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薬科機器通信「やげん」
展示会情報
10/7（日）〜8（祝）
第45回 日本薬剤師会学術大会 付設薬科機器展示会
10/27（土）〜28（日）
第22回 日本医療薬学会年会 併催薬科機器展示会

新製品情報
【国内】
▶与薬引出し専用キャリーボックス
▶小分けタイプの輸液シール
▶抗がん剤調製支援システム
▶リポゾーム連続製造装置の開発サポート
▶一包化錠剤鑑査支援装置
▶ベッセル自動洗浄機能付き溶出試験器

【海外】
▶ LC/MSサンプルスクリーニング機
▶プロテオミクス用ピぺットチップ
▶マルチプレックス近赤外画像装置
▶画像化と光操作を同時に行うシステム
▶ HPLC/SFCキラル分離
▶ハイスループットなリアルタイムPCR
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会員紹介

株式会社夏目製作所

｢ライフサイエンスの未来と共に｣
1946 年（昭和 21年）
、当社は、創業者の名を冠した「夏
目住男商店」として、医科学・理化学器械の販売を始めま
した。敗戦後、研究者諸氏は、実験用機材の乏しい中で、
復興への気概を胸に、研究活動に精力的に取り組んでい
ました。創業者は、様々な要請と直接のご指導を受け、
研究目的に応じた機器を日々試行錯誤しながら開発・製
作していました。こうした、志と熱意を研究者と共にし
た物作りが、創業 66 周年を迎えた当社の原点です。
今日、当社は、ユニークな基礎医学器械専門メーカー
として、斯界では広く認知されています。大学、企業な
ど多くの施設の研究・実験のサポートを通じて基礎医学
の発展に寄与することを使命とし、
『ライフサイエンスの
未来と共に』
という企業理念の下に活動をしています。
製品ラインは、特に医学・薬学の基礎研究に不可欠な
動物実験の分野で、幾多のオリジナル機器を生み出して
きました。最近では、ラットやマウスなど、小動物での実
験に用いるコンパクトで高性能な簡易吸入麻酔器と人工
呼吸器を新たに開発し、高い評価をいただいています。
私たちが動物実験用機器を考える上で、基本に置く思
想が動物福祉です。動物愛護法など法の遵守はもちろん
のこと、実験動物の尊い犠牲の上にライフサイエンスが
成立していることを強く認識し、実験動物に感謝と慈し
みの心を持つこと、そして、その心を科学的に実践する
ことが重要です。具体的には、1959 年に英国の研究者

薬科機器通信「やげん」

▲動物実験手技訓練用ラットモデル

（Russell と Burch）によって提唱された3R：
「Replacement
（動物実験代替法の開発）
」
、
「Reduction
（使用動物数の削
減）
」
、
「Refinement（動物の苦痛の改善）
」
の基本理念を、飼
育設備の改良や実験機器の性能向上など、様々なアプ
ローチから具現化する工夫と努力を続けています。
その一例が、現在開発中の動物実験手技訓練用ラット
モデルです。本品は、実物に近い外観と触感、食道、気
管、尾静脈などを等身大に再現しています。ラットの扱
いに不慣れな研究者や学生が、いきなり生体で食道など
への挿管や採血を試みると、無用な苦痛を与えたり、実
験そのものを無駄にする恐れがあります。
あらかじめラッ
トモデルで訓練することにより、このようなリスクを低減
することができると考えています。
当社は今後も、人類と動物の健康を願い、動物福祉と
環境への配慮を怠ることなく、研究者のニーズにお応え
する物作りを続けてまいります。
■ホームページ http://www.nazme.co.jp
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展示会情報
平成24年10月7日（日）～8日（祝）

第45回 日本薬剤師会学術大会
付設薬科機器展示会
【会

場】 浜松・アクトシティ浜松

【住

所】 〒430-7790 浜松市中区板屋町 111-1

【電

話】 053-451-1111

【アクセス】 JR浜松駅より徒歩約10分

▲浜松・アクトシティ浜松
▲第43回

長野大会の様子

平成24年10月27日（土）～28日（日）

第22回 日本医療薬学会年会
併催薬科機器展示会
【会

場】 新潟・朱鷺メッセ

【住

所】 〒 950-0078 新潟市中央区万代島 6-1

【電

話】 025-246-8400

【アクセス】 JR新潟駅万代口からバス
約15分
（朱鷺メッセ下車）

▲新潟・朱鷺メッセ
▲第21回

神戸大会の様子

平成24年11月10日（土）～11日（日）

第51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】 松江・島根県民会館

【住

所】 〒 690-0887 島根県松江市殿町 158

【電

話】 0852-22-5506

【アクセス】 JR松江駅から徒歩約20分
JR松江駅から松江市営バス
約10分
（県民会館前下車）
出雲空港からタクシー約30分
米子空港からタクシー約45分

▲松江・島根県民会館
▲第50回

高松大会の様子
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平成24年11月18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2012

付設薬科機器展示会

【会 場】 岐阜・長良川国際会議場
【住 所】 〒 502-0817 岐阜県岐阜市長良福光 2695-2
【電 話】 058-296-1200
「三田洞線K50・
【アクセス】 JR岐阜駅・名鉄岐阜駅から岐阜バス「市内ループ線」
K51・K55」
で約20分 長良川国際会議場北口下車 徒歩2分

