 として、 5 年前
と同じアンケートをとり、その結果を情報提供し
たことが報告された。

（松村常務理事）
ア．広島県医療審議会保健医療計画部会（第 2 回）

10月16日（金）於　県庁・北館
二次医療圏をベースに地域医療体制を考える、将
来の在宅を考え受け入れの対策など広島県の基本
的な考え方、方向性を検討した。各地域でのアン
ケート結果説明があった。
今後、療養病床入院患者に対しての状況把握のア
ンケートをとる。人口減は、若い人が少なくなる、
入院を必要とする患者が減っていくことではない
ということが報告された。

【指導】
ア．中国四国厚生局監査立会

10月19日（月）・20日（火）於　広島合同庁舎（村
上副会長・青野常務理事）

イ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の個別指導
10月21日（水）於　広島合同庁舎（豊見専務理事・
二川常務理事）

ウ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の新規個別指導
10月22日（木）於　広島合同庁舎（有村常務理事）

エ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の個別指導
11月 4 日（水）於　広島合同庁舎（政岡・青野各
常務理事）

オ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の新規個別指導
11月 5 日（木）於　広島合同庁舎（松村常務理事）

カ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の個別指導
11月11日（水）於　広島合同庁舎（二川・有村各
常務理事）

キ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の新規個別指導
11月12日（木）於　広島合同庁舎（村上副会長）

ク．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の個別指導
11月18日（水）於　広島合同庁舎（豊見専務理事・
青野常務理事）

ケ．中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担
当者の新規個別指導
11月19日（木）於　広島合同庁舎（中川常務理事）
処方歴だけの薬歴を使っているケースがありすべ
て返還された。
お薬手帳を毎回渡すことに対し厚生局にも苦情が

多く来ている。「経時的に薬剤の記録ができるもの」
を使用する必要があり、簡易的なものの使用もい
けない。
忘れた人に都度渡して点数をとることはやめてい
ただきたい。

2 ．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
( 1 ）安佐薬剤師会平成27年度 2 期学生受け入れ実務実

習担当薬剤師学生集合研修会
11月 5 日（木）於　広島市安佐南区総合福祉セン
ター

( 2 ）広島県地域リハビリテーション等専門職研修会
11月14日（土）於　広島県東部保健所福山支所

( 3 ）広島大学実務実習事前学習指導
11月 5 日（木）・11月19日（木）於　広島大学薬学部

3 ．審議事項
( 1 ）平成27年度 1 月〜 3 月の行事予定（案）について（野

村副会長）
ア．常務理事会（予定）（第 3 木曜日）

1 月定例　 1 月21日（木）午後 6 時30分〜
2 月定例　 2 月18日（木）午後 6 時30分〜
3 月定例　 3 月17日（木）午後 6 時30分〜

イ．平成28年薬事関係者新年互礼会（決定）
1 月 7 日（木）午後 4 時〜　於　広島県薬剤師會館

ウ．地域・職域薬剤師会長会（予定）
3 月 3 日（木）午後 7 時〜

（前年度： 3 月 7 日（土）午後 3 時〜開催）　
エ．全体理事会（予定）

3 月10日（木）午後 7 時〜
（前年度： 3 月 7 日（土）午後 5 時〜開催）　

オ．第47回広島県薬剤師会臨時総会（予定）
3 月27日（日）　午後 1 時〜

（前年度： 3 月29日（日）午後 1 時〜開催）
( 2 ）平成27年度職域部会及び委員会等委員名簿（案）、

事務局の分担について（資料 6 ）（野村副会長）
委員会毎に事務局担当を決めた。
新規については、担当を相談の上決める。マイナ
ンバーは定款及び諸規定検討員会で決める。
超勤の関係上、担当の配置換えもした。今後改善
されないようであれば、パート等を入れることも
検討していくこととした。
地域保健対策協議会ＷＧに松村常務理事を入れる

( 3 ）在宅訪問薬局に関する相談窓口の設置検討委員会
の担当委員について（野村副会長）
大塚副会長が24日までにメンバーを決めて連絡す
ることとした。

( 4 ）インフルエンザの予防接種について（野村副会長）
職員の予防接種について費用負担をつことが了承
された。

( 5 ）新型インフルエンザ等対策訓練の実施について（資
料 7 ）（野村副会長）
正副会長と専務理事で報告することした。

( 6 ）旅費規程に基づく支払について（資料 8 ）（谷川常
務理事）
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学術大会等に参加する場合、不泊が発生した場合
は自己申告で返却する。

( 7 ）館内のパソコンのセキュリティーの確保について
（資料 9 ）（豊見専務理事）
館内のコンピューターが履歴を記録するソフトを
購入し、館外にバックアップをとるシステムを購
入することが承認された。

( 8 ）平成27年度圏域地対協研修会開催について（資料
10・回覧）（野村副会長）
日　時：平成28年 2 月 7 日（日）午後 1 時〜 4 時
　　　　30分
場　所：福山ニューキャッスルホテル
交流会：午後 4 時45分〜同施設 3 階「光躍西」

( 9 ）「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会in広
島2015」の参加について（資料11）
日　時：11月30日（月）午後 1 時10分〜 5 時
場　所：広島国際会議場フェニックスホール
主　催：消防庁、広島県、広島市、公益財団法人
　　　　広島県消防協会
特に何もしないこととした。

(10）感染症講演会の出席について（資料12）（野村副会長）
福山会場　日時：12月 9 日（水）午後 7 時〜 9 時
　　　　　場所：福山市医師会館
広島会場　日時：12月10日（木）午後 7 時〜 9 時
　　　　　場所：広島医師会館
谷川常務理事出席することとした。　

(11）平成27年度第 2 回中国・四国ブロックエイズ治療
拠点病院等連絡協議会等の出席について（資料13）

（野村副会長）
日　時： 1 月22日（金）午後 1 時45分〜 4 時15分
場　所：広島国際会議場地下 2 階ダリア
重森常務理事出席することとした。

(12）「国民医療を守るための総決起大会」の参加につい
て（資料14）（野村副会長）
日　時：12月 9 日（水）午後 2 時〜 3 時分
場　所：日比谷公会堂
不参加とする。

(13）「あいサポートアート展」カレンダーの購入申込及
びあいサポートアート展の開催について
1 冊900円（税込）（資料15）（野村副会長）
福山会場12月 8 日（火）〜 13日（日）於　福山美
術館
購入しないこととした。

(14）平成27年度広島県地域医療介護総合確保事業につ
いて（資料16）（木平副会長）
27日までに担当毎に実績と予定を石原事務局長ま
でに報告することとした。
購入する物件については、支払いが先に発生する
こと、どこで誰が管理するかも考えてほしいと会
計からお願いがあった。

(15）後援、助成及び協力依頼等について（野村副会長）
ア．安田女子大学卒後教育研修会共催について（資料17）

日　時：12月 5 日（土）午後 1 時〜
場　所：安田女子大学
主　催：安田女子大学薬学部

共　催：広島県薬剤師会・広島県薬剤師研修協議会、
　　　　広島県病院薬剤師会、日本薬剤師研修セ
　　　　ンター
承諾された。

イ．平成27年度広島県合同輸血療法研修会の共催につ
いて（資料18）（野村副会長）
日　時： 2 月 6 日（土）午後 3 時〜 6 時　
場　所：ＫＫＲホテル広島
承諾された。

ウ．第11回広島胃瘻と経腸栄養療法研究会の後援につ
いて（資料19）
日　時： 3 月 5 日（土）午後 1 時20分〜 4 時10分
　　　　終了予定
場　所：広島国際会議場
主　催：広島胃瘻と経腸栄養療法研究会（広島ペー
　　　　ジェント）
承諾された。

4 ．その他　
( 1 ）常務理事会の開催について（野村副会長）

12月17日（木）午後 6 時〜（議事要旨作製責任者【予
定】政岡　醇常務理事）

( 2 ）平成27年度文部科学大臣表彰受賞者について（野
村副会長）
受賞者　村上信行氏（福山支部）

( 3 ）薬事功労者に係る知事表賞について
受賞者　小林啓二氏（福山支部）
受賞者　佐々木一仁氏（呉支部）

( 4 ）第56回広島県公衆衛生大会〜健やかな暮らしをつ
くる人々の集い〜における後援について（資料20）
日　時：12月10日（木）午前10時30分〜午後 3 時
場　所：Sunster　Hall　アリ－ナ

（承諾回答済）
( 5 ）「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会in広

島2015」に係る後援名義の使用について
日　時：11月30日（月）午後 1 時10分〜 5 時
　　　　（資料21）
場　所：広島国際会議場フェニックスホール
主　催：消防庁、広島県、広島市、公益財団法人
　　　　広島県消防協会

（承諾回答済）
( 6 ）「けんみん文化祭ひろしま'15和太鼓フェスティバ

ル」のチラシについて
( 7 ）広島県立美術館のチラシについて
( 8 ）宮崎県薬剤師会元会長　喜島賢一郞著「山茶花の

呟き」の配付について
( 9 ）その他行事予定（野村副会長）
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県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

10月21日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の個別指導

（広島合同庁舎）
・広報委員会
・第2回医薬品の適正使用検討特別委員

会　　　　　　　　　（広島医師会館）

21日・22日 公認会計士会計処理確認指導

22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）
・菊間広島県健康福祉局地域包括ケア推

進部長、海嶋薬務課長、岡田薬務課薬
事GL来会

・薬剤師会館建設に係る検討会

23日 金 第44回病院・薬局実務実習中国・四国地
区調整機構会議　　　　　　（就実大学）

24日 土
・広島大学歯学部創立50周年記念事業
（祝賀会のみ出席19：00～）

（ANAクランプラザホテル広島）

25日 日

・広島県緩和支援センター平成27年度緩
和ケア薬剤師研修

（広島県緩和ケア支援センター）
・平成27年度広島県在宅支援薬剤師専門

研修会Ⅰ
・日本薬剤師会薬剤師の臨床判断と一般

用医薬品適正使用研修会（第4回）
（北里大学薬学部　白金キャンパス）

29日 木
・第85回中国地方社会保険医療協議会広

島支部会　　　　　（中国四国厚生局）
・薬剤師会館建設に係る検討会

30日 金 業務分担打合会

31日 土
・県民公開講座
・平成27年度薬局実務実習受入に関する

ブロック会議
（高知市文化プラザかるぽーと）

10月31日
11月1日

第54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

（高知市文化プラザかるぽーと）

1日 日 ひろしま医療情報ネットワーク（HM
ネット）についての研修会

3日 火 平成27年度広島県在宅支援薬剤師専門研
修会Ⅰ

日　　　付 行　事　内　容

4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）
・中国四国厚生局指導監査課訪問（保険

薬局指定）　　　　　（広島合同庁舎）

5日 木

・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の新規個別指導

（広島合同庁舎）
・広島大学実務実習事前学習指導

（広島大学薬学部）
・安佐薬剤師会平成27年度2期学生受け

入れ実務実習担当薬剤師学生集合研修
会（広島市安佐南区総合福祉センター）

・第2回災害時医薬品等供給マニュアル
改正作業検討会　　　　（県庁・本館）

・薬剤師会館建設に係る検討会

6日 金
・平成27年度独立行政法人日本スポーツ

振興センター学校安全業務運営会議
（ひろしま国際ホテル）

・正・副会長会議

7日 土 第488回薬事情報センター定例研修会

8日 日 第68回広島医学会総会懇親会　（うを久）

9日 月 平成27年度第3回新たな財政支援制度検
討委員会　　　　　　　　（県庁・本館）

10日 火
・業務分担打合会
・広報委員会
・「災害対策委員会」

11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）
・薬物乱用防止講演会

（広島県立呉昭和高等学校）
・第2回医療事故調査制度支援団体連絡

協議会（四師会）　　（広島医師会館）

12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）
・財務打合会
・薬剤師会館建設に係る検討会

12日・13日
平成27年度学校環境衛生・薬事衛生研究
協議会
（シーガイアコンベンションセンター）

13日 金 第805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）
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日　　　付 行　事　内　容

14日 土

・広島県地域リハビリテーション等専
門職研修会

（広島県東部保健所福山支所）
・平成27年度広島県治験コーディネー

ター（CRC）研修会
（広島国際大学広島キャンパス）

15日 日 第35回広島県薬剤師会学術大会

16日 月 がん対策課訪問（県庁）

17日 火

・平成27年度地域依存症対策研修会事業　
薬物依存対策支援者スキルアップ研修

（県庁税務庁舎）
・復職支援研修会

（まなびの館ローズコム）
・業務分担打合会
・広島県緩和ケア支援センター平成27年

第1回度緩和ケア人材育成検討会
（緩和ケア支援センター）

18日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の個別指導

（広島合同庁舎）
・広島市都市整備局訪問（エリアマネジ

メント調整会議対応）　（広島市役所）
・薬剤師会館建設に係る検討会

19日 木

・復職支援研修会
・広島大学実務実習事前学習指導

（広島大学薬学部）
・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

21日 土 日本薬剤師会第3回都道府県会長協議会
（会長会）　　　　　　　　　（鹿児島市）

22日 日 ・モバイルファーマシー（MP）担当者
会議　　　　（鹿児島県文化センター）

22日・23日
・第48回日本薬剤師会学術大会

（鹿児島市民文化ホール）
・第48回日本漢方交流会全国学術総会広

島大会（広島大学・広仁会館）

23日 月 安田女子大学薬学部OSCE（直前講習会）　　　　　　　　
（安田女子大学）

24日 火
・広島県後期高齢者医療広域連合平成

27年第1回運営審議会
（KKRホテル広島）

・地域医療総合確保事業打合せ

日　　　付 行　事　内　容

25日 水
・第2回広島県地域包括ケア推進セン

ター多職種連携推進ワーキングチーム
会議　　　（広島県健康福祉センター）

・財務相談（石橋公認会計士来会）

26日 木

・第32回広島県薬事衛生大会
（エソール広島）

・第86回中国地方社会保険医療協議会広
島支部会　　　　　（中国四国厚生局）

・薬祖神大祭
・結核予防技術者研修会（広島医師会館）

27日 金 ・認定基準薬局運営協議会
・新型インフルエンザ等対策訓練

27日・28日 第1回中国地区介護老人保健施設大会in
広島　　　　　　　　（広島国際会議場）

28日 土
日本薬局協励会中国合同大会夕食懇談
会（19：00～）

（三井ガーデンホテル広島）

28日・29日 日本薬局協励会中国合同大会
（三井ガーデンホテル広島）

29日 日

・平成27年度高度管理医療機器等の販売
業等に係る継続研　　（エソール広島）

・安田女子大学薬学部OSCE（本試験）
（安田女子大学）

・福山大学薬学部OSCE（福山大学薬学部）

30日 月 モバイルＤＩ室・薬局訪問
（タウン薬局曙店）

12月1日 火
・薬事情報センター機能強化等のための

検討会
・地域会長および地域担当者協議会

2日 水

・広島県環境審議会総会
　（県立広島大学 サテライトキャンパス

ひろしま（広島県民文化センター））
・中国四国厚生局及び広島県による社会

保険医療担当者の個別指導
（広島合同庁舎）

・広島県看護協会平成27年度第2回在
宅医療の人材（訪問看護師）確保の
ための推進事業検討委員会

（広島県看護協会）

3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）
・平成27年度文部科学大臣表彰表彰式

（ひめぎんホール）
・第65回全国学校薬剤師大会

（ひめぎんホール・国際ホテル松山）
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日　　　付 行　事　内　容

3日・4日 平成27年度全国学校保健・安全研究大会
（ひめぎんホール外）

4日 金

・平成27年度都道府県薬剤師会スポーツ
ファーマシスト担当者合同研修会

　（東京・TKP市ヶ谷カンファレンスセンター）
・広島県医療審議会保健医療計画部会
（第3回）　　　　　　　（県庁・北館）

5日 土 安田女子大学卒後教育研修会
（安田女子大学）

6日 日 広島大学OSCE　　（広島大学薬学部）

7日 月 公益社団法人定款及び諸規程検討委員会

8日 火 在宅支援薬剤師専門研修カリキュラム検
討委員会

9日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の新規個別指導

（広島合同庁舎）
・がん検診サポート薬剤師養成委員会
・広島プライマリ・ケア研究会世話人会

（広島県医師会）

10日 木

・広島県環境審議会第27回温泉部会
（県庁・本館）

・ミロク情報サービスとの打合せ
・石橋公認会計士との打合せ
・中国四国厚生局及び広島県による社会

保険医療担当者の個別指導
（広島合同庁舎）

・広島県医師会平成27年度感染症講演会
（広島医師会館）

・医療保険委員会（保険薬局部会）担当
者会議

日　　　付 行　事　内　容

10日・11日 日本薬剤師会平成27年度試験検査セン
ター技術研修会　　　　　（東京・日薬）

11日 金

・第19回中国地方社会保険医療協議会総
会　　　　　　（広島合同庁舎4号館）

・第806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）

・在宅訪問薬局に関する相談窓口の設置
検討委員会　　　　（呉市薬剤師會館）

12日 土

・第488回薬事情報センター定例研修会
・がん検診サポート薬剤師養成研修会

（宮地茂記念館）
・平成27年度学校薬剤師中国ブロック連

絡会議　　　　　　（山口市湯田温泉）

13日 日 広島国際大学薬学部OSCE
（広島国際大学呉キャンパス6号館）

14日 月
・選挙管理委員会
・「ひろしま医療情報ネットワーク（HM

ネット）」薬局機能説明会
（福山市生涯学習プラザ）

15日 火 広島県緩和ケア支援センター来会

16日 水
・広報委員会
・平成27年度第1回広島県医療費適正化計

画検討委員会（県庁・自治会館会議棟）
・医療・衛生材料供給拠点整備委員会

17日 木 ・未就業薬剤師就労支援事業実行委員会
・常務理事会

19日 土 がん検診サポート薬剤師養成研修会（呉）

20日 日
日本集団災害医学会・災害医療認定薬剤
師委員会　災害薬事研修会コース

（鳥取大学）
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1 月 7 日（木）	 平成28年薬事関係者新年互礼会
1月 8日（金）	 第807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 9日（土）	 岸田文雄後援会新年互礼会（ANAクラウンプラザホテル広島）
　　〃	 第490回薬事情報センター定例研修会
　　〃	
1 月10日（日）	 第 8 回評価者研修会（クロス･ウエーブ府中）

　　〃	 広島鉄道病院新病院開院記念式典（広島鉄道病院）
　　〃	 第 4 回先端的がん薬物治療研究会（グランドプリンスホテル広島）
1月11日（月）	
　　〃	 広島県医師会新会館内覧会　竣工記念祝賀会並びに新年互礼会

（広島県医師会会館　リーガロイヤルホテル広島）
1月12日（火）	 広報委員会
1月13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・日薬）
　　〃	 日本薬剤師会新年賀詞交換会（明治記念館）
　　〃	 広島県医療審議会保健医療計画部会（第 4回）（県庁・北館）
1月14日（木）	 日本薬剤師会総会議事運営委員会（東京・日薬）　　
1月15日（金）	 平成27年度第 2回広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会（国保会館）
1月16日（土）	 21世紀、県民の健康とくらしを考える会　認知症の人を支える医療・介護
	 －多職種と地域で共働して－（広島県医師会館）
　　〃	 がん検診サポート薬剤師養成研修会
1月21日（木）	 広島県歯科医師会館新築工事地鎮祭（広島市東区二葉の里）
　　〃	 常務理事会
1月22日（金）	 平成27年度第 2回中国・四国ブロックエイズ治療拠点病院等連絡協議会（広島国際会議場）
　　〃	 広島県エイズ対策推進委員会（広島国際会議場）
　　〃	 在宅支援薬剤師専門研修カリキュラム検討委員会
1月23日（土）	 平成27年度広島県薬剤師会薬事衛生指導員講習会及び広島県学校薬剤師研修会（西部）
1月24日（日）	 平成27年度広島県薬剤師会薬事衛生指導員講習会及び広島県学校薬剤師研修会（東部）

（県民文化センターふくやま）
1月25日（月）	 広島県医療審議会保健医療計画部会（第 4回）（予定）
1月27日（水）	 広島県薬剤師会認定実務実習指導薬剤師養成更新講習会
1月28日（木）	 第54回広島県学校保健研究協議大会（広島県民文化センター）
1月30日（土）	 広島支部新年会（未定）
1月31日（日）	 平成27年度広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ
　　〃	 平成27年度医療安全セミナー（広島国際会議場）
2月 2日（火）	 第32回北方領土返還要求広島県民大会（広島県民文化センター）
2月 5日（金）	 日本薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会（東京・日薬）
2月 6日（土）	 平成27年度広島県合同輸血療法研修会（KKRホテル広島）
2月 7日（日）	 平成27年度圏域地対協研修会（福山ニューキャッスルホテル）
2月11日（木）	 平成27年度広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ
2月12日（金）	 第808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）
2月13日（土）	 日薬代議員中国ブロック会議（島根県薬剤師会）
2月14日（日）	
2 月18日（木）	 常務理事会
2月21日（日）	 学校環境衛生検査技術講習会（仮）
2月27日（土）	 第 9 回核戦争防止国際医師会議（IPPNW）北アジア地域会議　HICARE　被爆70年事業　
2月28日（日）	 国際シンポジウム（広島医師会館）

