
■はじめに
地域包括ケアシステムで求められるシームレスな薬
学的管理

近藤　地域包括ケアシステムとは、「地域の実情に応じて高
齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応
じ自立した生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予
防、住まいおよび自立した日常生活の支援が包括的に確保さ
れる体制」とされています。しかし、その中で薬剤師はどのよう
な役割を果たせばよいのか、具体的にイメージできていないの
が現状だと思います。2016年7月に厚生労働省は、地域包括ケ
アシステムの具体化のための医療・介護連携の促進に関し、
医療・介護従事者に必要な視点として、①入院時・退院時の
切れ目のない医療・介護の提供、②居宅等での看取りを含め
た切れ目のない医療・介護の提供、③多職種連携―の3つを
提示しました。①では、患者さんの入退院時に職種を横断し
た連携が求められるとしており、本日のテーマである「シームレ
スな薬学的管理」もここに含まれます。
　地域包括ケアシステムの基盤となるのは、地域の多職種連
携システム（医療・介護提供者の視点）、地元で今まで通りの
日常を送る生活（医療・介護需要者の視点）であり、これから
の医療は、患者さんが医療者の指示に従う「コンプライアン
ス・モデル」から、医療者と患者さんが同じ視点で最善の治療
法を導く「コンコーダンス・モデル」にシフトしていくと考えられ
ます。「価値ある情報の共有」「多職種の共同作業」「患者ア
ウトカムの改善」の3つが揃って初めて地域包括ケアが実現し
ます。
　では、「価値ある情報の共有」とは何でしょうか。薬局薬剤
師が必要とする情報は、入院中に投与された薬や服薬におけ
る問題点です。粉砕をしていたこと、抗がん剤の副作用、介護
者への説明内容など包括的な情報提供が必要であり、そのた
めのツールとして「服薬情報提供書」があります。ところが医
師と看護師が作成するサマリーは診療報酬の対象であるのに
対し、薬剤師のサマリーは対象になっていません。薬剤師の情
報共有によって患者アウトカムが改善することをいかに実証す
るかも今後の課題の一つです。
　シームレスな薬学的管理の必要性は言うまでもありません
が、残念ながら今のところあまり進んでいるとは言えません。
人手が足りない、他に優先すべき業務があるなど理由はさまざ
までしょうが、薬剤師を一生の職業として選んだ目的をあらた
めて思い返してほしいと思います。不幸にして病気になった患
者さんの生活の質を少しでも高める支援をすることが医療で
あり、そこには薬剤師の活躍の場が必ずあるはずです。薬剤師
として今後どのような取り組みが必要で、いかにレベルアップし
ていけばよいのか、皆さんと話し合いたいと思います。
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地域包括ケアシステムに象徴される地域完結型の医療提供体制の整備に伴い、薬剤師が社会から求められる役割は大
きく変化している。入院・外来・在宅を通じて安全かつ有効な薬物療法を継続的に提供するためには、薬薬連携をはじめ
地域の多職種による情報共有が不可欠であるが、病院薬剤師は入院中の薬物療法の情報を在宅チームにいかに提供
するべきか、また、保険薬局薬剤師が在宅チームの一員として果たすべき役割をどのように考えればよいのだろうか。
今号の特集では、全国で精力的に薬剤師業務の連携を模索している先生方にお集まりいただき、病院と在宅を相互に
つなぐシームレスな薬学的管理のための各施設の取り組みと、そこから浮かび上がる課題を共有した上で、今後必要と
される方策について討議していただいた。

病院と在宅をつなぐシームレスな薬学的管理
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■在宅薬剤師からの問題提起　

近藤　最初に、保険薬局に勤務しながら在宅専任薬剤師とし
て活躍している中村先生から、在宅ケアの現状と病院との連
携における問題点について話していただきます。

中村　私は5年前に福井市のらいふ薬局に就職しまして、在
宅医療に従事してきました。その後徐々に実績を重ね、看取り
も100例を超えましたが、これは当薬局の在宅専任薬剤師2名
で福井県全体の3割をカバーしていることになります。言い換
えれば、それだけ在宅医療がまだほとんど普及していないとい
うことであり、今も薬剤師の在宅医療は医師、看護師に認知さ
れているとはいえません。
　入院治療から在宅ケアに移行したある患者さんは、退院時
に睡眠薬と鎮痛剤の内服薬が処方されていましたが、錠剤が
飲み込めないため痛みで夜も眠れない状態でした。医師に注
射薬へ投与経路の変更を提案したところ、痛みが和らいで睡
眠薬も不要になったばかりか、食欲も出て座れるようにもな
り、本人にもご家族にも非常に喜ばれました。これが患者アウ
トカムの改善であり、在宅医療のやりがいだと思います。
　この事例から私が感じた問題点を率直に挙げたいと思いま
す。入院中に患者さんの服薬管理をしているのは、多くは看護
師だと思います。患者さんが薬を飲めなくても、院内採用薬が
なければ処方変更はされないまま、退院時の服薬指導も看護
師が行うことになります。もし仮に、患者さんが嚥下困難だと
いう情報が病院薬剤師に伝わっていれば、医師に処方変更を
提案し、在宅を意識した準備ができるはずです。病棟看護師
に同行して実際の薬の管理状況を把握する機会を作ってほし
いと思います。院内の協働ができなければ、保険薬局との協
働はさらに困難です。
　一方で、在宅では注射も内服も薬剤師が管理するため、患者
さんに適した薬を医師に提案できます。在宅薬剤師だけでも対
応は可能ですが、病院薬剤師の協力があれば、患者さんに無
用な我慢を強いることなく、よりスムーズに在宅ケアに移行で
きます。ですから看護師任せにせずに病院薬剤師も積極的に
退院支援に関わってほしいと思います。院内で処方変更できな
くても、紹介状に説明があれば在宅で反映できます。副作用や
困っていることを服薬情報提供書で伝えてほしいと思います。

近藤　病院薬剤師に対する厳しいご意見をいただきました
が、荒川先生、いかがですか。

荒川　中村先生は患者さん一人一人に真剣に向き合っている
からこそ、いろいろな問題点が見えるのだと思います。当院で
は入院中の薬物療法の管理は、看護師ではなく必ず薬剤師
が行います。私自身も病棟業務が本格化する前から看護師に
交じって汗を流しました。今は末梢の注射も薬剤師がミキシン
グしています。確かに現状ではさまざまな事情から制約が大き

い病院もありますが、困難な状況の中でも患者貢献に知恵を
絞っている薬剤師が多いこともまた事実です。

高井　1980年代に病棟で薬剤師が業務を始めた頃は、患者
さんに薬の説明をする「服薬指導」が薬剤師の仕事だとされ
ていました。しかし、決してそれが全てではありません。私とし
ては、薬に関することは何でも相談してほしいし、生活の中に
うまく薬物療法を取り入れられるように支援したいと思ってや
ってきました。

中村　入院中に在宅復帰に向けた自己管理のトレーニングを
しているのでしょうか。ピルケースや点眼器を使えない人がい
るのが現実です。

近藤　当院では行っています。回復期病棟では、薬の自己管
理の基準を看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と
話し合って決めます。1日分を自身でセットすることから始め
て、徐々にレベルを上げていき、薬袋で渡した薬をお薬カレン
ダーにセットするところまでトレーニングします。その間に問題
点を抽出して、服用回数を減らすなど、在宅に向けた準備を病
棟ぐるみで行っています（資料1）。また、入院時と退院時の多
職種カンファレンスには必ず薬剤師が参加しています。

中村　そこまでできていれば、患者さんによっては在宅の薬
剤師が介入する必要はないかもしれません。

近藤　それでも退院後のフォローは必要です。薬剤師の専門
性は、患者さんの状態に応じた服薬方法の提案、リスク・ベネ
フィットのバランスを考慮した処方提案ができることにありま
す。当初は問題がなくても、時間の経過とともに自己管理がで
きなくなったり、副作用が出るかもしれません。状況に応じた
細やかな情報提供やサポートが必要です。

荒川　当院では、近藤先生の病院のように明確な自己管理の
基準はありませんし、退院後の服薬継続や高齢独居の患者さ
んの支援など、地域で見守る仕組みの構築は今後の課題で
す。地域のどの施設のどの職種と協力するかを考えながら、患
者さんの退院支援をしていきたいと思います。

■各疾患領域におけるシームレスな薬学的
　管理の必要性

近藤　本日お集まりいただいた先生方は、中村先生以外はい
ずれも中小病院の薬剤師であり、地域密着の医療を実践され
ています。各疾患領域におけるシームレスな薬学的管理の必
要性と取り組みについてお話しください。

①脳神経領域における薬学的管理
荒川　五日市記念病院は広島市にある180床の急性期を中心
とした病院で、薬剤師は4人です。脳神経領域が中心で、特に
脳梗塞による入院が圧倒的に多い状況です。脳梗塞患者さん
は基礎疾患に高血圧や糖尿病などがあるため服薬数が多く、
また、麻痺や嚥下などの問題から一包化、経管投与などの処
理をされていることも多いため、病院から在宅に移行する際に
は情報共有が不可欠です（資料2）。当院では検査値、医師の
説明、薬剤の写真を記した「ミニカルテ」を患者さんに渡して
おり、薬局薬剤師はこれを確認しながら患者さんに服薬指導
をします。一方、病院薬剤師は患者さんの入院時に持参薬が
あれば、在宅での服薬を想定し、処方の適正化や退院後のコ
ンプライアンスを考慮した支援を行います。また、地域で在宅
を担うスタッフを支援するためのさまざまな取り組みも行って
います。

②がん領域における薬学的管理と課題
岸本　霧島市立医師会医療センターは鹿児島県北部の急性
期医療を担う254床の地域医療支援病院で、山間部やへき地
から受診する患者さんも多くいます。外来化学療法の患者さ
んは65歳以上の高齢者が7割を占めており、継続的なフォロー
が必要ですが、当地域には訪問業務を手掛ける保険薬局や
訪問看護ステーションが少ないため、多くのケースで当院のみ
が関与しています。例えば、ある患者さんのお宅を訪問したと
ころ、痛みに備えてすぐに飲めるようにと家の中のいたる所に
オピオイドが置かれていました。また、別のがん患者さんの家
では、納戸から前回分の内服抗がん剤が見つかりました。入
院中は配薬ボックスやカレンダーを使って看護師、薬剤師が確
認していたのですが、自宅ではお薬手帳のみの管理になって
しまいます。在宅での薬物療法を安全に行うためには当院だ
けでは困難であり、地域の医療資源の有効活用について考え
る必要があると痛感しています。対策の一つとして、内服抗が
ん剤の処方チェックリストを保険薬局と一緒に作りました。1部
を病院薬剤部が持ち、もう1部は処方箋に添付し薬局薬剤師
が確認します。

③高齢者心不全の再入院を減らす薬学的管理
高井　三重ハートセンターは45床の循環器専門病院です。心
不全患者の多くは高齢者で、中には多剤投与、服薬アドヒアラ
ンス、腎機能、合併症、感染症、栄養など複合的な問題を抱え
ている患者さんもおり、これらを意識して全身状態を見ること
が重要です。65歳以上における心不全悪化の主な原因に服薬
忘れが挙げられます。当院の調査では、7剤以上の服薬をして
いる患者さんが多く、特に利尿薬が多いという特徴がありま
す。再入院した人としなかった人を比べると、年齢的な差もあ
りますが、栄養状態に有意差があり、薬だけではなく食事も
考慮する必要があります（資料3）。服薬アドヒアランスに影響
する要因は、認知症および認知症治療薬、利尿薬・水分管

理、病識・薬識などさまざまです。心不全の治療目標は再入院
を減らすことであり、当院ではＣＣＵから外来まで多職種によ
る一貫した継続的支援に取り組んでいます。

近藤　シームレスな薬学的管理のためにはどのような取り組
みが必要でしょうか。

高井　入院時に病院薬剤師が知りたいのは、薬が飲めていた
か、誰が管理していたのかといった情報であり、退院時に薬
局薬剤師が一番知りたいのは、入院中の処方変更の理由で
す。情報共有の手段は退院時カンファレンス、退院時共同指
導などがあり、ツールとしてはお薬手帳、服薬情報提供書（ト
レーシングレポート）などがあります。当院では、特に重要な情
報はお薬手帳に付箋を貼って薬局薬剤師に確実に伝わるよう
にしています。医師は診療情報提供書を必ず書きますが、薬
剤師による薬剤情報の提供の多くはお薬手帳へのメモ書き程
度です。今後、服薬情報提供書の有用性についてエビデンス
を示し、お薬手帳と同様に診療報酬上で評価されることが望
まれます。

近藤　情報共有は病院と保険薬局が双方向で行うことが大
切であり、病院からの一方通行ではなく、保険薬局から病院
に服薬情報提供書を送ることも必要です。

岸本　服薬情報提供書を書くためには、しっかり患者さんを
見なければなりません。それが結果的に患者さんとの関わりを
深めることになっていくと思います。

中村　医師や看護師の情報と重複していると意味がありませ
んから、薬剤師ならではの情報提供が必要です。私は地域の
多職種と連携して小児心不全の在宅ケアへの移行を経験しま
した。生後すぐに余命半年と宣告され、1年が経過したところ
で退院を希望した患者さんですが、自宅は病院まで片道1時間
かかるため緊急対応は無理、処方される注射は薬局では支給
できない種類です。通常なら諦めるケースですが、ご家族の思
いを共有して全力で支援をする覚悟を決めました。退院が決ま
るとすぐに問題点の洗い出しと事前の情報収集を行い、何通
りかの支援方針を立てました。注射の濃度や投与速度、ポン
プ閉塞時の対応など、薬物療法について共有すべき情報は多
く、細部まで漏れがないようにしなくてはいけませんから、退
院前カンファレンスは非常に重要です（資料4）。高井先生から
もお話がありましたが、在宅チームが協力して退院後の管理を
することで再入院は防ぐことができます。この患者さんもカテ
ーテル交換以外は入院することなく療養を続けています。

■教育・研修も連携で

近藤　薬剤師がチーム医療の一員として活躍するためには、
教育が非常に重要だと考えています。当院では薬学生の実務
実習の中で、内科医に従って診断の過程や医療行為を見学し
たり、看護師業務の１日体験、歯科医によるレクチャーを実施
しています。他職種の業務を知ることは、薬剤師の役割や専
門性をあらためて考える機会になります。また、在宅医療では
無菌調剤のスキルが不可欠ですので、地域の薬剤師会と協力
して薬局薬剤師を対象にした実習を行う計画があります。こう
した実践的な連携も、今後ますます必要になると思います。

荒川　今後は病院薬剤師と薬局薬剤師が一緒に活動する機
会を増やすことが大事ですね。私は広島佐伯薬剤師会の学
術担当理事をしていますが、合同研修会は薬局と病院のいず
れの薬剤師にとっても参加して楽しいプログラムになるように
工夫しています。

岸本　姶良地区でも薬局薬剤師と病院薬剤師が共に学べる
研修会を開催しており、顔の見える関係作りに非常に有効だと
思っています。その結果、地区薬剤師会への病院薬剤師の入
会率は、2010年の25％から2016年には37％に向上しました。

高井　単に講義を聞くだけではなく、事例をもとに考える訓練
も必要です。先日、薬剤師会で研修会の講師を務めた際に
は、処方箋から患者像を想像し、実際の支援の内容等につい
て話し合う時間を設けました。

荒川　広島佐伯薬剤師会では、「薬剤師ノート」というWEB

版の薬剤師百科事典を開設しています。薬剤師が質問に回答
した内容、また自分で疑問に思って調べたことなど、さまざま
な情報や知識を入力し、多施設の薬剤師が共有することを目
的にしています。例えば、病院薬剤師であれば注射剤の配合
変化には詳しい反面、医療保険に関する知識は不十分である
など、それぞれの得意分野を生かすことで補完し合えます。
2016年4月現在、762施設、829人が登録しています。

■中小病院の現状と地域包括ケアシステム
　における回復期病棟の役割

近藤　今後、中小病院の薬剤師は地域包括ケアシステムの担
い手としての役割が大きくなると考えられます。中小病院の現
状について説明していただけますか。

岸本　2015年の医療施設調査では、全国の8,480病院のう
ち、200床未満の病院が69％を占めています。一般的には病
院薬剤師は入院患者さん、保険薬局は外来および在宅患者さ
んの支援を分担すると認識されていると思いますが、中小病
院の場合、院内処方の割合がまだ高いため、病院薬剤師によ
る退院後のフォローがとても重要になります。

荒川　薬剤師の総数は増加傾向にありますが、中小病院では
減っている施設もあり人員不足は依然として大きな問題です。
病棟薬剤業務実施加算を人員不足により算定中止にした病院
もあります。病院薬剤師が在宅医療を行うことは困難な状況
であり、在宅につなげるためにどのように保険薬局と協力して
いくかが課題です。

