
①現状に　　　　         を付けました。3～5年後の目指す状態に　　　　　     を付けてください。両方の階段をバランス良く昇ることがあるべき姿です。

②万一、現状がご自身の想いとの乖離がある場合は、個人面談にて話し合い合意します。

現状分析 2021年度の目標

主体性
物事に進んで取り組む
力

働きかけ力
他人に働きかけ巻き込
む力

実行力
目的を設定し確実に行
動する力

課題発見力
現状を分析し目的や課
題を明らかにする力

計画力
課題の解決に向けたプ
ロセスを明らかにし準備
する力

創造力
新しい価値を生み出す
力

発信力
自分の意見をわかりや
すく伝える力

傾聴力
相手の意見を丁寧に聴く
力

柔軟力
意見の違いや相手の立
場を理解する力

状況把握力
自分と周囲の人々や物
事との関係性を理解す
る力

●現状分析を行い1～5（1：少ない　2：やや少ない　3：何とも言えない　4：やや高い　5：高い）で記載してください。また、2021年度に目標とするレベルを記してください。

3つの能力 12の能力要素

前に踏み出す力

～一歩前に踏み出し、失敗しても
粘り強く取り組む力～

指示待ちにならず、一人称で物事
を捉え、自ら行動できるようになる

ことが求められている

上尾中央総合病院薬剤部　キャリアデザイン　シート
　氏名　　　　　　　　　　　

（1）大目標

（2）人として　①社会人基礎力
●社会人基礎力として3つの能力、12の能力要素が求められます。これは、年齢、職位、性別、雇用形態に関わらず、全ての社会人が、バランス良く身に着けるべき力と言われて
います。

考え抜く力

～疑問を持ち、考え抜く力～

論理的に答えを出すこと以上に、
自ら課題提起し、解決のためのシ
ナリオを描く、自律的な思考力が

求められている

チームで働く力

～多様な人々とともに、目標に向
けて協力する力～

グループ内の協調性だけに留まら
ず、多様な人々との繋がりや協働
を生み出す力が求められている



起立性
社会のルールや人との
約束を守る力

ストレスコントロール力
ストレスの発生源に対応
する力

引用元）経済産業省ホームページ　社会人基礎力関係のフリー素材　https://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/index.html

チームで働く力 グループ内の協調性だけに留まら
ず、多様な人々との繋がりや協働
を生み出す力が求められている



労働（Labor） 仕事（Work） Play 現状分析 2021年度の目標

1 言われないとしない。 言われなくてもする。 　　　 　　　

2
指示の表面しか考えな
い。

指示の真意を掴んです
る。 　　　 　　　

3
自分の仕事しか考えず、
関連性を理解しようとし
ない。

職場全体の仕事の状況
にも関心を持つ。 　　　 　　　

4 安易な道を選ぶ。
難しい仕事・新しい仕事
に挑戦する。 　　　 　　　

5
言われた事を覚えるの
が精一杯である。

自分の技術、知識を積
極的に磨いて、それに誇
りと満足を感じる。

　　　 　　　

6
優柔不断で、態度が煮
え切らない。

イエス、ノーをはっきり言
える。 　　　 　　　

7
行き当たりばったりであ
る。

計画的に仕事をする。 　　　 　　　

8
意見を求められてもなか
なか言えない。

上司にも進言する。 　　　 　　　

9 あまり連絡を取らない。
周囲の人（上司、先輩、
同僚、後輩など）とよく話
しあう。

　　　 　　　

10
変化に気が付かず、気
が付いてもそのまま放置
して仕事をする。

状況の変化に応じて臨
機応変の対応を行う。 　　　 　　　

11
自分だけの城で仕事を
する。

人の手伝いもするが、自
分も積極的に協力を頼
む。

　　　 　　　

12

他人の意見、仕事ぶりに
無関心である。時には他
人の長所を妬み、欠点を
中傷する。

他人の意見、仕事ぶり
の長所を自分の仕事に
取り入れる。

　　　 　　　

13
経験、習慣、規則だけで
仕事をする。

小さなことでも創意工夫
を凝らし、研究する。 　　　 　　　

14
やりっ放しで、上司に注
意されても、その場限り
になってしまう。

自分のした仕事を反省
し、次の仕事に役立て
る。

　　　 　　　

15
仕事は味気なくつまらな
い。

仕事はつらいと思うが、
次第に達成していく事が
楽しい。

　　　 　　　

16
失敗するといつまでもく
よくよして、途中で放り投
げる事もある。

失敗をしてもめげず、気
分を取り直して仕事を継
続して行う。

　　　 　　　

17
終業の時刻が待ち遠し
い。

いつのまにか終業の時
刻になる。 　　　 　　　

18 時々遅刻をする。
遅刻をしない。病欠もな
く体調管理を行う。 　　　 　　　

19 出勤する足が重い。 毎日張合いがある。 　　　 　　　

20
不健康な生活に（深酒、
夜更かし等）逃避して、
憂さ晴らしをする。

よく働き、よく学び、よく
遊ぶ。 　　　 　　　

0 0
引用元）AMG薬剤部主任職研修資料

（2）人として　②Labor/Work/Play
●仕事を行う時、どんな仕事でも「人に使われ、機械に使われて、仕事をさせられている」と考えて行うのであれば、それは労働（Labor）です。組織からの指示はあっ
ても、それを助言として捉え、「自分で考え、自分の能力を発揮するのだ」と考えれば、それが仕事（Work）になります。LaborとWorkの例は、下段をご覧ください。

●そのWorkから、「Play」という働き方が必要になってきます。お金のために強制されて行うのではなく、自分自身のイニシアティブでその仕事を選び取り、仕事を進
めるときにも自らの意思で主体的に動いていくイメージです。

●これは経験年数や職位によって決まるのではなく、「行う人の態度・行動」によって決まります。組織の目標・方針をよく理解し、それによって具体的に自分の目標・
方針を立てて自律的に考えましょう。

