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ファーマスコープは病院、
保険薬局で輝く薬剤師の声をお届けする情報誌です。
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地方独立行政法人 市立大津市民病院

多職種連携によるチーム医療の実践で
糖尿病患者・家族の療養生活を支援
〜院内での組織横断的活動を地域へ波及〜

糖尿病の療養指導において、食事・運動療法はもちろん、薬物療法、血糖自己測定、フットケア、合併症検査、メンタルヘルス
など、多職種連携によるチーム医療が欠かせない。兼ねてから多職種連携による糖尿病チーム医療に取り組んできた市立大津市
民病院（滋賀県大津市・439床）では、2013年にチーム名を Team Compass と定め、院内のみならず院外との多職種連携を
推進し、地域全体で糖尿病患者さん・家族の療養生活を支援している。Team Compassの活動を通じて、糖尿病の療養指導を
支えるチーム医療のあり方を紹介する。
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さんや外来患者さんを対象にした糖尿病

治医や病棟看護師・薬剤師とともに共

チームミーティング
（月1回）
、チーム回診

有し、糖尿病の療養指導のより良い方向

市立大津市民病院では、2013年に多

（週1回）
、糖尿病教育入院
（5日間プログ

性を検討する組織横断的なチーム回診

職種連携により糖尿病診療を行ってい

ラム；月1回）
、糖尿病透析予防指導、フッ

を始めることにしました」
と糖尿病・内分

た医療チームに、 Team Compass と名

トケア外来、糖尿病療養相談外来などを

泌内科医長の峠岡佑典先生は話す。そ

称を定めた。その背景について、糖尿病・

実施。また、地域においては、市立大津

の結果、糖尿病患者さんは、どの病棟に

内分泌内科診療部長の石井通予先生は、

市民病院大学公開講座
『糖尿病110番』

入院しても、適切なサポートを受けること

「約30年前に糖尿病のチーム医療を始

や大津市の保健師と協働による糖尿病

が可能となり、良好な血糖コントロール

めた当初は、医師、看護師、薬剤師など

出前講座、大津市主催のおおつ健康フェ

を保ちながら退院することが可能となっ

による限られた職種の少人数のチームで

スティバル、患者会主催の滋賀県糖尿病

ている。

した。その後、チーム医療の輪が広が

協会患者会ウォークラリーへの参加など

また、退院後も、糖尿病透析予防指導

り、管理栄養士や理学療法士、臨床検

多岐に渡る。これらの取り組みを行うこ

や糖尿病療養相談外来など、多職種連

査技師、公認心理師、歯科衛生士、事務

とで、チーム内の結束もより強まり、糖

携による充実した外来指導体制は、血

職員など多岐にわたるスタッフが糖尿病

尿病の療養指導への貢献をめざした活

糖コントロールの維持に繋がっており

診療に関わるようになり、チームとして

動の成果が着実に現れているという。

（図1）
、石井先生は
「医師とともに多くの

同じ目的を持ち活動ができるよう、一体

また、併存疾患として糖尿病を罹患し

専門職にサポートされていると実感する

感を高めるためにチーム名を定めること

ている患者さんが、院内の各病棟に入院

ことで、患者さんが前向きに糖尿病療養

にしました」
と説明する。

していることを考慮し、
「Team Compass

に取り組むようになったからではないか」

現 在 のTeam Compassの 主 な 活 動

が各病棟において解決すべき課題のあ

とチーム医療における患者さんへの貢

は、院内においては、糖尿病の入院患者

る糖尿病合併患者についての情報を、主

献を示唆した。
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CDE/LCDE薬剤師を中心に
糖尿病薬物療法の
安全性・有効性に寄与

目的で入院してきた患者さんのうち、高

LCDE薬剤師育成と薬薬連携で
地域の糖尿病診療への貢献めざす

血糖や血糖値が上昇するような治療が

「院 内ではTeam Compassという糖尿

予定されていれば、抗がん剤レジメンや

病チーム医療の基盤が、糖尿病診療の

ステロイド投与時期など主科の薬物療

底上げに貢献したと考えています。今後

法の情報を糖尿病専門医に提供し、適

は、院内の成果を地域に波及させてい

切な治 療 方 針が 決 定できるようにサ

きます」
と意気込む石井先生。現在、同

ポートしている。石井先生は、
「入院 患

院内科に通院している糖尿病患者さん

者さんの病態が複 雑化している昨今、

は約1,400名であり、退院後、かかりつ

組織横断的に治療内容を熟知し、絶食

け医に逆紹介した患者さんも少なくな

時期や退院後に自宅でインスリン注射

い。糖尿病診療は薬物療法が大きなウ

を続けられるのかなど、薬剤師からの患

エイトを占めることを考慮すれば、地域

者情報なしに、糖尿病の治療方針を決

での多職種連携、中でも薬薬連携によ

めることはできません」
と評価する。

る糖尿病診療の底上げは喫緊の課題と

診では、がんや炎症性疾患などの治療

このような中、薬剤師は糖尿病チーム
医療が始まった当初より積極的に関わ
り、安全かつ有効な糖尿病の薬物治療を
推進している。薬剤部薬剤長の中山英夫
先生は
「医療安全については、ヒューマ
ンエラーを最小限に抑えることを目的
に、薬剤部で様々な取り組みを行ってい
ます」と話す。その一つとして2014年か
ら、医薬品に表示されたバーコードを利
用して医薬品の取り違えをチェックする
調剤過誤防止システムを構築・稼働さ
せている。
「例えば糖尿病の治療には、
作用機序の異なる薬剤や、配合薬、後
発医薬品など、様々な薬剤が処方され、
腎機能等の確認が必要な薬剤も含まれ
ています。そのため、医薬品の取り違え
や投与量の間違いなどヒューマンエラー
が起こりやすいのですが、システム稼働
後の調剤過誤はほぼゼロになっていま
す」と中山先生。
こうした薬剤部の医療安全対策に加
え、Team Compassでは、糖尿病チーム
医療に携わって18年、日本/滋賀県糖
尿病療養指導士（以下、CDE/LCDEと
記載）
の資格を有する薬剤部副薬剤長
の早川太朗先生を中心にLCDE有資格
の薬剤師らが活躍している。峠岡先生
によれば、薬剤師は、CDE/LCDEの取
得をきっかけに、患者さんの生活背景を
加味した服薬指導や治療薬の調整を行
うとともに、療養相談やセルフケア、エ
ンパワーメントにも深く関わるように
なって来ているとのこと。

