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「フランス・ノルマンディー地方の薬局」

題字：豊 平 峰 雲

昨年6月に家族でフランス旅行に行った際、パリからモンサンミシェルにバスでの移動で昼食休みにノルマンディー
－1－
地方に寄った際に撮影した写真です。フランスの薬局は、表示の緑色が特徴のミドリ十字となっています。
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医薬分業
医薬分業対策委員会主催研修会報告
日時：平成29年2月12日(日）10:00 ～ 11:30
会場：沖縄県薬剤師会館 ホール

ひまわり薬局 那覇店

山道 峻也
年々増加する医療費、2025年には高齢者が

的管理を実施することにより、患者の薬物療

約3,500万人（人口比30％）となるといわれ

法の安全性・有効性が向上するほか、医療費

る超高齢化社会が進む中、薬剤師は日々どの

の適正化に繋げることが可能となります。そ

ような業務を行い、患者からの信頼を得、ま

れを踏まえ、「患者のための薬局ビジョン」

た国の方針に従い、薬剤師の職域をいかに増

として、対物業務から対人業務への移行を行

やすか苦悩する毎日ですが、今回、医薬分業

う上で、薬剤師の職能を活かしたコミニュ

対策委員会主催で「保険薬局・保険薬剤師の

ケーション能力の向上が必要となります。更

今後の方向性と期待」と題して、厚生労働省

に超高齢化社会に対応できるよう地域包括ケ

保険局医療課薬剤管理官の中山智紀先生の講

アシステムにおける「かかりつけ薬局・薬剤

演を拝聴することができましたので、報告さ

師」として、他職種との連携が必要とされる

せて頂きます。

などの概要の説明がありました。

始めに、昨今の薬局を取り巻く環境ですが、

次に、平成28年度の調剤診療報酬改定をど

平成26年現在、薬剤師数28万人、薬局数5.7

のように評価していくか今後の方針につい

万件、医薬分業68.7％も門前薬局が全薬局の

て、まず1点目は、かかりつけ薬局・薬剤師

7割を占めている。厚生労働省の医薬分業に

の評価として、処方医と連携して患者の選択

対する基本的な考え方は、薬剤師が専門性を

したかかりつけ薬剤師が一元的・継続的に患

発揮して患者の服用薬について一元的に薬学

者の服薬状況を把握し服薬指導等を行う業務
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司会：医薬分業対策委員会 副委員長

吉

田

洋

史

沖縄県薬剤師会 会長

亀

谷

浩

昌

2．講演「保険薬局・保険薬剤師の今後の方向性と期待」
講師：厚生労働省 保険局医療課 薬剤管理官

中

山

智

紀

3．閉会のあいさつ

池

間

記

世

1．あいさつ

医薬分業対策委員会 委員長

をかかりつけ薬剤師指導料として評価を行う

敷地内薬局が認められ門前薬局の評価と相反

こと。基準調剤加算については、かかりつけ

する政策を行っているのではないかと質問が

薬剤師の役割が発揮できる薬局体制が必要と

ありましたが、本来は患者が薬局に行く際の

なり、具体的には、平日終日および平日外の

手間を省くための変更であって、敷地内薬局

開局、医薬品備蓄1200品目以上、かかりつけ

を認めるものではないとのご説明がありまし

薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管

た。4点目は、後発医薬品の数量シェアに関

理料に係る届出などです。前回改正よりも、

することで、経済財政運営と改革の基本方針

より具体的になっており、その分薬局への期

2015で、数量シェア目標がたてられ、①平成

待の大きさが見てとれます。会場からは基準

29年中に70％以上、②平成30年度から平成32

調剤加算算定条件の管理薬剤師の実務経験

年度末までの間のなるべく早い時期に80％以

（同一保険薬局に1年以上在籍）についての質

上、となっており、それをふまえて、現在は

問がありました。2点目は、薬剤服用管理指

後発医薬品調剤体制加算1が65％以上、加算2

導料の見直しです。原則、過去6 ヶ月以内に

が75％以上となっています。また、他にも、

処方箋を持参すれば、50点の指導料が38点と

重複投与・相互作用等防止加算、外来服薬支

なるもので、ただし手帳を持参していなけれ

援料、分割調剤に関するお話がありました。

ば50点となります。巷では、お薬手帳を拒否

以上、行政のお立場から普段聞けない内容

すれば医療費が安くなるとの風潮が横行して

を伺うことができました。この基準は何の為

おりましたが、改正後は手帳の重要性を説明

にあるのだろうと疑問に思っていたものが解

し納得されることが多くなったと思います。

決でき、また、国からは患者主体の業務が期

3点目は、いわゆる門前薬局の評価の見直し

待されていることを理解し、益々日々の業務

です。処方箋受付回数と集中率に応じた特例

で努力の必要性を感じました。医薬分業に関

（調剤基本料の引き下げ）が厳しくなり、また、

する評価が最近芳しくない状況なので、患者

今後も益々厳しくなるであろうと先生からの

および国民からの薬局の信頼を増やせるよ

ご指摘がありました。会場からは、いわゆる

う、今回の講演をきっかけに行動していきた
いと思います。

講師：中山 智紀 氏
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地域保健
第212回全国禁煙アドバイザー育成講習会に参加して
日時：平成29年2月19日(日）9:45 ～ 16:00
会場：沖縄小児保健センター

地域保健開局委員会

勝連 貴子
平成29年2月19日(日)、日本禁煙科学会主

講演②「禁煙支援に役立つ心理学

催による『第212回全国禁煙アドバイザー育
成講習会－うまくいった喜びを共感し
くいくように支えあう

～パーソナリティ理解～」
畿央大学大学院健康科学研究科

うま

そして笑顔で集う講

教授

東山 明子 氏

習会－』が、沖縄県小児保健協会で開催され、

禁煙支援をする側、される側のパーソナリ

他県からの参加者もあり盛会となりました。

ティを把握、理解することにより、適確な助

産業医講習、認定禁煙支援士講習も兼ねてい

言、最適な声掛け方法が明示でき有意義な禁

たため、多職種参加の中で有意義な時間を過

煙支援が可能となる。
〈内田クレペリン検査〉

ごすことが出来ました。

3 ～ 9の数字の計算量の変化（作業曲線）

以下に、今回の講演内容を報告します。

から性格、行動面の特徴を把握する検査で、
日本で最も多く用いられている検査方法。型

講演①「那覇市のたばこ対策 現状と課題」
那覇市保健所

東 朝幸 氏

に分類することで助言方法など最適な手法が

〈背景〉

決定される。心理学の学術的裏付けある検査

・東京オリンピック・パラリンピックの受動

結果を参考に、今後の支援に役立てて下さい、

喫煙対策としての国の動き

という内容でした。ぜひ皆さんも、ご自分自身

・沖縄県禁煙施設認定推進制度から那覇市内

の型を調べてみてはいかがでしょうか？

認定施設数の推移
〈那覇市の現状〉

講演③「子どもと禁煙」

母子保健計画（すこやか親子2015）
、健康

京都大学医学部健康情報学

高橋 裕子 氏

東京オリンピックを機に、社会の非喫煙化

増進計画（健康なは21）
、国保データヘルス

と喫煙防止教育の普及がさらに進むことが期

計画より現状報告

待される。平成28年4月から禁煙保険診療が

〈那覇市の対策〉
・観光課…国際通りでの路上喫煙防止条例

改訂され、35歳未満の喫煙者へのブリンクマ

・地域保健課…禁煙勧奨、受動喫煙、タバコ

ン指数規定が撤廃となり禁煙治療しやすく
なった。「未成年者喫煙の有害性」「喫煙防止

誤飲事故防止など情報提供
・健康増進課…研修会実施、禁煙啓発、世界

教育」「未成年者への禁煙支援」の3点につい

禁煙デー（5/31）、健康増進普及月間、禁

て実際例を示し分かりやすく説明。奈良県で

煙週間でのパネル展示、ひやみかちウォー

の治療中断防止策として、学校と患者（子ど

ク同時開催の那覇健康フェア

も）との間に保健所連携が入る社会システム
の構築についても言及された。
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全て禁煙についての法令を備えて無煙で実施

講演④「職場の禁煙推進の実際」
日本トランスオーシャン航空株式会社

されてきた。日本においても受動喫煙対策を

前粟蔵 美乃理 氏

強化が法令化へ。その中で英国型の禁煙化を

「環境整備、教育・啓発、禁煙支援」を意

めざすとの目標が厚生労働省によって提示さ

人財部勤労グループ

識して、
『安全衛生委員会』を活用して禁煙

れている。

推進をすすめている。“奥田先生執筆の週刊

電子タバコは有害物質、加熱式タバコのア

タバコの正体”を参考に社員向けメールを毎

イコスはPM2.5が検出されていると報告。

週配信することで、社内での喫煙ルール、タ

禁煙職場において、吸える状況での普及増

バコ対策について話しやすくなり、動きが見

加が今後の課題であり、職場での禁煙推進で

えるようになったことを報告された。

問題になりがちなポイントについても説明さ
れた。

講演⑤「職場の禁煙化～電子タバコ、アイコ

講習会後は、日本禁煙科学会認定禁煙支援

スとイギリス型禁煙化の問題点を含めて」
講演⑥「職場の禁煙化ワーク

士試験を受験できますので、ご興味ある方は
次回に是非ご参加下さい。

～職場の禁煙の難点と克服法」
京都大学医学部健康情報学 高橋 裕子 氏

オリンピック、パラリンピックの開催地は

寄贈
去る6月8日に、本会会員の廣川直子氏がご来館され、日本薬局方公布100周年記念郵便切手の
入った記念パンフレットを当会へ御芳志されました。ご厚情に感謝申し上げます。
寄贈の同パンフレットは、ラミネート製版し、当会館の薬学資料室に展示する予定です。

日本薬局方は、明治19年6月25日に公布され、昭和61年
6月25日に公布100周年を迎えた。これを記念して同切手
が発行された。切手は、60円郵便切手で構造式とカプセル
と錠剤の4色使いの意匠となっている。この切手が封入さ
れているパンフレットの表紙は「サフラン」の絵が掲載さ
れている。サフランは初版日本薬局方以来、収載されてき
た薬用植物とのことである。
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患者のための薬局ビジョン推進事業

薬局薬剤師によるアウトリーチ型健康づくり推進事業を終えて
過去2年間続いていた“薬局・薬剤師を活
用した健康情報拠点推進事業”を経て、平成
28年度より各県が手挙げ方式によってエント
リーする上記事業にシフト致しました。沖縄

地域保健担当理事

県薬剤師会としては過去に手挙げして事業を

笠原 大吾

実施する経験に乏しく、4分野から選択して

地区によっては、離島に出向いて（アウト

応募する事業の参加にあたり、その内容につ

リーチ）
、健康とおくすり相談を実施するの

いては議論の末、県薬剤師会が以前から取り

は初めての経験であるという声も聞きまし

組んでいる“健康とおくすり相談事業”を離

た。一方、離島の住民の方には、薬剤師がこ

島・へき地で展開するという、言ってみれば

んなこと（健康チェックとおくすり相談）をす

沖縄県に特徴的なテーマに決定しました。全

るなんて初めて･･･という声も沢山頂きました。
今回訪れた離島には薬局はなく薬剤師もい

国で28件が採択され実施する運びとなった旨
の通知を頂いた時は、正直びっくり致しました。

ない場所でした。そのような離島では、沖縄

しかし、実際にはなかなか県内での事業の

本島と比較して医療や健康に関して住民の皆

着手に至らず、10月過ぎになってようやく活

さんは不便を感じていることがわかりまし

動を開始した次第です。今回は、県内3カ所（八

た。我々は、今後も離島・へき地にも目を向

重山地区、宮古地区、中部地区）の離島で実

けて医療情報の提供・発信をしていく使命を

施の運びに至りましたが、時間の不足を痛感

持っており、その意味で、平成28年度から実

致しました。この反省を今後の事業実施に生

施となった“かかりつけ薬剤師・かかりつけ

かしたいと考えています。

薬局ならびに健康サポート薬局”制度の推進
や活用が重要であることに気付いたと思って

内容については、各地区会員の感想を後頁

います。

に掲載してありますので、写真と共にご覧く

ご協力頂きました、各地区薬剤師会の皆様、

ださい。

関係各団体の皆様に深謝致します。また、平
成29年度も予算獲得できましたので、引き続
き離島・へき地への介入を継続したいと思い
ます。

オリジナルポロシャツ

オリジナルマーク
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健康とおくすり相談会－

スナップ写真
平成29年2月5日 (日)

平成29年2月19日 (日)

平成29年3月12日 (日)
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月例相談会
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第141回健康とおくすり相談会報告
～アウトリーチ型健康づくり推進事業～
日時：平成29年2月5日(日）14:30 ～ 16:30
場所：竹富町黒島伝統芸能館
担当：八重山地区薬剤師会
アイン薬局 石垣店

番場

勇

への関心が非常に高い地域なのだと感じました。
保健師のミニ講話＆健康体操をした後に、
来場者の骨密度、動脈硬化度、HbA1c、血圧
測定を行い、測ったデータを元に様々な相談
を受けました。測定値に問題がなく、安心し
て帰る方が多かったのですが、中には薬剤師
とじっくり話し込んでいる方も。今回初めて、
HbA1c等測るという方もおり、健康への関心
の高さとは裏腹に、特定健診受診率が50％程
度というのも頷けるところでした。
今回は、島民の10％と多くの方が来てくれ
ましたが、90％の方は来ていません。離島に
赴いて相談にのることは頻繁に行うことはで
きませんが、私たちの薬局でも残りの90％の
方に健康に関心を持ってもらえるよう、地域
住民に寄り添った形で健康相談を受けたり、
特定健診の受診勧奨をしたり、様々な取り組
みをしていかなければならないと感じまし
た。薬剤師だからできる仕事は、まだまだた
くさんありそうです！

去る2月5日（日）に開催された、健康とお
薬相談会（八重山郡竹富町黒島）の報告をさ
せていただきます。
今年の八重山地区薬剤師会での「健康とお
薬相談会」は、昨年の竹富町小浜島に続き離
島の黒島にて、沖縄県薬剤師会理事の笠原さ
ん、事務局の稲福さん、沖縄県立八重山病院
の薬剤師2人、八重山地区薬剤師会会員7人、
竹富町の保健師の饒平名さんの総勢12人の大
所帯で開催されました。
相談会当日は、12時過ぎに石垣島のフェ
リーのターミナルに集合し、沖縄県薬剤師会
の作成したポロシャツに着替えて出発しまし
た。出港する時は雨も落ちていませんでした
が、しばらくしてポツリポツリ。黒島に着い
た時には物凄い豪雨となっており、「今日は、
あまり人が来ないかな～」なんて話しながら
会場の伝統芸能館に向かいました。幸い、会
場で準備作業をしている間に、雨も止んで
晴れ間も見えてきました。しばらくして、来
場者がパラパラといらっしゃって、開始時間
になると10人弱が席に座っている状態。その
後も来場者は増え、最終的に何人来たのか私
の方では正確に把握しておりませんが、20人
以上来場してくれていたかと思います。黒島
の人口は220人ほどしかいないので、島民の
10％が参加してくれたことになります。身体
に何か不測の事態が起きても、本島のように救
急車は直ぐに来れず、緊急時はヘリコプターで
運ばれるような環境にある離島のためか、健康

～～～黒島のご紹介～～～
石垣島から高速フェリーで30分程の、牛と
ウミガメが有名なハートの形をした島です。
人口は220人程ですが、牛は3,000頭近く飼育
されているという畜産の島です。65歳以上の
人口の構成比は28％と全国平均くらい。島
には町立の診療所が1つありますが、調剤薬
局はありません。フェリーで石垣島の病院に
通って来られる方も多くいらっしゃいます。

健康とおくすり相談員（順不同・敬称略）
新嵩

由香

荒谷

敏巳

宮良

善朗

幸地

良信

金城

智史

山城

専

友利

幹夫

伊波

綾乃

番場

勇

笠原

大吾
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第142回健康とおくすり相談会報告
～アウトリーチ型健康づくり推進事業～
日時：平成29年2月19日(日）9:00 ～ 12:00
場所：多良間村コミュニティ施設
担当：宮古地区薬剤師会
オリーブ薬局 病院前店

上川畑

剛

宮古地区薬剤師会は例年宮古島市内でお薬

が多かった印象を受けました。もちろん、薬

相談会を開催していますが、今年度は県薬剤

を服用している方もいるのでしょうが、普段

師会の事業の一環として多良間島で初めての

の食生活や生活習慣に何か地域的な特徴があ

開催であり、また、今回は薬剤師会だけでな

るのか気になります。また、関節が痛いとい

く宮古地区医師会・歯科医師会・看護協会も

う声をよく聞いたので、測定を待つ列で椅子

参加して例年より大がかりな相談会となりま

から立ったり座ったりするのは大変だったか

した。

もしれません。

この時期の多良間島は天気の悪い日が多

動脈硬化度の測定作業自体は、笠原大吾先

く、製糖期で、しかも相談会当日は牛の競り

生がやってくださり、ほとんど一発で測定に

があるということで来場者はいるのか？と心

成功していたものの、どうしても測定に時間

配していましたが、天候にも恵まれ開場の午

がかかるので、やはり待ち時間が一番長く

前9時前から続々と来場者がやってきました。

なっていました。

まずは、来場者に集まってもらい、医師会・

隣のHbA1c測定は時間がかかるものの、機

歯科医師会・薬剤師会がそれぞれ講話をし、

械の台数と看護協会の協力のおかげでスムー

その後、各会のブースに分かれて相談等を行

ズに流れていたように思います。12時まで受

いました。医師会は健康・病気に関する相談、

付の予定でしたが、それ以降もちらほらと来

歯科医師会は歯科検診・ブラッシング指導・

場者があり、当初の心配などなかったかのよ

フッ素塗布・義歯の調整、看護協会は感染症

うな盛況ぶりでした。

対策（手洗い）をしました。薬剤師会のブー

私自身の相談会への参加が約3年振りだっ

スでは血圧・骨密度・体成分分析・動脈硬化

たので、ほぼ初参加に近い状態で、あまり役

度・HbA1cの測定を行い、その結果をふまえ

に立てていなかったかもしれませんが、いつ

て質問・相談を受けるという形で測定と相談

も多良間島から薬局にいらっしゃる患者様と

は分けて行いました。

会場で会えたり、また開催して欲しいという

私は、前半は骨密度測定、後半は動脈硬化

声が聞けたりと貴重な経験ができました。

度測定のサポートをしていたので、直接来場

離島での開催は普段の相談会とは違い、計

者と話をする機会はあまりありませんでした

画や準備などの手間がかかるかと思います

が、測定をしながら開場を見ていた範囲では

が、また開催することがあれば、是非参加し

年齢層は高いものの、骨密度は平均以上の方

たいと思います。

健康とおくすり相談員（順不同・敬称略）
下地

仁

渡真利国浩

下地

睦夫

具志頭聡子

古謝
上川畑

真己
剛
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川満

笠原

正啓

大吾

方
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第143回健康とおくすり相談会報告

日時：平成29年3月5日(日）13:00 ～ 16:00
場所：サンエー那覇メインプレイス
担当：那覇地区薬剤師会
平成29年3月5日に「健康とおくすり相談会」

そうごう薬局 壺川店

増永 麻実

相談を受けていたのですが、思っていた以上

が那覇メインプレイスで開催されました。

に20歳～ 40歳頃の若い方の相談が多かった

健康とおくすり相談会には、私がまだ薬学

印象です。健康診断では特に指摘はないので

部の学生だったとき実習で一度だけ参加した

すが、体重の増加や運動不足が気になる、家

ことがあります。その時は機械の操作を行っ

族が糖尿病や高血圧などの既往があり自分も

たり、ご高齢の相談者の代わりに数値を記載

不安だ、といった相談が多かったです。1人1

したりと、薬剤師の先生方のサポートをして

人丁寧に相談を受ける事を心掛けていたので

雰囲気を体験するという形でしたが、今回は

すが、相談に来た方から「普段は忙しくてな

以前とは違って直接相談を受ける立場という事

かなか病院に行けず健康について誰に相談す

で、少し緊張しながら集合場所に向かいました。

ればいいか分からなかった。今回の相談会で

始まる前にそれぞれ機器の説明や流れを確

気になることを解消できました。また参加し

認し実際に操作してみたのですが、慣れてい

たいのですが、次はいつやるんですか？」と

る先生方はスムーズに機器を取り扱ってい

の声も頂きました。

て、頂いた資料と照らし合わせながらどうい

今回の相談会で様々な機器に触れたり、他

う風に説明すればいいか測定の方法は問題な

の先生の対応も勉強できたり非常に勉強にな

いかを教えてもらいました。普段は薬局では

りました。たくさんの方に相談に来ていただ

血糖測定器と血圧計しか取り扱いが無いの

き相談会は成功だったと思いますが、何より、

で、様々な機器に触れるのもとても良い体験

相談に来た方が相談前より明るい顔で帰って

になりました。

行かれたことがとても嬉しかったです。健康

相談会はたくさんの先生方が参加されてい

について相談したくてもなかなか難しいと

たので、血圧・動脈硬化・体成分組成などを

言った方々へとても良い相談会になったので

測定するコーナーと、薬剤師が相談を受ける

はないかと思います。

コーナーの二手に分かれて1時間の交代制で
それぞれ担当したのですが、人手が余ってい
る時はエスカレーター付近で呼び込みをした
りお買い物帰りのお客様に声をかけたりし
て、多くの方に相談会に参加していただくこ
とが出来ました。
相談コーナーでは、測定の結果についての
説明や普段の健康面で気になることについて
健康とおくすり相談員（順不同・敬称略）
川満

