
1.はじめに
～環境の変化に柔軟に対応できる薬剤師の育成に向けて～

橋田　超高齢社会の到来により、われわれ薬剤師を取り巻く
医療環境は今、大きく変化しています。特に病院の環境は、地
域医療構想の中で高度急性期、一般急性期、回復期、長期療
養の4つの医療機能からいずれかを選択しなければならない
状況に置かれ、病院で活動する薬剤師は、地域における自分
たちの役割をしっかり認識したうえで行動することが求められ
ています。同時に薬剤部長やミドルマネジャーは、このような
役割を担える薬剤師をいかに育成するかが重要な課題となっ
てきました。
　そこで、本日の座談会では３つの論点で討議を進めます。
一点目は「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の存在価値
を高める」といった視点から人材育成について討論します。病
院完結型医療から地域完結型医療に転換する中、チーム医療
に必要なスキルを高めるには、どのような育成体制や育成方法
が有用なのかを実例も交えて話し合いたいと思います。
　二点目は「薬剤師の専門性を高める」ことに焦点を当てま
す。日常業務を学術活動に発展させたり、専門薬剤師を増や
したりする土壌づくりにおいて、それぞれの実践を通して有用
であると感じた育成制度や育成方法についてご教示いただい
たうえで議論につなげたいと存じます。
　そして三点目は「次代を担う人材の育成と組織づくり」につ
いて討論します。次代を担う人材育成において先輩が後輩の
成長を支える組織風土を作り上げることが欠かせません。こ
の実現に向けて何が必要とされるのか、多角的な視点から論
じ合ってみたいと考えています。

2.各施設における人材育成の現状　　　
橋田　討論の前に、各施設の人材育成の取り組みについてご
紹介いただきます。

■神戸市立医療センター中央市民病院に
　おける人材育成

池末　神戸市立医療センター中央市民病院は一般病床768床
を有し、高度急性期・一般急性期の役割を担う基幹病院とし
て位置づけられています。薬剤部では「臨床現場の最前線で
活躍する薬剤師を育成し、医薬品の適正使用を推進する」こと
を目標に掲げ、さまざまなスキルを修得させることを重視して
います。薬剤師は60名が在籍しています。
　当院の教育体制の特徴の一つは、薬剤師レジデントプログ
ラムで、2019年度は12名が在籍しています。これは「実務経験
に根ざした講義と臨床実務実習を通して、高度医療に対応し
た臨床薬剤師業務ならびにチーム医療を実践できる薬剤師を
養成する」ことを目的とした2年間のコースです。1年目は臨床
薬剤業務に必要な知識、技能を修得する医療薬学一般コース
となっており、さまざまな分野をラウンドします。2年目になると
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　2015年3月、国が「都道府県における地域医療構想（ビジョン）策定のためのガイドライン」を策定したことにより病
院の機能分化はさらに進み、同時に病院完結型から地域完結型の病院機能体制へと大きくシフトしようとしている。こ
れに伴い、病院薬剤師は地域における自分たちの役割をより一層認識したうえで行動することが求められており、急激
な医療環境の変化に対応できる薬剤師の育成にどう取り組むかということが重要な課題となっている。
　こうした背景を踏まえ、本座談会では人材育成において先駆的な取り組みを行う3施設の実践を紹介するとともに、
「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の存在価値を高めるための人材育成」「薬剤師の専門性を高めるための人材
育成」「次代を担う人材の育成と組織作り」の3つの論点から討議していただき、この変革の時代に活躍できる薬剤師の
育成について展望する。

環境変化を踏まえた人材育成
～変化に柔軟に対応できる薬剤師の育成に、
　組織としてどう取り組むべきか～

座談会（2019年10月5日 名古屋マリオットアソシアホテルにて開催）

医療薬学専門コースに進み、臨床薬剤業務を経験する中で、
本人がさらに深く学ぶことを希望する分野に特化したカリキュ
ラムを組んでいきます（資料1）。
　薬剤師レジデントプログラムを修了した薬剤師の半数は、
当院を含む神戸市民病院機構に就職し、現場のリーダーとし
て若手を指導しながら新しい仕事にチャレンジしてくれていま
す。一方、残りの半数も大学病院、市中病院、専門病院、保険
薬局のほか、大学、行政機関といった医療機関以外の場所に
も活躍の場が広がっており、当院の薬剤師レジデントプログラ
ムは、チーム医療の視点をしっかりと持った人材を地域に輩
出することにも貢献しています。

■大垣市民病院における人材教育

吉村　大垣市民病院は、岐阜県西濃医療圏の基幹病院とし
て高度急性期・一般急性期を中心に医療活動を行っていま
す。届出病床数は903床ですが、稼働病床数は752床です。
当院の特徴の一つは、院外処方箋発行率が4％と低く、1日平
均1100枚ほどの外来処方箋を院内で調剤していることです。
つまり、調剤や外来の業務を行いながら病棟にも出向いてい
る状況です。薬剤師59名という限られた人数で、さまざまな
業務に対応するために、薬剤部では「チーム制」「見える化」
「意識改革」の3つのキーワードを掲げ、組織マネジメントと人
材育成に取り組んできました。
　病棟業務はチーム制にしており、全18病棟をAからEまでの
5つのチームに分け、それぞれにチームリーダーとサブリーダー
を置き、１つの病棟を2～3人体制でサポートしています。その
際、チームリーダーには、若手薬剤師の教育係として主に活動
してもらっています。同様に研究活動もチーム制にしており、
感染制御、オンコロジー、中毒、NST、漢方、緩和ケアなど専門
分野ごとに12チームに分けています。すべての薬剤師が自分
の興味のある分野を選び、どこかのチームに所属して研究を
行う体制です。このように複数のリーダーが存在する環境に

することでミドルマネジャー層の厚みが増し、それが強い組織
を作ることにつながっていると感じます。
　一方、病棟業務では業務内容の「見える化」にも力を入れて
います。病棟日誌の記載に加え、各業務について具体的な数
値で、毎日報告する仕組みとしました（資料2）。これによって、
チームリーダーは各薬剤師の業務内容をひと目で確認し、業務
量についても容易に把握することができるため、若手薬剤師の
能力を適正に評価しながら指導することが可能になりました。
また、「見える化」には薬剤部全体で情報を共有できるメリット
もあり、職場の活性化にも役立っています。「意識改革」に対す
る取り組みは、後ほどの討論で説明したいと思います。

■金沢大学附属病院における人材育成

崔　金沢大学附属病院は、838床の病床数を有し、金沢市の
基幹病院としての役割に止まらず、石川県、さらには北陸地方
の医療に広く関わり、貢献してきました。150年余りの歴史を
持つ薬剤部としても、より一層の地域貢献を果たしていく必
要があります。医療資源の再分配が完了した2025年には、高
度急性期・一般急性期を担うプロ集団として、また新たな医
療提供体制を先導する人材の宝庫となるよう、新・人材育成
システム「KUPS（Kanazawa University Pharmacist 
Standard）」の開発に取り組んできました。
　KUPSで育成する薬剤師のレベルは、一般的にいえば後期
研修を修了したレベルに相当しますが、KUPSは「薬剤師の幅
広い活動領域において高いレベルでバランスが取れて優れて
いる薬剤師」と規定し、当院の薬剤師のスタンダードにするこ
とを目指しています。KUPSのレベルを目指す薬剤師は、薬剤
師レジデントに近い立場といえますが、当院では任期付き正規
職員として採用し、現在、薬剤師定員約60名のうち17名が
KUPS薬剤師としての採用です。
　KUPSの任期は5年間とし、初期研修にあたる期間（１～2
年目）は中央部門を中心に基本的な技術を修得します。ま
た、1年目の後半から病棟にも出向き、病棟に配置された薬剤
師のサポーターとして活動を始めます。さらに半年ごとに内

科系・外科系病棟、外来化学療法室、治験センターをローテー
ションさせ、最初の2年間で基本的な業務を適切に行えるレ
ベルになることを目指します。そして、後期研修にあたる期間
（3～5年目）は主担当として病棟や外来化学療法室の活動に
従事します（資料3）。
　地域完結型医療に転換する中、これからは俯瞰的な視点で
地域全体をみられる人材を育成することも重要であるため、後
期には中小病院や保険薬局での研修や見学も積極的に組み
込んでいきたいと計画しているところです。

3.ディスカッション

　　
　
橋田　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。地域完結型医療では多職種による
チーム医療が必須であり、チーム医療における薬剤師の役割
とスキルを追求することは極めて重要な課題です。論点1で
は、この課題に対するそれぞれの取り組みやご意見を伺って
いきます。

吉村　これからは急性期医療においても在宅医療を見据え
た活動を行っていかなければならないとの思いを強くしていま
す。実践にあたっては地域の保険薬局との緊密な連携が欠か
せず、最初のステップとして“顔の見える関係”づくりが重要だ
と考えています。地域における保険薬局の役割を知ることで、
病院薬剤師の立ち位置や役割もしっかり見えてくるからです。
岐阜県薬剤師会では、当院がカバーする西濃医療圏において
「退院時共同指導事業」をスタートさせたばかりですが、実践
の場を通して“顔の見える関係”を深め、地域の保険薬局との
役割分担を推し進めていきたいと思っています。

池末　兵庫県薬剤師会でも厚生労働省の「患者のための薬局
ビジョン」事業の一環として「薬・薬連携推進事業」に取り組ん
でいます。当院においても、その枠組みの中で地域の保険薬
局と「入退院支援連携」「退院時共同カンファレンスへの参加

促進」「薬・薬連携における人材交流」の3つの連携活動を行っ
ています。病院と保険薬局が相互に薬剤師を受け入れている
ことが大きな特徴の一つで、薬局薬剤師が病院で病棟業務を
見学・体験したり、無菌調製の知識や技術、持続静注・持続
皮下注のトラブルに対する知識や対策を習得する機会を設け
たりしています。一方、病院薬剤師は保険薬局で一般用医薬
品の販売や在宅訪問の同行なども体験します。また、薬局薬
剤師が参加した退院時共同カンファレンスの事例を薬剤部の
定例会で共有し、地域の保険薬局と連携するうえで病棟薬剤
師はどのように動くべきかといったことを話し合い、自分たち
の学びにも生かしています。

橋田　吉村先生の取り組みとも共通しますが、地域医療を見
据えた新たな事業を展開するための人材を育成するうえで大
切なのは、まず「お互いを知る」ということですね。一方、この
ような活発な人材交流が兵庫県で可能になった背景には、
2015年に兵庫県病院薬剤師会の会員は全員、兵庫県薬剤師
会に入会する仕組みに変えたということがあります。これによ
り兵庫県薬剤師会の会員は8000名を超える規模となり、吉村
先生が先ほど重要性を指摘されていた“顔の見える関係”づく
りにも貢献し、薬・薬連携の原動力となっています。

吉村　岐阜県も病院薬剤師は岐阜県薬剤師会の会員になっ
ていますが、県薬と県病薬が一体化して活動することはなか
なか難しいと感じています。

崔　石川県でも県薬と病薬の協力関係を深めている最中です
が、一体的な組織づくりまでは検討できておらず、兵庫県の動
きは素晴らしいと思います。当院においても地域の保険薬局
や介護施設との連携を重視しており、2017年から産官学によ
る地域連携の新しい取り組み「アポテカプロジェクト」を開始
しました（資料4）。文部科学省の「地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業」の一環として進めているもので、金沢大学、
白山市、コメヤ薬局の3者が共同で、高齢化が進んだ中山間地
域（白山市）に地域連携の拠点となるモデル薬局を開設し、薬
剤師を目指す学生のインターンシップを開始しました。学生は
薬局薬剤師や保健師とともに高齢者の健康支援を行いなが
ら、地域医療に対する理解を深め、フレイル対策をはじめ介護
予防に関する取り組みを学びます。このトレーニングを受けた
学生の中から将来、地域医療を支える新たな仕組みを開発で
きる人材や、自ら地域を支える人材が育ってくれることを望ん
でいます。

橋田　医師の人材育成において医局制度が果たしている役割
は極めて重要です。これからは薬剤師にもそういった視点が
必要ではないでしょうか。KUPSを含め、金沢大学が育てた
薬剤師を地域に輩出する取り組みは、薬剤師の新しい人材マ
ネジメントの仕組みを提唱することにもつながると感じます。
私たちの病院で研修を積んだレジデントがKUPSのような研
修システムの枠組みの中で任期が定められている任期付正規
職員として大学病院に多数採用されていますが、専門教育を

受けた薬剤師が地域の市中病院や保険薬局に戻ってくる循
環が出来上がると非常に有難いと思っています。

崔　KUPSの任期付正規職員枠を設け人材育成に取り組ん
できた背景には、当院での任期の定めのない正規職員の採用
枠が大変狭き門である事情もあります。しかし、地域完結型
医療に転換する中、これからの薬剤師教育のあり方は、まさに
橋田先生がおっしゃるような循環型の仕組みであるべきで
しょう。大学病院にとっても環境が異なる医療施設から薬剤
師を受け入れることは地域連携を強化していくうえでの原動
力になってくれるように思います。

橋田　先生方の施設には専門資格を持つ薬剤師が多く在籍
されています。育成の秘訣について教えていただけますか。

吉村　私は早い段階から研究マインドを意識づけること、自ら
のキャリアに専門資格取得を目標として設定することが大事だ
と考えています。当院では、新人薬剤師は入職したら日本医
療薬学会に入会し、2年目には学会発表を行うことをルールに
しており、スタッフ全員に学会活動は当然といった意識が根づ
いてきています。このような風土づくりとともに力を入れてき
たのが意識改革です。「成果創出のための行動変容」と呼ば
れる5段階ステップの人材育成プログラムも参考にし資格取得
や論文執筆に取り組んだところ、日本医療薬学会認定薬剤師
数などの資格取得者や論文投稿数はかなり増加しました。

橋田　その成果は素晴らしいですね。ポイントを教えてください。

吉村　最初にスタッフ全員に「なぜ認定資格が必要なのか」
「なぜ論文を書かなくてはいけないのか」といった、認定資格
や論文執筆に対する共通認識を持ってもらいます。そして、そ
れぞれのチームリーダーの役割の洗い出しと合意形成を行
い、動機づけで各自のモチベーションを上げていきます。さら
に資格取得のための勉強や論文作成の指導やサポートをしっ
かり行い、なおかつ論文の場合はそれほど高いレベルを求め

ず、論文を書き上げることに主眼を置いて成功体験を味わっ
てもらいます。同時にチーム制による指導体制や教育係の任
命といった仕組みづくりにも力を入れました（資料5）。

崔　専門薬剤師の数を増やすためにも目標を設定することは
重要だと思います。当院では国立大学法人第2期中期計画に
おいて各部署で数値目標を出すことになり、薬剤部では専門
資格の取得数を目標に掲げました。そして、最初の5年間で約
50件の専門資格の新規取得や更新の実績を上げました。こう
した動きがいったん起こると、資格取得を意識した日常業務
がスタンダードとなりました。資格を取得した薬剤師が取得を
目指す別の薬剤師に直接指導やアドバイスをするようになり、
各資格の条件となる実務年数を満たした薬剤師は全員試験
を受けるという流れが自然に出来上がっていきました。

池末　資格取得に向けてサポートする環境があることは大切
だと思います。当院では、専門薬剤師が中心になり、症例サマ
リーの書き方を指導する勉強会があります。

橋田　専門資格を取得するためのトレーニングというより、薬
剤師の専門性を発揮するにはどのような知識とスキルが必要
かという観点から教育体系を整え、全員に教えていく。それ
が、遠回りのように見えて、実は専門薬剤師や指導薬剤師を
増やすうえで最良の道筋のような気がします。

池末　そうですね。当院では、「サイエンスを武器にチーム医
療で貢献できる薬剤師」の育成を目指し、セミナーを中心に知
識向上にも力を入れています。薬物療法の基礎知識を学ぶ
ショートセミナーから、経験事例をもとにした症例検討会、論
文抄読、研究の手始めを教示する臨床研究プラクティス講座
まで、さまざまな形態で教育を行っています。また、どの薬剤
師も自分が介入した患者さんの記録をつけており、指導薬剤
師がその内容を毎日確認し、気になる点があればアドバイスし
たり、介入結果などをフィードバックさせたりしています。この
ような日常の積み重ねが専門資格の取得につながっているの

かもしれません。

橋田　アカデミックな活動を人材育成に活かしていくことも重
要です。これからの病院薬剤師は研究を行うことがより重要
になるでしょうし、研究したことを学会発表だけで終わらさず
に論文化、さらにそれを積み上げて博士号の取得につなげる
といった流れにもなるでしょう。臨床医がそうであるように、ま
もなく薬剤師もこんな環境に置かれるように思います。

吉村　ご意見に同感です。そもそも日常業務から出てきたク
リニカルクエスチョンを臨床研究に落とし込んでいくことは、
薬剤師のライフワークの一つとして取り組むべきことだと思い
ます。そして、次代の薬剤師には臨床、教育、研究の3本柱に
加え、医療安全、病院経営に対する知識と対応も求められてく
ると感じています。

橋田　最後の論点として「次代の薬剤師」の育成について議
論していきましょう。先輩が後輩の成長を支える組織風土を
作り上げていくことが欠かせないと思いますが、どのような工
夫をされていますか。

