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三田尻塩田旧越中屋釜屋の煙突 （撮影：松浦紘明）
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― 気ままトーク ― 

       絆 

めばえ薬局田島店  松井 都世子 

  

高校時代、私はサッカー部のマネージャーをしていた。当時、私の高校は新設校で、私は一期生。初

めは、サッカー部もなく校長先生に直談判して作ってもらった経緯がある。サッカーの出来る先生もお

らず、仮校舎のため１／３程の狭いグラウンドで、一年生だけで練習。もちろん試合にも勝てなかった。 

高校２年生の時、そんな私たちの前に赴任してきたのがＳ先生。当時、先生は国体メンバーに選ばれる

ほどの実力。先生の指導の下、サッカー部は初勝利をあげ、その後は中国大会に選出されるまでになっ

た。 

一昨年、先生が翌三月に定年退官を迎えることを知った。しかも我が母校で

定年・・・これは何かの巡り合せだと思い、わたしたちの絆プロジェクトが動

き始めた。「退官祝いに何かしたい」という思いから、「退官式(ＯＢ戦)をや

ろう」「それならユニフォームも作ろう」と、どんどん話がふくらんだ。とは

いえ、本当に当時の部員たちは集まってくれるのだろうか？卒業以来、連絡を

とっていない部員がほとんどだったし、なによりみんなが賛同してくれるのだ

ろうかと不安でいっぱいだった。しかし、その不安はすぐに消し去られた。部

員たちからは、「いいね、やろう。」と気持ちのいい返事が返ってきたのだ。 

そして、昨年２月１４日、母校のグラウンドに先生と教え子である

１～４期生の部員たちが集結。みんなお互い歳をとり、姿・形もかわ

っていたが、久しぶりの再会を喜び合った。試合の相手は現役女子サ

ッカー部。(さすがに男子相手じゃ負ける)。特別ルールでＯＢは何回

交代してもＯＫ。「もう走れん～」「ムリ～」と叫び、転びながらも、

女子高生相手に結構みんな本気。結果は２－１の勝利。試合後の打ち

上げでは、懐かしい思い出話と共に、次のＯＢ戦の話になっていた。 

そして、今年２月２０日、二度目のＯＢ戦が開催された。朝からのどしゃぶりでグラウンドコンディ

ションは最悪。みんな泥だらけになりながら、やっぱり今年も笑えるぐらい本気。 

結果は２－０で、今年も勝たせていただいた。ＯＢに甘い判定をしてくれた主審にも感謝。  

高校卒業後、長い年月が流れたが、青春時代を過ごした仲間は

本当にいいものである。この歳になって、また一緒にサッカーが

出来るとは思ってもみなかったが、いいタイミングでみんなと再

会することが出来たのも先生のおかげ。きっと、これからも、先

生を中心にみんなが固い絆で繋がっていくことだろう。 

 ＯＢ戦後、部員から「新しいシューズ買いました」のメールが

届いた。やっぱり、来年もやる気だ。 
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― 服薬指導の実例 ― 

えびす薬局  勝間 康子 

 

