
医薬連携で進める地域全体の医薬品適正使用

　高齢化の進展や薬物療法の多様化、複雑化とともに、多剤投与による重複投与や相互作用など、薬物療法に伴う問題が顕
在化する中で、地域全体で安全な薬物治療の推進に取り組む必要がある。滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部では、その足
掛かりとして、2012年3月より腎機能が低下した患者さんのお薬手帳の表紙に「CKDシール」を貼付することで、処方の適正化
につなげる取り組みを滋賀県全域で展開、薬剤師が薬物治療の安全を守るための意識啓発と仕組み作りに成果を上げてきた。
地域における医薬品適正使用のセーフティネットの構築を目指す取り組みを取材した。
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CKDシールによる医薬品適正使用
の取り組み
　新たな国民病として慢性腎臓病（CKD）
が注目される中で、滋賀県では、2012年
3月より、腎臓専門医と病院薬剤師、薬
局薬剤師の連携体制のもと、お薬手帳
の表紙に「CKDシール」を貼ることで、
安全な薬物療法をサポートする取り組み
を県下全域でスタートさせた（資料1）。
このアイデアを提案したのが、薬剤部長
の寺田先生だ。「発端は、私が他県のお
薬手帳シールの活用例を知り、当院腎
臓内科の診療科長に導入を提案し、賛
同を得たことです。科長が県内の腎臓専
門医に、私が県薬剤師会、県病院薬剤
師会への働きかけを行い、日本慢性腎
臓病対策協議会滋賀支部、滋賀腎・透
析研究会が共同でCKDシールの作成、
広報、運用を行う体制が実現しました」
　お薬手帳へのCKDシールの貼付は、
腎臓専門医のいる県内９病院で開始

し、その後、透析施設や腎臓専門医以
外の診療科が加わり、半年後には22施
設に拡大した。2013年1月からは病院薬
剤師が退院時にCKDシールを貼付する
運用が開始され、さらに、2015年5月に
は同院の院外処方箋に臨床検査値の
表示が開始されたことに伴い、薬局薬
剤師も検査値を確認したうえでCKD
シールを貼付することになり、医薬品適
正使用のためのベース作りは着実に進
んできた。
　CKDシール貼付の対象者は、医師が
CKDと診断、あるいはeGFR60ml／min／
1.73㎡未満が3カ月以上持続している患
者さんであり、薬局薬剤師はCKDシール
をみれば、その患者さんは腎機能が低下
していることが一目で認識できるため、
処方内容をチェックし、必要に応じて疑
義照会を行う。「CKD患者さんは、高血
圧や関節痛、糖尿病などの疾患を合併
し、複数の診療科や医療機関を受診す

る可能性があります。お薬手帳にCKD
シールが貼付されていれば、腎臓を専門
としない医師が、知らないうちに腎機能
に悪影響を及ぼす薬を処方することを
防ぐことができますし、薬局薬剤師が幅
広い診療科からの処方をチェックし、適
正化を図ることができます」と、CKD
シールを担当する磯野先生はその意義
を説明する。
　一方、腎臓内科病棟を担当する國津
先生は、「実際、服薬指導をしていると、
ご自身の腎機能のことや腎機能低下に
よるリスクについて知らない方がほとん
どですので、CKDシールは患者さん自身
の意識付けのツールとしても有効です。
退院時には、CKDシールで副作用など
を未然に防ぐことができること、医師や
薬剤師に提示する必要性などを説明し
てお薬手帳を渡しています」と話す。

CKDシールの活用状況と
アウトカム評価
　同院では、CKDシールや臨床検査値
を薬局薬剤師が活用するための支援に
も力を入れ、運用開始前後には検査値
や腎機能の評価方法、活用方法、事例
などを学ぶ勉強会を開催した。また、磯
野先生らは、CKDシールの有用性を検
証するために、毎年、県薬剤師会の所属
施設約500店舗を対象にアンケート調
査を実施し、約130店舗から回答を得て
いる。CKDシールの認知度は、運用開
始前からの積極的な周知活動により、
開始1年目に既に約9割と高く、以後も
徐々に増加し、2016年では98.6％とほ
とんどの薬局に認知されていた。また、
CKDシールを貼付したお薬手帳を持っ
ている患者さんが1年間で来局したこと
がある薬局も2016年には68.8％まで
増加、地域差は認められなかったことか
ら、県全域に認知・普及されていること
が明らかになった。
　次に、CKDシールにより疑義照会を
行った薬局は、2012年の7.7%から
2016年には24.7％まで増加した（資料
2）。また、院外処方箋への検査値記載
によって、シールがなくても検査値や処
方内容などから疑義照会した薬局も
年々増えており、CKDシールの運用が
きっかけで、より腎機能を注意するよう
になった薬局は2016年には90.5%に
上った。「アンケート回答薬局における
腎機能に基づいた疑義照会総件数は、
2013～2016年の4年間で342件、うち
処方変更は210件ありました。今後も薬
局薬剤師が処方の適正化に関与した例

