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開催方法：オンライン形式（Ｚｏｏｍ） 
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座長 順番 時間 演題名

11:30～11:45

1 11:45～11:55 令和２年度医薬品計画的試験検査結果
（一社）福島県薬剤師会
医薬品試験検査センター

後藤　幸永

2 11:55～12:05 インスリン注射使用患者の手技等における現状と課題
㈱メディカル・コア
ふたば薬局

渡邉　小百合

3 12:05～12:15 服薬ツールを使った相互作用及びアドヒアランスの向上
アポクリート㈱
アイランド薬局谷田川店

山川　享浩

4 12:15～12:25
服薬フォローアップアプリを用いることによりADHD患児にお
いて、医師への情報提供に繋がった一例

会喜調剤薬局グループ
いぶき薬局、けやき薬局、ひのき薬局

関　　陽介

5 12:25～12:35 保険薬局薬剤師のがん関連の病院研修
(一財)慈山会医学研究所付属
坪井病院
クオール薬局郡山店

合津　貴志

6 12:35～12:45
計数調剤監査システムF-WAVEの使用による調剤過誤対
策について

福島県立医科大学附属病院
薬剤部

遠藤　沙英

7 12:45～12:55 当院の院内フォーミュラリーの現状について
福島県立医科大学附属病院
薬剤部

陣野　大輔

8 12:55～13:05 特別養護老人ホームにおける薬剤師の関わりについて
(特定)医療法人明精会
会津西病院

小室　幹男

9 13:05～13:15 SPD業務の教育体制について
いわき市医療センター　薬局
㈱エス・ディ・ロジ

矢田部　恭平

10 13:15～13:25 日本とアメリカにおける薬学部臨床教育の比較
奥羽大学　薬学部
医療薬学分野

山本　晃平

11 13:40～13:50 早期体験学習の学習効果についての検討 医療創生大学　薬学部 永田　隆之

12 13:50～14:00 会津コロナ自宅療養者等支援ネットワークの構築について
(一社)会津薬剤師会、(一社)福島県薬剤
師会、福島県会津保健福祉事務所

小澤　佳嗣

13 14:00～14:10
コロナ禍における小中学生の身体的変化と学校薬剤師とし
てのアプローチ

うさぎ薬局保原店 堀江　勝洋

14 14:10～14:20 Webカメラを活用した抗がん剤調整時監査システムの構築
(一財)脳神経疾患研究所附属
南東北福島病院　薬剤科

柳沼　　歩

15 14:20～14:30 新型コロナウイルスワクチンの管理業務について
(一財)脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院　薬剤科

佐久間　淳一

16 14:30～14:40 新型コロナウイルスワクチンの調製業務について
(一財)脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院　薬剤科

猪狩　政則

17 14:40～14:50
新型コロナウイルスワクチンの配送業務・ロット管理につい
て

(一財)脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院　薬剤科

鈴木　智博

18 14:50～15:00 東日本大震災から10年目の放射線ファーマシスト®の活動
（一社）福島県薬剤師会
放射線ファーマシスト委員会

松下　　敦

※発表時間は、８分。スケジュール上は、出入り等の時間調整のため10分で換算。

休憩　（15分）

(一社)福島県薬剤師会
職能・生涯教育委員会
副委員長
　鍛治内　大輔

福島県病院薬剤師会
学術委員会
委員長
　遠藤　一江

閉会　　15:05終了

第２５回　福島県薬剤師学術大会　プログラム

発表者

開会式

(一社)福島県薬剤師会
職能・生涯教育委員会
副委員長
　川越　健司

福島県病院薬剤師会
理事
(一社)福島県薬剤師会
副会長
　塩川　秀樹
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令和２年度医薬品計画的試験検査結果 

 

一般社団法人福島県薬剤師会医薬品試験検査センター 

渡邊智子      菅井正子    ○後藤幸永 

 

【目的】 

 安全で有効な医薬品の提供とその品質確保は薬剤師の重要な役割の一つであり、薬局

等における試験検査の実施義務については医薬品医療機器等法に規定されている。福島

県薬剤師会では、医薬品計画的試験を実施することにより、薬局等における試験検査の実

施義務の一端を担っている。試験実施の対象となるのは、福島県薬剤師会と契約を結んだ

薬局、店舗販売業の開設者で、医薬品の安全性、有効性の確保、製剤学的同等性確認、服

薬指導の根拠となるデータの収集及び調剤技術の向上を主な目的としている。 

【対象品目及び試験検査項目について】 

①薬局で分包された医薬品（半錠）の重量偏差試験、②グリメピリド錠の溶出試験、③

バルサルタン錠の定量試験、④OTC 錠剤の崩壊試験とした。 

【結果及び考察】 

半錠の重量偏差試験は、薬局における錠剤の分割精度向上のための試験である。対象製

品は指定しておらず、薬局で分割分包された医薬品 20 個について試験を実施した。検体

数は 49 製品、74 検体で、そのうち 3 検体が OD 錠だった。試験結果の不適率は 39％だ

った。分割用ハサミにより分割されたある検体の試験結果は偏差が非常に低く良好だっ

た。一方で別の検体（製品）では、前者同様に分割用ハサミ使用によるものだったが、偏

差が非常に大きく、判定も不適合となった。これら検体の分割方法は共通だが、錠剤の形

状の特徴に大きな違いがあった。前者が平面、割線付きの錠剤で、後者は丸みが有り、割

線が無い錠剤であったことから、錠剤の形状の違いが試験結果に大きく影響したと考え

られた。より正確な分割を行うためには、分割方法や使用器具を一つに限定せず、分割す

る錠剤の形状や硬さ、割線の有無等その製品の特徴に合わせて選択する必要がある。 

グリメピリド錠溶出試験は、普通錠または OD 錠（0.5mg または 1mg）26 検体（22 製

品）について試験を実施した。規格（第 17 局）を外れる検体はなく、全検体適合となっ

た。 

バルサルタン錠の定量試験は、20 ㎎、40 ㎎及び 80mg 錠 17 検体（12 製品）について

実施した。定量値が規格外（第 17 局）の検体はなく、全検体適合となった。 

錠剤（ＯＴＣ）崩壊試験は試験法及び規格は 17 局で実施したが、試験結果は全検体適

合となった。 

今回の試験では、溶出試験、定量試験及び崩壊試験で特に問題はなかったが、患者への

信頼性の高い医薬品の提供のためには、薬局等での最終的な医薬品の品質確認が常に重

要である。今後も医薬品計画的試験を通して医薬品の品質確保に寄与できるよう試験を

継続して実施していきたい。 
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インスリン注射使用患者の手技等における現状と課題 