こんにちは。えびす薬局の勝間です。今回「服薬指導の実例」の原稿依頼を受け、過去のみなさ

んの原稿を改めて読み返し、「こんな立派なことは書けない・・・」と、しばらく書くことを躊躇

していましたが・・・私なりに、日々気を付けていること等を書いてみたいと思います。 

ご存じの通り、えびす薬局はお隣の山口泌尿器科の処方箋を主に取り扱っています。一番多いの

は前立腺肥大症の方ですが、その他にも、膀胱炎、頻尿・尿失禁、前立腺がん、前立腺炎、腎臓病、

尿路結石症、性感染症、夜尿症・・・男女問わず、子供から高齢者まで、来局される方は多岐にわ

たります。 

私がこの薬局に勤めて１５年以上になりますが、昔は、おしっこの悩みに対して今ほどオープン

ではなく（私がまだまだ未熟で、患者さんへの尋ね方が悪かったのもあるかもしれませんが・・・）、

症状に対して質問されるのを嫌がる患者さん、「泌尿器科は男性が行くものだと思っていたから、

恥ずかしくて恥ずかしくて・・･一大決心して来たんです。」と言われる頻尿の女性患者さんも結構

いらっしゃいました。 今では著名人が前立腺がんを告白されたり、ＣＭ等の啓発活動のおかげもあ

ってか、そういう方は少なくなりましたが、疾患的に、あまり他人に話を聞かれたくない状況には

変わりはないと思うので、患者さんが大勢待っておられる時は、小声で話す等気を付けています。

でも、どうしても高齢者の方の割合が多く、目や耳の悪い方が多いので、開局当初から、薬袋の用

法を記載するためのゴム印はかなり大きいものを使っていますし、聞こえの悪い方には大きな声で

ゆっくりと話すようにしています。 

薬剤師なので、もちろん、薬に関する情報をお伝えすることが第一なのですが、今悩んでいる状

況を少しでも改善してあげたいという思いで・・・例えば、意外と生活習慣が排尿症状・膀胱炎等

を悪化させていることが多いので、冬は夏ほど水分をガブガブ取らなくてもよい、アルコール・コ

ーヒー・緑茶等を飲み過ぎていないか？洋式便座の温水洗浄機能を使い過ぎていないか？等、生活

習慣についても確認するよう心がけています。 

常々感じていることですが、コミュニケーションって、本当に難しいですね・・・こちらが伝え

たい意図と、患者さんが理解する内容・・・人間だから解釈の違いは往々にしてあるけれど、それ

が治療の妨げにならないように・・・なるべく平易な言葉で、具体的に、大事なことは繰り返して、

何より、患者さんには前向きな気持ちで帰っていただきたい・・・薬についての勉強ももちろんで

すが、人と人とが関わり合う職業でもあるので、もっともっとコミュニケーション能力を高めてい

くことが、自分の中での課題です。 

少しテーマからかけ離れた内容になってしまったかもしれません。 

こうやって原稿を書いてみて、自分の日々の業務を振り返るいい機会になりました。 

自己満足で終わるのではなく、患者さんが納得・安心して治療を続けられる一助となれるよう、

これからも日々自己研鑽に励んでいきたいと思います。 
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― 職場紹介 ―  

フェリース薬局松崎店  松村 直子 

はじめまして 

フェリース薬局は、南松崎町 松村内科さまの裏手に 

１２月オープンしました。 

住宅街の路地の一角にあり、ちょっと見ると美容院か喫茶

店かと思われるそうで、通り過ぎてしまう患者様が何人もい

らっしゃいました。 

 

よく「木の香りがしてよいですね～」とおっしゃいます。

大きな窓から差し込む陽射しが、木目の壁面に刻一刻と表情を

つけてくれる待合で、椅子に腰かけゆったりした気持ちになっ

ていただけるようです。 

「松村先生とは、４０年来のお付き合いなんですよ～」 

とおっしゃる方も多く、これまでの診療の絆にヒビを入れない

ように“かかりつけ薬局”の立場でお役に立ちたいと薬剤師２

名、事務スタッフ３名で対応しています。 

 

インスリン注射や血糖降下剤など調剤し、緊張しながら投薬カ

ウンターに出て「血圧は？血糖値は？高かった？お薬の残り

は？・・・」とつい紋切型に問いかけそうになる時、「みんな 

何とか長生きをしたいと思って受診を続けているんだから、く

れぐれも優しく…」とおっしゃった松村先生の声が頭をよぎり

ます。（薬局では、“松村先生”は松村茂一先生のこと。ちな

みに親戚関係ではありません。） 

データもさることながら、患者様との会話や表情、しぐさか

ら得る情報も丁寧に集めたい、と心がけています。 

”フェリース（Ｆｅｌｉｚ）”は、ポルトガル語で 

“しあわせを運ぶ”ことを願ってつけられました。 

私は、防府天満宮に神頼みの時にお世話になる程度の土地勘で防府

の難しい地名の読み方にも苦戦中ですが、これから地域にしっかりと 

根ざしながら、患者様やご家族にしあわせを運ぶ薬局になりたいと思 

います。 よろしくお願いします。 
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― こんにち和 ― 

 

氏名
ふりがな

：長尾
な が お

 瞳
ひとみ

                    

血液型：A 型                   
出身大学：神戸学院大学             

(平成 26 年度卒)                     
勤め先：そうごう薬局三田尻店 
趣味：おでかけ     
好きな言葉：ピンチはチャンス        
ひとこと：よろしくお願いします。 

