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変革の時代の「ファーマシーマネジメント」
V i e w

～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～



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
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　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
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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
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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
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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。

江東病院提供資料
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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
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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

※日本病院薬剤師会雑誌, vol.50, No.6 : 733-738, 2014.  

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

6Pharma Scope Vol.30

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
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　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。



「啓発グループ活動」による若手薬剤師の育成と組織力強化
～業務改善、調査研究を通して課題認識から計画・実行・評価・改善のプロセスを学ぶ～
　チーム医療の普及とともに薬剤師の活躍フィールドは拡大し、その専門性への評価も高まっている。その一方で、薬剤部の組
織力強化と継続的な人材育成が課題としてクローズアップされるようになった。安城更生病院（愛知県安城市・749床）薬剤部で
は、くすりを通じて安心・安全・信頼の医療を提供することを理念として、その実現のための人材育成に力を入れており、全常勤
薬剤師が参加する「啓発グループ活動」を展開。若手薬剤師が指導者やメンバーの支援を受けながら、1年間、業務改善や調査
研究のテーマに取り組む。相互に啓発し、成長しあえる環境を整えることで薬剤部の総合力を高める取り組みについて取材した。

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 薬剤部
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人材育成を重視した組織づくりと
啓発グループ活動
　安城更生病院は、安城市の市民病院
的役割と西三河南部圏域の地域中核
病院の役割を持つ急性期病院である。
薬剤部は1990年代から薬剤師の病棟
常駐化を積極的に進め、活躍フィールド
を広げるとともに、スタッフの自主的な
学びと主体性を大切にした人材育成と
組織づくりに取り組んできた。その一つ
が、全常勤薬剤師55名（2019年1月時
点）が参加する「啓発グループ活動」で
あり、若手薬剤師の育成に主眼を置く
（資料1）。薬剤部長の杉浦先生はその
狙いを次のように説明する。「1年間の
活動を通じて、若手薬剤師が課題に計
画的に取り組み、評価、改善する思考を
身に付けること、それを指導者ならびに
グループメンバーが支援することで、相
互のスキルアップや意識の向上を図るこ
とを目的としています」
　活動がスタートしたのは2015年。当

初は“調査研究”のプロセスを学ぶこと
を主な目的としていたが、杉浦先生が着
任した2017年に方向転換し、調査研究
に限らず各スタッフが日常業務の中で
興味を持ち、意欲的に取り組めるテーマ
を対象に、“業務改善”の視点も入れて
再構成した。
　啓発グループは、目的別に①がん患者
支援調査、②医療安全強化、③病棟業務
改善、④TDM研究、⑤抗菌薬適正使用研
究、⑥医薬品適正使用調査の6グループ
が編成されている。1グループは8～10名
で、リーダー、指導者（係長クラス）、被啓
発者（2～5年目の若手薬剤師）、支援者
（被啓発者のサポート）の他、新採用1年
目はオブザーバーとして参加する。被啓
発者、指導者は原則各グループに1名ず
つ配置し、取り組みテーマを主体となっ
て進める。支援者はサポーターとして共
に考え、協力する役割を担う。
　活動スケジュールは、5～6月を計画
期間として、被啓発者が取り組むテーマ

や各メンバーの役割を決めたうえで活
動計画を協議・決定し、計画書を提出
する。7月～翌年2月までを実施期間と
し、3月に評価・考察、まとめを行い、4
月の成果報告会で終了する。この間、全
スタッフ参加による計画発表会と2回の
進捗報告会を実施し、活動状況の共有
および計画の見直しやブラッシュアップ
を行う。
　杉浦先生が重視しているのが計画立
案の過程だ。「日常業務の中で感じてい
る漠然とした疑問や改善すべき課題を
クリアにすること、すなわち課題認識を
第一歩として、先行研究の調査を含め
た現状調査を行います。そこから改善ポ
イントの明確化、具体的な目標設定ま
でがしっかりできるようになってほしい
ですね」

化学療法によるＢ型肝炎ウイルス
（HBV）再活性化対策
　がん患者支援調査グループの取り組

みを例に活動の実際を紹介しよう。メン
バーは10名で、主にがん患者支援に携
わる薬剤師が参加している。指導者は
病棟業務2係長の中村先生、被啓発者
は5年目の血液内科・消化器内科病棟
担当の志賀先生だ。2018年度は「化学
療法におけるHBVスクリーニングの実
施率の向上」をテーマに取り組んだ（資
料2）。中村先生はその背景について、
「化学療法によるHBV再活性化は劇症
肝炎、さらには致死的な経過をたどるこ
とがあります。日本肝臓学会『Ｂ型肝炎
対策ガイドライン』ではHBVキャリアお
よび既往感染者のスクリーニングが推
奨されており、院内でも周知してきまし
た。しかし、臨床では未実施の例も散見
されていることから改善に取り組みまし
た」と説明する。
　計画立案にあたり未実施の原因をグ
ループ内で協議し、課題としてスクリー
ニングの対象薬剤や実施基準が明確化
されていないこと、医師をはじめ医療ス
タッフへの周知が徹底されていないこと
を抽出した。次に、志賀先生が中心に
なって現状の実施率を調査した。2017
年10月～2018年3月に化学療法を新規
導入した全患者に対し、化学療法施行時
点でHBs抗原、HBs抗体、HBc抗体のス
クリーニング未実施患者をカルテ上でレ
トロスペクティブに調査し、その結果を
10月のキャンサーボードで報告した。
「医師やメディカルスタッフが課題を認
識し、改善につながるように、現状調査
の結果を分かりやすく、かつ訴求力を
持って提示する必要がありました。その
ための資料作りが難しかったですね」と
志賀先生は振り返る。

　次に、解決策をグループ内で検討し、
化学療法の新規導入前に、薬剤師がス
クリーニング実施の確認を行い、未実
施であれば医師に検査依頼をするとい
う運用を構築した。「これは薬剤部だけ
で構築できることではなく、病院全体
の方針として承認される必要がありまし
た。キャンサーボードで提案し了承を得
て代表部長会議で周知後、計画通り
2019年1月より運用を開始しました」と
中村先生は話す。
　取材時はデータ集積を始めた直後で
はあったが、運用前の実施率57％を大
きく上回るデータが得られているとい
う。4月には最終的なデータと評価結果
をまとめて成果報告会に臨むことにな
るが、スライドを用いた成果発表は、若
手薬剤師にとってはプレゼンテーション
スキルの向上や学会発表の模擬体験
の場ともなる。

成長し続ける組織へのチャレンジ
　啓発グループ活動には様々な学びの
機会が組み込まれており、スタッフが相
互に啓発し、成長し合える環境作りに
寄与している。しかし、杉浦先生はまだ
発展途上であり、完成形ではないと言
う。2018年度からは新たな取り組みと
して、各グループから実行委員1名を選
出し、1年間の進行マネジメントを行う
機能を追加した。「薬剤部長主導の活
動から、スタッフが主体的に企画・運営
を行う活動へと発展していってほしいと
いうのが私の希望です」
　志賀先生は、被啓発者としての活動
は4月に終了するが、すでに次の目標に
向けて取り組みを進めている。「HBVス

クリーニング実施率の向上という目標
は達成できそうですが、課題はそれだけ
ではありません。啓発グループ活動は終
了しても、HBV再活性化対策は継続し
ていきます。また、先輩方に指導しても
らったように、次は自分が後進の指導
が実施できるように研鑽を積んでいき
ます」
　啓発グループ活動では指導者の育成
も目的の一つに位置付けられている。中
村先生はどのような課題に向き合った
のだろうか。「活動では指導者と被啓発
者が中心となって実務を担う部分が大
きいため、その他のメンバーの参画意
識を保つための工夫が必要です。そこ
で、グループ内で課題を共有し、解決策
を一緒に考える機会を積極的に設け、
ベクトルを合わせました。その一方で、
私自身も指導される立場として、組織管
理のノウハウや後輩への指導方法を
リーダーから学びました。今回の経験を
生かして指導者としての幅を広げていき
たいと思います」
　杉浦先生が啓発グループ活動で重視
しているのは、設定した目標を達成する
こと以上に、メンバー全員が一つのテー
マに取り組む過程で、共に学び、協力し
あうことで得られる充実感や満足感の
共有だ。「限られた時間の中で、1人でで
きることには限界がありますが、10人の
仲間がいればやり遂げられる。それがグ
ループ活動のメリットです。新しいことに
チャレンジしたいと思った時に、一緒に
取り組む仲間がいる職場作りによって、
成長し続ける組織風土が醸成され、薬
剤部の総合力の強化、さらには患者さん
への貢献につながると確信しています」

杉浦 洋二 先生

薬剤部
薬剤部長・院長補佐
すぎ   うら      よう    じ

志賀 有雅 先生

薬剤部
血液内科・消化器内科病棟担当薬剤師
  し      が        ゆう    や

中村 和行 先生

薬剤部
病棟業務2係長
なか   むら      かず   ゆき
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　活動がスタートしたのは2015年。当

初は“調査研究”のプロセスを学ぶこと
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発者、指導者は原則各グループに1名ず
つ配置し、取り組みテーマを主体となっ
て進める。支援者はサポーターとして共
に考え、協力する役割を担う。
　活動スケジュールは、5～6月を計画
期間として、被啓発者が取り組むテーマ

や各メンバーの役割を決めたうえで活
動計画を協議・決定し、計画書を提出
する。7月～翌年2月までを実施期間と
し、3月に評価・考察、まとめを行い、4
月の成果報告会で終了する。この間、全
スタッフ参加による計画発表会と2回の
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および計画の見直しやブラッシュアップ
を行う。
　杉浦先生が重視しているのが計画立
案の過程だ。「日常業務の中で感じてい
る漠然とした疑問や改善すべき課題を
クリアにすること、すなわち課題認識を
第一歩として、先行研究の調査を含め
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イントの明確化、具体的な目標設定ま
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ですね」

化学療法によるＢ型肝炎ウイルス
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　がん患者支援調査グループの取り組

みを例に活動の実際を紹介しよう。メン
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奨されており、院内でも周知してきまし
た。しかし、臨床では未実施の例も散見
されていることから改善に取り組みまし
た」と説明する。
　計画立案にあたり未実施の原因をグ
ループ内で協議し、課題としてスクリー
ニングの対象薬剤や実施基準が明確化
されていないこと、医師をはじめ医療ス
タッフへの周知が徹底されていないこと
を抽出した。次に、志賀先生が中心に
なって現状の実施率を調査した。2017
年10月～2018年3月に化学療法を新規
導入した全患者に対し、化学療法施行時
点でHBs抗原、HBs抗体、HBc抗体のス
クリーニング未実施患者をカルテ上でレ
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識し、改善につながるように、現状調査
の結果を分かりやすく、かつ訴求力を
持って提示する必要がありました。その
ための資料作りが難しかったですね」と
志賀先生は振り返る。

　次に、解決策をグループ内で検討し、
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クリーニング実施の確認を行い、未実
施であれば医師に検査依頼をするとい
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の方針として承認される必要がありまし
た。キャンサーボードで提案し了承を得
て代表部長会議で周知後、計画通り
2019年1月より運用を開始しました」と
中村先生は話す。
　取材時はデータ集積を始めた直後で
はあったが、運用前の実施率57％を大
きく上回るデータが得られているとい
う。4月には最終的なデータと評価結果
をまとめて成果報告会に臨むことにな
るが、スライドを用いた成果発表は、若
手薬剤師にとってはプレゼンテーション
スキルの向上や学会発表の模擬体験
の場ともなる。

成長し続ける組織へのチャレンジ
　啓発グループ活動には様々な学びの
機会が組み込まれており、スタッフが相
互に啓発し、成長し合える環境作りに
寄与している。しかし、杉浦先生はまだ
発展途上であり、完成形ではないと言
う。2018年度からは新たな取り組みと
して、各グループから実行委員1名を選
出し、1年間の進行マネジメントを行う
機能を追加した。「薬剤部長主導の活
動から、スタッフが主体的に企画・運営
を行う活動へと発展していってほしいと
いうのが私の希望です」
　志賀先生は、被啓発者としての活動
は4月に終了するが、すでに次の目標に
向けて取り組みを進めている。「HBVス
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了しても、HBV再活性化対策は継続し
ていきます。また、先輩方に指導しても
らったように、次は自分が後進の指導
が実施できるように研鑽を積んでいき
ます」
　啓発グループ活動では指導者の育成
も目的の一つに位置付けられている。中
村先生はどのような課題に向き合った
のだろうか。「活動では指導者と被啓発
者が中心となって実務を担う部分が大
きいため、その他のメンバーの参画意
識を保つための工夫が必要です。そこ
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ベクトルを合わせました。その一方で、
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リーダーから学びました。今回の経験を
生かして指導者としての幅を広げていき
たいと思います」
　杉浦先生が啓発グループ活動で重視
しているのは、設定した目標を達成する
こと以上に、メンバー全員が一つのテー
マに取り組む過程で、共に学び、協力し
あうことで得られる充実感や満足感の
共有だ。「限られた時間の中で、1人でで
きることには限界がありますが、10人の
仲間がいればやり遂げられる。それがグ
ループ活動のメリットです。新しいことに
チャレンジしたいと思った時に、一緒に
取り組む仲間がいる職場作りによって、
成長し続ける組織風土が醸成され、薬
剤部の総合力の強化、さらには患者さん
への貢献につながると確信しています」
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啓発グループ活動の概要資料1 がん患者支援調査グループの取り組み資料2

志賀先生提供資料杉浦先生提供資料

啓発グループの種類（目的）

活動スケジュール

各グループのメンバー構成（8～10名）

①対象患者：初回化学療法患者
②対象項目：HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体
③スケジュール

●リーダー：グループ全体の統括　１名
●指導者（係長）：被啓発者の指導　1～２名
●被啓発者（２～５年目の若手薬剤師）1～２名
●支援者：被啓発者のサポート　　
●オブザーバー（新採用1年目）

●がん患者支援調査グループ
●医療安全強化グループ
●病棟業務改善グループ
●TDM研究グループ
●抗菌薬適正使用研究グループ
●医薬品適正使用調査グループ

進捗確認進捗確認計画の共有

5月 7月 3月 4月

グループ
編成 計画立案 実施 評価

考察
成果
報告会

活動テーマ：化学療法におけるＨＢＶスクリーニングの実施率の向上
方法

現状調査(HBVスクリーニング実施率調査)
●調査方法：化学療法新規導入時に対象項目が未実施の
　　　　　　患者をカルテ上でレトロスペクティブに調査
●調査対象期間：2017年10月1日～2018年3月31日
キャンサーボードで調査結果の報告
取り組み案の構築および決定
代表部長会議で周知
取り組み（薬剤師による検査オーダーの確認と医師への依頼）
取り組み後の結果集積・評価 　
成果報告会で発表

2018年9月

10月
11月
12月

2019年1月～3月
4月



薬薬連携で取り組む有害事象（AE）報告の促進と医薬品の安全性向上
～「平塚中郡薬剤師会方式有害事象報告システム」の構築と成果～

　医薬品の安全性を高めるために、薬剤師にとって有害事象
報告は重要な業務の一つだが、保険薬局からの報告が少ない
ことが課題として挙げられている。これを解決するには、保険
薬局にとって取り組みやすい報告システムが必要だと考えた
東海大学医学部付属大磯病院(神奈川県中郡・312床)薬剤科
は平塚中郡薬剤師会に働きかけ、保険薬局の立場に立った有
害事象報告システムの構築に取り組んだ。その結果、この地
域では保険薬局から年間280件余りの有害事象報告が上が
るようになり、患者さん中心の薬薬連携として注目を集めて
いる。新たに立ち上げた有害事象報告システムの構築と運用
のポイント、医薬品の安全性向上における成果について紹介
する。

東海大学医学部付属大磯病院／平塚中郡薬剤師会
-pharmacy-2CChallenge

Cooperation 
Communication

薬薬連携の一つとして
有害事象報告に取り組む
　有害事象報告において、保険薬局か

らの報告を活性化することは医療安全

に大きく貢献する。神奈川県湘南地区

に位置する（公社）平塚中郡薬剤師会

では、「平塚中郡薬剤師会方式」による

有害事象報告の薬薬連携が行われてお

り、この地域では2017年7月の連携開

始から2018年10月までの18カ月で保

険薬局から336件の有害事象報告がさ

れ、現在も継続中である。薬局数にす

ると、平塚中郡薬剤師会に所属する会

員135薬局のうち、約3割にあたる36

薬局が既に報告をしている。こうした実

績を着実に積み重ねていることから“保

険薬局が参加しやすい有害事象報告シ

ステム”として、県内はもとより他の地

域からも注目を集めている。

　同システムは東海大学医学部付属大

磯病院薬剤科 科長の鈴木先生の発案

により、平塚中郡薬剤師会との協働で

構築したものだ。「2013年に当院に赴

任してまもなく、病棟を中心に有害事

象報告システムを整備し始めました。そ

の後、外来患者さんへの対応を検討し

ましたが、外来患者さんにおける有害

事象情報を最も入手できるのは院内の

スタッフではなく、地域の保険薬局と

いうことに気づきました」と振り返る。

そこで、日頃から連携している薬剤師

会において、学術担当理事を務めてい

る望星大磯薬局薬局長の飯塚先生に、

薬薬連携の一つとして有害事象報告に

取り組むことを提案した。

　この申し出を受け、飯塚先生は平塚

中郡薬剤師会の活動として連携すべき

内容だと直感的に思ったそうだ。「よく

ある疾患別の薬薬連携は専門知識を

必要とするため、勉強会等が中心にな

りがちで事前準備に時間がかかるうえ

に、参加する薬局も限られてきます。そ

の点、有害事象報告は薬剤師が本来行

うべき職能にかかわる活動であり、患

者さんが服用する医薬品を焦点とした

ものであるため特別な準備は必要な

く、すぐに取り組めると考えたのです」

　会長をはじめ他の理事の賛同を得

て、同薬剤師会ではさっそく病院の薬

剤部門とともに有害事象報告システム

の構築に乗り出した。

保険薬局の立場でシステムを
考えることが参加を促すカギ
「患者さんは様々な理由により医療機

関を変更することがありますので、そう

なると医療機関では有害事象などの情

報が得られなくなります。それが収集で

きるのは地域の保険薬局なのです」と

鈴木先生は診療での状況を説明する。

つまり、医療機関の手を離れた場合、

埋もれている有害事象を掘り起こすに

は、できるだけ多くの保険薬局の参加

が欠かせないということになる。

　現行制度では、有害事象は独立行政

法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

のフォーマットで報告することが推奨さ

れている。しかし、薬局薬剤師はこの記

入が「難しい」と思い込み、報告に対する

心理的な抵抗が生まれていると鈴木先

生は分析。保険薬局の立場でシステムを

考えることが重要だとの結論に至った。

　そこで同薬剤師会と共同で作成した

のが、PMDAのフォーマットを簡素化し

た“有害事象ヒアリングシート”（以下

シート）だ。「患者さんから訴えがあった

とき、薬局薬剤師に症状の細かな判断

をまかせると報告が面倒になり、薬歴

記載だけに止まる傾向がみられました。

この現実を踏まえ、患者さんから聞い

たことをベースに、報告者である薬剤

師のコメントを記入するスタイルにしま

した」と飯塚先生はシートの特徴につ

いて説明する。また、同薬剤師会では

多くの保険薬局に埋没している情報を

掘り起こすことを優先し、シートの経

過欄は薬歴のコピーを貼るだけでも受

け付けている。

強制するのではなく
薬剤師の自発性を重視
　有害事象報告システムの連携フロー

（資料1）の中で特筆されるのは、医薬

品卸売会社のMSがシートの回収を担

当していることだ。「保険薬局に毎日出

向くMSなら“有害事象報告はあります

か”と薬剤師に声をかけやすく、製薬会

社へ報告するルートもあり、仲介役とし

て適任だと考えました」（鈴木先生）。回

収したシートの有害事象情報について

はMSから製薬会社のMRに伝えられる

が、シートの情報は製薬会社の安全管

理部門に報告する第一報の内容を網羅

している。また、薬局側の業務負担を考

え、情報提供可能な企業に対しチェッ

ク欄を設けるなどの工夫を加えている。

　このシステム構築を通して、患者さん

を守るステークホルダーの一員として

MSやMRの役割を明確に位置づけたこ

とは、地域全体の医療安全対策として

も意義深い。

　また、東海大学医学部付属大磯病院

のDI室では、報告された有害事象をカ

ルテに禁忌登録する必要があるかの判

断を処方医に依頼する役割を担ってい

る。そして、処方医が禁忌登録した場

合、その薬剤の詳細な情報（配合剤・

後発医薬品の有無など）を確認し、電

子カルテに追記する作業も行っている。

こうした禁忌登録情報は処方箋に記載

され、保険薬局薬剤師にも伝達される

仕組みとなっている。

　鈴木先生は「このシステムはナッジ

（nudge）の概念に基づいた運用を考え

ました」と話す。ナッジに関しては経済

学者リチャード・セイラ－博士が2017

年にノーベル経済学賞を受賞した行動

経済学の概念で、「ひじで軽くつつく」

という意味がある。「“薬剤師の義務だ”