池末　当院は、すぐ上にいる先輩が直接的な指導役を担う屋
根瓦方式による教育法を採用し、薬剤師育成と薬学生実習指
導を行っています。屋根瓦方式には、「教える」という経験が
若手薬剤師やレジデントの成長を促す利点があります（資料
6）。また、日常業務の管理とは別にレジデント1年目や新人薬
剤師を対象とした「メンター・メンティー制度」（メンターと呼ば
れる先輩がメンティーと呼ばれる若手をサポートする制度）を
取り入れています。ここでも屋根瓦方式のもと、先輩薬剤師
が各自の自主性を尊重しながら、セミナーや業務などの相談に
乗っています。こうした体制を十分に機能させるためには、各
グループの進捗を把握し、リーダーとなる先輩薬剤師を支えて
いくことが重要です。それは私のようなミドルマネジャーの役
割だと思うのですが、日常業務と統一感を持たせながらどの

ようにサポートしていくのか苦慮する面もあります。先生方の
施設ではどのように管理されていますか。

吉村　業務上の管理と学術面のサポートは別物だと考えてい
ます。当院の場合、日常業務は管理職である4人の科長が全
体を把握し、定期的にミーティングを行っています。一方、教育
の場を兼ねる病棟業務はチーム制にして、リーダー、サブリー
ダーを中心に学術面でのサポートをします。例えば指導件数
が少ない薬剤師には、チームリーダーが指導も兼ねて個別にア
プローチします。次代を担う人材を育成するうえでミドルマネ
ジャーの存在はとても重要で、その力量をいかにレベルアップ
していくかも課題の一つでしょう。

崔　私も吉村先生と同じ認識のもと、業務管理体制とは別に
「ビジョンリーダーチーム（Vチーム）」を発足させました。学位
取得者や大学院博士課程に在籍する薬剤師を中心に十数名
で構成されたVチームは、教育・研究分野でのプランニングを
行い、実行していく組織です。誰も経験したことのない新しい
医療体制に変わる中、次代のリーダーとなるVチームのメンバー
には医療全体を俯瞰できるような経験を積ませることも必要
だと考えています。院内においては、病院全体を見渡せ、他部
門との折衝も多い医療安全業務を担当させるのもよいでしょ
う。また、地域全体の情報を知っておくことも大切なので、薬
剤部の部長・副部長会議で報告される地域の動きについても
Vチームと情報共有しながら、次代にも目を向けられる環境づ
くりに努めています。

橋田　先生方の施設に共通するのは次代の育成において若
手をうまく巻き込んでいる点ですね。組織を活性化させるうえ
でも重要なことだと思いますが、こうした体制を構築する際、世
代や価値観の違いがネックになることはありませんか。

吉村　不満を取り除くために平等を基本とし、日常業務は負
担を分散できるよう全員が協力して行っています。一方、学術
活動に対する意識改革は進んでいるものの、人それぞれ価値
観が異なるため、現状ではプラスαの活動として捉えていま
す。したがって学術活動に取り組まないからといってマイナス
評価には絶対にしません。ただ、取り組んだ者は年２回の勤務
評定で評価し、基本給や賞与に反映させる仕組みを設けてい
ます。また、リーダーの任命も年功序列ではなく、若い薬剤師
にもチャンスを与え、その意欲を認めたいので、技能や経験に
加えて「やる気」を重視して決めています。

崔　私も以前は平等性を重視していましたが、KUPSを導入
し、個々のキャリアパスに基づいた育成を行うにあたり、同じ方
法で育てることは困難だと考えるようになりました。今はワーク
ライフバランスが変化する中でもキャリアを積み重ねていけるよ
うお互いの状況を認め合い、助け合える体制を、時間をかけて
作り上げているところです。日常業務や学術活動など実際に
行ったこととポジションや報酬などの評価のバランスが適正で
あれば、このスタイルは受け入れられると考えています。

池末　先生方がおっしゃるように、人材育成は画一的なもの
ではなく、キャリアを積むタイミングは一人ひとり違うと思うの
です。医療環境が大きく変化する中、これからは他の職種と
の交流が増え、タスクシフトが進むことで新しい仕事に出会う
機会が増えてゆくでしょう。スタッフがこうした機会を逃さず
に挑戦できるよう、個人の特性や挑戦できるタイミングを見計
らいながらサポートしていきたいと考えています。同時に実践
したことを臨床研究的な側面から評価し、論文化するまでの
プロセスも整備していきたいと思います。

橋田　議論は尽きませんが、最後に未来の薬剤師を育てるう
えで重要だと思われるキーワードを教えてください。

池末　薬剤師自身も変わっていかなければ、この先の医療環
境の大きな変化には対応しきれないのではないかと思いま
す。それは、私自身にもいえることで、橋田先生がおっしゃっ
たように専門性の向上に近道はなく、日常の積み重ねが大切
であることを肝に銘じて、柔軟に変わっていきたいですね。

崔　私は、未来において新しい価値観を創造できるような人
材を育成したいと考えています。そして、後進には「薬剤師」と
いう専門性を持った医療人として自分のキャリアをデザインし
ていくことを重視してほしいと思います。

吉村　私が新人薬剤師に必ず言うのは「当たり前の価値と付
加価値がある」ということです。当たり前の価値とは、薬剤師
として修得しなければならない知識やスキルを身につけるこ
と。そして一人前になったとき、次に求められるのが付加価値
です。それは個々の薬剤師が決めればよいことで、付加価値
を追求することがキャリアを積み重ねていくことに通じるのだ
と思います。

橋田　変わることのできる薬剤師、自身のキャリアをデザイン
できる薬剤師、そして付加価値のある薬剤師――。どれも変
革の時代を乗り切るために重要なキーワードだと感じます。
今、薬剤師には処方箋の内容を確認して調剤するだけでな
く、患者さんの体内に入った薬剤に対しても責任を持つこと
が求められています。我々が本来、薬剤師の本分だと心得て
いた調剤作業そのものが変化しつつある中、薬剤師は薬学的
専門性を発揮する存在として自立することが必要です。そし
て、そのような薬剤師を育てることが未来に対する我々の責
務ではないでしょうか。
　本日は薬剤師の人材育成について現場での問題点、それに
対する具体的な解決策、さらには将来を見据えた提言まで多
方面にわたって忌憚のないご意見をいただきました。この座
談会が社会で真に役立つ薬剤師の育成につながってほしい
と願うばかりです。本日はどうもありがとうございました。

金沢大学附属病院
教授
病院長補佐・薬剤部長
さい               よし    みち

崔 　吉道 先生

神戸市立医療センター中央市民病院
薬剤部 副部長代行
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司会
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橋田 　亨 先生

大垣市民病院
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1.はじめに
～環境の変化に柔軟に対応できる薬剤師の育成に向けて～

橋田　超高齢社会の到来により、われわれ薬剤師を取り巻く
医療環境は今、大きく変化しています。特に病院の環境は、地
域医療構想の中で高度急性期、一般急性期、回復期、長期療
養の4つの医療機能からいずれかを選択しなければならない
状況に置かれ、病院で活動する薬剤師は、地域における自分
たちの役割をしっかり認識したうえで行動することが求められ
ています。同時に薬剤部長やミドルマネジャーは、このような
役割を担える薬剤師をいかに育成するかが重要な課題となっ
てきました。
　そこで、本日の座談会では３つの論点で討議を進めます。
一点目は「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の存在価値
を高める」といった視点から人材育成について討論します。病
院完結型医療から地域完結型医療に転換する中、チーム医療
に必要なスキルを高めるには、どのような育成体制や育成方法
が有用なのかを実例も交えて話し合いたいと思います。
　二点目は「薬剤師の専門性を高める」ことに焦点を当てま
す。日常業務を学術活動に発展させたり、専門薬剤師を増や
したりする土壌づくりにおいて、それぞれの実践を通して有用
であると感じた育成制度や育成方法についてご教示いただい
たうえで議論につなげたいと存じます。
　そして三点目は「次代を担う人材の育成と組織づくり」につ
いて討論します。次代を担う人材育成において先輩が後輩の
成長を支える組織風土を作り上げることが欠かせません。こ
の実現に向けて何が必要とされるのか、多角的な視点から論
じ合ってみたいと考えています。

2.各施設における人材育成の現状　　　
橋田　討論の前に、各施設の人材育成の取り組みについてご
紹介いただきます。

■神戸市立医療センター中央市民病院に
　おける人材育成

池末　神戸市立医療センター中央市民病院は一般病床768床
を有し、高度急性期・一般急性期の役割を担う基幹病院とし
て位置づけられています。薬剤部では「臨床現場の最前線で
活躍する薬剤師を育成し、医薬品の適正使用を推進する」こと
を目標に掲げ、さまざまなスキルを修得させることを重視して
います。薬剤師は60名が在籍しています。
　当院の教育体制の特徴の一つは、薬剤師レジデントプログ
ラムで、2019年度は12名が在籍しています。これは「実務経験
に根ざした講義と臨床実務実習を通して、高度医療に対応し
た臨床薬剤師業務ならびにチーム医療を実践できる薬剤師を
養成する」ことを目的とした2年間のコースです。1年目は臨床
薬剤業務に必要な知識、技能を修得する医療薬学一般コース
となっており、さまざまな分野をラウンドします。2年目になると
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医療薬学専門コースに進み、臨床薬剤業務を経験する中で、
本人がさらに深く学ぶことを希望する分野に特化したカリキュ
ラムを組んでいきます（資料1）。
　薬剤師レジデントプログラムを修了した薬剤師の半数は、
当院を含む神戸市民病院機構に就職し、現場のリーダーとし
て若手を指導しながら新しい仕事にチャレンジしてくれていま
す。一方、残りの半数も大学病院、市中病院、専門病院、保険
薬局のほか、大学、行政機関といった医療機関以外の場所に
も活躍の場が広がっており、当院の薬剤師レジデントプログラ
ムは、チーム医療の視点をしっかりと持った人材を地域に輩
出することにも貢献しています。

■大垣市民病院における人材教育

吉村　大垣市民病院は、岐阜県西濃医療圏の基幹病院とし
て高度急性期・一般急性期を中心に医療活動を行っていま
す。届出病床数は903床ですが、稼働病床数は752床です。
当院の特徴の一つは、院外処方箋発行率が4％と低く、1日平
均1100枚ほどの外来処方箋を院内で調剤していることです。
つまり、調剤や外来の業務を行いながら病棟にも出向いてい
る状況です。薬剤師59名という限られた人数で、さまざまな
業務に対応するために、薬剤部では「チーム制」「見える化」
「意識改革」の3つのキーワードを掲げ、組織マネジメントと人
材育成に取り組んできました。
　病棟業務はチーム制にしており、全18病棟をAからEまでの
5つのチームに分け、それぞれにチームリーダーとサブリーダー
を置き、１つの病棟を2～3人体制でサポートしています。その
際、チームリーダーには、若手薬剤師の教育係として主に活動
してもらっています。同様に研究活動もチーム制にしており、
感染制御、オンコロジー、中毒、NST、漢方、緩和ケアなど専門
分野ごとに12チームに分けています。すべての薬剤師が自分
の興味のある分野を選び、どこかのチームに所属して研究を
行う体制です。このように複数のリーダーが存在する環境に

することでミドルマネジャー層の厚みが増し、それが強い組織
を作ることにつながっていると感じます。
　一方、病棟業務では業務内容の「見える化」にも力を入れて
います。病棟日誌の記載に加え、各業務について具体的な数
値で、毎日報告する仕組みとしました（資料2）。これによって、
チームリーダーは各薬剤師の業務内容をひと目で確認し、業務
量についても容易に把握することができるため、若手薬剤師の
能力を適正に評価しながら指導することが可能になりました。
また、「見える化」には薬剤部全体で情報を共有できるメリット
もあり、職場の活性化にも役立っています。「意識改革」に対す
る取り組みは、後ほどの討論で説明したいと思います。

■金沢大学附属病院における人材育成

崔　金沢大学附属病院は、838床の病床数を有し、金沢市の
基幹病院としての役割に止まらず、石川県、さらには北陸地方
の医療に広く関わり、貢献してきました。150年余りの歴史を
持つ薬剤部としても、より一層の地域貢献を果たしていく必
要があります。医療資源の再分配が完了した2025年には、高
度急性期・一般急性期を担うプロ集団として、また新たな医
療提供体制を先導する人材の宝庫となるよう、新・人材育成
システム「KUPS（Kanazawa University Pharmacist 
Standard）」の開発に取り組んできました。
　KUPSで育成する薬剤師のレベルは、一般的にいえば後期
研修を修了したレベルに相当しますが、KUPSは「薬剤師の幅
広い活動領域において高いレベルでバランスが取れて優れて
いる薬剤師」と規定し、当院の薬剤師のスタンダードにするこ
とを目指しています。KUPSのレベルを目指す薬剤師は、薬剤
師レジデントに近い立場といえますが、当院では任期付き正規
職員として採用し、現在、薬剤師定員約60名のうち17名が
KUPS薬剤師としての採用です。
　KUPSの任期は5年間とし、初期研修にあたる期間（１～2
年目）は中央部門を中心に基本的な技術を修得します。ま
た、1年目の後半から病棟にも出向き、病棟に配置された薬剤
師のサポーターとして活動を始めます。さらに半年ごとに内

科系・外科系病棟、外来化学療法室、治験センターをローテー
ションさせ、最初の2年間で基本的な業務を適切に行えるレ
ベルになることを目指します。そして、後期研修にあたる期間
（3～5年目）は主担当として病棟や外来化学療法室の活動に
従事します（資料3）。
　地域完結型医療に転換する中、これからは俯瞰的な視点で
地域全体をみられる人材を育成することも重要であるため、後
期には中小病院や保険薬局での研修や見学も積極的に組み
込んでいきたいと計画しているところです。

3.ディスカッション

　　
　
橋田　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。地域完結型医療では多職種による
チーム医療が必須であり、チーム医療における薬剤師の役割
とスキルを追求することは極めて重要な課題です。論点1で
は、この課題に対するそれぞれの取り組みやご意見を伺って
いきます。

吉村　これからは急性期医療においても在宅医療を見据え
た活動を行っていかなければならないとの思いを強くしていま
す。実践にあたっては地域の保険薬局との緊密な連携が欠か
せず、最初のステップとして“顔の見える関係”づくりが重要だ
と考えています。地域における保険薬局の役割を知ることで、
病院薬剤師の立ち位置や役割もしっかり見えてくるからです。
岐阜県薬剤師会では、当院がカバーする西濃医療圏において
「退院時共同指導事業」をスタートさせたばかりですが、実践
の場を通して“顔の見える関係”を深め、地域の保険薬局との
役割分担を推し進めていきたいと思っています。

池末　兵庫県薬剤師会でも厚生労働省の「患者のための薬局
ビジョン」事業の一環として「薬・薬連携推進事業」に取り組ん
でいます。当院においても、その枠組みの中で地域の保険薬
局と「入退院支援連携」「退院時共同カンファレンスへの参加

促進」「薬・薬連携における人材交流」の3つの連携活動を行っ
ています。病院と保険薬局が相互に薬剤師を受け入れている
ことが大きな特徴の一つで、薬局薬剤師が病院で病棟業務を
見学・体験したり、無菌調製の知識や技術、持続静注・持続
皮下注のトラブルに対する知識や対策を習得する機会を設け
たりしています。一方、病院薬剤師は保険薬局で一般用医薬
品の販売や在宅訪問の同行なども体験します。また、薬局薬
剤師が参加した退院時共同カンファレンスの事例を薬剤部の
定例会で共有し、地域の保険薬局と連携するうえで病棟薬剤
師はどのように動くべきかといったことを話し合い、自分たち
の学びにも生かしています。

橋田　吉村先生の取り組みとも共通しますが、地域医療を見
据えた新たな事業を展開するための人材を育成するうえで大
切なのは、まず「お互いを知る」ということですね。一方、この
ような活発な人材交流が兵庫県で可能になった背景には、
2015年に兵庫県病院薬剤師会の会員は全員、兵庫県薬剤師
会に入会する仕組みに変えたということがあります。これによ
り兵庫県薬剤師会の会員は8000名を超える規模となり、吉村
先生が先ほど重要性を指摘されていた“顔の見える関係”づく
りにも貢献し、薬・薬連携の原動力となっています。

吉村　岐阜県も病院薬剤師は岐阜県薬剤師会の会員になっ
ていますが、県薬と県病薬が一体化して活動することはなか
なか難しいと感じています。

崔　石川県でも県薬と病薬の協力関係を深めている最中です
が、一体的な組織づくりまでは検討できておらず、兵庫県の動
きは素晴らしいと思います。当院においても地域の保険薬局
や介護施設との連携を重視しており、2017年から産官学によ
る地域連携の新しい取り組み「アポテカプロジェクト」を開始
しました（資料4）。文部科学省の「地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業」の一環として進めているもので、金沢大学、
白山市、コメヤ薬局の3者が共同で、高齢化が進んだ中山間地
域（白山市）に地域連携の拠点となるモデル薬局を開設し、薬
剤師を目指す学生のインターンシップを開始しました。学生は
薬局薬剤師や保健師とともに高齢者の健康支援を行いなが
ら、地域医療に対する理解を深め、フレイル対策をはじめ介護
予防に関する取り組みを学びます。このトレーニングを受けた
学生の中から将来、地域医療を支える新たな仕組みを開発で
きる人材や、自ら地域を支える人材が育ってくれることを望ん
でいます。

