
1.はじめに
～ファーマシーマネジメントの必要性と論点の提示～

赤瀬　近年、世界的規模の環境リスクや社会リスクが増大す
る中で「持続可能性（Sustainability）」という概念が注目され
ています。医療分野においても、国民が安心できる医療・福祉
の実現に向けて、持続可能性の追求が重要なテーマになって
います。つい先日も、50年の歴史を持つ地域密着型病院が競
争激化から来院者数が減少し、破産手続きを開始したという
ニュースが流れましたが、最近の医療機関の倒産は、従来のよ
うに緩やかに衰退する「ターミナル型」から、ある日突然訪れる
「突然死型」へと変化しています。もはや医療機関の経営は安
泰だという考え方は過去のものとなり、生き残るためのマネジ
メントの重要性が増しているのです。
　そこで、本日の座談会では3つの論点で討議を進めます。1点
目は、「病院を取り巻く環境変化」です。いま、病院経営は極め
て厳しい状況にあります。株式会社帝国データバンクが2019年
1月に発表した“医療機関の倒産動向調査（2018年）によると、
2018年における医療機関の倒産は前年比60％増で、しかも病
院の場合は負債総額が60億円を超える大型倒産であること
が報告されています。また、2018年に日本病院会、全日本病院
協会、日本医療法人協会の3団体が実施した合同経営調査
（平成30年度 病院経営定期調査 有効回答1,111病院）では、
病院の収支（経常利益）は前年に対して若干の改善傾向にあ
りますが、半数以上は赤字が続いています。さらに本業部分
の利益（医業利益）に限定すると、赤字施設の割合は増えてお
り、診療報酬改訂の影響の大きさが見て取れます。病院経営
悪化の要因としては、「環境の変化に対応できなかった」「経営
改善にむけたリーダーシップ不足」「コンサルタントなどへの安
易な依存と、そのことに対する根拠のない安心感」などが挙げ
られます。各病院においては経営分析結果を適切に遂行して
改善につなげること、リーダーシップやコンサルタントに頼らな
い人材育成が課題となっています。
　2点目は「薬剤師が果たすべき経営上の役割」です。病院経
営に貢献するには、薬剤管理指導料や病棟薬剤業務実施加
算などへの積極的な取り組みや、医薬品の購入および在庫管
理によるコストの適正化はもちろん大切です。それ以上に、病
院の主軸となる診療機能に介入して、病院全体の機能および
生産性を向上させること、医薬品関連業務に責任を持ち、経
済性の視点で薬物療法を評価すること、そのための人材確保
と育成が重要です。それが地域医療の適正化、地域住民およ
び患者さんの安全管理、医薬品適正使用の推進に貢献しま
す（資料1）。
　3つ目の論点が、薬剤部門における組織管理と人材育成で
す。P.F.ドラッカーはマネジメントの役割を、①自分たちの組織
に特有の目的とミッションを果たす、②仕事を生産的なものと
し、働く人たちに成果を上げさせる、③自らが社会の問題解決
に貢献する、の3つを挙げています。薬剤師がこの3つを達成

　地域医療構想の策定や地域包括ケアシステムの構築など、医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、薬剤部門に
は病院の理念や経営方針に基づく組織運営が求められている。加えて、医療における病院薬剤師の役割は高度化・多様
化の一途にあり、限られた人員体制で、質の高い業務を効率的に行うためのマネジメントおよび人材育成が不可欠と
なった。
　こうした背景を踏まえて、本座談会では、環境変化に対応できる組織創りに取り組む2施設の実践を紹介するととも
に、「病院を取り巻く環境変化」、「薬剤師が果たすべき経営上の役割」、「薬剤部門における組織管理と人材育成」の３
つの論点で討議していただき、変革の時代に求められるファーマシーマネジメントのあり方を展望する。

変革の時代の
「ファーマシーマネジメント」
～持続可能な病院経営のために薬剤部門が果たす役割とは～

座談会

するための組織管理はどうあるべきでしょうか。また、人材育
成で念頭に置くべきことは、病院のミッションやビジョン、理念
を理解し、医療現場で働くことの意味を考えることです。よい
薬剤師である前によい医療人であれ。よい医療人である前に
よい社会人であれ。そのための教育や人材育成はいかにある
べきかを議論したいと思います。

2.各施設における薬剤部門組織
　マネジメントの現状　　　
赤瀬　討論の前に、各施設の組織マネジメントへの取り組み
についてご紹介いただきたいと思います。

■大阪府済生会野江病院 薬剤科の
　組織マネジメント

高橋　大阪府済生会野江病院は、大阪市城東区にある400床
の地域密着型急性期病院です。薬剤科の基本理念は「業務・
教育・研究」の三本柱で、これは病院の理念・将来計画に基
づいて作成しました。まず「業務」では、チーム医療への積極
的な参画、地域医療連携の強化に力を入れています。「教育」
は、職員への専門・認定資格取得の奨励のほか、薬学生の長
期実務実習や医学部1回生の早期臨床実習、高校生の体験学
習を受け入れており、次世代の医療人育成、地域社会への貢
献を目指しています。「研究」については、京都薬科大学との
連携で臨床研究員の採用や共同研究の実施に取り組み、そ
の成果は学会発表や論文投稿として実を結んでいます。
　当薬剤科の最近の特徴的な取り組みとして、一つは、質の
高い専門的医療の向上のために、AST（抗菌薬適正使用支
援チーム）の立ち上げと専従薬剤師の配置、TDMオーダー補
助業務、がん・緩和領域における薬剤師外来などを実施して
います。これらの業務は、認定・専門資格取得者に限定して
権限を与えることで質を担保しています。次に、質の高い人材
育成を目的に、新実務実習体制の確立と大学および保険薬局

との連携、神戸薬科大学から卒業研究を目的とした薬学生の
受け入れのほか、全国の済生会病院の共同治験に積極的に
参画しています。また、地域連携を強化するために、年6回、地
域の薬剤師会と協働で地域連携セミナーを開催するほか、多
職種合同の退院調整カンファレンスへの参加も今後強化する
方針です。そして、患者さんへの最適な医療の提供のために、
全病棟に薬剤師を配置し、ポリファーマシー対策をはじめ全
入院患者の持参薬報告、全退院患者への服薬指導を行って
います。このように広範囲に業務を展開できているのは、薬
剤科の仲間の頑張り、チームワークの賜です。
　ここからは「ヒト・モノ・カネ・情報」の側面からマネジメン
トの取り組みをお話しします。まず「ヒト」ですが、医療・福祉
分野における新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は、
2015年3月卒では37.8％（厚生労働省「新規大卒就職者の産
業分類別就職後3年以内の離職率の推移」）と非常に高いの
ですが、当薬剤科の離職率は0％、さらに育休後の復帰率は
100％です。その結果、経験値の高い薬剤師が多いため、増員
することなく業務拡大を実現できています。次に「モノ」です
が、病棟やチームでの活動に必要な書籍や参考書、ネット環境
とパソコンなどの資材を整備し、最新の医療機器もタイムリー
に購入しています。「カネ」については、実習受託費や治験研
究費を薬剤科運営費として活用し、学会や研修会の参加費用
を援助することにより、各種認定取得を経済的にバックアップ
しています。最後に「情報」ですが、カンファレンスルームに薬
剤部長専用の掲示板があり、そこに認定試験や講習会、学会
の情報などを掲示し、職員が日々スキルアップを意識する環境
を作っています。また、先述した地域薬剤師会および大学と
の連携、情報共有に力を入れています（資料2）。

■江東病院 薬剤部の組織マネジメント

佐藤　江東病院（286床）は東京都江東区の下町に位置し、急
性期医療を提供しつつ地域住民の健康増進も担っています。

当院の基本方針8項目のうち、近年、特に力を入れているのが、
「在宅医療提供体制の充実」「救急医療の充実」「災害時後方
支援病院としての積極的な活動」です。薬剤部もこれを踏まえ
て、薬剤師として地域医療にどのような役割を果たし、貢献す
るかを強く意識しています。この10年程で薬剤部の組織体制
は大きく変化してきました。薬剤師数は2012年度の13人から
2018年度は27人に倍増し、組織構造は薬局長の下に課長代
理2人、主任2人、さらに係長、副係長、一般職という形に階層
化しました。さらに院内での位置づけも、従来の診療支援部
の一部であった「薬局」から、「薬剤部」へと格上げされました。
　その一方で、課題もあります。薬剤師27人中14人が経験5年
未満の新人・若手であり、私を含むミドルマネジャーも30代が
大半です。急速に拡大した若い組織をマネジメント経験の少
ない薬剤師がどのように管理していけばよいのか、もう一人の
課長代理と悩んでいるときに出会ったのがバランスト・スコア
カード（以下、BSC）です。2016年1月に開催された東京都病
院薬剤師会主催のワークショップに参加しBSCを作成しまし
た。これを新年度の目標に掲げたのですが、あまりうまく機能
させることができませんでした。そこで2年目に作成した戦略
マップでは、「学習と成長の視点」の項目に「若手育成強化」に
加えて「管理職の育成」を追加しました（資料3）。ここを基点に
してや「業務プロセスの視点」の「病棟業務強化」や「専門性活
用」、さらに「業務の標準化」を達成しようと考えました。目標
を明確化し、やるべきことを強化していけば、それが「顧客の
視点」の「医療の質向上」に、最終的には「財務の視点」である
「増収」や「支出抑制」にもつながると考えました。次に、作成し
た戦略マップを現場に浸透させるための工夫として、薬剤部の
廊下に戦略マップを掲示することで可視化と継続的な意識付
けを行いました。すると、期待以上に新卒を含む薬剤部スタッ
フが興味を持って見てくれて、薬剤部の理念や目標を共有でき
ました。また、提示した戦略マップは院長や副院長、事務部長
を含めた多くの職員の目に留まり注目されたことで、薬剤部の
取り組みに対する認識や評価の向上につながりました。さら

に、2018年1～2月のワークショップで作成したBSCを元に、3月
に部長と共に見直しと修正を加え、新たな課題を目標として再
選定したものを4月に薬剤部全員で共有しました。
　薬剤部の業務は、2012年の病棟薬剤業務実施加算以降、
実務実習受け入れ、後発品切り替え、外来化学療法室常駐、ポ
リファーマシー対策、そして2018年度はASTの専従へと拡充
してきました（資料4）。理念と基本方針を明確化し、業績の見
える化を行いながら、一つ一つの業務に目的意識を持って取
り組むことで薬剤師の力が強化され、病院における薬剤師の
地位は向上してきたと考えています。

3.ディスカッション　　　

赤瀬　ここからは各施設の取り組みを踏まえながら議論を進
めていきたいと思います。まず論点1ですが、地域包括ケアシ
ステムの構築などの環境変化を受けて、病院経営はどのように
変化し、その中で薬剤部門としてどのような方向性をお持ちで
しょうか。

加藤　私が10年ほど前に薬局長として江東病院に着任した
当時、当院は急性期医療に特化した病院でした。しかし、地域
完結型医療へと進む国の政策に沿うために病院の方針や方
向性、経営戦略を見直し、2010年に回復期リハビリテーション
病棟30床を開設するとともに、一般病床を256床に減床しまし
た。近隣には大学病院のほか、大規模な基幹病院があるため、
本来、当院は急性期治療を終えた患者さんを受け入れる役割
を担う一方で、診療所からの紹介も受ける中間ポジションとし
ての機能が求められます。また、医療圏にはマンモス団地があ
り、高齢化が進んでいますので、近年は法人グループ内の在
宅・福祉部門との連携による地域医療・福祉の充実にも力を
入れています。このような環境の変化に伴い、薬剤部へのニー
ズは多様化しており、病棟業務拡大と質向上、チーム医療や新

規事業への参画、地域連携、また増収・コスト削減といった経
営貢献を意識して取り組んできました。

赤瀬　BSCを導入する前と後で薬剤部のマネジメントに変化
はありますか。

佐藤　ミドルマネジャー2人のマネジメントに対する意識が変
わったことが大きいですね。今では病院の経営状況や基本方
針を念頭に入れて、診療報酬の算定件数や医薬品購入額、在
庫金額などの目標管理をしています。それに伴って、若手薬
剤師も目標達成を意識するようになり、病棟では算定件数を
週単位、月単位で見ています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院では環境の変化はありますか。

山田　当院は地域医療支援病院として急性期医療を担って
いますが、近年、紹介率、逆紹介率が大きく伸びています。ま
た、救急搬送が月平均500件あり、大阪市内でも100床当たり
の件数ではトップ5に入るほどで、医師は多忙を極めている状
況です。

高橋　私も10年前に大学病院から着任したのですが、当時の
薬剤科は業務をこなすことに終始し、教育や研究への意識や
体制は不十分でした。そこでまず着手したのが京都薬科大学
と連携し、外の空気を入れることでした。毎週開催される病
院幹部のミーティングで各部門がプレゼンテーションするので
すが、教育・研究への取り組み強化を含めた薬剤科からの発
信は他職種の部門にも良い影響を与えており、現在は病院全
体のリーディング部門になってきたと自負しています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院は病院幹部のミーティングが
病院全体への有効な情報発信となりましたが、江東病院の戦
略マップの掲示も「見せる化」の手法として効果的な情報発信
になったのではないでしょうか。

佐藤　現在は学会発表のポスターを掲示し、医師にも薬剤部
が医薬品の適正化に取り組んでいることを評価してもらってい
ます。ただ貼るだけなのですが、その効果を実感しています。

赤瀬　次に、病院の経営上の課題の中で薬剤部が貢献できる
ところはどこでしょうか。

高橋　紹介患者や救急搬送患者が多いことで、医師は非常
に多忙になっています。そこで薬剤師外来を立ち上げて医師
の診察前に患者さんと面談したり、救急患者の持参薬の確
認、TDMのオーダーなどを行うことで医師の負担軽減にも貢
献しています。

加藤　薬剤師を増員して全病棟に配置したことで、薬剤管理
指導料の算定件数は月1,200件、実施率90％、退院時も90％
を維持しています。また、医薬品の在庫金額は目標値を設定
して削減に取り組んでおり、特に高額の注射薬については看
護師と協議しながら適正化を進めているほか、医師に2日前に
オーダーを入れてもらい、システムで自動発注できるようになっ
たことで、トータルで月100万円程の削減に成功しました。この
ように当院の薬剤部は病院の収益およびコスト削減に貢献し
ています。

佐藤　当院は以前、医師や看護師の多忙を理由に救急車の
受け入れを一部断らざるを得ず、病床稼働率の低下につな
がっていました。そこで、数年前から薬剤師の当直を開始し、
救急患者受け入れ時の薬剤業務を担うことで看護師の負担
軽減に貢献できました。また、外来化学療法室に薬剤師が常
駐していますので、診察の前に副作用モニタリングを行うこと
で主治医の診察時間を短縮化できています。しかし、他の外
来でも皮下注射やハイリスク薬の使用が増えているので、本来
は薬剤師が説明を行うべきだと思いますし、実際に要望も出
ていますが、現在はマンパワーが不足しているため、実現に
至っていません。

赤瀬　今後、取り組むべき課題はありますか。

高橋　今後は、まだ実現できていないICUおよび手術室への
薬剤師配置のほか、新規の薬剤師外来の拡充、薬剤師レジデン
トの受け入れ体制の確立などに取り組みたいと思っています。

加藤　当院でも人員に余裕ができれば薬剤師外来や手術室
への配置も行い、薬剤師と医師のダブルチェック体制で安全
性を高めたいと思います。そのためには薬剤部全体の経営的
な目標値を検討する必要があります。

赤瀬　私が2014年に実施した調査では、薬剤師の病棟配置
によって平均在院日数が短縮するという結果が出ました※。こ
の他、手術室への配置は麻酔科医の負担軽減につながり、多
職種協働による回転率の向上も期待できます。注意しなけれ
ばいけないのは、医師のオーバーワークの時間を他の職種が
カバーすれば問題が解決するわけではなく、医療従事者全体
の負担軽減や医療の質向上を目標とするべきだということで
す。病院全体の課題解決に薬剤師が一役買う場面は多いは
ずですので、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。

■ミドルマネジャーの役割と実践例

赤瀬　マネジメントの重要性が注目されるとともに、ミドルマネ
ジャーにはより高い能力が求められています。山田先生と佐
藤先生はどのように実務レベルのマネジメントに取り組まれて
いますか。

山田　私はミドルマネジャーの役割を「連結ピン」だと考えて
います。これはリッカートが提唱した概念ですが、人と人、組
織と組織を有効に結びつけ、コミュニケーションを円滑化する
潤滑油の役割、あるいはそうした役割を果たす能力を言いま
す（資料5）。具体的には、病院の目標や経営方針について部
長と意思統一を図り、薬剤科の方針とその実現方法を自分の
言葉で部下に伝え、現場に浸透させることです。当薬剤科で
はスタッフの指導・教育をチーム体制で行い、臨床で経験を積
みます。例えば、認定・専門薬剤師1名に中堅薬剤師・若手薬
剤師の各1名を1チームとし、がん、実務実習、NST、緩和、感
染、糖尿病などのテーマに取り組みます。私自身、がん性疼痛
患者への診察前薬剤師面談を行う中で後輩薬剤師の指導で
心掛けていることは、①がん診療拠点病院の薬剤師として、
業務を通じて積極的にがん医療に貢献すること、②緩和医療
に関する専門的な知識習得のサポートとチームで取り組む姿
勢の教育、③学会発表や論文発表などの学術的な指導です。
指導する立場ではありますが、後輩と共に経験し、共に悩み、
共に学ぶ姿勢を常に持つようにしています。

