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会長の挨拶    京都府女性薬剤師会  

会長 堀野明子  

 

今年 1 月 16 日厚生科学審議
会医薬品医療機器制度部会の議

論で薬機法改正の要点が定まっ

たことで改正薬剤師法でも薬剤

導を行う義務」が加わり法律上明確化しました。 
調剤をした時から薬が重複したり、飲み合わせが悪

かったりしないよう、とりわけ副作用に注意が必要に

なります。実施される薬物療法に対して薬剤師の役割

と義務が改めて法律上明確化しました。 
効き目の優れた処方薬が増えています。複数の医療

機関にかかっても、「かかりつけ薬剤師」が一カ所で情

報を管理し、相互作用を起こさぬよう注意し、地域在 

宅医療ケアに向け、患者のために OTC も含めて本気
で取り組んでくれる薬剤師・薬局になるよう、日々自

己研鑚に取り組んで頂きたい。 
これからの薬局は「かかりつけ薬剤師」、「かかりつ

け薬局」として、患者に薬を渡すだけでなく、薬薬連

携のコミュニケーション強化が重要になります。地域

の在宅医療に携わり、患者が入院から退院へと移って

も服薬状況を継続的に把握し多職種と連携する薬局

です。 
もう 1つは、抗がん剤を服薬する患者に、丁寧な服

薬指導を行い、副作用にも目配りする薬局です。 
薬剤師は服薬期間を通じ「薬が効いたか」「副作用が

でていないかどうか」などを把握して、かかりつけ医

にフィードバックすることも役割にあります。通院治

療で昨今経口抗がん剤を使う患者も増えています。 
こうした患者に伴走する環境作り、薬局薬剤師と病院

薬剤師が一緒になって知恵を出して考えていく薬薬

連携の強化に根ざす薬局です。 
 患者に理解と協力を求め、OTCや健康食品の情報も
1冊のお薬手帳に記し、患者が安心して薬局をできる 

 

 
 
 
だけ 1か所にしぼって、かかりつけ薬剤師に継続的に
付き合って相談を受けてこそ薬剤師は職能を発揮し、

患者中心の患者のための本当の医薬分業が成り立ち

ます。OTCや健康食品なども含め、一元的・継続的に
残薬や薬物管理が薬剤師の仕事です。 
今一度地域在宅医療ケアにおいて患者の目線に立

ち、患者のニーズをより一層把握し、複雑化している

薬物療法に対して、薬学的知見に基づいた指導をする

義務を負うことが薬剤師に求められています。 

 
 
       新入会員のご紹介 

       井上雅江先生 

       葉山美和先生 

       宇野友香先生 

       雪松恵子先生 

       石田和世先生 

       山口和子先生 
 
 
 
 

京都府女性薬剤師会 
会長 堀野明子 

http://www.kyotojoyaku.com/ 

yeswecan09.exblog.jp 

info@kyotojoyaku.com 
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―薬剤師・患者・家族がどう向かい合うのか―

―― 

 

                              府民公開講座  

認知症は治るか～写字療法～ 

                             

講師 関西医科大学名誉教授・宇治川病院 脳神経外科 

日本脳神経外科認知症学会理事長 河本 圭司先生 

                               公開講座に参加して  廣瀬 幸枝

 

平成 30年度第 1回府民公開講座は、7月 8日キャンパ

スプラザ京都にて開催されました。 

脳神経外科医が認知症を診ることは、血管性脳病変に

詳しく、画像診断に長けているので、検査結果がすぐに

出せるのが利点であるとおっしゃっていました。 

今回注目されていたことの一つに、軽度認知障害

〈MCI（Mild Cognitive Impairment）〉が挙げられてい

ました。 

1.記憶障害の訴えが本人または家族から認められている 

2.日常生活動作は正常 

3.全般的認知機能は正常 

4.年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記憶障

害が存在する 

5.認知症ではない 

   平均で年間約１０%が認知症に進展します。 

認知症に進展しないように、薬物療法だけではなく、 

脳トレーニング、運動療法の大切さを説明して頂きまし

た。 

 写字療法は河本先生が脳トレーニングの一つとしてお

考えになり、実際に認知

症が改善された例を挙げ

ておられました。 

 写字療法とは、ノート

に年月日・曜日を書き、

新聞の記事などを書き写

すことを毎日する。そこへ自分

の日記や、歩いた歩数などを書

き加えてもよい。 

河本先生が治療しておられる

患者様数名に、お越し頂きまし

た。写字療法を 6年続けてこら

れた方。色紙に素晴らしい遊び字を書いてプレゼントし 

 

