
地域で取り組む薬剤師
在宅訪問サポート推進
の取組み 

三重県健康福祉部薬務感染症対策課 

平成２９年度三重県患者のための薬局ビジョン推進事業 



 「患者のための薬局ビジョン」が平成２７年に厚生労働
省より示され、薬局は薬剤師としての専門性や２４時間
対応・在宅対応など患者・住民のさまざまなニーズに対
応した機能を発揮することや、薬剤の調製など対物中

心業務から患者・住民と関わりの度合いの高い対人業
務にシフトし、調剤業務だけでなく、多職種と連携して地
域包括ケアシステムの一躍を担うことが求められている。 



健康サポート機能 
高度薬学管理機能 

服薬情報の一元的・継続的把握 
24時間対応 
在宅対応 

医療機関等との連携 



① 訪問薬剤管理指導に取り組む薬局研修事業 
②   共同利用を可能とする無菌調剤室の整備事業 
③   無菌調剤技術習得のための薬局研修事業 
④ 医療材料の効率的供給のための薬局間ネット   
  ワーク構築事業 

在宅医療に対する「経験のな
さ」に起因する不安、必要な
設備・体制・技術の不足 

在宅対応にかかるこれまでの取組 



①訪問薬剤管理指導に取り組む薬局研修事業 
 薬局・薬剤師が在宅医療に参画する際の障壁のひと
つとなっている「経験のなさ」に起因する不安を解消
するため、薬局薬剤師に対する研修を実施し、訪問薬
剤管理指導を推進する取組み。 

②共同利用を可能とする無菌調剤室の整備事業 
 県内の薬剤師会が設置する薬局（鈴鹿、津、松阪）
に各薬局が共同で利用することができる無菌調剤室を
整備する取組み。 

三重県の在宅対応にかかる取組 



③無菌調剤技術習得のための薬局研修事業 
 共同利用が可能な無菌調剤室の整備に伴い、当該
調剤室を利用して調剤を行う際に必要となる知識・
技術の習得する研修会を実施する取組み。 

④医療材料の効率的供給のための薬局間ネッ
トワーク構築事業 
 複数の薬局でＩＣＴを活用したネットワークを構
築し、各薬局の負担を軽減し効率的に医療材料を供
給する取組み。 

三重県の在宅医療にかかる取組 



在宅医療にかかる課題 

地域で取り組んでいる医療材料等の供
給事業、共同利用型の無菌調剤室の整
備、在宅対応にかかる知識・経験を修
得するための研修事業等を実施してお
り、平成２９年４月１日において、県
内で１６５施設（２１．３％）の薬局
が在宅医療に取組んでいるところであ
るが、今後、さらに取組み薬局を増や
していく必要がある。 



在宅対応において求められる要素 

１．薬局の在宅医療サービスの有用性が医師  
  等に理解されており、患者さんが必要と  
  するときにスムーズに提供できる体制 

２．在宅医療において、医師の指示に基づき、  
  薬局と多職種・多機関が連携し、医療材 
  料を供給する体制 

４．新たに在宅医療サービスに参入しようと  
  する薬局・薬剤師のサポート体制 

３．薬局における在宅医療サービスの提供に  
  かかる情報発信 



平成29年度 患者のための薬局ビジョン推進事業 
－三重県委託事業－ 

地域で取り組む薬剤師在宅訪問サポート推進事業 

一般社団法人鈴鹿亀山薬剤師会 
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鈴鹿亀山地域 
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鈴鹿亀山地域概況 

１．面積・世帯数・人口 

２．人口構成 

区分 面積（㎢） 世帯数 総人口
人口密度
（人/㎢）

地域計 385.50 98,469 246,450 639.3

鈴鹿市 194.46 78,496 196,373 1,009.8

亀山市 191.04 19,973 50,077 262.1

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）

年齢不詳

地域計 246,450 33,264 146,701 59,360 7,125

鈴鹿市 196,373 26,279 117,003 46,683 6,408

亀山市 50,077 6,985 29,698 12,677 717

三重県 1,807,611 229,866 1,048,696 509,331 19,718

総人口区分

年齢区分別人口

（平成２８年１０月１日現在） 

（平成２８年１０月１日現在） 
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鈴鹿亀山地域の医療資源Ⅰ 

