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ファーマスコープは病院、保険薬局で輝く薬剤師の声をお届けする情報誌です。
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■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。
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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。
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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。

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。

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
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■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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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。



薬薬連携によるエビデンスの創出と発信
　地域医療連携が推進される中で、患者さんの薬物療法や薬剤師による薬学的管理は、施設の枠を超えてシームレスに継続さ
れることが必要な時代になった。愛媛大学医学部附属病院（愛媛県東温市・644床）薬剤部は、薬薬連携の推進を重要なテー
マとして、病院と保険薬局による双方向の情報共有のための様々な仕組みを作るとともに、薬学的介入事例を収集・蓄積・共有
するプレアボイドシステムを愛媛県薬剤師会と共同で開発、薬剤師業務の経済学的評価にも取り組んでいる。薬薬連携で目指
す薬剤師のレベルアップとリテラシー育成、薬剤師業務のエビデンス創出の取り組みについて取材した。

愛媛大学医学部附属病院 薬剤部／愛媛県薬剤師会
-pharmacy-1CChallenge

Cooperation 
Communication

薬薬連携と薬剤師業務の評価への
取り組み
　愛媛大学医学部附属病院が薬薬連
携の推進に動き出したのは、薬剤部長
の荒木先生が赴任された2002年からで
あり、同時期に愛媛県病院薬剤師会、
愛媛県薬剤師会および愛媛県の三者の
協働も始まった。「人と人の交流による
信頼関係と相互理解を深める中で、薬
薬連携の重要性を地域の共通認識とし
てきました。その基盤の上に、近年はよ
り実践的な連携へと発展しています」と
荒木先生は経緯を説明する。
　同院が力を入れているもう一つの重要
なテーマが薬剤師業務の評価だ。多くの
薬剤師の努力によって役割や専門性へ
の評価は高まっているものの、その貢献
度を測る指標は確立していない。そこで
以前から積極的に行ってきたプレアボイ
ド報告に着目して、薬学的介入の経済学
的評価を行い、論文※として発表したと
ころ大きな反響を呼んだ。具体的には、

薬学的介入を①重大な副作用の回避ま
たは重篤化の回避、②経静脈的な抗菌
薬療法への介入、③がん化学療法への
介入、④薬物相互作用回避など12項目に
分類し、国内外のエビデンスを情報検索
して経済効果の推算方法を確立した。例
えば、①は2011年度の医薬品副作用被
害救済給付支給件数（959件）と支給
額（約20.6億円）から、1件当たりの医療
経済効果は214万円と推算した。
　2014年度には県薬剤師会との共同
事業として薬学的介入事例を共有する「プ
レアボイドシステム」を構築、この評価方
法を用いて薬薬連携によるエビデンス創
出に挑戦した。

※「薬剤師による薬学的介入から得られる医療経
済効果の推算」(医療薬学,2014,40(4),208-214）

保険薬局との双方向性の情報共有
　同院が推進する薬薬連携の特徴は、
「双方向性の情報共有」による薬剤師
のレベルアップとリテラシー育成にある

と、実践活動の指揮をとってきた副薬剤
部長の田中先生は話す。2013年7月に
は院外処方箋の余白スペースを利用し
て医師と保険薬局薬剤師が双方向で情
報伝達ができる「おくすり伝言板」を設
置した。しかし、当初はほとんど利用され
ず、「医師と薬局薬剤師の信頼関係がな
ければ、いくら優れたツールでも使っては
もらえません。方法論が必要だと気づき
ました」と田中先生は振り返る。
　そこで同年10月、保険薬局での指導
内容や副作用評価を病院にフィードバッ
クするための「モニタリングシート」を導
入、現在、「抗がん剤副作用チェックシー
ト」「吸入指導確認シート」「簡易版疼
痛・副作用評価シート」の3種類が運用
されている。薬局薬剤師が患者さんから
副作用や痛みなどの状況を聴取してシー
トに記入し、「おくすり伝言板」部分に貼
付して病院にFAXすると、薬剤部クラー
クが電子カルテに入力、病院薬剤師が
確認して医師に処方提案する。

　2014年5月には院外処方箋に検査値
14項目の表示を開始した。さらに、肝機
能や腎機能に注意が必要な医薬品、腎
機能に応じた投与量の調節が必要な医
薬品には【肝】【腎】の表記をして注意を
促し、活用のためのＱ＆Ａも作成した。
「大切なのは、その情報が患者さんの安
全のために有効に活用される仕組みを
作ること」だと荒木先生は強調する。そ
の成果は検査値に基づく疑義照会の増
加として着実に表れてきており、医師と
の信頼関係も醸成されてきた。
　愛媛県薬剤師会専務理事の堀尾先生
は、「薬局薬剤師が得られる情報は格段
に増え、患者さんの状態を勘案した服薬
指導や、病院にフィードバックする仕組
みが整備されました。これは大きなチャ
ンスですが、反面、薬局薬剤師の真価が
問われることになります。情報を生かす
ために一層のスキルアップが必要です」
と課題を挙げる。

プレアボイドシステム導入と
経済学的評価
　薬薬連携の成果を生かすための次の
ステップが「プレアボイドシステム」の構
築である（資料1）。「薬学的介入事例を
インターネット上のデータベースで蓄積・
共有するもので、保険薬局では副作用等
健康被害の回避症例、残薬の削減症
例、健康相談などの症例を、病院では自
施設での薬学的介入症例を登録します。
事例の参照やデータ解析によって病院
と保険薬局の機能の向上に活用するこ
とが目的です」と安永先生は説明する。

　2014年度は保険薬局9施設、病院2
施設から事例を収集、報告件数は薬局
500件、病院509件であった（資料2）。
薬学的介入事例で最も多かったのは副
作用回避であり、薬局では誤転記・誤処
方への介入、処方もれの確認、不要薬の
中止が上位を占め、病院薬剤師では副作
用対策の提案が最も多かった。「様々な
事例を見ることで、薬局薬剤師がどのよ
うな時に、どのような介入を行えばよい
かが具体的になりました」（堀尾先生）。
「病院と薬局の介入事例を比較分析す
ることでそれぞれの現状と課題が分か
り、今後の方向性や指標が明確になりま
す」（安永先生）。
　さらに、先述した医療経済効果の評
価方法に基づいて推算を行った結果、薬
局では約2,000万円、病院が約6,000万
円の経済効果があった。また、保険薬局
においてはプレアボイド1件あたり平均
62,300円、疑義照会1件あたり10,437
円、処方箋1枚あたり388円の経済効果
があると推算され、ここから薬局薬剤師
による健康被害の回避は全国で年間約
2,960億円の医療経済効果があると推
測された。この報告は、その学術性、新
規性、将来性などの点から高い評価を得
て、2015年日本薬剤師会学術大会でポ
スター最優秀賞を受賞した。
　2015年度は県内12カ所で説明会を
実施し、薬局における薬学的介入の事例
集も発行した。2016年8月現在、登録施
設は薬局168(導入率約3割)、病院37
（同約3割）の合計205施設、これまで
に約4,000件の事例が蓄積されている。

