
ファーマスコープは病院、保険薬局で輝く薬剤師の声をお届けする情報誌です。
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地域包括ケアシステムで求められる薬剤師の役割
V i e w

～医療と生活の両面で患者さんを支援するために連携でできること～



■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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　誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、「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」の構築が進められている。一方、地域医療構想の下で病床の機
能分化が進行し、病院薬剤部は病院の機能に応じた薬剤師業務の構築が必要となっている。この大きな動きの中で、入
院・外来・在宅を通じて安全かつシームレスに薬物治療を継続するためには、医療連携による薬学的ケアが不可欠だ。ま
た、保険薬局においては、日常生活圏域の単位で医療と生活の両面で患者さんを支援する「かかりつけ薬局」の機能が
求められており、病院と保険薬局が協力し、情報共有や人材育成を支援する試みが始まりつつある。こうした状況の中
で、本座談会では、地域でシームレスに薬学的ケアを提供するための各施設の取り組みを共有するとともに、地域包括
ケアの時代に求められる薬剤師の役割について討議していただいた。
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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
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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。

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
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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。

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
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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。

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
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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。
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院外処方箋への検査値、身体情報の記載に始まる
シームレスな薬薬連携の推進
　医薬分業の推進、薬物療法の高度化などを背景に、医薬品の適正使用の推進と薬薬連携の重要性に注目が集まっている。
薬剤師の職能に対する期待も高まる中、宮崎大学医学部附属病院（宮崎市・632床）では、医療安全の観点から院外処方箋へ
14項目の検査値と3項目の身体情報を表示している。表示に際しては、情報を活用するための啓発活動とともに薬薬連携を推
し進め、その結果、地域の薬剤師が一丸となって、医療の質向上のために業務を遂行できる土壌ができつつある。大学病院主
導による院外処方箋への情報開示の詳細と薬薬連携推進について紹介する。

宮崎大学医学部附属病院 薬剤部
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院外処方箋による情報開示
　宮崎大学医学部附属病院薬剤部は、
医薬品の適正使用の推進を目的に、
2015年6月より検査値を、同年10月よ
り身体情報を院外処方箋に記載を開
始した。同院の院外処方箋発行率は
90％以上にのぼり、経口抗がん剤や分
子標的治療薬の使用が増加している。
そのような状況下で保険薬局の薬剤師
が副作用モニタリングや処方監査を行
うためには、検査値などの情報が不可
欠だとの判断からである。当時は全国
の大学病院でも事例が少なく、宮崎県
下では先駆けとなる取り組みであった。
　副薬剤部長の岩切先生は、「最近、
添付文書に腎機能、肝機能等の程度に
応じた投与量について記載されること
が多くなりました。そうした中で、薬剤
部は以前より院内の会議等で検査値な

どの開示を提案していましたが、システ
ム改修の必要性などがネックになって
いました。しかし全国で事例が出始め
たのをきっかけに、それらを乗り越え、
薬学的観点から必要と考えられる基本
情報の開示に踏み切りました」と経緯
を語る。運用方法は、院外処方箋の右
横に直近3ヵ月以内の検査値14項目と
身体情報3項目を記載し、患者さんが
薬局で提示するというものだ（資料1）。
もし患者さんが提示したくなければ切
り取ることも可能である。
　重要なのは、薬局薬剤師が検査値や
身体情報の有用性をきちんと理解し、
患者さんに説明することである。「私た
ちは開示した検査値に基づいて適正使
用を推進する重要性を訴え、個々の検
査値の意味を伝えることに力を入れま
した。さらに検査値を通して病院と薬

局が垣根なく知識を高め合い、薬薬連
携へとつなげることを意図して啓発に
取り組んでいます」と、中心となって啓
発活動を進める副薬剤部長の関屋先
生は語る。

検査値の重要性、活用法の啓発
から薬薬連携推進へ
　今回の情報開示に伴い、宮崎県薬
剤師会も検査値の重要性と活用法の
啓発に取り組んでおり、宮崎県薬剤師
会主催の勉強会で2回の講演を行い、
宮崎市郡薬剤師会会誌では検査値の
見方や評価などについて掲載も行って
いる。
　このような中、宮崎市郡薬剤師会の
理事も務める関屋先生は、薬局におけ
る検査値活用の現状調査を実施した。
宮崎市郡薬剤師会のホームページに疑

義照会報告書のテンプレートを作成、
ダウンロードできるようにし、検査値を
活用した疑義照会の事例を収集したと
ころ、2016年1～5月に37件の事例が
集まった。このうち7件が同院への疑義
照会、それ以外は検査値情報を患者さ
んから、もしくは施設に問い合わせて
入手して疑義照会を行っており、検査
値の重要性が再確認された（資料2）。
「検査値などの情報開示は、重大な副
作用を予防し、医療の質の向上に貢献
できると考えています。検査値とともに
身体情報の継続的なモニタリングも重
要で、フレイルやサルコペニア、脱水や
栄養状態、体重減少による副作用の度
合いなどの評価ができることも重要な
ポイントです」と関屋先生。
　啓発活動を始めてまもなく、検査値
について勉強したいという声が高まり、
2017年11月から2018年10月までポリ
ファーマシーを含めた検査値に関する
研修会を6回実施したところ、宮崎市
内からの参加者は各回75～103名に
のぼった。さらに市郡薬剤師会だけで
なく、他地域からも研修会参加の要望
が寄せられている。

地域における薬薬連携の
今後と展望
　宮崎県病院薬剤師会の会長を務め
る薬剤部長の池田先生は、薬剤師自身

の意識が大きく変わり始めている今こ
そ変革の時だと考えている。「宮崎では
病院、薬局の区分なく、薬剤師として一
緒に協力していこうという機運が高ま
り、今年から宮崎県病院薬剤師会、宮
崎県薬剤師会、さらに九州保健福祉大
学の薬剤師の先生方とともに協議会を
立ち上げる予定です。その中で研修会
などを企画実施し、互いを理解し高め
合えるよう努力したいと考えています」
　折しも今年、宮崎県の3つの県立病
院が院外処方箋への検査値の記載を
開始した。これを受けて関屋先生は「県
北、県中央、県南の各地域で薬薬連携
推進のためのインフラが整いつつあり
ますので、今後は病院における疑義照
会事例などを活用して薬局薬剤師のス
キル向上に努めます。また、グループ
ディスカッションやワールドカフェ方式
の情報交換会を実施し、顔の見える関
係を強化しつつ連携の在り方を探って
いきたいですね」と抱負を語る。年4回
実施予定の研修会の内容も薬局薬剤
師のニーズを吸い上げながら、チーム
医療で活躍している薬剤師の講義など
を組み入れる予定だ。課題は、疑義照
会事例の継続的収集など、活動の‘見
える化’を図っていくことである。さらに
は県全域で統一した書式による情報交
換を行うなど、薬薬連携のみならず他
職種も含めた病診薬連携の仕組みづく

りを目指していく。
　一方、岩切先生は、がん患者さんの
外来化学療法における薬局との情報
交換の仕組みを推進したいと考えてい
る。「薬剤師が必要と判断し、同意が得
られた患者さんを対象に、病院から薬
局へレジメンの内容を記載した情報提
供書を渡し、薬局からはトレーシングレ
ポートで情報提供してもらう連携を外
来化学療法室の薬剤師を中心に以前
から試験的に行ってきました。人的資
源の問題もあり今はまだ数例に留まっ
ていますが、この取り組みを推進してい
きたいと思います」また、地域からは薬
剤師外来設置の要望も挙がっており、
検討すべき課題の一つになっている。
　限られた資源の中で、多くの要望に
応えるには知恵と覚悟が必要だが、池
田先生は、薬剤師が目指すべき方向に
ついて、次のように明確に語った。「国
が推進する地域包括ケアシステムでは、
都道府県ごとにより良い医療を目指す
ための仕組みづくりが求められていま
す。そのためにはオール薬剤師として対
応し、地域の医療チームの中で職能を
発揮することが大切です。宮崎県の薬
剤師は社会のニーズに合わせて変わろ
うという高い意識を持っています。今
後、さらなる連携強化により、地域が求
める薬剤師になれると確信しています。

池田 龍二 先生

薬剤部
薬剤部長
いけ    だ      りゅう   じ

関屋 裕史 先生

薬剤部
副薬剤部長 調剤室長
せき     や       ひろ    し

岩切 智美 先生

薬剤部
副薬剤部長
いわ   きり      とも    み
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応えるには知恵と覚悟が必要だが、池
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〈疑義照会に活用した検査値の情報源〉



