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1.はじめに 

入退院の場面、他施設受診の場面での情報伝達不備により患者に影響を与える医療事故があ

とをたたない。それらは医薬品の規格が正しく伝達されないことや、服用方法が正しく伝達さ

れなかったことなどが主な原因であり、平成 16 年 10 月に発生したリウマトレックスの過剰投

与による患者死亡事故などのように入退院時の情報伝達不備により不幸にして患者を死に至ら

しめることもある。この例でも医師に共同して病院薬剤師と薬局薬剤師が十分連携し、互いの

職能を発揮していれば、事故は防止できた可能性が高かったと考えられている。 

こうした中、平成 19年 3月の医療法等の一部改正では「他施設(病院等、薬局等)との連携に

関する事項」が明文化された。そこで、岐阜県薬剤師会では、全県下での均質な薬薬連携実施

に取り組むため、まず岐阜地区・下呂地区で薬薬連携のモデル事業を実施し、今回、県薬、病

薬双方から委員を選出した薬薬連携ワーキンググループを立ち上げ、平成 22年度末までに県下

全支部で薬薬連携が手がけられる体勢を整備した。 

このような状況下で岐阜地区では、薬薬連携立ち上げ準備会を経て「岐阜市薬薬連携連絡会」

が正式に発足し、具体的な運用などの協議を重ね平成 22年 2月から岐阜大学医学部附属病院、

岐阜県総合医療センター、岐阜市民病院との間で薬薬連携の運用を開始することとなった。今

後はこれを契機に順次対象病院を拡大していく予定である。 

薬薬連携は、我々薬剤師の職能を国民にアピールする絶好のチャンスである。この「薬薬連

携の手引き」に沿って、ご協力をよろしくお願いします。 

 

2.薬薬連携のイメージ 

◎薬薬連携とは 

薬剤師は、安全な薬物療法が行われるように患者さんへの服薬説明の他に、患者さんの個々の

お薬の記録、アレルギー歴、副作用の記録などお薬と患者さんに関する記録(薬歴)を作り対応

している。院外処方箋の普及によりこれらの業務は、外来通院時は保険薬剤師(かかりつけ薬局)

が受け持ち、入院時は病院薬剤師が受け持っています。 

「薬薬連携とは、街の薬局の薬剤師(保険薬剤師)と病院薬剤師が患者さんのお薬に関する副

作用、使用状況などの連絡を取り合い、外来入院を問わずお薬での治療が安全に行なわれるよ

うサポートする体制のことです。」ただし、すべての患者さんに院外処方箋が発行される訳では

ないので、院外処方箋を発行されない医療機関(医療提供施設)の患者さんについては、担当医

と担当薬剤師が連携することになります(病診連携)。 

 

◎具体的には 

薬薬連携の情報伝達ツールには、「お薬手帳」と「施設間情報連絡書」を使用しています。お

薬手帳には、受診毎の処方、検査値などを時系列で記録しますので過去の状況を調べることが

できます。ただ、お薬手帳は紙面が小さいのでメモ書き程度で詳細については書ききれません。

それを補うのが「施設間情報連絡書」で、次に受診する医療機関関係者に伝えたいことがある

時に使用します。これらは通常は患者さんに持たせて運用していますが、急ぐ場合は患者さん

の同意の下でその内容を FAX送信することもあります。 

 

◎全国的に先進 

薬薬連携は、まだ、ほんの限られた地域・場面でしか実施されていないのが現状であり、岐

阜県の様に組織的に推進している所はなく、全国から注目されています。情報伝達不備による

お薬の医療事故を未然に防ぐ最大の武器は、病院薬剤師・薬局薬剤師双方の意思疎通であり、

さらに、ドクターとの意思疎通です。何らかの機会を通じて双方の意思疎通が図られることが

大切であり、人となりを知っている人からの情報提供か、見ず知らずの人からの情報提供かで

は、提供された情報に対する理解にも差が出るものと思われる。また、日頃から懇意にしてい

ることで、お互いに気兼ねなく相談や問い合わせ、情報提供を行うことができる。こうした体

制の構築が医療安全のために早急に必要でありご協力をよろしくお願いします。 
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3.心がけること 

 薬薬連携は、病院薬剤師・薬局薬剤師双方の意思疎通…言い換えれば、薬の専門家同士のコ

ミュニケーション・Give & Take が原点となります。そのためには次の三点を心がけることが

大切です。 

 