「今後、県内各地で事例報告・研修会を
実施して参加を呼びかける他、事例検索
機能を充実させてより使いやすいシステ
ムにしていきたい」と安永先生は次の目
標を掲げる。

薬薬連携によるエビデンスの
創生とスキルアップ
　プレアボイドシステムのメリットは、継
続的なデータ蓄積によって薬剤師業務
のエビデンスが創生されることだ。「病
院の医療安全委員会などで薬剤師の実
績をアピールしたり、あるいは保険薬局
が医療機関に薬薬連携を働きかけると
きの根拠を提示したりと、活用方法は多
様です」という田中先生は、現在、患者
毎にかかりつけ薬局のデータベース化、
「施設間薬剤情報連絡書」の活用によ
るポリファーマシー対策など、次の課題
に着手している。
　堀尾先生は「愛媛県の薬薬連携は理
想の形に近づいています。今後も病院と
協力してエビデンスを集積することで患
者さんや医師に保険薬局の役割をアピー
ルし、かかりつけ薬局普及の推進を目指
します」と抱負を語る。
　これまでの実践から、薬薬連携は薬
剤師の職能を最大限に生かし、拡げるた
めの有用な手段となり得ると確信してお
り、「情報共有や相互にスキルアップす
る仕組みは整備できました。次は、より
多くの薬剤師の参画を啓発していき、病
院と保険薬局が一丸となった地域医療
への貢献の形を全国に発信していくこと
が重要」と荒木先生は語る。

～プレアボイドシステム構築と経済学的評価～
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プレアボイドシステムによる薬学的介入事例の
収集・蓄積・共有

資料1 医療経済効果の推算資料2
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薬薬連携によるエビデンスの創出と発信
　地域医療連携が推進される中で、患者さんの薬物療法や薬剤師による薬学的管理は、施設の枠を超えてシームレスに継続さ
れることが必要な時代になった。愛媛大学医学部附属病院（愛媛県東温市・644床）薬剤部は、薬薬連携の推進を重要なテー
マとして、病院と保険薬局による双方向の情報共有のための様々な仕組みを作るとともに、薬学的介入事例を収集・蓄積・共有
するプレアボイドシステムを愛媛県薬剤師会と共同で開発、薬剤師業務の経済学的評価にも取り組んでいる。薬薬連携で目指
す薬剤師のレベルアップとリテラシー育成、薬剤師業務のエビデンス創出の取り組みについて取材した。
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薬薬連携と薬剤師業務の評価への
取り組み
　愛媛大学医学部附属病院が薬薬連
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の荒木先生が赴任された2002年からで
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協働も始まった。「人と人の交流による
信頼関係と相互理解を深める中で、薬
薬連携の重要性を地域の共通認識とし
てきました。その基盤の上に、近年はよ
り実践的な連携へと発展しています」と
荒木先生は経緯を説明する。
　同院が力を入れているもう一つの重要
なテーマが薬剤師業務の評価だ。多くの
薬剤師の努力によって役割や専門性へ
の評価は高まっているものの、その貢献
度を測る指標は確立していない。そこで
以前から積極的に行ってきたプレアボイ
ド報告に着目して、薬学的介入の経済学
的評価を行い、論文※として発表したと
ころ大きな反響を呼んだ。具体的には、
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たは重篤化の回避、②経静脈的な抗菌
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えば、①は2011年度の医薬品副作用被
害救済給付支給件数（959件）と支給
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※「薬剤師による薬学的介入から得られる医療経
済効果の推算」(医療薬学,2014,40(4),208-214）
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堀尾 郁夫 先生

愛媛県薬剤師会  専務理事
みなら薬局
ほり    お        いく    お

安永 大輝 先生
やす   なが      だい     き

田中 　守 先生

副薬剤部長
た     なか             まもる
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プレアボイドシステムによる薬学的介入事例の
収集・蓄積・共有

資料1 医療経済効果の推算資料2

愛媛県プレアボイドシステムの開発
愛媛県薬剤師会と愛媛県病院薬剤師会の共同開発

1.副作用等健康被害
　の回避症例
2.残薬の削減症例
3.健康相談

Web server
DB server

Network
ID. Password

全施設での取り組みを参照
※入力者の個人情報は匿名化される

保険薬局

1.自施設での
　薬学的介入

病　院

事務局

プレアボイドシステム
（FileMaker  Server）
情報の蓄積 ・ 共有化

介入分類 医薬経済効果
（円／件）

保険薬局薬剤師

件数 医薬経済効果
（円） 件数 医薬経済効果

（円）

病院薬剤師

ハイリスク薬
その他
ハイリスク薬
その他
ハイリスク薬
その他
ハイリスク薬
その他
ハイリスク薬
その他

合　　　　計

調査期間：病院1施設（2014年4月～2015年2月）、保険薬局8施設、
　　　　　病院1施設（2014年10月～2015年2月）

#1　  重大な副作用の回避、重篤化の回避
#2　  経静脈的な抗菌薬療法への介入
#3　  がん化学療法への介入

#4　  薬物相互作用回避

#5　  腎機能に応じた投与量推奨

#6　  注射薬配合変化防止

#7　  薬歴の確認

#8　  その他の薬物療法提案

#9　  モニタリング推奨
#10　次回受診日までの処方日数不足の回避
#11　残薬解消介入

2,140,000
190,000
112,000
84,000
56,000
84,000
56,000
84,000
56,000
84,000
56,000
84,000
56,000

0
0

薬価に応じて別途計算
ー

0
0

18
2
0
0
2
0
0
2
9

32
255

0
45

135
500

0
0

2,016,000
168,000

0
0

112,000
0
0

168,000
504,000

2,688,000
14,280,000

0
0

776,660
20,712,660

10
42
88
3

40
4

34
2
8

26
10
37

158
47

該当なし
該当なし

509

21,400,000
7,980,000
9,856,000
252,000

2,240,000
336,000

1,904,000
168,000
448,000

2,184,000
560,000

3,108,000
8,848,000

0
該当なし
該当なし

59,284,000



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。

東京都立多摩総合医療センター　薬剤科
-pharmacy-2CChallenge

Cooperation 
Communication

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

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
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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
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針だが、同院はこれに先行して2013年
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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

