
医薬品安全管理のための医薬品情報の共有と活用
　2012年度診療報酬改定で新設された「病棟薬剤業務実施加算」では、医薬品情報管理室（DI室）が病棟の薬剤師と密接に
連携して医薬品情報の収集と伝達を行い、施設内における有効で安全な薬物療法を確保することが求められている。そのよう
な中で、けいゆう病院（神奈川県横浜市・410床）では、DI室が中心となって医薬品安全管理体制を構築。医薬品情報データ
ベースの構築と院内LANによる全職種による情報共有、病棟薬剤師との連携による情報の収集と発信などに成果を上げてい
る。同院における医薬品情報の活用と病棟薬剤業務との連携、ポリファーマシー対策の取り組みを取材する中から、これから
の医薬品情報管理のあり方を探る。
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医薬品情報データベースの
構築による情報共有
　けいゆう病院は、薬剤師40名の体
制で抗がん剤調製を含む外来調剤業務
（院外処方箋発行率8％）、ICU、手術室
を含めた全病棟での病棟業務、チーム
医療など幅広い活動を展開する。薬局
長の林先生は、「薬剤師に対するニーズ
の多様化、専門化に対応するため、業務
拡大を積極的に進めてきたことで、薬剤
師の増員にもつながりました。2012年
度の病棟薬剤業務実施加算では業務
内容の標準化、医薬品情報部門との連
携体制などをいち早く整備し、７月より
算定を開始しました」と話す。
　病棟薬剤業務実施加算では、「医療
従事者が必要な時に医薬品安全性情
報等を容易に入手できる体制」を有する
ことが求められるが、同院では2007年
に院内LANを用いた医薬品情報デー
タベース（以下、DB）による情報共有を
実現するなど、DI室が中心になって体

制を構築してきた。DI室長の鈴木先生
は、「私が担当になった2005年当時、
医薬品に関する質疑は質問者と対応者
のやり取りに留まり、関係者で共有され
ていませんでした。これらの質疑は類似
した内容が多く、医療安全上、重要な
情報が多く含まれていたことから、可視
化と共有化に取り組みました。具体的に
は、質疑応答、疑義照会、プレアボイド
報告の記録をDB化し、院内LANによっ
て医師・看護師・薬剤師などが必要な
情報を迅速に入手できる仕組みを構築
しました」と振り返る。
　現在、DBには約14,000件のデータ
が蓄積されている。薬剤師はまずDBを
確認し、解決しない場合のみDI室に問
い合わせるため質疑応答の件数は減少
しており、医師、看護師からの質疑も病
棟薬剤師がDIとして機能するように
なったことで、やはりDI室への問い合
わせは減少するなど、業務の効率化が
実現した。また、プレアボイド報告は医

療安全に直結する情報であり、鈴木先
生はDBに蓄積される報告を分析し、同
様の傾向が見られれば院内に周知して
注意を促す。H2ブロッカーとプロトン
ポンプ阻害薬の同種同効薬重複投与
に関する情報発信により、併用例が減
少したのもその一例だ。この他、各報告
事例は印刷物にして毎月回覧するほか、
新人教育にも活用している。

DI室が担う安全対策と
病棟薬剤業務との連携
　DI室では副作用情報の収集にも力を入
れており、薬剤師を中心に年間約160件
の副作用報告が行われている。情報収集
においては、薬と有害事象の因果関係
をよりクリアにするために、様々な可能
性を除外する思考過程の勉強会を実施
している。また、最近では副作用を生じ
た患者さんに対しては、医薬品副作用
被害救済制度の情報提供を行い、給付
決定に至る事例も増えている。さらに、

