
リスクマネジメントから広がる薬剤師業務
　山形市立病院済生館（山形市・585床）は県内初の地域医療支援病院であり、機能分担と業務連携に基づき地域に根ざした
医療を提供している。薬剤部門もまた、薬物療法の安全性と有効性の向上に向けた業務を通じて、チーム医療における存在価
値を高めるとともに、退院時指導の徹底など保険薬局との情報共有により、入院から外来、在宅まで切れ目のない薬物療法の
提供を目指している。医療提供体制が変化する中で、薬剤師は薬物療法の専門家として、どのような役割を果たすことができる
のか、同館のさまざまな取り組みの中から、糖尿病チーム医療における薬剤師の活躍と病棟業務のアウトカム評価にスポットを
当てて紹介する。

山形市立病院済生館

リスクマネジメントを最重要視
　同館の薬局では、リスクマネジメントを
薬剤師の最大の責務と位置付け、多職
種で連携しながら幅広い業務を行ってい
る。平成24年4月に病棟薬剤業務実施
加算が新設されると、翌月には算定を開
始したが、薬局長の荒井先生は「当館で
は1990年代半ばから意欲的に病棟業務
に取り組み、チーム医療の中で存在感を
発揮していましたので、加算算定は自然
の成り行きでした」と振り返る。
　現在はさらなるレベルアップと業務の
標準化のために、新たな人材育成システ
ムの構築や専門資格の取得支援、病棟
薬剤業務のアウトカム評価などに取り組
んでいる。

　  糖尿病チーム医療への参画
　同館は糖尿病治療における地域の中
核病院であり、平成23年に「地域糖尿
病センター」を開設した。同センターで

は、病診連携による学習入院を受け入れ
るほか、外来で糖尿病専門医による診
察、検査、栄養指導、療養指導もしくは
眼科診察を“3時間ワンストップ”で行う
など、患者さんや診療所のニーズに柔軟
に対応している。
　近年、多くの糖尿病薬が登場したこと
で、治療方法の多様化・複雑化が進み、
薬剤師の役割は重要性を増している、と
糖尿病・内分泌内科長の五十嵐先生は
話す。「糖尿病は患者自身が病気や治療
を正しく理解し、自己管理をすることが
大切です。しかし当館で薬の理解度と服
薬の実態に関する患者アンケート調査を
実施したところ、服薬方法や薬の効果に
ついて看護師や薬剤師から指導を受け
たことがない、もしくは記憶にない、ま
た、お薬手帳の内容を見たことがないと
いう方が少なからずいました。特に高齢
者では服用量の間違いから低血糖で救
急搬送されたり、ポリファーマシー(多剤

併用)や残薬の問題が潜んでいることも
ありますので、薬剤師にしっかり指導し
てもらえると大変助かりますね」
　糖尿病を担当している佐東先生は、内
科病棟の業務の傍ら、クリニカルパスに
よる2週間の学習入院では服薬内容の
確認と集団服薬指導を行う（資料1）。
「入院時にお薬手帳や持参薬をチェッ
クしますが、薬の種類・数も全て確認し、
問題がある場合は医師に報告するととも
に、服薬状況に応じた指導をしていま
す。集団服薬指導では、自分が飲んでい
る薬をよく知らない、薬について質問が
あるという方も多いので、できるだけ病室
を回って個別にフォローしています」
　スタッフのスキルアップに対する支援
も同館の特徴であり、佐東先生は五十
嵐先生らのサポートにより、平成28年春
に糖尿病療養指導士を取得した。荒井
先生は、病院全体の診療の質の底上げ
には、複数の有資格者の育成が急務だ

と言う。「診療科を問わず、非常に多くの
患者さんが糖尿病薬を服用しているた
め、糖尿病の専門知識を持つ薬剤師を
院内に広く配置する必要があります。同
様に、外来患者さんを担当する保険薬局
薬剤師のスキルアップ支援も当館の役割
と位置付け、地域の薬剤師会と協力して
取り組んでいます」

　  病棟薬剤業務のアウトカム評価
　同館では、病棟薬剤業務の開始当初
よりアウトカム評価を念頭に置き、病棟
での業務内容や持参薬検薬などのデー
タを電子カルテに逐一記録してきた。病
棟業務を統括する松田先生は、「評価
方法はいろいろ考えられますが、薬物療
法の質向上への貢献度を評価するため
に、処方提案に的を絞り、提案内容とそ
の結果を入力するシステムを構築しまし
た」と話す。
　処方提案件数は、平成25年11月～平
成27年3月が64.2件／月、平成27年4月
～12月は67.6件／月（資料2）で、多くの
病棟で提案率の上昇が認められた。提
案の内容は「投薬・注射状況」、「副作
用・効果」に関するものが大半を占め、
「副作用・効果」では、疼痛管理、抗が
ん剤支持療法、抗菌薬の投与計画、
TDMによる投与計画の変更などが多く
なっている。
　また、提案の有効性評価では、評価
が可能な提案における「有効」の割合
は、前半の74％から後半は90％と上昇
していた。五十嵐先生は、薬剤師からの
積極的な提案を歓迎する医師は多いと
いう。「診療が立て込むと細かい点まで

