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　平成19年３月25日(日)、石川県地場産業

振興センターにおいて第97回総会が開催さ

れ平成18年度会務並びに事業中間報告、第

102回日本薬剤師会通常代議員会報告、つ

いで、19年度事業計画案、歳入歳出予算案

が賛成多数で可決された。

　平成19年５月27日(日)、金沢都ホテルに

おいて第98回総会（村戸正治議長、永江典

之副議長）が開催された。冒頭、平成18年

度にご逝去された立岡清一郎先生、島田勝

成先生、河村健先生、川端律子先生の４名

のご冥福を祈り黙祷を捧げた。徳久会長の

挨拶に続いて、馳浩衆議院議員、森久規石

川県健康福祉部長、小森貴石川県医師会会

長の来賓祝辞があり、議事に入った。平成

18年度会務並びに事業報告、歳入歳出決算

報告等が賛成多数で可決承認された。総会

終了後、｢厚生労働政策に対する日本薬剤

師会の要望について」と題し中西敏夫日本

薬剤師会会長の特別講演があった。

　懇親会の席上、大原郁子、猪谷一雄の２

氏に日薬有功賞、兼田春生、石黒傳六２氏

の厚労大臣表彰受賞の顕彰が行われ、また

瑞宝双光章を受賞された橋場季恵氏の功績

が称えられた。

第 97 回 総 会

第 98 回 総 会

総　会総　会
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　第98回総会に引き続き、同会場で永年に

わたり石川県薬剤師会会員のため、また会

の発展に多大な尽力並びにご協力いただい

た９名の方に対し、会長から表彰状と記念

平成19年度石川県薬剤師会会長表彰受賞者

安　田　とみい（白山ののいち支部）　　　野　村　千　秋（学校薬剤師部会）

石　黒　泰　子（金沢支部）　　　　　　　泉　原　純　子（県庁勤務薬剤師会）

瀬　川　孝　司（七尾鹿島支部）　　　　　高　山　成　明（県庁勤務薬剤師会）

三　村　　　明（開局薬剤師部会）　　　　藤　井　ひとみ（女性薬剤師会）

中　森　慶　滋（開局薬剤師部会）

品が贈られ、その功績を称えた。受賞者を

代表して野村千秋氏からお礼の挨拶があっ

た。

会　長　表　彰

▲会長表彰

▲懇 親 会

▲懇 親 会

▼中西日薬会長

▲会長表彰
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河村健先生を偲んで

　今年２月、石川県薬剤師会副会長の河村健先生が急逝されました。あ

まりの急な報に接しられた方々には大きな悲しみを覚えられたことと思

われます。河村先生は石川県薬剤師会においてはもちろんのこと、日本

薬剤師会、日本学校薬剤師会などで数々の業績をあげられました。それ

らが評価され、平成17年には瑞宝双光章を受賞されました。先日、河村先生を偲んで投稿を

呼びかけたところ二本の投稿が寄せられました。

　石川県薬剤師会を導いていただいた河村先生に心から感謝を捧げるとともに、ご冥福をお

祈りする次第です。

河村　健先生
（元県薬副会長）を悼む

石川県薬剤師会　　　　　　

　会　長　　徳　久　和　夫　

　河村　健（たけし）先生！　いや、やは

り“ケンさん”と呼ぶことをお許しくださ

い。わたしには、それ以外に呼びようがな

いのです。ケンさん、ひどいひとです。わ

たしにこんな日を迎えさせてしまって。あ

なたとの56年にわたる友情の中で、これだ

けは許してならないと張り合ってきたこ

と、それは『お互いに、相手の弔辞を読む

羽目になること』でした。私は、いま、透

明な敗北感にうちひしがれ、悲嘆にくれて

います。

　一昨日の夜、10時、薬剤師会の会合を終

えて、ちょうど帰宅した直後でした。奥様

からお電話があり、先生が目を落とされた

ことを知りました。その日のお昼過ぎの電

話では、小康を得たので看病をいっ時休ん

で自宅に帰られたところだとお聞きし、安

堵していた矢先でしたので、頭の中が真っ

白になってしまいました。

　２月５日の薬剤師会には、なに変わりな

く出てこられ、ただ、１月の中頃から引き

