
あたたかい心とたしかな医療



Message －病院薬剤師を目指される皆様へ－

薬剤師を取り巻く環境は年々厳しくなって
いることは皆様ご存知の事と思います。薬
剤師に対する国民のニーズはより高いもの
が求められています。そんな中、これからの
病院薬剤師が目指す業務は病院内におけ
るチーム医療に貢献するだけでなく、地域に
おけるチーム医療に貢献することが目標と
なります。

竹田綜合病院 薬剤科科長 塩川秀樹

TAKEDA general hospital
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当院薬剤科では幅広い知識を有したジェネラリストの教育を行い、その
うえで、より専門的な知識を有したスペシャリストを育てることを目標にし
ています。若い薬剤師が多い当院薬剤科では、現場の経験から多くの事
を学び、自己研鑽に努めながら多種多様な業務を行っています。多職種
から信頼され、何よりも患者さんから信頼される未来の薬剤師を目指して
一緒に働いてみませんか？お待ちしています。

Department of Pharmacy



Characteristics –当院薬剤科の特徴-

特徴①専門性を活かすチーム制

特徴②PBPM で処方オーダーの代行

特徴③保険調剤薬局との薬薬連携

特徴④積極的な学会発表

当院薬剤科は病院薬剤師が持つ能力を最大限に発揮できる環境を整え、実現す
る為に様々な取り組みを行っています。
当院薬剤科が行っている先進的な取り組みについて、ご紹介します。

特徴⑤チーム医療の一員として活躍

特徴⑥フィジカルアセスメントの実践

調剤・薬剤管理指導・病棟薬剤業務等を別々の薬剤師が受け持つセクション
制を採用する病院は多いですが、当院薬剤科ではそれらを各チーム内で完結さ
させるチーム制、つまり一人の患者さんに関わる業務はその病態に特化した
チームが受け持つ制度を採用しています。（→P3～5）

※PBPM：プロトコールに基づく薬物治療管理
医師と事前にプロトコールを結び、その規定内の処方であれば薬剤師が処方・

検査等のオーダーを代行出来る取り組みです。（→P6）

保険調剤薬局の薬剤師と病院薬剤師が協力することで患者さんに様々な利益
を生み出す取り組みを薬薬連携と呼んでいます。当院薬剤科が先頭に立って薬
薬連携を進めています。（→P7）

現代の医療において専門性を有する各職種が連携するチーム医療が実践さ
れています。当院でも薬剤師がチーム医療の一員として活躍しています。
（→P9）

フィジカルアセスメントは薬剤師が薬物治療の質を上げる手法として広く用いら
れるようになってきました。当院で実践しているフィジカルアセスメントについてご
紹介します。（→P9）

日常業務で得た成果を発信し社会に還元することは、より多くの患者さんを救
うことにも繋がります。当院薬剤科では各薬剤師が研究テーマを持ち、日常業
務に加えて学会発表の活動にも力を入れています。（→P8）
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特徴①チーム制

Ａチーム（外科系）

Ａチームは神経内科・脳神経外科・泌
尿器科・外科・消化器科等を担当する
チームです。

業務内容は、調剤業務・病棟業務の
２つに分けられます。調剤は出来るだ
け少数で行い病棟業務に専念できるよ
う工夫しており、患者さんの状態や検
査値、副作用歴、薬歴等の情報から処
方の最適化に貢献しています。

病棟業務は患者さんが入院前に服用していたお薬について用法・
用量や代替薬等を調べ、持参薬報告書を作成しています。また入
院時に患者さんと面談をして「副作用歴やお薬はどう管理されてい
たか」「きちんと服用できていたか」「OTC・サプリメントの服用状況」

等を聞き取ったり、入院後に処方されたお薬の服薬指導を行ってい
ます。
神経内科に関しては、毎週金曜日に行われる総回診に同行し

患者さんの今後の薬物治療方針の決定に関わっています。

その他病棟に常備してあるお薬の管理や、新規採用医薬品等が
あった場合は各病棟へ情報提供を行っています。

神経内科・脳神経外科では通常の経
口投与が困難になるケースも多くあり
ますが、簡易懸濁法適用可否の判断
等にも関わり、間接的な服薬支援も
行っています。

近年では複雑な用法が定められた薬
剤も多い為、適正な用法で服用されて
いるか等も常に監視しています。

使えない薬なんて、あってはならない。

話せない患者にこそ、我々が必要だ。

【病棟服薬指導】
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Ｂチーム（内科系）

Ｂチームでは内科・糖尿科・腎臓内
科・形成外科・眼科・呼吸器内科及び
外科・整形外科・婦人科・小児科の
病棟を担当しています。薬物治療が
メインとなる症例が多いので、薬剤師
が求められる場面も非常に多岐に渡
ります。

