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三鷹市民の集いの場

2019年9月
第64号

ボランティア募集

みたか・みんなの広場は、高齢者の自立を求
めて活動している団体です。ごいっしょに活動
していただける方大歓迎です。

①お弁当配達
火曜日から土曜日まで。ご都合の良い日にお

願いします。

②お弁当づくり
③チラシの編集や印刷
③その他運営に関すること

連絡先 なりきよ 080-1362-5359

みたか・みんなの広場
三鷹市下連雀4-5-19 みたかの家内
連絡先 080-1362-5359 なりきよ

【薬局の役割】

まず、調剤薬局（ドラッグストアではなくて）は、

なにをやってくれるところでしょうか？

◇まず、医者の処方箋を持って行って、薬を買うこ

とができます。私たちが子供のころ、病院や診療所

で受診すると薬はそこでもらいました。薬局に処方

箋を持ち込むことはまずありませんでした。

1985年（昭和60年）厚生省が医薬推進モデル

地区を全国八カ所で制定し、三鷹市薬剤師会はその

ひとつに指定されました。医薬分業の先進的な地区

だったわけです。医薬分業を進めた大きな目的は

処方箋を外部に出すことで、病院･診療所の在庫の

範囲を超えて、患者さんに一番いい薬を出すことが

できる、ということです。でも、病院･診療所が 薬

価差益で潤っていたのを是正するのは厚生省に

とっても大変でした。

当時の薬剤師会長だった石井薬局の石井先生は、

医師会の先生方のご協力のもと、医薬分業の推進の

ために大変なご努力をされました。道半ばでご病気

で倒れられ、帰らぬ人となりました。それくらいの

大変なお仕事であったと思います。

◇医師の処方箋を持って行って、薬の説明を受け、

わからないことを質問したうえで、薬を買うことが

できる。早く薬を渡して！という方は結構多いです。

薬を薬局でもらうことに加えて、説明を受けたり、

質問をすることができる、ということですが、この

ことが制度的に「服薬指導料」として算定されるよ

うになったのは、1996年のことです。1997年に

は、これが義務化されました。

以前は、処方箋を持って行って薬を買うということ

でしたが、いまでもそういう患者さんがいらっしゃ

るのは残念なことです。薬剤師の努力が足りないで

すね。

◇服用する薬の説明や相談だけでなく、あまってい

る薬を数えて医師に連絡して調整したり、健康食品

とか生活習慣や食生活をいっしょに考えたり、服薬

の効果をあげるためのサポートを受けることができ

ます。

市民・高齢者と薬剤師の役割

伊藤 百合子さん（三鷹薬局 薬剤師）

みたか・みんなの広場は、市民
のみなさんの集いの場です。

◇医師の処方箋を持って薬局に行けない場合は、

薬剤師に来てもらうこともできます。「薬局に

いけない」は身体的理由だけでなく、認知症の

場合も含みます。医療保険または介護保険で行

います。

◇医師の処方箋がなくても、健康についての相

談に乗ってもらうことができます。

国は、薬局には地域住民の健康情報拠点とし

ての役割を求め、薬剤師には「薬」としての業

務から「人」への業務へ変わることを求めてい

ます。2016年には、「健康サポート薬局」の

制度が始まりましたが、いまのところ報酬が定

められてないので、届け出をする薬局は増えて

いません。健康サポート薬局の条件は24時間

対応等かなり厳しくて、三鷹薬局も条件は整っ

ている方だと思いますが、届け出ていません。

東京都薬局情報システムによると、杏林病院前

の 薬樹薬局と井口のすず薬局が届け出ています。

民間の保健所のようなイメージです。

◇薬局や自宅以外でも退院前の病院での打ち合

わせにきてもらうこともできます。1992年医

療の担い手として、医師、歯科医師、薬剤師、

看護師などによる協働と連携によるチームの中

での役割が求められるようになっています。

医師や看護師が外へ出て行くのに、薬剤師だ

けが薬局で待っているのではなく、状況によっ

て出ていきます。私は退院調整会議にも行きま

すし、在宅医と薬についての打ち合わせもしま

す。

７月２９日 みたか・みんなの広場

テーマ 参加費用・場所 主催・問い合わせ

9月4日 (水)