●ご自身の先輩がいつまでも、「あなたの仕事の段取りをつけたり」「やり方を詳しく説明したり」「指示が実行されているか確認したり」「結果をいちいち細かく調べた
り」するたびに、ご自身の価値はそれだけ少なくなるのです。

●LaborとWork、Playの違いを少し考えて、どこに該当するか（近い方）を選択しましょう。WorkとPlayの該当数が最下段に表示されます。

各々の項目に対して、自
分自身のイニシアティブ
でその仕事を選び取り、
仕事を進めるときにも自
らの意思で主体的に動

いていく。

WorkとPlayの該当数



現状分析 2021年度の目標
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引用元）AMG薬剤部主任職研修資料より一部改変

●ご自身にとって、仕事を通して最も身近な仲間または、苦手な人を1人思い描き（薬剤部以外でも差し支えありません）、以下のチェックリストを用い、自身がどれだ
け、仕事の仲間の立場を理解してitaか確認してみましょう。

●現状分析を行い、仕事の仲間に対する理解が、1：少ない　2：やや少ない　3：何とも言えない　4：やや高い　5：高い　で記載してください。また、2021年度に目標と
するレベルを記してください。

項目

仕事の仲間の価値感を理解していますか？　仕事の仲間は何を大切にする
人か？　（結果かプロセスか）

仕事の仲間の使命感を理解していますか？

仕事の仲間の院内or薬剤部内の立場を理解していますか？

（2）人として　③仕事の仲間の立場を理解する
●院内や部署内で自ら「事」を起こし、変えていこうとすることは容易なことではありません。

●目指す方向に向かって持続的に進める為には、共に進む仕事の仲間を作ることが大切です。その仲間との関係も重要になります。

●自分の要求だけではなく、仕事の仲間の事も把握しておかねばなりません。

自分の考えの押し付けや、相手の行動を否定から入るのではなく、教え導い
ていますか？

仕事の仲間の業務の範囲を理解していますか？
（仕事の仲間は、あなたが関心のあるまたは担当している仕事だけを所掌し
ているわけではないかもしれません）
仕事の仲間が受けているプレッシャーなどを理解していますか？
（仕事の仲間によっては、自分が想像もできないプレッシャーがあり、その中
で意思決定を迫られている場合もあるかもしれません）

仕事の仲間の、仕事の強み・弱みを理解していますか？

仕事の仲間の、仕事のスタイルを理解していますか？
（細かく指示するか、任せる人か自分でやるか、進捗管理等を頻繁にする
か、教育する人か、黙って見せる人か　等）

良い事、悪い事を含め、現状を仕事の仲間に定期的に共有していますか？

仕事の仲間からの期待をどれだけ正確に理解していますか？　



　　【現在形】お薬の説明書をもとに薬の説明を行う。

　　【現在進行形】お薬の説明書をもとに薬の説明を行っている。

　　【現在完了形の継続】▲年前から、お薬の説明書をもとに、薬の説明を行っている。

　　【過去形】以前、お薬の説明書をもとに、薬の説明を行った。

　　【現在完了形】以前、お薬の説明書をもとに、薬の説明を行ったことがある。

　　【過去完了形】▲年前、すでにお薬の説明書をもとに、薬の説明を終えた。

●下記の表の内、2021年度に最も高める項目に「2021年度重点」を選択し、（7）個人目標へ反映してください。

他者評価レベル 他者評価者名 承認レベル 承認者名

ジェネラルな薬剤師の経
験を通して後輩への指
導や組織管理を担える
状態，入職7年目以降の
到達目標

複数病棟や各部署との
調整を行い，円滑に病
棟業務を担える状態，入
職5年目以降の到達目
標

病棟薬剤師の主担当と
して対応することが出来
る状態，入職3～5年目
の到達目標

自分で考え行動すること
が出来る状態，入職2～
3年目の到達目標

突発的な事象であっても
上位職と相談し１人で対
応が出来る状態，入職1
～2年目の到達目標

5 4 3 2 1
どの疾患に対しても、そ
の状況に適した指導が
でき、自分の指導によっ
て、アドヒアランスの向
上につなげる。

医療薬学会がジェネラル
薬剤師に必要と定める
疾患（※2）の①～⑯の
内、8つの領域におい
て、自分が指導すること
で、患者のコンプライア
ンスが向上につなげる。

・薬学的介入事例を通じ
て、コンプライアンスを向
上させる。
・薬物療法の問題点の
評価に基づき、問題解決
策を提案、実践し、薬物
療法を個別最適化する。

・薬の使用目的を的確に
伝え、薬に対する理解力
を向上させる。
・薬物療法の評価に必
要な情報について、最も
適切な情報源を効果的
に収集すると共に評価
する。

・おくすりの説明書をもと
に薬の説明を行う。
・自分の担当患者の処
方内容における疑義照
会を行う。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

患者・患者家族・医療従
事者すべてと円滑にコ
ミュニケーションが図れ、
良好な信頼関係を構築
でき、医療従事者や患
者から名指しで指名され
る。

患者・患者家族・医師・
看護師と良好なコミュニ
ケーションが図れ、患者
や患者家族から名前で
呼ばれる。

担当病棟において、患
者・医師・看護師と良好
なコミュニケーションが
図れ、過半数のスタッフ
から名前で呼ばれる。

担当病棟において、患
者・医師・看護師と良好
なコミュニケーションを図
る。

・患者の訴えに傾聴し、
良好なコミュニケーショ
ンを図る。
・医師や看護師からの質
問に答える。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