◎迅速な対応 

相手の薬剤師から情報の提供依頼がある時は困っている時と考えて、可能な

限り早く該当する情報を提供するように心がける。 

 

◎コミュニケーションの確立 

情報提供を受けた際には、必ず直接提供してくれた薬剤師に答礼の電話をす

る。何か言葉を交わすことで、共通の患者さんを見守っているという認識が生

まれると共に、薬剤師同士のつながりとなります。 

 

◎確実な記録 

情報をやりとりした際には、その都度記録を付ける。今後の薬薬連携の進展

のためには運用状況の把握と改善が不可欠で、そのために確実な記録が必

須である。 
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4 各論 

4-1 薬薬連携に利用されるツール 
患者様の薬剤服用歴、服薬状況などを時系列に記載した「お薬手帳」と病院薬剤師が入院中の患

者の投薬内容、服薬状況、特殊な調剤がなされた場合の調剤方法など「お薬手帳」に書ききれない

内容を記載して退院時に患者様にお渡しする「薬剤適正使用のための施設間情報連絡書」(以下「施

設間情報連絡書」)があります。「施設間情報連絡書」はそれ以外の問い合わせの際にも用います。

岐阜県で使用する「施設間情報連絡書」は、日本薬剤師会の様式を使用します。書き方は、「連絡書

の記載要領」を参考にしてください。 
⇒資料「施設間情報連絡書」 岐阜県薬剤師会ホームページ⇒会員情報⇒薬薬連携で入手できます。 
 
4-2 薬薬連携の場面と運用 

主に入院、退院の時の連携が大切です。 
 
4-2-1 入院の際の運用 
医薬品等の安全使用を推進するためには、入院前に処方されていたお薬の内容が必要になりま

す。入院時の医師の紹介状、患者持参薬でお薬の内容を確認する方法もありますが、これらは意外

と不正確なこともあり鵜呑みにする訳にはいきません。やはり薬の専門家である薬剤師の記録(かか

りつけ薬局の薬歴)が第一となりますので、病院薬剤師から提供の依頼がありましたらご協力をお願

いします。 
【具体的運用】 
 ①病院薬剤師は患者の同意を取得した後、「施設間情報連絡書」を該当薬局に FAX 送信し該当患

者の入院を知らせると共にその患者の薬歴の提供を依頼する。 
 例「施設間情報連絡書のその他特記事項の欄」に「この患者さんが入院されましたので、情報

提供をお願いします」と記載する。 

 

②依頼した病院薬剤師は、薬薬連携情報交換記録用紙(病院用)に記録を残す。⇒4-3 記録参照 
  
③依頼された薬局薬剤師は、該当患者の薬歴を送信された「施設間情報連絡書」にある宛先に FAX
送信する。この場合薬歴の様式は、「施設間情報連絡書」以外でも構わない。 

 
④発行した薬局薬剤師は、薬薬連携情報交換記録用紙(薬局用)に記録を残す。⇒4-3 記録参照 

  
⑤受領した病院薬剤師は、受領した旨、送信した薬局薬剤師に電話する。 

  
⑥受領した病院薬剤師は、薬薬連携情報交換記録用紙(病院用)に記録を残す。⇒4-3 記録参照 

 
 
4-2-2 退院の際の運用 

入院を経るとお薬の内容が変化し易い。病院薬剤師は次に受診する医師、薬剤師に伝えたい事

柄がある時にお薬手帳、またはお薬手帳に書ききれない内容の場合は、「施設間情報連絡書」を活

用し伝達する。 
【具体的運用】 
 ①病院薬剤師は患者の同意を取得した後、「お薬手帳」または「施設間情報連絡書」に伝達したい

内容を記載し作成する。「施設間情報連絡書」は、すべての項目を記載する必要はなく、必要と

考えられる内容のみの記載で、極端なことを言えば「連絡をください」だけでも構わない。 
  
②作成した「施設間情報連絡書」は、封書に入れて封印しないまま患者さんに渡し、これから行

く施設(薬局)の薬剤師に直接手渡すよう説明する。ただし、院外処方箋を発行していない医院
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などを受診している患者さんには、医師に直接手渡すよう説明する。 

  

