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巻頭言

最近思うこと

静岡医療センター 薬剤科長

野呂岳志

当院で実務実習をした学生からきた年賀状に「石巻赤十字病院に内定しました」と書か

れていました。岩手県出身の彼女は、震災から三年たっても未だ復興半ばとも言えない被

災地の医療の一助になればと、故郷に帰ることにしたそうです。彼女の今後の活躍にエー

ルを送りたいと思います。

さて、司馬遼太郎はその著「竜馬がゆく」のなかで龍馬に「生死などは、とりたてて考

えるほどのものでもない。何をするかということだけだと思っている。世に生を得るは、

事をなすにあり」と言わせています。これを読んだ時に、先輩に「どこの施設に転勤して

も、そこをナンバーワンにするように努力しなさい。」と言われたことを思い出しました。

龍馬のような大きな志はありませんが、自分の職場を何でもいいからナンバーワンにする

ためには職場環境の整備、人材の確保・育成が肝要です。国立病院機構では、人材を育て

向上心を高めるために業績評価制度を導入しています。４月は業績評価と人事異動の時期

です。この時期になると「本当にこのシステムは正しいのか、組織のためになっているの

か」と考えてしまいます。「もしドラ」で世間に知られるようになったピーター・F・ドラ

ッカーは、「マネジメント」のなかで「成果中心の精神を高く維持するには、配置、昇給、

昇格、降格、解雇などの人事に関わる意志決定こそ最大の管理手段」と言っています。こ

れが真実なら国立病院機構の業績評価制度は、年２回の「業績手当」に反映されるだけで、

昇進や配置換えにはほとんど影響を及ぼさない不十分な管理手段になってはいないでしょ

うか。成果主義が悪いとは言いませんが、今の国立病院機構は中途半端な実力主義で組織

全体がギスギスしていると感じられてなりません。国立病院時代は親方日の丸に頼った赤

字体質や年功序列の人事など問題も多くありましたが、特別昇給という制度もあり、内部

昇格も認められていて、今よりもずっと穏やかで安定した組織だったと思います。これは

東海北陸ブロックに限ったことなのでしょうか。前述の学生ではないですが、誰しも望郷

の念を持っています。故郷には家族や年老いた父母を残して来ている人もいるでしょう。

施設の格が低かろうが、勤務期間が短かろうが、その人が成果を上げているのであれば、

希望を叶えてあげてもよいと思います。そのような人間味のある「配置」をする方が成果

が上がるのではないかと思います。政権交代により前矢崎国立病院機構理事長の「独立行

政法人からの卒業」は実現せず、平成27年度には政府のガバナンス下におかれる非公務員

型独立行政法人に移行予定です。国立病院機構が成果中心の精神を高く維持させたければ、

４月から配属される職員が将来に希望を持てるような組織となれるように、惻隠の情をも

って臨んで欲しいと思います。
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国立病院機構医王病院薬剤科紹介 

 
 金沢市の中心部から車で山側

環状線を北東方面に走ると左手

に黄色いハデなカラーに緑の三

角屋根が特徴的な建物が見えて

きます。それが私達の勤務する医

王病院です。病院南東側に当院名

称由来の医王山がそびえ、敷地東

側に隣接した丘陵地には堅田城

跡公園が整備された自然に恵ま

れた環境にあります。 
 医王山というと金沢大卒、北陸

大卒の先生方はおそらく学生時

代に駆け巡った記憶のある山だと思います（私だけ？）。その名称由来は、722
年に当時の帝である元正天皇が大病にかかられたので、泰澄大師という方が薬

草の多いとされているこの山の薬草を献上したところ快癒され、帝はこれを大

いに喜び泰澄に神融法師の称号を授け、山を医王山と命名されたと言われてい

ます。「医王病院」というと、全国的には「どこにある病院？」となることが多

いのですが、医王山の名称由来を聞くと病院の名称に相応しい冠のような気も

します。 
 当院は、北陸地区における神

経・筋難病、重症心身障害児医

療など障害児（者）医療に特化

した専門的な入院医療施設です。

薬剤科は、平成 26 年 3 月現在、

定員 6 名のところ欠員 1 名、育

児休暇 1 名で 4 名の薬剤師で奮

闘中です。今年度はなんといっ

ても、金沢医療センターと共同

で開催した国立病院総合医学会

が一番大きなテーマでした。副

会長施設としてこれを成功裏に

終えることができ、本当にホッとしています。 
 しかしそれも束の間、3 月 10 日には電子カルテの更新が控えており、その準

備に追われる毎日です。薬剤科のシステムも増設され、これまでには無かった

写真 1 特徴的な外観です 

写真 2 来年の春には北陸新幹線が見えるハズで

す。 
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注射のバーコードラベル発行や DI 情報、水剤監査システム、麻薬管理システム、