込んだ風邪がいまだによくならない様子に

「70も過ぎれば、抵抗力が落ちて、ダラみ

たいなもんや」と、冗談半分に言い合って

別れたのですが、いまとなっては、その時

が最後の別れだったのですね。いまの私に

は、自分の感傷に浸っている心の余裕はあ

りません。奥様はじめお家族の皆様のお嘆

きを察しますと、お慰めのことばもありま

せん｡

　昭和26年４月、金沢大学薬学部へ第三期

生として入学したクラスに、机をドラムに

見立てて手足を打ち付け、ジャズを口ずさ

んでいるうるさい奴がいました。それがケ

ンさん、あなたでした。持ち前の明るさ

と、人なつっこさで、気がつくとクラスの

遊びや、行事になくてはならない存在に

なっていました。クラス雑誌「みちくさ」

の編集には創刊号から参加しており、ガリ

版のインクのにおい、いまでも鮮明におも
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いだすことができます。

　昭和�1年４月に河村栄安薬局を開設した

あなたを待っていたのは、学校薬剤師必置

制を定めた学校保健法の改正でした。当時

の薬剤師会にとって全く未知の世界を開拓

するためのプロジェクトが編成され、あな

たと私の二人三脚が始まったのですね。北

は海上遥か遠い舳倉島から、南は白山の谷

深い尾添の分教場まで、県内くまなく足を

運ばなかった学校はありません。昭和�6年

までには石川県下の全小中高校に学校薬剤

師が設置されました。

　それからのあなたは、石川県学校薬剤師

研修大会の設立とその運営に情熱を傾けら

れ、今日に見る学校薬剤師活動の評価を不

動のものにしました。このご恩、決して忘

れることはできません。

　いっぽうで、あなたは地域住民に対する

社会奉仕活動に長年尽力なされ、長土塀校

下の社会福祉協議会会長はじめ、長土塀保

育園理事長などの要職にありました。高齢

者の健康生活と幼児教育の更なる充実が望

まれている今日、あなたを失った校下住民

の悲しみは、計り知れないものがあるで

しょう。一昨日金沢市長から直接に届けら

れた感謝状がご霊前に安置されています

が、これがなによりも、地域の方々の切な

る感謝の心をしめしているものでしょう。

　昭和55年からは石川県薬剤師会副会長と

して、歴代の会長を補佐し、学校保健・環

境衛生の他、さらに研修部門をも担当なさ

れ、また、日本薬剤師会代議員を平成４年

から14年の永きにわたってつとめてこられ

ました。石川の『河村』の勇名が全国級で

あることを誇りに思っています。

　これらの長年にわたるご功績によって、

藍綬褒章、瑞宝双光章を受章の栄誉に輝か

れたのでした。昨年秋に日本薬剤師会功労

賞を受賞されたことは、記憶に新しいとこ

ろです。

　いま私たち薬剤師の世界では、その生涯

教育と薬剤師養成薬学教育六年制の具体的

対応が最重点課題となっています。ケンさ

ん。あなたはその担当者として全国的に類

を見ない石川県方式ともいうべきリフレッ

シュ講座およびグレードアップ講座を成功

に導きました。残された課題は、薬学生実

務実習の受け入れ態勢作りです。あなたが

立案計画し、準備してきた北陸では初めて

のワークショップが、この２月の11～12日

の２日間にわたり北陸大学で開催されまし

た。しかし、待ちに待ったこの歴史的瞬間

に、もっとも立ち会うべきケンさん、あな

たの姿を見ることができませんでした。ケ

ンさんの無念は察するにあまりあります。

　しかし、ご安心ください。あなたが長年

にわたって練り上げた計画と手塩に掛けて

育てた人材は、私たち残されたものの中に

しっかり確保されています。

　ケンさん。これでお別れします。あの世

とやらで、いつもの口癖「ふん、ダラみた

いなモンや」とうそぶいている姿が目に見

えるようです。さようなら。　　　合掌

　平成19年２月18日

※平成19年２月18日、河村　健先生の告別

式において捧読された弔辞の全文です。
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【河村　健先生の略年譜】

