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国家公務員共済組合連合会 新別府病院
薬剤科長
薬剤師

永野 俊玲 氏
山村 亮太 氏

（写真左）

後編

（写真右）

整形外科手術予定の患者対象に薬剤師外来実施
感染症関連では専門・認定薬剤師がICTで活躍
医師らの負担軽減に寄与する薬剤科の活動
国家公務員共済組合連合会 新別府病院では、医師の負担軽減に薬剤師が大きな力を発揮している。病棟薬剤師は
新薬やジェネリックに対する医師の問い合わせにすばやく対応して処方提案を行い、薬物治療のプロとして存在感を
顕示。現在は整形外科の手術予定患者のみが対象だが「薬剤師外来」も実施しており、患者が服用している降圧薬、
抗凝固薬、抗血栓薬などを１つずつ確認、休薬と服薬再開の指導を行っている。前号に引き続き、後編となる今回は、
同院薬剤科の活動について紹介する。

専門・認定薬剤師の資格取得を奨励
耐性菌検出時は感染症関連の認定薬剤師が多角的に討議

（聞き手／編集部）
そして力を入れてきたことの３つ目として、専門・認定薬剤
師の資格取得を奨励してきたことがあります。特に、感染症
関連の専門・認定薬剤師資格については、私がICD資格を