て下さった方。痙性斜頸の方は、見事なハーモニカの演

奏をしてくださいました。 

 薬剤師はどう向かい合うのか？については、薬剤の服

薬状況の把握が大切であること、患者様が家族・介護士

とどう関わり合っているかを知ることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれが認知症でも障害があっても、しっかり前を

向いて一生懸命に生きることを楽しんでいらっしゃる姿

を見てとても感動しました。 

《認知症になっても 不便であるが、不幸ではない》こ

の事を知り、私の認知症の患者様への気持ちがすごく変

化しました。 
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―漢方薬と上手に付き合うために― 

         府民公開講座  

あなたの知らない漢方薬の世界 

 
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   髙井 美穂 
    

平成 30年度第 2回府民公開講座は、10月 14日キャンパスプラザ京都にて開催されました。 
この府民講座は、漢方に興味のある一般府民向けの講座と薬剤師研修会の双方を兼ねていることから、

「漢方薬とは？」という基本的概念から始まり、代表的漢方薬の解説と服薬方法、そして最後に芝野

先生の研究テーマの中から、生薬の国内生産に関する研究のお話をお伺いしました。 
１．よくある質問 

 ①漢方薬は長期に飲まないと効果がない？ 
 ②漢方薬はお湯に溶かして服用する？ 
（１）葛根湯 
   葛根湯は風邪のひき初めの寒気のするときに服用し、グッと体温を

上げ、発汗させ、回復を早めます。したがって熱が上がりきってから

服用しても効果が得られません。このような体表を温め、発汗作用の

ある漢方薬は、冷水で服用するより湯で服用、或いは水で服用した後

温かいお粥をすするなどのほうが効果的とのこと。そしてじんわりと

汗をかいたら、葛根湯の役割は終わります。また、葛根湯液剤は冷蔵

庫でキンキンに冷えたまま服用しないなどご指導いただきました。 
（２）黄連解毒湯  
   黄連・黄芩・黄柏・山梔子で構成され、構成生薬全てが清熱作用を

有し、体を冷やし炎症を抑える漢方薬です。このような漢方薬はお湯で

服用しなくても水でよい。一方、体を冷やし過ぎる可能性があるので長

期服用しない、ある程度炎症を抑えたならば、温清飲などへ切り替える

ことをお勧めくださいました。 
（３）温清飲 
   清熱作用を有する黄連解毒湯と、体を温めながら補血・駆瘀血作用を

有する四物湯とを合方することでバランスをとっている処方。黄連解毒

湯の次の一手としてご紹介くださいました。 
２．エビデンスに基づいた使用に発展した漢方薬 

大建中湯        ⇒ 術後のイレウス 
芍薬甘草湯・牛車腎気丸 ⇒ がん化学療法による末梢神経障害（しびれ）など 
抑肝散         ⇒ 認知症の周辺症状（ＢＰＳＤ） 

３．漢方薬にも副作用がある 
   甘草－グリチルリチンによる偽アルドステロン症（低Ｋ血症・血圧上昇・横紋筋融解症）、1日量 2.5g以上注意。 
   山梔子－ゲニポシドによる腸間膜静脈硬化症、証は時々刻々変化するものである、数年単位の長期連用に注意。 
   黄芩－肝機能障害・間質性肺炎。地黄－胃腸障害。麻黄－不眠・尿閉・動悸。附子－心悸亢進・舌のしびれなど。 

「肉じゃが」という料理に当てはめてみた！ 

葛根湯を 
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                              講演を聴いて 久保雅代 

