
■「ひたちなか健康ＩＴネットワーク」
　による情報共有

関　本日は、ひたちなか地域で取り組んできた薬薬連携の成
果と、地域包括ケアシステム時代に向けた将来の展望につい

て、皆さんと話し合っていきたいと思います。

　ひたちなか総合病院は人口20万人のひたちなか市・東海村

地区で唯一の総合病院であり、「地域を護る病院」の理念に

基づき、ひたちなか市などと協同で地域連携ネットワークシス

テムの構築を進めています。具体的には、2014年9月に「ひた

ちなか健康ITネットワーク」（以下、ITネット）を立ち上げ、ま

ず地域の保険薬局との間で情報共有を開始しました。これま

での薬薬連携で築かれた信頼関係を基盤に、地域の医療機

関や介護サービス事業所、行政へと対象を広げることを目指し

ています。ITネットに参加する薬局では、患者さんの同意を得

た上で、IDとパスワードで管理された電子カルテ閲覧用サー

バーにアクセスし、内服薬や注射薬の処方内容、臨床検査値

（以下、検査値）、入退院歴などを時系列で見ることができま

す（資料1）。現在は公開対象を検査値や投与薬剤といった医

療者の主観によらない「無機的な情報」に限定し、病名などは

対象外ですが、いずれは退院サマリーなどの「有機的な情報」

もオープンにする必要があると考えています。

　導入時に行ったアンケート調査によると、約85％の患者さん

が保険薬局に自身の情報を提供してもよいと回答し、約93％

の薬局薬剤師がITネットを利用したいと回答しました。その

一方で、一部の薬局薬剤師からは、患者さんの同意の取り方、

システムの操作方法やセキュリティ、検査値に関する知識など

に不安が示されました。それらを一つ一つクリアするために、

広報活動や同意書の作成、端末操作指導とともに、検査値に

基づいた処方介入事例などを病院薬剤師が解説する実践的な

研修を薬剤師会と共催で行いました。2017年4月現在、ITネッ

トにはひたちなか薬剤師会会員の9割を占める68店舗の保

険薬局が加盟しています。アクセス数も増えており、月平均1万

2,000件に達しています。

　それでは、薬薬連携による情報共有の必要性やITネットの導

入効果などについて、皆さんからコメントをお願いします。ひた

ちなか市薬剤師会会長の樗木先生はどのようにお考えですか。

樗木　当薬剤師会の会員は、ひたちなか総合病院の門前薬
局から診療所の門前薬局、面分業を担う薬局までさまざまで

す。また、6年制教育を受けた20代から上は70代まで、幅広

い世代の薬剤師がいます。それぞれに受けた教育や経験、置

かれた立場が異なるため、ひたちなか総合病院との連携を通

じた情報共有は、会員の意識の共有化やスキルの標準化のた

めに非常に有用だと考えています。病院を核として地域の薬
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働による取り組みから今後の可能性を展望する。
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剤師が顔の見える関係を築くことにより、質の高い服薬指導

