
薬薬連携の一つとして
有害事象報告に取り組む
　有害事象報告において、保険薬局か

らの報告を活性化することは医療安全

に大きく貢献する。神奈川県湘南地区

に位置する（公社）平塚中郡薬剤師会

では、「平塚中郡薬剤師会方式」による

有害事象報告の薬薬連携が行われてお

り、この地域では2017年7月の連携開

始から2018年10月までの18カ月で保

険薬局から336件の有害事象報告がさ

れ、現在も継続中である。薬局数にす

ると、平塚中郡薬剤師会に所属する会

員135薬局のうち、約3割にあたる36

薬局が既に報告をしている。こうした実

績を着実に積み重ねていることから“保

険薬局が参加しやすい有害事象報告シ

ステム”として、県内はもとより他の地

域からも注目を集めている。

　同システムは東海大学医学部付属大

磯病院薬剤科 科長の鈴木先生の発案

により、平塚中郡薬剤師会との協働で

構築したものだ。「2013年に当院に赴

任してまもなく、病棟を中心に有害事

象報告システムを整備し始めました。そ

の後、外来患者さんへの対応を検討し

ましたが、外来患者さんにおける有害

事象情報を最も入手できるのは院内の

スタッフではなく、地域の保険薬局と

いうことに気づきました」と振り返る。

そこで、日頃から連携している薬剤師

会において、学術担当理事を務めてい

る望星大磯薬局薬局長の飯塚先生に、

薬薬連携の一つとして有害事象報告に

取り組むことを提案した。

　この申し出を受け、飯塚先生は平塚

中郡薬剤師会の活動として連携すべき

内容だと直感的に思ったそうだ。「よく

ある疾患別の薬薬連携は専門知識を

必要とするため、勉強会等が中心にな

りがちで事前準備に時間がかかるうえ

に、参加する薬局も限られてきます。そ

の点、有害事象報告は薬剤師が本来行

うべき職能にかかわる活動であり、患

者さんが服用する医薬品を焦点とした

ものであるため特別な準備は必要な

く、すぐに取り組めると考えたのです」

　会長をはじめ他の理事の賛同を得

て、同薬剤師会ではさっそく病院の薬

剤部門とともに有害事象報告システム

の構築に乗り出した。

保険薬局の立場でシステムを
考えることが参加を促すカギ
「患者さんは様々な理由により医療機

関を変更することがありますので、そう

なると医療機関では有害事象などの情

報が得られなくなります。それが収集で

きるのは地域の保険薬局なのです」と

鈴木先生は診療での状況を説明する。

つまり、医療機関の手を離れた場合、

埋もれている有害事象を掘り起こすに

は、できるだけ多くの保険薬局の参加

が欠かせないということになる。

　現行制度では、有害事象は独立行政

法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）

のフォーマットで報告することが推奨さ

れている。しかし、薬局薬剤師はこの記

入が「難しい」と思い込み、報告に対する

心理的な抵抗が生まれていると鈴木先

生は分析。保険薬局の立場でシステムを

考えることが重要だとの結論に至った。

　そこで同薬剤師会と共同で作成した

のが、PMDAのフォーマットを簡素化し

た“有害事象ヒアリングシート”（以下

シート）だ。「患者さんから訴えがあった

とき、薬局薬剤師に症状の細かな判断

をまかせると報告が面倒になり、薬歴

記載だけに止まる傾向がみられました。

この現実を踏まえ、患者さんから聞い

たことをベースに、報告者である薬剤

師のコメントを記入するスタイルにしま

した」と飯塚先生はシートの特徴につ

いて説明する。また、同薬剤師会では

多くの保険薬局に埋没している情報を

掘り起こすことを優先し、シートの経

過欄は薬歴のコピーを貼るだけでも受

け付けている。

強制するのではなく
薬剤師の自発性を重視
　有害事象報告システムの連携フロー

（資料1）の中で特筆されるのは、医薬

品卸売会社のMSがシートの回収を担

当していることだ。「保険薬局に毎日出

向くMSなら“有害事象報告はあります

か”と薬剤師に声をかけやすく、製薬会

社へ報告するルートもあり、仲介役とし

て適任だと考えました」（鈴木先生）。回

収したシートの有害事象情報について

はMSから製薬会社のMRに伝えられる

が、シートの情報は製薬会社の安全管

理部門に報告する第一報の内容を網羅

している。また、薬局側の業務負担を考

え、情報提供可能な企業に対しチェッ

ク欄を設けるなどの工夫を加えている。

　このシステム構築を通して、患者さん

を守るステークホルダーの一員として

MSやMRの役割を明確に位置づけたこ

とは、地域全体の医療安全対策として

も意義深い。

　また、東海大学医学部付属大磯病院

のDI室では、報告された有害事象をカ

ルテに禁忌登録する必要があるかの判

断を処方医に依頼する役割を担ってい

る。そして、処方医が禁忌登録した場

合、その薬剤の詳細な情報（配合剤・

後発医薬品の有無など）を確認し、電

子カルテに追記する作業も行っている。

こうした禁忌登録情報は処方箋に記載

され、保険薬局薬剤師にも伝達される

仕組みとなっている。

　鈴木先生は「このシステムはナッジ

（nudge）の概念に基づいた運用を考え

ました」と話す。ナッジに関しては経済

学者リチャード・セイラ－博士が2017

年にノーベル経済学賞を受賞した行動

経済学の概念で、「ひじで軽くつつく」

という意味がある。「“薬剤師の義務だ”