平成 30 年度京都府女性薬剤師会研修会が、5 月 13 日キャンパスプラザ京都にて開催されまし

た｡薬剤師として日々患者さんと接する時、コミュニケーションで悩むことがよくあります。 

この医療コミュニケーションのポイントとコツについて、「伝える」から「伝わる」コミュニ 

ケーションへの転換を、ユーモアをたっぷり交えた講演とロールプレイを通して学びました｡ 

まず、ポイントとコツ 

その１：我々は思い込みを通してしか世界を理解することができないので、コミーションにはコツが必要。 

その２：日本人はゆっくりと話す人に知性や信頼感を感じやすいので、話すときは焦らず、ゆっくりが丁度良い。 

その３：医療用語は変換困難な語が多いが､できるだけわかりやすい言葉で、ひらがな説明で行う。 

その４：内容理解は相手との関係性や文脈で大きく変化するので､関係性を悪くしないことが大切。 

その５：相手を押せば、押し返されるか逃げられるので、相手を押さず､ラポール(共感的関係）の形成を意識する。 

その６：コミュニケーションは「話す」よりも「聴く」トレーニングが必要。 

「話す」「聞く」技能についてまとめてみました 

話す技能 話すことはキャッチボールと同じ。 

1.相手はボールをとれる状態にあるかどうか？

2.相手はちゃんとボールをキャッチしたか？ 

3.取りやすいように、ボールの速さや投げ方を変えないといけない。 

 聴く技能 基本の abc 

a.尋ね方：クローズ型質問とオープン型質問をうまく mix させ尋ねる 

b.態度・表情：アイコンタクトと頷きで傾聴。おうむ返しで共感を示

す。共感しているつもりでも伝わっていないことが多いので、言葉と

態度で伝える事が重要。（相槌をうたず聞きたいことだけを聞いたり､

おうむ返しや相槌のしすぎに注意） 

c. 確認・要約：聞いたことをまとめて、聞き返す。 

「つまり～」「なるほど～」「ということは～ですね」 

◎さらに上級の聴き方は、相手の話を聞いて、大変だったんだなと    

思えば、「・・・で大変だったのですね」と確認する。 

「話す」「聴く」技能のポイントとコツ として  

●話の「まくら」に反応しないことが大切で、言いたいことはその後ろにある。 

●積極的傾聴（active listening）が必要。Q&Q テクニックを活用（どうしてそう聞くかもう一度聞き返す。「何か気に

なることはありませんか？」） 

●わかりやすく情報提供する。 

●話し出し方を変えてみる。「何か困ることがあれば、お話をお聞かせ下さい」 

 

聴くことは、積極的な、表現する行動であるが、医療従事者が傾聴するためには普段からのストレス管理が大切であ

るとのこと。医療従事者のストレス管理の方法も伝授していただきました｡                            

何度でも聴きたい授業とはこんな授業かもしれません。日々の業務や日常生活に役立てていきたいと思います。 

医療コミュニケーションのポイントとコツとは 

「伝える」から「伝わる」コミュニケーションへ  

大阪医科大学神経精神医学教室・臨床心理士 川端康雄先生   

ストレス退治の十か条 

1. 謙虚であれ 

2. あるがままでよい 

3. 何事もほどほどに 

4. 腹を立てない 横に置こう 

5. せかせかしない 

6. 気を遣うより頭を使え 

7. ひがまぬ･羨ましがらぬ 

8. 大いに話す 

9. 不要なことは忘れる 

10. 感謝できる自分を作ろう 

桂 戴作先生 の言葉より 
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第 16回日本女性薬剤師会  
全国移動セミナーin新潟 に参加して 常木雅美 

 
2018 年度移動セミナーは 11 月 4 日 新潟県月岡温泉「白玉の湯 華鳳」で行われた。「華鳳」は全国ホテル･旅館

ランキングベスト 3 位に入る名旅館で、行く道の新発田（しばた）では田んぼで白鳥が落穂をついばむ珍しい景色に
歓喜し、新潟ならではのおいしいお料理とお酒、エメラルドグリーンの美人湯温泉を存分に堪能させていただいた。 
 今回のテーマは「フレイルは多職種で防ぐー摂食・嚥下障害と低栄養を薬剤師の視点から考える」で、基調講演と 

