


■周術期管理チームの必要性
舟越　討議に先立ち、日本麻酔科学会で「周術期管理チー

ム」の普及を推進してこられた落合先生から、周術期医療の

特徴とチーム医療の必要性、そして、2014年からスタートした

「周術期管理チーム認定制度」の導入の背景と目的について

説明をお願いします。
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周術期管理チームプロジェクトの発足
　今から10年ほど前に、麻酔科医不足が社会問題となりまし

た。当初、日本麻酔科学会では、その解決策として、チーム医

療の導入を打ち出し、周術期管理チームプロジェクトが立ち上

がりました。その後、周術期医療を検討した結果、全く新しい

『周術期医学』という医療を提供することで、周術期のリスク

を軽減し、手術の予後を改善することがチーム医療のゴールで

あることに方向転換を行い、現在に至っています。日本手術看

護学会、日本病院薬剤師会、日本臨床工学技士会に働きか

け、この4団体が中心となって新しいチーム医療のあり方を検

討してきました。2015年からは日本口腔外科学会も参加してい

ます。

周術期の問題点
　  麻酔科医の診療体制
　日本麻酔科学会では周術期の問題点として、次の2つを挙

げています。1つは、わが国における麻酔科医の診療体制で

す。通常の診療では、医師の「判断」「指示」を受けた看護師

や薬剤師などの他職種が医療行為や作業を行う際に、医師が

確認するというダブルチェック体制が機能しています。しか

し、麻酔科医は「判断」と「実施」を自ら行い、ダブルチェック

が働かない環境にいます。結果として、麻酔中に起こる偶発

症、合併症は麻酔科医のヒューマンファクターが非常に大きい

ことが明らかになってきました。

　日本麻酔科学会では、毎年1,200の認定施設を対象に偶発

症調査を行っています。最新の報告（2009年～2011年）で

は、延べ3,555施設より有効回答施設数は2,425（68.2%）、解

析対象症例数は年間約150万例です。回答率で補正すると、年

間約220万例の麻酔を日本麻酔科学会の会員が提供している

ことになります。なお、全国の麻酔件数は年間250万件であ

り、約88％は麻酔科医が提供していますが、今後、全ての症

例に麻酔科医が関与することが課題です。

1 Pharma Scope Vol.24 2Pharma Scope Vol.24

近年、薬剤師による病棟業務やチーム医療における役割が広く認識されるようになり、今では救急、ICU、手術室などに
おける、特に高度なスキルを要する医薬品の管理や情報提供、薬物療法適正化への貢献も求められている。2016年
度の診療報酬改定でも病棟薬剤業務実施加算の対象に特定集中治療室等が新たに加えられた。しかし現在、この分野
に薬剤師が参加している病院はまだ少なく、他職種や患者さんのニーズに十分に応えられていないのが実状である。こ
うした中で、日本麻酔科学会は、医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士、事務職員など多職種が参加する「周術期管理チ
ーム」の普及を目指し、2014年度には「周術期管理チーム看護師認定制度」が、薬剤師についても2016年度に認定
制度が開始された。そこで今回、周術期管理チームに焦点を当て、先駆的な取り組みをされてきた３名の先生方にお集
まりいただき、薬剤師に求められる役割や、術前、術中、術後の薬学的管理や連携の在り方、今後の展望について討議し
ていただいた。

周術期管理におけるチーム医療の推進と
薬剤師の役割
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レクチャー
　さて、年間220万症例における偶発症例は、麻酔が原因の

心停止が3年間に1,400件余り、回答率で補正すると約2,000

件も起きていることになります。さらに麻酔が原因の死亡例

は、3年間の平均で600件前後、回答率で補正すると年間850

件にもなります。このうち術前合併症に起因する死亡が全体

の3分の2を占めます。したがって糖尿病、高血圧、心筋梗塞、

脳卒中などの余病を持つ患者さんの内科的治療が非常に重

要であり、入院前から多職種による評価・対策が必要です。過

去20年間の術後7日以内の死亡率を見ると、20年前は麻酔1

万件につき10件でしたが、現在は3件まで減っています。確か

に合併症発生率は低下していますが、絶対数として850件で

はまだまだ道遠しという状況です。

　麻酔におけるヒューマンファクターとして最も多いのは、過

量投与や選択不適切といった薬剤の投与ミスです（資料1）。

中にはダブルチェックでも防げないものがありますが、不適合

輸血やアンプル・注射器の間違いなど、多くはダブルチェック

が機能していれば未然に防げるものであり、複数の職種が関

与する何重もの安全対策を講じることが重要です。

　  麻酔困難例の管理
　周術期の問題点の2つ目は、診療報酬でも加算となる麻酔

困難例の管理です。例えば心不全、狭心症、発症3カ月以内の

心筋梗塞、心臓弁膜症、あるいはペースメーカが埋め込まれて

いる患者さんの白内障の手術に際して心臓の管理を眼科医が

行えるのか、あるいは肺気腫など呼吸不全のある患者さんの

膝の手術を整形外科医だけで管理できるのかといった問題が

あります。そこで、診療科横断的な仕組みをつくる必要があり、
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そのコーディネートを麻酔科医あるいは周術期管理チームが担

うように啓発したいと考えています。

周術期管理チームの確立と認定制度
　病院機能の分化と集約化に伴い、急性期病院1施設当たり

の手術件数は増加する一方です。さらには社会の高齢化によ

って基礎疾患を持つ患者さんも増加しているので、周術期管

理チームを普及させ基礎疾患に主眼を置いた全身管理という

新しい機能を整備する必要があるのです。

　周術期医療の安全を確保するためには、診療体制の整備、

特に周術期医療に精通した医療スタッフの養成と配置が必要

です。そこで、プロジェクトでは2010年に「周術期管理チームテ

キスト」の発行や周術期セミナーの開催など、教育環境の整備

に着手する他、2011年度にはテキスト第2版を、2016年8月に

第3版を発行しました。さらに2013年度に周術期管理委員会

が発足し、関連団体と協力して「周術期管理チーム認定制

度」の導入に取り組みました。2014年に看護師の認定がスタ

ートし、現在までに約1,000人が認定されています。2016年6月

には第1回の薬剤師の認定受付が開始され、11月に認定試験

が実施されます。

■周術期管理チームの現状と評価
舟越　周術期管理チームプロジェクトを設置した背景には、

麻酔科医不足があったというお話でしたが、現在の状況はど

うなのでしょうか。

落合　今も慢性的な麻酔科医不足の状況です。特に、近年は

内視鏡検査や心臓カテーテル検査の際の鎮静、無痛分娩や

小児医療における鎮静・鎮痛など手術室以外での需要が増え

ており、海外のデータでは手術室の3倍に上るとされています。

しかし1万人しかいない麻酔科医が全ての需要に対応すること

は不可能ですので、周術期管理チームという母体を利用して

手術室の外へ活動を広げることで、周術期医療の充実を図り

たいと考えています。

舟越　わが国における周術期管理チームの現状について、診

療報酬における評価も含めて教えていただけますか。

落合　チーム医療の推進は医療提供体制の改革における重

要テーマの一つであり、周術期管理チームへの診療報酬上の

評価は以前から検討されていますが、いまだに実現していませ

ん。その理由の1つは、チームが導入されている病院が少なく、

成果すなわちエビデンスが蓄積できていないからです。現在、

日本麻酔科学会では2018年度の診療報酬改定に向けて、エ

ビデンスの構築を最優先事項として取り組んでおり、周術期

管理チームの業務内容を定義した上で全国調査を実施する予

定です。

舟越　東邦大学医療センター大森病院では周術期管理チー

ムが導入されていますが、どのような体制になっていますか。

落合　当院ではプロジェクトの試験的運用として、情報支援

部門と診療支援部門から成る「周術期センター」を2011年に

立ち上げました。情報支援部門は、医事課、用度課、医療情

報室などが中心になり、手術室運営を効率的に行うための情

報管理や分析を行っています。データ分析の結果、チーム医療

が病院経営にも大きく貢献することが明らかになりました。一

方、実際の診療活動を担うのが診療支援部門であり、看護

部、薬剤部、臨床工学部、口腔外科が参加しています。テーマ

ごとにワーキンググループを作り、診療環境の整備や仕組み

作りを検討しています。例えば、「深部静脈血栓症と肺血栓塞

栓症の評価と予防」は、麻酔科医、外科医、手術部看護師、

臨床工学部がチームとなり、術前から術後までの対策を考え

ています。薬剤部は「術後鎮痛の徹底」と「経口薬管理」につ

いて、中心的な役割を果たしています（資料2）。

■周術期における薬剤師業務の現状
舟越　周術期におけるチーム医療が推進され、薬剤師にも医

療安全や薬物療法の質向上、術後の早期回復や早期退院へ

の貢献が求められています。日本病院薬剤師会では「病院薬

剤部門の現状調査」を毎年実施しており、周術期における業

務の実施状況も調査しています。最近の傾向として、医療用

麻薬・向精神薬・筋弛緩薬の管理やカートを用いた医薬品セ

ットといった「医薬品管理」を実施する施設が増加していま

す。一方、「薬学的管理」の実施率は低く、術前のアレルギー

歴や手術に影響のある薬剤およびサプリメントの確認が最も

高いものの、それでも全体の5割に満たない状況です（資料
3）。しかし、2012年度の病棟薬剤業務実施加算の新設をきっ

かけに、患者の術後管理に薬剤師が介入する例は増えてお

り、術前についても抗血小板薬などの出血リスク評価の取り

組みが進んでいます。周術期管理における薬剤師介入のエビ

デンスが集積されてきており、これまでの実績を評価につなげ

ていきたいと思います。わが国で早くから手術室での薬剤師

業務に取り組んできたのが広島大学病院であり、柴田先生は

2016年3月まで専任薬剤師として業務されていました。

柴田　広島大学病院では、医薬品管理に加え、医薬品適正

使用の推進を目的に2006年より手術部専任薬剤師を配置し

ました。医療事故防止に重点を置いた医薬品管理業務から、

徐々に適正使用やコストマネジメント、そして、術前から術中、

術後にいたるまでの薬学的管理へと業務は広がり、現在は、

全病棟に配置された病棟薬剤師と連携しながら患者さんの入

院から手術、退院まで、薬物療法のリスクマネジメントを行っ

ています。当院における手術室の薬剤師業務をファーマシュー

ティカルケア分類で評価したところ、薬学的ケア項目全般に及

んでいました（資料4）。この結果を見ると、手術室には幅広い

薬学的な問題が存在し、薬剤師には周術期患者が関わる医

薬品のあらゆる使用場面において責任を果たすことが求めら

れていることが分かります。

落合　当院の中央手術室には薬剤師が1名配属されていて、1

日4時間、術後疼痛管理に携わっています。この体制で年間

3,500件のPCAポンプの調製と術後ラウンドが可能なのは、病

棟薬剤師や看護師との情報共有ができているからです。薬剤

師のモチベーションを喚起するのは、ラウンドなどを通じてチ

ーム医療に参加し、薬剤師として患者さんに貢献できていると

いう実感を得ることにあるのではないでしょうか。もちろん医

薬品管理は重要ですが、それだけでは薬剤師のモチベーショ

ンは上がらないと考え、当院では統括は薬剤師が行います

が、日々の管理は物流の担当者が行っています。

舟越　最近ではPCA（Patient Controlled Analgesia：自己調

節鎮痛法）の薬剤調製並びに患者への服薬指導を薬剤師が

行う施設が増えてきています。その背景には、落合先生のレク

チャーの中にもあったように、多忙な麻酔科医が調製すること

によって生じる薬剤の投与ミスの問題があります。当院でも投

与量の間違いをきっかけに、薬剤師が処方をチェックしクリー

ンベンチで調製するようになりました。現在、手術部担当薬剤

師は処方提案から術後のラウンドによる安全確認まで行って

います。病棟薬剤師と手術部担当薬剤師が情報共有すること

で、術後疼痛管理の徹底、術後合併症も減少するなど、業務

の広がりとともに成果も現れてきています。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術前管理―
舟越　実際に周術期医療において薬剤師がどのような役割を

果たしているのか、術前と術後に分けて考えたいと思います。

まず術前管理ですが、中止すべき薬が中止されていなくて手

術が延期されることが少なくありません。広島大学病院では、

薬剤師はどのタイミングで介入していますか。

柴田　当院では、薬剤師による持参薬チェックは入院日に行

うことになっていますが、手術の前日と当日に入院する患者さ

んが全体の5割を占めるためチェックが間に合いません。実際

は麻酔科外来で1週間前に行っています。

落合　当院では、抗凝固薬の休薬期間を考慮し、手術の2週

間前までに麻酔科の術前外来を受診することを必須としてい

ます。また、歯の治療を術前に行う必要がある場合も、2週間は

必要です。術前中止薬については、術前外来の薬剤師が最初

にスクリーニングしているので、その情報を共有しています。

舟越　日本医療機能評価機構の医療事故収集事業報告

（2010～2013年度web公開データ）でも、最も多いのは、やは

り薬剤投与に関連した事故です。薬剤の取り違えを筆頭に、

アナフィラキシーや既往症に対する禁忌薬剤投与、腎機能低

下による麻酔の遷延、休薬忘れによる出血延長などの報告が

あります。いずれも術前の評価や伝達が不十分であることが

事故の原因であり、薬剤師による薬学的介入の必要性を示し

ていると言えます。

柴田　事故報告の中には、既往症の認識不足による喘息発

作もあります。抗がん剤、糖尿病薬、抗血小板薬など日本病

院薬剤師会「ハイリスク薬の薬剤管理指導に関する業務ガイ

ドライン」のハイリスク薬に該当する薬については多くの病院

で厳密にチェックしていますが、喘息薬は、ハイリスク薬に該

当しないため見過ごされてしまいがちです。手術室の看護師や

麻酔科医による術前評価では、呼吸を管理する項目に喘息は

必ず入っており、薬剤師も周術期患者特有のリスクを把握しな

ければなりません。また、コンプライアンスはどうなのか、症状

がコントロールされているのか、といったことも評価する必要が

あります。

舟越　薬剤師がいつ周術期の患者さんに介入するべきなの

か、明確な基準は今のところありませんが、落合先生が言われ

た2週間は一つの目安になると思います。多くの病院では、手

術が決まれば、採血などの術前検査をして、次の来院日に同

意書への署名、手術の説明などがあります。そのどちらかのタ

イミングで薬剤師が入っていくことは可能だと思います。いず

れにしても、今後、周術期においては術前外来に薬剤師がルー

ティンで関わることが必須だと考えています。そうすれば、肥

満や糖尿病の血糖コントロール、術後の感染症も含めたリスク

マネジメントができます。

落合　その通りですね。本来は中止が常識でも、中にはあえ

て治療のために服薬を継続するケースもあります。その判断を

誰が下すのかも含めて、トラブルを防ぐためには主治医、麻酔

科医、薬剤師の間でコンセンサスを得るプロセスが重要です。

また、当院は20キロ圏内の患者さんが90％を占めているため、

地域における情報共有も大切です。2015年からは内服薬によ

る周術期リスクについて学ぶセミナーを定期的に開催するな

ど、薬局薬剤師に対する教育を開始しています。

舟越　次に医師との協働についてです。麻酔薬や筋弛緩薬に

ついては添付文書通りに投与されないケースが見受けられる

のですが、副作用の概念が麻酔科医と薬剤師では異なる場合

があり、どこまで薬剤師が介入すればいいのか悩みます。落合

先生はどのようにお考えでしょうか。

落合　われわれ麻酔科医は薬剤師から処方提案をして欲し

いと考えています。当院の薬剤師は処方提案を積極的にしてく

れますが、例えば、「70歳でBMIが30、高血圧がある人に麻酔

薬を何ミリ使えばいい？」と質問された時の正解を持っていな

いことが悩ましいと言います。予測する計算式はありますが、

それが本当に正しいかどうかを見極めるためには、データを集

積し検証する必要があります。薬剤師にとってPK-PDモデル

はまさに専門性が発揮できる領域であり、手術中であればな

おさらです。当院は腎移植が多いのですが、ドナーの移植後の

投与量をどうすべきか、一緒に研究してみようという機運に発

展する可能性もあります。そうした新しい関係が、麻酔科医と

薬剤師の間で構築できるのではないかと思います。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術後管理―
舟越　柴田先生は手術室専任薬剤師として経験を積まれた

後、2016年度からは病棟の担当をされていますが、病棟での

術後管理ではどのようなことに取り組んでいますか。また、今

後薬剤師が取り組むべきことがあればお願いします。

柴田　病棟担当になって特に強く感じるのは、術前評価は術

後の管理まで決まってしまうほど重要だということです。喘息

が術後に悪化して入院が長引くようなことも、術前の評価で回

避できるのではないかと思います。術後の鎮痛と嘔吐の問題

も同様です。術後嘔吐した患者さんに、過去、手術のたびに嘔

吐を繰り返していたと聞いてショックを受けました。術前の評

価を見落とし予防策を講じていなかったのです。その他にも

PCAを行っている患者さんの抗凝固薬を抜くタイミングなど、

薬剤師が関与するポイントはいくつもあると思います。

舟越　術前中止薬については薬剤師が情報を収集し、評価・

分析して医師に伝達・提案している施設は多いのですが、薬

の再開についてはあまり話題になりません。再開の目安は術

後の状況にもよるとは思いますが、どのように考えればいいで

しょうか。

落合　ほとんどの薬は食事の再開と同時で問題ありません。

注意を要するのは、抗血小板薬と抗凝固薬ですが、これは手

術の種類により異なります。当院の消化器外科は小手術に関

しては中止をしない方針であり、全ての薬剤を継続しています

が、出血例はありません。

柴田　周術期における抗血栓薬は原疾患、出血状況などを考

慮して中止、再開のタイミングが決定されるため、適切なタイミ

ングの薬剤管理に困難を来しがちです。しかし、特に原疾患確

認時にCHADS2スコアが高値の心房細動、DES留置後の二

剤併用期間など血栓症のリスクの高い患者さんは厳密に休薬

期間を管理することが薬剤師に求められるリスクマネジメント

だと思います。

■「周術期管理チーム薬剤師」認定制度と
　薬剤師への期待
舟越　2016年度から「周術期管理チーム薬剤師」認定制度が

開始されました（資料5）。柴田先生はこの認定制度にどのよ

うな期待をされていますか。

柴田　現在、薬学教育の中で周術期医療の基礎や手術、麻

酔に関するカリキュラムはありません。周術期管理チームプロ

ジェクトが編纂したテキストや周術期管理セミナーが教科書代

わりになって、知識の基盤となっていくのではないでしょうか。

そして、認定制度の広がりとともに、薬学教育に周術期管理

が組み込まれること、より多くの薬剤師が周術期における薬

学的管理に対する理解を深め、手術室だけでなく術前外来や

病棟業務でも実践することを期待しています。

舟越　周術期管理チームや認定制度が確立し、診療報酬に

結びついていけば、薬剤師の業務体制や教育制度も変わる可

能性がありますね。落合先生は周術期管理チームおよび認定

制度について、今後はどのような展開を目指していますか。

落合　まずは全体のボトムアップが先決です。そして、ある一

定の認定者数、看護師であれば1施設10人、500施設で5,000

人程度に達した段階で、次のステップとして手術室の外にも業

務を広げていくことになるでしょう。侵襲度合の違いはあって

も、手術室の中も外もバックグラウンドにあるリスクは同じで

すから、われわれの経験を効果的に広げていくべきだと考え

ています。

舟越　最後に、落合先生から薬剤師が周術期管理に関わる

意義や、薬剤師への期待をお伺いしたいと思います。

落合　周術期には持続静注で用いる薬剤が多く、体内への蓄

積が非常に大きな問題になります。しかし、個人差が大きい周

術期医療における持続静注のPKモデルが明らかでないことが

ほとんどです。ましてや肥満や肝機能、腎機能に異常がある患

者さんの場合、どれぐらいの効果部位濃度が得られるのかを

予測する手段を麻酔科医は持っていません。ここに薬剤師に

よる処方提案が求められます。チーム医療のメンバーとして機

能するには、麻酔科医によるトップダウンの指示を待っていて

はだめです。全ての職種が自分の専門領域に関する問題を見

つけ、実態を調査し、原因を特定して、根拠に基づいた具体的

な提案をすることで初めてチーム医療が機能するのです。私

は、薬剤師が薬学的視点で問題点を見つけて、新たな提案を

してくれることを強く希望しています。

舟越　現在、全病棟に薬剤師を配置している病院は、全国で

約9000病院のうち約1,500病院に過ぎず、周術期医療も高度

急性期病院に集約される傾向にあります。これだけを見れば、

周術期とは限られた施設、限られた薬剤師が関わるものだと

捉えられるかもしれません。しかし、周術期は入院前を含む術
前から術中、そして退院後を含む術後まで、患者さんを軸とし
てシームレスにつながっていなければなりません。必然的に、
地域全体で提供する医療・介護システムの中で、薬学的管理
も継続されるべきなのです。今後、周術期医療において薬剤師
はどのような役割を担えばよいのか、本日は大きな宿題が与え
られたような気がします。周術期患者への薬学的管理ならび
に手術室における薬剤師業務の標準化など、まだまだ薬剤師
が取り組まなければならないことが山積していることを再認識
しました。それは反面、薬剤師への期待と受け止め、着実に前
進していきたいと思います。本日はありがとうございました。

麻酔におけるヒューマンファクター資料1

※ダブルチェックで防ぐことはできない

薬物投与（過量・選択不適切）
主麻酔薬過量投与
導入時気道確保操作不適切
維持中の気道管理不適切
換気不適切
高位脊髄くも膜下麻酔※

誤嚥
輸液・輸血管理の不適切
血管内カテーテル穿刺・挿入不適切※

体位・機械的圧迫
局所麻酔薬中毒※

硬・脊麻穿刺不適切※

ガス流量設定エラー
アンプル・注射器の間違い
不適合輸血
その他の医原性
その他
計
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11
9
8
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1
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30
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■周術期管理チームの必要性
舟越　討議に先立ち、日本麻酔科学会で「周術期管理チー

