
調剤テクニシャンの導入により
薬剤師の対物業務効率化と対人業務促進へ
　2010年4月30日付け厚生労働省医政局長通知（医政発0430第1号）において、チーム医療への積極的な参画など、臨床的な
アウトカムを得るための薬剤師が取り組むべき業務が明確化され、対人業務の充実が喫緊の課題となった。浦添総合病院（沖
縄県浦添市・334床）では、2013年から薬剤部に調剤テクニシャンを導入し、薬剤師の対物業務の効率化を推進、病棟業務や
チーム医療への参画など対人業務に注力できる環境を構築してきた。ここでは、その経緯やこれまでの成果、今後の課題などを
紹介する。
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テクニシャンに配薬業務を委譲
予想外の効果を得る
　沖縄県は県内に薬学部を設置する大
学が存在せず、医療機関や保険薬局は
薬剤師の新卒、中途ともに採用に難渋す
ることが少なくない。浦添総合病院にお
いても、「病棟での配薬業務は、2008年
度までは薬剤師が担当していたが、人員
不足により看護部にお願いせざるを得
なくなった」と部長の翁長真一郎先生は
明かす。しかし、看護部でも看護師の超
過勤務は頭を悩ませる問題であった。そ
こで、当時の薬剤部長と看護部長が協
議し、薬剤師、看護師以外の専任者（以
下、配薬テクニシャン）が配薬業務を担
うことになった。
　当初、2名の配薬テクニシャンが新規
採用され薬剤部で研修を実施後、看護
部に配属となり、OJTで配薬業務を指
導するなど十分な育成が行われた。科長

の浜元善仁先生は、「心配されていた配
薬ミスなどはほとんど起こらなかった。
それどころか、配薬テクニシャンは主体
的、能動的に自らの業務改善に取り組
み、病棟看護師や病棟薬剤師への残薬
や重複薬の情報提供などリスクマネジ
メントの側面も担ってくれている」と話
す。現在は、5名の配薬テクニシャンが
一般病棟（6病棟）すべての配薬業務を
担っている。

定期注射薬の取り揃え業務から
調剤テクニシャンの導入を開始
　配薬テクニシャンの本格稼働と時を同
じくして、薬剤師の役割がこれまで以上
に重視されるようになった。例えば、病
院機能評価の機能種別評価項目では、
薬剤師業務の項目が増えた。また、厚生
労働省から2010年4月30日付けで『医
療スタッフの協働・連携によるチーム医療

の推進について』（医政発0430第1号）
が通知され、薬剤師がやるべき業務が
明確に示された。さらに2012年度の診
療報酬改定では、病棟薬剤業務実施加
算が新設され、「人員不足を理由に、それら
に取り組めないとは言えない状況になっ
た」と翁長先生は述べ、2012年10月より
病棟薬剤業務実施加算の算定を開始する
など薬剤師業務の拡大をはかった。
　しかし、一般病棟のほか、ICU、HCU
及び救命救急センターを含む9病棟全
てにおいて、薬剤管理指導料を算定す
るための業務時間を除き、週20時間以
上の病棟薬剤業務を実施することは
「薬剤師の超過勤務抜きには不可能な
状況だった」と浜元先生は当時を振り
返る。そこで翁長先生や浜元先生らは
配薬テクニシャンの成功体験をもとに、
病棟における薬剤補充業務などを行う
薬剤助手とは別に、薬剤師業務を補助

する調剤テクニシャンの導入に踏み切
ることにした。
　その際、まず薬剤師自身の「無資格
者に薬剤取り揃えを任せてもミスが起
こらないか」「調剤テクニシャン関与に
よる調剤ミスが起きた時に誰が責任を
とるのか」などといった抵抗感や不安を
払拭することから始めたと翁長先生は
説明する。その上で、業務補助が可能な
事案を検討し、手作業で時間がとられて
いた“定期注射薬の取り揃え業務”に調
剤テクニシャンを導入することを病院側
に申請。詳細な基準や手順、教育プロ
グラムなどの整備を経て、2013年10月
より、法人内の事務職員1名が平日午
後のみ調剤テクニシャンとして勤務する
ことになった。

