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今月21日 (平成28年２月) に大学の卒論教室で

ご指導いただいた恩師のM教授を偲ぶ会に参加し

てきました｡ 先生は昨年秋に亡くなられましたが､

ご葬儀は先生はじめご家族のご遺志によりお身内

と教室の関係者だけで営まれ､ 教え子たちへの連

絡は葬儀が済んでからでした｡

葬儀に参加できなかった卒論生全体からお別れ

会の話が沸き起こったのは､ 先生を恩師と慕うも

のの多さであったと思います｡ 小生たちは卒業し

てもう44年になりますが､ 第一薬品分析教室の当

時の卒論生８名のうち４名が参加､ 定年を迎えら

れてから20年となりますが､ 全体では36名の参加

となりました｡ 先生を偲ぶスピーチではほとんど

の人が学問､ 研究に対する厳しさと普段の優しさ

について､ 論文執筆の時の失敗､ 抄読会でのチェッ

ク､ 卒業後の進路へのアドバイス､ 超ヘビースモー

カー (一本を根元まで吸い終わると次のタバコに

手が伸びているような感じ) の思い出､ 教室旅行

の様子､ 教室の飲み会などの話題を交え､ 今の自

分があるのは先生のおかげだったと話していまし

た｡ 小生はスピーチをしませんでしたが､ みんな

と同じように現在の自分があるのは全くM先生の

ご指導があったればこそだと今さらながら恩師の

お写真にお礼を述べてきました｡ 大学４年の秋､

将来について深く考えもせず就職活動も熱心には

行っていませんでした｡ 直属の指導教員から某薬

大の薬剤学教室で実験助手を探していると情報を

いただき､ 面接の結果､ 採用してもいいとの答え

をいただいたので､ M先生に報告を兼ね教授室に

伺いました｡ 先生はいつものようにタバコを燻ら

せながら ｢君､ 学者の道は甘くないよ｡ お父さん

が学者だからといって､ 憧れだけでは務まらない｡

君ぐらいの成績だと行き詰るよ｡ もし､ 君が一般

の会社に入社する気があるのなら､ 僕は喜んで推

薦状を書くよ｡｣ と仰られました｡ それから最初

の勤務会社である日本レダリーを受験したのです｡

就職が決まったのは暮れも押し迫った12月でした｡

当然､ M先生の紹介状を携えて｡ 自分の実力を直

視せずあの時､ 最初の道を行っていたら岩手に戻っ

て仕事をできていたかは疑問です｡ その後､ 卒業

して８年も経つのに岩手医大への移籍の際にも推

薦状を書いていただきました｡ 上京の折には時間

を作り２回ほど八王子に移転した研究室を訪問し

ましたが､ 伺うたびに ｢世の中の流れをしっかり

見ながら仕事をしなさい｡｣ ｢薬学は医療に貢献し

てこそだよ｡ 病院薬剤師になったんだから医師と

共同して研究を行いなさい｡｣ など親身なアドバ

イスをいただきました｡ 本当の恩師の一人だと深

く感謝しております｡

恩師を辞書で引くと､ 教えを受けた先生､ 師に

対する敬称､ 恩のある先生､ 教えてもらった学恩

のある先生などと記載されている｡ 人生を左右す

るような指導､ 助言を投げかけてくれた先輩､ 同

僚はたまた部下も恩師と呼んでもいい場合がある

かもしれません｡ 小生もM先生以外にも多くの恩

師がいます｡ 皆さんほとんどはご健在ですが､ 中

学の担任だったO先生､ 高校ではW先生､ 職場の

I先生､ T先生､ N先生､ 兄貴分であるT先生､ ほ

かの大学に移られたT先生､ 早逝されたK先生､

弟分のK先生などいろんな方々からご指導､ ご助

言をいただきやってきました｡ もちろん､ 学問上

の恩師以外にもたくさんお世話になった恩人がた

くさんいますし､ もう少し範囲を広げれば親､ 兄

弟､ 親族なども師に含まれるかもしれませんね｡

もしかしたら自分以外は何らかの形で恩師なのか

もしれません｡ 先日の大学の恩師のお別れ会に出

席して感じたことを書いてみました｡

M先生に最後にお目にかかったのは､ 20年前､

先生の退職記念会の折でした｡ その後は年賀状で

のやり取りだけでしたが､ いつも一言お言葉が添

えられており､ うれしい年賀状の一つでした｡ M

先生､ 本当にありがとうございました｡ 多くの恩

師､ 恩人に感謝｡

恩 師
巻 頭 言

(一社) 岩手県薬剤師会

副会長 宮 手 義 和
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岩手医科大学薬学部 第７回卒後研修講座

救急薬学

日 時：平成28年６月５日 (日) 13:30～16:00

会 場：岩手医科大学矢巾キャンパス 東１－A講義室 (紫波郡矢巾町西徳田2-1-1)

対 象：岩手医科大学薬学部卒業生及び他大学薬学部卒業生

参加費：無料

内 容：講 演１ ｢フライトドクタ－からみた救急医療｣
岩手医科大学附属病院高度救命救急センタ－准教授

山田 裕彦 氏
招待講演 ｢地域医療への貢献と新しい薬学教育を担う救急薬学｣

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急薬学分野教授

名倉 弘哲 氏
参加申込方法：｢申込書｣ (岩手県薬剤師会ＨＰにも案内・申込書を掲載しています) に

必要事項をご記入いただき､ FAXにて下記へお申込み下さい｡

申込･問合せ先：岩手医科大学矢巾キャンパス教務課薬学部担当 (TEL：019-651-5111)

創剤学講座 (FAX：019-698-1832)

参加申込締切：５月27日 (金) ※当日参加も可

主 催：岩手医科大学薬学部卒後研修部会

共 催：圭陵会薬学部同窓会局・岩手県薬剤師会・岩手県病院薬剤師会

※日本薬剤師研修センタ－認定研修 (１単位) ・日本病院薬剤師会生涯教育認定研修 (１単位)
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薬剤師を取巻く環境は著しく変化をしている｡

平成26年度は ｢薬剤師法25条の２｣ が改定となり､

薬を交付した時にはその医薬品の説明と服薬指導

を行わなければならなくなった｡ 平成27年４月に

｢人を対象とする医学系研究に関する倫理指針｣

(以下､ 倫理指針) が施行され､ 人を対象とする

調査・研究を行う場合には､ 今回施行となった倫

理指針を遵守しなければならなくなった１) ｡

これまでわが国で施行した臨床に関する倫理指

針を図１に示した｡ 初めて研究を行う薬剤師や研

究を行っていても投稿する雑誌・学会誌に倫理規

定を要求しなかったりすると倫理指針が分からな

いままでいた｡ また､ この10年以上 ｢疫学研究に

関する倫理指針｣ と ｢臨床研究に関する倫理指針｣

で運用されてきたが､ 共通する点が多くどちらを

選択してよいか判断がつかない研究者もいた｡ 今

回､ 両者を一本化し ｢人を対象とする医学系研究

に関する倫理指針｣ として施行され２) ､ 人を対象

とする臨床研究は本指針に則って進めることが求

められている｡ この指針は厚労省及び文科省のホー

ムページに掲載されている｡

今回施行された倫理指針は31ページの本文と

122ページのガイダンス３) に分かれている｡ 人を

対象とする医学系研究を行うときは事前に本文を

読んでから研究を行う必要がある｡ また､ 本文の

内容が分かりにくい場合にガイダンスで確かめる

ようにできている｡

1960年代のサリドマイド事件に始まり､ 1980年

代の薬害エイズ事件､ 1993年のソリブジン事件､

そして2014年の降圧薬文献捏造事件を踏まえ､ 今

回の倫理指針は新たな規定が追加された｡ 倫理指

針の内容を理解するために表１に示した｡

第１章の総則には表２に示したように倫理指針

の８つの基本方針が掲げられている｡ 研究を行う

にはこの８項目をチェックして全てクリアー出来

るようにしなければならない｡ その他､ 総則には

29項目の用語の定義､ 人を対象とした医学的研究

の適用範囲が示されている｡

第２章では研究機関の長へ研究に対する総括的

な監督義務と研究者・研究責任者等の責務等が明

確となった｡ さらに研究者への教育・研修の規定

が追加され､ 教育内容は倫理指針等の一般的に順

守すべき規則及び研究活動における不正行為・利

益相反等を､ 臨床研究を始める前に学ばなければ

ならなくなった｡ 教育形態としては研究機関内で

｢人を対象とする臨床研究への対応｣
寄 稿

前盛岡赤十字病院 薬剤部長
蒲 澤 一 行

寄

稿

表１ ｢人を対象とする医学系研究に関する倫理指針｣の内容

表２ 目的及び基本方針

図１ 日本における臨床研究倫理に関する経過
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開催される研修会或いはe-learning (CITI Japan､

e Training center､ ICR臨床研究入門､ 日本薬

剤師会会員はJPALS受講等) で研修を受け受講

証明を得ておく必要がある｡ 研修は継続的に行う

よう規定され少なくとも年に１回程度の受講が必

要となる｡

研究を行うには､ 第３章で規定する研究計画書

を作成し第４章の倫理審査委員会の審査を受けな

ければならない｡ 初めて研究する薬剤師にとって

研究計画書を作成や倫理審査委員会は経験がなく

不安が先行すると思われるが､ 倫理委員会が設置

されている薬剤師会や大きい病院では人を対象と

する臨床研究の審査内容を説明出来るので､ 困っ

た場合には薬剤師会や病院勤務薬剤師に相談する

と良い｡ 倫理審査委員会は日本薬剤師会で立ち上

げる準備をしているし､ 都道府県薬剤師会の中で

は倫理委員会が設置されているところもあり､ ま

た､ 立ち上げる準備を検討している薬剤師会もあ

る｡ 岩手県薬剤師会においても倫理審査委員会を

設置して欲しい｡ 県内の岩手医大､ 県立中央病院､

盛岡赤十字病院など倫理委員会を設置している病

院に相談することも一つの手である｡

第５章のインフォームド・コンセント (以下､

IC) は研究対象者への文書又は口頭による説明・

同意の方法が倫理審査委員会で審査される｡ それ

に従いICを研究対象者に得ておく必要がある｡

図２にICの手続きを示した｡ 侵襲､ 介入等は第

１章の総則の用語の定義に示してある｡ ガイダン

スより文書IC､ 口頭IC＋記録作成､ オプトアウ

ト (表３) について確認することが必要である｡

薬剤師の行う多くの研究は匿名のアンケートやイ

ンタビュー調査､ 診療記録のみを用いる研究で占

められるのでオプトアウトの作成を理解し利用し

ていただきたい｡

第６章の個人情報等関係､ 第７章の重篤な有害

事象への対応､ 第８章の研究の信頼性確保につい

ても研究前に理解しておく必要がある｡

平成28年度診療報酬改定において､ 引き続き検

討する項目の中に､ かかりつけ医とかかりつけ薬

剤師・薬局の連携による残薬､ 重複・多剤投薬の

実態の調査・研究がある｡ 今後､ 調剤薬局に勤務

している薬剤師がエビデンスを出す必要が出てく

る｡ 電子カルテあるいはレセコンなどの患者情報

をまとめる場合､ この倫理指針に則って研究計画

の立案､ 被験者の同意などを明記し倫理委員会の

審査を受けなければならない｡ 近い将来､ 日本薬

剤師会学術大会の発表や日本薬剤師会雑誌などの

原著論文の投稿に倫理審査委員会の審査結果や研

修受講証明を求められるようになるであろう｡

今回を契機に､ 臨床研究の倫理審査や患者情報

の取扱いおよび患者の同意について考えてみては

どうか？これらの環境の変化に対応することは､

薬剤師のエビデンスの質が向上することで､ さら

に診療報酬の改定にも影響を及ぼすので真摯に受

け止めなければならない｡

参考文献

１) 宮崎長一郎：｢人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針｣ について､ 日本薬剤師会雑誌

2015：67(6): 783-786

２) 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/

n1443_01.pdf

３) 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

ガイダンス

www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/

n1500_02.pdf

寄

稿

図２ インフォームド・コンセントの手続等

表３ オプトアウトとは
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会
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会務報告

月 日 曜 行 事 ・ 用 務 等 場 所 参 加 者

２

月

３日 水 平成27年度第1回岩手県後期高齢者医療広域連合運営協議会 自治会館 熊谷
４日 木 平成27年度岩手県健康いわて21プラン推進協議会 泉金ビル 熊谷

第2回岩手県在宅医療推進協議会 県医師会館 村井
第7回常務理事会 岩手県薬剤師会館

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 富士・国保連ビル 橋 (菜)
６日 土 平成27年度薬物乱用防止教室研修会 盛岡市立病院
７日 日 平成27年度ゲートキーパー養成研修会 岩手県薬剤師会館
９日 火 平成27年度岩手県認知症施策推進会議 泉金ビル 熊谷

服薬管理支援ワーキンググループ会議 岩手県薬剤師会館
10日 水 岩手県地域包括ケア推進会議第1回推進会議及び第2回実務担当者会議 盛岡市勤労福祉会館 熊谷
11日 木 日本薬剤師会 生涯学習担当者全国会議 富士・国保連ビル 八巻

病院・薬局実務実習東北地区調整機構WS企画運営小委員会 仙台ガーデンパレス 金野
12日 金 奥州薬剤師会ライフサポート薬局認定研修会 (一般用医薬品) 水沢グランドホテル 熊谷
15日 月 平成27年度岩手県災害福祉広域支援推進機構会議 岩手県水産会館 熊谷
16日 火 いわて花巻空港台湾へのアウトバウンド連絡会幹事会 エスポワールいわて 熊谷
17日 水 花巻市薬剤師会開局薬局部会研修会 生涯学園都市会館(まなび学園) 熊谷

日本薬剤師会学校薬剤師部会担当者全国会議 富士・国保連ビル 宮手､ 畑澤 (昌)
18日 木 平成27年度地域医療・地域保健担当者全国会議 TKP赤坂駅カンファレンスセンター 熊谷､ 金野
19日 金 社保医療協議会岩手部会 東北厚生局岩手事務所 畑澤 (昌)

