
薬物療法の個別最適化を目指す薬学的管理

　近年、病院薬剤師の業務は、院内から地域へ広がりを見せている。中でも注目されるのが、院外処方箋への臨床検査値（以
下、検査値）表示による医薬品の適正使用の推進と、高齢者における残薬やポリファーマシーの対策である。千葉大学医学部
附属病院（千葉市・850床）薬剤部は、このいずれにも全国に先駆けて取り組み、その普及と成果の公開に力を入れている。
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注意すべき検査値をデータベース化
　千葉大学医学部附属病院薬剤部は、
全ての患者さんに安全で安心な薬物治
療を提供するため、さまざまな取り組み
を実践している。薬剤部長の石井先生
は、「処方箋への検査値表示もポリファ
ーマシー対策も、最終的な目的は薬物療
法の個別最適化の実現です。検査値は
そのために重要です。処方鑑査や疑義
照会、服薬指導の科学的根拠として積
極的に活用すべきと考えており、全国へ
の普及にも力を入れています」と話す。
　処方箋への検査値表示は、2011年11
月に院内処方箋からスタートした。薬剤
部が目指したのは、禁忌などに該当する
事例を処方鑑査時に発見でき、多くの施
設で導入できる簡便な仕組みの構築で
ある。表示の対象は、全処方箋に共通の

「固定検査値」と、品目別に注意すべき
「医薬品別検査値」に分かれている点に
特徴がある。　
　取り組みの中心となった横山先生は、

「特に医薬品別検査値の選択基準の設
定は普及に不可欠であり、最も苦労しま

した」と振り返る。選択基準は、①添付
文書の禁忌・警告に具体的な検査項目
の記載がある、②添付文書または「CKD
診療ガイド2012」（日本腎臓学会）に腎
機能に応じた至適投与量の記載がある、
のいずれかであることとし、病名や病態
が記載されている場合は関連する検査
値を表示することとした。これは医療用
医薬品17,756品目の添付文書を全て調
べた上で、禁忌・警告等の51,804件を
抽出し14項目に分類するという数ヵ月間
にわたる作業であったが、結果は『医薬
品別検査値データベース』にまとめられ、
現在は市販もされている。

院外処方箋の検査値表示で
疑義照会の内容が変化
　2014年10月からは院外処方箋にも
検査値を表示し、運用開始前には保険
薬局薬剤師を対象に検査値の活用方法
の勉強会を4回開催した。また、従来か
らDI室が窓口になるなど、薬局薬剤師に
疑義照会を促す環境を整備してきたこと
で、内容のデータベース化や評価が可能

になった。2014年11月～ 2015年10月
における疑義照会約6,000件のうち検
査値に関連するものは643件、このうち
DI室から医師に疑義照会をしたのは
340件で、137件は処方変更となった。
処方変更の内容別では腎機能に応じた
投与量の変更が95件で最も多く、禁忌
事例も36件で約3割を占め、取り組みの
意義を再認識する結果となった。
　初めの頃の疑義照会では検査値の考
え方など基本的な質問もあったが、次第
に検査値に基づく疑義照会へ、さらに
は検査値と関連づけて患者さんから聴
取した症状の情報などを加味した内容へ
とレベルアップした。最近では有効性を
考慮した代替薬の提案もされるようにな
った（資料1）。「安全性だけでなく有効性
の視点もなければ、医師との意思疎通
や協議はできません」という横山先生
に、石井先生は「疑義照会後も継続的に
患者さんの状態を把握し、常に最適な薬
物治療を考えることが真の薬学的管理
だと考えています」と続けた。
　勉強会は現在も継続されており、処方

と検査値を基にした症例検討など、より
実践的な内容へと進化している。また、
その集大成でもある解説書が『THE薬学
的管理』（薬事日報社）として出版された。

高齢者医療センターにおける
ポリファーマシー対策
　2015年7月に院内に開設された「高齢
者医療センター」では、合併症をはじめ
複雑な背景を持つ高齢者を対象に、老
年病専門医、看護師、ソーシャルワーカ
ーなどの多職種および関連する診療部
門が連携して包括的に支援し、薬剤師は
ポリファーマシー対策の中心的役割を担
っている。「複数の診療科を受診する患
者さんは多く、主治医不在のまま処方が
継続されやすくなります。分散する情報
を一元化し、処方の適正化を図ることが
薬剤師の役割です」と石井先生は説明
する。
　新井先生は、糖尿病・代謝・内分泌内
科病棟の担当薬剤師として、従来からポ
リファーマシー対策に取り組んできた。
センター業務の柱の一つは啓発であり、
講演会の他、開設当初は各病棟を巡回
してポリファーマシーに関する意識向上
を図った。もう一つが薬物療法への介入
であり、病棟担当薬剤師と協力して処方
の見直しを行っている。5剤以上と10剤
以上を服用する高齢入院患者さんを抽
出し、処方薬リストの作成、患者背景や

アドヒアランスなどの情報収集と評価を
した上で処方鑑査を行う。年齢や身体状
況に適した処方か、高齢者に注意が必
要な薬がないかなどを確認し、適切な薬
や服用回数への変更、減薬を提案すると
ともに、家族も含めて服薬指導を行って
いる（資料2）。

「ポリファーマシー対策は薬を減らすこと
だと思われがちですが、本来の目的は患
者さんに適した安全な処方に整えること
であり、必要な薬が処方されていなけれ
ば追加も検討します。そのためにも重要
なのが情報収集と多職種間の連携で
す」と新井先生は話す。
　2017年3月より、週1回の「多職種外
来」もスタートした。かかりつけ医からの
紹介を受けて、各専門職が基礎疾患や
ポリファーマシー、フレイル、認知機能、
日常生活自立度などを評価し、改善策を
協議する。