糖尿病領域においては糖尿病療養
指導士の資格を有するスタッフが中
心となって、患者さんの指導を行って
います。糖尿病教育入院もその一環
で、１週間の入院スケジュールの中
で薬剤師が糖尿病の薬物療法につ
いて集団講義を行っています。さらに
患者さんのベッドサイドまで伺って個
別指導を行い、服薬アドヒアランスの
向上と良好な血糖コントロールに寄
与しています。

整形領域では手術を行う患者さんが非常に多くいらっしゃいます
が、術前に休止が必要な薬剤を服用している症例も少なくありませ
ん。万が一きちんと休薬しないまま術日を迎えてしまった場合、手術
を延期せざるを得なくなります。このような事態を未然に防ぐ為、外
来の一画にある“入院支援センター”で薬剤師が入院前に患者さん
の常用薬の確認を行っています。その上で休薬指示の漏れがあれ
ば医師と検討し、決定した指示を患者さんへ説明します。当然ＯＴＣ
やサプリメント等の確認も行っており、入院支援センターで薬剤師に
よる介入が始まってから休薬漏れによる手術延期は１件も発生して
いません。

血糖のコントロールは、我々にお任せ！

入院前から薬剤師は忙しい。

小児科では主に川崎病患者さんのご家族への服薬指導を行って
います。薬を飲みたがらない等といったケースでは、ご家族や病棟
スタッフと共に考え、より良い解決策を導き出します。

【インスリン指導】
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がん化学療法チーム

近年がん化学療法の発展は目覚ま
しく、分子標的治療薬、免疫チェック
ポイント阻害薬等による治療も一般
的になってきています。それに伴い、
治療選択や副作用のマネジメントも
複雑化しており、薬剤師に求められる
役割も大きくなっています。

病棟ではがん化学療法を受ける患
者さんと毎日面談し、外来では薬剤師
外来や電話サポートを行い副作用の
早期発見に努めています。またＰＢＰ
Ｍを活用した副作用対策薬の処方代
行、検査オーダーの追加代行等を積
極的に行っています。

当チームは外来化学療法室及び病
棟における患者面談、抗悪性腫瘍剤
の処方監査、無菌調製室における抗
悪性腫瘍剤の混合調製業務を中心
に業務を行っており、単なるがん化学
療法の手助けではなく、我々薬剤師
ががん化学療法をリードするという意
識で業務に臨んでいます。

当チームには５名の調剤助手が所属しており、調剤補助、臨床研
究データの記録、各種指導ツール作成等のサポートを行っていま
す。これにより薬剤師は専門性を活かした業務に専念出来る為、常
に新しい取り組みに挑戦しています。

さらにがん薬物療法認定薬剤師、緩和薬物療法認定薬剤師が複
数名所属しており、その他の薬剤師も認定取得を目指して研鑽を積
んでいます。

がん化学療法は、薬剤師の仕事だ。

今できないことも、
いつか患者を救うかもしれない。

【無菌調製処理業務】

【薬剤師外来における軟膏処置】
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特徴②PBPM (Protocol-Based Pharmacotherapy Management)

PBPMは医師の権利委譲に基づき薬剤師が処方を代行するCDTM（Collaborative 
Drug Therapy Management）に類似した取り組みで、本邦で導入される際法令等に合
わせてプロトコールの存在を重要視した仕組みです。またPBPMは薬物治療を標準化
できる点で、CDTMには無い利点も期待されています。当院ではがん化学療法患者を
中心にPBPMを活用しており、早期の副作用対策、医師の負担軽減等、一定の成果を
挙げています。

