
（36）自由記述（在宅医療・緩和ケアに関する課題等）
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

調査票 診療所 6-11, 7-1

在宅医療
＜連携＞

� 在宅医療の必要性が声高に叫ばれている割には、一般の開業医がこれを⾏わず、専門の医療機関が⾏っていることが多い。急性期病院
も安易に往診クリニックへ情報を提供して、はじめから市中の医療機関と相談しない傾向にある。

� 訪問看護のスキルもあがり、在宅の⽣活を⽀えていることは間違いないが、もっと訪問看護の早期導⼊をすすめて、重症化を防ぐ⼿⽴ても
必要と考える。

� 病院によって在宅復帰に対する意識や理念の違いが大きく、患者を地域に戻すことに積極的でない場合がある。
� 医療従事者（特に病院）の在宅医療への理解が⼗分でなく、患者が希望しても在宅に戻れず⼊院が継続してしまう事が多数みられる。
� 病院か在宅かの⼆者択一ではなく、在宅で療養しながら、病状が落ちつかないとか、不安が大きい時などは数日⼊院して経過を⾒たり、

内服薬の調整をしたりと、病院と在宅の切れ目のないスムーズな連携ができれば、患者さんは⻑く在宅⽣活が続けられると思います。
� 病院スタッフにおける、どこまで在宅で対応が可能なのかという知識の向上

＜患者・家族＞
� 在⽀診だけでなく一般開業医の在宅医療についても一般の方たちに知っていただく必要があると思います。
� 近隣に協⼒病院や診療所のない地域で、農家の方が多く介護⼒がないため在宅医療のニーズは少ない。

緩和ケア
＜人材・体制＞

� 緩和ケア講習などは受けたが、日常の診療以外に在宅緩和ケアをするだけの余⼒がない。現状を変えてまで在宅緩和ケアをするよりは、
医師が充⾜している病院などへの紹介の方が、患者さんにとっては、ケアの時間も説明もしっかりと聞けて良いと考える。

＜連携＞
� ⼊院中、がんと診断されたと同時に緩和を考える必要がある。そのためにも医療は緩和とケアについて積極的になって欲しい。介護、福祉

事業所も医療等知識のレベルUPも必要だが。化学療法継続中の併診で、先方の医師との連絡調整に難あり。在宅訪問診療医への情
報伝達とチームとしての一体感を持って当たりたい。

� 病院では、まだまだ、医師を含めたスタッフの在宅医療への理解・関⼼が少ない。 がんセンターや大学病院からは、がん末期の患者は、
BSCということで、半ば⾒放されるかたちで、訪問診療を紹介されるが、市中病院では、がん末期は、病院で過ごすという認識を脱しきれて
いない現状が⾒受けられる。 PCAポンプへの麻薬調剤をしてくれる薬局も少ない。

＜患者・家族＞
� 在宅緩和ケアを⾏うには、同じ方向性をもつ医師のチームが必要。 しかしながら患者及び患者家族にとっては一人の主治医で完結したい

思いを感ずる。多人数の医師が日替わりで訪問する在宅緩和ケアでは満⾜できないものと考える。
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（1）延べ患者数
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 1薬局あたりの平均延べ患者数は2019年7月で1,186人、8月で1,080人、9月で1,091人となってい
る。

� 3か月の平均延べ患者数は1,119人となっている。

調査票 薬局 1-2

最小（人） 最大（人）

0 14,000

0 14,000

0 14,000

【平均延べ患者数】
（1薬局あたりの平均）

n=1620

n=1621

n=1620
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（2）患者宅に訪問する職員数と訪問指導の実施状況
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導のために患者宅に訪問する職員数は、1薬局あたり
平均で薬剤師1.7人、その他（医療事務等）0.7人となっている。

� 訪問指導を⾏った患者数をみると、在宅患者訪問薬剤管理指導は1薬局1か月あたり平均2.4人、居
宅療養管理指導は平均18.2人となっている。

調査票 薬局 2-1, 2-2

薬剤師 1.7 人

その他（医療事務等） 0.7 人

在宅患者訪問薬剤管理指導
患者数（実人数） 2.4 人

総訪問件数（延べ件数） 4.4 件

居宅療養管理指導
患者数（実人数） 18.2 人

総訪問件数（延べ件数） 37.4 件

【患者宅に訪問する職員数】
（1薬局あたりの平均）

【訪問指導の実施状況】
（2019年9月の1か月間、1薬局あたりの平均）
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（3）二次医療圏別にみた訪問指導の実施有無
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� ⼆次医療圏別に訪問指導の実施有無をみると、どの医療圏も過半数が「訪問指導をしている」と回答し
ており、特に南⻄部・さいたま・県央・利根は7割を超えている。