が可能になると思います。

関　友愛薬局ひたちなか店の砂押薬局長、名越先生はいかが
ですか。

砂押　ITネットで情報共有が可能になる前は、患者さんから
聞き取った情報を頼りに服薬指導をしていましたので、ネット

ワーク上で検査値などが確認できることは大きな変化です。ま

た、勉強会で検査値の見方や注意点などを学び、根拠に基づ

く指導ができるようになったと感じています。

名越　処方箋から読み取れる情報は限られますが、検査値や
入退院歴、院内でどのような薬が使われていたかを知ること

で、患者さんの状態を理解しやすくなりました。同時に、私た

ちが得た情報も病院と共有し、継続した指導を行うことの重

要性を強く意識するようになりました。

関　平井先生は、病院薬剤師の立場で現在の薬薬連携につ
いてどのように感じていますか。

平井　ITネットや院外処方における薬物治療管理プロトコー
ルの導入によって、薬局薬剤師が検査値に基づく疑義照会や

残薬調整をしてくれるので、医師からは感謝されます。特に他

の地域から赴任された医師は驚かれますね。医師は薬局薬剤

師と直接話をする機会が少ないので、院内の薬剤師からこの

地域の薬薬連携の取り組みを説明し、理解や協力を得られる

ように働きかけています。また、当院はがん診療連携拠点病

院ですので、外来で内服抗がん剤を導入される患者さんへの

服薬指導が必要なケースも多くありますが、病院薬剤師が十

分に対応できない部分は薬局薬剤師がフォローする連携体制

ができつつあることも成果の一つです。

■情報共有による薬物療法の安全性向上

関　ITネットの成果として医薬品の適正使用につながった例
が数多く報告されています。名越先生から活用状況を紹介し

ていただけますか。

名越　2014年9月から2017年3月の2年半で、当店のITネッ
トを利用した疑義照会は257件で、そのうち59件（23％）が

処方変更されました。内訳は、検査値242件、処方歴10件、

注射薬と内服薬の併用確認4件、予約日の確認1件です（資

料2）。その中から検査値の確認により肝機能改善につながっ

た症例を紹介します。この患者さんはひたちなか総合病院の

消化器科を受診していましたが、別の病院から脂質異常症の

治療薬も継続処方されており、ITネットで肝機能が悪化して

いることが分かりました。脂質異常症治療薬は肝機能低下患

者には禁忌ですので、処方元の病院に問い合わせ、投与を中

止しました。その後、肝機能は改善し、体調が良好となりまし

た。この情報は、ひたちなか総合病院にもモニタリングレポー

トとして報告しました。

　このほか、検査値と診療ガイドラインに基づいて薬剤の追

加を提案したり、必要な検査が実施されていない場合はモニ

タリングレポートで検査依頼をしています。腎機能に影響があ

る薬剤は、クレアチニンクリアランスを算出して用量が適切か

どうかを確認しています。このように、薬局薬剤師は検査値と

その推移を確認することで、安全な薬物療法に貢献できると

思います。

砂押　導入から数カ月間は検査値の見方に慣れず、疑義照会
ができませんでしたが、勉強会に参加し、添付文書を丹念に

読み、疑問点を調べたりと、経験を重ねることでスキルアップ

できたと思います。特に疑義照会の結果、処方変更された症

例を経験したことは自信になりました。

関　現実に1店舗だけでもこれだけの介入ができるわけです
から、地域全体に取り組みが広がれば、その効果は非常に大

きいと思います。ITネットに参加していない医療機関も含む

複数の医療機関から発行された処方箋を一元的に管理し、適

正化することで患者さんの安全が守られます。こうした薬局薬

剤師による貢献を病院側でデータベース化していくことも大切

です。

■院外処方における薬物治療管理
　プロトコールの導入

関　ITネットで共有される情報に基づき薬局薬剤師が積極的
に薬学的な介入を行うためには、業務を効率化する必要があ

ります。そこで、ITネットの導入と並行して、処方医に確認す

ればほぼ確実に了解が得られるような形式的な疑義照会につ

いては、事前の合意により疑義照会を不要とする「院外処方

における薬物治療管理プロトコール」を薬剤師会と協力して作

成しました。平井先生から概要を説明してください。

平井　プロトコールは2014年11月に運用を開始しました。疑
義照会を不要としたのは、①同一成分の商品変更、②剤形変

更、③規格変更、④錠剤の半割、粉砕、混合、⑤一包化、⑥湿

布や軟膏の規格変更、⑦残薬調整で適宜調節可の指示があ

る場合と処方日数の10％以内の日数短縮、の7つのケースで

す。ただし、「①同一成分の商品変更のうち後発品に変更した

場合、と⑥湿布や軟膏の規格変更」以外はファクスによる事

後報告が必要です（資料3）。開始後6カ月間の結果を見ると、

事後報告を不要とした後発医薬品への変更報告は1/5～1/10

程度に減ったほか、問い合わせ件数全体の約20％がプロト

コールによる事後報告となり、業務の効率化が図られました。

項目別では、③規格変更は378件中の88.6％が、⑤一包化は

116件中の66.4％がプロトコールの対象です。ほとんどのプロ

トコールが高い活用率を示していますが、残薬調整について

は6カ月間で584件と最も多いにもかかわらず、プロトコール

活用率は6.7％と極めて低く、処方日数の10％分を超える残薬

が多いことが明らかになりました。

関　残薬調整のプロトコールはその後改定したわけですが、
まず、プロトコール導入によるメリットについて伺いたいと思い

ます。

樗木　例えば後発品を先発品に変更する場合、以前は作成し
た報告書を病院にファクスで送信して回答が来るまでの10～

15分間は患者さんをお待たせせざるを得ませんでした。それ

が事後報告で対応可能になったことで、患者さんへの服薬指

導などに時間を有効に使えるので薬学的管理の質の向上が期

待できます。

砂押　一包化なども薬局薬剤師の判断でできるので、業務が
非常にスムーズになりました。問い合わせを受ける病院薬剤

師、回答する医師、そして調剤を待つ患者さんにもメリットとな

り、本当に助かっています。

関　形式的な疑義照会をプロトコールで管理することで、地
域全体がWin-Winの関係になるということですね。患者さん

の反応はいかがですか。

名越　プロトコール導入後は明らかに患者さんの待ち時間が
減りました。薬局の裁量の幅が広がったので、患者さんにも喜

ばれています。

平井　導入から1年後の2015年11月にアンケート調査を実施
したところ、薬局薬剤師の約9割が「満足」と回答しました。患

者さんは、病院ではなく薬局で薬をもらうときに初めて「一包

化してほしい」、「この粉薬は飲みにくい」など、薬について要望

されることがあります。薬局がすぐにそれに応えることができる

ので、薬局に対する地域の評価も上がってくると思います。

■内服抗がん剤処方チェックプロトコール
　の導入

関　ITネットを導入し、その活用が進んだことから、次の課題

として抗がん剤における安全性向上に取り組み、2015年4月

から内服抗がん剤処方チェックプロトコールの運用を開始しま

した。平井先生から概要を紹介してください。

平井　プロトコール導入にあたり、薬局薬剤師を対象に抗が
ん剤の服薬指導を行うために必要な情報についてアンケート

調査を行い、ニーズが高かった「適正使用基準および疑義照

会基準の作成」、「院内採用レジメン集の公開」、「病院薬剤師

介入事例の紹介」に取り組みました。まず処方頻度の高い2種

類の内服抗がん剤について、検査値の見方やレジメン通りの

投与が行われたかどうかの確認点など、処方の際のチェック

ポイントを作成し、レジメンも公開しました。特に苦労したのは

検査値による問い合わせ基準の設定です。経験に基づく個人

の基準ではなく、統一ルールではエビデンスが必要ですから、

適正使用ガイドをもとに、初回投与時および2クール目以降の

基準を設けました。また、相互作用に注意すべき薬剤やＢ型

肝炎ウイルス感染検査の有無を確認するフローチェックシート

も作成し、併せて勉強会で症例報告も行いました。その結果、

ITネット稼働後もほとんどなかった抗がん剤の疑義照会が

チェックシート作成後は4～8件／月へと増え、処方変更され

た例もあります（資料4）。2016年5月には別の2種類の内服

抗がん剤のプロトコールも追加しました。

樗木　処方のチェックポイントや適正使用基準を確認し、疑
義照会をする習慣を身に付けることで、他の抗がん剤でも適

正使用を意識するようになります。今はまだ薬局薬剤師間で

スキルや意識の差がありますが、成功事例を共有してレベル

アップとともに裾野を広げていくことも今後の課題です。

名越　薬局薬剤師が抗がん剤の薬剤管理指導により積極的
に関与するためにも、せめて薬剤ごとに必要なチェック項目が

誰でも一目で分かる、検索機能のような仕組みがあると便利

だと思います。

関　プロトコールの範囲をどこまで拡大するかという問題もあ
りますね。

平井　現在は薬局で受け取る頻度が高い抗がん剤に絞って
プロトコールを作っています。対象を広げる前に、症例を重ね

ることで抗がん剤の指導に慣れ、がん患者さんを支援するスキ

ルを高めることが大切であり、段階的にステップを進めていこ

うと考えています。

■「服薬状況確認シート」を用いた
　残薬解消モデル

関　先ほど平井先生から報告があったように、残薬解消のプ
ロトコールは活用率も満足度も低かったことから改定すること

になりました。2016年1月に実施した病院薬剤師と薬局薬剤

師の合同勉強会では、残薬の理由と対処方法のチェックがで

きる「残薬状況確認シート」を用いたロールプレイ研修を行い

ました。そして、同年4月より「処方日数の10％以内」という制

限を解除するとともに、新たな運用方法を導入しました。

平井　2016年4月の診療報酬改定により、調剤時に残薬を
確認した場合に、「医療機関へ疑義照会した上で調剤」また

は「医療機関へ情報提供」のいずれかを医師が指示できるよ

うに処方箋様式が変更になり、薬局薬剤師の残薬管理への

介入が促進されました。当院では、薬局薬剤師の判断で日数

調整をするだけでなく、指導内容を医師に伝えることを目的に

プロトコールを改定しました。最初は「処方日数の10％以内」

という制限の解除だけを考えたのですが、薬局薬剤師が理由

を聞き取って適切に対処し、それを処方医にも伝えることが、

本当の意味での残薬解消につながると考えたためです。

　患者さんに残薬がある場合、薬局薬剤師は「残薬状況確認

シート」で残薬の理由と対処方法をリストから選択します。そ

して、処方箋のコピーを貼付した上で薬剤名の隣に調整後の

処方日数を記入し、病院にファクスで報告します。病院薬剤師

がこの情報を電子カルテに入力すると、次の診察時に医師が

確認し、診療に反映することができます（資料5）。

関　プロトコール改定前後の各3カ月間を比較すると、プロト
コールの活用率は5％から91.5％へと劇的に改善し、業務の

効率化が図られました。この結果についてはどのようにお感じ

ですか。

樗木　改定前には処方量の10％以上の残薬があるためプロト
コールを適用できないケースが多くありましたが、現在は全て

の患者さんが残薬調整の対象となったことで、患者さんもコス

ト意識を持つようになりました。

砂押　当店では改定後のプロトコール活用率は96％になりま
した。残りの4％は他の疑義照会と一緒に行ったものと思われ

ます。患者さんは残薬があっても、医師は忙しく薬局では時間

がかかるために、口に出すことをためらいがちでした。今は残

薬調整が数分でできますからお待たせせずにすみ、プロトコー

ル改定による成果は大きいと実感しています。

平井　以前調査したファクスの送受信記録によると、問い合
わせから回答までの所要時間は1件当たり約12分でした。プ

ロトコール改定でこの作業が不要となることで、患者さんの待

ち時間は残薬調整の件数（月平均124件）から計算すると月

約25時間短縮されたことになります。特に当院の門前薬局で

は効率化のメリットは大きいと思います。

関　病院薬剤師の業務にはどのような変化がありましたか。

平井　以前は調剤業務の途中でも問い合わせに対応する必
要がありましたが、現在は業務の状況に応じてチェック形式の

テンプレートに入力すればよくなり、業務負担は減っていま

す。また、入力したデータは項目ごとに簡単に抽出できるので、

さまざまな分析を行って今後の業務に生かすことができます。

関　データの蓄積により、残薬調整の経済効果も試算できま
したね。

平井　2016年4月～7月の4カ月間の平均値から、節減され
た薬剤費は年間976万円と試算されます。国保の割合からひ

たちなか市における当院の処方箋割合を10％と仮定し、人口

比で計算すると、全国における経済効果は780億円に上ると

推計されます。ただし、当地域の場合は、当院を核とする1対

多の関係で地域のルールに則って残薬調整が可能ですし、剤

形変更や一包化などもプロトコールに基づいて薬局薬剤師の

判断でできます。これを複数の病院が含まれる都市部の地域

で実践しようとしても難しいと思います。

関　残薬調整だけでなく、プロトコールに関する全ての情報
がデータベースに蓄積され、診療科別、年齢別、服用区分別な

どで解析できますので、今後、薬剤師会と協力して学会等で

発表していく予定です。また、この一連の取り組みには将来

の電子処方化も念頭にあります。われわれが環境を整備し、

仕組みを構築することで地域全体のエビデンスを作っていき

たいと思います。

■地域包括ケアシステム構築に向けた展開

関　これまでひたちなか薬剤師会とともにさまざまな取り組み
を行ってきました。薬剤師会の今後の目標を教えてください。

樗木　薬局薬剤師が地域医療に貢献するための環境が着実
に整ってきていますので、さらにレベルアップに取り組んでい

く必要があります。その一つとして、当薬剤師会では2016年

12月から2017年3月までを強化月間として、毎月1回、「ひた

ちなか健康ITネットシリーズ」の勉強会を実施しました。名越

先生をはじめとして各薬局から若手の薬剤師が症例を持ち

寄って発表しました。若い人たちが頑張っている姿を見て、ベ

テランも刺激を受け、非常に良い勉強会になりました。われわ

れは地域に根差した薬剤師として、患者さんに寄り添い、患

者さんの健康に貢献する薬剤管理指導を通じて、地域全体

の薬物療法の質を高めたいと思います。

関　この4回の勉強会では、多くの薬剤師が症例を発表した
ことに驚きました。ITネット導入当初は不安を感じていた薬剤

師たちが、今ではさまざまな角度から処方に介入し、それを多

くの薬剤師の前で発表できるまでになっています。かかりつけ

薬局、かかりつけ薬剤師としてあるべき姿に近づきつつあるこ

とを感じました。最後に、薬剤師としてこれから取り組んでい

きたいことをお話しください。

名越　ITネットの活用をもっと広げていくために、症例を蓄
積するとともに、薬局の新たな取り組みや連携のメリットを、

多くの医療・介護関係者や住民の皆さんにも知っていただき

たいと思います。

砂押　薬剤師の役割として、例えば患者さんに残薬があった
場合、その原因を掘り下げて考え、飲み忘れがないように指導

すること、医師に情報提供をして処方の適正化を図ることが

大切だと考えています。必要であれば、私たちが患者さんの元

へ出向き、薬の管理などの支援をしていけたらと思います。

樗木　地域包括ケアシステムの構築が進むにつれて、これま
で交流がなかった職種との連携も重要になります。地域全体

の情報共有の方法を考えていくことが必要で、ITネットで培っ

たノウハウは大きな力になると考えています。

平井　薬局薬剤師がITを使いこなし、患者さんの病態に応
じた薬学的管理ができれば、薬局薬剤師が地域包括ケアシス

テムにおける中心的役割を担う存在になるでしょう。特に当地

域では薬剤師が活躍できる土台がありますから、全国のモデ

ルとなってほしいと思います。われわれ病院薬剤師もこれまで

同様、地域社会に貢献する薬薬連携モデルの構築に取り組ん

でいきます。

関　ITネットの構築、薬物治療管理プロトコールの導入へと
取り組みを進める間に、がん、さらには在宅の領域にも薬薬

連携が広がってきました。今後、この分野への積極的な介入の

ためには、現在の無機的情報だけでなく、入院中の服薬指導

内容や退院サマリーなどの有機的情報の共有も不可欠です。

当地域では、すでに在宅分野ではSNSアプリケーションを用

いた情報ツールとして「メディカルケアステーション（MCS）」

が導入されており、タイムライン形式で共有することができま

す。今後、ITネットで広がった薬局ネットワークを基盤に、介

護分野や医師会のネットワークを連動させ、地域住民の基本

情報を整備した「ひたちなか地域連携ネットワークシステム」

を行政に提案していく計画です。これからも病院薬剤師と薬

局薬剤師の協力体制をさらに推し進め、地域包括ケアシステ

ムにおける薬剤師の役割を確かなものにしていきましょう。

　本日はありがとうございました。

ひたちなか健康ＩＴネットワーク資料1



■「ひたちなか健康ＩＴネットワーク」
　による情報共有

関　本日は、ひたちなか地域で取り組んできた薬薬連携の成
果と、地域包括ケアシステム時代に向けた将来の展望につい

て、皆さんと話し合っていきたいと思います。

　ひたちなか総合病院は人口20万人のひたちなか市・東海村

地区で唯一の総合病院であり、「地域を護る病院」の理念に

基づき、ひたちなか市などと協同で地域連携ネットワークシス

テムの構築を進めています。具体的には、2014年9月に「ひた

ちなか健康ITネットワーク」（以下、ITネット）を立ち上げ、ま

ず地域の保険薬局との間で情報共有を開始しました。これま

での薬薬連携で築かれた信頼関係を基盤に、地域の医療機

関や介護サービス事業所、行政へと対象を広げることを目指し

ています。ITネットに参加する薬局では、患者さんの同意を得

た上で、IDとパスワードで管理された電子カルテ閲覧用サー

バーにアクセスし、内服薬や注射薬の処方内容、臨床検査値

（以下、検査値）、入退院歴などを時系列で見ることができま

す（資料1）。現在は公開対象を検査値や投与薬剤といった医

療者の主観によらない「無機的な情報」に限定し、病名などは

対象外ですが、いずれは退院サマリーなどの「有機的な情報」

もオープンにする必要があると考えています。

　導入時に行ったアンケート調査によると、約85％の患者さん

が保険薬局に自身の情報を提供してもよいと回答し、約93％

の薬局薬剤師がITネットを利用したいと回答しました。その

一方で、一部の薬局薬剤師からは、患者さんの同意の取り方、

システムの操作方法やセキュリティ、検査値に関する知識など

に不安が示されました。それらを一つ一つクリアするために、

広報活動や同意書の作成、端末操作指導とともに、検査値に

基づいた処方介入事例などを病院薬剤師が解説する実践的な

研修を薬剤師会と共催で行いました。2017年4月現在、ITネッ

トにはひたちなか薬剤師会会員の9割を占める68店舗の保

険薬局が加盟しています。アクセス数も増えており、月平均1万

2,000件に達しています。

　それでは、薬薬連携による情報共有の必要性やITネットの導

入効果などについて、皆さんからコメントをお願いします。ひた

ちなか市薬剤師会会長の樗木先生はどのようにお考えですか。

樗木　当薬剤師会の会員は、ひたちなか総合病院の門前薬
局から診療所の門前薬局、面分業を担う薬局までさまざまで

す。また、6年制教育を受けた20代から上は70代まで、幅広

い世代の薬剤師がいます。それぞれに受けた教育や経験、置

かれた立場が異なるため、ひたちなか総合病院との連携を通

じた情報共有は、会員の意識の共有化やスキルの標準化のた

めに非常に有用だと考えています。病院を核として地域の薬

1 Pharma Scope Vol.26 2Pharma Scope Vol.26
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剤師が顔の見える関係を築くことにより、質の高い服薬指導

