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             京都府女性薬剤師会 

              会長 堀野 明子 

          2019 年、新元号「令和」が 4 月

1日に発表され、5月1日に新天皇、

新皇后をお迎えしました。 

日本最古の歌集「万葉集」から出典の「令和」の響きが

何とも優雅で、元号が我が国の「人々の美しく心を寄せ合

う中に、その時代の文化が生まれ育つ」民族性に希望をそ

そります。こんにち人生 100 年時代に向かう私たちに躍

動を呼び起こしてくれます。 

11 月 27 日には「薬機法」等改正案が可決、成立しまし

た。今回の法改正は、2020 年 4 月の調剤報酬改定も踏ま

え、薬局業界は劇的な変化がはじまっており、お薬を渡す

まででなく飲んだ後のフォローを薬剤師が担えるような

対人業務への移行が求められ、薬剤師の対物業務にはパー

トナー（機械化できるところは機械化を推進)との 連携で

時間・気力・体力の確保が重要になります。 

オンライン診療が 2018 年の診療報酬改定により始まり､

2020 年の診療報酬改定でオンライン診療の原則の例外に

緊急避妊薬が追加されました。 

薬剤師が服薬状況の一元的管理、重複投与の確認、医薬

分業のより安全で有効な薬物治療が国民に受けられるよ

うに、患者が薬局機能を自身で選べるように薬局の認定制

度が盛り込まれました。 

薬剤師の活動は「国民の健康」を支えるのです。薬物療

法に、最新で的確な知識と技術を生かして遂行することが

ますます求められるでしょう。 

 

本会の堀田眞代先生が 

日本薬剤師会 有功賞 を受賞されました。 

これまでのご功績を称え お祝い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療に関してのアンケート 

京都府女性薬剤師会では、在宅実施状況と薬剤師の意識

について、実情やご意見をお聞きしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療アンケートから、まだまだ在宅経験のあ

る薬剤師は少なく、経験があってもお薬の配達だ

けに終わっていたり、急な臨時薬や麻薬処方の対

応に困っている現状が浮き彫りになった。 

                                              

『薬剤師は患者が薬を飲んだあとまでフォローすれ

ば薬物治療の質は飛躍的に向上する』という狭間研

至氏講演会でのメッセージや『AI の時代になっても

社会的スキルや創造的スキルを必要とする仕事』と

いう守上先生の研修会でのお話から、これからの時

代に薬剤師の果たすべき役割は大きい。 

京都府女性薬剤師会会長 堀野明子 

http://www.kyojoyaku.com/ 

kyojoyaku@yahoo.co.jp 

     blog.kyojoyaku.com/ 

URL・アドレスは 2019_11 より変更されています 

 



第 24 号 京都府女性薬剤師会会報 令和 2 年 5 月 10 日 

                         ―２― 

       多職種連携 地域包括ケアに求められる薬剤師とは 
        よしき往診クリニック 院長 守上 佳樹先生 
                   

                      お話を伺って 山本 紀子 
令和元年 5 月 12 日キャンパスプ

ラザ京都にて、『各分野の第一線で
活躍する医師からなる 24 時間 365
日の在宅医療チーム』を率いる守上
先生の研修会が開催された。 

団塊の世代が７５歳以上となる
２０２５年には高齢者の 7 割が一人暮らしといわれてい
る。外来に来ていた患者さんが外来に来ることができな
くなり、孤独死も増える。何とか患者さんのために医療を
と往診クリニックを開設された守上先生の情熱的なお話
に圧倒された。 

私が勤務する調剤薬局も在宅訪問をしており、医師が
薬剤師に対して、どのようなフィードバックを望んでい
るかなど、具体例を示してお話しいただけ参考になった。
在宅に行って感じることは、一人ひとり症状も異なる患
者さんが、少しでも良くなるためには多職種（医師をはじ
め訪問看護師、ケアマネージャー、ヘルパーなど）と情報
を密にする必要があるということ｡ 