橋田　医師の人材育成において医局制度が果たしている役割
は極めて重要です。これからは薬剤師にもそういった視点が
必要ではないでしょうか。KUPSを含め、金沢大学が育てた
薬剤師を地域に輩出する取り組みは、薬剤師の新しい人材マ
ネジメントの仕組みを提唱することにもつながると感じます。
私たちの病院で研修を積んだレジデントがKUPSのような研
修システムの枠組みの中で任期が定められている任期付正規
職員として大学病院に多数採用されていますが、専門教育を

受けた薬剤師が地域の市中病院や保険薬局に戻ってくる循
環が出来上がると非常に有難いと思っています。

崔　KUPSの任期付正規職員枠を設け人材育成に取り組ん
できた背景には、当院での任期の定めのない正規職員の採用
枠が大変狭き門である事情もあります。しかし、地域完結型
医療に転換する中、これからの薬剤師教育のあり方は、まさに
橋田先生がおっしゃるような循環型の仕組みであるべきで
しょう。大学病院にとっても環境が異なる医療施設から薬剤
師を受け入れることは地域連携を強化していくうえでの原動
力になってくれるように思います。

橋田　先生方の施設には専門資格を持つ薬剤師が多く在籍
されています。育成の秘訣について教えていただけますか。

吉村　私は早い段階から研究マインドを意識づけること、自ら
のキャリアに専門資格取得を目標として設定することが大事だ
と考えています。当院では、新人薬剤師は入職したら日本医
療薬学会に入会し、2年目には学会発表を行うことをルールに
しており、スタッフ全員に学会活動は当然といった意識が根づ
いてきています。このような風土づくりとともに力を入れてき
たのが意識改革です。「成果創出のための行動変容」と呼ば
れる5段階ステップの人材育成プログラムも参考にし資格取得
や論文執筆に取り組んだところ、日本医療薬学会認定薬剤師
数などの資格取得者や論文投稿数はかなり増加しました。

橋田　その成果は素晴らしいですね。ポイントを教えてください。

吉村　最初にスタッフ全員に「なぜ認定資格が必要なのか」
「なぜ論文を書かなくてはいけないのか」といった、認定資格
や論文執筆に対する共通認識を持ってもらいます。そして、そ
れぞれのチームリーダーの役割の洗い出しと合意形成を行
い、動機づけで各自のモチベーションを上げていきます。さら
に資格取得のための勉強や論文作成の指導やサポートをしっ
かり行い、なおかつ論文の場合はそれほど高いレベルを求め

ず、論文を書き上げることに主眼を置いて成功体験を味わっ
てもらいます。同時にチーム制による指導体制や教育係の任
命といった仕組みづくりにも力を入れました（資料5）。

崔　専門薬剤師の数を増やすためにも目標を設定することは
重要だと思います。当院では国立大学法人第2期中期計画に
おいて各部署で数値目標を出すことになり、薬剤部では専門
資格の取得数を目標に掲げました。そして、最初の5年間で約
50件の専門資格の新規取得や更新の実績を上げました。こう
した動きがいったん起こると、資格取得を意識した日常業務
がスタンダードとなりました。資格を取得した薬剤師が取得を
目指す別の薬剤師に直接指導やアドバイスをするようになり、
各資格の条件となる実務年数を満たした薬剤師は全員試験
を受けるという流れが自然に出来上がっていきました。

池末　資格取得に向けてサポートする環境があることは大切
だと思います。当院では、専門薬剤師が中心になり、症例サマ
リーの書き方を指導する勉強会があります。

橋田　専門資格を取得するためのトレーニングというより、薬
剤師の専門性を発揮するにはどのような知識とスキルが必要
かという観点から教育体系を整え、全員に教えていく。それ
が、遠回りのように見えて、実は専門薬剤師や指導薬剤師を
増やすうえで最良の道筋のような気がします。

池末　そうですね。当院では、「サイエンスを武器にチーム医
療で貢献できる薬剤師」の育成を目指し、セミナーを中心に知
識向上にも力を入れています。薬物療法の基礎知識を学ぶ
ショートセミナーから、経験事例をもとにした症例検討会、論
文抄読、研究の手始めを教示する臨床研究プラクティス講座
まで、さまざまな形態で教育を行っています。また、どの薬剤
師も自分が介入した患者さんの記録をつけており、指導薬剤
師がその内容を毎日確認し、気になる点があればアドバイスし
たり、介入結果などをフィードバックさせたりしています。この
ような日常の積み重ねが専門資格の取得につながっているの

かもしれません。

橋田　アカデミックな活動を人材育成に活かしていくことも重
要です。これからの病院薬剤師は研究を行うことがより重要
になるでしょうし、研究したことを学会発表だけで終わらさず
に論文化、さらにそれを積み上げて博士号の取得につなげる
といった流れにもなるでしょう。臨床医がそうであるように、ま
もなく薬剤師もこんな環境に置かれるように思います。

吉村　ご意見に同感です。そもそも日常業務から出てきたク
リニカルクエスチョンを臨床研究に落とし込んでいくことは、
薬剤師のライフワークの一つとして取り組むべきことだと思い
ます。そして、次代の薬剤師には臨床、教育、研究の3本柱に
加え、医療安全、病院経営に対する知識と対応も求められてく
ると感じています。

橋田　最後の論点として「次代の薬剤師」の育成について議
論していきましょう。先輩が後輩の成長を支える組織風土を
作り上げていくことが欠かせないと思いますが、どのような工
夫をされていますか。

池末　当院は、すぐ上にいる先輩が直接的な指導役を担う屋
根瓦方式による教育法を採用し、薬剤師育成と薬学生実習指
導を行っています。屋根瓦方式には、「教える」という経験が
若手薬剤師やレジデントの成長を促す利点があります（資料
6）。また、日常業務の管理とは別にレジデント1年目や新人薬
剤師を対象とした「メンター・メンティー制度」（メンターと呼ば
れる先輩がメンティーと呼ばれる若手をサポートする制度）を
取り入れています。ここでも屋根瓦方式のもと、先輩薬剤師
が各自の自主性を尊重しながら、セミナーや業務などの相談に
乗っています。こうした体制を十分に機能させるためには、各
グループの進捗を把握し、リーダーとなる先輩薬剤師を支えて
いくことが重要です。それは私のようなミドルマネジャーの役
割だと思うのですが、日常業務と統一感を持たせながらどの

ようにサポートしていくのか苦慮する面もあります。先生方の
施設ではどのように管理されていますか。

吉村　業務上の管理と学術面のサポートは別物だと考えてい
ます。当院の場合、日常業務は管理職である4人の科長が全
体を把握し、定期的にミーティングを行っています。一方、教育
の場を兼ねる病棟業務はチーム制にして、リーダー、サブリー
ダーを中心に学術面でのサポートをします。例えば指導件数
が少ない薬剤師には、チームリーダーが指導も兼ねて個別にア
プローチします。次代を担う人材を育成するうえでミドルマネ
ジャーの存在はとても重要で、その力量をいかにレベルアップ
していくかも課題の一つでしょう。

崔　私も吉村先生と同じ認識のもと、業務管理体制とは別に
「ビジョンリーダーチーム（Vチーム）」を発足させました。学位
取得者や大学院博士課程に在籍する薬剤師を中心に十数名
で構成されたVチームは、教育・研究分野でのプランニングを
行い、実行していく組織です。誰も経験したことのない新しい
医療体制に変わる中、次代のリーダーとなるVチームのメンバー
には医療全体を俯瞰できるような経験を積ませることも必要
だと考えています。院内においては、病院全体を見渡せ、他部
門との折衝も多い医療安全業務を担当させるのもよいでしょ
う。また、地域全体の情報を知っておくことも大切なので、薬
剤部の部長・副部長会議で報告される地域の動きについても
Vチームと情報共有しながら、次代にも目を向けられる環境づ
くりに努めています。

橋田　先生方の施設に共通するのは次代の育成において若
手をうまく巻き込んでいる点ですね。組織を活性化させるうえ
でも重要なことだと思いますが、こうした体制を構築する際、世
代や価値観の違いがネックになることはありませんか。

吉村　不満を取り除くために平等を基本とし、日常業務は負
担を分散できるよう全員が協力して行っています。一方、学術
活動に対する意識改革は進んでいるものの、人それぞれ価値
観が異なるため、現状ではプラスαの活動として捉えていま
す。したがって学術活動に取り組まないからといってマイナス
評価には絶対にしません。ただ、取り組んだ者は年２回の勤務
評定で評価し、基本給や賞与に反映させる仕組みを設けてい
ます。また、リーダーの任命も年功序列ではなく、若い薬剤師
にもチャンスを与え、その意欲を認めたいので、技能や経験に
加えて「やる気」を重視して決めています。

崔　私も以前は平等性を重視していましたが、KUPSを導入
し、個々のキャリアパスに基づいた育成を行うにあたり、同じ方
法で育てることは困難だと考えるようになりました。今はワーク
ライフバランスが変化する中でもキャリアを積み重ねていけるよ
うお互いの状況を認め合い、助け合える体制を、時間をかけて
作り上げているところです。日常業務や学術活動など実際に
行ったこととポジションや報酬などの評価のバランスが適正で
あれば、このスタイルは受け入れられると考えています。

池末　先生方がおっしゃるように、人材育成は画一的なもの
ではなく、キャリアを積むタイミングは一人ひとり違うと思うの
です。医療環境が大きく変化する中、これからは他の職種と
の交流が増え、タスクシフトが進むことで新しい仕事に出会う
機会が増えてゆくでしょう。スタッフがこうした機会を逃さず
に挑戦できるよう、個人の特性や挑戦できるタイミングを見計
らいながらサポートしていきたいと考えています。同時に実践
したことを臨床研究的な側面から評価し、論文化するまでの
プロセスも整備していきたいと思います。

橋田　議論は尽きませんが、最後に未来の薬剤師を育てるう
えで重要だと思われるキーワードを教えてください。

池末　薬剤師自身も変わっていかなければ、この先の医療環
境の大きな変化には対応しきれないのではないかと思いま
す。それは、私自身にもいえることで、橋田先生がおっしゃっ
たように専門性の向上に近道はなく、日常の積み重ねが大切
であることを肝に銘じて、柔軟に変わっていきたいですね。

崔　私は、未来において新しい価値観を創造できるような人
材を育成したいと考えています。そして、後進には「薬剤師」と
いう専門性を持った医療人として自分のキャリアをデザインし
ていくことを重視してほしいと思います。

吉村　私が新人薬剤師に必ず言うのは「当たり前の価値と付
加価値がある」ということです。当たり前の価値とは、薬剤師
として修得しなければならない知識やスキルを身につけるこ
と。そして一人前になったとき、次に求められるのが付加価値
です。それは個々の薬剤師が決めればよいことで、付加価値
を追求することがキャリアを積み重ねていくことに通じるのだ
と思います。

橋田　変わることのできる薬剤師、自身のキャリアをデザイン
できる薬剤師、そして付加価値のある薬剤師――。どれも変
革の時代を乗り切るために重要なキーワードだと感じます。
今、薬剤師には処方箋の内容を確認して調剤するだけでな
く、患者さんの体内に入った薬剤に対しても責任を持つこと
が求められています。我々が本来、薬剤師の本分だと心得て
いた調剤作業そのものが変化しつつある中、薬剤師は薬学的
専門性を発揮する存在として自立することが必要です。そし
て、そのような薬剤師を育てることが未来に対する我々の責
務ではないでしょうか。
　本日は薬剤師の人材育成について現場での問題点、それに
対する具体的な解決策、さらには将来を見据えた提言まで多
方面にわたって忌憚のないご意見をいただきました。この座
談会が社会で真に役立つ薬剤師の育成につながってほしい
と願うばかりです。本日はどうもありがとうございました。

橋田先生、池末先生提供資料

神戸市立医療センター中央市民病院
薬剤師レジデントプログラム

資料1

実務経験に根ざした講義と臨床実務実習を通して、
高度医療に対応した臨床薬剤業務並びにチーム医療
を実践できる薬剤師を養成する。

1年目 臨床薬剤業務に必要な知識、技能を修得する
医療薬学一般コース

2年目 高度な臨床薬剤業務を経験する中で
チーム医療を実践できる実力を修得する

●レジデントセミナー
●臨床研究
●薬学部実務実習生の指導
●関連病院での研修

医療薬学専門コース
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1.はじめに
～環境の変化に柔軟に対応できる薬剤師の育成に向けて～

橋田　超高齢社会の到来により、われわれ薬剤師を取り巻く
医療環境は今、大きく変化しています。特に病院の環境は、地
域医療構想の中で高度急性期、一般急性期、回復期、長期療
養の4つの医療機能からいずれかを選択しなければならない
状況に置かれ、病院で活動する薬剤師は、地域における自分
たちの役割をしっかり認識したうえで行動することが求められ
ています。同時に薬剤部長やミドルマネジャーは、このような
役割を担える薬剤師をいかに育成するかが重要な課題となっ
てきました。
　そこで、本日の座談会では３つの論点で討議を進めます。
一点目は「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の存在価値
を高める」といった視点から人材育成について討論します。病
院完結型医療から地域完結型医療に転換する中、チーム医療
に必要なスキルを高めるには、どのような育成体制や育成方法
が有用なのかを実例も交えて話し合いたいと思います。
　二点目は「薬剤師の専門性を高める」ことに焦点を当てま
す。日常業務を学術活動に発展させたり、専門薬剤師を増や
したりする土壌づくりにおいて、それぞれの実践を通して有用
であると感じた育成制度や育成方法についてご教示いただい
たうえで議論につなげたいと存じます。
　そして三点目は「次代を担う人材の育成と組織づくり」につ
いて討論します。次代を担う人材育成において先輩が後輩の
成長を支える組織風土を作り上げることが欠かせません。こ
の実現に向けて何が必要とされるのか、多角的な視点から論
じ合ってみたいと考えています。

2.各施設における人材育成の現状　　　
橋田　討論の前に、各施設の人材育成の取り組みについてご
紹介いただきます。

■神戸市立医療センター中央市民病院に
　おける人材育成

池末　神戸市立医療センター中央市民病院は一般病床768床
を有し、高度急性期・一般急性期の役割を担う基幹病院とし
て位置づけられています。薬剤部では「臨床現場の最前線で
活躍する薬剤師を育成し、医薬品の適正使用を推進する」こと
を目標に掲げ、さまざまなスキルを修得させることを重視して
います。薬剤師は60名が在籍しています。
　当院の教育体制の特徴の一つは、薬剤師レジデントプログ
ラムで、2019年度は12名が在籍しています。これは「実務経験
に根ざした講義と臨床実務実習を通して、高度医療に対応し
た臨床薬剤師業務ならびにチーム医療を実践できる薬剤師を
養成する」ことを目的とした2年間のコースです。1年目は臨床
薬剤業務に必要な知識、技能を修得する医療薬学一般コース
となっており、さまざまな分野をラウンドします。2年目になると
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医療薬学専門コースに進み、臨床薬剤業務を経験する中で、
本人がさらに深く学ぶことを希望する分野に特化したカリキュ
ラムを組んでいきます（資料1）。
　薬剤師レジデントプログラムを修了した薬剤師の半数は、
当院を含む神戸市民病院機構に就職し、現場のリーダーとし
て若手を指導しながら新しい仕事にチャレンジしてくれていま
す。一方、残りの半数も大学病院、市中病院、専門病院、保険
薬局のほか、大学、行政機関といった医療機関以外の場所に
も活躍の場が広がっており、当院の薬剤師レジデントプログラ
ムは、チーム医療の視点をしっかりと持った人材を地域に輩
出することにも貢献しています。

■大垣市民病院における人材教育

吉村　大垣市民病院は、岐阜県西濃医療圏の基幹病院とし
て高度急性期・一般急性期を中心に医療活動を行っていま
す。届出病床数は903床ですが、稼働病床数は752床です。
当院の特徴の一つは、院外処方箋発行率が4％と低く、1日平
均1100枚ほどの外来処方箋を院内で調剤していることです。
つまり、調剤や外来の業務を行いながら病棟にも出向いてい
る状況です。薬剤師59名という限られた人数で、さまざまな
業務に対応するために、薬剤部では「チーム制」「見える化」
「意識改革」の3つのキーワードを掲げ、組織マネジメントと人
材育成に取り組んできました。
　病棟業務はチーム制にしており、全18病棟をAからEまでの
5つのチームに分け、それぞれにチームリーダーとサブリーダー
を置き、１つの病棟を2～3人体制でサポートしています。その
際、チームリーダーには、若手薬剤師の教育係として主に活動
してもらっています。同様に研究活動もチーム制にしており、
感染制御、オンコロジー、中毒、NST、漢方、緩和ケアなど専門
分野ごとに12チームに分けています。すべての薬剤師が自分
の興味のある分野を選び、どこかのチームに所属して研究を
行う体制です。このように複数のリーダーが存在する環境に

することでミドルマネジャー層の厚みが増し、それが強い組織
を作ることにつながっていると感じます。
　一方、病棟業務では業務内容の「見える化」にも力を入れて
います。病棟日誌の記載に加え、各業務について具体的な数
値で、毎日報告する仕組みとしました（資料2）。これによって、
チームリーダーは各薬剤師の業務内容をひと目で確認し、業務
量についても容易に把握することができるため、若手薬剤師の
能力を適正に評価しながら指導することが可能になりました。
また、「見える化」には薬剤部全体で情報を共有できるメリット
もあり、職場の活性化にも役立っています。「意識改革」に対す
る取り組みは、後ほどの討論で説明したいと思います。

