
より良い薬物治療と連携推進のための
情報共有の在り方を探る
　地域医療連携の推進において、薬剤情報や患者情報の共有は不可欠であり、そのためのシステム構築が全国各地で進められ
ている。大阪府の基幹病院である大阪急性期・総合医療センター（大阪市住吉区・865床）では、処方箋への臨床検査値の表
示をはじめ、薬薬連携室の稼働、研修会の開催など、情報共有の方法を模索しながら薬薬連携を推進してきた。さらに住吉区
薬剤師会とともに薬に特化した情報ネットワークシステムの構築に着手し、地域への拡大を目指している。薬薬連携への取り組
みとネットワークシステムの構想について取材した。
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処方箋への臨床検査値表示と
薬薬連携室の稼働
　大阪急性期・総合医療センター（以下、
センター）では、受診患者の高齢化が進
行する中、2014年に日本病院薬剤師
会が公表したプレアボイド報告優良事
例の32.4％が検査値に関係していたこ
とに強い問題意識を持ち、院外処方箋
への臨床検査値表示に向けて検討を開
始した。しかし、センターの運営会議に
おいて、保険薬局の監査や調剤時間の
増加、責任が重くなることへの精神的負
担を懸念する声が挙がった。そこで保険
薬局を対象にアンケート調査を実施、
187件の回答のうち86.1％が検査値
表示を希望するものであった。薬の安全
に対する保険薬局薬剤師の高い意識が
確認されたことから、2015年4月から
の実施が決定した。ただし、アンケート
の中には運営会議で懸念された事項の

ほか、「検査値を見ても判断しかねる」
という回答もあり、事前説明会や文書
による周知徹底を行い、運用後も医師
を講師とする検査値活用のための研修
会を重ねた。
「当センター診療科部長が講演した大
阪府薬剤師会共催の合同説明会には
293名が参加しましたし、その後の住
吉区薬剤師会保険薬局部会の研修会
や当センターにおける報告会も大盛況
でした」と薬薬連携室の室井先生は当
時を振り返る。2016年2月に薬薬連携
推進室を設置し、それまで医師が直接
電話で受けていた疑義照会をＦＡＸで
受け、回答する窓口となった。疑義照会
以外の患者さんの病状や薬など臨床上
の問い合わせも担い、2017年7月から
薬局組織改編に伴い薬薬連携室と改
称した。

処方箋への臨床検査値表示の
有用性
　現在、院外処方箋には6カ月以内に
検査した直近3回分の検査値16項目
が表示されている（資料1）。住吉区薬剤
師会会長の栗生先生は、検査値表示に
よるメリットについて「副作用の判断材
料となるのはもちろんのこと、過去3回
分の検査値が表示されていることで、病
状の経過を確認でき、服薬指導に非常
に役立っています。また、薬薬連携室が
窓口になったことで、疑義照会だけでな
く留意点のフィードバックもスムーズに
なりました」と話す。また、日本調剤万代
東薬局管理薬剤師の荻野先生は、腎機
能が低い患者さんへの適正な薬物投与
に役立った事例を経験した。「私が経験
したのはセンターの腎臓内科に通院して
いた患者さんです。この方が帯状疱疹や
風邪の治療で受診したクリニックの処

方箋を受けた際、腎機能低下による減
量の必要性を疑義照会しましたが、血液
検査を実施していないので減量の程度
がわからないとのことでした。そこでセン
ターでの検査値を伝え、減量していただ
きました。この他、検査値に改善が見ら
れない場合は患者さんの服薬状況を確
認し、踏み込んだ服薬指導ができるよう
にもなりました」こうした経験の積み重
ねは、薬剤師の検査値に対する理解力
を高めることにもつながっている。
　一方、センターでは院外処方箋への
検査値の表示を契機に、内服薬の院内
処方箋にも血清クレアチニン値とeGFR
の表示を開始。禁忌薬剤および用量変
更によって使用可能な薬剤について注
意喚起の表示も行うようになった。薬
局長の田中先生は、「若手で経験の浅い
薬剤師も多いので、できるだけシステム
を活用し、厳格な処方監査ができるよ
う体制を整えています」と話す。2018年
2月からは注射箋でも実施している。

薬薬連携の推進と
情報共有の工夫
　センターでは様々な研修会を開催す
ることによって保険薬局との連携基盤
を形成してきた。センター内の講堂で
は、2カ月に一度、診療科医師が最新の
治療や薬の使い方について講演する研
修会が行われ、毎回60～70名が参加
する。また住吉区薬剤師会とセンター
内薬剤師が協力し、年2回の症例検討
会（懇親会付）も開催し、顔の見える関