▲岐阜・長良川国際会議場

平成25年1月26日（土）～27日（日）

第34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】 大津・ピアザ淡海
【住 所】 〒 520-0801 滋賀県大津市におの浜 1-1-20
【電 話】 077-527-3315
【アクセス】 JR大津駅よりバス（なぎさ公園線8分「ピアザ淡海」下車）
JR大津駅からタクシー約5分
JR膳所駅より徒歩15分 京阪電車石場駅より徒歩5分

▲大津・ピアザ淡海

平成25年3月28日（木）～30日（土）

日本薬学会第133年会
併催展示会

【会 場】 横浜・パシフィコ横浜
【住 所】 〒 220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1
【電 話】 045-221-2155
【アクセス】 みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分

▲横浜・パシフィコ横浜

平成25年7月20日（土）～21日（日）

医療薬学フォーラム2013/第21回クリニカルファーマシーシンポジウム

付設薬科機器展示会

【会 場】 金沢・石川県立音楽堂
【住 所】 〒 920-0856 石川県金沢市昭和町 20 -１
【電 話】 076-232-8111
【アクセス】 JR金沢駅 東口からすぐ

▲金沢・石川県立音楽堂

平成25年8月31日（土）～9月1日（日）

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

【会 場】 新潟・朱鷺メッセ
【住 所】 〒 950-0078 新潟市中央区万代島 6 -1
【電 話】 025-246-8400
【アクセス】 JR新潟駅 万代口からバス約15分（朱鷺メッセ下車）

▲新潟・朱鷺メッセ
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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。

新製品情報【 国内】
NEW

NEW

与薬引出し専用キャリーボックス

少量調製に便利な小分けタイプの
輸液シール登場！

老健施設と調剤薬局間での調剤管理に有効なサカセ与
薬引出専用のオリジナル運搬ボックスです。

輸液シールは、輸液ボトル・バックやその他、無菌調製

プラスチック段ボール製で軽量かつ運搬しやすい持ち

された薬剤の無菌対策として、ゴム栓部に付着した

手付きなので、
機動力を発揮します。

微生物による感染症を回避することを目的に開発さ

コンパクトに折りたたむ事もできますので、保管時も

れました。電子滅菌照射済みのため、無菌調製後、輸

スペースをとりません。

液シールをゴム栓針刺し部分に貼り付けるだけで気

耐候性・耐熱性・耐久性に富み、
リサイクル対応製品です。

密シーリングが可能です。無菌状態を保持、微生物を

扉の開閉には、
マジックテープ付きで扉留めに安心です。

シャットアウトします。輸液シールは、6枚1シートで、従

カラーは、
清潔感のあるホワイトで、サカセ与薬引出しＬタ

来のKPZ-100
（1袋10シート入り10セット）に加え、今

イプを 5個収納する

回新たに少量の調製に適したKPZ-100-2
（1袋2シート

ことが可能です。

入り50セット）
を新発売。
また、KPZ-100は、チャック付

快適な薬剤管理のヘ

き袋のため使

ルパーを目指します。

用する量だけ
取り出せます。
院内感染など
の防止に最適
な製品です。

サカセ化学工業株式会社

株式会社日本医化器械製作所

TEL ： 0776-56-1122 FAX ： 0776-56-3698
URL ： http://www.sakase.com
e-mail ： sale@sakase.com

TEL ： 06-6443-0712 FAX : 06-6445-7641
URL ： http://www.nihonika.co.jp
e-mail ： info@nihonika.co.jp

NEW

NEW

抗がん剤調製支援システム
「Chemo ROAD
（ケモロード）
」

リポソーム連続製造装置の
開発をサポートしました

ユヤマは、抗がん剤調製を作業者の経験に依存せ

三田理化工業の核となる無

ず、統一した手順でシステマティックに行う抗がん剤

菌製剤技術が、東レエンジニ

調製システムを開発しました。薬剤業務支援システム

アリング株式会社と東海大

「YUNICOM-EX」から発行される手順に沿って作業を

学発ベンチャーの株式会社バ

進めるだけで、経験差から生じる調製ミスやロスを解

イオメッドコアで共同開発し

消します。調製後は重量・画像

たリポソーム連続製造装置

のエビデンス記録から、まとめ

「Lipo－TB」を、ハード面でサ

て鑑査を行うことや、
別薬剤師

ポートしました。GMP対応可

が調剤室外へリアルタイムに

能なリポソーム製剤は医薬品・化粧品・健康食品へ応用

遠隔鑑査運用でチェックする

が可能で製薬・食品の分野で脚光を浴びています。

ことも可能です。
境を実現します。

主な特徴
・高品質リポソーム製剤の設計・開発、
無菌リポソーム製
剤の製造が可能
・医薬品GLP、GMP、
化粧品GMPなどに対応可能
・機能性食品用の大量生産にも対応可能
・研究開発用としても生産用としても使用可能

株式会社ユヤマ

三田理化工業株式会社

安心・安全の抗がん剤調製環

株式会社湯山製作所

TEL ： 06-6458-0971 FAX ： 06-6458-2393
URL ： http://www.racoon.co.jp
e-mail ： info@racoon.co.jp