■金沢大学附属病院における人材育成

崔　金沢大学附属病院は、838床の病床数を有し、金沢市の
基幹病院としての役割に止まらず、石川県、さらには北陸地方
の医療に広く関わり、貢献してきました。150年余りの歴史を
持つ薬剤部としても、より一層の地域貢献を果たしていく必
要があります。医療資源の再分配が完了した2025年には、高
度急性期・一般急性期を担うプロ集団として、また新たな医
療提供体制を先導する人材の宝庫となるよう、新・人材育成
システム「KUPS（Kanazawa University Pharmacist 
Standard）」の開発に取り組んできました。
　KUPSで育成する薬剤師のレベルは、一般的にいえば後期
研修を修了したレベルに相当しますが、KUPSは「薬剤師の幅
広い活動領域において高いレベルでバランスが取れて優れて
いる薬剤師」と規定し、当院の薬剤師のスタンダードにするこ
とを目指しています。KUPSのレベルを目指す薬剤師は、薬剤
師レジデントに近い立場といえますが、当院では任期付き正規
職員として採用し、現在、薬剤師定員約60名のうち17名が
KUPS薬剤師としての採用です。
　KUPSの任期は5年間とし、初期研修にあたる期間（１～2
年目）は中央部門を中心に基本的な技術を修得します。ま
た、1年目の後半から病棟にも出向き、病棟に配置された薬剤
師のサポーターとして活動を始めます。さらに半年ごとに内

科系・外科系病棟、外来化学療法室、治験センターをローテー
ションさせ、最初の2年間で基本的な業務を適切に行えるレ
ベルになることを目指します。そして、後期研修にあたる期間
（3～5年目）は主担当として病棟や外来化学療法室の活動に
従事します（資料3）。
　地域完結型医療に転換する中、これからは俯瞰的な視点で
地域全体をみられる人材を育成することも重要であるため、後
期には中小病院や保険薬局での研修や見学も積極的に組み
込んでいきたいと計画しているところです。

3.ディスカッション

　　
　
橋田　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。地域完結型医療では多職種による
チーム医療が必須であり、チーム医療における薬剤師の役割
とスキルを追求することは極めて重要な課題です。論点1で
は、この課題に対するそれぞれの取り組みやご意見を伺って
いきます。

吉村　これからは急性期医療においても在宅医療を見据え
た活動を行っていかなければならないとの思いを強くしていま
す。実践にあたっては地域の保険薬局との緊密な連携が欠か
せず、最初のステップとして“顔の見える関係”づくりが重要だ
と考えています。地域における保険薬局の役割を知ることで、
病院薬剤師の立ち位置や役割もしっかり見えてくるからです。
岐阜県薬剤師会では、当院がカバーする西濃医療圏において
「退院時共同指導事業」をスタートさせたばかりですが、実践
の場を通して“顔の見える関係”を深め、地域の保険薬局との
役割分担を推し進めていきたいと思っています。

池末　兵庫県薬剤師会でも厚生労働省の「患者のための薬局
ビジョン」事業の一環として「薬・薬連携推進事業」に取り組ん
でいます。当院においても、その枠組みの中で地域の保険薬
局と「入退院支援連携」「退院時共同カンファレンスへの参加

促進」「薬・薬連携における人材交流」の3つの連携活動を行っ
ています。病院と保険薬局が相互に薬剤師を受け入れている
ことが大きな特徴の一つで、薬局薬剤師が病院で病棟業務を
見学・体験したり、無菌調製の知識や技術、持続静注・持続
皮下注のトラブルに対する知識や対策を習得する機会を設け
たりしています。一方、病院薬剤師は保険薬局で一般用医薬
品の販売や在宅訪問の同行なども体験します。また、薬局薬
剤師が参加した退院時共同カンファレンスの事例を薬剤部の
定例会で共有し、地域の保険薬局と連携するうえで病棟薬剤
師はどのように動くべきかといったことを話し合い、自分たち
の学びにも生かしています。

橋田　吉村先生の取り組みとも共通しますが、地域医療を見
据えた新たな事業を展開するための人材を育成するうえで大
切なのは、まず「お互いを知る」ということですね。一方、この
ような活発な人材交流が兵庫県で可能になった背景には、
2015年に兵庫県病院薬剤師会の会員は全員、兵庫県薬剤師
会に入会する仕組みに変えたということがあります。これによ
り兵庫県薬剤師会の会員は8000名を超える規模となり、吉村
先生が先ほど重要性を指摘されていた“顔の見える関係”づく
りにも貢献し、薬・薬連携の原動力となっています。

吉村　岐阜県も病院薬剤師は岐阜県薬剤師会の会員になっ
ていますが、県薬と県病薬が一体化して活動することはなか
なか難しいと感じています。

崔　石川県でも県薬と病薬の協力関係を深めている最中です
が、一体的な組織づくりまでは検討できておらず、兵庫県の動
きは素晴らしいと思います。当院においても地域の保険薬局
や介護施設との連携を重視しており、2017年から産官学によ
る地域連携の新しい取り組み「アポテカプロジェクト」を開始
しました（資料4）。文部科学省の「地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業」の一環として進めているもので、金沢大学、
白山市、コメヤ薬局の3者が共同で、高齢化が進んだ中山間地
域（白山市）に地域連携の拠点となるモデル薬局を開設し、薬
剤師を目指す学生のインターンシップを開始しました。学生は
薬局薬剤師や保健師とともに高齢者の健康支援を行いなが
ら、地域医療に対する理解を深め、フレイル対策をはじめ介護
予防に関する取り組みを学びます。このトレーニングを受けた
学生の中から将来、地域医療を支える新たな仕組みを開発で
きる人材や、自ら地域を支える人材が育ってくれることを望ん
でいます。

橋田　医師の人材育成において医局制度が果たしている役割
は極めて重要です。これからは薬剤師にもそういった視点が
必要ではないでしょうか。KUPSを含め、金沢大学が育てた
薬剤師を地域に輩出する取り組みは、薬剤師の新しい人材マ
ネジメントの仕組みを提唱することにもつながると感じます。
私たちの病院で研修を積んだレジデントがKUPSのような研
修システムの枠組みの中で任期が定められている任期付正規
職員として大学病院に多数採用されていますが、専門教育を

受けた薬剤師が地域の市中病院や保険薬局に戻ってくる循
環が出来上がると非常に有難いと思っています。

崔　KUPSの任期付正規職員枠を設け人材育成に取り組ん
できた背景には、当院での任期の定めのない正規職員の採用
枠が大変狭き門である事情もあります。しかし、地域完結型
医療に転換する中、これからの薬剤師教育のあり方は、まさに
橋田先生がおっしゃるような循環型の仕組みであるべきで
しょう。大学病院にとっても環境が異なる医療施設から薬剤
師を受け入れることは地域連携を強化していくうえでの原動
力になってくれるように思います。

橋田　先生方の施設には専門資格を持つ薬剤師が多く在籍
されています。育成の秘訣について教えていただけますか。

吉村　私は早い段階から研究マインドを意識づけること、自ら
のキャリアに専門資格取得を目標として設定することが大事だ
と考えています。当院では、新人薬剤師は入職したら日本医
療薬学会に入会し、2年目には学会発表を行うことをルールに
しており、スタッフ全員に学会活動は当然といった意識が根づ
いてきています。このような風土づくりとともに力を入れてき
たのが意識改革です。「成果創出のための行動変容」と呼ば
れる5段階ステップの人材育成プログラムも参考にし資格取得
や論文執筆に取り組んだところ、日本医療薬学会認定薬剤師
数などの資格取得者や論文投稿数はかなり増加しました。

橋田　その成果は素晴らしいですね。ポイントを教えてください。

吉村　最初にスタッフ全員に「なぜ認定資格が必要なのか」
「なぜ論文を書かなくてはいけないのか」といった、認定資格
や論文執筆に対する共通認識を持ってもらいます。そして、そ
れぞれのチームリーダーの役割の洗い出しと合意形成を行
い、動機づけで各自のモチベーションを上げていきます。さら
に資格取得のための勉強や論文作成の指導やサポートをしっ
かり行い、なおかつ論文の場合はそれほど高いレベルを求め

ず、論文を書き上げることに主眼を置いて成功体験を味わっ
てもらいます。同時にチーム制による指導体制や教育係の任
命といった仕組みづくりにも力を入れました（資料5）。

崔　専門薬剤師の数を増やすためにも目標を設定することは
重要だと思います。当院では国立大学法人第2期中期計画に
おいて各部署で数値目標を出すことになり、薬剤部では専門
資格の取得数を目標に掲げました。そして、最初の5年間で約
50件の専門資格の新規取得や更新の実績を上げました。こう
した動きがいったん起こると、資格取得を意識した日常業務
がスタンダードとなりました。資格を取得した薬剤師が取得を
目指す別の薬剤師に直接指導やアドバイスをするようになり、
各資格の条件となる実務年数を満たした薬剤師は全員試験
を受けるという流れが自然に出来上がっていきました。

池末　資格取得に向けてサポートする環境があることは大切
だと思います。当院では、専門薬剤師が中心になり、症例サマ
リーの書き方を指導する勉強会があります。

橋田　専門資格を取得するためのトレーニングというより、薬
剤師の専門性を発揮するにはどのような知識とスキルが必要
かという観点から教育体系を整え、全員に教えていく。それ
が、遠回りのように見えて、実は専門薬剤師や指導薬剤師を
増やすうえで最良の道筋のような気がします。

池末　そうですね。当院では、「サイエンスを武器にチーム医
療で貢献できる薬剤師」の育成を目指し、セミナーを中心に知
識向上にも力を入れています。薬物療法の基礎知識を学ぶ
ショートセミナーから、経験事例をもとにした症例検討会、論
文抄読、研究の手始めを教示する臨床研究プラクティス講座
まで、さまざまな形態で教育を行っています。また、どの薬剤
師も自分が介入した患者さんの記録をつけており、指導薬剤
師がその内容を毎日確認し、気になる点があればアドバイスし
たり、介入結果などをフィードバックさせたりしています。この
ような日常の積み重ねが専門資格の取得につながっているの

かもしれません。

橋田　アカデミックな活動を人材育成に活かしていくことも重
要です。これからの病院薬剤師は研究を行うことがより重要
になるでしょうし、研究したことを学会発表だけで終わらさず
に論文化、さらにそれを積み上げて博士号の取得につなげる
といった流れにもなるでしょう。臨床医がそうであるように、ま
もなく薬剤師もこんな環境に置かれるように思います。

吉村　ご意見に同感です。そもそも日常業務から出てきたク
リニカルクエスチョンを臨床研究に落とし込んでいくことは、
薬剤師のライフワークの一つとして取り組むべきことだと思い
ます。そして、次代の薬剤師には臨床、教育、研究の3本柱に
加え、医療安全、病院経営に対する知識と対応も求められてく
ると感じています。

橋田　最後の論点として「次代の薬剤師」の育成について議
論していきましょう。先輩が後輩の成長を支える組織風土を
作り上げていくことが欠かせないと思いますが、どのような工
夫をされていますか。

池末　当院は、すぐ上にいる先輩が直接的な指導役を担う屋
根瓦方式による教育法を採用し、薬剤師育成と薬学生実習指
導を行っています。屋根瓦方式には、「教える」という経験が
若手薬剤師やレジデントの成長を促す利点があります（資料
6）。また、日常業務の管理とは別にレジデント1年目や新人薬
剤師を対象とした「メンター・メンティー制度」（メンターと呼ば
れる先輩がメンティーと呼ばれる若手をサポートする制度）を
取り入れています。ここでも屋根瓦方式のもと、先輩薬剤師
が各自の自主性を尊重しながら、セミナーや業務などの相談に
乗っています。こうした体制を十分に機能させるためには、各
グループの進捗を把握し、リーダーとなる先輩薬剤師を支えて
いくことが重要です。それは私のようなミドルマネジャーの役
割だと思うのですが、日常業務と統一感を持たせながらどの

ようにサポートしていくのか苦慮する面もあります。先生方の
施設ではどのように管理されていますか。

吉村　業務上の管理と学術面のサポートは別物だと考えてい
ます。当院の場合、日常業務は管理職である4人の科長が全
体を把握し、定期的にミーティングを行っています。一方、教育
の場を兼ねる病棟業務はチーム制にして、リーダー、サブリー
ダーを中心に学術面でのサポートをします。例えば指導件数
が少ない薬剤師には、チームリーダーが指導も兼ねて個別にア
プローチします。次代を担う人材を育成するうえでミドルマネ
ジャーの存在はとても重要で、その力量をいかにレベルアップ
していくかも課題の一つでしょう。

崔　私も吉村先生と同じ認識のもと、業務管理体制とは別に
「ビジョンリーダーチーム（Vチーム）」を発足させました。学位
取得者や大学院博士課程に在籍する薬剤師を中心に十数名
で構成されたVチームは、教育・研究分野でのプランニングを
行い、実行していく組織です。誰も経験したことのない新しい
医療体制に変わる中、次代のリーダーとなるVチームのメンバー
には医療全体を俯瞰できるような経験を積ませることも必要
だと考えています。院内においては、病院全体を見渡せ、他部
門との折衝も多い医療安全業務を担当させるのもよいでしょ
う。また、地域全体の情報を知っておくことも大切なので、薬
剤部の部長・副部長会議で報告される地域の動きについても
Vチームと情報共有しながら、次代にも目を向けられる環境づ
くりに努めています。

橋田　先生方の施設に共通するのは次代の育成において若
手をうまく巻き込んでいる点ですね。組織を活性化させるうえ
でも重要なことだと思いますが、こうした体制を構築する際、世
代や価値観の違いがネックになることはありませんか。

吉村　不満を取り除くために平等を基本とし、日常業務は負
担を分散できるよう全員が協力して行っています。一方、学術
活動に対する意識改革は進んでいるものの、人それぞれ価値
観が異なるため、現状ではプラスαの活動として捉えていま
す。したがって学術活動に取り組まないからといってマイナス
評価には絶対にしません。ただ、取り組んだ者は年２回の勤務
評定で評価し、基本給や賞与に反映させる仕組みを設けてい
ます。また、リーダーの任命も年功序列ではなく、若い薬剤師
にもチャンスを与え、その意欲を認めたいので、技能や経験に
加えて「やる気」を重視して決めています。

崔　私も以前は平等性を重視していましたが、KUPSを導入
し、個々のキャリアパスに基づいた育成を行うにあたり、同じ方
法で育てることは困難だと考えるようになりました。今はワーク
ライフバランスが変化する中でもキャリアを積み重ねていけるよ
うお互いの状況を認め合い、助け合える体制を、時間をかけて
作り上げているところです。日常業務や学術活動など実際に
行ったこととポジションや報酬などの評価のバランスが適正で
あれば、このスタイルは受け入れられると考えています。

池末　先生方がおっしゃるように、人材育成は画一的なもの
ではなく、キャリアを積むタイミングは一人ひとり違うと思うの
です。医療環境が大きく変化する中、これからは他の職種と
の交流が増え、タスクシフトが進むことで新しい仕事に出会う
機会が増えてゆくでしょう。スタッフがこうした機会を逃さず
に挑戦できるよう、個人の特性や挑戦できるタイミングを見計
らいながらサポートしていきたいと考えています。同時に実践
したことを臨床研究的な側面から評価し、論文化するまでの
プロセスも整備していきたいと思います。

橋田　議論は尽きませんが、最後に未来の薬剤師を育てるう
えで重要だと思われるキーワードを教えてください。

池末　薬剤師自身も変わっていかなければ、この先の医療環
境の大きな変化には対応しきれないのではないかと思いま
す。それは、私自身にもいえることで、橋田先生がおっしゃっ
たように専門性の向上に近道はなく、日常の積み重ねが大切
であることを肝に銘じて、柔軟に変わっていきたいですね。

崔　私は、未来において新しい価値観を創造できるような人
材を育成したいと考えています。そして、後進には「薬剤師」と
いう専門性を持った医療人として自分のキャリアをデザインし
ていくことを重視してほしいと思います。

吉村　私が新人薬剤師に必ず言うのは「当たり前の価値と付
加価値がある」ということです。当たり前の価値とは、薬剤師
として修得しなければならない知識やスキルを身につけるこ
と。そして一人前になったとき、次に求められるのが付加価値
です。それは個々の薬剤師が決めればよいことで、付加価値
を追求することがキャリアを積み重ねていくことに通じるのだ
と思います。

橋田　変わることのできる薬剤師、自身のキャリアをデザイン
できる薬剤師、そして付加価値のある薬剤師――。どれも変
革の時代を乗り切るために重要なキーワードだと感じます。
今、薬剤師には処方箋の内容を確認して調剤するだけでな
く、患者さんの体内に入った薬剤に対しても責任を持つこと
が求められています。我々が本来、薬剤師の本分だと心得て
いた調剤作業そのものが変化しつつある中、薬剤師は薬学的
専門性を発揮する存在として自立することが必要です。そし
て、そのような薬剤師を育てることが未来に対する我々の責
務ではないでしょうか。
　本日は薬剤師の人材育成について現場での問題点、それに
対する具体的な解決策、さらには将来を見据えた提言まで多
方面にわたって忌憚のないご意見をいただきました。この座
談会が社会で真に役立つ薬剤師の育成につながってほしい
と願うばかりです。本日はどうもありがとうございました。

吉村先生提供資料 崔先生提供資料

論点1 地域包括ケアシステムにおける薬剤師の
存在価値を高めるための人材育成

大垣市民病院
病棟薬剤師業務内容の「見える化」項目

資料2 金沢大学附属病院
新研修制度 KUPSの研修内容

資料3

●病棟日誌
●時間内病棟時間、時間外病棟時間
●ハイリスク薬説明件数
●持参薬確認件数
●退院指導件数
●薬剤管理指導件数
●業務記録
  （ハイリスク薬説明、持参薬確認、退院指導、副作用
　 報告、薬剤師への問い合わせ、医師への確認事項、
　 疑義照会、処方提案、提案（その他）、薬剤師への
　 依頼、その他）

