
ファーマスコープは病院、保険薬局で輝く薬剤師の声をお届けする情報誌です。
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■薬剤部門を取り巻く環境変化と
　ミドルマネジャーの役割　　　

佐藤　近年、薬剤師が置かれている環境は大きく変化してい
ます。少子高齢化やネット社会に代表される社会・教育の変
化、医療の質に対する顧客・患者の要求の高度化、そして診
療報酬など経済・経営状況の問題といった外部環境の変化
は、病院経営に大きなインパクトを与えています。その一方で、
内部環境も職員のメンタルヘルスや離職といった問題が顕在
化しています。これらの環境変化は、当然のことながら、薬剤
部門に影響を及ぼします。チーム医療の推進の流れの中で病
棟業務をはじめとした業務拡大が求められ、仕事は複雑化・
多様化していますが、限られた人員体制での活動は、上司や
先輩が若手を指導・育成する機会の減少につながり、また、人
間関係の希薄化によってサポート不足の状況に陥っているの
が現状です（資料1）。特に、病棟への常駐配置による薬剤師
の分散化は、指導する側、される側の双方にとって育成機能
の低下につながっています。これらの課題を解決するために
は、戦略的な組織マネジメントの実践が必要になっています。
　マネジメントをするうえで、組織の成長パターンを知ることは
重要です。アメリカの経営学者グレイナーは、組織の成長段階
を組織の年齢と規模によって5段階に区分し、段階毎に成長
の原動力と阻害要因（危機）があるという「成長5段階モデル」
を提唱しました。第1段階では、創造的なリーダーによって発展
しますが、規模が拡大するにつれて、意思決定のルール化が必
要となり、統率のために指揮命令系統をつくると、自主的な活
動ができなくなります。かといって権限委譲で成長を促すと
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　高齢化の進展に伴う社会保障制度の改革、地域包括ケアシステムの構築など、医療機関を取り巻く環境が大きく変
化している。各病院が様々な経営課題への対応を進める中で、薬剤部門には病院の理念やビジョンに基づく戦略的かつ
効率的なマネジメントの実践と、そのための人材育成プログラムの構築や環境整備が求められている。こうした課題に
対応するべく、「神奈川ミドルファーマシーマネジメント研究会」は、2012年より県内の複数の施設からミドルマネジャ
ー（係長、主任クラス）を選抜して研修会を実施し、将来、トップマネジメントを担う人材の育成に取り組んでいる。研究
会を立ち上げた済生会横浜市南部病院 薬剤部長の佐藤先生と日本経済大学経営学部長の赤瀬先生、そして研究会で
の学びを実践に活かしている3名の先生方にお集まりいただき、ミドルマネジャーの役割や求められる資質、育成の必
要性、今後の課題などについてディスカッションしていただいた。
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統制が乱れ、それを調整すれば形式主義に陥ります。そして、
第5段階では協働によって成長しますが、また新たな危機が出
現してきます。つまり、組織は必ず壁にぶつかりますが、危機
を乗り越えることで新たな成長段階へと進むことができるの
です。また、チーム形成の各段階で上司と部下の間で必要な
ものも違います。第1段階の形成期は、各自が役割を理解でき
ずに上司に指示を求める依存集団であり、「コミュニケーション
と情報の量」が重要です。第2段階の混乱期は方向性が定ま
らない自立集団で、「コミュニケーションと情報の質」が必要で
す。第3段階の標準期では「明確な目的と目標、信頼関係」に
よって共存組織となります。そして、最終段階の発展期では、
「共通のビジョンと成功体験」を持つ共栄組織へと成長します
（資料2）。こうした理論を元に、自分の組織が、いまどの段階
にいて、将来どんな問題が起こるかが予測できれば戦略を立
てることができます。薬剤部を取り巻く環境は変化していって
も、基本的にマネジメントにおいて考えるべきことはそれほど
大きく変わりません。
　飯塚先生は薬剤部長に着任されて数年経ちましたが、現状
の組織運営をどのように捉えていますか。

飯塚　2年半前に薬剤部長となり、試行錯誤しながらも何と
か形を創ってきました。2017年度には新人2名が加わり、人員
も増えてきました。これまでは私自身も現場に立ちながら指導
する「プレイングマネジャー」として仕事をしてきましたが、薬
剤部長として人材育成をはじめ運営方針を固めていくべき時
期にきています。さきほどのチーム形成のプロセスで言えば、
第2段階に向かうところです。ただ、経験不足もあり、スタッフ
の意識を同じ方向に向かせるのは難しいと感じています。病
院と薬剤部の方向性を明確に示し、理解を促していく必要が
あります。また、人員が増えると個々のスタッフとかかわる時間
も減りますので、現場を任せられる2番手、3番手の育成が課
題であり、今年度の目標です。

赤瀬　組織管理の基本は、組織が向かうべき方向性を明確
にすることであり、そのためには理念、ビジョンといったものが
重要です。しかも、分かりやすい言葉で、常に組織の構成員が
目にすることができる環境にする必要があります。自身の経験
で恐縮ですが、初めて薬剤部長を務めた組織には理念がな
かったので、病院の理念から落とし込んだ薬剤部の理念を調
剤室やDI室、休憩室などスタッフが集まる部屋の壁に掲示した
ところ、2カ月程で浸透しました。そこでやっと理念を具体的な
業務に落とし込んでいくことができます。このあとにタイミング
を見計らって「バランスト・スコアカード（BSC）」などの経営管
理手法を導入すると、さらに組織管理の精度は向上します。

佐藤　トップが組織を動かそうとするときには片腕になるミド
ルマネジャー（課長、係長、主任など部下を持つ立場）が必要
です。トップである薬剤部門長が大きな視点で事業や組織を
マネジメントするのに対し、課長クラスは集団を率いていく役
割を担い、「職場の課題や職場の価値を共有するマネジメン
ト」を行います。また、主任クラス、係長クラスには現場の教育
を率先して行う「人を活かすマネジメント」が求められます。
2014年に薬剤部長214名を対象に実施したマネジメントに関す
る調査によると、着任時の悩みとして上位に挙げられたのは、
方針に従わない部下がいる、マネジメントの知識が不足してい
る、ナンバー2が育たない、自分を補佐する人がいないなど、
「人」に関することでした（資料3）。この結果からも、ミドルマ
ネジャーにはフォロワーシップの発揮が求められており、批判
力と貢献力のバランスを保ちながら上司をマネジメントでき、高
い協同意識を持つ人が、トップの共創者となり得ます。では、
どのようにミドルマネジャーを育成するかと言えば、まず、力量
を備えた人材を見極めるところから始まります。私は、その資
質として、取り巻く環境に実践的に対処する力が必要だと考
えており、経験を積むことで身についた行動特性「コンピテン
シー」に注目しています。また、プレイヤーとして優秀であれば

マネジャーに適している、マネジャーに選ばれてから教育すれ
ばよい、経験を通じて独りで成長するというものでもなく、早
い段階から動機付けや育成の仕掛けをつくり、経験を通じて
マネジメントの質を高められるように組織的に支援していかな
ければなりません。

■人的資源管理理論の臨床現場への応用
　
佐藤　マネジメントの領域では、人をコストではなく、戦略的
な資源、財産として考える「人的資源管理」の考え方への転換
が起きています。ここで人的資源管理理論について、赤瀬先
生からレクチャーをお願いします。

赤瀬　冒頭で薬剤師を取り巻く外部環境の変化の話がありま
したが、診療報酬改定もその一つと言えるでしょう。平成29年
12月11日に社会保障審議会医療保険部会および医療部会が
発表した「平成30年度診療報酬改定の基本方針」から、薬剤
師に関係する重要な変化を読み取ることができます。その中の
ほんの一つですが、「医療従事者の負担軽減、働き方改革の
推進」があげられ、業務の共同化、移管を含む多職種による
チーム医療の推進や勤務環境の改善などが進められようとし
ています。しかし、働き方に対する価値観には世代間格差が大
きく、簡単に解決できる問題ではありません。そのような中で、
労働生産性を上げるための取り組みや、組織におけるミドルマ
ネジメント層の活用が重要性を増しています。冒頭に佐藤先生
からご指摘がありましたが、ミドルマネジャーには、知識だけで
はなく、経験や行動特性も含めた成果につながるパフォーマン
スが必要です。自身の職場において、如何にハイパフォーマー
を育成するかが重要になるでしょう。
　一方で、仕事に対する職員の満足度を高めることも重要で
す。ハーツバーグの動機付け・衛生理論では、仕事における満
足および不満足はそれぞれ異なる要因から発生し、満足は達
成感や承認感、仕事そのもの、責任感、成長感などの内的要因
（動機付け要因）から、一方、不満足は、企業方針や管理方式、
給与、人間関係、作業環境などの外的要因（衛生要因）から生
まれると説明しています（資料4）。重要なポイントは、満足と
不満の要因は逆の関係にあるのではなく、別のものだというこ
とです。衛生要因は仕事の環境に関係し、その欠如は不満の
原因となるが、その改善は不満を防止することはあっても満足
にはなりません。一方、動機付け要因は仕事の内容に関係し、
その改善は満足をもたらしますが、それが欠如してもさほど不
満にはならないとしています。例えば、専門薬剤師を取得した
薬剤師に対して、病院に働きかけて手当をつけることは不満の
防止になりますが、満足にはならない。一方で、その資格を生
かす職場に配置すると、動機付け要因になって満足につなが
ります。看護師も同様で、多くの病院が手当をつけることを離
職対策としていますが、人間関係が理由で辞める看護師には

いくら手当をつけても満足にはつながらず、離職を止められな
いのです。職員の満足度には達成感や成長感などの動機付
け要因が大きく作用し、より高い目標や成長へと促します。重
要なのは、人材のマネジメントや育成にもエビデンスが必要だ
ということです。

佐藤　私はスタッフのやる気や可能性を引き出す戦略的な組
織運営をテーマに、マネジメント理論を取り入れ、実践してきま
した。2012年に横浜市南部病院に着任したときに、部長から
末端職員には指示を出さないというポリシーを打ち出し、指揮
命令系統を明確にしました。また、調剤だけ、病棟だけの薬剤
師はつくらない方針で、一日の中でのローテーションで病棟業
務と中央業務を兼務する体制を築きました。病棟業務は1フロ
ア2病棟を2～3名の配置にし、フロア長として係長を各1名配
置し、その上に全体を統括する課長を置きました。この複数
リーダー制が職場を活性化させ、強い組織を作ると考えます。
また、月1回、薬剤部管理会議を開催し各課から業務報告を
行う他、役職者の階層別ミーティングを水・木・金曜日の朝20
分程度実施し、それぞれの役割に応じ、病院経営報告や指
示、問題点の提起と解決策の検討などを行います。このよう
に、指示系統や報告系統を明確にすることで全体のマネジメ
ントがスムーズに行えるようになっています。

■「神奈川ミドルファーマシーマネジメント
　研究会」によるミドルマネジャー育成と
　成果

佐藤　ミドルマネジャーが活躍するためには、本人の努力はも
ちろんですが、それをサポートする組織体制と環境整備が大
切です。OJTによる育成機能の低下が懸念される中で、私は
森田雅之先生（元神奈川県病薬会長）、赤瀬先生と一緒に、
将来、トップマネジメントを担う人材を養成するために「神奈川
ミドルファーマシーマネジメント研究会」（以下、研究会）を
2012年に立ち上げました。メンバーは神奈川県内の若手薬剤
師の中から、35歳前後の主任・係長などで、2番手、3番手の
位置にいる者もしくはそれに準ずる感性を持つと感じた10名
を選抜しました。その後、メンバーの話し合いで、一緒に学び
たい人材がいれば随時参加を認めています。マネジメントの勉
強には座学と実践の両輪が必要であり、マネジャーには知識、
リーダーシップ、コミュニケーション力や人格・品格も備えなけ
ればならないというのが研究会の信念であり、「自立、創造、
変革」をキーワードに、マネジメントの原理・原則を押さえて、そ

れぞれが主体的に学んで成長し続けることが目標です。研修
会は、基本的に4カ月に1回程度の頻度で開催しています。薬
剤部の品格、産業政策と医薬品産業の基礎、経営戦略の基
礎知識などの講義の他、ケーススタディーやグループワークで
は、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント、エンパワーメン
ト、ポーターの基本戦略、部下のモチベーションと評価システム
といった実践的テーマについてディスカッションし、マネジャー
としての意識の持ち方、部署の運営に必要な知識を習得しま
す（資料5）。また、メンバーの中から司会・座長を立て、主体
的に運営できるようにしています。このような施設を超えた研
鑽の場は、コミュニケーション能力の向上につながるとともに、
メンバー同士、ミドルマネジャーとしての共通の悩みを共有する
ことで解決策を見つけることもできます。

飯塚　私もメンバーの一人でしたが、マネジメントを学んでいた
か否かで、薬剤部長になった後の意識や行動は大きく違いま

す。主体性を持ち、広い視野で仕事ができるようになったこと

が、今、薬剤部長の仕事に生きていると感じます。研究会を卒

業はしましたが、今後も継続的に研鑽を積んでいきたいと思っ

ています。

佐藤　研修プログラムを通じてどのようなことを学びましたか。

飯塚　参加したのは、前任地で調剤課の主任の時でした。新
入職員や後輩が多数いる中で、後輩には積極的に指導をして

いたのですが、ミドルマネジャーとしてどのように上司をサポー

トすればよいのか悩んでいました。研究会でフォロワーシップ

について学び、上司の立場を理解した上で、批判力と貢献力

のバランスを保ちながら、共通の目標の達成に向けて行動する

ことの重要性に気づき、上司のよき協働者になろうという気持

ちになったことが大きな収穫です。その後、現在の役職への昇

進を打診されたのですが、以前の自分だったら逃げていたで

しょうが、やってみたいという前向きな気持ちになりました。

佐藤　現在も研究会で継続的に学んでいる佐村先生、澤木
先生はいかがですか。

澤木　研究会に参加したのは主任になってすぐの頃でした。
副主任の時から薬剤師としてどのように働いていけばいいの

か、スタッフをどのように育てていけばいいのか、そのために何

をすべきかなど、さまざまな壁に直面していました。また、主任

への任命の際にも、副主任との違いを明確に意識していたわ

けでもありませんでした。そんな時にマネジメントを理論的に

学ぶ機会を得たことは幸運でした。第一回目に森田先生の

「薬剤部の品格」の講義を聞き、薬剤師としてプライドを持っ

て仕事をすることの大切さを学び、研修会を通して主任や係

長は1スタッフではなくマネジャーの1人なのだと意識や視点が

変わりました。そこから自分がすべきことや方法を見つけるこ

とができました。

佐村　私が参加したのは主任から係長になった頃でした。マ
ネジメントに関しては主任の頃から本などで勉強はしていたの

ですが、それをどう実践していけばよいのか悩んでいました。

そんな中、研究会で学んだマネジメント理論は新鮮で、視界が

開かれました。同じ時期に、神奈川県病院薬剤師会のファー

マシーマネジメント委員会が実施しているBSCのセミナーにも

参加しました。そこで部署の課題や目標を明確化し、実践する

中で、自分だけが頑張るのではなく、もっと部下を巻き込ん

で、個々の能力を引き出していくことが自分の役割だと考え方

が変わりました。

■ミドルマネジャーとしての実践と
　今後の課題

佐藤　ミドルマネジャーにはリーダーシップとフォロワーシップ
の両方が求められますが、研究会で学んだことで変化はあり

ましたか。

佐村　以前は、トップに対して「もっとこうしてほしい」と思う
部分があったのですが、研究会に参加後は、いかにトップをサ

ポートして組織全体を回すかを考えるようになりました。佐藤

先生はじめ指導していただいた先生方の話を聞く中で、トップ

の苦労が理解できたことも大きいですね。

澤木　私は、後輩に対して、何となくこうすればいいのではな
いかと、自分の経験をベースに指導していましたが、理論づ

けされたことで的確な指導ができるようになったと思います。

人員が増えてくると、感覚に頼った指導では対応できなくな

るので、論理的に考える習慣が身についたことはプラスにな

りました。

赤瀬　マネジメントの実践には自分の勘や経験値だけでは限
界があり、繰り返しになりますがエビデンスが必要です。医療

制度改革の背景にも、人口動態や医療技術の進歩といった

根拠があるのです。診療報酬点数だけを見て方針を決めるの

ではなく、その上流にある医療政策や社会情勢にも目を向ける

ことが大切です。例えば、経済財政諮問会議が作成した「経

済・財政再生計画 改革工程表」には、社会保障分野で2020

年までに何が起こるかが記載されています。地域医療における

自院の役割や機能について、薬剤師もその背景にあるものを

理解していれば、自ずと力を入れていくべき業務も見えてきま

す。こうした分析的アプローチあるいは公開情報からその意味

合いを読み解くことは、薬剤師も得意とするべき部分ですか

ら、マネジメントにもそのスキルを生かしていただきたいと思い

ます。

佐藤　今後、薬価制度の抜本改革が推進されます。それに対
して自分たちの仕事への影響を考えることも必要ですが、日

本の製薬業界はどうなるのだろうかと考える感性も大切です。

研究会では、事象だけではなく、その裏にあるもの、方向性に

も意識を向けることを学んだと思います。環境は常に変化し、

新たな悩みが出てくるものです。その時に、マネジメントの理論

や先輩方の教えがきっと生かされるはずです。

■これからのミドルマネジャーに
　求められる資質と機能

佐藤　薬剤師を取り巻く環境が大きく変わる中で、これから
のミドルマネジャーにはどのような資質が必要だとお考えで

すか。

赤瀬　1つは、素直さです。新しい文化や異なる領域からの情
報を柔軟に受け入れられる姿勢や、分からないことがあれば

学ぶ姿勢が大切です。自分の考えや価値観に固執し、柔軟性

がない人にとってマネジメントの道は厳しいように思います。も

う一つ、ミドルマネジャーにはマネジメント能力と同時に、薬の

専門家としてのバックボーンをしっかり持ち、経営と医療の両

面で病院を支える存在になってほしいですね。

飯塚　私も柔軟性と対応力が大切だと思います。例えば、少人
数の組織では調剤室が1人になる時間があります。私が当院に

赴任した時もそのような状況がありましたが、組織の規模に応

じた解決策があることを学びました。このように、大人数の組

織の一員から少人数組織のマネジャーになった場合、あるいは

その逆の場合も、職場環境に応じたマネジメントに対応する力

が必要になると思います。

佐村　特に若い薬剤師たちに対して、部署の理念や方針を伝
え、実践につなげていくための対話力やコミュニケーション力

が以前にも増して必要になると思います。当院は高齢者が多

い地域の病院のため、2025年あるいは2040年問題を見据

え、病院として在宅機能の強化が検討されています。しかし、

若い薬剤師たちは病棟業務への思いが強く、病院方針と薬剤

師の希望が合致していない部分があり、それを調整するのが

ミドルマネジャーの役割であり、力量が問われていると認識し

ています。

澤木　私もコミュケーション力が非常に大切だと思います。私
は、学んだ理論を実際の業務に落とし込み、後輩に具体的に

アドバイスし、仕事を任せるよう意識しています。そこには勇気

が必要で、簡単ではありませんが、乗り越えることで私自身も

成長できると思います。

佐藤　皆さんの話を聞き、改めて上司と部下の間で大切なの
は、コミュニケーションだと思いました。私が実践しているの

は、部下からの報告に対して必ず何らかのフィードバックをする

こと、部下たちが話しかけやすい雰囲気を作ることです。ま

た、相談を受けたときには、相手の意見を聞いたうえでその場

で判断して方向性を示します。そして、一度任せたら責任は自

分が取るという覚悟が必要です。こうした関係を築くことで、

職場が活性化し、他職種や薬学生、見学者など外部のステー

クホルダーからも、「薬剤師が生き生きと働いている活気のあ

る薬剤部」という評価を得ることができます。

■自らの経験を次世代に伝え、生かす

佐藤　赤瀬先生、最後に次世代を担う薬剤師へのメッセージ
をお願いします。

赤瀬　今後、医療を取り巻く環境は、これまでと比べものにな
らないほど激変します。だからこそ、理論に裏づけされたマネジ

メントが必要であり、それを実践する人材の育成の強化が不可

欠です。薬剤師もしっかりと社会情勢や経済状況を把握して

環境分析をし、そこから課題を見つけて、自分たちがするべき

ことを見極めていく対応力が必要になります。人材を育成する

立場としては、先ほど皆さんからご指摘がありましたような資

質や心構えに加えて、「変化への対応力」が自然に身につけら

れる環境が、薬剤部門をはじめ病院、薬剤師会など、組織や

施設の枠を越えたところで整備されることを期待しており、私

もそこに貢献できればと考えています。

佐藤　ドラッカーは、「本当の資源は一つしかない。人である」
と言っています。上司は部下のモチベーションを高めて最大限

に引き出すことに存在意義があり、情熱や志を持って部下と

真摯に向き合おうとする者にその資格があります。また、豊田

英二氏（トヨタ自動車工業5代目社長）は「自分を凌駕する部

下を育てよ」と言っています。私たちが研究会を始めたのも、

将来を見据えて、薬剤部門のマネジメントを担う人材を育成

し、次の世代に継承していってほしいという思いからです。自

らの経験を次世代に伝え、生かすことやメンバーの横のつなが

りが、薬剤師全体のレベルを底上げすることになります。これ

からも各メンバーが主体的に活動を継続・発展させるととも

に、地域医療を牽引する立場となるべく、さらに資質を磨いて

いただくことを期待しています。この座談会が薬剤部門長やミ

ドルマネジャーなど多くの薬剤師の参考になれば幸いです。本

日はありがとうございました。



■薬剤部門を取り巻く環境変化と
　ミドルマネジャーの役割　　　

佐藤　近年、薬剤師が置かれている環境は大きく変化してい
ます。少子高齢化やネット社会に代表される社会・教育の変
化、医療の質に対する顧客・患者の要求の高度化、そして診
療報酬など経済・経営状況の問題といった外部環境の変化
は、病院経営に大きなインパクトを与えています。その一方で、
内部環境も職員のメンタルヘルスや離職といった問題が顕在
化しています。これらの環境変化は、当然のことながら、薬剤
部門に影響を及ぼします。チーム医療の推進の流れの中で病
棟業務をはじめとした業務拡大が求められ、仕事は複雑化・
多様化していますが、限られた人員体制での活動は、上司や
先輩が若手を指導・育成する機会の減少につながり、また、人
間関係の希薄化によってサポート不足の状況に陥っているの
が現状です（資料1）。特に、病棟への常駐配置による薬剤師
の分散化は、指導する側、される側の双方にとって育成機能
の低下につながっています。これらの課題を解決するために
は、戦略的な組織マネジメントの実践が必要になっています。
　マネジメントをするうえで、組織の成長パターンを知ることは
重要です。アメリカの経営学者グレイナーは、組織の成長段階
を組織の年齢と規模によって5段階に区分し、段階毎に成長
の原動力と阻害要因（危機）があるという「成長5段階モデル」
を提唱しました。第1段階では、創造的なリーダーによって発展
しますが、規模が拡大するにつれて、意思決定のルール化が必
要となり、統率のために指揮命令系統をつくると、自主的な活
動ができなくなります。かといって権限委譲で成長を促すと
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統制が乱れ、それを調整すれば形式主義に陥ります。そして、
第5段階では協働によって成長しますが、また新たな危機が出
現してきます。つまり、組織は必ず壁にぶつかりますが、危機
を乗り越えることで新たな成長段階へと進むことができるの
です。また、チーム形成の各段階で上司と部下の間で必要な
ものも違います。第1段階の形成期は、各自が役割を理解でき
ずに上司に指示を求める依存集団であり、「コミュニケーション
と情報の量」が重要です。第2段階の混乱期は方向性が定ま
らない自立集団で、「コミュニケーションと情報の質」が必要で
す。第3段階の標準期では「明確な目的と目標、信頼関係」に
よって共存組織となります。そして、最終段階の発展期では、
「共通のビジョンと成功体験」を持つ共栄組織へと成長します
（資料2）。こうした理論を元に、自分の組織が、いまどの段階
にいて、将来どんな問題が起こるかが予測できれば戦略を立
てることができます。薬剤部を取り巻く環境は変化していって
も、基本的にマネジメントにおいて考えるべきことはそれほど
大きく変わりません。
　飯塚先生は薬剤部長に着任されて数年経ちましたが、現状
の組織運営をどのように捉えていますか。

飯塚　2年半前に薬剤部長となり、試行錯誤しながらも何と
か形を創ってきました。2017年度には新人2名が加わり、人員
も増えてきました。これまでは私自身も現場に立ちながら指導
する「プレイングマネジャー」として仕事をしてきましたが、薬
剤部長として人材育成をはじめ運営方針を固めていくべき時
期にきています。さきほどのチーム形成のプロセスで言えば、
第2段階に向かうところです。ただ、経験不足もあり、スタッフ
の意識を同じ方向に向かせるのは難しいと感じています。病
院と薬剤部の方向性を明確に示し、理解を促していく必要が
あります。また、人員が増えると個々のスタッフとかかわる時間
も減りますので、現場を任せられる2番手、3番手の育成が課
題であり、今年度の目標です。

赤瀬　組織管理の基本は、組織が向かうべき方向性を明確
にすることであり、そのためには理念、ビジョンといったものが
重要です。しかも、分かりやすい言葉で、常に組織の構成員が
目にすることができる環境にする必要があります。自身の経験
で恐縮ですが、初めて薬剤部長を務めた組織には理念がな
かったので、病院の理念から落とし込んだ薬剤部の理念を調
剤室やDI室、休憩室などスタッフが集まる部屋の壁に掲示した
ところ、2カ月程で浸透しました。そこでやっと理念を具体的な
業務に落とし込んでいくことができます。このあとにタイミング
を見計らって「バランスト・スコアカード（BSC）」などの経営管
理手法を導入すると、さらに組織管理の精度は向上します。

