
薬科機器通信「やげん」

2/1（土）〜2（日）
第35回 日本病院薬剤師会近畿学術大会 付設薬科機器展示会
3/28（金）〜30（日）  
日本薬学会第134年会 併催展示会

【国内】
▶桐山微量用昇華装置
▶簡易スピルキット
▶抗がん剤分解・清拭除去用「ケモスリーオゾン水」
▶個装箱のデザインを一新
▶電子天秤一体型監査システム
▶マーカー投薬瓶
▶小型サイズMS検出器
▶アロエ成分コーティンググローブ

【海外】
▶新型電動連続分注器
▶大容量サンプルの移動を最適化するピペットチップ
▶バイオプロセス分析機器
▶軽量血清ピペットエイド
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ムラサキバレンギク（学名：Echinacea purpurea）のイメージ
北米原産の多年草。北アメリカの先住民が万能薬草として使用し
ていたことから、「インディアンのハーブ」とも呼ばれる。免疫力を
高めたり、殺菌効果があるとされている。

新年明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、新年を迎え、新たな希望に満ち

あふれておられることと存じます。
　平素は、何かと当協会の事業にご協力いただき、厚く御礼
を申し上げます。どうか本年も相変わりませず、ご支援とご
協力をいただきます様にお願い申し上げます。
　昨年、日本薬科機器協会は創立50周年を迎え、「50年の歩
み」と題した記念誌を刊行いたしました。50年の歴史を振り
返り、先人の越えてきたご苦労を思いながら、「薬学関係の
機器開発を産学協同で進め、薬学分野に貢献する」という、
設立当初の趣旨をこれからも忘れずに進んで参る所存です。
　さて、当協会の主な事業であります展示会は、2月1・2日
の両日、国立京都国際会館で開催される「第35回日本病院
薬剤師会近畿学術大会」から、3月28日～30日、熊本市総合
体育館での｢日本薬学会第134年会｣、8月30・31日、大宮ソニッ
クシティ｢日本病院薬剤師会関東ブロック第44回学術大会｣、
9月27・28日、名古屋国際会議場「第24回日本医療薬学会年
会」、10月12・13日、山形市民会館「第47回日本薬剤師会学
術大会」、11月8・9日、広島国際会議場「第53回中国四国支
部学術大会」、11月9日、静岡県立大学「東海ブロック合同
学術大会2014」、11月23・24日、長崎ブリックホール「第76
回九州山口薬学大会」など、8件の展示会の開催を予定して
おります。すでに募集を開始した展示会もございますが、そ
の他の展示会につきましても、詳細が決まり次第、随時ご案
内させていただきます。
　3月の日本薬学会第134年会は、本号2頁にご寄稿いただ

いている、熊本大学の大塚先生を組織委員長として準備が
進められており、当協会でも、大塚先生との打合せを重ねて
展示会開催の準備をしております。今年の年会では、「先端
機器と産官学連携」と題したワークショップ及び「高速液体ク
ロマトグラフ、その他の分析技術など」をテーマとした新技
術・新製品セミナーの開催を予定しております。ワークショッ
プ及びセミナーは、組織委員会の特色が出るような、あるい
は学会参加者が興味をお持ちになるようなテーマを、組織
委員会の先生方よりご提案を受け、協会で開催しているも
のです。また、9月に開催される日本医療薬学会年会でも、
ワークショップ、セミナーを企画しており、こちらも組織委員
長をお務めになる三重大学病院の奥田先生と相談して準備
を進めております。
　協会といたしましては、時代に沿った「参加型の展示会」
を推進するため、ワークショップ、セミナーの開催、使用中の
機器への要望・改善のご提案をお受けする「ひら芽きポット」 
の設置などを行なって参りました。今後も先生方のご意見
を参考にしながら、企画を進めていきたいと考えております。
　例年ご好評をいただいている研修会を、今年も2月4日と
6日に東京と大阪の2ヶ所で開催いたします。詳細について
は本号13頁をご覧ください。大勢の方々のご参加をお待ち
しております。
　大変、厳しい環境下ではありますが、会員の皆様方におか
れましては、良い年であります様に祈念申し上げ、新年のご
挨拶とさせていただきます。
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－日本薬学会第134年会 併催展示会によせて－

薬を創り、薬を育み、命を衛る 
日本薬学会第134年会　組織委員長

大塚　雅巳

はじめに
　日本薬学会第134年会は、2014年3月27日（木）から30日（日）までの4日間、熊本市で開催されます。

本年会は「薬を創り、薬を育み、命を衛る」をテーマに掲げております。 平成18年に導入された6年

制薬学教育が一巡した今、薬を通して命をまもるため、創薬と育薬、基礎薬学と臨床薬学のバランス

よい発展が望まれています。 さまざまな領域で薬学に携わる者が集い、分野の垣根を越えて薬学の

将来をともに考え議論したいと思います。 本年会が会員相互の努力と協力により、創薬から育薬に

わたる最前線研究の情報発信を通じて薬学の発展に寄与することを切に願っております。

　熊本で年会が開催されるのは、昭和56年の101年会以来、33年ぶりのことです。 緑豊かな熊本は

森の都と呼ばれています。 また水資源に恵まれた水の都とも呼ばれています。 九州新幹線も開通

し便利になった熊本でぜひお会いしましょう。

　