チーム内の薬剤管理指
導の算定率や業務配分
のバランスを整え、その
方向性を示す。

プロトコールに基づく薬
物治療管理(CDTM)に追
加や改訂するために医
師と協議する。

プロトコールに基づく薬
物治療管理(CDTM)に基
づき実施する。

他職種からの相談応需
や薬剤の情報提供を行
い、病棟薬剤業務の記
事件数が1日当たり2件
以上行う。

病棟の勤務1日あ当た
り、10件の患者and/or他
職種対応（薬剤管理指
導業務の算定の有無を
問わず）を行う。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

（3）クリニカルラダー　①臨床
●ラダーという手段を用いて、日々の業務を通して、一段階ずつ上がっていく過程と、その想い（やらされ感では無く、ワクワク感）を大切にします。ラダーが、「目標はこっちだぞ」と
教えてくれる、またある時は、「最近、進んでいないよ」と気付かせてくれる様な、生きたラダーを目指します。

●病院薬剤師になってから2021年1月までにおいて、到達したと思われる項目の「自己」欄を、「到達」を選択して下さい。

●昨年、到達した項目には既に「到達」を選択しています。

語尾は現在形に統一していますが、あるべき姿は現在進行形または現在完了形の継続です。しかし、過去形、現在完了形、過去完了形であっても、業務の変更等の外的要因を理
由に、過去は「到達」したが、現在は実施する機会がない場合は、「到達」にします。

病棟薬剤業務

●他者評価も同様に行ってください。到達と評価した項目が75％以上（17項目中13項目）を満たすことで該当するレベルに到達とし薬剤部長が承認します。

自己申請レベル

項目

薬剤管理指導

コミュニケーション



医療薬学会がジェネラル
薬剤師に必要と定める
疾患（※2）の①～⑯の
内、10の領域に対して領
域毎に10症例を経験す
る。

医療薬学会がジェネラル
薬剤師に必要と定める
疾患（※2）の①～⑯の
内、8つの領域に対して
領域毎に10症例を経験
する。

医療薬学会がジェネラル
薬剤師に必要と定める
疾患（※2）の①～⑯の
内、5つの領域に対して
領域毎に10症例を経験
する。

医療薬学会がジェネラル
薬剤師に必要と定める
疾患（※2）の①～⑯の
内、3つの領域に対して
領域毎に10症例を経験
する。

医療薬学会がジェネラル
薬剤師に必要と定める
疾患（※2）の①～⑯の
内、1つの領域に対して
10症例を経験する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

外来患者への対応に関
わるアウトプット（件数）
を解釈し、行動すること
によって得られるアウト

カム（成果）を、薬剤部全
体の活動という視点で学

会発表等を行う。

地域の医療者（保険薬
剤師、ケアマネージャー
等）と連携し、退院後の
服薬コンプライアンスや
状態の確認などについ
て、入院から外来まで
シームレスに関わる。

退院後のアドヒアランス
や、服薬状態の確認な
どを、入院から外来まで
シームレスに関わる。

退院支援カンファレンス
に参加し、地域の他職種
に対して情報を提供す
る。

退院時薬剤情報提供書
を用い、退院後の薬剤
の服用等に必要な情報
を提供する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

プレアボイド事例のアウ
トプット（件数）を解釈し、
行動することによって得
られるアウトカム（成果）
を、薬剤部全体の活動と
いう視点で学会発表等

を行う。

日病薬へ、重篤化回避
または、治療効果の向
上のプレアボイドを半期
に1件以上送信する。
【現在進行形で到達とし
ます。】

日病薬へ、未然回避の
プレアボイドを半期に1
件以上送信する。
【現在進行形で到達とし
ます。】

重篤化回避または、治
療効果の向上のプレア
ボイド事例につながった
症例を、半期に1件以上
挙げられる。
【現在進行形で到達とし
ます。】

プレアボイド事例につな
がった症例を、半期に1
件以上挙げられる。
【現在進行形で到達とし
ます。】

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

副作用事例のアウトプッ
ト（件数）を解釈し、行動
することによって得られ
るアウトカム（成果）を、
薬剤部全体の活動とい
う視点で学会発表等を

行う。

院内で発生した副作用
を院内規定に基づき、医
薬品医療機器総合機構
（PMDA）へ報告する。

発生した副作用に対し
て、個別性の高い薬物

治療を提案する。

副作用軽減のための処
方設計や、問題解決に

繋げる。

ＤＩ・病棟担当薬剤師カン
ファレンスの副作用情報
を、診療科のカンファレ
ンスにて医師へ情報提
供する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

組織横断的なチーム医
療のアウトプット（件数）
を解釈し、行動すること
によって得られるアウト
カム（成果）を、組織横断
的な活動という視点で学
会発表等を行う。

組織横断的なチーム医
療が主催する研修会等
の企画、AMG薬剤部の
セミナーのWGの一員を
担う。

組織横断的なチーム医
療の一員を担う。

主治医へ、組織横断的
なチーム医療へのコン
サルテーションを打診す
る。

組織横断的なチーム医
療の回診に対して、病棟
担当薬剤師の立場で患
者情報を提供する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

領域

①精神疾患

②神経・筋疾患

③骨・関節疾患

④免疫疾患

⑤心臓・血管系疾患

⑥腎・泌尿器疾患

⑦産科婦人科疾患

⑧呼吸器疾患

⑨消化器疾患

⑩血液および造血器疾患

⑪感覚器疾患

⑫内分泌・代謝疾患

⑬皮膚疾患

⑭感染症

⑮悪性腫瘍

⑯その他の疾患

臨床経験

外来患者への対応

プレアボイド報告

副作用報告

骨粗鬆症、変形性関節症、関節リウマチ

アレルギー、アナフィラキシー、全身性エリテマトーデス（SLE）、ベーチェット病、臓器移植（造血幹細胞移植は除く）

高血圧症、低血圧症、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）、不整脈、心不全、心筋症、末梢閉塞性動脈疾患、肺高血圧症、肺血栓塞栓症・
深部静脈血栓症、脳卒中