 
 

氏名
ふりがな

：青木
あ お き

 千
ち

穂
ほ

 

血液型：AB 型 
出身大学：神戸学院大学 

（平成 26 年度卒） 
勤め先：そうごう薬局三田尻店 
趣味：おいしいものを食べにおでかけ 
好きな言葉：なんくるないさ！ 
ひとこと：患者さんと一緒に笑顔になれる薬剤師になりたいです！ 

よろしくお願いします 
 

 

氏名
ふりがな

：栗林
くりばやし

 左
さ

知
ち

 

血液型：A 型 

出身大学：九州大学 
（昭和 60 年度卒） 

勤め先：（一財）防府消化器病センター 
防府胃腸病院 

趣味： 午睡 

好きな言葉：和 

ひとこと：よろしくお願いします 
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 －会員の動き －  

 

◇入会◇                            ◇退会◇ 

蔵本 章子    広島和光       中村 直樹   ふたば薬局 

松村 直子    フェリース薬局松崎店   中村 由紀子  広島和光 

中村 愛加    (医)神徳会三田尻病院 

 

◇変更◇ 

井東 みどり 無所属  → フェリース薬局松崎店 

 

― 生涯教育 ― 

 

○ 12 月 10 日（木） 出席者数：13 名(薬剤師数：13 名 内会員数 13 名)  

操薬トーク in 防府 

          JPALS コード「35-2015-0156-101」 

  「最新の医薬関連情報（10～11 月度）とサービスマネージメント」 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 教授   森川 則文 先生 

 

 

○ 1 月 29 日（金）出席者数：75 名（薬剤師数 41 名 内会員数 37 名）    

防府医師会共催学術講演会 

          JPALS コード「35-2015-0186-101」 

「アルツハイマー型認知症治療薬 メマリー錠に関する情報提供」     第一三共株式会社 

ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ 

「① 認知症 ～私の誤診例 

「② 最近の話題より～アルツハイマー病プリオン仮説」 

ながみつクリニック 院長 長光 勉 先生 

 「認知症診療における骨粗鬆症治療の重要性～寝たきり認知症を防ぐために～」 

大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科 診療教授   

吉岩 あおい 先生 

  

○ 1 月 28 日（木） 出席者数：24 名（薬剤師数 24 名 内会員数 24 名） 

在宅医療に関する研修会     

             JPALS コード「35-2015-0194-101」 

「口腔機能の修復と摂食嚥下の関連性」 

右田歯科医院 院長  右田 克行 先生 
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― 定例理事会報告 ― 

平成 27 年度 第 6 回 定例理事会 

開催日：平成 27 年 9 月 3日(木) 

出席理事：福田(淳)、木村、三堀、椎木、原田、

越智、竹光、白野、舟谷、吉岡、山内、福田(太) 