 

株式会社メディカル•コア ふたば薬局 

○渡邉小百合、鍛治内大輔、菅野義晃、紺野陽広、佐藤貴子、佐藤博美、 

佐藤博泰、佐藤美緒、佐藤隆、霜山愉香、清野陽子、野崎友佑、三上麻子、 

渡邉由起、齊藤賢一 

 

【目的】インスリン注射使用患者への服薬指導時に、保管、廃棄方法、注射単位等の基本的

な使用方法の再指導が必要となる場面が少なくない。長年使用することで思い込み

や患者自身のやり方に変わっている可能性があると推察した。そこで本研究では、イ

ンスリン注射の手技等におけるピットホールや介入が必要な患者群の傾向を捉える

事とした。 

【方法】令和１年１２月から令和２年２月までの３ヶ月間に、ふたば薬局４店舗に来局した

インスリン注射使用患者に対してアンケート調査を行った。アンケート内容は、使用

年数、患者の年齢、性別の他、以下１０項目とした。 

（1）注射の名前（2）注射の単位数（3）懸濁製剤の有無、また２回目以降の懸濁方法 

（4）空打ちの単位（5）注入時間（6）抜針の仕方（7） 針の取り外し（8）廃棄方法 

（9）注射の保管（10）低血糖の理解 

    １問１点で点数化し評価を行った。 

【結果】回答者は 43 名だった。 

正答率が高かった項目は(2)注射の単位数 98%、(7)針の取り外し 95%、 

逆に低かった項目は（1）注射の名前 28%、(8)廃棄方法 65%であった。 

全問正解者は 4 名だった。 

平均点数は使用年数別では 3 年未満、6.7 点、3～10 年 7.2 点、10 年以上 7.7 点、年

齢別では 64 歳未満 7.8 点、65～74 歳 7.0 点、75 歳以上 7.1 点、男女別では男 6.6

点、女 8.0 点であった。 

【考察】今回の研究での最大ピットホールは、使用中のインスリン注射の名前や色を 

答えられない事だった。これは災害などの非常事態に対応できないと懸念される。 

また、介入が必要な患者群については、実施前は使用年数が増えるほど平均点数が

低下すると考えていたが、現状の平均点数は増加した。この結果から、病院や薬局

での継続的な指導が奏功していると考えられる。 

一方、項目別に比較するとそれぞれ「使用年数 3 年未満」、「65 歳以上」、「男性」の

患者群において平均点数が低かった。 

今後の課題では、特に上記の患者群において、指導箋を用いた丁寧な指導と、「調剤

後薬剤管理指導加算」でのインスリン製剤使用患者へのフォローアップ対応が必要

であると考える。また、定期的に今回のアンケートを行い、使用中の薬剤の名前を

覚えていただく事や、患者の糖尿病治療に対する意識を高める事が重要であると考

えられる。 
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服薬ツールを使った相互作用及びアドヒアランスの向上 

        

アポクリート株式会社 アイランド薬局谷田川店 

○山川享浩 

                                         

【目的】 

① 緑内障患者に対して抗コリン薬が処方されることが多々ある。実際少数派である

「閉塞隅角緑内障」だけが禁忌であるが、電子薬歴の既往歴には緑内障としか記録

できてなく、上手く現場でいかされてない。これを服薬ツールであるお薬手帳を使

って、緑内障タイプの確認ができないか。 

② 禁忌薬の処方時にお薬手帳でアラートできないか 

③ 多種他剤の薬剤は一包化したり、それに日付を入れたりして飲み忘れを防ぐが、一

包化するまでもない単品でも飲み忘れることは無いとは限らない。 

一包化するまでもない単品処方時のアドヒアランスの向上のため薬袋をつかって

サポートできないか検討した。 

 

【方法】 

① お薬手帳の裏表紙に眼科医へのアンケートを貼付して、眼科受診時にこの患者

の緑内障タイプはどれに該当するかをお伺した。 

② 現在服用中の薬剤や疾患での禁忌薬をお薬手帳の表紙に注意喚起した。 

③ 薬袋の裏にその月のカレンダー形式でチェック欄がついたものを貼って、その

日飲んだらチェックを入れて頂く。次の受診時に確認する。 

 

【結果】 

① これを始めて 1 年以上経過するが、いまだに「閉塞隅角緑内障」患者にお会い

したことが無く、疑義照会を行う必要なく抗コリン薬をお渡しすることができ

ている。 

② 電子薬歴を開く前にどの薬が禁忌か分かり、追加薬との照らし合わせを行って、

より安全にスピーディーな鑑査に寄与できている。 

③ 全てチェックされているのを見ることで、アドヒアランスの確認になり、患者

さんもその日飲んだことを確認できた。 

 

【考察】 

緑内障のタイプを知ることで、薬剤師、内科医、眼科医の事務的手間が大分省け   

たと思われる。患者からも薬剤選択の幅が広がることでより効果的な薬物治療とな

ったと思われる。禁忌薬に関しては、鑑査時に電子薬歴からも確認できるが、繁忙の

際でも、より分かりやすい注意喚起となったと思われる。単品薬剤のチェックで埋ま

った表を見ることで、家庭での見えない状況も確認することができた。 
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服薬フォローアップアプリを用いることにより ADHD 患児において、 

医師への情報提供に繋がった一例 

        

会喜調剤薬局グループ いぶき薬局、けやき薬局、ひのき薬局 

○関 陽介、高橋 健一、石川 航太、馬場 祐樹、岡本 直也 

【目的】 

 2020 年 9 月に改正薬機法が施行され、薬剤師による「薬剤使用期間中フォローアッ
プ」が義務化された。当薬局では電話でのフォローアップの他、チャットアプリ LINE