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



チーム医療の実践を通じた人材育成と臨床研究への取り組み
　チーム医療の推進とともに薬剤師の活動範囲が広がりをみせる中で、薬剤師のさらなる資質の向上および様々な領域における
薬学的専門性の発揮による患者さんへの貢献が求められている。京都鞍馬口医療センター（京都市・300床）は、臨床薬剤業務お
よびチーム医療への参画を通じて他職種との信頼関係を構築するとともに、人材育成のための環境を整備してきた。また、医師と
の共同、大学との連携による臨床研究体制を構築し、数々の研究成果を上げている。臨床での実践をベースにした人材育成と臨
床研究への取り組みをテーマに取材した。

独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター 薬剤科　
-pharmacy-3CChallenge

Cooperation 
Communication

臨床業務の実践と人材育成で
「総合力のある薬剤科」へ
　京都鞍馬口医療センターは、京都市
北部地域の中枢的病院として急性期医
療を担う。2014年４月に独立行政法人
地域医療機能推進機構（JCHO）に移
行し、社会保険京都病院から改称して
新たなスタートを切った。
　薬剤科は常勤薬剤師15名の体制で、
「チーム医療への参画と貢献、薬物療
法の適正化、地域医療連携の推進、教
育研修および臨床研究の推進」をスロ
ーガンに掲げ、日々活動している。薬剤
科長の国府先生は、「日常業務の中で、
研究者の視点で臨床の問題点を抽出
し、解決を図ることで患者さんに貢献で
きる薬剤師像が目標であり、そのための
環境整備に力を入れています」と話す。
　病棟における薬剤業務は、いわゆる“100
点業務”の時代から積極的に推進し、チー
ム医療の中で薬剤師の存在価値を高め
てきたと副薬剤科長の上田先生は振り
返る。「病棟薬剤業務実施加算が新設

された2012年には既に全病棟に専任
薬剤師を配置して求められる業務を実
施しており、早い段階から経営側の理解
のもと増員を含めた準備を進めていたの
でスムーズに算定開始できました」
　人材育成にも力を入れ、がん、感染
症、糖尿病、ＮＳＴなど幅広い領域の認
定薬剤師が活躍しているが、特にがんの
分野では、がん専門薬剤師およびがん
指導薬剤師の資格を北澤先生が取得し
ており、研修施設としての役割も担って
いる。また、角先生は北澤先生の指導
のもと、2015年から京都薬科大学大学
院のがんプロフェッショナル養成基盤推
進プランに参加し、がん専門薬剤師を目
指している。
　育成における基本方針は、ジェネラリ
ストとして総合力を身につけた後、専門
分野を目指すというもので、その過程で
専門資格の取得を推奨している。毎年、
薬剤科の行動目標を設定し、その実現
に向けて中・長期計画を立案、スタッフ
も各自の目標を立てる。年2回のヒアリ

ングで進捗管理および目標達成のため
のバックアップを行う。「個々の専門性
を伸ばすことを大切にしながら、一方で
全体のバランスを図るようにマネジメン
トすることで総合力のある薬剤科を目指
しています」と国府先生は説明する。
　個々のスタッフの指導・教育を担って
いる北澤先生は、「5年後にどんな薬剤
師になりたいのか、そのためにいま何を
するべきか、明確なキャリアデザインを描
けるように指導しています」と話す。角先
生の場合、6年前に他施設から転職した
時から“がん”をテーマにしようと決めて
いたという。「病院の理解と薬剤科の仲
間のサポートのもと、大学院で学ぶこと
ができる恵まれた環境に感謝していま
す。平日は通常業務、土日は勉強という
ハードな毎日ですが、望んで選んだ道で
すから楽しいですね」と笑顔を見せる。

世界に通じる臨床研究の実践と
成果の還元
　薬剤師に対するニーズが拡大する中、
多忙な業務をこなしながら研究に取り組
むのは容易ではない。しかし同センターで
は、臨床研究は優秀な人材の育成とチー
ム医療の強化につながるとの考えから
積極的に推進し、数多くの実績をあげて
いる。同センターの臨床研究の特徴は、
医師と大学を巻き込んで大規模に展開し
て、学術面（臨床研究）・ハード面（組織
体制）・ソフト面（薬学的ケア）を融合さ
せることで、質の高いエビデンスの創出
を目指しているところにある。この成果
を安心・安全・効果的ながん薬物療法
の提供に繋げている（資料1）。
「医師との共同研究が定着したのも、
病棟業務などを通じて培ってきた信頼
関係があったことが大きいですね」と上
田先生は話す。また、北澤先生は臨床
研究の積み重ねによって互いの信頼が
高まり、チーム医療が円滑に進むことを
実感している。「医師は日々目の前の患
者さんを助けながら、一方で臨床研究に
よって未来の患者さんを救っています。
患者さんの治療にかかわる同じ仲間とし
て薬剤師が臨床研究に取り組むことを
後押しし、時に議論する中で薬剤師の
専門性を認め、処方提案も歓迎してくれ
ます」
　角先生は3年前から「多発性骨髄腫
におけるレナリドミドの個別化投与法の
開発」に取り組んでおり、2015年12月
にアメリカ血液学会で報告、2016年5

月の日本骨髄種学会学術集会では奨励
賞を受賞した。この研究は血液内科の
医師と京都薬科大学薬学部との共同研
究として、現在も症例を集積しながら継
続している。「研究では患者さんの同意
取得や倫理審査などのプロセスにおい
ても医師の協力は不可欠です。担当病
棟が変わった現在も血液内科のカンフ
ァレンスや勉強会に参加し、信頼関係を
築いています」
　薬剤科では毎年、各種学会で研究成
果を発表するだけでなく論文も積極的
に投稿、2015年は海外の学術誌に北
澤先生、角先生の原著論文2本が掲載
された。薬剤科が目標とする「世界に通
じる臨床研究の実践と成果の還元」に
向けて着実に実績を重ねている。

個々の力を結集させた
「チーム薬剤科」を目指す
　同センターでは、外来を含めてすべて
のがん患者さんに薬学的ケアを提供す
る体制が築かれている（資料2）。入院で
は、以前から移植チームに参画し、治療
前から治療中、治療後までの全過程で
薬剤師が密接に関与している。外来では
2014年7月より外来がん患者指導（管
理料3）を開始し、支持療法の提案、説
明指導とモニタリングなどによる安全性
の向上に成果を上げている。また、プロト
コールに基づく薬物治療管理（PBPM）
を導入し、修正レジメンのオーダー入力を
実施している。
　現在、外来がん患者指導は北澤先生