岸本　中でも回復期病床は在宅復帰に向けた医療やリハビ
リの提供を目的としており、急性期病床からのポストアキュー
ト、在宅・施設からのサブアキュートの患者を受け入れて、薬
物療法の適正化を担う病床として、急性期、在宅・施設、薬局

薬剤師との連携が求められます（資料5）。2015年度における
退院時薬剤管理指導の実施率は、地域包括ケア病棟が29
％、回復期リハビリテーション病棟が33％で、包括評価の病床
全体の平均21％を上回っています。日本病院薬剤師会では、
地域包括ケアシステムにおけるシームレスな薬物療法を推進す
るために求められる病院薬剤師像を提示することを目的とし
て、2016年度に学術第4小委員会を設置し、私が委員長を拝
命しています。初年度は地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟
を対象に、薬剤師の退院時服薬指導、退院時サマリー、入院
時持参薬鑑別、薬剤管理指導、処方介入、検査値チェック、
服薬状況の確認および急性期病院との連携などと、退院後
90日間における再入院の有無（薬剤に起因するものか）、薬
剤数の増減との関連について調査を行う予定です。

荒川　退院時薬剤管理指導の実施率が3割程度というのは、
保険薬局の側から見れば7割の施設で実施していないという
インパクトの方が強いのではないですか。

中村　そうですね。ただ、100％実施するにはマンパワーが不
足している状況は理解できます。質と量のバランスをどう考え
るかですが、全ての患者さんには対応できないとしても、一人
一人の患者さんのQOLを向上させたいという思いで取り組ん
でいます。

岸本　私も、まず1人の患者さんから始めて、環境を整えなが
ら、徐々に対象を広げていけばいいと思います。

荒川　そういう先輩の姿を見ることが若い薬剤師の学びや刺
激になります。薬剤師としてできることを精一杯やろうという
強い思いを持ちながら、日々、努力を重ねる薬剤師が増えてほ
しいですね。

■地域医療ネットワークの一員として責任
　を担う

近藤　今後、薬剤師には病院と在宅をつなぐチーム医療の一
員として業務することが求められます。最後に地域医療連携
への関わりについてお聞かせください。

岸本　姶良地区ではケアが必要な人を地域全体で見守る仕組
みとして、「連携サポートシート」という情報共有ツールを運用
しています。薬局薬剤師を含む地域の医療・福祉関係者が、
サポートを必要とする人に気付き次第、その状況をシートに書
き、通院している病院やケアマネジャーなどに連絡します。地
域包括ケアでは必要な情報をタイムリーに適切な施設や職種
につなぐことが大切であり、日頃から良好な関係を作っておく
必要があります。行政、地域医師会・歯科医師会、地域看護協
会、ケアマネジャーなどと関わる場合は薬剤師会が窓口になり

ますので、中小病院の薬剤師には地域の薬剤師会に入会する
ことを勧めたいですね。

中村　支援が必要な状況に気付いた時に、進んで手を挙げ、
動く人がいるという環境はとても貴重だと思います。特に高齢
者では、実際に家に訪問して初めてコンプライアンスの現状が
分かります。例えば物忘れがあるのに受け答えがしっかりして
いるので見逃したり。保険薬局がその役割を率先して担わな
ければならないと思います。

高井　中には、在宅ケアを受け入れられない人や、経済的な
理由で病院を受診できない人もいるでしょう。認知症の人の場
合ですと、精神病床などは満床で入院まで何日も待たなけれ
ばなりません。また、その人の抱える問題や背景によって必要
な支援も異なるため、薬剤師だけでは解決できないことがほ
とんどです。だからこそ入院から在宅までを組織横断的にケ
アするチーム医療が不可欠なのです。

荒川　病院薬剤師は自ら在宅医療に関わることはできなくて
も、病院内のチーム医療で培った経験を生かして、地域の他
職種への支援や研修会の実施など、シームレスに在宅医療に
つなげる活動はできます。そして、地域包括支援センターなど
に薬剤師が積極的に顔を見せるなど、一人一人の薬剤師が在
宅医療を意識しながら行動することが大切です。

近藤　地域における顔の見えるネットワークの構築と情報共
有が、「シームレスな薬学的管理」に通じる最も有効な手段だ
と言えそうですね。
　最後に、なぜ在宅医療が必要なのでしょうか。その答えは患
者さんと家族の声にあります。私がサポーターとなっている在
宅クリニックでの患者さんの声ですが、「妻といつも一緒に寝
ていた。妻といることで痛みも心も癒されていた」と仰る患者
さんや、別のケースでは残された奥様が「子供たちと過ごすこ
とを決め、最期まで自宅で過ごし、亡くなった時も同じベッド
で子供と寝ていた」「やっぱり家でよかった。多くのことを子
供たちに残していってくれた」と打ち明けてくれたそうです。こ
れが在宅の姿だと思います。また、70代の患者さんは、「病院
には二度と行きたくない。医者は電子カルテばかり見て、患者
と目を合わせない。触診もしない。患者の訴えも聞いていな
い。塀のない刑務所みたいだ」と言って、病院に行くのを拒否
したそうです。これらの声にどう応えるか、そのためにわれわ
れは何をするべきか、今まで何が足りなかったのか―。データ
の分析も重要ですが、患者さんのニーズに的確に応えられる
病院薬剤師であること、それを地域の薬剤師にしっかり伝え
ることが何より優先されるべきではないでしょうか。そして、チ
ーム医療の中で、「薬物療法は薬剤師が責任を持つ」と自信
を持って言うためにも、全ての薬剤師が目標を共有し、それぞ
れの立場で役割を着実に果たしていきましょう。



■はじめに
地域包括ケアシステムで求められるシームレスな薬
学的管理

近藤　地域包括ケアシステムとは、「地域の実情に応じて高
齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応
じ自立した生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予
防、住まいおよび自立した日常生活の支援が包括的に確保さ
れる体制」とされています。しかし、その中で薬剤師はどのよう
な役割を果たせばよいのか、具体的にイメージできていないの
が現状だと思います。2016年7月に厚生労働省は、地域包括ケ
アシステムの具体化のための医療・介護連携の促進に関し、
医療・介護従事者に必要な視点として、①入院時・退院時の
切れ目のない医療・介護の提供、②居宅等での看取りを含め
た切れ目のない医療・介護の提供、③多職種連携―の3つを
提示しました。①では、患者さんの入退院時に職種を横断し
た連携が求められるとしており、本日のテーマである「シームレ
スな薬学的管理」もここに含まれます。
　地域包括ケアシステムの基盤となるのは、地域の多職種連
携システム（医療・介護提供者の視点）、地元で今まで通りの
日常を送る生活（医療・介護需要者の視点）であり、これから
の医療は、患者さんが医療者の指示に従う「コンプライアン
ス・モデル」から、医療者と患者さんが同じ視点で最善の治療
法を導く「コンコーダンス・モデル」にシフトしていくと考えられ
ます。「価値ある情報の共有」「多職種の共同作業」「患者ア
ウトカムの改善」の3つが揃って初めて地域包括ケアが実現し
ます。
　では、「価値ある情報の共有」とは何でしょうか。薬局薬剤
師が必要とする情報は、入院中に投与された薬や服薬におけ
る問題点です。粉砕をしていたこと、抗がん剤の副作用、介護
者への説明内容など包括的な情報提供が必要であり、そのた
めのツールとして「服薬情報提供書」があります。ところが医
師と看護師が作成するサマリーは診療報酬の対象であるのに
対し、薬剤師のサマリーは対象になっていません。薬剤師の情
報共有によって患者アウトカムが改善することをいかに実証す
るかも今後の課題の一つです。
　シームレスな薬学的管理の必要性は言うまでもありません
が、残念ながら今のところあまり進んでいるとは言えません。
人手が足りない、他に優先すべき業務があるなど理由はさまざ
までしょうが、薬剤師を一生の職業として選んだ目的をあらた
めて思い返してほしいと思います。不幸にして病気になった患
者さんの生活の質を少しでも高める支援をすることが医療で
あり、そこには薬剤師の活躍の場が必ずあるはずです。薬剤師
として今後どのような取り組みが必要で、いかにレベルアップし
ていけばよいのか、皆さんと話し合いたいと思います。
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地域包括ケアシステムに象徴される地域完結型の医療提供体制の整備に伴い、薬剤師が社会から求められる役割は大
きく変化している。入院・外来・在宅を通じて安全かつ有効な薬物療法を継続的に提供するためには、薬薬連携をはじめ
地域の多職種による情報共有が不可欠であるが、病院薬剤師は入院中の薬物療法の情報を在宅チームにいかに提供
するべきか、また、保険薬局薬剤師が在宅チームの一員として果たすべき役割をどのように考えればよいのだろうか。
今号の特集では、全国で精力的に薬剤師業務の連携を模索している先生方にお集まりいただき、病院と在宅を相互に
つなぐシームレスな薬学的管理のための各施設の取り組みと、そこから浮かび上がる課題を共有した上で、今後必要と
される方策について討議していただいた。

病院と在宅をつなぐシームレスな薬学的管理
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■在宅薬剤師からの問題提起　

近藤　最初に、保険薬局に勤務しながら在宅専任薬剤師とし
て活躍している中村先生から、在宅ケアの現状と病院との連
携における問題点について話していただきます。

中村　私は5年前に福井市のらいふ薬局に就職しまして、在
宅医療に従事してきました。その後徐々に実績を重ね、看取り
も100例を超えましたが、これは当薬局の在宅専任薬剤師2名
で福井県全体の3割をカバーしていることになります。言い換
えれば、それだけ在宅医療がまだほとんど普及していないとい
うことであり、今も薬剤師の在宅医療は医師、看護師に認知さ
れているとはいえません。
　入院治療から在宅ケアに移行したある患者さんは、退院時
に睡眠薬と鎮痛剤の内服薬が処方されていましたが、錠剤が
飲み込めないため痛みで夜も眠れない状態でした。医師に注
射薬へ投与経路の変更を提案したところ、痛みが和らいで睡
眠薬も不要になったばかりか、食欲も出て座れるようにもな
り、本人にもご家族にも非常に喜ばれました。これが患者アウ
トカムの改善であり、在宅医療のやりがいだと思います。
　この事例から私が感じた問題点を率直に挙げたいと思いま
す。入院中に患者さんの服薬管理をしているのは、多くは看護
師だと思います。患者さんが薬を飲めなくても、院内採用薬が
なければ処方変更はされないまま、退院時の服薬指導も看護
師が行うことになります。もし仮に、患者さんが嚥下困難だと
いう情報が病院薬剤師に伝わっていれば、医師に処方変更を
提案し、在宅を意識した準備ができるはずです。病棟看護師
に同行して実際の薬の管理状況を把握する機会を作ってほし
いと思います。院内の協働ができなければ、保険薬局との協
働はさらに困難です。
　一方で、在宅では注射も内服も薬剤師が管理するため、患者
さんに適した薬を医師に提案できます。在宅薬剤師だけでも対
応は可能ですが、病院薬剤師の協力があれば、患者さんに無
用な我慢を強いることなく、よりスムーズに在宅ケアに移行で
きます。ですから看護師任せにせずに病院薬剤師も積極的に
退院支援に関わってほしいと思います。院内で処方変更できな
くても、紹介状に説明があれば在宅で反映できます。副作用や
困っていることを服薬情報提供書で伝えてほしいと思います。

近藤　病院薬剤師に対する厳しいご意見をいただきました
が、荒川先生、いかがですか。

荒川　中村先生は患者さん一人一人に真剣に向き合っている
からこそ、いろいろな問題点が見えるのだと思います。当院で
は入院中の薬物療法の管理は、看護師ではなく必ず薬剤師
が行います。私自身も病棟業務が本格化する前から看護師に
交じって汗を流しました。今は末梢の注射も薬剤師がミキシン
グしています。確かに現状ではさまざまな事情から制約が大き

い病院もありますが、困難な状況の中でも患者貢献に知恵を
絞っている薬剤師が多いこともまた事実です。

高井　1980年代に病棟で薬剤師が業務を始めた頃は、患者
さんに薬の説明をする「服薬指導」が薬剤師の仕事だとされ
ていました。しかし、決してそれが全てではありません。私とし
ては、薬に関することは何でも相談してほしいし、生活の中に
うまく薬物療法を取り入れられるように支援したいと思ってや
ってきました。

中村　入院中に在宅復帰に向けた自己管理のトレーニングを
しているのでしょうか。ピルケースや点眼器を使えない人がい
るのが現実です。

近藤　当院では行っています。回復期病棟では、薬の自己管
理の基準を看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と
話し合って決めます。1日分を自身でセットすることから始め
て、徐々にレベルを上げていき、薬袋で渡した薬をお薬カレン
ダーにセットするところまでトレーニングします。その間に問題
点を抽出して、服用回数を減らすなど、在宅に向けた準備を病
棟ぐるみで行っています（資料1）。また、入院時と退院時の多
職種カンファレンスには必ず薬剤師が参加しています。

中村　そこまでできていれば、患者さんによっては在宅の薬
剤師が介入する必要はないかもしれません。

近藤　それでも退院後のフォローは必要です。薬剤師の専門
性は、患者さんの状態に応じた服薬方法の提案、リスク・ベネ
フィットのバランスを考慮した処方提案ができることにありま
す。当初は問題がなくても、時間の経過とともに自己管理がで
きなくなったり、副作用が出るかもしれません。状況に応じた
細やかな情報提供やサポートが必要です。

荒川　当院では、近藤先生の病院のように明確な自己管理の
基準はありませんし、退院後の服薬継続や高齢独居の患者さ
んの支援など、地域で見守る仕組みの構築は今後の課題で
す。地域のどの施設のどの職種と協力するかを考えながら、患
者さんの退院支援をしていきたいと思います。

■各疾患領域におけるシームレスな薬学的
　管理の必要性

近藤　本日お集まりいただいた先生方は、中村先生以外はい
ずれも中小病院の薬剤師であり、地域密着の医療を実践され
ています。各疾患領域におけるシームレスな薬学的管理の必
要性と取り組みについてお話しください。

①脳神経領域における薬学的管理
荒川　五日市記念病院は広島市にある180床の急性期を中心
とした病院で、薬剤師は4人です。脳神経領域が中心で、特に
脳梗塞による入院が圧倒的に多い状況です。脳梗塞患者さん
は基礎疾患に高血圧や糖尿病などがあるため服薬数が多く、
また、麻痺や嚥下などの問題から一包化、経管投与などの処
理をされていることも多いため、病院から在宅に移行する際に
は情報共有が不可欠です（資料2）。当院では検査値、医師の
説明、薬剤の写真を記した「ミニカルテ」を患者さんに渡して
おり、薬局薬剤師はこれを確認しながら患者さんに服薬指導
をします。一方、病院薬剤師は患者さんの入院時に持参薬が
あれば、在宅での服薬を想定し、処方の適正化や退院後のコ
ンプライアンスを考慮した支援を行います。また、地域で在宅
を担うスタッフを支援するためのさまざまな取り組みも行って
います。

②がん領域における薬学的管理と課題
岸本　霧島市立医師会医療センターは鹿児島県北部の急性
期医療を担う254床の地域医療支援病院で、山間部やへき地
から受診する患者さんも多くいます。外来化学療法の患者さ
んは65歳以上の高齢者が7割を占めており、継続的なフォロー
が必要ですが、当地域には訪問業務を手掛ける保険薬局や
訪問看護ステーションが少ないため、多くのケースで当院のみ
が関与しています。例えば、ある患者さんのお宅を訪問したと
ころ、痛みに備えてすぐに飲めるようにと家の中のいたる所に
オピオイドが置かれていました。また、別のがん患者さんの家
では、納戸から前回分の内服抗がん剤が見つかりました。入
院中は配薬ボックスやカレンダーを使って看護師、薬剤師が確
認していたのですが、自宅ではお薬手帳のみの管理になって
しまいます。在宅での薬物療法を安全に行うためには当院だ
けでは困難であり、地域の医療資源の有効活用について考え
る必要があると痛感しています。対策の一つとして、内服抗が
ん剤の処方チェックリストを保険薬局と一緒に作りました。1部
を病院薬剤部が持ち、もう1部は処方箋に添付し薬局薬剤師
が確認します。

③高齢者心不全の再入院を減らす薬学的管理
高井　三重ハートセンターは45床の循環器専門病院です。心
不全患者の多くは高齢者で、中には多剤投与、服薬アドヒアラ
ンス、腎機能、合併症、感染症、栄養など複合的な問題を抱え
ている患者さんもおり、これらを意識して全身状態を見ること
が重要です。65歳以上における心不全悪化の主な原因に服薬
忘れが挙げられます。当院の調査では、7剤以上の服薬をして
いる患者さんが多く、特に利尿薬が多いという特徴がありま
す。再入院した人としなかった人を比べると、年齢的な差もあ
りますが、栄養状態に有意差があり、薬だけではなく食事も
考慮する必要があります（資料3）。服薬アドヒアランスに影響
する要因は、認知症および認知症治療薬、利尿薬・水分管

