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薬事情報センターからのお知らせ 
 

 

○いきいき山梨ねんりんピック２０１４ 開催のお知らせ 
 

趣  旨：誰もが健康でいきいきとした生活が送れるよう、高齢者をはじめ大人から

子供までの県民が一堂に会し、スポーツ、趣味、ボランティア、生きがい

づくり活動などによる仲間づくりを通じて社会参加し、同時に老後の暮ら

しを支える各種の情報を得るため開催します。 

 

主  催：いきいき山梨ねんりんピック実行委員会 

    「事務局：山梨県社会福祉協議会」 
 

開催日時：平成２６年９月２７日（土） ９時～１５時 
 

会  場：小瀬スポーツ公園 他 

 

事業内容： 

①開会式 ⑧展示、即売コーナー 

②健康・福祉フェア ⑨食のコーナー 

③シルバーライフ情報提供 ⑩高齢総合スポーツ大会 

④福祉・保健に関する情報提供 ⑪第３３回山梨県シニアゲートボール大会 

⑤生きがい情報広場  ※シニアゲートボール大会は９月２０日（土）に開催します。

⑥三世代ふれあい広場 ⑫ふれあいスポーツフェア 

⑦ふれあい芸能フェスティバル  ※ふれあいスポーツフェアの一部は別日に開催します。 

 ⑬趣味の広場 

 

山梨県薬剤師会として、おくすり相談コーナーを出展しておりますので、お気軽にお

立ち寄りください。 

 
（平成２５年実施） 
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○平成２６年度夏休み期間「市民自主企画講座」＝終了報告＝ 
 

８月２日（土）１３時３０分より１５時３０分まで山梨県生涯学習推進センターに

て、【夏休み自由研究「薬剤師の仕事」体験】のテーマにて開講し、小・中学生３３

名、保護者１１名の参加をいただきました。当日は、クスリが体の中に入って、どの

ように効くのか？飲み方・使い方を指示通りに行わなかったらどうなるのか？等簡単

な講習・実験の後、薬剤師が日常行っている調剤業務を体験していただきました。具

体的な内容は、散剤による計量・分包機によるパッケージング。コムギ粘土を用いた

軟膏の調合・軟膏つぼへ詰める体験、薬包紙の包み方等を疑似体験していただきまし

た。また、手洗い評価キットを用いて、普段の手洗い方法について確認を行いました。 
 
 

 
 
 
 

 
 
（講習会での実験の様子）             （錠剤の分包） 
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（散薬の分包）                （軟膏の混合） 
 
 
 
 

○平成２６年「老人の日・老人週間」キャンペーンについて 
 
標語 「みんなで築こう 安心と活力ある健康長寿社会」 
 
キャンペーンが目指す６つの目標 
（１）すべての高齢者が安心して自立した生活ができる、保健・福祉のまちづくりを

進め、ふれあいの輪を広げよう。 
（２）高齢者の知識、経験や能力をいかした、就労・社会参加・ボランティア活動を

進めよう。 
（３）高齢者の介護予防、生きがい・健康づくりへの取り組みを進めよう。 
（４）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢者への支援のあり方や介護問題等をみんな

で考え、高齢者や介護者を支える取り組みを積極的に進めよう。 
（５）高齢社会における家族や地域社会等の役割を理解し、お互いに協力して安心と

活力ある長寿社会をつくろう。 
（６）減災や防災への取り組みに関心を持ち、日頃から地域でのつながりを築こう。 
 
キャンペーン期間 
 平成２６年９月１５日の「老人の日」から２１日までの「老人週間」の７日間 
 
「老人の日・老人週間」の経緯 
 昭和２２年（１９４７年）に兵庫県多可郡野間谷村で行われた敬老行事がきっかけとなり、

昭和２５年（１９５０年）、９月１５日を「としよりの日」としようとする敬老・福祉の県民

運動が開始されました。 
 昭和２６年（１９５１年）、中央社会福祉協議会（現：全社協）が全国運動を提唱。９月１

５日から２１日までの１週間を運動週間として、「老人を敬い慰め、励ますとともに、老人福

祉に対する国民的理解を促進し、老人自身もまたその立場を自覚し、新しい社会建設に参加

する」ことをうたって様々な活動が推進されました。 
 「としよりの日」は後に「老人の日」を経て昭和４１年（１９６６年）に国民の祝日「敬

老の日」へと発展しました。そして、平成１３年（２００１年）の老人福祉法の改正により、
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９月１５日が「老人の日」、同月２１日までの１週間が「老人週間」と定められました。 
 なお、「国民の祝日に関する法律」の改正により、平成１５年（２００３年）から「敬老の

日」が９月の第３月曜日となりました。 
 
 
 
○平成２５年度ジェネリック医薬品使用促進の取組事例とその効果に関

する調査研究報告書について 
 
 日本薬剤師会を通じて厚生労働省医政局経済課より連絡がありました。 

 今般、「平成２５年度ジェネリック医薬品使用促進の取組事例とその効果に関する

調査研究報告書の送付について」として報告書がとりまとめられました。 

 本報告書につきましては、①概要版、②概要、③最終版が厚生労働省ホームページ

に掲載されております。 

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/kouhatu-iyaku/04.html） 
 
 
 