日本薬学会第134年会の概要
　日本薬学会第134年会は、①熊本大学黒髪キャンパス南地区・北地区（黒髪エリア）、②水前寺公園

に近い熊本市総合体育館・青年会館（水前寺エリア）、③熊本城に近い水道町のホテル日航熊本・くま

もと県民交流館パレア・鶴屋ホール（水道町エリア）の3つのエリアで開催されます。 これらのエリ

アは少し離れているので、移動に時間をとられて聴きたいプログラムが聴けなかった、などというこ

とがないように、各地区の間を結ぶ巡回バスをしっかり運行し、参加の皆様がスムーズにエリア間の

移動ができるようにと考えております。

　第134年会でも例年通り、代議員総会、授賞式、会頭講演、特別講演、受賞講演、シンポジウム（一般、

大学院生、スポンサード）、一般学術発表（口頭発表、ポスター）、ランチョンセミナー、市民公開講座、

そして機器展示を計画しております。 代議員総会、授賞式、会頭講演、特別講演、受賞講演は水道町

エリアで行います。 海外の第一線研究者を特別講演者として招聘するのに加え、ドイツ薬学会との

交流も計画しているところです。 一般学術発表の口頭発表は約1,000題を予定し、熊本大学黒髪キャ

ンパスの北地区（全学教育棟、法学部、文学部）、南地区（工学部）の教室を用いて行いますが、混雑しな

いように、なるべく収容人員の多い教室を用います。 約3,000題を予定しているポスター発表と機

器展示は水前寺エリアの総合体育館で行います。 毎年好企画が多く人気の高いシンポジウムとラン

チョンセミナーは黒髪エリア、水道町エリア、水前寺エリア（青年会館）の全てで開催する計画です。
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シンポジウムは理事会企画シンポジウム、組織委員会企画シンポジウム、製薬協シンポジウム、一般

シンポジウムなど40件程度を予定しています。

　また、市民を対象とした市民講演会は、熊本大学発生医学研究所の粂昭苑先生にES細胞、iPS細胞

にまつわる再生医療のお話と、熊本大学薬学部附属薬用資源エコフロンティアセンターの矢原正治

先生に身近な薬用植物、漢方薬のお話をしていただく予定です。2つの異なる分野の最先端の演題

を組み合わせたことで、多くの一般の皆様が興味を引かれ、また楽しんでいただけるのではないかと

思います。

　熊本市中心部に位置する熊本大学は、四季折々の変化に富む緑豊かなキャンパスです。開催時期の

3月下旬頃は桜が満開になりますので、学会の空き時間には熊本城、水前寺公園の桜を楽しんでいた

だけるものと思います。

薬科機器展示会とその会場
　薬科機器展示会は、広い熊本市総合体育館を使用しますので、十分なスペースを使っていただける

かと思います。展示会場は、薬科機器の展示、新薬等の展示、書籍の展示・販売、文献情報検索システム

の展示、新技術・新製品のセミナーなどを予定しています。 同じ体育館で3,000題のポスター展示を

行い、体育館に隣接した青年会館ではシンポジウムとランチョンセミナーを行うことにしておりま

すので、多くの皆様が機器展示会場を訪れるものと思います。 多くの研究者の皆様に展示会場で機器

の現物に触れ、新刊書籍、文献情報の最新情報を収集していただきたいと思います。

むすびに
　日本薬学会の年会は、創薬から育薬まで、基礎研究から臨床現場まで、さまざまな分野で薬学に携

わる人々が一堂に会し、情報を発信・収集したり交流したりする場となっています。 最新の研究成

果の講演を聴いて、どのような装置を使えばこんな素晴らしいデータがとれるのだろうか、と思う聴

衆も少なくありません。 その答えが機器展示にあります。 機器展示ブースの皆様におかれまして

は、年会のどの部会でどのような演題があるかリサーチしていただき、「わが社の機器は、あなたの研

究のここに活用できます」ということを存分にアピールしていただければと思います。

　最先端を切り開くすぐれた研究は、最新の機器をうまく活用して可能となります。 薬学会年会が、

年会参加者の皆様、機器展示にご協力いただきました業者の皆様にとりまして、極めて有意義な場に

なることを願っております。

　本展示会の開催・運営にご尽力いただきました日本薬科機器協会の皆様に心から感謝申し上げます。
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展示会情報

▲京都・国立京都国際会館

平成26年2月1日（土）〜2日（日）

第35回 日本病院薬剤師会近畿学術大会
付設薬科機器展示会

【会　 場】京都・国立京都国際会館
【住　 所】〒606-0001京都市左京区宝ケ池

【電　 話】075-705-1234

【アクセス】JR京都駅から市営地下鉄烏丸線
国際会館駅から徒歩約5分

▲さいたま・大宮ソニックシティ

【会　 場】さいたま・大宮ソニックシティ
【住　 所】〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5

【電　 話】048-647-4111

【アクセス】JR大宮駅西口から歩行者デッキ
直結  徒歩約3分

平成26年8月30日（土）〜31日（日）

日本病院薬剤師会関東ブロック 第44回学術大会
付設薬科機器展示会

▲熊本・熊本市総合体育館

平成26年3月28日（金）〜30日（日）

日本薬学会第134年会
併催展示会

【会　 場】熊本・熊本市総合体育館 
【住　 所】〒862-0941 熊本市中央区出水2-7-1

【電　 話】096-385-1010

【アクセス】熊本市電 健軍線 
「市立体育館前」または
「商業高校前」下車 徒歩約5分

▲第34回 大津大会の様子

▲第43回 新潟大会の様子

▲第133年会（横浜） の様子
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平成26年9月27日（土）〜28日（日）
第24回 日本医療薬学会年会
併催薬科機器展示会

【会　 場】名古屋・名古屋国際会議場
【住　 所】〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1-1