調査票 薬局 2-1

訪問指導をしている 訪問指導をしていない

南部 69.2% 30.8%

南⻄部 70.7% 29.3%

東部 69.3% 30.7%

さいたま 71.6% 28.4%

県央 73.4% 26.6%

川越比企 68.2% 31.8%

⻄部 67.7% 32.3%

利根 73.9% 26.1%

北部 59.3% 40.7%

秩⽗ 57.8% 42.2%

n=519

n=114

n=134

n=323

n=66

n=130

n=88

n=135

n=90

n=28

【⼆次医療圏別にみた訪問指導の実施有無】
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（4）訪問指導の患者のうち対応している疾患
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 訪問指導の患者のうち対応している疾患をみると、｢循環器・呼吸器疾患｣が最も多く、次いで｢認知症｣
｢糖尿病｣となっている。

調査票 薬局 2-3

【訪問指導の患者のうち対応している疾患】

n=1102
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（5）無菌調剤室の有無
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 無菌調剤室の有無をみると、｢自施設内にある｣が6％、｢共同利⽤している｣が4％、｢ない｣が90％となっ
ている。

� 無菌製剤処理加算の有無をみると、加算をとっている薬局は46％となっている。
� 無菌調剤室が自施設にない薬局のうち、無菌調剤室がある薬局に借りて無菌調剤を⾏っている割合は

1％となっている。

調査票 薬局 2-4

【無菌調剤実施の有無】 【無菌製剤処理加算の有無】

n=112

【無菌調剤室の有無】

n=1178
n=1013
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2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 訪問指導の今後（5年後）の対応予定をみると、｢⾏っていると思う｣が74％、｢⾏いたいとは思うが、⾏っ
ていないと思う｣が16％、｢⾏っていないと思う｣が10％となっている。

� ⾏っていると思う理由をみると、｢対象となる患者が今後増加すると思われる｣が最も多い。
� ⾏っていないと思う理由をみると、｢医療機関との連携が不⾜している｣が最も多い。

調査票 薬局 2-5

（6）訪問指導の今後の対応予定

【⾏っていないと思う理由】

【今後（5年後）の対応予定】

n=1217n=404

n=1634

対象となる患者が今後増加
すると思われる

地域や社会から在宅医療が求
められている

医療機関から訪問薬剤管理指
導等の依頼（紹介）がある

患者からの希望がある

国が地域包括ケアシステムの
構築を推進している

多職種と連携をうまくとれば、
少ない負荷でできそう

その他

経営状態が良くなりそう

【⾏っていると思う理由】

在宅医療を⾏う医師等
がいない

医療機関との連携が不
⾜している

患者のニーズがない

多職種との連携が不⾜し
ている

知識・技術に不安がある

その他

体⼒・気⼒に不安がある

年齢的に自信がない

後継者がいない

得られる診療報酬に比べ
負担が大きい
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2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 訪問指導の実施有無別に今後（5年後）の対応予定をみると、訪問指導をしている薬局の約9割が
｢⾏っていると思う｣と回答している。

� 訪問指導をしていない薬局は、｢⾏いたいとは思うが、⾏っていないと思う｣｢⾏っていないと思う｣で過半数と
なっている。

調査票 薬局 2-1, 2-5

（7）訪問指導の実施有無別にみた今後の対応予定

【訪問指導の実施有無別にみた今後（5年後）の対応予定】

n=1124

n=497

※訪問指導をしている薬剤師が1人以上いる場合は｢訪問指導をしている｣、0人の場合は｢訪問指導をしていない｣のカテゴリとしている。
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2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� ⼆次医療圏別にみた訪問指導の今後（5年後）の対応予定をみると、秩⽗以外の医療圏は｢⾏ってい
ると思う｣が6割以上となっている。