血液製剤管理システムが新設されます。また、4 月になれば散剤分包機 2 台が新

機種に更新され、Pandora（TOSHO 社製：薬剤システムと連動して自動で開く

薬品ケースユニット。費薬計算も自動でしてくれる。）という薬品棚も導入予定

です。 
 病院の建て替え工事も控えており、落ち着かない日々が続きそうですが、帝

に献上された薬草と変わらない有用な薬を患者さんに届けるべく、薬剤科員一

丸となって頑張っていきたいと思っています。薬剤科は狭いスペースでなんと

か遣り繰りしているのが現状ですが、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下

さい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 3 なぜか皆同じポーズ。 
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教育研修委員会の活動報告 

 

東名古屋病院 

吉田 昌生  

 

 平成 25 年度後半の教育研修委員会の活動について報告します。 

  

○平成 25 年 12 月 19 日（木） 第 3 回コアメンバー会議（参加者 6 名） 

 名古屋医療センター 薬剤科 

平成 25 年度中堅薬剤師研修会（平成 26 年 2 月 15 日開催）および平成 26 年度採用薬剤師研修会

について検討しました。 

中堅薬剤師研修会は前回同様「ファシリテーションスキルの習得」を目指した内容としました。短い研修

時間のなかで GIO や SBOs を達成するために、どのような内容、セッション構成とするか前回の研修を振り

返りながら、新たに実施計画書案を検討しました。 

また、平成 26 年度採用薬剤師研修会については、平成 26 年 5 月 17 日（土）～18 日（日）、場所は例

年とおり「グリープラザみやまコテージ村」で調整する事を決定しました。なお、平成 26 年度も新入職者が

30 名見込まれているため、スタッフやタスクの人員ならび大まかな作業分担などについて検討しました。 

 

 

○平成 26 年 2 月 15 日（土） 平成 25 年度中堅薬剤師研修会  

 名古屋医療センター 会議室 

研修会開催にあたり、開催地が名古屋のみの開催であること、研修生の交通費を補助することが難し

いこと等により、当初、参加者が乏しく研修会開催も危ぶまれ、また当日も前日の関東方面の記録的な大

雪の影響が懸念されましたが、最終的に 8 名の先生（主任薬

剤師 4 名、薬剤師 4 名）から参加をいただき、無事、研修会を

開催することができました。 

研修生の経験年数は 5～18 年目という状況であり、キャリア

や施設等を考慮して 2 グループに分け、ワークショップを行い

ました。研修内容は、アイスブレイクとして自分が想う「今の新

人をあらわす（象徴する）漢字」を 1 文字で表現するセッションから始まり、「薬剤管理指導業務が実践でき

る薬剤師を育成するために中堅薬剤師に求められるもの」、「症例を使用し

た採用（新人）薬剤師研修会」をテーマにグループ討議を行いました。 

また、前回同様にエーザイ株式会社の久田邦博先生に「ファシリテーシ

ョンスキル」の講義をお願いしました。本研修会は、まだ試行錯誤の段階で

はありますが、前回の反省点を踏まえ、プログラムを見直したことで、受講
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後アンケートでは、「内容の価値」について「かなり価値あり」との評価を多くいただきました。 

中堅薬剤研修会は、対象者を設定していることや、開催を東海ブロックと北陸ブロックで実施することが

難しいため、参加者がなかなか集まらないのが今後の課題でもあります。しかし、ファシリテーションについ

て学ぶ機会はそれほど多くありません。（久田先生のファシリテーションの講義は参加者から好評です。）

当会としては、今後も検討を重ね、より魅力ある研修会に育てていきたいと思います。是非、中堅薬剤師

研修会にご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度中堅薬剤師研修会 参加者 
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学術研究委員会活動報告 

2013 年 12 月～2014 年 3 月 

 金沢医療センター 林   誠 

 

 

1.平成 25 年度研究デザイン勉強会 

 

