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監修：横浜新緑総合病院 
薬剤部長 藤本康嗣 先生

在宅業務のある一日
　地域の薬剤師会では、訪問薬剤管理指導の対応可能な
薬局をリスト化した冊子を作成し、医師会や訪問看護ステー
ションなどに配布していることが多いです。それを見た在宅
主治医から依頼を受け、生理食塩水とモルヒネを混合調製
して、患者さんに届けることから在宅業務が始まりました。

　現在では、週に 2～ 3 日で 6 人の患者さんを担当してい
ます。高齢の方がほとんどで、主に降圧剤や鎮痛剤、吸入剤、
認知症治療剤などの薬剤管理指導や、がん性疼痛の緩和ケ
アにも対応しています。在宅訪問の前日までに主治医の先
生から届いた処方せんをもとに調剤・監査を済ませ、患者
さんに渡す領収書や書類を準備します。

　訪問当日は午前 9 時ごろに薬局を出発し、午後 1 時ほど
に薬局に戻るのが一般的なスケジュールです。訪問した際
には、患者さんから多くの情報を引き出すために密にコミュ
ニケーションを図っています。薬局に戻ってくると、患者さ
んの服薬状況や訪問時の体調などなんでもかんでも書き留
めておいたメモや、主治医または自分が測定したバイタルサ
インを参考に情報を精査のうえ報告書や薬歴を記載して、
医師やケアマネジャー、訪問看護師にファクシミリで提出し
ます。 

在宅業務を始めたきっかけ
　私は保険薬局の薬剤師として 9 年目を迎えましたが、在
宅業務を始めたのは 2012 年からです。きっかけは、地元
の薬剤師の仲間と話をしているなかで、「今は薬剤師でも在
宅でバイタルサインを取り、薬の副作用や薬効をモニタリン
グする」ことが話題となったことです。そのとき、「薬剤師
がバイタルサインを取っていいのだろうか」、「医師に怒られ
ないのか」という考えも浮かびましたが、同時に「薬剤師
としてもっと患者さんの役に立ちたい」という気持ちが芽生
えました。

　その後、薬剤師仲間の勧めもあり、狭間研至先生（日本
在宅薬学会 理事長）のバイタルサイン講習会を受講しまし
た。実技だけでなく、薬剤師がバイタルサインを取る意味を
理解するとともに、医療提供体制の中心が病院から地域に
向かい、高齢化が進展する時代に「薬局として何ができる
だろうか」と考えるようになりました。また、当薬局では実
務実習で多くの薬学生を受け入れていますが、「卒業した学
生たちが地域でやりがいをもって働くことができる保険薬局
を作っていかなければならない」という思いも重なり、在宅
業務への参画を社長とともに決意しました。

　そして、その後も在宅業務に関する講習会や勉強会に参
加する中で、「医師や看護師、ヘルパーがすることを真似す
るだけでは意味がない。薬剤師にしかできない在宅業務を
行わなければ意味がない」と強く感じました。 

株式会社サン薬局
在宅薬物治療支援部 部長

奈良 健 先生

実際に在宅業務を始めた先生にポイントを聞いてみよう。A.

　在宅業務を始めたいものの、「人手が足りない」、「やり方がわからない」、「医師からの訪問指示がない」―。また、在宅
訪問したものの、患者さんに薬を届けるだけで「なかなかコミュニケーションがとれない」―。
このような課題を解決するために、薬剤師だからこそできる在宅業務について考えてみましょう。実際に在宅業務を始めた
薬剤師の先生の事例を取り上げ、在宅業務に一歩踏み出すためのヒントをご紹介します。
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薬剤師だからできる在宅業務　

　薬剤師がずっと持ってきた考えに、「薬局では迅速に正確
に薬剤を渡すことが患者さんが一番喜ぶことだ」ということ
があると思います。しかし、医師から居宅療養管理指導の
指示を受ける理由として、薬剤師は来局している患者さんを
「点ではなく、線で眺めることができる」という点が挙げら
れます。薬を処方した時点で患者さんとの関係が終わりで
はなく、服薬後にどのような経過をたどるかを長い目で眺
めるという認識が重要です。

