
平成28年度実績  学会発表 

・薬剤師による持参薬現状調査と病棟業務への関与  

  荒木淳一*1)、古屋香代子1)、三木さくら2) 、村田勇2)、井上裕2) 、金本郁男2)、亀村大1) 
   1) イムス富士見総合病院 薬剤部  2) 城西大学 薬学部 医薬品安全性学講座 

   第 26 回日本医療薬学会年会  2016/9/17-9/19 

・抗菌薬適正使用支援プログラム推進に向けた一般病院の取組み  

亀村大、天野永生、清水久志 
薬剤部、感染対策委員会 

  日本病院薬剤師会関東ブロック第46回学術大会 2016/8/27-8/28 

・当院脳神経外科における術後感染予防抗菌薬適正使用の検討 

  天野永生1,2 芳賀雄大1,3 髙橋拓朗1,3 亀村大1,2  
  IMSグループ イムス富士見総合病院 １）薬剤部 ２）ICT ３）院内感染対策委員会 

    第６４回 日本化学療法学会西日本支部総会 2016/11/24～11/26 

・当院における体重測定の課題と新たな取り組み  

  荒木淳一 鈴木彩加 小瀬理恵 石川美佐江 冨田順子 湯ノ口仁美 佐々木亮 石丸聖良 田上創一 鈴木義隆  
  IMSグループ イムス富士見総合病院 栄養サポートチーム 
   第32回 日本静脈経腸栄養学会 学術集会 2017/2/23～2/24 

・外来がん化学療法への当院薬剤師の取り組み  

 下田将司 , 亀村大  

    日本臨床腫瘍薬学会 学術大会2017（第６回） 2017/3/18～3/19 

薬剤部 （Pharmaceutical Department） 

ごあいさつ 薬物療法を支援 チーム医療 医薬品を安全に 

教育・研修への 
取り組み 

認定・専門 
学会・研修会等の

実績 

そのため薬剤部の中央業務である調剤や注射調製、医薬品情

報管理はもとより病棟専任薬剤師を配置し、入院患者さんの

薬物療法を積極的に支援する体制で取組んでいます。 

また、救急受入病院として、24時間・365日対応するため、

夜間当直や日祭日の日直を行っています。 

薬学教育への貢献として、薬剤師を目指す学生の実務実習を

受け入れ、次世代を担う薬剤師教育にも取り組んでいます。  

 
 
薬剤部長 亀村 大 （薬剤師） 

日本薬剤師研修センター認定実務実習指導薬剤師 
東京都病院薬剤師会医薬情報部プレアボイド推進小委員会委員  
日本病院薬剤師会、埼玉県病院薬剤師会、東京都病院薬剤師会、 
日本化学療法学会 

 