TEL ： 06-6332-2580 FAX ： 06-6333-2135
URL ： http://www.yuyama.co.jp
e-mail ： info@yuyama.co.jp
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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。

新製品情報【 国内】
NEW

NEW

一包化錠剤鑑査支援装置
「Tab Sight
（タブサイト）
」

ベッセル自動洗浄機能付き溶出試験器
RT-J2000

この度、ユヤマは錠剤分包品をハイスピード・高精度

RT-J2000は試験液の排水、ベッセルおよびパドルの

画像認識で厳格に照合チェックする
「Tab Sight
（タブ

洗浄、洗浄液の排水を自動で行います。
メカニカルキャ

サイト）
」を開発しました。
錠剤の数量・色調・形状から

リブレーションにも対応済みです。当社のオートサンプ

種類を判別し、半錠品まで照合が可能で、ユヤマの錠

ラーと組み合わせることで、サンプリングとフィルター

剤分包機との連動で、より簡単に照合チェックが行え

ろ過、そしてベッセルの洗浄までを自動化することが

る装置です。
また、鑑査のみならず、照合結果の NG統

できます。
さらに減圧脱気ユニットと液量調整機能が加

計で、いつ・だれが・何を間違

わりました。減圧脱気ユニットではベッセルに試験液を

えたかを分析し、
「ヒヤリ・ハッ

入れた状態で減圧脱気ができます。脱気後に試験液を

ト」撲滅に向けたデータから、

移し替える必要がないので気泡発生の問題もありま

調剤の質の向上に結びつける

せん。液量調整機

ことができます。

能ではベッセルに
入れた試験液を設
定した温度で自動
液量調整すること
が可能です。

株式会社ユヤマ

株式会社大日本精機

株式会社湯山製作所

TEL ： 075-951-1112 FAX ： 075-952-8778
URL ： http://www.dnseiki.co.jp
e-mail ： kaihatsu@dnseiki.co.jp

TEL ： 06-6332-2580 FAX ： 06-6333-2135
URL ： http://www.yuyama.co.jp
e-mail ： info@yuyama.co.jp

岩手医科大学薬学部と共同開発
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新製品情報【 海外】
NEW

NEW

LC/MSサンプルスクリーニング機

プロテオミクス用ピペットチップ

Thermo Fisher ScientificのExactive LC/MSに

Thermo Fisher

Transcendのテクノロジーが組み合わさり、超高分解

ScientificのAspire

能で高精度の大量データ獲得という二重の利点が生

プロテオミクス用チッ

まれました。スクリーニングが困難なサンプル、例え

プは、プロテオーム

ば、殺虫剤、代謝産物、その他の目標化合物を含む複

研究のサンプル調製

雑なサンプルでも、ハイスループットな調製を自動的に

の改善用に設計さ

行えます。この装置は、Thermo Fisher Scientificの

れた 1mℓピペットの

実績あるOrbitrapプラットフォームの質量分析テクノロ

チップで、Protein A Plus、Protein G Plus、HisPur

ジーを利用しており、複雑なマトリックスに含まれてい

Cobaltなどのレジンに埋め込まれています。精製作業

る化合物の性質を厳密かつ迅速に同定することがで

の流れが色分けされているので、収量や純度を損なう

きます。通常であれば設定や操作に専門技術が必要な

ことなく、
効率よくサンプルを調製することができます。

多くのテクニカルステップを合理化しているため、使用

遠心分離の必要はありません。8サンプルまでを同時

は簡単で、定性お

に 20分以内に処理することができるため、迅速で高

よび定量分析の結

品質、
対費用効果の高いサンプル調製が可能です。

果を同時に表示で
きます。

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

USA

USA

「BIO TECK international」より（編集部訳）

「BIO TECK international」より
（編集部訳）

NEW

NEW

タンパク質ブロット用
マルチプレックス近赤外画像装置

画像化と光操作を同時に行うシステム
オリンパス社のxcellenceライブセルイメージング・マニ

UVPのBioSpectrum Imaging Systemは複数の画像装

ピュレーションシステム用セルフラップ・モジュールは、光

置との併用を目的として構成されています。この装置を

退色後蛍光回復
（FRAP）
やinverse FRAP
（iFRAP）
、光

BioLite MultiSpectral Light

退色蛍光減衰（FLIP）、光退色後の蛍光減衰（FLAP）

Sourceと組み合わせて使用

を可能にします。このシステムは、フォトコンバージョン

すると、マルチプレックス近赤

やフォトアクチべーション、パターンブリーチング、レー

外
（NIR）
イメージングに対し励

ザー切削、トラップなどのさらに高度なプロセスにも理

起および照明のための強力な

想的です。このモジュールには、専用のレーザーシステ

装置となります。冷却 CCD

ムや光学系も含まれており、画像化とフォトマニピュ

カメラと低照度用レンズを使用することで、迅速に高解

レーションを同時に行うことが可能になります。この

像画像を取り込むことができ、露光時間も非常に短く

ような高度な技術も、直感的なソフトウェアインター

なります。
特徴は、VisionWorksLSソフトウェアが簡単に

フェースを使用するこ

使用でき、常に再現性可能な結果のテンプレートを自動

とによりコントロールが

的に検索できること、高解像で低照度検知可能な冷却

簡単になります。

CCDカメラと光学系により様々な可視色素や NIR蛍光
色素を迅速に検出できること、単一のブロット上の白色
光および多種多様な蛍光タグの自動画像、8種以下の
励起波長と5種以下の発光波長の組み合わせにより1回
で全スペクトル域をカバーできることです。