 

 服薬できておらず残薬がある方なら一包化、服薬カレ
ンダー、服薬回数の見直し、置く場所の変更などの提案。
坐薬、インスリン、定期吸入薬なら残数から実際の使用量
の把握。室温、衛生面や食事内容などの確認。 

外来とは違って実際に薬の使用状況が確認でき、あり
のままの生活を知ることができる。往診であるが、他院を
受診され、同効の薬が処方されていることがわかった例
もあった。（在宅訪問の醍醐味を感じる） 

これからはＡＩの時代であり単なる調剤・配薬ではな
く『社会的スキルや創造的スキルを必要とする仕事』と先
生は言われる。 個々の患者に合わせて何が必要かを薬剤
師的に考えてごらん というエールをいただいたのだと
思っている。そして「持続可能」でなければならないとい
うことも。よしき往診クリニックも医師体制を厚くして
無理なく継続することを大事にされている。 

人生の最後まで、その人らしく生きていくことを支援
する在宅医療に関われることを、しんどい事もあるが喜
び、誇りに感じられた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
京都府医師会では多職種連携のためのコミュニケーションツールとして、2016年 8月より『京あんしんネット』の名称で 

MCS（メディカルケアステーション）が採用されている。薬剤師、看護師、ケアマネージャー、理学療法士、作業療法士、 

言語聴覚士、鍼灸師、管理栄養士、社会福祉士、歯科医師などが情報を共有することができる。 

第四次産業革命の時代へ 

単なる調剤業務は AI ロボット

が代替するリスクは高いが 

対人にコミットする仕事は 

自動化リスクが低い。 
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第 17回日本女性薬剤師会 全国移動セミナーin 茨城 
                           堀野 明子                             

令和元年 10 月 27 日移動セミナー開催が近づくころ台風 15 号と 19 号が続き、中部・関東で甚大な被害。
前夜も大雨であったが水戸プラザホテルのブールルームで無事開催された。 

今回は茨城県での移動セミナーと日本女性薬剤師会関東ブロック会が合同で開催され、テーマは保険・医療・
福祉の架け橋になろう、そして在宅医療・在宅介護への対応 ～多職種との連携による地域包括ケア体制の中
での地域医療提供施設としての役割～ “健康長寿をめざして「薬剤師ができること」”であった。 

    
特別講演Ⅰ 人生 100 年時代を健幸で過ごすための秘訣とは  
                       筑波大学人間総合科学研究科教授 久野譜也先生 
健幸アンバサダープロジェクトを、2 年間で進める話であった。国民の 7 割が健康無関心層、健康情報を取

らない、ヘルスリテラシーが上がらず、ヘルスケアサービス産業が浸透しにくい、そのためコミュニティ単位
で情報拡散される仕組みが必要。保健師、薬剤師、管理栄養士などの専門職、健康推進委員、スポーツ推進委
員など住民が担っている委員に加え、一般住民や企業の社員も就任して、最終的に 100～200 万人の健幸アン
バサダーが多様なコミュニティに属して活躍する仕組みを構築する。健康都市が整備されれば、高齢者も意識
なしに外出し、結果的に活動量を増加させ、生活習慣病、認知症、フレイル等が予防され、社会保障費の抑制
にもつながる。超高齢化社会の街並みに人々が活気づく。  

     
特別講演Ⅱ がん患者の疼痛管理において薬剤師の役割   

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター腫瘍内科部長 石黒慎吾先生 
がん患者に生じる痛みの原因は、がん自体に起因する痛み（内臓や神経の破壊・虚血・圧迫・牽引）、がん治

