
薬薬連携、多職種連携による医薬品の適正使用
　薬物療法の高度化や地域包括ケアシステムの構築が進む中で、薬剤師の役割は多様化し、これまで以上に多職種との連携の
下で専門職能を発揮することが期待されている。マツダ病院（広島県安芸郡・270床）薬剤部は、医薬品の適正使用を介して患
者さんに最適な薬物療法を確実に提供することを目指し、病棟および外来における業務体制の強化とともに、地域薬剤師会、
院内外の多職種との連携によるシームレスな患者支援体制の構築を進めている。同院における外来がん患者支援と退院支援
の取り組みにスポットをあて、現状と今後の展望について取材した。
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「薬あるところに薬剤師あり」の
実践と薬薬連携による情報共有
　マツダ病院薬剤部は、「薬あるところ
に薬剤師あり」の実践を目標に、計画的
に薬剤業務を拡充してきた。薬剤部長
の西原先生は、「10年以上前から、病
棟業務体制の確立後に外来での患者
支援を本格化することを視野に入れ、
業務改善を続けてきました。病棟では、
2005年の配薬準備への介入を足がか
りに、2010年の定期処方入力を含む
処方支援体制の構築、2012年には病
棟薬剤業務実施加算の算定開始と段
階的に業務を拡大し、病棟全体の安全
管理と業務効率化に成果を上げまし
た」と話す。こうした活動が評価され、
人員増加とともに2015年には外来に
おけるがん患者を対象とした薬剤師外
来、院外処方箋への検査値用紙添付が
実現した。　　
　院内の体制作りと並行して安芸薬剤
師会との連携強化にも取り組んできた。

2009年10月には「安芸地区薬薬連携
研修会」を発足、相互の情報交換や年
3～4回の研修会でスキルアップを図っ
ている。安芸薬剤師会理事の平賀先生
は、「今後、保険薬局が地域包括ケアで
求められる役割を担うには病院との連
携が不可欠です。検査値などの情報共
有もその一環であり、取り組みを進める
中で課題を共有し、一緒に解決に取り
組んでいます」と話す。
　がん患者を対象とした薬剤師外来で
は、がん関連の専門資格を有する3名
の薬剤師が曜日担当制で医師の診察前
に服薬指導を行う。「外来化学療法を
行う全てのがん患者さんを対象としてい
ること、 『治療日誌』を患者支援および
医師、看護師、薬局薬剤師との情報共
有に活用していることが特徴です」と森
川先生は説明する。治療開始時にはレ
ジメン毎の説明書を用いて治療スケ
ジュールや副作用、日常生活の注意点
などを患者さんに説明し、治療日誌を交

付する。治療日誌には、「レジメン毎の説
明書」のほか、患者さんが日々の症状を
記録する「症状チェックシート」と「疼痛
チェックシート」、「薬薬連携シート」が1
冊のファイルに綴じられている。2回目
以降は、患者さんの記録から副作用発
現状況を確認し、支持療法やオピオイ
ドを含む鎮痛薬の処方を医師に提案す
るほか、薬薬連携シートにレジメン名と
治療スケジュール、残薬や支持療法、病
院薬剤師からの連絡事項などを記載す
る（資料1）。これにより、「薬局薬剤師
はそれまで不明であった注射抗がん剤
の情報や病院での説明内容が把握でき
るようになり、検査値情報も含めた情
報共有によって一歩踏み込んだ服薬支
援が可能になった」と平賀先生。アン
ケート調査でも、処方意図や薬剤の追
加理由が分かり患者さんとスムーズに
会話ができた、疑義照会で保湿剤の追
加を依頼できたなどの活用事例が集
まっている。

　西原先生は、がんを先行例にモデル
を確立した後は、喘息や糖尿病などの
慢性疾患の薬剤師外来に取り組む計画
だ。「これまでに築いた薬剤師会との連
携基盤を生かして、薬剤師による患者
支援の幅を広げていきたい」と次の展開
を見据える。

退院後の薬剤管理を見据え、
入院時から薬剤師が介入
　同院では地域連携体制強化のため
に、医療連携、入退院支援、相談支援
の3つの機能を統合した「患者診療支
援センター」を2015年に開設した。同
センターの津田看護師長は、「入退院支
援では、患者さんが退院後も安心して療
養できるように、入院早期から院内の多
職種をはじめ地域の医療機関や施設、
在宅サービス事業者などと連携してトー
タルに支援しています」と説明する。
　この流れの中で、薬剤部も2017年よ
り入退院支援の強化に着手した。「それ
まで薬剤師は要望があるときのみ退院
前カンファレンスに参加していましたが、
退院後も安全に薬物療法を継続するた
めには入院時から支援を行うべきだと
考えました」と森川先生は説明する。そ
こで、同院が品質管理の手法として推
進しているQC活動のテーマとして、入
退院支援における服薬管理体制の強化
を設定。森川先生をリーダーに、病棟看
護師、医療ソーシャルワーカー、作業療
法士のほか、津田氏をアドバイザーとす
るQCチームを結成し、2017年5月より
10ヵ月間にわたる活動を展開して支援