佐藤　トップが組織を動かそうとするときには片腕になるミド
ルマネジャー（課長、係長、主任など部下を持つ立場）が必要
です。トップである薬剤部門長が大きな視点で事業や組織を
マネジメントするのに対し、課長クラスは集団を率いていく役
割を担い、「職場の課題や職場の価値を共有するマネジメン
ト」を行います。また、主任クラス、係長クラスには現場の教育
を率先して行う「人を活かすマネジメント」が求められます。
2014年に薬剤部長214名を対象に実施したマネジメントに関す
る調査によると、着任時の悩みとして上位に挙げられたのは、
方針に従わない部下がいる、マネジメントの知識が不足してい
る、ナンバー2が育たない、自分を補佐する人がいないなど、
「人」に関することでした（資料3）。この結果からも、ミドルマ
ネジャーにはフォロワーシップの発揮が求められており、批判
力と貢献力のバランスを保ちながら上司をマネジメントでき、高
い協同意識を持つ人が、トップの共創者となり得ます。では、
どのようにミドルマネジャーを育成するかと言えば、まず、力量
を備えた人材を見極めるところから始まります。私は、その資
質として、取り巻く環境に実践的に対処する力が必要だと考
えており、経験を積むことで身についた行動特性「コンピテン
シー」に注目しています。また、プレイヤーとして優秀であれば

マネジャーに適している、マネジャーに選ばれてから教育すれ
ばよい、経験を通じて独りで成長するというものでもなく、早
い段階から動機付けや育成の仕掛けをつくり、経験を通じて
マネジメントの質を高められるように組織的に支援していかな
ければなりません。

■人的資源管理理論の臨床現場への応用
　
佐藤　マネジメントの領域では、人をコストではなく、戦略的
な資源、財産として考える「人的資源管理」の考え方への転換
が起きています。ここで人的資源管理理論について、赤瀬先
生からレクチャーをお願いします。

赤瀬　冒頭で薬剤師を取り巻く外部環境の変化の話がありま
したが、診療報酬改定もその一つと言えるでしょう。平成29年
12月11日に社会保障審議会医療保険部会および医療部会が
発表した「平成30年度診療報酬改定の基本方針」から、薬剤
師に関係する重要な変化を読み取ることができます。その中の
ほんの一つですが、「医療従事者の負担軽減、働き方改革の
推進」があげられ、業務の共同化、移管を含む多職種による
チーム医療の推進や勤務環境の改善などが進められようとし
ています。しかし、働き方に対する価値観には世代間格差が大
きく、簡単に解決できる問題ではありません。そのような中で、
労働生産性を上げるための取り組みや、組織におけるミドルマ
ネジメント層の活用が重要性を増しています。冒頭に佐藤先生
からご指摘がありましたが、ミドルマネジャーには、知識だけで
はなく、経験や行動特性も含めた成果につながるパフォーマン
スが必要です。自身の職場において、如何にハイパフォーマー
を育成するかが重要になるでしょう。
　一方で、仕事に対する職員の満足度を高めることも重要で
す。ハーツバーグの動機付け・衛生理論では、仕事における満
足および不満足はそれぞれ異なる要因から発生し、満足は達
成感や承認感、仕事そのもの、責任感、成長感などの内的要因
（動機付け要因）から、一方、不満足は、企業方針や管理方式、
給与、人間関係、作業環境などの外的要因（衛生要因）から生
まれると説明しています（資料4）。重要なポイントは、満足と
不満の要因は逆の関係にあるのではなく、別のものだというこ
とです。衛生要因は仕事の環境に関係し、その欠如は不満の
原因となるが、その改善は不満を防止することはあっても満足
にはなりません。一方、動機付け要因は仕事の内容に関係し、
その改善は満足をもたらしますが、それが欠如してもさほど不
満にはならないとしています。例えば、専門薬剤師を取得した
薬剤師に対して、病院に働きかけて手当をつけることは不満の
防止になりますが、満足にはならない。一方で、その資格を生
かす職場に配置すると、動機付け要因になって満足につなが
ります。看護師も同様で、多くの病院が手当をつけることを離
職対策としていますが、人間関係が理由で辞める看護師には

いくら手当をつけても満足にはつながらず、離職を止められな
いのです。職員の満足度には達成感や成長感などの動機付
け要因が大きく作用し、より高い目標や成長へと促します。重
要なのは、人材のマネジメントや育成にもエビデンスが必要だ
ということです。

佐藤　私はスタッフのやる気や可能性を引き出す戦略的な組
織運営をテーマに、マネジメント理論を取り入れ、実践してきま
した。2012年に横浜市南部病院に着任したときに、部長から
末端職員には指示を出さないというポリシーを打ち出し、指揮
命令系統を明確にしました。また、調剤だけ、病棟だけの薬剤
師はつくらない方針で、一日の中でのローテーションで病棟業
務と中央業務を兼務する体制を築きました。病棟業務は1フロ
ア2病棟を2～3名の配置にし、フロア長として係長を各1名配
置し、その上に全体を統括する課長を置きました。この複数
リーダー制が職場を活性化させ、強い組織を作ると考えます。
また、月1回、薬剤部管理会議を開催し各課から業務報告を
行う他、役職者の階層別ミーティングを水・木・金曜日の朝20
分程度実施し、それぞれの役割に応じ、病院経営報告や指
示、問題点の提起と解決策の検討などを行います。このよう
に、指示系統や報告系統を明確にすることで全体のマネジメ
ントがスムーズに行えるようになっています。

■「神奈川ミドルファーマシーマネジメント
　研究会」によるミドルマネジャー育成と
　成果

佐藤　ミドルマネジャーが活躍するためには、本人の努力はも
ちろんですが、それをサポートする組織体制と環境整備が大
切です。OJTによる育成機能の低下が懸念される中で、私は
森田雅之先生（元神奈川県病薬会長）、赤瀬先生と一緒に、
将来、トップマネジメントを担う人材を養成するために「神奈川
ミドルファーマシーマネジメント研究会」（以下、研究会）を
2012年に立ち上げました。メンバーは神奈川県内の若手薬剤
師の中から、35歳前後の主任・係長などで、2番手、3番手の
位置にいる者もしくはそれに準ずる感性を持つと感じた10名
を選抜しました。その後、メンバーの話し合いで、一緒に学び
たい人材がいれば随時参加を認めています。マネジメントの勉
強には座学と実践の両輪が必要であり、マネジャーには知識、
リーダーシップ、コミュニケーション力や人格・品格も備えなけ
ればならないというのが研究会の信念であり、「自立、創造、
変革」をキーワードに、マネジメントの原理・原則を押さえて、そ

れぞれが主体的に学んで成長し続けることが目標です。研修
会は、基本的に4カ月に1回程度の頻度で開催しています。薬
剤部の品格、産業政策と医薬品産業の基礎、経営戦略の基
礎知識などの講義の他、ケーススタディーやグループワークで
は、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント、エンパワーメン
ト、ポーターの基本戦略、部下のモチベーションと評価システム
といった実践的テーマについてディスカッションし、マネジャー
としての意識の持ち方、部署の運営に必要な知識を習得しま
す（資料5）。また、メンバーの中から司会・座長を立て、主体
的に運営できるようにしています。このような施設を超えた研
鑽の場は、コミュニケーション能力の向上につながるとともに、
メンバー同士、ミドルマネジャーとしての共通の悩みを共有する
ことで解決策を見つけることもできます。

飯塚　私もメンバーの一人でしたが、マネジメントを学んでいた
か否かで、薬剤部長になった後の意識や行動は大きく違いま

す。主体性を持ち、広い視野で仕事ができるようになったこと

が、今、薬剤部長の仕事に生きていると感じます。研究会を卒

業はしましたが、今後も継続的に研鑽を積んでいきたいと思っ

ています。

佐藤　研修プログラムを通じてどのようなことを学びましたか。

飯塚　参加したのは、前任地で調剤課の主任の時でした。新
入職員や後輩が多数いる中で、後輩には積極的に指導をして

いたのですが、ミドルマネジャーとしてどのように上司をサポー

トすればよいのか悩んでいました。研究会でフォロワーシップ

について学び、上司の立場を理解した上で、批判力と貢献力

のバランスを保ちながら、共通の目標の達成に向けて行動する

ことの重要性に気づき、上司のよき協働者になろうという気持

ちになったことが大きな収穫です。その後、現在の役職への昇

進を打診されたのですが、以前の自分だったら逃げていたで

しょうが、やってみたいという前向きな気持ちになりました。

佐藤　現在も研究会で継続的に学んでいる佐村先生、澤木
先生はいかがですか。

澤木　研究会に参加したのは主任になってすぐの頃でした。
副主任の時から薬剤師としてどのように働いていけばいいの

か、スタッフをどのように育てていけばいいのか、そのために何

をすべきかなど、さまざまな壁に直面していました。また、主任

への任命の際にも、副主任との違いを明確に意識していたわ

けでもありませんでした。そんな時にマネジメントを理論的に

学ぶ機会を得たことは幸運でした。第一回目に森田先生の

「薬剤部の品格」の講義を聞き、薬剤師としてプライドを持っ

て仕事をすることの大切さを学び、研修会を通して主任や係

長は1スタッフではなくマネジャーの1人なのだと意識や視点が

変わりました。そこから自分がすべきことや方法を見つけるこ

とができました。

佐村　私が参加したのは主任から係長になった頃でした。マ
ネジメントに関しては主任の頃から本などで勉強はしていたの

ですが、それをどう実践していけばよいのか悩んでいました。

そんな中、研究会で学んだマネジメント理論は新鮮で、視界が

開かれました。同じ時期に、神奈川県病院薬剤師会のファー

マシーマネジメント委員会が実施しているBSCのセミナーにも

参加しました。そこで部署の課題や目標を明確化し、実践する

中で、自分だけが頑張るのではなく、もっと部下を巻き込ん

で、個々の能力を引き出していくことが自分の役割だと考え方

が変わりました。

■ミドルマネジャーとしての実践と
　今後の課題

佐藤　ミドルマネジャーにはリーダーシップとフォロワーシップ
の両方が求められますが、研究会で学んだことで変化はあり

ましたか。

佐村　以前は、トップに対して「もっとこうしてほしい」と思う
部分があったのですが、研究会に参加後は、いかにトップをサ

ポートして組織全体を回すかを考えるようになりました。佐藤

先生はじめ指導していただいた先生方の話を聞く中で、トップ

の苦労が理解できたことも大きいですね。

澤木　私は、後輩に対して、何となくこうすればいいのではな
いかと、自分の経験をベースに指導していましたが、理論づ

けされたことで的確な指導ができるようになったと思います。

人員が増えてくると、感覚に頼った指導では対応できなくな

るので、論理的に考える習慣が身についたことはプラスにな

りました。

赤瀬　マネジメントの実践には自分の勘や経験値だけでは限
界があり、繰り返しになりますがエビデンスが必要です。医療

制度改革の背景にも、人口動態や医療技術の進歩といった

根拠があるのです。診療報酬点数だけを見て方針を決めるの

ではなく、その上流にある医療政策や社会情勢にも目を向ける

ことが大切です。例えば、経済財政諮問会議が作成した「経

済・財政再生計画 改革工程表」には、社会保障分野で2020

年までに何が起こるかが記載されています。地域医療における

自院の役割や機能について、薬剤師もその背景にあるものを

理解していれば、自ずと力を入れていくべき業務も見えてきま

す。こうした分析的アプローチあるいは公開情報からその意味

合いを読み解くことは、薬剤師も得意とするべき部分ですか

ら、マネジメントにもそのスキルを生かしていただきたいと思い

ます。

佐藤　今後、薬価制度の抜本改革が推進されます。それに対
して自分たちの仕事への影響を考えることも必要ですが、日

本の製薬業界はどうなるのだろうかと考える感性も大切です。

研究会では、事象だけではなく、その裏にあるもの、方向性に

も意識を向けることを学んだと思います。環境は常に変化し、

新たな悩みが出てくるものです。その時に、マネジメントの理論

や先輩方の教えがきっと生かされるはずです。

■これからのミドルマネジャーに
　求められる資質と機能

佐藤　薬剤師を取り巻く環境が大きく変わる中で、これから
のミドルマネジャーにはどのような資質が必要だとお考えで

すか。

赤瀬　1つは、素直さです。新しい文化や異なる領域からの情
報を柔軟に受け入れられる姿勢や、分からないことがあれば

学ぶ姿勢が大切です。自分の考えや価値観に固執し、柔軟性

がない人にとってマネジメントの道は厳しいように思います。も

う一つ、ミドルマネジャーにはマネジメント能力と同時に、薬の

専門家としてのバックボーンをしっかり持ち、経営と医療の両

面で病院を支える存在になってほしいですね。

飯塚　私も柔軟性と対応力が大切だと思います。例えば、少人
数の組織では調剤室が1人になる時間があります。私が当院に

赴任した時もそのような状況がありましたが、組織の規模に応

じた解決策があることを学びました。このように、大人数の組

織の一員から少人数組織のマネジャーになった場合、あるいは

その逆の場合も、職場環境に応じたマネジメントに対応する力

が必要になると思います。

佐村　特に若い薬剤師たちに対して、部署の理念や方針を伝
え、実践につなげていくための対話力やコミュニケーション力

が以前にも増して必要になると思います。当院は高齢者が多

い地域の病院のため、2025年あるいは2040年問題を見据

え、病院として在宅機能の強化が検討されています。しかし、

若い薬剤師たちは病棟業務への思いが強く、病院方針と薬剤

師の希望が合致していない部分があり、それを調整するのが

ミドルマネジャーの役割であり、力量が問われていると認識し

ています。

澤木　私もコミュケーション力が非常に大切だと思います。私
は、学んだ理論を実際の業務に落とし込み、後輩に具体的に

アドバイスし、仕事を任せるよう意識しています。そこには勇気

が必要で、簡単ではありませんが、乗り越えることで私自身も

成長できると思います。

佐藤　皆さんの話を聞き、改めて上司と部下の間で大切なの
は、コミュニケーションだと思いました。私が実践しているの

は、部下からの報告に対して必ず何らかのフィードバックをする

こと、部下たちが話しかけやすい雰囲気を作ることです。ま

た、相談を受けたときには、相手の意見を聞いたうえでその場

で判断して方向性を示します。そして、一度任せたら責任は自

分が取るという覚悟が必要です。こうした関係を築くことで、

職場が活性化し、他職種や薬学生、見学者など外部のステー

クホルダーからも、「薬剤師が生き生きと働いている活気のあ

る薬剤部」という評価を得ることができます。

■自らの経験を次世代に伝え、生かす

佐藤　赤瀬先生、最後に次世代を担う薬剤師へのメッセージ
をお願いします。

赤瀬　今後、医療を取り巻く環境は、これまでと比べものにな
らないほど激変します。だからこそ、理論に裏づけされたマネジ

メントが必要であり、それを実践する人材の育成の強化が不可

欠です。薬剤師もしっかりと社会情勢や経済状況を把握して

環境分析をし、そこから課題を見つけて、自分たちがするべき

ことを見極めていく対応力が必要になります。人材を育成する

立場としては、先ほど皆さんからご指摘がありましたような資

質や心構えに加えて、「変化への対応力」が自然に身につけら

れる環境が、薬剤部門をはじめ病院、薬剤師会など、組織や

施設の枠を越えたところで整備されることを期待しており、私

もそこに貢献できればと考えています。

佐藤　ドラッカーは、「本当の資源は一つしかない。人である」
と言っています。上司は部下のモチベーションを高めて最大限

に引き出すことに存在意義があり、情熱や志を持って部下と

真摯に向き合おうとする者にその資格があります。また、豊田

英二氏（トヨタ自動車工業5代目社長）は「自分を凌駕する部

下を育てよ」と言っています。私たちが研究会を始めたのも、

将来を見据えて、薬剤部門のマネジメントを担う人材を育成

し、次の世代に継承していってほしいという思いからです。自

らの経験を次世代に伝え、生かすことやメンバーの横のつなが

りが、薬剤師全体のレベルを底上げすることになります。これ

からも各メンバーが主体的に活動を継続・発展させるととも

に、地域医療を牽引する立場となるべく、さらに資質を磨いて

いただくことを期待しています。この座談会が薬剤部門長やミ

ドルマネジャーなど多くの薬剤師の参考になれば幸いです。本

日はありがとうございました。
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■薬剤部門を取り巻く環境変化と
　ミドルマネジャーの役割　　　

佐藤　近年、薬剤師が置かれている環境は大きく変化してい
ます。少子高齢化やネット社会に代表される社会・教育の変
化、医療の質に対する顧客・患者の要求の高度化、そして診
療報酬など経済・経営状況の問題といった外部環境の変化
は、病院経営に大きなインパクトを与えています。その一方で、
内部環境も職員のメンタルヘルスや離職といった問題が顕在
化しています。これらの環境変化は、当然のことながら、薬剤
部門に影響を及ぼします。チーム医療の推進の流れの中で病
棟業務をはじめとした業務拡大が求められ、仕事は複雑化・
多様化していますが、限られた人員体制での活動は、上司や
先輩が若手を指導・育成する機会の減少につながり、また、人
間関係の希薄化によってサポート不足の状況に陥っているの
が現状です（資料1）。特に、病棟への常駐配置による薬剤師
の分散化は、指導する側、される側の双方にとって育成機能
の低下につながっています。これらの課題を解決するために
は、戦略的な組織マネジメントの実践が必要になっています。
　マネジメントをするうえで、組織の成長パターンを知ることは
重要です。アメリカの経営学者グレイナーは、組織の成長段階
を組織の年齢と規模によって5段階に区分し、段階毎に成長
の原動力と阻害要因（危機）があるという「成長5段階モデル」
を提唱しました。第1段階では、創造的なリーダーによって発展
しますが、規模が拡大するにつれて、意思決定のルール化が必
要となり、統率のために指揮命令系統をつくると、自主的な活
動ができなくなります。かといって権限委譲で成長を促すと
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統制が乱れ、それを調整すれば形式主義に陥ります。そして、
第5段階では協働によって成長しますが、また新たな危機が出
現してきます。つまり、組織は必ず壁にぶつかりますが、危機
を乗り越えることで新たな成長段階へと進むことができるの
です。また、チーム形成の各段階で上司と部下の間で必要な
ものも違います。第1段階の形成期は、各自が役割を理解でき
ずに上司に指示を求める依存集団であり、「コミュニケーション
と情報の量」が重要です。第2段階の混乱期は方向性が定ま
らない自立集団で、「コミュニケーションと情報の質」が必要で
す。第3段階の標準期では「明確な目的と目標、信頼関係」に
よって共存組織となります。そして、最終段階の発展期では、
「共通のビジョンと成功体験」を持つ共栄組織へと成長します
（資料2）。こうした理論を元に、自分の組織が、いまどの段階
にいて、将来どんな問題が起こるかが予測できれば戦略を立
てることができます。薬剤部を取り巻く環境は変化していって
も、基本的にマネジメントにおいて考えるべきことはそれほど
大きく変わりません。
　飯塚先生は薬剤部長に着任されて数年経ちましたが、現状
の組織運営をどのように捉えていますか。

飯塚　2年半前に薬剤部長となり、試行錯誤しながらも何と
か形を創ってきました。2017年度には新人2名が加わり、人員
も増えてきました。これまでは私自身も現場に立ちながら指導
する「プレイングマネジャー」として仕事をしてきましたが、薬
剤部長として人材育成をはじめ運営方針を固めていくべき時
期にきています。さきほどのチーム形成のプロセスで言えば、
第2段階に向かうところです。ただ、経験不足もあり、スタッフ
の意識を同じ方向に向かせるのは難しいと感じています。病
院と薬剤部の方向性を明確に示し、理解を促していく必要が
あります。また、人員が増えると個々のスタッフとかかわる時間
も減りますので、現場を任せられる2番手、3番手の育成が課
題であり、今年度の目標です。

赤瀬　組織管理の基本は、組織が向かうべき方向性を明確
にすることであり、そのためには理念、ビジョンといったものが
重要です。しかも、分かりやすい言葉で、常に組織の構成員が
目にすることができる環境にする必要があります。自身の経験
で恐縮ですが、初めて薬剤部長を務めた組織には理念がな
かったので、病院の理念から落とし込んだ薬剤部の理念を調
剤室やDI室、休憩室などスタッフが集まる部屋の壁に掲示した
ところ、2カ月程で浸透しました。そこでやっと理念を具体的な
業務に落とし込んでいくことができます。このあとにタイミング
を見計らって「バランスト・スコアカード（BSC）」などの経営管
理手法を導入すると、さらに組織管理の精度は向上します。

佐藤　トップが組織を動かそうとするときには片腕になるミド
ルマネジャー（課長、係長、主任など部下を持つ立場）が必要
です。トップである薬剤部門長が大きな視点で事業や組織を
マネジメントするのに対し、課長クラスは集団を率いていく役
割を担い、「職場の課題や職場の価値を共有するマネジメン
ト」を行います。また、主任クラス、係長クラスには現場の教育
を率先して行う「人を活かすマネジメント」が求められます。
2014年に薬剤部長214名を対象に実施したマネジメントに関す
る調査によると、着任時の悩みとして上位に挙げられたのは、
方針に従わない部下がいる、マネジメントの知識が不足してい
る、ナンバー2が育たない、自分を補佐する人がいないなど、
「人」に関することでした（資料3）。この結果からも、ミドルマ
ネジャーにはフォロワーシップの発揮が求められており、批判
力と貢献力のバランスを保ちながら上司をマネジメントでき、高
い協同意識を持つ人が、トップの共創者となり得ます。では、
どのようにミドルマネジャーを育成するかと言えば、まず、力量
を備えた人材を見極めるところから始まります。私は、その資
質として、取り巻く環境に実践的に対処する力が必要だと考
えており、経験を積むことで身についた行動特性「コンピテン
シー」に注目しています。また、プレイヤーとして優秀であれば

マネジャーに適している、マネジャーに選ばれてから教育すれ
ばよい、経験を通じて独りで成長するというものでもなく、早
い段階から動機付けや育成の仕掛けをつくり、経験を通じて
マネジメントの質を高められるように組織的に支援していかな
ければなりません。

■人的資源管理理論の臨床現場への応用
　
佐藤　マネジメントの領域では、人をコストではなく、戦略的
な資源、財産として考える「人的資源管理」の考え方への転換
が起きています。ここで人的資源管理理論について、赤瀬先
生からレクチャーをお願いします。

赤瀬　冒頭で薬剤師を取り巻く外部環境の変化の話がありま
したが、診療報酬改定もその一つと言えるでしょう。平成29年
12月11日に社会保障審議会医療保険部会および医療部会が
発表した「平成30年度診療報酬改定の基本方針」から、薬剤
師に関係する重要な変化を読み取ることができます。その中の
ほんの一つですが、「医療従事者の負担軽減、働き方改革の
推進」があげられ、業務の共同化、移管を含む多職種による
チーム医療の推進や勤務環境の改善などが進められようとし
ています。しかし、働き方に対する価値観には世代間格差が大
きく、簡単に解決できる問題ではありません。そのような中で、
労働生産性を上げるための取り組みや、組織におけるミドルマ
ネジメント層の活用が重要性を増しています。冒頭に佐藤先生
からご指摘がありましたが、ミドルマネジャーには、知識だけで
はなく、経験や行動特性も含めた成果につながるパフォーマン
スが必要です。自身の職場において、如何にハイパフォーマー
を育成するかが重要になるでしょう。
　一方で、仕事に対する職員の満足度を高めることも重要で
す。ハーツバーグの動機付け・衛生理論では、仕事における満
足および不満足はそれぞれ異なる要因から発生し、満足は達
成感や承認感、仕事そのもの、責任感、成長感などの内的要因
（動機付け要因）から、一方、不満足は、企業方針や管理方式、
給与、人間関係、作業環境などの外的要因（衛生要因）から生
まれると説明しています（資料4）。重要なポイントは、満足と
不満の要因は逆の関係にあるのではなく、別のものだというこ
とです。衛生要因は仕事の環境に関係し、その欠如は不満の
原因となるが、その改善は不満を防止することはあっても満足
にはなりません。一方、動機付け要因は仕事の内容に関係し、
その改善は満足をもたらしますが、それが欠如してもさほど不
満にはならないとしています。例えば、専門薬剤師を取得した
薬剤師に対して、病院に働きかけて手当をつけることは不満の
防止になりますが、満足にはならない。一方で、その資格を生
かす職場に配置すると、動機付け要因になって満足につなが
ります。看護師も同様で、多くの病院が手当をつけることを離
職対策としていますが、人間関係が理由で辞める看護師には

いくら手当をつけても満足にはつながらず、離職を止められな
いのです。職員の満足度には達成感や成長感などの動機付
け要因が大きく作用し、より高い目標や成長へと促します。重
要なのは、人材のマネジメントや育成にもエビデンスが必要だ
ということです。

佐藤　私はスタッフのやる気や可能性を引き出す戦略的な組
織運営をテーマに、マネジメント理論を取り入れ、実践してきま
した。2012年に横浜市南部病院に着任したときに、部長から
末端職員には指示を出さないというポリシーを打ち出し、指揮
命令系統を明確にしました。また、調剤だけ、病棟だけの薬剤
師はつくらない方針で、一日の中でのローテーションで病棟業
務と中央業務を兼務する体制を築きました。病棟業務は1フロ
ア2病棟を2～3名の配置にし、フロア長として係長を各1名配
置し、その上に全体を統括する課長を置きました。この複数
リーダー制が職場を活性化させ、強い組織を作ると考えます。
また、月1回、薬剤部管理会議を開催し各課から業務報告を
行う他、役職者の階層別ミーティングを水・木・金曜日の朝20
分程度実施し、それぞれの役割に応じ、病院経営報告や指
示、問題点の提起と解決策の検討などを行います。このよう
に、指示系統や報告系統を明確にすることで全体のマネジメ
ントがスムーズに行えるようになっています。

■「神奈川ミドルファーマシーマネジメント
　研究会」によるミドルマネジャー育成と
　成果

佐藤　ミドルマネジャーが活躍するためには、本人の努力はも
ちろんですが、それをサポートする組織体制と環境整備が大
切です。OJTによる育成機能の低下が懸念される中で、私は
森田雅之先生（元神奈川県病薬会長）、赤瀬先生と一緒に、
将来、トップマネジメントを担う人材を養成するために「神奈川
ミドルファーマシーマネジメント研究会」（以下、研究会）を
2012年に立ち上げました。メンバーは神奈川県内の若手薬剤
師の中から、35歳前後の主任・係長などで、2番手、3番手の
位置にいる者もしくはそれに準ずる感性を持つと感じた10名
を選抜しました。その後、メンバーの話し合いで、一緒に学び
たい人材がいれば随時参加を認めています。マネジメントの勉
強には座学と実践の両輪が必要であり、マネジャーには知識、
リーダーシップ、コミュニケーション力や人格・品格も備えなけ
ればならないというのが研究会の信念であり、「自立、創造、
変革」をキーワードに、マネジメントの原理・原則を押さえて、そ