慢性腎疾患（CKD）（糸球体腎炎、ネフローゼ症候群を含む）、腎不全、透析、尿路結石、神経因性膀胱・過活動膀胱、前立腺肥大症、性機
能不全

月経困難症、更年期障害、子宮内膜症、妊娠悪阻、切迫流産、陣痛微弱、不妊症、避妊

気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）[肺気腫・慢性気管支炎]、びまん性汎細気管支炎（DPB）、間質性肺炎、喫煙依存（ニコチン依存
症）、睡眠時無呼吸症候群

組織横断的なチーム医
療※1への参加

※1：組織横断的なチーム医療:NST,褥瘡,緩和ケア,ICT,AST(Antimicrobial Stewardship Team:抗菌薬適正使用支援）,フットケア,DST（Dementia Support Team:認知症
サポート）,CCT（Continence care team:排尿ケア）,MACT（Monitor Alarm Control Team:生体情報モニター）,スポーツ医学センター　等

※2：医療薬学会が、幅広い領域の薬物療法の習得のために必要と定める疾患の領域

具体的な疾患

統合失調症、うつ病エピソード、躁病エピソード、神経症性障害、認知症、多動性障害、薬物依存

てんかん、パーキンソン病、振戦、筋萎縮性側索硬化症、重症筋無力症、頭痛・片頭痛、疼痛、末梢神経障害

食道がん、胃がん、大腸がん、肝がん、膵がん、肺がん、乳がん、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫（MM）、子宮がん、卵巣がん、腎
がん、膀胱がん、皮膚がん、頭頸部がん、前立腺がん、脳腫瘍、がんの支持療法、緩和ケア、造血幹細胞移植

酸・塩基平衡異常、電解質異常、栄養欠乏症

消化性潰瘍、逆流性食道炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、過敏性腸症候群、下痢、便秘、悪心・嘔吐、腸閉塞、痔疾患、肝硬変、肝炎、胆
石症、薬物性肝障害、膵炎

貧血、紫斑病、播種性血管内凝固症候群（DIC）、血友病、白血球減少症、血小板減少症

緑内障、白内障、糖尿病性網膜症、加齢黄斑変性、副鼻腔炎、メニエール病、花粉症、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、味覚障
害

甲状腺機能亢進症・低下症、糖尿病、脂質異常症、痛風・高尿酸血症、副甲状腺疾患、尿崩症

尋常性ざ瘡、アトピー性皮膚炎、白癬、乾癬、帯状疱疹、熱傷、褥瘡、接触皮膚炎

感染症分類と起炎微生物、呼吸器感染症、尿路感染症、眼感染症、中耳炎、HIV感染症、深在性真菌症、中枢神経系感染症、発熱性好中
球減少症、胃腸感染症、婦人科感染症、感染性心内膜炎、敗血症、性感染症、皮膚／軟部組織感染症、結核



項目

ジェネラルな薬剤師の経
験を通して後輩への指
導や組織管理を担える
状態，入職7年目以降の
到達目標

複数病棟や各部署との
調整を行い，円滑に病
棟業務を担える状態，入
職5年目以降の到達目
標

病棟薬剤師の主担当と
して対応することが出来
る状態，入職3～5年目
の到達目標

自分で考え行動すること
が出来る状態，入職2～
3年目の到達目標

突発的な事象であっても
上位職と相談し１人で対
応が出来る状態，入職1
～2年目の到達目標

5 4 3 2 1

安全管理報告書のアウ
トプット（件数）を解釈し、
行動することによって得
られるアウトカム（成果）
を、薬剤部全体の活動と
いう視点で学会発表等

を行う。

調剤室以外で発生した
調剤過誤や薬品管理上
の過誤を、速やかに上
位職へ報告し、委員会
や院内のワーキンググ
ループを交えて再発防
止策を講じる。

調剤室以外で発生した
調剤過誤や薬品管理上
の過誤を、速やかに上
位職へ報告し、他職種を
交えて再発防止策を講
じる。

調剤室以外で発生した
調剤過誤や薬品管理上
の過誤を、速やかに上
位職へ報告し、薬剤部
内における再発防止策
を講じる。

調剤室以外で発生した
調剤過誤や薬品管理上
の過誤を、速やかに上
位職へ報告し、安全管
理報告書を作成する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

主に外来に関わる薬剤
の配置や、払い出し手順
などの院内の運用方法
を確立する。

各部署に配置しない薬
剤（金庫管理薬）等の払
い出し手順を、該当部署
と確立する。

各部署の配置薬の削減
を診療科や各部署と計
画し実践する。

各部署の配置時におけ
る管理方法の検討や、
業務改善を行う。

「配置薬管理状況自己
点検リスト」の内容を確
認する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

勉強会の開催状況のア
ウトプット（件数）を解釈

し、行動することによって
得られるアウトカム（成

果）を示す。

病棟看護科責任者と、
病棟看護師を対象とし
た、配合変化やハイリス
ク薬等の勉強会の年間
計画を立案する。

病棟看護師を対象とし
た、配合変化やハイリス
ク薬以外の、当該病棟
に特有な内容の勉強会
の講師を担う。

病棟看護師を対象とし
た、配合変化や、ハイリ
スク薬等の勉強会の講
師を担う。

病棟看護師を対象とし
た、配合変化や、ハイリ
スク薬等の勉強会を上
位職と共同で開催する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

マネジメントラダーの環境整
備（部内）のレベル2とほぼ同
様

マネジメントラダーの環境整
備（部内）のレベル1とほぼ同
様
入職3年目以上の到達目標

リスクを未然に回避する
入職2年目以上の到達目標

その日のセントラルの状況を
把握する
入職1～2年目の到達目標

個人の力量を高める
入職1年目の到達目標

・セントラルサブリー
ダー・リーダーを担う。
・セントラルで発生してい
る課題や問題に対し、薬
剤部内を横断的に連携
し、解決するよう調整す
る。

・Lを担う。
・当日の業務量と個々の
力量を把握し、円滑に正
確にセントラル全体の業
務を行うように指示を出
す。
・その日の業務を終える
こと以外に、今後に更に
良くするための改善策
を、サブリーダーに提案
する。

