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皆様方には、２０２２年の新しい年を健やかにお過ごしのことと拝察いたします。

本年は、十干・十二支でいうところの「壬寅（みずのえとら）」にあたります。「壬」は「厳しい冬を耐えて、陽

気を内にためる」、「寅」は「強く大きく成長する」という二つの意味から、「壬寅」は「逆境を超えて立ち上がる

新しく生まれる」という意味を持つそうです。薬剤師という職種柄か、これらを聞いて真っ先に思い浮かんだ

のが、初めての経口ＣＯＶＩＤ-１９抗ウイルス薬のモルヌピラビル（商品名ラゲブリオ®︎カプセル）の臨床使用

です。２０２１年１２月２４日に特例承認され、同月２７日より本邦でも処方可能となりました。今月に入り、県内

の多くの医療施設や保険薬局でも、限られた数ではありますが在庫を確保し、患者対応にあたる体制が整

いつつあります。また、米国製薬大手のファイザー社も１月中旬、新型コロナウイルス感染症の国内２例目

の内服薬ニルマトレルビル・リトナビルを厚生労働省に申請しています。一般的に治療薬が広く浸透するに

は、より安全で効果が高いのはもちろん、その剤形は重要です。これらの内服薬は新型コロナウイルス感染

症の世界的な拡大以来、待望の治療薬のひとつであり、収束に向けて大きく前進することを期待しています。

昨年は、医薬品メーカーによる不適切事案による医薬品の回収や出荷調整、出荷停止など、安定供給上

の問題に悩まされた一年でもありました。薬剤師法第一条※にもある通り、「医薬品の供給」は、薬剤師の重

要な職責であり、供給不安定によってその役割を十分に果たせない事に、忸怩たる思いを抱いています。

その大きな原因ともなった、抗真菌薬製造過程での睡眠導入剤成分の混入は、多くの患者に健康被害が

及びました。当該薬剤は当院の採用品ではありませんでしたが、その影響は医薬品製造業界全般に波及

しました。製薬企業各社の自主点検で不備が発覚した医薬品が多く報告され、これらの供給不足を受けて、

同一成分薬や同効薬が需要増に対応できず、供給が著しく不安定となっている状況が続いています。治療

薬の変更や中止などが余儀なくされ、患者の薬物治療に影響が出ています。製薬企業各社には、品質管

理におけるコンプライアンスの再構築と再発防止対策の上で、早期の供給再開を強く望むところです。また、

医薬品を選択する我々も院内導入に際して、これまで以上に厳正な視点で検討する必要があると考えてい

ます。

さて、令和４年度の診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会では２月の答申に向けて議論が

進められています。その中で、周術期における薬学的管理や術後疼痛管理チームによる疼痛管理、また医

療機関と薬局との連携による入退院支援やポリファーマシー対策、後発医薬品やバイオシミラー使用促進

などへの評価が検討されています。これらの業務にも薬剤師の職能が生かせると考えています。石川県済

生会金沢病院の薬剤部では、全ての病棟に薬剤師が常駐し、入院患者への薬剤指導だけなく、医師、看

護師等からの医薬品使用に係る相談の応需、副作用のモニタリングや抗菌薬の処方支援にも従事していま

す。また、地域包括ケアシステム時代を迎えるにあたり、地域連携のさらなる充実のために、退院時の薬剤

サマリーの作成にも取り組み始めました。

社会が大きく動いていく中で、医療体制や医薬品供給体制の堅持、新規薬剤を含む医薬品の臨床にお

ける適正使用に、薬学的管理を通して貢献し、より良い医療を提供できるよう尽力していきたいと考えており

ます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

薬剤部長 森戸 敏志
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※【薬剤師法】第一章 総則（薬剤師の任務）

第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進

に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。



【 外 来 】
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令和３年度 外来患者満足度調査の結果について（抜粋）

＜調査目的＞

今後のより良い病院に向けての検討及び患者サービスを推進する際の

基礎資料を得るため、現在の外来の実態や当病院への評価・満足度を

把握し、その問題点の改善や満足度の向上に役立てることを目的として実施。

○調査設計

・調査対象：令和３年１０月１８日（月）～２３日（土）に来院された外来患者さん及びそのご家族

・調査方法：院内でアンケート用紙をお渡しし、院内設置の回収箱で回収
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2022年１月、金沢市駅西本町にあります岩城内科医院を継承し、わせだ＠ホーム
クリニックを開院いたしました。
一般内科・消化器内科・消化器内視鏡診療に加え、在宅医療・在宅緩和ケアにも積極的に取り組んでおります。
患者さん、そしてご家族が大切にしていることを尊重し、地域の多職種や近隣の医療機関と連携しながら、皆様
が住み慣れた地域で安心して自分らしく過ごせるよう医療・ケアを提供していきたいと思います。

