
薬剤師力を発揮するための人材育成と職場環境作り
　チーム医療の推進の流れの中で、多くの医療現場で薬剤師が活躍するようになった。薬剤師への期待が高まる一方で、次世
代を担う薬剤師を育成していくためには、個々の薬剤師がやりがいや働きがいを持って専門能力を発揮するための職場環境作
りが必要である。大垣市民病院（岐阜県大垣市・903床）薬剤部では、臨床業務と学術活動の両輪で医療の質向上に貢献する
ことを基本方針として、人材育成に積極的に取り組む中で、がん専門薬剤師13名、感染制御専門薬剤師4名をはじめとして様々
な領域における専門・認定資格を持つ薬剤師が活躍している。この体制がどのようにして実現したのか、薬剤師力を発揮するた
めの職場環境作りの取り組みについて取材した。
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人を育て、活かす職場環境作り
　大垣市民病院は、病床数903床を有す
る岐阜県西濃医療圏の中核病院である。
院外処方箋発行率は約4％で、薬剤部は
薬剤師59名の体制で1 日約1,100 枚の
院内調剤を行いながら、病棟薬剤業務
や外来業務、チーム医療に力を発揮して
いる。特筆すべきは、専門・認定資格を
有する薬剤師の多さだ。特に、がん領域
では指導薬剤師4名、専門薬剤師13名、
薬物療法認定薬剤師8名と、がん専門病
院に匹敵する体制を誇る。他にも感染制
御専門薬剤師4名、同認定薬剤師7名な
ど、多くの分野の専門・認定薬剤師が活
躍している。
　この体制はどのようにして実現したの
か。薬剤部長の吉村先生は、「個々の薬
剤師が、やりがいと働きがいを持って、
日々の臨床業務や学術活動に取り組め
る職場環境作りを重要なテーマとしてき
ました。その成果として、実力を備えた薬
剤師が数多く育ち、院内での存在価値を

高めてきました」と話す。また、2017年度
より医薬品情報科科長に就任した木村
先生、同じく病棟薬剤科科長に就任した
宇佐美先生は、ともにがん専門薬剤師で
あり、後進の育成においても中核を担
う。「私自身、最初から専門薬剤師を目
指したわけではなく、薬剤師が専門性を
高めることがあたり前という空気があ
り、モチベーションの高い先輩や仲間か
ら刺激を受けたことがいまにつながって
います」（木村先生）「若手薬剤師には、
まずジェネラリストとしての基本的スキ
ルの習得のために幅広い業務を経験し
てもらい、病棟に配属後は面接などで希
望を確認し、興味のある領域への配属や
ローテーションを考慮し、資格を取得で
きるように支援しています」（宇佐美先
生）
　学術活動の推進は病院方針でもあ
り、メディカルスタッフにも学会・研究会
などへの参加を推奨し、参加費の支給や
研究費の補助などの経済的支援も手厚

い。薬剤部では入職1年目に日本医療薬
学会に入会し、早い段階から資格取得に
必要な講義の受講を促すとともに、２年
目には学会発表ができるよう周囲がサ
ポートする。

チーム制の導入と活動の見える化
　個々の薬剤師の力を高め、組織として
の総合力を強化する仕組みとして導入して
いるのが「チーム制」だ。病棟業務は5つ
のチームに分け、各病棟を2～3名で担
当する。各チームにはリーダーとサブリー
ダーを置き、リーダーはチーム内の各病
棟業務時間の調整、薬剤管理指導件数
の確認と管理、指導記録の確認などの
役割を担う。また、外来化学療法を行う
通院治療センターでは、常駐薬剤師2名
のうち1名はがん専門薬剤師、もう1名は
がん専門薬剤師を目指す若手薬剤師を
曜日担当制で各5名を配置している。医
薬品情報科科長補佐で、がん専門薬剤
師の安達先生は、「先輩のがん専門薬剤

師から実践的スキルの指導を受けなが
ら、資格取得に必要な症例数を経験で
きるようになっており、2017年度は2名
が専門薬剤師を取得しました」と話す。
　一方、研究活動においては、オンコロ
ジー、感染、中毒、NST、緩和ケア、糖尿
病など12 の「研究チーム」があり、薬剤
師は少なくとも1チームに参加し、研究
テーマに取り組む。オンコロジーチームの
リーダーである宇佐美先生は、「研究チー
ムとは言っても、レジメン審査・登録・管
理をはじめ、安全な抗がん剤調製のため
の整備、副作用マネジメント、副作用発
現のリスク因子の解析、経口抗がん剤服
用患者に対する薬学的支援など、業務や
チーム医療に立脚した活動であることが
特徴です」と説明する。各チームでは、年
度初めに活動計画を立てて起案書を作
成し、年度末には成果報告を行う。
　もう一つ、力を入れているのが、業務
内容の「見える化」である。木村先生は、
「以前から業務の中から課題を見つけ、
改善につなげる取り組みは定着していま
したが、業務内容を数値化（見える化）す
ることで、さらに薬剤師の意識強化を図
りました。病棟での時間内・時間外業務
時間をはじめ、ハイリスク薬説明件数、
持参薬確認件数、疑義照会や問い合わ
せ、チーム医療での提案内容と件数、受
諾率など、各現場の業務内容をDI担当
者がデータ化して毎月報告します。それ
によりプレアボイド報告や疑義照会の
増加、診療報酬算定の増加に効果を上
げています（資料1）」
　活動の見える化は学術活動にも直結