Ultra-Violet
UK

Products, Ltd

Olympus Europa Holding GmbH
Germany

「BIO TECK international」より（編集部訳）

「BIO TECK international」より
（編集部訳）
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新製品情報【 海外】
NEW

NEW

HPLC/SFC キラル分離

操作が簡単なハイスループットな
リアルタイムPCR

FDAは、開発中のどの
キラル薬に対しても、エ

CFX96 や CFX384 リアルタイム PCRシステムに CFX

ナンチオマーを個別に

自動システムを搭載し、高品質でハイスループット、自動

スクリーンして薬力学的

的 PCR を実現しました。この装置にはベンチトッププ

特性と薬物動態学的

レートハンドラーが装備されており、CFX384システム

な特性を調べることを規定しています。キラル化合物の

であれば384ウェルプレートを20枚まで、サンプルは

エナンチオマーはそれぞれ、生命システムにおいて異な

7,680まで同時に装填することができ、大容量のデー

る薬理作用を発揮しますが、従来使用されているクロ

タを生成し、そのデータを迅速に分析します。CFX自

マトグラフィーツールでは分離・同定が困難です。キラ

動コントロールソフトウェアが、CFX96 または CFX384

ル分子を同定することも毒性試験や、風味および芳香

リアルタイムPCR検出装置の自動装置を設定・操作し、

分析、殺虫剤分析などの環境影響評価において重要で

多岐にわたる実験用に直ちに PCRプロトコルを決定

す。このような分析を実現するため Phenomenex社は、

します。
電子メールによる通知を選択しておけば、実行終

HPLC/SFCキラル分離用に2つの新しい多糖からなる

了時にデータ分析のファイ

Luxカラムを導入し、計5種類のLux相を作成しました。

ルが電子メールに添付され

1セットに広範囲の選択性が備わっており、92%のエナ

て送られてくるので、時間や

ンチオマーの分離が可能です。新しいLux Cellulose-4

場所を選ばずにデータ分析

は新規セルローストリス
（4-クロロ -3-メチルフェニルカ

が可能です。
また、
自動的に

ルバメート）相で、Lux Cellulose-3はセルローストリス

PDFファイルも作成します。

（4-メチルベンゾエート）
をセレクターとして使用します。

Phenomenex, Inc

Bio-Rad Laboratories Inc

USA

USA

「BIO TECK international」より（編集部訳）

特許

「BIO TECK international」より
（編集部訳）

抗がん剤調製支援システム MPSS型
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！
安全キャビネットの外置仕様もございます。

MPSSシステム操作例

外観
（全排気型2人掛け）

本

社

フットマウス操作例

〒531-0076 大阪市北区大淀中2-8-2
TEL 06-6458-0971 FAX 06-6458-2393
〒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
東京営業所
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人との繋がりはチャンスに！
医療法人鉄焦会 亀田総合病院
薬剤部長