が担当しているが、角先生ががん専門薬
剤師資格を取得後は、一層の体制強化
が見込まれる。「科学者の視点を養うべ
く大学院で学んでいるので、それを臨床
に反映できるよう、研究も臨床も頑張っ
て患者さんに貢献したいと思います」
（角先生）
　また、北澤先生は、「若い薬剤師が目
標を持ち、何らかの資格を取得できるよ
うにバックアップすることで、薬剤科が
多様な知識とスキルを持った専門集団
として活躍できるように力を尽くしたい
ですね」と意欲を示す。
　上田先生の目標は、スタッフが働きや
すく、それぞれの目標を完遂できる環境
を充実させることである。「モチベーショ
ンの維持・向上は簡単なことではありま
せん。ヒアリングなどの機会を大切にし
て、精神的なバックアップも含めた支援
を心がけています。一方で、薬剤科全体
として院内で評価されることも大切で
す。医療制度や診療報酬制度の動向を
キャッチし、目に見える形で実績を上げ
ることで人員の確保や新たな展開も開
けます」
　最後に、国府先生はJCHOの一員と
なった現在、機構全体の人材育成・教
育の質向上も視野に入れる必要がある
とし、「当センターは研修や指導体制に
おいてトップクラスの環境が整っている
と自負しています。今後、薬剤師のスキ
ルアップを牽引していく拠点病院として
の役割を果たしていきたいと思います」
と展望した。

～臨床と研究の両輪で患者さんへの貢献を目指す～

国府 孝敏 先生

薬剤科長
こく    ふ       たか   とし

北澤 文章 先生

主任  がん専門薬剤師
きた   ざわ      ふみ   あき

角　 陽子 先生

病棟専任薬剤師
かど               よう     こ

上田 久美 先生

副薬剤科長
うえ     だ         く      み
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薬・医・学連携に基づくがん薬剤業務基盤の構築資料1 エビデンスに支持された薬学的ケアの実践資料2

・面談室予約
・患者情報収集
・説明文書作成

・レジメンの選択
・抗がん薬の用量設定
・支持療法の提案
・説明指導とモニタリング

外来がん患者指導への参画

PBPMの実践 ・制吐薬の処方設計
・口内炎予防薬の処方設計
・各副作用対策の立案

【移植治療前】

・制吐薬のレスキュー
・オピオイドのタイトレーション
・急性GVHDに対する処方支援
・免疫抑制薬の血中濃度モニタリング
・投与経路の変更とルート整理
・感染症治療薬の処方設計

【移植治療中】

・慢性GVHDに対する処方支援
・ワクチン接種への支援

【移植治療後】

造血幹細胞移植療法への参画

①外来における薬学的ケア ②入院における薬学的ケア

原則
予約

・同意取得

薬学的介入
・レジメンの選択
・抗がん薬の投与量
・レジメンPBPM
・支持療法の提案

・レジメンの変更
・投与量の変更 ・支持療法の追加

【外来指導フローチャート】

投　薬
（院外処方）
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面　談
・診療記録の記載
・診療報酬の算定

担当医師 担当医師
診　察

}

GVHD:graft-versus-host disease

移植におけるすべての過程で薬剤師が密接に関与

PBPM: Protocol Based Pharmacotherapy Management

・レナリドミドの薬力学的相互作用（Oncol Lett, 血内, 姫獨大）
・レナリドミドの個別化投与法の開発（57th ASH meeting, 血内, 京薬大）
・メルファランの薬物動態学的相互作用（Mol Clin Oncol, 血内, 姫獨大）
・CHOP骨髄抑制の予測（Cancer Therapy, 血内, 京薬大）
・FN患者におけるメロペネムの適正投与法（Jpn J TDM, 血内, 同女大）
・多剤併用制吐療法の有用性（医療薬学, 血内, 姫獨大）
・ボルテゾミブの自律神経障害（医療薬学, 血内, 姫獨大）
・ベバシズマブの薬力学的相互作用（医療薬学, 化療, 京大）
・ポマリドミドの薬物動態学的相互作用（医療薬学会, 血内, 姫獨大）
・高齢患者におけるGDP救援療法（医療薬学会, 血内, 姫獨大）

学術面

病  床  数：300床
薬剤師数：15名
施設認定：日本医療薬学会認定
　　　　　がん専門薬剤師研修施設
　　　　　薬物療法専門薬剤師研修施設
　　　　　認定薬剤師制度研修施設

施設概要

ハード面

ソフト面

・IMiDsの管理体制構築（日病薬誌, 血内, 姫獨大）
・レジメン完全標準化の実施（日病薬誌, 副院長, 姫獨大）
・がん治療関連業務の実態調査（日病薬誌）

（発表論文・学会, 連携医師, 連携大学）
血内：血液内科, 呼内：呼吸器内科, 化療：外来化学療法部
姫獨大：姫路獨協大学薬学部, 京薬大：京都薬科大学薬学部 , 同女大：同志社女子大学薬学部
京大：京都大学医学部附属病院
IMiDs: immunomodulatory drugs, FN: febrile neutropenia.

日本臨床腫瘍薬学会　優秀演題賞
日本骨髄腫学会　　　奨励賞

・入院がん患者への薬学的ケアの実践
　　臨床的効果（医療薬学, 血内, 京薬大）
　　経済的効果（医療薬学, 血内, 京薬大）
　　心理的効果（医療薬学, 血内, 姫獨大）
　　緩和ケア（緩和医療薬学, 呼内, 姫獨大）
・造血幹細胞移植療法への参画
　　カンファレンスの薬学的介入（医療薬学会, 血内）
　　タクロリムスの薬物動態（医療薬学会, 血内, 姫獨大）
・外来がん患者への薬学的ケアの実践
　　がん患者指導管理料3（臨床腫瘍薬学会, 病院長）



チーム医療の実践を通じた人材育成と臨床研究への取り組み
　チーム医療の推進とともに薬剤師の活動範囲が広がりをみせる中で、薬剤師のさらなる資質の向上および様々な領域における
薬学的専門性の発揮による患者さんへの貢献が求められている。京都鞍馬口医療センター（京都市・300床）は、臨床薬剤業務お
よびチーム医療への参画を通じて他職種との信頼関係を構築するとともに、人材育成のための環境を整備してきた。また、医師と
の共同、大学との連携による臨床研究体制を構築し、数々の研究成果を上げている。臨床での実践をベースにした人材育成と臨
床研究への取り組みをテーマに取材した。

独立行政法人地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター 薬剤科　
-pharmacy-3CChallenge

