
　医療機関の機能分化が進む中、各医療機関がそれぞれの特色をいかしながら、一人ひとりの患者さんに対して適切な医療を
シームレスに提供することが目指されている。その実現に不可欠なのが医療連携だ。名古屋市立大学病院（名古屋市・800床）薬
剤部では、患者さんの入退院支援、保険薬局をサポートするためのネットワークの設立など、より良い薬物治療を継続させるため
の活動を行っている。患者サービスと医療の質の向上、医療連携の推進など、多くのメリットが期待できる同院の取り組みについ
て紹介する。
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患者サポートセンターにおける
持参薬確認の実施
　名古屋市立大学病院は、2012年10月
に入院に関する業務を集約した入院支
援センター（現、患者サポートセンター、
以下「センター」と記載）を開設した。そ
こでは、看護師、薬剤師、事務職員など
が、患者さんが安心して入院治療を受け
るためのサービスを提供する。薬剤師の
主な業務は、全ての入院患者さんに対す
る持参薬確認だ。薬剤部長の木村和哲
先生は、以前から行っていた持参薬確認
の問題点について振り返る。「最初は、
看護師が薬剤部に持ち込んだ持参薬を
薬剤師が確認し、病棟へ返していました
が、効率化を図るため、患者さんが病棟
に行く前に、薬剤部の時間外窓口で受
付けることにしました。しかし件数が多く
て患者さんをお待たせする結果になり、
受付方法や体制を模索していました。セ
ンターの設立は私たちの願いでもあった
のです」
　持参薬確認の対象となる患者さんは

1日平均40～50名にのぼる中で、セン
ターには薬剤師の業務用に5つのブース
が確保され、必要に応じて人員が配置さ
れる。副薬剤部長の江崎哲夫先生は「処
方薬の内容だけでなく、一人ひとりの患
者さんに対してアドヒアランスの問題も
含め、服薬状況を確認することが重要だ
と考えています。ジェネリック医薬品も多
い中で、医師に対し薬物治療の判断材
料となる十分な情報を伝えることは、薬
剤師の職能を生かしてこそできる業務だ
と思います」と活動の意義を強調する。
　持参薬確認は、入院当日だけでなく入
院決定日（入院前）にも行われ、手術や
出血を伴う処置などが予定されている入
院患者さんに対し、医師から持参薬確認
の指示があった場合に術前中止薬の有
無を確認する（資料1）。センター業務を
担当している近藤祐樹先生は、入院前の
持参薬確認について「実際に医師が把握
していない術前中止薬が発見されている
ことは意義があります」と語る一方で、
手術延期事例の発生がゼロではないこ

とを課題に掲げる。「原因には、服薬の中
止を伝えても重要事項とは考えずに継続
していたというような、患者さんの理解
不足や医療者と患者さんとのコミュニ
ケーション不足が挙げられます。これら
への対策を講じ、手術延期事例をなくす
ことを目指します」

医療機関に対する薬物治療の
コンサルタントを目指す
　近藤先生は、2019年7月から地域医
療連携センター内にある退院支援部門
と連携し、退院または転院する患者さん
に対しても薬物治療の継続をサポートす
る活動を開始した。退院支援に病棟薬
剤師が関わるケースも多い中で、外部の
医療機関に対する窓口を1本化すること
がねらいだ。主な活動内容は、退院また
は転院後の患者さんの薬物治療を担う
医療機関に対して、オピオイドなど取扱
いに注意を要する薬についての情報を
提供すること、また処方薬の採用の有無
を確認し、未採用ならば薬効が同じ採用

薬への変更の可否を検討することであ
る。木村先生は「大学病院は、新薬を採
用して既存薬と比較・検証する役目を
担っています。必然的に薬の種類が多く
なり、他の医療機関で同一の薬が採用
されていない場合もあります。そのよう
な時、患者さんの薬物治療を当院から他
の医療機関へスムーズに移行するため
に、薬剤師が介入して医師を納得させら
れる情報を提供したいと考えています。
様々な医療機関に対して薬物治療のコ
ンサルタントの役割を果たせることが理
想です」と展望する。
　一方、病棟業務を兼務する近藤先生
は、今後の抱負を次のように語る。「これ
までは入院中の薬物治療を管理する中
で、退院後のことをあまり強く意識して
いませんでした。今後は入院時から、退
院後の療養生活を考えて薬物治療を提
案していきたいと思います」

吸入指導ネットワークの設立
　薬剤部では、より良い薬物治療の継続
のために、保険薬局へのサポート体制を
整えつつある。その一つが、2014年4月
に同院の薬剤部と呼吸器内科および名
古屋市薬剤師会の共同で設立された
「吸入指導ネットワーク」だ。吸入療法の
必要な患者さんが、どの保険薬局でも正
しい吸入指導を継続して受けられるシス
テムを構築することを目的としている。特
色は、年2回開催される保険薬局向けの
定期講習会とマイスター制度の導入であ
る。講習会では、医師による病態につい
ての講演、同院の薬剤師による各デバイ