調剤テクニシャンを増員
委譲する対物業務を拡大
　調剤テクニシャンの導入成果について
翁長先生は、「基準や手順を構築し、薬
剤師の管理下で実施することにより、
薬剤師の対物業務を調剤テクニシャン
に委譲できることを実感した」と話す。
そして2015年8月には、“内服薬の取り
揃え業務”を視野に2名の調剤テクニ
シャンが新規採用となった。主任の川上
博瀬先生は、「分からないことは薬剤師
にいつでも聞ける体制を確保し、最初
は、内服薬の配置表を見ながら、期限
を翌々日までとするなど十分な時間配

分を心掛け、決まった処方が多い定期
処方の内服薬の取り揃え業務から始め
た」と説明する。
　注射薬の取り揃え業務同様、内服薬
の取り揃え業務も、調剤テクニシャンに
委譲したことによる問題は生じなかった。
主任の宮里弥篤先生は、「取り揃え業
務、薬剤部内の清掃、整理整頓に加え、
委員会やカンファレンスなどに使用する
資料の準備や、無菌製剤処理料につい
て薬剤部と医事課のデータに齟齬がな
いかの確認、抗がん剤の新規レジメン数
などのデータ集計などの業務も任せて
いった」と話す。2016年3月からは、持
参薬識別業務における入力補助業務も
調剤テクニシャンが担うようになった。
　さらに翁長先生らは、これまで薬剤
師が実施していた医薬品の発注業務な
どの薬品管理業務を調剤テクニシャン
に委譲し、薬剤師の更なる対人業務へ
注力を条件に病院側に調剤テクニシャ
ンの増員を交渉。2017年1月、2月に1名
ずつ、計2名の増員が行われた。現在、
調剤テクニシャンは5名となり、病棟か
らの薬剤搬送の対応なども担うなど、
対物業務の効率化に寄与している。「調
剤テクニシャン5名が各々アイディアを
出し合い、例えば薬品管理に漏れが起
こらないようにカレンダーで管理するな
どの業務改善を、自主的かつ積極的に
行ってくれている」と宮里先生は付け加
えた。

病棟やチームでの対人業務を展開
やりがいアップで薬剤師の人材確保も
　このように調剤テクニシャンに委譲す
る対物業務の範囲を拡大し（資料1）、
薬剤師の病棟や多職種チームでの対人
業務の展開へと繋ぐことで、薬剤管理
指導料の算定件数は約800件/月から
約900～1,000件/月と増加した（資料
2）。また、院内組織横断的に活動してい
る褥瘡チーム、NST、ICT、緩和チーム、
IBDチーム、高齢者ケアチームなど薬剤
師が参画できる時間が増えた。さらに
化学療法の初回指導のための薬剤師
外来の依頼に対しても迅速な対応が可
能となり、インスリン自己注射新規導入
時の手技などを指導する薬剤師外来も
開始し、医師・看護師の業務負担軽減
に努めている。
　このような中、2019年4月2日に厚生
労働省から「調剤業務のあり方につい
て」（薬生総発0402第1号）が通知され、
翁長先生は「私たちが取り組んできた調
剤テクニシャンへの対物業務の委譲が
認められたような気持ちになった」と話
し、薬剤師が対人業務を充実させ、対物
業務の効率化を図る環境を整える上で、
調剤テクニシャンの活用がそれらのプロ
セスのサポートとなりうることを確信され
ていた。今後は、調剤テクニシャンの入れ
替わりにも対応できるように、調剤テク
ニシャン業務に関して詳細なマニュアル
及び手順書を完成させる予定だという。
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取り揃え業務
業　務　内　容業　　務