【電　 話】052-683-7711

【アクセス】JR中央線・東海道線・名鉄線  金山駅で名城線（左周り）に乗換え、西高蔵駅から
徒歩約5分または、名港線に乗換え、日比野駅から徒歩約5分 ▲名古屋・名古屋国際会議場

平成26年10月12日（日）〜13日（祝）
第47回 日本薬剤師会学術大会
付設薬科機器展示会

【会　 場】山形・山形市民会館ほか
【住　 所】〒990-0039 山形県山形市香澄町2-9-45

【電　 話】023-642-3121

【アクセス】JR山形駅から徒歩約7分
山形市中心街100円循環バス「山形センタービル前」下車 ▲山形・山形市民会館

▲広島・広島国際会議場

平成26年11月8日（土）〜9日（日）
第53回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会 付設薬科機器展示会

【会　 場】広島・広島国際会議場
【住　 所】〒730-0811 広島市中区中島町1-5（平和記念公園内）

【電　 話】082-242-7777

【アクセス】JR広島駅南口から広島バス 吉島営業所行き 「平和記念公園」下車
JR広島駅から市内電車 広島港行き「袋町」下車 徒歩約10分、 あるいは西広島、
江波、宮島行き「原爆ドーム前」下車 徒歩約10分

▲静岡・静岡県立大学

平成26年11月9日（日）
日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部
合同学術大会2014 付設薬科機器展示会

【会　 場】静岡・静岡県立大学
【住　 所】〒422-8526 静岡市駿河区谷田52-1

【電　 話】054-264-5102

【アクセス】JR草薙駅から徒歩約15分
静岡鉄道 県立美術館前駅、草薙駅から徒歩約15分

▲長崎・長崎ブリックホール

【会　 場】長崎・長崎ブリックホール
【住　 所】〒852-8104 長崎県長崎市茂里町2-38

【電　 話】095-842-2002

【アクセス】JR長崎本線 浦上駅から徒歩約5分
路面電車・バス「茂里町」停留所下車 徒歩約3分

平成26年11月23日（日）〜24日（祝）
第76回 九州山口薬学大会
付設薬科機器展示会
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新製品情報  【国内】 このページに掲載ご希望の方は、日本薬科機器協会  ☎03-3407-8831
までお問い合わせください。会員の掲載は無料です。

NEW

桐山微量用昇華装置
従来のミル氏昇華管をベースに、少量の試料専用に小
型化した微量昇華精製専用の装置で、極微量の試料の
ために形状を最適化しました。ジョイント部分と中
心管を一体化したことにより、本体のデットスペース
をなくしました。小型化に伴う接合部の耐久性も向上
し、扱い易く洗浄も容易な形状です。ラインナップは、極
少量用の「W77A-3-1 （Joint Size 19/38）」 （￥19,000）
と試料の結晶の成長の長さに
合わせてジョイントを大きくした

「W77A-3-2 （Joint Size 24/40）」 
（￥22,000）の2タイプをご用意し
ています。グラム、キロ単位の中
型、大型昇華装置、および特注装
置製作も行いますのでご相談く
ださい。

有限会社桐山製作所
TEL ： 03-3802-0005  FAX ： 03-3801-1170　
URL ： http//www.kiriyama.co.jp
e-mail ： info@kiriyama.co.jp

NEW

薬剤のこぼれやアンプル・バイアルなどの
破損時に最適な「簡易スピルキット」

「簡易スピルキット」は、薬剤のこぼれやアンプル・バイ
アルなどの破損時に薬液、ガラス片を安全に除去、廃
棄するためのキットです。抗悪性腫瘍薬のこぼれが発
生した場合に薬剤の汚染拡大を防止し、処理調製者の
曝露を抑えるための処理用具をまとめた低価格なフ
ルキットです。調製
室に配置すること
で、万一の際に即
時対応できます。

株式会社日本医化器械製作所
TEL ： 06-6443-0712  FAX ： 06-6445-7641
URL ： http://www.nihonika.co.jp
e-mail ： info@nihonika.co.jp

NEW

使いやすさを求めて個装箱のデザインを一新
2013年12月収載日に、個装箱に新デザインを採用し
た製品を発売しました。6つの特長は下記の通りです。

①ミシン目付きのタグを切り取ることが出来るため、在庫
管理などに活用できる。また、二重構造により切り取り
後も個装箱として使用可能（PTP包装のみ）。

②オリジナル含量マークを立体化することでわかりやす
く表示。

③開封口の「あけくち」を目立つように記載（再封可能）。
④廃棄口を「ハイキくち」と記載し、開封口と同じ面にするこ

とで解体しやすくなった。
⑤開封済がわかるように改ざん防止機能を付加。
⑥ロゴマークを全面に印刷し、規格によって色を変えることで

識別性を高めた。

今後も医療関係者や患者
さまの声に応えられるジェネ
リック医薬品をお届けします。

日本ジェネリック株式会社
TEL ： 03-6810-0500  FAX ： 03-3214-2171
URL ： http://www.nihon-generic.co.jp
Contact ： https://www.nihon-generic.co.jp/contact/

NEW

抗がん剤分解・清拭除去用
「ケモスリーオゾン水」
日科ミクロンは「化学療法汚染エリアに新たな清浄化法
を」をテーマに、全国の医療機関向けにケモスリーオゾ
ン水生成装置の販売を開始しました。ケモスリーは精
製水から4ppm以上のオゾン水を生成します。
各種抗がん剤の分解効果試験済。

＜特長＞
・ 精製水からオゾン水を生成
・ 水拭き感覚で使用可能
・ 小型軽量（10kg）で設置場所を選ばない
・ ボトル給水により配管不要

詳しくは製品紹介ホームページをどうぞ
http://www.nikkamicron-mukin.com/

日科ミクロン株式会社
TEL ： 048-950-2371  FAX ： 048-950-2370
URL ： http://www.nikkamicron.co.jp
e-mail ： front@nikkamicron.co.jp

