
入院サポートセンターにおける薬剤師の役割
　病院の機能分化が急速に進む中、急性期医療においては高度な医療を安全かつ効率的に行うことが求められているが、それ
を補う形で、入院や手術にあたり様々な不安を抱える患者・家族が安心して医療を受けるための支援体制の構築も進みつつあ
る。多摩総合医療センター（東京都府中市・756床）は、入院前から多職種がチームとなって患者さんを支援する「入院サポート
センター」を開設、薬剤師は医療秘書と連携を図り、持参薬の確認と術前中止薬のスクリーニング、副作用歴やアレルギー歴の
把握により、入院後の手術中止や延期の防止、安全の確保などに重要な役割を果たしている。同院における患者支援の取り組
みについて取材した。
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高度急性期医療を支える薬剤科の
取り組み
　多摩総合医療センターは、「救急」
「がん」「周産期」などを重点医療とし
て多摩地域における高度・専門医療を
担う。薬剤科は、同院が地域で果たす
役割や機能を踏まえつつ、薬剤師の専
門性を発揮することで患者さんへの貢
献を目指していると薬剤科長の阿部先
生は話す。「病棟薬剤業務をはじめとし
て薬剤師に対するニーズは増加する一
方ですが、薬剤師40名（常勤29名、非
常勤11名）の体制で全てに応えること
は困難であり、重点課題を設定して活
動しています。その一つは、地域がん診
療連携拠点病院としての機能の充実で
す。抗がん薬のミキシングや服薬指導に
加えて、2013年8月には薬剤師外来を
開設し、経口がん分子標的治療薬が処
方された患者さんを対象に、がん薬物
療法認定薬剤師が医師の診察前に面
談を行い、処方提案などを行っていま
す。」さらに、同院は365日24時間、救

急患者に対応する『東京ＥＲ』を開設し
ており、薬剤師2名の当直体制で対応し
ている。
　同院のもう一つの特徴的な取り組み
が、「入院サポートセンター」における
薬剤師外来だ。同センターは、入院前
から検査や必要なチェックと説明を多
職種によるチームで行うことで患者・家
族の不安を軽減するとともに、入院期
間の短縮を図ることを目的とする。東京
都では全都立病院に患者・家族への包
括的なサービスを提供する「患者支援
センター」を2016年度中に整備する方
針だが、同院はこれに先行して2013年
7月に入院サポートセンターを開設、さ
らに2015年度より「総合患者支援セン
ター」を運営している。

薬剤師による入院前サポートを
医療秘書との連携で効率化
　入院サポートセンターにおけるサポー
トの流れを資料1に示す。主治医が入院
前サポートが必要と判断した患者さんを

対象に、入院前に2回の面談を実施する。
初回は入院治療が決定した当日、サポー
ト外来看護師が入院までのスケジュール
と必要物品の説明、生活指導を行い、
「入院サポートファイル」を渡す。この
時に次回受診時に服用薬（1日分）とお
薬手帳などを持参してもらうことを説
明。続いて医師から依頼のあった方の
み管理栄養士によるアレルギーチェッ
ク、術前検査の後、入院手続きを行う。
2回目は入院の約1週間前までに、月～
金曜日の午後に予約制（1日8～10名）
で実施する。最初に薬剤師外来で面談
を行った後、手術室看護師、麻酔科医
による診察、サポートセンター看護師の
順でオリエンテーションを行う。
　薬剤師外来では課長代理の河内先
生をリーダーとして5～6名の薬剤師が
シフト制で担当する。「15分の予約枠
の中で、使用中の薬剤、副作用歴・アレ
ルギー歴、服用しているサプリメント・
市販薬などの確認、抗血小板薬、抗凝
固薬服用の有無や医師からの術前中止

薬の指示を確認して持参薬鑑別報告書
を作成し、麻酔科医に情報提供すると
ともに、中止が必要な薬剤があれば患
者さんに説明します。持参薬確認が入
院前の外来診療の中に組み込まれてい
る点が当院の特徴であり、麻酔科医の
業務軽減にもつながっています」
　薬剤師が短時間で密度の濃い業務を
実施できるのは、医療秘書との連携体
制によるところが大きい。医療秘書は
面談ブースに同席し、事前にできる範囲
で患者さんの薬剤情報を把握して持参
薬鑑別報告書に入力するほか、薬剤師
の指示により書類のコピーや印刷を行
う。薬剤師は医療秘書が作成した報告
書を確認しながら、持参薬やお薬手帳
および患者さんから聞き取った情報を
元に追加・修正して最終的な報告書を
完成させる（資料2）。「薬剤師一人では
限られた時間内で持参薬の確認から電
子カルテへの記載まではとても対応で
きません。医療秘書との連携は当院の
方針でもあり、業務の効率化や円滑な
運営に成果を上げています」と阿部先
生は評価する。

患者さんを含めたチーム医療と
地域全体の薬学的管理の継続性
　術前中止薬のスクリーニングは入院
後の手術の中止や延期を防止し、患者
さんと病院双方の不利益を回避する重
要な業務と位置付けられる。同院では