目的：臨床現場の疑問を解決するために、研究デザインを立案する 
対象：研究デザインを勉強したい薬剤師 
日時：2013 年 11 月 30 日（土） 13 時 30 分～17 時 00 分 
場所：名城大学名駅サテライト会議室（名古屋駅前桜通ビル 13 階） 
参加者：15 名、ファシリテータ 2名 

講師：倉敷中央病院総合診療科医師教育研修部 福岡 敏雄 先生 
概要：「臨床の疑問点をどう研究テーマとして抽出するか」をテーマにワークショップ形式で行っ

た。日常業務からの課題が研究テーマとして変化していく様子を体感できたと考えられた。      
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2.共同研究推進のためのハードウェア及び旅費に関する調査報告 

 

2013 年 10 月に行われた学術研究委員会コアメンバー会議にて、各施設の情報収集手段や学会

出張にかかわる旅費などについて現状を把握することは今後の共同研究推進にとって重要である

との意見があった。そこで各施設薬剤科長にアンケート調査を行ったので報告する。 

 

1.他施設共同研究を実施する際の問題点 

1.1 処方および検査データの抽出に関して 

共同研究を行う上で、該当する薬剤の使用患者・使用量をスクリーニングするためにはオーダ

ーリングシステムからのデータ抽出が必須である。2013 年 11 月に該当施設からアンケートを実

施した。この結果、処方データは 21 施設中 20 施設が、検査データは 21 施設中 15 施設が抽出可

能と回答し、共同研究を実施する上での障壁は少ないと判断できる。 

1.2 データの解析に関して 

集計したデータを適切な統計処理を行う上で解析ソフトは必要不可欠なハードウェアである。

解析ソフトが整備されている施設は 21 施設中 6施設であった。以下に調査結果を示す。 

SPSS；名古屋医療センター, 金沢医療センター, 静岡てんかん神経医療センター, 医王病院 

JMP；国立長寿医療研究センター, 三重中央医療センター 
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エクセル統計；金沢医療センター, 国立長寿医療研究センター 

スタットメイト；名古屋医療センター・金沢医療センター 

臨床研究において統計解析は必須であり、統計ソフトの整備は早急な課題であると考えられた。 

 

2.共同研究を学会発表および論文投稿する際の問題点 

2.1 出張旅費に関して 

通常、共同研究で得られた結果を学会で発表する際には出張申請を行う。しかしながら、施設

によっては発表回数の制限や、共同研究者の出張が認められない場合がある。該当施設からのア

ンケート結果では、筆頭発表者の出張はすべての施設で可能と回答したが、共同演者および聴講

のみで出張が認められるのは治験実施施設に限られた。共同演者、発表者の出張が可能と回答し

た施設のほとんどで認定薬剤師の取得目的、次年度で発表が必要、治験関連などの制約があった。

共同研究の結果を発表する際は発表者、共同演者両者の負担を少なくできるよう取り組むべきで

ある。 

なお、新卒の薬剤師の研究目標を一年目は学会聴講、次年度より共同発表または筆頭者とステ

ップアップするに際、費用の個人負担が施設によって大きく異なることが明らかになった。特に

小規模施設で採用された薬剤師の研究活動への支援が必要と考える。 

2.2 論文投稿に関して 

論文実績は専門薬剤師の取得に必要であり、かつ薬剤師の職能をアピールする上で重要である。

しかしながら、研究データをまとめて論文投稿する際、通常和文誌であれば掲載費が必要となる。

例えば日本医療薬学会の機関誌「医療薬学会」3～5万円ほどの掲載費が必要である。一方、海外

誌の場合、掲載費は無料であっても、英文校正で 3～10 万ほどの経費が必要である。施設によっ

てはこれらの経費を研究者自身が負担しなければならないこともある。共同研究者の発案者や研

究代表者に負担が集中しないような工夫が必要である。 

 

 上記アンケート結果をもとに、学術研究委員会コアメンバーにて、今後の対応を検討していく

予定である。 
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↑↑↑ 講義の様子 ↑↑↑ 

業務推進委員会活動報告（平成２６年３月） 

 

金沢医療センター 

 長岡 宏一     

 

