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香川県立中央病院 薬剤部

薬薬連携体制の構築と保険薬局の機能強化で
シームレスな薬物療法の実現をめざす
〜双方向の情報交換がキーポイント〜

現在、国策として、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目処に、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続
けられるよう、地域包括ケアシステムの構築が推進されている。香川県立中央病院
（香川県高松市・533床）
薬剤部は、薬薬連携研
修会の開催、院外処方箋における疑義照会簡略化プロトコルの運用や検査値の表示、服薬情報提供書の活用等を介して薬薬連
携を進めている。さらに地域サポート薬剤師育成のための研修会を開催し、保険薬局の機能強化にも尽力している。その基本姿
勢である 病院薬剤師からの積極的な情報提供 が保険薬局薬剤師から高く評価されている同院の取り組みについて紹介する。
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保険薬局薬剤師からの意見を踏まえ
薬薬連携のあり方を模索

照会に多くの時間と労力を要してストレ

院と薬剤師会の間でプロトコルを合意

スを感じており、患者さんも待ち時間が

締結することにより、県内すべての会員

香川県立中央病院薬剤部は、地域包

長くなるなど不利益を被っているとの意

薬局で適用可能となる」
との考えが示さ

括ケアシステムの構築に不可欠な薬薬

見が出た。一方、院内では働き方改革を

れ、両者で協議の上、プロトコルの策定

連携体制作りに力を入れており、2011年

進めるなかで、院外処方箋の疑義照会

及び運用を進めていくことになった。主

から年2回、保険薬局薬剤師を対象にし

が医師への取り次ぎや診療の中断など

任の出口有佳理先生は
「2010年の厚生

た薬薬連携研修会を開催してきた。当初

により外来スタッフの負担になっている

労働省医政局長通知を踏まえ、薬剤師

は最新の薬物治療について同院の医師

という声が挙がっていた。そこで、薬薬連

は事前に作成・合意されたプロトコルに

と薬剤師が講義を行う一方向の研修会

携体制を強化し、
『院外処方箋における

基づけば、専門的知見の活用を通じて、

だった。しかし、数年前より講義終了後

疑義照会の簡略化プロトコル』
（以下、

薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期

に病院薬剤師と保険薬局薬剤師でグ

プロトコル）
や
『服薬情報提供書
（トレー

間などの変更に積極的に関わることが

ループディスカッションを行い、双方向

シングレポート）
』
に取り組むことにより、

推奨されています。そのため、すでに報告

で情報や意見を交換する時間を設けた

医療従事者、患者さんいずれの負担も軽

されている先行例を参考に、薬剤部でプ

ところ、保険薬局薬剤師から好評を得

減することをめざした。

ロトコルの叩き台を作成し、2019年1月

た。薬剤部長の安部浩美先生は
「病院薬
剤師も、保険薬局薬剤師が業務を行う
にあたり何に困っているのか、病院に何
を望んでいるのかを把握した上で、薬薬
連携を強化していくことが大切だと知る
ことができました」
と話す。
研修会の中で保険薬局薬剤師は疑義

