
■地域包括ケアシステムを見据えた
　各施設の取り組み　　　

荒木　現在、日本では「地域包括ケアシステム」と「地域医療
構想」が医療・福祉政策の両輪として進められています。地域
包括ケアシステムは、要介護状態となっても住み慣れた地域で
最後まで暮らすことができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が包括的に確保される仕組みであり、中学校区を単
位とします。一方、地域医療構想は二次医療圏を基本に、地
域に必要とされる医療提供体制の整備を進めるものです。各
地域の資源を有効に活用し、地域全体で質の高い医療・介護
を効率的に提供する体制の構築が進む中で、薬剤師にはどの
ような役割が求められるでしょうか。この座談会では、地域包
括ケアを見据えて先駆的な取り組みをしている先生方にお集
まりいただき、地域包括ケアシステムにおける薬剤師業務と地
域連携のあり方について討議していただきます。まず初めに、
施設の紹介と取り組みの概要をご紹介ください。
　
【KKR高松病院：
 外来支援薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導】

眞鍋　KKR高松病院は香川県高松市にある179床の中規模
病院です。薬剤師は15名で、院内処方がほぼ100％です。
2007年頃より人数が少なくなった医師の負担軽減、診療の効
率化を目的に外来診療の場に薬剤師が同席して、処方・検査・
予約の各オーダ入力、医薬品使用時の安全性の確認や処方
提案、服薬説明などを始めました（資料1）。現在は全診療科に
薬剤師が常駐し、病棟業務やチーム医療との情報共有もス
ムーズに行われており、入院中の服薬指導の内容を外来でも
引き継いで指導しています。2016年からは外来支援薬剤師に
よる在宅訪問を開始しました。残薬があり服薬アドヒアランス
の低下など様子の気になる患者さんについて主治医と相談
し、在宅訪問薬剤指導が必要と判断された場合は、患者さん
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に同意取得後、看護師もしくはケアマネジャーとともに訪問し
ます。自宅や介護施設での実際の薬の保管方法や残薬状況
を確認した上で服薬指導を行い、その内容を主治医に報告
し、必要であれば処方を見直し、服薬を継続できるように支援
します。

【京都中部総合医療センター：
 双方向トレーシングレポートによる情報共有】

和田　京都中部総合医療センターは南丹医療圏の拠点病院
であり、病床数は464床、薬剤師は21名です。当院では南丹
地域の船井薬剤師会、亀岡市薬剤師会との薬剤師連携を推
進してきました。2013年7月に薬薬連携研究会を発足し、同年
10月に処方箋に経口抗がん剤の投与スケジュール、レジメン名
の記載を、11月にはがん薬薬連携研修会を開始し、現在も定
期的に開催しています。そして、2014年3月から双方向トレー
シングレポートの運用を開始しました。薬局薬剤師が確認し
た内服状況や副作用状況、指導内容などを病院薬剤部経由
で医師に情報提供を行うことで、処方の適正化や患者さんの
QOL向上につなげます。また、その結果は保険薬局に必ず返
信しています。この取り組みは2017年度から京都府薬剤師会
のがん薬薬連携事業のモデル地域に選定されており、2018年
９月からはプロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）とし
て運用しています。

【育和会記念病院：
 地域包括ケア病棟における入退院支援】

久岡　育和会記念病院は、高齢化率が大阪市内で2番目に高
い生野区にあり、地域密着型の基幹病院としての役割を担っ
ています。病床数は265床で、うち地域包括ケア病床が47床
です。薬剤師数は15名で、全病棟で持参薬の鑑別から始ま
り、退院までのすべての薬物療法に関わっています。地域包
括ケア病棟の患者さんには、生活状況を把握したうえで適切
な薬剤管理方法の支援を行い、服薬コンプライアンスの向上
を図る必要があります。そこで、薬剤管理指導料などの算定
はできませんが、薬剤師の常駐が必要だと考え、他の病棟と
同じ1.5名を配置しています。当院では退院時の情報提供ツー
ルとして「情報提供用紙」を活用しています。持参薬をはじめ、
すべての処方歴や指導内容を記録して、保険薬局や介護施
設に伝達します。また、併設する介護老人保健施設にも介入
し、残薬整理や薬品管理、入所時の減薬、処方提案のほか、
職員への情報提供や教育にも取り組んでいます。

【須田病院：
 保険薬局への在宅医療介入の後方支援】

定岡　須田病院は岐阜県高山市にある274床の精神科病院
であり、薬剤師は常勤2名、非常勤1名です。高山市を含む飛

騨地方は高齢化、過疎化が進行しており、広域に点在する患
者さんを病院10施設、保険薬局83施設の体制でフォローしな
ければなりません。そこで、病院薬剤部門長と地域薬剤師会
代表者が参加する薬薬連携推進協議会を定期的に開催する
とともに、情報ネットワークを整備しました。顔を合わせて話
し合う中で、保険薬局には少ない人員体制の中で在宅医療に
踏み出すことへの不安があることが分かりました。一方、医師
や他職種からは「薬局薬剤師に在宅支援をしてほしいが、どの
ように協力要請をすればよいか分からない」という声が聞かれ
ました。そこで病院薬剤師が情報のつなぎ役として薬局薬剤
師を後方支援する形で介在しようと、まず当院が地域に先行
して取り組みを始めました。この他、行政や医師会、歯科医師
会にも働きかけ、薬局薬剤師が在宅医療に踏み出すための環
境整備を進めています。

【宝塚市薬剤師会：
 宝塚オール薬剤師による薬剤師連携、多職種連携の推進】

畑　宝塚市では2013年に宝塚市立病院が地域医療支援病
院に指定され、地域医療室に専任薬剤師が配置されたことを
契機に、薬剤情報共有を含む地域連携が大きく進みました。
2015年には市内7病院の病院薬剤師と保険薬局薬剤師で構
成される宝塚市薬剤師地域連携研究会「宝つーかーの会」が
結成され、約3年間で合同研修会を19回開催しました。現在、
研究会は市薬剤師会、市医師会のバックアップのもと、ポリ
ファーマシー対策を含む医薬品の適正使用推進の主軸として
機能しています。成果の一つが、病院間統一の「退院時薬剤
情報提供書」であり、宝塚市7病院地域連携連絡会の承認を
得て「診療情報提供書」に添付される形で運用されています。
また、医療・介護・福祉に関わる多職種が参加する「宝塚市地
域包括ケアシステム研究会」～３つの若葉を育てる会～では毎
月地域での課題を多職種で考えており、服薬管理など薬に関
する問題も幾度となく取り組んできました。

■実践例から考える地域包括ケアにおける
　薬剤師連携のあり方　　　

荒木　地域包括ケアシステムにおける薬剤師連携のあり方に
は3つの方向性があると思います。1つは、医薬品情報・患者
情報の共有による医薬品適正使用の推進です。具体的には、
院外処方箋への検査値や化学療法レジメン名の表示をはじ
め、お薬手帳、トレーシングレポート、退院時薬剤情報提供書
などで情報共有します。2つ目は、薬物療法の質向上を地域
全体で進めることです。病院で作成・運用しているハイリスク
薬の薬剤導入パスやプロトコール、モニタリングシートなどを地
域で共有します。3つ目は、病院薬剤部門による保険薬局の
後方支援です。退院前カンファレンスへの薬局薬剤師の参加
促進や在宅介入のコーディネートのほか、地域の多職種との連

携調整も必要です。いずれも地域全体で推進するためには、
薬剤師会との協働が重要になります。これらを踏まえて、具体
的な議論を進めていきたいと思います。

荒木　「情報共有」が連携のキーワードの一つであり、トレーシ
ングレポートが注目されています。和田先生、運用を通して有
用性をどのように評価されていますか。

和田　トレーシングレポートの有用性を評価するために、2014年
３月～2016年４月にS-1またはカペシタビンを新たに処方された
173例を対象に、レポートの有無による無増悪生存期間（PFS）
の差を調べました。その結果、レポート有の58例では、レポート
無群に比べてPFS は有意に延長していました（資料2）。レポー
トによって医師が診察時に入手できなかった情報を得られたこ
と、また、保険薬局では処方箋の情報から併用される注射抗が
ん剤を含めたレジメン全体や腎機能などの検査値が把握できた
ことで、的確な服薬指導や投与量の適正化が可能となり、PFS 
の延長に寄与したと考えられます。

荒木　双方向の情報共有が患者さんの生命予後改善に寄与
する可能性を示した貴重なデータです。PBPMはどのように
運用しているのですか。

和田　カペシタビンを処方された患者さんに、手足症候群予
防のための保湿剤やステロイド外用薬の処方がない場合は疑
義照会をしていただき、病院薬剤師がプロトコールに基づいて
代行入力を行います。一方、薬局薬剤師は患者さんに副作用
の指導、外用薬の使用方法などの指導を行います。また、内
服状況や副作用症状について聞き取り、グレード2以上の手
足症候群が出現した場合はステロイド外用薬の塗布開始を指
示し、トレーシングレポートで病院薬剤部に情報提供します。

病院薬剤師は主治医に報告・提案をして次回の診察や治療
に活かします。この取り組みを通じて、地域のがん治療に対す
る薬剤師の知識やレベルが向上し、質の高い介入ができるよ
うになると考えています。 

荒木　宝塚市では病院間統一の「退院時薬剤情報提供書」
を情報共有ツールとして活用していますね。

畑　病院では入院中に持参薬を含めた処方内容の整理、退
院後の生活環境に合わせた薬剤調整が行われています。そ
の内容をかかりつけ医や保険薬局、転院先、入所先に引き継
ぐために、「退院時薬剤情報提供書」に薬剤の中止・減量など
の調整区分、事由と経過、持参薬を含めた退院時服用薬など
が記載されます。一方、入院時には、持参薬情報や在宅での
生活や服用状況を共有する「外来時薬剤サマリー」を運用して
います（資料3）。薬剤情報を地域で共有することで処方意図
が正確に伝わり、中止や減量をするべき薬剤が再処方される
ことを防ぐことができます。

久岡　当院の場合、連携ツールとして「情報提供用紙」を発案
したのは地域包括ケア病棟担当者であり、急性期の担当者は
時間的制約もあり作成には参加しませんでした。しかし、実際
に運用が始まってみると、最も利用しているのは急性期でし
た。その理由を考えると、退院前カンファレンスや共同指導な
どで情報伝達できる地域包括ケア病棟と違い、短期間で転
院・退院することが多い急性期では、薬や副作用の情報を次
に伝えるためにはどうしても情報共有ツールが必要になるので
す。患者さんの薬の安全を守りたいという気持ちがあれば、
ツールは何であれ情報共有の必要性に行き着くはずだと思い
ます。

荒木　急性期病棟での在院日数が短くなる中で、在宅・生活

復帰を支援する地域包括ケア病棟が増加しています。ここで
の薬剤師はどのような活動をしているのでしょうか。久岡先
生、実践事例をご紹介ください。

久岡　地域包括ケア病棟では、退院後の生活を見据えた薬
の管理方法や処方の適正化に取り組んでいます。取り組み
の一例ですが、患者さんがPTPシートを誤って飲み込むとい
う事故が起こりました。大事には至りませんでしたが、再発予
防のために患者さんから詳しく状況を聴き取るとともに、外
来患者100名を対象に薬の保管方法や服用後のシートの処
理などに関するアンケート調査をしました。するとシートをバ
ラバラに切り離して管理している人が多いことが分かり、この
ことがシートのまま飲み込む原因と考え、対策を検討しました
（資料4）。患者さんや家族に対して、シートを切り離さずに保
管することや服薬準備の際に薬の種類、個数、包装状態など
をしっかり確認する様にしました。また、そのための工夫とし
て、一部の患者さんには散剤秤量用トレイを使うことで薬を判
別しやすくして薬の取りこぼしや誤飲のリスクを軽減しまし
た。この他、処方の適正化への取り組みとして、例えば、不眠
や睡眠薬の増量の訴えがあれば薬剤師が評価し、プロトコー
ルに基づいて睡眠薬の処方提案をしています。私はスタッフ
にいつも言うのですが、事件は現場で起きているのです。薬
剤師は患者さんに寄り添い、薬剤師としてできることは何かを
考え続けることが大切です。

荒木　眞鍋先生、外来支援薬剤師による在宅患者支援の実
践についてお聞かせください。

眞鍋　薬剤師が実際の服薬環境を確認し、お薬カレンダーな
どの利用の提案、内服種類数の減薬の検討、複数診療科の処
方の一括分包などを行っています。在宅訪問を開始する前と後
での残薬の変化を調査したところ、対象の6人では、訪問前には
残薬が最大80日分あったのに対して、訪問後は最大20日分に

改善しました。また、外来での確認時には外用薬やインスリン
の使用方法、保管方法の理解が良好でも、在宅訪問時の確認
では操作不十分が3例ありました。在宅の現場を見ると患者さ
んの本当の服薬状況がよく分かります。久岡先生が言われた
ように、「事件は現場で起きている」ことを実感しました。

荒木　地域包括ケアシステムの実現には、保険薬局が在宅医
療に関わるための環境整備が必要です。そのためには病院
薬剤部の支援が欠かせません。定岡先生はどのような形で支
援をされているのでしょうか。

定岡　まず薬剤師の介入が有益と思われる在宅患者さんを
抽出するために、訪問看護師が把握している情報を集約してリ
ストアップします。その中で独居世帯や高齢者世帯など優先
順位が高い例から医師に在宅支援の指示を依頼します。同
時に保険薬局には、病名や主訴、処方意図、病識の有無、既往
歴などを含む患者情報を提供します（資料5）。これにより当
院から在宅に移行する患者さんは、2年前のゼロから、今では
100件を超えています。これまでは当院でしか診られなかっ
た精神科の患者さんも、保険薬局や訪問看護との連携で在
宅が可能になりました。この他、地域の医療従事者、行政関係
者を交えた薬剤師の在宅医療介入を考える会を定期的に開催
したり、膝を突き合わせてレビューする会を設ける、医師会・
歯科医師会・薬剤師会で在宅医療マップを作成するなど、地
域の問題を共有し、解決するための多職種連携、地域ネット
ワーク化を進めています。

久岡　当院でも2018年4月から在宅医療のコーディネートを
始めました。疑義照会で大量の残薬があると分かった患者さ
んは、次回受診時に薬剤師が話を聞き、必要だと判断すれば、
保険薬局に訪問薬剤管理指導を頼んだり、訪問看護師やケ

アマネジャーに支援を依頼します。

荒木　宝塚市は、薬剤師がキーパーソンとなり医師会や他職
種を巻き込んで信頼関係を構築している好事例と言えます。

畑　宝塚市薬剤師会では多職種連携に力を入れており、多職
種連携ネットワークの構築と、薬剤師の職能のピーアールを行
い、多職種連携を行える薬剤師の養成を担っています。「3つ
の若葉を育てる会」と協働で「つながる薬局」プロジェクトを始
動し、多職種向けの「つながる名刺」の作成、お薬手帳活用マ
ニュアルの作成など様々な活動を展開しています。

■地域包括ケアに向けて
　薬剤師が取り組むべき課題

荒木　情報共有や地域連携に向けた様々な取り組みが成果
を上げている一方で、解決すべき課題も多々あると思います。
地域包括ケアに向けてどのような取り組みが必要でしょうか。

眞鍋　ポリファーマシー対策には当院でも取り組んでいます
が、対応には注意が必要だとも感じています。一つは、単に種
類が多いからとやみくもに減らすのではなく、「ポリファーマ
シー」の定義を明確にするとともに、減薬の効果を確認する。
二つ目は、薬が減ることによって病院から見捨てられたと思う
患者さんもいるのではないか。もちろん、患者さんの状況を見
て主治医とも相談するのですが、患者さんの気持ちにも配慮
する必要があると思います。

畑　薬局では複数の医療機関の処方箋を持ってくる患者さん
も多く、ポリファーマシー対策の最前線にいます。私が大切に
しているのは、本当にこの患者さんにその薬が必要かをかかり
つけ医と一緒に考えることです。医師の処方意図を正しく理
解しないまま簡単に減らすことはできないと思っています。

荒木　薬剤師に求められるスキルや人材育成についてはいか
がですか。例えば、地域包括ケア病棟は在宅復帰支援を行う
病棟であり、生活支援や他職種との連携、調整のためのスキ
ルも必要です。その意味でも当院ではベテランの薬剤師を配
置しています。

和田　当院も同じですね。地域包括ケア病棟の担当は2名い
ますが、生活につなげる視点を重視しベテランを配置していま
す。地域包括ケア病棟ではあらゆる疾患や病態の患者さんが
支援の対象ですから、幅広い知識が求められますし、生活環
境や家庭環境などを考慮した一人ひとりに合わせた支援が求
められます。

畑　在宅医療に携わる薬剤師は、チームの一員として患者さ
んをトータルにサポートする覚悟が必要です。例えば、訪問時
におむつを替える必要がある場合は、緊急的に対応することも