佐々木

忠徳

米国ミネソタ州ロチェスターに本部を置く
総合病院メイヨー・クリニックと街の全景

今、つくづく私は本当にラッキーな人間だと

して体育会系としての自覚や取り組み、成果の共

思っています。それは困った時や行き詰まった時

有、喜びや感動です。全日本スキー選手権出場、

などに何をしたら良いのか、どう突き進めば良い

薬学連合では滑降優勝、回転 3 位などチーム優勝

のか、特に努力したわけでもないのに、常にチャ

に貢献することもできました。ある意味で上下関

ンスが訪れて、環境が整って来たからです。今ま

係から生まれる縦割りの世界でしたが、これらの

でやってこれたのは、多くの方々に支えられ、人

経験が人生の重要な社会性へと繋がったことは間

との繋がりがあったからだと思っています。そん

違いありません。スポーツを通しての経験が実は

な私がこれまでどんな事を経験し過ごしてきたか

大きなものへと繋がったのです。病院薬剤師とし

について簡単にお話したいと思います。

て仕事についたのですが、不思議なことに諸先輩
方 OB に薬剤部長になった方が多かったことです。

色々とありましたが、大きく人生を左右するよ

元東京逓信病院の内野克喜先生、筑波大学幸田幸

うな出来事の一つが、大学時代に所属した部活と

直先生、獨協大学越川千秋先生、大宮赤十字病院

言えます。所属していたのは東京薬科大学体育会

藤掛佳男先生など、多くの薬剤部長を輩出したス

スキー部です。思えば多くの諸先輩の下でトレー

キー部に所属していたことは私の誇りであり、大

ニング、大会を経験したことで社会に適応するた

きな支えとなりました。

めのノウハウや、多くのことを学びました。同好
会とは異なり厳しくもあり、多くの楽しい時間を

次に、影響を受けた事例ですが、大学病院に勤

費やしました。私自身は合宿や大会に参加するた

務して十数年経過した平成６年に大学からの指名

めに様々なアルバイトを経験したことも大きな成

で米国メイヨー・クリニック（MAYO CLINIC）

果だと感じています。特に先輩後輩との関係の重

を訪問する機会を得たことです。当時 MAYO に

要性、接し方を通じて人との繋がりの大切さ、そ

は神経病理学に岡崎先生がおられたことと、私

8

施設訪問では米国薬剤師の臨
床の場での活動やメデイカルス
タッフとの関わりに触れること
で薬剤師の方向性を学びました。
また、医療施設の充実度や理念、
サービスの素晴らしさなど、語
り尽くせないほどの情報を得た
と同時に医療の在り方を学ぶこ
とができました。このことが現
在の自分に繋がる大きな端緒と
なったのです。そしてグローバ
ルな視点でものを見ること、中
立的な考え方を持ち、既成概念
にとらわれず自由な発想で物事
を捉える感性、信念の重要性を
メイヨー・クリニックの創設者ウィリアム・W・メイヨー
（中央）
とメイヨー兄弟の肖像画
長男ウィリアム
（右）次男チャールズ
（左）

知りました。
まだ語り尽くせないほどの多
くの出会いや機会に恵まれ、現

の大学の第一内科の中島宏昭先生のお力添えで

在に至っておりますが、これからは私の今まで

した。中島先生はその後の薬学教育コアカリキュラ

積み重ねた知識や経験を多くの後輩に引き継ぐ

ムをはじめ、多くのワークショップで講義をされて

ことも重要ですし、チャンスを与えることにも

いましたのでご存知の方も多いかも知れません。

大きなエネルギーを注がねばならないと思って

MAYO はミネソタ州ロチェスターにあり、私

い ま す。 多 く の 薬 剤 師 が 社 会 に 目 を 見 開 い て、

立の病院にも関わらずロチェスターの町すべてが

自由な発想で将来を切開いていけるように支援

医療施設で医学部を有し、講義棟の廊下にはノー

していくとともに、新しい教育を受けた薬剤師

ベル賞の賞状がいくつも飾られていたのには驚き

に期待しています。

ました。また、カルフォルニアの分院とはネット
で繋がっておりテレビカンファレンスを開くな

人は多くの人に出会い、学び生かされています。

ど、最新の技術を介して高度な医療を提供してい

人の繋がりは大きな財産であり人生を歩む上で大

る全米 1 位の病院でした。その規模や考え方など

きなチャンスに結びつきます。これからも人との

は、当時の日本では考えられないほど進んでいま

出会いを大切にしていきたいと思っています。

した。
また、当時日本では「ファーマシューティカル

略歴

ケア」という概念が、東京で開催された FIP で紹

昭和 54 年 東京薬科大学 薬学部 薬学科 卒業

介され、薬剤師としての職務であり、目指すべき

平成 8 年 昭和大学 薬学部 臨床薬学教室 勤務

ものであると紹介され、大きな刺激を受けた時期

平成 15 年 亀田総合病院 薬剤部長 就任

でした。大学ではその他に多くの先輩を差し置い
て私がこの機会を得たことを黒岩幸雄部長や川上
かつみ薬局長に心から感謝しています。
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事業報告
日本薬科機器協会
第51回 定時総会を開催
開催日 ： 平成24年6月22日（金）
開催場所 ： 東京ガーデンパレス
●総

会

第 51 回定時総会が平成 24 年 6 月 22 日、東京ガー

算報告に続いて、平成 24 年度事業計画案、平成 24 年

デンパレス（東京都文京区湯島）2 階「天空の間」で開

度収支予算案が審議され、提案どおり承認された。

催された。平成 23 年度事業報告、平成 23 年度収支決

※議事録は11 ページに記載のとおり

▲開会の挨拶をする園部尚俊会長

▲酒井哲嗣副会長より事業報告

▲総会の様子
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● 懇親会
講演会に引き続き、恒例の懇親会が行われた。
園部会長挨拶のあと、株式会社ダルトンの矢澤
英人社長の乾杯の発声で開始した懇親会は、会
員交流の場となり名刺交換や歓談が繰り広げら
れた。

▲株式会社 ダルトン 矢澤英人社長の乾杯の発声

第 51回 日本薬科機器協会 定時総会議事録
1.開催日時：平成 24年 6月 22日
（金）
、自午後 4時 至午後 4時 40分

第２号議案 平成 23年度収支決算報告
会計理事の人見理事が体調を崩して欠席したため、代わりに矢澤

2.開催場所：東京都文京区湯島１－７－５
東京ガーデンパレス
「天空の間」

理事が議案書に基づき収支決算報告並びに貸借対照表を説明した
後、千種監査理事が
「監査の結果、正確なことを認めた」旨の報告
があり、議長が一同に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

3.会員総数：70社
第３号議案 平成 24年度事業計画案審議
酒井副会長が議案書に基づき事業計画案について説明した後、議
長が一同に諮り、全員異議なくこれを承認した。

4.出席会員数：50社
（委任状を含む）
定刻、司会者小川事務局長が第51回定時総会の開会を告げ、会員総
数および委任状を含む出席会員数とともに総会の成立を報告した。
続いて園部会長が挨拶を行ったあと、議長選出について司会者が
「会
則第 14条
（四）により総会の議長は会長がこれにあたる」旨の報告を行
い、出席者全員の了承を得た。