　在宅訪問では、患者さんの自宅に薬を届けて薬学的管理
指導を行いますが、たとえば服薬カレンダーに曜日ごとに薬
をセットすることは、他の職種でもできることです。そこで
薬剤師にしかできないことに取り組もうと、患者さんの病状
と薬との関連性を考えながらアンテナを張っていると、さま
ざまなことを発見できます。 

　患者さん（麻痺のため寝たきり、水などは吸い飲み使用）
に吸入手技について確認したところ、「吸えているけど、う
がいができない」という答えが返ってきたため、吸入ステロ
イド剤がのどに残り、感染症など口腔内局所の副作用が懸
念されました。そこで、うがいの代わりに水やお茶を飲んだ
り、吸入してからご飯を食べることで、食物がのどを通ると
きに付着した薬を洗い流せることを指導しました。薬剤師な
らではの視点を生かした服薬支援の一例だと思います。

事例① うがいができない患者への吸入指導

　患者さんの自宅で服薬カレンダーに薬をセットし翌週に再
度訪問すると、週末（土曜日）に飲み忘れが多いことを発
見しました。担当の訪問看護師に確認したところ、「お薬を
手に持たせてあげて、飲んでくださいと言わないとなかなか
服用しない」ということでした。1日 2 回の薬を服用してい
た患者さんは、訪問看護師やヘルパーさんがいるときには
服薬できていたのですが、いないときに飲み忘れることが
多かったようです。

　そこで主治医に報告し、飲み忘れ対策として 1 日 1 回服
用の薬へ処方変更を提案しました。1 日 1 回であれば、土
曜日の午前中にはヘルパーさんが来ますから、飲み忘れが
減るのではないかと考えたわけです。切り替え時の開始用
量や前治療薬の消失時間など薬物動態学的な見地から切り
替え時期などを提案したことで、主治医が安心して処方変
更に応じ、患者さんの飲み忘れを減らすことができました。

事例② 服薬カレンダーの
　　　 飲み忘れの発見から処方変更を提案

監修：横浜新緑総合病院 
薬剤部長 藤本康嗣 先生

患者さんが抱えている問題を常に考えながら服薬指導
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　薬剤師が患者さんの病状を把握するうえで、薬局の外来
待合室での様子に少し気をつけていることが大きなヒントに
なることがあります。薬局の待合室で昼食の話題など日常
会話をしていた患者さんが、あるときから 1、2ヵ月たって
いくうちに、視線がうつろになり、ぼんやりとした表情をし
ていました。名前を呼んでも気づかず、大きな声でようやく
気づくほどでした。認知症が進行していたわけです。

　自宅における服薬状況を心配し、患者さんにケアを受け
ている施設名を尋ねて、担当のケアマネジャーを探しだしま
した。ケアマネジャーが不明な場合は、患者さんの住所か
ら地域の民生委員に連絡をして、訪問看護師とコンタクト
を取ることも可能です。

　ケアマネジャーには、患者さんに認知症の進行が見受け
られることを伝え、服薬状況を確認した際に、薬剤師の訪
問管理指導によるメリットを説明しました。すると、ケアマ
ネジャーの報告により主治医に情報が届き、訪問指示を受
けることにつながりました。主治医に直接連絡するよりも、
他職種を巻き込むことで在宅業務がスムーズに進みやすくな
る一例だと思います。

事例③ 薬局の外来待合室の様子から服薬
　　　 状況の悪化を懸念し、薬剤師の提案
　　　 から在宅訪問を開始

薬局内のクリーンベンチでの調製風景

監修：横浜新緑総合病院 
薬剤部長 藤本康嗣 先生
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多職種連携における情報共有のポイント
　患者さんの在宅療養生活を支えるうえで、さまざまな専
門職が関わります。多職種間におけるさまざまな情報共有
の手段として、患者さんの自宅にある連絡ノートを活用して
います。たとえば、処方変更の理由と経緯に関する情報を、
主治医や訪問看護師、ケアマネジャー、ヘルパーが理解で
きるようにしっかりフィードバックできれば、「患者さんはき
ちんと服薬できているかしら」というように、他職種の方も
気にかけてくれますから、持ちつ持たれつの関係になると思
います。