＜キット内容＞
・ガウン ・バイオハザード袋・大
・活性炭マスク ・ピンセット
・ゴーグル ・吸水シート
・キャップ ・吸水紙
・グローブ ・ミニちりとり &ほうき
・シューズカバー ・バイオハザード袋（チャック付き）
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NEW

新製品情報  【国内】 このページに掲載ご希望の方は、日本薬科機器協会  ☎03-3407-8831
までお問い合わせください。会員の掲載は無料です。

電子天秤一体型監査システム
「onedy EX2」
電子天秤＋監査システムという新しい発想で省スペー
ス化を実現した「onedy」が、ボディサイズはそのままに、
７インチワイド大型ディスプレイで、多くの新機構と充
実の連動機能を搭載した「onedy EX2（ワンディ EX2）」
として一新しました。扱いもタッチパネルディスプレイ
となっており、フリック操作での画面スライド/スクロー
ル、ピンチイン/アウトによる拡大/縮小など、より直感
的に操作できます。単体での使用はもちろん、上位シス
テムとのシステム連動、ユヤマ製散薬分包機との連動、処
方箋に印字されたQRコー
ドから処方自動読込連動
など、あらゆるシチュエー
ションでご利用ください。

株式会社ユヤマ
株式会社湯山製作所
TEL ： 06-6332-2580  FAX ： 06-6333-2135　
URL ： http://www.yuyama.co.jp
e-mail ： info@yuyama.co.jp

NEW

手にやさしい
「アロエ成分コーティンググローブ」
ラボ用グローブを装着して長時間作業した際に、手
荒れでお悩みになったことはありませんか？ High Five 
Products社のアロエグローブは、植物抽出素材の
100％アロエベラ・ゲルをグローブ内側にコーティン
グした手にやさしい製品です。アロエグローブは3種
類の材質（ビニル、ラテックス、ニトリル）があります。ニ
トリル製グローブは、厚さが極薄タイプと通常タイプ
をご用意しています。また、サイズも豊富で、XSサイ
ズ（ラテックス製
と極薄ニトリル
製のみ）からXLサ 
イズまで、幅広い
ラインナップがあ
ります。

フナコシ株式会社
TEL ： 03-5684-1619  FAX ： 03-5684-5643
URL ： http://www.funakoshi.co.jp
e-mail ： kiki@funakoshi.co.jp

NEW

マーカー投薬瓶
実際のところ、服薬の管理は患者さんに委ねられます。
調剤現場では、患者さんが投薬瓶の目盛を間違わない
ようにマーキングしてお渡しすることがありますが、 
細いラインの上をなぞるのは簡単な作業ではありま 
せん。そこで、患者さんが目盛を読み違わないよう該
当目盛だけにマーキングしやすい投薬瓶「マーカー瓶」を新 
発売しました。患者さんが必要な目盛にだけ色を付ける
ことで、より服薬指導がし
やすくなります。価格も従
来品より安価にご提供で
きるように設定しています。
サンプルをご用意してい
ますので、まずはお試しく
ださい。

株式会社金鵄製作所
TEL ： 0120-00-2849  FAX ： 0120-12-2849
URL ： http：//www.kinshi.co.jp
e-mail ： info@kinshi.co.jp

NEW

小型サイズで誰にでも使えるMS検出器
「ACQUITY QDa 検出器」

「ACQUITY QDa 検出器」
は、UV検出器やPDA検 
出器などの光学検出と同
じ感覚で使用できるMS
検出器です。幅35.3cm、
高さ20cmと小型サイズ
で、電源を入れて分析を
実行するだけで質量情報を取得することが可能です。
従来の質量分析計で通常必要とされるサンプル毎の
調整やユーザーによる調整が不要で、分離分析の既存
ワークフローを変更せず使用できます。また、初めて使
用する分析技術者でも特別なトレーニングや経験が不
要で、最高品質のマススペクトルデータをルーチンで継
続的に生成できます。

日本ウォーターズ株式会社
TEL ： 03-3471-7191  FAX ： 03-3471-7118
URL ： http://www.waters.com
e-mail ： jp_info@waters.com
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大容量サンプルの移動を最適化する
ピペットチップ

Beckman Coulter社は Biomekピペットチップとして、現
在、P1000スパン 8用導電性チップを提供しています
が、それに加えてBiomek NXP/FXPラボラトリーオートメー 
ションワークステーション用として、Biomek P1000 スパ
ン8用チップと、開口部が大きいP1000スパン8用広口径
ピペットチップの 2製品を新しく発売しました。すべての
ピペットチップは最高級の 100%バージンポリプロピレン

製で、管理環境下で厳密な規格
に従って製造しています。統計
的工程管理で製品のサンプリン
グを行い、サンプルの生物学的
評価試験を行っています。

NEW NEW

新製品情報  【海外】

新型電動連続分注器
Gilson社の最新型電動連続分
注器リペットマン「Repetman」は、 
操作が簡単かつ高性能な電動
連続分注器です。幅広い分野
で日常的に使用できるため、
実験室の生産性に新たな可能
性を見出します。チップのサイズを瞬時に認識するチッ
プ自動認識機能は、リペットマン独自の機能であり、測
定者の分注速度を検出して自動的に分注リズムを調節
する「学習」機能も備えています。分注量は1µℓ～50mℓ
の範囲で連続的に調節でき、8.03µℓや2.07mℓなどの
規格外の容量も選択できます。