9月5日 (木)

9月7日 (土)

9月14日 (土)

9月21日 (土)

9月28日 (土)

9月30日 (月)

マッサージ教室 （外反母趾対策）
主催者までお問い合わせく

ださい。
篠山(しのやま）

080ｰ4895-0014

三鷹ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ友の会 なりきよ
☎080-1362-5359

日本シニアジョブクラブ なりきよ
☎080-1362-5359

開催日時

足もみ健康法(リフレクソロジー) ～感じよう！あなたの身体～
30分  2000円 ～ (予約優先)（毎月第1木曜日）

般若心経カフェ：「仏教百話」（増谷 文雄）を読みます。
（毎月第２土曜日500円）13:30～15:00

14:00～15:30

10:00～17:00

15:00～16:30

中　　村
080-650７-1959

鉄ちゃん、集合！　私は乗り鉄、あなたは、撮り鉄？
中学生以下100円、大人３00円（毎月第１土曜日）

みたか・みんなの広場 鈴木
☎080-1022-2281

みたかオレンジカフェ１（昼どき）（毎月第1水曜日）
認知症、高齢者介護なんでも相談・茶菓代100円

みたか・認知症家族支援の会
石村  ☎080-6627-3551

リレートーク「美味しい、ヘルシー、香港薬膳スープ」
町屋　裕子さん（薬膳インストラクター）

包丁研ぎ教室（定年後男性歓迎・事前連絡をお願いします。）
自宅の包丁と砥石があればお持ちください。参加費300円。

ノルディックウォーキング
参加無料/レンタルポール有料

日本シニアジョブクラブ なりきよ
☎080-1362-5359

パソコン個人指導：やりたいことを、実力に合わせて
日程等ご相談

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

13:30～15:00

タロット教室、初級  3,000円/90分
（毎月第３土曜日、前日までに予約）

ミスティ・ローザ
 ☎080-1362-5359（なりきよ）

13:30～15:00

HumannLoop"人の輪 "　竹内
☎090-7632-7251

茶話会「病気とともに生きる」（毎月第4土曜日）
病気となかよくするじょうずな生活法

ご相談

13:30～15:30

第一、第三月曜日

毎週土曜日
10:00～12:00

13:30～15:00

毎週火曜日



（前ページより続く）

このように、薬剤師の仕事は大きく変わってきて

いますが、まだ、大きなものではないので、は従来

通りの仕事のやり方でも、経営上は 問題ないかもし

れません。でも変化に適応していく 努力を怠れば、

いずれは薬剤師自身が困るでしょう。

【薬剤師の仕事】

次に、私たちが日ごろどういう仕事をしているか

の話をしたいと思います。

◇処方箋を受け取るときに、調剤に必要な質問をし

ます。いままで副作用を起こした薬はないか、先発

品とジェネリックのどちらを選ぶか、余っている薬

はないか、などです。これらを、薬を受けとる時に

すると、調剤のやり直しになるので、事前に聞くこ

とになっています。

◇処方箋の内容の確認をします。内容の書き間違い

は非常に多いです。その患者さんがこの薬を飲んで

大丈夫か。他の医療機関からの薬との飲み合わせに

問題はないか、など。

◇それから、調剤をします。ここまでの作業は速い

ので、患者さんはこういう手順を踏んで調剤を して

いることがわからないかもしれません。

◇医師との相談のうえ、一包化調剤もします。ご高

齢な方が増えていますし、デイサービスに持って行

く場合は必須です。一包化の場合、名前、服用時点

（朝食後、夕食後等）、薬の名称、日付、これらを