１．医療関連施設数 

２．医療関係者数 

区分 医師
歯科
医師

薬剤師 保健師 助産師 看護師
准

看護士
歯科
衛生士

歯科
技工士

地域計 417 134 403 64 43 1,805 550 201 69

鈴鹿市 375 115 359 48 41 1,629 452 172 56

亀山市 42 19 44 16 2 176 98 29 13

区　分 病　院
一般
診療所

歯科
診療所

薬　局
訪問看護
ステーション

地域計 12 194 103 97 18

鈴鹿市 9 156 83 79 12

亀山市 3 38 20 18 6

（平成２９年４月１日現在） 

（平成２９年４月１日現在） 
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鈴鹿亀山地域の医療資源Ⅱ 

組 織 名 
団 体 名 

鈴 鹿 市 亀 山 市 

薬剤師会 一般社団法人鈴鹿亀山薬剤師会 

医師会 一般社団法人鈴鹿市医師会 一般社団法人亀山医師会 

歯科医師会 一般社団法人鈴鹿歯科医師会 一般社団法人亀山歯科医師会 

訪問看護師 三重県訪問看護ステーション連絡会議鈴鹿・亀山 

介護支援 
専門員協会 

一般社団法人三重県介護支援専門員協会鈴亀支部 

包括支援 
センター 

鈴鹿中部地域包括支援センター 

亀山地域包括支援センター 
「きずな」 

鈴鹿西部地域包括支援センター 

鈴鹿南部地域包括支援センター 

鈴鹿北部地域包括支援センター 

（平成２９年４月１日現在） 
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鈴鹿亀山薬剤師会の概要 
平成２９年４月１日現在 

区分 内      容 

名  称 一般社団法人鈴鹿亀山薬剤師会 

会長名 藤本 修嗣 

所在地 三重県鈴鹿市安塚町６３８－２１ 

連絡先 TEL:059-381-2233  FAX：059-381-2234 

会員数 １６７名（保険薬局数 ９３） 

事務局 職員 ３名（内、薬剤師１名） 

会営薬局 

名  称 鈴鹿センター薬局 

所在地 三重県鈴鹿市安塚町６３８－２１ 

職員数 １３名（内、薬剤師数９名） 

主な設備 
共同利用型無菌調剤室（平成28年8月1日～） 
共同利用契約薬局18薬局（平成29年12月31日現在） 

医療材料 医療材料の供給を開始（平成22年2月～） 
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会員薬局の在宅訪問業務の現状 
１．現状調査 

  平成29年5月31日現在のアンケート調査 

２．アンケート調査の回収率 

  91.5％（回答薬局数86薬局/調査対象薬局94薬局） 

３．過去1年以内に薬剤師在宅訪問サポートをした割合 

  48.8％（実施した薬局42/回答薬局86） 

４．薬剤師在宅訪問サポートに対する考え方 

 (1) 積極的に対応       18.6％（16薬局）  

 (2) 依頼があれば対応    60.5％（52薬局） 

 (3) 現時点では対応不能   20.9％（18薬局） 

５．今後の薬剤師在宅訪問サポートへの対応 

 (1) 対応可能          69.8％（60薬局） ⇒平成29年11月 72薬局 

 (2) 対応不可能         30.2％（26薬局） 

６．その他 

  平成28年8月1日から稼働できる共同利用型無菌調剤室の実績なし 
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事業を実施するに至る経緯 