出席監事:松村  欠席監事：笠原監事 

議 題 

【協議事項】 

1.おくすり手帳・カバーの取扱いについて：木村

副会長 来年４月より、おくすり手帳の代金を変

更する。カバーについて、一薬局に５０枚（年間）、

公的な場所やイベントでの配布は無料とする。 

2.災害対策について：木村副会長、舟谷理事 チ

ーム造りは、地域ブロック別。マニュアルの作成

は、保険薬局協議会にて討議。委員会にて内容を

再検討する。 

3.おくすり管理箱の今後の対応について：木村副

会長 特許申請を踏まえて、今後も薬剤師会とし

て製作継続、心促協会へ全面移行等、在宅委員会

で協議の後、次回理事会にて再協議する。 

4.一般社団法人防府薬剤師会会員規程、及び会費

規程の案：三堀副会長 内容を事務局にて再検討

し、次回理事会にて再協議する。 

【報告事項】 

1.保険薬局部会地域委員会：舟谷理事 薬歴講習

会について。１０月３日開催する。現在２０数件

の申し込みが来ている。 2.地域・職域薬剤師会

協議会：木村副会長 3.第 2 回日本医療安全学会

学術総会より参加の案内：三堀副会長 4.電子版

おくすり手帳普及促進のための拠点薬局選定：木

村副会長 5.第１６回山口県介護保険研修大会の

参加申し込み：木村副会長 

【その他】 

・従業員の福利厚生を兼ねた保険加入について：

木村副会長 次回理事会にて担当者からの説明の

上で再協議することとなった。 

関連事項・その他  

1.県薬関係：福田地域支部長 地域職域薬剤師会

協議会について報告。 

2.保健所・保健センター・その他行政関係：担当

委員 

3.会営薬局関係：吉岡管理薬剤師 月次業績・備

蓄関係・その他について報告。 

委員会活動 

1.保険薬局委員会：木村委員長 ・協議会 ９月

８日（火）開催予定。次回 １０月１３日（火）。

医薬品リストについて。在庫一覧を８月３１日期

限として集めている(現在集計中)。外科の輪番薬

局について、防府薬剤師会と県薬のホームページ

に掲載する。 

2.生涯学習委員会：三堀委員長、原田副委員長 

3.広報委員会：白野委員長 清流１２６号は、９

月２０日頃発行予定。ホームページの管理につい

て報告があった。 

4.学校薬剤師委員会：山内委員長 プールの水質

検査３回が終了した。 

5.在宅医療推進委員会：越智委員長、吉岡副委員

長 ８月２７日研修室にてセイエルの協力のもと

経腸栄養の勉強会を行った。約２０名参加。第２

弾を計画している。 

6.小委員会・チーム 

①親睦小委員会：竹光委員長 納涼会について説

明。 

②休日診療所：椎木担当理事、山内副担当理事 

その他 

・健康フォーラムについて：三堀副会長 現在の

進捗状況について説明があった。 

 

