
① 使用システム

③ 提出帳票（定時）

① 採用品の登録

② 登録内容の確認
③ マスタ変更

標準業務2

注射個人セット（２）

③
注射個人セット

業務
（外来注射）

外来処置室の外来注射を個人別に１施用単位でセットする

同上

アンプルピッカーの搭載薬品のチェックを実施し、薬剤師の確認
のもと、不足薬品の補充支援を行う
アンプルピッカーにカート、トレーをセットする
システムの消耗品（用紙、ラベル等）を補充する

②
注射個人セット

業務
（緊急注射）

病棟毎に緊急注射を個人別に１施用単位でセットする

同上

夜間・時間外を配慮し、所定の場所にカートを保管し、スペースの
確保に努める
トレーは、安全を確保できる高さまで重ねて積み上げ、専用の台
車にセットした状態で保管する
補充・払出の際に生じる薬品梱包用のダンボールなどのゴミ出し
を行う

①
注射個人セット

業務
（定時注射）

病棟毎に定時注射を個人別に１施用単位でセットする
部門システムでアンプルピッカーを稼働させる
手出薬品、冷所品、輸液類は、「病棟別注射薬集計表」を基に取
り揃える
ＳＰＤが「注射箋患者別一覧表」で、手出薬品、冷所品、輸液類を
搬送カートの患者別のトレーに1施用単位でセットする

搬送カートにセットされた個人別トレーを薬剤師が監査する

薬剤部の最大在庫量と発注点を薬剤師が初期設定を行う
使用実績データに基づき在庫の見直しを行う
アンプルピッカー搭載薬品の稼動を把握し、稼働状況に応じた搭
載量の増減提案を行う
薬剤師監視のもと、毒薬・向精神薬の在庫数量を入力し、誤差の
確認を行う

⑥ ロケーション設定
処方薬・注射薬のロケーション設定を行う
処方薬・注射薬の収納棚の表示、配置図を作成する

1ヶ月に1回、有効期限調査を実施し、原則6ヶ月以内に有効期限
が切れる処方薬・注射薬について、使用促進策を講じる
破損・廃棄医薬品のデータ入力
不動在庫を調査する

④ 返品業務

部署から回収したカートに積載されている薬品及び処方箋などを
取りまとめ、所定の場所に返品・処理をする
薬剤部との協議によって決められた特定の薬品については、都
度、返品数量をチェックシートに記入し、管理する

臨時発注は品目と数量を薬剤師の承認を受けて電話発注

② 入庫業務

納品は８：３０から行う
納品書に基づいて検収を行い、受領印を押す

検収時に医薬品の包装の変更、破損、有効期限等の確認を行う

輸液類は、納品業者に所定の場所を指示する
輸液以外の医薬品は、ＳＰＤが棚入れする
仕入入力処理は、発注書と照合して行う
未納品処理を行い、納期を確認し、薬剤師に報告する

病院の単価契約に基づき、薬剤師の承認の元、処方薬・注射薬
の発注を実施する
薬剤師が定めた最大在庫量と発注点に基づいて処方薬・注射薬
の発注数を算出し、定時発注データを作成する
定時発注時間は１７：００までに行う
発注入力する
ＶＡＮを使用してデータを送信する
発注記録を保管する

