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巻 頭 言
― 新年のごあいさつ ―

（一社）岩手県薬剤師会

会長　畑　澤　博　巳

　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、健やかに新しい年をお迎えの事
とお慶び申し上げます。
　昨年は、全国的に医療機関による敷地内薬局の
誘致が進められ、我々にとりましてはこれまで築
いてきた医薬分業の根幹を揺るがす重大な事件と
捉えざるを得ませんでした。この問題は厚生労働
省が平成 27 年に公表した「患者のための薬局の
将来ビジョン」で謳っている「門前からかかりつ
けそして地域へ」の取組み姿勢と大きく矛盾して
おり、その趣旨に逆行するものです。当会では本
県の当該誘致病院長および東北厚生局岩手事務所
長宛てに会長名で反対の意向を示した文書を送付
するとともに、東北 6県の会長が連名で東北厚生
局長宛てに同様の決議文を送りました。この問題
に対しましては、今後とも断固反対の姿勢で臨ん
で参る所存です。
　今年はお正月明けから長年の懸案事項でありま
した薬剤師会館のリフォームが行われています。
老朽化した壁からの雨漏りの修復をはじめ、これ
まで会議のたびに寒い思いをしてきた会議室の暖
房設備を夏の会議にも対応できる冷暖房兼用の空
調設備に取り換えました。また、研修会等で来館
される女性からの要望を受け、女性用トイレを洋
式に変更いたしました。これからは以前に比べ快
適な環境で会議や研修会を行うことができること
と存じます。
　また、昨年秋には本会担当税理士の変更があり
ました。前任者からはこれまでも決算などの際に
助言をいただいておりましたが、法人会計は平成
21 年の公益法人改革の時点で会計基準が変更に
なり、更なる専門性が求められていることから、
この度、岩手県医師会及び岩手県歯科医師会を担
当している税理士事務所にお願い致しました。今
後は月ごとに税理士からの助言を求め、正確な経
理処理が行われるように努めて参ります。また事
務局の業務全般につきましても効率化を図り、業
務量の軽減化を図って参る所存です。
　平成 30 年度は「薬剤師の見える化」を活動の
柱としたいと考えています。一昨年から薬局によ
る不正事件が連続して報道され、薬局や薬剤師の
業務に対する国民の信頼が損なわれようとしてい
ます。信頼は一瞬で失墜しますが、取り戻すには
その何十倍もの努力が必要です。本会では薬剤師
の活動を県民に広く理解してもらうことが、信頼
を得るための重要な方策であると考え、現在、保

険薬局部会が作成した 12 回シリーズのミニ番組
を毎週火曜日の夜にテレビ岩手にて放映していま
す。また県内を運行するバスにおきましても車内
アナウンスにより「かかりつけ薬局」及び「お薬
手帳」についての宣伝放送を流して啓蒙を図って
います。このような新聞、テレビ、ラジオなどの
メディアを利用した県民への幅広い広報活動は地
道に効果を上げており、今年も継続して取り組ん
でいきたいと考えています。
　また、岩手県では現在、第 7次地域医療計画を
策定中ですが、その中では「かかりつけ薬剤師・
薬局」が地域包括ケアを担う一員として、患者ご
とに適正な薬学的管理・指導を行うこととされて
います。当会ではこれまでも、かかりつけ機能を
高めるために「健康ライフサポート薬局」事業を
展開して参りました。今年も継続してこの事業に
取組み、県内の薬局が 1軒でも多く厚生労働省が
勧める「健康サポート薬局」の認定を受けられる
よう支援して参りたいと存じます。
　本県では、平成 28 年に開催された岩手国体以
来、ドーピング防止に対する関心が高まりつつあ
ります。平成 31 年度にはラグビーワールドカッ
プが釜石市において開催されることから、引き続
き「スポーツファーマシスト」を中心に県民のア
ンチ・ドーピングへの認識を高める活動を行って
参りたいと存じます。また、薬剤師に必要なフィ
ジカルアセスメントに対する理解と臨床手技の習
得は今後の在宅医療現場で必ず必要となるもので
すので、今年も引き続き研修会を実施し、地域に
おける幅広い人材養成を行って参ります。
　今年は東日本大震災津波から7年目を迎えます。
被災県といたしましては、その体験を基に将来の
大規模地震などに備えた体制を整えておく必要が
あります。その取り組みの一つとして、非常時災
害対策委員会が中心となって毎年参加している岩
手県総合防災訓練があります。医師会、歯科医師
会などの医療団体や警察、消防、自衛隊などの災
害派遣チームと連携して行動するこの取組みは災
害時における薬剤師の行動を確認するための重要
な訓練といえます。今後皆様方にも何かとご協力
をいただくことがあろうかと存じますがよろしく
お願い申し上げます。
　結びに、本年が県民にとりまして充実した年に
なることを願い、そして会員の皆様方にとりまし
ても希望ある良い年になりますよう、心から祈念
申し上げ年頭のご挨拶といたします。
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一般社団法人岩手県薬剤師会

第69期臨時総会開催のお知らせ
　第 69 期臨時総会を下記のとおり開催いたします。
　総会は会員から選挙により選出された「代議員」によって開催されます。代議員の方々には別途ご案
内申し上げますのでご出席くださいますようお願い申し上げます。
　　　　　期　日　　平成 30 年 3 月 18 日（日）　午後 1時～
　　　　　場　所　　岩手県薬剤師会館

報告
　報告第 1号　平成 29 年度岩手県薬剤師会会務・事業の中間報告
　報告第 2号　平成 29 年度岩手県薬剤師会会計の中間報告
議事
　議案第 1号　理事及び監事の報酬等の総額について
　議案第 2号　平成 30 年度会費額について
　議案第 3号　平成 30 年度岩手県薬剤師会事業計画（案）について
　議案第 4号　平成 30 年度岩手県薬剤師会歳入 ･歳出予算（案）について
　議案第 5号　一般社団法人岩手県薬剤師会会長候補者の選挙について



3

巻
頭
言

― 新年ご挨拶 ―

公益社団法人　日本薬剤師会

会長　山　本　信　夫

　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、お健やかに初春をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。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。
　世界的にも突出した速さで少子高齢化が進む
中、国民皆保険・皆年金制度を維持して次世代に
引き渡すことを目指した改革への取組が急務と
なっています。また本年は、診療報酬・介護報酬
等の同時改定や医療及び介護等に係る各種計画の
節目の年として、医療・介護提供体制の充実、疾
病予防・健康づくり、負担能力に応じた公平な負
担と給付のあり方、診療報酬及び薬価基準制度等
に係る改革等を有機的に連動させた取り組みがは
じめられようとしています。
　このような中で薬剤師と薬局には、「患者のた
めの薬局ビジョン」に示された「かかりつけ」と
しての機能と役割を発揮し、地域包括ケアシステ
ムの構築に貢献していくことが求められていま
す。「経済財政運営と改革の基本方針 2017」では、
調剤報酬の見直しの方向性として、対物業務の適
正化と対人業務の重視、薬局の機能分化のあり方
の検討、さまざまな形態の保険薬局の機能に応じ
た評価、かかりつけ薬剤師が地域における多職種
や関係機関と連携して、服薬情報の一元的・継続
的な把握等の機能を果たすことを推進していくこ
とが示されました。平成 28 年 4 月より法に位置
付けられた「健康サポート薬局」は、かかりつけ
機能に加えて、薬や健康、介護用品などに関する
相談にも応じる地域包括ケアシステムの中で重要
な役割を担うものです。同薬局に常駐が義務付け
られた薬剤師の資質確保のための「健康サポート
薬局研修」については、貴会に実施協力機関の機
能を担っていただいておりますことに感謝申し上
げます。引き続き同研修を提供して着実な普及推
進を図ってまいりたいと考えておりますので、今
後もご協力の程よろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年は、偽造医薬品の流通や調剤報酬の

付け替え請求、無診察処方という、薬剤師・薬局
が長年にわたり築き上げてきた国民の信頼を貶め
る不祥事が続発しました。こうした事態を真摯に
受け止め、すべての薬剤師が倫理観と薬剤師とし
ての矜持をもって、社会から信頼される医療人と
して業務に取り組んでいかなければなりません。
会員各位におかれましては、薬剤師の具体的な行
動の価値判断の基準として策定している「薬剤師
行動規範」に基づいて行動し、社会に対する責任
を全うしていくことを強く求めたいと考えます。
　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、その方向性は、患者
本位の医薬分業の実現に向けて、薬剤師・薬局が
実際に果たしている機能を反映したものとなるこ
とが想定されます。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。保険薬局の指定に
係る留意事項について、いわゆる敷地内薬局の誘
致が散見されていますが、医薬分業制度の円滑な
推進には処方箋の確認と調剤は医療機関から独立
した薬局において実施されなければならないもの
であり、留意事項の厳格な適用を引き続き強く求
めていまいります。
　社会保障制度改革への取組が本格化し、医療の
高度化、複雑化が進展するなど、薬剤師を取り巻
く環境も大きく変化しています。皆様におかれま
しては、かかりつけ薬剤師・薬局として、患者が
使用する医薬品の一元的・継続的な薬学管理指導
と薬と健康等に関する多様な相談に対応し、必要
な医薬品等を過不足なく供給するとともにセルフ
メディケーションを支援し、地域に欠くことので
きない存在として引き続き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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― 年頭にあたって ―

参議院議員　自民党組織運動本部　本部長代理

藤　井　基　之

　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 10 月に行われました衆議院総選挙では、

自民・公明の連立与党が 3分の 2を超える議席を

確保することができ、引き続き安定した政権運営

を担えることとなりました。ご支援を頂いた皆様

方には、改めて厚く御礼申し上げます。

　私はこの 1年、厚生労働委員会等の質疑におい

て医薬品供給や医療提供に関する時事の問題を取

り上げ、迅速かつ適正な対策の実施に努めるとと

もに、沖縄・北方問題特別委員会の委員長とし

て、新たな分野に取り組み、政策の幅を広げるこ

ともできました。また、自民党の総務副会長とし

て、党運営や国会活動に関する重要事項の決定に

携わって参りました。更に 9月には、自民党の組

織運動本部の本部長代理に任命され、党の組織強

化にも取り組んでいるところです。今後ともこう

した経験を糧に、心豊かな社会づくりに尽力して

参りたいと思います。

　さて、昨年はＣ型肝炎治療薬「ハーボニー配合

錠」の偽造品が流通し、患者に調剤されるという

驚くべきニュースから始まりました。当該偽造品

を調剤された患者の機転により大事に至らなかっ

たのは幸いでしたが、この偽造品が外箱のない裸

ボトルで、当然あるべき添付文書も添えられてい

ない稚拙品であったにもかかわらず、正規の医薬

品卸売販売業から保険薬局を通じて患者の手許に

届いたことは、許可を受けて生命関連商品を扱う

者にとって看過される事柄ではありません。

　国民の医薬品への不安や薬剤師・薬局に対する

不信を解消するためにも早急な対応が求められ、

厚生労働省は「医療用医薬品の偽造品流通防止の

ための施策のあり方に関する検討会」を急遽立ち

上げ、直ちに行うべき事項について中間報告とし

て取りまとめ、その内容を踏まえて薬機法施行規

則等を改正し、医薬品の譲受・譲渡時の取り扱い

について所要の措置を講じました。また、日本薬

剤師会、日本保険薬局協会及び日本チェーンド

ラッグストア協会の 3団体は、「薬局間における

医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン」

を作成し、その徹底を図りました。

　この他、一部の調剤薬局チェーンによる保険の

不正請求も残念な出来事でした。また、一昨年の

保険薬局の構造に係わる規制の見直しにより、病

院敷地内への保険薬局の設置や誘致が進んでいる

ことも、「患者のための薬局ビジョン」の達成に

向けて、「かかりつけ薬剤師・薬局」や「健康サポー

ト薬局」への積極的な取り組みに逆行しかねない

と、危惧するところです。

　4月の診療報酬・調剤報酬の改定にあたって、

こうした状況が如何なる影響を及ぼすか分かりま

せんが、いずれにしても、皆様方が患者と真摯に

向き合い、医薬品の適正使用や人々の健康増進に

努め、その信頼を高めていくことがより大事にな

ると思います。

　薬剤師の皆様方の益々のご活躍、ご健勝と貴薬

剤師会のご隆盛を祈念申し上げ、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。

藤井もとゆきホームページ　

http://mfujii.gr.jp/
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― あけましておめでとうございます ―

日本薬剤師連盟　

副会長　本　田　あきこ

　新年あけましておめでとうございます。皆様に

は、お健やかに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。

　さて、昨年は私にとりまして、忘れられない一

年でございました。日本薬剤師連盟において 3年

毎の参議院議員選挙に組織内統一候補を擁立する

ことを決められ、候補者の公募が行われました。

私は、地元熊本及び九州ブロックの推薦をいただ

き、候補者として立候補いたしました。3 月 22

日の定時評議員会で正式に組織内統一候補者とし

て決定いただいた瞬間から、私の人生は大きく変

化し、国民のために、そして薬剤師のために国政

を目指すという思いが現実のものとなりました。

当日、評議員の皆様の前で初めての挨拶をさせて

いただきましたが、緊張のあまり、街頭演説のよ

うな大きな声での挨拶となってしまい、室内でマ

イクを持っての挨拶なのだから、そんなに大きく

なくていいんだよ、と注意されたことをはっきり

と覚えています。

　室内ポスター等に使用する写真撮影や自民党幹

部への挨拶等を済ませ、4月より九州各県の訪問

活動を皮切りに、無名の私を多くの皆様に覚えて

いただくため、全国訪問の旅がスタートいたしま

した。昨年末までに 45 都道府県を訪問すること

が出来ました。訪問先では、皆様に笑顔で迎えて

いただき、握手を通して力強い激励の言葉をいた

だいております。本当にありがとうございました。

　新年祝賀会が終盤になる 2月から、全国支部訪

問の旅が始まります。イメージカラーのオレンジ

色を身に着け、少しでも多くの皆様とお目にかか

ることができるよう、直往邁進全国を駆け巡ろう

と決意しておりますので、ご支援のほどよろしく

お願いいたします。

　本年の干支は戌です。本年が皆様にとって素晴

らしい一年となりますよう祈念申し上げ、新年に

当りましての挨拶といたします。

１　 Facebook ページ「本田あきこの部屋」を公

開しました。

　　下のＱＲコードから閲覧してください。

↓

２　本田あきこのホームページを開設しました。

　　https://www.honda-akiko.jp/

３　本田あきこメールマガジンを開始しました。

　　下のＱＲコードから登録をお願いいたします。

↓
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「国民から信頼され評価される職種を目指して、
今、薬剤師がやるべきこと」

寄　　稿

岐阜赤十字病院医療社会事業部兼薬剤部顧問
羽島市民病院診療支援部顧問
前金城学院大学薬学部教授

安　田　公　夫

【はじめに】
　病院薬剤師と大学教員を経て、2017 年 4 月か
ら 2つの病院で顧問をしている安田と申します。
この度、歴史ある岩手県薬剤師会会員誌「イーハ
トーブ」に寄稿文を依頼されましたので私の薬剤
師としての考え方と取り組み方についてご紹介さ
せていだきます。少しでもお役に立てれば幸いで
す。
　実は岩手県には親しい薬剤師が多く、畑澤会長
は大学クラブの後輩であり、検査センター長の宮
手先生は大学研究室同期です。今は解散していま
すが、調剤がほとんどであった病院薬剤師業務を
患者志向の臨床業務に変えて行くことを目指した
POPS（Patient Oriented Pharmacy Service）と
いう若手薬剤師の全国組織を作り大いに活動しま
したが、1992 年に一緒にアメリカ薬剤師事情を
見学ツアーした岩手医大薬学部の松浦先生や水沢
病院の小野寺先生等の同志達も居ますので、岩手
県は大学時代から何度も訪ねている大好きな県で
す。
　こうした縁もあって畑澤会長から岩手県薬での
講演依頼を以前受けました。その時は、「岐阜県
での薬薬連携への取り組み」１）をお伝えし、新し
い時代に向けての提言をさせて頂くことを楽しみ
にしていたのですが、丁度あの東北大災害があり、
講演は立ち消えになりました。
　当時、私は 6年制になった薬学部教員になった
ところで、その前は名大病院、岐大病院、羽島市
民病院と 3 つの病院を経験した病院薬剤師でし
た。最後は岐阜県病院薬剤師会会長と薬剤師会副
会長を併任する機会を与えられましたので、思い
切って薬剤師会の体制改革にチャレンジしました
が、今も薬剤師の医療貢献度をもっと大きくした
いと願っていますし、活動もしています。