薬剤師外来による外来がん化学療法の安全性向上と患者支援
　近年、外来化学療法における薬剤師の役割が重要性を増している。2014年度に「がん患者指導管理料」として薬剤師の外来
業務が診療報酬でも評価されたこともその一つであり、全国で「薬剤師外来」が広がりつつある。横浜市立大学附属市民総合
医療センター（横浜市・726床）では、従来から、お薬手帳シールや院外処方箋への臨床検査値表示などの取り組みにより、地
域全体でがん患者さんの薬物療法を支援する体制を整えてきた。さらに2017年からは薬剤師外来を開始し、その有用性は医師
からも評価されている。薬薬連携で目指す、地域全体のがん医療の質向上への取り組みを取材した。

横浜市立大学附属市民総合医療センター 薬剤部
-pharmacy-2CChallenge

Cooperation 
Communication

外来化学療法における
患者支援体制の構築
　横浜市立大学附属市民総合医療セ
ンターは、地域医療支援病院として地
域連携を基盤とした高度・専門医療の
提供を使命とし、2014年には地域が
ん診療連携拠点病院に指定された。薬
剤部長の橋本先生は、「以前から地域
薬剤師会との協力の下、保険薬局との
情報共有や研修機会の提供など安全
ながん薬物療法を提供するための環境
整備に力を入れてきた」と話す。2008
年の外来化学療法室開設を機に、点
滴および内服抗がん剤の内容を記した
「お薬手帳シール」を導入し、2015年
にはホームページでレジメン情報や患
者用説明書を公開するとともに、情報
共有シートを用いて薬局薬剤師が聴取
した情報や気になる点を病院にフィー
ドバックする仕組みを構築した。さらに
同年12月には院外処方箋への検査値
情報の記載を開始し、薬薬連携による
患者支援の一層の充実を図った。　

　この間、2014年度の診療報酬改定
で「がん患者指導管理料3（2018年度
よりがん患者指導管理料ハ）」が新設さ
れ、外来がん患者さんを対象にした「薬
剤師外来」が全国的に広がりを見せて
いた。同センターでも薬剤師外来の開
設を視野に入れつつ、まずは病棟常駐
体制の確立を優先。2016年度に病棟
薬剤業務実施加算の算定を開始する
と、2017年10月から薬剤師外来をス
タートさせた。医師の診療前（初回のみ
診療後）に薬剤師が副作用のモニタリ
ングやアドヒアランスの確認を行い、医
師と情報共有するとともに処方提案を
おこなっている。これにより、治療リス
クの軽減や、副作用対応によるQOLの
向上、さらには医師の負担軽減への貢
献を目指す。

薬剤師外来によるQOL向上への
貢献
　薬剤師外来を担当する徳丸先生は、
「開設にあたり特に留意したのは、担当

薬剤師によって提案の内容や質に差が生
じないことです。そのために電子カルテ
の記載様式のテンプレート化やレジメン
毎の副作用と提案すべき薬剤の標準化
など、入念に準備をしました。また、医師
や看護師からも面談室の整備をはじめ
色々な面で支援をしていただきました」と
振り返る。
　薬剤師外来の実施日は火・木・金曜日
の週3日で、胃がん（火・木）、乳がん（火・
金）の術前術後補助化学療法の患者さん
を対象とする。患者数は1日平均4～5名
で、面談時間は記録を含めて平均18.2分
／人。薬剤師4名を配置し、曜日担当制で
1名が薬剤師外来および外来化学療法
室での指導を行う。笹瀨先生は、薬剤師
外来では患者さんが話しやすい雰囲気を
作るようにしていると話す。「そのうえで、
困っていることや治療に対する気持ちな
どを丁寧に聴き取って必要な支援や問題
解決の方法を探り、医師に提案していま
す。また、患者さんの体調変化を敏感に
察知して適正な処方につなげるために、

血圧、体温、動脈血酸素飽和度（Sp02）
の測定も行います」
　大切なのは、治療をしながらも、その人
らしく生きられるよう支援することであ
り、そこに薬剤師の専門性が発揮されて
いる。コンサートに行きたいが免疫力低
下が心配だという場合は、抗生剤の追加
を提案することで患者さんは安心してコ
ンサートを楽しんだという。その一方で、
他の専門職種の力が必要なことも多いと
徳丸先生は話す。「副作用で脱毛した方
のウィッグの相談などは看護外来に、食
欲不振については管理栄養士にというよ
うに、患者さんごとに必要な支援を考え
てチームでサポートしています」

薬剤師外来の有用性評価と
今後の展開
　薬剤部では薬剤師外来の有用性評価
の一環として、医師へのアンケート調査
を実施した。その結果、全身状態や副作
用症状のモニタリングのほか、化学療法
施行の可否、投与量調節、副作用対策や
支持療法の提案などに対し、ほとんどの
医師が大変役に立つと回答、薬剤師によ
る継続的フォローへの評価も高かった
（資料1）。一方、看護師への聞き取り調
査では、薬剤師と医師の連携でスムーズ
に問題解決が行われている、「話をゆっく
り聞いてもらってよかった」と患者さんが
話していたなど、薬剤師外来を評価する
声が挙げられた。開設後は患者さんから
の電話による問い合わせが減少している
のも、薬剤師による指導の効果といえそ
うだ。

　2017年10月から約半年間における面
談件数は299件で、医師への提案372
件のうち360件が採択された（採択率
97％）。提案内容は処方に関するものが
約6割を占め、内容は軟膏（保湿・ステロ
イド）、制吐剤、倦怠感に対するステロイ
ド内服、整腸薬・止痢薬が上位を占める
（資料2）。橋本先生は次のステップとし
て、プロトコールに基づく薬物治療管理
（PBPM）の導入を挙げる。「支持療法は
薬剤師が処方入力し、医師が承認する形
が実現すれば、医師の負担軽減にもつな
がります。以前からレジメンの支持療法
の処方設計は薬剤師に任されており、
2018年5月には院外処方箋の問い合わ
せの一部を不要とするPBPMを導入して
いますので、そのための下地はできてい
ます」
　2018年度中には開設日を増やして大
腸がんにも対応する計画であり、今後、
徐々に診療科を広げていく方針だ。その
ためには専門性を備えた薬剤師の育成
が不可欠であり、現在も徳丸先生、笹瀨
先生らの指導の下、若手薬剤師が実践
経験を積み重ねている。

地域全体でがん患者さんを
支援するための基盤づくり
　薬剤部ではすべての患者さんを地域全
体で支援するための基盤づくりを目指
し、1～２カ月に1回、保険薬局との地域
連携ワーキングを開催している。その一
環として2018年度はがんに特化した集
中セミナーを企画し、薬局薬剤師ががん
領域の認定資格を取得するために必要

な知識や症例報告の書き方などをレク
チャーする。
　一方、薬剤師外来の有用性を裏付ける
臨床データの蓄積と発信にも力を入れて
いる。「がん患者指導管理料ハの算定は
患者１人につき６回までに限られていま
すが、理想は回数制限がないことです。
今後、薬剤師外来を拡大する中でさらに
内容を充実させ、学会などでアウトカム
を発信することが重要だと思います」と
笹瀨先生は抱負を述べる。徳丸先生は、
「かつてMDアンダーソンがんセンターで
研修する機会をいただき、各職種が専門
性を発揮するチーム医療に刺激を受けた
ことが薬剤師外来の原動力になっていま
す。これからも他職種や地域の薬剤師と
協力し、患者さんの薬物療法を継続的か
つ総合的に支援する体制作りを目指しま
す」と展望する。
　明確な方針の下、業務の拡充や薬薬
連携の推進に取り組んできた橋本先生
は、「初めての試みには障害はつきもので
す。院内外に理解者や応援団を作り、根
拠を示して提案してきたことで一つずつ
実を結んできました。院外処方箋への検
査値記載やPBPMも、地域薬剤師会と
協力し、成功事例を積み上げることが次
の展開につながります。地域包括ケアの
時代に、患者本位の医薬分業によって質
の高い薬物療法を地域に皆さんに提供
する。その使命を果たしていきます」と結
んだ。