奥州薬剤師会ライフサポート薬局認定研修会 (アンチ・ドーピング) 水沢グランドホテル 熊谷､ 本田
20日 土 病院診療所勤務薬剤師会部会・岩手県病院薬剤師会合同研修会 ホテルロイヤル盛岡
22日 月 岩手医大薬学部ＯＳＣＥ追試 岩手医大矢巾キャンパス 熊谷

二戸薬剤師会一般用医薬品に関する勉強会 二戸市シビックセンター 熊谷
24日 水 保険薬局部会役員会 岩手県薬剤師会館
26日 金 平成27年度医薬分業指導者協議会 厚生労働省 畑澤 (昌)､ 東
27日 土 平成27年度 第4回登録販売者資質向上のための研修会 北日本医療福祉専門学校 畑澤 (昌)

薬剤師認知症対応力向上研修 フクラシア品川クリスタルスクエア 冨山
28日 日 病院・薬局実務実習東北地区調整機構会議 ホテルルイズ 会長ほか

日本薬剤師会 実務実習東北ブロック会議 ホテルルイズ 会長ほか
平成27年度競技力向上支援事業(スポーツ医科学講習・相談) 県営スケート場 野舘

29日 月 健康ライフサポート薬局ワーキンググループ会議 岩手県薬剤師会館
広報・情報システム委員会 岩手県薬剤師会館

３

月

２日 水 東北厚生局岩手事務所による個別指導 宮古市民総合体育館 千代川
久慈薬剤師会自殺対策を担う人材の研修会 ケアサポートホソタ 熊谷
非常時･災害対策研修ワーキンググループ会議 釜石市青葉ビル

５日 土 平成28年度調剤報酬改定等説明会 航空会館 大谷､畑澤(昌)､金野
岩手医科大学・企業研究セミナー 岩手医大矢巾キャンパス 熊谷､ 坂川

12日 土 第86回日本薬剤師会臨時総会 (～13日) ホテルイースト21東京 会長ほか
17日 木 平成27年度第2回岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会 エスポワールいわて 熊谷

第8回常務理事会 岩手県薬剤師会館
編集委員会 岩手県薬剤師会館

20日 日 東北厚生局による改定時集団指導 岩手県民会館
岩手県医師会高田診療所閉所式 県医師会高田診療所

25日 金 社保医療協議会岩手部会 東北厚生局岩手事務所 畑澤 (昌)
保険薬局部会役員会 岩手県薬剤師会館

27日 日 第67期臨時総会 岩手県薬剤師会館
28日 月 岩手県防災会議 エスポワールいわて 熊谷
29日 火 平成27年度岩手県介護支援専門員協会第2回理事会 アイーナ 熊谷
30日 水 第9回岩手県災害拠点病院連絡協議会 県立中央病院 熊谷
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第７回常務理事会

日時：平成28年２月４日 (木) 19：00～20：30
場所：岩手県薬剤師会館

報告事項
会務報告と今後の予定について
東北六県会長・日薬代議員合同会議について
県立宮古病院における院外処方箋へのQRコー
ド導入に関する依頼文書について
在宅医療人材育成研修について
平成28・29年度日本薬剤師会代議員選挙・補
欠の代議員選挙について
個人番号 (マイナンバー) の提出依頼につい
て
その他

協議事項
患者のための薬局ビジョン推進事業について
薬剤師の認知症対応能力向上研修について
役員報酬について
①職員を兼務する役員の報酬について
②平成27年度役員報酬について
その他

第８回常務理事会

日時：平成28年３月17日 (木) 19：00～20：30
場所：岩手県薬剤師会館

報告事項
会務報告と今後の予定について
日本薬剤師会第86回臨時総会について
生涯学習担当者全国会議について
学校薬剤師部会担当者全国会議について
地域医療・地域保健担当者全国会議について
医薬分業指導者協議会について
平成28年度調剤報酬改定等説明会について
病院・薬局実務実習東北地区調整機構第43回
会議について
平成27年度薬局実務実習受入に関する東北地
区ブロック会議について
薬局等健康情報拠点推進事業の進捗状況につ
いて
保険薬局部会から
調剤過誤対策委員会から
その他

協議事項
第67期臨時総会の進行等について
平成28年度行事予定について
患者のための薬局ビジョン推進事業について
ホームページの更新について
イーハトーブの年間計画について
原稿料に関する規定について
その他

理事会報告
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待ちに待った岩手国体が開幕 (スケート・アイ
スホッケー競技：１月27日～31日､ スキー競技：
２月20日～23日) し､ 連日の県勢の活躍に一県民
としましても､ 心が躍りました｡ 全国的には､ ブ
ラジルで開催されるリオデジャネイロオリンピッ
クが話題になっていますが､ 当地においては ｢希
望郷いわて国体｣ であり､ オリンピックの盛り上
がりが国体に流れてくることに期待したいところ
です｡
岩手県薬剤師会では､ 準備を進めてきた ｢ドー

ピングホットライン｣ を大会期間中は24時間体制
で対応しました｡ 大会公式プログラムに､ しっか
りと当ホットラインのチラシが掲載されているこ
とから､ ｢問い合わせが殺到したらどうしよう？｣
という不安を抱えながらの対応でしたが無事終了
することができました｡ 問い合わせ件数自体は多
くありませんでしたが､ システムを検証するとい
う意味でも有効であったと思います｡ 今回の反省
を踏まえ､ 本大会へ向けて準備を進めていきたい
と思います｡
さて､ 当会では､ 昨年から ｢ドーピングに関す

る相談応需｣ について演習形式での研修会を各地
域で開催しております｡ 受講者からは､ ｢実践的

な研修を経験することで､ 相談応需のイメージが
できた｣ という評価をいただいています｡ 今後は､
未実施の地域を中心に取り組みを進めていきたい
と思いますので､ ご協力をお願いします｡
研修会を実施する中で､ ｢扱っている一般用医

薬品について､ ドーピングに触れるか触れないか
を一目でわかるものを作成してほしい｣ という要
望がありました｡ そこで､ 先催県でも使用してい
た ｢安心カード｣ を岩手県薬剤師会バージョンと
して作成しました｡ 競技者及び関係者等が､ 来局・
来店した際に､ 安心して使用できる薬が分かるよ
うに､ 掲示いただくものですが､ 購入者に渡して､
カードを持ち歩いていただくと､ さらに ｢安心｣
です｡
国体におけるドーピング検査は､ 平成15年の静
岡国体で導入されて以来､ 開催県の薬剤師会の積
極的な活動により､ 平成27年の和歌山国体まで陽
性例はなく､ ｢ドーピングゼロ｣ が続いています｡
いわて国体においても､ ｢ドーピングゼロ｣ を更
新できるよう､ 何卒ご理解とご協力の程よろしく
お願い申し上げます｡
(アンチ・ドーピング委員会 本田 昭二)

委員会の動き

アンチ・ドーピング委員会から

｢ドーピングゼロ｣ の更新にご協力をお願いします！
～ ｢安心カード｣ を活用ください！！～

｢安心カード｣ は県薬ホームページからダウンロード可能です｡
ラベルシートに印字していただくと ｢安心シール｣ としてご利用いただけます｡
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在宅推進委員会から

日本調剤盛岡南薬局 長井 貴之

今回は､ 盛岡薬剤師会会員として参加している､

｢在宅医療連携拠点事業所 チームもりおか｣ (以

下､ チームもりおか) についての紹介と最近の活

動にして報告致します｡

１. ｢チームもりおか｣ の成り立ち

平成23年５月に厚生労働省のモデル事業を受託

する形で開設されました｡ 実はそれ以前にも､ 平

成20年頃から在宅医療に携わっている様々な職種

が､ 居酒屋で集まり意見交換をしていました｡ し

ばらくして ｢チームもりおか｣ と名乗るようになっ

たこの集まりが､ このモデル事業に繋がっていっ

たのです｡ 私は､ 名前のなかった初回の集まりか

ら参加しております｡ 初回の集まりに参加する時

は､ 本当に孤独で不安でしたが､ とても温かく薬

剤師を仲間に入れて頂けたことを､ よく覚えてい

ます｡

現在は､ ｢チームもりおか｣ が企画する講習会

やセミナー等のお手伝いと､ ｢チームもりおか｣

が主催する ｢地域包括ケアシステム委員会｣ に出

席し､ 盛岡薬剤師会として､ 盛岡市の在宅医療推

進に貢献できる役割を探しています｡

２. 在宅医療連携拠点事業所 ｢チームもりおか｣

｢チームもりおか｣ は､ 地域の中の住み慣れた

場所で､ 自分らしく過ごせるように､ 在宅医療・

介護が提供できる体制をつくる活動をしています｡

事業所は､ 県立中央病院向いにあり､ 看護師 (板

垣所長)､ 医療ソーシャルワーカー (井川副所長)､

事務員 (新田さん) の３名が常駐しています｡

｢チームもりおか｣ の活動内容は､ 毎年変化し

ていますが､ 平成27年度は､

□地域包括ケアシステム推進委員会の開催

□研修会の開催

□在宅医療の啓発､ 広報

□在宅医療に取り組む医師への支援

□在宅歯科医療の啓発

□介護職員等医療的ケア第３号研修

に取り組みました｡

盛岡薬剤師会からは､ 第２回多職種研修会で

｢訪問薬剤管理指導｣ について講演を行い､ 88名

(非薬剤師６割) の参加者がありました｡

在宅医療連携拠点事業所 ｢チームもりおか｣ の活動報告
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３. ｢地域包括ケア推進委員会｣ について

現在は､ ｢チームもりおか｣ が主催する委員会

で､ 盛岡市医師会､ 盛岡市歯科医師会､ 岩手県訪

問看ステーション協議会､ 盛岡薬剤師会､ 岩手県

理学療法士会､ 盛岡地区介護支援専門員協議会､

盛岡地区地域包括支援センター協議会､ (協力委

員：岩手県､ 岩手県県央保健所) より委員が選出

されております｡

最近では､ ｢在宅医療設備整備事業｣ として､

盛岡薬剤師会でも､ 在宅業務で必要な設備につい

てアンケートが実施されました｡ 委員会では､ 市

が購入した医療機器 (電動ポンプなど) の共有

(貸与) のため､ 調剤薬局にその役割を期待され

ましたが､ 公平性を優先する盛岡薬剤師会の判断

により､ 予算は血圧計20台の購入に充てられまし

た｡ 血圧計は､ 在宅医療を行う薬局に対して貸出

していくことになりますが､ その方法については､

後日案内されるようです｡

この委員会では､ 在宅医療､ 自宅での看取りを

推進するため､ またそれを取り巻く様々な問題点

について協議しています｡ 施設での看取りが進ま

ない問題､ 高齢者虐待の問題､ たん吸引のできる

ヘルパーの不足問題 (介護職員等医療的ケア第３

号研修) などが議題に上がり､ 現場と行政と協力

して解決しようとしています｡

平成28年度の地域包括ケア推進委員会は､ 盛岡

市が主導する委員会となっていきますが､ 委員は

継続され､ 人材育成､ 在宅医療の啓発､ 医療資源

の把握､ 情報共有の仕組みづくりを重点項目に活

動を続けていきます｡
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｢健康ライフサポート薬局｣ を認定しました！

岩手県薬剤師会が､ 岩手県から受託している

｢薬局等健康情報拠点推進事業｣ では､ セルフメ

ディケーションを推進するため､ 地域住民に対す

る健康情報拠点薬局となる ｢健康ライフサポート

薬局｣ の認定制度を構築し､ 昨年度から認定を始

めたわけですが､ 認定薬局数は更新及び新規を含

め224薬局となりました｡ (別掲)

【健康ライフサポート薬局】平成28年３月18日

認定要件の中で､ 所属する薬剤師が該当するテー

マの研修を受講していることとされており､ 多く

の薬局が申請要件を満たすためには､ 県薬主催の

研修会だけは難しいわけですが､ 地域薬剤師会が

各種研修会を企画・開催いただいことで､ 申請で

きる環境を整えることができました｡ 心より感謝

申し上げます｡

また､ 勤務薬剤師の研修会受講が認定薬局の要

件となったことにより､ 会員が研修会に参加する

意識の高揚につながり､ 研修会を受講することに

より､ ボトムアップにもつなげることができたと

感じています｡

今年度は､ 認定薬局にご協力いただき､ 来局者

アンケートを実施しましたが､ ｢健康ライフサポー

ト薬局｣ について､ 知られているとは言えないこ

とがうかがえたことから､ 引き続き､ 県民に広く

周知・広報に努めていきたいと思います｡

薬局・薬剤師は､ 地域住民の全ての医薬品等の

供給を通して､ 専門家として､ きめ細かな医療・

介護への支援､ 住民の健康づくりにおいて気軽で

身近な存在として信頼されその担い手になりうる

時代に向けて､ 地域に根ざす薬局づくりを目指す｡

そのためには､ 一人ひとりの積極的な意識改革と

行動が求められています｡

社会からの要請・期待に応えるために､ 地域か

ら必要とされるために､ 県薬では事業を進めてま

いりますので､ ご理解とご協力お願い申し上げま

す｡

(文責：岩手県薬剤師会専務理事 熊谷明知)

～平成27年度岩手県 薬局等健康情報拠点推進事業～

【健康ライフサポート薬局｣ 認定制度実施要領】

(目 的)

県民のセルフメディケーション (専門家の適

切なアドバイスのもと､ 身体の軽微な不調や軽

度な症状を自ら手当てすること) 推進のために､

一般用医薬品等の適正な使用に関する助言や健

康に関する相談､ 情報提供を行う等､ 薬局・薬

剤師が地域に密着した健康情報の拠点として活

動することを目的とする｡

地 域 認定薬局数 会員保険薬局数 認 定 率
盛 岡 85 223 38.1%
花 巻 18 62 29.0%
北 上 26 45 57.8%
奥 州 26 52 50.0%
一 関 18 52 34.6%
気 仙 12 27 44.4%
釜 石 10 20 50.0%
宮 古 9 29 31.0%
久 慈 12 17 70.6%
二 戸 10 23 43.5%
計 226 550 41.1%
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健康ライフサポート薬局 平成28年３月18日
盛 岡 市 盛 岡 市 北 上 市 大船渡市

