
チーム医療の実践を通じた人材育成と臨床研究への取り組み
　チーム医療の推進とともに薬剤師の活動範囲が広がりをみせる中で、薬剤師のさらなる資質の向上および様々な領域における
薬学的専門性の発揮による患者さんへの貢献が求められている。京都鞍馬口医療センター（京都市・300床）は、臨床薬剤業務お
よびチーム医療への参画を通じて他職種との信頼関係を構築するとともに、人材育成のための環境を整備してきた。また、医師と
の共同、大学との連携による臨床研究体制を構築し、数々の研究成果を上げている。臨床での実践をベースにした人材育成と臨
床研究への取り組みをテーマに取材した。

独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター 薬剤科　
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臨床業務の実践と人材育成で
「総合力のある薬剤科」へ
　京都鞍馬口医療センターは、京都市
北部地域の中枢的病院として急性期医
療を担う。2014年４月に独立行政法人
地域医療機能推進機構（JCHO）に移
行し、社会保険京都病院から改称して
新たなスタートを切った。
　薬剤科は常勤薬剤師15名の体制で、
「チーム医療への参画と貢献、薬物療
法の適正化、地域医療連携の推進、教
育研修および臨床研究の推進」をスロ
ーガンに掲げ、日々活動している。薬剤
科長の国府先生は、「日常業務の中で、
研究者の視点で臨床の問題点を抽出
し、解決を図ることで患者さんに貢献で
きる薬剤師像が目標であり、そのための
環境整備に力を入れています」と話す。
　病棟における薬剤業務は、いわゆる“100
点業務”の時代から積極的に推進し、チー
ム医療の中で薬剤師の存在価値を高め
てきたと副薬剤科長の上田先生は振り
返る。「病棟薬剤業務実施加算が新設

された2012年には既に全病棟に専任
薬剤師を配置して求められる業務を実
施しており、早い段階から経営側の理解
のもと増員を含めた準備を進めていたの
でスムーズに算定開始できました」
　人材育成にも力を入れ、がん、感染
症、糖尿病、ＮＳＴなど幅広い領域の認
定薬剤師が活躍しているが、特にがんの
分野では、がん専門薬剤師およびがん
指導薬剤師の資格を北澤先生が取得し
ており、研修施設としての役割も担って
いる。また、角先生は北澤先生の指導
のもと、2015年から京都薬科大学大学
院のがんプロフェッショナル養成基盤推
進プランに参加し、がん専門薬剤師を目
指している。
　育成における基本方針は、ジェネラリ
ストとして総合力を身につけた後、専門
分野を目指すというもので、その過程で
専門資格の取得を推奨している。毎年、
薬剤科の行動目標を設定し、その実現
に向けて中・長期計画を立案、スタッフ
も各自の目標を立てる。年2回のヒアリ

ングで進捗管理および目標達成のため
のバックアップを行う。「個々の専門性
を伸ばすことを大切にしながら、一方で
全体のバランスを図るようにマネジメン
トすることで総合力のある薬剤科を目指
しています」と国府先生は説明する。
　個々のスタッフの指導・教育を担って
いる北澤先生は、「5年後にどんな薬剤
師になりたいのか、そのためにいま何を
するべきか、明確なキャリアデザインを描
けるように指導しています」と話す。角先
生の場合、6年前に他施設から転職した
時から“がん”をテーマにしようと決めて
いたという。「病院の理解と薬剤科の仲
間のサポートのもと、大学院で学ぶこと
ができる恵まれた環境に感謝していま
す。平日は通常業務、土日は勉強という
ハードな毎日ですが、望んで選んだ道で
すから楽しいですね」と笑顔を見せる。