が可能になると思います。

関　友愛薬局ひたちなか店の砂押薬局長、名越先生はいかが
ですか。

砂押　ITネットで情報共有が可能になる前は、患者さんから
聞き取った情報を頼りに服薬指導をしていましたので、ネット

ワーク上で検査値などが確認できることは大きな変化です。ま

た、勉強会で検査値の見方や注意点などを学び、根拠に基づ

く指導ができるようになったと感じています。

名越　処方箋から読み取れる情報は限られますが、検査値や
入退院歴、院内でどのような薬が使われていたかを知ること

で、患者さんの状態を理解しやすくなりました。同時に、私た

ちが得た情報も病院と共有し、継続した指導を行うことの重

要性を強く意識するようになりました。

関　平井先生は、病院薬剤師の立場で現在の薬薬連携につ
いてどのように感じていますか。

平井　ITネットや院外処方における薬物治療管理プロトコー
ルの導入によって、薬局薬剤師が検査値に基づく疑義照会や

残薬調整をしてくれるので、医師からは感謝されます。特に他

の地域から赴任された医師は驚かれますね。医師は薬局薬剤

師と直接話をする機会が少ないので、院内の薬剤師からこの

地域の薬薬連携の取り組みを説明し、理解や協力を得られる

ように働きかけています。また、当院はがん診療連携拠点病

院ですので、外来で内服抗がん剤を導入される患者さんへの

服薬指導が必要なケースも多くありますが、病院薬剤師が十

分に対応できない部分は薬局薬剤師がフォローする連携体制

ができつつあることも成果の一つです。

■情報共有による薬物療法の安全性向上

関　ITネットの成果として医薬品の適正使用につながった例
が数多く報告されています。名越先生から活用状況を紹介し

ていただけますか。

名越　2014年9月から2017年3月の2年半で、当店のITネッ
トを利用した疑義照会は257件で、そのうち59件（23％）が

処方変更されました。内訳は、検査値242件、処方歴10件、

注射薬と内服薬の併用確認4件、予約日の確認1件です（資

料2）。その中から検査値の確認により肝機能改善につながっ

た症例を紹介します。この患者さんはひたちなか総合病院の

消化器科を受診していましたが、別の病院から脂質異常症の

治療薬も継続処方されており、ITネットで肝機能が悪化して

いることが分かりました。脂質異常症治療薬は肝機能低下患

者には禁忌ですので、処方元の病院に問い合わせ、投与を中

止しました。その後、肝機能は改善し、体調が良好となりまし

た。この情報は、ひたちなか総合病院にもモニタリングレポー

トとして報告しました。

　このほか、検査値と診療ガイドラインに基づいて薬剤の追

加を提案したり、必要な検査が実施されていない場合はモニ

タリングレポートで検査依頼をしています。腎機能に影響があ

る薬剤は、クレアチニンクリアランスを算出して用量が適切か

どうかを確認しています。このように、薬局薬剤師は検査値と

その推移を確認することで、安全な薬物療法に貢献できると

思います。

砂押　導入から数カ月間は検査値の見方に慣れず、疑義照会
ができませんでしたが、勉強会に参加し、添付文書を丹念に

読み、疑問点を調べたりと、経験を重ねることでスキルアップ

できたと思います。特に疑義照会の結果、処方変更された症

例を経験したことは自信になりました。

関　現実に1店舗だけでもこれだけの介入ができるわけです
から、地域全体に取り組みが広がれば、その効果は非常に大

きいと思います。ITネットに参加していない医療機関も含む

複数の医療機関から発行された処方箋を一元的に管理し、適

正化することで患者さんの安全が守られます。こうした薬局薬

剤師による貢献を病院側でデータベース化していくことも大切

です。

■院外処方における薬物治療管理
　プロトコールの導入

関　ITネットで共有される情報に基づき薬局薬剤師が積極的
に薬学的な介入を行うためには、業務を効率化する必要があ

ります。そこで、ITネットの導入と並行して、処方医に確認す

ればほぼ確実に了解が得られるような形式的な疑義照会につ

いては、事前の合意により疑義照会を不要とする「院外処方

における薬物治療管理プロトコール」を薬剤師会と協力して作

成しました。平井先生から概要を説明してください。

平井　プロトコールは2014年11月に運用を開始しました。疑
義照会を不要としたのは、①同一成分の商品変更、②剤形変

更、③規格変更、④錠剤の半割、粉砕、混合、⑤一包化、⑥湿

布や軟膏の規格変更、⑦残薬調整で適宜調節可の指示があ

る場合と処方日数の10％以内の日数短縮、の7つのケースで

す。ただし、「①同一成分の商品変更のうち後発品に変更した

場合、と⑥湿布や軟膏の規格変更」以外はファクスによる事

後報告が必要です（資料3）。開始後6カ月間の結果を見ると、

事後報告を不要とした後発医薬品への変更報告は1/5～1/10

程度に減ったほか、問い合わせ件数全体の約20％がプロト

コールによる事後報告となり、業務の効率化が図られました。

項目別では、③規格変更は378件中の88.6％が、⑤一包化は

116件中の66.4％がプロトコールの対象です。ほとんどのプロ

トコールが高い活用率を示していますが、残薬調整について

は6カ月間で584件と最も多いにもかかわらず、プロトコール

活用率は6.7％と極めて低く、処方日数の10％分を超える残薬

が多いことが明らかになりました。

関　残薬調整のプロトコールはその後改定したわけですが、
まず、プロトコール導入によるメリットについて伺いたいと思い

ます。

樗木　例えば後発品を先発品に変更する場合、以前は作成し
た報告書を病院にファクスで送信して回答が来るまでの10～

15分間は患者さんをお待たせせざるを得ませんでした。それ

が事後報告で対応可能になったことで、患者さんへの服薬指

導などに時間を有効に使えるので薬学的管理の質の向上が期

待できます。

砂押　一包化なども薬局薬剤師の判断でできるので、業務が
非常にスムーズになりました。問い合わせを受ける病院薬剤

師、回答する医師、そして調剤を待つ患者さんにもメリットとな

り、本当に助かっています。

関　形式的な疑義照会をプロトコールで管理することで、地
域全体がWin-Winの関係になるということですね。患者さん

の反応はいかがですか。

名越　プロトコール導入後は明らかに患者さんの待ち時間が
減りました。薬局の裁量の幅が広がったので、患者さんにも喜

ばれています。

平井　導入から1年後の2015年11月にアンケート調査を実施
したところ、薬局薬剤師の約9割が「満足」と回答しました。患

者さんは、病院ではなく薬局で薬をもらうときに初めて「一包

化してほしい」、「この粉薬は飲みにくい」など、薬について要望

されることがあります。薬局がすぐにそれに応えることができる

ので、薬局に対する地域の評価も上がってくると思います。

■内服抗がん剤処方チェックプロトコール
　の導入

関　ITネットを導入し、その活用が進んだことから、次の課題

として抗がん剤における安全性向上に取り組み、2015年4月

から内服抗がん剤処方チェックプロトコールの運用を開始しま

した。平井先生から概要を紹介してください。

平井　プロトコール導入にあたり、薬局薬剤師を対象に抗が
ん剤の服薬指導を行うために必要な情報についてアンケート

調査を行い、ニーズが高かった「適正使用基準および疑義照

会基準の作成」、「院内採用レジメン集の公開」、「病院薬剤師

介入事例の紹介」に取り組みました。まず処方頻度の高い2種

類の内服抗がん剤について、検査値の見方やレジメン通りの

投与が行われたかどうかの確認点など、処方の際のチェック

ポイントを作成し、レジメンも公開しました。特に苦労したのは

検査値による問い合わせ基準の設定です。経験に基づく個人

の基準ではなく、統一ルールではエビデンスが必要ですから、

適正使用ガイドをもとに、初回投与時および2クール目以降の

基準を設けました。また、相互作用に注意すべき薬剤やＢ型

肝炎ウイルス感染検査の有無を確認するフローチェックシート

も作成し、併せて勉強会で症例報告も行いました。その結果、

ITネット稼働後もほとんどなかった抗がん剤の疑義照会が

チェックシート作成後は4～8件／月へと増え、処方変更され

た例もあります（資料4）。2016年5月には別の2種類の内服

抗がん剤のプロトコールも追加しました。

樗木　処方のチェックポイントや適正使用基準を確認し、疑
義照会をする習慣を身に付けることで、他の抗がん剤でも適

正使用を意識するようになります。今はまだ薬局薬剤師間で

スキルや意識の差がありますが、成功事例を共有してレベル

アップとともに裾野を広げていくことも今後の課題です。

名越　薬局薬剤師が抗がん剤の薬剤管理指導により積極的
に関与するためにも、せめて薬剤ごとに必要なチェック項目が

誰でも一目で分かる、検索機能のような仕組みがあると便利

だと思います。

関　プロトコールの範囲をどこまで拡大するかという問題もあ
りますね。

平井　現在は薬局で受け取る頻度が高い抗がん剤に絞って
プロトコールを作っています。対象を広げる前に、症例を重ね

ることで抗がん剤の指導に慣れ、がん患者さんを支援するスキ

ルを高めることが大切であり、段階的にステップを進めていこ

うと考えています。

■「服薬状況確認シート」を用いた
　残薬解消モデル

関　先ほど平井先生から報告があったように、残薬解消のプ
ロトコールは活用率も満足度も低かったことから改定すること

になりました。2016年1月に実施した病院薬剤師と薬局薬剤

師の合同勉強会では、残薬の理由と対処方法のチェックがで

きる「残薬状況確認シート」を用いたロールプレイ研修を行い

ました。そして、同年4月より「処方日数の10％以内」という制

限を解除するとともに、新たな運用方法を導入しました。

平井　2016年4月の診療報酬改定により、調剤時に残薬を
確認した場合に、「医療機関へ疑義照会した上で調剤」また

は「医療機関へ情報提供」のいずれかを医師が指示できるよ

うに処方箋様式が変更になり、薬局薬剤師の残薬管理への

介入が促進されました。当院では、薬局薬剤師の判断で日数

調整をするだけでなく、指導内容を医師に伝えることを目的に

プロトコールを改定しました。最初は「処方日数の10％以内」

という制限の解除だけを考えたのですが、薬局薬剤師が理由

を聞き取って適切に対処し、それを処方医にも伝えることが、

本当の意味での残薬解消につながると考えたためです。

　患者さんに残薬がある場合、薬局薬剤師は「残薬状況確認

シート」で残薬の理由と対処方法をリストから選択します。そ

して、処方箋のコピーを貼付した上で薬剤名の隣に調整後の

処方日数を記入し、病院にファクスで報告します。病院薬剤師

がこの情報を電子カルテに入力すると、次の診察時に医師が

確認し、診療に反映することができます（資料5）。

関　プロトコール改定前後の各3カ月間を比較すると、プロト
コールの活用率は5％から91.5％へと劇的に改善し、業務の

効率化が図られました。この結果についてはどのようにお感じ

ですか。

樗木　改定前には処方量の10％以上の残薬があるためプロト
コールを適用できないケースが多くありましたが、現在は全て

の患者さんが残薬調整の対象となったことで、患者さんもコス

ト意識を持つようになりました。

砂押　当店では改定後のプロトコール活用率は96％になりま
した。残りの4％は他の疑義照会と一緒に行ったものと思われ

ます。患者さんは残薬があっても、医師は忙しく薬局では時間

がかかるために、口に出すことをためらいがちでした。今は残

薬調整が数分でできますからお待たせせずにすみ、プロトコー

ル改定による成果は大きいと実感しています。

平井　以前調査したファクスの送受信記録によると、問い合
わせから回答までの所要時間は1件当たり約12分でした。プ

ロトコール改定でこの作業が不要となることで、患者さんの待

ち時間は残薬調整の件数（月平均124件）から計算すると月

約25時間短縮されたことになります。特に当院の門前薬局で

は効率化のメリットは大きいと思います。

関　病院薬剤師の業務にはどのような変化がありましたか。

平井　以前は調剤業務の途中でも問い合わせに対応する必
要がありましたが、現在は業務の状況に応じてチェック形式の

テンプレートに入力すればよくなり、業務負担は減っていま

す。また、入力したデータは項目ごとに簡単に抽出できるので、

さまざまな分析を行って今後の業務に生かすことができます。

関　データの蓄積により、残薬調整の経済効果も試算できま
したね。

平井　2016年4月～7月の4カ月間の平均値から、節減され
た薬剤費は年間976万円と試算されます。国保の割合からひ

たちなか市における当院の処方箋割合を10％と仮定し、人口

比で計算すると、全国における経済効果は780億円に上ると

推計されます。ただし、当地域の場合は、当院を核とする1対

多の関係で地域のルールに則って残薬調整が可能ですし、剤

形変更や一包化などもプロトコールに基づいて薬局薬剤師の

判断でできます。これを複数の病院が含まれる都市部の地域

で実践しようとしても難しいと思います。

関　残薬調整だけでなく、プロトコールに関する全ての情報
がデータベースに蓄積され、診療科別、年齢別、服用区分別な

どで解析できますので、今後、薬剤師会と協力して学会等で

発表していく予定です。また、この一連の取り組みには将来

の電子処方化も念頭にあります。われわれが環境を整備し、

仕組みを構築することで地域全体のエビデンスを作っていき

たいと思います。

■地域包括ケアシステム構築に向けた展開

関　これまでひたちなか薬剤師会とともにさまざまな取り組み
を行ってきました。薬剤師会の今後の目標を教えてください。

樗木　薬局薬剤師が地域医療に貢献するための環境が着実
に整ってきていますので、さらにレベルアップに取り組んでい

く必要があります。その一つとして、当薬剤師会では2016年

12月から2017年3月までを強化月間として、毎月1回、「ひた

ちなか健康ITネットシリーズ」の勉強会を実施しました。名越

先生をはじめとして各薬局から若手の薬剤師が症例を持ち

寄って発表しました。若い人たちが頑張っている姿を見て、ベ

テランも刺激を受け、非常に良い勉強会になりました。われわ

れは地域に根差した薬剤師として、患者さんに寄り添い、患

者さんの健康に貢献する薬剤管理指導を通じて、地域全体

の薬物療法の質を高めたいと思います。

関　この4回の勉強会では、多くの薬剤師が症例を発表した
ことに驚きました。ITネット導入当初は不安を感じていた薬剤

師たちが、今ではさまざまな角度から処方に介入し、それを多

くの薬剤師の前で発表できるまでになっています。かかりつけ

薬局、かかりつけ薬剤師としてあるべき姿に近づきつつあるこ

とを感じました。最後に、薬剤師としてこれから取り組んでい

きたいことをお話しください。

名越　ITネットの活用をもっと広げていくために、症例を蓄
積するとともに、薬局の新たな取り組みや連携のメリットを、

多くの医療・介護関係者や住民の皆さんにも知っていただき

たいと思います。

砂押　薬剤師の役割として、例えば患者さんに残薬があった
場合、その原因を掘り下げて考え、飲み忘れがないように指導

すること、医師に情報提供をして処方の適正化を図ることが

大切だと考えています。必要であれば、私たちが患者さんの元

へ出向き、薬の管理などの支援をしていけたらと思います。

樗木　地域包括ケアシステムの構築が進むにつれて、これま
で交流がなかった職種との連携も重要になります。地域全体

の情報共有の方法を考えていくことが必要で、ITネットで培っ

たノウハウは大きな力になると考えています。

平井　薬局薬剤師がITを使いこなし、患者さんの病態に応
じた薬学的管理ができれば、薬局薬剤師が地域包括ケアシス

テムにおける中心的役割を担う存在になるでしょう。特に当地

域では薬剤師が活躍できる土台がありますから、全国のモデ

ルとなってほしいと思います。われわれ病院薬剤師もこれまで

同様、地域社会に貢献する薬薬連携モデルの構築に取り組ん

でいきます。

関　ITネットの構築、薬物治療管理プロトコールの導入へと
取り組みを進める間に、がん、さらには在宅の領域にも薬薬

連携が広がってきました。今後、この分野への積極的な介入の

ためには、現在の無機的情報だけでなく、入院中の服薬指導

内容や退院サマリーなどの有機的情報の共有も不可欠です。

当地域では、すでに在宅分野ではSNSアプリケーションを用

いた情報ツールとして「メディカルケアステーション（MCS）」

が導入されており、タイムライン形式で共有することができま

す。今後、ITネットで広がった薬局ネットワークを基盤に、介

護分野や医師会のネットワークを連動させ、地域住民の基本

情報を整備した「ひたちなか地域連携ネットワークシステム」

を行政に提案していく計画です。これからも病院薬剤師と薬

局薬剤師の協力体制をさらに推し進め、地域包括ケアシステ

ムにおける薬剤師の役割を確かなものにしていきましょう。

　本日はありがとうございました。

ひたちなか健康ＩＴネットワーク資料1



■「ひたちなか健康ＩＴネットワーク」
　による情報共有

関　本日は、ひたちなか地域で取り組んできた薬薬連携の成
果と、地域包括ケアシステム時代に向けた将来の展望につい

て、皆さんと話し合っていきたいと思います。

　ひたちなか総合病院は人口20万人のひたちなか市・東海村

地区で唯一の総合病院であり、「地域を護る病院」の理念に

基づき、ひたちなか市などと協同で地域連携ネットワークシス

テムの構築を進めています。具体的には、2014年9月に「ひた

ちなか健康ITネットワーク」（以下、ITネット）を立ち上げ、ま

ず地域の保険薬局との間で情報共有を開始しました。これま

での薬薬連携で築かれた信頼関係を基盤に、地域の医療機

関や介護サービス事業所、行政へと対象を広げることを目指し

ています。ITネットに参加する薬局では、患者さんの同意を得

た上で、IDとパスワードで管理された電子カルテ閲覧用サー

バーにアクセスし、内服薬や注射薬の処方内容、臨床検査値

（以下、検査値）、入退院歴などを時系列で見ることができま

す（資料1）。現在は公開対象を検査値や投与薬剤といった医

療者の主観によらない「無機的な情報」に限定し、病名などは

対象外ですが、いずれは退院サマリーなどの「有機的な情報」

もオープンにする必要があると考えています。

　導入時に行ったアンケート調査によると、約85％の患者さん

が保険薬局に自身の情報を提供してもよいと回答し、約93％

の薬局薬剤師がITネットを利用したいと回答しました。その

一方で、一部の薬局薬剤師からは、患者さんの同意の取り方、

システムの操作方法やセキュリティ、検査値に関する知識など

に不安が示されました。それらを一つ一つクリアするために、

広報活動や同意書の作成、端末操作指導とともに、検査値に

基づいた処方介入事例などを病院薬剤師が解説する実践的な

研修を薬剤師会と共催で行いました。2017年4月現在、ITネッ

トにはひたちなか薬剤師会会員の9割を占める68店舗の保

険薬局が加盟しています。アクセス数も増えており、月平均1万

2,000件に達しています。

　それでは、薬薬連携による情報共有の必要性やITネットの導

入効果などについて、皆さんからコメントをお願いします。ひた

ちなか市薬剤師会会長の樗木先生はどのようにお考えですか。

樗木　当薬剤師会の会員は、ひたちなか総合病院の門前薬
局から診療所の門前薬局、面分業を担う薬局までさまざまで

す。また、6年制教育を受けた20代から上は70代まで、幅広

い世代の薬剤師がいます。それぞれに受けた教育や経験、置

かれた立場が異なるため、ひたちなか総合病院との連携を通

じた情報共有は、会員の意識の共有化やスキルの標準化のた

めに非常に有用だと考えています。病院を核として地域の薬
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剤師が顔の見える関係を築くことにより、質の高い服薬指導