第４号議案 平成 24年度収支予算案審議
会計理事の人見理事が体調を崩して欠席したため、代わりに矢澤
理事が議案書に基づき収支予算案について説明した後、議長が一同
に諮り、全員異議なくこれを承認した。

園部会長は議長席に着き、審議に先立ち、本総会議事録署名人の選出
につき議長より指名したい旨の発言を行い、出席者全員の賛同を得て次
の二名を指名し承諾を得た。

以上で予定した全議案の審議が終わり、司会の小川事務局長が閉会の
辞を述べて午後 4時 40分に総会を終了した。

議事録署名人
同

筒井理化学器械株式会社

筒井 秀行 氏

株式会社夏目製作所

夏目 克彦 氏

平成 24年 6月 22日
会

5. 議
事：
第１号議案 平成 23年度事業報告
酒井副会長が議案書に基づき事業報告について説明した後、議長
が一同に諮り、全員異議なくこれを承認した。

長 園部 尚俊 ㊞

署名人 筒井 秀行 ㊞
署名人 夏目 克彦 ㊞
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事業報告
友好団体 合同講演会を開催
恒例の友好団体（大阪科学機器協会、大阪医療機器協会、日本薬科機
器協会）主催による合同講演会が下記のとおり開催されました。今回
の当番幹事は大阪科学機器協会が担当しました。
■開催日：平成 24 年７月 6 日（金） 16：00 ～ 19：30
■会

場：大阪市・薬業年金会館

■講

師：サニー・フランシス氏
FM COCOLO

■演

3 階 会議室

パーソナリティ

題：
「日本人のちょっとここがヘン」
▲講演するサニー・フランシス氏

25年前に来日した際の部屋さがしのエピソードを語ってく

の大家のおばさんは、一目見ただけで何も聞かずに OKして

れた講師のフランシス氏。バブルの当時は、どこの不動産屋

くれ、
嬉しかった。
今でもその大家さんを
「お母さん」
と呼んで、

も「外国人お断り」の

親しくさせてもらっている。その他にも、初めて銭湯に行っ

ケースが多く、店に入

た時に裸で入れなかったこと、旅館の朝食で焼き飯を頼んで

るや否や腕を交差し

怒られたことなど、数々の来日当初の体験談を笑いを交えて

て×を出すだけの店

語る。一方で、最近の日本人に対して、生活や生き方が貧し

すらあり、これはひ

くなっている、政治家だけに任せず、自分でやらないといけ

どいと思った。そん

ないと辛口の社会批評も行い100人を超える聴衆で埋まった

な中、西成のアパート

会場を沸かせた。

▲講演会の様子

講師プロフィール
1964 年、インドの南ケララ州に生まれ、西インドのアメダババードシティーで育つ。インドの大学
英文科を卒業後、来日。映像の専門学校卒業と同時にプロダクション事務所に所属。ヒンディー語・
グジャラート語・英語・日本語の読み書きができ、大阪弁の巧みな話術での歯に衣を着せぬ発言は、
笑いの中に辛口な社会批判も包み、年齢を問わず多くの人に支持されている。
現在では、シンポジウム、イベント、テレビ、ラジオなど、コメンテーターからバラエティー番組ま
で幅広く活躍中。また、阪神淡路大震災の体験をきっかけに、言葉が通じない外国人のための多言語
放送局「FM COCOLO」を開局。現在も担当番組を持つ。

展示会出展社一覧
日本病院薬剤師会関東ブロック 第42回学術大会 付設薬科機器展示会
会 場：横浜・パシフィコ横浜

開催日：平成 24年 8月 11日
（土）
〜12日
（日）
機

器

書

馬野化学容器
（株）

高園産業
（株）

エムアイケミカル
（株）

東洋羽毛首都圏販売
（株）

小西医療器
（株）

日科ミクロン
（株）

サカセ化学工業
（株）
CMCCメディカル
（株）

（株）
南山堂

パナソニックヘルスケア
（株）
（株）VIP グローバル

すみれ分包機
（株）

三田理化工業
（株）

大同化工（株）

エルゼビア・ジャパン
（株）
（株）
じほう

（株）
日本医化器械製作所

（株）ジェーシーアイ

籍

（株）
医薬ジャーナル社

（株）
薬事日報社
(株 )有隣堂
（株）
ユニオンエース

（株）
湯山製作所

（株）
羊土社
合計 16社

12

合計 8社

Web版「薬学機器総覧」を掲載しました！
お待たせいたしました。待望のWeb版「薬学機器総覧」が日本薬科機器協会のホームページ上に
掲載されました。

各社情報をご活用ください！
薬学及び関連する分野に特化したWeb版「薬学機器総覧」は、
薬学研究、あるいは調剤業務などに携わる方々に利用していた
だけるものと考えます。情報量は、
これから順次充実させてまい
ります。多くの方のご活用をよろしくお願いいたします。

掲載原稿を募集中！
協会ホームページ上のWeb版「薬学機器総覧」に、製品情報の
掲載を募集しております。各社製品ＰＲにお役立てください。

■お申し込み方法
協会ホームページTOPの右上「薬学器機総覧のご案内」の青い
バナーの「お申込みはこちら」をご覧ください。

■掲載料金

【会員】
1件は無料 2件目より ￥8,000（1件あたり）
登録／更新作業料 ￥4,000円（1件あたり）
【非会員】
￥16,000（1件あたり）
登録／更新作業料 ￥4,000円（1件あたり）

▲ 新しくなった「総覧」のWeb版の掲載例
▼ 協会のトップページ

申し込み要項と、お申し込みはこちらから

ホームページ http://www.nyk.gr.jp/product/
13

新製品情報掲載と広告募集について
1 新製品情報掲載について
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。

2 広告募集要項
広告掲載料
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

カラー用版下原稿
（CD）を協会

表4

150,000円

225,000円

天地297mm×左右210mm

までお送り下さい。

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

※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。

新製品情報と広告の
送付先及びお問い合わせは

日本薬科機器協会まで

次回締め切りは11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

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…

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 !