佐藤　私はＢＳＣの取り組みを通じて、キャリアアッププラン
や教育プログラムを策定しました。若手薬剤師が多いので、ま
ずは経験を積む中で学ぶことが大切だと考え、チームでサ
ポートする仕組みを作りました。チームには、がん、感染症、糖
尿病、緩和ケア、災害、薬の在庫管理などがあります。例えば、
がんチームは認定薬剤師である私がリーダーで、その下に中堅

スタッフ、経験5年程度のスタッフ、さらに2～3年目の若手とい
うメンバー構成です。BSCの顧客の視点から目標を設定し、
看護師のための抗がん剤のルート設計に関する分かりやすい
説明書の作成や、患者支援のレベルアップのためのレジメンご
との服薬指導ツールの作成に取り組みました。また、在庫管
理チームは採用薬について考え、対応するチームです。結成の
きっかけは薬剤部長からの在庫金額削減の指示でした。在庫
管理自体は1人でもできるでしょうが、担当者不在時の対応や、
若手の成長を促すことを目的にチームを結成しました。

赤瀬　スタッフのモチベーションの維持・向上についてはいか
がですか。

山田　患者さんや他職種に貢献できていると実感できること
こそが薬剤師のモチベーションアップに最も寄与すると思いま
す。ミドルマネジャーとして、学べる環境と、それを活かすこと
ができる環境を用意すること、さらに、それを評価される環境
として学会や論文発表、認定・専門資格取得を推進する環境
を用意することを心掛けています。その成果として、学会発表
数は5年前と比べて倍増し、専門・認定資格の取得も約30へ
と増加しています。

加藤　当院も教育に力を入れており、2018年度は学会での口
頭発表、ポスター発表を合わせて10演題を発表しました。現在
のような活気が生まれたのは、ミドルマネジャーの2人が若い
薬剤師をうまく引っ張ってきてくれたからだと感謝しています。

佐藤　山田先生が言われたように、チームで一緒に考え、悩
み、経験することが若手のやる気を引き出し、成長を促します。
当院でも研究に取り組みたいと考えていましたが、具体的な方
法が見つかりませんでした。今後は野江病院のように薬科大
学と連携する方法も探っていきたいと思います。

■医療の質向上のための
　ファーマシーマネジメント

赤瀬　次に、医療の質の向上および経営の効率化のために、
薬剤部門が果たすべき役割とマネジメントのあり方、今後のビ
ジョンについてお話しください。

高橋　私は活発で健全な組織を構築し、次世代を担う人材を
育成することがトップの役割だと考えています。言い換えれ
ば、薬剤師が相互に刺激を与えながら、共に成長できる組織
環境の構築です。もう一つは、信頼できる最高のファーマシー
マネジメントチームを結成することであり、そのためには薬剤
師全員が高いモチベーションを持てるよう、しっかりと議論さ
れ、明確化された方針を示していくことが大切です。今後も薬
剤科の仲間とともに、皆が医療人としての誇りと幸せを感じら
れる職場を創っていきたいと思います。

佐藤　薬剤師が望んでいるのは、患者さんのために医療の質
の向上に貢献することです。その中で、私はミドルマネジャー
として、医療の質の向上を財務の向上につなげることを意識し
て行動しています。例えば、患者さんに説明しやすいツールの
作成がハイリスク薬の薬剤管理指導料算定件数の増加につ
ながります。医療の質向上の視点で活動をすることが、病院
経営への貢献につながるようなチーム作りを共に進めること
で、薬剤師のモチベーションを高めていこうと思います。

山田　私も医療と経営のバランスは本当に大事だと常に思っ
ています。経営を見ていても、その奥に患者さんの存在を意
識する。また、その逆もあります。そうしたバランスの取れた
医療者が理想であり、後輩にも引き継いでいきたいと思って
います。

赤瀬　BSCにおける「学習と成長・業務プロセス・顧客・財務」
の4つの視点のバランスが取れた状態を目指せば、おのずとど
のように人材を育成していくべきかが分かると思います。また、
スタッフの職務満足が患者満足につながり、それが財務的な
価値へとつながるというように、すべては関連しているのです。

加藤　私は、組織マネジメントにおいて最も大事なのは、信頼
関係と協調性だと考えています。そして、一度決めたことはぶ
れることなく実施し、それを評価した上で改善をしていく。そ
の繰り返しが医療の質を高め、職員満足、患者満足につな
がっていくのであり、全ての基盤である人の教育にこれからも
力を入れていきます。いま、地域包括ケアシステムの構築が進
んでいますが、当院のような小規模病院はどのような立ち位
置で、地域に貢献すればよいのか、その中で薬剤師はどのよ
うな役割を果たすべきかを、日々模索しています。

赤瀬　今後、医療を実践する単位は“地域”になっていきま
す。そこで現在、各地域の実情に応じた医療提供体制の整備
を目指して「医療機能の分化・強化、連携」が推進され、実現
のための具体的対策が協議されています。その中で、薬剤師
も地域医療の課題にしっかり向き合い、薬剤師が果たす役割
を発信していただきたいと思います。そのためには地域医療
連携の中で薬薬連携が地域医療連携の一環として機能して
いる必要があります。先行地域の情報を積極的に収集しなが
ら、薬剤師はどうするべきかを先取りして考え、行動していた
だきたい。その時に、病院は地域住民のためにあるという根
幹を見失ってはいけません。時代が変わり、テクノロジーが発
達しても、医療従事者のマインドは普遍的なものであり、これ
を次の世代に受け継ぐための教育が益々重要な時代になって
います。
　本日は、ファーマシーマネジメントの現状と今後について、実
践活動を踏まえた貴重なお話を伺うことができました。あり
がとうございました。
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1.はじめに
～ファーマシーマネジメントの必要性と論点の提示～

赤瀬　近年、世界的規模の環境リスクや社会リスクが増大す
る中で「持続可能性（Sustainability）」という概念が注目され
ています。医療分野においても、国民が安心できる医療・福祉
の実現に向けて、持続可能性の追求が重要なテーマになって
います。つい先日も、50年の歴史を持つ地域密着型病院が競
争激化から来院者数が減少し、破産手続きを開始したという
ニュースが流れましたが、最近の医療機関の倒産は、従来のよ
うに緩やかに衰退する「ターミナル型」から、ある日突然訪れる
「突然死型」へと変化しています。もはや医療機関の経営は安
泰だという考え方は過去のものとなり、生き残るためのマネジ
メントの重要性が増しているのです。
　そこで、本日の座談会では3つの論点で討議を進めます。1点
目は、「病院を取り巻く環境変化」です。いま、病院経営は極め
て厳しい状況にあります。株式会社帝国データバンクが2019年
1月に発表した“医療機関の倒産動向調査（2018年）によると、
2018年における医療機関の倒産は前年比60％増で、しかも病
院の場合は負債総額が60億円を超える大型倒産であること
が報告されています。また、2018年に日本病院会、全日本病院
協会、日本医療法人協会の3団体が実施した合同経営調査
（平成30年度 病院経営定期調査 有効回答1,111病院）では、
病院の収支（経常利益）は前年に対して若干の改善傾向にあ
りますが、半数以上は赤字が続いています。さらに本業部分
の利益（医業利益）に限定すると、赤字施設の割合は増えてお
り、診療報酬改訂の影響の大きさが見て取れます。病院経営
悪化の要因としては、「環境の変化に対応できなかった」「経営
改善にむけたリーダーシップ不足」「コンサルタントなどへの安
易な依存と、そのことに対する根拠のない安心感」などが挙げ
られます。各病院においては経営分析結果を適切に遂行して
改善につなげること、リーダーシップやコンサルタントに頼らな
い人材育成が課題となっています。
　2点目は「薬剤師が果たすべき経営上の役割」です。病院経
営に貢献するには、薬剤管理指導料や病棟薬剤業務実施加
算などへの積極的な取り組みや、医薬品の購入および在庫管
理によるコストの適正化はもちろん大切です。それ以上に、病
院の主軸となる診療機能に介入して、病院全体の機能および
生産性を向上させること、医薬品関連業務に責任を持ち、経
済性の視点で薬物療法を評価すること、そのための人材確保
と育成が重要です。それが地域医療の適正化、地域住民およ
び患者さんの安全管理、医薬品適正使用の推進に貢献しま
す（資料1）。
　3つ目の論点が、薬剤部門における組織管理と人材育成で
す。P.F.ドラッカーはマネジメントの役割を、①自分たちの組織
に特有の目的とミッションを果たす、②仕事を生産的なものと
し、働く人たちに成果を上げさせる、③自らが社会の問題解決
に貢献する、の3つを挙げています。薬剤師がこの3つを達成

するための組織管理はどうあるべきでしょうか。また、人材育
成で念頭に置くべきことは、病院のミッションやビジョン、理念
を理解し、医療現場で働くことの意味を考えることです。よい
薬剤師である前によい医療人であれ。よい医療人である前に
よい社会人であれ。そのための教育や人材育成はいかにある
べきかを議論したいと思います。

2.各施設における薬剤部門組織
　マネジメントの現状　　　
赤瀬　討論の前に、各施設の組織マネジメントへの取り組み
についてご紹介いただきたいと思います。

■大阪府済生会野江病院 薬剤科の
　組織マネジメント

高橋　大阪府済生会野江病院は、大阪市城東区にある400床
の地域密着型急性期病院です。薬剤科の基本理念は「業務・
教育・研究」の三本柱で、これは病院の理念・将来計画に基
づいて作成しました。まず「業務」では、チーム医療への積極
的な参画、地域医療連携の強化に力を入れています。「教育」
は、職員への専門・認定資格取得の奨励のほか、薬学生の長
期実務実習や医学部1回生の早期臨床実習、高校生の体験学
習を受け入れており、次世代の医療人育成、地域社会への貢
献を目指しています。「研究」については、京都薬科大学との
連携で臨床研究員の採用や共同研究の実施に取り組み、そ
の成果は学会発表や論文投稿として実を結んでいます。
　当薬剤科の最近の特徴的な取り組みとして、一つは、質の
高い専門的医療の向上のために、AST（抗菌薬適正使用支
援チーム）の立ち上げと専従薬剤師の配置、TDMオーダー補
助業務、がん・緩和領域における薬剤師外来などを実施して
います。これらの業務は、認定・専門資格取得者に限定して
権限を与えることで質を担保しています。次に、質の高い人材
育成を目的に、新実務実習体制の確立と大学および保険薬局

との連携、神戸薬科大学から卒業研究を目的とした薬学生の
受け入れのほか、全国の済生会病院の共同治験に積極的に
参画しています。また、地域連携を強化するために、年6回、地
域の薬剤師会と協働で地域連携セミナーを開催するほか、多
職種合同の退院調整カンファレンスへの参加も今後強化する
方針です。そして、患者さんへの最適な医療の提供のために、
全病棟に薬剤師を配置し、ポリファーマシー対策をはじめ全
入院患者の持参薬報告、全退院患者への服薬指導を行って
います。このように広範囲に業務を展開できているのは、薬
剤科の仲間の頑張り、チームワークの賜です。
　ここからは「ヒト・モノ・カネ・情報」の側面からマネジメン
トの取り組みをお話しします。まず「ヒト」ですが、医療・福祉
分野における新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は、
2015年3月卒では37.8％（厚生労働省「新規大卒就職者の産
業分類別就職後3年以内の離職率の推移」）と非常に高いの
ですが、当薬剤科の離職率は0％、さらに育休後の復帰率は
100％です。その結果、経験値の高い薬剤師が多いため、増員
することなく業務拡大を実現できています。次に「モノ」です
が、病棟やチームでの活動に必要な書籍や参考書、ネット環境
とパソコンなどの資材を整備し、最新の医療機器もタイムリー
に購入しています。「カネ」については、実習受託費や治験研
究費を薬剤科運営費として活用し、学会や研修会の参加費用
を援助することにより、各種認定取得を経済的にバックアップ
しています。最後に「情報」ですが、カンファレンスルームに薬
剤部長専用の掲示板があり、そこに認定試験や講習会、学会
の情報などを掲示し、職員が日々スキルアップを意識する環境
を作っています。また、先述した地域薬剤師会および大学と
の連携、情報共有に力を入れています（資料2）。

■江東病院 薬剤部の組織マネジメント

佐藤　江東病院（286床）は東京都江東区の下町に位置し、急
性期医療を提供しつつ地域住民の健康増進も担っています。

当院の基本方針8項目のうち、近年、特に力を入れているのが、
「在宅医療提供体制の充実」「救急医療の充実」「災害時後方
支援病院としての積極的な活動」です。薬剤部もこれを踏まえ
て、薬剤師として地域医療にどのような役割を果たし、貢献す
るかを強く意識しています。この10年程で薬剤部の組織体制
は大きく変化してきました。薬剤師数は2012年度の13人から
2018年度は27人に倍増し、組織構造は薬局長の下に課長代
理2人、主任2人、さらに係長、副係長、一般職という形に階層
化しました。さらに院内での位置づけも、従来の診療支援部
の一部であった「薬局」から、「薬剤部」へと格上げされました。
　その一方で、課題もあります。薬剤師27人中14人が経験5年
未満の新人・若手であり、私を含むミドルマネジャーも30代が
大半です。急速に拡大した若い組織をマネジメント経験の少
ない薬剤師がどのように管理していけばよいのか、もう一人の
課長代理と悩んでいるときに出会ったのがバランスト・スコア
カード（以下、BSC）です。2016年1月に開催された東京都病
院薬剤師会主催のワークショップに参加しBSCを作成しまし
た。これを新年度の目標に掲げたのですが、あまりうまく機能
させることができませんでした。そこで2年目に作成した戦略
マップでは、「学習と成長の視点」の項目に「若手育成強化」に
加えて「管理職の育成」を追加しました（資料3）。ここを基点に
してや「業務プロセスの視点」の「病棟業務強化」や「専門性活
用」、さらに「業務の標準化」を達成しようと考えました。目標
を明確化し、やるべきことを強化していけば、それが「顧客の
視点」の「医療の質向上」に、最終的には「財務の視点」である
「増収」や「支出抑制」にもつながると考えました。次に、作成し
た戦略マップを現場に浸透させるための工夫として、薬剤部の
廊下に戦略マップを掲示することで可視化と継続的な意識付
けを行いました。すると、期待以上に新卒を含む薬剤部スタッ
フが興味を持って見てくれて、薬剤部の理念や目標を共有でき
ました。また、提示した戦略マップは院長や副院長、事務部長
を含めた多くの職員の目に留まり注目されたことで、薬剤部の
取り組みに対する認識や評価の向上につながりました。さら

に、2018年1～2月のワークショップで作成したBSCを元に、3月
に部長と共に見直しと修正を加え、新たな課題を目標として再
選定したものを4月に薬剤部全員で共有しました。
　薬剤部の業務は、2012年の病棟薬剤業務実施加算以降、
実務実習受け入れ、後発品切り替え、外来化学療法室常駐、ポ
リファーマシー対策、そして2018年度はASTの専従へと拡充
してきました（資料4）。理念と基本方針を明確化し、業績の見
える化を行いながら、一つ一つの業務に目的意識を持って取
り組むことで薬剤師の力が強化され、病院における薬剤師の
地位は向上してきたと考えています。

3.ディスカッション　　　

赤瀬　ここからは各施設の取り組みを踏まえながら議論を進
めていきたいと思います。まず論点1ですが、地域包括ケアシ
ステムの構築などの環境変化を受けて、病院経営はどのように
変化し、その中で薬剤部門としてどのような方向性をお持ちで
しょうか。

加藤　私が10年ほど前に薬局長として江東病院に着任した
当時、当院は急性期医療に特化した病院でした。しかし、地域
完結型医療へと進む国の政策に沿うために病院の方針や方
向性、経営戦略を見直し、2010年に回復期リハビリテーション
病棟30床を開設するとともに、一般病床を256床に減床しまし
た。近隣には大学病院のほか、大規模な基幹病院があるため、
本来、当院は急性期治療を終えた患者さんを受け入れる役割
を担う一方で、診療所からの紹介も受ける中間ポジションとし
ての機能が求められます。また、医療圏にはマンモス団地があ
り、高齢化が進んでいますので、近年は法人グループ内の在
宅・福祉部門との連携による地域医療・福祉の充実にも力を
入れています。このような環境の変化に伴い、薬剤部へのニー
ズは多様化しており、病棟業務拡大と質向上、チーム医療や新