【薬薬連携への新たな取組みに挑戦】
　県病薬会長就任の 2006 年に 1 年掛けて立てた
活動目標の１つが真の「薬薬連携」の構築と実践
でした。想いを薬剤師仲間達に語り、賛同を得て
計画を立て１つ１つ実践に移して行きましたが、
幸いなことに日本薬剤師会から“岐阜県下呂地区”
を浜松と共に全国に先駆けた“薬薬連携推進モデ
ル地区”に指定して頂くことに繋げ、院外処方箋
発行時の患者情報の共有に関する「薬薬連携」を
実践して成果を上げることが出来ました２）。この
成果を踏まえた岐阜県薬剤師会山崎会長の提言で
2008 年から始まった第 5次保健医療計画の立案
に際し、岐阜県では「薬薬連携」を全国に先駆け
て入れて頂き３）、薬剤師会予算に加えて県予算も
付けて頂きました。さらに、この「薬薬連携」推
進協議会の座長として三師会と行政に入って貰っ
た会議を定期的に持ちながら、岐阜県のお薬手帳
作成等の事業推進をすることが出来ました。
　もう１つは、岐阜県薬剤師会の組織改革と事業
改革です。「薬学 6年制」の実務実習受け入れ態
勢の確立に向けて薬局薬剤師、病院薬剤師、大学
の 3者が協力して推し進めることの必要性を岐阜
県病院薬剤師会や県薬剤師会で説いて賛同して貰
い、岐阜県薬剤師会の定款を変えて貰って病院薬
剤師会員全員に薬剤師会へ入って貰うことが出来
ました。
　勿論、病院薬剤師には反対意見の人も居ました
が、病院薬剤師の県薬入会金および年会費増額分
を活用して三師会の賛同を得て「岐阜県医師会・
岐阜県歯科医師会・岐阜県薬剤師会」の名前入り
「お薬手帳」を作成し、県内施設への無料配布を
実現させてオール薬剤師で成果を喜び合いました
し、各種委員会活動を一緒に出来る様にするなど
目に見える具体的な取り組みをして目的と成果を
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会員に理解して貰う様に努めました。
　こうした実績を踏まえて日本病院薬剤師会の通
常総会で年間計画に今後の活動に重要な「薬薬連
携」がこれまで無かったことを指摘し、活動事業
に「薬薬連携」を新たに加えて貰うことを提案し、
採択されました。こうして日本薬剤師会に加え日
本病院薬剤師会でも「薬薬連携」への取り組み体
制が作れました。
　今でこそ「薬薬連携」は国家試験の問題にも出
る当たり前の取り組みになりましたが、その実質
的スタートは私達の頑張りも大きかったのではな
いかと思っています。

【薬局薬剤師の行動が薬剤師全体の評価を決める】
　私は 37 年間病院薬剤師をやり、薬学部で教員
を 8年間勤めた後、現在は２つの病院に勤務し、
岐阜県薬剤師会と岐阜市薬剤師会の委員や理事と
して活動しています。
　薬剤師は自分で決めた職業ですから多くの仲間
と共に誇りを持って仕事が出来る様にしたいと常
に思っていますし、今も薬剤師が国民から信頼さ
れる職業No.1 になること４）５）を夢見ながら活動
していますが、実は薬剤師全体に対する国民の信
頼と評価は、国民から見える薬局薬剤師の先生方
の行動で決まると病院薬剤師になってから気が付
きましたし、病院薬剤師と薬局薬剤師が協力し合
うことで薬剤師全体のレベルアップと評価獲得が
実現するので、このコラボには病院薬剤師の行動
がとても大切なことに気が付きました。
　そして、保険薬局薬剤師が病院薬剤師と同様に
「患者カルテ情報」を活用して患者対応をするこ
とこそ保険薬局薬剤師の患者対応を根本的に変え
る最も有効な方法であり、その実現のためにも「薬
薬連携」は有効な方法であると確信しているとこ
ろです。

【薬剤師の現状は】
　今から 44 年前の 1974 年から現在の医薬分業の
かたちがスタートしました。薬局薬剤師の目指す
ところが院外処方箋授受による調剤の実施となっ
た年です。
　当時は院外処方箋を発行する側の医師の不安や

不信、受ける薬剤師の戸惑いや自信の無さもあっ
て行政誘導による公的病院の発行が主で 30 年前
の 1987 年時点でも院外処方箋発行率は約 10％で
あり、暫くは横ばい状況でした。
　現在では院外処方箋発行率が 72％に達するま
でになりました。ただ、これは薬剤師が国民から
の信頼と評価を得て成し得た数値というより政策
誘導によるものだと言わざるを得ません。という
のも、本来「医薬分業」には医師の処方の自由度
の向上（医療機関の在庫にとらわれない）、医療
費の削減、重複投薬・過剰投薬による副作用の防
止、お薬相談や説明の充実など、患者にも大きな
メリットをもたらす目的があるからです。
　しかし、現状は門前薬局の乱立で医薬分業の意
義のひとつである患者の薬物療法を一元的に管理
する大切な役割が果たせていないし、患者負担が
増えた分に見合うサービスの向上も二の次になっ
ています。
　少子高齢化が進み医療費抑制が大問題となって
いる中で、薬局は営利を求めてチェーン店化と門
前化が進んでいます。利潤追求に徹した保険薬局
経営の在り方に、これまで医薬分業を牽引してき
た厚労省からも強い「分業パッシング」を受けて
いますし、最近の中医協での診療報酬改定では、
薬剤師の調剤報酬について「実態を踏まえると、
一層引き下げの余地がある」と結論付けられて基
準調剤加算廃止が決まるなど、薬剤師には実に厳
しい状況になっています。
　医薬分業の有用性が国民に判り難い現状と薬剤
師の通り一遍の患者対応は、薬剤師が解決すべき
最重要課題です。本来は日本薬剤師会を中心にし
て「薬局と薬剤師は何をすべきなのか」を検証し、
解決への道を示し、実行に移して行くべきです。
　ところが日本薬剤師会に所属しないチェーン店
勤務薬剤師等の方がはるかに多くなり、薬剤師の
考え方も目指す方向もバラバラです。結局薬剤師
の動きは、国からの政策誘導で、かかりつけ薬剤
師指導料等の新設、重複投薬・相互作用等防止加
算、在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し、後発
医薬品の使用促進、保険医療機関と保険薬局の立
地に関する規制の見直し、薬剤総合評価調整管理
料加算や残薬調整加算、連携管理加算等々、今回
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も薬剤師の為の方策を出して貰ってそれを受け入
れるという他力本願な対応になってしまっていま
す。

【薬剤師会について】
　日本薬剤師会山本会長の新年のご挨拶６）はあ
くまでもジェントルで会員の奮起を願っています
が、薬剤師会は医師会の強気発言や看護協会の新
たな権利を獲得していく積極的な政策対応とは違
い、政策的に実現への歩みが遅くて弱い感じがし
ます。これはあくまでも私見で間違っているかも
知れませんが、執行部や代議員会等で薬剤師を輝
かせるための有効な提案と決定がなされず、不十
分なままで終わっていることはないでしょうか。
私は国民に信頼され、評価される職能団体にすべ
きだと思いますし、未加入の薬剤師や薬学６年制
卒業生は全員薬剤師会に入る必要があると思う会
運営を目指すべきだと思います。現日本病院薬剤
師会木平会長の新年のご挨拶７）では薬剤師全体
の在り方を考えておられますので、是非、両会の
協力体制を強化して「薬剤師へのパッシング」を
跳ね返して行くべきです。

【薬剤師が薬剤師としての評価を変える方法は】
　薬剤師は「分業パッシング」という課題解決だ
けでなく、国民からの信頼を勝ち取る方法を選択
して英断と「覚悟」を持って実施することが課題
解決への道です。８）

　そこで今一番実施すべき課題は薬物療法の安全
性を担保する責任を持った薬剤師になることです
が、これが「かかりつけ薬剤師」制度であり、薬
局の大半を占める門前薬局もやらねばならないこ
とです。薬局と薬剤師の危機と受け取る人も多い
ですが、中にはこの制度実施は無理だから無くな
る制度だろうと考えている暢気な薬剤師も居ます。
　「かかりつけ薬剤師」制度は薬剤師本来の使命
を実施することが内容であり、国民（患者）から
すれば感謝したい内容ですから将来的に考えると
この制度はむしろ薬剤師への応援歌であり、追い
風が吹き始めたと考えて取り組むべきです。
　あとは、日本中の国民（患者）が「かかりつけ
薬局・薬剤師」を選択してくれるように薬剤師が

努力・研鑽して患者対応能力をアップしながら環
境を整えることです。そして国民と国（厚労省
や財務省）、さらには支払基金等を味方につけて
ICT 化による保険薬局薬剤師への「患者カルテ
情報」の提供は安全性確保と医療費削減への時代
の要請であることを全国各地で行われている実例
を示し、その実施地域の医師等からの説明応援も
得て、ICT 化の有用性を謳い、薬物療法の安全
性確保は患者カルテ情報を活用して薬剤師が責任
を持ってやって行きますと宣言することです。
　ついては保険薬局薬剤師が「かかりつけ薬剤師」
としての対応が出来る様に「患者カルテ情報」の
活用が出来るように努力をして行くことになりま
す。
　勿論、保険薬局薬剤師が「患者カルテ情報」を
活用できるようになるためには教育と訓練の時間
が必要で、疾患、病態、薬物療法、バイタル、検
査値等を真剣に勉強して行かねばなりません。同
じ道を歩んできた病院薬剤師の協力と支援は必要
不可欠で、「患者カルテ情報」の活用に加えて、
お互いの顔が見え、情報交流ができる「症例検討
会」を地域で定期開催すること。特に上手くでき
なかった問題症例（処方）を検討して解決してい
くと「症例検討会」開催のメリットが実感できる
ので、これは両薬剤師の使命達成への大切な研鑽
方法になります。是非実施に向けて薬剤師の皆で
努力し、協力し合うことをお願いしたいです。
　また、地域包括ケアシステム構築の一翼をかか
りつけ薬局・薬剤師が担うことも時代の要請で
す。先ずは退院時共同指導に薬剤師は参加して多
職種・他機関との連携を図る必要があります。残
念ながらこれまでは退院時共同指導に薬剤師が参
加できている施設は全国的には極少数ですが、例
えば岐阜市民病院の病院薬剤師は 2017 年に入っ
て退院時共同指導に 100％参加するようにしてい
ますし、保険薬局薬剤師の参加も当初の呼掛けで
は 12％でしたが、現在は 70％にまでなっていま
す。患者の入院時から退院に向けて準備していけ
ば参加はし易くなり、院外から 3職種以上が集ま
れば病院収益もアップしますので参加する全員に
メリットがあります。両薬剤師の退院時共同指導
への参加がシームレスな薬物療法への患者支援に
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なりますし、「かかりつけ薬剤師」に必要な体制
作りになります。

【追い風が吹いている】
　「かかりつけ薬剤師」になることは現状ではハー
ドルが高くて大変です。しかし私は着々とその体
制作りは進んでいると思います。それは薬学が 6
年制になり、医療人マインドと病態、薬物療法な
どの基本事項を学んだ薬学生が社会人になって来
ていることです。そして毎年１万人もの薬学生を
病院と薬局の薬剤師が新コアカリキュラムに則し
た新たな薬剤師対応を教育していることです。
　教えることは一番の勉強法であり、薬学生と一
緒に病院と薬局の薬剤師が今後に向けた患者対応
の勉強をする機会を常に持っていることは実に大
きいことです。
　薬剤師が研鑽して「患者カルテ情報」を活かせ
る様になれば、患者さんから「薬剤師は自分の薬
や治療のことを全て知っていて、薬の効果や副作
用をいつもチェックしてくれているし、説明もし
てくれる。病気や薬について一番身近で相談に
乗ってくれるのは薬剤師だな」と認識する様に必
ずなって来ます。これこそ薬学を 6年制にした目
的です。
　今後は薬剤師も在宅医療への関与が必要不可欠
です。「患者カルテ情報」の活用と「薬薬連携」
の強化によるシームレスな薬物療法での患者支援
の実施は、在宅医療での大きな力になります。

【患者カルテ情報の入手と活用の方法は】
　薬剤師が利用し易い「患者カルテ情報」は、病
院医師が開業医に報告する「退院時サマリー（現
病歴、既往歴、身体所、検査結果、問題リスト、
入院後経過、退院時病状、考察等）」の内容が一
番いいと考えます。但し、通院中の処方の方が多
いですから利用し易い必要情報項目を検討する必
要はあります。
　この患者カルテの必要情報を全国の保険薬局薬
剤師が見て活用できる様にするにはどうしても電
子カルテへのアクセスが必要不可欠です。医療施
設全てが電子カルテを利用している訳ではないこ
とや情報開示への医師会の反対もあります。個人

情報のセキュリティー確保という実に大きな課題
もありますが、乗り越えたい課題です。９）10）

　現時点で全国を統一化する方法としては、マイ・
ナンバー制度に合わせての実施が一番理に叶った
方法です。色々な課題が調べられています 11）12）。

【医療での ICT化に向けて】
　医療の ICT化には SNS を活用した多職種連携
での在宅医療へのアプローチがとても有用です
が、ここでは保険薬局薬剤師が院外処方箋ととも
に患者カルテ情報を活用する患者対応実現のため
の ICT化に向けてを論じます。
　これまでに医療での ICT（Information and 
Communications Technology）化に向けての取組
みは 2014 年登録で我が国では既に 250 程もあり、
その多くは科研費等を貰っての試みの様ですが、
現在稼働しているのは 20 程で、患者さんがメリッ
トを感じない ICT システムは継続出来ないこと
が判って来ています。
　お薬手帳の電子化であれば我が国の法制度上何
の問題も無いのですが、患者カルテ必要情報とな
ると山の様な課題があります。それでも有益性が
高いので全国で色々な取り組みがされています。
　例えば、「ひたちなか健康 IT ネットワーク」
では企業立病院、薬剤師会、保険薬局が協働し、
保険薬局が患者さんの同意を取得することで、電
子カルテの一部（患者基本情報、処方、注射、検
査などのデータ）を過去から現在まで閲覧できる
ようにして成果を上げています。13）また、国立病
院系の名古屋医療センターでは金鯱メディネット
を構築してカルテ情報の利用を院内の情報共有化
と共に 82 施設に提供し、DPCデータ以外はほぼ
全て閲覧可能にしていますが、この中に市中の 8
薬局を加えて試行が行われています。14）これらの
薬局は、国の進める ICT 化と厚生労働省が掲げ
る「患者のための薬局ビジョン」の中の重要な要
件を満たしていますので、その内容を厚労省や医
療関係者は大いに参考にして実現に向けて努力し
て貰いたいものです。

【具体的な今後の ICT化に向けて】
　この医療の ICT 化は直近では「医療等分野に
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おける ICT化の徹底について」と題して平成 28
年 3 月 23 日に厚生労働省が今後の取組みを提
示 15）しています。ここでは 2020 年から医療分野
の IDの本格的導入を謳っています。具体的な方
向性としては、１）医療等分野のＩＤを 2020 年
までに整備。電子カルテ・データの標準化を進め、
データの共有・収集・分析を促進する。２）患者
の医療情報をデジタル化し、医療関係者と共有で
きる全国規模ネットワーク化を進める。（医療の
必要性が高い障害者等が安心して救急医療を受け
られるためのネットワーク等）としています。
　記述の様に国民全体への取り組みはまだまだ先
のことになりますが、障害者等へ実施する 2020
年は直ぐですから薬剤師も対応できるようにして
おくことが必要です。

【おわりに】
　私の実践してきたことと考えているところを述
べさせて頂きました。私には見えていない薬剤師
の重要な取り組みが他にもきっとあるでしょう
し、私見に満ちた提言だとお叱りを受けるかも知
れません。我が国には 30 万人もの薬剤師が居て、
大いに活躍されている素敵な薬剤師もおられます
が、国民の信頼と評価は大半の薬局薬剤師の行動
で決まって行くことは先に述べた通りです。
　薬剤師の評価を大きく変えて行く方法は病院薬
剤師と同じ様に保険薬局薬剤師が患者カルテ情報
を活用しながら患者対応が出来るように薬剤師同
士が力を合わせて実現させて行くことです。そし
て国が進める「かかりつけ薬剤師」制度は、患者
の全容を把握して始めて使命が果たせる訳で薬剤
師に患者の医療情報入手は必要不可欠です。
　私の提言は薬剤師全体の行動変容です。薬剤師
の危機の時代だと言う人が居ますが、国民や患者
のことを考えず、薬局の利益や薬剤師の権利を守
ることだけをしていれば将来は無くなります。
　一人でやれることは高が知れていますが、薬剤
師同士が力を合わせて本気で取り組めばきっと成
果は付いてきますし、想いは叶えられて行きま
す。岐阜県の場合も協力し合える素敵な仲間達が
居て、力を合わせることで改革が進み、成果を出
すことが出来ました。

　是非、岩手県薬剤師会の先生方も病院薬剤師会
や岩手医科大学薬学部、さらには医療に関わる多
職種の方々とタッグを組み、地域医療の中で大い
に薬剤師が活躍し、患者や地域住民へ貢献して頂
きたいと思いますし、こんな成果を上げたと全国
に情報発信して頂きたいと思っています。
　よろしくお願いします。
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小学生に対する医薬品適正使用啓発講義の検討
寄　　稿

１．はじめに
　小中学校児童に対する医薬品教育は、学校薬剤
師業務の１つである。平成20年に改訂された学習
指導要領の中学校保健体育には、医薬品に関する
内容が追加され、「健康の保持増進や疾病の予防
のためには、個人や社会の取組が重要であり、保
健・医療機関を有効に利用することが必要である
こと。また、医薬品は、正しく使用すること。」
が盛り込まれ、平成24年４月より実施されてい
る1）。小学校学習指導要領には正式には盛り込ま
れていないが、教科書によっては発展学習として
紹介されており2）、学校薬剤師や養護教諭等によ
る小学生向けの医薬品適正使用に関する教育は、
全国に広がりを見せているところである3）。また、
平成26年度からの一般用医薬品のネット販売の拡
大等4）により、一般用医薬品へのアクセスしやす
い環境となっているが、一般用医薬品による健康
被害の報告もあること5-7）からも、早期からの医
薬品の適正使用教育は急務である。
　小学生児童向けの医薬品適正使用啓発教育とし
ては、実験などを盛り込んで児童の興味を引き付
けることが重要であるが、今回、医薬品の正しい
使い方への理解を促すためのクイズ形式の授業展
開に加え、薬を水で飲むことの必要性に関する実
験、一般用医薬品を服用する際に注意すべきこと
に関する問題解決型のケーススタディを取り入る
ことにより、児童が積極的に参加できる講義プロ
グラムを開発したので、紹介する。