スにおける吸入指導のポイント解説と実
技指導が行われる。受講者には「吸入指
導マイスター」としての認定証とマイス
ターバッチを授与し（資料2）、マイスター
リストを作成。これを医師から吸入指導
が必要な患者さんに渡し、保険薬局を選
択する上での参考としてもらっている。
2019年6月の時点で登録マイスター数
は268名、保険薬局数は169店にのぼっ
ている。一方、吸入指導に関する情報共
有はお薬手帳を活用し、表紙にネット
ワークシールを貼って、吸入手帳を兼ね
ていることを表示。最終ページとカバー
の裏ポケットを利用して、吸入指示書、
デバイスの手技説明書等の情報を収め
ている。
「患者さんがどこで治療を受けようとも、
責任を持って疾患の説明や服薬指導が
できる薬剤師が必要だと思いますが、全
ての保険薬局で、全疾患への十分な対応
を行うのは難しいでしょう。そこで、得意
分野を持つ保険薬局が増えるよう私たち
がサポートし、一人ひとりの患者さんに適
した保険薬局のリストを紹介する仕組み
をつくりたいと考えています」と木村先生
は話す。

患者さんのメリットを第一とする
医療連携を推進するために
　2019年3月、薬剤部では瑞穂区、昭
和区の複数の保険薬局とともに、「がん
領域ネットワーク」を設立した。年3回の
会議では、情報提供の在り方が検討され
ている。江崎先生は「がん領域ではまだ
ゴールが明確ではなく、互いのニーズを

話し合うことから始めています。多くの患
者さんには、退院後、入院期間よりも長
い療養生活が待っていますので、私たち
が地域の医療機関と連携することはと
ても大切です。連携においては、互いの
状況や考えを理解し合う努力が必要だと
思っています」と連携への想いを語る。
薬剤部では、他にも月1回の勉強会や年
4回の薬事委員会を開催し、保険薬局と
の関係強化に努めている。
　一方、木村先生は「保険薬局に対する
情報開示は、多ければ良いわけではなく、
相手が理解し、活用できる情報を提供す
べきだと考えています。がん領域ネット
ワークでは、人間関係を構築しながら、
それぞれの役割においてどのような情報
が必要かを検討したいですね」と語る。ま
た次なる目標として、「緩和ケアネット
ワーク」の設立を掲げ、がんも緩和ケアも
吸入指導と同様にマイスター制度をつく
り、登録マイスター薬局を色分けして、地
図上に公開することを目指すという。
「患者さんのメリットを第一とする医薬分
業、医療連携のあるべき姿は、お互いの
職能を十分に発揮してつながることだと
考えます。大都市では難しいと思われる
かもしれませんが、個々の薬剤師が地域
を意識し、絆を深める努力をすればどこで
も可能です。また、大学病院の場合、患
者さんは広域から受診されますが、一人
ひとりの患者さんが暮らす地域で、医療
従事者が互いに成長を促しつつ連携を
深めるよう、これからも尽力したいと思
います」

木村 和哲 先生

病院長補佐
薬剤部 薬剤部長
き     むら      かず   のり

近藤 祐樹 先生

薬剤部
地域連携主任薬剤師
こん  どう      ゆう    き

江崎 哲夫 先生

薬剤部
副薬剤部長
え    さき      てつ    お

13 Pharma Scope Vol.31 14Pharma Scope Vol.31

シームレスでより良い薬物治療を実現するために
～入退院支援と保険薬局へのサポート体制の確立～

持参薬確認の流れ資料1 吸入指導マイスター制度の認定証とバッチ資料2

名古屋市立大学病院  薬剤部提供資料名古屋市立大学病院  薬剤部提供資料

入院決定日に医師から指示があった患者さんに対しては
入院前の持参薬確認も実施。

入院前の持参薬確認

入院決定日

入院当日の持参薬確認

入院当日

入院する全ての患者さんを対象に、
持参薬の鑑別・面談を行う。

手術や出血を伴う処置などを目的として入院する
患者さんを対象に、主に術前中止薬の有無の確認を行う。
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考えます。大都市では難しいと思われる
かもしれませんが、個々の薬剤師が地域
を意識し、絆を深める努力をすればどこで
も可能です。また、大学病院の場合、患
者さんは広域から受診されますが、一人
ひとりの患者さんが暮らす地域で、医療
従事者が互いに成長を促しつつ連携を
深めるよう、これからも尽力したいと思
います」
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シームレスでより良い薬物治療を実現するために
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入院決定日に医師から指示があった患者さんに対しては
入院前の持参薬確認も実施。

入院前の持参薬確認

入院決定日

入院当日の持参薬確認

入院当日

入院する全ての患者さんを対象に、
持参薬の鑑別・面談を行う。

手術や出血を伴う処置などを目的として入院する
患者さんを対象に、主に術前中止薬の有無の確認を行う。

手術日

認定証

バッチ
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