ありますし、看取りに立ち会う可能性もあります。一方で、訪
問看護師に薬の管理をお願いすることもあります。

荒木　次に、地域包括ケアシステムでは医療と介護の連携が
重要です。しかし、ここは取り組みが始まったばかりという印
象ですがいかがでしょうか。

眞鍋　当地域の介護施設は医療職以外の開設者が多く、薬
剤師の介入の必要性を理解してもらうことが難しい施設もあり
ます。皆さんの地域は介護施設との連携は進んでいますか。

定岡　介護施設のスタッフが薬の安全性について危機感を持
ち、研修の要請を受けて私達薬剤師が講師として研修会に出
向くことがありますが、密な連携までには至っていません。今
後、薬剤師の目線からも医療と介護をつないでいくことが課題
です。

久岡　今後、介護施設で療養生活を送る高齢者は増加し、そ
の多くが薬物治療の継続が必要ですから薬剤師の積極的な
関与が不可欠です。先日、近隣の高齢者施設で薬の飲ませ忘
れがあり、施設の管理者が相談に来ました。少しずつでも顔
を合わせて話す機会を重ねていくことで連携が深まると思い
ます。

畑　医療と介護のつなぎ役であるケアマネジャーに薬局薬剤
師の役割を理解してもらいたいですね。「3つの若葉を育てる
会」での他職種とのディスカッションで、処方箋には病名が記
載されていると思っている方が多いことがわかりました。だか
ら薬局では色々聞かれるのかと。やっと理解してもらえまし
た。やはり職種間の壁を超えるにはお互いを理解するために
話し合う場と機会が必要です。

■地域包括ケアシステムにおいて
　薬剤師が果たす役割

荒木　それでは最後に皆さんの今後の展望を聞かせてください。

眞鍋　当院はほぼ100％院内処方のため、薬剤師が外来患者
さんの薬の安全に責任を持つための体制を整える中で、在宅
への介入を始めました。しかし、患者さんは当院以外の医療機
関も受診しているので、地域の保険薬局との連携は必要であ
り今後の課題です。また、地域における基本的な情報共有
ツールである診療情報提供書に薬剤情報を付加する方法は当
院を含めて多くの施設で確立していません。薬剤師が介入する
ことで、地域の中で薬剤情報がシームレスにつながるようにし
たいと思います。

和田　双方向トレーシングレポートの有用性は明らかですが、
課題は業務負担の増大です。今後はICTの利用を含めた効率
化が必要だと思っています。また、これまでの取り組みを通じ

て保険薬局との連携は進んできましたが、他の医療職種との
連携はまだこれからです。地域包括ケアにおける薬剤師の役
割を明確にして、薬剤師会をはじめ様々な関係機関との連携
を強化しながら、地域に密着した医療を提供していきたいと
思います。

久岡　退院後を見据えて安心安全な薬物療法を支援するこ
とが病院薬剤師の仕事であり、急性期病棟でも地域包括ケ
ア病棟でも目指すべきゴールは同じです。ただ、残念ながら、
それが全ての薬剤師の共通認識となっておらず、特に地域包
括ケア病棟の薬剤師の役割への理解は、当院でもまだ低いと
言えます。今後、目指すべきゴールや意識の統一化のもとで
病棟薬剤業務を確立したいと思います。

定岡　高山では薬剤師の確保が難しく、このままでは地域医
療が立ち行かなくなるという危機感の中で、薬学生に地域医
療・へき地医療を知ってもらう研修会を地域薬剤師会と共同
で開催しています。こうした一つ一つの積み重ねによって、地
域の薬剤師のベクトルを合わせています。地域包括ケアシス
テムの方向性は地域によって異なりますが、地域医療を守る
ために自分たちにできることを考え実践していくことはどの地
域でも必要なことです。患者さんのニーズへの対応を最重要
課題として、多職種チームが任に当たれば、自ずと有機的な連
携が生まれると思います。

畑　宝塚市薬剤師地域連携研究会の認知度は上がってきま
したが、病院・薬局薬剤師の意識統一には至っていません。
より多くの薬剤師が参加する魅力ある研修の開催、お互いの
業務や職場の見える化の推進、多職種への薬剤師の職能や
薬薬連携の認知度を上げるための活動により、地域全体で顔
の見える関係を構築し、より多くの薬剤師が地域包括ケアシス
テムを支える役割を担えるようになることを目指していきます。

荒木　地域包括ケアシステム構築におけるコンセプトは2つで
す。一つは地域の多様な資源の活用であり、もう一つは異な
るもの同士の結合です。後者については、病院薬剤師と薬局
薬剤師では立場も役割も違うため認識のずれが生じやすい
し、病院薬剤師でも慢性期と急性期は違う。ここに医師、看
護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどが加われば、意識の共有
化が困難なのは当然と言えます。しかし、地域包括ケアシステ
ムは、地域の多職種ネットワークの協力・協調の中で信頼関
係を構築して、皆で地域の問題解決に取り組むことで実現し
ます。そのためのコーディネート能力を薬剤師は持っていると
私は考えます。そして、各地域の好事例を共有し、自分たちの
地域の文化や風土、医療資源に応じた仕組みへと発展させる
ことが、地域包括ケアに求められる薬剤師の役割の一つでは
ないでしょうか。本日は、次のステップにつながる貴重なお話
を伺うことができました。ありがとうございました。



■地域包括ケアシステムを見据えた
　各施設の取り組み　　　

荒木　現在、日本では「地域包括ケアシステム」と「地域医療
構想」が医療・福祉政策の両輪として進められています。地域
包括ケアシステムは、要介護状態となっても住み慣れた地域で
最後まで暮らすことができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が包括的に確保される仕組みであり、中学校区を単
位とします。一方、地域医療構想は二次医療圏を基本に、地
域に必要とされる医療提供体制の整備を進めるものです。各
地域の資源を有効に活用し、地域全体で質の高い医療・介護
を効率的に提供する体制の構築が進む中で、薬剤師にはどの
ような役割が求められるでしょうか。この座談会では、地域包
括ケアを見据えて先駆的な取り組みをしている先生方にお集
まりいただき、地域包括ケアシステムにおける薬剤師業務と地
域連携のあり方について討議していただきます。まず初めに、
施設の紹介と取り組みの概要をご紹介ください。
　
【KKR高松病院：
 外来支援薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導】

眞鍋　KKR高松病院は香川県高松市にある179床の中規模
病院です。薬剤師は15名で、院内処方がほぼ100％です。
2007年頃より人数が少なくなった医師の負担軽減、診療の効
率化を目的に外来診療の場に薬剤師が同席して、処方・検査・
予約の各オーダ入力、医薬品使用時の安全性の確認や処方
提案、服薬説明などを始めました（資料1）。現在は全診療科に
薬剤師が常駐し、病棟業務やチーム医療との情報共有もス
ムーズに行われており、入院中の服薬指導の内容を外来でも
引き継いで指導しています。2016年からは外来支援薬剤師に
よる在宅訪問を開始しました。残薬があり服薬アドヒアランス
の低下など様子の気になる患者さんについて主治医と相談
し、在宅訪問薬剤指導が必要と判断された場合は、患者さん

に同意取得後、看護師もしくはケアマネジャーとともに訪問し
ます。自宅や介護施設での実際の薬の保管方法や残薬状況
を確認した上で服薬指導を行い、その内容を主治医に報告
し、必要であれば処方を見直し、服薬を継続できるように支援
します。

【京都中部総合医療センター：
 双方向トレーシングレポートによる情報共有】

和田　京都中部総合医療センターは南丹医療圏の拠点病院
であり、病床数は464床、薬剤師は21名です。当院では南丹
地域の船井薬剤師会、亀岡市薬剤師会との薬剤師連携を推
進してきました。2013年7月に薬薬連携研究会を発足し、同年
10月に処方箋に経口抗がん剤の投与スケジュール、レジメン名
の記載を、11月にはがん薬薬連携研修会を開始し、現在も定
期的に開催しています。そして、2014年3月から双方向トレー
シングレポートの運用を開始しました。薬局薬剤師が確認し
た内服状況や副作用状況、指導内容などを病院薬剤部経由
で医師に情報提供を行うことで、処方の適正化や患者さんの
QOL向上につなげます。また、その結果は保険薬局に必ず返
信しています。この取り組みは2017年度から京都府薬剤師会
のがん薬薬連携事業のモデル地域に選定されており、2018年
９月からはプロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）とし
て運用しています。

【育和会記念病院：
 地域包括ケア病棟における入退院支援】

久岡　育和会記念病院は、高齢化率が大阪市内で2番目に高
い生野区にあり、地域密着型の基幹病院としての役割を担っ
ています。病床数は265床で、うち地域包括ケア病床が47床
です。薬剤師数は15名で、全病棟で持参薬の鑑別から始ま
り、退院までのすべての薬物療法に関わっています。地域包
括ケア病棟の患者さんには、生活状況を把握したうえで適切
な薬剤管理方法の支援を行い、服薬コンプライアンスの向上
を図る必要があります。そこで、薬剤管理指導料などの算定
はできませんが、薬剤師の常駐が必要だと考え、他の病棟と
同じ1.5名を配置しています。当院では退院時の情報提供ツー
ルとして「情報提供用紙」を活用しています。持参薬をはじめ、
すべての処方歴や指導内容を記録して、保険薬局や介護施
設に伝達します。また、併設する介護老人保健施設にも介入
し、残薬整理や薬品管理、入所時の減薬、処方提案のほか、
職員への情報提供や教育にも取り組んでいます。

【須田病院：
 保険薬局への在宅医療介入の後方支援】

定岡　須田病院は岐阜県高山市にある274床の精神科病院
であり、薬剤師は常勤2名、非常勤1名です。高山市を含む飛

騨地方は高齢化、過疎化が進行しており、広域に点在する患
者さんを病院10施設、保険薬局83施設の体制でフォローしな
ければなりません。そこで、病院薬剤部門長と地域薬剤師会
代表者が参加する薬薬連携推進協議会を定期的に開催する
とともに、情報ネットワークを整備しました。顔を合わせて話
し合う中で、保険薬局には少ない人員体制の中で在宅医療に
踏み出すことへの不安があることが分かりました。一方、医師
や他職種からは「薬局薬剤師に在宅支援をしてほしいが、どの
ように協力要請をすればよいか分からない」という声が聞かれ
ました。そこで病院薬剤師が情報のつなぎ役として薬局薬剤
師を後方支援する形で介在しようと、まず当院が地域に先行
して取り組みを始めました。この他、行政や医師会、歯科医師
会にも働きかけ、薬局薬剤師が在宅医療に踏み出すための環
境整備を進めています。

【宝塚市薬剤師会：
 宝塚オール薬剤師による薬剤師連携、多職種連携の推進】

畑　宝塚市では2013年に宝塚市立病院が地域医療支援病
院に指定され、地域医療室に専任薬剤師が配置されたことを
契機に、薬剤情報共有を含む地域連携が大きく進みました。
2015年には市内7病院の病院薬剤師と保険薬局薬剤師で構
成される宝塚市薬剤師地域連携研究会「宝つーかーの会」が
結成され、約3年間で合同研修会を19回開催しました。現在、
研究会は市薬剤師会、市医師会のバックアップのもと、ポリ
ファーマシー対策を含む医薬品の適正使用推進の主軸として
機能しています。成果の一つが、病院間統一の「退院時薬剤
情報提供書」であり、宝塚市7病院地域連携連絡会の承認を
得て「診療情報提供書」に添付される形で運用されています。
また、医療・介護・福祉に関わる多職種が参加する「宝塚市地
域包括ケアシステム研究会」～３つの若葉を育てる会～では毎
月地域での課題を多職種で考えており、服薬管理など薬に関
する問題も幾度となく取り組んできました。

■実践例から考える地域包括ケアにおける
　薬剤師連携のあり方　　　

荒木　地域包括ケアシステムにおける薬剤師連携のあり方に
は3つの方向性があると思います。1つは、医薬品情報・患者
情報の共有による医薬品適正使用の推進です。具体的には、
院外処方箋への検査値や化学療法レジメン名の表示をはじ
め、お薬手帳、トレーシングレポート、退院時薬剤情報提供書
などで情報共有します。2つ目は、薬物療法の質向上を地域
全体で進めることです。病院で作成・運用しているハイリスク
薬の薬剤導入パスやプロトコール、モニタリングシートなどを地
域で共有します。3つ目は、病院薬剤部門による保険薬局の
後方支援です。退院前カンファレンスへの薬局薬剤師の参加
促進や在宅介入のコーディネートのほか、地域の多職種との連

携調整も必要です。いずれも地域全体で推進するためには、
薬剤師会との協働が重要になります。これらを踏まえて、具体
的な議論を進めていきたいと思います。

荒木　「情報共有」が連携のキーワードの一つであり、トレーシ
ングレポートが注目されています。和田先生、運用を通して有
用性をどのように評価されていますか。

和田　トレーシングレポートの有用性を評価するために、2014年
３月～2016年４月にS-1またはカペシタビンを新たに処方された
173例を対象に、レポートの有無による無増悪生存期間（PFS）
の差を調べました。その結果、レポート有の58例では、レポート
無群に比べてPFS は有意に延長していました（資料2）。レポー
トによって医師が診察時に入手できなかった情報を得られたこ
と、また、保険薬局では処方箋の情報から併用される注射抗が
ん剤を含めたレジメン全体や腎機能などの検査値が把握できた
ことで、的確な服薬指導や投与量の適正化が可能となり、PFS 
の延長に寄与したと考えられます。

荒木　双方向の情報共有が患者さんの生命予後改善に寄与
する可能性を示した貴重なデータです。PBPMはどのように
運用しているのですか。

和田　カペシタビンを処方された患者さんに、手足症候群予
防のための保湿剤やステロイド外用薬の処方がない場合は疑
義照会をしていただき、病院薬剤師がプロトコールに基づいて
代行入力を行います。一方、薬局薬剤師は患者さんに副作用
の指導、外用薬の使用方法などの指導を行います。また、内
服状況や副作用症状について聞き取り、グレード2以上の手
足症候群が出現した場合はステロイド外用薬の塗布開始を指
示し、トレーシングレポートで病院薬剤部に情報提供します。

病院薬剤師は主治医に報告・提案をして次回の診察や治療
に活かします。この取り組みを通じて、地域のがん治療に対す
る薬剤師の知識やレベルが向上し、質の高い介入ができるよ
うになると考えています。 

荒木　宝塚市では病院間統一の「退院時薬剤情報提供書」
を情報共有ツールとして活用していますね。

畑　病院では入院中に持参薬を含めた処方内容の整理、退
院後の生活環境に合わせた薬剤調整が行われています。そ
の内容をかかりつけ医や保険薬局、転院先、入所先に引き継
ぐために、「退院時薬剤情報提供書」に薬剤の中止・減量など
の調整区分、事由と経過、持参薬を含めた退院時服用薬など
が記載されます。一方、入院時には、持参薬情報や在宅での
生活や服用状況を共有する「外来時薬剤サマリー」を運用して
います（資料3）。薬剤情報を地域で共有することで処方意図
が正確に伝わり、中止や減量をするべき薬剤が再処方される
ことを防ぐことができます。

久岡　当院の場合、連携ツールとして「情報提供用紙」を発案
したのは地域包括ケア病棟担当者であり、急性期の担当者は
時間的制約もあり作成には参加しませんでした。しかし、実際
に運用が始まってみると、最も利用しているのは急性期でし
た。その理由を考えると、退院前カンファレンスや共同指導な
どで情報伝達できる地域包括ケア病棟と違い、短期間で転
院・退院することが多い急性期では、薬や副作用の情報を次
に伝えるためにはどうしても情報共有ツールが必要になるので
す。患者さんの薬の安全を守りたいという気持ちがあれば、
ツールは何であれ情報共有の必要性に行き着くはずだと思い
ます。

荒木　急性期病棟での在院日数が短くなる中で、在宅・生活

復帰を支援する地域包括ケア病棟が増加しています。ここで
の薬剤師はどのような活動をしているのでしょうか。久岡先
生、実践事例をご紹介ください。

久岡　地域包括ケア病棟では、退院後の生活を見据えた薬
の管理方法や処方の適正化に取り組んでいます。取り組み
の一例ですが、患者さんがPTPシートを誤って飲み込むとい
う事故が起こりました。大事には至りませんでしたが、再発予
防のために患者さんから詳しく状況を聴き取るとともに、外
来患者100名を対象に薬の保管方法や服用後のシートの処
理などに関するアンケート調査をしました。するとシートをバ
ラバラに切り離して管理している人が多いことが分かり、この
ことがシートのまま飲み込む原因と考え、対策を検討しました
（資料4）。患者さんや家族に対して、シートを切り離さずに保
管することや服薬準備の際に薬の種類、個数、包装状態など
をしっかり確認する様にしました。また、そのための工夫とし
て、一部の患者さんには散剤秤量用トレイを使うことで薬を判
別しやすくして薬の取りこぼしや誤飲のリスクを軽減しまし
た。この他、処方の適正化への取り組みとして、例えば、不眠
や睡眠薬の増量の訴えがあれば薬剤師が評価し、プロトコー
ルに基づいて睡眠薬の処方提案をしています。私はスタッフ
にいつも言うのですが、事件は現場で起きているのです。薬
剤師は患者さんに寄り添い、薬剤師としてできることは何かを
考え続けることが大切です。