当院実施プロトコールの紹介

PBPM導入前 PBPM導入後

≪PBPM活用例：副作用への対処≫

副作用を発見
医師に

報告・処方提案

処方までに
タイムロス

対応の
遅れ

副作用を発見

２０１８年９月現在、当院では
１３種類のPBPMプロトコール
が承認・運用されています。

プロトコールが承認されると
いうことは、副作用対策や処
方管理等は薬剤師が責任を
持って行う義務が発生する、と
いうことでもあります。

当院薬剤科では「薬物治療
は薬剤師が責任を持って行う
べきである」という意識のもと、
これらのプロトコールを活用し
ています。

※プロトコールの詳細は病院
見学時にお見せすることも可
能です。希望される方は見学
申し込みの際に併せてお伝え
下さい。

早期に対処→解決

プロトコールに
基づき処方入力
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特徴③薬薬連携

会津薬薬連携協議会の取り組み

地域統一型お薬手帳（會津お薬手帳）

会津薬薬連携協議会ホームページ
https://yakuyaku-aizu.com/

薬薬連携にはまず地域共通の情報共有ツールが必要と考
え、「會津お薬手帳」を作成しました。従来のお薬手帳とは異
なり、病名・検査値・調剤方法・残薬・注射・疑義照会等を記載
するページを設けることで、医師はもちろん、患者さんが見て
も分かりやすい手帳となっています。非常に評判で、会津地
域全体で活用が進んでいます。

薬薬連携講習会
会津地域で働く薬剤師の為の講習会を、年３回

開催しています。

軟膏処置や吸入指導、がん化学療法、腎機能低
下患者に対する薬物治療等、毎回テーマを決めて
講義を行い、知識や技能の向上を図っています。
またグループディスカッションの時間を設けること
で薬剤師同士はもちろん、地域の連携も深めてい
ます。

地域PBPM

地域全体でのプロトコールを定め、ＰＢＰＭを行う取り組みを進めています。

残薬調整、心原性脳梗塞を未然に防ぐための受診勧奨、一定条件下における一包化調剤
の疑義照会不要化等、実現に向けて取り組んでいます。

「薬薬連携」という言葉をご存知でしょうか。地域の保険調剤薬局の薬剤師と
病院薬剤師の連携を、薬薬連携と呼んでいます。

地域包括ケア（医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供）の推進には、病
院と保険調剤薬局の連携が重要です。そこで会津地域では薬薬連携を通じて
それらの問題を解決するべく【会津薬薬連携協議会】を発足し、様々な取り組み
を行っています。当院は事務局として中心的な役割を果たしています。
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特徴④学会発表

近年の学会発表実績

学会名：日本医療薬学会(2015)
演題名：竹田綜合病院における共同薬物治療管理（CDTM）導入の成果と課題
発表者：木本真司、熊谷修一

学会名：日本病院薬剤師会東北ブロック第6回学術大会(2016)

演題名：ベバシズマブ使用患者における尿蛋白検査オーダーシステムの構築

演題名：がん化学療法患者の退院処方における薬剤師の介入意義に関する調査研究

発表者：木本真司、河原史明、安齊泰裕、熊谷修一、安達亮平

学会名：日本病院薬剤師会東北ブロック第6回学術大会(2016)

演題名：ＴＤＭ等介入中に悪性高熱類似症状が疑われた症例
発表者：石井裕也

学会名：日本癌治療学会(2018)
演題名：L-OHPを含むpalonosetron+Aprepltant+Dexamethasone制吐療法の効果
発表者：木本真司、河原史明、安齊泰裕

学会名：福島県薬剤師学術大会(2018)
演題名：竹田綜合病院におけるｉｒＡＥサポートプログラムの有用性
演題名：特発性血小板減少性紫斑病を併発した白金抵抗性卵巣癌の一例

発表者：原田伸彦、平山拓史

薬剤師という資格を持つからには目の前の患者さんに対して様々な取り組みを行い、
薬物治療に貢献することが重要であることは言うまでもありません。またそのような取り
組みを外部に発信することで、全国の患者さんの利益に繋げることも薬剤師にとって重
要な責務となります。当院薬剤科は積極的な学会発表、論文作成を推進し、患者さんに
貢献することを目標に掲げています。
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特徴⑤チーム医療