理、病識・薬識などさまざまです。心不全の治療目標は再入院
を減らすことであり、当院ではＣＣＵから外来まで多職種によ
る一貫した継続的支援に取り組んでいます。

近藤　シームレスな薬学的管理のためにはどのような取り組
みが必要でしょうか。

高井　入院時に病院薬剤師が知りたいのは、薬が飲めていた
か、誰が管理していたのかといった情報であり、退院時に薬
局薬剤師が一番知りたいのは、入院中の処方変更の理由で
す。情報共有の手段は退院時カンファレンス、退院時共同指
導などがあり、ツールとしてはお薬手帳、服薬情報提供書（ト
レーシングレポート）などがあります。当院では、特に重要な情
報はお薬手帳に付箋を貼って薬局薬剤師に確実に伝わるよう
にしています。医師は診療情報提供書を必ず書きますが、薬
剤師による薬剤情報の提供の多くはお薬手帳へのメモ書き程
度です。今後、服薬情報提供書の有用性についてエビデンス
を示し、お薬手帳と同様に診療報酬上で評価されることが望
まれます。

近藤　情報共有は病院と保険薬局が双方向で行うことが大
切であり、病院からの一方通行ではなく、保険薬局から病院
に服薬情報提供書を送ることも必要です。

岸本　服薬情報提供書を書くためには、しっかり患者さんを
見なければなりません。それが結果的に患者さんとの関わりを
深めることになっていくと思います。

中村　医師や看護師の情報と重複していると意味がありませ
んから、薬剤師ならではの情報提供が必要です。私は地域の
多職種と連携して小児心不全の在宅ケアへの移行を経験しま
した。生後すぐに余命半年と宣告され、1年が経過したところ
で退院を希望した患者さんですが、自宅は病院まで片道1時間
かかるため緊急対応は無理、処方される注射は薬局では支給
できない種類です。通常なら諦めるケースですが、ご家族の思
いを共有して全力で支援をする覚悟を決めました。退院が決ま
るとすぐに問題点の洗い出しと事前の情報収集を行い、何通
りかの支援方針を立てました。注射の濃度や投与速度、ポン
プ閉塞時の対応など、薬物療法について共有すべき情報は多
く、細部まで漏れがないようにしなくてはいけませんから、退
院前カンファレンスは非常に重要です（資料4）。高井先生から
もお話がありましたが、在宅チームが協力して退院後の管理を
することで再入院は防ぐことができます。この患者さんもカテ
ーテル交換以外は入院することなく療養を続けています。

■教育・研修も連携で

近藤　薬剤師がチーム医療の一員として活躍するためには、
教育が非常に重要だと考えています。当院では薬学生の実務
実習の中で、内科医に従って診断の過程や医療行為を見学し
たり、看護師業務の１日体験、歯科医によるレクチャーを実施
しています。他職種の業務を知ることは、薬剤師の役割や専
門性をあらためて考える機会になります。また、在宅医療では
無菌調剤のスキルが不可欠ですので、地域の薬剤師会と協力
して薬局薬剤師を対象にした実習を行う計画があります。こう
した実践的な連携も、今後ますます必要になると思います。

荒川　今後は病院薬剤師と薬局薬剤師が一緒に活動する機
会を増やすことが大事ですね。私は広島佐伯薬剤師会の学
術担当理事をしていますが、合同研修会は薬局と病院のいず
れの薬剤師にとっても参加して楽しいプログラムになるように
工夫しています。

岸本　姶良地区でも薬局薬剤師と病院薬剤師が共に学べる
研修会を開催しており、顔の見える関係作りに非常に有効だと
思っています。その結果、地区薬剤師会への病院薬剤師の入
会率は、2010年の25％から2016年には37％に向上しました。

高井　単に講義を聞くだけではなく、事例をもとに考える訓練
も必要です。先日、薬剤師会で研修会の講師を務めた際に
は、処方箋から患者像を想像し、実際の支援の内容等につい
て話し合う時間を設けました。

荒川　広島佐伯薬剤師会では、「薬剤師ノート」というWEB

版の薬剤師百科事典を開設しています。薬剤師が質問に回答
した内容、また自分で疑問に思って調べたことなど、さまざま
な情報や知識を入力し、多施設の薬剤師が共有することを目
的にしています。例えば、病院薬剤師であれば注射剤の配合
変化には詳しい反面、医療保険に関する知識は不十分である
など、それぞれの得意分野を生かすことで補完し合えます。
2016年4月現在、762施設、829人が登録しています。

■中小病院の現状と地域包括ケアシステム
　における回復期病棟の役割

近藤　今後、中小病院の薬剤師は地域包括ケアシステムの担
い手としての役割が大きくなると考えられます。中小病院の現
状について説明していただけますか。

岸本　2015年の医療施設調査では、全国の8,480病院のう
ち、200床未満の病院が69％を占めています。一般的には病
院薬剤師は入院患者さん、保険薬局は外来および在宅患者さ
んの支援を分担すると認識されていると思いますが、中小病
院の場合、院内処方の割合がまだ高いため、病院薬剤師によ
る退院後のフォローがとても重要になります。

荒川　薬剤師の総数は増加傾向にありますが、中小病院では
減っている施設もあり人員不足は依然として大きな問題です。
病棟薬剤業務実施加算を人員不足により算定中止にした病院
もあります。病院薬剤師が在宅医療を行うことは困難な状況
であり、在宅につなげるためにどのように保険薬局と協力して
いくかが課題です。

岸本　中でも回復期病床は在宅復帰に向けた医療やリハビ
リの提供を目的としており、急性期病床からのポストアキュー
ト、在宅・施設からのサブアキュートの患者を受け入れて、薬
物療法の適正化を担う病床として、急性期、在宅・施設、薬局

薬剤師との連携が求められます（資料5）。2015年度における
退院時薬剤管理指導の実施率は、地域包括ケア病棟が29
％、回復期リハビリテーション病棟が33％で、包括評価の病床
全体の平均21％を上回っています。日本病院薬剤師会では、
地域包括ケアシステムにおけるシームレスな薬物療法を推進す
るために求められる病院薬剤師像を提示することを目的とし
て、2016年度に学術第4小委員会を設置し、私が委員長を拝
命しています。初年度は地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟
を対象に、薬剤師の退院時服薬指導、退院時サマリー、入院
時持参薬鑑別、薬剤管理指導、処方介入、検査値チェック、
服薬状況の確認および急性期病院との連携などと、退院後
90日間における再入院の有無（薬剤に起因するものか）、薬
剤数の増減との関連について調査を行う予定です。

荒川　退院時薬剤管理指導の実施率が3割程度というのは、
保険薬局の側から見れば7割の施設で実施していないという
インパクトの方が強いのではないですか。

中村　そうですね。ただ、100％実施するにはマンパワーが不
足している状況は理解できます。質と量のバランスをどう考え
るかですが、全ての患者さんには対応できないとしても、一人
一人の患者さんのQOLを向上させたいという思いで取り組ん
でいます。

岸本　私も、まず1人の患者さんから始めて、環境を整えなが
ら、徐々に対象を広げていけばいいと思います。

荒川　そういう先輩の姿を見ることが若い薬剤師の学びや刺
激になります。薬剤師としてできることを精一杯やろうという
強い思いを持ちながら、日々、努力を重ねる薬剤師が増えてほ
しいですね。

■地域医療ネットワークの一員として責任
　を担う

近藤　今後、薬剤師には病院と在宅をつなぐチーム医療の一
員として業務することが求められます。最後に地域医療連携
への関わりについてお聞かせください。

岸本　姶良地区ではケアが必要な人を地域全体で見守る仕組
みとして、「連携サポートシート」という情報共有ツールを運用
しています。薬局薬剤師を含む地域の医療・福祉関係者が、
サポートを必要とする人に気付き次第、その状況をシートに書
き、通院している病院やケアマネジャーなどに連絡します。地
域包括ケアでは必要な情報をタイムリーに適切な施設や職種
につなぐことが大切であり、日頃から良好な関係を作っておく
必要があります。行政、地域医師会・歯科医師会、地域看護協
会、ケアマネジャーなどと関わる場合は薬剤師会が窓口になり

ますので、中小病院の薬剤師には地域の薬剤師会に入会する
ことを勧めたいですね。

中村　支援が必要な状況に気付いた時に、進んで手を挙げ、
動く人がいるという環境はとても貴重だと思います。特に高齢
者では、実際に家に訪問して初めてコンプライアンスの現状が
分かります。例えば物忘れがあるのに受け答えがしっかりして
いるので見逃したり。保険薬局がその役割を率先して担わな
ければならないと思います。

高井　中には、在宅ケアを受け入れられない人や、経済的な
理由で病院を受診できない人もいるでしょう。認知症の人の場
合ですと、精神病床などは満床で入院まで何日も待たなけれ
ばなりません。また、その人の抱える問題や背景によって必要
な支援も異なるため、薬剤師だけでは解決できないことがほ
とんどです。だからこそ入院から在宅までを組織横断的にケ
アするチーム医療が不可欠なのです。

荒川　病院薬剤師は自ら在宅医療に関わることはできなくて
も、病院内のチーム医療で培った経験を生かして、地域の他
職種への支援や研修会の実施など、シームレスに在宅医療に
つなげる活動はできます。そして、地域包括支援センターなど
に薬剤師が積極的に顔を見せるなど、一人一人の薬剤師が在
宅医療を意識しながら行動することが大切です。

近藤　地域における顔の見えるネットワークの構築と情報共
有が、「シームレスな薬学的管理」に通じる最も有効な手段だ
と言えそうですね。
　最後に、なぜ在宅医療が必要なのでしょうか。その答えは患
者さんと家族の声にあります。私がサポーターとなっている在
宅クリニックでの患者さんの声ですが、「妻といつも一緒に寝
ていた。妻といることで痛みも心も癒されていた」と仰る患者
さんや、別のケースでは残された奥様が「子供たちと過ごすこ
とを決め、最期まで自宅で過ごし、亡くなった時も同じベッド
で子供と寝ていた」「やっぱり家でよかった。多くのことを子
供たちに残していってくれた」と打ち明けてくれたそうです。こ
れが在宅の姿だと思います。また、70代の患者さんは、「病院
には二度と行きたくない。医者は電子カルテばかり見て、患者
と目を合わせない。触診もしない。患者の訴えも聞いていな
い。塀のない刑務所みたいだ」と言って、病院に行くのを拒否
したそうです。これらの声にどう応えるか、そのためにわれわ
れは何をするべきか、今まで何が足りなかったのか―。データ
の分析も重要ですが、患者さんのニーズに的確に応えられる
病院薬剤師であること、それを地域の薬剤師にしっかり伝え
ることが何より優先されるべきではないでしょうか。そして、チ
ーム医療の中で、「薬物療法は薬剤師が責任を持つ」と自信
を持って言うためにも、全ての薬剤師が目標を共有し、それぞ
れの立場で役割を着実に果たしていきましょう。



■はじめに
地域包括ケアシステムで求められるシームレスな薬
学的管理

近藤　地域包括ケアシステムとは、「地域の実情に応じて高
齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応
じ自立した生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予
防、住まいおよび自立した日常生活の支援が包括的に確保さ
れる体制」とされています。しかし、その中で薬剤師はどのよう
な役割を果たせばよいのか、具体的にイメージできていないの
が現状だと思います。2016年7月に厚生労働省は、地域包括ケ
アシステムの具体化のための医療・介護連携の促進に関し、
医療・介護従事者に必要な視点として、①入院時・退院時の
切れ目のない医療・介護の提供、②居宅等での看取りを含め
た切れ目のない医療・介護の提供、③多職種連携―の3つを
提示しました。①では、患者さんの入退院時に職種を横断し
た連携が求められるとしており、本日のテーマである「シームレ
スな薬学的管理」もここに含まれます。
　地域包括ケアシステムの基盤となるのは、地域の多職種連
携システム（医療・介護提供者の視点）、地元で今まで通りの
日常を送る生活（医療・介護需要者の視点）であり、これから
の医療は、患者さんが医療者の指示に従う「コンプライアン
ス・モデル」から、医療者と患者さんが同じ視点で最善の治療
法を導く「コンコーダンス・モデル」にシフトしていくと考えられ
ます。「価値ある情報の共有」「多職種の共同作業」「患者ア
ウトカムの改善」の3つが揃って初めて地域包括ケアが実現し
ます。
　では、「価値ある情報の共有」とは何でしょうか。薬局薬剤
師が必要とする情報は、入院中に投与された薬や服薬におけ
る問題点です。粉砕をしていたこと、抗がん剤の副作用、介護
者への説明内容など包括的な情報提供が必要であり、そのた
めのツールとして「服薬情報提供書」があります。ところが医
師と看護師が作成するサマリーは診療報酬の対象であるのに
対し、薬剤師のサマリーは対象になっていません。薬剤師の情
報共有によって患者アウトカムが改善することをいかに実証す
るかも今後の課題の一つです。
　シームレスな薬学的管理の必要性は言うまでもありません
が、残念ながら今のところあまり進んでいるとは言えません。
人手が足りない、他に優先すべき業務があるなど理由はさまざ
までしょうが、薬剤師を一生の職業として選んだ目的をあらた
めて思い返してほしいと思います。不幸にして病気になった患
者さんの生活の質を少しでも高める支援をすることが医療で
あり、そこには薬剤師の活躍の場が必ずあるはずです。薬剤師
として今後どのような取り組みが必要で、いかにレベルアップし
ていけばよいのか、皆さんと話し合いたいと思います。
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■在宅薬剤師からの問題提起　

近藤　最初に、保険薬局に勤務しながら在宅専任薬剤師とし
て活躍している中村先生から、在宅ケアの現状と病院との連
携における問題点について話していただきます。

中村　私は5年前に福井市のらいふ薬局に就職しまして、在
宅医療に従事してきました。その後徐々に実績を重ね、看取り
も100例を超えましたが、これは当薬局の在宅専任薬剤師2名
で福井県全体の3割をカバーしていることになります。言い換
えれば、それだけ在宅医療がまだほとんど普及していないとい
うことであり、今も薬剤師の在宅医療は医師、看護師に認知さ
れているとはいえません。
　入院治療から在宅ケアに移行したある患者さんは、退院時
に睡眠薬と鎮痛剤の内服薬が処方されていましたが、錠剤が
飲み込めないため痛みで夜も眠れない状態でした。医師に注
射薬へ投与経路の変更を提案したところ、痛みが和らいで睡
眠薬も不要になったばかりか、食欲も出て座れるようにもな
り、本人にもご家族にも非常に喜ばれました。これが患者アウ
トカムの改善であり、在宅医療のやりがいだと思います。
　この事例から私が感じた問題点を率直に挙げたいと思いま
す。入院中に患者さんの服薬管理をしているのは、多くは看護
師だと思います。患者さんが薬を飲めなくても、院内採用薬が
なければ処方変更はされないまま、退院時の服薬指導も看護
師が行うことになります。もし仮に、患者さんが嚥下困難だと
いう情報が病院薬剤師に伝わっていれば、医師に処方変更を
提案し、在宅を意識した準備ができるはずです。病棟看護師
に同行して実際の薬の管理状況を把握する機会を作ってほし
いと思います。院内の協働ができなければ、保険薬局との協
働はさらに困難です。
　一方で、在宅では注射も内服も薬剤師が管理するため、患者
さんに適した薬を医師に提案できます。在宅薬剤師だけでも対
応は可能ですが、病院薬剤師の協力があれば、患者さんに無
用な我慢を強いることなく、よりスムーズに在宅ケアに移行で
きます。ですから看護師任せにせずに病院薬剤師も積極的に
退院支援に関わってほしいと思います。院内で処方変更できな
くても、紹介状に説明があれば在宅で反映できます。副作用や
困っていることを服薬情報提供書で伝えてほしいと思います。

近藤　病院薬剤師に対する厳しいご意見をいただきました
が、荒川先生、いかがですか。

荒川　中村先生は患者さん一人一人に真剣に向き合っている
からこそ、いろいろな問題点が見えるのだと思います。当院で
は入院中の薬物療法の管理は、看護師ではなく必ず薬剤師
が行います。私自身も病棟業務が本格化する前から看護師に
交じって汗を流しました。今は末梢の注射も薬剤師がミキシン
グしています。確かに現状ではさまざまな事情から制約が大き

い病院もありますが、困難な状況の中でも患者貢献に知恵を
絞っている薬剤師が多いこともまた事実です。

高井　1980年代に病棟で薬剤師が業務を始めた頃は、患者
さんに薬の説明をする「服薬指導」が薬剤師の仕事だとされ
ていました。しかし、決してそれが全てではありません。私とし
ては、薬に関することは何でも相談してほしいし、生活の中に
うまく薬物療法を取り入れられるように支援したいと思ってや
ってきました。

中村　入院中に在宅復帰に向けた自己管理のトレーニングを
しているのでしょうか。ピルケースや点眼器を使えない人がい
るのが現実です。

近藤　当院では行っています。回復期病棟では、薬の自己管
理の基準を看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と
話し合って決めます。1日分を自身でセットすることから始め
て、徐々にレベルを上げていき、薬袋で渡した薬をお薬カレン
ダーにセットするところまでトレーニングします。その間に問題
点を抽出して、服用回数を減らすなど、在宅に向けた準備を病
棟ぐるみで行っています（資料1）。また、入院時と退院時の多
職種カンファレンスには必ず薬剤師が参加しています。

