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京都府女性薬剤師会

れますようご祈念いたします。また、当会活動にご理

会⾧ 堀野明子

解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

2021 年度も COVID-19 のパンデ
ミックは続き、国内では拡大の波が
３波、4 波、5 波と続きました。そし
て年明けのオミクロン株による 6 波は医療逼迫を招

令和 3 年 11 月 14 日(日) 日本女性薬剤師会東海・近
畿ブロック研修会が Zoom にて開催されました。

きました。

「市販後安全対策と薬剤師」日本女性薬剤師会医

5 月の総会は会場の閉鎖により会場開催は中止に

療安全推進委員⾧で 一般社団法人くすりの適正使

なり、初めて Zoom 開催になりました。6 月の総会

用協議会 理事⾧ 俵木登美子先生のご講演は、医療

研修会「フルタメソッド褥瘡ケア実技研修会」はハイ

安全 Web セミナーでもおなじみで楽しみにしてい

ブリッド研修会として開催しましたが、
「褥瘡は外用

るご講演の一つでした。拝聴後「添付ナビ」アプリの

薬で治せる~肝心要は薬剤師の関わり～」ということ

インストールと PＭＤＡメディナビの URL を保存致

を実感しました。
9 月の府民公開講座はまた会場が閉

しました。

鎖になり急遽 Zoom に切り替え、11 月の府民公開講

「薬局業務での抗菌薬使用の実例」株式会社グラ

座は当初からハイブリッド形式で企画しました。

ムスキー 薬剤師 瀧藤重道先生のご講演では、在宅

2021 年度行事は Zoom が活躍しました。2 月の通信

現場でグラム染色を行い、菌を同定されておられる

教育講座・スクーリング講座はまん延防止等重点措

ことに驚きました。また、クイズ形式で回答解説して

置延⾧の中、感染症対策に徹し、久々に会場で開催で

くださるなど、楽しく拝聴させていただきました。

きました。質問も活発で、講師の先生方から感激の言

「薬剤師さんが知っておくべき感染症の考え方」

葉を頂きました。受講生やスタッフのご協力で、無事

公立陶生病院 感染症内科 主任部⾧ 武藤義和先生

成功しました。感謝いたします。

のご講演では AMR、
特に薬剤耐性(AMR)対策アクシ

一方、改正薬機法は 2 年目を迎え認定薬局制度が

ョンプランのお話が印象に残りました。

導入。添付文書の電子化、ガバナンスの強化等が施行

私自身、耐性菌問題は知っているつもりでいても、

され、薬局と薬剤師の職能の向上が地域住民から確

院内の問題と楽観視していたように思います。でも

実な信頼が得られるよう、医療安全を基盤とした地

実は ESBL 産生腸内細菌をはじめとする耐性菌はす

域住民の健康への貢献がさらに求められます。超高

でに市中に広まっており、もう院内だけの問題でな

齢社会を見据えた褥瘡治療専門の新しい薬剤師の姿

く、国民全員の問題であることを実感しました。そし

を目指すなど、不断の努力が重要になります。

て、薬剤耐性対策に取り組むとするなら何ができる

認定薬剤師研修制度認証機構より生涯学習研修認

のかを考えたところ、

定制度の実施機関 G16 プロバイダーは薬剤師の生涯

➀まずは自分自身が AMR 研修会に参加し、自分自

学習を支援・推進して認定薬剤師資格が習得し易い

身の意識改革と認知向上に努めること

システムになっています。社会のニーズに応えるた

②周りの先生方に AMR 研修会への受講勧奨を行い、

めに、現状を踏まえて将来の在り方を模索する姿勢・

AMR 研修の普及啓発に努めること

役割が求められます。今後も「薬剤師継続学習通信教

➂患者さまはじめ一般の方々に、例えば感冒に抗菌

育講座」の受講をお勧めします。

薬は有効でないことや手指消毒・うがいの励行など

地域住民の健康を守るために自己研鑽に励んで医
薬品専門職を担い、認定薬剤師を目指してご活躍さ

の感染予防対策の重要性を伝えていくことという基
本的なところから、関わっていこうと思います。
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必要かつ有意義な知識と技術の数々を教えていただ
きました。
この「フルタメソッド」を習得して、自信を持って