特徴⑥フィジカルアセスメント

医療におけるプロブレムを単独の職種のみで解決することは非常に困難です。様々な職種と協力し
合うことで解決の糸口が見つかることは、実際の現場でも多々あります。

当院の薬剤師は各病棟カンファレンスへ参加したり、病棟スタッフや管理栄養士等との意見交換は
もちろん様々な場面で他職種と連携し、チーム医療に貢献しています。

薬物療法における副作用を早期に発見することは、薬剤師に課せられた責務の一つです。
フィジカルアセスメントという言葉は薬剤師の間でも近年一般的なものとなりました。

認知症カフェ地域包括ケア会議

糖尿病教育

当院薬剤科では患者さんの四肢に直接触れることによる浮腫の確認等はもちろんのこと、
上記のようなフィジカルアセスメントの実践を進めています。
またフィジカルアセスメント研修を受講し、さらなるレベルアップを図っています。

口腔内年膜炎やオピオイドによる
縮瞳の観察など

医療用ペンライト

緩和薬物療法認
定薬剤師を中心に
緩和ケアのカンファ
やラウンドに参加し、
疼痛コントロール、
終末期患者のケア
及びその家族のケ
ア（グリーフケア）に
おいて貢献してい
ます。

他職種が薬物治療
の代替案を提案する
ことは薬剤師が想像
する以上に難しいも
のです。地域包括ケ
ア会議ではアプロー
チの難しい事例にお
いて薬学的見地から
積極的に意見し、貢
献しています。

認知症患者さん
とそのご家族から
の相談に対して助
言を行ったり、薬剤
やサプリメントに関
する講義等といっ
た形で関わり、生
活の負担や不安の
軽減に尽力してい
ます。

糖尿病治療は薬剤
の理解不足、自己注
射手技の誤解等が
病状悪化に直結しま
す。そのため糖尿病
療養指導士を取得し
た薬剤師が他の職
種と連携し、患者さ
んへの教育を行って
います。

緩和ケアカンファレンス

聴診器

蠕動運動を確認
することによる
便秘・イレウス
のアセスメント
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Location –会津ってどんなところ？-

会津にはどうやって行くの？

会津に就職し、新しく生活を始めることは
色々な面で不安も多いと思います。

会津での生活の一部を紹介します。

会
津
若
松

東北新幹線 約80分 JR磐越西線 約70分

高速バス 約200分

東北新幹線 約45分

飛行機約60分

飛行機約60分 高速バス
約40分

高速バス 約60分高速バス
約40分

高速バス 約60分

JR磐越西線 約70分

高速バス 約105分
新潟

仙台

大阪
（伊丹）

札幌
（新千歳）

東京

福
島
空
港

郡
山
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会津でのライフスタイル

家賃相場・駐車場代

竹田綜合病院近辺のアパートの家賃相場は、駐車場代を含め
て約3万5,000円～6万5,000円です。

観光地がたくさんあり、四季によって移り変わる風景を楽しめます

春は鶴ヶ城に桜、三ノ倉高原に菜の花が咲き誇り、夏は猪苗
代湖等がひまわり畑で彩られ、秋は磐梯山や裏磐梯・五色沼な
どで紅葉が色づき、憩いの場となります。冬は雪が降るため、ス
ノースポーツに最高の環境です。

また観光スポットがたくさんあり、季節によって様々なイベント
が開催されるため、年間を通して楽しめます。

生活する上で必要なコンビニやスーパー、ドラッグストア、ホー
ムセンター等が自転車で行ける範囲にあり、利便性は抜群で
す。

また恵まれた立地や気候のおかげで農業に適しており、お酒
やお米をはじめ美味しい農作物や名産品がたくさんあることも魅
力の一つです。
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基礎レベル