と声高に強制するのではなく、“ちょっ

とやってみませんか”と働きかけること

で、薬剤師の自発的な取り組みを促す

ことを狙っているのです。日常業務の一

つとして有害事象報告を広めていくの

に不可欠な視点だと考えています」と

鈴木先生は語る。

有害事象報告の目的は
患者さんや社会を守ること
　有害事象報告システムにより、2017

年7月から2018年10月までの18カ月

に報告された有害事象は336件であ

り、そのうち東海大学医学部付属大磯

病院は90件が該当した。この90件の

うち医薬品マスタでカルテに禁忌登録

した件数は31件であった（資料2）。

　一方、カルテの薬品マスタで禁忌登

録に至らなくても患者さんの安全に貢献

した報告もある。それは、がんやリウマ

チの薬など有害事象が起こるとわかっ

ていても使用しなければならない薬剤

の場合だ。「このようなケースに関しても

保険薬局からの有害事象報告を通して

チェックできたので、注意すべき副作用

をカルテにコメントとして記入すること

ができました」と鈴木先生は明かす。

　また、詳細調査に回ったものは5件。

鈴木先生は「分析に値する質の高い報

告を、企業や行政に早く伝えることによ

り社会を守ることに役立ちます」とこの

意義を評価する。飯塚先生も「自分たち

が患者さんから収集した情報が病院や

企業、行政に報告することで、患者さん

や社会を守ることにつながれば報告し

た甲斐があります」と話す。

　平塚中郡薬剤師会では、会員薬局の

有害事象報告に対する理解を深め、こ

の活動への参加を促すために、勉強会

の場を利用して会員薬局が収集した
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毎月の有害事象件数などを公表してい

