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塚口病院

薬剤部

平成 24 年 4 月から兵庫県立塚口病院で薬剤師として勤務し、2 年が経ちました。
今回は私が担当している小児科・NICU 病棟での業務についてご紹介します。

小児科ではぜんそくや気管支炎などの呼吸器疾患、てんかん、川崎病や白血病など
幅広い疾患の薬物療法に関わっています。用法用量や投与ルート、併用禁忌薬の確認
を行うとともに、患者個々の年齢や理解度、嗜好等を踏まえた薬剤・剤形の提案や、
患児・保護者とのコミュニケーションを通してコンプライアンスの向上に努めていま
す。

NICU （新生児集中治療室）では、注射薬調製の鑑査、薬効・副作用発現の有無や注
射薬の配合変化等の確認、投与時のルート・投与速度の確認、高カロリー輸液の調製・
組成の確認、医師・看護師等への医薬品情報提供、医薬品管理等を行っています。
調製鑑査に関しては、看護師が注射薬を調製する際に薬剤師が立ち会って鑑査し、
シリンジポンプ等に装着するまでの確認を行っています。

小児科・NICU での薬物治療は患者の状
態に合わせてきめ細かな用法・用量設定
が必要であり、慎重な調製・鑑査が求め
られるため、その分責任も大きくなりま
すが、緊張感を持って日々の業務に奮闘
しています。〈写真：NICU 病棟〉

現在、薬剤師の業務は多岐に渡り、チーム医療においても重要な役割を担う存在とな
っています。兵庫県には塚口病院を含む総合病院や専門病院、先進医療に関わる病院施
設があり、薬剤師として専門性を発揮し、成長できる環境が整っています。また様々な
学会や研修に参加する機会があり、多くの人と交流し情報を共有することができます。

みなさんも県職員の一員となり、
私たちと一緒に県立病院で働いてみませんか？

近年、医療の質や安全性の向上及び高度化・複雑化に伴う業務の増大に対応するため、多種多様
なスタッフが各々の高い専門性を持ち、目的と情報を共有し、業務を分担するとともに互いに連
携・補完しあい、患者の状況に的確に対応した医療を提供するチーム医療が様々な医療現場で実践
されています。今回、病棟薬剤業務におけるチーム医療、また私が担当している NST と糖尿病チー
ムについて紹介します。
当院では、病棟薬剤業務を実施しており、各病棟に１
名、専任薬剤師を配置しています。病棟では、入院患者
の薬物療法について薬学的チェックを行い、医師等に積
極的に処方提案、情報提供、処方設計等を行っています。
TDM が必要な薬剤の中でも、抗 MRSA 薬やアミノグリコ
シド系薬などの TDM は薬剤師主導で行っており、初期投
与設計から血中濃度検査オーダー、継続投与設計まで全
て薬剤師が責任をもって行っています。また、配合変化
等に基づく注射薬の投与経路や肝臓・腎臓機能等などに
応じた用法用量の指示を行っています。
栄養サポートチーム（Nutrition Support Team：NST）は、医師・薬剤師・看護師・管理栄養士等
の専門スタッフが連携し、それぞれの知識や技術を持ち合い、最良の方法で患者に対する栄養支援
をするチームのことです。当院では、内科系・外科系・救急の３グループに分かれてそれぞれ週に
１回カンファレンスと回診を実施しており、栄養サポートチーム（NST）加算の算定も行っていま
す。その中で、薬剤師は、主に経静脈栄養剤、経腸栄養剤の管理に関わっており、脂肪乳剤などの
適切な投与方法の指示や、下痢をみとめる患者に対して、薬剤による副作用有無のチェック、栄養
剤の投与速度のチェックなどを行っています。
糖尿病チームは、医師・薬剤師・看護師・栄養士・臨床検査技師・理学療法士で構成されていま
す。患者教室において、薬剤師は、経口糖尿病薬・GLP-1 製剤・インスリンなどの糖尿病薬および
低血糖とその対応について講義しています。また、週
に１度のカンファレンスでは、入院患者の情報を他職
種と共有し、薬剤師からは服薬指導時に得た副作用発
現状況、服薬アドヒアランスや教室時の質問内容など
を積極的に情報提供しています。薬識が乏しくアドヒ
アランス不良であった患者が、患者教室や服薬指導の
結果、インスリン等の手技の確立や服薬意義の理解が
得られ、良好な血糖コントロールにつながります。こ
のような改善をみとめた際、薬剤師としてやりがいを
感じています。
加古川医療センターでは、病棟薬剤業務や NST、糖尿病チーム等の医療チーム等で、薬剤師が「く
すりの専門家」として責任を持ち、積極的に処方提案を行うなど、他職種と連携しながら、適切な
薬物療法の実施に貢献しています。あなたもチーム医療の一員として、専門的知識を活かせる場で
活躍してみませんか？