●入院患者数・指導件数・指導率
●退院患者数・指導件数・指導率
●チーム毎の薬剤管理指導件数

毎日報告

薬剤部創基150年記念 新研修制度

>初期研修（1～2年目）
中央部門：調剤、DI、RM、副作用救済、製剤、混注、手術室
病  棟  等：2年で3～4部署（内科系、外科系、ケモ、代謝系、治験）
例）1年目：4月　調剤室、部内と院内の基本的ルールを習得
　　　　　7月～調剤は週の半分
　　　　　残りは、病棟、外来ケモ・レジメン審査、治験、TDM等
　  2年目～病棟サブ（2病棟）

>後期研修（3～5年目）
中小病院、薬局研修、主担当として病棟や外来ケモ室、治験等
専門薬剤師、認定薬剤師等の専門領域を複数目指す。教育論、科研費申請、
課題研究、論文執筆、博士課程（PhD）への接続

※評価は期間ではなくアウトカムベース。加算を取る。実技試験。
※症例報告：がん、感染制御、NST、糖尿病療養指導、精神科、
　　　　　　ICU救急等　専門、認定のサマリ形式で10～20症例

（VLを中心とした部内新人教育チームが担当）



1.はじめに
～環境の変化に柔軟に対応できる薬剤師の育成に向けて～

橋田　超高齢社会の到来により、われわれ薬剤師を取り巻く
医療環境は今、大きく変化しています。特に病院の環境は、地
域医療構想の中で高度急性期、一般急性期、回復期、長期療
養の4つの医療機能からいずれかを選択しなければならない
状況に置かれ、病院で活動する薬剤師は、地域における自分
たちの役割をしっかり認識したうえで行動することが求められ
ています。同時に薬剤部長やミドルマネジャーは、このような
役割を担える薬剤師をいかに育成するかが重要な課題となっ
てきました。
　そこで、本日の座談会では３つの論点で討議を進めます。
一点目は「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の存在価値
を高める」といった視点から人材育成について討論します。病
院完結型医療から地域完結型医療に転換する中、チーム医療
に必要なスキルを高めるには、どのような育成体制や育成方法
が有用なのかを実例も交えて話し合いたいと思います。
　二点目は「薬剤師の専門性を高める」ことに焦点を当てま
す。日常業務を学術活動に発展させたり、専門薬剤師を増や
したりする土壌づくりにおいて、それぞれの実践を通して有用
であると感じた育成制度や育成方法についてご教示いただい
たうえで議論につなげたいと存じます。
　そして三点目は「次代を担う人材の育成と組織づくり」につ
いて討論します。次代を担う人材育成において先輩が後輩の
成長を支える組織風土を作り上げることが欠かせません。こ
の実現に向けて何が必要とされるのか、多角的な視点から論
じ合ってみたいと考えています。

2.各施設における人材育成の現状　　　
橋田　討論の前に、各施設の人材育成の取り組みについてご
紹介いただきます。

■神戸市立医療センター中央市民病院に
　おける人材育成

池末　神戸市立医療センター中央市民病院は一般病床768床
を有し、高度急性期・一般急性期の役割を担う基幹病院とし
て位置づけられています。薬剤部では「臨床現場の最前線で
活躍する薬剤師を育成し、医薬品の適正使用を推進する」こと
を目標に掲げ、さまざまなスキルを修得させることを重視して
います。薬剤師は60名が在籍しています。
　当院の教育体制の特徴の一つは、薬剤師レジデントプログ
ラムで、2019年度は12名が在籍しています。これは「実務経験
に根ざした講義と臨床実務実習を通して、高度医療に対応し
た臨床薬剤師業務ならびにチーム医療を実践できる薬剤師を
養成する」ことを目的とした2年間のコースです。1年目は臨床
薬剤業務に必要な知識、技能を修得する医療薬学一般コース
となっており、さまざまな分野をラウンドします。2年目になると
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医療薬学専門コースに進み、臨床薬剤業務を経験する中で、
本人がさらに深く学ぶことを希望する分野に特化したカリキュ
ラムを組んでいきます（資料1）。
　薬剤師レジデントプログラムを修了した薬剤師の半数は、
当院を含む神戸市民病院機構に就職し、現場のリーダーとし
て若手を指導しながら新しい仕事にチャレンジしてくれていま
す。一方、残りの半数も大学病院、市中病院、専門病院、保険
薬局のほか、大学、行政機関といった医療機関以外の場所に
も活躍の場が広がっており、当院の薬剤師レジデントプログラ
ムは、チーム医療の視点をしっかりと持った人材を地域に輩
出することにも貢献しています。

■大垣市民病院における人材教育

吉村　大垣市民病院は、岐阜県西濃医療圏の基幹病院とし
て高度急性期・一般急性期を中心に医療活動を行っていま
す。届出病床数は903床ですが、稼働病床数は752床です。
当院の特徴の一つは、院外処方箋発行率が4％と低く、1日平
均1100枚ほどの外来処方箋を院内で調剤していることです。
つまり、調剤や外来の業務を行いながら病棟にも出向いてい
る状況です。薬剤師59名という限られた人数で、さまざまな
業務に対応するために、薬剤部では「チーム制」「見える化」
「意識改革」の3つのキーワードを掲げ、組織マネジメントと人
材育成に取り組んできました。
　病棟業務はチーム制にしており、全18病棟をAからEまでの
5つのチームに分け、それぞれにチームリーダーとサブリーダー
を置き、１つの病棟を2～3人体制でサポートしています。その
際、チームリーダーには、若手薬剤師の教育係として主に活動
してもらっています。同様に研究活動もチーム制にしており、
感染制御、オンコロジー、中毒、NST、漢方、緩和ケアなど専門
分野ごとに12チームに分けています。すべての薬剤師が自分
の興味のある分野を選び、どこかのチームに所属して研究を
行う体制です。このように複数のリーダーが存在する環境に

することでミドルマネジャー層の厚みが増し、それが強い組織
を作ることにつながっていると感じます。
　一方、病棟業務では業務内容の「見える化」にも力を入れて
います。病棟日誌の記載に加え、各業務について具体的な数
値で、毎日報告する仕組みとしました（資料2）。これによって、
チームリーダーは各薬剤師の業務内容をひと目で確認し、業務
量についても容易に把握することができるため、若手薬剤師の
能力を適正に評価しながら指導することが可能になりました。
また、「見える化」には薬剤部全体で情報を共有できるメリット
もあり、職場の活性化にも役立っています。「意識改革」に対す
る取り組みは、後ほどの討論で説明したいと思います。

■金沢大学附属病院における人材育成

崔　金沢大学附属病院は、838床の病床数を有し、金沢市の
基幹病院としての役割に止まらず、石川県、さらには北陸地方
の医療に広く関わり、貢献してきました。150年余りの歴史を
持つ薬剤部としても、より一層の地域貢献を果たしていく必
要があります。医療資源の再分配が完了した2025年には、高
度急性期・一般急性期を担うプロ集団として、また新たな医
療提供体制を先導する人材の宝庫となるよう、新・人材育成
システム「KUPS（Kanazawa University Pharmacist 
Standard）」の開発に取り組んできました。
　KUPSで育成する薬剤師のレベルは、一般的にいえば後期
研修を修了したレベルに相当しますが、KUPSは「薬剤師の幅
広い活動領域において高いレベルでバランスが取れて優れて
いる薬剤師」と規定し、当院の薬剤師のスタンダードにするこ
とを目指しています。KUPSのレベルを目指す薬剤師は、薬剤
師レジデントに近い立場といえますが、当院では任期付き正規
職員として採用し、現在、薬剤師定員約60名のうち17名が
KUPS薬剤師としての採用です。
　KUPSの任期は5年間とし、初期研修にあたる期間（１～2
年目）は中央部門を中心に基本的な技術を修得します。ま
た、1年目の後半から病棟にも出向き、病棟に配置された薬剤
師のサポーターとして活動を始めます。さらに半年ごとに内

科系・外科系病棟、外来化学療法室、治験センターをローテー
ションさせ、最初の2年間で基本的な業務を適切に行えるレ
ベルになることを目指します。そして、後期研修にあたる期間
（3～5年目）は主担当として病棟や外来化学療法室の活動に
従事します（資料3）。
　地域完結型医療に転換する中、これからは俯瞰的な視点で
地域全体をみられる人材を育成することも重要であるため、後
期には中小病院や保険薬局での研修や見学も積極的に組み
込んでいきたいと計画しているところです。

3.ディスカッション

　　
　
橋田　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。地域完結型医療では多職種による
チーム医療が必須であり、チーム医療における薬剤師の役割
とスキルを追求することは極めて重要な課題です。論点1で
は、この課題に対するそれぞれの取り組みやご意見を伺って
いきます。

吉村　これからは急性期医療においても在宅医療を見据え
た活動を行っていかなければならないとの思いを強くしていま
す。実践にあたっては地域の保険薬局との緊密な連携が欠か
せず、最初のステップとして“顔の見える関係”づくりが重要だ
と考えています。地域における保険薬局の役割を知ることで、
病院薬剤師の立ち位置や役割もしっかり見えてくるからです。
岐阜県薬剤師会では、当院がカバーする西濃医療圏において
「退院時共同指導事業」をスタートさせたばかりですが、実践
の場を通して“顔の見える関係”を深め、地域の保険薬局との
役割分担を推し進めていきたいと思っています。

池末　兵庫県薬剤師会でも厚生労働省の「患者のための薬局
ビジョン」事業の一環として「薬・薬連携推進事業」に取り組ん
でいます。当院においても、その枠組みの中で地域の保険薬
局と「入退院支援連携」「退院時共同カンファレンスへの参加

促進」「薬・薬連携における人材交流」の3つの連携活動を行っ
ています。病院と保険薬局が相互に薬剤師を受け入れている
ことが大きな特徴の一つで、薬局薬剤師が病院で病棟業務を
見学・体験したり、無菌調製の知識や技術、持続静注・持続
皮下注のトラブルに対する知識や対策を習得する機会を設け
たりしています。一方、病院薬剤師は保険薬局で一般用医薬
品の販売や在宅訪問の同行なども体験します。また、薬局薬
剤師が参加した退院時共同カンファレンスの事例を薬剤部の
定例会で共有し、地域の保険薬局と連携するうえで病棟薬剤
師はどのように動くべきかといったことを話し合い、自分たち
の学びにも生かしています。

橋田　吉村先生の取り組みとも共通しますが、地域医療を見
据えた新たな事業を展開するための人材を育成するうえで大
切なのは、まず「お互いを知る」ということですね。一方、この
ような活発な人材交流が兵庫県で可能になった背景には、
2015年に兵庫県病院薬剤師会の会員は全員、兵庫県薬剤師
会に入会する仕組みに変えたということがあります。これによ
り兵庫県薬剤師会の会員は8000名を超える規模となり、吉村
先生が先ほど重要性を指摘されていた“顔の見える関係”づく
りにも貢献し、薬・薬連携の原動力となっています。

吉村　岐阜県も病院薬剤師は岐阜県薬剤師会の会員になっ
ていますが、県薬と県病薬が一体化して活動することはなか
なか難しいと感じています。

崔　石川県でも県薬と病薬の協力関係を深めている最中です
が、一体的な組織づくりまでは検討できておらず、兵庫県の動
きは素晴らしいと思います。当院においても地域の保険薬局
や介護施設との連携を重視しており、2017年から産官学によ
る地域連携の新しい取り組み「アポテカプロジェクト」を開始
しました（資料4）。文部科学省の「地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業」の一環として進めているもので、金沢大学、
白山市、コメヤ薬局の3者が共同で、高齢化が進んだ中山間地
域（白山市）に地域連携の拠点となるモデル薬局を開設し、薬
剤師を目指す学生のインターンシップを開始しました。学生は
薬局薬剤師や保健師とともに高齢者の健康支援を行いなが
ら、地域医療に対する理解を深め、フレイル対策をはじめ介護
予防に関する取り組みを学びます。このトレーニングを受けた
学生の中から将来、地域医療を支える新たな仕組みを開発で
きる人材や、自ら地域を支える人材が育ってくれることを望ん
でいます。

橋田　医師の人材育成において医局制度が果たしている役割
は極めて重要です。これからは薬剤師にもそういった視点が
必要ではないでしょうか。KUPSを含め、金沢大学が育てた
薬剤師を地域に輩出する取り組みは、薬剤師の新しい人材マ
ネジメントの仕組みを提唱することにもつながると感じます。
私たちの病院で研修を積んだレジデントがKUPSのような研
修システムの枠組みの中で任期が定められている任期付正規
職員として大学病院に多数採用されていますが、専門教育を

受けた薬剤師が地域の市中病院や保険薬局に戻ってくる循
環が出来上がると非常に有難いと思っています。

崔　KUPSの任期付正規職員枠を設け人材育成に取り組ん
できた背景には、当院での任期の定めのない正規職員の採用
枠が大変狭き門である事情もあります。しかし、地域完結型
医療に転換する中、これからの薬剤師教育のあり方は、まさに
橋田先生がおっしゃるような循環型の仕組みであるべきで
しょう。大学病院にとっても環境が異なる医療施設から薬剤
師を受け入れることは地域連携を強化していくうえでの原動
力になってくれるように思います。

橋田　先生方の施設には専門資格を持つ薬剤師が多く在籍
されています。育成の秘訣について教えていただけますか。

吉村　私は早い段階から研究マインドを意識づけること、自ら
のキャリアに専門資格取得を目標として設定することが大事だ
と考えています。当院では、新人薬剤師は入職したら日本医
療薬学会に入会し、2年目には学会発表を行うことをルールに
しており、スタッフ全員に学会活動は当然といった意識が根づ
いてきています。このような風土づくりとともに力を入れてき
たのが意識改革です。「成果創出のための行動変容」と呼ば
れる5段階ステップの人材育成プログラムも参考にし資格取得
や論文執筆に取り組んだところ、日本医療薬学会認定薬剤師
数などの資格取得者や論文投稿数はかなり増加しました。

橋田　その成果は素晴らしいですね。ポイントを教えてください。

吉村　最初にスタッフ全員に「なぜ認定資格が必要なのか」
「なぜ論文を書かなくてはいけないのか」といった、認定資格
や論文執筆に対する共通認識を持ってもらいます。そして、そ
れぞれのチームリーダーの役割の洗い出しと合意形成を行
い、動機づけで各自のモチベーションを上げていきます。さら
に資格取得のための勉強や論文作成の指導やサポートをしっ
かり行い、なおかつ論文の場合はそれほど高いレベルを求め

ず、論文を書き上げることに主眼を置いて成功体験を味わっ
てもらいます。同時にチーム制による指導体制や教育係の任
命といった仕組みづくりにも力を入れました（資料5）。

崔　専門薬剤師の数を増やすためにも目標を設定することは
重要だと思います。当院では国立大学法人第2期中期計画に
おいて各部署で数値目標を出すことになり、薬剤部では専門
資格の取得数を目標に掲げました。そして、最初の5年間で約
50件の専門資格の新規取得や更新の実績を上げました。こう
した動きがいったん起こると、資格取得を意識した日常業務
がスタンダードとなりました。資格を取得した薬剤師が取得を
目指す別の薬剤師に直接指導やアドバイスをするようになり、
各資格の条件となる実務年数を満たした薬剤師は全員試験
を受けるという流れが自然に出来上がっていきました。

池末　資格取得に向けてサポートする環境があることは大切
だと思います。当院では、専門薬剤師が中心になり、症例サマ
リーの書き方を指導する勉強会があります。

橋田　専門資格を取得するためのトレーニングというより、薬
剤師の専門性を発揮するにはどのような知識とスキルが必要
かという観点から教育体系を整え、全員に教えていく。それ
が、遠回りのように見えて、実は専門薬剤師や指導薬剤師を
増やすうえで最良の道筋のような気がします。

池末　そうですね。当院では、「サイエンスを武器にチーム医
療で貢献できる薬剤師」の育成を目指し、セミナーを中心に知
識向上にも力を入れています。薬物療法の基礎知識を学ぶ
ショートセミナーから、経験事例をもとにした症例検討会、論
文抄読、研究の手始めを教示する臨床研究プラクティス講座
まで、さまざまな形態で教育を行っています。また、どの薬剤
師も自分が介入した患者さんの記録をつけており、指導薬剤
師がその内容を毎日確認し、気になる点があればアドバイスし
たり、介入結果などをフィードバックさせたりしています。この
ような日常の積み重ねが専門資格の取得につながっているの

かもしれません。

橋田　アカデミックな活動を人材育成に活かしていくことも重
要です。これからの病院薬剤師は研究を行うことがより重要
になるでしょうし、研究したことを学会発表だけで終わらさず
に論文化、さらにそれを積み上げて博士号の取得につなげる
といった流れにもなるでしょう。臨床医がそうであるように、ま
もなく薬剤師もこんな環境に置かれるように思います。

吉村　ご意見に同感です。そもそも日常業務から出てきたク
リニカルクエスチョンを臨床研究に落とし込んでいくことは、
薬剤師のライフワークの一つとして取り組むべきことだと思い
ます。そして、次代の薬剤師には臨床、教育、研究の3本柱に
加え、医療安全、病院経営に対する知識と対応も求められてく
ると感じています。

