
フォーミュラリの活用による医薬品の
適正使用推進と地域への拡大
　薬物治療の標準化を図ることで医療の質向上を図る「フォーミュラリ」に対する取り組みが注目される中、院内での運用から
地域への展開も薬剤師に与えられた重要な課題の一つだ。地域医療を担う新座病院(埼玉県新座市・128床)では薬剤科主導でフ
ォーミュラリの導入体制を構築し、それを横展開することで東所沢病院と地域フォーミュラリを実現。さらに2019年からはグルー
プ病院に拡大する取り組みが始まっている。新座病院薬剤科の事例を通し、地域におけるフォーミュラリ構築のポイントを紹介
する。
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科学的根拠を重視した
フォーミュラリの作成
　首都圏エリアで医療・介護・福祉を
担う戸田中央医科グループは、2019年
4月に薬剤部主導による「フォーミュラ
リ検討ワーキンググループ」を発足し、
地域フォーミュラリの導入体制構築に
取り組んでいる。この活動を牽引してい
るのが、同グループで最初にフォーミュ
ラリを導入し、実績を上げている新座病
院薬剤科だ。
　フォーミュラリは大学病院や急性期
病院を中心に導入が進められてきたが、
地域医療を担う新座病院の薬剤科が
フォーミュラリを意識するようになった
のは2010年と早い。同院の四條隆幸
院長が医薬品の選択において、有効
性・安全性とともに経済性も重視した
方針を示したことが転機となり、主任の

金井紀仁先生が中心となり2014年か
ら本格的にフォーミュラリの作成を開
始し、現在約15種類のフォーミュラリを
運用している。
　対象薬剤の評価の際には科学的根
拠を重視し、コクランデータベースシス
テマティックレビューやPubMedで検索
した論文を参考にする。「効果のエンド
ポイントがより高い薬剤を優先し、効果
と安全性が同等であることを確認した
うえで経済性も加味し、最終的に採用
する薬剤を決めています」と金井先生は
薬剤選択に対する優先順位を説明す
る。そのため薬価が高い薬剤を選択す
ることもあり「フォーミュラリの目的は
薬剤の効果が最も期待できる患者さん
を正確に判断し、適正使用することであ
り、先発品を排除することではない」と
金井先生は指摘する。

　医師との協働でフォーミュラリを作成
する医療機関が少なくない中、同院で
は薬剤科が作成を行い、院内の薬事委
員会で審議し承認を得る。その際、オリ
ジナル資材を作成し、採用薬の科学的
根拠を具体的に説明する。こうした丁寧
な対応によりフォーミュラリの第一選択
薬の採用率は9割に達する。「医師の理
解と協力を得るには、フォーミュラリは
医師の処方権を妨げるものではないとい
うことをしっかり説明することが大切で
す」と新座病院薬剤科の所属長である係
長の鈴木義人先生は強調する。
　さらに、フォーミュラリを導入したこ
とで、経験年数にかかわらず医師への
処方提案の内容が均一化され、効率的
な薬剤選択へと結びつくなど作業効率
も向上した。「これにより医師の薬剤師
への信頼が高まったように感じます」と

鈴木先生は話す。さらに、採用薬の数
と規格が集約されるため在庫管理の改
善につながるなど、さまざまな効果に寄
与している。

東所沢病院との連携で
地域に拡大する手応えを掴む
　院内のフォーミュラリを拡大する中、
2017年に次の転機が訪れる。グループ
病院の東所沢病院薬剤科からフォー
ミュラリ導入のサポートを求められたの
だ。東所沢病院薬剤科の所属長である
係長の佐藤光先生は「以前より学会や
論文発表等で、新座病院がフォーミュ
ラリを導入していることは知っていまし
た。診療対象となる患者背景が新座病
院と類似しており、当院でも導入できる
のではないかと考えました」と動機につ
いて語る。
　しかし、病院ごとに採用品目は異なる
ため、新座病院のフォーミュラリをその
まま運用できるわけではなかった。そこ
で、新座病院と採用品目が重なる3領域
を対象に、金井先生がアドバイザーとな
り、フォーミュラリの作成が始まった。
「当初、院内におけるフォーミュラリの
認知度は低く、概要の説明から始めな
ければならない状態でしたが、4か月ほ
どの作業で導入することができました。
やはりノウハウが蓄積された先行事例
があるのは心強いと思いました」と佐藤
先生は振り返る。