平成 27 年度 第 9 回 定例理事会 

開催日時 ：平成 27 年 12 月 3 日（木）19：00～

19：40 

出席理事 ：福田、木村、三堀、椎木、舟谷、越

智、竹光  出席監事 ：松村 

欠席理事 ：原田、白野、山内、福田（太）、  欠

席監事 ：笠原 

オブザーバー：永田事務長 

議 題 

【協議事項】 

1.一般社団法人防府薬剤師会会員規程、及び会費

規程の確認：三堀副会長 ・前回理事会提示資料

の変更項目として、入会金額を変更する。FAX 協

力金を別途徴収していたが、会費規程にないため

入会金と FAX 協力金を一本化する。 

2.防府薬剤師会主催「くすりと健康フェア」（28

年 2 月 21 日）：木村副会長 問題点として簡易検

査の開始時間が 10 時からでは薬剤師が講演を聴

講できないので、開始時間について協議する。簡

易検査のスタッフは最低 20 名必要。基本、スタッ

フは当会会員で募集する。YP ジャーナル 2月号に

開催内容、スタッフ募集を掲載するが多地区薬剤

師は希望者とする。 
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3.新規入会者：木村副会長 

【報告事項】 

1.地域・職域薬剤師会協議会：木村副会長 ねん

りんピックで、脳年齢測定(機器による測定)、物

忘れチェック（コンピュータにより診断）が好評。

貸出が可能であり当会イベントでの利用を検討す

る。（問題点として、質問に対する回答が不十分で

あった。対応に課題がある） 

2.保険薬局部会地域委員会：舟谷地域委員 

3.おくすり手帳増刷：木村副会長 ・在庫減少の

ため 25,000 冊増刷。 

4.新年会・互礼会出席者：木村副会長 ・医師会

新年会（1/6）、歯科医師会新年会（1/14）福田会

長 ・医療関係団体新年互礼会（1/9）福田会長、

木村副会長、三堀副会長、椎木副会長、原田専務

理事 

5.各委員会のコピー代請求について：事務局 ・

薬剤師会内での事務局と各委員会の取引であり、

事務局でのコピー分について今後は請求をしない。

今後は各委員会の予算策定時、事務局でのコピー

代は計上しないこと。 

関連事項・その他 

1.会営薬局関係 月次業績・備蓄関係・その他：

吉岡管理薬剤師 ・11 月処方箋取扱枚数は前年比

+150 枚 

委員会活動 

1.保険薬局委員会：木村委員長 ・協議会開催日 

12 月 8 日（火）議題・定例理事会報告・県薬保険

薬局部会地域委員会報告・各委員会からのお知ら

せ・会営国分寺薬局からのお知らせ 次回 2 月 9

日（火）。 

2.生涯学習委員会：三堀委員長 

3.在宅医療推進委員会：越智委員長 ・おくすり

管理箱の新バージョンについて心促協会と打合せ

実施。・移行前に各薬剤師会等へ販売等の移行の案

内を行う。 

4.小委員会・チーム 

①休日診療所：椎木担当理事 

5.その他 

・健康フォーラム決算報告：三堀副会長 医師会、

歯科医師会に送付済。来年度の開催日について検

討。 

平成 27 年度 第 10 回 定例理事会 

開催日：平成２８年１月７日(木） 

出席理事：福田(淳)、木村、椎木、三堀、原田、

越智、竹光、白野、舟谷、山内、吉岡、福田(太) 

出席監事：笠原、松村 

欠席者 ：無し 

議 題 

【協議事項】 

1.会長選挙に伴う日程：三堀副会長 会長候補者

立候補届け出：２月１日(月) 会長候補者公示２

月１日(月)～２月１２日(金) 理事会：２月１２

日(金) 臨時総会：３月１２日(土) 