〇内服（錠剤、カプセル等）の取り揃えができる    　
〇注射薬の取り揃えができる　　　　　　　　    　　　　
〇病棟常備薬の補充ができる

〇薬剤搬送に関する電話対応ができる　　　　    
〇定期便で薬剤搬送ができる　　　　　　　　　　　　　　　　
　 （搬送前に払出し病棟の確認も行っている）　     　　
〇往来看護師の対応ができる

〇プリンター用紙・薬袋・注射シールなどの補充ができる

〇持参薬識別業務の初期対応ができる　　　　　
　＊持ち込み量カウント・医薬品名・用法用量・識別コードまで

薬剤搬送・
電話・対応

機器類

持参薬

〇医薬品、試薬類の発注ができる
〇医薬品の棚卸作業ができる
〇使用期限の管理、点検
〇在庫が少なくなった薬剤の対応方法を知っている
〇購入医薬品の検品ができる（品名・規格・包装単位・
　会社名・個数を発注表、納品伝票と照合ができる）
〇毒物･劇物の区分管理ができ、台帳記載が必要な薬剤の
　払出しや返品の際の記帳が漏れなくできる
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時の手技などを指導する薬剤師外来も
開始し、医師・看護師の業務負担軽減
に努めている。
　このような中、2019年4月2日に厚生
労働省から「調剤業務のあり方につい
て」（薬生総発0402第1号）が通知され、
翁長先生は「私たちが取り組んできた調
剤テクニシャンへの対物業務の委譲が
認められたような気持ちになった」と話
し、薬剤師が対人業務を充実させ、対物
業務の効率化を図る環境を整える上で、
調剤テクニシャンの活用がそれらのプロ
セスのサポートとなりうることを確信され
ていた。今後は、調剤テクニシャンの入れ
替わりにも対応できるように、調剤テク
ニシャン業務に関して詳細なマニュアル
及び手順書を完成させる予定だという。

翁長 真一郎 先生

薬剤部
部長
お     なが     しん   いち   ろう

浜元 善仁 先生

薬剤部
科長
はま  もと      よし    と
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宮里 弥篤 先生

薬剤部
主任
みや   ざと      やす   たか

川上 博瀬 先生

薬剤部
主任
かわ   かみ      ひろ    せ

調剤テクニシャンが担っている主な業務資料1 薬剤管理指導料の算定件数推移資料2

浦添総合病院薬剤部提供資料浦添総合病院薬剤部提供資料

取り揃え業務
業　務　内　容業　　務

〇内服（錠剤、カプセル等）の取り揃えができる    　
〇注射薬の取り揃えができる　　　　　　　　    　　　　
〇病棟常備薬の補充ができる

〇薬剤搬送に関する電話対応ができる　　　　    
〇定期便で薬剤搬送ができる　　　　　　　　　　　　　　　　
　 （搬送前に払出し病棟の確認も行っている）　     　　
〇往来看護師の対応ができる

〇プリンター用紙・薬袋・注射シールなどの補充ができる

〇持参薬識別業務の初期対応ができる　　　　　
　＊持ち込み量カウント・医薬品名・用法用量・識別コードまで

薬剤搬送・
電話・対応

機器類

持参薬

〇医薬品、試薬類の発注ができる
〇医薬品の棚卸作業ができる
〇使用期限の管理、点検
〇在庫が少なくなった薬剤の対応方法を知っている
〇購入医薬品の検品ができる（品名・規格・包装単位・
　会社名・個数を発注表、納品伝票と照合ができる）
〇毒物･劇物の区分管理ができ、台帳記載が必要な薬剤の
　払出しや返品の際の記帳が漏れなくできる

薬品管理

2013年10月
0.5名新規採用

※人数：管理者・休職者を含む

2013年度

（件数）
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2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2019年度

（4月～6月平均）
2018年度

2015年8月
2名追加増員
（合計2.5名）

2017年1月1名、2月1名
計2名追加増員
（合計4.5名）

2018年9月
0.5名追加（合計5名）

薬剤師（人数） 調剤テクニシャン（人数）薬剤管理指導料（月平均）
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