○平成22年2月：医療材料の供給を開始 
○平成27年4月：会員から薬局の譲渡を受け、会営薬局として開局 
○平成28年3月：共同利用型の無菌調剤室を設置 

訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導）の推進 

○訪問薬剤管理指導の実施割合が低い 44.8％（実施薬局26／回答薬局58）  
○実施していない薬局の多くが参入希望 71.9％（希望薬局23/未実施薬局32） 

平成29年1月に実施したアンケート調査 

○医療材料の供給事業が訪問薬剤管理指導の普及に反映されない  
○平成28年8月から稼働を整備した無菌調剤室が利用できていない 

これまでの対策が訪問薬剤管理指導業務に反映できていない 

○日頃から培っている多機関（病院・診療所・訪問看護ステーション等）・多職種（医師・訪問看護
師・介護支援専門員）との連携・協力のもとに、ソフト面を重点にあらゆる手段を講じる 

訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導）の普及に向けた対策が必要 
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   平成29年度 患者のための薬局ビジョン推進事業 

地域で取り組む薬剤師在宅訪問サポート推進事業 
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地域で取り組む
薬剤師在宅訪問

サポート 
推進事業 

その理由は、 
①患者さんや医療・介護従事
者に薬剤師在宅訪問サ
ポートの有用性が十分に理
解されていない 

②新たに薬剤師在宅訪問サ
ポートに取り組む際のハード
ルが高い 

薬剤師の地域包括ケア 
システムへの参画が少ない 

主な事例は、 
①高齢、精神疾患、身体疾患
にともなう服薬アドヒアラン
ス不良 

②残薬や重複投与、不適切な
多剤投薬・長期投薬 

在宅医療に関する重要な課題
の一つは、薬に関すること 

１．薬局は、退院時共同指導に積極的に
参加しており、患者が必要とする薬剤
師在宅訪問サポートが提供されている。 

２．薬剤師在宅訪問サポートの必要性が
医師、訪問看護師、介護支援専門員、
地方公共団体、包括支援センター等に
理解されており、薬剤師会の紹介業務
と相まって、患者が必要とするときにス
ムーズに提供できる体制が整備されて
いる。 

３．在宅医療において、医師の指示に基
づき、薬局と訪問看護ステーションが連
携して無菌製剤処理を含む注射薬及
び医療材料が使用できる体制が整備さ
れている。 

４．薬局では薬剤師在宅訪問サポートにつ
いて常に情報発信されており、薬剤師
は在宅医療の課題となっている在宅患
者の療養生活に有用な服薬アドヒアラ
ンスの低下、残薬や重複投与、不適切
な多剤投薬・長期投薬などの薬剤上の
課題の解決に向けて活躍している。 

   また、地域薬剤師会には新たに薬剤
師在宅訪問サポートに参入しようとする
薬局・薬剤師のサポート体制が整って
いる。 

目指す姿 解決のために 現状の課題 

日頃から培って
いる多機関・多
職種との連携・
協力のもとに、ソ
フト面を重点に
あらゆる手段を

講じる 
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在宅患者訪問薬剤管理指導（薬剤師の居宅療養管理指導）の呼び名 
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 第一候補：在宅医療 

 第二候補：在宅医療サービス 

 第三候補：薬剤師訪問サービス 

 最終候補：薬剤師在宅訪問サポート 

薬剤師に限定し
た名前じゃな

い？ 

既に使用例あ
り＆無償のイ
メージ？ 

１．「薬剤師」が入った固有の名称 
２．「在宅訪問」と行う在宅患者訪問薬剤管理指導業務を明確化 
３．薬剤師の在宅訪問は，患者・家族，医師，看護師，介護支援 
 専門員，介護者の「サポート」と役割を明確化 