が可能になると思います。

関　友愛薬局ひたちなか店の砂押薬局長、名越先生はいかが
ですか。

砂押　ITネットで情報共有が可能になる前は、患者さんから
聞き取った情報を頼りに服薬指導をしていましたので、ネット

ワーク上で検査値などが確認できることは大きな変化です。ま

た、勉強会で検査値の見方や注意点などを学び、根拠に基づ

く指導ができるようになったと感じています。

名越　処方箋から読み取れる情報は限られますが、検査値や
入退院歴、院内でどのような薬が使われていたかを知ること

で、患者さんの状態を理解しやすくなりました。同時に、私た

ちが得た情報も病院と共有し、継続した指導を行うことの重

要性を強く意識するようになりました。

関　平井先生は、病院薬剤師の立場で現在の薬薬連携につ
いてどのように感じていますか。

平井　ITネットや院外処方における薬物治療管理プロトコー
ルの導入によって、薬局薬剤師が検査値に基づく疑義照会や

残薬調整をしてくれるので、医師からは感謝されます。特に他

の地域から赴任された医師は驚かれますね。医師は薬局薬剤

師と直接話をする機会が少ないので、院内の薬剤師からこの

地域の薬薬連携の取り組みを説明し、理解や協力を得られる

ように働きかけています。また、当院はがん診療連携拠点病

院ですので、外来で内服抗がん剤を導入される患者さんへの

服薬指導が必要なケースも多くありますが、病院薬剤師が十

分に対応できない部分は薬局薬剤師がフォローする連携体制

ができつつあることも成果の一つです。

■情報共有による薬物療法の安全性向上

関　ITネットの成果として医薬品の適正使用につながった例
が数多く報告されています。名越先生から活用状況を紹介し

ていただけますか。

名越　2014年9月から2017年3月の2年半で、当店のITネッ
トを利用した疑義照会は257件で、そのうち59件（23％）が

処方変更されました。内訳は、検査値242件、処方歴10件、

注射薬と内服薬の併用確認4件、予約日の確認1件です（資

料2）。その中から検査値の確認により肝機能改善につながっ

た症例を紹介します。この患者さんはひたちなか総合病院の

消化器科を受診していましたが、別の病院から脂質異常症の

治療薬も継続処方されており、ITネットで肝機能が悪化して

いることが分かりました。脂質異常症治療薬は肝機能低下患

者には禁忌ですので、処方元の病院に問い合わせ、投与を中

止しました。その後、肝機能は改善し、体調が良好となりまし

た。この情報は、ひたちなか総合病院にもモニタリングレポー

トとして報告しました。

　このほか、検査値と診療ガイドラインに基づいて薬剤の追

加を提案したり、必要な検査が実施されていない場合はモニ

タリングレポートで検査依頼をしています。腎機能に影響があ

る薬剤は、クレアチニンクリアランスを算出して用量が適切か

どうかを確認しています。このように、薬局薬剤師は検査値と

その推移を確認することで、安全な薬物療法に貢献できると

思います。

砂押　導入から数カ月間は検査値の見方に慣れず、疑義照会
ができませんでしたが、勉強会に参加し、添付文書を丹念に

読み、疑問点を調べたりと、経験を重ねることでスキルアップ

できたと思います。特に疑義照会の結果、処方変更された症

例を経験したことは自信になりました。

関　現実に1店舗だけでもこれだけの介入ができるわけです
から、地域全体に取り組みが広がれば、その効果は非常に大

きいと思います。ITネットに参加していない医療機関も含む

複数の医療機関から発行された処方箋を一元的に管理し、適

正化することで患者さんの安全が守られます。こうした薬局薬

剤師による貢献を病院側でデータベース化していくことも大切

です。

■院外処方における薬物治療管理
　プロトコールの導入

関　ITネットで共有される情報に基づき薬局薬剤師が積極的
に薬学的な介入を行うためには、業務を効率化する必要があ

ります。そこで、ITネットの導入と並行して、処方医に確認す

ればほぼ確実に了解が得られるような形式的な疑義照会につ

いては、事前の合意により疑義照会を不要とする「院外処方

における薬物治療管理プロトコール」を薬剤師会と協力して作

成しました。平井先生から概要を説明してください。

平井　プロトコールは2014年11月に運用を開始しました。疑
義照会を不要としたのは、①同一成分の商品変更、②剤形変

更、③規格変更、④錠剤の半割、粉砕、混合、⑤一包化、⑥湿

布や軟膏の規格変更、⑦残薬調整で適宜調節可の指示があ

る場合と処方日数の10％以内の日数短縮、の7つのケースで

す。ただし、「①同一成分の商品変更のうち後発品に変更した

場合、と⑥湿布や軟膏の規格変更」以外はファクスによる事

後報告が必要です（資料3）。開始後6カ月間の結果を見ると、

事後報告を不要とした後発医薬品への変更報告は1/5～1/10

程度に減ったほか、問い合わせ件数全体の約20％がプロト

コールによる事後報告となり、業務の効率化が図られました。

項目別では、③規格変更は378件中の88.6％が、⑤一包化は

116件中の66.4％がプロトコールの対象です。ほとんどのプロ

トコールが高い活用率を示していますが、残薬調整について

は6カ月間で584件と最も多いにもかかわらず、プロトコール

活用率は6.7％と極めて低く、処方日数の10％分を超える残薬

が多いことが明らかになりました。

関　残薬調整のプロトコールはその後改定したわけですが、
まず、プロトコール導入によるメリットについて伺いたいと思い

ます。

樗木　例えば後発品を先発品に変更する場合、以前は作成し
た報告書を病院にファクスで送信して回答が来るまでの10～

15分間は患者さんをお待たせせざるを得ませんでした。それ

が事後報告で対応可能になったことで、患者さんへの服薬指

導などに時間を有効に使えるので薬学的管理の質の向上が期

待できます。

砂押　一包化なども薬局薬剤師の判断でできるので、業務が
非常にスムーズになりました。問い合わせを受ける病院薬剤

師、回答する医師、そして調剤を待つ患者さんにもメリットとな

り、本当に助かっています。

関　形式的な疑義照会をプロトコールで管理することで、地
域全体がWin-Winの関係になるということですね。患者さん

の反応はいかがですか。

名越　プロトコール導入後は明らかに患者さんの待ち時間が
減りました。薬局の裁量の幅が広がったので、患者さんにも喜

ばれています。

平井　導入から1年後の2015年11月にアンケート調査を実施
したところ、薬局薬剤師の約9割が「満足」と回答しました。患

者さんは、病院ではなく薬局で薬をもらうときに初めて「一包

化してほしい」、「この粉薬は飲みにくい」など、薬について要望

されることがあります。薬局がすぐにそれに応えることができる

ので、薬局に対する地域の評価も上がってくると思います。

■内服抗がん剤処方チェックプロトコール
　の導入

関　ITネットを導入し、その活用が進んだことから、次の課題

として抗がん剤における安全性向上に取り組み、2015年4月

から内服抗がん剤処方チェックプロトコールの運用を開始しま

した。平井先生から概要を紹介してください。

平井　プロトコール導入にあたり、薬局薬剤師を対象に抗が
ん剤の服薬指導を行うために必要な情報についてアンケート

調査を行い、ニーズが高かった「適正使用基準および疑義照

会基準の作成」、「院内採用レジメン集の公開」、「病院薬剤師

介入事例の紹介」に取り組みました。まず処方頻度の高い2種

類の内服抗がん剤について、検査値の見方やレジメン通りの

投与が行われたかどうかの確認点など、処方の際のチェック

ポイントを作成し、レジメンも公開しました。特に苦労したのは

検査値による問い合わせ基準の設定です。経験に基づく個人

の基準ではなく、統一ルールではエビデンスが必要ですから、

適正使用ガイドをもとに、初回投与時および2クール目以降の

基準を設けました。また、相互作用に注意すべき薬剤やＢ型

肝炎ウイルス感染検査の有無を確認するフローチェックシート

も作成し、併せて勉強会で症例報告も行いました。その結果、

ITネット稼働後もほとんどなかった抗がん剤の疑義照会が

チェックシート作成後は4～8件／月へと増え、処方変更され

た例もあります（資料4）。2016年5月には別の2種類の内服

抗がん剤のプロトコールも追加しました。

樗木　処方のチェックポイントや適正使用基準を確認し、疑
義照会をする習慣を身に付けることで、他の抗がん剤でも適

正使用を意識するようになります。今はまだ薬局薬剤師間で

スキルや意識の差がありますが、成功事例を共有してレベル

アップとともに裾野を広げていくことも今後の課題です。

名越　薬局薬剤師が抗がん剤の薬剤管理指導により積極的
に関与するためにも、せめて薬剤ごとに必要なチェック項目が

誰でも一目で分かる、検索機能のような仕組みがあると便利

だと思います。

関　プロトコールの範囲をどこまで拡大するかという問題もあ
りますね。

平井　現在は薬局で受け取る頻度が高い抗がん剤に絞って
プロトコールを作っています。対象を広げる前に、症例を重ね

ることで抗がん剤の指導に慣れ、がん患者さんを支援するスキ

ルを高めることが大切であり、段階的にステップを進めていこ

うと考えています。

■「服薬状況確認シート」を用いた
　残薬解消モデル

関　先ほど平井先生から報告があったように、残薬解消のプ
ロトコールは活用率も満足度も低かったことから改定すること

になりました。2016年1月に実施した病院薬剤師と薬局薬剤

師の合同勉強会では、残薬の理由と対処方法のチェックがで

きる「残薬状況確認シート」を用いたロールプレイ研修を行い

ました。そして、同年4月より「処方日数の10％以内」という制

限を解除するとともに、新たな運用方法を導入しました。

平井　2016年4月の診療報酬改定により、調剤時に残薬を
確認した場合に、「医療機関へ疑義照会した上で調剤」また

は「医療機関へ情報提供」のいずれかを医師が指示できるよ

うに処方箋様式が変更になり、薬局薬剤師の残薬管理への

介入が促進されました。当院では、薬局薬剤師の判断で日数

調整をするだけでなく、指導内容を医師に伝えることを目的に

プロトコールを改定しました。最初は「処方日数の10％以内」

という制限の解除だけを考えたのですが、薬局薬剤師が理由

を聞き取って適切に対処し、それを処方医にも伝えることが、

本当の意味での残薬解消につながると考えたためです。

　患者さんに残薬がある場合、薬局薬剤師は「残薬状況確認

シート」で残薬の理由と対処方法をリストから選択します。そ

して、処方箋のコピーを貼付した上で薬剤名の隣に調整後の

処方日数を記入し、病院にファクスで報告します。病院薬剤師

がこの情報を電子カルテに入力すると、次の診察時に医師が

確認し、診療に反映することができます（資料5）。

関　プロトコール改定前後の各3カ月間を比較すると、プロト
コールの活用率は5％から91.5％へと劇的に改善し、業務の

効率化が図られました。この結果についてはどのようにお感じ

ですか。

樗木　改定前には処方量の10％以上の残薬があるためプロト
コールを適用できないケースが多くありましたが、現在は全て

の患者さんが残薬調整の対象となったことで、患者さんもコス

ト意識を持つようになりました。

砂押　当店では改定後のプロトコール活用率は96％になりま
した。残りの4％は他の疑義照会と一緒に行ったものと思われ

ます。患者さんは残薬があっても、医師は忙しく薬局では時間

がかかるために、口に出すことをためらいがちでした。今は残

薬調整が数分でできますからお待たせせずにすみ、プロトコー

ル改定による成果は大きいと実感しています。

平井　以前調査したファクスの送受信記録によると、問い合
わせから回答までの所要時間は1件当たり約12分でした。プ

ロトコール改定でこの作業が不要となることで、患者さんの待

ち時間は残薬調整の件数（月平均124件）から計算すると月

約25時間短縮されたことになります。特に当院の門前薬局で

は効率化のメリットは大きいと思います。

関　病院薬剤師の業務にはどのような変化がありましたか。

平井　以前は調剤業務の途中でも問い合わせに対応する必
要がありましたが、現在は業務の状況に応じてチェック形式の

テンプレートに入力すればよくなり、業務負担は減っていま

す。また、入力したデータは項目ごとに簡単に抽出できるので、

さまざまな分析を行って今後の業務に生かすことができます。

関　データの蓄積により、残薬調整の経済効果も試算できま
したね。

平井　2016年4月～7月の4カ月間の平均値から、節減され
た薬剤費は年間976万円と試算されます。国保の割合からひ

たちなか市における当院の処方箋割合を10％と仮定し、人口

比で計算すると、全国における経済効果は780億円に上ると

推計されます。ただし、当地域の場合は、当院を核とする1対

多の関係で地域のルールに則って残薬調整が可能ですし、剤

形変更や一包化などもプロトコールに基づいて薬局薬剤師の

判断でできます。これを複数の病院が含まれる都市部の地域

で実践しようとしても難しいと思います。

関　残薬調整だけでなく、プロトコールに関する全ての情報
がデータベースに蓄積され、診療科別、年齢別、服用区分別な

どで解析できますので、今後、薬剤師会と協力して学会等で

発表していく予定です。また、この一連の取り組みには将来

の電子処方化も念頭にあります。われわれが環境を整備し、

仕組みを構築することで地域全体のエビデンスを作っていき

たいと思います。

■地域包括ケアシステム構築に向けた展開

関　これまでひたちなか薬剤師会とともにさまざまな取り組み
を行ってきました。薬剤師会の今後の目標を教えてください。

樗木　薬局薬剤師が地域医療に貢献するための環境が着実
に整ってきていますので、さらにレベルアップに取り組んでい

く必要があります。その一つとして、当薬剤師会では2016年

12月から2017年3月までを強化月間として、毎月1回、「ひた

ちなか健康ITネットシリーズ」の勉強会を実施しました。名越

先生をはじめとして各薬局から若手の薬剤師が症例を持ち

寄って発表しました。若い人たちが頑張っている姿を見て、ベ

テランも刺激を受け、非常に良い勉強会になりました。われわ

れは地域に根差した薬剤師として、患者さんに寄り添い、患

者さんの健康に貢献する薬剤管理指導を通じて、地域全体

の薬物療法の質を高めたいと思います。

関　この4回の勉強会では、多くの薬剤師が症例を発表した
ことに驚きました。ITネット導入当初は不安を感じていた薬剤

師たちが、今ではさまざまな角度から処方に介入し、それを多

くの薬剤師の前で発表できるまでになっています。かかりつけ

薬局、かかりつけ薬剤師としてあるべき姿に近づきつつあるこ

とを感じました。最後に、薬剤師としてこれから取り組んでい

きたいことをお話しください。

名越　ITネットの活用をもっと広げていくために、症例を蓄
積するとともに、薬局の新たな取り組みや連携のメリットを、

多くの医療・介護関係者や住民の皆さんにも知っていただき

たいと思います。

砂押　薬剤師の役割として、例えば患者さんに残薬があった
場合、その原因を掘り下げて考え、飲み忘れがないように指導

すること、医師に情報提供をして処方の適正化を図ることが

大切だと考えています。必要であれば、私たちが患者さんの元

へ出向き、薬の管理などの支援をしていけたらと思います。

樗木　地域包括ケアシステムの構築が進むにつれて、これま
で交流がなかった職種との連携も重要になります。地域全体

の情報共有の方法を考えていくことが必要で、ITネットで培っ

たノウハウは大きな力になると考えています。

平井　薬局薬剤師がITを使いこなし、患者さんの病態に応
じた薬学的管理ができれば、薬局薬剤師が地域包括ケアシス

テムにおける中心的役割を担う存在になるでしょう。特に当地

域では薬剤師が活躍できる土台がありますから、全国のモデ

ルとなってほしいと思います。われわれ病院薬剤師もこれまで

同様、地域社会に貢献する薬薬連携モデルの構築に取り組ん

でいきます。

関　ITネットの構築、薬物治療管理プロトコールの導入へと
取り組みを進める間に、がん、さらには在宅の領域にも薬薬

連携が広がってきました。今後、この分野への積極的な介入の

ためには、現在の無機的情報だけでなく、入院中の服薬指導

内容や退院サマリーなどの有機的情報の共有も不可欠です。

当地域では、すでに在宅分野ではSNSアプリケーションを用

いた情報ツールとして「メディカルケアステーション（MCS）」

が導入されており、タイムライン形式で共有することができま

す。今後、ITネットで広がった薬局ネットワークを基盤に、介

護分野や医師会のネットワークを連動させ、地域住民の基本

情報を整備した「ひたちなか地域連携ネットワークシステム」

を行政に提案していく計画です。これからも病院薬剤師と薬

局薬剤師の協力体制をさらに推し進め、地域包括ケアシステ

ムにおける薬剤師の役割を確かなものにしていきましょう。

　本日はありがとうございました。
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■「ひたちなか健康ＩＴネットワーク」
　による情報共有

