
陽明会 薬剤部紹介

病院理念:医療を通じ地域住民の健康と福祉への貢献





救急・災害医療に
力を入れています
救急・災害医療に
力を入れています



カフェあり♪
コンビニの焼き立てパンも好評♪
カフェあり♪
コンビニの焼き立てパンも好評♪



処方箋発効前に処方モニタリング
血液検査データを患者ごとにチェック
➡電子カルテシステムで疑義照会
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抗がん剤調製
全てに閉鎖式システム導入
抗がん剤調製
全てに閉鎖式システム導入

機械化できるものを
増やし業務の負担軽減
機械化できるものを
増やし業務の負担軽減



病棟の薬剤師デスク、電子カルテ用
ノートパソコン各病棟1台ずつあり
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ノートパソコン各病棟1台ずつあり

電子カルテ全端末より部門システムにアク
セス可能。指導記録、持参薬鑑別は部門
システムに入力し電子カルテに反映
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6階フロア

•外科・婦人科

•整形外科

5階フロア

•脳神経外科・泌尿器科・眼科

•内科・循環器内科・呼吸器内科

4階フロア・ICU／HCU

•地域包括ケア

•回復期リハビリテーション



ポリファ―マシー対策
2019年度 福岡県医薬品適正使用促進連絡協議会事業 参画
大学病院薬剤部との連携

（東京大学方式を利用した薬剤師のみでの介入）

ポリファーマシー対策チーム立ち上げに向けて調整中
➡ 医師を含めたチームでのポリファ―マシーに対する介入

薬薬連携 病院-保険薬局薬剤師の双方向の情報提供

退院後の療養を踏まえた薬剤師の介入
入院中の薬物療法の情報提供 ➡ 薬剤管理サマリー作成

PBPM、タスクシフティング
・副作用早期発見のための、血清Mg、Ca測定プロトコール
・医師、多職種の負担軽減のための定期処方支援

💡 ⾧期間介入出来るため
業務に特色があります

💡 ⾧期間介入出来るため
業務に特色があります

4階フロア担当の役割
地域包括ケア・回復期リハビリテーション病棟



医師とのコミュニケーションが
とりやすい環境 ♪
医師とのコミュニケーションが
とりやすい環境 ♪

NST回診の様子
（院⾧先生と
回診します）

NST回診の様子
（院⾧先生と
回診します）

救急外来での処方提案救急外来での処方提案 医師からの問い合わせ対応医師からの問い合わせ対応

理事⾧先生へ処方提案理事⾧先生へ処方提案



薬剤師が活躍するフィールド
は多岐にわたります
薬剤師が活躍するフィールド
は多岐にわたります



1年目は新人教育プログラムに
沿って基本的業務を学びます。

新人一人に指導薬剤師一人が
付き指導します。

1年目は新人教育プログラムに
沿って基本的業務を学びます。

新人一人に指導薬剤師一人が
付き指導します。





4月
・オリエンテーション
・新人研修
・調剤室業務

5月
・調剤室業務
・電話対応

6月
・処方モニタリング
・外来透析患者対応
・持参薬鑑別

7月
・外来患者対応
・TDM業務

8月
・鑑査業務開始
・病棟業務開始

9月
・夜間業務練習
・無菌調整業務

10月
・学会参加
・当直練習開始

11月
・当直練習

12月
・一人当直開始

1月
・在庫管理

2月
・基本業務の復習

3月
・卒業
・経年別プログラムへ



院外活動、薬薬・地域連携にも
積極的に取り組んでいます。
院外活動、薬薬・地域連携にも
積極的に取り組んでいます。

院外活動
薬薬・地域連携
院外活動
薬薬・地域連携

主な院外活動
・福岡県病院薬剤師会

病診薬連携・中小病院委員会
・北九州地区勤務薬剤師会

中小病院委員会
・北部福岡NST研究会 世話人
・化学療法ケアを考える会 世話人



地域の機関病院の薬剤師
精神科の病院薬剤師が参加

薬剤師会とも連携



業務の成果を発表業務の成果を発表

学会・研修会参加
病院助成あります（3回/年）
1年目から全国区の学会に参加できます

学会・研修会参加
病院助成あります（3回/年）
1年目から全国区の学会に参加できます



学会発表等実績 （2017）
2016年度洞薬会薬局⾧意見交換会（2017.2.3）
「ケアミックス病院の取り組みから考える薬薬連携とポリファーマシー対策」

第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会
ポスター報告（2017.2.23）
「ペクチン含有濃厚流動食使用時に胃酸分泌抑制薬中止により消化管出血を起こした1例を通して」