る。「薬局薬剤師のモチベーションを高

めるうえでも成果が見えることはとても

重要です」と飯塚先生。また、患者さん

が持参した処方箋に自分が報告した薬

剤が禁忌登録として記載されていると

大きな励みになるという。

　鈴木先生は目的と行動をステップ化

した『有害事象報告3段階ラダー』（資

料3）を作成し、同薬剤師会（地域の保

険薬局）と連携イメージを共有する。「3

段階ラダーに示しているように、有害事

象報告の目的は患者さんや社会を守る

ことです。そして、それは薬剤師法の第

一条に記されている“公衆衛生の向上

に寄与する”という薬剤師本来の業務

にあたります。継続性のある薬薬連携

にするうえでも、お互いがこの目的を最

初にしっかり認識することが大切です」

と鈴木先生は示唆する。

地区薬剤師会単位での
普及を目指して活動を開始
「一つひとつの有害事象は事実ではある

けれど真実ではない」これは同システム

をともに構築した同薬剤師会理事の平

本要先生の言葉だ。鈴木先生はこの言

葉を引き合いに出し、「真実に近づくた

めには事実をたくさん積み重ねる必要

があり、そのスピードが速ければ速いほ

ど真実に早く近づき、薬剤の安全性向

上に寄与できます」と力を込める。そし

て、この目的に向かって、同システムの

全国的な普及活動にも着手している。

　鈴木先生によると、平塚中郡薬剤師

会では年間約284件の有害事象が報

告される。2017年度末における全国の

保険薬局数は約5万9千軒で、これは平

塚中郡薬剤師会にある薬局の約440

倍にあたる。全国で平塚中郡薬剤師会

と同等の成果を出すと仮定すれば、有

害事象報告は年間約12万4千件と試算

できる。「この数字は2017年度の有害

事象報告総件数約6万9千件の約1.8

倍にあたります。現在、収集されている

有害事象の約90％は製薬会社からの

報告とされる中、その倍くらいの有害事

象が全国の保険薬局には潜在している

のです。さらに、私たちは顕在化された

有害事象報告から詳細調査に回る件数

を年間約7千件と試算しており、質の高

いリスク情報の提供も期待できます。

このように量も質も担保できる有害事

象報告システムを全国に広げていく意

義は大いにあるのです」と鈴木先生は

説明する。

　取り組み開始2年目の2018年度に

は、さまざまな学会において同システム

の全容とこれまでの成果、活動の意義

についての発表を重ねた。その甲斐が

あり、各地の薬剤師会などからの問い

合わせが相次いでいる。「私の試算によ

ると、平塚中郡薬剤師会と同様に3割

程度の薬局参加率だったとしても、神

奈川県だけでも年間約8千件の有害事

象報告が上がり、そのうち詳細調査に

回る件数は年間約450件になると見込

んでいます」（鈴木先生）。

　地域の薬剤師会として取り組むこと

で、潜在化している患者さんのリスクが

顕在化され、大きな成果となります。「各

薬剤師会でこの活動の燈火が灯り、お

互いに切磋琢磨できる環境になってい

くと、医薬品の安全性は飛躍的に高ま

る」と期待する（飯塚先生）。そのため、

導入を検討する薬剤師会には、システ

ム構築や運用に必要な手順書および

フォーマットをすべて公開するととも

に、地域の実情に合わせ

てシステムを一部変更す

る提案も行うなど、全面

的なバックアップを約束

する。

有害事象報告を日常
業務に、薬学生への
教育にも注力
　鈴木先生と飯塚先生

は、薬剤師の日常業務と

して有害事象報告が当

たり前に行われる未来像を描く。そし

て、その種を蒔くために薬学生への教

育にも注力する。「この地域では実務実

習の薬学生を対象に合同で研修を実施

し、有害事象報告の目的と意義を伝え

るとともに、ケーススタディを通して

PMDAの報告書を作成するトレーニン

グを行っています。彼らが地域の医療

機関や保険薬局に勤めたとき、先輩薬

剤師に対して『有害事象を報告しなくて

いいのですか』と言える薬剤師に育て

たい」と両先生は意欲を見せる。

　さらに、この研修内容は毎回冊子に

まとめて実務実習生たちに渡し、各大

学に持ち帰ってもらっている。「大学の

薬学教育において有害事象報告のト

レーニングが行われるようになること

が最終目標です。この冊子は、そのた

めの刺激になることを狙っています」と

鈴木先生。すでに冊子の効果は少しず

つ現われており、2018年秋には２校の

薬学部で、鈴木先生たちが講師となり、

実務実習前の4年生を対象に有害事象

報告の教育を行った。

　鈴木先生、飯塚先生のお二人は、こ

の地域で得られた有害事象報告に関す

るさまざまな知見を、これからも積極

的に発信し続けていく考えだ。「有害事

象報告は患者さん個人と社会を守る活

動である」という志を持って取り組む薬

剤師を、全国で一人でも多く増やしてい

くために…。

在宅医療薬剤師レジデント制度により、
大学病院として薬局薬剤師の在宅医療への参画を支援
　秋田県は広大な面積を持つものの、医療機関が少ないために1施設あたりの診療圏が広い上、高齢化率は全国で最も高い
（2017年総務省「人口推計」による）。そのため、在宅医療に対する地域ニーズは高く、薬局薬剤師の在宅医療への積極的な参画
が求められている。しかし、在宅医療では、がん性疼痛、栄養、褥瘡、感染、嚥下障害などに対応できる知識や技術が必要になる
ことから、その参画をためらう薬局薬剤師は少なくない。そこで、秋田大学医学部附属病院（秋田市・615床）薬剤部では、病院薬
剤師だけでなく、薬局薬剤師にも学びの場を提供することが教育機関の使命だとして、2014年から「在宅医療薬剤師レジデント
制度」を開始した。在宅医療に必要な知識や技術が学べる同制度の概要やこれまでの成果、見えてきた課題などを紹介する。

秋田大学医学部附属病院 薬剤部
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在宅医療に必要なスキルを
継続的に学べる場が必要
　在宅医療の対象者は、ADLが著しく
低下した高齢者、神経難病や外傷後遺
症などによる障害者、複数の慢性疾患
を合併した患者、悪性疾患の末期患者
など多岐にわたる。在宅医療において、
薬剤師が最適かつ効率的で安心・安全
な薬物療法を提供するためには、①処
方箋に基づいた患者さんの状態に応じ
た調剤（一包化、懸濁法、麻薬、無菌調
剤、TPN調製）、②患者宅への医薬品・
衛生材料の供給、③退院時の患者情
報共有（薬薬連携、退院時共同指導）、
④効果・副作用等のモニタリング、⑤
在宅担当医への処方支援（患者さんに
最適な処方剤形、服薬時期等を含む提
案）、⑥残薬の管理、麻薬の服薬管理と
破棄、⑦ケアマネジャー等の医療・介
護関係者との連携・情報共有など、総

合的な知識や技術が必要となる。
　日本薬剤師会や都道府県薬剤師会・
支部薬剤師会では、前述した知識や技
術を習得するための講習会や勉強会な
どを開催し、在宅医療に携わる薬剤師
の育成や支援を行っている。しかし、講
習会や勉強会のほとんどが単発的なも
のだ。いずみメイプル薬局の髙橋先生
は、「例えば、在宅医療で薬剤師に求め
られるTPN調製の実技講習会を受けら
れる機会は、年に数回程度です。大学
卒業後すぐに保険薬局に就職し、実務
でTPN調製を経験することがない私の
ような薬局薬剤師にとって、それだけで
は“自分で責任を持ってできる”レベル
になるのは大変です。そうしたことが薬
局薬剤師の在宅医療への参画を抑制
したり、薬を届けるだけの在宅医療に
なったりする要因の1つだと思います」
と苦しい胸中を明かす。とはいえ、この

ままの状況で良いわけがない。
　髙橋先生が薬局業務を通じて、日頃
から在宅医療に対するニーズの高さを
肌で感じていた頃、三浦先生も「薬学部
を有する大学がなく、卒後研修の場が
限られている秋田県では、大学病院が
長期的な視野に立ち、在宅医療に対応
できる薬局薬剤師を育成する必要性が
ある」と考えていたという。
　そこで、三浦先生たちは複数の薬局
薬剤師から要望を聞き、とくに保険薬
局では学ぶ機会が少ない前述の①～
⑤の知識や技術の習得をめざした研
修方法を模索し始める。このような中、
千葉大学医学部附属病院や名古屋大
学医学部附属病院のレジデント制度の
講演を聞き、在宅医療に関してもレジ
デント制度が最善の研修方法ではない
かと考えた。病院の薬剤師として働き
ながら、カリキュラムに基づき、在宅医

療に必要な知識や技術を継続的に学
ぶのだ。薬剤部の提案は、病院や医学
部の了承、病棟・医療チームなど関係
部署の協力を得て、2014年度より『在
宅医療薬剤師レジデント制度』としてス
タートした。