荒木　眞鍋先生、外来支援薬剤師による在宅患者支援の実
践についてお聞かせください。

眞鍋　薬剤師が実際の服薬環境を確認し、お薬カレンダーな
どの利用の提案、内服種類数の減薬の検討、複数診療科の処
方の一括分包などを行っています。在宅訪問を開始する前と後
での残薬の変化を調査したところ、対象の6人では、訪問前には
残薬が最大80日分あったのに対して、訪問後は最大20日分に

改善しました。また、外来での確認時には外用薬やインスリン
の使用方法、保管方法の理解が良好でも、在宅訪問時の確認
では操作不十分が3例ありました。在宅の現場を見ると患者さ
んの本当の服薬状況がよく分かります。久岡先生が言われた
ように、「事件は現場で起きている」ことを実感しました。

荒木　地域包括ケアシステムの実現には、保険薬局が在宅医
療に関わるための環境整備が必要です。そのためには病院
薬剤部の支援が欠かせません。定岡先生はどのような形で支
援をされているのでしょうか。

定岡　まず薬剤師の介入が有益と思われる在宅患者さんを
抽出するために、訪問看護師が把握している情報を集約してリ
ストアップします。その中で独居世帯や高齢者世帯など優先
順位が高い例から医師に在宅支援の指示を依頼します。同
時に保険薬局には、病名や主訴、処方意図、病識の有無、既往
歴などを含む患者情報を提供します（資料5）。これにより当
院から在宅に移行する患者さんは、2年前のゼロから、今では
100件を超えています。これまでは当院でしか診られなかっ
た精神科の患者さんも、保険薬局や訪問看護との連携で在
宅が可能になりました。この他、地域の医療従事者、行政関係
者を交えた薬剤師の在宅医療介入を考える会を定期的に開催
したり、膝を突き合わせてレビューする会を設ける、医師会・
歯科医師会・薬剤師会で在宅医療マップを作成するなど、地
域の問題を共有し、解決するための多職種連携、地域ネット
ワーク化を進めています。

久岡　当院でも2018年4月から在宅医療のコーディネートを
始めました。疑義照会で大量の残薬があると分かった患者さ
んは、次回受診時に薬剤師が話を聞き、必要だと判断すれば、
保険薬局に訪問薬剤管理指導を頼んだり、訪問看護師やケ

アマネジャーに支援を依頼します。

荒木　宝塚市は、薬剤師がキーパーソンとなり医師会や他職
種を巻き込んで信頼関係を構築している好事例と言えます。

畑　宝塚市薬剤師会では多職種連携に力を入れており、多職
種連携ネットワークの構築と、薬剤師の職能のピーアールを行
い、多職種連携を行える薬剤師の養成を担っています。「3つ
の若葉を育てる会」と協働で「つながる薬局」プロジェクトを始
動し、多職種向けの「つながる名刺」の作成、お薬手帳活用マ
ニュアルの作成など様々な活動を展開しています。

■地域包括ケアに向けて
　薬剤師が取り組むべき課題

荒木　情報共有や地域連携に向けた様々な取り組みが成果
を上げている一方で、解決すべき課題も多々あると思います。
地域包括ケアに向けてどのような取り組みが必要でしょうか。

眞鍋　ポリファーマシー対策には当院でも取り組んでいます
が、対応には注意が必要だとも感じています。一つは、単に種
類が多いからとやみくもに減らすのではなく、「ポリファーマ
シー」の定義を明確にするとともに、減薬の効果を確認する。
二つ目は、薬が減ることによって病院から見捨てられたと思う
患者さんもいるのではないか。もちろん、患者さんの状況を見
て主治医とも相談するのですが、患者さんの気持ちにも配慮
する必要があると思います。

畑　薬局では複数の医療機関の処方箋を持ってくる患者さん
も多く、ポリファーマシー対策の最前線にいます。私が大切に
しているのは、本当にこの患者さんにその薬が必要かをかかり
つけ医と一緒に考えることです。医師の処方意図を正しく理
解しないまま簡単に減らすことはできないと思っています。

荒木　薬剤師に求められるスキルや人材育成についてはいか
がですか。例えば、地域包括ケア病棟は在宅復帰支援を行う
病棟であり、生活支援や他職種との連携、調整のためのスキ
ルも必要です。その意味でも当院ではベテランの薬剤師を配
置しています。

和田　当院も同じですね。地域包括ケア病棟の担当は2名い
ますが、生活につなげる視点を重視しベテランを配置していま
す。地域包括ケア病棟ではあらゆる疾患や病態の患者さんが
支援の対象ですから、幅広い知識が求められますし、生活環
境や家庭環境などを考慮した一人ひとりに合わせた支援が求
められます。

畑　在宅医療に携わる薬剤師は、チームの一員として患者さ
んをトータルにサポートする覚悟が必要です。例えば、訪問時
におむつを替える必要がある場合は、緊急的に対応することも

ありますし、看取りに立ち会う可能性もあります。一方で、訪
問看護師に薬の管理をお願いすることもあります。

荒木　次に、地域包括ケアシステムでは医療と介護の連携が
重要です。しかし、ここは取り組みが始まったばかりという印
象ですがいかがでしょうか。

眞鍋　当地域の介護施設は医療職以外の開設者が多く、薬
剤師の介入の必要性を理解してもらうことが難しい施設もあり
ます。皆さんの地域は介護施設との連携は進んでいますか。

定岡　介護施設のスタッフが薬の安全性について危機感を持
ち、研修の要請を受けて私達薬剤師が講師として研修会に出
向くことがありますが、密な連携までには至っていません。今
後、薬剤師の目線からも医療と介護をつないでいくことが課題
です。

久岡　今後、介護施設で療養生活を送る高齢者は増加し、そ
の多くが薬物治療の継続が必要ですから薬剤師の積極的な
関与が不可欠です。先日、近隣の高齢者施設で薬の飲ませ忘
れがあり、施設の管理者が相談に来ました。少しずつでも顔
を合わせて話す機会を重ねていくことで連携が深まると思い
ます。

畑　医療と介護のつなぎ役であるケアマネジャーに薬局薬剤
師の役割を理解してもらいたいですね。「3つの若葉を育てる
会」での他職種とのディスカッションで、処方箋には病名が記
載されていると思っている方が多いことがわかりました。だか
ら薬局では色々聞かれるのかと。やっと理解してもらえまし
た。やはり職種間の壁を超えるにはお互いを理解するために
話し合う場と機会が必要です。

■地域包括ケアシステムにおいて
　薬剤師が果たす役割

荒木　それでは最後に皆さんの今後の展望を聞かせてください。

眞鍋　当院はほぼ100％院内処方のため、薬剤師が外来患者
さんの薬の安全に責任を持つための体制を整える中で、在宅
への介入を始めました。しかし、患者さんは当院以外の医療機
関も受診しているので、地域の保険薬局との連携は必要であ
り今後の課題です。また、地域における基本的な情報共有
ツールである診療情報提供書に薬剤情報を付加する方法は当
院を含めて多くの施設で確立していません。薬剤師が介入する
ことで、地域の中で薬剤情報がシームレスにつながるようにし
たいと思います。

和田　双方向トレーシングレポートの有用性は明らかですが、
課題は業務負担の増大です。今後はICTの利用を含めた効率
化が必要だと思っています。また、これまでの取り組みを通じ

て保険薬局との連携は進んできましたが、他の医療職種との
連携はまだこれからです。地域包括ケアにおける薬剤師の役
割を明確にして、薬剤師会をはじめ様々な関係機関との連携
を強化しながら、地域に密着した医療を提供していきたいと
思います。

久岡　退院後を見据えて安心安全な薬物療法を支援するこ
とが病院薬剤師の仕事であり、急性期病棟でも地域包括ケ
ア病棟でも目指すべきゴールは同じです。ただ、残念ながら、
それが全ての薬剤師の共通認識となっておらず、特に地域包
括ケア病棟の薬剤師の役割への理解は、当院でもまだ低いと
言えます。今後、目指すべきゴールや意識の統一化のもとで
病棟薬剤業務を確立したいと思います。

定岡　高山では薬剤師の確保が難しく、このままでは地域医
療が立ち行かなくなるという危機感の中で、薬学生に地域医
療・へき地医療を知ってもらう研修会を地域薬剤師会と共同
で開催しています。こうした一つ一つの積み重ねによって、地
域の薬剤師のベクトルを合わせています。地域包括ケアシス
テムの方向性は地域によって異なりますが、地域医療を守る
ために自分たちにできることを考え実践していくことはどの地
域でも必要なことです。患者さんのニーズへの対応を最重要
課題として、多職種チームが任に当たれば、自ずと有機的な連
携が生まれると思います。

畑　宝塚市薬剤師地域連携研究会の認知度は上がってきま
したが、病院・薬局薬剤師の意識統一には至っていません。
より多くの薬剤師が参加する魅力ある研修の開催、お互いの
業務や職場の見える化の推進、多職種への薬剤師の職能や
薬薬連携の認知度を上げるための活動により、地域全体で顔
の見える関係を構築し、より多くの薬剤師が地域包括ケアシス
テムを支える役割を担えるようになることを目指していきます。

荒木　地域包括ケアシステム構築におけるコンセプトは2つで
す。一つは地域の多様な資源の活用であり、もう一つは異な
るもの同士の結合です。後者については、病院薬剤師と薬局
薬剤師では立場も役割も違うため認識のずれが生じやすい
し、病院薬剤師でも慢性期と急性期は違う。ここに医師、看
護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどが加われば、意識の共有
化が困難なのは当然と言えます。しかし、地域包括ケアシステ
ムは、地域の多職種ネットワークの協力・協調の中で信頼関
係を構築して、皆で地域の問題解決に取り組むことで実現し
ます。そのためのコーディネート能力を薬剤師は持っていると
私は考えます。そして、各地域の好事例を共有し、自分たちの
地域の文化や風土、医療資源に応じた仕組みへと発展させる
ことが、地域包括ケアに求められる薬剤師の役割の一つでは
ないでしょうか。本日は、次のステップにつながる貴重なお話
を伺うことができました。ありがとうございました。

KKR高松病院
外来診療室における学術支援業務

資料1

出典：眞鍋先生提供資料

外来診察室における学術支援業務
学術支援業務とは、外来診察室の外来診療の場に薬剤師が常駐し、薬剤師でも可能であり、もしくは
薬剤師が行うことにより質が向上すると思われる業務を、薬剤師が医師に代わって行う事であります。

処方発生源に薬剤師がいます

★在宅訪問薬剤指導

患者さん
医師

看護師
★電子カルテのオーダー操作
　・処方オーダー発行・検査オーダー発行・
　　予約オーダー発行
★処方コーディネート業務
　・医薬品使用時の安全性の確認
　・各種治療ガイドライン、添付文書などを情報源
　　とした処方提案を処方発生源レベルで行う

★継続服薬指導業務
　・ 入院中の服薬指導に継続して、学術支援を行う
　　薬剤師が外来でも服薬指導を行う
★臨床試験（治験）補助業務
　・患者スクリーニング、プロトコールの説明、
　　同意説明補助、治験スケジュールの確認などの
　　医師の臨床試験(治験）業務を補助する

★服薬説明業務
　・薬剤の新規追加、変更、中断の内容に対する
　　服薬説明を、診察室でのやり取りも交えて
　　文書で患者さんに提供

医師からのコメント
★医師が忙しい時に患者に服薬説明しても伝わら
ないことがある。その様な時に、学術支援薬剤師が
説明を行うことで、安心して医師の業務を実行できる。
★特に新規薬剤の服薬説明、変更薬の説明、服薬
アドヒアランスの悪い患者への継続服薬指導、検査
前に中止する抗血小板薬の説明、インスリン単位の
変更説明・文書での交付といった学術支援業務は、本
当に助かる。



■地域包括ケアシステムを見据えた
　各施設の取り組み　　　

荒木　現在、日本では「地域包括ケアシステム」と「地域医療
構想」が医療・福祉政策の両輪として進められています。地域
包括ケアシステムは、要介護状態となっても住み慣れた地域で
最後まで暮らすことができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が包括的に確保される仕組みであり、中学校区を単
位とします。一方、地域医療構想は二次医療圏を基本に、地
域に必要とされる医療提供体制の整備を進めるものです。各
地域の資源を有効に活用し、地域全体で質の高い医療・介護
を効率的に提供する体制の構築が進む中で、薬剤師にはどの
ような役割が求められるでしょうか。この座談会では、地域包
括ケアを見据えて先駆的な取り組みをしている先生方にお集
まりいただき、地域包括ケアシステムにおける薬剤師業務と地
域連携のあり方について討議していただきます。まず初めに、
施設の紹介と取り組みの概要をご紹介ください。
　
【KKR高松病院：
 外来支援薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導】

眞鍋　KKR高松病院は香川県高松市にある179床の中規模
病院です。薬剤師は15名で、院内処方がほぼ100％です。
2007年頃より人数が少なくなった医師の負担軽減、診療の効
率化を目的に外来診療の場に薬剤師が同席して、処方・検査・
予約の各オーダ入力、医薬品使用時の安全性の確認や処方
提案、服薬説明などを始めました（資料1）。現在は全診療科に
薬剤師が常駐し、病棟業務やチーム医療との情報共有もス
ムーズに行われており、入院中の服薬指導の内容を外来でも
引き継いで指導しています。2016年からは外来支援薬剤師に
よる在宅訪問を開始しました。残薬があり服薬アドヒアランス
の低下など様子の気になる患者さんについて主治医と相談
し、在宅訪問薬剤指導が必要と判断された場合は、患者さん

地域包括ケアシステムで求められる薬剤師の役割VIEW

に同意取得後、看護師もしくはケアマネジャーとともに訪問し
ます。自宅や介護施設での実際の薬の保管方法や残薬状況
を確認した上で服薬指導を行い、その内容を主治医に報告
し、必要であれば処方を見直し、服薬を継続できるように支援
します。

【京都中部総合医療センター：
 双方向トレーシングレポートによる情報共有】

和田　京都中部総合医療センターは南丹医療圏の拠点病院
であり、病床数は464床、薬剤師は21名です。当院では南丹
地域の船井薬剤師会、亀岡市薬剤師会との薬剤師連携を推
進してきました。2013年7月に薬薬連携研究会を発足し、同年
10月に処方箋に経口抗がん剤の投与スケジュール、レジメン名
の記載を、11月にはがん薬薬連携研修会を開始し、現在も定
期的に開催しています。そして、2014年3月から双方向トレー
シングレポートの運用を開始しました。薬局薬剤師が確認し
た内服状況や副作用状況、指導内容などを病院薬剤部経由
で医師に情報提供を行うことで、処方の適正化や患者さんの
QOL向上につなげます。また、その結果は保険薬局に必ず返
信しています。この取り組みは2017年度から京都府薬剤師会
のがん薬薬連携事業のモデル地域に選定されており、2018年
９月からはプロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）とし
て運用しています。

【育和会記念病院：
 地域包括ケア病棟における入退院支援】

久岡　育和会記念病院は、高齢化率が大阪市内で2番目に高
い生野区にあり、地域密着型の基幹病院としての役割を担っ
ています。病床数は265床で、うち地域包括ケア病床が47床
です。薬剤師数は15名で、全病棟で持参薬の鑑別から始ま
り、退院までのすべての薬物療法に関わっています。地域包
括ケア病棟の患者さんには、生活状況を把握したうえで適切
な薬剤管理方法の支援を行い、服薬コンプライアンスの向上
を図る必要があります。そこで、薬剤管理指導料などの算定
はできませんが、薬剤師の常駐が必要だと考え、他の病棟と
同じ1.5名を配置しています。当院では退院時の情報提供ツー
ルとして「情報提供用紙」を活用しています。持参薬をはじめ、
すべての処方歴や指導内容を記録して、保険薬局や介護施
設に伝達します。また、併設する介護老人保健施設にも介入
し、残薬整理や薬品管理、入所時の減薬、処方提案のほか、
職員への情報提供や教育にも取り組んでいます。

【須田病院：
 保険薬局への在宅医療介入の後方支援】

定岡　須田病院は岐阜県高山市にある274床の精神科病院
であり、薬剤師は常勤2名、非常勤1名です。高山市を含む飛

騨地方は高齢化、過疎化が進行しており、広域に点在する患
者さんを病院10施設、保険薬局83施設の体制でフォローしな
ければなりません。そこで、病院薬剤部門長と地域薬剤師会
代表者が参加する薬薬連携推進協議会を定期的に開催する
とともに、情報ネットワークを整備しました。顔を合わせて話
し合う中で、保険薬局には少ない人員体制の中で在宅医療に
踏み出すことへの不安があることが分かりました。一方、医師
や他職種からは「薬局薬剤師に在宅支援をしてほしいが、どの
ように協力要請をすればよいか分からない」という声が聞かれ
ました。そこで病院薬剤師が情報のつなぎ役として薬局薬剤
師を後方支援する形で介在しようと、まず当院が地域に先行
して取り組みを始めました。この他、行政や医師会、歯科医師
会にも働きかけ、薬局薬剤師が在宅医療に踏み出すための環
境整備を進めています。

