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  ○「お薬手帳携帯促進ポスター」ホームページ掲載について 

 

 

■ 医療保険委員会からのお知らせ                 【Ｐ１０】
  ○禁煙外来（保険適用）受診医療機関一覧 

   （ニコチン依存症管理料の施設基準届出済み医療機関一覧） 

 

 

山梨県薬剤師会ホームページアドレス：http://www.ypa.or.jp/ 

〒４００－００２７ 甲府市富士見１－２－４ 

ＴＥＬ：０５５－２５５－１５０７ 
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- 1 - 

薬事情報センターからのお知らせ 
 

○平成２６年度夏休み期間「市民自主企画講座」のお知らせ 
 

 山梨県薬剤師会 生涯学習委員会では、小中学生を対象とした標記講座を今年も下

記の通り開講いたします。 

 この機会に薬剤師を体験してみませんか？皆さんの参加をお待ちしております。 

是非、お申込みください。 

 

テーマ：夏休み自由研究「薬剤師の仕事」・調剤を体験してみませんか？ 

日 時：平成２６年８月２日（土）午後 1 時３０分～３時３０分 

場 所：山梨県生涯学習推進センター 

定 員：４０名（小学生高学年・中学生対象） 

内 容：薬の効き方・使い方等の説明を行い、薬剤師が日常行っている調剤業務を体

験して頂きます。粉の計量・分包機によるパーケージング。コムギ粘土を用

いて混合・軟膏つぼへ詰める体験等を企画しております。また、手洗い評価

キットを用いて日常行っている手洗いがどの程度出来てるか確認できます。 

 

※平成２６年度夏休み期間「市民自主企画講座」受講者募集について 

【主催・申し込み・問い合わせ】 

山梨県生涯学習推進センター 

〒４００－８５０１ 甲府市丸の内１－６－１ 山梨県防災新館１階 

ＴＥＬ：０５５－２２３－１８５３ ＦＡＸ：０５５－２２３－１８５５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（平成２５年度実施様子） 

 
Ａ会員宛てに受講者募集チラシを同封しましたので、お知り合いの方などにご案内く

ださい。 
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○熱中症予防強化月間の実施について 
 
 平成２２年度以降、夏期（７～９月）における熱中症による救急搬送者の数は急増

し、平成２３年度以降はその数が毎年４万人前後で推移するなど、日中の屋外での労

働やスポーツの現場での発生のみならず、夜間や屋内も含め、多様な生活環境下にお

いて、高齢者に限らず幅広い年代層で発生しており、こうした多岐に渡る状況に効果

的に対応するため、より一層の国民や関係機関への周知等が重要になっています。 
 このため、梅雨明け時期で体が暑さに慣れておらず、熱中症搬送者数や死亡者数の

急増する７月を「熱中症予防強化月間」と定め、熱中症の発生を大幅に減らすことを

目的としています。 
 
 
 
○熱中症保健指導マニュアルについて 
 

 環境省熱中症予防情報サイトに熱中症保健指導マニュアルが掲載されています。

「熱中症とは何か」「熱中症になったときには」「熱中症を防ぐためには」「保健指導

のあり方」等、熱中症についての正しい知識を提供し予防に供するとともに熱中症に

なったときの適切な対処法等が紹介されていますので参考にしてください。 

(http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/index.html） 

 

 
熱中症の予防 
 ・高温多湿の環境では、激しい運動や作業は避ける。 
 ・こまめに水分補給。特に高齢者は喉が渇いていなくても定期的に水分補給する。 
 ・体を締め付けず、通気性の良い衣服を着る。 
 ・汗をかいた時は、水分と一緒に塩分も補給

する。 
 ・屋内では換気に注意する。 
 
脱水症状のサイン 
【皮膚】 
 ・皮膚の冷感がある。 
 ・皮膚緊張の低下がある。 
 ・皮膚（腋窩）の乾燥がある。 
【口腔内】 
 ・口唇の乾燥がある。 
 ・舌の乾燥、亀裂がある。 
 ・口腔内粘膜の乾燥がある。 
 ・唾液が粘調である。 
【全身状態】 
 ・元気がない。 
【消化器系】 
 ・２日以内に嘔吐があった。 
 ・２日以内に下痢があった。 
 ・２日以内に食欲不振があった。 
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運動時の注意事項 