れぞれが主体的に学んで成長し続けることが目標です。研修
会は、基本的に4カ月に1回程度の頻度で開催しています。薬
剤部の品格、産業政策と医薬品産業の基礎、経営戦略の基
礎知識などの講義の他、ケーススタディーやグループワークで
は、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント、エンパワーメン
ト、ポーターの基本戦略、部下のモチベーションと評価システム
といった実践的テーマについてディスカッションし、マネジャー
としての意識の持ち方、部署の運営に必要な知識を習得しま
す（資料5）。また、メンバーの中から司会・座長を立て、主体
的に運営できるようにしています。このような施設を超えた研
鑽の場は、コミュニケーション能力の向上につながるとともに、
メンバー同士、ミドルマネジャーとしての共通の悩みを共有する
ことで解決策を見つけることもできます。

飯塚　私もメンバーの一人でしたが、マネジメントを学んでいた
か否かで、薬剤部長になった後の意識や行動は大きく違いま

す。主体性を持ち、広い視野で仕事ができるようになったこと

が、今、薬剤部長の仕事に生きていると感じます。研究会を卒

業はしましたが、今後も継続的に研鑽を積んでいきたいと思っ

ています。

佐藤　研修プログラムを通じてどのようなことを学びましたか。

飯塚　参加したのは、前任地で調剤課の主任の時でした。新
入職員や後輩が多数いる中で、後輩には積極的に指導をして

いたのですが、ミドルマネジャーとしてどのように上司をサポー

トすればよいのか悩んでいました。研究会でフォロワーシップ

について学び、上司の立場を理解した上で、批判力と貢献力

のバランスを保ちながら、共通の目標の達成に向けて行動する

ことの重要性に気づき、上司のよき協働者になろうという気持

ちになったことが大きな収穫です。その後、現在の役職への昇

進を打診されたのですが、以前の自分だったら逃げていたで

しょうが、やってみたいという前向きな気持ちになりました。

佐藤　現在も研究会で継続的に学んでいる佐村先生、澤木
先生はいかがですか。

澤木　研究会に参加したのは主任になってすぐの頃でした。
副主任の時から薬剤師としてどのように働いていけばいいの

か、スタッフをどのように育てていけばいいのか、そのために何

をすべきかなど、さまざまな壁に直面していました。また、主任

への任命の際にも、副主任との違いを明確に意識していたわ

けでもありませんでした。そんな時にマネジメントを理論的に

学ぶ機会を得たことは幸運でした。第一回目に森田先生の

「薬剤部の品格」の講義を聞き、薬剤師としてプライドを持っ

て仕事をすることの大切さを学び、研修会を通して主任や係

長は1スタッフではなくマネジャーの1人なのだと意識や視点が

変わりました。そこから自分がすべきことや方法を見つけるこ

とができました。

佐村　私が参加したのは主任から係長になった頃でした。マ
ネジメントに関しては主任の頃から本などで勉強はしていたの

ですが、それをどう実践していけばよいのか悩んでいました。

そんな中、研究会で学んだマネジメント理論は新鮮で、視界が

開かれました。同じ時期に、神奈川県病院薬剤師会のファー

マシーマネジメント委員会が実施しているBSCのセミナーにも

参加しました。そこで部署の課題や目標を明確化し、実践する

中で、自分だけが頑張るのではなく、もっと部下を巻き込ん

で、個々の能力を引き出していくことが自分の役割だと考え方

が変わりました。

■ミドルマネジャーとしての実践と
　今後の課題

佐藤　ミドルマネジャーにはリーダーシップとフォロワーシップ
の両方が求められますが、研究会で学んだことで変化はあり

ましたか。

佐村　以前は、トップに対して「もっとこうしてほしい」と思う
部分があったのですが、研究会に参加後は、いかにトップをサ

ポートして組織全体を回すかを考えるようになりました。佐藤

先生はじめ指導していただいた先生方の話を聞く中で、トップ

の苦労が理解できたことも大きいですね。

澤木　私は、後輩に対して、何となくこうすればいいのではな
いかと、自分の経験をベースに指導していましたが、理論づ

けされたことで的確な指導ができるようになったと思います。

人員が増えてくると、感覚に頼った指導では対応できなくな

るので、論理的に考える習慣が身についたことはプラスにな

りました。

赤瀬　マネジメントの実践には自分の勘や経験値だけでは限
界があり、繰り返しになりますがエビデンスが必要です。医療

制度改革の背景にも、人口動態や医療技術の進歩といった

根拠があるのです。診療報酬点数だけを見て方針を決めるの

ではなく、その上流にある医療政策や社会情勢にも目を向ける

ことが大切です。例えば、経済財政諮問会議が作成した「経

済・財政再生計画 改革工程表」には、社会保障分野で2020

年までに何が起こるかが記載されています。地域医療における

自院の役割や機能について、薬剤師もその背景にあるものを

理解していれば、自ずと力を入れていくべき業務も見えてきま

す。こうした分析的アプローチあるいは公開情報からその意味

合いを読み解くことは、薬剤師も得意とするべき部分ですか

ら、マネジメントにもそのスキルを生かしていただきたいと思い

ます。

佐藤　今後、薬価制度の抜本改革が推進されます。それに対
して自分たちの仕事への影響を考えることも必要ですが、日

本の製薬業界はどうなるのだろうかと考える感性も大切です。

研究会では、事象だけではなく、その裏にあるもの、方向性に

も意識を向けることを学んだと思います。環境は常に変化し、

新たな悩みが出てくるものです。その時に、マネジメントの理論

や先輩方の教えがきっと生かされるはずです。

■これからのミドルマネジャーに
　求められる資質と機能

佐藤　薬剤師を取り巻く環境が大きく変わる中で、これから
のミドルマネジャーにはどのような資質が必要だとお考えで

すか。

赤瀬　1つは、素直さです。新しい文化や異なる領域からの情
報を柔軟に受け入れられる姿勢や、分からないことがあれば

学ぶ姿勢が大切です。自分の考えや価値観に固執し、柔軟性

がない人にとってマネジメントの道は厳しいように思います。も

う一つ、ミドルマネジャーにはマネジメント能力と同時に、薬の

専門家としてのバックボーンをしっかり持ち、経営と医療の両

面で病院を支える存在になってほしいですね。

飯塚　私も柔軟性と対応力が大切だと思います。例えば、少人
数の組織では調剤室が1人になる時間があります。私が当院に

赴任した時もそのような状況がありましたが、組織の規模に応

じた解決策があることを学びました。このように、大人数の組

織の一員から少人数組織のマネジャーになった場合、あるいは

その逆の場合も、職場環境に応じたマネジメントに対応する力

が必要になると思います。

佐村　特に若い薬剤師たちに対して、部署の理念や方針を伝
え、実践につなげていくための対話力やコミュニケーション力

が以前にも増して必要になると思います。当院は高齢者が多

い地域の病院のため、2025年あるいは2040年問題を見据

え、病院として在宅機能の強化が検討されています。しかし、

若い薬剤師たちは病棟業務への思いが強く、病院方針と薬剤

師の希望が合致していない部分があり、それを調整するのが

ミドルマネジャーの役割であり、力量が問われていると認識し

ています。

澤木　私もコミュケーション力が非常に大切だと思います。私
は、学んだ理論を実際の業務に落とし込み、後輩に具体的に

アドバイスし、仕事を任せるよう意識しています。そこには勇気

が必要で、簡単ではありませんが、乗り越えることで私自身も

成長できると思います。

佐藤　皆さんの話を聞き、改めて上司と部下の間で大切なの
は、コミュニケーションだと思いました。私が実践しているの

は、部下からの報告に対して必ず何らかのフィードバックをする

こと、部下たちが話しかけやすい雰囲気を作ることです。ま

た、相談を受けたときには、相手の意見を聞いたうえでその場

で判断して方向性を示します。そして、一度任せたら責任は自

分が取るという覚悟が必要です。こうした関係を築くことで、

職場が活性化し、他職種や薬学生、見学者など外部のステー

クホルダーからも、「薬剤師が生き生きと働いている活気のあ

る薬剤部」という評価を得ることができます。

■自らの経験を次世代に伝え、生かす

佐藤　赤瀬先生、最後に次世代を担う薬剤師へのメッセージ
をお願いします。

赤瀬　今後、医療を取り巻く環境は、これまでと比べものにな
らないほど激変します。だからこそ、理論に裏づけされたマネジ

メントが必要であり、それを実践する人材の育成の強化が不可

欠です。薬剤師もしっかりと社会情勢や経済状況を把握して

環境分析をし、そこから課題を見つけて、自分たちがするべき

ことを見極めていく対応力が必要になります。人材を育成する

立場としては、先ほど皆さんからご指摘がありましたような資

質や心構えに加えて、「変化への対応力」が自然に身につけら

れる環境が、薬剤部門をはじめ病院、薬剤師会など、組織や

施設の枠を越えたところで整備されることを期待しており、私

もそこに貢献できればと考えています。

佐藤　ドラッカーは、「本当の資源は一つしかない。人である」
と言っています。上司は部下のモチベーションを高めて最大限

に引き出すことに存在意義があり、情熱や志を持って部下と

真摯に向き合おうとする者にその資格があります。また、豊田

英二氏（トヨタ自動車工業5代目社長）は「自分を凌駕する部

下を育てよ」と言っています。私たちが研究会を始めたのも、

将来を見据えて、薬剤部門のマネジメントを担う人材を育成

し、次の世代に継承していってほしいという思いからです。自

らの経験を次世代に伝え、生かすことやメンバーの横のつなが

りが、薬剤師全体のレベルを底上げすることになります。これ

からも各メンバーが主体的に活動を継続・発展させるととも

に、地域医療を牽引する立場となるべく、さらに資質を磨いて

いただくことを期待しています。この座談会が薬剤部門長やミ

ドルマネジャーなど多くの薬剤師の参考になれば幸いです。本

日はありがとうございました。

新任薬剤部責任者（薬剤部・科長・薬局長）
の悩み
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■薬剤部門を取り巻く環境変化と
　ミドルマネジャーの役割　　　

佐藤　近年、薬剤師が置かれている環境は大きく変化してい
ます。少子高齢化やネット社会に代表される社会・教育の変
化、医療の質に対する顧客・患者の要求の高度化、そして診
療報酬など経済・経営状況の問題といった外部環境の変化
は、病院経営に大きなインパクトを与えています。その一方で、
内部環境も職員のメンタルヘルスや離職といった問題が顕在
化しています。これらの環境変化は、当然のことながら、薬剤
部門に影響を及ぼします。チーム医療の推進の流れの中で病
棟業務をはじめとした業務拡大が求められ、仕事は複雑化・
多様化していますが、限られた人員体制での活動は、上司や
先輩が若手を指導・育成する機会の減少につながり、また、人
間関係の希薄化によってサポート不足の状況に陥っているの
が現状です（資料1）。特に、病棟への常駐配置による薬剤師
の分散化は、指導する側、される側の双方にとって育成機能
の低下につながっています。これらの課題を解決するために
は、戦略的な組織マネジメントの実践が必要になっています。
　マネジメントをするうえで、組織の成長パターンを知ることは
重要です。アメリカの経営学者グレイナーは、組織の成長段階
を組織の年齢と規模によって5段階に区分し、段階毎に成長
の原動力と阻害要因（危機）があるという「成長5段階モデル」
を提唱しました。第1段階では、創造的なリーダーによって発展
しますが、規模が拡大するにつれて、意思決定のルール化が必
要となり、統率のために指揮命令系統をつくると、自主的な活
動ができなくなります。かといって権限委譲で成長を促すと
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統制が乱れ、それを調整すれば形式主義に陥ります。そして、
第5段階では協働によって成長しますが、また新たな危機が出
現してきます。つまり、組織は必ず壁にぶつかりますが、危機
を乗り越えることで新たな成長段階へと進むことができるの
です。また、チーム形成の各段階で上司と部下の間で必要な
ものも違います。第1段階の形成期は、各自が役割を理解でき
ずに上司に指示を求める依存集団であり、「コミュニケーション
と情報の量」が重要です。第2段階の混乱期は方向性が定ま
らない自立集団で、「コミュニケーションと情報の質」が必要で
す。第3段階の標準期では「明確な目的と目標、信頼関係」に
よって共存組織となります。そして、最終段階の発展期では、
「共通のビジョンと成功体験」を持つ共栄組織へと成長します
（資料2）。こうした理論を元に、自分の組織が、いまどの段階
にいて、将来どんな問題が起こるかが予測できれば戦略を立
てることができます。薬剤部を取り巻く環境は変化していって
も、基本的にマネジメントにおいて考えるべきことはそれほど
大きく変わりません。
　飯塚先生は薬剤部長に着任されて数年経ちましたが、現状
の組織運営をどのように捉えていますか。

飯塚　2年半前に薬剤部長となり、試行錯誤しながらも何と
か形を創ってきました。2017年度には新人2名が加わり、人員
も増えてきました。これまでは私自身も現場に立ちながら指導
する「プレイングマネジャー」として仕事をしてきましたが、薬
剤部長として人材育成をはじめ運営方針を固めていくべき時
期にきています。さきほどのチーム形成のプロセスで言えば、
第2段階に向かうところです。ただ、経験不足もあり、スタッフ
の意識を同じ方向に向かせるのは難しいと感じています。病
院と薬剤部の方向性を明確に示し、理解を促していく必要が
あります。また、人員が増えると個々のスタッフとかかわる時間
も減りますので、現場を任せられる2番手、3番手の育成が課
題であり、今年度の目標です。

赤瀬　組織管理の基本は、組織が向かうべき方向性を明確
にすることであり、そのためには理念、ビジョンといったものが
重要です。しかも、分かりやすい言葉で、常に組織の構成員が
目にすることができる環境にする必要があります。自身の経験
で恐縮ですが、初めて薬剤部長を務めた組織には理念がな
かったので、病院の理念から落とし込んだ薬剤部の理念を調
剤室やDI室、休憩室などスタッフが集まる部屋の壁に掲示した
ところ、2カ月程で浸透しました。そこでやっと理念を具体的な
業務に落とし込んでいくことができます。このあとにタイミング
を見計らって「バランスト・スコアカード（BSC）」などの経営管
理手法を導入すると、さらに組織管理の精度は向上します。

佐藤　トップが組織を動かそうとするときには片腕になるミド
ルマネジャー（課長、係長、主任など部下を持つ立場）が必要
です。トップである薬剤部門長が大きな視点で事業や組織を
マネジメントするのに対し、課長クラスは集団を率いていく役
割を担い、「職場の課題や職場の価値を共有するマネジメン
ト」を行います。また、主任クラス、係長クラスには現場の教育
を率先して行う「人を活かすマネジメント」が求められます。
2014年に薬剤部長214名を対象に実施したマネジメントに関す
る調査によると、着任時の悩みとして上位に挙げられたのは、
方針に従わない部下がいる、マネジメントの知識が不足してい
る、ナンバー2が育たない、自分を補佐する人がいないなど、
「人」に関することでした（資料3）。この結果からも、ミドルマ
ネジャーにはフォロワーシップの発揮が求められており、批判
力と貢献力のバランスを保ちながら上司をマネジメントでき、高
い協同意識を持つ人が、トップの共創者となり得ます。では、
どのようにミドルマネジャーを育成するかと言えば、まず、力量
を備えた人材を見極めるところから始まります。私は、その資
質として、取り巻く環境に実践的に対処する力が必要だと考
えており、経験を積むことで身についた行動特性「コンピテン
シー」に注目しています。また、プレイヤーとして優秀であれば

マネジャーに適している、マネジャーに選ばれてから教育すれ
ばよい、経験を通じて独りで成長するというものでもなく、早
い段階から動機付けや育成の仕掛けをつくり、経験を通じて
マネジメントの質を高められるように組織的に支援していかな
ければなりません。

■人的資源管理理論の臨床現場への応用
　
佐藤　マネジメントの領域では、人をコストではなく、戦略的
な資源、財産として考える「人的資源管理」の考え方への転換
が起きています。ここで人的資源管理理論について、赤瀬先
生からレクチャーをお願いします。

赤瀬　冒頭で薬剤師を取り巻く外部環境の変化の話がありま
したが、診療報酬改定もその一つと言えるでしょう。平成29年
12月11日に社会保障審議会医療保険部会および医療部会が
発表した「平成30年度診療報酬改定の基本方針」から、薬剤
師に関係する重要な変化を読み取ることができます。その中の
ほんの一つですが、「医療従事者の負担軽減、働き方改革の
推進」があげられ、業務の共同化、移管を含む多職種による
チーム医療の推進や勤務環境の改善などが進められようとし
ています。しかし、働き方に対する価値観には世代間格差が大
きく、簡単に解決できる問題ではありません。そのような中で、
労働生産性を上げるための取り組みや、組織におけるミドルマ
ネジメント層の活用が重要性を増しています。冒頭に佐藤先生
からご指摘がありましたが、ミドルマネジャーには、知識だけで
はなく、経験や行動特性も含めた成果につながるパフォーマン
スが必要です。自身の職場において、如何にハイパフォーマー
を育成するかが重要になるでしょう。
　一方で、仕事に対する職員の満足度を高めることも重要で
す。ハーツバーグの動機付け・衛生理論では、仕事における満
足および不満足はそれぞれ異なる要因から発生し、満足は達
成感や承認感、仕事そのもの、責任感、成長感などの内的要因
（動機付け要因）から、一方、不満足は、企業方針や管理方式、
給与、人間関係、作業環境などの外的要因（衛生要因）から生
まれると説明しています（資料4）。重要なポイントは、満足と
不満の要因は逆の関係にあるのではなく、別のものだというこ
とです。衛生要因は仕事の環境に関係し、その欠如は不満の
原因となるが、その改善は不満を防止することはあっても満足
にはなりません。一方、動機付け要因は仕事の内容に関係し、
その改善は満足をもたらしますが、それが欠如してもさほど不
満にはならないとしています。例えば、専門薬剤師を取得した
薬剤師に対して、病院に働きかけて手当をつけることは不満の
防止になりますが、満足にはならない。一方で、その資格を生
かす職場に配置すると、動機付け要因になって満足につなが
ります。看護師も同様で、多くの病院が手当をつけることを離
職対策としていますが、人間関係が理由で辞める看護師には

いくら手当をつけても満足にはつながらず、離職を止められな
いのです。職員の満足度には達成感や成長感などの動機付
け要因が大きく作用し、より高い目標や成長へと促します。重
要なのは、人材のマネジメントや育成にもエビデンスが必要だ
ということです。

佐藤　私はスタッフのやる気や可能性を引き出す戦略的な組
織運営をテーマに、マネジメント理論を取り入れ、実践してきま
した。2012年に横浜市南部病院に着任したときに、部長から
末端職員には指示を出さないというポリシーを打ち出し、指揮
命令系統を明確にしました。また、調剤だけ、病棟だけの薬剤
師はつくらない方針で、一日の中でのローテーションで病棟業
務と中央業務を兼務する体制を築きました。病棟業務は1フロ
ア2病棟を2～3名の配置にし、フロア長として係長を各1名配
置し、その上に全体を統括する課長を置きました。この複数
リーダー制が職場を活性化させ、強い組織を作ると考えます。
また、月1回、薬剤部管理会議を開催し各課から業務報告を
行う他、役職者の階層別ミーティングを水・木・金曜日の朝20
分程度実施し、それぞれの役割に応じ、病院経営報告や指
示、問題点の提起と解決策の検討などを行います。このよう
に、指示系統や報告系統を明確にすることで全体のマネジメ
ントがスムーズに行えるようになっています。

■「神奈川ミドルファーマシーマネジメント
　研究会」によるミドルマネジャー育成と
　成果

佐藤　ミドルマネジャーが活躍するためには、本人の努力はも
ちろんですが、それをサポートする組織体制と環境整備が大
切です。OJTによる育成機能の低下が懸念される中で、私は
森田雅之先生（元神奈川県病薬会長）、赤瀬先生と一緒に、
将来、トップマネジメントを担う人材を養成するために「神奈川
ミドルファーマシーマネジメント研究会」（以下、研究会）を
2012年に立ち上げました。メンバーは神奈川県内の若手薬剤
師の中から、35歳前後の主任・係長などで、2番手、3番手の
位置にいる者もしくはそれに準ずる感性を持つと感じた10名
を選抜しました。その後、メンバーの話し合いで、一緒に学び
たい人材がいれば随時参加を認めています。マネジメントの勉
強には座学と実践の両輪が必要であり、マネジャーには知識、
リーダーシップ、コミュニケーション力や人格・品格も備えなけ
ればならないというのが研究会の信念であり、「自立、創造、
変革」をキーワードに、マネジメントの原理・原則を押さえて、そ

れぞれが主体的に学んで成長し続けることが目標です。研修
会は、基本的に4カ月に1回程度の頻度で開催しています。薬
剤部の品格、産業政策と医薬品産業の基礎、経営戦略の基
礎知識などの講義の他、ケーススタディーやグループワークで
は、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント、エンパワーメン
ト、ポーターの基本戦略、部下のモチベーションと評価システム
といった実践的テーマについてディスカッションし、マネジャー
としての意識の持ち方、部署の運営に必要な知識を習得しま
す（資料5）。また、メンバーの中から司会・座長を立て、主体
的に運営できるようにしています。このような施設を超えた研
鑽の場は、コミュニケーション能力の向上につながるとともに、
メンバー同士、ミドルマネジャーとしての共通の悩みを共有する
ことで解決策を見つけることもできます。

