
地域包括ケアシステムに向けた薬薬連携への取り組み

　住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築への取り組みが全国各地で進め
られている中、松下記念病院（大阪府守口市・323床）では、地域医療支援病院としての役割を全うするべく、積極的に地域の
医療・介護施設等との連携を推進している。中でも薬薬連携については次 と々連携強化の方策が打ち出され、守口市薬剤師会
との協働による成果を生み出している。安心・安全で質の高いシームレスな医療・介護を実現するために欠かせない重要なファ
クターである薬薬連携の先進的な取り組みについて、薬剤部部長の平田敦宏先生と守口市薬剤師会会長の増田眞一先生にお
話を伺った。
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顔の見える関係づくりから始まった
薬薬連携の会
　2012年に松下記念病院に赴任した
薬剤部部長の平田先生は、薬薬連携強
化の基盤として、まず「顔の見える関係づ
くり」に注力した。同院および関西医科
大学附属病院総合医療センター薬剤部
と守口市薬剤師会共催による「守口薬
薬連携の会」がスタートし、その後同院
単独の企画も含めれば2ヶ月に1回のペ
ースで連携研修会を開催してきた。内容
は専門医（処方医）、病院薬剤師の講演
を中心に、時には著名な医師を招聘し、
医療のトレンドを特別講演してもらうこ
ともある。「直近では、ワークショップ形
式も取り入れ、インスリンのデバイスを使
った実践的な研修会を行いました。“顔
の見える関係づくり”という当初の目標
はすでに達成できていますので、今後は

スキルアップに取り組み、実践的なワー
クショップの継続と若手の「指導薬剤
師」育成のための症例検討会を企画した
いと思っています」と平田先生は語る。
2017年に入ってからは研修会の回数を
月1回に増やした。
　この研修会を守口市薬剤師会会長の
増田先生は次のように評価する。「専門
的なレベルの高い内容で、最初は衝撃
的でしたが、薬局薬剤師のスキルアップ
の機会として意義があり、充実感をもた
らすものだと思いました。保険薬局では、
患者さんが病院でどのような治療を受け
ているのかが分からないところでしたが、
それが想像しやすくなります。さらに、退
院時カンファレンスに参加する機会があ
れば、全ての情報がつながり、自分達の
役割もより明確に見えてくるはずです」

患者支援連携センターと登録制度
　同院は2016年1月に入退院支援、患
者相談、地域連携の3つの機能を集約し
た「患者支援連携センター」を開設した。
ここで薬剤師は、主に患者情報の収集、
使用中の薬剤や服用しているサプリメン
トを含む市販薬の確認、周術期の対応な
どを行い、入院後の手術や検査を円滑か
つ安全に実施することに貢献している。
また、2016年12月より薬局登録制度を
開始した。患者情報収集時にかかりつけ
薬局・薬剤師の有無を聴取し、かかりつ
け薬局・薬剤師には退院時に薬物療法
などの情報提供をしたり、退院時カンフ
ァレンスへの参加を促すなど、シームレス
な医療を提供するために、制度を通じて
連携強化を図っている。登録には連携医
療機関登録申請書の提出、病院運営会
議での承認という手続きを踏み、登録さ

れれば、額縁に入った連携機関登録証を
患者支援連携センターの職員が登録薬
局に持参する。

「現在、連携している診療所紹介カード
と同様に薬局紹介カードを作成している
最中です。この薬局紹介カードを設置す
るために、1階ロビーにある連携医療機
関紹介コーナーに登録薬局の紹介コー
ナーを新設しました。」と平田先生。2017
年3月現在の登録施設は、守口市薬剤
師会会員の約半数の30施設だが、最終
的には全施設の登録を目指している（資
料1）。
　登録番号1番の登録証を持つ増田先
生も、薬剤師会として積極的に登録を促
進したいと考えている。「薬局薬剤師に
は自己アピールとともに、自らの責任の
重大さを感じる良い機会です。そこから
奮起し、退院時カンファレンスにも参加
して連携を深めていく流れができていけ
ば良いと考えています」

連携サポートツールの活用とメリット
　平田先生は連携を円滑にするための
ツールづくりとその活用にも力を入れて
きた。2014年3月からは退院指導を実施
した患者さんに「施設間情報提供連絡
書」を渡し、薬局からの情報提供は「服
薬情報提供書（トレーシングレポート）」
としてＦＡＸで受け取れるようにした。服
薬情報提供書の様式は薬剤部のホーム
ページからダウンロードできる。さらに
2016年には院外処方箋の様式を変更
し、検査値、身体情報の記載も行った

