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災害時に大事なこと「CSCATTT] 

 東日本大震災から３年ですが、国・県などの防災体制も徐々に「科学的な意味で」再構築が進んでいます。 
 さて、その科学的な災害医療体制再構築のなかで、様々な難解な用語（呪文）が飛び交っていますが、恐
らく一番大切と思われる用語「CSCATTT」について、私の理解の範囲内で書いておきたいと思います。 

 【CSCATTT】 
 この呪文は、CSCA ： 組織体制関連の原則。TTT ： 医療支援体制の原則。の２つをくっつけたものです。 
 CSCAとは、Command & Control, Safety, Communication, Assessmentの頭文字。 
 TTTとは、Triage, Treatment, Transportの頭文字。 
 何となく意味は分かりますが、恐らく、英語の意味が分かっても…。理念が大事ですね。 

 【C： Command & Control＝指揮命令・統制】 
 自施設での災害遭遇なら、「指揮命令系統の確立」を最優先して初動命令の速やかな遂行を。 
 支援の場合。災害支援や対処のプロは居ます。訓練されたDMATや警察、消防など。私たちのような「災害
支援のアマチュア」が現場支援を行う場合は「指揮者を探して」指揮下に入って、その指揮に確実に従う。そ
れが最も大事なことと思われます。勝手なボランティアが勝手なことをやって、現場を混乱に陥れることは良く
あること。よって、支援の際は「誰の指揮下に入るか」を最優先で確認することでしょう。  

 【S： Safety＝Self（自分自身の安全）、Scene（現場の安全）、Survivor（スタッフ・患者・家族などの安全）】 
 まず確認し行動すべきことは上記の３つのSとなります。自分自身が安全なのか。そして、部門は？建物
は？周囲は？搬入・搬出道路は？備蓄は？支援拠点は？行政は？など、とにかく安全と危険を仕分ける作
業になると思われます。また、家族が安全でないのに働くことも無理でしょう。取り残された人などの安全や食
糧確保などについて、例えば、３日耐えられるかなどの状況確認も重要になります。 

 【C： Communication ＝意志疎通・情報収集・情報伝達】 
 初動指示・安全確認にあたっても、まずは情報が重要。まずは何でもいいんです。TV、ラジオ、インターネッ
ト、無線機、携帯電話。被災者なら「助けて」という情報発信。情報を出さなきゃ助けに来ません。普段から準
備するのは「警察・消防や行政」などとの連絡手段。特殊な通信方法（例えば衛星携帯や無線機など）もあ
れば、狼煙でも手旗信号でも、とにかく連絡が必要な処との連絡手段を確保し、使えるようにすること。 
 上記の「S」にもあたりますが、災害時の家族との連絡方法なども決めておくといいのかもしれません。 

 【A： Assessment＝評価・判断】 
 安全の確認や収集した情報を評価すること。評価する体制構築が重要と考えてます。つまり、入ってきた情
報や指示・命令内容を経時的に並べておくとか（黒板から消す情報はデジカメで残しておくとか）、出した指示
と結果の関連を分かるようにしておくとか。評価者や働く者が徹夜で倒れるような体制にしない（不眠不休は
48時間が限度）とか。でなきゃ混乱した中で正しい評価は出来ないでしょう。海外のボランティアチームでは、
こういった事務系の方々がたくさん入っています。日本の場合は「医師と看護師さえいれば…」の伝統が強い
ですが、一歩引いて記録・管理できる人々が居てこそのベターな評価・判断というのが海外標準。 

 【TTT： Triage, Treatment, Transport＝トリアージ、治療、搬送】 
 このあたりは、薬剤師である私が詳述するより、医師・看護師の専門職の方が詳しいはずなので割愛。しかし
ながら、例えば「薬のトリアージ」みたいな考えも必要じゃないかと考えてます。薬は何でもかんでもありゃいい
んじゃなくて、基本的な薬（エッセンシャルドラッグ）から確保・整理する、とか。小児の病院の薬は、秤や分包
機などが必要で電気が無いと使えないので、小児用の市販薬を優先して確保するとか。 
 
 災害に遭えば誰でも慌てる。だから、このように、普段から整理して「考えておくこと」が大切でしょうね。 
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月経困難症治療剤ヤーズ配合錠による血栓症について 

この件については、ブルーレターにより院内周知済みの内容。再度、下記ブルーレターを参照。 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 
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リバーロキサバン（イグザレルト）による間質性肺疾患について 