（

治療法を提案し、チーム医療に貢献できるようにな
りたいと思いますので、今後の研修にも参加させて
いただければ幸いです。
末筆ながらコロナ禍で大変な中、貴重なご指導賜
り、重ねて御礼を申し上げます。

「フルタメソッド褥瘡ケア実技
研修会」に参加して
迫田幸子
こ
コロナ緊急事態宣言下のところ色々とご配慮賜り
予定通り本研修会を開催していただきありがとうご

古田先生から、お言葉をいただきました。

ざいました。

処方せんを待つ身ではなく、積極的に飛び込ん

高齢化に伴い褥瘡患者が増えているにも関わらず、
難治との印象が強く治療が進まない傾向があり、自

でいく姿勢が今の薬剤師には必要です。外用薬は、
薬剤師に最も重要な薬剤です。

分自身も何ら良い治療方法を提案できず無力である

ケアマネージャーや医師、看護師に薬剤師が褥

と感じており、
「フルタメソッドの研修会」を待ち望

瘡を学び共同して治療にあたる。それにより、患者

んでおりました。

に貢献できることを訴えないといけません。

まず午前のご講義で、表題である「褥瘡は外用薬

在宅協議会や医師会、訪問看護師会などに褥瘡

で治せる～肝心要は薬剤師の関わり～」のお言葉に

を見せていただけるように、働きかけをすること

改めて薬剤師としての使命を呼び覚まされた想いが

も必要かもしれません。

して、緊張感をもって拝聴させていただきました。
基剤の機能（吸水性、補水性、創面保護）と肉芽増殖
への関わりなどを詳しくご指導いただくとともに、
褥瘡を良く経過観察し、変化の確認、病態を正しく読
み取る事ができれば最適な外用薬、治療法の提案が
可能となると伺い希望に満ちてきました。
続いて、午後の実技研修では、基剤の特性や薬の
塗布、注入方法やガーゼの使い方、さらにはテープ
の固定方法と剥がし方などを体験させていただきま
したが、なかなか思うようにいきませんでした。こ
れらのいずれもが褥瘡治療の大切な要素となるので
練習を重ねたいと思いました。
褥瘡への積極的な薬剤師の介入により治癒期間の
短縮やコスト削減が期待されている昨今の状況下で、
－2－
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聴講して 山口和子
緊急事態宣言が発出され、会場に予定されていた
京都キャンパスプラザが閉鎖されたので、今回初め
て Zoom によるオンライン形式で開催されました。
コロナ禍で心が病んでしまう人が多い時に用いら
れる漢方薬を、心・肝・腎の関係で解説いただきまし
た。こころの病として「心」にばかり目を向けていま
した。
「心」の熱が「腎」に伝わるため、
「心腎相交」
により「腎」の機能も整える必要があるという。食べ
ることができないと「気」
「血」が作れないため、
「脾」の働きも重要。
「心」の熱が「肝」に伝わるた
め、肝の機能を整える「疏肝」も必要ということで、
臓器すべてがかかわってくるという考えを解説いた
だきました。ストレスイコール気鬱で心のことばか
り考えていた浅はかさに気づかされました。
芝野先生オリジナルの図式で関連する処方を解説
いただきました。処方に含まれる個々の生薬の働き
を分解して説明いただいたので、理解が早まりまし
た。次回の漢方解説も聴講したいと思います。ありが
とうございました。