多職種によるシンポジウムを聞いた後、午後からは現場で生かせる商品の紹介とグループワークで症例検討するとい 

う実践形式で行われた。 

◆ 基 調 講 演 ◆ 高齢者における摂食障害と低栄養         みどり病院 副院長 齋藤泰晴先生 

 フレイルの主な原因に「サルコペニア」と「低栄養」があり、充分な栄養と運動が維持改善には重要。高齢者の 15~30％

は低栄養傾向で、さらに、摂食嚥下機能の低下により、栄養不良を加速し、サルコペニアや誤嚥性肺炎を引き起こす。 

◆シンポジスト◆ いつまでもおいしくお口から食べていただくために スマイル歯科おざき 尾﨑康子先生   

 歯や口の状態の悪化（口腔機能の低下―オーラルフレイル）はフレイルを引き起こす原因になりやすい。また、定

期的な口腔ケアを行うことにより認知症や誤嚥性肺炎の発生を抑えることができ、「あいうべ体操」や「パタカラ体操」

は口腔機能低下の予防に役立つ。 

 「多職種」が共同して入居者や患者の栄養管理をするための食事の観察、会議を行うという「ミールラウンド」に

より、最初ミキサー食しか食べられなかった患者が、歯科による義歯調整、虫歯治療、定期的な口腔ケアをすること

で 6ヵ月後には刻み食や普通食まで食べられるようになり、体重も増えていったことからも連携の成果が感じられた。 

◆シンポジスト◆ 在宅高齢者のフレイル予防に役立つ食支援とは  新潟県栄養士会 会長 入山八江先生 

 「低栄養」とはエネルギーとたんぱく質が欠乏している状態で、指標として、６ヵ月間に体重が 2~3ｋｇ減少、BMI

が 20以下、血清アルブミン値が 3.8ｇ/㎗以下をいう。 

低栄養の方を対象とした訪問栄養指導などの改善事業を行い、2017 年度は約 5 割の人に体重増加が見られた。ま

た、入院先や入所先で食べていた食事を家庭に帰ったとき同じような仕組みを作りあげるために、「食事形態一覧」と

いう冊子にまとめ、共通言語となって高齢者に適した食事支援に貢献できるようになったという話も画期的なことで

ある。 

◆シンポジスト◆薬剤師による摂食嚥下障害と低栄養へのアプローチの重要性 ライフ薬局 五十嵐郁乃先生 

 薬剤師が出来るアプローチとしては、「摂食嚥下障害」のうち薬（抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗け

いれん薬）の副作用（錐体外路障害、せん妄、傾眠、筋弛緩、意識障害、口渇）によるものを見逃さないこと。アセス

メントタイミングとしては、嚥下障害の発生はほとんどが投与 7日以内であり、服用中止から 2週間以内にほとんど

が回復したという調査報告があることから、投与の前後の変化を確認して薬剤性かどうかを見極め適切に対処するこ

とが大切だと思う。薬剤師は「体調変化なし」「Ｄｏ処方」に油断せず、「おいしく食べられていますか？」などの問

いかけから、患者や介護者が気付かない変化をキャッチし、支援できる適切な他職種へのつなぎを行うことが求めら

れていると言われたことも、しっかり受け止めたい。 

◆ワークショップ◆ みんなで考えよう“今日からできるフレイル予防” 

 ３グループに分かれ、３つの症例について、「低栄養」「嚥下障害」「薬剤性」の

どの栄養障害に該当するかを考え、具体的にどのようなアプローチが出来るか意

見を出し合い話し合った。今回のセミナーで得た知識を早速、実践的な症例検討で

体験することができた。このように高齢者には地域包括ケアシステムの中の薬剤

師、歯科衛生士、訪問在宅栄養士などの連携を保ってフレイルを予防し、いつまで

もおいしく食べられるように「食」を支えていかなければならないと強く感じた。 
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食道がんー食道がんに対する医療開発― 

京都大学大学院医学研究科 

腫瘍薬物治療学講座 教授 武藤 学先生  

 

 

 

武藤  

 

平成３０年度京都府女性薬剤師会スクーリング 
 

 