行事予定（平成28年 1 月〜 2月）

⎫
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 平成27年10月28日
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
 〒730-8511　広島市中区基町10-52
 薬　　　務　　　課

「患者のための薬局ビジョン」の策定について（通知）
　本県における薬務行政の推進につきましては、日ごろから御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
　さて、このことについて、平成27年10月23日付け薬食総発第1023第 3 号により厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
長から別紙のとおり通知がありました。
　ついては、貴会会員への周知をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　児玉）

別	紙
 薬生総発1023第 3 号
 平成27年10月23日
　　　都 道 府 県
各　　保健所設置市　　薬務主管部（局）長　殿
　　　特 別 区
 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

「患者のための薬局ビジョン」の策定について

　医薬行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　医薬分業の進展等により、薬剤師及び薬局を取り巻く環境は大きく変化しています。
　このような中、医薬分業の原点に立ち返り、薬剤師・薬局を患者本位のかかりつけ薬剤師・薬局に再編するため、
今般、厚生労働省において、別添のとおり、「患者のための薬局ビジョン」を策定致しました。
　本ビジョンでは、患者本位の医薬分業の実現に向けて、服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管
理・指導、24時間対応・在宅対応、医療機関等との連携など、かかりつけ薬剤師・薬局の今後の姿を明らかにすると
ともに、中長期的視野に立って、現在の薬局をかかりつけ薬局に再編する道筋を示しています。
　厚生労働省では、本ビジョンを踏まえ、かかりつけ薬局・薬剤師の推進を図り、患者・住民から真に評価される医
薬分業の速やかな実現を目指してまいります。
　ついては、貴職におかれましては、貴都道府県における適切な医薬分業及びかかりつけ薬局機能の強化・普及のた
めの取組の推進に当たって、本ビジョンの内容をご活用いただくとともに、貴管下薬局、その他の貴管内の関係団体
に対して、周知いただきますようお願い致します。

【参考】
　本ビジョンは、厚生労働省のホームページにも掲載しています。
　URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000102179.html
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 平成27年10月28日
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
広 島 県 医 療 機 器 販 売 業 協 会 会 長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
 〒730-8511　広島市中区基町10-52
 薬　　　務　　　課

医療機器プログラムの取扱いに関するＱ＆Ａに
ついて（その ２）（通知）

　このことについて、平成27年 9 月30日付けで厚生労働省医薬食品局医療機器・再生医療等製品担当参事官室及び同
局監視指導・麻薬対策課から別紙のとおり事務連絡がありましたので、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　製薬振興グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3223（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　田中、細川）

 事 　 務 　 連 　 絡
 平成27年 9 月30日
各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課　御中
 厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局
 医療機器・再生医療等製品担当参事官室
 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

医療機器プログラムの取扱いに関するＱ＆Ａについて（その ２）

　医療機器プログラムの取扱いについては、「医療機器プログラムの取扱いについて」（平成26年11月21日付け薬食機
参発1121第33号、薬食安発1121第 1 号、薬食監麻発1121第29号厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製
品審査管理担当）、厚生労働省医薬食品局安全対策課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長連名通知）、「医
療機器プログラムの取扱いに関するＱ＆Ａについて」（平成26年11月25日付け厚生労働省医薬食品局医療機器・再生医
療等製品担当参事官室、厚生労働省医薬食品局安全対策課、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡）
により示したところです。今般、「医療機器プログラムの取扱いに関するＱ＆Ａについて（その 2 ）」を別紙のとおり
とりまとめましたので、御了知の上、貴管内関係業者、関係団体等に対して周知いただきますよう御配慮願います。
　なお、本事務連絡の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構、一般社団法人日本医療機器産業連合会、米国医
療機器・ＩＶＤ工業会、欧州ビジネス協会医療機器委員会及び各登録認証機関宛てに送付することとしています。

別	紙

医療機器プログラムの取扱いに関するＱ＆Ａについて（その ２）

〔用いた略語〕
改正法：「薬事法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第84号）
法：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）
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施行令：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和36年政令第11号）
プログラム基本通知：「医療機器プログラムの取扱いについて」（平成26年11月21日付け薬食機参発1121第33号、薬食

安発1121第 1 号、薬食監麻発1121第29号厚生労働省大臣官房参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担
当）、厚生労働省医薬食品局安全対策課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長連名通知）

経過措置品：「薬事法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第84号）附則に基づく経過措置対象の医療機器プログ
ラム

メディア：ＣＤ-ＲＯＭやＵＳＢメモリ等の記録媒体

【 1 ．ダウンロード販売について】

Ｑ 1 　医療機器プログラムをダウンロード販売する場合において、製造販売業者から販売業者にメディアで供給す
ることは可能か。可能な場合、承認（認証）申請書に記載すべき事項があるか。

Ａ 1 　販売業者がダウンロード用サーバに医療機器プログラムをアップロードする際に必要なプログラム及びファイ
ル等（医療機器プログラムを含む。以下「アップロード用プログラム等」という。）を製造販売業者がメディアに
より供給することは差し支えない。この場合において、製造販売業者は、販売業者がダウンロード販売を行うため
に必要なプログラム及び添付ファイルをもれなくアップロードできるようアップロード用プログラム等を設計の
上、その手順等を規定し、販売業者に遵守させること。承認等申請書には、「形状、構造及び原理」欄に当該流通
形態によることがわかるよう記載すること。

Ｑ 2 　Ｑ 1 の場合において、製造販売業者と顧客の間に複数の販売業者が存在する場合、販売業者間においてはメ
ディアにより流通し、顧客への販売を行う販売業者がダウンロード用サーバにアップロードをすることで差し支
えないか。

Ａ 2 　アップロード用プログラム等を販売業者間でメディアにより流通することは差し支えない。最終的にダウン
ロード用サーバにアップロードする販売業者が適切にその行為を行った上で顧客にダウンロード販売を行うこと。

Ｑ 3 　ダウンロード用サーバにアップロードされた医療機器プログラムをメディアにダウンロードし、これを販売
することは可能か。

Ａ 3 　ダウンロード販売を意図したプログラムをメディアにダウンロードして販売する行為は、製造販売後の製品に
新たに法定表示を行うなどの製造行為を伴うものであり、販売業者において行うことはできない。

Ｑ 4 　ダウンロード用サーバにアップロードされた医療機器プログラムを他の販売業者がダウンロードし、当該販
売業者が別のダウンロード用サーバにアップロードすることは可能か。

Ａ 4 　できない。Ａ 1 のとおり、製造販売業者から供給されるアップロード用プログラム等を用いて、製造販売業者
が規定した手順に従ってアップロードを行うこと。

【 2 ．承認（認証）申請書の記載等について】

Ｑ 5 　医療機器プログラムの承認（認証）申請において、医療機器に該当しない機能を含めて申請することは可能
と考えてよいか。可能な場合、承認（認証）申請書及び添付資料の記載において留意すべき事項があるか。

Ａ 5 　貴見のとおり。承認（認証）申請書及び添付資料においては、当該機能が医療機器プログラムに該当しないも
のであることが明確になるように記載すること。

Ｑ 6 　医療機器プログラムの承認（認証）申請において、医療機器に該当しない機能を含めて申請する場合、当該
機能について、申請品目の「使用目的又は効果」に記載することは可能か。

Ａ 6 　できない。なお、施行令別表第 1 において、不具合等が生じた場合においても人の生命及び健康に影響を与え
るおそれがほとんどないプログラム（機械器具等においては一般医療機器として取り扱われるものに相当するもの）
は医療機器の範囲から除外されていることにも留意すること。

【 3 ．経過措置品等の取扱い】

Ｑ 7 　経過措置品の販売に際し、販売業者及び貸与業者としての記録はどのように対応する必要があるか。

Ａ 7 　承認（認証）申請中であり未定の事項（一般的名称等）を除いて、通常の医療機器と同様に販売等の記録を行
うこと。
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Ｑ 8 　オプション機能を有する経過措置品について、承認（認証）前に当該オプション機能を追加で販売すること
は可能か。

Ａ 8 　オプション機能を含めて経過措置に係る承認（認証）申請を行っている場合、当該オプション機能を追加で販
売することは可能である。

　　当該経過措置は、改正法の施行時に販売していたものを承認（認証）申請することにより、承認（認証）に係る
処分が行われるまでの間、従前どおりの販売に限り、その継続を認めているものであり、当該経過措置に係る承認（認
証）申請書において、オプション機能の内容が明らかにされている場合において、当該オプション機能を追加する
行為に限っては、承認（認証）が得られていない間においても、経過措置品としての流通の範囲とみなすものである。

Ｑ 9 　経過措置品として承認（認証）を受ける前に提供した医療機器プログラムに対し、バグフィックス、機能追
加等のために、承認（認証）を受けた医療機器プログラムを最新バージョンとして提供することとして良いか。

Ａ 9 　差し支えない。なお、バグフィックス等の対応を行う場合は、その内容により、回収に該当する場合もあるた
め、注意すること。

Ｑ10　改正法の施行前に販売していた医療機器プログラムに該当するプログラムであって、経過措置に係る承認（認
証）申請を行わず、改正法の施行に伴って販売を終了したもの（以下「経過措置対象外品」という。）について、バー
ジョンアップしたプログラムを提供することは可能か。

Ａ10　経過措置対象外品に対して医療上有用な機能の追加を行うことや、新たな医療機関に販売等することはできな
い。ただし、経過措置対象外品であっても、既存の製品に対するサイバーセキュリティ対応や医療上の安全性確保
を目的としたバグフィックス等は可能である。

Ｑ11　経過措置対象外品において、販売先との契約等により使用期間を決めていた。期限が終了したので、使用期
間の更新を行いたいが可能か。

Ａ11　新たな提供であり、未承認（未認証）品の販売又は貸与となるため、更新することはできない。

【 4 ．販売及びインストール行為等】

Ｑ12　医療機関からの求めに応じて、医療機器プログラムを推奨する動作環境である汎用コンピュータにインス
トールして販売することは可能か。

Ａ12　医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体として承認（認証）を得ている品目については、汎用コン
ピュータ等のハードウェアにインストールして販売することはできない。なお、医療機関等への販売後、販売先の
依頼に基づき作業を代行する行為は販売業にはあたらない。

Ｑ13　医療機器プログラムの販売に際し、当該プログラムをインストールして使用する汎用コンピュータ等がイン
ターネット接続を禁止されている場合がある。この場合、医療機器プログラムをダウンロード販売とし、販売先
にあるインターネットに接続された別の汎用コンピュータ等を用いてメディアにダウンロードし、当該プログラ
ムを目的の汎用コンピュータ等にインストールすることで対応できると考えてよいか。

Ａ13　製造販売業者が当該行為を許諾し、そのための手順等をダウンロードファイルに含めている場合は、顧客自身
が行う限りにおいて差し支えない。

Ｑ14　承認（認証）を得ている医療機器に含まれる解析機能等を新たに医療機器プログラムとして提供する場合、
当該医療機器の一部変更承認（認証）申請を行い、プログラム基本通知に従って、提供形態等の必要事項及び医
療機器プログラムとしての一般的名称を当該医療機器の承認（認証）書に記載することで、別途医療機器プログ
ラムとして新規申請する必要はないと考えてよいか。

Ａ14　貴見のとおり。なお、プログラムとして提供しようとする解析機能等の医療機器への該当性については個別に
判断されるものであること。

【 5 ．通関手続き等】

Ｑ15　海外で設計された医療機器プログラムであっても、有体物としての輸入通関手続きが発生しない場合には、
輸入届の提出は不要と考えて良いか。

Ａ15　貴見のとおり。
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Ｑ16　メディア販売する医療機器プログラムの輸入に際し、承認（認証）書に記載された設計製造所の国とメディ
アを作成する国が異なる場合、輸入通関はどのように行えばよいか。

Ａ16　輸入届には、承認（認証）書に記載された設計製造所を記載し、インボイス等の通関書類上の原産国
（Country of Origin）に設計製造所の国名が記載されていればよい。

　　なお、法定届出事項以外に輸入通関を行うために必要と考えられる情報（例えば、送り主が、設計製造所ではな
くメディア作成者である旨など）がある場合は、輸入届の備考欄に記載すること。

【 6 ．市販後対応（回収等）】

Ｑ17　プログラム基本通知「12修理業について」において、医療機器プログラムのバージョンアップ等を行う行為は、
修理業に当たらないとされるが、以下の行為を行う場合はどのように扱うか。

　（ 1 ）承認（認証）の範囲内のオプション機能を、後売りする場合
　（ 2 ）バグフィックス版を提供する場合（法に係る回収扱い）
　（ 3 ）同上（法に係る回収外扱い）

Ａ17　（ 1 ）、（ 2 ）及び（ 3 ）のいずれの場合においても他の医療機器と同様に扱い、製造販売業者の管理の下、販
売業者及び貸与業者（以下「販売業者等」という。）が提供すること。

　　（ 1 ）については販売として取り扱い、（ 2 ）及び（ 3 ）については製造販売業者が作業を指示し、適切に作業が
行われたか結果を確認すること。

Ｑ18　経過措置品について、医療機器として承認（認証）を取得した後、不具合対応として回収を行うこととなっ
た。医療機器（法定表示等を行った製品）として出荷した製品と、経過措置品として（法定表示等がない状態で）
出荷した製品について、共通の対策として、バグフィックス済みの医療機器プログラムを新たに配付することと
したいが、このような対応は可能か。

Ａ18　可能である。ただし、代替品の配付を行う場合、製造販売業者は、当該代替品について、医療機器プログラム
として出荷し、販売業者等は、製造販売業者の指示の下に代替品が適切にインストールされたことを確認し、その
結果を製造販売業者に報告すること。

Ｑ19　医療機器プログラムのバグフィックスのために提供するメディアに法定表示は必要か。

Ａ19　既に医療機器プログラムがインストールされた汎用コンピュータ等に対して適正にバグフィックスを行うため
の機能のみを有するもの（通常の医療機器プログラムがインストールできないものに限る。）については、そのも
の自体は医療機器に該当しないため、法定表示は不要であり、必要な作業手順、検証方法等を添付することで差し
支えない。

Ｑ20　医療機器プログラムの提供形態（ダウンロード販売、メディア販売等）を承認（認証）申請書に記載する際、
バグフィックスを行うために必要なプログラム及びファイル等の提供形態を記載する必要はあるか。

Ａ20　バグフィックスを行うために必要なプログラムやファイル等の提供形態をあらかじめ承認等申請書に記載する
必要はない。なお、製造販売業者は、回収の実施又は附帯サービスの提供に当たり、その提供形態、作業手順、検
証方法等についてその妥当性も含めて検討し、記録しておくとともに、その検討結果に従って作業等が行われるよ
うにすること。

Ｑ21　ダウンロード販売された医療機器プログラムの回収に際し、アップデートを行うためのプログラム及びファ
イル等をダウンロードにて提供し、電子メール等でアップデートの完了確認を行うことが可能と考えてよいか。

Ａ21　貴見のとおり。ダウンロード販売され、顧客が自らインストールを行ったプログラムについては、顧客自身が
確実にアップデートを行うことができるプログラム及びファイル等をダウンロードにて提供し、顧客自身にダウン
ロード及びアップデートを行わせることとして差し支えない。この場合においては、確実に作業が完了したことが
確認できる事項をあらかじめ定め、適切な期間内に顧客から製造販売業者に当該事項を報告させること。当該報告
は電子メール等により行わせることとして差し支えない。

　　例えば、アップデートを行うためのプログラム及びファイル等に自動的に作業の内容及び完了の報告をオンライ
ンで行う機能を付加しておくことなどが考えられる。なお、当該報告がない場合の顧客への対応方策については、
あらかじめ検討しておくこと。

以上
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 平成27年11月 4 日
一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 歯 科 医 師 会 会 長 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
広 島 県 病 院 薬 剤 師 会 会 長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 配 置 協 議 会 会 長 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会会長 様
広 島 県 富 山 配 置 薬 業 協 議 会 会 長 様
 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
 〒730-8511　広島市中区基町10-52
 薬　　　務　　　課

要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について及び
医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について（通知）

　このことについて、平成27年10月19日付け薬生安発1019第 1 号により厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長から別
紙 1 のとおり、同日付け薬生監麻発1019第 1 号により同局監視指導・麻薬対策課長から別紙 2 のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　製薬振興グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3223（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　町、細川）

別	紙	 1
 薬生安発1019第 1 号
 平成27年10月19日
　　　都 道 府 県
各　　保健所設置市　　衛生主管部（局）長　殿
　　　特 別 区
 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長
 （公　　　　印　　　　省　　　　略）

要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第 4 条第 5 項第 3
号の規定に基づく要指導医薬品である下記 1 ．の医薬品について、今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1 号）第 7 条の 2 に定める期間を経過したため、要指導医
薬品から一般用医薬品（第一類医薬品）に移行することとなりました。
　これに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 4 条第 5 項第 3 号の規定に
基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件」（平成27年厚生労働省告示第427号。以下「改正告
示」という。）が平成27年10月19日に告示され、同日に適用されます。
　医薬品の分類が要指導医薬品から第一類医薬品に変更になった医薬品については、区分に応じた適切な情報提供が
行われるよう指導方よろしくお願いします。

記
1 ．要指導医薬品から第一類医薬品に移行する医薬品

有効成分 第一類医薬品となる日
イブプロフェン（一日量中イブプロフェン0.6g以上を含有するものに限る。） 平成27年10月19日
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2 ．改正告示の概要
　　医薬品、療機器等の品質、有効性及び安全確保に関する法律第 4 条 5 項第 3 号の規定に基づき厚生労働大臣が指

定する要指導医薬品（平成26年厚生労働省告示第255号）第 1 号中から次のもを削除する。
　○　イブプロフェン（一日量中イブプロフェン0.6g以上を含有するものに限る。）

別	紙	 ２
 薬生監麻発1019第 1 号
 平 成 2 7 年 1 0 月 1 9 日
　　　都 道 府 県
各　　保健所設置市　　衛生主管部（局）長　殿
　　　特 別 区
 厚生労働省医薬・生活衛生局
 監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課 長
 （ 公 　 　 印 　 　 省 　 　 略 ）

医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について

　「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に
基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」（平成27年厚生労働省告示第428号。以下「経
過措置告示」という。）が平成27年10月19日に公布され、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和35年法律第145号）第50条に基づき、直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない
事項（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1 号）第
209条の 2 、第209条の 3 及び第210条第 6 号に規定する事項に限る。以下「区分等表示」という。）を変更する必要が
生じた下記 1 に示す医薬品（変更前に製造販売されたものに限る。）については、一定期間変更後の区分等表示が記
載されていることを要しないこととしました。
　具体的には、下記 1 に示す適用日から 1 年間は、変更後の区分等表示を記載されていることを要しないこととします。
　また、今般、区分等表示が変更となった医薬品の取扱いに係る留意事項について、下記 2 のとおりまとめましたの
で、貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願いします。

記
1 　区分等表示が変更となった医薬品

成分名 適用日
イブプロフェン（一日量中イブプロフェン0.6g以上を含有するものに限る。） 平成27年10月19日

　　詳細は、別添を参考とすること。
2 　医薬品の区分等表示に係る留意事項
　ア　区分等表示の変更前に製造販売された医薬品（以下「旧表示医薬品」という。）については、経過措置告示に

より、それぞれの適用日から 1 年間は、変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。
　イ　旧表示医薬品については、シール等を貼付することにより変更後の区分等表示をすることも認められること。

なお、シール等の貼付については、製造販売業者の責任の下、店舗等で行われることについても認められる。
　ウ　旧表示医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第216条

の 2 第 2 項の規定により、その外部の容器又は外部の被包（以下「外部の容器等」という。）に変更後の区分等表示
が記載されている場合、直接の容器又は直接の被包に変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。

　エ　区分等表示が変更となった医薬品については、それぞれの適用日以降は、直接の容器又は直接の被包及び外部
の容器等の区分等表示にかかわらず、変更後の区分に従った陳列、販売及び情報提供等の方法を採ること。

別	添

　区分等表示が変更となった医薬品について
成分名 現区分 新区分 参照通知

イブプロフェン（一日量中イブプロフェ
ン0.6g以上を含有するものに限る。）

要指導医薬品 第一類医薬品 要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品に
ついて（平成27年10月19日薬生安発1019第 1 号）
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 平成27年11月 4 日
一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 歯 科 医 師 会 会 長 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
広 島 県 病 院 薬 剤 師 会 会 長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 配 置 協 議 会 会 長 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会会長 様
広 島 県 富 山 配 置 薬 業 協 議 会 会 長 様
 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
 〒730-8511　広島市中区基町10-52
 薬　　　務　　　課

要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について及び
医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について（通知）

　このことについて、平成27年10月30日付け薬生安発1030第 1 号により厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長から別
紙 1 のとおり、同日付け薬生監麻発1030第 2 号により同局監視指導・麻薬対策課長から別紙 2 のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　製薬振興グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3223（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　町、細川）