　一方、金井先生たちもこの連携に確
かな手応えを感じていた。自分たちが作
り上げたフォーミュラリ導入システムに
は汎用性があることを確認できたから
だ。そして、「このシステムをベースに横
展開すれば、グループ病院で地域フォー
ミュラリへと展開できる」と3人の先生
たちは話し合うようになった。

グループ病院の選抜メンバーで
地域フォーミュラリ構築に挑む
　こうして2019年4月に発足したのが
「フォーミュラリ検討ワーキンググルー
プ」（以下、WG）だ。WGではグループ病
院に地域フォーミュラリを導入するまで
の流れを「作成」と「導入」の2つの工程
に分け（資料1）、これを効率よく進めら
れるよう主メンバーと副メンバーを設置
し役割分担を行った（資料2）。
　主メンバーの役割はフォーミュラリの
作成や見直しだ。グループ内に所属する
約300名の薬剤師の中から医薬品・薬
物治療評価に十分な知見を持ち、フォー
ミュラリの対象となる専門領域を持つ
8名の薬剤師が選抜された。金井先生も
この一員で、慢性期領域と医薬品情報
部門を受け持つ。主メンバーは月に１回、
定例会を開催するほか、メーリングリス
トで日常的に意見を交わす。また、評価
対象薬が決まれば、主メンバーの中から
その薬剤領域に関連するメンバーが集
いフォーミュラリの作成が行われる。「グ

ループ全体で取り組める利点を生かし、
作成のスピードアップを図りたい」と金
井先生は期待を寄せる。
　一方、作成したフォーミュラリを自施
設に「導入」するために、各施設から1人
以上の薬剤師を選出し、副メンバーとし
て配置を進めている。副メンバーには、
今後の「作成」を担う主メンバー候補で
あることも見据え、医薬品・薬物治療
評価のトレーニングを行う予定だ。「新
座病院の薬剤科では2014年から学術
活動を継続的に行っており、それが医
薬品・薬物治療評価能力を高めること
にも役立ちました。新体制においても
学術活動を重視し、自分たちでエビデン
スを創出していくのだという強い気持ち
でフォーミュラリの作成に取り組んでい
きたい」と金井先生は決意を語る。
　さらに、新座病院と東所沢病院では、
鈴木先生と佐藤先生が中心となって地
域薬剤師会との連携も始まりつつあ
る。「保険薬局との情報共有はこれから
という段階ですが、フォーミュラリは今
後、薬薬連携の重要なテーマになると、
地域薬剤師会の注目度は高いです」と
鈴木先生は手ごたえを感じている。１病
院から始まったフォーミュラリの取り組
みは今、地域を支える医薬品適正使用
体制の構築に向かって着実な一歩を踏
み出している。

鈴木 義人 先生

新座病院
薬剤科 係長
すず    き       よし    と

佐藤 　光 先生

東所沢病院
薬剤科 係長
  さ    とう              ひかる

金井 紀仁 先生

新座病院
薬剤科 主任
かな    い        のり   ひと

7 Pharma Scope Vol.31 8Pharma Scope Vol.31

地域フォーミュラリ導入の流れ資料1 フォーミュラリ検討ワーキンググループ
メンバー構成

資料2

金井先生提供資料

CDSR：コクランデータベースシステマティックレビュー
WG：フォーミュラリ検討ワーキンググループ

TMG：戸田中央医科グループ（Toda Medical Group）

「作成」

「導入」

WGが作成

各病院で説明

客観的に評価する

医師等へ説明

CDSR等にて客観的に論文抽出・評価

経営判断
薬事委員会にて説明
院長・医局の承認

フォーミュラリ導入

同等量設定・優先順位付け

説明資材作成 副メンバー
（各施設1名以上）

TMG薬剤部
約300名急性期

領域

フォーミュラリ
策定

主メンバー：8名
（2019年4月時点）

慢性期
領域

医薬品
情報
専門

地域
医療

薬物
動態

感染がん

腎臓
透析 精神

金井紀仁、鈴木義人、系統的論文調査による回復期患者における
尿酸生成抑制薬に関するフォーミュラリの構築。
アプライド・セラピューティクス、 pp26-46, 2018より作図