あおば薬局上田店 薬局ポラリス つくし薬局江釣子店 気仙中央薬局
あさがお薬局 ユニオン薬局 つくし薬局大堤店 つくし薬局猪川店
あたご薬局 ヨシダ調剤薬局 ぴーす薬局 つくし薬局細浦店
油町薬局 リード薬局 ひまわり薬局 とうごう薬局大船渡店
アポロ薬局 リーフ薬局 ファースト調剤薬局 ひので薬局
アヤメ薬局 雫 石 町 フロンティア薬局北上店 よこさわ薬局
内丸薬局 銀河薬局雫石店 まごころ薬局 りあす薬局
エメラルド薬局 菊屋薬局 まちぶん調剤薬局 陸前高田市
エメラルド薬局仙北店 しずくいし中央薬局 みつばち薬局 気仙中央薬局高田店
エメラルド薬局緑が丘店 滝 沢 市 西和賀町 そうごう薬局高田店
エメラルド薬局山岸店 あおぞら薬局 かじか薬局 森の前薬局
大通よつば薬局 キリン薬局 太陽薬局 釜 石 市
おやまだ薬局 ミモザ薬局 西和賀すみれ薬局 きらら調剤薬局
オーロラ薬局 紫 波 町 奥 州 市 つくし薬局釜石中妻店
かがの調剤薬局 ファミリー薬局 いちご薬局 中田薬局
かるがも薬局 岩 手 町 うさぎ調剤薬局 中田薬局上中島店
かるがも薬局山岸店 オーロラ薬局沼宮内店 江刺調剤薬局 中田薬局小佐野店
銀河薬局 ヤナギサワ薬局 エルム調剤薬局水沢店 中田薬局松倉店
銀河薬局開運橋店 八幡平市 及川薬局 はまゆり調剤薬局
クローバー薬局 あさひ薬局 及川薬局けいとく店 ハロー薬局
こずかた薬局 あさひ薬局西根中学校前店 吉小路調剤薬局 まつくら調剤薬局
こなん薬局 白樺薬局 すみれ薬局 大 槌 町
こんや町薬局 スマイル薬局 すみれ薬局マイアネ店 菊屋薬局
菜園薬局 矢 巾 町 たんぽぽ薬局 宮 古 市
さかな町薬局 こぐま薬局矢巾店 調剤薬局桜屋敷ファーマシー あさひ調剤薬局
サンタウン調剤薬局 こずかた薬局やはば店 つくし薬局前沢店 あすなろ薬局
さんぺい薬局 すばる薬局流通センター店 仁衛堂薬局 健康堂薬局小山田店
下小路薬局 ライフ薬局 西大通薬局 つくし薬局磯鶏店
下ノ橋薬局 花 巻 市 ふれあい薬局 つくし薬局舘合店
しんせい薬局 あさひ薬局センター店 フロンティア薬局前沢店 ポプラ薬局
スタイル薬局 おおはさま薬局 水沢センター薬局 みなとや調剤薬局
すばる薬局永井店 小田島薬局 水沢調剤薬局 山 田 町
すみれ薬局 おたや町薬局 ミズサワ薬局前沢店 船越菊屋薬局
せせらぎ薬局 かなん薬局 みどり薬局佐倉河店 山田中央薬局
前九年薬局 サカモト薬局大通り店 みどり薬局寺小路店 久 慈 市
そうごう薬局盛岡中央通店 たかき薬局 みどり薬局西町店 及川薬局田屋町店
そうごう薬局盛岡中央通西店 たんぽぽ薬局 みどり薬局日高店 菊屋薬局
そうごう薬局盛岡つなぎ店 なかの薬局 みどり薬局不断町店 菊屋薬局荒町店
第一薬局 花北薬局 むつみ薬局 キング薬局
たんぽぽ薬局桜城店 花調きたまん薬局 りんどう薬局 サンケア薬局県立久慈病院前店
月が丘薬局 パール薬局 一 関 市 中央薬局
つくし薬局下の橋店 ひまわり薬局 あさひ調剤薬局 ハーモニー薬局
天神町薬局 フロンティア薬局石鳥谷店 あじさい薬局 ホソタ薬局
東大薬局 ゆぐち薬局 アロエ薬局 みどり薬局
どんぐり薬局材木町 ゆもと薬局 いしばたけ薬局 野 田 村
ながい薬局 八木薬局 大手町薬局 伊東薬局
永井中央薬局 遠 野 市 かたくり薬局 洋 野 町
中津川薬局 つくし薬局新穀店 かめちゃん調剤薬局一関店 リードファーマシー
中ノ橋薬局 北 上 市 かりん薬局 普 代 村
なかのユニオン薬局 あんず薬局 こぶし薬局 橋薬局
なごみ薬局 いずみ薬局 サン調剤薬局 二 戸 市
ななっく調剤薬局 おおぞら薬局 三関薬局 アイン薬局浄法寺店
ひだまり薬局 オレンジ薬局 白石薬店 あかまつ薬局
ひばり薬局 かえで薬局 菅原薬局 カシオペア調剤薬局
ひまわり薬局 きたかみ中央薬局 銅谷調剤薬局 木いちご薬局
フロンティア薬局盛岡店 銀河薬局北上店 中里薬局 つくし薬局二戸店
ポプラ薬局 くるみ薬局 やまぶき薬局 堀野調剤薬局
まごころ薬局 コノハ薬局 れもん薬局 一 戸 町
マリーン薬局 さくら調剤薬局 平 泉 町 アイン薬局一戸店
みずほ薬局月が丘 さわやか薬局 あすか薬局 かめちゃん調剤薬局
みつばち薬局 サンケア薬局県立中部病院前店 大船渡市 めぐみ薬局
むかいなかの調剤薬局 すくらむ薬局北上店 アイン薬局大船渡店 つくし薬局一戸店
村源薬局 すずらん薬局 川原薬局
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部会の動き

一関学校薬剤師会から

一関学校薬剤師会 会長 田村 満博

一関学校薬剤師会は会員41名で70校余りを担当

しています｡

一関薬剤師会の会員は､ 名簿上は160名を超え

るのですが､ なかなか引け受け手がありません｡

忙しい業務の中で学薬活動の時間をとるのが難し

い先生が多いです｡ 特に一関市は四国の香川県の

2/3に匹敵する面積がありますので､ 旧東磐井郡

の先生方には複数校を担当していただくなど負担

をおかけしています｡

この41名の先生方は非常に貴重な先生で､ 会の

活動維持に重要な業務も分担して担当していただ

いており､ 今のところ問題なく運営できています｡

一関学校薬剤師会の活動の目玉と言えるかどう

かはわかりませんが､ 教育委員会に案内を出して

合同の研修会を開催しています｡ 主催は一関学校

薬剤師会､ 一関市と平泉町の教育委員会は後援と

なります｡

これは養護教諭を中心に学校関係者との意思疎

通を図るとともに､ 教育委員会に対して薬剤師の

能力や活動の方向性をアピールすることを目的と

しています｡

平成24年度

｢学童の薬物事故の実態｣

岩手県立磐井病院救急医療科長 片山 貴晶先生

39名参加 (薬剤師21名､ 教育委員会関係16名､ 研

修医２名)

平成26年度

｢薬物乱用防止－危険ドラックについて－｣

薬物乱用防止推進対策委員長 畑澤 昌美先生

45名参加 (薬剤師24名､ 教育委員会関係21名)

平成27年度

｢発達障害(自閉症・ADHD・学習障害)について｣

～南光病院児童外来での心理臨床を振り返って～

心理カウンセリングオフィスおきた

沖田 憲一先生

65名参加 (薬剤師25名､ 教育委員会関係40名)

教育委員会との合同研修会ですので､ 販売・宣

伝等営利を目的とする行為が禁止されているため

メーカー等の協賛は得られません｡ 会場費や講師

の謝礼は全て学校薬剤師会の負担となります｡

それでも今年度の研修会には､ 校長先生の参加

も見られました｡ 教育委員会関係の参加者が年々

増えてきています｡ 予算については会員の先生方

の理解も得られていますので､ 今後も継続の方向

で考えています｡

今年のもう一つのイベントは塵埃測定器の購入

です｡ 毎年行われる全国学校保健調査 (定期検査

及び日常点検の実施状況について) の項目に､ 塵

埃測定があり気になっていました｡

それで思い切って､ 二十数万円を学校薬剤師会

費から拠出し塵埃測定器を購入いたしました｡ 購

入に際しては､ 県学校薬剤師会会長の宮手先生に

は大変お世話になりました｡ 御礼申し上げます｡

購入後は何人かの先生方が使用されているので

ほっとしています｡ 高い買い物にならないよう利

用度を上げていきたいと思っています｡

最近は､ 元プロ野球選手や町議会議員等の覚醒

剤使用が連日メディアを賑わしています｡

そのせいもあって､ 学校薬剤師が行う ｢薬物乱

用防止講座｣ は確実に学校側の信頼を得ています｡

子供たちの成長を助ける一環として､ 地道な活動

が必要と考えています｡
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東日本大震災から５年が経過しました｡ 改めて

亡くなられた方々のご冥福と被災地の早急な復興

をお祈り申し上げます｡ 今年度を振り返って主な

事業をご報告いたします｡

【総会】平成27年度盛岡薬剤師会総会が６月13日

(土) ホテルニューカリーナにおいて開催され､

例年通り､ 事業報告・決算報告の後､ 健康情報拠

点推進事業への協力と岩手国体への協力を含め21

の事業計画と今年度予算が審議され承認されまし

た｡ また昨年に引き続き､ 復興支援として盛岡薬

剤師会は宮古薬剤師会を中心に支援をすることに

決まりました｡ 総会後の特別講演では県立遠野病

院院長の菅原先生より ｢経口血糖降下薬の最近の

話題｣､ 岩手県薬剤師会会長の畑澤先生より ｢薬

歴記載の要点と拠点事業｣ についてご講演をいた

だきました｡

【復興支援と災害時における薬剤師活動】

10月４日 (土) 盛岡市上田小学校で開催された

平成27年度盛岡市総合防災訓練に高砂子会長始め

役員が参加し ｢お薬手帳に基づいた調剤訓練｣ を

実施しました｡

【薬と健康の週間事業】

９月16日 (水) 開催された盛岡市保健所主催の

｢健康フェスタ2015｣ に薬剤師会として共催しま

した｡ 当日は薬・食べ物・健康食品について畑澤

副会長が参加者に講演｡ また個別相談を希望する

来場者の相談も行いました｡

【研修会】

４月８日 (土) 盛岡グランドホテルでの糖尿病

の研修会を始めに３月18日 (木) アイーナでの盛

岡薬剤師会研修会 (調剤報酬改定) まで26回の研

修会を企画し､ 沢山の会員の方に参加していただ

きました｡

【講師派遣】

11月末現在で ｢薬物乱用防止啓発講座｣ 69講座､

｢みんなの薬の学校｣ 33講座へ会員の先生方が講

師として派遣されております｡

【忘年会】

11月28日 (土) ホテルニューカリーナに於いて

第20回盛岡薬剤師会研修会の後､ 県薬会長に来賓

としてご出席をいただき､ 30名近い会員と伴に忘

年会が開催されました｡ 今年もビンゴ大会などで

おおいに盛り上がり､ 楽しい時を過ごしました｡

【自殺予防関連対策】

岩手県薬剤師会事業の一環として自殺予防月間

に合わせ､ 薬局毎にポスター掲示や自殺予防の相

談勧奨リーフレット配布を実施しました｡ また９

月３日 (木) 心のケアセンターから講師を派遣し

ていただきゲートキーパー養成研修を開催してお

ります｡ また他団体の自殺対策の研修会にも参加

をいたしております｡

【在宅医療推進事業】

押切常務担当の在宅推進委員会が中心となり､

ホームページに掲載した在宅訪問可能な薬局のリ

ストの更新やアセスメントシートの作成､ 10月３

日､ ２月10日には在宅研修会を開催しました｡ 国

の進める地域包括ケアに向かって薬剤師の役割を

模索しております｡

【その他】

昨年度から事業に加わりました多職種連携では

盛岡市医師会と初めて懇談会を持つことが出来ま

した｡ また滝沢市医療懇談会､ 岩手・八幡平市歯

科医師会とも懇談の会を持つことが出来ました｡

来年度も更なる多職種連携に力を入れたいと思い

ます｡ その他､ 盛岡薬剤師会ゴルフ大会､ 長期実

務実習生の受け入れや盛岡市保健所と共同の禁煙

教育事業など様々な活動を行ってきました｡ 今年

度も様々な災害が起こりました｡ 震災から５年､

あの教訓を忘れずにいつも災害に対する備えをし

て置きましょう｡

最後になりますが来年度の調剤報酬も決まりま

した､ キーポイントは ｢在宅｣ ｢後発｣ ｢かかりつ

け薬剤師｣ です役員の皆様､ 会員の皆様､ 来年度

も宜しくお願い致します｡

地域薬剤師会の動き

盛 岡 薬 剤 師 会

副会長 四倉 雄二
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岩手県薬剤師会検査センターがISO17025取得にチャレンジ中!!