飯塚　私もメンバーの一人でしたが、マネジメントを学んでいた
か否かで、薬剤部長になった後の意識や行動は大きく違いま

す。主体性を持ち、広い視野で仕事ができるようになったこと

が、今、薬剤部長の仕事に生きていると感じます。研究会を卒

業はしましたが、今後も継続的に研鑽を積んでいきたいと思っ

ています。

佐藤　研修プログラムを通じてどのようなことを学びましたか。

飯塚　参加したのは、前任地で調剤課の主任の時でした。新
入職員や後輩が多数いる中で、後輩には積極的に指導をして

いたのですが、ミドルマネジャーとしてどのように上司をサポー

トすればよいのか悩んでいました。研究会でフォロワーシップ

について学び、上司の立場を理解した上で、批判力と貢献力

のバランスを保ちながら、共通の目標の達成に向けて行動する

ことの重要性に気づき、上司のよき協働者になろうという気持

ちになったことが大きな収穫です。その後、現在の役職への昇

進を打診されたのですが、以前の自分だったら逃げていたで

しょうが、やってみたいという前向きな気持ちになりました。

佐藤　現在も研究会で継続的に学んでいる佐村先生、澤木
先生はいかがですか。

澤木　研究会に参加したのは主任になってすぐの頃でした。
副主任の時から薬剤師としてどのように働いていけばいいの

か、スタッフをどのように育てていけばいいのか、そのために何

をすべきかなど、さまざまな壁に直面していました。また、主任

への任命の際にも、副主任との違いを明確に意識していたわ

けでもありませんでした。そんな時にマネジメントを理論的に

学ぶ機会を得たことは幸運でした。第一回目に森田先生の

「薬剤部の品格」の講義を聞き、薬剤師としてプライドを持っ

て仕事をすることの大切さを学び、研修会を通して主任や係

長は1スタッフではなくマネジャーの1人なのだと意識や視点が

変わりました。そこから自分がすべきことや方法を見つけるこ

とができました。

佐村　私が参加したのは主任から係長になった頃でした。マ
ネジメントに関しては主任の頃から本などで勉強はしていたの

ですが、それをどう実践していけばよいのか悩んでいました。

そんな中、研究会で学んだマネジメント理論は新鮮で、視界が

開かれました。同じ時期に、神奈川県病院薬剤師会のファー

マシーマネジメント委員会が実施しているBSCのセミナーにも

参加しました。そこで部署の課題や目標を明確化し、実践する

中で、自分だけが頑張るのではなく、もっと部下を巻き込ん

で、個々の能力を引き出していくことが自分の役割だと考え方

が変わりました。

■ミドルマネジャーとしての実践と
　今後の課題

佐藤　ミドルマネジャーにはリーダーシップとフォロワーシップ
の両方が求められますが、研究会で学んだことで変化はあり

ましたか。

佐村　以前は、トップに対して「もっとこうしてほしい」と思う
部分があったのですが、研究会に参加後は、いかにトップをサ

ポートして組織全体を回すかを考えるようになりました。佐藤

先生はじめ指導していただいた先生方の話を聞く中で、トップ

の苦労が理解できたことも大きいですね。

澤木　私は、後輩に対して、何となくこうすればいいのではな
いかと、自分の経験をベースに指導していましたが、理論づ

けされたことで的確な指導ができるようになったと思います。

人員が増えてくると、感覚に頼った指導では対応できなくな

るので、論理的に考える習慣が身についたことはプラスにな

りました。

赤瀬　マネジメントの実践には自分の勘や経験値だけでは限
界があり、繰り返しになりますがエビデンスが必要です。医療

制度改革の背景にも、人口動態や医療技術の進歩といった

根拠があるのです。診療報酬点数だけを見て方針を決めるの

ではなく、その上流にある医療政策や社会情勢にも目を向ける

ことが大切です。例えば、経済財政諮問会議が作成した「経

済・財政再生計画 改革工程表」には、社会保障分野で2020

年までに何が起こるかが記載されています。地域医療における

自院の役割や機能について、薬剤師もその背景にあるものを

理解していれば、自ずと力を入れていくべき業務も見えてきま

す。こうした分析的アプローチあるいは公開情報からその意味

合いを読み解くことは、薬剤師も得意とするべき部分ですか

ら、マネジメントにもそのスキルを生かしていただきたいと思い

ます。

佐藤　今後、薬価制度の抜本改革が推進されます。それに対
して自分たちの仕事への影響を考えることも必要ですが、日

本の製薬業界はどうなるのだろうかと考える感性も大切です。

研究会では、事象だけではなく、その裏にあるもの、方向性に

も意識を向けることを学んだと思います。環境は常に変化し、

新たな悩みが出てくるものです。その時に、マネジメントの理論

や先輩方の教えがきっと生かされるはずです。

■これからのミドルマネジャーに
　求められる資質と機能

佐藤　薬剤師を取り巻く環境が大きく変わる中で、これから
のミドルマネジャーにはどのような資質が必要だとお考えで

すか。

赤瀬　1つは、素直さです。新しい文化や異なる領域からの情
報を柔軟に受け入れられる姿勢や、分からないことがあれば

学ぶ姿勢が大切です。自分の考えや価値観に固執し、柔軟性

がない人にとってマネジメントの道は厳しいように思います。も

う一つ、ミドルマネジャーにはマネジメント能力と同時に、薬の

専門家としてのバックボーンをしっかり持ち、経営と医療の両

面で病院を支える存在になってほしいですね。

飯塚　私も柔軟性と対応力が大切だと思います。例えば、少人
数の組織では調剤室が1人になる時間があります。私が当院に

赴任した時もそのような状況がありましたが、組織の規模に応

じた解決策があることを学びました。このように、大人数の組

織の一員から少人数組織のマネジャーになった場合、あるいは

その逆の場合も、職場環境に応じたマネジメントに対応する力

が必要になると思います。

佐村　特に若い薬剤師たちに対して、部署の理念や方針を伝
え、実践につなげていくための対話力やコミュニケーション力

が以前にも増して必要になると思います。当院は高齢者が多

い地域の病院のため、2025年あるいは2040年問題を見据

え、病院として在宅機能の強化が検討されています。しかし、

若い薬剤師たちは病棟業務への思いが強く、病院方針と薬剤

師の希望が合致していない部分があり、それを調整するのが

ミドルマネジャーの役割であり、力量が問われていると認識し

ています。

澤木　私もコミュケーション力が非常に大切だと思います。私
は、学んだ理論を実際の業務に落とし込み、後輩に具体的に

アドバイスし、仕事を任せるよう意識しています。そこには勇気

が必要で、簡単ではありませんが、乗り越えることで私自身も

成長できると思います。

佐藤　皆さんの話を聞き、改めて上司と部下の間で大切なの
は、コミュニケーションだと思いました。私が実践しているの

は、部下からの報告に対して必ず何らかのフィードバックをする

こと、部下たちが話しかけやすい雰囲気を作ることです。ま

た、相談を受けたときには、相手の意見を聞いたうえでその場

で判断して方向性を示します。そして、一度任せたら責任は自

分が取るという覚悟が必要です。こうした関係を築くことで、

職場が活性化し、他職種や薬学生、見学者など外部のステー

クホルダーからも、「薬剤師が生き生きと働いている活気のあ

る薬剤部」という評価を得ることができます。

■自らの経験を次世代に伝え、生かす

佐藤　赤瀬先生、最後に次世代を担う薬剤師へのメッセージ
をお願いします。

赤瀬　今後、医療を取り巻く環境は、これまでと比べものにな
らないほど激変します。だからこそ、理論に裏づけされたマネジ

メントが必要であり、それを実践する人材の育成の強化が不可

欠です。薬剤師もしっかりと社会情勢や経済状況を把握して

環境分析をし、そこから課題を見つけて、自分たちがするべき

ことを見極めていく対応力が必要になります。人材を育成する

立場としては、先ほど皆さんからご指摘がありましたような資

質や心構えに加えて、「変化への対応力」が自然に身につけら

れる環境が、薬剤部門をはじめ病院、薬剤師会など、組織や

施設の枠を越えたところで整備されることを期待しており、私

もそこに貢献できればと考えています。

佐藤　ドラッカーは、「本当の資源は一つしかない。人である」
と言っています。上司は部下のモチベーションを高めて最大限

に引き出すことに存在意義があり、情熱や志を持って部下と

真摯に向き合おうとする者にその資格があります。また、豊田

英二氏（トヨタ自動車工業5代目社長）は「自分を凌駕する部

下を育てよ」と言っています。私たちが研究会を始めたのも、

将来を見据えて、薬剤部門のマネジメントを担う人材を育成

し、次の世代に継承していってほしいという思いからです。自

らの経験を次世代に伝え、生かすことやメンバーの横のつなが

りが、薬剤師全体のレベルを底上げすることになります。これ

からも各メンバーが主体的に活動を継続・発展させるととも

に、地域医療を牽引する立場となるべく、さらに資質を磨いて

いただくことを期待しています。この座談会が薬剤部門長やミ

ドルマネジャーなど多くの薬剤師の参考になれば幸いです。本

日はありがとうございました。
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衛生要因（外的要因）

欠　如

不満

不満には
ならない

改　善

不満防止
（満足には
ならない）

満足

●組織の方針
●同僚との人間関係
●給与
●労働環境　など

動機付け要因（内的要因）

●仕事そのもの
●達成感
●承認、昇進など

信念：マネジメントの勉強には座学と実践の両輪が必要である
　　  マネジャーには知識、リーダーシップにさらにコミュニケーションや
　　  人格・品格も備えなければならない

メンバーの中から司会・座長を立てる
心がけや服装も気を配る（品格）

講演　
＊薬剤部の品格
＊薬剤師に必要な産業政策と医薬品産業の基礎
＊病院薬剤師に必要な経営戦略の基礎知識
＊今のマネジメントに求められること

ケーススタデイ・ＳＧＤ
＊プロダクトポートフォリオマネジメント　
＊パワーとエンパワーメント
＊ポーターの基本戦略
＊部下のモチベーションと評価システム

マネジャーとしての意識の持ち方
マネジャーとして部署を運営していくのに必要な知識



■薬剤部門を取り巻く環境変化と
　ミドルマネジャーの役割　　　

佐藤　近年、薬剤師が置かれている環境は大きく変化してい
ます。少子高齢化やネット社会に代表される社会・教育の変
化、医療の質に対する顧客・患者の要求の高度化、そして診
療報酬など経済・経営状況の問題といった外部環境の変化
は、病院経営に大きなインパクトを与えています。その一方で、
内部環境も職員のメンタルヘルスや離職といった問題が顕在
化しています。これらの環境変化は、当然のことながら、薬剤
部門に影響を及ぼします。チーム医療の推進の流れの中で病
棟業務をはじめとした業務拡大が求められ、仕事は複雑化・
多様化していますが、限られた人員体制での活動は、上司や
先輩が若手を指導・育成する機会の減少につながり、また、人
間関係の希薄化によってサポート不足の状況に陥っているの
が現状です（資料1）。特に、病棟への常駐配置による薬剤師
の分散化は、指導する側、される側の双方にとって育成機能
の低下につながっています。これらの課題を解決するために
は、戦略的な組織マネジメントの実践が必要になっています。
　マネジメントをするうえで、組織の成長パターンを知ることは
重要です。アメリカの経営学者グレイナーは、組織の成長段階
を組織の年齢と規模によって5段階に区分し、段階毎に成長
の原動力と阻害要因（危機）があるという「成長5段階モデル」
を提唱しました。第1段階では、創造的なリーダーによって発展
しますが、規模が拡大するにつれて、意思決定のルール化が必
要となり、統率のために指揮命令系統をつくると、自主的な活
動ができなくなります。かといって権限委譲で成長を促すと
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統制が乱れ、それを調整すれば形式主義に陥ります。そして、
第5段階では協働によって成長しますが、また新たな危機が出
現してきます。つまり、組織は必ず壁にぶつかりますが、危機
を乗り越えることで新たな成長段階へと進むことができるの
です。また、チーム形成の各段階で上司と部下の間で必要な
ものも違います。第1段階の形成期は、各自が役割を理解でき
ずに上司に指示を求める依存集団であり、「コミュニケーション
と情報の量」が重要です。第2段階の混乱期は方向性が定ま
らない自立集団で、「コミュニケーションと情報の質」が必要で
す。第3段階の標準期では「明確な目的と目標、信頼関係」に
よって共存組織となります。そして、最終段階の発展期では、
「共通のビジョンと成功体験」を持つ共栄組織へと成長します
（資料2）。こうした理論を元に、自分の組織が、いまどの段階
にいて、将来どんな問題が起こるかが予測できれば戦略を立
てることができます。薬剤部を取り巻く環境は変化していって
も、基本的にマネジメントにおいて考えるべきことはそれほど
大きく変わりません。
　飯塚先生は薬剤部長に着任されて数年経ちましたが、現状
の組織運営をどのように捉えていますか。

飯塚　2年半前に薬剤部長となり、試行錯誤しながらも何と
か形を創ってきました。2017年度には新人2名が加わり、人員
も増えてきました。これまでは私自身も現場に立ちながら指導
する「プレイングマネジャー」として仕事をしてきましたが、薬
剤部長として人材育成をはじめ運営方針を固めていくべき時
期にきています。さきほどのチーム形成のプロセスで言えば、
第2段階に向かうところです。ただ、経験不足もあり、スタッフ
の意識を同じ方向に向かせるのは難しいと感じています。病
院と薬剤部の方向性を明確に示し、理解を促していく必要が
あります。また、人員が増えると個々のスタッフとかかわる時間
も減りますので、現場を任せられる2番手、3番手の育成が課
題であり、今年度の目標です。

赤瀬　組織管理の基本は、組織が向かうべき方向性を明確
にすることであり、そのためには理念、ビジョンといったものが
重要です。しかも、分かりやすい言葉で、常に組織の構成員が
目にすることができる環境にする必要があります。自身の経験
で恐縮ですが、初めて薬剤部長を務めた組織には理念がな
かったので、病院の理念から落とし込んだ薬剤部の理念を調
剤室やDI室、休憩室などスタッフが集まる部屋の壁に掲示した
ところ、2カ月程で浸透しました。そこでやっと理念を具体的な
業務に落とし込んでいくことができます。このあとにタイミング
を見計らって「バランスト・スコアカード（BSC）」などの経営管
理手法を導入すると、さらに組織管理の精度は向上します。

佐藤　トップが組織を動かそうとするときには片腕になるミド
ルマネジャー（課長、係長、主任など部下を持つ立場）が必要
です。トップである薬剤部門長が大きな視点で事業や組織を
マネジメントするのに対し、課長クラスは集団を率いていく役
割を担い、「職場の課題や職場の価値を共有するマネジメン
ト」を行います。また、主任クラス、係長クラスには現場の教育
を率先して行う「人を活かすマネジメント」が求められます。
2014年に薬剤部長214名を対象に実施したマネジメントに関す
る調査によると、着任時の悩みとして上位に挙げられたのは、
方針に従わない部下がいる、マネジメントの知識が不足してい
る、ナンバー2が育たない、自分を補佐する人がいないなど、
「人」に関することでした（資料3）。この結果からも、ミドルマ
ネジャーにはフォロワーシップの発揮が求められており、批判
力と貢献力のバランスを保ちながら上司をマネジメントでき、高
い協同意識を持つ人が、トップの共創者となり得ます。では、
どのようにミドルマネジャーを育成するかと言えば、まず、力量
を備えた人材を見極めるところから始まります。私は、その資
質として、取り巻く環境に実践的に対処する力が必要だと考
えており、経験を積むことで身についた行動特性「コンピテン
シー」に注目しています。また、プレイヤーとして優秀であれば

マネジャーに適している、マネジャーに選ばれてから教育すれ
ばよい、経験を通じて独りで成長するというものでもなく、早
い段階から動機付けや育成の仕掛けをつくり、経験を通じて
マネジメントの質を高められるように組織的に支援していかな
ければなりません。

■人的資源管理理論の臨床現場への応用
　
佐藤　マネジメントの領域では、人をコストではなく、戦略的
な資源、財産として考える「人的資源管理」の考え方への転換
が起きています。ここで人的資源管理理論について、赤瀬先
生からレクチャーをお願いします。

赤瀬　冒頭で薬剤師を取り巻く外部環境の変化の話がありま
したが、診療報酬改定もその一つと言えるでしょう。平成29年
12月11日に社会保障審議会医療保険部会および医療部会が
発表した「平成30年度診療報酬改定の基本方針」から、薬剤
師に関係する重要な変化を読み取ることができます。その中の
ほんの一つですが、「医療従事者の負担軽減、働き方改革の
推進」があげられ、業務の共同化、移管を含む多職種による
チーム医療の推進や勤務環境の改善などが進められようとし
ています。しかし、働き方に対する価値観には世代間格差が大
きく、簡単に解決できる問題ではありません。そのような中で、
労働生産性を上げるための取り組みや、組織におけるミドルマ
ネジメント層の活用が重要性を増しています。冒頭に佐藤先生
からご指摘がありましたが、ミドルマネジャーには、知識だけで
はなく、経験や行動特性も含めた成果につながるパフォーマン
スが必要です。自身の職場において、如何にハイパフォーマー
を育成するかが重要になるでしょう。
　一方で、仕事に対する職員の満足度を高めることも重要で
す。ハーツバーグの動機付け・衛生理論では、仕事における満
足および不満足はそれぞれ異なる要因から発生し、満足は達
成感や承認感、仕事そのもの、責任感、成長感などの内的要因
（動機付け要因）から、一方、不満足は、企業方針や管理方式、
給与、人間関係、作業環境などの外的要因（衛生要因）から生
まれると説明しています（資料4）。重要なポイントは、満足と
不満の要因は逆の関係にあるのではなく、別のものだというこ
とです。衛生要因は仕事の環境に関係し、その欠如は不満の
原因となるが、その改善は不満を防止することはあっても満足
にはなりません。一方、動機付け要因は仕事の内容に関係し、
その改善は満足をもたらしますが、それが欠如してもさほど不
満にはならないとしています。例えば、専門薬剤師を取得した
薬剤師に対して、病院に働きかけて手当をつけることは不満の
防止になりますが、満足にはならない。一方で、その資格を生
かす職場に配置すると、動機付け要因になって満足につなが
ります。看護師も同様で、多くの病院が手当をつけることを離
職対策としていますが、人間関係が理由で辞める看護師には

いくら手当をつけても満足にはつながらず、離職を止められな
いのです。職員の満足度には達成感や成長感などの動機付
け要因が大きく作用し、より高い目標や成長へと促します。重
要なのは、人材のマネジメントや育成にもエビデンスが必要だ
ということです。

佐藤　私はスタッフのやる気や可能性を引き出す戦略的な組
織運営をテーマに、マネジメント理論を取り入れ、実践してきま
した。2012年に横浜市南部病院に着任したときに、部長から
末端職員には指示を出さないというポリシーを打ち出し、指揮
命令系統を明確にしました。また、調剤だけ、病棟だけの薬剤
師はつくらない方針で、一日の中でのローテーションで病棟業
務と中央業務を兼務する体制を築きました。病棟業務は1フロ
ア2病棟を2～3名の配置にし、フロア長として係長を各1名配
置し、その上に全体を統括する課長を置きました。この複数
リーダー制が職場を活性化させ、強い組織を作ると考えます。
また、月1回、薬剤部管理会議を開催し各課から業務報告を
行う他、役職者の階層別ミーティングを水・木・金曜日の朝20
分程度実施し、それぞれの役割に応じ、病院経営報告や指
示、問題点の提起と解決策の検討などを行います。このよう
に、指示系統や報告系統を明確にすることで全体のマネジメ
ントがスムーズに行えるようになっています。

■「神奈川ミドルファーマシーマネジメント
　研究会」によるミドルマネジャー育成と
　成果

佐藤　ミドルマネジャーが活躍するためには、本人の努力はも
ちろんですが、それをサポートする組織体制と環境整備が大
切です。OJTによる育成機能の低下が懸念される中で、私は
森田雅之先生（元神奈川県病薬会長）、赤瀬先生と一緒に、
将来、トップマネジメントを担う人材を養成するために「神奈川
ミドルファーマシーマネジメント研究会」（以下、研究会）を
2012年に立ち上げました。メンバーは神奈川県内の若手薬剤
師の中から、35歳前後の主任・係長などで、2番手、3番手の
位置にいる者もしくはそれに準ずる感性を持つと感じた10名
を選抜しました。その後、メンバーの話し合いで、一緒に学び
たい人材がいれば随時参加を認めています。マネジメントの勉
強には座学と実践の両輪が必要であり、マネジャーには知識、
リーダーシップ、コミュニケーション力や人格・品格も備えなけ
ればならないというのが研究会の信念であり、「自立、創造、
変革」をキーワードに、マネジメントの原理・原則を押さえて、そ

れぞれが主体的に学んで成長し続けることが目標です。研修
会は、基本的に4カ月に1回程度の頻度で開催しています。薬
剤部の品格、産業政策と医薬品産業の基礎、経営戦略の基
礎知識などの講義の他、ケーススタディーやグループワークで
は、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント、エンパワーメン
ト、ポーターの基本戦略、部下のモチベーションと評価システム
といった実践的テーマについてディスカッションし、マネジャー
としての意識の持ち方、部署の運営に必要な知識を習得しま
す（資料5）。また、メンバーの中から司会・座長を立て、主体
的に運営できるようにしています。このような施設を超えた研
鑽の場は、コミュニケーション能力の向上につながるとともに、
メンバー同士、ミドルマネジャーとしての共通の悩みを共有する
ことで解決策を見つけることもできます。

飯塚　私もメンバーの一人でしたが、マネジメントを学んでいた
か否かで、薬剤部長になった後の意識や行動は大きく違いま

す。主体性を持ち、広い視野で仕事ができるようになったこと

が、今、薬剤部長の仕事に生きていると感じます。研究会を卒

業はしましたが、今後も継続的に研鑽を積んでいきたいと思っ

ています。

佐藤　研修プログラムを通じてどのようなことを学びましたか。

飯塚　参加したのは、前任地で調剤課の主任の時でした。新
入職員や後輩が多数いる中で、後輩には積極的に指導をして

いたのですが、ミドルマネジャーとしてどのように上司をサポー

トすればよいのか悩んでいました。研究会でフォロワーシップ

について学び、上司の立場を理解した上で、批判力と貢献力

のバランスを保ちながら、共通の目標の達成に向けて行動する

ことの重要性に気づき、上司のよき協働者になろうという気持

ちになったことが大きな収穫です。その後、現在の役職への昇

進を打診されたのですが、以前の自分だったら逃げていたで

しょうが、やってみたいという前向きな気持ちになりました。

佐藤　現在も研究会で継続的に学んでいる佐村先生、澤木
先生はいかがですか。

澤木　研究会に参加したのは主任になってすぐの頃でした。
副主任の時から薬剤師としてどのように働いていけばいいの

か、スタッフをどのように育てていけばいいのか、そのために何

をすべきかなど、さまざまな壁に直面していました。また、主任

への任命の際にも、副主任との違いを明確に意識していたわ

けでもありませんでした。そんな時にマネジメントを理論的に

学ぶ機会を得たことは幸運でした。第一回目に森田先生の

「薬剤部の品格」の講義を聞き、薬剤師としてプライドを持っ

て仕事をすることの大切さを学び、研修会を通して主任や係

長は1スタッフではなくマネジャーの1人なのだと意識や視点が

変わりました。そこから自分がすべきことや方法を見つけるこ

とができました。

佐村　私が参加したのは主任から係長になった頃でした。マ
ネジメントに関しては主任の頃から本などで勉強はしていたの

ですが、それをどう実践していけばよいのか悩んでいました。

そんな中、研究会で学んだマネジメント理論は新鮮で、視界が

開かれました。同じ時期に、神奈川県病院薬剤師会のファー

マシーマネジメント委員会が実施しているBSCのセミナーにも

参加しました。そこで部署の課題や目標を明確化し、実践する

中で、自分だけが頑張るのではなく、もっと部下を巻き込ん

で、個々の能力を引き出していくことが自分の役割だと考え方

が変わりました。

■ミドルマネジャーとしての実践と
　今後の課題

佐藤　ミドルマネジャーにはリーダーシップとフォロワーシップ
の両方が求められますが、研究会で学んだことで変化はあり

ましたか。

佐村　以前は、トップに対して「もっとこうしてほしい」と思う
部分があったのですが、研究会に参加後は、いかにトップをサ

ポートして組織全体を回すかを考えるようになりました。佐藤

先生はじめ指導していただいた先生方の話を聞く中で、トップ

の苦労が理解できたことも大きいですね。

澤木　私は、後輩に対して、何となくこうすればいいのではな
いかと、自分の経験をベースに指導していましたが、理論づ

けされたことで的確な指導ができるようになったと思います。

人員が増えてくると、感覚に頼った指導では対応できなくな

るので、論理的に考える習慣が身についたことはプラスにな

りました。

赤瀬　マネジメントの実践には自分の勘や経験値だけでは限
界があり、繰り返しになりますがエビデンスが必要です。医療

制度改革の背景にも、人口動態や医療技術の進歩といった

根拠があるのです。診療報酬点数だけを見て方針を決めるの

ではなく、その上流にある医療政策や社会情勢にも目を向ける

ことが大切です。例えば、経済財政諮問会議が作成した「経

済・財政再生計画 改革工程表」には、社会保障分野で2020

年までに何が起こるかが記載されています。地域医療における

自院の役割や機能について、薬剤師もその背景にあるものを

理解していれば、自ずと力を入れていくべき業務も見えてきま

す。こうした分析的アプローチあるいは公開情報からその意味

合いを読み解くことは、薬剤師も得意とするべき部分ですか

ら、マネジメントにもそのスキルを生かしていただきたいと思い

ます。

佐藤　今後、薬価制度の抜本改革が推進されます。それに対
して自分たちの仕事への影響を考えることも必要ですが、日

本の製薬業界はどうなるのだろうかと考える感性も大切です。

研究会では、事象だけではなく、その裏にあるもの、方向性に

も意識を向けることを学んだと思います。環境は常に変化し、

新たな悩みが出てくるものです。その時に、マネジメントの理論

や先輩方の教えがきっと生かされるはずです。

■これからのミドルマネジャーに
　求められる資質と機能

佐藤　薬剤師を取り巻く環境が大きく変わる中で、これから
のミドルマネジャーにはどのような資質が必要だとお考えで

すか。

赤瀬　1つは、素直さです。新しい文化や異なる領域からの情
報を柔軟に受け入れられる姿勢や、分からないことがあれば

学ぶ姿勢が大切です。自分の考えや価値観に固執し、柔軟性

がない人にとってマネジメントの道は厳しいように思います。も

う一つ、ミドルマネジャーにはマネジメント能力と同時に、薬の

専門家としてのバックボーンをしっかり持ち、経営と医療の両

面で病院を支える存在になってほしいですね。

飯塚　私も柔軟性と対応力が大切だと思います。例えば、少人
数の組織では調剤室が1人になる時間があります。私が当院に

赴任した時もそのような状況がありましたが、組織の規模に応

じた解決策があることを学びました。このように、大人数の組

織の一員から少人数組織のマネジャーになった場合、あるいは

その逆の場合も、職場環境に応じたマネジメントに対応する力

が必要になると思います。

佐村　特に若い薬剤師たちに対して、部署の理念や方針を伝
え、実践につなげていくための対話力やコミュニケーション力

が以前にも増して必要になると思います。当院は高齢者が多

い地域の病院のため、2025年あるいは2040年問題を見据

え、病院として在宅機能の強化が検討されています。しかし、

若い薬剤師たちは病棟業務への思いが強く、病院方針と薬剤

師の希望が合致していない部分があり、それを調整するのが

ミドルマネジャーの役割であり、力量が問われていると認識し

ています。

澤木　私もコミュケーション力が非常に大切だと思います。私
は、学んだ理論を実際の業務に落とし込み、後輩に具体的に

アドバイスし、仕事を任せるよう意識しています。そこには勇気

が必要で、簡単ではありませんが、乗り越えることで私自身も

成長できると思います。

佐藤　皆さんの話を聞き、改めて上司と部下の間で大切なの
は、コミュニケーションだと思いました。私が実践しているの

は、部下からの報告に対して必ず何らかのフィードバックをする

こと、部下たちが話しかけやすい雰囲気を作ることです。ま

た、相談を受けたときには、相手の意見を聞いたうえでその場

で判断して方向性を示します。そして、一度任せたら責任は自

分が取るという覚悟が必要です。こうした関係を築くことで、

職場が活性化し、他職種や薬学生、見学者など外部のステー

クホルダーからも、「薬剤師が生き生きと働いている活気のあ

る薬剤部」という評価を得ることができます。

■自らの経験を次世代に伝え、生かす

佐藤　赤瀬先生、最後に次世代を担う薬剤師へのメッセージ
をお願いします。

赤瀬　今後、医療を取り巻く環境は、これまでと比べものにな
らないほど激変します。だからこそ、理論に裏づけされたマネジ

メントが必要であり、それを実践する人材の育成の強化が不可

欠です。薬剤師もしっかりと社会情勢や経済状況を把握して

環境分析をし、そこから課題を見つけて、自分たちがするべき

ことを見極めていく対応力が必要になります。人材を育成する

立場としては、先ほど皆さんからご指摘がありましたような資

質や心構えに加えて、「変化への対応力」が自然に身につけら

れる環境が、薬剤部門をはじめ病院、薬剤師会など、組織や

施設の枠を越えたところで整備されることを期待しており、私

もそこに貢献できればと考えています。

佐藤　ドラッカーは、「本当の資源は一つしかない。人である」
と言っています。上司は部下のモチベーションを高めて最大限

に引き出すことに存在意義があり、情熱や志を持って部下と

真摯に向き合おうとする者にその資格があります。また、豊田

英二氏（トヨタ自動車工業5代目社長）は「自分を凌駕する部

下を育てよ」と言っています。私たちが研究会を始めたのも、

将来を見据えて、薬剤部門のマネジメントを担う人材を育成

し、次の世代に継承していってほしいという思いからです。自

らの経験を次世代に伝え、生かすことやメンバーの横のつなが

りが、薬剤師全体のレベルを底上げすることになります。これ

からも各メンバーが主体的に活動を継続・発展させるととも

に、地域医療を牽引する立場となるべく、さらに資質を磨いて

いただくことを期待しています。この座談会が薬剤部門長やミ

ドルマネジャーなど多くの薬剤師の参考になれば幸いです。本

日はありがとうございました。



■薬剤部門を取り巻く環境変化と
　ミドルマネジャーの役割　　　

佐藤　近年、薬剤師が置かれている環境は大きく変化してい
ます。少子高齢化やネット社会に代表される社会・教育の変
化、医療の質に対する顧客・患者の要求の高度化、そして診
療報酬など経済・経営状況の問題といった外部環境の変化
は、病院経営に大きなインパクトを与えています。その一方で、
内部環境も職員のメンタルヘルスや離職といった問題が顕在
化しています。これらの環境変化は、当然のことながら、薬剤
部門に影響を及ぼします。チーム医療の推進の流れの中で病
棟業務をはじめとした業務拡大が求められ、仕事は複雑化・
多様化していますが、限られた人員体制での活動は、上司や
先輩が若手を指導・育成する機会の減少につながり、また、人
間関係の希薄化によってサポート不足の状況に陥っているの
が現状です（資料1）。特に、病棟への常駐配置による薬剤師
の分散化は、指導する側、される側の双方にとって育成機能
の低下につながっています。これらの課題を解決するために
は、戦略的な組織マネジメントの実践が必要になっています。
　マネジメントをするうえで、組織の成長パターンを知ることは
重要です。アメリカの経営学者グレイナーは、組織の成長段階
を組織の年齢と規模によって5段階に区分し、段階毎に成長
の原動力と阻害要因（危機）があるという「成長5段階モデル」
を提唱しました。第1段階では、創造的なリーダーによって発展
しますが、規模が拡大するにつれて、意思決定のルール化が必
要となり、統率のために指揮命令系統をつくると、自主的な活
動ができなくなります。かといって権限委譲で成長を促すと
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統制が乱れ、それを調整すれば形式主義に陥ります。そして、
第5段階では協働によって成長しますが、また新たな危機が出
現してきます。つまり、組織は必ず壁にぶつかりますが、危機
を乗り越えることで新たな成長段階へと進むことができるの
です。また、チーム形成の各段階で上司と部下の間で必要な
ものも違います。第1段階の形成期は、各自が役割を理解でき
ずに上司に指示を求める依存集団であり、「コミュニケーション
と情報の量」が重要です。第2段階の混乱期は方向性が定ま
らない自立集団で、「コミュニケーションと情報の質」が必要で
す。第3段階の標準期では「明確な目的と目標、信頼関係」に
よって共存組織となります。そして、最終段階の発展期では、
「共通のビジョンと成功体験」を持つ共栄組織へと成長します
（資料2）。こうした理論を元に、自分の組織が、いまどの段階
にいて、将来どんな問題が起こるかが予測できれば戦略を立
てることができます。薬剤部を取り巻く環境は変化していって
も、基本的にマネジメントにおいて考えるべきことはそれほど
大きく変わりません。
　飯塚先生は薬剤部長に着任されて数年経ちましたが、現状
の組織運営をどのように捉えていますか。