 

○医療機器の不具合等報告の症例の公表及び活用について 
 
 厚生労働省医薬食品局安全対策課より日本薬剤師会を通じて連絡がありました。 
 薬事法第７７条の４の２第１項の規定に基づき製造販売業者等から報告される医

療機器の不具合等報告については、薬事・食品衛生審議会医療機器安全対策部会の意

見を聴き、必要な安全対策措置を行っています。 
 一方、医療機器の不具合等報告について、広く医療関係者に個別事例を共有いただ

き医療機器に係る安全な使用の向上に役立てていただくよう、厚生労働省ホームペー

ジにおいて公表されています。今般、平成２６年度第１回薬事・食品衛生審議会医療

機器安全対策部会に報告された事例の一覧をマイクロソフトエクセル形式にて公表

されました。 
（ http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0

000053157.pdf） 

 

 医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出された際に、その情報を

メールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」（ＰＭＤＡメディナビ）

が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営されております。以下のＵＲ

Ｌから登録できますので、ご活用下さい。 

 医薬品医療機器情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナビ） 

（http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html） 
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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.9 
               【特集】病棟薬剤業務Ｕｐｄａｔｅ 
                ・療養病棟における病棟薬剤業務とクリニカルインジゲータ

ー 
                ・医療療養病棟における病棟薬剤業務 
                ・腎機能低下患者に対する病棟薬剤業務のポイント 
                ・退院時薬剤指導のポイント 
               ・医師との mutual respect に必要な臨床医学知識 
                ①神経障害性疼痛－神経の痛みに効く薬は？ 
                ②摂食・嚥下障害－内服の注意点と工夫 
 
 
 
 
                調剤と情報 2014 Vol.20No.9 
               【特集】在宅医療における栄養の知識 
                ・総論－カラダと栄養素の関係 
                ・最期まで口から食べたい－摂食の重要性－ 
                ・薬の観点から栄養を考える 
               【今月の話題】 
                ・薬局における簡易な検査 
               【ガイドラインを薬局店頭で活かす】 
                ・ケミカルピーリングガイドライン 
               【サプリメント・プロファイル】カルシウム 
 
 
 
 
               薬局 2014 Vol.65No.9 
               【特集】直腸投与製剤 
                ・直腸投与製剤の製剤学的な基礎知識 
                ・直腸の生理と直腸投与製剤の薬物動態学的特徴 
                ・坐剤の形状と自己挿入に関する人間工学的視点 
                ・坐剤に関する患者説明のポイントとその根拠 
                ・エキスパートに学ぶ！薬物治療における直腸投与製剤の位

置づけと活用のポイント 
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○第１００回薬剤師国家試験の施行について 
 
 厚生労働省は、８月２０日に第１００回薬剤師国家試験の施行要領が公表されまし

た。試験期日は、平成２７年２月２８日（土）及び３月１日（日）に北海道、宮城県、

東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、徳島県、福岡県の９ヶ所で実施され、合

格発表は３月２７日に行われます。 
 詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。 
（http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/yakuzaishi/） 
 

 

 

 

山梨県からのお知らせ 
 
 
 
○危険ドラッグ対策の推進について 
 
 標記の件について山梨県福祉保健部衛生薬

務課より依頼がありましたのでお知らせしま

す。 
７月、本県内において指定薬物を含む危険ドラ

ッグを所持した少年２人が薬事法違反で逮捕

されました。また、６月には東京池袋駅付近で

は危険ドラッグを使用した者が運転する自動

車が暴走し、多数の死傷者を出したという極め

て憂慮すべき状況にあります。このため、山梨

県において危険ドラッグの危険性を重点的に

周知することとされました。 
Ａ会員宛ポスターを同封いたしましたので、掲

示にご協力をお願いいたします。 
 また、厚生労働省及び警察庁では「脱法ドラ

ッグ」に変わる呼称名として「危険ドラッグ」

を選定しましたので、普及啓発活動等を実施す

る際には、新呼称名を使用するよう併せてお願

いいたします。 
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○健康ウォーキング教室（ねんりんピック、県民の日）開催について 
 
１．目的 
 生活習慣病や身体機能の衰えを予防するには食事だけではなく、身体活動・運動を

積極的に日常生活に取り入れることが重要であることから、県の健康増進計画である

「健やか山梨２１」（第２次）においても、生活習慣病の一次予防の観点から運動習

慣のある者の増加と日常生活における歩行数の増加を推進している。しかし、近年県

民の歩行数の減少が見られ、特に平成２２年国民健康・栄養調査の結果では女性の歩

行数が全国ワースト１位という結果であった。 
 このため、県民に対して広くウォーキングの実践を普及するとともに、健康増進運

動の啓発を図る。 
 
２．日時・場所（午前１０時３０分～午後２時） 
 平成２６年 ９月２７日（土） 
  いきいき山梨ねんりんピック２０１４「小瀬スポーツ公園体育館前」 
 
 平成２６年１０月１１日（土） 
  県民の日富士吉田会場 まつり広場「富士山アリーナ」 
 
 平成２６年１１月１５日（土） 
  県民の日記念行事小瀬会場「小瀬スポーツ公園陸上競技場前」 
 
 ※集合場所はいずれも「健やか山梨２１」ブース内 
 ※当日受付 
 
３．対象者 一般県民、健康づくり運動の取り組みを進めている各関係団体 
 
４．内容 
 ◎健康ウォーキングワンポイントレッスンコース 
  健康運動指導士による正しいウォーキングの方法の伝達及び実践 
  １回目 午前１０時３０分～１１時 
  ２回目 午前１１時３０分～１２時 
  ３回目 午後 １時３０分～ ２時 
 