２．講義プログラムの実施
　千葉大学教育学部附属小学校５年生児童105名
を対象に、“くすりと安心してつきあう”と題し
た講義を実施した。平成24年より実施されている
中学校学習指導要領の保健分野には、「健康の保
持増進や疾病の予防には、 保健・医療機関を有効
に利用することがあること。また、 医薬品は、正
しく使用すること。」と示されており、その解説
の保健分野には、「医薬品には、 主作用と副作用
があることを理解できるようにする。医薬品に
は、 使用回数、 使用時間、 使用量などの使用法が
あり、 正しく使用する必要があることについて
理解できるようにする。」と示されている。そこ
で、将来の中学校での医薬品学習を考慮しつつ、
本授業実践では、児童の興味・関心を喚起するた
め、クイズ、実験、ケーススタディ（グループ
ワーク）等からなる40分間の講義を計画した。授
業展開は次の通りである。なお、薬の適正使用協
議会が作成した小・中学生版教材を適宜活用し8）、
Microsoft PowerPoint資料を作成、使用した（千
葉大学大学院薬学研究院社会薬学研究室ウェブサ
イトよりダウンロード可能）。

１）今日の講義の内容紹介とクイズ（10分間）
【薬について正しい知識を身につける必要性を
理解し、今日の講義の全体像を把握する。】
　クイズ形式による講義導入を通じて、児童の
自発的な参加を促す（Fig.1）。

著 者 名：工藤賢三1） ，小林江梨子2），夏目紗恵2），石川幸奈2），根本由美子3），高橋青衣4），
　　　　　小野寺隆芳5），丸宗孝5），櫻田大也2），佐藤信範2）

著者所属：１）岩手医科大学薬学部臨床薬剤学
２）千葉大学大学院薬学研究院社会薬学　
３）千葉市立稲毛小学校
４）千葉大学教育学部附属小学校
５）水沢マル薬局
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Ｑ　病気かなと思うのはどんなときかな？
Ｑ 　病気になったり、ケガをしたら、くすりを
使わないと治らないの？

Ｑ　くすりは、何のためにあるのかな？
Ｑ 　（くすりを飲んだ後）どうして体の様子を
観察しなくちゃいけないのかな？

Ｑ 　くすりは、思いついた時に飲めばよいのか
な？

Ｑ 　くすりは、飲む量を自分で勝手に決めても
よいのかな？

２ ）医薬品と飲み物の飲み合わせ実験（グループ
ワーク）（12分間）
【薬の飲み方について考える。医薬品の実験を
行い、なぜ水やぬるま湯で飲むことが適切なの
かを理解する。】
Ｑ 　くすりを飲む時、どんな飲み物で飲んでい
るかな？

〔実験１〕
頭痛薬（錠剤）を、水と炭酸ジュース（メロ
ンソーダ）にそれぞれ入れて変化を観察させ
る（Fig.2）。実験後、観察したことを発表さ
せる。

〔実験２〕
胃薬（重曹）を、水とグレープフルーツジュー
スにそれぞれ入れて変化を観察させる（Fig. 
3）。実験後、観察したことを発表させる。

　それぞれの児童の発表後に、変化の内容につ
いて解説し、水でのむことの重要性を説明する。
　使用した医薬品等
解熱鎮痛薬：バファリンA 40錠（ライオ

Fig.1　クイズ形式による導入講義

Fig.2　くすりの飲み合わせ実験
頭痛薬と水／炭酸ジュース

Fig.3　くすりの飲み合わせ実験
胃薬と水／グレープフルーツジュース
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ン株式会社）
炭酸ジュース：チェリオメロン500ml（株
式会社チェリオコーポレーション）
胃薬：重曹（第一石鹸株式会社）
グレープフルーツジュース：神戸居留地 
グレープフルーツ100％ 185g（富永貿易株
式会社）

３ ）一般用医薬品同士の飲み合わせについて考え
る（ケーススタディ／グループワーク）（13分間）
【一般用医薬品の飲み合わせについて考える。
グループワークでのケーススタディを通して、
解熱鎮痛剤と、同一成分を含む総合感冒薬の外
箱及び添付文書を検討し、同時に服用してもよ
いか、誰に相談すればよいのかを理解する。】

ケースの紹介

　一般用医薬品の総合感冒薬である風邪薬Ａ
と、解熱鎮痛薬Ｂ（いずれも添付文書の入った
外箱のみ）の２種類を各グループに配布し、ケー
スの女性が両方同時に服用してよいのか検討さ
せる。検討にあたっては、効能・効果欄に着目
することや、添付文書を見ること等、薬学部学
生、薬剤師、薬学部教員、養護教諭等がグルー
プワークを支援する。検討後、グループの結論
を発表し、児童の発表後に、効能・効果に「解
熱」、「鎮痛」が重複していること、同一成分が
含まれていること等から、一緒に服用すると過
量になり適切ではないこと、薬局では薬剤師に
相談することを確認する。

　　使用した一般用医薬品
解熱鎮痛薬：イブ®A錠（エスエス製薬株
式会社）
総合感冒薬：エスタックイブ®（エスエス
製薬株式会社）

エスタックイブ®ファインEX（エスエス製
薬株式会社）
カコナール®カゼブロックUP®錠（佐藤薬
品工業株式会社）
ジキニン®顆粒IP（全薬工業株式会社）
ぺラックゴールド３（太陽薬品工業株式会
社）
ベンザ®ブロックL（武田コンシューマー
ヘルスケア株式会社）
ルルアタック®EX（第一三共ヘルスケア株
式会社）
ルルアタック®NX（第一三共ヘルスケア株
式会社）

　　　　　　　　　　　　　　
４）まとめ（５分間）
【授業の重要な点を復習し、理解を深める。】
　・決められた時間にくすりを飲もう。
　・くすりを飲む量を守ろう。
　・ 自分にもらったくすり以外は飲まないように
しよう。

　・くすりは水かぬるま湯で飲もう。
　・ 分からないことや、気になることは保護者に
伝えて、薬剤師や医師に相談しよう。

５）講義後の児童の感想（自由記述、質問を含む）
　 　講義終了後に、自由記述形式で参加児童から
感想を得た。

３．講義プログラムの展開と児童の反応
１）今日の講義の内容紹介とクイズ（10分間）
　授業の開始からクイズ形式で始まったため、
児童の積極的な発言が得られた。
　“Q病気になったり、ケガをしたら、くすり
を使わないと治らないの？”に対して、“病気
による。”、“かぜは寝れば治る！”などの意見
が出された。“Qくすりは何のためにあるのか
な？”に対して、“治るのを早める、治りやす
くする、せきなどを止める。”といった意見が
出された。“Ｑ（飲んだ後）どうして体の様子
を観察しなきゃいけないのかな？”に対して
は、“そのくすりが自分の体にあっていないか
もしれないから、副作用があるかもしれないか

女性が困っています。「昨日からのどが痛い
のよね。家にあった風邪薬Aを飲んでみよう
かしら。」「今朝から頭も痛いのよ。頭痛薬 B
も一緒に飲もうかしら。」「両方飲んでもいい
のかしら。」
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ら。”といった、副作用を意識した意見が得ら
れた。“Ｑくすりは思いついた時に飲めばよい
のかな？”に対して、“医師や薬剤師にいわれ
た時間に飲む”という意見と、“アレルギーの
症状が出たときに飲むから、自分の好きな時に
飲む”という意見があった。“症状が出たとき
に飲む”のは“とんぷく”という飲み方であり、
医師等の指示の範囲であることを解説した。“Ｑ
くすりは、飲む量を自分で勝手に決めてもよい
の？”に対しては、数人が“勝手に決めて良い”
と答えたが、大多数が“決められた量を飲む”
と答えた。くすりは決められた量を飲むことに
ついての血中濃度に基づく解説（Fig.4）を示し、
量が多いと、副作用の危険性が高くなること、
量が足りないと効果が足りなくなる可能性があ
ることを解説した。

２ ）医薬品と飲み物の飲み合わせ実験（グル―プ
ワーク）（12分間）
　実験前に、実験で使った炭酸ジュース、水、
フルーツジュースで薬を飲んだことがあるかど
うかについて尋ねたところ、炭酸ジュースやフ
ルーツジュースで飲んだことのある児童は、そ
れぞれ３分の１程度存在した。
　実験１では、解熱鎮痛薬のバファリンＡを、
炭酸ジュースと水にそれぞれ１錠ずつ入れた
（試験管）。水の中では、バファリンＡは速やか
に粉末状に溶けたが、炭酸ジュースの中では、
泡が発生し、バファリンＡは試験管の底で固ま
り、その一部は、上部の泡の中で小さな塊となっ
て浮いていた。スパーテルでバファリンを触っ

てみると、水中ではサラサラした粉状であった
が、炭酸ジュースの中では、固まっていること
が確認できた。児童の発表の後、このくすりは、
頭痛薬であり、早く溶けて速やかに効果を発揮
できるとともに、早く吸収されることによって
胃への刺激を減らすよう設計されているが、炭
酸ジュース中では、その仕組みが適切に働かな
くなる可能性について解説した。
　実験２では、胃薬である重曹をグレープフ
ルーツジュースと水にそれぞれ入れた（透明の
プラスチックコップ）。水の中では変化はない
が、グレープフルーツジュースの中では激しく
泡が発生した。また、重曹の粉の量が、ジュー
スの中では、水の中に比べて減っていることが
確認できた（コップを持ちあげて底から観察）。
児童の発表の後、重曹とグレープフルーツ中の
成分（クエン酸）が反応してしまい、胃薬の効
果が減弱する可能性について解説した。

３ ）一般用医薬品同士の飲み合わせについて考え
る（グループワーク）（13分間）
　各グループには、イブプロフェンが含有され
ている解熱鎮痛薬イブ®Ａ錠と、総合感冒薬（方
法に記載の一般用医薬品総合感冒薬のうちか
ら、いずれか１つ）を配布した。グループワー
クでは積極的な参加が見られ、効能・効果に「咽
頭痛、頭痛」等の重複があること、添付文書の“し
てはいけないこと”に「他の解熱鎮痛薬、かぜ薬」
が書かれていること、“成分”の欄で「イブプ
ロフェン」が重複していることに気付いた発言
がなされた。クイズ形式の中で、くすりを決め
られた量以上に飲むと、副作用の危険性が高ま
ることを学習していたため、効果の重複、成分
の重複は副作用の危険性が高くなることについ
て気づきがあった。児童の発表の後、複数の一
般用医薬品同士では、成分や効果が重複するこ
とから同時に飲むことは適切ではないこと、薬
剤師に相談することを解説した。また、講義に
参加した現役の薬剤師からの解説を加えたとこ
ろ、児童は非常に熱心に聴いていた。

Fig.4　�くすりは決められた量を飲むことについての
血中濃度に基づく解説
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４）まとめ（５分間）
　講義や実験を通じて学んだ重要事項について
解説した後、自由質問を設けたところ、以下の
ような質問があった。
・薬の使用期限はどのくらいですか？
・薬剤師はドラッグストアにもいますか？
・ 小さい頃にもらったくすりをのんでもいいで
すか？

・ 一般用医薬品は、家族で飲んでもいいです
か？

・ お茶や牛乳、お湯でくすりを飲んでもいいで
すか？

５）講義後の児童の感想（自由記述、質問を含む）
・ 薬は多すぎても少なすぎても駄目だというこ
とがわかった。

・ 今まで兄弟の薬を飲んでいたが、これからは
自分の薬を飲むようにしたい。

・ この授業をやるまでは、なんでジュースで飲
んではいけないのかと思っていました。でも
この授業ではなぜ水以外で飲んではいけない
のか、はじめてわかりました。

・ 今までお茶やジュースで飲んでいたので、こ
れからは水で飲むようにしたい。

・ お茶やお薬ゼリーで飲んでも大丈夫か。お薬
ゼリーは胃でとけるか。

・ 自分の飲んでいる薬（アレルギーの薬×××
×（商品名））は、水以外で飲んでいいのか。

・ くすりの飲み合わせなどでは、効能・効果を
みるといいということがわかった。

・ 薬剤師に興味を持ちました。
・ 薬のカプセル、粉、液体などいろいろな形が
あるが、意味はあるのか。

・ のどに薬がつっかえたらどうすればいいか。
・ 副作用がない薬はないのか。
・ 塗り薬や目薬は、他の人と一緒につかってい
いのか。

・ なぜ薬は病気を治すのか。

５．講義プログラムを振り返って
　今回の講義は、小学５年生３クラスにそれぞれ
実施した。実施にあたっては、薬学部教員、学生、

小学校養護教諭のほか、現役の薬剤師も参加した。
１．のクイズ形式の講義導入では、児童が積極的
に発言する姿が見られたことから、クイズ形式は、
講義者と児童の双方向のやり取りが可能となり、
児童の参加を促進することに有効であると考えら
れた。
　クイズに続く実験でも、児童は積極的に参加し、
医薬品を飲み物に自ら入れて、熱心に観察する姿
が見られた。この実験の際にも、“今までお茶で
飲んでたけど、大丈夫？”、“牛乳で飲んでもいい
の？”といった自発的な質問も出て、児童が自ら
考えていることがうかがえた。なお、今回の実験
では、バファリンＡの実験では、試験管を用い、
重曹の実験では、プラスチックコップを用いた。
バファリンＡの実験では、プラスチックコップで
は大きすぎてバファリンＡの変化がよく観察でき
ないため試験管が適切である。重曹の実験では、
泡の勢いが強く試験管では吹きこぼれてしまうた
め、プラスチックコップが適切である。重曹のグ
レープフルーツジュースの実験では、グレープフ
ルーツジュース中のクエン酸と重曹が反応するた
め、果汁成分濃度の低いものでは反応が観察でき
ない可能性に留意する必要がある。
　さらに、問題解決型の一般用医薬品同士の飲み
合わせの検討においては、児童が自ら一般用医薬
品の外箱や添付文書に記載してある情報を読み、
効能・効果や成分の重複に気付いて考えている姿
が見られた。今回、各班に、総合感冒薬１箱、解
熱鎮痛薬１箱を配布し、１箱を２－３人の児童で
読んでいた。児童全員の参加を促すためには、各
班の児童の人数が多い場合には、配布する箱の数
を増やすことも検討する余地がある。今回はイブ
プロフェンが重複するように一般用医薬品を選択
したが、それ以外の医薬品成分でも同様のケース
スタディは可能である。
　まとめのあと、自由記述形式で感想や質問を得
たところ、“薬は多すぎても少なすぎても駄目だ
ということがわかった。”、“今まで兄弟の薬を飲
んでいたが、これからは自分の薬を飲むようにし
たい。”、“なぜ水以外で飲んではいけないのか、
はじめてわかりました。”、“くすりの飲み合わせ
などでは、効能・効果をみるといいということが
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わかった。”といった、授業の内容の理解に関す
る感想が寄せられた。また、“薬剤師はドラッグ
ストアにもいますか？”、“お茶や牛乳、お湯でく
すりを飲んでもいいですか？”、“副作用のない薬
はないのか？”といった、更なる質問も多く、医
薬品に対する児童の関心が高いことがうかがわれ
た。今回のケーススタディの解説を、現役薬剤師
が行ったところ、児童は熱心に聴いており、“薬
剤師に興味を持ちました。”といったコメントも
あった。学校薬剤師が医薬品教育に積極的に携
わっていくことも、教育の効果として大きいと考
えられる。また、今回の教育プログラムの開発や
実施には、薬学部６年制課程の学生も参加した。
将来の薬剤師を目指す学生が、学校薬剤師業務の
一部を学習する機会としても貴重な機会となると
考えられる。
　今回、医薬品適正使用の教育プログラムを実施
し報告したが、今回の感想や質問で得られた疑問
点等を含めて改善し、授業前後の児童の知識や態
度についての調査を行い、児童の興味や関心に応
えるプログラム内容に進化させていきたいと考え
ている。
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　平成 30 年 1 月 20 日、盛岡グランドホテルにお
いて薬学・薬事関係者懇話会の新年会が開催され、
多数のご来賓にお越しいただき、また関係機関・
団体からも多数の参加を賜り、総勢 230 名余りと
いう盛大な新年会となりました。
　はじめに、世話人を代表して畑澤博巳会長から
挨拶が述べられました（以下要旨）
　「明けましておめでと
うございます。皆様方に
はつつがなく新年を迎え
られましたことをお慶び
申し上げます。また、た
くさんのご来賓をお招き
し盛大に開催できましたことを感謝申しあげます。
　この薬学・薬事関係者懇話会は昭和 58 年に発
足し今回で 38 回目を数えます。当初は各団体が
一致団結して一つの事業をやろうとしたものです
が、最近では新年会だけになっておりましたの
で、初心に戻り、薬と健康の週間の期間に各団体
の特徴を活かした事業を行うことを計画しており
ます。　　
　今年は診療報酬改定の年であり、皆様方には何
かと慌ただしいこととは存じますが、本日は和や
かにご歓談いただければと思っております。
　結びに、本年が皆様方にとりまして希望有る良
い年になりますよう祈念申しあげまして挨拶とい
たします。本日はどうぞよろしくお願いいたしま
す。」
　続いて達増拓也岩手県知事から祝辞をいただき
ました。（以下要旨）（千葉茂樹副知事代読）
　「平成 30 年の年頭に当たりまして謹んでご挨拶
を申し上げます。
　皆様方には、本県の保健医療福祉行政をはじめ
県政の各般にわたる施策の推進に多大なご支援・
ご協力を賜り、この場をお借りしまして厚く御礼
を申します。
　東日本大震災津波の発災から間もなく 7年が経
過します。震災に際しまして、県内外からの多く
のご支援を頂き、特にも岩手県薬学・薬事関係者
懇話会の皆様方には、被災者の生命と健康を守る
ためにご尽力頂き、改めて深く感謝申します。
　県では、現在、平成30年度からの6か年を計画
期間とする次期保健医療計画策定の準備を進めて