在宅医療で即戦力になることを
めざしたカリキュラム
　在宅医療薬剤師レジデント制度の対
象は、すでに保険薬局に勤務している
薬剤師、または保険薬局に勤務予定の
新卒薬剤師で、募集定員はがん専門薬
剤師レジデント制度と併せて毎年3名
程度。「実際には、在宅医療薬剤師レジ
デント制度への応募がほとんどで、新卒
薬剤師より薬局薬剤師が多い」と三浦
先生は話す。研修期間は前期1年・後期
1年の2年間だが、主に前期で学ぶ内服
薬や外用薬の調剤などの知識や技術を
すでに習熟している薬局薬剤師は、後
期の1年間のみとするなど、レジデント
の状況に合わせて柔軟に対応している。
　カリキュラムは、基本的に午前がセン
トラル業務、午後が病棟業務や医療
チームの活動に携わる構成となってい
る。後期レジデントの場合だと、午前
中は、毎日、TPNや抗がん剤など注射
薬・輸液の調製業務にあたる（資料1）。
「1年間、毎日、注射薬・輸液の調製業
務を行えば、あらゆるパターンの処方
を経験でき、細かく複雑な手技を要す
る調製方法に対応できるようになると
ともに、配合変化や相互作用、がん化
学療法のレジメンに関する知識も格段
に増えます」と三浦先生はカリキュラム
の特徴を説明する。また、注射薬監査
やTDMなどの実務を通じて処方薬と
検査値の結びつきを学ぶことにより、
点ではなく時間軸で患者さんを捉え、
医薬品適正使用や服薬指導につなげ
ていく技能もつけていく。
　午後からは、常勤の病棟薬剤師とと
もに共通のマニュアルを用いて病棟業
務を行い、患者さんとのコミュニケー
ションスキルを習得する。また、NST、
ICT、褥瘡対策、緩和ケアなどの各医
療チームのラウンドやカンファレンス
に、当該領域の専門・認定資格を持つ

薬剤師とともに参加する。そこでは医
師や看護師など他職種の考え方を知
り、医療チームにおいて薬剤師はどの
ようなところに観点をおき、薬学的介入
をしていくのかなどを学び、様々な状態
の患者さんに対応できる臨床スキルを
磨く。
　副薬剤部長の加賀谷先生によれば、
カリキュラムはレジデントの意見を反映
し、より在宅医療に特化した形でブ
ラッシュアップを重ねているという。例
えば、当初、3カ月単位のローテーショ
ンで各診療科の病棟を全般的に回る
ことになっていたが、退院後に在宅医
療が必要となる患者さんの多い呼吸器
内科、循環器内科、消化器内科での病
棟研修の期間が長くとられるように
なった。また、退院時カンファレンスは
「できるだけ多く入りたい」という意見
を受け、強化された。
　そのほかに、薬剤部でのカンファレン
ス（週1回）、病棟でのミーティングや症
例カンファレンス、病院や薬剤部で実
施している講習会や研修会などに参加
し、薬剤師としての研鑽を積む機会が
設けられている。
　2014年度の後期レジデントだった
髙橋先生は、「保険薬局では遭遇するこ
とが少ない褥瘡患者さんや、末期のが
ん患者さんなどを含め、様々な患者さん
に対する薬学的介入を経験させていた

だき、在宅医療に深く踏み込めるよう
になりました」と話す。こうした成果が
得られる背景について、三浦先生は「多
くの場合、入院患者さんは退院後に在
宅医療へと移行しているが、療養の場
所が変わっても、病院薬剤師と薬局薬
剤師で薬学的介入のあり方が変わるこ
とはない」ことを挙げる。ここに、薬局
薬剤師が一定期間、病院で働きながら
在宅医療に必要な知識や技術を学ぶ
意義があり、在宅医療で即戦力となれ
る理由があると強調した。髙橋先生も
「地域を一つの病院と考えれば、薬局
薬剤師も地域の薬剤部の一員です。い
まは、地域の病棟である患者さんの自
宅に出向き、多職種と協働でチーム医
療の実践に取り組んでいます」と付け
加えた。

在宅医療の質向上のための
薬薬連携のあり方が明確化
　在宅医療薬剤師レジデント制度は、
レジデント側だけでなく、病院薬剤師
側にもメリットをもたらしている。レジ
デントと一緒に働くことにより、薬局薬
剤師の置かれている状況や視点、考え
方を知ることができ、在宅医療の質を
向上させるために、病院薬剤師として、
地域や薬局薬剤師に対して何をしなけ
ればならないかが明確になってきたと
いうのだ（資料2）。
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薬局出身のレジデントと協議の上で退
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照会すべきかどうか悩ましいケースをは
じめ、薬局薬剤師から電話で様々な相
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クをすり抜けた疑義照会が必要な院外
処方もあり、病院薬剤師から当該処方
箋発行医師に対して情報提供を行うこ
ともある」と明かす。

レジデント修了者を介して、
在宅医療に関わる薬剤師の
裾野を広げる
　これまで述べてきたように、在宅医療
薬剤師レジデント制度は順調に滑り出
し、着実に成果を上げている。ただし、
研修期間が1～2年間と長期に渡ること
から、薬局薬剤師の場合はいったん勤
務先の保険薬局を退職しなければなら

ない。髙橋先生も勤務先を一度退職し、
レジデント修了後に再び保険薬局に就
職したというが、「研修期間中の経済面
や再就職先が問題になる方もいらっ
しゃるかも知れません」と指摘する。
　ただ、そうした課題はあるものの、レ
ジデント制度で学ぶ意義は高いと髙橋
先生は断言する。「自分自身の在宅医
療に関する臨床スキルが高まるだけで
なく、学んできた知識や技術を保険薬
局内に啓発することにより、在宅医療
に関わる薬局薬剤師の裾野を広げられ
る」というのだ。現在、髙橋先生は保険
薬局内で在宅医療に興味のある薬局
薬剤師にTPN調製の手技を教えたり、
自らが担当している在宅患者さんの情
報共有をはかったりしているという。ま
さに、こうした活動は三浦先生、加賀
谷先生たちが目指すところであり、「今
後、保険薬局ごとにリーダー格の薬剤
師が１人、レジデント制度で学ぶこと
が理想です。彼らを中心に、病院で得
た在宅医療に必要なノウハウを保険薬
局内に伝授していくという流れができて
いけば、地域の在宅医療はもっと発展
していくはずです」と三浦先生。そのた
めには、レジデントを修了し、在宅医療
で活躍する薬局薬剤師と一緒に、様々
な観点から情報を集め、カリキュラムを
改善していく必要がある。そして、在宅
医療における薬物療法の質が高まった
ことを示すことにより、在宅医療に特
化したレジデント制度を全国に広げて
いきたいと結んだ。
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在宅医療に必要なスキルを
継続的に学べる場が必要
　在宅医療の対象者は、ADLが著しく
低下した高齢者、神経難病や外傷後遺
症などによる障害者、複数の慢性疾患
を合併した患者、悪性疾患の末期患者
など多岐にわたる。在宅医療において、
薬剤師が最適かつ効率的で安心・安全
な薬物療法を提供するためには、①処
方箋に基づいた患者さんの状態に応じ
た調剤（一包化、懸濁法、麻薬、無菌調
剤、TPN調製）、②患者宅への医薬品・
衛生材料の供給、③退院時の患者情
報共有（薬薬連携、退院時共同指導）、
④効果・副作用等のモニタリング、⑤
在宅担当医への処方支援（患者さんに
最適な処方剤形、服薬時期等を含む提
案）、⑥残薬の管理、麻薬の服薬管理と
破棄、⑦ケアマネジャー等の医療・介
護関係者との連携・情報共有など、総