2017年度からは未承認・禁忌・適応外
使用のモニタリングを薬剤師主導で始
めている。
　一方、病棟においては3病棟を1ユ
ニットとして4名のチームを編成。鈴木
先生は各チームの病棟カンファレンスお
よび全病棟薬剤師が参加する週1回の
DIカンファレンスで薬剤管理指導やプ
レアボイド、インシデントなどの事例の
共有、様々な医薬品情報の発信を行う。
また、院内で共有すべき情報は医療安
全カンファレンスなどを通じて周知す
る。病棟業務を統括する伊藤先生は、
「病棟薬剤師はDI室から発信される医
薬品情報をしっかり把握し、各病棟の
カンファレンスなどで他職種に伝えるこ
とが重要な役割です。病棟薬剤師全員
が担当病棟における医薬品適正使用の
責任者としての意識を強く持っていま
す」と話す。
　DI活動の広がりを踏まえて鈴木先生
は、「製薬企業やPMDA、文献など院外
の情報だけでなく、病棟薬剤師と連携
して積極的に院内の情報を収集、評価
し、発信することがDIの役割であり、
そのための臨床力が求められている」と
指摘する（資料1）。

医師との協働による
ポリファーマシー対策
　同院では、2016年度診療報酬改定
で多剤投薬の患者さんの減薬を伴う指
導を評価する「薬剤総合評価調整加
算」が新設されると、すぐに体制作りに
取り組んだ。伊藤先生は、「病棟では大

量の持参薬を目にする機会が多く、以
前から薬剤師が処方の適正化に関わる
べきだと思っていました。加算の新設を
機に医師との協働によるポリファーマ
シー対策に着手し、7月から算定を開始
しました」と振り返る。
　介入の流れは、まず入院受付時に薬
剤師が服薬状況を把握して病棟に情報
を伝える。次に病棟薬剤師が初回面談
で持参薬を確認し、加算対象かつ一週
間以上の入院が見込まれる患者さんを
スクリーニングし、減薬が可能と判断さ
れた場合は医師に提案（能動的介入）す
る。減薬を行った際は、病態の変化がな
いか慎重にモニタリングし、退院時まで
継続できた場合に算定する。この他に
薬剤師が関与せずに医師の判断で減薬
を行うケース（受動的介入）があるが、
薬剤総合評価調整記録は事前に取り
決めたプロトコールにより薬剤師が作
成を代行することで、医師の負担軽減
と確実な算定が可能となった（資料2）。
　2016年7～11月の算定者数134名
のうち能動的介入は34名、受動的介入
は95名、その他５名であった。「当院で
はスクリーニングツールとしてSTOPP 
criteriaなどを用いていますが、能動的
介入34名のうちツールに該当したのは
3名のみでした。適正使用のためには、
ツールだけでなく患者背景やアドヒアラ
ンスなどの個々の患者情報とともに、医
薬品情報に基づいて多角的に評価する
必要があります」と伊藤先生。また、入
院の多くが紹介患者である現状から、
かかりつけ医や保険薬局に対して、入

院中の処方情報を確実に伝達すること
を今後の課題として挙げた。
　ITを活用した医薬品情報の共有、病
棟薬剤業務、ポリファーマシー対策な
ど、同院では薬剤師へのニーズを素早く
キャッチし、独自の体制を創り上げてき
た。今後の目標を先生方に伺った。
「今後は医師との協働によるポリファー
マシー対策の成果の検証にも取り組み
たいですね。また、プロトコールに基づ
く薬物治療管理（PBPM）など、患者さ
んに貢献できる薬剤師業務を開拓して
いきたいと思います」（伊藤先生）　　
「PMDAで把握している副作用報告は
氷山の一角であり、特に医療機関から
の報告が少ないことから、医療従事者
への啓発に力を入れていく必要がありま
す。また、薬剤師が副作用と有害事象
を見極めて、医師とともに薬物治療の
安全性や有効性を評価していくことに
よって、医療の進歩に貢献することが、
我々に課せられた責務だと認識していま
す」（鈴木先生）
　林先生は、薬剤師の役割や薬の専門
家としての認識を高めるには、それを裏
付ける根拠と実績が必要だとし、「医療
安全管理委員会などで薬剤師が患者さ
んの不利益を回避した事例などを報告
し、存在価値をアピールしていきたいと
思います。また、地域包括ケアシステム
構築に向けた薬剤師会との連携強化が
今後の課題であり、病院と保険薬局が
双方向で情報共有し、地域全体で切れ
目のない薬物療法が提供できるよう努
めていきたい」と展望した。