 ◎ノルディックウォーキング体験教室 
  ノルディックポールを使ったウォーキングの体験 
  午前１０時３０分～１２時（随時受付） 
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日本薬剤師会からのお知らせ 
 

○薬局等に勤務する登録販売者の研修について 

 
 薬局等の従事者に対する研修は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行

う体制を定める省令等により求められております。 

 日本薬剤師会では、本年度も薬局等に勤務する登録販売者の研修に資するため、「登

録販売者の資質向上のための外部研修に関するガイドライン」に基づく研修実施機関

として、公益財団法人日本薬剤師研修センターとの共催により研修会が開催されます。 

 

研修会名：「平成２６年度登録販売者のための一般用医薬品基礎知識研修会」 

日  時：平成２６年９月２３日（火・祝）９時３０分～１７時 

会  場：発明会館ホール（東京都港区虎ノ門２丁目９－１４） 

定  員：２３０名 

申込締切：９月１２日（金） ※先着順。定員になり次第締切。 

詳細につきましては、日本薬剤師研修センターホームページでご確認ください。 
（http://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/kenshunintei_tohan.html） 

 
 

○「在宅服薬支援マニュアル」平成２６年６月版の公開について 
 
 日本薬剤師会では、在宅業務の推進に資するため、これから在宅業務に取り組む薬

局・薬剤師向けに「在宅服薬支援マニュアル」を作成し、日本薬剤師会ホームページ

（会員向け）に公開されております。 
 このほど、在宅医療を取り巻く近年の状況や平成２６年の調剤報酬改定等の内容を

踏まえ、平成２６年６月版を作成し、ホームページにて公開されました。 
 
在宅服薬支援マニュアル（平成２６年６月版） 
（http://nichiyaku.info/member/kaigo/fukuyakushien.html） 

 

○日薬ニュース 

【第１８２号】 
 ・お薬手帳等の患者情報の適切な取扱いについて 

 ・一般用医薬品販売制度定着状況調査結果が公表 

 ・薬剤師のためのドーピング防止ガイド２０１４が完成 

 ・ＪＰＡＬＳクリニカルラダーレベル５更新のご案内 

 
【号外－２０３】 
 ・「アレセンサ○Ｒカプセル」の安全対策へのご協力依頼について 
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○日薬メールマガジン設定方法について 
（Windows Live メール専用） 
①日薬ホームページ会員向けページのパスワードを登録する。  

・すでに会員ページ内を閲覧できる方→再度設定する必要はありません。

現在お使いのインターネット利用ＩＤ（以下会員ＩＤ）とパスワードを

使用してください。  

・会員ページ内に入れない方→インターネット利用ＩＤは日本薬剤師会雑

誌が送付されてくる宛名ラベルに記載されています。  

 

日本薬剤師会ホームページ（ http://www.nichiyaku.or.jp/）  

『薬剤師の皆様』  

『ログインの設定はこちら』  

『いますぐパスワードを設定する』ボタンをクリック  

会員ＩＤ、生年月日、県薬コード（山梨）、自分で決めたパスワードを

入力  ⇒  登録完了  

 

②デスクトップや「スタート」メニューから「 Windows Live メール」を

起動します。  

 

③ Windows Live メール上部の「アカウント」をクリックします。  

 

④「電子メール」をクリックします。  

 

⑤一番上の「電子メールアドレス」の欄に、メールアドレスを入力します。

アドレスは、会員向けインターネット利用ＩＤ（数字７桁＋アルファベ

ット２文字）の後ろに半角で「 @nichiyaku.info」を加えてください。  

例：インターネット利用ＩＤ： 1234567ni 

アドレス 1234567ni@nichiyaku.info 

 

次に、中央の「パスワード」の欄に、会員向けホームページ閲覧用に設

定したパスワードを入力します。  

 

最後に、下の「表示名」の欄に、「日薬メールマガジン」と入力します。

全ての入力が済んだことを確認して、「次へ」をクリックします。  

 

⑥受信メールサーバーの情報を入力します。  

受信メールサーバーの種類は「 POP」。受信メールサーバーと送信メー

ルサーバーは、両方とも「 mail.nichiyaku.info」。  

ログインＩＤには、会員向けインターネット利用ＩＤが入っていること

を確認して、「次へ」をクリックします。  

 

⑦「完了」をクリックして終了します。  

 

⑧メールが受信できることを確認します。エラーが出る場合には、設定を

再度見直して下さい。  
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