
薬薬連携によるエビデンスの創出と発信
　地域医療連携が推進される中で、患者さんの薬物療法や薬剤師による薬学的管理は、施設の枠を超えてシームレスに継続さ
れることが必要な時代になった。愛媛大学医学部附属病院（愛媛県東温市・644床）薬剤部は、薬薬連携の推進を重要なテー
マとして、病院と保険薬局による双方向の情報共有のための様々な仕組みを作るとともに、薬学的介入事例を収集・蓄積・共有
するプレアボイドシステムを愛媛県薬剤師会と共同で開発、薬剤師業務の経済学的評価にも取り組んでいる。薬薬連携で目指
す薬剤師のレベルアップとリテラシー育成、薬剤師業務のエビデンス創出の取り組みについて取材した。

愛媛大学医学部附属病院 薬剤部／愛媛県薬剤師会
-pharmacy-1CChallenge

Cooperation 
Communication

薬薬連携と薬剤師業務の評価への
取り組み
　愛媛大学医学部附属病院が薬薬連
携の推進に動き出したのは、薬剤部長
の荒木先生が赴任された2002年からで
あり、同時期に愛媛県病院薬剤師会、
愛媛県薬剤師会および愛媛県の三者の
協働も始まった。「人と人の交流による
信頼関係と相互理解を深める中で、薬
薬連携の重要性を地域の共通認識とし
てきました。その基盤の上に、近年はよ
り実践的な連携へと発展しています」と
荒木先生は経緯を説明する。
　同院が力を入れているもう一つの重要
なテーマが薬剤師業務の評価だ。多くの
薬剤師の努力によって役割や専門性へ
の評価は高まっているものの、その貢献
度を測る指標は確立していない。そこで
以前から積極的に行ってきたプレアボイ
ド報告に着目して、薬学的介入の経済学
的評価を行い、論文※として発表したと
ころ大きな反響を呼んだ。具体的には、

薬学的介入を①重大な副作用の回避ま
たは重篤化の回避、②経静脈的な抗菌
薬療法への介入、③がん化学療法への
介入、④薬物相互作用回避など12項目に
分類し、国内外のエビデンスを情報検索
して経済効果の推算方法を確立した。例
えば、①は2011年度の医薬品副作用被
害救済給付支給件数（959件）と支給
額（約20.6億円）から、1件当たりの医療
経済効果は214万円と推算した。
　2014年度には県薬剤師会との共同
事業として薬学的介入事例を共有する「プ
レアボイドシステム」を構築、この評価方
法を用いて薬薬連携によるエビデンス創
出に挑戦した。

※「薬剤師による薬学的介入から得られる医療経
済効果の推算」(医療薬学,2014,40(4),208-214）

保険薬局との双方向性の情報共有
　同院が推進する薬薬連携の特徴は、
「双方向性の情報共有」による薬剤師
のレベルアップとリテラシー育成にある

と、実践活動の指揮をとってきた副薬剤
部長の田中先生は話す。2013年7月に
は院外処方箋の余白スペースを利用し
て医師と保険薬局薬剤師が双方向で情
報伝達ができる「おくすり伝言板」を設
置した。しかし、当初はほとんど利用され
ず、「医師と薬局薬剤師の信頼関係がな
ければ、いくら優れたツールでも使っては
もらえません。方法論が必要だと気づき
ました」と田中先生は振り返る。
　そこで同年10月、保険薬局での指導
内容や副作用評価を病院にフィードバッ
クするための「モニタリングシート」を導
入、現在、「抗がん剤副作用チェックシー
ト」「吸入指導確認シート」「簡易版疼
痛・副作用評価シート」の3種類が運用
されている。薬局薬剤師が患者さんから
副作用や痛みなどの状況を聴取してシー
トに記入し、「おくすり伝言板」部分に貼
付して病院にFAXすると、薬剤部クラー
クが電子カルテに入力、病院薬剤師が
確認して医師に処方提案する。

　2014年5月には院外処方箋に検査値
14項目の表示を開始した。さらに、肝機
能や腎機能に注意が必要な医薬品、腎
機能に応じた投与量の調節が必要な医
薬品には【肝】【腎】の表記をして注意を
促し、活用のためのＱ＆Ａも作成した。
「大切なのは、その情報が患者さんの安
全のために有効に活用される仕組みを
作ること」だと荒木先生は強調する。そ
の成果は検査値に基づく疑義照会の増
加として着実に表れてきており、医師と
の信頼関係も醸成されてきた。
　愛媛県薬剤師会専務理事の堀尾先生
は、「薬局薬剤師が得られる情報は格段
に増え、患者さんの状態を勘案した服薬
指導や、病院にフィードバックする仕組
みが整備されました。これは大きなチャ
ンスですが、反面、薬局薬剤師の真価が
問われることになります。情報を生かす
ために一層のスキルアップが必要です」
と課題を挙げる。