世界に通じる臨床研究の実践と
成果の還元
　薬剤師に対するニーズが拡大する中、
多忙な業務をこなしながら研究に取り組
むのは容易ではない。しかし同センターで
は、臨床研究は優秀な人材の育成とチー
ム医療の強化につながるとの考えから
積極的に推進し、数多くの実績をあげて
いる。同センターの臨床研究の特徴は、
医師と大学を巻き込んで大規模に展開し
て、学術面（臨床研究）・ハード面（組織
体制）・ソフト面（薬学的ケア）を融合さ
せることで、質の高いエビデンスの創出
を目指しているところにある。この成果
を安心・安全・効果的ながん薬物療法
の提供に繋げている（資料1）。
「医師との共同研究が定着したのも、
病棟業務などを通じて培ってきた信頼
関係があったことが大きいですね」と上
田先生は話す。また、北澤先生は臨床
研究の積み重ねによって互いの信頼が
高まり、チーム医療が円滑に進むことを
実感している。「医師は日々目の前の患
者さんを助けながら、一方で臨床研究に
よって未来の患者さんを救っています。
患者さんの治療にかかわる同じ仲間とし
て薬剤師が臨床研究に取り組むことを
後押しし、時に議論する中で薬剤師の
専門性を認め、処方提案も歓迎してくれ
ます」
　角先生は3年前から「多発性骨髄腫
におけるレナリドミドの個別化投与法の
開発」に取り組んでおり、2015年12月
にアメリカ血液学会で報告、2016年5

月の日本骨髄種学会学術集会では奨励
賞を受賞した。この研究は血液内科の
医師と京都薬科大学薬学部との共同研
究として、現在も症例を集積しながら継
続している。「研究では患者さんの同意
取得や倫理審査などのプロセスにおい
ても医師の協力は不可欠です。担当病
棟が変わった現在も血液内科のカンフ
ァレンスや勉強会に参加し、信頼関係を
築いています」
　薬剤科では毎年、各種学会で研究成
果を発表するだけでなく論文も積極的
に投稿、2015年は海外の学術誌に北
澤先生、角先生の原著論文2本が掲載
された。薬剤科が目標とする「世界に通
じる臨床研究の実践と成果の還元」に
向けて着実に実績を重ねている。

個々の力を結集させた
「チーム薬剤科」を目指す
　同センターでは、外来を含めてすべて
のがん患者さんに薬学的ケアを提供す
る体制が築かれている（資料2）。入院で
は、以前から移植チームに参画し、治療
前から治療中、治療後までの全過程で
薬剤師が密接に関与している。外来では
2014年7月より外来がん患者指導（管
理料3）を開始し、支持療法の提案、説
明指導とモニタリングなどによる安全性
の向上に成果を上げている。また、プロト
コールに基づく薬物治療管理（PBPM）
を導入し、修正レジメンのオーダー入力を
実施している。
　現在、外来がん患者指導は北澤先生

が担当しているが、角先生ががん専門薬
剤師資格を取得後は、一層の体制強化
が見込まれる。「科学者の視点を養うべ
く大学院で学んでいるので、それを臨床
に反映できるよう、研究も臨床も頑張っ
て患者さんに貢献したいと思います」
（角先生）
　また、北澤先生は、「若い薬剤師が目
標を持ち、何らかの資格を取得できるよ
うにバックアップすることで、薬剤科が
多様な知識とスキルを持った専門集団
として活躍できるように力を尽くしたい
ですね」と意欲を示す。
　上田先生の目標は、スタッフが働きや
すく、それぞれの目標を完遂できる環境
を充実させることである。「モチベーショ
ンの維持・向上は簡単なことではありま
せん。ヒアリングなどの機会を大切にし
て、精神的なバックアップも含めた支援
を心がけています。一方で、薬剤科全体
として院内で評価されることも大切で
す。医療制度や診療報酬制度の動向を
キャッチし、目に見える形で実績を上げ
ることで人員の確保や新たな展開も開
けます」
　最後に、国府先生はJCHOの一員と
なった現在、機構全体の人材育成・教
育の質向上も視野に入れる必要がある
とし、「当センターは研修や指導体制に
おいてトップクラスの環境が整っている
と自負しています。今後、薬剤師のスキ
ルアップを牽引していく拠点病院として
の役割を果たしていきたいと思います」
と展望した。

～臨床と研究の両輪で患者さんへの貢献を目指す～
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薬・医・学連携に基づくがん薬剤業務基盤の構築資料1 エビデンスに支持された薬学的ケアの実践資料2