－3－

芝野先生にお聞きしました。
Q：香蘇散は今のコロナ後遺症に良いように思わ
れましたが、いかがでしょうか。
A: 肝の気の流れを調節する機能（疏泄機能 そ
せつきのう）が低下し、様々な症状が出ている時
に適すると思います。あわせて、脾胃の機能低下
もあり食欲不振などにより気力が低下している時
にも対応できると考えられます。
（蘇葉や生姜で
気を持ち上げ、陳皮で上げて、香附子で巡らすイ
メージの理気剤）コロナ後遺症にもよいと考えら
れます。
講演でもお話しましたように、この漢方薬はマ
イルドで味も悪くないので、飲みやすく、大きな
副作用の報告もなく、使いやすい処方だと思いま
す。弱い柴胡桂枝湯のような感じでしょうか。
コロナ後遺症では身体がどのような状態になって
いるかにもよりますが、補中益気湯、柴胡桂枝湯
なども良いと思います。
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聴講して 笹田寛子
11 月 28 日、
「更年期
の不定愁訴に用いられ
る漢方製剤」をテーマに谿忠人先生からお話をうか
がうことができました。
のぼせや顔のほてりなどのホットフラッシュには
短期間の HRT（ホルモン補充療法）が有用で、HRT
で治療効果が不十分な不定愁訴、検査では異常とし
てあらわれないが、患者さんが持つつらい症状、心、
気もちをくみとるのが漢方製剤とのことでした。
漢方を使い分ける際には、①どのような人か（体力
が比較的ある、中等度以下、虚弱）、②どのような症
状か（のぼせて足冷え、精神不安やいらだち、むくみ
冷え）という虚実寒熱を感じ取り、患者さんの証を考
慮して選ぶため、面談時の望診、対話が大切であるこ
とを感じました。
主に用いられる 3 処方（桂枝茯苓丸、加味帰脾湯、
当帰芍薬散）に配合された生薬の薬能の違いを詳し

共通症状：冷え性、月経異常、更年期障碍（性周期に
関連して消⾧する不定愁訴）

くおしえていただけたことで、それぞれが得意とす
る病態の違いがわかりやすくなりました。どのよう
な治療効果を期待して使い分けされているのかを知
ることができ、とても勉強になりました。

（体力虚弱）
顔色不良、倦怠感（血虚）
、

（体力中等度以下）

する時には、
「午後、足がむくみ靴が窮屈になりませ
の尋ね方の工夫もおそわることができて良かったで
す。

、いらだち（
不安（

とても貴重なご講演をありがとうございました。

）
、感情の起伏、変わりやすい

（比較的体力がある）

いです。今回の講座でおそわったことを患者さんと
ていきたいと思います。

、瘀血）
、抑うつ、

上熱下寒型の冷え

薬局では漢方製剤の処方に触れる機会がとても多
の対話に活かしていけるよう、これからも努力をし

）

全身獅子末端型の冷え

また患者さんにむくみがあるかどうかおうかがい
んか？」と具体的に表現するなど、患者さんへの症状

、頭重（

、赤ら顔＞冷え（瘀血、気逆）
暗赤色の歯肉、口唇（
上熱下寒型の冷え

－4－
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ある。治療の目的は、活動期には炎症を速やかに抑
え、早期に寛解導入を図るとともに、寛解期には再燃
を防ぎ、より⾧く寛解を維持することが患者の QOL
を向上させること、薬剤師は治療の継続を患者さん
聴講して 山口美智子