【宝塚市薬剤師会：
 宝塚オール薬剤師による薬剤師連携、多職種連携の推進】

畑　宝塚市では2013年に宝塚市立病院が地域医療支援病
院に指定され、地域医療室に専任薬剤師が配置されたことを
契機に、薬剤情報共有を含む地域連携が大きく進みました。
2015年には市内7病院の病院薬剤師と保険薬局薬剤師で構
成される宝塚市薬剤師地域連携研究会「宝つーかーの会」が
結成され、約3年間で合同研修会を19回開催しました。現在、
研究会は市薬剤師会、市医師会のバックアップのもと、ポリ
ファーマシー対策を含む医薬品の適正使用推進の主軸として
機能しています。成果の一つが、病院間統一の「退院時薬剤
情報提供書」であり、宝塚市7病院地域連携連絡会の承認を
得て「診療情報提供書」に添付される形で運用されています。
また、医療・介護・福祉に関わる多職種が参加する「宝塚市地
域包括ケアシステム研究会」～３つの若葉を育てる会～では毎
月地域での課題を多職種で考えており、服薬管理など薬に関
する問題も幾度となく取り組んできました。

■実践例から考える地域包括ケアにおける
　薬剤師連携のあり方　　　

荒木　地域包括ケアシステムにおける薬剤師連携のあり方に
は3つの方向性があると思います。1つは、医薬品情報・患者
情報の共有による医薬品適正使用の推進です。具体的には、
院外処方箋への検査値や化学療法レジメン名の表示をはじ
め、お薬手帳、トレーシングレポート、退院時薬剤情報提供書
などで情報共有します。2つ目は、薬物療法の質向上を地域
全体で進めることです。病院で作成・運用しているハイリスク
薬の薬剤導入パスやプロトコール、モニタリングシートなどを地
域で共有します。3つ目は、病院薬剤部門による保険薬局の
後方支援です。退院前カンファレンスへの薬局薬剤師の参加
促進や在宅介入のコーディネートのほか、地域の多職種との連

携調整も必要です。いずれも地域全体で推進するためには、
薬剤師会との協働が重要になります。これらを踏まえて、具体
的な議論を進めていきたいと思います。

荒木　「情報共有」が連携のキーワードの一つであり、トレーシ
ングレポートが注目されています。和田先生、運用を通して有
用性をどのように評価されていますか。

和田　トレーシングレポートの有用性を評価するために、2014年
３月～2016年４月にS-1またはカペシタビンを新たに処方された
173例を対象に、レポートの有無による無増悪生存期間（PFS）
の差を調べました。その結果、レポート有の58例では、レポート
無群に比べてPFS は有意に延長していました（資料2）。レポー
トによって医師が診察時に入手できなかった情報を得られたこ
と、また、保険薬局では処方箋の情報から併用される注射抗が
ん剤を含めたレジメン全体や腎機能などの検査値が把握できた
ことで、的確な服薬指導や投与量の適正化が可能となり、PFS 
の延長に寄与したと考えられます。

荒木　双方向の情報共有が患者さんの生命予後改善に寄与
する可能性を示した貴重なデータです。PBPMはどのように
運用しているのですか。

和田　カペシタビンを処方された患者さんに、手足症候群予
防のための保湿剤やステロイド外用薬の処方がない場合は疑
義照会をしていただき、病院薬剤師がプロトコールに基づいて
代行入力を行います。一方、薬局薬剤師は患者さんに副作用
の指導、外用薬の使用方法などの指導を行います。また、内
服状況や副作用症状について聞き取り、グレード2以上の手
足症候群が出現した場合はステロイド外用薬の塗布開始を指
示し、トレーシングレポートで病院薬剤部に情報提供します。

病院薬剤師は主治医に報告・提案をして次回の診察や治療
に活かします。この取り組みを通じて、地域のがん治療に対す
る薬剤師の知識やレベルが向上し、質の高い介入ができるよ
うになると考えています。 

荒木　宝塚市では病院間統一の「退院時薬剤情報提供書」
を情報共有ツールとして活用していますね。

畑　病院では入院中に持参薬を含めた処方内容の整理、退
院後の生活環境に合わせた薬剤調整が行われています。そ
の内容をかかりつけ医や保険薬局、転院先、入所先に引き継
ぐために、「退院時薬剤情報提供書」に薬剤の中止・減量など
の調整区分、事由と経過、持参薬を含めた退院時服用薬など
が記載されます。一方、入院時には、持参薬情報や在宅での
生活や服用状況を共有する「外来時薬剤サマリー」を運用して
います（資料3）。薬剤情報を地域で共有することで処方意図
が正確に伝わり、中止や減量をするべき薬剤が再処方される
ことを防ぐことができます。

久岡　当院の場合、連携ツールとして「情報提供用紙」を発案
したのは地域包括ケア病棟担当者であり、急性期の担当者は
時間的制約もあり作成には参加しませんでした。しかし、実際
に運用が始まってみると、最も利用しているのは急性期でし
た。その理由を考えると、退院前カンファレンスや共同指導な
どで情報伝達できる地域包括ケア病棟と違い、短期間で転
院・退院することが多い急性期では、薬や副作用の情報を次
に伝えるためにはどうしても情報共有ツールが必要になるので
す。患者さんの薬の安全を守りたいという気持ちがあれば、
ツールは何であれ情報共有の必要性に行き着くはずだと思い
ます。

荒木　急性期病棟での在院日数が短くなる中で、在宅・生活

復帰を支援する地域包括ケア病棟が増加しています。ここで
の薬剤師はどのような活動をしているのでしょうか。久岡先
生、実践事例をご紹介ください。

久岡　地域包括ケア病棟では、退院後の生活を見据えた薬
の管理方法や処方の適正化に取り組んでいます。取り組み
の一例ですが、患者さんがPTPシートを誤って飲み込むとい
う事故が起こりました。大事には至りませんでしたが、再発予
防のために患者さんから詳しく状況を聴き取るとともに、外
来患者100名を対象に薬の保管方法や服用後のシートの処
理などに関するアンケート調査をしました。するとシートをバ
ラバラに切り離して管理している人が多いことが分かり、この
ことがシートのまま飲み込む原因と考え、対策を検討しました
（資料4）。患者さんや家族に対して、シートを切り離さずに保
管することや服薬準備の際に薬の種類、個数、包装状態など
をしっかり確認する様にしました。また、そのための工夫とし
て、一部の患者さんには散剤秤量用トレイを使うことで薬を判
別しやすくして薬の取りこぼしや誤飲のリスクを軽減しまし
た。この他、処方の適正化への取り組みとして、例えば、不眠
や睡眠薬の増量の訴えがあれば薬剤師が評価し、プロトコー
ルに基づいて睡眠薬の処方提案をしています。私はスタッフ
にいつも言うのですが、事件は現場で起きているのです。薬
剤師は患者さんに寄り添い、薬剤師としてできることは何かを
考え続けることが大切です。

荒木　眞鍋先生、外来支援薬剤師による在宅患者支援の実
践についてお聞かせください。

眞鍋　薬剤師が実際の服薬環境を確認し、お薬カレンダーな
どの利用の提案、内服種類数の減薬の検討、複数診療科の処
方の一括分包などを行っています。在宅訪問を開始する前と後
での残薬の変化を調査したところ、対象の6人では、訪問前には
残薬が最大80日分あったのに対して、訪問後は最大20日分に

改善しました。また、外来での確認時には外用薬やインスリン
の使用方法、保管方法の理解が良好でも、在宅訪問時の確認
では操作不十分が3例ありました。在宅の現場を見ると患者さ
んの本当の服薬状況がよく分かります。久岡先生が言われた
ように、「事件は現場で起きている」ことを実感しました。

荒木　地域包括ケアシステムの実現には、保険薬局が在宅医
療に関わるための環境整備が必要です。そのためには病院
薬剤部の支援が欠かせません。定岡先生はどのような形で支
援をされているのでしょうか。

定岡　まず薬剤師の介入が有益と思われる在宅患者さんを
抽出するために、訪問看護師が把握している情報を集約してリ
ストアップします。その中で独居世帯や高齢者世帯など優先
順位が高い例から医師に在宅支援の指示を依頼します。同
時に保険薬局には、病名や主訴、処方意図、病識の有無、既往
歴などを含む患者情報を提供します（資料5）。これにより当
院から在宅に移行する患者さんは、2年前のゼロから、今では
100件を超えています。これまでは当院でしか診られなかっ
た精神科の患者さんも、保険薬局や訪問看護との連携で在
宅が可能になりました。この他、地域の医療従事者、行政関係
者を交えた薬剤師の在宅医療介入を考える会を定期的に開催
したり、膝を突き合わせてレビューする会を設ける、医師会・
歯科医師会・薬剤師会で在宅医療マップを作成するなど、地
域の問題を共有し、解決するための多職種連携、地域ネット
ワーク化を進めています。

久岡　当院でも2018年4月から在宅医療のコーディネートを
始めました。疑義照会で大量の残薬があると分かった患者さ
んは、次回受診時に薬剤師が話を聞き、必要だと判断すれば、
保険薬局に訪問薬剤管理指導を頼んだり、訪問看護師やケ

アマネジャーに支援を依頼します。

荒木　宝塚市は、薬剤師がキーパーソンとなり医師会や他職
種を巻き込んで信頼関係を構築している好事例と言えます。

畑　宝塚市薬剤師会では多職種連携に力を入れており、多職
種連携ネットワークの構築と、薬剤師の職能のピーアールを行
い、多職種連携を行える薬剤師の養成を担っています。「3つ
の若葉を育てる会」と協働で「つながる薬局」プロジェクトを始
動し、多職種向けの「つながる名刺」の作成、お薬手帳活用マ
ニュアルの作成など様々な活動を展開しています。

■地域包括ケアに向けて
　薬剤師が取り組むべき課題

荒木　情報共有や地域連携に向けた様々な取り組みが成果
を上げている一方で、解決すべき課題も多々あると思います。
地域包括ケアに向けてどのような取り組みが必要でしょうか。

眞鍋　ポリファーマシー対策には当院でも取り組んでいます
が、対応には注意が必要だとも感じています。一つは、単に種
類が多いからとやみくもに減らすのではなく、「ポリファーマ
シー」の定義を明確にするとともに、減薬の効果を確認する。
二つ目は、薬が減ることによって病院から見捨てられたと思う
患者さんもいるのではないか。もちろん、患者さんの状況を見
て主治医とも相談するのですが、患者さんの気持ちにも配慮
する必要があると思います。

畑　薬局では複数の医療機関の処方箋を持ってくる患者さん
も多く、ポリファーマシー対策の最前線にいます。私が大切に
しているのは、本当にこの患者さんにその薬が必要かをかかり
つけ医と一緒に考えることです。医師の処方意図を正しく理
解しないまま簡単に減らすことはできないと思っています。

荒木　薬剤師に求められるスキルや人材育成についてはいか
がですか。例えば、地域包括ケア病棟は在宅復帰支援を行う
病棟であり、生活支援や他職種との連携、調整のためのスキ
ルも必要です。その意味でも当院ではベテランの薬剤師を配
置しています。

和田　当院も同じですね。地域包括ケア病棟の担当は2名い
ますが、生活につなげる視点を重視しベテランを配置していま
す。地域包括ケア病棟ではあらゆる疾患や病態の患者さんが
支援の対象ですから、幅広い知識が求められますし、生活環
境や家庭環境などを考慮した一人ひとりに合わせた支援が求
められます。

畑　在宅医療に携わる薬剤師は、チームの一員として患者さ
んをトータルにサポートする覚悟が必要です。例えば、訪問時
におむつを替える必要がある場合は、緊急的に対応することも

ありますし、看取りに立ち会う可能性もあります。一方で、訪
問看護師に薬の管理をお願いすることもあります。

荒木　次に、地域包括ケアシステムでは医療と介護の連携が
重要です。しかし、ここは取り組みが始まったばかりという印
象ですがいかがでしょうか。

眞鍋　当地域の介護施設は医療職以外の開設者が多く、薬
剤師の介入の必要性を理解してもらうことが難しい施設もあり
ます。皆さんの地域は介護施設との連携は進んでいますか。

定岡　介護施設のスタッフが薬の安全性について危機感を持
ち、研修の要請を受けて私達薬剤師が講師として研修会に出
向くことがありますが、密な連携までには至っていません。今
後、薬剤師の目線からも医療と介護をつないでいくことが課題
です。

久岡　今後、介護施設で療養生活を送る高齢者は増加し、そ
の多くが薬物治療の継続が必要ですから薬剤師の積極的な
関与が不可欠です。先日、近隣の高齢者施設で薬の飲ませ忘
れがあり、施設の管理者が相談に来ました。少しずつでも顔
を合わせて話す機会を重ねていくことで連携が深まると思い
ます。

畑　医療と介護のつなぎ役であるケアマネジャーに薬局薬剤
師の役割を理解してもらいたいですね。「3つの若葉を育てる
会」での他職種とのディスカッションで、処方箋には病名が記
載されていると思っている方が多いことがわかりました。だか
ら薬局では色々聞かれるのかと。やっと理解してもらえまし
た。やはり職種間の壁を超えるにはお互いを理解するために
話し合う場と機会が必要です。

■地域包括ケアシステムにおいて
　薬剤師が果たす役割

荒木　それでは最後に皆さんの今後の展望を聞かせてください。

眞鍋　当院はほぼ100％院内処方のため、薬剤師が外来患者
さんの薬の安全に責任を持つための体制を整える中で、在宅
への介入を始めました。しかし、患者さんは当院以外の医療機
関も受診しているので、地域の保険薬局との連携は必要であ
り今後の課題です。また、地域における基本的な情報共有
ツールである診療情報提供書に薬剤情報を付加する方法は当
院を含めて多くの施設で確立していません。薬剤師が介入する
ことで、地域の中で薬剤情報がシームレスにつながるようにし
たいと思います。

和田　双方向トレーシングレポートの有用性は明らかですが、
課題は業務負担の増大です。今後はICTの利用を含めた効率
化が必要だと思っています。また、これまでの取り組みを通じ

て保険薬局との連携は進んできましたが、他の医療職種との
連携はまだこれからです。地域包括ケアにおける薬剤師の役
割を明確にして、薬剤師会をはじめ様々な関係機関との連携
を強化しながら、地域に密着した医療を提供していきたいと
思います。

久岡　退院後を見据えて安心安全な薬物療法を支援するこ
とが病院薬剤師の仕事であり、急性期病棟でも地域包括ケ
ア病棟でも目指すべきゴールは同じです。ただ、残念ながら、
それが全ての薬剤師の共通認識となっておらず、特に地域包
括ケア病棟の薬剤師の役割への理解は、当院でもまだ低いと
言えます。今後、目指すべきゴールや意識の統一化のもとで
病棟薬剤業務を確立したいと思います。

定岡　高山では薬剤師の確保が難しく、このままでは地域医
療が立ち行かなくなるという危機感の中で、薬学生に地域医
療・へき地医療を知ってもらう研修会を地域薬剤師会と共同
で開催しています。こうした一つ一つの積み重ねによって、地
域の薬剤師のベクトルを合わせています。地域包括ケアシス
テムの方向性は地域によって異なりますが、地域医療を守る
ために自分たちにできることを考え実践していくことはどの地
域でも必要なことです。患者さんのニーズへの対応を最重要
課題として、多職種チームが任に当たれば、自ずと有機的な連
携が生まれると思います。

畑　宝塚市薬剤師地域連携研究会の認知度は上がってきま
したが、病院・薬局薬剤師の意識統一には至っていません。
より多くの薬剤師が参加する魅力ある研修の開催、お互いの
業務や職場の見える化の推進、多職種への薬剤師の職能や
薬薬連携の認知度を上げるための活動により、地域全体で顔
の見える関係を構築し、より多くの薬剤師が地域包括ケアシス
テムを支える役割を担えるようになることを目指していきます。

荒木　地域包括ケアシステム構築におけるコンセプトは2つで
す。一つは地域の多様な資源の活用であり、もう一つは異な
るもの同士の結合です。後者については、病院薬剤師と薬局
薬剤師では立場も役割も違うため認識のずれが生じやすい
し、病院薬剤師でも慢性期と急性期は違う。ここに医師、看
護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどが加われば、意識の共有
化が困難なのは当然と言えます。しかし、地域包括ケアシステ
ムは、地域の多職種ネットワークの協力・協調の中で信頼関
係を構築して、皆で地域の問題解決に取り組むことで実現し
ます。そのためのコーディネート能力を薬剤師は持っていると
私は考えます。そして、各地域の好事例を共有し、自分たちの
地域の文化や風土、医療資源に応じた仕組みへと発展させる
ことが、地域包括ケアに求められる薬剤師の役割の一つでは
ないでしょうか。本日は、次のステップにつながる貴重なお話
を伺うことができました。ありがとうございました。

