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平成３０年６月吉日
各薬局開設者 様
公益社団法人高知県薬剤師会
高知県健康政策部医事薬務課
「高知家お薬プロジェクト」に係る事例報告について
向夏の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、高知県薬剤師会では高知県の委託事業として、お薬の飲み忘れ等、服薬状況が気
になる患者情報について、在宅医療・介護関係者等から「薬局へのお薬相談書」（様式Ａ）
などを用いて、薬局・薬剤師に相談をして頂く事をきっかけに、かかりつけ医、訪問看護
師、ケアマネジャー、ヘルパー等と薬剤師が連携を図りながら、患者の服薬支援を通じて
多職種連携体制を整備することを目的とした「高知家お薬プロジェクト」を展開していま
す。
この取組みは平成 28 年度より南国市・香美市・香南市でモデル事業として実施し、昨年
は「香長土支部全域」と「高知市支部」へ取組みを拡充し、今年度は７月１日より高知県
下で実施致します。
本プロジェクトは来年度以降も継続して取組むものですが、平成 30 年 11 月 30 日までに
収集した事例については「県薬への集計用報告用紙」
（様式Ｂ）に記載のうえ、平成 30 年
12 月５日までにご報告をお願いします。１人の患者事例につき１枚報告用紙が必要ですの
で、不足する場合は適宜コピーをしてご活用ください。
取組みへのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

（添付）
①薬局向け説明書
②多職種向け「高知家お薬プロジェクト」啓発ちらし １部
③様式Ａ「薬局へのお薬相談書」
（多職種から薬局への情報提供用）１部
④様式Ｂ「県薬への集計用報告用紙」１部 （提出期限：平成 30 年 12 月５日）
②〜④につきましては、必要に応じて各薬局でコピーをしてお使いください。
高知県薬剤師会ＨＰからもダウンロードできます。

＜「県薬への集計用報告用紙」
（様式Ｂ）の提出先＞
公益社団法人高知県薬剤師会
TEL

088-873-6429

FAX 088-822-8734

高知家お薬プロジェクト
（薬局向け説明文書）
🌸高知家お薬プロジェクトとは
患者の飲み残し薬等をきっかけに、薬剤師が多職種と連携して患者の状態に応じた適切な対応を行う為に以下を目的とした取り組みと
なっています。
◯患者の服用状況を改善し、適切な薬物治療を提供する。
◯多職種から相談しやすい環境を整備する。
🌸具体的な内容について
◯患者宅に不必要な残薬がある場合等に、ケアマネジャー、ヘルパー、訪問看護師といった多職種から調剤した薬局に所定の用紙（別
紙参照）を用いて情報提供が来ます。情報提供を受けた薬局は患者や情報提供元など関係機関へ連絡して頂き、問題解決に向けての対
応をお願いします。
○この取り組みは、高知県医事薬務課からの委託事業の一つとして高知県薬剤師会が実施するものです。
また、本取り組みは平成３０年７月１日より開始いたします。
🌸薬局の対応について
◯飲み忘れや飲み間違いの原因を探り、その方にあった服薬支援を検討・実施していきます。
◯余ったお薬を医療機関などへ情報提供し、不必要な処方を防ぎます。
◯整理がつかなくなった薬を薬局で整理します。
◯不必要なお薬は、患者の了解を得た後処分します。
◯必要な場合は薬剤師による在宅訪問を実施します。（注：薬局によって対応が異なる場合あり要相談。）
など、個々の患者に合わせた対応をお願いいたします。
また、対応後はその内容を電話やFAXにて情報提供元の多職種へお伝えして頂き、情報の共有に努めてください。（この場合、とくに所
定の用紙等はありません。）
🌸取り組み報告及びアンケートについて
◯多職種からの情報提供に対してどのような対応を実施したか、報告をしていただく予定です。（報告用紙は別紙参照）
事例がありましたら、その内容等を記録しておくようお願いいたします。
◯今年度末に、本プロジェクトに対するアンケート（取り組みに対する感想等）を実施する予定となっております。
是非、皆様方のご協力をお願いいたします。

高知家お薬プロジェクト フローチャート
患者

患者宅で
多職種が
不必要な残薬を
発見

（基本的に）調剤した薬局へ
患者の同意を得たうえで
多職種が相談書で情報提供。

薬剤師
ケアマネ

訪問看護師

ヘルパー

患者個々に対して適切な服薬支援を行う。
その内容等を多職種へ情報提供して情報を
共有する。

情報提供をもとに薬剤師が
問題改善に向けて対応。
必要であれば情報元の多職種へ
連絡し、協議などを行う。

お薬のことは薬剤師へご相談下さい！在宅服薬支援「高知家お薬プロジェクト」

服薬状況が気になる患者さん・利用者さんは
いらっしゃいませんか？
薬局薬剤師にご相談下さい。
訪問看護師、介護支援専門員、ヘルパー等（多職種の皆さま）
服薬状況が気になる患者さん・
利用者さんがいらっしゃる場合

患者（利用者）の同意を得たうえで、
薬局薬剤師へ情報提供

＊患者さんご本人やご家族からの
相談もあり

薬局への連携ツールの一つとして、
「薬局へのお薬相談書」（様式A）を
ご活用ください。 A 薬局へのお薬相談書
なお、様式Aの使用
の有無は問いません。
お電話でもかまいませ
んので、お気軽にご相
談下さい。