岩手県薬剤師会査センター
所長 宮手 義和

検査センターのページ

岩手県薬剤師会検査センターでは試験結果の信

頼性を保証する国際的な試験所認定の規格である

ISO/IEC 17025の認定取得を目指し､ １月中旬に

審査を受けました｡ 現在､ 審査会の結果待ちです

が､ 概ね認定を受けられる見通しです｡ そこで､

今回はISO､ GLPなど認定､ 登録などについて解

説いたします｡

読者の皆さん､ 鉱工業品の品質の改善､ 生産能

率の増進､ 生産の合理化､ 取引の単純公正化､ 使

用､ 消費の合理化を図る等を目的として､ 鉱工業

品の種類､ 形式､ 形状､ 寸法､ 構造､ 品質等の要

素､ また､ 鉱工業品の生産方法､ 設計方法､ 使用

方法等の方法､ 若しくは試験､ 検査等の方法その

他について規定した技術文書として､ 工業標準化

法に基づく手続きによって制定されるJIS (日本

工業規格：Japanese Industrial Standards) はご

存知のことと思います｡ JISの規格がしっかりし

ていることが日本の製品が世界から高品質である

と認められる要因の一つと考えられます｡ また､

皆さんが国際的なスタンダードとして最も目にす

るのが､ 製品やサービスの品質保証を通じて､ 顧

客満足向上と品質マネジメントシステムの継続的

な改善を実現する国際規格のISO ((International

Standard Organization)：国際標準化機構) 9001

(品質マネジメントシステム規格) ではないでしょ

うか｡ JISとISOの整合性については､ ISO 9001

やISO 14001の原文は英語､ フランス語などで作

成されますが､ 日本国内での使用を円滑にするた

めに､ 技術的内容及び規格票の様式を変更するこ

となく日本語に翻訳され､ JISとして発行されて

います｡ なお､ この日本語への翻訳作業を実施す

るのは日本工業標準調査会 (JISC) です｡ 翻訳

されたJISは､ 原語で作成されたISOと同じ内容

であると認められており､ 国際整合化が図られて

います｡ 例えば､ ISO 9001は日本語に翻訳され

たJISQ 9001と同一に扱われています｡

当センターも2005年にISO 9001の審査を受け

10月に登録を開始し､ 現在３回の更新登録を受け

ております (図１)｡

ISO 9001審査によるメリットとしては､ １.品

質保証による社会的信頼や顧客満足の向上､ ２.

業務効率の改善や組織体制の強化､ ３.継続的な

改善による企業価値の向上､ ４.海外企業を含む

取引要件の達成､ ５.企業競争力の強化､ ６.法令

順守 (コンプライアンス) の推進､ ７.仕事の見

える化による業務継承の円滑化､ ８.KPI (キー

パフォーマンス指標) の管理､ ９.リスクマネジ

メントなど品質保証を通じて社会的な信頼や顧客

満足の向上が期待できるほか､ さまざまな効果が

挙げられます｡ そのほか､ ISOには①医療分野に

特化し､ 安全で有用な医療機器・体外診断用医薬

品の継続的な製造・供給を目的とした品質マネジ

メントシステムの世界標準規格ISO 13485､ ②食

品安全に関するリスクの低減を目的としたISO/

FSSC 22000､ ③環境リスクの低減および環境へ

の貢献と経営の両立を目指す環境マネジメントシ

図１. 登録認定マーク
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ステムのISO 14001､ ④小・中学校や高等学校な

どの公式教育以外の ｢非公式教育・訓練｣ におけ

る学習サービス事業者に対する基本的要求事項に

ついて定めたマネジメントシステムのISO 29990､

⑤顧客から高度な品質管理体制が求められる､ 自

動車業界向けの品質マネジメントシステム規格の

ISO/TS 16949､ ⑥交通事故の死者や重大な負傷

者を減らすことを目的に､ 道路交通安全のために

さまざまな組織が取り組むべきマネジメントシス

テムの要求事項を定めているISO 39001､ ⑦組織

が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適

切に管理し､ 組織の価値向上を目的とする国際規

格のISO 27001､ ⑧地震や火災､ ITシステム障害

や金融危機､ 取引先の倒産､ あるいは新型インフ

ルエンザの感染爆発 (パンデミック) など､ 災害

や事故､ 事件などが現実となった場合に備えて､

さまざまな企業や組織が､ 対策を立案し効率的か

つ効果的に対応するための事業継続マネジメント

システム (BCMS) の国際規格ISO 22301 (一部

の分野のみ紹介) など多くの分野で国際標準が定

められております｡ しかし､ ISOの決め事は国際

的な約束ではあるが､ 法律で決められた規制､ 数

値目標で縛られるものではなく､ 守るべき手順の

流れを自主的に守ると約束した施設を認証する任

意規格でもあります｡

一方､ 読者のみなさんになじみが深いGMP

(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理

の基準)､ GLP (優良試験所基準)､ GCP (医薬品

の臨床試験の実施の基準)､ GPP (薬局運営管理

基準)､ GPMSP (医薬品市販後調査実施基準)な

ど医薬品関連でよく目につく規範があることはご

存知のことですね｡ では､ ISOとG＊Pとはどの

ような違いがあるのでしょうか､ GLPを例に比べ

てみます｡ ISOは先の項でも記載しましたが､ ルー

ルに乗った仕事の流れを自分たちで決め､ それを

守る施設を認証する任意規格であるのに対し､

GLPは試験の信頼性を確保するため､ 試験施設が

備えるべき設備､ 機器､ 組織､ 試験の手順等につ

いて国または準ずる機関が基準を定めたものであ

り､ ISOとは違いその基準を寸分たがわずしっか

り守るべき基準で､ 任意規格ではなく強制規格と

呼ばれます｡ GLPは医薬品の試験所にかかわる認

定のほかに､ 食品GLP､ 水道GLP､ 農薬GLP､ 化

学物質GLP､ 安衛法 (労働安全衛生) GLPなどが

あります｡ 当センターは上記GLPのうち食品GLP

(食品登録検査機関：厚生労働省)､ 水道GLP (水

道水質検査優良試験所：日本水道協会) の認定を

受けております (図２)｡

では､ 今回認定取得申請中のISO 17025につい

て解説します｡ ISO/IEC 17025は“試験所認定”

と呼ばれ､ 製品検査や分析・測定などを行う試験

所及び計測機器の校正業務を行う校正機関に対す

る要求事項が定められており､ 試験所・校正機関

が正確な測定/校正結果を生み出す能力があるか

どうかを､ 権威ある第三者認定機関が認定する規

格です｡ 認定を受けた組織は､ 試験成績書や校正

証明書へ認定シンボルを付加することができます｡

製品管理・品質管理を行ううえでのマネージメン

ト力と､ 信頼性のある試験/校正結果を生み出す

技術力が国際的に認められていることをアピール

できます｡

ISO 17025取得のメリットとしては､ 試験所・

校正機関の技術力の向上､ 信頼性の向上､ ワンス

トップテスティング､ 試験所/校正機関の独立性

維持､ 継続的な改善が挙げられます｡ 特に､ ワン

ストップテスティングは認定試験所で得られた試

験データが国際的に認められることから､ 製品の

輸出入・販売時に再検査をする労力・コストを削

減できるシステムで､ 輸出の際などに時間的､ コ

スト的メリットが得られます｡

図２.水道GLP認定マーク
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会

務

審査ではどのような項目が確認なされるかです

が､

１.ISO/IEC 17025要求事項を満たすシステムが

構築されており､ その内容がマニュアルとして明

確になっていること｡

２.試験・校正装置が参照標準等によって二次校

正され不確かさが求められていること､ また標準

物質によって装置の安定性が確認されていること｡

３.試験・校正方法の手順が明確に文書化されて

いること｡

４.方法の選択性､ 直線性､ 繰返し試験､ 再現性

試験､ 試験装置間の比較等によって､ 試験・校正

方法の妥当性が確認されていること｡

５.試験・校正中のプロファイルを含めて､ 試験・

校正プロセスの不確かさの要因が明確にされてお

り､ GUM (TS Z 0033) に基づき不確かさが推

定されていること｡

６.試験・校正要員に対して必要な能力と訓練が

明確にされ､ 任命されていること｡

７.試験プロセスで使用する測定機器が校正され､

トレーサビリティと不確かさが表明されているこ

と｡

８.機器の使用前点検､ 試験・校正環境の安定性､

試験・校正試料の保管について､ 規格要求事項を

満たしていること｡

９.可能な場合､ 外部技能試験に参加すること､

及び内部技能試験 (精度管理) を含めて､ ４年間

の品質保証計画を作成していること｡

など以上の９項目について帳票､ 文書､ 精度管

理状況､ 不確かさへの考え方､ 器具機械の取り扱

い､ 作業者､ セキュリティーの面から抜けがない

かを徹底的に調べられます｡

また､ 認定については一度に施設全体を認定す

るのではなく､ その範囲が決められており､ 今回､

当方はGe半導体検出器を用いた食品および産業

廃棄物の放射線核種 (Cs 134､ Cs 137､ I 131)

の分析試験で申請をしております (写真１)｡

認定範囲を広げる場合にはまた項目ごとに審査

を受けなければなりませんが､ １項目でも登録に

なっていると基本事項は通っているということで､

ゼロからのスタートよりは良いと思います｡

検査機関にとっては仕事の流れを担保するISO

9001も大事な認定ですが､ 精度､ 技術､ 結果処理､

国際的信用といった面から､ ISO 17025は非常に

大切な認定です｡ 何の項目であれISO 17025の認

証マークを使用できること (名刺に刷り込むなど)

は検査機関にとってはメリットです｡ 申請が通り

ましたらホームページやパンフレットで紹介をし

ますので､ 会員の皆様にもPRにご協力いただき

ますようお願い申し上げます｡

写真１.Ge半導体検出器とRI測定室
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薬

連

参議院議員・薬学博士

藤井もとゆき
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薬剤師国家試験の見直しについて

春の暖かさを感じる季節となりました｡ 東京の

ソメイヨシノの開花は暖冬の影響で例年より早ま

り｡ ３月中にも満開を迎えると予報されています｡

今年で10回目を迎える東京マラソンは２月28日､

約３万７千人が参加して開催されました｡ 穏やか

な青空のもと沿道を埋めた大勢の声援に元気づけ

られ､ ３万人を越すランナーが見事に完走しまし

た｡ 今年のリオオリンピックの選考レースを兼ね

た男子マラソン､ 高宮選手が総合８位で日本選手

の最高位となりましたが､ エチオピアやケニアな

どのアフリカ勢の強さを改めて知らされる結果と

なりました｡ 翌週のびわ湖毎日マラソンでは､ 北

島選手が日本人最高位の２位に入りました｡ 日本

陸連が今後どのような判断を下すのか興味の持た

れるところです｡

さて､ 第101回の薬剤師国家試験は２月27日､

28日の両日､ 全国９都道府県の試験会場にて一斉

に実施されました｡ ６年制課程を修了した薬学生

を対象に行われる５回目の国家試験となりました｡

過去の試験､ 特にここ２回の試験では合格率が60

％台と関係者の期待を裏切る低い水準となり､ そ

の対策は急務となりました｡ また､ 平成25年２月

に ｢薬学教育モデル・コアカリキュラム｣ が改訂

され､ 平成27年度の入学生から適用されており､

改訂モデル・コアカリキュラムに対応した薬剤師

国家試験とすることも必要となっています｡

薬剤師国家試験については､ 薬学教育に６年制

課程が導入されたのを受けて､ 平成22年１月に医

道審議会薬剤師分科会が取りまとめた､ ｢薬剤師

国家試験の在り方に関する基本方針｣ に基づき実

施されているところですが､ こうした状況の変化

を踏まえ､ ｢薬剤師国家試験制度改善検討部会｣

において基本方針の見直しが行われ､ 本年２月１

日公表されました｡

見直しにあたっては､ 地域包括ケアシステムの

構築が進められる中で､ 健康サポートや在宅医療

など薬剤師が専門職としての役割を果たすこと､

医療機関においてもチーム医療の担い手として､

薬物療法や医療安全など医療の質向上へ貢献する

ことなど､ 薬剤師が医療の担い手として責任ある

行動をとることが求められています｡ こうしたこ

とから､ 薬剤師として必要な倫理観や使命感､ 基

本的知識に加え､ 実践の場において必要とされる

知識・技能等を確認することなどを基本に､ 試験

科目､ 出題基準・出題数や合格基準について検討

が行われています｡ 特に合格基準については､ こ

れまでの合格率のバラツキを考慮して､ 従来の得

点率による絶対基準を見直し､ 平均点と標準偏差

を用いた相対基準により合格者を決定する方式に

変更され､ 今回の試験から適用されることとなり

ました｡

こうした見直しが合格率にどのような影響を及

ぼすかは分かりませんが､ 薬局や医療施設での実

習経験を積んだ多くの薬剤師が社会で活躍するこ

とにより､ 厚生労働省が示した､ かかりつけ薬剤

師・薬局､ 健康サポート薬局の実現にいち早く結

びつくものと期待しています｡

藤井もとゆきホームページ http://mfujii.gr.jp/
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最 近 の 話 題

