
地域医療、地域包括ケアに貢献する薬剤師の育成
　薬物治療の高度化やチーム医療の推進、地域包括ケアシステムの構築など医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、臨床薬
剤業務およびチーム医療の実践能力を備えた薬剤師の育成が課題となっている。四日市羽津医療センター(三重県四日市市・
226床)薬剤科は、薬剤師12名の体制で幅広い薬剤業務を通して医薬品の適正使用に貢献、その活動は地域へと広がりを見せて
いる。その一方で、臨床実践力のある薬剤師の育成を目指した教育プログラムを取り入れ、成果を上げている。地域医療、地域包
括ケアに貢献する薬剤師の育成を目指す同院の取り組みを紹介する。
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「薬剤科セミナー」による
臨床実践力を持つ薬剤師の育成
　四日市羽津医療センターは、健康管
理センターや介護老人保健施設、訪問
看護ステーションを併設し、地域に根
ざした病院として医療と介護を一体的
に提供している。薬剤科は12名の体制
で幅広い薬剤業務から学術活動、学生
教育までアクティブに活動する。病棟
では、地域包括ケア病棟を含む5病棟
に薬剤師9名を配置し、薬剤管理指導
実施率は9割に達している。外来でも、
インスリン導入指導をはじめ炎症性腸
疾患（IBD）、関節リウマチ、骨粗しょう
症など自己注射の初回指導は薬剤師に
任されている。薬剤科長の松田先生は、
「基本的に頼まれたことは断らない方
針です。ただし限られた人員体制で実
施するには誰もが全ての業務を担当で
きる知識とスキルを持つ必要があり、
人材育成のための体制や環境の整備
に力を入れてきました」と話す。
　その取り組みの一つが毎週水曜日の

業務終了後に開催する「薬剤科セミ
ナー」である。薬剤科長はじめ新人を含
む全薬剤師がローテーションでプレゼ
ンテーションを行い、質疑応答や討議
を活発に行う。様々なテーマや症例を
検討し、知識を共有することで薬剤科
全体のスキルアップを図ることが狙い
だ。副薬剤科長でセミナーの企画推進
者である片山先生は、「セミナーは発表
者だけでなく参加者全員が実力を試さ
れ、鍛えられる場です。この経験を通じ
て医師との対話や学会発表の力も培わ
れます。何よりも、薬剤科長自らもテー
マに取り組み、討議する中でスタッフは
刺激を受け、組織の活性化につながる
など様々な波及効果を生んでいます」と
その意義を語る。
　こうして培われた臨床実践力を生か
し、薬剤師は様々な分野で活躍してい
る。今回はその中から感染症対策、糖
尿病チーム医療、地域包括ケア病棟に
おける取り組みを紹介する。

抗菌薬適正使用の推進の
中核として活動
　2018年度の診療報酬改定で「抗菌
薬適正使用支援加算」が新設された
が、同院では以前より感染制御専門薬
剤師と同認定薬剤師が感染対策チー
ムの中核となって体制作りに取り組み、
スムーズに運営してきたという。例え
ば、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
に求められる「感染症早期からのモニタ
リングを実施する患者の設定」について
も、「特定抗菌薬使用患者リスト」をも
とに薬剤師の視点で症例をピックアッ
プしてカンファレンスで提示するほか、
司会と書記の役割も担ってきた。
　ASTで薬剤師が機能するためには、
主治医が処方を決定する前に薬剤師
が適切な抗菌薬の選択を提案すること
が重要だと片山先生はいう。「当院では
薬剤師と臨床検査技師が連携し、血液
培養結果報告システムを2013年に構
築しました。検査結果が出た段階で細
菌検査室からAST薬剤師にFAXで送

信することで、主治医にタイムリーに処
方提案を行えるようになりました」
　次に、病棟薬剤師が患者さんの状態
を注意深く観察し、抗菌薬の中止や変
更をAST薬剤師と検討して処方提案す
る連携体制が必須だと指摘。「こうした
活動を通じて薬剤師の存在感が増し、
抗菌薬に限らず様々な薬剤に関して医
師や看護師から相談を受けるように
なっています」と松田先生は評価する。

糖尿病患者さんの心理・行動に
配慮した服薬指導
　当院は糖尿病の地域基幹病院であ
り、糖尿病センターを核としたチーム
医療および地域連携を推進、薬剤科に
は4名の糖尿病療養指導師(CDEJ)が
在籍する。その一人である小島先生は
糖尿病教育入院の集団指導をはじめ、
糖尿病ケアチームの一員として患者支
援や啓発活動に取り組んでいる。「2週
間の教育入院の中で、薬剤師は1時間
の集団指導と病棟薬剤師による個別
指導を行います。そこで把握した情報
や問題点を週1回のカンファレンスで
多職種と共有し、個々の患者さんに応
じた支援につなげています」
　療養指導においては、行動変化ス
テージ（前熟考期、熟考期、準備期、行
動期、維持期）に応じた介入によって患
者さんの自己管理能力を高める支援を
実践している。「例えば、全くやる気のな
い“前熟考期”に薬の指導をしても頭
に入りません。まずは考えや感情に焦
点をあてて話を聞きます。教育入院の