直紀

渡具知一枝

廣川

直子

國吉

直子

磯

昭子

松田

文子

島袋

律子

川﨑

亮

坂東

智子

増永

麻美

屋我

嗣明

上江洲美由紀
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第144回健康とおくすり相談会報告
～アウトリーチ型健康づくり推進事業～
日時：平成29年3月12日(日）10:30 ～ 13:30
場所：津堅島離島振興総合センター（うるま市勝連）
担当：中部地区薬剤師会
きずな薬局 桑江店

松本 薫之
周囲の島々が海中道路や橋で本島と結ばれ
たなか、離島の素朴さを残す島「津堅島」で
今回健康とお薬相談会が開催されました。
勝連半島カンナ崎の南東4kmの場所に浮か
ぶ周囲約8.9km、漁業とともにニンジン生産
の盛んなことで知られた別名キャロットアイ
ランドの愛称もある平坦な地形の島、そこが
津堅島です。人口約520人（世帯数273：平成
25年3月調査）島への交通はうるま市勝連に
へ しき や こう
ある平敷屋港から定期船（15 ～ 30分）が1日
5便就航しています。当日はそんな港フェリー
ターミナルに午前8時に参加者全員集合しま
した。中部地区薬剤師会12名、県薬剤師会・
事務局から各1名、沖縄津梁ネットワークへ
の参加登録に対応される医師2名、うるま市
保健師1名が参加メンバ－です。ここで驚い
たのは活動着が用意されていたことです。当
初白衣着と考え持参していたのですが、推進
事業の為に作成されたお揃いの紺の薬剤師会
スタッフポロシャツが準備されていたので
す。早速着替えフェリーターミナル待合室で
ブリーフィングです。中部薬剤師会会長の伊
佐先生から各ブースの担当・役割の指示を受
け、薬剤師会車両とともにフェリーへ乗船。
当初、船の移動はデッキから景色を楽しみな
がら旅気分でと考えていましたが、役割となっ
た骨密度測定器の取り扱いが初めてだったた
め、出発後は浜比嘉島をわずかに左眼で感じ
ながら取説に集中。海況は穏やかで船酔いす
ることもなく出港30分程で津堅港へ到着。港
には島民・観光客は比較的少なく、のどかな
雰囲気を味わいながら会場の公民館に参加者
の皆さんで約10分の徒歩移動。到着後直ぐに
車両から各機器を会場へ運び各ブース作り開

始。骨密度測定担当は私を含め2名（但し2人
とも測定器取扱初）
。開場が10時30分で時間
がタイトなので少し慌てながら測定器の立上
げ作業開始。ただエラーエラー続き。結構微
妙なようだ！ここで事務局の稲福さんにお手
伝い頂きセットアップを何とか完了。会場の
来場者の流れは公民館会場入口から問診受付
⇒血圧測定⇒体成分分析測定⇒骨密度測定
⇒動脈硬化度測定⇒HbA1C測定⇒お薬相談票
に各測定データを貼付バインダーに挟み手持
ち→お薬相談ブースへ移動が導線です。来場
いただいた方は50歳代後半の方から最高齢93
歳の女性まで性別は女性・男性が半々、職業
は場所柄農家の方・漁業関係の方が多かった
のですが中には週3回だけ島内でただ一人島
豆腐造りをされている女性の方など様々でし
た。今回来場者が14人と少数で他のブースを
担当することはなく詳しく考察することは出
来ませんでしたが、気になったことが2つ。1
つは女性の骨密度が低値の方が多かったこと、
2つ目は県全体の問題でもありますが、飲酒の
習慣性のある方、喫煙者が多かったことです。
ただ皆さん元気で笑顔の素敵な方々ばかりで
した。島には週4回診療されている診療所があ
り生活習慣に関しては指導されていると考えま
す。実際問診票に記載頂いた内容で運動習慣に
ウォーキングを定期的にと記載されている方が
多かったです。食習慣に関しても、正しい知
識が得られる健康食堂が近日開業予定との情
報もありました。特産の甘味の豊かなニンジ
ンと太くて柔らかなもずくは美味しいです。
是非津堅島へ小旅行してみてはいかがでしょ
うか！最後にこの場をお借りしご一緒頂いた
諸先生多々ご指導頂き有難うございました。

健康とおくすり相談員（順不同・敬称略）
新川 重一
沖山 勝彦
山内 嵩良
宮里 政宏
普久原 隆
伊佐 常隆
仲座 方利
福地 健治
－ 11 －
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啓発・普及活動
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 6.26ヤング街頭キャンペーン
日
時：平成29年6月24日(土）16:00 ～ 17:00
開催会場：＜北部＞イオン名護店前
＜南 部＞マックスバリューとよみ前
＜中部＞北谷町美浜多目的広場 ＜宮 古＞サンエーショッピングタウン宮古島店前
＜那覇＞パレット久茂地前広場 ＜八重山＞サンエー石垣シティー前
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動は、「新国連

国際麻薬乱用撲滅デーは、1987年6月26日

薬物乱用根絶宣言」の支援事業の一環として、

にオーストリアのウィーンで国連主催による

官民一体となって、国民一人一人の薬物乱用

関係閣僚会議の終了日を記念して、この日を

問題に対する認識を高め、併せて、国連決議

麻薬乱用撲滅デーとその年の国連総会で制定

による「6.26国際麻薬乱用撲滅デー」の周知

され、1988年から全世界でキャンペーンが実

を図り、内外における薬物乱用防止に資する

施されています。

ことを目的として行われております。

（報告：事務局 山城 英人）
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女性薬部会
女性薬剤師部会主催
第1回「妊娠・授乳とくすり」研修会開催
日 時：平成29年4月9日(日）10:00 ～ 12:10
会 場：沖縄県薬剤師会館 ホール
講 師：こくら虹薬局 宮城 奈津子
テーマ：「妊婦・授乳婦サポートのために」

女性薬剤師部会
部会長 村田 美智子

女性薬剤師部会では3、4年ほど前から小規

ことを耳にした。またとない良い機会と思い、

模ではあるが、
「妊娠・授乳とくすり」の勉

先生に伝達講習会をお願いしたところ、快く

強に取り組んできた。妊娠しているとは知ら

承知して下さった。

ず服薬してしまい相談に訪れた方々への対応

以上の経過で今回の研修会に至ったのだ

には、添付文書の決まり文句では解決になら

が、研修会の詳細は以下、2人の先生にお願

ないことを、薬剤師ならば誰もが痛感してい

いしたい。宮城先生に感謝すると同時に、先

ることである。一方、虎の門病院薬剤部が、

生をサポートして下さったこくら虹薬局のス

過去1万例もの妊娠時服用薬のデータを集積

タッフの方々にも心からお礼を申し上げたい。

した書籍を第2版として改訂したこともあり、

なお、国の取り組みとして、国立成育医療

妊娠・授乳とくすりは女性薬剤師こそ取り組

研究センターにも妊娠・授乳とくすりの情報

むべきという思いで勉強会をスタートさせ

が集積され、それを活用して全国各地の拠点

た。「病院薬剤師会妊婦・授乳婦分科会」の

病院と「成育医療ネットワーク」を構築して

勉強会にも加えていただき、たくさんの情報

いる。ちなみに沖縄では県立中部病院がその

を提供していただきながら「行政の乳幼児健

役割を担っていて、服薬しながらの妊娠等を

診に薬の相談者として参加する」を目標に活

支える医療に取り組んでいる。自由診療とし

動しているところである。

て医師、薬剤師、看護師、事務方と4専門家

昨年、愛知県薬剤師会が独自に取り組んで

が1時間関わって目下のところ5千円というか

いる「妊娠・授乳とくすり」サポート薬剤師

ら、何とも贅沢な医療とは言えまいか。逆に

の認定資格を、こくら虹薬局の宮城奈津子先

それくらい重要な仕事といえるのかもしれ

生が沖縄県の薬剤師として初めて取得された

ない。
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＜第1回 妊娠・授乳とくすり研修会参加報告＞
初夏をうかがわせる晴天に恵まれた当日、
女性薬剤師部会主催にて第1回「妊娠・授乳
とくすり」研修会が開催されました。こくら
虹薬局宮城奈津子先生を講師に迎え、会員85

ゆい薬局

人（女性74人、男性11人）の参加がありました。

松本 洋江

遠い昔、私が幼少だった頃、テレビで問題

した。とても盛り沢山な講義内容で、60分間

になっていたのは、1960年代に起きたサリド

と言う時間配分の中コンパクトに集約されて

マイド薬害事件でした。妊娠中の母親がサリ

おり、あっという間の時間でした。また、現

ドマイドを服用したことが原因で起きた薬害

在も妊婦・授乳とくすりに関してのデータが

事件で、子供ながらに服用薬に対する恐怖感

集積中であり、今後益々、解明されることと

を覚えた事柄の1つでした。そんな過去の記

思われます。
今回の講義では、「妊娠・授乳とくすり」

憶が脳裏を過った中、講義が始まりました。
テンポの良い講話にて、前半60分は7項目

について基礎学とデータを組み合わせなが

に分類された講義内容となりました。①妊娠

ら、妊婦・授乳婦の疑問や質問に向き合い、

についての基礎知識（妊娠週数の数え方、悪

コミュニケーションをそれぞれ適切に行っ

阻と悪阻管理、奇形防止と葉酸、通常妊娠で

て、少しでも不安を取り除くことの大切さを

の流産発生率、奇形発生率）、②胎盤通過性

学びました。医療従事者として適切なアドバ

について（胎盤通過と薬の特徴、代謝と胎盤、

イスができる薬剤師の育成も重要であること

薬剤投与経路）、③妊娠中の生理学的変化（血

が理解できました。
今後7月には、同じく宮城先生による2回目

漿タンパク濃度，腎血漿流量の増大、プロゲ
ステロンの変動）、④文献（参考文献紹介、

の研修会が予定されているそうです。是非参

インターネットサイト紹介）
、⑤妊娠中に問

加され、有意義な時間を過ごされてみては如

い合わせの多い薬物や疾患について（風邪症

何でしょうか。
最後に、多大な費用と労力を費やして修得

候群、インフルエンザ、便秘、痔、睡眠剤、
真菌薬、アルコール、カフェイン）
、⑥男性

された知識を公開して頂きましたこと、宮城

が服用する薬物の影響について。（精子形成

先生に感謝申しあげます。

期間と薬剤の影響）
、⑦母乳への移行などで

去る4月9日、女性薬剤師部会主催での第1
回「妊娠・授乳とくすり」研修会が開催され
ました。 前半60分の講義終了後休憩をはさ
み、引き続きこくら虹薬局の宮城奈津子先生

ぎのざ薬局

を講師にお迎えし後半の講義が始まりました。

比嘉 智子

後半60分は主に授乳に関する内容で、1）
母乳についての基礎知識
理

2）母乳分泌の生

いて

3）母乳に関するホルモン
5）母乳育児について

の6項目の講義でした。

1）では初乳と成乳の成分の違いや母乳に
含まれる脂肪量の変化(日内変動等)につい

4）授乳につ

て、2)では妊娠中の乳房の成長過程や乳汁産

６)母乳の成分

生時期、分娩から産後安定期までの母乳分泌
に関わるホルモンと母乳生産量の変化や吸啜
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刺激と乳房からの母乳除去の必要性につい

当然ながら店頭では対応マニュアルの資料等

て、3)では2)でも触れた母乳分泌で重要なホ

も活用しておりますが、私は女性として自身

ルモンであるオキシトシンとプロラクチンの

の経験をふまえながら、さらに薬剤師として

役割やその分泌量の変化及び妊娠中のプロゲ

自信を持って、如何に患者様に安心していた

ステロンの役割について、4)では乳房からの

だけるようなアドバイスができるかが大事で

授乳と哺乳瓶による授乳の違いや新生児の母

あると考えます。

乳摂取量とその変化について、5)ではこども、

今回の研修会はそのようなアドバイスをす

母親、社会の三方向からみた母乳育児の利点

るうえで、知識の基礎となるものであったと

や人工乳の成分比較とその利点について、6)

思います。そして、ありがたいことに第2回

では母乳中の脂質、糖質、たんぱく質の細か

以降の研修会の予定もあるということなの

い内容や含有量の変化、動物の母乳との違い

で、今後さらに実践的な知識を身につけ、今

について、全体を通して要所においてグラフ

ある知識を更新していく為に是非勉強させて

や表、写真資料などを交えたわかりやすく充

いただきたいと思います。本来であれば愛知

実した内容でした。

県まで出向いて習得しなければならない講義

日頃、薬局店頭にて妊婦、授乳婦の患者様
に接し、くすりや服薬についての質問を受け

内容を、快くシェアしていただいた宮城奈津
子先生に、心から感謝申し上げます。

る事は珍しいことではありません。そんな時
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女性薬剤師部会通常総会・漢方講座

日時：平成29年5月14日(日）11:00 ～ 11:50（総会）
12:00 ～ 14:00（漢方講座）
会場：沖縄県薬剤師会館 ホール・研修室
講師：清水正彦先生 「痛みと漢方 ～ライフスタイルの視点を通して～」

女性薬剤師部会
副部会長 与儀

前日の大雨とは、打って変わって晴れた空

④「妊娠

を仰いで、ホッと胸をなでおろした5月14日

和子

・授乳とくすり」についての勉

強会を開催し会員のスキルアップにつな

（母の日でしたが）、女性薬剤師部会総会と佐

げる。

賀県から清水正彦先生をお迎えしての漢方講

⑤健康とおくすり相談会への参加

座が開かれたので報告します。

⑥沖縄県女性の翼への参加

司会の開会のことばに続いて、部会長の挨
総会は、式次第に則り議事が進められ、滞

拶がありました。

りなく終了しました。

＜村田部会長のあいさつ（要旨）＞

総会終了後、漢方講座がありました。近年、

○女性薬剤師部会は、沖縄県薬剤師会の総て
の女性会員で構成されている。今後も女性

何かと痛みを訴える患者さんが多いと思いま

ならではの視点を念頭に部会運営を継続し

せんか？そして、痛みに処方される薬剤も

たい。

増えました。従来のNSAIDsに加えて、SSRI.
SNRI、カルバマゼピン、ガバペンチン等々。

○女性薬剤師部会活動の柱
①一般社団法人日本女性薬剤師会研修講座

しかし、これらの薬剤の多くは対症療法でし

「平成29年度薬剤師継続学習通信教育講

かなく、患者さんは、なかなか痛みから解放
される事がありません。そのような慢性的な

座」の斡旋とスクーリングの実施
②漢方講座の定期的継続開催

疼痛を漢方では、どのように捉えているだろ

③沖縄の薬草への知識を深める活動「暮ら

うかという思いで、今回は痛みについての講

しの中の薬草学」の県薬会報誌連載の継
続

義をお願いしました。

ミニ薬草園の充実
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＜総会式次第＞
○開会のことば
○あいさつ
○議事
平成28年度事業報告
平成28年度会計報告
平成29年度事業計画案
平成29年度予算案
○閉会のことば

司会：副部会長
副部会長
部 会 長
進行：部 会 長
副部会長
会
計
副部会長
会
計
副部会長

清水先生も日常の診療において漢方の方剤
を変えてみてもなかなか改善されない症例を
経験する事があり、いろいろ学んだ結果、患
者さんのライフスタイルに視点をおくことが
大事なので、 講座のタイトルは「痛みと漢
方」、サブタイトルを「ライフスタイルの視
点を通して」としましたと前述されました。
慢性疼痛からの解放には 「ライフスタイ
ル」、ことに「食生活から見直しましょう！」
ということで、主に栄養学的な講義となり、
分かり易く話されました。
○気虚（つまり消化器の働きが悪い状態）の
食養生：身体を温め、胃腸の働きを良くす
る食べ物をとる。
○血虚の食養生：気虚と同じく冷たいものは
さけて消化の良い物をとる。
○陰虚（体を潤す水分が不足の状態で余計な
熱がこもり火照ったり、のぼせたりする）
の食養生：潤いを補充する。
○気滞の食養生：気のめぐりの滞りを改善、
有機鉄の摂取など
○瘀血の食養生：温熱性や辛味の食べ物で身
体を温め発汗、利尿、解毒を促進し、気や
血の流れを良くする。

狩
狩
村
村
狩
草
狩
草
狩
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俣
俣
田
田
俣
壁
俣
壁
俣

イ ソ
イ ソ
美智子
美智子
イ ソ
瑞 恵
イ ソ
瑞 恵
イ ソ

○痰湿（体内に余分な水分が溜まっている状
態）の食養生：食物繊維に富んだ食品で脂
肪や水分の排出を促す
国がセルフメデイケーションを推し進める
中、様々な機能性食品が店頭に並びます。サ
プリメントを利用する方も多いと思われます
が、そのような方々にもアドバイスが出来る
ような講座でした。
清水先生の講座終了後、茶話会を持ちまし
た。コーヒーとケーキを準備していたところ、
大城桂子先生から「おいなりさん」の差し入
れがありました。もうお腹ペッコペコでした
から、本当に在り難く、美味しくいただきま
した。20名足らずの参加でしたが、桂子先生、
渡久山京子先生、吉田久子先生、永迫洋子先
生、普天間公子先生、嘉陽美津子先生、花城
公子先生の方々から女性薬剤師部会の歩みや
医薬分業に向けて東奔西走された話しなどを
聴く事が出来ました。苦労したからこそ築か
れた、強く固い絆で結ばれているという言葉
に、胸が熱くなりました。
女性薬剤師部会ならではの、賑やかな中に
も、ほんわかとした茶話会となりました。あ
りがとうございました。

恒例となった清水正彦先生の漢方講座

清水正彦先生を囲んで記念撮影

－ 17 －

おきなわ薬剤師会報

平成29年 5 ･ 6 ･ 7 月号

＜女性薬剤師部会主催漢方講座参加報告1＞
前半はサブタイトルの大切さをお話しされ
てました。食事・栄養吸収の面の指導も大事、
まさに全体をみて整えていく漢方治療だなぁ
と思いました。治療しているのに効果なく、
最後にと漢方治療にこられる方も多いという
ことでした。背景食事みてみると、蛋白質少
ない食事という事がわかり、タンパク増して
食事とり治療効果上がったという事でした。
蛋白質増して食事しないと治らない。タンパ
クはアミノ酸に分解され吸収される。アミノ
酸を使って筋肉や肌、赤血球といった組織ホ
ルモンやコラーゲンといった人体に欠かすこ
とのできない物質が作られる。まずその量が
不足しているのだから。とろう魚肉。
無機鉄吸収率上げるのに蛋白質とビタミン
Cが必要。鉄吸収率は有機鉄（赤身の肉魚）
は20 ～ 25％、無機鉄（野菜など）は5％、5
倍の差。鉄不足はエネルギー代謝が悪くなる。
（クエン酸回路でお話しあり）
「ビタミンB（発
1
芽玄米）
、アミノ酸や鉄の原料になる赤身の
肉・魚をとりましょう。
」と個々の症状背景
に合わせて食事栄養指導大切という事でし
た。（タンパク制限などある方は注意）蛋白
質不足は血（鉄）の不足につながるんですね。
痛みの考えの中に（不通則痛）：気血水の
運行が停滞することにより痛みおこる実痛。
（不栄則痛）：栄養、潤いの不足によって起こ
る疼痛、虚痛は貧血を伴う頭痛や癌証の身体
痛などがある。
慢性疼痛の痛みは気血水と寒熱の視点から
みていく事が大切。
痛みの患者さんがみえたら寒熱か、湿（浮
腫、多尿など）か燥（口渇、乾燥、かゆみ）
があるかをポイントに考えていくことで痛み
の原因が理解しやすい。例えばインフルエン
ザの頭痛→熱＋脈早汗ダラダラ湿っぽい→熱
をさまし水をとる処方を。冬になると皮膚カ
サカサ頭痛かゆみあり→冷えてて燥→あった
めて潤す処方（当帰餃子など）
熱ある場合は西洋薬ではNsaids、ステロイ