フォーミュラリの活用による医薬品の
適正使用推進と地域への拡大
　薬物治療の標準化を図ることで医療の質向上を図る「フォーミュラリ」に対する取り組みが注目される中、院内での運用から
地域への展開も薬剤師に与えられた重要な課題の一つだ。地域医療を担う新座病院(埼玉県新座市・128床)では薬剤科主導でフ
ォーミュラリの導入体制を構築し、それを横展開することで東所沢病院と地域フォーミュラリを実現。さらに2019年からはグルー
プ病院に拡大する取り組みが始まっている。新座病院薬剤科の事例を通し、地域におけるフォーミュラリ構築のポイントを紹介
する。

医療法人社団青葉会 新座病院
-pharmacy-1CChallenge

Cooperation 
Communication

科学的根拠を重視した
フォーミュラリの作成
　首都圏エリアで医療・介護・福祉を
担う戸田中央医科グループは、2019年
4月に薬剤部主導による「フォーミュラ
リ検討ワーキンググループ」を発足し、
地域フォーミュラリの導入体制構築に
取り組んでいる。この活動を牽引してい
るのが、同グループで最初にフォーミュ
ラリを導入し、実績を上げている新座病
院薬剤科だ。
　フォーミュラリは大学病院や急性期
病院を中心に導入が進められてきたが、
地域医療を担う新座病院の薬剤科が
フォーミュラリを意識するようになった
のは2010年と早い。同院の四條隆幸
院長が医薬品の選択において、有効
性・安全性とともに経済性も重視した
方針を示したことが転機となり、主任の

金井紀仁先生が中心となり2014年か
ら本格的にフォーミュラリの作成を開
始し、現在約15種類のフォーミュラリを
運用している。
　対象薬剤の評価の際には科学的根
拠を重視し、コクランデータベースシス
テマティックレビューやPubMedで検索
した論文を参考にする。「効果のエンド
ポイントがより高い薬剤を優先し、効果
と安全性が同等であることを確認した
うえで経済性も加味し、最終的に採用
する薬剤を決めています」と金井先生は
薬剤選択に対する優先順位を説明す
る。そのため薬価が高い薬剤を選択す
ることもあり「フォーミュラリの目的は
薬剤の効果が最も期待できる患者さん
を正確に判断し、適正使用することであ
り、先発品を排除することではない」と
金井先生は指摘する。

　医師との協働でフォーミュラリを作成
する医療機関が少なくない中、同院で
は薬剤科が作成を行い、院内の薬事委
員会で審議し承認を得る。その際、オリ
ジナル資材を作成し、採用薬の科学的
根拠を具体的に説明する。こうした丁寧
な対応によりフォーミュラリの第一選択
薬の採用率は9割に達する。「医師の理
解と協力を得るには、フォーミュラリは
医師の処方権を妨げるものではないとい
うことをしっかり説明することが大切で
す」と新座病院薬剤科の所属長である係
長の鈴木義人先生は強調する。
　さらに、フォーミュラリを導入したこ
とで、経験年数にかかわらず医師への
処方提案の内容が均一化され、効率的
な薬剤選択へと結びつくなど作業効率
も向上した。「これにより医師の薬剤師
への信頼が高まったように感じます」と

鈴木先生は話す。さらに、採用薬の数
と規格が集約されるため在庫管理の改
善につながるなど、さまざまな効果に寄
与している。

東所沢病院との連携で
地域に拡大する手応えを掴む
　院内のフォーミュラリを拡大する中、
2017年に次の転機が訪れる。グループ
病院の東所沢病院薬剤科からフォー
ミュラリ導入のサポートを求められたの
だ。東所沢病院薬剤科の所属長である
係長の佐藤光先生は「以前より学会や
論文発表等で、新座病院がフォーミュ
ラリを導入していることは知っていまし
た。診療対象となる患者背景が新座病
院と類似しており、当院でも導入できる
のではないかと考えました」と動機につ
いて語る。
　しかし、病院ごとに採用品目は異なる
ため、新座病院のフォーミュラリをその
まま運用できるわけではなかった。そこ
で、新座病院と採用品目が重なる3領域
を対象に、金井先生がアドバイザーとな
り、フォーミュラリの作成が始まった。
「当初、院内におけるフォーミュラリの
認知度は低く、概要の説明から始めな
ければならない状態でしたが、4か月ほ
どの作業で導入することができました。
やはりノウハウが蓄積された先行事例
があるのは心強いと思いました」と佐藤
先生は振り返る。