規事業への参画、地域連携、また増収・コスト削減といった経
営貢献を意識して取り組んできました。

赤瀬　BSCを導入する前と後で薬剤部のマネジメントに変化
はありますか。

佐藤　ミドルマネジャー2人のマネジメントに対する意識が変
わったことが大きいですね。今では病院の経営状況や基本方
針を念頭に入れて、診療報酬の算定件数や医薬品購入額、在
庫金額などの目標管理をしています。それに伴って、若手薬
剤師も目標達成を意識するようになり、病棟では算定件数を
週単位、月単位で見ています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院では環境の変化はありますか。

山田　当院は地域医療支援病院として急性期医療を担って
いますが、近年、紹介率、逆紹介率が大きく伸びています。ま
た、救急搬送が月平均500件あり、大阪市内でも100床当たり
の件数ではトップ5に入るほどで、医師は多忙を極めている状
況です。

高橋　私も10年前に大学病院から着任したのですが、当時の
薬剤科は業務をこなすことに終始し、教育や研究への意識や
体制は不十分でした。そこでまず着手したのが京都薬科大学
と連携し、外の空気を入れることでした。毎週開催される病
院幹部のミーティングで各部門がプレゼンテーションするので
すが、教育・研究への取り組み強化を含めた薬剤科からの発
信は他職種の部門にも良い影響を与えており、現在は病院全
体のリーディング部門になってきたと自負しています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院は病院幹部のミーティングが
病院全体への有効な情報発信となりましたが、江東病院の戦
略マップの掲示も「見せる化」の手法として効果的な情報発信
になったのではないでしょうか。

佐藤　現在は学会発表のポスターを掲示し、医師にも薬剤部
が医薬品の適正化に取り組んでいることを評価してもらってい
ます。ただ貼るだけなのですが、その効果を実感しています。

赤瀬　次に、病院の経営上の課題の中で薬剤部が貢献できる
ところはどこでしょうか。

高橋　紹介患者や救急搬送患者が多いことで、医師は非常
に多忙になっています。そこで薬剤師外来を立ち上げて医師
の診察前に患者さんと面談したり、救急患者の持参薬の確
認、TDMのオーダーなどを行うことで医師の負担軽減にも貢
献しています。

加藤　薬剤師を増員して全病棟に配置したことで、薬剤管理
指導料の算定件数は月1,200件、実施率90％、退院時も90％
を維持しています。また、医薬品の在庫金額は目標値を設定
して削減に取り組んでおり、特に高額の注射薬については看
護師と協議しながら適正化を進めているほか、医師に2日前に
オーダーを入れてもらい、システムで自動発注できるようになっ
たことで、トータルで月100万円程の削減に成功しました。この
ように当院の薬剤部は病院の収益およびコスト削減に貢献し
ています。

佐藤　当院は以前、医師や看護師の多忙を理由に救急車の
受け入れを一部断らざるを得ず、病床稼働率の低下につな
がっていました。そこで、数年前から薬剤師の当直を開始し、
救急患者受け入れ時の薬剤業務を担うことで看護師の負担
軽減に貢献できました。また、外来化学療法室に薬剤師が常
駐していますので、診察の前に副作用モニタリングを行うこと
で主治医の診察時間を短縮化できています。しかし、他の外
来でも皮下注射やハイリスク薬の使用が増えているので、本来
は薬剤師が説明を行うべきだと思いますし、実際に要望も出
ていますが、現在はマンパワーが不足しているため、実現に
至っていません。

赤瀬　今後、取り組むべき課題はありますか。

高橋　今後は、まだ実現できていないICUおよび手術室への
薬剤師配置のほか、新規の薬剤師外来の拡充、薬剤師レジデン
トの受け入れ体制の確立などに取り組みたいと思っています。

加藤　当院でも人員に余裕ができれば薬剤師外来や手術室
への配置も行い、薬剤師と医師のダブルチェック体制で安全
性を高めたいと思います。そのためには薬剤部全体の経営的
な目標値を検討する必要があります。

赤瀬　私が2014年に実施した調査では、薬剤師の病棟配置
によって平均在院日数が短縮するという結果が出ました※。こ
の他、手術室への配置は麻酔科医の負担軽減につながり、多
職種協働による回転率の向上も期待できます。注意しなけれ
ばいけないのは、医師のオーバーワークの時間を他の職種が
カバーすれば問題が解決するわけではなく、医療従事者全体
の負担軽減や医療の質向上を目標とするべきだということで
す。病院全体の課題解決に薬剤師が一役買う場面は多いは
ずですので、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。

■ミドルマネジャーの役割と実践例

赤瀬　マネジメントの重要性が注目されるとともに、ミドルマネ
ジャーにはより高い能力が求められています。山田先生と佐
藤先生はどのように実務レベルのマネジメントに取り組まれて
いますか。

山田　私はミドルマネジャーの役割を「連結ピン」だと考えて
います。これはリッカートが提唱した概念ですが、人と人、組
織と組織を有効に結びつけ、コミュニケーションを円滑化する
潤滑油の役割、あるいはそうした役割を果たす能力を言いま
す（資料5）。具体的には、病院の目標や経営方針について部
長と意思統一を図り、薬剤科の方針とその実現方法を自分の
言葉で部下に伝え、現場に浸透させることです。当薬剤科で
はスタッフの指導・教育をチーム体制で行い、臨床で経験を積
みます。例えば、認定・専門薬剤師1名に中堅薬剤師・若手薬
剤師の各1名を1チームとし、がん、実務実習、NST、緩和、感
染、糖尿病などのテーマに取り組みます。私自身、がん性疼痛
患者への診察前薬剤師面談を行う中で後輩薬剤師の指導で
心掛けていることは、①がん診療拠点病院の薬剤師として、
業務を通じて積極的にがん医療に貢献すること、②緩和医療
に関する専門的な知識習得のサポートとチームで取り組む姿
勢の教育、③学会発表や論文発表などの学術的な指導です。
指導する立場ではありますが、後輩と共に経験し、共に悩み、
共に学ぶ姿勢を常に持つようにしています。

佐藤　私はＢＳＣの取り組みを通じて、キャリアアッププラン
や教育プログラムを策定しました。若手薬剤師が多いので、ま
ずは経験を積む中で学ぶことが大切だと考え、チームでサ
ポートする仕組みを作りました。チームには、がん、感染症、糖
尿病、緩和ケア、災害、薬の在庫管理などがあります。例えば、
がんチームは認定薬剤師である私がリーダーで、その下に中堅

スタッフ、経験5年程度のスタッフ、さらに2～3年目の若手とい
うメンバー構成です。BSCの顧客の視点から目標を設定し、
看護師のための抗がん剤のルート設計に関する分かりやすい
説明書の作成や、患者支援のレベルアップのためのレジメンご
との服薬指導ツールの作成に取り組みました。また、在庫管
理チームは採用薬について考え、対応するチームです。結成の
きっかけは薬剤部長からの在庫金額削減の指示でした。在庫
管理自体は1人でもできるでしょうが、担当者不在時の対応や、
若手の成長を促すことを目的にチームを結成しました。

赤瀬　スタッフのモチベーションの維持・向上についてはいか
がですか。

山田　患者さんや他職種に貢献できていると実感できること
こそが薬剤師のモチベーションアップに最も寄与すると思いま
す。ミドルマネジャーとして、学べる環境と、それを活かすこと
ができる環境を用意すること、さらに、それを評価される環境
として学会や論文発表、認定・専門資格取得を推進する環境
を用意することを心掛けています。その成果として、学会発表
数は5年前と比べて倍増し、専門・認定資格の取得も約30へ
と増加しています。

加藤　当院も教育に力を入れており、2018年度は学会での口
頭発表、ポスター発表を合わせて10演題を発表しました。現在
のような活気が生まれたのは、ミドルマネジャーの2人が若い
薬剤師をうまく引っ張ってきてくれたからだと感謝しています。

佐藤　山田先生が言われたように、チームで一緒に考え、悩
み、経験することが若手のやる気を引き出し、成長を促します。
当院でも研究に取り組みたいと考えていましたが、具体的な方
法が見つかりませんでした。今後は野江病院のように薬科大
学と連携する方法も探っていきたいと思います。

■医療の質向上のための
　ファーマシーマネジメント

赤瀬　次に、医療の質の向上および経営の効率化のために、
薬剤部門が果たすべき役割とマネジメントのあり方、今後のビ
ジョンについてお話しください。

高橋　私は活発で健全な組織を構築し、次世代を担う人材を
育成することがトップの役割だと考えています。言い換えれ
ば、薬剤師が相互に刺激を与えながら、共に成長できる組織
環境の構築です。もう一つは、信頼できる最高のファーマシー
マネジメントチームを結成することであり、そのためには薬剤
師全員が高いモチベーションを持てるよう、しっかりと議論さ
れ、明確化された方針を示していくことが大切です。今後も薬
剤科の仲間とともに、皆が医療人としての誇りと幸せを感じら
れる職場を創っていきたいと思います。

佐藤　薬剤師が望んでいるのは、患者さんのために医療の質
の向上に貢献することです。その中で、私はミドルマネジャー
として、医療の質の向上を財務の向上につなげることを意識し
て行動しています。例えば、患者さんに説明しやすいツールの
作成がハイリスク薬の薬剤管理指導料算定件数の増加につ
ながります。医療の質向上の視点で活動をすることが、病院
経営への貢献につながるようなチーム作りを共に進めること
で、薬剤師のモチベーションを高めていこうと思います。

山田　私も医療と経営のバランスは本当に大事だと常に思っ
ています。経営を見ていても、その奥に患者さんの存在を意
識する。また、その逆もあります。そうしたバランスの取れた
医療者が理想であり、後輩にも引き継いでいきたいと思って
います。

赤瀬　BSCにおける「学習と成長・業務プロセス・顧客・財務」
の4つの視点のバランスが取れた状態を目指せば、おのずとど
のように人材を育成していくべきかが分かると思います。また、
スタッフの職務満足が患者満足につながり、それが財務的な
価値へとつながるというように、すべては関連しているのです。

加藤　私は、組織マネジメントにおいて最も大事なのは、信頼
関係と協調性だと考えています。そして、一度決めたことはぶ
れることなく実施し、それを評価した上で改善をしていく。そ
の繰り返しが医療の質を高め、職員満足、患者満足につな
がっていくのであり、全ての基盤である人の教育にこれからも
力を入れていきます。いま、地域包括ケアシステムの構築が進
んでいますが、当院のような小規模病院はどのような立ち位
置で、地域に貢献すればよいのか、その中で薬剤師はどのよ
うな役割を果たすべきかを、日々模索しています。

赤瀬　今後、医療を実践する単位は“地域”になっていきま
す。そこで現在、各地域の実情に応じた医療提供体制の整備
を目指して「医療機能の分化・強化、連携」が推進され、実現
のための具体的対策が協議されています。その中で、薬剤師
も地域医療の課題にしっかり向き合い、薬剤師が果たす役割
を発信していただきたいと思います。そのためには地域医療
連携の中で薬薬連携が地域医療連携の一環として機能して
いる必要があります。先行地域の情報を積極的に収集しなが
ら、薬剤師はどうするべきかを先取りして考え、行動していた
だきたい。その時に、病院は地域住民のためにあるという根
幹を見失ってはいけません。時代が変わり、テクノロジーが発
達しても、医療従事者のマインドは普遍的なものであり、これ
を次の世代に受け継ぐための教育が益々重要な時代になって
います。
　本日は、ファーマシーマネジメントの現状と今後について、実
践活動を踏まえた貴重なお話を伺うことができました。あり
がとうございました。

赤瀬先生提供資料

薬剤師が経営に貢献する意義資料1

●薬剤管理指導料などの診療報酬、病棟薬剤業務実施加算
　などの加算を積極的に取りに行く

●GE導入や購入管理などによる医薬品費の適正化は、指摘
　される前にすべて戦略的に手掛ける

自身の病院の主軸となる診療機能に介入して、病院の機能
および生産性を向上させる
医薬品が関連する業務に責任を持ち、経済性の視点で
薬物療法を評価する
そのための人材確保および育成を適正かつ着実に実施する
その意味するところ、地域医療の適正、地域住民および
患者の安全管理、医薬品適正使用の推進である



1.はじめに
～ファーマシーマネジメントの必要性と論点の提示～

赤瀬　近年、世界的規模の環境リスクや社会リスクが増大す
る中で「持続可能性（Sustainability）」という概念が注目され
ています。医療分野においても、国民が安心できる医療・福祉
の実現に向けて、持続可能性の追求が重要なテーマになって
います。つい先日も、50年の歴史を持つ地域密着型病院が競
争激化から来院者数が減少し、破産手続きを開始したという
ニュースが流れましたが、最近の医療機関の倒産は、従来のよ
うに緩やかに衰退する「ターミナル型」から、ある日突然訪れる
「突然死型」へと変化しています。もはや医療機関の経営は安
泰だという考え方は過去のものとなり、生き残るためのマネジ
メントの重要性が増しているのです。
　そこで、本日の座談会では3つの論点で討議を進めます。1点
目は、「病院を取り巻く環境変化」です。いま、病院経営は極め
て厳しい状況にあります。株式会社帝国データバンクが2019年
1月に発表した“医療機関の倒産動向調査（2018年）によると、
2018年における医療機関の倒産は前年比60％増で、しかも病
院の場合は負債総額が60億円を超える大型倒産であること
が報告されています。また、2018年に日本病院会、全日本病院
協会、日本医療法人協会の3団体が実施した合同経営調査
（平成30年度 病院経営定期調査 有効回答1,111病院）では、
病院の収支（経常利益）は前年に対して若干の改善傾向にあ
りますが、半数以上は赤字が続いています。さらに本業部分
の利益（医業利益）に限定すると、赤字施設の割合は増えてお
り、診療報酬改訂の影響の大きさが見て取れます。病院経営
悪化の要因としては、「環境の変化に対応できなかった」「経営
改善にむけたリーダーシップ不足」「コンサルタントなどへの安
易な依存と、そのことに対する根拠のない安心感」などが挙げ
られます。各病院においては経営分析結果を適切に遂行して
改善につなげること、リーダーシップやコンサルタントに頼らな
い人材育成が課題となっています。
　2点目は「薬剤師が果たすべき経営上の役割」です。病院経
営に貢献するには、薬剤管理指導料や病棟薬剤業務実施加
算などへの積極的な取り組みや、医薬品の購入および在庫管
理によるコストの適正化はもちろん大切です。それ以上に、病
院の主軸となる診療機能に介入して、病院全体の機能および
生産性を向上させること、医薬品関連業務に責任を持ち、経
済性の視点で薬物療法を評価すること、そのための人材確保
と育成が重要です。それが地域医療の適正化、地域住民およ
び患者さんの安全管理、医薬品適正使用の推進に貢献しま
す（資料1）。
　3つ目の論点が、薬剤部門における組織管理と人材育成で
す。P.F.ドラッカーはマネジメントの役割を、①自分たちの組織
に特有の目的とミッションを果たす、②仕事を生産的なものと
し、働く人たちに成果を上げさせる、③自らが社会の問題解決
に貢献する、の3つを挙げています。薬剤師がこの3つを達成

変革の時代の「ファーマシーマネジメント」VIEW

するための組織管理はどうあるべきでしょうか。また、人材育
成で念頭に置くべきことは、病院のミッションやビジョン、理念
を理解し、医療現場で働くことの意味を考えることです。よい
薬剤師である前によい医療人であれ。よい医療人である前に
よい社会人であれ。そのための教育や人材育成はいかにある
べきかを議論したいと思います。

2.各施設における薬剤部門組織
　マネジメントの現状　　　
赤瀬　討論の前に、各施設の組織マネジメントへの取り組み
についてご紹介いただきたいと思います。

■大阪府済生会野江病院 薬剤科の
　組織マネジメント

高橋　大阪府済生会野江病院は、大阪市城東区にある400床
の地域密着型急性期病院です。薬剤科の基本理念は「業務・
教育・研究」の三本柱で、これは病院の理念・将来計画に基
づいて作成しました。まず「業務」では、チーム医療への積極
的な参画、地域医療連携の強化に力を入れています。「教育」
は、職員への専門・認定資格取得の奨励のほか、薬学生の長
期実務実習や医学部1回生の早期臨床実習、高校生の体験学
習を受け入れており、次世代の医療人育成、地域社会への貢
献を目指しています。「研究」については、京都薬科大学との
連携で臨床研究員の採用や共同研究の実施に取り組み、そ
の成果は学会発表や論文投稿として実を結んでいます。
　当薬剤科の最近の特徴的な取り組みとして、一つは、質の
高い専門的医療の向上のために、AST（抗菌薬適正使用支
援チーム）の立ち上げと専従薬剤師の配置、TDMオーダー補
助業務、がん・緩和領域における薬剤師外来などを実施して
います。これらの業務は、認定・専門資格取得者に限定して
権限を与えることで質を担保しています。次に、質の高い人材
育成を目的に、新実務実習体制の確立と大学および保険薬局