③発行した病院薬剤師は、薬薬連携情報交換記録用紙(病院用)に記録を残す。⇒4-3 記録参照 

  
④受領した薬局薬剤師は、「施設間情報連絡書」に記載のある発行した病院薬剤師に電話し受領し

た旨伝える。この時疑問点などあれば質問する。 
  
⑤受領した薬局薬剤師は、薬薬連携情報交換記録用紙(薬局用)に記録を残す。特に、有用であった

内容を詳細に記録すること。⇒4-3 記録参照 
 
 
4-3 記録 

地域薬薬連携連絡会立ち上げ・運用の指針(岐阜県薬剤師会分業対策委員会)によれば、地域薬薬 
連携連絡会は、薬薬連携の運用状況の把握と改良を行う役目を担っている。 
薬薬連携の運用状況を把握することは、薬薬連携を定着させるために必要である。運用状況の把

握には、「情報連絡書記録用紙」を用い、情報連絡書を発行した際、受領した際に双方ともこれに記

録する。この記録内容は、運用の実績並びに改良に活用するため定期的にまとめられる。 
 
4-3-1 記録用紙 
 薬薬連携情報交換記録用紙(薬局用)と薬薬連携情報交換記録用紙(病院用)がある。 

⇒ 資料「薬薬連携情報交換記録用紙」 
4-3-2 保険薬局側での運用 

 
①情報連絡書を発行した際、受領した際に薬薬連携情報交換記録用紙(薬局用)に記録する。 

  ・発行した際の記載⇒患者情報、発行情報、受領情報の受領施設名と受領連絡の日付 
・受領した際の記載⇒患者情報、発行情報、受領情報と備考に有用な事項を記載する 

 
 ②毎月のレセプト提出時に「前月の記録分(前月分が判る記録用紙のコピーでも可)」と「該当する

前月分の情報提供連絡書のコピー」を岐阜市薬剤師会事務局担当者に提出する。 
 
③担当者は、薬薬連携情報交換記録用紙(薬局用)Excel ファイルに内容を入力し薬局側のデータを 
作成する。 
 

 
4-3-3 病院側での運用 
 

①情報連絡書を発行した際、受領した際に薬薬連携情報交換記録用紙(薬局用)に記録する。 
  ・発行した際の記載⇒患者情報、発行情報、受領情報の受領施設名と受領連絡の日付 

・受領した際の記載⇒患者情報、発行情報、受領情報と備考に有用な事項を記載する 
 
②各病院で毎月の状況を薬薬連携情報交換記録用紙(病院用)Excel ファイルに内容を入力し病院毎

のデータを作成する。 
 
 
4-4 運用の評価 
 保険薬局側で集約されたデータを病院毎に振り分け、該当する前月分の情報提供連絡書のコピー 
と添えて各病院に送る。各病院では、データの照合と解析を行う。そして、運用状況の内容を、 
薬薬連携連絡会で報告・検討する。 
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平成　　　年　　　月　　　日

※全ての欄に記入する必要はありません。必要と考えられる情報の欄のみに記入ください。

 ふ 　　 り 　　 が  　　な

患 者 氏 名

性 別 ： 男　・　女 電 話 ：

生 年 月 日 ： 明・大・昭・平　　　年　　月　　日生（　　　歳） Ｆ Ａ Ｘ ：

住 所 ： e-mail ：

電 話 番 号 ： 薬剤師氏名：

□あり

□なし

□不明　

①服薬介助 □自己管理　

□要介助 →

②ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ □良　

□不良

この文書を受け取った薬剤師の方は、上記情報提供元施設の薬剤師までご連絡下さい。

薬の管理・介助者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調剤上の留意点
（粉砕・別包等）

医療機関（診療科名、処方医名）   ／　　処方日又は調剤日　 ／ 　医薬品名　　／ 　用法・用量　　等

使用薬（一般用医薬品・健康食品等を含む）

印　

薬剤適正使用のための施設間情報連絡書

殿

情報提供元施設の所在地及び名称　

※当該患者さんの情報は、この文書とは別に、以下（チェック（レ）印のもの）があります。

□お薬手帳　　　　　□薬剤情報提供文書　　　　　□退院時服薬指導書

その他特記事項（処方目的、患者への服薬指導上で注意すべき事項等）

副作用歴・アレルギー歴

服薬状況等
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「薬剤適正使用のための施設間情報連絡書」 記載要領 

 
○ 「薬剤適正使用のための施設間情報連絡書」は、入院、在宅などにより患者の療養環境が変化

しても、患者が安全で安心な薬物療法が継続して受けられるように、各施設（病院、診療所、

薬局等）の薬剤師が患者情報を提供し合う際に活用することを目的とするものです。 
○ 本記載要領は、「薬剤適正使用のための施設間情報連絡書」の基本的な書き方を示したもので