こうしたことを踏まえ、中山先 生は
「薬剤部では各病棟の薬剤師に糖尿病

これまでも地 域の 保険薬局薬剤師

の知識を深めてもらうため、LCDEの資

を対象に糖尿病出前講座を開催してき

格取得をサポートしています」
と付け加

たが、2017年からは病薬連携セミナー

えた。現在、同院には早川先生を含め

を年1回のペースで開始し、石井先生、

LCDE有資格の薬剤師が5名在籍してい

峠岡先生、早川先生などが講師となり、

る。こうした薬剤師が糖尿病チーム医療

糖尿病の最新の話題をテーマに講演を

で専門性を発揮するとともに、バーコー

行っており、滋賀県全域から多くの保険

ド認証による調剤過誤防止システムの

薬 局薬 剤 師が参 加し知 見を深めてい

稼働などが相加効果を生み、2014年以

る。中山先生は、
「病薬連携セミナーを

降、インスリンエラーが大きく減っている

定期的に実施することで、顔の見える

（図2）
。さらに、CDE/LCDEの活動を促

関係を構築するとともに、一人でも多く

進し、モチベーションを維持・向上させる

の保険薬局薬剤師が糖尿病診療に興

目的で、2018年に病院組織委員会とし

味を持ち、LCDEの取得をめざしてもら

てCDE/LCDE有資格者の看護師、薬剤

えるように頑張りたい」
と話す。

師、管理栄養士、臨床検査技師を主軸と

大津エリアのLCDEは2019年4月1日

した
『CDE委員会』
を石井先生の主導で

現在で175名、うち薬剤師は16名で、そ

設立した。現在、同委員会は、さらなるイ

の中の5名が同院薬剤師。地域のLCDE

ンスリンエラーの低減をはじめ糖尿病関

薬剤師はまだまだ少ないが、今後、Team

連のインシデント防止をめざした取り組

Compassの牽引によりLCDE薬剤師同

みに着手している。

士の薬薬連携システムが構築すれば、
地域の糖尿病診療の質は確実に向上す

また、チームミーティングやチーム回
図1

るだろう。

多職種チーム介入による血糖コントロール
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独立行政法人 地域医療機能推進機構（JCHO）星ヶ丘医療センター 薬剤部

集中治療・救急医療領域における薬物療法の適正化に貢献

〜コミュニケーション能力と問題解決能力を磨き薬学的視点からチーム医療に貢献〜
集中治療・救急医療領域は緊急度や重症度が高く、病態が多岐にわたることから、外科的介入や薬物療法等を的確かつ安
全、迅速に行わなければならない。そのため多職種連携によるチーム医療は不可欠で、薬剤師には薬物療法適正化への貢献
が求められている。北河内医療圏（7都市、116万人）における急性期医療の中核病院である星ヶ丘医療センター（大阪府枚方
市・580床）は、10年以上前から一般病棟のみならず、集中治療室（ICU）、脳卒中治療室（SCU）に担当薬剤師を配置し、医
療の質を向上させてきた。その経緯と活動の実際について、集中治療・救急医療領域における薬剤師の現状を踏まえた上で
紹介する。
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おいても薬剤師がチーム医療に関わる