Cooperation 
Communication

臨床業務の実践と人材育成で
「総合力のある薬剤科」へ
　京都鞍馬口医療センターは、京都市
北部地域の中枢的病院として急性期医
療を担う。2014年４月に独立行政法人
地域医療機能推進機構（JCHO）に移
行し、社会保険京都病院から改称して
新たなスタートを切った。
　薬剤科は常勤薬剤師15名の体制で、
「チーム医療への参画と貢献、薬物療
法の適正化、地域医療連携の推進、教
育研修および臨床研究の推進」をスロ
ーガンに掲げ、日々活動している。薬剤
科長の国府先生は、「日常業務の中で、
研究者の視点で臨床の問題点を抽出
し、解決を図ることで患者さんに貢献で
きる薬剤師像が目標であり、そのための
環境整備に力を入れています」と話す。
　病棟における薬剤業務は、いわゆる“100
点業務”の時代から積極的に推進し、チー
ム医療の中で薬剤師の存在価値を高め
てきたと副薬剤科長の上田先生は振り
返る。「病棟薬剤業務実施加算が新設

された2012年には既に全病棟に専任
薬剤師を配置して求められる業務を実
施しており、早い段階から経営側の理解
のもと増員を含めた準備を進めていたの
でスムーズに算定開始できました」
　人材育成にも力を入れ、がん、感染
症、糖尿病、ＮＳＴなど幅広い領域の認
定薬剤師が活躍しているが、特にがんの
分野では、がん専門薬剤師およびがん
指導薬剤師の資格を北澤先生が取得し
ており、研修施設としての役割も担って
いる。また、角先生は北澤先生の指導
のもと、2015年から京都薬科大学大学
院のがんプロフェッショナル養成基盤推
進プランに参加し、がん専門薬剤師を目
指している。
　育成における基本方針は、ジェネラリ
ストとして総合力を身につけた後、専門
分野を目指すというもので、その過程で
専門資格の取得を推奨している。毎年、
薬剤科の行動目標を設定し、その実現
に向けて中・長期計画を立案、スタッフ
も各自の目標を立てる。年2回のヒアリ

ングで進捗管理および目標達成のため
のバックアップを行う。「個々の専門性
を伸ばすことを大切にしながら、一方で
全体のバランスを図るようにマネジメン
トすることで総合力のある薬剤科を目指
しています」と国府先生は説明する。
　個々のスタッフの指導・教育を担って
いる北澤先生は、「5年後にどんな薬剤
師になりたいのか、そのためにいま何を
するべきか、明確なキャリアデザインを描
けるように指導しています」と話す。角先
生の場合、6年前に他施設から転職した
時から“がん”をテーマにしようと決めて
いたという。「病院の理解と薬剤科の仲
間のサポートのもと、大学院で学ぶこと
ができる恵まれた環境に感謝していま
す。平日は通常業務、土日は勉強という
ハードな毎日ですが、望んで選んだ道で
すから楽しいですね」と笑顔を見せる。

世界に通じる臨床研究の実践と
成果の還元
　薬剤師に対するニーズが拡大する中、
多忙な業務をこなしながら研究に取り組
むのは容易ではない。しかし同センターで
は、臨床研究は優秀な人材の育成とチー
ム医療の強化につながるとの考えから
積極的に推進し、数多くの実績をあげて
いる。同センターの臨床研究の特徴は、
医師と大学を巻き込んで大規模に展開し
て、学術面（臨床研究）・ハード面（組織
体制）・ソフト面（薬学的ケア）を融合さ
せることで、質の高いエビデンスの創出
を目指しているところにある。この成果
を安心・安全・効果的ながん薬物療法
の提供に繋げている（資料1）。
「医師との共同研究が定着したのも、
病棟業務などを通じて培ってきた信頼
関係があったことが大きいですね」と上
田先生は話す。また、北澤先生は臨床
研究の積み重ねによって互いの信頼が
高まり、チーム医療が円滑に進むことを
実感している。「医師は日々目の前の患
者さんを助けながら、一方で臨床研究に
よって未来の患者さんを救っています。
患者さんの治療にかかわる同じ仲間とし
て薬剤師が臨床研究に取り組むことを
後押しし、時に議論する中で薬剤師の
専門性を認め、処方提案も歓迎してくれ
ます」
　角先生は3年前から「多発性骨髄腫
におけるレナリドミドの個別化投与法の
開発」に取り組んでおり、2015年12月
にアメリカ血液学会で報告、2016年5

月の日本骨髄種学会学術集会では奨励
賞を受賞した。この研究は血液内科の
医師と京都薬科大学薬学部との共同研
究として、現在も症例を集積しながら継
続している。「研究では患者さんの同意
取得や倫理審査などのプロセスにおい
ても医師の協力は不可欠です。担当病
棟が変わった現在も血液内科のカンフ
ァレンスや勉強会に参加し、信頼関係を
築いています」
　薬剤科では毎年、各種学会で研究成
果を発表するだけでなく論文も積極的
に投稿、2015年は海外の学術誌に北
澤先生、角先生の原著論文2本が掲載
された。薬剤科が目標とする「世界に通
じる臨床研究の実践と成果の還元」に
向けて着実に実績を重ねている。

個々の力を結集させた
「チーム薬剤科」を目指す
　同センターでは、外来を含めてすべて
のがん患者さんに薬学的ケアを提供す
る体制が築かれている（資料2）。入院で
は、以前から移植チームに参画し、治療
前から治療中、治療後までの全過程で
薬剤師が密接に関与している。外来では
2014年7月より外来がん患者指導（管
理料3）を開始し、支持療法の提案、説
明指導とモニタリングなどによる安全性
の向上に成果を上げている。また、プロト
コールに基づく薬物治療管理（PBPM）
を導入し、修正レジメンのオーダー入力を
実施している。
　現在、外来がん患者指導は北澤先生

が担当しているが、角先生ががん専門薬
剤師資格を取得後は、一層の体制強化
が見込まれる。「科学者の視点を養うべ
く大学院で学んでいるので、それを臨床
に反映できるよう、研究も臨床も頑張っ
て患者さんに貢献したいと思います」
（角先生）
　また、北澤先生は、「若い薬剤師が目
標を持ち、何らかの資格を取得できるよ
うにバックアップすることで、薬剤科が
多様な知識とスキルを持った専門集団
として活躍できるように力を尽くしたい
ですね」と意欲を示す。
　上田先生の目標は、スタッフが働きや
すく、それぞれの目標を完遂できる環境
を充実させることである。「モチベーショ
ンの維持・向上は簡単なことではありま
せん。ヒアリングなどの機会を大切にし
て、精神的なバックアップも含めた支援
を心がけています。一方で、薬剤科全体
として院内で評価されることも大切で
す。医療制度や診療報酬制度の動向を
キャッチし、目に見える形で実績を上げ
ることで人員の確保や新たな展開も開
けます」
　最後に、国府先生はJCHOの一員と
なった現在、機構全体の人材育成・教
育の質向上も視野に入れる必要がある
とし、「当センターは研修や指導体制に
おいてトップクラスの環境が整っている
と自負しています。今後、薬剤師のスキ
ルアップを牽引していく拠点病院として
の役割を果たしていきたいと思います」
と展望した。