7 Pharma Scope

Vol.32

より薬剤師会と協議を重ねました」
と振

患者さんにも医療従事者にも
メリットとなる薬薬連携体制をめざす

り返る。
最終的に、麻薬、抗がん剤に関する事

プロトコルについては
「病院だけで一

項や変更により価格が上がる場合を除

方的に決めてはいけない」
と考え、香川

いて、
①成分が同一の先発医薬品銘柄

県薬剤師会
（以下、薬剤師会）
会長に安

変更、
②成分が同一の内用剤の剤形変

部先生から相談した。会長から
「県立病

更、
③別規格製剤がある内用剤の規格

変更、
④軟膏など外用剤の規格変更、
⑤

剤師が見極め迅速に処方医に伝えるとと

レーシングレポートは少ない。副主幹の

処方日数の適正化
（短縮）
の5項目で電

もに、保険薬局薬剤師にもフィードバッ

寶田繁基先生は
「香川県が2019年度か

話による疑義照会を省略可能とし、変更

クすることで薬物療法の安全性を担保し

ら3年計画で立ち上げた
『病院・薬局・

内容は疑義照会連絡票を用いて処方医

ています」
と話す。

地域がつながる連携体制構築事業』
（資

にフィードバックすることとなった
（資料

疑義照会のほかに、保険薬局薬剤師

料2）
に当院も参加することが決まったた

1）
。2019年6月に同院と薬剤師会でプ

は、患者さんから病名や検査値など十分

め、私たちは連携する地域の保険薬局と

ロトコルを合意締結し、その内容を同院

な情報が得られない中、処方箋1枚の情

協力し
『抗がん剤・検査値に関する地域

ホームページや薬薬連携研修会、薬剤

報から処方意図を推察した上で、処方を

サポート薬剤師の育成』
に取り組むこと

師会会報誌などで周知。7月からプロト

監査し、服薬指導を行わなければならな

にしました」
と話す。近隣の保険薬局3

コルの運用を開始した。

い。そこで、同院の医薬品安全管理委員

施設から10名の薬剤師が参加し、初年

開始後3 ヶ月間の疑義照会件数は、報

会において医師、薬剤師が中心となって

度は同院の薬剤師らが具体的な事例を

告の徹底により増加傾向がみられたが

検討し、2019年5月から、保険薬局薬剤

交えながら3回シリーズの研修会と1回

プロトコル適用割合は約20％で、うち内

師が服薬指導や副作用の早期発見に利

の実務研修を行った。研修後のアンケー

用剤の規格・剤形変更が半数以上を占

活用できる事を目的に検査値を院外処

トには
「検査値の見方が分かり、服薬指

めていた。安部先生は一定数の簡略化を

方箋に表示することにした。

導や疑義照会に役立った」
など、研修会

評 価しており、保険薬局薬剤師からは

表示する検査値は薬物療法と関連性

「疑義照会に対するストレスが緩和され

が高い14項目とし、直近30日以内の最

た」
との声が寄せられている。また、プロ

新データとした。また、検査値は医師の

「病院薬剤師から保険薬局薬剤師に積

トコルの運用開始を機に、プロトコル適

裁量により個々の患者さんで表示の有

極的に情報を発信することにより、保険

用可否に関わらず、疑義照会の情報すべ

無を選択でき、患者さんが保険薬局に提

薬局薬剤師から率直な意見をいただけ

てを薬剤部で一元管理することにした。

示を希望しない場合には表示部分を処

るようになり、これまで気づいていなかっ

「病院薬剤師が疑義照会により変更され

方箋から切り離せる。保険薬局薬剤師か

た薬薬連携のあり方が見えてきました」

た内容について代行修正を確実に行うこ

らはコミュニケーションがとりやすくなっ

と安部先生。最近では、
『おくすり手帳』

とは、それ以降の疑義照会の減少や医

たなど評判は良く、患者さんの受け入れ

を介して、病院薬剤師から保険薬局薬

療安全の向上に繋がると考えています」

も良好だ。中島先生は
「保険薬局薬剤師

剤師に対して、入院中の薬物療法により

と出口先生は付け加えた。

が検 査 値から薬効や服薬状況を推測

生じた副作用やアレルギー等の情報提

2019年5月からは、トレーシングレ

し、患者さんとのより深いコミュニケー

供件数の増加に取り組んでいる。同院は

ポートも薬剤部で一括して集約し、病院

ションにより、患者さんの薬物療法に対

2021年3月に地域包括ケアシステムの

薬剤師から処方医へ必要な情報をフィー

する理解が深まり、アドヒアランスが高

要となる入退院支援センターを開設予定

ドバックする方法で運 用を始めた。ト

まることを期待しています」
と話す。

だ。それらを踏まえ、薬薬連携体制の強

レーシングレポートでは、保険薬局薬剤

保険薬局の機能強化に向けた
人材育成にも着手
病院から積極的に情報を発信

判断した即時性の低い情報を取り扱う。
しかし、
「その中には緊急を要する、情報

意気込んでいる。

が含まれていることもあります」
と主任の

ただし、今のところ、保険薬局薬剤師

中島彰子先生は指摘し、
「それを病院薬

から検査値を参考にした疑義照会やト
資料2 病院・薬局・地域がつながる連携体制構築事業
（香川県、3年間）

資料1 プロトコル運用フローチャート
保険薬局

当院の院外処方せんを受け取る
変更調剤が必要

処方医へ疑義照会（TEL）

プロトコルに
該当する内容

変更調剤実施
変更内容についてFAX送信

いるという。

固な基盤を作り上げると安部先生たちは

師が処方医に報告することが望ましいと

プロトコルに
該当しない内容

の実施者として嬉しいコメントが並んで

疑義照会連絡票
※後発品・一般名処方
については送付は
初回のみで可

地域サポート薬剤師（仮称）の育成事業
香川大学医学部附属病院、香川県立中央病院、高松赤十字病院、香川労災病院、三
豊総合病院各々と連携する地域の薬局において、地域の実情に応じた「地域サポー
ト薬剤師」を育成し、今年度若しくは次年度以降、地域サポート薬剤師が専門性を
発揮し、病院・薬局・地域をつなげ、患者のために、一元的・継続的な薬物療法等
を提供する体制を構築するモデル事業

香川県立中央病院と連携する地域の薬局／抗がん剤、検査値等に関する
地域サポート薬剤師の育成
2019年度プログラム
検査値について

FAXを受け取り、内容を確認

病院（薬剤師）

変更内容を処方医へフィードバックする
（カルテへ記載）
香川県立中央病院

薬剤部提供資料

抗がん剤について

第1回

院外処方箋の検査値の見方

抗がん剤のレジメン管理

第2回

生化学検査（特に腎機能）

内服薬と注射薬の併用レジメン

第3回

症例に学ぶ検査値の見方

副作用対策、支持療法

◎第2回研修会開催前に現場研修

香川県立中央病院

薬剤部提供資料
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