関　本日は、ひたちなか地域で取り組んできた薬薬連携の成
果と、地域包括ケアシステム時代に向けた将来の展望につい

て、皆さんと話し合っていきたいと思います。

　ひたちなか総合病院は人口20万人のひたちなか市・東海村

地区で唯一の総合病院であり、「地域を護る病院」の理念に

基づき、ひたちなか市などと協同で地域連携ネットワークシス

テムの構築を進めています。具体的には、2014年9月に「ひた

ちなか健康ITネットワーク」（以下、ITネット）を立ち上げ、ま

ず地域の保険薬局との間で情報共有を開始しました。これま

での薬薬連携で築かれた信頼関係を基盤に、地域の医療機

関や介護サービス事業所、行政へと対象を広げることを目指し

ています。ITネットに参加する薬局では、患者さんの同意を得

た上で、IDとパスワードで管理された電子カルテ閲覧用サー

バーにアクセスし、内服薬や注射薬の処方内容、臨床検査値

（以下、検査値）、入退院歴などを時系列で見ることができま

す（資料1）。現在は公開対象を検査値や投与薬剤といった医

療者の主観によらない「無機的な情報」に限定し、病名などは

対象外ですが、いずれは退院サマリーなどの「有機的な情報」

もオープンにする必要があると考えています。

　導入時に行ったアンケート調査によると、約85％の患者さん

が保険薬局に自身の情報を提供してもよいと回答し、約93％

の薬局薬剤師がITネットを利用したいと回答しました。その

一方で、一部の薬局薬剤師からは、患者さんの同意の取り方、

システムの操作方法やセキュリティ、検査値に関する知識など

に不安が示されました。それらを一つ一つクリアするために、

広報活動や同意書の作成、端末操作指導とともに、検査値に

基づいた処方介入事例などを病院薬剤師が解説する実践的な

研修を薬剤師会と共催で行いました。2017年4月現在、ITネッ

トにはひたちなか薬剤師会会員の9割を占める68店舗の保

険薬局が加盟しています。アクセス数も増えており、月平均1万

2,000件に達しています。

　それでは、薬薬連携による情報共有の必要性やITネットの導

入効果などについて、皆さんからコメントをお願いします。ひた

ちなか市薬剤師会会長の樗木先生はどのようにお考えですか。

樗木　当薬剤師会の会員は、ひたちなか総合病院の門前薬
局から診療所の門前薬局、面分業を担う薬局までさまざまで

す。また、6年制教育を受けた20代から上は70代まで、幅広

い世代の薬剤師がいます。それぞれに受けた教育や経験、置

かれた立場が異なるため、ひたちなか総合病院との連携を通

じた情報共有は、会員の意識の共有化やスキルの標準化のた

めに非常に有用だと考えています。病院を核として地域の薬
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剤師が顔の見える関係を築くことにより、質の高い服薬指導