～臨床と研究の両輪で患者さんへの貢献を目指す～

国府 孝敏 先生

薬剤科長
こく    ふ       たか   とし

北澤 文章 先生

主任  がん専門薬剤師
きた   ざわ      ふみ   あき

角　 陽子 先生

病棟専任薬剤師
かど               よう     こ

上田 久美 先生

副薬剤科長
うえ     だ         く      み
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　　カンファレンスの薬学的介入（医療薬学会, 血内）
　　タクロリムスの薬物動態（医療薬学会, 血内, 姫獨大）
・外来がん患者への薬学的ケアの実践
　　がん患者指導管理料3（臨床腫瘍薬学会, 病院長）



ＩＴの活用による医療の質向上とリスクマネジメント
　医療情報システムは、医療の質向上と安全性向上を支える基盤
としてなくてはならないものとなった。近年では、その応用範囲は
地域の保健・医療・福祉を包括する情報連携ネットワークへと拡
大している。名古屋第二赤十字病院（名古屋市・812床）薬剤部
は、この流れの中で、戦略的にＩＴ技術を活用し、業務の効率化お
よび薬物療法のリスクマネジメントに成果を上げてきた。同院にお
ける活用例を紹介するとともに、医療情報システム構築のポイント
について、薬剤部長の木下元一先生にお話を伺った。
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病院情報システムの活用による
安心・安全な医療の推進
　地域の中核病院として高度急性期医
療を担う名古屋第二赤十字病院。薬剤
部では患者さんの安全確保を確実に進
めるツールとしてＩＴ技術を積極的に活
用している。薬剤部長の木下先生は、
病棟薬剤師として脳神経外科病棟で
14年の臨床経験を積んだ後、医療情報
部に6年間所属してオーダリングシステ
ムの導入などに携わった。薬剤部に復
帰後も、医療情報システムを熟知した
薬剤師としてＩＴ化を推進、社会の動向
やニーズに対応する形で電子カルテの1
回量処方、高度な処方チェックシステム
の導入、GS1データバーを使った3点認
証などを先進的に取り入れてきた。
「医療のＩＴ化は薬剤業務に大きな変
化をもたらしました。特に2010年の電
子カルテ導入によって院内各所から診
療情報を参照、記録できるようになり、
情報共有が一気に進みました。また、得
られる情報も格段に増えたことで、処
方チェックや服薬指導、処方提案など
薬剤師業務の質の向上とチーム医療の
推進に大きく寄与しています」
　現在ではほとんどの診療情報が病院
情報システムの基盤の上に存在する。
それらの情報を薬剤師はどのように生
かし、医療の質の向上に貢献するの
か。以下では同院における最近の活用
例を紹介する。
①処方監査におけるリスクマネジメント
　処方監査および疑義照会は薬剤師

法に規定された任務であり、大きな責
任が伴う。個々の薬剤師のスキルに左
右されることなく、高度な安全管理を標
準化するために、同院では何段階もの
厳重な処方チェックシステムを構築する
とともに、疑義照会登録システムを導入
した（資料1）。
　まず医師の処方入力段階で、電子カ
ルテの処方チェックシステムにより重複
投与や相互作用、禁忌、薬剤アレルギー
などが自動的にチェックされる。薬剤師
はオーダー受信前に処方内容を画面で
1件1件参照し、疑義があれば照会して
内容を薬剤部門のシステムに登録する。

受信したオーダーは、再度、調剤支援シ
ステムでチェックされた後、調剤が行わ
れる。たとえここまでのチェックをすり
抜けたものがあった場合でも「調剤後
支援システム」により問題がある場合は
警告音が発せられ、薬剤師が内容を確
認、必要時には疑義照会を行う。これら
の過程を経て、はじめて薬剤師による最
終鑑査へと進むことになる。
　システムの処方チェック機能にも独
自のチェック項目を追加設定した。「例
えば、薬剤アレルギーを一つの医薬品
で登録するだけで、主成分が同じジェネ
リック医薬品もチェックされます。ま

た、65歳以上や小児の月齢別の用量チ
ェック、妊婦授乳婦などの患者状態に
よるチェックも可能です」
　疑義照会の実施歴と内容は電子カル
テ上でも参照できる。その他、疑義照会
件数や頻度、処方変更の割合などが自
動的に算出され、クオリティ・インディ
ケーター（QI）として病院ホームページ
にも公開されている。
②GS1データバーを利用した
  「調剤時３点認証システム」
　現在、日本では医薬品の取り違え事
故の防止やトレーサビリティの確保を
目的に、調剤包装単位の標準バーコー
ド表示が進んでおり、2008年の注射
アンプル・バイアルに加えて、2015年７
月以降、内用薬、外用薬でも「GS1デー
タバー」の表示がメーカーに義務付けら
れた。これを受けて、同院ではGS1によ
る医薬品管理を先行的に導入した。
　近年、投薬時に患者・薬剤・看護師を
照合する「３点認証」を導入する病院が
増えているが、ここには盲点があると木
下先生は指摘する。「例えば、点滴ボト
ルの中身とボトルのバーコードが違って
いるということもあり得ます。そこで当
院では調剤段階でのミスをゼロにしよう
と、PDAを用いて処方箋・薬剤・薬剤師
を照合する『調剤時３点認証システム』
を導入しました」（資料2）。現在、麻
薬、向精神薬、毒薬、化学療法剤、自己
注射用インスリン、血液製剤、過去に事
例のある危険な薬剤など約243品目を

対象に、より厳重な安全管理体制を構
築した。
　2016年からは入庫時の検収にも
GS1を活用して入口段階でのチェック
を強化。将来的には消費期限管理への
活用も視野に入れている。

医療情報技術の活用で広がる
薬剤師の活躍の場
　システム構築において木下先生が留
意しているのは、運用の徹底による導
入効果の最大化である。「例えば、疑
義照会記録の未登録リストや調剤の未
ピッキングリストが常に画面で表示され
るなど、確実な実施を促す仕組みを作
りました。また、導入効果を経営側に提
示できるように、導入前後の比較を想
定した準備も重要です」
　先述の活用例で示すように、木下先
生が何重もの安全策を講じるのも、現
場に潜む様々なリスクを一つ一つ排除
してくことが、患者さんの安全につなが
ると確信しているからだ。「問題解決の
ヒントは日常業務の中にあります。“危
ない”と思ったことをそのままにせず、
ITで解決できる部分とそれ以外の部分
を上手に仕分けて解決策を考えること
です。その時に医療情報システムの基
本的知識があれば、現場に即した具体
的な対策を提案することができます」
　日本医療情報学会は2003年に、情
報処理技術だけでなく医療分野および
医療情報システムの知識を持つ「医療