１．はじめに 
 リバーロキサバン（イグザレルト錠（以下，「本剤」という。））は，活性型血液凝固第X因子を選択 
的に阻害することにより，血液凝固系を阻害し，血栓形成を抑制します。国内においては平成24
年１月に「非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制」の
効能・効果で承認されました。平成25年12月の出荷錠数に基づく製造販売業者の推計では，約
20万人の患者に使用されています。 
 今般，国内において，本剤の投与後に間質性肺疾患を発現した症例が複数報告されたことから，
製造販売業者に対して，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下，「PMDA」という。）は本
剤による間質性肺疾患に関する医療従事者向けの資材の作成・配布を行うよう指示するとともに，
厚生労働省は平成26年２月６日に本剤の使用上の注意の改訂を指示しました 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

２．経緯 
 非弁膜症性心房細動患者を対象とした本剤の国内第Ⅲ相臨床試験において，間質性肺疾患
の有害事象が本剤群（639例）で２例（0.31％）対照群のワルファリン群（639例）で４例（0.63％）
認められ，そのうち治験薬との因果関係が否定されなかった症例は本剤群の１例でした。 
 平成24年４月の発売以降，（中略）転帰死亡症例も報告されたことから，PMDAは，本剤による
間質性肺炎に関する注意喚起の必要性について検討を開始しました。 
 検討の過程で，間質性肺炎が発現し転帰死亡に至った症例では，間質性肺炎の徴候が認めら
れていたにもかかわらず，本剤の投与が継続されており，一方，間質性肺炎が回復した症例では，
の投与を中止し，副腎皮質ホルモン剤の投与等の処置が行われていた症例もあることが分かりま
した。PMDAと厚生労働省は，（中略）医療従事者向け資材の作成・配布を指示するとともに，添
付文書の改訂内容について検討しました。（以下、後述記述と重複するので略） 

［重要な基本
的注意］ 

間質性肺疾患があらわれることがあるので，咳嗽，血痰，呼吸困難，発熱等の
症状があらわれた場合には，速やかに主治医に連絡するよう患者に指導する
こと。 

［重大な副作
用］ 

間質性肺疾患：間質性肺疾患があらわれることがあり，血痰，肺胞出血を伴う
場合もあるので，観察を十分に行い，咳嗽，血痰，息切れ，呼吸困難，発熱，
肺音の異常等が認められた場合には，速やかに胸部 X 線，胸部 CT，血清
マーカー等の検査を実施すること。間質性肺疾患が疑われた場合には投与を
中止し，副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。 

改訂内容 

 間質性肺疾患が疑われた場合には，速やかに呼吸器の専門医と連携し迅速に診断を得る等し
て適切な対応をお願いします。 
 また，本剤においては，「重要な基本的注意」の項や「相互作用」の項にて，抗血小板剤との併
用による出血リスクの増加について注意喚起がなされていますが，肺胞出血のリスクの増加につい
ても，改めて留意してください。 
なお，平成26年１月末日より医療従事者向けに配布している，本剤による間質性肺疾患に関す
る注意喚起は，医薬品医療機器総合機構情報提供ホームページの「製薬企業からの医薬品の
適正使用に関するお知らせ」に掲載して，情報提供を行っています
（http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_info/file/kigyo_oshirase_201401_1.pdf）。 
 引き続き，適正使用へのご協力をお願いします。 
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PMDA の患者副作用報告システムの活用について 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

１．はじめに 
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）では，平成24年３月に，医薬品によって生じ
た副作用を患者又はその家族がインターネットを介して報告できる，患者副作用報告システムの
運用を試行的に開始しました。（以下略） 

２．患者副作用報告システムについて 
 患者副作用報告システムは，医薬品によって生じた副作用ではないかと疑われた場合，副作用
が現れた本人，またはその家族から，その情報を収集するための仕組みです。収集された情報は
医薬品による副作用の発生傾向を把握する等，医薬品の安全対策を進める目的で利用されま
す。報告は，PMDAの医薬品医療機器情報提供ホームページの患者副作用報告システム
（http://www.info.pmda.go.jp/fukusayou_houkoku/fukusayou_houkoku_attention.html）にて受
け付けています。インターネットの主な検索サイトで「患者副作用報告」で検索するか，医薬品医療
機器情報提供ホームページの「一般の皆様向け」の「患者副作用報告」をたどっていただけると報
告ページにアクセスできます。 