H25 年 5 月 1 日に淡路医療センターに新築移転
私が勤務する淡路医療センターは、平成 25 年 5 月 1 日に新築移転しました。淡路島の中心市
街地にあり、洲本バスセンターのすぐ目の前に位置し、島外からの交通の便もよくなりました。
神戸や加古川から通勤している職員もいます。

新病院になって変わった主なもの
◎電子カルテの導入
紙カルテから電子カルテに変わりました。初めは、電子カルテの操作に戸惑うこともありま
したが、いつでもどこでも記載内容を確認できる電子カルテは大変便利です。
◎注射薬の払い出し方法
注射薬の払い出し方法が大きく変わりました。以前は、薬剤師の手でビニル袋に処方せん内
の注射薬を全て入れ、輸液は、別にまとめて払い出していましたが、注射薬自動払い出し機（ア
ンプルピッカー）が導入され、患者個人に施用単位で注
射薬をセットし、払い出す方法に変わりました。アンプ
ルピッカーからは注射薬（アンプル）などと共に処方せ
ん、病棟にて使用するラベルがトレーに搬出されます。
薬剤師が輸液を施用単位毎セットし、投与量・投与経
路・投与速度・混合の可否などを鑑査します。病棟専用
注射カートにバスケットをセットし、払い出しています。
バスケットが少し重いので腕の筋トレ？にもなってい
ますが、病棟での看護師の薬品取り揃えの負担、薬品
取間違防止に役立っています。
◎サテライト薬局

トレー

バスケット

病棟の各階にサテライト薬局ができました。薬剤管理指導等病棟業務に
使用しています。サテライト薬局入室時には、担当薬剤師名を掲示し、部屋のドアを開放し看
護師等からの相談を応需する体制をとっています。また、病棟担当専用の PHS を持ち、病棟か
ら病棟担当薬剤師が直接相談に応じ迅速に対応できるようにもしています。看護師さんは、気
軽に「今いいですか？」とサテライト薬局に相談に来るようになりました。
淡路医療センターは、県立病院の中でも特に 20 代、30 代前半の若い薬剤師が活躍している職
場です。新人薬剤師には、2 年目の薬剤師等年齢が近い薬剤師がマン・ツー・マン指導員の補助
として業務の指導から悩みの相談までお兄さん、お姉さんの役割を担っています。また、県立病
院は、県立病院全体の薬剤師研修、階層別研修、専門薬剤師を目指すための研修、県立病院間の
相互利用等研修も充実しており、県立病院間の情報共有も盛んに行っています。