す。 
 
記載上の留意点 

○ 「薬剤適正使用のための施設間情報連絡書」は患者への情報提供を目的とするものではなく、

薬剤師同士が情報を提供し合う際に使用するものです。しかし、原則的には患者に情報公開さ

れるものであり、患者等から開示が求められれば、正当な理由がなければ開示を拒否すること

はできません（個人情報保護法第 25 条、施行令第 6 条．ガイドラインⅢ7）。したがって、記

載に当たっては、患者や診療情報等を評価するような表現（例：コミュニケーション障害有り）

は避けるなどの配慮が必要です。 
○ 他施設に情報を提供する際、あるいは照会への回答に用いる際に、「薬剤適正使用のための施

設間情報連絡書」のすべての欄に記載する必要はありません。提供する情報に応じて、必要と

考えられる情報の欄のみにご記入ください。 
○「薬剤適正使用のための施設間情報連絡書」を提供する側の施設においては、複写を薬歴へ添

付するなどし、記録用として保存してください。 
 
記載内容 

（１）使用薬 

○ 患者が現在使用している薬を、把握できる範囲ですべて記載してください。処方日数や数量等

も可能な限り記載してください。また、経口以外の投与経路（経管・経腸等）の場合も併せて

記載してください。 
○ この「薬剤適正使用のための施設間情報連絡書」のほかに、お薬手帳や薬剤情報提供文書等の

別紙がある場合は、［□お薬手帳 □薬剤情報提供文書 □退院時服薬指導書］欄にチェックして

ください。 
○ 患者が複数医療機関（診療科）を受診している場合は、使用薬を医療機関ごとに記載してくだ

さい。 
○ 患者が常用している一般用医薬品、いわゆる健康食品等があれば併せて記載してください。 
○ 屯用薬、一時的に処方（又は処方が中止）されている薬、休薬期間中の薬なども忘れずに記載

してください。 
 
（２）調剤上の留意点 

○ 調剤上で工夫を行っている場合、対象薬剤が特定できるようにし、内容を詳細に記載してくだ

さい。（粉砕、別包、脱カプセル、賦形、一包化、ライン引きの色、水剤の調製方法、簡易懸濁

法など） 
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（３）副作用歴・アレルギー歴 

○ 患者が過去に経験した副作用及びアレルギーについて記載してください。対象薬剤や症状など

が判明している場合には、併せて記載してください。 
 

（４）服薬状況等 

○ 患者の医薬品管理の状況（自己管理、要介助等）、及び患者のコンプライアンスの状況を記載

してください。 
○薬の管理や服薬の介助を行っている者が分かっている場合には、併せて記載してください。 
○さらに、コンプライアンスが悪い場合は、その原因（例：飲み込み能力等）と対処法（例：錠

剤はすべて潰し等）なども記載してください。 
 

（５）その他特記事項 

○ 他施設（患者が次に薬物療法を受ける施設）の薬剤師等に伝えておく必要があると思われる事

項を記載してください。 
  例（順不同） 
  ①入退院日、次回外来予定日 

②複数の使用目的で使用される医薬品（例：ステロイド剤等）や特別な用法・用量で用いら

れている医薬品の処方目的 
③患者への服薬指導上で注意すべき事項（例：特殊な処方目的、病名告知の有無、詳細な副

作用の説明の可否、プラセボ投与など） 
④薬学的管理上必要となる主要な検査値、留意する検査値、TDM データ 
⑤過去の薬剤使用歴（例：入院中に使用した点滴・注射等）、退院時の処方に至った経緯、 

経過観察が必要な副作用の兆候 
  ⑥使用しているガーゼやドレッシング剤等の規格・品質情報 
  ⑦患者の理解度（服薬に関して患者の理解が十分でないと思われる事項） 
  ⑧入院時と外来時で使用する医薬品の銘柄や規格等が異なる場合にはその理由 
  ⑨患者の体質、ADL（日常生活動作）、視力・聴力、小児の場合の体重 
  ⑩職業や日常生活上の特徴（高所作業、車輌の運転など） 
  ⑪継続的治療・処置（透析、ペースメーカー、人工肛門など） 
  ⑫患者又は家族など介護者の訴えや要望（例：後発医薬品希望） 
  ⑬医薬品の保管状況 
  ⑭健康保険上の特記事項（公費、一部負担金など） 
  ⑮情報のフィードバックが必要な場合はその旨と連絡先（メールアドレスなど） 