１ 情報共有の仕組みづくり
～トレーシングレポート・退院時薬剤情報提供書～

出典：和田先生提供資料

京都中部総合医療センター：
双方向トレーシングレポートによる薬剤師連携の有用性評価
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■地域包括ケアシステムを見据えた
　各施設の取り組み　　　

荒木　現在、日本では「地域包括ケアシステム」と「地域医療
構想」が医療・福祉政策の両輪として進められています。地域
包括ケアシステムは、要介護状態となっても住み慣れた地域で
最後まで暮らすことができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が包括的に確保される仕組みであり、中学校区を単
位とします。一方、地域医療構想は二次医療圏を基本に、地
域に必要とされる医療提供体制の整備を進めるものです。各
地域の資源を有効に活用し、地域全体で質の高い医療・介護
を効率的に提供する体制の構築が進む中で、薬剤師にはどの
ような役割が求められるでしょうか。この座談会では、地域包
括ケアを見据えて先駆的な取り組みをしている先生方にお集
まりいただき、地域包括ケアシステムにおける薬剤師業務と地
域連携のあり方について討議していただきます。まず初めに、
施設の紹介と取り組みの概要をご紹介ください。
　
【KKR高松病院：
 外来支援薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導】

眞鍋　KKR高松病院は香川県高松市にある179床の中規模
病院です。薬剤師は15名で、院内処方がほぼ100％です。
2007年頃より人数が少なくなった医師の負担軽減、診療の効
率化を目的に外来診療の場に薬剤師が同席して、処方・検査・
予約の各オーダ入力、医薬品使用時の安全性の確認や処方
提案、服薬説明などを始めました（資料1）。現在は全診療科に
薬剤師が常駐し、病棟業務やチーム医療との情報共有もス
ムーズに行われており、入院中の服薬指導の内容を外来でも
引き継いで指導しています。2016年からは外来支援薬剤師に
よる在宅訪問を開始しました。残薬があり服薬アドヒアランス
の低下など様子の気になる患者さんについて主治医と相談
し、在宅訪問薬剤指導が必要と判断された場合は、患者さん

に同意取得後、看護師もしくはケアマネジャーとともに訪問し
ます。自宅や介護施設での実際の薬の保管方法や残薬状況
を確認した上で服薬指導を行い、その内容を主治医に報告
し、必要であれば処方を見直し、服薬を継続できるように支援
します。

【京都中部総合医療センター：
 双方向トレーシングレポートによる情報共有】

和田　京都中部総合医療センターは南丹医療圏の拠点病院
であり、病床数は464床、薬剤師は21名です。当院では南丹
地域の船井薬剤師会、亀岡市薬剤師会との薬剤師連携を推
進してきました。2013年7月に薬薬連携研究会を発足し、同年
10月に処方箋に経口抗がん剤の投与スケジュール、レジメン名
の記載を、11月にはがん薬薬連携研修会を開始し、現在も定
期的に開催しています。そして、2014年3月から双方向トレー
シングレポートの運用を開始しました。薬局薬剤師が確認し
た内服状況や副作用状況、指導内容などを病院薬剤部経由
で医師に情報提供を行うことで、処方の適正化や患者さんの
QOL向上につなげます。また、その結果は保険薬局に必ず返
信しています。この取り組みは2017年度から京都府薬剤師会
のがん薬薬連携事業のモデル地域に選定されており、2018年
９月からはプロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）とし
て運用しています。

【育和会記念病院：
 地域包括ケア病棟における入退院支援】

久岡　育和会記念病院は、高齢化率が大阪市内で2番目に高
い生野区にあり、地域密着型の基幹病院としての役割を担っ
ています。病床数は265床で、うち地域包括ケア病床が47床
です。薬剤師数は15名で、全病棟で持参薬の鑑別から始ま
り、退院までのすべての薬物療法に関わっています。地域包
括ケア病棟の患者さんには、生活状況を把握したうえで適切
な薬剤管理方法の支援を行い、服薬コンプライアンスの向上
を図る必要があります。そこで、薬剤管理指導料などの算定
はできませんが、薬剤師の常駐が必要だと考え、他の病棟と
同じ1.5名を配置しています。当院では退院時の情報提供ツー
ルとして「情報提供用紙」を活用しています。持参薬をはじめ、
すべての処方歴や指導内容を記録して、保険薬局や介護施
設に伝達します。また、併設する介護老人保健施設にも介入
し、残薬整理や薬品管理、入所時の減薬、処方提案のほか、
職員への情報提供や教育にも取り組んでいます。

【須田病院：
 保険薬局への在宅医療介入の後方支援】

定岡　須田病院は岐阜県高山市にある274床の精神科病院
であり、薬剤師は常勤2名、非常勤1名です。高山市を含む飛

騨地方は高齢化、過疎化が進行しており、広域に点在する患
者さんを病院10施設、保険薬局83施設の体制でフォローしな
ければなりません。そこで、病院薬剤部門長と地域薬剤師会
代表者が参加する薬薬連携推進協議会を定期的に開催する
とともに、情報ネットワークを整備しました。顔を合わせて話
し合う中で、保険薬局には少ない人員体制の中で在宅医療に
踏み出すことへの不安があることが分かりました。一方、医師
や他職種からは「薬局薬剤師に在宅支援をしてほしいが、どの
ように協力要請をすればよいか分からない」という声が聞かれ
ました。そこで病院薬剤師が情報のつなぎ役として薬局薬剤
師を後方支援する形で介在しようと、まず当院が地域に先行
して取り組みを始めました。この他、行政や医師会、歯科医師
会にも働きかけ、薬局薬剤師が在宅医療に踏み出すための環
境整備を進めています。

【宝塚市薬剤師会：
 宝塚オール薬剤師による薬剤師連携、多職種連携の推進】

畑　宝塚市では2013年に宝塚市立病院が地域医療支援病
院に指定され、地域医療室に専任薬剤師が配置されたことを
契機に、薬剤情報共有を含む地域連携が大きく進みました。
2015年には市内7病院の病院薬剤師と保険薬局薬剤師で構
成される宝塚市薬剤師地域連携研究会「宝つーかーの会」が
結成され、約3年間で合同研修会を19回開催しました。現在、
研究会は市薬剤師会、市医師会のバックアップのもと、ポリ
ファーマシー対策を含む医薬品の適正使用推進の主軸として
機能しています。成果の一つが、病院間統一の「退院時薬剤
情報提供書」であり、宝塚市7病院地域連携連絡会の承認を
得て「診療情報提供書」に添付される形で運用されています。
また、医療・介護・福祉に関わる多職種が参加する「宝塚市地
域包括ケアシステム研究会」～３つの若葉を育てる会～では毎
月地域での課題を多職種で考えており、服薬管理など薬に関
する問題も幾度となく取り組んできました。

■実践例から考える地域包括ケアにおける
　薬剤師連携のあり方　　　

荒木　地域包括ケアシステムにおける薬剤師連携のあり方に
は3つの方向性があると思います。1つは、医薬品情報・患者
情報の共有による医薬品適正使用の推進です。具体的には、
院外処方箋への検査値や化学療法レジメン名の表示をはじ
め、お薬手帳、トレーシングレポート、退院時薬剤情報提供書
などで情報共有します。2つ目は、薬物療法の質向上を地域
全体で進めることです。病院で作成・運用しているハイリスク
薬の薬剤導入パスやプロトコール、モニタリングシートなどを地
域で共有します。3つ目は、病院薬剤部門による保険薬局の
後方支援です。退院前カンファレンスへの薬局薬剤師の参加
促進や在宅介入のコーディネートのほか、地域の多職種との連

携調整も必要です。いずれも地域全体で推進するためには、
薬剤師会との協働が重要になります。これらを踏まえて、具体
的な議論を進めていきたいと思います。

荒木　「情報共有」が連携のキーワードの一つであり、トレーシ
ングレポートが注目されています。和田先生、運用を通して有
用性をどのように評価されていますか。

和田　トレーシングレポートの有用性を評価するために、2014年
３月～2016年４月にS-1またはカペシタビンを新たに処方された
173例を対象に、レポートの有無による無増悪生存期間（PFS）
の差を調べました。その結果、レポート有の58例では、レポート
無群に比べてPFS は有意に延長していました（資料2）。レポー
トによって医師が診察時に入手できなかった情報を得られたこ
と、また、保険薬局では処方箋の情報から併用される注射抗が
ん剤を含めたレジメン全体や腎機能などの検査値が把握できた
ことで、的確な服薬指導や投与量の適正化が可能となり、PFS 
の延長に寄与したと考えられます。

荒木　双方向の情報共有が患者さんの生命予後改善に寄与
する可能性を示した貴重なデータです。PBPMはどのように
運用しているのですか。

和田　カペシタビンを処方された患者さんに、手足症候群予
防のための保湿剤やステロイド外用薬の処方がない場合は疑
義照会をしていただき、病院薬剤師がプロトコールに基づいて
代行入力を行います。一方、薬局薬剤師は患者さんに副作用
の指導、外用薬の使用方法などの指導を行います。また、内
服状況や副作用症状について聞き取り、グレード2以上の手
足症候群が出現した場合はステロイド外用薬の塗布開始を指
示し、トレーシングレポートで病院薬剤部に情報提供します。

病院薬剤師は主治医に報告・提案をして次回の診察や治療
に活かします。この取り組みを通じて、地域のがん治療に対す
る薬剤師の知識やレベルが向上し、質の高い介入ができるよ
うになると考えています。 

荒木　宝塚市では病院間統一の「退院時薬剤情報提供書」
を情報共有ツールとして活用していますね。

畑　病院では入院中に持参薬を含めた処方内容の整理、退
院後の生活環境に合わせた薬剤調整が行われています。そ
の内容をかかりつけ医や保険薬局、転院先、入所先に引き継
ぐために、「退院時薬剤情報提供書」に薬剤の中止・減量など
の調整区分、事由と経過、持参薬を含めた退院時服用薬など
が記載されます。一方、入院時には、持参薬情報や在宅での
生活や服用状況を共有する「外来時薬剤サマリー」を運用して
います（資料3）。薬剤情報を地域で共有することで処方意図
が正確に伝わり、中止や減量をするべき薬剤が再処方される
ことを防ぐことができます。

久岡　当院の場合、連携ツールとして「情報提供用紙」を発案
したのは地域包括ケア病棟担当者であり、急性期の担当者は
時間的制約もあり作成には参加しませんでした。しかし、実際
に運用が始まってみると、最も利用しているのは急性期でし
た。その理由を考えると、退院前カンファレンスや共同指導な
どで情報伝達できる地域包括ケア病棟と違い、短期間で転
院・退院することが多い急性期では、薬や副作用の情報を次
に伝えるためにはどうしても情報共有ツールが必要になるので
す。患者さんの薬の安全を守りたいという気持ちがあれば、
ツールは何であれ情報共有の必要性に行き着くはずだと思い
ます。

荒木　急性期病棟での在院日数が短くなる中で、在宅・生活

復帰を支援する地域包括ケア病棟が増加しています。ここで
の薬剤師はどのような活動をしているのでしょうか。久岡先
生、実践事例をご紹介ください。

久岡　地域包括ケア病棟では、退院後の生活を見据えた薬
の管理方法や処方の適正化に取り組んでいます。取り組み
の一例ですが、患者さんがPTPシートを誤って飲み込むとい
う事故が起こりました。大事には至りませんでしたが、再発予
防のために患者さんから詳しく状況を聴き取るとともに、外
来患者100名を対象に薬の保管方法や服用後のシートの処
理などに関するアンケート調査をしました。するとシートをバ
ラバラに切り離して管理している人が多いことが分かり、この
ことがシートのまま飲み込む原因と考え、対策を検討しました
（資料4）。患者さんや家族に対して、シートを切り離さずに保
管することや服薬準備の際に薬の種類、個数、包装状態など
をしっかり確認する様にしました。また、そのための工夫とし
て、一部の患者さんには散剤秤量用トレイを使うことで薬を判
別しやすくして薬の取りこぼしや誤飲のリスクを軽減しまし
た。この他、処方の適正化への取り組みとして、例えば、不眠
や睡眠薬の増量の訴えがあれば薬剤師が評価し、プロトコー
ルに基づいて睡眠薬の処方提案をしています。私はスタッフ
にいつも言うのですが、事件は現場で起きているのです。薬
剤師は患者さんに寄り添い、薬剤師としてできることは何かを
考え続けることが大切です。

荒木　眞鍋先生、外来支援薬剤師による在宅患者支援の実
践についてお聞かせください。

眞鍋　薬剤師が実際の服薬環境を確認し、お薬カレンダーな
どの利用の提案、内服種類数の減薬の検討、複数診療科の処
方の一括分包などを行っています。在宅訪問を開始する前と後
での残薬の変化を調査したところ、対象の6人では、訪問前には
残薬が最大80日分あったのに対して、訪問後は最大20日分に

改善しました。また、外来での確認時には外用薬やインスリン
の使用方法、保管方法の理解が良好でも、在宅訪問時の確認
では操作不十分が3例ありました。在宅の現場を見ると患者さ
んの本当の服薬状況がよく分かります。久岡先生が言われた
ように、「事件は現場で起きている」ことを実感しました。

荒木　地域包括ケアシステムの実現には、保険薬局が在宅医
療に関わるための環境整備が必要です。そのためには病院
薬剤部の支援が欠かせません。定岡先生はどのような形で支
援をされているのでしょうか。

定岡　まず薬剤師の介入が有益と思われる在宅患者さんを
抽出するために、訪問看護師が把握している情報を集約してリ
ストアップします。その中で独居世帯や高齢者世帯など優先
順位が高い例から医師に在宅支援の指示を依頼します。同
時に保険薬局には、病名や主訴、処方意図、病識の有無、既往
歴などを含む患者情報を提供します（資料5）。これにより当
院から在宅に移行する患者さんは、2年前のゼロから、今では
100件を超えています。これまでは当院でしか診られなかっ
た精神科の患者さんも、保険薬局や訪問看護との連携で在
宅が可能になりました。この他、地域の医療従事者、行政関係
者を交えた薬剤師の在宅医療介入を考える会を定期的に開催
したり、膝を突き合わせてレビューする会を設ける、医師会・
歯科医師会・薬剤師会で在宅医療マップを作成するなど、地
域の問題を共有し、解決するための多職種連携、地域ネット
ワーク化を進めています。

久岡　当院でも2018年4月から在宅医療のコーディネートを
始めました。疑義照会で大量の残薬があると分かった患者さ
んは、次回受診時に薬剤師が話を聞き、必要だと判断すれば、
保険薬局に訪問薬剤管理指導を頼んだり、訪問看護師やケ

アマネジャーに支援を依頼します。

荒木　宝塚市は、薬剤師がキーパーソンとなり医師会や他職
種を巻き込んで信頼関係を構築している好事例と言えます。

畑　宝塚市薬剤師会では多職種連携に力を入れており、多職
種連携ネットワークの構築と、薬剤師の職能のピーアールを行
い、多職種連携を行える薬剤師の養成を担っています。「3つ
の若葉を育てる会」と協働で「つながる薬局」プロジェクトを始
動し、多職種向けの「つながる名刺」の作成、お薬手帳活用マ
ニュアルの作成など様々な活動を展開しています。

■地域包括ケアに向けて
　薬剤師が取り組むべき課題

荒木　情報共有や地域連携に向けた様々な取り組みが成果
を上げている一方で、解決すべき課題も多々あると思います。
地域包括ケアに向けてどのような取り組みが必要でしょうか。

眞鍋　ポリファーマシー対策には当院でも取り組んでいます
が、対応には注意が必要だとも感じています。一つは、単に種
類が多いからとやみくもに減らすのではなく、「ポリファーマ
シー」の定義を明確にするとともに、減薬の効果を確認する。
二つ目は、薬が減ることによって病院から見捨てられたと思う
患者さんもいるのではないか。もちろん、患者さんの状況を見
て主治医とも相談するのですが、患者さんの気持ちにも配慮
する必要があると思います。

畑　薬局では複数の医療機関の処方箋を持ってくる患者さん
も多く、ポリファーマシー対策の最前線にいます。私が大切に
しているのは、本当にこの患者さんにその薬が必要かをかかり
つけ医と一緒に考えることです。医師の処方意図を正しく理
解しないまま簡単に減らすことはできないと思っています。

荒木　薬剤師に求められるスキルや人材育成についてはいか
がですか。例えば、地域包括ケア病棟は在宅復帰支援を行う
病棟であり、生活支援や他職種との連携、調整のためのスキ
ルも必要です。その意味でも当院ではベテランの薬剤師を配
置しています。

和田　当院も同じですね。地域包括ケア病棟の担当は2名い
ますが、生活につなげる視点を重視しベテランを配置していま
す。地域包括ケア病棟ではあらゆる疾患や病態の患者さんが
支援の対象ですから、幅広い知識が求められますし、生活環
境や家庭環境などを考慮した一人ひとりに合わせた支援が求
められます。

畑　在宅医療に携わる薬剤師は、チームの一員として患者さ
んをトータルにサポートする覚悟が必要です。例えば、訪問時
におむつを替える必要がある場合は、緊急的に対応することも