イメージ

高知県薬剤師会
ホームページから
ダウンロードできます。

薬局

情報共有

・処方医との情報共有（照会等）
・情報提供者への状況聞き取り
・状況に応じて患者宅へ訪問
（医師の訪問指示の有無によらない）
・適正な服薬ができていない理由別の
対応
・おくすりバッグを活用した
残薬整理、重複投薬対応
▶ 対応結果は情報提供者
（多職種）、処方医へ報告

公益社団法人高知県薬剤師会

かかりつけ医・歯科医

＜目的＞
医療・介護関係者が連携して、高
齢者等の在宅での服薬状況を改
善することにより、薬物治療の効
果を高める。
本事業を通して
①多職種と薬局・薬剤師の連携
を強化してまいります。
②安心して在宅医療（療養）が
できる環境を整備してまいります。

TEL 088-873-6429

＊＊＊

残薬に限らず、お薬でお困りのこと、お気軽にご相談下さい。

＊＊＊

薬局へのお薬相談書

Ａ

お薬について相談がある場合にご利用下さい。皆様からの情報をもとに、薬の適正
使用を目的として、患者（利用者）さんの服薬支援を行います。
【 注 意 事 項 】
１．薬袋にある薬局名と Fax 番号をご記入のうえ、調剤した薬局へ送信して下さい。
調剤した薬局へ直接お渡しいただいてもかまいません。
２．薬局への情報提供に際しては、患者（利用者）さんの同意を得て下さい。
３．この相談書により、患者（利用者）さんが医師や薬剤師から咎められる等の不都合な
状況には決してなりませんのでご安心下さい。
４．この相談書を用いなくてもかまいませんので、お薬のことはお気軽にご相談ください。
薬袋にある薬局名：

宛 （Fax.

）

チェックを忘れないでね!!

相談内容

□ この相談は患者（利用者）さんの同意を得ています。
対象患者（利用者）：

様

※ 対象患者名は記入しなくてもかまいませんが、その場合薬局より確認のお電話をさせて頂きます。
＊

該当する項目にチェックマークをお願いします（複数チェック可）。
また、参考となる情報がございましたら、自由記載欄にご記入ください。

□ お薬が残っています。
□ 調剤してもらった薬局に持参するよう、お伝えしました。
□ 残薬が多く整理ができていないので、対応をお願いします。
□ その他（自由記載：
）
□ 残薬以外の相談があります。→ 詳細は自由記載へ
自由記載

相談内容の確認や対応のフィードバックのため、薬局から電話などで直接話をお伺いす
る場合があります。
貴所属とご担当者名を

ご所属名：

ご記入ください。

連絡先☎：
ご担当者：

送 信 日：

年

月

日

【ご担当者職種】チェックをお願いします。
□ 医師

□ 歯科医師

□ 薬剤師（病院・薬局）

□ 介護支援専門員

□ 訪問看護師

□ 介護福祉士・介護士

□ その他（
高知県薬剤師会

在宅服薬支援事業「高知家お薬プロジェクト」Ver.4

）

県薬への集計用報告用紙 （患者一人に１枚）

B

送信先FAX

088-822-8734

締め切り

平成30年12⽉5⽇

①患者情報

性別 □男 □⼥

年齢

⾼知県薬剤師会 多職種連携在宅服薬⽀援事業 ⾼知家お薬プロジェクト

公益社団法人
高知県薬剤師会
（

事務局宛

報告者

）歳代

□医師

□⻭科医師

□薬剤師（病院・薬局）

□介護支援専門員

□訪問看護師

□介護福祉士・介護士

□その他（

電話番号：
□結果はまだわからない

⑤対応結果は
②相談者職種

貴薬局名：

どうでしたか？

）

⑥残薬発生原因は何でしたか？（下記より選択）

相談内容
※複数回答可

※複数回答可

□認知、認識機能低下による服薬管理能⼒の低下

□お薬が残っているようなので、調剤した薬局に持参するよう伝えてくれた

③多職種からの

□残薬数量が減少した

□その他（自由記載）

理解⼒低下

□残薬が多く整理できていないので、対応をお願いされた

□薬物治療内容への理解不⾜
□外用（吸入、貼付、軟膏など）の取り扱いができない

□その他（自由記載）
□残薬以外の相談内容（具体的に）

アドヒアランス
低下

□薬物治療内容に対して納得していない
□副作⽤発現への恐れや不安がある
□印字、薬袋の⽂字、指⽰などが⾒えていない
□⼀包化された薬包紙の切り離しや開封ができない

□残薬を整理し、服薬⽀援した（その⽅法を下記より選択）

⾝体能⼒低下

□仕切り箱の使⽤

□週間投薬カレンダーの使用

□日めくりカレンダーの使用

□在宅訪問の実施

→

□医師からの訪問指⽰のもと、在宅訪問

（

④対応した内容

多剤投与
⽀援不⾜

□多職種連携により支援（具体的にお書きください）
□その他（自由記載）

□PTPシートから押し出せない
□飲み込めない薬がある

□古い薬剤の分別（廃棄含む）

□薬の数が多すぎて整理がつかない
□複数医療機関から薬をもらっているために整理がつかない
□服薬管理を⼿伝ってくれる⽀援者がいない

）

その他
（自由記載）

※複数回答可
□残薬以外の相談の対応について

⑦薬が適切に使⽤できていないなどの事例があれば記載ください