との連携、神戸薬科大学から卒業研究を目的とした薬学生の
受け入れのほか、全国の済生会病院の共同治験に積極的に
参画しています。また、地域連携を強化するために、年6回、地
域の薬剤師会と協働で地域連携セミナーを開催するほか、多
職種合同の退院調整カンファレンスへの参加も今後強化する
方針です。そして、患者さんへの最適な医療の提供のために、
全病棟に薬剤師を配置し、ポリファーマシー対策をはじめ全
入院患者の持参薬報告、全退院患者への服薬指導を行って
います。このように広範囲に業務を展開できているのは、薬
剤科の仲間の頑張り、チームワークの賜です。
　ここからは「ヒト・モノ・カネ・情報」の側面からマネジメン
トの取り組みをお話しします。まず「ヒト」ですが、医療・福祉
分野における新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は、
2015年3月卒では37.8％（厚生労働省「新規大卒就職者の産
業分類別就職後3年以内の離職率の推移」）と非常に高いの
ですが、当薬剤科の離職率は0％、さらに育休後の復帰率は
100％です。その結果、経験値の高い薬剤師が多いため、増員
することなく業務拡大を実現できています。次に「モノ」です
が、病棟やチームでの活動に必要な書籍や参考書、ネット環境
とパソコンなどの資材を整備し、最新の医療機器もタイムリー
に購入しています。「カネ」については、実習受託費や治験研
究費を薬剤科運営費として活用し、学会や研修会の参加費用
を援助することにより、各種認定取得を経済的にバックアップ
しています。最後に「情報」ですが、カンファレンスルームに薬
剤部長専用の掲示板があり、そこに認定試験や講習会、学会
の情報などを掲示し、職員が日々スキルアップを意識する環境
を作っています。また、先述した地域薬剤師会および大学と
の連携、情報共有に力を入れています（資料2）。

■江東病院 薬剤部の組織マネジメント

佐藤　江東病院（286床）は東京都江東区の下町に位置し、急
性期医療を提供しつつ地域住民の健康増進も担っています。

当院の基本方針8項目のうち、近年、特に力を入れているのが、
「在宅医療提供体制の充実」「救急医療の充実」「災害時後方
支援病院としての積極的な活動」です。薬剤部もこれを踏まえ
て、薬剤師として地域医療にどのような役割を果たし、貢献す
るかを強く意識しています。この10年程で薬剤部の組織体制
は大きく変化してきました。薬剤師数は2012年度の13人から
2018年度は27人に倍増し、組織構造は薬局長の下に課長代
理2人、主任2人、さらに係長、副係長、一般職という形に階層
化しました。さらに院内での位置づけも、従来の診療支援部
の一部であった「薬局」から、「薬剤部」へと格上げされました。
　その一方で、課題もあります。薬剤師27人中14人が経験5年
未満の新人・若手であり、私を含むミドルマネジャーも30代が
大半です。急速に拡大した若い組織をマネジメント経験の少
ない薬剤師がどのように管理していけばよいのか、もう一人の
課長代理と悩んでいるときに出会ったのがバランスト・スコア
カード（以下、BSC）です。2016年1月に開催された東京都病
院薬剤師会主催のワークショップに参加しBSCを作成しまし
た。これを新年度の目標に掲げたのですが、あまりうまく機能
させることができませんでした。そこで2年目に作成した戦略
マップでは、「学習と成長の視点」の項目に「若手育成強化」に
加えて「管理職の育成」を追加しました（資料3）。ここを基点に
してや「業務プロセスの視点」の「病棟業務強化」や「専門性活
用」、さらに「業務の標準化」を達成しようと考えました。目標
を明確化し、やるべきことを強化していけば、それが「顧客の
視点」の「医療の質向上」に、最終的には「財務の視点」である
「増収」や「支出抑制」にもつながると考えました。次に、作成し
た戦略マップを現場に浸透させるための工夫として、薬剤部の
廊下に戦略マップを掲示することで可視化と継続的な意識付
けを行いました。すると、期待以上に新卒を含む薬剤部スタッ
フが興味を持って見てくれて、薬剤部の理念や目標を共有でき
ました。また、提示した戦略マップは院長や副院長、事務部長
を含めた多くの職員の目に留まり注目されたことで、薬剤部の
取り組みに対する認識や評価の向上につながりました。さら

に、2018年1～2月のワークショップで作成したBSCを元に、3月
に部長と共に見直しと修正を加え、新たな課題を目標として再
選定したものを4月に薬剤部全員で共有しました。
　薬剤部の業務は、2012年の病棟薬剤業務実施加算以降、
実務実習受け入れ、後発品切り替え、外来化学療法室常駐、ポ
リファーマシー対策、そして2018年度はASTの専従へと拡充
してきました（資料4）。理念と基本方針を明確化し、業績の見
える化を行いながら、一つ一つの業務に目的意識を持って取
り組むことで薬剤師の力が強化され、病院における薬剤師の
地位は向上してきたと考えています。

3.ディスカッション　　　

赤瀬　ここからは各施設の取り組みを踏まえながら議論を進
めていきたいと思います。まず論点1ですが、地域包括ケアシ
ステムの構築などの環境変化を受けて、病院経営はどのように
変化し、その中で薬剤部門としてどのような方向性をお持ちで
しょうか。

加藤　私が10年ほど前に薬局長として江東病院に着任した
当時、当院は急性期医療に特化した病院でした。しかし、地域
完結型医療へと進む国の政策に沿うために病院の方針や方
向性、経営戦略を見直し、2010年に回復期リハビリテーション
病棟30床を開設するとともに、一般病床を256床に減床しまし
た。近隣には大学病院のほか、大規模な基幹病院があるため、
本来、当院は急性期治療を終えた患者さんを受け入れる役割
を担う一方で、診療所からの紹介も受ける中間ポジションとし
ての機能が求められます。また、医療圏にはマンモス団地があ
り、高齢化が進んでいますので、近年は法人グループ内の在
宅・福祉部門との連携による地域医療・福祉の充実にも力を
入れています。このような環境の変化に伴い、薬剤部へのニー
ズは多様化しており、病棟業務拡大と質向上、チーム医療や新

規事業への参画、地域連携、また増収・コスト削減といった経
営貢献を意識して取り組んできました。

赤瀬　BSCを導入する前と後で薬剤部のマネジメントに変化
はありますか。

佐藤　ミドルマネジャー2人のマネジメントに対する意識が変
わったことが大きいですね。今では病院の経営状況や基本方
針を念頭に入れて、診療報酬の算定件数や医薬品購入額、在
庫金額などの目標管理をしています。それに伴って、若手薬
剤師も目標達成を意識するようになり、病棟では算定件数を
週単位、月単位で見ています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院では環境の変化はありますか。

山田　当院は地域医療支援病院として急性期医療を担って
いますが、近年、紹介率、逆紹介率が大きく伸びています。ま
た、救急搬送が月平均500件あり、大阪市内でも100床当たり
の件数ではトップ5に入るほどで、医師は多忙を極めている状
況です。

高橋　私も10年前に大学病院から着任したのですが、当時の
薬剤科は業務をこなすことに終始し、教育や研究への意識や
体制は不十分でした。そこでまず着手したのが京都薬科大学
と連携し、外の空気を入れることでした。毎週開催される病
院幹部のミーティングで各部門がプレゼンテーションするので
すが、教育・研究への取り組み強化を含めた薬剤科からの発
信は他職種の部門にも良い影響を与えており、現在は病院全
体のリーディング部門になってきたと自負しています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院は病院幹部のミーティングが
病院全体への有効な情報発信となりましたが、江東病院の戦
略マップの掲示も「見せる化」の手法として効果的な情報発信
になったのではないでしょうか。

佐藤　現在は学会発表のポスターを掲示し、医師にも薬剤部
が医薬品の適正化に取り組んでいることを評価してもらってい
ます。ただ貼るだけなのですが、その効果を実感しています。

赤瀬　次に、病院の経営上の課題の中で薬剤部が貢献できる
ところはどこでしょうか。

高橋　紹介患者や救急搬送患者が多いことで、医師は非常
に多忙になっています。そこで薬剤師外来を立ち上げて医師
の診察前に患者さんと面談したり、救急患者の持参薬の確
認、TDMのオーダーなどを行うことで医師の負担軽減にも貢
献しています。

加藤　薬剤師を増員して全病棟に配置したことで、薬剤管理
指導料の算定件数は月1,200件、実施率90％、退院時も90％
を維持しています。また、医薬品の在庫金額は目標値を設定
して削減に取り組んでおり、特に高額の注射薬については看
護師と協議しながら適正化を進めているほか、医師に2日前に
オーダーを入れてもらい、システムで自動発注できるようになっ
たことで、トータルで月100万円程の削減に成功しました。この
ように当院の薬剤部は病院の収益およびコスト削減に貢献し
ています。

佐藤　当院は以前、医師や看護師の多忙を理由に救急車の
受け入れを一部断らざるを得ず、病床稼働率の低下につな
がっていました。そこで、数年前から薬剤師の当直を開始し、
救急患者受け入れ時の薬剤業務を担うことで看護師の負担
軽減に貢献できました。また、外来化学療法室に薬剤師が常
駐していますので、診察の前に副作用モニタリングを行うこと
で主治医の診察時間を短縮化できています。しかし、他の外
来でも皮下注射やハイリスク薬の使用が増えているので、本来
は薬剤師が説明を行うべきだと思いますし、実際に要望も出
ていますが、現在はマンパワーが不足しているため、実現に
至っていません。

赤瀬　今後、取り組むべき課題はありますか。

高橋　今後は、まだ実現できていないICUおよび手術室への
薬剤師配置のほか、新規の薬剤師外来の拡充、薬剤師レジデン
トの受け入れ体制の確立などに取り組みたいと思っています。

加藤　当院でも人員に余裕ができれば薬剤師外来や手術室
への配置も行い、薬剤師と医師のダブルチェック体制で安全
性を高めたいと思います。そのためには薬剤部全体の経営的
な目標値を検討する必要があります。

赤瀬　私が2014年に実施した調査では、薬剤師の病棟配置
によって平均在院日数が短縮するという結果が出ました※。こ
の他、手術室への配置は麻酔科医の負担軽減につながり、多
職種協働による回転率の向上も期待できます。注意しなけれ
ばいけないのは、医師のオーバーワークの時間を他の職種が
カバーすれば問題が解決するわけではなく、医療従事者全体
の負担軽減や医療の質向上を目標とするべきだということで
す。病院全体の課題解決に薬剤師が一役買う場面は多いは
ずですので、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。

■ミドルマネジャーの役割と実践例

赤瀬　マネジメントの重要性が注目されるとともに、ミドルマネ
ジャーにはより高い能力が求められています。山田先生と佐
藤先生はどのように実務レベルのマネジメントに取り組まれて
いますか。

山田　私はミドルマネジャーの役割を「連結ピン」だと考えて
います。これはリッカートが提唱した概念ですが、人と人、組
織と組織を有効に結びつけ、コミュニケーションを円滑化する
潤滑油の役割、あるいはそうした役割を果たす能力を言いま
す（資料5）。具体的には、病院の目標や経営方針について部
長と意思統一を図り、薬剤科の方針とその実現方法を自分の
言葉で部下に伝え、現場に浸透させることです。当薬剤科で
はスタッフの指導・教育をチーム体制で行い、臨床で経験を積
みます。例えば、認定・専門薬剤師1名に中堅薬剤師・若手薬
剤師の各1名を1チームとし、がん、実務実習、NST、緩和、感
染、糖尿病などのテーマに取り組みます。私自身、がん性疼痛
患者への診察前薬剤師面談を行う中で後輩薬剤師の指導で
心掛けていることは、①がん診療拠点病院の薬剤師として、
業務を通じて積極的にがん医療に貢献すること、②緩和医療
に関する専門的な知識習得のサポートとチームで取り組む姿
勢の教育、③学会発表や論文発表などの学術的な指導です。
指導する立場ではありますが、後輩と共に経験し、共に悩み、
共に学ぶ姿勢を常に持つようにしています。

佐藤　私はＢＳＣの取り組みを通じて、キャリアアッププラン
や教育プログラムを策定しました。若手薬剤師が多いので、ま
ずは経験を積む中で学ぶことが大切だと考え、チームでサ
ポートする仕組みを作りました。チームには、がん、感染症、糖
尿病、緩和ケア、災害、薬の在庫管理などがあります。例えば、
がんチームは認定薬剤師である私がリーダーで、その下に中堅

スタッフ、経験5年程度のスタッフ、さらに2～3年目の若手とい
うメンバー構成です。BSCの顧客の視点から目標を設定し、
看護師のための抗がん剤のルート設計に関する分かりやすい
説明書の作成や、患者支援のレベルアップのためのレジメンご
との服薬指導ツールの作成に取り組みました。また、在庫管
理チームは採用薬について考え、対応するチームです。結成の
きっかけは薬剤部長からの在庫金額削減の指示でした。在庫
管理自体は1人でもできるでしょうが、担当者不在時の対応や、
若手の成長を促すことを目的にチームを結成しました。

赤瀬　スタッフのモチベーションの維持・向上についてはいか
がですか。

山田　患者さんや他職種に貢献できていると実感できること
こそが薬剤師のモチベーションアップに最も寄与すると思いま
す。ミドルマネジャーとして、学べる環境と、それを活かすこと
ができる環境を用意すること、さらに、それを評価される環境
として学会や論文発表、認定・専門資格取得を推進する環境
を用意することを心掛けています。その成果として、学会発表
数は5年前と比べて倍増し、専門・認定資格の取得も約30へ
と増加しています。

加藤　当院も教育に力を入れており、2018年度は学会での口
頭発表、ポスター発表を合わせて10演題を発表しました。現在
のような活気が生まれたのは、ミドルマネジャーの2人が若い
薬剤師をうまく引っ張ってきてくれたからだと感謝しています。

佐藤　山田先生が言われたように、チームで一緒に考え、悩
み、経験することが若手のやる気を引き出し、成長を促します。
当院でも研究に取り組みたいと考えていましたが、具体的な方
法が見つかりませんでした。今後は野江病院のように薬科大
学と連携する方法も探っていきたいと思います。

■医療の質向上のための
　ファーマシーマネジメント

赤瀬　次に、医療の質の向上および経営の効率化のために、
薬剤部門が果たすべき役割とマネジメントのあり方、今後のビ
ジョンについてお話しください。

高橋　私は活発で健全な組織を構築し、次世代を担う人材を
育成することがトップの役割だと考えています。言い換えれ
ば、薬剤師が相互に刺激を与えながら、共に成長できる組織
環境の構築です。もう一つは、信頼できる最高のファーマシー
マネジメントチームを結成することであり、そのためには薬剤
師全員が高いモチベーションを持てるよう、しっかりと議論さ
れ、明確化された方針を示していくことが大切です。今後も薬
剤科の仲間とともに、皆が医療人としての誇りと幸せを感じら
れる職場を創っていきたいと思います。

佐藤　薬剤師が望んでいるのは、患者さんのために医療の質
の向上に貢献することです。その中で、私はミドルマネジャー
として、医療の質の向上を財務の向上につなげることを意識し
て行動しています。例えば、患者さんに説明しやすいツールの
作成がハイリスク薬の薬剤管理指導料算定件数の増加につ
ながります。医療の質向上の視点で活動をすることが、病院
経営への貢献につながるようなチーム作りを共に進めること
で、薬剤師のモチベーションを高めていこうと思います。

山田　私も医療と経営のバランスは本当に大事だと常に思っ
ています。経営を見ていても、その奥に患者さんの存在を意
識する。また、その逆もあります。そうしたバランスの取れた
医療者が理想であり、後輩にも引き継いでいきたいと思って
います。

赤瀬　BSCにおける「学習と成長・業務プロセス・顧客・財務」
の4つの視点のバランスが取れた状態を目指せば、おのずとど
のように人材を育成していくべきかが分かると思います。また、
スタッフの職務満足が患者満足につながり、それが財務的な
価値へとつながるというように、すべては関連しているのです。

加藤　私は、組織マネジメントにおいて最も大事なのは、信頼
関係と協調性だと考えています。そして、一度決めたことはぶ
れることなく実施し、それを評価した上で改善をしていく。そ
の繰り返しが医療の質を高め、職員満足、患者満足につな
がっていくのであり、全ての基盤である人の教育にこれからも
力を入れていきます。いま、地域包括ケアシステムの構築が進
んでいますが、当院のような小規模病院はどのような立ち位
置で、地域に貢献すればよいのか、その中で薬剤師はどのよ
うな役割を果たすべきかを、日々模索しています。