～がん化学療法における薬薬連携モデルの構築への取り組み～

橋本 真也 先生

薬剤部
部長
はし   もと      しん    や

笹瀨 優斗 先生

薬剤部
外来がん治療認定薬剤師
ささ     せ       ゆう    と

徳丸 隼平 先生

薬剤部
がん専門薬剤師
とく   まる    じゅん ぺい
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支持療法の提案などに対し、ほとんどの
医師が大変役に立つと回答、薬剤師によ
る継続的フォローへの評価も高かった
（資料1）。一方、看護師への聞き取り調
査では、薬剤師と医師の連携でスムーズ
に問題解決が行われている、「話をゆっく
り聞いてもらってよかった」と患者さんが
話していたなど、薬剤師外来を評価する
声が挙げられた。開設後は患者さんから
の電話による問い合わせが減少している
のも、薬剤師による指導の効果といえそ
うだ。

　2017年10月から約半年間における面
談件数は299件で、医師への提案372
件のうち360件が採択された（採択率
97％）。提案内容は処方に関するものが
約6割を占め、内容は軟膏（保湿・ステロ
イド）、制吐剤、倦怠感に対するステロイ
ド内服、整腸薬・止痢薬が上位を占める
（資料2）。橋本先生は次のステップとし
て、プロトコールに基づく薬物治療管理
（PBPM）の導入を挙げる。「支持療法は
薬剤師が処方入力し、医師が承認する形
が実現すれば、医師の負担軽減にもつな
がります。以前からレジメンの支持療法
の処方設計は薬剤師に任されており、
2018年5月には院外処方箋の問い合わ
せの一部を不要とするPBPMを導入して
いますので、そのための下地はできてい
ます」
　2018年度中には開設日を増やして大
腸がんにも対応する計画であり、今後、
徐々に診療科を広げていく方針だ。その
ためには専門性を備えた薬剤師の育成
が不可欠であり、現在も徳丸先生、笹瀨
先生らの指導の下、若手薬剤師が実践
経験を積み重ねている。

地域全体でがん患者さんを
支援するための基盤づくり
　薬剤部ではすべての患者さんを地域全
体で支援するための基盤づくりを目指
し、1～２カ月に1回、保険薬局との地域
連携ワーキングを開催している。その一
環として2018年度はがんに特化した集
中セミナーを企画し、薬局薬剤師ががん
領域の認定資格を取得するために必要

な知識や症例報告の書き方などをレク
チャーする。
　一方、薬剤師外来の有用性を裏付ける
臨床データの蓄積と発信にも力を入れて
いる。「がん患者指導管理料ハの算定は
患者１人につき６回までに限られていま
すが、理想は回数制限がないことです。
今後、薬剤師外来を拡大する中でさらに
内容を充実させ、学会などでアウトカム
を発信することが重要だと思います」と
笹瀨先生は抱負を述べる。徳丸先生は、
「かつてMDアンダーソンがんセンターで
研修する機会をいただき、各職種が専門
性を発揮するチーム医療に刺激を受けた
ことが薬剤師外来の原動力になっていま
す。これからも他職種や地域の薬剤師と
協力し、患者さんの薬物療法を継続的か
つ総合的に支援する体制作りを目指しま
す」と展望する。
　明確な方針の下、業務の拡充や薬薬
連携の推進に取り組んできた橋本先生
は、「初めての試みには障害はつきもので
す。院内外に理解者や応援団を作り、根
拠を示して提案してきたことで一つずつ
実を結んできました。院外処方箋への検
査値記載やPBPMも、地域薬剤師会と
協力し、成功事例を積み上げることが次
の展開につながります。地域包括ケアの
時代に、患者本位の医薬分業によって質
の高い薬物療法を地域に皆さんに提供
する。その使命を果たしていきます」と結
んだ。
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診療科医師へのアンケート調査資料1 薬剤師外来における提案内容資料2

薬剤師による提案内容、各業務についての
有用性を評価してください 提案内容の内訳、提案処方内容上位

A=大変役に立つ、B=役に立つ、C=役に立たない、D=大変役に立たない、
X=自身の患者で関与なし

全身状態や副作用症状のモニタリング
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副作用対策や支持療法薬の提案

患者や家族の悩みや不安に対する精神的なフォロー

主治医が提示した治療方針やレジメンの服薬指導
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5位 含嗽薬、ステロイド軟膏 解熱鎮痛薬、緩下剤
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施設提供資料
施設提供資料



地域医療、地域包括ケアに貢献する薬剤師の育成
　薬物治療の高度化やチーム医療の推進、地域包括ケアシステムの構築など医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、臨床薬
剤業務およびチーム医療の実践能力を備えた薬剤師の育成が課題となっている。四日市羽津医療センター(三重県四日市市・
226床)薬剤科は、薬剤師12名の体制で幅広い薬剤業務を通して医薬品の適正使用に貢献、その活動は地域へと広がりを見せて
いる。その一方で、臨床実践力のある薬剤師の育成を目指した教育プログラムを取り入れ、成果を上げている。地域医療、地域包
括ケアに貢献する薬剤師の育成を目指す同院の取り組みを紹介する。

独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター
-pharmacy-3CChallenge

Cooperation 
Communication

「薬剤科セミナー」による
臨床実践力を持つ薬剤師の育成
　四日市羽津医療センターは、健康管
理センターや介護老人保健施設、訪問
看護ステーションを併設し、地域に根
ざした病院として医療と介護を一体的
に提供している。薬剤科は12名の体制
で幅広い薬剤業務から学術活動、学生
教育までアクティブに活動する。病棟
では、地域包括ケア病棟を含む5病棟
に薬剤師9名を配置し、薬剤管理指導
実施率は9割に達している。外来でも、
インスリン導入指導をはじめ炎症性腸
疾患（IBD）、関節リウマチ、骨粗しょう
症など自己注射の初回指導は薬剤師に
任されている。薬剤科長の松田先生は、
「基本的に頼まれたことは断らない方
針です。ただし限られた人員体制で実
施するには誰もが全ての業務を担当で
きる知識とスキルを持つ必要があり、
人材育成のための体制や環境の整備
に力を入れてきました」と話す。
　その取り組みの一つが毎週水曜日の

業務終了後に開催する「薬剤科セミ
ナー」である。薬剤科長はじめ新人を含
む全薬剤師がローテーションでプレゼ
ンテーションを行い、質疑応答や討議
を活発に行う。様々なテーマや症例を
検討し、知識を共有することで薬剤科
全体のスキルアップを図ることが狙い
だ。副薬剤科長でセミナーの企画推進
者である片山先生は、「セミナーは発表
者だけでなく参加者全員が実力を試さ
れ、鍛えられる場です。この経験を通じ
て医師との対話や学会発表の力も培わ
れます。何よりも、薬剤科長自らもテー
マに取り組み、討議する中でスタッフは
刺激を受け、組織の活性化につながる
など様々な波及効果を生んでいます」と
その意義を語る。
　こうして培われた臨床実践力を生か
し、薬剤師は様々な分野で活躍してい
る。今回はその中から感染症対策、糖
尿病チーム医療、地域包括ケア病棟に
おける取り組みを紹介する。

抗菌薬適正使用の推進の
中核として活動
　2018年度の診療報酬改定で「抗菌
薬適正使用支援加算」が新設された
が、同院では以前より感染制御専門薬
剤師と同認定薬剤師が感染対策チー
ムの中核となって体制作りに取り組み、
スムーズに運営してきたという。例え
ば、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
に求められる「感染症早期からのモニタ
リングを実施する患者の設定」について
も、「特定抗菌薬使用患者リスト」をも
とに薬剤師の視点で症例をピックアッ
プしてカンファレンスで提示するほか、
司会と書記の役割も担ってきた。
　ASTで薬剤師が機能するためには、
主治医が処方を決定する前に薬剤師
が適切な抗菌薬の選択を提案すること
が重要だと片山先生はいう。「当院では
薬剤師と臨床検査技師が連携し、血液
培養結果報告システムを2013年に構
築しました。検査結果が出た段階で細
菌検査室からAST薬剤師にFAXで送

信することで、主治医にタイムリーに処
方提案を行えるようになりました」
　次に、病棟薬剤師が患者さんの状態
を注意深く観察し、抗菌薬の中止や変
更をAST薬剤師と検討して処方提案す
る連携体制が必須だと指摘。「こうした
活動を通じて薬剤師の存在感が増し、
抗菌薬に限らず様々な薬剤に関して医
師や看護師から相談を受けるように
なっています」と松田先生は評価する。