定薬剤師資格を有する主任の福田裕子

体制が整えられた。日本病院薬剤師会

先生をリーダーとして、次世代の育成を

の病院薬剤部門の現状調査によると、

兼ねて若手薬剤師3名の計4名を専任

従来、医薬品の適正使用に関わる業務

ICU等を有 する施 設 のうち薬 剤 師が

薬剤師として配置し、ICUは福田先生

の多くは医師が担っていた。しかし、医

ICU関 連 業 務 に関 与している施 設は

が兼任する体制をとっている。

療の高度化や、病態が複 雑化する中、

2018年 に70.5%となり、その 中で 専

医薬品管理について、福田先生は「一

これらの領域においても多職種による

従・専任の薬剤師は43.5％を占めてお

般 病棟に比べてICU、SCU・脳卒中セ

チーム医療の実践が重要視されるよう

り、救急認定薬剤師取得者も2019年

ンターで使用する医薬品は多岐にわた

になり、
「薬剤師が薬物療法の適正化

12月末現在、247名に及んでいる※。

ります。そのため、医薬品の配置や在庫

集中治療・救急医療領域において、

に貢献することが強く望まれるようにな
りました」と薬剤部長の辻川正彦先生
は振り返る。

管理、取り間違えなどのリスクを避ける

10年以上前からICU、SCUで
薬剤師が薬物療法適正化を推進

ため、SCU・脳卒中センターでは脳卒
中専門医と、ICUでは全診療科医師と

2010年に厚生労働省医政局長通知

星ヶ丘医療センターの薬剤部は、10

により、チーム医療における薬剤師の

年以上前からICU
（4床）
、SCU
（6床）
を

踏まえたうえで、医薬品の品目や数量、

取り組むべき業務が示され、2011年に

含む脳卒中センター
（38床）
に担当薬

配置場所等を管理しています」
と説明す

は日本臨床救急医学会が救急認定薬

剤師を配置し、医薬品管理、薬剤情報

る。また、薬剤情報の提供と説明は、患

剤師制度を開始。診療報酬改定におい

の提供と説明、薬学的管理、多職種連

者さんや家族だけでなく、看護師やリハ

ても2012年に病棟薬剤業務実施加算

携・医療安全への貢献を通じて、薬物

ビリテーションスタッフにも行い、より

が新設され、2016年には病棟薬剤業

療法の適正化を推進してきた（資料1）
。

良い看護やリハビリテーションの実践

務実施加算2が新設されるなど、ICUに

現在、SCU・脳卒中センターに救急認

に繋げている。
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相談し、過去のデータや薬学的観点を

薬学的管理では、薬剤師が患者さん

評価するための採血タイミングの統一

果、薬剤師のチーム医療における薬物

や家族への初期面談や持参薬の確認

や、体重換算による用量調節が必要な

療法への関わりが広がり、さらなる信頼

を行い、必要に応じてかかりつけ薬局・

薬剤の希釈および投与方法を統一する

関係の構築へと繋がっていったという。

医療機関から薬歴、既往歴、アレルギー

など、医師らの要望も踏まえ様々な標準

歴などを迅速かつ正確に収集・評価し、

化を行っている
（資料2）
。そしてそれら

医師に提供することで診断や治療方針

標準化による迅速・的確な対応により、

の決定を支援している。その際、副作用

アクシデントやインシデントも減少する

今後、福田先生は自らの経験を踏ま

や薬物中毒など薬剤起因性疾患の可

など、医療の安全性にも繋がっている。

え、
「集中 治 療・救 急医療 領 域におい

集中治療・救急医療領域において
活躍できる薬剤師の育成に尽力

て、若手薬剤師がコミュニケーション能

能性や、緊急手 術に際して抗 凝固薬・

力や問題解決能力を高められる環境を

えている。また、投与薬剤の選択、投与

医師や看護師と情報を共有し
まずは目の前の問題を1つずつ解決

量の設定のほか、患者さん個々の状態

ただし、ここに至るまでの道のりは決

す後 進を一人でも多く育成していきた

に応じて投与経路や投与禁忌、薬剤間

して平坦ではなかった。副薬剤部長の

の併用注意や配合変化などを考慮し、

中藏伊知郎先生や福田先生が集中治

最適な投与方法（剤型、経路、時間、間

療・救急医療領域に関わり始めた頃は、

の関わり方や業務内容は、各医療機関

隔、速度など）も医師に提案を行ってい

薬剤師の業務は患者さんや家族への薬

の機能や運営体制、人員配置などによ

剤情報提供や服薬指導が中心であり、

りさまざまであり、扱う病態や薬物療法

抗血小板薬服用の有無なども医師に伝

る。福田先 生は「集中 治 療・救 急医療

整え、救急認定薬剤師資格取得をめざ
い」
と意気込む。
集中治療・救急医療領域への薬剤師

の現場では、複数の注射剤を1ルートか

「意識のない患者さんもおられる集中治

が多岐にわたるため、薬剤師には幅広

ら投与することがあるため、配合変化に

療・救急医療において、薬剤師は何が

い薬の知識とともに、各領域に対する

よるリスクを回避する投与設計を心がけ

できるのかを問われている毎日でした」

高度な専門 性が求められる。
「集中治

ています」と話す。

と中藏先生は当時の胸の内を明かす。

療・救急医療領域に関わる薬剤師は増

さらに福田先生らはICUやSCUでの

そのような中、福田先生は
「ICUやSCU

えており、今後はそれらの人材に対する

多職種カンファレンスや、勉強会にも積

から転床される患者さんの継続薬に関し

教育環境のさらなる整備を進めていく

極的に参加し、多職種連携を深めてい

て、薬歴や持参薬から入院前の服薬ア

必要があります」
と副薬剤部長の北澤

る。また、ICUやSCU・脳卒中センター

ドヒアランスや患者さんの状態
（脳卒中

文章先生は指摘する。そのために、
「薬

での薬剤インシデントについては、医療

後遺症による嚥下障害、麻痺など）
を考

剤師が薬物療法適正化や医療安全の

チームで原因を究明し改善策を検討す

慮した上で、服薬可能な処方設計を医

向上に貢献できることを広く一般に周知

るなど、薬物療法適正化に向けた医療

師に提案するところからチーム医療に

するとともに、医療チームや患者さんか

安全対策にも留意している。その1つと

関わり始めました」
と話す。また、福田

ら求められる職種となるよう、病院薬剤

して、福田先 生らICU・SCU担当薬剤

先生は、医師や看護師等、多職 種とコ

師そのものの充足もはかっていきたい」

師が不在の時間帯であっても、当直薬

ミュニケーションを深めることで、例え

と辻川先生。集中治療・救急医療領域

剤師や初療室の医師らが判断できるよ

ば、夜間せん妄や不安・興奮、排便コン

での薬剤師業務を牽引してきた同セン

う薬物療法の標準化を進めている。具

トロール困難など患者さんの抱える課

ターのチャレンジはこれからも続く。

体的には、抗凝固薬ごとに適切な中和

題を見出し、それらに対する薬学的視

薬とその用法用量を取り決め、適切に

点から解決策を提案したという。その結

資料1 ICU・SCU担当薬剤師の役割と実践
医薬品管理

薬剤情報の
提供と説明
患者さん・家族

看護師

ICU・SCUに
必要な薬剤・
数量を把握
→配置および
管理

●効果・副作用、
使用上の注意
事項を提供
●具体的な観察
項目の提案

リハビリテーション
スタッフ
●循環器用薬に
ついての情報
提供
●リハビリテー
ションと薬剤
投与
（鎮痛薬・
制吐薬）
のタイ
ミングを検討

資料2 ICU・SCUにおける薬物療法の標準化への取り組み

薬学的管理

多職種連携・
医療安全への貢献

患者さんの
情報収集と評価

多職種カンファ
レンスへの参加

●既往歴、副作用、
アレルギー歴、
投薬状況
●薬剤起因性疾患
の検索

●I C U：1日1回開催
SCU：週2回開催

投与医薬品の
確認と評価
●適切な剤型・臓
器障害に応じた
用量を提案
●注射薬配合変化
の確認
●効果・副作用
モニタリング
●投与設計への参画

JCHO星ヶ丘医療センター

研修会の開催

●脳卒中合同勉強会
2か月に1回開催

医療安全への介入
●薬剤インシデント
について多職種で
振り返り
●薬剤関連のエラー
の現状把握
●薬物療法標準化の
取り組みなど

抗凝固薬の中和薬とその対処方法の統一
●抗凝固薬ごとに適切な中和薬とその用法用量を取り決め、凝固能を適切に評価するための
採血タイミングを統一

薬剤希釈方法の統一
●循環器用薬、抗てんかん薬などの希釈が必要な薬剤や体重によって用量調節が必要な薬剤の
希釈および投与方法を統一
●電子カルテにセット処方を設定し、処方オーダーを簡略化

配合変化表の作成
●ICUで頻用される注射薬の配合変化データの一覧を作成

手術・検査時の投薬確認チェックシートの作成
●手術・検査時の休薬が必要な抗血栓薬、糖尿病薬、降圧薬の投薬歴を瞬時に管理できる
チェックシートを作成

人工呼吸器装着中の鎮静・鎮痛のプロトコールの作成
●鎮痛薬、鎮静薬の薬剤選択と開始用量および用量調節方法を統一
●鎮静深度の評価方法や薬剤の副作用を明確化

薬剤部提供資料

※日本病院薬剤師会雑誌55-12:1373-1423, 2019

JCHO星ヶ丘医療センター

薬剤部提供資料

平成30年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告より
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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。