を介した薬剤使用期間中フォローアップアプリ Pocket Musubi（㈱カケハシ、以下「フ
ォローアップアプリ」）を活用し、同意者に対してフォローアップを行っている。今回
は、同意をもらうことができた ADHD 女性患児の保護者に対してフォローアップアプ
リを導入してもらい、アプリを介した回答から副作用を疑い医師への情報提供に繋がっ
たのでその症例を報告する 

【症例】 

〇基礎情報   8 歳 女性、身長：126cm、体重：27kg 

〇服用薬   コンサータ錠 18 ㎎     1 日 1 回朝食後 

       リスペリドン OD 錠 0.5 ㎎  1 日 2 回朝夕食後 

〇経過 

 2021 年 6 月 2 日の服薬指導時に患児の母親から「体調が悪くなる時があるので服用薬
について不安がある」と聴取。使用期間中のフォローアップの必要があると判断し、母親
が就労しているためフォローアップアプリを介したフォローアップを提案、同意を得た。 

 6 月 18 日、フォローアップアプリから自動送信された質問の中にリスペリドンの副作
用であるアカシジアの症状を確認する質問があり「時々じっとしていられない時がある
と」と回答があった。問題のあると推測される回答に対してはアプリの管理画面上でコー
ションが表示されるため、アプリ上で具体的な発現時間や症状の確認を行ったところ、特
に学校から帰宅後にじっとしていられない症状が発現している事が分かった。コンサー
タ錠の薬効が切れたことによる多動の症状とも考えたが、リスペリドンの副作用である
アカシジアの可能性も否定できないと推測。次回の診察時に、処方医に診断してもらいた
いと母親からも希望があったため、トレーシングレポートを提出し、処方医に情報提供を
行った。 

【結果】 

 副作用の可能性は低くコンサータ錠の薬効低下による多動と処方医が判断。処方内容
は変更がなかったがリスペリドン錠を帰宅後に服用するよう口頭で指示があったことを
確認した 

【考察】 

 電話での薬剤使用期間中のフォローアップが現在は主流だが、フォローアップアプリ
を介しても問題なく薬剤使用期間中のフォローアップを実施出来ることが分かった。特
に就労している年齢層の場合は、空いた時間を利用し回答できることから返答率は高い
と推測される。また、電話でのフォローアップは質問の質が薬剤師の知識レベルや経験
に依存する傾向があるが、フォローアップアプリの質問は具体的かつ画一的な内容のた
め、副作用の初期症状のスクリーニングには有効であると考えられた。対面では時間的
な制約やプライバシーの問題から聞き出し難い場合もある私生活での症状について確認
も容易になると考える。今回のケースでは服薬指導時の聴取に基づきフォローアップを
開始したが、服薬指導時に確認出来ず見過ごしてしまう症状についても、フォローアッ
プアプリを使用することで発見率が高まる事を期待している。 

【結論】 

 薬剤使用期間中のフォローアップにおけるフォローアップアプリ等の電話以外の選択
肢の提示は、患者・薬剤師双方にプラスに作用し適切な薬物治療の推進に繋がる可能性
が高い。 
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保険薬局薬剤師のがん関連の病院研修 

                               

一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 1)、クオール薬局郡山店 2) 

       〇合津 貴志 1)、菅野 友美 2)、田崎 政則 1)                                 

 

【目的】 

坪井病院（以下、当院）では、2021 年 3 月より日本臨床腫瘍薬学会がん診療病院連携研

修認定病院となり、2021 年 6 月より保険薬局薬剤師の研修を受け入れている。この研修

は、専門医療機関連携薬局制度に対応することを想定した認定薬剤師の申請要件の一つ

とされている。今回、当院での研修について報告する。 

【方法】 

日本臨床腫瘍薬学会がん診療病院連携研修コアカリキュラム（以下、コアカリキュラム）

が提示されておりこれに沿って研修を実施した。研修は学会規定により 30 単位（30 日

間）取得にて研修終了とした。 

【結果】 

研修は 2021 年 6 月から開始し 2021 年 12 月を終了予定とした。研修日は週 1 回、研修者

の都合に合わせ前月までに当院へ連絡し決定した。研修内容はコアカリキュラムを基に

当院では①薬剤師外来、②抗がん薬無菌調製、内服・注射抗がん薬の処方鑑査、レジメン

管理、③病棟での服薬指導、④その他（カンファレンス等の参加等）に分類した。2021 年

8 月現在、薬剤師外来にて計 10 回の研修を終了し、計 51 名の患者と面談を実施した。肺

がんでは主に免疫チェックポイント阻害薬や EGFR-TKIなどによる治療を受ける患者に介

入した。面談前に診療録より、診断に至るまでの経緯、ガイドラインに沿った治療方針の

決定、病期に対し選択されたレジメンが適正かの確認、前回投与時の記録や処方の確認を

行った。面談時に有害事象や採血データの評価、鎮痛薬を使用している場合は痛みの評

価、服薬アドヒアランスの確認、支持療法薬の提案を行った。お薬手帳にレジメンや有害

事象に関する情報を記載し保険薬局に情報提供を行った。 

【考察】 

本研修では診療録や他の医療スタッフから得られた情報を整理し、患者に必要な指導が

実施できることや多くの臨床経験を積むことで、有害事象の評価方法や必要な支持療法

についての知識や技能を習得することを目標としている。研修は現在も継続中であるが、

研修者は自身の薬局において有害事象を薬学的な視点から多角的にとらえ評価し、自信

をもって処方提案できるようになり研修による変化を実感している。この研修制度は新

設され日が浅く、地域の研修施設が少ないことや病院の都合上、研修の受け入れ人数が限

られている。今後、保険薬局薬剤師は地域のがん医療において、患者とその家族をトータ

ルサポートできることが期待されており、当院の研修がその一助となればと考える。 
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計数調剤監査システム F－WAVE の使用による調剤過誤対策について 

                                         

福島県立医科大学附属病院 薬剤部 

○遠藤 沙英、町田 幸枝、五十嵐 暁子、黒田 純子 

                                         

【目的】 

調剤過誤を防ぐため、調剤インシデントの対策は重要である。当院でも、その対策とし

て人による確認の徹底や注意喚起を促す表示などを実践してきたが十分とは言えない現

状がある。 

そこで新たな対策として、計数調剤監査システム F-WAVE を 2020 年 3 月より導入した。

今回、F-WAVE 導入前後での調剤インシデントの発生率およびその内訳の各項目について

調査し、導入の有用性について検証することを目的とした。 

 