糖尿病患者さんの心理・行動に
配慮した服薬指導
　当院は糖尿病の地域基幹病院であ
り、糖尿病センターを核としたチーム
医療および地域連携を推進、薬剤科に
は4名の糖尿病療養指導師(CDEJ)が
在籍する。その一人である小島先生は
糖尿病教育入院の集団指導をはじめ、
糖尿病ケアチームの一員として患者支
援や啓発活動に取り組んでいる。「2週
間の教育入院の中で、薬剤師は1時間
の集団指導と病棟薬剤師による個別
指導を行います。そこで把握した情報
や問題点を週1回のカンファレンスで
多職種と共有し、個々の患者さんに応
じた支援につなげています」
　療養指導においては、行動変化ス
テージ（前熟考期、熟考期、準備期、行
動期、維持期）に応じた介入によって患
者さんの自己管理能力を高める支援を
実践している。「例えば、全くやる気のな
い“前熟考期”に薬の指導をしても頭
に入りません。まずは考えや感情に焦
点をあてて話を聞きます。教育入院の

患者さんは、様々な行動変化ステージ
の方々が混在していますが、行動変化
が始まっている“準備期”や“行動期”
の段階の方も多く、服薬アドヒアランス
を高めるためのより具体的な指導や実
現可能な目標設定が大切です」
　この他、糖尿病ケアチームでは糖尿
病週間を含めて年4回の「糖尿病特別
教室」を開催し、啓発に努めている。医
師の講義のほかクイズや運動体験、低
カロリーおやつの提案など参加型・体
験型を特徴とする。この中で、受講前
後における高血糖の血管への影響につ
いて行動変化ステージ別の内容理解度
を調査したところ、いずれにおいても受
講後に内容理解度が向上し、特に維持
期および熟考期において有意な理解
度向上を認めた（資料1）。
　小島先生は、「これからも多職種で患
者さんの心理・行動に配慮した療養指
導に取り組むとともに、薬学的ケアの
質を高めていきたい」と笑顔を見せる。

地域包括ケアにおける
薬剤師の役割
　地域包括ケア病棟を担当する相松
先生は、薬剤師の役割は急性期病棟
や在宅での服薬状況を把握して問題点
を抽出し、退院後に安心して薬物治療
を続けられるように支援することだと
話す。「その中で、医師や看護師、理学
療法士らと協働し、処方の適正化に取
り組んでいます（資料2）。中でも高齢
者で問題となるポリファーマシー対策
に力を入れており、薬剤師の主体的な

関与によるポリファーマシーの改善効
果を明らかにしていきたいと思います」
　在宅・生活復帰支援には地域の薬
剤師や多職種との連携も欠かせない。
お薬手帳による情報共有のほか、退院
時カンファレンスで在宅スタッフに情報
提供し、退院後の継続的支援につなげ
る。居宅療養管理指導が必要な場合は
保険薬局に参加を依頼するが、かかり
つけ薬局が決まっていない場合は、四
日市市薬剤師会が各地区に配置してい
る在宅支援の拠点薬局に調整を依頼
する。「薬局薬剤師と在宅スタッフの連
携を促進する調整役も病院薬剤師の
役割と位置づけ、在宅関係者が集まる
会にも参加し、顔の見える関係を築い
ています」と相松先生。
　この他、地域活動にも積極的に取り
組む。まちづくり推進協議会や羽津在
宅介護支援センターと連携して、地域の
多世代交流サロンで各種講座を開催。
医師による健康講座や看護師による救
急救命講座、理学療法士による健康体
操などと共に、相松先生も地域住民を
対象とした薬の出前講座を行っている。
　地域医療機能推進機構(JCHO)の
使命は、地域医療、地域包括ケアの要
として、超高齢社会における地域住民
の多様なニーズに応え、生活を支える
ことである。松田先生は、「JCHOの一
員として、これからも地域医療への貢
献を目指して、臨床実践能力の高い人
材の育成に力を入れるとともに、薬剤
師が活躍しやすい環境の整備に努めて
いきます」と締めくくった。

～入院から外来、在宅まで、安全で有効な薬物治療の提供を目指して～
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　四日市羽津医療センターは、健康管
理センターや介護老人保健施設、訪問
看護ステーションを併設し、地域に根
ざした病院として医療と介護を一体的
に提供している。薬剤科は12名の体制
で幅広い薬剤業務から学術活動、学生
教育までアクティブに活動する。病棟
では、地域包括ケア病棟を含む5病棟
に薬剤師9名を配置し、薬剤管理指導
実施率は9割に達している。外来でも、
インスリン導入指導をはじめ炎症性腸
疾患（IBD）、関節リウマチ、骨粗しょう
症など自己注射の初回指導は薬剤師に
任されている。薬剤科長の松田先生は、
「基本的に頼まれたことは断らない方
針です。ただし限られた人員体制で実
施するには誰もが全ての業務を担当で
きる知識とスキルを持つ必要があり、
人材育成のための体制や環境の整備
に力を入れてきました」と話す。
　その取り組みの一つが毎週水曜日の

業務終了後に開催する「薬剤科セミ
ナー」である。薬剤科長はじめ新人を含
む全薬剤師がローテーションでプレゼ
ンテーションを行い、質疑応答や討議
を活発に行う。様々なテーマや症例を
検討し、知識を共有することで薬剤科
全体のスキルアップを図ることが狙い
だ。副薬剤科長でセミナーの企画推進
者である片山先生は、「セミナーは発表
者だけでなく参加者全員が実力を試さ
れ、鍛えられる場です。この経験を通じ
て医師との対話や学会発表の力も培わ
れます。何よりも、薬剤科長自らもテー
マに取り組み、討議する中でスタッフは
刺激を受け、組織の活性化につながる
など様々な波及効果を生んでいます」と
その意義を語る。
　こうして培われた臨床実践力を生か
し、薬剤師は様々な分野で活躍してい
る。今回はその中から感染症対策、糖
尿病チーム医療、地域包括ケア病棟に
おける取り組みを紹介する。

抗菌薬適正使用の推進の
中核として活動
　2018年度の診療報酬改定で「抗菌
薬適正使用支援加算」が新設された
が、同院では以前より感染制御専門薬
剤師と同認定薬剤師が感染対策チー
ムの中核となって体制作りに取り組み、
スムーズに運営してきたという。例え
ば、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
に求められる「感染症早期からのモニタ
リングを実施する患者の設定」について
も、「特定抗菌薬使用患者リスト」をも
とに薬剤師の視点で症例をピックアッ
プしてカンファレンスで提示するほか、
司会と書記の役割も担ってきた。
　ASTで薬剤師が機能するためには、
主治医が処方を決定する前に薬剤師
が適切な抗菌薬の選択を提案すること
が重要だと片山先生はいう。「当院では
薬剤師と臨床検査技師が連携し、血液
培養結果報告システムを2013年に構
築しました。検査結果が出た段階で細
菌検査室からAST薬剤師にFAXで送

信することで、主治医にタイムリーに処
方提案を行えるようになりました」
　次に、病棟薬剤師が患者さんの状態
を注意深く観察し、抗菌薬の中止や変
更をAST薬剤師と検討して処方提案す
る連携体制が必須だと指摘。「こうした
活動を通じて薬剤師の存在感が増し、
抗菌薬に限らず様々な薬剤に関して医
師や看護師から相談を受けるように
なっています」と松田先生は評価する。

糖尿病患者さんの心理・行動に
配慮した服薬指導
　当院は糖尿病の地域基幹病院であ
り、糖尿病センターを核としたチーム
医療および地域連携を推進、薬剤科に
は4名の糖尿病療養指導師(CDEJ)が
在籍する。その一人である小島先生は
糖尿病教育入院の集団指導をはじめ、
糖尿病ケアチームの一員として患者支
援や啓発活動に取り組んでいる。「2週
間の教育入院の中で、薬剤師は1時間
の集団指導と病棟薬剤師による個別
指導を行います。そこで把握した情報
や問題点を週1回のカンファレンスで
多職種と共有し、個々の患者さんに応
じた支援につなげています」
　療養指導においては、行動変化ス
テージ（前熟考期、熟考期、準備期、行
動期、維持期）に応じた介入によって患
者さんの自己管理能力を高める支援を
実践している。「例えば、全くやる気のな
い“前熟考期”に薬の指導をしても頭
に入りません。まずは考えや感情に焦
点をあてて話を聞きます。教育入院の

患者さんは、様々な行動変化ステージ
の方々が混在していますが、行動変化
が始まっている“準備期”や“行動期”
の段階の方も多く、服薬アドヒアランス
を高めるためのより具体的な指導や実
現可能な目標設定が大切です」
　この他、糖尿病ケアチームでは糖尿
病週間を含めて年4回の「糖尿病特別
教室」を開催し、啓発に努めている。医
師の講義のほかクイズや運動体験、低
カロリーおやつの提案など参加型・体
験型を特徴とする。この中で、受講前
後における高血糖の血管への影響につ
いて行動変化ステージ別の内容理解度
を調査したところ、いずれにおいても受
講後に内容理解度が向上し、特に維持
期および熟考期において有意な理解
度向上を認めた（資料1）。
　小島先生は、「これからも多職種で患
者さんの心理・行動に配慮した療養指
導に取り組むとともに、薬学的ケアの
質を高めていきたい」と笑顔を見せる。