新洋薬局

金城 由恵
ドなどが有効な痛みで、寒ある場合は痛みに
対して温熱作用のある薬剤（人参湯、大建中
湯、真武湯など）放熱ルートとしては排尿、
排便、発汗、呼吸（吐く）などあり。
慢性疼痛から、うつ、不眠など併発しやす
い。機能性胃腸障害を併発している例が多い
ところがポイントだ。これは消化管粘膜にお
ける脳内ホルモン（セロトニンなど）の産生
が低下する→痛みや刺激を感じやすくなる。
セロトニンからメラトニンつくられる事考え
ると→不眠へつながったり。腸内環境や弱っ
た胃腸を整える食生活や生活環境が大事なの
ですね。
腸管の浮腫みは便秘、うつ、免疫機能低下、
疲労、肥満、四肢の浮腫などをもたらすと。
（えっ、私も腸管浮腫んでないかしら･･･。）
生活環境因子は解熱鎮痛剤の頻回なる使用や
体冷やす食品、冷房、ストレス、昼夜逆転の
生活、日光照射不足、過激なダイエットなど
etc･･･。（思い当たる事も多い。温める食事
をしよう）
慢性疼痛からの解放にはことに食生活の見
直し大事。ポイントは炭水化物は最後に！野
菜根菜→肉魚→炭水化物の順で。年配の方で
この順だと肉魚少ししか食べれないという方
もいて、肉魚→野菜根菜→炭水化物の順でよ
いと。ただ必ず食事の最後に炭水化物を個々
に合わせた量でとること。炭水化物のみは避
ける。早食い22時以降の深夜食いやめるなど、
早寝早起き、1日3食も。
最後に炭水化物とる理由は、食後の急激な
高血糖を避け酸化（糖化）ストレス軽減（活
性酸素の過剰発生の回避）腸管粘膜への過剰
な負荷を避けるなどetc･･･。
今回、私生活を振り返り取り入れて改善し
ていきたいと思う事がたくさんあり、為にな
るお話でした。ありがとうございました。
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＜女性薬剤師部会主催漢方講座参加報告2＞
久しぶりに漢方薬の研修に参加しました。
漢方薬は私にとってかなりハードルが高いも

沖縄療育園

のです。しかし、今回は、サブタイトルに「ラ

國場 節子

イフスタイルの視点を通して」とある通り、

腫み、セロトニンの生成も低下する。SSRI

生体の恒常性の維持のために腸管環境、栄養

やSNRIを投与されている患者には帰脾湯＋

環境を整えることが如何に大事かということ

Mg330mgがいい。他に瘀血、痰湿についても

に重点をおいて、わかりやすくお話いただい

ご説明がありました。

たように思います。また、先生のご経験談と

腸管環境について、腸管粘膜バリアの機能

して、栄養士の研修会にたまたま顔をだした

と形態の破たんは粘膜上皮内の炎症、全身性

際に、整腸剤について、乳酸菌は小腸を整え

炎症を来す。腸の環境を整えるには乳酸菌、

る、ビフィズス菌は大腸を整える、と、その

ビフィズス菌、納豆菌がいい。

使い分けを明確に説明されたとのことで、コ

古い油やn-6系多価不飽和脂肪酸のリノー

メディカルの研修会にも顔を出すべきだと

ル酸系（マーガリン、マヨネーズなど）は腸

思ったとの感想を述べておられました。

管粘膜に負荷を与える。リノール酸系の過剰

以下、ご講演の後半部についてご報告いた

摂取は小腸粘膜の浮腫みを引き起こしてタイ
トジャンクションの破たんを来し、粘膜上皮

します。
慢性疼痛では痛覚制御機構が機能しなくな

内の炎症や全身性の炎症にいたる。タイト

るが、消化管粘膜やセロトニンなどの脳内ホ

ジャンクションはアメリカの消化器内科で使

ルモンの是正がうまくいっていないため。セ

い出した言葉で、最近は東京でも使い出して

ロトニンは主として腸で産生される。

いる。

栄養環境については、体質タイプ別に食養

魚介類を原料とするn-3系のEPAとDHAは合

生と漢方薬の使い方がある。気虚のタイプは

わせて駆瘀血剤になる。サプリは良いが、と

冷え性でなかなか太れないタイプ。体を温め

り過ぎはダメ。数か月飲んで休むなどするの

て消化のよいものを食べる。漢方は四君子

がよい。水銀汚染されている海域を回遊して

湯、六君子湯、補中益気湯、帰脾湯などを使

いる魚を原料としているサプリがあるので問

う。血虚は気虚を伴っていることが多いの

題である。
腸管粘膜と脳・中枢の慢性炎症状態は表裏

で、気虚の食養生も取り入れる。漢方は、四
物湯などジオウとトウキが入っているもの、

一体である。すなわち、腸管粘膜バリアの障

当帰芍薬散にはジオウは入ってないが、トウ

害⇆脳・中枢の機能の障害（BBBの障害）で

キが入っており、これも使う。陰虚の食養生

ある。
腸管におけるフリーラジカルの解毒には消

はアンチエイジングにもよい。漢方は人参湯
など朝鮮人参の入っているものなどを使う。

化管粘膜と腸内細菌叢が重要。腸管粘膜が剥

気滞は自律神経の乱れであり、のどにものが

離して一緒に排泄される。駆瘀血剤、
補脾剤、

詰まっているような症状もこのタイプ。肝の

補陰剤、利水剤の出番となる。
朝鮮人参が入っ

疏泄作用をパワーアップして気のめぐりをよ

ている人参湯や麦門冬湯などを使う。
その他、

くする。漢方は半夏厚朴湯など。なお、鉄が

使う漢方は大体、食材でもある生姜、山椒な

不足していると粘膜の代謝が落ち、粘膜が浮

どが入っているもの。
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女性薬部会
女性薬師部会主催 第20回漢方講座報告
日
会
講

時：平成29年3月7日(火）19:30 ～ 21:00
場：沖縄県薬剤師会館（南風原町新川）
師：地方独立行政法人 那覇市立病院
産婦人科 総括科部長 渡嘉敷 みどり
テーマ：女性の疾患と漢方 ～妊婦や授乳婦の安全性～

大北薬局

比屋根 姿穂
去る3月7日に女性薬剤師部会主催の第20回

茱萸、五味子、酸棗仁、辛夷、大黄、桃仁、

漢方講座が開催されました。今回は、那覇市

薄荷、半夏、附子、芒硝、牡丹皮、麻子仁、

立病院産婦人科の渡嘉敷みどり先生に、女性

薏苡仁など多数あります。妊娠中は、過度の

の疾患と漢方～妊婦や授乳婦の安全性～とい

発汗や瀉下、利尿は避けなければいけません。

うテーマでご講演いただきました。

よって、それらを引き起こすような漢方薬は、

漢方薬は、産婦人科領域において、月経不

妊娠中に使用されるのもありますが、量や使

順や月経随伴症状、不妊症・不育症、妊娠中

用期間などを考慮し、慎重に投与して使用し

の諸症状、更年期症状など、思春期から老齢

ます。症状が軽快したらすぐに中止し、長期

期のあらゆる症状に使用できます。

間の服用は避けるのが原則となります。

今回のテーマである妊婦の場合、まず考え

禁忌薬には、巴豆、牽牛子がありますが、

るのが胎児への影響です。器官形成期以前（受

現在の漢方エキス剤には含まれない生薬です。

精から18日以前）は、All or Noneの法則が

妊娠のことを漢方医学では「養胎優先」の

ありますが、妊娠2 ～ 4か月の器官形成期は、

状態と考えます。すなわち、母体が胎児を養

胎児の重要臓器が形成される時期で、最も薬

うことを優先するために陰血不足となり、気

の影響を受けやすい時期となります。妊娠5

滞し、血虚・脾胃虚の状態になります。血虚・

か月以降は、胎児の体や臓器の基本的な形は

脾胃虚になると貧血になり、腎虚や水毒にな

形成されているが薬によって体の成長や機能

ると浮腫みが起こります。したがって、妊婦

に悪い影響をおよぼす胎児毒性の問題を考え

に対しては陰血を補い、脾腎を補うことを原

なくてはいけません。

則とし、妊娠中の様々な疾患に対して気滞の

妊娠中に使う漢方薬には、安胎薬、慎用薬、

存在を意識して漢方薬を選択します。
妊娠悪阻（つわり）は、小半夏加茯苓湯が

禁忌薬があります。
安胎薬とは、流産を防止し、胎児を守る薬

効果的で、健胃、利水除湿を目標とします。

です。安胎薬には、人参、黄耆、艾葉、香附

重症例では、半夏厚朴湯を短期間用いること

子、杜仲、白朮、冬虫夏草、陳皮、蘇葉、木

もあります。
切迫早産の時に、西洋薬でいうと塩酸リト

香などがあり、漢方薬として当帰芍薬散や芎

ドリンや硫酸マグネシウムが、漢方薬では特

帰膠艾湯があります。
慎用薬には、乾姜、紅花、厚朴、牛膝、呉

に当帰芍薬散が使われます。単独で使うこと
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もありますが、塩酸リトドリンの副作用の動

全大補湯や補中益気湯が用いられることがあ

悸を当帰芍薬散が抑えることができるため、

ります。

併用されることも多いです。当帰芍薬散の芍

妊娠中に多いのが便秘で、酸化マグネシウ

薬が、平滑筋の攣縮を抑えるので、動悸に効

ムが多く使われます。漢方薬では、大黄を含

くといわれており、茯苓や白朮、沢瀉は水滞

む処方が多く注意が必要ですが、桂枝加芍薬

を治します。

大黄湯や大黄甘草湯が用いられることがあ

妊娠高血圧の場合、特に重症例の場合には

り、軟便だがすっきりしない便秘には小建中

アルドメッドやアプレゾリンなどの西洋薬が

湯や桂枝加芍薬湯を、硬い便には麻子仁丸や

多いが、漢方薬の場合には三黄瀉心湯、黄連

潤腸湯を使うこともあります。
産後の体力低下や疲労倦怠など産褥期の

解毒湯、釣藤散が使用されます。浮腫では、

様々な症状には、十全大補湯や芎帰調血飲を

五苓散、柴苓湯を用います。
妊娠中の感冒には、桂枝湯や香蘇散が使わ

使うこともあります。

れることが多く、鼻汁中心の場合には小青竜

授乳中に服薬すると、西洋薬、漢方薬で

湯、空咳や痰からみなど咳中心の場合には麦

も、乳汁中には分泌されますが、一般的には

門冬湯を、咽頭痛には桔梗湯を用いることが

ほとんどの薬の乳汁中濃度は低いとされてい

あります。インフルエンザの時にはタミフル

ます。よって、添付文書には授乳を止めるよ

カプセルが多く使われるが、麻黄湯を使うこ

うに記載されているのがほとんどですが、授

ともあります。

乳によるメリットを考えると、実際に授乳を

妊娠貧血とは、赤血球の増加に比べ、循環

止めさせることはないようです。

血液量の増加量が多いため、血液中の赤血球

私たち薬剤師は、その薬が安全かつ適して

の割合が低下し、血液が薄くなるため貧血が

いるかどうか判断する能力が求められます。

起こりやすくなります。原則として鉄剤を使

自信を持って説明できるよう今後も勉強して

用します。利水・補血を目的に当帰芍薬散や

行きたいと思います。

帰脾湯、四物湯を用いたり、脾胃虚には、十

講師の渡嘉敷みどり先生を囲んで（左から3人目）
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青年薬剤師部会主催
在沖米国軍基地内新海軍病院視察ツアー報告

昨年度より、青年薬剤師部会の担当事務を
させていただいております長嶺勇作と申します。
昨年に続き今年も、去る3月20日に、在沖

事務局

長嶺 勇作

米国軍海兵隊基地内にある北東アジア最大の
海軍病院を視察するツアーを実現することが

もフレンドリーに接してくれて、質問がし易

できました。例年、参加希望者が50名近くあ

い雰囲気で案内してくれたこともあり、視察

り、参加枠20名と決まっていることから選抜

ツアー参加者からは、「また来年も参加した

に苦労してきたそうです。今回は、参加案内

い」、「とても有意義な時間だった」など、嬉

に40歳以下と記載したことで解消することが

しい言葉を多く頂きました。
宮古島から参加されました上地薬局よこだ

できました。
初めて米軍基地内の施設に入らせて頂けた
のですが、まるでアメリカに来たような感覚

け店の加藤卓哉氏に参加報告をご執筆いただ
きましたので、ご覧下さい。

になりました。海軍病院の職員の方々はとて

＜在沖米国軍基地内新海軍病院視察ツアーに参加して＞
去る3月20日、キャンプフォスター内の米
軍基地内海軍病院見学に参加しました。

上地薬局 よこだけ店

加藤 拓哉

まず始めにER内の見学を行い、小児患者に
ついてのERでの処置法について教えていただ

な管理体制のもと、開錠するのは急患さんが

きました。小児の急患における処置の流れに

搬送された時と、薬を補充するときだけみた

ついて、一刻も早く処置をしなければならな

いです。薬の発注に関しては、主に米国国内

い状況の中でも薬用量を決めるためにも体重

の卸から仕入れるのですが、急を要する場合

測定は必須ですが、こちらの病院では小児を

は日本の卸から仕入れることもあるそうです。

ストレッチャーからわざわざ降ろして体重

次に薬局内の見学をさせていただきまし

を量って、戻して…ということはしません。

た。ここでは入院患者と外来患者の両方の調

ではどうするのでしょうか。それは簡易メ

剤を行っているため、薬の在庫数は凄まじ

ジャーを使用します。そこには、身長からお

く（基本的にバラ錠採用）、それ以外にもシ

おまかな体重を割り当て、それに基づいた薬

リンジなどの医療材料の管理も薬局内で行っ

の用量や使用する医療器具の大きさなどが事

ており、その存在感に圧倒されました。50音

細かに記載されています。体重ごとに色分け

順に並べられたいくつもの医薬品棚は、調剤

されており、使用する薬や医療機器が入った

室のスペースを最大限に生かすため、棚ごと

カートの棚も同じ色が配色されています。残

スライドできるものを採用しています。意外

念ながらカートには鍵がかかっていたため、

と軽く動かせることができたことには驚きま

中を拝見することはできませんでした。厳格

した。外来の薬の調剤方法は巨大な自動調剤
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機によって行われていました。テレビでもよ
く目にするオレンジのボトルに医薬品ごとに
全量をまとめて投入し、1薬品分の調剤が完
了します。そのボトルに氏名・用法・用量な
どが記載されたシールを貼ってできあがりで
す。日本では「薬を薬袋に入れ、ビニール袋
に入れて患者さんにお渡し」が一般的ですが、
こちらではオレンジのボトルが薬袋の代わり
で、それを茶色の紙袋に入れてお渡しするの

ＥＲ見学

が一般的なようです。
医薬品管理で特に目を見張るものがありま
した。それはセキュリティーが厳重なこと。
麻薬などの特別厳重な薬の保管に関しては、
別に保管部屋を設け、その入口には頑丈な鉄
格子で常時塞がれ、また分厚い金属の扉も設
置しているという厳重さ。まるで銀行の金庫
室並み。また、その部屋に入って調剤ができ
るのは、あらかじめ決められた薬剤師2人と
テクニシャン1人の計3名のみ。また、ハイア

薬局見学

ラート薬を保管している機械には、常時施錠
され、調剤するときは生体認証とID入力しな

今回の病院見学では、薬局薬剤師において

いと開けることすらできない状態で、その上、

もとても学ぶことの多い機会となりました。

天井には10台程の監視カメラが様々な角度か

米国における標準的な医療に近いものを知る

らチェックできるようになっています。調剤

ことができたことは、今後の薬剤師人生を送

室内には見学時に、軍人やそうでない方数人

るなかで、とても良い刺激になりましたし、

が働いていらっしゃいましたが、軍人とそう

これからは日本の薬剤師も、世界の医療事情

でない人の区別として、髭が生えている人は

を学ぶべく、どんどん世界に目を向けるべき

軍人ではないみたいです。

だと感じました。

記念撮影
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卸部会
平成29年度日本医薬品卸勤務薬剤師会
創立40周年記念講演会に参加して
日時：平成29年5月12日(金）15:00 ～ 16:40
会場：大手町サンケイプラザ（東京都）

株式会社 琉薬
管理薬剤師 吉冨

弓江

5月12日、日本医薬品卸勤務薬剤師会主催の講演会に参加しましたので、報告します。
今年は、本会創立40周年にあたり記念講演会として開催されました。
【講演】

損害（健康被害）が生じた際に損害賠償を要

「薬剤師のための法的知識の基礎

求される可能性が高い。過失とは客観的注意

～対人業務にかかる裁判例を参考に～」

義務違反であり、結果回避義務違反も該当する。

中外合同法律事務所 弁護士・薬剤師

例）過失：医療従事者は、患者に対し最善の

赤羽根 秀宜 氏

注意義務を負っているため、疑義照会した

1. 法的責任

際に医師に「そのまま出して」と言われた

法的責任には、刑事責任、行政責任、民事

からと、そのまま調剤して投薬した結果、

責任がある。法的責任と社会的責任の違いは、

患者に健康被害が発生した場合、薬局側に

強制力があるかないかであり、社会的責任に

も過失があると判断されることがある。

強制力はないが風評による影響は大きい。

損害とは、不法行為があった時となかっ

刑事責任とは、国家から刑罰を受けること
であり、調剤過誤で患者が死亡に至った場合

た時の財産状態の差額をいう。
例）損害：間違った薬を患者に渡してしまい

は業務上過失致死罪が適用さることになる。

服薬する前に気づき交換した場合は、社会

しかし、調剤過誤全てが刑事責任を問われる

的責任として謝罪は必要であるが、損害は

わけではなく、被害の重大性、過失の態様、

発生していないので法的責任はなく、お金

社会的責任などを総合的に判断して刑事責任

を払う必要はない。家族等からの要求が

の有無を決めることになる。

あったとしても、応じないでほしい。

行政責任とは、監督官庁である厚生労働大
臣から戒告、業務停止、免許取消しなどの処

2. 薬剤師の義務～裁判例を参考に～

分を受けることである。こちらも全ての調剤

薬剤師の義務には、情報提供義務及び指導

過誤において処分を受けるわけではなく、罰

義務、添付文書と薬剤師の義務、患者からの

金以上の刑に処せられた者、薬事に関し犯罪

情報の確認義務、疑義照会義務などがある。

又は不正の行為があった者、薬剤師としての

例）指導義務：薬剤の併用による重篤な副作

品位を損するような行為のあったときに受ける。

用で患者が死亡した。裁判所は、「何かあ

民事責任とは、被害者に対して損害を填補

ればいらっしゃい」という一般的な注意だ

しなければいけない責任で、金銭の支払義務

けでなく、発生しうる重篤な副作用の初期

が発生する。過失（調剤ミス）
、因果関係、

症状など具体的な注意を与え、早期に異常
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を発見し投薬を中止することができるよう

3. 今後の薬剤師業務の法的解釈

指導する義務があったとして、医師に損害

○プロトコル：プロトコル作成にあたっては、

賠償の支払いを命じた。

診断･処方は医師の専権行為であることを

適用外使用は原則義務違反とみなされ、

踏まえ、薬剤師が介入する場合に薬剤師の

過失責任を負う。ただし、特段の合理的理

診断を要したり、処方と解されることのな

由（エビデンス）を証明し、患者に対し説

いよう、個別具体的な判断が必要となる。

明と同意があれば過失にはならない。

例えば、①処方権の侵害･権限委譲になら

例）情報確認義務：患者が医師に「鎮痛剤に

ないか、②疑義照会にあたるのか、③医薬

対しアレルギーがあるが、アスピリンは飲

品の変更にあたるのか、④調剤報酬の観点

んだことがあるから大丈夫」と言ったので

から問題はないか、⑤公表をどうするか

アスピリンを処方したところ、実はアスピ

などを視点にする。プロトコルに関する法

リン喘息であり服用後の呼吸困難で死亡し

的責任としては、プロトコルに従わずに起

た。裁判所は、医師は患者の記憶、認識が

きた場合は薬剤師（場合によって医師）に、

正確なものであるか、アスピリンの投与を

プロトコル自体の間違いで起きた場合は医

受けた時の状況、薬剤の商品名などを詳し

師及び薬剤師に発生すると考えられる。

く問診して確認する義務があったのにそれ

○非薬剤師によるピッキングなど：難しい問

を怠った責任があると認められるとした。

題ではあるが、少なくとも平成27年6月25

例）疑義照会義務：通常の5倍量を投与した

日厚労省通知に従い、軟膏剤、水剤、散剤

ため患者が死亡した事案では、投与を指示

等を計量、混合させることは避けるべきで

した医師、上級医2名、病院開設者、調剤

ある。法的に非薬剤師に任せることが出来

を行った薬剤師、調剤監査を行った薬剤師

る業務と、非薬剤師に任せていい業務は同

2名に損害賠償が請求され、裁判所も支払

じではなく、医療安全の観点からの検討が

いを命じた。

必要である。

今年の講演は、医薬品卸に勤務する薬剤師にとって直接関わることが少ないことです。しかし、
今、現場でどのようなことが話題となり、問題となっているかを知ることは重要です。加えて、
個人的にも関心があったので、大変興味深く聞くことが出来きました。
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学薬部会
平成29年度 学校薬剤師新任研修会参加報告
日時：平成29年4月16日(日）13:00 ～ 16:30
会場：沖縄県薬剤師会館 研修室