・エリア・棚担当の5S活
動（整理・整頓・清潔・清
掃・習慣化）を責任感を
持って行う。
・必要に応じて患者安
全・経費削減・業務効
率・紛失防止の視点で
の業務改善等を、サブ
リーダーに相談または提
案する。

・主担当の業務（例えば
P2ならば処方鑑査）を行
うだけで無く、積極的に
他の業務（調剤や監査
等）を支援する。

・主担当の業務（例えば
P2ならば処方鑑査）を滞
りなく行う。
・外来患者に使用する薬
（院内処方・処置室・緊
急薬）の調剤・払い出し・
発注や、退院患者の調
剤等、患者の待ち時間
や緊急度を優先した業
務を行う。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

ジェネラルな薬剤師の経
験を通して後輩への指
導や組織管理を担える
状態，入職7年目以降の
到達目標

複数病棟や各部署との
調整を行い，円滑に病
棟業務を担える状態，入
職5年目以降の到達目
標

病棟薬剤師の主担当と
して対応することが出来
る状態，入職3～5年目
の到達目標

自分で考え行動すること
が出来る状態，入職2～
3年目の到達目標

突発的な事象であっても
上位職と相談し１人で対
応が出来る状態，入職1
～2年目の到達目標

5 4 3 2 1
病院コース実習生に対し
て、臨床業務における内
容を共育し、発表会の資
料に対して助言する。

11週間の標準コースの
実習生に対し、ルーブ
リック評価表の薬物療法
の実践のレベル４（※3）
に該当する内容を共育
する。

11週間の標準コースの
実習生に対し、症例発表
会の資料に対して助言
する。

11週間の標準コース実
習生に対して、病棟の実
習内容を共育する。

11週間の標準コースの
実習生に対して、セント
ラルの実習内容を共育

する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

後輩が講師を担う勉強
会に参加し、根拠に基づ
くアドバイスをする。

入職1～2年目の薬剤師
に対して、AMG薬剤部の
ルーブリック評価表を持
ちいた現状の把握と今
後の目標に対するアドバ
イスを行う。

入職1～2年目の薬剤師
に対して、臨床業務にお
けるアドバイスを行う。

入職１年目の実務に対し
て共育担当として担う。

入職１年目に対する実
務と心のフォローを担

う。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

（3）クリニカルラダー　②医薬品の安全管理

医薬品に関する安全管
理体制の関わり

各部署の配置薬の管理

他職種対象の医薬品の
勉強会開催

セントラルサブリーダー・
リーダーに到達するまで
に必要な姿勢や過程を
示す目的として新設しま

した。

セントラル業務体制への
関わり

（3）クリニカルラダー　③共育、自己研鑽、研究

項目

実習生に対する共育

入職1～2年目の薬剤師
に対する共育



学会や研究会、大学等
の院外の組織が主催す
る講演会等にて講演す
る。

地域の医療者や市民の
方々を対象とした講演会
等にて発表する。

院内の委員会・AMG薬
剤部のセミナー等が主
催する勉強会等にて発
表する。

薬剤部主催の部内の勉
強会に、2回目の発表す
る。

薬剤部主催の部内の勉
強会に、始めて発表す
る。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

Step3・4の指導・専門薬
剤師になり、その資格を
維持している。
【現在進行形で到達とし
ます。】

【P】病院薬学認定薬剤
師以外の、Step2の認定
薬剤師になり、その資格
を維持している。
【現在進行形で到達とし
ます。】

【P】病院薬学認定薬剤
師以外の、Step2の認定
薬剤師になるための要
件を、半分程度満たして
いる。
【現在進行形で到達とし
ます。】

【P】病院薬学認定薬剤
師or【G】認定薬剤師or
【G】生涯研修認定薬剤
師or【G】認定薬剤師の
認定を維持している。
【現在進行形で到達とし
ます。】

【P】病院薬学認定薬剤
師or【G】認定薬剤師or
【G】生涯研修認定薬剤
師or【G】認定薬剤師の
認定に必要な単位の半
分を取得する。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

査読制度のある学会誌
に筆頭で受理される。

学会発表を行う後輩の
支援を行う。

全国規模の学会にて発
表する。

日本病院薬剤師会主催
関東ブロック学術大会、
埼玉県･CMS・AMG・地
域が主催する学術大会
にて発表する。

学会発表のテーマにふ
さわしい、新規性・独自
性・啓発教育的な事例を
具体的に掲げる。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

　　【現在形】お薬の説明書をもとに薬の説明を行う。

　　【現在進行形】お薬の説明書をもとに薬の説明を行っている。

　　【現在完了形の継続】▲年前から、お薬の説明書をもとに、薬の説明を行っている。

　　【過去形】以前、お薬の説明書をもとに、薬の説明を行った。

　　【現在完了形】以前、お薬の説明書をもとに、薬の説明を行ったことがある。

　　【過去完了形】▲年前、すでにお薬の説明書をもとに、薬の説明を終えた。

●下記の表の内、2021年度に最も高める項目に「2021年度重点」を選択し、（7）個人目標へ反映してください。

他者評価レベル 他者評価者名 承認レベル 承認者名

上尾の薬剤部長・副部
長、関連病院の薬局長
等を担い、組織内（病院
やAMG薬剤部）の意思
決定に関与する状態

他部門との調整、自身
の担当外における部内
の業務に関する意思決
定、有事対応を担える状
態

薬剤部内のチームリー
ダー（主任職相当）を担
える状態

薬剤部内チームのサブ
リーダーorセントラル
リーダーを担える状態

病棟主担当を担い、患
者安全実践者を担える
状態

5 4 3 2 1
薬剤部事業計画に基づ
き適正な人員や機器の
購入計画を立案する。

適時調査・監査法人・保
健所等の立ち入り調査、
医療機能評価、CMS統
一薬品を含めたAMGの
方針等が求める体制を
確立する。

薬剤部門で発生している
自分自身の主担当では
無い課題や問題に対し、
薬剤部内を横断的に連
携し、解決するよう調整

する。

自分が所属するチーム
や部署で発生している課
題や問題に対し、薬剤部
内を横断的に連携し、解
決するよう調整する。

自分が所属するチーム
や部署の当日の業務量
と個々の力量を把握し、
円滑に正確に業務を行
う。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