橋田　最後の論点として「次代の薬剤師」の育成について議
論していきましょう。先輩が後輩の成長を支える組織風土を
作り上げていくことが欠かせないと思いますが、どのような工
夫をされていますか。

池末　当院は、すぐ上にいる先輩が直接的な指導役を担う屋
根瓦方式による教育法を採用し、薬剤師育成と薬学生実習指
導を行っています。屋根瓦方式には、「教える」という経験が
若手薬剤師やレジデントの成長を促す利点があります（資料
6）。また、日常業務の管理とは別にレジデント1年目や新人薬
剤師を対象とした「メンター・メンティー制度」（メンターと呼ば
れる先輩がメンティーと呼ばれる若手をサポートする制度）を
取り入れています。ここでも屋根瓦方式のもと、先輩薬剤師
が各自の自主性を尊重しながら、セミナーや業務などの相談に
乗っています。こうした体制を十分に機能させるためには、各
グループの進捗を把握し、リーダーとなる先輩薬剤師を支えて
いくことが重要です。それは私のようなミドルマネジャーの役
割だと思うのですが、日常業務と統一感を持たせながらどの

ようにサポートしていくのか苦慮する面もあります。先生方の
施設ではどのように管理されていますか。

吉村　業務上の管理と学術面のサポートは別物だと考えてい
ます。当院の場合、日常業務は管理職である4人の科長が全
体を把握し、定期的にミーティングを行っています。一方、教育
の場を兼ねる病棟業務はチーム制にして、リーダー、サブリー
ダーを中心に学術面でのサポートをします。例えば指導件数
が少ない薬剤師には、チームリーダーが指導も兼ねて個別にア
プローチします。次代を担う人材を育成するうえでミドルマネ
ジャーの存在はとても重要で、その力量をいかにレベルアップ
していくかも課題の一つでしょう。

崔　私も吉村先生と同じ認識のもと、業務管理体制とは別に
「ビジョンリーダーチーム（Vチーム）」を発足させました。学位
取得者や大学院博士課程に在籍する薬剤師を中心に十数名
で構成されたVチームは、教育・研究分野でのプランニングを
行い、実行していく組織です。誰も経験したことのない新しい
医療体制に変わる中、次代のリーダーとなるVチームのメンバー
には医療全体を俯瞰できるような経験を積ませることも必要
だと考えています。院内においては、病院全体を見渡せ、他部
門との折衝も多い医療安全業務を担当させるのもよいでしょ
う。また、地域全体の情報を知っておくことも大切なので、薬
剤部の部長・副部長会議で報告される地域の動きについても
Vチームと情報共有しながら、次代にも目を向けられる環境づ
くりに努めています。

橋田　先生方の施設に共通するのは次代の育成において若
手をうまく巻き込んでいる点ですね。組織を活性化させるうえ
でも重要なことだと思いますが、こうした体制を構築する際、世
代や価値観の違いがネックになることはありませんか。

吉村　不満を取り除くために平等を基本とし、日常業務は負
担を分散できるよう全員が協力して行っています。一方、学術
活動に対する意識改革は進んでいるものの、人それぞれ価値
観が異なるため、現状ではプラスαの活動として捉えていま
す。したがって学術活動に取り組まないからといってマイナス
評価には絶対にしません。ただ、取り組んだ者は年２回の勤務
評定で評価し、基本給や賞与に反映させる仕組みを設けてい
ます。また、リーダーの任命も年功序列ではなく、若い薬剤師
にもチャンスを与え、その意欲を認めたいので、技能や経験に
加えて「やる気」を重視して決めています。

崔　私も以前は平等性を重視していましたが、KUPSを導入
し、個々のキャリアパスに基づいた育成を行うにあたり、同じ方
法で育てることは困難だと考えるようになりました。今はワーク
ライフバランスが変化する中でもキャリアを積み重ねていけるよ
うお互いの状況を認め合い、助け合える体制を、時間をかけて
作り上げているところです。日常業務や学術活動など実際に
行ったこととポジションや報酬などの評価のバランスが適正で
あれば、このスタイルは受け入れられると考えています。

池末　先生方がおっしゃるように、人材育成は画一的なもの
ではなく、キャリアを積むタイミングは一人ひとり違うと思うの
です。医療環境が大きく変化する中、これからは他の職種と
の交流が増え、タスクシフトが進むことで新しい仕事に出会う
機会が増えてゆくでしょう。スタッフがこうした機会を逃さず
に挑戦できるよう、個人の特性や挑戦できるタイミングを見計
らいながらサポートしていきたいと考えています。同時に実践
したことを臨床研究的な側面から評価し、論文化するまでの
プロセスも整備していきたいと思います。

橋田　議論は尽きませんが、最後に未来の薬剤師を育てるう
えで重要だと思われるキーワードを教えてください。

池末　薬剤師自身も変わっていかなければ、この先の医療環
境の大きな変化には対応しきれないのではないかと思いま
す。それは、私自身にもいえることで、橋田先生がおっしゃっ
たように専門性の向上に近道はなく、日常の積み重ねが大切
であることを肝に銘じて、柔軟に変わっていきたいですね。

崔　私は、未来において新しい価値観を創造できるような人
材を育成したいと考えています。そして、後進には「薬剤師」と
いう専門性を持った医療人として自分のキャリアをデザインし
ていくことを重視してほしいと思います。

吉村　私が新人薬剤師に必ず言うのは「当たり前の価値と付
加価値がある」ということです。当たり前の価値とは、薬剤師
として修得しなければならない知識やスキルを身につけるこ
と。そして一人前になったとき、次に求められるのが付加価値
です。それは個々の薬剤師が決めればよいことで、付加価値
を追求することがキャリアを積み重ねていくことに通じるのだ
と思います。

橋田　変わることのできる薬剤師、自身のキャリアをデザイン
できる薬剤師、そして付加価値のある薬剤師――。どれも変
革の時代を乗り切るために重要なキーワードだと感じます。
今、薬剤師には処方箋の内容を確認して調剤するだけでな
く、患者さんの体内に入った薬剤に対しても責任を持つこと
が求められています。我々が本来、薬剤師の本分だと心得て
いた調剤作業そのものが変化しつつある中、薬剤師は薬学的
専門性を発揮する存在として自立することが必要です。そし
て、そのような薬剤師を育てることが未来に対する我々の責
務ではないでしょうか。
　本日は薬剤師の人材育成について現場での問題点、それに
対する具体的な解決策、さらには将来を見据えた提言まで多
方面にわたって忌憚のないご意見をいただきました。この座
談会が社会で真に役立つ薬剤師の育成につながってほしい
と願うばかりです。本日はどうもありがとうございました。

崔先生提供資料

論点2 薬剤師の専門性を高めるための人材育成

金沢大学附属病院
アポテカプロジェクトの目標

資料4

薬剤師の未来を担う志の高い人材を広く求めています。

① 薬局の「健康管理、おくすり相談、教育、栄養支援機能」と、
  「医療や保健、介護への橋渡し拠点機能」を強化し
　 新たな薬局モデルを創生する

② そのために必要な医療人材を育成する

③ それらの地域社会へのインパクトをビッグデータ解析で
　 評価してPDCAサイクルを回し最適化する

④ それによって2040年の健康拠点薬局を共創する



1.はじめに
～環境の変化に柔軟に対応できる薬剤師の育成に向けて～

橋田　超高齢社会の到来により、われわれ薬剤師を取り巻く
医療環境は今、大きく変化しています。特に病院の環境は、地
域医療構想の中で高度急性期、一般急性期、回復期、長期療
養の4つの医療機能からいずれかを選択しなければならない
状況に置かれ、病院で活動する薬剤師は、地域における自分
たちの役割をしっかり認識したうえで行動することが求められ
ています。同時に薬剤部長やミドルマネジャーは、このような
役割を担える薬剤師をいかに育成するかが重要な課題となっ
てきました。
　そこで、本日の座談会では３つの論点で討議を進めます。
一点目は「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の存在価値
を高める」といった視点から人材育成について討論します。病
院完結型医療から地域完結型医療に転換する中、チーム医療
に必要なスキルを高めるには、どのような育成体制や育成方法
が有用なのかを実例も交えて話し合いたいと思います。
　二点目は「薬剤師の専門性を高める」ことに焦点を当てま
す。日常業務を学術活動に発展させたり、専門薬剤師を増や
したりする土壌づくりにおいて、それぞれの実践を通して有用
であると感じた育成制度や育成方法についてご教示いただい
たうえで議論につなげたいと存じます。
　そして三点目は「次代を担う人材の育成と組織づくり」につ
いて討論します。次代を担う人材育成において先輩が後輩の
成長を支える組織風土を作り上げることが欠かせません。こ
の実現に向けて何が必要とされるのか、多角的な視点から論
じ合ってみたいと考えています。

2.各施設における人材育成の現状　　　
橋田　討論の前に、各施設の人材育成の取り組みについてご
紹介いただきます。

■神戸市立医療センター中央市民病院に
　おける人材育成

池末　神戸市立医療センター中央市民病院は一般病床768床
を有し、高度急性期・一般急性期の役割を担う基幹病院とし
て位置づけられています。薬剤部では「臨床現場の最前線で
活躍する薬剤師を育成し、医薬品の適正使用を推進する」こと
を目標に掲げ、さまざまなスキルを修得させることを重視して
います。薬剤師は60名が在籍しています。
　当院の教育体制の特徴の一つは、薬剤師レジデントプログ
ラムで、2019年度は12名が在籍しています。これは「実務経験
に根ざした講義と臨床実務実習を通して、高度医療に対応し
た臨床薬剤師業務ならびにチーム医療を実践できる薬剤師を
養成する」ことを目的とした2年間のコースです。1年目は臨床
薬剤業務に必要な知識、技能を修得する医療薬学一般コース
となっており、さまざまな分野をラウンドします。2年目になると
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医療薬学専門コースに進み、臨床薬剤業務を経験する中で、
本人がさらに深く学ぶことを希望する分野に特化したカリキュ
ラムを組んでいきます（資料1）。
　薬剤師レジデントプログラムを修了した薬剤師の半数は、
当院を含む神戸市民病院機構に就職し、現場のリーダーとし
て若手を指導しながら新しい仕事にチャレンジしてくれていま
す。一方、残りの半数も大学病院、市中病院、専門病院、保険
薬局のほか、大学、行政機関といった医療機関以外の場所に
も活躍の場が広がっており、当院の薬剤師レジデントプログラ
ムは、チーム医療の視点をしっかりと持った人材を地域に輩
出することにも貢献しています。

■大垣市民病院における人材教育

吉村　大垣市民病院は、岐阜県西濃医療圏の基幹病院とし
て高度急性期・一般急性期を中心に医療活動を行っていま
す。届出病床数は903床ですが、稼働病床数は752床です。
当院の特徴の一つは、院外処方箋発行率が4％と低く、1日平
均1100枚ほどの外来処方箋を院内で調剤していることです。
つまり、調剤や外来の業務を行いながら病棟にも出向いてい
る状況です。薬剤師59名という限られた人数で、さまざまな
業務に対応するために、薬剤部では「チーム制」「見える化」
「意識改革」の3つのキーワードを掲げ、組織マネジメントと人
材育成に取り組んできました。
　病棟業務はチーム制にしており、全18病棟をAからEまでの
5つのチームに分け、それぞれにチームリーダーとサブリーダー
を置き、１つの病棟を2～3人体制でサポートしています。その
際、チームリーダーには、若手薬剤師の教育係として主に活動
してもらっています。同様に研究活動もチーム制にしており、
感染制御、オンコロジー、中毒、NST、漢方、緩和ケアなど専門
分野ごとに12チームに分けています。すべての薬剤師が自分
の興味のある分野を選び、どこかのチームに所属して研究を
行う体制です。このように複数のリーダーが存在する環境に

することでミドルマネジャー層の厚みが増し、それが強い組織
を作ることにつながっていると感じます。
　一方、病棟業務では業務内容の「見える化」にも力を入れて
います。病棟日誌の記載に加え、各業務について具体的な数
値で、毎日報告する仕組みとしました（資料2）。これによって、
チームリーダーは各薬剤師の業務内容をひと目で確認し、業務
量についても容易に把握することができるため、若手薬剤師の
能力を適正に評価しながら指導することが可能になりました。
また、「見える化」には薬剤部全体で情報を共有できるメリット
もあり、職場の活性化にも役立っています。「意識改革」に対す
る取り組みは、後ほどの討論で説明したいと思います。

■金沢大学附属病院における人材育成

崔　金沢大学附属病院は、838床の病床数を有し、金沢市の
基幹病院としての役割に止まらず、石川県、さらには北陸地方
の医療に広く関わり、貢献してきました。150年余りの歴史を
持つ薬剤部としても、より一層の地域貢献を果たしていく必
要があります。医療資源の再分配が完了した2025年には、高
度急性期・一般急性期を担うプロ集団として、また新たな医
療提供体制を先導する人材の宝庫となるよう、新・人材育成
システム「KUPS（Kanazawa University Pharmacist 
Standard）」の開発に取り組んできました。
　KUPSで育成する薬剤師のレベルは、一般的にいえば後期
研修を修了したレベルに相当しますが、KUPSは「薬剤師の幅
広い活動領域において高いレベルでバランスが取れて優れて
いる薬剤師」と規定し、当院の薬剤師のスタンダードにするこ
とを目指しています。KUPSのレベルを目指す薬剤師は、薬剤
師レジデントに近い立場といえますが、当院では任期付き正規
職員として採用し、現在、薬剤師定員約60名のうち17名が
KUPS薬剤師としての採用です。
　KUPSの任期は5年間とし、初期研修にあたる期間（１～2
年目）は中央部門を中心に基本的な技術を修得します。ま
た、1年目の後半から病棟にも出向き、病棟に配置された薬剤
師のサポーターとして活動を始めます。さらに半年ごとに内

科系・外科系病棟、外来化学療法室、治験センターをローテー
ションさせ、最初の2年間で基本的な業務を適切に行えるレ
ベルになることを目指します。そして、後期研修にあたる期間
（3～5年目）は主担当として病棟や外来化学療法室の活動に
従事します（資料3）。
　地域完結型医療に転換する中、これからは俯瞰的な視点で
地域全体をみられる人材を育成することも重要であるため、後
期には中小病院や保険薬局での研修や見学も積極的に組み
込んでいきたいと計画しているところです。

3.ディスカッション

　　
　
橋田　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。地域完結型医療では多職種による
チーム医療が必須であり、チーム医療における薬剤師の役割
とスキルを追求することは極めて重要な課題です。論点1で
は、この課題に対するそれぞれの取り組みやご意見を伺って
いきます。

吉村　これからは急性期医療においても在宅医療を見据え
た活動を行っていかなければならないとの思いを強くしていま
す。実践にあたっては地域の保険薬局との緊密な連携が欠か
せず、最初のステップとして“顔の見える関係”づくりが重要だ
と考えています。地域における保険薬局の役割を知ることで、
病院薬剤師の立ち位置や役割もしっかり見えてくるからです。
岐阜県薬剤師会では、当院がカバーする西濃医療圏において
「退院時共同指導事業」をスタートさせたばかりですが、実践
の場を通して“顔の見える関係”を深め、地域の保険薬局との
役割分担を推し進めていきたいと思っています。

池末　兵庫県薬剤師会でも厚生労働省の「患者のための薬局
ビジョン」事業の一環として「薬・薬連携推進事業」に取り組ん
でいます。当院においても、その枠組みの中で地域の保険薬
局と「入退院支援連携」「退院時共同カンファレンスへの参加

促進」「薬・薬連携における人材交流」の3つの連携活動を行っ
ています。病院と保険薬局が相互に薬剤師を受け入れている
ことが大きな特徴の一つで、薬局薬剤師が病院で病棟業務を
見学・体験したり、無菌調製の知識や技術、持続静注・持続
皮下注のトラブルに対する知識や対策を習得する機会を設け
たりしています。一方、病院薬剤師は保険薬局で一般用医薬
品の販売や在宅訪問の同行なども体験します。また、薬局薬
剤師が参加した退院時共同カンファレンスの事例を薬剤部の
定例会で共有し、地域の保険薬局と連携するうえで病棟薬剤
師はどのように動くべきかといったことを話し合い、自分たち
の学びにも生かしています。

橋田　吉村先生の取り組みとも共通しますが、地域医療を見
据えた新たな事業を展開するための人材を育成するうえで大
切なのは、まず「お互いを知る」ということですね。一方、この
ような活発な人材交流が兵庫県で可能になった背景には、
2015年に兵庫県病院薬剤師会の会員は全員、兵庫県薬剤師
会に入会する仕組みに変えたということがあります。これによ
り兵庫県薬剤師会の会員は8000名を超える規模となり、吉村
先生が先ほど重要性を指摘されていた“顔の見える関係”づく
りにも貢献し、薬・薬連携の原動力となっています。