永野

当院薬剤科は、病床数263床に対して薬剤師11名、

事務２名の、計13名という規模です。

持っていますし、抗菌化学療法認定薬剤師、感染制御認定薬
剤師の資格を持つ薬剤師がそれぞれおります。
３人の薬剤師

力を入れている活動としては、
まず第一に病棟業務が挙げ

が、薬剤と感染に関する種類の異なる資格を有していること

られます。全病棟に専任薬剤師を配置し、薬物治療の提案や

で、感染症については多角的なディスカッションを行うことが

入院患者さんへの服薬指導を実施。医師からも実際に助かっ

可能です。

ているとのお声をいただき、医師の負担軽減につながってい

山村

ると自負しています（囲み記事参照）。病棟業務は以前から

査結果や検体種類に基づき、
どういった抗生剤を主治医に提

行ってはいましたが、2012年診療報酬改定で病棟薬剤業務

案するかについて相談が寄せられます。そういったときに、感

実施加算がついたことが契機になり、公に診療報酬として認

染症関連で資格の異なる３人の薬剤師がディスカッションを

められたということで、特に注力してきました。

行っています。

また、入院患者さんの持参薬チェックも力を入れている業

例えば、耐性菌が検出された場合、病棟薬剤師から検

また、当院は施設規模がコンパクトなことが幸いして、他科・

務の１つです。持参薬を鑑別して電子カルテに入力し、
チーム

他部署のスタッフの顔と名前が分かっていますから、顔の見

で情報共有しています。患者さんは大きな袋で大量の持参薬

える多職種連携が自然に成り立っています。細菌の検出状況・

を持ってこられますが、血糖降下薬、抗凝固薬などハイリスク

感受性結果について、医師、看護師、薬剤科、検査科のスタッ

薬が含まれることも非常に多く、見逃さないよう注意してい

フが行き来し、顔を合わせて状況確認や意見交換する機会も

ます。

多いですね。
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▲

サテライトファーマシーの安全キャビネット

（写真上）
で調製した抗がん剤は、
ウェブカ
メラを通して薬剤科
（写真下）
が監査、
ダブ
ルチェックを行っている。
（写真提供：新別府病院薬剤科）

感染症はスピード勝負。検査結果が早ければ早いほど

ると、栄養科から薬剤科に相談があり、発生している問題点

先手の対策が可能になりますので、検査体制は重要です。当

と、薬の作用・副作用を検討して、必要であれば薬剤の変更・追

院では院長、事務部長、検査科技師長の理解と協力があり、

加を医師に提案します。

永野

感染症については検査科で対応してもらえることになってい

栄養科以外でも、最近ではリハビリ科から「食事が進まない

ます。その日のうちに血中濃度の測定結果が出るようになり

患者さんがいるが、食欲を促進するような漢方はないだろう

ましたので、抗MRSA薬での治療に関してなどは、非常にス

か」
という相談を受け、
漢方薬を提案しました。劇的な効果は望

ピーディーかつ効率的にできるようになりました。

めないかもしれませんが、
現在様子を見ているところです。

また、薬剤科と多職種との連携という点でいえば、当院の
特色として、栄養科と緊密に連携していることが挙げられま

サテライトファーマシーの監査にウェブカメラ活用

すね。当院栄養科のNSTは全国的に知られており、周辺地域

薬剤師外来は整形外科手術予定患者を対象に

でもリーダーシップを発揮するほど活動が充実しています。
山村

栄養科との連携で多いのは、栄養剤、TPN、高カロ

永野

当院はがん診療連携拠点病院ではありませんが、地

リー輸液をどう選択していくか、切り替えていくかというケー

域 からの 要 請 も あって 、が ん 診 療 にも 注 力して い ます 。

スですね。また、入院患者さんの栄養面で何か問題が発生す

2016年６月から外来化学療法に関する業務を開始したので
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図

薬剤師外来 指導件数の推移

表

薬剤師外来 介入事例

（資料提供：新別府病院薬剤科）

（資料提供：新別府病院薬剤科）

すが、それに伴って外来化学療法室が設置されました。この

医療の質向上のために学会活動奨励

外来化学療法室の隣のスペースに、サテライトファーマシー

地域保険薬局を対象に 抗がん剤テーマの勉強会開催

を開設。薬剤師１名を配置して、外来化学療法で使用する抗
がん剤の調製を、
ここで行っています。
しかし１名では、監査によるダブルチェックができません。
そこで、安全キャビネット内にウェブカメラを設置。薬剤科か
らウェブカメラを使って監査、ダブルチェックを実施すること

永野

先ほど、専門・認定薬剤師の資格取得を奨励している

と申しましたが、学会による研修などにおいても、当院は日本
医療薬学会ほか複数の学会の認定施設になっています。
学会活動は大いに奨励してきました。医師とディスカッショ