【方法】 

薬剤師が調剤監査時に発見した調剤インシデントについて調査した。 

調査期間は、F-WAVE を 2020 年 10 月から全ての調剤に使用開始したことを踏まえ、導

入前は 2019 年度、導入後は 2020 年度のそれぞれ 10 月から翌年 3 月の 6 ヶ月間とした。 

 

【結果】 

F-WAVE 導入前後における調剤過誤の発生率は 0.23%から 0.08%へ減少した。 

また、その内訳として計数間違いは 0.146%から 0.056%、規格間違いは 0.021%から 0.000%、

薬品間違いは 0.020%から 0.003%に減少したが、調剤漏れは 0.003%から 0.007%と増加が

みられた。 

 

【考察】 

F-WAVE の使用により、調剤インシデントの発生率を減少した。また、調剤インシデン

トの内訳の中では、計数間違いおよび規格間違い、薬品間違いについて減少した。 

特に F-WAVE 利用による計数調剤間違いの減少については、薬品バーコード照合時に調

剤数が表示されること、また音声で読み上げられることにより計数調剤の間違いに気付

きやすい点が挙げられる。F-WAVE は、単位によっては必要数がわかりづらい医薬品があ

るなど改善が必要な項目は存在するが、調剤過誤対策として高い有用性が示された。 

計数調剤監査システム F-WAVEの導入で調剤インシデント発生の抑制に一定の効果が確

認できた。今後も確実な F-WAVEの使用をおこない調剤インシデントの発生を防止したい。 
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当院の院内フォーミュラリーの現状について 

                                         

福島県立医科大学附属病院 薬剤部 

○陣野大輔、山崎亮、鈴木優佳、菅野奈緒美、須藤孝浩、黒田純子 

                                         

【目的】 

 院内フォーミュラリーは、医療機関における患者に対して最も有効で経済的な医薬品

の使用における方針であり、適正な薬物療法の提供、採用医薬品のマネジメント、後発医

薬品の有効利用といった効果が見込まれる。当院では 2020 年 12 月より導入し、現在ま

でに 3 薬効群について運用を開始した。本発表では院内フォーミュラリー導入前後にお

ける処方状況を調査し、導入による効果を明らかとすることを目的とした。 

 

【方法】 

 院内フォーミュラリー導入前の 12 か月から 2021 年 7 月までの院内フォーミュラリー

推奨薬の処方量を集計し、導入前後での変化を調査した。院内フォーミュラリーが運用さ

れている 3 薬効群の内訳と運用時期は抗インフルエンザ薬（2020 年 12 月～）、注射およ

び経口プロトンポンプ阻害薬（PPI、2021 年 1 月～）、高血圧治療薬（2021 年 5 月～）と

なる。しかしながら、抗インフルエンザ薬については調査期間内の患者数が例年に比べ激

減しているため、今回の調査から除外した。 

 

【結果】 

 院内フォーミュラリー導入前後の推奨薬の処方量について、PPI 注射薬では第 1 推奨薬

（オメプラゾール注）が増加、第 2 推奨薬（タケプロン注）が減少した。その他の推奨薬

では大きな変化は確認できなかった。 

 

【考察】 

 推奨薬の処方量について、PPI 注射薬を除いて大きな変化は確認できなかった。PPI 注

射薬はフォーミュラリー導入以前ではタケプロン注の処方が多く、オメプラゾール注の

処方が少なかったが、導入以後はオメプラゾール注の処方量が増加に転じた。そのため、

導入による処方の変化があったと考えられた。対して PPI 注射薬以外の薬効群では、第

一推奨薬が以前より処方量が多い薬剤であったため、導入の影響が小さいと推察された。 

 本調査の時点では短期的なデータとなるため、今後も継続的な検証が必要と考えられ

る。 
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特別養護老人ホームにおける薬剤師の関わりについて 

 

（特定）医療法人 明精会 会津西病院  

医療安全管理室１）、同 薬剤科 2）、同 内科 3）、同 精神科 4） 

特別養護老人ホーム 宮川荘 看護師一同 5） 

○小室 幹男１、2）、佐々木 理恵 5）、山内 宏 2） 

高畑 淑子 2）、蜂谷 未紗 2）、堀田 敬之 4）、小松 紘 3） 

 

【 はじめに 】 

2011 年（平成 23 年）10 月頃から、当院内科外来部門の担当医から薬の整理を専門的な立

場から参加してほしいとの声掛けにより特別養護老人ホームから委託業務で行っている入居

者の内科外来診療へ同行診察を行う事となった。現在、他特別養護老人ホームも含め計 3 施

設にて内科外来診察へ 3 施設、精神科外来診察へ 1 施設の同行診察を行っている。今回は、

特別養護老人ホーム宮川荘での同行診察業務から薬剤師が関与した結果について報告する。 

 

【 方法 】 

 2020 年（令和 2 年）4 月から 2021 年（令和 3 年）3 月までの新規入居者２５人における入

居時から同行診察における薬剤の変化について調査した。 

 

【 調査結果 】 

 2020 年（令和 2 年）4 月から 2021 年（令和 3 年）3 月までの新規入居者における入居時の

薬剤数から薬剤師の提案等による薬剤数の変化について調査した結果は下記の内容であった。 

対象新規入居者数：25 人、変化の無かった人数：9 人、増加した人数：3 人（薬剤の増加数：

平均 1.33 種類）、減少した人数：13 人（薬剤数の減少数：平均 1.23 種類） 

 薬剤の増加した内容は、血圧の薬や下剤、精神科薬の追加であった。また、薬剤が減少し

た内容は、腎機能や肝機能異常による中止や服用薬の見直し等で減少していた。また、薬剤

数の変化はないが入居者の生活状態により用法用量の減量も数例あった。 

 