情報技師」認定制度を開始。2007年
には全体最適の観点から情報の利活用
を推進できるリーダーシップとマネジメ
ント力を持つ「上級医療情報技師」の
認定も開始された。木下先生は薬剤師
では数少ない認定者の一人として、院
内外での教育・研修も担う。「ＩＴなし
では医療が遂行できなくなった今、薬剤
師がその活用スキルを上げていけば、
活動の幅が広がり、チーム医療で存在
感を発揮する有用なツールとなります。
ぜひ多くの薬剤師にチャレンジしてほし
いですね」

新たな薬剤業務の展開と
地域における情報共有の強化
　2016年7月、同院では外来処方を全
面的に院外処方に切り替えたが、薬剤
部の人員体制は52名のまま維持され
た。その背景には、病棟薬剤業務の強
化だけでなく、チーム医療や外来におけ
る薬学的管理の強化・充実を求める病
院側の期待があったといえる。そうした
ニーズに応えることで薬剤師の存在価
値をさらに高めていきたいと木下先生
は話す。
　服薬指導実施率は院外処方開始前
の67％から10月には87％に上昇、今
後、さらに強化する考えだ。また、医薬
品の保管から使用まで、すべての過程
における安全管理体制の構築、退院時
指導および地域における情報共有の強
化にも動き出した。入院中に使用した
主な注射薬を含む薬剤情報を患者さん
や連携する医療機関へ提供すること
で、地域における情報の共有化を目指
す。2016年からは処方箋への検査値
記載を開始し、入院患者の薬学的管理
に活用しているが、2017年早々には院
外処方でも開始する計画である。　
　同院が進めてきた戦略的なＩＴの活
用は、業務の効率化および薬物療法の
リスクマネジメントに成果を上げてき
た。しかし、システムへの過信は禁物だ
と木下先生は警告する。「どの医療機
関でも様々な安全対策を講じています
が、それでも人的ミスやマスタ管理の不
備などの“漏れ”はあります。システムを
上手に使いこなして最大限の効果を生
み出すためには、システムの限界を知る
ことが大切です。そして、何よりも薬剤
師の視点でリスクをチェックし、医薬品
の安全管理と適正使用を推進すること
が求められていると思います」

～情報システムの構築と有効活用に向けた取り組み～

木下 元一 先生

薬剤部長
上級医療情報技師
きの   した      げん   いち

13 Pharma Scope Vol.25 14Pharma Scope Vol.25

ＧＳ1データバーを利用した調剤時３点認証システム資料2処方チェックシステムと疑義照会登録システム資料1

電子カルテ
病院ホームページにQI掲示

イントラネット上に毎月掲示

薬剤部門システム

開発用データベースサーバー
MySQL

薬剤師法 第24条

疑義照会
院内ウェブサーバー

Apache/PHP

PDA:2013年11月稼働

調剤時3点認証システム構成

1病棟2階　化療センター

1病棟1階　調剤課

1病棟地下　注射調剤課 1病棟地下　医薬品庫

2病棟1階　救急薬局

1病棟1階　医薬品情報課

SQL Server 1台
12台

3台
200枚

4台
243品目

注射160／内服等83

自己注射用
インスリン

毒薬

毒薬

麻薬覚醒剤原料

化学療法剤

向精神薬
第一種、第二種、第三種

の一部

向精神薬
第一種、第二種、第三種

過去事例のある
危険な薬剤

血液製剤
（大型冷蔵庫）

向精神薬

麻薬

物流システム
アクセスポイント1台
認証、実数確認

無線PDA1台
認証、実数確認

有線端末1台
未ピッキングリスト表示用

有線端末1台
未ピッキングリスト表示用

有線端末1台
未ピッキングリスト表示用

無線PDA7台
ESL赤外線アンテナ2台

物流システム
レジメン変更後の返却

無線PDA4台、物流システム
ESL赤外線アンテナ2台

PDAデータベースサーバー
SQL Server

PDA

PDA

PDA

毒薬の残量確認と立ち会い、アンプルピッカー充填、実数確認

認証、実数確認

サーバー　　　  ：
PDA　　　　　 ：
大型ディスプレイ ：
電子ペーパー　  ：
赤外線アンテナ　：
対象医薬品　　  ：

オーダー登録 画面監査 調剤 最終監査オーダー受信／
ロック解除



ＩＴの活用による医療の質向上とリスクマネジメント
　医療情報システムは、医療の質向上と安全性向上を支える基盤
としてなくてはならないものとなった。近年では、その応用範囲は
地域の保健・医療・福祉を包括する情報連携ネットワークへと拡
大している。名古屋第二赤十字病院（名古屋市・812床）薬剤部
は、この流れの中で、戦略的にＩＴ技術を活用し、業務の効率化お
よび薬物療法のリスクマネジメントに成果を上げてきた。同院にお
ける活用例を紹介するとともに、医療情報システム構築のポイント
について、薬剤部長の木下元一先生にお話を伺った。

名古屋第二赤十字病院
-pharmacy-4CChallenge

Cooperation 
Communication

病院情報システムの活用による
安心・安全な医療の推進
　地域の中核病院として高度急性期医
療を担う名古屋第二赤十字病院。薬剤
部では患者さんの安全確保を確実に進
めるツールとしてＩＴ技術を積極的に活
用している。薬剤部長の木下先生は、
病棟薬剤師として脳神経外科病棟で
14年の臨床経験を積んだ後、医療情報
部に6年間所属してオーダリングシステ
ムの導入などに携わった。薬剤部に復
帰後も、医療情報システムを熟知した
薬剤師としてＩＴ化を推進、社会の動向
やニーズに対応する形で電子カルテの1
回量処方、高度な処方チェックシステム
の導入、GS1データバーを使った3点認
証などを先進的に取り入れてきた。
「医療のＩＴ化は薬剤業務に大きな変
化をもたらしました。特に2010年の電
子カルテ導入によって院内各所から診
療情報を参照、記録できるようになり、
情報共有が一気に進みました。また、得
られる情報も格段に増えたことで、処
方チェックや服薬指導、処方提案など
薬剤師業務の質の向上とチーム医療の
推進に大きく寄与しています」
　現在ではほとんどの診療情報が病院
情報システムの基盤の上に存在する。
それらの情報を薬剤師はどのように生
かし、医療の質の向上に貢献するの
か。以下では同院における最近の活用
例を紹介する。
①処方監査におけるリスクマネジメント
　処方監査および疑義照会は薬剤師