と声高に強制するのではなく、“ちょっ

とやってみませんか”と働きかけること

で、薬剤師の自発的な取り組みを促す

ことを狙っているのです。日常業務の一

つとして有害事象報告を広めていくの

に不可欠な視点だと考えています」と

鈴木先生は語る。

有害事象報告の目的は
患者さんや社会を守ること
　有害事象報告システムにより、2017

年7月から2018年10月までの18カ月

に報告された有害事象は336件であ

り、そのうち東海大学医学部付属大磯

病院は90件が該当した。この90件の

うち医薬品マスタでカルテに禁忌登録

した件数は31件であった（資料2）。

　一方、カルテの薬品マスタで禁忌登

録に至らなくても患者さんの安全に貢献

した報告もある。それは、がんやリウマ

チの薬など有害事象が起こるとわかっ

ていても使用しなければならない薬剤

の場合だ。「このようなケースに関しても

保険薬局からの有害事象報告を通して

チェックできたので、注意すべき副作用

をカルテにコメントとして記入すること

ができました」と鈴木先生は明かす。

　また、詳細調査に回ったものは5件。

鈴木先生は「分析に値する質の高い報

告を、企業や行政に早く伝えることによ

り社会を守ることに役立ちます」とこの

意義を評価する。飯塚先生も「自分たち

が患者さんから収集した情報が病院や

企業、行政に報告することで、患者さん

や社会を守ることにつながれば報告し

た甲斐があります」と話す。

　平塚中郡薬剤師会では、会員薬局の

有害事象報告に対する理解を深め、こ

の活動への参加を促すために、勉強会

の場を利用して会員薬局が収集した

鈴木 優司 先生

東海大学医学部付属大磯病院
薬剤科  科長

すず    き        ゆう    じ

飯塚 敏美 先生

平塚中郡薬剤師会  理事
望星大磯薬局  薬局長
（現 望星築地薬局  薬局長）
いい   づか      とし    み
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毎月の有害事象件数などを公表してい

る。「薬局薬剤師のモチベーションを高

めるうえでも成果が見えることはとても

重要です」と飯塚先生。また、患者さん

が持参した処方箋に自分が報告した薬

剤が禁忌登録として記載されていると

大きな励みになるという。

　鈴木先生は目的と行動をステップ化

した『有害事象報告3段階ラダー』（資

料3）を作成し、同薬剤師会（地域の保

険薬局）と連携イメージを共有する。「3

段階ラダーに示しているように、有害事

象報告の目的は患者さんや社会を守る

ことです。そして、それは薬剤師法の第

一条に記されている“公衆衛生の向上

に寄与する”という薬剤師本来の業務

にあたります。継続性のある薬薬連携

にするうえでも、お互いがこの目的を最

初にしっかり認識することが大切です」

と鈴木先生は示唆する。

地区薬剤師会単位での
普及を目指して活動を開始
「一つひとつの有害事象は事実ではある

けれど真実ではない」これは同システム

をともに構築した同薬剤師会理事の平

本要先生の言葉だ。鈴木先生はこの言

葉を引き合いに出し、「真実に近づくた

めには事実をたくさん積み重ねる必要

があり、そのスピードが速ければ速いほ

ど真実に早く近づき、薬剤の安全性向

上に寄与できます」と力を込める。そし

て、この目的に向かって、同システムの

全国的な普及活動にも着手している。

　鈴木先生によると、平塚中郡薬剤師

会では年間約284件の有害事象が報

告される。2017年度末における全国の

保険薬局数は約5万9千軒で、これは平

塚中郡薬剤師会にある薬局の約440

倍にあたる。全国で平塚中郡薬剤師会

と同等の成果を出すと仮定すれば、有

害事象報告は年間約12万4千件と試算

できる。「この数字は2017年度の有害

事象報告総件数約6万9千件の約1.8

倍にあたります。現在、収集されている

有害事象の約90％は製薬会社からの

報告とされる中、その倍くらいの有害事

象が全国の保険薬局には潜在している

のです。さらに、私たちは顕在化された

有害事象報告から詳細調査に回る件数

を年間約7千件と試算しており、質の高

いリスク情報の提供も期待できます。

このように量も質も担保できる有害事

象報告システムを全国に広げていく意

義は大いにあるのです」と鈴木先生は

説明する。

　取り組み開始2年目の2018年度に

は、さまざまな学会において同システム

の全容とこれまでの成果、活動の意義

についての発表を重ねた。その甲斐が

あり、各地の薬剤師会などからの問い

合わせが相次いでいる。「私の試算によ

ると、平塚中郡薬剤師会と同様に3割

程度の薬局参加率だったとしても、神

奈川県だけでも年間約8千件の有害事

象報告が上がり、そのうち詳細調査に

回る件数は年間約450件になると見込

んでいます」（鈴木先生）。

　地域の薬剤師会として取り組むこと

で、潜在化している患者さんのリスクが

顕在化され、大きな成果となります。「各

薬剤師会でこの活動の燈火が灯り、お

互いに切磋琢磨できる環境になってい

くと、医薬品の安全性は飛躍的に高ま

る」と期待する（飯塚先生）。そのため、

導入を検討する薬剤師会には、システ

ム構築や運用に必要な手順書および

フォーマットをすべて公開するととも

に、地域の実情に合わせ

てシステムを一部変更す

る提案も行うなど、全面

的なバックアップを約束

する。

有害事象報告を日常
業務に、薬学生への
教育にも注力
　鈴木先生と飯塚先生

は、薬剤師の日常業務と

して有害事象報告が当

たり前に行われる未来像を描く。そし

て、その種を蒔くために薬学生への教

育にも注力する。「この地域では実務実

習の薬学生を対象に合同で研修を実施

し、有害事象報告の目的と意義を伝え

るとともに、ケーススタディを通して

PMDAの報告書を作成するトレーニン

グを行っています。彼らが地域の医療

機関や保険薬局に勤めたとき、先輩薬

剤師に対して『有害事象を報告しなくて

いいのですか』と言える薬剤師に育て

たい」と両先生は意欲を見せる。

　さらに、この研修内容は毎回冊子に

まとめて実務実習生たちに渡し、各大

学に持ち帰ってもらっている。「大学の

薬学教育において有害事象報告のト

レーニングが行われるようになること

が最終目標です。この冊子は、そのた

めの刺激になることを狙っています」と

鈴木先生。すでに冊子の効果は少しず

つ現われており、2018年秋には２校の

薬学部で、鈴木先生たちが講師となり、

実務実習前の4年生を対象に有害事象

報告の教育を行った。

　鈴木先生、飯塚先生のお二人は、こ

の地域で得られた有害事象報告に関す

るさまざまな知見を、これからも積極

的に発信し続けていく考えだ。「有害事

象報告は患者さん個人と社会を守る活

動である」という志を持って取り組む薬

剤師を、全国で一人でも多く増やしてい

くために…。



薬薬連携の一つとして
有害事象報告に取り組む
　有害事象報告において、保険薬局か

らの報告を活性化することは医療安全

に大きく貢献する。神奈川県湘南地区

に位置する（公社）平塚中郡薬剤師会

では、「平塚中郡薬剤師会方式」による

有害事象報告の薬薬連携が行われてお

り、この地域では2017年7月の連携開

始から2018年10月までの18カ月で保

険薬局から336件の有害事象報告がさ

れ、現在も継続中である。薬局数にす

ると、平塚中郡薬剤師会に所属する会

員135薬局のうち、約3割にあたる36

薬局が既に報告をしている。こうした実

績を着実に積み重ねていることから“保

険薬局が参加しやすい有害事象報告シ

ステム”として、県内はもとより他の地

域からも注目を集めている。

　同システムは東海大学医学部付属大

磯病院薬剤科 科長の鈴木先生の発案

により、平塚中郡薬剤師会との協働で

構築したものだ。「2013年に当院に赴

任してまもなく、病棟を中心に有害事

象報告システムを整備し始めました。そ

の後、外来患者さんへの対応を検討し

ましたが、外来患者さんにおける有害

事象情報を最も入手できるのは院内の

スタッフではなく、地域の保険薬局と

いうことに気づきました」と振り返る。

そこで、日頃から連携している薬剤師

会において、学術担当理事を務めてい

る望星大磯薬局薬局長の飯塚先生に、

薬薬連携の一つとして有害事象報告に

取り組むことを提案した。

　この申し出を受け、飯塚先生は平塚

中郡薬剤師会の活動として連携すべき

内容だと直感的に思ったそうだ。「よく

ある疾患別の薬薬連携は専門知識を

必要とするため、勉強会等が中心にな

りがちで事前準備に時間がかかるうえ

に、参加する薬局も限られてきます。そ

の点、有害事象報告は薬剤師が本来行

うべき職能にかかわる活動であり、患

者さんが服用する医薬品を焦点とした

ものであるため特別な準備は必要な

く、すぐに取り組めると考えたのです」

　会長をはじめ他の理事の賛同を得

て、同薬剤師会ではさっそく病院の薬

剤部門とともに有害事象報告システム

の構築に乗り出した。

保険薬局の立場でシステムを
考えることが参加を促すカギ
「患者さんは様々な理由により医療機

関を変更することがありますので、そう

なると医療機関では有害事象などの情

報が得られなくなります。それが収集で

きるのは地域の保険薬局なのです」と

鈴木先生は診療での状況を説明する。

つまり、医療機関の手を離れた場合、

埋もれている有害事象を掘り起こすに

は、できるだけ多くの保険薬局の参加

が欠かせないということになる。

　現行制度では、有害事象は独立行政

法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

のフォーマットで報告することが推奨さ

れている。しかし、薬局薬剤師はこの記

入が「難しい」と思い込み、報告に対する

心理的な抵抗が生まれていると鈴木先

生は分析。保険薬局の立場でシステムを

考えることが重要だとの結論に至った。

　そこで同薬剤師会と共同で作成した

のが、PMDAのフォーマットを簡素化し

た“有害事象ヒアリングシート”（以下

シート）だ。「患者さんから訴えがあった

とき、薬局薬剤師に症状の細かな判断

をまかせると報告が面倒になり、薬歴

記載だけに止まる傾向がみられました。

この現実を踏まえ、患者さんから聞い

たことをベースに、報告者である薬剤

師のコメントを記入するスタイルにしま

した」と飯塚先生はシートの特徴につ

いて説明する。また、同薬剤師会では

多くの保険薬局に埋没している情報を

掘り起こすことを優先し、シートの経

過欄は薬歴のコピーを貼るだけでも受

け付けている。

強制するのではなく
薬剤師の自発性を重視
　有害事象報告システムの連携フロー

（資料1）の中で特筆されるのは、医薬

品卸売会社のMSがシートの回収を担

当していることだ。「保険薬局に毎日出

向くMSなら“有害事象報告はあります

か”と薬剤師に声をかけやすく、製薬会

社へ報告するルートもあり、仲介役とし

て適任だと考えました」（鈴木先生）。回

収したシートの有害事象情報について

はMSから製薬会社のMRに伝えられる

が、シートの情報は製薬会社の安全管

理部門に報告する第一報の内容を網羅

している。また、薬局側の業務負担を考

え、情報提供可能な企業に対しチェッ

ク欄を設けるなどの工夫を加えている。

　このシステム構築を通して、患者さん

を守るステークホルダーの一員として

MSやMRの役割を明確に位置づけたこ

とは、地域全体の医療安全対策として

も意義深い。

　また、東海大学医学部付属大磯病院

のDI室では、報告された有害事象をカ

ルテに禁忌登録する必要があるかの判

断を処方医に依頼する役割を担ってい

る。そして、処方医が禁忌登録した場

合、その薬剤の詳細な情報（配合剤・

後発医薬品の有無など）を確認し、電

子カルテに追記する作業も行っている。

こうした禁忌登録情報は処方箋に記載

され、保険薬局薬剤師にも伝達される

仕組みとなっている。

　鈴木先生は「このシステムはナッジ

（nudge）の概念に基づいた運用を考え

ました」と話す。ナッジに関しては経済

学者リチャード・セイラ－博士が2017

年にノーベル経済学賞を受賞した行動

経済学の概念で、「ひじで軽くつつく」

という意味がある。「“薬剤師の義務だ”

と声高に強制するのではなく、“ちょっ

とやってみませんか”と働きかけること

で、薬剤師の自発的な取り組みを促す

ことを狙っているのです。日常業務の一

つとして有害事象報告を広めていくの

に不可欠な視点だと考えています」と

鈴木先生は語る。

有害事象報告の目的は
患者さんや社会を守ること
　有害事象報告システムにより、2017

年7月から2018年10月までの18カ月

に報告された有害事象は336件であ

り、そのうち東海大学医学部付属大磯

病院は90件が該当した。この90件の

うち医薬品マスタでカルテに禁忌登録

した件数は31件であった（資料2）。

　一方、カルテの薬品マスタで禁忌登

録に至らなくても患者さんの安全に貢献

した報告もある。それは、がんやリウマ

チの薬など有害事象が起こるとわかっ

ていても使用しなければならない薬剤

の場合だ。「このようなケースに関しても

保険薬局からの有害事象報告を通して

チェックできたので、注意すべき副作用

をカルテにコメントとして記入すること

ができました」と鈴木先生は明かす。

　また、詳細調査に回ったものは5件。

鈴木先生は「分析に値する質の高い報

告を、企業や行政に早く伝えることによ

り社会を守ることに役立ちます」とこの

意義を評価する。飯塚先生も「自分たち

が患者さんから収集した情報が病院や

企業、行政に報告することで、患者さん

や社会を守ることにつながれば報告し

た甲斐があります」と話す。

　平塚中郡薬剤師会では、会員薬局の

有害事象報告に対する理解を深め、こ

の活動への参加を促すために、勉強会

の場を利用して会員薬局が収集した
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毎月の有害事象件数などを公表してい