ム」の普及を推進してこられた落合先生から、周術期医療の

特徴とチーム医療の必要性、そして、2014年からスタートした

「周術期管理チーム認定制度」の導入の背景と目的について

説明をお願いします。

落合 亮一 先生　
東邦大学医療センター大森病院　麻酔科　教授　
日本麻酔科学会　周術期管理チーム委員会

周術期管理チームプロジェクトの発足
　今から10年ほど前に、麻酔科医不足が社会問題となりまし

た。当初、日本麻酔科学会では、その解決策として、チーム医

療の導入を打ち出し、周術期管理チームプロジェクトが立ち上

がりました。その後、周術期医療を検討した結果、全く新しい

『周術期医学』という医療を提供することで、周術期のリスク

を軽減し、手術の予後を改善することがチーム医療のゴールで

あることに方向転換を行い、現在に至っています。日本手術看

護学会、日本病院薬剤師会、日本臨床工学技士会に働きか

け、この4団体が中心となって新しいチーム医療のあり方を検

討してきました。2015年からは日本口腔外科学会も参加してい

ます。

周術期の問題点
　  麻酔科医の診療体制
　日本麻酔科学会では周術期の問題点として、次の2つを挙

げています。1つは、わが国における麻酔科医の診療体制で

す。通常の診療では、医師の「判断」「指示」を受けた看護師

や薬剤師などの他職種が医療行為や作業を行う際に、医師が

確認するというダブルチェック体制が機能しています。しか

し、麻酔科医は「判断」と「実施」を自ら行い、ダブルチェック

が働かない環境にいます。結果として、麻酔中に起こる偶発

症、合併症は麻酔科医のヒューマンファクターが非常に大きい

ことが明らかになってきました。

　日本麻酔科学会では、毎年1,200の認定施設を対象に偶発

症調査を行っています。最新の報告（2009年～2011年）で

は、延べ3,555施設より有効回答施設数は2,425（68.2%）、解

析対象症例数は年間約150万例です。回答率で補正すると、年

間約220万例の麻酔を日本麻酔科学会の会員が提供している

ことになります。なお、全国の麻酔件数は年間250万件であ

り、約88％は麻酔科医が提供していますが、今後、全ての症

例に麻酔科医が関与することが課題です。

1 Pharma Scope Vol.24 2Pharma Scope Vol.24

近年、薬剤師による病棟業務やチーム医療における役割が広く認識されるようになり、今では救急、ICU、手術室などに
おける、特に高度なスキルを要する医薬品の管理や情報提供、薬物療法適正化への貢献も求められている。2016年
度の診療報酬改定でも病棟薬剤業務実施加算の対象に特定集中治療室等が新たに加えられた。しかし現在、この分野
に薬剤師が参加している病院はまだ少なく、他職種や患者さんのニーズに十分に応えられていないのが実状である。こ
うした中で、日本麻酔科学会は、医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士、事務職員など多職種が参加する「周術期管理チ
ーム」の普及を目指し、2014年度には「周術期管理チーム看護師認定制度」が、薬剤師についても2016年度に認定
制度が開始された。そこで今回、周術期管理チームに焦点を当て、先駆的な取り組みをされてきた３名の先生方にお集
まりいただき、薬剤師に求められる役割や、術前、術中、術後の薬学的管理や連携の在り方、今後の展望について討議し
ていただいた。

周術期管理におけるチーム医療の推進と
薬剤師の役割

広島大学病院
薬剤部　主任

しば    た

柴田 ゆうか 先生

司会
亀田総合病院　薬剤部長

ふな    こし      りょう  かん

舟越 亮寛 先生

東邦大学医療センター大森病院
麻酔科　教授
日本麻酔科学会　周術期管理チーム委員会
おち   あい     りょう  いち

落合 亮一 先生

座談会

レクチャー
　さて、年間220万症例における偶発症例は、麻酔が原因の

心停止が3年間に1,400件余り、回答率で補正すると約2,000

件も起きていることになります。さらに麻酔が原因の死亡例

は、3年間の平均で600件前後、回答率で補正すると年間850

件にもなります。このうち術前合併症に起因する死亡が全体

の3分の2を占めます。したがって糖尿病、高血圧、心筋梗塞、

脳卒中などの余病を持つ患者さんの内科的治療が非常に重

要であり、入院前から多職種による評価・対策が必要です。過

去20年間の術後7日以内の死亡率を見ると、20年前は麻酔1

万件につき10件でしたが、現在は3件まで減っています。確か

に合併症発生率は低下していますが、絶対数として850件で

はまだまだ道遠しという状況です。

　麻酔におけるヒューマンファクターとして最も多いのは、過

量投与や選択不適切といった薬剤の投与ミスです（資料1）。

中にはダブルチェックでも防げないものがありますが、不適合

輸血やアンプル・注射器の間違いなど、多くはダブルチェック

が機能していれば未然に防げるものであり、複数の職種が関

与する何重もの安全対策を講じることが重要です。

　  麻酔困難例の管理
　周術期の問題点の2つ目は、診療報酬でも加算となる麻酔

困難例の管理です。例えば心不全、狭心症、発症3カ月以内の

心筋梗塞、心臓弁膜症、あるいはペースメーカが埋め込まれて

いる患者さんの白内障の手術に際して心臓の管理を眼科医が

行えるのか、あるいは肺気腫など呼吸不全のある患者さんの

膝の手術を整形外科医だけで管理できるのかといった問題が

あります。そこで、診療科横断的な仕組みをつくる必要があり、

1

2

日本麻酔科学会調査

そのコーディネートを麻酔科医あるいは周術期管理チームが担

うように啓発したいと考えています。

周術期管理チームの確立と認定制度
　病院機能の分化と集約化に伴い、急性期病院1施設当たり

の手術件数は増加する一方です。さらには社会の高齢化によ

って基礎疾患を持つ患者さんも増加しているので、周術期管

理チームを普及させ基礎疾患に主眼を置いた全身管理という

新しい機能を整備する必要があるのです。

　周術期医療の安全を確保するためには、診療体制の整備、

特に周術期医療に精通した医療スタッフの養成と配置が必要

です。そこで、プロジェクトでは2010年に「周術期管理チームテ

キスト」の発行や周術期セミナーの開催など、教育環境の整備

に着手する他、2011年度にはテキスト第2版を、2016年8月に

第3版を発行しました。さらに2013年度に周術期管理委員会

が発足し、関連団体と協力して「周術期管理チーム認定制

度」の導入に取り組みました。2014年に看護師の認定がスタ

ートし、現在までに約1,000人が認定されています。2016年6月

には第1回の薬剤師の認定受付が開始され、11月に認定試験

が実施されます。

■周術期管理チームの現状と評価
舟越　周術期管理チームプロジェクトを設置した背景には、

麻酔科医不足があったというお話でしたが、現在の状況はど

うなのでしょうか。

落合　今も慢性的な麻酔科医不足の状況です。特に、近年は

内視鏡検査や心臓カテーテル検査の際の鎮静、無痛分娩や

小児医療における鎮静・鎮痛など手術室以外での需要が増え

ており、海外のデータでは手術室の3倍に上るとされています。

しかし1万人しかいない麻酔科医が全ての需要に対応すること

は不可能ですので、周術期管理チームという母体を利用して

手術室の外へ活動を広げることで、周術期医療の充実を図り

たいと考えています。

舟越　わが国における周術期管理チームの現状について、診

療報酬における評価も含めて教えていただけますか。

落合　チーム医療の推進は医療提供体制の改革における重

要テーマの一つであり、周術期管理チームへの診療報酬上の

評価は以前から検討されていますが、いまだに実現していませ

ん。その理由の1つは、チームが導入されている病院が少なく、

成果すなわちエビデンスが蓄積できていないからです。現在、

日本麻酔科学会では2018年度の診療報酬改定に向けて、エ

ビデンスの構築を最優先事項として取り組んでおり、周術期

管理チームの業務内容を定義した上で全国調査を実施する予

定です。

舟越　東邦大学医療センター大森病院では周術期管理チー

ムが導入されていますが、どのような体制になっていますか。

落合　当院ではプロジェクトの試験的運用として、情報支援

部門と診療支援部門から成る「周術期センター」を2011年に

立ち上げました。情報支援部門は、医事課、用度課、医療情

報室などが中心になり、手術室運営を効率的に行うための情

報管理や分析を行っています。データ分析の結果、チーム医療

が病院経営にも大きく貢献することが明らかになりました。一

方、実際の診療活動を担うのが診療支援部門であり、看護

部、薬剤部、臨床工学部、口腔外科が参加しています。テーマ

ごとにワーキンググループを作り、診療環境の整備や仕組み

作りを検討しています。例えば、「深部静脈血栓症と肺血栓塞

栓症の評価と予防」は、麻酔科医、外科医、手術部看護師、

臨床工学部がチームとなり、術前から術後までの対策を考え

ています。薬剤部は「術後鎮痛の徹底」と「経口薬管理」につ

いて、中心的な役割を果たしています（資料2）。

■周術期における薬剤師業務の現状
舟越　周術期におけるチーム医療が推進され、薬剤師にも医

療安全や薬物療法の質向上、術後の早期回復や早期退院へ

の貢献が求められています。日本病院薬剤師会では「病院薬

剤部門の現状調査」を毎年実施しており、周術期における業

務の実施状況も調査しています。最近の傾向として、医療用

麻薬・向精神薬・筋弛緩薬の管理やカートを用いた医薬品セ

ットといった「医薬品管理」を実施する施設が増加していま

す。一方、「薬学的管理」の実施率は低く、術前のアレルギー

歴や手術に影響のある薬剤およびサプリメントの確認が最も

高いものの、それでも全体の5割に満たない状況です（資料
3）。しかし、2012年度の病棟薬剤業務実施加算の新設をきっ

かけに、患者の術後管理に薬剤師が介入する例は増えてお

り、術前についても抗血小板薬などの出血リスク評価の取り

組みが進んでいます。周術期管理における薬剤師介入のエビ

デンスが集積されてきており、これまでの実績を評価につなげ

ていきたいと思います。わが国で早くから手術室での薬剤師

業務に取り組んできたのが広島大学病院であり、柴田先生は

2016年3月まで専任薬剤師として業務されていました。

柴田　広島大学病院では、医薬品管理に加え、医薬品適正

使用の推進を目的に2006年より手術部専任薬剤師を配置し

ました。医療事故防止に重点を置いた医薬品管理業務から、

徐々に適正使用やコストマネジメント、そして、術前から術中、

術後にいたるまでの薬学的管理へと業務は広がり、現在は、

全病棟に配置された病棟薬剤師と連携しながら患者さんの入

院から手術、退院まで、薬物療法のリスクマネジメントを行っ

ています。当院における手術室の薬剤師業務をファーマシュー

ティカルケア分類で評価したところ、薬学的ケア項目全般に及

んでいました（資料4）。この結果を見ると、手術室には幅広い

薬学的な問題が存在し、薬剤師には周術期患者が関わる医

薬品のあらゆる使用場面において責任を果たすことが求めら

れていることが分かります。

落合　当院の中央手術室には薬剤師が1名配属されていて、1

日4時間、術後疼痛管理に携わっています。この体制で年間

3,500件のPCAポンプの調製と術後ラウンドが可能なのは、病

棟薬剤師や看護師との情報共有ができているからです。薬剤

師のモチベーションを喚起するのは、ラウンドなどを通じてチ

ーム医療に参加し、薬剤師として患者さんに貢献できていると

いう実感を得ることにあるのではないでしょうか。もちろん医

薬品管理は重要ですが、それだけでは薬剤師のモチベーショ

ンは上がらないと考え、当院では統括は薬剤師が行います

が、日々の管理は物流の担当者が行っています。

舟越　最近ではPCA（Patient Controlled Analgesia：自己調

節鎮痛法）の薬剤調製並びに患者への服薬指導を薬剤師が

行う施設が増えてきています。その背景には、落合先生のレク

チャーの中にもあったように、多忙な麻酔科医が調製すること

によって生じる薬剤の投与ミスの問題があります。当院でも投

与量の間違いをきっかけに、薬剤師が処方をチェックしクリー

ンベンチで調製するようになりました。現在、手術部担当薬剤

師は処方提案から術後のラウンドによる安全確認まで行って

います。病棟薬剤師と手術部担当薬剤師が情報共有すること

で、術後疼痛管理の徹底、術後合併症も減少するなど、業務

の広がりとともに成果も現れてきています。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術前管理―
舟越　実際に周術期医療において薬剤師がどのような役割を

果たしているのか、術前と術後に分けて考えたいと思います。

まず術前管理ですが、中止すべき薬が中止されていなくて手

術が延期されることが少なくありません。広島大学病院では、

薬剤師はどのタイミングで介入していますか。

柴田　当院では、薬剤師による持参薬チェックは入院日に行

うことになっていますが、手術の前日と当日に入院する患者さ

んが全体の5割を占めるためチェックが間に合いません。実際

は麻酔科外来で1週間前に行っています。

落合　当院では、抗凝固薬の休薬期間を考慮し、手術の2週

間前までに麻酔科の術前外来を受診することを必須としてい

ます。また、歯の治療を術前に行う必要がある場合も、2週間は

必要です。術前中止薬については、術前外来の薬剤師が最初

にスクリーニングしているので、その情報を共有しています。

舟越　日本医療機能評価機構の医療事故収集事業報告

（2010～2013年度web公開データ）でも、最も多いのは、やは

り薬剤投与に関連した事故です。薬剤の取り違えを筆頭に、

アナフィラキシーや既往症に対する禁忌薬剤投与、腎機能低

下による麻酔の遷延、休薬忘れによる出血延長などの報告が

あります。いずれも術前の評価や伝達が不十分であることが

事故の原因であり、薬剤師による薬学的介入の必要性を示し

ていると言えます。

柴田　事故報告の中には、既往症の認識不足による喘息発

作もあります。抗がん剤、糖尿病薬、抗血小板薬など日本病

院薬剤師会「ハイリスク薬の薬剤管理指導に関する業務ガイ

ドライン」のハイリスク薬に該当する薬については多くの病院

で厳密にチェックしていますが、喘息薬は、ハイリスク薬に該

当しないため見過ごされてしまいがちです。手術室の看護師や

麻酔科医による術前評価では、呼吸を管理する項目に喘息は

必ず入っており、薬剤師も周術期患者特有のリスクを把握しな

ければなりません。また、コンプライアンスはどうなのか、症状

がコントロールされているのか、といったことも評価する必要が

あります。

舟越　薬剤師がいつ周術期の患者さんに介入するべきなの

か、明確な基準は今のところありませんが、落合先生が言われ

た2週間は一つの目安になると思います。多くの病院では、手

術が決まれば、採血などの術前検査をして、次の来院日に同

意書への署名、手術の説明などがあります。そのどちらかのタ

イミングで薬剤師が入っていくことは可能だと思います。いず

れにしても、今後、周術期においては術前外来に薬剤師がルー

ティンで関わることが必須だと考えています。そうすれば、肥

満や糖尿病の血糖コントロール、術後の感染症も含めたリスク

マネジメントができます。

落合　その通りですね。本来は中止が常識でも、中にはあえ

て治療のために服薬を継続するケースもあります。その判断を

誰が下すのかも含めて、トラブルを防ぐためには主治医、麻酔

科医、薬剤師の間でコンセンサスを得るプロセスが重要です。

また、当院は20キロ圏内の患者さんが90％を占めているため、

地域における情報共有も大切です。2015年からは内服薬によ

る周術期リスクについて学ぶセミナーを定期的に開催するな

ど、薬局薬剤師に対する教育を開始しています。

舟越　次に医師との協働についてです。麻酔薬や筋弛緩薬に

ついては添付文書通りに投与されないケースが見受けられる

のですが、副作用の概念が麻酔科医と薬剤師では異なる場合

があり、どこまで薬剤師が介入すればいいのか悩みます。落合

先生はどのようにお考えでしょうか。

落合　われわれ麻酔科医は薬剤師から処方提案をして欲し

いと考えています。当院の薬剤師は処方提案を積極的にしてく

れますが、例えば、「70歳でBMIが30、高血圧がある人に麻酔

薬を何ミリ使えばいい？」と質問された時の正解を持っていな

いことが悩ましいと言います。予測する計算式はありますが、

それが本当に正しいかどうかを見極めるためには、データを集

積し検証する必要があります。薬剤師にとってPK-PDモデル

はまさに専門性が発揮できる領域であり、手術中であればな

おさらです。当院は腎移植が多いのですが、ドナーの移植後の

投与量をどうすべきか、一緒に研究してみようという機運に発

展する可能性もあります。そうした新しい関係が、麻酔科医と

薬剤師の間で構築できるのではないかと思います。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術後管理―
舟越　柴田先生は手術室専任薬剤師として経験を積まれた

後、2016年度からは病棟の担当をされていますが、病棟での

術後管理ではどのようなことに取り組んでいますか。また、今

後薬剤師が取り組むべきことがあればお願いします。

柴田　病棟担当になって特に強く感じるのは、術前評価は術

後の管理まで決まってしまうほど重要だということです。喘息

が術後に悪化して入院が長引くようなことも、術前の評価で回

避できるのではないかと思います。術後の鎮痛と嘔吐の問題

も同様です。術後嘔吐した患者さんに、過去、手術のたびに嘔

吐を繰り返していたと聞いてショックを受けました。術前の評

価を見落とし予防策を講じていなかったのです。その他にも

PCAを行っている患者さんの抗凝固薬を抜くタイミングなど、

薬剤師が関与するポイントはいくつもあると思います。

舟越　術前中止薬については薬剤師が情報を収集し、評価・

分析して医師に伝達・提案している施設は多いのですが、薬

の再開についてはあまり話題になりません。再開の目安は術

後の状況にもよるとは思いますが、どのように考えればいいで

しょうか。

落合　ほとんどの薬は食事の再開と同時で問題ありません。

注意を要するのは、抗血小板薬と抗凝固薬ですが、これは手

術の種類により異なります。当院の消化器外科は小手術に関

しては中止をしない方針であり、全ての薬剤を継続しています

が、出血例はありません。

柴田　周術期における抗血栓薬は原疾患、出血状況などを考

慮して中止、再開のタイミングが決定されるため、適切なタイミ

ングの薬剤管理に困難を来しがちです。しかし、特に原疾患確

認時にCHADS2スコアが高値の心房細動、DES留置後の二

剤併用期間など血栓症のリスクの高い患者さんは厳密に休薬

期間を管理することが薬剤師に求められるリスクマネジメント

だと思います。

■「周術期管理チーム薬剤師」認定制度と
　薬剤師への期待
舟越　2016年度から「周術期管理チーム薬剤師」認定制度が

開始されました（資料5）。柴田先生はこの認定制度にどのよ

うな期待をされていますか。

柴田　現在、薬学教育の中で周術期医療の基礎や手術、麻

酔に関するカリキュラムはありません。周術期管理チームプロ

ジェクトが編纂したテキストや周術期管理セミナーが教科書代

わりになって、知識の基盤となっていくのではないでしょうか。

そして、認定制度の広がりとともに、薬学教育に周術期管理

が組み込まれること、より多くの薬剤師が周術期における薬

学的管理に対する理解を深め、手術室だけでなく術前外来や

病棟業務でも実践することを期待しています。

舟越　周術期管理チームや認定制度が確立し、診療報酬に

結びついていけば、薬剤師の業務体制や教育制度も変わる可

能性がありますね。落合先生は周術期管理チームおよび認定

制度について、今後はどのような展開を目指していますか。

落合　まずは全体のボトムアップが先決です。そして、ある一

定の認定者数、看護師であれば1施設10人、500施設で5,000

人程度に達した段階で、次のステップとして手術室の外にも業

務を広げていくことになるでしょう。侵襲度合の違いはあって

も、手術室の中も外もバックグラウンドにあるリスクは同じで

すから、われわれの経験を効果的に広げていくべきだと考え

ています。

舟越　最後に、落合先生から薬剤師が周術期管理に関わる

意義や、薬剤師への期待をお伺いしたいと思います。

落合　周術期には持続静注で用いる薬剤が多く、体内への蓄

積が非常に大きな問題になります。しかし、個人差が大きい周

術期医療における持続静注のPKモデルが明らかでないことが

ほとんどです。ましてや肥満や肝機能、腎機能に異常がある患

者さんの場合、どれぐらいの効果部位濃度が得られるのかを

予測する手段を麻酔科医は持っていません。ここに薬剤師に

よる処方提案が求められます。チーム医療のメンバーとして機

能するには、麻酔科医によるトップダウンの指示を待っていて

はだめです。全ての職種が自分の専門領域に関する問題を見

つけ、実態を調査し、原因を特定して、根拠に基づいた具体的

な提案をすることで初めてチーム医療が機能するのです。私

は、薬剤師が薬学的視点で問題点を見つけて、新たな提案を

してくれることを強く希望しています。

舟越　現在、全病棟に薬剤師を配置している病院は、全国で

約9000病院のうち約1,500病院に過ぎず、周術期医療も高度

急性期病院に集約される傾向にあります。これだけを見れば、

周術期とは限られた施設、限られた薬剤師が関わるものだと

捉えられるかもしれません。しかし、周術期は入院前を含む術
前から術中、そして退院後を含む術後まで、患者さんを軸とし
てシームレスにつながっていなければなりません。必然的に、
地域全体で提供する医療・介護システムの中で、薬学的管理
も継続されるべきなのです。今後、周術期医療において薬剤師
はどのような役割を担えばよいのか、本日は大きな宿題が与え
られたような気がします。周術期患者への薬学的管理ならび
に手術室における薬剤師業務の標準化など、まだまだ薬剤師
が取り組まなければならないことが山積していることを再認識
しました。それは反面、薬剤師への期待と受け止め、着実に前
進していきたいと思います。本日はありがとうございました。