法に規定された任務であり、大きな責
任が伴う。個々の薬剤師のスキルに左
右されることなく、高度な安全管理を標
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ITで解決できる部分とそれ以外の部分
を上手に仕分けて解決策を考えること
です。その時に医療情報システムの基
本的知識があれば、現場に即した具体
的な対策を提案することができます」
　日本医療情報学会は2003年に、情
報処理技術だけでなく医療分野および
医療情報システムの知識を持つ「医療

情報技師」認定制度を開始。2007年
には全体最適の観点から情報の利活用
を推進できるリーダーシップとマネジメ
ント力を持つ「上級医療情報技師」の
認定も開始された。木下先生は薬剤師
では数少ない認定者の一人として、院
内外での教育・研修も担う。「ＩＴなし
では医療が遂行できなくなった今、薬剤
師がその活用スキルを上げていけば、
活動の幅が広がり、チーム医療で存在
感を発揮する有用なツールとなります。
ぜひ多くの薬剤師にチャレンジしてほし
いですね」

新たな薬剤業務の展開と
地域における情報共有の強化
　2016年7月、同院では外来処方を全
面的に院外処方に切り替えたが、薬剤
部の人員体制は52名のまま維持され
た。その背景には、病棟薬剤業務の強
化だけでなく、チーム医療や外来におけ
る薬学的管理の強化・充実を求める病
院側の期待があったといえる。そうした
ニーズに応えることで薬剤師の存在価
値をさらに高めていきたいと木下先生
は話す。
　服薬指導実施率は院外処方開始前
の67％から10月には87％に上昇、今
後、さらに強化する考えだ。また、医薬
品の保管から使用まで、すべての過程
における安全管理体制の構築、退院時
指導および地域における情報共有の強
化にも動き出した。入院中に使用した
主な注射薬を含む薬剤情報を患者さん
や連携する医療機関へ提供すること
で、地域における情報の共有化を目指
す。2016年からは処方箋への検査値
記載を開始し、入院患者の薬学的管理
に活用しているが、2017年早々には院
外処方でも開始する計画である。　
　同院が進めてきた戦略的なＩＴの活
用は、業務の効率化および薬物療法の
リスクマネジメントに成果を上げてき
た。しかし、システムへの過信は禁物だ
と木下先生は警告する。「どの医療機
関でも様々な安全対策を講じています
が、それでも人的ミスやマスタ管理の不
備などの“漏れ”はあります。システムを
上手に使いこなして最大限の効果を生
み出すためには、システムの限界を知る
ことが大切です。そして、何よりも薬剤
師の視点でリスクをチェックし、医薬品
の安全管理と適正使用を推進すること
が求められていると思います」

～情報システムの構築と有効活用に向けた取り組み～

木下 元一 先生

薬剤部長
上級医療情報技師
きの   した      げん   いち
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電子カルテ
病院ホームページにQI掲示

イントラネット上に毎月掲示

薬剤部門システム

開発用データベースサーバー
MySQL

薬剤師法 第24条

疑義照会
院内ウェブサーバー

Apache/PHP

PDA:2013年11月稼働

調剤時3点認証システム構成

1病棟2階　化療センター

1病棟1階　調剤課

1病棟地下　注射調剤課 1病棟地下　医薬品庫

2病棟1階　救急薬局

1病棟1階　医薬品情報課

SQL Server 1台
12台

3台
200枚

4台
243品目

注射160／内服等83

自己注射用
インスリン

毒薬

毒薬

麻薬覚醒剤原料

化学療法剤

向精神薬
第一種、第二種、第三種

の一部

向精神薬
第一種、第二種、第三種

過去事例のある
危険な薬剤

血液製剤
（大型冷蔵庫）

向精神薬

麻薬

物流システム
アクセスポイント1台
認証、実数確認

無線PDA1台
認証、実数確認

有線端末1台
未ピッキングリスト表示用

有線端末1台
未ピッキングリスト表示用

有線端末1台
未ピッキングリスト表示用

無線PDA7台
ESL赤外線アンテナ2台

物流システム
レジメン変更後の返却

無線PDA4台、物流システム
ESL赤外線アンテナ2台

PDAデータベースサーバー
SQL Server

PDA

PDA

PDA

毒薬の残量確認と立ち会い、アンプルピッカー充填、実数確認

認証、実数確認

サーバー　　　  ：
PDA　　　　　 ：
大型ディスプレイ ：
電子ペーパー　  ：
赤外線アンテナ　：
対象医薬品　　  ：

オーダー登録 画面監査 調剤 最終監査オーダー受信／
ロック解除
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社会福祉法人東京有隣会  有隣病院  薬剤科長　近藤  幸男 先生
霧島市立医師会医療センター  薬剤部  調剤室長　岸本  真 先生
三重ハートセンター  薬局長　高井  靖 先生
五日市記念病院  技術部・臨床薬剤科  科長　荒川  隆之 先生
株式会社ナチュラルライフ  らいふ薬局  在宅専任薬剤師　中村  薫 先生

愛媛大学医学部附属病院 薬剤部
教授・薬剤部長　荒木  博陽 先生
副薬剤部長　田中  守 先生
安永  大輝 先生
愛媛県薬剤師会  専務理事／みなら薬局　堀尾  郁夫 先生

独立行政法人地域医療機能推進機構  京都鞍馬口医療センター  薬剤科
薬剤科長　国府  孝敏 先生
副薬剤科長　上田  久美 先生
主任 がん専門薬剤師　北澤  文章 先生
病棟専任薬剤師　角  陽子 先生

名古屋第二赤十字病院
薬剤部長／上級医療情報技師　木下  元一 先生

薬薬連携によるエビデンスの創出と発信
～プレアボイドシステム構築と経済学的評価～

C - P h a r m a c y - 1

入院サポートセンターにおける薬剤師の役割
～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～
東京都立多摩総合医療センター  薬剤科 
薬剤科長　阿部  和史 先生
課長代理　河内  智美 先生

C - P h a r m a c y - 2

チーム医療の実践を通じた人材育成と臨床研究への取り組み
～臨床と研究の両輪で患者さんへの貢献を目指す～

C - P h a r m a c y - 3

C - P h a r m a c y - 4
ＩＴの活用による医療の質向上とリスクマネジメント
～情報システムの構築と有効活用に向けた取り組み～

病院と在宅をつなぐシームレスな薬学的管理
V i e w

～地域包括ケアシステムにおいて薬剤師に求められるもの～