関節リウマチの特徴と診断

に指導しなければならない。

薬物治療の進歩につ

いて講演していただきました。

前立腺肥大を手術で治す、経尿道的前立腺手術の
画像を見せていただきました。普段見ることのない

リウマチはたんぱく質がシトルリン化することで

手術の画像をみて講演していただき興味深く聞くこ

起こるといわれている。早期診断には、抗ＣCP 抗体

とができました。調剤薬局において前立腺肥大の患

や、関節 MRI 関節エコーで診断する。関節の破壊

者さんはとても多いです。治療薬もたくさんありま

は早期からみられ、関節破壊は不可逆性である。その

すが即効性がないといわれ、私自身もどのタイプの

ため早期診断、早期治療が求められる。治療薬は、処

薬がいいのかなと返答に困っていたなかで、手術も

方箋でよく目にするメトトレキサート、フォリアミ

一つの方法なのだと感じました。

ンや最近話題の生物学的製剤、JAK 阻害薬などの分

過活動膀胱の薬も薬局においてたくさん処方され

子標的薬が関節破壊の進行を抑制できるようになる。

ています。α1 遮断薬とＯＡＢ治療薬の併用や、抗コ

日頃、注意して診察をされている点は、体調不良の時

リン薬とβ３作動薬の併用療法、薬剤による副作用

は服用しているステロイドは止めない。免疫抑制剤

や相互作用で排尿障害が出ていることもあります。

は主治医の判断となる。副作用の感染症、肝炎の再活

薬剤師が併用薬剤と副作用をチェックし、医師に情

性化、骨粗鬆症に注意を払われている。薬剤師も日々

報提供することも大切な仕事であると改めて感じま

仕事で頭に置いておく点であると思いました。

した。

潰瘍性大腸炎（UC）の定義は、主として粘膜を侵
し、しばしばびらんや潰瘍を形成する大腸の原因不
明のびまん性非特異性炎症。疫学的に患者数が増え
ているのは、腸内環境の変化が関与しているともい
われている（子どもたちが泥遊びをしなくなり免疫
がついていないこともある）。
UC の治療は、ステロイドや、５－ASA 製剤が基
本。経口５－ASA 製剤は有効なのに海外より 10 年
20 年遅れての日本での発売となる。UC は、再燃と
寛解を繰り返し、⾧期にわたり治療を要する疾患で
－5－
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(2)ワンストップ相談支援センターなどの女性の健
康に関する相談窓口をお勧めすることをご提案しま
令和 4 年 3 月 21 日(祝) 京都府薬剤師会・京都府
女性薬剤師会共催で京都府薬剤師会館にて開催され
ました。113 名の薬剤師の先生がご参加くださいま

す。
➀京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

した。

支援センター全国共通短縮番号 ☎＃8891
（発信場所から最寄りの支援センターにつながる）

将来的に OTC となる可能性のある緊急避妊薬。
患者が緊急避妊薬購入のため、受診せずに直接薬局

薬剤師などのお問い合わせ窓口☎075-222-0755
②きょうと子育てピアサポートセンター

やドラッグストアに来られることもあります。

(妊娠出産・不妊ホットコール) ☎075-692-3449

(1) 緊急避妊薬が公布されるまでの流れを適切に伝

➂京都府家庭支援総合センター ☎075-531-9910

えてください。

➃にんしんホットナビ(京都府以外の方の相談も可)

➀患者は対面診療が原則

https://www.ninshin-hotnavi.com/care

左側の➡のように医療機関で対面診療・院内投薬
または処方箋交付により薬局で調剤をうけます。
②一方、地理的要因のある場合や女性の心理状態を

厚生労働省ホームページ「オンライン診療に係る

鑑み、対面診療が困難と判断した場合、右側の➡の

緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一

ようにオンライン診療を利用することができます。

覧」(名簿)に掲載されていながら、緊急避妊薬が非
在庫であったり、研修終了薬剤師が不在という名簿
と一致しないケースのご指摘を受けております。薬
局の対応状況に変更があった場合には速やかに修了
証を発行した都道府県薬剤師会に連絡し、名簿を修
正していただきますようにお願い申し上げます。

新会員のご紹介
谷明美先生 藤原美和先生
辻内善子先生

京都府女性薬剤師会 2022 年度事業計画
5 月 29 日

ZOOM 総会・研修会 「薬剤師がおこなう栄養指導」
講師:アボットジャパン合同会社 下村 修弘 様/京都桂病院 川手由香 先生

7 月 24 日/11 月 6 日または 13 日

日本女性薬剤師会 医療安全Ｗeｂセミナー

7 月 31 日

第 1 回府民公開講座「あなたの知らない漢方薬の世界」シリーズ
講師：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

未定

第 2 回府民公開講座

9月4日

日本女性薬剤師会 学術講演会

10 月 16 日または 23 日

日本女性薬剤師会 東海・近畿ブロック研修会 in 京都

10 月 30 日/2023 年 2 月 26 日

日本女性薬剤師会 臨床薬学研修会

2023 年 2 月中旬

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。中止・延期の可能性があります。
－６－