＜式次第＞
1．開会挨拶

部 会 長

村

田

成

夫

（1）「学校薬剤師って何？」

学術担当

上

原

卓

朗

（2）「学校環境衛生における定期検査・日常点検」

学術担当

上

原

卓

朗

試験検査センター主任技師

小

泉

宝

之

部 会 長

村

田

成

夫

副部会長

平

良

恭

子

2．研修

（3）「薬の正しい使い方と薬物乱用防止教室のすすめ方」
3．閉会挨拶

私は子供の頃、自分の通う小学校に学校薬
剤師として白衣を着てやってくる祖父を見て
みさと虹薬局

育ちました。学校で祖父が仕事をしている事

中塚 泰子

に興味津々で、誇らしく感じていたものです。
私が薬剤師の職に就いてからは、学校薬剤

主な職務は、水質検査、照度、空気、騒音、

師に興味はあるものの、どうすれば学校薬剤

学校で使用する医薬品についての指導・助言、

師になれるのか良くわからず、調べる機会も

薬物乱用防止に関する学習に関わる事です。
研修からあっという間に5月を迎えました。

ないまま現在までその職務に従事することは
ありませんでした。子供たちが小学校に通う

突然担当する小学校から連絡があり、翌日に

ようになり参観日などで学校を訪れると、昔

プール水の確認をしに来て欲しいと依頼され

見た祖父の姿を思い出すようになりました。

ました。ご指導いただく村田先生に同行して

昨年末、職場の上司から「学校薬剤師が不

もらい、翌日急遽学校を訪問しました。早速

足しているのだけど、やってみない？」と声

残留塩素濃度を測定してびっくり。試薬を入

を掛けてもらい、これはやるしかないと思い、

れた水は、なんと無色。遊離残留塩素濃度は

今回念願の学校薬剤師として従事する機会を

ほぼ0 mg/ℓだったのです。これには新人の私

得ました。

は思考回路がストップ。その間、村田先生は
学校薬剤師新任研修会

慣れた様子で淡々と養護教諭の先生やプール

に参加し、学校薬剤師について学びました。

管理者を相手に丁寧なご指導。どう対応して

学校三師と呼ばれ、医師、歯科医師と並ん

いいのか分からない私は、先生の指導に聞き

で薬剤師が配置されていることや、学校の非

耳をたて、ひたすらメモをとりました。プー

常勤職員であること知り、単に依頼されたか

ルに水が入ったら塩素濃度は常に0.4mg/ℓを

ら請け負うのではなく、学校職員として一緒

下回らないように管理しなければならず、週

に取り組む姿勢が必要なのだと感じました。

末は多めに入れて帰り月曜の朝一番で塩素濃

早速、平成29年度
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度を測定し、低ければ塩素を投入。塩素投入

は、測定方法だけでなく、実際にあった珍エ

後、プール全体に塩素が行き渡るまで何時間

ピソードや執務記録作成についても盛り込ん

かかるのか、一旦プールに藻が生えてしまう

でいただければ幸いです。

とどういう事になるのかなど、先生は立て板

これから学校薬剤師として、子供たちが安

に水のごとくお話しされました。その後、私

心して安全に学校生活が送れるよう、また子

は執務記録にひたすらメモした先生の指導内

供たちが近年重要な問題である薬物乱用防止

容を記載した事は言うまでもありません。

について正しく理解できるよう少しでも貢献

私の学校薬剤師の初仕事は、こんなエピ

したいと思います。

ソードから始まりました。今後の研修会で

去る4月16日（日）、平成29年度学校薬剤師
新任研修会に参加しましたのでご報告いたし
ます。
学校薬剤師をしていた母の姿を見ていたこ

学校薬剤師

ともあり、いつか私もやってみたいと思って

鈴鹿 玲子

おりました。今年度より、担当をさせていた

飲酒防止教育」「アンチドーピング」「医薬

だくことになり大変うれしく思いましたが、

品の適正使用（くすり教育）
」等保健指導

実際どんなことをすればよいのか？私で務ま

への関わり

るのか？不安な気持ちを抱えながらの参加で

⑥健康相談への関わり
が、上げられます。

した。
1.「学校薬剤師って何？」

上原卓朗 先生

2.

学校薬剤師とは、大学を除く幼稚園、小学

Ⅰ）学校環境衛生における定期検査・日常点検

校、中学校、高等学校には、学校医、学校歯

上原卓朗 先生

科医と共に必ず置くことが学校保健安全法第

特に重要な基本3検査及び騒音測定につい
て、御自身の経験を交えながら、その目的と

32条で定められています。
幼保連携型認定こども園においても学校保

留意点・判断基準・検査方法・問題があった

健安全法が準用されるため学校薬剤師の設置

時の対策について教えていただきました。

が必要であるとのことでした。

①気（揮発性有機化合物・ダニ又はアレルゲン）
教室内での空気の維持管理が必要⇒学習

主な職務については、

意欲への影響・体調不良の原因となる。

①学校保健計画・学校安全計画の立案に参与
②学校環境衛生基準に基づいた学校の飲料

②採光及び照明
児童・生徒が集中して学習できる環境を

水・プール水・照度・空気・換気・騒音な

整えるとともに、視力を守る。

どの検査
③学校環境衛生について指導と助言を行う

③飲料水及びプール水
飲料水の水源が、学校敷地内の受水槽の

（保健委員会に参加し行う場合もある）
④学校で使用する医薬品について指導と助言

場合、給水管等の給水設備は学校の責任に
おいて管理しなければならない。水質は、

を行う。
⑤学校においての「薬物乱用防止活動」
「喫煙・
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ル水は水質を適正に管理することにより、

機関の活用と共に学ぶことになっています。

伝染性疾患の予防ともなり、安全で快適な

中学では医薬品の分類や正しい使い方等を、

水泳につながる。水質だけではなく、付属

高等学校においては、製造や販売にあたっ

の設備についても機能上問題がないか、安

ての規制など専門的な内容になってきます。

全性に問題はないか等の確認が必要。

そのため、学校薬剤師は授業支援者（Team

④騒音

Teaching）という形で、教師や養護教諭と連

騒音は、児童生徒等の集中力を散漫させ
たり、音が聞き取りにくいなどの授業の妨

携し、学校にかかわっていくことが、必要に
なってくると、教えていただきました。

害の要因となる。

また、薬剤師が行う薬物乱用防止教室につ
いては、その意義や目的の説明を受け、養護

Ⅱ）検査について

小泉宝之 先生

教諭や教師、その他主催者との打ち合わせを

学校環境検査の採取方法や、採取時に注意

し、テーマを絞って記憶に残る講演を心懸け

すること（検査時の時間帯や条件、採取後の

るように。

検体の保管方法）など、実際の機器を見せな
がら説明をしてくださりました。
照度検査に関しては、学薬

オリジナルでなくてもかまわない、学校の
実態に合ったものを作成するようにご指導い

笠原先生が、

ただきました。

検査方法や注意点、指導のポイントなど実際
の機器を用いて説明をしてくださりました。

どの先生方も、非常に丁寧にわかりやすく
説明していただきましたが、まったく初めて

3. 薬の正しい使い方と薬物乱用防止教室の
すすめ方

村田成夫 先生

旧学習指導要領では、「薬物乱用・医薬品」

の私にとっては、不安が残りました。今回は
座学だったので、実際に触らせていただけた
り、実習形式の研修があると、嬉しいです。

はひとくくりになっていましたが、新学習指

不安だらけですが、教えていただきながら、

導要領では「医薬品」は地域の保健・医療

頑張っていきたいと思いました。
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学薬部会
平成29年度学校環境衛生・安全管理講習会参加報告
日時：平成29年5月10日(水）14:00 ～ 17:00
会場：沖縄県立総合教育センター
主催：沖縄県教育委員会
共催：沖縄県薬剤師会
学校薬剤師

大城 晴子
平成29年5月10日に「平成29年度学校環境

人体模型を使って交互に体験するものを想像

衛生・安全管理講習会」が開催されました。

していましたが、今回は参加者全員が一緒に

県立学校関係者、学校薬剤師等を対象とした

実践できる体験セットが人数分準備されてい

本講習会は今年で39回目となります。会場と

ました。ビデオを見ながら、実際どんな状態

なった県立総合教育センターの多目的棟ホー

の時に胸骨圧迫が必要なのか、また、AEDを

ルは満員で、関係者の意識の高さを感じました。

ためらわずに使うことの重要性を学び、救急

講義Ⅰは、学校薬剤師部会の知名博樹先生

車が到着するまでの8分半の間に何ができる

による「学校環境衛生における定期検査・日

のかを実技を通して学びました。

常検査について」の講義でした。学校保健安

私は今年初めて学校薬剤師をお受けしまし

全法に基づいて策定された学校環境衛生基準

たので、4月の新任講習会の内容を再確認し

を説明しながら、学校薬剤師が検査する項目

ながらの受講となりました。学校教職員の

と教職員が日常点検する項目について、検査

方々と命を守る学びを実践できたことも有意

の目的と検査方法等の解説がありました。ま

義でした。本講習会は、県立学校の体育教

た、講義の最後には、児童生徒への「くすり

諭、養護教諭等、学校関係者に学校薬剤師の

教育」に関して、薬の専門家である学校薬剤

業務を知っていただく良い機会であると思い

師が、体育教諭や養護教諭と連携しながら実

ます。4月の学校薬剤師新任講習会では、あ

践するTeam Teaching の提案もありました。

る学校で体育館の蛍光灯が切れたまま放置さ

講義Ⅱでは、
「学校プールの衛生管理につ

れていたので学校薬剤師として修理を進言し

いて」と題し、多木化学株式会社

高松知愛

たが、なかなか直していただけなかったエピ

氏が学校プールの設備管理と衛生管理につい

ソードをうかがいました。学校関係者が集ま

て説明されました。塩素剤の種類と特徴につ

るこのような場で、今後は学校薬剤師会から

いての解説もありました。リオ・オリンピッ

学校の環境整備等についての提言をしたり、

クの飛び込み競技会場でプールが緑色に変色

学校からの要望を

した映像は記憶に新しいと思います。プール

聞いたりしても良

開きを目前に控え、プール水の管理は学校関

いかもしれません。

係者にとって身近な課題であり参加者は熱心

児童生徒の安全を

に聴講していました。

守るために学校薬

最後に実技がありました。浦添総合病院救
急集中治療部

米盛輝武先生を中心に、沖縄

剤師と教職員とが
協力する大切さを

PUSHネットワークのみなさまのサポートで、

改めて感じた講習

胸骨圧迫とAEDの使い方の講習でした。心肺

会でした。

蘇生講習というと、数名でグループを作り、
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学薬部会
平成29年度 宮古地区学校薬剤師会研修会報告
日時：平成29年4月9日(日）9:30 ～ 13:30
場所：学校薬剤師部会宮古支部ミーティング室
＜式次第＞
○開会あいさつ

学校薬剤師部会 宮古支部長

○講義 1.学校薬剤師の役割

講師：沖縄県薬剤師会学校薬剤師部会 部会長

方

智子

村田

成夫

2.学校環境検査について

〃

〃

3.検査結果と報告書の書き方

〃

〃

4.水質検査時の測定器の取り扱い
講師：沖縄県薬剤師会試験検査センター 主任技師
5.各検査方法の検査器具の手技、手法

〃

小泉

宝之
〃

6.質疑・応答
宮古島には現在、20の小学校と15の中学校、
5校の県立学校、そして認定こども園が2校あ
ります。宮古地区の学校薬剤師は、一昨年ま
学校薬剤師部会
宮古支部長 方

では6人で活動してきましたが、昨年は2人、
今年度から3人の新メンバーが加入し、これ

智子

直接手にして、興味深く且つ熱心にその測定

からは11人体制で臨みます。
そこで、新任研修を部会長の村田成夫先生

方法を学んでいました。

と試験検査センター主任技師の小泉宝之先生

続いて、試験検査センター主任技師の小泉

に依頼したところ、快く承諾していただき、

先生に、検査時の注意事項、手順の説明や、

わざわざ宮古島まで御足労下さり、研修会を

何故そうするのかという理由までも細かく教

開催することができました。

えていただきました。これまで私は時間に追

研修会は、まず始めに、村田先生の講義か

われ、省略していたこと、忘れていたこと、

ら始まりました。スライドを使い、分かり易

気をつけることなど、いろいろなポイントを

く進めていただきました。「学校薬剤師の職

外していたんだなぁと反省しました。

務とは？」から始まり、学校環境衛生におけ

この機会に、復習できたことは、これから

る定期検査・日常点検について、みっちり3

の学薬活動に役立て、反映できると思います。

時間は講義していただきました。宮古地区で

充実した研修会になりました。

は、これまでの飲料水・プール水の水質検査

昨今、学薬の活動を通していて、学校側と

や照度検査、騒音検査のほか、平成28年度か

の連携が希薄なことに不安になることがあり

ら各幼稚園、小学校、中学校でもダニ・アレ

ます。各検査結果や所見などが、学校側と教

ルゲン検査や環境衛生検査（室内空気検査）

育委員会にどのように伝わっているのか、そ

が新たに実施されており、この機会に学校薬

れに基づいて報告書で記録した改善点は実施

剤師としての質の向上も狙っての研修会でし

してくれるのか、または、（予算の都合で）

た。新しいメンバーは騒音測定器や照度計を

次年度に持ち越しなのか、等々、報告書に対
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人が集まり、実りのあるお話を聞くことがで

「年に（○回？）しか学校に行かない薬剤

き、楽しいひとときでした。今後も、宮古、

師の報告書は内容も気楽に受け取って処理さ

八重山、他の離島ならではの取り組みや、工

れているのかな？」
「事務的な手続きさえし

夫していることなどの情報交換の機会がつく

ていれば大丈夫！」と、簡単な業務にとらえ

られることを期待します。今時の学校薬剤師

ているのかと考えたりすると、これからは養

は、薬物乱用防止教室、くすり教育、アンチ

護教諭との連絡と伝達ではなく、校長、教頭

ドーピングについての講話など、いろいろと

その他の先生にも出来るだけ声をかけて密な

幅広い活動が求められます。社会の現状に対

関係を築いていけたらと思います。

応し、視野を広げ、地域に必要とされるよう

研修の前日は、お二人の来島を労い、宮古

に頑張りましょう。

地区の薬剤師と懇親会をもちました。総勢12

地区だより

平成28年度
八重山地区薬剤師会総会報告
日時：平成29年4月14日(金）20:30 ～ 22:00
会場：アートホテル石垣島
八重山地区薬剤師会
会長 山城 専

○平成28年度収支決算報告
○平成29年度予算案

会計

宮良

善朗

・Drによる勉強会依頼

会計

宮良

善朗

・ボーリング大会
◎健康とおくすり相談会の開催

○FAXコーナー平成28年度収支決算報告
FAXコーナー担当
○平成29年度事業計画

智史

山城

専

会長

金城

（秋頃：名蔵公民館、もしくは離島で予定）
◎実務実習指導薬剤師養成講座

◎八重山病院薬局との連携

◎健康サポート薬局研修会

・定期的な分業連絡協議会開催

◎救急救命やバイタルチェック等の講習会開催

・薬薬連携を通しての多職種連携

◎FAXコーナーにおける1回あたりの送信料70
円に減額

・施設間情報連絡書のとりきめ
・退院時における情報交換

◎H30年三師会新年会幹事役
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地区だより
一般社団法人那覇地区薬剤師会 第4回通常総会
日時：平成29年5月28日(日）10:00 ～ 10:45
会場：沖縄県薬剤師会館 ホール・研修室
＜式次第＞

司

会

平

良

伃己子

2.開会の辞

副会長

姫

野

耕

一

3.会長挨拶

会

長

川

満

直

紀

平成28年度会務・事業経過報告

副会長

鈴

木

一

徳

平成28年度監査報告

監

事

具志堅

興

信

平成28年度決算承認について

副会長

渡具知

一

枝

理事・監事選任について

議

長

安次冨

長

洋

平成29年度事業計画について

会

長

川

満

直

紀

平成29年度予算について

副会長

渡具知

一

枝

副会長

渡具知

一

枝

1.出席人員確認・宣言

4.議長選出
5.議事録署名人の選出
6.議題
報告第1号
第2号
議案第1号
第2号
報告第3号
第4号
7.閉会の辞

平成29年5月28日（日）沖縄県薬剤師会館

あったが、平成28年度は改善された。しかし、

において、第4回通常総会が平良伃己子氏の

これ以上のFAX送信料収入が見込めない中で、

司会進行により開催されました。姫野耕一副

どう収益を確保し健全な会の運営を実施して

会長の開会の辞で始まり、続いて川満直紀会

いくか検討する必要がある。新役員・執行部

長の挨拶では「会長職に就き2年が過ぎよう

には、会員の関心事を把握し事業を推進して

としている。任期を全う出来たのは、理事・

いただきたい」と所見を述べました。続いて

会員の皆様及び職員の協力によるもの」と感

議案第1号、2号の審議が行われ、何れも賛成

謝の言葉を述べ、また、会の状況については

多数により承認されました。引き続き報告第

「前年度と同等の収入を得ることができた。

3号、4号の報告を終え、全ての報告・議案が

しかしながら、赤字決算は続いており事業の

滞りなく終了し、渡具知一枝副会長の閉会の

見直しと経費削減を継続し徹底していく。新

辞で第4回通常総会は閉会いたしました。

事業については、個別指導における指摘事項

最後に今回の総会をもって退任される、姫

等関連の研修会を予定しており、会員のお役

野耕一副会長、鈴木一徳副会長へこれまでの

に立てるような事業を遂行していきたい」と

ご尽力に感謝し、記念品の贈呈が行われました。

述べました。

総会終了後には、フリー接遇インストラク

議事は、安次冨長洋氏が議長を務め進め

ターの青池牧恵氏による「ビジネス接遇マ

られ、まず報告第1号、2号の報告がなされ、

ナーでスキルアップ！」と題し接遇マナーに

報告第2号では具志堅興信監事より「収益の

ついての特別講演が開催されました。「第一

80％をしめるFAX送信料が毎年減少傾向に

印象の大切さ」「身だしなみ」「目線が持つ意
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【特別講演会】10:45 ～ 12:45
演題：
「ビジネス接遇マナーでスキルアップ！」
講師： フリー接遇インストラクター 青池 牧恵 氏

味を理解する」
「話し方・聞き方」など、具

事会を行い、終始和やかな雰囲気の中で意見

体例やユーモアーを交えながら分かりやすく

交換や歓談がなされ、無事に全日程が終了い

ご講演いただきました。

たしました。

講演会終了後には場所を移し、参加型の食

（報告・写真提供：那覇地区薬剤師会事務局）

＜任期満了に伴う理事・監事の改選により以下の役員が選任され、新体制での活動がスタート＞
会

長

川満 直紀

副会長

渡具知 一枝、吉田 洋史、盛本 直也（新）、金城 雄一（新）

理

事

伊波 重宏、國吉 直子、中村 昌義（新）、西川 裕（新）、安次冨 長洋（新）
嘉手川 育子(新)、又吉 智賀子（新）、武富 弘記（新）

監

事

具志堅 興信、大城 博次（新）

日本薬剤師美術同好会 第5回作品展開催のご案内
第50回日本薬剤師会学術大会の開催にあわせて、油彩画・水彩画・日本画・アクリル画・パ
ステル画・写真（ポートレート・風景・動植物等）などを趣味とする薬剤師が作品を出品して、
第5回美術作品展を開催致します。
つきましては、下記要領にて、美術作品展への出品参加（有料）を募集致しますので、ご
参加くださいますようお願い申し上げます。
展 示 期 間：2017年10月8日(日）・9日(月・祝）
展 示 会 場：東京国際フォーラムG棟5階 G504
お申込み方法：必要事項を明記し、9月9日(土)までにお申込みください。お申込みを頂いた
会員には、その後のお手続きについて記載した出品要領等を別途お送りします。
出展料金（右記金額は昨年実績）：1点：12,000円 2点目以降：6,000円
[必要記載事項] ①氏名 ②住所 ③連絡先（電話番号・FAX番号・E-mail）
④絵画歴又は写真歴と出品画種
[お申込み・お問い合わせ先] 日本薬剤師美術同好会会長 鳥海 良寛（とりうみ よしひろ）
〒010-0033 秋田県秋田市楢山石塚町4-3
FAX: 018-835-5482
E-mail: birdsea@rnac.ne.jp

