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福岡大学筑紫病院薬剤部／筑紫薬剤師会

地域に密着したプレアボイドに対する活動の推進

〜webアンケート作成ツールを用いた簡便なプレアボイド事例収集を目指して〜

2019年11月27日、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
（以下「薬機法」）の改正案
が成立し、薬剤師の役割に、調剤時に限らず必要に応じて患者さんの薬剤使用状況の把握や服薬指導を行わなければならない
こと、患者さんの使用薬剤の服用状況に関する情報を医師等に提供することなどが盛り込まれた。これは、地域医療提供体制
における薬剤師および保険薬局の機能向上を目的とし、その活躍を促すものである。福岡大学筑紫病院（福岡県筑紫野市・310
床）と筑紫薬剤師会では、この薬機法改正を見据えて2019年4月、共同で独自の「プレアボイド事例収集事業」を始動した。
その全容を紹介する。
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福岡大学筑紫 病院は、地 域医療支
援病院として以前より地域の医療機関
との連携強化に努めてきた。薬剤部で
も薬剤部長の今給黎修先生が筑紫薬
剤師会の副会長を務め、筑紫薬剤師会
と共催で研修会を実施している。そうし
た協力体 制の下、2019 年1月頃に筑
紫薬剤師会会長から共同によるプレア
ボイド事例収集の打診があった。
「日本病院薬剤師会では、以前より全
国の病院を対象としたプレアボイド事
例収集システムが整備されていますの
で、私たちは仕組みや改善点を把握し
ています。そこで筑紫薬剤師会の要請
に応え、独自のプレアボイド事例収集シ
ステムを構築するために薬剤部主任の
内山将伸先生を中心とするチームを編
成しました。大切なのは、多くの薬剤師
に継続してプレアボイド報告をしていた
だくことです。そのために入力に要する
負担を可能な限り軽減したツールの開
発に注力しました」と今給黎先生は振
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り返る。ツール開発においては、日本病
院薬剤師会をはじめ、数多くのプレアボ
イド事例収集の実例を分析し、報告内
容（項目）および入力方法について検討
を重ねた。
「情報集約して必要な内容を
検討する中で、記述式を極力避け選択
入力を重視しました。記述部分が多いと
時間がかかり、報告が滞る原因になる
からです」と内山先生。実際にツールを
作成した助教の中島章雄先生は「汎用
性が高く、webアンケート作成ツールと
しても活用されているGoogleフォーム
を用いることで、簡便な入力を実現し、
情報の収集・集計もしやすいツールに
なったと思います」
と胸を張る。
2019 年 3月には筑紫薬剤師会との
会合で、病院側からプレアボイド事例
収集の方法について説明を行った。出
席した筑紫薬剤師会常務理事の小塚
訓靖先生は、報告するためのツールの
使い勝手の良さに瞠目し
「私たちからは
投薬後の患者さんへのフォロー段階で
もプレアボイド報告が出ることを示唆し
た以外は、修正していただきたいところ

こ
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くに

やす
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はありませんでした」と語る。完成した
ツールは、将来を見据えてパソコンだけ
でなく、スマートフォンやタブレットによ
る入力も可能になっている。そうして
2019 年 4月1日より、福岡大学筑紫病
院を事務局として運用を開始した。

より多くのプレアボイド報告を
収集するための工夫
当事業では、報告数を増やすために
独自の方策がとられている。すなわちプ
レアボイドにあたるか否かの判断に個
人差があることから、報告されないプレ
アボイドが疑義照会の中に潜んでいる
ことを鑑み、疑義照会も入力してもらう
ことにした。その結果、報告された疑義
照会の3分の1が未然回避に相当した。
「6カ月間のプレアボイド報告を集計し
たところ、515 件のうち、重篤化回避と
して報告されたものが4 件、未然回避
が143 件、疑義照会が 368 件でした。
私たちが疑義照会を分析したところ、
未然回避が136 件、原疾 患 悪 化の可
能性が 200 件、それ以外が 32 件あり