地域医療における薬剤師の
責務として
　今後の課題として、横山先生は薬薬
連携による地域レベルの底上げを挙げ
る。同院の院外処方箋の約5割は面薬
局が応需しているが、検査値に関する疑
義照会の9割は門前薬局によるものであ
り、薬局間に格差がある。「検査値に基
づく処方鑑査が日常業務化し、意識も
経験値も向上する薬局がある一方で、検

査値表示処方箋が少ない面薬局には支
援策が必要です。アンケートや聴き取り
調査をして検討したいと思います」
　一方、ポリファーマシー対策の問題点
には、他の診療科や医療機関の薬は変
更しにくいこと、入院中の短期間では処
方の調整後のフォローが十分に行えな
いことがある。それを解決するためには、
診療科や施設間、職種間、そして地域と
の連携が不可欠だと新井先生は言う。

「退院時には外来主治医や保険薬局に
情報を引き継ぎ、継続的なフォローをお
願いするようにしています。また、薬剤
師によるポリファーマシー対策の成果を
明らかにすることも重要ですが、せん妄
や転倒などの予防目的の減薬を評価す
る指標がありませんので、高齢者医療
センターの課題として取り組みたいと思
います」
　これからは地域包括ケアシステムに薬
剤師がどのように関与するのか、その意
識と行動力が問われてくると、石井先生
は将来を見据える。「病院薬剤師と薬局
薬剤師が問題意識や理念を共有し、地
域医療に貢献するための具体的な連携
の形を創ることがわれわれに課せられた
使命であり、処方箋への検査値表示や
ポリファーマシー対策はそのための突破
口です。これらを核にして実績を積み重
ねることで、薬剤師は地域医療の中で
不可欠な存在になると確信しています」
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検査値の提供による疑義照会の変化資料1 薬剤師によるポリファーマシー対策の
介入手順
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査値表示処方箋が少ない面薬局には支
援策が必要です。アンケートや聴き取り
調査をして検討したいと思います」
　一方、ポリファーマシー対策の問題点
には、他の診療科や医療機関の薬は変
更しにくいこと、入院中の短期間では処
方の調整後のフォローが十分に行えな
いことがある。それを解決するためには、
診療科や施設間、職種間、そして地域と
の連携が不可欠だと新井先生は言う。

「退院時には外来主治医や保険薬局に
情報を引き継ぎ、継続的なフォローをお
願いするようにしています。また、薬剤
師によるポリファーマシー対策の成果を
明らかにすることも重要ですが、せん妄
や転倒などの予防目的の減薬を評価す
る指標がありませんので、高齢者医療
センターの課題として取り組みたいと思
います」
　これからは地域包括ケアシステムに薬
剤師がどのように関与するのか、その意
識と行動力が問われてくると、石井先生
は将来を見据える。「病院薬剤師と薬局
薬剤師が問題意識や理念を共有し、地
域医療に貢献するための具体的な連携
の形を創ることがわれわれに課せられた
使命であり、処方箋への検査値表示や
ポリファーマシー対策はそのための突破
口です。これらを核にして実績を積み重
ねることで、薬剤師は地域医療の中で
不可欠な存在になると確信しています」

～院外処方箋の臨床検査値表示とポリファーマシー対策～

石井 伊都子 先生

教授・薬剤部長
いし    い         い      つ      こ

新井 さやか 先生

医薬品情報室長
あら    い

横山 威一郎 先生

調剤・注射室長
よこ  やま        い     いち   ろう
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検査値の提供による疑義照会の変化資料1 薬剤師によるポリファーマシー対策の
介入手順

資料2

保険薬局

検査値の考え方
検査値の横についているH、Lをどう考えれば
良いか分からない。

K値が3.2mmol/Lです。利尿剤は
この量で継続してよいですか。

DI室 医師

Step1

検査値に基づく疑義照会Step2

K値が3.2mmol/Lです。検査値は横ばいですが、
脱力感があるようです。利尿剤はこの量で
継続してよいですか。

検査値と症状に基づく疑義照会Step3

K値が3.2mmol/Lです。検査値は横ばいですが、
脱力感があるようです。浮腫も続いているよう
ですが、利尿剤はこの量で継続してよいですか。
もし減量・中止が難しいようであれば、
K保持性の他の利尿剤の追加またはカリウム製剤の
追加はいかがでしょうか？

有効性を確保しつつ、検査値と症状に基づく疑義照会Step4

問い合わせ
回答

疑義照会

疑義照会
協議

回答・情報提供
経過フォロー依頼

疑義照会
協議

疑義照会
協議

疑義照会
協議

疑義照会
協議

1.処方薬リスト作成

●処方医療機関
●処方内容
●処方開始日
●市販薬やサプリメント

3.処方鑑査

4.問題点の抽出
　処方提案・服薬支援

5.処方変更後の
　フォロー
　（経過観察）

●用　　量：年齢・生理機能に合った用量か
●用　　法：個々の薬の用法は適切か、処方内容全体で用法が
　　　　　　煩雑ではないか
●薬の選択：併用薬との相互作用や注意を要する疾患の有無
　　　　　　高齢者への使用に注意を要する医薬品の使用状況
　　　　　　必要性の高い薬の処方漏れはないか
　　　　　　適応の範囲内での使用か
　　　　　　予防薬の有効性は期待できるか
　　　　　　剤型の選択は適切か
●調剤方法：患者の管理可能な方法か

2.情報収集・評価

●患者背景
●アドヒアランス評価
●有効性評価

処
方
変
更

問い合わせ

疑義照会