地域で取り組む薬剤師在宅訪問サポート推進事業の全体像 

10 

Ⅳ.事業を評価する組織 

【事業評価委員会】 
薬務感染症対策課、鈴鹿医
療科学大学、地域薬剤師会で
組織し、事業の進捗管理、評
価を行う。 

１．薬剤師在宅訪問サ
ポート推進部の設立 

２．薬剤師在宅訪問
サポート推進委員
会の設置 

Ⅰ.事業推進のため 
の組織づくり 

２．医療機関と連携した
薬剤師在宅訪問サ
ポートの推進 

１．薬剤師在宅訪問サ 
ポート相談窓口の設
置 

３．在宅医療の新たな
分野における連携を
活用した薬剤師在
宅訪問サポートの推
進 

４．薬剤師在宅訪問サ
ポートの利用を推進
する働きかけ 

Ⅱ.薬剤師在宅訪問サポート推進事業 Ⅲ.薬剤師在宅訪問
サポートに取り組む薬

局の支援 

１．薬剤師在宅訪問サ
ポートを実施する体
制の整備 

２．薬剤師在宅訪問
サポートの啓発活
動の支援（啓発資
材の提供等） 

３．薬剤師在宅訪問サ
ポートを実施する薬
局薬剤師の資質の
向上（研修会の開
催） 

２．薬剤師在宅訪問
サポートを支援する
ツール等の提供 
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Ⅰ-1.薬剤師在宅訪問サポート推進部の設立 
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 (1) 目的 

    薬剤師在宅訪問サポートへの参画を支援する組織（「薬剤師在宅訪問
サポート推進部」という。）を設立した。 

 (2) 設立予定年月日 

   平成29年7月5日（水） 

 (3) 職員構成 

   薬剤師及び事務職員で構成 

 (4) 業務内容 

  ① 薬剤師在宅訪問サポートに関する相談業務 

  ② 薬剤師在宅訪問サポートへの参画の支援 

  ③ 薬剤師在宅訪問サポートの広報資材の提供 

  ④ その他薬剤師在宅訪問サポートの推進に関する業務 



Ⅰ-2.薬剤師在宅訪問サポート推進委員会の設置 
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(1) 目的 

  薬剤師在宅訪問サポートを支援するために、薬局の代表で組織する薬剤
師在宅訪問サポート推進委員会（以下「推進委員会」という）を設置した。 

(2) 構成 

    推進委員会は、委員8名で構成 

(3) 活動内容 

  ① 多機関・多職種連携及び連携のための体制の整備 

  ② 薬剤師在宅訪問サポートに携わる薬剤師のための研修会の開催 

  ③ 薬剤師在宅訪問サポートに携わる薬剤師を支援するツールの作成 

(4) 設置予定年月日等 

     設置期間は、平成29年7月5日から平成30年3月31日までとするが、平成
30年4月1日以降も継続的に対応できる体制とする。 



Ⅱ-1.薬剤師在宅訪問サポート相談窓口の設置 

(1) 名称 

  薬剤師在宅訪問サポート相談窓口 

(2) 設置場所 

  鈴鹿市安塚町６３８-２１ 

  鈴鹿亀山薬剤師会事務局内 

(3) 応需する職員 

  薬剤師２名、事務職員２名  計４名 

(4) 対象者 

  薬剤師、地域住民並びに医療・介護関係職種 

(5) 応需する相談内容 

 ① 薬剤師在宅訪問サポート（医療保険請求事務 

   を含む）に関すること 

 ② 薬剤師在宅訪問サポートに応じる薬局の紹介 

 ③ 注射薬・医療材料等の供給に関すること 

 ④ その他薬剤師在宅訪問サポートに関すること 

(6) 開始年月日及び受付時間 

  平成２９年７月５日（月）平日（土日祝日を除く） ９：００～１７：００ 
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歯科医師又は指示を
受けた歯科衛生士 

