
薬学生を対象に病院見学会を開催し
地域医療を支える基幹病院の
薬剤師業務を紹介
　広島県庄原市は岡山、鳥取、島根の各県と接する中国山地のほぼ中央に位置し、関西以西の市町村で最大の面積を有する。
また、65歳以上人口が40.8％と県平均の27.5％を大きく上回る（2015年国勢調査より）ほか、無医地区も全県53カ所のうち
23カ所を占めるなど、過疎化と高齢化が著しい地域でもある。庄原赤十字病院（301床）は市内唯一の総合病院であるととも
に、二次救急指定病院、へき地医療拠点病院として徹底した住民本位の医療を提供している。薬剤部も調剤から治験に至るま
で多岐にわたる業務を手掛けるが、その実態を紹介するために薬学生を対象とした病院見学会を毎年開催している。今回は見
学会の様子を、開催に込められた思いも交えてレポートする。
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■病院見学会レポート
診療の特性と働く環境
　今年で7回目となる病院見学会は、
広島県内にある2大学の薬学部の3～
5年生20名と指導する教授2名が参
加して、6月の土曜日に開催された（資
料,写真1）。
　午前中の座学では、病院の特色、薬
剤師の業務内容、研修システム、福利
厚生などについて説明があった。
　地域の基幹病院である同院の役割
が地域医療、高度医療、小児医療、救
急医療の4領域に分けて紹介されたが、
中でも無医地区を対象とする巡回診療
は、巡回診療車に医師、薬剤師、看護
師、検査技師などが同乗して週2日実
施するもので、一般に馴染みの薄い医
療であり学生の関心を集めた（写真2）。

　一方、日本赤十字社の制度に基づく
福利厚生に加え、プライベートを充実さ
せるさまざまな院内のクラブ活動も紹
介された。次に、自身も病院見学会が入
職の決め手になった
という2年目の薬剤
師が、新人研修およ
びローテーション制
による日常業務と、
同院に就職したメ
リットとして「多職種
との関わりから多く
を学べる」「患者さん
の治療経過を観察
できる」「注射剤の調
製などの機会が多
い」ことなどを説明
した。

　また病棟看護師長からは、チーム医
療の機能、薬剤師との協働・連携のし
やすさなど、他職種の視点で実務的な
解説があった。

地域性や病院の機能と連動する
幅広い薬剤業務
　昼食後は3班に分かれ、調剤室、薬
務室、製剤室、DI室、巡回診療車など
の執務の現場を見学しながら業務の解
説が行われた（写真3,4）。高齢患者が
多い同院では利用者の利便性に配慮し
て全薬剤が院内処方であるため、薬剤
師の業務は、調剤、外来窓口対応、服
薬指導、がん化学療法などにおける調
製、病棟業務、巡回診療、治験に至るま
で多岐にわたり、ローテーション体制で
各薬剤師が全ての業務に携わるのが特
徴だ。地域の特性や病院の機能から業
務範囲は自ずと幅広くなるが、参加者か
らは「ローテーション制度に興味を持っ
た」「巡回診療に参加し、地域の人の声
を聴いてみたい」「患者さんとの距離が
近く感じられ、やりがいがあると思った」
など、前向きに捉える声が多かった。
　その後は再び座学となり、「チーム医
療と認定薬剤師制度」「災害救護活動」
の2つのテーマについて、薬剤師の専
門性がどのように発揮されているかが具
体例も交えて紹介された。同院のチー
ム医療は地域柄、職種間だけでなく患
者さんとの心理的な距離も近く、患者
参加型のチーム医療が実現しているこ
とが特徴となっている。薬剤師は院内
12チームの全てに参加し、薬物治療の
安全確保と医薬品の適正使用を支援し
ながら、薬剤の選択、薬物治療の提案
を行っている。そのメリットとして、専門
分野の選択肢が多く、関心のある領域
で認定薬剤師を目指しやすいこと、ま
た多職種と関わりながらより広い視野
を持ち、幅広く学べることなどが挙げら
れ、総合病院の特性が示された。
　日本赤十字社の使命でもある災害救
護活動では、大規模被災を想定した訓
練、熊本地震での派遣業務を中心に、
動画を交えた解説が行われた。非常事
態に直面した時の薬剤師の役割、およ
び職種間の連携の重要性を訴える内容
であった（写真5）。

■チーム医療に、そして社会に
　貢献できる薬剤師へ
　本田先生は、薬剤部長に就任以来継
続している見学会には強い思い入れが
あり、その心境を次のように語る。「開
催の目的は学生のリクルートもあります
が、当院の薬剤師の業務を通じて、薬
剤師という職業の奥深さや可能性をよ
り身近に感じてもらいたい、という気持
ちが強いですね。私たちの使命は、常
に薬剤と真摯に向き合い職能を生かす
ことですが、同時に職務を全うしながら
充実した生活を営むことができ、頑張る
人が報われる職場でなければならない
と考えています。特に女性が結婚、出
産、育児といったライフイベントに影響
されることなく、生涯を通じ誇りを持っ
て仕事に携われるような環境を作るこ
とで、次代を担う薬剤師を応援したいと
思います」
　見学会の企画・運営を担当するのは、
薬剤副部長の黒長先生、調剤課長の岸
先生たちだ。司会も務めた岸先生は「充
実したチーム医療の内容を伝えたいと
思います」と言い、黒長先生もまた「自
分の職能を生かしながらチームに貢献
できる人材を育成したい」と、見学会に
かける意気込みを語る。
　最後に、将来の進路に悩む薬剤師の
卵たちに対するエールとして、本田先生
からのメッセージを紹介する。
「医療が日々進歩する中、薬剤師の未来
には無限の活躍のフィールドが広がって
おり、環境にかかわらずとても魅力のあ
る職業だと思います。ぜひ社会への貢
献を自分の喜びにできる薬剤師を目指
してほしいと思います」
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見学会スケジュール資料

10：30　開会の挨拶、スケジュールとスタッフ紹介
10：40　病院概要、地域での庄原赤十字病院の役割
10：50　福利厚生、院内活動等
11：00　新人研修システム
11：10　地域医療への貢献（巡回診療）
11：30　看護師からみた薬剤師
11：40　質疑応答
11：50　記念撮影
12：05　昼食
13：10　執務現場の案内と業務説明
　　　　 （調剤室、注射庫、薬務室、製剤室、DI室、巡回診療車、化学療法室）
14：10　ティータイム
14：25　チーム医療における役割、認定薬剤師
14：35　災害救護活動
14：50　質疑応答
15：00　閉会の挨拶
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