・面談室予約
・患者情報収集
・説明文書作成

・レジメンの選択
・抗がん薬の用量設定
・支持療法の提案
・説明指導とモニタリング

外来がん患者指導への参画

PBPMの実践 ・制吐薬の処方設計
・口内炎予防薬の処方設計
・各副作用対策の立案

【移植治療前】

・制吐薬のレスキュー
・オピオイドのタイトレーション
・急性GVHDに対する処方支援
・免疫抑制薬の血中濃度モニタリング
・投与経路の変更とルート整理
・感染症治療薬の処方設計

【移植治療中】

・慢性GVHDに対する処方支援
・ワクチン接種への支援

【移植治療後】

造血幹細胞移植療法への参画

①外来における薬学的ケア ②入院における薬学的ケア

原則
予約

・同意取得

薬学的介入
・レジメンの選択
・抗がん薬の投与量
・レジメンPBPM
・支持療法の提案

・レジメンの変更
・投与量の変更 ・支持療法の追加

【外来指導フローチャート】

投　薬
（院外処方）

外来化学
療法室

経口抗がん薬
注射抗がん薬

外　来
採血室

患　者

がん専門薬剤師
がん専門薬剤師

面　談
・診療記録の記載
・診療報酬の算定

担当医師 担当医師
診　察

}

GVHD:graft-versus-host disease

移植におけるすべての過程で薬剤師が密接に関与

PBPM: Protocol Based Pharmacotherapy Management

・レナリドミドの薬力学的相互作用（Oncol Lett, 血内, 姫獨大）
・レナリドミドの個別化投与法の開発（57th ASH meeting, 血内, 京薬大）
・メルファランの薬物動態学的相互作用（Mol Clin Oncol, 血内, 姫獨大）
・CHOP骨髄抑制の予測（Cancer Therapy, 血内, 京薬大）
・FN患者におけるメロペネムの適正投与法（Jpn J TDM, 血内, 同女大）
・多剤併用制吐療法の有用性（医療薬学, 血内, 姫獨大）
・ボルテゾミブの自律神経障害（医療薬学, 血内, 姫獨大）
・ベバシズマブの薬力学的相互作用（医療薬学, 化療, 京大）
・ポマリドミドの薬物動態学的相互作用（医療薬学会, 血内, 姫獨大）
・高齢患者におけるGDP救援療法（医療薬学会, 血内, 姫獨大）

学術面

病  床  数：300床
薬剤師数：15名
施設認定：日本医療薬学会認定
　　　　　がん専門薬剤師研修施設
　　　　　薬物療法専門薬剤師研修施設
　　　　　認定薬剤師制度研修施設

施設概要

ハード面

ソフト面

・IMiDsの管理体制構築（日病薬誌, 血内, 姫獨大）
・レジメン完全標準化の実施（日病薬誌, 副院長, 姫獨大）
・がん治療関連業務の実態調査（日病薬誌）

（発表論文・学会, 連携医師, 連携大学）
血内：血液内科, 呼内：呼吸器内科, 化療：外来化学療法部
姫獨大：姫路獨協大学薬学部, 京薬大：京都薬科大学薬学部 , 同女大：同志社女子大学薬学部
京大：京都大学医学部附属病院
IMiDs: immunomodulatory drugs, FN: febrile neutropenia.

日本臨床腫瘍薬学会　優秀演題賞
日本骨髄腫学会　　　奨励賞

・入院がん患者への薬学的ケアの実践
　　臨床的効果（医療薬学, 血内, 京薬大）
　　経済的効果（医療薬学, 血内, 京薬大）
　　心理的効果（医療薬学, 血内, 姫獨大）
　　緩和ケア（緩和医療薬学, 呼内, 姫獨大）
・造血幹細胞移植療法への参画
　　カンファレンスの薬学的介入（医療薬学会, 血内）
　　タクロリムスの薬物動態（医療薬学会, 血内, 姫獨大）
・外来がん患者への薬学的ケアの実践
　　がん患者指導管理料3（臨床腫瘍薬学会, 病院長）
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多忙な業務をこなしながら研究に取り組
むのは容易ではない。しかし同センターで
は、臨床研究は優秀な人材の育成とチー
ム医療の強化につながるとの考えから
積極的に推進し、数多くの実績をあげて
いる。同センターの臨床研究の特徴は、
医師と大学を巻き込んで大規模に展開し
て、学術面（臨床研究）・ハード面（組織
体制）・ソフト面（薬学的ケア）を融合さ
せることで、質の高いエビデンスの創出
を目指しているところにある。この成果
を安心・安全・効果的ながん薬物療法
の提供に繋げている（資料1）。
「医師との共同研究が定着したのも、
病棟業務などを通じて培ってきた信頼
関係があったことが大きいですね」と上
田先生は話す。また、北澤先生は臨床
研究の積み重ねによって互いの信頼が
高まり、チーム医療が円滑に進むことを
実感している。「医師は日々目の前の患
者さんを助けながら、一方で臨床研究に
よって未来の患者さんを救っています。
患者さんの治療にかかわる同じ仲間とし
て薬剤師が臨床研究に取り組むことを
後押しし、時に議論する中で薬剤師の
専門性を認め、処方提案も歓迎してくれ
ます」
　角先生は3年前から「多発性骨髄腫
におけるレナリドミドの個別化投与法の
開発」に取り組んでおり、2015年12月
にアメリカ血液学会で報告、2016年5