おり、地域における効率的で質の高い医療提供体
制と地域包括ケアシステムの構築に取り組んでお
りますが、その中でかかりつけ薬剤師・薬局の服
薬情報の一元的・継続的把握や、在宅での対応を
含む薬学的管理指導等の機能は、今後さらにその
重要性が増していくものと考えております。今後
も、残薬解消や重複投薬の防止など、医薬品の安
全・安心な使用を推進していくこととしておりま
すので、皆様方の一層のご支援をお願い申します。
　結びに、岩手県薬学・薬事関係者懇話会の益々
のご発展と、ご参会の皆様のご健勝とご多幸をお
祈り申しあげ祝辞といたします」
　続いて、石川育成岩手県医師会長から、祝辞を
賜り、少子高齢化が進む社会において医療の果た
す役割は極めて重要であり、岩手県医師会、岩手
県歯科医師会、岩手県薬剤師会、岩手県看護協会
の 4団体は団結してこの難しい問題に取り組んで
いく事が述べられました。
　この後、来賓の皆様にご登壇いただき、盛大に
鏡開きが行われ、例年に増して新年のお祝いの華
やかな雰囲気に包まれた中、佐藤保岩手県歯科医
師会長のご発声で乾杯を行い、祝宴となりました。

　その後、鈴木俊一オリンピック担当大臣が山田
町でのご公務の後に駆けつけていただき、冒頭に
遅参のお詫びをされた後、新年のお祝いが述べら
れました。また、薬学・薬事に関係する各般にわ
たってご協力いただいていることに謝意が示さ
れ、東京オリンピック大会におけるアンチ・ドー
ピング体制をはじめとする様々な課題についてご
指導賜りたいと述べられました。
　鈴木大臣のご到着で宴はさらに盛り上り、終了
時間は少し延長され、内藤隆岩手県登録販売者協
会会長による三本締めで中締めとなりました。

平成30年　岩手県薬学・薬事関係者懇話会　新年会開催
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会務報告

月　日 曜 行　　事　・　用　　務　　等 場　　所 参　加　者

12

2 土 薬物乱用防止教室講師研修会 岩手県薬剤師会館
4 月 城西大学薬学部企業説明会 城西大学 宮手、熊谷
7 木 市町村職員等在宅医療・介護連携基礎研修 リアスホール 金野

いわき明星大学訪問 いわき明星大学 宮手、熊谷
8 金 奥羽大学職業研究セミナー 奥羽大学 宮手、熊谷

日薬　研究倫理に関する全国会議 日本薬剤師会 工藤(賢）
9 土 日薬連　東北ブロック協議会　 ＪＡＬシティ仙台 会長ほか
10 日 鈴木俊一衆議院議員オリンピック担当大臣就任を祝う会 ホテルメトロポリタンニューウィング 会長ほか

東北地区調整機構大学間小委員会・実務実習小委員会合同会議 ホテルルイズ 熊谷ほか
11 月 東北厚生局長就任挨拶 岩手県薬剤師会館 会長
14 木 日薬　試験センター技術研修会（～15日） 日本薬剤師会 吉田

予算編成会議 岩手県薬剤師会館
17 日 高橋ひなこ選対解散式 ホテル東日本盛岡 会長
18 月 岩手県自殺対策推進協議会 エスポワールいわて 熊谷
19 火 薬局ビジョン推進事業北上地区第２回事業検討会 北上市役所 熊谷
20 水 薬局ビジョン推進事業花巻地区第２回事業検討会 花巻市役所　新館 熊谷
21 木 第７回常務理事会 盛岡グランドホテルアネックス
26 火 第53回岩手県学校健康教育研究大会 アイーナ 会長
27 水 平成29年度岩手県献血推進協議会 エスポワールいわて 宮手

薬局ビジョン推進事業宮古地区第２回事業検討会 シーアリーナ 熊谷
28 木 公益社団法人岩手県予防医学協会忘年会 盛岡グランドホテル 会長

1

7 日 東日本大震災復興フォーラム in けせん（～8日） 大船渡商工会議所会館ほか 会長ほか
10 木 岩手災害ロジスティクス研修 岩手医科大学矢巾キャンパス 熊谷、佐藤(裕）
13 土 岩手県医師会・岩手県歯科医師会新年交賀会 ホテルメトロポリタンニューウィング 会長

平成29年度第２回薬局ビジョン推進事業ＷＧ会議 岩手県薬剤師会館
17 水 第４回都道府県会長協議会 日本薬剤師会 会長

東北厚生局による新規個別指導 花巻市 村井
20 土 第５回理事会・第５回地域薬剤師会会長協議会 盛岡グランドホテル

岩手県薬学・薬事関係者懇話会新年会 盛岡グランドホテル 会長ほか
21 日 病院・薬局実務実習東北地区調整機構第47回会議 ホテルルイズ 会長ほか

日薬　実務実習に関する東北地区ブロック会議 ホテルルイズ 会長ほか
保険薬局部会　平成29年度　保険薬局新任薬剤師研修会 岩手県薬剤師会館

22 月 平成29年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会第５回実行委員会 岩手県庁 会長ほか
24 水 日薬　学校薬剤師部会全国担当者会議 日本薬剤師会 宮手、佐々木(宣）

東北厚生局による新規個別指導 盛岡市 押切
26 金 チームもりおか第９回ケアマネジャー対象研修会 アイーナ 川崎
27 土 第2回岩手県立病院南部地区薬剤部門研修会 岩手県立大船渡病院 金野
28 日 認知症対応力向上研修 エスポワールいわて
29 月 東北厚生局と岩手県による社会保険医療担当者の監査 農林会館 畑澤(昌）、東
30 火 東北厚生局と岩手県による社会保険医療担当者の監査 農林会館 会長、畑澤(昌）

多職種連携セミナー（北上） 日本現代詩歌文学館
31 水 東北厚生局による新規個別指導 北上市 本田

第23回岩手県がん対策推進協議会 盛岡勤労福祉会館 宮手
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平成29年度岩手県学校環境衛生優良校表彰

　平成 29 年 12 月 26 日（火）にアイーナで開催された第 53 回岩手県学校健康教育研究大会において次の
学校を表彰しました。

≪小学校の部≫
表彰区分 学　校　名 学　校　長 担当学校薬剤師 教育事務所名
優秀校 盛岡市立北厨川小学校 佐々木　幸　彦 熊　谷　明　知 盛　岡
優良校 宮古市立千徳小学校 藤　澤　　　崇 鈴　木　昌　代 宮　古

≪中学校の部≫
表彰区分 学　校　名 学　校　長 担当学校薬剤師 教育事務所名
優良校 盛岡市立土淵中学校 畠　山　雅　之 髙　野　　　恵 盛　岡

平成29年度岩手県学校環境衛生優良校選定の講評
一般社団岩手県薬剤師会学校薬剤師部会

部会長　宮手　義和

　本年度は、小学校の部に 2校、中学校の部には
1校のご推薦をいただきました。応募校の増加を
期待し今年度から各市町村教育委員会から直接の
推薦をお願いしましたが、全体で 3校と少ない応
募での審査となりました。しかし、応募されたい
ずれの学校も環境衛生定期検査をはじめ学校環境
衛生管理全般にわたって熱心に取り組まれ、各学
校独自の学校環境衛生活動がなされている様子が
うかがわれました。
　審査につきましては、3名の審査委員が 17 項
目について、5段階評価で採点をしました。
　今年度も応募された学校はいずれも活動が充実
しておりましたが、残念ながら、小学校の部、中
学校の部とも最優秀校の選定はありませんでし
た。優良校として小学校の部では盛岡市教育委員
会推薦の盛岡市立北厨川小学校、宮古教育委員会
推薦の宮古市立千徳小学校、中学校の部では盛岡
教育委員会推薦の盛岡市立土淵中学校を選出しま
した。残念ながら最優秀校は選出できませんでし
たが応募書類を拝見した結果、いずれの学校も
しっかりとした環境衛生活動が行われている様子

がうかがわれ、完璧ではありませんが定期点検・
日常点検等報告書や執務記録などについての書類
も添付されていました。また、学校保健活動にお
いては、学校保健委員会がその活動の中心となり
ますが、各校においては委員会を開催する中で、
学校薬剤師をはじめ学校医、学校歯科医が学校環
境衛生活動、薬物乱用防止啓発活動、生活習慣病、
食育教育、性教育、歯科検診・予防と学校保健の
向上に対する熱意がうかがわれました。また、学
校保健委員会の構成委員として、多くの学校では
専門委員や学校代表委員の他に PTA代表委員の
参加があり、学校教育、家庭、地域との連携によ
る快適な環境作りなど積極的な学校経営に対する
期待の大きさが感じられました。
　学校保健安全法で「学校環境衛生基準」が決め
られ環境衛生検査実施と評価が義務化されてお
り、学校長にその対応と責任が課せられることと
なっています。教室の環境に係る検査の実施面か
らは、「換気及び保温」の検査項目として「ダニ
又はダニアレルゲン」、「ホルムアルデヒド」も定
期的な検査が必要です。応募各学校では教室等の
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空気検査について最低年１回は確実に検査されて
いましたし、ダニまたはダニアレルゲンやホルム
アルデヒドについても検査が実施されていまし
た。特に空気検査ではロガーを用いて詳しい分析
を行っている学校もありました。「採光及び照明」
の検査について本年は全応募学校で年１回以上の
検査がなされておりましたし、検査結果書も添付
されていました。本県は全般に学校が立地的に静
かな環境な場所にあるためか、例年と同様に「騒
音」については大都会とは違い他の項目に比べ認
識が薄い様に感じられました。「飲料水等の水質
及び施設・設備」、｢水泳プール｣ についての検査
も各学校で実施されていました。その他 ｢学校の
清潔、ネズミ、衛生害虫及び教室の備品｣、｢日常
における環境衛生｣ についても、今回の応募校は
意識的に活動している様子がうかがえました。
　医薬品がインターネット販売で購入できること
となり、それに伴い、セルフメディケーション用
医薬品が専門家の説明がないまま安易に購入でき
るものになりました。したがって、小学校の段階
から、これまで以上に「くすりの正しい使い方」
に関して学習していく必要性があると思います。
新学習指導要領では、中学校から薬の取り扱いや
正しい使い方についての項目が盛り込まれまし
た。さらに、これまでもさまざまな工夫をこらし
て実施しておりました薬物乱用防止啓発講座につ
いても、継続して取り組む課題であります。今回
は応募の学校では薬物乱用防止講座や「くすりの
正しい使い方」講座の実施が報告されていました
が、今後とも学校薬剤師と相談、連携して講座の
全学校の実施が望まれます。
　今回の推薦、ご応募を基にして、今後も学校と
学校薬剤師との連携を密にし、学校環境衛生の確
立に努めていただきたいと存じます。当方としま
しても応募校の増加への検討をさらに行う予定で
ございますので、ご意見をいただければ幸いです。
最後に、応募に係わられました関係各位に感謝申
し上げます。ありがとうございました。
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受賞おめでとうございます

○平成29年度　岩手県学校保健功労者表彰
表彰式・平成29年12月26日（アイーナ）

盛岡薬剤師会　　川　目　聖　子 先生

花巻市薬剤師会　伊　藤　光　司 先生

気仙薬剤師会　　黄川田　尚　子 先生

宮古薬剤師会　　佐　藤　寿　子 先生

二戸薬剤師会　　金　澤　貴　子 先生
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理事会報告

第７回常務理事会　平成29年12月21日（18：30～20：00）　　盛岡グランドホテルアネックス
報 告 事 項 1 会務報告と今後の予定について

2 保険薬局部会から
3 非常時･災害対策委員会から
4 医薬品試験委員会から
5 調剤過誤対策委員会から
6 全国担当者会議等について
7 その他

協 議 事 項 1 平成30年度事業計画及び予算案について
①平成30年度事業計画
②平成29年度補正予算案及び平成30年度予算案について

2 平成30年度の会費額について
3 理事及び監事の報酬等の総額について
4 岩手県薬剤師会 会長候補者選挙に関する公示について
5 第69期臨時総会について
6 平成29年度第２回東北６県会長・日本薬剤師会代議員合同会議について
7 その他

第５回理事会・第５回地域薬剤師会会長協議会　平成30年１月20日（14：00～16：00）　盛岡グランドホテル
報 告 事 項 1 会務報告と今後の予定について

2 第４回都道府県会長協議会について
3 平成29年度 日本薬剤師会 研究倫理に関する全国会議について
4 被災地薬剤師確保事業について
5 患者のための薬局ビジョン推進事業について
6 認知症対応力向上研修について
7 非常時・災害対策委員会から
8 調剤過誤対策委員会から
9 保険薬局部会から
10 「薬学薬事関係者懇話会・平成30年新年会」について
11 その他

協 議 事 項 1 平成30年度事業計画案について
2 平成30年度予算案について
3 平成30年度の会費額について
4 理事及び監事の報酬等の総額について
5 岩手県薬剤師会 会長候補者選挙に関する公示について
6 第69期臨時総会について
7 その他

会長協議会協議事項 1 平成29年度の県薬事業について
・自殺対策強化事業について
・非常時・災害対策に関する地域薬剤師会担当者会議の開催について
・地域薬剤師会における在宅医療推進に関するアンケートについて

2 日薬総会での東北ブロック代表質問について
3 意見・情報交換
4 その他



24

会
　
務

委員会の動き

非常時・災害対策委員会から

委員長　佐藤　裕司

「委員会の事業方針並びに活動報告について」

【平成 29年度の事業方針】
　東日本大震災から 7年目が過ぎようとしている
が、昨年度の台風 10 号による災害や今年 5月の
九州での大雨による災害等日本各地で自然災害に
よる復興・復旧が行われている。
　当委員会では、これまでの経験を踏まえ、医療
に従事する薬剤師及び薬剤師会が災害時に行うべ
き活動と、平時の準備 ･防災対策をまとめた「非
常時・災害対策マニュアルの周知」及び「連絡網
の整備及び訓練」に励むと共に、今後起こり得る
同様の大災害に備えるため、地域薬剤師会や関連
する諸機関 と効率的かつ効果的に連携できる体
制の構築や実際医療活動を行うことのできる薬剤
師の育成を目指す。
　また、「災害時対応」をキーワードに各医療機
関のみならず、行政をはじめ、他機関・団体との
連携を行うため積極的にアプローチし、情報の収
集と共有を図っていく。

【平成 29年度の主な活動】
1.�災害携帯メール訓練
➡平成 29 年 3 月 10 日（金）　事務局発信
　　返信率 36 名（75％）
　平成 29 年 4 月 14 日（金）　委員長発信
　　12 時間以内の返信率 31 名（64.5％）
アンケート集計：PCメールより携帯メール
61.5％（92.3％）が迅速であった

　上記の結果を参考に通信手段の現状と今後の体
制については、今年度の予算を活用し、災害時に
迅速かつ運用できる「Yahoo! 安否確認サービス」
等の契約を早期に行い、今年度の災害メール訓練
に活用し実証検証を行うこととしている。

2.�九州北部豪雨災害義援金
　会員及び会員薬局に災害義援金を呼びかけ、集
まった義援金を日本赤十字社に送金した。
　送金額：1,521,348 円（254 件）

　※ 日本赤十字社に送金した全額が、被災県に設
置された義援金配分委員会を通じて、被災さ
れた方々に届けられる。

3.�非常時 ･災害対策に関する研修会
　平成 29 年度被災地薬剤師との交流バスツアー
の一環として開催し、ツアーに参加した学生と一
緒に災害対策について学んだ。
日時：平成 29 年 7 月 30 日（日）
会場：釜石情報交流センター多目的集会室
　　　参加者：44 名（薬剤師 30 名　学生 14 名）
内容：
⑴ 被災者が仮設住宅から復興住宅に移る
　 フェーズにおける課題等について

釜石市市民生活部次長
兼地域づくり推進課課長　見世　健一

 

⑵ 東日本大震災津波被災地における
　 大阪府薬剤師会の支援活動　

一般社団法人大阪府薬剤師会
副会長　乾　英夫
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⑶ 災害時の医療における薬剤師の役割
一般社団法人釜石医師会

理事　寺田　尚弘
⑷ 災害時における薬剤師の役割とは？
　 そのために今何をするべきか（ＳＧＤ）

4.�平成 29年度　岩手県総合防災訓練
　平成 29 年 8 月 26 日（土）に岩手県総合防災訓
練が盛岡市・紫波町そして矢巾町を会場として開
催され、岩手県薬剤師会では、盛岡薬剤師会と合
同で参加した。
【訓練内容】
①「避難所における感染症予防対策訓練」
消毒剤の濃度調整、簡易マスク作成、CO2 濃度
測定