中村　そこまでできていれば、患者さんによっては在宅の薬
剤師が介入する必要はないかもしれません。

近藤　それでも退院後のフォローは必要です。薬剤師の専門
性は、患者さんの状態に応じた服薬方法の提案、リスク・ベネ
フィットのバランスを考慮した処方提案ができることにありま
す。当初は問題がなくても、時間の経過とともに自己管理がで
きなくなったり、副作用が出るかもしれません。状況に応じた
細やかな情報提供やサポートが必要です。

荒川　当院では、近藤先生の病院のように明確な自己管理の
基準はありませんし、退院後の服薬継続や高齢独居の患者さ
んの支援など、地域で見守る仕組みの構築は今後の課題で
す。地域のどの施設のどの職種と協力するかを考えながら、患
者さんの退院支援をしていきたいと思います。

■各疾患領域におけるシームレスな薬学的
　管理の必要性

近藤　本日お集まりいただいた先生方は、中村先生以外はい
ずれも中小病院の薬剤師であり、地域密着の医療を実践され
ています。各疾患領域におけるシームレスな薬学的管理の必
要性と取り組みについてお話しください。

①脳神経領域における薬学的管理
荒川　五日市記念病院は広島市にある180床の急性期を中心
とした病院で、薬剤師は4人です。脳神経領域が中心で、特に
脳梗塞による入院が圧倒的に多い状況です。脳梗塞患者さん
は基礎疾患に高血圧や糖尿病などがあるため服薬数が多く、
また、麻痺や嚥下などの問題から一包化、経管投与などの処
理をされていることも多いため、病院から在宅に移行する際に
は情報共有が不可欠です（資料2）。当院では検査値、医師の
説明、薬剤の写真を記した「ミニカルテ」を患者さんに渡して
おり、薬局薬剤師はこれを確認しながら患者さんに服薬指導
をします。一方、病院薬剤師は患者さんの入院時に持参薬が
あれば、在宅での服薬を想定し、処方の適正化や退院後のコ
ンプライアンスを考慮した支援を行います。また、地域で在宅
を担うスタッフを支援するためのさまざまな取り組みも行って
います。

②がん領域における薬学的管理と課題
岸本　霧島市立医師会医療センターは鹿児島県北部の急性
期医療を担う254床の地域医療支援病院で、山間部やへき地
から受診する患者さんも多くいます。外来化学療法の患者さ
んは65歳以上の高齢者が7割を占めており、継続的なフォロー
が必要ですが、当地域には訪問業務を手掛ける保険薬局や
訪問看護ステーションが少ないため、多くのケースで当院のみ
が関与しています。例えば、ある患者さんのお宅を訪問したと
ころ、痛みに備えてすぐに飲めるようにと家の中のいたる所に
オピオイドが置かれていました。また、別のがん患者さんの家
では、納戸から前回分の内服抗がん剤が見つかりました。入
院中は配薬ボックスやカレンダーを使って看護師、薬剤師が確
認していたのですが、自宅ではお薬手帳のみの管理になって
しまいます。在宅での薬物療法を安全に行うためには当院だ
けでは困難であり、地域の医療資源の有効活用について考え
る必要があると痛感しています。対策の一つとして、内服抗が
ん剤の処方チェックリストを保険薬局と一緒に作りました。1部
を病院薬剤部が持ち、もう1部は処方箋に添付し薬局薬剤師
が確認します。

③高齢者心不全の再入院を減らす薬学的管理
高井　三重ハートセンターは45床の循環器専門病院です。心
不全患者の多くは高齢者で、中には多剤投与、服薬アドヒアラ
ンス、腎機能、合併症、感染症、栄養など複合的な問題を抱え
ている患者さんもおり、これらを意識して全身状態を見ること
が重要です。65歳以上における心不全悪化の主な原因に服薬
忘れが挙げられます。当院の調査では、7剤以上の服薬をして
いる患者さんが多く、特に利尿薬が多いという特徴がありま
す。再入院した人としなかった人を比べると、年齢的な差もあ
りますが、栄養状態に有意差があり、薬だけではなく食事も
考慮する必要があります（資料3）。服薬アドヒアランスに影響
する要因は、認知症および認知症治療薬、利尿薬・水分管

理、病識・薬識などさまざまです。心不全の治療目標は再入院
を減らすことであり、当院ではＣＣＵから外来まで多職種によ
る一貫した継続的支援に取り組んでいます。

近藤　シームレスな薬学的管理のためにはどのような取り組
みが必要でしょうか。

高井　入院時に病院薬剤師が知りたいのは、薬が飲めていた
か、誰が管理していたのかといった情報であり、退院時に薬
局薬剤師が一番知りたいのは、入院中の処方変更の理由で
す。情報共有の手段は退院時カンファレンス、退院時共同指
導などがあり、ツールとしてはお薬手帳、服薬情報提供書（ト
レーシングレポート）などがあります。当院では、特に重要な情
報はお薬手帳に付箋を貼って薬局薬剤師に確実に伝わるよう
にしています。医師は診療情報提供書を必ず書きますが、薬
剤師による薬剤情報の提供の多くはお薬手帳へのメモ書き程
度です。今後、服薬情報提供書の有用性についてエビデンス
を示し、お薬手帳と同様に診療報酬上で評価されることが望
まれます。

近藤　情報共有は病院と保険薬局が双方向で行うことが大
切であり、病院からの一方通行ではなく、保険薬局から病院
に服薬情報提供書を送ることも必要です。

岸本　服薬情報提供書を書くためには、しっかり患者さんを
見なければなりません。それが結果的に患者さんとの関わりを
深めることになっていくと思います。

中村　医師や看護師の情報と重複していると意味がありませ
んから、薬剤師ならではの情報提供が必要です。私は地域の
多職種と連携して小児心不全の在宅ケアへの移行を経験しま
した。生後すぐに余命半年と宣告され、1年が経過したところ
で退院を希望した患者さんですが、自宅は病院まで片道1時間
かかるため緊急対応は無理、処方される注射は薬局では支給
できない種類です。通常なら諦めるケースですが、ご家族の思
いを共有して全力で支援をする覚悟を決めました。退院が決ま
るとすぐに問題点の洗い出しと事前の情報収集を行い、何通
りかの支援方針を立てました。注射の濃度や投与速度、ポン
プ閉塞時の対応など、薬物療法について共有すべき情報は多
く、細部まで漏れがないようにしなくてはいけませんから、退
院前カンファレンスは非常に重要です（資料4）。高井先生から
もお話がありましたが、在宅チームが協力して退院後の管理を
することで再入院は防ぐことができます。この患者さんもカテ
ーテル交換以外は入院することなく療養を続けています。

■教育・研修も連携で

近藤　薬剤師がチーム医療の一員として活躍するためには、
教育が非常に重要だと考えています。当院では薬学生の実務
実習の中で、内科医に従って診断の過程や医療行為を見学し
たり、看護師業務の１日体験、歯科医によるレクチャーを実施
しています。他職種の業務を知ることは、薬剤師の役割や専
門性をあらためて考える機会になります。また、在宅医療では
無菌調剤のスキルが不可欠ですので、地域の薬剤師会と協力
して薬局薬剤師を対象にした実習を行う計画があります。こう
した実践的な連携も、今後ますます必要になると思います。

荒川　今後は病院薬剤師と薬局薬剤師が一緒に活動する機
会を増やすことが大事ですね。私は広島佐伯薬剤師会の学
術担当理事をしていますが、合同研修会は薬局と病院のいず
れの薬剤師にとっても参加して楽しいプログラムになるように
工夫しています。

岸本　姶良地区でも薬局薬剤師と病院薬剤師が共に学べる
研修会を開催しており、顔の見える関係作りに非常に有効だと
思っています。その結果、地区薬剤師会への病院薬剤師の入
会率は、2010年の25％から2016年には37％に向上しました。

高井　単に講義を聞くだけではなく、事例をもとに考える訓練
も必要です。先日、薬剤師会で研修会の講師を務めた際に
は、処方箋から患者像を想像し、実際の支援の内容等につい
て話し合う時間を設けました。

荒川　広島佐伯薬剤師会では、「薬剤師ノート」というWEB

版の薬剤師百科事典を開設しています。薬剤師が質問に回答
した内容、また自分で疑問に思って調べたことなど、さまざま
な情報や知識を入力し、多施設の薬剤師が共有することを目
的にしています。例えば、病院薬剤師であれば注射剤の配合
変化には詳しい反面、医療保険に関する知識は不十分である
など、それぞれの得意分野を生かすことで補完し合えます。
2016年4月現在、762施設、829人が登録しています。

■中小病院の現状と地域包括ケアシステム
　における回復期病棟の役割

近藤　今後、中小病院の薬剤師は地域包括ケアシステムの担
い手としての役割が大きくなると考えられます。中小病院の現
状について説明していただけますか。

岸本　2015年の医療施設調査では、全国の8,480病院のう
ち、200床未満の病院が69％を占めています。一般的には病
院薬剤師は入院患者さん、保険薬局は外来および在宅患者さ
んの支援を分担すると認識されていると思いますが、中小病
院の場合、院内処方の割合がまだ高いため、病院薬剤師によ
る退院後のフォローがとても重要になります。

荒川　薬剤師の総数は増加傾向にありますが、中小病院では
減っている施設もあり人員不足は依然として大きな問題です。
病棟薬剤業務実施加算を人員不足により算定中止にした病院
もあります。病院薬剤師が在宅医療を行うことは困難な状況
であり、在宅につなげるためにどのように保険薬局と協力して
いくかが課題です。

岸本　中でも回復期病床は在宅復帰に向けた医療やリハビ
リの提供を目的としており、急性期病床からのポストアキュー
ト、在宅・施設からのサブアキュートの患者を受け入れて、薬
物療法の適正化を担う病床として、急性期、在宅・施設、薬局

薬剤師との連携が求められます（資料5）。2015年度における
退院時薬剤管理指導の実施率は、地域包括ケア病棟が29
％、回復期リハビリテーション病棟が33％で、包括評価の病床
全体の平均21％を上回っています。日本病院薬剤師会では、
地域包括ケアシステムにおけるシームレスな薬物療法を推進す
るために求められる病院薬剤師像を提示することを目的とし
て、2016年度に学術第4小委員会を設置し、私が委員長を拝
命しています。初年度は地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟
を対象に、薬剤師の退院時服薬指導、退院時サマリー、入院
時持参薬鑑別、薬剤管理指導、処方介入、検査値チェック、
服薬状況の確認および急性期病院との連携などと、退院後
90日間における再入院の有無（薬剤に起因するものか）、薬
剤数の増減との関連について調査を行う予定です。

荒川　退院時薬剤管理指導の実施率が3割程度というのは、
保険薬局の側から見れば7割の施設で実施していないという
インパクトの方が強いのではないですか。

中村　そうですね。ただ、100％実施するにはマンパワーが不
足している状況は理解できます。質と量のバランスをどう考え
るかですが、全ての患者さんには対応できないとしても、一人
一人の患者さんのQOLを向上させたいという思いで取り組ん
でいます。

岸本　私も、まず1人の患者さんから始めて、環境を整えなが
ら、徐々に対象を広げていけばいいと思います。

荒川　そういう先輩の姿を見ることが若い薬剤師の学びや刺
激になります。薬剤師としてできることを精一杯やろうという
強い思いを持ちながら、日々、努力を重ねる薬剤師が増えてほ
しいですね。

■地域医療ネットワークの一員として責任
　を担う

近藤　今後、薬剤師には病院と在宅をつなぐチーム医療の一
員として業務することが求められます。最後に地域医療連携
への関わりについてお聞かせください。

岸本　姶良地区ではケアが必要な人を地域全体で見守る仕組
みとして、「連携サポートシート」という情報共有ツールを運用
しています。薬局薬剤師を含む地域の医療・福祉関係者が、
サポートを必要とする人に気付き次第、その状況をシートに書
き、通院している病院やケアマネジャーなどに連絡します。地
域包括ケアでは必要な情報をタイムリーに適切な施設や職種
につなぐことが大切であり、日頃から良好な関係を作っておく
必要があります。行政、地域医師会・歯科医師会、地域看護協
会、ケアマネジャーなどと関わる場合は薬剤師会が窓口になり

ますので、中小病院の薬剤師には地域の薬剤師会に入会する
ことを勧めたいですね。

中村　支援が必要な状況に気付いた時に、進んで手を挙げ、
動く人がいるという環境はとても貴重だと思います。特に高齢
者では、実際に家に訪問して初めてコンプライアンスの現状が
分かります。例えば物忘れがあるのに受け答えがしっかりして
いるので見逃したり。保険薬局がその役割を率先して担わな
ければならないと思います。

高井　中には、在宅ケアを受け入れられない人や、経済的な
理由で病院を受診できない人もいるでしょう。認知症の人の場
合ですと、精神病床などは満床で入院まで何日も待たなけれ
ばなりません。また、その人の抱える問題や背景によって必要
な支援も異なるため、薬剤師だけでは解決できないことがほ
とんどです。だからこそ入院から在宅までを組織横断的にケ
アするチーム医療が不可欠なのです。

荒川　病院薬剤師は自ら在宅医療に関わることはできなくて
も、病院内のチーム医療で培った経験を生かして、地域の他
職種への支援や研修会の実施など、シームレスに在宅医療に
つなげる活動はできます。そして、地域包括支援センターなど
に薬剤師が積極的に顔を見せるなど、一人一人の薬剤師が在
宅医療を意識しながら行動することが大切です。

近藤　地域における顔の見えるネットワークの構築と情報共
有が、「シームレスな薬学的管理」に通じる最も有効な手段だ
と言えそうですね。
　最後に、なぜ在宅医療が必要なのでしょうか。その答えは患
者さんと家族の声にあります。私がサポーターとなっている在
宅クリニックでの患者さんの声ですが、「妻といつも一緒に寝
ていた。妻といることで痛みも心も癒されていた」と仰る患者
さんや、別のケースでは残された奥様が「子供たちと過ごすこ
とを決め、最期まで自宅で過ごし、亡くなった時も同じベッド
で子供と寝ていた」「やっぱり家でよかった。多くのことを子
供たちに残していってくれた」と打ち明けてくれたそうです。こ
れが在宅の姿だと思います。また、70代の患者さんは、「病院
には二度と行きたくない。医者は電子カルテばかり見て、患者
と目を合わせない。触診もしない。患者の訴えも聞いていな
い。塀のない刑務所みたいだ」と言って、病院に行くのを拒否
したそうです。これらの声にどう応えるか、そのためにわれわ
れは何をするべきか、今まで何が足りなかったのか―。データ
の分析も重要ですが、患者さんのニーズに的確に応えられる
病院薬剤師であること、それを地域の薬剤師にしっかり伝え
ることが何より優先されるべきではないでしょうか。そして、チ
ーム医療の中で、「薬物療法は薬剤師が責任を持つ」と自信
を持って言うためにも、全ての薬剤師が目標を共有し、それぞ
れの立場で役割を着実に果たしていきましょう。