地域包括ケアにおける
薬剤師の役割
　地域包括ケア病棟を担当する相松
先生は、薬剤師の役割は急性期病棟
や在宅での服薬状況を把握して問題点
を抽出し、退院後に安心して薬物治療
を続けられるように支援することだと
話す。「その中で、医師や看護師、理学
療法士らと協働し、処方の適正化に取
り組んでいます（資料2）。中でも高齢
者で問題となるポリファーマシー対策
に力を入れており、薬剤師の主体的な

関与によるポリファーマシーの改善効
果を明らかにしていきたいと思います」
　在宅・生活復帰支援には地域の薬
剤師や多職種との連携も欠かせない。
お薬手帳による情報共有のほか、退院
時カンファレンスで在宅スタッフに情報
提供し、退院後の継続的支援につなげ
る。居宅療養管理指導が必要な場合は
保険薬局に参加を依頼するが、かかり
つけ薬局が決まっていない場合は、四
日市市薬剤師会が各地区に配置してい
る在宅支援の拠点薬局に調整を依頼
する。「薬局薬剤師と在宅スタッフの連
携を促進する調整役も病院薬剤師の
役割と位置づけ、在宅関係者が集まる
会にも参加し、顔の見える関係を築い
ています」と相松先生。
　この他、地域活動にも積極的に取り
組む。まちづくり推進協議会や羽津在
宅介護支援センターと連携して、地域の
多世代交流サロンで各種講座を開催。
医師による健康講座や看護師による救
急救命講座、理学療法士による健康体
操などと共に、相松先生も地域住民を
対象とした薬の出前講座を行っている。
　地域医療機能推進機構(JCHO)の
使命は、地域医療、地域包括ケアの要
として、超高齢社会における地域住民
の多様なニーズに応え、生活を支える
ことである。松田先生は、「JCHOの一
員として、これからも地域医療への貢
献を目指して、臨床実践能力の高い人
材の育成に力を入れるとともに、薬剤
師が活躍しやすい環境の整備に努めて
いきます」と締めくくった。
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講義受講前後における高血糖の血管への影響に
関する変化ステージ別の内容理解度

資料1 多職種協働による処方適正化に薬剤師が
介入した具体的な事例

資料2

受講前後比較： Wilcoxon signed-rank test
各ステージ間の差： Kruskal-Wallis test

小島先生提供資料 相松先生提供資料

点数
受講前：n.s.

維持期 準備期～行動期 熟考期 前熟考期

（n=28）受講後：n.s.

p<0.01 p<0.055

4

3

2

1

0

受講前 受講後
理由分類 具体的な処方適正化理由

症状消失

副作用疑い

服薬コンプライ
アンス考慮

検査値改善

施設入所考慮

症状出現

本人・家族の希望

治療方法の変更

担当PTより疼痛改善しているが、鎮痛薬を継続服用しているため継続可否
に関して相談あり。Dr.に服用を頓服or服用中止は可能か確認し、疼痛時 
頓服へ変更となった。
日中傾眠傾向を認め、転倒の危険性とリハビリに支障を来す可能性あるため
Dr.、病棟Ns.と協議の上、服用中止となった。

1日配薬を開始しているが、一包化できないPTP包装のＢ薬のみ服用忘れが
認められ、Dr.、病棟Ns.と協議の上、B薬の服用中止可能か判断するため検
体検査実施を推奨し、結果、正常範囲内であったためB薬を服用中止とした。
当院附属老健入所にあたり、老健より1日薬価を安価にして欲しいと依頼あ
り。Dr.とMSWと共に現在服用中の薬剤調整を行った。Dr.と協議の上、アル
ツハイマー型認知症治療薬として低薬価の代替薬へ変更となった。
便秘にて病棟Ns.より相談あり。腸の蠕動運動が鈍いようであるため、Dr.へ
Ｃ剤の処方追加を提案し、処方追加となった。処方追加後、腸の蠕動運動改
善が認められた。

骨粗鬆症治療方法をDr.と協議の上、Ｄ薬を開始の方針となる。現行の薬剤
の継続可否は高Ca血症のリスクを考慮し、服用中止となった。

本人より便秘薬の処方変更を希望されたためDr.と協議の上、処方変更と
なった。

入院中に退院後の服薬管理遵守出来るようにNs.配薬→1日配薬に変更し、
服薬管理の練習を行ったが、夕食後に服用する内服薬を朝食後に服用して
しまう事例が起こり、Dr.、病棟Ns.と協議の上、薬剤Ａを中止し、用法を1
日2回朝夕食後→1日1回朝食後へと退院後の服薬管理の簡易化を行った。



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。

兵庫県立尼崎総合医療センター／尼崎市薬剤師会
-pharmacy-4CChallenge

Cooperation 
Communication

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～

辻本 　勉 先生

兵庫県立尼崎総合医療センター
薬剤部 部長
つじ   もと              つとむ

牧 　孝子 先生

一般社団法人尼崎市薬剤師会 会長
マキ薬局 薬局長
まき               たか     こ
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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」
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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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より良い薬物治療と連携推進のための
情報共有の在り方を探る
　地域医療連携の推進において、薬剤情報や患者情報の共有は不可欠であり、そのためのシステム構築が全国各地で進められ
ている。大阪府の基幹病院である大阪急性期・総合医療センター（大阪市住吉区・865床）では、処方箋への臨床検査値の表
示をはじめ、薬薬連携室の稼働、研修会の開催など、情報共有の方法を模索しながら薬薬連携を推進してきた。さらに住吉区
薬剤師会とともに薬に特化した情報ネットワークシステムの構築に着手し、地域への拡大を目指している。薬薬連携への取り組
みとネットワークシステムの構想について取材した。

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
-pharmacy-5CChallenge

Cooperation 
Communication

処方箋への臨床検査値表示と
薬薬連携室の稼働
　大阪急性期・総合医療センター（以下、
センター）では、受診患者の高齢化が進
行する中、2014年に日本病院薬剤師
会が公表したプレアボイド報告優良事
例の32.4％が検査値に関係していたこ
とに強い問題意識を持ち、院外処方箋
への臨床検査値表示に向けて検討を開
始した。しかし、センターの運営会議に
おいて、保険薬局の監査や調剤時間の
増加、責任が重くなることへの精神的負
担を懸念する声が挙がった。そこで保険
薬局を対象にアンケート調査を実施、
187件の回答のうち86.1％が検査値
表示を希望するものであった。薬の安全
に対する保険薬局薬剤師の高い意識が
確認されたことから、2015年4月から
の実施が決定した。ただし、アンケート
の中には運営会議で懸念された事項の

ほか、「検査値を見ても判断しかねる」
という回答もあり、事前説明会や文書
による周知徹底を行い、運用後も医師
を講師とする検査値活用のための研修
会を重ねた。
「当センター診療科部長が講演した大
阪府薬剤師会共催の合同説明会には
293名が参加しましたし、その後の住
吉区薬剤師会保険薬局部会の研修会
や当センターにおける報告会も大盛況
でした」と薬薬連携室の室井先生は当
時を振り返る。2016年2月に薬薬連携
推進室を設置し、それまで医師が直接
電話で受けていた疑義照会をＦＡＸで
受け、回答する窓口となった。疑義照会
以外の患者さんの病状や薬など臨床上
の問い合わせも担い、2017年7月から
薬局組織改編に伴い薬薬連携室と改
称した。

処方箋への臨床検査値表示の
有用性
　現在、院外処方箋には6カ月以内に
検査した直近3回分の検査値16項目
が表示されている（資料1）。住吉区薬剤
師会会長の栗生先生は、検査値表示に
よるメリットについて「副作用の判断材
料となるのはもちろんのこと、過去3回
分の検査値が表示されていることで、病
状の経過を確認でき、服薬指導に非常
に役立っています。また、薬薬連携室が
窓口になったことで、疑義照会だけでな
く留意点のフィードバックもスムーズに
なりました」と話す。また、日本調剤万代
東薬局管理薬剤師の荻野先生は、腎機
能が低い患者さんへの適正な薬物投与
に役立った事例を経験した。「私が経験
したのはセンターの腎臓内科に通院して
いた患者さんです。この方が帯状疱疹や
風邪の治療で受診したクリニックの処

