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成功から次のステップへ
会長

「第 13 回日本女性薬剤師会移動セミナーin 京都」
に参加して

常木雅美

「ジャンプ！理論から実践へ」のテーマのもと、
「第
13 回

髙井美穂

日本女性薬剤師会移動セミナーin 京都」は

平成 27 年 9 月 27 日（日）、キャンパスプラザ京都
にて開催され、全国各地、京都府から 180 名もの方

9 月 26~27 日、「保健・医療・福祉の架け橋にな

の参加をいただき、盛会裏に終えることができまし

ろう、そして在宅医療・在宅介護への対応〜地域の多

た。これは京都府女性薬剤師会会員にとりましても

職種との連携による地域包括ケア体制の中で地域医療

記念すべき大きな喜びで、会員の皆様や各方面の

提供施設としての役割〜」をテーマに移動セミナーが

方々のご支援、ご指導、ご協力の賜物と心より感謝

京都で開催され、私は、27 日のキャンパスプラザ京都

申し上げます。

での移動セミナーで、受付と第 2 部のお手伝いを兼ね

セミナーでご講演いただいた講師の先生方から

て、ご講演を拝聴させていただきました。

は薬剤師が地域包括ケア体制の多職種連携の中で

第 2 部の実技では、ゆり・かな薬局の伊良知景子先

果たすべき役割の大きさや今後の取り組むべき課

生による「簡易懸濁法とクリンベンチでの調剤」に参

題を示していただきました。また、今回初めて移動

加させていただきました。伊良知先生のご講義は、非

セミナーに実技を取り入れたことは大変好評でし

常に丁寧でわかりやすいご説明でした。錠剤粉砕や脱

たが、これはようやく実践のスタートラインに立て

カプセル調剤時に生ずる問題点と簡易懸濁法の必要性

たに過ぎないと思っています。

やメリット、温湯５５

Ｃで崩壊懸濁させる理由、配

さらに、「4 月からの診療報酬改定」では、高齢

合変化が問題となる薬剤やフィルムコーティング剤へ

化社会を見据えて、在宅での医療や介護を充実させ

の対応、チューブを閉塞させやすい細粒や髙粘度で希

るための体制作りが強化されたという感がします

釈により薬効が消失する薬剤など簡易懸濁法に不向き

が、私たち薬剤師として一番注目したいのは、患者

な製剤の紹介など、一覧表を見るだけではなかなか頭

さんの服薬状況を継続して一元的に把握する「かか

に入りにくい知識が、この実技を通して、頭に定着し

りつけ薬剤師」というのが新しくできたことです。

たように思います。

これは患者さんと契約を交わすとか、24 時間対応

また、昭和大学薬学部 倉田なおみ先生の、栄養ライ

とか、認定薬剤師が必要不可欠などと言われていま

ンと注射ラインの誤接続防止に関する貴重なお話を伺

す。それだけ薬剤師の専門性を発揮して、患者さん

うこともでき、大変感動致しました。

から信頼される認定薬剤師になる必要性が出てき

最後に、今回のセミナーは、参加人数が１８０人を

たからでしょうか？今年度通信教育講座受講生も

超える盛大なセミナーとなり、最初受付では圧倒され

69 名と多くなりましたし、それに伴ってスクーリ

ながらも、多くの先輩薬剤師の先生方とお話しする機

ング後 10 名の方の入会があったことは大変うれし

会ともなり、充実感で一杯でした。ご自身の本業のお

い事です。

仕事の傍ら、これだけのセミナーを企画・運営してこ

移動セミナー開催の成功をバネにして、今後また

られた幹部の先生方はじめ、先輩先生方のご努力とバ

次のステップへと、さらに発展した活動をしていき

イタリティーに敬意を表します。そしてそのような先

たいと思っております。今後とも皆様のご協力をよ

生方に追随できる薬剤師になれるよう、学んでいきた

ろしくお願いいたします。

いです。
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府民講座

27 年度のスクーリングを受講して
竹内洋美

「口腔ケア〜誤嚥性肺炎を起こさないために」

第一線でご活躍中のドクターのお話が聞けるの
で、毎年のスクーリングを楽しみにしています。
今年も 4 人の先生方のとても有意義な講演があり
ました。その中から京都市児童福祉センターの医
師

武藤純子

7 月１２日

田中浩一郎先生の「発達障害

ＡＤＨＤ〜薬

にできること・できないこと」をご紹介します。

於 キャンパスプラザ京都

当初、歯の磨き方や口の周りのマッサージの方法な
ど口そのものに関してだけのお話かと思っていまし
たが、今後の医療全体を考えたお話に大変驚きまし
た。
私は調剤薬局勤務という立場で病気になってから