赤瀬　今後、医療を実践する単位は“地域”になっていきま
す。そこで現在、各地域の実情に応じた医療提供体制の整備
を目指して「医療機能の分化・強化、連携」が推進され、実現
のための具体的対策が協議されています。その中で、薬剤師
も地域医療の課題にしっかり向き合い、薬剤師が果たす役割
を発信していただきたいと思います。そのためには地域医療
連携の中で薬薬連携が地域医療連携の一環として機能して
いる必要があります。先行地域の情報を積極的に収集しなが
ら、薬剤師はどうするべきかを先取りして考え、行動していた
だきたい。その時に、病院は地域住民のためにあるという根
幹を見失ってはいけません。時代が変わり、テクノロジーが発
達しても、医療従事者のマインドは普遍的なものであり、これ
を次の世代に受け継ぐための教育が益々重要な時代になって
います。
　本日は、ファーマシーマネジメントの現状と今後について、実
践活動を踏まえた貴重なお話を伺うことができました。あり
がとうございました。
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1.はじめに
～ファーマシーマネジメントの必要性と論点の提示～

赤瀬　近年、世界的規模の環境リスクや社会リスクが増大す
る中で「持続可能性（Sustainability）」という概念が注目され
ています。医療分野においても、国民が安心できる医療・福祉
の実現に向けて、持続可能性の追求が重要なテーマになって
います。つい先日も、50年の歴史を持つ地域密着型病院が競
争激化から来院者数が減少し、破産手続きを開始したという
ニュースが流れましたが、最近の医療機関の倒産は、従来のよ
うに緩やかに衰退する「ターミナル型」から、ある日突然訪れる
「突然死型」へと変化しています。もはや医療機関の経営は安
泰だという考え方は過去のものとなり、生き残るためのマネジ
メントの重要性が増しているのです。
　そこで、本日の座談会では3つの論点で討議を進めます。1点
目は、「病院を取り巻く環境変化」です。いま、病院経営は極め
て厳しい状況にあります。株式会社帝国データバンクが2019年
1月に発表した“医療機関の倒産動向調査（2018年）によると、
2018年における医療機関の倒産は前年比60％増で、しかも病
院の場合は負債総額が60億円を超える大型倒産であること
が報告されています。また、2018年に日本病院会、全日本病院
協会、日本医療法人協会の3団体が実施した合同経営調査
（平成30年度 病院経営定期調査 有効回答1,111病院）では、
病院の収支（経常利益）は前年に対して若干の改善傾向にあ
りますが、半数以上は赤字が続いています。さらに本業部分
の利益（医業利益）に限定すると、赤字施設の割合は増えてお
り、診療報酬改訂の影響の大きさが見て取れます。病院経営
悪化の要因としては、「環境の変化に対応できなかった」「経営
改善にむけたリーダーシップ不足」「コンサルタントなどへの安
易な依存と、そのことに対する根拠のない安心感」などが挙げ
られます。各病院においては経営分析結果を適切に遂行して
改善につなげること、リーダーシップやコンサルタントに頼らな
い人材育成が課題となっています。
　2点目は「薬剤師が果たすべき経営上の役割」です。病院経
営に貢献するには、薬剤管理指導料や病棟薬剤業務実施加
算などへの積極的な取り組みや、医薬品の購入および在庫管
理によるコストの適正化はもちろん大切です。それ以上に、病
院の主軸となる診療機能に介入して、病院全体の機能および
生産性を向上させること、医薬品関連業務に責任を持ち、経
済性の視点で薬物療法を評価すること、そのための人材確保
と育成が重要です。それが地域医療の適正化、地域住民およ
び患者さんの安全管理、医薬品適正使用の推進に貢献しま
す（資料1）。
　3つ目の論点が、薬剤部門における組織管理と人材育成で
す。P.F.ドラッカーはマネジメントの役割を、①自分たちの組織
に特有の目的とミッションを果たす、②仕事を生産的なものと
し、働く人たちに成果を上げさせる、③自らが社会の問題解決
に貢献する、の3つを挙げています。薬剤師がこの3つを達成

するための組織管理はどうあるべきでしょうか。また、人材育
成で念頭に置くべきことは、病院のミッションやビジョン、理念
を理解し、医療現場で働くことの意味を考えることです。よい
薬剤師である前によい医療人であれ。よい医療人である前に
よい社会人であれ。そのための教育や人材育成はいかにある
べきかを議論したいと思います。

2.各施設における薬剤部門組織
　マネジメントの現状　　　
赤瀬　討論の前に、各施設の組織マネジメントへの取り組み
についてご紹介いただきたいと思います。

■大阪府済生会野江病院 薬剤科の
　組織マネジメント

高橋　大阪府済生会野江病院は、大阪市城東区にある400床
の地域密着型急性期病院です。薬剤科の基本理念は「業務・
教育・研究」の三本柱で、これは病院の理念・将来計画に基
づいて作成しました。まず「業務」では、チーム医療への積極
的な参画、地域医療連携の強化に力を入れています。「教育」
は、職員への専門・認定資格取得の奨励のほか、薬学生の長
期実務実習や医学部1回生の早期臨床実習、高校生の体験学
習を受け入れており、次世代の医療人育成、地域社会への貢
献を目指しています。「研究」については、京都薬科大学との
連携で臨床研究員の採用や共同研究の実施に取り組み、そ
の成果は学会発表や論文投稿として実を結んでいます。
　当薬剤科の最近の特徴的な取り組みとして、一つは、質の
高い専門的医療の向上のために、AST（抗菌薬適正使用支
援チーム）の立ち上げと専従薬剤師の配置、TDMオーダー補
助業務、がん・緩和領域における薬剤師外来などを実施して
います。これらの業務は、認定・専門資格取得者に限定して
権限を与えることで質を担保しています。次に、質の高い人材
育成を目的に、新実務実習体制の確立と大学および保険薬局

との連携、神戸薬科大学から卒業研究を目的とした薬学生の
受け入れのほか、全国の済生会病院の共同治験に積極的に
参画しています。また、地域連携を強化するために、年6回、地
域の薬剤師会と協働で地域連携セミナーを開催するほか、多
職種合同の退院調整カンファレンスへの参加も今後強化する
方針です。そして、患者さんへの最適な医療の提供のために、
全病棟に薬剤師を配置し、ポリファーマシー対策をはじめ全
入院患者の持参薬報告、全退院患者への服薬指導を行って
います。このように広範囲に業務を展開できているのは、薬
剤科の仲間の頑張り、チームワークの賜です。
　ここからは「ヒト・モノ・カネ・情報」の側面からマネジメン
トの取り組みをお話しします。まず「ヒト」ですが、医療・福祉
分野における新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は、
2015年3月卒では37.8％（厚生労働省「新規大卒就職者の産
業分類別就職後3年以内の離職率の推移」）と非常に高いの
ですが、当薬剤科の離職率は0％、さらに育休後の復帰率は
100％です。その結果、経験値の高い薬剤師が多いため、増員
することなく業務拡大を実現できています。次に「モノ」です
が、病棟やチームでの活動に必要な書籍や参考書、ネット環境
とパソコンなどの資材を整備し、最新の医療機器もタイムリー
に購入しています。「カネ」については、実習受託費や治験研
究費を薬剤科運営費として活用し、学会や研修会の参加費用
を援助することにより、各種認定取得を経済的にバックアップ
しています。最後に「情報」ですが、カンファレンスルームに薬
剤部長専用の掲示板があり、そこに認定試験や講習会、学会
の情報などを掲示し、職員が日々スキルアップを意識する環境
を作っています。また、先述した地域薬剤師会および大学と
の連携、情報共有に力を入れています（資料2）。

■江東病院 薬剤部の組織マネジメント

佐藤　江東病院（286床）は東京都江東区の下町に位置し、急
性期医療を提供しつつ地域住民の健康増進も担っています。

当院の基本方針8項目のうち、近年、特に力を入れているのが、
「在宅医療提供体制の充実」「救急医療の充実」「災害時後方
支援病院としての積極的な活動」です。薬剤部もこれを踏まえ
て、薬剤師として地域医療にどのような役割を果たし、貢献す
るかを強く意識しています。この10年程で薬剤部の組織体制
は大きく変化してきました。薬剤師数は2012年度の13人から
2018年度は27人に倍増し、組織構造は薬局長の下に課長代
理2人、主任2人、さらに係長、副係長、一般職という形に階層
化しました。さらに院内での位置づけも、従来の診療支援部
の一部であった「薬局」から、「薬剤部」へと格上げされました。
　その一方で、課題もあります。薬剤師27人中14人が経験5年
未満の新人・若手であり、私を含むミドルマネジャーも30代が
大半です。急速に拡大した若い組織をマネジメント経験の少
ない薬剤師がどのように管理していけばよいのか、もう一人の
課長代理と悩んでいるときに出会ったのがバランスト・スコア
カード（以下、BSC）です。2016年1月に開催された東京都病
院薬剤師会主催のワークショップに参加しBSCを作成しまし
た。これを新年度の目標に掲げたのですが、あまりうまく機能
させることができませんでした。そこで2年目に作成した戦略
マップでは、「学習と成長の視点」の項目に「若手育成強化」に
加えて「管理職の育成」を追加しました（資料3）。ここを基点に
してや「業務プロセスの視点」の「病棟業務強化」や「専門性活
用」、さらに「業務の標準化」を達成しようと考えました。目標
を明確化し、やるべきことを強化していけば、それが「顧客の
視点」の「医療の質向上」に、最終的には「財務の視点」である
「増収」や「支出抑制」にもつながると考えました。次に、作成し
た戦略マップを現場に浸透させるための工夫として、薬剤部の
廊下に戦略マップを掲示することで可視化と継続的な意識付
けを行いました。すると、期待以上に新卒を含む薬剤部スタッ
フが興味を持って見てくれて、薬剤部の理念や目標を共有でき
ました。また、提示した戦略マップは院長や副院長、事務部長
を含めた多くの職員の目に留まり注目されたことで、薬剤部の
取り組みに対する認識や評価の向上につながりました。さら

に、2018年1～2月のワークショップで作成したBSCを元に、3月
に部長と共に見直しと修正を加え、新たな課題を目標として再
選定したものを4月に薬剤部全員で共有しました。
　薬剤部の業務は、2012年の病棟薬剤業務実施加算以降、
実務実習受け入れ、後発品切り替え、外来化学療法室常駐、ポ
リファーマシー対策、そして2018年度はASTの専従へと拡充
してきました（資料4）。理念と基本方針を明確化し、業績の見
える化を行いながら、一つ一つの業務に目的意識を持って取
り組むことで薬剤師の力が強化され、病院における薬剤師の
地位は向上してきたと考えています。

3.ディスカッション　　　

赤瀬　ここからは各施設の取り組みを踏まえながら議論を進
めていきたいと思います。まず論点1ですが、地域包括ケアシ
ステムの構築などの環境変化を受けて、病院経営はどのように
変化し、その中で薬剤部門としてどのような方向性をお持ちで
しょうか。

加藤　私が10年ほど前に薬局長として江東病院に着任した
当時、当院は急性期医療に特化した病院でした。しかし、地域
完結型医療へと進む国の政策に沿うために病院の方針や方
向性、経営戦略を見直し、2010年に回復期リハビリテーション
病棟30床を開設するとともに、一般病床を256床に減床しまし
た。近隣には大学病院のほか、大規模な基幹病院があるため、
本来、当院は急性期治療を終えた患者さんを受け入れる役割
を担う一方で、診療所からの紹介も受ける中間ポジションとし
ての機能が求められます。また、医療圏にはマンモス団地があ
り、高齢化が進んでいますので、近年は法人グループ内の在
宅・福祉部門との連携による地域医療・福祉の充実にも力を
入れています。このような環境の変化に伴い、薬剤部へのニー
ズは多様化しており、病棟業務拡大と質向上、チーム医療や新

規事業への参画、地域連携、また増収・コスト削減といった経
営貢献を意識して取り組んできました。

赤瀬　BSCを導入する前と後で薬剤部のマネジメントに変化
はありますか。

佐藤　ミドルマネジャー2人のマネジメントに対する意識が変
わったことが大きいですね。今では病院の経営状況や基本方
針を念頭に入れて、診療報酬の算定件数や医薬品購入額、在
庫金額などの目標管理をしています。それに伴って、若手薬
剤師も目標達成を意識するようになり、病棟では算定件数を
週単位、月単位で見ています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院では環境の変化はありますか。

山田　当院は地域医療支援病院として急性期医療を担って
いますが、近年、紹介率、逆紹介率が大きく伸びています。ま
た、救急搬送が月平均500件あり、大阪市内でも100床当たり
の件数ではトップ5に入るほどで、医師は多忙を極めている状
況です。

高橋　私も10年前に大学病院から着任したのですが、当時の
薬剤科は業務をこなすことに終始し、教育や研究への意識や
体制は不十分でした。そこでまず着手したのが京都薬科大学
と連携し、外の空気を入れることでした。毎週開催される病
院幹部のミーティングで各部門がプレゼンテーションするので
すが、教育・研究への取り組み強化を含めた薬剤科からの発
信は他職種の部門にも良い影響を与えており、現在は病院全
体のリーディング部門になってきたと自負しています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院は病院幹部のミーティングが
病院全体への有効な情報発信となりましたが、江東病院の戦
略マップの掲示も「見せる化」の手法として効果的な情報発信
になったのではないでしょうか。

佐藤　現在は学会発表のポスターを掲示し、医師にも薬剤部
が医薬品の適正化に取り組んでいることを評価してもらってい
ます。ただ貼るだけなのですが、その効果を実感しています。

赤瀬　次に、病院の経営上の課題の中で薬剤部が貢献できる
ところはどこでしょうか。

高橋　紹介患者や救急搬送患者が多いことで、医師は非常
に多忙になっています。そこで薬剤師外来を立ち上げて医師
の診察前に患者さんと面談したり、救急患者の持参薬の確
認、TDMのオーダーなどを行うことで医師の負担軽減にも貢
献しています。

加藤　薬剤師を増員して全病棟に配置したことで、薬剤管理
指導料の算定件数は月1,200件、実施率90％、退院時も90％
を維持しています。また、医薬品の在庫金額は目標値を設定
して削減に取り組んでおり、特に高額の注射薬については看
護師と協議しながら適正化を進めているほか、医師に2日前に
オーダーを入れてもらい、システムで自動発注できるようになっ
たことで、トータルで月100万円程の削減に成功しました。この
ように当院の薬剤部は病院の収益およびコスト削減に貢献し
ています。

佐藤　当院は以前、医師や看護師の多忙を理由に救急車の
受け入れを一部断らざるを得ず、病床稼働率の低下につな
がっていました。そこで、数年前から薬剤師の当直を開始し、
救急患者受け入れ時の薬剤業務を担うことで看護師の負担
軽減に貢献できました。また、外来化学療法室に薬剤師が常
駐していますので、診察の前に副作用モニタリングを行うこと
で主治医の診察時間を短縮化できています。しかし、他の外
来でも皮下注射やハイリスク薬の使用が増えているので、本来
は薬剤師が説明を行うべきだと思いますし、実際に要望も出
ていますが、現在はマンパワーが不足しているため、実現に
至っていません。

赤瀬　今後、取り組むべき課題はありますか。

高橋　今後は、まだ実現できていないICUおよび手術室への
薬剤師配置のほか、新規の薬剤師外来の拡充、薬剤師レジデン
トの受け入れ体制の確立などに取り組みたいと思っています。

加藤　当院でも人員に余裕ができれば薬剤師外来や手術室
への配置も行い、薬剤師と医師のダブルチェック体制で安全
性を高めたいと思います。そのためには薬剤部全体の経営的
な目標値を検討する必要があります。

赤瀬　私が2014年に実施した調査では、薬剤師の病棟配置
によって平均在院日数が短縮するという結果が出ました※。こ
の他、手術室への配置は麻酔科医の負担軽減につながり、多
職種協働による回転率の向上も期待できます。注意しなけれ
ばいけないのは、医師のオーバーワークの時間を他の職種が
カバーすれば問題が解決するわけではなく、医療従事者全体
の負担軽減や医療の質向上を目標とするべきだということで
す。病院全体の課題解決に薬剤師が一役買う場面は多いは
ずですので、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。

■ミドルマネジャーの役割と実践例

赤瀬　マネジメントの重要性が注目されるとともに、ミドルマネ
ジャーにはより高い能力が求められています。山田先生と佐
藤先生はどのように実務レベルのマネジメントに取り組まれて
いますか。

山田　私はミドルマネジャーの役割を「連結ピン」だと考えて
います。これはリッカートが提唱した概念ですが、人と人、組
織と組織を有効に結びつけ、コミュニケーションを円滑化する
潤滑油の役割、あるいはそうした役割を果たす能力を言いま
す（資料5）。具体的には、病院の目標や経営方針について部
長と意思統一を図り、薬剤科の方針とその実現方法を自分の
言葉で部下に伝え、現場に浸透させることです。当薬剤科で
はスタッフの指導・教育をチーム体制で行い、臨床で経験を積
みます。例えば、認定・専門薬剤師1名に中堅薬剤師・若手薬
剤師の各1名を1チームとし、がん、実務実習、NST、緩和、感
染、糖尿病などのテーマに取り組みます。私自身、がん性疼痛
患者への診察前薬剤師面談を行う中で後輩薬剤師の指導で
心掛けていることは、①がん診療拠点病院の薬剤師として、
業務を通じて積極的にがん医療に貢献すること、②緩和医療
に関する専門的な知識習得のサポートとチームで取り組む姿
勢の教育、③学会発表や論文発表などの学術的な指導です。
指導する立場ではありますが、後輩と共に経験し、共に悩み、
共に学ぶ姿勢を常に持つようにしています。