別	紙	 1
 薬生安発1030第 1 号
 平成27年10月30日
　　　都 道 府 県
各　　保健所設置市　　衛生主管部（局）長　殿
　　　特 別 区
 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長
 （公　　　　印　　　　省　　　　略）

要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第 4 条第 5 項第 3
号の規定に基づく要指導医薬品である下記 1 ．の医薬品について、今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1 号）第 7 条の 2 に定める期間を経過したため、要指導医
薬品から一般用医薬品（第一類医薬品）に移行することとなりました。
　これに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 4 条第 5 項第 3 号の規定に
基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件」（平成27年厚生労働省告示第432号。以下「改正告
示」という。）が平成27年10月30日に告示され、同年11月 1 日に適用されます。
　医薬品の分類が要指導医薬品から第一類医薬品に変更になった医薬品については、区分に応じた適切な情報提供が
行われるよう指導方よろしくお願いします。
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記
1 ．要指導医薬品から第一類医薬品に移行する医薬品

有効成分 第一類医薬品となる日
アシタザノラスト 平成27年11月 1 日

フェキソフェナジン 平成27年11月 1 日

2 ．改正告示の概要
　　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 4 条第 5 項第 3 号の規定に基づき厚生労

働大臣が指定する要指導医薬品（平成26年厚生労働省告示第255号）第 1 号中から次のものを削除する。
　　○　アシタザノラスト
　　○　フェキソフェナジン

別	紙	 ２
 薬生監麻発1030第 2 号
 平 成 2 7 年 1 0 月 3 0 日
　　　都 道 府 県
各　　保健所設置市　　衛生主管部（局）長　殿
　　　特 別 区
 厚生労働省医薬・生活衛生局
 監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課 長
 （ 公 　 　 印 　 　 省 　 　 略 ）

医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について

　「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に
基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」（平成27年厚生労働省告示第433号。以下「経
過措置告示」という。）が平成27年10月30日に公布され、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和35年法律第145号）第50条に基づき、直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない
事項（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1 号）第
209条の 2 、第209条の 3 及び第210条第 6 号に規定する事項に限る。以下「区分等表示」という。）を変更する必要が
生じた下記 1 に示す医薬品（変更前に製造販売されたものに限る。）については、一定期間変更後の区分等表示が記
載されていることを要しないこととしました。
　具体的には、下記 1 に示す適用日から 1 年間は、変更後の区分等表示を記載されていることを要しないこととします。
　また、今般、区分等表示が変更となった医薬品の取扱いに係る留意事項について、下記 2 のとおりまとめましたの
で、貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願いします。

記
1 　区分等表示が変更となった医薬品

成分名 適用日
アシタザノラスト 平成27年11月 1 日

フェキソフェナジン 平成27年11月 1 日

　　詳細は、別添を参考とすること。
2 　医薬品の区分等表示に係る留意事項
　ア　区分等表示の変更前に製造販売された医薬品（以下「旧表示医薬品」という。）については、経過措置告示により、

それぞれの適用日から 1 年間は、変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。
　イ　旧表示医薬品については、シール等を貼付することにより変更後の区分等表示をすることも認められること。

なお、シール等の貼付については、製造販売業者の責任の下、店舗等で行われることについても認められる。
　ウ　旧表示医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第216条

の 2 第 2 項の規定により、その外部の容器又は外部の被包（以下「外部の容器等」という。）に変更後の区分等表示
が記載されている場合、直接の容器又は直接の被包に変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。
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　エ　区分等表示が変更となった医薬品については、それぞれの適用日以降は、直接の容器又は直接の被包及び外部
の容器等の区分等表示にかかわらず、変更後の区分に従った陳列、販売及び情報提供等の方法を採ること。

別	添
　区分等表示が変更となった医薬品について

成分名 現区分 新区分 参照通知
アシタザノラスト 要指導医薬品 第一類医薬品 要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品に

ついて（平成27年10月30日薬食安発1030第 1 号）フェキソフェナジン

 平成27年12月 8 日
一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 療 法 人 協 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 歯 科 医 師 会 会 長 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
広 島 県 病 院 薬 剤 師 会 会 長 様
 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
 〒730-8511　広島市中区基町10-52
 薬　　　務　　　課

「JAHIS電子版お薬手帳データフォーマット仕様書Ver.２.0」の公開について
及びお薬手帳（電子版）の運用上の留意点について（通知）

　このことについて、平成27年11月27日付け薬生総発1127第 1 号及び同 4 号により、厚生労働省医薬・生活衛生局総
務課長から別紙のとおり通知がありました。
　ついては、貴会会員への周知をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　細川）

別	紙
 薬生総発1127第 1 号
 平成27年11月27日
　　　都 道 府 県
各　　保健所設置市　　薬務主管部（局）長　殿
　　　特 別 区
 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
 （ 公 　 　 　 印 　 　 　 省 　 　 　 略 ）

「JAHIS電子版お薬手帳データフォーマット仕様書Ver.２.0」の公開について

　医薬行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨今、パソコンやスマートフォンの普及などICT化の進展に伴い、様々な仕様の電子版お薬手帳システムの開発、
普及が進められ、「日本再興戦略 改訂2015」（平成27年 6 月30日閣議決定）においても、医療・介護分野における
ICT化の一環として、本年度中に電子版お薬手帳の更なる機能性の向上について検討を行い、2018年度までを目標と
する地域医療情報連携ネットワークの全国各地への普及と併せて国民への普及を進めるとされているところです。
　今般、医療、ICTの代表者により行われた検討会の内容を踏まえ、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会

（JAHIS）から「電子版お薬手帳データフォーマット仕様書Ver.2.0」が公表されました。
　つきましては、貴職におかれましては、貴管下薬局の他、貴管内の関係団体に対して、周知方お願いいたします。



70 2016 Vol.41 No.1　広島県薬剤師会誌

　なお、平成24年 9 月26日付け薬食総発0926第 1 号厚生労働省医薬食品局総務課長通知「「JAHIS電子版お薬手帳データ
フォーマット仕様書Ver.1.0」の公開について（情報提供）」については廃止します。このJAHIS電子版お薬手帳データフォー
マット仕様書Ver.2.0に準拠した電子版お薬手帳では、紙媒体のものと同様に必要な機能を備えていることを申し添えます。
参考：仕様書公開場所
　　　一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）ホームページ　http://www.jahis.jp/
　　　ホームページ＞JAHIS 標準＞制定済み技術文書一覧

 薬生総発1127第 4 号
 平成27年11月27日
　　　都 道 府 県
各　　保健所設置市　　薬務主管部（局）長　殿
　　　特 別 区
 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
 （ 公 　 　 　 印 　 　 　 省 　 　 　 略 ）

お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項について

　医薬行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、お薬手帳（電子版）の利用が広まっているところですが、薬局や医療機関での閲覧方法、患者等の利用者に
よる書込等、利用者から薬局への情報の提供方法等について統一されておらず、運用が多様となっており、利用者が
薬局やお薬手帳を自由に選択出来ない状況があることから、利用者が安心して利用できる環境を整える必要性が生じ
ています。この点に関しては、平成27年 9 月24日に公表された「健康サポート薬局のあり方について」（健康情報拠
点薬局（仮称）のあり方に関する検討会報告書）においても、お薬手帳について「患者が服用中の医薬品に関する理
解を深めることができる、患者が服用後の状態などを記入することでコミュニケーションのツール」とした上で、電
子版については「その普及に当たり、一つのお薬手帳で過去の服薬情報を一覧できること、個人情報の保護に十分留
意すること、異なるシステム下でも医療関係者で情報が共有化できること、医療情報ネットワークの普及を見据えて
フォーマットを統一することなどの検討が必要である」とされたところです。
　これらの状況を踏まえ、委託事業において、お薬手帳（電子版）の運用に当っての課題を整理し、利用者がお薬手帳（電
子版）を利用するためのアプリケーションその他のサービス（以下「お薬手帳サービス」という。）のあり方について
検討を進め、今般、利用者にお薬手帳サービスを提供する又はその情報を閲覧する薬局及び医療機関等（以下「提供
薬局等」という。）並びにアプリケーション提供やデータを保存するサーバー管理などを運営する者（以下「運営事業
者等」という。）における運用上の留意点を、ガイドラインとして下記のとおり取りまとめました。また、取りまとめ
においては、電子版の特性も踏まえつつ、お薬手帳サービス全般に関する留意点についても幅広く記載をしています。
　今後、かかりつけ薬剤師・薬局がこれらの留意点を踏まえ、利用者のお薬手帳の活用を推進することで、薬物療法
の安全性や有効性の向上に貢献することが期待されます。
　ついては、貴職におかれましては、貴管下薬局、医療機関その他の貴管内の関係団体に対して、周知いただきます
ようお願い致します。

記
第一　お薬手帳の意義及び役割
　お薬手帳は、利用者本人のものであり、次の意義及び役割があること。
　 1 　利用者自身が、自分の服用している医薬品について把握するとともに正しく理解し、服用した時に気付いた副

作用や薬の効果等の体の変化や服用したかどうか等を記録することで、医薬品に対する意識を高めること。
　 2 　複数の医療機関を受診する際及び薬局にて調剤を行う際に、利用者がそれぞれの医療機関の医師及び薬局の薬

剤師等にお薬手帳を提示することにより、相互作用や重複投与を防ぎ、医薬品のより安全で有効な薬物療法につ
なげること。

第二　提供薬局等が留意すべき事項
　 1 　薬剤師等による利用者への説明
　　　お薬手帳の利用に当っては、薬剤師等が利用者に対してお薬手帳の意義、役割及び利用方法等について十分な

説明を行い、理解を得た上で提供すること。
　 2 　お薬手帳サービスの集約
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　（ 1 ）　提供薬局等においては、利用者が一つのお薬手帳サービスを利用するよう促すこと。
　　　　仮に利用者が複数のお薬手帳を利用している場合には、お薬手帳の持つ本来の意義及び役割が十分に生かさ

れないため、一つのお薬手帳により服薬情報を把握できるようにすることが大切であることを説明し理解を得
た上で、利用者が希望した一つのお薬手帳にまとめること。

　（ 2 ）　同じお薬手帳サービス内であっても、複数の識別子（ＩＤ）を付与することは、やむを得ず必要な場合に限
られるべきであること。

　 3 　データの提供方法
　（ 1 ）　利用者にお薬手帳サービスの利用を勧める場合には、利用者が閲覧に必要な機器等を保有しているか確認し、

保有していない場合には、利用者が情報を把握できる方法（紙のお薬手帳等）で提供すること。
　（ 2 ）　提供薬局等は、利用者の求めに応じて少なくともＱＲコードにて情報を出力すること。
　　　※ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標
　（ 3 ）　利用者に情報を提供する際には、お薬手帳サービスの項目のうち、「調剤年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、

その他必要な情報を提供すること。
　 4 　データの閲覧・書込
　（ 1 ）　お薬手帳の意義及び役割を利用者に十分説明し、薬剤師等の医療関係者が閲覧することについて同意を得る

こと。薬剤師等は情報を閲覧するごとに、利用者への口頭確認や利用者による携帯電話の操作又は携帯電話や
サービス固有のカードの受け渡し等の動作により利用者から同意を得ることが望ましいこと。

　　　　また、サービス利用開始時に利用者から同意を取得する際には、閲覧可能な医療関係者の範囲等について十
分に説明すること。

　（ 2 ）　複数の運営事業者等が提供しているお薬手帳サービスの情報を含め、提供薬局等において一元的に情報閲覧で
きる仕組みの構築が必要であるが、その構築が実現された場合には、その仕組みを活用することが望ましいこと。

　（ 3 ）　処方・調剤される医薬品が変更された場合等には、利用者及び医療関係者が認識しやすいよう、注意事項欄
に記載することが望ましいこと。

　 5 　お薬手帳サービスの選択及びデータの移行
　（ 1 ）　提供薬局等の事情により、利用者のお薬手帳サービスの選択が制限されることのないよう留意すること。
　（ 2 ）　利用者が電子版から紙への変更を希望した場合は、必要な情報を記した紙のお薬手帳を交付するか利用者に

手帳情報の印刷を促すなど、紙への切り替えを適切に実施すること。
第三　運営事業者等が留意すべき事項
　 1 　全般的事項
　（ 1 ）　お薬手帳サービスの開発や提供に当たり、提供薬局等が「第二　提供薬局等が留意すべき事項」を満たすこ

とができるよう留意すること。
　（ 2 ）　利用者に対してお薬手帳サービスの利用方法等の説明が十分に行われるよう、運営事業者等は窓口の設置や

問合せ先を明確にすること。
　（ 3 ）　提供薬局等が、服薬情報を記入し、情報提供等を行ったときに利用者がその内容を理解した旨を確認する機

能を設けることが望ましいこと。
　 2 　データ項目
　（ 1 ）　データ項目については、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）により公表されている電

子版お薬手帳データフォーマット仕様書（以下、「JAHIS標準フォーマット」）注）に従うこと。そのうち、「調
剤年月日」、「薬品情報」、「用法情報」、「服薬情報」、「連絡・注意事項」、「要指導医薬品、一般用医薬品」、そ
の他必要な項目を、お薬手帳サービスの項目として設けること。

　　　注）平成27年11月27日現在電子版お薬手帳データフォーマット仕様書Ver.2.0」が公開されている
　　　　　（http://www.jahis.jp/jahis_hyojyun/seiteizumi_hyojyun/）
　（ 2 ）　お薬手帳サービスとして提供するかどうかにかかわらず、データの移行性を確保するため、別紙に掲げるデー

タ項目を備えていること。
　 3 　データの提供
　（ 1 ）　現在のところＱＲコードで調剤情報を書き込めるサービスが多いこと、JAHIS標準フォーマットに対応したＱ

Ｒコード出力が可能な調剤レセプトコンピューターが多く販売されているという状況を踏まえ、利用者がどの薬
局でも調剤情報を受け取れるよう、当面はＱＲコードによる情報の提供を基本とすることが適当であること。

　（ 2 ）　利用者の希望に応じて、秘匿したいデータは入力しない又は削除ができることについて利用者及び医療関係
者が認識できるよう留意すること。
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　（ 3 ）　利用者のプライバシー保護の観点から、利用者が閲覧者ごとに秘匿したい情報を選択できるようにすることが
望ましいこと。その際は、医療関係者が情報が秘匿されていることを判別できるようにすることが望ましいこと。

　 4 　データの閲覧
　（ 1 ）　お薬手帳サービスの閲覧範囲について規約等で明確にすること。サービス利用開始時に利用者から同意を取

得する際には、閲覧可能な医療関係者の範囲等について十分に説明すること。
　（ 2 ）　過去の服薬情報などを適切に把握するため、最低 1 年分の服薬情報の一覧性（スマートフォン、パソコン等

の一画面で服薬情報を特段の操作なく一覧できる仕組み）を確保し、その画面上において、基本情報（例：ア
レルギー歴、副作用歴等）とも相互に遷移するなど容易にアクセスできること。

　（ 3 ）　複数の運営事業者等が提供しているお薬手帳サービスの情報を含め、提供薬局等において一元的に情報閲覧
できる仕組みの構築が必要であるが、その構築が実現された場合には、その仕組みを取り入れること。

　（ 4 ）　処方・調剤される医薬品の変更等を利用者、医療関係者ともに認識しやすいよう、調剤情報にマークが付く
ような機能を備えることが望ましいこと。

　 5 　データの移行
　（ 1 ）　利用者が自由にお薬手帳サービスを選択できるよう、少なくともJAHIS標準フォーマットで規定されるデー

タ項目の移行ができるような書き出し、取り込みの機能を備えること。
　（ 2 ）　紙への切り替えを希望する利用者のため、印刷できる機能を設けるよう留意すること。
　 6 　個人情報保護
　（ 1 ）　お薬手帳サービスを開発・提供する際には、個人情報、医療情報等に関する法令、ガイドライン等を随時把握し、

遵守を徹底すること。また、データ項目のうち、個人情報保護の観点から取扱いに特に留意すべき機微な情報
の取扱いは、情報漏えい対策を強化するとともに個人情報の保護に関する法律（平成15年 5 月30日法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。）や医療等分野の番号等の議論等を踏まえ、随時適切に対応していくこと。

　　　　また、利用者に対して、お薬手帳サービス利用開始時等に個人情報の取扱いについて、分かりやすく伝える
とともに、提供薬局等に対しても十分説明すること。

　（ 2 ）　データとしてサーバー等に集積する場合は、利用者本人のみならず、処方した医師や調剤した薬剤師の個人
情報が含まれていることに留意し、個人情報保護法やその関係法令を遵守すること。

　（ 3 ）　サーバー等に集積されたデータを第三者に提供する二次利用の範囲や、二次利用を可能にするデータ加工の
方法等については、個人情報保護法及び医療等分野の番号等の今後の議論や運用等も踏まえて対応すべき課題
であるが、当面の間は、データの利用前に関係者（利用者、医師、薬剤師等）とどのようにデータを利用する
か等について合意がない限り利用すべきでないこと。

　　　（参考）参照すべき法令、ガイドライン等（平成27年11月27日現在）
　　　 1 ．個人情報保護法及びその関係法令
　　　 2 ．ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン
　　　 3 ．ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン
　　　 4 ．医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン
　　　 5 ．医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン
　　　 6 ．医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
　　　 7 ．医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
　　　　　注）個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部を改正する法律（平成27年法律第65号）の施行により、上記の見直しが適宜行われること
となるため、今後の情報に留意すること。

　 7 　関連サービスについて
　（ 1 ）　お薬手帳サービスにジェネリック医薬品や医薬品画像等の情報を付加する場合は、随時情報が更新されるよ

うな情報や複数の疾患に用いられるような医薬品情報等により、かえって利用者に混乱を生じさせることのな
いよう、これらの医薬品情報等の内容を把握するとともに提供方法に留意することが望ましいこと。

　（ 2 ）　お薬手帳サービスに服薬タイミングを知らせるアラーム機能や服用したことを記録する機能等の医薬品の服
用をサポートする機能や運動や食事、喫煙／禁煙、血圧等の記録等医薬品に直接関連しない機能を備えている
場合もあるが、このような機能を開発するにあたっては、地域医療情報連携ネットワーク等との連携や親和性
等を考慮すること。

　（ 3 ）　疾患や医薬品に関する辞典機能を有するものについては、薬局や医療機関等が利用者に伝えた情報と異なる情
報が記載されていることなどにより、利用者に疑問が生じてしまわないよう、その内容の妥当性を担保すること。
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　　　　さらに、医療に関するソフトウエアの一部（プログラムがデータを加工し、加工結果を診断・治療に使用す
るものなど）は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）
の対象とされることもあるため、関係法令を十分に把握し開発すること。

第四　その他
　個人情報保護法や医療等分野の番号、地域医療情報連携ネットワーク等に関する今後の議論、普及を踏まえた整理
も必要なため、今後、運営事業者等を含めた関係者により引き続き検討がなされていくことが望ましいこと。

別	紙
　電子版お薬手帳の必須データ項目（第二の 5 、第三の 5 におけるデータの移行を行おうとする際にお薬手帳サービ
スにデータが入っている場合は、必ず移行が必要な項目。）

データ項目（JAHIS電子版お薬手帳データフォーマットver2.0の項目を参考に記載） お薬手帳サービスの項目として最低限必要なもの

患者の基本情報

氏名

個人情報の取扱いに留意し必要
な項目を設けること

性別
生年月日
郵便番号
住所
電話番号
緊急連絡先
アレルギー歴
副作用歴
既往歴

調剤情報
（調剤ごと）

処方年月日 処方年月日
調剤年月日 調剤年月日 ○

調剤医療機関･薬局情報

名称
都道府県
郵便番号
住所
電話番号
医科／歯科／調剤の種別
医療機関／薬局コード

調剤医師・薬剤師情報 氏名
連絡先

処方医療機関情報

名称
都道府県
医科／歯科／調剤の種別
医療機関コード

薬品情報

処方番号

○

薬品名称
用量
単位名
薬品コード
薬品補足情報
薬品服用の注意事項

用法情報

処方番号

○

用法名称
調剤数量
調剤単位
剤型の種別
用法コード
処方服用注意事項
服用注意事項

服薬情報 服薬情報服用中に気づいたこと ○

連絡･注意事項 利用者から医師・薬剤師への連絡事項 ○
医師･薬剤師から利用者への連絡・注意事項 ○

入院中の情報
入院中の副作用情報 入院中に副作用が発生した薬剤の名称、投与

量、当該副作用の概要、措置、転帰

退院後に必要な情報 退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導、
服薬の状況及び投薬上の工夫に関する情報

要指導医薬品、
一般用医薬品 服用履歴 服用年月日 ○

薬品名称 ○
手帳メモ ※手帳全体についてのメモ欄
備考 ※その他事項の記入欄

記入者 ※上記の各項目について、作成者が利用者か
医療関係者かを区別するもの

⎫
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎭

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭
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（注 1 ）購入履歴・服用履歴の項目は調剤情報と同様に時系列で把握できること。
（注 2 ）個々の利用者に一意の識別子（ＩＤ）を付与すること。また複数の識別子（ＩＤ）が発行された場合に一つにまとめることができ