有隣病院 ： 内服薬管理基準資料1
五日市記念病院 ： 
脳梗塞患者における内服薬の服用状況

資料2
三重ハートセンター ：
心不全患者における再入院群と非再入院群の比較資料3

アセスメントフローチャート
年齢服用薬の種類

■脳梗塞患者（55名）

■その他の患者（104名）

7.2±3.6 76.4±10.4

6.3±4.3 75.1±14.7

入院患者159名の処方薬調査

脳梗塞患者55名における内服薬の服用形態

PTP
内服なし

一包化
15名

4名

23名

13名
経管投与

嚥下できるか

開封できるか

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

経口内服不可・医師に薬剤の用法の再検討を依頼する

開封を介助すれば自分で飲めるか

内服準備できるか 飲み忘れなく服用できるか

主たる薬効を言えるか

定期配薬時の確認
薬袋

Ns介助で内服
配薬③

配薬、開封して内服確認
配薬②（OTに依頼）

配薬して、見守り内服確認
配薬①（ケースごと渡す）

配薬して、内服後の確認
1日管理

内服後の確認
カレンダー管理

心不全入院患者65名の背景

※GNRI=14.89×アルブミン値（g/dL）+41.7×BMI/22
（2014年1月～6月の三重ハートセンター調べ）

A群（再入院群）

人数 19名 46名

82.5±7.4 76.4±9.9 P=0.005

男性11名（58%）
女性 8名（42%）

男性32名（69%）
女性14名（31%）

977.7±684.3 665.4±486.6 P=0.041

96.7±12.7 101.6±6.8 P=0.048

19.1±15.3 21.3±10.7 N.P

平均年齢（歳）

性別

入院時BNP

入院時GNRI※

平均入院日数

B群（非再入院群） P値



■はじめに
地域包括ケアシステムで求められるシームレスな薬
学的管理

近藤　地域包括ケアシステムとは、「地域の実情に応じて高
齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応
じ自立した生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予
防、住まいおよび自立した日常生活の支援が包括的に確保さ
れる体制」とされています。しかし、その中で薬剤師はどのよう
な役割を果たせばよいのか、具体的にイメージできていないの
が現状だと思います。2016年7月に厚生労働省は、地域包括ケ
アシステムの具体化のための医療・介護連携の促進に関し、
医療・介護従事者に必要な視点として、①入院時・退院時の
切れ目のない医療・介護の提供、②居宅等での看取りを含め
た切れ目のない医療・介護の提供、③多職種連携―の3つを
提示しました。①では、患者さんの入退院時に職種を横断し
た連携が求められるとしており、本日のテーマである「シームレ
スな薬学的管理」もここに含まれます。
　地域包括ケアシステムの基盤となるのは、地域の多職種連
携システム（医療・介護提供者の視点）、地元で今まで通りの
日常を送る生活（医療・介護需要者の視点）であり、これから
の医療は、患者さんが医療者の指示に従う「コンプライアン
ス・モデル」から、医療者と患者さんが同じ視点で最善の治療
法を導く「コンコーダンス・モデル」にシフトしていくと考えられ
ます。「価値ある情報の共有」「多職種の共同作業」「患者ア
ウトカムの改善」の3つが揃って初めて地域包括ケアが実現し
ます。
　では、「価値ある情報の共有」とは何でしょうか。薬局薬剤
師が必要とする情報は、入院中に投与された薬や服薬におけ
る問題点です。粉砕をしていたこと、抗がん剤の副作用、介護
者への説明内容など包括的な情報提供が必要であり、そのた
めのツールとして「服薬情報提供書」があります。ところが医
師と看護師が作成するサマリーは診療報酬の対象であるのに
対し、薬剤師のサマリーは対象になっていません。薬剤師の情
報共有によって患者アウトカムが改善することをいかに実証す
るかも今後の課題の一つです。
　シームレスな薬学的管理の必要性は言うまでもありません
が、残念ながら今のところあまり進んでいるとは言えません。
人手が足りない、他に優先すべき業務があるなど理由はさまざ
までしょうが、薬剤師を一生の職業として選んだ目的をあらた
めて思い返してほしいと思います。不幸にして病気になった患
者さんの生活の質を少しでも高める支援をすることが医療で
あり、そこには薬剤師の活躍の場が必ずあるはずです。薬剤師
として今後どのような取り組みが必要で、いかにレベルアップし
ていけばよいのか、皆さんと話し合いたいと思います。
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■在宅薬剤師からの問題提起　

近藤　最初に、保険薬局に勤務しながら在宅専任薬剤師とし
て活躍している中村先生から、在宅ケアの現状と病院との連
携における問題点について話していただきます。

中村　私は5年前に福井市のらいふ薬局に就職しまして、在
宅医療に従事してきました。その後徐々に実績を重ね、看取り
も100例を超えましたが、これは当薬局の在宅専任薬剤師2名
で福井県全体の3割をカバーしていることになります。言い換
えれば、それだけ在宅医療がまだほとんど普及していないとい
うことであり、今も薬剤師の在宅医療は医師、看護師に認知さ
れているとはいえません。
　入院治療から在宅ケアに移行したある患者さんは、退院時
に睡眠薬と鎮痛剤の内服薬が処方されていましたが、錠剤が
飲み込めないため痛みで夜も眠れない状態でした。医師に注
射薬へ投与経路の変更を提案したところ、痛みが和らいで睡
眠薬も不要になったばかりか、食欲も出て座れるようにもな
り、本人にもご家族にも非常に喜ばれました。これが患者アウ
トカムの改善であり、在宅医療のやりがいだと思います。
　この事例から私が感じた問題点を率直に挙げたいと思いま
す。入院中に患者さんの服薬管理をしているのは、多くは看護
師だと思います。患者さんが薬を飲めなくても、院内採用薬が
なければ処方変更はされないまま、退院時の服薬指導も看護
師が行うことになります。もし仮に、患者さんが嚥下困難だと
いう情報が病院薬剤師に伝わっていれば、医師に処方変更を
提案し、在宅を意識した準備ができるはずです。病棟看護師
に同行して実際の薬の管理状況を把握する機会を作ってほし
いと思います。院内の協働ができなければ、保険薬局との協
働はさらに困難です。
　一方で、在宅では注射も内服も薬剤師が管理するため、患者
さんに適した薬を医師に提案できます。在宅薬剤師だけでも対
応は可能ですが、病院薬剤師の協力があれば、患者さんに無
用な我慢を強いることなく、よりスムーズに在宅ケアに移行で
きます。ですから看護師任せにせずに病院薬剤師も積極的に
退院支援に関わってほしいと思います。院内で処方変更できな
くても、紹介状に説明があれば在宅で反映できます。副作用や
困っていることを服薬情報提供書で伝えてほしいと思います。

近藤　病院薬剤師に対する厳しいご意見をいただきました
が、荒川先生、いかがですか。

荒川　中村先生は患者さん一人一人に真剣に向き合っている
からこそ、いろいろな問題点が見えるのだと思います。当院で
は入院中の薬物療法の管理は、看護師ではなく必ず薬剤師
が行います。私自身も病棟業務が本格化する前から看護師に
交じって汗を流しました。今は末梢の注射も薬剤師がミキシン
グしています。確かに現状ではさまざまな事情から制約が大き

い病院もありますが、困難な状況の中でも患者貢献に知恵を
絞っている薬剤師が多いこともまた事実です。

高井　1980年代に病棟で薬剤師が業務を始めた頃は、患者
さんに薬の説明をする「服薬指導」が薬剤師の仕事だとされ
ていました。しかし、決してそれが全てではありません。私とし
ては、薬に関することは何でも相談してほしいし、生活の中に
うまく薬物療法を取り入れられるように支援したいと思ってや
ってきました。

中村　入院中に在宅復帰に向けた自己管理のトレーニングを
しているのでしょうか。ピルケースや点眼器を使えない人がい
るのが現実です。

近藤　当院では行っています。回復期病棟では、薬の自己管
理の基準を看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と
話し合って決めます。1日分を自身でセットすることから始め
て、徐々にレベルを上げていき、薬袋で渡した薬をお薬カレン
ダーにセットするところまでトレーニングします。その間に問題
点を抽出して、服用回数を減らすなど、在宅に向けた準備を病
棟ぐるみで行っています（資料1）。また、入院時と退院時の多
職種カンファレンスには必ず薬剤師が参加しています。

中村　そこまでできていれば、患者さんによっては在宅の薬
剤師が介入する必要はないかもしれません。

近藤　それでも退院後のフォローは必要です。薬剤師の専門
性は、患者さんの状態に応じた服薬方法の提案、リスク・ベネ
フィットのバランスを考慮した処方提案ができることにありま
す。当初は問題がなくても、時間の経過とともに自己管理がで
きなくなったり、副作用が出るかもしれません。状況に応じた
細やかな情報提供やサポートが必要です。

荒川　当院では、近藤先生の病院のように明確な自己管理の
基準はありませんし、退院後の服薬継続や高齢独居の患者さ
んの支援など、地域で見守る仕組みの構築は今後の課題で
す。地域のどの施設のどの職種と協力するかを考えながら、患
者さんの退院支援をしていきたいと思います。

■各疾患領域におけるシームレスな薬学的
　管理の必要性

近藤　本日お集まりいただいた先生方は、中村先生以外はい
ずれも中小病院の薬剤師であり、地域密着の医療を実践され
ています。各疾患領域におけるシームレスな薬学的管理の必
要性と取り組みについてお話しください。

①脳神経領域における薬学的管理
荒川　五日市記念病院は広島市にある180床の急性期を中心
とした病院で、薬剤師は4人です。脳神経領域が中心で、特に
脳梗塞による入院が圧倒的に多い状況です。脳梗塞患者さん
は基礎疾患に高血圧や糖尿病などがあるため服薬数が多く、
また、麻痺や嚥下などの問題から一包化、経管投与などの処
理をされていることも多いため、病院から在宅に移行する際に
は情報共有が不可欠です（資料2）。当院では検査値、医師の
説明、薬剤の写真を記した「ミニカルテ」を患者さんに渡して
おり、薬局薬剤師はこれを確認しながら患者さんに服薬指導
をします。一方、病院薬剤師は患者さんの入院時に持参薬が
あれば、在宅での服薬を想定し、処方の適正化や退院後のコ
ンプライアンスを考慮した支援を行います。また、地域で在宅
を担うスタッフを支援するためのさまざまな取り組みも行って
います。

②がん領域における薬学的管理と課題
岸本　霧島市立医師会医療センターは鹿児島県北部の急性
期医療を担う254床の地域医療支援病院で、山間部やへき地
から受診する患者さんも多くいます。外来化学療法の患者さ
んは65歳以上の高齢者が7割を占めており、継続的なフォロー
が必要ですが、当地域には訪問業務を手掛ける保険薬局や
訪問看護ステーションが少ないため、多くのケースで当院のみ
が関与しています。例えば、ある患者さんのお宅を訪問したと
ころ、痛みに備えてすぐに飲めるようにと家の中のいたる所に
オピオイドが置かれていました。また、別のがん患者さんの家
では、納戸から前回分の内服抗がん剤が見つかりました。入
院中は配薬ボックスやカレンダーを使って看護師、薬剤師が確
認していたのですが、自宅ではお薬手帳のみの管理になって
しまいます。在宅での薬物療法を安全に行うためには当院だ
けでは困難であり、地域の医療資源の有効活用について考え
る必要があると痛感しています。対策の一つとして、内服抗が
ん剤の処方チェックリストを保険薬局と一緒に作りました。1部
を病院薬剤部が持ち、もう1部は処方箋に添付し薬局薬剤師
が確認します。

③高齢者心不全の再入院を減らす薬学的管理
高井　三重ハートセンターは45床の循環器専門病院です。心
不全患者の多くは高齢者で、中には多剤投与、服薬アドヒアラ
ンス、腎機能、合併症、感染症、栄養など複合的な問題を抱え
ている患者さんもおり、これらを意識して全身状態を見ること
が重要です。65歳以上における心不全悪化の主な原因に服薬
忘れが挙げられます。当院の調査では、7剤以上の服薬をして
いる患者さんが多く、特に利尿薬が多いという特徴がありま
す。再入院した人としなかった人を比べると、年齢的な差もあ
りますが、栄養状態に有意差があり、薬だけではなく食事も
考慮する必要があります（資料3）。服薬アドヒアランスに影響
する要因は、認知症および認知症治療薬、利尿薬・水分管

理、病識・薬識などさまざまです。心不全の治療目標は再入院
を減らすことであり、当院ではＣＣＵから外来まで多職種によ
る一貫した継続的支援に取り組んでいます。

近藤　シームレスな薬学的管理のためにはどのような取り組
みが必要でしょうか。

高井　入院時に病院薬剤師が知りたいのは、薬が飲めていた
か、誰が管理していたのかといった情報であり、退院時に薬
局薬剤師が一番知りたいのは、入院中の処方変更の理由で
す。情報共有の手段は退院時カンファレンス、退院時共同指
導などがあり、ツールとしてはお薬手帳、服薬情報提供書（ト
レーシングレポート）などがあります。当院では、特に重要な情
報はお薬手帳に付箋を貼って薬局薬剤師に確実に伝わるよう
にしています。医師は診療情報提供書を必ず書きますが、薬
剤師による薬剤情報の提供の多くはお薬手帳へのメモ書き程
度です。今後、服薬情報提供書の有用性についてエビデンス
を示し、お薬手帳と同様に診療報酬上で評価されることが望
まれます。

近藤　情報共有は病院と保険薬局が双方向で行うことが大
切であり、病院からの一方通行ではなく、保険薬局から病院
に服薬情報提供書を送ることも必要です。

岸本　服薬情報提供書を書くためには、しっかり患者さんを
見なければなりません。それが結果的に患者さんとの関わりを
深めることになっていくと思います。

中村　医師や看護師の情報と重複していると意味がありませ
んから、薬剤師ならではの情報提供が必要です。私は地域の
多職種と連携して小児心不全の在宅ケアへの移行を経験しま
した。生後すぐに余命半年と宣告され、1年が経過したところ
で退院を希望した患者さんですが、自宅は病院まで片道1時間
かかるため緊急対応は無理、処方される注射は薬局では支給
できない種類です。通常なら諦めるケースですが、ご家族の思
いを共有して全力で支援をする覚悟を決めました。退院が決ま
るとすぐに問題点の洗い出しと事前の情報収集を行い、何通
りかの支援方針を立てました。注射の濃度や投与速度、ポン
プ閉塞時の対応など、薬物療法について共有すべき情報は多
く、細部まで漏れがないようにしなくてはいけませんから、退
院前カンファレンスは非常に重要です（資料4）。高井先生から
もお話がありましたが、在宅チームが協力して退院後の管理を
することで再入院は防ぐことができます。この患者さんもカテ
ーテル交換以外は入院することなく療養を続けています。

■教育・研修も連携で

近藤　薬剤師がチーム医療の一員として活躍するためには、
教育が非常に重要だと考えています。当院では薬学生の実務
実習の中で、内科医に従って診断の過程や医療行為を見学し
たり、看護師業務の１日体験、歯科医によるレクチャーを実施
しています。他職種の業務を知ることは、薬剤師の役割や専
門性をあらためて考える機会になります。また、在宅医療では
無菌調剤のスキルが不可欠ですので、地域の薬剤師会と協力
して薬局薬剤師を対象にした実習を行う計画があります。こう
した実践的な連携も、今後ますます必要になると思います。

荒川　今後は病院薬剤師と薬局薬剤師が一緒に活動する機
会を増やすことが大事ですね。私は広島佐伯薬剤師会の学
術担当理事をしていますが、合同研修会は薬局と病院のいず
れの薬剤師にとっても参加して楽しいプログラムになるように
工夫しています。

岸本　姶良地区でも薬局薬剤師と病院薬剤師が共に学べる
研修会を開催しており、顔の見える関係作りに非常に有効だと
思っています。その結果、地区薬剤師会への病院薬剤師の入
会率は、2010年の25％から2016年には37％に向上しました。

高井　単に講義を聞くだけではなく、事例をもとに考える訓練
も必要です。先日、薬剤師会で研修会の講師を務めた際に
は、処方箋から患者像を想像し、実際の支援の内容等につい
て話し合う時間を設けました。

荒川　広島佐伯薬剤師会では、「薬剤師ノート」というWEB

版の薬剤師百科事典を開設しています。薬剤師が質問に回答
した内容、また自分で疑問に思って調べたことなど、さまざま
な情報や知識を入力し、多施設の薬剤師が共有することを目
的にしています。例えば、病院薬剤師であれば注射剤の配合
変化には詳しい反面、医療保険に関する知識は不十分である
など、それぞれの得意分野を生かすことで補完し合えます。
2016年4月現在、762施設、829人が登録しています。

■中小病院の現状と地域包括ケアシステム
　における回復期病棟の役割

近藤　今後、中小病院の薬剤師は地域包括ケアシステムの担
い手としての役割が大きくなると考えられます。中小病院の現
状について説明していただけますか。

岸本　2015年の医療施設調査では、全国の8,480病院のう
ち、200床未満の病院が69％を占めています。一般的には病
院薬剤師は入院患者さん、保険薬局は外来および在宅患者さ
んの支援を分担すると認識されていると思いますが、中小病
院の場合、院内処方の割合がまだ高いため、病院薬剤師によ
る退院後のフォローがとても重要になります。

荒川　薬剤師の総数は増加傾向にありますが、中小病院では
減っている施設もあり人員不足は依然として大きな問題です。
病棟薬剤業務実施加算を人員不足により算定中止にした病院
もあります。病院薬剤師が在宅医療を行うことは困難な状況
であり、在宅につなげるためにどのように保険薬局と協力して
いくかが課題です。

岸本　中でも回復期病床は在宅復帰に向けた医療やリハビ
リの提供を目的としており、急性期病床からのポストアキュー
ト、在宅・施設からのサブアキュートの患者を受け入れて、薬
物療法の適正化を担う病床として、急性期、在宅・施設、薬局

薬剤師との連携が求められます（資料5）。2015年度における
退院時薬剤管理指導の実施率は、地域包括ケア病棟が29
％、回復期リハビリテーション病棟が33％で、包括評価の病床
全体の平均21％を上回っています。日本病院薬剤師会では、
地域包括ケアシステムにおけるシームレスな薬物療法を推進す
るために求められる病院薬剤師像を提示することを目的とし
て、2016年度に学術第4小委員会を設置し、私が委員長を拝
命しています。初年度は地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟
を対象に、薬剤師の退院時服薬指導、退院時サマリー、入院
時持参薬鑑別、薬剤管理指導、処方介入、検査値チェック、
服薬状況の確認および急性期病院との連携などと、退院後
90日間における再入院の有無（薬剤に起因するものか）、薬
剤数の増減との関連について調査を行う予定です。