体制を確立した。
　退院支援の流れは、患者さんが入院
すると、薬剤師は初回面談時に退院後
に服薬管理に問題のある患者さんを抽
出し、入院後7日以内に開催される退
院支援カンファレンスで提案、個々の患
者さんに応じた支援方法を多職種で検
討する。また、情報を薬剤師間で共有
し、入院中は一包化や用法変更、剤形
変更、減薬などを医師に提案するほか、
早期から自己管理の練習を支援し、必
要に応じてかかりつけ薬局とも薬剤管
理方法を調整する。退院時には、服薬
状況、他院処方を含めた処方内容、処
方変更とその理由など薬に関する情報
を一元化した「薬剤関連情報提供書」
を作成し、退院前カンファレンスでケア
マネジャーや訪問看護師などのキー
パーソンに提供し、多職種での共有を
依頼する（資料2）。
　津田氏は薬剤師が参画することのメ
リットを実感していると話す。「特に退
院前カンファレンスは、院内、院外の関
係者が集まる貴重な機会です。がん末
期の患者さんでは薬の飲み方や副作用
への対応が問題になりますが、医師が
参加できない場合も薬剤師がいること
でその場で解決できることも多く、本当
に助かります」

地域全体における服薬情報の
一元管理と情報共有
　活動を通じて、退院支援対象者への
薬剤師の支援率は100％を達成し、退
院前カンファレンスへの参加依頼が大

幅に増加するという波及効果も生んだ。
森川先生は、「今後の課題は、実際に在
宅での服薬管理に問題がなかったかを
分析し、さらなる改善につなげていくこ
とです。患者さんに必要な支援は何かを
常に考え、チーム医療の中で薬剤師の
職能を発揮していきたいと思います」と
抱負を語る。一方、平賀先生は、退院前
カンファレンスへの保険薬局の参加を課
題に挙げる。「時間の確保など解決すべ
き問題はありますが、今後も病院薬剤
部との協力体制の下で、薬剤師会として
どのようなフォロー体制を築くべきか考
え、地域の底上げを図っていきます」
　認知症や独居の高齢者など手厚い支
援を必要とする患者さんが増える中で、
多職種が協力し合う地域のネットワーク
が必要だと話す津田氏は、「薬の保管場
所や飲み方が分からなくなるなど、在宅
では様々な問題が起きています。安心し
て住み慣れた地域で暮らせるように、薬
剤師がチームの一員として活躍すること
を期待しています」とエールを送った。
　地域包括ケアで大切なのは、地域全
体における服薬情報の一元管理と情報
共有だと西原先生は強調する。「患者さ
んがどの病院や施設を利用しても、常に
一元化された薬の情報が一緒にあれ
ば、医師、薬剤師、看護師などが共通の
理解のもとで薬物療法について話し合
い、最適化できます。そのための仕組み
作りがこれからの目標であり、薬剤師会
を始め地域の関係機関とともに協力し
ていきます」

～地域包括ケアを見据えた入院から在宅までのシームレスな患者支援～
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薬剤師外来における患者支援と
治療日誌による情報共有

資料1 入院時から退院までの患者支援フロー資料2

抗がん剤治療開始時

治療日誌
治療スケジュール、副作用、日常生活の注意点を説明

を交付
治療スケジュール、副作用、日常生活の注意点の説明用紙
症状チェックシート、疼痛チェックシート、薬薬連携シートから構成

治療日誌はA5判 2穴リングファイル
で作成。全てのツールは更新される
毎に追加でファイルする。
患者は受診時に持参し、薬剤師が確認
する。かかりつけ薬局でも提出する。

入　院

服薬支援患者スクリーニング

退院支援カンファレンスで提案

退院支援計画書作成依頼

必要時リハビリ介入依頼

自己管理練習の支援

退院前カンファレンスでサマリー配布

退　院

初回面談時、入院前自己管理、入院後理解不良で病棟管理
となった患者を抽出。（転院転所、家族支援有は除外）

抽出患者を早期に多職種間で共有。
他職種から提案がある場合も。支援すべきか全員で検討。

支援決定の場合、看護師に退院支援計画書への服薬支援の
文言を記載依頼。

身体機能、認知機能の評価が必要な場合は依頼。

支援患者の情報を薬剤師間で共有。支援を実施
（一包化、用法変更、剤形変更、減薬など）。
必要時、かかりつけ薬局と調整。お薬カレンダーは売店で
購入可能。

退院支援チームまたは看護師に開催を知らせてもらう。
薬剤サマリーをキーパーソン（ケアマネや訪問看護師など）
に配布。その際、多職種での共有を依頼。

アンケートも配布。退院前カンファレンスが開催されない
場合には、可能であれば退院時配布。

薬剤師発