気が回らないこともありますから、腎機
能に応じた処方の適正化など、薬学的な
視点で処方提案してもらえると助かりま
す。提案を採用しない場合には、その理
由や処方意図をフィードバックしていま
す」。現時点では、入院期間が短い、薬
剤師が転帰を把握できないなどの理由
で有効性が評価できない例が5割を占め
るため、評価方法の検討が今後の課題
である。
　平成28年度より病棟別にアウトカム
評価を実施している。例えば、外科系病
棟では術前に中止した抗血小板薬の退
院時の再開徹底を、糖尿病内科病棟で
は学習会の受講率100％を目標に掲げ
た。佐東先生は看護師の協力を得なが
ら、学習会の前に患者全員に声を掛ける
などの対策を講じている。「医師や看護
師からのフィードバックも含めて、各病棟
の取り組みや成果を薬局全体で共有す
ることで、新たな目標に向けたステップ
にしたいと思います」（松田先生）

新研修システムによる人材育成
　平成28年4月現在、薬剤師数は19名
で平成24年度から3名増え、平成29年
度にもさらに1名の増員を予定している。
荒井先生は薬学教育6年制時代の薬剤
師モデルの創造を目指し、平成24年4月
に新たな研修システムを導入した。「若
い間にいろいろな病棟で経験を積み、
広い視野と知識を養えるように、最初の
2年間はサブ担当として3カ月単位でロー
テートさせています」 
　この新研修システムの第1期生である
佐東先生は、2年間の研修は大きな財産

になったと話す。「現在、糖尿病の病棟
で感染症などの相談に応じたり、処方提
案ができるのも、複数の病棟で先輩達か
ら学ぶことができたからです。今後も糖
尿病の専門知識を深め、チーム医療の中
で薬剤師の存在価値をさらに高めたいと
思います」とスキルアップに意欲的だ。
　一方、松田先生が次の目標としている
のは、蓄積されたデータを薬物療法の質
向上に活用することである。「平成28年
４月からプレアボイド報告の中に、薬物
治療効果の向上（様式３）が追加されま
した。これからは安全性だけでなく、治
療の有効性への貢献も求められていると
いうことであり、取り組みの成果を学会
発表や論文などの形で院内外に発信し
ていくつもりです」
　薬剤師の成長に臨床経験は非常に重
要であり、多くの患者さんと関わり、学ぶ
中から薬剤師としてのやりがいを見いだ
せる組織体制を築きたいと荒井先生は
抱負を語る。「その中から“薬学的にも
のが言える薬剤師”が育ち、薬物療法の
一翼を担うことで医療の質の向上に貢
献することが私の理想です」
　最後に、五十嵐先生は今後の課題とし
て、地域全体の情報共有と標準化を挙
げた。「患者さんが地域のどの医療機
関、どの保険薬局に行っても、適切な治
療や療養指導、服薬指導が受けられる
ことが理想です。そのために病院と保険
薬局の薬剤師が、さらには医師や看護
師、栄養士、ヘルパーなど患者さんに関
わる全てのスタッフが連携・協力して、地
域一体となって取り組んでいきたいと考
えています」

～糖尿病チーム医療と病棟薬剤業務のアウトカム評価の取り組み～
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糖尿病学習入院クリニカルパス（抜粋）資料1 病棟薬剤業務のアウトカム評価
（処方提案の有効性評価：評価可能な提案の約9割が「有効」）

資料2
入院診療計画書（糖尿病コントロール・2週間学習入院）

目標

／　1週目

糖尿病のコントロールがうまくいく

H25/11～H27/3
（n=1091）
64.2件/月

提案後の評価率

H27/4～H27/12
（n=608）
67.6件/月

第18回日本医療マネジメント学会学術総会で発表

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□入院目的と日程がわかる
□急性症状の改善と大まかな血糖コントロール
　　　　・
　　　　・

糖尿病をよく理解し自己管理ができる
ようになる
□血糖のコントロールがうまくいく
□合併症の理解ができる
　　　　・

注射をする場合があります（医師の指示により開始になります）

今まで飲んでいたお薬を確認させていただきます 現在飲んでいるお薬の説明を行います
血糖値を測定する場合があります

（  /  ）グルカゴンテスト（インスリン分泌能のチェック）
（  /  ）CAVI（動脈硬化のチェック）
　　　　・
　　　　・
（  /  ）腹部CT（膵・胆・肝臓のチェック）

入院診療計画書、自己管理表をお渡しします
（月）15:30 （第1・3・5週目）医師の糖尿病教室
（火）12:00  主食盛り付け指導　　　　　15:30  看護師・薬剤師の糖尿病教室
（水）15:30  管理栄養士からの基本指導
（木）10:00  薬剤師からの集団服薬指導　15:30  管理栄養士からのテーマ別栄養管理
食事療法の為の治療食が出ます。病院食以外は口にしないで下さい。