荒川　退院時薬剤管理指導の実施率が3割程度というのは、
保険薬局の側から見れば7割の施設で実施していないという
インパクトの方が強いのではないですか。

中村　そうですね。ただ、100％実施するにはマンパワーが不
足している状況は理解できます。質と量のバランスをどう考え
るかですが、全ての患者さんには対応できないとしても、一人
一人の患者さんのQOLを向上させたいという思いで取り組ん
でいます。

岸本　私も、まず1人の患者さんから始めて、環境を整えなが
ら、徐々に対象を広げていけばいいと思います。

荒川　そういう先輩の姿を見ることが若い薬剤師の学びや刺
激になります。薬剤師としてできることを精一杯やろうという
強い思いを持ちながら、日々、努力を重ねる薬剤師が増えてほ
しいですね。

■地域医療ネットワークの一員として責任
　を担う

近藤　今後、薬剤師には病院と在宅をつなぐチーム医療の一
員として業務することが求められます。最後に地域医療連携
への関わりについてお聞かせください。

岸本　姶良地区ではケアが必要な人を地域全体で見守る仕組
みとして、「連携サポートシート」という情報共有ツールを運用
しています。薬局薬剤師を含む地域の医療・福祉関係者が、
サポートを必要とする人に気付き次第、その状況をシートに書
き、通院している病院やケアマネジャーなどに連絡します。地
域包括ケアでは必要な情報をタイムリーに適切な施設や職種
につなぐことが大切であり、日頃から良好な関係を作っておく
必要があります。行政、地域医師会・歯科医師会、地域看護協
会、ケアマネジャーなどと関わる場合は薬剤師会が窓口になり

ますので、中小病院の薬剤師には地域の薬剤師会に入会する
ことを勧めたいですね。

中村　支援が必要な状況に気付いた時に、進んで手を挙げ、
動く人がいるという環境はとても貴重だと思います。特に高齢
者では、実際に家に訪問して初めてコンプライアンスの現状が
分かります。例えば物忘れがあるのに受け答えがしっかりして
いるので見逃したり。保険薬局がその役割を率先して担わな
ければならないと思います。

高井　中には、在宅ケアを受け入れられない人や、経済的な
理由で病院を受診できない人もいるでしょう。認知症の人の場
合ですと、精神病床などは満床で入院まで何日も待たなけれ
ばなりません。また、その人の抱える問題や背景によって必要
な支援も異なるため、薬剤師だけでは解決できないことがほ
とんどです。だからこそ入院から在宅までを組織横断的にケ
アするチーム医療が不可欠なのです。

荒川　病院薬剤師は自ら在宅医療に関わることはできなくて
も、病院内のチーム医療で培った経験を生かして、地域の他
職種への支援や研修会の実施など、シームレスに在宅医療に
つなげる活動はできます。そして、地域包括支援センターなど
に薬剤師が積極的に顔を見せるなど、一人一人の薬剤師が在
宅医療を意識しながら行動することが大切です。

近藤　地域における顔の見えるネットワークの構築と情報共
有が、「シームレスな薬学的管理」に通じる最も有効な手段だ
と言えそうですね。
　最後に、なぜ在宅医療が必要なのでしょうか。その答えは患
者さんと家族の声にあります。私がサポーターとなっている在
宅クリニックでの患者さんの声ですが、「妻といつも一緒に寝
ていた。妻といることで痛みも心も癒されていた」と仰る患者
さんや、別のケースでは残された奥様が「子供たちと過ごすこ
とを決め、最期まで自宅で過ごし、亡くなった時も同じベッド
で子供と寝ていた」「やっぱり家でよかった。多くのことを子
供たちに残していってくれた」と打ち明けてくれたそうです。こ
れが在宅の姿だと思います。また、70代の患者さんは、「病院
には二度と行きたくない。医者は電子カルテばかり見て、患者
と目を合わせない。触診もしない。患者の訴えも聞いていな
い。塀のない刑務所みたいだ」と言って、病院に行くのを拒否
したそうです。これらの声にどう応えるか、そのためにわれわ
れは何をするべきか、今まで何が足りなかったのか―。データ
の分析も重要ですが、患者さんのニーズに的確に応えられる
病院薬剤師であること、それを地域の薬剤師にしっかり伝え
ることが何より優先されるべきではないでしょうか。そして、チ
ーム医療の中で、「薬物療法は薬剤師が責任を持つ」と自信
を持って言うためにも、全ての薬剤師が目標を共有し、それぞ
れの立場で役割を着実に果たしていきましょう。
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アセスメントフローチャート
年齢服用薬の種類

■脳梗塞患者（55名）

■その他の患者（104名）

7.2±3.6 76.4±10.4

6.3±4.3 75.1±14.7

入院患者159名の処方薬調査

脳梗塞患者55名における内服薬の服用形態
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一包化
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嚥下できるか
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Yes
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No
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経口内服不可・医師に薬剤の用法の再検討を依頼する

開封を介助すれば自分で飲めるか

内服準備できるか 飲み忘れなく服用できるか

主たる薬効を言えるか

定期配薬時の確認
薬袋

Ns介助で内服
配薬③

配薬、開封して内服確認
配薬②（OTに依頼）

配薬して、見守り内服確認
配薬①（ケースごと渡す）

配薬して、内服後の確認
1日管理

内服後の確認
カレンダー管理

心不全入院患者65名の背景

※GNRI=14.89×アルブミン値（g/dL）+41.7×BMI/22
（2014年1月～6月の三重ハートセンター調べ）

A群（再入院群）

人数 19名 46名

82.5±7.4 76.4±9.9 P=0.005

男性11名（58%）
女性 8名（42%）

男性32名（69%）
女性14名（31%）

977.7±684.3 665.4±486.6 P=0.041

96.7±12.7 101.6±6.8 P=0.048

19.1±15.3 21.3±10.7 N.P

平均年齢（歳）

性別

入院時BNP

入院時GNRI※

平均入院日数

B群（非再入院群） P値



■はじめに
地域包括ケアシステムで求められるシームレスな薬
学的管理

近藤　地域包括ケアシステムとは、「地域の実情に応じて高
齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応
じ自立した生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予
防、住まいおよび自立した日常生活の支援が包括的に確保さ
れる体制」とされています。しかし、その中で薬剤師はどのよう
な役割を果たせばよいのか、具体的にイメージできていないの
が現状だと思います。2016年7月に厚生労働省は、地域包括ケ
アシステムの具体化のための医療・介護連携の促進に関し、
医療・介護従事者に必要な視点として、①入院時・退院時の
切れ目のない医療・介護の提供、②居宅等での看取りを含め
た切れ目のない医療・介護の提供、③多職種連携―の3つを
提示しました。①では、患者さんの入退院時に職種を横断し
た連携が求められるとしており、本日のテーマである「シームレ
スな薬学的管理」もここに含まれます。
　地域包括ケアシステムの基盤となるのは、地域の多職種連
携システム（医療・介護提供者の視点）、地元で今まで通りの
日常を送る生活（医療・介護需要者の視点）であり、これから
の医療は、患者さんが医療者の指示に従う「コンプライアン
ス・モデル」から、医療者と患者さんが同じ視点で最善の治療
法を導く「コンコーダンス・モデル」にシフトしていくと考えられ
ます。「価値ある情報の共有」「多職種の共同作業」「患者ア
ウトカムの改善」の3つが揃って初めて地域包括ケアが実現し
ます。
　では、「価値ある情報の共有」とは何でしょうか。薬局薬剤
師が必要とする情報は、入院中に投与された薬や服薬におけ
る問題点です。粉砕をしていたこと、抗がん剤の副作用、介護
者への説明内容など包括的な情報提供が必要であり、そのた
めのツールとして「服薬情報提供書」があります。ところが医
師と看護師が作成するサマリーは診療報酬の対象であるのに
対し、薬剤師のサマリーは対象になっていません。薬剤師の情
報共有によって患者アウトカムが改善することをいかに実証す
るかも今後の課題の一つです。
　シームレスな薬学的管理の必要性は言うまでもありません
が、残念ながら今のところあまり進んでいるとは言えません。
人手が足りない、他に優先すべき業務があるなど理由はさまざ
までしょうが、薬剤師を一生の職業として選んだ目的をあらた
めて思い返してほしいと思います。不幸にして病気になった患
者さんの生活の質を少しでも高める支援をすることが医療で
あり、そこには薬剤師の活躍の場が必ずあるはずです。薬剤師
として今後どのような取り組みが必要で、いかにレベルアップし
ていけばよいのか、皆さんと話し合いたいと思います。

5 Pharma Scope Vol.25 6Pharma Scope Vol.25

病院と在宅をつなぐシームレスな薬学的管理VIEW

■在宅薬剤師からの問題提起　

近藤　最初に、保険薬局に勤務しながら在宅専任薬剤師とし
て活躍している中村先生から、在宅ケアの現状と病院との連
携における問題点について話していただきます。

中村　私は5年前に福井市のらいふ薬局に就職しまして、在
宅医療に従事してきました。その後徐々に実績を重ね、看取り
も100例を超えましたが、これは当薬局の在宅専任薬剤師2名
で福井県全体の3割をカバーしていることになります。言い換
えれば、それだけ在宅医療がまだほとんど普及していないとい
うことであり、今も薬剤師の在宅医療は医師、看護師に認知さ
れているとはいえません。
　入院治療から在宅ケアに移行したある患者さんは、退院時
に睡眠薬と鎮痛剤の内服薬が処方されていましたが、錠剤が
飲み込めないため痛みで夜も眠れない状態でした。医師に注
射薬へ投与経路の変更を提案したところ、痛みが和らいで睡
眠薬も不要になったばかりか、食欲も出て座れるようにもな
り、本人にもご家族にも非常に喜ばれました。これが患者アウ
トカムの改善であり、在宅医療のやりがいだと思います。
　この事例から私が感じた問題点を率直に挙げたいと思いま
す。入院中に患者さんの服薬管理をしているのは、多くは看護
師だと思います。患者さんが薬を飲めなくても、院内採用薬が
なければ処方変更はされないまま、退院時の服薬指導も看護
師が行うことになります。もし仮に、患者さんが嚥下困難だと
いう情報が病院薬剤師に伝わっていれば、医師に処方変更を
提案し、在宅を意識した準備ができるはずです。病棟看護師
に同行して実際の薬の管理状況を把握する機会を作ってほし
いと思います。院内の協働ができなければ、保険薬局との協
働はさらに困難です。
　一方で、在宅では注射も内服も薬剤師が管理するため、患者
さんに適した薬を医師に提案できます。在宅薬剤師だけでも対
応は可能ですが、病院薬剤師の協力があれば、患者さんに無
用な我慢を強いることなく、よりスムーズに在宅ケアに移行で
きます。ですから看護師任せにせずに病院薬剤師も積極的に
退院支援に関わってほしいと思います。院内で処方変更できな
くても、紹介状に説明があれば在宅で反映できます。副作用や
困っていることを服薬情報提供書で伝えてほしいと思います。

近藤　病院薬剤師に対する厳しいご意見をいただきました
が、荒川先生、いかがですか。

荒川　中村先生は患者さん一人一人に真剣に向き合っている
からこそ、いろいろな問題点が見えるのだと思います。当院で
は入院中の薬物療法の管理は、看護師ではなく必ず薬剤師
が行います。私自身も病棟業務が本格化する前から看護師に
交じって汗を流しました。今は末梢の注射も薬剤師がミキシン
グしています。確かに現状ではさまざまな事情から制約が大き

い病院もありますが、困難な状況の中でも患者貢献に知恵を
絞っている薬剤師が多いこともまた事実です。

高井　1980年代に病棟で薬剤師が業務を始めた頃は、患者
さんに薬の説明をする「服薬指導」が薬剤師の仕事だとされ
ていました。しかし、決してそれが全てではありません。私とし
ては、薬に関することは何でも相談してほしいし、生活の中に
うまく薬物療法を取り入れられるように支援したいと思ってや
ってきました。

中村　入院中に在宅復帰に向けた自己管理のトレーニングを
しているのでしょうか。ピルケースや点眼器を使えない人がい
るのが現実です。

近藤　当院では行っています。回復期病棟では、薬の自己管
理の基準を看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と
話し合って決めます。1日分を自身でセットすることから始め
て、徐々にレベルを上げていき、薬袋で渡した薬をお薬カレン
ダーにセットするところまでトレーニングします。その間に問題
点を抽出して、服用回数を減らすなど、在宅に向けた準備を病
棟ぐるみで行っています（資料1）。また、入院時と退院時の多
職種カンファレンスには必ず薬剤師が参加しています。

中村　そこまでできていれば、患者さんによっては在宅の薬
剤師が介入する必要はないかもしれません。

近藤　それでも退院後のフォローは必要です。薬剤師の専門
性は、患者さんの状態に応じた服薬方法の提案、リスク・ベネ
フィットのバランスを考慮した処方提案ができることにありま
す。当初は問題がなくても、時間の経過とともに自己管理がで
きなくなったり、副作用が出るかもしれません。状況に応じた
細やかな情報提供やサポートが必要です。

荒川　当院では、近藤先生の病院のように明確な自己管理の
基準はありませんし、退院後の服薬継続や高齢独居の患者さ
んの支援など、地域で見守る仕組みの構築は今後の課題で
す。地域のどの施設のどの職種と協力するかを考えながら、患
者さんの退院支援をしていきたいと思います。

■各疾患領域におけるシームレスな薬学的
　管理の必要性

近藤　本日お集まりいただいた先生方は、中村先生以外はい
ずれも中小病院の薬剤師であり、地域密着の医療を実践され
ています。各疾患領域におけるシームレスな薬学的管理の必
要性と取り組みについてお話しください。

①脳神経領域における薬学的管理
荒川　五日市記念病院は広島市にある180床の急性期を中心
とした病院で、薬剤師は4人です。脳神経領域が中心で、特に
脳梗塞による入院が圧倒的に多い状況です。脳梗塞患者さん
は基礎疾患に高血圧や糖尿病などがあるため服薬数が多く、
また、麻痺や嚥下などの問題から一包化、経管投与などの処
理をされていることも多いため、病院から在宅に移行する際に
は情報共有が不可欠です（資料2）。当院では検査値、医師の
説明、薬剤の写真を記した「ミニカルテ」を患者さんに渡して
おり、薬局薬剤師はこれを確認しながら患者さんに服薬指導
をします。一方、病院薬剤師は患者さんの入院時に持参薬が
あれば、在宅での服薬を想定し、処方の適正化や退院後のコ
ンプライアンスを考慮した支援を行います。また、地域で在宅
を担うスタッフを支援するためのさまざまな取り組みも行って
います。

②がん領域における薬学的管理と課題
岸本　霧島市立医師会医療センターは鹿児島県北部の急性
期医療を担う254床の地域医療支援病院で、山間部やへき地
から受診する患者さんも多くいます。外来化学療法の患者さ
んは65歳以上の高齢者が7割を占めており、継続的なフォロー
が必要ですが、当地域には訪問業務を手掛ける保険薬局や
訪問看護ステーションが少ないため、多くのケースで当院のみ
が関与しています。例えば、ある患者さんのお宅を訪問したと
ころ、痛みに備えてすぐに飲めるようにと家の中のいたる所に
オピオイドが置かれていました。また、別のがん患者さんの家
では、納戸から前回分の内服抗がん剤が見つかりました。入
院中は配薬ボックスやカレンダーを使って看護師、薬剤師が確
認していたのですが、自宅ではお薬手帳のみの管理になって
しまいます。在宅での薬物療法を安全に行うためには当院だ
けでは困難であり、地域の医療資源の有効活用について考え
る必要があると痛感しています。対策の一つとして、内服抗が
ん剤の処方チェックリストを保険薬局と一緒に作りました。1部
を病院薬剤部が持ち、もう1部は処方箋に添付し薬局薬剤師
が確認します。

③高齢者心不全の再入院を減らす薬学的管理
高井　三重ハートセンターは45床の循環器専門病院です。心
不全患者の多くは高齢者で、中には多剤投与、服薬アドヒアラ
ンス、腎機能、合併症、感染症、栄養など複合的な問題を抱え
ている患者さんもおり、これらを意識して全身状態を見ること
が重要です。65歳以上における心不全悪化の主な原因に服薬
忘れが挙げられます。当院の調査では、7剤以上の服薬をして
いる患者さんが多く、特に利尿薬が多いという特徴がありま
す。再入院した人としなかった人を比べると、年齢的な差もあ
りますが、栄養状態に有意差があり、薬だけではなく食事も
考慮する必要があります（資料3）。服薬アドヒアランスに影響
する要因は、認知症および認知症治療薬、利尿薬・水分管