福岡大学筑紫病院
薬剤部 薬剤部長・教授
いま きゅう れ

おさむ

今給黎 修

福岡大学筑紫病院
薬剤部 主任
うち

先生

やま

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

Vol.32

のぶ

内山 将伸

プレアボイド事例収集システム構築
の経緯
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まさ

福岡大学筑紫病院
薬剤部 助教
なか しま

先生

あき

一般社団法人筑紫薬剤師会
常務理事 わんぱく薬局

お

中島 章雄

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

先生

づか

くに

やす

小塚 訓靖

先生

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

満足度と重要度の相関

80

満足率偏差値︵満足度︶

70

アンケート回答者５４名

設問④

維持項目
（第 2 象限）

n=1（1.9%） n=2（3.7%）
n=3（5.6%）

3分以内

設問①

n=13
（24.1%）

設問⑫
設問⑧

50

設問⑥

30

設問⑬

設問⑪

40

n=12
（22.2%）

設問⑤
設問⑩
設問⑨
設問⑯

設問⑰ 設問⑮

改善検討項目
（第 3 象限）
20

設問⑭

設問⑦

設問③

40

20

重要維持項目
（第1象限）

設問②

60

30

資料2 1件あたりのプレアボイド入力に要する時間

50

6〜10分
11〜15分

}

}

66.7%

88.9%

16〜20分
要改善項目
（第 4 象限）

60

4〜5分

70

80

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

福岡大学筑紫病院 薬剤部 今給黎先生提供資料

n=23
（42.6%）

21〜30分

アンケート回答者の薬剤師としての経験年数
アンケート回答者５４名

n=3（5.6%）
n=3（5.6%）

n=13
（24.1%）

n=20
（37.0%）

3年未満
n=6
（11.1%）

3〜6年未満

n=9
（16.7%）

10〜15年未満

6〜10年未満
15〜25年未満
25年以上

}
}

22.2%

77.8%
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取材日：2020年1月23日

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。

薬剤部
薬剤部長
あ

べ

薬剤部
副主幹
（現 副薬剤部長）
ひろ

み

安部 浩美

たから だ

先生

しげ

き

寶田 繁基

薬剤部
主任
（現 副主幹）
なか しま

先生

あき

薬剤部
主任

こ

中島 彰子

で

ぐち

ゆ

か

り

出口 有佳理

先生

先生

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
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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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取材日：2020年2月4日

杏林大学医学部付属病院

糖尿病療養支援チームで取り組む
妊娠糖尿病へのサポート
〜産科と役割分担し質の高い医療を実践〜

杏林大学医学部付属病院（東京都三鷹市1153床）の糖尿病療養支援チームは、妊娠糖尿病の妊婦さんへの情報提供や支援
対策を充実させるために、数年前から薬剤師が橋渡し役となり、妊婦さんや産科病棟のニーズを組み込み、妊娠期・周産期・産
後のサポート体制を作り上げてきた。同チームの事例を通し、妊娠糖尿病に対する糖尿病療養支援チームのかかわり方につい
て紹介する。

糖尿病・内分泌・代謝内科
講師
こん どう

たく

ま

近藤 琢磨

こ

先生

ばやし

東京多摩地区唯一の特定機能病院と
して高度医療を担う杏林大学医学部付属
病院は、 チームワークによる質の高い医
療の実践 を基本方針の第一に掲げ、職
種や診療科にとらわれないチーム医療の
推進に力を入れてきた。院内では、さまざ
まな医療チームが活動しており、2005年
10月に全国の医療機関に先駆けて組織
された
「糖尿病療養支援チーム」
もその
一つだ。医師、看護師、薬剤師、管理栄
養士、助産師、臨床検査技師、理学療法
士が、糖尿病療養指導士の知識をベース
に、それぞれの専門性を生かしながら、
有機的に連携し、糖尿病患者さんの療
養生活を支える。
近年、同チームが注力してきたのが
「糖
尿病性腎症の予防」
と
「妊娠糖尿病の支
援」
だ。とりわけ妊娠糖尿病へのサポート
にはいち早く取り組んできた。妊娠糖尿
病は全妊婦の12％に発症し1）、高齢出産
の増加に伴い、今後さらに増加することが

Vol.32

よう

こ

小林 庸子

産科病棟で経験してきた
妊婦の不安が支援の契機に
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看護部
看護師

薬剤部
科長

しも

先生

栄養部
管理栄養士

だ

下田 ゆかり

予測されている。妊婦が高血糖になると
妊娠高血圧症候群や羊水量の異常など
が起こりやすくなるほか、胎児にも流産や
形態異常、巨大児、心臓肥大、低血糖など
のリスクが発生するため、妊娠糖尿病に
対して食事療法やインスリン注射による
厳密な血糖コントロールが必要となる。そ
のため、同大学 病院においても産科で
75g OGTT
（ブドウ糖負荷試験）
を行い、
異常が見つかると糖尿病・内分泌・代謝
内科に紹介される仕組みになっている。
ところが、
「両方の診療科で対応してい
るため、お互いに相手が対応していると
思い、妊娠糖尿病に対する情報提供とサ
ポートが十分ではなかったのです」
と糖
尿病専門医の近藤琢磨先生は打ち明け
る。そのことが判明したきっかけは、糖尿
病療養支援チームに所属する薬剤師の
小林庸子先生が産科病棟に配属された
ことだった。
「産科で使用される薬剤は限
られており、当初薬剤サポートへの期待
が薄いのではないかと考えていました。し
かし、配属されてみると妊娠糖尿病の妊

すず

さん

き

きぬ

よ

鈴木 絹世

さん

婦さんが意外に多く、解決しなければな
らない課題も多々あることに気づいたの
です」
と小林先生は振り返る。そして、
「産
科、糖尿病・内分泌・代謝内科合同チー
ム」
が発足し、妊娠糖尿病に対する本格
的なサポートを開始することになった。

合同カンファレンスを開催し
チーム全員で解決策を考える
この2年 間
（2018年1月〜2019年12
月）
のデータによると、糖尿病療養支援
チームが支援した妊婦は230名で、産科
で分娩した全妊婦
（1863人）
の12.3%を
占める。その大半は妊娠糖尿病の患者さ
ん
（211人）
だ。
産科から紹介された妊婦さんは、糖尿
病・内分泌・代謝内科の外来にて糖尿
病専門医による診察を受けた後、糖尿病
療養指導外来を受診する。ここでは糖尿
病療養指導士の資格を持つメディカルス
タッフ
（看護師、薬剤師、臨床検査技師、
管理栄養士）
が病状や血糖コントロール
の必要性、自己血糖測定法の手順などに

産科外来
妊娠初期・中期
75g OGTT
（ブドウ糖負荷試験）
糖代謝異常あり
糖尿病・内分泌・代謝内科
糖尿病専門医による病状・治療の説明
糖尿病療養指導外来
・病態に関する補足説明
・血糖自己測定の導入
産科と糖尿病・内分泌・代謝内科との併診
糖尿病療養指導外来
・療養上の困り事の相談・解決
・インスリン自己注射の導入
糖尿病・内分泌・代謝内科
入院後の連携指示書の入力
入院