専門・認定薬剤師の取
得

学会発表、論文投稿

※3　実習生対象のルーブリック評価表の薬物療法の実践のレベル４に該当する内容

①患者情報の把握 薬物治療の評価に必要な情報を判断し、収集・整理することで、患者の状況を適切に把握し、薬物治療に活かす。

②医薬品情報の収集と活用
一次資料を含めた情報を適切に評価し、目的に合わせて加工し、提供する。患者啓発や医療の質向上に寄与する情報を主体的
に作成する。

勉強会の発表

●昨年、到達した項目には既に「到達」を選択しています。

●語尾は現在形に統一していますが、あるべき姿は現在進行形または現在完了形の継続です。しかし、過去形、現在完了形、過去完了形であっても、業務の変更等の外的要因を
理由に、過去は「到達」したが、現在は実施する機会がない場合は、「到達」にします。

●他者評価も同様に行ってください。到達と評価した項目が8割以上（5項目中4項目）を満たすことで該当するレベルに到達とし薬剤部長が承認します。

自己申請レベル

項目

③処方設計と薬物療法の実践（処
方設計と提案）

論理的で実行可能な解決策を明示し、薬物療法の個別最適化を実践する。

④処方設計と薬物療法の実践（薬
物療法における効果と副作用の評
価）

薬物治療に関する経過をモニタリングし、患者の状況を総合的に判断して、処方設計や問題解決につなげる。

（4）マネジメントラダー　入職４年目以上が対象
●病院薬剤師になってから2021年1月までにおいて、到達したと思われる項目の「自己」欄に対して、「到達」を選択して下さい。

環境整備（部内）



当院のブランディングを
高めるための講演会演
者などの対外活動を行
う。

自分自身の主担当では
無い、薬剤に関する課題
や問題に対し、他部門及
び他職種と連携し解決
するよう調整する。

診療委員会の下部には
ない、医療の質向上委
員会や人材育成委員会
等の管理を主とした委員
会に参加し、役割に応じ
た発言をするとともに内
容を部署職員に周知す
る。

診療委員会の下部にあ
る直接的に臨床に関連
した委員会に参加し、役
割に応じた発言をすると
ともに内容を部署職員に
周知する。

くたかけ会やワーキング
グループの委員となり、
活動を行う。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

・薬剤師育成プログラム
（本紙）や病院薬剤師の
キャリアデザインを時代
の変化に応じて見直し、
薬剤師全体の内発的な
動機付けを高める。
・時には投資として外発
的動機付けを用いる。

Step2の認定取得に対す
る動機づけを行い、支援
をする。（前提として、自
らがStep2の認定を取得
済。）

臨床研究や学会発表に
対する動機づけを行い、
支援をする。（前提とし
て、自らが臨床研究や学
会発表の経験済。）

主に3年目以上の薬剤
師の個人に対して、日常
の業務に通じた助言や、
研修会の参加ができる
ように調整し支援する。

・社会人基礎力を高め、
部内の職員の模範とな
る。
・年上の人には 丁寧に、
年下の人にはやさしく、
人のいやがる言葉は 使
わず、態度も取らない。

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

環境整備（部外）

仕事の仲間に対する
キャリア支援



新しい考え方や提案に
対して、最初から否定的
な風土を改善しようとす
る。
（ないない病④の改善）

組織間の壁を薄くし、他
部署と協力関係を築きに
くい風土を改善しようと
する。
（傍観者病②の改善）

チームや部署目標の未
来を語り合う風土を築
く。
（レッテル病⑤・ないない
病⑤の改善）

部署の問題を語る時「風
土のせい」「トップが悪
い」「部下が悪い」と当事
者でない“他人のせい”
にするコメントが多く聞
かれる風土を改善しよう
とする。
（正当化病④の改善）