準単独施行レベル

単独施行レベル（制限解除）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

調剤

処方監査

受付

検閲

伝票出し

注射箋検閲

問い合わせ対応

持参薬報告

IV H

機器点検

病棟業務

●チーム研修 ●チーム研修 ●チーム入り

★日直研修①② ★日直入り ★宿直研修①★宿直研修②★宿直研修③★宿直入り

２０１８年度

新人教育スケジュール（１年時）

病院オリ エンテーショ ン 薬局オリ エンテーショ ン

確認試験 確認試験 確認試験日直前

確認試験

講義 講義 講義 講義 講義講義 講義

確認試験 確認試験 確認試験 確認試験 確認試

Education –教育制度-

当院独自の新人教育プログ
ラムを用いて、薬剤科全体で
人材育成に取り組んでいま
す。

３か月間の基礎研修後チー
ム配属となり、早期から臨床
の現場で学びます。

１年間かけて、病院薬剤師と
して必要な知識・技能・態度を
身に付けます。

病院薬剤師としてのベース作り→臨床の現場へ

４～５年生がプリセプターとなり、マンツーマン
で指導していきます。「確認リスト」や「確認試
験」で定期的に習得度を確認し合います。

また２～３年生がメンターとなり、精神的サ
ポートを行います。

プリセプター・メンターとして新人教育に関わ
ることで先輩薬剤師としての自覚と責任が芽生
えるだけでなく、問題解決能力アップにも繋
がっているようです。

プリセプター制度
メンター制度

「ここはもう少しこうした方が良いよ」

「良く出来てると思う」

日本病院薬剤師会
がん薬物療法認定薬剤師研修事業

２０１９年４月より「日本病院薬剤師会がん薬
物療法認定薬剤師研修事業」研修施設に認定
されました。

がん薬物療法認定薬剤師を志す他院薬剤師
の受け入れを行う他、当院で３年間がん薬物
療法に従事した薬剤師は認定試験の受験資
格を得ることが出来ます。
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Support –サポート体制-

薬剤師・社会人として成長意欲がある方にとって、より高みを目指し成長できる体
制を整えています。総合病院である強みを活かしジェネラリストとしての成長は勿
論、認定薬剤師といったスペシャリストを目指せるようサポートします。自分の思い
描く「薬剤師」を当院で完成してみませんか？

竹田綜合病院ならではの認定取得体制が整っています

現在取得可能な認定として病院薬剤師会や医療薬学会、化学療法学会
等、多岐に渡ります。総合病院という様々な症例を経験出来る強みがある
だけでなく、医師との距離が近い風土です。また単位取得の為の講習会
等への参加も推奨しています。そのため認定取得出来る下地が整ってお
り、さらに取得に専念出来る支援体制も充実しています。

学会への参加を推奨し、交通費・宿泊費を負担します

臨床現場に立つ薬剤師として最新の知見・医療動向の収集は欠かせま
せん。そのため学会に参加する事で得られる知見等は大変有用であると考
え、業務上必要とされる学会への参加や発表目的の参加を推奨し、出張と
して交通費・宿泊費の負担援助を実施しています。

独自の能力開発プログラム、お祝い金制度があります

当院では『自己価値の創造』をスローガンに掲げ、職員各自の能力開発
に力を注いでいます。当院独自の研修を数多く開催し、日時・内容等をまと
めた能力開発ガイドブック「エンハンス」を毎年全職員に配布しています。
また職種別・経験年数別研修や、プレゼンテーション能力向上等の自己啓
発研修を実施しています。さらに自発的なレベルアップを図れるよう通信教
育の受講を推奨し、費用の補助を行っています。資格を取得した場合（認
定・専門薬剤師取得も含む）、祝い金支給も行っています。

調剤助手を多数採用し、負担を軽減する環境が整っています

現在薬剤師の業務はＮＳＴ等チーム医療から、ＰＢＰＭによるプロトコール
を用いた臨床貢献等多岐に渡りますが、限りある時間の中では業務の幅
が狭められてしまいます。そのため当院では調剤助手を数多く採用し、業
務を補助して貰うことで「薬剤師でなければできない業務」により集中出来
る環境を整えています。
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当院では、新人から中堅、育児中の方、ベテランまで様々な年齢層の薬剤師
が臨床の現場で活躍しています。その一部をご紹介します。

Staff –当院薬剤科勤務者の声-

入職したばかりの頃は分からない事も多く不
安もありましたが、先輩薬剤師にマンツーマンで
指導して頂き、自信を持つことが出来るようにな
りました。また１年目から病棟に行けるので患者
さんと直接お話し出来る環境に、緊張もします
が魅力も感じています。

私は東京出身
で就職を機に初
めて都会から離
れましたが、会
津は美味しい食
べ物がたくさん
あり、とても満足
しています。

成田 浩気
入職年：２０１８年
出身校：星薬科大学

新人

私は化学療法チームに所属し、日々がん患者
さんの治療のサポートをしています。今後はがん
薬物療法認定薬剤師の資格取得を目指してい
ます。病棟業務、PBPM、臨床研究、薬薬連携etc