入

糖尿病・内分泌・代謝内科

糖尿病・内分泌・代謝内科

併診が不要と判断

併診が必要と判断

産科病棟

産科病棟

産科医が連携指示書に基づき指示

糖尿病・内分泌・代謝内科が併診

出産

出産

院
中

糖尿病・内分泌・代謝内科 外来

糖尿病・内分泌・代謝内科

退院前に外来診療

併診医が外来担当医に申し送り

糖尿病・内分泌・代謝内科 外来
産科の1か月健診と同日に診察

退院後

糖尿病・内分泌・代謝内科
3か月以内に75g OGTT

外来

糖尿病療養支援チームでは、周産期の
診療体制と産後フォロー体制についても
整備し、より安全で質の高い糖尿病診療
の提供を目指している
（資料）
。
「この体
制づくりへの取り組みは、薬剤師が橋渡
し役となり、産科病棟のニーズを届けて
くれたことが大きいです」
と近藤先生は
振り返る。周産期体制においての特徴
は、妊娠糖尿病の状態に応じ、糖尿病専
門医が対応する妊婦さんと、産科医が対
応する妊婦さんを分けていることだ。ま
た、CSII
（持続皮下注入療法）
を行ってい

合併症が進んでいる
女性が非常に多いと
いう。
この状況を打開す
るために着目したのが
地域の保険薬局との
連 携だ。小 林先生が
理事を務める
「西東京
臨床 糖尿病 研究 会」
では糖尿病療養指導
士の資格更新のため
の研修を定期的に開
催しており、この研修
を活 用して、2019年
から保険薬局に対す
る妊娠糖尿病の啓発
活動に熱心に取り組
んで い る。
「健 康 サ
ポート薬局の創設に
伴い、検 体 測 定 室を
併設し、ヘモグロビン
A1cや血糖 値の測定
を実施している保険
薬局が徐々に増えつ
つあります。このよう
な機能を持つ保険薬
局には健康診断や医
療機関の受診につな
がる活動を期待してい
ます」
と糖 尿 病 療 養
支援チームのスタッフ
は口を揃える。

来

保険薬局への啓発に取り組み
産後フォロー体制にも注力

る妊婦さんが他施設で対処できず、緊急
そして、妊娠糖尿病のサポートに係る
で搬送されてきた場合に備え、分娩
（帝王
ことにより、他科の糖尿病患者さんたち
切開）
時の対応をマニュアル化し、当直医
へのサポートの重要性に気づいたチーム
とも共有して夜間でも安全に対処できる
が次に支援を検討しているのが小児科
よう体制を整備している。
だ。小児期は発達段階によって病気の特
一方、産後のフォロー体制については、 性が異なり、それに合わせた病状のコン
退院に向けての血糖管理の手順を細か
トロール、家庭や学校へのきめ細かいサ
く設定しているほか、日本糖尿病学会が
ポートが欠かせない。
「さまざまな専門性
推奨する産後３か月以内のOGTTに取り
を持ったスタッフが多角的にかかわる一
組む。
「妊娠糖尿病の妊婦さんは、そうで
方で、支援の谷間ができないよう、専門
ない妊婦さんに比べ、将来糖尿病になる
性を超え、糖尿病療養指導士として子ど
確率が7.43倍であると報告されていま
もたちの療養生活をどう支えていくのか
す2）。そのため、産後３か月以内の検査で
といった視点を持つことが大切です」
と
正常値を示していても、年に1回、健康診
小林先生。職種を超越した真のチーム医
断で血糖値を測定するよう促していま
療を実践するために、糖尿病療養支援
す」
と近藤先生。しかし、実際には日々の
チームの挑戦はこの先も続いていく。
子育てや家事が優先となり、健康診断が
後回しになったり、高血糖状態が続いて
も受診せず放置する
資料 妊娠期・周産期・産後における診療・サポート体制
うちに、糖尿病やその

外

ついて詳しく説明する。
「効果的なサポー
トを行えるよう、最初に妊婦さん自身に
よく理解していただくことを心がけていま
す。また、交代制で対応していますが、ど
の職種が担当しても同じ説明ができるよ
うに心がけています」
と看護師の下田ゆ
かりさんは説明する。
妊娠糖尿病のサポートにおいても、ほ
かの糖尿病患者さんと同様に、妊婦さん
の生活状況を確認し、チームで情報共有
した後、課題を解決するために最もふさ
わしい職種が主体となり、多職種でかか
わっている。例えば、妊娠糖尿病の治療
薬のフォローは、薬剤師が中心となる。
「胎児への影響など、薬剤に対して不安
をもつ妊婦さんもおられます。薬剤師が
より専門的な説明を行い、妊婦さんの疑
問をその場で解決してくれるのは、私たち
看護師にとっても心強いですし、薬に対
するアドヒアランスの向上にもつながると
感じています」
と下田さんは薬剤師がか
かわるメリットを話す。
一方、小林先生は他職種との連携ポイ
ントについて
「気軽に相談すること」
を挙
げる。
「各職種が気づいた課題について、
個人での対応が難しい場合は、他職種に
相談しながら解決の道筋をつけること
が、医療従事者の責任だと考えています」
と小林先生は続ける。こうした連携を行
う際、力を発揮するのが月に1回開催され
る合同カンファレンスだ。ここには糖尿病
療養支援チームに所属するスタッフのほ
か、産科医や助産師も参加する。
「対応
の難しい事例について他職種に相談し、
アドバイスをもらえることが、次の工夫に
つながり、とても心強く感じています」
と
管理栄養士の鈴木絹世さんは評価する。

糖代謝異常あり

糖代謝異常なし

糖尿病・内分泌・代謝内科 外来

健康診断・人間ドックなど

糖尿病の治療を開始

年1回の糖代謝異常の検査

杏林大学医学部付属病院

1）2）一般社団法人

産科、糖尿病・内分泌・代謝内科合同チーム提供資料

日本糖尿病・妊娠学会ホームページ「糖尿病と妊娠に関するQ&A」より
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筑波大学附属病院 薬剤部

集約された学術的な
薬剤師レジデントプログラムを実践

〜高度化する病院業務で即戦力となる薬剤師を育成〜
高度で安全な医療を提供するために、病院薬剤師には深
い知識と技術が求められている。筑波大学附属病院（つく
ば市・800床）薬剤部では、2012年度から卒後研修として薬
剤師レジデントプログラムを開始し、これからの病院薬剤師
に求められる業務を集約したジェネラリスト教育と、専門薬
剤師の取得を念頭に置いた専門的・学術的な考え方を習得
するための教育を実践している。当プログラムの目的や概
要、特長等について、履修中のレジデントの声とともに紹介
する。
薬剤部 薬剤部長
医学医療系 臨床薬剤学 教授
ほん