月の日本骨髄種学会学術集会では奨励
賞を受賞した。この研究は血液内科の
医師と京都薬科大学薬学部との共同研
究として、現在も症例を集積しながら継
続している。「研究では患者さんの同意
取得や倫理審査などのプロセスにおい
ても医師の協力は不可欠です。担当病
棟が変わった現在も血液内科のカンフ
ァレンスや勉強会に参加し、信頼関係を
築いています」
　薬剤科では毎年、各種学会で研究成
果を発表するだけでなく論文も積極的
に投稿、2015年は海外の学術誌に北
澤先生、角先生の原著論文2本が掲載
された。薬剤科が目標とする「世界に通
じる臨床研究の実践と成果の還元」に
向けて着実に実績を重ねている。

個々の力を結集させた
「チーム薬剤科」を目指す
　同センターでは、外来を含めてすべて
のがん患者さんに薬学的ケアを提供す
る体制が築かれている（資料2）。入院で
は、以前から移植チームに参画し、治療
前から治療中、治療後までの全過程で
薬剤師が密接に関与している。外来では
2014年7月より外来がん患者指導（管
理料3）を開始し、支持療法の提案、説
明指導とモニタリングなどによる安全性
の向上に成果を上げている。また、プロト
コールに基づく薬物治療管理（PBPM）
を導入し、修正レジメンのオーダー入力を
実施している。
　現在、外来がん患者指導は北澤先生

が担当しているが、角先生ががん専門薬
剤師資格を取得後は、一層の体制強化
が見込まれる。「科学者の視点を養うべ
く大学院で学んでいるので、それを臨床
に反映できるよう、研究も臨床も頑張っ
て患者さんに貢献したいと思います」
（角先生）
　また、北澤先生は、「若い薬剤師が目
標を持ち、何らかの資格を取得できるよ
うにバックアップすることで、薬剤科が
多様な知識とスキルを持った専門集団
として活躍できるように力を尽くしたい
ですね」と意欲を示す。
　上田先生の目標は、スタッフが働きや
すく、それぞれの目標を完遂できる環境
を充実させることである。「モチベーショ
ンの維持・向上は簡単なことではありま
せん。ヒアリングなどの機会を大切にし
て、精神的なバックアップも含めた支援
を心がけています。一方で、薬剤科全体
として院内で評価されることも大切で
す。医療制度や診療報酬制度の動向を
キャッチし、目に見える形で実績を上げ
ることで人員の確保や新たな展開も開
けます」
　最後に、国府先生はJCHOの一員と
なった現在、機構全体の人材育成・教
育の質向上も視野に入れる必要がある
とし、「当センターは研修や指導体制に
おいてトップクラスの環境が整っている
と自負しています。今後、薬剤師のスキ
ルアップを牽引していく拠点病院として
の役割を果たしていきたいと思います」
と展望した。

～臨床と研究の両輪で患者さんへの貢献を目指す～

国府 孝敏 先生

薬剤科長
こく    ふ       たか   とし

北澤 文章 先生

主任  がん専門薬剤師
きた   ざわ      ふみ   あき

角　 陽子 先生

病棟専任薬剤師
かど               よう     こ

上田 久美 先生

副薬剤科長
うえ     だ         く      み
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薬・医・学連携に基づくがん薬剤業務基盤の構築資料1 エビデンスに支持された薬学的ケアの実践資料2