昭和５年　金沢市長土塀１丁目に誕生

昭和�0年　金沢大学薬学部卒業

昭和�1年　河村永安薬局開設

昭和�6年　金沢二水高等学校薬剤師

昭和�6年　石川県学校薬剤師会理事／副会

長

昭和�7年　石川県学校保健会理事／副会長

昭和�7年　石川県薬剤師会理事／副会長

昭和4�年　石川県学校保健会表彰

昭和51年　日本学校薬剤師会理事／常任理

事

昭和57年　日本薬剤師会代議員

昭和57年　石川県薬剤師会長表彰

昭和61年　石川県知事表彰

昭和62年　金沢市中央小学校薬剤師

昭和6�年　厚生大臣表彰／文部大臣表彰

平成２年　石川県覚せい剤乱用防止推進員

協議会会長

平成４年　日本薬剤師会代議員

平成５年　石川県「ダメ、ゼッタイ」普及

運動推進委員会委員長

平成６年　石川県保健医療計画推進協議会

委員

平成７年　藍綬褒章受章

平成14年　日本薬剤師会実務実習受入対策

検討委員会委員

平成14年　北陸地区調整機関運営委員会委

員長

平成17年　瑞宝双光章受章

平成18年　日本薬剤師会功労賞受賞

平成19年　逝去（享年77歳）

河村先生とジャズと僕と

石川県薬剤師会　　中　森　慶　滋　

　ＦＡＸのベルが鳴ったのは覚えている。

毎日、処方せんをはじめとしてダイレクト

ＦＡＸ、会議の案内などさまざまな文書が

送られてくる。それが処方せんだと手にし

たスタッフがそれを持ち入力する。会議の

案内だと僕の机の上にそっと置かれる。し

かしこの時は違った。Ａ４のＦＡＸを手に

したスタッフが言った「ＦＡＸが入ってい

ます｡」僕は一包化をする手を止めた。

　訃報であった。石川県薬剤師会副会長河

村健氏が昨夜お亡くなりになられた。つい

ては通夜を……。あまりの突然の知らせに

深い悲しみが僕を襲う。事実は時に人を迷

宮へとつき落としてしまう。｢ご苦労さ

ん、良かったよ」山本博氏の講演の前に行

なわれたシンポジウムの座長をねぎらう声

が頭の中に蘇る。動揺を抑えることも出来

ずに、スタッフに事情を話した。

　いったん家に帰り簡単なジャケットを羽

織りネクタイをした。河村栄安堂薬局は金

沢の街中にあるため、近くのレストランに

車を停めさせてもらう。しばらく歩くと薬

局が見えてきた。忌中との張り紙がしてあ

る。ここで初めて事実を確認する。奥様が

出てこられた、現実を受け入れられていな

い様子がありありと伝わってきた。突然の

訪問を侘びるとともにお参りをさせてもら

うようお願いする。急な階段を上ったとこ

ろにある二階の部屋に河村先生は眠られて

いた。深々とお辞儀をし合掌をした。
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　河村先生からは多くの事を教えていただ