ること。
（注 3 ）利用者が秘匿したい情報（服用している医薬品を知られたくない場合など）をコントロールできるように、処方箋単位の調剤情報

ごとに情報開示の可否を設定できるようにすることが望ましいこと。
（注 4 ）電子版ならではの特性として、医薬品に関する最新情報を医薬品コードに紐付けて更新していくことが可能だが、データの更新に

よりかえって混乱を生じさせることも危惧されるため、そのデータの提供方法を十分に検討すること。
（注 5 ）調剤医療機関・薬局情報及び調剤医師・薬剤師情報のデータ項目は、利用者に対し医薬品を提供した者に関する情報を入力する項

目となっている。

 平成27年12月 8 日
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
 〒730-8511広島市中区基町10-52
 薬　　　務　　　課

広島県肝炎治療特別促進事業取扱要領の一部改正について（通知）
　

　本県における肝炎対策事業の推進については、日ごろから御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
　さて、広島県では広島県肝炎治療特別促進事業取扱要領」の一部を改正しました。
　ついては、貴会会員への周知をお願いします。
　なお、各肝炎治療指定薬局へは別途通知しています。

1 　主な改正点
　（ 1 ）インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療を助成対象に追加
　（ 2 ）肝炎治療受給者証交付申請書及び交付申請に係る診断書様式の改正

2 　施行年月日
　　平成27年12月 1 日
　　本通知により新たに助成対象としたインターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療に対す

る医療給付については、平成27年12月 1 日以降に治療開始したものについて適用することします。
　　なお、平成28年 3 月31日までに申請した者に限り、平成27年12月 1 日まで遡及して適用することとし、当該遡及

に当たっては、認定基準（ 2 ）ウ中の「行う予定、又は実施中」は「行う予定、又は実施中・実施済み」に読み替
えるものとします。

　　また、改正前の様式を使用したときは、当分の間、改正後の様式を使用したものとみなします。

3 　その他
　　改正後の取扱要領及び様式は、広島県ホームページからダウンロードにより使用してください。
　　・トップページ＞健康・福祉＞健康・医療＞感染症・難病・肝炎＞一般＞肝炎治療費助成制度について〜平成27

年12月から拡充されました〜
　　・トップページ＞組織でさがす＞健康福祉局＞薬務課＞肝炎対策＞肝炎治療費助成制度について〜平成27年12月

から拡充されました〜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　肝炎対策グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3078（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　082-211-3006
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　西田、半田）



75広島県薬剤師会誌　2016 Vol.41 No.1

　10月４日（日）「大野健康福祉フェスタ」が開催され
ました。　
　廿日市市薬剤師会では、広島大学薬学部臨床薬物治療
学研究室との共同出展にて、血糖・コレステロール等の
簡易検査を行う「指先から健康チェック」を実施いたし
ました。
　全体の流れとしては、希望者の方に事前アンケートの
記入、注意事項の説明後、同意書に署名していただきま
した。待ち時間の間には、アストリウムフィットを使い
貧血の検査を行いました。この機器は採血する事なく、
中指一本でヘモグロビン推定値を測定する事ができま
す。測定された方も「これだけでいいの？簡単ね」と感
想を述べられていました。
　HbA1c、総コレステロール、HDʟ︲コレステロール、
中性脂肪、および血糖値から希望する項目を選んでいた
だき、指先の自己穿刺してもらった後、血液を採取、測
定を行いました。

　結果をお伝えして気になる方には、医師会の相談コー
ナーをお勧めしました。
　今回の検査に参加された方の内訳は、HbA1c測定が
約80名、脂質測定が約60名でした。参加された方の中に
は、薬局内で簡易検査が可能であることをご存知の方も
おられ、測定後のアンケートでは、薬局内での検査を希
望する方が多数おられました。検査に参加された方々は、
健康に対する意識が高く、服用中の薬についての相談、

「間食がやめられない。どうしたらいいのか？」などの
生活習慣や食事に関する相談や、ご自分が実行中の食事
療法や運動療法についての経験談をされる方もありまし
た。

　また、お薬手帳を持つことの大切さをお伝えするため、
受付にはカープがデザインされたお薬手帳を用意し希望
される方にお配りしました。
　参加して感じた事は、普段一緒に仕事をすることがな
い方（他の病院、薬局の薬剤師、研修生、研究室の方々）
とのチームワークの大切さや、サポートしていただいた
ことへの感謝の気持ちです。多くの方々と協働する今回
の経験は、多職種連携が必要な在宅医療に役立つと感じ、
また健康サポート薬局、かかりつけ薬局として地域医療
に貢献するためには、これまで以上にコミュニケーショ
ン能力が必要ではないかと感じました。今回の経験を仕
事に生かせればと思いました。
 

　11月8日（日）廿日市市健康センター（あいプラザ）
において今年で４回目の「指先から健康チェック」を実
施しました。雨にもかかわらず、たくさんの方に来場し
ていただきました。

地域薬剤師会だより地域薬剤師会だより
廿日市薬剤師会／東広島薬剤師会

＜廿日市薬剤師会＞
大野健康福祉フェスタ

宮森　ひろみ

廿日市市あいプラザまつり
「指先から健康チェック」

忠末　佳代
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　今年も事前に広島大学臨床薬物治療学研究室の森川則
文教授のご指導を受けた30名弱の薬剤師の先生方と研究
室の方々、実習中の薬学生とで対応しました。
　この企画は来場者の方に指先の自己穿刺してもらい、
その微量の血液を測定機で計測し約10分で数値をお渡し
できるものです。
　測定項目はHbA1c、中性脂肪、総コレステロール、
尿酸値、血糖値です。来場者のかたに選択していただき
ましたが、ほとんどの方が全項目を選択されていました。
　去年から始めた貧血検査で血中のヘモグロビン値を簡
易測定できるのも実施しました。これは電池式で軽いの
で待ち時間の間に薬剤師が持って席を回りました。
　この企画も浸透してきたようで毎年参加の方もいらっ
しゃいました。この事からも健康に関しても意識の高さ
も、うかがえました。そして結果が基準値以上の方は測
定数値の紙を持って医師会や栄養士の相談コーナーでア
ドバイスを受けておられました。
　今回この企画のアンケートと合わせて「健康食品の医
療にかかわる県民実態調査アンケート」も実施し、約
100名の回答を得ました。また、「カープお薬手帳」も配
布し、お薬手帳の重要性も来場者に説明しました。結構、
若い方に「カープお薬手帳」は好評でした。
　今回の経験から、もっと地域の健康のお手伝いができ
る「かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師」を強く意識さ
せられました。
　そして、途中で廿日市市長も来場されました。時間の
関係で企画参加はされませんでしたが、いろいろと質問
をされていて行政の関心の高さもうかがえました。
　最後に、この企画の実施にあたり森川教授をはじめ臨
床薬物治療学研究室の皆様、廿日市市五師士会の皆様、
ご協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。

＜東広島薬剤師会＞

　11月7日、8日の2日間に渡り、東広
島運動公園で「第17回東広島健康福祉ま
つり」が開催されました。私自身は初め

ての参加で、東広島薬剤師会青年部のお誘いを受け、普
段の業務とは違う仕事の中から学べることがあるのでは
ないかと思い、参加させていただきました。
　今年の開催日は近隣の高校、大学の学園祭と日程が重
なっており、例年よりも少ない人数ではありましたが
約2万人の来場者がおり、東広島薬剤師会ブースには、
348名の方に足を運んでいただけました。
　業務内容としては「お薬相談」「体脂肪計を使った健
康チェック」「骨密度の測定」などを中心に行いました。
お薬相談では、骨密度や体脂肪測定の結果から、日常生
活での運動や食事の注意点をアドバイスさせていただ
き、それ以外では現在服用中の薬についての相談も受け
ました。私が思っていたよりも来場者の方は健康志向の
高い方が多く、運動や食生活にも気を付けているように
感じられました。そのため何をアドバイスすればよいの
か悩まされることも・・・。諸先輩方の幅広い知識や的
確なアドバイス、コミュニケーションの取り方など、学
ぶことが非常に多く、自分の未熟さを感じる良い経験に
なりました。

　近年、かかりつけ薬局、薬剤師の重要性が強まってい
ます。今後、かかりつけ薬局制度が施行された場合、患
者さんに信頼される薬剤師になるためには薬の知識だけ
でなく、幅広い分野を学び、多方面から物事を考察する
力をつけることで、より最適な医療を提供する必要があ
ると思います。
　これらの経験を活かし、より地域に貢献できる薬剤師
になれるよう、より一層努力していこうと感じられる一
日でした。

くすり展に参加して

碓井　崇
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　新年あけましておめでとうございます。
旧年中は勉強会や懇親会等、弊会へのご理
解・ご協力を賜りましたこと、理事一同感

謝しております。本年も宜しくお願いいたします。
　昨年11月11日（水）の知っピン
月イチ勉強会は、呉医療センター・
中国がんセンターの中村亜由美さ
んに「肝炎について」と題してご
講演いただきました。
　肝炎の治療薬は近年めまぐるしい変遷を経ています。
特にC型肝炎はIFNフリーの経口剤併用の時代となって
おり、治療著効率は大幅に改善し、これまで問題となっ
ていた副作用や耐性ウイルスについても改善してきてい
ます。勉強会では基礎から新薬の詳細・選択などについ
て幅広く紹介していただきました。また、C型肝炎以外
のウイルス性肝炎や非ウイルス性肝炎についても最新の
ガイドラインを踏まえながらお話していただきました。
　12月、1月の知っピン月イチ勉強会は、がん性疼痛に
対する薬物治療についてシリーズで行います。12月10日

（木）に、「がん性疼痛の薬物治療〜医療用麻薬の考え方・
使い方〜」と題して、私が医療用麻薬の基本と実際の使
い方についてお話させていただきました。そして、今回
1月13日（水）には、すずらん薬局の松谷優司さんに、
実際の処方設計・処方提案などについてお話ししていた
だく予定です。いずれも参加していただくことで、がん
性疼痛に対する理解が深まる内容となっていますが、も
ちろん今回の参加のみでも、新たな知識の習得や整理が
できること間違いなしです！
　さらに、2月28日（日）には広島県青年薬剤師会定例
勉強会を開催します。講師には、桜新町アーバンクリニッ
クの大須賀悠子先生にご講演いただく予定です。大須賀
先生は、往診クリニックの院内薬剤師として、処方箋の
有無に関係なく医師の在宅訪問へ同行し処方作成の支援
や服薬状況の把握、院外薬局との連携などを行っておら
れる先生です。
　広島県青年薬剤師会では、勉強会のみではなく横のつ
ながりを広げる懇親イベントも企画しています。毎年恒
例の忘年会を12月19日（土）に開催し（原稿執筆時には
予定ですが、無事開催できているはず・・・）、2月の定
例勉強会前日には、大須賀先生を囲んで懇親会も企画し

ています。その他、今年も多くの方に興味を持っていた
だけるような各種イベントを検討中です！
　広島県青年薬剤師会の勉強会やイベントは、どなた
でも参加していただけます。また、おトクな勉強会クー
ポンや会報などが手に入る会員も随時募集しています
し、昨年新設した学生会員も募集しています。詳しく
は、勉強会やイベントの際に理事におたずねいただくか、
Facebook分室等へご連絡ください。

○広島県青年薬剤師会知っピン月イチ勉強会
　日　時：1 月 13 日（水）19：30 〜
　会　場：広島県薬剤師會舘 4 階ホール
　テーマ：未定
　講　師：すずらん薬局
　　　　　松谷　優司さん
　参加費：青薬会員   500 円（クーポン利用可）
　　　　　非会員 1,000 円
　　　　　※学生会員無料（社会人入学は除く）
　※ 4 階ホールでの開催となります

○広島県青年薬剤師会定例勉強会
　日　時：2 月 28 日（日）13：30 〜 16：30
　会　場：広島県薬剤師會舘 4 階ホール
　テーマ：未定
　講　師：桜新町アーバンクリニック
　　　　　大須賀　悠子先生
　参加費：青薬会員 1,000 円（クーポン利用可）
　　　　　非会員 2,000 円
　　　　　※学生会員無料（社会人入学は除く）

定例前夜祭のおしらせ

　定例勉強会講師の大須賀先生を交えて勉強会前日
に懇親会を開催いたします。会員・非会員関係なく
参加していただけます。お誘い合わせの上、是非ご
参加ください！

　日　時：2 月 27 日（土）19：00 より（予定）
　
　会場・会費は決まり次第 Facebook 分室等で
ご案内いたします。

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

会長　秋本　伸
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広島県女性薬剤師会

会長　松村　智子

　新年あけましておめでとうございます。
本年も健やかな一年でありますよう、心
から願っています。女性薬剤師会は、今

年も様々な取り組みを企画していますので期待していて
下さい。そしてご参加下さい。
　昨年11月8日（日）、第19回親睦旅行〜秋のしまなみ
海道へ日帰りの旅〜しました！当日のお天気は雨で、広
島駅を出発する頃は誰やら雨女の力を存分に発揮してい
ました。尾道に着いた頃には雨も上がり、紅葉を愛でな
がらの千光寺参拝でした。いよいよ、しまなみ海道です。

尾道〜（新尾道大橋）〜向島〜（因島大橋）〜因島〜（生
口橋）〜生口島〜（多々羅大橋）〜大三島〜（大三島
橋）〜伯方島。伯方島の開山公園の展望台から360度見
渡すと４つの橋が見えました。それぞれ違う形の橋を楽
しむドライブはロマンチックで女子にはたまりませんで
した。中でも多々羅大橋の凛とした姿には心を奪われま
した。村上水軍の出城である長崎城の跡地に建てられた
オーベルジュレストランで昼食をとりました。秋の景色
を堪能し、美味しいランチに満足し、楽しいおしゃべり
が加わると無敵です。因島には酵素の会社があり、見学
をしました。発酵について説明を受ける時には、さすが
にみんな薬剤師の顔になっていました。

　11月28日（土）第29回研修会「がん薬物療法総論〜抗
がん剤の分類と主な副作用について〜」を開催しました。
講師は㈱アステムがんＭＣ課北島尚也先生です。がんに
ついてその発生や疫学、化学療法、抗がん剤の分類と副
作用について、盛りだくさんのお話しでした。これから
各論として様々な部位のがん薬物治療について研修会
を開催しますのでご注目下さい。なお今回から会場をエ
ソール広島とし、会場が狭いので30人限定とさせていた
だきました。ご案内したら素早くお申し込みください。
　これからの予定ですが、1月には新年会、第30回研修
会、2月には勉強会を予定しています。詳細はまたご案
内します。
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会長　永野　孝夫

 　愛媛県松山市に於いて12月3・４日に
開催された上記大会に参加したので報告
致します。

　この大会は「生涯を通じて、心豊かにたくましく生き
る力を育む健康教育の推進―健康で安全な生活を送るた
めに自ら実践できる子供の育成―」という主題のもとに
開催されました。
　大会では、平成27年度文部科学大臣表彰があり32名の
学校薬剤師が表彰されました。広島県からは福山の村上
信行先生が受賞されました。
　なお平成28年度の全国校学校保健・安全研究大会と第
66回全国学校薬剤師大会は、平成28年10月27・28日に北
海道札幌市の札幌コンベンションセンターで開催されま
す。
　2日目の課題別研究協議会は、第10課題の内、学校環
境衛生へ参加しました。

　特別講演として東京薬科大学教授(前、健康教育調査
官)・北垣邦彦先生より学校環境衛生活動の現状と課題
について講義を受けました。
　学校環境衛生検査の完全実施が求められている現在、
以下の法令等を参考とされたい。
　学校保健安全法・第五条
　児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査につい
て計画を策定し、これを実施しなければならない。(健
康診断と環境衛生検査は同じ位置付けであることを再認
識する必要がある)。
　学校保健安全法施行規則・第24条
　学校薬剤師は、第1条の環境衛生検査に従事すること。
又、学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導
助言を行うこと。学校保健計画及び学校安全計画の立案
に参与すること。(学校保健委員会への学校薬剤師の出
席は12.6％？ )。
　文部科学省体育局長通知
　保健室には、最低別紙の備品を備えることが適当であ
るが、その品目、数量等については、学校の種別、規模
等に応じて適宜措置するものとし、例えば騒音計等の品
目については、数校の兼用として差し支えないものであ
ること。

広島県学校薬剤師会

平成27年度全国学校保健・安全研究大会

予 告 平成27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

【西部会場】　平成28年1月23日(土)　15:00～17:00
広島県薬剤師會館４階ホール
(広島市中区富士見町11-42)

【東部会場】　平成28年1月24日(日)　10:00～12:00
県民文化センターふくやま
 (福山市東桜町1-21)

講 演 : ◆「危険ドラッグ問題と薬物依存症～依存症臨床の視点から～」(90分)
成　瀬　暢　也 先生埼玉県立精神医療センター　副病院長

竹　本　貴　明 先生(西部)広島県学校薬剤師会　常務理事
平　本　敦　大 先生(東部)　　　　〃　　　　　呉支部

◆ 「学校環境衛生検査技術講習会の報告及び伝達講習会のお知らせ」(30分)

日本薬剤師研修センター認定制度研修　１単位申請中
※薬事衛生指導員の方へは別途、郵送にてご案内いたしました。
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広島漢方研究会

第48回日本漢方交流会全国学術総会広島大会
結果報告および新年シンポジウムのご案内

理事長　鉄村　努

　新年明けましておめでとうございます。
毎月の月例会では、「漢方初級講座」や「薬
局製剤実習」などに会員以外の先生方に

も多数ご参加いただき、誠にありがとうございます。本
年もどうぞよろしくお願い致します。
　広島漢方研究会（以下広漢）が主幹となり準備を進め
てきました第48回日本漢方交流会全国学術総会広島大会
が平成27年11月22（日）から2日間、「親試実験」のスロー
ガンのもと「わたしの漢方リポート」をテーマに広島大
学霞キャンパス広仁会館において開催されました。

　大会には企業展示13社、
また全国から薬剤師を中心
に鍼灸師・医師ら約300名が
参加して、会員発表・シン
ポジウム・特別講演が行わ
れ白熱した討議が交わされ
ました。

　大会の最初は市民公開講座「薬用植物と漢方」を開催、
日本漢方交流会理事長で広漢副
会長の吉本悟先生が、実際に野
山で採取した薬草や生薬見本を
参加者に見てもらいながら効能や
使用方法などをわかりやすく紹介
しました。
　初日の最後は新しい試みとして「症例検討シンポジウ
ム」を行いました。広漢副理事長の勝谷英夫先生をコー
ディネーターとして、広漢会長の山崎正寿先生に実際に
経験した症例を出題していただき、広漢の木原敦司先生
を含め3名のシンポジストが「自分ならこの処方を用い
る」とご自身の考えを解説、最後に山崎先生から使用し

た漢方薬を紹介され、
参加者からは「自分自
身も有効処方を考える
ことができた」、「1つ
の病気でも様々な処方
が考えられることがわ
かった」など大好評で
した。

　その他、特別講演として漢方医療頼クリニック院長頼
建守先生に「飽食時代における女性月経不調の治療」、
聖光園細野診療所院長中田敬吾先生に「40年の治験を振
り返って　印象に残る症例」と題して講演いただき、著

名な先生方の貴重な臨床例や考え方を学びました。また、
生薬の分野では教育講演として東京農業大学バイオセラ
ピー学科教授　御影雅幸先生に「中国における生薬栽培
の現状とマオウ国産化の近情」と題して、最近価格高騰
が続く生薬の現状について薬剤師の専門家としてご講義
いただきました。さらに全国から8題の会員発表があり、
様々な漢方薬の使用経験・有効例などの発表がありまし
た。
　初日の夜には、リーガロイヤルホテル広島において
100名が参加して懇親会を行いました。

　最初に広島県薬剤師会会長前田泰
則先生に来賓としてご祝辞をいただ
き、余興では、西条町寺家神楽保存

会の皆様による神楽「猿田彦 (さるたひこ) の舞い」を
披露していただきました。天狗の面をつけて“舞”を舞っ
たのはなんと広漢の木原会員で、これには参加者一同大
いに驚きました。また、恒例の下本会員も手品を披露し
て大いに盛り上げてくれました。
　広漢会員からなる交流会広島大会実行委員会37名が、
開催まで約2年をかけて準備した広島大会は大盛況のう
えトラブルもなく、アンケートによる評価も上々で無事
に2日間を終えることができました。
　28年1月10日（日）は新年シンポジウム「皮膚病と漢方」

（10時〜 13時）が開催されます。（初級講座はありません）
オープン参加費2,000円（薬剤師研修シール2点・漢方
薬、生薬認定薬剤師更新用シールとしても使用可・予約
不要）、会員以外の方も参加できます。ぜひ参加されて
みてはいかがでしょうか。詳細は広島漢方研究会ホーム
ページ、広島県薬剤師会ホームページ研修会カレンダー、
または事務局までお問い合わせください。

