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  京都府女性薬剤師会 

      会長 堀野明子 
 ２０２０年は COVID－19 が世界 
中でパンデミックとなりました。 
昨年 1 月に武漢市からのツアー客を

乗せたバス運転手が感染し、2 月には横浜港に入港した豪
華客船内でクラスターが発生。政府は 4 月に緊急事態宣言
を発出し、5 月 31 日まで続きました。 

２０２１年、年明けから第 3 波の感染拡大を受けて、緊
急事態宣言が再発令されましたが、新規陽性者数はみるみ
るうちに増え、医療切迫の危機、医療崩壊が危惧されまし
た。2 月になり感染者数が下火傾向になりましたが、緊急事
態宣言が続くなか、春を想う暖かな日和の 2 月 14 日、日本
女性薬剤師会通信教育講座・スクーリングを開催致しまし
た。感染対策に徹し、三密を避けてソーシャルディスタン
スをとりながら、参加の皆様のご協力を得て、開催できま
したこと衷心より感謝申し上げます。年度前半には会場が
休館となり、出来なかった府民公開講座や研修会なども年
度後半に無事完結に至りました。 

現在も第 4 波の兆があり、まん延防止等重点措置が適用
されて厳しい状況が続いています。長引く感染症治療に携
わる医療従事者のご負担は如何ほどかと胸が痛みます。 

コロナ禍は、０４１０対応や、オンライン診療を後押し
しました。薬機法改正により、薬剤師業務は対人業務を重
視しています。投薬後のフォローアップの実践、服薬指導
などに ICT の活用も進んでいます。 

延期になっておりました京都府薬剤師会・京都府女性薬
剤師会共催の研修会「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の
調剤に関する研修会」はオンライン研修になりました。 

オリンピックを念頭に、スクーリング講座では「マス･ギ
ャザリングに備えて、必要なワクチンと感染症対策」を企
画し実りあるご講演をいただきました。 

環境衛生の普及、啓発に正確な情報発信ができるよう、
そして感染防止対策の一翼となれるようスキルアップに努
め、日々研鑽を積みたいと思います。皆様の一層のご活躍
とご健勝を祈念いたしますとともに今後とも当会事業にご
理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 ２０２０年度 日本女性薬剤師会学術講演会より 

 医療業界における AI 活用事例と AI－DI 構想 

         木村情報技術株式会社 木村隆夫様 

医療分野における AI 活用事例 

１）2018 年 Google 社 光学顕微鏡の映像からリアルタイム

でガンを検出する技術を開発 

２）2014 年 Enlitic 社 悪性腫瘍を検出するサービスを開始 

３）2017 年 米スタンフォード大学 皮膚がんの診断に活用 

４）Aicure 社 服薬管理および有害事象の警告 

後世の薬剤師・医療従事者に向けた AI システム「AI－DI 」 

「医薬品情報を整理」し「医薬品情報でつながる」 

「医薬品の『最適』使用につなげる」 

「後世の医療従事者につなぐ」をコンセプトとしている。 

 DI 室や保険調剤薬局の過去のＱ＆Ａログデータ、医薬品粉砕・

相互作用情報、プレアボイド事例、腎機能障害者・小児・授乳

婦・妊婦の投与量など、様々なデータを AI に学習させ、医薬品

情報の受け答えができるような医療現場で役立つシステム。 

★岡山大学薬剤部と共同研究 AI－PHARMA（導入施設数：118） 

★国立がん研究センターと AI 応答支援システム PharMAINe 

★保険調剤薬局と共同研究 AI－Pharmacy 

               
 
 
寒天は江戸時代前期、伏見

御駕籠町の美濃屋太郎右衛門
の手代（てだい）が、心太（と

ころてん）を戸外に置き忘れて凍らせてしまい、それが乾
燥した状態で発見されたという、偶然の産物でできました。 

寒天は学術研究用、医薬用、食用、食品加工用、工業用、
農業用、化粧品用などさまざまに貢献しています。この度、
寒天発祥の地を記念して京都伏見に石碑が建てられました。 

本会の府民公開講座でご講演を頂きました大阪医科薬科
大学学長 佐野浩一先生も石碑の除幕式にご臨席ください
ました。 

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 

 
本会の 海老池徳子先生 は 

京都市教育功労者表彰を受賞されました 
ご功績を称え謹んでお祝い申し上げます 
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府民公開講座 