いた。薬学教育、生涯研修、先生の考えが

時々日本薬剤師会に反映していることに影

響力の大きさを感じることもあった。先生

との邂逅は僕にさまざまな場面の印象を残

してくれた。それはおそらく薬剤師会が始

まって以来始めて経験しているのであろ

う、激動する変化の中での出来事であっ

た。

　葬儀では徳久会長が弔辞を読まれた「健

さんあなたはひどい人だ、私に弔辞を読ま

せるなんて。常々お互いの弔辞を読むこと

だけはしたくないと思っていたのに、まさ

か私よりも先に逝くとは…。健さんと私は

金沢大学薬学部の同級生でした、初めてあ

なたと出合った日の事を覚えています。私

が教室に入ると机の上に座って当時流行っ

ていたジャズのビートを鉛筆で机にたたい

ていましたね」

　そのとき僕は一つの情景を思い出しなが

ら考えていた。先生の年から逆算すると河

村先生が机をたたいていたジャズは1950年

代初頭になる。マイルスデイビスがクール

ジャズの奔りである「Birth Of The Cool

（クールの誕生）」を出してからほんのし

ばらくあと。コルトレーンもマイルスも自

分のスタイルを模索していた頃だ。やがて

そのすぐ後から、ジャズ ’50年代の黄金時

代が始まる。僕はできることならその時代

に行ってみてそのときの空気を感じてみた

い。ヨーロッパでは米国よりも先に寵児と

なっていたマイルスは映画のヌーベルバー

グの鬼才ルイ・マルの映画「死刑台のエレ

ベーター」の音楽を担当し、ジャズを都会

の大人の音楽へと昇華させた。そして今で

も世界中で何万枚も売れているというジャ

ズ不滅のディスク「Kind Of Blue」をマ

イルスは発表する。河村先生はそんな時代

を知っていることになる。

　羽咋支部の分業担当会議はいつも羽咋薬

局の二階にある会議室で行なわれる。その

日は石川県薬剤師会開局部会から河村先生

と中村先生と僕が参加した。河村先生が分

業の現状と将来の展望を語った後、薬学教

育について話された。僕はフォローアップ

委員会の取り組みへの参加を呼びかけた。

参加している羽咋支部の皆さん方からは、

いつも薬剤師会活動を充実させようと言う

意思を強く感じることが出来るのでうれし

く思う。会議が終わり会場を後にして、８

番ラーメンに入りラーメンを３人ですすっ

た。店を出てから能登自動車道路を走り金

沢へと向かった。中村先生が言った。｢中

森さんは感性で運転しているでしょう、ス

ピードは一定でないし、道路は中心を走っ

ていない｡」そういえばスピードを出して

いることに気がつかない事が多い。前に車

がどんどん出てくるものだから、それらを

次から次へと追い抜いていたかと思うと、

極端にゆっくり走っていて後ろの車に急に

抜かれだす。そんな運転の中車内では音楽

ＤＶＤを流していた。河村先生が言った。

「ずーっと音楽聴いていたんだ。いいねー

ジャズは、このピアノの黒人がまたいい

ね。」演奏はオスカーピーターソントリオ

とギターのジョーパス。僕が言う「オス
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カーピーターソンは米国で活躍している黒

人だけど、出身はカナダなんです。そのた

め人種差別が少なかったせいか、他の黒人

ミュージシャンのように抑圧を受けてない

んですね。だから音楽が明るいんです」

ジャズバラードの名曲「My One And 

Only Love」の演奏が始まる。オスカー

ピーターソンのピアノからは陽気でメロ

ディアスなフレーズが怒涛のようにあふれ

出していた。それが僕と河村先生が一緒に

ジャズを聴いた思い出である。

　東京の日本薬剤師会で行なわれた薬学教

育に関係する委員会に河村先生とともに出

席した。河村先生は会議の要所々に意見を

挟み、みごとに会議を誘導していった。長

年薬学生を受け入れている石川県の実績が

河村先生の言葉に重みを増す。帰りの京浜

急行の車内から飛行機を待っているあいだ

まで、途切れのことがなく薬学教育の持論

を展開されていた。飛行機に乗ってしばら

くすると「わしはこれや、落語や」といい

ヘッドフォンを耳にした。

　石川県薬剤師会は河村先生亡き後、尊敬

すべき先生方が後任にあたり新しく動き出

そうとしている。多くの足跡を残された河

村先生が僕にかけた最後の言葉。｢ご苦労

さん、良かったよ」この言葉を大切にして

いきたい。

薬剤師のためのワークショップ in 北陸

～参加者の感想～

本ワークショップは平成22年度より実施されます薬学生の長期実務実習の指導者を

養成することを目的としています。

 第１回

　　　金沢社会保険病院　薬剤部

森　戸　敏　志（タスクフォース）

　平成18年度、薬学教育に大きな変化があ

りました。その改革の中で、重要視されて

いる項目のひとつが、｢長期実務実習」で

す。長期実務実習は、薬剤師育成の充実を

目的とした、半年間の実習（事前実習１ヶ

月、病院実習2.5ヶ月、薬局実習2.5ヶ月）

で、平成22年より開始される予定です。こ

の実習を受ける学生の数は、新設の薬系大

学が増加したこともあり、１万３千人にの

ぼるといわれています。これだけの数の学

生を、長期間に渡って受け入れることは、

病院や薬局にとって初めての事であり、実

習内容の質の均一化が、これまで以上に求

められています。そのため、長期実務実習

が開始されるまでに、学生を実際に指導す

る実務薬剤師の養成が急がれ、厚生労働省

の支援のもと、実務薬剤師を養成する研修

事業が実施されることになりました。

　この研修事業によるワークショップと講

義形式の研修を受けた薬剤師は、｢実務実

習指導薬剤師」として認定されます。一昨
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年より、日本薬剤師研修センターがこの事

