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　蓮見さんは2006年に城西大学を卒
業した６年制１期生。実務実習やドラ
ッグストアでのインターンを経験する
中で、「地域に密着し、一人の患者さ
んに長く関わりたい」と就職先に薬局
を意識するようになった。
　当初、薬局はどこも同じと思ってい
たが、「ファーマみらいの説明会で地
域密着型の展開であることを聞き、店
舗見学の際には、店舗ごとでの独自な
取り組みを知りました。トップダウン
の仕事ではなく、自由な気風を重んじ
る社内の雰囲気に魅力を感じました」
と入社の動機を語る。また、「成長企

業でもあり、上を追い上げる勢いに自
分も貢献したい」と、会社のモチベー
ションの高さにも後押しされた。
　現在、蓮見さんは、レセプト請求の
補助や在庫管理の業務もこなす一方、
充実した社内研修を活用し、薬局長へ
キャリアアップを目指している。また、
社内の調剤過誤研究会に積極的に参加
し、インシデント報告を討論、原因と
対策を検討し、薬局内での情報共有に
も取り組む。
　また、東京大学薬学部とファーマみ
らいの共同研究にも関わり、ヒヤリ・
ハットに至る手前の「ミニミニ・ヒヤ

リ・ハット」の事例を収集・分析し、
医療安全に役立てる研究にも参加。現
在は、その一環として、社内での医療
安全研究の取り組みをテーマに、論文
執筆にも取り組んでいる。
　入社以来、日々の業務の中で困難に
も直面した。門前の春日部市立病院は、
がん診療連携拠点病院。がん患者も多
く、「生きるのがつらい、話せないく
らい気持ち悪い、そうしたがん患者さ
んとの接し方で悩むこともあった」と
いう。「ある時、しびれを訴える患者
さんに、おつりをトレーで戻したとこ
ろ、患者さんがうまくつかめないとい
う場面に出会いました。そこで、はじ
めて手がしびれていることを知りまし

た。以後、よく患者さんを観察し、よ
く話を聞くことを心掛けるようになり
ました」と語ってくれた。
　また、こうした経験が「薬局薬剤師
だからできること」を知り得る契機で
もあったと振り返る。「例えば、がん
患者さんの場合、しっかり服薬してい
れば、薬局ができることは、今その時
に、患者さんの悩みや不安を聞いてあ
げることかもしれません。治療の効果
を見ることが医者の役目であるとすれ
ば、薬剤師は、真摯に患者と向かい合
い、副作用から患者を守り、できるだ
け不安を取り除いてあげることが重要
な役割だと思います」と薬局薬剤師と
してのやりがいを語る。
　最後に、職場選びのポイントについ
て、「『自分が何を大切にしたいか』を
しっかり持つことが大事」という。多
様な職務に携わっているが、会社のイ
メージは「入社後も差がなかった」と話
す。「目的意識を持たず、例えば給与
だけで判断して入社すると、辞めてし
まう人も少なくありません。自分が薬
剤師として大切にしたいこと、それを
実現できる会社を選ぶことが何より重
要です」とアドバイスを送ってくれた。

　「患者の話をきちんと聞いてあげること、それが薬局で
できることです」と熱く語る蓮見和也さん。埼玉県のがん
拠点病院・春日部市立病院前の「みどり調剤薬局中央店」
に勤務し、今年で３年目を迎える。がん患者さんも多く、
副作用への対応など、様々なやり取りの中で、「薬局薬剤
師だからできること」を日々考え、業務に取り組んでいる。
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　13年度は全国56校の薬科大学・薬
学部全てが初めて６年制学部卒業生を
輩 出 し た。 調 査 結 果 で は 全 体 で は
8504人が卒業、このうち男子3360人、
女子5144人で男女比は４：６であっ
た。このうち就職したのは6813人で
全体の80％（男女比４：６）を占め、

　日本私立薬科大学協会はこのほど、2013年度卒業生の進路、14
年度の大学院入学状況についてまとめた。調査結果によると、13
年度の私立薬大57校（学部）の卒業生は8504人だった。このうち
就職したのは6813人（80％）で、進学等含む全体の進路では、例
年通り薬局へ就職が多く39％、病院は26％であった。ただ、大学
別では病院への就職が薬局を上回っているところも少なくなかっ
た。

就職以外では進学が179人（２％）、
その他1471人（17％）であった。  
　進学等を除く進路としては、薬局へ
全体の39％に当たる3325人（４：６）
が就職した。次いで多いのは病院の
2211人で、このうち女子が65％を占

約４割は薬局へ就職
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大学名 卒業者数 就職者数
北海道医療 124 94 
北海道薬科 171 106 
青森 25 18 
岩手医科 126 67 
東北薬科＊ 264 232 
奥羽 46 31 
いわき明星 46 32 
国際医療福祉 128 66 
高崎健康福祉 62 38 
城西＊ 226 183 
日本薬科＊ 88 29 
東邦 230 193 
東京理科＊ 99 95 
日本 183 178 
千葉科学＊ 120 99 
城西国際 107 102 
帝京平成 94 46 
東京薬科 378 356 
明治薬科＊ 288 282 
昭和 176 170 
昭和薬科 208 196 
星薬科＊ 238 226 
慶應義塾＊ 163 141 
北里＊ 266 236 
武蔵野 125 119 
帝京 237 128 
横浜薬科 159 75 
新潟薬科 173 91 
北陸 159 113 
名城 224 215 

大学名 卒業者数 就職者数
愛知学院 113 93 
金城学院 96 63 
鈴鹿医療科学 81 73 
京都薬科 325 293 
同志社女子 105 83 
立命館 86 65 
大阪薬科＊(一括） 283 258 
近畿＊ 146 138 
摂南 195 184 
大阪大谷 108 72 
神戸薬科 277 243 
武庫川女子＊ 169 145 
神戸学院 213 191 
兵庫医療 136 84 
姫路獨協 74 30 
広島国際 76 47 
安田女子 65 34 
福山 128 97 
就実 80 49 
徳島文理 125 63 
徳島文理・香川 67 42 
松山 61 59 
福岡 236 205 
第一薬科 37 12 
長崎国際 70 57 
九州保健福祉＊ 126 107 
崇城 93 69 

8,504 6813 
＊：４年制併設

2013年度　私立薬科大学・薬学部卒業者進路（６年制）

13年度 ６年制卒業生の進路

患者の話に傾聴が基本
〝薬剤師だからこそ〟にこだわる 蓮
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