１. はじめに

薬学教育６年制に伴う長期実務実習がスタート

してから６年目となり､ 岩手医科大学附属病院

(以下､ 当院) 薬剤部では､ 平成23年度より年間

約90名 (各期約30名) の実習生を受け入れてきま

した｡ そこで今回､ 病院の立場から､ 当院におけ

る実務実習の内容および工夫について紹介します｡

２. 実習生の受け入れ状況と体制の概要

当院薬剤部は､ 研修・教育､ 薬剤管理指導､ 調

剤・製剤､ 薬務､ 歯科医療センター薬局､ 循環器

医療センター薬局､ 花巻温泉病院薬局の7部門か

ら成っており､ 治験管理センターおよび医療安全

管理部にも薬剤師を配置しています｡

実習生の受け入れ状況を表１に示しました｡ 実

習生の指導は､ 研修・教育部門担当薬剤師4名と

認定実務実習指導薬剤師を中心に薬剤部員全員で

取り組んでいます｡ 実習のスケジュールは､ 30名

ほどの実習生を６つのグループ (A～F) に分け､

薬剤部の各部門 (花巻温泉病院薬局を除く) をそ

れぞれ５～８日間のローテーションで全部門を実

習します (表２)｡

実習の内容については､ まず初日は､ 薬剤部長

による ｢医療人としての薬剤師｣ についての講義

があり､ その後院内感染対策の講義､ ポートフォ

リオ学習として実習目標の書き出し等を行います｡

２日目からは､ 各部門で実習テキストに基づいて

講義や実習が開始されます｡ 薬剤管理指導では､

実習生毎に担当薬剤師を決め､ 患者指導を見学し

た後､ 了解が得られた患者に薬剤師の指導のもと

薬剤管理指導実習を行います｡ さらに褥瘡対策チー

ムや緩和ケアチーム等のラウンドに同行し､ チー

ム医療の実際を見学します｡ このセクションの最

後には､ 学生が担当した症例についての発表を行

います｡ 調剤室では､ 各種調剤・鑑査等の実習の

他､ 処方解析や疑義照会のロールプレイ実習を行

い､ 製剤室では､ 院内一般・無菌製剤の調製､ 抗

がん剤の調製や化学療法施行患者の指導を実習し､

このセクションでも学生自身が選んだテーマにつ

いて発表を行います｡ 医薬品管理・薬務室では､

注射薬調剤､ 鑑査の各実習､ 処方解析や疑義照会

のロールプレイ実習､ 薬事委員会資料作成や麻薬

管理の見学を行います｡ 医薬品情報管理室では､

医療スタッフより受けた問い合わせへの対応を実

習し､ 問い合わせ対応のロールプレイ､ さらに

DIニュースや副作用報告の作成､ 製薬会社MRか

らの情報収集の実習を行います｡ 医薬品試験室で

は､ 薬物血中濃度測定および測定結果の解析等と

中毒分析の実際についての実習を行います｡ 治験

管理ではCRC業務や治験事務局業務の講義と見

学､ 医療安全では専任薬剤師からの講義の後､ リ

スクマネージメントについてスモールグループディ

スカッションを行います｡ そして最終日には､ 実

習のまとめとしてグループ毎に成果発表を行い､

指導薬剤師から講評等があり終了となります｡

各実習の指導内容は､ 実務実習モデル・コアカ

リキュラムおよびその方略に準拠して作成した

｢岩手医科大学附属病院薬剤部 実務実習テキスト｣

に収められ､ 薬剤師全員が統一した指導ができる

薬学生実務実習受入対策委員会委員 川口 さち子
(岩手医科大学附属病院薬剤部)

岩手医科大学附属病院の実務実習受け入れ体制について

表１ 実習生の受け入れ状況

情

報
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よう､ そして実習生にとっても自発的に実習が行

われるようなテキストとしています｡ また､ 各グ

ループにはファシリテーターとして中堅薬剤師を

１名配置し､ 定期的な進捗状況の確認や評価チェッ

ク､ メンタル面のサポートなど継続して実習が行

えるよう配慮しています｡

３. ポートフォリオ

当院では､ ポートフォリオ学習を取り入れてい

ます｡ その内容について説明します｡ ポートフォ

リオとは､ 本来､ 書類入れやファイルを意味する

言葉であり､ 総合的な学習の評価方法として近年

注目されています｡ 学習の過程で得られたバラバ

ラの情報をファイルに綴り､ 俯瞰・振り返り評価

することで､ 自分自身の成長を確認し更なる成長

へ役立てる､ 自己評価を中心とした学習と評価を

一体化したものです｡ ポートフォリオは単なる記

録ではなく評価であるため､ 実習の過程で得られ

た情報すべてを保存するのではなく､ 保存する意

味があるものを選んでファイルすることを通して､

1) 達成したことが何であるかを明確に伝え､ 2)

どうしてそれが高く評価されることなのかを理解

させ､ 3) 達成感や自尊心､ あるいは自己効力感

を高め､ 4) 次の課題が何であるかを示して自分

の学習活動をコントロールするためのメタ認知を

育てることを意図するものです｡

具体的な流れを図１に示しました｡ 実習初日に

目標を立て､ 実習目標シートを作成します (図２)｡

そこで ｢何のために､ 何をやり遂げたいか｣ を自

らの意思で書き､ SBOに取り組んでいきます｡

実習の半ばには ｢中間まとめ｣ の日を設け､ それ

まで行った実習を振り返り､ グループでディスカッ

ションし､ まとめ､ 発表を行います｡ そして最終

日には､ アウトカムとして実習生一人一人が ｢成

長したこと｣ と ｢それをどう活かすか｣ (図３)

を薬剤部員の前で発表し､ さらに実習で得た ｢理

想の薬剤師像｣ と ｢薬剤師のコンピテンシー｣ に

ついてグループ毎に発表します (写真)｡ このよ

うに目標を立て､ 振り返り､ 成果をプレゼンテー

ションすることで､ ｢何ができるようになったの

か｣､ ｢どうすればできるようになるのか｣ などを

学んでいきます｡

図１ ポートフォリオ学習の流れ

表２ 実務実習 日程表

情

報
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４. まとめ

以上､ 当院における病院実務実習の受け入れ体

制について紹介しました｡ 当院にも６年制教育を

受けた薬剤師が就職し､ 臨床の場で働き､ 皆と協

力しながら生き生きと後輩 (学生) を指導してい

る姿を見て頼もしさを感じています｡ また､ 実習

を終えた学生のアンケートから､ ｢あなたを成長

させたものは何か｣ の質問には､ ほとんどの学生

が ｢薬剤師の姿｣ ｢実務体験｣ をあげています｡

近年､ 医療の目覚しい進歩と医療環境の変化に

伴って､ 薬剤師の果たす役割も大きく変わってき

ました｡ 社会の期待に応え､ 医療人として相応し

い高度な臨床能力､ 問題解決能力を有する薬剤師

を育成していくためには､ 私たち指導薬剤師も研

鑽を積み､ 薬剤師として求められている資質を身

に付けることを忘れてはいけないと考えています｡

写真 成果発表会の様子

図２ 実習目標シート

図３ 成長報告書
情

報



25

スポーツファーマシスト

平成28年１月27日から31日までの５日間､ 盛岡

アイスアリーナにおいて盛岡薬剤師会の活動とし

てアンチ・ドーピングブースを設置しました｡

活動内容としては､ 来場される選手・関係者に

対する薬剤師PR及びアンチ・ドーピング教育啓

発活動でした｡ ボランティアスタッフとしては､

のべ40名の薬剤師と岩手医大薬学部学生､ 実務実

習生などたくさんの参加をいただきました｡

活動についての報告をします｡

場所 盛岡アイスアリーナ入り口付近

(机１､ 椅子３)

時間 １月27日 13：00～17：00

１月28日 11：00～15：00､ 15：00～19：00

１月29日 11：00～15：00､ 15：00～19：00

１月30日 ９：00～13：00

１月31日 ８：00～12：00

各時間帯５名～７名

資材 岩手県薬剤師会よりパネル､ のぼり､ 横断

幕､ ちらし (うっかりドーピング)､ ファ

イル (健康はかっこいい)､ 缶バッチ (白

衣わんこ・三陸鉄道)

内容 薬の問い合わせ､ ｢アンチ・ドーピングに

ついて知ろう｣ のクイズをしてくれた人へ

の解説や薬剤師の活動など (クイズに参加

してくれた人には､ 缶バッチをプレゼント)

ボランティアスタッフの大半が初めてだったの

で､ すべてが手探り状態でした｡ 思うようには立

ち止まってもらえなかったり､ 入り口付近でとて

も寒かったりでしたが､ 薬の問い合わせが何件か

ありました｡ 机が一つだったので､ クリップボー

ドを持って､ 来場者に声かけをして､ クイズに参

加してもらいました｡ 缶バッチがとても人気で､

バッチ欲しさにクイズに参加する人もいました｡

声のかけ方は学生の方が上手だったような気がし

ました｡ 学生にとっては､ 地域と繋がる貴重な体

験だったと思います｡ 薬剤師同士のコミュニケー

ションもとれたり情報交換の場にもなっていたと

思います｡

個人的には､ 反省する事が多いですが､ フィギュ

アスケートの試合も見て村上佳菜子選手のファン

になってしまいました｡

冬季大会は活動時期が後手に回ってしまったの

で､ うまく出来なかった事を改善して秋の本大会

に生かしたいと思います｡ 薬剤師の活動のPRも

続けていきたいと考えてます｡

皆さ～ん､ 秋も宜しくお願いします｡

希望郷いわて国体 冬季大会
～アンチ・ドーピングブース活動に参加して～

盛岡薬剤師会 川目 聖子

情
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身近な飲み物とカフェイン中毒

昨年､ 20代男性がカフェイン中毒により死亡し
ていたことが報告されました｡ 国内初のカフェイ
ン中毒死の報告は､ 身近なカフェイン入り清涼飲
料水(エナジードリンク)の多飲によるとみられ､
大変な注目を集めました｡

【事例の概要】

男性は24時間営業のガソリンスタンドで深夜か
ら早朝にかけて勤務し､ 帰宅後は夕方まで起き
ていて､ その後に寝て出勤していた｡
眠気覚ましにカフェイン入り清涼飲料水を日常
的に飲用していた｡
死亡する約1年前から体調不良を訴え､ ｢吐いて
寝込む｣ を繰り返していた｡
カフェイン錠やカフェイン入り清涼飲料水の摂
取量は不明だが､ 大量摂取したと推測された｡

【カフェインの効果】

カフェインは､ 眠気､ 倦怠感､ 血管拡張性及び
脳圧亢進性頭痛 (片頭痛､高血圧性頭痛､ カフェ
イン禁断性頭痛など) の保険適応をもつ医薬品と
して､ １回0.1～0.3g､ １日２～３回 (年齢､症状
により増減する) で用いられます｡
成人の急性致死量は､ 一般に約200mg/kgとさ

れますが､ 個体差や年齢､ カフェイン分解酵素
(CYPやモノアミンオキシダーゼ) の活性､ 肝機
能などの違いで５～10gとされ､ １g以上摂取す
ると中毒症状が出現する可能性があります｡
小児の場合は､ 20mg/kg程度の摂取で頻回嘔

吐などの症状が出現する可能性があり､ 80～100
mg/kgで重篤な中毒症状を示します｡

【カフェインの中毒量と主な症状】

【カフェイン中毒に関する注意点】
カフェインは､ 身近な飲料やOTC薬に含まれ

る成分ではあり､ 大量摂取による中毒が少なくな
いことに注意が必要です｡ 中毒情報センターによ
れば､ 10～20代の若者でOTC薬による自殺企図・
自傷行為の件数が増加傾向にあるとのことで､

OTC薬の使用に関する薬剤師の指導や啓発の強
化が重要であると思われます｡

【主な食品のカフェイン含有食品】

【カフェイン摂取目安量】

カフェイン中毒を予防するためには､ 医薬品や
様々な食品に含有されるカフェインの摂取量に注
意することが必要です｡ 海外では､ 食品に含まれ
るカフェインについても､ リスク評価を行い摂取
目安量を設定している国や国際機関があります｡
日本では摂取目安量は設定していませんが､ 以下
を参考に指導していくことが重要です｡

＊カップ杯(WHO)200mL､ カップ杯(オーストリア) 150mL､
マグカップ杯237mL､ コーラ缶355mL
＊＊オーストリア(保健・食品安全局)､ 英国(食品基準庁)､
カナダ(保健省)､ 韓国(食品医薬品安全庁：KFDA)

(文責：くすりの情報センター 橋菜穂子)

情
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Q､ B型肝炎ウイルスの再活性化によるB型肝炎について

１. はじめに

近年､ B 型肝炎ウイルス (hepatitis B Virus：

以下HBV) の感染者において､ 免疫抑制・化学

療法を行うことによってHBVが再増殖し､ HBV

再活性化による肝炎が起こることが報告されてい

ます｡

HBV再活性化による肝炎は重症化する症例が

多いといわれており､ この対策として2009年に厚

生労働省研究班から ｢免疫抑制・化学療法により

発症するB型肝炎対策ガイドライン｣ が公表され

ました｡ 日本肝臓学会の ｢B型肝炎治療ガイドラ

イン｣ においては､ 2014年６月にHBV再活性化

に関する最新の知見が追記､ 第２版に更新改訂さ

れ､ 2015年５月には注意する新規薬剤について追

加されています｡ 今回は､ これらのガイドライン

を元に免疫抑制・化学療法により発症する肝炎に

ついて､ その特徴と対策､ 注意する薬剤について

まとめました｡

２. HBV再活性化によるB型肝炎の特徴

HBV感染者における､ HBV再活性化による肝

炎はキャリアからの再活性化と､ 既往感染者から

の再活性化に分類され､ 後者の肝炎は 『de novo

B型肝炎』 (de novo＝ラテン語で ｢再び｣ という

意味) と呼ばれています｡

既往感染例でのHBV再活性化によるde novo

B型肝炎は化学療法終了後に発症することが多く､

肝炎の発症に先だってHBV DNAが増加し､ そ

の後HBs抗原が陽転化します｡ de novo B型肝炎

は通常のB型肝炎に比べて劇症化する頻度が高く､

死亡率も約２倍になるとの報告があります (図１)｡

免疫抑制・化学療法を行い､ HBV再活性化に

よるB型肝炎を発症すると､ 原疾患の治療が困難

になる場合もあるため､ 発症させないよう対策を

とることが重要です｡

３. HBV再活性化のリスクとスクリーニング

免疫抑制・化学療法の内容によりHBV再活性

化とB型肝炎の発症､ 劇症化のリスクは異なりま

すが､ 悪性リンパ腫に対するリツキシマブとステ

ロイド併用や､ 造血細胞移植・臓器移植はHBV

再活性化が高リスクであるとされています (図２)｡

｢免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎

対策ガイドライン｣ ではHBV再活性化のリスク

を有する免疫抑制・化学療法の治療開始前には全

ての患者においてHBV感染のスクリーニングを

行い､ このスクリーニングは､ HBs抗原検査､

HBc抗体およびHBs抗体検査､ HBV DNA定量検

査を感度の高い測定法で系統的に実施することと

しています (図３)｡ HBs抗原陽性例はHBVキャ

リア､ HBs抗原陰性でHBc抗体陽性あるいはHBs

抗体陽性の場合は既往感染例となり､ キャリアか

既往感染例かによって､ 再活性化対策は異なりま

す｡

図３のフローチャートに関する説明は､ ガイド

ラインに補足・注釈が詳細に記載されているので､

ガイドラインを参照してください｡
図１.HVB再活性化による肝炎と急性肝炎における､

劇症化率・死亡率 (既往感染例)

