
『支部リスクマネジャー』について リスクマネジメント委員会　委員長　荒井　俊明

神奈川県薬剤師会では全支部に1名、リスクマ
ネジャーを設置しております。会員の皆様は、ご
自分の支部のリスクマネジャーがどなたかご存知
でしょうか？

平成14年、医薬分業の著しい進展に伴い、神
奈川県内で相次いで調剤事故が発生する中で、各
支部における調剤事故防止対策を強化するため支
部リスクマネジャーは誕生いたしました。

リスクマネジャーの業務は、インシデントレ
ポート収集、偽造処方せん・多重受診などの情報
収集・伝達、県下統一調剤事故防止研修会の開催
など多岐にわたります。しかし、なんといっても

一番頼りになるのは、「調剤ミスをしてしまった。
どうしよう！」という時に、支部の中で相談に
乗ってくれる存在だということです。リスクマネ
ジャーがすべてを解決できるわけではありません
が、まず、話を聞いてもらうこと、解決の方向性
を一緒に考えてもらえることでかなりの不安が解
消されるのではないでしょうか。

調剤事故はいつ起こるかわかりません。各薬局
で安全管理対策をしていただくのは当然ですが、

「いざ」という時のために、この機会に是非ご自
身の支部リスクマネジャーを確認してみてくださ
い。

支部 氏名 勤務先名 〒 所在地 電話番号 FAX
鶴　見 木村　真人 田辺薬局 230-0012 横浜市鶴見区下末吉1-24-15 045-582-3693 045-582-0671
神奈川 野村　清司 アルファー薬局 221-0802 横浜市神奈川区六角橋5-7-18 045-488-3466 045-488-3477

西 鈴木　康久 ベル薬局 220-0061 横浜市西区久保町12-2 045-241-4943 045-241-4943
中 金　　泰烈 長者町薬局 231-0033 横浜市中区長者町1-3-7 045-251-7117 045-251-7125
南 真弓　　純 ㈲まゆみ薬局 232-0016 横浜市南区宮元町2-36 045-716-2088 045-716-2088

港　南 奈良　　健 ㈲サン薬局港南台店 234-0054 横浜市港南区港南台5-6-37 045-831-2005 045-831-2005
保土ヶ谷 大村　　卓 ㈲大村薬局 240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町1-6-18 045-331-3433 045-331-3433

旭 河村　直己 市沢薬局 241-0014 横浜市旭区市沢町586-52 045-352-6120 045-352-6122
磯　子 渡辺　順子 わたなべ薬局 235-0033 横浜市磯子区杉田1-17-1 045-771-7777 045-775-1485
金　沢 川上　　学 ㈲ゆたか薬局金沢文庫店 236-0021 横浜市金沢区泥亀1-18-14 045-784-7677 045-788-1008
港　北 相沢　　淳 日吉堂薬局 223-0062 横浜市港北区日吉本町1-20-13 045-561-2066 045-561-2066
都　筑 渡辺　美穂 二子薬局都筑店 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央19-5 045-949-6593 045-942-7597

緑 小生川勝也 いこい薬局 226-0003 横浜市緑区鴨居4-2-31　鴨居駅前ビル1階 045-932-6591 045-934-1888
青　葉 小菅　　弘 あざみ野調剤薬局 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-13-6 045-901-7215 045-904-4705
戸　塚 加藤　秀子 カトウ薬局 244-0002 横浜市戸塚区矢部町291 045-871-5585 045-871-5585

栄 下川　直美 さくら薬局本郷台店 247-0005 横浜市栄区桂町279-11　クラフト㈱ 045-891-1671 045-890-1230
泉 髙橋　良輔 サツキ薬局泉店 245-0016 横浜市泉区和泉町4266-32 045-800-3240 045-800-3239

瀬　谷 糸井三映子 ㈲さつき台薬局 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷1-2-14 045-303-4666 045-303-4666
川　崎 渡部　幸子 川崎薬局 210-0833 川崎市川崎区桜本2-1-3 044-287-9098 044-287-4170