    日本新薬 山科植物資料館 

 

  講師 館長 薬学博士 山浦高夫様   

     府民公開講座に参加して 河本良子 
 

 蝉の大合唱からスズムシの鳴き声に変わり、涼しさを感
じ始めた秋の頃、日本新薬の薬草園見学に参加しました。
当日はお天気にも恵まれ、山が間近に迫る椥辻界隈はすが
すがしい 1日でした。 
薬草園は五感をフルに使って見学させていただきました。
カレープランツやメボウキ、コウスイボクの香り、根を切
ると鮮やかに黄色のウコンを目で楽しみ、パンノキやチョ
ウトウコウのとげを指で感じ、アマハステビアの葉の甘さ
を舌で感じ、そして何より、案内をしてくださった方のお
話がとても面白く、ほとんど知識のなかった私は目から鱗
の体験でした。 
特に私のお気に入りは、タラヨウの葉（ハガキの木）で
す。葉に文字を彫ると、だんだん浮かび上がり、切手を貼
れば郵送することができるとか。デジタル化が進み、年賀
状を出す枚数も年々減ってきているなか、大切な人へ、手
書きの葉書を送ってみたい気分になりました。  
また植物は、今いる環境に適応したり、他の生物と共生す
る力を持っていたり、自然の生命力を感じることができま
した。 
私は、薬学部を卒業してから、大学で医療データ解析の

仕事を行っており、パソコンのディスプレイに向かう日常
を送っておりましたので、今回の薬草園の見学は、自分の
中の奥深くに眠っていた感覚が呼び覚まさ
れたような、そんな非日常的な体験でした。 

 
 

キソウテンガイ（ウェルウィッチア） 
アフリカ南西部、砂漠地帯に生息。 
２枚の葉だけをヒラヒラと伸ばし続けて
いくユニークな植物で「世界三大珍植物」
の一つとされている。１０００年以上生き
続け、コンブのような葉が果てしなく長く
伸びていく。左写真は雌花（雌木）です。 

     出典：山科植物資料館 
                         
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

京都府女性薬剤師会は令和 2 年 9 月
13日、日本新薬・山科植物資料館見学会
を開催致しました。一般の方の参加 11
名を含め 31名の見学者となりました。 
最初に館長様の講演があり、その後 7名

ほどの班に分かれて、園内を案内していただきました。  
 
 
 
 

 

日本新薬  山科植物資料館  
１９３４年、回虫駆除薬サントニンを含有するミブヨモギの栽培試験圃場
としてスタートしました。現在は、世界から収集した３０００種を越す薬
用・有用植物を栽植しています。 

 ミブヨモギ 山科 2号 
回虫駆除薬「サントニン」の原料と
なる原草「アルテミシア・マリティ
マ」を品種改良した結果、誕生した
のが、ミブヨモギ山科 2 号である。
日本の気候に適応し、サントニンの
国内生産に大きく貢献した。当時の
会社所在地、京都市壬生にちなみ、
ミブヨモギ と命名された。  

出典：山科植物資料館 
 

 
 

 タラヨウ（ハガキの木） 
多羅葉（タラヨウ）の葉は特別な成分を含む
ため、傷をつけると短い時間で色が黒く変
色し、すぐに文字が浮かび上がる特性や文字
がそのまま消えずに長く残る性質がありま
す。秋には8mm程の丸い赤い実が実ります。 
日本では平安時代にお経を書き残したり、火であぶると黒い模様が浮
きあがり、その模様で占いをしたり、特別な植物として神社仏閣で植え
られ特別な樹木として大切にされていたといわれています。 

出典：LOVEGREEN 文：峰 亜由美 
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令和 2 年度第 2 回府民公開講座は 10
月 12 日キャンパスプラザ京都で開催さ
れました。コロナ禍のため延期が続いた
後の開催でしたが、芝野先生のオンライ
ン以外の講義は久しぶりとのお話から
和やかに始まりました。 

