
地域医療連携における薬剤情報の共有
　全国各地で地域医療連携が推進される中、治療経過を左右する薬剤情報の共有は、優先されるべき取り組みの一つである。
広島市立広島市民病院（広島市・743床）薬剤部では、脳神経外科病棟において転院時に「薬剤情報提供書」を用い、転院先
の医療機関に正確な薬剤情報を提供している。それは急性期から回復期、維持期までシームレスな治療を行う上で、重要な役
割を担うものだ。また、その一方で保険薬局との連携を推進するためにさまざまな方策を打ち出してきた。「薬剤情報提供書」
活用の経緯と現状、および薬剤部の薬薬連携に対する取り組みと展望について取材した。
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モチベーション向上を目指す
基本方針と病棟業務体制
　広島市立広島市民病院の薬剤部の人
員は5年間で51名に倍増し、20代の
若い薬剤師が半数近くを占めている。ス
タッフが多様な業務を経験しながら自
主性を育めるよう心を配ってきた薬剤
主任部長の開浩一先生は、「薬剤部の
基本方針は、『新しい業務への取り組み
と学術的な成果の創出』であり、この両
輪が揃ってこそ、楽しい仕事ができ、モ
チベーションが向上すると思っています」
と語る。
　病棟薬剤業務実施加算は、マンパワー
と体制を整え、2016年10月より算定
を開始した。全20病棟を3区分し、各
責任者の下に人員を配置、責任者から
の提案で配置替えを実施する。同院で
は薬剤師も医師と同じ医局員であり、
開先生も医局長を経験したことなどで、
薬剤師の提案は受け入れられやすく、チー
ム医療でも薬剤師はその専門性を発揮

することができている。
　一方、各薬剤師が目指す専門、認定
の取得を支援してきた開先生は、「資格
のベースとして日本医療薬学会認定薬
剤師の取得を推進しており、5年間で県
内でもトップクラスの取得率になってい
ます」と話す。今後は経営面における貢
献の評価により、さらなる人員増を目指
す考えだ。

脳神経外科病棟における
「薬剤情報提供書」の活用
　脳神経外科病棟において「薬剤情報
提供書」(以下、提供書)を作成すること
になったきっかけは、7年前の回復期施
設からの連絡だった。電話を受けた吉
川先生は、「転院された患者さんが当院
を含む複数の病院から処方された持参
薬を多数使用しており、どうしたらよい
か分からないという内容でした。当院で
は服薬指導を行い、医師による診療情
報提供書（以下、紹介状）も添付してい

たのですが、十分に機能していないよう
でした。私たちも他の医療機関からの
転院患者さんの薬剤情報が把握し難い
経験をしていましたので、すぐに手を打
とうと思いました」と振り返る。
　脳血管疾患で入院する患者さんは、
複数の基礎疾患を有し、使用薬剤も多
岐にわたっていることが多い。吉川先生
は、早速、脳神経外科部長と病棟看護
師に相談し、薬剤師からの情報提供書
を作成、添付する了承を得た。提供書に
は継続中の持参薬の内容や他科処方
も含めた転院時点での使用薬剤、用法
用量のほか、その時点で使用を中止して
いる持参薬についてはその理由を、ま
た、患者さんの治療に関する理解度や
コンプライアンスなど、転院先に伝える
べき情報も適宜記載する（資料1）。
　提供書の運用は、開始から約5年間
で吉川先生から齋藤先生、森田先生へ
と受け継がれ、2017年には森田先生を
筆頭著者として、取り組みに関する論文

を発表した。2015年における転院患者
198名を対象に、電子カルテや提供書、
紹介状を照合し、入院後の薬剤使用状
況や転院時点での使用薬剤の記載状
況を調査した。すると紹介状の半数近く
は内容が正確ではなく、自身の処方薬
以外、すなわち持参薬や他科による処
方薬などをもれなく記載できているとは
言い難い状況であった。「記載もれのほ
とんどは治療に影響が少ないものでし
たが、中には治療結果を左右するもの
もありました。一方で提供書は98.5％
が正確でした（資料2）」と森田先生。ま
た、前任者の齋藤先生は「提供書は、薬
剤師と看護師の二重チェックを行ってい
ますが、入院中の処方変更が多く、記
載もれがないようにすることは大変でし
た」と振り返る。
　退院時における服薬指導が、薬剤情
報を転院先に正確に伝える一助となれ
ばよいが、実際は難しい。特に脳神経
外科病棟の患者さんは脳機能障害を伴
い、理解が困難であるケースが多く、ま
た家族も転院先に任せる意識が強い。
このことが脳神経外科病棟から提供書
が生まれた大きな理由であった。今後
は、紹介状と重複する薬剤情報を提供
書に一本化することを検討している。