る。「薬局薬剤師のモチベーションを高

めるうえでも成果が見えることはとても

重要です」と飯塚先生。また、患者さん

が持参した処方箋に自分が報告した薬

剤が禁忌登録として記載されていると

大きな励みになるという。

　鈴木先生は目的と行動をステップ化

した『有害事象報告3段階ラダー』（資

料3）を作成し、同薬剤師会（地域の保

険薬局）と連携イメージを共有する。「3

段階ラダーに示しているように、有害事

象報告の目的は患者さんや社会を守る

ことです。そして、それは薬剤師法の第

一条に記されている“公衆衛生の向上

に寄与する”という薬剤師本来の業務

にあたります。継続性のある薬薬連携

にするうえでも、お互いがこの目的を最

初にしっかり認識することが大切です」

と鈴木先生は示唆する。

地区薬剤師会単位での
普及を目指して活動を開始
「一つひとつの有害事象は事実ではある

けれど真実ではない」これは同システム

をともに構築した同薬剤師会理事の平

本要先生の言葉だ。鈴木先生はこの言

葉を引き合いに出し、「真実に近づくた

めには事実をたくさん積み重ねる必要

があり、そのスピードが速ければ速いほ

ど真実に早く近づき、薬剤の安全性向

上に寄与できます」と力を込める。そし

て、この目的に向かって、同システムの

全国的な普及活動にも着手している。

　鈴木先生によると、平塚中郡薬剤師

会では年間約284件の有害事象が報

告される。2017年度末における全国の

保険薬局数は約5万9千軒で、これは平

塚中郡薬剤師会にある薬局の約440

倍にあたる。全国で平塚中郡薬剤師会

と同等の成果を出すと仮定すれば、有

害事象報告は年間約12万4千件と試算

できる。「この数字は2017年度の有害

事象報告総件数約6万9千件の約1.8

倍にあたります。現在、収集されている

有害事象の約90％は製薬会社からの

報告とされる中、その倍くらいの有害事

象が全国の保険薬局には潜在している

のです。さらに、私たちは顕在化された

有害事象報告から詳細調査に回る件数

を年間約7千件と試算しており、質の高

いリスク情報の提供も期待できます。

このように量も質も担保できる有害事

象報告システムを全国に広げていく意

義は大いにあるのです」と鈴木先生は

説明する。

　取り組み開始2年目の2018年度に

は、さまざまな学会において同システム

の全容とこれまでの成果、活動の意義

についての発表を重ねた。その甲斐が

あり、各地の薬剤師会などからの問い

合わせが相次いでいる。「私の試算によ

ると、平塚中郡薬剤師会と同様に3割

程度の薬局参加率だったとしても、神

奈川県だけでも年間約8千件の有害事

象報告が上がり、そのうち詳細調査に

回る件数は年間約450件になると見込

んでいます」（鈴木先生）。

　地域の薬剤師会として取り組むこと

で、潜在化している患者さんのリスクが

顕在化され、大きな成果となります。「各

薬剤師会でこの活動の燈火が灯り、お

互いに切磋琢磨できる環境になってい

くと、医薬品の安全性は飛躍的に高ま

る」と期待する（飯塚先生）。そのため、

導入を検討する薬剤師会には、システ

ム構築や運用に必要な手順書および

フォーマットをすべて公開するととも

に、地域の実情に合わせ

てシステムを一部変更す

る提案も行うなど、全面

的なバックアップを約束

する。

有害事象報告を日常
業務に、薬学生への
教育にも注力
　鈴木先生と飯塚先生

は、薬剤師の日常業務と

して有害事象報告が当

たり前に行われる未来像を描く。そし

て、その種を蒔くために薬学生への教

育にも注力する。「この地域では実務実

習の薬学生を対象に合同で研修を実施

し、有害事象報告の目的と意義を伝え

るとともに、ケーススタディを通して

PMDAの報告書を作成するトレーニン

グを行っています。彼らが地域の医療

機関や保険薬局に勤めたとき、先輩薬

剤師に対して『有害事象を報告しなくて

いいのですか』と言える薬剤師に育て

たい」と両先生は意欲を見せる。

　さらに、この研修内容は毎回冊子に

まとめて実務実習生たちに渡し、各大

学に持ち帰ってもらっている。「大学の

薬学教育において有害事象報告のト

レーニングが行われるようになること

が最終目標です。この冊子は、そのた

めの刺激になることを狙っています」と

鈴木先生。すでに冊子の効果は少しず

つ現われており、2018年秋には２校の

薬学部で、鈴木先生たちが講師となり、

実務実習前の4年生を対象に有害事象

報告の教育を行った。

　鈴木先生、飯塚先生のお二人は、こ

の地域で得られた有害事象報告に関す

るさまざまな知見を、これからも積極

的に発信し続けていく考えだ。「有害事

象報告は患者さん個人と社会を守る活

動である」という志を持って取り組む薬

剤師を、全国で一人でも多く増やしてい

くために…。

平塚中郡薬剤師会方式による
有害事象報告システムの連携フロー

資料1 東海大学医学部付属大磯病院における
有害事象薬薬連携の成果

資料2

飯塚先生提供資料 鈴木先生提供資料

期間 ： 2017年7月～2018年10月

保険薬局薬剤師が収集した件数（A）

大磯病院に報告された件数（B）

カルテへの禁忌登録した件数（C）

カルテにコメントとして登録した件数（D）

詳細調査に至った件数（E）

336件

90件

31件

＋2件

5件

26.8%（B/A）

34.4%（C/B）

＋2.2%（D/B）

33件 36.7%（（C＋D）/B）

5.6%（E/B）

件数 割合

患者

卸（MS）

AE報告書の収集

保険薬剤師

製薬企業（MR） AE情報報告
（義務）

AE報告
（企業報告）

AE報告
（自発報告）

PMDA

病院薬剤師

カルテ登録

薬局は潜在的に多くの
AEを収集している

AE収集

AEヒアリング
シート

（卸に伝達）

AEヒアリングシート
伝達報告

AE情報
詳細調査

お薬手帳記載

H

P



薬薬連携の一つとして
有害事象報告に取り組む
　有害事象報告において、保険薬局か

らの報告を活性化することは医療安全

に大きく貢献する。神奈川県湘南地区

に位置する（公社）平塚中郡薬剤師会

では、「平塚中郡薬剤師会方式」による

有害事象報告の薬薬連携が行われてお

り、この地域では2017年7月の連携開

始から2018年10月までの18カ月で保

険薬局から336件の有害事象報告がさ

れ、現在も継続中である。薬局数にす

ると、平塚中郡薬剤師会に所属する会

員135薬局のうち、約3割にあたる36

薬局が既に報告をしている。こうした実

績を着実に積み重ねていることから“保

険薬局が参加しやすい有害事象報告シ

ステム”として、県内はもとより他の地

域からも注目を集めている。

　同システムは東海大学医学部付属大

磯病院薬剤科 科長の鈴木先生の発案

により、平塚中郡薬剤師会との協働で

構築したものだ。「2013年に当院に赴

任してまもなく、病棟を中心に有害事

象報告システムを整備し始めました。そ

の後、外来患者さんへの対応を検討し

ましたが、外来患者さんにおける有害

事象情報を最も入手できるのは院内の

スタッフではなく、地域の保険薬局と

いうことに気づきました」と振り返る。

そこで、日頃から連携している薬剤師

会において、学術担当理事を務めてい

る望星大磯薬局薬局長の飯塚先生に、

薬薬連携の一つとして有害事象報告に

取り組むことを提案した。

　この申し出を受け、飯塚先生は平塚

中郡薬剤師会の活動として連携すべき

内容だと直感的に思ったそうだ。「よく

ある疾患別の薬薬連携は専門知識を

必要とするため、勉強会等が中心にな

りがちで事前準備に時間がかかるうえ

に、参加する薬局も限られてきます。そ

の点、有害事象報告は薬剤師が本来行

うべき職能にかかわる活動であり、患

者さんが服用する医薬品を焦点とした

ものであるため特別な準備は必要な

く、すぐに取り組めると考えたのです」

　会長をはじめ他の理事の賛同を得

て、同薬剤師会ではさっそく病院の薬

剤部門とともに有害事象報告システム

の構築に乗り出した。

保険薬局の立場でシステムを
考えることが参加を促すカギ
「患者さんは様々な理由により医療機

関を変更することがありますので、そう

なると医療機関では有害事象などの情

報が得られなくなります。それが収集で

きるのは地域の保険薬局なのです」と

鈴木先生は診療での状況を説明する。

つまり、医療機関の手を離れた場合、

埋もれている有害事象を掘り起こすに

は、できるだけ多くの保険薬局の参加

が欠かせないということになる。

　現行制度では、有害事象は独立行政

法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

のフォーマットで報告することが推奨さ

れている。しかし、薬局薬剤師はこの記

入が「難しい」と思い込み、報告に対する

心理的な抵抗が生まれていると鈴木先

生は分析。保険薬局の立場でシステムを

考えることが重要だとの結論に至った。

　そこで同薬剤師会と共同で作成した

のが、PMDAのフォーマットを簡素化し

た“有害事象ヒアリングシート”（以下

シート）だ。「患者さんから訴えがあった

とき、薬局薬剤師に症状の細かな判断

をまかせると報告が面倒になり、薬歴

記載だけに止まる傾向がみられました。

この現実を踏まえ、患者さんから聞い

たことをベースに、報告者である薬剤

師のコメントを記入するスタイルにしま

した」と飯塚先生はシートの特徴につ

いて説明する。また、同薬剤師会では

多くの保険薬局に埋没している情報を

掘り起こすことを優先し、シートの経

過欄は薬歴のコピーを貼るだけでも受

け付けている。

強制するのではなく
薬剤師の自発性を重視
　有害事象報告システムの連携フロー

（資料1）の中で特筆されるのは、医薬

品卸売会社のMSがシートの回収を担

当していることだ。「保険薬局に毎日出

向くMSなら“有害事象報告はあります

か”と薬剤師に声をかけやすく、製薬会

社へ報告するルートもあり、仲介役とし

て適任だと考えました」（鈴木先生）。回

収したシートの有害事象情報について

はMSから製薬会社のMRに伝えられる

が、シートの情報は製薬会社の安全管

理部門に報告する第一報の内容を網羅

している。また、薬局側の業務負担を考

え、情報提供可能な企業に対しチェッ

ク欄を設けるなどの工夫を加えている。

　このシステム構築を通して、患者さん

を守るステークホルダーの一員として

MSやMRの役割を明確に位置づけたこ

とは、地域全体の医療安全対策として

も意義深い。

　また、東海大学医学部付属大磯病院

のDI室では、報告された有害事象をカ

ルテに禁忌登録する必要があるかの判

断を処方医に依頼する役割を担ってい

る。そして、処方医が禁忌登録した場

合、その薬剤の詳細な情報（配合剤・

後発医薬品の有無など）を確認し、電

子カルテに追記する作業も行っている。

こうした禁忌登録情報は処方箋に記載

され、保険薬局薬剤師にも伝達される

仕組みとなっている。

　鈴木先生は「このシステムはナッジ

（nudge）の概念に基づいた運用を考え

ました」と話す。ナッジに関しては経済

学者リチャード・セイラ－博士が2017

年にノーベル経済学賞を受賞した行動

経済学の概念で、「ひじで軽くつつく」

という意味がある。「“薬剤師の義務だ”

と声高に強制するのではなく、“ちょっ

とやってみませんか”と働きかけること

で、薬剤師の自発的な取り組みを促す

ことを狙っているのです。日常業務の一

つとして有害事象報告を広めていくの

に不可欠な視点だと考えています」と

鈴木先生は語る。

有害事象報告の目的は
患者さんや社会を守ること
　有害事象報告システムにより、2017

年7月から2018年10月までの18カ月

に報告された有害事象は336件であ

り、そのうち東海大学医学部付属大磯

病院は90件が該当した。この90件の

うち医薬品マスタでカルテに禁忌登録

した件数は31件であった（資料2）。

　一方、カルテの薬品マスタで禁忌登

録に至らなくても患者さんの安全に貢献

した報告もある。それは、がんやリウマ

チの薬など有害事象が起こるとわかっ

ていても使用しなければならない薬剤

の場合だ。「このようなケースに関しても

保険薬局からの有害事象報告を通して

チェックできたので、注意すべき副作用

をカルテにコメントとして記入すること

ができました」と鈴木先生は明かす。

　また、詳細調査に回ったものは5件。

鈴木先生は「分析に値する質の高い報

告を、企業や行政に早く伝えることによ

り社会を守ることに役立ちます」とこの

意義を評価する。飯塚先生も「自分たち

が患者さんから収集した情報が病院や

企業、行政に報告することで、患者さん

や社会を守ることにつながれば報告し

た甲斐があります」と話す。

　平塚中郡薬剤師会では、会員薬局の

有害事象報告に対する理解を深め、こ

の活動への参加を促すために、勉強会

の場を利用して会員薬局が収集した
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毎月の有害事象件数などを公表してい

る。「薬局薬剤師のモチベーションを高

めるうえでも成果が見えることはとても

重要です」と飯塚先生。また、患者さん

が持参した処方箋に自分が報告した薬

剤が禁忌登録として記載されていると

大きな励みになるという。

　鈴木先生は目的と行動をステップ化

した『有害事象報告3段階ラダー』（資

料3）を作成し、同薬剤師会（地域の保

険薬局）と連携イメージを共有する。「3

段階ラダーに示しているように、有害事

象報告の目的は患者さんや社会を守る

ことです。そして、それは薬剤師法の第

一条に記されている“公衆衛生の向上

に寄与する”という薬剤師本来の業務

にあたります。継続性のある薬薬連携

にするうえでも、お互いがこの目的を最

初にしっかり認識することが大切です」

と鈴木先生は示唆する。

地区薬剤師会単位での
普及を目指して活動を開始
「一つひとつの有害事象は事実ではある

けれど真実ではない」これは同システム

をともに構築した同薬剤師会理事の平

本要先生の言葉だ。鈴木先生はこの言

葉を引き合いに出し、「真実に近づくた

めには事実をたくさん積み重ねる必要

があり、そのスピードが速ければ速いほ

ど真実に早く近づき、薬剤の安全性向

上に寄与できます」と力を込める。そし

て、この目的に向かって、同システムの

全国的な普及活動にも着手している。

　鈴木先生によると、平塚中郡薬剤師

会では年間約284件の有害事象が報

告される。2017年度末における全国の

保険薬局数は約5万9千軒で、これは平

塚中郡薬剤師会にある薬局の約440

倍にあたる。全国で平塚中郡薬剤師会

と同等の成果を出すと仮定すれば、有

害事象報告は年間約12万4千件と試算

できる。「この数字は2017年度の有害

事象報告総件数約6万9千件の約1.8

倍にあたります。現在、収集されている

有害事象の約90％は製薬会社からの

報告とされる中、その倍くらいの有害事

象が全国の保険薬局には潜在している

のです。さらに、私たちは顕在化された

有害事象報告から詳細調査に回る件数

を年間約7千件と試算しており、質の高

いリスク情報の提供も期待できます。

このように量も質も担保できる有害事

象報告システムを全国に広げていく意

義は大いにあるのです」と鈴木先生は

説明する。

　取り組み開始2年目の2018年度に

は、さまざまな学会において同システム

の全容とこれまでの成果、活動の意義

についての発表を重ねた。その甲斐が

あり、各地の薬剤師会などからの問い

合わせが相次いでいる。「私の試算によ

ると、平塚中郡薬剤師会と同様に3割

程度の薬局参加率だったとしても、神

奈川県だけでも年間約8千件の有害事

象報告が上がり、そのうち詳細調査に

回る件数は年間約450件になると見込

んでいます」（鈴木先生）。

　地域の薬剤師会として取り組むこと

で、潜在化している患者さんのリスクが

顕在化され、大きな成果となります。「各

薬剤師会でこの活動の燈火が灯り、お

互いに切磋琢磨できる環境になってい

くと、医薬品の安全性は飛躍的に高ま

る」と期待する（飯塚先生）。そのため、

導入を検討する薬剤師会には、システ

ム構築や運用に必要な手順書および

フォーマットをすべて公開するととも

に、地域の実情に合わせ

てシステムを一部変更す

る提案も行うなど、全面

的なバックアップを約束

する。

有害事象報告を日常
業務に、薬学生への
教育にも注力
　鈴木先生と飯塚先生

は、薬剤師の日常業務と

して有害事象報告が当

たり前に行われる未来像を描く。そし

て、その種を蒔くために薬学生への教

育にも注力する。「この地域では実務実

習の薬学生を対象に合同で研修を実施

し、有害事象報告の目的と意義を伝え

るとともに、ケーススタディを通して

PMDAの報告書を作成するトレーニン

グを行っています。彼らが地域の医療

機関や保険薬局に勤めたとき、先輩薬

剤師に対して『有害事象を報告しなくて

いいのですか』と言える薬剤師に育て

たい」と両先生は意欲を見せる。

　さらに、この研修内容は毎回冊子に

まとめて実務実習生たちに渡し、各大

学に持ち帰ってもらっている。「大学の

薬学教育において有害事象報告のト

レーニングが行われるようになること

が最終目標です。この冊子は、そのた

めの刺激になることを狙っています」と

鈴木先生。すでに冊子の効果は少しず

つ現われており、2018年秋には２校の

薬学部で、鈴木先生たちが講師となり、

実務実習前の4年生を対象に有害事象

報告の教育を行った。

　鈴木先生、飯塚先生のお二人は、こ

の地域で得られた有害事象報告に関す

るさまざまな知見を、これからも積極

的に発信し続けていく考えだ。「有害事

象報告は患者さん個人と社会を守る活

動である」という志を持って取り組む薬

剤師を、全国で一人でも多く増やしてい

くために…。

在宅医療に必要なスキルを
継続的に学べる場が必要
　在宅医療の対象者は、ADLが著しく
低下した高齢者、神経難病や外傷後遺
症などによる障害者、複数の慢性疾患
を合併した患者、悪性疾患の末期患者
など多岐にわたる。在宅医療において、
薬剤師が最適かつ効率的で安心・安全
な薬物療法を提供するためには、①処
方箋に基づいた患者さんの状態に応じ
た調剤（一包化、懸濁法、麻薬、無菌調
剤、TPN調製）、②患者宅への医薬品・
衛生材料の供給、③退院時の患者情
報共有（薬薬連携、退院時共同指導）、
④効果・副作用等のモニタリング、⑤
在宅担当医への処方支援（患者さんに
最適な処方剤形、服薬時期等を含む提
案）、⑥残薬の管理、麻薬の服薬管理と
破棄、⑦ケアマネジャー等の医療・介
護関係者との連携・情報共有など、総

合的な知識や技術が必要となる。
　日本薬剤師会や都道府県薬剤師会・
支部薬剤師会では、前述した知識や技
術を習得するための講習会や勉強会な
どを開催し、在宅医療に携わる薬剤師
の育成や支援を行っている。しかし、講
習会や勉強会のほとんどが単発的なも
のだ。いずみメイプル薬局の髙橋先生
は、「例えば、在宅医療で薬剤師に求め
られるTPN調製の実技講習会を受けら
れる機会は、年に数回程度です。大学
卒業後すぐに保険薬局に就職し、実務
でTPN調製を経験することがない私の
ような薬局薬剤師にとって、それだけで
は“自分で責任を持ってできる”レベル
になるのは大変です。そうしたことが薬
局薬剤師の在宅医療への参画を抑制
したり、薬を届けるだけの在宅医療に
なったりする要因の1つだと思います」
と苦しい胸中を明かす。とはいえ、この

ままの状況で良いわけがない。
　髙橋先生が薬局業務を通じて、日頃
から在宅医療に対するニーズの高さを
肌で感じていた頃、三浦先生も「薬学部
を有する大学がなく、卒後研修の場が
限られている秋田県では、大学病院が
長期的な視野に立ち、在宅医療に対応
できる薬局薬剤師を育成する必要性が
ある」と考えていたという。
　そこで、三浦先生たちは複数の薬局
薬剤師から要望を聞き、とくに保険薬
局では学ぶ機会が少ない前述の①～
⑤の知識や技術の習得をめざした研
修方法を模索し始める。このような中、
千葉大学医学部附属病院や名古屋大
学医学部附属病院のレジデント制度の
講演を聞き、在宅医療に関してもレジ
デント制度が最善の研修方法ではない
かと考えた。病院の薬剤師として働き
ながら、カリキュラムに基づき、在宅医

療に必要な知識や技術を継続的に学
ぶのだ。薬剤部の提案は、病院や医学
部の了承、病棟・医療チームなど関係
部署の協力を得て、2014年度より『在
宅医療薬剤師レジデント制度』としてス
タートした。