Gilson S.A.
フランス

「BIO TECK international」より（編集部訳）

Beckman Coulter Eurocenter SA
スイス

「BIO TECK international」より（編集部訳）
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NEW

新製品情報  【海外】

バイオプロセス分析機器
生物学的治療薬は通常、
細菌または哺乳動物発現
系で製造されます。発酵
工程において生産の至適
条件を確立するには代謝
物質の定量と基質解析が重要で、これによって初めて、
接種、酸素化の改善、pH調整などが可能になります。
Cedex Bio Bioprocess AnalyzerはRoche社の実績のあ
る COBAS技術を利用した自動連続ランダムアクセス分
析機器で、水溶液の化学・生化学パラメーターの定量を
安全かつ確実に行います。コンパクトサイズのデスクトッ
プ型で、バイオプロセスにおける代謝産物スクリーニン
グや基質解析に利用できます。この機器では、グルコー
ス、乳酸、LDH、アンモニア、Na+、K+、グルタミン、
グルタミン酸塩を測定できます。代謝物質の定量では
細胞死の唯一のパラメーターであるLDHが特徴的です。
HPLC分析に匹敵する精度で測定できるパラメーター
としてIgGなどは、近日中に提供できる予定です。

Roche Diagnostics GmbH 
ドイツ

「BIO TECK international」より（編集部訳）

NEW

軽量血清ピペットエイド
ピペットボーイ・アキュ・ピペッター「PIPETBOY Acu 
Pipettor」は軽量のシングルチャンネル・ディスペンサー
で、1～100mℓのプラスチック製またはガラス製ピペッ
トで、安全、正確かつ再現性の高い充填や分注を実現し
ます。取扱いは簡単で、サムホイールダイヤルで吸入・分
注速度を連続的に調節でき、タッチセンサーボタンで、
充填・分注が片手でも正確にできます。これは特に、ラ
ミナーフローフード内で液体を取扱う時に重要になりま
す。ピペットボーイ・アキュは、専用のシリコンマウントを
用いることで、市販の血清用のガラス製またはプラス
チック製ピペットを安全かつ確実に把持できます。オー
トクレーブ可能なノーズコーンに付いている0.45µmの
疎水性フィルターで過充填や汚染を防ぎます。カラーは

6色（赤、黄、青、緑、灰、紫）
で、間違って選択したりサン
プルを相互汚染したりするリ
スクを視覚的に回避してい
ます。

Integra Biosciences AG
スイス

「BIO TECK international」より（編集部訳）

MPSSシステム操作例 外観（全排気型2人掛け） フットマウス操作例

RSSバーコード対応！
フットマウス使用で両手を開放！
注射オーダリングシステムに接続！
リスクマネジメント対策に最適！
ローテイトでも高い安全性の確保！
シリンジ計量監査ができる！

本     　  社　　〒531-0076  大阪市北区大淀中2-8-2　
　　　　　 　 　　　　　　  TEL 06-6458-0971   FAX 06-6458-2393
東京営業所　　〒113-0033  東京都文京区本郷2-17-13-102
　　　　　　　　　　　　　TEL 03-3812-5371   FAX 03-3812-5041
URL： http://www.racoon.co.jp

抗がん剤調製支援システム　MPSS型特許

安全キャビネットの外置仕様もございます。

FM87147/ ISO9001 : 2008/
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事業報告

第23回 日本医療薬学会年会 併催薬科機器展示会

▲展示会場風景

会　　場 ： 仙台・東北大学 川内北キャンパス 川内体育館
開 催 日 ： 平成25年9月21日（土）～22日（日） 
出展社数 ： 23社

機器／21社
文献情報検索システム／2社

小 間 数 : 82小間
機器／ 80小間
文献情報検索システム／ 2小間

登録者数 ： 約6,000人

出展社一覧
機器 小間数 機器 小間数

アイ･エム・アイ（株） 1 ニプロ（株） 1
インフォコム(株) 2 （株）日本医化器械製作所 2
エムアイケミカル（株） 1 パナソニックヘルスケア(株) 19

（株）京都科学 1 （株）パルメディカル 1
小西医療器（株） 2 （株）VIPグローバル 1
サカセ化学工業（株） 2 三田理化工業(株) 3
CMCCメディカル（株） 4 （株）湯山製作所 21

（株）ジェイ・シー・アイ 1 機器　合計　　21社 80小間
（株）スズケン 1
すみれ分包機（株） 1 文献情報検索システム 小間数
高園産業(株)　 3 公益財団法人 MR認定センター 1

（株）トーショー 8 （一財）日本医薬情報センター 1
（株）ナノメディカル 1 文献情報検索システム  合計　2社 2小間
日科ミクロン（株） 4

▲展示ブースの様子

▲ワークショップ会場▲賑わう展示会場

  

9月 21日 (土)
●高機能患者シミュレータを使用したアセスメント教育…………… 東北大学大学院  薬学研究科

アイ・エム・アイ（株）

9月 22日 (日)
●抗がん剤調製支援システムを活用した調製作業の実例実習………… 東北大学病院 薬剤部

三田理化工業（株）

抗がん剤調製について／その他

ワークショップ  プログラム 　　　　　　  会場：東北大学 川内北キャンパス 川内体育館（展示会場内）

テーマ

▲ワークショップ 実習の様子
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日本病院薬剤師会関東ブロック 第43回学術大会 付設薬科機器展示会