飯塚　2年半前に薬剤部長となり、試行錯誤しながらも何と
か形を創ってきました。2017年度には新人2名が加わり、人員
も増えてきました。これまでは私自身も現場に立ちながら指導
する「プレイングマネジャー」として仕事をしてきましたが、薬
剤部長として人材育成をはじめ運営方針を固めていくべき時
期にきています。さきほどのチーム形成のプロセスで言えば、
第2段階に向かうところです。ただ、経験不足もあり、スタッフ
の意識を同じ方向に向かせるのは難しいと感じています。病
院と薬剤部の方向性を明確に示し、理解を促していく必要が
あります。また、人員が増えると個々のスタッフとかかわる時間
も減りますので、現場を任せられる2番手、3番手の育成が課
題であり、今年度の目標です。

赤瀬　組織管理の基本は、組織が向かうべき方向性を明確
にすることであり、そのためには理念、ビジョンといったものが
重要です。しかも、分かりやすい言葉で、常に組織の構成員が
目にすることができる環境にする必要があります。自身の経験
で恐縮ですが、初めて薬剤部長を務めた組織には理念がな
かったので、病院の理念から落とし込んだ薬剤部の理念を調
剤室やDI室、休憩室などスタッフが集まる部屋の壁に掲示した
ところ、2カ月程で浸透しました。そこでやっと理念を具体的な
業務に落とし込んでいくことができます。このあとにタイミング
を見計らって「バランスト・スコアカード（BSC）」などの経営管
理手法を導入すると、さらに組織管理の精度は向上します。

佐藤　トップが組織を動かそうとするときには片腕になるミド
ルマネジャー（課長、係長、主任など部下を持つ立場）が必要
です。トップである薬剤部門長が大きな視点で事業や組織を
マネジメントするのに対し、課長クラスは集団を率いていく役
割を担い、「職場の課題や職場の価値を共有するマネジメン
ト」を行います。また、主任クラス、係長クラスには現場の教育
を率先して行う「人を活かすマネジメント」が求められます。
2014年に薬剤部長214名を対象に実施したマネジメントに関す
る調査によると、着任時の悩みとして上位に挙げられたのは、
方針に従わない部下がいる、マネジメントの知識が不足してい
る、ナンバー2が育たない、自分を補佐する人がいないなど、
「人」に関することでした（資料3）。この結果からも、ミドルマ
ネジャーにはフォロワーシップの発揮が求められており、批判
力と貢献力のバランスを保ちながら上司をマネジメントでき、高
い協同意識を持つ人が、トップの共創者となり得ます。では、
どのようにミドルマネジャーを育成するかと言えば、まず、力量
を備えた人材を見極めるところから始まります。私は、その資
質として、取り巻く環境に実践的に対処する力が必要だと考
えており、経験を積むことで身についた行動特性「コンピテン
シー」に注目しています。また、プレイヤーとして優秀であれば

マネジャーに適している、マネジャーに選ばれてから教育すれ
ばよい、経験を通じて独りで成長するというものでもなく、早
い段階から動機付けや育成の仕掛けをつくり、経験を通じて
マネジメントの質を高められるように組織的に支援していかな
ければなりません。

■人的資源管理理論の臨床現場への応用
　
佐藤　マネジメントの領域では、人をコストではなく、戦略的
な資源、財産として考える「人的資源管理」の考え方への転換
が起きています。ここで人的資源管理理論について、赤瀬先
生からレクチャーをお願いします。

赤瀬　冒頭で薬剤師を取り巻く外部環境の変化の話がありま
したが、診療報酬改定もその一つと言えるでしょう。平成29年
12月11日に社会保障審議会医療保険部会および医療部会が
発表した「平成30年度診療報酬改定の基本方針」から、薬剤
師に関係する重要な変化を読み取ることができます。その中の
ほんの一つですが、「医療従事者の負担軽減、働き方改革の
推進」があげられ、業務の共同化、移管を含む多職種による
チーム医療の推進や勤務環境の改善などが進められようとし
ています。しかし、働き方に対する価値観には世代間格差が大
きく、簡単に解決できる問題ではありません。そのような中で、
労働生産性を上げるための取り組みや、組織におけるミドルマ
ネジメント層の活用が重要性を増しています。冒頭に佐藤先生
からご指摘がありましたが、ミドルマネジャーには、知識だけで
はなく、経験や行動特性も含めた成果につながるパフォーマン
スが必要です。自身の職場において、如何にハイパフォーマー
を育成するかが重要になるでしょう。
　一方で、仕事に対する職員の満足度を高めることも重要で
す。ハーツバーグの動機付け・衛生理論では、仕事における満
足および不満足はそれぞれ異なる要因から発生し、満足は達
成感や承認感、仕事そのもの、責任感、成長感などの内的要因
（動機付け要因）から、一方、不満足は、企業方針や管理方式、
給与、人間関係、作業環境などの外的要因（衛生要因）から生
まれると説明しています（資料4）。重要なポイントは、満足と
不満の要因は逆の関係にあるのではなく、別のものだというこ
とです。衛生要因は仕事の環境に関係し、その欠如は不満の
原因となるが、その改善は不満を防止することはあっても満足
にはなりません。一方、動機付け要因は仕事の内容に関係し、
その改善は満足をもたらしますが、それが欠如してもさほど不
満にはならないとしています。例えば、専門薬剤師を取得した
薬剤師に対して、病院に働きかけて手当をつけることは不満の
防止になりますが、満足にはならない。一方で、その資格を生
かす職場に配置すると、動機付け要因になって満足につなが
ります。看護師も同様で、多くの病院が手当をつけることを離
職対策としていますが、人間関係が理由で辞める看護師には

いくら手当をつけても満足にはつながらず、離職を止められな
いのです。職員の満足度には達成感や成長感などの動機付
け要因が大きく作用し、より高い目標や成長へと促します。重
要なのは、人材のマネジメントや育成にもエビデンスが必要だ
ということです。

佐藤　私はスタッフのやる気や可能性を引き出す戦略的な組
織運営をテーマに、マネジメント理論を取り入れ、実践してきま
した。2012年に横浜市南部病院に着任したときに、部長から
末端職員には指示を出さないというポリシーを打ち出し、指揮
命令系統を明確にしました。また、調剤だけ、病棟だけの薬剤
師はつくらない方針で、一日の中でのローテーションで病棟業
務と中央業務を兼務する体制を築きました。病棟業務は1フロ
ア2病棟を2～3名の配置にし、フロア長として係長を各1名配
置し、その上に全体を統括する課長を置きました。この複数
リーダー制が職場を活性化させ、強い組織を作ると考えます。
また、月1回、薬剤部管理会議を開催し各課から業務報告を
行う他、役職者の階層別ミーティングを水・木・金曜日の朝20
分程度実施し、それぞれの役割に応じ、病院経営報告や指
示、問題点の提起と解決策の検討などを行います。このよう
に、指示系統や報告系統を明確にすることで全体のマネジメ
ントがスムーズに行えるようになっています。

■「神奈川ミドルファーマシーマネジメント
　研究会」によるミドルマネジャー育成と
　成果

佐藤　ミドルマネジャーが活躍するためには、本人の努力はも
ちろんですが、それをサポートする組織体制と環境整備が大
切です。OJTによる育成機能の低下が懸念される中で、私は
森田雅之先生（元神奈川県病薬会長）、赤瀬先生と一緒に、
将来、トップマネジメントを担う人材を養成するために「神奈川
ミドルファーマシーマネジメント研究会」（以下、研究会）を
2012年に立ち上げました。メンバーは神奈川県内の若手薬剤
師の中から、35歳前後の主任・係長などで、2番手、3番手の
位置にいる者もしくはそれに準ずる感性を持つと感じた10名
を選抜しました。その後、メンバーの話し合いで、一緒に学び
たい人材がいれば随時参加を認めています。マネジメントの勉
強には座学と実践の両輪が必要であり、マネジャーには知識、
リーダーシップ、コミュニケーション力や人格・品格も備えなけ
ればならないというのが研究会の信念であり、「自立、創造、
変革」をキーワードに、マネジメントの原理・原則を押さえて、そ

れぞれが主体的に学んで成長し続けることが目標です。研修
会は、基本的に4カ月に1回程度の頻度で開催しています。薬
剤部の品格、産業政策と医薬品産業の基礎、経営戦略の基
礎知識などの講義の他、ケーススタディーやグループワークで
は、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント、エンパワーメン
ト、ポーターの基本戦略、部下のモチベーションと評価システム
といった実践的テーマについてディスカッションし、マネジャー
としての意識の持ち方、部署の運営に必要な知識を習得しま
す（資料5）。また、メンバーの中から司会・座長を立て、主体
的に運営できるようにしています。このような施設を超えた研
鑽の場は、コミュニケーション能力の向上につながるとともに、
メンバー同士、ミドルマネジャーとしての共通の悩みを共有する
ことで解決策を見つけることもできます。

飯塚　私もメンバーの一人でしたが、マネジメントを学んでいた
か否かで、薬剤部長になった後の意識や行動は大きく違いま

す。主体性を持ち、広い視野で仕事ができるようになったこと

が、今、薬剤部長の仕事に生きていると感じます。研究会を卒

業はしましたが、今後も継続的に研鑽を積んでいきたいと思っ

ています。

佐藤　研修プログラムを通じてどのようなことを学びましたか。

飯塚　参加したのは、前任地で調剤課の主任の時でした。新
入職員や後輩が多数いる中で、後輩には積極的に指導をして

いたのですが、ミドルマネジャーとしてどのように上司をサポー

トすればよいのか悩んでいました。研究会でフォロワーシップ

について学び、上司の立場を理解した上で、批判力と貢献力

のバランスを保ちながら、共通の目標の達成に向けて行動する

ことの重要性に気づき、上司のよき協働者になろうという気持

ちになったことが大きな収穫です。その後、現在の役職への昇

進を打診されたのですが、以前の自分だったら逃げていたで

しょうが、やってみたいという前向きな気持ちになりました。

佐藤　現在も研究会で継続的に学んでいる佐村先生、澤木
先生はいかがですか。

澤木　研究会に参加したのは主任になってすぐの頃でした。
副主任の時から薬剤師としてどのように働いていけばいいの

か、スタッフをどのように育てていけばいいのか、そのために何

をすべきかなど、さまざまな壁に直面していました。また、主任

への任命の際にも、副主任との違いを明確に意識していたわ

けでもありませんでした。そんな時にマネジメントを理論的に

学ぶ機会を得たことは幸運でした。第一回目に森田先生の

「薬剤部の品格」の講義を聞き、薬剤師としてプライドを持っ

て仕事をすることの大切さを学び、研修会を通して主任や係

長は1スタッフではなくマネジャーの1人なのだと意識や視点が

変わりました。そこから自分がすべきことや方法を見つけるこ

とができました。

佐村　私が参加したのは主任から係長になった頃でした。マ
ネジメントに関しては主任の頃から本などで勉強はしていたの

ですが、それをどう実践していけばよいのか悩んでいました。

そんな中、研究会で学んだマネジメント理論は新鮮で、視界が

開かれました。同じ時期に、神奈川県病院薬剤師会のファー

マシーマネジメント委員会が実施しているBSCのセミナーにも

参加しました。そこで部署の課題や目標を明確化し、実践する

中で、自分だけが頑張るのではなく、もっと部下を巻き込ん

で、個々の能力を引き出していくことが自分の役割だと考え方

が変わりました。

■ミドルマネジャーとしての実践と
　今後の課題

佐藤　ミドルマネジャーにはリーダーシップとフォロワーシップ
の両方が求められますが、研究会で学んだことで変化はあり

ましたか。

佐村　以前は、トップに対して「もっとこうしてほしい」と思う
部分があったのですが、研究会に参加後は、いかにトップをサ

ポートして組織全体を回すかを考えるようになりました。佐藤

先生はじめ指導していただいた先生方の話を聞く中で、トップ

の苦労が理解できたことも大きいですね。

澤木　私は、後輩に対して、何となくこうすればいいのではな
いかと、自分の経験をベースに指導していましたが、理論づ

けされたことで的確な指導ができるようになったと思います。

人員が増えてくると、感覚に頼った指導では対応できなくな

るので、論理的に考える習慣が身についたことはプラスにな

りました。

赤瀬　マネジメントの実践には自分の勘や経験値だけでは限
界があり、繰り返しになりますがエビデンスが必要です。医療

制度改革の背景にも、人口動態や医療技術の進歩といった

根拠があるのです。診療報酬点数だけを見て方針を決めるの

ではなく、その上流にある医療政策や社会情勢にも目を向ける

ことが大切です。例えば、経済財政諮問会議が作成した「経

済・財政再生計画 改革工程表」には、社会保障分野で2020

年までに何が起こるかが記載されています。地域医療における

自院の役割や機能について、薬剤師もその背景にあるものを

理解していれば、自ずと力を入れていくべき業務も見えてきま

す。こうした分析的アプローチあるいは公開情報からその意味

合いを読み解くことは、薬剤師も得意とするべき部分ですか

ら、マネジメントにもそのスキルを生かしていただきたいと思い

ます。

佐藤　今後、薬価制度の抜本改革が推進されます。それに対
して自分たちの仕事への影響を考えることも必要ですが、日

本の製薬業界はどうなるのだろうかと考える感性も大切です。

研究会では、事象だけではなく、その裏にあるもの、方向性に

も意識を向けることを学んだと思います。環境は常に変化し、

新たな悩みが出てくるものです。その時に、マネジメントの理論

や先輩方の教えがきっと生かされるはずです。

■これからのミドルマネジャーに
　求められる資質と機能

佐藤　薬剤師を取り巻く環境が大きく変わる中で、これから
のミドルマネジャーにはどのような資質が必要だとお考えで

すか。

赤瀬　1つは、素直さです。新しい文化や異なる領域からの情
報を柔軟に受け入れられる姿勢や、分からないことがあれば

学ぶ姿勢が大切です。自分の考えや価値観に固執し、柔軟性

がない人にとってマネジメントの道は厳しいように思います。も

う一つ、ミドルマネジャーにはマネジメント能力と同時に、薬の

専門家としてのバックボーンをしっかり持ち、経営と医療の両

面で病院を支える存在になってほしいですね。

飯塚　私も柔軟性と対応力が大切だと思います。例えば、少人
数の組織では調剤室が1人になる時間があります。私が当院に

赴任した時もそのような状況がありましたが、組織の規模に応

じた解決策があることを学びました。このように、大人数の組

織の一員から少人数組織のマネジャーになった場合、あるいは

その逆の場合も、職場環境に応じたマネジメントに対応する力

が必要になると思います。

佐村　特に若い薬剤師たちに対して、部署の理念や方針を伝
え、実践につなげていくための対話力やコミュニケーション力

が以前にも増して必要になると思います。当院は高齢者が多

い地域の病院のため、2025年あるいは2040年問題を見据

え、病院として在宅機能の強化が検討されています。しかし、

若い薬剤師たちは病棟業務への思いが強く、病院方針と薬剤

師の希望が合致していない部分があり、それを調整するのが

ミドルマネジャーの役割であり、力量が問われていると認識し

ています。

澤木　私もコミュケーション力が非常に大切だと思います。私
は、学んだ理論を実際の業務に落とし込み、後輩に具体的に

アドバイスし、仕事を任せるよう意識しています。そこには勇気

が必要で、簡単ではありませんが、乗り越えることで私自身も

成長できると思います。

佐藤　皆さんの話を聞き、改めて上司と部下の間で大切なの
は、コミュニケーションだと思いました。私が実践しているの

は、部下からの報告に対して必ず何らかのフィードバックをする

こと、部下たちが話しかけやすい雰囲気を作ることです。ま

た、相談を受けたときには、相手の意見を聞いたうえでその場

で判断して方向性を示します。そして、一度任せたら責任は自

分が取るという覚悟が必要です。こうした関係を築くことで、

職場が活性化し、他職種や薬学生、見学者など外部のステー

クホルダーからも、「薬剤師が生き生きと働いている活気のあ

る薬剤部」という評価を得ることができます。

■自らの経験を次世代に伝え、生かす

佐藤　赤瀬先生、最後に次世代を担う薬剤師へのメッセージ
をお願いします。

赤瀬　今後、医療を取り巻く環境は、これまでと比べものにな
らないほど激変します。だからこそ、理論に裏づけされたマネジ

メントが必要であり、それを実践する人材の育成の強化が不可

欠です。薬剤師もしっかりと社会情勢や経済状況を把握して

環境分析をし、そこから課題を見つけて、自分たちがするべき

ことを見極めていく対応力が必要になります。人材を育成する

立場としては、先ほど皆さんからご指摘がありましたような資

質や心構えに加えて、「変化への対応力」が自然に身につけら

れる環境が、薬剤部門をはじめ病院、薬剤師会など、組織や
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セッション3
新時代の薬剤部門マネジメントと
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医薬連携で進める地域全体の医薬品適正使用

　高齢化の進展や薬物療法の多様化、複雑化とともに、多剤投与による重複投与や相互作用など、薬物療法に伴う問題が顕
在化する中で、地域全体で安全な薬物治療の推進に取り組む必要がある。滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部では、その足
掛かりとして、2012年3月より腎機能が低下した患者さんのお薬手帳の表紙に「CKDシール」を貼付することで、処方の適正化
につなげる取り組みを滋賀県全域で展開、薬剤師が薬物治療の安全を守るための意識啓発と仕組み作りに成果を上げてきた。
地域における医薬品適正使用のセーフティネットの構築を目指す取り組みを取材した。

滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部
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CKDシールによる医薬品適正使用
の取り組み
　新たな国民病として慢性腎臓病（CKD）
が注目される中で、滋賀県では、2012年
3月より、腎臓専門医と病院薬剤師、薬
局薬剤師の連携体制のもと、お薬手帳
の表紙に「CKDシール」を貼ることで、
安全な薬物療法をサポートする取り組み
を県下全域でスタートさせた（資料1）。
このアイデアを提案したのが、薬剤部長
の寺田先生だ。「発端は、私が他県のお
薬手帳シールの活用例を知り、当院腎
臓内科の診療科長に導入を提案し、賛
同を得たことです。科長が県内の腎臓専
門医に、私が県薬剤師会、県病院薬剤
師会への働きかけを行い、日本慢性腎
臓病対策協議会滋賀支部、滋賀腎・透
析研究会が共同でCKDシールの作成、
広報、運用を行う体制が実現しました」
　お薬手帳へのCKDシールの貼付は、
腎臓専門医のいる県内９病院で開始

し、その後、透析施設や腎臓専門医以
外の診療科が加わり、半年後には22施
設に拡大した。2013年1月からは病院薬
剤師が退院時にCKDシールを貼付する
運用が開始され、さらに、2015年5月に
は同院の院外処方箋に臨床検査値の
表示が開始されたことに伴い、薬局薬
剤師も検査値を確認したうえでCKD
シールを貼付することになり、医薬品適
正使用のためのベース作りは着実に進
んできた。
　CKDシール貼付の対象者は、医師が
CKDと診断、あるいはeGFR60ml／min／
1.73㎡未満が3カ月以上持続している患
者さんであり、薬局薬剤師はCKDシール
をみれば、その患者さんは腎機能が低下
していることが一目で認識できるため、
処方内容をチェックし、必要に応じて疑
義照会を行う。「CKD患者さんは、高血
圧や関節痛、糖尿病などの疾患を合併
し、複数の診療科や医療機関を受診す

る可能性があります。お薬手帳にCKD
シールが貼付されていれば、腎臓を専門
としない医師が、知らないうちに腎機能
に悪影響を及ぼす薬を処方することを
防ぐことができますし、薬局薬剤師が幅
広い診療科からの処方をチェックし、適
正化を図ることができます」と、CKD
シールを担当する磯野先生はその意義
を説明する。
　一方、腎臓内科病棟を担当する國津
先生は、「実際、服薬指導をしていると、
ご自身の腎機能のことや腎機能低下に
よるリスクについて知らない方がほとん
どですので、CKDシールは患者さん自身
の意識付けのツールとしても有効です。
退院時には、CKDシールで副作用など
を未然に防ぐことができること、医師や
薬剤師に提示する必要性などを説明し
てお薬手帳を渡しています」と話す。

CKDシールの活用状況と
アウトカム評価
　同院では、CKDシールや臨床検査値
を薬局薬剤師が活用するための支援に
も力を入れ、運用開始前後には検査値
や腎機能の評価方法、活用方法、事例
などを学ぶ勉強会を開催した。また、磯
野先生らは、CKDシールの有用性を検
証するために、毎年、県薬剤師会の所属
施設約500店舗を対象にアンケート調
査を実施し、約130店舗から回答を得て
いる。CKDシールの認知度は、運用開
始前からの積極的な周知活動により、
開始1年目に既に約9割と高く、以後も
徐々に増加し、2016年では98.6％とほ
とんどの薬局に認知されていた。また、
CKDシールを貼付したお薬手帳を持っ
ている患者さんが1年間で来局したこと
がある薬局も2016年には68.8％まで
増加、地域差は認められなかったことか
ら、県全域に認知・普及されていること
が明らかになった。
　次に、CKDシールにより疑義照会を
行った薬局は、2012年の7.7%から
2016年には24.7％まで増加した（資料
2）。また、院外処方箋への検査値記載
によって、シールがなくても検査値や処
方内容などから疑義照会した薬局も
年々増えており、CKDシールの運用が
きっかけで、より腎機能を注意するよう
になった薬局は2016年には90.5%に
上った。「アンケート回答薬局における
腎機能に基づいた疑義照会総件数は、
2013～2016年の4年間で342件、うち
処方変更は210件ありました。今後も薬
局薬剤師が処方の適正化に関与した例

を蓄積し、共有することで実践に活かす
とともに、CKDシールによる経済的効
果の検証にも取り組みたいと思います」
と磯野先生は次の目標を掲げる。
　薬局薬剤師による処方チェック機能
は、腎臓内科専門医からも評価されてい
ると寺田先生は話す。「腎障害を持つ患
者さんに対して、他の診療科でNSAIDs
が処方されたことを薬局薬剤師が発見
し、疑義照会によって処方変更につな
がった例もあり、薬局が患者さんの処方
を一元管理するメリットが認識されてき
ています」

「STOP！ AKI」への展開と
医薬品適正使用のセーフティネット
の構築
　CKDシールは、腎機能を含む検査値
などに対する薬局薬剤師の意識を高め、
県全域で草の根的に医薬品適正使用が
広がるためのツールとして重要な役割を
果たした。薬剤部が次に着手したのが、
急性腎障害（AKI）の防止である。以前か
らNSAIDsと利尿剤の併用は心不全の
リスクを高めることが知られていたが、
これに降圧剤のACE阻害剤またはARB
を加えた３剤併用はAKIの要因として、
近年、注目されるようになった。しかし、
腎臓内科医を除くほとんどの医師はこれ
らの組み合わせがAKIのリスクであるこ
とを認識していないのが現状であり、同
院では「STOP! AKI」と銘打った啓発活
動を、2018年度から滋賀県全域で展開
するべく医師会や薬剤師会など関係団
体との連携・協力体制を築いている。
　取り組みの推進者である國津先生