薬薬連携への果敢な挑戦
　同院の院外処方箋を応需する保険薬
局が広域にわたるため、薬剤部では以
前より薬薬連携に積極的に取り組んで
きた。まず、病院と保険薬局の垣根を低

くしようと、2カ月に1度「連携会議」を
開催し、院外処方に対する要望に対応
するとともに、勉強会などを実施した。
次に病院薬剤師の業務を保険薬局に
理解してもらうために、病棟業務、糖尿
病教室、最新設備等の見学ツアーを開
催し、さらに抗がん剤の無菌調製の指
導なども計画している。しかし、開先生
はそれだけでは満足できず、情報共有
化の方法を模索するようになった。
　その第一弾として、かかりつけ薬局か
ら患者さんが入院したとの情報が入れ
ば、薬剤部から入院中の検査や治療、
服薬に関する情報などを提供するため
の「薬剤師情報提供書」（先述の「薬剤
情報提供書」とは別）を作成することに
した。さらに患者さんの同意を条件にカ
ルテ開示を行った。契約を結んだ保険
薬局は200以上に上ったものの、実際
にカルテ開示はほとんど行われず、「患
者さんと密に関わりを持つ保険薬局が
少ないようなので、それを増やすために
私たちができるバックアップを模索して
います」と開先生は話す。また、提供書
の活用も薬薬連携推進の一環と位置
付け、脳神経外科病棟だけでなく他科
での運用も検討し、最終的には薬剤師
同士の紹介状に発展させたいと考えて
いる。
　今後の課題として、提供書活用によ
るアウトカムの検証やさらなる薬薬連
携の推進が考えられる中、先生方にそ
れぞれの抱負と展望を伺った。
「提供書について、退院支援室の協力を

得ながら転院先にアンケート調査など
を行い、アウトカムを検証したいと思い
ます。また広報に努め、他科や他施設
にも提供書活用の取り組みを広めたい
と思います」（森田先生）
「私は、脳神経外科病棟を離れて、一層、
連携の大切さを感じるようになりまし
た。転院先以外、例えば在宅において
も、薬剤師が薬剤のマネジメントができ
るような保険薬局との連携を考えてい
きたいと思います」（齋藤先生）
「現在、教育と学術を担当していますの
で、皆で連携や患者さんのために役立
つ新しい取り組みを実践、検証し、論文
化を通じて次のステップを目指したいと
思います」（吉川先生）
　開先生は、医療現場で生じるさまざま
な患者情報を、薬剤師同士が確実に共
有するために、薬薬連携のさらなる推進
を重要課題と位置付ける。「当院は、保
険薬局からの疑義照会を全て薬剤部が
受けており、敷居は低くなったと評価さ
れているようですが、保険薬局からのア
プローチが少ない現状をどのように変え
ていくかが今後の課題です。これからも
保険薬局の機能向上のためのサポート
を惜しみませんが、ぜひ保険薬局の先
生方にも行動を起こしていただきたい。
そして、病院、保険薬局の薬剤師が手を
携えて地域医療に貢献したいと願って
います」

～「薬剤情報提供書」を用いた転院時の取り組み～
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薬剤情報提供書資料1 診療情報提供書(紹介状)・薬剤情報提供書に
おける脳外科内服処方内容の記載状況の比較

資料2

〇〇　〇〇様　現在の処方薬情報

〈持参薬処方〉
持参薬は下記の通りです。当院入院中●●は中止しておりましたが、主治医
より転院後再開可能と指示が出ています。……
（処方内容）

（処方内容）

（処方内容）

※入院中に●●は1日2回朝夕食後服用へ変更になっています。

〈当科処方〉（脳外科）

※上記以外の薬剤
【外用薬】
【頓服薬】

〈他科処方〉（精神科）

（退院日　平成〇〇年〇月〇日）

転院後、持参薬の再開指示が出ている場合記載

特記事項があれば適宜記載

外用薬、頓服薬について分けて記載

持参薬処方、脳神経外科処方、他科処方を分け
て記載
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