第75回 九州山口薬学大会 付設薬科機器展示会

▲活気ある展示会場

▲製品説明をする出展者

▲展示会場風景

▲展示会場風景

会　　場 ： 新潟・朱鷺メッセ
開 催 日 ： 平成25年8月31日（土）～9月1日（日）
出展社数 ： 23社

機器／15社　書籍／7社
小 間 数 : 42小間

機器／32小間　書籍／10小間
登録者数 ： 約2,200人

会　　場 ： 佐賀・佐賀県総合体育館
開 催 日 ： 平成25年9月15日（日）～16日（祝） 
出展社数 ： 14社

機器／14社
小 間 数 : 31小間

機器／31小間
登録者数 ： 約3,400人

出展社一覧
機器 小間数 機器 小間数

エムアイケミカル（株） 1 三田理化工業（株） 2
小西医療器（株） 2 （株）湯山製作所 4
サカセ化学工業（株） 1 機器　合計　　15社 32小間
CMCCメディカル（株） 2

（株）シンリョウ 1 書籍 小間数
すみれ分包機（株） 1 （株）クマノミ出版 1
高園産業(株) 3 （株）考古堂書店 3

（株）トーショー 4 （株）じほう 2
日科ミクロン（株） 3 （株）南山堂 1

（株）日本医化器械製作所 2 （株）薬事日報社 1
日本ジェネリック（株） 2 （株）ユニオンエース 1
パナソニックヘルスケア（株） 3 （株）羊土社 1

（株）VIPグローバル 1 書籍　合計　　7社 10小間

出展社一覧
機器 小間数 機器 小間数

エムアイケミカル（株） 1 （株）トーショー 4
キヤノンライフケアソリューションズ（株） 3 日科ミクロン（株） 2

（株）クカメディカル 2 日本ジェネリック（株） 1
サカセ化学工業（株） 1 パナソニックヘルスケア（株） 3

（株）シンキー 1 （株）メディング 1
（株）シンリョウ 1 （株）湯山製作所 4
大同化工（株） 1 機器　合計　　14社 31小間
高園産業(株) 6
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事業報告

第52回 日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国・四国支部学術大会 付設薬科機器展示会

▲来場者で賑わう会場

▲展示会場の様子

▲熱心に質問をする来場者

第46回 日本薬剤師会学術大会 付設薬科機器展示会

会　　場 ： 大阪・大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
開 催 日 ： 平成25年9月22日（日）～ 23日（祝） 
出展社数 ： 24社

機器／24社
小 間 数 : 28小間＋5フリースペース

機器／28小間＋5フリースペース
登録者数 ： 約15,000人

会　　場 ： 松山・松山大学 文京キャンパス
開 催 日 ： 平成25年10月26日（土）～ 27日（日） 
出展社数 ： 14社

機器／12社
医薬品／2社

小 間 数 : 19小間
機器／16小間
医薬品／3小間

登録者数 ： 約1,600人

出展社一覧
機器 小間数 機器 小間数

馬野化学容器（株） 1 （株）トーショー FS・36m2

（株）エー・アンド・デイ 1 中洲電機（株） 1
エムアイケミカル（株） 1 日科ミクロン（株） FS・35m2

キヤノンライフケアソリューションズ（株） 4 （株）日本医化器械製作所 2
（株）金鵄製作所 1 日本ジェネリック（株） 2
（株）クカメディカル FS・35m2 日立アロカメディカル（株） 2
サカセ化学工業（株） 1 （株）VIPグローバル 2

（株）ジェー・シー・アイ 1 （株）メディカルインキュベーションシステム 1
（株）シンキー 2 （株）メディナビ 1
（株）シンリョウ 1 （株）湯山製作所 FS・50m2

すみれ分包機（株） 1 リバイバルドラッグ 1
大同化工（株） 2
高園産業（株） FS・60m2 機器　合計　　24社　28小間+5フリースペース

出展社一覧
機器 小間数 機器 小間数

エムアイケミカル(株) 1 日立メディカルコンピュータ（株） 1
（株）グッドサイクルシステム 1 （株）メルシー 1
大同化工（株） 1 (株)湯山製作所 2
高園産業(株)　 1 機器　合計　　12社 16小間
(株)トーショー 3
東洋羽毛中四国販売（株） 2 医薬品 小間数
日科ミクロン(株) 1 田辺製薬販売（株） 1
(一財)日本医薬情報センター 1 日本ジェネリック製薬協会 2
日本ベクトン・ディッキンソン（株） 1 医薬品　合計　　2社 3小間

▲丁寧に説明する出展者
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日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部
合同学術大会2013 付設薬科機器展示会

▲製品を手に詳しく説明する出展者

▲展示会場の様子

会　　場 ： 鈴鹿・鈴鹿医療科学大学  白子キャンパス
開 催 日 ： 平成25年11月10日（日）
出展社数 ： 10社

機器／9社
医薬品／1社

小 間 数 : 10小間
機器／9小間
医薬品／1小間

登録者数 ： 約800人

出展社一覧
機器 小間数 機器 小間数

アボットジャパン（株） 1 日本ベクトン・ディッキンソン（株） 1
（株）S&Sエンジニアリング 1 （株）湯山製作所 1
エムアイケミカル（株） 1 機器　合計　　9社 9小間
サカセ化学工業（株） 1

（株）タカゾノ 1 医薬品 小間数
（株）トーショー 1 日医工（株） 1
日科ミクロン（株） 1 医薬品　合計　　1社 1小間

  