ました。プレアボイドは従来、副作用に
対する未然回避、重篤化回避を扱って
きましたが、最近では投与量の不足に
よって効果不十分となり、原疾患が悪
化するケースも含めるようになりまし
た。従って、患者さんの健康被害に関
係ないと思われる疑 義照会はたった
32 件ということになります」と今給黎
先生は、疑義照会の情報の重要性を強
調する。
一方で運用 6カ月後に顧客満足度調
査（CS 調査）の手法を取り入れたアン
ケートを実施し、ツールに対する評価を
行った。分析法について内山先生は次
のように語る。
「5 段階で評 価してもら
い、縦軸を満足度、横軸を重要度とし、
4 象限に分類したグラフを作成しまし
た。第1象限は満足度、重要度ともに高
いもので重要維持項目、第 2 象限は、
満足度は高いが重要度が低いもので維
持項目、第 3 象限は満足度、重要度と
もに低いもので改善検討項目、第 4 象
限は満足度が低く、重要度が高いもの
で要改善項目になります」
。グラフでは、
先生方が最も重視する設問①
『操作の
簡便性について』
は評価が高く、第1象
限に位置し、第 4 象限の改善を要する
項目も中央に近いところに集まってい
る（資 料1）
。
「重要 度が 高く評 価が低
かった設問⑨
「介入前の処方内容の設
定」と設問⑩
「介入後の処方内容の設
定」は、記述 式の項目です。しかし、薬

剤名などは記述してもらうほかありませ
ん。私たちは、操作の簡便性が第1象限
にあることに満足しています」
と今給黎
先生は話す。内山先生は
「アンケートに
よると入力時間は 5 分以内が約 70％、
10分以内が約90％で、簡便性を物語っ
ています。また入力した薬剤師のキャリ
アは10 年未満の方 22.3％、10 年以上
の方 77.7%で、若い方も少なくありませ
んでした」と評価する（資料 2）
。ツール
の操作性の良さが確認された今、課題
は新規の参加者を増やすことである。

検討会を実施し薬剤師のスキルアップ
を図っていく予定です。こうした取り組
みが、地域医療の質の向上につながれ
ば、地域医療支援病院としての使命を
果たせると考えています。さらに私たち
の活動が好事例となり、地域に密着し
たプレアボイドに対する活動が全国に
広がることを願っています」
。
一方、内山先生と中島先生は情報活
用の課題にフォーカスする。
「プレアボ
イドは生きた教材ですので、事例を活
用して教育ツールを作成できればと思
います」
（内 山 先 生）
「今 後、投 薬 後 の
情報活用と活動の拡大を目指して
フォローアップ時のプレアボイド事例
2019 年 4月1日の時点での筑 紫薬
が増えてきたとき、その事例を抽出し、
剤師会の会員が所属する160 施設のう
情報共有することは業務の推進と質の
ち、2020 年 2月までに約 3 分の1の施
向上に役 立つのではないでしょうか」
設からプレアボイド報告があった。小塚 （中島先生）また小塚先生も薬機法改
先生は「他地域のプレアボイド報告状
正を鑑み、投薬後のフォローアップ活動
況と比較すると、初年度で全体の 3 分
の広がりに期待しつつ、
「プレアボイド
の1の施設が参加していることは平均
事例収集は、私たち薬剤師の業務の見
以上であり、評価できると思います。処
える化にもつながりますので活性化に
方箋が偏りがちな保険薬局にとっては、 努力したいと思います」
と意欲をみせる。
扱う機会の少ない薬の知識を得るのに
すでに先生方は、次なるステップとし
役立ちますので、報告数が増えること
て、日本薬剤師会雑誌への論文発 表
が重要だと考えています」
と語る。
（in Press）
など、これまでの成果を全国
当初より、研修会等の機会をとらえ
に発信する取り組みを始めている。こう
てはプレアボイド報告の啓発を行って
したプレアボイドに対する活動が広がれ
きた今給黎先生は、今後の展望につい
ば、地域における薬剤師・保険薬局の
て次のように語る。
「継続するには、保
機能の向上へとつながるに違いない。
険薬局に対するメリットを明確にするこ
とが重要ですので、定例会などで症例

資料1 ツールの操作性および各項目の設定についての
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相関係数偏差値（重要度）
設問① 操作の簡便性について
設問② 入力における所要時間について
設問③ スマートフォンでも入力可能な点について
設問④ 報告に｢疑義照会｣を追加したことについて
設問⑤ ｢事例発見時の担当業務｣の選択肢の設定について
設問⑥ ｢情報発端｣の選択肢の設定について
設問⑦「原因｣の選択肢の設定について
設問⑧「原因｣において｢②検査値異常｣を選択した場合の検査項目( 肝機能､INR､カリウム､血算､その他 ) について
設問⑨「介入前の処方内容｣の設定について
設問⑩「介入後の処方内容｣の設定について
設問⑪「介入後の対応｣の選択肢の設定について
設問⑫「副作用発見者｣の選択肢の設定について
設問⑬「事例発見時の業務｣の選択肢の設定について
設問⑭「情報発端｣の選択肢の設定について
設問⑮「情報発端｣で｢検査値異常｣を選択した場合の検査項目 ( 肝機能､INR､カリウム､血算､その他 ) について
設問⑯「副作用発現時期｣の選択肢の設定について
設問⑰「転帰｣の選択肢の設定について
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