業を委嘱され、関東・関西を中心に、これ

らの研修が開催されてきました。そして、

今年２月、北陸では初めて、このワーク

ショップが開催されました。

　2007年２月11日、北陸三県から27名（大

学教員３名、病院薬剤師６名、開局薬剤師

18名）の参加者が、北陸大学太陽ヶ丘キャ

ンパスに集まりました。このワークショッ

プを支えるタスクフォース15名を含めた、

スタッフ26名と共に、２日間に渡るグルー

プワーク中心の研修会を行いました。グ

ループワークでは、９名の小グループに別

れ、少人数での議論を通して教育手法を学

び、一定の時間内にカリキュラムプランニ

ングを行いました。学生に学んでもらうた

めには、まず教育者側である薬剤師が目標

を立て、具体的な方法（方略）を掲げる必

要があります。さらに、①学生達の学習達

成度を知識・技能・態度の面から評価する

こと、②教育者側が掲げた目標や方略の設

定が正しかったかどうかを評価すること

は、さらなる高度な学習につながると考え

られます。また、これらの評価を、どの時

期に、誰が、どのように行うのが適切であ

るかについても討論しました。２日間の

ワークショップを終えて、参加した皆さん

は、教育者側に立つことの難しさを感じた

ようでした。

　薬学６年制は２年目を迎え、昨年入学し

た第１期生が長期実務実習のため、病院や

薬局に訪れるのは、３年後です。長期実務

実習を受け入れる病院や薬局には、認定を

受けた実務実習指導薬剤師が在籍している

ことが望まれます。

　全国では、同様のワークショップが多数

開催されており、既に多くの薬剤師が受講

しています。北陸では今年度、７月（富

山）、９月（福井）、２月（石川）に三県合

同のワークショップが行われます。また、

認定要件に必要な講義形式の研修会も開催

予定です。今後、多数の薬剤師が受講し、

認定を受け、長期実務実習に備えていただ

けることを期待いたします。

 第２回
　　　北　山　朱　美（メディ菊川薬局）

　平成22年に始まる11週間の薬局実務実習

を控え、受け入れサイドとしての取り組み

方について戸惑いを感じておられる方は多

いと思います。かく言う私も、初めてセミ

ナーや雑誌などを通して「実務実習モデ

ル・コアカリキュラム」について学んだ時

は、従来の実務実習に比べて実習項目の多

さに驚き、どんな根拠で？どのように計画

されているのか？時間配分は決められてい

るのか？方法は？と次々と疑問が湧いてき

ました。そんな折、石川県薬剤師会より今

回のワークショップに参加する機会を与え

られ、その答えが出るのでは？と期待と不

安を胸に参加させていただきましたので、

ここに報告します。

…『第２回薬剤師のためのワークショップ

in北陸』は、平成19年７月15～16日の２日

間、富山県の大山研修センターにて行われ

ました。受講者は、日本薬剤師会北陸ブ
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ロック18名、日本病院薬剤師会北陸ブロッ