合的な知識や技術が必要となる。
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の育成や支援を行っている。しかし、講
習会や勉強会のほとんどが単発的なも
のだ。いずみメイプル薬局の髙橋先生
は、「例えば、在宅医療で薬剤師に求め
られるTPN調製の実技講習会を受けら
れる機会は、年に数回程度です。大学
卒業後すぐに保険薬局に就職し、実務
でTPN調製を経験することがない私の
ような薬局薬剤師にとって、それだけで
は“自分で責任を持ってできる”レベル
になるのは大変です。そうしたことが薬
局薬剤師の在宅医療への参画を抑制
したり、薬を届けるだけの在宅医療に
なったりする要因の1つだと思います」
と苦しい胸中を明かす。とはいえ、この

ままの状況で良いわけがない。
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　そこで、三浦先生たちは複数の薬局
薬剤師から要望を聞き、とくに保険薬
局では学ぶ機会が少ない前述の①～
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療に必要な知識や技術を継続的に学
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デントと一緒に働くことにより、薬局薬
剤師の置かれている状況や視点、考え
方を知ることができ、在宅医療の質を
向上させるために、病院薬剤師として、
地域や薬局薬剤師に対して何をしなけ
ればならないかが明確になってきたと
いうのだ（資料2）。

　病院薬剤師は、カルテを閲覧すれば
病名も検査値も容易に把握でき、病棟
に行けば患者さんを自分の目でみるこ
とができる。さらに、チーム医療のも
と、医師や看護師などから患者さんの
病態について詳しく聞くことができる。
一方、保険薬局の場合、疑問があって
も、すぐに医師、看護師に質問できるわ
けではない。薬局薬剤師は誰にも相談
できない中、患者さんや家族からの聞
き取りやお薬手帳などの情報をもと
に、手探りで病態を把握しなければな
らない。加賀谷先生は、「自分たちがい
かに恵まれた環境にいるのかに気づい
たことで、在宅医療が必要な患者さん
のためにできることはないかと、業務を
改善する意識が高まりました」と話す。
　その1つが、退院時服薬指導の強化
と退院時の引き継ぎの充実である。薬
局薬剤師は、医師の処方意図や検査
値はおろか、病名すらなかなか知ること
ができない。そのため、在宅医療を行う
にあたり、病院薬剤師から『お薬手帳』
を介して得られる情報が薬局薬剤師の
拠り所になる。このことをよく知る髙橋
先生はレジデント時代、積極的に退院
時カンファレンスに参加し、患者さんの
入院中の状況や病院側が保険薬局側
に何を引き継ごうとしているのかを把握
した。その上で、それをきっちりと保険
薬局側が受け止め、退院後の患者支援
に生かすために必要な情報が何かを精
査し、それをお薬手帳に記載していたと
いう。そうした姿を目の当たりにしたこ
とから、病院薬剤師も退院時カンファ
レンスの重要性を再認識し、積極的に
関わるようになっていった。また、保険

薬局出身のレジデントと協議の上で退
院時服薬指導を強化し、お薬手帳には
薬歴だけではなく、入院中に使用した
薬剤および変更・追加になった薬剤情
報を処方意図とあわせて記載。アレル
ギー歴や入院中のアドヒアランス、投薬
上の工夫に関する情報（一包化の必要
性など）なども記載を強化するように
なったそうだ。こうしたこともあり、退
院時薬剤情報管理指導料はレジデント
制度導入後増え続けている（資料3）。
　もう1つは、薬局薬剤師を含めた院内
ネットワーク（相談しやすい体制）の構
築だ。顔の見える関係となり、薬局薬
剤師から何に悩み、何に困っているの
かを教えてもらう中から、病院薬剤師
は地域のさまざまなニーズに応えられ
るようになりつつある。実際、レジデン
ト制度が始まってからは、医師に疑義
照会すべきかどうか悩ましいケースをは
じめ、薬局薬剤師から電話で様々な相
談を受けるようになった。加賀谷先生
は、「その中には、院内のシステムチェッ
クをすり抜けた疑義照会が必要な院外
処方もあり、病院薬剤師から当該処方
箋発行医師に対して情報提供を行うこ
ともある」と明かす。

レジデント修了者を介して、
在宅医療に関わる薬剤師の
裾野を広げる
　これまで述べてきたように、在宅医療
薬剤師レジデント制度は順調に滑り出
し、着実に成果を上げている。ただし、
研修期間が1～2年間と長期に渡ること
から、薬局薬剤師の場合はいったん勤
務先の保険薬局を退職しなければなら