② 「集積所のおける医薬品仕分け訓練」OTCを
含む

　・支援医薬品の分別・整理
　・医薬品集作成等
③「避難所医薬品供給訓練」
　・ OTC 薬や定期薬によるトリアージ及び医薬
品供給訓練の実施

④「モバイルファーマシーの展示」
⑤訓練終了後
　「非常時・災害対策に関する研修会」
　・ ＤＭＡＴ隊員としての活動及び支援の心構え
について

岩手県立中部病院薬剤科　高橋　秀和
　・ ＳＧＤ「非常時 ･災害時に薬剤師は何ができ
るのか？」

5.�講師派遣
・災害看護研修会
　　日時：平成 29 年 11 月 18 日（土）
　　会場：岩手県立大学共通講義棟講義室
　　派遣講師：

　　　　　　　盛岡赤十字病院薬剤部製剤係長
梅村　景太

　　　　　　　岩手県薬剤師会常務理事
中田　義仁

6.�学会発表
・第 37 回　岩手薬学大会
　「台風10号による岩泉町災害救援活動について」

宮古薬剤師会　千葉　侑希

・第 50 回日本薬剤師会学術大会
　 「宮古薬剤師会の台風 10 号岩泉町災害時活動に
ついて」

宮古薬剤師会　内田　一幸

7.�その他の活動
⑴ 緊急通行車両登録
⑵ 岩手県地域防災計画修正案に係る意見提案
⑶  岩手医科大学災害時地域医療支援教育セン
ター主催研修会の周知
①日本集団災害医学会災害薬事研修
②岩手県災害医療ロジスティクス研修
③災害時のメンタルヘスケア研修

【終わりに】
　災害は、いつどこで発生するかわかりません。
各地域で発生した際、先ずはその地域の様々な団
体が協力し対応しなければならないと思います。
その協力団体の一つに地域薬剤師会あるいは県薬
剤師会も含まれることになります。日頃から「災
害時」を意識し、行動できるには、継続的な訓練
が必要と考えます。
　平時・有事に関わらずに国民の健康な生活を確
保するため、機能・活躍できる薬剤師でありたい
と思います。
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調剤過誤対策委員会から
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保険薬局部会から

部会長　畑澤　昌美

　現在、当会は薬剤師・薬局を取り巻く様々な問
題解決に向けて「かかりつけ」機能の周知や健康
サポート薬局の積極的な推進等の取組を行ってい
るところです。
　この度、当部会で県民に向けて薬に関する様々
な啓蒙及び薬剤師職能のアピールを目的にテレ
ビ番組（本編 2分×全 12 回）を下記のように制
作致しましたので、ご覧いただ
きますよう、また一般向け案内
（QR コード）をご利用いただ
き薬局待合室等へ掲示いただき
ますよう、お願い申しあげます。

記

放送局：テレビ岩手
番組作成：フロム岩手
番組名：「くすりと健康ワンポイント」
放送日：毎週火曜日
放送時間：21 時 54 分
※ ゴールデンタイムの枠のため、キー局（日本
テレビ）の番組編成変更（特別番組やオリン
ピック放送など）による放送時間が変更にな
る場合があります。

放送予定
第 1回 （1 月 9 日） 「お薬手帳」
　（放送時間が 22 時 54 分に変更）

会長　畑澤博巳
第 2回 （1 月 16 日）「かかりつけ薬局」
　（放送時間が 22 時 54 分に変更）

専務理事　熊谷明知
第 3回 （1 月 23 日）「学校薬剤師」 畑澤昌美
第 4回 （1 月 30 日）「薬の飲み合わせ」

保険薬局部会副部会長　押切昌子
第 5回 （2 月 6 日） 「ジェネリック医薬品」

保険薬局部会幹事  東  透
第 6回 （2 月 13 日）「薬の正しい服用法」

保険薬局部会副部会長　八巻貴信
第 7回 （2 月 20 日）
　「在宅医療における薬剤師の役割」

在宅推進委員会委員長　中田義仁

第 8回 （2 月 27 日）「スポーツと薬物」
アンチ・ドーピング委員会委員長　本田昭二

第 9回 （3 月 6 日） 「一般用医薬品と健康食品」
一般用医薬品対策委員会委員長　畑澤昌美

第 10 回（3月 13 日）「病院薬剤師（仮）」
病院・診療所勤務薬剤師部会部会長　本庄伸輔
第 11 回（3月 20 日）「医薬分業とは？」

専務理事　熊谷明知
第 12 回（3月 27 日）「薬剤師になりませんか？」

会長　畑澤博巳

●平成 28 年度・医薬品販売制度実態把握調査結
果が既に発表されていますので、ご覧いただいた
こと思いますが、名札等による専門家の区別が平
成 25 年をピークに低下し、平成 28 年度調査では
約 17％ができていないなど、残念ながら全般的
に医薬品販売制度の遵守が低下している傾向が見
られます。
　そこで、下記を今一度、ご確認いただきますよ
う、お願い申し上げます。

記
① 業務中は名札を必ず着用し、職種の区別を明確
にする。（名札が裏返ってもわかるようにする）
② 要指導医薬品や第一類医薬品販売時には使用者
を確認し、文書を用いて情報提供する。
③ 要指導医薬品や第一類医薬品の情報提供内容に
ついて、理解の確認を行う。
④ 指定第二類医薬品については「禁忌の確認」や
「使用について薬剤師等へ相談すること」を確
実に認識できるよう掲示する。（掲示をしてい
ても購入者が認識できなければ掲示の意味があ
りません。）
⑤ 濫用のおそれがある医薬品を複数販売する場合
には必ずその理由を確認する。
⑥ 要指導医薬品や第一類医薬品は「薬剤師」が販
売しなければならず、薬局で積極的に取り扱う
必要がある。
⑦ 要指導医薬品や一般用医薬品を全く取扱ってい
ない薬局が 15％程度存在し、更なる取扱いの
推進が必要である。
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地域薬剤師会の動き

奥　州　薬　剤　師　会

会長　小野寺　豊
　本年度の奥州薬剤師会の主な活動の様子を紹介
させていただきます。
【総会】
　平成 29 年度の奥州薬剤師会の活動の開始は 6
月 1日サンパレスホテルで開催された総会から始
まりました。岩手県薬剤師会の畑澤博巳会長をお
招きして前年度の活動報告、決算報告、今年度の
活動案、予算案、会則変更について協議し了承さ
れ無事閉会されました。
　その後、恒例の懇親会が和やかに開催され、会
員相互の親睦を深めました。

【奥州医師会との合同での研修会の開催】
　今年度は奥州医師会から提案があり、医師会と
合同で研修会も開催しました。以下研修会の内容
を紹介させて頂きます。
第 1回  「バナナとアイスクリームで考える慢性便

秘の問題点と改善法」
第 2回「慢性骨髄性白血病の治療」
第 3回「糖尿病とリポ蛋白代謝異常」
　　　  「多剤併用時代における 2型糖尿病の治療

と今後の課題」
第 4回 「岩手県立胆沢病院における心不全治療に

ついて」　
　　　 「心不全の現状と治療について」
第 5回 「西洋医のための漢方入門～知っておきた

い消化器疾患 7処方～」
第 6回 「今後の糖尿病治療における配合錠の意義

について」
第 7回 「医療法人しんたろうクリニックにおける

ＩＢＤ患者の現況」
第 8回 「骨粗鬆症の薬物療法に関する最新の話題

～抗RANKL抗体新たな展開」
第 9回「TDDS製剤の特徴と服薬指導のポイント」

　前年度までの薬剤師会単独開催の研修会よりも
専門性が高く内容も高度なものが多かったのです
が、多数の会員に参加して頂き、薬学に限らず、
最新の医療に関する情報に触れることができ、研
鑽を積むことができたと思います。また研修会後
の情報交換会を通して医師会の先生方と親睦を深

めることができました。
【三師会の連携強化】
　恒例の三師会の懇親会が 8月１日に開催されま
した。
　本年度は薬剤師会が主催という事で、懇親会に
先立ち、当会の八巻副会長から、昨年度県薬事業
として行われた、患者のための薬局ビジョンの活
動についての報告をしました。今年度奥州医師会
が県医師会の在宅医療のモデル地区に指定されて
いることもあり、薬剤師会以外の先生方にも興味
を持って聴いて頂けたと思います。
　引き続き行われた懇親会では例年通りお互いの
会の枠組みを超えて懇親を深める事ができました。
　また今年度も三師会合同のゴルフコンペが春秋
２回開催され、好プレー、珍プレーが繰り広げら
れたと伺っております。

【行政と協力しての活動】
　継続事業として、健康おうしゅう２１の、（た
ばこをやめたい人がやめられるように支援）の活
動を行っています。忙しい業務の中、御協力を頂
いた 21 薬局で個別禁煙指導を行い、希望者には、
初回分は無償でニコレット、ニコチネルパッチを
活用して指導しています。例年禁煙希望の 6割く
らいの方が禁煙に成功しているようです。今年度
はどのくらいの成功率になるか興味がもたれると
ころです。
　また今年度は奥州保健所からの依頼があり、胆
江地域医療安全対策研修会と結核予防研修会を医
師会、歯科医師会とともに共催しました。

【薬と健康の週間】
　例年通り各薬局でのポスターの掲示、パンフ
レットの配布の他、初の取り組みとして地元紙「胆
江日日」に薬と健康の週間に関する広告を掲載し
て、少しでも市民の皆さまに関心を持って頂けた
と思います。

　以上今年度の奥州薬剤師会の活動の一部を紹介
させて頂きました。
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　北海道・東北 7道県の薬剤師会試験センターの
連絡協議会が平成 29 年 11 月 10 日（金）の午後
2 時 30 分から午後 5 時、アイーナ　いわて県民
情報交流センター 8 階　会議室 802 を会場に開
催されましたのでご報告いたします。
　参加者は各道県薬の試験センター担当役員、技
術部門管理職、技師など 18 名で、日薬試験検査
センター委員会報告、各道県提案の協議事項の討
議、次年度開催県の決定などを協議しました。
１．開会のあいさつ
　一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター　所
長　宮手義和からご来盛の歓迎と日本薬剤師会試
験検査センター委員会委員長報告の依頼、各道県
から提案の協議事項への積極的協議のお願いを申
し上げました。

２．日本薬剤師会委員会報告
　公益社団法人日本薬剤師会試験検査センター委
員会　委員長　川村　仁先生から
①委員会の活動として計画的試験以外に平成 29
年度は薬局製剤中のカフェイン水和物試験を、平
成 30 年度には貼付剤の粘着力試験を検討してい
ることや 23 試験機関の協力を得た健康食品、機
能性食品の安定試験結果については委員会初の学
術論文として投稿中で現在査読中であるとの報告
がなされました。
②技術研修会は平成 29 年 12 月 14 ～ 15 日に日薬
会議室で開催予定であり、吸入剤関連試験法の概
要、経皮吸収型製剤の粘着特性の講義のほか、学
校環境衛生活動、学校給食の衛生管理についての
研修を行う予定とのことでした。
③医薬品クロスチェック（外部制度管理）では平
成 28 年度 4 つの機関で Zスコアが 2を確保でき
ていなかったし、平成 29 年度は 3つの機関が外
した。単純な計算ミスなどもあり薬剤師会の検査

機関あるいは登録検査機関として信用信頼が揺ら
ぐので、何とか底上げをしたいと考えているとの
ことです。

３．各道県からの提案協議事項に対する協議
　各道県から寄せられた協議事項について、参加
した施設の現状や対応について意見交換を行いま
す。今回は 8つの議題が提案されました。
①昨年度（最近）実施した医薬品試験（計画的試
験や依頼試験）での、参考情報、苦慮した点、感
想等があれば教えていただきたい。【福島県】提
出理由：今後の医薬品試験検査業務の内容充実の
ため、参考となる情報を得たい。
北海道：定量 100 件、溶出 30 件を実施した。
青森： 溶出試験対象品目は多くの施設においてあ

る製品を考慮して決定している。点眼薬の
細菌試験も実施、定量試験は分光光度法か
らHPLC法に移行した。

秋田： 試験対象製剤は委員会にて決定している。
溶出試験 540 件を実施した。

宮城：メトホルミンの溶出試験を実施した。
福島： 溶出試験、定量試験では異常はなかった。

質量試験では 2割位にばらつきがあった。
山形： 製薬メーカーからの依頼試験有、HPLC、

HS/GC の条件設定や色素の扱いに苦慮し
ている。

岩手： 各年度、全薬局の半数を対象に溶出試験、
質量偏差試験、定量試験を行っているが兼
務業務で時間調整が厳しい。

②業務について対外的な発表等を行っているかお
教えいただきたい。なお、その際に薬剤師会内で
の精査（別の委員会；例えば倫理法制委員会など）
がなされているかも併せてお教えいただきたい。
【宮城県】

一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター
所長　宮手　義和 

平成29年度北海道・東北ブロック試験センター連絡協議会報告

検査センターのページ
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北海道：給衛協のみ、審査委員会はなし。
青森： 給衛協、日環協、委員会による精査等なし。
秋田：日薬学術大会、精査なし。
宮城：県内学術大会、精査なし。
福島：県内の病薬学術大会。
山形： 給衛協、日環協、委員会による精査等なし。
岩手：給衛協、精査なし。

③他の施設（大学等）との技術的な連携や共同研
究の事例があるかをお教えいただきたい。【宮城
県】
北海道： 北大、北医療大と先天性代謝異常につい

て連携研究。
青森：現在はなし、新企画検討中。
秋田：なし。
宮城： 現在はなし、以前に東北医科薬科大の連携

ある。
福島：なし。
山形：なし、検討したい。
岩手： 岩手大学の「岩手女性研究者支援ネットワー

ク」に参加。

④予算の取得アピールはどのようにしているかを
お教えいただきたい。【宮城県】
北海道： 各部署から部長へ提案、優先順位を考慮

し決定する。当年度に必要か検討する。
故障対応の為予算にフリーの枠を設けて
いる。 

青森： 高額機器類は県薬に伺いを立て、会の承認
を得て購入。

秋田： 県薬の会計委員会に諮り HPLC が更新で
きた。

宮城： 機器購入には説得に数年かかるし維持費も
大変である。

福島：会長、役員会の承認により決定する。
山形： 現場から役員会に提案し、選定委員会にて

機種等を決定する。
岩手： 毎年度予算は経営状態を考慮し決定する。

高額機器については優先ランクに従い更新
時期を検討している。

⑤各県において、受けておられる精度管理（外部）

を教えていただきたい。【山形県】
北海道： 日環協、給衛協、食品薬品安全センター、

日本食品検査協会、日本食品分析セン
ター、日本冷凍食品協会、日本分析セン
ター。

青森： 北海道と同じ、年間 18 件程度、60 数万円
かかる。 

秋田：日薬、厚労省。
宮城：医療関係の制度管理。
福島：県の薬務課。
山形：受けたほうが良いと思う。
岩手：青森、北海道と同じ

⑥HPLC 等のオートサンプラーに使用するバイ
アルの採用基準について教えてほしい。【秋田県】
（秋田県で標準品をバイアルに入れたところ塩基
性のためバイアルに吸着して正確な値を得ること
ができなかった。品質保証バイアルを使用すると
間違いはないが、コストがかかるため、すべての
試験で使用することはできない。バイアルの採用
基準について教えてほしい。）
北海道：ガラス、PPの物をディスポで使用。
青森： バイアル変更の時に確認。メーカーにサン

プル品を提供してもらい妥当性を確認して
から採用。

秋田： 北海道と同じく、ワーファリン試験の時、
ウォーターズ、島津で吸着を経験した。

宮城： 純正のキャップで振って、ゴーストのない
ものを使用している。

福島： 濾過のメンブランで吸着の経験あり。バイ
アルの使用経験はない。

山形：メーカーに相談してから。
岩手：事例なし。

⑦試験センターの施設・設備のセキュリティにつ
いて【秋田県】（施設への防犯監視（監視カメラ、
防犯カメラの導入等）、警備システムについてお
聞きしたい。警備会社等のサービスを利用してい
る場合についても、どのようなサービスを利用し
ているか教えていただきたい。）
北海道： 10 年前までは管理人が常駐、現在は

ALSOKに依頼、動感、人感センサー対応。
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青森： ALSOKに依頼、不審者対応として非常ボ
タンも設置、監視カメラも試薬室 2台はじ
め入口、試験室、駐車場等に配置、保冷庫
内閉じ込め対策システムも導入している。

秋田： 県所有の建物なので独自対策は行っていな
い。

宮城： 財団の施設に間借りしている（セコム加入）。
医薬品検査センター部はダミーを置いてい
る。覚せい剤試験機関であり標準品は県薬
会館に保管している。

福島： 県薬会館内にあり、セコムに依頼。カメラ
には録画機能はない。

山形：ALSOKで一般的な対応。
岩手： セコムに依頼、カメラ設置はなし。駐車場

の門も施錠して退所。

⑧各試験センターの業務支援システムの稼働状
況、利点、弱点、改良が望まれる改良点、メイン
テナンスの頻度について教えてほしい。【岩手県】
北海道： 2 年前に更新、水質のデータ管理がメイ