理学療法士 

作業療法士 

訪問看護師 

介護支援専門員 

言語聴覚士 
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薬剤師会 
（鈴鹿センター薬局） 

③適切な薬局・薬剤師 
に参加を依頼 

退院 

Ⅱ-2-(1)退院時共同指導の推進 

⑥退院後
の在宅療
養を支援 

②病院から退院時共同指導開催の連絡 

③医師又は指示を受けた
看護師・訪問看護師が 
退院時共同指導に参加 

④退院時共同指導 
 に参加し、薬剤師
在宅訪問サポートの

説明 

⑥退院後
の在宅療
養を支援 

①入院患者の退院決定 

⑤退院時共同指導 

Ⅱ-2 医療機関と連携した薬剤師在宅訪問サポートの推進 

③訪問看護師等が
退院時共同指導に

参加 

http://1.bp.blogspot.com/--n-q0MpZ8Jw/V9ppd8H4ctI/AAAAAAAA9qw/4uLfZapZZZcOx-ACfIy_v2rudy5_0HRtACLcB/s800/nurse_shortcut.png
http://3.bp.blogspot.com/-3es6i5WgJL4/UrEgE-nCxqI/AAAAAAAAb3Q/QAPkj5W-Kr4/s800/roujin_ninchisyou_man.png
http://2.bp.blogspot.com/-1jv4H1Y42A4/VSufpeNgq6I/AAAAAAAAs_0/091C0klDjXM/s800/medical_hanashiai.png
http://1.bp.blogspot.com/-LSCklp2fqOI/Vkcaeten8KI/AAAAAAAA0cM/r_CPwIofBVQ/s800/dai_byouin2.png
http://4.bp.blogspot.com/-neLgv1W9L8s/VWPv6YqfLFI/AAAAAAAAtvg/12qT2eFltvM/s800/medical_kaigyoui.png
http://3.bp.blogspot.com/--puyGLwGGDI/VbnRxTNap3I/AAAAAAAAwRU/5WyDLwhKguo/s800/yakuzaishi_man.png
http://2.bp.blogspot.com/-PA6I82VcoNM/UyrZoAnY3oI/AAAAAAAAeWU/WkJ47NLnkYg/s800/fax.png


①通院（疾病，負傷のため 
 一人では通院困難 

な患者） 
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Ⅱ-２-(2)通院困難患者を対象とする薬剤師在宅訪問サポートの推進 

Faxカウンター 

⑦在宅患者訪問薬剤管理指導 
 (居宅療養管理指導)であらゆる  
 薬剤の供給と指導を実施 

薬剤師会 
（鈴鹿センター薬局） 

医療機関に事前に働きかけ 

⑤処方せんによる在宅患者訪問 
 薬剤管理指導の指示 
⑥訪問薬剤管理指導に必要な 
 診療情報を提供（様式11） 

④適切な薬局を選択 
  し、紹介 

⑩必要に応じて 
 患者の状況を 
 介護支援専門 
 員に報告 

⑧患者の状況を医師に報告 

⑨薬剤師の報告
を踏まえて患者
を指導し、薬剤
上の課題を解決 

③医療機関から薬局の紹介の要請 

②診察（薬剤
上の課題
あり） 

Ⅱ-2 医療機関と連携した薬剤師在宅訪問サポートの推進 

http://1.bp.blogspot.com/-LSCklp2fqOI/Vkcaeten8KI/AAAAAAAA0cM/r_CPwIofBVQ/s800/dai_byouin2.png
http://2.bp.blogspot.com/-PA6I82VcoNM/UyrZoAnY3oI/AAAAAAAAeWU/WkJ47NLnkYg/s800/fax.png
http://3.bp.blogspot.com/--puyGLwGGDI/VbnRxTNap3I/AAAAAAAAwRU/5WyDLwhKguo/s800/yakuzaishi_man.png
http://3.bp.blogspot.com/--puyGLwGGDI/VbnRxTNap3I/AAAAAAAAwRU/5WyDLwhKguo/s800/yakuzaishi_man.png
http://4.bp.blogspot.com/-f4zT_PS8BtU/UZSs_SGF_zI/AAAAAAAATCc/wZhC5F7VXA0/s800/iryou_tenteki.png
http://1.bp.blogspot.com/-tFGiQk5rumI/VnE3xaVZyKI/AAAAAAAA140/Ng8dVqW3DaI/s800/kusuri_ippouka.png