ない。髙橋先生も勤務先を一度退職し、
レジデント修了後に再び保険薬局に就
職したというが、「研修期間中の経済面
や再就職先が問題になる方もいらっ
しゃるかも知れません」と指摘する。
　ただ、そうした課題はあるものの、レ
ジデント制度で学ぶ意義は高いと髙橋
先生は断言する。「自分自身の在宅医
療に関する臨床スキルが高まるだけで
なく、学んできた知識や技術を保険薬
局内に啓発することにより、在宅医療
に関わる薬局薬剤師の裾野を広げられ
る」というのだ。現在、髙橋先生は保険
薬局内で在宅医療に興味のある薬局
薬剤師にTPN調製の手技を教えたり、
自らが担当している在宅患者さんの情
報共有をはかったりしているという。ま
さに、こうした活動は三浦先生、加賀
谷先生たちが目指すところであり、「今
後、保険薬局ごとにリーダー格の薬剤
師が１人、レジデント制度で学ぶこと
が理想です。彼らを中心に、病院で得
た在宅医療に必要なノウハウを保険薬
局内に伝授していくという流れができて
いけば、地域の在宅医療はもっと発展
していくはずです」と三浦先生。そのた
めには、レジデントを修了し、在宅医療
で活躍する薬局薬剤師と一緒に、様々
な観点から情報を集め、カリキュラムを
改善していく必要がある。そして、在宅
医療における薬物療法の質が高まった
ことを示すことにより、在宅医療に特
化したレジデント制度を全国に広げて
いきたいと結んだ。

在宅医療薬剤師レジデント制度のカリキュラム資料1

秋田大学医学部附属病院　薬剤部提供資料

月曜日
週間スケジュール

8:30

抗がん剤 ・ TPN調製

昼休み

薬剤管理
指導／
病棟業務

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

薬剤管理指導／
病棟業務（退・持）

NST
ラウンド※3

糖尿病教室
（毎月第2金曜）

糖尿病カン
ファレンス

薬剤部
カンファ
レンス食道がん

キャンサー
ボード

褥瘡対策
ラウンド※1
（6～12月）

褥瘡対策
ラウンド※1

緩和ケア
ラウンド※2

感染対策カンファ
レンス・ラウンド

緩和ケア
ラウンド
（1～3月）

NST担当者
会議
（毎月第4月曜）

退院時（退）・
持参薬管理
指導（持）を
中心に（ ）

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

※1 研修前半は褥瘡対策ラウンドへ参加、後半は緩和ケアラウンドに参加
※2 研修前半は感染対策カンファレンス・ラウンドにも月1回程度参加
※3 毎月第二金曜日は糖尿病教室に参加、それ以外はNSTラウンドに参加

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

備考

年間スケジュール

セントラル業務 薬剤管理指導 ・
病棟業務

その他
（講義・研修会など）

チーム医療
関連

【AM】
抗がん剤・
TPN調製

診療科全般
持参薬管理を中心に

泌尿器/脳外/消化器外/
食道外/乳腺外/呼吸外/

心外/耳鼻
産婦人/消化器内/

神経内/糖尿/眼科/皮膚/
精神/腫瘍

診療科全般退院時
服薬指導を中心に

呼吸器/循環器内科を
中心に病棟活動

担当者は退院時/
持参薬管理指導を
中心に割り当てること

NST関連
教育講演

（2カ月に1回開催）

抗がん剤
レジメン
審査委員会
（年5～6回開催）

褥瘡
研修会

（9月と2月）

医療安全
講習会

（年数回） 【9月第4週】薬剤部
カンファレンス
症例発表会

[3月第4週]
薬剤部

カンファレンス
症例発表会

秋田大学医学部
総合地域

医療推進学講座
フィジカル

アセスメント研修
講師　教授

長谷川 仁志 先生
（年数回）

患者さんの
ための

疼痛緩和教室
（年2～3回実施）

【PM】
医薬品
情報
（DI）

【PM】
麻薬管理補助
【PM】
麻薬管理補助
【PM】
TDM

外部研修会・学会などにも参加・発表
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在宅医療に必要なスキルを
継続的に学べる場が必要
　在宅医療の対象者は、ADLが著しく
低下した高齢者、神経難病や外傷後遺
症などによる障害者、複数の慢性疾患
を合併した患者、悪性疾患の末期患者
など多岐にわたる。在宅医療において、
薬剤師が最適かつ効率的で安心・安全
な薬物療法を提供するためには、①処
方箋に基づいた患者さんの状態に応じ
た調剤（一包化、懸濁法、麻薬、無菌調
剤、TPN調製）、②患者宅への医薬品・
衛生材料の供給、③退院時の患者情
報共有（薬薬連携、退院時共同指導）、
④効果・副作用等のモニタリング、⑤
在宅担当医への処方支援（患者さんに
最適な処方剤形、服薬時期等を含む提
案）、⑥残薬の管理、麻薬の服薬管理と
破棄、⑦ケアマネジャー等の医療・介
護関係者との連携・情報共有など、総

合的な知識や技術が必要となる。
　日本薬剤師会や都道府県薬剤師会・
支部薬剤師会では、前述した知識や技
術を習得するための講習会や勉強会な
どを開催し、在宅医療に携わる薬剤師
の育成や支援を行っている。しかし、講
習会や勉強会のほとんどが単発的なも
のだ。いずみメイプル薬局の髙橋先生
は、「例えば、在宅医療で薬剤師に求め
られるTPN調製の実技講習会を受けら
れる機会は、年に数回程度です。大学
卒業後すぐに保険薬局に就職し、実務
でTPN調製を経験することがない私の
ような薬局薬剤師にとって、それだけで
は“自分で責任を持ってできる”レベル
になるのは大変です。そうしたことが薬
局薬剤師の在宅医療への参画を抑制
したり、薬を届けるだけの在宅医療に
なったりする要因の1つだと思います」
と苦しい胸中を明かす。とはいえ、この