ぜひ、あなたも県職員の薬剤師となって私たちと一緒に働いてみませんか

職員の声(兵庫県立柏原病院 薬剤部 )
県立柏原病院は303床、丹波地域の基幹病院として、専門領域や総合診療、救急診療や
がん診療を行い地域医療を支えています。その一方で、医師の減少に伴い小児科・産科が
閉鎖されそうになったときには地域のお母さん方が結成した「小児を守る会」の活動によ
り復活するなど、地域に支えられた病院でもあります。
平成25年度には初の試み「柏原病院フェスタ」
を開催し、院内探訪や地元の高校の吹奏楽部に
よる演奏会、模擬店の出店等を行いました。来
場者は300人を超え、地域に密着した病院、開
かれた病院を目指していることを広く知ってい
ただく良い機会となりました。
院内では調剤業務はもちろんのこと、感染対
策や栄養管理、緩和医療等の専門チームにそれ
柏原病院フェスタの院内探訪の様子。薬局見学に加え、
ぞれ薬剤師が参加して医師や看護師、栄養士と
分包機を使用しての調剤体験をしていただきました！
共に「薬の専門家」としての職能を発揮し、患
者さんの安全安心を担保するために働いています。

未来の県職員のみなさんへ
私は薬剤師としての勤務3年目、現在の病院に異動してきて1年が経とうとしています。
就職後は私のように病院間、人によっては行政職へ、そしてまた病院へ、と転勤を何度か経
験することになると思います。最初に勤めた職場から異動が決まった時には当然不安もあり
ましたが、異動した先でも戸惑わずに働けるよう病院同士の業務の標準化の推進や教育体制
が整っており、安心しました。
兵庫県には6つの総合病院と5つの専門病院があり、その病床数は約4000床と全国3位の規
模となっています。お互いの病院の特徴的な施設を見学する相互利用や経験年数に応じた職
員研修が充実しており、様々な専門分野を持つ1つの大きな病院で働いているように感じてい
ます。専門病院で経験したことを総合病院で活かすことができ、またその逆もあり、スキルアッ
プの機会が多い職場です。
兵庫県に薬剤師として就職すると、病院薬剤師としてだけではなく保健や行政、研究所と様々
な分野で仕事をすることができます。そのどれもが患者さんや地域の方の安全・安心につな
がる仕事です。

色々な経験を積みたい方、行政の仕事に興味のある方、
一緒に働ける日を楽しみにしています！！

当院は、周産期・小児医療の総合施設として、
母とこどもの高度専門医療を提供しています！

新人薬剤師

私は、平成２５年４月に当院に配属になり、もうすぐ一年が
経とうとしています。
薬剤部では、調剤、薬剤管理指導、無菌調製など、様々な業務を
行っており、ここでは、私が担当している産科病棟の薬剤管理指
導について紹介します！

★当院産科は、母体もしくは胎児に異常が認められたために専門的検査と高度の治療が
必要となったハイリスク妊産婦のみを受け入れる紹介型周産期医療施設です。
その中で私は以下のような業務を通じてチーム医療に貢献しています！
①服薬指導、薬歴管理
妊婦さんは、特に薬を使うことに不安を抱いておられます。自己判断で内服薬を中止
してしまわないためにも、その薬の必要性をきちんと理解していただけるような服薬指
導を心掛けています。
さらに、患者様からは妊娠中や授乳中に服用する薬についてはもちろん、妊婦特有の
体の変化に関しても質問されることがあるので、妊娠中の生理的変化についても情報提
供できるよう知識を持っておくことが必須です。
②薬学的管理に基づく処方提案
初回指導時は出現頻度の高い副作用を中心に説明し、患者様自身にも異変に気づいて
もらえるよう指導しています。その後は、副作用の早期発見、重篤化防止のため副作用
の発現状況を確認し、副作用の発現が疑われた場合には、対処法や薬剤変更等の提案を
行っています。
③カンファレンスへの参加（週１回）
効率的に患者情報を収集し、医薬品情報の提供を行っています。

当院は、平成２５年２月に厚生労働省より
「小児がん拠点病院」に指定されました
・患者毎のレジメン管理
・レジメンチェック
小児がん治療における
・抗がん剤の取り揃え
薬剤師の役割
・抗がん剤の無菌調製
・薬剤管理指導
★小児がんにおける化学療法は、治療スケジュール等が複雑であることが多いため、
血液腫瘍内科の病棟担当者が医師と密に連携を取り、レジメン管理を行っています。
★投与量が年齢毎に設定されている場合もあり、レジメンチェックには最大限の注意を
払っています。
当院では、周産期・小児の高度専門医療に携わることができます！
また、県立病院には総合病院もあり、様々な経験を積むことが可能です！