ま

まさ

と

本間 真人

薬剤部 副薬剤部長
医学医療系 臨床薬剤学 講師
ど

先生

き

こう すけ

土岐 浩介

早く一人前になれるよう
工夫されたプログラム
筑波大学附属病院薬剤部では、2012

先生

修を行うという仕組みになっており、個人

キャリアにもつながっていくという点で興

のキャリアプランに合わせて選べるよう、

味を持ちました」
と説明した。

1年ごとに修了証書を授与している。

年度
（6年制課程の卒業者を対象とした
薬剤師国家試験が初めて実施された年）
から、卒後研修の場として薬剤師レジデ

2つ目の特長は、医師と薬剤師のレジ
デントが一緒に勉強する機会を持てるこ

薬剤師レジデントプログラムの
主な特長

とだ。筑波大学はチーム医療を担う人材
養成に注力しており、職種間の垣根を低

ントプログラムを開始した。当プログラム

当プログラムの特長の一つは、1年目

くする環境を構築している。薬剤師レジ

の開発に携わった薬剤部長の本間真人

に行う病院薬剤業務を集約したジェネラ

デントは研修医向けの診断・治療のレク

先生は、その理由について
「病院で高度

リスト教育だ。その内容は薬剤部の業務

チャーを受講でき、医師レジデントと同

で安全な薬物療法を提供するために、病

実態を反映し、毎年更新されている
（資

じ部屋にデスクがあり、相互交流が促さ

院薬剤師には深い知識と高い技術が要

料）
。副 薬 剤 部 長の土 岐 浩 介 先 生は、

れている。本間先生は
「医師と接する機

求されますので、病院薬剤業務に特化し

年々増えていく多彩な業務をプログラム

会を持つことで、処方意図を汲む能力を

た卒後研修を整備することが望まれま

に追加しつつ、従来学ぶべき業務を削り

養うことができれば、研 修後にどんな

す。筑波大学ではレジデントを早く一人

すぎないよう、習熟期間等のデータに基

キャリアを選んでも、その能力は役立つ

前にすることを第一義としたプログラム

づいて一定のスキルを担保すべく調整して

はず」
と評価している。

を作成し、今後活躍できる病院薬剤師を

いるという。ICUや手術室での業務まで

育てたいと考えました」
と説明する。

経験できるのは、全国でも珍しいそうだ。

自験例をレジデント学習会で発表し、他

レジデント1年生の早坂あすか先生は、

のメンバーから新たな気づきを得ること

当プログラムには、かつて本間先生が

レジデント2年生の中村舞美先生は、

米国で受けたPharm.D教育での経験も

当プログラムを選んだ理由として
「筑波

がよくあるという。
「自分にはなかった視

生かされているという。1年目は広く一般

大学では1年目に一般的な薬剤業務を幅

点に気づくことで、その学びを臨床で実

的な薬剤業務を全般的に習得し、より深

広く学べ、しかもTDMや手術室業務まで

際に返していくことができます。こうして

く学びたい場合は2年目に進んで、自ら

経験できる。2年目には自分が希望する

プロとしての考え方が身に付くのだと思

志す分野の知識・技術に関する専門研

専門領域を学ぶことができ、その後の

います。
」
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3つ目の特長は、週に1回、論文の読み

必要があり、このうち10症例の記載をサ

方や症例の見方、学会発 表の仕方、レ

ポートするというものだ。土岐先生は
「レ

今後求められる薬剤師像として、本間

ポートのまとめ方といった学術的な内容

ジデント一人でいきなり症例サマリを書く

先生は留学先の恩師からの
「情報をクリ

を学ぶ機会があることだ。レジデントとし

のは困難です。当院のがん専門薬剤師等

エイトする力がある限り、薬剤師として必

ての在籍中に1度は学会で発表すること

から指導を受けながら、まずは10症例を

ず必 要とされる」
という一言が 印象に

を目標としている。また、学ぶべき疾患群

書けるように支援しています。そうすれば

残っているという。
「医療知識がすぐ更新

をカバーできるようにも工夫されている。

残りは自力で記載できるようになると考

される現代において、薬剤師にはリサー

えています」
と説明した。

チマインドと考える力が非常に重要に

レジデント2年生の落合美伽先生は、

い」
と考えている。

「学術的なトレーニングを積むうちに、医

実際にがん専門薬剤師を目指している

なってきます。当プログラムを通じて、レ

師に対してもエビデンスを提示できるよ

レジデント2年生の瀧澤聡先生は、有害

ジデントには自ら情報を発信できる、あ

うになることや、カルテを見て介入すべき

事象が発現したがん患者さんに関して、

るいは業務の目的や意義を理解したうえ

症例や疑義に気付くためのポイントが分

医師に論文を提示し処方提案を行ったと

で発展させられる力を身に付けてほしい」

かってきました」
と述べた。

ころ採用され、症状が軽快した症例を経

と述べた。

また、飯田賢先生はレジデント1年目で

験し、症例サマリとして記載できたとい

筑波大学附属病院薬剤部が実践して

ありながら、新生児に投与するための特

う。適切な症例への介入およびサマリ記

いる薬剤師レジデントプログラムへの応

殊な製剤を設計するという経験ができた

載という一連の流れが身に付いたと感じ

募者は、年々増えているという。病院薬

という。
「学生のときに勉強したことと臨

ているそうだ。

剤師の多彩な業務が盛り込まれたジェネ

床で実際行われていることが、最初は一

ラリスト教育を受け、さらに専門的な深
い知識と高い技術を身に付けた得難い

て、学生時代での学びの意味が分かるよ

情報をクリエイトする力がある限り、
薬剤師は必要とされる

うになってきました。それが当プログラム

当プログラムは毎年のように更新・改

安全な医療の提供に資することを期待し

致しませんでした。先生方の指導を通じ

を受講して一番良かったことです。
」

善されている。日本薬剤師レジデント制
度研究会に毎年参

専門性を極めるための
基盤を身に付ける

加し、他の大学等で

たい。

レジデントの先生方

の良い施策を取り入

筑波大学の薬剤師レジデントプログラ

れるとともに、自ら

ムは、修了時に即戦力のジェネラリストと

プログラムを分析し

して働けることを主眼に置いている。そ

て発表、他のレジデ

れに加え、修了後のキャリアとして認定

ント 等との ディス

薬剤師や専門薬剤師を目指しやすい仕

カッションを経て、

組みも用意している。例えば、筑波大学

プログラムの改善点

は日本医療薬学会の認定薬剤師やがん

を考える機会となっ

専門薬剤師、日本臨床薬理学会の認定

ている。本間先生は

薬剤師等の認定施設となっているため、

レジデントに
「自分

当プログラムが研修の単位として認めら

たちのプログラムの

れる。

良い点や改善すべき

さらに2019年度からは新たな取り組

ところを考えてもら

