
薬薬連携を基盤とした地域医療への貢献
　超高齢社会を迎えたいま、地域全体でシームレスな薬物療
法を安全に行うためには、病院薬剤師と薬局薬剤師による
連携が不可欠である。兵庫県立尼崎総合医療センター（兵
庫県尼崎市・730床）薬剤部と尼崎市薬剤師会（加盟薬局
210、会員500人）は、以前から合同研修会を開催するなど積
極的に薬薬連携を進めてきた。さらに2017年以降はトレーシ
ングレポートの導入や院外処方箋への検査値印字、参加型・
体験型の糖尿病スキルアップ研修など、薬剤師の専門性を
患者支援に生かすための実践的な連携へと進化させてい
る。安全な薬物療法を患者さんに提供するための薬薬連携
と人材育成の取り組みを取材した。
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共に学び、行動する薬薬連携へ
　2017年4月に尼崎総合医療センター
の薬剤部長に就任した辻本先生は、薬
薬連携の推進をライフワークとし、前任
地の淡路医療センターでは糖尿病や在
宅医療における連携の仕組み作りに取
り組んできた。尼崎でもその経験を生か
し、尼崎市薬剤師会と共に連携体制の
強化に注力している。「以前から市薬剤
師会とは薬薬連携推進研修会を開催
し、相互理解やスキルアップを図ってき
ました。それをベースに、いま私が力を
入れているのは、共に学ぶだけでなく、
共に行動する連携です」　　
　兵庫県では2016年に県病院薬剤師
会の全会員が県薬剤師会にも入会し、
より一層の連携強化を実現し事業統合
を図っている。2017年10月に開催した
県病薬尼崎支部と尼崎市薬剤師会の
合同学術講演会では辻本先生が講演
し、安全な薬物療法を患者さんに提供
するために薬薬連携を強化しようと呼
びかけた。それと同時に、同センターで
は外来患者さんの疼痛コントロール向
上を目的とした麻薬服薬情報提供書（ト
レーシングレポート）による情報共有に
着手し、2018年4月より運用を開始し
た。薬局薬剤師が患者さんから聞き取っ
た情報で、即時性は低いものの処方医
への提供が望ましいと判断された内容

を病院に提供することで処方の適正化
につなげることが可能となった（資料1）。
また、同時期に院外処方箋への身体情
報・検査値の印字を開始した。
　尼崎市薬剤師会会長の牧先生は、近
年、保険薬局を取り巻く環境が大きく変
化する中で、地域連携および薬薬連携
の推進を活動の主軸に置いてきました。
「トレーシングレポートや検査値情報の
共有など患者支援に直結する、より実
践的な連携が動き出したことは本当に
うれしいですね。検査値などの活用を通
じて薬局薬剤師は自らの役割を自覚し、
かかりつけ薬剤師としての機能をはたし
つつあります」

糖尿病における薬薬連携の推進
　薬薬連携で次に取り組んだのは、糖
尿病患者の薬物治療を支援するための
スキルアップである。糖尿病療養指導の
エキスパートでもある辻本先生は、その
目的を次のように説明する。「糖尿病で
は食事や運動などの生活習慣の改善が
薬物治療の前提であり、薬剤師は患者
さんの生活状況を踏まえて服薬指導を
する必要があります。また、糖尿病は
様々な合併症を併発することがあるた
め、診療科を問わず多くの患者さんが糖
尿病薬を服用しています。こうした現状
から、より多くの薬剤師が糖尿病療養

指導のスキルを高めることが、地域全体
の薬物療法の安全性向上に寄与すると
考えています」
　一方、牧先生は糖尿病患者、特に高齢
者が抱える問題は深刻だと話す。「尼崎
市は独居の高齢者が多く、自己注射や
経口剤の服用法（例えば1日3回あるい
は食直前などの服用）が難しいなど、生
活環境を知れば知るほど問題点が見えて
きます。現場で起きている問題を処方医
や病院薬剤師、在宅チームの仲間に伝
え、処方の適正化やQOL向上につなげ
ることは薬局薬剤師の大切な役割です」
　辻本先生は高齢者における低血糖は
重大な問題の一つと考えている。淡路
医療センターの経験から、救急搬送さ
れる重症低血糖患者の発症原因で最も
多いのは、薬の飲み方やインスリン注射
の理解不足など薬に関連する問題であ
ることを報告し、薬剤師が積極的に関
与する必要性があるとしている。
　こうした問題意識を背景に、2018年
夏には糖尿病療養指導をテーマに薬薬
連携推進研修会を2回シリーズで開催
した（資料2）。1回目はインスリン注射
手技に関する講演とグループディスカッ
ションのほか、注射部位に発生するリポ
ハイパートロフィー（インスリンボール）
を実際に模型を触って確認した。2回目
は薬局窓口における会話から患者さん

が抱える療養上の問題点を探り、指導
スキルを上げるワークショップを実施し
た。この参加型・体験型の研修会は好
評で、習得した知識やスキルは患者指
導やチーム医療の場でさっそく活用され
ている。「薬剤師の視点を患者支援に生
かす研修は新鮮でしたし、専門知識を
得たことで自信がつき、他職種にも積
極的に提案できるようになりましたね」
（牧先生）「連携で大事なのは、困った時
に電話ができる相手がいることです。グ
ループワークなどを通じ、お互いに身近
な存在になることも狙いの一つです」
（辻本先生）
　今後の課題として、牧先生はシックデ
イの指導を挙げる。「シックデイ時の薬
物使用の考え方は病院や医師によって
違うため、薬局薬剤師は患者さんに明
確に説明できないジレンマを抱えていま
す。シックデイや低血糖における指導
方法に関する地域全体の統一ルールが
必要だと考えています」一方、辻本先生
は低血糖と自動車運転の問題に着目
し、薬剤師の意識調査を尼崎、丹波、淡
路地区で実施する予定だ。最終的には
全国調査を行い、事故を防ぐための指
導の在り方を提言したいと話す。「糖尿
病に限らず、薬に関連する社会的問題
を解決するために、薬剤師として何がで
きるかを地域の薬剤師と協力して探って
いきたいと思います」