（１） 倉庫業務

① 発注業務

③ 品質管理業務

⑤
在庫の設定・

管理

⑦ 環境整備

富士通物流システムによる各種帳票については、本院と協議の
上、期日までに用度課、薬剤部に提出する

（２） マスタ登録
薬剤部の依頼に基づき、物流システムへの医薬品のマスタ登録

薬剤部の確認を受ける
薬剤部の依頼に基づき変更入力

② 業務内容

発注管理
入庫管理
払出管理
棚卸
マスタ管理
部署定数管理
各種帳票管理

医薬品供給管理業務内容
業務分類 項目 内容 詳細

1 管理システム

（１） システム内容

富士通物流システムを使用する



医薬品供給管理業務内容
業務分類 項目 内容 詳細

時間 順次

時間 １６：１５

時間 １１：００　１３：３０　１６：１５

時間 １１：００　１３：３０　１５：００（各科外来）

外来 救急外来　外来処置室　内視鏡、人工透析室、各科外来

時間 １１：００　１３：３０　１５：００（各科外来）１６：１５

外来 救急外来、外来処置室、内視鏡室、人工透析室、各科外
放射線 放射線室（ＣＴ、ＭＲＩ、アンギオ、心カテ等）
手術部 手術室

時間 ９：００　１３：００
ケモ室 化学療法室

時間 13:00
処置室 外来処置室

時間 カート搬送時及び必要時
返却された医薬品の棚入れ
品質に応じて薬剤師が確認

病床を有する全ての病棟

病床を有する全ての病棟

病床を有する全ての病棟

病床を有する全ての病棟

病床を有する全ての病棟

⑤
定数補充業務
（手術室）

定時注射薬
搬送業務

注射薬の定時注射の搬送（専用カート）

②

標準業務2

2 標準業務

搬送業務（５）

（５） 搬送業務

（３） 定数管理業務

（４） 物流払出業務

⑦

⑧

③

①

薬剤部、各部署

薬剤部が指定した高額医薬品については、毎月末に棚卸を行
い、理論数と在庫数の照合確認

差異について受払データの調査
報告、修正

外来ケモ・入院ケモの抗がん剤の搬送

定時調剤薬
搬送業務

請求リストに従い、医薬品及び消毒薬等の払出を行う

物流請求分の医薬品及び消毒薬等を、所定の保管場所に補充す
る

薬剤師が定めた最大在庫量と請求点に基づいて請求数を算出
し、定時請求データを作成する

定時請求は13：00までに行う

外来処置室
搬送業務

外来処置室で使用する外来注射の搬送（専用カート）

カート回収

② 院内棚卸
6ヶ月毎に行われる院内の棚卸
薬剤部、各部署別の電算上の処方薬、注射薬の在庫数と実棚卸
数を比較の上、棚卸誤差の追及を行う

（６） 棚卸業務

① 月次棚卸

各部署からの返却

⑥
化学療法室搬送

業務

内服・外用の定時処方・臨時処方・緊急処方（ワゴン）

④
定数補充
搬送業務

定数補充薬品の搬送（ワゴン）

⑤ 物流搬送業務

消毒薬等の物流システムでの請求品の搬送（ワゴン）

定時注射薬
搬送業務

注射薬の定時注射の搬送（ワゴン）

④ 有効期限管理

6ヶ月に1回、有効期限調査を実施し、原則12ヶ月以内に有効期限
が切れる医薬品を各部署から回収する
回収された期限切迫品の使用促進策を講じる
期限調査の結果についてはデータ入力し、管理表を作成して薬剤
部内に掲示する

① 物流払出業務
各部署からの物流請求オーダを確認し、端末から請求リストを出
力する

定数補充業務

③ 薬品切替

新規採用などで定数薬品の切替が必要になった場合は、薬剤師
の指示のもと、部署の配置薬品を変更する
旧配置薬品については、部署の在庫調整を行い、必要に応じて
回収する

各部署の所定の保管場所に補充する
保管場所に処方薬・注射薬の表示を作成する

1ヶ月に1回、定数の過不足を調整する
使用連絡の受けた救急カートの補充

② 定数登録

物流システムに各部署の定数を入力する
部署別の医薬品定数配置表を作成する
各部署の責任者と協議し、新規・変更・削除を行う
薬剤部が承認後、入力及び現物の変更作業を行う
補充実績を基に定数の見直しを提言する

保管場所の破損や汚れを確認し、問題点は薬剤師に報告する

補充のサイクルは、原則月～金の毎日とする

定数管理を実施している部署の前日までの実施済注射箋分の集
計表を印刷する
病棟別注射薬集計表に基づき取り揃え
薬剤師が監査する
所定の時間に各部署に搬送する

①

最大在庫量と発注点を薬剤師が初期設定を行う

補充時には先入れ先出しの棚入れ補充をする



医薬品供給管理業務内容
業務分類 項目 内容 詳細

① 調達対象

③ 支払

④ 情報提供

② 削減目標

注射箋を倉庫への片付け、運搬
処方箋を倉庫への片付け、運搬

土曜日の午後１時から搬送に対応する

3
薬剤師
補助業務

（１） 薬剤師補助業務 ① 注射箋の保管

当院と協議のうえ、毎年度削減目標を策定する

5 調達業務

（１）

（２）

調達

①
薬価交渉

調達方法

納入業者への代金支払い業務を行う

医薬品の新規採用時をはじめ、随時、同等品及び市場価格等の
比較データを提供する

全国平均値引率等の市場流通価格の情報をもとに納入業者と随
時交渉する

交渉方法

品目ごとの納入単価、納入業者及び製造業者を明らかにするこ

価格交渉を行う際は、病院の既存の納入業者と交渉を行うものと
し、不調となった場合に他の納入業者や製造業者との交渉を行う

② 契約単価は毎年度２回（４月及び１０月）見直すものとする。年度
途中で薬価改定がある場合は、その都度見直すものとする

品目選定は当院が行う

年末年始及び休日が連続して３日以上となる場合には、協議する
4 休日対応業務 （１） 休日対応 ① 業務体制