佐藤　私はＢＳＣの取り組みを通じて、キャリアアッププラン
や教育プログラムを策定しました。若手薬剤師が多いので、ま
ずは経験を積む中で学ぶことが大切だと考え、チームでサ
ポートする仕組みを作りました。チームには、がん、感染症、糖
尿病、緩和ケア、災害、薬の在庫管理などがあります。例えば、
がんチームは認定薬剤師である私がリーダーで、その下に中堅

スタッフ、経験5年程度のスタッフ、さらに2～3年目の若手とい
うメンバー構成です。BSCの顧客の視点から目標を設定し、
看護師のための抗がん剤のルート設計に関する分かりやすい
説明書の作成や、患者支援のレベルアップのためのレジメンご
との服薬指導ツールの作成に取り組みました。また、在庫管
理チームは採用薬について考え、対応するチームです。結成の
きっかけは薬剤部長からの在庫金額削減の指示でした。在庫
管理自体は1人でもできるでしょうが、担当者不在時の対応や、
若手の成長を促すことを目的にチームを結成しました。

赤瀬　スタッフのモチベーションの維持・向上についてはいか
がですか。

山田　患者さんや他職種に貢献できていると実感できること
こそが薬剤師のモチベーションアップに最も寄与すると思いま
す。ミドルマネジャーとして、学べる環境と、それを活かすこと
ができる環境を用意すること、さらに、それを評価される環境
として学会や論文発表、認定・専門資格取得を推進する環境
を用意することを心掛けています。その成果として、学会発表
数は5年前と比べて倍増し、専門・認定資格の取得も約30へ
と増加しています。

加藤　当院も教育に力を入れており、2018年度は学会での口
頭発表、ポスター発表を合わせて10演題を発表しました。現在
のような活気が生まれたのは、ミドルマネジャーの2人が若い
薬剤師をうまく引っ張ってきてくれたからだと感謝しています。

佐藤　山田先生が言われたように、チームで一緒に考え、悩
み、経験することが若手のやる気を引き出し、成長を促します。
当院でも研究に取り組みたいと考えていましたが、具体的な方
法が見つかりませんでした。今後は野江病院のように薬科大
学と連携する方法も探っていきたいと思います。

■医療の質向上のための
　ファーマシーマネジメント

赤瀬　次に、医療の質の向上および経営の効率化のために、
薬剤部門が果たすべき役割とマネジメントのあり方、今後のビ
ジョンについてお話しください。

高橋　私は活発で健全な組織を構築し、次世代を担う人材を
育成することがトップの役割だと考えています。言い換えれ
ば、薬剤師が相互に刺激を与えながら、共に成長できる組織
環境の構築です。もう一つは、信頼できる最高のファーマシー
マネジメントチームを結成することであり、そのためには薬剤
師全員が高いモチベーションを持てるよう、しっかりと議論さ
れ、明確化された方針を示していくことが大切です。今後も薬
剤科の仲間とともに、皆が医療人としての誇りと幸せを感じら
れる職場を創っていきたいと思います。

佐藤　薬剤師が望んでいるのは、患者さんのために医療の質
の向上に貢献することです。その中で、私はミドルマネジャー
として、医療の質の向上を財務の向上につなげることを意識し
て行動しています。例えば、患者さんに説明しやすいツールの
作成がハイリスク薬の薬剤管理指導料算定件数の増加につ
ながります。医療の質向上の視点で活動をすることが、病院
経営への貢献につながるようなチーム作りを共に進めること
で、薬剤師のモチベーションを高めていこうと思います。

山田　私も医療と経営のバランスは本当に大事だと常に思っ
ています。経営を見ていても、その奥に患者さんの存在を意
識する。また、その逆もあります。そうしたバランスの取れた
医療者が理想であり、後輩にも引き継いでいきたいと思って
います。

赤瀬　BSCにおける「学習と成長・業務プロセス・顧客・財務」
の4つの視点のバランスが取れた状態を目指せば、おのずとど
のように人材を育成していくべきかが分かると思います。また、
スタッフの職務満足が患者満足につながり、それが財務的な
価値へとつながるというように、すべては関連しているのです。

加藤　私は、組織マネジメントにおいて最も大事なのは、信頼
関係と協調性だと考えています。そして、一度決めたことはぶ
れることなく実施し、それを評価した上で改善をしていく。そ
の繰り返しが医療の質を高め、職員満足、患者満足につな
がっていくのであり、全ての基盤である人の教育にこれからも
力を入れていきます。いま、地域包括ケアシステムの構築が進
んでいますが、当院のような小規模病院はどのような立ち位
置で、地域に貢献すればよいのか、その中で薬剤師はどのよ
うな役割を果たすべきかを、日々模索しています。

赤瀬　今後、医療を実践する単位は“地域”になっていきま
す。そこで現在、各地域の実情に応じた医療提供体制の整備
を目指して「医療機能の分化・強化、連携」が推進され、実現
のための具体的対策が協議されています。その中で、薬剤師
も地域医療の課題にしっかり向き合い、薬剤師が果たす役割
を発信していただきたいと思います。そのためには地域医療
連携の中で薬薬連携が地域医療連携の一環として機能して
いる必要があります。先行地域の情報を積極的に収集しなが
ら、薬剤師はどうするべきかを先取りして考え、行動していた
だきたい。その時に、病院は地域住民のためにあるという根
幹を見失ってはいけません。時代が変わり、テクノロジーが発
達しても、医療従事者のマインドは普遍的なものであり、これ
を次の世代に受け継ぐための教育が益々重要な時代になって
います。
　本日は、ファーマシーマネジメントの現状と今後について、実
践活動を踏まえた貴重なお話を伺うことができました。あり
がとうございました。
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1.はじめに
～ファーマシーマネジメントの必要性と論点の提示～

赤瀬　近年、世界的規模の環境リスクや社会リスクが増大す
る中で「持続可能性（Sustainability）」という概念が注目され
ています。医療分野においても、国民が安心できる医療・福祉
の実現に向けて、持続可能性の追求が重要なテーマになって
います。つい先日も、50年の歴史を持つ地域密着型病院が競
争激化から来院者数が減少し、破産手続きを開始したという
ニュースが流れましたが、最近の医療機関の倒産は、従来のよ
うに緩やかに衰退する「ターミナル型」から、ある日突然訪れる
「突然死型」へと変化しています。もはや医療機関の経営は安
泰だという考え方は過去のものとなり、生き残るためのマネジ
メントの重要性が増しているのです。
　そこで、本日の座談会では3つの論点で討議を進めます。1点
目は、「病院を取り巻く環境変化」です。いま、病院経営は極め
て厳しい状況にあります。株式会社帝国データバンクが2019年
1月に発表した“医療機関の倒産動向調査（2018年）によると、
2018年における医療機関の倒産は前年比60％増で、しかも病
院の場合は負債総額が60億円を超える大型倒産であること
が報告されています。また、2018年に日本病院会、全日本病院
協会、日本医療法人協会の3団体が実施した合同経営調査
（平成30年度 病院経営定期調査 有効回答1,111病院）では、
病院の収支（経常利益）は前年に対して若干の改善傾向にあ
りますが、半数以上は赤字が続いています。さらに本業部分
の利益（医業利益）に限定すると、赤字施設の割合は増えてお
り、診療報酬改訂の影響の大きさが見て取れます。病院経営
悪化の要因としては、「環境の変化に対応できなかった」「経営
改善にむけたリーダーシップ不足」「コンサルタントなどへの安
易な依存と、そのことに対する根拠のない安心感」などが挙げ
られます。各病院においては経営分析結果を適切に遂行して
改善につなげること、リーダーシップやコンサルタントに頼らな
い人材育成が課題となっています。
　2点目は「薬剤師が果たすべき経営上の役割」です。病院経
営に貢献するには、薬剤管理指導料や病棟薬剤業務実施加
算などへの積極的な取り組みや、医薬品の購入および在庫管
理によるコストの適正化はもちろん大切です。それ以上に、病
院の主軸となる診療機能に介入して、病院全体の機能および
生産性を向上させること、医薬品関連業務に責任を持ち、経
済性の視点で薬物療法を評価すること、そのための人材確保
と育成が重要です。それが地域医療の適正化、地域住民およ
び患者さんの安全管理、医薬品適正使用の推進に貢献しま
す（資料1）。
　3つ目の論点が、薬剤部門における組織管理と人材育成で
す。P.F.ドラッカーはマネジメントの役割を、①自分たちの組織
に特有の目的とミッションを果たす、②仕事を生産的なものと
し、働く人たちに成果を上げさせる、③自らが社会の問題解決
に貢献する、の3つを挙げています。薬剤師がこの3つを達成

変革の時代の「ファーマシーマネジメント」VIEW

するための組織管理はどうあるべきでしょうか。また、人材育
成で念頭に置くべきことは、病院のミッションやビジョン、理念
を理解し、医療現場で働くことの意味を考えることです。よい
薬剤師である前によい医療人であれ。よい医療人である前に
よい社会人であれ。そのための教育や人材育成はいかにある
べきかを議論したいと思います。

2.各施設における薬剤部門組織
　マネジメントの現状　　　
赤瀬　討論の前に、各施設の組織マネジメントへの取り組み
についてご紹介いただきたいと思います。

■大阪府済生会野江病院 薬剤科の
　組織マネジメント

高橋　大阪府済生会野江病院は、大阪市城東区にある400床
の地域密着型急性期病院です。薬剤科の基本理念は「業務・
教育・研究」の三本柱で、これは病院の理念・将来計画に基
づいて作成しました。まず「業務」では、チーム医療への積極
的な参画、地域医療連携の強化に力を入れています。「教育」
は、職員への専門・認定資格取得の奨励のほか、薬学生の長
期実務実習や医学部1回生の早期臨床実習、高校生の体験学
習を受け入れており、次世代の医療人育成、地域社会への貢
献を目指しています。「研究」については、京都薬科大学との
連携で臨床研究員の採用や共同研究の実施に取り組み、そ
の成果は学会発表や論文投稿として実を結んでいます。
　当薬剤科の最近の特徴的な取り組みとして、一つは、質の
高い専門的医療の向上のために、AST（抗菌薬適正使用支
援チーム）の立ち上げと専従薬剤師の配置、TDMオーダー補
助業務、がん・緩和領域における薬剤師外来などを実施して
います。これらの業務は、認定・専門資格取得者に限定して
権限を与えることで質を担保しています。次に、質の高い人材
育成を目的に、新実務実習体制の確立と大学および保険薬局

との連携、神戸薬科大学から卒業研究を目的とした薬学生の
受け入れのほか、全国の済生会病院の共同治験に積極的に
参画しています。また、地域連携を強化するために、年6回、地
域の薬剤師会と協働で地域連携セミナーを開催するほか、多
職種合同の退院調整カンファレンスへの参加も今後強化する
方針です。そして、患者さんへの最適な医療の提供のために、
全病棟に薬剤師を配置し、ポリファーマシー対策をはじめ全
入院患者の持参薬報告、全退院患者への服薬指導を行って
います。このように広範囲に業務を展開できているのは、薬
剤科の仲間の頑張り、チームワークの賜です。
　ここからは「ヒト・モノ・カネ・情報」の側面からマネジメン
トの取り組みをお話しします。まず「ヒト」ですが、医療・福祉
分野における新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は、
2015年3月卒では37.8％（厚生労働省「新規大卒就職者の産
業分類別就職後3年以内の離職率の推移」）と非常に高いの
ですが、当薬剤科の離職率は0％、さらに育休後の復帰率は
100％です。その結果、経験値の高い薬剤師が多いため、増員
することなく業務拡大を実現できています。次に「モノ」です
が、病棟やチームでの活動に必要な書籍や参考書、ネット環境
とパソコンなどの資材を整備し、最新の医療機器もタイムリー
に購入しています。「カネ」については、実習受託費や治験研
究費を薬剤科運営費として活用し、学会や研修会の参加費用
を援助することにより、各種認定取得を経済的にバックアップ
しています。最後に「情報」ですが、カンファレンスルームに薬
剤部長専用の掲示板があり、そこに認定試験や講習会、学会
の情報などを掲示し、職員が日々スキルアップを意識する環境
を作っています。また、先述した地域薬剤師会および大学と
の連携、情報共有に力を入れています（資料2）。

■江東病院 薬剤部の組織マネジメント

佐藤　江東病院（286床）は東京都江東区の下町に位置し、急
性期医療を提供しつつ地域住民の健康増進も担っています。

当院の基本方針8項目のうち、近年、特に力を入れているのが、
「在宅医療提供体制の充実」「救急医療の充実」「災害時後方
支援病院としての積極的な活動」です。薬剤部もこれを踏まえ
て、薬剤師として地域医療にどのような役割を果たし、貢献す
るかを強く意識しています。この10年程で薬剤部の組織体制
は大きく変化してきました。薬剤師数は2012年度の13人から
2018年度は27人に倍増し、組織構造は薬局長の下に課長代
理2人、主任2人、さらに係長、副係長、一般職という形に階層
化しました。さらに院内での位置づけも、従来の診療支援部
の一部であった「薬局」から、「薬剤部」へと格上げされました。
　その一方で、課題もあります。薬剤師27人中14人が経験5年
未満の新人・若手であり、私を含むミドルマネジャーも30代が
大半です。急速に拡大した若い組織をマネジメント経験の少
ない薬剤師がどのように管理していけばよいのか、もう一人の
課長代理と悩んでいるときに出会ったのがバランスト・スコア
カード（以下、BSC）です。2016年1月に開催された東京都病
院薬剤師会主催のワークショップに参加しBSCを作成しまし
た。これを新年度の目標に掲げたのですが、あまりうまく機能
させることができませんでした。そこで2年目に作成した戦略
マップでは、「学習と成長の視点」の項目に「若手育成強化」に
加えて「管理職の育成」を追加しました（資料3）。ここを基点に
してや「業務プロセスの視点」の「病棟業務強化」や「専門性活
用」、さらに「業務の標準化」を達成しようと考えました。目標
を明確化し、やるべきことを強化していけば、それが「顧客の
視点」の「医療の質向上」に、最終的には「財務の視点」である
「増収」や「支出抑制」にもつながると考えました。次に、作成し
た戦略マップを現場に浸透させるための工夫として、薬剤部の
廊下に戦略マップを掲示することで可視化と継続的な意識付
けを行いました。すると、期待以上に新卒を含む薬剤部スタッ
フが興味を持って見てくれて、薬剤部の理念や目標を共有でき
ました。また、提示した戦略マップは院長や副院長、事務部長
を含めた多くの職員の目に留まり注目されたことで、薬剤部の
取り組みに対する認識や評価の向上につながりました。さら

に、2018年1～2月のワークショップで作成したBSCを元に、3月
に部長と共に見直しと修正を加え、新たな課題を目標として再
選定したものを4月に薬剤部全員で共有しました。
　薬剤部の業務は、2012年の病棟薬剤業務実施加算以降、
実務実習受け入れ、後発品切り替え、外来化学療法室常駐、ポ
リファーマシー対策、そして2018年度はASTの専従へと拡充
してきました（資料4）。理念と基本方針を明確化し、業績の見
える化を行いながら、一つ一つの業務に目的意識を持って取
り組むことで薬剤師の力が強化され、病院における薬剤師の
地位は向上してきたと考えています。

3.ディスカッション　　　

赤瀬　ここからは各施設の取り組みを踏まえながら議論を進
めていきたいと思います。まず論点1ですが、地域包括ケアシ
ステムの構築などの環境変化を受けて、病院経営はどのように
変化し、その中で薬剤部門としてどのような方向性をお持ちで
しょうか。

加藤　私が10年ほど前に薬局長として江東病院に着任した
当時、当院は急性期医療に特化した病院でした。しかし、地域
完結型医療へと進む国の政策に沿うために病院の方針や方
向性、経営戦略を見直し、2010年に回復期リハビリテーション
病棟30床を開設するとともに、一般病床を256床に減床しまし
た。近隣には大学病院のほか、大規模な基幹病院があるため、
本来、当院は急性期治療を終えた患者さんを受け入れる役割
を担う一方で、診療所からの紹介も受ける中間ポジションとし
ての機能が求められます。また、医療圏にはマンモス団地があ
り、高齢化が進んでいますので、近年は法人グループ内の在
宅・福祉部門との連携による地域医療・福祉の充実にも力を
入れています。このような環境の変化に伴い、薬剤部へのニー
ズは多様化しており、病棟業務拡大と質向上、チーム医療や新

規事業への参画、地域連携、また増収・コスト削減といった経
営貢献を意識して取り組んできました。

赤瀬　BSCを導入する前と後で薬剤部のマネジメントに変化
はありますか。

佐藤　ミドルマネジャー2人のマネジメントに対する意識が変
わったことが大きいですね。今では病院の経営状況や基本方
針を念頭に入れて、診療報酬の算定件数や医薬品購入額、在
庫金額などの目標管理をしています。それに伴って、若手薬
剤師も目標達成を意識するようになり、病棟では算定件数を
週単位、月単位で見ています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院では環境の変化はありますか。