麻酔におけるヒューマンファクター資料1

※ダブルチェックで防ぐことはできない

薬物投与（過量・選択不適切）
主麻酔薬過量投与
導入時気道確保操作不適切
維持中の気道管理不適切
換気不適切
高位脊髄くも膜下麻酔※

誤嚥
輸液・輸血管理の不適切
血管内カテーテル穿刺・挿入不適切※

体位・機械的圧迫
局所麻酔薬中毒※

硬・脊麻穿刺不適切※

ガス流量設定エラー
アンプル・注射器の間違い
不適合輸血
その他の医原性
その他
計
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■周術期管理チームの必要性
舟越　討議に先立ち、日本麻酔科学会で「周術期管理チー

ム」の普及を推進してこられた落合先生から、周術期医療の

特徴とチーム医療の必要性、そして、2014年からスタートした

「周術期管理チーム認定制度」の導入の背景と目的について

説明をお願いします。

落合 亮一 先生　
東邦大学医療センター大森病院　麻酔科　教授　
日本麻酔科学会　周術期管理チーム委員会

周術期管理チームプロジェクトの発足
　今から10年ほど前に、麻酔科医不足が社会問題となりまし

た。当初、日本麻酔科学会では、その解決策として、チーム医

療の導入を打ち出し、周術期管理チームプロジェクトが立ち上

がりました。その後、周術期医療を検討した結果、全く新しい

『周術期医学』という医療を提供することで、周術期のリスク

を軽減し、手術の予後を改善することがチーム医療のゴールで

あることに方向転換を行い、現在に至っています。日本手術看

護学会、日本病院薬剤師会、日本臨床工学技士会に働きか

け、この4団体が中心となって新しいチーム医療のあり方を検

討してきました。2015年からは日本口腔外科学会も参加してい

ます。

周術期の問題点
　  麻酔科医の診療体制
　日本麻酔科学会では周術期の問題点として、次の2つを挙

げています。1つは、わが国における麻酔科医の診療体制で

す。通常の診療では、医師の「判断」「指示」を受けた看護師

や薬剤師などの他職種が医療行為や作業を行う際に、医師が

確認するというダブルチェック体制が機能しています。しか

し、麻酔科医は「判断」と「実施」を自ら行い、ダブルチェック

が働かない環境にいます。結果として、麻酔中に起こる偶発

症、合併症は麻酔科医のヒューマンファクターが非常に大きい

ことが明らかになってきました。

　日本麻酔科学会では、毎年1,200の認定施設を対象に偶発

症調査を行っています。最新の報告（2009年～2011年）で

は、延べ3,555施設より有効回答施設数は2,425（68.2%）、解

析対象症例数は年間約150万例です。回答率で補正すると、年

間約220万例の麻酔を日本麻酔科学会の会員が提供している

ことになります。なお、全国の麻酔件数は年間250万件であ

り、約88％は麻酔科医が提供していますが、今後、全ての症

例に麻酔科医が関与することが課題です。
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　さて、年間220万症例における偶発症例は、麻酔が原因の

心停止が3年間に1,400件余り、回答率で補正すると約2,000

件も起きていることになります。さらに麻酔が原因の死亡例

は、3年間の平均で600件前後、回答率で補正すると年間850

件にもなります。このうち術前合併症に起因する死亡が全体

の3分の2を占めます。したがって糖尿病、高血圧、心筋梗塞、

脳卒中などの余病を持つ患者さんの内科的治療が非常に重

要であり、入院前から多職種による評価・対策が必要です。過

去20年間の術後7日以内の死亡率を見ると、20年前は麻酔1

万件につき10件でしたが、現在は3件まで減っています。確か

に合併症発生率は低下していますが、絶対数として850件で

はまだまだ道遠しという状況です。

　麻酔におけるヒューマンファクターとして最も多いのは、過

量投与や選択不適切といった薬剤の投与ミスです（資料1）。

中にはダブルチェックでも防げないものがありますが、不適合

輸血やアンプル・注射器の間違いなど、多くはダブルチェック

が機能していれば未然に防げるものであり、複数の職種が関

与する何重もの安全対策を講じることが重要です。

　  麻酔困難例の管理
　周術期の問題点の2つ目は、診療報酬でも加算となる麻酔

困難例の管理です。例えば心不全、狭心症、発症3カ月以内の

心筋梗塞、心臓弁膜症、あるいはペースメーカが埋め込まれて

いる患者さんの白内障の手術に際して心臓の管理を眼科医が

行えるのか、あるいは肺気腫など呼吸不全のある患者さんの

膝の手術を整形外科医だけで管理できるのかといった問題が

あります。そこで、診療科横断的な仕組みをつくる必要があり、

そのコーディネートを麻酔科医あるいは周術期管理チームが担

うように啓発したいと考えています。

周術期管理チームの確立と認定制度
　病院機能の分化と集約化に伴い、急性期病院1施設当たり

の手術件数は増加する一方です。さらには社会の高齢化によ

って基礎疾患を持つ患者さんも増加しているので、周術期管

理チームを普及させ基礎疾患に主眼を置いた全身管理という

新しい機能を整備する必要があるのです。

　周術期医療の安全を確保するためには、診療体制の整備、

特に周術期医療に精通した医療スタッフの養成と配置が必要

です。そこで、プロジェクトでは2010年に「周術期管理チームテ

キスト」の発行や周術期セミナーの開催など、教育環境の整備

に着手する他、2011年度にはテキスト第2版を、2016年8月に

第3版を発行しました。さらに2013年度に周術期管理委員会

が発足し、関連団体と協力して「周術期管理チーム認定制

度」の導入に取り組みました。2014年に看護師の認定がスタ

ートし、現在までに約1,000人が認定されています。2016年6月

には第1回の薬剤師の認定受付が開始され、11月に認定試験

が実施されます。

■周術期管理チームの現状と評価
舟越　周術期管理チームプロジェクトを設置した背景には、

麻酔科医不足があったというお話でしたが、現在の状況はど

うなのでしょうか。

落合　今も慢性的な麻酔科医不足の状況です。特に、近年は

内視鏡検査や心臓カテーテル検査の際の鎮静、無痛分娩や

小児医療における鎮静・鎮痛など手術室以外での需要が増え

ており、海外のデータでは手術室の3倍に上るとされています。

しかし1万人しかいない麻酔科医が全ての需要に対応すること

は不可能ですので、周術期管理チームという母体を利用して

手術室の外へ活動を広げることで、周術期医療の充実を図り

たいと考えています。

舟越　わが国における周術期管理チームの現状について、診

療報酬における評価も含めて教えていただけますか。

落合　チーム医療の推進は医療提供体制の改革における重

要テーマの一つであり、周術期管理チームへの診療報酬上の

評価は以前から検討されていますが、いまだに実現していませ

ん。その理由の1つは、チームが導入されている病院が少なく、

成果すなわちエビデンスが蓄積できていないからです。現在、

日本麻酔科学会では2018年度の診療報酬改定に向けて、エ

ビデンスの構築を最優先事項として取り組んでおり、周術期

管理チームの業務内容を定義した上で全国調査を実施する予

定です。

舟越　東邦大学医療センター大森病院では周術期管理チー

ムが導入されていますが、どのような体制になっていますか。

落合　当院ではプロジェクトの試験的運用として、情報支援

部門と診療支援部門から成る「周術期センター」を2011年に

立ち上げました。情報支援部門は、医事課、用度課、医療情

報室などが中心になり、手術室運営を効率的に行うための情

報管理や分析を行っています。データ分析の結果、チーム医療

が病院経営にも大きく貢献することが明らかになりました。一

方、実際の診療活動を担うのが診療支援部門であり、看護

部、薬剤部、臨床工学部、口腔外科が参加しています。テーマ

ごとにワーキンググループを作り、診療環境の整備や仕組み

作りを検討しています。例えば、「深部静脈血栓症と肺血栓塞

栓症の評価と予防」は、麻酔科医、外科医、手術部看護師、

臨床工学部がチームとなり、術前から術後までの対策を考え

ています。薬剤部は「術後鎮痛の徹底」と「経口薬管理」につ

いて、中心的な役割を果たしています（資料2）。

■周術期における薬剤師業務の現状
舟越　周術期におけるチーム医療が推進され、薬剤師にも医

療安全や薬物療法の質向上、術後の早期回復や早期退院へ

の貢献が求められています。日本病院薬剤師会では「病院薬

剤部門の現状調査」を毎年実施しており、周術期における業

務の実施状況も調査しています。最近の傾向として、医療用

麻薬・向精神薬・筋弛緩薬の管理やカートを用いた医薬品セ

ットといった「医薬品管理」を実施する施設が増加していま

す。一方、「薬学的管理」の実施率は低く、術前のアレルギー

歴や手術に影響のある薬剤およびサプリメントの確認が最も

高いものの、それでも全体の5割に満たない状況です（資料
3）。しかし、2012年度の病棟薬剤業務実施加算の新設をきっ

かけに、患者の術後管理に薬剤師が介入する例は増えてお

り、術前についても抗血小板薬などの出血リスク評価の取り

組みが進んでいます。周術期管理における薬剤師介入のエビ

デンスが集積されてきており、これまでの実績を評価につなげ

ていきたいと思います。わが国で早くから手術室での薬剤師

業務に取り組んできたのが広島大学病院であり、柴田先生は

2016年3月まで専任薬剤師として業務されていました。

柴田　広島大学病院では、医薬品管理に加え、医薬品適正

使用の推進を目的に2006年より手術部専任薬剤師を配置し

ました。医療事故防止に重点を置いた医薬品管理業務から、

徐々に適正使用やコストマネジメント、そして、術前から術中、

術後にいたるまでの薬学的管理へと業務は広がり、現在は、

全病棟に配置された病棟薬剤師と連携しながら患者さんの入

院から手術、退院まで、薬物療法のリスクマネジメントを行っ

ています。当院における手術室の薬剤師業務をファーマシュー

ティカルケア分類で評価したところ、薬学的ケア項目全般に及

んでいました（資料4）。この結果を見ると、手術室には幅広い

薬学的な問題が存在し、薬剤師には周術期患者が関わる医

薬品のあらゆる使用場面において責任を果たすことが求めら

れていることが分かります。

落合　当院の中央手術室には薬剤師が1名配属されていて、1

日4時間、術後疼痛管理に携わっています。この体制で年間

3,500件のPCAポンプの調製と術後ラウンドが可能なのは、病

棟薬剤師や看護師との情報共有ができているからです。薬剤

師のモチベーションを喚起するのは、ラウンドなどを通じてチ

ーム医療に参加し、薬剤師として患者さんに貢献できていると

いう実感を得ることにあるのではないでしょうか。もちろん医

薬品管理は重要ですが、それだけでは薬剤師のモチベーショ

ンは上がらないと考え、当院では統括は薬剤師が行います

が、日々の管理は物流の担当者が行っています。

舟越　最近ではPCA（Patient Controlled Analgesia：自己調

節鎮痛法）の薬剤調製並びに患者への服薬指導を薬剤師が

行う施設が増えてきています。その背景には、落合先生のレク

チャーの中にもあったように、多忙な麻酔科医が調製すること

によって生じる薬剤の投与ミスの問題があります。当院でも投

与量の間違いをきっかけに、薬剤師が処方をチェックしクリー

ンベンチで調製するようになりました。現在、手術部担当薬剤

師は処方提案から術後のラウンドによる安全確認まで行って

います。病棟薬剤師と手術部担当薬剤師が情報共有すること

で、術後疼痛管理の徹底、術後合併症も減少するなど、業務

の広がりとともに成果も現れてきています。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術前管理―
舟越　実際に周術期医療において薬剤師がどのような役割を

果たしているのか、術前と術後に分けて考えたいと思います。

まず術前管理ですが、中止すべき薬が中止されていなくて手

術が延期されることが少なくありません。広島大学病院では、

薬剤師はどのタイミングで介入していますか。

柴田　当院では、薬剤師による持参薬チェックは入院日に行

うことになっていますが、手術の前日と当日に入院する患者さ

んが全体の5割を占めるためチェックが間に合いません。実際

は麻酔科外来で1週間前に行っています。

医師・看護師への情報提供

n=94

落合　当院では、抗凝固薬の休薬期間を考慮し、手術の2週

間前までに麻酔科の術前外来を受診することを必須としてい

ます。また、歯の治療を術前に行う必要がある場合も、2週間は

必要です。術前中止薬については、術前外来の薬剤師が最初

にスクリーニングしているので、その情報を共有しています。

舟越　日本医療機能評価機構の医療事故収集事業報告

（2010～2013年度web公開データ）でも、最も多いのは、やは

り薬剤投与に関連した事故です。薬剤の取り違えを筆頭に、

アナフィラキシーや既往症に対する禁忌薬剤投与、腎機能低

下による麻酔の遷延、休薬忘れによる出血延長などの報告が

あります。いずれも術前の評価や伝達が不十分であることが

事故の原因であり、薬剤師による薬学的介入の必要性を示し

ていると言えます。

柴田　事故報告の中には、既往症の認識不足による喘息発

作もあります。抗がん剤、糖尿病薬、抗血小板薬など日本病

院薬剤師会「ハイリスク薬の薬剤管理指導に関する業務ガイ

ドライン」のハイリスク薬に該当する薬については多くの病院

で厳密にチェックしていますが、喘息薬は、ハイリスク薬に該

当しないため見過ごされてしまいがちです。手術室の看護師や

麻酔科医による術前評価では、呼吸を管理する項目に喘息は

必ず入っており、薬剤師も周術期患者特有のリスクを把握しな

ければなりません。また、コンプライアンスはどうなのか、症状

がコントロールされているのか、といったことも評価する必要が

あります。

舟越　薬剤師がいつ周術期の患者さんに介入するべきなの

か、明確な基準は今のところありませんが、落合先生が言われ

た2週間は一つの目安になると思います。多くの病院では、手

術が決まれば、採血などの術前検査をして、次の来院日に同

意書への署名、手術の説明などがあります。そのどちらかのタ

イミングで薬剤師が入っていくことは可能だと思います。いず

れにしても、今後、周術期においては術前外来に薬剤師がルー

ティンで関わることが必須だと考えています。そうすれば、肥

満や糖尿病の血糖コントロール、術後の感染症も含めたリスク

マネジメントができます。

落合　その通りですね。本来は中止が常識でも、中にはあえ

て治療のために服薬を継続するケースもあります。その判断を

誰が下すのかも含めて、トラブルを防ぐためには主治医、麻酔

科医、薬剤師の間でコンセンサスを得るプロセスが重要です。

また、当院は20キロ圏内の患者さんが90％を占めているため、

地域における情報共有も大切です。2015年からは内服薬によ

る周術期リスクについて学ぶセミナーを定期的に開催するな

ど、薬局薬剤師に対する教育を開始しています。

舟越　次に医師との協働についてです。麻酔薬や筋弛緩薬に

ついては添付文書通りに投与されないケースが見受けられる

のですが、副作用の概念が麻酔科医と薬剤師では異なる場合

があり、どこまで薬剤師が介入すればいいのか悩みます。落合

先生はどのようにお考えでしょうか。

落合　われわれ麻酔科医は薬剤師から処方提案をして欲し

いと考えています。当院の薬剤師は処方提案を積極的にしてく

れますが、例えば、「70歳でBMIが30、高血圧がある人に麻酔

薬を何ミリ使えばいい？」と質問された時の正解を持っていな

いことが悩ましいと言います。予測する計算式はありますが、

それが本当に正しいかどうかを見極めるためには、データを集

積し検証する必要があります。薬剤師にとってPK-PDモデル

はまさに専門性が発揮できる領域であり、手術中であればな

おさらです。当院は腎移植が多いのですが、ドナーの移植後の

投与量をどうすべきか、一緒に研究してみようという機運に発

展する可能性もあります。そうした新しい関係が、麻酔科医と

薬剤師の間で構築できるのではないかと思います。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術後管理―
舟越　柴田先生は手術室専任薬剤師として経験を積まれた

後、2016年度からは病棟の担当をされていますが、病棟での

術後管理ではどのようなことに取り組んでいますか。また、今

後薬剤師が取り組むべきことがあればお願いします。

柴田　病棟担当になって特に強く感じるのは、術前評価は術

後の管理まで決まってしまうほど重要だということです。喘息

が術後に悪化して入院が長引くようなことも、術前の評価で回

避できるのではないかと思います。術後の鎮痛と嘔吐の問題

も同様です。術後嘔吐した患者さんに、過去、手術のたびに嘔

吐を繰り返していたと聞いてショックを受けました。術前の評

価を見落とし予防策を講じていなかったのです。その他にも

PCAを行っている患者さんの抗凝固薬を抜くタイミングなど、

薬剤師が関与するポイントはいくつもあると思います。

舟越　術前中止薬については薬剤師が情報を収集し、評価・

分析して医師に伝達・提案している施設は多いのですが、薬

の再開についてはあまり話題になりません。再開の目安は術

後の状況にもよるとは思いますが、どのように考えればいいで

しょうか。

落合　ほとんどの薬は食事の再開と同時で問題ありません。

注意を要するのは、抗血小板薬と抗凝固薬ですが、これは手

術の種類により異なります。当院の消化器外科は小手術に関

しては中止をしない方針であり、全ての薬剤を継続しています

が、出血例はありません。

柴田　周術期における抗血栓薬は原疾患、出血状況などを考

慮して中止、再開のタイミングが決定されるため、適切なタイミ

ングの薬剤管理に困難を来しがちです。しかし、特に原疾患確

認時にCHADS2スコアが高値の心房細動、DES留置後の二

剤併用期間など血栓症のリスクの高い患者さんは厳密に休薬

期間を管理することが薬剤師に求められるリスクマネジメント

だと思います。

■「周術期管理チーム薬剤師」認定制度と
　薬剤師への期待
舟越　2016年度から「周術期管理チーム薬剤師」認定制度が

開始されました（資料5）。柴田先生はこの認定制度にどのよ

うな期待をされていますか。

柴田　現在、薬学教育の中で周術期医療の基礎や手術、麻

酔に関するカリキュラムはありません。周術期管理チームプロ

ジェクトが編纂したテキストや周術期管理セミナーが教科書代

わりになって、知識の基盤となっていくのではないでしょうか。

そして、認定制度の広がりとともに、薬学教育に周術期管理

が組み込まれること、より多くの薬剤師が周術期における薬

学的管理に対する理解を深め、手術室だけでなく術前外来や

病棟業務でも実践することを期待しています。

舟越　周術期管理チームや認定制度が確立し、診療報酬に

結びついていけば、薬剤師の業務体制や教育制度も変わる可

能性がありますね。落合先生は周術期管理チームおよび認定

制度について、今後はどのような展開を目指していますか。

落合　まずは全体のボトムアップが先決です。そして、ある一

定の認定者数、看護師であれば1施設10人、500施設で5,000

人程度に達した段階で、次のステップとして手術室の外にも業

務を広げていくことになるでしょう。侵襲度合の違いはあって

も、手術室の中も外もバックグラウンドにあるリスクは同じで

すから、われわれの経験を効果的に広げていくべきだと考え

ています。

舟越　最後に、落合先生から薬剤師が周術期管理に関わる

意義や、薬剤師への期待をお伺いしたいと思います。

落合　周術期には持続静注で用いる薬剤が多く、体内への蓄

積が非常に大きな問題になります。しかし、個人差が大きい周

術期医療における持続静注のPKモデルが明らかでないことが

ほとんどです。ましてや肥満や肝機能、腎機能に異常がある患

者さんの場合、どれぐらいの効果部位濃度が得られるのかを

予測する手段を麻酔科医は持っていません。ここに薬剤師に

よる処方提案が求められます。チーム医療のメンバーとして機

能するには、麻酔科医によるトップダウンの指示を待っていて

はだめです。全ての職種が自分の専門領域に関する問題を見

つけ、実態を調査し、原因を特定して、根拠に基づいた具体的

な提案をすることで初めてチーム医療が機能するのです。私

は、薬剤師が薬学的視点で問題点を見つけて、新たな提案を

してくれることを強く希望しています。

舟越　現在、全病棟に薬剤師を配置している病院は、全国で

約9000病院のうち約1,500病院に過ぎず、周術期医療も高度

急性期病院に集約される傾向にあります。これだけを見れば、

周術期とは限られた施設、限られた薬剤師が関わるものだと

捉えられるかもしれません。しかし、周術期は入院前を含む術
前から術中、そして退院後を含む術後まで、患者さんを軸とし
てシームレスにつながっていなければなりません。必然的に、
地域全体で提供する医療・介護システムの中で、薬学的管理
も継続されるべきなのです。今後、周術期医療において薬剤師
はどのような役割を担えばよいのか、本日は大きな宿題が与え
られたような気がします。周術期患者への薬学的管理ならび
に手術室における薬剤師業務の標準化など、まだまだ薬剤師
が取り組まなければならないことが山積していることを再認識
しました。それは反面、薬剤師への期待と受け止め、着実に前
進していきたいと思います。本日はありがとうございました。

東邦大学医療センター大森病院
周術期センターのテーマ別担当職種

資料2

周術期管理において実施率の高い業務資料3

手術室における薬剤師業務（広島大学病院）資料4
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■周術期管理チームの必要性
舟越　討議に先立ち、日本麻酔科学会で「周術期管理チー