人の育成では、弱点を
直す事に焦点が当てら
れている風土を改善しよ
うとする。
（ないない病②の改善）

自己 　　 　　 　　 　　 　　
他者 　　 　　 　　 　　 　　

①部署の弱点はわかるが、強みについて曖昧である

②人の育成では、弱点を直す事に焦点が当てられている

③部署に誇りを感じていない人が多い

④新しい考え方や提案に対して最初から否定的

⑤部署の未来を語り合う場面が少ない

①直面している問題を先送りする

②退職する際、幾人かは一見建設的な理由で辞めていく（本音が隠されている）

③世の中の論理より部署の論理が優先される

④部署のタブーが存在している（特定の人に意見が言えない）

⑤リーダーは現実・現場が見えていない人だと思われている

①「どうせこの薬剤部（科）は・・・」「やっても仕方ない」「無駄だよ」等諦めワードをよく耳にするし、口にする

②過去の成功体験が足かせになって行動が生まれない（これ以上の事はできない）

③過去の失敗体験が足かせになって行動が生まれない（トラウマ状態）

④若手スタッフの元気がない

⑤部署の未来を語り合う場面が少ない

①部署内に問題が発生した時、どの担当や人にもっていけばいいのか迷うことが多い

②組織間の壁が厚く、他部署と協力関係が築きにくい

③意思決定のスピードが遅い

④失敗を恐れる人が多い

⑤減点主義のリーダーが多い

①失敗に対して言い訳をする職員が多い

②他部署を批判する会話がある

③主任以上は、部署の問題の多くは部下に原因があると思っている

⑤価値観が違うという理由で仲が悪い人たちがいる
引用元）AMG薬剤部主任職研修資料

●下記の表の内、2021年度に最も高める項目に「2021年度重点」を選択し、（7）個人目標へ反映してください。

●この表に記載が無い認定の場合も、認定された時点で記載しますので、積極的に自己研鑽に励みましょう。

チェック欄 Step 認定団体 年会費支援学会

　　　 4

　　　 4

　　　 4

　　　 3A 医療薬学会 日本医療薬学会

　　　 3A 日本医薬品情報学会 日本医薬品情報学会

　　　 3A 日本病院薬剤師会 日本環境感染学会or日本化学療法学会

　　　 3A 日本腎臓病薬物療法学会 日本腎臓病薬物療法学会

　　　 3B 日本医療薬学会 日本医療薬学会

　　　 3B 日本医療薬学会 日本医療薬学会

　　　 2A 日本病院薬剤師会 日本臨床腫瘍学会or日本癌治療学会

　　　 2A 日本小児臨床薬理学会　他 日本小児臨床薬理学会

　　　 2A 日本病院薬剤師会 認定者が出た時点で検討

　　　 2A 日本静脈経腸栄養学会 日本静脈経腸栄養学会

　　　 2A 日本静脈経腸栄養学会 日本静脈経腸栄養学会

ないない病

裸の王様病

レッテル病

傍観者病

正当化病
④部署の問題を語る時「風土のせい」「トップが悪い」「部下が悪い」と当事者でない“他人のせい”にするコメントが多く聞かれる

組織の病気を是正する
（※4）

※4：組織の病気度チェック表

（5）　認定取得
●2021年1月時点で、「認定期間中」または、認定期間が設けられていない場合は、「受講済」を選択して下さい。

認定証の資格名

Step4：指導薬剤師として、院内外の指導・教育を担う薬剤師

医療薬学指導薬剤師

医療薬学会 日本医療薬学会薬物療法指導薬剤師

がん指導薬剤師

がん専門薬剤師

Step2：専門性を極める活動を行い、認定試験に合格した薬剤師
認定試験に加え症例提出と外部研修が必要な認定はA、症例提出のみ必要な認定はB、症例提出が不要な認定はC

がん薬物療法認定薬剤師

小児薬物療法認定薬剤師

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師

臨床栄養代謝専門療法士（暫定）

Step3：専門薬剤師として、当院からエビデンスを国内へ発信する薬剤師
論文を必須とする専門薬剤師は3A、その他の専門薬剤師は3B

医療薬学専門薬剤師

医薬品情報専門薬剤師

感染制御専門薬剤師

腎臓病薬物療法専門薬剤師

薬物療法専門薬剤師

栄養サポートチーム専門療養士



　　　 2B 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療薬学会

　　　 2B 日本病院薬剤師会 日本環境感染学会or日本化学療法学会

　　　 2B 日本臨床救急医学会 日本臨床救急医学会

　　　 2B 日本くすりと糖尿病学会 日本くすりと糖尿病学会

　　　 2B 日本糖尿病療養士認定機構 該当無し

　　　 2B 日本腎臓病薬物療法学会 日本腎臓病薬物療法学会腎臓病薬物療法認定薬剤師

緩和薬物療法認定薬剤師

感染制御認定薬剤師

救急認定薬剤師

糖尿病薬物療法（准）認定薬剤師

日本糖尿病療養士



　　　 2B 日本腎臓病協会 該当無し

　　　 2B 日本臨床腫瘍薬学会 日本臨床腫瘍薬学会

　　　 2B 日本化学療法学会 日本化学療法学会

　　　 2B 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会

　　　 2B 日本臨床薬理学会 日本臨床薬理学会

　　　 2B 日本老年薬学会 日本老年薬学会

　　　 2B 日本循環器学会 日本循環器学会

　　　 2B 日本褥瘡学会 日本褥瘡学会

　　　 2C 日本骨粗鬆症学会 日本骨粗鬆症学会

　　　 2C 日本プライマリ・ケア学会 日本プライマリ・ケア学会

　　　 2C 日本病院薬剤師会 該当無し

　　　 1A 日本薬剤師研修センター 支援無し

　　　 1A 埼玉県病院薬剤師会 支援無し

　　　 1A 薬剤師認定制度認証機構（CPC）の認証団体 支援無し

　　　 1A アンチドーピング機構 支援無し

　　　 1A 埼玉吸入療法サポートネットワーク 支援無し

　　　 1B AHA（米国心臓病学会） 支援無し

　　　 1B 日本救急医学会 支援無し

　　　 1B 日本災害医療薬剤師学会 支援無し

　　　 1B 埼玉県肝炎医療研修会 支援無し

　　　 1B 日本薬剤師研修センター 支援無し

　　　 1B 日本薬剤師研修センター 支援無し

　　　 1B 全日本病院協会 支援無し

　　　 1B 各種
医療安全部門への兼任す
る場合は要相談

●投資内容について、本紙の記載以外にも規定があります。「薬剤師育成プログラム」をご覧ください。

チェック欄 活動内容
病院書式を用いた事前

申請の必要の有無

　　

　　

　　 シンポジスト、座長

　　 指導的な立場を担った共
同発表

　　 次年度は筆頭発表を見越
して参加

　　 発表、シンポジスト、座長
などの演者を担う

　　 参加のみ

　　 参加のみ

　　 発表、参加

　　

　　

　　  AMQI主催の患者安全研修会の参加

　　