が可能になると思います。

関　友愛薬局ひたちなか店の砂押薬局長、名越先生はいかが
ですか。

砂押　ITネットで情報共有が可能になる前は、患者さんから
聞き取った情報を頼りに服薬指導をしていましたので、ネット

ワーク上で検査値などが確認できることは大きな変化です。ま

た、勉強会で検査値の見方や注意点などを学び、根拠に基づ

く指導ができるようになったと感じています。

名越　処方箋から読み取れる情報は限られますが、検査値や
入退院歴、院内でどのような薬が使われていたかを知ること

で、患者さんの状態を理解しやすくなりました。同時に、私た

ちが得た情報も病院と共有し、継続した指導を行うことの重

要性を強く意識するようになりました。

関　平井先生は、病院薬剤師の立場で現在の薬薬連携につ
いてどのように感じていますか。

平井　ITネットや院外処方における薬物治療管理プロトコー
ルの導入によって、薬局薬剤師が検査値に基づく疑義照会や

残薬調整をしてくれるので、医師からは感謝されます。特に他

の地域から赴任された医師は驚かれますね。医師は薬局薬剤

師と直接話をする機会が少ないので、院内の薬剤師からこの

地域の薬薬連携の取り組みを説明し、理解や協力を得られる

ように働きかけています。また、当院はがん診療連携拠点病

院ですので、外来で内服抗がん剤を導入される患者さんへの

服薬指導が必要なケースも多くありますが、病院薬剤師が十

分に対応できない部分は薬局薬剤師がフォローする連携体制

ができつつあることも成果の一つです。

■情報共有による薬物療法の安全性向上

関　ITネットの成果として医薬品の適正使用につながった例
が数多く報告されています。名越先生から活用状況を紹介し

ていただけますか。

名越　2014年9月から2017年3月の2年半で、当店のITネッ
トを利用した疑義照会は257件で、そのうち59件（23％）が

処方変更されました。内訳は、検査値242件、処方歴10件、

注射薬と内服薬の併用確認4件、予約日の確認1件です（資

料2）。その中から検査値の確認により肝機能改善につながっ

た症例を紹介します。この患者さんはひたちなか総合病院の

消化器科を受診していましたが、別の病院から脂質異常症の

治療薬も継続処方されており、ITネットで肝機能が悪化して

いることが分かりました。脂質異常症治療薬は肝機能低下患

者には禁忌ですので、処方元の病院に問い合わせ、投与を中

止しました。その後、肝機能は改善し、体調が良好となりまし

た。この情報は、ひたちなか総合病院にもモニタリングレポー

トとして報告しました。

　このほか、検査値と診療ガイドラインに基づいて薬剤の追

加を提案したり、必要な検査が実施されていない場合はモニ

タリングレポートで検査依頼をしています。腎機能に影響があ

る薬剤は、クレアチニンクリアランスを算出して用量が適切か

どうかを確認しています。このように、薬局薬剤師は検査値と

その推移を確認することで、安全な薬物療法に貢献できると

思います。

砂押　導入から数カ月間は検査値の見方に慣れず、疑義照会
ができませんでしたが、勉強会に参加し、添付文書を丹念に

読み、疑問点を調べたりと、経験を重ねることでスキルアップ

できたと思います。特に疑義照会の結果、処方変更された症

例を経験したことは自信になりました。

関　現実に1店舗だけでもこれだけの介入ができるわけです
から、地域全体に取り組みが広がれば、その効果は非常に大

きいと思います。ITネットに参加していない医療機関も含む

複数の医療機関から発行された処方箋を一元的に管理し、適

正化することで患者さんの安全が守られます。こうした薬局薬

剤師による貢献を病院側でデータベース化していくことも大切

です。

■院外処方における薬物治療管理
　プロトコールの導入

関　ITネットで共有される情報に基づき薬局薬剤師が積極的
に薬学的な介入を行うためには、業務を効率化する必要があ

ります。そこで、ITネットの導入と並行して、処方医に確認す

ればほぼ確実に了解が得られるような形式的な疑義照会につ

いては、事前の合意により疑義照会を不要とする「院外処方

における薬物治療管理プロトコール」を薬剤師会と協力して作

成しました。平井先生から概要を説明してください。

平井　プロトコールは2014年11月に運用を開始しました。疑
義照会を不要としたのは、①同一成分の商品変更、②剤形変

更、③規格変更、④錠剤の半割、粉砕、混合、⑤一包化、⑥湿

布や軟膏の規格変更、⑦残薬調整で適宜調節可の指示があ

る場合と処方日数の10％以内の日数短縮、の7つのケースで

す。ただし、「①同一成分の商品変更のうち後発品に変更した

場合、と⑥湿布や軟膏の規格変更」以外はファクスによる事

後報告が必要です（資料3）。開始後6カ月間の結果を見ると、

事後報告を不要とした後発医薬品への変更報告は1/5～1/10

程度に減ったほか、問い合わせ件数全体の約20％がプロト

コールによる事後報告となり、業務の効率化が図られました。

項目別では、③規格変更は378件中の88.6％が、⑤一包化は

116件中の66.4％がプロトコールの対象です。ほとんどのプロ

トコールが高い活用率を示していますが、残薬調整について

は6カ月間で584件と最も多いにもかかわらず、プロトコール

活用率は6.7％と極めて低く、処方日数の10％分を超える残薬

が多いことが明らかになりました。

関　残薬調整のプロトコールはその後改定したわけですが、
まず、プロトコール導入によるメリットについて伺いたいと思い

ます。

樗木　例えば後発品を先発品に変更する場合、以前は作成し
た報告書を病院にファクスで送信して回答が来るまでの10～

15分間は患者さんをお待たせせざるを得ませんでした。それ

が事後報告で対応可能になったことで、患者さんへの服薬指

導などに時間を有効に使えるので薬学的管理の質の向上が期

待できます。

砂押　一包化なども薬局薬剤師の判断でできるので、業務が
非常にスムーズになりました。問い合わせを受ける病院薬剤

師、回答する医師、そして調剤を待つ患者さんにもメリットとな

り、本当に助かっています。

関　形式的な疑義照会をプロトコールで管理することで、地
域全体がWin-Winの関係になるということですね。患者さん

の反応はいかがですか。

名越　プロトコール導入後は明らかに患者さんの待ち時間が
減りました。薬局の裁量の幅が広がったので、患者さんにも喜

ばれています。

平井　導入から1年後の2015年11月にアンケート調査を実施
したところ、薬局薬剤師の約9割が「満足」と回答しました。患

者さんは、病院ではなく薬局で薬をもらうときに初めて「一包

化してほしい」、「この粉薬は飲みにくい」など、薬について要望

されることがあります。薬局がすぐにそれに応えることができる

ので、薬局に対する地域の評価も上がってくると思います。

■内服抗がん剤処方チェックプロトコール
　の導入

関　ITネットを導入し、その活用が進んだことから、次の課題

として抗がん剤における安全性向上に取り組み、2015年4月

から内服抗がん剤処方チェックプロトコールの運用を開始しま

した。平井先生から概要を紹介してください。

平井　プロトコール導入にあたり、薬局薬剤師を対象に抗が
ん剤の服薬指導を行うために必要な情報についてアンケート

調査を行い、ニーズが高かった「適正使用基準および疑義照

会基準の作成」、「院内採用レジメン集の公開」、「病院薬剤師

介入事例の紹介」に取り組みました。まず処方頻度の高い2種

類の内服抗がん剤について、検査値の見方やレジメン通りの

投与が行われたかどうかの確認点など、処方の際のチェック

ポイントを作成し、レジメンも公開しました。特に苦労したのは

検査値による問い合わせ基準の設定です。経験に基づく個人

の基準ではなく、統一ルールではエビデンスが必要ですから、

適正使用ガイドをもとに、初回投与時および2クール目以降の

基準を設けました。また、相互作用に注意すべき薬剤やＢ型

肝炎ウイルス感染検査の有無を確認するフローチェックシート

も作成し、併せて勉強会で症例報告も行いました。その結果、

ITネット稼働後もほとんどなかった抗がん剤の疑義照会が

チェックシート作成後は4～8件／月へと増え、処方変更され

た例もあります（資料4）。2016年5月には別の2種類の内服

抗がん剤のプロトコールも追加しました。

樗木　処方のチェックポイントや適正使用基準を確認し、疑
義照会をする習慣を身に付けることで、他の抗がん剤でも適

正使用を意識するようになります。今はまだ薬局薬剤師間で

スキルや意識の差がありますが、成功事例を共有してレベル

アップとともに裾野を広げていくことも今後の課題です。

名越　薬局薬剤師が抗がん剤の薬剤管理指導により積極的
に関与するためにも、せめて薬剤ごとに必要なチェック項目が

誰でも一目で分かる、検索機能のような仕組みがあると便利

だと思います。

関　プロトコールの範囲をどこまで拡大するかという問題もあ
りますね。

平井　現在は薬局で受け取る頻度が高い抗がん剤に絞って
プロトコールを作っています。対象を広げる前に、症例を重ね

ることで抗がん剤の指導に慣れ、がん患者さんを支援するスキ

ルを高めることが大切であり、段階的にステップを進めていこ

うと考えています。

■「服薬状況確認シート」を用いた
　残薬解消モデル

関　先ほど平井先生から報告があったように、残薬解消のプ
ロトコールは活用率も満足度も低かったことから改定すること

になりました。2016年1月に実施した病院薬剤師と薬局薬剤

師の合同勉強会では、残薬の理由と対処方法のチェックがで

きる「残薬状況確認シート」を用いたロールプレイ研修を行い

ました。そして、同年4月より「処方日数の10％以内」という制

限を解除するとともに、新たな運用方法を導入しました。

平井　2016年4月の診療報酬改定により、調剤時に残薬を
確認した場合に、「医療機関へ疑義照会した上で調剤」また

は「医療機関へ情報提供」のいずれかを医師が指示できるよ

うに処方箋様式が変更になり、薬局薬剤師の残薬管理への

介入が促進されました。当院では、薬局薬剤師の判断で日数

調整をするだけでなく、指導内容を医師に伝えることを目的に

プロトコールを改定しました。最初は「処方日数の10％以内」

という制限の解除だけを考えたのですが、薬局薬剤師が理由

を聞き取って適切に対処し、それを処方医にも伝えることが、

本当の意味での残薬解消につながると考えたためです。

　患者さんに残薬がある場合、薬局薬剤師は「残薬状況確認

シート」で残薬の理由と対処方法をリストから選択します。そ

して、処方箋のコピーを貼付した上で薬剤名の隣に調整後の

処方日数を記入し、病院にファクスで報告します。病院薬剤師

がこの情報を電子カルテに入力すると、次の診察時に医師が

確認し、診療に反映することができます（資料5）。

関　プロトコール改定前後の各3カ月間を比較すると、プロト
コールの活用率は5％から91.5％へと劇的に改善し、業務の

効率化が図られました。この結果についてはどのようにお感じ

ですか。

樗木　改定前には処方量の10％以上の残薬があるためプロト
コールを適用できないケースが多くありましたが、現在は全て

の患者さんが残薬調整の対象となったことで、患者さんもコス

ト意識を持つようになりました。

砂押　当店では改定後のプロトコール活用率は96％になりま
した。残りの4％は他の疑義照会と一緒に行ったものと思われ

ます。患者さんは残薬があっても、医師は忙しく薬局では時間

がかかるために、口に出すことをためらいがちでした。今は残

薬調整が数分でできますからお待たせせずにすみ、プロトコー

ル改定による成果は大きいと実感しています。

平井　以前調査したファクスの送受信記録によると、問い合
わせから回答までの所要時間は1件当たり約12分でした。プ

ロトコール改定でこの作業が不要となることで、患者さんの待

ち時間は残薬調整の件数（月平均124件）から計算すると月

約25時間短縮されたことになります。特に当院の門前薬局で

は効率化のメリットは大きいと思います。

関　病院薬剤師の業務にはどのような変化がありましたか。

平井　以前は調剤業務の途中でも問い合わせに対応する必
要がありましたが、現在は業務の状況に応じてチェック形式の

テンプレートに入力すればよくなり、業務負担は減っていま

す。また、入力したデータは項目ごとに簡単に抽出できるので、

さまざまな分析を行って今後の業務に生かすことができます。

関　データの蓄積により、残薬調整の経済効果も試算できま
したね。

平井　2016年4月～7月の4カ月間の平均値から、節減され
た薬剤費は年間976万円と試算されます。国保の割合からひ

たちなか市における当院の処方箋割合を10％と仮定し、人口

比で計算すると、全国における経済効果は780億円に上ると

推計されます。ただし、当地域の場合は、当院を核とする1対

多の関係で地域のルールに則って残薬調整が可能ですし、剤

形変更や一包化などもプロトコールに基づいて薬局薬剤師の

判断でできます。これを複数の病院が含まれる都市部の地域

で実践しようとしても難しいと思います。

関　残薬調整だけでなく、プロトコールに関する全ての情報
がデータベースに蓄積され、診療科別、年齢別、服用区分別な

どで解析できますので、今後、薬剤師会と協力して学会等で

発表していく予定です。また、この一連の取り組みには将来

の電子処方化も念頭にあります。われわれが環境を整備し、

仕組みを構築することで地域全体のエビデンスを作っていき

たいと思います。

■地域包括ケアシステム構築に向けた展開

関　これまでひたちなか薬剤師会とともにさまざまな取り組み
を行ってきました。薬剤師会の今後の目標を教えてください。

樗木　薬局薬剤師が地域医療に貢献するための環境が着実
に整ってきていますので、さらにレベルアップに取り組んでい

く必要があります。その一つとして、当薬剤師会では2016年

12月から2017年3月までを強化月間として、毎月1回、「ひた

ちなか健康ITネットシリーズ」の勉強会を実施しました。名越

先生をはじめとして各薬局から若手の薬剤師が症例を持ち

寄って発表しました。若い人たちが頑張っている姿を見て、ベ

テランも刺激を受け、非常に良い勉強会になりました。われわ

れは地域に根差した薬剤師として、患者さんに寄り添い、患

者さんの健康に貢献する薬剤管理指導を通じて、地域全体

の薬物療法の質を高めたいと思います。

関　この4回の勉強会では、多くの薬剤師が症例を発表した
ことに驚きました。ITネット導入当初は不安を感じていた薬剤

師たちが、今ではさまざまな角度から処方に介入し、それを多

くの薬剤師の前で発表できるまでになっています。かかりつけ

薬局、かかりつけ薬剤師としてあるべき姿に近づきつつあるこ

とを感じました。最後に、薬剤師としてこれから取り組んでい

きたいことをお話しください。

名越　ITネットの活用をもっと広げていくために、症例を蓄
積するとともに、薬局の新たな取り組みや連携のメリットを、

多くの医療・介護関係者や住民の皆さんにも知っていただき

たいと思います。

砂押　薬剤師の役割として、例えば患者さんに残薬があった
場合、その原因を掘り下げて考え、飲み忘れがないように指導

すること、医師に情報提供をして処方の適正化を図ることが

大切だと考えています。必要であれば、私たちが患者さんの元

へ出向き、薬の管理などの支援をしていけたらと思います。

樗木　地域包括ケアシステムの構築が進むにつれて、これま
で交流がなかった職種との連携も重要になります。地域全体

の情報共有の方法を考えていくことが必要で、ITネットで培っ

たノウハウは大きな力になると考えています。

平井　薬局薬剤師がITを使いこなし、患者さんの病態に応
じた薬学的管理ができれば、薬局薬剤師が地域包括ケアシス

テムにおける中心的役割を担う存在になるでしょう。特に当地

域では薬剤師が活躍できる土台がありますから、全国のモデ

ルとなってほしいと思います。われわれ病院薬剤師もこれまで

同様、地域社会に貢献する薬薬連携モデルの構築に取り組ん

でいきます。

関　ITネットの構築、薬物治療管理プロトコールの導入へと
取り組みを進める間に、がん、さらには在宅の領域にも薬薬

連携が広がってきました。今後、この分野への積極的な介入の

ためには、現在の無機的情報だけでなく、入院中の服薬指導

内容や退院サマリーなどの有機的情報の共有も不可欠です。

当地域では、すでに在宅分野ではSNSアプリケーションを用

いた情報ツールとして「メディカルケアステーション（MCS）」

が導入されており、タイムライン形式で共有することができま

す。今後、ITネットで広がった薬局ネットワークを基盤に、介

護分野や医師会のネットワークを連動させ、地域住民の基本

情報を整備した「ひたちなか地域連携ネットワークシステム」

を行政に提案していく計画です。これからも病院薬剤師と薬

局薬剤師の協力体制をさらに推し進め、地域包括ケアシステ

ムにおける薬剤師の役割を確かなものにしていきましょう。

　本日はありがとうございました。
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■「ひたちなか健康ＩＴネットワーク」
　による情報共有

関　本日は、ひたちなか地域で取り組んできた薬薬連携の成
果と、地域包括ケアシステム時代に向けた将来の展望につい

て、皆さんと話し合っていきたいと思います。

　ひたちなか総合病院は人口20万人のひたちなか市・東海村

地区で唯一の総合病院であり、「地域を護る病院」の理念に

基づき、ひたちなか市などと協同で地域連携ネットワークシス

テムの構築を進めています。具体的には、2014年9月に「ひた

ちなか健康ITネットワーク」（以下、ITネット）を立ち上げ、ま

ず地域の保険薬局との間で情報共有を開始しました。これま

での薬薬連携で築かれた信頼関係を基盤に、地域の医療機

関や介護サービス事業所、行政へと対象を広げることを目指し

ています。ITネットに参加する薬局では、患者さんの同意を得

た上で、IDとパスワードで管理された電子カルテ閲覧用サー

バーにアクセスし、内服薬や注射薬の処方内容、臨床検査値

（以下、検査値）、入退院歴などを時系列で見ることができま

す（資料1）。現在は公開対象を検査値や投与薬剤といった医

療者の主観によらない「無機的な情報」に限定し、病名などは

対象外ですが、いずれは退院サマリーなどの「有機的な情報」

もオープンにする必要があると考えています。

　導入時に行ったアンケート調査によると、約85％の患者さん

が保険薬局に自身の情報を提供してもよいと回答し、約93％

の薬局薬剤師がITネットを利用したいと回答しました。その

一方で、一部の薬局薬剤師からは、患者さんの同意の取り方、

システムの操作方法やセキュリティ、検査値に関する知識など

に不安が示されました。それらを一つ一つクリアするために、

広報活動や同意書の作成、端末操作指導とともに、検査値に

基づいた処方介入事例などを病院薬剤師が解説する実践的な

研修を薬剤師会と共催で行いました。2017年4月現在、ITネッ

トにはひたちなか薬剤師会会員の9割を占める68店舗の保

険薬局が加盟しています。アクセス数も増えており、月平均1万

2,000件に達しています。

　それでは、薬薬連携による情報共有の必要性やITネットの導

入効果などについて、皆さんからコメントをお願いします。ひた

ちなか市薬剤師会会長の樗木先生はどのようにお考えですか。

樗木　当薬剤師会の会員は、ひたちなか総合病院の門前薬
局から診療所の門前薬局、面分業を担う薬局までさまざまで

す。また、6年制教育を受けた20代から上は70代まで、幅広

い世代の薬剤師がいます。それぞれに受けた教育や経験、置

かれた立場が異なるため、ひたちなか総合病院との連携を通

じた情報共有は、会員の意識の共有化やスキルの標準化のた

めに非常に有用だと考えています。病院を核として地域の薬
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剤師が顔の見える関係を築くことにより、質の高い服薬指導