紹介患者が多いことから、他の医療機
関で処方された薬が持参される割合が
高く、その鑑別には薬剤師の専門性が
発揮される。実際に薬剤師が術前中止
薬を発見することも多く、主治医や他
院処方医に確認のうえ適切に対処する
ことでリスクを防いでおり、これまでに薬
が原因で予定手術が中止になったケー
スはないという。
　そんな中で対応に苦慮しているのが
低用量ピルの取り扱いだ。患者さんが
申告しなかったり、休薬に対する理解を
得られないことも少なくないと河内先生
は言う。「こうした現状を月1回の定例
会議で報告したところ、初回受診の時
に看護師が積極的に患者さんに説明し
てくれるようになりました。このほか電
子カルテで各職種の記録が一元化され
ますので、面談の前には必ず目を通して
患者情報を把握するようにしています」
　医療者による患者支援とともに、患
者さん自身の意識改革も安全確保には
必要であり、薬剤師外来はそのきっかけ
になると阿部先生は考えている。「薬剤
師とのやりとりを通じて、服用状況を伝
えたり、お薬手帳を活用することが自分
の安全を守ることだと理解してほしいで
すね。薬剤師もまた、単に薬をチェック
するのではなく、個々の患者さんの状況
を把握して適正使用につなげることが
大切です」
　入院サポートセンターの総受診件数

は2015年度のべ3,448件、治療予定
入院患者への介入率は32.5%で、月平
均160人が薬剤師外来を受診する。
「今後の課題は、受診後に他の医療機
関で処方の追加があった時、また、その
薬が手術や検査に影響するものであっ
た時の対応であり、他職種からも薬剤
師にチェックしてほしいという要望が出
ています。処方が変わった時点での把
握が理想ですが、少なくとも入院時に
薬剤師が確実に再確認する体制が実
現できればと思います」と河内先生は
話す。
　地域包括ケアシステムにおいては、
地域全体のシームレスな薬物療法の継
続が重要となる。予定入院については
入院前に薬剤師が介入する体制が確立
し、入院後も薬剤管理指導および退院
時指導を強化しているが、全ての患者さ
んに関与できていないのが現状だ。
「現在、4病棟での病棟薬剤業務（常
駐）の試行と並行して、増員を含めた業
務体制の強化を進めています。短い在
院期間に必要な支援や指導を行って医
薬品の適正使用を促進し、入院中の情
報を確実に地域へフィードバックするこ
とが大切です。今後も、高度急性期病
院の薬剤科に求められる役割を常に探
索し、地域医療への貢献を目指します」
と阿部先生は展望した。

～入院前から始まるチーム医療で安心・安全な医療の提供を目指す～

阿部 和史 先生
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入院サポートセンターにおける
薬剤師と医療秘書の協働

資料2入院サポートセンターの受診フロー資料1

❶ 患者さんを誘導し、持参薬の提出を
　 促す。

❷ 薬剤師が指示したお薬手帳、説明書等
　 の資料をコピーする。

❸ 薬剤師が指示した持参薬鑑別報告書薬
　 を薬品鑑別ツールに順次入力し、「持参」
　 を印刷する。

❹ 必要時、電子カルテから診療予定表を
　 印刷する。

❺ 翌日の予約状況を印刷する。

❻ 翌日の来院患者の薬剤情報を入手し、
 　確認できた場合に予習として記録する。

医療秘書
❶ 患者さんが持参した資料のコピーを
　 医療秘書に指示。
❷ 服薬状況の確認
 　（持参薬が全ての薬か）。
❸ 電子カルテに入院時持参される処方
 　薬を秘書の予習記録と合わせて確認
　 し入力。
❹ カルテ記載のない中止薬を確認した
　 場合は、その場で主治医に報告。
　 中止有無と中止の場合は、中止日を
　 確認しカルテに記載。
❺ 秘書の作成した「持参薬鑑別報告書」
 　の確認。主治医から中止薬が指示され
　 ている場合は、持参薬鑑別報告書に中
　 止日時を記入する。
❻ 副作用歴・アレルギー歴・市販薬等を
 　確認。
❼ 持参薬鑑別報告書を入院サポートファ
　 イルに挟む。
❽ 入院期間中に薬が不足しないよう持参
　 する旨を患者さんに伝える。

薬剤師1回目

医　師
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術前検査

入院手続き

サポートセンター
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診察・手術の決定
入院サポートセンター受診を決定