を蓄積し、共有することで実践に活かす
とともに、CKDシールによる経済的効
果の検証にも取り組みたいと思います」
と磯野先生は次の目標を掲げる。
　薬局薬剤師による処方チェック機能
は、腎臓内科専門医からも評価されてい
ると寺田先生は話す。「腎障害を持つ患
者さんに対して、他の診療科でNSAIDs
が処方されたことを薬局薬剤師が発見
し、疑義照会によって処方変更につな
がった例もあり、薬局が患者さんの処方
を一元管理するメリットが認識されてき
ています」

「STOP！ AKI」への展開と
医薬品適正使用のセーフティネット
の構築
　CKDシールは、腎機能を含む検査値
などに対する薬局薬剤師の意識を高め、
県全域で草の根的に医薬品適正使用が
広がるためのツールとして重要な役割を
果たした。薬剤部が次に着手したのが、
急性腎障害（AKI）の防止である。以前か
らNSAIDsと利尿剤の併用は心不全の
リスクを高めることが知られていたが、
これに降圧剤のACE阻害剤またはARB
を加えた３剤併用はAKIの要因として、
近年、注目されるようになった。しかし、
腎臓内科医を除くほとんどの医師はこれ
らの組み合わせがAKIのリスクであるこ
とを認識していないのが現状であり、同
院では「STOP! AKI」と銘打った啓発活
動を、2018年度から滋賀県全域で展開
するべく医師会や薬剤師会など関係団
体との連携・協力体制を築いている。
　取り組みの推進者である國津先生

は、「例えば、循環器内科で降圧剤と利
尿剤が、整形外科でNSAIDsが処方され
るというように、複数の診療科で個別に
処方されるケースが多いため、医師が気
づくことは困難であり、これを阻止でき
るのは薬局薬剤師です。まず、啓発ポス
ターや解説書を県下の薬局に配布して
AKIへの注意を促し、一緒に対策に取り
組んでいきます」と意欲を示す。
　滋賀県では、他県に先駆けて、2013年
度からの保健医療計画に慢性腎臓病対
策が盛り込まれ、同年には県下統一の
CKD地域連携パスの運用が開始される
など、行政、医療機関、関連団体の協力
のもとでCKD対策が推進されている。さ
らに、2018年度には糖尿病性腎症重症
化予防プログラムも始動する。この動き
の中で、薬剤師がこれまでに築いてきた
医薬品適正使用のセーフティネットが大
きな役割を果たすに違いない。
「CKDに限らず、薬剤投与がきっかけで
障害が発生したり、疾患の重篤化につ
ながることがないように、薬剤師が地域
全体の薬の安全を守る体制をさらに強
化したいと思います。また、今後、薬局
薬剤師の在宅医療への参画が進み、患
者さんのベッドサイドで高度な薬学的管
理を行うようになった時に、その役割を
しっかり果たせるように地域全体の底
上げを図っていきます」と寺田先生は結
んだ。

～滋賀県全域で5年にわたり展開されたCKDシールのアウトカム評価～
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お薬手帳の表紙にＣＫＤシールを貼付資料1 滋賀県下全保険薬局へのアンケート調査の結果資料2
●CKDシールにより疑義照会をしたことのある薬局の推移
アンケートの対象：滋賀県下の全保険薬局　527件（2016年）
回答数：141件（2016年）（回収率約26.8％）

●対象となる患者さん
医師がCKDと診断
eGFR＜60mL/min/1.73m2が
3カ月以上持続またはeGFR＜
45mL/min/1.73m2とGFR低下
が高度（滋賀医大の基準）

●CKDシールを貼付する医療者
医師、病院薬剤師＊、薬局薬剤師＊

*腎機能を確認のうえ貼付

●方法
CKDシールの意義を患者さんに説
明、同意を得た上でお薬手帳の表
紙に貼付。医師、薬剤師に毎回お薬
手帳を見せるように伝える。
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この一年でCKDシール以外により、腎機能低下が判明し
疑義照会したことがある薬局

この一年でCKDシールにより疑義照会をしたことがある薬局