　【漢方初級講座の講義予定】1時限目 9:30 ～ 11:00
　第４回　2月14日　「漢方基礎講座④　肝の生理」
　第５回　3月13日　「漢方基礎講座⑤　心の生理」

　広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局
℡：082−285−3395
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　㈱セイエルに中途入社して、あっという間に一年が過
ぎました。前職では、医薬品等の研究開発に携わってお
り、卸勤務薬剤師については、インターネット等で収集
した情報からでしか理解できていませんでしたが、医薬
品卸では、医療に関わる様々な商品を数多く取り扱って
いるため、客観的な視点で商品を比較し、幅広い知識を
習得できるのではないかと考え、入社を希望しました。
入社後、想像以上の商品数に圧倒されながら、卸勤務薬
剤師には、医薬品等に関する商品知識だけでなく、医薬
品等の適正管理のために、様々な関連法規を熟知するこ
とが求められていると知りました。恥ずかしながら、知
識不足な点が多く、お得意先や営業の方からお受けする
様々なお問合せを通じて、一つ一つ必要な知識を習得し
ながら業務に取り組んでいるところです。
　最近実家に帰省した際、母から後発医薬品について尋
ねられました。「薬局で薬を貰うときに、ジェネリック
を勧められるのだけど、どうしてなの？」、「これまでも
らっていた薬と大きさや形が違うけど、効果は同じな
の？」と。医療費抑制に向けて、政府は後発医薬品の使
用割合を18年度から20年度の早い時期に80%以上へ引き
上げることを目標に掲げていますが、母からの疑問を受
けて、なぜ勧められるのか、本当に効果は同じなのかと
不安に思われている患者さんは予想以上に多いのではな

いかと感じました。私たち医療従事者には、正しい情報
を患者さんに分かり易く説明し、患者さんの疑問や不安
を少しでも取り除くことが求められていると思います。
この出来事を通じて、目標値だけを追い求めるのではな
く、必要な情報を患者さんに届けられているのかを見直
すことも大切なのではないかと考えさせられました。私
自身、患者さんと直接お話しする機会はありませんが、
お得意先の先生や営業の方からのお問合せに対して、相
手の疑問を深く理解し、適切で分かり易い回答を心掛け
ていくことで、その向こう側にいらっしゃる患者さんに
正しい情報をお届けできるように努力していきたいと思
います。
　ニュース等でもしばしば報じられていますが、国民医
療費の額には驚かされるばかりです。医療費を抑制する
ために、私たち個人にできることは何かと考えると、単
純ではありますが、やはり「いつまでも健康な身体でい
ること」ではないかと思います。私自身、運動はあまり
得意ではありませんが、数年前、屋久島の縄文杉を観に
行ったことがきっかけで、山登りをするようになりまし
た。まだ初心者レベルで、本格的な登山には程遠いです
が、山頂で食べるお弁当を楽しみに、友人たちと一緒に
無理のないペースで登るというのが、自分に合っている
ようです。これからの季節、寒さが厳しくなってくるた
め、外出することが億劫になりそうですが、温かい季節
が巡ってくる頃に、また山登りに出かけられるように、
近所をウォーキングしたりして無理のない身体づくりを
しておきたいと思います。

広島県医薬品卸協同組合
 ＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

株式会社セイエル　薬事医薬情報部　中西　渥子

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成27年２月27日〜３月１日日実施）

正答は 107ページ
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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 )

1 月	8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－
当帰と柴胡を含む処方の適応（補血剤Ⅱ)
講　　師:小林宏先生(福山大学薬学部非常勤講師)
テキスト:病態からみた漢方薬物ガイドライン(京都廣川書店)
どの時期から参加しても非常に分かり易いユーモラスな研修会です。
漢方を全く知らない人でも気軽にご参加下さい。

福山大学薬学部
084-936-2112(5165)	 1

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

1月	9日(土)15:00 ～ 17:00　広島県薬剤師會館 4階
第490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 )特別講演
　「抗精神病薬の薬理学的特性と薬剤師視点でのアセスメント」
　ヤンセンファーマ株式会社	メディカルアフェアーズ本部
　若松昭秀先生	

(公社)
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。	

1 月10日(日)10:00 ～ 13:00　広島県薬剤師會館 2階	
第604回広島漢方研究会　新年シンポジウム	
新年シンポジウムテーマ「皮膚病と漢方」
コーディネーター：勝谷英夫
シンポジスト：鉄村努　吉本悟　山崎正寿
皮膚病をテーマに討論会を開催します。	
広島漢方研究会会員以外の方も大歓迎です！奮ってご参加ください。

広島漢方研究会	
テツムラ漢方薬局：
082-232-7756		

2

＜参加費＞広島漢方研究会会
員:無料
会員外（オープン参加):2,000
円（学生1,000円)
事前の申し込みは不要です。

1月11日(月)10:00 ～ 17:45　グランドプリンスホテル広島	
第 4 回先端的がん薬物療法研究会	
「血管新生阻害剤(	V	E	G	F・V	E	G	F	R	阻害剤)」
1.血管新生阻害剤の特徴と注意すべき副作用	(10:05-10:55)
2.血管新生阻害剤のエビデンス(午前の部)	(10:55-12:35)
3.ランチョンセミナー	(12:45-13:25)
4.血管新生阻害剤のエビデンス(午後の部)	(13:45-15:45)
5.血管新生阻害剤の支持療法	(16:05-17:05)
6.施設整備	(17:15-17:35)	

公益財団法人
広島がんセミナー	

「第 4回先端的がん薬
物療法研究会」事務
局：082-247-1716		

4 	

お名前・ご所属・肩書き・住
所・電話番号・FAX・E-mail	
をご記入の上、FAX・電話・
E-mail・HP	などでお申し込
みください。事前申し込み必
要です。

1月13日(水)19:30 ～ 21:00　広島逓信病院東館 3階会議室	
第 1 6回広島市薬剤師会中区勉強会	
講　　演:19:30 ～「貼付剤使用による皮膚障害について」

マルホ株式会社　学術　近藤芽衣
　　　　　　　　　「ニュープロパッチの貼付方法について」	

大塚製薬株式会社　学術部　守山	雄二
特別講演:19:50 ～『パーキンソン病の診療の新たな展開』
講　　師:広島市立広島市民病院　脳神経内科主任部長　山脇健盛先生

【JPALS研修会コード：34-2015-0178-101】		

広島市薬剤師会・
大塚製薬株式会社・
マルホ株式会社
広島市薬剤師会
（℡082-244-4899)		

1

受講料：無料
申込： 1 月 6 日（水)までに
電話かＦＡＸにて、「氏名・
勤務先」をご連絡ください。
お車でお越しの際は、広島逓
信病院の駐車場をご利用頂け
ます。

1月20日(水)19:20 ～ 21:00　佐伯区民文化センター	
第173回広島佐伯支部集合研修会　	
1.	19:20 ～ 19:30　薬剤師会から報告事項　会長　樽谷　嘉久　
2.	19:30～21:00　演題「特殊な施設における感染対策～冬場はコワイ～」
　　　　　　　　講師　草津病院薬剤科課長代理　別所千枝先生

【JPALS研修会コード：34-2015-0191-101】		

広島佐伯薬剤師会	
広島佐伯薬剤師会事
務局　TEL・FAX
082-924-5957		

1

1 月23日(土)15:00 ～ 17:00　広島県薬剤師會館 4階ホール	
平成27年度広島県薬剤師会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)	
講演 1「危険ドラッグ問題と薬物依存症～依存症臨床の視点から～」（90分)

埼玉県立精神医療センター副病院長　成瀬暢也先生
演題 2「学校環境衛生検査技術講習会の報告及び伝達講習会のお知らせ」（30分)

広島県学校薬剤師会常務理事　竹本貴明先生	

広島県薬剤師会	
事務局：吉田
（082-246-4317)		

1

参加費：無料
※薬事衛生指導員の方へは郵
送にて、ご案内をお送りいた
します。

　薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。
　他支部や他団体、薬事情報センターの研修会については、準備の都合もありますので事前にお問い合わせください。
詳しくは研修会カレンダー (http://www.hiroyaku.or.jp/sche/schedule.cgi)をご覧ください。
	 広島県の研修認定薬剤師申請状況
  平成27年11月末日現在  1,176名(内更新914名)
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　(参加費等 )

1 月24日(日)10:00 ～ 12:00
県民文化センターふくやまＢ 1文化交流室
平成27年度広島県薬剤師会薬事衛生指導員講習会及び
広島県学校薬剤師会研修会（東部)	
講演 1「危険ドラッグ問題と薬物依存症～依存症臨床の視点から～」（90分)

埼玉県立精神医療センター副病院長　成瀬暢也先生
演題 2「学校環境衛生検査技術講習会の報告及び伝達講習会のお知らせ」（30分)

広島県学校薬剤師会呉支部　平本敦大先生	

広島県薬剤師会	
事務局：吉田
（082-246-4317)		

1

参加費：無料
※薬事衛生指導員の方へは郵
送にて、ご案内をお送りいた
します。

1月29日（金)18:45 ～ 20:30	
合人社ウエンディひと・まちプラザ　北棟 5階研修室Ａ・Ｂ	
広島県精神科病院協会薬剤師部会学術講演会	
18:45 ～ 19:00　製品説明　大日本住友製薬
19:00 ～ 20:30　特別講演

『統合失調症治療における薬物療法と心理社会的治療の融合（仮)』
特定医療法人仁康会小泉病院副院長　小野晴久先生

20:30 ～ 20:45　研修レポート記入	

広島県病院薬剤師会/
広島県精神科病院協
会コメディカル委員
会薬剤師部会/
大日本住友製薬	
ほうゆう病院薬局　
新宅将史先生
℡0823-72-2111

1

＊軽食をご用意しています。
＊当日は参加費として、500円
を徴収させていただきます。
参加申し込み：FAX0823-70-
0025　ほうゆう病院薬局　新
宅将史先生	

2 月 7 日(日)13:00 ～ 16:00　一般社団法人広島市薬剤師会	
第151回生涯教育研修会	　テーマ：『Ｃ型肝炎』
1 )製品紹介　「ハーボニー配合錠について」

ギリアド・サイエンシズ株式会社　　	
2 )特別講演Ⅰ「慢性肝炎の治療法について」

広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命学科学部門
消化器・代謝内科学教授　茶山一彰先生

3 )特別講演Ⅱ「肝癌治療について」
広島大学病院消化器・代謝内科講師　相方浩先生

4 )質疑　　　　　　　　　　　　	【JPALSコード：34-2015-0194-101】

広島市薬剤師会、
ギリアド・サイエン
シズ株式会社	
広島市薬剤師会
（℡082-244-4899)		

2 	

受講料：県薬会員1,000円、
非会員2,000円
申込み：参加希望の方は、 2
月 1 日までに「氏名・勤務
先・会員登録の有無」を事務
局へFAX（082-244-4901)か電
話にてご連絡ください。

2月12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－
月経困難症などの婦人科疾患（駆オ血剤)
講　　師:小林宏先生(福山大学薬学部非常勤講師)
テキスト:病態からみた漢方薬物ガイドライン(京都廣川書店)
どの時期から参加しても非常に分かり易いユーモラスな研修会です。
漢方を全く知らない人でも気軽にご参加下さい。

福山大学薬学部
084-936-2112(5165)	 1

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

2月13日(土)15:00 ～ 17:00　広島県薬剤師會館 4階
第491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　「選択的SGLT2阻害剤－糖尿病治療薬－ルセフィ錠」

大正富山医薬品株式会社
3 )特別講演「最新の糖尿病治療	～糖尿病治療薬の変遷に乗り遅れるな～」

	特定医療法人あかね会土谷総合病院内分泌内科医長　渡邉浩先生

(公社)
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。	

2 月14日(日)9:30 ～ 16:00　広島県薬剤師會館 2階	
第605回広島漢方研究会月例会		
9 :30 ～ 11:00　漢方初級講座④『肝の生理』　木原敦司
11:00 ～ 12:30『漢方診療三十年』解説　吉本悟
13:30 ～ 15:00『勿誤薬室方函口訣』講義　	山崎正寿
15:00 ～ 16:00『当帰芍薬散』の処方解説と製剤実習

木原敦司　佐々木信忠　
※“漢方初級講座”を好評開催中です！奮ってご参加ください！	

広島漢方研究会
テツムラ漢方薬局：
082-232-7756		

3 	

＜参加費＞広島漢方研究会会
員無料、会員外（オープン参
加)3,000円（学生1,500円)
事前の申し込みは不要です。
お気軽にご参加ください。	

2 月21日(日)13:00 ～ 16:00	
RiM・f（リム福山)B2階　福山市男女協同参画センター	
ひろしま桔梗研修会	
『在宅におけるチーム医療～医師の考えること、薬剤師に望むこと』
講師：丸山典良先生（まるやまホームクリニック)	

神戸薬科大学
広島生涯研修企画

委員会	
090-7507-3902	

2 	

参加費：1,000円
申込み：下記のメールアド
レスへ、氏名、連絡先を
記載して下さい。d-hiro@
kobepharma-u.ac.jp
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認定実務実習指導薬剤師養成更新講習会の開催案内

日時：平成28年1月27日(水)
19:00～21:00　講座カ　ほか

場所：広島県薬剤師會館４階
　　　広島市中区富士見町11-42
主催：公益社団法人広島県薬剤師会

※広島県薬剤師会会員及び広島県病院薬剤師会会員以外の方は、当日、テキスト代として1,000円をいただきます。

※日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度の研修シールは、交付されません。

問い合わせ先：広島県薬剤師会　木下 電　話（０８２）２４６－４３１７

申し込み先：ＦＡＸ（０８２）２４９－４５８９

勤務先名

参加者氏名

認定番号

認定期限

指導経験のある勤務先名

※更新要件については日本薬剤師研修センターホームページにてご確認ください。

http://www.jpec.or . jp/nintei/nintei j i tumu/cert ificate_renew.html

認定実務実習指導薬剤師養成講習会参加申し込み　　　1月27日(水)

　広島県薬剤師会では、認定実務実習指導薬剤師養成講習会（更新講習）を次のとおり開催いたします。
　つきましては、更新対象者で、参加ご希望の方は1月15日（金）までにＦＡＸにてご連絡ください。
　なお、本講習会は、認定開始日から５年以上ある薬剤師が対象ですので、認定期間をご確認の上、お間違えの
ないようにお申込みください。（認定期限が2017/1/14までの方が対象です）
　また、認定実務実習指導薬剤師の更新のためには、このビデオ講座の受講と、学生の指導経験が必要です。こ
れまで実務実習を受け入れ、実際に学生の指導をした経験がある方を、優先させていただきますのでご了承くださ
い。申し込み締め切り後、参加証を発送しますので、当日必ずご持参ください。　



85広島県薬剤師会誌　2016 Vol.41 No.1

認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領
11．更新申請
(1)更新の条件

更新申請に際して満たすべき条件は次のとおりとする。
①６年間の認定期間中に、実務実習生の指導実績が1例以上あること。

　ただし、指導実績がない場合は、ない理由、その間の勤務状況の説明及び今後の指導の見込を記載し
た書類を提出すること。それに基づき委員会が個別に審査する。

②勤務状況に関し、次のア、イ及びウのすべてを満たすこと。
ア　現に実務に従事していること。
イ　６年間の認定期間中のいずれかの時点で3年以上継続的に病院又は薬局に勤務していること。
ウ　更新申請の直近1年以上継続的に病院又は薬局に勤務していること。

③更新講習を受講していること。
　更新講習は講習会形式の研修とし、その内容は、薬学教育モデル・コアカリキュラムの主な変更点、
薬剤師に求められる基本的な資質（以上、講座カ）等とする。
　更新講習を受講できる者は、認定実務実習指導薬剤師の認定を受けた日から5年以上を経過した者と
する。

(2)更新申請における提出書類等
①更新申請書（別紙　認定実務様式1-2）
②更新講習の受講証明書（正本）
③履歴書（別紙　認定実務様式1-3）

　非常勤職員としての勤務については、1週間当たりの従事日数及び従事時間数がわかるように記載す
ること。

④返信用通常はがき（認定通知書用）
　通常はがき（従前の官製葉書のこと。私製葉書は不可。）に、宛先及び宛名を記載すること。
⑤更新申請料振込明細の写し

(3)書類提出先
　公益財団法人日本薬剤師研修センター　認定実務実習指導薬剤師認定係
　　郵便番号107-0052　東京都港区赤坂1-9-13　　三会堂ビル

(4)更新申請料振込先
　銀行名：ゆうちょ銀行
　口座番号等：
　　郵便局から振込む場合：00130-5-119292
　　他の金融機関から振込む場合：
　　　店名・口座種類・口座番号：019（ゼロイチキュウ）店　当座　0119292
　　　名義：公益財団法人日本薬剤師研修センター

(5)更新に係る特例等
①　11．（1）①のただし書きにより書類を提出した者であって、個別審査によって更新された者は、更新後

の６年間の認定期間中に指導実績がない場合、その次の更新申請をすることができない。
②　認定期間終了時に更新の条件が満たされていないために、更新申請を行うことができなかった者が、認

定期間終了後2年以内に更新の条件をすべて満たすこととなった場合は、更新申請としての手続きをす
ることができる。ただし、この更新の有効期間の起算日は、通常の更新がなされたとした場合の起算日
とする。

12．更新に関する準用
　　7．（登録、認定証及び公表）、8．（認定の有効期間）、9．（届出の義務）及び10．（認定証の再発行）の規定は、
更新の場合に準用する。

13．手数料
(1)認定申請 5,143円（本体4,762円十税381円）
(2)認定証再発行（紛失、婚姻等による氏名変更等による再発行）

 1,749円（本体1,619円+税130円）
(3)更新申請 5,143円（本体4,762円+税381円）

　なお、いずれの場合も振込み手数料は申請者の負担とする。
14．認定の取消し

　認定の取消しについては、公益財団法人日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師制度に準じて取扱う。
ただし、「認定制度委員会」とあるのは「認定実務実習指導薬剤師認定委員会」とする。

附則（平成26年5月20日）

(5)更新申請受付期間は、認定の有効期間が終了する日の3か月前から前日（当日消印有効）までとする。
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第第113344回回日日本本薬薬学学会会中中国国四四国国支支部部例例会会

主催：日本薬学会中国四国支部主催：日本薬学会中国四国支部

日時 ： 平成２８年１月３０日（土）14:00～16:30

場所 ： 就実大学Ｓ館１０２号室

研修単位 薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度認定1単位

講演会 （参加費 無料）

『米由来ペプチドを用いた機能性食品の開発に向けて』

就実大学 薬学部 守谷智恵 （14:00～14:45）

『糖毒性による膵β細胞障害におよぼすGLP-1受容体作動薬の

保護効果に関する研究』

就実大学 薬学部 小野浩重 （14:45～15:30）

『医療現場を支える/医療現場から発信する基礎薬学研究』

岡山大学病院薬剤部/岡山大学大学院医歯薬総合研究科

北村佳久 （15:30～16:30）

懇親会 16:30～ 就実大学V館地下食堂 参加費 3,000円
（当日，会場にて受付）

世話人代表：就実大学薬学部 薬学部長 坪井誠二

連絡先：就実大学薬学部 教授 丹羽俊朗
〒703-8516 岡山市中区西川原1-6-1 TEL：086-271-8193
E-mail: tniwa@shujitsu.ac.jp

アクセス：JR山陽本線・赤穂線「西川原・就実」より徒歩１分
http://www.shujitsu.ac.jp/daigakuannai/daigakuannai_access/2289.html
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平成２７年度広島県合同輸血療法研修会