調査票 薬局 2-5

（8）二次医療圏別にみた訪問指導の今後の対応予定

【⼆次医療圏別にみた訪問指導の今後（5年後）の対応予定】

⾏っていると思う ⾏いたいとは思うが、
⾏っていないと思う ⾏っていないと思う

南部 75.5% 16.4% 8.1%
南⻄部 77.6% 13.8% 8.6%
東部 71.4% 19.5% 9.0%

さいたま 81.6% 10.7% 7.7%
県央 73.1% 16.4% 10.4%

川越比企 71.2% 13.6% 15.2%
⻄部 83.0% 11.4% 5.7%
利根 64.9% 18.7% 16.4%
北部 64.8% 18.7% 16.5%
秩⽗ 42.9% 42.9% 14.3%

n=519

n=116

n=133

n=326

n=67

n=132

n=88

n=134

n=91

n=28

90

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 訪問指導の受け⼊れ⾒込み（5年後）をみると、｢現状との比較で、患者数を増やせる｣が67％、｢現状
との比較で、患者数を増やせない｣が33％となっている。

� 1薬局当たりの受け⼊れ⾒込み（5年後）人数をみると、1か月あたり増やせる患者数の平均は7.6人と
なっている。

調査票 薬局 2-6

（9）訪問指導の受け入れ見込み

【受け⼊れ⾒込み（5年後）人数】
（1薬局あたりの平均）

【受け⼊れ⾒込み（5年後）】

n=804

n=1211

平均
（人）

最小値
（人）

最大値
（人）

1か月あたり増やせ
る患者数 7.6 0 250
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2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 訪問指導の実施有無別に受け⼊れ⾒込み（5年後）をみると、「訪問指導をしている」薬局の67％、
「訪問指導をしていない」薬局の83％が｢現状との比較で、患者数を増やせる｣と回答している。

調査票 薬局 2-6

（10）訪問指導の実施有無別にみた受け入れ見込み

【訪問指導の実施有無別にみた受け⼊れ⾒込み（5年後）】

n=990

n=214
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2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� ⼆次医療圏別にみた訪問指導の受け⼊れ⾒込み（5年後）をみると、どの医療圏も｢現状と比較して、
患者数を増やせる｣と回答した割合が6割を超えている。

調査票 薬局 2-6

（11）二次医療圏別にみた訪問指導の受け入れ見込み

【⼆次医療圏別にみた訪問指導の受け⼊れ⾒込み（5年後）】

現状と比較して、
患者数を増やせる

現状と比較して、
患者数を増やせない

南部 65.3% 34.7%
南⻄部 71.9% 28.1%
東部 61.1% 38.9%

さいたま 67.4% 32.6%
県央 71.4% 28.6%

川越比企 64.9% 35.1%
⻄部 72.6% 27.4%
利根 72.1% 27.9%
北部 62.1% 37.9%
秩⽗ 66.7% 33.3%

n=389

n=89

n=95

n=264

n=49

n=94

n=73

n=86

n=58

n=12

93



【訪問指導の提供件数を増やすために必要なこと】

� 訪問指導の提供件数を増やすために必要なことをみると、｢在宅医療を⾏う診療所との連携｣が最も多く、
次いで｢訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導にかかわる薬剤師の増員｣となっている。

調査票 薬局 2-7

（12）訪問指導の提供件数を増やすために必要なこと
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

n=1623
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� 訪問指導の実施有無別に提供件数を増やすために必要なことをみると、いずれも｢在宅医療を⾏う診療
所との連携｣が最も多く、次いで｢訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導にかかわる薬剤師の増員｣と
なっている。

調査票 薬局 2-1, 2-7

（13）訪問指導の実施有無別にみた提供件数を増やすために必要なこと

【訪問指導の実施有無別にみた提供件数を増やすために必要なこと】

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

病院との
連携

在宅医療を
⾏う診療所
との連携

訪問看護
ステーション
との連携

訪問薬剤管
理指導、居
宅療養管理
指導にかか
わる薬剤師

の増員

退院後の
スムーズな
在宅移⾏
の実現

在宅患者調
剤加算等の
診療報酬の
引き上げ

在宅患者調
剤加算等の
診療報酬の
引き下げ

（患者の負
担を軽減す
るためなど）

（提供側の
体制はある
ので）患
者・家族へ
の周知と需
要・ニーズの

発掘

その他

訪問指導を
している 41.6% 69.2% 37.4% 53.8% 12.3% 23.6% 1.7% 22.8% 4.7%

訪問指導を
していない 41.9% 70.6% 35.0% 55.6% 10.2% 17.6% 1.2% 17.6% 4.3%

n=1122

n=489

※訪問指導をしている薬剤師が1人以上いる場合は｢訪問指導をしている｣、0人の場合は｢訪問指導をしていない｣のカテゴリとしている。
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（14）退院時カンファレンスへの医療従事者の参加状況