療に伴って生じる痛み（術後痛、化学療法や放射線治療の有害事象）、消耗や衰弱によって生じる痛み（筋肉
や関節の萎縮・拘縮・褥瘡）、がんとは直接関係のない痛み（変形性関節症・胃潰瘍や胆石などの偶発症）があ
る。痛みについて患者の訴えを信じ、過小評価しない。患者の痛みの把握、患者の心理状態の把握、患者の訴
える痛みの経過を詳しく問診することを薬剤師にもやっていただきたい。患者は薬剤師の優しい対応に気持ち
も明るくなり、いたわりの言葉をかけると医師には聞けなかったことを薬剤師に質問をし、すっかり心を許せ
る薬剤師、薬局となる。 

薬局は、患者からの相談に応じ易くする薬局設備上の工夫が必要になる。薬局オーナーはパーテーションの
設置、カウンター前のイスの配置、カウンターと待合スペースの距離を遠くする、スピーチプライバシー機器
を設置するなどの配慮をする。 

   
教育講演 ICT を基盤とした薬薬連携の実践 ～ネットワークの構築と地域 PBPM の導入～ 
         日立製作所ひたちなか総合病院 TQM 統括室経営支援セミナー長 関利一先生 
超高齢化社会の将来ビジョンにおいて、病院薬局業務の ICT（情報通信技術）活用による整備、地域薬剤師

との ICT による薬薬連携の推進、IT ネットワーク構築、院外処方における薬物治療管理プロトコール導入、
内服抗がん剤プロトコール導入、残薬解消プロトコールの活用率についての講演に高齢化社会に対応する AI
時代の到来をひしひし感じる。 

又、今回聴講して感じるのは日本のあちこちの駅前の商店のシャッターが下り、人の行き来が薄れている社
会問題がある。ドイツも同じような環境問題があったが街からマイカーの排除、交通機関の利用が街に活気を
取り戻した。とにかく、日常生活にはマイカーを手放してフレイル予防にもつながる歩く生活をすること。人
生 100 年時代の社会に閑古鳥を招かない仕組みを早急に構築する講演 1 の話は壮大で印象深い。 
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府民公開講座 
 

     

講師 大阪医科大学名誉教授 佐野 浩一先生 

      公開講座に参加して  波多野 千秋 

0 
 令和元年度第 2 回府民公開講座は、9 月
29 日キャンパスプラザ京都にて開催され
ました。内容は「寒天 思わぬ効用」でした。
今までの講座ではかなり専門的な内容が
多かったのですが、今回の講座はたいへん

身近なものでした。 
 寒天は毒にも薬にもならない 故に役に立つ 
日頃食べているものでも、皮膚に使うとアレルギー症状を
誘発するとか、最近問題になっていることを考えると、確
かに毒にも薬にもならないということの重要性がみえてく
るようです。あらためて用途の広さに驚かされました。 
 さらに、歴史的な内容にも踏み込み、心太（トコロテン）、
寒天、外郎、羊羹、煮凝りの関連と相異、知らないことば
かりで、興味を持たせていただきました。 

私の身近な寒天は、牛乳や紫蘇ジュースを使った手作り
おやつとして子供に提供した冷菓、能勢で冬場だけ販売し
ている丁稚羊羹、大学の時に使った寒天培地ぐらいのもの
でしたが、これからは寒天を見る目も変わりそうです。 
 身近にあるものでも、知らないことがたくさんあること
をあらためて教えていただきました。 

還暦を迎えたところの私ですが、これからは寒天をダイ
エットに使わせてもらおうと思っています。 
         紅藻料理 
★いぎす 鳥取県倉吉市  ★いぎす豆腐 愛媛県 
★えごねり新潟県     ★イギリス  長崎県 
★うご  京都府宮津･与謝 ★うど 鳥取県与謝町･宮津町                                     
★おきゅうと 筑前国続風土記（1688～1709 編纂）     
凝(こごる)藻(も)葉(は)→古々呂布止→心(こころ)太(ふ
と)→ココロタイ→ココロテイ→ココロテン→トコロテン 

隠元禅師によって寒天と命名された。 
  中国語で寒い冬の空を「寒天」と称する。 

仏家の食として、「寒い冬の空」に鍛えら

れた心太（トコロテン）の干物を推奨した。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
寒天はテングサなどの紅藻類に属する海藻の煮凝り（ト