係づくりが進んでいる。
　情報共有への取り組みは、処方箋へ
の検査値表示以外でも積極的に行われ
ている。センターのホームページからダ
ウンロードできる服薬情報提供書は、
主に保険薬局からの問い合わせや情報
提供に活用されており、内容が治療に
役立った事例はカルテにスキャナで取
り込み記録される。事例の一つを室井
先生が紹介してくれた。「パーキンソン
病の疑いで神経内科を受診し、主治医
が診断に苦慮していた患者さんがいまし
た。保険薬局からの服薬情報提供書を
確認したところ、他の医療機関での処
方薬による薬剤性パーキンソニズムが
疑われました。薬の服用を中止すると症
状は改善され、医師は保険薬局にお礼
状を送ったそうです」
　抗がん剤治療においては、外来化学
療法を受けた患者さんにレジメン内容
を記載した「お薬手帳用シール」を渡し
ており、「治療内容を知るのに非常に役
立っています」と荻野先生は評価する
（資料2）。田中先生は、「薬剤師だけで
なく、患者さん自身も治療の内容や留
意点が把握できるよう、シールでなくよ
り情報量の多いファイル形式へとバー
ジョンアップしたい」と話す。

ネットワークシステムづくりへの
挑戦
　センターでは住吉区薬剤師会の協力
を得て、患者さんの薬剤情報を集約し
たネットワークシステム「e－お薬カルテ」

を構築し、2018年秋に当システムを用
いた臨床研究をスタート、住吉区薬剤
師会は参加薬局の募集を開始した。
　田中先生は「複数の医療機関を受診
する患者さんの処方薬を一覧表示し共
有できれば、保険薬局の処方監査の精
度を高め、ポリファーマシーや残薬の解
消にもつながるでしょう。院内では情報
共有の強化や持参薬確認の省力化に
役立つと考えています」と期待する。
　薬剤師会で病院との連携の在り方を
模索してきた栗生先生は、「システムを
有効に活用することで両者の垣根をな
くし、薬剤師が一丸となることを目指し
たい」と話す。また、荻野先生は「患者さ
んを中心に複数の医療機関が有機的に
つながり、情報共有していく中で、薬局
薬剤師としての役割を果たし貢献してい
きたい」と抱負を語る。
　一方、室井先生は「病院と保険薬局
の協力体制をさらに強化し、患者さんが
自分の健康を守るためにかかりつけ薬
局を積極的に活用する環境を整備して
いきたい」と話す。田中先生は「新しい
ネットワークシステムを地域に拡大させ
ていくためには患者さんの理解を得る
ことが大切です。情報共有のメリットや
薬剤師の役割についてわかりやすく説
明し、患者参加型の薬薬連携を推進し
ていきます」と展望する。システムの本
格稼働と拡大による連携の飛躍に期待
がかかる。
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臨床検査値付院外処方箋資料1 化学療法用「お薬手帳用シール」資料2

大阪急性期・総合医療センター提供資料 大阪急性期・総合医療センター提供資料

発行6ヶ月以内の直近3回分の
検査日・検査結果を表示。
検査値；白血球数、好中球、血色
素、血小板数、PT‐INR、AST、
ALT、総ビリルビン、クレアチニ
ン、GFR換算値、CK、CRP、K、
Mg、HbA１c、尿酸の16項目。

消化器外科
ID:0000000

○○　○○　様

処方医：○○　○○

投与日:2018/××/××

レジメン名：◆◆◆◆◆◆◆ 
Rp.1 生食　50mL/瓶
　　　副腎皮質ホルモン製剤注射液6㎎/2mL/瓶
　　　○○静注　0.5mg/5mL/瓶
　　　点滴注射（速度指示）

１瓶
6mg
1瓶

15分で

Rp.2 生食 100mL/瓶
　　　抗がん剤A点滴静注用　400㎎/16mL/瓶
　　　点滴注射（速度指示）

１瓶
400mg
30分で

Rp.3 ブドウ糖注射液　5%/500mL/袋
　　　抗がん剤B点滴静注液　100㎎/20mL/瓶
　　　点滴注射（速度指示）

１瓶
200mg
2時間で

Rp.4 生食　50ｍL/瓶
　　　点滴注射

１瓶

【以下は当日の処方オーダー】
Rp.1 ○○○○錠　300mg
　　　1日2回　朝食後 ・ 夕食後

1回  5T
14日分

Rp.2 ○○○○錠　4mg
　　　1日1回　朝食後

1回  １T
2日分
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