業務推進委員会では、平成２６年３月１日

（土）に名古屋医療センター内のスキルアップラ

ボ室をお借りし、第３回フィジカルアセスメント研

修会（東海ブロック）を開催いたしました。今回の

フィジカルアセスメント研修会では、講師に名古

屋医療センター教育研修部長 富田 保志先生

をお迎えし、「心電図の読み方」と「心音の聴診」

の基礎を、実習を交えて学びました。その様子を

写真と、アンケート調査結果から紹介したいと思

います。 

 

 

研修参加者背景＞＞＞ 
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図１． 図２． 
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図３． 図４． 
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↑↑↑ グループワークの様子 ↑↑↑ 

↑ 生体シミュレーターで心電図確認中 ↑ 

↑ 生体シミュレーターで心音確認中 ↑ 

今回の研修は、図５「フィジカルアセスメント研修会

への参加要因」からもわかるように、心電図への興

味の高さもあり、薬学生１名を含め３５名もの多くの先

生方に参加していただけました。 

講義は初心者向けとしていただいたこともあり、図８

「研修内容の理解度について」が示すように、十分に

理解していただけ、結果的に図７「研修内容の満足

度について」が示すように全体を通して満足度の高

い研修会となりました。しかし、図６「研修時間につい

て」、図７「研修内容の満足度について」が示すよう

に、「心電図へ影響を与える薬剤」の講義に対して、

時間がやや短いとの意見が多く、関連して満足度

もやや低い結果となったことから、次回開催時には、

時間配分の見直しはもちろん、グループワークなど

を織り交ぜるなどの工夫を加え、満足度の高いプ

ログラムを企画していきたいと考えています。 

 

その他、図４「臨床現場での心電図確認状況」

の結果、薬剤師の抱えている問題点が明確化さ

れました。つまり、QT 延長など心臓へ影響を与え

る薬剤があることを知っているにもかかわらず、病棟活動の中で７０％もの薬剤師が心電図の

確認を行っていないという現状が明らかとなりました。しかし、研修後アンケートの自由記載で、

「これから病棟活動の中で、心電図を見るように意識して活動を行っていこう」というような前

向きな意見が数多く挙げられていたことから、この

ような研修会を企画開催することは非常に有意義

であると考えられました。  

引き続き、業務推進委員会では「明日からやっ

てみよう」と思ってもらえるようなきっかけ作りの研

修会をどんどん企画していきたいと考えていますの

で、是非期待してお待ち下さい。 
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♪♪♪ 業務推進委員会では、やって欲しいことを募集しています。 ♪♪♪ 
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【パクリタキセルによる末梢神経障害に対するラフチジンの効果の検討】  
河井恵実里＊1)、島田泉＊1)、井上裕貴＊2)、石川友貴＊3)、 

間瀬広樹＊4)、山谷明正＊5)、阿部康治＊1) 
＊1）豊橋医療センター、＊2）名古屋医療センター、 

＊3）金沢医療センター、＊4）国立長寿医療研究センター、＊5）医王病院 
 
【目的】パクリタキセル（以下、PTX）は末梢神経障害が治療における用量規制因子とな

ることがあり、その治療法・予防法が模索されてきた。数年前より H2受容体拮抗薬である

ラフチジンはカプサイシン感受性知覚神経を介する多様な薬理作用を示す報告がなされて

以降ラフチジンにおいて PTX による末梢神経障害に有効であったとの報告がいくつかある。

しかし、ラフチジンによる末梢神経障害に対する効果の検討はラットによる動物実験が行

われているだけで他の H2受容体拮抗薬を含め検討した報告はない。そこで、今回、ファモ

チジンを対照薬剤とし、末梢神経障害に対するラフチジンの効果について検討した。また、

症例については東海北陸薬剤師会の学術研究委員会のメンバーである 4 施設でデータを収

集し検討を行った。 
【方法】対象は、平成 20 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日の間で、豊橋医療センター、

東名古屋病院、金沢医療センター、三重中央医療センターのいずれかの施設に外来通院ま

たは入院し、PTX 使用レジメンにて治療中にラフチジンまたはファモチジンを服用してい

る患者とした。方法はカルテにより、末梢神経障害の有無、末梢神経障害発生時はしびれ

の程度を grade 分類し経過を調査した。 
【結果】 
対象患者はファモチジン群 20 名とラフチジン群 30 名の計 50 名で、年齢はともに 70
代前後であり、性別、PTX 累積投与量などに有意差はみられなかった。  
対象患者の癌腫については、ファモチジン群では肺癌が 11 名であり、その他は乳癌 2
名、卵巣がん 3 名であった。またラフチジン群ではほとんどが肺癌であり、その他と示