【 おわり 】 

入居者方の状態を医師・施設看護師と一緒に診ながらの同行診察は、病院内での病棟業務

の一部と同じです。薬剤師が、何かしら参加出来る機会があれば自身で何が出来るかの気持

ちを持ちながら顔の見える形で参加して行く事により存在価値が一層認められていくのでは

ないかと考えられる。最後に、本来診療報酬上から見て薬剤師が関わる必要がある業務では

ないが、始めに声を掛けて頂いた医師への敬意と薬剤科職員と各施設職員一同へ感謝致しま

す。 
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SPD 業務の教育体制について 

 

いわき市医療センター薬局 1、（株）エス・ディ・ロジ 2 

○矢田部 恭平 1、市川 大輔 2、鈴木 通子 2、阿部 聡美 1、渡邉 幸枝 1、 

草野 元 1 

【目的】 

いわき市医療センター（以下、当院）では物品物流管理（SPD：Supply Processing & 

Distribution 以下、SPD）の外部委託を導入している。導入の結果、物品の供給、院内在庫

管理及び発注・納品までの一元管理が可能となっている。第 24 回本学術大会にて報告したよ

うに、当院の SPD 業務は厚生省が通達している調剤補助業務内容と概ね整合性があることが

わかった。一方で、SPD 業務の教育体制に関しては薬事衛生上必要な内容であるかの検証が

課題として残っていた。そこで本演題では、当院薬局 SPD 業務の教育体制の現状と今後の課

題について報告を行う。 

 

【方法】 

 2021 年 4 月より修補された（株）エス・ディ・ロジが提供する SPD 業務の教育体制につ

いて研修内容の調査を行った。 

 

【結果】 

 現場責任者（正社員）が指導する当院 SPD 業務の教育体制は①入社時教育・②継続教育・

③個人教育・④臨時教育・⑤多能工教育・⑥OJT 教育（On the Job Training：実務を通して

の教育）・⑦医薬品研修の 7 項目で構成されていた。教育実施にあたっては教育実施報告書を

作成し、薬局長へ提出することで教育進行状況の確認が可能となっていた。  

 

【考察】 

 先述した教育項目は医薬品に関する内容が含まれており、薬学に関する知識の取得が可能

となるため、薬事衛生上必要な内容と考えられる。一方、医薬品を取り扱う上で注意すべき

事項として注射薬払い出し時の取り違えがある。当院 SPD は対策として現状では医薬品棚表

示の注意喚起、1 日 2 回のミーティング時に情報伝達・共有する、臨時の業務連絡を実施す

るなど行っている。今後の対策としては注射薬ピッキング鑑査端末の導入が考えられる。当

院はピッキングリストを使用し、手取りで払い出ししている。払い出し時薬剤師が鑑査する

ことで取り違えの指摘が可能だが、鑑査端末の導入により人為的ミスを解消できると考えら

れる。内服薬のピッキングは鑑査端末が導入されているため取り違え事例数は減少している。

また、人為的ミスの要因を調査し、職場環境の整備をすることも重要と考えられる。事務局、

薬局、（株）エス・ディ・ロジ間の相互同意のもと教育体制の見直しを行い、より働きやすい

環境作成に尽力していく。 
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日本とアメリカにおける薬学部臨床教育の比較 

                                         

奥羽大学 薬学部 医療薬学分野 

○山本晃平、中川直人 

                                         

【目的】 

発表者は大学 5 年次に、奥羽大学薬学部の選択科目である海外薬学実習を履修し、米

国フロリダ州にある大学の薬学部の短期研修に参加した。その際に日本の教育体制との

違いを認識し、米国の教育が「臨床的な薬剤師を育てる教育（卒業後、現場において即戦

力となる薬剤師を育てる教育）」に優れていることを痛感した。実際に臨床教育における

米国と日本の差がどこにあるのかは比較された例が少ない。そこで、その原因を探り、ど

こにどのような差があるのかを調べ、日本の薬剤師教育をより良いものにすることを目

的として、 文部科学省が掲載している「薬学教育モデル・コアカリキュラム—平成 25 年

度改訂版—（改訂コアカリ）」と American Association of College of Pharmacy(アメリ

カ薬学大学協会・学会)が提唱している Entrustable Professional Activities (EPAs) 

を用いて比較した。 

【方法】 

改訂コアカリに記載されている SBOs と GIO の割合を算出し、その特徴を考察した。

さらに、改訂コアカリについて、 EPAs を用いて学生が学ぶべき項目の比較を行った。 

【結果・考察】 

GIO と SBOs の割合から、日本の薬学教育が基礎教育中心の教育体制あることが考え

られた。また、EPAs の項目に該当する数を米国と日本で比較した結果、改訂コアカリの

方がその項目を多く網羅していることがわかった。薬学教育における項目だけを考える

と日本の方が優れていると考えられる。しかし、実際に学生がその項目を現場で生かせる

レベルまで身につけられているかは、発表者の日本での実務実習および海外薬学実習の

経験に照らし合わせると疑問である。日本は基礎教育中心の教育体制であることが他の

研究でもいくつか述べられており、発表者の経験からも 5 年次の実務実習以外で臨床的

な（つまりは実践的な）教育を学べたとは言えない。発表者は、日本の薬学教育において、

薬の知識は増えるが、薬の使い方がわからないという実感を持っている。米国では、治療

ガイドラインを中心とした講義や長期（1 年間）にわたる実務実習によって、臨床的な薬

剤師を育てる環境が整っており、卒業後に即戦力となる薬剤師を育成することができる

と考えられる。日本においても、より臨床的な薬剤師を育成するには教育の段階から改善

していく必要があると考えられる。 
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早期体験学習の学習効果についての検討 

 

医療創生大学薬学部 

○永田隆之，飯塚康人，松本麻里，石川暁志，吉川真一 

 