ム」の普及を推進してこられた落合先生から、周術期医療の

特徴とチーム医療の必要性、そして、2014年からスタートした

「周術期管理チーム認定制度」の導入の背景と目的について

説明をお願いします。

落合 亮一 先生　
東邦大学医療センター大森病院　麻酔科　教授　
日本麻酔科学会　周術期管理チーム委員会

周術期管理チームプロジェクトの発足
　今から10年ほど前に、麻酔科医不足が社会問題となりまし

た。当初、日本麻酔科学会では、その解決策として、チーム医

療の導入を打ち出し、周術期管理チームプロジェクトが立ち上

がりました。その後、周術期医療を検討した結果、全く新しい

『周術期医学』という医療を提供することで、周術期のリスク

を軽減し、手術の予後を改善することがチーム医療のゴールで

あることに方向転換を行い、現在に至っています。日本手術看

護学会、日本病院薬剤師会、日本臨床工学技士会に働きか

け、この4団体が中心となって新しいチーム医療のあり方を検

討してきました。2015年からは日本口腔外科学会も参加してい

ます。

周術期の問題点
　  麻酔科医の診療体制
　日本麻酔科学会では周術期の問題点として、次の2つを挙

げています。1つは、わが国における麻酔科医の診療体制で

す。通常の診療では、医師の「判断」「指示」を受けた看護師

や薬剤師などの他職種が医療行為や作業を行う際に、医師が

確認するというダブルチェック体制が機能しています。しか

し、麻酔科医は「判断」と「実施」を自ら行い、ダブルチェック

が働かない環境にいます。結果として、麻酔中に起こる偶発

症、合併症は麻酔科医のヒューマンファクターが非常に大きい

ことが明らかになってきました。

　日本麻酔科学会では、毎年1,200の認定施設を対象に偶発

症調査を行っています。最新の報告（2009年～2011年）で

は、延べ3,555施設より有効回答施設数は2,425（68.2%）、解

析対象症例数は年間約150万例です。回答率で補正すると、年

間約220万例の麻酔を日本麻酔科学会の会員が提供している

ことになります。なお、全国の麻酔件数は年間250万件であ

り、約88％は麻酔科医が提供していますが、今後、全ての症

例に麻酔科医が関与することが課題です。
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　さて、年間220万症例における偶発症例は、麻酔が原因の

心停止が3年間に1,400件余り、回答率で補正すると約2,000

件も起きていることになります。さらに麻酔が原因の死亡例

は、3年間の平均で600件前後、回答率で補正すると年間850

件にもなります。このうち術前合併症に起因する死亡が全体

の3分の2を占めます。したがって糖尿病、高血圧、心筋梗塞、

脳卒中などの余病を持つ患者さんの内科的治療が非常に重

要であり、入院前から多職種による評価・対策が必要です。過

去20年間の術後7日以内の死亡率を見ると、20年前は麻酔1

万件につき10件でしたが、現在は3件まで減っています。確か

に合併症発生率は低下していますが、絶対数として850件で

はまだまだ道遠しという状況です。

　麻酔におけるヒューマンファクターとして最も多いのは、過

量投与や選択不適切といった薬剤の投与ミスです（資料1）。

中にはダブルチェックでも防げないものがありますが、不適合

輸血やアンプル・注射器の間違いなど、多くはダブルチェック

が機能していれば未然に防げるものであり、複数の職種が関

与する何重もの安全対策を講じることが重要です。

　  麻酔困難例の管理
　周術期の問題点の2つ目は、診療報酬でも加算となる麻酔

困難例の管理です。例えば心不全、狭心症、発症3カ月以内の

心筋梗塞、心臓弁膜症、あるいはペースメーカが埋め込まれて

いる患者さんの白内障の手術に際して心臓の管理を眼科医が

行えるのか、あるいは肺気腫など呼吸不全のある患者さんの

膝の手術を整形外科医だけで管理できるのかといった問題が

あります。そこで、診療科横断的な仕組みをつくる必要があり、

そのコーディネートを麻酔科医あるいは周術期管理チームが担

うように啓発したいと考えています。

周術期管理チームの確立と認定制度
　病院機能の分化と集約化に伴い、急性期病院1施設当たり

の手術件数は増加する一方です。さらには社会の高齢化によ

って基礎疾患を持つ患者さんも増加しているので、周術期管

理チームを普及させ基礎疾患に主眼を置いた全身管理という

新しい機能を整備する必要があるのです。

　周術期医療の安全を確保するためには、診療体制の整備、

特に周術期医療に精通した医療スタッフの養成と配置が必要

です。そこで、プロジェクトでは2010年に「周術期管理チームテ

キスト」の発行や周術期セミナーの開催など、教育環境の整備

に着手する他、2011年度にはテキスト第2版を、2016年8月に

第3版を発行しました。さらに2013年度に周術期管理委員会

が発足し、関連団体と協力して「周術期管理チーム認定制

度」の導入に取り組みました。2014年に看護師の認定がスタ

ートし、現在までに約1,000人が認定されています。2016年6月

には第1回の薬剤師の認定受付が開始され、11月に認定試験

が実施されます。

■周術期管理チームの現状と評価
舟越　周術期管理チームプロジェクトを設置した背景には、

麻酔科医不足があったというお話でしたが、現在の状況はど

うなのでしょうか。

落合　今も慢性的な麻酔科医不足の状況です。特に、近年は

内視鏡検査や心臓カテーテル検査の際の鎮静、無痛分娩や

小児医療における鎮静・鎮痛など手術室以外での需要が増え

ており、海外のデータでは手術室の3倍に上るとされています。

しかし1万人しかいない麻酔科医が全ての需要に対応すること

は不可能ですので、周術期管理チームという母体を利用して

手術室の外へ活動を広げることで、周術期医療の充実を図り

たいと考えています。

舟越　わが国における周術期管理チームの現状について、診

療報酬における評価も含めて教えていただけますか。

落合　チーム医療の推進は医療提供体制の改革における重

要テーマの一つであり、周術期管理チームへの診療報酬上の

評価は以前から検討されていますが、いまだに実現していませ

ん。その理由の1つは、チームが導入されている病院が少なく、

成果すなわちエビデンスが蓄積できていないからです。現在、

日本麻酔科学会では2018年度の診療報酬改定に向けて、エ

ビデンスの構築を最優先事項として取り組んでおり、周術期

管理チームの業務内容を定義した上で全国調査を実施する予

定です。

舟越　東邦大学医療センター大森病院では周術期管理チー

ムが導入されていますが、どのような体制になっていますか。

落合　当院ではプロジェクトの試験的運用として、情報支援

部門と診療支援部門から成る「周術期センター」を2011年に

立ち上げました。情報支援部門は、医事課、用度課、医療情

報室などが中心になり、手術室運営を効率的に行うための情

報管理や分析を行っています。データ分析の結果、チーム医療

が病院経営にも大きく貢献することが明らかになりました。一

方、実際の診療活動を担うのが診療支援部門であり、看護

部、薬剤部、臨床工学部、口腔外科が参加しています。テーマ

ごとにワーキンググループを作り、診療環境の整備や仕組み

作りを検討しています。例えば、「深部静脈血栓症と肺血栓塞

栓症の評価と予防」は、麻酔科医、外科医、手術部看護師、

臨床工学部がチームとなり、術前から術後までの対策を考え

ています。薬剤部は「術後鎮痛の徹底」と「経口薬管理」につ

いて、中心的な役割を果たしています（資料2）。

■周術期における薬剤師業務の現状
舟越　周術期におけるチーム医療が推進され、薬剤師にも医

療安全や薬物療法の質向上、術後の早期回復や早期退院へ

の貢献が求められています。日本病院薬剤師会では「病院薬

剤部門の現状調査」を毎年実施しており、周術期における業

務の実施状況も調査しています。最近の傾向として、医療用

麻薬・向精神薬・筋弛緩薬の管理やカートを用いた医薬品セ

ットといった「医薬品管理」を実施する施設が増加していま

す。一方、「薬学的管理」の実施率は低く、術前のアレルギー

歴や手術に影響のある薬剤およびサプリメントの確認が最も

高いものの、それでも全体の5割に満たない状況です（資料
3）。しかし、2012年度の病棟薬剤業務実施加算の新設をきっ

かけに、患者の術後管理に薬剤師が介入する例は増えてお

り、術前についても抗血小板薬などの出血リスク評価の取り

組みが進んでいます。周術期管理における薬剤師介入のエビ

デンスが集積されてきており、これまでの実績を評価につなげ

ていきたいと思います。わが国で早くから手術室での薬剤師

業務に取り組んできたのが広島大学病院であり、柴田先生は

2016年3月まで専任薬剤師として業務されていました。

柴田　広島大学病院では、医薬品管理に加え、医薬品適正

使用の推進を目的に2006年より手術部専任薬剤師を配置し

ました。医療事故防止に重点を置いた医薬品管理業務から、

徐々に適正使用やコストマネジメント、そして、術前から術中、

術後にいたるまでの薬学的管理へと業務は広がり、現在は、

全病棟に配置された病棟薬剤師と連携しながら患者さんの入

院から手術、退院まで、薬物療法のリスクマネジメントを行っ

ています。当院における手術室の薬剤師業務をファーマシュー

ティカルケア分類で評価したところ、薬学的ケア項目全般に及

んでいました（資料4）。この結果を見ると、手術室には幅広い

薬学的な問題が存在し、薬剤師には周術期患者が関わる医

薬品のあらゆる使用場面において責任を果たすことが求めら

れていることが分かります。

落合　当院の中央手術室には薬剤師が1名配属されていて、1

日4時間、術後疼痛管理に携わっています。この体制で年間

3,500件のPCAポンプの調製と術後ラウンドが可能なのは、病

棟薬剤師や看護師との情報共有ができているからです。薬剤

師のモチベーションを喚起するのは、ラウンドなどを通じてチ

ーム医療に参加し、薬剤師として患者さんに貢献できていると

いう実感を得ることにあるのではないでしょうか。もちろん医

薬品管理は重要ですが、それだけでは薬剤師のモチベーショ

ンは上がらないと考え、当院では統括は薬剤師が行います

が、日々の管理は物流の担当者が行っています。

舟越　最近ではPCA（Patient Controlled Analgesia：自己調

節鎮痛法）の薬剤調製並びに患者への服薬指導を薬剤師が

行う施設が増えてきています。その背景には、落合先生のレク

チャーの中にもあったように、多忙な麻酔科医が調製すること

によって生じる薬剤の投与ミスの問題があります。当院でも投

与量の間違いをきっかけに、薬剤師が処方をチェックしクリー

ンベンチで調製するようになりました。現在、手術部担当薬剤

師は処方提案から術後のラウンドによる安全確認まで行って

います。病棟薬剤師と手術部担当薬剤師が情報共有すること

で、術後疼痛管理の徹底、術後合併症も減少するなど、業務

の広がりとともに成果も現れてきています。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術前管理―
舟越　実際に周術期医療において薬剤師がどのような役割を

果たしているのか、術前と術後に分けて考えたいと思います。

まず術前管理ですが、中止すべき薬が中止されていなくて手

術が延期されることが少なくありません。広島大学病院では、

薬剤師はどのタイミングで介入していますか。

柴田　当院では、薬剤師による持参薬チェックは入院日に行

うことになっていますが、手術の前日と当日に入院する患者さ

んが全体の5割を占めるためチェックが間に合いません。実際

は麻酔科外来で1週間前に行っています。

医師・看護師への情報提供

n=94

落合　当院では、抗凝固薬の休薬期間を考慮し、手術の2週

間前までに麻酔科の術前外来を受診することを必須としてい

ます。また、歯の治療を術前に行う必要がある場合も、2週間は

必要です。術前中止薬については、術前外来の薬剤師が最初

にスクリーニングしているので、その情報を共有しています。

舟越　日本医療機能評価機構の医療事故収集事業報告

（2010～2013年度web公開データ）でも、最も多いのは、やは

り薬剤投与に関連した事故です。薬剤の取り違えを筆頭に、

アナフィラキシーや既往症に対する禁忌薬剤投与、腎機能低

下による麻酔の遷延、休薬忘れによる出血延長などの報告が

あります。いずれも術前の評価や伝達が不十分であることが

事故の原因であり、薬剤師による薬学的介入の必要性を示し

ていると言えます。

柴田　事故報告の中には、既往症の認識不足による喘息発

作もあります。抗がん剤、糖尿病薬、抗血小板薬など日本病

院薬剤師会「ハイリスク薬の薬剤管理指導に関する業務ガイ

ドライン」のハイリスク薬に該当する薬については多くの病院

で厳密にチェックしていますが、喘息薬は、ハイリスク薬に該

当しないため見過ごされてしまいがちです。手術室の看護師や

麻酔科医による術前評価では、呼吸を管理する項目に喘息は

必ず入っており、薬剤師も周術期患者特有のリスクを把握しな

ければなりません。また、コンプライアンスはどうなのか、症状

がコントロールされているのか、といったことも評価する必要が

あります。

舟越　薬剤師がいつ周術期の患者さんに介入するべきなの

か、明確な基準は今のところありませんが、落合先生が言われ

た2週間は一つの目安になると思います。多くの病院では、手

術が決まれば、採血などの術前検査をして、次の来院日に同

意書への署名、手術の説明などがあります。そのどちらかのタ

イミングで薬剤師が入っていくことは可能だと思います。いず

れにしても、今後、周術期においては術前外来に薬剤師がルー

ティンで関わることが必須だと考えています。そうすれば、肥

満や糖尿病の血糖コントロール、術後の感染症も含めたリスク

マネジメントができます。

落合　その通りですね。本来は中止が常識でも、中にはあえ

て治療のために服薬を継続するケースもあります。その判断を

誰が下すのかも含めて、トラブルを防ぐためには主治医、麻酔

科医、薬剤師の間でコンセンサスを得るプロセスが重要です。

また、当院は20キロ圏内の患者さんが90％を占めているため、

地域における情報共有も大切です。2015年からは内服薬によ

る周術期リスクについて学ぶセミナーを定期的に開催するな

ど、薬局薬剤師に対する教育を開始しています。

舟越　次に医師との協働についてです。麻酔薬や筋弛緩薬に

ついては添付文書通りに投与されないケースが見受けられる

のですが、副作用の概念が麻酔科医と薬剤師では異なる場合

があり、どこまで薬剤師が介入すればいいのか悩みます。落合

先生はどのようにお考えでしょうか。

落合　われわれ麻酔科医は薬剤師から処方提案をして欲し

いと考えています。当院の薬剤師は処方提案を積極的にしてく

れますが、例えば、「70歳でBMIが30、高血圧がある人に麻酔

薬を何ミリ使えばいい？」と質問された時の正解を持っていな

いことが悩ましいと言います。予測する計算式はありますが、

それが本当に正しいかどうかを見極めるためには、データを集

積し検証する必要があります。薬剤師にとってPK-PDモデル

はまさに専門性が発揮できる領域であり、手術中であればな

おさらです。当院は腎移植が多いのですが、ドナーの移植後の

投与量をどうすべきか、一緒に研究してみようという機運に発

展する可能性もあります。そうした新しい関係が、麻酔科医と

薬剤師の間で構築できるのではないかと思います。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術後管理―
舟越　柴田先生は手術室専任薬剤師として経験を積まれた

後、2016年度からは病棟の担当をされていますが、病棟での

術後管理ではどのようなことに取り組んでいますか。また、今

後薬剤師が取り組むべきことがあればお願いします。

柴田　病棟担当になって特に強く感じるのは、術前評価は術

後の管理まで決まってしまうほど重要だということです。喘息

が術後に悪化して入院が長引くようなことも、術前の評価で回

避できるのではないかと思います。術後の鎮痛と嘔吐の問題

も同様です。術後嘔吐した患者さんに、過去、手術のたびに嘔

吐を繰り返していたと聞いてショックを受けました。術前の評

価を見落とし予防策を講じていなかったのです。その他にも

PCAを行っている患者さんの抗凝固薬を抜くタイミングなど、

薬剤師が関与するポイントはいくつもあると思います。

舟越　術前中止薬については薬剤師が情報を収集し、評価・

分析して医師に伝達・提案している施設は多いのですが、薬

の再開についてはあまり話題になりません。再開の目安は術

後の状況にもよるとは思いますが、どのように考えればいいで

しょうか。

落合　ほとんどの薬は食事の再開と同時で問題ありません。

注意を要するのは、抗血小板薬と抗凝固薬ですが、これは手

術の種類により異なります。当院の消化器外科は小手術に関

しては中止をしない方針であり、全ての薬剤を継続しています

が、出血例はありません。

柴田　周術期における抗血栓薬は原疾患、出血状況などを考

慮して中止、再開のタイミングが決定されるため、適切なタイミ

ングの薬剤管理に困難を来しがちです。しかし、特に原疾患確

認時にCHADS2スコアが高値の心房細動、DES留置後の二

剤併用期間など血栓症のリスクの高い患者さんは厳密に休薬

期間を管理することが薬剤師に求められるリスクマネジメント

だと思います。

■「周術期管理チーム薬剤師」認定制度と
　薬剤師への期待
舟越　2016年度から「周術期管理チーム薬剤師」認定制度が

開始されました（資料5）。柴田先生はこの認定制度にどのよ

うな期待をされていますか。

柴田　現在、薬学教育の中で周術期医療の基礎や手術、麻

酔に関するカリキュラムはありません。周術期管理チームプロ

ジェクトが編纂したテキストや周術期管理セミナーが教科書代

わりになって、知識の基盤となっていくのではないでしょうか。

そして、認定制度の広がりとともに、薬学教育に周術期管理

が組み込まれること、より多くの薬剤師が周術期における薬

学的管理に対する理解を深め、手術室だけでなく術前外来や

病棟業務でも実践することを期待しています。

舟越　周術期管理チームや認定制度が確立し、診療報酬に

結びついていけば、薬剤師の業務体制や教育制度も変わる可

能性がありますね。落合先生は周術期管理チームおよび認定

制度について、今後はどのような展開を目指していますか。

落合　まずは全体のボトムアップが先決です。そして、ある一

定の認定者数、看護師であれば1施設10人、500施設で5,000

人程度に達した段階で、次のステップとして手術室の外にも業

務を広げていくことになるでしょう。侵襲度合の違いはあって

も、手術室の中も外もバックグラウンドにあるリスクは同じで

すから、われわれの経験を効果的に広げていくべきだと考え

ています。

舟越　最後に、落合先生から薬剤師が周術期管理に関わる

意義や、薬剤師への期待をお伺いしたいと思います。

落合　周術期には持続静注で用いる薬剤が多く、体内への蓄

積が非常に大きな問題になります。しかし、個人差が大きい周

術期医療における持続静注のPKモデルが明らかでないことが

ほとんどです。ましてや肥満や肝機能、腎機能に異常がある患

者さんの場合、どれぐらいの効果部位濃度が得られるのかを

予測する手段を麻酔科医は持っていません。ここに薬剤師に

よる処方提案が求められます。チーム医療のメンバーとして機

能するには、麻酔科医によるトップダウンの指示を待っていて

はだめです。全ての職種が自分の専門領域に関する問題を見

つけ、実態を調査し、原因を特定して、根拠に基づいた具体的

な提案をすることで初めてチーム医療が機能するのです。私

は、薬剤師が薬学的視点で問題点を見つけて、新たな提案を

してくれることを強く希望しています。

舟越　現在、全病棟に薬剤師を配置している病院は、全国で

約9000病院のうち約1,500病院に過ぎず、周術期医療も高度

急性期病院に集約される傾向にあります。これだけを見れば、

周術期とは限られた施設、限られた薬剤師が関わるものだと

捉えられるかもしれません。しかし、周術期は入院前を含む術
前から術中、そして退院後を含む術後まで、患者さんを軸とし
てシームレスにつながっていなければなりません。必然的に、
地域全体で提供する医療・介護システムの中で、薬学的管理
も継続されるべきなのです。今後、周術期医療において薬剤師
はどのような役割を担えばよいのか、本日は大きな宿題が与え
られたような気がします。周術期患者への薬学的管理ならび
に手術室における薬剤師業務の標準化など、まだまだ薬剤師
が取り組まなければならないことが山積していることを再認識
しました。それは反面、薬剤師への期待と受け止め、着実に前
進していきたいと思います。本日はありがとうございました。
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■周術期管理チームの必要性
舟越　討議に先立ち、日本麻酔科学会で「周術期管理チー

ム」の普及を推進してこられた落合先生から、周術期医療の

特徴とチーム医療の必要性、そして、2014年からスタートした

「周術期管理チーム認定制度」の導入の背景と目的について

説明をお願いします。

落合 亮一 先生　
東邦大学医療センター大森病院　麻酔科　教授　
日本麻酔科学会　周術期管理チーム委員会

周術期管理チームプロジェクトの発足
　今から10年ほど前に、麻酔科医不足が社会問題となりまし

た。当初、日本麻酔科学会では、その解決策として、チーム医

療の導入を打ち出し、周術期管理チームプロジェクトが立ち上

がりました。その後、周術期医療を検討した結果、全く新しい

『周術期医学』という医療を提供することで、周術期のリスク

を軽減し、手術の予後を改善することがチーム医療のゴールで

あることに方向転換を行い、現在に至っています。日本手術看

護学会、日本病院薬剤師会、日本臨床工学技士会に働きか

け、この4団体が中心となって新しいチーム医療のあり方を検

討してきました。2015年からは日本口腔外科学会も参加してい

ます。

周術期の問題点
　  麻酔科医の診療体制
　日本麻酔科学会では周術期の問題点として、次の2つを挙

げています。1つは、わが国における麻酔科医の診療体制で

す。通常の診療では、医師の「判断」「指示」を受けた看護師

や薬剤師などの他職種が医療行為や作業を行う際に、医師が

確認するというダブルチェック体制が機能しています。しか

し、麻酔科医は「判断」と「実施」を自ら行い、ダブルチェック

が働かない環境にいます。結果として、麻酔中に起こる偶発

症、合併症は麻酔科医のヒューマンファクターが非常に大きい

ことが明らかになってきました。

　日本麻酔科学会では、毎年1,200の認定施設を対象に偶発

症調査を行っています。最新の報告（2009年～2011年）で

は、延べ3,555施設より有効回答施設数は2,425（68.2%）、解

析対象症例数は年間約150万例です。回答率で補正すると、年

間約220万例の麻酔を日本麻酔科学会の会員が提供している

ことになります。なお、全国の麻酔件数は年間250万件であ

り、約88％は麻酔科医が提供していますが、今後、全ての症

例に麻酔科医が関与することが課題です。
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　さて、年間220万症例における偶発症例は、麻酔が原因の