ご希望に従って印字します。むいてはいけない薬は

ヒート（銀紙）に入ったまま包の外側に張り付けた

りします。

◇薬の飲み方、使い方、効果等を説明してお渡しし

ます。お渡しする相手は、本人・家族と、主として

その人を介護する人です。隣の人なんかに本当は 渡

してはいけないそうです。ケアマネさんが名刺を だ

された場合にはお渡ししています。

◇お薬を渡したあと、その内容を薬歴に記録します。

効果や副作用の有無等の客観的事実、留意点、医師

への照会内容等です。これで、一人分の調剤が終わ

ります。

◇法律で決められた薬や薬局で定めた薬の在庫確認

をします。前にいた薬局ではその日に出入りのあっ

た薬について全部数えるところがありました。処方

箋が70枚くらいでしたからできましたが、それが全

部終わらないと帰れなかった。三鷹薬局では向精神

薬、麻薬とそれ以外の命にかかわるような薬をピッ

クアップしていて、それらを全部確認します。

【かかりつけ薬剤師のこと】

かかりつけ薬剤師は、「服薬情報の一元的・継

続的把握」「２４時間対応・在宅対応」「医療機

関等との連携」を目的に、2016年にスタートし

た制度です。

かかりつけ薬剤師はその患者さんが飲んでいる

複数の医療機関からの処方薬、市販薬、アプリメ

ントの情報を一人の薬剤師が一元的に管理し、相

談に乗ってくれる、いわば専属の薬剤師です。薬

局に行くごとに70円かかりますが、必要な場合に

家に来てもらっても70円で済みます。

かかりつけ薬剤師としてやることは、

◇薬の重複や飲み合わせのほか、薬が効いている

か、副作用がないかなどを継続的確認します。医

者ではないので診断をするわけではありませんが、

薬の影響で肝機能や腎機能に変化がないか、など

に気を付けています。

◇休日や夜間でも困ったことがあれば、いつでも

電話相談に応じます。

◇患者さんのお宅に残っている薬を整理したり、

確認をしたりします。

◇処方医とも連携し、より効果的な薬物療法がで

きるようにお手伝いします。

◇血液検査の結果をお持ちいただければ、チェッ

クをして薬の影響が疑われる場合は処方医に連絡

をします。

◇食事や栄養のご相談にも応じます。お酒と糖尿

のご相談が多いです。1つやめても何か別のもの

が 増えるんです(笑)。必ず言い訳もあります、お

隣からもらったから、とか(笑)。先生にも同じこ

とを言われている、という方も多いです。(笑)。

◇既往歴、アレルギー、副作用などの情報をお薬

手帳に書き込むこともします。

かかりつけ薬剤師は誰でもできるわけではなく、

①３年以上の勤務経験、②同一薬局に週３２時間

以上、１２か月以上の在籍、③地域活動の取組へ

の参加、④研修認定薬剤師の取得、等の条件があ

ります。制度としては、かかりつけ薬剤師と患者

さんと契約をします。

この書類は薬剤師会で作ったものですけど、か

かりつけ薬剤師の同意書「かかりつけ薬剤師指導

料について」に《かかりつけ薬剤師が実施するこ

と》を書いてお渡しし、、患者さんにも《かかり

つけ薬剤師に希望すること》を書いていただいて、

署名捺印をしていただきます。私自身の経歴、資

格、終了研修、所属団体についても情報を提供し

ています。

患者さんの負担（かかりつけ薬剤師指導料）は、

処方箋受付１回につき、約７０円（１割負担）で

す。患者さんの条件によってはお得だと思います。

「かかりつけ薬局」という制度はありませんが、

その概念を健康サポート薬局とかかかりつけ薬剤

師に結びつけていきたい国の意図はあると思いま

す。

【訪問医療での薬剤師の役割】

次に在宅の業務です。業務としては医療保険の

「在宅訪問薬剤管理指導」と介護保険の「居宅療

養管理指導」があります。在宅での調剤業務は、