在宅薬学，2017;4:28-37 雑誌掲載
「病棟専任薬剤師と保険薬局薬剤師による双方向の情報提供を実践した訪問薬剤管理指導の1例」

第14回日本褥瘡学会九州・沖縄地方会
学会報告（2017.5.20）
「局所陰圧閉鎖療法（NPWT）施行時に悪化した踵部褥瘡に対して外用療法が有効であった１例」

第78回九州山口薬学大会
ポスター報告（2017.9.18）
「化膿性脊椎炎、腸腰筋膿瘍由来の敗血症症例に対してMEPMの高用量・持続点滴を行った1例」

第11回日本腎臓病薬物療法学会
学術集会・総会 ポスター報告（2017.10.1）
「自覚症状を伴わないシベンゾリン血中濃度高値の一例」

第119・120・121回中小病院懇話会
研修会（2017.10.11月）
「病院薬剤師と保険薬局薬剤師による双方向の情報提供を行った症例から考える薬薬連携」

第220回洞薬会例会（2017.11.16）
「介護老人保健施設における多剤併用回避への処方提案」



学会発表等実績 （2018～2020）
第33回静脈経腸栄養学会学術集会 ポスター報告 ＮＳＴ共同発表（2018年2月）

銅欠乏改善を契機にサルコペニアによる嚥下障害も改善した一例

第78回九州山口薬学大会 ポスター報告（2018年11月）
「地域包括ケアシステムにおける病院薬剤師の役割」

第2回みやこ薬薬連携カンファレンス 口頭発表（2018年2月）
気をつけよう高Ca血症 ～小波瀬病院の症例～

第29回北部福岡NST研究会 口頭発表 （2018年11月）
薬剤性摂食・嚥下障害の早期発見にむけて

第5回みやこ薬薬連携カンファレンス 口頭発表（2019年2月）
「災害拠点病院における薬剤師のかかわり」

第13回 日本腎臓病薬物療法学会 ポスター報告（2019年11月）
「当院における血清マグネシウム値測定の現状調査」

第30回北部福岡NST研究会 NST共同発表 （2019年11月）
抗菌薬使用状況からみたC.difficile感染症の現況

地域での発表は
2～3年目、
学会発表等は
4～5年目から行うこ
とが多いです。
発表の際は経験豊富
な先輩が支援
するので安心です。

地域での発表は
2～3年目、
学会発表等は
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発表の際は経験豊富
な先輩が支援
するので安心です。

第14回 日本腎臓病薬物療法学会 口頭発表（2020年12月）
「TDMを契機に腎機能評価方法を見直した一例」

第31回北部福岡NST研究会 NST共同発表 （2020年12月）
「高齢NST介入患者の栄養指標はどこに? 介護付施設入所者と高齢入院患者の体格指標の比較より」



認定・研修薬剤師取得
• 日本薬剤師研修センター認定実務実習指導薬剤師（2人）
• 日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師 （5人）
• 日病薬病院薬学認定薬剤師 （2人）
• 日本臨床栄養代謝学会 NST専門療法士（5人）
• 日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師 （1人）
• 日本腎臓病薬物療法学会 腎臓病薬物療法認定薬剤師（1人）
• 日本褥瘡学会 日本褥瘡学会認定師 （1人）
• 日本骨粗鬆症学会 骨粗鬆症マネージャー（２人）
• 日本老年薬学会 老年薬学認定薬剤師（２人）
• 福岡県、佐賀県糖尿病療養指導師（１人）
• 日本アンチ・ドーピング機構 スポーツファーマシスト（１人）
• リウマチ財団登録薬剤師 （１人）

陽明会 薬剤部 2022年4月時点



腎臓薬物療法
認定薬剤師

災害医療
担当

褥瘡認定薬剤師

NST専門療法士

骨粗鬆症
マネージャー

栄養状態は全ての疾患に影響を与
えます。薬剤の副作用により食事摂
取が低下することがあるため、処方
中止・変更により摂取が改善し原疾
患治療に寄与することも多くありま
す。チームの中で活躍するには、静
脈栄養だけでなく、基本的な薬剤の
知識が重要です。

当院はＮＳＴ教育認定施設なので
資格が取りやすい環境です。

骨粗鬆症治療薬は治療継続が
重要ですが、現状は服薬アドヒ
アランスが十分でなかったり、
通院をやめてしまう患者が多い
ことが知られています。

患者さんが治療を継続できる
ように医師、看護師などの多職
種の方と協力して指導、啓蒙活
動を行っています。

褥瘡治療の考え方は薬物療法の
基本となります。褥瘡治療におい
て、薬剤師は外用剤の薬効だけで
なく、基剤の特徴、混合した際の
安定性等の情報を考えて処方提案
する必要があります。提案した外
用剤で症状が改善した時にはとて
もやりがいを感じます。

昨年度、褥瘡認定薬剤師取得し
ました。

腎排泄の薬剤は数多くあり、腎
機能低下患者への投与により重大
な副作用を招くことがあります。
当院では、処方せん発効前に腎機
能を確認し医師に適切な投与量を
提案しています。今では医師より
処方前に相談を受けることも多く
なってきています。

当院は災害拠点病院、ＤＭＡＴ指
定医療機関であり、災害医療に力を
入れています。災害医療では多職種
との関りも多く、普段の薬剤部業務
では学ぶことが出来ないことがたく
さん経験できます。災害訓練も本格
的に行っており、いつくるかわから
ない災害に備えています。

がん化学療法において、薬剤師は
レジメン管理、副作用軽減のための
支持療法提案、患者への薬剤指導な
どを行っています。医師・看護師か
ら頼られることが多く、やりがいを
持って業務に取り組んでいます。

がん化学療法における地域連携に
も積極的に取り組んでおり、他施設、
他職種との情報交換にも努めていま
す。

がん化学療法担当
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