が可能になると思います。

関　友愛薬局ひたちなか店の砂押薬局長、名越先生はいかが
ですか。

砂押　ITネットで情報共有が可能になる前は、患者さんから
聞き取った情報を頼りに服薬指導をしていましたので、ネット

ワーク上で検査値などが確認できることは大きな変化です。ま

た、勉強会で検査値の見方や注意点などを学び、根拠に基づ

く指導ができるようになったと感じています。

名越　処方箋から読み取れる情報は限られますが、検査値や
入退院歴、院内でどのような薬が使われていたかを知ること

で、患者さんの状態を理解しやすくなりました。同時に、私た

ちが得た情報も病院と共有し、継続した指導を行うことの重

要性を強く意識するようになりました。

関　平井先生は、病院薬剤師の立場で現在の薬薬連携につ
いてどのように感じていますか。

平井　ITネットや院外処方における薬物治療管理プロトコー
ルの導入によって、薬局薬剤師が検査値に基づく疑義照会や

残薬調整をしてくれるので、医師からは感謝されます。特に他

の地域から赴任された医師は驚かれますね。医師は薬局薬剤

師と直接話をする機会が少ないので、院内の薬剤師からこの

地域の薬薬連携の取り組みを説明し、理解や協力を得られる

ように働きかけています。また、当院はがん診療連携拠点病

院ですので、外来で内服抗がん剤を導入される患者さんへの

服薬指導が必要なケースも多くありますが、病院薬剤師が十

分に対応できない部分は薬局薬剤師がフォローする連携体制

ができつつあることも成果の一つです。

■情報共有による薬物療法の安全性向上

関　ITネットの成果として医薬品の適正使用につながった例
が数多く報告されています。名越先生から活用状況を紹介し

ていただけますか。

名越　2014年9月から2017年3月の2年半で、当店のITネッ
トを利用した疑義照会は257件で、そのうち59件（23％）が

処方変更されました。内訳は、検査値242件、処方歴10件、

注射薬と内服薬の併用確認4件、予約日の確認1件です（資

料2）。その中から検査値の確認により肝機能改善につながっ

た症例を紹介します。この患者さんはひたちなか総合病院の

消化器科を受診していましたが、別の病院から脂質異常症の

治療薬も継続処方されており、ITネットで肝機能が悪化して

いることが分かりました。脂質異常症治療薬は肝機能低下患

者には禁忌ですので、処方元の病院に問い合わせ、投与を中

止しました。その後、肝機能は改善し、体調が良好となりまし

た。この情報は、ひたちなか総合病院にもモニタリングレポー

トとして報告しました。

　このほか、検査値と診療ガイドラインに基づいて薬剤の追

加を提案したり、必要な検査が実施されていない場合はモニ

タリングレポートで検査依頼をしています。腎機能に影響があ

る薬剤は、クレアチニンクリアランスを算出して用量が適切か

どうかを確認しています。このように、薬局薬剤師は検査値と

その推移を確認することで、安全な薬物療法に貢献できると

思います。

砂押　導入から数カ月間は検査値の見方に慣れず、疑義照会
ができませんでしたが、勉強会に参加し、添付文書を丹念に

読み、疑問点を調べたりと、経験を重ねることでスキルアップ

できたと思います。特に疑義照会の結果、処方変更された症

例を経験したことは自信になりました。

関　現実に1店舗だけでもこれだけの介入ができるわけです
から、地域全体に取り組みが広がれば、その効果は非常に大

きいと思います。ITネットに参加していない医療機関も含む

複数の医療機関から発行された処方箋を一元的に管理し、適

正化することで患者さんの安全が守られます。こうした薬局薬

剤師による貢献を病院側でデータベース化していくことも大切

です。

■院外処方における薬物治療管理
　プロトコールの導入

関　ITネットで共有される情報に基づき薬局薬剤師が積極的
に薬学的な介入を行うためには、業務を効率化する必要があ

ります。そこで、ITネットの導入と並行して、処方医に確認す

ればほぼ確実に了解が得られるような形式的な疑義照会につ

いては、事前の合意により疑義照会を不要とする「院外処方

における薬物治療管理プロトコール」を薬剤師会と協力して作

成しました。平井先生から概要を説明してください。

平井　プロトコールは2014年11月に運用を開始しました。疑
義照会を不要としたのは、①同一成分の商品変更、②剤形変

更、③規格変更、④錠剤の半割、粉砕、混合、⑤一包化、⑥湿

布や軟膏の規格変更、⑦残薬調整で適宜調節可の指示があ

る場合と処方日数の10％以内の日数短縮、の7つのケースで

す。ただし、「①同一成分の商品変更のうち後発品に変更した

場合、と⑥湿布や軟膏の規格変更」以外はファクスによる事

後報告が必要です（資料3）。開始後6カ月間の結果を見ると、

事後報告を不要とした後発医薬品への変更報告は1/5～1/10

程度に減ったほか、問い合わせ件数全体の約20％がプロト

コールによる事後報告となり、業務の効率化が図られました。

項目別では、③規格変更は378件中の88.6％が、⑤一包化は

116件中の66.4％がプロトコールの対象です。ほとんどのプロ

トコールが高い活用率を示していますが、残薬調整について

は6カ月間で584件と最も多いにもかかわらず、プロトコール

活用率は6.7％と極めて低く、処方日数の10％分を超える残薬

が多いことが明らかになりました。

関　残薬調整のプロトコールはその後改定したわけですが、
まず、プロトコール導入によるメリットについて伺いたいと思い

ます。

樗木　例えば後発品を先発品に変更する場合、以前は作成し
た報告書を病院にファクスで送信して回答が来るまでの10～

15分間は患者さんをお待たせせざるを得ませんでした。それ

が事後報告で対応可能になったことで、患者さんへの服薬指

導などに時間を有効に使えるので薬学的管理の質の向上が期

待できます。

砂押　一包化なども薬局薬剤師の判断でできるので、業務が
非常にスムーズになりました。問い合わせを受ける病院薬剤

師、回答する医師、そして調剤を待つ患者さんにもメリットとな

り、本当に助かっています。

関　形式的な疑義照会をプロトコールで管理することで、地
域全体がWin-Winの関係になるということですね。患者さん

の反応はいかがですか。

名越　プロトコール導入後は明らかに患者さんの待ち時間が
減りました。薬局の裁量の幅が広がったので、患者さんにも喜

ばれています。

平井　導入から1年後の2015年11月にアンケート調査を実施
したところ、薬局薬剤師の約9割が「満足」と回答しました。患

者さんは、病院ではなく薬局で薬をもらうときに初めて「一包

化してほしい」、「この粉薬は飲みにくい」など、薬について要望

されることがあります。薬局がすぐにそれに応えることができる

ので、薬局に対する地域の評価も上がってくると思います。

■内服抗がん剤処方チェックプロトコール
　の導入

関　ITネットを導入し、その活用が進んだことから、次の課題

として抗がん剤における安全性向上に取り組み、2015年4月

から内服抗がん剤処方チェックプロトコールの運用を開始しま

した。平井先生から概要を紹介してください。

平井　プロトコール導入にあたり、薬局薬剤師を対象に抗が
ん剤の服薬指導を行うために必要な情報についてアンケート

調査を行い、ニーズが高かった「適正使用基準および疑義照

会基準の作成」、「院内採用レジメン集の公開」、「病院薬剤師

介入事例の紹介」に取り組みました。まず処方頻度の高い2種

類の内服抗がん剤について、検査値の見方やレジメン通りの

投与が行われたかどうかの確認点など、処方の際のチェック

ポイントを作成し、レジメンも公開しました。特に苦労したのは

検査値による問い合わせ基準の設定です。経験に基づく個人

の基準ではなく、統一ルールではエビデンスが必要ですから、

適正使用ガイドをもとに、初回投与時および2クール目以降の

基準を設けました。また、相互作用に注意すべき薬剤やＢ型

肝炎ウイルス感染検査の有無を確認するフローチェックシート

も作成し、併せて勉強会で症例報告も行いました。その結果、

ITネット稼働後もほとんどなかった抗がん剤の疑義照会が

チェックシート作成後は4～8件／月へと増え、処方変更され

た例もあります（資料4）。2016年5月には別の2種類の内服

抗がん剤のプロトコールも追加しました。

樗木　処方のチェックポイントや適正使用基準を確認し、疑
義照会をする習慣を身に付けることで、他の抗がん剤でも適

正使用を意識するようになります。今はまだ薬局薬剤師間で

スキルや意識の差がありますが、成功事例を共有してレベル

アップとともに裾野を広げていくことも今後の課題です。

名越　薬局薬剤師が抗がん剤の薬剤管理指導により積極的
に関与するためにも、せめて薬剤ごとに必要なチェック項目が

誰でも一目で分かる、検索機能のような仕組みがあると便利

だと思います。

関　プロトコールの範囲をどこまで拡大するかという問題もあ
りますね。

平井　現在は薬局で受け取る頻度が高い抗がん剤に絞って
プロトコールを作っています。対象を広げる前に、症例を重ね

ることで抗がん剤の指導に慣れ、がん患者さんを支援するスキ

ルを高めることが大切であり、段階的にステップを進めていこ

うと考えています。

■「服薬状況確認シート」を用いた
　残薬解消モデル

関　先ほど平井先生から報告があったように、残薬解消のプ
ロトコールは活用率も満足度も低かったことから改定すること

になりました。2016年1月に実施した病院薬剤師と薬局薬剤

師の合同勉強会では、残薬の理由と対処方法のチェックがで

きる「残薬状況確認シート」を用いたロールプレイ研修を行い

ました。そして、同年4月より「処方日数の10％以内」という制

限を解除するとともに、新たな運用方法を導入しました。

平井　2016年4月の診療報酬改定により、調剤時に残薬を
確認した場合に、「医療機関へ疑義照会した上で調剤」また

は「医療機関へ情報提供」のいずれかを医師が指示できるよ

うに処方箋様式が変更になり、薬局薬剤師の残薬管理への

介入が促進されました。当院では、薬局薬剤師の判断で日数

調整をするだけでなく、指導内容を医師に伝えることを目的に

プロトコールを改定しました。最初は「処方日数の10％以内」

という制限の解除だけを考えたのですが、薬局薬剤師が理由

を聞き取って適切に対処し、それを処方医にも伝えることが、

本当の意味での残薬解消につながると考えたためです。

　患者さんに残薬がある場合、薬局薬剤師は「残薬状況確認

シート」で残薬の理由と対処方法をリストから選択します。そ

して、処方箋のコピーを貼付した上で薬剤名の隣に調整後の

処方日数を記入し、病院にファクスで報告します。病院薬剤師

がこの情報を電子カルテに入力すると、次の診察時に医師が

確認し、診療に反映することができます（資料5）。

関　プロトコール改定前後の各3カ月間を比較すると、プロト
コールの活用率は5％から91.5％へと劇的に改善し、業務の

効率化が図られました。この結果についてはどのようにお感じ

ですか。

樗木　改定前には処方量の10％以上の残薬があるためプロト
コールを適用できないケースが多くありましたが、現在は全て

の患者さんが残薬調整の対象となったことで、患者さんもコス

ト意識を持つようになりました。

砂押　当店では改定後のプロトコール活用率は96％になりま
した。残りの4％は他の疑義照会と一緒に行ったものと思われ

ます。患者さんは残薬があっても、医師は忙しく薬局では時間

がかかるために、口に出すことをためらいがちでした。今は残

薬調整が数分でできますからお待たせせずにすみ、プロトコー

ル改定による成果は大きいと実感しています。

平井　以前調査したファクスの送受信記録によると、問い合
わせから回答までの所要時間は1件当たり約12分でした。プ

ロトコール改定でこの作業が不要となることで、患者さんの待

ち時間は残薬調整の件数（月平均124件）から計算すると月

約25時間短縮されたことになります。特に当院の門前薬局で

は効率化のメリットは大きいと思います。

関　病院薬剤師の業務にはどのような変化がありましたか。

平井　以前は調剤業務の途中でも問い合わせに対応する必
要がありましたが、現在は業務の状況に応じてチェック形式の

テンプレートに入力すればよくなり、業務負担は減っていま

す。また、入力したデータは項目ごとに簡単に抽出できるので、

さまざまな分析を行って今後の業務に生かすことができます。

関　データの蓄積により、残薬調整の経済効果も試算できま
したね。

平井　2016年4月～7月の4カ月間の平均値から、節減され
た薬剤費は年間976万円と試算されます。国保の割合からひ

たちなか市における当院の処方箋割合を10％と仮定し、人口

比で計算すると、全国における経済効果は780億円に上ると

推計されます。ただし、当地域の場合は、当院を核とする1対

多の関係で地域のルールに則って残薬調整が可能ですし、剤

形変更や一包化などもプロトコールに基づいて薬局薬剤師の

判断でできます。これを複数の病院が含まれる都市部の地域

で実践しようとしても難しいと思います。

関　残薬調整だけでなく、プロトコールに関する全ての情報
がデータベースに蓄積され、診療科別、年齢別、服用区分別な

どで解析できますので、今後、薬剤師会と協力して学会等で

発表していく予定です。また、この一連の取り組みには将来

の電子処方化も念頭にあります。われわれが環境を整備し、

仕組みを構築することで地域全体のエビデンスを作っていき

たいと思います。

■地域包括ケアシステム構築に向けた展開

関　これまでひたちなか薬剤師会とともにさまざまな取り組み
を行ってきました。薬剤師会の今後の目標を教えてください。

樗木　薬局薬剤師が地域医療に貢献するための環境が着実
に整ってきていますので、さらにレベルアップに取り組んでい

く必要があります。その一つとして、当薬剤師会では2016年

12月から2017年3月までを強化月間として、毎月1回、「ひた

ちなか健康ITネットシリーズ」の勉強会を実施しました。名越

先生をはじめとして各薬局から若手の薬剤師が症例を持ち

寄って発表しました。若い人たちが頑張っている姿を見て、ベ

テランも刺激を受け、非常に良い勉強会になりました。われわ

れは地域に根差した薬剤師として、患者さんに寄り添い、患

者さんの健康に貢献する薬剤管理指導を通じて、地域全体

の薬物療法の質を高めたいと思います。

関　この4回の勉強会では、多くの薬剤師が症例を発表した
ことに驚きました。ITネット導入当初は不安を感じていた薬剤

師たちが、今ではさまざまな角度から処方に介入し、それを多

くの薬剤師の前で発表できるまでになっています。かかりつけ

薬局、かかりつけ薬剤師としてあるべき姿に近づきつつあるこ

とを感じました。最後に、薬剤師としてこれから取り組んでい

きたいことをお話しください。

名越　ITネットの活用をもっと広げていくために、症例を蓄
積するとともに、薬局の新たな取り組みや連携のメリットを、

多くの医療・介護関係者や住民の皆さんにも知っていただき

たいと思います。

砂押　薬剤師の役割として、例えば患者さんに残薬があった
場合、その原因を掘り下げて考え、飲み忘れがないように指導

すること、医師に情報提供をして処方の適正化を図ることが

大切だと考えています。必要であれば、私たちが患者さんの元

へ出向き、薬の管理などの支援をしていけたらと思います。

樗木　地域包括ケアシステムの構築が進むにつれて、これま
で交流がなかった職種との連携も重要になります。地域全体

の情報共有の方法を考えていくことが必要で、ITネットで培っ

たノウハウは大きな力になると考えています。

平井　薬局薬剤師がITを使いこなし、患者さんの病態に応
じた薬学的管理ができれば、薬局薬剤師が地域包括ケアシス

テムにおける中心的役割を担う存在になるでしょう。特に当地

域では薬剤師が活躍できる土台がありますから、全国のモデ

ルとなってほしいと思います。われわれ病院薬剤師もこれまで

同様、地域社会に貢献する薬薬連携モデルの構築に取り組ん

でいきます。

関　ITネットの構築、薬物治療管理プロトコールの導入へと
取り組みを進める間に、がん、さらには在宅の領域にも薬薬

連携が広がってきました。今後、この分野への積極的な介入の

ためには、現在の無機的情報だけでなく、入院中の服薬指導

内容や退院サマリーなどの有機的情報の共有も不可欠です。

当地域では、すでに在宅分野ではSNSアプリケーションを用

いた情報ツールとして「メディカルケアステーション（MCS）」

が導入されており、タイムライン形式で共有することができま

す。今後、ITネットで広がった薬局ネットワークを基盤に、介

護分野や医師会のネットワークを連動させ、地域住民の基本

情報を整備した「ひたちなか地域連携ネットワークシステム」

を行政に提案していく計画です。これからも病院薬剤師と薬

局薬剤師の協力体制をさらに推し進め、地域包括ケアシステ

ムにおける薬剤師の役割を確かなものにしていきましょう。

　本日はありがとうございました。残薬状況確認までの流れ資料5

保険薬局 院内薬局 医師

残薬状況確認

電子カルテで
残薬状況確認

報告書受付

電子カルテに
入力

処方箋受付

残薬確認

薬剤交付

調剤 FAXで
残薬状況報告



■「ひたちなか健康ＩＴネットワーク」
　による情報共有

関　本日は、ひたちなか地域で取り組んできた薬薬連携の成
果と、地域包括ケアシステム時代に向けた将来の展望につい

て、皆さんと話し合っていきたいと思います。

　ひたちなか総合病院は人口20万人のひたちなか市・東海村

地区で唯一の総合病院であり、「地域を護る病院」の理念に

基づき、ひたちなか市などと協同で地域連携ネットワークシス

テムの構築を進めています。具体的には、2014年9月に「ひた

ちなか健康ITネットワーク」（以下、ITネット）を立ち上げ、ま

ず地域の保険薬局との間で情報共有を開始しました。これま

での薬薬連携で築かれた信頼関係を基盤に、地域の医療機

関や介護サービス事業所、行政へと対象を広げることを目指し

ています。ITネットに参加する薬局では、患者さんの同意を得

た上で、IDとパスワードで管理された電子カルテ閲覧用サー

バーにアクセスし、内服薬や注射薬の処方内容、臨床検査値

（以下、検査値）、入退院歴などを時系列で見ることができま

す（資料1）。現在は公開対象を検査値や投与薬剤といった医

療者の主観によらない「無機的な情報」に限定し、病名などは

対象外ですが、いずれは退院サマリーなどの「有機的な情報」

もオープンにする必要があると考えています。

　導入時に行ったアンケート調査によると、約85％の患者さん

が保険薬局に自身の情報を提供してもよいと回答し、約93％

の薬局薬剤師がITネットを利用したいと回答しました。その

一方で、一部の薬局薬剤師からは、患者さんの同意の取り方、

システムの操作方法やセキュリティ、検査値に関する知識など

に不安が示されました。それらを一つ一つクリアするために、

広報活動や同意書の作成、端末操作指導とともに、検査値に

基づいた処方介入事例などを病院薬剤師が解説する実践的な

研修を薬剤師会と共催で行いました。2017年4月現在、ITネッ

トにはひたちなか薬剤師会会員の9割を占める68店舗の保

険薬局が加盟しています。アクセス数も増えており、月平均1万

2,000件に達しています。

　それでは、薬薬連携による情報共有の必要性やITネットの導

入効果などについて、皆さんからコメントをお願いします。ひた

ちなか市薬剤師会会長の樗木先生はどのようにお考えですか。

樗木　当薬剤師会の会員は、ひたちなか総合病院の門前薬
局から診療所の門前薬局、面分業を担う薬局までさまざまで

す。また、6年制教育を受けた20代から上は70代まで、幅広

い世代の薬剤師がいます。それぞれに受けた教育や経験、置

かれた立場が異なるため、ひたちなか総合病院との連携を通

じた情報共有は、会員の意識の共有化やスキルの標準化のた

めに非常に有用だと考えています。病院を核として地域の薬
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剤師が顔の見える関係を築くことにより、質の高い服薬指導