 暑い時には水分をこまめに補給します。休憩は３０分に1回程度とるようにします。

日常生活において、最適の水分摂取量を決定する最も良い方法は、運動の前と後に体

重を測ることです。運動前後で体重が減少した場合、水分喪失による体重減少と考え

られますので、同量程度の水を飲んで体内の水分量を調整することが必要です。長時

間の運動で汗をたくさんかく場合には、塩分の補給も必要です。０．１％～０．２％

程度の食塩水（１ℓの水に１～２ｇの食塩）が適当です。（飲料の場合、ナトリウム量

は１００ｍｌあたり４０～８０ｍｇが適当）。 
（熱中症環境保健マニュアルより） 
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○定期購読から 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
 
               月刊薬事 2014 Vol.56No.6 
               【特集】がん診療 Ｏｎｅ Ｍｏｒｅ Ｓｔｅｐ 
                ・がん診療において薬剤師が活用する知識 
                ・診療ガイドラインの成り立ちと活用 
                ・臨床現場で使えるレジメンの作成と管理のポイント 
                ・チーム医療への参画のポイント 
                 －5 年目薬剤師の経験と課題 
               ・医師との mutual respect に必要な臨床医学知識 
                ①慢性腎不全 腎不全患者へのくすりの使い方 
                ②泌尿器科領域の薬物治療 過活動膀胱 
 
 
 
 
 
               調剤と情報 2014 Vol.20No.6 
               【特集】足白癬を根治する 
                ・足白癬の病態 
                ・薬物治療のポイント 
                ・ＯＴＣ薬トリアージ 
               【今月の話題】 
                ・医療・介護サービス提供体制の総合的な確保について 
               【ガイドラインを薬局店頭で活かす】 
                ・小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン 
               【サプリメント・プロファイル】ビタミンＣ 
 
 
 
 
 
               薬局 2014 Vol.65No.6 
               【特集】ＭＲＳＡ肺炎 
                ・ＭＲＳＡ肺炎について学ぶ前に押さえておきたい細菌性肺

炎のキホン！ 
                ・細菌性肺炎の治療失敗！これは耐性菌が原因か？ 
                ・ＭＲＳＡを疑うタイミングと定着菌か起因菌かを見極める

ポイント 
                ・抗ＭＲＳＡ薬の特徴とＭＲＳＡ肺炎の治療戦略 
                ・シナリオで学ぶＭＲＳＡ肺炎の治療の進め方 
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○平成２６年度山梨県介護支援専門員実務研修受講試験の実施について 
 
 山梨県社会福祉協議会では、介護支援専門員実務研修受講試験の実施機関としての

指定を山梨県より受けており、「平成２６年度山梨県介護支援専門員実務研修受講試

験」が実施されますのでご案内いたします。 

 「試験案内」の配布は６月１６日（月）より開始されています。 

  配布機関 各市町村（介護保険担当）、各市町村社会福祉協議会、各県保健福祉

事務所、県長寿社会課、県立保健福祉事務所、県立介護実習普及セン

ター、県社会福祉協議会 

  １.願書受付：平成２６年７月７日（月）～年７月２３日（水） 

        ※簡易書留郵便のみ受付 

  ２．試験日時：平成２６年１０月２６日（日） 

  ３．試験会場：都留文科大学 

  ４.問合せ先：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 福祉人材研修課 

        介護支援専門員実務研修受講試験担当 

        ＴＥＬ ０５５－２５４－９９５５ 

 
 

 
 
○医療事故情報収集等事業「医療安全情報Ｎｏ.９１」の提供について 

 

 平成２６年６月１６日、日本医療機能評価機構より、医療事故情報収集等事業にお

いて収集された情報のうち、特に周知すべき情報をとりまとめた「医療安全情報Ｎｏ.

