
No.186  2020年新年号

～はるか薬局緊急時電話番号～
0154-31-7811または
090-3775-3026☎
夜間、日曜祝日等の閉店時で緊急の
対応を要する場合にご利用下さい。

お知り合いの薬剤師・薬学生の方を
ご紹介下さい 奨学金制度もあります
※詳しくは、あゆみ調剤までご連絡下さい。

☎ 0154-31-7811

　日ごろより地域のかかりつけ薬局と
して、はるか薬局をご利用いただき、
誠にありがとうございます。
　２０１９年も多くの自然災害に見舞
われました。台風１５号、１９号では
大規模停電や河川の氾濫、洪水に
より甚大な被害が各地で起きまし
た。改めて備えの必要性を感じてい
ます。
　安倍一強政治の下で、政治の私
物化が蔓延しています。多くの国民
の願いに反して、戦争する国へ向け
て進もうとしています。日本の明るい
未来のために、市民の連携で安倍
政治を許さず、日本国憲法が暮らし
に活かされる社会を目指しましょう。
　あゆみ調剤は民医連の保険薬局

として、地域包括ケアシステムの一
翼を担い、健康で安心して暮らせる
街づくりに取り組んでいます。
　２０２０年は未来に向けたチャレン
ジの年です。民医連綱領と薬局宣
言を基に、１０年ビジョンを描き、中
長期計画の策定へ挑みます。
　私たちは日本国憲法と民医連綱
領の実現に向けて、医療、介護、
福祉の充実、安心・安全な地域社
会への発展と平和な日本を築くため
に、これからも奮闘していきます。
　本年もよろしくお願いいたします。

株式会社 あゆみ調剤

 　代表取締役  矢 部　政 仁

問　題

　クイズの答え、住所、氏名をハガキ、または
Eメールでご応募下さい。はるか通信への感
想、はるか薬局へのご意見などもお書き下さ
い。正解者の中から今号ではなんと10名様
に図書カードを進呈いたします。
　なお、頂いたご意見ご感想を、後のはるか
通信の記事として匿名で掲載させて頂く場
合もございますのでご了承下さい。

● 締　切／2020年２月1２日
● 発　表／本紙 No.188 予定
● あて先／〒085-0055 
　　釧路市治水町6番2号　
　　　　はるか薬局 クイズ係
   （Eメール/
　　　ayumichozai@a-haruka.co.jp）

【クイズ応募のきまり】

はるか通信 No.１84　2019年11月号 はるか薬局eお楽しみクイズf当選者発表
【当選者】
　　昆　　孝一様
　　高橋もやん様
　　菅原　幸江様

正解者の中から3名様に図書カードをお送りします。
たくさんのご応募ありがとうございました。

【正　解】 は、コロモガエ（衣替え）でした。

★ 間違い探しクイズ ★

2020年 元旦

新年あけましておめでとうございます左右の絵から３つ間違いを探してください。
応募はメールでも受け付けています。また、はがきに絵を切り取って
貼り、違うところにマルをつけての応募でも構いません。

タンチョウのダンス



（薬剤師：皆川 佑太）

　処方箋医薬品とは、医師により作

成された処方箋がなければ販売する

ことができない医薬品です。取り扱

いが難しいお薬や抗生剤などが該当

します。薬だけが欲しいと言っても

必ず医療機関に受診し、医師から出

　購入する際に処方箋は必要としな

い医薬品ですが、薬剤師が対面で情

報提供などを行ない販売できる医薬

品です。

　昨今インターネットの普及が進

み、一般用医薬品であればインター

ネットで購入できる時代となってい

ますが、要指導医薬品に関してはイ

ンターネットでは販売することがで

きません。必ず店舗で使用する本人

に対してのみ販売することができる

医薬品となっています。

② 要指導医薬品って？

① 処方箋医薬品って？

　医薬品と言われると何を思い浮か

べるでしょうか。保険薬局や病院で

もらう薬(医療用医薬品)？ ドラッグ

ストアーで購入する薬(一般用医薬

品、要指導医薬品)？ お家に置いてあ

る置き薬(一般用医薬

品）？ などを思い浮か

べるのではないでしょ

うか。

　以下の図は、医薬品の一般的な分

類です。医薬品と言っても様々分類

されているのがわかったかなと思い

ます。

　はるか薬局(保険薬局)に処方箋を

持ってきたときお渡しする薬は、お

およそ図の一番右で囲っている処方

箋医薬品になります。

シリーズ 疑のの薬 問疑薬 問 90

医薬品の分類について

医薬品

薬局医薬品

要指導医薬品

一般用医薬品（OTC）

医療用医薬品

薬局製剤

第1類医薬品

第2類医薬品

第3類医薬品

処方箋以外の
医療用医薬品

処方箋医薬品

される処方箋がなければお渡しする

ことはできません。  

　ちなみに、処方箋の期限は原則「交

付日を含めて４日以内」となってい

ます。土曜日や日曜日、祝日も含め

ますので十分ご注意下さい。

ピロリ菌とその除菌治療薬について

入  場
無  料

日  程
時  間
会  場
講  師

2020年２月1日 （土）
10：00～11：00
はるか薬局（治水町６番２号）

市川　正人　薬剤師
（はるか薬局管理薬剤師）

ＴＥＬ

住 所
メール

0154-31-7660
〒085-0055 釧路市治水町６番２号

ayumichozai@a-haruka.co.jp

お問い合わせ：株式会社 あゆみ調剤（担当：藤原）

株式会社あゆみ調剤主催　はるか薬局薬剤師による第６回健康づくり学習会

胃ガンを予防しよう！

学習会内容 ・ピロリ菌ってどんな菌?　・日本人の感染率は？
・薬で治療できるの？　・質疑応答

～ピロリ菌に感染していると胃ガンのリスクは５倍以上～
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