入院までのスケジュールと
必要物品の説明、生活指導

アレルギーチェック

●次回受診時に持参薬を
　持ってくることを説明

●患者さんは入院サポートファイルを
　持って帰宅

2回目

薬剤師
医療秘書

サポートセンター
看護師

手術室看護師

麻酔科医師

約15分
8～10名

●患者さんは入院サポートファイルを
　持って受診

使用薬剤、サプリメント等の確認
術前中止薬の確認と指導
副作用・アレルギー歴の確認
錠剤鑑別報告書作成
電子カルテに記載

手術体位安全確認、禁煙等の確認
ラテックスアレルギー確認  など

耐術能チェック、麻酔の決定・
麻酔同意書の取得

入院前日～退院までの説明、入院時必要書類の
記入確認・入院物品確認、生活指導

●術前中止薬の最終確認
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子カルテで各職種の記録が一元化され
ますので、面談の前には必ず目を通して
患者情報を把握するようにしています」
　医療者による患者支援とともに、患
者さん自身の意識改革も安全確保には
必要であり、薬剤師外来はそのきっかけ
になると阿部先生は考えている。「薬剤
師とのやりとりを通じて、服用状況を伝
えたり、お薬手帳を活用することが自分
の安全を守ることだと理解してほしいで
すね。薬剤師もまた、単に薬をチェック
するのではなく、個々の患者さんの状況
を把握して適正使用につなげることが
大切です」
　入院サポートセンターの総受診件数

は2015年度のべ3,448件、治療予定
入院患者への介入率は32.5%で、月平
均160人が薬剤師外来を受診する。
「今後の課題は、受診後に他の医療機
関で処方の追加があった時、また、その
薬が手術や検査に影響するものであっ
た時の対応であり、他職種からも薬剤
師にチェックしてほしいという要望が出
ています。処方が変わった時点での把
握が理想ですが、少なくとも入院時に
薬剤師が確実に再確認する体制が実
現できればと思います」と河内先生は
話す。
　地域包括ケアシステムにおいては、
地域全体のシームレスな薬物療法の継
続が重要となる。予定入院については
入院前に薬剤師が介入する体制が確立
し、入院後も薬剤管理指導および退院
時指導を強化しているが、全ての患者さ
んに関与できていないのが現状だ。
「現在、4病棟での病棟薬剤業務（常
駐）の試行と並行して、増員を含めた業
務体制の強化を進めています。短い在
院期間に必要な支援や指導を行って医
薬品の適正使用を促進し、入院中の情
報を確実に地域へフィードバックするこ
とが大切です。今後も、高度急性期病
院の薬剤科に求められる役割を常に探
索し、地域医療への貢献を目指します」
と阿部先生は展望した。

～入院前から始まるチーム医療で安心・安全な医療の提供を目指す～

阿部 和史 先生

薬剤科長
あ      べ        かず  ふみ

河内 智美 先生

課長代理
かわ    ち        とも    み
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入院サポートセンターにおける
薬剤師と医療秘書の協働

資料2入院サポートセンターの受診フロー資料1

❶ 患者さんを誘導し、持参薬の提出を
　 促す。

❷ 薬剤師が指示したお薬手帳、説明書等
　 の資料をコピーする。

❸ 薬剤師が指示した持参薬鑑別報告書薬
　 を薬品鑑別ツールに順次入力し、「持参」
　 を印刷する。

❹ 必要時、電子カルテから診療予定表を
　 印刷する。

❺ 翌日の予約状況を印刷する。

❻ 翌日の来院患者の薬剤情報を入手し、
 　確認できた場合に予習として記録する。

医療秘書
❶ 患者さんが持参した資料のコピーを
　 医療秘書に指示。
❷ 服薬状況の確認
 　（持参薬が全ての薬か）。
❸ 電子カルテに入院時持参される処方
 　薬を秘書の予習記録と合わせて確認
　 し入力。
❹ カルテ記載のない中止薬を確認した
　 場合は、その場で主治医に報告。
　 中止有無と中止の場合は、中止日を
　 確認しカルテに記載。
❺ 秘書の作成した「持参薬鑑別報告書」
 　の確認。主治医から中止薬が指示され
　 ている場合は、持参薬鑑別報告書に中
　 止日時を記入する。
❻ 副作用歴・アレルギー歴・市販薬等を
 　確認。
❼ 持参薬鑑別報告書を入院サポートファ
　 イルに挟む。
❽ 入院期間中に薬が不足しないよう持参
　 する旨を患者さんに伝える。

薬剤師1回目

医　師

管理栄養士

術前検査

入院手続き

サポートセンター
看護師
医療秘書

診察・手術の決定
入院サポートセンター受診を決定

入院までのスケジュールと
必要物品の説明、生活指導

アレルギーチェック

●次回受診時に持参薬を
　持ってくることを説明

●患者さんは入院サポートファイルを
　持って帰宅

2回目

薬剤師
医療秘書

サポートセンター
看護師

手術室看護師

麻酔科医師

約15分
8～10名

●患者さんは入院サポートファイルを
　持って受診

使用薬剤、サプリメント等の確認
術前中止薬の確認と指導
副作用・アレルギー歴の確認
錠剤鑑別報告書作成
電子カルテに記載

手術体位安全確認、禁煙等の確認
ラテックスアレルギー確認  など

耐術能チェック、麻酔の決定・
麻酔同意書の取得

入院前日～退院までの説明、入院時必要書類の
記入確認・入院物品確認、生活指導

●術前中止薬の最終確認