３．患者副作用報告の状況 
 患者副作用報告の受付開始以降，平成25年３月末までに，184例の報告がありました。このう
ち，患者本人による報告が140例，患者の家族による報告が44例でした。 
 これらの報告で，副作用を引き起こしたとされる医薬品は，のべ235品目（医療用医薬品222品
目，一般用医薬品13品目）でした。 
 薬効分類ごとの報告件数については，薬事法に基づく製造販売業者からの副作用では，報告
件数（平成24年度）の多い上位三位の薬効分類は，抗がん剤などの「その他の腫瘍用薬」，骨粗
鬆症治療剤や免疫抑制剤などの「他に分類されない代謝性医薬品」，抗インフルエンザ薬などの
「抗ウイルス剤」ですが，それに対して患者副作用報告のうち医療用医薬品では精神神経用剤
（39件），解熱鎮痛消炎剤（23件），催眠鎮静剤・抗不安薬（16件）の順で，精神，神経に作用す
る医薬品が多く報告されています。この傾向は，本患者報告の試行に先立ち実施した厚生労働
科学研究事業「患者から副作用情報を受ける方策に関する調査研究」（研究代表者 慶応義塾
大学薬学部 望月眞弓 教授）による患者報告のパイロット調査と同様でした。 
 副作用名ごとに報告件数を比較すると，頭痛，悪心，浮動性めまいの順で多く報告されていまし
た。症状の発生時期は，平成23年以降に発生した例が74％であり，副作用が発生してから比較
的短期間で報告が行われている例が多く見られています。（以下、協力依頼文、略） 

４．患者副作用報告のラインリスト公開について 
 患者副作用報告システムを介して報告いただいた症例について２種類の公開を開始しました。
患者副作用報告のラインリスト公開により，患者さんからどのような医薬品でどのような副作用が報
告されているのかを広く知っていただけます。なお，公開の際には，報告者，副作用が現れた方本
人及び関係の医療従事者等のプライバシーに配慮し，患者氏名，医療機関名，副作用発現日等
は掲載いたしません。 
 患者副作用報告のラインリストは，上記報告ページの「報告いただいた副作用報告に関する情
報」よりご覧いただくことができます。公開しているラインリストは，副作用報告を症例ごとにまとめた
「患者副作用報告（症例ごと）」，医薬品ごとにまとめた「患者副作用報告（医薬品ごと）」の２種類
です。（中略）今後は年１回のペースで更新していく予定です。 

５．おわりに 
 現在，患者副作用報告システムで試行的に報告の収集を行っていますが，試行期間中に収集
した報告や報告者へのアンケート調査の結果等を基に報告システムの見直し，運用方法の検討
等を行った上で，正式に報告の受付を開始する予定です。（以下、略） 



5 

当院使用品のみ抜粋 

ヤーズ配合錠 

ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス  

２４８ 混合ホルモン剤 

改訂箇所 改訂内容 

［警告］新設 
 
 
 
 
 
 
 
［重要な基本
的注意］一部
改訂 
 
 
 
 
 
追記 
 
 
 
 
 
 
 
一部改訂 
 
［副作用］の
「重大な副作
用」 
一部改訂 

「本剤の服用により、血栓症があらわれ、致死的な経過をたどることがあるので、血栓症が
疑われる次のような症状があらわれた場合は直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

 血栓症が疑われる症状 

下肢の急激な疼痛・浮腫、突然の息切れ、胸痛、激しい頭痛、四肢の脱力・麻痺、構語障害、
急性視力障害等患者に対しても、このような症状があらわれた場合は、直ちに服用を中止
し、救急医療機関を受診するよう説明すること。〔「禁忌」、「重要な基本的注意」、「重大な副
作用」の項参照〕」 

「本剤の服用により、年齢（40 歳以上）、喫煙、肥満、家族歴等のリスク因子の有無にかか
わらず血栓症があらわれることがあるので、血栓症が疑われる初期症状があらわれた場合
は、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。 

 血栓症が疑われる初期症状 

嘔吐・吐き気、頭痛、下肢の腫脹・疼痛・しびれ、発赤、熱感等」 

「血栓症のリスクが高まる状態（体を動かせない状態、顕著な血圧上昇、脱水等）が認めら
れる場合は、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

「本剤服用患者には、投与開始時及び継続時に以下について説明すること。 

 ・血栓症は生命に関わる経過をたどることがあること。 

 ・血栓症が疑われる初期症状があらわれた場合や、血栓症のリスクが高ま 

る状態になった場合は、症状・状態が軽度であっても直ちに服用を中止 

し医師等に相談すること。 

 ・血栓症を疑って他の医療機関を受診する際は、本剤の使用を医師に告知し、本剤によ
る血栓症を念頭においた診察を受けられるようにすること。」 

「本剤服用中にやむを得ず手術が必要と判断される場合には、血栓症の予防に十分配慮
すること。〔「禁忌」の項参照〕」 

「血栓症： 

血栓症（四肢、肺、心、脳、網膜等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、下肢
の急激な疼痛・浮腫、突然の息切れ、胸痛、激しい頭痛、四肢の脱力・麻痺、構語障害、急
性視力障害等の症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