コロテン）を凍結脱水し不純物を除き乾燥したもので、
1657 年ごろ京都・伏見で発明され、大阪・高槻に伝わりま
した。寒天がなければ細菌学の発展は遅れたであろうし、
寒天平板内（ゲル内）沈降反応を用いた抗原や抗体の解析
にはじまる免疫学、アガロース平板ゲル電気泳動による遺
伝子解析法にはじまる分子生物学、軟寒天平板細胞クロー
ン化技術にはじまる細胞生物学、ひいては現在の生命科学
の発展、iPS 細胞の発明はさらに遅れたでしょう、と佐野先
生はいわれています。 

     薬のういろう お菓子のういろう 
陳
ちん

外郎
ういろう

は 1368 年中国から日本に帰化しました。医術・占
いに詳しいでした。長男の陳外郎宗奇は中国から霊宝仁の
処方を持ち帰り､銀色の丸薬を作りました｡効能顕著であっ
たため重宝され薬のういろうとなりました。暑い時、薬の

表面が溶け香を発したので透
とう

頂
ちん

香
こう

とも呼ばれました。                     
また、宗奇は外国信使の接待役でもあり､もてなすために米

粉と砂糖水を練り合わせ蒸した菓子を作りました。外郎
ういろう

家
のお菓子なので、お菓子のういろうと呼ばれました。後に
寒天が発明されると、ういろうは羊羹へと進歩しました。 

薬のういろうは、口に含んでいて爽快感がありました 

 

紅藻 

寒天は日本で発明されました 
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 府民公開講座 
 

 

あなたの知らない漢方薬の世界 

 

―暑い夏をのりきるために―
 

講師 大阪薬科大学生薬科学研究室 
      芝野真喜雄先生 

 公開講座に参加して  橋本光子 

 
 

 

令和元年度第１回府民公開講座は 7 月 28
日キャンパスプラザ京都にて開催されまし
た。始めに、漢方医学の治療基盤となる考え
方「陰陽論」と「五行論」についてご説明い
ただきました。 

『陰陽論』とはすべての物事は陰と陽という全く異なっ
た性質や力をもつ 2 種類に分けることができるという考え
方。自然界では陽が昼で陰が夜、人体では陽が体表で陰が
体内です。活動と睡眠をアルコールランプで表すと、燃焼
がエネルギー産生で陽、燃料の補充が陰です。睡眠で燃料
を溜め、その燃料を使って活動します。  

『五行論』とはすべての物事は木火土金水（もっかどっ
こんすい）からなるという考え方。五臓におきかえると木
が肝、火が心、土が脾、金が肺、水が腎です。母子のような
相生関係と､制御する相克関係によりそれぞれが影響し       
あっています。身体構成要素の気血水と同様にバランスが
崩れると病気の原因になります。 

次に、暑邪という暑さでバランスを崩した時に補気剤と
して使われる補中益気湯と清暑益気湯についてのご説明が
ありました。個々の生薬を君薬、臣薬、佐薬、使薬に分け、
料理の肉じゃがにあてはめて図解されました。 

補中益気湯では使薬に当てはまり六君子湯にも使われて
いる甘草、大棗、生姜の組み合わせが脾を整え、気を補い、
邪を防御します。 

清暑益気湯では臣薬として使われている麦門冬、白朮、
五味子が適度に潤いを与え、止汗し気のもれを防ぎます。   

クーラーで寒いときには、発汗せずに身体を温める当帰
四逆加呉茱萸生姜湯がよく効きます。他に使われる補気剤
として十全大補湯、人参養栄湯があります。 

今回のお話で陰陽、気血水、五臓などのバランスが崩れ
ると病気の原因になることと、身近な補気剤にもいろいろ
な種類があり、使われている生薬それぞれの作用について
学びました。今後も漢方薬が処方されたときには、含有生
薬や作用について考え、仕事に活かしていきたいと思いま
す。ありがとうございました。 