－ 33 －

おきなわ薬剤師会報

平成29年 5 ･ 6 ･ 7 月号

地区だより
平成29年度 宮古地区薬剤師会総会報告
日時：平成29年5月14日(日）17:00 ～ 18:30
会場：宮古地区薬剤師会事務所

会員20名中、出席者16名、委任4名をもっ
て今年度の総会が行われました。
最初に、川満正啓会長から昨年を振り返
り、国の委託事業である「患者のための薬局
ビジョン推進事業（薬局・薬剤師によるアウ
トリーチ型健康づくり事業）」の「健康とお
くすり相談会」が、宮古地区医師会、歯科医
師会、宮古病院薬剤師、宮古病院看護師の協
力の下、初めて多良間村で開催され、予想以
上の盛況を博し、かつ他職医療人と連携を深
めることができたと、事業の成功を喜ぶ挨拶
がありました。その後、報告、議案と審議が
進み、全議案とも全会一致で承認を得ること
ができました。主な議案は下記の通りです。
【主な議案内容】
① 近い将来、応需薬局でも患者さんの医療
廃棄物を処理する必要が出てくることに備
えて、昨年度より準備金として積み立てを
行っているが、今年度は予算上の厳しさも
あり、準備積立金を昨年度の半額にする。
② 昨年、宮古地区薬剤師会のホームページ
を開設したが、この管理費は予算に組み込
まれていなかった。事後承諾になるが、管
理費を決算に計上した。
③ 現在、FAX負担金は90円/枚である。FAX
送信システムの改善など努力してきたが、
赤字の状態であり、このままだと会の事業
に支障をきたす恐れがある。これ以上、運
営状況が悪化するなら年度内であっても理
事会の決定でFAX負担金を増額する。

広報委員会 宮古地区通信員

前里 由紀子
④ 今年度は役員改正の年であり、以下の会
員が新役員に決定した。
○会 長 下地 睦夫
○新理事 盛島 明隆 山崎 今日太
平良 真哉 上川畑 剛
○ホームページ担当
上川畑 剛
会の最後に、沖縄県薬剤師会会長の亀谷浩
昌氏より挨拶があり、国民の皆様に我々の活
動についてもっと知ってもらう必要がある。
そのためには、マスコミへのアピールに努め
たり、政治力を上げる必要がある。行政を動
かす政治力はやはり数であるので、薬学生の
入会促進など日薬会員を増やして欲しい。ま
た、これまで色々な薬局を見てきたが、まだ
まだ努力が足りないように思える。まずは店
内に清潔感を出して欲しい。また、算定の有
無に係らず、患者さんのために在宅に取り組
んで欲しい。一人薬剤師でも工夫すれば不可
能ではないと思う。
「無理だ、出来ない」と
いう前に、取り組むことが重要だとの言葉が
ありました。
総会後は、居酒屋へ場所を移し懇親会とな
りました。懇親会へは県立宮古病院、徳洲会
病院、宮古南静園の薬剤師また実習生の参加
もあり、日頃の仕事の話の他、趣味やプライ
ベートの話題で盛り上がり、職場を超えて親
睦を深めることができました。

総会

総会後の懇親会
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その他会務報告
沖縄戦殉職医療人之碑へ慰霊
平成29年6月23日(金）慰霊の日〔ひめゆりの塔構内〕
沖縄戦殉職医療人之碑は、昭和26年10月に

本会会員の長田紀昭先生（故久場トヨ先生

沖縄医療団により建立されました。去る平成

の弟）におかれましては、御尊父の長田紀助

21年の慰霊の日には、ひめゆり平和記念資料

氏（当会第2代会長）が合祀されていること

館が開館20周年を迎えたことにより、その記

から毎年ご参拝されており、今年もご子息で

念事業の一環として、ひめゆりの塔および周

ある長田紀与志氏とご参拝されました。先生

辺の環境整備が取り組まれ、ひめゆりの塔に

方と共に、神村武之相談役と吉田洋史理事が

隣接の沖縄戦殉職医療人之碑の周囲において

沖縄県薬剤師会としてご参拝、慰霊されたこ

も植栽、新しい敷石が整備されています。

とをご報告致します。
（亀谷会長は、日本薬

参拝当日の沖縄戦殉職医療人之碑には、毎

剤師会定時総会のため欠席）

年、本会と沖縄県医師会、沖縄県歯科医師会
の供花が添えられています。

機会がございましたら、沖縄戦殉職医療人
への慰霊、追悼に是非ご参拝下さい。
（報告：事務局 大城喜仁）

＜沖縄戦殉職医療人之碑＞
昭和26年10月に沖縄医療団によ
り建立。沖縄戦の戦死者として合
祀されている。
薬剤師は、県内・県外あわせて
10人近くになると思われる。その
内の1人、県薬第2代会長の長田紀
助氏（久場トヨ先生、長田紀昭先
生の御尊父）は、厚生大臣任命で、
佐官待遇の軍属として南部戦線に
向かわれ、玉城村（現南城市）字
糸数付近で戦没された。喜瀬乘垣
氏（キセ薬局・喜瀬乗惟先生の御
令兄）は中国大陸の山野で没され
た。

平成29年慰霊の日
沖縄戦殉職医療人の碑 参拝者
左より、長田紀与志氏、長田紀昭氏、
神村武之相談役、吉田洋史理事
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おめでとうございます
前濱 朋子先生 笠原 大吾先生 知名 博樹先生
＜沖縄県薬物乱用防止協会総会＞
会期：平成29年6月9日(金)

会場：沖縄県薬剤師会館ホール

前列左より
笠原大吾 氏
知名博樹 氏
前列右
前濱朋子 氏

転載記事

平成29年6月10日(土）沖縄タイムス

平成29年6月15日(木）琉球新報
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第31回沖縄県薬剤師会学術大会の演題の募集について
会

員

部

会

沖 縄 県 薬 剤 師 会

長

各

位

学術大会実行委員会

地区会長

委員長

外間

惟夫

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、標記学術大会を、平成29年11月12日 (日）沖縄県薬剤師会館に於いて開催（定員オーバーの
時は沖縄県看護協会館にて開催予定）することになりました。
つきましては、下記により演題を募集致しますので、多数の申込を頂きますようお願い申し上げます。
但し、原則として1施設1演題とします。
記
1．演題募集部門名：①保険薬局部門

②学校薬剤師部門

③女性薬剤師部門

④公衆衛生部門

⑤行政薬剤師部門

⑥病院診療所部門

⑦卸勤務薬剤師部門

⑧青年薬剤師部門

⑨医薬品情報部門

⑩試験検査部門

⑪地区・支部部門

⑫他職種連携部門

⑬OTC・健康食品関連部門
2．発

表

時

間：一題

⑭その他

10分（発表8分、質疑応答2分）

発表は口演（Power Point）発表とします。
演題の応募状況によっては、発表時間を調整させていただくことがあります。
3．演 題 申 込 締 切：平成29年9月8日 (金）
4．講

演

要

旨：A4版縦用紙1枚程度（1400字以内）にまとめ郵送またはメールで送付下さい。
※講演要旨作成要領は次頁に記載されていますので、ご確認ください。
要旨締切

平成29年10月13日 (金）

5．発表データ提出：原則 Power Pointで作成（発表データ作成に関する注意事項や発表方法等の詳細は、
演題申込締切後に発表者へ通知します。）
6．申

込

先：〒901-1105

沖縄県島尻郡南風原町字新川218-10

（お問い合わせ） 第31回沖縄県薬剤師会学術大会実行委員会
TEL（098）963 - 8930

事務局

沖縄県薬剤師会館内
大城まで

FAX（098）963 - 8932

E-mail: kouhou@okiyaku.or.jp
＊大会プログラム及び大会参加申込書は、後日お知らせ致します。
平成29年

第31回沖縄県薬剤師会学術大会
演

月

日

演題申込書

題

勤務先

電話

部門（上記1.から選択）

e-mail

フ リ ガ ナ

発表者
※共同研究者連名の際は、演者に○印を付けて下さい。
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講演要旨作成要領
学術大会実行委員会
1．ご提出いただきました講演要旨の原稿は、文字の書体やサイズ、掲載方法等を統一して要旨集を作成
しますので、下記の要領で原稿を作成して下さい。各種掲載事項等の統一や実行委員会による査読も行
われますので、一部作成の見直しや訂正、編集があることをご了承ください。
2．人を対象とした研究の場合、「人を対象とする医学系研究における倫理指針」や「ヘルシンキ宣言」等
の関連指針に則った倫理的な配慮が必要です。その場合は発表中にその旨開示してください。
3．発表スライドの最初に利益相反（COI）の開示をお願いします。2，3の詳細は後日連絡致します。
4．講演要旨はMicrosoft Word（A4版用紙サイズ）で作成して下さい。（A4用紙１枚にまとめて下さい）
5．演題、所属、氏名は下記のように配置して下さい。（演者の氏名には、先頭に○印を付けて下さい。）

＜作成見本＞
演題

□□□□□□□□□□□

・文字列を左に揃える
・文字書体は、MSゴシック 14ポイント

#####

○## ##

## ##

## ##

## ##

所属

○発表者

共同研究者名

・文字列を右に寄せる
・文字書体は、MS明朝 11ポイント

【目的
目的】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【方法
方法】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本文
・項目を記載する。
【はじめに】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【目的】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【方法】

・・・・・・

【結果】

・・・・・・

【まとめ】

・・・・・・

【考察】 等

・・・・・・

・文字列を左に寄せる

・・・・・・

・文字書体は、MS明朝 11ポイント

・・・・・・

・項目は、MS明朝 11ポイントで太字にする
・グラフ、表の掲載可能

【結果
結果】・・・・・・

}

・・・・・・・・・・・・・・・
【考察
考察】・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

}

用紙の余白サイズは、上は2.5㎝程度、
左・右・下は、2cm程度空けること。
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●病院で向精神薬7万錠不明～鹿児島・奄美（共同通信
4月24日）
奄美病院は21日、過去5年間で保管していた向精神薬の
うち約7万3600錠が持ち出され、不明になったと発表。
なくなったのは抗うつや睡眠導入用の薬2種類。院内の
薬局にある倉庫で保管し、鍵は数人の職員が管理してい
た。3月15日に薬剤師が在庫確認した際、
数が合わなかった。
●「抗がん剤、進行がんの75歳以上に効果なし」…不要
投薬抑制に向け指針（薬事日報 4月27日）
国立がん研究センターは2007 ～ 08年に中央病院を受診
した患者のデータを使い、抗がん剤使用の有無による効
果の差を調べた。すると進行した肺がんで、74歳以下で
は抗がん剤によって生存期間が伸びたのに対し、75歳以
上では大きな差はなかった。ただ75歳以上は計19人分と
少なく、評価が難しかった。厚労省は来年度、全国の病
院の大量のデータを用い、様々な種類のがんで高齢者に
対する治療成績の研究を始める。
●せき止めで呼吸困難24人 厚労省、注意喚起へ（共同
通信 5月17日）
厚生労働省は16日、100万人規模の患者情報を登録した
医療情報データベースで、
「コデイン」が含まれる医薬
品の使用状況を調べた結果、呼吸困難の副作用が疑われ
るケースが24件あったと発表。厚労省は6月にも有識者
会議を開いて、副作用の頻度が多いと考えられる子ども
への使用を制限するよう製薬会社に添付文書の改訂など
を指示することを決める方針。コデインは風邪薬など約
600の市販薬にも含まれている。欧米ではすでに12歳未
満への処方を禁じられている。
●アマゾンファーマシーが第1類医薬品の販売開始（薬
事日報 5月30日）
総合オンラインストアのAmazonは、医薬品を取り扱う
「Amazonファーマシー」において第1類医薬品の販売を開
始した。今回販売を開始したのは、
「リアップX5プラス
ローション60mL」
「ロキソニンS12錠」
「ガスター 10S錠」
など約80点。
●薬取り違え、服用患者死亡～新潟（共同通信 6月5日）
三条総合病院（三条市）は2日、入院していた70代男性
の治療薬を薬剤師が取り違え、服用後に死亡したと明ら
かにした。男性はアルコール性肝硬変の患者で4月中旬
に入院。同27日に薬剤部で、肝性脳症の治療薬「リフキ
シマ錠」ではなく、抗凝固薬「リクシアナ錠」が取り違
えて用意された。男性は28日～ 30日までリクシアナ錠を
内服、5月1日に消化管出血のため死亡した。男性は内服
前から重症で、内臓から出血があってもおかしくない状
況だったという。3日に残薬を確認し、誤りに気付いた。
病院は医療事故調査委員会を立ち上げ、ミスの原因や、
抗凝固薬による影響を調べている。
●分業率71.7％、80％超は8県～日薬「16年度保険調剤
の動向」
（薬事日報 6月12日）
日本薬剤師会は定例会見で、保険調剤の動向「2016年度
調剤分（全保険・速報値）
」を発表。処方箋の受取率（分
業率）は71.7％で前年度の70.0％から1.7ポイント上昇。

平成29年 5 ･ 6 ･ 7 月号

分業率80％超は前回調査の3県から北海道、青森、岩手、
宮城、秋田、神奈川、新潟、佐賀の8県に増えた。
●厚労省、抗菌薬使用の手引き通知－薬剤耐性菌抑制を
目指す（薬事日報 6月13日）
厚生労働省は、抗菌薬の適切な使用を支援して薬剤耐性
菌抑制を目指す「抗微生物薬適正使用の手引きの第1版」
をまとめ、都道府県に対して医療機関等に周知するよう
通知した。鼻水や喉の痛み、咳や痰によるウイルス性の
急性気道感染症のうち、
“かぜ”には抗菌薬投与を行わ
ないことを推奨することが柱で、薬剤師から患者への説
明例なども盛り込んだ。
●カフェイン中毒、5年間に101人搬送・3人死亡～日本
中毒学会（読売新聞 6月15日）
市販の眠気防止薬や清涼飲料水によるカフェイン中毒
で、2011年度からの5年間に国内で101人が救急搬送され、
3人が死亡したとする調査結果を、日本中毒学会がまと
めた。20歳代を中心に若い世代が多く、13年度以降急増
しており、注意を呼びかけている。調査は、埼玉医科大
学の教授らが、救急医学学会員が所属する264の救急医
療施設に調査を依頼、39施設から回答を得た。眠気防止
薬はおおむね10錠、缶入り清涼飲料水は10本、コーヒー
は10杯以上になると注意が必要という。
●アトピー乳児半年から卵を アレルギー予防で学会提
言（共同通信 6月19日）
卵アレルギーのリスクが高いアトピー性皮膚炎の乳児に
ついて、発症を予防するために生後半年から卵をごく少
量ずつ食べ始めるよう勧める提言を、日本小児アレル
ギー学会が16日、発表した。医師の指導を受けて行うこ
とが原則で、安全のため、既に卵アレルギーを発症して
いる場合は安易に与えないことや、まず皮膚炎を治療し
てから摂取を始めるべきと警告している。
●妊婦の禁忌薬、初の容認へ 安全性確認で厚労省方針
（共同通信 6月19日）
製薬会社が妊娠中の女性に投与しないよう求めている医
薬品（禁忌薬）について、厚生労働省が、安全性を確か
められたものの投与を順次、容認する方針を固めたこと
が18日、分かった。免疫抑制剤3種類が、先行して初め
て認められる見通し。これらの免疫抑制剤について、今
年中に厚労省の審議会で容認の是非を検討する。先行す
る3種類の免疫抑制剤は「タクロリムス」
「シクロスポリ
ン」
「アザチオプリン」
。16年度に国立成育医療研究セン
ターに設けられた検討会が、国内外の研究報告や服薬情
報を基に、まずこの3種類について、安全性に問題はな
く投与は可能と判断した。
●風邪薬成分に中国製混入 無届け 原薬メーカー 製
薬会社に出荷（共同通信 6月22日）
風邪薬の成分として使われる解熱鎮痛剤アセトアミノ
フェンを製造している国内大手の原薬メーカー「山本化
学工業」が、届け出をせずに自社製品に輸入した安価な
中国製アセトアミノフェンを混ぜて、製薬会社に出荷し
ていたことが22日、厚生労働省への取材で分かった。厚
労省によると、中国製を混入した製品の成分は、国内で
流通している他社製品と大きな違いはなかったという。
同省は「安全上のリスクは特にないと判断しており、既
に市場に流通している製品の回収なども必要ない」とし
ている。
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沖縄県薬剤師会・消費者くすり相談窓口

4〜6 月の「おくすり相談室」受付事例から
消費者専用電話：098-963-8935
●医薬品一般●
【質問】目の周囲が赤くなったため、眼科を受診
しセファクロルを処方された。3日間服用したら、
赤みが広がりひどくなった。その後皮膚科を紹介
され受診、今度は帯状疱疹と言われファムビルが
処方された。１錠500円位というが、18錠で支払い
が2900円位だった。値段が高いので驚いている。
本当に当たっていますか？また、これから家族を
見舞いに行きますが、大丈夫ですか。（女性）
【回答】明細を確認したところ、薬剤料も正しく、
問題はありません。お薬が高くて驚かれたことと
思いますが、ファムビルにはまだジェネリック医
薬品がないのが現状です。このお薬は、水痘・帯
状疱疹の原因となっているウイルスの増殖を抑え
ます。早期に服用し、７日間使用することで治癒
しますので、処方された分はしっかり服用してく
ださい。帯状疱疹は、子供の頃などにかかった水
痘ウイルスが、体の中に潜んでいて、年齢と共に
抵抗力が弱まってきたり、ストレスや疲れなどが
出た時に帯状疱疹として発症する事があります。
これまで水痘にかかったことのない人には感染す
る事がありますので、念のため症状がある間はお
見舞いはお控えください。
●安全性情報●
【質問】強迫性障害の子供がパキシル20mgを服用
中。学生なのに、眠ってばかりで宿題もできない
が、SSRIで眠気の少ない薬はないですか？（女性）
【回答】SSRIに分類されるお薬は、少なからずと
も眠気の副作用が報告されています。強迫性障害
という診断を受けているとの事なので、ゆっくり
と過ごしてもらうことを目的に、眠気も考慮した
処方とも考えられます。日常生活に支障を来して
いるとの事ですが、本人の回復の経過等医師との
相談が必要と思われます。
【質問】2歳の娘が喘息で、いつもは喘息の貼り薬
をもらっていたが、今日は別の病院からテオフィ
リンの粉薬をもらった。飲ませた１時間後位から
興奮、震え、嘔吐があった。病院からは慣れるま
ではそういう症状があると言われたので、２回目
を服用したが、再び同じ症状がでており、心配。
【回答】テオフィリンは効果の現れる量や副作用
の出る量に個人差が大きい薬剤です。症状がひど
いようなので、再度病院を受診された方がいいで
しょう。
【質問】生後35日の子に鼻水、鼻づまりがあって、
小児科からカルボシステインシロップと麻黄湯を
もらった。初めての薬で不安だったが、薬局で「副
作用に発疹や痙攣が出る事があるので様子を見て
てあげて」と言われた。調べたら３か月未満の子
供にはあげない薬とある。心配です。（女性）
【回答】痰を出しやすくするカルボシステインシ
ロップ小児用は、耳鼻科、小児科などで乳幼児に
も使用されており、麻黄湯も乳児の鼻づまりにも
使用されるお薬なので心配はいりません。麻黄湯

は、服用後1～2日で鼻づまりがよくなり、哺乳力
も良く不機嫌が取れたとの報告もあります。今回、
副作用として説明のあった発疹は両剤に、痙攣は
麻黄湯にのみ報告があります。初めての薬でご心
配でしょうが、服用後何か気になる症状があれば、
担当医または薬剤師にご相談ください。また、麻
黄湯は汗を出して熱を下げる作用もあります。汗
で体の水分が減ると、震え等が現れることがあり
ますので、服用中はカリウムの含まれているスポ
ーツ飲料などを薄め、多めにあげるようにして下
さい。
【質問】現在生後20日の子供がおり、授乳中。産
後に突発性難聴になり、耳鼻科からプレドニン5mg
をもらった。6T/3で2日間、3T/3で2日間、2T/2で3
日間飲むことになっている。他にメチコバールも
出ている。医師はお薬を服用中は授乳禁止なので、
飲んでる間は母乳は搾乳して捨てなさいというが、
痛いし辛い。調べたら40mgまでは大丈夫ともある
が、どれを信じればいいですか？（女性）
【回答】１日40 mgなどの高用量の継続は母乳に移
行する量も多く、影響も大きくなりますが、今回
の処方量であれば、特に問題ないと思われます。
通常、プレドニンが服用後母乳に移行する量はお
母さんの2％程度で、子供への影響はあまりないと
されています。ただ、少しでも子供への影響を減
らしたい場合には、服用後の授乳を４時間以上あ
けるといいでしょう。
参考：母乳とくすり（南山堂）
【質問】77歳の母がアリセプトのジェネリック医
薬品とビタミンDを飲んでいる。頭痛がするという
ので、ロキソニンを飲ませてもいいですか？
【回答】これらを併用すると、胃酸が多くなり、
胃を刺激し炎症を起こす事があります。服用する
場合には胃粘膜を保護するタイプの胃薬があれば、
一緒に服用し、少しでも胃に違和感があるようで
したら、病院を受診してください。
●ドーピング●
【質問】学生にユンケルを飲ませたいが、ドーピ
ングにかかるか教えてほしい。3000円位だったと
思うが名前はわからない。（男性）
【回答】問い合わせる際には、正確な商品名でな
いと確実な調査はできません。中にはカフェイン
入りの製品もありますが、カフェインは現在監視
対象としてモニターされる物質になっているので、
今後注意が必要です。滋養強壮等を目的とした栄
養剤は、医療上必須のものではありませんので、
使用にあたっては、あくまで選手の自己責任とな
ります。
＊JADAの推奨商品を紹介
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今月の特集・論文
＊薬事情報センターで購読している雑誌の中より文献情報を掲載しました。
＊産科出血に立ち向かう―どこまでできる？ 診療所か

【今月の特集】
◇医薬ジャーナル

53巻 4号

ら大学病院まで

＊薬学・薬剤師教育における現在の課題と将来への展望

◇産科と婦人科

◇医薬ジャーナル

＊他科エキスパートが教える 婦人科医のための合併

53巻 5号

＊ファーマコメトリクス～創薬と薬物治療マネジメン

◇医薬ジャーナル

症管理

◇総合診療

トでの活用～

53巻 6号

方を伝授します。

33巻4月号

◇総合診療

27巻5号

＊コミュニケーションを処方する

＊波形を見て動ける！パッと気づける 心電図

◇エキスパートナース

27巻4号

＊病歴と診察で診断できない発熱！その謎の賢い解き

＊新しい医療を拓くメカノバイオロジー

◇エキスパートナース

84巻6号

33巻5月号

ユマニチュードも

オープンダイアローグも入ってます！

＊急変を疑った場合のフィジカルアセスメント

◇総合診療

◇エキスパートナース

＊「地域を診る医者」最強の養成法！

33巻6月号

＊あなたの常識、みんなの非常識!