キックリン
カプセル 

ビキサロ
マー 

２１９ その他の循環器官用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の
「重大な副作
用」追記 

「腸管穿孔、腸閉塞： 

腸管穿孔、腸閉塞があらわれることがあるので、観察を十分に行うこと。これらの病態を疑
わせる高度の便秘、持続する腹痛、嘔吐等の異常が認められた場合には、投与を中止し、
腹部の診察や画像検査（単純Ｘ線、超音波、CT等）を実施し、適切な処置を行うこと。」 
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テトラミド錠 

ミアンセリン塩酸塩 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］追記 
 
［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「QT延長又はその既往歴のある患者、QT延長を起こすことが知られている
薬剤を投与中の患者、著明な徐脈や低カリウム血症等がある患者」 

「QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細動： 

QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細動があらわれる
ことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中
止し、適切な処置を行うこと。」 

ノルエチステロン・エチニ
ルエストラジオールなど 

２４８ 混合ホルモン剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注意］一部改
訂、ほか 

（薬剤部注）前頁の「ヤーズ」の改訂に倣い、女性ホルモン剤に関して、血栓
症に関する、同様の改訂がなされた。 

ソフィア各種、ルナベル、プラノバール、マーベロン、トリキュラー、オーゾ、シ
ンフェーズなど。 

スミルテープなど 

フェルビナク 

２６４ 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
新設 

「ショック、アナフィラキシー： 

ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、血管浮腫、呼吸困難等）があらわれるこ
とがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止
し、適切な処置を行うこと。」 

イグザレルト錠 

リバーロキサバン 

３３３ 血液凝固阻止剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注意］追記 
 
 
［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「間質性肺疾患があらわれることがあるので、咳嗽、血痰、呼吸困難、発熱
等の症状があらわれた場合には、速やかに主治医に連絡するよう患者に指
導すること。」 

「間質性肺疾患： 

間質性肺疾患があらわれることがあり、血痰、肺胞出血を伴う場合もあるの
で、観察を十分に行い、咳嗽、血痰、息切れ、呼吸困難、発熱、肺音の異常
等が認められた場合には、速やかに胸部Ｘ線、胸部CT、血清マーカー等の
検査を実施すること。間質性肺疾患が疑われた場合には投与を中止し、副
腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。」 

リカルボン・ボノテオ 

ミノドロン酸水和物 

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「肝機能障害、黄疸： 

AST（GOT）、ALT（GPT）等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれること
があるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、 

適切な処置を行うこと。」 
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スチバーガ錠 

レゴラフェニブ水和物 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［警告］一部改
訂 
 
 
［重要な基本的
注意］一部改訂 
 
 
 
［副作用］の「重
大な副作用」 
一部改訂 
 
 
 
 

追記 

「重篤な肝機能障害があらわれることがあり、劇症肝炎、肝不全により死亡に至る例も報
告されているので、本剤投与開始前及び投与中は定期的に肝機能検査を行い、患者の
状態を十分に観察すること。」 

「AST（GOT）、ALT（GPT）の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれ、劇症肝炎、
肝不全により死亡に至る例も報告されているので、本剤投与開始前及び投与中は、定期
的に肝機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合
には、減量、休薬又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

「劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、黄疸： 

AST（GOT）、ALT（GPT）の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれ、劇症肝炎、
肝不全により死亡に至る例が報告されている。本剤投与中は観察を十分に行い、異常が
認められた場合には減量、休薬又は投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

「間質性肺疾患： 

間質性肺疾患があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱等の臨床症状を十分
に観察し、異常が認められた場合には、胸部Ｘ線、胸部CT等の検査を実施すること。間
質性肺疾患が疑われた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な
処置を行うこと。」 

抑肝散 ５２０ 漢方製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 
 
 
一部改訂 

「心不全： 

心不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、体液貯留、急激な体重増加、
心不全症状・徴候（息切れ、心胸比拡大、胸水等）が認められた場合には投与を中止し、
適切な処置を行うこと。」 

「ミオパチー、横紋筋融解症： 

低カリウム血症の結果として、ミオパチー、横紋筋融解症があらわれることがあるので、
観察を十分に行い、脱力感、筋力低下、筋肉痛、四肢痙攣・麻痺、CK（CPK）上昇、血中
及び尿中のミオグロビン上昇が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等
の適切な処置を行うこと。」 