  

  ジャノヒゲ 

  
 
  麦門冬 

 

滋陰薬 
 

 

      
 
 
 
 
漢方医学の治療基盤となる考え方『陰陽論』 

自然界の陰陽 

陽 昼 熱 明 軽い 外向 運動 気体 男 

陰 夜 寒 暗 重い 内向 静止 固体 女 

人体の陰陽 

陽 体表 背 上半身 六腑 皮毛 亢進 興奮 活動 

陰 体内 腹 下半身 五臓 筋骨 衰退 鎮静 睡眠 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    相生関係 
                    
                     

相克関係 
                                     
   

清暑益気湯について 
煎じる前の個々の生薬を見て、触れ、煎じたものを試飲さ
せていただきました。色とにおいで飲みにくいかと思いま
したが、五味子の酸味がすっきりと飲みやすかったです。 
                 
                                   肉じゃがなら 

Ⓐ君薬(牛肉・ジャガイモ） 

Ⓑ臣薬（玉ねぎ・にんじん）

Ⓒ佐薬（しらたき・えんどう）

Ⓓ使薬（だし・調味料）                           

 

漢方医学の治療基盤となる考え方『五行論』 
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日本女性薬剤師会 東海・近畿ブロック研修会 

薬剤師に必要なメディカルアセスメント

      基礎知識と実践 

 大阪薬科大学循環病態治療学研究室教授                             
大阪市立大学医学部循環器内科客員教授      

大阪医科大学非常勤講師   林 哲也先生 

 

      聴講して 樋口ゆかり 
令和元年 11 月 3 日キャンパスプラザ
京都において開催された。 
冷蔵庫の扉に貼った研修会の案内を毎
日目にしながら、日程が合わずあきらめ
ていたのだが、急に予定がなくなり、ダ

メもとで申し込みをしたところ、快く受け入れていただき
感謝。同僚に聴診器を借り、予備知識のないまま会場の扉
を開けた。 
 まず、基礎知識。フィジカルアセスメントとは問診から
主観的情報を得て、フィジカルイグザミネーション（聴診
など）から客観的情報を得て、総合的に全身状態を判断し
ていくこと。心臓の位置さえ正確に知らなかったので、胸
骨角から指３本のところに心臓の基準となる三尖弁がある
ことも初めて知った。橈骨動脈で脈を測ることはあったが
触れて、弾力をみたり、規則性をみたりして、心房細動・
弁膜症・動脈硬化の可能性を推察できることも知った。    
上腕での血圧測定の基本手順を教えてもらい、二人一組
になりお互いの血圧測定をすることになった。家庭にある
デジタル血圧計と違い、マンシェットの巻き加減さえおそ
るおそる。まず、橈骨動脈を触知しながら収縮期血圧を測
り、次に聴診器を使って収縮期と拡張期血圧を測るのだが
初めて聴診器を使うので、うまく聞き取れない。堀野会長
の聴診器をお借りし、耳と血圧計の目盛に全神経を集中さ
せた。聞こうとしないと聞こえないよ、と教えられた通り
だった。何度か測定させてもらっているうちに、少しコツ
をつかめるようになった。その後、呼吸パターン、体温、
心電図の基礎知識、心音について学習した。 
 

 

 

 

 

 

 
 

    症例：60 歳主婦 

＊1 週間前に風邪をひき、常備薬を飲んで 

いたがよくならない。 

＊夜中に息苦しくて目が覚める。 

＊横になって眠れない日が続いている。 

冒頭のスライドで 60 歳主婦のわずか３行の主訴と首の
写真だけで、重症心不全や、くも状血管腫が読み取れるの
は、さすが医師は幅広い知識と経験があるからだなと感心
していたが、私たち薬剤師も在宅や薬局窓口で、診断こそ
できないものの生活のアドバイス、受診勧告などはできる
ようになるといいと思った。今回の講義・実技だけではま
だまだ実践に結びつかないので、これをきっかけに何度も
実技の講座を受講したいと考えている。                   