2.防府薬剤師会主催「くすりと健康フェア」（平成

２８年２月２１日）：木村副会長 ・開催内容、役

割分担・準備日程等の確認 竹光理事より資料を

用いて説明があった。物忘れプログラムについて

は実行委員会の中で再検討となった。○チラシ枚

数について実行委員会内で検討することとなった。

○予算について２月理事会にて概算を報告する。 

3.新規入会者：木村副会長 

4.新年会次第：事務局 事務局より説明。 

関連事項・その他 

1.会営薬局関係：吉岡管理薬剤師 月次業績・備

蓄関係・その他について説明。高度管理医療機器

の資格を取得する。理事全員の健康診断結果が必

要となる。1 月中に事務局へ提出していただきた

い。 

2.その他：事務局 役員報酬について、源泉徴収

票作成が必要となる。内容について笠原監事より

説明があった。 

委員会活動 

1.保険薬局委員会：木村委員長 １月の保険薬局

協議会は無し。２月は２月９日(火)開催予定。 

2.生涯学習委員会：三堀委員長 １月２９日に医

師会との学術講演会。 

3.広報委員会：白野委員長 清流１２７号を本日

又は明日中には配送予定。 

4.学校薬剤師委員会：山内委員長 徳地地区の学

校薬剤師の更新依頼があった。現行で更新となっ

た。２月に定例会を開催予定。 

5.在宅医療推進委員会：越智委員長 １月２８日

(木)に右田先生による研修会を行う。 

6.小委員会・チーム 

①休日診療所：椎木担当理事 

その他 

・実務実習について：吉岡理事 平成 28 年度は防

府地区には 4名の予定。1期が 3名、2期が 1名の

予定。 
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平成 27 年度 第 11 回 定例理事会 

開催日：平成 28 年 2 月 12 日(金）19:30～21:00 

出席理事：福田（淳）、松浦、椎木、竹光、舟谷、

三堀、原田、越智、山内、吉岡、福田（太） 

出席監事：松村 

欠席理事：白野      欠席監事：笠原 

議 題 

【協議事項】 

1.防府薬剤師会主催「くすりと健康フェア」（平成

28 年 2 月 21 日）：松浦副会長 最終確認を 2月 10

日開催の実行委員会で行った。スタッフ募集応募

者：2月 5日時点で 37名(内山口市薬剤師会 4名、

その他他地区参加者 5名)。チラシは、山口、吉南、

徳山の各薬剤師会宛てに配布した（370 枚）。料理

教室の広報について 竹光理事より説明があった。

2月 12 日時点で申し込みが 11 名。（株）DERESI に

依頼し、ネットでの広報活動を行いたい。 

＊ブースについて 越智理事より、社会保険福祉

士の方の協力を得て相談ブースを設ける旨説明が

あった。舟谷理事より、愛光園の協力を得て陶器

の物販ブースを設ける旨説明があった。 

＊予算について 

＊スタッフへの案内について 

事務局が作成し、防府薬剤師会会員へは FAX で、

他の協力いただけるスタッフへは郵送することと

した。 

講師への案内は竹光理事がメールで案内を行うこ

ととなった。 

【報告事項】 

1.学校薬剤師の推薦（平成 28 年 4 月～）：松浦副

会長 

山口市：長藤 正士 先生、松浦 泰子 先生（再

任） 

防府市：荒瀬 美保 先生：新田小（再任）   

舟谷 まや 先生：牟礼小（山内先生と変更） 

2.看護学校の講師推薦（平成 28 年 4 月～）：松浦

副会長 

今までは薬剤師個人との契約だったが、今年度か

ら薬剤師会との契約となる。薬理学講師として椎

木康之先生を推薦する。有機化学講師は吉原正彦

先生再任とする。 

3.防府市休日診療所薬剤検討会委員の推薦：松浦

副会長  椎木康之先生、山内裕之先生を推薦す

る。 

4.山口コアカレッジ実習生受入薬局（平成 28 年 2

月 8 日～3月 4 日）：松浦副会長 

5.防府市「市民便利帳」の発行について：事務局 

2016 年度版を発行、（株）サイネックスの広告営

業担当者が直接訪問し広告掲載の案内を行うので

協力をお願したいとの依頼があった旨、説明があ

った。（2月～4月） 

7.会長候補立候補者の報告：事務局 

立候補届は 1名。松浦紘明先生より提出があった。 

関連事項・その他 

1.保健所・保健センター・その他行政関係：担当

委員  無し 

2.会営薬局関係：吉岡管理薬剤師  月次業績・

備蓄関係・その他について、資料を用いて説明が

あった。 

委員会活動 

1.保険薬局委員会：松浦委員長 

・協議会 2 月 9 日は終了した。 

・次回  3 月 8 日（火）サインバルタについて

講演の予定している。 

2.生涯学習委員会：三堀委員長、原田副委員長  

別紙を用いて説明があった。 

3.学校薬剤師委員会：山内委員長  2 月 27 日定

例会を開催予定。場所は天神なか谷。 

4.在宅医療推進委員会：越智委員長、吉岡副委員

長  県薬モデル事業について活動を行っている。 

今後も継続して行っていく事を予定している。 

5.小委員会・チーム 

①休日診療所：椎木担当理事、山内副担当理事 

資料を用いて説明があった。 
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１ 取扱処方箋数届書の提出について 

薬局開設者には、医薬品医療機器等法による取扱処方箋数届書の提出義務がありますので、3 月 31

日までに当センターに提出されるようお願いします。 

また、取扱処方箋数届書の様式は、以下の山口県薬務課のホームページに掲載されていますので、

ご活用ください。 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15400/sinseisho/a-7.html 

２ 薬局機能情報報告書の提出について 

薬局開設者には、医薬品医療機器等法による薬局機能情報報告書の提出義務がありますので、4 月 1

日の現状について、4 月 15 日までに当センターに提出されるようお願いします。 

また、薬局機能情報報告書の様式は、以下の山口県薬務課のホームページに掲載されていますので、

ご活用ください。 ※平成 28 年度から様式が変更 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15400/sinseisho/a-10.html 

 

３ 自己点検の実施について 

薬局の管理者には、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、勤務薬剤師等の監督や薬局の構

造設備の管理等の義務がありますので、定期的かつ計画的に自己点検を実施されるよう、お願いしま

す。 

なお、改正後の自己点検票は、以下の山口県薬務課のホームページに掲載されていますので、ご活

用ください。 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15400/yakuzi/20120620001.html 

４ 家庭用電気マッサージ器の適正使用について 

家庭用電気マッサージ器の適正使用については、従来から、厚生労働省より注意喚起が行われてい

るところです。平成 28 年１月 21 日、独立行政法人国民生活センターより家庭用電気マッサージ器の

事故の傾向と消費者の使用実態等の紹介や、トラブル拡大防止のための注意喚起として、以下の国民

生活センターのホームページに情報が掲載されましたので、お知らせします。 

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160121_1.pdf 

 

 
 
 
 
 

山口健康福祉センターからのお知らせ 
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「くすりと健康フェア」を終えて 