ありますし、看取りに立ち会う可能性もあります。一方で、訪
問看護師に薬の管理をお願いすることもあります。

荒木　次に、地域包括ケアシステムでは医療と介護の連携が
重要です。しかし、ここは取り組みが始まったばかりという印
象ですがいかがでしょうか。

眞鍋　当地域の介護施設は医療職以外の開設者が多く、薬
剤師の介入の必要性を理解してもらうことが難しい施設もあり
ます。皆さんの地域は介護施設との連携は進んでいますか。

定岡　介護施設のスタッフが薬の安全性について危機感を持
ち、研修の要請を受けて私達薬剤師が講師として研修会に出
向くことがありますが、密な連携までには至っていません。今
後、薬剤師の目線からも医療と介護をつないでいくことが課題
です。

久岡　今後、介護施設で療養生活を送る高齢者は増加し、そ
の多くが薬物治療の継続が必要ですから薬剤師の積極的な
関与が不可欠です。先日、近隣の高齢者施設で薬の飲ませ忘
れがあり、施設の管理者が相談に来ました。少しずつでも顔
を合わせて話す機会を重ねていくことで連携が深まると思い
ます。

畑　医療と介護のつなぎ役であるケアマネジャーに薬局薬剤
師の役割を理解してもらいたいですね。「3つの若葉を育てる
会」での他職種とのディスカッションで、処方箋には病名が記
載されていると思っている方が多いことがわかりました。だか
ら薬局では色々聞かれるのかと。やっと理解してもらえまし
た。やはり職種間の壁を超えるにはお互いを理解するために
話し合う場と機会が必要です。

■地域包括ケアシステムにおいて
　薬剤師が果たす役割

荒木　それでは最後に皆さんの今後の展望を聞かせてください。

眞鍋　当院はほぼ100％院内処方のため、薬剤師が外来患者
さんの薬の安全に責任を持つための体制を整える中で、在宅
への介入を始めました。しかし、患者さんは当院以外の医療機
関も受診しているので、地域の保険薬局との連携は必要であ
り今後の課題です。また、地域における基本的な情報共有
ツールである診療情報提供書に薬剤情報を付加する方法は当
院を含めて多くの施設で確立していません。薬剤師が介入する
ことで、地域の中で薬剤情報がシームレスにつながるようにし
たいと思います。

和田　双方向トレーシングレポートの有用性は明らかですが、
課題は業務負担の増大です。今後はICTの利用を含めた効率
化が必要だと思っています。また、これまでの取り組みを通じ

て保険薬局との連携は進んできましたが、他の医療職種との
連携はまだこれからです。地域包括ケアにおける薬剤師の役
割を明確にして、薬剤師会をはじめ様々な関係機関との連携
を強化しながら、地域に密着した医療を提供していきたいと
思います。

久岡　退院後を見据えて安心安全な薬物療法を支援するこ
とが病院薬剤師の仕事であり、急性期病棟でも地域包括ケ
ア病棟でも目指すべきゴールは同じです。ただ、残念ながら、
それが全ての薬剤師の共通認識となっておらず、特に地域包
括ケア病棟の薬剤師の役割への理解は、当院でもまだ低いと
言えます。今後、目指すべきゴールや意識の統一化のもとで
病棟薬剤業務を確立したいと思います。

定岡　高山では薬剤師の確保が難しく、このままでは地域医
療が立ち行かなくなるという危機感の中で、薬学生に地域医
療・へき地医療を知ってもらう研修会を地域薬剤師会と共同
で開催しています。こうした一つ一つの積み重ねによって、地
域の薬剤師のベクトルを合わせています。地域包括ケアシス
テムの方向性は地域によって異なりますが、地域医療を守る
ために自分たちにできることを考え実践していくことはどの地
域でも必要なことです。患者さんのニーズへの対応を最重要
課題として、多職種チームが任に当たれば、自ずと有機的な連
携が生まれると思います。

畑　宝塚市薬剤師地域連携研究会の認知度は上がってきま
したが、病院・薬局薬剤師の意識統一には至っていません。
より多くの薬剤師が参加する魅力ある研修の開催、お互いの
業務や職場の見える化の推進、多職種への薬剤師の職能や
薬薬連携の認知度を上げるための活動により、地域全体で顔
の見える関係を構築し、より多くの薬剤師が地域包括ケアシス
テムを支える役割を担えるようになることを目指していきます。

荒木　地域包括ケアシステム構築におけるコンセプトは2つで
す。一つは地域の多様な資源の活用であり、もう一つは異な
るもの同士の結合です。後者については、病院薬剤師と薬局
薬剤師では立場も役割も違うため認識のずれが生じやすい
し、病院薬剤師でも慢性期と急性期は違う。ここに医師、看
護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどが加われば、意識の共有
化が困難なのは当然と言えます。しかし、地域包括ケアシステ
ムは、地域の多職種ネットワークの協力・協調の中で信頼関
係を構築して、皆で地域の問題解決に取り組むことで実現し
ます。そのためのコーディネート能力を薬剤師は持っていると
私は考えます。そして、各地域の好事例を共有し、自分たちの
地域の文化や風土、医療資源に応じた仕組みへと発展させる
ことが、地域包括ケアに求められる薬剤師の役割の一つでは
ないでしょうか。本日は、次のステップにつながる貴重なお話
を伺うことができました。ありがとうございました。

2 退院後の生活を見据えた服薬支援と在宅患者支援

育和会記念病院：薬剤管理の現状に関する
アンケート調査（対象：外来受診者100人）資料4宝塚市薬剤師会：薬剤情報の地域での共有資料3
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■地域包括ケアシステムを見据えた
　各施設の取り組み　　　

荒木　現在、日本では「地域包括ケアシステム」と「地域医療
構想」が医療・福祉政策の両輪として進められています。地域
包括ケアシステムは、要介護状態となっても住み慣れた地域で
最後まで暮らすことができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が包括的に確保される仕組みであり、中学校区を単
位とします。一方、地域医療構想は二次医療圏を基本に、地
域に必要とされる医療提供体制の整備を進めるものです。各
地域の資源を有効に活用し、地域全体で質の高い医療・介護
を効率的に提供する体制の構築が進む中で、薬剤師にはどの
ような役割が求められるでしょうか。この座談会では、地域包
括ケアを見据えて先駆的な取り組みをしている先生方にお集
まりいただき、地域包括ケアシステムにおける薬剤師業務と地
域連携のあり方について討議していただきます。まず初めに、
施設の紹介と取り組みの概要をご紹介ください。
　
【KKR高松病院：
 外来支援薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導】

眞鍋　KKR高松病院は香川県高松市にある179床の中規模
病院です。薬剤師は15名で、院内処方がほぼ100％です。
2007年頃より人数が少なくなった医師の負担軽減、診療の効
率化を目的に外来診療の場に薬剤師が同席して、処方・検査・
予約の各オーダ入力、医薬品使用時の安全性の確認や処方
提案、服薬説明などを始めました（資料1）。現在は全診療科に
薬剤師が常駐し、病棟業務やチーム医療との情報共有もス
ムーズに行われており、入院中の服薬指導の内容を外来でも
引き継いで指導しています。2016年からは外来支援薬剤師に
よる在宅訪問を開始しました。残薬があり服薬アドヒアランス
の低下など様子の気になる患者さんについて主治医と相談
し、在宅訪問薬剤指導が必要と判断された場合は、患者さん
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に同意取得後、看護師もしくはケアマネジャーとともに訪問し
ます。自宅や介護施設での実際の薬の保管方法や残薬状況
を確認した上で服薬指導を行い、その内容を主治医に報告
し、必要であれば処方を見直し、服薬を継続できるように支援
します。

【京都中部総合医療センター：
 双方向トレーシングレポートによる情報共有】

和田　京都中部総合医療センターは南丹医療圏の拠点病院
であり、病床数は464床、薬剤師は21名です。当院では南丹
地域の船井薬剤師会、亀岡市薬剤師会との薬剤師連携を推
進してきました。2013年7月に薬薬連携研究会を発足し、同年
10月に処方箋に経口抗がん剤の投与スケジュール、レジメン名
の記載を、11月にはがん薬薬連携研修会を開始し、現在も定
期的に開催しています。そして、2014年3月から双方向トレー
シングレポートの運用を開始しました。薬局薬剤師が確認し
た内服状況や副作用状況、指導内容などを病院薬剤部経由
で医師に情報提供を行うことで、処方の適正化や患者さんの
QOL向上につなげます。また、その結果は保険薬局に必ず返
信しています。この取り組みは2017年度から京都府薬剤師会
のがん薬薬連携事業のモデル地域に選定されており、2018年
９月からはプロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）とし
て運用しています。

【育和会記念病院：
 地域包括ケア病棟における入退院支援】

久岡　育和会記念病院は、高齢化率が大阪市内で2番目に高
い生野区にあり、地域密着型の基幹病院としての役割を担っ
ています。病床数は265床で、うち地域包括ケア病床が47床
です。薬剤師数は15名で、全病棟で持参薬の鑑別から始ま
り、退院までのすべての薬物療法に関わっています。地域包
括ケア病棟の患者さんには、生活状況を把握したうえで適切
な薬剤管理方法の支援を行い、服薬コンプライアンスの向上
を図る必要があります。そこで、薬剤管理指導料などの算定
はできませんが、薬剤師の常駐が必要だと考え、他の病棟と
同じ1.5名を配置しています。当院では退院時の情報提供ツー
ルとして「情報提供用紙」を活用しています。持参薬をはじめ、
すべての処方歴や指導内容を記録して、保険薬局や介護施
設に伝達します。また、併設する介護老人保健施設にも介入
し、残薬整理や薬品管理、入所時の減薬、処方提案のほか、
職員への情報提供や教育にも取り組んでいます。

【須田病院：
 保険薬局への在宅医療介入の後方支援】

定岡　須田病院は岐阜県高山市にある274床の精神科病院
であり、薬剤師は常勤2名、非常勤1名です。高山市を含む飛

騨地方は高齢化、過疎化が進行しており、広域に点在する患
者さんを病院10施設、保険薬局83施設の体制でフォローしな
ければなりません。そこで、病院薬剤部門長と地域薬剤師会
代表者が参加する薬薬連携推進協議会を定期的に開催する
とともに、情報ネットワークを整備しました。顔を合わせて話
し合う中で、保険薬局には少ない人員体制の中で在宅医療に
踏み出すことへの不安があることが分かりました。一方、医師
や他職種からは「薬局薬剤師に在宅支援をしてほしいが、どの
ように協力要請をすればよいか分からない」という声が聞かれ
ました。そこで病院薬剤師が情報のつなぎ役として薬局薬剤
師を後方支援する形で介在しようと、まず当院が地域に先行
して取り組みを始めました。この他、行政や医師会、歯科医師
会にも働きかけ、薬局薬剤師が在宅医療に踏み出すための環
境整備を進めています。

【宝塚市薬剤師会：
 宝塚オール薬剤師による薬剤師連携、多職種連携の推進】

畑　宝塚市では2013年に宝塚市立病院が地域医療支援病
院に指定され、地域医療室に専任薬剤師が配置されたことを
契機に、薬剤情報共有を含む地域連携が大きく進みました。
2015年には市内7病院の病院薬剤師と保険薬局薬剤師で構
成される宝塚市薬剤師地域連携研究会「宝つーかーの会」が
結成され、約3年間で合同研修会を19回開催しました。現在、
研究会は市薬剤師会、市医師会のバックアップのもと、ポリ
ファーマシー対策を含む医薬品の適正使用推進の主軸として
機能しています。成果の一つが、病院間統一の「退院時薬剤
情報提供書」であり、宝塚市7病院地域連携連絡会の承認を
得て「診療情報提供書」に添付される形で運用されています。
また、医療・介護・福祉に関わる多職種が参加する「宝塚市地
域包括ケアシステム研究会」～３つの若葉を育てる会～では毎
月地域での課題を多職種で考えており、服薬管理など薬に関
する問題も幾度となく取り組んできました。

■実践例から考える地域包括ケアにおける
　薬剤師連携のあり方　　　

荒木　地域包括ケアシステムにおける薬剤師連携のあり方に
は3つの方向性があると思います。1つは、医薬品情報・患者
情報の共有による医薬品適正使用の推進です。具体的には、
院外処方箋への検査値や化学療法レジメン名の表示をはじ
め、お薬手帳、トレーシングレポート、退院時薬剤情報提供書
などで情報共有します。2つ目は、薬物療法の質向上を地域
全体で進めることです。病院で作成・運用しているハイリスク
薬の薬剤導入パスやプロトコール、モニタリングシートなどを地
域で共有します。3つ目は、病院薬剤部門による保険薬局の
後方支援です。退院前カンファレンスへの薬局薬剤師の参加
促進や在宅介入のコーディネートのほか、地域の多職種との連

携調整も必要です。いずれも地域全体で推進するためには、
薬剤師会との協働が重要になります。これらを踏まえて、具体
的な議論を進めていきたいと思います。

荒木　「情報共有」が連携のキーワードの一つであり、トレーシ
ングレポートが注目されています。和田先生、運用を通して有
用性をどのように評価されていますか。

和田　トレーシングレポートの有用性を評価するために、2014年
３月～2016年４月にS-1またはカペシタビンを新たに処方された
173例を対象に、レポートの有無による無増悪生存期間（PFS）
の差を調べました。その結果、レポート有の58例では、レポート
無群に比べてPFS は有意に延長していました（資料2）。レポー
トによって医師が診察時に入手できなかった情報を得られたこ
と、また、保険薬局では処方箋の情報から併用される注射抗が
ん剤を含めたレジメン全体や腎機能などの検査値が把握できた
ことで、的確な服薬指導や投与量の適正化が可能となり、PFS 
の延長に寄与したと考えられます。

荒木　双方向の情報共有が患者さんの生命予後改善に寄与
する可能性を示した貴重なデータです。PBPMはどのように
運用しているのですか。

和田　カペシタビンを処方された患者さんに、手足症候群予
防のための保湿剤やステロイド外用薬の処方がない場合は疑
義照会をしていただき、病院薬剤師がプロトコールに基づいて
代行入力を行います。一方、薬局薬剤師は患者さんに副作用
の指導、外用薬の使用方法などの指導を行います。また、内
服状況や副作用症状について聞き取り、グレード2以上の手
足症候群が出現した場合はステロイド外用薬の塗布開始を指
示し、トレーシングレポートで病院薬剤部に情報提供します。

病院薬剤師は主治医に報告・提案をして次回の診察や治療
に活かします。この取り組みを通じて、地域のがん治療に対す
る薬剤師の知識やレベルが向上し、質の高い介入ができるよ
うになると考えています。 

荒木　宝塚市では病院間統一の「退院時薬剤情報提供書」
を情報共有ツールとして活用していますね。

畑　病院では入院中に持参薬を含めた処方内容の整理、退
院後の生活環境に合わせた薬剤調整が行われています。そ
の内容をかかりつけ医や保険薬局、転院先、入所先に引き継
ぐために、「退院時薬剤情報提供書」に薬剤の中止・減量など
の調整区分、事由と経過、持参薬を含めた退院時服用薬など
が記載されます。一方、入院時には、持参薬情報や在宅での
生活や服用状況を共有する「外来時薬剤サマリー」を運用して
います（資料3）。薬剤情報を地域で共有することで処方意図
が正確に伝わり、中止や減量をするべき薬剤が再処方される
ことを防ぐことができます。

久岡　当院の場合、連携ツールとして「情報提供用紙」を発案
したのは地域包括ケア病棟担当者であり、急性期の担当者は
時間的制約もあり作成には参加しませんでした。しかし、実際
に運用が始まってみると、最も利用しているのは急性期でし
た。その理由を考えると、退院前カンファレンスや共同指導な
どで情報伝達できる地域包括ケア病棟と違い、短期間で転
院・退院することが多い急性期では、薬や副作用の情報を次
に伝えるためにはどうしても情報共有ツールが必要になるので
す。患者さんの薬の安全を守りたいという気持ちがあれば、
ツールは何であれ情報共有の必要性に行き着くはずだと思い
ます。

荒木　急性期病棟での在院日数が短くなる中で、在宅・生活

復帰を支援する地域包括ケア病棟が増加しています。ここで
の薬剤師はどのような活動をしているのでしょうか。久岡先
生、実践事例をご紹介ください。

久岡　地域包括ケア病棟では、退院後の生活を見据えた薬
の管理方法や処方の適正化に取り組んでいます。取り組み
の一例ですが、患者さんがPTPシートを誤って飲み込むとい
う事故が起こりました。大事には至りませんでしたが、再発予
防のために患者さんから詳しく状況を聴き取るとともに、外
来患者100名を対象に薬の保管方法や服用後のシートの処
理などに関するアンケート調査をしました。するとシートをバ
ラバラに切り離して管理している人が多いことが分かり、この
ことがシートのまま飲み込む原因と考え、対策を検討しました
（資料4）。患者さんや家族に対して、シートを切り離さずに保
管することや服薬準備の際に薬の種類、個数、包装状態など
をしっかり確認する様にしました。また、そのための工夫とし
て、一部の患者さんには散剤秤量用トレイを使うことで薬を判
別しやすくして薬の取りこぼしや誤飲のリスクを軽減しまし
た。この他、処方の適正化への取り組みとして、例えば、不眠
や睡眠薬の増量の訴えがあれば薬剤師が評価し、プロトコー
ルに基づいて睡眠薬の処方提案をしています。私はスタッフ
にいつも言うのですが、事件は現場で起きているのです。薬
剤師は患者さんに寄り添い、薬剤師としてできることは何かを
考え続けることが大切です。