ン、会計は検査システムとは別。手作業
も多く残っている。

青森： 基本的には結果書を作るシステム（web
で公開）。今後ペーパーレス化を目指した
い。

秋田：県薬事務局の会計システム。
宮城： 県薬に会計システムはあると思うが、検査

システムはない。
福島： 20 年前のシステムで帳票管理。開発力が

不足している。
山形： 会計システムはある。浄化槽業務のシステ

ムを導入した。その他は検討中。
岩手：現在、システム全面更新作業中。

４．次年度開催県について
　現在の順番では次回は青森県の開催であるが、
この順番でいくと、来年度から本連絡協議会と情
報センター連絡協議会が同じ都市での開催となる
ことから、来年度の本協議会は北海道札幌市での
開催とすることとし、来年度札幌、再来年度青森
の順に変更することとなりました。

　本協議会は道県薬検査センターの情報交換の場
として各道県持ち回りで開催しているものです。
統一した事業を決定して実施する集まりではあり
ませんが、それぞれが抱えている問題点、悩みな
どを同じ目線で話し合え、各センター運営の参考
になる会議の一つです。次回岩手での開催は 7年
後ですが、その時を楽しみに報告といたします。
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　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―自ら心身の健康を育み、安
全を確保できる子供の育成―をメインテーマとし
て、平成 29 年度全国学校保健安全研究大会が 11
月 16 日（木）、17日（金）の 2日間にわたり三重
県津市の三重県総合文化センターにおいて開催さ
れました。また、16 日には第 67 回全国学校薬剤
師大会が同じく三重県津市のホテルグリーンパー
ク津で開催されました。両大会並びに分科会に参
加してきましたので報告を兼ね投稿いたします。
　まず、学校保健安全研究大会第 1日目ですが、
最初に開会式が行われ林芳正文部科学大臣（代
読）、公益社団法人日本学校保健会横倉義武会長
（代読）など主催者挨拶があり、続いて三重県知事、
津市長の祝辞、歓迎の挨拶が述べられました。（写
真 1）

写真 1．開会式　文部科学大臣式辞

　本研究大会は学校保健、学校安全等の推進、普
及発展に貢献された個人、団体を文部科学大臣が
表彰する場でもあります。全国から学校保健関連
として学校医（62 名）、学校歯科医（48 名）、学
校薬剤師（38 名）、校長（2名）、養護教諭（6名）、
学校（21 校）、団体（1団体）、学校安全関連とし
て個人（1名）、学校（21 校）が表彰されました。
岩手県からは学校薬剤師表彰者として気仙支部の
高木久子先生が栄えある表彰を受けられました。
他に岩手県からは歯科医師の先生 2名が表彰を受

けておられます。
　研究大会の記念講演は「学校事故対応に関する
指針とこれからの学校安全」との演題で、東京学
芸大学教育学部教授の渡邉正樹先生が講演され
ました。（写真 2）ご講演の要旨としては、現在、
交通事故や犯罪などは減っており、学校管理下で
の事故も減少傾向にあるが、いろいろな要因から
学校での事故発生は皆無ではない。平成 28 年 3
月に文科省から「学校事故対応に関する指針」が
出され、平成 29 年 3 月には「第 2次学校安全の
推進に関する計画」が閣議決定されている。これ
らを踏まえた学校安全を考える必要があり、ハ
ザードとリスク、学校危険管理の考え方、学校事
故対応の課題、教職員に求められる危機管理能力、
学校安全の取り組みの視点について詳しく解説さ
れました。

 
写真 2．渡辺教授特別講演

　第 1日目の研究大会は 16 時までで、引き続き
場所をホテルグリーンパーク津に変えて 16 時 45
分から第 37 回全国学校薬剤師大会が開催されま
した。オープニングには雅楽の演奏と舞楽が披露
され、伊勢の国の気分が大いに盛り上がる式典と
なりました。（写真 3）この会は日薬と三重県薬
が主催で、開会式、表彰式、特別講演などが行わ
れるものです。開会式では日薬山本会長が「第
67 回全国学校薬剤師大会が、我が国が誇る文化
遺産と景勝の地三重県で開催されましたところ、

平成29年度全国学校保健・安全研究大会ならびに全国学校薬剤師大会に参加して

最近の話題

岩手県薬剤師会学校薬剤師部会
部会長　宮手　義和
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平日のお忙しい中、全国の学校薬剤師の先生方に
お集まりいただき、主催者を代表して御礼を申し
上げます。 また、本年度、学校保健に関する功
績により、栄えある文部科学大臣表彰、日薬学校
薬剤師賞、感謝状を受賞されました先生方の永年
に亘るご労苦に心から敬意を表しますと共に、開
催の準備、連営にあたられました三重県薬剤師会
の皆様をはじめ、日本学校保健会、三重県学校保
健会、三重県教育委員会および関係の皆様のご尽
力に敬意を表する次第です。さて、この数年、我
が国では自然災害が多く発生しており、児童生従
への防災教育や心身の健康の維持・增進を支援す
る啓発活動の充実が社会から求められておりま
す。一方、児童生徒の教育環境等においては、い
じめの問題をはじめとする児童生徒に対するメン
タルヘルスに係る健康問題、大麻や危険ドラッグ
等の薬物乱用問題、またアレルギー疾患を有する
児童生従に対する対応等、環境衛生関連のみなら
ず、児童生徒の心身の健康にかかわる様々な課題
が、解決すべき問題として山積しており、児童生
徒が心身共に健康な学校生活を送れるよう安心・
安全な環境づくりや学校環境衛生の向上に向けた
活動が大切であると認識しています。一方、2020
年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控
え、ドーピングのない健全なスポーツ文化の発展
が、社会的なニーズとして強く求められており、
スポーツファーマシストの活動などを通じて、医
薬品適正使用に向けたくすり教育の充実も一層重
要性を増しているものと思います。このような状
況の下、「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～学校保健管理の一翼
を担う「学校薬剤師」の更なる信頼と貢献をめさ
して～」という本大会のテーマは、まさに時宜を
得たテーマと言えるでしょう。このテーマに込め
られた願いを現実のものとするためには、医師、
歯科医師、薬剤師の学校三師が、これまで以上に
連携を図り、学校関係者と協力し、また保護者の
理解も得ながら、多様化する社会的要請に対応す
ることが求められていることを強く感じておりま
す。最後になりましたが、本大会に参加された皆
様が、大会の成果をそれぞれの現場で活用されま
すよう、そして関係各位の今後のますますのご活
躍とご健勝を祈念申し上げ、主催者を代表しての

挨拶といたします。」とあいさつを述べられまし
た。続いて開催県の三重県薬剤師会西井政彦会長
から大会の意義と津市をはじめとする三重県の紹
介を含めた歓迎のあいさつがありました。（写真
4）さらに祝辞が文部科学大臣（小出調査官代読）、
日本学校保健会会長（代読）、三重県知事（代読）、
三重県学校保健会会長から述べられました。（写
真 5）

写真 3．オープニングの舞楽

写真 4．山本日薬会長挨拶

写真 5．小出調査官による祝辞
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　表彰式では文部科学大臣賞受賞者へ山本会長か
ら記念品の授与があり、本県受賞者の高木久子先
生も記念品を受け取られ、（写真 6）その後、日
本薬剤師会学校薬剤師賞（10 名）と学薬活動協
力者感謝状の授与式が行われました。

写真 6．表彰式に臨む高木先生

　薬剤師大会特別講演は皇学館大学名誉教授　岡
田昇先生が「伊勢志摩サミットと伊勢の大神宮」
について、サミット出席の首脳たちの参拝の様子
と日本の神への理解、大神宮の成り立ちと国家安
泰、江戸時代の伊勢参宮、内宮と外宮の話で紹介
されました。
　式典、特別講演の後は歓迎の懇親会が開催され、
伊賀流忍者の実演も行われ大いに盛り上がり、楽
しい意見交換の場となりました。（写真 7）

写真 7．余興の忍者ショー

　第 2 日目は課題別研究協議会が開催され、10
課題の協議が行われ、小生は第 6課題「学校環境
衛生」、第 7課題「喫煙、飲酒、薬物乱用防止教
育」の協議に参加しました。第 6課題は学校環境
衛生についての協議で 3名の発表者と指導助言者
の発言の後、講義として岐阜薬大永瀬先生から、

学校環境衛生基準の検査と基準の見直しについて
の話が、第 7課題は 3名の発表と指導助言者の発
言に続き、講義は精神・神経医療研究センターの
嶋根卓也先生から、現在は薬物依存も問題である
がネット依存も大きな問題化してきたこと、ダメ
絶対の話に薬理的説明、薬物乱用相談施設など
ちょっとした話をトッピングすると印象が強くな
ることなどの話がありました。（写真 8）

写真 8．第 7課題の嶋根先生

　以上、2日間にわたり開催されました三重県で
の全国学校保健・安全研究大会の様子を報告いた
しました。来年度の本大会は鹿児島県鹿児島市に
おいて開催されます。非常に遠い場所での開催で
すが、実り多い研修会の一つですのでぜひ参加さ
れることを期待しております。
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質問に答えて

Ｑ. アトピー性皮膚炎について

はじめに
　アトピー性皮膚炎（atopic dermatitis：AD）
は寛解、増悪を繰り返し、強い掻痒を伴う湿疹を
主病変とする慢性炎症性皮膚疾患である。アト
ピー性皮膚炎の小児期全体における疾患有病率は
10～20％とされている1）。一つのアレルギー疾患
を契機に誘導される一連のアレルギー疾患群を意
味するアレルギーマーチのファーストステップと
してアトピー性皮膚炎は存在し、アレルギー性鼻
炎、食物アレルギー、喘息などの他臓器アレルギー
疾患を誘導する。そのため、アトピー性皮膚炎発
症後は早期に介入し、湿疹病変の存在する期間を
最小限にすることが重要である。ここでは、アト
ピー性皮膚炎の病態、治療、外用薬の使用方法に
ついて紹介する。

アトピー性皮膚炎の病態
　アトピー性皮膚炎の病態として重要なのは、皮
膚バリア機能障害と皮膚慢性炎症であり、その結
果、皮膚からのアレルゲンの侵入により感作（経
皮感作）が惹起される。これらの病態には、遺伝
的素因や環境要因などの様々な因子が相互に関与
している。
（1）皮膚バリア機能障害
　皮膚には体の内部を外界の刺激から守るという
バリア機能がある。アトピー性皮膚炎の病変部で
は、皮膚の最外層に存在する角層の構造が障害さ
れ、バリア機能が喪失する。そのため外界の物質
の透過性が高まり刺激物質が容易に侵入する一方
で、皮膚の水分保持能力が低下し水分蒸散量が増
える。
（2）皮膚慢性炎症
　アトピー性皮膚炎の病変部位には、樹状細胞、
リンパ球、好酸球、肥満細胞などが浸潤し、アレ
ルゲンをはじめとする刺激物質がトリガーとなり

炎症を起こしている。さらに皮膚の炎症そのもの、
または炎症に起因する掻破行動によっても、皮膚
バリア機能が障害されるという悪循環に陥る。
（3）経皮感作
　アトピー性皮膚炎ではバリア機能障害とアレル
ギー炎症が共存するために、外部から侵入するア
レルゲンに対して感作が成立しやすい。乳児期の
アトピー性皮膚炎患者では、環境中の食物抗原や
環境抗原にも感作されることにより、その後の食
物アレルギーや気管支喘息などの発症が惹起さ
れ、アレルギーマーチにつながる。そのため、早
期介入により経皮感作を予防できれば、アレル
ギーマーチの進展阻止につながると考えられてい
る。

アトピー性皮膚炎の治療
　アトピー性皮膚炎の治療の基本は、①原因・悪
化因子の検索と対策、②皮膚バリア機能障害補正
のためのスキンケア、③慢性炎症に対する薬物療
法　が基本となる。日本皮膚科学会の「アトピー
性皮膚炎診療ガイドライン2016年版」2）からアト
ピー性皮膚炎の診断治療アルゴリズムを図１に示
す。
（1）寛解導入療法
　寛解導入時には、かゆみや炎症を速やかに軽減
するためにステロイド外用剤やタクロリムス軟膏
などを用いる。軽症の場合は、治療を継続するこ
とで何ら兆候や症状がない「寛解」状態となり、
ステロイド外用剤を中止できる場合もある。アト
ピー性皮膚炎患者の皮膚は一般的にドライスキン
状態にあるため、保湿剤によるスキンケアと患者
教育が必要である。
（2）寛解維持療法
　寛解導入して肌がつるつる・すべすべになった
後も、部分的に症状が持続していたり、皮膚の下

盛岡赤十字病院　丹代　恭太
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図１　アトピー性皮膚炎の診断治療アルゴリズム

図２　アトピー性皮膚炎のステロイド外用剤の使用法
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で炎症がくすぶっていて頻回に再燃を繰り返した
りする場合には、寛解維持療法を行う。患児の皮
疹の状態、自覚症状を点数化した重症度分類や
血清IgE値、血清TRAC（thymus and activation-
rgulated chemokine）値などを参考に病勢の評価
と治療の検討を行い、ステロイド外用剤は保湿
剤と組み合わせて間歇的に使用する（プロアク
ティブ療法）。プロアクティブ（proactive）とは
reactiveを対義語とする形容詞で、先を見越した、
事前に行動を起こしたという意味がある。つまり、
プロアクティブ療法とは、湿疹が出現する前から
抗炎症薬を先に塗布して予防を開始するという治
療である。これにより、症状に応じてステロイド
外用剤を減量できるとともに、炎症再燃の兆候が
現れたら直ちにストロイド外用剤を塗布して重症
化を回避でき、結果としてステロイド外用剤の総
量を減らすことができる。

小児の年齢に応じた薬物療法
　アトピー性皮膚炎の薬物療法の中心はステロイ
ド外用剤、タクロリムス軟膏、保湿剤などの外用
剤である。ステロイド外用剤は薬効の強さにより
５段階に分類されており、湿疹の重症度や部位、
年齢により適切なランクを選択して使用する。ア
トピー性皮膚炎のステロイド外用剤の使用法を図
２に示す3）。
　２歳未満の小児ではストロング以下、２歳以上
ではベリーストロング以下のステロイド外用剤を
使用する。２歳以上ではタクロリムス軟膏を使用
できる。タクロリムス軟膏は分子量が大きく、正
常な皮膚から吸収しにくいため、長期間連用して
も皮膚の菲薄化などの副作用が起こりにくい。一
方で、使用開始時には刺激感、熱感がみられるこ
とがあるので導入時は注意を要する。
　外用剤の塗り方として、擦り込むと痛み、炎症
部位の軟膏塗布量が少なくなることもあるため、
載せるようなイメージで厚めに塗ると良い。ア
トピー性皮膚炎の場合はFTU（Finger Tip Unit）
という軟膏を塗布する量の単位もあり、大人の両
手の手のひら分の面積に0.5ｇ程度塗る。ベタベ
タする程度がちょうど良い塗布量とされている。

おわりに
　アトピー性皮膚炎の治療では、経皮感作を予防
することにより、その後のアレルギーマーチの進
展を阻止できる可能性がある。そのためには発症
後できるだけ早期に介入して寛解導入し、湿疹病
変の存在する期間を最小限にすることが重要であ
る。アトピー性皮膚炎とステロイド治療に関して
は情報が氾濫し、患児やその保護者が不安を抱え、
誤解や偏見が生じやすく、適切な患者教育が必要
となる。指導の際には、疾患および薬剤に対する
正しい情報提供と手技の確認など自宅での継続し
た治療ができるよう支援していくことが求められ
る。
　小児医療における薬剤師の認定資格として小児
薬物療法認定薬剤師（日本小児臨床薬理学会・日
本薬剤師研修センター）がある。患児やその保護
者あるいは地域・社会に向けて、小児薬物療法を
実践する薬剤師が強く求められている。研修会や
市民公開講座の開催等、小児に対するくすり教育
や服薬指導の実践について広く啓蒙されていくこ
とが望まれる。

参考文献
1）Hanifin JM, Reed ML. A population-based 
survey of eczema prevalence in the United 
States. Dermatitics. 18. 82-91. 2007
2）日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガイド
ライン作成委員会; アトピー性皮膚炎診療ガイド
ライン2016年版. 日皮会誌. 2016
3）日本アレルギー学会アトピー性皮膚炎ガイド
ライン専門部会; アトピー性皮膚炎診療ガイドラ
イン2015.協和企画. 2015
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岩手医科大学薬学部神経科学講座
　駒野　宏人

神経科学講座

岩手医科大学薬学部講座紹介

　本講座では、神経科学・脳科学を専門分野とし
て、意欲や動機付け・学習の神経科学および健康
科学について学習・教育活動を行っています。ま
た、研究活動としては、アルツハイマー病（AD）
の治療・予防法の開発を目指した研究をテーマと
しております。
　私の担当科目は、主に中枢薬理や機能形態です
が、ここでは、私が自由科目（必修ではない自由
選択科目）として取り組んでいるものを紹介した
いと思います。また、あわせて研究活動について
の概要を紹介していきます。