心停止が3年間に1,400件余り、回答率で補正すると約2,000

件も起きていることになります。さらに麻酔が原因の死亡例

は、3年間の平均で600件前後、回答率で補正すると年間850

件にもなります。このうち術前合併症に起因する死亡が全体

の3分の2を占めます。したがって糖尿病、高血圧、心筋梗塞、

脳卒中などの余病を持つ患者さんの内科的治療が非常に重

要であり、入院前から多職種による評価・対策が必要です。過

去20年間の術後7日以内の死亡率を見ると、20年前は麻酔1

万件につき10件でしたが、現在は3件まで減っています。確か

に合併症発生率は低下していますが、絶対数として850件で

はまだまだ道遠しという状況です。

　麻酔におけるヒューマンファクターとして最も多いのは、過

量投与や選択不適切といった薬剤の投与ミスです（資料1）。

中にはダブルチェックでも防げないものがありますが、不適合

輸血やアンプル・注射器の間違いなど、多くはダブルチェック

が機能していれば未然に防げるものであり、複数の職種が関

与する何重もの安全対策を講じることが重要です。

　  麻酔困難例の管理
　周術期の問題点の2つ目は、診療報酬でも加算となる麻酔

困難例の管理です。例えば心不全、狭心症、発症3カ月以内の

心筋梗塞、心臓弁膜症、あるいはペースメーカが埋め込まれて

いる患者さんの白内障の手術に際して心臓の管理を眼科医が

行えるのか、あるいは肺気腫など呼吸不全のある患者さんの

膝の手術を整形外科医だけで管理できるのかといった問題が

あります。そこで、診療科横断的な仕組みをつくる必要があり、

そのコーディネートを麻酔科医あるいは周術期管理チームが担

うように啓発したいと考えています。

周術期管理チームの確立と認定制度
　病院機能の分化と集約化に伴い、急性期病院1施設当たり

の手術件数は増加する一方です。さらには社会の高齢化によ

って基礎疾患を持つ患者さんも増加しているので、周術期管

理チームを普及させ基礎疾患に主眼を置いた全身管理という

新しい機能を整備する必要があるのです。

　周術期医療の安全を確保するためには、診療体制の整備、

特に周術期医療に精通した医療スタッフの養成と配置が必要

です。そこで、プロジェクトでは2010年に「周術期管理チームテ

キスト」の発行や周術期セミナーの開催など、教育環境の整備

に着手する他、2011年度にはテキスト第2版を、2016年8月に

第3版を発行しました。さらに2013年度に周術期管理委員会

が発足し、関連団体と協力して「周術期管理チーム認定制

度」の導入に取り組みました。2014年に看護師の認定がスタ

ートし、現在までに約1,000人が認定されています。2016年6月

には第1回の薬剤師の認定受付が開始され、11月に認定試験

が実施されます。

■周術期管理チームの現状と評価
舟越　周術期管理チームプロジェクトを設置した背景には、

麻酔科医不足があったというお話でしたが、現在の状況はど

うなのでしょうか。

落合　今も慢性的な麻酔科医不足の状況です。特に、近年は

内視鏡検査や心臓カテーテル検査の際の鎮静、無痛分娩や

小児医療における鎮静・鎮痛など手術室以外での需要が増え

ており、海外のデータでは手術室の3倍に上るとされています。

しかし1万人しかいない麻酔科医が全ての需要に対応すること

は不可能ですので、周術期管理チームという母体を利用して

手術室の外へ活動を広げることで、周術期医療の充実を図り

たいと考えています。

舟越　わが国における周術期管理チームの現状について、診

療報酬における評価も含めて教えていただけますか。

落合　チーム医療の推進は医療提供体制の改革における重

要テーマの一つであり、周術期管理チームへの診療報酬上の

評価は以前から検討されていますが、いまだに実現していませ

ん。その理由の1つは、チームが導入されている病院が少なく、

成果すなわちエビデンスが蓄積できていないからです。現在、

日本麻酔科学会では2018年度の診療報酬改定に向けて、エ

ビデンスの構築を最優先事項として取り組んでおり、周術期

管理チームの業務内容を定義した上で全国調査を実施する予

定です。

舟越　東邦大学医療センター大森病院では周術期管理チー

ムが導入されていますが、どのような体制になっていますか。

落合　当院ではプロジェクトの試験的運用として、情報支援

部門と診療支援部門から成る「周術期センター」を2011年に

立ち上げました。情報支援部門は、医事課、用度課、医療情

報室などが中心になり、手術室運営を効率的に行うための情

報管理や分析を行っています。データ分析の結果、チーム医療

が病院経営にも大きく貢献することが明らかになりました。一

方、実際の診療活動を担うのが診療支援部門であり、看護

部、薬剤部、臨床工学部、口腔外科が参加しています。テーマ

ごとにワーキンググループを作り、診療環境の整備や仕組み

作りを検討しています。例えば、「深部静脈血栓症と肺血栓塞

栓症の評価と予防」は、麻酔科医、外科医、手術部看護師、

臨床工学部がチームとなり、術前から術後までの対策を考え

ています。薬剤部は「術後鎮痛の徹底」と「経口薬管理」につ

いて、中心的な役割を果たしています（資料2）。

■周術期における薬剤師業務の現状
舟越　周術期におけるチーム医療が推進され、薬剤師にも医

療安全や薬物療法の質向上、術後の早期回復や早期退院へ

の貢献が求められています。日本病院薬剤師会では「病院薬

剤部門の現状調査」を毎年実施しており、周術期における業

務の実施状況も調査しています。最近の傾向として、医療用

麻薬・向精神薬・筋弛緩薬の管理やカートを用いた医薬品セ

ットといった「医薬品管理」を実施する施設が増加していま

す。一方、「薬学的管理」の実施率は低く、術前のアレルギー

歴や手術に影響のある薬剤およびサプリメントの確認が最も

高いものの、それでも全体の5割に満たない状況です（資料
3）。しかし、2012年度の病棟薬剤業務実施加算の新設をきっ

かけに、患者の術後管理に薬剤師が介入する例は増えてお

り、術前についても抗血小板薬などの出血リスク評価の取り

組みが進んでいます。周術期管理における薬剤師介入のエビ

デンスが集積されてきており、これまでの実績を評価につなげ

ていきたいと思います。わが国で早くから手術室での薬剤師

業務に取り組んできたのが広島大学病院であり、柴田先生は

2016年3月まで専任薬剤師として業務されていました。

柴田　広島大学病院では、医薬品管理に加え、医薬品適正

使用の推進を目的に2006年より手術部専任薬剤師を配置し

ました。医療事故防止に重点を置いた医薬品管理業務から、

徐々に適正使用やコストマネジメント、そして、術前から術中、

術後にいたるまでの薬学的管理へと業務は広がり、現在は、

全病棟に配置された病棟薬剤師と連携しながら患者さんの入

院から手術、退院まで、薬物療法のリスクマネジメントを行っ

ています。当院における手術室の薬剤師業務をファーマシュー

ティカルケア分類で評価したところ、薬学的ケア項目全般に及

んでいました（資料4）。この結果を見ると、手術室には幅広い

薬学的な問題が存在し、薬剤師には周術期患者が関わる医

薬品のあらゆる使用場面において責任を果たすことが求めら

れていることが分かります。

落合　当院の中央手術室には薬剤師が1名配属されていて、1

日4時間、術後疼痛管理に携わっています。この体制で年間

3,500件のPCAポンプの調製と術後ラウンドが可能なのは、病

棟薬剤師や看護師との情報共有ができているからです。薬剤

師のモチベーションを喚起するのは、ラウンドなどを通じてチ

ーム医療に参加し、薬剤師として患者さんに貢献できていると

いう実感を得ることにあるのではないでしょうか。もちろん医

薬品管理は重要ですが、それだけでは薬剤師のモチベーショ

ンは上がらないと考え、当院では統括は薬剤師が行います

が、日々の管理は物流の担当者が行っています。

舟越　最近ではPCA（Patient Controlled Analgesia：自己調

節鎮痛法）の薬剤調製並びに患者への服薬指導を薬剤師が

行う施設が増えてきています。その背景には、落合先生のレク

チャーの中にもあったように、多忙な麻酔科医が調製すること

によって生じる薬剤の投与ミスの問題があります。当院でも投

与量の間違いをきっかけに、薬剤師が処方をチェックしクリー

ンベンチで調製するようになりました。現在、手術部担当薬剤

師は処方提案から術後のラウンドによる安全確認まで行って

います。病棟薬剤師と手術部担当薬剤師が情報共有すること

で、術後疼痛管理の徹底、術後合併症も減少するなど、業務

の広がりとともに成果も現れてきています。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術前管理―
舟越　実際に周術期医療において薬剤師がどのような役割を

果たしているのか、術前と術後に分けて考えたいと思います。

まず術前管理ですが、中止すべき薬が中止されていなくて手

術が延期されることが少なくありません。広島大学病院では、

薬剤師はどのタイミングで介入していますか。

柴田　当院では、薬剤師による持参薬チェックは入院日に行

うことになっていますが、手術の前日と当日に入院する患者さ

んが全体の5割を占めるためチェックが間に合いません。実際

は麻酔科外来で1週間前に行っています。

落合　当院では、抗凝固薬の休薬期間を考慮し、手術の2週

間前までに麻酔科の術前外来を受診することを必須としてい

ます。また、歯の治療を術前に行う必要がある場合も、2週間は

必要です。術前中止薬については、術前外来の薬剤師が最初

にスクリーニングしているので、その情報を共有しています。

舟越　日本医療機能評価機構の医療事故収集事業報告

（2010～2013年度web公開データ）でも、最も多いのは、やは

り薬剤投与に関連した事故です。薬剤の取り違えを筆頭に、

アナフィラキシーや既往症に対する禁忌薬剤投与、腎機能低

下による麻酔の遷延、休薬忘れによる出血延長などの報告が

あります。いずれも術前の評価や伝達が不十分であることが

事故の原因であり、薬剤師による薬学的介入の必要性を示し

ていると言えます。

柴田　事故報告の中には、既往症の認識不足による喘息発

作もあります。抗がん剤、糖尿病薬、抗血小板薬など日本病

院薬剤師会「ハイリスク薬の薬剤管理指導に関する業務ガイ

ドライン」のハイリスク薬に該当する薬については多くの病院

で厳密にチェックしていますが、喘息薬は、ハイリスク薬に該

当しないため見過ごされてしまいがちです。手術室の看護師や

麻酔科医による術前評価では、呼吸を管理する項目に喘息は

必ず入っており、薬剤師も周術期患者特有のリスクを把握しな

ければなりません。また、コンプライアンスはどうなのか、症状

がコントロールされているのか、といったことも評価する必要が

あります。

舟越　薬剤師がいつ周術期の患者さんに介入するべきなの

か、明確な基準は今のところありませんが、落合先生が言われ

た2週間は一つの目安になると思います。多くの病院では、手

術が決まれば、採血などの術前検査をして、次の来院日に同

意書への署名、手術の説明などがあります。そのどちらかのタ

イミングで薬剤師が入っていくことは可能だと思います。いず

れにしても、今後、周術期においては術前外来に薬剤師がルー

ティンで関わることが必須だと考えています。そうすれば、肥

満や糖尿病の血糖コントロール、術後の感染症も含めたリスク

マネジメントができます。

落合　その通りですね。本来は中止が常識でも、中にはあえ

て治療のために服薬を継続するケースもあります。その判断を

誰が下すのかも含めて、トラブルを防ぐためには主治医、麻酔

科医、薬剤師の間でコンセンサスを得るプロセスが重要です。

また、当院は20キロ圏内の患者さんが90％を占めているため、

地域における情報共有も大切です。2015年からは内服薬によ

る周術期リスクについて学ぶセミナーを定期的に開催するな

ど、薬局薬剤師に対する教育を開始しています。

舟越　次に医師との協働についてです。麻酔薬や筋弛緩薬に

ついては添付文書通りに投与されないケースが見受けられる

のですが、副作用の概念が麻酔科医と薬剤師では異なる場合

があり、どこまで薬剤師が介入すればいいのか悩みます。落合

先生はどのようにお考えでしょうか。

落合　われわれ麻酔科医は薬剤師から処方提案をして欲し

いと考えています。当院の薬剤師は処方提案を積極的にしてく

れますが、例えば、「70歳でBMIが30、高血圧がある人に麻酔

薬を何ミリ使えばいい？」と質問された時の正解を持っていな

いことが悩ましいと言います。予測する計算式はありますが、

それが本当に正しいかどうかを見極めるためには、データを集

積し検証する必要があります。薬剤師にとってPK-PDモデル

はまさに専門性が発揮できる領域であり、手術中であればな

おさらです。当院は腎移植が多いのですが、ドナーの移植後の

投与量をどうすべきか、一緒に研究してみようという機運に発

展する可能性もあります。そうした新しい関係が、麻酔科医と

薬剤師の間で構築できるのではないかと思います。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術後管理―
舟越　柴田先生は手術室専任薬剤師として経験を積まれた

後、2016年度からは病棟の担当をされていますが、病棟での

術後管理ではどのようなことに取り組んでいますか。また、今

後薬剤師が取り組むべきことがあればお願いします。

柴田　病棟担当になって特に強く感じるのは、術前評価は術

後の管理まで決まってしまうほど重要だということです。喘息

が術後に悪化して入院が長引くようなことも、術前の評価で回

避できるのではないかと思います。術後の鎮痛と嘔吐の問題

も同様です。術後嘔吐した患者さんに、過去、手術のたびに嘔

吐を繰り返していたと聞いてショックを受けました。術前の評

価を見落とし予防策を講じていなかったのです。その他にも

PCAを行っている患者さんの抗凝固薬を抜くタイミングなど、

薬剤師が関与するポイントはいくつもあると思います。

舟越　術前中止薬については薬剤師が情報を収集し、評価・

分析して医師に伝達・提案している施設は多いのですが、薬

の再開についてはあまり話題になりません。再開の目安は術

後の状況にもよるとは思いますが、どのように考えればいいで

しょうか。

落合　ほとんどの薬は食事の再開と同時で問題ありません。

注意を要するのは、抗血小板薬と抗凝固薬ですが、これは手

術の種類により異なります。当院の消化器外科は小手術に関

しては中止をしない方針であり、全ての薬剤を継続しています

が、出血例はありません。

柴田　周術期における抗血栓薬は原疾患、出血状況などを考

慮して中止、再開のタイミングが決定されるため、適切なタイミ

ングの薬剤管理に困難を来しがちです。しかし、特に原疾患確

認時にCHADS2スコアが高値の心房細動、DES留置後の二

剤併用期間など血栓症のリスクの高い患者さんは厳密に休薬

期間を管理することが薬剤師に求められるリスクマネジメント

だと思います。

■「周術期管理チーム薬剤師」認定制度と
　薬剤師への期待
舟越　2016年度から「周術期管理チーム薬剤師」認定制度が

開始されました（資料5）。柴田先生はこの認定制度にどのよ

うな期待をされていますか。

柴田　現在、薬学教育の中で周術期医療の基礎や手術、麻

酔に関するカリキュラムはありません。周術期管理チームプロ

ジェクトが編纂したテキストや周術期管理セミナーが教科書代

わりになって、知識の基盤となっていくのではないでしょうか。

そして、認定制度の広がりとともに、薬学教育に周術期管理

が組み込まれること、より多くの薬剤師が周術期における薬

学的管理に対する理解を深め、手術室だけでなく術前外来や

病棟業務でも実践することを期待しています。

舟越　周術期管理チームや認定制度が確立し、診療報酬に

結びついていけば、薬剤師の業務体制や教育制度も変わる可

能性がありますね。落合先生は周術期管理チームおよび認定

制度について、今後はどのような展開を目指していますか。

落合　まずは全体のボトムアップが先決です。そして、ある一

定の認定者数、看護師であれば1施設10人、500施設で5,000

人程度に達した段階で、次のステップとして手術室の外にも業

務を広げていくことになるでしょう。侵襲度合の違いはあって

も、手術室の中も外もバックグラウンドにあるリスクは同じで

すから、われわれの経験を効果的に広げていくべきだと考え

ています。

舟越　最後に、落合先生から薬剤師が周術期管理に関わる

意義や、薬剤師への期待をお伺いしたいと思います。

落合　周術期には持続静注で用いる薬剤が多く、体内への蓄

積が非常に大きな問題になります。しかし、個人差が大きい周

術期医療における持続静注のPKモデルが明らかでないことが

ほとんどです。ましてや肥満や肝機能、腎機能に異常がある患

者さんの場合、どれぐらいの効果部位濃度が得られるのかを

予測する手段を麻酔科医は持っていません。ここに薬剤師に

よる処方提案が求められます。チーム医療のメンバーとして機

能するには、麻酔科医によるトップダウンの指示を待っていて

はだめです。全ての職種が自分の専門領域に関する問題を見

つけ、実態を調査し、原因を特定して、根拠に基づいた具体的

な提案をすることで初めてチーム医療が機能するのです。私

は、薬剤師が薬学的視点で問題点を見つけて、新たな提案を

してくれることを強く希望しています。

舟越　現在、全病棟に薬剤師を配置している病院は、全国で

約9000病院のうち約1,500病院に過ぎず、周術期医療も高度

急性期病院に集約される傾向にあります。これだけを見れば、

周術期とは限られた施設、限られた薬剤師が関わるものだと

捉えられるかもしれません。しかし、周術期は入院前を含む術
前から術中、そして退院後を含む術後まで、患者さんを軸とし
てシームレスにつながっていなければなりません。必然的に、
地域全体で提供する医療・介護システムの中で、薬学的管理
も継続されるべきなのです。今後、周術期医療において薬剤師
はどのような役割を担えばよいのか、本日は大きな宿題が与え
られたような気がします。周術期患者への薬学的管理ならび
に手術室における薬剤師業務の標準化など、まだまだ薬剤師
が取り組まなければならないことが山積していることを再認識
しました。それは反面、薬剤師への期待と受け止め、着実に前
進していきたいと思います。本日はありがとうございました。

周術期管理チーム薬剤師の目的と申請資格
（日本麻酔科学会）

資料5

■「周術期管理チーム薬剤師」の目的
手術患者を受け持つすべての薬剤師が周術期の診療内容を十分に理解し、
既往歴や内服歴についての十分な評価と周術期の薬学的問題点について
の周到な準備を行い、チームで周術期管理を行うこと。

■申請資格　周術期管理チーム薬剤師に関する内規
（2015 年 5 月 25 日制定）

（1）日本国の薬剤師免許を有すること。
（2）薬剤師免許を取得後、薬剤師としての病院・診療所勤務歴を 5 年以

上有し、その内 2 年以上の周術期関連の実務経験があること。
（3）医療機関において、周術期管理に自ら参加した 10 症例以上の症例

を報告できること。報告内容は薬物治療に関する以下に示す項目と
し、各項目で 2 症例以上を記載すること。

   　　①術前患者への関与   ②術中患者への関与    ③術後患者への関与
（4）申請する年の 3 年前の 4 月 1 日から申請する年の 3 月 31 日まで

に、この法人が主催、または共催する周術期管理チームセミナーに
2 回以上の参加実績があること。

（5）申請する年の 3 年前の 4 月 1 日から申請する年の 3 月 31 日まで
に、日本病院薬剤師会主催、共催学術集会の指定セミナーの参加実
績が 1 回以上あること。



■周術期管理チームの必要性
舟越　討議に先立ち、日本麻酔科学会で「周術期管理チー

ム」の普及を推進してこられた落合先生から、周術期医療の

特徴とチーム医療の必要性、そして、2014年からスタートした

「周術期管理チーム認定制度」の導入の背景と目的について

説明をお願いします。

落合 亮一 先生　
東邦大学医療センター大森病院　麻酔科　教授　
日本麻酔科学会　周術期管理チーム委員会

周術期管理チームプロジェクトの発足
　今から10年ほど前に、麻酔科医不足が社会問題となりまし

た。当初、日本麻酔科学会では、その解決策として、チーム医

療の導入を打ち出し、周術期管理チームプロジェクトが立ち上

がりました。その後、周術期医療を検討した結果、全く新しい

『周術期医学』という医療を提供することで、周術期のリスク

を軽減し、手術の予後を改善することがチーム医療のゴールで

あることに方向転換を行い、現在に至っています。日本手術看

護学会、日本病院薬剤師会、日本臨床工学技士会に働きか

け、この4団体が中心となって新しいチーム医療のあり方を検

討してきました。2015年からは日本口腔外科学会も参加してい

ます。

周術期の問題点
　  麻酔科医の診療体制
　日本麻酔科学会では周術期の問題点として、次の2つを挙

げています。1つは、わが国における麻酔科医の診療体制で

す。通常の診療では、医師の「判断」「指示」を受けた看護師

や薬剤師などの他職種が医療行為や作業を行う際に、医師が

確認するというダブルチェック体制が機能しています。しか

し、麻酔科医は「判断」と「実施」を自ら行い、ダブルチェック

が働かない環境にいます。結果として、麻酔中に起こる偶発

症、合併症は麻酔科医のヒューマンファクターが非常に大きい

ことが明らかになってきました。

　日本麻酔科学会では、毎年1,200の認定施設を対象に偶発

症調査を行っています。最新の報告（2009年～2011年）で

は、延べ3,555施設より有効回答施設数は2,425（68.2%）、解

析対象症例数は年間約150万例です。回答率で補正すると、年

間約220万例の麻酔を日本麻酔科学会の会員が提供している

ことになります。なお、全国の麻酔件数は年間250万件であ

り、約88％は麻酔科医が提供していますが、今後、全ての症

例に麻酔科医が関与することが課題です。
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　さて、年間220万症例における偶発症例は、麻酔が原因の