する。例えば、経口抗がん剤の患者指導
を行う薬剤師外来では、処方提案の件
数と内容、受諾率のほか、残薬調整によ
る薬剤費削減金額を算出することで、医
療経済面も含めた薬剤師外来の有用性
を明らかにした。

薬剤師力の発揮により医療の質向
上に貢献
　院内のチーム医療でも薬剤師が存在
感を発揮している。感染対策を例に挙げ
れば、2018年度の診療報酬改定を受け
て、AST（抗菌薬適正使用支援チーム）
を機能させる病院が増えているが、同院
では2012年より感染制御チームの薬剤
師が届出抗菌薬使用患者への介入を実
施してきた。2017年2月からは対象薬剤
を全注射用抗菌薬に拡大し、2名の薬剤
師が使用状況を毎日チェックし、各診療
科の医師に投与量や薬剤変更、投与期
間などを提案するなど、感染症専門医が
不在の中で、薬剤師が中核となって耐性
菌抑制や患者さんの予後の向上に貢献
している。2017年度における介入患者数
は1日平均174名、提案件数は645件／月
で受諾率は90.9％にのぼる（資料2）。
　高いモチベーションを持って臨床業務
と学術活動を推進する大垣市民病院薬
剤部。これからの目標を先生方に聞いた。
「DI担当者として、現場で働く薬剤師に
とって有用な情報の提供を行うととも
に、がん患者さんが安心して治療ができ
るように寄り添っていく中で、その成果
を論文などの形で出せればうれしいです
ね」（安達先生）　　

「これからも各薬剤師が、その能力を最
大限に発揮できる環境の整備を進めて
いき、大学病院をも上回るレベルの情
報提供を目指します。一方で、ライフワー
クであるがん領域の研究にも力を入れて
いきます」（木村先生）　
「先輩やリーダーの役割の大きさを、い
ま、自分がその立場になって実感してい
ます。先輩達に育ててもらったように、
今度は我々が後輩達を引き上げていき、
臨床と研究の両面で患者さんに貢献で
きる人材を育成したいと思います」（宇佐
美先生）
　吉村先生は、臨床業務やチーム医療
の実践をベースに、アウトカムのデータ
化、資格・認定の取得、学会発表、そし
て論文作成といった一連の活動が「あた
り前の環境」を築き上げてきた。さらに
は、木村先生、宇佐美先生を含む6名の
学位取得者を輩出し、現在も４名が目指
している。「当院の薬剤師の多くは地元
出身者であり、最初は皆ごく普通の薬剤
師でした。しかし、先輩が後輩の成長を
支える組織風土の中で、目標を持ち、成
長してきたのです。人材育成に近道はあ
りません。もちろん、マネジメントの理論
は必要ですが、重要なのは組織の絆であ
り、どれだけ信頼関係が築かれているか
です。これからも、一人ひとりの薬剤師
の想い、価値観を大切にし、“やりがい日
本一の薬剤部”を目指します」

～研究チームによる専門スキルの向上と活動の見える化～
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業務内容の数値化（見える化）資料1 抗菌薬適正使用への介入　―提案内容―資料2

■業務

外来調剤・入院調剤 処方箋件数・院外処方枚数・1日平均処方箋枚数・
一包化調剤件数・患者待ち時間（1日毎）

処方箋枚数・調剤件数・1日平均枚数・各病棟患者数

時間内・時間外病棟時間、ハイリスク薬説明件数、
持参薬確認件数、退院指導件数、薬剤管理指導件数、
業務記録（疑義照会、問い合わせ、提案等）

介入件数・提案内容・提案件数・受諾率・
がん患者指導管理料3算定件数等

調製件数・通院治療センター患者数・
無菌製剤処理加算算定件数等
介入件数・提案内容・提案件数・受諾率
治験実施数・業務関連メール数・臨床研究審査数

ラウンド回数、提案内容・提案件数・受諾率

各薬剤師の時間外時間

注射薬調剤

病棟薬剤業務

薬剤師外来

通院治療センター・
抗がん薬調製
感染制御（ICT）
治験管理センター

NSTラウンド・
褥瘡ラウンド
時間外勤務

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

⇒

N=645

■2017年4月－2018年3月
新規介入患者数/日：60.1人
フォローアップ件数/日：114.2人
提案件数/年：645件
受諾率（%） ：90.9 %

培養依頼
5.9%

増量
30.7%

減量
8.4%

用法変更
1.9%

培養結果に
基づく
薬剤変更
14.4%

効果を期待した
薬剤変更
6.8%

de-escalation
6.2%

副作用に対する
薬剤変更
1.7%

内服への
スイッチ
4.5%

投与終了
18.9%

長期投与
0.6%