やったら危ない！

27巻6号

◇調剤と情報

23巻 5号（臨増）

＊パパッと読めてちゃんと身につく

看護ケア

◇きょうの健康

3月号

＊つらい、すっきりしない

精神科薬物療法

ガイド

◇調剤と情報

睡眠の悩み

23巻 6号

◇きょうの健康

4月号

＊「妊婦・授乳婦×くすり」のベネフィット・リスク

＊突然死を防ぐ！

心臓を守る

◇調剤と情報

◇きょうの健康

5月号

＊耐性菌を防げ！ 抗菌薬の適正使用

◇調剤と情報

＊脳血管の病気

◇きょうの健康

23巻 7号

6月号

23巻 8号

＊小児神経・精神疾患―正しい理解と対応のために―

＊歯と口の病気

◇治療

◇月刊薬事

＊耳鼻咽喉科for総合診療

59巻5号

99巻 4号

＊もう一度、基本から理解する 電解質・酸塩基平衡異常

◇治療

◇月刊薬事

＊内科疾患のリハビリテーション

59巻6号（臨増）

99巻 5号

＊まるごとわかる栄養療法

◇治療

◇月刊薬事

＊多角的に考える アドバンス・ケア・プランニング

59巻7号

99巻 6号

◇日経ドラッグインフォメーション

＊マルチプロブレムの高齢者薬物治療
～よくある症例から学ぶポリファーマシーを防ぐコ

＊トレーシングレポート

ツとツボ

◇日経ドラッグインフォメーション

◇月刊薬事

59巻8号

◇日経メディカル

592号

＊医師が癌になったとき

を見つめ直す！

◇産科と婦人科

120％活用術

＊実録！ かかりつけ薬剤師

＊なぜ、いま禁忌を考えるのか？～くすりの適正使用

84巻4号

◇日経メディカル

593号

＊骨粗鬆症ベストプラクティス

＊これで解決！ 腸の不調

◇産科と婦人科

◇日経メディカル

84巻増刊号

594号

＊知らなきゃ困る産婦人科小手術

＊医師こそ働き方改革を

◇産科と婦人科

◇日本医事新報

84巻5号

－ 45 －

234号

4846号

235号
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今月の特集・論文
【今月の論文等】

＊今、話題になっていること―耳鼻咽喉科編

◇日本医事新報

4847号

■薬物療法■

＊見直し！高齢者高血圧治療―SPRINT試験の衝撃から

適応外使用の処方せんの読み方（82）高カリウム血症

◇日本医事新報

月刊薬事59（5）p.159

4848号

＊男性不妊治療の現状と問題点

適応外使用の処方せんの読み方（83）幻肢痛

◇日本医事新報

月刊薬事59（7）p.85

4849号

＊NAFLD ／ NASHの病因・病態・治療

適応外使用の処方せんの読み方（84）舌痛症

◇日本医事新報

月刊薬事59（8）p.103

4850号

＊TAVIの有用性と課題

知って納得！小児科医の処方意図

◇日本医事新報

投与量が少ないけれど…

4851号

＊続発性（薬物性）骨粗鬆症の予防と対応

調剤と情報23（6）p. 75

◇日本医事新報

知って納得！小児科医の処方意図

4852号

＊成人期の発達障害への取り組み

テロイドの投与量は？

◇日本医事新報

調剤と情報23（7）p. 59

4853号

セファクロルの

クループへのス

＊「見せかけの難治てんかん」への挑戦

知って納得！小児科医の処方意図

◇日本医事新報

で第1選択はマクロライドのはずだけど…

4854号

＊腎硬化症への対策

調剤と情報23（8）p. 77

◇日本医事新報

耐性菌を作らない・増やさない

4855号

抗菌薬使用の基本

調剤と情報23（7）p. 22

＊医療不信患者への対処術2“情報洪水時代”の患者

健康サポート：牛乳アレルギー児が使える下痢止め

にどう向き合うか

◇日本医事新報

マイコプラズマ

日経ドラッグインフォメーション

4856号

234号 p. PE037

＊日常診療で診る亜鉛欠乏症

ペニシリンアレルギー患者のピロリ除菌

◇日本医事新報

日経ドラッグインフォメーション

4857号

＊今、話題になっていること─泌尿器科編

NAFLD ／ NASHの治療

◇日本医事新報

日本医事新報 4849号

4858号

ステロイド性骨粗鬆症

◇日本医事新報

日本医事新報

p.43

＊薬剤性消化管傷害の現状と対応

4859号

4851号

p.40

＊スポーツによる頭部外傷の最前線

黄色痰から病状をどうみるか？

◇薬局

日本医事新報

68巻4号（増刊）

235号 p. PE027

4852号

p.60

＊病気とくすり2017 基礎と実践 Expert's Guide

腎硬化症の薬物治療 ─糖尿病合併例，有蛋白尿例を

◇薬局

含む

68巻5号

4854号

p.34

＊認知症対応力のエッセンス

日本医事新報

◇薬局

舌下免疫療法２年継続で半数が改善

68巻6号

日経メディカル

＊薬剤性腎障害

◇薬局

68巻7号

592号

p.12

■新薬■
新薬くろ～ずあっぷ

＊慢性心不全

プリズバインド静注液2.5g

調剤と情報23（6）p. 101
新薬くろ～ずあっぷ
調剤と情報23（7）p. 91

－ 46 －

ビムパット錠50mg、100mg
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今月の特集・論文
新薬くろ～ずあっぷ

デザレックス錠5mg

医薬ジャーナル 53巻4号p.137

調剤と情報23（8）p. 31

連載・リスクマネジメント～院内での薬剤師の活動

注目の新薬情報（15）シクレストⓇ舌下錠５mg，同10mg

～（114） 病院における薬剤師業務と医療安全対策～

53巻4号p.168

医薬ジャーナル

デジタルツールを用いた調剤ミスの防止～

注目の新薬情報（16）エムプリシティⓇ点滴静注用

医薬ジャーナル

300mg，同400mg

連載・リスクマネジメント～院内での薬剤師の活動

医薬ジャーナル

53巻5号p.157

～（115） 適正使用を目指した睡眠薬使用マニュアル

注目の新薬情報（17）プリズバインドⓇ静注液2.5g
医薬ジャーナル

53巻5号p.125

の導入と評価

53巻6号p.165

医薬ジャーナル

53巻6号p.123

審査報告書から見る 新薬の裏側［3］ミカトリオⓇ

イチから学びたい人のための副作用入門［6］臨床

配合錠（テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/

で働く薬剤師が知っておきたい法的観点

ヒドロクロロチアジド）

月刊薬事59（5）p. 105

月刊薬事59（5）p. 91

イチから学びたい人のための副作用入門［7］
「それっ

審査報告書から見る 新薬の裏側［4］プリズバイン

て本当に副作用ですか？」の勉強会をやってみよう

ドⓇ静注液〔イダルシズマブ（遺伝子組換え）〕

月刊薬事59（6）p. 149

月刊薬事59（7）p. 168

医療現場における禁忌薬処方への対応

審査報告書から見る 新薬の裏側［5］ビラノアⓇ錠（ビ

月刊薬事59（8）p. 41

ラスチン）

薬剤性腎障害の原因となる薬剤と発症メカニズム

月刊薬事59（8）p. 59

薬局68（6）p. 15
中毒性薬剤性腎障害の原因薬剤で注意すべき薬物相

■安全性情報■
注意欠如多動性障害（ADHD）と睡眠障害─眠気との

互作用

関連

薬局68（6）p. 24

日本医事新報

4852号

副作用・薬物相互作用トレンドチェック 注目論文を

p.37

高齢者への睡眠薬や向精神薬投与に対する転倒予防
の観点からの注意点
日本医事新報

4855号

読み解く（60）
１. セント・ジョーンズ・ワートを摂取した女性におけ

p.54

る光感受性の神経障害

症状から診る多彩な亜鉛欠乏症の診断と治療─味覚

２. セフトリアキソン併用でワルファリンの作用が増強

障害，食欲不振，舌痛症および褥瘡はじめ多彩な皮

３. フェニトイン併用でダビガトランの血清中濃度が低

膚症状・疾患を中心に
日本医事新報

4856号

下した症例
p.37

４. テルミサルタン併用でロスバスタチンの血漿中濃度

慢性疾患や薬剤使用で合併する亜鉛欠乏症─肝疾患，
慢性炎症性腸疾患，慢性腎疾患など
日本医事新報

4856号

が軽度に上昇
５. 種々の食後投与によりセリチニブの血漿中濃度が軽

p.45

度に上昇

CYPの不可逆的阻害が関与する相互作用
代謝物が不可逆的阻害に関与

６. ダビガトランの薬物動態にボスチニブは影響を及ぼ

投与中止後も阻害効

さない

果が持続
日経ドラッグインフォメーション

医薬ジャーナル 53巻4号p.160
副作用・薬物相互作用トレンドチェック 注目論文を

234号p. PE021

連載・リスクマネジメント～院内での薬剤師の活動
～（113） 医薬品の適応外使用管理への取り組み

読み解く（61）
１. 乳癌患者自身から報告された治療関連毒性

－ 47 －
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今月の特集・論文
中高年女性の子宮内膜症の問題点とその対応

２. 慢性閉塞性肺疾患患者では抗精神病薬により急性呼
吸不全のリスクが上昇

日本医事新報

３. PCSK9阻害薬により神経認知学的有害事象のリスク

4856号

p.58

■服薬指導■
抗ヒスタミン薬ビラノア服用のタイミング

が上昇する可能性
４. 急性呼吸器感染症でのNSAIDs使用により急性心筋梗

234号p. PE033

日経ドラッグインフォメーション

口内炎に対する半夏瀉心湯の服用方法

塞のリスクが上昇
５. アプレピタント併用でボスチニブの血漿中濃度が上昇

日経ドラッグインフォメーション

６. シプロフロキサシン併用でキニーネの血漿中濃度が

便秘薬リンゼス服用時の注意点

軽度に上昇

235号p. PE037
235号p. PE023

日経ドラッグインフォメーション
53巻5号p.150

医薬ジャーナル

■漢方薬■

副作用・薬物相互作用トレンドチェック 注目論文を

浮腫に対するエビデンス─柴苓湯

読み解く（62）

月刊薬事59（5）p.149
腰痛、神経痛など痛みを伴う疾患に対するエビデン

１. スタチン使用の高齢者ではアルツハイマー病のリス

ス-牛車腎気丸、八味地黄丸、桂枝加朮附湯

クが低下
２. SSRI使用により頭蓋内出血のリスクが上昇

月刊薬事59（7）p.135

３. 介護施設入居者では急性心筋梗塞後のβ遮断薬使用

こむら返り、頭痛に対するエビデンス─芍薬甘草湯
と呉茱萸湯

でADLが低下
４. 食事およびグレープフルーツジュース摂取によりピ

月刊薬事59（8）p.143
雨の前の頭痛（気圧低下に伴う頭痛）×五苓散

ルフェニドンの血漿中濃度が低下
５. モルヒネ併用でプラスグレルの血漿中濃度および血

日本医事新報（4850）p.54
アルツハイマー病治療における加味帰脾湯の可能性

小板凝集抑制作用がわずかに低下
６. 乾癬患者におけるメトトレキサート治療の継続期間

日本医事新報（4854）p.54
災害被災地での漢方の活用

と中止理由
53巻6号p.156

医薬ジャーナル

新薬と臨床

高齢者への睡眠薬や向精神薬投与に対する転倒予防
4855号

p.275

■その他■
新機能性トウガラシ品種（Capsicum annuum cv. Dangjo）

の観点からの注意点
日本医事新報

66巻3号

p.54

摂取による食後血糖値の上昇抑制効果

■産科・婦人科■

66巻3号

新薬と臨床

p.243

妊婦・授乳婦の薬物療法で情報源を使いこなす

ファブリ病の診断と酵素補充療法の効果

調剤と情報23（6）p. 32

日本医事新報

解決！妊婦の疑問・授乳婦の不安～解熱鎮痛薬・授

加熱式タバコ禁止・制限の科学的根拠は？

乳婦

日本医事新報

調剤と情報23（6）p. 67

食物アレルギーは除去より摂取で治す

解決！妊婦の疑問・授乳婦の不安～解熱鎮痛薬・妊婦

日経メディカル

調剤と情報23（7）p. 67

イオン飲料多飲による「脚気」に注意

解決！妊婦の疑問・授乳婦の不安～抗生物質、鎮咳

日経メディカル

薬・授乳婦

その癌免疫療法、推奨できますか？

調剤と情報23（8）p. 83

日経メディカル

－ 48 －

4856号
4859号
593号
593号
594号

p.56
p.59
p.12
p.16
p.11
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第32回

暮らしの中の薬草学
身近な薬草を知ろう

女性薬剤師部会

フーチバー：ニシヨモギ
学
名 Artemisia indica Willd.
var.orientalis (Pamp.) Hara
科
名 キク科 Asteraceae
属
名 ヨモギ属 Artemisia
使用部位 茎、葉
有効成分 クロロフィル、シネオール
セスキテルペン、α-ツヨシ、コリン
アデニン、タンニン、カリウム

フーチバー：ニシヨモギ（西蓬）
キク科ヨモギ属Artemisia蓬･艾･蒿は､約250
種あり､世界に広く分布し砂漠にも生育する。
多くは多年生の草本（草丈50 ～ 100cm）であ
るが、小低木もある。花は風媒花で、大きく
て美しいキクの花の仲間から、虫のいない乾
燥した地域に広がる際に風媒花になったとい
われている。春、荒れ地の枯草の中にいち
早く緑色の姿をみせるのがヨモギA.princeps
Pamp.やニシヨモギA.indica Willd.で、茎は叢
生し、よく分枝する。葉は、楕円形で長さ6
～ 12cm、幅4 ～ 8cm。羽状深裂し互生し、裏
面に灰白色の軟毛を密生する。9 ～ 11月、茎
ヨモギ

生

可食部100ｇ当たり

狩俣 イソ

上部の小枝に、黄白色の小さい頭花を下向
きに、円錐花序となって多数つき、幅2.5 ～
3mmとヨモギの幅1.5mmに比べ大きい｡ヨモギ
の根茎は地中を横走する。地下茎から他の植
物の発芽を抑制する物質を分泌する（アレロ
パシー＝他感作用）
。ヨモギは本州から朝鮮
半島まで、ニシヨモギはインドから中国、東
南アジアを経て西日本まで分布する。沖縄に
自生するフーチバーはニシヨモギである。
沖縄の暮らしとのつながり
沖縄では「万病に効く」と言われ、解熱、
神経痛、リウマチ、胃腸病、高血圧、頭痛、咳、
喘息、打ち身、貧血、冷え性などに効くと重
宝されている。昔から葉を煎じて服用し、胃
腸病、解熱、子宮出血、婦人病などに効果が
あるとされてきた。乾燥葉を煎じて飲むと神
経痛、リウマチの薬になる。天日干しした葉
は入浴剤として利用する。傷の止血には生の
葉をもんだ汁を用いる。皮膚病には生の葉に
塩を加えてつき砕き湯に注いだ液で患部を洗
うとよい。漢方や、インドの伝承医学アーユ
ルヴェーダでも利用されている。
沖縄の郷土料理ふーちばじゅーしーは、生
米を多めの水で、汁気の多いかゆにして、青
みにフーチバーを使い味噌味をつける。ニシ
ヨモギのほろ苦さと、甘味、香り高さが合う。
「節は五月にしく月はなし。菖蒲、蓬など
の香りあひたる、いみじうをかし」清少納言
参考：沖縄伝統的農産物データベース、沖縄の食材
薬用植物一覧・奄美群島生物資源Ｗebデータ
ベース、日本大百科全書（ニッポニカ）

第七訂2015日本食品標準成分表

エネルギー

蛋白質

糖質

食物繊維

水分

リン

マグネシウム

カリウム

46ｋｃｌ

5.2ｇ

0.3ｇ

7.8ｇ

83.6ｇ

100ｍｇ

29ｍｇ

890ｍｇ

亜鉛

鉄

葉酸

ビタミンＣ

0.6ｍｇ

4.3ｍｇ

190μｇ

35ｍｇ

ナトリウム カルシウム
10ｍｇ

180ｍｇ

ビタミンＫ βカロチン
340ｍｇ

－ 54 －
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フーチバーの栄養価と効能
フーチバーは非常に栄養価の高い野菜で、
各種ビタミンやカルシウム、カリウム、鉄分、
クロロフィルなどを豊富に含む。ビタミンK
は、野菜類の中でも上位クラスの含有量であ
る。カロテンも豊富でほうれん草よりも多く
含む。その他香りの主成分シネオールなどを
含んでいる。
フーチバーの効能
Ⅱ型糖尿病マウスに、ヨモギを8週間摂取
させたところ、空腹時血糖値・糖化ヘモグロ
ビン、収縮期血圧の上昇が抑制されたことか
ら、ヨモギが糖尿病予防効果・高血圧予防効
果を持つことが示唆された。またヨモギ抽出
物はグルコース輸送受容体（GLUT4）に働
きかけ、筋肉へのグルコースの取り込みを促
進することから、ヨモギが糖尿病予防作用を
持つと考えられる。
Ⅱ型糖尿病マウスに、ヨモギ抽出物を6週
間摂取させたところ、肝臓のグリコーゲン量
が増加し、空腹時血糖値が低下した。血中イ
ンスリン及びアディポネクチン値の増加、糖
化ヘモグロビン・血中グルカゴン濃度の減少、
膵臓中のインスリン濃度の増加も確認でき、
ヨモギがⅡ型糖尿病予防効果を持つことが示
唆された。
マウスにヨモギを摂取させたところ､アレ
ルギー関連物質ヒスタミンおよび炎症関連物
質 IL-4、TNF-α、NF-κB、AP-1 の 活 性 化
が抑制されたことから、ヨモギがアレルギー
予防効果を持つことが示唆された。
高脂肪食摂取ラットに、ヨモギを摂取させ
ると、血中及び肝臓でのトリグリセリドやコ
レステロールの上昇が抑制された。ヨモギは
肝臓での脂肪合成やコレステロール合成を抑
制し、褐色脂肪組織重量及び精巣上体脂肪細
胞のサイズを下げ、内臓脂肪の蓄積を予防す
ることから、ヨモギが抗肥満作用ならびに高
脂血症予防効果を持つことが示唆された。
ヨモギはアレルゲンによる炎症性免疫細胞
T細胞の増殖を抑制し免疫機能を調節するは
たらきをもつことから､自己免疫疾患や臓器
移植による拒絶反応に役立つと考えられている。

平成29年 5 ･ 6 ･ 7 月号

悪玉コレステロール受容体欠損マウスに、
ヨモギを摂取させると、動脈硬化が抑制され
たことから、ヨモギが動脈硬化予防効果を持
つことが示唆された。
参考：関西医療大学保健医療学部 戸田静男論文・
わかさの秘密