山田　当院は地域医療支援病院として急性期医療を担って
いますが、近年、紹介率、逆紹介率が大きく伸びています。ま
た、救急搬送が月平均500件あり、大阪市内でも100床当たり
の件数ではトップ5に入るほどで、医師は多忙を極めている状
況です。

高橋　私も10年前に大学病院から着任したのですが、当時の
薬剤科は業務をこなすことに終始し、教育や研究への意識や
体制は不十分でした。そこでまず着手したのが京都薬科大学
と連携し、外の空気を入れることでした。毎週開催される病
院幹部のミーティングで各部門がプレゼンテーションするので
すが、教育・研究への取り組み強化を含めた薬剤科からの発
信は他職種の部門にも良い影響を与えており、現在は病院全
体のリーディング部門になってきたと自負しています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院は病院幹部のミーティングが
病院全体への有効な情報発信となりましたが、江東病院の戦
略マップの掲示も「見せる化」の手法として効果的な情報発信
になったのではないでしょうか。

佐藤　現在は学会発表のポスターを掲示し、医師にも薬剤部
が医薬品の適正化に取り組んでいることを評価してもらってい
ます。ただ貼るだけなのですが、その効果を実感しています。

赤瀬　次に、病院の経営上の課題の中で薬剤部が貢献できる
ところはどこでしょうか。

高橋　紹介患者や救急搬送患者が多いことで、医師は非常
に多忙になっています。そこで薬剤師外来を立ち上げて医師
の診察前に患者さんと面談したり、救急患者の持参薬の確
認、TDMのオーダーなどを行うことで医師の負担軽減にも貢
献しています。

加藤　薬剤師を増員して全病棟に配置したことで、薬剤管理
指導料の算定件数は月1,200件、実施率90％、退院時も90％
を維持しています。また、医薬品の在庫金額は目標値を設定
して削減に取り組んでおり、特に高額の注射薬については看
護師と協議しながら適正化を進めているほか、医師に2日前に
オーダーを入れてもらい、システムで自動発注できるようになっ
たことで、トータルで月100万円程の削減に成功しました。この
ように当院の薬剤部は病院の収益およびコスト削減に貢献し
ています。

佐藤　当院は以前、医師や看護師の多忙を理由に救急車の
受け入れを一部断らざるを得ず、病床稼働率の低下につな
がっていました。そこで、数年前から薬剤師の当直を開始し、
救急患者受け入れ時の薬剤業務を担うことで看護師の負担
軽減に貢献できました。また、外来化学療法室に薬剤師が常
駐していますので、診察の前に副作用モニタリングを行うこと
で主治医の診察時間を短縮化できています。しかし、他の外
来でも皮下注射やハイリスク薬の使用が増えているので、本来
は薬剤師が説明を行うべきだと思いますし、実際に要望も出
ていますが、現在はマンパワーが不足しているため、実現に
至っていません。

赤瀬　今後、取り組むべき課題はありますか。

高橋　今後は、まだ実現できていないICUおよび手術室への
薬剤師配置のほか、新規の薬剤師外来の拡充、薬剤師レジデン
トの受け入れ体制の確立などに取り組みたいと思っています。

加藤　当院でも人員に余裕ができれば薬剤師外来や手術室
への配置も行い、薬剤師と医師のダブルチェック体制で安全
性を高めたいと思います。そのためには薬剤部全体の経営的
な目標値を検討する必要があります。

赤瀬　私が2014年に実施した調査では、薬剤師の病棟配置
によって平均在院日数が短縮するという結果が出ました※。こ
の他、手術室への配置は麻酔科医の負担軽減につながり、多
職種協働による回転率の向上も期待できます。注意しなけれ
ばいけないのは、医師のオーバーワークの時間を他の職種が
カバーすれば問題が解決するわけではなく、医療従事者全体
の負担軽減や医療の質向上を目標とするべきだということで
す。病院全体の課題解決に薬剤師が一役買う場面は多いは
ずですので、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。

■ミドルマネジャーの役割と実践例

赤瀬　マネジメントの重要性が注目されるとともに、ミドルマネ
ジャーにはより高い能力が求められています。山田先生と佐
藤先生はどのように実務レベルのマネジメントに取り組まれて
いますか。

山田　私はミドルマネジャーの役割を「連結ピン」だと考えて
います。これはリッカートが提唱した概念ですが、人と人、組
織と組織を有効に結びつけ、コミュニケーションを円滑化する
潤滑油の役割、あるいはそうした役割を果たす能力を言いま
す（資料5）。具体的には、病院の目標や経営方針について部
長と意思統一を図り、薬剤科の方針とその実現方法を自分の
言葉で部下に伝え、現場に浸透させることです。当薬剤科で
はスタッフの指導・教育をチーム体制で行い、臨床で経験を積
みます。例えば、認定・専門薬剤師1名に中堅薬剤師・若手薬
剤師の各1名を1チームとし、がん、実務実習、NST、緩和、感
染、糖尿病などのテーマに取り組みます。私自身、がん性疼痛
患者への診察前薬剤師面談を行う中で後輩薬剤師の指導で
心掛けていることは、①がん診療拠点病院の薬剤師として、
業務を通じて積極的にがん医療に貢献すること、②緩和医療
に関する専門的な知識習得のサポートとチームで取り組む姿
勢の教育、③学会発表や論文発表などの学術的な指導です。
指導する立場ではありますが、後輩と共に経験し、共に悩み、
共に学ぶ姿勢を常に持つようにしています。

佐藤　私はＢＳＣの取り組みを通じて、キャリアアッププラン
や教育プログラムを策定しました。若手薬剤師が多いので、ま
ずは経験を積む中で学ぶことが大切だと考え、チームでサ
ポートする仕組みを作りました。チームには、がん、感染症、糖
尿病、緩和ケア、災害、薬の在庫管理などがあります。例えば、
がんチームは認定薬剤師である私がリーダーで、その下に中堅

スタッフ、経験5年程度のスタッフ、さらに2～3年目の若手とい
うメンバー構成です。BSCの顧客の視点から目標を設定し、
看護師のための抗がん剤のルート設計に関する分かりやすい
説明書の作成や、患者支援のレベルアップのためのレジメンご
との服薬指導ツールの作成に取り組みました。また、在庫管
理チームは採用薬について考え、対応するチームです。結成の
きっかけは薬剤部長からの在庫金額削減の指示でした。在庫
管理自体は1人でもできるでしょうが、担当者不在時の対応や、
若手の成長を促すことを目的にチームを結成しました。

赤瀬　スタッフのモチベーションの維持・向上についてはいか
がですか。

山田　患者さんや他職種に貢献できていると実感できること
こそが薬剤師のモチベーションアップに最も寄与すると思いま
す。ミドルマネジャーとして、学べる環境と、それを活かすこと
ができる環境を用意すること、さらに、それを評価される環境
として学会や論文発表、認定・専門資格取得を推進する環境
を用意することを心掛けています。その成果として、学会発表
数は5年前と比べて倍増し、専門・認定資格の取得も約30へ
と増加しています。

加藤　当院も教育に力を入れており、2018年度は学会での口
頭発表、ポスター発表を合わせて10演題を発表しました。現在
のような活気が生まれたのは、ミドルマネジャーの2人が若い
薬剤師をうまく引っ張ってきてくれたからだと感謝しています。

佐藤　山田先生が言われたように、チームで一緒に考え、悩
み、経験することが若手のやる気を引き出し、成長を促します。
当院でも研究に取り組みたいと考えていましたが、具体的な方
法が見つかりませんでした。今後は野江病院のように薬科大
学と連携する方法も探っていきたいと思います。

■医療の質向上のための
　ファーマシーマネジメント

赤瀬　次に、医療の質の向上および経営の効率化のために、
薬剤部門が果たすべき役割とマネジメントのあり方、今後のビ
ジョンについてお話しください。

高橋　私は活発で健全な組織を構築し、次世代を担う人材を
育成することがトップの役割だと考えています。言い換えれ
ば、薬剤師が相互に刺激を与えながら、共に成長できる組織
環境の構築です。もう一つは、信頼できる最高のファーマシー
マネジメントチームを結成することであり、そのためには薬剤
師全員が高いモチベーションを持てるよう、しっかりと議論さ
れ、明確化された方針を示していくことが大切です。今後も薬
剤科の仲間とともに、皆が医療人としての誇りと幸せを感じら
れる職場を創っていきたいと思います。

佐藤　薬剤師が望んでいるのは、患者さんのために医療の質
の向上に貢献することです。その中で、私はミドルマネジャー
として、医療の質の向上を財務の向上につなげることを意識し
て行動しています。例えば、患者さんに説明しやすいツールの
作成がハイリスク薬の薬剤管理指導料算定件数の増加につ
ながります。医療の質向上の視点で活動をすることが、病院
経営への貢献につながるようなチーム作りを共に進めること
で、薬剤師のモチベーションを高めていこうと思います。

山田　私も医療と経営のバランスは本当に大事だと常に思っ
ています。経営を見ていても、その奥に患者さんの存在を意
識する。また、その逆もあります。そうしたバランスの取れた
医療者が理想であり、後輩にも引き継いでいきたいと思って
います。

赤瀬　BSCにおける「学習と成長・業務プロセス・顧客・財務」
の4つの視点のバランスが取れた状態を目指せば、おのずとど
のように人材を育成していくべきかが分かると思います。また、
スタッフの職務満足が患者満足につながり、それが財務的な
価値へとつながるというように、すべては関連しているのです。

加藤　私は、組織マネジメントにおいて最も大事なのは、信頼
関係と協調性だと考えています。そして、一度決めたことはぶ
れることなく実施し、それを評価した上で改善をしていく。そ
の繰り返しが医療の質を高め、職員満足、患者満足につな
がっていくのであり、全ての基盤である人の教育にこれからも
力を入れていきます。いま、地域包括ケアシステムの構築が進
んでいますが、当院のような小規模病院はどのような立ち位
置で、地域に貢献すればよいのか、その中で薬剤師はどのよ
うな役割を果たすべきかを、日々模索しています。

赤瀬　今後、医療を実践する単位は“地域”になっていきま
す。そこで現在、各地域の実情に応じた医療提供体制の整備
を目指して「医療機能の分化・強化、連携」が推進され、実現
のための具体的対策が協議されています。その中で、薬剤師
も地域医療の課題にしっかり向き合い、薬剤師が果たす役割
を発信していただきたいと思います。そのためには地域医療
連携の中で薬薬連携が地域医療連携の一環として機能して
いる必要があります。先行地域の情報を積極的に収集しなが
ら、薬剤師はどうするべきかを先取りして考え、行動していた
だきたい。その時に、病院は地域住民のためにあるという根
幹を見失ってはいけません。時代が変わり、テクノロジーが発
達しても、医療従事者のマインドは普遍的なものであり、これ
を次の世代に受け継ぐための教育が益々重要な時代になって
います。
　本日は、ファーマシーマネジメントの現状と今後について、実
践活動を踏まえた貴重なお話を伺うことができました。あり
がとうございました。大阪府済生会野江病院提供資料

論点3 薬剤部門における組織管理と人材育成
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大阪府済生会野江病院
ミドルマネジャーの役割

資料5

連結ピン

「連結ピン」とは、米国の組織心理学者R.リッカートが提唱
した組織とリーダーシップの関係に関する概念。

人と人、人と組織、組織と組織を有効に結びつけ、
コミュニケーションを円滑化する“潤滑油”の役割あるいは
そうした役割を果たす能力を「連結ピン」と呼ぶ。



1.はじめに
～ファーマシーマネジメントの必要性と論点の提示～

赤瀬　近年、世界的規模の環境リスクや社会リスクが増大す
る中で「持続可能性（Sustainability）」という概念が注目され
ています。医療分野においても、国民が安心できる医療・福祉
の実現に向けて、持続可能性の追求が重要なテーマになって
います。つい先日も、50年の歴史を持つ地域密着型病院が競
争激化から来院者数が減少し、破産手続きを開始したという
ニュースが流れましたが、最近の医療機関の倒産は、従来のよ
うに緩やかに衰退する「ターミナル型」から、ある日突然訪れる
「突然死型」へと変化しています。もはや医療機関の経営は安
泰だという考え方は過去のものとなり、生き残るためのマネジ
メントの重要性が増しているのです。
　そこで、本日の座談会では3つの論点で討議を進めます。1点
目は、「病院を取り巻く環境変化」です。いま、病院経営は極め
て厳しい状況にあります。株式会社帝国データバンクが2019年
1月に発表した“医療機関の倒産動向調査（2018年）によると、
2018年における医療機関の倒産は前年比60％増で、しかも病
院の場合は負債総額が60億円を超える大型倒産であること
が報告されています。また、2018年に日本病院会、全日本病院
協会、日本医療法人協会の3団体が実施した合同経営調査
（平成30年度 病院経営定期調査 有効回答1,111病院）では、
病院の収支（経常利益）は前年に対して若干の改善傾向にあ
りますが、半数以上は赤字が続いています。さらに本業部分
の利益（医業利益）に限定すると、赤字施設の割合は増えてお
り、診療報酬改訂の影響の大きさが見て取れます。病院経営
悪化の要因としては、「環境の変化に対応できなかった」「経営
改善にむけたリーダーシップ不足」「コンサルタントなどへの安
易な依存と、そのことに対する根拠のない安心感」などが挙げ
られます。各病院においては経営分析結果を適切に遂行して
改善につなげること、リーダーシップやコンサルタントに頼らな
い人材育成が課題となっています。
　2点目は「薬剤師が果たすべき経営上の役割」です。病院経
営に貢献するには、薬剤管理指導料や病棟薬剤業務実施加
算などへの積極的な取り組みや、医薬品の購入および在庫管
理によるコストの適正化はもちろん大切です。それ以上に、病
院の主軸となる診療機能に介入して、病院全体の機能および
生産性を向上させること、医薬品関連業務に責任を持ち、経
済性の視点で薬物療法を評価すること、そのための人材確保
と育成が重要です。それが地域医療の適正化、地域住民およ
び患者さんの安全管理、医薬品適正使用の推進に貢献しま
す（資料1）。
　3つ目の論点が、薬剤部門における組織管理と人材育成で
す。P.F.ドラッカーはマネジメントの役割を、①自分たちの組織
に特有の目的とミッションを果たす、②仕事を生産的なものと
し、働く人たちに成果を上げさせる、③自らが社会の問題解決
に貢献する、の3つを挙げています。薬剤師がこの3つを達成

するための組織管理はどうあるべきでしょうか。また、人材育
成で念頭に置くべきことは、病院のミッションやビジョン、理念
を理解し、医療現場で働くことの意味を考えることです。よい
薬剤師である前によい医療人であれ。よい医療人である前に
よい社会人であれ。そのための教育や人材育成はいかにある
べきかを議論したいと思います。

2.各施設における薬剤部門組織
　マネジメントの現状　　　
赤瀬　討論の前に、各施設の組織マネジメントへの取り組み
についてご紹介いただきたいと思います。

■大阪府済生会野江病院 薬剤科の
　組織マネジメント

高橋　大阪府済生会野江病院は、大阪市城東区にある400床
の地域密着型急性期病院です。薬剤科の基本理念は「業務・
教育・研究」の三本柱で、これは病院の理念・将来計画に基
づいて作成しました。まず「業務」では、チーム医療への積極
的な参画、地域医療連携の強化に力を入れています。「教育」
は、職員への専門・認定資格取得の奨励のほか、薬学生の長
期実務実習や医学部1回生の早期臨床実習、高校生の体験学
習を受け入れており、次世代の医療人育成、地域社会への貢
献を目指しています。「研究」については、京都薬科大学との
連携で臨床研究員の採用や共同研究の実施に取り組み、そ
の成果は学会発表や論文投稿として実を結んでいます。
　当薬剤科の最近の特徴的な取り組みとして、一つは、質の
高い専門的医療の向上のために、AST（抗菌薬適正使用支
援チーム）の立ち上げと専従薬剤師の配置、TDMオーダー補
助業務、がん・緩和領域における薬剤師外来などを実施して
います。これらの業務は、認定・専門資格取得者に限定して
権限を与えることで質を担保しています。次に、質の高い人材
育成を目的に、新実務実習体制の確立と大学および保険薬局