　自由科目
　「自ら意欲的に学び成長し続ける人材を育成し
ていくこと」が私の教育方針で、この方針のもと、
脳科学を背景に次ぎのような自由科目を開講して
います。
　＊「自分を変える脳科学」
　近年の脳科学の進歩によって、我々の心や行動
を引き起こしている分子基盤がより深く理解され
るようになり、病気の研究だけでなく、人間がよ
りよく生きるための研究が多くすすめられるよう
になってきています。この講義では、このような
背景のもと、能率のよい学習法や意欲を高める方
法さらに挫折からの回復力を養うにはどうしたら
よいかなど「生きるスキル」に役立つ脳科学を学
び、対話形式のグループワークで理解を深めてい
ます。具体的に少し内容を紹介すると、
　　動機づけ：やらないと罰則を与える「やらね
ばサイクル」を使う学習方法は、回避行動をとら
せ、単純な暗記作業には効果がありますが、応用
力は養えないこと、一方「やりたいサイクル」学
習では、分泌されるドパミンが認知機能を高め、
応用力がつくことが報告されています。そこで「や
りたいサイクル」の動機づけを理解し、
　　i）目標設定：「どんな医療人になりたいか」
などをテーマに自分の夢を描かせる演習を実施し
ます。自分でつくった夢や目標があるとそこに向
かう意欲がわいてきます。
　　ii）小さな課題：意欲を担うドパミンは、越
えられそうな小さな課題の達成感や少し取り組む
ことでやりたくなる（作業興奮）と産生され、ま
すます意欲的になります。そこで大きな課題を自
分ができそうだと思える課題に小分けにすること
を学んでいきます。
　これらの学びとグループワークを通して学生た
ちは、明るくなり意欲的になっていくのを体験し
ております。
　＊「薬離学」
　「薬理学」と同読みにし、薬を離れていくとい
う意味で「薬離学」という独自に命名した自由科
目です。今、日本は超高齢化社会がさらに進んで

います。このままいくと高齢者への医療費が増大
し国家予算の半分を超えていくことが予想されま
す。それを防ぐため、もちろん必要な薬はありま
すが、健康維持や予防を充実させ薬を減らしてい
くことが強く求められています。本講義では、健
康維持のためのセルフメディケーションの一つと
して薬を使わない健康科学を学んでいきます。
　具体的には、メンタルケア、睡眠の効果、運動
の効果、そしてプラセボ―の脳科学を学び、本来
身体がもっている免疫力や抗酸化力などをいかに
活性化するかという「体の中にクスリをつくる」
科学を学びます。また、食生活を含む生活習慣や
健康に関する疫学調査を整理し、薬を使わないセ
ルフメディケーションの方法を考察していきま
す。特に高齢者で問題となっているポリファーマ
シーによる薬物有害事象も学び、それを避けるガ
イドラインを学びます。
　以上、薬剤師は、薬を使わないセルフメディケー
ション・減薬を指導することも、今後、ますます
重要な職務になっていくと考えております。

　研究活動
　次に簡単に研究活動について紹介します。
　本講座では、ADの治療・予防法の開発を目指
し、主に脳内レニン・アンギオテンシン系による
AD原因分子であるアミロイドベータ蛋白（Aβ）
の産生制御について解析を進めています。
　北東北では、高血圧患者の割合が高く、心疾患
や脳卒中のような血管疾患の割合が多いことが知
れています。一方、中年期高血圧は、AD発症の
危険因子にもなっていますが、その発症の分子機
構は不明です。したがって、北東北においては、
血管疾患とともに、高血圧が引き金となるAD発
症の予防・治療対策も重要と考えられます。そこ
で私達は、血圧を制御しているレニン・アンギオ
テンシン系によるAβ産生制御機構を解析してい
ます。これまでの結果として、血圧を制御するア
ンギオテンシン受容体がAβ産生に関わり（Liu 
et al., Scientific Reports,  5:12059, 2015）、 ま た、
ある高血圧薬アンギオテンシン受容体ブロッカー
（ARB）がAβ産生をあげることを見いだしてお
ります（Lui et al., Neurosci Lett.  567:51, 2014）。
今後、さらに詳細なメカニズムを解析し、中年期
高血圧が引き金となるAD発症の機構とその予防
法について明らかにしていこうと考えています。
　以上、本講座では、自ら意欲的に学ぶ健康サポー
ター、そして研究マインドをもつ薬剤師教育に専
念しております。
　今後も、岩手県薬剤師会の先生方のご協力をい
ただき、地域医療に貢献できる人材を育成してい
きたいと思います。先生方のご指導ご鞭撻を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。



ＭＡＴＡＧＩ
　｢漢字の日」にあたる 12 月 12 日、2017 年の世
相を表す「今年の漢字」が【北】と発表された。
北朝鮮のミサイル発射や核実験の強行、九州北部
豪雨、北海道産のじゃがいもの不作、北海道日本
ハムの大谷翔平選手や清宮幸太郎選手、競馬キタ
サンブラックなどが選ばれた理由として挙げられ
たようだ。
　私の 2017 年を漢字１文字で表すと何だろう？
と 1年を振り返る。
　しばらく考えてみたが思い浮かぶのはこれしか
ない。…それは【衰】

　【衰】の筆頭は『記憶力』
　｢ついさっきまでここにあったはずの物がな
い！」なんて事は 70 歳を越える頃の話だと思っ
ていたのに、こんなに早くやってくるとは…。コ
ントの如く、食後「飯はまだかい？」と言う日も
近いのか？

　次に思い浮かぶのは『体力』
　ここ数年の健康診断でメタボの指摘を受けてい
たので一念発起し、ジムに通う事を決意。お洒落
なウエアを新調し颯爽とのぞんだが、ものの 15
分で体が動かなくなり…自分の体力を過信してい
た事を知る。

　極めつけは『肺年齢』
　咳が止まらない時期があり、呼吸機能検査をし
たのだが…結果を見て医師も私は絶句！肺年齢が
なんと驚愕の 95 歳！！平均寿命をはるかに超え
る肺をどうにかせねば…と医師も私も必死。おか
げ様で現在は実年齢＋αまで回復したが、1度も
タバコを吸っていないのにＣＯＰＤと診断された
のは悲しかった。

　2018 年の漢字はどうなることやら…。明るく
前向きな漢字である事を願いたい。

♪　♪　♪　♪　♪

保険薬局　匿名
　2017 年を振り返ると、本当にいろんなことが
ありました。
　4月に新人の事務さんが入社、初の土曜日の開
局、12 月から門前の一般名処方の開始など、め
まぐるしく環境が変化してきたなと感じています。

　その中でも土曜日の一人薬剤師での出勤開始が
印象深く残っています。私の勤務している薬局で
はそれまで土曜日の開局を行っていませんでした
が、基準薬局の要件を満たすにあたり、土曜日も
開局することになりました。土曜日の開局が決
まった当初は他院の見たことのない処方箋が来た
り、在庫のない薬が来たらどうしようと、不安な
気持ちで胸がいっぱいでした。しかし忙しい平日
ではなかなか聞けない健康相談や生活面について
の話を患者さんが話してくれるなど、患者さんの
情報を詳しく聞ける貴重な時間だと感じるように
なりました。
　まだまだ不慣れな私ですが、少しでも患者さん
のお役に立てるような薬剤師を目指し、来年も精
進して参りたいと思う所存です。

♪　♪　♪　♪　♪

保険薬局　S・T
　10 月 28・29 日の 2 日間、岩手県薬剤師連盟主
催の「若手薬剤師フォーラム 2017」に参加しま
した。座学とグループ討論の構成で、座学では薬
剤師連盟の歴史や活動内容を知り、また政治的な
活動を担う薬剤師連盟は薬剤師会と車の両輪であ
ることも学びました。グループ討論では自身の
『夢』について語りあいました。日々の業務に追
われるなか、環境の違う方と研修会を通じて交流
を図れたことはリフレッシュすると共に視野を広
げ、自分を見つめ直しこれからどうあるべきかを
考える機会となりました。
　6月は総会、9月には東北薬剤師会連合大会と
今年は 3度、薬剤師連盟に関わる集まりに参加す
る機会がありました。今まで薬剤師連盟の活動に
ほとんど参加してこなかった私にとっては、新し
い経験をする事が出来た 1年になりました。
　調剤報酬改定が大詰めの時期ですが、薬剤師連
盟の研修を受けた今年は違った見方で行方を見
守っています。

♪　♪　♪　♪　♪

保険薬局　匿名
　薬剤師になってから 4年目になります。そんな
2017 年を振り返ると、個人的には初めて取り組
む仕事が多く、例年よりも忙しなくしていたよう
に思います。具体的には患者さんの自宅に訪問指
導しに行ったり、学校薬剤師をやったりなど。一
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42

会
　
員



般向けに薬の正しい使い方について講演したりも
しました。人前で話すのがあまり得意ではないの
で緊張しましたが、当日は何とか講演できました。
また、学校薬剤師のほうでも薬物乱用について小
学生の前で講演をしました。小学校に赴いて思っ
たのが、やはり児童数が少ないということです。
担当した学校は全校合わせても 20 人いかないく
らいでした。そんな少ないながらも未来ある小学
生たちの心に、話したことが残っていればいいな
と思います。訪問指導は未だに不慣れというか、
手探りでやっている感じがしますが、これからの
医療に求められている分野なのでまだまだ勉強し
ていきたいと思います。

♪　♪　♪　♪　♪

保険薬局　ななちゃん
　私は今年の夏、2回、熱中症を体験した。2回
目は近場の友人宅を訪問する時だった。約5キロ、
日中の散歩には最適な距離と思った。歩を進める
につれ、意識は朦朧とし目がまわる感覚。なんだ
か身体が重い。（ああ、またやっちゃったかも…。）
結局 3キロ過ぎたあたりでダウンし、友人に迷惑
をかけた。その日、北上は花火大会、まさにピー
カン日和だった。
　秋になり、漢方の研修会で「実証」という言葉
を久々に耳にした。
「実証は自身の体調変化に疎く、体を壊してはじ
めて気付く事が多い。過労死が多いのも実はこの
タイプですね。」
　私は明らかにそのタイプ。その後もふとした瞬
間によぎる、研修会での講演内容。（このままでは、
また倒れる…！？）
　2017 年は様々な機会に恵まれ、何事にもアグ
レッシブに取り組み、多くに触れ、刺激を受け、
自分を豊かにすることができた。
　本年は身体の声に耳を傾け、状況判断を誤らな
いように反省を活かしつつ、昨年同様アグレッシ
ブに過ごしたいと思う。

♪　♪　♪　♪　♪

山田旅の人
　平成 29 年 1 月 8 日日曜日に新春の山登りを行
いました。初登頂は山田町と大槌町の境の鯨山標
高 610mでした。鯨山から小鯨山に抜けるルート
で高さは低いものの、実質的には海抜 50 ｍから

のトレッキングで 560 ｍ程度の標高差がありま
す。当初のうちは順調に登っており、鯨山の頂上
で休憩を取り、下りにかかる頃から両ひざが笑っ
てる程度ではなく、辛さを感じ始めました。
　昼食の休憩後、小鯨山 458m への登り道にか
かった時にはどうにか仲間に付いていけました
が、いざ下りにかかると膝の痛みはピークに達し、
50 ｍを降る毎に膝を休めさせないと動けない状
態になりました。仲間にお願いして付き添いを残
してもらい、この情けない状態はどうしてか？と
自問自答しながら、休み休み下山しました。
　結論は７年前の 3.11 の際に町の中央救護所に
約 1 ｶ月の間詰めており、支援の食事を摂りなが
らの生活で、体重が７kg ほど減ったことを喜び
としていたが、普段の食生活に戻り体重は復活。
多忙のための運動不足もあり、結果戻ったのは筋
肉ではなく、体脂肪だけとの結論に達しました。
　対策を立てなくてはと考え、2月 1 日より町の
保健センターで週に 3回程度トレーニングを行う
ことにしました。結果高かったTGや LDL ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙも健常値内に収まりHbA1c も 6%前半で推移
しております。糖尿病の患者さんにも運動の大切
さを自信をもって話せるようになりました。

テーマ：2017年を振り返って

　次号の「話題のひろば」のテーマは、

『 卒 業 』です。

ご意見は県薬事務局へFAXかE-メールで。

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。
⑴　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
⑵　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。
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リレーエッセイ

素敵な食器で楽しい食事を
釜石薬剤師会　小笠原　尚紀

次回は二戸薬剤師会の 阿部　ゆき奈 先生 にお願いしました。

　なんでもない一日、私は「ステーキを食べたいのにナイフがない！」と、1人でくだらない
つぶやきを発していました。転職後、実家のある宮古から釜石へ引っ越し、単身・一人暮らし
を始めた私は、夕食の買出しに日常的にスーパーマーケットに通うようになりました。スーパー
マーケットは、夕方になると様々なお惣菜が値引きになりますが、お肉も足が速いためかよく
値引きされています。普段ほとんど料理をしない私ですが、派手な値引き表示という単純な店
の策略により、外国産のステーキ肉が激安という事に気がついてしまいます。もちろんレスト
ランで提供されるような調理技術や設備なんてないのに、肉には魔力があるのか、無性にステー
キを食べたくなってしまうのでした。そんな時、気がついたのが、私が暮らしている部屋には、
ディナー用ナイフがないという事です。「これでは、焼いたお肉を食べられない！」そんな結
論に至りました。包丁を使い、盛り付け前にカットしておけば、日本人の魂である「箸」だけ
で、全く問題なくステーキを食べる事が出来ます。しかし、この時の私にそんな発想は微塵も
なく、「素敵な夕食を演出するためのナイフを購入する。」その理由を無意識のうちに作り出そ
うとしていました。つまり、ただディナーナイフが買いたかっただけなのです。
　「肉を切る。」それ以外には、ほぼ使わないナイフですが、使用用途が限られた道具には何と
なく愛着があります。例えば、決められた飲み物専用のカップや湯飲み、鼻をかむ・おしりを
拭くなどの用途によって使い分けられる紙、特定の物を開ける栓抜きや缶切りなど、よく考え
るとそのような物は日常生活の中にたくさんあります。専用の道具という発想が、薬を専門家
である薬剤師という自分の仕事のようで、とても好きです。お客さんが来た時に湯飲みにコー
ヒーを入れて出すという規格外（規格外は大げさですね）な人はかなり少数派ですよね？でも、
コーヒーは、コーヒーカップで飲む事で、最大限に美味しくなるのだと思います。
　話は少しそれましたが、今回はせっかくなのでナイフだけではなく、一式揃えようと、盛岡
市菜園にある某百貨店の食器売場へ足を運び、家族の分を含めた 4人分のカトラリーセットを
買いました。私が選んだのは、厚く銀メッキが施されていて、唐草をイメージした素敵なデザ
インの物でした。これを置いた食卓を眺めると我が家（というか私）の粗末な食事はいつもよ
りも少しだけ高級になりました。痛みや変色がある学生時代に購入した古いスプーンやフォー
クが、綺麗な新品に代わると、いつもの朝のグラノーラやアイスクリーム、レトルトカレーで
さえも全て美味しい感じがします。
　せっかく買ったカトラリーセットですが、まだ、ほとんど 1人でしか楽しんでいません。こ
れから、団らんの場にたくさん登場させて、家族の一員のようにしたいと思っています。ただ、
銀は、すぐに硫化してしまうため、卵や玉ねぎなどを食べた後、放置すると変色してしまいま
す。すぐに洗えば問題ないのですが、少し手間のかかるあたりが、より存在感をかもし出しま
す。結局、ステーキは、一度食べたきりで、なかなか二度目になりませんが、今回を機にナイ
フの活躍の場を与えなければと思うのでした。
　以前、干物女という言葉も流行しましたが、洗い物を減らすために、ご飯を食べ終えた飯椀
にお味噌汁やお茶を入れてしまう事、フライパン
や鍋からそのまま食事を摂る事など、ついやって
しまう人もいるかもしれません。お腹に入れば一
緒だろうと言われればそれまでですが、食器を正
しく使う事は、礼儀を大切にする事です。私は、
食事の時間を、心の教育の場だと思っています。
こんな事を言っている私も、ついやってしまう事
がありますが、無理をすると食事は楽しくないの
で、出来る範囲で心の教育に取り組んでいきたい
と思います。みなさまも「食」を見直してみては
いかがでしょうか？
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オアシス薬局（盛岡薬剤師会）

職場紹介

　オアシス薬局は平成25年12月に盛岡市みたけ・
厨川地域に開局しました。IGR・岩手銀河鉄道線
の厨川駅西側、徒歩５分の場所に位置し雄大な岩
手山を望みます。古くからの住宅と新興住宅が混
在し、近隣には生活施設としてショッピングセン
ターや飲食店、運動公園があり、文教施設として
幼稚園や盛岡大付属高校、盛岡中央高校、盛岡大
学の寮があり子育て世代・学生・高齢者など様々
な世代の方が生活している地域です。
　開業当初から地域の方々に利用してもらい処方
箋応儒・健康相談だけでなく、何故か子育て相談
（^_^;) をされてみたり「さんさ踊りやってたんで
しょ？うちの団体に入ってくれない？」なんてお
誘いを受けてみたり（笑）。筆者は自転車・マラ
ソン・トレイルランニングなど体を動かすのが趣
味なのですが、その事情を知っている方からは「部
活で膝痛めたんだけど、どうケアすれば良いです
か？」っていう相談や「この間の大会はどうだっ
たの？」と声をかけてもらったり「このスポーツ
用のサプリって効くの？」一応スポーツファーマ
シストなのでドーピングに絡めて説明してみたり
と、様々なニーズに応えながら日常業務に取り組
んでいます。
　また当薬局は盛岡大付属高校から近く、選手甲
子園出場が続いていることから高校野球の時期に
は盛り上がっています。ご存知のとおり野球部員
のほとんどは関東・関西・沖縄など遠方から親元
を離れ寮生活しています。具合を悪くしたときは
当薬局利用することが多く、甲子園で何本もホー
ムランを打った選手や数年前にソフトバンクに入
団した選手なども来局歴があったり。甲子園裏話
やどこどこのピッチャーは半端なかったと、いろ
いろな話が聞けました。卒業で盛岡を離れる際に
挨拶に来たりしたときは、少しでもこの子たちの
役に立てたのかなと実感します。
　今後もセルフメディケーションの意識付けや、
健康や生活の相談窓口として何ができるかを考え
ながら、地域社会に貢献できる薬局に取り組んで
いきたいと思います。