クロロフィルの効果
クロロフィルＡ
貧血の予防や改善：ヘモグ
ロビンの生成を促す造血作用
があり、成分のひとつの「有
機ゲルマニウム」が血液を通
して酸素を全体に送り貧血に
なりにくい身体を作る。
抗酸化作用：免疫力が高く
なり、身体を活性化し抵抗力
が上がり、癌やインフルエン
ザの予防に効果がある。
デトックス効果：善玉菌を
増やし、小さな繊維質が整腸を促し便秘に効
果がある。また小さな繊維質（食物繊維の
5000分の1の大きさ）が小腸の絨毛にこびり
ついた有害物質も剥離し、ダイオキシン、残
留農薬、放射性物質などの有害金属物質（水
銀、鉛）も排泄する。
抗菌・殺菌効果：怪我や傷の治癒力があり、
ニキビなどの原因菌の働きも阻害する。ビタ
ミンCと結合することにより美肌・美白効果
も期待できる。
消臭効果：血液循環が良く、代謝を高め、
体調不良からくる体臭や口臭の予防効果がある。
コレステロール値の正常効果：LDLを排出
し､血中脂質濃度を正常にして､動脈硬化や心
臓病･糖尿病などの生活習慣病の予防になる。
シネオールの効果
こころよい芳香と味
を持つことから、食品
添加物・香料・化粧品
に利用される。口中清
涼剤やせき止めにも配合される。炎症や痛み
を和らげる作用があるとされる。また、白血
病細胞を殺す作用を持つ、あるいは副鼻腔炎
の治療に効果があると報告されている。

－ 55 －
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的当て「ゲーム」から弓「道（どう）」へ

とくりん薬局

石井 秀典
皆さんは「道（どう）
」の付くもので何を

ね！」と褒められることを期待していました

思い浮かべますか？剣道、柔道、空手道、合

が、「基本がなってない。」と、まさかのバッ

気道･･･スポーツ以外では書道や茶道なども

サリ。一言で私の自信は切り捨てられました。

ありますね。前回は「ゲーム」としての弓道

“当たっているのに、なぜダメなのだろう。”

との出会いをお話させてもらいました。今回

「道（どう）」としての弓道から、大きな課

は「道（どう）
」としての弓道との出会いか

題を与えられました。そもそも私の高校の弓

ら現在に至るまでをお話していきます。

道部に有段者の先生はおらず、教えてくれた

高校3年間勉強そっちのけで弓道をやった

のは部活動の先輩であり、その先輩方も上の

結果、高校卒業と同時に予備校の入学が決

先輩からの指導で教えられていました。射法

まった私は、その後弓道から離れることを余

八節に基づいた流れは出来ていても、なぜそ

儀なくされました。一度足が遠のくと再び始

のようにするのか？という理由は誰も知りま

めることが難しいというのは世の常でしょ

せんでした。
「こんな感じで引いて、当たれ

う。大学卒業後入社した会社から勤務を命じ

ばそれでいい。」このゲーム感覚の考えがそ

られたここ沖縄で、縁あってやっと弓道を再

もそも違うのだと気付かされ、その後T先生

開することが出来ました。受け入れて下さっ

に様々な教えを頂きました。それからという

た沖縄市弓道会の方々に心から感謝です。空

もの、今まで正しいと思って意識していた動

いたブランクは約8年。長い。週1回のペース

作が実は意味のないこと、時には間違ってい

で休日に稽古を始めましたが、このときに

たことを教えて頂きながら、自分の型を徐々

「ゲーム」と「道（どう）
」の違いを、身を

に修正する日々が続いています。T先生の教

もって知ることになりました。「まず引いて

えの中でも考え方の根幹となる2つの教えが

みて。」沖縄県下最高位の教士七段を有する

「正射必中」「的不動」という考えです。

T先生を前に、高校時代を思い出して引いて

「基本の出来てない自己流の型は余分な力

･･･当たった！「ブランク8年空いても当たる

が入り、疲れや緊張でたちまち崩れてしまう。

－ 56 －
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余分な力の入らない基本に忠実な型（正射）

いるだろ。」と口酸っぱく言われます。ただ、

は、どのような場面でも必ず当たる（必中）」

沖縄に来た頃よりはだいぶマシになってきて

「的は動くことがない（的不動）。正しい射

いるらしく、「多少は見ることの出来る型に

をしていれば必ず当たる。外れるのは己の体

なってきた。」と言って頂けるようになり、

と心が動いている。基本に忠実な型を習得す

段位も県内の審査で得ることの出来る最も上

ることと同時に、緊張しても自分の呼吸に集

の四段を頂くまでになりました。

中できる精神力を鍛錬しなさい。」

このように、徐々に弓道人として成長して

この2つの考え方を聞いたときに、最初は

いる私ですが、その直向きな努力が報われた

「基本の型が出来さえすればいいのなら簡単

のでしょうか。高校時代には射止めることが

じゃないか。」と思いました。しかし、「言う

出来なかった女性のハートを沖縄では射止め

は易く、行うは難し」と昔の人は良く言った

ることができ（逆に射止められた？）、かわ

ものです。稽古を始めて3年以上経った今で

いい子供も2人授かることが出来ました。立

も、理想とする基本の型の習得にはほど遠い

派な社会人、父親、弓道人になれるよう、更

のが現状です。今でもT先生に指導を付けて

なる精進の日々を送っています。

もらうと、「余分な力は要らないって言って

今後の活躍はいかに!?

次号には、金城智史先生がバトンを受けて下さいました。ご期待下さい！
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沖縄県薬剤師連盟拡大会議報告
日時：平成29年5月31日(水）19:30 ～ 21:30
会場：沖縄県薬剤師会館 ホール・研修室

去る5月31日に、県薬会館ホールにて沖縄
県薬剤師連盟拡大会議が開催された。日本薬
剤師会連盟に於いて次期参議院議員選挙の組
織内統一候補者として選出された「本田あき

沖縄県薬剤師連盟
副幹事長 石川 恵市

こ氏」を招き、本田氏の紹介と今後の活動報
告について認識するためである。亀谷会長挨
拶の後、日本薬剤師連盟副会長の安東哲也氏

拡大会議後の懇親会は、和やかな雰囲気の

より「本田あきこ氏」の紹介および今後の支

中で交流を深める事ができた。これも「本田

援について説明があった。本田氏の挨拶では、

あきこ氏」の人柄である。

これまでの職歴や決意等が述べられた。平成

国政の場で強く発言できる薬剤師議員が欠

14年に参議院議員であった父親の公設秘書を

かせない。医療と政治は切っても切れない関

務めた経験を持ち、新人ではあるが政治の重

係にある。薬剤師として現場経験も豊富な「本

要性を十分に理解していると強く感じた。

田あきこ氏」には大いに期待したい。政治の

普段の低姿勢で控えめな印象からは想像で

重要性を若手の薬剤師に強く訴えて理解して

きないくらい、薬剤師議員として自分がやる

もらうことが重要課題であろう。国政の場で

べき事を力強く発言され、芯の強さも持ち備

決定される調剤報酬によって、我々薬剤師や

ている素晴らしい女性であることが、本会議

勤務しているスタッフは守られている事を、

の参加者に認知された。

今一度強く伝えていかなければならない。

本田あきこ氏

－ 58 －
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国会レポート
～終盤国会を迎えて～
自由民主党総務副会長
参議院議員・薬剤師

藤井 もとゆき
今年も鬱陶しい梅雨の季節を迎えます。昨

案」を一月強かけて可決した以降は順調に審

年の今頃は全国を飛び回っていたのを思い起

議が進み、「地域包括ケアシステム強化のた

こし、時の経つ早さを実感しています。

めの介護保険法等の一部改正法案」の可決に

先月、女子プロゴルフの宮里藍選手が今季

続き、「医療法の一部改正法案」が可決しま

限りで現役引退という、衝撃的なニュースが

した。医療法改正案の審議では、私も今国会

流れました。5月29日の記者会見は民放各局

の厚生労働委員会３度目となる質問に立ち、

が急遽生中継を行うなど、ゴルフファンのみ

遺伝子診断機器や遺伝子診断薬等の開発支援

ならず多くの国民の注目するところとなりま

など、ゲノム医療の推進方策について、消費

した。宮里選手は高校3年生の9月に行われた

者向けの遺伝子ビジネスの適正な実施につい

女子プロゴルフトーナメントでプロ選手を押

て、及び医療安全対策、特に医薬品等に係わ

し退けて優勝し、初の現役高校生プロとして

る医療安全への薬剤師の役割について、厚生

デビュー。「藍ちゃん」の愛称で多くのファ

労働省の見解を質しました。

ンから親しまれ、現在の女子プロゴルフ人気

私が委員長を務める沖縄・北方問題特別委

の立役者となりました。32歳の若さでの引退

員会では、6月2日に委員会を開催し、3月21

を惜しむ声は多くありますが、
「モチベーショ

日の委員会での鶴保沖縄・北方担当大臣及び

ンの維持が難しく、理想とする姿がそこには

岸田外務大臣の所信表明に対する一般質疑を

なかった。
」との説明には、常に高い目標を

行いました。審議は、民進党議員からの普天

持って戦ってきた藍ちゃんらしさが滲み出て

間飛行場の返還問題に関する防衛省への質問

いました。残された時間は多くありませんが、

に対し、答弁が不十分として中断する場面も

メジャータイトル制覇の悲願を叶えてあげた

ありましたが、委員長として適切に采配し、大

いと願うのは私だけではないと思います。

きな混乱を期すこともなく、無事終了しました。

さて、通常国会は6月18日に会期末を迎え

また、沖縄・北方問題特別委員長として、

ます。民進党等の野党は、文部科学省の前事

6月23日の沖縄戦没者追悼式に参列します。

務次官の発言を材料に、加計学園の獣医学部

さらに7月初めには、特別委員長としてでは

新設計画の経緯等について追求の手を強める

ありませんが、見聞を深めるために北方四島

としています。現在参議院で審議中のテロ等

のビザ無し交流の一員として、国後島及び択

準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案の今

捉島を訪れます。
この他、所属する委員会の一つである決算

国会での成立を目指す与党との鍔迫り合い

委員会では、27年度決算報告について9回に

は、一層激しさを増すものと思われます。
参議院の厚生労働委員会は、「精神保健及
び精神障害者福祉に関する法律の一部改正法

藤井もとゆきホームページ

わたる委員会審議を経て、6月5日に承認しま
した。

http://mfujii.gr.jp/
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会 務 報 告
平成29年3月
1水 第10回美ら島薬学ネットワーク 沖縄県医師会館 共催：持田製薬(株）
なごみ会主催県民健康フェア第1回実行委員会 沖縄県医師会館 笠原理事、稲福係長
2木 共同指導 該当2薬局、県庁 亀谷会長、川満常務理事、神村武之相談役、永田泰造日薬
常務理事
友愛会地域連携懇親会・平成28年度開放型病床登録医総会 ロワジールホテル＆スパタ
ワー那覇 亀谷会長
糖尿病療養支援実践セミナー第14回コメディカル勉強会 ちばなクリニック 共催：日本
イーライリリー（株）
第3回精神科薬まーるの会 県薬ホール 共催：ファイザー (株）
3金 共同指導 該当2薬局、県庁 川満常務理事、神村武之相談役、永田泰造日薬常務理事
平成28年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会 日薬 吉田典子(DI）
第13回沖縄リウマチ薬研究会 ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 共催：ファ
イザー (株）
学術講演会 沖縄県医師会館 共催：田辺三菱製薬(株）
CKDと糖尿病を考える会 ヒルトン沖縄北谷リゾート 共催：日本イーライリリー (株）
4土 平成28年度第12回定例理事会 県薬研修室
5日 平成28年度高度管理医療機器等継続研修会（宮古地区） 宮古地区薬剤師会事務所 講師：
吉田理事
第143回健康とおくすり相談会 サンエー那覇メインプレイス 担当：那覇地区薬剤師会
7火 平成28年度スクールガード活動報告会及び給食懇親会 那覇市立安謝小学校 亀谷会長
女性薬剤師部会主催漢方講座 県薬ホール 共催：(株)ツムラ
第2回災害医療マニュアル検討会議 県庁 吉田理事
8水 社会保険診療報酬支払基金幹事会 社会保険診療報酬支払基金沖縄支部 亀谷会長
平成28年度南部徳洲会病院第2回地域連携懇親会 ロワジールホテル＆スパタワー那覇
亀谷会長
9木 平成28年度第2回理事会(薬物乱用防止協会) 県庁 前濱副会長
10金 月次会計監査 県薬会議室 仲程みちの税理士、事務局前原・上原
第6回沖縄糖尿病最新治療コングレス ロワジールホテル＆スパタワー那覇 共催：ノバ
ルティスファーマ(株）
CKDと糖尿病を考える会 宮古地区薬剤師会事務所 共催：日本イーライリリー (株）
平成29年度患者のための薬局ビジョン推進事業に関する打合せ会議 県薬会議室 亀谷会
長、江夏副会長、川満常務理事、荒井・笠原・吉田各理事、池間記世医薬分業対策委員長、
山城次長・大城課長
11土 日本薬剤師会第88回臨時総会(12日迄） ホテルイースト21東京 亀谷会長・江夏副会長
12日 アウトリーチ型健康づくり推進事業「健康とおくすり相談会」
（第144回健康とおくすり相
談会） うるま市津堅公民館 担当：中部地区薬剤師会
平成28年度自殺予防対策事業ゲートキーパースキルアップ研修会 県薬研修室
13月 沖縄県保健医療政策課より来訪 県薬会長室 亀谷会長
沖縄県医療事故調査等支援団体連絡協議会・沖縄県医師会医療事故調査支援委員会合同会
議 沖縄県医師会館 亀谷会長、吉冨理事、吉田典子(DI）、大城課長
14火 平成28年度スポーツ医・科学委員会 沖縄県体協スポーツ会館 笠原理事、吉田典子(DI）
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14火 会営薬局移転検討特別委員会 県薬会議室
15水 沖縄県振興審議会第3回福祉保健部会 沖縄県教職員共済会館 亀谷会長
地域ケア会議 那覇市地域包括支援センター金城 笠原理事
平成28年度第6回広報委員会 県薬会議室
16木 平成28年度沖縄県献血推進協議会 県庁 前濱副会長
平成28年度日本薬剤師会研究倫理に関する全国会議 日薬 外間副会長、大城課長
平成28年度第1回沖縄県国民健康保険運営協議会準備会合 県庁 川満常務理事
沖縄県医療審議会 県庁 亀谷会長
沖縄県医療審議会法人部会 県庁 亀谷会長
SGLT2阻害薬がもたらす腎臓への可能性 ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
平成28年度第4回医療保険委員会 県薬会議室
17金 平成28年度「健康づくり支援事業」第2回推進委員会 沖縄県総合福祉センター 吉田久子氏
第16回OCEAN研究会 ダブルツリー byヒルトン那覇首里城 共催：大日本住友製薬(株）
19日 学校薬剤師部会役員会 県薬部会室
(有)メディカルハーモニー創立20周年記念式典パーティー カフーリゾート・フチャク・
コンド・ホテル 亀谷会長、大城課長
20月 青年薬剤師部会主催米軍基地内海軍病院視察 米軍基地内海軍病院
22水 地域ケア会議 同仁病院 笠原理事
23木 平成28年度社会保険指導者研修会 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター (東京都） 川満常
務理事、仲真良重
24金 月次会計監査 県薬会議室 仲程みちの税理士、事務局前原・上原
八重山地区研修会「八重山地区学術講演会」 大濱信泉記念館(石垣市）
26日 沖縄県薬剤師会第75回臨時総会 県薬ホール
平成28年度くすり教育研修会(講師派遣） スクワール麹町(東京都） 上原卓朗氏(学薬学
術担当)
医師・医療スタッフのための糖尿病セミナー in沖縄 沖縄県男女共同参画センターてぃ
るる 共催：MSD(株）
28火 社会福祉法人がじまるの樹福祉会メルシー保育園古島落成祝賀会 メルシー保育園古島
江夏副会長、山城次長
沖縄県医療費適正化計画検討委員会(第1回) 県庁 亀谷会長
29水 沖縄子どもの未来県民会議第2回総会 県庁 山城次長
九州厚生局沖縄事務所より来局 県薬会長室 亀谷会長
(有)メディカルハーモニー戸田澄之氏来訪 県薬会長室 亀谷会長、大城課長
Okinawa Health Academic Meeting ダブルツリー byヒルトン那覇首里城 共催：武田薬
品工業(株）
30木 平成28年度九州厚生局沖縄事務所との連絡会議 県薬研修室 亀谷会長、川満常務理事、
仲真良重医療保険委員長、西原・宮島・与儀(九州厚生局沖縄事務所)、宮城(県国保)、事
務局松堂・長嶺
実務実習受入施設指導薬剤師説明会 県薬研修室 宮城幸枝・上間秀子・仲宗根辰弥(薬
学生実務実習受入委員会委員）
、事務局松堂
薬学生実務実習受入委員会 県薬研修室
31金 第４回沖縄県身体・精神疾患研究会 沖縄県医師会館 共催：MSD(株）
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平成29年4月
1土 平成29年度第1回認知症疾患医療連携協議会 沖縄県医師会館 中尾滋久氏(地域保健開局
委員会）
4火 平成29年度第1回定例幹事会 県薬会議室
5水 九州厚生局沖縄事務所より来訪 県薬会長室 亀谷会長
なごみ会主催県民健康フェア第2回実行委員会 沖縄県医師会館 笠原理事、事務局長嶺
8土 平成29年度第1回定例理事会 県薬研修室
9日 学校薬剤師新任研修会(宮古地区） 学校薬剤師部会宮古支部ミーティング室 講師：村田
成夫学校薬剤師部会長、小泉試験検査センター主任技師
沖縄県女性薬剤師部会主催「第1回妊婦・授乳婦とくすり研修会」 県薬ホール
10月 第8回沖縄動脈硬化予防研究会 ダブルツリー byヒルトン那覇首里城 共催：バイエル薬
品(株）
11火 沖縄県商工労働部雇用政策課来訪 県薬会長室 亀谷会長、大城課長
12水 社会保険診療報酬支払基金沖縄支部幹事会 社会保険診療報酬支払基金沖縄支部 亀谷会長
平成29年度第1回医療安全対策委員会 県薬会議室
13木 月次会計監査 県薬会議室 仲程みちの税理士、事務局前原

14金
16日

18火

21金
25火

26水

27木
28金

平成29年度第1回九州山口地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関運営委員会 福岡県薬
剤師会館 宮城幸枝氏(薬学生実務実習受入委員会）
平成29年度第1回地域保健開局委員会 県薬研修室
八重山地区Next Lecture Meeting ANAインターコンチネンタル石垣リゾート 共催：第
一三共（株）
平成29年度第1回学校薬剤師部会役員会 県薬部会室
平成29年度学校薬剤師新任研修会 県薬研修室 講師：小泉試験検査センター主任技師
沖縄県地域糖尿病療養指導士会第4回総会・記念講演会 沖縄県医師会館
月次会計監査 県薬会議室 仲程みちの税理士、事務局上原
沖縄県衛生薬務課年度始めあいさつ 県庁 亀谷会長、山城次長
中部地区研修会「糖尿病セミナー～糖尿病の治療中断について考える～」 ハートライフ
クリニック
平成29年度第1回青年薬剤師部会役員会 県薬会議室 亀谷会長、石川理事、笠原理事、
上原卓朗青年部会部会長、大城課長、事務局長嶺
平成29年度九州山口地区病院・薬局実務実習調整機構・総会 セントラーザ博多 佐藤理事
スズケン沖縄薬品より来訪 県薬会長室 亀谷会長
管理者会議 県薬研修室
平成29年度第1回学術研修委員会 県薬会議室
中部地区研修会「臨床薬剤師育成研修会」 (株)琉薬
地域ケア会議(浦添市） 浦添市社会福祉センター 笠原理事
一包一話集編集会議 県薬会議室 亀谷会長、前濱副会長、宮城常務理事、池間記世氏、
鈴木一徳氏(広報委員会）、神山朝喜氏、大城課長
宮古地区研修会「宮古島糖尿病カンファレンス」 ホテルアトールエメラルド宮古島
平成29年度第1回医薬分業対策委員会 県薬会議室
宮古地区研修会「宮古地区抗凝固療法研究会」 ホテルアトールエメラルド宮古島
八重山地区研修会「糖尿病治療学術講演会」 アートホテル石垣島
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平成29年5月
8月 薬学生実務実習1期開始（5/8 ～ 7/23）
薬学生オリエンテーション 県薬研修室
9火 平成29年度第2回定例幹事会 県薬会議室
10水 日本薬剤師会都道府県会長協議会 日薬 亀谷会長
平成29年度学校環境衛生・安全管理講習会 沖縄県立総合教育センター 講師：知名博樹
なごみ会主催県民健康フェア第3回実行委員会 沖縄県医師会館 笠原理事、事務局長嶺
11木 平成29年度那覇地区学校保健会定期総会及び講演会 県薬研修室 平成29年度那覇地区学
校保健功労者表彰受賞者：仲地みどり氏
新規個別指導 那覇第一地方合同庁舎 社会保険医療担当：仲真良重氏、川満常務理事
第44回沖縄うふいち会 ザ・ナハテラス 共催：アストラゼネカ・アステラス製薬
12金 沖縄県子ども生活福祉部より来訪 県薬会長室 亀谷会長、大城課長
下期監事監査 県薬会議室 亀谷会長、大城・友利両監事、山里常務理事、仲程みちの税
理士、事務局山城次長・前原・上原
一包一話集編集会議 てらす薬局 新垣正次相談役、神山朝喜氏、鈴木一徳氏(広報委員
会）、大城課長
13土 第6回沖縄リハビリテーション栄養研究会 沖縄県市町村自治会館
14日
16火