在宅医療推進委員会 越智 志穂 

 
 ２月２１日（日）防府市地域活動支援センター「ルルサス」２階多目的ホールにて、（一社）防府薬剤師会

初主催となる「くすりと健康フェア」が開催されました。 

 午前中は基調講演として、（一社）日本在宅薬学会理事長 

の挟間研至先生に「地域包括ケアにおける薬局・薬剤師の新 

たな役割」をテーマにお話し頂きました。薬剤師をはじめ、 

医療・介護関係者や行政の方々、一般の方々もたくさんお越 

し頂きました。予想以上の大盛況で、急遽椅子を追加し対応 

いたしました。講演後には、「他職種の私たちにもとてもわ 

かりやすかった」や「薬剤師さんの役割って大きいんですね、 

勉強になりました」などのご意見を頂き、嬉しさと同時に身 

の引き締まる思いを感じました。 

 午後からは一般市民の方々を対象に、無料体験コーナーや 

展示ブースを用意しました。歯科医師・歯科衛生士によるお 

口のトラブル健康相談、保健師による血圧測定や体脂肪測定、 

禁煙相談、管理栄養士、言語聴覚士、薬剤師、社会福祉士、 

ケアマネジャーによる相談コーナー、作業療法士や理学療法 

士によるリハビリやロコモ体操などなど・・・多職種の方々 

のご協力を頂いたおかけで大盛況でした。いつも三師会の健 

康フォーラムで行っています血液自己採取による健康チェック 

ですが、今回も広島大学の森川教授にご協力頂き、約 100 名 

の方々に参加して頂きました。この他にも、口腔ケア関連として川本産業様、栄養機能食品として（株）クリ

ニコ様、福祉用具関連として（株）ハツタ様、医療材料や衛生材料として（株）セイエル様、介護用品として

（株）サンキ様とサンキウエルビィ様にもご協力頂きました。 
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そして、２階フードスタジオでは、野菜ソムリエ柳井さつき先生による「メタボに打ち勝つ！！冬野菜のか

んたん・おいしい・ヘルシーレシピ」料理教室が行われ、メモを取りつつ真剣にかつ楽しくおいしいお料理教

室で、参加者みんなの免疫力もアップ！とても美味しそうでした。 

  

 

 また、１階わっしょい広場では大道芸パフォーマンスとわたがし無料体験、ちょるるのふわふわドームも家

族連れやお子様に大盛況！！寒い中頑張ってくださったスタッフの方々のおかげです。 

 このような防府薬剤師会初の試みを大盛況にて終えることができましたのも、狭間先生をはじめ、防府市や

近隣地域の方々の健康を願い快くご協力くださった多職種の方々、薬剤師スタッフ、関係者の方々のおかげで

す。心より厚く御礼申し上げます。 
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― 防府読売マラソンに参加して ― 

山口県立総合医療センター  渡邊 太朗 

去年の暮れ、防府読売マラソンに参加しました。ただいま自称イクメン真っ最中でなかなか練習がで

きない環境なので、大会に出場しながら仕上げることにしました。9 月に八幡高原聖湖マラソン（広島県

北広島市、ハーフ）、10 月の連休には別府湯けむりマラソン（大分県別府市、16km）、その翌週には萩

石見空港マラソン（島根県益田市、ハーフ）と県外各地を観光しながら走りました。11 月は県内で下関

海響マラソン（フル）と秋穂で浜村杯（20km）に出場しました。 
大会で仕上げていくなんて、最強の公務員ランナー、川内優輝選手みたいでしょう（笑）。その川内

選手も防府読売マラソンに出場するということで、いつすれ違うか楽しみの一つでした。 
そしてレース当日。走る前は 12 月にしては割と暖かく、天気も良く絶好のコンディションの下、いざ

陸上競技場へ。持ちタイム順に並ぶのですが、自分の持ちタイムが 3 時間 58 分台と参加資格（4 時間）

ギリギリだったこともあり、後ろに 20 数人しかいないスタート。テレビを録画して見ると後ろ姿がバッ

チリ映っていました(^^;) 
最初は中関、新田地区を周回します。はやる気持ちを抑えながら良いペースで進みました。20km 前で

トイレ休憩。ここから街中へ向かっていきます。中間点過ぎで藤原新選手や川内選手とすれ違いました。

いろんな方々が応援してくれましたが、この辺りは特に応援してた方が多かったと思います。ルルサス、

防府駅を通り過ぎ、旧国道沿いへ。植松交差点を過ぎて 28km あたりで沿道で応援？してくれているわが

子を見つけました。ちなみにわが子も残念ながらテレビには映っていなかったようです。 
マラソンは 30km 過ぎてからが勝負といわれています。今回も 30km まではほぼペースを落とさずに頑