／　2週目

注射
投薬

検査

放射線
文書
指導 学習会

食事

44.7% 3.8%
1.2%

50.3%

24.1%
3.5%

4.9% 67.6%

有効 無効 不明 評価なし

薬剤師
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ら、学習会の前に患者全員に声を掛ける
などの対策を講じている。「医師や看護
師からのフィードバックも含めて、各病棟
の取り組みや成果を薬局全体で共有す
ることで、新たな目標に向けたステップ
にしたいと思います」（松田先生）

新研修システムによる人材育成
　平成28年4月現在、薬剤師数は19名
で平成24年度から3名増え、平成29年
度にもさらに1名の増員を予定している。
荒井先生は薬学教育6年制時代の薬剤
師モデルの創造を目指し、平成24年4月
に新たな研修システムを導入した。「若
い間にいろいろな病棟で経験を積み、
広い視野と知識を養えるように、最初の
2年間はサブ担当として3カ月単位でロー
テートさせています」 
　この新研修システムの第1期生である
佐東先生は、2年間の研修は大きな財産

になったと話す。「現在、糖尿病の病棟
で感染症などの相談に応じたり、処方提
案ができるのも、複数の病棟で先輩達か
ら学ぶことができたからです。今後も糖
尿病の専門知識を深め、チーム医療の中
で薬剤師の存在価値をさらに高めたいと
思います」とスキルアップに意欲的だ。
　一方、松田先生が次の目標としている
のは、蓄積されたデータを薬物療法の質
向上に活用することである。「平成28年
４月からプレアボイド報告の中に、薬物
治療効果の向上（様式３）が追加されま
した。これからは安全性だけでなく、治
療の有効性への貢献も求められていると
いうことであり、取り組みの成果を学会
発表や論文などの形で院内外に発信し
ていくつもりです」
　薬剤師の成長に臨床経験は非常に重
要であり、多くの患者さんと関わり、学ぶ
中から薬剤師としてのやりがいを見いだ
せる組織体制を築きたいと荒井先生は
抱負を語る。「その中から“薬学的にも
のが言える薬剤師”が育ち、薬物療法の
一翼を担うことで医療の質の向上に貢
献することが私の理想です」
　最後に、五十嵐先生は今後の課題とし
て、地域全体の情報共有と標準化を挙
げた。「患者さんが地域のどの医療機
関、どの保険薬局に行っても、適切な治
療や療養指導、服薬指導が受けられる
ことが理想です。そのために病院と保険
薬局の薬剤師が、さらには医師や看護
師、栄養士、ヘルパーなど患者さんに関
わる全てのスタッフが連携・協力して、地
域一体となって取り組んでいきたいと考
えています」

～糖尿病チーム医療と病棟薬剤業務のアウトカム評価の取り組み～

五十嵐 雅彦 先生

糖尿病・内分泌内科長
地域糖尿病センター室長

い      が    らし       まさ   ひこ

松田 圭一郎 先生

薬局
病棟・医薬品情報係長
まつ     だ        けい   いち   ろう

佐東 未咲 先生

薬局
糖尿病療養指導士

さ    とう        み    さき

荒井 浩一 先生

薬局長
あら     い        こう   いち
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糖尿病学習入院クリニカルパス（抜粋）資料1 病棟薬剤業務のアウトカム評価
（処方提案の有効性評価：評価可能な提案の約9割が「有効」）

資料2
入院診療計画書（糖尿病コントロール・2週間学習入院）

目標

／　1週目

糖尿病のコントロールがうまくいく

H25/11～H27/3
（n=1091）
64.2件/月

提案後の評価率

H27/4～H27/12
（n=608）
67.6件/月

第18回日本医療マネジメント学会学術総会で発表

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□入院目的と日程がわかる
□急性症状の改善と大まかな血糖コントロール
　　　　・
　　　　・

糖尿病をよく理解し自己管理ができる
ようになる
□血糖のコントロールがうまくいく
□合併症の理解ができる
　　　　・

注射をする場合があります（医師の指示により開始になります）

今まで飲んでいたお薬を確認させていただきます 現在飲んでいるお薬の説明を行います
血糖値を測定する場合があります

（  /  ）グルカゴンテスト（インスリン分泌能のチェック）
（  /  ）CAVI（動脈硬化のチェック）
　　　　・
　　　　・
（  /  ）腹部CT（膵・胆・肝臓のチェック）

入院診療計画書、自己管理表をお渡しします
（月）15:30 （第1・3・5週目）医師の糖尿病教室
（火）12:00  主食盛り付け指導　　　　　15:30  看護師・薬剤師の糖尿病教室
（水）15:30  管理栄養士からの基本指導
（木）10:00  薬剤師からの集団服薬指導　15:30  管理栄養士からのテーマ別栄養管理
食事療法の為の治療食が出ます。病院食以外は口にしないで下さい。

／　2週目

注射
投薬

検査

放射線
文書
指導 学習会

食事

44.7% 3.8%
1.2%

50.3%

24.1%
3.5%

4.9% 67.6%

有効 無効 不明 評価なし

薬剤師
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