　報告書を作成する際には、患者さんの自宅ではどのよう
な情報が必要かの判断が難しいため、患者さんとの会話で
気になったことを全てメモに書き留めておき、伝えるべき内
容をまとめて報告書や薬歴に記録しています。患者さんとの
コミュニケーションを図るコツは、症状の程度を具体的な言
葉として引き出すことです。たとえば、「眠れないぐらい痛
い」、「ご飯が食べられないぐらい気持ち悪い」など、医師
の診断に役立つ情報を引き出して報告しています。なお報
告書には、処方薬や併用薬、指導内容など主治医をはじめ
他職種とコミュニケーションを図る際に必要な項目を入れ、
自らフォーマットを工夫しました。

　蛇足ですが、訪問に関わる薬剤師みんなで、他職種の医
療スタッフも目を通すフォーマットを考えることも、在宅業
務へのモチベーションが上がる手法になりますね。

もっとも重要なのは患者さんの実益
　医師や訪問看護師、ケアマネジャー、ヘルパーと情報を
共有するためには、肩肘を張らずにコミュニケーションを図
る必要があります。患者さんの自宅で 3～ 4ヵ月おきに開
かれるカンファレンスに積極的に参加して、実際に顔を合わ
せて話すことが大事ですが、そのカンファレンスに参加する
ためには2つの意識が重要です。

　ひとつは、それぞれの職種の関係性についてです。薬学
生によく話すのですが、「病院では医師、看護師、薬剤師、
栄養士などが高層の建物の中に部門ごとにいる関係だった
のが、これからの在宅医療はその縦並びを上からつぶして、
お好み焼きのように横に広がるイメージ」だと思います。在
宅現場では、在宅クリニックや訪問看護ステーション、薬
局など組織や資本が異なる状況で相互に連携することが求
められます。
　もうひとつは、患者さんの実益がもっとも重要であるとい
う意識です。在宅業務を始めるにあたり一番初めに考える
ことは、病院から退院して自宅で療養している患者さんのた

めに、「薬剤師として何ができるだろうか」という意識、ど
んなに小さなことでもいいから「患者さんにとっての実益は
何だろうか」と真剣に考える気持ちです。それがあれば他
職種ときっと手をつなげるはずです。 

これから在宅業務を始める薬剤師の方へ
　在宅業務を始める際には、「クリーンベンチはないけれど、
輸液の管理だけ取り組んでみたい」など、薬局としてできる
ことから始めればよいと思います。薬薬連携がありますか
ら、不明な点は地域の薬剤師に尋ねればいいのです。私も
病院薬剤師時代には、抗がん剤のミキシングの経験はあり
ませんでしたが、在宅業務を始めるにあたり病院薬剤師に
クリーンベンチの使用法などを教わりました。

　薬剤師は患者さんを直接診察しませんが、薬が体内でど
のような動きをするか、どんな副作用や相互作用が起こりう
るかといった薬物動態学や薬理学の知識は、薬剤師にしか
持つことができない武器だと思います。「医師に提案して間
違えたら怒られる」などと臆せずに、正しい知識で対応で
きれば、堂 と々していいと思います。何より患者さんの実益
につながるのであれば、反対されないはずです。在宅業務
を始めるのであれば、まずはいかに最初の一歩を踏み出す
かが重要ではないでしょうか。

　在宅業務では、先程も述べさせていただいたように、患
者さんと点ではなくて線でずっとお付き合いすることになり
ます。処方された薬を正しく飲んでくださいということで終
わりではなく、その後のフォローにも付き添うことができま
す。たとえて言うならば、マラソンの給水所で水を渡すので
はなく、水を持ったまま患者さんと並走しながらゴールまで
一緒に走ることができます。とても大変なことですが、それ
が在宅業務の醍醐味だと感じています。 

監修：横浜新緑総合病院 
薬剤部長 藤本康嗣 先生


