
スキルミックスと職場環境作りで職能の最大化を目指す
　厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」（2010年4月30日）では、薬剤師が
主体的に薬物療法に参加することの有益性が認められ、これまでも全国で薬剤師によるさまざまな取り組みが行われてきた。
今では病棟で薬剤師が業務する姿は日常的となり、既に次のステップに向けた挑戦も始まっている。岡山赤十字病院（岡山
市・500床）薬剤部は、「スキルミックス（多職種協働）」と「働きやすい環境づくり」をテーマに、チーム医療への積極的な参画
と薬剤部内の結束強化に力を入れ、薬剤師がやりがいを持ち、生き生きと活躍することを目指している。同院の取り組みの中か
ら、緩和ケアにおけるプロトコルに基づく薬物治療管理（PBPM）の実践と、組織内の心理的な障壁を克服するために取り入れ
たアイデアを紹介する。

岡山赤十字病院

スキルミックスを軸とした薬剤業務
　岡山赤十字病院は、地域医療支援
病院、地域がん診療連携拠点病院、災
害拠点病院などの機能を有する県南東
部の基幹病院である。薬剤部では業務
の拡充を積極的に進め、病院機能の充
実に貢献しているが、それを後押しした
のが、2011年の院外処方への移行と、
同院が推進しているスキルミックスだ。
院長の忠田先生は、「院外処方に踏み
切ったのは、さまざまな専門職種が患者
さんのベッドサイドで協力・連携する体
制の強化が最大の目的でしたが、病棟
業務を望む薬剤師の熱意にも心を動か
されました」と振り返る。
　当時の薬剤師数は15名だったが、毎
年増員が認められ、2013年8月には病
棟薬剤業務実施加算の算定を開始し、
現在は26名となっている。「病棟常駐の
開始直後より、薬剤師は院内PHSの携
帯を医師から求められ、質問や相談に
随時応じるなど、処方段階から関与して
います。今では薬剤師は病棟に不可欠

の存在となり、担当を変えないように医
師から要望があるほどです」と、薬剤部
長の森先生は新たな悩みを口にする。
　2014年の緩和ケア病棟開設、2015
年の新病棟竣工に伴う外来化学療法
センターや周産期母子医療センターの
整備など、病院機能の強化・充実ととも
に薬剤師の活躍の場は拡大されてき
た。この変化について忠田先生は、「か
つて薬剤の処方は医師の仕事でした
が、現在は各職種の専門性を融合して、
患者さんに安心・安全な薬物療法を提
供する時代です。2016年度の診療報
酬改定でICUの病棟薬剤業務が評価さ
れたように、必要な部門に必要なスタッ
フを配置することは社会の要請であり、
当院の理念にも通じます」と語る。

緩和ケアにおけるPBPMの実践
　同院の緩和ケアチーム（PCT）は
2006年に組織され、翌年にはオピオイ
ド使用患者を対象とした週1回の病棟
カルテ回診（PCT回診）を開始した。当

初は医師主導であったが、現在は薬剤
師主導で行われている。「主導とは議論
をリードするという意味です。疼痛コン
トロールでは薬による影響が大きく、形
状や大きさ、匂いなどがアドヒアランス
に直結するため、薬を熟知している薬剤
師が各職種からの情報や意見を集約し
ながら議論を進める方がスムーズです
し、意見も出やすいのです」と森先生は
説明する。PCTのメンバーである大道先
生は、「特に意識しているのは、常に患
者さんの近くにいる看護師から痛みの
部位や種類の変化、痛みによる食事や
睡眠への影響を含めた患者さんの全般
的な状態を聞き、その上で相互作用や副
作用など薬剤師の視点を加味して総合
的に評価することです」と話す。
　PCT回診を重ねる中で、PBPMが検
討されるようになったが、薬剤部として
は既に2011年に外来処方の疑義照会
で導入した経験があった。同院では保
険薬局からの疑義照会は薬剤部が受け
付けて医師に確認するが、処方内容が