みなさんも私たちと一緒に
県立病院の薬剤師として患者様に笑顔を届けませんか？

職員の声

兵庫県立粒子線医療センター 團 優子

粒子線医療センターと私
粒子線医療センターは、先進医療である粒子線治療を専門とし、日本では唯一炭素イオン線、陽子
線両方の治療が可能な施設です。
近年、粒子線治療の適応拡大や社会の高齢化により、進行がん患者や高齢者も増加し、患者さんは
がん疼痛や既往症に対する治療薬等様々な薬を使用されています。また、抗がん剤併用療法は今後拡
大が予想され、抗がん剤管理も非常に重要です。さらに、粒子線治療の有害事象対策においても薬物
療法が必要となります。このように、粒子線治療中の患者さんの薬物療法管理はここに書き切れない
ほど多岐にわたります。
私は、2001 年 4 月に兵庫県職員として採用され、2012 年 3 月まで、間に 2 年間の育児休業を挟んで
11 年間姫路循環器病センターに勤務し、
2012 年 4 月に現在の粒子線医療センターへ異動となりました。
正味 9 年間、主に循環器疾患を担当していた私にとって、がん医療は未知の世界でしたが、新たな知
識と経験を得るよい機会となりました。今、入院から退院まで一貫して患者さんの薬物療法管理に関
わることに責任とやりがいを感じています。

持参薬管理

抗がん剤併用療法管理

入院患者さんに対して、入院当日に薬剤師が直接
面談をして持参薬を確認します。薬剤師目線で実際
の使用状況を確認することで、適切な代替薬の提
案、問題点の発見、解決への提案を行うことができ
ます。
患者さんの中には循環器疾患のある方も多く、前
任施設での経験もここで大いに活かされています。

現在当センターでは膵臓がん、肝臓がん等で抗
がん剤併用療法行われています。
抗がん剤投与量やスケジュールの確認、抗がん
剤調製、薬剤管理指導、抗がん剤実施確認、副作
用確認･･･。抗がん剤併用療法における薬剤師の
役割をザッと挙げてもこれだけあります。抗がん
剤は副作用発現頻度も高く、がん治療 2 年生の私
にとって最も緊張する業務の一つでもあります。
薬剤管理指導時には、的確に必要な情報提供を
しつつ、患者さんの不安を最小限にとどめ、治療
に向かっていただけるよう修行の毎日です。

がん疼痛管理
週 1 回緩和ケアミーティングを開催し、スタッ
フが連携して患者さんの疼痛緩和に努めていま
す。また、当センターはスタッフ間の距離感が近
く、ミーティング以外でも状況に応じて随時対応
しています。
私も患者さんと直接お話しして状態を把握し、
医療スタッフからの相談に回答したり、薬剤の提
案を行ったりするのですが、痛みは「目に見えな
い」
「計れない」
「一人一人違う」ので、どうすれ
ば患者さんの苦痛を和らげることができるのか、
いつも試行錯誤しています。

粒子線治療による有害事象対策
治療開始時には、必要な有害事象対策薬の処方
や持参薬との重複確認、使用方法の指導等を行っ
ています。治療中には薬剤の使用状況を確認した
り、新たな薬剤の指導、症状出現時は薬剤の提案
を行ったりしています。
また、皮膚ケアチームや口腔ケアチームの一員
でもあるのですが、こちらはまだまだなので、今
後はもっと主体的に関わって行けるようにしたい
と思っています。

Message
日々奮闘している私の姿を少しでも感じていただけまし
たでしょうか？
兵庫県には、当センターのような先進医療施設や各種専門
病院、大規模総合病院まで多彩な病院施設があります。色々
な経験ができるチャンスです。