【目的】 

 現行の薬学教育モデルコアカリキュラムでは、早期臨床体験（F-(1)-①-1 患者・生活者の

視点に立って、様々な薬剤師の業務を見聞し、その体験から薬剤師業務の重要性について討

議する（知識・態度））が設定され、原則として 2 年次修了までの学習することになっている。

医療創生大学では早期臨床体験は、イグナイト教育 1B という科目名で薬学部 1 年生前期に

毎年実施している。 

 イグナイト教育 1B では、学習者は見学後に報告書を作成する。報告書はある程度定型化

されているが、学習者は全員同じ施設を見学しているわけではないので、そこで得た成果は

様々である。そこで今回は学習者が作成した報告書をテキスト化し、KH Coder を用いたテ

キストマイニングを行い、学習成果について解析を行ったので報告する。  

【方法】 

 イグナイト教育 1B で学習者が作成・提出した薬局見学の報告書をテキスト化し、テキス

トマイニングを行った。テキストマイニングとは、大量の文章を単語（名詞、動詞、形容詞

等）に分割し、それらの出現頻度や相関関係を分析することで有益な情報を抽出する言語解

析の手法である。今回はフリーソフトウェアの一つである KH Coder を用いた。薬局見学の

報告書を KH Coder で単語の出現頻度を品詞別（名詞、動詞等）に分割し学習者の見学の内

容の解析を試みた。また、抽出語がどのような関係で使用されているのかを視覚的に観察す

るために共起ネットワーク分析を行った。さらに、学習者が薬学部入学直後に作成した薬剤

師のイメージに関する作文も同様にテキストマイニングを行い、両者を比較することで体験

学習の成果についての検討を行った。 

【結果・考察】 

 早期体験学習については大学外での活動になるため、covid-19 の影響を受ける科目でも

ある。本学では早期体験学習の際は保険薬局と病院を見学していたが、昨年度と今年度は薬

局のみの見学となった。薬局見学後の報告書でテキストマイニングを行い、抽出した単語の

出現頻度を解析したところ、名詞では「薬局」「患者」「能力」「コミュニケーション」「医療」

の順であり、動詞では「思う」「考える」「行う」「感じる」「知る」の順で多く使われていた。  

 大学に入学直後に学習者に作成させた作文では、薬剤師は「患者に寄り添う」というこ

とを挙げた学習者が多かったが、体験学習後の報告書では「寄り添う」という単語の使用頻

度は低下していた。このことは体験学習を通して薬剤師の患者対応をより具体的に認識でき

たことによると思われる。以上のことから早期体験学習（イグナイト教育 1B）を通して、学

習者は具体的な薬剤師業務や患者応対についての理解を深めることができたものと考えられ

た。 
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会津コロナ自宅療養者等支援ネットワークの構築について 

                                         
１）（一社）会津薬剤師会 ２）（一社）福島県薬剤師会  
３）福島県会津保健福祉事務所 

○小澤 佳嗣１） 下山田 博久１） 町野 紳２） 新妻 亮直３） 

                                         

【目的】 

新型コロナウイルス感染症患者は、当時、入院治療を原則としていた。子育てや介護な

ど家庭の事情を踏まえ、無症状か軽症で基礎疾患がなく、医師が重症化の恐れがないと判

断した場合のみ自宅療養としてきた。しかし、入院病床の逼迫を受け、自宅療養者や軽症

者宿泊療養施設入所者並びに濃厚接触者（以下、自宅療養者等）が増加し、自宅療養の間

も体調不良を訴えるケースが多くなった。このため、自宅療養者等が安心して療養するこ

とを目的とした、保健所、医師会、薬剤師会が連携した地域支援体制が必要となった。 

【方法】 

保健所において、療養開始時の常用薬の不足確認や健康観察に伴う症状悪化の電話連

絡を受ける。医師会は１日ごとに当番医を割り当て、保健所の診察依頼に対し自宅療養者

への電話診療を行う。処方薬が必要な場合は、当番窓口薬剤師へ担当薬局の照会し、また、

担当薬局が電話での服薬指導後に自宅療養者宅へ薬を配達する。薬剤師会は１日ごとに

当番窓口薬剤師を割り当て、医師会、保健所へ情報共有を行う。 

【結果】 

会津保健所管内にある保険薬局から当番窓口薬剤師２３名及び担当薬局７８薬局が参

加（令和３年５月２０日時点）し、令和３年５月２０日から７月までに約１０件の処方箋

対応があった。その中で、当番窓口薬剤師から担当薬局へ繋ぐ際は、ほとんどのケースで

滞りなく進めることができた。自宅療養者等より「夕方になって咳と熱が出てくるように

なったけど、これで不安なく夜を過ごせることができます」などの声があった。薬剤師会

として保健所、医師会と連携し、会津保健所管内全ての市町村（１３市町村）に対応でき

る地域支援体制を構築することができた。 

【考察】 

今回は、自宅療養者が減少している期間ではあったが、地域支援体制を構築することが

できた。そのため、再度感染拡大が進み自宅療養者等の増加が見られた場合、円滑に保健

所、医師会、薬剤師会が連携し対応できると考えられる。全国的には、感染者が医療機関

での治療を受けられないまま亡くなるケースも出てきていると言われている。薬剤師は、

その職能が持つ専門的な責務と決意をもって行動すべきと考えられ、新型コロナウイル

ス感染症に関する様々な支援を通して、薬剤師会としても地域全体で患者を見守る仕組

みが求められている。 
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コロナ禍における小中学生の身体的変化と学校薬剤師としてのアプローチ  

 