心停止が3年間に1,400件余り、回答率で補正すると約2,000

件も起きていることになります。さらに麻酔が原因の死亡例

は、3年間の平均で600件前後、回答率で補正すると年間850

件にもなります。このうち術前合併症に起因する死亡が全体

の3分の2を占めます。したがって糖尿病、高血圧、心筋梗塞、

脳卒中などの余病を持つ患者さんの内科的治療が非常に重

要であり、入院前から多職種による評価・対策が必要です。過

去20年間の術後7日以内の死亡率を見ると、20年前は麻酔1

万件につき10件でしたが、現在は3件まで減っています。確か

に合併症発生率は低下していますが、絶対数として850件で

はまだまだ道遠しという状況です。

　麻酔におけるヒューマンファクターとして最も多いのは、過

量投与や選択不適切といった薬剤の投与ミスです（資料1）。

中にはダブルチェックでも防げないものがありますが、不適合

輸血やアンプル・注射器の間違いなど、多くはダブルチェック

が機能していれば未然に防げるものであり、複数の職種が関

与する何重もの安全対策を講じることが重要です。

　  麻酔困難例の管理
　周術期の問題点の2つ目は、診療報酬でも加算となる麻酔

困難例の管理です。例えば心不全、狭心症、発症3カ月以内の

心筋梗塞、心臓弁膜症、あるいはペースメーカが埋め込まれて

いる患者さんの白内障の手術に際して心臓の管理を眼科医が

行えるのか、あるいは肺気腫など呼吸不全のある患者さんの

膝の手術を整形外科医だけで管理できるのかといった問題が

あります。そこで、診療科横断的な仕組みをつくる必要があり、

そのコーディネートを麻酔科医あるいは周術期管理チームが担

うように啓発したいと考えています。

周術期管理チームの確立と認定制度
　病院機能の分化と集約化に伴い、急性期病院1施設当たり

の手術件数は増加する一方です。さらには社会の高齢化によ

って基礎疾患を持つ患者さんも増加しているので、周術期管

理チームを普及させ基礎疾患に主眼を置いた全身管理という

新しい機能を整備する必要があるのです。

　周術期医療の安全を確保するためには、診療体制の整備、

特に周術期医療に精通した医療スタッフの養成と配置が必要

です。そこで、プロジェクトでは2010年に「周術期管理チームテ

キスト」の発行や周術期セミナーの開催など、教育環境の整備

に着手する他、2011年度にはテキスト第2版を、2016年8月に

第3版を発行しました。さらに2013年度に周術期管理委員会

が発足し、関連団体と協力して「周術期管理チーム認定制

度」の導入に取り組みました。2014年に看護師の認定がスタ

ートし、現在までに約1,000人が認定されています。2016年6月

には第1回の薬剤師の認定受付が開始され、11月に認定試験

が実施されます。

■周術期管理チームの現状と評価
舟越　周術期管理チームプロジェクトを設置した背景には、

麻酔科医不足があったというお話でしたが、現在の状況はど

うなのでしょうか。

落合　今も慢性的な麻酔科医不足の状況です。特に、近年は

内視鏡検査や心臓カテーテル検査の際の鎮静、無痛分娩や

小児医療における鎮静・鎮痛など手術室以外での需要が増え

ており、海外のデータでは手術室の3倍に上るとされています。

しかし1万人しかいない麻酔科医が全ての需要に対応すること

は不可能ですので、周術期管理チームという母体を利用して

手術室の外へ活動を広げることで、周術期医療の充実を図り

たいと考えています。

舟越　わが国における周術期管理チームの現状について、診

療報酬における評価も含めて教えていただけますか。

落合　チーム医療の推進は医療提供体制の改革における重

要テーマの一つであり、周術期管理チームへの診療報酬上の

評価は以前から検討されていますが、いまだに実現していませ

ん。その理由の1つは、チームが導入されている病院が少なく、

成果すなわちエビデンスが蓄積できていないからです。現在、

日本麻酔科学会では2018年度の診療報酬改定に向けて、エ

ビデンスの構築を最優先事項として取り組んでおり、周術期

管理チームの業務内容を定義した上で全国調査を実施する予

定です。

舟越　東邦大学医療センター大森病院では周術期管理チー

ムが導入されていますが、どのような体制になっていますか。

落合　当院ではプロジェクトの試験的運用として、情報支援

部門と診療支援部門から成る「周術期センター」を2011年に

立ち上げました。情報支援部門は、医事課、用度課、医療情

報室などが中心になり、手術室運営を効率的に行うための情

報管理や分析を行っています。データ分析の結果、チーム医療

が病院経営にも大きく貢献することが明らかになりました。一

方、実際の診療活動を担うのが診療支援部門であり、看護

部、薬剤部、臨床工学部、口腔外科が参加しています。テーマ

ごとにワーキンググループを作り、診療環境の整備や仕組み

作りを検討しています。例えば、「深部静脈血栓症と肺血栓塞

栓症の評価と予防」は、麻酔科医、外科医、手術部看護師、

臨床工学部がチームとなり、術前から術後までの対策を考え

ています。薬剤部は「術後鎮痛の徹底」と「経口薬管理」につ

いて、中心的な役割を果たしています（資料2）。

■周術期における薬剤師業務の現状
舟越　周術期におけるチーム医療が推進され、薬剤師にも医

療安全や薬物療法の質向上、術後の早期回復や早期退院へ

の貢献が求められています。日本病院薬剤師会では「病院薬

剤部門の現状調査」を毎年実施しており、周術期における業

務の実施状況も調査しています。最近の傾向として、医療用

麻薬・向精神薬・筋弛緩薬の管理やカートを用いた医薬品セ

ットといった「医薬品管理」を実施する施設が増加していま

す。一方、「薬学的管理」の実施率は低く、術前のアレルギー

歴や手術に影響のある薬剤およびサプリメントの確認が最も

高いものの、それでも全体の5割に満たない状況です（資料
3）。しかし、2012年度の病棟薬剤業務実施加算の新設をきっ

かけに、患者の術後管理に薬剤師が介入する例は増えてお

り、術前についても抗血小板薬などの出血リスク評価の取り

組みが進んでいます。周術期管理における薬剤師介入のエビ

デンスが集積されてきており、これまでの実績を評価につなげ

ていきたいと思います。わが国で早くから手術室での薬剤師

業務に取り組んできたのが広島大学病院であり、柴田先生は

2016年3月まで専任薬剤師として業務されていました。

柴田　広島大学病院では、医薬品管理に加え、医薬品適正

使用の推進を目的に2006年より手術部専任薬剤師を配置し

ました。医療事故防止に重点を置いた医薬品管理業務から、

徐々に適正使用やコストマネジメント、そして、術前から術中、

術後にいたるまでの薬学的管理へと業務は広がり、現在は、

全病棟に配置された病棟薬剤師と連携しながら患者さんの入

院から手術、退院まで、薬物療法のリスクマネジメントを行っ

ています。当院における手術室の薬剤師業務をファーマシュー

ティカルケア分類で評価したところ、薬学的ケア項目全般に及

んでいました（資料4）。この結果を見ると、手術室には幅広い

薬学的な問題が存在し、薬剤師には周術期患者が関わる医

薬品のあらゆる使用場面において責任を果たすことが求めら

れていることが分かります。

落合　当院の中央手術室には薬剤師が1名配属されていて、1

日4時間、術後疼痛管理に携わっています。この体制で年間

3,500件のPCAポンプの調製と術後ラウンドが可能なのは、病

棟薬剤師や看護師との情報共有ができているからです。薬剤

師のモチベーションを喚起するのは、ラウンドなどを通じてチ

ーム医療に参加し、薬剤師として患者さんに貢献できていると

いう実感を得ることにあるのではないでしょうか。もちろん医

薬品管理は重要ですが、それだけでは薬剤師のモチベーショ

ンは上がらないと考え、当院では統括は薬剤師が行います

が、日々の管理は物流の担当者が行っています。

舟越　最近ではPCA（Patient Controlled Analgesia：自己調

節鎮痛法）の薬剤調製並びに患者への服薬指導を薬剤師が

行う施設が増えてきています。その背景には、落合先生のレク

チャーの中にもあったように、多忙な麻酔科医が調製すること

によって生じる薬剤の投与ミスの問題があります。当院でも投

与量の間違いをきっかけに、薬剤師が処方をチェックしクリー

ンベンチで調製するようになりました。現在、手術部担当薬剤

師は処方提案から術後のラウンドによる安全確認まで行って

います。病棟薬剤師と手術部担当薬剤師が情報共有すること

で、術後疼痛管理の徹底、術後合併症も減少するなど、業務

の広がりとともに成果も現れてきています。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術前管理―
舟越　実際に周術期医療において薬剤師がどのような役割を

果たしているのか、術前と術後に分けて考えたいと思います。

まず術前管理ですが、中止すべき薬が中止されていなくて手

術が延期されることが少なくありません。広島大学病院では、

薬剤師はどのタイミングで介入していますか。

柴田　当院では、薬剤師による持参薬チェックは入院日に行

うことになっていますが、手術の前日と当日に入院する患者さ

んが全体の5割を占めるためチェックが間に合いません。実際

は麻酔科外来で1週間前に行っています。

落合　当院では、抗凝固薬の休薬期間を考慮し、手術の2週

間前までに麻酔科の術前外来を受診することを必須としてい

ます。また、歯の治療を術前に行う必要がある場合も、2週間は

必要です。術前中止薬については、術前外来の薬剤師が最初

にスクリーニングしているので、その情報を共有しています。

舟越　日本医療機能評価機構の医療事故収集事業報告

（2010～2013年度web公開データ）でも、最も多いのは、やは

り薬剤投与に関連した事故です。薬剤の取り違えを筆頭に、

アナフィラキシーや既往症に対する禁忌薬剤投与、腎機能低

下による麻酔の遷延、休薬忘れによる出血延長などの報告が

あります。いずれも術前の評価や伝達が不十分であることが

事故の原因であり、薬剤師による薬学的介入の必要性を示し

ていると言えます。

柴田　事故報告の中には、既往症の認識不足による喘息発

作もあります。抗がん剤、糖尿病薬、抗血小板薬など日本病

院薬剤師会「ハイリスク薬の薬剤管理指導に関する業務ガイ

ドライン」のハイリスク薬に該当する薬については多くの病院

で厳密にチェックしていますが、喘息薬は、ハイリスク薬に該

当しないため見過ごされてしまいがちです。手術室の看護師や

麻酔科医による術前評価では、呼吸を管理する項目に喘息は

必ず入っており、薬剤師も周術期患者特有のリスクを把握しな

ければなりません。また、コンプライアンスはどうなのか、症状

がコントロールされているのか、といったことも評価する必要が

あります。

舟越　薬剤師がいつ周術期の患者さんに介入するべきなの

か、明確な基準は今のところありませんが、落合先生が言われ

た2週間は一つの目安になると思います。多くの病院では、手

術が決まれば、採血などの術前検査をして、次の来院日に同

意書への署名、手術の説明などがあります。そのどちらかのタ

イミングで薬剤師が入っていくことは可能だと思います。いず

れにしても、今後、周術期においては術前外来に薬剤師がルー

ティンで関わることが必須だと考えています。そうすれば、肥

満や糖尿病の血糖コントロール、術後の感染症も含めたリスク

マネジメントができます。

落合　その通りですね。本来は中止が常識でも、中にはあえ

て治療のために服薬を継続するケースもあります。その判断を

誰が下すのかも含めて、トラブルを防ぐためには主治医、麻酔

科医、薬剤師の間でコンセンサスを得るプロセスが重要です。

また、当院は20キロ圏内の患者さんが90％を占めているため、

地域における情報共有も大切です。2015年からは内服薬によ

る周術期リスクについて学ぶセミナーを定期的に開催するな

ど、薬局薬剤師に対する教育を開始しています。

舟越　次に医師との協働についてです。麻酔薬や筋弛緩薬に

ついては添付文書通りに投与されないケースが見受けられる

のですが、副作用の概念が麻酔科医と薬剤師では異なる場合

があり、どこまで薬剤師が介入すればいいのか悩みます。落合

先生はどのようにお考えでしょうか。

落合　われわれ麻酔科医は薬剤師から処方提案をして欲し

いと考えています。当院の薬剤師は処方提案を積極的にしてく

れますが、例えば、「70歳でBMIが30、高血圧がある人に麻酔

薬を何ミリ使えばいい？」と質問された時の正解を持っていな

いことが悩ましいと言います。予測する計算式はありますが、

それが本当に正しいかどうかを見極めるためには、データを集

積し検証する必要があります。薬剤師にとってPK-PDモデル

はまさに専門性が発揮できる領域であり、手術中であればな

おさらです。当院は腎移植が多いのですが、ドナーの移植後の

投与量をどうすべきか、一緒に研究してみようという機運に発

展する可能性もあります。そうした新しい関係が、麻酔科医と

薬剤師の間で構築できるのではないかと思います。

■周術期管理における薬剤師の役割
　―術後管理―
舟越　柴田先生は手術室専任薬剤師として経験を積まれた

後、2016年度からは病棟の担当をされていますが、病棟での

術後管理ではどのようなことに取り組んでいますか。また、今

後薬剤師が取り組むべきことがあればお願いします。

柴田　病棟担当になって特に強く感じるのは、術前評価は術

後の管理まで決まってしまうほど重要だということです。喘息

が術後に悪化して入院が長引くようなことも、術前の評価で回

避できるのではないかと思います。術後の鎮痛と嘔吐の問題

も同様です。術後嘔吐した患者さんに、過去、手術のたびに嘔

吐を繰り返していたと聞いてショックを受けました。術前の評

価を見落とし予防策を講じていなかったのです。その他にも

PCAを行っている患者さんの抗凝固薬を抜くタイミングなど、

薬剤師が関与するポイントはいくつもあると思います。

舟越　術前中止薬については薬剤師が情報を収集し、評価・

分析して医師に伝達・提案している施設は多いのですが、薬

の再開についてはあまり話題になりません。再開の目安は術

後の状況にもよるとは思いますが、どのように考えればいいで

しょうか。

落合　ほとんどの薬は食事の再開と同時で問題ありません。

注意を要するのは、抗血小板薬と抗凝固薬ですが、これは手

術の種類により異なります。当院の消化器外科は小手術に関

しては中止をしない方針であり、全ての薬剤を継続しています

が、出血例はありません。

柴田　周術期における抗血栓薬は原疾患、出血状況などを考

慮して中止、再開のタイミングが決定されるため、適切なタイミ

ングの薬剤管理に困難を来しがちです。しかし、特に原疾患確

認時にCHADS2スコアが高値の心房細動、DES留置後の二

剤併用期間など血栓症のリスクの高い患者さんは厳密に休薬

期間を管理することが薬剤師に求められるリスクマネジメント

だと思います。

■「周術期管理チーム薬剤師」認定制度と
　薬剤師への期待
舟越　2016年度から「周術期管理チーム薬剤師」認定制度が

開始されました（資料5）。柴田先生はこの認定制度にどのよ

うな期待をされていますか。

柴田　現在、薬学教育の中で周術期医療の基礎や手術、麻

酔に関するカリキュラムはありません。周術期管理チームプロ

ジェクトが編纂したテキストや周術期管理セミナーが教科書代

わりになって、知識の基盤となっていくのではないでしょうか。

そして、認定制度の広がりとともに、薬学教育に周術期管理

が組み込まれること、より多くの薬剤師が周術期における薬

学的管理に対する理解を深め、手術室だけでなく術前外来や

病棟業務でも実践することを期待しています。

舟越　周術期管理チームや認定制度が確立し、診療報酬に

結びついていけば、薬剤師の業務体制や教育制度も変わる可

能性がありますね。落合先生は周術期管理チームおよび認定

制度について、今後はどのような展開を目指していますか。

落合　まずは全体のボトムアップが先決です。そして、ある一

定の認定者数、看護師であれば1施設10人、500施設で5,000

人程度に達した段階で、次のステップとして手術室の外にも業

務を広げていくことになるでしょう。侵襲度合の違いはあって

も、手術室の中も外もバックグラウンドにあるリスクは同じで

すから、われわれの経験を効果的に広げていくべきだと考え

ています。

舟越　最後に、落合先生から薬剤師が周術期管理に関わる

意義や、薬剤師への期待をお伺いしたいと思います。

落合　周術期には持続静注で用いる薬剤が多く、体内への蓄

積が非常に大きな問題になります。しかし、個人差が大きい周

術期医療における持続静注のPKモデルが明らかでないことが

ほとんどです。ましてや肥満や肝機能、腎機能に異常がある患

者さんの場合、どれぐらいの効果部位濃度が得られるのかを

予測する手段を麻酔科医は持っていません。ここに薬剤師に

よる処方提案が求められます。チーム医療のメンバーとして機

能するには、麻酔科医によるトップダウンの指示を待っていて

はだめです。全ての職種が自分の専門領域に関する問題を見

つけ、実態を調査し、原因を特定して、根拠に基づいた具体的

な提案をすることで初めてチーム医療が機能するのです。私

は、薬剤師が薬学的視点で問題点を見つけて、新たな提案を

してくれることを強く希望しています。

舟越　現在、全病棟に薬剤師を配置している病院は、全国で

約9000病院のうち約1,500病院に過ぎず、周術期医療も高度

急性期病院に集約される傾向にあります。これだけを見れば、

周術期とは限られた施設、限られた薬剤師が関わるものだと

捉えられるかもしれません。しかし、周術期は入院前を含む術
前から術中、そして退院後を含む術後まで、患者さんを軸とし
てシームレスにつながっていなければなりません。必然的に、
地域全体で提供する医療・介護システムの中で、薬学的管理
も継続されるべきなのです。今後、周術期医療において薬剤師
はどのような役割を担えばよいのか、本日は大きな宿題が与え
られたような気がします。周術期患者への薬学的管理ならび
に手術室における薬剤師業務の標準化など、まだまだ薬剤師
が取り組まなければならないことが山積していることを再認識
しました。それは反面、薬剤師への期待と受け止め、着実に前
進していきたいと思います。本日はありがとうございました。

周術期管理チーム薬剤師の目的と申請資格
（日本麻酔科学会）

資料5

■「周術期管理チーム薬剤師」の目的
手術患者を受け持つすべての薬剤師が周術期の診療内容を十分に理解し、
既往歴や内服歴についての十分な評価と周術期の薬学的問題点について
の周到な準備を行い、チームで周術期管理を行うこと。

■申請資格　周術期管理チーム薬剤師に関する内規
（2015 年 5 月 25 日制定）

（1）日本国の薬剤師免許を有すること。
（2）薬剤師免許を取得後、薬剤師としての病院・診療所勤務歴を 5 年以

上有し、その内 2 年以上の周術期関連の実務経験があること。
（3）医療機関において、周術期管理に自ら参加した 10 症例以上の症例

を報告できること。報告内容は薬物治療に関する以下に示す項目と
し、各項目で 2 症例以上を記載すること。

   　　①術前患者への関与   ②術中患者への関与    ③術後患者への関与
（4）申請する年の 3 年前の 4 月 1 日から申請する年の 3 月 31 日まで

に、この法人が主催、または共催する周術期管理チームセミナーに
2 回以上の参加実績があること。

（5）申請する年の 3 年前の 4 月 1 日から申請する年の 3 月 31 日まで
に、日本病院薬剤師会主催、共催学術集会の指定セミナーの参加実
績が 1 回以上あること。



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～

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



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
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　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
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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
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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
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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
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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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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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診療所における薬剤師の業務と期待される専門性
　厚生労働省の「平成26年(2014) 医師・歯科医師・薬剤師調査」によると、薬剤師の勤務施設の構成比は薬局56%、病院17％、
診療所2％となっている。医療法では、例外規定はあるものの専属薬剤師の配置が義務付けられているのは、医師が常時3人以上
勤務する診療所に限られているため、診療所に勤務する薬剤師は全国に6千人弱と少なく、その業務内容も広く知られているとは
言い難い。おあしす内科リウマチ科クリニック（茨城県日立市）は、チーム医療による患者さんのトータルサポートを基本方針に掲
げ、開業時より薬剤師を配置し、専門性を生かしてリウマチ性疾患における積極的治療や患者さんの継続的支援を行っている。
診療所の薬剤師における診療への関与と医療の質向上への貢献について取材した。

医療法人修礼会 おあしす内科リウマチ科クリニック

最適な治療の提供のためには
薬剤師が不可欠
　おあしす内科リウマチ科クリニック
は、2012年4月に一般内科、リウマチ科
の診療所として開業した。患者数は1日
平均約65人、うち関節リウマチ（RA）
や全身性エリテマトーデスなどの膠原
病、痛風などのリウマチ性疾患が約7割
を占める。院長の太田先生は、20年に
およぶリウマチ性疾患の診療経験を有
するスペシャリストであり、RA発症早期
の寛解導入を目標とする積極的治療を
推進している。
　太田先生と常勤薬剤師の宮村先生
は、多賀総合病院勤務時代から10年以
上にわたりチーム医療の実践を通じて
信頼関係を築いてきた。宮村先生は病
院薬剤師として幅広いスキルを身に付
けた後、更なるステップアップを目指し
て同クリニックに転じた。病院勤務の経
験を生かしながら、2014年にはこの年
から始まった日本リウマチ財団の「リウ
マチ財団登録薬剤師」となり、専門性を

一層高めている。
　開業にあたり薬剤師の存在がどうし
ても必要だと考えた理由を、太田先生
は次のように説明する。「まずは、病院
勤務時代から宮村さんを通じて薬剤師
の能力を高く評価していたこと、さら
に、患者さんに十分な診療を行うために
は医師だけでは不十分で、多職種による
チーム医療が不可欠だからです。例えば
薬の説明では、薬剤師や看護師が繰り
返し行うことで患者さんの理解が深ま
り、治療の効果が向上します」
　また、同クリニックは診療所としては
数少ない「外来化学療法加算ⅠＢ」の算
定施設だが、その施設基準として、5年
以上の化学療法の経験を持つ医師、看
護師の他に、化学療法の調剤経験を5
年以上有する常勤薬剤師の配置が定め
られている。RAの治療薬が点滴や自己
注射を含む皮下注射と多様化する中
で、太田先生は医療提供側の事情で患
者さんの治療の選択肢を狭めることが
あってはならないとの信念から、最適な