プレアボイドシステム導入と
経済学的評価
　薬薬連携の成果を生かすための次の
ステップが「プレアボイドシステム」の構
築である（資料1）。「薬学的介入事例を
インターネット上のデータベースで蓄積・
共有するもので、保険薬局では副作用等
健康被害の回避症例、残薬の削減症
例、健康相談などの症例を、病院では自
施設での薬学的介入症例を登録します。
事例の参照やデータ解析によって病院
と保険薬局の機能の向上に活用するこ
とが目的です」と安永先生は説明する。

　2014年度は保険薬局9施設、病院2
施設から事例を収集、報告件数は薬局
500件、病院509件であった（資料2）。
薬学的介入事例で最も多かったのは副
作用回避であり、薬局では誤転記・誤処
方への介入、処方もれの確認、不要薬の
中止が上位を占め、病院薬剤師では副作
用対策の提案が最も多かった。「様々な
事例を見ることで、薬局薬剤師がどのよ
うな時に、どのような介入を行えばよい
かが具体的になりました」（堀尾先生）。
「病院と薬局の介入事例を比較分析す
ることでそれぞれの現状と課題が分か
り、今後の方向性や指標が明確になりま
す」（安永先生）。
　さらに、先述した医療経済効果の評
価方法に基づいて推算を行った結果、薬
局では約2,000万円、病院が約6,000万
円の経済効果があった。また、保険薬局
においてはプレアボイド1件あたり平均
62,300円、疑義照会1件あたり10,437
円、処方箋1枚あたり388円の経済効果
があると推算され、ここから薬局薬剤師
による健康被害の回避は全国で年間約
2,960億円の医療経済効果があると推
測された。この報告は、その学術性、新
規性、将来性などの点から高い評価を得
て、2015年日本薬剤師会学術大会でポ
スター最優秀賞を受賞した。
　2015年度は県内12カ所で説明会を
実施し、薬局における薬学的介入の事例
集も発行した。2016年8月現在、登録施
設は薬局168(導入率約3割)、病院37
（同約3割）の合計205施設、これまで
に約4,000件の事例が蓄積されている。

「今後、県内各地で事例報告・研修会を
実施して参加を呼びかける他、事例検索
機能を充実させてより使いやすいシステ
ムにしていきたい」と安永先生は次の目
標を掲げる。

薬薬連携によるエビデンスの
創生とスキルアップ
　プレアボイドシステムのメリットは、継
続的なデータ蓄積によって薬剤師業務
のエビデンスが創生されることだ。「病
院の医療安全委員会などで薬剤師の実
績をアピールしたり、あるいは保険薬局
が医療機関に薬薬連携を働きかけると
きの根拠を提示したりと、活用方法は多
様です」という田中先生は、現在、患者
毎にかかりつけ薬局のデータベース化、
「施設間薬剤情報連絡書」の活用によ
るポリファーマシー対策など、次の課題
に着手している。
　堀尾先生は「愛媛県の薬薬連携は理
想の形に近づいています。今後も病院と
協力してエビデンスを集積することで患
者さんや医師に保険薬局の役割をアピー
ルし、かかりつけ薬局普及の推進を目指
します」と抱負を語る。
　これまでの実践から、薬薬連携は薬
剤師の職能を最大限に生かし、拡げるた
めの有用な手段となり得ると確信してお
り、「情報共有や相互にスキルアップす
る仕組みは整備できました。次は、より
多くの薬剤師の参画を啓発していき、病
院と保険薬局が一丸となった地域医療
への貢献の形を全国に発信していくこと
が重要」と荒木先生は語る。
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プレアボイドシステムによる薬学的介入事例の
収集・蓄積・共有

資料1 医療経済効果の推算資料2
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共有するもので、保険薬局では副作用等
健康被害の回避症例、残薬の削減症
例、健康相談などの症例を、病院では自
施設での薬学的介入症例を登録します。
事例の参照やデータ解析によって病院
と保険薬局の機能の向上に活用するこ
とが目的です」と安永先生は説明する。

　2014年度は保険薬局9施設、病院2
施設から事例を収集、報告件数は薬局
500件、病院509件であった（資料2）。
薬学的介入事例で最も多かったのは副
作用回避であり、薬局では誤転記・誤処
方への介入、処方もれの確認、不要薬の
中止が上位を占め、病院薬剤師では副作
用対策の提案が最も多かった。「様々な
事例を見ることで、薬局薬剤師がどのよ
うな時に、どのような介入を行えばよい
かが具体的になりました」（堀尾先生）。
「病院と薬局の介入事例を比較分析す
ることでそれぞれの現状と課題が分か
り、今後の方向性や指標が明確になりま
す」（安永先生）。
　さらに、先述した医療経済効果の評
価方法に基づいて推算を行った結果、薬
局では約2,000万円、病院が約6,000万
円の経済効果があった。また、保険薬局
においてはプレアボイド1件あたり平均
62,300円、疑義照会1件あたり10,437
円、処方箋1枚あたり388円の経済効果
があると推算され、ここから薬局薬剤師
による健康被害の回避は全国で年間約
2,960億円の医療経済効果があると推
測された。この報告は、その学術性、新
規性、将来性などの点から高い評価を得
て、2015年日本薬剤師会学術大会でポ
スター最優秀賞を受賞した。
　2015年度は県内12カ所で説明会を
実施し、薬局における薬学的介入の事例
集も発行した。2016年8月現在、登録施
設は薬局168(導入率約3割)、病院37
（同約3割）の合計205施設、これまで
に約4,000件の事例が蓄積されている。