注意欠如・多動症（ＡＤＨＤ）とは「基本的に

の治療を第一に考えてしまいますが、西洋医学に耐え

は生来的な脳機能障害が発現の主要因である精神

うる体を東洋医学で作るという発想、誤嚥性肺炎予防

障害であり、親の育て方や生活環境によって生じ

に巡り巡って口腔ケアが大切であるということなど、

るものではない」とされています。ざっくりいう

分かりやすく教えていただきました。口腔ケアといっ

と、
「物・時間・空間の管理や注意力のコントロー

ても、歯磨き等のお手入れだけでなく、昔は当たり前

ルが難しい人」ということになります。診断・評

に躾られていたことが理に適っていたことを知り、先

価には、様々な情報やデータが必要なため、鑑別

人の知恵に驚くばかりでした。

診断が難しく、安易な薬物投与の依存への心配が

例えばクチャクチャと口を開けないで食べなさ

あります。そこで環境を整える等の心理的社会的

い！と叱られたのは口唇閉塞の癖を作りいびき軽減

支援の必要性が高まります。つまり「本人の努力

に繋がる。姿勢良く食べなさい！と言われたのは、足

不足ではないことを周囲が理解して接する」
「多動

を地につけて食べると、今では科学的に証明されてい

は思春期以降に少なくなることが多いのでプラス

る事ですが、噛む力や回数が減らない。また咬合の乱

の特性（好奇心旺盛・活動的

れが顎関節炎等を引き起こし、全身に影響すると歩行

囲の人からの指示は単純明快にする」
「本人が把握

困難、はては不定愁訴にまでなる。たかが歯ひとつと

している事と把握できてない事を整理して、どう

思っていましたが、歯の歯根膜は脳に直結した感覚器

すべきだったのかを伝える」
「拒否的・批判的・支

官であり、歯数が少ないだけで、健康を損ねやすく認

配的にならない」
「適切な行動をしたときは、褒め

知症にもなりやすい。軽視しがちな歯を含む口腔の大

る」等を心掛け、本人の行き易い環境を造ること

切さに開眼、時の経つのを忘れていました。

が大切です。

歯磨きひとつにしても正しく行うと、手首を使い、

等）と考える」
「周

しかし薬物療法が必要な時もあります。6 歳以上

感覚器や脳を刺激し、健康が維持されることが分かり

で、重症度が中程度以上の場合は適応になり易い

ましたので、聞いた“ながら磨き”の頑張りすぎない

ですが、副作用等を考えると、思春期までに中止

磨き方で、健康な歯８０２０を目指したいと思いま

することが望ましい。断薬は周囲の支援とのバラ

す。会終了後、虫歯に悩まされ続けている個人的な相

ンス、２次障害の有無や状態も考慮して判断され

談にも乗って下さりありがとうございました。頑張り

るそうです。また投薬（コンサータ、ストラテラ）

ます。

の際には保護者への説明が大切です。
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薬は「飲んでいる時だけの効果しかない」
「対
処療法であり、根治を目指すものではない」
「プ
ラスの循環をつくるきっかけであったり、薬物
療法以外の取り組みを有効にするために使用す
る」。
「薬理的な副作用はある」。等を説明すると
ともに、周囲の人への影響が意外に大きいこと
も知っておきたい。長期間使用による状態の勘
違いが環境整備をおろそかにする恐れがある。
最後におっしゃった言葉、
「あなたは『仕事が
２倍出来る薬』があればつかいますか？それが
長期使用の副作用不明でも」

東京見聞録

戸倉

なおみ

昨年に引き続き参加させていただいてありがと
うございます。「コンコーダンス」という言葉をご
存知でしょうか。コンコードとは一致や調和させる
という意味でチーム医療の中に患者さんも入って
もらいコンプライアンス→アドヒアランスに続く
患者参加型医療で使われる言葉で、患者の価値観や
ライフスタイルなどを尊重し、寄り添いながらチー
ム医療をすすめていこうという事です。

あなたならどうしますか？

薬剤師不必要論もある中で、私たち薬剤師が何を
なすべきかという研修会でした。驚くことにドクタ
ーや看護師さん、患者さんは薬剤師が積極的にチー
ム医療に参加することを望んでおられる。薬剤師の
新しい役割として、高血圧症や糖尿病など慢性疾患
における病態変化、副作用の発現のチェックです。

2015 年度日本女性薬剤師会学術講演会
「医療ビッグデータと患者参加型の薬物治療」

厚生労働省大臣官房審議官

成田昌稔氏

① 医療ビッグデータの利活用
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系
専攻健康情報学分野教授

中山健夫先生

② 新しい患者参加型の薬物治療；
厚生労働省国立保健医療科学院総括研究官
今井博久氏
エボラ治療センター活動記録
国境なき医師団日本
中山恵美子先生
※ランチョンセミナー


月経困 難症 治療 にお ける 女性 ホル モン
製剤の役割；
倉敷平成病院医長



を減薬するようドクターに助言することも望まれ
算は苦手だそうです。引き算の提案をぜひ薬剤師に
してほしいと言われていました。
私たちにできることは、まだまだあると思いま