治療の提供のための設備とスタッフの
充実には最大限の配慮をしている。薬
剤師常駐はその一つの体現と言える。

診療所薬剤師の業務とその特徴
　同クリニックでは注射薬と治験関連
薬剤以外は院外処方のため、薬剤師の
業務内容は注射薬調剤、服薬指導、DI
業務、医薬品管理が中心である。一日の
業務の流れは概ね次の通りとなる。朝
礼後、診療受付開始と同時に外来化学
療法の準備を始める。検査結果から処
方内容が決定した4～5人分の調製を行
った後、点滴中の患者さんに服薬指導
を行う。その合間に、皮下注射の調剤、
注射やワクチンの準備、メトトレキサート
（MTX）や生物学的製剤、ハイリスク
薬などを開始する患者さんや医師から
指示があった患者さんを対象に服薬指
導を実施する。午後も同様だが、医薬品
の在庫管理やDI業務などの他、日によ
っては治験患者さんの服薬指導や薬剤
の払い出しを行う（資料1）。
　宮村先生は現在置かれた環境につい
て、薬剤師にとって理想的だと言う。「カ
ルテや検査値などの情報入手や、診察
室での会話が耳に入ることで患者さん
の状況把握が容易なため、処方薬が判
断できた段階で必要な説明資料を準備
し、処方意図や患者背景に応じた効率
的な服薬指導ができます。逆に、服薬指
導で患者さんから重要な情報が得られ
れば、すぐに医師にフィードバックして治
療に反映できるのでやりがいを感じられ
ます」
　こうした治療中における情報共有に
加えて、より安全な薬物療法を目的に、
全スタッフが治療方針を共有するツール
として、疾患別・薬剤別のクリニカルパ

スを作成している（資料2）。また、同院
では各職種の専門性を尊重する一方
で、相互の業務も積極的に補完し合う。
「看護師が問診中で人手が足りなけれ
ば、薬剤師であっても、診療の補助やカ
ルテを出すなど、他の職種のフォローを
行うよう配慮しています」　

専門性の高いRAの治療戦略と
薬剤師の役割
　近年、ＲＡの治療は生物学的製剤の
登場により大きく進歩し、「寛解」が現
実的な治療目標となった。同クリニック
では、発症早期の寛解導入のために、
正確な病状把握に基づく適正かつ積極
的な治療を行う「目標達成に向けた治療
（Treat to Target）」および疾患活動性
のコントロールを厳重に行う「タイトコン
トロール」を推進するとともに、感染症
や副作用の管理、そのための定期的な
検査などの安全対策も徹底している。さ
らに、生活習慣病の管理も併行して行
うことで患者さんを総合的にサポートす
る。というのも、RAと糖尿病や高血圧
を併発している例も多く、生物学的製剤
でRAは寛解しても、脳卒中や心筋梗塞
で倒れてしまえば意味がないからだ。
「大切なのはやるべきことをきちんとや
ることですが、患者さんの理解と治療に
前向きに取り組む意思がなければ目標
は達成できません。そこで薬剤師による
服薬指導が必要になるのです」と太田
先生は強調する。

　宮村先生は治療の必要性や薬の副
作用について、患者さんの理解度に応じ
て平易かつ明快に説明するとともに、
患者さんが体調の変化を気軽に医療者
に伝えられることが安全対策につなが
ると考えた配慮も忘れない。例えば薬を
手渡す際に、体調や管理方法など困っ
ていることがないか尋ねる他、診察室で
の会話で理解が不十分と思われる点や
重要な点を繰り返し説明することなど、
患者さんとコミュニケーションを通じて
信頼関係を築くことを心掛けている。

診療所における薬剤師業務の
可能性と期待
　薬剤師にとって診療所の魅力は、患
者さんに寄り添い診断から立ち会うこと
で、医師、看護師と共に治療方針の決
定に関与できること、また経過をフォロ
ーしながら患者さんの思いを共有できる
ことにある。したがって、意欲次第で薬
剤師として業務と能力の幅を広げること
ができると宮村先生は話す。「患者さん
の様子がいつもと違えば声を掛け、診
察の前に問診をして、必要と考えられる
検査は薬剤師がオーダーしますし、湿布
薬が余っていると聞けば、薬剤師の判断
で処方を中止することもあります。ただ
し、診察前に薬を勝手に追加・増量す
ることはありません」
　同クリニックではプロトコルの作成ま
ではしていないが、医師と薬剤師の事前
の合意に基づく薬物治療管理がごく自

然に行われている。「ここまでは薬剤師
が行うという明確な線引きに基づいて
診療のサポートをしてくれます。疑義照
会もその根拠と代替案を提示してくれま
すから判断もしやすいですね」と、太田
先生は宮村先生に対し全幅の信頼を置
いている。
　宮村先生は間もなく産休・育休に入る
ため、現在は後任のスタッフへの引き継
ぎや資料作りに力を入れている。「復帰
後も育児との両立は簡単ではないと思
いますが、薬剤師として何を目指したい
のか、明確なキャリアプランを立てなが
ら、人間としても成長していければと思
います」
　最後に、太田先生は薬剤師への期待
を込めて次のように締めくくった。「私
は薬剤師に助けられていることを実感
し、その専門性を高く評価しています。
また、患者さんもその恩恵を感じている
と思います。実際、薬剤師の業務は間
違いなく医療の質向上に貢献している
のですが、これまでは薬剤師自身がそれ
を肌で感じる機会が少なかったかもしれ
ません。しかし、今後薬剤師の活躍の場
は確実に広がっていきますから、自信を
持って新たな業務に挑んでほしいです
ね。そして、診療所は薬剤師が専門性を
発揮し、患者さんに貢献できるフィール
ドとして大きな可能性を秘めていること
を、多くの診療所の医師や薬剤師に知
ってほしいと思います」

～医師との信頼関係を基礎に効果的なチーム医療を実現～

太田 修二 先生

院長
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薬剤師の1日の業務の流れ資料1 クリニカルパス資料2

午

　前

午

　後

8:20
8:30

9:00
9:30
10:00

11:00

12:00

13:45
14:00
14:30
15:00

16:00

17:00

18:00
18:15

朝礼
受付開始
検査
診察

診察終了

受付開始
検査・診察

診察終了
勤務終了

●外来化学療法の準備
　●診療の補助など

●点滴薬調製（4～5人分）
●外来化学療法の服薬指導（生物学的製剤）
　●服薬指導（MTX／ハイリスク薬／医師からの依頼／他）
　●注射薬セット、ワクチンセット
　●診療の補助など

●市販後調査の登録や患者情報の管理他
●午後の準備
●外来化学療法の準備

●点滴薬調製（4～5人分。最大7人分）
●外来化学療法の服薬指導（生物学的製剤）
　●服薬指導（MTX／ハイリスク薬／医師からの依頼／他）
　●注射薬セット、ワクチンセット
　●治験関連薬剤払い出し・治験患者服薬指導
　●診療の補助など

●市販後調査の登録や患者情報の管理他
●在庫管理・DI業務・その他

●は随時

●診療の補助に入るのは、外来化学療法が始まる前の8:30～9:00、13:45～14:30が多い。
●治験の患者対応は午前中もあり。

【レミケード（　　回）】
【疾患名 ： 関節リウマチ】

H28.  8.  8
患者ID

性別 ：　男
年齢 ：氏名 ：

担当看護師 ：

適応基準
 ・ 既存治療で効果不十分な関節リウマチ
 ・ 重大な有害事象が出現していない

除外基準
 ・ 重篤な感染症を合併している患者
 ・ レミケードに対し過敏症のある患者
 ・ 有害事象が出現し継続が困難な患者

様

パスウェイ
評価項目

アウトカム

活動・安静度

検　　査

治　　療
処　　置

薬

指　　導

観　　察

薬  剤  指  導

特  記  事  項

バリアンス有無

注：記載時サイン必要

注：記載時サイン必要

有　　　　　無
注1 ： 黒で記載　　注２ ： 該当評価項目

（□医師　○看護師）レ印でチェック

年　　月　　日 終了時アウトカム
○必要な検査を受け
ることができた

○副作用出現時に知
らせることができた

○終了時、指導内容
を本人家族が理解し
ている

○副作用の出現無く治療が受けられる
○冷汗 ・ 悪心 ・ 息切れ ・ 動悸 ・ 掻痒 ・ 発疹の出現時は知らせることができる
□院内フリー
□関節所見
□採血
□検尿
□胸部X-P（2R）

□生食250ml＋レミケード（　　　）mg
　※体重（　　　）kg　　体重1kgあたり（　　　）mg
○開始時刻（　　：　　）
○処方 ： 有　　無　　　　　○薬剤指導
○次回検査オリエンテーション　　　○次回受診
○治療説明の確認

○350ml/h、6mg/kg以上は250ml/h
　（ただし初回～3回までは開始15分間20ml/hのち250ml/hへアップ）

診察前

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

○有

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

○有

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

体温（℃）
心拍数（/分）
血圧（mmHg）
Sa02（%）
冷汗
悪心
息切れ
動悸
発疹
モニター記録
看護師サイン

： ： ： ： ：

投与前 15分後
（○アップ確認）

投与開始から終了まで
終了時

終了
15分後

○自覚症状に関する問診票

□体重測定



診療所における薬剤師の業務と期待される専門性
　厚生労働省の「平成26年(2014) 医師・歯科医師・薬剤師調査」によると、薬剤師の勤務施設の構成比は薬局56%、病院17％、
診療所2％となっている。医療法では、例外規定はあるものの専属薬剤師の配置が義務付けられているのは、医師が常時3人以上
勤務する診療所に限られているため、診療所に勤務する薬剤師は全国に6千人弱と少なく、その業務内容も広く知られているとは
言い難い。おあしす内科リウマチ科クリニック（茨城県日立市）は、チーム医療による患者さんのトータルサポートを基本方針に掲
げ、開業時より薬剤師を配置し、専門性を生かしてリウマチ性疾患における積極的治療や患者さんの継続的支援を行っている。
診療所の薬剤師における診療への関与と医療の質向上への貢献について取材した。

医療法人修礼会 おあしす内科リウマチ科クリニック

最適な治療の提供のためには
薬剤師が不可欠
　おあしす内科リウマチ科クリニック
は、2012年4月に一般内科、リウマチ科
の診療所として開業した。患者数は1日
平均約65人、うち関節リウマチ（RA）
や全身性エリテマトーデスなどの膠原
病、痛風などのリウマチ性疾患が約7割
を占める。院長の太田先生は、20年に
およぶリウマチ性疾患の診療経験を有
するスペシャリストであり、RA発症早期
の寛解導入を目標とする積極的治療を
推進している。
　太田先生と常勤薬剤師の宮村先生
は、多賀総合病院勤務時代から10年以
上にわたりチーム医療の実践を通じて
信頼関係を築いてきた。宮村先生は病
院薬剤師として幅広いスキルを身に付
けた後、更なるステップアップを目指し
て同クリニックに転じた。病院勤務の経
験を生かしながら、2014年にはこの年
から始まった日本リウマチ財団の「リウ
マチ財団登録薬剤師」となり、専門性を

一層高めている。
　開業にあたり薬剤師の存在がどうし
ても必要だと考えた理由を、太田先生
は次のように説明する。「まずは、病院
勤務時代から宮村さんを通じて薬剤師
の能力を高く評価していたこと、さら
に、患者さんに十分な診療を行うために
は医師だけでは不十分で、多職種による
チーム医療が不可欠だからです。例えば
薬の説明では、薬剤師や看護師が繰り
返し行うことで患者さんの理解が深ま
り、治療の効果が向上します」
　また、同クリニックは診療所としては
数少ない「外来化学療法加算ⅠＢ」の算
定施設だが、その施設基準として、5年
以上の化学療法の経験を持つ医師、看
護師の他に、化学療法の調剤経験を5
年以上有する常勤薬剤師の配置が定め
られている。RAの治療薬が点滴や自己
注射を含む皮下注射と多様化する中
で、太田先生は医療提供側の事情で患
者さんの治療の選択肢を狭めることが
あってはならないとの信念から、最適な

治療の提供のための設備とスタッフの
充実には最大限の配慮をしている。薬
剤師常駐はその一つの体現と言える。
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　同クリニックでは注射薬と治験関連
薬剤以外は院外処方のため、薬剤師の
業務内容は注射薬調剤、服薬指導、DI
業務、医薬品管理が中心である。一日の
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礼後、診療受付開始と同時に外来化学
療法の準備を始める。検査結果から処
方内容が決定した4～5人分の調製を行
った後、点滴中の患者さんに服薬指導
を行う。その合間に、皮下注射の調剤、
注射やワクチンの準備、メトトレキサート
（MTX）や生物学的製剤、ハイリスク
薬などを開始する患者さんや医師から
指示があった患者さんを対象に服薬指
導を実施する。午後も同様だが、医薬品
の在庫管理やDI業務などの他、日によ
っては治験患者さんの服薬指導や薬剤
の払い出しを行う（資料1）。
　宮村先生は現在置かれた環境につい
て、薬剤師にとって理想的だと言う。「カ
ルテや検査値などの情報入手や、診察
室での会話が耳に入ることで患者さん
の状況把握が容易なため、処方薬が判
断できた段階で必要な説明資料を準備
し、処方意図や患者背景に応じた効率
的な服薬指導ができます。逆に、服薬指
導で患者さんから重要な情報が得られ
れば、すぐに医師にフィードバックして治
療に反映できるのでやりがいを感じられ
ます」
　こうした治療中における情報共有に
加えて、より安全な薬物療法を目的に、
全スタッフが治療方針を共有するツール
として、疾患別・薬剤別のクリニカルパ

スを作成している（資料2）。また、同院
では各職種の専門性を尊重する一方
で、相互の業務も積極的に補完し合う。
「看護師が問診中で人手が足りなけれ
ば、薬剤師であっても、診療の補助やカ
ルテを出すなど、他の職種のフォローを
行うよう配慮しています」　

専門性の高いRAの治療戦略と
薬剤師の役割
　近年、ＲＡの治療は生物学的製剤の
登場により大きく進歩し、「寛解」が現
実的な治療目標となった。同クリニック
では、発症早期の寛解導入のために、
正確な病状把握に基づく適正かつ積極
的な治療を行う「目標達成に向けた治療
（Treat to Target）」および疾患活動性
のコントロールを厳重に行う「タイトコン
トロール」を推進するとともに、感染症
や副作用の管理、そのための定期的な
検査などの安全対策も徹底している。さ
らに、生活習慣病の管理も併行して行
うことで患者さんを総合的にサポートす
る。というのも、RAと糖尿病や高血圧
を併発している例も多く、生物学的製剤
でRAは寛解しても、脳卒中や心筋梗塞
で倒れてしまえば意味がないからだ。
「大切なのはやるべきことをきちんとや
ることですが、患者さんの理解と治療に
前向きに取り組む意思がなければ目標
は達成できません。そこで薬剤師による
服薬指導が必要になるのです」と太田
先生は強調する。

　宮村先生は治療の必要性や薬の副
作用について、患者さんの理解度に応じ
て平易かつ明快に説明するとともに、
患者さんが体調の変化を気軽に医療者
に伝えられることが安全対策につなが
ると考えた配慮も忘れない。例えば薬を
手渡す際に、体調や管理方法など困っ
ていることがないか尋ねる他、診察室で
の会話で理解が不十分と思われる点や
重要な点を繰り返し説明することなど、
患者さんとコミュニケーションを通じて
信頼関係を築くことを心掛けている。

診療所における薬剤師業務の
可能性と期待
　薬剤師にとって診療所の魅力は、患
者さんに寄り添い診断から立ち会うこと
で、医師、看護師と共に治療方針の決
定に関与できること、また経過をフォロ
ーしながら患者さんの思いを共有できる
ことにある。したがって、意欲次第で薬
剤師として業務と能力の幅を広げること
ができると宮村先生は話す。「患者さん
の様子がいつもと違えば声を掛け、診
察の前に問診をして、必要と考えられる
検査は薬剤師がオーダーしますし、湿布
薬が余っていると聞けば、薬剤師の判断
で処方を中止することもあります。ただ
し、診察前に薬を勝手に追加・増量す
ることはありません」
　同クリニックではプロトコルの作成ま
ではしていないが、医師と薬剤師の事前
の合意に基づく薬物治療管理がごく自

然に行われている。「ここまでは薬剤師
が行うという明確な線引きに基づいて
診療のサポートをしてくれます。疑義照
会もその根拠と代替案を提示してくれま
すから判断もしやすいですね」と、太田
先生は宮村先生に対し全幅の信頼を置
いている。
　宮村先生は間もなく産休・育休に入る
ため、現在は後任のスタッフへの引き継
ぎや資料作りに力を入れている。「復帰
後も育児との両立は簡単ではないと思
いますが、薬剤師として何を目指したい
のか、明確なキャリアプランを立てなが
ら、人間としても成長していければと思
います」
　最後に、太田先生は薬剤師への期待
を込めて次のように締めくくった。「私
は薬剤師に助けられていることを実感
し、その専門性を高く評価しています。
また、患者さんもその恩恵を感じている
と思います。実際、薬剤師の業務は間
違いなく医療の質向上に貢献している
のですが、これまでは薬剤師自身がそれ
を肌で感じる機会が少なかったかもしれ
ません。しかし、今後薬剤師の活躍の場
は確実に広がっていきますから、自信を
持って新たな業務に挑んでほしいです
ね。そして、診療所は薬剤師が専門性を
発揮し、患者さんに貢献できるフィール
ドとして大きな可能性を秘めていること
を、多くの診療所の医師や薬剤師に知
ってほしいと思います」

～医師との信頼関係を基礎に効果的なチーム医療を実現～

太田 修二 先生

院長

おお    た      しゅう   じ

宮村 玲子 先生

ＤＩ室長・治験コーディネーター
薬剤師
みや   むら      れい    こ
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薬剤師の1日の業務の流れ資料1 クリニカルパス資料2

午

　前

午

　後

8:20
8:30

9:00
9:30
10:00

11:00

12:00

13:45
14:00
14:30
15:00

16:00

17:00

18:00
18:15

朝礼
受付開始
検査
診察

診察終了

受付開始
検査・診察

診察終了
勤務終了

●外来化学療法の準備
　●診療の補助など

●点滴薬調製（4～5人分）
●外来化学療法の服薬指導（生物学的製剤）
　●服薬指導（MTX／ハイリスク薬／医師からの依頼／他）
　●注射薬セット、ワクチンセット
　●診療の補助など

●市販後調査の登録や患者情報の管理他
●午後の準備
●外来化学療法の準備

●点滴薬調製（4～5人分。最大7人分）
●外来化学療法の服薬指導（生物学的製剤）
　●服薬指導（MTX／ハイリスク薬／医師からの依頼／他）
　●注射薬セット、ワクチンセット
　●治験関連薬剤払い出し・治験患者服薬指導
　●診療の補助など

●市販後調査の登録や患者情報の管理他
●在庫管理・DI業務・その他

●は随時

●診療の補助に入るのは、外来化学療法が始まる前の8:30～9:00、13:45～14:30が多い。
●治験の患者対応は午前中もあり。

【レミケード（　　回）】
【疾患名 ： 関節リウマチ】

H28.  8.  8
患者ID

性別 ：　男
年齢 ：氏名 ：

担当看護師 ：

適応基準
 ・ 既存治療で効果不十分な関節リウマチ
 ・ 重大な有害事象が出現していない

除外基準
 ・ 重篤な感染症を合併している患者
 ・ レミケードに対し過敏症のある患者
 ・ 有害事象が出現し継続が困難な患者

様

パスウェイ
評価項目

アウトカム

活動・安静度

検　　査

治　　療
処　　置

薬

指　　導

観　　察

薬  剤  指  導

特  記  事  項

バリアンス有無

注：記載時サイン必要

注：記載時サイン必要

有　　　　　無
注1 ： 黒で記載　　注２ ： 該当評価項目

（□医師　○看護師）レ印でチェック

年　　月　　日 終了時アウトカム
○必要な検査を受け
ることができた

○副作用出現時に知
らせることができた

○終了時、指導内容
を本人家族が理解し
ている

○副作用の出現無く治療が受けられる
○冷汗 ・ 悪心 ・ 息切れ ・ 動悸 ・ 掻痒 ・ 発疹の出現時は知らせることができる
□院内フリー
□関節所見
□採血
□検尿
□胸部X-P（2R）

□生食250ml＋レミケード（　　　）mg
　※体重（　　　）kg　　体重1kgあたり（　　　）mg
○開始時刻（　　：　　）
○処方 ： 有　　無　　　　　○薬剤指導
○次回検査オリエンテーション　　　○次回受診
○治療説明の確認

○350ml/h、6mg/kg以上は250ml/h
　（ただし初回～3回までは開始15分間20ml/hのち250ml/hへアップ）

診察前

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

○有

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

○有

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

体温（℃）
心拍数（/分）
血圧（mmHg）
Sa02（%）
冷汗
悪心
息切れ
動悸
発疹
モニター記録
看護師サイン

： ： ： ： ：

投与前 15分後
（○アップ確認）

投与開始から終了まで
終了時

終了
15分後

○自覚症状に関する問診票

□体重測定



病院主導で取り組む残薬解消
　服薬コンプライアンスの低下やポリファーマシー（多剤処方）などによる残薬の問題が、近年社会的に注目されるようにな
り、2016年度の診療報酬改定では、内服薬の処方削減を評価するとともに、処方箋様式の変更による残薬調整が促された。
深谷赤十字病院（埼玉県深谷市・506床）薬剤部は、保険薬局で患者さんの残薬を確認した場合、疑義照会なしで処方日数を
短縮できる連携のスキームを構築し、2015年12月より運用を開始した。医薬品の適正使用の推進に向けた埼玉県北部地域の
取り組みを取材した。

深谷赤十字病院

問題意識を共有し
地域で協議会を設立
　深谷赤十字病院は埼玉県北部医療
圏の急性期医療とともに地域医療を担
う中核病院である。薬剤部も臨床薬剤
業務に加え、研究・教育活動、地域の
薬剤師会や病院との薬薬連携に積極
的に取り組んでいる。2011年2月には、
同院が中心になって、行田、熊谷、深
谷、本庄児玉、寄居、秩父の各薬剤師
会とそれぞれの中核5病院で組織する
「埼玉県北部薬薬連携協議会」（以
下、協議会）を設立した。薬局薬剤師と
病院薬剤師の相互理解、相互利益、相
互尊重を目標に掲げ、より良い医療を
提供するための意見交換の場として、
年2回の研修会と年6回の講演会を開
催している。
　設立のきっかけは、入院患者さんの
持参薬鑑別における問題点が浮き彫り
になったためと薬剤部長の麻生先生は
振り返る。「情報入手の鍵となるお薬手
帳には、記入方法の相違や内容の誤
り、用法・用量に関する情報がないもの
などが散見されました。患者さんの安全