ままの状況で良いわけがない。
　髙橋先生が薬局業務を通じて、日頃
から在宅医療に対するニーズの高さを
肌で感じていた頃、三浦先生も「薬学部
を有する大学がなく、卒後研修の場が
限られている秋田県では、大学病院が
長期的な視野に立ち、在宅医療に対応
できる薬局薬剤師を育成する必要性が
ある」と考えていたという。
　そこで、三浦先生たちは複数の薬局
薬剤師から要望を聞き、とくに保険薬
局では学ぶ機会が少ない前述の①～
⑤の知識や技術の習得をめざした研
修方法を模索し始める。このような中、
千葉大学医学部附属病院や名古屋大
学医学部附属病院のレジデント制度の
講演を聞き、在宅医療に関してもレジ
デント制度が最善の研修方法ではない
かと考えた。病院の薬剤師として働き
ながら、カリキュラムに基づき、在宅医

療に必要な知識や技術を継続的に学
ぶのだ。薬剤部の提案は、病院や医学
部の了承、病棟・医療チームなど関係
部署の協力を得て、2014年度より『在
宅医療薬剤師レジデント制度』としてス
タートした。

在宅医療で即戦力になることを
めざしたカリキュラム
　在宅医療薬剤師レジデント制度の対
象は、すでに保険薬局に勤務している
薬剤師、または保険薬局に勤務予定の
新卒薬剤師で、募集定員はがん専門薬
剤師レジデント制度と併せて毎年3名
程度。「実際には、在宅医療薬剤師レジ
デント制度への応募がほとんどで、新卒
薬剤師より薬局薬剤師が多い」と三浦
先生は話す。研修期間は前期1年・後期
1年の2年間だが、主に前期で学ぶ内服
薬や外用薬の調剤などの知識や技術を
すでに習熟している薬局薬剤師は、後
期の1年間のみとするなど、レジデント
の状況に合わせて柔軟に対応している。
　カリキュラムは、基本的に午前がセン
トラル業務、午後が病棟業務や医療
チームの活動に携わる構成となってい
る。後期レジデントの場合だと、午前
中は、毎日、TPNや抗がん剤など注射
薬・輸液の調製業務にあたる（資料1）。
「1年間、毎日、注射薬・輸液の調製業
務を行えば、あらゆるパターンの処方
を経験でき、細かく複雑な手技を要す
る調製方法に対応できるようになると
ともに、配合変化や相互作用、がん化
学療法のレジメンに関する知識も格段
に増えます」と三浦先生はカリキュラム
の特徴を説明する。また、注射薬監査
やTDMなどの実務を通じて処方薬と
検査値の結びつきを学ぶことにより、
点ではなく時間軸で患者さんを捉え、
医薬品適正使用や服薬指導につなげ
ていく技能もつけていく。
　午後からは、常勤の病棟薬剤師とと
もに共通のマニュアルを用いて病棟業
務を行い、患者さんとのコミュニケー
ションスキルを習得する。また、NST、
ICT、褥瘡対策、緩和ケアなどの各医
療チームのラウンドやカンファレンス
に、当該領域の専門・認定資格を持つ

薬剤師とともに参加する。そこでは医
師や看護師など他職種の考え方を知
り、医療チームにおいて薬剤師はどの
ようなところに観点をおき、薬学的介入
をしていくのかなどを学び、様々な状態
の患者さんに対応できる臨床スキルを
磨く。
　副薬剤部長の加賀谷先生によれば、
カリキュラムはレジデントの意見を反映
し、より在宅医療に特化した形でブ
ラッシュアップを重ねているという。例
えば、当初、3カ月単位のローテーショ
ンで各診療科の病棟を全般的に回る
ことになっていたが、退院後に在宅医
療が必要となる患者さんの多い呼吸器
内科、循環器内科、消化器内科での病
棟研修の期間が長くとられるように
なった。また、退院時カンファレンスは
「できるだけ多く入りたい」という意見
を受け、強化された。
　そのほかに、薬剤部でのカンファレン
ス（週1回）、病棟でのミーティングや症
例カンファレンス、病院や薬剤部で実
施している講習会や研修会などに参加
し、薬剤師としての研鑽を積む機会が
設けられている。
　2014年度の後期レジデントだった
髙橋先生は、「保険薬局では遭遇するこ
とが少ない褥瘡患者さんや、末期のが
ん患者さんなどを含め、様々な患者さん
に対する薬学的介入を経験させていた

だき、在宅医療に深く踏み込めるよう
になりました」と話す。こうした成果が
得られる背景について、三浦先生は「多
くの場合、入院患者さんは退院後に在
宅医療へと移行しているが、療養の場
所が変わっても、病院薬剤師と薬局薬
剤師で薬学的介入のあり方が変わるこ
とはない」ことを挙げる。ここに、薬局
薬剤師が一定期間、病院で働きながら
在宅医療に必要な知識や技術を学ぶ
意義があり、在宅医療で即戦力となれ
る理由があると強調した。髙橋先生も
「地域を一つの病院と考えれば、薬局
薬剤師も地域の薬剤部の一員です。い
まは、地域の病棟である患者さんの自
宅に出向き、多職種と協働でチーム医
療の実践に取り組んでいます」と付け
加えた。

在宅医療の質向上のための
薬薬連携のあり方が明確化
　在宅医療薬剤師レジデント制度は、
レジデント側だけでなく、病院薬剤師
側にもメリットをもたらしている。レジ
デントと一緒に働くことにより、薬局薬
剤師の置かれている状況や視点、考え
方を知ることができ、在宅医療の質を
向上させるために、病院薬剤師として、
地域や薬局薬剤師に対して何をしなけ
ればならないかが明確になってきたと
いうのだ（資料2）。