広島県合同輸血療法委員会は「医療機関における輸血療法委員会相互の情報交換を図り、広

島県内における輸血医療の標準化をめざすこと」を目的として活動しています。 

血液製剤の適正使用、安全性に関する知識の向上及び有効利用のより一層の推進を図るため、

次のとおり研修会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

と き 平成２８年２月６日（土）15時～18時（開場 14時30分）

と こ ろ KKRホテル広島１階 孔雀（ 広島市中区東白島町19-65 ）

参加対象者 医師、薬剤師、看護師及び臨床検査技師 等 

定 員  150名程度（※ 先着順。定員になり次第、締め切ります。） 

主 催 広島県合同輸血療法委員会(事務局:広島県、広島県赤十字血液センター） 

共 催  一般社団法人日本輸血・細胞治療学会中国四国支部、一般社団法人広島県医師会、

一般社団法人広島県病院協会、公益社団法人広島県薬剤師会、公益社団法人広島

県看護協会、一般社団法人広島県臨床検査技師会、広島県病院薬剤師会 

参 加 費 無料 

＜プログラム＞

１ 事例発表「輸血の副作用」 （15:10～1５:50）

（演者）possible TRALI 症例について

国立病院機構 呉医療センター 輸血療法委員会委員長 高蓋 寿朗 先生

遅発性溶血性副作用について

庄原赤十字病院 医療技術部 検査技術課長 佐藤 知義 先生

２ 報告 （15:50～16:50）

（演者）「輸血療法に関するアンケート」結果報告等

広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授 田中 純子 先生

「輸血前後の感染症検査の手順書」の作成状況等

広島県合同輸血療法委員会副委員長 藤井 輝久 先生

３ 特別講演 （16:50～17:50）

「知っておきたい輸血の副作用と対策」

演者：山口大学医学部附属病院 輸血部 准教授 藤井 康彦 先生

＜単位認定＞（申請中） ※③及び④はどちらかの選択になります。

① 日本輸血・細胞治療学会

〔認定医、認定輸血検査技師、学会認定・臨床輸血看護師〕（認定更新に限る。）

② 日病薬・広島県病薬生涯研修認定制度 １．２５単位

③ 日病薬薬学認定薬剤師制度 V-1（医薬品特性）１．５単位

④ 日本薬剤師会研修センター 集合研修 １単位

★ お申し込みは、FAXまたはEメールでお願いします。（当日参加も可） 

広島県合同輸血療法委員会事務局 行き FAX：082-211-3006

平成２７年度広島県合同輸血療法研修会参加申込書 ＜〆切 １月２２日（金）＞

医療機関名

記入者所属 記入者氏名

電話番号 liam-E
番号 所属等 氏 名 ご職種 参加証の要否

1 医、検、看、薬、他 要・否

2 医、検、看、薬、他 要・否

3 医、検、看、薬、他 要・否

問 合 せ 先：広島県合同輸血療法委員会事務局 

（申込先）   広島県健康福祉局薬務課             ℡ 082-513-3223 

                      E-mail fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp 

広島県赤十字血液センター学術・品質情報課  ℡ 082-241-1290 

平成２７年度広島県合同輸血療法研修会
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　今回は、福山で在宅医療をされている丸山先生のお話です。

　「治す医療」から「支える医療」へ、住み慣れた場所で、いい時間を過ごしたい、

先生は、患者さんのそんな思いをお手伝いしたいと、クリニックを開業されました。

自宅に帰られた患者さんの笑顔を見るたびに、『家』のもつ力に圧倒される思いだっ

たと言われます。

　これからの在宅に薬剤師がどのように関わっていくべきか、是非先生のお話を

聞きたいと思います。

日   時： 平成28年 ２ 月21日 （日） 13：00 ～ 16：00
	 　　　　　　　　　　　　　　　受付12：30 ～（認定 2単位）

場   所：	  ＲｉＭ ・ ｆ （リム福山） Ｂ ２ Ｆ　福山市男女共同参画センター

	 福山市西町 1－ 1－ 1エフピコＲｉＭ　（元ロッツ）			　TEL084－973－7787

テーマ：　 『 在宅におけるチーム医療

～医師の考えること、 薬剤師に望むこと』

　　まるやまホームクリニック　　丸山　典良	先生

参加費：1,000円

申込み： 下記のメールアドレスへ、氏名、連絡先、出身校を記載して下さい。
	 d-hiro@kobepharma-u.ac.jp（締切 2月 8日）※当日若干名は受付可能です。

　　　　　　※送受信不能の際はお問い合わせください。

主   催： 神戸薬科大学　広島生涯研修企画委員会

問合せ： 倉田　薫　090－7507－3902
	 森川薬局青葉台店　0829－30－6778
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と  き：平成２８年２月２５日（木）１９時から

と こ ろ：広島県医師会館 2 階 201 会議室（広島市東区二葉の里 3-2-3）

主  催：  広島県地域保健対策協議会 医薬品の適正使用検討特別委員会

〈次第〉 

1．『健康食品の利用に関する県民アンケート調査結果について』 

報 告 者 広島県薬剤師会 常務理事 

          医薬品の適正使用検討特別委員会委員 豊見 敦 先生 

2．特別講演『健康食品の利用に係る健康被害の実態について（仮題）』 

講  師 広島赤十字・原爆病院 第二消化器内科部長 辻 恵二 先生 

対  象：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員、 

その他、本講演会に関心のある方は多数ご参加ください。 

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）

定  員：120 名（定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。）

申込・お問合せ先：下記によりＦＡＸまたはメールでお申し込み下さい。 

       広島県医師会地域医療課（担当：村上） 

TEL：082-568-1511、FAX：082-568-2112、E-mail：chiiki@hiroshima.med.or.jp

参加申込票 2/25 健康づくり支援に関する講演会

ふ り が な

氏   名

ご 職 種 医師 歯科医師  薬剤師  看護師  介護支援専門員 

その他(                  ) 

ご 所 属

ＴＥＬ

健康づくり支援に関する講演会
～健康食品に関する正しい知識の普及を目指して～

　広島県地域保健対策協議会内に設置の「医薬品の適正使用検討特別委員会」では、地域包括ケア
が推進される中、薬局・薬剤師がより地域に密着した健康情報拠点として活躍するための検討を進
めております。多くの方が利用しているものの、その不適切な利用によっては健康被害をもたらす
可能性のある、いわゆる「健康食品」に焦点を当て、医療・介護関係者等への知識啓発等を目的
に、この度、標記講演会を開催することといたしました。
　薬物性肝障害のご専門で、健康食品に造詣が深い、広島赤十字・原爆病院第二消化器内科部長の
辻　 恵二先生をお招きした特別講演のほか、本委員会が実施した、県民向けの意識調査の結果を
ご報告いたします。皆様奮ってご参加下さい。 
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（公益社団法人）広島県薬剤師会会員の皆様へ

続

中途加入用

手続きカンタン。
あなたの暮らしを補償します。

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

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料 保険期間：2015年8月1日午後4時から2016年8月1日午後4時まで

Ａタイプ
免責期間４日

入院のみ免責0日特約

Ｂタイプ
免責期間4日タイプ

補償月額 １０万円

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料

■基本級別１級
（型：本人型．保険期間１年．てん補期間1年）

保険期間：2015年8月1日午後4時から2016年8月1日午後4時まで

中途加入の場合：申込手続きの日の翌月１日より補償開始

※5口までご加入いただけます。

入院のみ免責0日特約

15歳～19歳 790円 630円

20歳～24歳 1,160円 920円

25歳～29歳 1,280円 1,030円

30歳～34歳 1,480円 1,270円

35歳～39歳 1,790円 1,570円

月
払
保

40歳～44歳 2,160円 1,940円

45歳～49歳 2,560円 2,290円

50歳～54歳 2,990円 2,640円

55歳～59歳 3,210円 2,820円

60歳～64歳 3,380円 2,940円

保
険
料

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています

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

入院による就業不能には１日目から保険金をお支払い（Aタイプのみ）

おすすめ！おすすめ！

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています。
※年齢は被保険者（保険の対象となる方）の保険期間開始時（平成27年8月1日）の満年齢をいいます。

選 す

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

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

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

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

このチラシは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
ご不明な点がある場合には、パンフレット記載のお問合せ先までお問合せ下さい。
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制度の特徴制度の特徴

２４時間ガード！
業務中はもちろん業務外、国内および海外で、病気やケガにより就業不能
となった場合で その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します ＊2となった場合で、その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します。 ＊2

天災危険補償特約セット！

地震・噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる
就業不能も補償します

＊1  保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2  骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合に

ついても、保険金をお支払いします。

ご加入の際、医師の診査は不要です！

別紙の加入依頼書等にあなたの健康状態を正しくご記入いただければＯＫです。

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

就業不能も補償します。

サ ビ ご案内

充実したサービスにより安心をお届けします！ （自動セット）

「メディカルアシスト」「デイリーサポート」
サービスの詳細は後記「サービスのご案内」をご参照ください。

サービスのご案内

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

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

・デイリーサポート
介護・法律・税務に関するお電話でのご
相談や暮らしのインフォメーション等、役

ご加入手続きについて

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

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関
をご案内します。

相談や暮らしのインフォメ ション等、役
立つ情報をご提供します。

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

●１か月の補償額とタイプ（※1）をお決めください。

（原則50万円（5口）補償まで。「入院のみ免責0日タイプ」（Aタイプ）もお選びいただけます。）

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

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

●薬剤師会会員ご本人様のほか、会員のご家族（※２）も加入することができます。ただし、年齢（保険期間開始
時の満年齢）が満15歳以上の方に限ります。時 満年齢） 満 歳以 方 限り す。

（個別に加入依頼書をご記入願います）

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

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

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

15-T00923 平成27年5月作成
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 （公社） 広島県薬剤師会　薬事情報センター

   原田　修江、永野　利香、胡明　史子
 （公社） 日本薬剤師会　DI委員会　　　　　
 　　　 東京大学大学院薬学系研究科（医薬品情報学講座）

   澤田　康文

【事例】

アロチノロール塩酸塩錠５㎎「DSP」を後発医薬品と思い込み、誤調剤！

■処方内容は　39歳　女性

　〈処方1〉　後発医薬品への変更可の処方箋（平成24年10月以降）　　印字処方
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[般]フルボキサミンマレイン酸塩錠25㎎  ４錠 1日2回　　 朝夕食後 28日分
アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」 2錠 1日2回　　 朝夕食後 28日分
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　〈処方2〉　後発医薬品への変更可の処方箋（平成24年９月以前）　　印字処方
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[般]フルボキサミンマレイン酸塩錠25㎎  ４錠 1日2回　　 朝夕食後 28日分
アルマール錠5 2錠 1日2回　　 朝夕食後 28日分
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
既病歴（不明）　　現病歴（うつ症状）

■何が起こったか？
・ 後発医薬品を希望する患者にアロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」が処方、いつもはアロチノロール塩酸塩錠5

㎎「トーワ」を投薬していたが、今回は先発医薬品であるアロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」を後発医薬品と
勘違いし、誤調剤してしまった。

■どのような経緯で起こったか？
・ 患者は、うつ症状で長年精神科クリニックを受診している。理由はわからないが、薬は複数の薬局で調剤してもらっ

ている。お薬手帳は持っているらしいが、薬局への提示は拒否している。
・当該薬局では、患者の処方箋を8年前（平成19年）から、始めは定期的に、６年前からは不定期に受けている。
・ 一方、平成24年６月に、アルマール錠（血圧降下薬）は、アマリール錠（糖尿病薬）との名称類似による医療過誤

防止のため、アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」へ名称変更された（アルマール錠の経過措置期間：平成25年
3月末迄）。

・ そのため、平成24年10月以降、当該クリニックからの処方箋は、〈処方2〉から〈処方1〉に変わった。
・ 平成25年９月に、患者から後発医薬品への変更希望の申し出があり、それ以降、アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」
（先発医薬品）に替えてアロチノロール塩酸塩錠5㎎「トーワ」（後発医薬品）を投薬していた。

・ 今回、薬を取り揃えた薬剤師は、患者が後発医薬品を希望していることは確認したが、何の疑問も持たず処方箋通
りにアロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」を集薬した。

ヒヤリ・ハット
エビデンス情報
ヒヤリ・ハット
エビデンス情報

モ バ イ ル 事 例 報 告Ｄ Ｉ 室 ・
広島県

（公社）日本薬剤師会「モバイルDI 室」事業
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■どうなったか？
・ 鑑査時、薬を取り揃えた薬剤師とは別の薬剤師が、いつも投薬しているアロチノロール塩酸塩錠5㎎「トーワ」（後

発医薬品）ではなく、アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」（先発医薬品）が誤調剤されていることに気がついた。
・ 幸いにも投薬前であったので、すぐに正しい薬を集薬し直し、患者には何の影響もなかった。

■なぜ起こったか？
・ 薬を取り揃えた薬剤師は、以前は常勤であったが、しばらく休職した後に最近パートとして復職したばかりであっ

た。休職前は〈処方2〉であり、当時はアルマール錠を調剤していた。そのため、アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」
を「成分名＋規格＋屋号」で記載されることが多い後発医薬品と思い込んでしまった。また、忙しい時間帯であっ
たため、薬歴の確認作業は行ったが、過去に調剤した医薬品名の屋号が「DSP」でなく「トーワ」であることを
見落とした。

■今後二度と起こさないためにどうするか？
・ 薬歴に記載された医薬品名は、最後まできちんと読み込む。
・ アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」は先発医薬品であることを薬局内で周知徹底する。
・ アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」の保管棚に、先発医薬品であることを表示する。
・ 処方医に、患者が後発医薬品を希望しているため、アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」を一般名処方〈ア

ロチノロール塩酸塩錠5㎎〉に変更を依頼する。

■特記事項は?
・ 医療事故防止のための医薬品名称変更について～『アルマール錠』から『アロチノロール塩酸塩錠「DSP」』へ

　「アルマール（一般名：アロチノロール塩酸塩）：高血圧症・狭心症・不整脈治療剤／本態性振戦治療剤」（大日
本住友製薬株式会社）は、「アマリール（一般名：グリメピリド）：経口血糖降下剤」（サノフィ ･アベンティス株
式会社※）と名称が類似していることから、薬剤取り違えによる死亡を含む医療事故事例やヒヤリ・ハット事例が
複数例報告された。そのため、平成24年６月に、『アルマール錠5 ／同錠10』に替わり『アロチノロール塩酸塩錠
5㎎「DSP」／同錠10㎎「DSP」』が販売名変更品として薬価収載された。
　しかし、新たな問題点として、変更後の名称が後発医薬品と紛らわしいため、『アロチノロール塩酸塩錠5㎎

「DSP」／同錠10㎎「DSP」』を先発医薬品でなく後発医薬品と勘違いする可能性がある。「薬局ヒヤリ・ハット報
告事例」（公益財団法人日本医療機能評価機構）には、本事例と同様に、アロチノロール塩酸塩錠5㎎「DSP」を
後発医薬品と思い込み誤調剤した事例が本年９月末までに1例報告されている。

　※現在は「サノフィ株式会社」

・ 先発医薬品が、一般名「屋号」に変わった事例

変更前の医薬品名 変更後の医薬品名 変更前の名称類似品
アルマール錠

（高血圧症・狭心症・不整脈
治療剤／本態性振戦治療剤）

アロチノロール塩酸塩錠「DSP」 アマリール錠
（経口血糖降下剤）

サクシン注射液
（筋弛緩剤）

スキサメトニウム注「AS」
2015年10月1日以降、
スキサメトニウム注「マルイシ」に変更

サクシゾン注射用／同静注用
（副腎皮質ホルモン剤）

メテナリン錠／同注
（子宮収縮止血剤）

メチルエルゴメトリン錠「あすか」 ウテメリン錠／同注
（切迫流・早産治療剤）

“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”をご提供いただける場合は、
薬事情報センター（原田・永野・胡明）までご連絡をお願い致します。　
〈連絡先　TEL:082−243−6660　メールアドレス　di@hiroyaku.or.jp〉
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永野　利香

感染症について

　感染症とは、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖し、発熱、下痢、咳等の症状が出る病気のことを
いいます｡ 感染症には、人から人へ感染する伝染性の感染症のほかに、ツツガムシや破傷風などのように人から人へ
は感染せず、動物や昆虫または傷口から感染する非伝染性の感染症も含まれます｡ 感染してもほとんど症状が現れず
に終わってしまう場合もありますが、症状が現れると治りにくく、時には死に至るような感染症もあります｡
 　感染症の分類の一つに、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」いわゆる「感染症法」に基
づくものがあり、これを簡単にまとめました（表1）。
　さらにこの中から、最近話題となったものを中心に、いくつかとりあげて簡単にまとめました（表2）。

表1　感染症法による感染症の分類
分類 疾病名 分類の考え方

一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南
米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

感染力と罹患した場合の重篤性等に基づく総
合的な観点から見た危険性の程度に応じて分
類

二類感染症
（呼吸器感染症）

急性灰白髄炎（ポリオ）、結核、ジフテリア、重症急性
呼吸器症候群（SARSコロナウイルスに限る）、中東呼
吸器症候群（MERSコロナウイルスに限る）、鳥インフ
ルエンザ（H5N1・H7N9）

三類感染症
（≒腸管感染症）

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チ
フス、パラチフス

四類感染症 Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、Ｑ熱、狂犬病、炭疽、鳥
インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）、ボツリヌス症、
マラリア、野兎病、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、
つつが虫病、デング熱　ほか

一類〜三類感染症以外のもので、主に動物等
を介してヒトに感染

五類感染症 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフル
エンザ等感染症を除く）、ウイルス性肝炎（E型肝炎及
びＡ型肝炎を除く）、クリプトスポリジウム症、後天性
免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症　ほか

国民や医療関係者への情報提供が必要

新型インフルエ

ンザ等感染症

新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ 新たに人から人に伝染する能力を有すること
となったインフルエンザであって、国民が免
疫を獲得していないことから、全国的かつ急
速なまん延により国民の生命及び健康に重大
な影響を与えるおそれ

指定感染症 （現在、該当なし） 既知の感染症で、一類から三類感染症と同等
の措置を講じなければ、国民の生命及び健康
に重大な影響を与えるおそれ

新感染症 （現在、該当なし） ヒトからヒトに伝染する未知の感染症であっ
て、重篤かつ、国民の生命及び健康に重大な
影響を与えるおそれ
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表2　各ウイルス感染症の特徴など

疾病名 エボラ出血熱 中東呼吸器
症候群�

鳥インフルエンザ
（H5N1）

鳥インフルエンザ
（H7N9）

重症熱性血小板�
減少症候群 デング熱

感染症法
による分類

一類感染症 二類感染症 二類感染症 二類感染症 四類感染症 四類感染症

定義

フィロウイルス科
エボラウイルスに
よる熱性疾患

※報告にもよるが、
出血は主症状で
はないことも多
いため、近年では
エボラウイルス病

（EVD）と呼称さ
れることが多い

コロナウイルス科 
ベータコロナウイ
ルス 
MERS（Middle 
East Respiratory 
Syndrome） 
コロナウイルスに
よる急性呼吸器症
候群

A型インフルエ
ンザウイルス

（H5N1）のトリ
からヒトへの感染
による急性気道感
染症

A型インフルエ
ンザウイルス

（H7N9）のトリ
からヒトへの感染
による急性気道感
染症

ブニヤウイルス科
フレボウイルス属
重症熱性血小板減
少症候群

（Severe Fever with 
Thrombocytopenia
Syndrome:SFTS）
ウイルスによる感
染症

フラビウイルス科
に属するデングウ
イルス感染症

潜伏�
期間

2〜 21日 
（平均約1週間）

2〜 14日 
（中央値は5日程度）

概ね2〜8日 概ね2〜8日 ６〜 14日 2〜 15日 
（多くは3〜7日）

感染�
経路

・ ヒトからヒトへ
の感染は血液、
体液、排泄物等
との直接接触に
よる

・ 空気感染はない
とされているが、
飛沫感染は否定
できない

・ 中東諸国を中心
として発生

・ ヒトコブラクダ
がMERSコロナ
ウイルスを保有
しており、ヒト
コブラクダとの
濃厚接触が感染
リスクであると
考えられている

・ ヒト－ヒト感染
は、濃厚接触に
よる飛沫感染

・ 感染している鳥
やヒトとの濃厚
接触

・ 日本での発症は
未確認

・ 中国において患
者が確認

・ 感染している鳥
やヒトとの濃厚
接触

・ ヒトからヒトへ
の持続的な感染
は今のところ未
確認

・ 限定的なヒトか
らヒトへの感染
疑いはあり

主にSFTSウイル
スを保有するマダ
ニに刺咬されるこ
とで感染

・蚊が媒介
・ ヒトからヒトへ

の直接感染はな
いが、熱帯・亜
熱帯（特にアジ
ア、オセアニア、
中南米）に広く
分布

・ 日本国内での感
染はないが、海
外で感染した人
が国内で発症す
ることがある

臨床的�
特徴

・ 発症は突発的
・ 症状：発熱（ほ

ぼ必発）、疼痛（頭
痛、筋肉痛、胸痛、
腹痛など）、無力
症が多い

・ 2〜3日で急速
に悪化し、死亡
例では約1週間
程度で死に至る
ことが多い

・ 出血は報告にも
よるが、主症状
ではないことも
多い（2000年ウ
ガンダの例では
約20%）

・ 5つのウイルス
種が分離・同定
されている

・ ザイール型では
致死率約90%、
スーダン型では
致死率約50%

・ 無症状例から急
性呼吸窮迫症候
群（ARDS）を来
す重症例まであ
る

・ 典型的病像は、発
熱、咳嗽等から始
まり、急速に肺炎
を発症し、しばし
ば呼吸管理が必
要となる

・ 下痢などの消化
器症状のほか、多
臓器不全（特に腎
不全）や敗血性
ショックを伴う
場合もあり

・ 高齢者及び糖尿
病、腎不全などの
基礎疾患を持つ
者での重症化傾
向がより高い

・ 症例の初期症状
の多くが、高熱と
急性呼吸器症状
を主とするイン
フルエンザ様疾
患の症状

・ 下気道症状は早
期に発現し、呼吸
窮迫、頻呼吸、呼
吸時の異常音が
よく認められ、臨
床的に明らかな
肺炎が多く見ら
れる

・ 呼吸不全が進行
した例ではびま
ん性のスリガラ
ス様陰影が両肺
に認められ、急性
窮迫性呼吸症候
群（ARDS）の臨
床症状を呈する

・ 死亡例は発症か
ら平均９〜10日

（範囲６〜30日）
目に発生し、多く
が進行性の呼吸
不全によるもの

・ 高熱と急性呼吸
器症状が特徴

・ 下気道症状を併
発し、重症の肺炎
が見られること
がある

・ 呼吸不全が進行
した例ではびま
ん性のスリガラ
ス様陰影が両肺
に認められ、急速
に急性呼吸窮迫
症候群（ARDS）
の症状を呈する

・ 二次感染、脳症、
横紋筋融解症に
進展した報告あ
り

・ 発症から死亡ま
での中央値は11
日（四分位範囲7
〜20日）、進行性
の呼吸不全等に
よる死亡が多い

・ 発熱、消化器症状
（嘔気、嘔吐、腹
痛、下痢、下血）を
主徴とし、時に、
頭痛、筋肉痛、神
経症状、リンパ節
腫脹、出血症状な
ど伴う

・ 血液所見では、血
小板減少（10万/
㎣未満）、白血球
減少（4000/㎣未
満）、血清酵素

（AST､ALT､LDH）
の上昇
・ 致死率は10〜

30%程度

・ 突然の高熱（38〜
41℃）で発症

・ 頭痛、眼窩痛、顔
面紅潮、結膜充血
を伴う

・ 発熱は2〜7日
間持続（二峰性で
あることが多い）

・ 初期症状に続い
て全身の筋肉痛、
骨関節痛、全身倦
怠感を呈する

・ 発症後3〜４日
後胸部、体幹から
はじまる発疹が
出現し、四肢、顔
面へ広がる

・ 症状は1週間程
度で回復

・ 血液所見では高
度の白血球減少、
血小板減少

・ 出血やショック症
状を伴う重症型
としてデング出
血熱（※）があり、
全身管理が必要
となることもある

（※）デング出血熱： 
デング熱とほぼ同様
に発症経過するが、
解熱の時期に血漿
漏出や血小板減少
による出血傾向に基
づく症状が出現し、
死に至ることもある
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疾病名 エボラ出血熱 中東呼吸器
症候群�

鳥インフルエンザ
（H5N1）

鳥インフルエンザ
（H7N9）

重症熱性血小板
減少症候群 デング熱

治療

対症療法 対症療法 抗インフルエンザ
薬等による対症療
法

・ 抗インフルエン
ザ薬が有効とさ
れているが、詳細
は調査中

・ 対症療法

対症療法 ・ 対症療法（輸液、
解熱鎮痛剤アセ
トアミノフェン
投与など）

・ サリチル酸系の
解熱鎮痛剤は禁
忌（出血傾向やア
シドーシスを助
長）

予防、
対策

・ 患者（疑い患者含
む）の体液等や患
者が触れた可能
性のある物品に
直接触れない

・ 十分な手洗いの
実行

・ 発生地域では、症
状のある人やラ
クダ等の動物と
の接触を避ける

・ 公衆衛生的対応
・ 感染者の早期発

見・ 早期対応

・ 発生地域では、症
状のある人や鳥
等との接触を避
ける

・ 一般的な飛沫感
染対策（うがい、
手洗い等）

・ 発生地域では、症
状のある人や鳥
等との接触を避
ける

・ 一般的な飛沫感
染対策（うがい、
手洗い等）

・ マダニの刺咬を
防止

・ マダニの活動時
期に森林や草む
ら・藪等に入る際
は、長袖長ズボン
着用等で肌の露
出を少なくした
り、昆虫忌避剤を
使用したりする

・ 吸血中のマダニ
を発見した場合、
無理に引き抜こ
うとせず、医療機
関を受診する

防蚊対策

【参考資料】
•平成27年度感染症・疾病管理センター研修会　感染症研修コース　第2回「成人の感染症と感染対策」資料
•感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

　http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
•国立感染症研究所ウェブサイト　http://www.nih.go.jp/niid/ja/
•厚生労働省ウェブサイト

　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.
　html
　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/　　　
　kekkaku-kansenshou11/01.html

•広島県ウェブサイト　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/life/14/20/80/
•くまもとDIニュース、№412、2014
•医薬ジャーナル、51（11）、2015
•DI News Hiroshima、43（3）、2015

□医療用医薬品の新発売、効能追加等の情報
□薬価基準収載医薬品情報（PDF）
□薬事情報センター研修会  情報
□モバイル（動く）D I室　PDF資料
□資料箱（各種作成PDF資料）
□過去定例研修会資料（PDF）　など、随時更新しております。

http://www.hiroyaku.or.jp/di/index.htm

公益社団法人 広島県薬剤師会  薬事情報センター

QRコードが
便利です

くわしくはこちらまで

ウェブサイト もぜひご利用ください。
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お薬相談電話　事例集 No.97お薬相談電話　事例集 No.97

Ｑ．リーゼという薬を飲んでいるのですが、これは強い薬ですか？また、この薬をやめたら、離脱症状があらわれま
すか？

Ａ．ベンゾジアゼピン（BZ）系薬には、①抗不安作用、②鎮静・催眠作用、③筋弛緩作用、④抗痙攣作用の4種類の
薬理学的作用があり、一般に①の抗不安作用が残り3つの作用より強い薬物が「抗不安薬」に分類されます。リー
ゼ（クロチアゼパム）は、「抗不安薬」の中でも抗不安作用が比較的弱いお薬ですが、効果の程度には個人差が
あり、強いと感じるか弱いと感じるかはその方により異なります。また、多くのBZ系薬はMAO阻害剤などとの
併用により作用が増強する可能性があり、その他、併用に注意を要する薬物の種類、数はそれぞれのBZ系薬によっ
て異なります。

　　 BZ系薬の離脱症状としては、不眠、不安、集中困難、振戦、動悸、頭痛、知覚変容、重症例では痙攣や精神症
状があらわれることもあるようです。用量が多いほど、使用期間が長期であるほど、薬剤の半減期が短いほど、
減量速度が速いほど生じやすいとされています。服用期間にもよりますが、短時間型は中止24時間以内、長時間
型は数日後に発症すると言われます。多めの量を2か月以上連用後中止した場合、3日目に出現し始め、5日目で
最高、9日後には消失するとの報告もあります。そのため、退薬に際しては、1～ 2週間ごとに、1/4 ～ 1/2ずつ
漸減することが望ましいとされています。離脱症状があらわれた場合は減量速度を下げ、また、短時間型のBZ
系薬を服用していた場合には、長時間型へ変更し漸減することが推奨されています。

表1　BZ系抗不安薬の分類と特徴
抗
不安
作用

作用
時間 一般名 商品名 半減期

（hr） 備考

弱

中

強

短 クロチアゼパム リーゼ 6
長 クロルジアゼポキシド バランス、コントール 24
長 オキサゾラム セレナール 56

短 アルプラゾラム ソラナックス、コンス
タン 14 代謝にCYP3Aが関与。

長 フルジアゼパム エリスパン 23

長 ジアゼパム セルシン、ホリゾン 20-70 代謝にCYP2C及びCYP3Aの関与が示唆されている。

長 メダゼパム レスミット 51-120 CYPの関与は不明だがシメチジン併用で作用増強の可能性あり。
超長 ロフラゼプ酸エチル メイラックス 122 代謝にCYP3A4が関与。

超長 フルトプラゼパム レスタス 190 CYPの関与は不明だがシメチジンやオメプ
ラゾール併用で作用増強の報告あり。

長 メキサゾラム メレックス 60-150 代謝にCYP3A4が関与。一部ロラゼパムに代謝される。
短 エチゾラム デパス 6 代謝にCYP2C9及びCYP3A4が関与。

中 ブロマゼパム レキソタン、セニラン 8-9 CYPの関与は不明だがシメチジン併用で作
用増強の可能性あり。

中 ロラゼパム ワイパックス 12 大部分が直接グルクロン酸抱合される。
長 クロキサゾラム セパゾン 90

表2　BZ系抗不安薬の作用時間による違い
半減期 使用される場合 欠点

短い ・発作性の症状を抑える際に ・依存性がつきやすい
・不安が予想される状況での症状出現の予防に ・離脱症状が出現しやすい

長い ・いつ起こるかわからない症状の予防に ・持ち越し効果
・夜間や早朝に出現する症状に ・即効性が期待できない

【参考資料】
ポケット医薬品集	2014年版（白文舎）,	今日の治療薬	2015年版（南江堂）,	ハイリスク治療薬2012（じほう）,	
日本医事新報NO.4036&4596,	各製品添付文書およびインタビューフォーム

薬事情報センター　胡明　史子
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Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

厚生労働省医薬・生活衛生局

医薬品・医療機器等
安全性情報  No.327・328

◎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・生活衛生局安全対策課

  1
 　
  03-3595-2435（直通）

　　　 03-5253-1111（内線）2755、2754、2756
（Fax）03-3508-4364
｛

平成２7年（２015年）10月･1２月　厚生労働省医薬・生活衛生局

この医薬品・医療機器等安全性情報は，厚生労働省において
収集された副作用等の情報を基に，医薬品・医療機器等のよ
り安全な使用に役立てていただくために，医療関係者に対し
て情報提供されるものです。医薬品・医療機器等安全性情報
は，独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ
（http://www.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。

配信一覧はコチラ

PMDAメディナビでどこよりも早く安全性情報を入手
できます。
厚生労働省、PMDAからの安全性に関する必須情報をメールで配信
しています。登録いただくと、本情報も発表当日に入手可能です。

登
録
は
コ
チ
ラ

1 ．酵素電極法を用いた血糖測定器等の使用について	……………………………… 3
２ ．医療事故の再発・類似事例に係る注意喚起について	…………………………… ５
3 ．重要な副作用等に関する情報	……………………………………………………………11

４ ．使用上の注意の改訂について（その２68）
　　 フィンゴリモド塩酸塩　他（ １ 件）	 ……………………………………………………………２3
５ ．市販直後調査の対象品目一覧	……………………………………………………………２４

1 ．酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症について	 ……………………… 3
２ ．医薬品等副作用被害救済制度の概要と医薬品の使用が
　　適正と認められない事例について	 …………………………………………………… 7
3 ．妊娠と薬情報センターについて…	 ……………………………………………………17
４ ．重要な副作用等に関する情報	……………………………………………………………２3

５ ．使用上の注意の改訂について（その２69）
　　 ガランタミン臭化水素酸塩　他（ ４ 件）	 ………………………………………………………２6
6 ．市販直後調査の対象品目一覧	……………………………………………………………２8

No.327　目次

No.328　目次

1アスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩 …………………………………………… １１
2アマンタジン塩酸塩 …………………………………………………………………… １3
3ニボルマブ（遺伝子組換え） ………………………………………………………… １４
4ナトリウム・グルコース共輸送体 2 （SGLT2）阻害剤 …………………………… １6

1アスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩 …………………………………………… 23
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  明けましておめでとうございます。本年も相変わらず倍旧のご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年 7 月号での「ニッケル」に引き続き今回は「リチウム」について述べてまいります。まるで電池業界の
お話しのようですが、違う方向からみてまいりましょう。

【性状】
　リチウムは、原子番号 3 、原子量 6.9 のアルカリ金属元素です。
　また、元素記号は「Li」、天然に広く分布しており、非常に高い反応性のために単体としては存在していません。
　また、火成岩や塩湖かん水中に多く含まれ、リチウムの多くはアンデス山脈沿いに偏在しており、最大の産出国は
チリです。
　海水中にも存在しており、海水からリチウムを回収する技術の研究開発が進められています。

【用途】
　2011年におけるリチウムの用途は陶器やガラスなどの窯業用途が最も多く、リチウムの全消費量の29%を占めてい
ます。
　また、身近なところでリチウムイオン電池などのバッテリー用途でのリチウムの消費量は全体の27%であり、携帯
用電子機器や自動車用バッテリーなどの需要拡大に伴いこの用途での消費量は増加傾向にあります。
 少しリチウムイオン電池の特徴を申しますと、小型、軽量、高電圧、メモリー効果なしなどが挙げられます。

　種類別用途として、火成岩で採取されるリチウム鉱石は、アルミナ、シリカとの化合物であるため窯業材料に、塩
湖かん水から分離された水酸化リチウムは電池用として利用されています。

【人体への影響】
　リチウムは多数の植物、プランクトンおよび無脊椎生物に存在しており、リチウムがどのような生物学的役割を有
しているかはあまり知られていませんが、哺乳類の栄養学的な研究によりリチウムの健康に対する重要性が示されて
おり、必須微量元素として1 mg/dayの摂取量が提言されています。

　医療用としては、炭酸リチウム（リチウム塩）が躁病および躁うつ病の躁状態の治療薬とされています。
　炭酸リチウムの薬理効果は神経伝達物質の遊離やリン脂質の代謝を抑制する作用などが関係していると考えられて
いますが、はっきりとは解明されていません。

【分析】
　定性試験としては、炎色反応（赤色の炎）、比色反応があり、定量試験では、炭酸リチウムは中和滴定で行います。

　最後になりましたが、今年一年が皆様にとってより良い年となりますよう御祈念申し上げます。

参考：一般社団法人電池工業会のHP

「リチウム」のお話
城﨑　利裕

検 査 セ ン タ ー だ よ り
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

1 ）はじめに

　私は、 1ケ月のうち大部分の日を保険薬局、又はドラッグストア（写真 1参

照）のどちらかに勤務している略67歳のありふれた高齢薬剤師です。

　私の思い出となる休日は、毎年実施している各地水族館等の見学です。

　2015年11月10、11日の 2日間、山形県鶴岡市の加茂水族館が主催した水族館

設備会議に出席し見学しました。多忙な薬剤師業務に追われる毎日ですが、こ

れら水族館の見学等は私にとって息抜きになり、薬剤師業務を続ける上での「活

力」になっています。

2 ）加茂水族館の概要

　日本海に面した山形県の加茂水族館は、過去入館者が減るなどして、閉館の

危機がありました。偶然サンゴ水槽に生息していたクラゲを展示したことで注

目され、全国的に有名なクラゲ水族館となりました。そして、2014年 6 月に加

茂水族館は、リニューアルオープンしました。内部には、世界最大級の直径 5

ｍの円形水槽に約 1万匹のミズクラゲがゆらゆらと泳いでいました。尚、加茂

水族館は、クラゲの展示種類常時30 ～ 40種類で、世界一多い種類のクラゲを

展示する水族館として「ギネス」に認定されています。

　広島市からは遠いため、 2日間の休日を有効に活用すべく、羽田からの飛行

機便（羽田空港⇔庄内空港の往復）を利用することで、時間を短縮し会議出席

と見学を実施できました。

3 ）クラゲの展示と癒し効果

　山形県の加茂水族館がクラゲ展示を本格的に開始したことで、全国的にクラ

ゲ展示ブームが起きました。東京スカイツリーエリアにオープンしたすみだ水

族館においても、クラゲ展示が多くあります。クラゲの生態はとても神秘的で、

見ているだけで癒される感じです。実際クラゲによる癒し効果を測定すること

も試みられ、ストレスが低下する可能性が指摘されています。

4 ）おわりに

　略67歳の高齢者となっても、健康で働く意欲があれば、薬剤師の仕事がある

事にいつも感謝しています。薬剤師の仕事を開始する前は、建設会社や電気会

社に合計37年間、資格を生かすことなく勤務していました。それら会社の同世

代友人は、現在仕事からリタイヤする人が多くなっています。友人と比較して

薬剤師免許証の有効性を実感している毎日です。そして、体力と気力が続く限

り、地元医療へ微力ながら貢献したいと考えています。

安佐支部　山嵜　和幸

写真 ₁　ドラッグストアでの食事会

写真 ₂　加茂水族館全景

写真 ₃　大型クラゲ水槽

写真 ₄　神秘的なクラゲ
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

　11月12日、薬剤師会の先生が所有している中深川の畑に長男を連れて

キウイ狩りに行ってきました。

　今年は暖かく紅葉もあまり進んでなかったですが、ところどころ秋の

気配が感じ取れました。息子はイボイボが気にったみ

たいで、ゴーヤで遊んだり、白い綿毛になったタンポ

ポをふいたり、広い畑の中を駆け回ったりして秋を満

喫していたみたいです。

　今回で 2回目ですが、 1回目の時は、キウイは取ってすぐ食べられる

と思っていたので行きましたが、だい、ダイ、大間違え、収穫後 1週間

くらいリンゴと一緒にビニール袋に入れ、熟成させないと食べられないことをその場で聞きガッグシ！来た意味ない

じゃん！と思いましたが、今回はそれを覚悟して行ってきました。

　余談ですが、思い出せば、大学生のころ（今から30年くらい前）キウイ狩りが流行っていました（セレブの間では

キウイというものは存在していたかもしれませんが？）。秋になるとスーパーに並ぶようになったのもそのころから

のような気がします。はじめて口にしたキウイは甘くて少し酸味があり口の中でとけるようで、私の好物になるのに

も時間はかかりませんでした。九州の大学でしたが、友人とドライブにでかけると途中あちこちでキウイ狩りの看板

を見かけましたが、野郎だけではいけないよねとよく言っていたことを思い出します。すぐに甘い恋にならないのな

ら行けなくてよかったのかも。

　ところでキウイですが、沢山実っています。一度収穫した後らしいですが、りっぱなキウイがいっぱい！

　またまた余談です。卒業後行ってきました。男一人旅。飛行機の中で出てきたのがなんとキウイワイン。白ワイン

で甘酸っぱくおいしかったです。何故ここまで来てキウイで一人なのかと思ったことを思い出します。行ったところ

はニュージーランド、国鳥がキーウィで、休んでいる姿がそっくり、ここからアメリカに輸出されるときにキウイフ

ルーツとなったみたいです。

　もどって、収穫の仕方ですが、いたって簡単、まとまって 3 ～ 4個くらいできていて大きいのを選んで手を伸ば

してハサミでチョッキン、今回は切ったキウイを息子が箱まで運んでくれました。 2時間で300個くらいですかね、

沢山取れましたが、取りたては固く香りもしないです。そこで誘っていただいた先生が 2週間くらい熟成させ家まで

持ってきていただきました。自分で採ったキウイと気づいたのか、息子は甘くなったキウイを半分まとめて頬張りこ

んで「オイシー」と叫んでいました。私も一緒によばれましたが、本当に甘く口の中でとろける、ある意味青春が詰

まったおいしいキウイでした。

　町の中に住んでいてあまり郊外にでかけることも少ないで

すが、たまに空気のおいしい場所に行ってみると気持ちも落

ち着きます。車で 1時間くらいのところですが日々の生活に

追いやられ少しでかけてみるかという余裕の心が減っている

ような気がしました。行くと気持ちもいいし、いろんな事も

考えられます。少し時間をとって息子と妻も連れてでかけて

みましょう。

　今回はキウイにまつわった青春の思い出と、秋のキウイ狩りの思い出でした。また投稿しまーす。

東広島支部　松井　聡政

キウイ狩りと思い出
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安芸畑賀薬局
広島市安芸区畑賀 2− 22− 36

　安芸畑賀薬局は、平成13年11月1日に一般社団法

人安芸薬剤師会の2つ目の会営薬局として開局しま

した。

　平成23年1月12日に現在の場所に移転しました。

（以前の場所にはコンビニができ、お昼等に重宝し

ています）1階が調剤室・2階は会議室となってい

て、職員会議や研修会・理事会等に使っています。

　開局時間は月・火・木・金曜日8：30 〜 17：30、

土曜日8：30 〜 23：00、日曜日・祝日18：00 〜

23：00（但し偶数月の最終日曜日は8：30 〜 23：

00）となっています。

　薬剤師3名（常勤2名・非常勤1名）と事務2名（常

勤1名・非常勤1名）で安芸市民病院（内科・外科・

小児科・透析科・緩和ケア）や他の病院・医院の処

方箋を受け付けています。

　緩和ケア病棟があるので麻薬の管理が大変です。

土曜日を含め卸さんには無理なお願いをすることが

多いですが、迅速に対応して下さりとても助かって

います。大変感謝しています。

　又、安芸市民病院同様、土・日・祝日の準夜帯も

開局をしています。準夜帯は内科・外科を中心とし

た処方箋が発行されます。手書きの処方箋が発行さ

れることもあります。㎎の不備・剤型の間違い等疑

義照会が必要なことも多々ありますが、安芸薬剤師

会会員の方の御協力をいただいて開局できていま

す。（準夜帯は薬剤師2名勤務）会員の皆様にも大

変感謝しています。

　地域の方々の健康管理・増進のお手伝いができ、

地域に密着した薬局を目指し日々頑張っています。

ひろしま医療情報ネットワーク（HMネット）にも

参加させていただいています。

　12月には安芸府中薬局と無菌調剤施設共同利用の

契約を結びました。在宅にも積極的に参加していき

たいと思います。

次回は、三原支部　三原薬剤師会センター薬局さんです。

私の趣味？メダカの飼育です
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「治療薬ハンドブック2016」
監　　修： 高久史麿（日本医学会会長・
 　　　　　自治医科大学名誉学長）
編　　集： 堀　正二（大阪府立成人病センター総長・
 　　　　　大阪大学名誉教授）
 菅野健太郎（自治医科大学消化器内科学教授）
 門脇　孝（東京大学大学院医学系研究科糖尿病・
 　　　　　 代謝内科教授） 
 乾　賢一（京都薬科大学学長・京都大学名誉教授）
 林　昌洋（虎の門病院薬剤部長）
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：Ｂ６変形判、本文1,500頁
価　　格：定　　価　4,752円
　　　　　会員価格　4,280円
送　　料： 1部　500円