OC,LEP の服用に際して 

佐々木レディスクリニック副院長 山田 俊夫先生 

                                  
スクーリングに参加して                                                   

山口県 島田 喜好 
2 月 10 日、キャンパスプラザ京都で開

催された。2 年ぶりのスクーリング参加

は、早朝の京都駅､広い構内がゆえに霙が

縦横に舞い寝起きの皮膚を刺す｡うつむき

加減の背中を講座開始まであと 1 時間ほ

どと冬風が押してゆく。 
背中を伸ばして 2 階の会場へ向かうと受付では先人が 

目を輝かせながら「入会します!」清々しい言葉の連呼に

熱意と期待を感じながら着席。 
第 1 講目「OC／LEP の服用に際して」山田俊夫先生の 

パワーポイントは、この季節の梅花の動画から開始。 
卵胞が 20～23mm となると排卵が起き、卵子 1 日、精

子 48 時間～3 日の寿命。月経サイクルは排卵日を境に卵

胞期と黄体期に分けられるが排卵期の日数が 14 日より変

化することにより月経周期の長短が生じることになる｡排

卵後の黄体期は 14 日で不変。更年期と言われる 50 歳前

後からそれまでの E2＝エストラジオールは減少傾向とな

り逆に FSH（卵胞刺激ホルモン）は上昇。 
一生における月経回数は 1900 年頃には 140～160 回／3

～4 人出産（平均）。 現在では 450～480 回。月経回数の

増加による月経関連疾患の増加となっている。 

 

★使用目的によって呼び方が変わります 成分・含有量は同じ 

 

OC （経口避妊薬＝ピル）は避妊に用いる場合の呼び方｡ 
LEP（低用量エストロゲン・プロゲスチン）は月経困難症

や子宮内膜症等の治療目的に用いる場合の呼び方。 
 

★ホルモン活性による副作用は 
エストロゲン依存性：経血量↑水分貯留、血圧↑脂肪貯留 
プロゲストーゲン：抑うつ感、PMS、性欲低下､経血量↓ 
アンドロゲン：体重↑、ニキビ､食欲･性欲↑、男性化症状                                                                            
★LEP 服用時に注意すべき併用薬剤 
LEP により作用が増強する薬剤：副腎皮質ホルモン、三環系抗

うつ薬、テオフィリン、オメプラゾール 
LEP により作用が減弱する薬剤：GnRHa､血糖降下剤､モルヒネ

アセトアミノフェン、抗てんかん薬 
LEP の作用を増強させる薬剤：抗真菌薬、アセトアミノフェン  
LEP の作用を減弱させる薬剤：抗結核薬､バルビツール酸系薬、

HIV 感染症治療薬、抗てんかん薬、セイヨウオトギリソウ 
★血栓症防止のために OC・HRT 投与前検査としてプロ

テイン S 活性を測定する｡プロテイン S 活性 40 以下では

OC 服用中止としている。 
梅の画像で始まり、最後は姫路城の桜で終わる。前日に

92 歳の誕生日を迎えられた大先輩の質問する姿に感謝。 

 
 
 
 
 
 

 
講演を聴いて 五端 禎子        

第２講目は、食道がんについて、 
発生メカニズム、リスクファクター､ 
診断、治療の最新の研究を、そして武

藤先生ご自身の臨床研究をもとにご講

演頂き大変興味深く拝聴致しました。

呼気測定によるアルコール代謝能検査 
A／E 比［アセトア

ルデヒド濃度／エタノ

ール濃度(ppb/ppm)］
によって個々のアルコ

ール代謝能力を算出す

るというもの｡           
微量なアルコールを

摂取し、わずか 1 分後

の呼気を測定するだけでアセトアルデヒドを高い精度で検

出できる測定器が開発されました。 
アセトアルデヒドは、発がん性物質として知られており

飲酒によって体内で発生したアセトアルデヒドは、 
ALDH２（アルデヒド分解酵素）によって酢酸に分解され

ます。従って、ALDH２の活性が弱い遺伝子型の人ほどお

酒に弱い体質（顔が赤くなる人）で、発がんリスクが高く

なります。 
昨今、神戸で開かれた「日本医学会総会 2015」会場で

の測定体験コーナーは、120 分待ちの人気でした。 
内視鏡システム NBI 

（Narrow Band Imaging：狭帯域光法）について 

血液中のヘモグロビンに吸収されやすい狭帯域化された

2 つの波長 青色光と緑色光の光で照らして観察するため､ 
粘膜表層部と深部血管を鮮明に表示します。食道・胃・大

腸内の様子を明確に画像表示し、がんの早期発見の手助け

となります。食道扁平上皮癌は 10mm 以下でも 100%早期

発見できるようになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NBI：狭帯域光内視鏡 CRT：化学放射線療法 PDT：光線力学療法 
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糖尿病性腎症どこまでわかってきたか 
マネージメント（薬物療法・栄養）はどうすれば良いのか 