 『地球に起こっている事は、人にも起こっている』 
地球は隕石に攻撃される。人はウィルスなどの邪に攻撃さ
れる。それをできるだけ、表（ひょう）で止める。 
 邪に対する免疫系を活性化するトリガーは発汗。そのた
めの発熱を引き出す。それを出せる人と出せない人を星に
例えて、葛根湯、麻黄湯、麻黄附子細辛湯の使い分けを、
生薬の作用と合わせ技で解説してくださいました。盛り沢
山な内容なのに、何故か理解しやすいのです。 
 先生のテキストに葛根湯の構成生薬の役能の説明図があ
りました。『君薬』『臣薬』『使薬』『佐薬』に生薬をまとめ
て、その作用を書いた図です。麻黄、桂皮は辛温解表。芍
薬は滋陰、収斂。その作用は相反するものです。先生は、
作用の図解とともに、その生薬の心の声(？)も書いてくだ
さっていました。 
 『体を温めて熱を出すぞぉー』 
 『汗出し過ぎはこまるなあ～』 
この掛け合いが方剤の中で行われていると思うと、漢字の
羅列で効能を理解するのが定番だった生薬が、生き生きと
した人間らしさを持ったものに思えました。 
 似た作用を持つ生薬同士が集まりグループを作る。その
グループが互いに掛け合いを出しながら、邪に対抗したり
人を滋養する。グループの集合体(方剤)は、その得意分野
(効能)をアピールする。医療者は そのアピールポイントを
聴いて、 欲しいもの(患者の症状に合ったもの)を選ぶ。 
 私達も、日常生活で同じ事をして商品を選んでいます。 
方剤と医療者の間に起こっている事は、生活の中で行われ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ている事なのだと、今更ながら実感しました。 
 もっと、漢方のアピールポイントを聴き、患者のニーズ
をきちんと理解して業務にあたれるようになりたいと思い
ます。 
 最後に、中国で使用された清肺排毒湯の解説もして下さ
いました。きつい邪(COVID-19)に対処するために、生薬の
掛け合いというより、『掛け』ばかりの方剤のように思われ
ました。日本の漢方エキス製剤で近い作用のものなら、麻
杏甘石湯＋胃苓湯（平胃散＋五苓散）＋小柴胡湯加桔梗石
膏の３剤を合わせるとできるとの事。これからの時期、こ
のような漢方製剤の組み合わせを目にする事があるかもし
れないですね。気を引き締めて、withコロナと言われる時
期に何ができるのかを考えていきたいと思います。 
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研修会に参加して 谷池精華 

今年はコロナの影響で、総会が中止、そ
れに伴う研修会が延期となり残念に思っ
ていました。今回の褥瘡研修会「古田メソ
ッド」は、一度は聴いてみたいと思ってい
た研修でしたので、参加できて本当に良

かったと思っています。 
私は、病院で勤めていますが、褥瘡との関わりは、介護

支援専門員としての在宅ケアが主になります。 
在宅医の方針によって、治療方法に差があるのを目にした
ときに、何の知識もない私には、医師と訪問看護師を信じ
るしかありませんでした。 
時には家族の献身的なケアにより、完治したこともあり
ますし、逆に病院に入院したにも関わらず悪化したことも。 
在宅では、ヘルパーや家族を巻き込んだチームケアで乗
り切りました。 
現在、病院の薬剤師としても、働くようになりましたが、
高齢化と ADL の低下に伴い、褥瘡の方や皮膚疾患の方が
増えています。このやり方で良いのかな？と思っても、病
院では看護師が主体。塗り薬の代表的な名前は知っていま
すが、使い分けが分からない状態。薬についての理解と提
案能力がないと、医師と看護師だけのケアになっているの
が現状です。 
今回の研修に参加して、結局は、基材と水分調節か・・・
と納得し、テーピングや創の固定等の新しい知識を貰いま
した。実際の褥瘡に関しては、いろんな色やパターンを見
ていますので、あとは、自分の知識とコミュニケーション
力だけ。次回の古田メソッド実習にも、是非参加したい！
との意欲を胸に、忘れないうちに伝達したいと思います。 

  
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

褥瘡 突出部位におい

て軟部組織に長時間の圧

迫が加わることにより、局

所の組織は不可逆的な阻

血性状態に陥り褥瘡となる 

外用剤の基剤は創面の湿潤環境に影響する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
薬剤は十分量を使用  適切な湿潤環境下での薬剤 
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  2020 年度 スクーリング講座  
聴講して 中辻 明子 