ク６名、北陸地区大学３名。このワーク

ショップでは、教育を「学習者の行動（知

識・技能・態度）に価値ある変化をもたら

すこと」と捉え「学習者の到達すべき目標

を設定し、教える側全員がこの目標を理解

した上で教育の方法、評価法を具体的に作

り上げ、学習者が目標に到達したか、教育

の方法そのものが妥当であるかなどを評価

し、より良いカリキュラムを作り上げてい

く手法を体得すること」を目的としていま

した。

　ワークショップは、全体セッションと９

名ずつＡ・Ｂ・Ｃに分かれてのグループ

セッション（討議・作業）を交互に繰り返

す形で行われました。セッション毎に司会

進行係、記録係、発表係の三役を決め、そ

れぞれの時間配分に従って、時間内に討

議・作業しその結果をまとめ、全体セッ

ションでの発表の繰り返しでした。初対面

で所属も異なり、緊張感の中でのグループ

討議（ＳＧＤ）でしたが、時間制限がある

ため大変白熱したものとなりました。

セッション．ＫＪ法

　テーマ『薬学教育の問題点』について各

人が思いついたことを文殊カードに書き出

し、それを島に分けて問題点の共有と整理

を行う作業を通して小集団で思考をまとめ

る方法「ＫＪ法」について学んだ。ここで

は色々な問題点が、挙げられました。

セッション．カリキュラムとは、学習目標

とは、目標作成作業

　ここからはグループ毎にテーマが与えら

れ、そのテーマを学習する為の、カリキュ

ラムの作成を開始しました。カリキュラム

とは教育活動計画書であり、｢目標・方

略・評価」の三要素で構成されています。

　このセッションでは、学習目標の作成作

業を行いました。学習目標を具体的に設定

することで学習者が、これから学ぼうとし

ていることの目標を理解しやすくなり、モ

チベーションも上がります。まず、一般目

標（ＧＩＯ：General  Instruct ional 

Objective）を作成し、学習者が何のため

に、どのような能力を修得するかを包括的

に示す。ついで、観察可能な具体的行動

(知識・技能・態度）を行動目標（ＳＢＯs:

Specific Behavioral Objectives）として

作成し、学習者がＧＩＯを達成するために

はどんなことができるようになるかを具体

的に示す。学習目標は、現実的であり、理

解可能であり、測定可能であり、行動的で

あり、達成可能であることが必須である。

ＧＩＯの作成には、ずいぶん苦労した。タ

スクフォースの先生方の助言をヒントに何

度も作り直すことになった。ＧＩＯが完成

するとＳＢＯsはスムーズに作成され問題

点も見えやすくなり、以降の作業もスムー

ズになった。

セッション．学習方略とは、方略作成作業

　学習方略（ＬＳ：Learning Strategies)

とは、学習者が各ＳＢＯsに到達するため

に必要な学習方法の種類（受動的方法、能

動的方法）と順序を具体的に示し、それに

必要な資源（人的資源、物的資源、予算）

を選択して準備することを示す。その際、
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学習目標がどの領域（認知領域：知識、精