京都市立病院 腎臓内科部長 家原 典之先生 
         

      講演を聴いて  五端 禎子 
 

第３講目は「京都での糖尿病による透

析を一人でも減らす！」ために､エビデン

スに基づいた治療、多職種によるマネー

ジメント（食塩とリン）､重症化予防プロ

グラムなどについてご講演頂きました。

糖尿病性腎症治療の EBM 
１．厳格な？血糖コントロールが腎機能維持に役立つ。

HbA1c は 9.1%より 7.3％にした方が良かった。 
2．それ以上の厳しすぎる治療（HbA1c が 6.4―7.4％）を

やっても蛋白尿軽減には効果があったが、腎予後に良い結

果は得られなかった。Arch intem Med 2012May28；172（10） 
★厳しい治療（HbA1c7.3 と 6.5％を比較）が良い結果を

だした。Kidney int 2013Mar；83（3） 
日本では J-DOIT３研究 
3．動脈硬化を合併している場合は血圧を 130ｍｍHg 未満

にすると腎機能は悪化する。 
4．ACE 阻害薬とアンギオテンシン受容体拮抗薬とを併用

すると、低血圧や高カリウム血症などの副作用で治療を中

断する場合が多くなってしまう。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊治療薬の進歩―SGLT2 阻害薬、GLP-１受容体作動薬の腎

症抑制効果｡クレメジンの血清クレアチニン値に良い効果｡ 

＊蛋白制限によってアルブミン尿、タンパク尿は減少する

が、腎機能の低下は抑制出来なかった。65 歳以上の高齢

者では低蛋白食が死亡や発がんにつながる。(高蛋白×) 

＊塩分過剰摂取は、ARB の心・腎保護作用を無効にする。 

＊CKD 初期から生じるクロトー減少→リン排泄減少→腎疾

患進展および心血管合併症に関与する。 

 

 

 

 

  
 

薬剤師継続学習通信教育講座 スクーリング 

 アンケート結果 
              京都府女性薬剤師会 

 
平成 30 年度スクーリングは、平成 31 年 2 月 10 日キャ

ンパスプラザ京都にて開催されました。71 名参加者のう

ち 67 名の方がアンケートに回答してくださいました。 
 

・新しい知識が得られたか はい        67／67 
・講演内容に       満足   3 講座それぞれ 95% 
・日常生活業務に役立つか すぐに        57／67 

            近い将来       7／67  
講演を聞いて 

①第 1 講 ＊自信のない分野だったが、子宮内膜症の患者

様もいるので服薬指導に生かせる。 
＊ピルについては私自身や子供に対しても参考になる。 
＊OC／LEP と血栓症のリスクについて整理して理解する

ことができた｡ 
＊血栓症に対して Dr.がどのように考えて処方されている

のかがわかり安心した。 
＊緊急避妊薬ピルの話は、日常なかなか出会わないことな

のでとても勉強になった。 
②第 2 講 ＊現在開発中の治療法や検査法などの話が聴け

て興味深かった。臨床研究されている話なので現実感が感

じられた｡ 
＊治療に対して本当に慎重に対応しておられ､患者の予後､

QOL を考えての開発はとても興味深かった。 
＊スクーリングでも、アルコール代謝能検査などの検査体

験が出来ればいいなと思った。 
③第 3 講 ＊CKD の話は大変よくわかった、クレアチニ

ン信者だった。 
＊食塩やリンなど食事の面からサポートすることの大切さ

を学ぶことができ、患者さんとのお話に生かすことができ

ると思う。 
＊リンについての話が興味深かった、患者さんにもだが、

家族の食事内容から見直してみようと思う｡ 
④全体的に ＊新しい情報とか､誤認していた事柄の是正

に役立った｡ 
＊実際の診療の実例や研究内容など「今」の話題を実践さ

れている先生方から直接伺うことができ、とてもエキサイ

ティングだった。 
＊書物だけではわからない診察される Dr.の考え、診察の

ポイントなどの見解を直接聞けるのは嬉しい。 
＊先生方のとても分かりやすい説明で、最近の情報なども

理解できた。 
＊処方意図なども知りたいので、症例の報告もあればうれ

しい。 
＊本当にためになる素晴らしい話ばかりだった。すぐに仕

事に役立てることができそうだ。 
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                                     学術講演会に参加して 