○うさぎ薬局 保原店 堀江勝洋 

アドバイザー ㈱コスモファーマ 松木友治 

【はじめに】 

 新型コロナウイルス感染症は、２０２０年 1 月１６日に日本国内で初感染の確認がさ

れ、３月から５月にかけては、国による休校要請もあり、「ステイ・ホーム」という事態

も経験した。現在では「With コロナ」という考えのもと、『マスクの常時着用』『ソーシ

ャル・ディスタンス』そして『リモート授業』と日常生活や学業環境が一変し、現在では

それが生活習慣として定着してしまっている。 

 そこで、その歴史的変調において、小中学生に現れた身体的変化を調査し、学校薬剤師

として、学校保健委員会を通して行った「生活習慣の是正」などのアプローチを報告する。 

【方法】 

 発表者が学校薬剤師として担当する小中学校の「健康診断の結果」と「生活習慣チェッ

クカード」を用いて、このコロナ禍での全校生の「肥満度」「視力」および「情報端末機

器や IT 機器（以降：機器）の使用時間」について調査・分析を行い、その結果を基に教

師や父兄に「生活習慣の是正」などの講演・指導を行う。 

【結果】 

1. 健康診断結果より 

ⅰ）肥満出現率は、特に、成長期の中学生男女が大幅に増加し、県平均を大きく上回っ

た。 

ⅱ）視力は 1.0 未満の割合は、中学生では令和 2 年度が 62.0%に対し、令和 3 年度が

57.4%と改善したものの、小学生では令和 2 年度が 29.1%に対し、令和 3 年度では

38.8%と悪化した。 

2. 生活習慣チェックカードの結果より 

ⅰ）機器の使用時間は「1-2 時間/日」が最多であるが、中高学年・中学生になるにつ

れ、「3-4 時間/日」もしくは「4 時間以上/日」割合が増えた。 

ⅱ）各学年での就寝時刻の遵守率は、前年度よりも低下しており、その理由としては「機

器を使用していた」「ゲームをしていた」が上位に挙げられ、睡眠時間の確保に影響

が見受けられた。 

【考察】 

この「コロナ禍」に於いて、「外出抑制による運動量の低下」と「機器の普及による使

用時間の増加」が『小中学生の肥満出現の増大と視力低下』という結果に繋がり、また「機

器使用の長時間化により十分な睡眠時間の確保が困難」になり、『健全な成長の弊害につ

ながる可能性も示唆』されたため、発表者が担当学校に働きかけを行い、学校保健委員会

において「睡眠が成長に及ぼす重要な役割と適正な機器の使い方」として「生活習慣の是

正」を目的に父兄や教師に講演すると共に、生徒と父兄に対しては、養護教諭と体育教師

と共に「肥満対策の運動指導」を行うことができた。このコロナ禍が続く限り、今回のよ

うな働きかけを継続しながら『生徒の健全な成長』を見守っていきたいと考えている。 
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Ｗｅｂカメラを活用した抗がん剤調整時監査システムの構築 

 

（一財）脳神経疾患研究所 附属 南東北福島病院 薬剤科１）、総務課２） 

○柳沼 歩１）、加藤 史浩１）、兒玉 美奈子１）、丹治 なつ美１）、 

山田 智子１）、宇田川 浩史２）、傅野 欣也２） 

 

【はじめに】 

 当院薬剤科は現在、薬剤師 5 名・業務補助 2 名と少ない人数で日々の業務を行ってい

る。業務内容が多岐に及ぶ中、医療安全の観点からも平成２３年には薬剤師による安全キ

ャビネット内での抗がん剤混注業務をスタートさせた。 

当院は、抗がん剤混注を行う混注室と薬剤科が離れた環境にあり、調剤者の行う抗がん

剤混注一手技ごとの内容監査のために監査者が往復していた。監査のたびに往復にかか

る時間を調剤者、監査者ともに浪費することとなり、更に監査者はそれまで行っていた業

務の一時中断を余儀なくされ、業務効率低下の一因となっていた。そこでＷｅｂカメラを

活用し、遠隔での調剤者と監査者によるダブルチェックを可能にする方法を検討、実用化

したのでここに報告する。 

 

【使用機材】 

・Ｗｅｂカメラ「ＣＳ－Ｗ６０ＨＤ」100 万画素 1/4CMOS センサー 

・パソコンアプリ「カメラ一発」、「Jitsi Meet」 

・既存のノートパソコンおよび院内ＬＡＮシステム 

・ヘッドセット 

 

【費用・効果】 

・費用内訳：Web カメラ購入費用 22,680 円、ヘッドセット購入費用 2,980 円、パソコン

およびアプリは無料 

・往復に費やされる時間の削減 

 

【おわりに】 

 既存のＬＡＮシステムを活用することで、少ない費用でＷｅｂカメラを活用した監査

システムを導入できた。この導入により、監査のために移動する時間のロスがなくなり、

かつ監査者がそれまで行っていた業務を完全に中断することがなく抗がん剤監査業務を

行えるようになったことで、業務の効率化につながった。また、混注作業中に病棟・外来

等他部署で業務を行うために薬剤科内に薬剤師が一人となった場合でも、調剤者を待た

せることなく監査することが可能となった。薬剤科では随時、業務効率を考慮した見直し

を重ねてきたが、今後も少ない人員で効率の良い業務を行えるよう検討していきたい。 
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新型コロナウイルスワクチンの管理業務について 

                                         

（一財）脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院 薬剤科 

○佐久間 淳一、鈴木 智博、猪狩 政則 

                                         

【はじめに】 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、総合南東北病院（以下、当院）では令和 3 年 3 月

より新型コロナウイルスワクチン（以下、ワクチン）の基本型接種施設として、また、郡

山市の高齢者集団接種会場の施設として、ワクチン関連業務を開始した。 

ワクチン関連業務を始めるにあたり、保管方法の整備を行ったので報告する。 

 

【方法】 

ファイザー社のワクチンであるコミナティ®筋注は-75±15℃のディープフリーザー（以

下、DF）内での保管となる。ワクチンの保管不備による廃棄を起こさないように、DF の

設置場所は薬剤師が常駐する薬局内とし、温度管理は 1 日 2 回行うこととした。また、他

の医薬品用保冷庫同様、GC 回路（非常用発電機回路）の単独使用とし、不意なプラグ抜

けが無いように対策を施した。 

一方で、解凍用の冷蔵庫も新たに設置することになったが、こちらは調製業務の動線上、

ワクチン調製用のエリア内に設置することとした。こちらも 1 日 2 回温度管理を行うこ

ととし、DF 同様 GC 回路の単独使用でプラグ抜け対策を施した。 

 

【結果・考察】 

一部報道では、自治体が公表したワクチン廃棄事例は全国で 7,000 回分以上にのぼると

されている。また、厚生労働省によると 2021 年 7 月 31 日時点で職域接種では 8,090 回

分が保管不備により廃棄されている。これら廃棄事例の多くは温度管理の不備によるも

のであるが、当院では同様の事例は発生していない。 

ワクチンのみならず、医薬品の管理不備による廃棄は薬剤師にとって避けなければなら

ない事例である。新規の医薬品を導入する際は、管理運用方法を十分に検討するだけでな

く、あらゆるリスクを想定し、あらかじめ対応しておくことが重要であると考える。 
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新型コロナウイルスワクチンの調製業務について 

                                         

（一財）脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院 薬剤科 

○猪狩 政則、鈴木 智博、佐久間 淳一 

                                         