● ごあいさつ 

当院では、安心して手術や薬物療法を受けて頂くために、入院時から

患者さんやご家族の方にお会いして、お薬に関する説明や相談対応な

どを行っています。 

主な内容としては、退院後の服薬のことも含め患者さんひとりひとり

に適した薬剤の提案・お使いの薬の内容や使い方・管理方法などを説

明し、患者さん自身が薬物療法を理解し、積極的に治療に参加できる

よう支援しています。 

● 薬物療法支援 

患者さん自身が薬物療法に参加できるよう支援します 

医療が高度化する中で、検査・診断・看護・薬物療法・社会

資源のサポートなどをそれぞれの専門職が一丸となって支え

ています。 

その中で薬剤師は、診療の適正な薬物療法の支援や、患者さ

んを看護する上での医薬品の情報提供、ｱﾚﾙｷﾞｰ・副作用・

飲み合わせなどの確認後の調剤、抗がん剤や高カロリー輸液

などの無菌調製などを行い、安全で安心な薬物療法を中心に

サポートしています。 

● チーム医療で早期退院・早期治療を目指す 

「チームでワーク」を合言葉に、安全・安心の薬物療法をサポートします 

医薬品は、時に正しく使用していても、副作用が起こるこ

とがあるものです。また、使用方法によっても大きな問題

を起こすことがあります。 

そのため医薬情報担当者は最新の医薬品情報を収集し、緊

急時に即座に対応できる体制をつくると共に、副作用発生

情報の管理などを行っています。医薬品情報担当者と担当

薬剤師とが連携して、適正な使用方法や副作用情報の提供

や指導を行い、医薬品の安全管理に努めています。 

また地域のみなさまの適正な医薬品使用のための情報提供

も行っています。 

● 医薬品の安全管理 

医薬品の安全管理に取り組んでいます 

超高齢社会に対して求められている薬剤師とは、医療安全

の視点や薬学的なケアだけではありません。より早期に在

宅復帰するために、チームで医療をすることが重要だと考

えています。 

そのため、既存の薬剤師への教育も学術的なことだけでは

なく、他の専門職と協働し、早期に在宅に向けた薬学的な

ケアを行うことで臨床から学ぶことを励行しています。 

次世代を担う薬学生の実務実習やインターンシップも、

チームの一員としての薬剤師業務を実習して頂き、医療人

としての視点を持った学生教育を目指しています。 

● 教育・インターンシップへの取り組み 

次世代を担う薬剤師教育や薬学生の実習指導やｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを行っています 

医薬品の責任者として効果から副作用まで積極的に支援し、 
患者さんの安全な薬物療法へ寄与します 

● 認定・専門 

複雑化する医療の中で、専門的な領域を持つ薬剤師を育成しています 

● 学会・研修会の実績 

研修内容 回数 

 他部署合同勉強会 26 

 外部施設合同勉強会 2 

 薬剤部勉強会 22 

 薬剤部症例検討会 2 

 IMSグループ薬剤部 
  専門領域育成セミナー 

8 

 IMSグループ薬剤部 
  年次別研修会 

4 

 IMSグループ薬剤部 
  薬剤師研修会 

1 

 IMSグループ薬剤部 
  中堅管理職研修会 

2 

 IMSグループ薬剤部 
  薬剤部長研修 

2 

 IMS本部 
  目標管理研修会 

1 

 外部施設研修会 10 

平成28年度 研修実績 

平成27年度の実績 

・TPN混注業務開始に伴うCLBSIの変化および看護師に対する意識調査 

荒木淳一、芳賀雄大、亀村大  

   日本病院薬剤師会関東ブロック第45回学術大会 2015/8/1-8/2 

・病棟専任薬剤師による 病棟在庫適正化の効果 

籾山紘之、亀村大  

   日本病院薬剤師会関東ブロック第45回学術大会 2015/8/1-8/2 

・当院における 重症褥瘡患者の多剤耐性 Acinetobacter baumannii 感染予防対策 

籾山紘之※１  深井孝郎※２、上田一輝※２、冨沢京子※３、亀村大※３、千本木宏道※４ 

イムス富士見総合病院 薬剤部※１ 褥瘡対策員会※２、感染対策チーム※３ 

イムス三芳総合病院 リハビリテーション科※４  

    第17回日本褥瘡学会学術集会  2015/8/29～8/30 

平成26年度の実績 

・多職種で取り組む業務改善のコツ ～”Team de Work”の3条件とは～ 

亀村大※1 鈴木義隆※2 菊地典子※3 矢板美奈※3 出下浩子※3 石丸聖良※4 武政大介※5 鈴木こず絵※1 籾山紘之※1 森本
愛子※1 齋藤祥明※1  
薬剤部※１ 診療部※２ 看護部※３ 栄養科※４ 医事課※５ 