方箋を受けた際、腎機能低下による減
量の必要性を疑義照会しましたが、血液
検査を実施していないので減量の程度
がわからないとのことでした。そこでセン
ターでの検査値を伝え、減量していただ
きました。この他、検査値に改善が見ら
れない場合は患者さんの服薬状況を確
認し、踏み込んだ服薬指導ができるよう
にもなりました」こうした経験の積み重
ねは、薬剤師の検査値に対する理解力
を高めることにもつながっている。
　一方、センターでは院外処方箋への
検査値の表示を契機に、内服薬の院内
処方箋にも血清クレアチニン値とeGFR
の表示を開始。禁忌薬剤および用量変
更によって使用可能な薬剤について注
意喚起の表示も行うようになった。薬
局長の田中先生は、「若手で経験の浅い
薬剤師も多いので、できるだけシステム
を活用し、厳格な処方監査ができるよ
う体制を整えています」と話す。2018年
2月からは注射箋でも実施している。

薬薬連携の推進と
情報共有の工夫
　センターでは様々な研修会を開催す
ることによって保険薬局との連携基盤
を形成してきた。センター内の講堂で
は、2カ月に一度、診療科医師が最新の
治療や薬の使い方について講演する研
修会が行われ、毎回60～70名が参加
する。また住吉区薬剤師会とセンター
内薬剤師が協力し、年2回の症例検討
会（懇親会付）も開催し、顔の見える関

係づくりが進んでいる。
　情報共有への取り組みは、処方箋へ
の検査値表示以外でも積極的に行われ
ている。センターのホームページからダ
ウンロードできる服薬情報提供書は、
主に保険薬局からの問い合わせや情報
提供に活用されており、内容が治療に
役立った事例はカルテにスキャナで取
り込み記録される。事例の一つを室井
先生が紹介してくれた。「パーキンソン
病の疑いで神経内科を受診し、主治医
が診断に苦慮していた患者さんがいまし
た。保険薬局からの服薬情報提供書を
確認したところ、他の医療機関での処
方薬による薬剤性パーキンソニズムが
疑われました。薬の服用を中止すると症
状は改善され、医師は保険薬局にお礼
状を送ったそうです」
　抗がん剤治療においては、外来化学
療法を受けた患者さんにレジメン内容
を記載した「お薬手帳用シール」を渡し
ており、「治療内容を知るのに非常に役
立っています」と荻野先生は評価する
（資料2）。田中先生は、「薬剤師だけで
なく、患者さん自身も治療の内容や留
意点が把握できるよう、シールでなくよ
り情報量の多いファイル形式へとバー
ジョンアップしたい」と話す。

ネットワークシステムづくりへの
挑戦
　センターでは住吉区薬剤師会の協力
を得て、患者さんの薬剤情報を集約し
たネットワークシステム「e－お薬カルテ」

を構築し、2018年秋に当システムを用
いた臨床研究をスタート、住吉区薬剤
師会は参加薬局の募集を開始した。
　田中先生は「複数の医療機関を受診
する患者さんの処方薬を一覧表示し共
有できれば、保険薬局の処方監査の精
度を高め、ポリファーマシーや残薬の解
消にもつながるでしょう。院内では情報
共有の強化や持参薬確認の省力化に
役立つと考えています」と期待する。
　薬剤師会で病院との連携の在り方を
模索してきた栗生先生は、「システムを
有効に活用することで両者の垣根をな
くし、薬剤師が一丸となることを目指し
たい」と話す。また、荻野先生は「患者さ
んを中心に複数の医療機関が有機的に
つながり、情報共有していく中で、薬局
薬剤師としての役割を果たし貢献してい
きたい」と抱負を語る。
　一方、室井先生は「病院と保険薬局
の協力体制をさらに強化し、患者さんが
自分の健康を守るためにかかりつけ薬
局を積極的に活用する環境を整備して
いきたい」と話す。田中先生は「新しい
ネットワークシステムを地域に拡大させ
ていくためには患者さんの理解を得る
ことが大切です。情報共有のメリットや
薬剤師の役割についてわかりやすく説
明し、患者参加型の薬薬連携を推進し
ていきます」と展望する。システムの本
格稼働と拡大による連携の飛躍に期待
がかかる。

～処方箋への臨床検査値表示とネットワークシステムの構築～

田中 恵美子 先生

大阪急性期・総合医療センター
薬局 薬局長
た     なか       え      み      こ

室井 政子 先生

大阪急性期・総合医療センター
薬局 薬薬連携室
むろ     い        まさ    こ

荻野 里美 先生

日本調剤万代東薬局
店舗責任者 管理薬剤師
おぎ     の       さと     み

栗生 正也 先生

一般社団法人住吉区薬剤師会 会長
苅田薬局
くり    う       まさ     や
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処方箋への臨床検査値表示と
薬薬連携室の稼働
　大阪急性期・総合医療センター（以下、
センター）では、受診患者の高齢化が進
行する中、2014年に日本病院薬剤師
会が公表したプレアボイド報告優良事
例の32.4％が検査値に関係していたこ
とに強い問題意識を持ち、院外処方箋
への臨床検査値表示に向けて検討を開
始した。しかし、センターの運営会議に
おいて、保険薬局の監査や調剤時間の
増加、責任が重くなることへの精神的負
担を懸念する声が挙がった。そこで保険
薬局を対象にアンケート調査を実施、
187件の回答のうち86.1％が検査値
表示を希望するものであった。薬の安全
に対する保険薬局薬剤師の高い意識が
確認されたことから、2015年4月から
の実施が決定した。ただし、アンケート
の中には運営会議で懸念された事項の

ほか、「検査値を見ても判断しかねる」
という回答もあり、事前説明会や文書
による周知徹底を行い、運用後も医師
を講師とする検査値活用のための研修
会を重ねた。
「当センター診療科部長が講演した大
阪府薬剤師会共催の合同説明会には
293名が参加しましたし、その後の住
吉区薬剤師会保険薬局部会の研修会
や当センターにおける報告会も大盛況
でした」と薬薬連携室の室井先生は当
時を振り返る。2016年2月に薬薬連携
推進室を設置し、それまで医師が直接
電話で受けていた疑義照会をＦＡＸで
受け、回答する窓口となった。疑義照会
以外の患者さんの病状や薬など臨床上
の問い合わせも担い、2017年7月から
薬局組織改編に伴い薬薬連携室と改
称した。

処方箋への臨床検査値表示の
有用性
　現在、院外処方箋には6カ月以内に
検査した直近3回分の検査値16項目
が表示されている（資料1）。住吉区薬剤
師会会長の栗生先生は、検査値表示に
よるメリットについて「副作用の判断材
料となるのはもちろんのこと、過去3回
分の検査値が表示されていることで、病
状の経過を確認でき、服薬指導に非常
に役立っています。また、薬薬連携室が
窓口になったことで、疑義照会だけでな
く留意点のフィードバックもスムーズに
なりました」と話す。また、日本調剤万代
東薬局管理薬剤師の荻野先生は、腎機
能が低い患者さんへの適正な薬物投与
に役立った事例を経験した。「私が経験
したのはセンターの腎臓内科に通院して
いた患者さんです。この方が帯状疱疹や
風邪の治療で受診したクリニックの処

方箋を受けた際、腎機能低下による減
量の必要性を疑義照会しましたが、血液
検査を実施していないので減量の程度
がわからないとのことでした。そこでセン
ターでの検査値を伝え、減量していただ
きました。この他、検査値に改善が見ら
れない場合は患者さんの服薬状況を確
認し、踏み込んだ服薬指導ができるよう
にもなりました」こうした経験の積み重
ねは、薬剤師の検査値に対する理解力
を高めることにもつながっている。
　一方、センターでは院外処方箋への
検査値の表示を契機に、内服薬の院内
処方箋にも血清クレアチニン値とeGFR
の表示を開始。禁忌薬剤および用量変
更によって使用可能な薬剤について注
意喚起の表示も行うようになった。薬
局長の田中先生は、「若手で経験の浅い
薬剤師も多いので、できるだけシステム
を活用し、厳格な処方監査ができるよ
う体制を整えています」と話す。2018年
2月からは注射箋でも実施している。

薬薬連携の推進と
情報共有の工夫
　センターでは様々な研修会を開催す
ることによって保険薬局との連携基盤
を形成してきた。センター内の講堂で
は、2カ月に一度、診療科医師が最新の
治療や薬の使い方について講演する研
修会が行われ、毎回60～70名が参加
する。また住吉区薬剤師会とセンター
内薬剤師が協力し、年2回の症例検討
会（懇親会付）も開催し、顔の見える関