【はじめに】 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、総合南東北病院（以下、当院）では令和 3 年 3 月

より新型コロナウイルスワクチン（以下、ワクチン）の基本型接種施設として、また、郡

山市の高齢者集団接種会場の施設として、ワクチン関連業務を開始した。 

日常業務としてワクチン調製に当院薬剤師が関与していなかったことと、同じく日常業

務として注射剤調製業務にあまり携わらないと思われる調剤薬局薬剤師も調製業務に協

力していただけるとなったことから、安全で効率的な調製方法の確立を目的として業務

の構築を行った。 

 

【方法】 

通常であれば、ワクチンの希釈からシリンジ充填まで１人で行うことが普通であるが、注

射調製業務に慣れていない薬剤師も業務にあたることから、業務を単純化するために希

釈担当とシリンジ充填担当の分業制で業務にあたることとした。また、効率よく業務が行

えるように作業の流れを一方通行とした。さらに、それぞれのポイントでダブルチェック

を行い、安全かつ確実にワクチンの払い出しが行えるように構築した。 

 

【結果・考察】 

「生食を投与した」「空気を投与した」等といったアクシデント事例が全国的に報告され

ているが、当院ではそのような事例は１例も起こっていない。 

「生食を投与した」という事例は、シリンジ充填後の空バイアルに再度生食を注入してし

まったことが原因と考えられるが、当院の調製方法では、希釈・シリンジ充填を分業にし

ていることと流れを一方通行にしていることから、希釈担当はシリンジ充填前のワクチ

ンしか扱うことはなく、シリンジ充填担当は生食を扱うことがないため、同様の事例は起

こりえないと考えられる。 

また、「空気を投与した」という事例は、あらかじめバイアルから抜く体積の空気を準備

してから薬液を抜くという、教科書に沿った調製方法を行ったことが原因と考えられる

が、当院ではあらかじめ空気を準備してから抜くという作業を行っていないことと、払出

時にダブルチェックを行っているため起こっていないと考えられる。 

普段行わない業務を急遽構築する際には、すべての担当者が不慣れな状態であることか

ら単純化・効率化・安全性の担保がリスクマネジメント上重要であると思われる。今後、

新たなアクシデント事例が報告される可能性があるが、他山の石として、より安全なワク

チン調製方法を構築していきたい。 
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新型コロナウイルスワクチンの配送業務・ロット管理について 

                                         

（一財）脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院 薬剤科 

○鈴木 智博、猪狩 政則、佐久間 淳一 

                                         

【はじめに】 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、総合南東北病院（以下、当院）では令和 3 年 3 月

より新型コロナウイルスワクチン（以下、ワクチン）の基本型接種施設として、また、郡

山市の高齢者集団接種会場の施設として、ワクチン関連業務を開始した。 

基本接種型施設の業務の一つとしてサテライト型接種施設へのワクチン配送業務がある

ため、業務の構築を行った。また、配送するにあたり在庫・ロット管理も整備したので、

この 2 点について報告する。 

 

【方法】 

ワクチンを配送するにあたり、保冷バッグは厚生労働省および郡山市から支給されたた

め、当院では保冷材用冷凍庫、情報提供シートおよびワクチン分配管理台帳の運用方法な

どの準備を行った。また、ワクチン保管用ディープフリーザー内で保管されているロット

が判別しやすいような工夫も行った。さらに、配送時にできるだけ複数ロットが混在しな

いように端数の管理も併せて行った。 

 

【結果・考察】 

当初は配送に関する運用方法が確立されていなかったことから、細々とした問題が発生

していたが、接種に支障を起こすような大きな問題にまでなった事例の報告は受けてい

ない。当院のワクチン配送業務の構築は比較的問題がなかったと考えられる。 

一方で、医療従事者用のワクチン配送と高齢者個別接種用のワクチン配送が重複してい

た時期があり、日中の業務時間すべてがワクチン関連業務となってしまうこともあった。

当時の状況では致し方のないことであり、忙しい状況こそ安全で効率的な業務の構築が

必要であると考える。 
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東日本大震災から１０年目の放射線ファーマシスト®の活動 

                                         

(一社)福島県薬剤師会 放射線ファーマシスト委員会 

○松下 敦、宗形明子、島貫英二、長谷川祐一、直箟晋一、本間正幸、 

阿部 崇、鍛治内大輔、八牧将彦、末永美知子、濱田雅博、 

大田善三郎、野中聡美、加藤大樹 

 

【目的】 

東日本大震災から１０年。 

 東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故を知らない児童、生徒や県

民が増えてきた。２０１３年に始まった「放射線ファーマシスト」養成事業も 8 年目を迎え

県民にも認知されるようになってきた。トリチウム海洋放出など、まだまだ不安の消えない

中で、放射線ファーマシストが行っている活動は県民の健康と公衆衛生に寄与しているのか

検証した。 

【方法】 

放射線ファーマシストの活動の中で県民から受けた相談事例（1148 件）の内容（2016.4.1～

2021.3.31）の分析と調査 

【結果】 

2015 年の相談開始当初は年間 100 件程度だった相談件数は、ここ数年は 200 件を超えてい

る。相談内容は「食品への不安」「人体への影響」「放射線への不安」が多かったが昨年から

「原発汚染水への不安」が増えている。相談への放射線ファーマシストの回答は相談者から

ほぼ納得できるとの評価を得ている。 

また、福島県では放射線ファーマシストの活動が、かかりつけ薬剤師指導料の「地域活動」

として認められた。 

【考察】 

県民の相談内容は身近なものから、社会問題まで多岐におよんでいる。 

メディアが大きく取り上げるトリチウムの海洋放出などの不安を身近に相談できる窓口とし

て放射線ファーマシストの活動が県民に認知されていると思われる。 

主な活動は薬局等における放射線に関する相談応需の他に、放射線に関する教育・啓発。学

校薬剤師と連携して学校での放射線教育、校舎校庭の放射線測定。福島原子力発電所の視察 

等を行っている。これらの活動を行うことによって薬剤師としての研鑽を重ねていることが

県民に認知されていると考えられる。これからも県民の健康と公衆衛生に寄与し福島県の復

興創生に貢献していくべきだと考える。 
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