９１」が公表されました。 

 今回、２００６年から２０１２年に提供された医療安全情報のうち、２０１３年に

も類似事例が発生している事例について、再度情報が提供されました。 

 事例の詳細については、日本医療機能評価機構のホームページでご確認ください。 
（http://www.med-safe.jp/index.html） 

 

 
番号 タイトル 

2013年に報告

された件数 

No.2 

抗リウマチ剤（メトトレキサート）の過剰投与に伴う骨髄抑制 

～抗リウマチ剤（メトトレキサート）の過剰投与に伴い骨髄抑制

をきたした事例～ 

２件 

No.3 
グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔 

～グリセリン浣腸に伴い直腸穿孔などをきたした事例～ 
１件 

No.7 

小児の輸液の血管外漏出 

～薬剤添付文書上、輸液の血管外漏出に関する危険性の言及の有

無にかかわらず、小児に対する点滴実施の際、輸液の血管外漏出

により、治療を要した事例～ 

４件 

No.8 
手術部位の左右の取り違え 

～手術部位の左右を取り違えた事例～ 
２件 
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No.9 
製剤の総量と有効成分の量の間違い 

～製剤の総量と有効成分の量との誤認による事例～ 
４件 

No.10 

MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み 

～ＭＲＩ検査室内への磁性体（金属製品など）の持ち込みに伴う

事例～ 

４件 

No.11 

誤った患者への輸血 

～輸血用血液製剤を接続する際に、患者と使用すべき製剤の照合

を最終的に行わなかった事例～ 

３件 

No.14 

間違ったカテーテル・ドレーンへの接続 

～複数のカテーテル・ドレーンが留置されている患者において、

輸液等を間違って接続した事例～ 

１件 

No.15 

注射器に準備された薬剤の取り違え 

～手術・処置等の際、複数の注射器にそれぞれ薬剤名を表示して

準備していたにもかかわらず、確認を怠ったことにより、取り違

えた事例～ 

５件 

No.17 
湯たんぽ使用時の熱傷 

～湯たんぽを使用した際、熱傷をきたした事例～ 
４件 

No.19 
未滅菌の医療材料の使用 

～誤って未滅菌の医療材料を準備・使用した事例～ 
３件 

No.20 

伝達されなかった指示変更 

～関連する部署に指示変更が伝わらなかったため、変更前の指示

が実施された事例～ 
１件 

No.22 
化学療法の治療計画の処方間違い 

～化学療法の際、治療計画を間違えて投与した事例～ 
1件 

No.23 

処方入力の際の単位間違い 

～処方入力の際、薬剤の単位を間違えたことにより過量投与した

事例～ 

６件 

No.29 

小児への薬剤10倍量間違い 

～小児に対する処方の際、薬剤量を10倍間違え、過量投与した事

例～ 

１１件 

No.30 

アレルギーの既往が分かっている薬剤の投与 

～診療録の決められた場所に薬物アレルギー情報の記載がなか

ったため、禁忌薬剤を投与した事例～ 
１件 

No.33 

ガベキサートメシル酸塩使用時の血管外漏出 

～ガベキサートメシル酸塩を投与する際、添付文書の「用法・用

量に関する使用上の注意」に記載されている濃度を超えて使用

し、輸液が血管外へ漏出した事例～ 

１件 

No.34 

電気メスによる薬剤の引火 

～電気メスの使用により薬剤に引火し、患者に熱傷をきたした事

例～ 

２件 

No.39 

持参薬の不十分な確認 

～入院の際、持参薬の確認が不十分であったため、患者の治療に

影響があった事例～ 
２件 

No.46 

清拭用タオルによる熱傷 

～清拭の際、ビニール袋に準備した清拭用タオルが患者の身体に

あたり、熱傷をきたした事例～ 
１件 

No.47 
抜歯部位の取り違え 

～歯科において、抜歯部位を取り違えた事例～ 
７件 

No.53 病理診断時の検体取り違え ４件 
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～病理診断において、別の患者の検体と取り違えた事例～ 