にしました（前頁・写真）。サテライトファーマシーの薬剤師は、

ンや処方提案をするためには、科学的な最新データの裏付け

抗がん剤の調製が完了したら、
ウェブマイクを通して薬剤科

が必要ですし、それを説明できなければなりません。薬剤科

に呼びかけます。応答した薬剤科のスタッフが、モニターを通

の活動が当院の医療の質向上に役立つためには、学会活動

した監査を実施するわけです。作業内容や監査状況について

は必要不可欠と考えています。

はデジタル動画を保存しています。薬剤師数が限られる中、
こ
ういったITを活用した業務の効率化も進めています。

地域保険薬局との連携については、別府市はこぢんまりと
した地域ですので、保険薬局の薬剤師も顔と名前が一致する

一方、院内からの要請で始まった取り組みとしては、薬剤師

方が多く、患者さんを逆紹介すると保険薬局から質問がくる

外来があります。今のところ整形外科の一部の患者のみが対

こともしばしばです。昨年は当科主催で、地域の保険薬局と

象ですが、
これも注力している活動の１つです
（図）。

抗がん剤についての勉強会を開催しました。がんの種類、治

山村

薬剤師外来は、手術前の患者さんの降圧薬、抗凝固

療段階によって服薬スケジュールが異なり、保険薬局から抗

薬、抗血栓薬やそれ以外の薬を含めてチェックをしてほしい

がん剤に対する問い合わせが多数寄せられていたため、勉強

と、整形外科、麻酔科から相談があったことがきっかけでス

会を企画したのです。これは今後も継続してやっていきたい

タートしました。患者さん１人当たり平均20分程度、服用中

と思っています。

の薬や情報を持参してもらって、
１つずつチェックします。持

薬剤科の今後の課題は、薬剤管理指導料の算定件数を増

参薬が一包化されている場合は、その中から休薬する薬を１

やしていくこと。また、病棟業務のさらなる充実も求められて

つずつ抜く作業も必要です。サプリメントやバイオ製剤など

います。薬剤科の活動によって、医師、看護師の負担をさらに

でも、手術を受ける場合には休薬期間が提案されているもの

軽減し、医療安全に貢献していきたいですし、医療経済学的

がありますので、ケースによっては処方医に連絡し、休薬につ

には、ジェネリックの使用促進と割合の増加も薬剤科の課題

いて相談することもあります（表）。手術が終わった後に服薬

の１つと言えるでしょう。

を再開する時期も、病棟薬剤師に指示を出しています。
永野

整形外科と麻酔科、薬剤科の三者で協議をして、休薬

ただし、いずれの課題もマンパワーの問題を克服しなけれ
ば、実現は難しいですね。

する薬剤のリストを作成しますが、特定の薬剤師だけではな

薬剤師外来の対象を他科の患者さんに拡大するにも、現

く、
どの薬剤師が面談をしても、
きちんと休薬するべき薬が指

在のマンパワーでは不足感が否めません。今後は、都道府県

導できるよう体制を整えています。ゆくゆくは他科の患者さ

病院薬剤師会における講演活動などによって、当院薬剤科を

んや内視鏡検査を受ける方などにも、薬剤師外来の対象を広

PRしてプレゼンスを高めていき、優秀な人材を採用していく

げていきたいですね。

ことにも力を入れていきたいと思っています。
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医療最前線 特別インタビュー

クリニックに温水プールを設置
予防医学の観点から住民の健康に貢献
リハビリの継続性高める工夫随所に

医療法人アクアクリニック伊賀

院長

藤森 健次氏

副院長

藤森 由佳子氏

整形外科や内科などを標榜する医療法人アクアクリニック伊賀（三重県伊賀
市）では、水の特性を活かしたリハビリテーションに注力している。温水プー

「運動効果が高く、分かりやすい」
水の特性活かしたリハビリに着目

ルを設置した「水中運動施設 アクアージュ」には、クリニックの患者だけでな
く、併設する通所リハビリテーションセンターの利用者も通い、それぞれの
症状や体力に合わせたリハビリに取り組んでいる。同院の活動について、お
話を伺った。
藤森 健次（ふじもり・けんじ）氏

―はじめに、 貴院を開設した経緯
についてご紹介ください。
藤 森 （ 健 ） 私 は 1997 年に、 当 院
の前身である藤森病院の院長に就任

藤森 由佳子（ふじもり・ゆかこ）
氏

1973年関西医科大学卒業。関西労災病

1983年川崎医科大学卒業。
奈良県立医科

院、
国立大阪病院で外傷外科、
関節外科を学

大学に入局し、
1987年に「アルコールの肝にお

んだ後、
兵庫県立西宮病院救急センターに勤

ける高比重リポ蛋白代謝に及ぼす影響に関す

務。
1997年に藤森病院院長に就任。
2001年に

る研究」で博士学位を取得。
2001年からアクア

同院をクリニックに変更し、
アクアクリニック伊賀

クリニック伊賀の副院長を務める。
内科学会認

応すべく国の方針が大きく変わり、

を開設。
趣味：
トライアスロン・チェロ

定内科医、
日本医師会認定産業医。
趣味：
ヨガ

当院も急性期医療を続けるかどうか

しました。 当時は急性期から慢性期
まで、ほぼすべての疾患に対応して
いましたが、急速に進む高齢化に対
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写真１ 温水プールで
「アクアクリニック体操」
を行う様子