地域包括ケアにおける
シームレスな薬薬連携
　2018年、尼崎では薬薬連携を前進さ
せる新たな取り組みがスタートした。兵
庫県薬剤師会が県の委託事業として実
施する「薬薬連携等の地域連携を担う
人材育成事業」で、尼崎はモデル4支部
の一つとして選定されたのである。①病
院薬剤師主導による処方解析カンファ
レンスの開催およびチェックシートによ
る外来患者の情報共有、②人材交流に
よる研修、③入退院時における薬物療
法・患者情報の施設間情報共有書の作
成などを通じて人材育成を図る。このう
ち人材交流では、薬局薬剤師が病院で
抗がん剤のミキシングや病棟薬剤指導
への同行、入退院時のカンファレンスへ
の参加を、病院薬剤師は保険薬局で調
剤や服薬指導、在宅訪問への同行、
OTC・サプリメント販売などを経験する
ことで相互理解を深める。

　事業を通じて現状の課題を把握し、改
善を図ることを目指すが、辻本先生はそ
の一つとして退院時カンファレンスへの
薬局薬剤師の参加促進を念頭に置く。
「人員体制や時間的制約が参加を難しく
している現状はよく理解しています。そこ
で私が検討しているのは、国家戦略特区
におけるいわゆる遠隔服薬指導への対
応に用いられるコミュニケーションツー
ルの活用です。今後、市薬剤師会と相談
しながら実現を目指したいと思います」
　地域包括ケアシステムの中で、国は保
険薬局に対して2015年より健康サポー
ト推進事業を進めており、保険薬局は予
防から医療、介護への幅広い関わりが求
められている。市薬剤師会は2017年1月
より実施している「アウトリーチ型健康
フェア」を、地域の多職種と連携して各
地で開催してきた。牧先生は「かかりつ
け薬局・薬剤師が地域の身近な相談役

として機能するためには、更なるお薬手
帳の活用やかかりつけ薬剤師の認識な
ど含めて地域住民がその役割を理解し、
信頼していただく必要があります。その
ために入院から在宅へのスムーズな移
行に薬薬連携は不可欠であり、病院薬
剤部との協働で地域への貢献を目指し
ます」と展望する。
　辻本先生が目指すのは、入院から外
来、在宅までの継続的な薬学的管理に
よる安全・安心な医療の提供である。
「特に入院時点の情報共有が今後の課
題です。かかりつけ薬局から患者さんの
服薬状況や生活状況の提供を受け、入
院中に退院後の生活を見据えた適切な
処方や服薬支援を行う。そして、その情
報をかかりつけ薬局に引き継ぐという、
シームレスかつ双方向の連携の形を
作っていきたいと思います」

～薬剤師が糖尿病治療の質向上に貢献するための環境づくり～
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として機能するためには、更なるお薬手
帳の活用やかかりつけ薬剤師の認識な
ど含めて地域住民がその役割を理解し、
信頼していただく必要があります。その
ために入院から在宅へのスムーズな移
行に薬薬連携は不可欠であり、病院薬
剤部との協働で地域への貢献を目指し
ます」と展望する。
　辻本先生が目指すのは、入院から外
来、在宅までの継続的な薬学的管理に
よる安全・安心な医療の提供である。
「特に入院時点の情報共有が今後の課
題です。かかりつけ薬局から患者さんの
服薬状況や生活状況の提供を受け、入
院中に退院後の生活を見据えた適切な
処方や服薬支援を行う。そして、その情
報をかかりつけ薬局に引き継ぐという、
シームレスかつ双方向の連携の形を
作っていきたいと思います」
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麻薬服薬情報提供書（トレーシングレポート）の概要と運用実績資料1

平成30年度  薬薬連携推進研修会（兵庫県立尼崎総合医療センター・尼崎市薬剤師会）資料2

テーマ ： 薬剤師の糖尿病療養指導

【プログラム】

1. 「安全で適切なインスリン注射手技について」
　 （講演＆グループディスカッション）

2. 実際に体験してみよう ！
　 「誰でもわかるリポハイパートロフィーの見方」

1回目 ： 7月31日19:00～21:00

1. 基調講演「薬剤師が行う療養指導とは」

2. ワークショップ
    「薬局窓口における患者対応から患者の
     問題点を探る」

2回目 ： 8月28日19：00～21:00

辻本先生提供資料

レポートの様式はホームページから
ダウンロード可能

所見はチェック方式で記載
服用状況は定期薬、レスキュー薬に対して記載
服用前後の持続痛及び突出痛に対する変化はNRSで記載

薬剤師として、処方量が適量かどうか評価
医療用麻薬の増量や減量、緩下剤、制吐剤、NSAIDsや鎮痛補助薬
の追加や減量等を提案

副作用状況の確認：便秘、嘔気、眠気、その他

レポート受付数　H30年
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数
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