17水
18木

19金
20土

21日

22月
23火

平成29年度第2回定例理事会 県薬研修室
平成29年度女性薬剤師部会総会・漢方講座 県薬研修室
宮古地区薬剤師会総会 宮古地区薬剤師会事務所 亀谷会長
未来の産業人材育成事業「職業人講話」 読谷村立読谷中学校 講師：松尾はつよ氏、大
城課長
第2回薬剤師スキルアップセミナー おきなわクリニカルシミュレーションセンター 共
催：第一三共(株）
第6回全国配置薬協会九州ブロック会定期総会・懇親会 パシフィックホテル沖縄 亀谷
会長
新規個別指導 那覇第一地方合同庁舎 社会保険医療担当：仲真良重氏、川満常務理事
沖縄ファーマシーセミナー 沖縄県医師会館 共催：持田製薬(株）
那覇地区研修会「第79回那覇地区薬剤師会臨床講座」 県薬研修室
脳神経外科懇話会2017in宮古島 沖縄県立宮古病院
沖縄アスレティックトレーナー協議会講習会 琉球リハビリテーション学院 講師：笠原
理事、吉田典子氏(DI)
日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 万国津梁館 座長：中村克徳氏
日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 万国津梁館 シンポジスト：吉田理事・
牧野唯右、座長：外間副会長
平成29年度第2回学校薬剤師部会役員会 県薬部会室 小泉試験検査センター主任技師
平成29年度南部地区薬剤師会総会・特別講演会 県薬研修室 亀谷会長(あいさつ）
吸入指導ネットワークより来訪 県薬会長室 亀谷会長、笠原理事、山城次長、大城課長
平成29年度沖縄県「ダメ。ゼッタイ。
」普及運動実行委員会 サザンプラザ海邦 前濱副
会長
平成29年度第1回沖縄県薬物乱用防止協会理事会 サザンプラザ海邦 前濱副会長
平成29年度第1回沖縄県地域医療対策協議会 県庁 亀谷会長
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23火 心不全診療における在学病院連携を考える会 沖縄県医師会館 共催：武田薬品工業(株)
中部地区研修会「臨床薬剤師育成研修会」 (株)琉薬
24水 地域ケア会議(浦添市） アルカディアビル 笠原理事
25木 新規個別指導 那覇第一地方合同庁舎 社会保険医療担当：仲真良重氏、川満常務理事
沖縄県産業・雇用拡大県民運動推進本部会議 沖縄県市町村自治会館 大城課長
薬学生実務実習(学校薬剤師について） 県薬研修室 講師：知名博樹氏
平成29年度第1回スポーツ医・科学委員会 沖縄県体協スポーツ会館 笠原理事・吉田典
子(DI)
26金 宮古地区研修会「これからの糖尿病戦略を考える会」 沖縄県立宮古病院
八重山地区研修会「八重山地区抗凝固療法研究会」 ANAインターコンチネンタル石垣リ
ゾート
27土 第5回琉球整形外科フォーラム 沖縄県医師会館 共催：中外製薬
28日 那覇地区薬剤師会総会 県薬ホール・研修室 亀谷会長(あいさつ）
29月 九州山口地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関評議員会 福岡県薬剤師会館 亀谷会
長、江夏副会長
第1回九州山口各県代表者会議 福岡県薬剤師会館 亀谷会長、江夏副会長
九州ブロック日薬代議員予備会議 福岡県薬剤師会館 亀谷会長、江夏副会長
31水 企業への講師派遣(禁煙講習） JTA 笠原理事、勝連貴子氏(地域保健開局委員会）

お知らせ

Facebook

をご覧下さい！

下記アドレスより、お待ちしております。ホームページからも閲覧できます。

h ttps ://www.fa c e bo o k. c o m / o ki na wa o pa
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沖縄県薬剤師連盟会務報告
平成29年3月
22水 平成28年度定時評議員会 スクワール麹町（東京都） 亀谷会長、姫野副幹事長
平成28年度定時評議員会懇親会 ホテルウィングインターナショナルプレミアム東京四谷
亀谷会長、姫野副幹事長
23木 平成28年度第3回全国会長・幹事長拡大会議 スクワール麹町（東京都） 亀谷会長、姫野副
幹事長
25土 環境大臣政務官衆議院議員比嘉なつみ「国政報告会・沖縄の未来を語る会」 うるま市石川
保険相談センター石川会館裏 吉田幹事長、山城次長
31金 うるま市長選挙推薦状交付 島袋トシオ選対事務所 亀谷会長、江夏副会長、事務局長嶺
平成29年4月
5水 うるま市長選挙による薬局訪問 うるま市内の薬局 亀谷会長、比嘉奈津美衆議院議員議員、
山城次長、事務局長嶺
8土 自由民主党沖縄県支部連合会総務会 ロワジールホテル＆スパタワー那覇 亀谷会長
自由民主党沖縄県支部連合会第48回県連大会 ロワジールホテル＆スパタワー那覇 亀谷会
長、神村顧問
13木 うるま市長選挙立候補予定者島袋トシオ氏を支援する各種団体実務者会議 島袋トシオ選対
事務所 山城次長
19水 うるま市長選挙に伴う山口泰明衆議院議員来訪 県薬 山城次長
うるま市長選挙立候補者 島袋トシオ総決起大会 うるま市芸術劇場 江夏副会長、山城次
長、大城課長
平成29年5月
11木 平成29年度第1回全国会長・幹事長拡大会議 主婦会館プラザエフ（東京都） 亀谷会長、江
夏副幹事長
23火 沖縄県薬剤師連盟総務会 県薬研修室
27土 コクバ幸之助と自民党沖縄県第一選挙区支部を激励する会 ホテルモーリアクラシック 亀
谷会長、神村顧問
29月 次期参議院議員通常選挙の日本薬剤師連盟組織内統一候補者 本田あきこ氏「全国キャラバ
ン」薬局等訪問 那覇地区の薬局、医薬品卸会社 神村顧問、本田あきこ氏、岩本日本薬剤
師連盟幹事長、山城次長、事務局長嶺
30火 次期参議院議員通常選挙の日本薬剤師連盟組織内統一候補者 本田あきこ氏「全国キャラバ
ン」薬局等訪問 中部地区の薬局、医薬品卸会社 亀谷会長、本田あきこ氏、岩本日本薬剤
師連盟幹事長、山城次長、事務局長嶺
31水 次期参議院議員通常選挙の日本薬剤師連盟組織内統一候補者 本田あきこ氏「全国キャラバ
ン」薬局等訪問 名護市内の薬局・病院 本田あきこ氏、安東日本薬剤師連盟副幹事長、吉
田幹事長、大城課長
沖縄県薬剤師連盟拡大会議・懇親会 県薬ホール・研修室
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－アウトリーチ型健康づくり推進事業－
平成29年2月23日(木）宮古毎日新聞

－ 68 －

おきなわ薬剤師会報

転載記事

－アウトリーチ型健康づくり推進事業－
平成29年2月23日(木）宮古新報
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－アウトリーチ型健康づくり推進事業－
平成29年2月11日(土）八重山毎日新聞

平成29年4月1日(土）
琉球新報
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－アウトリーチ型健康づくり推進事業－
平成29年5月21日(日）八重山毎日新聞
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※発行元の許可を得て掲載しています。
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荒井千春理事が紹介されていました。
NIKKA MICRON NEWS LETTER VOL 02
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転載記事

本会会員の宮城初枝氏が紹介されました。
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一 包 一 話
変わりゆく農連市場
早朝である。ゴロゴロと響き渡る雷と大き

頭に刻み込んでおきたいものである。ここに

な雨音で眠気が吹っ飛んだ。ベランダに水が

は戦後に民心が落ち着きを取り戻した1950年

溢れると床下に入り込むので大変な事にな

代の初め頃、豊見城村を始め南部の農村から

る。すぐに傘をさしベランダに出るが傘は役

農産物が搬入された。県有地であるそこに多

に立たず、ずぶ濡れになる。排水口のゴミを

くのトタン屋根の家が建ち、それが連なって

取り除くと溜まっていた水がスーッと引く。

大きな一つの建物のような市場になった。農

今度は屋上だ。案の定プールのようになって

家の朝は早い、午前2 ～ 3時ごろ搬入が始ま

いる。ここも排水口にビニールの様なものが

ると地域の小売屋さん、小売に卸す仲買人、

引っ掛かっているのだ。雨雲の上を雷が駆け

大きな食堂、料理屋さん等の大口購入者が押

巡っている。ピカッと稲妻だ。ヒヤヒヤしな

し寄せる。大勢の人達でゴッタ返しまるで芋

がらゴミを取り除くとゴーッと水が排出され

を洗うが如しである。行き交う言葉は農連市

る。今年の梅雨入りは派手である。ドカンと

場の賑わいにピッタリである。ピークが過ぎ

空気をつんざく音が2度続いた。落ちたな！

ても朝方になるとオバー達がバーキいっぱい

近いな！これは農連市場に違いないなと思っ

台の上に野菜などを並べてユンタクアチネー

たものだ。今、農連市場は大きく変わろうと

※1

している。再開発が始まったのである。

婦達と馴染みのようで急がない慌てないオ

である。買い物カゴを持ってやって来た主

ガーブ川を挟んだ東側のエリアが更地にな

バー達である。ある客が今日は来客が多いか

り高層マンションが建ち、また商業の中心に

らと日頃の3倍くらいの買い上げである。オ

なると思われる。鉄骨を組み合わせたものが

バー、ハイ、サンミンと言って品物の山を見

毎日のように成長していくのである。この鉄

ると選んだ覚えのないニンジンが3本も入っ

骨や大型クレーンが雷を誘ったのかな。西側

ている。オバーこれは違うよと言うと、
「ア

エリアは第2期工事になると思うので今は旧

ラン、上等のものが入ったので食べてもらお

態のままである。かつては「ちゅらさん」の

うと思ってサー、しーぶんヤサ※2」と言う。

舞台にもなったこともあるので全国的にも知

しーぶんとは味のある言葉である。
以前に、こんな話を聞いたことがある。大

られている沖縄の古き良き時代を伝える語り

正の後半だか昭和の始め頃だか判然としない

部でもある。
小生達夫婦も自宅と薬局の中間に農連市場

が、沖縄で初めて小禄にある飛行場に飛行機

があり、出勤と帰宅時に市場を通り抜けるの

が飛来するというので首里に住む少年2人（兄

で大いに愛着を感じる。今のうちシッカリと

弟）が小禄を目指す。当時の道路事情は子供
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にはハードな冒険旅行だったことだろう。初

でいる。この西のエリアも間もなく始まるだ

めて飛行機を見た2人は大変興奮し高ぶる心

ろうと思われる。長い年月、雨・風にさらさ

を抑えながら帰路につく。ヘトヘトの2人の

れ、沢山の台風にも耐え、夏の灼熱の太陽に

お腹はペコペコ、足は重い。途中、数軒のお

も焦がされた建物はもうボロボロである。柱

※3

店が並んでいる中にすば屋 があり、そこか

や壁にはそこで働く人達の人情が染み込んで

ら美味しい匂いが流れてくる。2人は生唾を

いるようである。「ちゅらさん」の舞台になっ

飲んだ。しかし2人の持っている小銭は合わ

た風情ももうしばらくで見納めかな？こんな

せてすば1杯分しかない。食べたい、諦めて

市場に別れを惜しむかのように農連市場の歴

帰ろうか？でも食べたい。しばらく迷ってい

史写真展が5月上旬にあった。新聞社が提供

たが、ついに意を決して「すば屋」に入る。「い

した写真が市場の壁に展示されている。黒山

らっしゃい」といかつい親父さんが出て来た。

の人だかりの場面、真剣な顔で相対売りして

※4

「あのー、すば1つ、それにマカイ 1つ貸し

いるオバー。見学者もひっきりなしである。

て下さい。」恐る恐る言った。チラッと2人を

2 ～ 3名のグループが写真を指さして笑って

見た親父さんは中に引っ込んだ。しばらくし

いる。その中に知人でも見つけたのだろう

て「ハイ」と2人の前に湯気の立っているす

か。小生はこの写真展にサブタイトルをつけ

ばが2つデーンと置かれた。驚いた少年は「あ

たい。「さよなら、農連市場」と。写真の下

のー、実は1杯分のお金しか無いんですよ…」

でトマト、野菜を並べて談笑しているオバー

消え入りそうな声で言うと親父さんが「テイ

達がいた。声をかける。ここも開発されると

※5

チェー、しーぶんヤサ 」とニコッと笑った。

言うが、オバー達はどうしますか？と言うと、

満腹になった2人は深々と頭を下げ外に出る。

「移るサー、10月には」「寂しいですネー」「時

その日は飛行機の興奮と美味しいしーぶんと

代サー、時代でーむん※6」と言った。確かに

で幸福感が胸いっぱいに広がり嬉しい1日と

大型スーパーがどの地域にも出来て農産物

なったのである。そのうちの1人のKさんは長

コーナーも充実している。各地の道の駅でも

じて陸軍士官学校に進み、陸軍士官となった。

生産者直売が普及しているから、ここの役割

終戦後は色々な曲折を経て自衛隊に移り上級

も小さくなっているのだ。「やっぱり時代や

幹部にまで昇進したと言う。退官後は帰省し

さ」である。詳しい人によれば、ここのオバー

て県議会議員も務めたのである。そのKさん

達はゴザ1枚くらいのスペースにとても格安

は自分の人生の中であのしーぶんは最も嬉し

の所代を払っている。だから空調設備の完備

い想い出のひとつであると言う。このしーぶ

した建物には入るのは無理だろうと言う。移

んは単なるオマケではなく思いのこもった気

るサーはやめるサーの意味だったと思う。長

持ちのこもった贈り物のような気がする。ニ

い間、市民の台所を支えたオバー達にお疲れ

ンジンのしーぶんをもらった人も大いに嬉し

様でした、有難う！と一声かけたい気分にな

くなった事だろうと思うのである。

るのである。

こんな農連市場だが再開発がどんどん進ん

※1
※2
※3
※4
※5
※6

ユンタクアチネー：おしゃべりしながらのんびり商売をする
しーぶんヤサ：おまけだよ
すば屋：沖縄そば屋
マカイ：お椀
テイチェー、しーぶんヤサ：1杯はおまけだよ
時代でーむん：時代だもの
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誌上ギャラリー（裏表紙）について
左上：
「青と白の島

サントリーニ島」photo by 山里 美恵子

中央：
「真剣勝負」photo by 吉冨 弓江（株式会社 琉薬） 撮影地：ニューカレドニア
市街地にあるココティエ広場。穏やかな昼下がり、チェスに興じる大人たち。
やっている方も、見ている方も、みんな真剣です。
左下：薬草園だより「ウコンの花」
「くちなしの花」 撮影地：沖縄県薬剤師会“薬草園”

女性薬剤師部会

薬草園だより

ウコンの花
沖縄では「春ウコン」
「秋ウコン」
「紫ウコン」の3種類のウコンが栽培され
ており、それぞれの効能効果が明らかになっています。ショウガ科に属し根茎
は似ていますが、味や花穂などは違い、効能効果にも違いがあります。ウコン
という植物は、一見、葉っぱを見ても素人には区別が
つきませんが、それぞれ違う花を咲かせるとのことで
す。和名を「キョウオウ」といい、春（4月～ 6月）に
綺麗なピンク色の花穂を咲かせることから春ウコンと
呼ばれ、沖縄では春うっちんの名で呼ばれています。3
種類のウコンの中でも、効能範囲が広いといわれ、沖
縄では昔から人気の高いウコンです。秋ウコンの良い
成分（クルクミンなど）と紫ウコンの良い成分（精油
成分）の両方を持ち合わせたウコンです。秋ウコンと
比較しますと、根茎の色は淡い黄色ですが、刺激性の
ある辛味と強い苦味が特徴です。

編

集

後

くちなしの花
「The sweet smell is from where?」香りのする
方へ足を向けると、ハッと目をひく白い6枚の
花びらが何とも可憐だ。白よりも白い。これ
を純白というのだろ
う。 花 の 名 前 は「 く
ちなし」
。その名の由
来は 熟しても割れな
い 事 に あ る と い う。
実 は「 山 梔 子 」。 秋
には赤く色づくだろ
う。
（文：女性薬剤師部会
与儀 和子）

記

梅雨の湿った空気の中で、校正ゲラを前にし

広報委員となり会報に関わって、もう何年に

て赤ペンが止まったままだ。間違いがないのな

なるだろう。年齢とともに、実働隊から外れる

らそれに越したことはないが、文章をいじり

ことも多くなった。というわけで、ここは取材

たくなってしまうからやっかいだ。執筆者の

に行かねばと、クリスマスの頃の取材を計画中

文を直してはいけないのだ。校正は誤字や脱

である。さて、現在沖縄県でも大学5年生が実

字をさがすこと。あきらかに間違ったことを

務実習を行っている。大学での薬局実務実習の

書いていれば、本人に確認して書き直しても

報告会に参加したことがあるが、大学であま

らうことはある。が、校正はまちがいを見つ

り学ばないからか、学校薬薬剤師活動につい

けることであって、推敲やリライトとは異な

ての報告も多かった。今では、薬剤師の社会

るのだ。知人編集者に言われたことがある。
「校

貢献という位置づけで、なりたい人も多くなっ

正は、文章を見るのではなく徹底的に文字を見

てきた学校薬剤師ではあるが、「興味はあって

ること」。私が文章を直したら執筆者を超えて

も何をするのかわからない」という声に対応

私の文章になってしまう、、、と恐れながら（笑）

するために、県薬ホームページに「学薬の頁」、

文字と戦っている。

広報誌に「学薬だより」のページをいただき、

（クララ）

トピックの掲載を始めたのが4年前。最近の会
報ではページお休みが続いている。今年度、広
報委員としての私の課題は「学薬だより」の
充実にしようと思う。
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（TOMO）

おきなわ薬剤師会報

日本を訪れる外国人観光客数が年々増加し
ている。昨年は2400万人を超えたという。外国
人に人気のある観光地、ベスト3にランクされ
る京都の清水寺を観光で訪れたときあまりの
様変わりにびっくりした。観光客の半数以上が
外国人で、女性達はなんと着物を着け、着物
に似合うように髪を結い上げて闊歩していた。
時にカップルで着物姿も。さらに我が身の着
物姿にうっとりして回りの観光地の風景も彼
氏さえもそっちのけでしきりに自撮り（セル
フィー）している姿が大いに目立った。日本人
の女の子がつられて着物姿で歩いているのは
マネが過ぎるというか、いただけなかったが。
沖縄は昨年の入域観光客数は約860万人という
が、外国人観光客は約200万人で「日本の商品
が買える一番近いところ」という感覚で来て
いる人が多いらしい。かつては台湾の観光客
が薬店で段ボールいっぱい薬を買って帰った
という話が有名であるが、今でも沖縄で購入
した物の約50-％は医薬品で、特に台湾・中国
からの観光客はドラッグストアでの買い物が
多いというから日本のOTC薬は魅力ある商品の
ようだ。私も見直さなくては。
（ピアナ）
いつも何を書こうかと悩むこの数行。〆切
との戦いでもある。あの橋の下先生は一包一話
の連載で40年以上になるというではないか。先
生は約半世紀ほど〆切と追いかけっこしている
が、ほとんど原稿を落としたことがないようで
すごい！アイデアを引き出すコツと〆切との付
き合い方を今度教えてもらおう。 （みつなり）

おきなわ薬剤師会報

平成29年 5 ･ 6 ･ 7 月号

7月に行われる那覇市議選挙に、知人3人が立
候補することとなった。分け隔てなく応援する
運びとなるのだが、3人には是非とも当選して
もらいたい。その背景には、薬剤師会に於いて
次期参議院議員選挙の組織内統一候補者とし
て「本田あきこ氏」が決定した経緯があるから
だ。国政へ声を届けることよりも、身近な市議
会議員に声を届ける事が容易であるのは言う
までもない。よって、我々の現状を伝えやすい
というメリットがある。ただ、選挙活動を見
てきたなかで、選挙というのは非常に酷だと
痛感した。どんなに一生懸命頑張っても、当
選と落選は紙一重！まさに天国と地獄である。
3人とも新人の40代なので、この厳しい状況を
乗り越えて新時代を築いて頂きたい。そして、
今後のパイプ役として繋いでもらう事が、どれ
程面白くかつ心強いことはないだろう。
（ごり）
一月が行き、二月が逃げ、三月が去り、四
月が知らぬ間にきて、五月はゴールデンウィー
クを満喫し、気づけば六月。1年も折り返し地
点、気づいたらおばあちゃんになりそうだ。最
近古希を過ぎた方から、定年後もずっと好きな
ことができているから幸せ、と言われた。好き
なことから遠ざかって日々を送っていた私に、
ふと日々の過ごし方を考えるきっかけになっ
た一言だった。皆さんは好きなことを続けてい
ますか？
（いさ吉）
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