（3）クリニカルラダー　の未到達内容を踏まえた個人目標を1つ以上掲げましょう。

4年目以上の方は、（4）マネジメントラダー　の未到達内容を踏まえた個人目標を1つ以上掲げましょう。

（6）人材育成の投資を申請した方は、領域毎に個人目標を1つずつ掲げましょう。

腎臓病療養指導士

外来がん治療認定薬剤師

抗菌化学療法認定薬剤師

周術期管理チーム薬剤師

認定治験コーディネーター

Step1：研修会や講習会に参加し、その結果が認められた薬剤師
40時間以上の研修を要する認定をA、それ以下の場合はB

【G】認定薬剤師

【G】生涯研修認定薬剤師

【G】認定薬剤師

スポーツファーマシスト

吸入指導マイスター

老年薬学認定薬剤師

心不全療養指導士

日本褥瘡学会認定師

骨粗鬆症マネージャー

プライマリ・ケア認定薬剤師

【P】病院薬学認定薬剤師

看護師特定行為研修指導者講習会

医療安全管理者の業務指針及び養成のための研修プ
ログラム作成指針に基づく研修会

（6）　人材育成の投資
●クリニカルラダーレベルに応じて、下記の投資を申請できます。申請する場合は、「申請」を選択して下さい。

●（7）の個人目標に、申請した内容に関する活動を通して、患者や組織への貢献に関する目標を掲げて下さい。その記載が無い場合は、投資の申請が受けられません。

種別

対象
CL：Clinical ladder level（クリニカルラダーレベル）

ML：Management ladder level（マネジメントラダーレベ
ル）

BLS(一時救命処置)

ICLS（Immediate Cardiac Life Support）

災害医療支援薬剤師

肝炎コーディネーター

認定実務実習指導薬剤師

認定実務実習指導薬剤師アドバンス

学会の参加費

筆頭発表
CL2以上

必要
①「申請」の場合、病院
の書式を用いた事前申
請が必要です。そちらも
各自で行ってください。

②申請した場合、予算申
請書を作成します。別

ファイルの「学会・研修会
予算申請」のシートを記

載してください。

2年目はルーブリック評価12項目（75％）がレベル3以上

CL2以上

CL4（かつML2以上が望ましい）

CL2以上

研修会の参加費 CL2以上

不要

Steo2・3・4の認定・専門薬剤師の更新
に必要な学会の年会費

CL4以上（かつML2以上が望ましい）かつ、Step2･3･4の
認定取得者

Step3・4に関わる認定試験の受験料
（合格時のみ1回分）・認定審査料・認

定料・認定更新料

当院名での筆頭発表の論文を受理されたStep3・4の認
定取得者

CL2以上かつ、患者安全実践者/推進者、セントラル
リーダー、病棟主担当

論文投稿に関わる投稿料、掲載料、
翻訳料等

当院名での筆頭発表の論文を投稿した方

Step2・3・4の認定・専門薬剤師の更新
に必要な研修会（１回/１資格/１年）の

参加費

CL4以上（かつML2以上が望ましい）かつ、Step2･3･4の
認定取得者

日病薬主催 医薬品安全管理責任者
等講習会の患者安全の講習会や、医
療安全管理者の業務指針及び養成の
ための研修プログラム作成指針に基

づく研修会の参加費

CL2以上かつ、患者安全実践者/推進者、セントラル
リーダー、病棟主担当

AMG薬剤部各セミナー CL2以上かつ、各チームの合意

（7）　2021年度個人目標
（2）人として　を踏まえた個人目標を1つ以上掲げましょう。



①大目標（将来自分が、患者のためにどのような薬剤師になりたいのか） ※出来るだけ語尾を断定しましょう。

②大目標に向けて2021年度内に、患者のためにできるようになっていること ※出来るだけ語尾を断定しましょう。

③個人目標
(2)人として

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

予定

実績

振り返りのコメント（未到
達の場合はその理由、
自分自身や部内の変化

や気づき）

(2)人として

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

予定

実績

振り返りのコメント（未到
達の場合はその理由、
自分自身や部内の変化

や気づき）

（3）クリニカルラダー

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

目標共有チーム等

目標共有チームの確認

個人目標は、所属するチーム、部署、病棟で相談し設定します。目標共有チーム等の欄に、共有するチーム等を選択してください。該当するチーム等が無い場合は「個人」を、委員
会目標との関連する場合は「委員会関連」を選択します。

内容
（数値化できるものは数値化する）

上段：予定を記載　下段：実績を記載

目標共有チーム等

目標共有チームの確認

内容
（数値化できるものは数値化する）

上段：予定を記載　下段：実績を記載

内容
（数値化できるものは数値化する）

上段：予定を記載　下段：実績を記載



予定

実績

振り返りのコメント（未到
達の場合はその理由、
自分自身や部内の変化

や気づき）

（4）マネジメントラダー 4年目以上

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

予定

実績

振り返りのコメント（未到
達の場合はその理由、
自分自身や部内の変化

や気づき）

（5）認定取得

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

予定

実績

振り返りのコメント（未到
達の場合はその理由、
自分自身や部内の変化

や気づき）

（6）人材育成の投資を「申請」した項目

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

目標共有チーム等

目標共有チームの確認

内容
（数値化できるものは数値化する）

上段：予定を記載　下段：実績を記載

目標共有チーム等

目標共有チームの確認

目標共有チーム等

目標共有チームの確認

内容
（数値化できるものは数値化する）

上段：予定を記載　下段：実績を記載

内容
（数値化できるものは数値化する）

上段：予定を記載　下段：実績を記載



予定

実績

振り返りのコメント（未到
達の場合はその理由、
自分自身や部内の変化

や気づき）

その他

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

予定

実績

振り返りのコメント（未到
達の場合はその理由、
自分自身や部内の変化

や気づき）

目標共有チーム等

目標共有チームの確認

部長・副部長等のコメント

内容
（数値化できるものは数値化する）

上段：予定を記載　下段：実績を記載

目標共有チーム等

目標共有チームの確認