神運動領域：技能、情意領域：態度・習

慣）に属するかを見極め、それに適した方

法を選択し、学習者の学習意欲を刺激し持

続できる方法を工夫した。グループのテー

マが、実務実習事前学習「医療倫理と薬剤

師」であった為、ＳＢＯsに合わせて受動

的講義や能動的なＳＧＤ：Small Group 

DiscussionやＳＰを交えてのロールプレ

イ、インターネットを使用した自主学習な

ど工夫を重ねた。

セッション．教育評価とは、評価作成作業

　教育評価とは、教育活動を効果的に遂行

するために必要な情報を収集（測定）した

後に、それを解析（測定結果の価値判断）

し、意志決定を行う作業を示す。その手順

は、目的（Why）対象（What）被評

価者（Whom）評価者（Who）時期

（When）方法（How）情報収集評

価基準解析結果報告意志決定（合

否・フィードバック）である。学習成果の

評価は、その目的から形成的評価（過程に

対する意志決定：フィードバックが目的）

と総括的評価（成果に対する意志決定：合

否判定が目的）に分けられる。従来、評価

と言うと総括的評価が直ぐ念頭に上がった

が、実務実習においては、ＳＢＯs毎に形

成的評価を繰り返すことによって、学習者

一人一人の強点や弱点の気づきを促し、教

育者も教授方法の見直しが可能となり、最

終的に全ての学習者が一般目標（ＧＩＯ）

に到達することに極めて有効であることを

学んだ。

セッション．問題点への対応

　前日のＫＪ法についてのセッションで挙

げられた「薬学教育における問題点」につ

いて島分けした内容を更に吟味し、それぞ

れの島にテーマを付け、二次元展開法を用

いて重要度と緊急度で優先順位を決定。最

優先課題の対策法の検討を行った。数多く

挙げられた問題点の中で最優先課題として

挙げられたのは『受け入れ側の格差－指導

教育者－』であった。その対策法として

は、｢①指導薬剤師になるための研修会に

参加すること　②指導方法のロールプレイ

③指導薬剤師研修会を頻回に開催する　④

地域薬局間の情報交換会・病院間の情報交

換会の実施　⑤指導マニュアルを実践する

ための研修会と意見交換会の開催　⑥大学

と病院と地域薬局との情報交換　⑦研修会

に積極的に参加を促す」が挙げられた。

　以上、今回のワークショップが大変有意

義であったと参加者全員が感じたことは先

のセッションの結果から見ても明らかであ

り、このようなワークショップや研修会に

進んで参加することで受け入れ側の格差を

なくし、スムーズに実務実習が履行される

ことが望まれます。今後、薬剤師会、病院

薬剤師会、大学が情報交換しながら研修会

の開催や指導薬剤師の養成に尽力して下さ

ることを願い、又このような機会を与えて

いただいたこと、ワークショップの開催で

お世話になりましたタスクフォースの先生

方、事務担当の先生方に感謝いたします。
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平成18年度　北陸調剤情報セミナー平成18年度　北陸調剤情報セミナー