　病院薬剤師は、カルテを閲覧すれば
病名も検査値も容易に把握でき、病棟
に行けば患者さんを自分の目でみるこ
とができる。さらに、チーム医療のも
と、医師や看護師などから患者さんの
病態について詳しく聞くことができる。
一方、保険薬局の場合、疑問があって
も、すぐに医師、看護師に質問できるわ
けではない。薬局薬剤師は誰にも相談
できない中、患者さんや家族からの聞
き取りやお薬手帳などの情報をもと
に、手探りで病態を把握しなければな
らない。加賀谷先生は、「自分たちがい
かに恵まれた環境にいるのかに気づい
たことで、在宅医療が必要な患者さん
のためにできることはないかと、業務を
改善する意識が高まりました」と話す。
　その1つが、退院時服薬指導の強化
と退院時の引き継ぎの充実である。薬
局薬剤師は、医師の処方意図や検査
値はおろか、病名すらなかなか知ること
ができない。そのため、在宅医療を行う
にあたり、病院薬剤師から『お薬手帳』
を介して得られる情報が薬局薬剤師の
拠り所になる。このことをよく知る髙橋
先生はレジデント時代、積極的に退院
時カンファレンスに参加し、患者さんの
入院中の状況や病院側が保険薬局側
に何を引き継ごうとしているのかを把握
した。その上で、それをきっちりと保険
薬局側が受け止め、退院後の患者支援
に生かすために必要な情報が何かを精
査し、それをお薬手帳に記載していたと
いう。そうした姿を目の当たりにしたこ
とから、病院薬剤師も退院時カンファ
レンスの重要性を再認識し、積極的に
関わるようになっていった。また、保険

薬局出身のレジデントと協議の上で退
院時服薬指導を強化し、お薬手帳には
薬歴だけではなく、入院中に使用した
薬剤および変更・追加になった薬剤情
報を処方意図とあわせて記載。アレル
ギー歴や入院中のアドヒアランス、投薬
上の工夫に関する情報（一包化の必要
性など）なども記載を強化するように
なったそうだ。こうしたこともあり、退
院時薬剤情報管理指導料はレジデント
制度導入後増え続けている（資料3）。
　もう1つは、薬局薬剤師を含めた院内
ネットワーク（相談しやすい体制）の構
築だ。顔の見える関係となり、薬局薬
剤師から何に悩み、何に困っているの
かを教えてもらう中から、病院薬剤師
は地域のさまざまなニーズに応えられ
るようになりつつある。実際、レジデン
ト制度が始まってからは、医師に疑義
照会すべきかどうか悩ましいケースをは
じめ、薬局薬剤師から電話で様々な相
談を受けるようになった。加賀谷先生
は、「その中には、院内のシステムチェッ
クをすり抜けた疑義照会が必要な院外
処方もあり、病院薬剤師から当該処方
箋発行医師に対して情報提供を行うこ
ともある」と明かす。

レジデント修了者を介して、
在宅医療に関わる薬剤師の
裾野を広げる
　これまで述べてきたように、在宅医療
薬剤師レジデント制度は順調に滑り出
し、着実に成果を上げている。ただし、
研修期間が1～2年間と長期に渡ること
から、薬局薬剤師の場合はいったん勤
務先の保険薬局を退職しなければなら

ない。髙橋先生も勤務先を一度退職し、
レジデント修了後に再び保険薬局に就
職したというが、「研修期間中の経済面
や再就職先が問題になる方もいらっ
しゃるかも知れません」と指摘する。
　ただ、そうした課題はあるものの、レ
ジデント制度で学ぶ意義は高いと髙橋
先生は断言する。「自分自身の在宅医
療に関する臨床スキルが高まるだけで
なく、学んできた知識や技術を保険薬
局内に啓発することにより、在宅医療
に関わる薬局薬剤師の裾野を広げられ
る」というのだ。現在、髙橋先生は保険
薬局内で在宅医療に興味のある薬局
薬剤師にTPN調製の手技を教えたり、
自らが担当している在宅患者さんの情
報共有をはかったりしているという。ま
さに、こうした活動は三浦先生、加賀
谷先生たちが目指すところであり、「今
後、保険薬局ごとにリーダー格の薬剤
師が１人、レジデント制度で学ぶこと
が理想です。彼らを中心に、病院で得
た在宅医療に必要なノウハウを保険薬
局内に伝授していくという流れができて
いけば、地域の在宅医療はもっと発展
していくはずです」と三浦先生。そのた
めには、レジデントを修了し、在宅医療
で活躍する薬局薬剤師と一緒に、様々
な観点から情報を集め、カリキュラムを
改善していく必要がある。そして、在宅
医療における薬物療法の質が高まった
ことを示すことにより、在宅医療に特
化したレジデント制度を全国に広げて
いきたいと結んだ。

退院時薬剤情報管理指導料の推移資料3在宅医療薬剤師レジデント制度の成果
（病院側の気づき）

資料2

秋田大学医学部附属病院　薬剤部提供資料 秋田大学医学部附属病院　薬剤部提供資料

◎薬局薬剤師としての視点や考え方を知ることが出来た

薬局が置かれている状況を知ることで、病院が地域に対してやらなけ
ればいけないことが明確になった。

●チーム医療のありがたさ、検査値が分かるありがたさ
●医師、看護師が近くにおらず患者さんの病態が把握しづらい
●保険薬局側で欲している情報が何か明確化
　⇒退院時の引き継ぎの充実
●薬局薬剤師を含めたネットワークの構築
　（相談しやすい体制の構築）

レジデント生を通して
薬局の背景を知る
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在宅医療薬剤師レジデント制度導入