新着情報ページ

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！

TOPページ

イベントスケジュールページ
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事務局報告
■ お知らせします
会員会社役員人事

関連団体役員人事

高園産業（株）

公益社団法人 日本薬剤師会

株主総会ならびに取締役会において役員の選任が行われ、下記のとおり
就任いたしました。

6月 23、24日に開催された第 79回定時総会において役員の
選任が行われ、下記のとおり就任いたしました。

代表取締役社長
代表取締役副社長
取締役会長
専務取締役
常務取締役
取締役

会長
副会長

園部 経夫
伴田 悟
（昇任）
園部 尚俊
冨士谷 伸
（昇任）
宮崎 工
（昇任）
辻野 純一
（新任）
福本 武司
（新任）

監査役

谷 光彦
岡本 宗一

執行役員

井上
狩野
中里

欣也
信一郎（新任）
俊郎（新任）
専務理事
常務理事

ジーエルサイエンス
（株）
6月22日開催の45回定時株主総会において役員人事を決定いたしました。
取締役社長
常務取締役
取締役
常勤監査役
監査役

外丸
高橋
大場
橋詰
奥山

勝彦
良彰
春祥
（昇任）
博文
雅司（新任）

野口
田村
篭原
秋元

一英
紀彦
一晃
民也

執行役員

川辺 隆義
古野 正浩
藤本 敢
梁 正一
黒川 利夫（新任）
長見 善博（新任）
山下 俊一（新任）

児玉 孝
生出 泉太郎
土屋 文人
小田 利郎
三浦 洋嗣
藤垣 哲彦
寺山 善彦
木村 隆次
森 昌平
藤原 英憲
安部 好弘
曽布川 和則
永田 泰造
宮井 裕之
宮崎 長一郎

木俣 博文
稲垣 治
笠井 秀一
田尻 泰典
豊見 雅文
浅井 彦治
石垣 栄一
乾 英夫
遠藤 秀治
亀井 美和子
近藤 剛弘
島田 光明
日野 寛明
宮野 廣美
村松 章伊

監事

戸塚
菊池
中本

光博
清二
行宣

一般社団法人 日本病院薬剤師会
6月 23日開催の 45回通常総会において役員に選任され、7月1
日付で就任いたしました。

関連団体事務所移転

一般社団法人 日本医療薬学会

会長

北田

光一

平成24年4月16日より事務所が移転いたしました。
新住所：〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-12-15 日本薬学会長井記念館7階
TEL：03-3406-0787 FAX：03-3406-0789

■ 諸会議報告

理事

副会長 木平 健治
松田 公子
土屋 文人
森田 雅之
松原 和夫

平成24年度4・5・6・7月度

総務会

予算会議

■平成24年4月度 総務会

●日 時：平成24年4月17日
（火）13：30 ～ 16：30 ●場 所：サ
カセ化学工業
（株）
東京支店 ●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.その他

■平成24年5月度 総務会

●日 時：平成24年5月15日
（火）12：00 ～ 15：00 ●場 所：東
京ガーデンパレス・牡丹の間 ●出席者：園部会長、
酒井副会長、
中川
顧問、小川事務局長 ●議 事：1.平成23年度第4四半期収支報告
2.平成23年度収支見込みと平成24年度収支予算案について 3.第
51回定時総会の運営について 4.会員入退会について 5.その他

■平成24年6月度 総務会

●日 時：平成24年６月21日
（木）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.第51回定時総会について 2.展示会関係 3.その他

■平成24年7月度 総務会

●日 時：平成24年7月30日
（月）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．
その他
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●日 時：平成24年5月15日
（火）15：00 ～17：00 ●場 所：東京
ガーデンパレス・牡丹の間 ●出席者：園部会長、
酒井副会長、
人見理
事、
中川顧問、
小川事務局長 ●議 事：1.平成23年度第4四半期収
支報告 2.平成23年度収支見込と平成24年度収支予算案について

理事会

■平成24年5月度理事会

●日 時：平成24年5月16日
（水）10：00 ～ 13：00 ●場 所：東
京ガーデンパレス・芙蓉の間 ●出席者：園部会長、酒井副会長、加
藤・人見・矢澤・千種・湯山理事、
中川顧問、
事務局 ●議 事：1.総務
会・予算委員会の報告 2.展示会関係 3.その他

■平成24年7月度理事会

●日 時：平成24年7月31日
（火）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.その他

総会運営会議
●日 時：平成24年6月22日
（金）12：00 ～ 16：00 ●場 所：東
京ガーデンパレス・牡丹の間 ●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：第51回定時総会運営に
ついて