 2 月 14 日キャンパスプラザ京都にて開催されました。 
寒さ和らぎ好天候に恵まれました。コロナ禍の中、浮村先
生にご指導をいただき、感染対策を施し、５８名の参加者
は座席間隔を空け、定員の１/３での開催となりました。 
Ⅰ．感染症―これからの感染症対策と with コロナ― 
マスギャザリングに備えて必要なワクチンと感染症対策 
  大阪医科薬科大学教授 感染症対策室 室長 浮村 聡 先生 

ワクチンの重要性と副反応についてご説明頂きました。 
肥満や糖尿病などの基礎疾患があるとリスクが高いとい
われ、コロナ禍で改めてベースの健康が大事だと気付きま
した。ワクチン接種後でも、無症候にウイルスを広める可
能性があるため、予防対策の実践は続行すべきであるとの
事です。マスク着用、手洗い励行の効果で、昨年から、風
邪やインフルエンザの患者が劇的に減りました。with コロ
ナはまだまだ続きそうです。ワクチンによりコロナも風邪
症候群レベルまで落ち着き、有効な治療薬が開発されるよ
う願っています。ワクチン接種の行方が気になりますね。 
Ⅱ．アトピー性皮膚炎の治療―ステロイド後の新たな展開 
       高槻赤十字病院 病院長 古川 福実先生  

皮膚科隣接の薬局で勤務していた時、アトピーの患者さ
んの多いことに驚いた。薬が変わると良くはなっていくが、
また元の状態に･･･。皮膚科を転々と受診している。 

夏場は汗で、冬場は乾燥で、花粉が飛散している時期に
も症状が悪化する。デルゴシチニブ軟膏、シクロスポリン、
バリシチニブ、デュピルマブなどの分子標的治療薬が進み、
アトピー患者さんの QOL が向上することを願っています。
デュピルマブに関しては、昨年から使用している患者さん
を知る機会があり、その効果を目の当たりにしました。 
Ⅲ．過敏性腸症候群（IBS）「画像で便秘・下痢を理解する」  
      むらのクリニック 理事長 村野 実之先生       
 画像で症状を見ることができてよかった。 
IBS では精神科疾患や消化管疾患などの身体的疾患を併
存し、脳腸相関の悪循環が形成される。 

腸管障害をきたす薬剤には注意すべきである。 
生薬の山梔子は、特発性腸間膜静脈硬化症（腹痛などない
無症状の症例が少なからずある）との関連が画像で確認さ
れるので、長期間服用では内視鏡、CT などの検査が必要。 

生活習慣の改善（十分な睡眠・規則正しい生活・リラク
ゼーションなど）と自分に合ったプロバイオティクスを有
用し、腸内環境を整えて免疫力を向上させることが重要で
ある。化学療法による口内炎やその他の口内炎治療に用い
られる半夏瀉心湯の胃排出促進作用や PGE２産生抑制作
用が下痢型 IBS、GERD にも有効であるとご教授頂いた。 

日本女性薬剤師会 通信教育講座スクーリング  
参加された先生方のご意見ご感想をお伺いいたしました 

・アトピーも IBS も実際に対応する事が多い症例で、患者
様に話すときの参考にしたいと思います。 

・コロナで人の多い所に行くのは少し怖かったのですが、 
 貴重な話を聞くことが出来てよかったです。 
・毎日コロナ患者さんに調剤・服薬をする上で、不安なこ

とも多いので参考になりました。 
・マスギャザリングの場でも、きちんと対策をとれば感染

を防ぐことができると教えてくださいました。 
・アトピー治療では、ステロイド以降についての情報が得

られました。多くの画像も拝見できて貴重な体験でした。 
・IBS について、たくさんの画像を紹介して頂きました。 

半夏瀉心湯の有用性も学ぶことが出来ました。 
・薬剤性の腸疾患について、改めて注意喚起しようと思い

ます。（中止で改善することも。代替薬もあること等も。） 
・IBS の診断を受けていることもあり、とても興味深く受

講でき、これからの生活も考えることができました。 
 
 
・３９度の発熱副反応が、３日前後続く人は、１回目：７％

前後、２回目：30％余りの人で発現《浮村先生より（3/3）》 
・副反応は免疫機能が働いて効果が出ていることの現れ。 
・ポリエチレングリコール・アレルギーの人（化粧品やシ