　一方、金井先生たちもこの連携に確
かな手応えを感じていた。自分たちが作
り上げたフォーミュラリ導入システムに
は汎用性があることを確認できたから
だ。そして、「このシステムをベースに横
展開すれば、グループ病院で地域フォー
ミュラリへと展開できる」と3人の先生
たちは話し合うようになった。

グループ病院の選抜メンバーで
地域フォーミュラリ構築に挑む
　こうして2019年4月に発足したのが
「フォーミュラリ検討ワーキンググルー
プ」（以下、WG）だ。WGではグループ病
院に地域フォーミュラリを導入するまで
の流れを「作成」と「導入」の2つの工程
に分け（資料1）、これを効率よく進めら
れるよう主メンバーと副メンバーを設置
し役割分担を行った（資料2）。
　主メンバーの役割はフォーミュラリの
作成や見直しだ。グループ内に所属する
約300名の薬剤師の中から医薬品・薬
物治療評価に十分な知見を持ち、フォー
ミュラリの対象となる専門領域を持つ
8名の薬剤師が選抜された。金井先生も
この一員で、慢性期領域と医薬品情報
部門を受け持つ。主メンバーは月に１回、
定例会を開催するほか、メーリングリス
トで日常的に意見を交わす。また、評価
対象薬が決まれば、主メンバーの中から
その薬剤領域に関連するメンバーが集
いフォーミュラリの作成が行われる。「グ

ループ全体で取り組める利点を生かし、
作成のスピードアップを図りたい」と金
井先生は期待を寄せる。
　一方、作成したフォーミュラリを自施
設に「導入」するために、各施設から1人
以上の薬剤師を選出し、副メンバーとし
て配置を進めている。副メンバーには、
今後の「作成」を担う主メンバー候補で
あることも見据え、医薬品・薬物治療
評価のトレーニングを行う予定だ。「新
座病院の薬剤科では2014年から学術
活動を継続的に行っており、それが医
薬品・薬物治療評価能力を高めること
にも役立ちました。新体制においても
学術活動を重視し、自分たちでエビデン
スを創出していくのだという強い気持ち
でフォーミュラリの作成に取り組んでい
きたい」と金井先生は決意を語る。
　さらに、新座病院と東所沢病院では、
鈴木先生と佐藤先生が中心となって地
域薬剤師会との連携も始まりつつあ
る。「保険薬局との情報共有はこれから
という段階ですが、フォーミュラリは今
後、薬薬連携の重要なテーマになると、
地域薬剤師会の注目度は高いです」と
鈴木先生は手ごたえを感じている。１病
院から始まったフォーミュラリの取り組
みは今、地域を支える医薬品適正使用
体制の構築に向かって着実な一歩を踏
み出している。

鈴木 義人 先生

新座病院
薬剤科 係長
すず    き       よし    と

佐藤 　光 先生

東所沢病院
薬剤科 係長
  さ    とう              ひかる

金井 紀仁 先生

新座病院
薬剤科 主任
かな    い        のり   ひと

7 Pharma Scope Vol.31 8Pharma Scope Vol.31

地域フォーミュラリ導入の流れ資料1 フォーミュラリ検討ワーキンググループ
メンバー構成

資料2

金井先生提供資料

CDSR：コクランデータベースシステマティックレビュー
WG：フォーミュラリ検討ワーキンググループ

TMG：戸田中央医科グループ（Toda Medical Group）

「作成」

「導入」

WGが作成

各病院で説明

客観的に評価する

医師等へ説明

CDSR等にて客観的に論文抽出・評価

経営判断
薬事委員会にて説明
院長・医局の承認

フォーミュラリ導入

同等量設定・優先順位付け

説明資材作成 副メンバー
（各施設1名以上）

TMG薬剤部
約300名急性期

領域

フォーミュラリ
策定

主メンバー：8名
（2019年4月時点）

慢性期
領域

医薬品
情報
専門

地域
医療

薬物
動態

感染がん

腎臓
透析 精神

金井紀仁、鈴木義人、系統的論文調査による回復期患者における
尿酸生成抑制薬に関するフォーミュラリの構築。
アプライド・セラピューティクス、 pp26-46, 2018より作図
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