理、病識・薬識などさまざまです。心不全の治療目標は再入院
を減らすことであり、当院ではＣＣＵから外来まで多職種によ
る一貫した継続的支援に取り組んでいます。

近藤　シームレスな薬学的管理のためにはどのような取り組
みが必要でしょうか。

高井　入院時に病院薬剤師が知りたいのは、薬が飲めていた
か、誰が管理していたのかといった情報であり、退院時に薬
局薬剤師が一番知りたいのは、入院中の処方変更の理由で
す。情報共有の手段は退院時カンファレンス、退院時共同指
導などがあり、ツールとしてはお薬手帳、服薬情報提供書（ト
レーシングレポート）などがあります。当院では、特に重要な情
報はお薬手帳に付箋を貼って薬局薬剤師に確実に伝わるよう
にしています。医師は診療情報提供書を必ず書きますが、薬
剤師による薬剤情報の提供の多くはお薬手帳へのメモ書き程
度です。今後、服薬情報提供書の有用性についてエビデンス
を示し、お薬手帳と同様に診療報酬上で評価されることが望
まれます。

近藤　情報共有は病院と保険薬局が双方向で行うことが大
切であり、病院からの一方通行ではなく、保険薬局から病院
に服薬情報提供書を送ることも必要です。

岸本　服薬情報提供書を書くためには、しっかり患者さんを
見なければなりません。それが結果的に患者さんとの関わりを
深めることになっていくと思います。

中村　医師や看護師の情報と重複していると意味がありませ
んから、薬剤師ならではの情報提供が必要です。私は地域の
多職種と連携して小児心不全の在宅ケアへの移行を経験しま
した。生後すぐに余命半年と宣告され、1年が経過したところ
で退院を希望した患者さんですが、自宅は病院まで片道1時間
かかるため緊急対応は無理、処方される注射は薬局では支給
できない種類です。通常なら諦めるケースですが、ご家族の思
いを共有して全力で支援をする覚悟を決めました。退院が決ま
るとすぐに問題点の洗い出しと事前の情報収集を行い、何通
りかの支援方針を立てました。注射の濃度や投与速度、ポン
プ閉塞時の対応など、薬物療法について共有すべき情報は多
く、細部まで漏れがないようにしなくてはいけませんから、退
院前カンファレンスは非常に重要です（資料4）。高井先生から
もお話がありましたが、在宅チームが協力して退院後の管理を
することで再入院は防ぐことができます。この患者さんもカテ
ーテル交換以外は入院することなく療養を続けています。

■教育・研修も連携で

近藤　薬剤師がチーム医療の一員として活躍するためには、
教育が非常に重要だと考えています。当院では薬学生の実務
実習の中で、内科医に従って診断の過程や医療行為を見学し
たり、看護師業務の１日体験、歯科医によるレクチャーを実施
しています。他職種の業務を知ることは、薬剤師の役割や専
門性をあらためて考える機会になります。また、在宅医療では
無菌調剤のスキルが不可欠ですので、地域の薬剤師会と協力
して薬局薬剤師を対象にした実習を行う計画があります。こう
した実践的な連携も、今後ますます必要になると思います。

荒川　今後は病院薬剤師と薬局薬剤師が一緒に活動する機
会を増やすことが大事ですね。私は広島佐伯薬剤師会の学
術担当理事をしていますが、合同研修会は薬局と病院のいず
れの薬剤師にとっても参加して楽しいプログラムになるように
工夫しています。

岸本　姶良地区でも薬局薬剤師と病院薬剤師が共に学べる
研修会を開催しており、顔の見える関係作りに非常に有効だと
思っています。その結果、地区薬剤師会への病院薬剤師の入
会率は、2010年の25％から2016年には37％に向上しました。

高井　単に講義を聞くだけではなく、事例をもとに考える訓練
も必要です。先日、薬剤師会で研修会の講師を務めた際に
は、処方箋から患者像を想像し、実際の支援の内容等につい
て話し合う時間を設けました。

荒川　広島佐伯薬剤師会では、「薬剤師ノート」というWEB

版の薬剤師百科事典を開設しています。薬剤師が質問に回答
した内容、また自分で疑問に思って調べたことなど、さまざま
な情報や知識を入力し、多施設の薬剤師が共有することを目
的にしています。例えば、病院薬剤師であれば注射剤の配合
変化には詳しい反面、医療保険に関する知識は不十分である
など、それぞれの得意分野を生かすことで補完し合えます。
2016年4月現在、762施設、829人が登録しています。

■中小病院の現状と地域包括ケアシステム
　における回復期病棟の役割

近藤　今後、中小病院の薬剤師は地域包括ケアシステムの担
い手としての役割が大きくなると考えられます。中小病院の現
状について説明していただけますか。

岸本　2015年の医療施設調査では、全国の8,480病院のう
ち、200床未満の病院が69％を占めています。一般的には病
院薬剤師は入院患者さん、保険薬局は外来および在宅患者さ
んの支援を分担すると認識されていると思いますが、中小病
院の場合、院内処方の割合がまだ高いため、病院薬剤師によ
る退院後のフォローがとても重要になります。

荒川　薬剤師の総数は増加傾向にありますが、中小病院では
減っている施設もあり人員不足は依然として大きな問題です。
病棟薬剤業務実施加算を人員不足により算定中止にした病院
もあります。病院薬剤師が在宅医療を行うことは困難な状況
であり、在宅につなげるためにどのように保険薬局と協力して
いくかが課題です。

岸本　中でも回復期病床は在宅復帰に向けた医療やリハビ
リの提供を目的としており、急性期病床からのポストアキュー
ト、在宅・施設からのサブアキュートの患者を受け入れて、薬
物療法の適正化を担う病床として、急性期、在宅・施設、薬局

薬剤師との連携が求められます（資料5）。2015年度における
退院時薬剤管理指導の実施率は、地域包括ケア病棟が29
％、回復期リハビリテーション病棟が33％で、包括評価の病床
全体の平均21％を上回っています。日本病院薬剤師会では、
地域包括ケアシステムにおけるシームレスな薬物療法を推進す
るために求められる病院薬剤師像を提示することを目的とし
て、2016年度に学術第4小委員会を設置し、私が委員長を拝
命しています。初年度は地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟
を対象に、薬剤師の退院時服薬指導、退院時サマリー、入院
時持参薬鑑別、薬剤管理指導、処方介入、検査値チェック、
服薬状況の確認および急性期病院との連携などと、退院後
90日間における再入院の有無（薬剤に起因するものか）、薬
剤数の増減との関連について調査を行う予定です。

荒川　退院時薬剤管理指導の実施率が3割程度というのは、
保険薬局の側から見れば7割の施設で実施していないという
インパクトの方が強いのではないですか。

中村　そうですね。ただ、100％実施するにはマンパワーが不
足している状況は理解できます。質と量のバランスをどう考え
るかですが、全ての患者さんには対応できないとしても、一人
一人の患者さんのQOLを向上させたいという思いで取り組ん
でいます。

岸本　私も、まず1人の患者さんから始めて、環境を整えなが
ら、徐々に対象を広げていけばいいと思います。

荒川　そういう先輩の姿を見ることが若い薬剤師の学びや刺
激になります。薬剤師としてできることを精一杯やろうという
強い思いを持ちながら、日々、努力を重ねる薬剤師が増えてほ
しいですね。

■地域医療ネットワークの一員として責任
　を担う

近藤　今後、薬剤師には病院と在宅をつなぐチーム医療の一
員として業務することが求められます。最後に地域医療連携
への関わりについてお聞かせください。

岸本　姶良地区ではケアが必要な人を地域全体で見守る仕組
みとして、「連携サポートシート」という情報共有ツールを運用
しています。薬局薬剤師を含む地域の医療・福祉関係者が、
サポートを必要とする人に気付き次第、その状況をシートに書
き、通院している病院やケアマネジャーなどに連絡します。地
域包括ケアでは必要な情報をタイムリーに適切な施設や職種
につなぐことが大切であり、日頃から良好な関係を作っておく
必要があります。行政、地域医師会・歯科医師会、地域看護協
会、ケアマネジャーなどと関わる場合は薬剤師会が窓口になり

ますので、中小病院の薬剤師には地域の薬剤師会に入会する
ことを勧めたいですね。

中村　支援が必要な状況に気付いた時に、進んで手を挙げ、
動く人がいるという環境はとても貴重だと思います。特に高齢
者では、実際に家に訪問して初めてコンプライアンスの現状が
分かります。例えば物忘れがあるのに受け答えがしっかりして
いるので見逃したり。保険薬局がその役割を率先して担わな
ければならないと思います。

高井　中には、在宅ケアを受け入れられない人や、経済的な
理由で病院を受診できない人もいるでしょう。認知症の人の場
合ですと、精神病床などは満床で入院まで何日も待たなけれ
ばなりません。また、その人の抱える問題や背景によって必要
な支援も異なるため、薬剤師だけでは解決できないことがほ
とんどです。だからこそ入院から在宅までを組織横断的にケ
アするチーム医療が不可欠なのです。

荒川　病院薬剤師は自ら在宅医療に関わることはできなくて
も、病院内のチーム医療で培った経験を生かして、地域の他
職種への支援や研修会の実施など、シームレスに在宅医療に
つなげる活動はできます。そして、地域包括支援センターなど
に薬剤師が積極的に顔を見せるなど、一人一人の薬剤師が在
宅医療を意識しながら行動することが大切です。

近藤　地域における顔の見えるネットワークの構築と情報共
有が、「シームレスな薬学的管理」に通じる最も有効な手段だ
と言えそうですね。
　最後に、なぜ在宅医療が必要なのでしょうか。その答えは患
者さんと家族の声にあります。私がサポーターとなっている在
宅クリニックでの患者さんの声ですが、「妻といつも一緒に寝
ていた。妻といることで痛みも心も癒されていた」と仰る患者
さんや、別のケースでは残された奥様が「子供たちと過ごすこ
とを決め、最期まで自宅で過ごし、亡くなった時も同じベッド
で子供と寝ていた」「やっぱり家でよかった。多くのことを子
供たちに残していってくれた」と打ち明けてくれたそうです。こ
れが在宅の姿だと思います。また、70代の患者さんは、「病院
には二度と行きたくない。医者は電子カルテばかり見て、患者
と目を合わせない。触診もしない。患者の訴えも聞いていな
い。塀のない刑務所みたいだ」と言って、病院に行くのを拒否
したそうです。これらの声にどう応えるか、そのためにわれわ
れは何をするべきか、今まで何が足りなかったのか―。データ
の分析も重要ですが、患者さんのニーズに的確に応えられる
病院薬剤師であること、それを地域の薬剤師にしっかり伝え
ることが何より優先されるべきではないでしょうか。そして、チ
ーム医療の中で、「薬物療法は薬剤師が責任を持つ」と自信
を持って言うためにも、全ての薬剤師が目標を共有し、それぞ
れの立場で役割を着実に果たしていきましょう。

らいふ薬局 ：
小児心不全患者さんの在宅移行資料4

地域包括ケアシステムにおける回復期
（岸本先生）資料5
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方針を数種立てる
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病院薬剤師に
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・処方薬剤の適正化
・適正な服薬のための服薬支援
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・急性期との連携
・在宅・施設との連携
・保険薬局薬剤師との連携　等

Post-acute

Sub-acute

Academic fourth subcommittee

退院

【写真】
退院後20週目の様子。
トラブルなく、自宅療養継続中。



■はじめに
地域包括ケアシステムで求められるシームレスな薬
学的管理

近藤　地域包括ケアシステムとは、「地域の実情に応じて高
齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応
じ自立した生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予
防、住まいおよび自立した日常生活の支援が包括的に確保さ
れる体制」とされています。しかし、その中で薬剤師はどのよう
な役割を果たせばよいのか、具体的にイメージできていないの
が現状だと思います。2016年7月に厚生労働省は、地域包括ケ
アシステムの具体化のための医療・介護連携の促進に関し、
医療・介護従事者に必要な視点として、①入院時・退院時の
切れ目のない医療・介護の提供、②居宅等での看取りを含め
た切れ目のない医療・介護の提供、③多職種連携―の3つを
提示しました。①では、患者さんの入退院時に職種を横断し
た連携が求められるとしており、本日のテーマである「シームレ
スな薬学的管理」もここに含まれます。
　地域包括ケアシステムの基盤となるのは、地域の多職種連
携システム（医療・介護提供者の視点）、地元で今まで通りの
日常を送る生活（医療・介護需要者の視点）であり、これから
の医療は、患者さんが医療者の指示に従う「コンプライアン
ス・モデル」から、医療者と患者さんが同じ視点で最善の治療
法を導く「コンコーダンス・モデル」にシフトしていくと考えられ
ます。「価値ある情報の共有」「多職種の共同作業」「患者ア
ウトカムの改善」の3つが揃って初めて地域包括ケアが実現し
ます。
　では、「価値ある情報の共有」とは何でしょうか。薬局薬剤
師が必要とする情報は、入院中に投与された薬や服薬におけ
る問題点です。粉砕をしていたこと、抗がん剤の副作用、介護
者への説明内容など包括的な情報提供が必要であり、そのた
めのツールとして「服薬情報提供書」があります。ところが医
師と看護師が作成するサマリーは診療報酬の対象であるのに
対し、薬剤師のサマリーは対象になっていません。薬剤師の情
報共有によって患者アウトカムが改善することをいかに実証す
るかも今後の課題の一つです。
　シームレスな薬学的管理の必要性は言うまでもありません
が、残念ながら今のところあまり進んでいるとは言えません。
人手が足りない、他に優先すべき業務があるなど理由はさまざ
までしょうが、薬剤師を一生の職業として選んだ目的をあらた
めて思い返してほしいと思います。不幸にして病気になった患
者さんの生活の質を少しでも高める支援をすることが医療で
あり、そこには薬剤師の活躍の場が必ずあるはずです。薬剤師
として今後どのような取り組みが必要で、いかにレベルアップし
ていけばよいのか、皆さんと話し合いたいと思います。
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■在宅薬剤師からの問題提起　

近藤　最初に、保険薬局に勤務しながら在宅専任薬剤師とし
て活躍している中村先生から、在宅ケアの現状と病院との連
携における問題点について話していただきます。

中村　私は5年前に福井市のらいふ薬局に就職しまして、在
宅医療に従事してきました。その後徐々に実績を重ね、看取り
も100例を超えましたが、これは当薬局の在宅専任薬剤師2名
で福井県全体の3割をカバーしていることになります。言い換
えれば、それだけ在宅医療がまだほとんど普及していないとい
うことであり、今も薬剤師の在宅医療は医師、看護師に認知さ
れているとはいえません。
　入院治療から在宅ケアに移行したある患者さんは、退院時
に睡眠薬と鎮痛剤の内服薬が処方されていましたが、錠剤が
飲み込めないため痛みで夜も眠れない状態でした。医師に注
射薬へ投与経路の変更を提案したところ、痛みが和らいで睡
眠薬も不要になったばかりか、食欲も出て座れるようにもな
り、本人にもご家族にも非常に喜ばれました。これが患者アウ
トカムの改善であり、在宅医療のやりがいだと思います。
　この事例から私が感じた問題点を率直に挙げたいと思いま
す。入院中に患者さんの服薬管理をしているのは、多くは看護
師だと思います。患者さんが薬を飲めなくても、院内採用薬が
なければ処方変更はされないまま、退院時の服薬指導も看護
師が行うことになります。もし仮に、患者さんが嚥下困難だと
いう情報が病院薬剤師に伝わっていれば、医師に処方変更を
提案し、在宅を意識した準備ができるはずです。病棟看護師
に同行して実際の薬の管理状況を把握する機会を作ってほし
いと思います。院内の協働ができなければ、保険薬局との協
働はさらに困難です。
　一方で、在宅では注射も内服も薬剤師が管理するため、患者
さんに適した薬を医師に提案できます。在宅薬剤師だけでも対
応は可能ですが、病院薬剤師の協力があれば、患者さんに無
用な我慢を強いることなく、よりスムーズに在宅ケアに移行で
きます。ですから看護師任せにせずに病院薬剤師も積極的に
退院支援に関わってほしいと思います。院内で処方変更できな
くても、紹介状に説明があれば在宅で反映できます。副作用や
困っていることを服薬情報提供書で伝えてほしいと思います。

近藤　病院薬剤師に対する厳しいご意見をいただきました
が、荒川先生、いかがですか。

荒川　中村先生は患者さん一人一人に真剣に向き合っている
からこそ、いろいろな問題点が見えるのだと思います。当院で
は入院中の薬物療法の管理は、看護師ではなく必ず薬剤師
が行います。私自身も病棟業務が本格化する前から看護師に
交じって汗を流しました。今は末梢の注射も薬剤師がミキシン
グしています。確かに現状ではさまざまな事情から制約が大き

い病院もありますが、困難な状況の中でも患者貢献に知恵を
絞っている薬剤師が多いこともまた事実です。

高井　1980年代に病棟で薬剤師が業務を始めた頃は、患者
さんに薬の説明をする「服薬指導」が薬剤師の仕事だとされ
ていました。しかし、決してそれが全てではありません。私とし
ては、薬に関することは何でも相談してほしいし、生活の中に
うまく薬物療法を取り入れられるように支援したいと思ってや
ってきました。