ャンプー）は要相談。卵、花粉アレルギーは接種できる。 
・現在のデータでは、妊娠１２か月以降、授乳婦に接種で

きる。発熱時のアセトアミノフェンは妊婦に安全。 
・ワクチンによる個人・集団防衛はコロナ以前に戻るため

に必須。 
・ワクチン         
を接種した 
ら、全く罹
患しなくな
るわけでは
ない。 
 

みんなが気にしているワクチン接種のリスクとベネフィット 
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京都府におけるオンライン診療に伴う 
緊急避妊薬の調剤に関する研修会（Web 研修会） 

京都府薬剤師会・京都府女性薬剤師会共催で令和３年２月
７日京都府薬剤師会館にて開催されました。  (敬称略） 
１.オンライン診療ガイドラインと緊急避妊薬処方   

京都府薬剤師会常務理事（おれんじ薬局）  中林 保 
2.オンライン診療に伴う緊急避妊薬処方上の留意点 

1）緊急避妊薬全般について 
2）月経・月経異常・ホルモン調節機序について 
3）ＯC（経口避妊薬）全般・避妊について 
京都産婦人科医会理事 
こじまレディースクリニック院長   小島秀規 

３.オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について 
1）薬局での対応について 
京都府薬剤師会常務理事（コスモス薬局） 小林知佐 

2）患者対応等について 
京都府女性薬剤師会理事         髙井美穂 
 

研修会開催報告          髙井美穂 

 昨年度の京都府女性薬剤師会会報「紅しだれ」（第 24号 
令和 2年 5月 10日発行）で、「『令和元年度オンライン診
療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する全国担当者会議次第』
に参加して」という原稿を投稿しましたが、今回の研修会
はこれを京都府内に展開したもので、この研修の受講を終
了した薬剤師は、厚生労働省のホームページに研修終了薬
剤師の氏名・勤務先の薬局名などの情報が掲載されます。
本来は令和 2年 3月 20日に研修会を開催する予定でした
が、新型コロナウイルスの感染拡大のため延期になってい
ました。それがこの度、Web研修会として無事に開催され、
200 名を超える薬剤師の先生方にご参加して頂くことが
できました。 

私は「患者対応等について」を担当させていただきまし
た。PC８台によるハイブリッド研修会に匹敵する大規模
な研修会でしたので、私も他の先生のご講演を会場内で拝
聴することができました。 
 本研修会は京都府薬剤師会、京都府女性薬剤師会、チェ
ーンドラッグ協会、保険薬局協会が一丸となって開催され
たものです。また、薬機法改正で薬局は「調剤を行う場所」
から「調剤だけではなく、薬に関する情報の提供、指導を
行う場所」に変わっています。調剤薬局勤務か否かにかか
わらず、またこの研修を受講したか否かにかかわらず、「オ
ンライン診療ガイドラインと緊急避妊薬の調剤」は、薬剤
師に期待されている事柄が試されているということを、全
薬剤師が理解し、自覚しておくことが重要だと思います。 

女性の健康に関する相談窓口 （京都府警察以外） 
1.妊娠・出産・不妊ホットコール 
・京都子育てピアサポートセンター 075-692-3449 

 ・京都府内各保健所  

・京都府助産師会（メールのみ対応） 
2.京都府家庭支援総合センター     075-531-9910 
3.京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター 
 京都 SARA             075-222-7711 
 
 
 
 
 
 
 
  

            京都府女性薬剤師会 2021年度事業計画 
5月 ９日 総会 
6月 13日 Ⅰ「褥瘡は外用薬で治せる～肝心要は薬剤師の関わり」 講演（ハイブリッド形式） 

Ⅱ「褥瘡治療は基剤特性と使い方がポイント」         フルタメソッド褥瘡ケア 実技研修 
小林記念病院 褥瘡ケアセンター センター長 古田勝経先生   

９月ごろ 府民公開講座 あなたの知らない漢方薬の世界                    
大阪医科薬科大学教授 臨床漢方薬学研究室  芝野真喜雄先生 

11月ごろ 府民公開講座 
 日本女性薬剤師会 学術講演会 
 日本女性薬剤師会 全国移動セミナー 
2022年 3月 薬剤師継続学習通信教育講座・スクーリング 
★新型コロナウイルスの感染が続いています。6月 13日以降の予定は未定です。 
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新入会員のご紹介 
下山尚子先生 長谷川実里先生  
迫田幸子先生 鈴木 薫 先生  竹岡幾葉先生 


