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所 長 就 任 に あたって

検査センター所長

梶原 浩

所長就任にあたって
検査センター所長
４月１日付けで、検査センター所長を拝命い
たしました。
安東会長をはじめ、歴代の会長、役員の皆様、
そして所長が築いて来られた検査センターの信
頼、実績を汚すことなく、県職員生活37年余
で培った経験も活かしながら、微力ではござい
ますが検査センターの運営・発展に尽力して参
りたいと考えております。どうぞ、よろしくお
願いいたします。
検査センターのことをご存じとは思いますが、
改めて沿革や現状について触れつつ、私の想い
を述べさせていただきます。
検査センターは、本県の公衆衛生の向上と生
活環境の改善に寄与することを目的に、会員総
意のもと昭和56年２月に設立され、同年８月
には水道事業者等の水質検査施設に代わる検査
機関として厚生大臣の指定を受け、９月から業
務を開始いたしました。
以来、各種法令等に基づく指定・登録検査機
関として、水道水質検査・簡易専用水道検査、
医薬品・食品検査、
濃度計量証明（環境測定分析）
、
温泉分析、作業環境測定、放射線分析など幅広
い分野に亘って試験検査を実施しております。近
年では、新たな行政ニーズに呼応して、食品事業
者のHACCPシステム導入支援や新型コロナウイ
ルス感染症の抗原検査、建材等に含まれるアス
ベストの分析などにも取り組んでいるところです。
また、高度化・多様化する試験検査に的確に
お応えできるよう最新鋭の分析機器を備えると
ともに、ISO9001や水道GLPの認証取得、さ
らには精度管理等を通じて、常に技術の向上と
信頼性確保に努めております。
組織を運営するには、「遠くを見る目」「見渡
す目」「足元を見る目」が大切ですが、検査セ
ンターでは、令和元年度（2019年度）に見直
しを行った2028年度までの中長期計画に基づ
いて、安定経営への取組や働きがいのある職場
づくりへの取組などを進めているところです。
安定経営への取組では、現在、事業収入の６
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割超を飲料水関係の検査が占め、特に市町村水
道に関する水質検査が主要な収入源となってお
ります。近年、市町村水道を巡って、少子・高
齢化の進展、施設の老朽化、災害対策の強化等
の課題を解決するため広域化の波が押し寄せて
おり、この４月から全国で初めて宮城県におい
て、民間事業者による水道事業の運営がスター
トしました。加えて、県外の登録検査機関の営
業区域拡大なども引き続き進められており、こ
うした時代の変化が検査センターの経営にどの
ような影響を及ぼすのかということを念頭に、
昨年度、収益のシミュレーションを行うなど、
不測の事態への備えも進めております。
また、
働きがいのある職場づくりの取組として、
人材育成が大変重要です。検査センター内での
積極的な人事交流や試験検査に必要な資格取得
の支援をはじめ、外部団体が主催する研修会へ
の積極的参加などにより、将来の検査センターを
担う人材（人財）の育成にも努めているところです。
検査センター設立から既に40年余が経過し、
50名を超える職員を有するなど、安定した経
営状況にあることは、これまで検査センターの
運営に関わって来られた方々の並々ならぬ努力
の賜物と改めて感じているところです。
センター運営の基本理念として「正確に、よ
り速く、奉仕する」を掲げていますが、これを
肝に銘じ、「公益社団法人大分県薬剤師会」の
一組織として、県民の安全・安心を確保するた
め、職員一丸となって試験検査業務に取り組ん
で参りたいと思っております。

大分県薬会報

通号 201

2022 年４月

Vol.56-2

contents

視

点

所長就任にあたって

特

検査センター所長

梶原

浩

薬学生涯教育委員会 委員長

伊達

和秀

おれんじ薬局

松尾

成真

学校保健・体育委員会 副委員長

松尾

成真

集

第27回大分県薬剤師学術大会 報告

シリーズ

資格紹介

スポーツファーマシスト

研修会報告
令和３年度

第２回アンチ・ドーピング研修会報告

O・P・A薬局だより

大分県薬会報

通号 201

2022 年４月

Vol.56-2

一般公開版

第27回大分県薬剤師学術大会
報 告
日時：令和４年２月23日（水・祝）10 : 00〜12 : 30
場所：大分県薬剤師会館 ３階 研修ホール・Web開催
参加人数：123名（会場 14名