みが始まっている。がん専門薬剤師の資

うことを通じて、教

格を取得するには、がん患者さんへの薬

わる側としての責任

学的介入症例サマリを50症例提出する

感を持ってもらいた

資料

写真

人材が数多く輩出され、今後の高度かつ

後列
前列

瀧 澤聡 先 生（2年）、飯田賢 先 生（1年）
中村 舞美 先 生（2年）、落合美 伽先 生（2年）、早 坂あすか先 生（1年）

2019年度薬剤師レジデント初期研修プログラム
4月

5月

6月

7月

レジデントA

調剤・麻薬

外来化学療法

レジデントB

外来化学療法

調剤・麻薬

8月

9月

10月

11月

12月

1月

調剤（午前）
DI・TDM・製剤
小児
手術室（午後） （調剤 10時間/週）

ICU

2月

3月

外来化学療法
（調剤 5時間/週）

調剤（午前）
外来化学療法
DI・TDM・製剤
（調剤 10時間/週） 手術室（午後） （調剤 5時間/週）

小児

筑波大学附属病院

ICU
薬剤部

提供資料
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P- t r e n d !

2021年3月から開始予定！これだけは知っておきたい

「オンライン資格確認」
Q＆A

2021年3月より医療保険の「オンライン資格確認」が始まる見込みです。医療機関や保険薬局でオンライン資格確
認を導入することにより、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等を使って、被保険者の資格情報
をオンラインで確認することができるようになります。ここでは、薬剤師が知っておきたいオンライン資格確認の概要や
利用の流れ、
メリットなどを紹介いたします。
（2020年6月末での情報を基に作成）

Q1 オンライン資格確認とは？
オンライン資格確認は、医療機関や保険薬局の窓口で被保険
者の資格情報をオンラインでスムーズに確認できる新たな仕組
みです。従来の健康保険証に加え、マイナンバーカードも資格確
認に使うことができるようになります。これにより、医療機関等
では窓口業務の軽減やレセプト返戻の減少が見込まれ、患者さ
んは事前に限度額適用認定等の申請をすることなく限度額以
上の医療費を窓口で支払う必要がなくなり、医療者は患者さん
の同意が必要ですが薬剤情報や特定健診情報を閲覧すること
ができるようになります。このオンライン資格確認は2021年3月
より導入が開始され、2023年度中にほぼ全ての医療機関等で導
入されることを目指しています。

Q2 オンライン資格確認の流れは？
オンライン資格確認の導入後は、患者さんの資格情報を確認
する方法が2つになります（資料1）。
①マイナンバーカードのICチップを用いた資格確認
マイナンバーカードは健康保険証のように窓口で預かるので
はなく、患者さん自身がカードリーダーを操作して本人確認を受
けます。マイナンバーカードには顔写真が印刷されており、本人
確認はカードリーダーによる顔認証か窓口職員による目視、また
は暗証番号の入力で実施します。その後、資格確認端末から外
部のオンライン資格確認等システムへと照会・情報取得を行うこ
とで、レセプトコンピュータ（以下、レセコン）等に最新の資格情
報が取り込まれるようになります。
なお、
マイナンバーカードを資格確認に使うためには、
まず
「マイ
ナポータル」
（政府が運営するオンラインサービス）
で健康保険証
の初回登録をする必要があります（医療機関等に設置した顔認

証付きカードリーダーによる認証または4桁の暗証番号による認
証を行うことで初回登録ができます）
。
また、オンライン資格確認ではマイナンバーカードのICチップ
の中にある利用者証明用電子証明書を使うのであって、マイナン
バーそのものを使用しているわけではないことを理解しておく
必要があります。
②健康保険証を用いた資格確認
健康保険証の場合は、従来と同様に窓口で預かって記号番
号等を入力することになります。従来の被保険者番号は世帯単
位での付与ですが、オンライン資格確認の導入に伴い個人単位
にする必要があるため、世帯単位の番号に2桁（枝番）を追加し
て個人を特定する対応が取られます。2021年度からはすべての
保険者から新規発行される保険証は個人単位の番号が記載さ
れる予定です。また、枝番のない保険証であっても、生年月日等
の入力により個人を特定し、オンライン資格確認ができるように
なっています。

Q3 薬剤師にとってのメリットは？

マイナンバーカード

オンライン資格確認システムを利用して、患者さんの意思をマ
イナンバーカードで確認したうえで薬剤情報や特定健診情報を
医療機関・保険薬局で閲覧できるようになります（特定健診情
報は2021年3月、薬剤情報は2021年10月から開始；資料2）。こ
のうち薬剤師がアクセスできるのは薬剤情報で、レセプトを元に
した３年分の情報が閲覧できます。お薬手帳の情報を補った
り、入院中の処方を確認したりすることができ、これまで以上に
薬剤の適正使用やポリファーマシーへの対応を効率良く行える
ようになることが期待されます。ただし、レセプトデータですの
で情報の反映までに1〜2か月のタイムラグが生じることに注意
が必要です。また、災害時には特別措置とし
資料1 オンライン資格確認の流れ
て、マイナンバーカードによる本人確認ができ
なくても薬剤情報等が閲覧できます。
オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の
記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができます。
これに加えて、保険薬局の薬剤師において
は、
窓口業務の簡素化という利点も得られます。
医療機関・薬局
まず大きいのは、
レセプト返戻が減るという
患者
利点です。オンライン資格確認では、
患者さん
支払基金・
国保中央会
の保険資格がその場で確認できるようになるた
顔認証付き
目視
マイナンバー
カードリーダー OR
カードをカード
め、
保険診療を受けることができるかどうかを
顔認証による本人確認
3
リーダーに置く
即時に確認できます。
加えて、
オンライン資格確
OR
1
認の開始に伴い、
審査支払機関にて加入者の
オンライン
患者の
マイナンバー
資格確認等
資格情報を
カード
資格情報に基づいてレセプト請求先の振替・分
システム
取得・取込
又は
暗証番号
（4桁）
による
割を行います。これにより、
資格過誤によるレセ
本人確認
プト返戻作業が少なくなると期待されます。
2
健康保険証
を提示
また、初めて来局した患者さんの情報を入
1
力する手間も省けるようになります。マイナン
健康保険証の
健康保険証
バーカードを使うと、
最新の保険資格情報をレ
記号番号等を入力
（厚生労働省：オンライン資格確認導入の手引きより引用） セコン等のシステムに自動的に取得できます。
健康保険証
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資料2