～病棟薬剤業務を支援するDI業務のあり方～

林　 誠一 先生
薬局長
はやし             せい   いち

鈴木 信也 先生
医薬品情報管理室長
すず    き        しん    や

伊藤 智一 先生
主任
い    とう      とも   かず

13 Pharma Scope Vol.28



医薬品情報データベースの
構築による情報共有
　けいゆう病院は、薬剤師40名の体
制で抗がん剤調製を含む外来調剤業務
（院外処方箋発行率8％）、ICU、手術室
を含めた全病棟での病棟業務、チーム
医療など幅広い活動を展開する。薬局
長の林先生は、「薬剤師に対するニーズ
の多様化、専門化に対応するため、業務
拡大を積極的に進めてきたことで、薬剤
師の増員にもつながりました。2012年
度の病棟薬剤業務実施加算では業務
内容の標準化、医薬品情報部門との連
携体制などをいち早く整備し、７月より
算定を開始しました」と話す。
　病棟薬剤業務実施加算では、「医療
従事者が必要な時に医薬品安全性情
報等を容易に入手できる体制」を有する
ことが求められるが、同院では2007年
に院内LANを用いた医薬品情報デー
タベース（以下、DB）による情報共有を
実現するなど、DI室が中心になって体

制を構築してきた。DI室長の鈴木先生
は、「私が担当になった2005年当時、
医薬品に関する質疑は質問者と対応者
のやり取りに留まり、関係者で共有され
ていませんでした。これらの質疑は類似
した内容が多く、医療安全上、重要な
情報が多く含まれていたことから、可視
化と共有化に取り組みました。具体的に
は、質疑応答、疑義照会、プレアボイド
報告の記録をDB化し、院内LANによっ
て医師・看護師・薬剤師などが必要な
情報を迅速に入手できる仕組みを構築
しました」と振り返る。
　現在、DBには約14,000件のデータ
が蓄積されている。薬剤師はまずDBを
確認し、解決しない場合のみDI室に問
い合わせるため質疑応答の件数は減少
しており、医師、看護師からの質疑も病
棟薬剤師がDIとして機能するように
なったことで、やはりDI室への問い合
わせは減少するなど、業務の効率化が
実現した。また、プレアボイド報告は医

療安全に直結する情報であり、鈴木先
生はDBに蓄積される報告を分析し、同
様の傾向が見られれば院内に周知して
注意を促す。H2ブロッカーとプロトン
ポンプ阻害薬の同種同効薬重複投与
に関する情報発信により、併用例が減
少したのもその一例だ。この他、各報告
事例は印刷物にして毎月回覧するほか、
新人教育にも活用している。

DI室が担う安全対策と
病棟薬剤業務との連携
　DI室では副作用情報の収集にも力を入
れており、薬剤師を中心に年間約160件
の副作用報告が行われている。情報収集
においては、薬と有害事象の因果関係
をよりクリアにするために、様々な可能
性を除外する思考過程の勉強会を実施
している。また、最近では副作用を生じ
た患者さんに対しては、医薬品副作用
被害救済制度の情報提供を行い、給付
決定に至る事例も増えている。さらに、

2017年度からは未承認・禁忌・適応外
使用のモニタリングを薬剤師主導で始
めている。
　一方、病棟においては3病棟を1ユ
ニットとして4名のチームを編成。鈴木
先生は各チームの病棟カンファレンスお
よび全病棟薬剤師が参加する週1回の
DIカンファレンスで薬剤管理指導やプ
レアボイド、インシデントなどの事例の
共有、様々な医薬品情報の発信を行う。
また、院内で共有すべき情報は医療安
全カンファレンスなどを通じて周知す
る。病棟業務を統括する伊藤先生は、
「病棟薬剤師はDI室から発信される医
薬品情報をしっかり把握し、各病棟の
カンファレンスなどで他職種に伝えるこ
とが重要な役割です。病棟薬剤師全員
が担当病棟における医薬品適正使用の
責任者としての意識を強く持っていま
す」と話す。
　DI活動の広がりを踏まえて鈴木先生
は、「製薬企業やPMDA、文献など院外
の情報だけでなく、病棟薬剤師と連携
して積極的に院内の情報を収集、評価
し、発信することがDIの役割であり、
そのための臨床力が求められている」と
指摘する（資料1）。