★正常心音（Ⅰ音、Ⅱ音） 

 

 
                                      

                                                    
                            

     

                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Ⅰ音：房室弁（僧帽弁 M・三尖弁 T）が閉じるときの音  
Ⅱ音：大動脈弁 A と肺動脈弁 P が閉じるときの音(強・鋭・短) 

★過剰心音（Ⅲ音、Ⅳ音） 
Ⅲ音：左心房から左心室へ大量の血が入る時の左心室の壁に当たる音。 

   心不全や僧帽弁閉鎖不全症（逆流血も一緒に送り出されるので血

液が多くなる）の時。若い人なら血液量が多くても正常なことも｡ 

Ⅳ音：左心室がいっぱいなのに無理やり左心房から血が送り込まれると

きの心室壁の音。心筋が弱っていたり大動脈弁狭窄症がある時等｡ 

★心雑音                         

   Ⅰ  Ⅱ Ⅲ Ⅰ       ⅣⅠ Ⅱ  ⅣⅠ            

  
 

 

★血圧の測定        ★脈拍測定のポイント 

・末梢で確実に脈を触知できるか 

・吸気時に増加、呼気時に減少 

・リズム不規則性から不整脈の種 

類を考える                                                

・左右差がある場合 20mmHｇ以

上を有意とする    
★呼吸パターンの異常        正常 

1.数と深さの異常              脳卒中、脳腫瘍、睡眠薬中毒 

                             尿毒症、心不全、睡眠時無呼吸 

2.リズムの異常                     

                             糖尿病や尿毒症によるアシドーシス 

 
                  脳圧亢進時 

心房の興奮 

 

 

 

の興奮ん 

R 
心室の興奮 

P T Q R 心室の回復 
T P 

Q Q 脈波 S  S 

R 

Ⅰ音 

 

Ⅱ音 Ⅰ 
 
 

Ⅰ音 

 

収縮期 拡張期 

おっ かサン おとッ つぁん 
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2019 年度 スクーリング講座 感想 
                 宇野 友香 
 2 月 16 日キャンパスプラザ京都にて開催されました。 
新型コロナウイルス感染が広がりつつあるなかで開催され
るのかどうか不安な中、会場に着きました。会場でマスクの
配布、消毒薬の設置が行われたことは感謝しています。 
Ⅰ Ｈ．ｐｙｌｏｒｉ 陰性時代における胃食道逆流症の治療 

音羽病院・消化器内科  蘆田 潔先生 

逆流性食道炎の患者が増えていることは、日々の業務の
中でも感じていました。そして、PPI を服用していても症状
が改善されていない患者がいることも感じていました。 

その背景にピロリ菌陰性が原因になっているのは今回初
めて知り、胃酸の逆流のない胸やけというのが起こってい
ることも知ることができました。タケキャブが漠然と効果
がでて今までの PPI と違うということは勉強会などで知識
を得ていましたが、pH メーターなどの数値を見ることで効
果が目に見えて実感することができました。 

医師が H2 ブロッカー、PPI、タケキャブを、症状の程度
以外でどのように使い分けているのかも pH メーターのデ
ータで見ることができてわかった気がします。 

Ⅱ 手の痛みとしびれー慢性疼痛の現状と薬物療法― 

       三島医院・院長  三島 元邦先生 

エクオールの重要性は、OATHAS の講座などで知ってい
ましたが、整形外科の医師にはまだ一部にしか浸透してい
ないということを聞いて、ショックでした。手指に不安を抱
えている女性は多くいます。産後の腱鞘炎もエストロゲン
の低下が原因と聞きます。 