在宅医療で即戦力になることを
めざしたカリキュラム
　在宅医療薬剤師レジデント制度の対
象は、すでに保険薬局に勤務している
薬剤師、または保険薬局に勤務予定の
新卒薬剤師で、募集定員はがん専門薬
剤師レジデント制度と併せて毎年3名
程度。「実際には、在宅医療薬剤師レジ
デント制度への応募がほとんどで、新卒
薬剤師より薬局薬剤師が多い」と三浦
先生は話す。研修期間は前期1年・後期
1年の2年間だが、主に前期で学ぶ内服
薬や外用薬の調剤などの知識や技術を
すでに習熟している薬局薬剤師は、後
期の1年間のみとするなど、レジデント
の状況に合わせて柔軟に対応している。
　カリキュラムは、基本的に午前がセン
トラル業務、午後が病棟業務や医療
チームの活動に携わる構成となってい
る。後期レジデントの場合だと、午前
中は、毎日、TPNや抗がん剤など注射
薬・輸液の調製業務にあたる（資料1）。
「1年間、毎日、注射薬・輸液の調製業
務を行えば、あらゆるパターンの処方
を経験でき、細かく複雑な手技を要す
る調製方法に対応できるようになると
ともに、配合変化や相互作用、がん化
学療法のレジメンに関する知識も格段
に増えます」と三浦先生はカリキュラム
の特徴を説明する。また、注射薬監査
やTDMなどの実務を通じて処方薬と
検査値の結びつきを学ぶことにより、
点ではなく時間軸で患者さんを捉え、
医薬品適正使用や服薬指導につなげ
ていく技能もつけていく。
　午後からは、常勤の病棟薬剤師とと
もに共通のマニュアルを用いて病棟業
務を行い、患者さんとのコミュニケー
ションスキルを習得する。また、NST、
ICT、褥瘡対策、緩和ケアなどの各医
療チームのラウンドやカンファレンス
に、当該領域の専門・認定資格を持つ

薬剤師とともに参加する。そこでは医
師や看護師など他職種の考え方を知
り、医療チームにおいて薬剤師はどの
ようなところに観点をおき、薬学的介入
をしていくのかなどを学び、様々な状態
の患者さんに対応できる臨床スキルを
磨く。
　副薬剤部長の加賀谷先生によれば、
カリキュラムはレジデントの意見を反映
し、より在宅医療に特化した形でブ
ラッシュアップを重ねているという。例
えば、当初、3カ月単位のローテーショ
ンで各診療科の病棟を全般的に回る
ことになっていたが、退院後に在宅医
療が必要となる患者さんの多い呼吸器
内科、循環器内科、消化器内科での病
棟研修の期間が長くとられるように
なった。また、退院時カンファレンスは
「できるだけ多く入りたい」という意見
を受け、強化された。
　そのほかに、薬剤部でのカンファレン
ス（週1回）、病棟でのミーティングや症
例カンファレンス、病院や薬剤部で実
施している講習会や研修会などに参加
し、薬剤師としての研鑽を積む機会が
設けられている。
　2014年度の後期レジデントだった
髙橋先生は、「保険薬局では遭遇するこ
とが少ない褥瘡患者さんや、末期のが
ん患者さんなどを含め、様々な患者さん
に対する薬学的介入を経験させていた

だき、在宅医療に深く踏み込めるよう
になりました」と話す。こうした成果が
得られる背景について、三浦先生は「多
くの場合、入院患者さんは退院後に在
宅医療へと移行しているが、療養の場
所が変わっても、病院薬剤師と薬局薬
剤師で薬学的介入のあり方が変わるこ
とはない」ことを挙げる。ここに、薬局
薬剤師が一定期間、病院で働きながら
在宅医療に必要な知識や技術を学ぶ
意義があり、在宅医療で即戦力となれ
る理由があると強調した。髙橋先生も
「地域を一つの病院と考えれば、薬局
薬剤師も地域の薬剤部の一員です。い
まは、地域の病棟である患者さんの自
宅に出向き、多職種と協働でチーム医
療の実践に取り組んでいます」と付け
加えた。

在宅医療の質向上のための
薬薬連携のあり方が明確化
　在宅医療薬剤師レジデント制度は、
レジデント側だけでなく、病院薬剤師
側にもメリットをもたらしている。レジ
デントと一緒に働くことにより、薬局薬
剤師の置かれている状況や視点、考え
方を知ることができ、在宅医療の質を
向上させるために、病院薬剤師として、
地域や薬局薬剤師に対して何をしなけ
ればならないかが明確になってきたと
いうのだ（資料2）。

　病院薬剤師は、カルテを閲覧すれば
病名も検査値も容易に把握でき、病棟
に行けば患者さんを自分の目でみるこ
とができる。さらに、チーム医療のも
と、医師や看護師などから患者さんの
病態について詳しく聞くことができる。
一方、保険薬局の場合、疑問があって
も、すぐに医師、看護師に質問できるわ
けではない。薬局薬剤師は誰にも相談
できない中、患者さんや家族からの聞
き取りやお薬手帳などの情報をもと
に、手探りで病態を把握しなければな
らない。加賀谷先生は、「自分たちがい
かに恵まれた環境にいるのかに気づい
たことで、在宅医療が必要な患者さん
のためにできることはないかと、業務を
改善する意識が高まりました」と話す。
　その1つが、退院時服薬指導の強化
と退院時の引き継ぎの充実である。薬
局薬剤師は、医師の処方意図や検査
値はおろか、病名すらなかなか知ること
ができない。そのため、在宅医療を行う
にあたり、病院薬剤師から『お薬手帳』
を介して得られる情報が薬局薬剤師の
拠り所になる。このことをよく知る髙橋
先生はレジデント時代、積極的に退院
時カンファレンスに参加し、患者さんの
入院中の状況や病院側が保険薬局側
に何を引き継ごうとしているのかを把握
した。その上で、それをきっちりと保険
薬局側が受け止め、退院後の患者支援
に生かすために必要な情報が何かを精
査し、それをお薬手帳に記載していたと
いう。そうした姿を目の当たりにしたこ
とから、病院薬剤師も退院時カンファ
レンスの重要性を再認識し、積極的に
関わるようになっていった。また、保険

薬局出身のレジデントと協議の上で退
院時服薬指導を強化し、お薬手帳には
薬歴だけではなく、入院中に使用した
薬剤および変更・追加になった薬剤情
報を処方意図とあわせて記載。アレル
ギー歴や入院中のアドヒアランス、投薬
上の工夫に関する情報（一包化の必要
性など）なども記載を強化するように
なったそうだ。こうしたこともあり、退
院時薬剤情報管理指導料はレジデント
制度導入後増え続けている（資料3）。
　もう1つは、薬局薬剤師を含めた院内
ネットワーク（相談しやすい体制）の構
築だ。顔の見える関係となり、薬局薬
剤師から何に悩み、何に困っているの
かを教えてもらう中から、病院薬剤師
は地域のさまざまなニーズに応えられ
るようになりつつある。実際、レジデン
ト制度が始まってからは、医師に疑義
照会すべきかどうか悩ましいケースをは
じめ、薬局薬剤師から電話で様々な相
談を受けるようになった。加賀谷先生
は、「その中には、院内のシステムチェッ
クをすり抜けた疑義照会が必要な院外
処方もあり、病院薬剤師から当該処方
箋発行医師に対して情報提供を行うこ
ともある」と明かす。

レジデント修了者を介して、
在宅医療に関わる薬剤師の
裾野を広げる
　これまで述べてきたように、在宅医療
薬剤師レジデント制度は順調に滑り出
し、着実に成果を上げている。ただし、
研修期間が1～2年間と長期に渡ること
から、薬局薬剤師の場合はいったん勤
務先の保険薬局を退職しなければなら

ない。髙橋先生も勤務先を一度退職し、
レジデント修了後に再び保険薬局に就
職したというが、「研修期間中の経済面
や再就職先が問題になる方もいらっ
しゃるかも知れません」と指摘する。
　ただ、そうした課題はあるものの、レ
ジデント制度で学ぶ意義は高いと髙橋
先生は断言する。「自分自身の在宅医
療に関する臨床スキルが高まるだけで
なく、学んできた知識や技術を保険薬
局内に啓発することにより、在宅医療
に関わる薬局薬剤師の裾野を広げられ
る」というのだ。現在、髙橋先生は保険
薬局内で在宅医療に興味のある薬局
薬剤師にTPN調製の手技を教えたり、
自らが担当している在宅患者さんの情
報共有をはかったりしているという。ま
さに、こうした活動は三浦先生、加賀
谷先生たちが目指すところであり、「今
後、保険薬局ごとにリーダー格の薬剤
師が１人、レジデント制度で学ぶこと
が理想です。彼らを中心に、病院で得
た在宅医療に必要なノウハウを保険薬
局内に伝授していくという流れができて
いけば、地域の在宅医療はもっと発展
していくはずです」と三浦先生。そのた
めには、レジデントを修了し、在宅医療
で活躍する薬局薬剤師と一緒に、様々
な観点から情報を集め、カリキュラムを
改善していく必要がある。そして、在宅
医療における薬物療法の質が高まった
ことを示すことにより、在宅医療に特
化したレジデント制度を全国に広げて
いきたいと結んだ。

有害事象報告3段階ラダー資料3

鈴木先生提供資料

平塚中郡薬剤師との連携イメージ
有害事象報告3段階ラダー ・ PMDA様式

  で報告する
・ 詳細調査へ

・ お薬手帳の記載／他の医療機関
・ 薬歴へ記録
・ 薬薬連携（連携機関以外も）

・ 薬学的管理 ・ 指導の中でAE情報を収集
・ 有害事象ヒアリングシートで報告を出す
・ 連携医療機関へ情報提供

3

2

1

社会を守る

患者個人を守る

AE報告を出す



薬薬連携の一つとして
有害事象報告に取り組む
　有害事象報告において、保険薬局か

らの報告を活性化することは医療安全

に大きく貢献する。神奈川県湘南地区

に位置する（公社）平塚中郡薬剤師会

では、「平塚中郡薬剤師会方式」による

有害事象報告の薬薬連携が行われてお

り、この地域では2017年7月の連携開

始から2018年10月までの18カ月で保

険薬局から336件の有害事象報告がさ

れ、現在も継続中である。薬局数にす

ると、平塚中郡薬剤師会に所属する会

員135薬局のうち、約3割にあたる36

薬局が既に報告をしている。こうした実

績を着実に積み重ねていることから“保

険薬局が参加しやすい有害事象報告シ

ステム”として、県内はもとより他の地

域からも注目を集めている。

　同システムは東海大学医学部付属大

磯病院薬剤科 科長の鈴木先生の発案

により、平塚中郡薬剤師会との協働で

構築したものだ。「2013年に当院に赴

任してまもなく、病棟を中心に有害事

象報告システムを整備し始めました。そ

の後、外来患者さんへの対応を検討し

ましたが、外来患者さんにおける有害

事象情報を最も入手できるのは院内の

スタッフではなく、地域の保険薬局と

いうことに気づきました」と振り返る。

そこで、日頃から連携している薬剤師

会において、学術担当理事を務めてい

る望星大磯薬局薬局長の飯塚先生に、

薬薬連携の一つとして有害事象報告に

取り組むことを提案した。

　この申し出を受け、飯塚先生は平塚

中郡薬剤師会の活動として連携すべき

内容だと直感的に思ったそうだ。「よく

ある疾患別の薬薬連携は専門知識を

必要とするため、勉強会等が中心にな

りがちで事前準備に時間がかかるうえ

に、参加する薬局も限られてきます。そ

の点、有害事象報告は薬剤師が本来行

うべき職能にかかわる活動であり、患

者さんが服用する医薬品を焦点とした

ものであるため特別な準備は必要な

く、すぐに取り組めると考えたのです」

　会長をはじめ他の理事の賛同を得

て、同薬剤師会ではさっそく病院の薬

剤部門とともに有害事象報告システム

の構築に乗り出した。

保険薬局の立場でシステムを
考えることが参加を促すカギ
「患者さんは様々な理由により医療機

関を変更することがありますので、そう

なると医療機関では有害事象などの情

報が得られなくなります。それが収集で

きるのは地域の保険薬局なのです」と

鈴木先生は診療での状況を説明する。

つまり、医療機関の手を離れた場合、

埋もれている有害事象を掘り起こすに

は、できるだけ多くの保険薬局の参加

が欠かせないということになる。

　現行制度では、有害事象は独立行政

法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

のフォーマットで報告することが推奨さ

れている。しかし、薬局薬剤師はこの記

入が「難しい」と思い込み、報告に対する

心理的な抵抗が生まれていると鈴木先

生は分析。保険薬局の立場でシステムを

考えることが重要だとの結論に至った。

　そこで同薬剤師会と共同で作成した

のが、PMDAのフォーマットを簡素化し

た“有害事象ヒアリングシート”（以下

シート）だ。「患者さんから訴えがあった

とき、薬局薬剤師に症状の細かな判断

をまかせると報告が面倒になり、薬歴

記載だけに止まる傾向がみられました。

この現実を踏まえ、患者さんから聞い

たことをベースに、報告者である薬剤

師のコメントを記入するスタイルにしま

した」と飯塚先生はシートの特徴につ

いて説明する。また、同薬剤師会では

多くの保険薬局に埋没している情報を

掘り起こすことを優先し、シートの経

過欄は薬歴のコピーを貼るだけでも受

け付けている。

強制するのではなく
薬剤師の自発性を重視
　有害事象報告システムの連携フロー

（資料1）の中で特筆されるのは、医薬

品卸売会社のMSがシートの回収を担

当していることだ。「保険薬局に毎日出

向くMSなら“有害事象報告はあります

か”と薬剤師に声をかけやすく、製薬会

社へ報告するルートもあり、仲介役とし

て適任だと考えました」（鈴木先生）。回

収したシートの有害事象情報について

はMSから製薬会社のMRに伝えられる

が、シートの情報は製薬会社の安全管

理部門に報告する第一報の内容を網羅

している。また、薬局側の業務負担を考

え、情報提供可能な企業に対しチェッ

ク欄を設けるなどの工夫を加えている。

　このシステム構築を通して、患者さん

を守るステークホルダーの一員として

MSやMRの役割を明確に位置づけたこ

とは、地域全体の医療安全対策として

も意義深い。

　また、東海大学医学部付属大磯病院

のDI室では、報告された有害事象をカ

ルテに禁忌登録する必要があるかの判

断を処方医に依頼する役割を担ってい

る。そして、処方医が禁忌登録した場

合、その薬剤の詳細な情報（配合剤・

後発医薬品の有無など）を確認し、電

子カルテに追記する作業も行っている。

こうした禁忌登録情報は処方箋に記載

され、保険薬局薬剤師にも伝達される

仕組みとなっている。

　鈴木先生は「このシステムはナッジ

（nudge）の概念に基づいた運用を考え

ました」と話す。ナッジに関しては経済

学者リチャード・セイラ－博士が2017

年にノーベル経済学賞を受賞した行動

経済学の概念で、「ひじで軽くつつく」

という意味がある。「“薬剤師の義務だ”

と声高に強制するのではなく、“ちょっ

とやってみませんか”と働きかけること

で、薬剤師の自発的な取り組みを促す

ことを狙っているのです。日常業務の一

つとして有害事象報告を広めていくの

に不可欠な視点だと考えています」と

鈴木先生は語る。

有害事象報告の目的は
患者さんや社会を守ること
　有害事象報告システムにより、2017

年7月から2018年10月までの18カ月

に報告された有害事象は336件であ

り、そのうち東海大学医学部付属大磯

病院は90件が該当した。この90件の

うち医薬品マスタでカルテに禁忌登録

した件数は31件であった（資料2）。

　一方、カルテの薬品マスタで禁忌登

録に至らなくても患者さんの安全に貢献

した報告もある。それは、がんやリウマ

チの薬など有害事象が起こるとわかっ

ていても使用しなければならない薬剤

の場合だ。「このようなケースに関しても

保険薬局からの有害事象報告を通して

チェックできたので、注意すべき副作用

をカルテにコメントとして記入すること

ができました」と鈴木先生は明かす。

　また、詳細調査に回ったものは5件。

鈴木先生は「分析に値する質の高い報

告を、企業や行政に早く伝えることによ

り社会を守ることに役立ちます」とこの

意義を評価する。飯塚先生も「自分たち

が患者さんから収集した情報が病院や

企業、行政に報告することで、患者さん

や社会を守ることにつながれば報告し

た甲斐があります」と話す。

　平塚中郡薬剤師会では、会員薬局の

有害事象報告に対する理解を深め、こ

の活動への参加を促すために、勉強会

の場を利用して会員薬局が収集した
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毎月の有害事象件数などを公表してい