薬剤師会 
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退院 

Ⅱ-2-(3)在宅医の初回訪問時への同行活動の推進 

①初回訪問時の連絡 

②初回訪問時への 
参加の依頼 

③医師の初回訪問 
④医師の初回訪問時

に同行 

Ⅱ-2 医療機関と連携した薬剤師在宅訪問サポートの推進 

http://2.bp.blogspot.com/-xobtX6vL4To/VVGVsyZRYTI/AAAAAAAAtoU/GR_M6qNBzkY/s800/medical_kojin_byouin.png
http://3.bp.blogspot.com/--puyGLwGGDI/VbnRxTNap3I/AAAAAAAAwRU/5WyDLwhKguo/s800/yakuzaishi_man.png
http://1.bp.blogspot.com/-LSCklp2fqOI/Vkcaeten8KI/AAAAAAAA0cM/r_CPwIofBVQ/s800/dai_byouin2.png
http://1.bp.blogspot.com/-vGW8z4osA04/VkcagYteplI/AAAAAAAA0co/iOnyeogE6Vc/s800/houmon_shinryou_nurse2.png
http://2.bp.blogspot.com/-knX0k6MIJHw/VkcafLIVU7I/AAAAAAAA0cY/LBbWdQ8GaC8/s800/houmon_shinryou_doctor2.png
http://2.bp.blogspot.com/-28LadVSbv8U/VozftoSAfJI/AAAAAAAA2oU/hwZR5U8POBc/s800/telephone_oyaki.png
http://2.bp.blogspot.com/-PA6I82VcoNM/UyrZoAnY3oI/AAAAAAAAeWU/WkJ47NLnkYg/s800/fax.png
http://2.bp.blogspot.com/-28LadVSbv8U/VozftoSAfJI/AAAAAAAA2oU/hwZR5U8POBc/s800/telephone_oyaki.png
http://2.bp.blogspot.com/-PA6I82VcoNM/UyrZoAnY3oI/AAAAAAAAeWU/WkJ47NLnkYg/s800/fax.png


診 

療 

所 薬 局 

①在宅患者の服
薬アドヒアランス
不良、残薬等薬
剤上の課題があり

療養不良 

Ⅱ-2-(4)薬剤師在宅訪問サポートの必要性が高い患者への推進 

⑤解決策として、一包化を提案 

⑦薬剤師の提案を踏まえて一包化を指示 

⑧医師の指示を踏まえて一包化に対応 

⑥薬剤師の提案を踏まえて患者を指導 

④訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導）の実施 

⑩療養不良の改善 
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②処方箋を発行（Fax送信） 
③診療情報提供書（薬剤上の課題の解決を依頼） 

⑨一包化 

Ⅱ-2 医療機関と連携した薬剤師在宅訪問サポートの推進 

http://2.bp.blogspot.com/-1jv4H1Y42A4/VSufpeNgq6I/AAAAAAAAs_0/091C0klDjXM/s800/medical_hanashiai.png
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Ⅱ-３在宅医療の新たな分野における連携を活用した 
                 薬剤師在宅訪問サポートの推進 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

診 

療 

所 
薬 局 

①診察・診断・治療方針の決定 

③注射薬の調剤・交付 ⑤注射の実施 

②処方箋の交付 ④注射指示書の交付 



Ⅱ-４．多職種との連携の推進 

(1) 薬薬連携会議の開催 
  地域における薬局薬剤師と病院薬剤師の連携を推進する薬薬連携会
議として、「鈴鹿亀山地域における薬薬連携推進連絡会」を開催する。 

 
(2) 医師会との連携 
  医師会と薬剤師会の連携を推進するため、毎月（原則、第2月曜日，祝
日の場合は第3月曜日）開催される鈴鹿市医師会の在宅医療登録医会
に参加する。 