Zoom参加 109名）

薬学生涯教育委員会 委員長

伊達

和秀

研修会の開会にあたり、安東哲也県薬会長と

イントの放映で実施しました。まだ新型コロナ

菅田哲治病薬会長にご挨拶をいただきました。

ウイルス感染症の終息が見えない中、今後どの

新型コロナウイルス感染症の感染が続く中、今

ような形で本研修会を実施するのかは、今後の

年も昨年と同様にWEBをメインとしたハイブ

検討課題としておきたいと思います。ただ、こ

リッドでの開催となりました。残念ながら昨年

の研修会の当初の目的には、日頃あまり交流の

と同様に、特別講演と会場でのポスター展示は

ない病院と薬局の薬剤師がお互いに一同に会し

行わず、会員発表だけでの開催としました。昨

て意見を交換するということも含まれていまし

年との違いは、発表方法です。コロナ感染拡大

た。今後の開催方法を検討する上で、その点も

の影響で、一昨年から様々な学会において中止

含めて考えていく必要があるのではないかと

や規模縮小などの様々な制限がかかる中、出来

思っています。

るだけ人と人との接触を避けるという観点か

最後になりましたが、今回は主催者側の判断

ら、発表もパワーポイントに音声入力したデー

で優秀賞などの表彰は行わないこととなりまし

タを流すという方法が多く取り入れられるよう

た。時間と労力を使って発表していただいた先

になりました。そこで、本研修会においても、

生方には本当に申し訳ありませんが、何卒ご理

発表方法の一つの試みとして音声入力パワーポ

解いただきたいと思います。
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次
10 : 00〜10 : 10

開会挨拶

第

大分県薬剤師会 会長

安東

哲也

大分県病院薬剤師会 会長

菅田 哲治

会員発表
10 : 10〜12 : 30
Ａグループ
Ａ-１

座長

脇田

佳幸

IrAEの出現状況と対策について
○山田 剛
大分県立病院薬剤部

Ａ-２

リネゾリド投与後の低Na血症発現症例と非発現症例の比較検討
○羽田野 励次、原田 紗希、菅田 哲治
西田病院薬剤部

Ａ-３

発熱性好中球減少症がテイコプラニンの薬物動態に与える影響
○近藤 望、田中 遼大、龍田 涼佑、伊東 弘樹
大分大学医学部附属病院薬剤部

Ａ-４

UHPLC - MS / MSを用いたベネトクラクス定量法の確立
○波多野 由理、白岩 健、田中 遼大、龍田 涼佑、伊東

弘樹

大分大学医学部附属病院薬剤部

Ａ-５

CYP3A阻害剤併用が造血幹細胞移植患者のタクロリムス血中濃度に与える影響の評価
○市川 裕一朗、白岩 健、田中 遼大、龍田 涼佑、伊東 弘樹
大分大学医学部附属病院薬剤部

Ｂグループ
Ｂ-１

座長

松本

当院におけるバンコマイシン投与時間と採血時間の精度についての検討
○瀬口 りか、遠山 泰崇、井上 真
大分岡病院薬剤部

Ｂ-２

地域連携の効率化を目指した「院外処方せんにおける疑義照会プロトコール」の
運用状況について
○矢野 可南子、遠山 泰崇、井上 真
大分岡病院薬剤部

Ｂ-３

コロナ禍におけるアセトアミノフェン製剤の零売対応
○伊東 大輝
伊東薬局日ノ出町店
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康弘

Ｂ-４

保険薬局との連携強化を目的とした薬剤管理サマリーの活用
○高橋 奈々、木原 真子、田中 大二郎、梶原 洋文、山田

雅也

大分三愛メディカルセンター薬剤部

Ｂ-５

スニチニブ服用中の患者に対し、薬学的介入で有害事象の悪化を防止し、治療継続
に寄与できた一例
○髙橋 翔太、本庄 弘史、藤井 征良、海部 みちよ、小嶋 祐一郎、脇田 佳幸
一般社団法人 佐伯市薬剤師会 佐伯調剤薬局