とやるべき業務は多岐に渡り、薬剤師として働く
事の責任と愉しさを実感する毎日です。

しんどい！と思う
時もあるとは思い
ますが、患者さん
に対する思いやり
さえあれば必ず
良い医療人にな
れます。共にがん
ばりましょう。

安齊 泰裕
入職年：２０１３年
出身校：昭和薬科大学

中堅

私は入職して１０年経ちますが、育休を２回取
得しています。現在は主にＤＩ室で問い合わせの
対応やＤＩニュースの作成等を行っており、臨床
治験委員会にも参加しています。

育児と仕事を両立させるのは大変なときもあり
ますが、子供か
ら教えられるこ
とはたくさんあり
ますし、薬剤師
としていろいろ
な経験を積める
環境は充実して
います。

金子 美知子
入職年：２００８年
出身校：東北薬科大学

子育て中

感染防止対策を行うＩＣＴ（感染制御チーム）とＡ
ＳＴ（抗菌薬適正使用支援チーム）の２つのチー
ムに薬剤師として所属し、感染防止対策と抗菌
薬適正使用に携わり、感染防止対策、患者予後
の改善に貢献しています。

大堀 徹
入職年：１９８４年
出身校：明治薬科大学

役職者

今、薬剤師の
感染症と抗菌薬
に関する知識が
臨床の現場で求
められています。
まさに薬剤師の
職能が直接発揮
される場所です。

様々な大学出身者が全国各地から入職しています！

＜日本病院薬剤師会感染制御認定薬剤師＞
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朝礼・始業準備

業務スケジュールの確認や
ミーティングを行い、連絡事
項等を共有します。その後前
日の日勤終了から今朝まで
に入院された患者さんの情
報を確認していきます。

8:30～9:00

脳神経外科・神経内科担当薬剤師の１日

調剤・注射業務

入院している患者さんに処方さ
れている薬剤を薬歴/検査値/相

互作用等を確認しながら監査・
調剤・検閲を行い、不明点があ
れば疑義照会を行います。注射
は投与量/投与時間/配合変化を
確認し、個人セットします。

9:00～ 10:30～

神経内科回診に参加

医師・看護師・栄養士・リハビ
リ・SWと共に神経内科に入院さ
れている患者さんを1人1人回診

し、現在の治療や今後の方向性
について確認します。質問や提
案事項があれば発言することも
あります。

13:30～

病棟業務

患者さんの持参薬に問題が
ないか判断し、副作用・コンプ
ライアンス等面談を通して確
認し、服薬指導を行います。
聞き取った情報を電子カルテ
に記載します。

16：30～

まとめ・終業

翌日の入院患者さん
の情報確認、日勤中
に処方になった処方
せんの確認を行いま
す。

19：00～

勉強会参加

今回参加した勉強会は
「リアルワールドデータ
の統括的見方と解釈」
DOACについて統計的見

方と臨床現場にどう生か
すかについて学びまし
た。

業務終了後、院外で行
われている勉強会に参
加し、知識の向上を図っ
ています。

小林 史和
入職年：２０１５年
出身大学：奥羽大学

主に脳神経外科・神経内
科の患者さんの病棟を担
当しています。地域の患
者さんに少しでも貢献出
来るよう頑張っています。

化学療法担当薬剤師の1日

山田 麻帆
入職年：２０１８年
出身：新潟薬科大

新人ですが、成長出
来るよう日々頑張っ
ています！

8:30-9:00

患者情報の確認

その日にかかわる患者さ
んの情報をチェック。

どのようなアプローチを
行うかを面談までにイメー
ジしておきます。

混合調製業務

9:00-11:30

安全キャビネットを用いて
抗悪性腫瘍剤の混合調製を
行います。手技を誤ると自分
のみでなく患者さん・看護師
さんにも危険が生じるため、
真剣に取り組みます。

12:30-14:00

外来で化学療法を行う患者
さんと面談。処方提案を積極
的に行い、患者さんのQOL維

持に努めます。時には患者さ
んの悩みの聞き役にもなりま
す。

14:00-15:30

外来患者面談

入院患者面談

入院で化学療法を行う
患者さんと面談。副作用
の好発時期等を念頭に
おいて関わります。病棟
スタッフと意見交換・情報
提供も行います。

15:30-16:00

薬歴確認・調剤

一見地味な作業です
が、正確な薬歴の作成
が薬剤管理指導の土台
です。また調剤はなる
べく短時間で行えるよう
工夫しています。

16:00-16:45

指導記録作成

電子カルテに面談や
アプローチに関する報
告を、根拠や経緯を交
えて記載します。次回
担当者や他職種に情
報提供する重要な記録
の為記載後は上司や
先輩の助言を貰って改
善し、より良い情報を提
供出来るよう努力して
います。
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Recreation and Event 