が可能になると思います。

関　友愛薬局ひたちなか店の砂押薬局長、名越先生はいかが
ですか。

砂押　ITネットで情報共有が可能になる前は、患者さんから
聞き取った情報を頼りに服薬指導をしていましたので、ネット

ワーク上で検査値などが確認できることは大きな変化です。ま

た、勉強会で検査値の見方や注意点などを学び、根拠に基づ

く指導ができるようになったと感じています。

名越　処方箋から読み取れる情報は限られますが、検査値や
入退院歴、院内でどのような薬が使われていたかを知ること

で、患者さんの状態を理解しやすくなりました。同時に、私た

ちが得た情報も病院と共有し、継続した指導を行うことの重

要性を強く意識するようになりました。

関　平井先生は、病院薬剤師の立場で現在の薬薬連携につ
いてどのように感じていますか。

平井　ITネットや院外処方における薬物治療管理プロトコー
ルの導入によって、薬局薬剤師が検査値に基づく疑義照会や

残薬調整をしてくれるので、医師からは感謝されます。特に他

の地域から赴任された医師は驚かれますね。医師は薬局薬剤

師と直接話をする機会が少ないので、院内の薬剤師からこの

地域の薬薬連携の取り組みを説明し、理解や協力を得られる

ように働きかけています。また、当院はがん診療連携拠点病

院ですので、外来で内服抗がん剤を導入される患者さんへの

服薬指導が必要なケースも多くありますが、病院薬剤師が十

分に対応できない部分は薬局薬剤師がフォローする連携体制

ができつつあることも成果の一つです。

■情報共有による薬物療法の安全性向上

関　ITネットの成果として医薬品の適正使用につながった例
が数多く報告されています。名越先生から活用状況を紹介し

ていただけますか。

名越　2014年9月から2017年3月の2年半で、当店のITネッ
トを利用した疑義照会は257件で、そのうち59件（23％）が

処方変更されました。内訳は、検査値242件、処方歴10件、

注射薬と内服薬の併用確認4件、予約日の確認1件です（資

料2）。その中から検査値の確認により肝機能改善につながっ

た症例を紹介します。この患者さんはひたちなか総合病院の

消化器科を受診していましたが、別の病院から脂質異常症の

治療薬も継続処方されており、ITネットで肝機能が悪化して

いることが分かりました。脂質異常症治療薬は肝機能低下患

者には禁忌ですので、処方元の病院に問い合わせ、投与を中

止しました。その後、肝機能は改善し、体調が良好となりまし

た。この情報は、ひたちなか総合病院にもモニタリングレポー

トとして報告しました。

　このほか、検査値と診療ガイドラインに基づいて薬剤の追

加を提案したり、必要な検査が実施されていない場合はモニ

タリングレポートで検査依頼をしています。腎機能に影響があ

る薬剤は、クレアチニンクリアランスを算出して用量が適切か

どうかを確認しています。このように、薬局薬剤師は検査値と

その推移を確認することで、安全な薬物療法に貢献できると

思います。

砂押　導入から数カ月間は検査値の見方に慣れず、疑義照会
ができませんでしたが、勉強会に参加し、添付文書を丹念に

読み、疑問点を調べたりと、経験を重ねることでスキルアップ

できたと思います。特に疑義照会の結果、処方変更された症

例を経験したことは自信になりました。

関　現実に1店舗だけでもこれだけの介入ができるわけです
から、地域全体に取り組みが広がれば、その効果は非常に大

きいと思います。ITネットに参加していない医療機関も含む

複数の医療機関から発行された処方箋を一元的に管理し、適

正化することで患者さんの安全が守られます。こうした薬局薬

剤師による貢献を病院側でデータベース化していくことも大切

です。

■院外処方における薬物治療管理
　プロトコールの導入

関　ITネットで共有される情報に基づき薬局薬剤師が積極的
に薬学的な介入を行うためには、業務を効率化する必要があ

ります。そこで、ITネットの導入と並行して、処方医に確認す

ればほぼ確実に了解が得られるような形式的な疑義照会につ

いては、事前の合意により疑義照会を不要とする「院外処方

における薬物治療管理プロトコール」を薬剤師会と協力して作

成しました。平井先生から概要を説明してください。

平井　プロトコールは2014年11月に運用を開始しました。疑
義照会を不要としたのは、①同一成分の商品変更、②剤形変

更、③規格変更、④錠剤の半割、粉砕、混合、⑤一包化、⑥湿

布や軟膏の規格変更、⑦残薬調整で適宜調節可の指示があ

る場合と処方日数の10％以内の日数短縮、の7つのケースで

す。ただし、「①同一成分の商品変更のうち後発品に変更した

場合、と⑥湿布や軟膏の規格変更」以外はファクスによる事

後報告が必要です（資料3）。開始後6カ月間の結果を見ると、

事後報告を不要とした後発医薬品への変更報告は1/5～1/10

程度に減ったほか、問い合わせ件数全体の約20％がプロト

コールによる事後報告となり、業務の効率化が図られました。

項目別では、③規格変更は378件中の88.6％が、⑤一包化は

116件中の66.4％がプロトコールの対象です。ほとんどのプロ

トコールが高い活用率を示していますが、残薬調整について

は6カ月間で584件と最も多いにもかかわらず、プロトコール

活用率は6.7％と極めて低く、処方日数の10％分を超える残薬

が多いことが明らかになりました。

関　残薬調整のプロトコールはその後改定したわけですが、
まず、プロトコール導入によるメリットについて伺いたいと思い

ます。

樗木　例えば後発品を先発品に変更する場合、以前は作成し
た報告書を病院にファクスで送信して回答が来るまでの10～

15分間は患者さんをお待たせせざるを得ませんでした。それ

が事後報告で対応可能になったことで、患者さんへの服薬指

導などに時間を有効に使えるので薬学的管理の質の向上が期

待できます。

砂押　一包化なども薬局薬剤師の判断でできるので、業務が
非常にスムーズになりました。問い合わせを受ける病院薬剤

師、回答する医師、そして調剤を待つ患者さんにもメリットとな

り、本当に助かっています。

関　形式的な疑義照会をプロトコールで管理することで、地
域全体がWin-Winの関係になるということですね。患者さん

の反応はいかがですか。

名越　プロトコール導入後は明らかに患者さんの待ち時間が
減りました。薬局の裁量の幅が広がったので、患者さんにも喜

ばれています。

平井　導入から1年後の2015年11月にアンケート調査を実施
したところ、薬局薬剤師の約9割が「満足」と回答しました。患

者さんは、病院ではなく薬局で薬をもらうときに初めて「一包

化してほしい」、「この粉薬は飲みにくい」など、薬について要望

されることがあります。薬局がすぐにそれに応えることができる

ので、薬局に対する地域の評価も上がってくると思います。

■内服抗がん剤処方チェックプロトコール
　の導入

関　ITネットを導入し、その活用が進んだことから、次の課題

として抗がん剤における安全性向上に取り組み、2015年4月

から内服抗がん剤処方チェックプロトコールの運用を開始しま

した。平井先生から概要を紹介してください。

平井　プロトコール導入にあたり、薬局薬剤師を対象に抗が
ん剤の服薬指導を行うために必要な情報についてアンケート

調査を行い、ニーズが高かった「適正使用基準および疑義照

会基準の作成」、「院内採用レジメン集の公開」、「病院薬剤師

介入事例の紹介」に取り組みました。まず処方頻度の高い2種

類の内服抗がん剤について、検査値の見方やレジメン通りの

投与が行われたかどうかの確認点など、処方の際のチェック

ポイントを作成し、レジメンも公開しました。特に苦労したのは

検査値による問い合わせ基準の設定です。経験に基づく個人

の基準ではなく、統一ルールではエビデンスが必要ですから、

適正使用ガイドをもとに、初回投与時および2クール目以降の

基準を設けました。また、相互作用に注意すべき薬剤やＢ型

肝炎ウイルス感染検査の有無を確認するフローチェックシート

も作成し、併せて勉強会で症例報告も行いました。その結果、

ITネット稼働後もほとんどなかった抗がん剤の疑義照会が

チェックシート作成後は4～8件／月へと増え、処方変更され

た例もあります（資料4）。2016年5月には別の2種類の内服

抗がん剤のプロトコールも追加しました。

樗木　処方のチェックポイントや適正使用基準を確認し、疑
義照会をする習慣を身に付けることで、他の抗がん剤でも適

正使用を意識するようになります。今はまだ薬局薬剤師間で

スキルや意識の差がありますが、成功事例を共有してレベル

アップとともに裾野を広げていくことも今後の課題です。

名越　薬局薬剤師が抗がん剤の薬剤管理指導により積極的
に関与するためにも、せめて薬剤ごとに必要なチェック項目が

誰でも一目で分かる、検索機能のような仕組みがあると便利

だと思います。

関　プロトコールの範囲をどこまで拡大するかという問題もあ
りますね。

平井　現在は薬局で受け取る頻度が高い抗がん剤に絞って
プロトコールを作っています。対象を広げる前に、症例を重ね

ることで抗がん剤の指導に慣れ、がん患者さんを支援するスキ

ルを高めることが大切であり、段階的にステップを進めていこ

うと考えています。

■「服薬状況確認シート」を用いた
　残薬解消モデル

関　先ほど平井先生から報告があったように、残薬解消のプ
ロトコールは活用率も満足度も低かったことから改定すること

になりました。2016年1月に実施した病院薬剤師と薬局薬剤

師の合同勉強会では、残薬の理由と対処方法のチェックがで

きる「残薬状況確認シート」を用いたロールプレイ研修を行い

ました。そして、同年4月より「処方日数の10％以内」という制

限を解除するとともに、新たな運用方法を導入しました。

平井　2016年4月の診療報酬改定により、調剤時に残薬を
確認した場合に、「医療機関へ疑義照会した上で調剤」また

は「医療機関へ情報提供」のいずれかを医師が指示できるよ

うに処方箋様式が変更になり、薬局薬剤師の残薬管理への

介入が促進されました。当院では、薬局薬剤師の判断で日数

調整をするだけでなく、指導内容を医師に伝えることを目的に

プロトコールを改定しました。最初は「処方日数の10％以内」

という制限の解除だけを考えたのですが、薬局薬剤師が理由

を聞き取って適切に対処し、それを処方医にも伝えることが、

本当の意味での残薬解消につながると考えたためです。

　患者さんに残薬がある場合、薬局薬剤師は「残薬状況確認

シート」で残薬の理由と対処方法をリストから選択します。そ

して、処方箋のコピーを貼付した上で薬剤名の隣に調整後の

処方日数を記入し、病院にファクスで報告します。病院薬剤師

がこの情報を電子カルテに入力すると、次の診察時に医師が

確認し、診療に反映することができます（資料5）。

関　プロトコール改定前後の各3カ月間を比較すると、プロト
コールの活用率は5％から91.5％へと劇的に改善し、業務の

効率化が図られました。この結果についてはどのようにお感じ

ですか。

樗木　改定前には処方量の10％以上の残薬があるためプロト
コールを適用できないケースが多くありましたが、現在は全て

の患者さんが残薬調整の対象となったことで、患者さんもコス

ト意識を持つようになりました。

砂押　当店では改定後のプロトコール活用率は96％になりま
した。残りの4％は他の疑義照会と一緒に行ったものと思われ

ます。患者さんは残薬があっても、医師は忙しく薬局では時間

がかかるために、口に出すことをためらいがちでした。今は残

薬調整が数分でできますからお待たせせずにすみ、プロトコー

ル改定による成果は大きいと実感しています。

平井　以前調査したファクスの送受信記録によると、問い合
わせから回答までの所要時間は1件当たり約12分でした。プ

ロトコール改定でこの作業が不要となることで、患者さんの待

ち時間は残薬調整の件数（月平均124件）から計算すると月

約25時間短縮されたことになります。特に当院の門前薬局で

は効率化のメリットは大きいと思います。

関　病院薬剤師の業務にはどのような変化がありましたか。

平井　以前は調剤業務の途中でも問い合わせに対応する必
要がありましたが、現在は業務の状況に応じてチェック形式の

テンプレートに入力すればよくなり、業務負担は減っていま

す。また、入力したデータは項目ごとに簡単に抽出できるので、

さまざまな分析を行って今後の業務に生かすことができます。

関　データの蓄積により、残薬調整の経済効果も試算できま
したね。

平井　2016年4月～7月の4カ月間の平均値から、節減され
た薬剤費は年間976万円と試算されます。国保の割合からひ

たちなか市における当院の処方箋割合を10％と仮定し、人口

比で計算すると、全国における経済効果は780億円に上ると

推計されます。ただし、当地域の場合は、当院を核とする1対

多の関係で地域のルールに則って残薬調整が可能ですし、剤

形変更や一包化などもプロトコールに基づいて薬局薬剤師の

判断でできます。これを複数の病院が含まれる都市部の地域

で実践しようとしても難しいと思います。

関　残薬調整だけでなく、プロトコールに関する全ての情報
がデータベースに蓄積され、診療科別、年齢別、服用区分別な

どで解析できますので、今後、薬剤師会と協力して学会等で

発表していく予定です。また、この一連の取り組みには将来

の電子処方化も念頭にあります。われわれが環境を整備し、

仕組みを構築することで地域全体のエビデンスを作っていき

たいと思います。

■地域包括ケアシステム構築に向けた展開

関　これまでひたちなか薬剤師会とともにさまざまな取り組み
を行ってきました。薬剤師会の今後の目標を教えてください。

樗木　薬局薬剤師が地域医療に貢献するための環境が着実
に整ってきていますので、さらにレベルアップに取り組んでい

く必要があります。その一つとして、当薬剤師会では2016年

12月から2017年3月までを強化月間として、毎月1回、「ひた

ちなか健康ITネットシリーズ」の勉強会を実施しました。名越

先生をはじめとして各薬局から若手の薬剤師が症例を持ち

寄って発表しました。若い人たちが頑張っている姿を見て、ベ

テランも刺激を受け、非常に良い勉強会になりました。われわ

れは地域に根差した薬剤師として、患者さんに寄り添い、患

者さんの健康に貢献する薬剤管理指導を通じて、地域全体

の薬物療法の質を高めたいと思います。

関　この4回の勉強会では、多くの薬剤師が症例を発表した
ことに驚きました。ITネット導入当初は不安を感じていた薬剤

師たちが、今ではさまざまな角度から処方に介入し、それを多

くの薬剤師の前で発表できるまでになっています。かかりつけ

薬局、かかりつけ薬剤師としてあるべき姿に近づきつつあるこ

とを感じました。最後に、薬剤師としてこれから取り組んでい

きたいことをお話しください。

名越　ITネットの活用をもっと広げていくために、症例を蓄
積するとともに、薬局の新たな取り組みや連携のメリットを、

多くの医療・介護関係者や住民の皆さんにも知っていただき

たいと思います。

砂押　薬剤師の役割として、例えば患者さんに残薬があった
場合、その原因を掘り下げて考え、飲み忘れがないように指導

すること、医師に情報提供をして処方の適正化を図ることが

大切だと考えています。必要であれば、私たちが患者さんの元

へ出向き、薬の管理などの支援をしていけたらと思います。

樗木　地域包括ケアシステムの構築が進むにつれて、これま
で交流がなかった職種との連携も重要になります。地域全体

の情報共有の方法を考えていくことが必要で、ITネットで培っ

たノウハウは大きな力になると考えています。

平井　薬局薬剤師がITを使いこなし、患者さんの病態に応
じた薬学的管理ができれば、薬局薬剤師が地域包括ケアシス

テムにおける中心的役割を担う存在になるでしょう。特に当地

域では薬剤師が活躍できる土台がありますから、全国のモデ

ルとなってほしいと思います。われわれ病院薬剤師もこれまで

同様、地域社会に貢献する薬薬連携モデルの構築に取り組ん

でいきます。

関　ITネットの構築、薬物治療管理プロトコールの導入へと
取り組みを進める間に、がん、さらには在宅の領域にも薬薬

連携が広がってきました。今後、この分野への積極的な介入の

ためには、現在の無機的情報だけでなく、入院中の服薬指導

内容や退院サマリーなどの有機的情報の共有も不可欠です。

当地域では、すでに在宅分野ではSNSアプリケーションを用

いた情報ツールとして「メディカルケアステーション（MCS）」

が導入されており、タイムライン形式で共有することができま

す。今後、ITネットで広がった薬局ネットワークを基盤に、介

護分野や医師会のネットワークを連動させ、地域住民の基本

情報を整備した「ひたちなか地域連携ネットワークシステム」

を行政に提案していく計画です。これからも病院薬剤師と薬

局薬剤師の協力体制をさらに推し進め、地域包括ケアシステ

ムにおける薬剤師の役割を確かなものにしていきましょう。

　本日はありがとうございました。残薬状況確認までの流れ資料5
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