Ｃグループ
Ｃ-１

座長

１）薬剤部、２）総合診療科

シクロスポリンの血中濃度安定化に難渋した自己免疫性溶血性貧血と赤芽球癆、
骨髄異形成症候群を併発した一症例
○財津 佑衣１）、藤野 優１）、佐藤 史織１）、吉田 匡貴２）、原尻 学志１）
大分市医師会立アルメイダ病院

Ｃ-３

１）薬剤部、２）血液内科

居宅管理指導中に認知機能低下に気づきフォローした１症例
○安部 憲廣１）、下川 要二２）
１）東中の島調剤薬局、２）（株）下川薬局

Ｃ-４

汎発性皮膚搔痒症を発症した患者に対する薬剤師の取り組み
○下川 滉介、下川 要二
（株）下川薬局

Ｃ-５

しもかわ調剤薬局

動画を利用したお薬手帳サポートシールの開発
○松本 康弘１）、松本 ゆかり２）
１）ワタナベ薬局上宮永店、２）臼杵薬局豊田町店

12 : 30

裕輔

ポリファーマシー対策チーム介入による薬剤調整後に高血糖の改善をみとめた一症例
○山田 茉梨乃１）、稲垣 芙美佳１）、平賀 愛実１）、菅田 佳子１）、佐藤 史織１）、
末宗 基良２）、鴛海 太郎２）、石井 稔浩２）、高倉 健２）、原尻 学志１）
大分市医師会立アルメイダ病院

Ｃ-２

朝倉

閉

会
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スポーツファーマシスト
おれんじ薬局

松尾

成真

（大分市薬剤師会）

公認スポーツファーマシストは、最新のアン

る成績は失効になり、制裁措置が課されます。

チ・ドーピング規則に関する知識を有する薬剤

本事例においては、アンチ・ドーピング規則違

師です。薬剤師の資格を有し、（公財）日本ア

反が発生した競技大会が今大会ではないことや

ンチ・ドーピング機構が定める所定の課程（ア

競技者が要保護者であったことなどの理由によ

ンチ・ドーピングに関する内容）終了後に認定

りスポーツ仲裁裁判所（CAS）の判断で今大

されます。

会への出場は認められました。しかし、このよ

公認スポーツファーマシストの主な活動内容

うなことがあると他のアスリートはどう感じる

としては、国民体育大会に向けての都道府県選

でしょうか。アスリートはメダルを獲得する為

手団への情報提供・啓発活動や学校教育の現場

に人生をかけて競技を行っており、表彰台で表

におけるアンチ・ドーピング情報を介した医薬

彰されることによってこれまでの努力が報われ

品の使用に関する情報提供・啓発活動などです。

ると思います。そのような人生最高の瞬間を味

大分県薬剤師会においては平成19年７月より

わえないというのは、アスリートにとって残念

アンチ・ドーピングホットラインを開設して県

なことでしかないと感じます。

内外より質問を受け付けて回答をしたり、国民

アスリートが、自身の最大限のパフォーマン

体育大会に向けての大分県選手団への情報提

スを競技会で発揮することで様々な人の心を動

供・啓発活動などを行っています。

かし感動を与えます。ドーピングがなくなるこ

今年は北京2022オリンピック冬季大会が行

とで純粋に感動でき、スポーツの素晴らしさを

われました。残念ながらフィギュアスケートで

感じることができると思います。様々なスポー

のドーピング疑惑が騒がれました。通常、ドー

ツの価値を守る為、ドーピング撲滅に向けてク

ピング検査で陽性反応を示した場合、アンチ・

リーンで公正なスポーツを守るためのアンチ・

ドーピング規則違反が発生した競技大会におけ

ドーピング活動をこれからも行っていきます。
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第２回アンチ・ドーピング研修会報告
学校保健・体育委員会 副委員長