との連携、神戸薬科大学から卒業研究を目的とした薬学生の
受け入れのほか、全国の済生会病院の共同治験に積極的に
参画しています。また、地域連携を強化するために、年6回、地
域の薬剤師会と協働で地域連携セミナーを開催するほか、多
職種合同の退院調整カンファレンスへの参加も今後強化する
方針です。そして、患者さんへの最適な医療の提供のために、
全病棟に薬剤師を配置し、ポリファーマシー対策をはじめ全
入院患者の持参薬報告、全退院患者への服薬指導を行って
います。このように広範囲に業務を展開できているのは、薬
剤科の仲間の頑張り、チームワークの賜です。
　ここからは「ヒト・モノ・カネ・情報」の側面からマネジメン
トの取り組みをお話しします。まず「ヒト」ですが、医療・福祉
分野における新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は、
2015年3月卒では37.8％（厚生労働省「新規大卒就職者の産
業分類別就職後3年以内の離職率の推移」）と非常に高いの
ですが、当薬剤科の離職率は0％、さらに育休後の復帰率は
100％です。その結果、経験値の高い薬剤師が多いため、増員
することなく業務拡大を実現できています。次に「モノ」です
が、病棟やチームでの活動に必要な書籍や参考書、ネット環境
とパソコンなどの資材を整備し、最新の医療機器もタイムリー
に購入しています。「カネ」については、実習受託費や治験研
究費を薬剤科運営費として活用し、学会や研修会の参加費用
を援助することにより、各種認定取得を経済的にバックアップ
しています。最後に「情報」ですが、カンファレンスルームに薬
剤部長専用の掲示板があり、そこに認定試験や講習会、学会
の情報などを掲示し、職員が日々スキルアップを意識する環境
を作っています。また、先述した地域薬剤師会および大学と
の連携、情報共有に力を入れています（資料2）。

■江東病院 薬剤部の組織マネジメント

佐藤　江東病院（286床）は東京都江東区の下町に位置し、急
性期医療を提供しつつ地域住民の健康増進も担っています。

当院の基本方針8項目のうち、近年、特に力を入れているのが、
「在宅医療提供体制の充実」「救急医療の充実」「災害時後方
支援病院としての積極的な活動」です。薬剤部もこれを踏まえ
て、薬剤師として地域医療にどのような役割を果たし、貢献す
るかを強く意識しています。この10年程で薬剤部の組織体制
は大きく変化してきました。薬剤師数は2012年度の13人から
2018年度は27人に倍増し、組織構造は薬局長の下に課長代
理2人、主任2人、さらに係長、副係長、一般職という形に階層
化しました。さらに院内での位置づけも、従来の診療支援部
の一部であった「薬局」から、「薬剤部」へと格上げされました。
　その一方で、課題もあります。薬剤師27人中14人が経験5年
未満の新人・若手であり、私を含むミドルマネジャーも30代が
大半です。急速に拡大した若い組織をマネジメント経験の少
ない薬剤師がどのように管理していけばよいのか、もう一人の
課長代理と悩んでいるときに出会ったのがバランスト・スコア
カード（以下、BSC）です。2016年1月に開催された東京都病
院薬剤師会主催のワークショップに参加しBSCを作成しまし
た。これを新年度の目標に掲げたのですが、あまりうまく機能
させることができませんでした。そこで2年目に作成した戦略
マップでは、「学習と成長の視点」の項目に「若手育成強化」に
加えて「管理職の育成」を追加しました（資料3）。ここを基点に
してや「業務プロセスの視点」の「病棟業務強化」や「専門性活
用」、さらに「業務の標準化」を達成しようと考えました。目標
を明確化し、やるべきことを強化していけば、それが「顧客の
視点」の「医療の質向上」に、最終的には「財務の視点」である
「増収」や「支出抑制」にもつながると考えました。次に、作成し
た戦略マップを現場に浸透させるための工夫として、薬剤部の
廊下に戦略マップを掲示することで可視化と継続的な意識付
けを行いました。すると、期待以上に新卒を含む薬剤部スタッ
フが興味を持って見てくれて、薬剤部の理念や目標を共有でき
ました。また、提示した戦略マップは院長や副院長、事務部長
を含めた多くの職員の目に留まり注目されたことで、薬剤部の
取り組みに対する認識や評価の向上につながりました。さら

に、2018年1～2月のワークショップで作成したBSCを元に、3月
に部長と共に見直しと修正を加え、新たな課題を目標として再
選定したものを4月に薬剤部全員で共有しました。
　薬剤部の業務は、2012年の病棟薬剤業務実施加算以降、
実務実習受け入れ、後発品切り替え、外来化学療法室常駐、ポ
リファーマシー対策、そして2018年度はASTの専従へと拡充
してきました（資料4）。理念と基本方針を明確化し、業績の見
える化を行いながら、一つ一つの業務に目的意識を持って取
り組むことで薬剤師の力が強化され、病院における薬剤師の
地位は向上してきたと考えています。

3.ディスカッション　　　

赤瀬　ここからは各施設の取り組みを踏まえながら議論を進
めていきたいと思います。まず論点1ですが、地域包括ケアシ
ステムの構築などの環境変化を受けて、病院経営はどのように
変化し、その中で薬剤部門としてどのような方向性をお持ちで
しょうか。

加藤　私が10年ほど前に薬局長として江東病院に着任した
当時、当院は急性期医療に特化した病院でした。しかし、地域
完結型医療へと進む国の政策に沿うために病院の方針や方
向性、経営戦略を見直し、2010年に回復期リハビリテーション
病棟30床を開設するとともに、一般病床を256床に減床しまし
た。近隣には大学病院のほか、大規模な基幹病院があるため、
本来、当院は急性期治療を終えた患者さんを受け入れる役割
を担う一方で、診療所からの紹介も受ける中間ポジションとし
ての機能が求められます。また、医療圏にはマンモス団地があ
り、高齢化が進んでいますので、近年は法人グループ内の在
宅・福祉部門との連携による地域医療・福祉の充実にも力を
入れています。このような環境の変化に伴い、薬剤部へのニー
ズは多様化しており、病棟業務拡大と質向上、チーム医療や新

規事業への参画、地域連携、また増収・コスト削減といった経
営貢献を意識して取り組んできました。

赤瀬　BSCを導入する前と後で薬剤部のマネジメントに変化
はありますか。

佐藤　ミドルマネジャー2人のマネジメントに対する意識が変
わったことが大きいですね。今では病院の経営状況や基本方
針を念頭に入れて、診療報酬の算定件数や医薬品購入額、在
庫金額などの目標管理をしています。それに伴って、若手薬
剤師も目標達成を意識するようになり、病棟では算定件数を
週単位、月単位で見ています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院では環境の変化はありますか。

山田　当院は地域医療支援病院として急性期医療を担って
いますが、近年、紹介率、逆紹介率が大きく伸びています。ま
た、救急搬送が月平均500件あり、大阪市内でも100床当たり
の件数ではトップ5に入るほどで、医師は多忙を極めている状
況です。

高橋　私も10年前に大学病院から着任したのですが、当時の
薬剤科は業務をこなすことに終始し、教育や研究への意識や
体制は不十分でした。そこでまず着手したのが京都薬科大学
と連携し、外の空気を入れることでした。毎週開催される病
院幹部のミーティングで各部門がプレゼンテーションするので
すが、教育・研究への取り組み強化を含めた薬剤科からの発
信は他職種の部門にも良い影響を与えており、現在は病院全
体のリーディング部門になってきたと自負しています。

赤瀬　大阪府済生会野江病院は病院幹部のミーティングが
病院全体への有効な情報発信となりましたが、江東病院の戦
略マップの掲示も「見せる化」の手法として効果的な情報発信
になったのではないでしょうか。

佐藤　現在は学会発表のポスターを掲示し、医師にも薬剤部
が医薬品の適正化に取り組んでいることを評価してもらってい
ます。ただ貼るだけなのですが、その効果を実感しています。

赤瀬　次に、病院の経営上の課題の中で薬剤部が貢献できる
ところはどこでしょうか。

高橋　紹介患者や救急搬送患者が多いことで、医師は非常
に多忙になっています。そこで薬剤師外来を立ち上げて医師
の診察前に患者さんと面談したり、救急患者の持参薬の確
認、TDMのオーダーなどを行うことで医師の負担軽減にも貢
献しています。

加藤　薬剤師を増員して全病棟に配置したことで、薬剤管理
指導料の算定件数は月1,200件、実施率90％、退院時も90％
を維持しています。また、医薬品の在庫金額は目標値を設定
して削減に取り組んでおり、特に高額の注射薬については看
護師と協議しながら適正化を進めているほか、医師に2日前に
オーダーを入れてもらい、システムで自動発注できるようになっ
たことで、トータルで月100万円程の削減に成功しました。この
ように当院の薬剤部は病院の収益およびコスト削減に貢献し
ています。

佐藤　当院は以前、医師や看護師の多忙を理由に救急車の
受け入れを一部断らざるを得ず、病床稼働率の低下につな
がっていました。そこで、数年前から薬剤師の当直を開始し、
救急患者受け入れ時の薬剤業務を担うことで看護師の負担
軽減に貢献できました。また、外来化学療法室に薬剤師が常
駐していますので、診察の前に副作用モニタリングを行うこと
で主治医の診察時間を短縮化できています。しかし、他の外
来でも皮下注射やハイリスク薬の使用が増えているので、本来
は薬剤師が説明を行うべきだと思いますし、実際に要望も出
ていますが、現在はマンパワーが不足しているため、実現に
至っていません。

赤瀬　今後、取り組むべき課題はありますか。

高橋　今後は、まだ実現できていないICUおよび手術室への
薬剤師配置のほか、新規の薬剤師外来の拡充、薬剤師レジデン
トの受け入れ体制の確立などに取り組みたいと思っています。

加藤　当院でも人員に余裕ができれば薬剤師外来や手術室
への配置も行い、薬剤師と医師のダブルチェック体制で安全
性を高めたいと思います。そのためには薬剤部全体の経営的
な目標値を検討する必要があります。

赤瀬　私が2014年に実施した調査では、薬剤師の病棟配置
によって平均在院日数が短縮するという結果が出ました※。こ
の他、手術室への配置は麻酔科医の負担軽減につながり、多
職種協働による回転率の向上も期待できます。注意しなけれ
ばいけないのは、医師のオーバーワークの時間を他の職種が
カバーすれば問題が解決するわけではなく、医療従事者全体
の負担軽減や医療の質向上を目標とするべきだということで
す。病院全体の課題解決に薬剤師が一役買う場面は多いは
ずですので、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。

■ミドルマネジャーの役割と実践例

赤瀬　マネジメントの重要性が注目されるとともに、ミドルマネ
ジャーにはより高い能力が求められています。山田先生と佐
藤先生はどのように実務レベルのマネジメントに取り組まれて
いますか。

山田　私はミドルマネジャーの役割を「連結ピン」だと考えて
います。これはリッカートが提唱した概念ですが、人と人、組
織と組織を有効に結びつけ、コミュニケーションを円滑化する
潤滑油の役割、あるいはそうした役割を果たす能力を言いま
す（資料5）。具体的には、病院の目標や経営方針について部
長と意思統一を図り、薬剤科の方針とその実現方法を自分の
言葉で部下に伝え、現場に浸透させることです。当薬剤科で
はスタッフの指導・教育をチーム体制で行い、臨床で経験を積
みます。例えば、認定・専門薬剤師1名に中堅薬剤師・若手薬
剤師の各1名を1チームとし、がん、実務実習、NST、緩和、感
染、糖尿病などのテーマに取り組みます。私自身、がん性疼痛
患者への診察前薬剤師面談を行う中で後輩薬剤師の指導で
心掛けていることは、①がん診療拠点病院の薬剤師として、
業務を通じて積極的にがん医療に貢献すること、②緩和医療
に関する専門的な知識習得のサポートとチームで取り組む姿
勢の教育、③学会発表や論文発表などの学術的な指導です。
指導する立場ではありますが、後輩と共に経験し、共に悩み、
共に学ぶ姿勢を常に持つようにしています。

佐藤　私はＢＳＣの取り組みを通じて、キャリアアッププラン
や教育プログラムを策定しました。若手薬剤師が多いので、ま
ずは経験を積む中で学ぶことが大切だと考え、チームでサ
ポートする仕組みを作りました。チームには、がん、感染症、糖
尿病、緩和ケア、災害、薬の在庫管理などがあります。例えば、
がんチームは認定薬剤師である私がリーダーで、その下に中堅

スタッフ、経験5年程度のスタッフ、さらに2～3年目の若手とい
うメンバー構成です。BSCの顧客の視点から目標を設定し、
看護師のための抗がん剤のルート設計に関する分かりやすい
説明書の作成や、患者支援のレベルアップのためのレジメンご
との服薬指導ツールの作成に取り組みました。また、在庫管
理チームは採用薬について考え、対応するチームです。結成の
きっかけは薬剤部長からの在庫金額削減の指示でした。在庫
管理自体は1人でもできるでしょうが、担当者不在時の対応や、
若手の成長を促すことを目的にチームを結成しました。

赤瀬　スタッフのモチベーションの維持・向上についてはいか
がですか。

山田　患者さんや他職種に貢献できていると実感できること
こそが薬剤師のモチベーションアップに最も寄与すると思いま
す。ミドルマネジャーとして、学べる環境と、それを活かすこと
ができる環境を用意すること、さらに、それを評価される環境
として学会や論文発表、認定・専門資格取得を推進する環境
を用意することを心掛けています。その成果として、学会発表
数は5年前と比べて倍増し、専門・認定資格の取得も約30へ
と増加しています。

加藤　当院も教育に力を入れており、2018年度は学会での口
頭発表、ポスター発表を合わせて10演題を発表しました。現在
のような活気が生まれたのは、ミドルマネジャーの2人が若い
薬剤師をうまく引っ張ってきてくれたからだと感謝しています。

佐藤　山田先生が言われたように、チームで一緒に考え、悩
み、経験することが若手のやる気を引き出し、成長を促します。
当院でも研究に取り組みたいと考えていましたが、具体的な方
法が見つかりませんでした。今後は野江病院のように薬科大
学と連携する方法も探っていきたいと思います。

■医療の質向上のための
　ファーマシーマネジメント

赤瀬　次に、医療の質の向上および経営の効率化のために、
薬剤部門が果たすべき役割とマネジメントのあり方、今後のビ
ジョンについてお話しください。

高橋　私は活発で健全な組織を構築し、次世代を担う人材を
育成することがトップの役割だと考えています。言い換えれ
ば、薬剤師が相互に刺激を与えながら、共に成長できる組織
環境の構築です。もう一つは、信頼できる最高のファーマシー
マネジメントチームを結成することであり、そのためには薬剤
師全員が高いモチベーションを持てるよう、しっかりと議論さ
れ、明確化された方針を示していくことが大切です。今後も薬
剤科の仲間とともに、皆が医療人としての誇りと幸せを感じら
れる職場を創っていきたいと思います。

佐藤　薬剤師が望んでいるのは、患者さんのために医療の質
の向上に貢献することです。その中で、私はミドルマネジャー
として、医療の質の向上を財務の向上につなげることを意識し
て行動しています。例えば、患者さんに説明しやすいツールの
作成がハイリスク薬の薬剤管理指導料算定件数の増加につ
ながります。医療の質向上の視点で活動をすることが、病院
経営への貢献につながるようなチーム作りを共に進めること
で、薬剤師のモチベーションを高めていこうと思います。

山田　私も医療と経営のバランスは本当に大事だと常に思っ
ています。経営を見ていても、その奥に患者さんの存在を意
識する。また、その逆もあります。そうしたバランスの取れた
医療者が理想であり、後輩にも引き継いでいきたいと思って
います。

赤瀬　BSCにおける「学習と成長・業務プロセス・顧客・財務」
の4つの視点のバランスが取れた状態を目指せば、おのずとど
のように人材を育成していくべきかが分かると思います。また、
スタッフの職務満足が患者満足につながり、それが財務的な
価値へとつながるというように、すべては関連しているのです。

加藤　私は、組織マネジメントにおいて最も大事なのは、信頼
関係と協調性だと考えています。そして、一度決めたことはぶ
れることなく実施し、それを評価した上で改善をしていく。そ
の繰り返しが医療の質を高め、職員満足、患者満足につな
がっていくのであり、全ての基盤である人の教育にこれからも
力を入れていきます。いま、地域包括ケアシステムの構築が進
んでいますが、当院のような小規模病院はどのような立ち位
置で、地域に貢献すればよいのか、その中で薬剤師はどのよ
うな役割を果たすべきかを、日々模索しています。

赤瀬　今後、医療を実践する単位は“地域”になっていきま
す。そこで現在、各地域の実情に応じた医療提供体制の整備
を目指して「医療機能の分化・強化、連携」が推進され、実現
のための具体的対策が協議されています。その中で、薬剤師
も地域医療の課題にしっかり向き合い、薬剤師が果たす役割
を発信していただきたいと思います。そのためには地域医療
連携の中で薬薬連携が地域医療連携の一環として機能して
いる必要があります。先行地域の情報を積極的に収集しなが
ら、薬剤師はどうするべきかを先取りして考え、行動していた
だきたい。その時に、病院は地域住民のためにあるという根
幹を見失ってはいけません。時代が変わり、テクノロジーが発
達しても、医療従事者のマインドは普遍的なものであり、これ
を次の世代に受け継ぐための教育が益々重要な時代になって
います。
　本日は、ファーマシーマネジメントの現状と今後について、実
践活動を踏まえた貴重なお話を伺うことができました。あり
がとうございました。
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