（資料2）。
「様式の変更では、レセコンで読み取れ

るＱＲコードを付けるなど、医療安全を
高める工夫をしました。検査値、身体情
報の記載にあたっては3回の研修会を行
い、薬局薬剤師としてどのように活用す
べきかをお伝えしました。直近3ヵ月の
検査値13項目が記載されていますが、も
っと長いスパンのデータを時系列で見る
ことが大切ですので、薬歴同様に検査
値歴を作成することをお願いしていま
す。その効果は疑義照会の件数や内容
に表れ、安全面での貢献度が高まったこ
とを確信するとともに、薬局の先生方の
努力に敬意を払っています」と平田先生。
　検査値記載開始後の1年間の疑義照
会は24件で、そのうち１件は処方中止と
なった。「これこそ薬剤師職能の発揮の
しどころだと思います。情報量の増加に
より医療人としての立ち位置が明確にな
ると同時に、さらに精進し、しっかり学
ばなければという思いを強くしています」
と、増田先生は意気込みを語る。

薬薬連携の推進と地域医療への
貢献のために
　平田先生は地域貢献を含めたこれか
らの薬剤師の役割を見据え、次の策にも
すでに着手している。まず、薬薬連携強
化のために登録制度を広げようと、隣接
する門真市薬剤師会とも協議し、登録
薬局の募集を始めた。また、2017年5月
には調剤上の形式的な疑義照会を減ら
し、患者さんへの薬学的ケアの充実およ
び処方医師や薬剤師自身の負担軽減を
図る目的で、疑義照会の簡素化プロトコ
ルを導入した。また、より広い視野で情
報提供および情報共有するために、病

院薬剤師と登録薬局薬剤師のメーリン
グリストを作成し、運用を開始したいと
考えている。薬薬連携の会では症例検
討会も検討中だ。この他、院内では、薬
剤師が高度な薬学的管理へのニーズに
対応するために、2017年4月からはがん
に特化した薬剤師外来の実施を予定し
ている。
　一方、同薬剤師会も平田先生を理事
の一人として迎えるべく調整中であり、
増田先生は病院薬剤師、薬局薬剤師が
相互理解を深め、リスぺクトしながら共
に成長していく連携を目指したいと考え
ている。
　高度な医療が提供される臨床現場で
活躍する病院薬剤師と、地域の中で医
療、福祉、保健、教育と広範囲な場で活
動する薬局薬剤師、それぞれの立場や役
割は違っても、両者の連携が医療安全と
医療の質の向上に貢献し、地域住民の
医療への信頼感が高まることは、平田先
生たちの取り組みをみても明らかだ。そ
の成功体験は新たな企画を生みだし、さ
らなる発展につながるだろう。

「患者さんが何を必要としているかを常
に考えて行動すれば、立場は違っても方
向性がぶれることはないでしょう。これか
らも良いアイデアが出れば、一緒に最後
までやり遂げていきたいと思っています」

（平田先生）
「地域包括ケアシステムでは薬薬連携も
多職種連携も重要であり、薬剤師の活
躍の場はますます広がります。未知の世
界に向かって、一緒に挑戦していきたい
と考えています」（増田先生）

～安心・安全、シームレスな医療の実現を目指して～
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登録薬局の紹介コーナー資料1 院外処方せん様式変更資料2

・ サイズの変更 A5⇒A4

・ 1回量記載（1日量を併記）

・ 分量を原薬量で入力された場合、
  「原薬量」と表記

・ QRコード表示
  （JAHISの標準QRコードで出力）

・ 検査値を記載（直近 3ヶ月以内）

・ 身体情報を記載（直近）
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らも良いアイデアが出れば、一緒に最後
までやり遂げていきたいと思っています」

（平田先生）
「地域包括ケアシステムでは薬薬連携も
多職種連携も重要であり、薬剤師の活
躍の場はますます広がります。未知の世
界に向かって、一緒に挑戦していきたい
と考えています」（増田先生）

～安心・安全、シームレスな医療の実現を目指して～

平田 敦宏 先生

パナソニック健康保険組合
松下記念病院
副院長／薬剤部 部長
ひら    た        あつ   ひろ

増田 眞一 先生

守口市薬剤師会 会長
カンポウ・クラフト彩雲堂薬局

ます    だ       しん   いち
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登録薬局の紹介コーナー資料1 院外処方せん様式変更資料2

・ サイズの変更 A5⇒A4

・ 1回量記載（1日量を併記）

・ 分量を原薬量で入力された場合、
  「原薬量」と表記

・ QRコード表示
  （JAHISの標準QRコードで出力）

・ 検査値を記載（直近 3ヶ月以内）

・ 身体情報を記載（直近）