� 退院時カンファレンスへの医療従事者の参加状況をみると、｢毎回参加する｣が4％、｢日時が合う時のみ
参加する｣が12％、｢参加したことはない｣が84％となっている。

� 参加しない主な理由は、呼ばれない、機会がない等となっている。

調査票 薬局 2-8

n=1613

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

【退院時カンファレンスへの参加状況】

【日時が合う時のみ参加する理由】

【参加したことがない理由】

� 人員が不⾜し外来調剤と兼任のために出席不可能な場合
があるため

� 依頼されないことがある
� 医療機関から連絡があれば必ず⾏っている
� 家族やケアマネからの要望による
� メールと電話の対応
� 遠方の病院は難しい

� 実績が無い。参加することがイレギュラーであるくらい浸透して
いない。

� 繋がりがない
� 機会がないため
� 人員不⾜
� 呼ばれない
� どう参加したらよいかわからない
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（15）訪問指導の実施有無別にみた退院時カンファレンスへの医療従事者の参加状況

� 訪問指導の実施有無別に退院時カンファレンスへの医療従事者の参加状況をみると、訪問指導をしてい
る場合は｢毎回参加する｣が4.4％、｢日時が合う時のみ参加する｣が15.5％、｢参加したことはない｣が
80.1％となっている。

� 訪問指導をしていない場合は｢毎回参加する｣が2.3％、｢日時が合う時のみ参加する｣が3.9％、｢参加した
ことはない｣が93.8％となっており、訪問指導をしていない薬局の方が参加しない傾向にある。

調査票 薬局 2-8

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

n=1119

n=482

※訪問指導をしている薬剤師が1人以上いる場合は｢訪問指導をしている｣、0人の場合は｢訪問指導をしていない｣のカテゴリとしている。

【訪問指導の実施有無別にみた退院時カンファレンスへの医療従事者の参加状況】
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（16）望ましい退院時カンファレンスの開始時期

� 望ましい退院時カンファレンスの開始時期をみると、｢退院の1週間前｣が最も多く、次いで｢わからない｣｢退
院の数日前｣となっている。

調査票 薬局 2-9

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

n=1607

【望ましい退院時カンファレンスの開始時期】
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（17）訪問指導の実施有無別にみた望ましい退院時カンファレンスの開始時期

� 訪問指導の実施有無別に望ましい退院時カンファレンスの開始時期をみると、訪問指導の実施の有無に
かかわらず｢退院の1週間前｣と回答した割合が最も高くなっている。

調査票 薬局 2-1, 2-9

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

n=1116

【訪問指導の実施有無別にみた望ましい退院時カンファレンスの開始時期】

⼊院前 ⼊院後
1週間以内

⼊院後
2週間以内

⼊院後
1か月以内

退院の
1週間前

退院の
数日前 退院直前 わからない

訪問指導を
している 2.1% 2.7% 1.7% 1.8% 43.5% 20.8% 4.8% 22.6%

訪問指導を
していない 1.5% 1.9% 1.3% 2.1% 39.2% 20.7% 4.0% 29.4% n=479

※訪問指導をしている薬剤師が1人以上いる場合は｢訪問指導をしている｣、0人の場合は｢訪問指導をしていない｣のカテゴリとしている。
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（18）二次医療圏別にみた望ましい退院時カンファレンスの開始時期

� ⼆次医療圏別に望ましい退院時カンファレンスの開始時期をみると、北部と秩⽗は｢わからない｣と回答し
た割合が最も高く、その他医療圏は｢退院の1週間前｣と回答した割合が最も高くなっている。

調査票 薬局 2-9

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

【⼆次医療圏別にみた望ましい退院時カンファレンスの開始時期】

⼊院前 ⼊院後
1週間以内

⼊院後
2週間以内

⼊院後
1か月以内

退院の
1週間前

退院の
数日前 退院直前 わからない

南部 1.8% 3.5% 2.1% 1.9% 40.9% 22.4% 3.9% 23.4%
南⻄部 1.7% 1.7% 2.6% 3.5% 40.9% 21.7% 7.8% 20.0%
東部 0.8% 3.0% 1.5% 1.5% 43.2% 16.7% 4.5% 28.8%

さいたま 2.2% 1.9% 1.3% 1.6% 44.0% 19.3% 5.4% 24.4%
県央 6.1% 3.0% 1.5% 0.0% 56.1% 15.2% 6.1% 12.1%