No.54 

体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去 

～人工呼吸器を装着した患者の体位変換を行った際に、気管チュ

ーブまたは気管切開チューブが抜けた事例～ 
７件 

No.57 

ＰＴＰシートの誤飲 

～患者が薬剤を内服する際に、誤ってＰＴＰシートから出さずに

薬剤を服用した事例～ 
１２件 

No.58 

皮下用ポート及びカテーテルの断裂 

～皮下用ポートが埋め込まれている患者において、カテーテルの

断裂が起きた事例～ 
１３件 

No.59 

電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷 

～電気メス等の使用の際に、電気メスペンシルを収納していなか

ったことにより、熱傷をきたした事例～ 

２件 

No.61 

併用禁忌の薬剤の投与 

～医療用医薬品の添付文書上、併用禁忌（併用しないこと）とし

て記載のある薬剤を併用した事例～ 
１件 

No.62 

患者の体内に植込まれた医療機器の不十分な確認 

～患者の体内に植込まれた医療機器の確認が不十分なまま、ＭＲ

Ｉ検査を実施した事例～ 

１件 

No.63 

画像診断報告書の確認不足 

～画像検査を行った際、画像診断報告書を確認しなかったため、

想定していなかった診断に気付かず、治療の遅れを生じた可能性

のある事例～ 

４件 

No.69 

アレルギーのある食物の提供 

～患者の植物アレルギーの情報が伝わっているにもかかわらず、

栄養部から誤ってアレルギーのある食物を提供した事例～ 

５件 

No.70 

手術中の光源コードの先端による熱傷 

～手術中、電源が入ったままの光源コードの先端を患者のサージ

カルドレープの上に置いたことにより、熱傷を生じた事例～ 

１件 

No.71 

病理診断報告書の確認忘れ 

～病理検査の結果報告書を確認しなかったことにより、治療が遅

れた事例～ 

７件 

No.72 

硬膜外腔に持続注入する薬剤の誤った接続 

～硬膜外腔に持続注入すべき薬剤を、誤って静脈カテーテルに接

続して投与した事例～ 

１件 

No.73 

放射線検査での患者取り違え 

～放射線検査での患者氏名の確認が不十分であったため、患者を

取り違えて検査が行われた事例～ 

１件 
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山梨県からのお知らせ 
 
○平成２６年度「愛の血液助け合い運動」の実施について 
 

 すべての血液製剤を国内自給する体制の

確立を目指し、国民に対して献血への理解と

協力を求めるとともに、特に成分献血と４０

０ｍｌ献血を一層推進するため、７月１日か

ら３１日までの１か月間、「愛の血液助け合

い運動」が全国一斉に展開されます。甲府献

血ルームは、１２月３１日と１月１日を除く

毎日、午前１０時から午後５時まで献血を受

け付けております。皆様のご協力をお願いい

たします。 
 
運動の内容 
（１）献血協力者の安定確保の推進 
   将来の献血支持層を担う若年層の献

血意識の高揚を図る。 
（２）複数回献血の推進 
   複数回献血を推進し、輸血用血液の安

定供給や安全性を図る。 
（３）甲府献血ルームの活用の推進 
   献血ルームが、若年層を含む幅広い世代の方々に利用していただけるよう、活

用を広く県民に呼びかけていく。 
（４）血液製剤の適正使用の推進 
   有限で貴重な血液製剤を有効に使用するため、輸血を行う医療機関の関係者に

対し、血液製剤使用適正化の推進を図る。 
 
 
 

日本薬剤師会からのお知らせ 
 

○日薬ニュース 

【第１８０号】 
 ・薬事法・薬剤師法一部改正、６月１２日施行 

   ～改正法への対応についてのお願い～ 

 ・厚労省、「後発医薬品品質情報」を発刊 

 ・第４６回学術大会（大阪大会）抄録データを公開 

 ・学術大会（山形大会）の事前参加登録を受付中 
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○「お薬手帳携帯促進ポスター」ホームページ掲載について 
 
 日本薬剤師会では、今年度広報活動の一環として、印刷して薬局店頭等に掲示する

ための「お薬手帳携帯促進ポスター」データが日本薬剤師会会員向けホームページに

掲載されました。 
 
日本薬剤師会ホームページ＞日本薬剤師会の活動（会員向けページ） 会員向け TOPICS 
http://nichiyaku.info/member/minfo14/okusuri_techo.html 
 

 
（独自ポスター イメージ） 

 定型ポスターの他、薬局等で撮影された写真を利用して独自のポスターを作成する

手順等も紹介されています。 
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