三島先生からもエクエルの商品に関しては病院で勧めら
れないため薬局で勧めてほしいと言っていただいたので、
勧めていきたいと思います。エクオールを摂取することで
乳がんのリスクが高くなるから摂取しないほうがいいと言
っている医師もいます。患者に対して、丁寧に勧めていく必
要があると思います。 

Ⅲ 抗血栓療法―検査結果を確認しながら読み解くー 

  宇治徳洲会病院・心臓血管内科 舛田 一哲先生 

 抗血小板薬、抗凝固薬を服用している患者の飲み始めか
ら、経過をみていくということが少なく、自分の薬局に処方
箋を持ってきた段階ではすでに服用し始めていて、期間を
経た症例のほうが多い状態です。今回の講座を聞いて、カテ
ーテル手術からどのくらい経過しているのか判断すること
ができるようになりました。 

DAPT に関してはこれからも服用期間の短縮がみられる
かもしれないので注意してみていきたいと思いました。 

 2019 年度 日本女性薬剤師会 学術講演会 

社会で支える成育医療 その小さな手に握りしめられた 
「生きる力」をしっかり受け止めて 

                 海老池 徳子 
6 月 23 日 東京 KFC ビルにて開催されました。 

Ⅰ 最近の医療行政について 

    厚生労働省大臣官房審議官  森 和彦氏 

 日本の医療費は４０兆円、薬剤費は１０兆円と年々増加
しているのに、３８年連続で子どもの数が減っている。子ど
もから健康づくりが大切です。これからの薬剤師は、患者が
医薬品を使いこなすための「ファシリテーター」になってほ
しい。積極的に仕事ぶりを見せることを意識してほしい。 

薬剤師がもっと活躍できるように法律・制度面の見直し
も進行中です。患者の期待に応える薬剤師を応援します。 

Ⅱ 成育医療の社会的課題と 

 人生 100 年時代のセカンドキャリア 

国立成育医療研究センター・元 NHK アナウンサー・もみじの家 内多勝康氏  

 重い病気をもつ子どもは退院すると在宅でケアすること
となります。家族の生活も大きく制限されてしまい、地域の
中で孤立してしまうこともあります。もみじの家は在宅で
医療的ケアを受けている子どもと家族を支える短期入所施
設です。24 時間、看護師が医療的ケアを行うだけでなく、
日中活動、生活介助でも手厚いケアを提供しています。 

医療的ケア児童 「主張コンクール」 のビデオを見せてく
ださいました。気管切開したため話すことができないお子
さんでした。字を書くことを教えてもらって感謝を伝えた
いとお母さまの手に字を書きお母さまが話してくださいま
した。思いが伝わり目頭が熱くなりました。元 NHK のアナ
ウンサーでいらっしゃっただけありよいお話でした。 

もっと支援体制を充実してほしいと話されました。 
Ⅲ 薬剤師が支える成育医療 

明治薬科大学・臨床薬学部門・小児医薬品評価学教授 石川洋一先生 

人生最初の 1000 日（胎内～2 歳）に適切な栄養を摂り、
適切なケアを受けられれば子どもが病気にかかりにくくな
ります。ワクチン接種は大事です。100 万人を助けても 3 人
副作用が出たらマスコミはたたきます。予防せずに病気に
かかるリスクをきちんと考えてほしい。 
0~1 歳の乳児期は保護者を教育する。 
1~3歳の幼児前期は関心をもたせ､できたらしっかりほめる。 
3~6 歳の幼児後期は、理解させ自ら服薬に参加させる。 
6~11 歳の学童期は、服薬の主体者を子どもに移行させる。 
小児は成人の縮小版ではない。８割が適用外使用ではいけ 
ない。子どもは成長していく時期、もっと目を向けてほしい。 
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オンライン診療に伴う 
緊急避妊薬の調剤に関する全国担当者会議 