（写真提供：アクアクリニック伊賀）

アレンジを加えた「アクアク

設備も見受けられますね。

リニック体操」です。１回に

藤森（健） クリニックと同じ敷 地 内

つき 45 分間、 水の特性を

には、 温水プー ルのほかにトレーニ

活かし、運動効果を高める

ングジムがあり、電気療法、光線療

工夫を施した筋力トレーニン

法、牽引療法、温熱療法、超音波療

グや有酸素運動を行ってい

法などに使用するリハビリ用の機器

ます
（写真１）
。

や、心肺機能を高めるマシンなどを

藤森（由） 水には、浮力、

設 置して います。「レッドコード」や

抵抗、水圧、水温という特

「キネシス」といった、筋力強化に効

性があります。 水の中では

果的な最新機器も導入しました（写真

浮力によって腰や膝への負

２）。

担が減るので、 手術後のリハビリも

患者さんにこれらの運動療法を勧

そこで着目したのが、リハビリテー

早期に始められます。 杖をつかない

める際は、安全面への配慮を重視し

ションです。 私の専門である整形外

と歩けない人でさえ、プールの中で

ていますね。 医師の診察のほか、心

科ではリハビリが重視されます。 け

は必要なくなるほどですから。また、

電図検査や血圧測定などのメディカ

がや病気を治すだけでなく、予防医

水の抵抗による適度な負荷がかかる

ルチェックを行い、問題がないことを

学という観点からも取り組めるリハビ

と、運動の効果が高まります。

確 認してから利 用してもらっていま

の選択を迫られました。

リに特化したクリニックを開設するこ

さらに、水は肉体の緊張をほぐす

とで、地域の人々の健康維持に役立

と共に、精神もリラックスさせます。

藤森（由） プールに関しては、水温

ちた いと決 意し、 小 回りのきくクリ

最初はプールに入るのに消極的だっ

32.5 度、 室 内 温 度 30.0 度 に 設 定

ニックへ変更しました。

た人も、続けるうちに治りたいという

し、さらに床暖房や、冬にはストーブ

― 病 院からクリニックへと変 更す

意欲が高まります。 患者さん同士が

も活用して、寒さ対策は万全です。

る際に、 水中運動施設を開設された

プールの中で声を掛け合い、交流が

衛 生 面につ い ては、 塩 素 消 毒 以 外

と伺いました。

深まってくると、表情も明るくなりま

に、24 時 間 稼 働 の 大 型 濾 過 器とオ

藤 森（ 健 ） 私 はトライアスロン
（水

すね。 徐々に水着も華やかになって

ゾン浄化装置を備え、常に最高の水

泳、自転車、ランニングを組み合わ

きます。 運動は楽しまなければ長続

質を維持しています。

せた競 技 ）を趣 味としているのです

きしないので、そのような患者さん

―どのような患者さんが利用され

が、遠泳の練習を行ううちに、水のリ

の気持ちを大切にしています。

ているのですか。

ハビリ効果に注目するようになりまし
た。 また「健康のために運動しましょ
う」
とよく言いますが、実際にはどんな

藤森（健） 当院では整形外科疾患の

患者のモチベーションアップが第一義
「無理なく通える」をポイントに

運動が適切なのか、患者さんには分か
りにくいものです。そこで、中高年の

す。

ほか、内科では風邪や生活習慣病な
どの患者さんを診察しています。 健
康診断で来院する方も多く、禁煙外

―温水プールのほかに、 運動用の

来も設けています。 このうち、リハ

方が理解しやすく、リハビリ効果が高
いものとして、水中運動を取り入れた

写真２ 運動療法の設備には最新機器「レッドコード」
（左）
や「キネシス」
（右）
も導入

リハビリに取り組 むことにした の で
す。副院長と共に、温水プールを設置
している医療機関をいくつか見学して
回り、水中体操の専門家から学ぶなど
の準備を重ね、開設に至りました。
当院で行っている水中運動は、私
の師事した専門家から教わった体操に
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（写真提供：アクアクリニック伊賀）