張りましたが、中関のアルクを折り返した辺りから徐々に足にきました。スピードを上げると足が攣り

そうになり、だましだましの走りになってきます。薬剤師なら、足が攣る＝芍薬甘草湯を思い浮かべる

ことと思いますが、実際使ってみた経験ではマラソンに限って自分には全く効果がありません（笑）。

1km のペースが 5 分半、6 分と徐々に長くなり、前半の貯金も減ってきました。足が動かなくなるのと気

温の低下で身体が冷えてきます。間に合うかな？それでも一歩ずつ前に進んで、なんとか関門の 4 時間

までに陸上競技場のゲートをくぐりました。 

3 時間 54 分 45 秒。道中はほぼ海響マラソンと同じペース 
でしたが、応援のおかげと坂がない分だけ早くゴール出来 
ました。後日完走者には記念 DVD が送られ、自分のゴール 
シーンも見ましたが、満身創痍で首が傾いていて、見るに 
堪えない姿でした。 
少々自己満足の文章となってしまいました。防薬会員の 

中にも走っている方々も多いと思いますが、マラソンはみ

んなと時間を合わせることなく、一人でどこでも出来るス

ポーツです。防府読売マラソンだけでなく、2 年前から幸せ

ますマラソン（14.6km）も開催されています。 

せっかくの防府市内のイベントなので、今年はみなさん 

一緒に走りましょう！ 
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― 新年会が行われました ― 

 

1月 16 日（土）、アパホテルにて今年も新年会が行われました。 

花柳鶴千榮氏による日本舞踊から始まりました。会長挨拶で新年の決意を皆で共有しました。しばら

く歓談が続いた後、防薬会員の荒瀬美保先生が、横井エレナ氏とともにピアノ、バイオリンの演奏をさ

れました。ここまでは、例年になく、華やかで上品な宴でした。お楽しみ抽選会では例年通りの雰囲気

で豪華？賞品を持ち帰られた方もいらっしゃいました。 

来賓の方々も含め総勢 42 名の出席があり、日頃あまり言葉を交わす機会のない方々ともコミュニケー

ションが図れました。決して敷居の高い場ではありませんので、来年は今年以上の参加をお待ちしてい

ます。 
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清流 128 号表紙 

「三田尻塩田旧越中屋釜屋の煙突」（登録有形文化財） 

三田尻塩田記念産業公園 防府市浜方 381-3  

 

防府の沿岸では、江戸時代から昭和 34 年まで大規模な入浜式塩田がありました。三田尻の塩は小田・

中関港から山陰・北陸・東北や北海道など全国へ運ばれていきました。明治からは専売制度に伴い、専

売局製塩試験場が設置され、製塩技術の発展に寄与しました。 

 この煙突は高さ 12.5ｍ、頂上周囲部 4.2ｍ、内径 43ｃｍの石造りで、鹹
かん

水
すい

（濃い塩水）を塩釜で長時間

煮詰めるために大きな煙突を必要とするため設置されました。以前は複数残っていましたが、台風によ

る倒壊等のため、現在はこの 1 本のみが残っています。 

 三田尻塩田記念産業公園は、かつて全国有数の塩の産地であった三田尻を記念して、入浜式塩田を再

現・展示しています。 

 

 

■編集後記■ 
 春の訪れを感じられるようになった今日この頃。 

このシーズンは年度替わりで、卒業・入学、お別れ・新たな出会いなどがあり気ぜわしい時期ですね。 

先日、天気が良いので防府天満宮にふらっと立ち寄ると、梅の花がとても綺麗に咲いてました。 

忙しい中でも、時にはゆったりとした気持ちで、周りの人たちや遠くに住んでいる親しい人をお思い出

したり、繋がりを感じながら過ごして行きたいものです。 

 新しい年度になりますが、今後とも広報委員会「清流」へのご協力をお願い申し上げます。 

  

(一社)防府薬剤師会 広報委員会 

        (白野 陽正、松井 都世子、渡邊 太朗、青谷 元喜、佐藤 洋平) 
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