令和３年 患者満足度調査 ご意見等に対する回答

予約の時間とは何ですか？会計処理も遅い。診察が遅くなり、会計が
５時過ぎになった場合、カードももう使えません。支払いどうするの？

この度は、長くお待たせをしてしまい深くお詫び申し上げます。
診察や会計につきましては、来院されました患者様の状態によって、お時間がかかることが

ございます。待ち時間が長くかかる場合には、窓口職員からその旨のご案内を行うよう指導し
ております。職員には再度指導を徹底し、改善に努めてまいります。
また、カードのお支払いにつきましては、システム管理上午後５時以降の対応が出来ません。

その際はその他のお支払い方法をご案内させていただきますのでお問い合わせくださいますよ
うお願い申し上げます。

その他のご意見

待合室がもう少し明るいほうが良いかと思いました。

時間帯に応じて点灯箇所を適宜変更しておりますが、ご指摘いただきました箇所につきま
しては、再度検討いたします。

看護師さんが、入院・検査等の説明を待合室で行うと、話の内容が周りの方々に聞こ
えて嫌だなぁと感じました。別室か、個別対応が望ましいのではないでしょうか。

この度は、ご不快なお気持ちにさせてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。
検査等の説明にあたっては、個人情報保護にも注意を払い、適切な場所をご提供できるよ

う職員に周知徹底いたします。また、相談室、診察室の空きスペースを使用することや、相
談時の声の大きさに配慮を心掛けたいと思います。

わせだ＠ホームクリニック

〒920-0025 石川県金沢市駅西本町2丁目5-20

Ｔ Ｅ Ｌ ：076-223-2111

診療科名：内科、消化器内科、内視鏡内科、肝臓内科、

緩和ケア内科

休 診 日 ：水曜、土曜午後、日曜、祝日
院長：早稲田 洋平 先生



尾張町たかたクリニック
〒920-0910 石川県金沢市下新町6-36

Ｔ Ｅ Ｌ ：076-221-1598

診療科名：外科、呼吸器外科、呼吸器科、

内科、整形外科、リハビリテーション科

休 診 日 ：日曜、祝日

昨年４月、金沢大学病院呼吸器外科を辞し、父のクリニックで地域医療を始めました。本年１月、

病院名を「尾張町たかたクリニック」に改め、新たなスタートを切りました。

かかりつけ医として地域の健康をサポートしたいという思いから、病院名に「尾張町」を付けま

した。患者さんの声に耳を傾け、患者さんに分かりやすく説明することをモットーに、診療してい

ます。

当クリニックには入院設備があり、リハビリ施設も充実しており、高齢の方のケアを中心に行っ

てきました。本年１月より16列CTを導入し、肺がん検診・診療にも取り組んでまいります。

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
院長：高田 宗尚 先生

名誉院長：高田 宗世 先生

みずきクリニック
〒920-0201 石川県金沢市みずき1丁目3-5

Ｔ Ｅ Ｌ ：076-255-0337

診療科名：内科、胃腸内科、外科

休 診 日 ：水曜午後、土曜午後、日曜、祝日

2022年1月4日より、きむら尾張町クリニックは、名称を「みずきクリニック」と変更し、金沢市みずき
団地に移転いたしました。
胃腸内科・訪問診療を専門とし、今後もスタッフ一同、患者様のお役に立てる安心のできるクリニックとな

るよう努めてまいります。

院長：木村 寛伸 先生

いそべ糖尿病内科クリニック
〒920-0012 石川県金沢市磯部町ヌ32-3

Ｔ Ｅ Ｌ ：076-213-5522

診療科名：糖尿病内科、内科

休 診 日 ：木曜、日曜、祝日

「いそべ糖尿病内科クリニック」は、金沢市磯部町にある糖尿病内科・内科のクリニックです。糖尿病の検査・
治療・予防に力を入れており、管理栄養士による栄養指導など、患者さまの生活に合わせた治療法を提案しており
ます。また、一般的な内科診療、予防接種、各種健康診断にも対応しています。お気軽にご相談ください。
当院は、北陸鉄道浅野川線「磯部駅」より徒歩約5分の場所にあります。15台分の駐車場を備えており、お車

でもお越し頂けます。

なかざわ腎泌尿器科クリニック
〒921-8824 石川県野々市市新庄6丁目445番地

Ｔ Ｅ Ｌ ：076-248-2488

診療科名：泌尿器科、内科

休 診 日 ：水曜、日曜、祝日

野々市市のなかざわ腎泌尿器科クリニックです。泌尿器科は検尿・レントゲン・腹部超音波などクリニックで
可能な検査で診断できる疾患が多い診療科です。患者さんに近い立場で専門的医療を提供したいという想いから
開設を決意しました。男性だけではなく女性にも身近な泌尿器科クリニックを目指しています。また、仕事をさ
れている皆様がお休みをしなくても治療できる環境を整えています。地域の皆様にとって、お役に立てるよう努
力します。何卒、よろしくお願いします。

院長：中澤 佑介 先生

院長：山秋 直人 先生