川越比企 1.5% 1.5% 1.5% 3.1% 41.5% 20.8% 3.1% 26.9%
⻄部 1.1% 4.6% 2.3% 1.1% 47.1% 20.7% 3.4% 19.5%
利根 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 46.6% 19.8% 3.8% 27.5%
北部 2.2% 1.1% 0.0% 3.4% 31.5% 22.5% 5.6% 33.7%
秩⽗ 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 17.9% 32.1% 7.1% 39.3%

n=513

n=115

n=132

n=316

n=66

n=130

n=87

n=131

n=89

n=28
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（19）退院患者を在宅医療に円滑に受け入れられたか

� 退院患者を在宅医療に円滑に受け⼊れられたかをみると、｢大半のケースにおいて円滑に受け⼊れられた｣
が32％、｢半数のケースにおいて円滑に受け⼊れられた｣が18％、“全く”“あまり”を含め｢受け⼊れられな
かった｣ケースは50％となっている。

調査票 薬局 2-10

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

【退院患者の円滑な在宅移⾏】

n=1347
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（20）退院患者の在宅医療への円滑な移行を阻む理由

� 退院患者の在宅医療への円滑な移⾏を阻む理由をみると、｢在宅で介護できる家族・親戚がいない｣が
最も多く、次いで｢患者の急変時の対応が難しい｣｢かかりつけ医等、地域の医療・介護スタッフとカンファレ
ンスを⼗分に実施できていない｣となっている。

調査票 薬局 2-11

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

【退院患者の在宅医療への円滑な移⾏を阻む理由】

n=1494
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（21）医療用麻薬の扱い及び対応している緩和ケア
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 医療⽤麻薬の扱いの有無をみると、｢扱っている｣は60％、｢扱っていない｣は40％となっている。
� 医療⽤麻薬を扱っている薬局において対応している緩和ケアの内容をみると、｢非オピオイド鎮痛薬（アス

ピリンやアセトアミノフェン等）による疼痛緩和｣が最も多くなっている。

調査票 薬局 3-1, 3-2

【扱いの有無】 【対応している緩和ケア】

n=958

n=1633
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（22）麻薬処方せんの応需実績
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 麻薬処方せんの応需実績をみると、1薬局あたり月平均7.7枚となっており、最も応需している薬局は
2300枚となっている。

調査票 薬局 3-3

月平均（枚） 最小値（枚） 最大値（枚）

1薬局あたりの麻薬処方せん枚数 7.7 0 2300

【麻薬処方せんの応需実績】
（1薬局あたりの月平均）

n=969
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（23）医療用麻薬のデッドストックの状況
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 医療⽤麻薬のデッドストックの状況をみると、｢デットストックはない｣は6％、｢20％未満｣は23％、｢20〜
40％未満｣は18％、｢40〜60％未満｣は16％、｢60〜80％未満｣は12%、｢80％以上｣は23％と
なっている。

調査票 薬局 3-4

【医療⽤麻薬のデッドストックの状況】

n=983
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（24）在宅緩和ケアに関する知識の充足状況
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 在宅緩和ケアに関する知識の充⾜状況をみると、｢充⾜している｣は1％、｢やや充⾜している｣は11％、
｢やや不⾜している｣は42％、｢不⾜している｣は46％となっている。

調査票 薬局 3-5

【在宅緩和ケアに関する知識の充⾜状況】

n=1609
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（25）在宅緩和ケアを推進していくうえで必要だと思うこと
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 在宅緩和ケアを推進していくうえで必要だと思うことをみると、｢患者・家族に対する情報提供や意識啓
発｣が最も多く、次いで｢緩和ケアの知識向上（テキスト配布・e-learningなど）｣｢緩和ケアに関する患
者・家族向けの相談窓口設置｣となっている。

調査票 薬局 3-6

【緩和ケアを推進していくうえで必要だと思うこと】

n=1611
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� ACPの実施状況をみると、｢実施している｣は3％、｢実施していない｣は45％、｢ACPを知らない｣は52％
となっており、ACPを知らない薬局が過半数となっている。