は、「例えば、循環器内科で降圧剤と利
尿剤が、整形外科でNSAIDsが処方され
るというように、複数の診療科で個別に
処方されるケースが多いため、医師が気
づくことは困難であり、これを阻止でき
るのは薬局薬剤師です。まず、啓発ポス
ターや解説書を県下の薬局に配布して
AKIへの注意を促し、一緒に対策に取り
組んでいきます」と意欲を示す。
　滋賀県では、他県に先駆けて、2013年
度からの保健医療計画に慢性腎臓病対
策が盛り込まれ、同年には県下統一の
CKD地域連携パスの運用が開始される
など、行政、医療機関、関連団体の協力
のもとでCKD対策が推進されている。さ
らに、2018年度には糖尿病性腎症重症
化予防プログラムも始動する。この動き
の中で、薬剤師がこれまでに築いてきた
医薬品適正使用のセーフティネットが大
きな役割を果たすに違いない。
「CKDに限らず、薬剤投与がきっかけで
障害が発生したり、疾患の重篤化につ
ながることがないように、薬剤師が地域
全体の薬の安全を守る体制をさらに強
化したいと思います。また、今後、薬局
薬剤師の在宅医療への参画が進み、患
者さんのベッドサイドで高度な薬学的管
理を行うようになった時に、その役割を
しっかり果たせるように地域全体の底
上げを図っていきます」と寺田先生は結
んだ。

～滋賀県全域で5年にわたり展開されたCKDシールのアウトカム評価～

寺田 智祐 先生

薬剤部
教授 ・ 薬剤部長
てら    だ        とも   ひろ

國津 侑貴 先生

薬剤部
腎臓内科病棟 担当薬剤師
くに     つ       ゆう    き

磯野 哲一郎 先生

薬剤部
薬効薬物動態解析室
いそ    の       てつ   いち   ろう
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者さんであり、薬局薬剤師はCKDシール
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処方内容をチェックし、必要に応じて疑
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シールが貼付されていれば、腎臓を専門
としない医師が、知らないうちに腎機能
に悪影響を及ぼす薬を処方することを
防ぐことができますし、薬局薬剤師が幅
広い診療科からの処方をチェックし、適
正化を図ることができます」と、CKD
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とともに、CKDシールによる経済的効
果の検証にも取り組みたいと思います」
と磯野先生は次の目標を掲げる。
　薬局薬剤師による処方チェック機能
は、腎臓内科専門医からも評価されてい
ると寺田先生は話す。「腎障害を持つ患
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が処方されたことを薬局薬剤師が発見
し、疑義照会によって処方変更につな
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を一元管理するメリットが認識されてき
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県全域で草の根的に医薬品適正使用が
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リスクを高めることが知られていたが、
これに降圧剤のACE阻害剤またはARB
を加えた３剤併用はAKIの要因として、
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とを認識していないのが現状であり、同
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するべく医師会や薬剤師会など関係団
体との連携・協力体制を築いている。
　取り組みの推進者である國津先生

は、「例えば、循環器内科で降圧剤と利
尿剤が、整形外科でNSAIDsが処方され
るというように、複数の診療科で個別に
処方されるケースが多いため、医師が気
づくことは困難であり、これを阻止でき
るのは薬局薬剤師です。まず、啓発ポス
ターや解説書を県下の薬局に配布して
AKIへの注意を促し、一緒に対策に取り
組んでいきます」と意欲を示す。
　滋賀県では、他県に先駆けて、2013年
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策が盛り込まれ、同年には県下統一の
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らに、2018年度には糖尿病性腎症重症
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「CKDに限らず、薬剤投与がきっかけで
障害が発生したり、疾患の重篤化につ
ながることがないように、薬剤師が地域
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しっかり果たせるように地域全体の底
上げを図っていきます」と寺田先生は結
んだ。
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お薬手帳の表紙にＣＫＤシールを貼付資料1 滋賀県下全保険薬局へのアンケート調査の結果資料2
●CKDシールにより疑義照会をしたことのある薬局の推移
アンケートの対象：滋賀県下の全保険薬局　527件（2016年）
回答数：141件（2016年）（回収率約26.8％）

●対象となる患者さん
医師がCKDと診断
eGFR＜60mL/min/1.73m2が
3カ月以上持続またはeGFR＜
45mL/min/1.73m2とGFR低下
が高度（滋賀医大の基準）

●CKDシールを貼付する医療者
医師、病院薬剤師＊、薬局薬剤師＊

*腎機能を確認のうえ貼付

●方法
CKDシールの意義を患者さんに説
明、同意を得た上でお薬手帳の表
紙に貼付。医師、薬剤師に毎回お薬
手帳を見せるように伝える。
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この一年でCKDシール以外により、腎機能低下が判明し
疑義照会したことがある薬局

この一年でCKDシールにより疑義照会をしたことがある薬局



薬剤師力を発揮するための人材育成と職場環境作り
　チーム医療の推進の流れの中で、多くの医療現場で薬剤師が活躍するようになった。薬剤師への期待が高まる一方で、次世
代を担う薬剤師を育成していくためには、個々の薬剤師がやりがいや働きがいを持って専門能力を発揮するための職場環境作
りが必要である。大垣市民病院（岐阜県大垣市・903床）薬剤部では、臨床業務と学術活動の両輪で医療の質向上に貢献する
ことを基本方針として、人材育成に積極的に取り組む中で、がん専門薬剤師13名、感染制御専門薬剤師4名をはじめとして様々
な領域における専門・認定資格を持つ薬剤師が活躍している。この体制がどのようにして実現したのか、薬剤師力を発揮するた
めの職場環境作りの取り組みについて取材した。

大垣市民病院 薬剤部
-pharmacy-2CChallenge

Cooperation 
Communication

人を育て、活かす職場環境作り
　大垣市民病院は、病床数903床を有す
る岐阜県西濃医療圏の中核病院である。
院外処方箋発行率は約4％で、薬剤部は
薬剤師59名の体制で1 日約1,100 枚の
院内調剤を行いながら、病棟薬剤業務
や外来業務、チーム医療に力を発揮して
いる。特筆すべきは、専門・認定資格を
有する薬剤師の多さだ。特に、がん領域
では指導薬剤師4名、専門薬剤師13名、
薬物療法認定薬剤師8名と、がん専門病
院に匹敵する体制を誇る。他にも感染制
御専門薬剤師4名、同認定薬剤師7名な
ど、多くの分野の専門・認定薬剤師が活
躍している。
　この体制はどのようにして実現したの
か。薬剤部長の吉村先生は、「個々の薬
剤師が、やりがいと働きがいを持って、
日々の臨床業務や学術活動に取り組め
る職場環境作りを重要なテーマとしてき
ました。その成果として、実力を備えた薬
剤師が数多く育ち、院内での存在価値を

高めてきました」と話す。また、2017年度
より医薬品情報科科長に就任した木村
先生、同じく病棟薬剤科科長に就任した
宇佐美先生は、ともにがん専門薬剤師で
あり、後進の育成においても中核を担
う。「私自身、最初から専門薬剤師を目
指したわけではなく、薬剤師が専門性を
高めることがあたり前という空気があ
り、モチベーションの高い先輩や仲間か
ら刺激を受けたことがいまにつながって
います」（木村先生）「若手薬剤師には、
まずジェネラリストとしての基本的スキ
ルの習得のために幅広い業務を経験し
てもらい、病棟に配属後は面接などで希
望を確認し、興味のある領域への配属や
ローテーションを考慮し、資格を取得で
きるように支援しています」（宇佐美先
生）
　学術活動の推進は病院方針でもあ
り、メディカルスタッフにも学会・研究会
などへの参加を推奨し、参加費の支給や
研究費の補助などの経済的支援も手厚

い。薬剤部では入職1年目に日本医療薬
学会に入会し、早い段階から資格取得に
必要な講義の受講を促すとともに、２年
目には学会発表ができるよう周囲がサ
ポートする。

チーム制の導入と活動の見える化
　個々の薬剤師の力を高め、組織として
の総合力を強化する仕組みとして導入して
いるのが「チーム制」だ。病棟業務は5つ
のチームに分け、各病棟を2～3名で担
当する。各チームにはリーダーとサブリー
ダーを置き、リーダーはチーム内の各病
棟業務時間の調整、薬剤管理指導件数
の確認と管理、指導記録の確認などの
役割を担う。また、外来化学療法を行う
通院治療センターでは、常駐薬剤師2名
のうち1名はがん専門薬剤師、もう1名は
がん専門薬剤師を目指す若手薬剤師を
曜日担当制で各5名を配置している。医
薬品情報科科長補佐で、がん専門薬剤
師の安達先生は、「先輩のがん専門薬剤

師から実践的スキルの指導を受けなが
ら、資格取得に必要な症例数を経験で
きるようになっており、2017年度は2名
が専門薬剤師を取得しました」と話す。
　一方、研究活動においては、オンコロ
ジー、感染、中毒、NST、緩和ケア、糖尿
病など12 の「研究チーム」があり、薬剤
師は少なくとも1チームに参加し、研究
テーマに取り組む。オンコロジーチームの
リーダーである宇佐美先生は、「研究チー
ムとは言っても、レジメン審査・登録・管
理をはじめ、安全な抗がん剤調製のため
の整備、副作用マネジメント、副作用発
現のリスク因子の解析、経口抗がん剤服
用患者に対する薬学的支援など、業務や
チーム医療に立脚した活動であることが
特徴です」と説明する。各チームでは、年
度初めに活動計画を立てて起案書を作
成し、年度末には成果報告を行う。
　もう一つ、力を入れているのが、業務
内容の「見える化」である。木村先生は、
「以前から業務の中から課題を見つけ、
改善につなげる取り組みは定着していま
したが、業務内容を数値化（見える化）す
ることで、さらに薬剤師の意識強化を図
りました。病棟での時間内・時間外業務
時間をはじめ、ハイリスク薬説明件数、
持参薬確認件数、疑義照会や問い合わ
せ、チーム医療での提案内容と件数、受
諾率など、各現場の業務内容をDI担当
者がデータ化して毎月報告します。それ
によりプレアボイド報告や疑義照会の
増加、診療報酬算定の増加に効果を上
げています（資料1）」
　活動の見える化は学術活動にも直結

する。例えば、経口抗がん剤の患者指導
を行う薬剤師外来では、処方提案の件
数と内容、受諾率のほか、残薬調整によ
る薬剤費削減金額を算出することで、医
療経済面も含めた薬剤師外来の有用性
を明らかにした。

薬剤師力の発揮により医療の質向
上に貢献
　院内のチーム医療でも薬剤師が存在
感を発揮している。感染対策を例に挙げ
れば、2018年度の診療報酬改定を受け
て、AST（抗菌薬適正使用支援チーム）
を機能させる病院が増えているが、同院
では2012年より感染制御チームの薬剤
師が届出抗菌薬使用患者への介入を実
施してきた。2017年2月からは対象薬剤
を全注射用抗菌薬に拡大し、2名の薬剤
師が使用状況を毎日チェックし、各診療
科の医師に投与量や薬剤変更、投与期
間などを提案するなど、感染症専門医が
不在の中で、薬剤師が中核となって耐性
菌抑制や患者さんの予後の向上に貢献
している。2017年度における介入患者数
は1日平均174名、提案件数は645件／月
で受諾率は90.9％にのぼる（資料2）。
　高いモチベーションを持って臨床業務
と学術活動を推進する大垣市民病院薬
剤部。これからの目標を先生方に聞いた。
「DI担当者として、現場で働く薬剤師に
とって有用な情報の提供を行うととも
に、がん患者さんが安心して治療ができ
るように寄り添っていく中で、その成果
を論文などの形で出せればうれしいです
ね」（安達先生）　　

「これからも各薬剤師が、その能力を最
大限に発揮できる環境の整備を進めて
いき、大学病院をも上回るレベルの情
報提供を目指します。一方で、ライフワー
クであるがん領域の研究にも力を入れて
いきます」（木村先生）　
「先輩やリーダーの役割の大きさを、い
ま、自分がその立場になって実感してい
ます。先輩達に育ててもらったように、
今度は我々が後輩達を引き上げていき、
臨床と研究の両面で患者さんに貢献で
きる人材を育成したいと思います」（宇佐
美先生）
　吉村先生は、臨床業務やチーム医療
の実践をベースに、アウトカムのデータ
化、資格・認定の取得、学会発表、そし
て論文作成といった一連の活動が「あた
り前の環境」を築き上げてきた。さらに
は、木村先生、宇佐美先生を含む6名の
学位取得者を輩出し、現在も４名が目指
している。「当院の薬剤師の多くは地元
出身者であり、最初は皆ごく普通の薬剤
師でした。しかし、先輩が後輩の成長を
支える組織風土の中で、目標を持ち、成
長してきたのです。人材育成に近道はあ
りません。もちろん、マネジメントの理論
は必要ですが、重要なのは組織の絆であ
り、どれだけ信頼関係が築かれているか
です。これからも、一人ひとりの薬剤師
の想い、価値観を大切にし、“やりがい日
本一の薬剤部”を目指します」

～研究チームによる専門スキルの向上と活動の見える化～

吉村 知哲 先生

薬剤部
薬剤部部長
よし   むら      とも   あき

宇佐美 英績 先生
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う      さ      み       えい   せき

安達 志乃 先生

薬剤部
医薬品情報科　科長補佐
あ    だち       し      の

木村 美智男 先生
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医薬品情報科長
き     むら       み      ち      お
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る岐阜県西濃医療圏の中核病院である。
院外処方箋発行率は約4％で、薬剤部は
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有する薬剤師の多さだ。特に、がん領域
では指導薬剤師4名、専門薬剤師13名、
薬物療法認定薬剤師8名と、がん専門病
院に匹敵する体制を誇る。他にも感染制
御専門薬剤師4名、同認定薬剤師7名な
ど、多くの分野の専門・認定薬剤師が活
躍している。
　この体制はどのようにして実現したの
か。薬剤部長の吉村先生は、「個々の薬
剤師が、やりがいと働きがいを持って、
日々の臨床業務や学術活動に取り組め
る職場環境作りを重要なテーマとしてき
ました。その成果として、実力を備えた薬
剤師が数多く育ち、院内での存在価値を

高めてきました」と話す。また、2017年度
より医薬品情報科科長に就任した木村
先生、同じく病棟薬剤科科長に就任した
宇佐美先生は、ともにがん専門薬剤師で
あり、後進の育成においても中核を担
う。「私自身、最初から専門薬剤師を目
指したわけではなく、薬剤師が専門性を
高めることがあたり前という空気があ
り、モチベーションの高い先輩や仲間か
ら刺激を受けたことがいまにつながって
います」（木村先生）「若手薬剤師には、
まずジェネラリストとしての基本的スキ
ルの習得のために幅広い業務を経験し
てもらい、病棟に配属後は面接などで希
望を確認し、興味のある領域への配属や
ローテーションを考慮し、資格を取得で
きるように支援しています」（宇佐美先
生）
　学術活動の推進は病院方針でもあ
り、メディカルスタッフにも学会・研究会
などへの参加を推奨し、参加費の支給や
研究費の補助などの経済的支援も手厚

い。薬剤部では入職1年目に日本医療薬
学会に入会し、早い段階から資格取得に
必要な講義の受講を促すとともに、２年
目には学会発表ができるよう周囲がサ
ポートする。

チーム制の導入と活動の見える化
　個々の薬剤師の力を高め、組織として
の総合力を強化する仕組みとして導入して
いるのが「チーム制」だ。病棟業務は5つ
のチームに分け、各病棟を2～3名で担
当する。各チームにはリーダーとサブリー
ダーを置き、リーダーはチーム内の各病
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のうち1名はがん専門薬剤師、もう1名は
がん専門薬剤師を目指す若手薬剤師を
曜日担当制で各5名を配置している。医
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師の安達先生は、「先輩のがん専門薬剤

師から実践的スキルの指導を受けなが
ら、資格取得に必要な症例数を経験で
きるようになっており、2017年度は2名
が専門薬剤師を取得しました」と話す。
　一方、研究活動においては、オンコロ
ジー、感染、中毒、NST、緩和ケア、糖尿
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現のリスク因子の解析、経口抗がん剤服
用患者に対する薬学的支援など、業務や
チーム医療に立脚した活動であることが
特徴です」と説明する。各チームでは、年
度初めに活動計画を立てて起案書を作
成し、年度末には成果報告を行う。
　もう一つ、力を入れているのが、業務
内容の「見える化」である。木村先生は、
「以前から業務の中から課題を見つけ、
改善につなげる取り組みは定着していま
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者がデータ化して毎月報告します。それ
によりプレアボイド報告や疑義照会の
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げています（資料1）」
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を行う薬剤師外来では、処方提案の件
数と内容、受諾率のほか、残薬調整によ
る薬剤費削減金額を算出することで、医
療経済面も含めた薬剤師外来の有用性
を明らかにした。

薬剤師力の発揮により医療の質向
上に貢献
　院内のチーム医療でも薬剤師が存在
感を発揮している。感染対策を例に挙げ
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している。2017年度における介入患者数
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で受諾率は90.9％にのぼる（資料2）。
　高いモチベーションを持って臨床業務
と学術活動を推進する大垣市民病院薬
剤部。これからの目標を先生方に聞いた。
「DI担当者として、現場で働く薬剤師に
とって有用な情報の提供を行うととも
に、がん患者さんが安心して治療ができ
るように寄り添っていく中で、その成果
を論文などの形で出せればうれしいです
ね」（安達先生）　　

「これからも各薬剤師が、その能力を最
大限に発揮できる環境の整備を進めて
いき、大学病院をも上回るレベルの情
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ま、自分がその立場になって実感してい
ます。先輩達に育ててもらったように、
今度は我々が後輩達を引き上げていき、
臨床と研究の両面で患者さんに貢献で
きる人材を育成したいと思います」（宇佐
美先生）
　吉村先生は、臨床業務やチーム医療
の実践をベースに、アウトカムのデータ
化、資格・認定の取得、学会発表、そし
て論文作成といった一連の活動が「あた
り前の環境」を築き上げてきた。さらに
は、木村先生、宇佐美先生を含む6名の
学位取得者を輩出し、現在も４名が目指
している。「当院の薬剤師の多くは地元
出身者であり、最初は皆ごく普通の薬剤
師でした。しかし、先輩が後輩の成長を
支える組織風土の中で、目標を持ち、成
長してきたのです。人材育成に近道はあ
りません。もちろん、マネジメントの理論
は必要ですが、重要なのは組織の絆であ
り、どれだけ信頼関係が築かれているか
です。これからも、一人ひとりの薬剤師
の想い、価値観を大切にし、“やりがい日
本一の薬剤部”を目指します」
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業務内容の数値化（見える化）資料1 抗菌薬適正使用への介入　―提案内容―資料2

■業務

外来調剤・入院調剤 処方箋件数・院外処方枚数・1日平均処方箋枚数・
一包化調剤件数・患者待ち時間（1日毎）

処方箋枚数・調剤件数・1日平均枚数・各病棟患者数

時間内・時間外病棟時間、ハイリスク薬説明件数、
持参薬確認件数、退院指導件数、薬剤管理指導件数、
業務記録（疑義照会、問い合わせ、提案等）

介入件数・提案内容・提案件数・受諾率・
がん患者指導管理料3算定件数等

調製件数・通院治療センター患者数・
無菌製剤処理加算算定件数等
介入件数・提案内容・提案件数・受諾率
治験実施数・業務関連メール数・臨床研究審査数

ラウンド回数、提案内容・提案件数・受諾率

各薬剤師の時間外時間

注射薬調剤

病棟薬剤業務

薬剤師外来

通院治療センター・
抗がん薬調製
感染制御（ICT）
治験管理センター

NSTラウンド・
褥瘡ラウンド
時間外勤務

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

⇒

N=645

■2017年4月－2018年3月
新規介入患者数/日：60.1人
フォローアップ件数/日：114.2人
提案件数/年：645件
受諾率（%） ：90.9 %

培養依頼
5.9%

増量
30.7%

減量
8.4%

用法変更
1.9%

培養結果に
基づく
薬剤変更
14.4%

効果を期待した
薬剤変更
6.8%

de-escalation
6.2%

副作用に対する
薬剤変更
1.7%

内服への
スイッチ
4.5%

投与終了
18.9%

長期投与
0.6%



超高齢社会における安全、安心な薬物療法の継続を目指して
　超高齢社会を迎えた日本では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができ
るための地域包括ケアシステムの構築が推進されている。安全、安心な薬物療法を継続するための薬薬連携が重要視される中
で、兵庫県では医療圏を超えた薬薬連携に積極的に取り組んでいる地域がある。ここでは、兵庫県病院薬剤師会摂丹支部を中心
とした活動展開と、三田市の三田市民病院、丹波市の柏原赤十字病院、篠山市の兵庫医科大学ささやま医療センターの各施設に
おける取り組みと課題、そして、さらなる高齢化を見据えた展開について紹介する。

兵庫県病院薬剤師会摂丹支部
-pharmacy-3CChallenge

Cooperation 
Communication

兵庫県病院薬剤師会摂丹支部の
連携推進と学ぶ機会の創出
　兵庫県病院薬剤師会摂丹支部は、
阪神北医療圏の一部にあたる三田市と
丹波医療圏である丹波市、篠山市で構
成されている。これは、三田市の場合、
同じ阪神北医療圏で隣接する宝塚市な
どよりも、丹波市、篠山市からの受診
患者さんが多いことがその理由である。
同支部では、10年以上前から薬剤師
会と共催で年10回の研修会を実施し
ており、開催100回を超え発展してき
た。また、同じく薬薬連携を推進してい
る県病院薬剤師会但馬支部と支部を
超えた交流も行なってきた。
　摂丹支部の支部長を務める三田市
民病院薬剤科薬剤長の櫻井先生は、
「遠隔地も含めて、薬局薬剤師と病院
薬剤師の顔の見える関係を作ろうと活
動してきましたが、2016年に兵庫県病
院薬剤師会と兵庫県薬剤師会が統合
され、さらに交流と学びの機会が増え
ました（資料1）。現在は、三田市で年5

回、丹波市で年10回の共催研修会が
あり、日本病院薬剤師会の認定薬剤師
の単位も取得できます。さらに篠山市
薬剤師会では『薬剤師生涯研修inささ
やま』が実施されています」と語る。研
修会は、最近では講座だけでなく事例
報告、ディスカッションなど多彩な形式
を取り入れるようになり、活況を呈して
いる。また、有志による勉強会も随時
立ち上げられるなど、連携は着実に推
進されている。
　同支部における研修会開催の発端
は、2006年6月に丹波市の病院薬剤
師と保険薬局薬剤師（以下、薬局薬剤
師）が、「顔の見える関係づくり」を目的
に結成したプロジェクトチームにある。
プロジェクトの中心人物の一人、柏原
赤十字病院薬剤課長の小玉先生は、
「病院薬剤師として薬局薬剤師と医師
の意思疎通のために何ができるか、在
宅医療が推進される中で安全で安心な
薬物治療の継続を実現するためにどう
あるべきかを考えることが重要」だと強

調し、交流を深めることで「薬剤師が1人
で運営している薬局を含め、保険薬局
への理解が深まった」と話す。一方、薬
局薬剤師からは、『疑義照会がしやすく
なった』『ちょっとした疑問点も聞きや
すくなった』との声が上がっている。保
険薬局同士が疑義照会の方法等の情
報を共有できることもメリットであり、
研修会は学ぶ機会の創出とともに、相
互理解の醸成に役立っている。

有志による取り組みから
地域全体の連携拡大へ
　2014年4月に兵庫医科大学ささや
ま医療センター（以下、ささやま医療セ
ンター）医療技術部門薬剤室に赴任し
た志方先生は、当初、地域の薬剤師間
の連携の土壌ができていることが印象
深かったと振り返る。その中で自身の
研究テーマでもあったポリファーマ
シーについて、皆で考えていこうと療養
型病院、回復期リハビリテーション病
院の薬剤師に声をかけ、2016年に「ポ

リファーマシーと地域連携を考える会 
in TSS（丹波・篠山・三田）」を立ち上
げた（資料2）。年2回の勉強会には薬
局薬剤師も参加している。「当院におけ
る保険薬局との連携は今後の課題で
もありますが、勉強会の立ち上げによっ
て薬局薬剤師が直接当院の薬剤室に
来られることが増えるなど、より顔の見
える関係が構築されてきています。当
病院長の発案で開催した喘息の吸入
薬をテーマとした勉強会では、病院薬
剤師と薬局薬剤師が協力してファシリ
テーターを務めました」
　こうした取り組みに対し、支部として
もできるだけ協力する考えだ。「吸入薬
をテーマとした勉強会は、2018年8月
に三田市でも開催しており、高齢者が
多い地域において正しい吸入指導が行
える薬剤師の育成に貢献していく予定
である。またポリファーマシーの勉強会
とともに、地域で急性期、療養型、回復
期リハの各病院間におけるシームレス
な薬物療法のための連携を構築したい
と思います」（櫻井先生）

地域包括ケアシステムにおける
基幹病院の役割と課題
　三田市民病院は、三田市で唯一、2
次救急と出産への対応が可能なこと、
また逆紹介率100％が特色であり、薬
剤科は救急への対応はもちろん、地域
の医療機関との連携を一層強化してい
く必要がある。患者さんの退院時は、
薬剤科で他院からの処方薬を含めた全
ての薬剤情報を整理し、かかりつけ医

に提供している。一方、保険薬局への
情報提供はお薬手帳を活用している
が、2018年6月からトレーシングレポー
トの運用を開始し、薬局薬剤師と情報
を共有する機会を増やし、連携を強化
したいと考えている。「7月には、トレー
シングレポートをテーマに、当地域の病
院薬剤師と薬局薬剤師がともに参加す
るセミナーを開催しました。顔を合わせ
てディスカッションする機会を重ねて、
薬剤師による退院時共同指導に繋がれ
ばと思っています。」（櫻井先生）
　柏原赤十字病院とささやま医療セン
ターは、ともに地域包括ケア病棟を有
し、急性期から在宅への橋渡しの役割
をも担っている。保険薬局との連携が
進む柏原赤十字病院の小玉先生は、
退院時カンファレンスへのさらなる参
加促進とともに、「病院薬剤師として
は、退院時指導や情報提供の内容が
受け手である保険薬局のニーズに合っ
ているか、ヒアリングしながら検証した
いと思います」と語る。一方、ささやま
医療センターの志方先生は、まずは退
院時カンファレンスに病院と保険薬局
の薬剤師が参加することを当面の課題
と考えている。