   第41回ＩＭＳグループ学会 東京 2015/2/28 

平成25年度の実績 

・当院ＮＳＴの症例における脂肪製剤の効果 

籾山紘之※ 森本愛子※ 深井孝郎 長谷川聖良 齋藤絵里 松井靖江 高橋奈央 小山実季  
岡部富太郎 荒木淳一※ 河邊紅仁※（※薬剤師） 

   第29回日本静脈経腸栄養学会学術集会 神奈川 2014/2/27～2/28 

・与薬カートの導入をきっかけに見つめ直したチームでワーキング 
～“チームでワーク”の３つの条件とは～ 

○森本 愛子（薬剤部） 髙橋 拓朗（薬剤部） 菊地 典子（看護部） 矢板 美奈（看護部）出下 浩子（看護部） 
鈴木 義隆（診療部） 亀村 大（薬剤部） 

第42回ＩＭＳグループ学会 東京 2016/2/28 

2017年4月1日更新 

枠などつけて強調 

タイトル 薬剤部の使命ま
たはミッション つけるか検

討 

写真変更 
Ｂ内風景など 

・抗菌化学療法認定薬剤師・・・・・・・・・・・・・・１名 

・感染制御認定薬剤師・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

・小児薬物療法認定薬剤師・・・・・・・・・・・・・・２名 

・NST専門療法士（薬剤師） ・・・・・・・・・・・・・１名 

・外来がん治療認定薬剤師・・・・・・・・・・・・・・１名 

・日本薬剤師研修センター認定実務実習指導薬剤師・・・３名 

・日本病院薬剤師会認定指導薬剤師・・・・・・・・・・３名 

・日本薬剤師研修センター認定薬剤師・・・・・・・・・５名 

・日本病院薬剤師会生涯研修履修認定者・・・・・・・・８名 

・日本病院薬剤師会生涯研修認定者・・・・・・・・・・２名 

・埼玉県病院薬剤師会生涯研修センター・・・・・・・・２名 

・スポーツファーマシスト・・・・・・・・・・・・・・１名 

・AHA BLS Provider ・・・・・・・・・・・・・・・・・２名 

 

 

平成28年度の実績 論文投稿・執筆等 

・Need for Hospital ward Pharmacists to Confirm Patient’s Own Medications 

 Junichi Araki1 Kayoko Furuya1 Dai Kamemura1 Isamu Murata2  Yutaka Inoue2  Shigeru Ohshima2 Ikuo Kanamoto2 

   1Department of Pharmacy, IMS Fujimi General Hospital, Japan 
  2Faculty of Pharmaceutical Sciences, Josai University, Japan 
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リンク貼れるようになったら 
・薬剤師の一日 

・先輩からメッセージ 
等追加 

日時 内容 場所 

2016.4.4 IMS薬剤部 新入職オリエンテーション 東京 

2016.6.10 医薬品物流研修会 東京 

2016.6.29 医療機器研修会 神奈川 

2016.7.2 IMS薬剤部 第11回 NST専門療法士育成セミナー 神奈川 

2016.7.4 眼科疾患治療研修会 東京 

2016.7.9 IMS薬剤部 2,3年次薬剤師研修会 東京 

2016.7.23 IMS薬剤部 第7回 がん薬物療法認定薬剤師育成セミナー 東京 

2016.8.27-28 日本病院薬剤師会 関東ブロック第46回学術大会 群馬 

2016.7.30 IMS薬剤部 中堅管理者研修会（初級） 東京 

2016.8.13 IMS薬剤部 第4回 糖尿病領域症例検討会 東京 

2016.9.3 IMS薬剤部 新人研修会 東京 

2016.9.3 IMS薬剤部 病棟薬剤業務研究会 東京 

2016.10.2 CMS学会 神奈川 

2016.10.1 IMS薬剤部 論文作成セミナー 東京 

2016.10.20 医薬品物流研修会 埼玉 

2016.10.25 医療機器研修会 神奈川 

2016.10.27 眼科疾患治療研修会 東京 

2016.10.22 IMS薬剤部 第6回 腎臓病領域研修会 東京 

2016.11.12 IMS薬剤部 第9回 感染制御認定薬剤師育成セミナー 東京 

2016.11.26 IMS薬剤部 第8回 がん薬物療法認定薬剤師育成セミナー 東京 

2016.12.10 IMS薬剤部 第12回 NST専門療法士育成セミナー  東京 

2016.12.18 IMS薬剤部 4,5年次薬剤師研修会 東京 

2017.1.8 平成28年度日病薬医薬品安全管理責任者等講習会 東京 

2017.1.28 IMS薬剤部 中堅管理者研修会（上級） 東京 

2017.2.4 IMS薬剤部 第7回 腎臓病領域研修会 東京 

2017.2.22 医療機器研修会 神奈川 

2017.2.25 IMS学会 東京 

2017.2.23 眼科疾患治療研修会 東京 

2017.2.18 IMS薬剤部 第5回 糖尿病領域症例検討会 東京 

2017.3.4 IMS薬剤部 第10回 感染制御認定薬剤師育成セミナー 東京 

研修項目 題名 講師名 

ICTセミナー 
抗菌薬適正使用 その抗菌薬本当に必要
ですか？ 

天野永生 

NST勉強会 簡易懸濁法で投与できますか？ 荒木淳一 

薬剤勉強会 腸管洗浄剤勉強会 齋藤祥明 

中途入職看護師研修会 医薬品安全使用について 亀村大 

医薬品安全研修会 最近の報道事例と医薬品使用に係る規程 亀村大 

平成28年度 院内講師実績 

研修項目 人数 

 実務実習受入 ８名 

 インターン受入 16名 

 見学受入 19名 

平成28年度 実務実習・インターン・見学受入実績 

2017年11月現在 