図２.HBV再活性化の頻度とリスク
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４. 再活性化対策

日本肝臓学会の ｢B型肝炎治療ガイドライン｣

では､ 再活性化対策を次のように推奨しています｡

[１] 基本的な再活性化対策

◎HBs抗原陽性の非活動性キャリア､ および治療

開始前のスクリーニング検査においてHBV

DNAが2.1 log copies/ml以上の既往感染者に､

再活性化の可能性のある免疫抑制・化学療法を

行う際は､ 速やかに核酸アナログの投与を開始

する｡ HBV DNAが2.1 log copies/ml未満の既

往感染者に対しては､ 治療中および治療終了後

にHBV DNAのモニタリングを行い､ HBV D

NAが2.1 log copies/ml以上となった時点で核

酸アナログの投与を開始する｡

◎核酸アナログはエンテカビルを推奨する｡

◎核酸アナログの中止基準

・HBs抗原陽性例に対する投与では核酸アナロ

グの投与終了基準に準ずる｡

・既往感染者に対する投与では免疫抑制・化学

療法終了後の少なくとも12か月間は投与を継

続する｡ この継続期間中にALTの正常化と

HBV DNAの陰性化がみられる場合は投与

終了を検討する｡

◎核酸アナログ投与終了後も少なくとも12か月間は

HBV DNAモニタリングを含めた経過観察を行い､

経過観察中にHBV DNAが2.1 log copies/ml以

上になった時点で直ちに投与を再開する｡

[２] 免疫抑制・化学療法の種類に応じた対策

◎造血幹細胞移植およびリツキシマブ､ ステロイ

ド､ フルダラビンを用いる化学療法では､ 治療

中および治療終了後少なくとも12か月の間､

HBV DNAを月１回モニタリングする｡

◎リツキシマブ以外の血液悪性疾患に対する化学

療法､ および固形癌に対する通常の化学療法に

おいては､ １～３か月ごとのHBV DNAのモ

ニタリングを目安とし､ 治療内容を考慮して間

隔および期間を検討する｡

◎リウマチ性疾患・膠原病に対する免疫抑制療法

では､ 治療開始後および治療内容の変更後少な

くとも６か月間は月１回のHBV DNAのモニ

タリングが望ましい｡ ６か月以降は､ 治療内容

を考慮して間隔および期間を検討する｡

◎免疫抑制・化学療法中にHBV再活性化がみら

れた場合には､ 免疫抑制作用のある抗腫瘍薬や

免疫抑制薬は直ちに中止せず､ 対応を肝臓専門

医と相談するのが望ましい｡

５. 注意する薬剤

悪性リンパ腫の治療に用いるリツキシマブ (リ

ツキサン注 ) においては､ HBV再活性化による

B型肝炎発症例の報告があったことから､ 2004年

11月に添付文書が改訂されていますが､ 改訂後も

再燃症例の報告が有り､ 死亡例も含まれていたた

め､ 2006年12月にブルーレターが出されています｡

代表的な注意すべき薬剤としては､ 免疫抑制剤､

副腎皮質ホルモン剤､ 抗悪性腫瘍剤､ 抗リウマチ

剤があげられます｡ 次頁に､ 添付文書上B型肝炎

ウイルス再燃の注意喚起がある薬剤を掲載しまし

たので参照してください (表１：一部抜粋)｡

ここ数年､ 免疫抑制・化学療法に用いる薬剤は

注射だけでなく､ 内服薬も数多く発売され､ 特に

新規の分子標的薬も増えてきました｡ 先に述べた

リツキシマブについては､ HBV再活性化によるB

型肝炎のデータが集積され､ 製造会社より公表さ

れていますが､ 多くの薬剤ではデータやエビデン

スが少ないのが現状です｡ また､ 昨今は後発医薬

品の種類も増加していますので､ 免疫抑制・化学

療法に用いる薬剤については､ 必ず添付文書を確

認し､ 再活性化対策を行う必要があります｡

６. 最後に

HBV感染例に対する免疫抑制・化学療法にお

いては､ 再活性化の予防策をとることで､ 発症あ

るいは発症した場合の重症化を防ぐことが出来ま

す｡ 日々進歩する免疫抑制・化学療法や新規薬剤

について理解し､ HBV再活性化によるB型肝炎を

防ぐため､ 各ガイドライン等を参考にしていただ

きたいと考えます｡

(文責：県立大船渡病院薬剤科 新沼さおり)

図３.｢免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン｣
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表１.添付文書上B型肝炎ウイルス再燃の注意喚起のある薬剤
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岩手医科大学薬学部分子細胞薬理学講座
弘瀬 雅教

薬剤師の将来とフィジカルアセスメント

今回､ このような機会を得て当講座について書

かせていただけることに大変感謝しております｡

今日､ 薬学教育の６年制が導入され､ また医療現

場の変革が加速する中で薬剤師の先生方にはこれ

までにない対応が求められています｡ 平成22年３

月に厚生労働省から出された ｢チーム医療の推進

に関する検討会の報告書｣ によると､ 在宅医療を

始めとする地域医療において薬剤師の活用をいっ

そう促すべきであるということが示されています｡

薬剤師法第一条には､ ｢薬剤師は､ 調剤､ 医薬品

の供給その他薬事衛生をつかさどることによって､

公衆衛生の向上及び増進に寄与し､ もって国民の

健康な生活を確保するものとする｣ とあり､ 薬剤

師には医薬品の適正使用と医療安全の確保が求め

られています｡ 最近発表された在宅医療における

薬剤師の重要性についてのエビデンス (厚生労働

省研究班 ｢地域医療における薬剤師の積極的な関

与の方策に関する研究｣) によると､ 在宅医療で

薬剤師が訪問業務によって介入した場合､ アウト

カムが改善し､ 特に有害事象 (副作用) への対処､

処方変更 (医薬品の適正使用) による高い改善効

果が見られることがわかっています｡ このような

要望とエビデンスの中で､ 医薬品の適正使用と医

療安全の確保のために､ 薬剤師によるフィジカル

アセスメントの実践という新たな試みが実践され

ようとしています｡ 実際､ これを実践できれば､

医薬品による副作用を防止あるいは早期に発見し

重篤化を防止することができ､ 個々の患者さんに

適切な薬物療法を支援して医薬品の適正使用に貢

献できます｡ 加えて､ 薬剤師がフィジカルアセス

メントを実践して早期に副作用を回避することに

よって副作用への処置が不要となり､ 結果的に医

師・看護師の業務軽減に繋がるという利点もあり

ます｡ さらに患者さんの状態把握という点に関し

て､ 薬剤師によるフィジカルアセスメントの結果

を医師・看護師にフィードバックすることで最適

な治療やケアに貢献できることになります｡

当分子細胞薬理学講座は､ 私と２名の助教の３

人体制で薬理学を中心に教育をおこなっています

が､ 加えて５年生にフィジカルアセスメントにつ

いての講義実習をおこなっています｡ 本年度は､

岩手県薬剤師会主催の ｢フィジカルアセスメント

を活用した薬剤師のための在宅医療対応研修｣ に

も参加させていただき､ 日本薬剤師会推奨の ｢薬

効評価と副作用モニタリングのための薬学的フィ

ジカルアセスメント手法555｣ をベースにした研

修の中で､ 薬剤師会会員の先生方のフィジカルア

セスメント実践に対する意欲と能力の高さを実感

することができ､ 近い将来在宅医療や病院でのチー

ム医療の中で薬剤師によるフィジカルアセスメン

トの実践が可能であることを確信いたしました｡

私が考えるフィジカルアセスメント実践における

重要な点は､ 1) 事前準備をしっかりすること

(チェックすべき点を整理して問診票などを作成

しておくこと､ 検査所見・画像所見の情報も得て

おくこと)､ 2) 問診の重要性を理解したフィジカ

ルアセスメントを実践すること (患者さん・その

家族に対してわかりやすい言葉で問診すること)､

3) 診察 (身体所見) をすることによってより確

実な情報を得ることです｡ また､ 診察時には､ た

だ呼吸音・心音・腸音などを漫然と聞くのではな

く､ その患者さんで聞こえるかもしれない音を事

前に予測して聞くことが重要だと考えます｡ これ

からも薬剤師会主催の研修会を通して､ 何かお役

に立てればと考えていますので､ よろしくお願い

いたします｡

最後に､ 本学薬学部教育において､ これまで以

上にフィジカルアセスメントに関する講義・実習

岩手医科大学薬学部講座紹介

情

報
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を充実させるべく､ 現在薬剤治療学講座､ 臨床医

化学講座と合同で取り組んで行く予定です｡ 学外

実務実習時に､ 実際の現場でフィジカルアセスメ

ントが実践できましたら､ 学生にとって大変良い

経験になると思います｡ 薬剤師会の先生方のご協

力をよろしくお願いいたします｡

フィジカルアセスメント特論のシミュレーターを利用
した実習風景

分子細胞薬理学講座の教員と卒業研究配属学生

情

報
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リレーエッセイ

キ ャ ン プ
宮古薬剤師会 谷 亜理

私は､ 田舎で育ちました｡ 海・山・川は家から徒歩圏内｡ 学校帰りに山で探検したり､ 木
に登って桑の実を食べたり､ 沢や海でカニを捕まえたり､ それを放課後に度々行うのでわざ
わざ自然を楽しむためにどこかへ出かけるという感覚はなじみのないものでした｡
もちろん大人になってもキャンプでわざわざ田舎に行くという選択肢はレジャーの候補に
すらあがりませんでした｡
ですが､ 自称都会育ちの主人は夏のレジャーといえばキャンプだったらしく､ 下の息子が
幼稚園に入園すると､ とうとう私に言いました｡
｢幼稚園にも入ったことだし､ キャンプに行ってもいいんじゃない？｣
ですが､ キャンプ＝田舎へ行くと思っている私は ｢虫のいるところでご飯は食べれないし､
蒸し暑いテントの中､ しかも固い地面でゆっくり眠れるわけがないじゃないか｡ わざわざ休
みに田舎に行ってどうするの？｣ と､ キャンプより千葉の夢と魔法の国へ行くことを決定し
たのです｡

家族ではキャンプに行かないという結論になったため､ 長男は友達とキャンプに行くこと
になりました｡ 初めて親元を離れてキャンプへ行く息子｡ テントで眠れるだろうか？暗い中､
家に帰りたいと泣いているのではないかといろいろ心配しました｡ ところが､ キャンプから
帰ってきた息子は
｢キャンプ楽しかった､ また行きたい！｣
というのです｡ 聞くと､ 作ったカレーが家のカレーよりおいしかったし､ テントも暑かっ
たけど秘密基地みたいでわくわくしたと言います｡ そして家のそばの草むらでカナヘビやト
ンボを捕まえてきました｡ 虫さえ怖がって触れず､ 普段家でゲームばかりで外で遊ぶことが
ほとんどなかった彼をここまで変えてしまったキャンプ・・・｡ ｢もしかして､ キャンプっ
て楽しいのか？｣ と思い始めた私に主人は言いました｡
｢大好きなお母さんと一緒にキャンプに行ったら､ 息子の一生の思い出になるって！｣
息子大好きな私のキャンプスイッチはこの一言で完全にONになりました｡ こうなったら

行くしかない！

何事も形から入る私は､ テントなどのキャンプ用品を買いそろえることにしました｡ 初め
てで何をそろえたらいいのかわからないので､ ネットで調べたり､ 知人に聞いたりすると一
度に全部そろえると金額が結構大きくなるから､ 少しずつ買いそろえていったほうがいいと
誰もが言います｡ 形から入ってテンションを上げたい私のキャンプボルテージは一気に下が
ります｡ それを感じたキャンプ押しの主人は家から車で20分くらいのキャンプ場の ｢手ぶら
でキャンププラン｣ を見つけてきました｡ キャンプ用品一式も貸してくれるので､ なんの準
備もいりません｡ テントもあらかじめ張ってあり､ 行ったら火を起こしてバーベキューをし､
夜は近くのホテルの大浴場で入浴､ 次の日の朝ごはんは近くのホテルでバイキング｡ 一度も
キャンプしたことのない私でもなんとか行けそうな気がして一度お試しで行くことに決めま
した｡ 一度キャンプしてみて楽しかったら一気にキャンプ用具を買いそろえよう！これで私
もキャンプデビューか！と思ったら・・・なんと､ 予約の５日前に息子がまさかの入院・・・｡
もちろん予約はキャンセルするしかなく､ キャンプにはいまだに行けていないのですが､ 今
年こそキャンプに行って､ 息子の一生の思い出を家族で作りたいと思っています｡

会

員
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バレンタインデーの想い出

保険薬局 大和 撫子

私自身の古い記憶をたどってみましたが､ 残念

ながら素敵な想い出が思い浮かばないので我が子

のバレンタインを…｡

息子がバレンタインのチョコを初めてもらった

のは小学２年生の頃｡

放課後に呼び出され､ ｢スキ ｣ の文字が入っ

た手作りチョコと､ ディズニーランドで購入した

と思われるペアキーホルダーを渡されて帰ってき

ました｡

チョコの箱を開け､ ｢スキ ｣ の文字を目にし

た息子がどのような行動をとるのか興味深く見て

いたのですが､ ｢これいらねーわ｡ 姉ちゃん食べ

て！｣ と…｡

息子は現在中学生なのですが､ 先日､ 告白して

くれた彼女の親友と話す機会があったそうで ｢昔､

○○ちゃんの事､ ふったでしょ！あの時､ ○○ちゃ

ん…怒り狂ってキーホルダーを思いっきり投げ捨

てたんだよ｣ と聞かされたそうです｡

小２以降､ 息子が本命チョコをもらったのは見

たことがないのですが…まあ､ これからに期待し

ましょう (笑)