             髙井 美穂 
12 月 15 日 TKP 市ヶ谷カンファレンスセンターにて開
催されました。オンライン診療は、2018年の診療報酬改定
により、初診は直接の対面診療を組み合わせることを原則
として、既に認められています。 
 一方、禁煙外来など、オンライン診療を用いて得られた
患者の心身の状態に関する情報のみであっても、診療や治
療方針の決定が可能であり、かつリスクが極めて低い場合
においては、例外として対面診療を組み合わせないこと（初
診からオンライン診療）が可能となっていました。2020年
の診療報酬改定で、原則の例外に、緊急避妊薬が追加され、
実施されることになりました。この会議の主旨は、① 緊急
避妊薬を確実に調剤できる体制づくりを早急に整えること。
② 必要とされる方に安心して薬剤を使用していただける
体制を整えることでした。  
１．緊急避妊薬 
性被害など望まない性行為があった際や女性がやむを得
ず避妊に失敗した際に「アフターピル」（ECピル）を性交
後 72時間以内に服用することで、8割以上の確率で妊娠を
阻止することができる薬剤。 
国内で承認された製品は 
ノルレボ錠 1.5mg          あすか製薬 
レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」  富士製薬工業 

２.緊急避妊に関する診療 
・対面診療が原則。 
・性犯罪被害を含め女性の心理状態等に応じて対面診療が 
困難であると判断した場合は、産婦人科医又は厚生労働 
省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライ 
ン診療を行うことが可能となる。 
・オンライン診療を行う医師は 1錠のみの院外処方を行う。 

・受診した女性は、薬局において、研修を受けた薬剤師に
よる調剤を受け、薬剤師の面前で服用する。 
・服用後は、産婦人科医による直接の対面診療を約 3週間
後に受診することを確実に担保することが求められる。     
３．薬剤師・薬局の対応 
・研修を修了した薬剤師が対応すること。 
・緊急避妊薬に関することや性に関する教育などの研修を 
受講した薬剤師及び薬局のリストが厚生労働省のホーム 
ページに（医師のリストとともに）掲載される。 
（注）自己啓発や「とりあえず受講」はできない。 

研修シールは発行しない。 
・患者がオンライン診療を受診した本人であることを確認。 
・患者の心理状態や社会状況に心を寄せる。 
・プライバシー空間の確保や話しやすい環境に心がける。 
 （個室・パーテーションの利用や声の大きさ、トーンの
配慮。飲料水・紙コップなどの用意） 

・服薬指導を行い、服用後の注意事項を伝える。 
・調剤済みの薬剤（1シート/1錠）を、面前で服用させる。 
・より確実な避妊法について説明する。 
・約 3週間後に必ず産婦人科医の対面診療を受診するよう 
に伝える。 
・何か質問はあるかと聞き、適切に答える。 
・「お薬情報提供文書」に必要事項を記入して患者に渡す。 
・医師から提供された患者の診療関連情報に不明点があれ 
ば、疑義照会等により医師とコミュニケーションを図る。 
・医師に対応内容を報告し、患者情報は保管する。 
         

新入会員のご紹介 

龍官真生子先生 齊藤信子先生 相根由紀子先生   
鈴木美枝子先生 河本良子先生 魚 森 温 子先生       

  谷 池 精 華先生        坂 口 あ い先生 
                        

京都府女性薬剤師会 2020年度事業計画 

5月 10日 総会 
 研修会 薬剤師のための褥瘡治療～古田メソッドを学ぶ～ オレンジ薬局・管理薬剤師 長谷川 雅子先生 
 府民公開講座 あなたの知らない漢方薬の世界    大阪薬科大学・生薬科学研究室 芝野 真喜雄先生 

 府民公開講座 
12月20日 
   

日本女性薬剤師会学術講演会  
ここまで来た AI技術とがん治療 ～広がる薬物療法の選択肢とどう関わるか～ 

 健康セミナーとお薬相談会 
2月 薬剤師継続学習通信教育講座 スクーリング 
3月 東海・近畿ブロック研修会 
★新型コロナウイルス感染拡大の影響で、5月 10日の研修会は延期になりました。日程は現時点では未定です。 