係づくりが進んでいる。
　情報共有への取り組みは、処方箋へ
の検査値表示以外でも積極的に行われ
ている。センターのホームページからダ
ウンロードできる服薬情報提供書は、
主に保険薬局からの問い合わせや情報
提供に活用されており、内容が治療に
役立った事例はカルテにスキャナで取
り込み記録される。事例の一つを室井
先生が紹介してくれた。「パーキンソン
病の疑いで神経内科を受診し、主治医
が診断に苦慮していた患者さんがいまし
た。保険薬局からの服薬情報提供書を
確認したところ、他の医療機関での処
方薬による薬剤性パーキンソニズムが
疑われました。薬の服用を中止すると症
状は改善され、医師は保険薬局にお礼
状を送ったそうです」
　抗がん剤治療においては、外来化学
療法を受けた患者さんにレジメン内容
を記載した「お薬手帳用シール」を渡し
ており、「治療内容を知るのに非常に役
立っています」と荻野先生は評価する
（資料2）。田中先生は、「薬剤師だけで
なく、患者さん自身も治療の内容や留
意点が把握できるよう、シールでなくよ
り情報量の多いファイル形式へとバー
ジョンアップしたい」と話す。

ネットワークシステムづくりへの
挑戦
　センターでは住吉区薬剤師会の協力
を得て、患者さんの薬剤情報を集約し
たネットワークシステム「e－お薬カルテ」

を構築し、2018年秋に当システムを用
いた臨床研究をスタート、住吉区薬剤
師会は参加薬局の募集を開始した。
　田中先生は「複数の医療機関を受診
する患者さんの処方薬を一覧表示し共
有できれば、保険薬局の処方監査の精
度を高め、ポリファーマシーや残薬の解
消にもつながるでしょう。院内では情報
共有の強化や持参薬確認の省力化に
役立つと考えています」と期待する。
　薬剤師会で病院との連携の在り方を
模索してきた栗生先生は、「システムを
有効に活用することで両者の垣根をな
くし、薬剤師が一丸となることを目指し
たい」と話す。また、荻野先生は「患者さ
んを中心に複数の医療機関が有機的に
つながり、情報共有していく中で、薬局
薬剤師としての役割を果たし貢献してい
きたい」と抱負を語る。
　一方、室井先生は「病院と保険薬局
の協力体制をさらに強化し、患者さんが
自分の健康を守るためにかかりつけ薬
局を積極的に活用する環境を整備して
いきたい」と話す。田中先生は「新しい
ネットワークシステムを地域に拡大させ
ていくためには患者さんの理解を得る
ことが大切です。情報共有のメリットや
薬剤師の役割についてわかりやすく説
明し、患者参加型の薬薬連携を推進し
ていきます」と展望する。システムの本
格稼働と拡大による連携の飛躍に期待
がかかる。
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臨床検査値付院外処方箋資料1 化学療法用「お薬手帳用シール」資料2

大阪急性期・総合医療センター提供資料 大阪急性期・総合医療センター提供資料

発行6ヶ月以内の直近3回分の
検査日・検査結果を表示。
検査値；白血球数、好中球、血色
素、血小板数、PT‐INR、AST、
ALT、総ビリルビン、クレアチニ
ン、GFR換算値、CK、CRP、K、
Mg、HbA１c、尿酸の16項目。

消化器外科
ID:0000000

○○　○○　様

処方医：○○　○○

投与日:2018/××/××

レジメン名：◆◆◆◆◆◆◆ 
Rp.1 生食　50mL/瓶
　　　副腎皮質ホルモン製剤注射液6㎎/2mL/瓶
　　　○○静注　0.5mg/5mL/瓶
　　　点滴注射（速度指示）

１瓶
6mg
1瓶

15分で

Rp.2 生食 100mL/瓶
　　　抗がん剤A点滴静注用　400㎎/16mL/瓶
　　　点滴注射（速度指示）

１瓶
400mg
30分で

Rp.3 ブドウ糖注射液　5%/500mL/袋
　　　抗がん剤B点滴静注液　100㎎/20mL/瓶
　　　点滴注射（速度指示）

１瓶
200mg
2時間で

Rp.4 生食　50ｍL/瓶
　　　点滴注射

１瓶

【以下は当日の処方オーダー】
Rp.1 ○○○○錠　300mg
　　　1日2回　朝食後 ・ 夕食後

1回  5T
14日分

Rp.2 ○○○○錠　4mg
　　　1日1回　朝食後

1回  １T
2日分

大阪急性期 ・ 総合医療センター 2018/××/××



薬学生を対象に病院見学会を開催し
地域医療を支える基幹病院の
薬剤師業務を紹介
　広島県庄原市は岡山、鳥取、島根の各県と接する中国山地のほぼ中央に位置し、関西以西の市町村で最大の面積を有する。
また、65歳以上人口が40.8％と県平均の27.5％を大きく上回る（2015年国勢調査より）ほか、無医地区も全県53カ所のうち
23カ所を占めるなど、過疎化と高齢化が著しい地域でもある。庄原赤十字病院（301床）は市内唯一の総合病院であるととも
に、二次救急指定病院、へき地医療拠点病院として徹底した住民本位の医療を提供している。薬剤部も調剤から治験に至るま
で多岐にわたる業務を手掛けるが、その実態を紹介するために薬学生を対象とした病院見学会を毎年開催している。今回は見
学会の様子を、開催に込められた思いも交えてレポートする。

日本赤十字社 庄原赤十字病院 薬剤部
-pharmacy-6CChallenge

Cooperation 
Communication

■病院見学会レポート
診療の特性と働く環境
　今年で7回目となる病院見学会は、
広島県内にある2大学の薬学部の3～
5年生20名と指導する教授2名が参
加して、6月の土曜日に開催された（資
料,写真1）。
　午前中の座学では、病院の特色、薬
剤師の業務内容、研修システム、福利
厚生などについて説明があった。
　地域の基幹病院である同院の役割
が地域医療、高度医療、小児医療、救
急医療の4領域に分けて紹介されたが、
中でも無医地区を対象とする巡回診療
は、巡回診療車に医師、薬剤師、看護
師、検査技師などが同乗して週2日実
施するもので、一般に馴染みの薄い医
療であり学生の関心を集めた（写真2）。

　一方、日本赤十字社の制度に基づく
福利厚生に加え、プライベートを充実さ
せるさまざまな院内のクラブ活動も紹
介された。次に、自身も病院見学会が入
職の決め手になった
という2年目の薬剤
師が、新人研修およ
びローテーション制
による日常業務と、
同院に就職したメ
リットとして「多職種
との関わりから多く
を学べる」「患者さん
の治療経過を観察
できる」「注射剤の調
製などの機会が多
い」ことなどを説明
した。

　また病棟看護師長からは、チーム医
療の機能、薬剤師との協働・連携のし
やすさなど、他職種の視点で実務的な
解説があった。

地域性や病院の機能と連動する
幅広い薬剤業務
　昼食後は3班に分かれ、調剤室、薬
務室、製剤室、DI室、巡回診療車など
の執務の現場を見学しながら業務の解
説が行われた（写真3,4）。高齢患者が
多い同院では利用者の利便性に配慮し
て全薬剤が院内処方であるため、薬剤
師の業務は、調剤、外来窓口対応、服
薬指導、がん化学療法などにおける調
製、病棟業務、巡回診療、治験に至るま
で多岐にわたり、ローテーション体制で
各薬剤師が全ての業務に携わるのが特
徴だ。地域の特性や病院の機能から業
務範囲は自ずと幅広くなるが、参加者か
らは「ローテーション制度に興味を持っ
た」「巡回診療に参加し、地域の人の声
を聴いてみたい」「患者さんとの距離が
近く感じられ、やりがいがあると思った」
など、前向きに捉える声が多かった。
　その後は再び座学となり、「チーム医
療と認定薬剤師制度」「災害救護活動」
の2つのテーマについて、薬剤師の専
門性がどのように発揮されているかが具
体例も交えて紹介された。同院のチー
ム医療は地域柄、職種間だけでなく患
者さんとの心理的な距離も近く、患者
参加型のチーム医療が実現しているこ
とが特徴となっている。薬剤師は院内
12チームの全てに参加し、薬物治療の
安全確保と医薬品の適正使用を支援し
ながら、薬剤の選択、薬物治療の提案
を行っている。そのメリットとして、専門
分野の選択肢が多く、関心のある領域
で認定薬剤師を目指しやすいこと、ま
た多職種と関わりながらより広い視野
を持ち、幅広く学べることなどが挙げら
れ、総合病院の特性が示された。
　日本赤十字社の使命でもある災害救
護活動では、大規模被災を想定した訓
練、熊本地震での派遣業務を中心に、
動画を交えた解説が行われた。非常事
態に直面した時の薬剤師の役割、およ
び職種間の連携の重要性を訴える内容
であった（写真5）。