超高齢社会における薬剤師の
今後の展望
　2018年2月1日現在の高齢化率は、
兵庫県全体が28％、篠山市、丹波市
は34％前後、三田市は23％弱で、い
ずれも慢性疾患を持つ患者さんが多
い。さらなる高齢化が予想される中、3

人の先生方に今後の薬剤師の役割と
展望について伺った。
「薬局薬剤師だけではなく病院薬剤師
も在宅医療に関わっていくことが重要
だと考えています。人的資源の問題か
ら時間がかかるかもしれませんが、当
院の訪問看護ステーションや地域の保
険薬局の協力を得て、病院薬剤師が同
行する仕組みの構築や、在宅医療に参
画できる薬剤師の育成に力を入れたい
と思います」（志方先生）
「これまでの活動を通じて‘人は財産
だ’と強く感じています。薬剤師同士が
切磋琢磨し合うことで一人ひとりの実
力が向上すれば、多職種の中でも存在
感が高まり、人材不足を補うことにもな
るでしょう。目指すのは、皆でともに技
量を高め、支え合って、シームレスな薬
物療法を実現することです。また丹波
市、篠山市は全国的にみても高齢化が
進んでいますので、先駆けとして他地域
の参考になれるよう力を尽くしたいと
思います」（小玉先生）
「三田市は今後急速な高齢化が予想さ
れており、薬剤師の役割は、服薬アド
ヒアランスやポリファーマシーの問題を
含め、薬物療法をトータルにサポート
し、健康寿命の延伸に貢献することだ
と考えます。薬剤師が同じ地域に定着
し、連携も強固になってくると、追跡調
査がしやすく臨床研究などで貢献でき
る可能性もありますので、今後、どのよ
うな活動をしていけばよいのか、地域
全体で考えていきたいと思います」（櫻
井先生）

～医療圏を超えた薬薬連携の取り組み～
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情報提供はお薬手帳を活用している
が、2018年6月からトレーシングレポー
トの運用を開始し、薬局薬剤師と情報
を共有する機会を増やし、連携を強化
したいと考えている。「7月には、トレー
シングレポートをテーマに、当地域の病
院薬剤師と薬局薬剤師がともに参加す
るセミナーを開催しました。顔を合わせ
てディスカッションする機会を重ねて、
薬剤師による退院時共同指導に繋がれ
ばと思っています。」（櫻井先生）
　柏原赤十字病院とささやま医療セン
ターは、ともに地域包括ケア病棟を有
し、急性期から在宅への橋渡しの役割
をも担っている。保険薬局との連携が
進む柏原赤十字病院の小玉先生は、
退院時カンファレンスへのさらなる参
加促進とともに、「病院薬剤師として
は、退院時指導や情報提供の内容が
受け手である保険薬局のニーズに合っ
ているか、ヒアリングしながら検証した
いと思います」と語る。一方、ささやま
医療センターの志方先生は、まずは退
院時カンファレンスに病院と保険薬局
の薬剤師が参加することを当面の課題
と考えている。

超高齢社会における薬剤師の
今後の展望
　2018年2月1日現在の高齢化率は、
兵庫県全体が28％、篠山市、丹波市
は34％前後、三田市は23％弱で、い
ずれも慢性疾患を持つ患者さんが多
い。さらなる高齢化が予想される中、3

人の先生方に今後の薬剤師の役割と
展望について伺った。
「薬局薬剤師だけではなく病院薬剤師
も在宅医療に関わっていくことが重要
だと考えています。人的資源の問題か
ら時間がかかるかもしれませんが、当
院の訪問看護ステーションや地域の保
険薬局の協力を得て、病院薬剤師が同
行する仕組みの構築や、在宅医療に参
画できる薬剤師の育成に力を入れたい
と思います」（志方先生）
「これまでの活動を通じて‘人は財産
だ’と強く感じています。薬剤師同士が
切磋琢磨し合うことで一人ひとりの実
力が向上すれば、多職種の中でも存在
感が高まり、人材不足を補うことにもな
るでしょう。目指すのは、皆でともに技
量を高め、支え合って、シームレスな薬
物療法を実現することです。また丹波
市、篠山市は全国的にみても高齢化が
進んでいますので、先駆けとして他地域
の参考になれるよう力を尽くしたいと
思います」（小玉先生）
「三田市は今後急速な高齢化が予想さ
れており、薬剤師の役割は、服薬アド
ヒアランスやポリファーマシーの問題を
含め、薬物療法をトータルにサポート
し、健康寿命の延伸に貢献することだ
と考えます。薬剤師が同じ地域に定着
し、連携も強固になってくると、追跡調
査がしやすく臨床研究などで貢献でき
る可能性もありますので、今後、どのよ
うな活動をしていけばよいのか、地域
全体で考えていきたいと思います」（櫻
井先生）
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薬剤師会摂丹支部・病院薬剤師会摂丹支部共催セミナー
平成28-29年度のテーマと参加状況

資料1 ポリファーマシーと地域連携を考える会
in TSS（丹波・篠山・三田）セミナー

資料2
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考えるワークショップ

地域包括ケアにおける
ポリファーマシー対策
～宝塚市の取り組み～
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適正使用を考える
～循環器疾患患者における
　薬剤の適正使用について～
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吉岡　睦展　先生
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医薬品安全管理のための医薬品情報の共有と活用
　2012年度診療報酬改定で新設された「病棟薬剤業務実施加算」では、医薬品情報管理室（DI室）が病棟の薬剤師と密接に
連携して医薬品情報の収集と伝達を行い、施設内における有効で安全な薬物療法を確保することが求められている。そのよう
な中で、けいゆう病院（神奈川県横浜市・410床）では、DI室が中心となって医薬品安全管理体制を構築。医薬品情報データ
ベースの構築と院内LANによる全職種による情報共有、病棟薬剤師との連携による情報の収集と発信などに成果を上げてい
る。同院における医薬品情報の活用と病棟薬剤業務との連携、ポリファーマシー対策の取り組みを取材する中から、これから
の医薬品情報管理のあり方を探る。

一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 薬局
-pharmacy-4CChallenge

Cooperation 
Communication

医薬品情報データベースの
構築による情報共有
　けいゆう病院は、薬剤師40名の体
制で抗がん剤調製を含む外来調剤業務
（院外処方箋発行率8％）、ICU、手術室
を含めた全病棟での病棟業務、チーム
医療など幅広い活動を展開する。薬局
長の林先生は、「薬剤師に対するニーズ
の多様化、専門化に対応するため、業務
拡大を積極的に進めてきたことで、薬剤
師の増員にもつながりました。2012年
度の病棟薬剤業務実施加算では業務
内容の標準化、医薬品情報部門との連
携体制などをいち早く整備し、７月より
算定を開始しました」と話す。
　病棟薬剤業務実施加算では、「医療
従事者が必要な時に医薬品安全性情
報等を容易に入手できる体制」を有する
ことが求められるが、同院では2007年
に院内LANを用いた医薬品情報デー
タベース（以下、DB）による情報共有を
実現するなど、DI室が中心になって体

制を構築してきた。DI室長の鈴木先生
は、「私が担当になった2005年当時、
医薬品に関する質疑は質問者と対応者
のやり取りに留まり、関係者で共有され
ていませんでした。これらの質疑は類似
した内容が多く、医療安全上、重要な
情報が多く含まれていたことから、可視
化と共有化に取り組みました。具体的に
は、質疑応答、疑義照会、プレアボイド
報告の記録をDB化し、院内LANによっ
て医師・看護師・薬剤師などが必要な
情報を迅速に入手できる仕組みを構築
しました」と振り返る。
　現在、DBには約14,000件のデータ
が蓄積されている。薬剤師はまずDBを
確認し、解決しない場合のみDI室に問
い合わせるため質疑応答の件数は減少
しており、医師、看護師からの質疑も病
棟薬剤師がDIとして機能するように
なったことで、やはりDI室への問い合
わせは減少するなど、業務の効率化が
実現した。また、プレアボイド報告は医

療安全に直結する情報であり、鈴木先
生はDBに蓄積される報告を分析し、同
様の傾向が見られれば院内に周知して
注意を促す。H2ブロッカーとプロトン
ポンプ阻害薬の同種同効薬重複投与
に関する情報発信により、併用例が減
少したのもその一例だ。この他、各報告
事例は印刷物にして毎月回覧するほか、
新人教育にも活用している。

DI室が担う安全対策と
病棟薬剤業務との連携
　DI室では副作用情報の収集にも力を入
れており、薬剤師を中心に年間約160件
の副作用報告が行われている。情報収集
においては、薬と有害事象の因果関係
をよりクリアにするために、様々な可能
性を除外する思考過程の勉強会を実施
している。また、最近では副作用を生じ
た患者さんに対しては、医薬品副作用
被害救済制度の情報提供を行い、給付
決定に至る事例も増えている。さらに、

2017年度からは未承認・禁忌・適応外
使用のモニタリングを薬剤師主導で始
めている。
　一方、病棟においては3病棟を1ユ
ニットとして4名のチームを編成。鈴木
先生は各チームの病棟カンファレンスお
よび全病棟薬剤師が参加する週1回の
DIカンファレンスで薬剤管理指導やプ
レアボイド、インシデントなどの事例の
共有、様々な医薬品情報の発信を行う。
また、院内で共有すべき情報は医療安
全カンファレンスなどを通じて周知す
る。病棟業務を統括する伊藤先生は、
「病棟薬剤師はDI室から発信される医
薬品情報をしっかり把握し、各病棟の
カンファレンスなどで他職種に伝えるこ
とが重要な役割です。病棟薬剤師全員
が担当病棟における医薬品適正使用の
責任者としての意識を強く持っていま
す」と話す。
　DI活動の広がりを踏まえて鈴木先生
は、「製薬企業やPMDA、文献など院外
の情報だけでなく、病棟薬剤師と連携
して積極的に院内の情報を収集、評価
し、発信することがDIの役割であり、
そのための臨床力が求められている」と
指摘する（資料1）。

医師との協働による
ポリファーマシー対策
　同院では、2016年度診療報酬改定
で多剤投薬の患者さんの減薬を伴う指
導を評価する「薬剤総合評価調整加
算」が新設されると、すぐに体制作りに
取り組んだ。伊藤先生は、「病棟では大

量の持参薬を目にする機会が多く、以
前から薬剤師が処方の適正化に関わる
べきだと思っていました。加算の新設を
機に医師との協働によるポリファーマ
シー対策に着手し、7月から算定を開始
しました」と振り返る。
　介入の流れは、まず入院受付時に薬
剤師が服薬状況を把握して病棟に情報
を伝える。次に病棟薬剤師が初回面談
で持参薬を確認し、加算対象かつ一週
間以上の入院が見込まれる患者さんを
スクリーニングし、減薬が可能と判断さ
れた場合は医師に提案（能動的介入）す
る。減薬を行った際は、病態の変化がな
いか慎重にモニタリングし、退院時まで
継続できた場合に算定する。この他に
薬剤師が関与せずに医師の判断で減薬
を行うケース（受動的介入）があるが、
薬剤総合評価調整記録は事前に取り
決めたプロトコールにより薬剤師が作
成を代行することで、医師の負担軽減
と確実な算定が可能となった（資料2）。
　2016年7～11月の算定者数134名
のうち能動的介入は34名、受動的介入
は95名、その他５名であった。「当院で
はスクリーニングツールとしてSTOPP 
criteriaなどを用いていますが、能動的
介入34名のうちツールに該当したのは
3名のみでした。適正使用のためには、
ツールだけでなく患者背景やアドヒアラ
ンスなどの個々の患者情報とともに、医
薬品情報に基づいて多角的に評価する
必要があります」と伊藤先生。また、入
院の多くが紹介患者である現状から、
かかりつけ医や保険薬局に対して、入

院中の処方情報を確実に伝達すること
を今後の課題として挙げた。
　ITを活用した医薬品情報の共有、病
棟薬剤業務、ポリファーマシー対策な
ど、同院では薬剤師へのニーズを素早く
キャッチし、独自の体制を創り上げてき
た。今後の目標を先生方に伺った。
「今後は医師との協働によるポリファー
マシー対策の成果の検証にも取り組み
たいですね。また、プロトコールに基づ
く薬物治療管理（PBPM）など、患者さ
んに貢献できる薬剤師業務を開拓して
いきたいと思います」（伊藤先生）　　
「PMDAで把握している副作用報告は
氷山の一角であり、特に医療機関から
の報告が少ないことから、医療従事者
への啓発に力を入れていく必要がありま
す。また、薬剤師が副作用と有害事象
を見極めて、医師とともに薬物治療の
安全性や有効性を評価していくことに
よって、医療の進歩に貢献することが、
我々に課せられた責務だと認識していま
す」（鈴木先生）
　林先生は、薬剤師の役割や薬の専門
家としての認識を高めるには、それを裏
付ける根拠と実績が必要だとし、「医療
安全管理委員会などで薬剤師が患者さ
んの不利益を回避した事例などを報告
し、存在価値をアピールしていきたいと
思います。また、地域包括ケアシステム
構築に向けた薬剤師会との連携強化が
今後の課題であり、病院と保険薬局が
双方向で情報共有し、地域全体で切れ
目のない薬物療法が提供できるよう努
めていきたい」と展望した。

～病棟薬剤業務を支援するDI業務のあり方～

林　 誠一 先生
薬局長
はやし             せい   いち

鈴木 信也 先生
医薬品情報管理室長
すず    き        しん    や

伊藤 智一 先生
主任
い    とう      とも   かず
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医薬品情報データベースの
構築による情報共有
　けいゆう病院は、薬剤師40名の体
制で抗がん剤調製を含む外来調剤業務
（院外処方箋発行率8％）、ICU、手術室
を含めた全病棟での病棟業務、チーム
医療など幅広い活動を展開する。薬局
長の林先生は、「薬剤師に対するニーズ
の多様化、専門化に対応するため、業務
拡大を積極的に進めてきたことで、薬剤
師の増員にもつながりました。2012年
度の病棟薬剤業務実施加算では業務
内容の標準化、医薬品情報部門との連
携体制などをいち早く整備し、７月より
算定を開始しました」と話す。
　病棟薬剤業務実施加算では、「医療
従事者が必要な時に医薬品安全性情
報等を容易に入手できる体制」を有する
ことが求められるが、同院では2007年
に院内LANを用いた医薬品情報デー
タベース（以下、DB）による情報共有を
実現するなど、DI室が中心になって体

制を構築してきた。DI室長の鈴木先生
は、「私が担当になった2005年当時、
医薬品に関する質疑は質問者と対応者
のやり取りに留まり、関係者で共有され
ていませんでした。これらの質疑は類似
した内容が多く、医療安全上、重要な
情報が多く含まれていたことから、可視
化と共有化に取り組みました。具体的に
は、質疑応答、疑義照会、プレアボイド
報告の記録をDB化し、院内LANによっ
て医師・看護師・薬剤師などが必要な
情報を迅速に入手できる仕組みを構築
しました」と振り返る。
　現在、DBには約14,000件のデータ
が蓄積されている。薬剤師はまずDBを
確認し、解決しない場合のみDI室に問
い合わせるため質疑応答の件数は減少
しており、医師、看護師からの質疑も病
棟薬剤師がDIとして機能するように
なったことで、やはりDI室への問い合
わせは減少するなど、業務の効率化が
実現した。また、プレアボイド報告は医

療安全に直結する情報であり、鈴木先
生はDBに蓄積される報告を分析し、同
様の傾向が見られれば院内に周知して
注意を促す。H2ブロッカーとプロトン
ポンプ阻害薬の同種同効薬重複投与
に関する情報発信により、併用例が減
少したのもその一例だ。この他、各報告
事例は印刷物にして毎月回覧するほか、
新人教育にも活用している。

DI室が担う安全対策と
病棟薬剤業務との連携
　DI室では副作用情報の収集にも力を入
れており、薬剤師を中心に年間約160件
の副作用報告が行われている。情報収集
においては、薬と有害事象の因果関係
をよりクリアにするために、様々な可能
性を除外する思考過程の勉強会を実施
している。また、最近では副作用を生じ
た患者さんに対しては、医薬品副作用
被害救済制度の情報提供を行い、給付
決定に至る事例も増えている。さらに、

2017年度からは未承認・禁忌・適応外
使用のモニタリングを薬剤師主導で始
めている。
　一方、病棟においては3病棟を1ユ
ニットとして4名のチームを編成。鈴木
先生は各チームの病棟カンファレンスお
よび全病棟薬剤師が参加する週1回の
DIカンファレンスで薬剤管理指導やプ
レアボイド、インシデントなどの事例の
共有、様々な医薬品情報の発信を行う。
また、院内で共有すべき情報は医療安
全カンファレンスなどを通じて周知す
る。病棟業務を統括する伊藤先生は、
「病棟薬剤師はDI室から発信される医
薬品情報をしっかり把握し、各病棟の
カンファレンスなどで他職種に伝えるこ
とが重要な役割です。病棟薬剤師全員
が担当病棟における医薬品適正使用の
責任者としての意識を強く持っていま
す」と話す。
　DI活動の広がりを踏まえて鈴木先生
は、「製薬企業やPMDA、文献など院外
の情報だけでなく、病棟薬剤師と連携
して積極的に院内の情報を収集、評価
し、発信することがDIの役割であり、
そのための臨床力が求められている」と
指摘する（資料1）。

医師との協働による
ポリファーマシー対策
　同院では、2016年度診療報酬改定
で多剤投薬の患者さんの減薬を伴う指
導を評価する「薬剤総合評価調整加
算」が新設されると、すぐに体制作りに
取り組んだ。伊藤先生は、「病棟では大

量の持参薬を目にする機会が多く、以
前から薬剤師が処方の適正化に関わる
べきだと思っていました。加算の新設を
機に医師との協働によるポリファーマ
シー対策に着手し、7月から算定を開始
しました」と振り返る。
　介入の流れは、まず入院受付時に薬
剤師が服薬状況を把握して病棟に情報
を伝える。次に病棟薬剤師が初回面談
で持参薬を確認し、加算対象かつ一週
間以上の入院が見込まれる患者さんを
スクリーニングし、減薬が可能と判断さ
れた場合は医師に提案（能動的介入）す
る。減薬を行った際は、病態の変化がな
いか慎重にモニタリングし、退院時まで
継続できた場合に算定する。この他に
薬剤師が関与せずに医師の判断で減薬
を行うケース（受動的介入）があるが、
薬剤総合評価調整記録は事前に取り
決めたプロトコールにより薬剤師が作
成を代行することで、医師の負担軽減
と確実な算定が可能となった（資料2）。
　2016年7～11月の算定者数134名
のうち能動的介入は34名、受動的介入
は95名、その他５名であった。「当院で
はスクリーニングツールとしてSTOPP 
criteriaなどを用いていますが、能動的
介入34名のうちツールに該当したのは
3名のみでした。適正使用のためには、
ツールだけでなく患者背景やアドヒアラ
ンスなどの個々の患者情報とともに、医
薬品情報に基づいて多角的に評価する
必要があります」と伊藤先生。また、入
院の多くが紹介患者である現状から、
かかりつけ医や保険薬局に対して、入

院中の処方情報を確実に伝達すること
を今後の課題として挙げた。
　ITを活用した医薬品情報の共有、病
棟薬剤業務、ポリファーマシー対策な
ど、同院では薬剤師へのニーズを素早く
キャッチし、独自の体制を創り上げてき
た。今後の目標を先生方に伺った。
「今後は医師との協働によるポリファー
マシー対策の成果の検証にも取り組み
たいですね。また、プロトコールに基づ
く薬物治療管理（PBPM）など、患者さ
んに貢献できる薬剤師業務を開拓して
いきたいと思います」（伊藤先生）　　
「PMDAで把握している副作用報告は
氷山の一角であり、特に医療機関から
の報告が少ないことから、医療従事者
への啓発に力を入れていく必要がありま
す。また、薬剤師が副作用と有害事象
を見極めて、医師とともに薬物治療の
安全性や有効性を評価していくことに
よって、医療の進歩に貢献することが、
我々に課せられた責務だと認識していま
す」（鈴木先生）
　林先生は、薬剤師の役割や薬の専門
家としての認識を高めるには、それを裏
付ける根拠と実績が必要だとし、「医療
安全管理委員会などで薬剤師が患者さ
んの不利益を回避した事例などを報告
し、存在価値をアピールしていきたいと
思います。また、地域包括ケアシステム
構築に向けた薬剤師会との連携強化が
今後の課題であり、病院と保険薬局が
双方向で情報共有し、地域全体で切れ
目のない薬物療法が提供できるよう努
めていきたい」と展望した。
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医薬品情報担当者の情報源資料1 ポリファーマシーへの介入方法
病棟薬剤師による能動的介入と受動的介入

資料2

当院DIが用いている情報源

院内情報源

院外情報源

DLST歴

副作用報告 プレアボイド ・
疑義照会

製薬企業

PMDA

未承認 ・ 禁忌 ・
適応外使用
モニタリング

インシデント ・
アクシデント

文献 ・ 一次資料

DI

加算対象かつ1週間以上の入院が
見込まれる患者のスクリーニングの実施

減薬を行った際のモニタリングの実施

薬剤総合評価調整記録の作成代行の実施

能
動
的
介
入

受
動
的
介
入

症状再燃の有無
検査値
バイタルサイン
食事摂取量
排便状況
コンプライアンス
アドヒアランス など

【モニタリング項目】



薬薬連携、多職種連携による医薬品の適正使用
　薬物療法の高度化や地域包括ケアシステムの構築が進む中で、薬剤師の役割は多様化し、これまで以上に多職種との連携の
下で専門職能を発揮することが期待されている。マツダ病院（広島県安芸郡・270床）薬剤部は、医薬品の適正使用を介して患
者さんに最適な薬物療法を確実に提供することを目指し、病棟および外来における業務体制の強化とともに、地域薬剤師会、
院内外の多職種との連携によるシームレスな患者支援体制の構築を進めている。同院における外来がん患者支援と退院支援
の取り組みにスポットをあて、現状と今後の展望について取材した。

マツダ株式会社マツダ病院／一般社団法人安芸薬剤師会
-pharmacy-5CChallenge

Cooperation 
Communication

「薬あるところに薬剤師あり」の
実践と薬薬連携による情報共有
　マツダ病院薬剤部は、「薬あるところ
に薬剤師あり」の実践を目標に、計画的
に薬剤業務を拡充してきた。薬剤部長
の西原先生は、「10年以上前から、病
棟業務体制の確立後に外来での患者
支援を本格化することを視野に入れ、
業務改善を続けてきました。病棟では、
2005年の配薬準備への介入を足がか
りに、2010年の定期処方入力を含む
処方支援体制の構築、2012年には病
棟薬剤業務実施加算の算定開始と段
階的に業務を拡大し、病棟全体の安全
管理と業務効率化に成果を上げまし
た」と話す。こうした活動が評価され、
人員増加とともに2015年には外来に
おけるがん患者を対象とした薬剤師外
来、院外処方箋への検査値用紙添付が
実現した。　　
　院内の体制作りと並行して安芸薬剤
師会との連携強化にも取り組んできた。

2009年10月には「安芸地区薬薬連携
研修会」を発足、相互の情報交換や年
3～4回の研修会でスキルアップを図っ
ている。安芸薬剤師会理事の平賀先生
は、「今後、保険薬局が地域包括ケアで
求められる役割を担うには病院との連
携が不可欠です。検査値などの情報共
有もその一環であり、取り組みを進める
中で課題を共有し、一緒に解決に取り
組んでいます」と話す。
　がん患者を対象とした薬剤師外来で
は、がん関連の専門資格を有する3名
の薬剤師が曜日担当制で医師の診察前
に服薬指導を行う。「外来化学療法を
行う全てのがん患者さんを対象としてい
ること、 『治療日誌』を患者支援および
医師、看護師、薬局薬剤師との情報共
有に活用していることが特徴です」と森
川先生は説明する。治療開始時にはレ
ジメン毎の説明書を用いて治療スケ
ジュールや副作用、日常生活の注意点
などを患者さんに説明し、治療日誌を交

付する。治療日誌には、「レジメン毎の説
明書」のほか、患者さんが日々の症状を
記録する「症状チェックシート」と「疼痛
チェックシート」、「薬薬連携シート」が1
冊のファイルに綴じられている。2回目
以降は、患者さんの記録から副作用発
現状況を確認し、支持療法やオピオイ
ドを含む鎮痛薬の処方を医師に提案す
るほか、薬薬連携シートにレジメン名と
治療スケジュール、残薬や支持療法、病
院薬剤師からの連絡事項などを記載す
る（資料1）。これにより、「薬局薬剤師
はそれまで不明であった注射抗がん剤
の情報や病院での説明内容が把握でき
るようになり、検査値情報も含めた情
報共有によって一歩踏み込んだ服薬支
援が可能になった」と平賀先生。アン
ケート調査でも、処方意図や薬剤の追
加理由が分かり患者さんとスムーズに
会話ができた、疑義照会で保湿剤の追
加を依頼できたなどの活用事例が集
まっている。

　西原先生は、がんを先行例にモデル
を確立した後は、喘息や糖尿病などの
慢性疾患の薬剤師外来に取り組む計画
だ。「これまでに築いた薬剤師会との連
携基盤を生かして、薬剤師による患者
支援の幅を広げていきたい」と次の展開
を見据える。

退院後の薬剤管理を見据え、
入院時から薬剤師が介入
　同院では地域連携体制強化のため
に、医療連携、入退院支援、相談支援
の3つの機能を統合した「患者診療支
援センター」を2015年に開設した。同
センターの津田看護師長は、「入退院支
援では、患者さんが退院後も安心して療
養できるように、入院早期から院内の多
職種をはじめ地域の医療機関や施設、
在宅サービス事業者などと連携してトー
タルに支援しています」と説明する。
　この流れの中で、薬剤部も2017年よ
り入退院支援の強化に着手した。「それ
まで薬剤師は要望があるときのみ退院
前カンファレンスに参加していましたが、
退院後も安全に薬物療法を継続するた
めには入院時から支援を行うべきだと
考えました」と森川先生は説明する。そ
こで、同院が品質管理の手法として推
進しているQC活動のテーマとして、入
退院支援における服薬管理体制の強化
を設定。森川先生をリーダーに、病棟看
護師、医療ソーシャルワーカー、作業療
法士のほか、津田氏をアドバイザーとす
るQCチームを結成し、2017年5月より
10ヵ月間にわたる活動を展開して支援

