
■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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　地域包括ケアシステムの構築が進む中で、薬剤師に求められる役割は大きく変化している。入院・外来・在宅を通じ
て、安全かつ継続性のある薬物療法を提供するためには、地域医療に根差した薬剤師の育成が必要であり、特に、薬局
薬剤師には在宅を含めたチーム医療の一員として、高度な薬学的管理を実践できる知識とスキルが求められる。その
ような中、病院と保険薬局との連携による薬局薬剤師のスキルアップを目的とした長期間の研修制度が注目されてい
る。本座談会では、薬局薬剤師研修制度を導入している藤田保健衛生大学病院（愛知県豊明市・1,435床）と大阪府
済生会中津病院(大阪市・712床)における研修制度の目的やプログラムの特色を紹介するとともに、研修を受ける
薬局薬剤師を交えて研修の課題や成果などを話し合う中から、地域包括ケアに向けた人材育成のあり方を展望する。

地域医療に根差した人材育成
～病院による「地域包括ケアを担う薬局薬剤師」
　のための研修制度～
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。



■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。
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■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。

済生会中津病院の研修プログラム1　
（6ヵ月間の研修スケジュール：フタツカ薬局　栗谷先生の例）

資料3
済生会中津病院の研修プログラム2
（1週間のスケジュール：フタツカ薬局　栗谷先生の例）

資料4

研修スケジュール 調剤業務、AST
勉強会へ参加

がん
1月

2月

3月

4月

5月

6月

抗がん剤調製、取り揃え、レジメン学習
TPN混注、TDM業務、老健・特養施設
外来化学療法指導、緩和ケアラウンド
注射薬調剤、キャンサーボードへ参加

病棟カンファレンス、持参薬鑑別
病棟業務（初回面談、継続・退院時指導）
退院前カンファレンス、糖尿病教室
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私は… ・地域連携勉強会へ参加
・退院時薬剤情報提供書作成
・持参薬データ整理
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…とある1週間



■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。

セッション2
薬局薬剤師育成研修のメリットと課題



■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。



■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思いますか。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。