〒 020-0122 盛岡市みたけ 4-36-33
TEL:019-681-1034 FAX:019-681-1099
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　㈱ライブリーの 11 店舗目として開局致しまし
た、花北薬局です。花巻市の四日町、花巻駅と花
巻北高校との中間に位置しております。
　花巻と言えば宮沢賢治、花巻祭り。花巻祭り中
には地区の山車や子供たちの神輿が薬局に寄って
いきます。数多くの山車・神輿のパレードがあり
ますので、今年ぜひ見に来てください。

　薬局には薬剤師2名と事務2名が在籍しており、
花巻農業高校の生徒が育てたシクラメンとともに
お待ちしております。　

　隣接する医院は消化器内科を掲げていますが、
花巻温泉病院が閉院を予定しているために糖尿病
の方などの転院も多く、インスリンが 15 種類も
あり冷蔵庫が間もなくパンクしそうです。
　主な業務は、処方箋調剤になっていますが、近
所の患者さんが多いので、いずれ在宅活動も行っ
ていく必要があると考えています。これからのイ
ンフルエンザの流行期に向けて、感染予防の啓蒙
活動も行っていきたいと思います。
　地元花巻スタッフが多いので、地域に愛される

“マイ薬局”を目指して、これからも日々精進し
ていきたいと思います。

〒 025-0072 花巻市四日町 3-5-10
TEL:0198-22-2020 FAX:0198-22-7622

花北薬局（花巻市薬剤師会）
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会員の動き

会員の動き（平成29年11月１日～平成29年12月31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。

（11月　入会）

地域 業
態

氏　　　名 出 身 校
勤　務　先 〒 勤  務  先  住  所 勤務先TEL 勤務先 FAX 卒業年度

盛岡 6
新　毛　麻　未 岩手医科
そよ風薬局松園店 020-0103 盛岡市西松園3-20-12 019-664-0397 019-664-0398 H28

盛岡 7
下　野　予理一 大阪薬大
エーザイ㈱岩手統括部 020-0021 盛岡市中央通3-1-2　盛岡第一生命ビル9階 019-651-2450 019-651-2427 S58

盛岡 6
佐　藤　詩　織 東北薬大
ファミリー薬局 028-3305 紫波郡紫波町日詰字下丸森121-7 019-671-1195 019-672-1770 H27

花巻 4
佐々木　保　之 第一薬大
つくし薬局遠野病院前店 028-0541 遠野市松崎町白岩15-13-11 0198-66-3300 0198-66-3301 H21

花巻 4
立　花　宏　介 北里大
調剤薬局ツルハドラッグ西大通店 025-0091 花巻市大通り2丁目1番25号 0198-24-1015 0198-24-1015 H28

（12月　入会）

地域 業
態

氏　　　名 出 身 校
勤　務　先 〒 勤  務  先  住  所 勤務先TEL 勤務先 FAX 卒業年度

盛岡 8
川　田　祐　司

日本ケミファ㈱仙台支店盛岡営業所 020-0034 盛岡市盛岡駅前通15-19　フコク生命ビル8F 019-623-6680 019-625-7281

盛岡 6
佐々木　　　縁 北里大
オーロラ薬局 020-0863 盛岡市南仙北三丁目2-30 019-635-1233 019-635-4555 S61

北上 6
大　内　　　薫 奥羽大
おおぞら薬局 024-0083 北上市柳原町4丁目15-29 0197-65-2202 0197-65-3373 H21

一関 1
三　瓶　聡　子 岩手医科
みつばち薬局 029-0803 一関市千厩町千厩字東小田90 0191-34-4551 0191-34-4552 H27

一関 1
伊　藤　美知則
ひがし薬局 029-0302 一関市東山町長坂字西本町120-1 0191-47-3873 0191-47-3873

（11月　変更） 
地域 氏　名 変更事項 変　　　更　　　内　　　容

盛岡 佐々木　稔　夫 勤務先 〒020-0112 盛岡市東緑ヶ丘23-8　しんせい薬局
電話 019-663-2366 FAX 019-663-2311

盛岡 辛　　　裕美子 地域 旧地域 
花巻

盛岡 長谷川　富美子 勤務先 無従事

盛岡 葛　巻　秀　和 勤務先および地域 〒020-0831 盛岡市三本柳6地割1番1　アイン薬局盛岡南店
電話 019-601-2235 FAX 019-601-2236

旧地域 
奥州

盛岡 千　葉　國　彦 勤務先 〒020-0857 盛岡市北飯岡一丁目2-71　本宮センター薬局
電話 019-656-5867 FAX 019-656-5868
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地域 氏　名 変更事項 変　　　更　　　内　　　容

花巻 赤　澤　直　樹 勤務先 〒020-0024 盛岡市菜園2丁目5-29　菜園志和ビル１Ｆ　公園通薬局
電話 019-626-5656 FAX 019-626-5657

奥州 小野寺　　　豊 勤務先 〒029-4204 奥州市前沢区向田1-16-2　仁衛堂薬局アスティ店
電話 0197-56-4193 FAX 0197-56-4201

一関 齋　藤　翔　太 勤務先 〒021-0877 一関市城内1-4　アイン薬局一関店
電話 0191-31-2070 FAX 0191-31-2071

気仙 本　多　和　則 勤務先および地域 〒022-0003 大船渡市盛町字内ノ目3-17　つばき薬局
電話 0192-27-9855

旧地域 
一関

二戸 村　木　一　隆 勤務先および地域 〒028-6101 二戸市福岡字川又6-1　川又薬局
電話 0195-22-3006 FAX 0195-22-3007

旧地域 
花巻

二戸 三　瓶　麻里子 勤務先 〒021-0053 一関市千厩町千厩字東小田90　みつばち薬局
電話 0191-34-4551 FAX 0191-34-4552

（12月　変更） 
地域 氏　名 変更事項 変　　　更　　　内　　　容

盛岡 田　中　順　一 勤務先 〒020-0053 盛岡市上太田弘法清水1　上太田薬局
電話 019-658-1055 FAX 019-658-1056

盛岡 田　屋　祐　二 勤務先住所表示 〒020-0878 盛岡市肴町8-5　中津川薬局
電話 019-604-2300 FAX 019-604-2355

盛岡 高　橋　浩　子 勤務先住所表示 〒020-0878 盛岡市肴町8-5　中津川薬局
電話 019-604-2300 FAX 019-604-2355

盛岡 佐々木　真紀子 勤務先住所表示 〒020-0878 盛岡市肴町8-5　中津川薬局
電話 019-604-2300 FAX 019-604-2355

盛岡 工　藤　理　加 勤務先住所表示 〒020-0878 盛岡市肴町8-5　中津川薬局
電話 019-604-2300 FAX 019-604-2355

北上 金　田　恵美子 勤務先 無従事

一関 矢　部　文　彦 勤務先 〒989-5501 栗原市若柳河北中町18　ななほし薬局
電話 0228-24-7704 FAX 0228-24-7754

11月退会
（盛岡）平原　芳子　（気仙）佐藤　由梨　（二戸）太田　信博

12月退会
（盛岡）堀川　秀雄、飛知和　誠臣、平山　正美、平船　由美　（奥州）下澤　辰哉、元石　太一
（一関）千葉　良子、江口　孝子、伊藤　ヨネ子　（二戸）川村　晴彦

会　員　数

正 会 員 賛助会員 合　　計

平成29年12月31日現在 1,670名 91名 1,761名

平成28年12月31日現在 1,666名 93名 1,759名

訃　　報
　盛岡薬剤師会　　　　堀川　秀雄　様　　　平成29年11月24日ご逝去
　二戸薬剤師会　　　　川村　晴彦　様　　　平成29年12月６日ご逝去
謹んでご冥福をお祈り申しあげます。
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保険薬局の動き

新たに指定された保険薬局

地域名 指定年月日 薬局名称 開設者名 〒 住所 TEL

一関 H29.10.27 ひがし薬局 伊藤美知則 029-0302 一関市東山町長坂字西本町120-1 0191-47-3873

気仙 H29.11.01 つばき薬局 沖本　浩一 022-0003 大船渡市盛町字内ノ目3-17 0192-27-9855

花巻 H29.12.01 つくし薬局遠野病院前店 西舘　孝雄 028-0541 遠野市松崎町白岩15-13-11 0198-66-3300

花巻 H29.12.01 アイン薬局遠野店 大石　美也 028-0541 遠野市松崎町白岩14-41-1 0198-66-3100

一関 H29.12.01 みつばち薬局 三瓶　聡子 029-0803 一関市千厩町千厩字東小田90 0191-34-4551

盛岡 H29.12.10 まやま薬局 徳永　裕子 020-0121 盛岡市月が丘3-40-26 019-681-1159

盛岡 H30.01.25 ウエルシア薬局盛岡本宮店 水野　秀晴 020-0866 盛岡市本宮6-1-65 019-636-1064
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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。

求人情報

受付日 種別 就労場所 求人者名・施設名 勤務時間 休日 その他平日 土曜日

30.1.20 保険薬局 一関市青葉1-6-4-101 いちご薬局 8:30～18:00 8:30～13:00 日曜、祝日、リフレッシュ、
夏期、年末年始、水曜午後

昇給有り、借上げ住宅
有り、通勤手当有り

30.1.20 保険薬局 滝沢市牧野林1010-2 ドレミ薬局 9:00～18:00 
（水曜9:00～13:30） 9:00～13:30

週休2日制（日、
祝日、年末年始、
夏期休暇）

通勤手当有り、昇給有り、
退職金有り、勤務時間は
シフト制、パート可

30.1.20 保険薬局 盛岡市愛宕町2-38 あたご薬局 8:30～18:00 8:30～13:00 月8回 通勤手当有り、賞与年2回
（初回年1回）、パート可

30.1.20 保険薬局 盛岡市好摩字夏間木
70-190 八角病院 8:30～17:30 8:30～12:30 4週9休、年末年始等

基本給は経験年数を考慮、昇給 
年1回、1か月単位の変形時間労働
制、住宅手当あり、家族手当あり

30.1.20 病院 和賀郡西和賀町沢内
字大野13地割3-12

町立西和賀さわうち
病院 8:30～17:15 土曜、日曜、祝

日、年末年始
通勤手当有り、給食有り（400
円/1食）、昇給有り、退職金有り、
住宅斡旋有り、公務員共済加入

30.1.20 病院 盛岡市本宮1-6-12 医療法人謙和会
荻野病院 8:00～17:00 8:00～12:00 通勤手当有り（上限20,000

円）、単身用アパート有

30.1.16 保険薬局 盛岡市盛岡駅通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、
パート可

29.11.17 保険薬局 盛岡市向中野3-10-10 リーフ薬局 9:00～18:00 
（水8:30～12:30） 8:30～12:30

日曜、祝日、お
盆、年末年始

通勤手当有り、
パート可

29.11.13 保険薬局 盛岡市永井13-17-3 かつら薬局 9:00～18:00 9:00～13:00 日曜、祝日 通勤手当あり、
昇給あり

29.11.13 保険薬局 滝沢市湯舟沢480 たけしげ薬局 8:30～18:30 8:30～17:00 日曜、祝日、水曜午後
勤務時間応相
談、パート可

29.11.13 保険薬局 盛岡市津志田南2-16-
31 エース薬局 9:00～18:30 8:30～13:00 木曜、土曜午後、日曜、祝日

通勤手当有り、
昇給有り

29.11.13 保険薬局 盛岡市みたけ3-11-36 けい福薬局 9:00～18:30 
（水9:00～13:30） 9:00～13:30

日曜、祝日、お
盆、年末年始

29.11.13 保険薬局 盛岡市みたけ3-11-36 けい福薬局 月、火、木、金
（16:00～18:00） 9:00～13:00 パート募集

29.11.13 保険薬局 一戸町西法寺字稲荷
21-1 めぐみ薬局 8:30～17:30 8:30～12:30 日曜、祝日 昇給有り、退職金制

度有り、パート可

29.11.13 保険薬局 奥州市江刺区川原町
3-14 川原町薬局 9:00～18:00 9:00～14:00 日曜、金曜、祝日

昇給有り、退職金制
度有り、パート可

29.11.13 保険薬局 花巻市円万寺字下中
野45-11 ゆぐち薬局 9:00～18:00 9:00～12:30 日曜、祝日 昇給有り、退職金制

度有り、パート可

29.11.13 保険薬局 盛岡市月が丘1-29-7 月が丘薬局 9:00～19:00 9:00～13:00 日曜、祝日 昇給有り、退職金制
度有り、パート可

29.11.13 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

29.11.13 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

29.11.13 保険薬局
一関市大手町7-2
一関市三関字仲田29-3
一関市銅谷町9-24

大手町薬局
三関薬局
銅谷調剤薬局

9:00～18:00 9:00～13:00 日曜、祝日（週休二日制）
通勤手当有り、住宅手
当有り（市外通勤）、
昇給有り、退職金有り

29.11.13 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

29.11.13 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土曜、第5土曜（1月を除く）
通勤手当有り、
昇給有り

29.11.13 保険薬局 雫石町万田渡74-19 しずくいし中央薬局 9:00～18:00 9:00～15:00 日曜、祝日、土曜は隔週
パート可、勤務
時間要相談

29.11.10 保険薬局 大槌町小鎚27-3-4
シーサイドタウンマスト2Ｆ 有限会社菊屋薬局 10:00～18:00 9:00～13:00 日曜、祝日（土曜休も可）

通気手当あり、パート
可（土曜日のみも可）
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図書紹介

☆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

送料　　№1、5、6、7、8、10について
　　①県薬及び地域薬剤師会に一括送付の場合無料
　　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）

　№2について
　　①県薬一括送付の場合無料（地域薬剤師会は除きます）
　　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540円（税込）

　№3、4について
　　①県薬及び地域薬剤師会に一括送付の場合無料
　　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冊までの送料は以下のとおり（税込）
　　　　1部→432円　2部→540円　3～5部→648円　6～9部→864円

　№9について
　　①県薬及び地域薬剤師会に一括送付の場合無料
　　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550円（税込）

№ 図書名 発行 判　　型 定価 会員価格

1.「小児薬物療法テキストブック」 じほう Ｂ5判　276頁 3,888円(税込） 3,500円(税込）

2.「今日の治療薬」 南江堂 Ｂ6判　1440頁 4,968円(税込） 4,470円(税込）

3.「Pocket�Drugs�2018」 医学書院 Ａ6判　1088頁 4,536円(税込） 4,210円(税込）

4.「治療薬マニュアル2018」 医学書院 Ｂ6判　2800頁 5,400円(税込） 5,000円(税込）

5.「保険薬事典プラス平成30年4月版」 じほう Ａ5判　1050頁 4,968円(税込） 4,470円(税込）

6.「薬価基準点数早見表　平成30年4月版」 じほう Ａ5判　1000頁 3,888円(税込） 2,000円(税込）

7.「薬効・薬価リスト　平成30年版」 じほう Ｂ5判　1000頁 7,020円(税込） 6,300円(税込）

8.「投薬禁忌リスト　平成30年版」 じほう Ｂ5判　600頁 4,212円(税込） 3,700円(税込）
9.「社会保険薬価基準　2018年4月版」 薬事日報社 Ｂ5判　880頁 3,888円(税込） 2,000円(税込）
10.「健康サポート薬局・かかりつけ薬剤師
のための臨床ハンドブック」 じほう Ａ5判　184頁 2,592円(税込） 2,300円(税込）
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編集後記
　新年明けましておめでとうございます。
　お正月に神社で厄払い祈願をしてもらいましたが（もうそんな年齢になってしまいました）
　宮司さんから「42 の厄年というのはいろんな意味で節目でもあります。厄という字を役という字に
置き換えて地域においても重要な役割を担うことができるよう、いい年にしてください。」というお話
をいただきました。薬剤師として身が引き締まる思いをしました。
　さて、今年は調剤報酬改定があります。薬局には逆風が吹き荒れる中、私たち薬剤師が地に足をつけ
て仕事をすることでこの困難を乗り越えていきたいですね。

（編集委員　髙野　浩史）

表紙の写真
　国立釜石病院のイルミネーション釜石ルミナリエです。
　釜石冬の名物となっています。この日研修会の帰りによってきました。実際に見るのはこの日初めて
で想像以上に素晴らしいものでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　（釜石薬剤師会　タケゾー）

編　集 担当副会長 金澤貴子
 担当理事 高林江美、川口さち子、工藤琢身、川目聖子、嶋　弘一
 編集委員 川目聖子、高野浩史、安倍　奨、佐々木拓弥
 地域薬剤師会編集委員 工藤正樹（盛岡）、伊藤勝彦（花巻）、腰山裕美（北上）、
  千葉千香子（奥州）、山内信哉（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）
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株式会社小田島
〒025-0008　岩手県花巻市空港南2-18 ☎0198（26）4211

株式会社恒和薬品岩手営業部
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南4-10-2 ☎019（639）0755

株式会社スズケン岩手
〒020-0125　岩手県盛岡市上堂4-5-1 ☎019（641）3311

東邦薬品株式会社岩手営業部
〒020-0122　岩手県盛岡市みたけ2-7-15 ☎019（646）7130

株式会社バイタルネット岩手営業部
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-1-12 ☎019（638）8891

株式会社メディセオ北海道・東北支社岩手営業部
〒025-0312　岩手県花巻市二枚橋第5地割6-26 ☎0198（26）0552
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