事務局日誌
■ 平成24年4月度報告
4月2日
（月）
3 日（火）
9 日（月）
10 日（火）
11 日（水）
17 日（火）
18 日（水）
20 日（金）
27 日（金）

■ 平成24年6月度報告

協会HP更新
サイバーランド・鈴木、
富樫、
川原崎氏来局
（やげん打合せ）。
新井商会・新井氏より問合せ
（エアゾール試験瓶について）
。
園部会長、酒井副会長、小川事務局長、愛媛大病院・荒木
先生訪問。
（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学術大会打合せ）
サイバーランド・鈴木、
富樫、
川原崎氏来局
（やげん色校）。
4 月度総務会
人見理事来局（月次監査）
スズケン・川内氏より問い合わせ（三和医理化製調剤台）
協会 HP 更新
ヤジマ氏より問合せ
（動物飼育用アイソレーターグローブ）

■ 平成24年5月度報告

6月6日
（水） サイバーランド・鈴木、富樫、川原崎氏来局（やげん 9月号
打合せ）。
11日（月） 大学勤務者より問合せ（PTPシールの折り目）
15 日（金） アドバンテック東洋・ナガイ氏より問合せ（大岳製作所、
培養オーディモニター）
19 日（火） メールマガジン「薬科機器通信」第 41号配信
21日（木） 6月度総務会
22 日（金） 総会運営会議、第 51回定時総会（東京ガーデンパレス）。
26 日（火） 園部会長、小川事務局長、日本科学機器協会設立記念祝
賀会出席。
27 日（水） 韓国貿易センターより問合せ（薬剤の包装機輸入に関す
る法規制について）
29 日（金） 酒井副会長来局（月次監査）

■ 平成24年7月度報告

5月10日
（木） 凸版印刷・ウエマツ氏より問合せ（分包機に使用する薬
包紙の輸出についての法規制について）
11日（金） 園部会長、酒井副会長、小川事務局長、新潟大学医歯学
総合病院・外山先生訪問
（第 22 回日本医療薬学会年会打
合せ）。
14 日（月） 園部会長、小川事務局長、日本保険薬局協会総会、懇親
会出席。
15 日（火） ５月度総務会、予算会議。
16 日（水） ５月度理事会
28 日（月） 協会 HP 更新

7 月 2 日（月） 協会 HP 更新
6 日（金） 湯山理事、小川事務局長、大阪友好団体企画委員会、合
同講演会出席（大阪・薬業年金会館）。
10 日（火） サイバーランド・鈴木、本郷、富樫氏来局（やげん 9月号打
合せ）。
11日（水） 湯山理事、小川事務局長、東海ブロック学術大会会場（長
良川国際会議場）下見。
13 日（金） 小川事務局長、東大・松木先生訪問
（日本薬学会第133 年
会打合せ）。
18 日（水） 日本病院薬剤師会・北田会長、
堀内前会長来局
（就任挨拶）。
23 日（月） 大明商事・桑原氏より問合せ（調剤台のケース）
26 日（木） 社会保険神戸中央病院・長谷川氏、佐々木氏より問合せ
（安全キャビネット、輸液ポンプ）。
30 日（月） 7 月度総務会
31 日（火） 7 月度理事会

編集後記
ちょうど一年前、やげん9月号
（No.18）
の編集後記に
「渋谷駅前のビル工事が佳境に入っている」
と
書いた。
そのビル
「渋谷ヒカリエ」
が、4月26日に開業した。7月18日にはミュージカル専門劇場・シ
アターオーブが開場し、こけら落としに
「ウェストサイドストーリー」
が上演されている。
地下3階から
地上8階までがショップ、
レストランなどの商業スペース、11階～16階までがシアターオーブ、17階以
上がオフィススペースとなっている。
オフィススペースの 21階～26階にはディー・エヌ・エー本社が入
居している。
また、写真からもわかるように、外から各階層の性格の違いがわかるように仕上げられ
ており、
独特の外観をしている。
ところでこのビルは、歩行者通路を建物の中に含んでいたため、工事中も通路部分を確保しなけ
ればならず、10回以上もの経路変更を繰り返して工事を進めた。前回も書いたのだが、時々事務局
に来られる方から、
来るたびに様子が変わっているという話がよく出た。
しかし、工事はまだまだ続く。
東急東横線と地下鉄副都心線の地下相互乗り入れのための工事が、
2013年3月16日の開通を目指して、ヒカリエの前で行われている。
渋谷駅とヒカリエを結ぶ、明治通
りの上を横断する連絡通路もまだ仮設部分を残している。
はたして、渋谷駅から事務局まで、工事現
場の横を通らずに来られるのはいつのことになるのか。

▲渋谷ヒカリエ

（小川）

薬科機器通信
「やげん」9月号
発
発

行

行：2012年9月10日
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
編集／印刷：株式会社サイバーランド 編集協力：上野 昭敬
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メール：info@nyk.gr.jp

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
1.「局方品」表示
2.「統一名収載」表示
3.「処方せん医薬品」表示

■相互作用の詳細データを
追加

薬歴・指導対応医薬品情報システム

■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

医薬品統括情報システム

ver.4.0

ホームページ

http://www.knl.co.jp
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

ver.4.0

（販売元）

株式会社 グローバルビジョン
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

〒462-0819