荒木　眞鍋先生、外来支援薬剤師による在宅患者支援の実
践についてお聞かせください。

眞鍋　薬剤師が実際の服薬環境を確認し、お薬カレンダーな
どの利用の提案、内服種類数の減薬の検討、複数診療科の処
方の一括分包などを行っています。在宅訪問を開始する前と後
での残薬の変化を調査したところ、対象の6人では、訪問前には
残薬が最大80日分あったのに対して、訪問後は最大20日分に

改善しました。また、外来での確認時には外用薬やインスリン
の使用方法、保管方法の理解が良好でも、在宅訪問時の確認
では操作不十分が3例ありました。在宅の現場を見ると患者さ
んの本当の服薬状況がよく分かります。久岡先生が言われた
ように、「事件は現場で起きている」ことを実感しました。

荒木　地域包括ケアシステムの実現には、保険薬局が在宅医
療に関わるための環境整備が必要です。そのためには病院
薬剤部の支援が欠かせません。定岡先生はどのような形で支
援をされているのでしょうか。

定岡　まず薬剤師の介入が有益と思われる在宅患者さんを
抽出するために、訪問看護師が把握している情報を集約してリ
ストアップします。その中で独居世帯や高齢者世帯など優先
順位が高い例から医師に在宅支援の指示を依頼します。同
時に保険薬局には、病名や主訴、処方意図、病識の有無、既往
歴などを含む患者情報を提供します（資料5）。これにより当
院から在宅に移行する患者さんは、2年前のゼロから、今では
100件を超えています。これまでは当院でしか診られなかっ
た精神科の患者さんも、保険薬局や訪問看護との連携で在
宅が可能になりました。この他、地域の医療従事者、行政関係
者を交えた薬剤師の在宅医療介入を考える会を定期的に開催
したり、膝を突き合わせてレビューする会を設ける、医師会・
歯科医師会・薬剤師会で在宅医療マップを作成するなど、地
域の問題を共有し、解決するための多職種連携、地域ネット
ワーク化を進めています。

久岡　当院でも2018年4月から在宅医療のコーディネートを
始めました。疑義照会で大量の残薬があると分かった患者さ
んは、次回受診時に薬剤師が話を聞き、必要だと判断すれば、
保険薬局に訪問薬剤管理指導を頼んだり、訪問看護師やケ

アマネジャーに支援を依頼します。

荒木　宝塚市は、薬剤師がキーパーソンとなり医師会や他職
種を巻き込んで信頼関係を構築している好事例と言えます。

畑　宝塚市薬剤師会では多職種連携に力を入れており、多職
種連携ネットワークの構築と、薬剤師の職能のピーアールを行
い、多職種連携を行える薬剤師の養成を担っています。「3つ
の若葉を育てる会」と協働で「つながる薬局」プロジェクトを始
動し、多職種向けの「つながる名刺」の作成、お薬手帳活用マ
ニュアルの作成など様々な活動を展開しています。

■地域包括ケアに向けて
　薬剤師が取り組むべき課題

荒木　情報共有や地域連携に向けた様々な取り組みが成果
を上げている一方で、解決すべき課題も多々あると思います。
地域包括ケアに向けてどのような取り組みが必要でしょうか。

眞鍋　ポリファーマシー対策には当院でも取り組んでいます
が、対応には注意が必要だとも感じています。一つは、単に種
類が多いからとやみくもに減らすのではなく、「ポリファーマ
シー」の定義を明確にするとともに、減薬の効果を確認する。
二つ目は、薬が減ることによって病院から見捨てられたと思う
患者さんもいるのではないか。もちろん、患者さんの状況を見
て主治医とも相談するのですが、患者さんの気持ちにも配慮
する必要があると思います。

畑　薬局では複数の医療機関の処方箋を持ってくる患者さん
も多く、ポリファーマシー対策の最前線にいます。私が大切に
しているのは、本当にこの患者さんにその薬が必要かをかかり
つけ医と一緒に考えることです。医師の処方意図を正しく理
解しないまま簡単に減らすことはできないと思っています。

荒木　薬剤師に求められるスキルや人材育成についてはいか
がですか。例えば、地域包括ケア病棟は在宅復帰支援を行う
病棟であり、生活支援や他職種との連携、調整のためのスキ
ルも必要です。その意味でも当院ではベテランの薬剤師を配
置しています。

和田　当院も同じですね。地域包括ケア病棟の担当は2名い
ますが、生活につなげる視点を重視しベテランを配置していま
す。地域包括ケア病棟ではあらゆる疾患や病態の患者さんが
支援の対象ですから、幅広い知識が求められますし、生活環
境や家庭環境などを考慮した一人ひとりに合わせた支援が求
められます。

畑　在宅医療に携わる薬剤師は、チームの一員として患者さ
んをトータルにサポートする覚悟が必要です。例えば、訪問時
におむつを替える必要がある場合は、緊急的に対応することも

ありますし、看取りに立ち会う可能性もあります。一方で、訪
問看護師に薬の管理をお願いすることもあります。

荒木　次に、地域包括ケアシステムでは医療と介護の連携が
重要です。しかし、ここは取り組みが始まったばかりという印
象ですがいかがでしょうか。

眞鍋　当地域の介護施設は医療職以外の開設者が多く、薬
剤師の介入の必要性を理解してもらうことが難しい施設もあり
ます。皆さんの地域は介護施設との連携は進んでいますか。

定岡　介護施設のスタッフが薬の安全性について危機感を持
ち、研修の要請を受けて私達薬剤師が講師として研修会に出
向くことがありますが、密な連携までには至っていません。今
後、薬剤師の目線からも医療と介護をつないでいくことが課題
です。

久岡　今後、介護施設で療養生活を送る高齢者は増加し、そ
の多くが薬物治療の継続が必要ですから薬剤師の積極的な
関与が不可欠です。先日、近隣の高齢者施設で薬の飲ませ忘
れがあり、施設の管理者が相談に来ました。少しずつでも顔
を合わせて話す機会を重ねていくことで連携が深まると思い
ます。

畑　医療と介護のつなぎ役であるケアマネジャーに薬局薬剤
師の役割を理解してもらいたいですね。「3つの若葉を育てる
会」での他職種とのディスカッションで、処方箋には病名が記
載されていると思っている方が多いことがわかりました。だか
ら薬局では色々聞かれるのかと。やっと理解してもらえまし
た。やはり職種間の壁を超えるにはお互いを理解するために
話し合う場と機会が必要です。

■地域包括ケアシステムにおいて
　薬剤師が果たす役割

荒木　それでは最後に皆さんの今後の展望を聞かせてください。

眞鍋　当院はほぼ100％院内処方のため、薬剤師が外来患者
さんの薬の安全に責任を持つための体制を整える中で、在宅
への介入を始めました。しかし、患者さんは当院以外の医療機
関も受診しているので、地域の保険薬局との連携は必要であ
り今後の課題です。また、地域における基本的な情報共有
ツールである診療情報提供書に薬剤情報を付加する方法は当
院を含めて多くの施設で確立していません。薬剤師が介入する
ことで、地域の中で薬剤情報がシームレスにつながるようにし
たいと思います。

和田　双方向トレーシングレポートの有用性は明らかですが、
課題は業務負担の増大です。今後はICTの利用を含めた効率
化が必要だと思っています。また、これまでの取り組みを通じ

て保険薬局との連携は進んできましたが、他の医療職種との
連携はまだこれからです。地域包括ケアにおける薬剤師の役
割を明確にして、薬剤師会をはじめ様々な関係機関との連携
を強化しながら、地域に密着した医療を提供していきたいと
思います。

久岡　退院後を見据えて安心安全な薬物療法を支援するこ
とが病院薬剤師の仕事であり、急性期病棟でも地域包括ケ
ア病棟でも目指すべきゴールは同じです。ただ、残念ながら、
それが全ての薬剤師の共通認識となっておらず、特に地域包
括ケア病棟の薬剤師の役割への理解は、当院でもまだ低いと
言えます。今後、目指すべきゴールや意識の統一化のもとで
病棟薬剤業務を確立したいと思います。

定岡　高山では薬剤師の確保が難しく、このままでは地域医
療が立ち行かなくなるという危機感の中で、薬学生に地域医
療・へき地医療を知ってもらう研修会を地域薬剤師会と共同
で開催しています。こうした一つ一つの積み重ねによって、地
域の薬剤師のベクトルを合わせています。地域包括ケアシス
テムの方向性は地域によって異なりますが、地域医療を守る
ために自分たちにできることを考え実践していくことはどの地
域でも必要なことです。患者さんのニーズへの対応を最重要
課題として、多職種チームが任に当たれば、自ずと有機的な連
携が生まれると思います。

畑　宝塚市薬剤師地域連携研究会の認知度は上がってきま
したが、病院・薬局薬剤師の意識統一には至っていません。
より多くの薬剤師が参加する魅力ある研修の開催、お互いの
業務や職場の見える化の推進、多職種への薬剤師の職能や
薬薬連携の認知度を上げるための活動により、地域全体で顔
の見える関係を構築し、より多くの薬剤師が地域包括ケアシス
テムを支える役割を担えるようになることを目指していきます。

荒木　地域包括ケアシステム構築におけるコンセプトは2つで
す。一つは地域の多様な資源の活用であり、もう一つは異な
るもの同士の結合です。後者については、病院薬剤師と薬局
薬剤師では立場も役割も違うため認識のずれが生じやすい
し、病院薬剤師でも慢性期と急性期は違う。ここに医師、看
護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどが加われば、意識の共有
化が困難なのは当然と言えます。しかし、地域包括ケアシステ
ムは、地域の多職種ネットワークの協力・協調の中で信頼関
係を構築して、皆で地域の問題解決に取り組むことで実現し
ます。そのためのコーディネート能力を薬剤師は持っていると
私は考えます。そして、各地域の好事例を共有し、自分たちの
地域の文化や風土、医療資源に応じた仕組みへと発展させる
ことが、地域包括ケアに求められる薬剤師の役割の一つでは
ないでしょうか。本日は、次のステップにつながる貴重なお話
を伺うことができました。ありがとうございました。

3 病院による保険薬局の後方支援
～薬剤師連携から多職種連携へ～

須田病院：
病院薬剤師による保険薬局の在宅介入の後方支援資料5

出典：定岡先生提供資料

医師や他職種の方々からの声として…

どのように協力要請をすれば良いのか…？

薬局薬剤師が在宅医療に介入するシステムがあるとは聞いているが…
自宅へ行かないまでも、処方薬の相談にのって頂けると助かる…

地域に先行して病院薬剤師が介在し薬局薬剤師に在宅支援を依頼

須田病院で作成した実際の患者リスト

病院薬剤師が医師等との情報の繋ぎ役やコーディネーターとして
薬局薬剤師を後方支援していく形で介在すれば…

■訪問看護師と連携し、薬剤師の在宅支援が有益と思われる患者を病院薬剤師がリストアップ
■優先順位をつける
■医師に在宅支援指示（訪問薬剤管理指導）を出していただくよう依頼

主に独居世帯、高齢世帯など、身内にキーパーソンがみえない方

市町村 氏名 保険 他科 管理 病識 問題点保管場所薬局から
の持帰り 薬局

国府町 白○○美 生保・自立
介護 ○○医院 Ns Ns、週1金

カレンダー

Ns、隔週金
カレンダー

有 薬に依存排便拘り自宅

若宮町 岡○○子 重度・自立 ○○病院 本人 本人 無 退薬　拒否自宅

東町 古○○子 重度・自立 ○○耳鼻科 本人・Ns △ 息子と2人
長期処方、遠方自宅



■地域包括ケアシステムを見据えた
　各施設の取り組み　　　

荒木　現在、日本では「地域包括ケアシステム」と「地域医療
構想」が医療・福祉政策の両輪として進められています。地域
包括ケアシステムは、要介護状態となっても住み慣れた地域で
最後まで暮らすことができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が包括的に確保される仕組みであり、中学校区を単
位とします。一方、地域医療構想は二次医療圏を基本に、地
域に必要とされる医療提供体制の整備を進めるものです。各
地域の資源を有効に活用し、地域全体で質の高い医療・介護
を効率的に提供する体制の構築が進む中で、薬剤師にはどの
ような役割が求められるでしょうか。この座談会では、地域包
括ケアを見据えて先駆的な取り組みをしている先生方にお集
まりいただき、地域包括ケアシステムにおける薬剤師業務と地
域連携のあり方について討議していただきます。まず初めに、
施設の紹介と取り組みの概要をご紹介ください。
　
【KKR高松病院：
 外来支援薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導】

眞鍋　KKR高松病院は香川県高松市にある179床の中規模
病院です。薬剤師は15名で、院内処方がほぼ100％です。
2007年頃より人数が少なくなった医師の負担軽減、診療の効
率化を目的に外来診療の場に薬剤師が同席して、処方・検査・
予約の各オーダ入力、医薬品使用時の安全性の確認や処方
提案、服薬説明などを始めました（資料1）。現在は全診療科に
薬剤師が常駐し、病棟業務やチーム医療との情報共有もス
ムーズに行われており、入院中の服薬指導の内容を外来でも
引き継いで指導しています。2016年からは外来支援薬剤師に
よる在宅訪問を開始しました。残薬があり服薬アドヒアランス
の低下など様子の気になる患者さんについて主治医と相談
し、在宅訪問薬剤指導が必要と判断された場合は、患者さん

に同意取得後、看護師もしくはケアマネジャーとともに訪問し
ます。自宅や介護施設での実際の薬の保管方法や残薬状況
を確認した上で服薬指導を行い、その内容を主治医に報告
し、必要であれば処方を見直し、服薬を継続できるように支援
します。

【京都中部総合医療センター：
 双方向トレーシングレポートによる情報共有】

和田　京都中部総合医療センターは南丹医療圏の拠点病院
であり、病床数は464床、薬剤師は21名です。当院では南丹
地域の船井薬剤師会、亀岡市薬剤師会との薬剤師連携を推
進してきました。2013年7月に薬薬連携研究会を発足し、同年
10月に処方箋に経口抗がん剤の投与スケジュール、レジメン名
の記載を、11月にはがん薬薬連携研修会を開始し、現在も定
期的に開催しています。そして、2014年3月から双方向トレー
シングレポートの運用を開始しました。薬局薬剤師が確認し
た内服状況や副作用状況、指導内容などを病院薬剤部経由
で医師に情報提供を行うことで、処方の適正化や患者さんの
QOL向上につなげます。また、その結果は保険薬局に必ず返
信しています。この取り組みは2017年度から京都府薬剤師会
のがん薬薬連携事業のモデル地域に選定されており、2018年
９月からはプロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）とし
て運用しています。

【育和会記念病院：
 地域包括ケア病棟における入退院支援】

久岡　育和会記念病院は、高齢化率が大阪市内で2番目に高
い生野区にあり、地域密着型の基幹病院としての役割を担っ
ています。病床数は265床で、うち地域包括ケア病床が47床
です。薬剤師数は15名で、全病棟で持参薬の鑑別から始ま
り、退院までのすべての薬物療法に関わっています。地域包
括ケア病棟の患者さんには、生活状況を把握したうえで適切
な薬剤管理方法の支援を行い、服薬コンプライアンスの向上
を図る必要があります。そこで、薬剤管理指導料などの算定
はできませんが、薬剤師の常駐が必要だと考え、他の病棟と
同じ1.5名を配置しています。当院では退院時の情報提供ツー
ルとして「情報提供用紙」を活用しています。持参薬をはじめ、
すべての処方歴や指導内容を記録して、保険薬局や介護施
設に伝達します。また、併設する介護老人保健施設にも介入
し、残薬整理や薬品管理、入所時の減薬、処方提案のほか、
職員への情報提供や教育にも取り組んでいます。

【須田病院：
 保険薬局への在宅医療介入の後方支援】

定岡　須田病院は岐阜県高山市にある274床の精神科病院
であり、薬剤師は常勤2名、非常勤1名です。高山市を含む飛

騨地方は高齢化、過疎化が進行しており、広域に点在する患
者さんを病院10施設、保険薬局83施設の体制でフォローしな
ければなりません。そこで、病院薬剤部門長と地域薬剤師会
代表者が参加する薬薬連携推進協議会を定期的に開催する
とともに、情報ネットワークを整備しました。顔を合わせて話
し合う中で、保険薬局には少ない人員体制の中で在宅医療に
踏み出すことへの不安があることが分かりました。一方、医師
や他職種からは「薬局薬剤師に在宅支援をしてほしいが、どの
ように協力要請をすればよいか分からない」という声が聞かれ
ました。そこで病院薬剤師が情報のつなぎ役として薬局薬剤
師を後方支援する形で介在しようと、まず当院が地域に先行
して取り組みを始めました。この他、行政や医師会、歯科医師
会にも働きかけ、薬局薬剤師が在宅医療に踏み出すための環
境整備を進めています。

