
疑義照会簡略化への取り組みと
新生「茨城県西部メディカルセンター」に
おける役割と抱負

　医薬分業が進む中、「処方箋に疑問や不明点がある場合は、薬剤師が処方医師に問い合
わせなければならない」という薬剤師法の主旨に基づき、日常的に疑義照会が行われている。
患者さんの個々の病状を勘案した疑義照会は、非常に重要である一方で形式的な疑義照会
も少なくなく、それが処方医師、薬局薬剤師、さらには患者さんへの負担につながる場合もあ
る。県西総合病院（茨城県桜川市・299床）では、後発医薬品への切り替えや高齢者への処
方薬の剤形変更などが行われる中で、形式的な疑義照会が増えてきた状況を鑑み、疑義
照会簡略化に取り組んだ。薬剤科長の仙波先生に取り組みの全容と、2018年10月より
「茨城県西部メディカルセンター」として新たにスタートを切るにあたっての抱負を伺った。
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疑義照会簡略化の目的と経緯
　2016年、仙波先生が薬剤科長に就
任した当時、残薬に伴う処方日数調整
の推進や、湿布薬の枚数制限、錠剤か
らOD錠への変更などが重なり、さらに
は後発医薬品処方の増加も相まって、
形式的な疑義照会が著しく増加した。
同院の疑義照会は、保険薬局の薬剤師
(以下、薬局薬剤師)が処方医師に直接
電話で照会し、結果をＦＡＸで薬剤科
に報告して、薬剤科がカルテに反映させ
る形式であるため、医師にとっては、診
療中の形式的な疑義照会が負担になっ
ていた。
「院内で年に2回開催される『勤務医負
担軽減委員会』の議案に疑義照会の増
大が挙げられたことをきっかけに、疑義
照会簡略化に向けて、先進的に取り組
んでいる他施設の事例などの情報収集
を行いました。そして2016年12月の
同委員会で形式的な疑義照会は省略
し、事後報告とすることを答申し、具体

的な内容を示しました」と仙波先生は
経緯を説明する。その後、2017年2月
に医局会で承認され、3月に応需薬局
に確認書を配布し、4月から運用を開
始した。

疑義照会簡略化の実際と評価
　疑義照会簡略化によって処方医への
同意確認を不要とする項目は、①成分
名が同一の銘柄変更（変更不可の処方
は除く）②剤形変更 ③別規格製剤があ
る場合の変更 ④保険請求を伴わない
一包化調剤、半割、粉砕、混合等の調
剤 ⑤貼付剤や軟膏類の包装、規格の
変更 ⑥残薬の調整での処方日数の短
縮である
　運用開始後の2017年8～9月に、参
加した応需薬局13店舗に対して「疑義
照会簡略化導入の評価」としてアンケー
ト調査を行ったところ、全体的に好評
価で、調剤時間が短縮されたこと、在
庫管理が容易になったことなどのメリッ

トが明らかになった（資料1）。調剤時間
の短縮は待ち時間の短縮につながり、
患者さんのメリットも大きい。また後発
医薬品への変更を希望する患者さんと
のコミュニケーションの円滑化にもつな
がっているのではないかと仙波先生は
考察する。「応需枚数が多いところほど
メリットが大きいと推察されます。この
取り組みを始めるにあたって、参加薬局
には当薬剤科に来ていただき確認書へ
押印していただきました。これは薬局薬
剤師と顔を合わせ、話をする良い機会
になりました」
　病院側の最大のメリットは、当初の
目的でもあった医師の負担軽減であ
る。一方で処方医から根本的問題とし
て、残薬が生じていること、すなわち、
服薬コンプライアンスの問題が指摘さ
れている。その対策としてはお薬手帳を
介し、残薬が生じた理由などの情報を
薬局からフィードバックしてもらうことと
している。