 
(3) 訪問看護ステーションとの連携 
  訪問看護ステーションと薬剤師会の連携を推進するため、毎月（原則、
第3火曜日）開催される訪問看護ステーション連絡協議会鈴鹿亀山ブ
ロック会議に参加する。 

 
(4) 三重県介護支援専門員協会との連携 
  介護支援専門員との連携を図るために、同協会の研修会開催時に、薬
剤師在宅訪問サポートに関する説明会を2回開催した。 
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Ⅱ-４薬剤師在宅訪問サポートの利用を推進する働きかけ(2) 

一般社団法人鈴鹿市医師会 

一般社団法人亀山医師会 

薬剤師会 

訪問看護ステーション連絡協議会 
鈴鹿亀山ブロック 

会員薬局 

亀山地域包括支援センター 

20 

鈴鹿中部・西武・南部・北部 
地域包括支援センター 

在宅医療の薬に関する課題解決のため
薬剤師活用をアピール 

三重県介護支援専門員協会 
鈴亀支部 

http://2.bp.blogspot.com/-knX0k6MIJHw/VkcafLIVU7I/AAAAAAAA0cY/LBbWdQ8GaC8/s800/houmon_shinryou_doctor2.png
http://3.bp.blogspot.com/-qg77VZduUQk/V2ub12BzJmI/AAAAAAAA7sk/6jW0yuZUngkXKin5Yp0HvUrmh8iBIwmlgCLcB/s800/houmon_shinryou_shifuku.png
http://1.bp.blogspot.com/-KLdd3z1xfnk/Uab3imcZAAI/AAAAAAAAUOM/4p-XzEeYRQo/s800/family_big.png
http://1.bp.blogspot.com/-g1UogspXhfU/VZiOKfw0GUI/AAAAAAAAuwk/P-eRkHV5KdE/s800/job_joi_yakuzaishi.png
http://3.bp.blogspot.com/--puyGLwGGDI/VbnRxTNap3I/AAAAAAAAwRU/5WyDLwhKguo/s800/yakuzaishi_man.png


１．薬剤師在宅訪問サポートを実施する体制の整備 

 (1) 薬剤師在宅訪問サポートに応じる薬局名簿の作成 

 (2) 薬剤師在宅訪問サポートに関する薬局間連携の推進 

 

２．薬剤師在宅訪問サポートの啓発活動を実施する薬局の支援 

  （啓発資材の提供） 

 

３．薬剤師在宅訪問サポートを実施する薬剤師のための研修会の開催 

 

４．薬剤師在宅訪問サポートを支援するツール等の提供 

 (1) 薬剤師在宅訪問サポートを支援する冊子等の提供 

 (2) 薬剤師在宅訪問サポートを支援するツールの提供 

Ⅲ.薬剤師在宅訪問サポートに取り組む薬局の支援 
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Ⅲ-３．研修会の概要(1) 

(1) 在宅に参入するための研修（会場：①のア以外は、鈴鹿医療科学大学） 

  ① 薬局の薬剤師在宅訪問サポートに関する実務研修 

   ア 在宅への参入のための基礎研修 

    ア）日時：平成29年8月31日，9月28日 19：30～21：00 

    イ）講師：薬剤師在宅訪問サポート推進委員会 委員他 

    ウ）会場：鈴鹿亀山薬剤師会研修センター 

   イ 簡易懸濁法に関する研修会 

    ア）日時：平成29年12月10日（日）13：30～16：00（予定） 

    イ）講師：昭和大学薬学部 

           社会健康薬学講座地域医療薬学部門 教授 倉田なおみ 先生 

  ② 薬剤師のためのフィジカルアセスメント研修 

   ア 薬剤師が行うバイタルサインの取得（基礎）・生体音のフィジカルアセスメント 

    ア）日時：平成29年10月12日，11月2日 19：30～21：00 

    イ）講師：ファーマジョイ東海委員他 

   イ フィジカルアセスメント基礎講義（心音・肺音・腸音・褥瘡） 

    ア）日時：平成30年1月25日（木）9：30～21：00 

    イ）講師：鈴鹿医療科学大学准教授 林 雅彦 先生 
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Ⅲ-３．研修会の概要(2) 
(2) 薬剤師在宅訪問サポート向上のための研修（会場：鈴鹿医療科学大学） 