松尾

成真

日時：令和４年１月25日（火） 19：30〜21：00
会場：大分県薬剤師会館 3F 研修センター
演題：「アンチ・ドーピングに関する基礎知識、2022年禁止表の変更点」
講師：大分県薬剤師会 学校保健・体育委員会 松尾成真 先生
参加人数：６名出席 （Web参加 36名）
2022年は禁止表国際基準の変更がありました
ので、
2022年禁止表国際基準の変更点を中心に、
基礎知識も含めた講演会を実施致しました。
2022年 禁 止 表 国 際 基 準 の 主 な 変 更 点 は、
S3.ベータ２作用薬の例外とS9.糖質コルチコイ
ドです。
S3.ベータ２作用薬の例外では、吸入サルブ
タモールの１日あたりの時間間隔の投与量は、
いかなる用量から開始しても「12時間で800
µgを超えない」から「８時間で600μg
μgを超え
ない」ことに変更になりました。１日の総投与
量は24時間で最大1,600μg
μgのままで変更はあ
りません。また、2021年12月１日付通知にお
いて、
『S3.ベータ２作用薬』の吸入使用として

ネブライザー（噴霧器）を使用する場合は、尿
中閾値を超える可能性があるためTUEが必要と
通知がありましたので注意が必要です。
S9.糖質コルチコイドでは、糖質コルチコイ
ドの注射使用、経口使用［口腔粘膜（口腔内
（頬）、歯肉内、舌下等）を含む］、経直腸使用
はすべて禁止されます。競技会（時）の糖質コ
ルチコイドについては、すべての注射経路が禁
止されます。また、糖質コルチコイドの経口投
与には、口腔粘膜、口腔内（頬）、歯肉内及び
舌下経路も含まれます。しかし、歯根管内での
利用を禁止するものではありません。
アンチ・ドーピング活動にご興味のある方は
大分県薬剤師会までお問い合わせ下さい。

【講演】大分県薬剤師会 学校保健・体育委員会 松尾成真 先生
「ドーピング防止に関する基礎知識」等の演題でご講演頂きました。
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Ｏ・Ｐ・Ａ 薬 局 だよ り

O・P・A薬局なう
大分県薬剤師会の会員の皆様、また関係機関の皆様には大変お世話になっております。感染拡大の
為、新型コロナウイルスの感染防止対策、調剤業務等にお疲れのことと拝察いたします。
今回はO・P・A薬局の『ウイルス抗原定性検査について事業の趣旨、流れ等』について紹介いたし
ます。

大分県検査無料化事業
「新型コロナウイルス感染症への日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げることを
目的に、健康上の理由によりワクチン接種が受けられない者や感染が拡大傾向にある場合に、感染に
不安を感じる無症状者に対して検査を無料で受けられる環境を整備するため、当該検査を実施する事
業者を募集し、必要となる経費を補助する。」を受け、応募について薬剤師、スタッフで話し合いを
重ね参加を決めました。
実施については、来局患者と職員の感染防止対策の為「O・P・A薬局における新型コロナウイルス
大分県検査無料化事業実施に関する業務手順書」を作成した。

事業の概要
（１）ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業
（令和４年３月31日まで）
（２）感染拡大傾向時の一般検査事業
（知事が必要と認める期間）

検査の流れ
（１）検査の受付

検査用具一式

・電話予約をお願いする
・検査受検を希望する無症状者から申込書の提出
・検査受検者は身分証明書を提示
（２）検査の実施
・抗原定性検査

検体（鼻腔ぬぐい液に限る）を本人が採取する際に立会い、検査を実施し、検査結果を読み取る
（３）検査結果の通知
・実施事業者が検査結果通知書を作成し受検者に発行する
・有効期限

抗原定性検査…検体採取日から＋１日

（４）備考
・検査はドライブスルー方式とする
・受付時間

平日15時〜17時

＊大分県検査無料化事業詳細については
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大分県薬剤師会ホームページに掲載されています。
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Ｏ・Ｐ・Ａ 薬 局 だよ り

薬局駐車場内に新設した雨天用カーポートにおいて
ドライブスルー方式で抗原検査を行っている。
（須藤薬剤師）
＊検査所要時間（約30分）
申込書記入・身分の確認・無症状の確認・手技の説
明・結果判定（15分）
・結果通知書作成を行います。

申込書・抗原検査結果通知書

一般公開版
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