スポーツ大会

オープンホスピタル

スキー・スノーボード

バーベキュー

病院運動会

良い仕事をする為には、体・基礎体力が大事！

地域の体育館を借りて、調剤助手や実務実習生と共に
汗を流します。
日頃の運動不足を一気に解消！

会津地域の小中学生とその保護者を対象に
病院を開放して様々なイベントを楽しんで頂く
取り組みです。薬剤科ではクイズと調剤体験
のイベントを開催しました。

雪国といえばスノースポーツ！

車で１時間以内に行けるスキー場が数多くある
ので、薬剤科スタッフだけでなく他の職種の方々と
共にスキー場に赴き、絆を深めています。

近所の河川敷を借りて、バーベ
キューを楽しんでいます。薬剤科ス
タッフの他、実務実習生、スタッフの
家族と共に楽しく過ごします。

竹田綜合病院では全職員を対象とする運動
会が毎年開催されています。

仮装に対する賞も設けられているので仮装
する人も多く、毎年盛り上がりを見せていま
す。

高い意識・モチベーションを持って日々業務に取り組む為には、息抜きやイ
ベントも必要です。当院薬剤科では様々なレクリエーションやイベントを行い、
モチベーションの維持・一体感の強化に取り組んでいます。
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所在地 〒965-8585 福島県会津若松市山鹿町3番27号

職員数 薬剤師４０名、調剤助手１７名（２０２０年４月現在）

診療科

TEL：0242-27-5511（代表） FAX:0242-27-5670

病院種別 総合病院 昭和２５年認可

許可病床数 ８３７床（一般６９３床、精神科１４４床）

竹田綜合病院 ３０科

内科、ﾘｳﾏﾁ科、循環器内科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、呼吸器外科、小児科、
外科、大腸・肛門外科、小児外科、内視鏡外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓
血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科、精神科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、歯科、病理診断科、緩和ｹｱ内科

山鹿クリニック ９科
内科、糖尿科、形成外科、耳鼻咽喉科、眼科、呼吸器内科、呼吸器外科、皮膚科、歯科

沿革・特色 昭和３年開院、昭和１０年に病院となり、昭和２５年に財団法人となる。本院は会津地域
の基幹病院として常に先端医療を率先実施しつつ地域に密着して発展してきた。重症、専
門、救急医療の総合診療を図ってきたが、今後はそれらも包括し、経営理念・病院の使命
に沿った広範なヘルスケアサービスを地域に提供する。

経営理念 ◆信頼されるヘルスケアサービスを提供し、地域に貢献する

◆職員が成長し喜びを感じられる組織風土を造る

使命 質の高い保健・医療・福祉の機能を提供し、地域の方の健康に関する問題解決を支援する

認定薬剤師 がん薬物療法認定薬剤師・・・・・２名
感染制御認定薬剤師・・・・・・・２名
抗菌化学療法認定薬剤師・・・・・１名
緩和薬物療法認定薬剤師・・・・・２名
日病薬病院薬学認定薬剤師・・・・５名
実務実習指導薬剤師・・・・・・・４名
日本リウマチ財団登録薬剤師・・・１名
糖尿病療養指導士・・・・・・・・３名
スポーツファーマシスト・・・・・２名

出身大学 昭和大学 ：１名
明治薬科大学 ：３名
星薬科大学 ：５名
東北医科薬科大学：１１名
東京理科大学 ：１名
東京薬科大学 ：１名
北陸大学 ：１名
日本薬科大学 ：１名
奥羽大学 ：４名
昭和薬科大学 ：２名
国際医療福祉大学：１名
新潟薬科大学 ：９名

中堅である３０
代を中心とする
活気溢れる職場
です！

年齢層（薬剤師）

20代 30代 40代

50代 60代
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