調査票 薬局 4-1

（26）ACPの実施状況

【ACPの実施状況】

n=1606

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

108

� 訪問指導の実施有無別にACPの実施状況をみると、訪問指導を実施している薬局の約4％が｢実施して
いる｣と回答している。

� 訪問指導の実施有無にかかわらず、過半数が｢ACPを知らない｣と回答している。

調査票 薬局 2-1, 4-1

（27）訪問指導の実施有無別にみたACPの実施状況

【訪問指導の実施有無別にみたACPの実施状況】

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

n=1104

n=488

※訪問指導をしている薬剤師が1人以上いる場合は｢訪問指導をしている｣、0人の場合は｢訪問指導をしていない｣のカテゴリとしている。
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� ⼆次医療圏別にACPの実施状況をみると、南部・南⻄部・東部・北部の過半数、川越比企・秩⽗の半
数は｢ACPを知らない｣と回答している。

調査票 薬局 4-1

（28）二次医療圏別にみたACPの実施状況

【⼆次医療圏別にみたACPの実施状況】

2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

実施している 実施していない ACPを知らない

南部 2.9% 44.1% 53.0%
南⻄部 1.8% 40.0% 58.2%
東部 2.3% 34.1% 63.6%

さいたま 3.1% 49.8% 47.0%
県央 1.5% 54.5% 43.9%

川越比企 2.3% 47.7% 50.0%
⻄部 2.3% 49.4% 48.3%
利根 3.0% 50.0% 47.0%
北部 2.2% 37.1% 60.7%
秩⽗ 0.0% 50.0% 50.0%

n=513

n=110

n=132

n=319

n=66

n=130

n=87

n=132

n=89

n=28
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（29）自由記述（在宅医療・緩和ケアに関する課題等）
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

調査票 薬局 3-7, 6-1

在宅医療
＜人材・体制＞

� 無菌調剤や高度な設備や医療を提供している在宅医療とそれ以外の在宅医療を同じ在宅医療として議論していくことに違和感を感じま
す。前者の在宅医療は市単位でみても一つの市に数件しかないレベルだと思いますが、それ以外の在宅医療は比較的ハードルが低くなり、
高度な知識や経験、初期投資が問われることは少ないです。一つの在宅医療としてくくるのではなく、もう少し細分化して薬局も役割分担
していくのが現実的と思います。

緩和ケア
＜連携＞

� 病院で治療中から早めに緩和ケアを⾏ってほしい。 特に痛みのコントロールは在宅で⾏うと患者や家族の負担が大きくなる。 病院スタッフ
が在宅療養のイメージがないことが多いため、実際の⽣活とかけ離れた⽀援を⾏っていることが多い。

� 薬局で処方箋を受ける段階で患者情報不⾜がある。麻薬、抗がん剤等特定物は病院から情報提供が望ましい。
＜技術＞

� 今後一層求められる分野だと思いますので基礎から順に繰り返しの研修が必要な気がします。復習とステップアップを。病院薬剤師と地域
薬剤師の垣根を外し協⼒して取り組む姿勢も必要かと思います。基礎から丁寧に勉強できる体制を作ってください。

＜麻薬管理＞
� ⼊院中のオピオイド使⽤を早めに情報共有できれば、対応方法の選択肢も増えるかと思います。
� オピオイドの増減、ローテーションによるデッドストックが多すぎて、麻薬処方ではこれを補うことができない。抗がん剤にも言えること。箱単位

で処方ができるように、メーカーのパッケージ量の⾒直しは在宅推進のためには不可⽋と思われる。
� すぐに使いたい麻薬があっても、卸が休みだったり卸に在庫が無いと納品までにかなり時間がかかる。
� 緩和ケアでは日々状態が変わるため、頻繁に医療⽤麻薬の規格などが変更となる。そのため、⼟日祝日などを含め、迅速に対応するため

にはかなりの麻薬の在庫が必要となる。
� 緩和ケアと聞くと最終的に輸液との混注があると想定され、クリーンベンチもなく対応が難しい。他の無菌室がある薬局での混注においても

申請が必要であったり⼿間がかかる。調剤室の大きさは変えられないので他の部屋にクリーンベンチを置こうと考え保健所にも相談したが、
｢調剤室と同様の衛⽣さが担保できないと不可｣との答えがあり、その基準も無いことから断念したという経緯があります。

� ⼊院中の病院ごとに使っている麻薬が違うため、緩和ケアを引き受けるとなると相当数の麻薬を在庫しなければならない。しかしながら、医
療⽤麻薬の店舗間移動ができないため、デッドストックが増えてしまう。 麻薬の在庫という観点からも地域の薬局で緩和ケアを引き受ける
のは無理がある。 ある程度広範囲のエリアを緩和ケア専門の薬局が対応する方がサービスの質も効率も高くなると思います。
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