る。「薬局薬剤師のモチベーションを高

めるうえでも成果が見えることはとても

重要です」と飯塚先生。また、患者さん

が持参した処方箋に自分が報告した薬

剤が禁忌登録として記載されていると

大きな励みになるという。

　鈴木先生は目的と行動をステップ化

した『有害事象報告3段階ラダー』（資

料3）を作成し、同薬剤師会（地域の保

険薬局）と連携イメージを共有する。「3

段階ラダーに示しているように、有害事

象報告の目的は患者さんや社会を守る

ことです。そして、それは薬剤師法の第

一条に記されている“公衆衛生の向上

に寄与する”という薬剤師本来の業務

にあたります。継続性のある薬薬連携

にするうえでも、お互いがこの目的を最

初にしっかり認識することが大切です」

と鈴木先生は示唆する。

地区薬剤師会単位での
普及を目指して活動を開始
「一つひとつの有害事象は事実ではある

けれど真実ではない」これは同システム

をともに構築した同薬剤師会理事の平

本要先生の言葉だ。鈴木先生はこの言

葉を引き合いに出し、「真実に近づくた

めには事実をたくさん積み重ねる必要

があり、そのスピードが速ければ速いほ

ど真実に早く近づき、薬剤の安全性向

上に寄与できます」と力を込める。そし

て、この目的に向かって、同システムの

全国的な普及活動にも着手している。

　鈴木先生によると、平塚中郡薬剤師

会では年間約284件の有害事象が報

告される。2017年度末における全国の

保険薬局数は約5万9千軒で、これは平

塚中郡薬剤師会にある薬局の約440

倍にあたる。全国で平塚中郡薬剤師会

と同等の成果を出すと仮定すれば、有

害事象報告は年間約12万4千件と試算

できる。「この数字は2017年度の有害

事象報告総件数約6万9千件の約1.8

倍にあたります。現在、収集されている

有害事象の約90％は製薬会社からの

報告とされる中、その倍くらいの有害事

象が全国の保険薬局には潜在している

のです。さらに、私たちは顕在化された

有害事象報告から詳細調査に回る件数

を年間約7千件と試算しており、質の高

いリスク情報の提供も期待できます。

このように量も質も担保できる有害事

象報告システムを全国に広げていく意

義は大いにあるのです」と鈴木先生は

説明する。

　取り組み開始2年目の2018年度に

は、さまざまな学会において同システム

の全容とこれまでの成果、活動の意義

についての発表を重ねた。その甲斐が

あり、各地の薬剤師会などからの問い

合わせが相次いでいる。「私の試算によ

ると、平塚中郡薬剤師会と同様に3割

程度の薬局参加率だったとしても、神

奈川県だけでも年間約8千件の有害事

象報告が上がり、そのうち詳細調査に

回る件数は年間約450件になると見込

んでいます」（鈴木先生）。

　地域の薬剤師会として取り組むこと

で、潜在化している患者さんのリスクが

顕在化され、大きな成果となります。「各

薬剤師会でこの活動の燈火が灯り、お

互いに切磋琢磨できる環境になってい

くと、医薬品の安全性は飛躍的に高ま

る」と期待する（飯塚先生）。そのため、

導入を検討する薬剤師会には、システ

ム構築や運用に必要な手順書および

フォーマットをすべて公開するととも

に、地域の実情に合わせ

てシステムを一部変更す

る提案も行うなど、全面

的なバックアップを約束

する。

有害事象報告を日常
業務に、薬学生への
教育にも注力
　鈴木先生と飯塚先生

は、薬剤師の日常業務と

して有害事象報告が当

たり前に行われる未来像を描く。そし

て、その種を蒔くために薬学生への教

育にも注力する。「この地域では実務実

習の薬学生を対象に合同で研修を実施

し、有害事象報告の目的と意義を伝え

るとともに、ケーススタディを通して

PMDAの報告書を作成するトレーニン

グを行っています。彼らが地域の医療

機関や保険薬局に勤めたとき、先輩薬

剤師に対して『有害事象を報告しなくて

いいのですか』と言える薬剤師に育て

たい」と両先生は意欲を見せる。

　さらに、この研修内容は毎回冊子に

まとめて実務実習生たちに渡し、各大

学に持ち帰ってもらっている。「大学の

薬学教育において有害事象報告のト

レーニングが行われるようになること

が最終目標です。この冊子は、そのた

めの刺激になることを狙っています」と

鈴木先生。すでに冊子の効果は少しず

つ現われており、2018年秋には２校の

薬学部で、鈴木先生たちが講師となり、

実務実習前の4年生を対象に有害事象

報告の教育を行った。

　鈴木先生、飯塚先生のお二人は、こ

の地域で得られた有害事象報告に関す

るさまざまな知見を、これからも積極

的に発信し続けていく考えだ。「有害事

象報告は患者さん個人と社会を守る活

動である」という志を持って取り組む薬

剤師を、全国で一人でも多く増やしてい

くために…。

在宅医療薬剤師レジデント制度により、
大学病院として薬局薬剤師の在宅医療への参画を支援
　秋田県は広大な面積を持つものの、医療機関が少ないために1施設あたりの診療圏が広い上、高齢化率は全国で最も高い
（2017年総務省「人口推計」による）。そのため、在宅医療に対する地域ニーズは高く、薬局薬剤師の在宅医療への積極的な参画
が求められている。しかし、在宅医療では、がん性疼痛、栄養、褥瘡、感染、嚥下障害などに対応できる知識や技術が必要になる
ことから、その参画をためらう薬局薬剤師は少なくない。そこで、秋田大学医学部附属病院（秋田市・615床）薬剤部では、病院薬
剤師だけでなく、薬局薬剤師にも学びの場を提供することが教育機関の使命だとして、2014年から「在宅医療薬剤師レジデント
制度」を開始した。在宅医療に必要な知識や技術が学べる同制度の概要やこれまでの成果、見えてきた課題などを紹介する。
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在宅医療に必要なスキルを
継続的に学べる場が必要
　在宅医療の対象者は、ADLが著しく
低下した高齢者、神経難病や外傷後遺
症などによる障害者、複数の慢性疾患
を合併した患者、悪性疾患の末期患者
など多岐にわたる。在宅医療において、
薬剤師が最適かつ効率的で安心・安全
な薬物療法を提供するためには、①処
方箋に基づいた患者さんの状態に応じ
た調剤（一包化、懸濁法、麻薬、無菌調
剤、TPN調製）、②患者宅への医薬品・
衛生材料の供給、③退院時の患者情
報共有（薬薬連携、退院時共同指導）、
④効果・副作用等のモニタリング、⑤
在宅担当医への処方支援（患者さんに
最適な処方剤形、服薬時期等を含む提
案）、⑥残薬の管理、麻薬の服薬管理と
破棄、⑦ケアマネジャー等の医療・介
護関係者との連携・情報共有など、総

合的な知識や技術が必要となる。
　日本薬剤師会や都道府県薬剤師会・
支部薬剤師会では、前述した知識や技
術を習得するための講習会や勉強会な
どを開催し、在宅医療に携わる薬剤師
の育成や支援を行っている。しかし、講
習会や勉強会のほとんどが単発的なも
のだ。いずみメイプル薬局の髙橋先生
は、「例えば、在宅医療で薬剤師に求め
られるTPN調製の実技講習会を受けら
れる機会は、年に数回程度です。大学
卒業後すぐに保険薬局に就職し、実務
でTPN調製を経験することがない私の
ような薬局薬剤師にとって、それだけで
は“自分で責任を持ってできる”レベル
になるのは大変です。そうしたことが薬
局薬剤師の在宅医療への参画を抑制
したり、薬を届けるだけの在宅医療に
なったりする要因の1つだと思います」
と苦しい胸中を明かす。とはいえ、この

ままの状況で良いわけがない。
　髙橋先生が薬局業務を通じて、日頃
から在宅医療に対するニーズの高さを
肌で感じていた頃、三浦先生も「薬学部
を有する大学がなく、卒後研修の場が
限られている秋田県では、大学病院が
長期的な視野に立ち、在宅医療に対応
できる薬局薬剤師を育成する必要性が
ある」と考えていたという。
　そこで、三浦先生たちは複数の薬局
薬剤師から要望を聞き、とくに保険薬
局では学ぶ機会が少ない前述の①～
⑤の知識や技術の習得をめざした研
修方法を模索し始める。このような中、
千葉大学医学部附属病院や名古屋大
学医学部附属病院のレジデント制度の
講演を聞き、在宅医療に関してもレジ
デント制度が最善の研修方法ではない
かと考えた。病院の薬剤師として働き
ながら、カリキュラムに基づき、在宅医

療に必要な知識や技術を継続的に学
ぶのだ。薬剤部の提案は、病院や医学
部の了承、病棟・医療チームなど関係
部署の協力を得て、2014年度より『在
宅医療薬剤師レジデント制度』としてス
タートした。

在宅医療で即戦力になることを
めざしたカリキュラム
　在宅医療薬剤師レジデント制度の対
象は、すでに保険薬局に勤務している
薬剤師、または保険薬局に勤務予定の
新卒薬剤師で、募集定員はがん専門薬
剤師レジデント制度と併せて毎年3名
程度。「実際には、在宅医療薬剤師レジ
デント制度への応募がほとんどで、新卒
薬剤師より薬局薬剤師が多い」と三浦
先生は話す。研修期間は前期1年・後期
1年の2年間だが、主に前期で学ぶ内服
薬や外用薬の調剤などの知識や技術を
すでに習熟している薬局薬剤師は、後
期の1年間のみとするなど、レジデント
の状況に合わせて柔軟に対応している。
　カリキュラムは、基本的に午前がセン
トラル業務、午後が病棟業務や医療
チームの活動に携わる構成となってい
る。後期レジデントの場合だと、午前
中は、毎日、TPNや抗がん剤など注射
薬・輸液の調製業務にあたる（資料1）。
「1年間、毎日、注射薬・輸液の調製業
務を行えば、あらゆるパターンの処方
を経験でき、細かく複雑な手技を要す
る調製方法に対応できるようになると
ともに、配合変化や相互作用、がん化
学療法のレジメンに関する知識も格段
に増えます」と三浦先生はカリキュラム
の特徴を説明する。また、注射薬監査
やTDMなどの実務を通じて処方薬と
検査値の結びつきを学ぶことにより、
点ではなく時間軸で患者さんを捉え、
医薬品適正使用や服薬指導につなげ
ていく技能もつけていく。
　午後からは、常勤の病棟薬剤師とと
もに共通のマニュアルを用いて病棟業
務を行い、患者さんとのコミュニケー
ションスキルを習得する。また、NST、
ICT、褥瘡対策、緩和ケアなどの各医
療チームのラウンドやカンファレンス
に、当該領域の専門・認定資格を持つ

薬剤師とともに参加する。そこでは医
師や看護師など他職種の考え方を知
り、医療チームにおいて薬剤師はどの
ようなところに観点をおき、薬学的介入
をしていくのかなどを学び、様々な状態
の患者さんに対応できる臨床スキルを
磨く。
　副薬剤部長の加賀谷先生によれば、
カリキュラムはレジデントの意見を反映
し、より在宅医療に特化した形でブ
ラッシュアップを重ねているという。例
えば、当初、3カ月単位のローテーショ
ンで各診療科の病棟を全般的に回る
ことになっていたが、退院後に在宅医
療が必要となる患者さんの多い呼吸器
内科、循環器内科、消化器内科での病
棟研修の期間が長くとられるように
なった。また、退院時カンファレンスは
「できるだけ多く入りたい」という意見
を受け、強化された。
　そのほかに、薬剤部でのカンファレン
ス（週1回）、病棟でのミーティングや症
例カンファレンス、病院や薬剤部で実
施している講習会や研修会などに参加
し、薬剤師としての研鑽を積む機会が
設けられている。
　2014年度の後期レジデントだった
髙橋先生は、「保険薬局では遭遇するこ
とが少ない褥瘡患者さんや、末期のが
ん患者さんなどを含め、様々な患者さん
に対する薬学的介入を経験させていた

だき、在宅医療に深く踏み込めるよう
になりました」と話す。こうした成果が
得られる背景について、三浦先生は「多
くの場合、入院患者さんは退院後に在
宅医療へと移行しているが、療養の場
所が変わっても、病院薬剤師と薬局薬
剤師で薬学的介入のあり方が変わるこ
とはない」ことを挙げる。ここに、薬局
薬剤師が一定期間、病院で働きながら
在宅医療に必要な知識や技術を学ぶ
意義があり、在宅医療で即戦力となれ
る理由があると強調した。髙橋先生も
「地域を一つの病院と考えれば、薬局
薬剤師も地域の薬剤部の一員です。い
まは、地域の病棟である患者さんの自
宅に出向き、多職種と協働でチーム医
療の実践に取り組んでいます」と付け
加えた。

在宅医療の質向上のための
薬薬連携のあり方が明確化
　在宅医療薬剤師レジデント制度は、
レジデント側だけでなく、病院薬剤師
側にもメリットをもたらしている。レジ
デントと一緒に働くことにより、薬局薬
剤師の置かれている状況や視点、考え
方を知ることができ、在宅医療の質を
向上させるために、病院薬剤師として、
地域や薬局薬剤師に対して何をしなけ
ればならないかが明確になってきたと
いうのだ（資料2）。
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　病院薬剤師は、カルテを閲覧すれば
病名も検査値も容易に把握でき、病棟
に行けば患者さんを自分の目でみるこ
とができる。さらに、チーム医療のも
と、医師や看護師などから患者さんの
病態について詳しく聞くことができる。
一方、保険薬局の場合、疑問があって
も、すぐに医師、看護師に質問できるわ
けではない。薬局薬剤師は誰にも相談
できない中、患者さんや家族からの聞
き取りやお薬手帳などの情報をもと
に、手探りで病態を把握しなければな
らない。加賀谷先生は、「自分たちがい
かに恵まれた環境にいるのかに気づい
たことで、在宅医療が必要な患者さん
のためにできることはないかと、業務を
改善する意識が高まりました」と話す。
　その1つが、退院時服薬指導の強化
と退院時の引き継ぎの充実である。薬
局薬剤師は、医師の処方意図や検査
値はおろか、病名すらなかなか知ること
ができない。そのため、在宅医療を行う
にあたり、病院薬剤師から『お薬手帳』
を介して得られる情報が薬局薬剤師の
拠り所になる。このことをよく知る髙橋
先生はレジデント時代、積極的に退院
時カンファレンスに参加し、患者さんの
入院中の状況や病院側が保険薬局側
に何を引き継ごうとしているのかを把握
した。その上で、それをきっちりと保険
薬局側が受け止め、退院後の患者支援
に生かすために必要な情報が何かを精
査し、それをお薬手帳に記載していたと
いう。そうした姿を目の当たりにしたこ
とから、病院薬剤師も退院時カンファ
レンスの重要性を再認識し、積極的に
関わるようになっていった。また、保険

薬局出身のレジデントと協議の上で退
院時服薬指導を強化し、お薬手帳には
薬歴だけではなく、入院中に使用した
薬剤および変更・追加になった薬剤情
報を処方意図とあわせて記載。アレル
ギー歴や入院中のアドヒアランス、投薬
上の工夫に関する情報（一包化の必要
性など）なども記載を強化するように
なったそうだ。こうしたこともあり、退
院時薬剤情報管理指導料はレジデント
制度導入後増え続けている（資料3）。
　もう1つは、薬局薬剤師を含めた院内
ネットワーク（相談しやすい体制）の構
築だ。顔の見える関係となり、薬局薬
剤師から何に悩み、何に困っているの
かを教えてもらう中から、病院薬剤師
は地域のさまざまなニーズに応えられ
るようになりつつある。実際、レジデン
ト制度が始まってからは、医師に疑義
照会すべきかどうか悩ましいケースをは
じめ、薬局薬剤師から電話で様々な相
談を受けるようになった。加賀谷先生
は、「その中には、院内のシステムチェッ
クをすり抜けた疑義照会が必要な院外
処方もあり、病院薬剤師から当該処方
箋発行医師に対して情報提供を行うこ
ともある」と明かす。

レジデント修了者を介して、
在宅医療に関わる薬剤師の
裾野を広げる
　これまで述べてきたように、在宅医療
薬剤師レジデント制度は順調に滑り出
し、着実に成果を上げている。ただし、
研修期間が1～2年間と長期に渡ること
から、薬局薬剤師の場合はいったん勤
務先の保険薬局を退職しなければなら

ない。髙橋先生も勤務先を一度退職し、
レジデント修了後に再び保険薬局に就
職したというが、「研修期間中の経済面
や再就職先が問題になる方もいらっ
しゃるかも知れません」と指摘する。
　ただ、そうした課題はあるものの、レ
ジデント制度で学ぶ意義は高いと髙橋
先生は断言する。「自分自身の在宅医
療に関する臨床スキルが高まるだけで
なく、学んできた知識や技術を保険薬
局内に啓発することにより、在宅医療
に関わる薬局薬剤師の裾野を広げられ
る」というのだ。現在、髙橋先生は保険
薬局内で在宅医療に興味のある薬局
薬剤師にTPN調製の手技を教えたり、
自らが担当している在宅患者さんの情
報共有をはかったりしているという。ま
さに、こうした活動は三浦先生、加賀
谷先生たちが目指すところであり、「今
後、保険薬局ごとにリーダー格の薬剤
師が１人、レジデント制度で学ぶこと
が理想です。彼らを中心に、病院で得
た在宅医療に必要なノウハウを保険薬
局内に伝授していくという流れができて
いけば、地域の在宅医療はもっと発展
していくはずです」と三浦先生。そのた
めには、レジデントを修了し、在宅医療
で活躍する薬局薬剤師と一緒に、様々
な観点から情報を集め、カリキュラムを
改善していく必要がある。そして、在宅
医療における薬物療法の質が高まった
ことを示すことにより、在宅医療に特
化したレジデント制度を全国に広げて
いきたいと結んだ。
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在宅医療に必要なスキルを
継続的に学べる場が必要
　在宅医療の対象者は、ADLが著しく
低下した高齢者、神経難病や外傷後遺
症などによる障害者、複数の慢性疾患
を合併した患者、悪性疾患の末期患者
など多岐にわたる。在宅医療において、
薬剤師が最適かつ効率的で安心・安全
な薬物療法を提供するためには、①処
方箋に基づいた患者さんの状態に応じ
た調剤（一包化、懸濁法、麻薬、無菌調
剤、TPN調製）、②患者宅への医薬品・
衛生材料の供給、③退院時の患者情
報共有（薬薬連携、退院時共同指導）、
④効果・副作用等のモニタリング、⑤
在宅担当医への処方支援（患者さんに
最適な処方剤形、服薬時期等を含む提
案）、⑥残薬の管理、麻薬の服薬管理と
破棄、⑦ケアマネジャー等の医療・介
護関係者との連携・情報共有など、総

合的な知識や技術が必要となる。
　日本薬剤師会や都道府県薬剤師会・
支部薬剤師会では、前述した知識や技
術を習得するための講習会や勉強会な
どを開催し、在宅医療に携わる薬剤師
の育成や支援を行っている。しかし、講
習会や勉強会のほとんどが単発的なも
のだ。いずみメイプル薬局の髙橋先生
は、「例えば、在宅医療で薬剤師に求め
られるTPN調製の実技講習会を受けら
れる機会は、年に数回程度です。大学
卒業後すぐに保険薬局に就職し、実務
でTPN調製を経験することがない私の
ような薬局薬剤師にとって、それだけで
は“自分で責任を持ってできる”レベル
になるのは大変です。そうしたことが薬
局薬剤師の在宅医療への参画を抑制
したり、薬を届けるだけの在宅医療に
なったりする要因の1つだと思います」
と苦しい胸中を明かす。とはいえ、この

ままの状況で良いわけがない。
　髙橋先生が薬局業務を通じて、日頃
から在宅医療に対するニーズの高さを
肌で感じていた頃、三浦先生も「薬学部
を有する大学がなく、卒後研修の場が
限られている秋田県では、大学病院が
長期的な視野に立ち、在宅医療に対応
できる薬局薬剤師を育成する必要性が
ある」と考えていたという。
　そこで、三浦先生たちは複数の薬局
薬剤師から要望を聞き、とくに保険薬
局では学ぶ機会が少ない前述の①～
⑤の知識や技術の習得をめざした研
修方法を模索し始める。このような中、
千葉大学医学部附属病院や名古屋大
学医学部附属病院のレジデント制度の
講演を聞き、在宅医療に関してもレジ
デント制度が最善の研修方法ではない
かと考えた。病院の薬剤師として働き
ながら、カリキュラムに基づき、在宅医

療に必要な知識や技術を継続的に学
ぶのだ。薬剤部の提案は、病院や医学
部の了承、病棟・医療チームなど関係
部署の協力を得て、2014年度より『在
宅医療薬剤師レジデント制度』としてス
タートした。