以 上 
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薬薬連携情報交換記録用紙(薬局用) 施設名
区分

依頼 各病院患者ID 患者氏名 性別 年齢 発行元 担当薬剤師 発行年月日 受領施設名 受領年月日 連絡

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

患者情報 発行情報 受領情報
備考(有用な事項)
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薬薬連携情報交換記録用紙(薬局用) 施設名 ○○調剤薬局
区分

依頼 各病院患者ID 患者氏名 性別 年齢 発行元 担当薬剤師 発行年月日 受領施設名 受領年月日 連絡

1 123456 長谷○　征○ 女 67 総合医療センター AA 4/3 ○○調剤薬局 4月17日 4月17日
入院中の処方変更、中止薬剤が判り
退院後の処方内容、投薬量の確認
に有用であった。

2 ● 567890 土○　輝○ 男 77 ○○調剤薬局 BB 4/10 総合医療センター

3
4
5

1) 施設名にご自分の薬局名を書き入れてください。

2) 病院から発行された施設間情報連絡書を受け取った場合に記載してください。
(上の例で長谷○征○さんの記入例)
①患者情報、発行情報を記載
②受領情報(ご自分の薬局名、受領日)を記載してください。
③必ず発行した薬剤師に電話連絡をしてください。連絡をした日を記載してください。
④情報提供を受けて良かったこと、気づいたことを備考欄に記入してください。

3) 病院から依頼されて発行した、自発的に施設間情報連絡書を発行した場合記載してください。
(上の例で土○輝○さんの記入例)
①患者情報、発行情報を記載
②受領情報(提供先施設名、受領連絡があった日)を記載してください。
③発行して気づいたことを備考欄に記入してください。

患者情報 発行情報 受領情報
備考(有用な事項)
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薬薬連携情報交換記録用紙(病院用) 施設名
区分

依頼 各病院患者ID 患者氏名 性別 年齢 発行元 担当薬剤師 発行年月日 受領施設名 受領年月日 連絡

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

備考
患者情報 発行情報 受領情報
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薬薬連携情報交換記録用紙(病院用) 施設名 総合医療センター
区分

依頼 各病院患者ID 患者氏名 性別 年齢 発行元 担当薬剤師 発行年月日 受領施設名 受領年月日 連絡

1 123456 長谷○　征○ 女 67 総合医療センター AA 4/3 ○○調剤薬局 4月17日 4月17日

2 ● 567890 土○　輝○ 男 77 ○○調剤薬局 BB 4/10 総合医療センター 4/10 4/10
一包化された持参薬の内容確認が
できた。

3
4
5

1) 施設名にご自分の病院名を書き入れてください。

2) 情報提供書を発行した場合に記載してください。
(上の例で長谷○征○さんの記入例)
①患者情報、発行情報を記載
②受領連絡があった日と薬局名を記載してください。
③病院の記録は後で何か追跡調査する場合のため自由に記載してください。

3) 病院から依頼して情報提供を受けた場合記載してください。
(上の例で土○輝○さんの記入例)
①区分依頼欄に印を付けて下さい。
②患者情報、発行情報を記載
③受け取ったら電話をすると共に受領情報を記載してください。
④受領して気づいたことを備考欄に記入してください。
⑤発行情報の担当薬剤師、発行年月日を記載してください。

備考
患者情報 発行情報 受領情報
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薬薬連携情報交換記録用紙(病院用) 施設名
区分

依頼 各病院患者ID 患者氏名 性別 年齢 発行元 担当薬剤師 発行年月日 受領施設名 受領年月日 連絡 入院日 退院日 退院処方日数 かかりつけ薬局 診療科 疾患名 主治医 患者住所
1 123456 長谷○　征○ 女 67 総合医療センター AA 4/3 ○○調剤薬局 4/17 4/17 3/23 4/7 14 ○○調剤薬局 腎臓科 慢性腎不全 ○○　○○ 岐阜市北一色3

2 ● 567890 土○　輝○ 男 77 ○○調剤薬局 BB 4/10 総合医療センター 4/10 4/10
一包化された持参薬の内容確認が
できた。

3
4
5

患者情報 発行情報 受領情報
備考

病院の記録
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