体制を確立した。
　退院支援の流れは、患者さんが入院
すると、薬剤師は初回面談時に退院後
に服薬管理に問題のある患者さんを抽
出し、入院後7日以内に開催される退
院支援カンファレンスで提案、個々の患
者さんに応じた支援方法を多職種で検
討する。また、情報を薬剤師間で共有
し、入院中は一包化や用法変更、剤形
変更、減薬などを医師に提案するほか、
早期から自己管理の練習を支援し、必
要に応じてかかりつけ薬局とも薬剤管
理方法を調整する。退院時には、服薬
状況、他院処方を含めた処方内容、処
方変更とその理由など薬に関する情報
を一元化した「薬剤関連情報提供書」
を作成し、退院前カンファレンスでケア
マネジャーや訪問看護師などのキー
パーソンに提供し、多職種での共有を
依頼する（資料2）。
　津田氏は薬剤師が参画することのメ
リットを実感していると話す。「特に退
院前カンファレンスは、院内、院外の関
係者が集まる貴重な機会です。がん末
期の患者さんでは薬の飲み方や副作用
への対応が問題になりますが、医師が
参加できない場合も薬剤師がいること
でその場で解決できることも多く、本当
に助かります」

地域全体における服薬情報の
一元管理と情報共有
　活動を通じて、退院支援対象者への
薬剤師の支援率は100％を達成し、退
院前カンファレンスへの参加依頼が大

幅に増加するという波及効果も生んだ。
森川先生は、「今後の課題は、実際に在
宅での服薬管理に問題がなかったかを
分析し、さらなる改善につなげていくこ
とです。患者さんに必要な支援は何かを
常に考え、チーム医療の中で薬剤師の
職能を発揮していきたいと思います」と
抱負を語る。一方、平賀先生は、退院前
カンファレンスへの保険薬局の参加を課
題に挙げる。「時間の確保など解決すべ
き問題はありますが、今後も病院薬剤
部との協力体制の下で、薬剤師会として
どのようなフォロー体制を築くべきか考
え、地域の底上げを図っていきます」
　認知症や独居の高齢者など手厚い支
援を必要とする患者さんが増える中で、
多職種が協力し合う地域のネットワーク
が必要だと話す津田氏は、「薬の保管場
所や飲み方が分からなくなるなど、在宅
では様々な問題が起きています。安心し
て住み慣れた地域で暮らせるように、薬
剤師がチームの一員として活躍すること
を期待しています」とエールを送った。
　地域包括ケアで大切なのは、地域全
体における服薬情報の一元管理と情報
共有だと西原先生は強調する。「患者さ
んがどの病院や施設を利用しても、常に
一元化された薬の情報が一緒にあれ
ば、医師、薬剤師、看護師などが共通の
理解のもとで薬物療法について話し合
い、最適化できます。そのための仕組み
作りがこれからの目標であり、薬剤師会
を始め地域の関係機関とともに協力し
ていきます」

～地域包括ケアを見据えた入院から在宅までのシームレスな患者支援～

西原 昌幸 先生

マツダ病院
薬剤部　薬剤部長
にし    はら     まさ   ゆき

森川 記道 先生

マツダ病院
薬剤部　主任薬剤師
もり   かわ      のり   みち

平賀 忠久 先生

安芸薬剤師会　理事
そうごう薬局向洋駅前店　薬局長
ひら     が       ただ   ひさ

津田 友美 氏

マツダ病院
患者診療支援センター　看護師長
つ     だ        とも    み
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「薬あるところに薬剤師あり」の
実践と薬薬連携による情報共有
　マツダ病院薬剤部は、「薬あるところ
に薬剤師あり」の実践を目標に、計画的
に薬剤業務を拡充してきた。薬剤部長
の西原先生は、「10年以上前から、病
棟業務体制の確立後に外来での患者
支援を本格化することを視野に入れ、
業務改善を続けてきました。病棟では、
2005年の配薬準備への介入を足がか
りに、2010年の定期処方入力を含む
処方支援体制の構築、2012年には病
棟薬剤業務実施加算の算定開始と段
階的に業務を拡大し、病棟全体の安全
管理と業務効率化に成果を上げまし
た」と話す。こうした活動が評価され、
人員増加とともに2015年には外来に
おけるがん患者を対象とした薬剤師外
来、院外処方箋への検査値用紙添付が
実現した。　　
　院内の体制作りと並行して安芸薬剤
師会との連携強化にも取り組んできた。

2009年10月には「安芸地区薬薬連携
研修会」を発足、相互の情報交換や年
3～4回の研修会でスキルアップを図っ
ている。安芸薬剤師会理事の平賀先生
は、「今後、保険薬局が地域包括ケアで
求められる役割を担うには病院との連
携が不可欠です。検査値などの情報共
有もその一環であり、取り組みを進める
中で課題を共有し、一緒に解決に取り
組んでいます」と話す。
　がん患者を対象とした薬剤師外来で
は、がん関連の専門資格を有する3名
の薬剤師が曜日担当制で医師の診察前
に服薬指導を行う。「外来化学療法を
行う全てのがん患者さんを対象としてい
ること、 『治療日誌』を患者支援および
医師、看護師、薬局薬剤師との情報共
有に活用していることが特徴です」と森
川先生は説明する。治療開始時にはレ
ジメン毎の説明書を用いて治療スケ
ジュールや副作用、日常生活の注意点
などを患者さんに説明し、治療日誌を交

付する。治療日誌には、「レジメン毎の説
明書」のほか、患者さんが日々の症状を
記録する「症状チェックシート」と「疼痛
チェックシート」、「薬薬連携シート」が1
冊のファイルに綴じられている。2回目
以降は、患者さんの記録から副作用発
現状況を確認し、支持療法やオピオイ
ドを含む鎮痛薬の処方を医師に提案す
るほか、薬薬連携シートにレジメン名と
治療スケジュール、残薬や支持療法、病
院薬剤師からの連絡事項などを記載す
る（資料1）。これにより、「薬局薬剤師
はそれまで不明であった注射抗がん剤
の情報や病院での説明内容が把握でき
るようになり、検査値情報も含めた情
報共有によって一歩踏み込んだ服薬支
援が可能になった」と平賀先生。アン
ケート調査でも、処方意図や薬剤の追
加理由が分かり患者さんとスムーズに
会話ができた、疑義照会で保湿剤の追
加を依頼できたなどの活用事例が集
まっている。

　西原先生は、がんを先行例にモデル
を確立した後は、喘息や糖尿病などの
慢性疾患の薬剤師外来に取り組む計画
だ。「これまでに築いた薬剤師会との連
携基盤を生かして、薬剤師による患者
支援の幅を広げていきたい」と次の展開
を見据える。

退院後の薬剤管理を見据え、
入院時から薬剤師が介入
　同院では地域連携体制強化のため
に、医療連携、入退院支援、相談支援
の3つの機能を統合した「患者診療支
援センター」を2015年に開設した。同
センターの津田看護師長は、「入退院支
援では、患者さんが退院後も安心して療
養できるように、入院早期から院内の多
職種をはじめ地域の医療機関や施設、
在宅サービス事業者などと連携してトー
タルに支援しています」と説明する。
　この流れの中で、薬剤部も2017年よ
り入退院支援の強化に着手した。「それ
まで薬剤師は要望があるときのみ退院
前カンファレンスに参加していましたが、
退院後も安全に薬物療法を継続するた
めには入院時から支援を行うべきだと
考えました」と森川先生は説明する。そ
こで、同院が品質管理の手法として推
進しているQC活動のテーマとして、入
退院支援における服薬管理体制の強化
を設定。森川先生をリーダーに、病棟看
護師、医療ソーシャルワーカー、作業療
法士のほか、津田氏をアドバイザーとす
るQCチームを結成し、2017年5月より
10ヵ月間にわたる活動を展開して支援

体制を確立した。
　退院支援の流れは、患者さんが入院
すると、薬剤師は初回面談時に退院後
に服薬管理に問題のある患者さんを抽
出し、入院後7日以内に開催される退
院支援カンファレンスで提案、個々の患
者さんに応じた支援方法を多職種で検
討する。また、情報を薬剤師間で共有
し、入院中は一包化や用法変更、剤形
変更、減薬などを医師に提案するほか、
早期から自己管理の練習を支援し、必
要に応じてかかりつけ薬局とも薬剤管
理方法を調整する。退院時には、服薬
状況、他院処方を含めた処方内容、処
方変更とその理由など薬に関する情報
を一元化した「薬剤関連情報提供書」
を作成し、退院前カンファレンスでケア
マネジャーや訪問看護師などのキー
パーソンに提供し、多職種での共有を
依頼する（資料2）。
　津田氏は薬剤師が参画することのメ
リットを実感していると話す。「特に退
院前カンファレンスは、院内、院外の関
係者が集まる貴重な機会です。がん末
期の患者さんでは薬の飲み方や副作用
への対応が問題になりますが、医師が
参加できない場合も薬剤師がいること
でその場で解決できることも多く、本当
に助かります」

地域全体における服薬情報の
一元管理と情報共有
　活動を通じて、退院支援対象者への
薬剤師の支援率は100％を達成し、退
院前カンファレンスへの参加依頼が大

幅に増加するという波及効果も生んだ。
森川先生は、「今後の課題は、実際に在
宅での服薬管理に問題がなかったかを
分析し、さらなる改善につなげていくこ
とです。患者さんに必要な支援は何かを
常に考え、チーム医療の中で薬剤師の
職能を発揮していきたいと思います」と
抱負を語る。一方、平賀先生は、退院前
カンファレンスへの保険薬局の参加を課
題に挙げる。「時間の確保など解決すべ
き問題はありますが、今後も病院薬剤
部との協力体制の下で、薬剤師会として
どのようなフォロー体制を築くべきか考
え、地域の底上げを図っていきます」
　認知症や独居の高齢者など手厚い支
援を必要とする患者さんが増える中で、
多職種が協力し合う地域のネットワーク
が必要だと話す津田氏は、「薬の保管場
所や飲み方が分からなくなるなど、在宅
では様々な問題が起きています。安心し
て住み慣れた地域で暮らせるように、薬
剤師がチームの一員として活躍すること
を期待しています」とエールを送った。
　地域包括ケアで大切なのは、地域全
体における服薬情報の一元管理と情報
共有だと西原先生は強調する。「患者さ
んがどの病院や施設を利用しても、常に
一元化された薬の情報が一緒にあれ
ば、医師、薬剤師、看護師などが共通の
理解のもとで薬物療法について話し合
い、最適化できます。そのための仕組み
作りがこれからの目標であり、薬剤師会
を始め地域の関係機関とともに協力し
ていきます」
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薬剤師外来における患者支援と
治療日誌による情報共有

資料1 入院時から退院までの患者支援フロー資料2

抗がん剤治療開始時

治療日誌
治療スケジュール、副作用、日常生活の注意点を説明

を交付
治療スケジュール、副作用、日常生活の注意点の説明用紙
症状チェックシート、疼痛チェックシート、薬薬連携シートから構成

治療日誌はA5判 2穴リングファイル
で作成。全てのツールは更新される
毎に追加でファイルする。
患者は受診時に持参し、薬剤師が確認
する。かかりつけ薬局でも提出する。

入　院

服薬支援患者スクリーニング

退院支援カンファレンスで提案

退院支援計画書作成依頼

必要時リハビリ介入依頼

自己管理練習の支援

退院前カンファレンスでサマリー配布

退　院

初回面談時、入院前自己管理、入院後理解不良で病棟管理
となった患者を抽出。（転院転所、家族支援有は除外）

抽出患者を早期に多職種間で共有。
他職種から提案がある場合も。支援すべきか全員で検討。

支援決定の場合、看護師に退院支援計画書への服薬支援の
文言を記載依頼。

身体機能、認知機能の評価が必要な場合は依頼。

支援患者の情報を薬剤師間で共有。支援を実施
（一包化、用法変更、剤形変更、減薬など）。
必要時、かかりつけ薬局と調整。お薬カレンダーは売店で
購入可能。

退院支援チームまたは看護師に開催を知らせてもらう。
薬剤サマリーをキーパーソン（ケアマネや訪問看護師など）
に配布。その際、多職種での共有を依頼。

アンケートも配布。退院前カンファレンスが開催されない
場合には、可能であれば退院時配布。

薬剤師発



疑義照会簡略化への取り組みと
新生「茨城県西部メディカルセンター」に
おける役割と抱負

　医薬分業が進む中、「処方箋に疑問や不明点がある場合は、薬剤師が処方医師に問い合
わせなければならない」という薬剤師法の主旨に基づき、日常的に疑義照会が行われている。
患者さんの個々の病状を勘案した疑義照会は、非常に重要である一方で形式的な疑義照会
も少なくなく、それが処方医師、薬局薬剤師、さらには患者さんへの負担につながる場合もあ
る。県西総合病院（茨城県桜川市・299床）では、後発医薬品への切り替えや高齢者への処
方薬の剤形変更などが行われる中で、形式的な疑義照会が増えてきた状況を鑑み、疑義
照会簡略化に取り組んだ。薬剤科長の仙波先生に取り組みの全容と、2018年10月より
「茨城県西部メディカルセンター」として新たにスタートを切るにあたっての抱負を伺った。

県西総合病院 薬剤科
-pharmacy-6CChallenge

Cooperation 
Communication

疑義照会簡略化の目的と経緯
　2016年、仙波先生が薬剤科長に就
任した当時、残薬に伴う処方日数調整
の推進や、湿布薬の枚数制限、錠剤か
らOD錠への変更などが重なり、さらに
は後発医薬品処方の増加も相まって、
形式的な疑義照会が著しく増加した。
同院の疑義照会は、保険薬局の薬剤師
(以下、薬局薬剤師)が処方医師に直接
電話で照会し、結果をＦＡＸで薬剤科
に報告して、薬剤科がカルテに反映させ
る形式であるため、医師にとっては、診
療中の形式的な疑義照会が負担になっ
ていた。
「院内で年に2回開催される『勤務医負
担軽減委員会』の議案に疑義照会の増
大が挙げられたことをきっかけに、疑義
照会簡略化に向けて、先進的に取り組
んでいる他施設の事例などの情報収集
を行いました。そして2016年12月の
同委員会で形式的な疑義照会は省略
し、事後報告とすることを答申し、具体

的な内容を示しました」と仙波先生は
経緯を説明する。その後、2017年2月
に医局会で承認され、3月に応需薬局
に確認書を配布し、4月から運用を開
始した。

疑義照会簡略化の実際と評価
　疑義照会簡略化によって処方医への
同意確認を不要とする項目は、①成分
名が同一の銘柄変更（変更不可の処方
は除く）②剤形変更 ③別規格製剤があ
る場合の変更 ④保険請求を伴わない
一包化調剤、半割、粉砕、混合等の調
剤 ⑤貼付剤や軟膏類の包装、規格の
変更 ⑥残薬の調整での処方日数の短
縮である
　運用開始後の2017年8～9月に、参
加した応需薬局13店舗に対して「疑義
照会簡略化導入の評価」としてアンケー
ト調査を行ったところ、全体的に好評
価で、調剤時間が短縮されたこと、在
庫管理が容易になったことなどのメリッ

トが明らかになった（資料1）。調剤時間
の短縮は待ち時間の短縮につながり、
患者さんのメリットも大きい。また後発
医薬品への変更を希望する患者さんと
のコミュニケーションの円滑化にもつな
がっているのではないかと仙波先生は
考察する。「応需枚数が多いところほど
メリットが大きいと推察されます。この
取り組みを始めるにあたって、参加薬局
には当薬剤科に来ていただき確認書へ
押印していただきました。これは薬局薬
剤師と顔を合わせ、話をする良い機会
になりました」
　病院側の最大のメリットは、当初の
目的でもあった医師の負担軽減であ
る。一方で処方医から根本的問題とし
て、残薬が生じていること、すなわち、
服薬コンプライアンスの問題が指摘さ
れている。その対策としてはお薬手帳を
介し、残薬が生じた理由などの情報を
薬局からフィードバックしてもらうことと
している。

新体制では病棟業務の充実と
連携推進に注力
　2018年、県西総合病院は筑西市民
病院と統合し、独立行政法人茨城県西
部医療機構が運営する「茨城県西部メ
ディカルセンター」として筑西市に移転
し、10月に開院する（資料2）。2018年
4月の時点で県西総合病院の薬剤師は
6名、筑西市民病院の薬剤師は5名だ
が、新病院では11名となり、365日24時
間体制で業務を行う。新病院の体制づく
りに携わる仙波先生は、これまで以上に
病棟業務に注力しながら、新病院が掲げ
る「地域医療連携のコントロールタワー」
としての機能を全うできるよう、薬剤科
としても連携への取り組みを推進したい
と考えている。
「まずは保険薬局との間で検査値など
の情報共有が必要だと考えています。
また疑義照会簡略化の取り組みにおい
て、薬局薬剤師とのコミュニケーション
の大切さを改めて感じましたので、今ま
であまり取り組めていなかった勉強会な
どを開催し、薬剤師同士はもちろんの
こと、医師と薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりにも力を入れたいと思いま
す。一方で、従来、主に看護師が行って
いた入院前の持参薬確認を薬剤師が
行い、看護師の負担軽減、医療安全の
向上を目指すつもりです」

　薬薬連携の将来像としては、勉強会
の開催等にとどまらず、薬局薬剤師が
来院して混注業務など手技を学べるな
ど薬剤科を地域に開かれた場にするこ
と、さらにICT技術を活用し院内外が
一つのネットワークでつながることで電
子カルテの相互閲覧を可能にし、病名
や検査値に基づいた疑義照会や薬学
的支援を可能にすることなどを構想す
る。それらが実現すれば在宅医療推進
にも大きく寄与すると考えられる。

「モノから人へ」のシフトの中で
目指す将来
　在宅医療推進の流れの中で、現在、
県西総合病院には開業医や介護施設
からの依頼を受ける訪問看護ステー
ションがあり、薬剤科は随時、訪問看
護師からの相談に応じている。しかし、
退院時カンファレンスへの薬剤師の参
加が実現できていないなど、在宅医療
との連携は今後の課題である。
「退院後は、入院中と同様の服薬管理
が困難な患者さんが少なくありません。
特に在宅では服薬コンプライアンスが
大きな課題となりますので、薬剤師が
連携に参加することは非常に重要だと
考えています」
　一方、県西地区の大きな課題として
人的資源の不足があり、同院も例外で

はない。その中で仙波先生は、薬学生
を積極的に受け入れるとともに、人材育
成に注力したいと考える。「新病院では
調剤機器の充実により、調剤時間を短
縮できますので、チーム医療への参画
や、患者さんに対する薬学的支援を充
実させていきたいと思います。その中で
若い薬剤師には一通りの業務を経験し
てもらい、次の段階としてスペシャリス
トを目指してもらいます。そして最終的
にはジェネラリストとしてマネジメントに
携われるよう、長期的視点で育成した
いと思います」
　年齢やキャリアに関わらず、患者さん
から学ぶことが多いとして自身も可能
な限り現場に出るという仙波先生は、
「モノから人へ」をキーワードに、新たな
飛躍を目指す。新体制における薬剤師
の活躍と、シームレスな地域医療のた
めのネットワーク構築が期待される。仙波 藤男 先生

薬剤科
薬剤科長
せん     ば       ふじ    お
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疑義照会簡略化の目的と経緯
　2016年、仙波先生が薬剤科長に就
任した当時、残薬に伴う処方日数調整
の推進や、湿布薬の枚数制限、錠剤か
らOD錠への変更などが重なり、さらに
は後発医薬品処方の増加も相まって、
形式的な疑義照会が著しく増加した。
同院の疑義照会は、保険薬局の薬剤師
(以下、薬局薬剤師)が処方医師に直接
電話で照会し、結果をＦＡＸで薬剤科
に報告して、薬剤科がカルテに反映させ
る形式であるため、医師にとっては、診
療中の形式的な疑義照会が負担になっ
ていた。
「院内で年に2回開催される『勤務医負
担軽減委員会』の議案に疑義照会の増
大が挙げられたことをきっかけに、疑義
照会簡略化に向けて、先進的に取り組
んでいる他施設の事例などの情報収集
を行いました。そして2016年12月の
同委員会で形式的な疑義照会は省略
し、事後報告とすることを答申し、具体

的な内容を示しました」と仙波先生は
経緯を説明する。その後、2017年2月
に医局会で承認され、3月に応需薬局
に確認書を配布し、4月から運用を開
始した。

疑義照会簡略化の実際と評価
　疑義照会簡略化によって処方医への
同意確認を不要とする項目は、①成分
名が同一の銘柄変更（変更不可の処方
は除く）②剤形変更 ③別規格製剤があ
る場合の変更 ④保険請求を伴わない
一包化調剤、半割、粉砕、混合等の調
剤 ⑤貼付剤や軟膏類の包装、規格の
変更 ⑥残薬の調整での処方日数の短
縮である
　運用開始後の2017年8～9月に、参
加した応需薬局13店舗に対して「疑義
照会簡略化導入の評価」としてアンケー
ト調査を行ったところ、全体的に好評
価で、調剤時間が短縮されたこと、在
庫管理が容易になったことなどのメリッ

トが明らかになった（資料1）。調剤時間
の短縮は待ち時間の短縮につながり、
患者さんのメリットも大きい。また後発
医薬品への変更を希望する患者さんと
のコミュニケーションの円滑化にもつな
がっているのではないかと仙波先生は
考察する。「応需枚数が多いところほど
メリットが大きいと推察されます。この
取り組みを始めるにあたって、参加薬局
には当薬剤科に来ていただき確認書へ
押印していただきました。これは薬局薬
剤師と顔を合わせ、話をする良い機会
になりました」
　病院側の最大のメリットは、当初の
目的でもあった医師の負担軽減であ
る。一方で処方医から根本的問題とし
て、残薬が生じていること、すなわち、
服薬コンプライアンスの問題が指摘さ
れている。その対策としてはお薬手帳を
介し、残薬が生じた理由などの情報を
薬局からフィードバックしてもらうことと
している。

新体制では病棟業務の充実と
連携推進に注力
　2018年、県西総合病院は筑西市民
病院と統合し、独立行政法人茨城県西
部医療機構が運営する「茨城県西部メ
ディカルセンター」として筑西市に移転
し、10月に開院する（資料2）。2018年
4月の時点で県西総合病院の薬剤師は
6名、筑西市民病院の薬剤師は5名だ
が、新病院では11名となり、365日24時
間体制で業務を行う。新病院の体制づく
りに携わる仙波先生は、これまで以上に
病棟業務に注力しながら、新病院が掲げ
る「地域医療連携のコントロールタワー」
としての機能を全うできるよう、薬剤科
としても連携への取り組みを推進したい
と考えている。
「まずは保険薬局との間で検査値など
の情報共有が必要だと考えています。
また疑義照会簡略化の取り組みにおい
て、薬局薬剤師とのコミュニケーション
の大切さを改めて感じましたので、今ま
であまり取り組めていなかった勉強会な
どを開催し、薬剤師同士はもちろんの
こと、医師と薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりにも力を入れたいと思いま
す。一方で、従来、主に看護師が行って
いた入院前の持参薬確認を薬剤師が
行い、看護師の負担軽減、医療安全の
向上を目指すつもりです」

　薬薬連携の将来像としては、勉強会
の開催等にとどまらず、薬局薬剤師が
来院して混注業務など手技を学べるな
ど薬剤科を地域に開かれた場にするこ
と、さらにICT技術を活用し院内外が
一つのネットワークでつながることで電
子カルテの相互閲覧を可能にし、病名
や検査値に基づいた疑義照会や薬学
的支援を可能にすることなどを構想す
る。それらが実現すれば在宅医療推進
にも大きく寄与すると考えられる。

「モノから人へ」のシフトの中で
目指す将来
　在宅医療推進の流れの中で、現在、
県西総合病院には開業医や介護施設
からの依頼を受ける訪問看護ステー
ションがあり、薬剤科は随時、訪問看
護師からの相談に応じている。しかし、
退院時カンファレンスへの薬剤師の参
加が実現できていないなど、在宅医療
との連携は今後の課題である。
「退院後は、入院中と同様の服薬管理
が困難な患者さんが少なくありません。
特に在宅では服薬コンプライアンスが
大きな課題となりますので、薬剤師が
連携に参加することは非常に重要だと
考えています」
　一方、県西地区の大きな課題として
人的資源の不足があり、同院も例外で

はない。その中で仙波先生は、薬学生
を積極的に受け入れるとともに、人材育
成に注力したいと考える。「新病院では
調剤機器の充実により、調剤時間を短
縮できますので、チーム医療への参画
や、患者さんに対する薬学的支援を充
実させていきたいと思います。その中で
若い薬剤師には一通りの業務を経験し
てもらい、次の段階としてスペシャリス
トを目指してもらいます。そして最終的
にはジェネラリストとしてマネジメントに
携われるよう、長期的視点で育成した
いと思います」
　年齢やキャリアに関わらず、患者さん
から学ぶことが多いとして自身も可能
な限り現場に出るという仙波先生は、
「モノから人へ」をキーワードに、新たな
飛躍を目指す。新体制における薬剤師
の活躍と、シームレスな地域医療のた
めのネットワーク構築が期待される。
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疑義照会簡略化導入の評価（アンケート調査）資料1 茨城県西部メディカルセンターの概要資料2

Q. 調剤にかかる時間は？

方法 ： アンケート形式
対象施設数 ： 13保険薬局
期間 ： 平成29年8月21日～9月3日
回答率 ： 77%

短縮できた
90%

変化なし
10%

軽減できた
90%

変化なし
10%

Q. 薬剤師の疑義照会関連の
　  負担は？

病床数：250床
高度治療室（HCU）15床、一般病棟170床、地域包括ケア病棟45床、
小児病棟20床

診療科：9診療科
内科、小児科、外科、整形外科、眼科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科・形成外科、
救急科
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