変更になった場合には、次回受診時に
変更前の処方が繰り返されないよう
に、医師の事後承認を条件に薬剤師が
電子カルテを修正する権限を持つとい
うものだ。
　緩和ケアにおいては、2013年に婦人
科病棟をモデルに退院時処方のセット
化と薬剤師によるオーダのプロトコルを
作成し、医師の負担軽減に効果があっ
た。次に、PCT介入例を対象に全診療
科で実施することとし、鎮痛補助薬の
使い方、睡眠導入薬の評価、緩下剤に
よる排便コントロール、悪心・嘔吐時に
ついて薬物療法のプロトコルを作成し
た。また、使用中のオピオイド投与量を
入力するだけで、オピオイドスイッチ後
の投与量やレスキュー量を検算できる
「オピオイド換算表」も作成した。これ
により、治療薬の選択において医師へ
の提案が容易となり、迅速かつ安全な
薬剤変更が可能になった。「最終的な
判断は医師が行いますが、決定までの
時間を短縮するために薬剤師ができる
ことは積極的に行いたいと思います」
（大道先生）
　PBPMはスキルミックスを円滑に進め
る有用な手段であり、薬剤師の可能性
を広げる一方で、課題もあると森先生
は指摘する。「まず、現在のプロトコル
が絶対ではなく、他職種と意見交換を
行い、常に見直しをする必要があるとい
うことです。また、薬剤師の業務権限の
拡大によって、何でも薬剤師任せにな
り、本来のスキルミックスの目的に逆行
してしまうことが懸念されます」。大道

先生もプロトコルやマニュアル優先の
考え方には注意が必要だと言う。「特に
緩和ケアの患者さんは、状態が多様で
対応方法の標準化が難しいため、看護
師と緊密に情報交換を行いながら、それ
ぞれの患者さんにとって最善のケアを
一緒に考え、医師に提案する形が望ま
しいと思います」

モットーは「和と笑顔」
多彩なアイデアで楽しい職場に
　スタッフが生き生きと働く明るい職場
環境が、安心・安全の医療の基盤だと
いうのが森先生の信念であり、特に力
を入れているのが、先輩と後輩、組織上
の心理的な壁をなくすことだ。「例え
ば、後輩が調剤業務中に病棟から呼ば
れた場合、傍らにいる先輩が掛ける一
言が後輩の気持ちだけでなく、その後の
指導にも影響を及ぼします。互いにフォ
ローし合い、後輩の成長を自分の喜び
とする関係を築いてほしいという思いか
ら、“和と笑顔”をわれわれのモットー
にしました」。大道先生によれば、「笑
顔が一番多いのは森部長です。それに
つられてわれわれも笑顔にならざるを得
ませんから、薬剤部の雰囲気はとても
良いですね」とのこと。
　薬剤部内の壁をなくすための取り組
みの一つに、電子カルテ上に自由にコメ
ントを書き込む「ハートラノート※」（資
料）がある。誰かが「患者さんに感謝さ
れました」「新人が初めて服薬指導しま
した」と書き込むと、それを読んだ別の
スタッフから「いいね」「お疲れ様でし

た」などのコメントが寄せられる。その
際、ポジティブなことしか書かないこと
がルールだ。「部署が異なれば会話の
機会が少なくなり距離もできますが、こ
のノートが会話のきっかけになり、業務
の依頼もしやすくなります。サポートして
もらったことをまた記入することで、周
囲にも波及していきます」（大道先生）
　忠田院長も薬剤部のこうした活動に
注目している。「院内の表彰制度として
2014年から“ベストチーム賞”を設けて
いるのですが、薬剤部は第1回の金賞を
受賞しました。薬剤部の活力と明るさは
院内の見本です。これからも、挑戦した
いことがあればどんどん提案してほしい
ですね」
　森先生の今後の課題は、学術面にお
ける支援の充実である。現在も各種勉
強会の開催や学会参加に力を入れてい
るが、論文投稿のハードルは高いとい
う。全国93病院からなる日赤薬剤師会
では2016年度より「学術委員会　研究
推進部門」が設けられた。その委員長に
就任した森先生は「まず当院が率先し
て取り組みたい」と意気込む。そして、
「患者さんを思う気持ち日本一の薬剤
部を実現すること、患者さんから『あの
薬剤師がいるから岡山赤十字病院を選
ぶ』と言われることを目標に、これからも
“和と笑顔”で進歩を続けたいと思い
ます」と結んだ。

※「ハートラ」は日本赤十字社の公式マスコッ
トキャラクター「ハートラちゃん」に由来する。
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トキャラクター「ハートラちゃん」に由来する。

～病棟業務やPBPMを通じてチーム医療の質を向上～

忠田 正樹 先生

院長
ちゅう   だ　     まさ    き

森　 英樹 先生

薬剤部  部長
もり　            ひで     き

大道 淳二 先生

薬剤部　係長
おお   みち　 じゅん    じ
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岡山赤十字病院薬剤部写真薬剤部内のコメント書き込みツール資料

岡山赤十字病院薬剤部は
日本一の薬剤部を目指しています チーム

和と笑顔
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