日本薬科機器協会主催

研修会開催
のお知らせ

「営業の果たすべき役割・目指すべき像とは」をテーマに『氣』の研究
からの視点で研修講演を開催します。

■ 日時・会場 ： 【東京地区】 平成26年2月4日（火）
 受付開始 17:30 〜　　研修会開催 18:00 〜 20:00

 医科器械会館　2Ｆセミナーホール
 （東京都文京区本郷3−39−15　　　 TEL 03-3811-6761）

【大阪地区】 平成26年2月6日（木）
 受付開始 17:30 〜　　研修会開催 18:00 〜 20:00

 薬業年金会館　401・402号室
 （大阪府大阪市中央区谷町6−5−4　　TEL 06-6768-4451）

■ 講　    師  ： 関 登　氏
セキコンサル 代表

■ 演　    題 ： 「実践に氣を活かす」

「セキコンサル」の代表である講師の関登氏は、箱根駅伝で活躍し、生命保険会社で
の営業部長、医療事務サービス関連会社の事業本部長などを歴任されました。そ
の体験と長年研鑽されてきた「氣」の研究からの視点に基づく研修、講演活動を行
なっております。今回の研修会では、「実践に氣を活かす」を演題として、受講者自
身にも参加していただく研修を予定しています。
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新製品情報掲載と広告募集について
新製品情報掲載について1

広告募集要項2

掲載料は　会員は無料、非会員は30,000円となります。　
以下のものを、データ、CD、版下などで協会までお送り下さい。
①新製品情報タイトル
②本文の原稿（250～270字にまとめWord、テキスト、原稿用紙などで）
③カラー写真（プリントまたはeps画像、jpg画像）
④問合せ先（社名、電話、FAX、URL、e-mail）
※１社の出稿は原則として1回1点としますが、スペースに空きがある場合は2点以上出稿できます。
※「新製品情報」は原則過去１年間に開発されたものをお願いします。

掲載場所 会員 非会員 サイズ
表 2 120,000円 180,000円 天地297mm×左右210mm

表 3 100,000円 150,000円 天地297mm×左右210mm

表 4 150,000円 225,000円 天地297mm×左右210mm

記事中 1P 80,000円 120,000円 天地297mm×左右210mm

記事中 1/2P 40,000円 60,000 円 天地123mm×左右182mm

カラー用版下原稿（CD）を協会
までお送り下さい。
※1社の出稿は原則として1回1点としますが、 

スペースに空きがある場合は2点以上出
稿できます。

ホームページから最新情報を入手できます !
日本薬科機器協会のサイトにアクセスすると…

TOPページ

イベントスケジュールページ

新着情報ページ

新着情報やイベントスケジュールを
いち早く入手！

各社の製品情報を見たら、
そのまま各社のホームページへ
簡単にリンクできます !

メーマガジン「薬科機器通信」の
バックナンバーの閲覧が可能！

メルマガへの投稿も
ホームページからできます！

新製品情報と広告の　次回締め切りは3月10日です。
〒 150-0002　東京都渋谷区渋谷 2-12-15 日本薬学会長井記念館 3F

電話 03-3407-8831　メール info@nyk.gr.jp
送付先及びお問い合わせは
日本薬科機器協会まで

広告掲載料
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会員会社社名変更

(株)タカゾノ
創立 50周年を契機に、平成 25年 11月 1日より、社名を変更いた
しました。

旧社名：高園産業株式会社
新社名：株式会社タカゾノ

会員会社役員人事

白井松器械（株）
下記のとおり役員の変更がありました。

代表取締役社長　　弘野　俊彦

専務取締役　　　　羽田　同徳

常務取締役　　　　山下　太郎

執行役員　　　　　橋詰　敏弥

会長　　　　　　　河崎　浩

監査役　　　　　　森田　昌宏

ホームページから最新情報を入手できます !

事務局報告

■ お知らせします

理事会
■平成25年9月度理事会

●日　時： 平成25年10月2日（水）12：00～17：00
●場　所： 八重洲倶楽部
●出席者： 園部会長、酒井副会長、加藤・矢澤・千種・湯山理事、事務局
●議　事： 1. 展示会関係

 2. 50周年記念行事について
 3. 研修会について
 4. その他

■平成25年11月度理事会
●日　時： 平成25年12月5日（木）12：00～17：00
●場　所： ステーションコンファレンス東京
●出席者： 園部会長、酒井副会長、加藤・矢澤・千種・湯山理事、事務局
●議　事： 1. 展示会関係

 2. 50周年記念行事について
 3. 平成25年度第2四半期収支報告について
 4. 会員入退会について
 5. その他

総務会
■平成25年8月度総務会

●日　時： 平成25年8月21日（水）14：45～16：30
●場　所： 事務局
●出席者： 園部会長、酒井副会長、小川事務局長
●議　事： 1. 展示会関係

 2. 50周年記念行事について
 3. その他

■平成25年9月度総務会
●日　時： 平成25年10月1日（火）14：45～17：00
●場　所： 事務局
●出席者： 園部会長、酒井副会長、小川事務局長
●議　事： 1. 展示会関係

 2. 50周年記念行事について
 3. その他

■平成25年10月度総務会
●日　時： 平成25年11月1日（金）13：00～16：00
●場　所： 事務局
●出席者： 園部会長、酒井副会長、小川事務局長
●議　事： 1. 展示会関係

 2. 50周年記念行事について
 3. その他

■平成25年11月度総務会
●日　時： 平成25年12月4日（水）14：00～ 17：00
●場　所： 事務局
●出席者： 園部会長、酒井副会長、小川事務局長
●議　事： 1. 展示会関係