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ・ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝ 

サラゾスルファピリジン 

６２１ サルファ剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「ショック、アナフィラキシー： 

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、発疹、血圧
低下、呼吸困難等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

バクタ・バクトラミン 

ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 

６２９ その他の化学療法剤 

６４１ 抗原虫剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重
大な副作用」 
追記 

「血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）、溶血性尿毒症症候群（HUS）： 

TTP（主徴：血小板減少、破砕赤血球の出現を認める溶血性貧血、精神神経症状、発熱、
腎機能障害）、HUS（主徴：血小板減少、破砕赤血球の出現を認める溶血性貧血、急性
腎不全）があらわれることがあるので、血液検査（血小板、赤血球等）及び腎機能検査を
行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、血漿交換等の適
切な処置を行うこと。」 
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災害時に大事なこと「CSCA」の使い方 

 【C： Command & Control】 

 【S： Safety＝Self（自分自身の安全）、Scene（現場の安全）、Survivor（スタッフ・患者・家族などの安全）】 

 【C： Communication ＝意志疎通・情報収集・情報伝達】 

 【A： Assessment＝評価・判断】 

 さて、冒頭の記事で、災害時の呪文のような言葉、「ＣＳＣA」について解説して、使い方を若干述べてみま
した。ここでは、もう少し突っ込んで考えてみます。ただし、ここから先に書くことは「正解」ではなく、あくまで「こ
ういう考え方もあるなぁ」程度のこと、つまり「思考方法」を記述したものと思って下さい。では。 

調剤室に居たら、地震と思われる大きな揺れを感じ、かなりのモノが落下し、棚が倒れました。 

 災害に遭遇した際に認知できることは、上の四角囲みの中のことくらいでしょう。さて、この初動状
態10分程度でどうしましょうか。そこでＣＳＣＡで「考えてみる」、という話。 

 まずは、自分自身の統制です。「地震」と認知すること、落ち付いて行動を考えること。頭の中で
「ＣＳＣA」で状況の整理をしてみようと思うこと。慌てないこと。パニックにならないこと。 
 次に職場に居るのですから、誰の指揮下に入るべきか、上長は居るか…と思考していきます。 

 【C： Command & Control＝指揮命令・統制】 

 【S： Safety＝Self、Scene、Survivor】 

 これも近い処から順に。自分自身は怪我していないか。周囲は大丈夫か。調剤室内の同僚は何
人居て全員大丈夫か。調剤室から出られるのか。調剤室に留まっても大丈夫なのか。薬の状況は。
電気は。火は出ていないか。など、まずは、狭い範囲での安全確認、安全確保を考えます。 

 【C： Communication 】 

 ＴＶやラジオ等のマスコミ情報が聞けるなら、この振動を何と報道しているか。携帯電話で連絡で
きるか。どこかと連絡が取れるか。隣の部署との連絡は？情報を受けるだけでなく、今おかれている
調剤室状況に関する情報発信（助けが必要か？助けにいけるか？など）も考えます。 

 【A： Assessment】 

 災害遭遇当初は上記ＣＳＣの判断で手いっぱいだろうと想像しますが、他の判断を仰ぐなどの必
要がありそうなことは、後にアセスメントできるようにメモ、写メ。 

 これは極めて初期段階の動き方についての思考をしてみたところで、「いや、それは間違ってるよ」
とツッコミが入るかもしれませんが、要するに、このように思考すれば、パニックに陥ったり、施設全
体が混沌とした無統制な状態ではなく、機能できる方向へ進めると思われます。 
 このように「考えること」自体が重要と思いませんか？ＣＳＣＡ、覚えておきましょう。 

地域医療機能推進機構（ＪＣＨO）移行に伴う、薬剤部の体制変更について 

旧 新 

藤井憲一郎 薬剤部長・医療技術局長 薬剤科長 

藤井裕史 薬剤課長 副薬剤科長 

市川康子 係長（医薬品情報担当） 主任（医薬品情報担当） 

濱田政司 係長（病棟業務等統括担当） 主任（病棟業務等統括担当） 

上淵未来 主任（化学療法担当） 主任（化学療法担当） 

 なので、「藤井かちょう」は旧「課長」なのか、新「科長」なのか。悩ましい問題が出てきました。 
 さて、人員配置数として病棟担当者が手薄な階が３つほどあるのですが、今回はその一つを解決。
12階担当に「大岡建太郎」薬剤師が入職いたしましたので宜しくお願いいたします。 

内部連絡情報 