■チーム医療に、そして社会に
　貢献できる薬剤師へ
　本田先生は、薬剤部長に就任以来継
続している見学会には強い思い入れが
あり、その心境を次のように語る。「開
催の目的は学生のリクルートもあります
が、当院の薬剤師の業務を通じて、薬
剤師という職業の奥深さや可能性をよ
り身近に感じてもらいたい、という気持
ちが強いですね。私たちの使命は、常
に薬剤と真摯に向き合い職能を生かす
ことですが、同時に職務を全うしながら
充実した生活を営むことができ、頑張る
人が報われる職場でなければならない
と考えています。特に女性が結婚、出
産、育児といったライフイベントに影響
されることなく、生涯を通じ誇りを持っ
て仕事に携われるような環境を作るこ
とで、次代を担う薬剤師を応援したいと
思います」
　見学会の企画・運営を担当するのは、
薬剤副部長の黒長先生、調剤課長の岸
先生たちだ。司会も務めた岸先生は「充
実したチーム医療の内容を伝えたいと
思います」と言い、黒長先生もまた「自
分の職能を生かしながらチームに貢献
できる人材を育成したい」と、見学会に
かける意気込みを語る。
　最後に、将来の進路に悩む薬剤師の
卵たちに対するエールとして、本田先生
からのメッセージを紹介する。
「医療が日々進歩する中、薬剤師の未来
には無限の活躍のフィールドが広がって
おり、環境にかかわらずとても魅力のあ
る職業だと思います。ぜひ社会への貢
献を自分の喜びにできる薬剤師を目指
してほしいと思います」

本田 和穂 先生

薬剤部
薬剤部長
ほん     だ        かず    ほ

黒長 正明 先生

薬剤部
副薬剤部長
くろ   なが      まさ   あき

岸　 美沙 先生

薬剤部
調剤課長
きし                 み      さ
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見学会スケジュール資料

10：30　開会の挨拶、スケジュールとスタッフ紹介
10：40　病院概要、地域での庄原赤十字病院の役割
10：50　福利厚生、院内活動等
11：00　新人研修システム
11：10　地域医療への貢献（巡回診療）
11：30　看護師からみた薬剤師
11：40　質疑応答
11：50　記念撮影
12：05　昼食
13：10　執務現場の案内と業務説明
　　　　 （調剤室、注射庫、薬務室、製剤室、DI室、巡回診療車、化学療法室）
14：10　ティータイム
14：25　チーム医療における役割、認定薬剤師
14：35　災害救護活動
14：50　質疑応答
15：00　閉会の挨拶



■病院見学会レポート
診療の特性と働く環境
　今年で7回目となる病院見学会は、
広島県内にある2大学の薬学部の3～
5年生20名と指導する教授2名が参
加して、6月の土曜日に開催された（資
料,写真1）。
　午前中の座学では、病院の特色、薬
剤師の業務内容、研修システム、福利
厚生などについて説明があった。
　地域の基幹病院である同院の役割
が地域医療、高度医療、小児医療、救
急医療の4領域に分けて紹介されたが、
中でも無医地区を対象とする巡回診療
は、巡回診療車に医師、薬剤師、看護
師、検査技師などが同乗して週2日実
施するもので、一般に馴染みの薄い医
療であり学生の関心を集めた（写真2）。

　一方、日本赤十字社の制度に基づく
福利厚生に加え、プライベートを充実さ
せるさまざまな院内のクラブ活動も紹
介された。次に、自身も病院見学会が入
職の決め手になった
という2年目の薬剤
師が、新人研修およ
びローテーション制
による日常業務と、
同院に就職したメ
リットとして「多職種
との関わりから多く
を学べる」「患者さん
の治療経過を観察
できる」「注射剤の調
製などの機会が多
い」ことなどを説明
した。

　また病棟看護師長からは、チーム医
療の機能、薬剤師との協働・連携のし
やすさなど、他職種の視点で実務的な
解説があった。

地域性や病院の機能と連動する
幅広い薬剤業務
　昼食後は3班に分かれ、調剤室、薬
務室、製剤室、DI室、巡回診療車など
の執務の現場を見学しながら業務の解
説が行われた（写真3,4）。高齢患者が
多い同院では利用者の利便性に配慮し
て全薬剤が院内処方であるため、薬剤
師の業務は、調剤、外来窓口対応、服
薬指導、がん化学療法などにおける調
製、病棟業務、巡回診療、治験に至るま
で多岐にわたり、ローテーション体制で
各薬剤師が全ての業務に携わるのが特
徴だ。地域の特性や病院の機能から業
務範囲は自ずと幅広くなるが、参加者か
らは「ローテーション制度に興味を持っ
た」「巡回診療に参加し、地域の人の声
を聴いてみたい」「患者さんとの距離が
近く感じられ、やりがいがあると思った」
など、前向きに捉える声が多かった。
　その後は再び座学となり、「チーム医
療と認定薬剤師制度」「災害救護活動」
の2つのテーマについて、薬剤師の専
門性がどのように発揮されているかが具
体例も交えて紹介された。同院のチー
ム医療は地域柄、職種間だけでなく患
者さんとの心理的な距離も近く、患者
参加型のチーム医療が実現しているこ
とが特徴となっている。薬剤師は院内
12チームの全てに参加し、薬物治療の
安全確保と医薬品の適正使用を支援し
ながら、薬剤の選択、薬物治療の提案
を行っている。そのメリットとして、専門
分野の選択肢が多く、関心のある領域
で認定薬剤師を目指しやすいこと、ま
た多職種と関わりながらより広い視野
を持ち、幅広く学べることなどが挙げら
れ、総合病院の特性が示された。
　日本赤十字社の使命でもある災害救
護活動では、大規模被災を想定した訓
練、熊本地震での派遣業務を中心に、
動画を交えた解説が行われた。非常事
態に直面した時の薬剤師の役割、およ
び職種間の連携の重要性を訴える内容
であった（写真5）。

■チーム医療に、そして社会に
　貢献できる薬剤師へ
　本田先生は、薬剤部長に就任以来継
続している見学会には強い思い入れが
あり、その心境を次のように語る。「開
催の目的は学生のリクルートもあります
が、当院の薬剤師の業務を通じて、薬
剤師という職業の奥深さや可能性をよ
り身近に感じてもらいたい、という気持
ちが強いですね。私たちの使命は、常
に薬剤と真摯に向き合い職能を生かす
ことですが、同時に職務を全うしながら
充実した生活を営むことができ、頑張る
人が報われる職場でなければならない
と考えています。特に女性が結婚、出
産、育児といったライフイベントに影響
されることなく、生涯を通じ誇りを持っ
て仕事に携われるような環境を作るこ
とで、次代を担う薬剤師を応援したいと
思います」
　見学会の企画・運営を担当するのは、
薬剤副部長の黒長先生、調剤課長の岸
先生たちだ。司会も務めた岸先生は「充
実したチーム医療の内容を伝えたいと
思います」と言い、黒長先生もまた「自
分の職能を生かしながらチームに貢献
できる人材を育成したい」と、見学会に
かける意気込みを語る。
　最後に、将来の進路に悩む薬剤師の
卵たちに対するエールとして、本田先生
からのメッセージを紹介する。
「医療が日々進歩する中、薬剤師の未来
には無限の活躍のフィールドが広がって
おり、環境にかかわらずとても魅力のあ
る職業だと思います。ぜひ社会への貢
献を自分の喜びにできる薬剤師を目指
してほしいと思います」
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薬剤部スタッフと参加者写真1

病院の業務概要の説明写真2

調剤室での業務説明写真3

DI室での業務説明写真4

災害救護活動の紹介写真5



発行日 ： 平成31年3月
発行者 ： 田辺三菱製薬株式会社
　　　　〒541-8505　大阪市中央区道修町3-2-10
　　　　お問い合わせ先 ： エリアマーケティング推進部　06-6227-4666

田辺三菱製薬株式会社ホームページ http:/ /www.mt-pharma.co.jp

MARCH 2019 Vol.29

XTPS331A-
2019年3月作成
(審)19Ⅱ109