吉村　岐阜県も病院薬剤師は岐阜県薬剤師会の会員になっ
ていますが、県薬と県病薬が一体化して活動することはなか
なか難しいと感じています。

崔　石川県でも県薬と病薬の協力関係を深めている最中です
が、一体的な組織づくりまでは検討できておらず、兵庫県の動
きは素晴らしいと思います。当院においても地域の保険薬局
や介護施設との連携を重視しており、2017年から産官学によ
る地域連携の新しい取り組み「アポテカプロジェクト」を開始
しました（資料4）。文部科学省の「地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業」の一環として進めているもので、金沢大学、
白山市、コメヤ薬局の3者が共同で、高齢化が進んだ中山間地
域（白山市）に地域連携の拠点となるモデル薬局を開設し、薬
剤師を目指す学生のインターンシップを開始しました。学生は
薬局薬剤師や保健師とともに高齢者の健康支援を行いなが
ら、地域医療に対する理解を深め、フレイル対策をはじめ介護
予防に関する取り組みを学びます。このトレーニングを受けた
学生の中から将来、地域医療を支える新たな仕組みを開発で
きる人材や、自ら地域を支える人材が育ってくれることを望ん
でいます。

橋田　医師の人材育成において医局制度が果たしている役割
は極めて重要です。これからは薬剤師にもそういった視点が
必要ではないでしょうか。KUPSを含め、金沢大学が育てた
薬剤師を地域に輩出する取り組みは、薬剤師の新しい人材マ
ネジメントの仕組みを提唱することにもつながると感じます。
私たちの病院で研修を積んだレジデントがKUPSのような研
修システムの枠組みの中で任期が定められている任期付正規
職員として大学病院に多数採用されていますが、専門教育を

受けた薬剤師が地域の市中病院や保険薬局に戻ってくる循
環が出来上がると非常に有難いと思っています。

崔　KUPSの任期付正規職員枠を設け人材育成に取り組ん
できた背景には、当院での任期の定めのない正規職員の採用
枠が大変狭き門である事情もあります。しかし、地域完結型
医療に転換する中、これからの薬剤師教育のあり方は、まさに
橋田先生がおっしゃるような循環型の仕組みであるべきで
しょう。大学病院にとっても環境が異なる医療施設から薬剤
師を受け入れることは地域連携を強化していくうえでの原動
力になってくれるように思います。

橋田　先生方の施設には専門資格を持つ薬剤師が多く在籍
されています。育成の秘訣について教えていただけますか。

吉村　私は早い段階から研究マインドを意識づけること、自ら
のキャリアに専門資格取得を目標として設定することが大事だ
と考えています。当院では、新人薬剤師は入職したら日本医
療薬学会に入会し、2年目には学会発表を行うことをルールに
しており、スタッフ全員に学会活動は当然といった意識が根づ
いてきています。このような風土づくりとともに力を入れてき
たのが意識改革です。「成果創出のための行動変容」と呼ば
れる5段階ステップの人材育成プログラムも参考にし資格取得
や論文執筆に取り組んだところ、日本医療薬学会認定薬剤師
数などの資格取得者や論文投稿数はかなり増加しました。

橋田　その成果は素晴らしいですね。ポイントを教えてください。

吉村　最初にスタッフ全員に「なぜ認定資格が必要なのか」
「なぜ論文を書かなくてはいけないのか」といった、認定資格
や論文執筆に対する共通認識を持ってもらいます。そして、そ
れぞれのチームリーダーの役割の洗い出しと合意形成を行
い、動機づけで各自のモチベーションを上げていきます。さら
に資格取得のための勉強や論文作成の指導やサポートをしっ
かり行い、なおかつ論文の場合はそれほど高いレベルを求め

ず、論文を書き上げることに主眼を置いて成功体験を味わっ
てもらいます。同時にチーム制による指導体制や教育係の任
命といった仕組みづくりにも力を入れました（資料5）。

崔　専門薬剤師の数を増やすためにも目標を設定することは
重要だと思います。当院では国立大学法人第2期中期計画に
おいて各部署で数値目標を出すことになり、薬剤部では専門
資格の取得数を目標に掲げました。そして、最初の5年間で約
50件の専門資格の新規取得や更新の実績を上げました。こう
した動きがいったん起こると、資格取得を意識した日常業務
がスタンダードとなりました。資格を取得した薬剤師が取得を
目指す別の薬剤師に直接指導やアドバイスをするようになり、
各資格の条件となる実務年数を満たした薬剤師は全員試験
を受けるという流れが自然に出来上がっていきました。

池末　資格取得に向けてサポートする環境があることは大切
だと思います。当院では、専門薬剤師が中心になり、症例サマ
リーの書き方を指導する勉強会があります。

橋田　専門資格を取得するためのトレーニングというより、薬
剤師の専門性を発揮するにはどのような知識とスキルが必要
かという観点から教育体系を整え、全員に教えていく。それ
が、遠回りのように見えて、実は専門薬剤師や指導薬剤師を
増やすうえで最良の道筋のような気がします。

池末　そうですね。当院では、「サイエンスを武器にチーム医
療で貢献できる薬剤師」の育成を目指し、セミナーを中心に知
識向上にも力を入れています。薬物療法の基礎知識を学ぶ
ショートセミナーから、経験事例をもとにした症例検討会、論
文抄読、研究の手始めを教示する臨床研究プラクティス講座
まで、さまざまな形態で教育を行っています。また、どの薬剤
師も自分が介入した患者さんの記録をつけており、指導薬剤
師がその内容を毎日確認し、気になる点があればアドバイスし
たり、介入結果などをフィードバックさせたりしています。この
ような日常の積み重ねが専門資格の取得につながっているの

かもしれません。

橋田　アカデミックな活動を人材育成に活かしていくことも重
要です。これからの病院薬剤師は研究を行うことがより重要
になるでしょうし、研究したことを学会発表だけで終わらさず
に論文化、さらにそれを積み上げて博士号の取得につなげる
といった流れにもなるでしょう。臨床医がそうであるように、ま
もなく薬剤師もこんな環境に置かれるように思います。

吉村　ご意見に同感です。そもそも日常業務から出てきたク
リニカルクエスチョンを臨床研究に落とし込んでいくことは、
薬剤師のライフワークの一つとして取り組むべきことだと思い
ます。そして、次代の薬剤師には臨床、教育、研究の3本柱に
加え、医療安全、病院経営に対する知識と対応も求められてく
ると感じています。

橋田　最後の論点として「次代の薬剤師」の育成について議
論していきましょう。先輩が後輩の成長を支える組織風土を
作り上げていくことが欠かせないと思いますが、どのような工
夫をされていますか。

池末　当院は、すぐ上にいる先輩が直接的な指導役を担う屋
根瓦方式による教育法を採用し、薬剤師育成と薬学生実習指
導を行っています。屋根瓦方式には、「教える」という経験が
若手薬剤師やレジデントの成長を促す利点があります（資料
6）。また、日常業務の管理とは別にレジデント1年目や新人薬
剤師を対象とした「メンター・メンティー制度」（メンターと呼ば
れる先輩がメンティーと呼ばれる若手をサポートする制度）を
取り入れています。ここでも屋根瓦方式のもと、先輩薬剤師
が各自の自主性を尊重しながら、セミナーや業務などの相談に
乗っています。こうした体制を十分に機能させるためには、各
グループの進捗を把握し、リーダーとなる先輩薬剤師を支えて
いくことが重要です。それは私のようなミドルマネジャーの役
割だと思うのですが、日常業務と統一感を持たせながらどの

ようにサポートしていくのか苦慮する面もあります。先生方の
施設ではどのように管理されていますか。

吉村　業務上の管理と学術面のサポートは別物だと考えてい
ます。当院の場合、日常業務は管理職である4人の科長が全
体を把握し、定期的にミーティングを行っています。一方、教育
の場を兼ねる病棟業務はチーム制にして、リーダー、サブリー
ダーを中心に学術面でのサポートをします。例えば指導件数
が少ない薬剤師には、チームリーダーが指導も兼ねて個別にア
プローチします。次代を担う人材を育成するうえでミドルマネ
ジャーの存在はとても重要で、その力量をいかにレベルアップ
していくかも課題の一つでしょう。

崔　私も吉村先生と同じ認識のもと、業務管理体制とは別に
「ビジョンリーダーチーム（Vチーム）」を発足させました。学位
取得者や大学院博士課程に在籍する薬剤師を中心に十数名
で構成されたVチームは、教育・研究分野でのプランニングを
行い、実行していく組織です。誰も経験したことのない新しい
医療体制に変わる中、次代のリーダーとなるVチームのメンバー
には医療全体を俯瞰できるような経験を積ませることも必要
だと考えています。院内においては、病院全体を見渡せ、他部
門との折衝も多い医療安全業務を担当させるのもよいでしょ
う。また、地域全体の情報を知っておくことも大切なので、薬
剤部の部長・副部長会議で報告される地域の動きについても
Vチームと情報共有しながら、次代にも目を向けられる環境づ
くりに努めています。

橋田　先生方の施設に共通するのは次代の育成において若
手をうまく巻き込んでいる点ですね。組織を活性化させるうえ
でも重要なことだと思いますが、こうした体制を構築する際、世
代や価値観の違いがネックになることはありませんか。

吉村　不満を取り除くために平等を基本とし、日常業務は負
担を分散できるよう全員が協力して行っています。一方、学術
活動に対する意識改革は進んでいるものの、人それぞれ価値
観が異なるため、現状ではプラスαの活動として捉えていま
す。したがって学術活動に取り組まないからといってマイナス
評価には絶対にしません。ただ、取り組んだ者は年２回の勤務
評定で評価し、基本給や賞与に反映させる仕組みを設けてい
ます。また、リーダーの任命も年功序列ではなく、若い薬剤師
にもチャンスを与え、その意欲を認めたいので、技能や経験に
加えて「やる気」を重視して決めています。

崔　私も以前は平等性を重視していましたが、KUPSを導入
し、個々のキャリアパスに基づいた育成を行うにあたり、同じ方
法で育てることは困難だと考えるようになりました。今はワーク
ライフバランスが変化する中でもキャリアを積み重ねていけるよ
うお互いの状況を認め合い、助け合える体制を、時間をかけて
作り上げているところです。日常業務や学術活動など実際に
行ったこととポジションや報酬などの評価のバランスが適正で
あれば、このスタイルは受け入れられると考えています。

池末　先生方がおっしゃるように、人材育成は画一的なもの
ではなく、キャリアを積むタイミングは一人ひとり違うと思うの
です。医療環境が大きく変化する中、これからは他の職種と
の交流が増え、タスクシフトが進むことで新しい仕事に出会う
機会が増えてゆくでしょう。スタッフがこうした機会を逃さず
に挑戦できるよう、個人の特性や挑戦できるタイミングを見計
らいながらサポートしていきたいと考えています。同時に実践
したことを臨床研究的な側面から評価し、論文化するまでの
プロセスも整備していきたいと思います。

橋田　議論は尽きませんが、最後に未来の薬剤師を育てるう
えで重要だと思われるキーワードを教えてください。

池末　薬剤師自身も変わっていかなければ、この先の医療環
境の大きな変化には対応しきれないのではないかと思いま
す。それは、私自身にもいえることで、橋田先生がおっしゃっ
たように専門性の向上に近道はなく、日常の積み重ねが大切
であることを肝に銘じて、柔軟に変わっていきたいですね。

崔　私は、未来において新しい価値観を創造できるような人
材を育成したいと考えています。そして、後進には「薬剤師」と
いう専門性を持った医療人として自分のキャリアをデザインし
ていくことを重視してほしいと思います。

吉村　私が新人薬剤師に必ず言うのは「当たり前の価値と付
加価値がある」ということです。当たり前の価値とは、薬剤師
として修得しなければならない知識やスキルを身につけるこ
と。そして一人前になったとき、次に求められるのが付加価値
です。それは個々の薬剤師が決めればよいことで、付加価値
を追求することがキャリアを積み重ねていくことに通じるのだ
と思います。

橋田　変わることのできる薬剤師、自身のキャリアをデザイン
できる薬剤師、そして付加価値のある薬剤師――。どれも変
革の時代を乗り切るために重要なキーワードだと感じます。
今、薬剤師には処方箋の内容を確認して調剤するだけでな
く、患者さんの体内に入った薬剤に対しても責任を持つこと
が求められています。我々が本来、薬剤師の本分だと心得て
いた調剤作業そのものが変化しつつある中、薬剤師は薬学的
専門性を発揮する存在として自立することが必要です。そし
て、そのような薬剤師を育てることが未来に対する我々の責
務ではないでしょうか。
　本日は薬剤師の人材育成について現場での問題点、それに
対する具体的な解決策、さらには将来を見据えた提言まで多
方面にわたって忌憚のないご意見をいただきました。この座
談会が社会で真に役立つ薬剤師の育成につながってほしい
と願うばかりです。本日はどうもありがとうございました。

橋田先生、池末先生提供資料吉村先生提供資料
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1.はじめに
～環境の変化に柔軟に対応できる薬剤師の育成に向けて～

橋田　超高齢社会の到来により、われわれ薬剤師を取り巻く
医療環境は今、大きく変化しています。特に病院の環境は、地
域医療構想の中で高度急性期、一般急性期、回復期、長期療
養の4つの医療機能からいずれかを選択しなければならない
状況に置かれ、病院で活動する薬剤師は、地域における自分
たちの役割をしっかり認識したうえで行動することが求められ
ています。同時に薬剤部長やミドルマネジャーは、このような
役割を担える薬剤師をいかに育成するかが重要な課題となっ
てきました。
　そこで、本日の座談会では３つの論点で討議を進めます。
一点目は「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の存在価値
を高める」といった視点から人材育成について討論します。病
院完結型医療から地域完結型医療に転換する中、チーム医療
に必要なスキルを高めるには、どのような育成体制や育成方法
が有用なのかを実例も交えて話し合いたいと思います。
　二点目は「薬剤師の専門性を高める」ことに焦点を当てま
す。日常業務を学術活動に発展させたり、専門薬剤師を増や
したりする土壌づくりにおいて、それぞれの実践を通して有用
であると感じた育成制度や育成方法についてご教示いただい
たうえで議論につなげたいと存じます。
　そして三点目は「次代を担う人材の育成と組織づくり」につ
いて討論します。次代を担う人材育成において先輩が後輩の
成長を支える組織風土を作り上げることが欠かせません。こ
の実現に向けて何が必要とされるのか、多角的な視点から論
じ合ってみたいと考えています。

2.各施設における人材育成の現状　　　
橋田　討論の前に、各施設の人材育成の取り組みについてご
紹介いただきます。

■神戸市立医療センター中央市民病院に
　おける人材育成

池末　神戸市立医療センター中央市民病院は一般病床768床
を有し、高度急性期・一般急性期の役割を担う基幹病院とし
て位置づけられています。薬剤部では「臨床現場の最前線で
活躍する薬剤師を育成し、医薬品の適正使用を推進する」こと
を目標に掲げ、さまざまなスキルを修得させることを重視して
います。薬剤師は60名が在籍しています。
　当院の教育体制の特徴の一つは、薬剤師レジデントプログ
ラムで、2019年度は12名が在籍しています。これは「実務経験
に根ざした講義と臨床実務実習を通して、高度医療に対応し
た臨床薬剤師業務ならびにチーム医療を実践できる薬剤師を
養成する」ことを目的とした2年間のコースです。1年目は臨床
薬剤業務に必要な知識、技能を修得する医療薬学一般コース
となっており、さまざまな分野をラウンドします。2年目になると
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医療薬学専門コースに進み、臨床薬剤業務を経験する中で、
本人がさらに深く学ぶことを希望する分野に特化したカリキュ
ラムを組んでいきます（資料1）。
　薬剤師レジデントプログラムを修了した薬剤師の半数は、
当院を含む神戸市民病院機構に就職し、現場のリーダーとし
て若手を指導しながら新しい仕事にチャレンジしてくれていま
す。一方、残りの半数も大学病院、市中病院、専門病院、保険
薬局のほか、大学、行政機関といった医療機関以外の場所に
も活躍の場が広がっており、当院の薬剤師レジデントプログラ
ムは、チーム医療の視点をしっかりと持った人材を地域に輩
出することにも貢献しています。

■大垣市民病院における人材教育

吉村　大垣市民病院は、岐阜県西濃医療圏の基幹病院とし
て高度急性期・一般急性期を中心に医療活動を行っていま
す。届出病床数は903床ですが、稼働病床数は752床です。
当院の特徴の一つは、院外処方箋発行率が4％と低く、1日平
均1100枚ほどの外来処方箋を院内で調剤していることです。
つまり、調剤や外来の業務を行いながら病棟にも出向いてい
る状況です。薬剤師59名という限られた人数で、さまざまな
業務に対応するために、薬剤部では「チーム制」「見える化」
「意識改革」の3つのキーワードを掲げ、組織マネジメントと人
材育成に取り組んできました。
　病棟業務はチーム制にしており、全18病棟をAからEまでの
5つのチームに分け、それぞれにチームリーダーとサブリーダー
を置き、１つの病棟を2～3人体制でサポートしています。その
際、チームリーダーには、若手薬剤師の教育係として主に活動
してもらっています。同様に研究活動もチーム制にしており、
感染制御、オンコロジー、中毒、NST、漢方、緩和ケアなど専門
分野ごとに12チームに分けています。すべての薬剤師が自分
の興味のある分野を選び、どこかのチームに所属して研究を
行う体制です。このように複数のリーダーが存在する環境に

することでミドルマネジャー層の厚みが増し、それが強い組織
を作ることにつながっていると感じます。
　一方、病棟業務では業務内容の「見える化」にも力を入れて
います。病棟日誌の記載に加え、各業務について具体的な数
値で、毎日報告する仕組みとしました（資料2）。これによって、
チームリーダーは各薬剤師の業務内容をひと目で確認し、業務
量についても容易に把握することができるため、若手薬剤師の
能力を適正に評価しながら指導することが可能になりました。
また、「見える化」には薬剤部全体で情報を共有できるメリット
もあり、職場の活性化にも役立っています。「意識改革」に対す
る取り組みは、後ほどの討論で説明したいと思います。