在宅医療で即戦力になることを
めざしたカリキュラム
　在宅医療薬剤師レジデント制度の対
象は、すでに保険薬局に勤務している
薬剤師、または保険薬局に勤務予定の
新卒薬剤師で、募集定員はがん専門薬
剤師レジデント制度と併せて毎年3名
程度。「実際には、在宅医療薬剤師レジ
デント制度への応募がほとんどで、新卒
薬剤師より薬局薬剤師が多い」と三浦
先生は話す。研修期間は前期1年・後期
1年の2年間だが、主に前期で学ぶ内服
薬や外用薬の調剤などの知識や技術を
すでに習熟している薬局薬剤師は、後
期の1年間のみとするなど、レジデント
の状況に合わせて柔軟に対応している。
　カリキュラムは、基本的に午前がセン
トラル業務、午後が病棟業務や医療
チームの活動に携わる構成となってい
る。後期レジデントの場合だと、午前
中は、毎日、TPNや抗がん剤など注射
薬・輸液の調製業務にあたる（資料1）。
「1年間、毎日、注射薬・輸液の調製業
務を行えば、あらゆるパターンの処方
を経験でき、細かく複雑な手技を要す
る調製方法に対応できるようになると
ともに、配合変化や相互作用、がん化
学療法のレジメンに関する知識も格段
に増えます」と三浦先生はカリキュラム
の特徴を説明する。また、注射薬監査
やTDMなどの実務を通じて処方薬と
検査値の結びつきを学ぶことにより、
点ではなく時間軸で患者さんを捉え、
医薬品適正使用や服薬指導につなげ
ていく技能もつけていく。
　午後からは、常勤の病棟薬剤師とと
もに共通のマニュアルを用いて病棟業
務を行い、患者さんとのコミュニケー
ションスキルを習得する。また、NST、
ICT、褥瘡対策、緩和ケアなどの各医
療チームのラウンドやカンファレンス
に、当該領域の専門・認定資格を持つ

薬剤師とともに参加する。そこでは医
師や看護師など他職種の考え方を知
り、医療チームにおいて薬剤師はどの
ようなところに観点をおき、薬学的介入
をしていくのかなどを学び、様々な状態
の患者さんに対応できる臨床スキルを
磨く。
　副薬剤部長の加賀谷先生によれば、
カリキュラムはレジデントの意見を反映
し、より在宅医療に特化した形でブ
ラッシュアップを重ねているという。例
えば、当初、3カ月単位のローテーショ
ンで各診療科の病棟を全般的に回る
ことになっていたが、退院後に在宅医
療が必要となる患者さんの多い呼吸器
内科、循環器内科、消化器内科での病
棟研修の期間が長くとられるように
なった。また、退院時カンファレンスは
「できるだけ多く入りたい」という意見
を受け、強化された。
　そのほかに、薬剤部でのカンファレン
ス（週1回）、病棟でのミーティングや症
例カンファレンス、病院や薬剤部で実
施している講習会や研修会などに参加
し、薬剤師としての研鑽を積む機会が
設けられている。
　2014年度の後期レジデントだった
髙橋先生は、「保険薬局では遭遇するこ
とが少ない褥瘡患者さんや、末期のが
ん患者さんなどを含め、様々な患者さん
に対する薬学的介入を経験させていた

だき、在宅医療に深く踏み込めるよう
になりました」と話す。こうした成果が
得られる背景について、三浦先生は「多
くの場合、入院患者さんは退院後に在
宅医療へと移行しているが、療養の場
所が変わっても、病院薬剤師と薬局薬
剤師で薬学的介入のあり方が変わるこ
とはない」ことを挙げる。ここに、薬局
薬剤師が一定期間、病院で働きながら
在宅医療に必要な知識や技術を学ぶ
意義があり、在宅医療で即戦力となれ
る理由があると強調した。髙橋先生も
「地域を一つの病院と考えれば、薬局
薬剤師も地域の薬剤部の一員です。い
まは、地域の病棟である患者さんの自
宅に出向き、多職種と協働でチーム医
療の実践に取り組んでいます」と付け
加えた。

在宅医療の質向上のための
薬薬連携のあり方が明確化
　在宅医療薬剤師レジデント制度は、
レジデント側だけでなく、病院薬剤師
側にもメリットをもたらしている。レジ
デントと一緒に働くことにより、薬局薬
剤師の置かれている状況や視点、考え
方を知ることができ、在宅医療の質を
向上させるために、病院薬剤師として、
地域や薬局薬剤師に対して何をしなけ
ればならないかが明確になってきたと
いうのだ（資料2）。

　病院薬剤師は、カルテを閲覧すれば
病名も検査値も容易に把握でき、病棟
に行けば患者さんを自分の目でみるこ
とができる。さらに、チーム医療のも
と、医師や看護師などから患者さんの
病態について詳しく聞くことができる。
一方、保険薬局の場合、疑問があって
も、すぐに医師、看護師に質問できるわ
けではない。薬局薬剤師は誰にも相談
できない中、患者さんや家族からの聞
き取りやお薬手帳などの情報をもと
に、手探りで病態を把握しなければな
らない。加賀谷先生は、「自分たちがい
かに恵まれた環境にいるのかに気づい
たことで、在宅医療が必要な患者さん
のためにできることはないかと、業務を
改善する意識が高まりました」と話す。
　その1つが、退院時服薬指導の強化
と退院時の引き継ぎの充実である。薬
局薬剤師は、医師の処方意図や検査
値はおろか、病名すらなかなか知ること
ができない。そのため、在宅医療を行う
にあたり、病院薬剤師から『お薬手帳』
を介して得られる情報が薬局薬剤師の
拠り所になる。このことをよく知る髙橋
先生はレジデント時代、積極的に退院
時カンファレンスに参加し、患者さんの
入院中の状況や病院側が保険薬局側
に何を引き継ごうとしているのかを把握
した。その上で、それをきっちりと保険
薬局側が受け止め、退院後の患者支援
に生かすために必要な情報が何かを精
査し、それをお薬手帳に記載していたと
いう。そうした姿を目の当たりにしたこ
とから、病院薬剤師も退院時カンファ
レンスの重要性を再認識し、積極的に
関わるようになっていった。また、保険

薬局出身のレジデントと協議の上で退
院時服薬指導を強化し、お薬手帳には
薬歴だけではなく、入院中に使用した
薬剤および変更・追加になった薬剤情
報を処方意図とあわせて記載。アレル
ギー歴や入院中のアドヒアランス、投薬
上の工夫に関する情報（一包化の必要
性など）なども記載を強化するように
なったそうだ。こうしたこともあり、退
院時薬剤情報管理指導料はレジデント
制度導入後増え続けている（資料3）。
　もう1つは、薬局薬剤師を含めた院内
ネットワーク（相談しやすい体制）の構
築だ。顔の見える関係となり、薬局薬
剤師から何に悩み、何に困っているの
かを教えてもらう中から、病院薬剤師
は地域のさまざまなニーズに応えられ
るようになりつつある。実際、レジデン
ト制度が始まってからは、医師に疑義
照会すべきかどうか悩ましいケースをは
じめ、薬局薬剤師から電話で様々な相
談を受けるようになった。加賀谷先生
は、「その中には、院内のシステムチェッ
クをすり抜けた疑義照会が必要な院外
処方もあり、病院薬剤師から当該処方
箋発行医師に対して情報提供を行うこ
ともある」と明かす。

レジデント修了者を介して、
在宅医療に関わる薬剤師の
裾野を広げる
　これまで述べてきたように、在宅医療
薬剤師レジデント制度は順調に滑り出
し、着実に成果を上げている。ただし、
研修期間が1～2年間と長期に渡ること
から、薬局薬剤師の場合はいったん勤
務先の保険薬局を退職しなければなら

ない。髙橋先生も勤務先を一度退職し、
レジデント修了後に再び保険薬局に就
職したというが、「研修期間中の経済面
や再就職先が問題になる方もいらっ
しゃるかも知れません」と指摘する。
　ただ、そうした課題はあるものの、レ
ジデント制度で学ぶ意義は高いと髙橋
先生は断言する。「自分自身の在宅医
療に関する臨床スキルが高まるだけで
なく、学んできた知識や技術を保険薬
局内に啓発することにより、在宅医療
に関わる薬局薬剤師の裾野を広げられ
る」というのだ。現在、髙橋先生は保険
薬局内で在宅医療に興味のある薬局
薬剤師にTPN調製の手技を教えたり、
自らが担当している在宅患者さんの情
報共有をはかったりしているという。ま
さに、こうした活動は三浦先生、加賀
谷先生たちが目指すところであり、「今
後、保険薬局ごとにリーダー格の薬剤
師が１人、レジデント制度で学ぶこと
が理想です。彼らを中心に、病院で得
た在宅医療に必要なノウハウを保険薬
局内に伝授していくという流れができて
いけば、地域の在宅医療はもっと発展
していくはずです」と三浦先生。そのた
めには、レジデントを修了し、在宅医療
で活躍する薬局薬剤師と一緒に、様々
な観点から情報を集め、カリキュラムを
改善していく必要がある。そして、在宅
医療における薬物療法の質が高まった
ことを示すことにより、在宅医療に特
化したレジデント制度を全国に広げて
いきたいと結んだ。

在宅医療薬剤師レジデント制度のカリキュラム資料1

秋田大学医学部附属病院　薬剤部提供資料

月曜日
週間スケジュール

8:30

抗がん剤 ・ TPN調製

昼休み

薬剤管理
指導／
病棟業務

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

NST
ラウンド※3

糖尿病教室
（毎月第2金曜）

糖尿病カン
ファレンス

薬剤部
カンファ
レンス食道がん

キャンサー
ボード

褥瘡対策
ラウンド※1
（6～12月）

褥瘡対策
ラウンド※1

緩和ケア
ラウンド※2

感染対策カンファ
レンス・ラウンド

緩和ケア
ラウンド
（1～3月）

NST担当者
会議
（毎月第4月曜）

退院時（退）・
持参薬管理
指導（持）を
中心に（ ）

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

※1 研修前半は褥瘡対策ラウンドへ参加、後半は緩和ケアラウンドに参加
※2 研修前半は感染対策カンファレンス・ラウンドにも月1回程度参加
※3 毎月第二金曜日は糖尿病教室に参加、それ以外はNSTラウンドに参加

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

備考

年間スケジュール

セントラル業務 薬剤管理指導 ・
病棟業務

その他
（講義・研修会など）

チーム医療
関連

【AM】
抗がん剤・
TPN調製

診療科全般
持参薬管理を中心に

泌尿器/脳外/消化器外/
食道外/乳腺外/呼吸外/

心外/耳鼻
産婦人/消化器内/

神経内/糖尿/眼科/皮膚/
精神/腫瘍

診療科全般退院時
服薬指導を中心に

呼吸器/循環器内科を
中心に病棟活動

担当者は退院時/
持参薬管理指導を
中心に割り当てること

NST関連
教育講演

（2カ月に1回開催）

抗がん剤
レジメン
審査委員会
（年5～6回開催）

褥瘡
研修会

（9月と2月）

医療安全
講習会

（年数回） 【9月第4週】薬剤部
カンファレンス
症例発表会

[3月第4週]
薬剤部

カンファレンス
症例発表会

秋田大学医学部
総合地域

医療推進学講座
フィジカル

アセスメント研修
講師　教授

長谷川 仁志 先生
（年数回）

患者さんの
ための

疼痛緩和教室
（年2～3回実施）

【PM】
医薬品
情報
（DI）

【PM】
麻薬管理補助
【PM】
麻薬管理補助
【PM】
TDM

外部研修会・学会などにも参加・発表
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在宅医療に必要なスキルを
継続的に学べる場が必要
　在宅医療の対象者は、ADLが著しく
低下した高齢者、神経難病や外傷後遺
症などによる障害者、複数の慢性疾患
を合併した患者、悪性疾患の末期患者
など多岐にわたる。在宅医療において、
薬剤師が最適かつ効率的で安心・安全
な薬物療法を提供するためには、①処
方箋に基づいた患者さんの状態に応じ
た調剤（一包化、懸濁法、麻薬、無菌調
剤、TPN調製）、②患者宅への医薬品・
衛生材料の供給、③退院時の患者情
報共有（薬薬連携、退院時共同指導）、
④効果・副作用等のモニタリング、⑤
在宅担当医への処方支援（患者さんに
最適な処方剤形、服薬時期等を含む提
案）、⑥残薬の管理、麻薬の服薬管理と
破棄、⑦ケアマネジャー等の医療・介
護関係者との連携・情報共有など、総

合的な知識や技術が必要となる。
　日本薬剤師会や都道府県薬剤師会・
支部薬剤師会では、前述した知識や技
術を習得するための講習会や勉強会な
どを開催し、在宅医療に携わる薬剤師
の育成や支援を行っている。しかし、講
習会や勉強会のほとんどが単発的なも
のだ。いずみメイプル薬局の髙橋先生
は、「例えば、在宅医療で薬剤師に求め
られるTPN調製の実技講習会を受けら
れる機会は、年に数回程度です。大学
卒業後すぐに保険薬局に就職し、実務
でTPN調製を経験することがない私の
ような薬局薬剤師にとって、それだけで
は“自分で責任を持ってできる”レベル
になるのは大変です。そうしたことが薬
局薬剤師の在宅医療への参画を抑制
したり、薬を届けるだけの在宅医療に
なったりする要因の1つだと思います」
と苦しい胸中を明かす。とはいえ、この

ままの状況で良いわけがない。
　髙橋先生が薬局業務を通じて、日頃
から在宅医療に対するニーズの高さを
肌で感じていた頃、三浦先生も「薬学部
を有する大学がなく、卒後研修の場が
限られている秋田県では、大学病院が
長期的な視野に立ち、在宅医療に対応
できる薬局薬剤師を育成する必要性が
ある」と考えていたという。
　そこで、三浦先生たちは複数の薬局
薬剤師から要望を聞き、とくに保険薬
局では学ぶ機会が少ない前述の①～
⑤の知識や技術の習得をめざした研
修方法を模索し始める。このような中、
千葉大学医学部附属病院や名古屋大
学医学部附属病院のレジデント制度の
講演を聞き、在宅医療に関してもレジ
デント制度が最善の研修方法ではない
かと考えた。病院の薬剤師として働き
ながら、カリキュラムに基づき、在宅医

療に必要な知識や技術を継続的に学
ぶのだ。薬剤部の提案は、病院や医学
部の了承、病棟・医療チームなど関係
部署の協力を得て、2014年度より『在
宅医療薬剤師レジデント制度』としてス
タートした。

在宅医療で即戦力になることを
めざしたカリキュラム
　在宅医療薬剤師レジデント制度の対
象は、すでに保険薬局に勤務している
薬剤師、または保険薬局に勤務予定の
新卒薬剤師で、募集定員はがん専門薬
剤師レジデント制度と併せて毎年3名
程度。「実際には、在宅医療薬剤師レジ
デント制度への応募がほとんどで、新卒
薬剤師より薬局薬剤師が多い」と三浦
先生は話す。研修期間は前期1年・後期
1年の2年間だが、主に前期で学ぶ内服
薬や外用薬の調剤などの知識や技術を
すでに習熟している薬局薬剤師は、後
期の1年間のみとするなど、レジデント
の状況に合わせて柔軟に対応している。
　カリキュラムは、基本的に午前がセン
トラル業務、午後が病棟業務や医療
チームの活動に携わる構成となってい
る。後期レジデントの場合だと、午前
中は、毎日、TPNや抗がん剤など注射
薬・輸液の調製業務にあたる（資料1）。
「1年間、毎日、注射薬・輸液の調製業
務を行えば、あらゆるパターンの処方
を経験でき、細かく複雑な手技を要す
る調製方法に対応できるようになると
ともに、配合変化や相互作用、がん化
学療法のレジメンに関する知識も格段
に増えます」と三浦先生はカリキュラム
の特徴を説明する。また、注射薬監査
やTDMなどの実務を通じて処方薬と
検査値の結びつきを学ぶことにより、
点ではなく時間軸で患者さんを捉え、
医薬品適正使用や服薬指導につなげ
ていく技能もつけていく。
　午後からは、常勤の病棟薬剤師とと
もに共通のマニュアルを用いて病棟業
務を行い、患者さんとのコミュニケー
ションスキルを習得する。また、NST、
ICT、褥瘡対策、緩和ケアなどの各医
療チームのラウンドやカンファレンス
に、当該領域の専門・認定資格を持つ

薬剤師とともに参加する。そこでは医
師や看護師など他職種の考え方を知
り、医療チームにおいて薬剤師はどの
ようなところに観点をおき、薬学的介入
をしていくのかなどを学び、様々な状態
の患者さんに対応できる臨床スキルを
磨く。
　副薬剤部長の加賀谷先生によれば、
カリキュラムはレジデントの意見を反映
し、より在宅医療に特化した形でブ
ラッシュアップを重ねているという。例
えば、当初、3カ月単位のローテーショ
ンで各診療科の病棟を全般的に回る
ことになっていたが、退院後に在宅医
療が必要となる患者さんの多い呼吸器
内科、循環器内科、消化器内科での病
棟研修の期間が長くとられるように
なった。また、退院時カンファレンスは
「できるだけ多く入りたい」という意見
を受け、強化された。
　そのほかに、薬剤部でのカンファレン
ス（週1回）、病棟でのミーティングや症
例カンファレンス、病院や薬剤部で実
施している講習会や研修会などに参加
し、薬剤師としての研鑽を積む機会が
設けられている。
　2014年度の後期レジデントだった
髙橋先生は、「保険薬局では遭遇するこ
とが少ない褥瘡患者さんや、末期のが
ん患者さんなどを含め、様々な患者さん
に対する薬学的介入を経験させていた

だき、在宅医療に深く踏み込めるよう
になりました」と話す。こうした成果が
得られる背景について、三浦先生は「多
くの場合、入院患者さんは退院後に在
宅医療へと移行しているが、療養の場
所が変わっても、病院薬剤師と薬局薬
剤師で薬学的介入のあり方が変わるこ
とはない」ことを挙げる。ここに、薬局
薬剤師が一定期間、病院で働きながら
在宅医療に必要な知識や技術を学ぶ
意義があり、在宅医療で即戦力となれ
る理由があると強調した。髙橋先生も
「地域を一つの病院と考えれば、薬局
薬剤師も地域の薬剤部の一員です。い
まは、地域の病棟である患者さんの自
宅に出向き、多職種と協働でチーム医
療の実践に取り組んでいます」と付け
加えた。

在宅医療の質向上のための
薬薬連携のあり方が明確化
　在宅医療薬剤師レジデント制度は、
レジデント側だけでなく、病院薬剤師
側にもメリットをもたらしている。レジ
デントと一緒に働くことにより、薬局薬
剤師の置かれている状況や視点、考え
方を知ることができ、在宅医療の質を
向上させるために、病院薬剤師として、
地域や薬局薬剤師に対して何をしなけ
ればならないかが明確になってきたと
いうのだ（資料2）。