新体制では病棟業務の充実と
連携推進に注力
　2018年、県西総合病院は筑西市民
病院と統合し、独立行政法人茨城県西
部医療機構が運営する「茨城県西部メ
ディカルセンター」として筑西市に移転
し、10月に開院する（資料2）。2018年
4月の時点で県西総合病院の薬剤師は
6名、筑西市民病院の薬剤師は5名だ
が、新病院では11名となり、365日24時
間体制で業務を行う。新病院の体制づく
りに携わる仙波先生は、これまで以上に
病棟業務に注力しながら、新病院が掲げ
る「地域医療連携のコントロールタワー」
としての機能を全うできるよう、薬剤科
としても連携への取り組みを推進したい
と考えている。
「まずは保険薬局との間で検査値など
の情報共有が必要だと考えています。
また疑義照会簡略化の取り組みにおい
て、薬局薬剤師とのコミュニケーション
の大切さを改めて感じましたので、今ま
であまり取り組めていなかった勉強会な
どを開催し、薬剤師同士はもちろんの
こと、医師と薬局薬剤師との顔の見え
る関係づくりにも力を入れたいと思いま
す。一方で、従来、主に看護師が行って
いた入院前の持参薬確認を薬剤師が
行い、看護師の負担軽減、医療安全の
向上を目指すつもりです」

　薬薬連携の将来像としては、勉強会
の開催等にとどまらず、薬局薬剤師が
来院して混注業務など手技を学べるな
ど薬剤科を地域に開かれた場にするこ
と、さらにICT技術を活用し院内外が
一つのネットワークでつながることで電
子カルテの相互閲覧を可能にし、病名
や検査値に基づいた疑義照会や薬学
的支援を可能にすることなどを構想す
る。それらが実現すれば在宅医療推進
にも大きく寄与すると考えられる。

「モノから人へ」のシフトの中で
目指す将来
　在宅医療推進の流れの中で、現在、
県西総合病院には開業医や介護施設
からの依頼を受ける訪問看護ステー
ションがあり、薬剤科は随時、訪問看
護師からの相談に応じている。しかし、
退院時カンファレンスへの薬剤師の参
加が実現できていないなど、在宅医療
との連携は今後の課題である。
「退院後は、入院中と同様の服薬管理
が困難な患者さんが少なくありません。
特に在宅では服薬コンプライアンスが
大きな課題となりますので、薬剤師が
連携に参加することは非常に重要だと
考えています」
　一方、県西地区の大きな課題として
人的資源の不足があり、同院も例外で

はない。その中で仙波先生は、薬学生
を積極的に受け入れるとともに、人材育
成に注力したいと考える。「新病院では
調剤機器の充実により、調剤時間を短
縮できますので、チーム医療への参画
や、患者さんに対する薬学的支援を充
実させていきたいと思います。その中で
若い薬剤師には一通りの業務を経験し
てもらい、次の段階としてスペシャリス
トを目指してもらいます。そして最終的
にはジェネラリストとしてマネジメントに
携われるよう、長期的視点で育成した
いと思います」
　年齢やキャリアに関わらず、患者さん
から学ぶことが多いとして自身も可能
な限り現場に出るという仙波先生は、
「モノから人へ」をキーワードに、新たな
飛躍を目指す。新体制における薬剤師
の活躍と、シームレスな地域医療のた
めのネットワーク構築が期待される。仙波 藤男 先生
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疑義照会簡略化導入の評価（アンケート調査）資料1 茨城県西部メディカルセンターの概要資料2

Q. 調剤にかかる時間は？

方法 ： アンケート形式
対象施設数 ： 13保険薬局
期間 ： 平成29年8月21日～9月3日
回答率 ： 77%

短縮できた
90%

変化なし
10%

軽減できた
90%

変化なし
10%

Q. 薬剤師の疑義照会関連の
　  負担は？

病床数：250床
高度治療室（HCU）15床、一般病棟170床、地域包括ケア病棟45床、
小児病棟20床

診療科：9診療科
内科、小児科、外科、整形外科、眼科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科・形成外科、
救急科