「今日の治療薬2016」
編　　集： 浦部晶夫（NTT東日本関東病院顧問）
 島田和幸（新小山市民病院院長）
 川合眞一（東邦大学副医学部長）
発　　行：株式会社　南江堂
判　　型：Ｂ６判、1,408頁
価　　格：定　　価　4,968円
　　　　　会員価格　4,470円
送　　料： 1部　540円

「ポケット版臨床医薬品集2016」
編　　著： 星　恵子（聖マリアンナ医科大学難治研客員教授）
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：Ａ６判（ポケットサイズ）、約1,100頁
価　　格：定　　価　4,320円
　　　　　会員価格　3,900円
送　　料： 1部　460円

「Pocket	Drugs2016」
監　　修： 福井次矢（聖路加国際病院院長）
編　　集： 小松康宏（聖路加国際病院副院長）
 渡邉裕司（浜松医科大学教授）
発　　行：株式会社　医学書院
判　　型：Ａ６判、1,218頁（予定）
価　　格：定　　価　4,536円
　　　　　会員価格　4,210円
送　　料： 1部　432円

「治療薬マニュアル2016」
監　　修： 高久文麿（日本医学会・会長）
 矢崎義雄（国際医療福祉大学・総長）
編　　集： 北原光夫（農林中央金庫健康管理室・室長）
 上野文昭（大船中央病院・特別顧問）
 越前宏俊（明治薬科大学教授・薬物治療学）
発　　行：株式会社　医学書院
判　　型：Ｂ６判、2,792頁（予定）
価　　格：定　　価　5,400円
　　　　　会員価格　5,000円
送　　料： 1部　432円

「薬効・薬価リスト　平成28年版」
編　　著： 医薬情報研究所／編
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 5判、1,100頁（予定）
価　　格：定　　価　7,020円
　　　　　会員価格　6,300円
送　　料： 1部　500円

「投薬禁忌リスト　平成28年版」
編　　著： 医薬情報研究所／編
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 5判、600頁（予定）
価　　格：定　　価　4,212円
　　　　　会員価格　3,700円
送　　料： 1部　500円

「総合診療医が教えるよくある気になるその症状」
編　　著： 岸田直樹／著
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：Ａ5判、285頁
価　　格：定　　価　2,808円
　　　　　会員価格　2,500円
送　　料： 1部　500円

「薬事衛生六法2016」
発　　行：株式会社薬事日報社
判　　型：B 5判変形、約1,600頁
価　　格：定　　価　5,076円
　　　　　会員価格　4,600円
送　　料： 1部　460円

「保険薬事典プラス　平成28年4月版」
編　　著： 薬業研究会
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：Ａ5判、950頁（予定）
価　　格：定　　価　4,968円
　　　　　会員価格　4,470円
送　　料： 1部　500円

「薬価基準点数早見表　平成28年4月版」
編集・発行：株式会社　じほう
判　　型：Ａ5判、本文1,000頁（予定）
価　　格：定　　価　3,888円
　　　　　会員価格　1,850円
送　　料： 1部　500円

「社会保険薬価基準2016年4月版」
編集・発行：株式会社　薬事日報社
判　　型：B 5判、約800頁
価　　格：定　　価　3,780円
　　　　　会員価格　2,000円
送　　料： 1部　460円

書 籍 等 の 紹 介

※価格はすべて税込みです。
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告　　　知　　　板

第47回広島県薬剤師会臨時総会開催通知（予告）

標記の会議を次のとおり開催いたします。

　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成28年3月27日（日）午後1時

　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師會館

なお、地域・職域会長協議会（支部長・理事合同会議）は3月3日（木）

全体理事会は3月10日（木）開催予定

2016年版（平成28年）管理記録簿を薬局・店舗販売業等へ配布（無料）
　　正会員Ａ及び賛助会員Ａの方々に送付しました。また、これと同時に県薬会員証も送付しました。

　管理記録簿及び会員証には所要事項をご記入の上ご使用ください。

新年互礼会
薬事関係者の平成28年新年互礼会を次のとおり開催いたしますので、お誘い合わせの上、

多数ご参加ください。

　　　　　　　　　　　　日　時：平成28年1月7日（木）午後４時

　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師會館

　　　　　　　　　　　　会　費：1,000円　　　　　　　　　　　　　　

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
　日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日薬

刊行物等のご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照ください。

　また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。

ご注文の場合は、書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局　TEL（082）246-4317　FAX（082）249-4589
担当：吉田　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp
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薬剤師国家試験 正答・解説

100回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

13頁　問45

36頁　問181

41頁　問88

81頁　問337

解　説

解　説

解　説

解　説

19頁　問6２ 解　説
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あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

さて、今年の運勢をチェックしてみましょう。

「新しい可能性、新しいコアラがいよいよ目覚めてくる」、「喜怒哀楽が

激しい一年」、「大きな変換機を迎えた」？？？

いろんな占いを見ても、同じようなことが書いてある・・・

とにかく、良い一年となりますように（祈！）  ＜By コアラChanズ＞

あけましておめでとうございます。

皆様にとって素敵な年となります

ように。　　　　　　＜みつき＞

新年明けましておめでとうございます。去年は愛車と遠出が

ほとんどできなかったので今年はいろんな場所に行って、

新しい発見ができたらいいなと思います！　　＜まめごま＞

あけましておめでとうございます。

今年、薬剤師会にヤクザイくんに続き新しいメンバーが仲間入りしました！早速、会える方もいらっしゃ

ると思います。みんなで、学びましょう！意味不明ですが、今年もよろしくお願いいたします。

＜メリッサ＞

明けましておめでとうございます。
今年の干支は丙申（ひのえさる）
申年は、「申（サル）」が「去る」という意味を表し、

「悪いことが去る」や「病が去る」などいいこと
や幸せがやってくるという年とする一説があるそ
うですよ。
2016年は元気で楽しい年にしたいですね！！

＜もい鳥＞

肌寒い季節になりました。
先日寝返りをしようとしたら、背中に密着した
ものがありました。
さわるとワンコが 2 匹並んでくっついてました。
つぶさないように寝返りして手を暖めてもらい
つつ心もホッコリあたたまり冬到来を実感しま
した。

＜ＰＵＲＩＮ＞

野村　祐仁　　谷川　正之　　井上　映子　　豊見　　敦
中川　潤子　　田邊　ナオ　　多森　繁美　　林　真理子
玉浦　秀一　　松井　聡政　　永野　利香　　有助美奈子

編　集　委　員	
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保険薬局ニュース
平 成　28 年　1 月 1 日

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.24　No. 1（No.131）

平成27年12月1日
広島県薬剤師会保険薬局部会

年末年始の保険調剤について

　12月29日から1月3日は、国民の休日として扱うとされているため、この間に調剤した場合

には、夜間・休日等加算を算定することが出来ます。　

　

　しかし、12月29日〜 12月31日の間を休日として扱うことは、広く知られているとは言えない

ため、この間に加算を算定する場合には、店内にその旨を掲示し、休日扱いであることを告知

してください。

　

　そのなかで、休日加算を算定できるのは、12月30日〜1月４日までの期間、本来、当該薬局

の休日にあたる日に、支部運営による輪番制で開局している薬局であり、支部担当者が県薬ホー

ムページに休日当番薬局として掲載している薬局です（その他の薬局は、夜間・休日等加算の

対象です）。
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平成28年度保険薬局部会会費について
　平成28年度の広島県薬剤師会保険薬局部会会費については、本年度と同額といたします。
　平成26年11月以降に入会された薬局、また、平成26年11月から、平成27年10月までの総受付回数が、それ以前の受
付回数と大幅に異なり、ランク(下記参照)に変更がある場合には、社保･国保の総受付回数、営業月数を次の様式にて、
各地域薬剤師会にご申告くださいますよう、お願いいたします。
　なお、薬事法の規定に基づく、報告義務（薬局機能情報提供制度 救急医療Net HIROSHIMA）http://www.

qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/の項目に、「処方せんを応需した数（患者数）前年に処方せ
んを応需した延べ人数」があり、この数字とほぼ差異は無いものと考えますので、大きな齟齬の無いよう、ご報告く
ださいますよう、よろしくお願いいたします。
　提出方法・提出期限につきまして、ご不明な点がある場合は、所属の地域薬剤師会にお問い合わせください。

　　（参考）
ランク 1月あたり受付回数 1月あたり会費額 年会費額	
A      0 ～  100回 								475円 					5,700円
B    101 ～  ２00 								665 					7,980
C    ２01 ～  300 						1,5２0 				18,２40
D    301 ～  400 						２,565 				30,780
E    401 ～  500 						3,800 				45,600
F    501 ～  600 						5,２２5 				6２,700
G    601 ～  700 						6,840 				8２,080
H    701 ～  800 						8,645 			103,740
I    801 ～  900 					10,640 			1２7,680
J    901 ～ 1,000 					1２,8２5 			153,900
K  1,001 ～ 1,500 					14,２50 			171,000
L  1,501 ～ 					19,000 			２２8,000

切り取り線

※　歯科・眼科・耳鼻科の受付回数も1と数えます。
※　生保・公費単独は受付回数に含みません。
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国会レポート
「患者のための薬局ビジョン」について

	 前文部科学副大臣・参議院議員
藤　井　もとゆき　	

　立冬を過ぎ都心でも朝晩の冷え込みが日増しに厳しくなり、国会周辺の銀杏並木も色づき始めています。
　イングランドで開催されたラグビーワールドカップは、ニュージーランドが史上初の2連覇で3回目の優勝を飾り、
一月半にわたる大会の幕を閉じました。日本代表チームが強豪南アフリカを破るなど初めて3勝を挙げ、国内ラグビー
ブームの火付けとなった同大会、11月13日に開幕するトップリーグには、五郎丸選手をはじめ代表チームメンバーの
プレーを一目見ようと、大勢の観客がスタンドを埋めるものと思われます。2019年の次回ワールドカップ開催を控え
る日本ラグビー界にとって、開催に弾みをつける絶好の機会となりました。
　さて、厚生労働省は10月23日、前月の「健康サポート薬局のあり方について」に続いて、「患者のための薬局ビジョ
ン」を公表しました。
　医薬分業が進み、処方箋を持って薬局で調剤してもらうのが当たり前のようになった一方、受診した医療機関近く
の薬局で調剤を受けるなど、医薬分業における薬局の役割が十分に発揮されていないとの指摘も受けるところとなり
ました。政府の規制改革会議においても医薬分業を議題に取り上げ、かかりつけ薬局の要件の明確化など薬局全体の
改革の方向性について検討すること、調剤報酬のあり方について門前薬局の評価の見直しなど、努力した薬局、薬剤
師が評価される仕組みとすることなどが示されました。こうした状況を受け、厚生労働大臣は、医薬分業の原点に立
ち返り、57,000の薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編するため、「患者のための薬局ビジョン」を策定すると表明、
今回の公表へとつながりました。
　今回のビジョンでは患者本位の医薬分業を実現するため、「立地から機能へ」、「対物業務から対人業務へ」、「バラ
バラから一つへ」を一貫した基本的考えのもと、立地に依存して便利さだけで選択される存在から、薬剤師としての
専門性や患者・住民のニーズに対応できる機能を発揮することにより選択される薬局となること、薬剤の調整など対
物中心の業務から、薬剤師の専門性・コミュニケーション能力を活かした対人業務にシフトすること、患者の服薬情
報を一元管理して、飲み合わせの確認や残薬管理など安心できる薬物療法を提供することなど、地域包括ケアの一員
として、かかりつけ医をはじめ多職種・他機関と連携し、その重要な役割を果たすことを求めています。
　厚生労働省は、団塊の世代が75歳を迎える2025年までに、全ての薬局をかかりつけ薬局にすることを目指すとして
います。また、日本薬剤師会も本ビジョンの公表を受け、全国いずれの地域においても患者本位の医薬分業が実施さ
れ、患者・住民から評価されるよう、覚悟を持って真摯に取り組むことを表明したところであります。
　私も患者のための医薬分業の実現に向け、先生方と力を合わせて取り組んで参りたいと思います。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/

薬剤師連盟のページ
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「女性薬剤師のつどい」に参加して

　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年12月６日（日）10：00～ 14：00
　　　　　　　　　　　　　　場　所：ホテルグランウィア広島　４階悠久の間

＜次第＞

1．開会の辞 広島県薬剤師連盟会長　前田泰則
2．趣旨説明 広島県薬剤師連盟女性部　松村智子
3．基調講演Ⅰ  「薬剤師を取り巻く状況と連盟活動」
 日本薬剤師連盟副会長　尾島博司

 基調講演Ⅱ  「なぜ薬剤師が政治に関わるの？」
 厚生労働副大臣　衆議院議員　とかしきなおみ 先生
４．「 全国女性薬剤師のつどい」参加報告

／ SGDオリエンテーション
 広島県薬剤師連盟女性部　吉田亜賀子
5．SGD
６．各班SGD発表
7．総括 広島県薬剤師連盟女性部　吉田亜賀子
8．閉会の辞 広島県薬剤師連盟幹事長　渡邊英晶

　広島県下の36名の女性薬剤師が集まり、初めての「薬
剤師のつどい」が開催されました。
　基調講演Ⅰでは日本薬剤師連盟副会長尾島博司先生よ
り、今現在行っている、薬剤師連盟の活動報告を中心に
お話しいただきました。
　日本薬剤師会は、次期診療報酬改定に向けての要望と
して以下の2点を申し入れているそうです。
　1． 調剤報酬のみを対象とした特例的な改定を阻止し

ていただきたい。
　2． その上で、次期診療報酬・調剤報酬の改定は、医

科1：調剤0.3の改定率を堅持し、公平な回答とな
るよう、強く要望する。

　財務省提案による影響試算（同一法人における店舗数
別）を見ると、1店舗・2〜5店舗の薬局は赤字との結
果がでています。これでは、これから国が社会保障制度
を進め、在宅医療を進め、チーム医療を進めていく中で、
かかりつけ薬局になるべき薬局がつぶされてしまうこと
になってしまいます。これを阻止するには薬剤師の力（政
治力）を示すことが必要です。今回の選挙は薬剤師の力
を示す機会であり、重要な選挙になると話されました。

　基調講演Ⅱはとかしき先生のパワー溢れるご講演でし
た。残薬確認による薬剤費節減・疑義紹介による医療安
全の向上・後発医薬品の普及促進など、薬剤師はそこそ
こ仕事をしていますが、なぜ薬剤師に逆風が吹いている
のでしょうか？一生懸命仕事をしているのに、患者さん
に伝わっていないのではないでしょうか？患者さんの立
場・気持ちになること、相手を思いやる気持ちが大切で
はないかと述べられました。No.1の銀座のママの４つ
条件は①相手をよく見つめる②うなずく③微笑む④誉め
てあげることです。これは薬剤師の服薬指導時にも繋が
ることです。患者さんへのアピールは大切であり、これ
からの薬剤師には必要なことだと感じました。
　また、薬剤師の仕事の幅は広く、医療と介護と健康と
多岐にわたり関わることができます。いつまでも診療報
酬（処方箋）に頼るだけでなく、これからはOTCや健
康食品など薬を飲む前のアドバイスにも関われるのでは
ないか、このことを現実化する計画（吹田市及び摂津市
での北大阪健康医療都市（健都）のまちづくり）を進め
られていらっしゃるそうです。
　医療業界は、管理された経済であり、利益は診療報酬
の枠内であり、法律の影響は大である為、政治の影響力
は大きくなります。このため、国会議員の数を増やすこ
とと供に、投票数を積み上げることが大切になります。

『政治は遠いものではなく、私たちの力で政治を身近な
ものに変えられます！後輩のためにも挑戦の精神を持つ
ことが必要であり、未来は与えられるものではなく、勝
ち獲るもの!!』この言葉でとかしき先生のご講演は終了
しました。
　SGDでは各グループから、連盟の役割・仕事をもっ
とアピールすること、なぜ政治力が必要なのか・大切な
のかを知ってもらう、今回の話を支部での研修会等で伝
える、薬剤師のつどいを各支部で開く、薬学生にもしっ
かり理解してもらうなど、様々な意見が出されました。
　今日のつどいに参加させていただき、政治について考
える良いきっかけになったと思います。これからの薬剤
師党への期待も込めて、今後の活動に参加させていただ
こうと思いました。

広島支部　中川　潤子

報告Ⅰ
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　初の女性の集いが開催されました。
　広島県薬剤師連盟女性部の松村様の司会により、まず
サンフレッチェの優勝報告、そして本会の趣旨説明があ
り「さあ、立ち上がろう！主役は私たちです。今日は楽
しく・美味しく・華やかに会を進めてゆきましょう」と
の言葉で始まりました。
　基調講演Ⅰ「薬剤師を取り巻く状況と連盟活動」では、
日本薬剤師連盟副会長尾島博司先生より、次期診療報酬
改定について調剤報酬のみを対象とした改定を阻止する
ための取り組みが示されました。改定の度に個人薬局の
経営が厳しくなっていること、また、医薬分業、安全性
の確保と医療保険財政への貢献として、疑義照会により
約82億円、後発医薬品の普及促進により1兆2千億円、
在宅医療での残薬確認により約400億円の削減効果など、
様々な試算を元に行政への働きがけが行われていること
を知りました。また、医薬分業を勝ち取り現在に至る連
盟活動の歴史を伺いました。
　基調講演Ⅱ「なぜ薬剤師が政治にかかわるのか？」で
は、厚生労働副大臣衆議院議員のとかしきなおみ先生よ
り、女性ならではの視点でわかりやすく未来が見えてく
るような講演を聞きました。薬剤師であるとかしき先生
は保険薬局で勤務経験をもち、薬剤師は真面目で一生懸
命仕事をしているのに、その一生懸命が患者さんに伝
わってないという指摘をしてくださいました。暗い顔で
やってくる患者を、笑顔にして「ありがとう」といつも
言わせていれば、利便性だけで薬局が選ばれ薬剤師不要
論がささやかれる今は無いのではないかと。そして、法
に守られ、処方せん調剤だけで職場と給与が保証される
時代は終わりが見えてきた、次は薬を飲む前後に着目し
薬剤師が疾病予防に取り組み、そこに対価が支払われる
ような新しい法作りが必要だと言われていました。実際、
医療・介護に並び新しく健康維持を産業として発展させ

るモデル事業に着手しておられ、3年後の完成を目標に
大阪に「健都（ケント）」構想が進んでいることを聞き
ました。
　約1時間の講演は、笑顔とハツラツとした女性パワー
で溢れていました。
　その後、連盟女性部の吉田様から今年5月に東京で開
催された「全国女性薬剤師のつどい2015」の参加報告が
ありました。
　日頃、理想と言われる薬局作りを目指せば仕事は忙し
くなるばかり、６年制になっても医師の指示待ちばかり
の薬剤師の未来が明るいとは言い難いと感じていたので
すが、解決の糸口がここにあり、無関心では許されない
と改めて思いました。その思いは、参加者の方々も同じ
だったようです。その後のスモールグループディスカッ
ションでは、ひとテーブル６名それぞれが日常業務を思
いながら、法に守られ仕事をしている薬剤師が自分の職
能を守り発展を望むなら、国会へ薬剤師議員を送らなけ
ればと、来年に向けての活動を語りました。まずは、薬
剤師連盟や議員活動によって、私達の仕事が変わること
を知りましょう。藤井もとゆき議員の楽しいエピソード
が沢山あるそうです。応援するためにはもっと人柄を知
りましょう。今日のとかしき議員の講演を皆さんにも是
非聴いてもらいましょう。薬学生にも自分たちの仕事を
守る為に学び選挙に行ってもらいましょう。各テーブル
から次々と発表が行われました。
　最後に渡辺連盟幹事長が、「薬剤師会と薬剤師連盟は
車の両輪だ」とまとめられ、今日は女性の集いの和やか
な会の力も加わって、今までになく連盟活動を身近に感
じることができました。本会を機に、微力ではあります
が支部にて来年に向けての活動を開始したいと思いま
す。また私のように改めて知る方もいらっしゃると思い
ます。可能であれば本会の再度の開催を期待しています。
最後に、広島県薬剤師連盟女性部及び青年部の方々へ、
御礼申しあげます。

三原支部　森広　亜紀

報告Ⅱ
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ゆるキャラグランプリ結果発表!
総合531位

広島県内「企業・その他ゆるキャラ部門」4位
ご投票ありがとうごザイました。

広島県薬剤師会マスコットキャラクターヤクザイくん
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