した原発巣には、胃癌、甲状腺がんの患者が含まれていた（表 1）。 
＜表 1 患者背景＞ 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ファモチジン群
(n=20)

ラフチジン群
(n=30)

年齢(歳） 70.4±8.9 65.6±7.4
性別（男性/女性） 6/14 6/24
前治療（有/無） 6/14 4/26

タキサン系薬剤使用歴（有/無） 1/20 0/30
原発巣

（肺癌/乳癌/卵巣癌/その他）
11/2/3/4 26/0/0/4

PTX累積投与量（mg） 884±405 733±291
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ファモチジン群では 55％と 20 名中 11 名に末梢神経障害が現れ、ラフチジン群では 26.7％
と 30 名中 8 名に末梢神経障害が現れており、 ファモチジン群に比べてラフチジン群の方

が末梢神経障害の発現頻度に有意な低下を認めた。 添付文章上での発現頻度は 74.3％であ

った（図 1）。 

 
 ＜図 1 しびれの発症した割合＞ 

グレード１においてラフチジン群では出現がなく、グレード２においてはファモチジン群

に比べて出現率が低い傾向にあった。  
またグレード３においてはラフチジン群の方が発現頻度が高い傾向にあるものの、全体を

通して末梢神経障害のグレード別発現頻度はファモチジン群、ラフチジン群とで同程度の

割合であった（図 2）。  

 

＜図 2 末梢神経障害の比較＞  

 
 
ファモチジン群では 10，20，60 日前後とばらつきがあり、発現時期においては個人差があ

るという事が分かった。 また国内の第Ⅱ相試験では、PTX 投与開始して 3～10 日後に末梢

神経障害の出現が多かったとの報告があった。  
PTX を投与して 30 日経過した時点での末梢神経障害の発現頻度では 56％であり、約半数

が 1 カ月以内に発現した（図 3）。 
PTX を投与し始めて 30 日経過した時点での末梢神経発症頻度は 33％であった。  
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ラフチジン群の方が、30 日以内での末梢神経障害発現が約半分と、少ない傾向がみられた

（図 4）。  
 

 
＜図 3･4 末梢神経障害の発現時期（左：ファモチジン・右：ラフチジン）＞ 

ファモチジン群では末梢神経障害に対処した割合は 30%で、そのうち薬剤投与が 15%、PTX
減量も 15%であった。またラフチジン群は末梢神経障害に対処した割合が 20％であり、そ

のうち薬剤投与が 17%、PTX 減量は 3%と、両群間に有意差はなかった。 
末梢神経障害を訴えた患者に対して処方された薬剤には、メチコバール、セレコックス、

ナイキサン、リリカ、ロキソニン、オキシコンチン、モーラステープ、牛車腎気丸など、

内服から外用、漢方や劇薬から麻薬まで様々な薬剤が処方されていた。  
 
【考察】 
ラフチジンはファモチジンに比べ PTX による末梢神経障害の発生率は有意に低く、また、

添付文書に記載されている末梢神経障害の発生率よりも低かったことからラフチジンが

PTX による末梢神経障害に対し予防効果を有している可能性が示唆された。今回の調査は

レトロスペクティブな調査であり患者の訴えを全て聴取できなかった可能性もある。その

一方で、多施設による共同研究として実施したことにより症例集積性が高かったことから、

今後は多施設共同研究としてプロスペクティブに症例を集め検討を行いたいと考えている。 
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編集後記 

 

 

 

はやいもので、もう平成 25 年度が終わろうとしています。本当に月日が経つのは早いで

す。 

この 4 月から消費税率が 8％引き上げられます。それに伴ってかどうかはわかりませんが、

民間企業のベースアップ回答が軒並みプラス回答となっているとのニュースを見ました。過

去の経験からすると、民間の景気が悪いときには我々の給料は横並びで減らされるのです

が、民間企業が景気よくなっても、我々の給料が上がらないは変だと思うのは私だけでしょ

うか？ 

さて愚痴はさておき、この 4 月で診療報酬が改定されます。診療報酬点数が新たに加え

られたものもありますが、減 算 になるものもあります。勤 務 している病 院 の経 営 、ひいては

NHO 全体の経営のことを考えて、薬剤科でプラスにできることはしっかりと対応したいもので

す。 

（編集者） 
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