　平成19年１月21日（日）金沢都ホテルに

て、｢平成18年度北陸調剤情報セミナー」

が開催されました。当日は148名の参加者

があり、漢方治療への関心の高さがうかが

えました。今回は、富山県の谷川医院　谷

川聖明先生から「漢方医学の基本的な考え

方～かぜ症候群の治療を通して～｣、金沢

医科大学腫瘍治療学　教授　元雄良治先生

から、｢がん医療への漢方の応用｣、富山大

学和漢医薬学総合研究所　所長　済木育夫

先生から、｢がん転移抑制におよぼす漢方

薬の効果」といったご講演がありました。

　講演内容としては、まず、谷川先生か

ら、漢方医学の基本的な考え方として、漢

方診断に必要な尺位である陰陽・虚実によ

る２次元スケールで患者さんがどこに位置

するのかを診断し、投与する漢方薬の性質

がどこに位置するかを理解することが決め

手であると説明され、その診断法として、

問診、舌診、脈診、腹診のうち、薬剤師で

もできる診断法として、問診と舌診につい

て、解説されました。問診では、陰陽・虚

実を判定するスコア化された問診票が紹介

され、舌診では、簡単な判断法として、舌

の苔が白い場合は虚証、黄色い場合は実証

という判断をすると解説され、具体的にか

ぜ症候群を例に具体的な症例を呈示され、

根湯などの運用のコツを解説されまし

た。

　続いて元雄先生からは、がん医療におけ

る漢方の役割について、西洋医学ががん細

胞への効率のよい攻撃を目標にする反面、

宿主側へのダメージがあるのに対し、漢方

医学には宿主の自然治癒力を高め、全身状

態を改善させる作用があることを目標にす

るとされ、抗腫瘍効果や放射線・化学療法

の副作用軽減、ＱＯＬ改善、発癌・再発･

転移予防、緩和ケアに用いられていること

を紹介されました。

　具体的には、抗腫瘍効果を目的としたも

のとして、人参と黄耆の組合せが入った補

剤（補中益気湯、十全大補湯、人参養栄湯

など）を、副作用軽減目的としては、骨髄

機能抑制の軽減（十全大補湯）、末梢神経

谷川聖明先生

元雄良治先生

平成18年度　北陸調剤情報セミナー



2007. 8 №57県　薬　レ　ポ　ー　ト

－1�－

障害（牛車腎気丸）、塩酸イリノテカンの

遅発性下痢予防（半夏瀉心湯）などが使用

されていることが紹介されました。

　問題点としては、服用し難い点、ＥＢＭ

がまだまだ乏しい点、抗がん生薬が入手し

難い点、医療スタッフの漢方治療に対する

理解不足の点を挙げられていました。

　しかし西洋医学と漢方医学を融合するこ

とで最良のがん医療を提供できると締めく

くられました。

　最後の済木先生は、がん転移抑制におよ

ぼす漢方薬の効果について、今回、大腸癌

の肝転移に及ぼす影響を検討されたデータ

を紹介されました。十全大補湯の予防的な

投与で、癌の肝転移を用量依存的に抑制

し、生存期間も有意に延長したこと、ＣＤ

ＤＰでは同じように肝転移は抑制された

が、副作用により、半数のラットが生存で

きなかったことから、十全大補湯は生体の

ＱＯＬを維持しながら、癌の肝転移を抑制

できることが示唆されたことを紹介され、

十全大補湯の作用機序として、マクロ

ファージあるいはＴ細胞活性によることを

実験的に証明され、その中で十全大補湯に

含まれる四物湯の生薬（地黄、川芎、当

帰、芍薬）の組合せに効果があることを解

明したデータも示されました。

　しかし、漢方薬は一つ一つの生薬のコン

ビネーション効果ではなく、構成する生薬

のハーモニー効果によって、効果を発揮し

ているとされました。

　最後に、漢方医学は、同じＥＢＭと訳せ

る言葉であるが、経験知による医学であっ

たものを、今回の研究成果のように現在の

世界的潮流である科学知に持っていく必要

があると締めくくられました。

済木育夫先生

閉会挨拶　河村健先生
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重篤副作用疾患別対応マニュアルを
インターネットからダウンロードできます

重篤副作用疾患別対応マニュアルを
インターネットからダウンロードできます
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◇｢県薬レポート」では、この小冊子をより一層

愛されるものにしたいと願って、読者の皆様か

ら広く原稿を募集しています。

◇テーマや内容、体裁は自由です。評論、随筆、

意見、提言、店頭体験談、趣味の話、詩、短

歌、俳句、川柳、或はマンガ、イラスト、カッ

ト、写真等々何んでも結構です。ただしあまり

長いものは御遠慮の程を……。

◇用紙や宛先等は下記のとおりです。

　用紙：400字詰原稿用紙又はハガキ

　〆切：特に設けていませんいつでもどうぞ

　宛先：金沢市広岡町イ25－10

　　　　　社団法人石川県薬剤師会内

その他：採否は編集係におまかせ下さい。なお、

いただいた原稿はお返しできませんので

ご了承下さい。

「県薬レポート」編集係
編集員：池田智恵子、亀田　　実、茶谷美年子、…

　　　　中森　慶滋、三浦　智子、森　　正昭

石川県薬剤師会ホームページのアドレス

　http://www2.icnet.or.jp/~isiyaku/
会員専用パスワード

　ID:ipa01   password:1111(いずれも半角入力)

ｅメール・アドレス

　isiyaku@plaza-woo.jp

原稿を募集しています｡

北陸信越薬剤師大会・同学術大会についてのお知らせ北陸信越薬剤師大会・同学術大会についてのお知らせ

平成19年度高度管理医療機器等の販売等に係わる
継続研修会の開催についてのお知らせ

平成19年度高度管理医療機器等の販売等に係わる
継続研修会の開催についてのお知らせ

１）金沢会場　　ＩＴビジネスプラザ武蔵６Ｆ交流室

　　　　　　　　平成19年11月24日(土)　ＰＭ18：30～21：30

２）小松会場　 （小松市民センターの予定）

　　　　　　　　平成19年12月１日(土)　ＰＭ18：30～21：30

【受講対象者】　①　高度管理医療機器等の販売業等の営業管理者（受講必須）

　　　　　　　　②　医療機器修理業の責任技術者（受講必須）

　　　　　　　　③　特定管理医療機器の販売業等の営業管理者（努力義務）

以上、許可番号のある方

メインテーマ　　変革と創生の時代に活きる薬剤師－はばたけ朱鷺(トキ)めく未来へ－

主　　催　　北陸信越薬剤師会・社団法人新潟県薬剤師会

期　　日　　平成19年11月３日(土・祝日)・４日(日)

会　　場　　大会会場：朱鷺メッセ　　懇親会場：ホテルオークラ新潟

特別講演　　演　題　「商いから学んだ人間力」

　　　　　　　　　　　－とにかく動け　走りながら考えよ。そして現場に学べ！－

　　　　　　講　師　大庄研修センター長　平　　　博　先生

　　　　　　日　時　11月３日(土・祝日)　15:45～17:00

薬剤師学術大会

・口頭研究発表　11月４日(日)　９:00～10:20、10:40～12:00

　　　　　　　　発表は３会場で行う予定です。

・ポスター発表　11月４日(日)　９:00～12:00　　口頭説明　10:20～10:40