     大辻かおり 
平成 30年度学術講演会は 6月 24日に東京国際ファッションセンターにて開催されました。薬剤師として幅広 

い職能を求められており、その職責を全うできるよう自己研鑽を行い能動的に活動していく必要性を感じました。 
Ⅰ 最近の医薬行政について                    厚生労働省大臣官房審議官  森 和彦氏 
現在人口減少が大きな問題となっている。次世代ヘルスケアシステムの構築に向けた厚生労働省の取組について、そ 

のなかでの薬剤師の役割等の説明があった。生産性の向上と健康寿命を延ばす為に、医療介護分野における生産性向上 
にむけた当面の取組としてオンライン診療・電子処方箋・遠隔服薬指導の導入、かかりつけ薬剤師・薬局、地域包括ケ 
アへの参画、多職種間連携と協働、国民の主体的な健康管理への支援等多岐にわたる内容であった。 
例えば、国民のセルフケアを積極的に支援する事の一つにセルフメディケーションがある。今回のテーマに関連した 

ピルの承認も使用者自身の判断が困難な事、性教育が遅れている事、販売する薬剤師に知識が必要という理由から世界 
よりも遅れているという現状がある。 
医療の質の向上と経済性の両立を目指し、医療資源の公正な配分を行う為に、ポリファーマシー解消の必要性があり、

薬剤師の積極的な関与が求められている。臨床試験の変革、カナダの処方権についても挙げられ、将来の薬剤師像とし 
て世界にも目を向け、薬に加えて、食事(栄養)・睡眠・運動(能力)等にも幅広く目配りできる薬剤師が期待されている。 
Ⅱ 性の健康 ―避妊と OC（oral contraceptive）の現状と薬剤師への期待ー                                             

母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 安達知子先生 
経口避妊薬(OC)の開発の歴史・ホルモン作用、避妊や女性の QOL向上のために、ホルモン療法を行う事の重要性に 

ついて、そのための適切な避妊指導・投与について説明があった。 
避妊の必要性として、特に若年女性の望まない妊娠の予防がある。中絶の選択率が 20歳未満と 45歳以上が高く、13 

歳未満の中絶もあり驚いた。又、望まれないで生まれてきた子は虐待される事が多く、虐待予防の点からも望まない妊 
娠を予防する必要があると感じた。家族計画の中での避妊と緊急避妊ピル、月経困難症・子宮内膜症に対しての LEP 
(low dose estrogen-progestin）は有用である。OCの正しい服用方法と飲み忘れた場合の対応、重篤な合併症である血栓症、
特に VTE（venous thromboembolism）（静脈血栓塞栓症）予防の服薬指導が重要で、薬剤師による指導を期待されている。 
Ⅲ 性感染症の実態と治療 ―梅毒の再流行と STI 蔓延に対する取り組みー 葛飾赤十字産院副院長 鈴木俊治先生 

2010年以降梅毒感染が拡大している。妊娠中の梅毒、クラミジア感染症、外陰・膣尖圭コンジローマ、性器ヘルペス 
に関する実態調査から若年者の罹患率が高い事が明らかになっている。無治療のまま放置され、複数のパートナーとの 
性交等によって感染が拡がっていく危険性があり、早産・母子感染等防止の為にも、STI（Sexually Transmitted Infections）
蔓延への必要な取り組みとして若年者への性教育が大事であると強調されていた。                      
               京都府女性薬剤師会 ２０１９年度事業計画 
 

性の健康を考える ー未来世代を守るためにー 

   日本女性薬剤師会 学術講演会 

5月 12日 総会 
研修会 地域在宅医療 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 

よしき往診クリニック 守上 佳樹先生 
6月 23日 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受け止めてー 
7月 23日 健康セミナーとお薬相談会 於 京田辺市 
7月 28日 府民公開講座 漢方薬の世界―暑い夏を乗り切るためにー 大阪薬科大学 生薬科学研究室  芝野 真喜雄先生 
9月 29日 府民公開講座 寒天と医療（仮） 学校法人大阪医科薬科大学副理事長・大阪医科大学名誉教授 佐野 浩一先生  

10月 26・27日 日本女性薬剤師会 全国移動セミナーin茨城 
11月 東海・近畿ブロック研修会 in京都 ・ 健康セミナーとお薬相談会 
12月 2日 出張講座 健康とセルフメディケーション ー寒天推進と屠蘇散づくりー 京都府女性薬剤師会 髙井、海老池 

2月 薬剤師継続学習通信教育講座 スクーリング研修会 

 