を担保するためには薬剤師会と協力し
て対策を検討する必要があると考え、
深谷市薬剤師会と周辺の薬剤師会およ
び中核病院に働きかけた結果、県面積
の3分の1に及ぶ広域の会が発足したの
です」
　残薬対策も協議会として行った。「数
年前から残薬問題がマスコミで取り上
げられるようになりました。協議会に
も、在宅での残薬や薬局に持ち込まれ
る飲み残しの薬について、気になってい
るが医師には伝えづらいという薬局薬
剤師の声が届いており、対策の必要性
を感じていました。重視したのは、病院
による一方的な取り決めではなく、当事
者である薬剤師の理解を得たうえで、地
域一丸となって取り組むことでした」と
麻生先生は話す。そこで、2015年6月に
開催した第9回研修会は、“緊急討論
ザ・残薬！”をテーマに設定した。協議
会事務局として企画・運営を担当する
医薬品情報課長の須賀先生は、「なぜ
このテーマを掲げたのかを会の冒頭で
説明し、開催の目的を明確にしました。
そして、講演では埼玉県薬剤師会による

『高齢者等の薬の飲み残し対策事業』
の調査報告を、続いて病院薬剤師から
持参薬の現状、薬局薬剤師からは残薬
解消への取り組み状況を発表しました。
さらに総合討論ではそれぞれの立場か
ら問題点や要望を出し合い、最終的に
は目指すべき方向に活動のベクトルを
揃えることができました」と説明する。
　研修会での討議を踏まえて、薬剤部で
は院外処方箋を用いた方法を考案する
一方で、薬剤師会からは病院側に残薬
調整を実施する旨の文書が提出された。
病院の幹部会議、管理会議、医局会な
どで説明し承認を得ると、2015年12月
11日の第10回研修会で地域の薬剤師に
周知し、同14日より運用を開始した。

疑義照会なしで残薬調整を可能に
　同院が採用した方法は、院外処方箋
に残薬調整（日数短縮）が可能である
ことを明記することだった（資料1）。こ
れにより、薬局薬剤師が残薬を確認し
た場合、疑義照会なしで処方日数を短
縮することが可能になった。処方時の
電子カルテ入力画面では予め「全Rp.残
薬調整（日数短縮）可」に設定されてお
り、調整不可の場合にチェックを外す
運用としているため、医師の負担はほと
んどない。なお、2016年度診療報酬改
定で処方箋の様式が変更され、保険薬
局が調剤時に残薬を確認した場合の対
応として、「保険医療機関へ疑義照会し
た上で調剤」「保険医療機関へ情報提
供」のチェック項目が新設されたことか
ら、同院でも対応を行った。
　処方箋の書式は左半分が処方箋、右
半分が「処方変更等FAX連絡用紙」と
なっており、保険薬局で残薬調整を行っ
た場合は、その内容を病院にファクスで
報告する。運用開始から3カ月半で、保
険薬局からの処方変更等の連絡1,520

件のうち、残薬調整に関わるものは
165件（10.9%)であった。薬価換算で
約96万円、年間では約300万円の医療
費削減効果があり、麻生先生らは予想
以上の効果に驚いたという。
　取り組みの成果は医療費削減だけで
はない。「薬局薬剤師は残薬の確認を
することで患者さんの服薬状況を知る
ことができます。それにより、残薬が発
生する原因や背景を踏まえた適切な服
薬指導が可能になるとともに、医師に
情報をフィードバックすることで、処方
の適正化につながります。さらに、入院
患者さんの持参薬を事前に整理するこ
とになりますから、鑑別業務の効率化
も期待できます。もちろん、患者さんに
も経済的メリットをもたらします」と須
賀先生は話す。
　今後、残薬に対する薬局薬剤師の意
識が高まり、患者さんに働きかける機
会が増えれば、その効果はさらに増大し
ていくだろう。これを地域全体に普及さ
せることを麻生先生は目指している。
「目的は残薬調整ではなく、まずは残薬
を発生させないこと、そして医薬品の適
正使用推進です。そのために大切なの
は、患者教育と地域医療連携による処
方情報の共有化であり、そのいずれに
おいても薬剤師は重要な役割を担って
いることを、地域共通の認識としたいと
思います」

薬薬連携で職能を磨き
医療貢献を推進
　協議会は設立から約5年が経過し、
2016年4月までに10回の研修会、11
回の講演会を開催した（資料2）。遠方
からも含めて毎回100名前後の参加が
あり、アンケート調査によると高く評価
されている。多様なテーマについて積
極的に意見交換を行う参加型研修会
は、お薬手帳の記載内容の一部統一、
ジェネリック医薬品の選択基準の共
有、大腸がん・胃がんのレジメンおよび
服薬指導の統一、在宅医療の現状把
握と新たな展開、調剤過誤対策の検討
と共有、そして残薬調整のための処方
箋の変更など、多くの成果を生んだ。ま
た、病院間、保険薬局間だけでなく相
互の交流が活発化し、顔の見える関係
が築けたことは、将来につながる大き
な財産である。

　この地域の薬薬連携をさらに発展さ
せ、患者さんへの貢献を実現するために
は、薬剤師のレベルアップが必要だと
須賀先生は考えている。「今後は、新人
薬剤師に対する教育や合同研修会、ワ
ークショップなども含め、協議会による
一貫した研修会、講演会の継続でさら
なる連携強化を目指します。そして、患
者さんから埼玉県北部の医療は安心・
安全だと言ってもらえるようになりたい
ですね」
　2016年度の診療報酬改定では、残
薬や重複投与、多剤投与などの対策が
評価されたが、麻生先生は地域と薬剤
師の将来を展望し、次のように締めくく
った。「今回の改定は、薬剤師にこれ

まで以上に医薬品適正使用に関与する
ことを促すものだと受け止めています。
当院では病棟薬剤業務はもちろん、外
来においても、緩和ケア外来での薬剤
師の同席の実施など業務の拡充を図っ
てきましたが、これからも入院、外来、
在宅を通じたシームレスな薬物療法を
提供できる仕組みづくりに取り組んで
いきます。そして、薬剤師の力を結集す
ることで、病院や保険薬局単独では実
現しえない大きな価値の創造が可能だ
ということをアピールしていきたいと思
います」。

～埼玉県北部薬薬連携協議会の活動と成果～

麻生 一郎 先生

薬剤部　薬剤部長
あそ    う        いち   ろう

須賀 宏之 先生

薬剤部　医薬品情報課長
す     が       ひろ   ゆき
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埼玉県北部薬薬連携協議会　活動内容資料2

院外処方箋による残薬調整の指示と報告資料1

●2011年6月より年2回開催
●テーマ（会員発表＋討論会）

研  修  会 講  演  会

第 1 回

第 2 回
第 3 回
第 4 回
第 5 回
第 6 回
第 7 回
第 8 回
第 9 回
第10回

薬薬連携：情報の共有
知りたい情報と伝えられる情報
GE薬の採用・選定基準について
薬剤師が知りたい抗がん剤治療
在宅医療について
糖尿病について（インスリンを中心に）
調剤過誤防止対策について
災害時における薬剤師像とは
疑義照会と薬剤師の役割
緊急討論  ザ・残薬！
処方解析  だから疑義照会は必要なんだ！

●2014年8月より年6回開催
●臨床に関する講演を中心に企画
第 1 回
第 2 回
第 3 回
第 4 回
第 5 回
第 6 回
第 7 回
第 8 回
第 9 回

第10回

第11回

糖尿病診療の基礎知識
1ヵ月で変わる高血圧コントロール
プライマリケアにおけるCOPD
今後の糖尿病薬物治療を考える
スポーツ整形外科におけるUp to Date
メトホルミンの適正使用と安全性
当院でのCOPD診療
検査値から読み取る最新の血液疾患
①Metabolomics解析による医薬品
　の評価
②検査値から読み取る最新の血液疾患
①認知症の人への看護
②認知症診断・治療の流れ
抗血小板薬についての最近の話題

●●●●●

院　　　外　　　処　　　方　　　せ　　　ん
処 方 変 更 等 F A X 連 絡 用 紙

保険薬局様へのお願い
・疑義照会は直接各科外来へお問い合わせください。TEL（048）571-1511（代表）
・疑義照会や後発品への変更があった場合、この用紙に記入しFAXにてお知らせ下さい。

年 　 月 　 日
平成   年 　 月 　 日処方日

（住所）

（名称・氏名）

（電話・FAX）

（患者番号：　　　　　　　　　 患者氏名：　　　　　　　　　）

（科名：　　　　　　　　　　医師名：　　　　　　　　　）

1/1
内 科

公費負担者番号

患
　
　
　者

公 費 負 担 医 療
の 受 給 者 番 号

氏名 テストカンジャ　802

1970年10月10日 　45才

平 成 2 8 年 0 4 月 0 1 日 年 　 月　日
1

G X V 0 6  F A T

埼玉県深谷市上柴町西5丁目8番地1
深 谷 赤 十 字 病 院

0 4 8 － 5 7 1 － 1 5 1 1

1 0   割

3錠1） 配合錠

以下余白

・　・　・分3  毎食後
・　・　・2016/04/01（金）
・　・　・全Rp.  残薬調整（日数短縮）可

14日分

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 4 6 0 0 6 5 6

〒366-0052　埼玉県深谷市上柴町西5丁目8番地1

FAX　（ 0 4 8 ）5 7 3 - 5 6 7 5（ 医 事 課 直 通 ）
<番号間違いにはくれぐれもご注意下さい。>
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男性

テスト患者　802

区分
生年月日

変更不可 　個々の処方薬について、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更に差し支えがあると判断した場合
には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。

特に記載のある場合を除き交付
日を含めて4日以内に保険薬局
に提出すること。

都道府県
番号

点数表
番号

医療機関
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[ ]
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保 険 医 氏 名
保険医療機関での
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9700008023

印
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・処方せんには医師氏名及び押印がない場合、無効となりますのでお確かめ下さい。
・処方せんには有効期間中（発行日を含めて4日以内）に保険薬局に持参して下さい。

※初回変更時のみFAXをお願いします。以後は継続調剤可とします。

※規格変更については、患者の同意を得た上で対応してください。　　※残薬調整後は、FAXにてお知らせ下さい。
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残薬調整をした場合はFAXで報告

全R p .残薬調整（日数短縮） 可
※医師による指示。調整不可の場合は
電子カルテ画面のチェックをはずし、
②のいずれかにチェックを入れる

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応（特に指示がある場合は「レ」または「×」を記載すること）
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤　　□保険医療機関へ情報提供

1

2 保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応（特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。）

保険薬局の所在
地及び名称

保険薬剤師氏名

□ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤 □ 保険医療機関へ情報提供



病院主導で取り組む残薬解消
　服薬コンプライアンスの低下やポリファーマシー（多剤処方）などによる残薬の問題が、近年社会的に注目されるようにな
り、2016年度の診療報酬改定では、内服薬の処方削減を評価するとともに、処方箋様式の変更による残薬調整が促された。
深谷赤十字病院（埼玉県深谷市・506床）薬剤部は、保険薬局で患者さんの残薬を確認した場合、疑義照会なしで処方日数を
短縮できる連携のスキームを構築し、2015年12月より運用を開始した。医薬品の適正使用の推進に向けた埼玉県北部地域の
取り組みを取材した。

深谷赤十字病院

問題意識を共有し
地域で協議会を設立
　深谷赤十字病院は埼玉県北部医療
圏の急性期医療とともに地域医療を担
う中核病院である。薬剤部も臨床薬剤
業務に加え、研究・教育活動、地域の
薬剤師会や病院との薬薬連携に積極
的に取り組んでいる。2011年2月には、
同院が中心になって、行田、熊谷、深
谷、本庄児玉、寄居、秩父の各薬剤師
会とそれぞれの中核5病院で組織する
「埼玉県北部薬薬連携協議会」（以
下、協議会）を設立した。薬局薬剤師と
病院薬剤師の相互理解、相互利益、相
互尊重を目標に掲げ、より良い医療を
提供するための意見交換の場として、
年2回の研修会と年6回の講演会を開
催している。
　設立のきっかけは、入院患者さんの
持参薬鑑別における問題点が浮き彫り
になったためと薬剤部長の麻生先生は
振り返る。「情報入手の鍵となるお薬手
帳には、記入方法の相違や内容の誤
り、用法・用量に関する情報がないもの
などが散見されました。患者さんの安全

を担保するためには薬剤師会と協力し
て対策を検討する必要があると考え、
深谷市薬剤師会と周辺の薬剤師会およ
び中核病院に働きかけた結果、県面積
の3分の1に及ぶ広域の会が発足したの
です」
　残薬対策も協議会として行った。「数
年前から残薬問題がマスコミで取り上
げられるようになりました。協議会に
も、在宅での残薬や薬局に持ち込まれ
る飲み残しの薬について、気になってい
るが医師には伝えづらいという薬局薬
剤師の声が届いており、対策の必要性
を感じていました。重視したのは、病院
による一方的な取り決めではなく、当事
者である薬剤師の理解を得たうえで、地
域一丸となって取り組むことでした」と
麻生先生は話す。そこで、2015年6月に
開催した第9回研修会は、“緊急討論
ザ・残薬！”をテーマに設定した。協議
会事務局として企画・運営を担当する
医薬品情報課長の須賀先生は、「なぜ
このテーマを掲げたのかを会の冒頭で
説明し、開催の目的を明確にしました。
そして、講演では埼玉県薬剤師会による

『高齢者等の薬の飲み残し対策事業』
の調査報告を、続いて病院薬剤師から
持参薬の現状、薬局薬剤師からは残薬
解消への取り組み状況を発表しました。
さらに総合討論ではそれぞれの立場か
ら問題点や要望を出し合い、最終的に
は目指すべき方向に活動のベクトルを
揃えることができました」と説明する。
　研修会での討議を踏まえて、薬剤部で
は院外処方箋を用いた方法を考案する
一方で、薬剤師会からは病院側に残薬
調整を実施する旨の文書が提出された。
病院の幹部会議、管理会議、医局会な
どで説明し承認を得ると、2015年12月
11日の第10回研修会で地域の薬剤師に
周知し、同14日より運用を開始した。

疑義照会なしで残薬調整を可能に
　同院が採用した方法は、院外処方箋
に残薬調整（日数短縮）が可能である
ことを明記することだった（資料1）。こ
れにより、薬局薬剤師が残薬を確認し
た場合、疑義照会なしで処方日数を短
縮することが可能になった。処方時の
電子カルテ入力画面では予め「全Rp.残
薬調整（日数短縮）可」に設定されてお
り、調整不可の場合にチェックを外す
運用としているため、医師の負担はほと
んどない。なお、2016年度診療報酬改
定で処方箋の様式が変更され、保険薬
局が調剤時に残薬を確認した場合の対
応として、「保険医療機関へ疑義照会し
た上で調剤」「保険医療機関へ情報提
供」のチェック項目が新設されたことか
ら、同院でも対応を行った。
　処方箋の書式は左半分が処方箋、右
半分が「処方変更等FAX連絡用紙」と
なっており、保険薬局で残薬調整を行っ
た場合は、その内容を病院にファクスで
報告する。運用開始から3カ月半で、保
険薬局からの処方変更等の連絡1,520

件のうち、残薬調整に関わるものは
165件（10.9%)であった。薬価換算で
約96万円、年間では約300万円の医療
費削減効果があり、麻生先生らは予想
以上の効果に驚いたという。
　取り組みの成果は医療費削減だけで
はない。「薬局薬剤師は残薬の確認を
することで患者さんの服薬状況を知る
ことができます。それにより、残薬が発
生する原因や背景を踏まえた適切な服
薬指導が可能になるとともに、医師に
情報をフィードバックすることで、処方
の適正化につながります。さらに、入院
患者さんの持参薬を事前に整理するこ
とになりますから、鑑別業務の効率化
も期待できます。もちろん、患者さんに
も経済的メリットをもたらします」と須
賀先生は話す。
　今後、残薬に対する薬局薬剤師の意
識が高まり、患者さんに働きかける機
会が増えれば、その効果はさらに増大し
ていくだろう。これを地域全体に普及さ
せることを麻生先生は目指している。
「目的は残薬調整ではなく、まずは残薬
を発生させないこと、そして医薬品の適
正使用推進です。そのために大切なの
は、患者教育と地域医療連携による処
方情報の共有化であり、そのいずれに
おいても薬剤師は重要な役割を担って
いることを、地域共通の認識としたいと
思います」

薬薬連携で職能を磨き
医療貢献を推進
　協議会は設立から約5年が経過し、
2016年4月までに10回の研修会、11
回の講演会を開催した（資料2）。遠方
からも含めて毎回100名前後の参加が
あり、アンケート調査によると高く評価
されている。多様なテーマについて積
極的に意見交換を行う参加型研修会
は、お薬手帳の記載内容の一部統一、
ジェネリック医薬品の選択基準の共
有、大腸がん・胃がんのレジメンおよび
服薬指導の統一、在宅医療の現状把
握と新たな展開、調剤過誤対策の検討
と共有、そして残薬調整のための処方
箋の変更など、多くの成果を生んだ。ま
た、病院間、保険薬局間だけでなく相
互の交流が活発化し、顔の見える関係
が築けたことは、将来につながる大き
な財産である。

　この地域の薬薬連携をさらに発展さ
せ、患者さんへの貢献を実現するために
は、薬剤師のレベルアップが必要だと
須賀先生は考えている。「今後は、新人
薬剤師に対する教育や合同研修会、ワ
ークショップなども含め、協議会による
一貫した研修会、講演会の継続でさら
なる連携強化を目指します。そして、患
者さんから埼玉県北部の医療は安心・
安全だと言ってもらえるようになりたい
ですね」
　2016年度の診療報酬改定では、残
薬や重複投与、多剤投与などの対策が
評価されたが、麻生先生は地域と薬剤
師の将来を展望し、次のように締めくく
った。「今回の改定は、薬剤師にこれ

まで以上に医薬品適正使用に関与する
ことを促すものだと受け止めています。
当院では病棟薬剤業務はもちろん、外
来においても、緩和ケア外来での薬剤
師の同席の実施など業務の拡充を図っ
てきましたが、これからも入院、外来、
在宅を通じたシームレスな薬物療法を
提供できる仕組みづくりに取り組んで
いきます。そして、薬剤師の力を結集す
ることで、病院や保険薬局単独では実
現しえない大きな価値の創造が可能だ
ということをアピールしていきたいと思
います」。

～埼玉県北部薬薬連携協議会の活動と成果～

麻生 一郎 先生

薬剤部　薬剤部長
あそ    う        いち   ろう

須賀 宏之 先生

薬剤部　医薬品情報課長
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（住所）

（名称・氏名）

（電話・FAX）

（患者番号：　　　　　　　　　 患者氏名：　　　　　　　　　）

（科名：　　　　　　　　　　医師名：　　　　　　　　　）

1/1
内 科

公費負担者番号

患
　
　
　者

公 費 負 担 医 療
の 受 給 者 番 号

氏名 テストカンジャ　802

1970年10月10日 　45才

平 成 2 8 年 0 4 月 0 1 日 年 　 月　日
1

G X V 0 6  F A T

埼玉県深谷市上柴町西5丁目8番地1
深 谷 赤 十 字 病 院

0 4 8 － 5 7 1 － 1 5 1 1

1 0   割

3錠1） 配合錠

以下余白

・　・　・分3  毎食後
・　・　・2016/04/01（金）
・　・　・全Rp.  残薬調整（日数短縮）可

14日分

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 4 6 0 0 6 5 6

〒366-0052　埼玉県深谷市上柴町西5丁目8番地1

FAX　（ 0 4 8 ）5 7 3 - 5 6 7 5（ 医 事 課 直 通 ）
<番号間違いにはくれぐれもご注意下さい。>

深 　 谷 　 赤 　 十 　 字 　 病 　 院
男性

テスト患者　802

区分
生年月日

変更不可 　個々の処方薬について、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更に差し支えがあると判断した場合
には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。

特に記載のある場合を除き交付
日を含めて4日以内に保険薬局
に提出すること。

都道府県
番号

点数表
番号

医療機関
コ  ー  ド

[ ]
交付年月日 処方せんの

使 用 期 間

保　険　者　番　号

被 保 険 者 証・被 保 険
者 手 帳 の 記 号・番 号
保険医療機関の
所在地及び名称
電　話　番　号
保 険 医 氏 名
保険医療機関での
自 己 負 担 割 合

（この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。） 20888
9700008023

印

後 発 医 薬 品へ の 変 更 不 可

患者様へのお知らせ
・この処方せんは医療法にもとづいて本医療機関が発行するものです。
・処方せんには医師氏名及び押印がない場合、無効となりますのでお確かめ下さい。
・処方せんには有効期間中（発行日を含めて4日以内）に保険薬局に持参して下さい。

※初回変更時のみFAXをお願いします。以後は継続調剤可とします。

※規格変更については、患者の同意を得た上で対応してください。　　※残薬調整後は、FAXにてお知らせ下さい。
※初回変更時のみFAXお願いします。以後は継続調剤可とします。

保 険 医 氏 名

備

　
　
　考

処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　方

調剤済年月日 公費負担者番号

麻薬施

公費負担医療の
受 給 者 番 号

印

印

備  

考

後
発
医
薬

　
　
　
　

 

容

疑
義
照
会
後
処
方
変
更
内
容

発
信
者

宛

　
　先

処方変更等FAX連絡用紙
残薬調整をした場合はFAXで報告

全R p .残薬調整（日数短縮） 可
※医師による指示。調整不可の場合は
電子カルテ画面のチェックをはずし、
②のいずれかにチェックを入れる

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応（特に指示がある場合は「レ」または「×」を記載すること）
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤　　□保険医療機関へ情報提供

1

2 保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応（特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。）

保険薬局の所在
地及び名称

保険薬剤師氏名

□ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤 □ 保険医療機関へ情報提供