♪ ♪ ♪ ♪ ♪

病院診療所 匿名

10代の頃はバレンタインデーというと､ なんだ

かんだでドキドキしていました｡ もしかして､ チョ

コがもらえるかどうかも気になるところでしたが､

期待してないときにもらえたりすると嬉しいもの

でした｡ 現在は全くドキドキしません｡ 必ず義理

チョコをもらえるからです｡ さらにもらえること

は､ 大変ありがたいのですがお返しをするのも男

性側からすると､ 実は結構大変なんですよね・・・｡

もらった分のお返しをするのがホワイトデーで

すので､ ２月14日は別の意味でドキドキする日に

なってしまいました｡ チョコをいただくのは､ 本

当にありがたいなって思うんですが､ なんだか､

｢とりあえずチョコをあげる日｣ みたいになって

る気がするんですよね・・・｡ といいながら､ チョ

コをくれる方々の個性もありましてロシアンルー

レットチョコ (１個だけとうがらし入り) をくれ

たりした人もいました｡ 正統派に手作りチョコを

くださる方々もいまして､ キャラクターがあるん

だなと改めて感じています｡ 私もお返しの時には､

なんだかんだで吟味を重ねていますので､ センス

よくお返ししたいなと思っています｡

♪ ♪ ♪ ♪ ♪

我が家のバレンタインデー

病院診療所 M

バレンタインデー､ 緊張してチョコレートを渡

したのは遠い昔｡ ここしばらくは職場で義理チョ

コ､ ではなく感謝チョコを渡している｡ 私の主人

は甘党ではないことから､ バレンタインデーに一

度もチョコレートを渡したことがない｡ 焼酎好き

であるので高級 (？) 焼酎をプレゼントしたこと

が一度あったが､ ｢何が欲しい？｣ と聞いても

｢いらない｣ と言われ､ それ以来バレンタインデー

は無縁であった｡ つい先日､ デパ地下でGODIVA

の袋を持った友人に遭遇｡ ご主人へのバレンタイ

ンデーチョコレートとのこと｡ 私の主人はいかに

も自分も欲しいのに・・､ とでも言うように ｢い

いなー｣ と｡ ｢欲しい？｣ と焦って問いかけると

｢チョコレートは食べないし､ お酒もいらない｡

家族内は意味ないよ｣ とクール｡ 私の友人に対す

るリップサービスだったようだ｡ やはり､ 我が家

はバレンタインデーとは無縁である｡ 今年も､ 男

性職員へ“感謝チョコ”を渡す日となる｡

会
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♪ ♪ ♪ ♪ ♪

バレンタインデーの贈り物

山田旅の人 薬剤師

大変な課題を頂いたなと思っています｡ 何名か

の若いメンバーに原稿依頼をお願いしましたが､

皆さんに断られ､ 宮古薬剤師会の広報委員長であ

る古希の爺様が書かなくてはならない羽目になっ

てしまいました｡

古希の爺様にとって､ バレンタインデーの送り

のものといえば､ 女房からの夫婦チョコ､ 行きつ

けのスナックからの営業チョコ､ くらいのもの｡

そういえば､ 女房からの夫婦チョコが来ていた

ものの､ ここ2年間はなしのつぶて｡ 原因は？一

番はホワイトデーにお返しをしなかったこと？

あれ､ 娘が女房と同居していた時は､ 確かにチョ

コは送られてきたな｡ 女房が独り住まいになって

からなくなったんだ｡ なんだ！夫婦チョコでなく､

父娘チョコだったんだ！

単身赴任の爺様にとっては､ せめて夫婦チョコ

でも､､､､ 待てよ､ 血糖値が高めの爺様にはチョ

コよりも､ 健康を思慮ってのことだったんだ｡ あ

りがとうおかあちゃん！と考えているとＮＨＫ川

柳で“青春にバレンタインデー蹴とばして”の一

句､ 単身赴任の爺様は“古希の爺バレンタインデー

ビターチョコ”
投稿について

＊ご意見の掲載に当り記銘について下記項目

からお選び､ 原稿と一緒にお知らせくださ

い｡

記銘について

①フルネームで ②イニシャルで

③匿名 ④ペンネームで

所属について

①保険薬局 ②病院診療所

③一般販売業 ④卸売販売業

⑤ＭＲ ⑥行政

⑦教育・研究 ⑧その他

＊誌面の関係で掲載できない場合のあること

をご了承ください｡

次号の ｢話題のひろば｣ のテーマは､

『お花見にまつわるエピソード
～感動した桜の名所etc･･･～』 です｡

ご意見は県薬事務局へ FAXかE-mailで

FAX： 019-653-2273
E-mail：ipa1head@rose.ocn.ne.jp

(アイ･ピー･エー･イチ･エイチ･イー･エー･ディー)

会
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職場紹介

ホソタ薬局 (久慈薬剤師会)

(株)ファーマ・ラボ本店 ホソタ薬局は､ 1922

年開業､ 現在の店舗に移転してもうすぐ10年目の､

古くて新しい薬局です｡

三陸海岸の北部 ｢北限の海女｣ で知られる～３

年前の“あまちゃん”のロケ地～久慈市にあり､

市内に他２店舗､ 健康体操教室Curves (カーブ

ス) を仲間に､ 市民の皆様の健康サポートに取り

組んでいます｡

｢薬だけでは健康になれない｣ という社長の考

えのもと､ 『食事』 『癒し』 『運動』 の３つの面か

ら日常生活の改善提案をしています｡

『食事』 各店に管理栄養士・栄養士を配置し､

食生活のアドバイスや減塩料理教室の開催｡ 子宝

カウンセラーによる不妊相談等々｡

『癒し』 ドクターズコスメ・ミネラルコスメや

アロマテラピー関連商品のご紹介､ メイク教室ア

ロマセミナーの開催等々｡

『運動』 カーブスのご紹介や自宅でできる簡単

体操の実演指導と健康カウンセリング等々｡

多様化するお客様のニーズにも敏感にアンテナ

を張り巡らし､ 常に真摯に研究する会社 ｢ファー

マ・ラボ｣ ＝薬局研究所を目指しています｡

単に処方せんのお薬に対する仕事だけではなく､

またスピードや利便性だけでもなく､ コミュニケー

ションを最も大切にして､ お客様をおもてなしし

ております｡

最後に・・・

毎月３と８のつく日は ｢まぢの日｣ で､ 海の幸
・・

山の幸が沢山の“市 (いち)”に所狭しと並びま

す｡

また､ 被災してしばらく ｢まちなか水族館｣ と

して営業していた ｢もぐらんぴあ｣ が春には再開

されたり､ 三陸鉄道の北の終点としての数々のイ

ベントも盛りだくさんです｡

ぜひみなさん遊びに来て下さい｡

〒028－0065 久慈市十八日町1-21
TEL：0194-53-1193 FAX：0194-52-1019

会

員
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はまゆり調剤薬局 (釜石薬剤師会)

当薬局は平成８年に開局致しまして､ ２月で20

年目を迎えました｡ 慢性期診療を主とする一般病

院と在宅療養支援診療所､ 整形外科医院からの処

方箋を主に応需しています｡

場所は釜石駅から10分程の街中に位置していて､

東日本大震災では津波被害があった地区でもあり

ます｡ 当薬局も被災して店舗は全壊｡ しばらくは

隣接する病院のご厚意で､ 院内の一画をお借りし

て仮設店舗での営業が続きました｡ 平成25年には

元の場所で新店舗での営業を再開させることがで

きました｡

現在は薬局のすぐ近くにイオンタウン釜石やタ

ウンポート大町､ ミッフィーカフェ等次々と商業

施設や多目的施設が建ち並び､ 復興の息吹を間近

で感じています｡

来局される患者様はご年配で顔なじみの方が多

いです｡ 服薬指導では薬のこと以外でも色々なお

話する機会も多く､ 時間が長くなってしまう事も

あります｡ しかし､ そんな薬以外の話を通して患

者様と親しくなり､ 服薬指導や生活指導に還元さ

れているのかなと感じています｡ 処方箋を持たず

に立ち寄って他愛もない話をしたり､ 健康相談を

受けたり､ バスが来るまでの時間を薬局で過ごし

て頂いたり｡ そんな患者様のおかげで待合室の温

かい雰囲気が作れているんだなと､ とてもうれし

く思います｡

これからも町の一部として地域の人たちに寄り

添う“あそこの薬屋さん”を目指していきたいです｡

〒026－0025 釜石市大渡町2-6-17
TEL：0193-24-3671 FAX：0193-24-3672

新たに指定された保険薬局

保険薬局の動き

地域名 指定年月日 薬局名称 開設者名 〒 住所 TEL

花巻 H28.02.01 カワチ薬局花巻店 河内 伸二 025-0062 花巻市上小舟渡344-3 0198-22-3010

二戸 H28.02.01 つくし薬局堀野店 西舘 孝雄 028-6105 二戸市堀野字大川原毛51-4 0195-43-3145

盛岡 H28.02.01 おはよー調剤 在原千恵子 020-0664 滝沢市鵜飼笹森43-14 019-684-2084

盛岡 H28.03.01 イオン薬局盛岡店 岡崎 双一 020-0148 盛岡市前潟4-7-1 019-605-3730

会
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会員の動き (平成28年１月１日～平成28年２月29日)

☆会員登録の変更について

勤務先・自宅住所・雑誌発送先・薬剤師区分等に変更があった場合は､ 変更報告書 (３枚複写)

を提出していただくことが必要になります｡ 電話等で県薬事務局に用紙を請求して下さい｡

☆退会について

退会を希望される場合は､ 退会届 (３枚複写) を提出していただくことが必要になります｡

県薬事務局まで連絡をお願いします｡

会員の動き

(１月 入会)

地域
業

態
氏 名

〒 勤 務 先 住 所 勤務先TEL 勤務先FAX
出 身 校

勤 務 先 卒業年度

盛岡 ４
曽我部 由美子 北薬大
ほおずき薬局 028-3101 花巻市石鳥谷町第7地割206-5 0198-46-1410 0198-46-1401 H10

花巻 ４
小 坂 卓 也 青森大
フロンティア薬局石鳥谷店 028-3111 花巻市石鳥谷町新堀第8地割34-4 0198-46-1733 0198-46-1734 H22

一関 ４
梅 森 康 裕 奥羽大
千厩調剤薬局 029-0803 一関市千厩町千厩字草井沢43-1 0191-51-1666 0191-51-1660 H21

釜石 ６
照 井 絹 子 東北薬大
つくし薬局末広店 028-1131 上閉伊郡大槌町大槌第13地割字八幡前129-11 0193-41-2100 0193-41-2102 S45

(１月 変更)
地域 氏 名 変更事項 変 更 内 容

盛岡 見 顕 子 勤務先 無従事

盛岡 佐々木 仁 美 勤務先 〒020-0133 盛岡市青山3-6-2 スタイル薬局
電話 019-646-5757 FAX 019-641-7055

盛岡 佐 藤 真 純 勤務先 〒020-0013 盛岡市愛宕町2-38 あたご薬局
電話 019-621-8411 FAX 019-621-8412

盛岡 佐々木 淳 一 勤務先 〒020-0066 盛岡市上田1-6-9 上田薬局
電話 019-625-5612 FAX 019-625-5613

盛岡 伊 藤 友 見 勤務先及び地域 〒028-3303 紫波郡紫波町高水寺大坊183-1 調剤薬局ツルハドラッグ紫波店
電話 019-672-6568 FAX 019-672-6568

旧地域
花巻

盛岡 山 口 哲 朗 勤務先 〒020-0133 盛岡市青山3-6-2 スタイル薬局
電話019-646-5757 FAX 019-641-7055

盛岡 馬 場 亮 輔 地域 旧地域
花巻

北上 宇治川 智 之 勤務先及び地域 〒024-0004 北上市村崎野第17地割171番地 フロンティア薬局北上店
電話 0197-66-7121 FAX 0197-66-7122

旧地域
花巻

奥州 河東田 利 香 勤務先及び地域 〒023-1103 奥州市江刺区西大通り9-5 調剤薬局ツルハドラッグ江刺店
電話 0197-31-1526 FAX 0197-31-1526

旧地域
花巻

(２月 入会)

地域
業

態
氏 名

〒 勤 務 先 住 所 勤務先TEL 勤務先FAX
出 身 校

勤 務 先 卒業年度

盛岡 １
林 和 美
㈱ウイングファーマ 013-0061 横手市横手町字四ノ口36

花巻 ４
岡 村 淳 東北薬大
カワチ薬局花巻店 025-0062 花巻市上小舟渡344-3 0198-22-3010 0198-22-3011 H25

一関 ６
今 野 拓 哉 岩手医科
そうごう薬局大原店 029-0711 一関市大東町大原字立町113 0191-71-2511 0191-71-2512 H26

宮古 １
佐々木 康 広
のぞみ調剤薬局 027-0061 宮古市西町1-7-32 0193-65-7330 0193-65-7331

会

員



39

求人情報

受付日 種別 勤務地 求人者名
勤務時間

休日 その他
平日 土曜日

28.3.10 保険薬局 盛岡市玉山区好摩字夏
間木107-3 まつや調剤薬局 9:00～18:00 9:00～13:00 週休2日(シフト制)

昇給有､ 中退共
加入､ パート可

(２月 変更)
地域 氏 名 変更事項 変 更 内 容

盛岡 工 藤 寛 史 勤務先 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通2-2-13 まごころ薬局
電話 019-606-1231 FAX 019-606-1232

盛岡 佐 藤 純 奈 勤務先及び地域 〒028-3303 紫波郡紫波町高水寺字古屋敷106-1 高水寺薬局
電話 019-613-8755 FAX 019-613-8756

旧地域
花巻

一関 田 村 満 博 勤務先 〒021-0854 一関市字西沢37-1 かりん薬局
電話 0191-31-1331 FAX 0191-31-1333

一関 阿 部 佳 子 勤務先 〒021-0833 一関市新大町44 アロエ薬局
電話 0191-32-5558 FAX 0191-32-5559

一関 高 橋 浩太朗 勤務先 〒021-0883 一関市新大町44 アロエ薬局
電話 0191-32-5558 FAX 0191-32-5559

一関 井 謙 勤務先及び地域 〒029-0131 一関市狐禅寺字大平125-13 やまぶき薬局
電話 0191-31-1772 FAX 0191-31-1550

旧地域
盛岡

二戸 木 村 琢 也 勤務先 〒028-6105 二戸市堀野字大川原毛51-4 つくし薬局堀野店
電話 0195-43-3145 FAX 0195-43-3146