・面談室予約
・患者情報収集
・説明文書作成

・レジメンの選択
・抗がん薬の用量設定
・支持療法の提案
・説明指導とモニタリング

外来がん患者指導への参画

PBPMの実践 ・制吐薬の処方設計
・口内炎予防薬の処方設計
・各副作用対策の立案

【移植治療前】

・制吐薬のレスキュー
・オピオイドのタイトレーション
・急性GVHDに対する処方支援
・免疫抑制薬の血中濃度モニタリング
・投与経路の変更とルート整理
・感染症治療薬の処方設計

【移植治療中】

・慢性GVHDに対する処方支援
・ワクチン接種への支援

【移植治療後】

造血幹細胞移植療法への参画

①外来における薬学的ケア ②入院における薬学的ケア

原則
予約

・同意取得

薬学的介入
・レジメンの選択
・抗がん薬の投与量
・レジメンPBPM
・支持療法の提案

・レジメンの変更
・投与量の変更 ・支持療法の追加

【外来指導フローチャート】

投　薬
（院外処方）

外来化学
療法室

経口抗がん薬
注射抗がん薬

外　来
採血室

患　者

がん専門薬剤師
がん専門薬剤師

面　談
・診療記録の記載
・診療報酬の算定

担当医師 担当医師
診　察

}

GVHD:graft-versus-host disease

移植におけるすべての過程で薬剤師が密接に関与

PBPM: Protocol Based Pharmacotherapy Management

・レナリドミドの薬力学的相互作用（Oncol Lett, 血内, 姫獨大）
・レナリドミドの個別化投与法の開発（57th ASH meeting, 血内, 京薬大）
・メルファランの薬物動態学的相互作用（Mol Clin Oncol, 血内, 姫獨大）
・CHOP骨髄抑制の予測（Cancer Therapy, 血内, 京薬大）
・FN患者におけるメロペネムの適正投与法（Jpn J TDM, 血内, 同女大）
・多剤併用制吐療法の有用性（医療薬学, 血内, 姫獨大）
・ボルテゾミブの自律神経障害（医療薬学, 血内, 姫獨大）
・ベバシズマブの薬力学的相互作用（医療薬学, 化療, 京大）
・ポマリドミドの薬物動態学的相互作用（医療薬学会, 血内, 姫獨大）
・高齢患者におけるGDP救援療法（医療薬学会, 血内, 姫獨大）

学術面

病  床  数：300床
薬剤師数：15名
施設認定：日本医療薬学会認定
　　　　　がん専門薬剤師研修施設
　　　　　薬物療法専門薬剤師研修施設
　　　　　認定薬剤師制度研修施設

施設概要

ハード面

ソフト面

・IMiDsの管理体制構築（日病薬誌, 血内, 姫獨大）
・レジメン完全標準化の実施（日病薬誌, 副院長, 姫獨大）
・がん治療関連業務の実態調査（日病薬誌）

（発表論文・学会, 連携医師, 連携大学）
血内：血液内科, 呼内：呼吸器内科, 化療：外来化学療法部
姫獨大：姫路獨協大学薬学部, 京薬大：京都薬科大学薬学部 , 同女大：同志社女子大学薬学部
京大：京都大学医学部附属病院
IMiDs: immunomodulatory drugs, FN: febrile neutropenia.

日本臨床腫瘍薬学会　優秀演題賞
日本骨髄腫学会　　　奨励賞

・入院がん患者への薬学的ケアの実践
　　臨床的効果（医療薬学, 血内, 京薬大）
　　経済的効果（医療薬学, 血内, 京薬大）
　　心理的効果（医療薬学, 血内, 姫獨大）
　　緩和ケア（緩和医療薬学, 呼内, 姫獨大）
・造血幹細胞移植療法への参画
　　カンファレンスの薬学的介入（医療薬学会, 血内）
　　タクロリムスの薬物動態（医療薬学会, 血内, 姫獨大）
・外来がん患者への薬学的ケアの実践
　　がん患者指導管理料3（臨床腫瘍薬学会, 病院長）