 ① 高齢者、精神疾患（認知症を含む）患者等の服薬アドヒアランスの向上研修 

  ア 在宅における口腔ケアについて 

   ア）日時：平成29年7月13日（木）19：30～21：00  

   イ）講師：①鈴鹿歯科医師会口腔ケアステーション鈴鹿サポートマネージャー 久保田 加寿美 

        ②鈴鹿市歯科医師会 元会長 北川 弘二 

  イ 高齢者の生理機能と薬物治療及び皮膚生理とアセスメント 

   ア）日時：平成29年9月7日（木）19：30～21：00 

   イ）講師：鈴鹿医療科学大学教授 大井 一弥 先生 

  ウ 平成29年度第1回高齢者と検査値関連（仮） 

   ア）日時：平成30年1月28日（日）13：00～17：00 

   イ）講師：どんぐり工房 菅野 彊 先生 

  エ 平成29年度第1回認知症治療関連（仮） 

   ア）日時：第1回：10月26日（木）19：30～21：00 

        第2回：平成30年2月15日（木）19：30～21：00 

   イ）講師：いせ山川クリニック 院長 山川 伸隆 先生 

 ② 注射薬の無菌製剤処理研修 

  ア 高齢者の栄養管理と感染管理 

   ア）日時：平成29年8月24日（木）19：30～21：00 

   イ）講師：鈴鹿医療科学大学准教授 長南 謙一 先生 
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事業の成果-1- 
Ⅰ.薬剤師在宅訪問サポート相談窓口 
１.相談件数 ６６件（内、薬剤師在宅訪問サポート依頼件数 27件） 

２.相談から薬剤師在宅訪問サポートへの展開実績 

内    容 件数 

薬剤師在宅訪問サポートに繋がった事例 １４ 

退院時カンファレンスに繋がった事例 ７ 

無菌調製（中心静脈輸液）に繋がった事例 ２ 

無菌調製（麻薬持続注入）に繋がった事例 ３ 

注射薬の処方せん調剤に繋がった事例 ６ 

Ⅱ.薬‐薬連携会議による成果 

１.三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院 

①平成29年9月から透析患者の院外処方箋の全面発行 
②同年同月から院外処方箋における疑義照会及び情報提供等の運用の見直しの運用開始 

２.亀山市立医療センター 

平成29年10月2日から「疑義照会の簡素化プロトコル」の運用開始 

（H29.7.5～H30.1.8） 
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事業の成果-2- 
Ⅲ.連携会議の開催・出席等の実績 

内    容 回数 

鈴鹿市医師会 ８ 

訪問看護ステーション鈴鹿亀山ブロック ９ 

三重県介護支援専門員協会鈴亀支部 ２ 

薬薬連携会議（医療機関毎の会議を含む） ７ 

Ⅳ.研修会の開催実績 

開催回数：11回 参加者数：述べ545名 

Ⅴ.薬剤師在宅訪問サポートを実施する薬局の支援資材 

次頁以降参照 

Ⅵ.成果の検証 

 平成30年2月末現在でアンケート調査を実施し、事業評価委員会において
成果を検証する 
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薬剤師在宅訪問サポートに応じる薬局名簿（地図付き） 

Ⅲ.薬剤師在宅訪問サポートに取り組む薬局の支援 

患者様用リーフレット 



27 医療従事者向けリーフレット 

Ⅲ.薬剤師在宅訪問サポートに取り組む薬局の支援 

介護従事者向けリーフレット 



終了します 

平成29年度 患者のための薬局ビジョン推進事業 

地域で取り組む薬剤師在宅訪問サポート推進事業 

事業説明 

ご静聴ありがとうございました 
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