　病院薬剤師は、カルテを閲覧すれば
病名も検査値も容易に把握でき、病棟
に行けば患者さんを自分の目でみるこ
とができる。さらに、チーム医療のも
と、医師や看護師などから患者さんの
病態について詳しく聞くことができる。
一方、保険薬局の場合、疑問があって
も、すぐに医師、看護師に質問できるわ
けではない。薬局薬剤師は誰にも相談
できない中、患者さんや家族からの聞
き取りやお薬手帳などの情報をもと
に、手探りで病態を把握しなければな
らない。加賀谷先生は、「自分たちがい
かに恵まれた環境にいるのかに気づい
たことで、在宅医療が必要な患者さん
のためにできることはないかと、業務を
改善する意識が高まりました」と話す。
　その1つが、退院時服薬指導の強化
と退院時の引き継ぎの充実である。薬
局薬剤師は、医師の処方意図や検査
値はおろか、病名すらなかなか知ること
ができない。そのため、在宅医療を行う
にあたり、病院薬剤師から『お薬手帳』
を介して得られる情報が薬局薬剤師の
拠り所になる。このことをよく知る髙橋
先生はレジデント時代、積極的に退院
時カンファレンスに参加し、患者さんの
入院中の状況や病院側が保険薬局側
に何を引き継ごうとしているのかを把握
した。その上で、それをきっちりと保険
薬局側が受け止め、退院後の患者支援
に生かすために必要な情報が何かを精
査し、それをお薬手帳に記載していたと
いう。そうした姿を目の当たりにしたこ
とから、病院薬剤師も退院時カンファ
レンスの重要性を再認識し、積極的に
関わるようになっていった。また、保険

薬局出身のレジデントと協議の上で退
院時服薬指導を強化し、お薬手帳には
薬歴だけではなく、入院中に使用した
薬剤および変更・追加になった薬剤情
報を処方意図とあわせて記載。アレル
ギー歴や入院中のアドヒアランス、投薬
上の工夫に関する情報（一包化の必要
性など）なども記載を強化するように
なったそうだ。こうしたこともあり、退
院時薬剤情報管理指導料はレジデント
制度導入後増え続けている（資料3）。
　もう1つは、薬局薬剤師を含めた院内
ネットワーク（相談しやすい体制）の構
築だ。顔の見える関係となり、薬局薬
剤師から何に悩み、何に困っているの
かを教えてもらう中から、病院薬剤師
は地域のさまざまなニーズに応えられ
るようになりつつある。実際、レジデン
ト制度が始まってからは、医師に疑義
照会すべきかどうか悩ましいケースをは
じめ、薬局薬剤師から電話で様々な相
談を受けるようになった。加賀谷先生
は、「その中には、院内のシステムチェッ
クをすり抜けた疑義照会が必要な院外
処方もあり、病院薬剤師から当該処方
箋発行医師に対して情報提供を行うこ
ともある」と明かす。

レジデント修了者を介して、
在宅医療に関わる薬剤師の
裾野を広げる
　これまで述べてきたように、在宅医療
薬剤師レジデント制度は順調に滑り出
し、着実に成果を上げている。ただし、
研修期間が1～2年間と長期に渡ること
から、薬局薬剤師の場合はいったん勤
務先の保険薬局を退職しなければなら

ない。髙橋先生も勤務先を一度退職し、
レジデント修了後に再び保険薬局に就
職したというが、「研修期間中の経済面
や再就職先が問題になる方もいらっ
しゃるかも知れません」と指摘する。
　ただ、そうした課題はあるものの、レ
ジデント制度で学ぶ意義は高いと髙橋
先生は断言する。「自分自身の在宅医
療に関する臨床スキルが高まるだけで
なく、学んできた知識や技術を保険薬
局内に啓発することにより、在宅医療
に関わる薬局薬剤師の裾野を広げられ
る」というのだ。現在、髙橋先生は保険
薬局内で在宅医療に興味のある薬局
薬剤師にTPN調製の手技を教えたり、
自らが担当している在宅患者さんの情
報共有をはかったりしているという。ま
さに、こうした活動は三浦先生、加賀
谷先生たちが目指すところであり、「今
後、保険薬局ごとにリーダー格の薬剤
師が１人、レジデント制度で学ぶこと
が理想です。彼らを中心に、病院で得
た在宅医療に必要なノウハウを保険薬
局内に伝授していくという流れができて
いけば、地域の在宅医療はもっと発展
していくはずです」と三浦先生。そのた
めには、レジデントを修了し、在宅医療
で活躍する薬局薬剤師と一緒に、様々
な観点から情報を集め、カリキュラムを
改善していく必要がある。そして、在宅
医療における薬物療法の質が高まった
ことを示すことにより、在宅医療に特
化したレジデント制度を全国に広げて
いきたいと結んだ。

退院時薬剤情報管理指導料の推移資料3在宅医療薬剤師レジデント制度の成果
（病院側の気づき）

資料2
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◎薬局薬剤師としての視点や考え方を知ることが出来た

薬局が置かれている状況を知ることで、病院が地域に対してやらなけ
ればいけないことが明確になった。

●チーム医療のありがたさ、検査値が分かるありがたさ
●医師、看護師が近くにおらず患者さんの病態が把握しづらい
●保険薬局側で欲している情報が何か明確化
　⇒退院時の引き継ぎの充実
●薬局薬剤師を含めたネットワークの構築
　（相談しやすい体制の構築）

レジデント生を通して
薬局の背景を知る
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　薬物治療の標準化を図ることで、臨床的有用性の高い薬剤

を効率的に使用し、診療の質向上へと導く「フォーミュラリー」

は、国もその活用を推進するなど関心が高まっている。

　そのような背景を踏まえ、医療機関では薬剤部を中心にフ

ォーミュラリーへの取り組みが始まっているが、成功させるた

めには診療科の全面的な協力が欠かせないともいわれる。

NTT東日本関東病院（東京都品川区・594床）薬剤部は、対象

薬を取り扱う診療科との個別協議によってフォーミュラリーの

作成に取り組み、薬物治療の標準化の推進に存在感を発揮し

ている。同院におけるフォーミュラリー作成のプロセスと成果

について取材した。

NTT東日本関東病院 薬剤部
-pharmacy-4CChallenge

Cooperation 
Communication

フォーミュラリー作成の
意義と目的の共有化
　NTT東日本関東病院は同院で初とな
るフォーミュラリーを作成し、2018年
12月より運用を開始した。それ以前よ
り、薬剤部部長の加藤先生と市橋先生
が中心となり、薬剤購入費の効率的な
使用を踏まえ、採用品目数の見直しなど
を定期的に行ってきたが、十分な効果
は得られなかった。そこで、薬剤部とし
て新たな展開を求め、2017年度より薬
物治療の標準化による診療の質向上を
主眼とするフォーミュラリーの作成に取
り組んだ。
「フォーミュラリーの作成と運用にあ
たっては、院内の合意形成が重要なポ
イントになります。これを円滑に進める
ためには経営側の全面的なバックアッ
プが不可欠で、フォーミュラリーの意義
と目的について経営側の理解を得るこ
とから始めました」と加藤先生は当時を
振り返る。
　また、一般的にフォーミュラリーの作
成は、薬事委員会などにワーキンググ
ループを立ち上げることが多いが、多忙

な関係者が一堂に介する機会創出はな
かなか難しい。そこで同院では特定の
薬剤にターゲットを絞り、薬剤部が
フォーミュラリーの原案を作成・提案し
たうえで、対象薬を取り扱う複数の診療
科と個別に協議するスタイルで取り組
んだ。（資料1）。「スタッフの多くがフォー
ミュラリーに不慣れな中で初めて作成す
るわけですから、エビデンスなどの適切
な情報提供や、実際の作成プロセスを
通して、診療科の理解を深めていくこと
が肝要だと考えました」と加藤先生は狙
いを語る。

実臨床を重視することで
診療科の全面協力を得る
　薬剤部が最初の対象薬として選んだ
のは、糖尿病薬として広く普及し、配合
剤も開発されているDPP-4阻害薬だ。
この選択理由について市橋先生は「薬
事委員会で同効薬の比較検討を実施し
ていた薬剤であり、各診療科から有効
性や安全性に対してどれも同等である
との意見が挙がっていました。それなら
ば薬剤の違いを明確化することで差別

化しやすいのではないかと思ったので
す」と説明する。
　薬剤部ではフォーミュラリー作成にあ
たり、あらかじめ５つの基準（エビデン
ス、医療安全、使い勝手のよさ、経済
性、使用医師の意見）を定め、有効性・
安全性に差がなければ、低薬価の薬剤
を優先的に使用する方針を示した（資
料2）。「この基準の設定や、診療科との
協議で重視したのが実臨床での使用医
師の意見、すなわち『経験知』です。糖
尿病・内分泌内科、高血圧・腎臓内科、
循環器内科の各科の診療部長と協議
を実施したときも、使用医師の率直な
意見を聞かせてもらい検討するというス
タンスで臨みました」と市橋先生は話
す。薬剤の優先順位は、診療ガイドライ
ンに準拠して選択しているため、標準治
療に対する医師との合意はスムーズで
あるが、高齢者や標準治療を外れる患
者さんの場合は、処方実績や様々な情
報を総合的に判断することで、医療安
全の拡充につながると判断したのだ。ち
なみにフォーミュラリーの原案作成にお
いては、DPP-４阻害薬の都内の使用量

を「NDB：National Database（レセプ
ト情報・特定健診情報等データベース）
オープンデータ」で確認し、地域の処方
実績も反映させた。
　このように使用医師の意見を組み入
れ、合意形成を丁寧に行う姿勢が診療
科に伝わると、フォーミュラリーが『自
由に薬剤が使えなくなる』という制限で
はなく、臨床的有用性の高い薬剤を効
率的に使用する『治療の標準化』である
との理解がさらに深まり、全面的な協
力を得られたという。「医師との対話を
重ねる中で、各診療科の薬物治療にお
ける課題や重視する点などが明確に
なってきました。それぞれの立場から
フォーミュラリーの核心的な話し合いが
実施できたことは大きな収穫でした」と
市橋先生は手応えを語る。
　また、加藤先生も「実験的な方法でし
たが、一対一でないと聞けないこともあ
ると改めて実感しました。今後も“顔の見
える関係”を大事にしながらフォーミュラ
リーを作成していきたいと思います」と
意欲を見せる。さらに、病院の治療方針
の標準化に薬剤師が参画することは、
新たなチャンスでもあると評価し、「近い
将来、病院薬剤師の中核的な活動へと
発展していくでしょう」と展望する。

事前に運用方針を示すことで
スムーズな導入の実施へ
　薬剤部ではフォーミュラリー作成と同
時に、運用開始に向けた準備も進めてき
た。導入１年前には『フォーミュラリーを

知ろう』と題した勉強会を開催し、基本
的な知識を院内で共有した。また、導入
直後には市橋先生が講師となり、全職
種を対象としたクリニカルボードを実施
し、100名を超える参加者が集まった。
　また、導入時に混乱や誤解を招かな
いように、運用開始に先立ち、全医師に
対して「フォーミュラリー運用に伴う留
意点」を通知。①今後、新たなエビデン
スの創出に伴い、フォーミュラリーの内
容を改訂する可能性があること、②処
方変更を強制するものではないこと、③
第二選択医薬品を選択した場合、電子
カルテの処方オーダー画面で注意喚起
メッセージが表示されることの3つの見
解を示した。「今はフォーミュラリーを受
け入れてもらう段階であり、現時点（運
用開始から3カ月）では大きな混乱は見
られません。運用が軌道に乗ってくれ
ば、優先順位が低い薬剤が選択された
ときに、注意喚起だけでなく何らかのア
クションを起こすような体制を整える必
要があると考えています」と加藤先生は
語る。
　薬剤部では新たな薬効群として2剤
のフォーミュラリーを作成し、2019年4
月から運用を開始しており、今後も生活
習慣病の治療薬を中心に定期的に数を
増やしていく予定だ。市橋先生による
と、診療科の部長から自身の専門領域
の薬効群について作成依頼があったそ
うで、「これは他科でも同じ薬効群が使
用される場合の採用調整を踏まえた要
望ではないかと推測しています。また、

研修医からも具体的な薬効群のリクエ
ストがあるなど、フォーミュラリーが診
療の底上げに確実につながっていること
を実感できました。医師が専門外の薬
剤を取り扱うときも、適切な医薬品を効
率よく選択できるよう、フォーミュラリー
を充実させていきたい」と意欲的だ。
　今後の重要な課題の一つは、地域
フォーミュラリーへの拡大である。「今
後、一定数のフォーミュラリーが整え
ば、勉強会や病院のホームページなどを
通じて地域に公開していくことが最初の
ステップになるでしょう」と加藤先生は
説明する。また、市橋先生は「フォーミュ
ラリーの作成・運用を通じて、薬剤師は
以前にも増して“なぜ、この薬剤が選択
されたのか”という意図を考えることに
なり、それが処方医との緊密なコミュニ
ケーションや、適切な情報提供による
診療の支援にもつながります。また、地
域の保険薬局ともフォーミュラリーを共
有することができれば、処方箋を受けた
薬剤師が医師の処方意図を捉えやすく
なり、服薬指導に反映できるとも思うの
です」と薬薬連携への効果を期待する。
　NTT東日本関東病院のフォーミュラ
リーの作成・運用は始まったばかりだ
が、経済性だけではなく、標準的な薬
物治療の質向上に、そして何よりも薬
剤師の意識改革に大きな効果を上げて
いる。

加藤 敏明 先生

薬剤部
部長
か    とう      とし   あき

市橋 　孟 先生

薬剤部

いち   はし             たけし
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NTT東日本関東病院における
フォーミュラリーの現状と課題
～薬物治療の標準化による診療の質向上への取り組み～



フォーミュラリー作成の
意義と目的の共有化
　NTT東日本関東病院は同院で初とな
るフォーミュラリーを作成し、2018年
12月より運用を開始した。それ以前よ
り、薬剤部部長の加藤先生と市橋先生
が中心となり、薬剤購入費の効率的な
使用を踏まえ、採用品目数の見直しなど
を定期的に行ってきたが、十分な効果
は得られなかった。そこで、薬剤部とし
て新たな展開を求め、2017年度より薬
物治療の標準化による診療の質向上を
主眼とするフォーミュラリーの作成に取
り組んだ。
「フォーミュラリーの作成と運用にあ
たっては、院内の合意形成が重要なポ
イントになります。これを円滑に進める
ためには経営側の全面的なバックアッ
プが不可欠で、フォーミュラリーの意義
と目的について経営側の理解を得るこ
とから始めました」と加藤先生は当時を
振り返る。
　また、一般的にフォーミュラリーの作
成は、薬事委員会などにワーキンググ
ループを立ち上げることが多いが、多忙

な関係者が一堂に介する機会創出はな
かなか難しい。そこで同院では特定の
薬剤にターゲットを絞り、薬剤部が
フォーミュラリーの原案を作成・提案し
たうえで、対象薬を取り扱う複数の診療
科と個別に協議するスタイルで取り組
んだ。（資料1）。「スタッフの多くがフォー
ミュラリーに不慣れな中で初めて作成す
るわけですから、エビデンスなどの適切
な情報提供や、実際の作成プロセスを
通して、診療科の理解を深めていくこと
が肝要だと考えました」と加藤先生は狙
いを語る。

実臨床を重視することで
診療科の全面協力を得る
　薬剤部が最初の対象薬として選んだ
のは、糖尿病薬として広く普及し、配合
剤も開発されているDPP-4阻害薬だ。
この選択理由について市橋先生は「薬
事委員会で同効薬の比較検討を実施し
ていた薬剤であり、各診療科から有効
性や安全性に対してどれも同等である
との意見が挙がっていました。それなら
ば薬剤の違いを明確化することで差別

化しやすいのではないかと思ったので
す」と説明する。
　薬剤部ではフォーミュラリー作成にあ
たり、あらかじめ５つの基準（エビデン
ス、医療安全、使い勝手のよさ、経済
性、使用医師の意見）を定め、有効性・
安全性に差がなければ、低薬価の薬剤
を優先的に使用する方針を示した（資
料2）。「この基準の設定や、診療科との
協議で重視したのが実臨床での使用医
師の意見、すなわち『経験知』です。糖
尿病・内分泌内科、高血圧・腎臓内科、
循環器内科の各科の診療部長と協議
を実施したときも、使用医師の率直な
意見を聞かせてもらい検討するというス
タンスで臨みました」と市橋先生は話
す。薬剤の優先順位は、診療ガイドライ
ンに準拠して選択しているため、標準治
療に対する医師との合意はスムーズで
あるが、高齢者や標準治療を外れる患
者さんの場合は、処方実績や様々な情
報を総合的に判断することで、医療安
全の拡充につながると判断したのだ。ち
なみにフォーミュラリーの原案作成にお
いては、DPP-４阻害薬の都内の使用量

を「NDB：National Database（レセプ
ト情報・特定健診情報等データベース）
オープンデータ」で確認し、地域の処方
実績も反映させた。
　このように使用医師の意見を組み入
れ、合意形成を丁寧に行う姿勢が診療
科に伝わると、フォーミュラリーが『自
由に薬剤が使えなくなる』という制限で
はなく、臨床的有用性の高い薬剤を効
率的に使用する『治療の標準化』である
との理解がさらに深まり、全面的な協
力を得られたという。「医師との対話を
重ねる中で、各診療科の薬物治療にお
ける課題や重視する点などが明確に
なってきました。それぞれの立場から
フォーミュラリーの核心的な話し合いが
実施できたことは大きな収穫でした」と
市橋先生は手応えを語る。
　また、加藤先生も「実験的な方法でし
たが、一対一でないと聞けないこともあ
ると改めて実感しました。今後も“顔の見
える関係”を大事にしながらフォーミュラ
リーを作成していきたいと思います」と
意欲を見せる。さらに、病院の治療方針
の標準化に薬剤師が参画することは、
新たなチャンスでもあると評価し、「近い
将来、病院薬剤師の中核的な活動へと
発展していくでしょう」と展望する。

事前に運用方針を示すことで
スムーズな導入の実施へ
　薬剤部ではフォーミュラリー作成と同
時に、運用開始に向けた準備も進めてき
た。導入１年前には『フォーミュラリーを

知ろう』と題した勉強会を開催し、基本
的な知識を院内で共有した。また、導入
直後には市橋先生が講師となり、全職
種を対象としたクリニカルボードを実施
し、100名を超える参加者が集まった。
　また、導入時に混乱や誤解を招かな
いように、運用開始に先立ち、全医師に
対して「フォーミュラリー運用に伴う留
意点」を通知。①今後、新たなエビデン
スの創出に伴い、フォーミュラリーの内
容を改訂する可能性があること、②処
方変更を強制するものではないこと、③
第二選択医薬品を選択した場合、電子
カルテの処方オーダー画面で注意喚起
メッセージが表示されることの3つの見
解を示した。「今はフォーミュラリーを受
け入れてもらう段階であり、現時点（運
用開始から3カ月）では大きな混乱は見
られません。運用が軌道に乗ってくれ
ば、優先順位が低い薬剤が選択された
ときに、注意喚起だけでなく何らかのア
クションを起こすような体制を整える必
要があると考えています」と加藤先生は
語る。
　薬剤部では新たな薬効群として2剤
のフォーミュラリーを作成し、2019年4
月から運用を開始しており、今後も生活
習慣病の治療薬を中心に定期的に数を
増やしていく予定だ。市橋先生による
と、診療科の部長から自身の専門領域
の薬効群について作成依頼があったそ
うで、「これは他科でも同じ薬効群が使
用される場合の採用調整を踏まえた要
望ではないかと推測しています。また、