 2. 50周年記念行事について
 3. 平成25年度第2四半期収支報告について
 4. 会員入退会について
 5. その他

■ 諸会議報告 平成25年度8・9・10・11月度

新商号

新商標
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事務局日誌

編集後記

■  平成25年 8月度報告 
8月1日（木） 田辺三菱製薬・須藤氏より問い合わせ（ケミカルハザー

ド用ベンチ）
ヘルパーより問合わせ（薬を飲む時間を知らせるタイマー）

5日（月） 日本医療薬学会・中澤事務局長来局（年会拠出金につい
て説明）

6日（火） サイバーランド・富樫、本郷氏来局（やげん初校）。
7日（水） 日本医療薬学会・中澤事務局長来局（年会展示会につい

て説明）
9日（金） 出版文化社・竹内氏来局（50周年記念誌打合せ）

 12日（月） サイバーランド・本郷氏来局（やげん再校）
19日（月） 協会 HP 更新

（株）アイ・エム・アイ・菊地氏来局（入会打ち合わせ）
21日（水） 日本薬学会・柴崎会頭訪問（微生物化学研究所）

8月度総務会
30日（金） 園部会長、酒井副会長、小川事務局長、新潟出張。

日本病院薬剤師会関東ブロック第43回学術大会開催
（8月31日～9月1日）

■  平成25年 9月度報告
9月14日（土） 園部会長、酒井副会長、千種理事、小川事務局長、佐

賀出張。
第75 回九州山口薬学大会開催（9月15日～16日）

18日（水） 協会 HP 更新
19日（木） 出版文化社・竹内氏来局（50周年記念誌打合せ）
20日（金） 酒井副会長、加藤理事、矢澤理事、仙台出張。

第23 回日本医療薬学会年会開催（9月21日～22日）
21日（土） 園部会長、湯山理事、小川事務局長、大阪出張。

第46 回日本薬剤師会学術大会開催（9月22日～23日）
25日（水） 協会 HP 更新

じほう・ツノダ氏より問合せ（軟膏混合機メーカーについて）
26日（木） 出版文化社・竹内氏来局（50周年記念誌打合せ）

薬科機器通信「やげん」1月号
発　　　行：2014年1月10日
発　行　者：日本薬科機器協会　園部 尚俊

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-12-15（日本薬学会長井記念館3Ｆ）
電話（03）3407-8831　　FAX（03）3407-9557　　URL：http://www.nyk.gr.jp　　メール：info@nyk.gr.jp
編集／印刷：株式会社サイバーランド

　11月末に大分に出かけた。宿もコースも旅行代理店任せの気楽な観光旅

行である。竹田の岡城址や武家屋敷などを巡るコースで、その中に「原尻の滝」

というのがあった。あまり期待してはいなかったのだが、行ってみて驚いた。

滝といえば山の中の急峻な崖を、細い水流が駆け下っているイメージである

が（少なくとも私の経験では）、ここは違った。田んぼのように開けた場所

から、ドーンと落ち込んでいる。落差 20mとあまり高くはないが、滝の落

ち口まで近寄り、真上から滝を見ることができる。他ではできない経験でと

ても面白かった。滝のすぐ上にある道路は沈下橋で、クルマも普通に走って

おり、何とも不思議な気がした。（小川）

▲原尻の滝

■  平成25年 10月度報告
10月1日（火） 出版文化社・竹内氏来局（50周年記念誌表紙打ち合わせ）

 9月度総務会
8日（火） 米国非営利団体 PQA 来局（PQA事業について説明）
9日（水） セキコンサル・関、篠原氏、高園産業・重田氏、矢澤理事、

千種理事来局（研修会打合せ）。
11日（金） サイバーランド・富樫、本郷氏来局（やげん打合せ）。
21日（月） 協会 HP 更新
24日（木） 出版文化社・竹内氏来局（50周年記念誌打合せ）
25日（金） 酒井副会長、千種理事、小川事務局長、松山出張。

第 52 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会
中国四国支部学術大会開催（10月26日～27日）

28日（月） 協会 HP 更新
30日（水） 湯山理事、小川事務局長、大阪友好団体企画委員会出席。
31日（木） 酒井副会長、千種理事、湯山理事、小川事務局長、三

重大学病院・奥田先生訪問（第24回日本医療薬学会 
年会打合せ）

■  平成25年 11月度報告
11月1日（金） 10月度総務会

6日（水） 出版文化社・竹内氏来局（50周年記念誌打合せ）
9日（土） 湯山理事、小川事務局長、鈴鹿出張。

日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部
合同学術大会開催（11月10日）

12日（火） サイバーランド・富樫、本郷氏来局（やげん打合せ）。
13日（水） 協会 HP 更新
27日（水） サイバーランド・富樫、本郷氏来局（やげん初校）。



V i s u a l  D r u g  A b s t r a c t  YA K U S H I

全薬価収載医薬品の情報を網羅したデータベース大薬師・薬師が、
インターネット経由でいつでも好きな時に、最新データにリアル
タイムで更新できるようになりました。
■基本情報の項目を追加 ■相互作用の詳細データを

　追加1. 「局方品」表示
2. 「統一名収載」表示
3. 「処方せん医薬品」表示

■その他の新機能
1. 各種データの差分更新ができる
2. 写真の差分更新ができる
3 .薬師プログラムの差分更新ができる
4. インターネット経由の更新ができる

株式会社
〒104-0044　東京都中央区明石町11-6  加健築地ビル
　　　　　　TEL：03-3545-8331　 FAX：03-3545-8332

（販売元）
株式会社 グローバルビジョン
〒462-0819　名古屋市北区平安2-15-50  第2MSビル
　　　　　　TEL：052-919-1600　FAX：052-919-1601
　　　　　　東京営業所　TEL：03-3545-1615

ホームページ　http://www.knl.co.jp

医薬品統括情報システム薬歴・指導対応医薬品情報システム
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