「今後、県内各地で事例報告・研修会を
実施して参加を呼びかける他、事例検索
機能を充実させてより使いやすいシステ
ムにしていきたい」と安永先生は次の目
標を掲げる。

薬薬連携によるエビデンスの
創生とスキルアップ
　プレアボイドシステムのメリットは、継
続的なデータ蓄積によって薬剤師業務
のエビデンスが創生されることだ。「病
院の医療安全委員会などで薬剤師の実
績をアピールしたり、あるいは保険薬局
が医療機関に薬薬連携を働きかけると
きの根拠を提示したりと、活用方法は多
様です」という田中先生は、現在、患者
毎にかかりつけ薬局のデータベース化、
「施設間薬剤情報連絡書」の活用によ
るポリファーマシー対策など、次の課題
に着手している。
　堀尾先生は「愛媛県の薬薬連携は理
想の形に近づいています。今後も病院と
協力してエビデンスを集積することで患
者さんや医師に保険薬局の役割をアピー
ルし、かかりつけ薬局普及の推進を目指
します」と抱負を語る。
　これまでの実践から、薬薬連携は薬
剤師の職能を最大限に生かし、拡げるた
めの有用な手段となり得ると確信してお
り、「情報共有や相互にスキルアップす
る仕組みは整備できました。次は、より
多くの薬剤師の参画を啓発していき、病
院と保険薬局が一丸となった地域医療
への貢献の形を全国に発信していくこと
が重要」と荒木先生は語る。

～プレアボイドシステム構築と経済学的評価～

荒木 博陽 先生

愛媛大学医学部附属病院
教授・薬剤部長
あら    き        ひろ   あき

堀尾 郁夫 先生

愛媛県薬剤師会  専務理事
みなら薬局
ほり    お        いく    お

安永 大輝 先生
やす   なが      だい     き

田中 　守 先生

副薬剤部長
た     なか             まもる
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プレアボイドシステムによる薬学的介入事例の
収集・蓄積・共有

資料1 医療経済効果の推算資料2

愛媛県プレアボイドシステムの開発
愛媛県薬剤師会と愛媛県病院薬剤師会の共同開発

1.副作用等健康被害
　の回避症例
2.残薬の削減症例
3.健康相談

Web server
DB server

Network
ID. Password

全施設での取り組みを参照
※入力者の個人情報は匿名化される

保険薬局

1.自施設での
　薬学的介入

病　院

事務局

プレアボイドシステム
（FileMaker  Server）
情報の蓄積 ・ 共有化

介入分類 医薬経済効果
（円／件）

保険薬局薬剤師

件数 医薬経済効果
（円） 件数 医薬経済効果

（円）

病院薬剤師

ハイリスク薬
その他
ハイリスク薬
その他
ハイリスク薬
その他
ハイリスク薬
その他
ハイリスク薬
その他

合　　　　計

調査期間：病院1施設（2014年4月～2015年2月）、保険薬局8施設、
　　　　　病院1施設（2014年10月～2015年2月）

#1　  重大な副作用の回避、重篤化の回避
#2　  経静脈的な抗菌薬療法への介入
#3　  がん化学療法への介入

#4　  薬物相互作用回避

#5　  腎機能に応じた投与量推奨

#6　  注射薬配合変化防止

#7　  薬歴の確認

#8　  その他の薬物療法提案

#9　  モニタリング推奨
#10　次回受診日までの処方日数不足の回避
#11　残薬解消介入

2,140,000
190,000
112,000
84,000
56,000
84,000
56,000
84,000
56,000
84,000
56,000
84,000
56,000

0
0

薬価に応じて別途計算
ー

0
0

18
2
0
0
2
0
0
2
9

32
255

0
45

135
500

0
0

2,016,000
168,000

0
0

112,000
0
0

168,000
504,000

2,688,000
14,280,000

0
0

776,660
20,712,660

10
42
88
3

40
4

34
2
8

26
10
37

158
47

該当なし
該当なし

509

21,400,000
7,980,000
9,856,000
252,000

2,240,000
336,000

1,904,000
168,000
448,000

2,184,000
560,000

3,108,000
8,848,000

0
該当なし
該当なし

59,284,000