研修医からも具体的な薬効群のリクエ
ストがあるなど、フォーミュラリーが診
療の底上げに確実につながっていること
を実感できました。医師が専門外の薬
剤を取り扱うときも、適切な医薬品を効
率よく選択できるよう、フォーミュラリー
を充実させていきたい」と意欲的だ。
　今後の重要な課題の一つは、地域
フォーミュラリーへの拡大である。「今
後、一定数のフォーミュラリーが整え
ば、勉強会や病院のホームページなどを
通じて地域に公開していくことが最初の
ステップになるでしょう」と加藤先生は
説明する。また、市橋先生は「フォーミュ
ラリーの作成・運用を通じて、薬剤師は
以前にも増して“なぜ、この薬剤が選択
されたのか”という意図を考えることに
なり、それが処方医との緊密なコミュニ
ケーションや、適切な情報提供による
診療の支援にもつながります。また、地
域の保険薬局ともフォーミュラリーを共
有することができれば、処方箋を受けた
薬剤師が医師の処方意図を捉えやすく
なり、服薬指導に反映できるとも思うの
です」と薬薬連携への効果を期待する。
　NTT東日本関東病院のフォーミュラ
リーの作成・運用は始まったばかりだ
が、経済性だけではなく、標準的な薬
物治療の質向上に、そして何よりも薬
剤師の意識改革に大きな効果を上げて
いる。
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フォーミュラリーの作成ステップ資料1 フォーミュラリー作成・管理の5つの基準資料2

NTT東日本関東病院薬剤部提供資料NTT東日本関東病院薬剤部提供資料

Step１ 薬事委員会で検討されていた同種同効薬の中から、薬剤師が
中心となり、フォーミュラリーの対象薬（DPP-4阻害薬）を選定

Step2 病院が定めた５つの基準のもと、薬剤師がフォーミュラリーの
原案を作成・提案

Step3
対象薬（DPP‐4阻害薬）を取り扱う診療科（糖尿病・内分泌内科、
高血圧・腎臓内科、循環器内科）の診療部長と個別に協議し、
フォーミュラリーの原案について検討

Step4 各診療科との協議を受け、薬剤師が修正を加えて完成した
フォーミュラリー案を薬事委員会に提出し、承認を得る

Step5 承認を得たフォーミュラリーを薬剤師が電子カルテに登録し、
運用を開始

エビデンス

医療安全

使い勝手のよさ 経済性

使用医師の意見

作成には専門医の
協力が不可欠です！



継続的な服薬管理とより質の高い医療を提供するために
～「薬薬連携の会」「高齢者のお薬を考える会」の活動と展望～

　全国における医薬分業率が7割を超え、地域包括ケアシス
テムの構築が進む中で、これまで調剤業務に重きが置かれて
きた薬剤師の仕事は、服用後も含めた「服薬状況の一元管
理」に軸足を置くようになってきた。また、病院の近隣が中心
であった保険薬局は、立地に依存せず地域住民のかかりつけ
薬局になることが求められている。このような状況下におい
て、倉敷中央病院（岡山県倉敷市・1,166床）では、地域包括
ケアシステムにおける医療連携の推進を念頭においた薬薬連
携の強化に取り組んできた。その経緯と現状、今後の展望に
ついて取材した。

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
-pharmacy-5CChallenge

Cooperation 
Communication

「薬薬連携の会」の始まり
　倉敷中央病院では月に約2万枚の処
方箋が発行されている。薬剤本部長の
高栁先生が同院に就任した2006年は、
まだ院外処方が出ておらず（2019年3
月時点の院外処方箋発行率は1％）、保
険薬局との連携もあまり行われていな
かった。そこで、2007年より同院が中
心となり、倉敷市内の病院と保険薬局
の薬剤師が参加する「薬薬連携の会」を
スタートさせた。「当初は、数施設の病
院薬剤師と岡山県薬剤師会倉敷支部
の役員が集まる小さな会で、連携体制
の構築のために何をすべきかを検討して
いました。その後、徐々に参加者が増
え、医師会や行政、介護分野の方々を
交えた勉強会や、当院の救急医による
フィジカルアセスメントの講習会、症例
検討も行うようになりました。症例の提
示は、最初、当院が中心となり行ってい
ましたが、今は様々な医療施設から提
示していただいています」と高栁先生は
経緯を説明する。
　現在、「薬薬連携の会」の開催は毎月
1回で、レギュラーメンバーには病院と

保険薬局の薬剤師以外に病院の広報
担当者や地域連携室などの事務職員、
さらには行政の担当者が名を連ねる。
地域包括ケアシステムの構築が進む中
で、行政との関係強化や地域に向けて
広く情報発信していくことが重要との考
えからである。

連携の枠を広げた
「高齢者のお薬を考える会」
「薬薬連携の会」では、症例検討を重ね
る中で、高齢の救急患者さんにおいて、
薬を原因とする有害事象が起きている
ケースが散見され、高齢者の服薬管理
が問題視されるようになった。症例検討
の内容は岡山県薬剤師会の会報でも紹
介していたが、有害事象を未然に防止す
るためには、薬剤師だけでなく医師や多
職種との情報共有が必要であるとの考
えから、2017年に新たに「高齢者のお
薬を考える会」を立ち上げた（資料1）。
　運営の中心的役割を担う薬剤本部長
補佐の阿曽沼先生は、その思いを次の
ように語る。「毎月1回の開催につき2例
の症例検討を行うのですが、最初は取

り上げるべき症例が継続的に出てくる
のだろうかと懸念されました。しかし、
実際には選択を迷うほどの症例があり、
当会の必要性を強く感じています。今、
ポリファーマシーが注目されています
が、実際にはそれだけではなく、いつの
間にか適応の病名が抜け落ちてしまい、
必要な薬が処方されずにイベントが起き
たケースもあります。また複数医療機関
からの重複投与などが健康被害につな
がるのを防ぐためにも、お薬手帳への
病名の記載が必要だと思っています（資
料2）」
　同会では症例検討にとどまらず、未
然に有害事象を防ぐ対策を考えること
を重視している。それが実現すれば、患
者さんにとって有益であるだけでなく、
医療費の削減にもつながる。阿曽沼先
生は、参加した薬局薬剤師が「私たちの
調剤した薬で患者さんに有害事象が起
き、医療費が使われる。そんな悲しいこ
とが起こらないように薬剤師は力を合
わせる必要がある」と話すのを聞き、自
分の思いが通じていることに喜びを感
じたそうだ。

　同会の主催は薬剤部だが、総合診療
科と救急の医師の協力を得て参加者は
右肩上がりで増加し、現在は40～50
名になっている。成果として、薬剤部へ
のメールや電話での問い合わせが増
え、副作用を未然に防ぐことにつながっ
たケースも出てきている。「顔の見える
関係ができてきたからこそ、情報のやり
とりが活発になってきたと思います。薬
局薬剤師の処方を見る目や意識が、少
しずつ変わってきているのではないで
しょうか」と阿曽沼先生は話す。次の目
標は、薬局薬剤師はもちろん、医師や多
職種の参加を増やすことである。

地域における継続した服薬管理
　阿曽沼先生は、「高齢者のお薬を考え
る会」を通じて、在宅医療に関わる人た
ちが、患者さんの服薬管理や残薬につ
いての問題を抱えていることに対する認
識を深めた。また、行政などが主催する
勉強会の講師として招かれることも増え
ており、介護関係者を含めた多職種に
対して、服薬管理のポイント、残薬への
対応、お薬手帳の重要性を伝えるとと
もに、薬剤師の仕事を知ってもらう機会
にもなっている。
　大切なことは、個々の患者さんに最
適な薬物療法を行うための継続的な支
援であり、ハイリスク薬剤が投与されて
いる場合は、認知症の定期的な評価も
必要だ。そのためには、医療だけでなく

介護に携わる人たちのサポートが不可
欠である。理想は患者さんがかかりつけ
薬局を持つこと、そして、かかりつけ薬
局が在宅医療・介護関係者と情報共有
しながら、継続的かつ適切な服薬管理
を行うことである。阿曽沼先生は「地域
の中に、患者さんの身近な相談相手と
して、寄り添い、信頼されるかかりつけ
薬局が増えるように、病院薬剤師として
力を尽くしたい」と意欲を示す。
　一方、情報共有の重要なツールとなる
お薬手帳については、その普及ととも
に、薬歴の一元管理の機能を十分に活
用することも重要である。現状では、患
者さんが複数の医療機関を受診してい
る場合、お薬手帳に全ての処方が記載
されていないケースが少なくない。患者
さん自身の意識を高めるとともに、運用
方法も考えていく必要がある。同院で
は、患者さんのスマートフォン上で健康
管理をサポートする機能を備えた「電子
版お薬手帳」を開発し、運用を開始して
いる。現在、医療機関同士で情報を共有
できるようにシステム構築を進めている
ところであるが、電子版お薬手帳の普及
を推進する上でも、連携の会やそこで培
われた相互理解が役立つと考えられる。

地域住民の健康のために
　「薬薬連携の会」は地域包括ケアシス
テムの推進を念頭においた活動を展開
し、一方の「高齢者のお薬を考える会」

は個々の患者さんの医薬品適正使用に
焦点をあてているが、いずれも目的は、
地域住民の健康のために関係者全員
で情報共有し、何をすべきかを共に考え
ていくことである。「高齢者のお薬を考
える会」で取り上げられた症例が「薬薬
連携の会」の課題につながることもあ
り、双方が連携の両輪として機能し、推
進力を増している。
「患者さんが必要とする医療を十分に提
供するためには、限りある医療資源を上
手に使わなければなりません。一方で、
薬剤師の仕事は調剤業務中心の時代
から、積極的に患者さんと関わり服薬
を適正化する時代へ、さらには多職種
と一緒に、より質の高い医療を提供す
るための方策を考えていく時代へと変
わってきています。この難しい課題の解
決に向け、連携を推進していきたいと思
います」と、阿曽沼先生は抱負を語る。
　一方、高栁先生は、地域医療の課題
を踏まえて、「“薬薬連携の会”は倉敷市
だけでなく高梁川流域の医療圏全体を
対象に、様々な人達を巻き込みながら、
私たち薬剤師が果たす役割を考えてい
きたいと思います。その中で、健康サ
ポート薬局の活性化を含め、予防医療
についても病院、保険薬局、行政がアイ
デアを出し合い、一緒に取り組みたいで
すね。その基盤となるネットワークの強
化が着実に進んでいます」と語り、今後
の展開を見据えている。

高栁 和伸 先生

薬剤部
薬剤本部長
たか  やなぎ　  かず   のぶ

阿曽沼 和代 先生

薬剤部
薬剤本部長補佐
あ      そ     ぬま　   かず    よ
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「薬薬連携の会」の始まり
　倉敷中央病院では月に約2万枚の処
方箋が発行されている。薬剤本部長の
高栁先生が同院に就任した2006年は、
まだ院外処方が出ておらず（2019年3
月時点の院外処方箋発行率は1％）、保
険薬局との連携もあまり行われていな
かった。そこで、2007年より同院が中
心となり、倉敷市内の病院と保険薬局
の薬剤師が参加する「薬薬連携の会」を
スタートさせた。「当初は、数施設の病
院薬剤師と岡山県薬剤師会倉敷支部
の役員が集まる小さな会で、連携体制
の構築のために何をすべきかを検討して
いました。その後、徐々に参加者が増
え、医師会や行政、介護分野の方々を
交えた勉強会や、当院の救急医による
フィジカルアセスメントの講習会、症例
検討も行うようになりました。症例の提
示は、最初、当院が中心となり行ってい
ましたが、今は様々な医療施設から提
示していただいています」と高栁先生は
経緯を説明する。
　現在、「薬薬連携の会」の開催は毎月
1回で、レギュラーメンバーには病院と

保険薬局の薬剤師以外に病院の広報
担当者や地域連携室などの事務職員、
さらには行政の担当者が名を連ねる。
地域包括ケアシステムの構築が進む中
で、行政との関係強化や地域に向けて
広く情報発信していくことが重要との考
えからである。

連携の枠を広げた
「高齢者のお薬を考える会」
「薬薬連携の会」では、症例検討を重ね
る中で、高齢の救急患者さんにおいて、
薬を原因とする有害事象が起きている
ケースが散見され、高齢者の服薬管理
が問題視されるようになった。症例検討
の内容は岡山県薬剤師会の会報でも紹
介していたが、有害事象を未然に防止す
るためには、薬剤師だけでなく医師や多
職種との情報共有が必要であるとの考
えから、2017年に新たに「高齢者のお
薬を考える会」を立ち上げた（資料1）。
　運営の中心的役割を担う薬剤本部長
補佐の阿曽沼先生は、その思いを次の
ように語る。「毎月1回の開催につき2例
の症例検討を行うのですが、最初は取

り上げるべき症例が継続的に出てくる
のだろうかと懸念されました。しかし、
実際には選択を迷うほどの症例があり、
当会の必要性を強く感じています。今、
ポリファーマシーが注目されています
が、実際にはそれだけではなく、いつの
間にか適応の病名が抜け落ちてしまい、
必要な薬が処方されずにイベントが起き
たケースもあります。また複数医療機関
からの重複投与などが健康被害につな
がるのを防ぐためにも、お薬手帳への
病名の記載が必要だと思っています（資
料2）」
　同会では症例検討にとどまらず、未
然に有害事象を防ぐ対策を考えること
を重視している。それが実現すれば、患
者さんにとって有益であるだけでなく、
医療費の削減にもつながる。阿曽沼先
生は、参加した薬局薬剤師が「私たちの
調剤した薬で患者さんに有害事象が起
き、医療費が使われる。そんな悲しいこ
とが起こらないように薬剤師は力を合
わせる必要がある」と話すのを聞き、自
分の思いが通じていることに喜びを感
じたそうだ。

　同会の主催は薬剤部だが、総合診療
科と救急の医師の協力を得て参加者は
右肩上がりで増加し、現在は40～50
名になっている。成果として、薬剤部へ
のメールや電話での問い合わせが増
え、副作用を未然に防ぐことにつながっ
たケースも出てきている。「顔の見える
関係ができてきたからこそ、情報のやり
とりが活発になってきたと思います。薬
局薬剤師の処方を見る目や意識が、少
しずつ変わってきているのではないで
しょうか」と阿曽沼先生は話す。次の目
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ており、介護関係者を含めた多職種に
対して、服薬管理のポイント、残薬への
対応、お薬手帳の重要性を伝えるとと
もに、薬剤師の仕事を知ってもらう機会
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　大切なことは、個々の患者さんに最
適な薬物療法を行うための継続的な支
援であり、ハイリスク薬剤が投与されて
いる場合は、認知症の定期的な評価も
必要だ。そのためには、医療だけでなく

介護に携わる人たちのサポートが不可
欠である。理想は患者さんがかかりつけ
薬局を持つこと、そして、かかりつけ薬
局が在宅医療・介護関係者と情報共有
しながら、継続的かつ適切な服薬管理
を行うことである。阿曽沼先生は「地域
の中に、患者さんの身近な相談相手と
して、寄り添い、信頼されるかかりつけ
薬局が増えるように、病院薬剤師として
力を尽くしたい」と意欲を示す。
　一方、情報共有の重要なツールとなる
お薬手帳については、その普及ととも
に、薬歴の一元管理の機能を十分に活
用することも重要である。現状では、患
者さんが複数の医療機関を受診してい
る場合、お薬手帳に全ての処方が記載
されていないケースが少なくない。患者
さん自身の意識を高めるとともに、運用
方法も考えていく必要がある。同院で
は、患者さんのスマートフォン上で健康
管理をサポートする機能を備えた「電子
版お薬手帳」を開発し、運用を開始して
いる。現在、医療機関同士で情報を共有
できるようにシステム構築を進めている
ところであるが、電子版お薬手帳の普及
を推進する上でも、連携の会やそこで培
われた相互理解が役立つと考えられる。

地域住民の健康のために
　「薬薬連携の会」は地域包括ケアシス
テムの推進を念頭においた活動を展開
し、一方の「高齢者のお薬を考える会」

は個々の患者さんの医薬品適正使用に
焦点をあてているが、いずれも目的は、
地域住民の健康のために関係者全員
で情報共有し、何をすべきかを共に考え
ていくことである。「高齢者のお薬を考
える会」で取り上げられた症例が「薬薬
連携の会」の課題につながることもあ
り、双方が連携の両輪として機能し、推
進力を増している。
「患者さんが必要とする医療を十分に提
供するためには、限りある医療資源を上
手に使わなければなりません。一方で、
薬剤師の仕事は調剤業務中心の時代
から、積極的に患者さんと関わり服薬
を適正化する時代へ、さらには多職種
と一緒に、より質の高い医療を提供す
るための方策を考えていく時代へと変
わってきています。この難しい課題の解
決に向け、連携を推進していきたいと思
います」と、阿曽沼先生は抱負を語る。
　一方、高栁先生は、地域医療の課題
を踏まえて、「“薬薬連携の会”は倉敷市
だけでなく高梁川流域の医療圏全体を
対象に、様々な人達を巻き込みながら、
私たち薬剤師が果たす役割を考えてい
きたいと思います。その中で、健康サ
ポート薬局の活性化を含め、予防医療
についても病院、保険薬局、行政がアイ
デアを出し合い、一緒に取り組みたいで
すね。その基盤となるネットワークの強
化が着実に進んでいます」と語り、今後
の展開を見据えている。
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「高齢者のお薬を考える会」の概要資料1 「高齢者のお薬を考える会」で今後取り上げて欲しいテーマ
（第11回参加者アンケートより）

資料2

高栁先生提供資料高栁先生提供資料

●毎月1回第一木曜日、薬剤師・当院の内科医師が気になる症例を報告
●参加者は多職種を前提　当院医師・地域の病院薬剤師・保険薬局薬剤師・
　　　　　　　　　　　　 ケアマネジャー・看護師　等
●皆で問題点を考え情報共有する

取り上げた症例について
●PMDAへの副作用報告
●症例によっては被害救済制度の紹介
●これらの症例から薬剤適正使用を院内にも発信
　　降圧薬適正使用：ARB（ACE阻害薬）併用禁忌
　　複数医療機関からの重複投与例⇒お薬手帳の必要性
　　　　　　　　　　　　　 医師にも診察室でお薬手帳を確認していただく

ポリファーマシー
せん妄

認知機能低下
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薬物有害事象

フレイル・サルコペニア
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その他（在宅・災害時対応）
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