〜その現状と展望〜；

特定非営利活動法人

薬されがちだそうです。複数科受診による多剤処方
ています。ドクターは薬の足し算は得意ですが引き

新しい医療行政の展開；

③ エボラはいま

慢性疾患は大きな変化がないので漫然とお薬が投

太田邦子先生

２６年度診療報酬改正から見た後発医薬
品の考え方、薬剤師の役割；
東邦大学医学部医療政策・渉外部門
小山信彌先生

す。紙面に限りがありますので、興味をお持ちの方
はテキストＪＷＰＡ2015 を読んでください。
私が一番感動したしたのがエボラの話でした。流
行の始まりは 2 歳の男の子が貧しいために、お腹
がすいているにもかかわらず食べるものもないた
めコウモリを食べたことでした。みなさんはご存知
だったでしょうか？私は知りませんでした。貧しい
ゆえに広まるエボラ出血熱。もし先進国で発生した
らここまでひろがらなかったかもしれません。死亡
率５０％、５歳以下の死亡率は８割を超えるといわ
れています。遅れている各国や国連の対応。中山先
生は国境なき医師団は「限界なき医師団」ではない
といっておられました。献身的な医療が続けられる
中で、戦いはフェンスの外にもあります。偏見と差
別です。エボラファイターとしてお互いを讃え尊敬
する現地スタッフと国境なき医師団の方々。いろん
なものが足りないと先生はおっしゃいます。何かで
きることから協力しなければと思いました。
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「さらなる薬剤師職能の飛翔」

西

惠子
新入会員
ご紹介

平成２７年 5 月 17 日(日)「薬剤師を取り巻く環境の変化と
新たなる業務展開」をテーマに蘇生会総合病院薬剤部長甲斐
絢子先生よりご講演をいただきました。
薬剤師を取り巻く環境の変化としては平成 4 年から薬剤師は
医療の担い手となり今日まで大きく変化し今に至っては医療
において大変重要な立場になっている事また最近においては
在宅医療の推進における薬剤師の重要性をお話していただき
ました。またご自身の医療現場でのやり取りをお話していた

渡辺
竹内
堀
久保
山本

智也
洋美
拡代
雅代
敦子

倉田
吉永
平
飯田
足立

由紀子
美江
志麻
千恵
千鶴子

だいた時はまるで自分もその現場にいる様ですごく緊張しま
した。もっと自分自身のスキルアップを目指さなければと思
いました。これからのチーム医療、患者の為のより良い医療
が行われることを前提にその職種でなくても行いうる業務を
他の職種に担わせるスキルミックスを進めていける様に心が
引き締まる思いでした。患者にとって安心安全な医療の担い
手になれるよう日々努力を重ねていかなければと思いまし
た。本当に心に響く講演をしていただき感謝しております。

イベルメクチンによせて
今年のノーベル生理・医学賞大村智博士
は、国内の土壌から数千種の放線菌を、そ
の中、有用な５０種を選び米メルク研究者

平成 28 年度行事予定
5月8日

フェローと共に絞り込み寄生虫を殺すユバ

京都府女性薬剤師会総会・研修会

・
「エクオールと女性の健康」大塚製薬 守川亮氏
・
「薬剤師の皆さん！今“町の科学者”としての
薬剤師の登場が待たれているんですよ！」

ーメクチンを見つけ、分子構造を一部変え
た薬剤イベルメクチンを開発した。これは
線形動物等の神経筋肉細胞に作用し、神経

上野和夫先生；大和郡山市薬剤師会事務局長

伝達を担うシナプシスの後膜にある塩素イ

13：00〜

オンチャンネルを開放したままにするた

於

キャンパスプラザ京都

6 月 19 日日本女性薬剤師会

学術講演会

老年医学の臨床から「バランスの良い老化
於
7月3日

シナプシスは宿主である動物側の脳にもあ

国際ファッションセンター

るが、脳関門によって遮断され宿主には影

「食物アレルギー基礎知識と対応の実際」
同志社女子大学 伊藤節子先生 キャンパス京都
9 月 17・18・19 日

移動セミナーin 青森

観光と交流会＆セミナー
第 49 回日本薬剤師会学術大会

「プロフェッションを追及する」
11 月 13 日

近畿薬剤師学術大会「OSAKA」

「地域に貢献する薬剤師力！」
府民講座・お薬相談・ブロック研修会等未定
H29 年 2 月

くなり寄生虫は麻痺して死滅する。同様な

(抗加齢と健康サポート)を考える」
府民講座

10 月 9・10 日

め、Cl⁻の出入りの続行で神経伝達が出来な

通信教育講座スクーリング

響が出ない。当初家畜やペットの寄生虫駆
除薬だったがヒト感染症に使われ、オンコ
セルカ症（アフリカのブヨによるフィラリ
ア感染症）の５０万人もの視覚障害を救っ
た。今、ＷＨＯを通じ熱帯の１０億人以上
に無償供与されている。しかも年１~２回
の経口投与で副作用がない優れもの。
特筆すべきは、貰ったノーベル賞は早逝
された妻 文子さんと微生物に分け与えた
いとおっしゃる苦労人。気に入りました。