１月退会

(盛岡) 中舘 満恵､ 矢部 精志､ 八重樫春菜､ 櫻木 謙治､ 佐々木宏元 (花巻) 千葉 覚

(北上) 江口 聡 (奥州) 飯田 佑文 (一関) 貝沼 正子､ 鈴木 友人

２月退会

(盛岡) 岩崎由美子､ 児島 慶子､ 佐々木容子 (花巻) 菊池 汪子 (一関) 小山 啓子

(気仙) 河野 真里 (釜石) 内田 安子

会 員 数

正 会 員 賛助会員 合 計

平成28年２月29日現在 1,667名 95名 1,762名

平成27年２月28日現在 1,643名 92名 1,735名

訃 報
盛岡薬剤師会 児島 慶子 様 平成27年10月５日ご逝去

盛岡薬剤師会 矢部 精志 様 平成28年１月10日ご逝去

謹んでご冥福をお祈り申しあげます｡

地域 氏 名 変更事項 変 更 内 容

釜石 杉 本 盛 夏 勤務先 〒026-0055 釜石市甲子町第10地割159-84 まつくら調剤薬局
電話 0193-25-2255 FAX 0193-25-2256

宮古 武 藤 貞 夫 勤務先 〒028-1343 下閉伊郡山田町境田町3 境田仮設棟A-3 山田中央薬局
電話 0193-82-4750 FAX 0193-82-3141

宮古 武 藤 洋 子 勤務先 〒028-1343 下閉伊郡山田町境田町3 境田仮設棟A-3 山田中央薬局
電話 0193-82-4750 FAX 0193-82-3141

二戸 上 村 勲 勤務先 〒028-6101 二戸市福岡字八幡下18-4 あかまつ薬局
電話 0195-22-5557 FAX 0195-22-5556

会

員
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■岩手県薬剤師会【薬剤師無料職業紹介所】では､ 求人､ 求職ともそれぞれ､ ｢求人票｣､ ｢求職票｣ を登録のうえで

のご紹介となっております｡ 登録をご希望のかたは､ 直接来館または､ ｢求人票｣ ｢求職票｣ を送付いたしますので県

薬事務局 (電話 019－622－2467) までご連絡ください｡ 受付時間は (月－金／９時～12時､ 13時～17時) です｡ な

お､ 登録については受付日～三ヵ月間 (登録継続の連絡があった場合を除く) とします｡

受付日 種別 勤務地 求人者名
勤務時間

休日 その他
平日 土曜日

28.3.10 保険薬局 盛岡市青山3-6-2 スタイル薬局 8:30～18:00 8:30～13:00
(水8:30～15:00)

日曜､ 祝日､ 第3
土曜､ 月1回水曜

勤務時間はシフ
ト制､ パート可

28.3.10 保険薬局 盛岡市盛岡駅前通14-21 ひまわり薬局 8:30～17:30 8:30～13:00
(木､ 土曜日) 日曜､ 祝日

変則完全週休二
日制､ パート可

28.3.5 保険薬局 盛岡市上田1-1-35 リープ薬局 9:00～18:0 9:00～13:00 日曜､ 祝日(土曜日は交代制)

28.3.5 保険薬局 盛岡市上田1-3-10 リード薬局 9:00～18:00 9:00～13:00 日曜､ 祝日(土曜日は隔週)

28.3.3 保険薬局 花巻市石鳥谷町八幡
5-47-2 ㈲あさひ薬局センター店 9:00～17:00 9:00～12:00 日曜､ 祝日､平日週1日

28.3.3 病院 一関市八幡町2-43 社団医療法人
西城病院 8:30～17:00 8:30～13:30 日曜､ 祝日(土曜日はシフトによる) 雇用形態は応相談

28.3.3 保険薬局 盛岡市上田字松屋敷23-3 こなん薬局 9:00～18:00 8:30～13:00 日曜､ 祝日 隔週水曜､ 金曜
交互に午後休み

28.2.29 病院 北上市花園町1-6-3 北上済生会病院 8:30～17:15 - 土曜､ 日曜､
祝日

通勤手当有り､ 昇給
有り､ 退職金有り

28.2.29 病院 岩泉町岩泉字中家19-1 岩泉病院 8:30～17:15 - 土曜､ 日曜､
祝日

募集職種：薬剤科長､
通勤手当有り､昇給
有り､退職金有り

28.2.26 病院 一関市大手町3-36 医療法人博愛会
一関病院 8:30～17:00 8:30～12:00

日曜､祝日､年末
年始､第3､5土曜
(1月を除く)

通勤手当有り
昇給有り

28.2.19 保険薬局 盛岡市神明町10-26 ㈲エメラルド薬局 9:00～18:00 9:00～13:00
日曜､ 祝日
水曜及び土曜は
半日

昇給有り
退職金有り

28.2.19 保険薬局 盛岡市肴町4-30 ㈱さかな町薬局 9:00～18:00 9:00～13:00
日曜､ 祝日､ 土
曜及び平日1日
は半休

昇給有り
退職金有り

28.2.17 保険薬局 宮古市小山田2-7-70
宮古市栄町2-4

健康堂薬局小山田店
健康堂薬局栄町店 9:00～17:30 9:00～13:00 日曜､ 祝日 昇給有り､ 退職金

有り､ パート可

28.1.25 保険薬局 北上市さくら通り2-2-
28 きたかみ中央薬局 8:30～17:30

(木8:30～13:00) 8:30～13:00
日曜､ 祝日の他､
第4木曜､ 社休・
月2回

通勤費あり､ 昇給
年1回､退職金あり､
パート可

28.1.25 保険薬局 盛岡市本宮字小板小瀬
13-8 おおたばし調剤薬局 9:00～18:00

(水9:00～13:00) 9:00～13:00
日曜､祝日の他､
社休･月2回

通勤費あり､ 昇給
年1回､退職金あり､
パート可

28.2.8 保険薬局 奥州市胆沢区若柳字甘
草324 ふれあい薬局 9:00～17:30

(水9:00～21:00) - 土曜､ 日曜､
祝日

パート可

28.2.8 保険薬局 奥州市水沢区字川原小
路12 水沢調剤薬局 8:45～17:45 - 土曜､ 日曜､

祝日 パート可

28.1.21 保険薬局 岩手町大字江刈内10-4
9-1 オーロラ薬局沼宮内店 9:00～17:30 9:00～12:45

日曜､ 祝日(4週
6休)､ 夏期4日､
年末年始5日

通勤手当有り､昇給
年1回､ 退職金有り

28.1.21 保険薬局 盛岡市南仙北3-2-30 オーロラ薬局 9:00～17:30 9:00～12:45
日曜､ 祝日(4週
6休)､ 夏期4日､
年末年始5日

通勤手当有り､昇給
年1回､ 退職金有り

28.1.13 保険薬局 盛岡市盛岡駅前通9-10 こまち薬局 8:30～17:30 8:30～13:00 日曜､祝日(完全週休2日)
通勤手当有り､ 昇
給有り､ 退職金有
り､ パート可

27.12.21 保険薬局 矢巾町大字南矢幅9字
田中195 こずかた薬局やはば店 9:00～18:00 9:00～13:00 日曜､ 祝日他月2回

パート可

27.12.21 保険薬局 盛岡市上田1-7-17 こずかた薬局 9:00～18:00 9:00～13:00 日曜､ 祝日他月2回
パート可

27.12.21 病院 盛岡市手代森9-70-1 未来の風せいわ病院 8:30～17:00 8:30～12:30 日曜､ 祝日､年末年始
通勤バスあり､ 職
員用アパートあり､
退職金あり

27.11.18 保険薬局 北上市村崎野17-171 フロンティア薬局北上店 9:00～18:00 - 土曜､ 日曜､
祝日

パート可､通勤手当
有り､借上社宅有

27.11.18 保険薬局 花巻市石鳥谷町新堀8-
34-4

フロンティア薬局
石鳥谷店 8:30～17:30 8:30～17:30 月曜､祝日シフト制により週1日

パート可､通勤手当
有り､借上社宅有

27.11.18 保険薬局 盛岡市中太田泉田66-11 フロンティア薬局盛岡店 9:00～18:00 9:00～18:00 月曜､祝日他シフト制により週1日
パート可､通勤手当
有り､借上社宅有

27.11.18 保険薬局 奥州市前沢区古城字比
良59-8 フロンティア薬局前沢店 8:30～17:30 8:30～17:30 月曜､祝日他シフト制により週1日

パート可､通勤手当
有り､借上社宅有

27.11.2 保険薬局 花巻市高木15-18-13 たかき薬局 9:00～18:00 9:00～13:00 日曜､ 祝日､年末年始
昇給有り､ 退職
金有り

会
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図書紹介

１. ｢薬事衛生小六法 2016｣

発 行 薬事日報社
判 型 Ｂ５判変形 1,600頁
定 価 5,706円 (税込)
会員価格 4,600円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律460円 (税込)

２. ｢社会保険薬価基準 2016年４月版｣

発 行 薬事日報社
判 型 Ｂ５判 800頁
定 価 3,780円 (税込)
会員価格 2,000円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律460円 (税込)

３. ｢保険薬事典プラス 平成28年４月版｣

発 行 じほう
判 型 Ａ５判 950頁
定 価 4,968円 (税込)
会員価格 4,470円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

４. ｢薬価基準点数早見表 平成28年４月版｣

発 行 じほう
判 型 Ａ５判 1,000頁
定 価 3,888円 (税込)
会員価格 1,850円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

５. ｢薬効・薬価リスト 平成28年版｣

発 行 じほう
判 型 Ｂ５判 1,100頁
定 価 7,020円 (税込)
会員価格 6,300円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

６. ｢投薬禁忌リスト 平成28年版｣

発 行 じほう
判 型 Ｂ５判 600頁
定 価 4,212円 (税込)
会員価格 3,700円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

７. ｢在宅で使う注射薬・特材リスト 平成28年４

月版｣

発 行 社会保険研究所
判 型 Ａ５判 300頁
定 価 3,024円 (税込)
会員価格 2,600円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

８. ｢調剤点数表の解釈 平成28年４月版｣

発 行 社会保険研究所
判 型 Ａ５判 1,000頁
定 価 3,888円 (税込)
会員価格 3,300円 (税込)
☆送 料 ①10冊以上を一括同一箇所に送付す

る場合は無料
②１～９冊までは､一律500円 (税込)

会

員
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９. ｢現場ですぐに役立つ！処方箋の読み方｣

発 行 じほう
判 型 Ａ５判 234頁
定 価 2,160円 (税込)
会員価格 1,940円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

10. ｢逐条解説 医薬品医療機器法｣

発 行 じほう
判 型 Ａ５判 3,824頁 (３分冊､ ケース入り)
定 価 32,400円 (税込)
会員価格 29,160円 (税込)
☆送 料 無料

11. ｢オレンジブック保険薬局版2016年４月版｣

CD-ROM付

発 行 薬事日報社
判 型 Ｂ５判 550頁
定 価 5,940円 (税込)
会員価格 5,000円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律460円 (税込)

☆図書の購入申し込みは､ 専用の申し込み用紙で､ 県薬事務局までFAXして下さい｡
専用の申し込み用紙は､ 県薬ホームページ会員のページからダウンロードしてご利用下さい｡
県薬ホームページ http://www.iwayaku.or.jp/

会員のページ ユーザー名 iwayaku

パスワード ipa2210

会

員
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編集後記

暖冬とはいえ､ 外気はきりりと肌をさすようにはりつめています｡ 寒い寒いと思っているうちに､
確実に花の蕾もふくらみ､ 春の準備が進んでいたようです｡ 春の訪れを感じられる頃ですね｡ 現に春
の訪れで新緑や咲き乱れる花々の彩りは､ 私達の目を楽しませ清々しい気持ちにさせてくれます｡ 花
の美しさを風景とすれば､ 蕾の美しさは情景なのかもしれません｡ ｢つぼみ｣ というのは､ 新しい
｢門出｣ ｢旅立ち｣ をあらわします｡ ｢出ずる日蕾む花｣ とも言われ､ 朝日は益々高く上がり､ 蕾む花
はこれから花を開くとの意味で前途が明るく､ 勢いが益々盛んになるとの喩もあります｡ この季節の
中で､ 一つの節目を迎える人たちの新たな旅立ちに､ 心からエールを送りたいものです｡

(編集委員 佐々木 美保)

・・・・・ お知らせ ・・・・・

(一社) 岩手県薬剤師会ホームページ http://www.iwayaku.or.jp/

｢会員のページ｣ ユーザー名 iwayaku
パスワード ipa2210

｢イーハトーブ｣ は､ 会員相互の意見や情報の交換の場です｡

会員の皆様からの投稿・意見・要望をお待ちしております｡

投稿・意見・要望あて先 県薬事務局 TEL 019-622-2467 FAX 019-653-2273

e-mail ipa1head@rose.ocn.ne.jp
(アイ・ピー・エー・イチ・エイチ・イー・エー・ディー)

表紙の写真

あれから５年､ 多くの皆様に支えられながら､ 気仙地域は変化しています｡
椿の花のように､ 咲き誇る地域になるように…｡ (気仙薬剤師会 金野良則 椿写真：細川明子提供)

編 集 担当副会長 宮手義和

担当理事(広報委員会) 畑澤昌美､ 高林江美､ 工藤琢身､ 佐々木栄一､ 川目聖子

編集委員(編集委員会) 川目聖子､ 高野浩史､ 安倍 奨､ 佐々木美保

地域薬剤師会編集委員 渡辺憲之 (盛岡)､ 伊藤勝彦 (花巻)､ 三浦正樹 (北上)､

千葉千香子 (奥州)､ 阿部淳子 (一関)､ 金野良則 (気仙)､

佐竹尚司 (釜石)､ 内田一幸 (宮古)､ 新渕純司 (久慈)､

松尾智仁 (二戸)
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2016年 岩手県で ｢希望郷いわて国体・希望郷いわて大会｣ が開催されます｡

わたしたち薬剤師はスポーツ選手の味方です！
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