医師との協働による
ポリファーマシー対策
　同院では、2016年度診療報酬改定
で多剤投薬の患者さんの減薬を伴う指
導を評価する「薬剤総合評価調整加
算」が新設されると、すぐに体制作りに
取り組んだ。伊藤先生は、「病棟では大

量の持参薬を目にする機会が多く、以
前から薬剤師が処方の適正化に関わる
べきだと思っていました。加算の新設を
機に医師との協働によるポリファーマ
シー対策に着手し、7月から算定を開始
しました」と振り返る。
　介入の流れは、まず入院受付時に薬
剤師が服薬状況を把握して病棟に情報
を伝える。次に病棟薬剤師が初回面談
で持参薬を確認し、加算対象かつ一週
間以上の入院が見込まれる患者さんを
スクリーニングし、減薬が可能と判断さ
れた場合は医師に提案（能動的介入）す
る。減薬を行った際は、病態の変化がな
いか慎重にモニタリングし、退院時まで
継続できた場合に算定する。この他に
薬剤師が関与せずに医師の判断で減薬
を行うケース（受動的介入）があるが、
薬剤総合評価調整記録は事前に取り
決めたプロトコールにより薬剤師が作
成を代行することで、医師の負担軽減
と確実な算定が可能となった（資料2）。
　2016年7～11月の算定者数134名
のうち能動的介入は34名、受動的介入
は95名、その他５名であった。「当院で
はスクリーニングツールとしてSTOPP 
criteriaなどを用いていますが、能動的
介入34名のうちツールに該当したのは
3名のみでした。適正使用のためには、
ツールだけでなく患者背景やアドヒアラ
ンスなどの個々の患者情報とともに、医
薬品情報に基づいて多角的に評価する
必要があります」と伊藤先生。また、入
院の多くが紹介患者である現状から、
かかりつけ医や保険薬局に対して、入

院中の処方情報を確実に伝達すること
を今後の課題として挙げた。
　ITを活用した医薬品情報の共有、病
棟薬剤業務、ポリファーマシー対策な
ど、同院では薬剤師へのニーズを素早く
キャッチし、独自の体制を創り上げてき
た。今後の目標を先生方に伺った。
「今後は医師との協働によるポリファー
マシー対策の成果の検証にも取り組み
たいですね。また、プロトコールに基づ
く薬物治療管理（PBPM）など、患者さ
んに貢献できる薬剤師業務を開拓して
いきたいと思います」（伊藤先生）　　
「PMDAで把握している副作用報告は
氷山の一角であり、特に医療機関から
の報告が少ないことから、医療従事者
への啓発に力を入れていく必要がありま
す。また、薬剤師が副作用と有害事象
を見極めて、医師とともに薬物治療の
安全性や有効性を評価していくことに
よって、医療の進歩に貢献することが、
我々に課せられた責務だと認識していま
す」（鈴木先生）
　林先生は、薬剤師の役割や薬の専門
家としての認識を高めるには、それを裏
付ける根拠と実績が必要だとし、「医療
安全管理委員会などで薬剤師が患者さ
んの不利益を回避した事例などを報告
し、存在価値をアピールしていきたいと
思います。また、地域包括ケアシステム
構築に向けた薬剤師会との連携強化が
今後の課題であり、病院と保険薬局が
双方向で情報共有し、地域全体で切れ
目のない薬物療法が提供できるよう努
めていきたい」と展望した。

14Pharma Scope Vol.28

医薬品情報担当者の情報源資料1 ポリファーマシーへの介入方法
病棟薬剤師による能動的介入と受動的介入

資料2

当院DIが用いている情報源

院内情報源

院外情報源

DLST歴

副作用報告 プレアボイド ・
疑義照会

製薬企業

PMDA

未承認 ・ 禁忌 ・
適応外使用
モニタリング

インシデント ・
アクシデント

文献 ・ 一次資料

DI

加算対象かつ1週間以上の入院が
見込まれる患者のスクリーニングの実施

減薬を行った際のモニタリングの実施

薬剤総合評価調整記録の作成代行の実施

能
動
的
介
入

受
動
的
介
入

症状再燃の有無
検査値
バイタルサイン
食事摂取量
排便状況
コンプライアンス
アドヒアランス など

【モニタリング項目】