幸 森井　広樹 セントラル調剤薬局 212-0022 川崎市幸区神明町2-73 044-511-1155 044-556-3388
中　原 澄川　庸二 ㈲田尻薬局 211-0014 川崎市中原区田尻町43 044-511-5887 044-511-5887
高　津 林　　成昭 あおぞら薬局 213-0026 川崎市高津区久末1893 044-741-2041 044-741-2043
宮　前 大西　秀輝 レガロ薬局 216-0015 川崎市宮前区菅生5‐5‐4 044-976-3142 044-976-3094
多　摩 大口　　顕 太陽薬局 214-0035 川崎市多摩区長沢2-14-9 044-979-1271 044-979-1272
麻　生 中村　正樹 ワカバ薬局 215-0012 川崎市麻生区東百合丘2-31-8 044-953-7846 044-953-7846
横須賀 鈴木　康生 スズキ薬局 238-0045 横須賀市東逸見町2-2 046-822-0508 046-826-0028
平　塚 中田　盾子 薬局よこうち 254-0002 平塚市横内2730-3 0463-55-9080 0463-55-9082
鎌　倉 金林　　茂 あおば薬局 248-0005 鎌倉市雪ノ下3-1-32 0467-23-5494 0467-23-5494
藤　沢 青木　敏朗 湘南台薬局 252-0804 藤沢市湘南台2-4-6　NOWAビルⅡ1F 0466-44-2939 0466-44-5120
小田原 荒井　俊明 芙蓉薬局 256-0815 小田原市小八幡3-9-32 0465-48-3800 0465-49-3476
茅ヶ崎 寺田　　洋 ㈱寺田薬局 253-0044 茅ケ崎市新栄町2-25 0467-82-2220 0467-82-2840
逗　葉 中村長三郎 葉山ひかり薬局一号店 240-0111 三浦郡葉山町一色1736-2 046-877-1251 046-877-1252
相模原 新田　淳史 薬師いろは堂薬局 252-0303 相模原市南区相模大野3-8-1　相模原ステーションスクエアA館7階 042-767-1338 042-767-1337
三　浦 津野　康弘 ㈱シフトみさき薬局 238-0222 三浦市岬陽町3-23 046-880-1310 046-880-1314
秦　野 森　　雅哉 259-1331 秦野市堀西932-4 0463-87-9875 0463-87-9875
伊勢原 堀口　雅巳 望星薬局 259-1132 伊勢原市桜台2-1-28 0463-91-4193 0463-91-8966
厚　木 井上　哲男 ㈲中町調剤薬局 243-0018 厚木市中町2-13-14　サンシャインビル101 046-223-2212 046-223-2212
海老名 岡西　敬一 すずね調剤薬局 243-0411 海老名市大谷4348-1 046-234-1023 046-234-1023

大和綾瀬 久保田哲子 大和桜ケ丘薬局 242-0024 大和市福田1-10-1 046-269-9622 046-269-9499
座　間 荻野　浩一 タツミ薬局 252-0001 座間市相模が丘2-40-3 046-266-2210 046-266-2210

全国で初めての取り組み
神奈川県薬剤師会では、昨年度全国でも初めて

の試みである「在宅認定薬剤師制度」を設立致し
ました。

この目的は「本当の意味で在宅医療に加われる
スキルを持った薬剤師」を養成する事であります。

また、このスキルを持った「在宅認定薬剤師」
のリストを医師会、歯科医師会、訪問看護協会、
介護支援専門員協会、あるいは地域の包括支援セ
ンターを初めとする介護保険関連事業所へ頒布す
ることで、他業種の方々から在宅医療への参画
が可能な薬剤師を容易に判別できるようになりま
す。

認定を受けた薬剤師に依頼が来る
すなわち、この認定を受けた薬剤師が勤務する

薬局には、今まで以上に居宅療養管理指導の依頼
が来ることになるわけであります。

我々保険薬局の殆どは「介護保険みなし事業所」
でありますので、制度上は訪問指導が可能であり
ます。しかしながら、ケアマネジャーなどから依
頼を受けても「そのような症例はうちでは出来ま
せん」と言って断られているケースが散見される
という情報もあります。

このような事が頻繁に起こるようでは、他業種
の方々から「薬剤師は在宅医療に協力できない職
種なんだ」という印象を持たれてしまいます。

そこで神奈川県薬剤師会介護保険委員会では、
確実にスキルを身につけた薬剤師を養成し、その
存在を広く周知する事で、薬剤師の存在価値を上
げようと考えたわけであります。

地域保健医療へのチャンス
介護保険委員会では毎年「健康介護まちかど相

談薬局研修会」を開催してきました。
昨年度は「初級編」「上級編」「麻薬講習会」を

開催し、そのすべてを修了した会員の先生方には
「在宅認定薬剤師バッジ」の申請案内を致しまし
た。現在50名が認定バッジを貸与されています。

本年度も同様に三回の研修会を開催しています
ので、在宅認定薬剤師リストはさらに充実してく
るものと期待しています。

在宅医療への参画は、薬剤師が地域保健医療へ
貢献できる大きなチャンスだと思います。

まだ在宅医療へ本格的に参画していない先生方
の中で、今後積極的に在宅医療へ加わる事を考え
ていましたら、是非ご参加頂きたいと思います。

またすでに在宅医療を行っている先生方にも、
是非認定を受けて頂き、在宅認定薬剤師リストの
有用性を向上させて頂きたいと願っております。

在宅医療を行う街の薬局が、地域住民の生活の
質の向上に寄与する牽引者となる事が神奈川県薬
剤師会介護保険委員会の夢なのであります。

ご要望やお問い合わせは、神奈川県薬剤師会事
務局まで

推薦図書　居宅療養管理指導マニュアル
神奈川県薬剤師会介護保険委員会著　じほう

2009年12月刊行　2,520円
［内容］ ●介護保険における居宅療養管理指導
について、患者や患者家族、他職種へのアプ
ローチ方法を解説した手引き書！
薬剤師業務の流れを、居宅訪問時の前準備、
訪問時、訪問後介護給付費管理業務に分け、
症例に沿って学べる実践書。記録簿、薬学的
管理指導計画書、居宅療養管理指導報告書な
どは記入例や記載方法も掲載したほか、薬局
内掲示、運営規定などの文例・様式、麻薬管理、
褥瘡の知識なども掲載しています。居宅療養
管理指導の理解と実践にお役立てください。

胸に輝く在宅認定薬剤師バッジ
神奈川県薬剤師会介護保険委員会　委員長　長津　雅則

薬壺　2010年9・10月
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