通院困難な場合と医師が訪問診療を行っている場

合、そして服薬困難な場合があります。介護保険

の居宅療養管理指導は、ケアマネ作成によるケア

プランに記載されていることが必要です。

訪問医療では定期的な訪問と臨時の訪問があり

ます。患者さんがきちんと飲めるように、薬を

パックしたりお薬カレンダーにセットしたりもし

ます。お薬カレンダーも始まった日を数えると、

７段（７日分）ではなく８段（８日分）必要です

ので、私は増設しています。お弁当屋さん、 デ

イサービス、ヘルパーさんなどにお手伝い をお

願いすることもあります。 ショートステイで服

薬する場合にはそれ用の 用意を手伝います。

お薬がきちんと飲めているかどうか、効果はど

うか、副作用はないかなど、お宅に伺うことでよ

く知ることができます。

お薬に関するあらゆる相談を受け、在宅に参加
する他の職種の方と連絡を取り、必要に応じて在
宅医とも相談をします。患者さん宅のサービス担
当者会議や病院での退院時カンファレンスにも参
加します。
介護保険での患者さんの負担（居宅療養管理指
導）は一回507円（１割負担）です。

これからの薬局の問題ですが、2018年11月厚

生労働省は薬局を３分類する方針を決め、厚生科学

審議会に提案しました。

①最低限の機能を持つ薬局、②在宅医療に対応す

る「地域密着型」、③特殊な調剤ができる「高度薬

剤管理型」です。地域密着型は在宅医療に対応でき

休日や夜間も対応できることを想定しています。高

度薬剤管理型は、抗がん剤調剤に対応し、個人情報

に配慮した個室があることを想定しています。

お薬の話はここまでにして、もう一つ、在来種・固

定種のお話をさせていただきます。

——————————————————————

私たちが食べているお野菜はどういう野菜だと思

いますか？ 形や色が揃っている、出荷しやすいお

野菜ですね。硬くて虫に食われにくい、味がいい。

そういうお野菜を作るためになにがされているのか、

スーパーで買うお野菜も、緑化センターで買う苗も

同じです。メンデルの遺伝の法則というのがありま

す。甘いトマトと硬いトマト（虫に食われにくい）

を交配して硬くて甘いトマト（Ａ）を作る。いっぱ

い採れるトマトと病気に強いトマトを掛け合わせて、

多産収穫で病気に強くなる（Ｂ）。（Ａ）と（Ｂ）

を掛け合わせて、甘くて、堅くて、多収穫で病気に

強いトマトができる。これが私たちが食べているト

マトです。

こういうもの（Ｆ１種）を作るために、交配のと

きに自家受粉しないように雄性不稔=ミトコンドリ

ア遺伝子に 異常がある野菜作り出します。私たち

は遺伝子異常 のお野菜を食べているのです。

種苗業者の大手はアメリカですが、アメリカでは、

Ｆ１種もあるけれどもそうではないものもたくさん

あります。ヨーロッパでは、、Ｆ１種はほとんど作

り ません。日本ばかりが、ほとんどのお野菜でＦ

１種を食べさせられています。日本では若いカップ

ルで何の異常もないのにお子さんができないことが

あって、科学的証拠はまだ薄いようですが、こうい

うことが原因ではないかという人もいます。

私は、Ｆ１種ではない元品種で農業をやっていま

す。化学肥料は使いません。使っているのは、ボカ

シ肥料(米ぬかなどを発酵させます）とか、動物性

ではかつお節くらいで、鶏糞も原則使いません。

あとは完熟たい肥くらいです。

そういうやり方の「在来種・固定種」という農業を

やっています。そういう種を扱っている種屋さんで

種を買います。

みなさんがよくご存じのＫさんは、この分野の大

先輩で、吉田農園をはじめとして、京滋自然農業研

究会のメンバーで20年のベテランです。Ｋさんに

頑張っていただいて、 「在来種・固定種」の知識

を広めていければと思っています。