ビリが必要と判断した患者さん

写真３ 介護予防教室の様子

写真４ 送迎バスは無料で運行している

に対して、症状や体力に合わせた
リハビリメニューを作成します。
リハビリ目的で来院する患者
さんは、1 日 130 人ほど。60
歳以上が多く、膝痛や関節痛、
外傷後の運動障害といった整形
外科関連、脳血管障害によるマ
ヒ、生活習慣病の改善などを目

（写真提供：アクアクリニック伊賀）

指しています。 ほかの医療機関

（写真提供：アクアクリニック伊賀）

で手術後、リハビリを受けたいと来

通 所リハビリテーションセンター で

できるのも、訪問リハビリの大きなメ

院する患者さんもおりますし、 妊娠

は、 毎日 15～20 人にリハビリや入

リットです。

中の方が体重コントロールのために

浴などを提供。また、要支援の方が

―訪問リハビリのほかに、無料の送

利用する場合もあります。 当院の施

対 象 の 介 護 予 防 通 所リハビリセン

迎バスも運行していると伺いました。

設を利用したいという方は広く受け

ターでは、介護予防を目的とするプ

遠方からの利用者も多いのですか。

入れ、柔軟に対応しています。

ログラムを用意しています
（写真３）
。

藤森（由） プールを備えた医療機関

―運営には、どれくらいのスタッフ

ご本人の希望や体力によっては、水

は少ないですから、わざわざ探して

が関わっておられるのですか。

中ウォーキングなどプールを利用する

来院する方も多く、京都府や奈良県

藤森（由） 看護師３人、理学・作業

リハビリに取り組む人もいますね。

からの患者さんもいらっしゃいます。

療法士８人、健康運動指導士２人（補

―訪問リハビリテーションも実施さ

リハビリは継続が大切なので、無料

助スタッフ３人）、介護士３人など、

れているそうですね。

の 送 迎 バ ス を 運 行 す ることに よっ

全部で 30 人ほどです。

藤森（健） ケアマネジャーとの連携

て、家族の送迎の負担を減らし、通

主に高齢者が対象のリハビリなの

で行っているもので、 院内でのリハ

いやすくしています（写真４）。保有し

で、厳しくするのではなく、コミュニ

ビリを担 当している理学・作 業 療 法

ているバスは 3 台。 クリニックの 半

ケーションを密にして、「お孫さんと

士が兼務しています。 当院から半径

径 20 キロ圏内を巡って利用者の自

外 出できるように、 一 緒に頑 張りま

5 キロ圏内に住む 40～50 人が対象

宅近くまで送迎していますので、綿

しょう」など、患者さんの気持ちに寄

です。 自宅での生活に基づいたリハ

密な運行ダイヤが必要で、作成には

り添った声掛けでモチベーションアッ

ビリにより、「自力で食事がしたい」

いつも苦心しています。

プを図るよう、スタッフには話してい

「トイレまで歩きたい」など、 患者さ

藤森（健） 今後も高齢者、そして地

ます。毎日のように当院に通い、「生

んの希望を聞きながら自立した生活

域住民が利用しやすく、心身共に元

活の一部になっている」と話す近隣の

を目指します。 家庭内の様子を確認

気になれるように、 引き続き尽 力し

方や、100 歳を超える患者さんもい

しながら、褥瘡予防や車いすへの移

ていきたいと思っています。

らっしゃいます。 週２～３回、無理な

乗などについて、 家族にアドバイス

―どうもありがとうございました。

く通えるペースでリハビリを実施して
います。

医療法人 アクアクリニック伊賀 プロフィール

定期的な通院をサポートする

○所在地：三重県伊賀市上野丸之内 10－８

無料送迎バスを運用

○設

立：2001 年６月

○院

長：藤森健次

○診療科：内科・消化器科・整形外科・リハビリ

―貴院が運営する介護に関する施
設についてもお教えください。

テーション科・禁煙外来・各種健康診断
○併

設：水中運動施設 アクアージュ、デイケ

アセンター

藤森（由） 要介護状態の方が対象の
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