■金沢大学附属病院における人材育成

崔　金沢大学附属病院は、838床の病床数を有し、金沢市の
基幹病院としての役割に止まらず、石川県、さらには北陸地方
の医療に広く関わり、貢献してきました。150年余りの歴史を
持つ薬剤部としても、より一層の地域貢献を果たしていく必
要があります。医療資源の再分配が完了した2025年には、高
度急性期・一般急性期を担うプロ集団として、また新たな医
療提供体制を先導する人材の宝庫となるよう、新・人材育成
システム「KUPS（Kanazawa University Pharmacist 
Standard）」の開発に取り組んできました。
　KUPSで育成する薬剤師のレベルは、一般的にいえば後期
研修を修了したレベルに相当しますが、KUPSは「薬剤師の幅
広い活動領域において高いレベルでバランスが取れて優れて
いる薬剤師」と規定し、当院の薬剤師のスタンダードにするこ
とを目指しています。KUPSのレベルを目指す薬剤師は、薬剤
師レジデントに近い立場といえますが、当院では任期付き正規
職員として採用し、現在、薬剤師定員約60名のうち17名が
KUPS薬剤師としての採用です。
　KUPSの任期は5年間とし、初期研修にあたる期間（１～2
年目）は中央部門を中心に基本的な技術を修得します。ま
た、1年目の後半から病棟にも出向き、病棟に配置された薬剤
師のサポーターとして活動を始めます。さらに半年ごとに内

科系・外科系病棟、外来化学療法室、治験センターをローテー
ションさせ、最初の2年間で基本的な業務を適切に行えるレ
ベルになることを目指します。そして、後期研修にあたる期間
（3～5年目）は主担当として病棟や外来化学療法室の活動に
従事します（資料3）。
　地域完結型医療に転換する中、これからは俯瞰的な視点で
地域全体をみられる人材を育成することも重要であるため、後
期には中小病院や保険薬局での研修や見学も積極的に組み
込んでいきたいと計画しているところです。

3.ディスカッション

　　
　
橋田　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。地域完結型医療では多職種による
チーム医療が必須であり、チーム医療における薬剤師の役割
とスキルを追求することは極めて重要な課題です。論点1で
は、この課題に対するそれぞれの取り組みやご意見を伺って
いきます。

吉村　これからは急性期医療においても在宅医療を見据え
た活動を行っていかなければならないとの思いを強くしていま
す。実践にあたっては地域の保険薬局との緊密な連携が欠か
せず、最初のステップとして“顔の見える関係”づくりが重要だ
と考えています。地域における保険薬局の役割を知ることで、
病院薬剤師の立ち位置や役割もしっかり見えてくるからです。
岐阜県薬剤師会では、当院がカバーする西濃医療圏において
「退院時共同指導事業」をスタートさせたばかりですが、実践
の場を通して“顔の見える関係”を深め、地域の保険薬局との
役割分担を推し進めていきたいと思っています。

池末　兵庫県薬剤師会でも厚生労働省の「患者のための薬局
ビジョン」事業の一環として「薬・薬連携推進事業」に取り組ん
でいます。当院においても、その枠組みの中で地域の保険薬
局と「入退院支援連携」「退院時共同カンファレンスへの参加

促進」「薬・薬連携における人材交流」の3つの連携活動を行っ
ています。病院と保険薬局が相互に薬剤師を受け入れている
ことが大きな特徴の一つで、薬局薬剤師が病院で病棟業務を
見学・体験したり、無菌調製の知識や技術、持続静注・持続
皮下注のトラブルに対する知識や対策を習得する機会を設け
たりしています。一方、病院薬剤師は保険薬局で一般用医薬
品の販売や在宅訪問の同行なども体験します。また、薬局薬
剤師が参加した退院時共同カンファレンスの事例を薬剤部の
定例会で共有し、地域の保険薬局と連携するうえで病棟薬剤
師はどのように動くべきかといったことを話し合い、自分たち
の学びにも生かしています。

橋田　吉村先生の取り組みとも共通しますが、地域医療を見
据えた新たな事業を展開するための人材を育成するうえで大
切なのは、まず「お互いを知る」ということですね。一方、この
ような活発な人材交流が兵庫県で可能になった背景には、
2015年に兵庫県病院薬剤師会の会員は全員、兵庫県薬剤師
会に入会する仕組みに変えたということがあります。これによ
り兵庫県薬剤師会の会員は8000名を超える規模となり、吉村
先生が先ほど重要性を指摘されていた“顔の見える関係”づく
りにも貢献し、薬・薬連携の原動力となっています。

吉村　岐阜県も病院薬剤師は岐阜県薬剤師会の会員になっ
ていますが、県薬と県病薬が一体化して活動することはなか
なか難しいと感じています。

崔　石川県でも県薬と病薬の協力関係を深めている最中です
が、一体的な組織づくりまでは検討できておらず、兵庫県の動
きは素晴らしいと思います。当院においても地域の保険薬局
や介護施設との連携を重視しており、2017年から産官学によ
る地域連携の新しい取り組み「アポテカプロジェクト」を開始
しました（資料4）。文部科学省の「地（知）の拠点大学による地
方創生推進事業」の一環として進めているもので、金沢大学、
白山市、コメヤ薬局の3者が共同で、高齢化が進んだ中山間地
域（白山市）に地域連携の拠点となるモデル薬局を開設し、薬
剤師を目指す学生のインターンシップを開始しました。学生は
薬局薬剤師や保健師とともに高齢者の健康支援を行いなが
ら、地域医療に対する理解を深め、フレイル対策をはじめ介護
予防に関する取り組みを学びます。このトレーニングを受けた
学生の中から将来、地域医療を支える新たな仕組みを開発で
きる人材や、自ら地域を支える人材が育ってくれることを望ん
でいます。

橋田　医師の人材育成において医局制度が果たしている役割
は極めて重要です。これからは薬剤師にもそういった視点が
必要ではないでしょうか。KUPSを含め、金沢大学が育てた
薬剤師を地域に輩出する取り組みは、薬剤師の新しい人材マ
ネジメントの仕組みを提唱することにもつながると感じます。
私たちの病院で研修を積んだレジデントがKUPSのような研
修システムの枠組みの中で任期が定められている任期付正規
職員として大学病院に多数採用されていますが、専門教育を

受けた薬剤師が地域の市中病院や保険薬局に戻ってくる循
環が出来上がると非常に有難いと思っています。

崔　KUPSの任期付正規職員枠を設け人材育成に取り組ん
できた背景には、当院での任期の定めのない正規職員の採用
枠が大変狭き門である事情もあります。しかし、地域完結型
医療に転換する中、これからの薬剤師教育のあり方は、まさに
橋田先生がおっしゃるような循環型の仕組みであるべきで
しょう。大学病院にとっても環境が異なる医療施設から薬剤
師を受け入れることは地域連携を強化していくうえでの原動
力になってくれるように思います。

橋田　先生方の施設には専門資格を持つ薬剤師が多く在籍
されています。育成の秘訣について教えていただけますか。

吉村　私は早い段階から研究マインドを意識づけること、自ら
のキャリアに専門資格取得を目標として設定することが大事だ
と考えています。当院では、新人薬剤師は入職したら日本医
療薬学会に入会し、2年目には学会発表を行うことをルールに
しており、スタッフ全員に学会活動は当然といった意識が根づ
いてきています。このような風土づくりとともに力を入れてき
たのが意識改革です。「成果創出のための行動変容」と呼ば
れる5段階ステップの人材育成プログラムも参考にし資格取得
や論文執筆に取り組んだところ、日本医療薬学会認定薬剤師
数などの資格取得者や論文投稿数はかなり増加しました。

橋田　その成果は素晴らしいですね。ポイントを教えてください。

吉村　最初にスタッフ全員に「なぜ認定資格が必要なのか」
「なぜ論文を書かなくてはいけないのか」といった、認定資格
や論文執筆に対する共通認識を持ってもらいます。そして、そ
れぞれのチームリーダーの役割の洗い出しと合意形成を行
い、動機づけで各自のモチベーションを上げていきます。さら
に資格取得のための勉強や論文作成の指導やサポートをしっ
かり行い、なおかつ論文の場合はそれほど高いレベルを求め

ず、論文を書き上げることに主眼を置いて成功体験を味わっ
てもらいます。同時にチーム制による指導体制や教育係の任
命といった仕組みづくりにも力を入れました（資料5）。

崔　専門薬剤師の数を増やすためにも目標を設定することは
重要だと思います。当院では国立大学法人第2期中期計画に
おいて各部署で数値目標を出すことになり、薬剤部では専門
資格の取得数を目標に掲げました。そして、最初の5年間で約
50件の専門資格の新規取得や更新の実績を上げました。こう
した動きがいったん起こると、資格取得を意識した日常業務
がスタンダードとなりました。資格を取得した薬剤師が取得を
目指す別の薬剤師に直接指導やアドバイスをするようになり、
各資格の条件となる実務年数を満たした薬剤師は全員試験
を受けるという流れが自然に出来上がっていきました。

池末　資格取得に向けてサポートする環境があることは大切
だと思います。当院では、専門薬剤師が中心になり、症例サマ
リーの書き方を指導する勉強会があります。

橋田　専門資格を取得するためのトレーニングというより、薬
剤師の専門性を発揮するにはどのような知識とスキルが必要
かという観点から教育体系を整え、全員に教えていく。それ
が、遠回りのように見えて、実は専門薬剤師や指導薬剤師を
増やすうえで最良の道筋のような気がします。

池末　そうですね。当院では、「サイエンスを武器にチーム医
療で貢献できる薬剤師」の育成を目指し、セミナーを中心に知
識向上にも力を入れています。薬物療法の基礎知識を学ぶ
ショートセミナーから、経験事例をもとにした症例検討会、論
文抄読、研究の手始めを教示する臨床研究プラクティス講座
まで、さまざまな形態で教育を行っています。また、どの薬剤
師も自分が介入した患者さんの記録をつけており、指導薬剤
師がその内容を毎日確認し、気になる点があればアドバイスし
たり、介入結果などをフィードバックさせたりしています。この
ような日常の積み重ねが専門資格の取得につながっているの

かもしれません。

橋田　アカデミックな活動を人材育成に活かしていくことも重
要です。これからの病院薬剤師は研究を行うことがより重要
になるでしょうし、研究したことを学会発表だけで終わらさず
に論文化、さらにそれを積み上げて博士号の取得につなげる
といった流れにもなるでしょう。臨床医がそうであるように、ま
もなく薬剤師もこんな環境に置かれるように思います。

吉村　ご意見に同感です。そもそも日常業務から出てきたク
リニカルクエスチョンを臨床研究に落とし込んでいくことは、
薬剤師のライフワークの一つとして取り組むべきことだと思い
ます。そして、次代の薬剤師には臨床、教育、研究の3本柱に
加え、医療安全、病院経営に対する知識と対応も求められてく
ると感じています。

橋田　最後の論点として「次代の薬剤師」の育成について議
論していきましょう。先輩が後輩の成長を支える組織風土を
作り上げていくことが欠かせないと思いますが、どのような工
夫をされていますか。

池末　当院は、すぐ上にいる先輩が直接的な指導役を担う屋
根瓦方式による教育法を採用し、薬剤師育成と薬学生実習指
導を行っています。屋根瓦方式には、「教える」という経験が
若手薬剤師やレジデントの成長を促す利点があります（資料
6）。また、日常業務の管理とは別にレジデント1年目や新人薬
剤師を対象とした「メンター・メンティー制度」（メンターと呼ば
れる先輩がメンティーと呼ばれる若手をサポートする制度）を
取り入れています。ここでも屋根瓦方式のもと、先輩薬剤師
が各自の自主性を尊重しながら、セミナーや業務などの相談に
乗っています。こうした体制を十分に機能させるためには、各
グループの進捗を把握し、リーダーとなる先輩薬剤師を支えて
いくことが重要です。それは私のようなミドルマネジャーの役
割だと思うのですが、日常業務と統一感を持たせながらどの

ようにサポートしていくのか苦慮する面もあります。先生方の
施設ではどのように管理されていますか。

吉村　業務上の管理と学術面のサポートは別物だと考えてい
ます。当院の場合、日常業務は管理職である4人の科長が全
体を把握し、定期的にミーティングを行っています。一方、教育
の場を兼ねる病棟業務はチーム制にして、リーダー、サブリー
ダーを中心に学術面でのサポートをします。例えば指導件数
が少ない薬剤師には、チームリーダーが指導も兼ねて個別にア
プローチします。次代を担う人材を育成するうえでミドルマネ
ジャーの存在はとても重要で、その力量をいかにレベルアップ
していくかも課題の一つでしょう。

崔　私も吉村先生と同じ認識のもと、業務管理体制とは別に
「ビジョンリーダーチーム（Vチーム）」を発足させました。学位
取得者や大学院博士課程に在籍する薬剤師を中心に十数名
で構成されたVチームは、教育・研究分野でのプランニングを
行い、実行していく組織です。誰も経験したことのない新しい
医療体制に変わる中、次代のリーダーとなるVチームのメンバー
には医療全体を俯瞰できるような経験を積ませることも必要
だと考えています。院内においては、病院全体を見渡せ、他部
門との折衝も多い医療安全業務を担当させるのもよいでしょ
う。また、地域全体の情報を知っておくことも大切なので、薬
剤部の部長・副部長会議で報告される地域の動きについても
Vチームと情報共有しながら、次代にも目を向けられる環境づ
くりに努めています。

橋田　先生方の施設に共通するのは次代の育成において若
手をうまく巻き込んでいる点ですね。組織を活性化させるうえ
でも重要なことだと思いますが、こうした体制を構築する際、世
代や価値観の違いがネックになることはありませんか。

吉村　不満を取り除くために平等を基本とし、日常業務は負
担を分散できるよう全員が協力して行っています。一方、学術
活動に対する意識改革は進んでいるものの、人それぞれ価値
観が異なるため、現状ではプラスαの活動として捉えていま
す。したがって学術活動に取り組まないからといってマイナス
評価には絶対にしません。ただ、取り組んだ者は年２回の勤務
評定で評価し、基本給や賞与に反映させる仕組みを設けてい
ます。また、リーダーの任命も年功序列ではなく、若い薬剤師
にもチャンスを与え、その意欲を認めたいので、技能や経験に
加えて「やる気」を重視して決めています。

崔　私も以前は平等性を重視していましたが、KUPSを導入
し、個々のキャリアパスに基づいた育成を行うにあたり、同じ方
法で育てることは困難だと考えるようになりました。今はワーク
ライフバランスが変化する中でもキャリアを積み重ねていけるよ
うお互いの状況を認め合い、助け合える体制を、時間をかけて
作り上げているところです。日常業務や学術活動など実際に
行ったこととポジションや報酬などの評価のバランスが適正で
あれば、このスタイルは受け入れられると考えています。

池末　先生方がおっしゃるように、人材育成は画一的なもの
ではなく、キャリアを積むタイミングは一人ひとり違うと思うの
です。医療環境が大きく変化する中、これからは他の職種と
の交流が増え、タスクシフトが進むことで新しい仕事に出会う
機会が増えてゆくでしょう。スタッフがこうした機会を逃さず
に挑戦できるよう、個人の特性や挑戦できるタイミングを見計
らいながらサポートしていきたいと考えています。同時に実践
したことを臨床研究的な側面から評価し、論文化するまでの
プロセスも整備していきたいと思います。

橋田　議論は尽きませんが、最後に未来の薬剤師を育てるう
えで重要だと思われるキーワードを教えてください。

池末　薬剤師自身も変わっていかなければ、この先の医療環
境の大きな変化には対応しきれないのではないかと思いま
す。それは、私自身にもいえることで、橋田先生がおっしゃっ
たように専門性の向上に近道はなく、日常の積み重ねが大切
であることを肝に銘じて、柔軟に変わっていきたいですね。

崔　私は、未来において新しい価値観を創造できるような人
材を育成したいと考えています。そして、後進には「薬剤師」と
いう専門性を持った医療人として自分のキャリアをデザインし
ていくことを重視してほしいと思います。

吉村　私が新人薬剤師に必ず言うのは「当たり前の価値と付
加価値がある」ということです。当たり前の価値とは、薬剤師
として修得しなければならない知識やスキルを身につけるこ
と。そして一人前になったとき、次に求められるのが付加価値
です。それは個々の薬剤師が決めればよいことで、付加価値
を追求することがキャリアを積み重ねていくことに通じるのだ
と思います。

橋田　変わることのできる薬剤師、自身のキャリアをデザイン
できる薬剤師、そして付加価値のある薬剤師――。どれも変
革の時代を乗り切るために重要なキーワードだと感じます。
今、薬剤師には処方箋の内容を確認して調剤するだけでな
く、患者さんの体内に入った薬剤に対しても責任を持つこと
が求められています。我々が本来、薬剤師の本分だと心得て
いた調剤作業そのものが変化しつつある中、薬剤師は薬学的
専門性を発揮する存在として自立することが必要です。そし
て、そのような薬剤師を育てることが未来に対する我々の責
務ではないでしょうか。
　本日は薬剤師の人材育成について現場での問題点、それに
対する具体的な解決策、さらには将来を見据えた提言まで多
方面にわたって忌憚のないご意見をいただきました。この座
談会が社会で真に役立つ薬剤師の育成につながってほしい
と願うばかりです。本日はどうもありがとうございました。