中村　入院中に在宅復帰に向けた自己管理のトレーニングを
しているのでしょうか。ピルケースや点眼器を使えない人がい
るのが現実です。

近藤　当院では行っています。回復期病棟では、薬の自己管
理の基準を看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と
話し合って決めます。1日分を自身でセットすることから始め
て、徐々にレベルを上げていき、薬袋で渡した薬をお薬カレン
ダーにセットするところまでトレーニングします。その間に問題
点を抽出して、服用回数を減らすなど、在宅に向けた準備を病
棟ぐるみで行っています（資料1）。また、入院時と退院時の多
職種カンファレンスには必ず薬剤師が参加しています。

中村　そこまでできていれば、患者さんによっては在宅の薬
剤師が介入する必要はないかもしれません。

近藤　それでも退院後のフォローは必要です。薬剤師の専門
性は、患者さんの状態に応じた服薬方法の提案、リスク・ベネ
フィットのバランスを考慮した処方提案ができることにありま
す。当初は問題がなくても、時間の経過とともに自己管理がで
きなくなったり、副作用が出るかもしれません。状況に応じた
細やかな情報提供やサポートが必要です。

荒川　当院では、近藤先生の病院のように明確な自己管理の
基準はありませんし、退院後の服薬継続や高齢独居の患者さ
んの支援など、地域で見守る仕組みの構築は今後の課題で
す。地域のどの施設のどの職種と協力するかを考えながら、患
者さんの退院支援をしていきたいと思います。

■各疾患領域におけるシームレスな薬学的
　管理の必要性

近藤　本日お集まりいただいた先生方は、中村先生以外はい
ずれも中小病院の薬剤師であり、地域密着の医療を実践され
ています。各疾患領域におけるシームレスな薬学的管理の必
要性と取り組みについてお話しください。

①脳神経領域における薬学的管理
荒川　五日市記念病院は広島市にある180床の急性期を中心
とした病院で、薬剤師は4人です。脳神経領域が中心で、特に
脳梗塞による入院が圧倒的に多い状況です。脳梗塞患者さん
は基礎疾患に高血圧や糖尿病などがあるため服薬数が多く、
また、麻痺や嚥下などの問題から一包化、経管投与などの処
理をされていることも多いため、病院から在宅に移行する際に
は情報共有が不可欠です（資料2）。当院では検査値、医師の
説明、薬剤の写真を記した「ミニカルテ」を患者さんに渡して
おり、薬局薬剤師はこれを確認しながら患者さんに服薬指導
をします。一方、病院薬剤師は患者さんの入院時に持参薬が
あれば、在宅での服薬を想定し、処方の適正化や退院後のコ
ンプライアンスを考慮した支援を行います。また、地域で在宅
を担うスタッフを支援するためのさまざまな取り組みも行って
います。

②がん領域における薬学的管理と課題
岸本　霧島市立医師会医療センターは鹿児島県北部の急性
期医療を担う254床の地域医療支援病院で、山間部やへき地
から受診する患者さんも多くいます。外来化学療法の患者さ
んは65歳以上の高齢者が7割を占めており、継続的なフォロー
が必要ですが、当地域には訪問業務を手掛ける保険薬局や
訪問看護ステーションが少ないため、多くのケースで当院のみ
が関与しています。例えば、ある患者さんのお宅を訪問したと
ころ、痛みに備えてすぐに飲めるようにと家の中のいたる所に
オピオイドが置かれていました。また、別のがん患者さんの家
では、納戸から前回分の内服抗がん剤が見つかりました。入
院中は配薬ボックスやカレンダーを使って看護師、薬剤師が確
認していたのですが、自宅ではお薬手帳のみの管理になって
しまいます。在宅での薬物療法を安全に行うためには当院だ
けでは困難であり、地域の医療資源の有効活用について考え
る必要があると痛感しています。対策の一つとして、内服抗が
ん剤の処方チェックリストを保険薬局と一緒に作りました。1部
を病院薬剤部が持ち、もう1部は処方箋に添付し薬局薬剤師
が確認します。

③高齢者心不全の再入院を減らす薬学的管理
高井　三重ハートセンターは45床の循環器専門病院です。心
不全患者の多くは高齢者で、中には多剤投与、服薬アドヒアラ
ンス、腎機能、合併症、感染症、栄養など複合的な問題を抱え
ている患者さんもおり、これらを意識して全身状態を見ること
が重要です。65歳以上における心不全悪化の主な原因に服薬
忘れが挙げられます。当院の調査では、7剤以上の服薬をして
いる患者さんが多く、特に利尿薬が多いという特徴がありま
す。再入院した人としなかった人を比べると、年齢的な差もあ
りますが、栄養状態に有意差があり、薬だけではなく食事も
考慮する必要があります（資料3）。服薬アドヒアランスに影響
する要因は、認知症および認知症治療薬、利尿薬・水分管

理、病識・薬識などさまざまです。心不全の治療目標は再入院
を減らすことであり、当院ではＣＣＵから外来まで多職種によ
る一貫した継続的支援に取り組んでいます。

近藤　シームレスな薬学的管理のためにはどのような取り組
みが必要でしょうか。

高井　入院時に病院薬剤師が知りたいのは、薬が飲めていた
か、誰が管理していたのかといった情報であり、退院時に薬
局薬剤師が一番知りたいのは、入院中の処方変更の理由で
す。情報共有の手段は退院時カンファレンス、退院時共同指
導などがあり、ツールとしてはお薬手帳、服薬情報提供書（ト
レーシングレポート）などがあります。当院では、特に重要な情
報はお薬手帳に付箋を貼って薬局薬剤師に確実に伝わるよう
にしています。医師は診療情報提供書を必ず書きますが、薬
剤師による薬剤情報の提供の多くはお薬手帳へのメモ書き程
度です。今後、服薬情報提供書の有用性についてエビデンス
を示し、お薬手帳と同様に診療報酬上で評価されることが望
まれます。

近藤　情報共有は病院と保険薬局が双方向で行うことが大
切であり、病院からの一方通行ではなく、保険薬局から病院
に服薬情報提供書を送ることも必要です。

岸本　服薬情報提供書を書くためには、しっかり患者さんを
見なければなりません。それが結果的に患者さんとの関わりを
深めることになっていくと思います。

中村　医師や看護師の情報と重複していると意味がありませ
んから、薬剤師ならではの情報提供が必要です。私は地域の
多職種と連携して小児心不全の在宅ケアへの移行を経験しま
した。生後すぐに余命半年と宣告され、1年が経過したところ
で退院を希望した患者さんですが、自宅は病院まで片道1時間
かかるため緊急対応は無理、処方される注射は薬局では支給
できない種類です。通常なら諦めるケースですが、ご家族の思
いを共有して全力で支援をする覚悟を決めました。退院が決ま
るとすぐに問題点の洗い出しと事前の情報収集を行い、何通
りかの支援方針を立てました。注射の濃度や投与速度、ポン
プ閉塞時の対応など、薬物療法について共有すべき情報は多
く、細部まで漏れがないようにしなくてはいけませんから、退
院前カンファレンスは非常に重要です（資料4）。高井先生から
もお話がありましたが、在宅チームが協力して退院後の管理を
することで再入院は防ぐことができます。この患者さんもカテ
ーテル交換以外は入院することなく療養を続けています。

■教育・研修も連携で

近藤　薬剤師がチーム医療の一員として活躍するためには、
教育が非常に重要だと考えています。当院では薬学生の実務
実習の中で、内科医に従って診断の過程や医療行為を見学し
たり、看護師業務の１日体験、歯科医によるレクチャーを実施
しています。他職種の業務を知ることは、薬剤師の役割や専
門性をあらためて考える機会になります。また、在宅医療では
無菌調剤のスキルが不可欠ですので、地域の薬剤師会と協力
して薬局薬剤師を対象にした実習を行う計画があります。こう
した実践的な連携も、今後ますます必要になると思います。

荒川　今後は病院薬剤師と薬局薬剤師が一緒に活動する機
会を増やすことが大事ですね。私は広島佐伯薬剤師会の学
術担当理事をしていますが、合同研修会は薬局と病院のいず
れの薬剤師にとっても参加して楽しいプログラムになるように
工夫しています。

岸本　姶良地区でも薬局薬剤師と病院薬剤師が共に学べる
研修会を開催しており、顔の見える関係作りに非常に有効だと
思っています。その結果、地区薬剤師会への病院薬剤師の入
会率は、2010年の25％から2016年には37％に向上しました。

高井　単に講義を聞くだけではなく、事例をもとに考える訓練
も必要です。先日、薬剤師会で研修会の講師を務めた際に
は、処方箋から患者像を想像し、実際の支援の内容等につい
て話し合う時間を設けました。

荒川　広島佐伯薬剤師会では、「薬剤師ノート」というWEB

版の薬剤師百科事典を開設しています。薬剤師が質問に回答
した内容、また自分で疑問に思って調べたことなど、さまざま
な情報や知識を入力し、多施設の薬剤師が共有することを目
的にしています。例えば、病院薬剤師であれば注射剤の配合
変化には詳しい反面、医療保険に関する知識は不十分である
など、それぞれの得意分野を生かすことで補完し合えます。
2016年4月現在、762施設、829人が登録しています。

■中小病院の現状と地域包括ケアシステム
　における回復期病棟の役割

近藤　今後、中小病院の薬剤師は地域包括ケアシステムの担
い手としての役割が大きくなると考えられます。中小病院の現
状について説明していただけますか。

岸本　2015年の医療施設調査では、全国の8,480病院のう
ち、200床未満の病院が69％を占めています。一般的には病
院薬剤師は入院患者さん、保険薬局は外来および在宅患者さ
んの支援を分担すると認識されていると思いますが、中小病
院の場合、院内処方の割合がまだ高いため、病院薬剤師によ
る退院後のフォローがとても重要になります。

荒川　薬剤師の総数は増加傾向にありますが、中小病院では
減っている施設もあり人員不足は依然として大きな問題です。
病棟薬剤業務実施加算を人員不足により算定中止にした病院
もあります。病院薬剤師が在宅医療を行うことは困難な状況
であり、在宅につなげるためにどのように保険薬局と協力して
いくかが課題です。

岸本　中でも回復期病床は在宅復帰に向けた医療やリハビ
リの提供を目的としており、急性期病床からのポストアキュー
ト、在宅・施設からのサブアキュートの患者を受け入れて、薬
物療法の適正化を担う病床として、急性期、在宅・施設、薬局

薬剤師との連携が求められます（資料5）。2015年度における
退院時薬剤管理指導の実施率は、地域包括ケア病棟が29
％、回復期リハビリテーション病棟が33％で、包括評価の病床
全体の平均21％を上回っています。日本病院薬剤師会では、
地域包括ケアシステムにおけるシームレスな薬物療法を推進す
るために求められる病院薬剤師像を提示することを目的とし
て、2016年度に学術第4小委員会を設置し、私が委員長を拝
命しています。初年度は地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟
を対象に、薬剤師の退院時服薬指導、退院時サマリー、入院
時持参薬鑑別、薬剤管理指導、処方介入、検査値チェック、
服薬状況の確認および急性期病院との連携などと、退院後
90日間における再入院の有無（薬剤に起因するものか）、薬
剤数の増減との関連について調査を行う予定です。

荒川　退院時薬剤管理指導の実施率が3割程度というのは、
保険薬局の側から見れば7割の施設で実施していないという
インパクトの方が強いのではないですか。

中村　そうですね。ただ、100％実施するにはマンパワーが不
足している状況は理解できます。質と量のバランスをどう考え
るかですが、全ての患者さんには対応できないとしても、一人
一人の患者さんのQOLを向上させたいという思いで取り組ん
でいます。

岸本　私も、まず1人の患者さんから始めて、環境を整えなが
ら、徐々に対象を広げていけばいいと思います。

荒川　そういう先輩の姿を見ることが若い薬剤師の学びや刺
激になります。薬剤師としてできることを精一杯やろうという
強い思いを持ちながら、日々、努力を重ねる薬剤師が増えてほ
しいですね。

■地域医療ネットワークの一員として責任
　を担う

近藤　今後、薬剤師には病院と在宅をつなぐチーム医療の一
員として業務することが求められます。最後に地域医療連携
への関わりについてお聞かせください。

岸本　姶良地区ではケアが必要な人を地域全体で見守る仕組
みとして、「連携サポートシート」という情報共有ツールを運用
しています。薬局薬剤師を含む地域の医療・福祉関係者が、
サポートを必要とする人に気付き次第、その状況をシートに書
き、通院している病院やケアマネジャーなどに連絡します。地
域包括ケアでは必要な情報をタイムリーに適切な施設や職種
につなぐことが大切であり、日頃から良好な関係を作っておく
必要があります。行政、地域医師会・歯科医師会、地域看護協
会、ケアマネジャーなどと関わる場合は薬剤師会が窓口になり

ますので、中小病院の薬剤師には地域の薬剤師会に入会する
ことを勧めたいですね。

中村　支援が必要な状況に気付いた時に、進んで手を挙げ、
動く人がいるという環境はとても貴重だと思います。特に高齢
者では、実際に家に訪問して初めてコンプライアンスの現状が
分かります。例えば物忘れがあるのに受け答えがしっかりして
いるので見逃したり。保険薬局がその役割を率先して担わな
ければならないと思います。

高井　中には、在宅ケアを受け入れられない人や、経済的な
理由で病院を受診できない人もいるでしょう。認知症の人の場
合ですと、精神病床などは満床で入院まで何日も待たなけれ
ばなりません。また、その人の抱える問題や背景によって必要
な支援も異なるため、薬剤師だけでは解決できないことがほ
とんどです。だからこそ入院から在宅までを組織横断的にケ
アするチーム医療が不可欠なのです。

荒川　病院薬剤師は自ら在宅医療に関わることはできなくて
も、病院内のチーム医療で培った経験を生かして、地域の他
職種への支援や研修会の実施など、シームレスに在宅医療に
つなげる活動はできます。そして、地域包括支援センターなど
に薬剤師が積極的に顔を見せるなど、一人一人の薬剤師が在
宅医療を意識しながら行動することが大切です。

近藤　地域における顔の見えるネットワークの構築と情報共
有が、「シームレスな薬学的管理」に通じる最も有効な手段だ
と言えそうですね。
　最後に、なぜ在宅医療が必要なのでしょうか。その答えは患
者さんと家族の声にあります。私がサポーターとなっている在
宅クリニックでの患者さんの声ですが、「妻といつも一緒に寝
ていた。妻といることで痛みも心も癒されていた」と仰る患者
さんや、別のケースでは残された奥様が「子供たちと過ごすこ
とを決め、最期まで自宅で過ごし、亡くなった時も同じベッド
で子供と寝ていた」「やっぱり家でよかった。多くのことを子
供たちに残していってくれた」と打ち明けてくれたそうです。こ
れが在宅の姿だと思います。また、70代の患者さんは、「病院
には二度と行きたくない。医者は電子カルテばかり見て、患者
と目を合わせない。触診もしない。患者の訴えも聞いていな
い。塀のない刑務所みたいだ」と言って、病院に行くのを拒否
したそうです。これらの声にどう応えるか、そのためにわれわ
れは何をするべきか、今まで何が足りなかったのか―。データ
の分析も重要ですが、患者さんのニーズに的確に応えられる
病院薬剤師であること、それを地域の薬剤師にしっかり伝え
ることが何より優先されるべきではないでしょうか。そして、チ
ーム医療の中で、「薬物療法は薬剤師が責任を持つ」と自信
を持って言うためにも、全ての薬剤師が目標を共有し、それぞ
れの立場で役割を着実に果たしていきましょう。

らいふ薬局 ：
小児心不全患者さんの在宅移行資料4

地域包括ケアシステムにおける回復期
（岸本先生）資料5
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依頼受諾直後
（7/7）

退院前カンファレンス
（7/11）

退院日（7/19） 持参薬（内服・注射・外用）を全て確認

退院後　1週目
退院後　2週目
退院後13週目

何とか流れに乗せた
再入院せず、定期受診
食事と内服薬を
経口摂取

（経鼻胃管を抜去
　できた）

問題点の把握
事前に情報収集
方針を数種立てる

注射の濃度、投与速度の変更
ポンプ閉塞時の対応
注射の調製方法
ライン交換、物品の情報
退院処方日数、処方元確認
在宅ポンプ試用、そのまま退院
注射の運用、役割分担

地域包括ケア病棟
回復期リハビリテーション病棟
一般病棟　等

回復期

急性期

在宅・施設

病院薬剤師に
　　　　求められるキーワード

・処方薬剤の適正化
・適正な服薬のための服薬支援
・薬物療法・栄養療法の適正化　等

シームレスな薬物療法のために
　　　　　　　　　　求められる要素
・急性期との連携
・在宅・施設との連携
・保険薬局薬剤師との連携　等

Post-acute

Sub-acute

Academic fourth subcommittee

退院

【写真】
退院後20週目の様子。
トラブルなく、自宅療養継続中。