薬剤情報・特定健診情報の閲覧

【閲覧イメージ】
厚労太郎

氏名
診療月 入/外/ 処方日

調剤

調剤日

用法

内服/屯服/
特別指示 外用/注射

薬剤名（商品名）

10月 外来 5日 −

−

内服

○○○○○20mg

10月 外来 5日 −

−

−

内服

○○○○○○12mg

10月 外来 5日 −

−

−

外用

○○○○○○0.12%

10月 外来 5日 −

−

−

注射

○○○○○注

−

内服

○○○○○10mg

痛みが強い
際は1日2錠

−

10月 調剤 6日 6日

10月 調剤 18日 18日 1日3回食後
10月 調剤 30日 30日 1日1回夕食後
−

11月 入院 5日 −

50歳

年齢

−

10月 調剤 6日 6日 1日1回朝食後

OK

男

性別

処方箋の場合

屯服

○○○○○○60mg

−

内服

○○○○○10mg

−

内服

○○○○○2mg

−

内服

○○○○○250mg

数量
単位

薬剤名（一般名）

△△△△△△錠
△△△△△△△△△△錠
△△△△△△△△△軟膏
△△△△△△△注射液
△△△△△△錠
△△△△△△△△△△△錠
△△△△△△△△
△△△△△△△△錠
△△△△△△△△△△錠

回数

オンライン資格確認を導入いただければ、患者の薬剤情報・特
定健診情報を閲覧することができます。患者の意思をマイナ
ンバーカードで確認した上で、有資格者等（薬剤情報は医師、
歯科医師、薬剤師等。特定健診情報は医師、歯科医師等）が閲
覧します。

薬剤情報

2錠

7

1錠

7

5g

1

1管

1

１錠

23

23錠

1

3カプセル 23
1錠

23

2錠

1

薬剤情報：レセプト情報を元にした3年分の情報が参照可能

特定健診情報
薬剤情報／特定健診情報の
閲覧について、患者の同意の
有無をマイナンバーカードを
用いて確認

医師・歯科医師・薬剤師等の
有資格者が薬剤情報／特定
健診情報を閲覧

厚労太郎

氏名

身体計測

？有資格者等とは

血圧等

医師・歯科医師・薬剤師等のことを指している。また、
「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」より、医療機関・薬局にて有資格者等
の識別を行い、アクセス権限の管理を行うこととされている。

肝機能検査

男

性別

身長

170.08

体重

63.6

腹囲

50歳

年齢
中性脂肪

140

HDLコレステロール

125

79.5

LDLコレステロール

154

BMI

21.8

空腹時血糖

97

血圧

67〜106

HbA1C

5.1

GOT
（AST）

23

随時血糖

120

GPT
（ALT）

22

CRP

0.07

LDH

160

RF定量

3未満

血中脂質検査

血糖検査
血清学検査

特定健診情報：医療保険者等が登録した5年分の情報が参照可能
（厚生労働省：オンライン資格確認導入の手引きより引用）

一方、健康保険証を使う場合は、記号番号や生年月日等の必要
最小限の情報入力が必要ですが、それが有効であれば残りの
情報は自動で取り込めるようになります。
その他のメリットについては資料3をご参照ください。

オンライン資格確認を導入するための機材としては、多くの場
合はレセプトのオンライン請求の回線を流用するとともに、資格
確認端末とカードリーダーの準備、レセコンのシステム改修等が
必要となります。この初期導入経費については国の補助を受け
ることができる見込みです。具体的には、顔認証付きカードリー
ダーは医療機関・保険薬局に無償で提供され、それ以外の費用
は医療機関・保険薬局の規模等に応じて1/2〜3/4の補助（上
限額あり）
を受けられます。
この動きを受けて、支払基金は医療機関・保険薬局向け専用
ポータルサイトを7月頃に開設する予定です。ここでカードリー
ダーの申し込みやオンライン資格確認等システムの利用申請、補
助金の申請を行うことができます。
なお、オンライン資格確認の導入は義務ではありません。しか
し、厚生労働省は「資格の確認を確実に行うことは保険制度の
基本です。また、オンライン資格確認を行うことにより、受付、診
療・調剤・服薬指導、診療報酬請求について効率化が図られる
ため、
導入の検討をお願いします」
と求めています。
オンライン資格確認について詳しくは、
厚生労働省ホームページ
「オンライン資格確認の導入について（医療機関・薬局、システム
ベンダ向け）
」

Q4 マイナンバーカードの普及は？
医療機関・保険薬局でオンライン資格確認の導入・活用を進
めるには、マイナンバーカードの交付率を高める必要があります。
2020年5月1日現在でのマイナンバーカードの交付枚数は約2100
万枚で、人口に対する交付枚数率は16.4％にとどまっています。
国はマイナンバーカードを用いた「自治体ポイント」
（地域経済応
援ポイント協力企業が発行しているポイントやマイル等から変
換、ボランティア活動の景品や自治体の給付として付与）等の実
施に伴い、2023年度末までにはほぼ全ての住民がマイナンバー
カードを持つことになると想定しています。

Q5 オンライン資格確認を導入するには？
オンライン資格確認の導入スケジュールを資料4に示します。
2020年8月頃から導入準備を実施すれば、2021年3月のオンライ
ン資格確認の開始に間に合います。導入作業に当たっては、
個別
に状況が異なるため、まずは現在利用しているシステムやネット
ワークのベンダに相談する必要があります。
資料3

オンライン資格確認のメリット

●健康保険証の入力の手間が削減

年
月

7

●災害時に本人確認なしで薬剤情報・特定健診情報の閲覧

2020年度
9
10

11

12

2021年度
2

1

3

ポータルサイト
アカウント登録
顔認証付きカードリーダーの申込※
（申込受付開始時期は追って告知）
オンライン資格
確認利用申請
補助金の申請

導入
準備

●薬剤情報 ・ 特定健診情報の閲覧

8

医療機関・薬局で対応いただくこと

手続き

●申請によらず限度額適用認定証等の情報を取得

スケジュール

●照会番号の登録によるレセコン等との紐づけ

をご参照ください。

利用開始に向けたスケジュール

資料4

●資格過誤によるレセプト返戻の作業削減
●来院・来局前に保険資格を一括照会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲08280.html

利用開始に向けたシステム
ベンダとの相談・調整・契約

端末・システム・ネットワークの設定・準備

運用テスト

※顔認証付きカードリーダーのお申込時期はアカウント登録されている方にはメールでお知らせします。

（厚生労働省：オンライン資格確認導入の手引きより引用）
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