患者さんは、様々な行動変化ステージ
の方々が混在していますが、行動変化
が始まっている“準備期”や“行動期”
の段階の方も多く、服薬アドヒアランス
を高めるためのより具体的な指導や実
現可能な目標設定が大切です」
　この他、糖尿病ケアチームでは糖尿
病週間を含めて年4回の「糖尿病特別
教室」を開催し、啓発に努めている。医
師の講義のほかクイズや運動体験、低
カロリーおやつの提案など参加型・体
験型を特徴とする。この中で、受講前
後における高血糖の血管への影響につ
いて行動変化ステージ別の内容理解度
を調査したところ、いずれにおいても受
講後に内容理解度が向上し、特に維持
期および熟考期において有意な理解
度向上を認めた（資料1）。
　小島先生は、「これからも多職種で患
者さんの心理・行動に配慮した療養指
導に取り組むとともに、薬学的ケアの
質を高めていきたい」と笑顔を見せる。

地域包括ケアにおける
薬剤師の役割
　地域包括ケア病棟を担当する相松
先生は、薬剤師の役割は急性期病棟
や在宅での服薬状況を把握して問題点
を抽出し、退院後に安心して薬物治療
を続けられるように支援することだと
話す。「その中で、医師や看護師、理学
療法士らと協働し、処方の適正化に取
り組んでいます（資料2）。中でも高齢
者で問題となるポリファーマシー対策
に力を入れており、薬剤師の主体的な

関与によるポリファーマシーの改善効
果を明らかにしていきたいと思います」
　在宅・生活復帰支援には地域の薬
剤師や多職種との連携も欠かせない。
お薬手帳による情報共有のほか、退院
時カンファレンスで在宅スタッフに情報
提供し、退院後の継続的支援につなげ
る。居宅療養管理指導が必要な場合は
保険薬局に参加を依頼するが、かかり
つけ薬局が決まっていない場合は、四
日市市薬剤師会が各地区に配置してい
る在宅支援の拠点薬局に調整を依頼
する。「薬局薬剤師と在宅スタッフの連
携を促進する調整役も病院薬剤師の
役割と位置づけ、在宅関係者が集まる
会にも参加し、顔の見える関係を築い
ています」と相松先生。
　この他、地域活動にも積極的に取り
組む。まちづくり推進協議会や羽津在
宅介護支援センターと連携して、地域の
多世代交流サロンで各種講座を開催。
医師による健康講座や看護師による救
急救命講座、理学療法士による健康体
操などと共に、相松先生も地域住民を
対象とした薬の出前講座を行っている。
　地域医療機能推進機構(JCHO)の
使命は、地域医療、地域包括ケアの要
として、超高齢社会における地域住民
の多様なニーズに応え、生活を支える
ことである。松田先生は、「JCHOの一
員として、これからも地域医療への貢
献を目指して、臨床実践能力の高い人
材の育成に力を入れるとともに、薬剤
師が活躍しやすい環境の整備に努めて
いきます」と締めくくった。

～入院から外来、在宅まで、安全で有効な薬物治療の提供を目指して～
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講義受講前後における高血糖の血管への影響に
関する変化ステージ別の内容理解度

資料1 多職種協働による処方適正化に薬剤師が
介入した具体的な事例

資料2

受講前後比較： Wilcoxon signed-rank test
各ステージ間の差： Kruskal-Wallis test

小島先生提供資料 相松先生提供資料

点数
受講前：n.s.

維持期 準備期～行動期 熟考期 前熟考期

（n=28）受講後：n.s.

p<0.01 p<0.055

4

3

2

1

0

受講前 受講後
理由分類 具体的な処方適正化理由

症状消失

副作用疑い

服薬コンプライ
アンス考慮

検査値改善

施設入所考慮

症状出現

本人・家族の希望

治療方法の変更

担当PTより疼痛改善しているが、鎮痛薬を継続服用しているため継続可否
に関して相談あり。Dr.に服用を頓服or服用中止は可能か確認し、疼痛時 
頓服へ変更となった。
日中傾眠傾向を認め、転倒の危険性とリハビリに支障を来す可能性あるため
Dr.、病棟Ns.と協議の上、服用中止となった。

1日配薬を開始しているが、一包化できないPTP包装のＢ薬のみ服用忘れが
認められ、Dr.、病棟Ns.と協議の上、B薬の服用中止可能か判断するため検
体検査実施を推奨し、結果、正常範囲内であったためB薬を服用中止とした。
当院附属老健入所にあたり、老健より1日薬価を安価にして欲しいと依頼あ
り。Dr.とMSWと共に現在服用中の薬剤調整を行った。Dr.と協議の上、アル
ツハイマー型認知症治療薬として低薬価の代替薬へ変更となった。
便秘にて病棟Ns.より相談あり。腸の蠕動運動が鈍いようであるため、Dr.へ
Ｃ剤の処方追加を提案し、処方追加となった。処方追加後、腸の蠕動運動改
善が認められた。

骨粗鬆症治療方法をDr.と協議の上、Ｄ薬を開始の方針となる。現行の薬剤
の継続可否は高Ca血症のリスクを考慮し、服用中止となった。

本人より便秘薬の処方変更を希望されたためDr.と協議の上、処方変更と
なった。

入院中に退院後の服薬管理遵守出来るようにNs.配薬→1日配薬に変更し、
服薬管理の練習を行ったが、夕食後に服用する内服薬を朝食後に服用して
しまう事例が起こり、Dr.、病棟Ns.と協議の上、薬剤Ａを中止し、用法を1
日2回朝夕食後→1日1回朝食後へと退院後の服薬管理の簡易化を行った。
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