【宝塚市薬剤師会：
 宝塚オール薬剤師による薬剤師連携、多職種連携の推進】

畑　宝塚市では2013年に宝塚市立病院が地域医療支援病
院に指定され、地域医療室に専任薬剤師が配置されたことを
契機に、薬剤情報共有を含む地域連携が大きく進みました。
2015年には市内7病院の病院薬剤師と保険薬局薬剤師で構
成される宝塚市薬剤師地域連携研究会「宝つーかーの会」が
結成され、約3年間で合同研修会を19回開催しました。現在、
研究会は市薬剤師会、市医師会のバックアップのもと、ポリ
ファーマシー対策を含む医薬品の適正使用推進の主軸として
機能しています。成果の一つが、病院間統一の「退院時薬剤
情報提供書」であり、宝塚市7病院地域連携連絡会の承認を
得て「診療情報提供書」に添付される形で運用されています。
また、医療・介護・福祉に関わる多職種が参加する「宝塚市地
域包括ケアシステム研究会」～３つの若葉を育てる会～では毎
月地域での課題を多職種で考えており、服薬管理など薬に関
する問題も幾度となく取り組んできました。

■実践例から考える地域包括ケアにおける
　薬剤師連携のあり方　　　

荒木　地域包括ケアシステムにおける薬剤師連携のあり方に
は3つの方向性があると思います。1つは、医薬品情報・患者
情報の共有による医薬品適正使用の推進です。具体的には、
院外処方箋への検査値や化学療法レジメン名の表示をはじ
め、お薬手帳、トレーシングレポート、退院時薬剤情報提供書
などで情報共有します。2つ目は、薬物療法の質向上を地域
全体で進めることです。病院で作成・運用しているハイリスク
薬の薬剤導入パスやプロトコール、モニタリングシートなどを地
域で共有します。3つ目は、病院薬剤部門による保険薬局の
後方支援です。退院前カンファレンスへの薬局薬剤師の参加
促進や在宅介入のコーディネートのほか、地域の多職種との連

携調整も必要です。いずれも地域全体で推進するためには、
薬剤師会との協働が重要になります。これらを踏まえて、具体
的な議論を進めていきたいと思います。

荒木　「情報共有」が連携のキーワードの一つであり、トレーシ
ングレポートが注目されています。和田先生、運用を通して有
用性をどのように評価されていますか。

和田　トレーシングレポートの有用性を評価するために、2014年
３月～2016年４月にS-1またはカペシタビンを新たに処方された
173例を対象に、レポートの有無による無増悪生存期間（PFS）
の差を調べました。その結果、レポート有の58例では、レポート
無群に比べてPFS は有意に延長していました（資料2）。レポー
トによって医師が診察時に入手できなかった情報を得られたこ
と、また、保険薬局では処方箋の情報から併用される注射抗が
ん剤を含めたレジメン全体や腎機能などの検査値が把握できた
ことで、的確な服薬指導や投与量の適正化が可能となり、PFS 
の延長に寄与したと考えられます。

荒木　双方向の情報共有が患者さんの生命予後改善に寄与
する可能性を示した貴重なデータです。PBPMはどのように
運用しているのですか。

和田　カペシタビンを処方された患者さんに、手足症候群予
防のための保湿剤やステロイド外用薬の処方がない場合は疑
義照会をしていただき、病院薬剤師がプロトコールに基づいて
代行入力を行います。一方、薬局薬剤師は患者さんに副作用
の指導、外用薬の使用方法などの指導を行います。また、内
服状況や副作用症状について聞き取り、グレード2以上の手
足症候群が出現した場合はステロイド外用薬の塗布開始を指
示し、トレーシングレポートで病院薬剤部に情報提供します。

病院薬剤師は主治医に報告・提案をして次回の診察や治療
に活かします。この取り組みを通じて、地域のがん治療に対す
る薬剤師の知識やレベルが向上し、質の高い介入ができるよ
うになると考えています。 

荒木　宝塚市では病院間統一の「退院時薬剤情報提供書」
を情報共有ツールとして活用していますね。

畑　病院では入院中に持参薬を含めた処方内容の整理、退
院後の生活環境に合わせた薬剤調整が行われています。そ
の内容をかかりつけ医や保険薬局、転院先、入所先に引き継
ぐために、「退院時薬剤情報提供書」に薬剤の中止・減量など
の調整区分、事由と経過、持参薬を含めた退院時服用薬など
が記載されます。一方、入院時には、持参薬情報や在宅での
生活や服用状況を共有する「外来時薬剤サマリー」を運用して
います（資料3）。薬剤情報を地域で共有することで処方意図
が正確に伝わり、中止や減量をするべき薬剤が再処方される
ことを防ぐことができます。

久岡　当院の場合、連携ツールとして「情報提供用紙」を発案
したのは地域包括ケア病棟担当者であり、急性期の担当者は
時間的制約もあり作成には参加しませんでした。しかし、実際
に運用が始まってみると、最も利用しているのは急性期でし
た。その理由を考えると、退院前カンファレンスや共同指導な
どで情報伝達できる地域包括ケア病棟と違い、短期間で転
院・退院することが多い急性期では、薬や副作用の情報を次
に伝えるためにはどうしても情報共有ツールが必要になるので
す。患者さんの薬の安全を守りたいという気持ちがあれば、
ツールは何であれ情報共有の必要性に行き着くはずだと思い
ます。

荒木　急性期病棟での在院日数が短くなる中で、在宅・生活

復帰を支援する地域包括ケア病棟が増加しています。ここで
の薬剤師はどのような活動をしているのでしょうか。久岡先
生、実践事例をご紹介ください。

久岡　地域包括ケア病棟では、退院後の生活を見据えた薬
の管理方法や処方の適正化に取り組んでいます。取り組み
の一例ですが、患者さんがPTPシートを誤って飲み込むとい
う事故が起こりました。大事には至りませんでしたが、再発予
防のために患者さんから詳しく状況を聴き取るとともに、外
来患者100名を対象に薬の保管方法や服用後のシートの処
理などに関するアンケート調査をしました。するとシートをバ
ラバラに切り離して管理している人が多いことが分かり、この
ことがシートのまま飲み込む原因と考え、対策を検討しました
（資料4）。患者さんや家族に対して、シートを切り離さずに保
管することや服薬準備の際に薬の種類、個数、包装状態など
をしっかり確認する様にしました。また、そのための工夫とし
て、一部の患者さんには散剤秤量用トレイを使うことで薬を判
別しやすくして薬の取りこぼしや誤飲のリスクを軽減しまし
た。この他、処方の適正化への取り組みとして、例えば、不眠
や睡眠薬の増量の訴えがあれば薬剤師が評価し、プロトコー
ルに基づいて睡眠薬の処方提案をしています。私はスタッフ
にいつも言うのですが、事件は現場で起きているのです。薬
剤師は患者さんに寄り添い、薬剤師としてできることは何かを
考え続けることが大切です。

荒木　眞鍋先生、外来支援薬剤師による在宅患者支援の実
践についてお聞かせください。

眞鍋　薬剤師が実際の服薬環境を確認し、お薬カレンダーな
どの利用の提案、内服種類数の減薬の検討、複数診療科の処
方の一括分包などを行っています。在宅訪問を開始する前と後
での残薬の変化を調査したところ、対象の6人では、訪問前には
残薬が最大80日分あったのに対して、訪問後は最大20日分に

改善しました。また、外来での確認時には外用薬やインスリン
の使用方法、保管方法の理解が良好でも、在宅訪問時の確認
では操作不十分が3例ありました。在宅の現場を見ると患者さ
んの本当の服薬状況がよく分かります。久岡先生が言われた
ように、「事件は現場で起きている」ことを実感しました。

荒木　地域包括ケアシステムの実現には、保険薬局が在宅医
療に関わるための環境整備が必要です。そのためには病院
薬剤部の支援が欠かせません。定岡先生はどのような形で支
援をされているのでしょうか。

定岡　まず薬剤師の介入が有益と思われる在宅患者さんを
抽出するために、訪問看護師が把握している情報を集約してリ
ストアップします。その中で独居世帯や高齢者世帯など優先
順位が高い例から医師に在宅支援の指示を依頼します。同
時に保険薬局には、病名や主訴、処方意図、病識の有無、既往
歴などを含む患者情報を提供します（資料5）。これにより当
院から在宅に移行する患者さんは、2年前のゼロから、今では
100件を超えています。これまでは当院でしか診られなかっ
た精神科の患者さんも、保険薬局や訪問看護との連携で在
宅が可能になりました。この他、地域の医療従事者、行政関係
者を交えた薬剤師の在宅医療介入を考える会を定期的に開催
したり、膝を突き合わせてレビューする会を設ける、医師会・
歯科医師会・薬剤師会で在宅医療マップを作成するなど、地
域の問題を共有し、解決するための多職種連携、地域ネット
ワーク化を進めています。

久岡　当院でも2018年4月から在宅医療のコーディネートを
始めました。疑義照会で大量の残薬があると分かった患者さ
んは、次回受診時に薬剤師が話を聞き、必要だと判断すれば、
保険薬局に訪問薬剤管理指導を頼んだり、訪問看護師やケ

アマネジャーに支援を依頼します。

荒木　宝塚市は、薬剤師がキーパーソンとなり医師会や他職
種を巻き込んで信頼関係を構築している好事例と言えます。

畑　宝塚市薬剤師会では多職種連携に力を入れており、多職
種連携ネットワークの構築と、薬剤師の職能のピーアールを行
い、多職種連携を行える薬剤師の養成を担っています。「3つ
の若葉を育てる会」と協働で「つながる薬局」プロジェクトを始
動し、多職種向けの「つながる名刺」の作成、お薬手帳活用マ
ニュアルの作成など様々な活動を展開しています。

■地域包括ケアに向けて
　薬剤師が取り組むべき課題

荒木　情報共有や地域連携に向けた様々な取り組みが成果
を上げている一方で、解決すべき課題も多々あると思います。
地域包括ケアに向けてどのような取り組みが必要でしょうか。

眞鍋　ポリファーマシー対策には当院でも取り組んでいます
が、対応には注意が必要だとも感じています。一つは、単に種
類が多いからとやみくもに減らすのではなく、「ポリファーマ
シー」の定義を明確にするとともに、減薬の効果を確認する。
二つ目は、薬が減ることによって病院から見捨てられたと思う
患者さんもいるのではないか。もちろん、患者さんの状況を見
て主治医とも相談するのですが、患者さんの気持ちにも配慮
する必要があると思います。

畑　薬局では複数の医療機関の処方箋を持ってくる患者さん
も多く、ポリファーマシー対策の最前線にいます。私が大切に
しているのは、本当にこの患者さんにその薬が必要かをかかり
つけ医と一緒に考えることです。医師の処方意図を正しく理
解しないまま簡単に減らすことはできないと思っています。

荒木　薬剤師に求められるスキルや人材育成についてはいか
がですか。例えば、地域包括ケア病棟は在宅復帰支援を行う
病棟であり、生活支援や他職種との連携、調整のためのスキ
ルも必要です。その意味でも当院ではベテランの薬剤師を配
置しています。

和田　当院も同じですね。地域包括ケア病棟の担当は2名い
ますが、生活につなげる視点を重視しベテランを配置していま
す。地域包括ケア病棟ではあらゆる疾患や病態の患者さんが
支援の対象ですから、幅広い知識が求められますし、生活環
境や家庭環境などを考慮した一人ひとりに合わせた支援が求
められます。

畑　在宅医療に携わる薬剤師は、チームの一員として患者さ
んをトータルにサポートする覚悟が必要です。例えば、訪問時
におむつを替える必要がある場合は、緊急的に対応することも

ありますし、看取りに立ち会う可能性もあります。一方で、訪
問看護師に薬の管理をお願いすることもあります。

荒木　次に、地域包括ケアシステムでは医療と介護の連携が
重要です。しかし、ここは取り組みが始まったばかりという印
象ですがいかがでしょうか。

眞鍋　当地域の介護施設は医療職以外の開設者が多く、薬
剤師の介入の必要性を理解してもらうことが難しい施設もあり
ます。皆さんの地域は介護施設との連携は進んでいますか。

定岡　介護施設のスタッフが薬の安全性について危機感を持
ち、研修の要請を受けて私達薬剤師が講師として研修会に出
向くことがありますが、密な連携までには至っていません。今
後、薬剤師の目線からも医療と介護をつないでいくことが課題
です。

久岡　今後、介護施設で療養生活を送る高齢者は増加し、そ
の多くが薬物治療の継続が必要ですから薬剤師の積極的な
関与が不可欠です。先日、近隣の高齢者施設で薬の飲ませ忘
れがあり、施設の管理者が相談に来ました。少しずつでも顔
を合わせて話す機会を重ねていくことで連携が深まると思い
ます。

畑　医療と介護のつなぎ役であるケアマネジャーに薬局薬剤
師の役割を理解してもらいたいですね。「3つの若葉を育てる
会」での他職種とのディスカッションで、処方箋には病名が記
載されていると思っている方が多いことがわかりました。だか
ら薬局では色々聞かれるのかと。やっと理解してもらえまし
た。やはり職種間の壁を超えるにはお互いを理解するために
話し合う場と機会が必要です。

■地域包括ケアシステムにおいて
　薬剤師が果たす役割

荒木　それでは最後に皆さんの今後の展望を聞かせてください。

眞鍋　当院はほぼ100％院内処方のため、薬剤師が外来患者
さんの薬の安全に責任を持つための体制を整える中で、在宅
への介入を始めました。しかし、患者さんは当院以外の医療機
関も受診しているので、地域の保険薬局との連携は必要であ
り今後の課題です。また、地域における基本的な情報共有
ツールである診療情報提供書に薬剤情報を付加する方法は当
院を含めて多くの施設で確立していません。薬剤師が介入する
ことで、地域の中で薬剤情報がシームレスにつながるようにし
たいと思います。

和田　双方向トレーシングレポートの有用性は明らかですが、
課題は業務負担の増大です。今後はICTの利用を含めた効率
化が必要だと思っています。また、これまでの取り組みを通じ

て保険薬局との連携は進んできましたが、他の医療職種との
連携はまだこれからです。地域包括ケアにおける薬剤師の役
割を明確にして、薬剤師会をはじめ様々な関係機関との連携
を強化しながら、地域に密着した医療を提供していきたいと
思います。

久岡　退院後を見据えて安心安全な薬物療法を支援するこ
とが病院薬剤師の仕事であり、急性期病棟でも地域包括ケ
ア病棟でも目指すべきゴールは同じです。ただ、残念ながら、
それが全ての薬剤師の共通認識となっておらず、特に地域包
括ケア病棟の薬剤師の役割への理解は、当院でもまだ低いと
言えます。今後、目指すべきゴールや意識の統一化のもとで
病棟薬剤業務を確立したいと思います。

定岡　高山では薬剤師の確保が難しく、このままでは地域医
療が立ち行かなくなるという危機感の中で、薬学生に地域医
療・へき地医療を知ってもらう研修会を地域薬剤師会と共同
で開催しています。こうした一つ一つの積み重ねによって、地
域の薬剤師のベクトルを合わせています。地域包括ケアシス
テムの方向性は地域によって異なりますが、地域医療を守る
ために自分たちにできることを考え実践していくことはどの地
域でも必要なことです。患者さんのニーズへの対応を最重要
課題として、多職種チームが任に当たれば、自ずと有機的な連
携が生まれると思います。

畑　宝塚市薬剤師地域連携研究会の認知度は上がってきま
したが、病院・薬局薬剤師の意識統一には至っていません。
より多くの薬剤師が参加する魅力ある研修の開催、お互いの
業務や職場の見える化の推進、多職種への薬剤師の職能や
薬薬連携の認知度を上げるための活動により、地域全体で顔
の見える関係を構築し、より多くの薬剤師が地域包括ケアシス
テムを支える役割を担えるようになることを目指していきます。

荒木　地域包括ケアシステム構築におけるコンセプトは2つで
す。一つは地域の多様な資源の活用であり、もう一つは異な
るもの同士の結合です。後者については、病院薬剤師と薬局
薬剤師では立場も役割も違うため認識のずれが生じやすい
し、病院薬剤師でも慢性期と急性期は違う。ここに医師、看
護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどが加われば、意識の共有
化が困難なのは当然と言えます。しかし、地域包括ケアシステ
ムは、地域の多職種ネットワークの協力・協調の中で信頼関
係を構築して、皆で地域の問題解決に取り組むことで実現し
ます。そのためのコーディネート能力を薬剤師は持っていると
私は考えます。そして、各地域の好事例を共有し、自分たちの
地域の文化や風土、医療資源に応じた仕組みへと発展させる
ことが、地域包括ケアに求められる薬剤師の役割の一つでは
ないでしょうか。本日は、次のステップにつながる貴重なお話
を伺うことができました。ありがとうございました。
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