
院外処方箋における事前合意プロトコルの取り組み
　患者さんへの薬学的ケアの充実と処方医や保険薬局の負担軽減などを目的に、院外処方箋における事前合意プロトコルを
導入する医療機関が増えている。独立行政法人国立病院機構金沢医療センター(石川県金沢市・554床)では、薬剤部が中心
となり、2018年9月から運用を開始。“患者ファースト”の視点を取り入れることで医薬連携の好ツールとしても発展しつつあ
る。同センターの事例を通し、院外処方箋の事前合意プロトコルが地域医療にもたらした成果について紹介する。
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薬剤師を活用することで
処方医の負担軽減を図る
　石川県の基幹病院の一つである金沢
医療センターは、2018年9月から他院
に先駆け、広域の保険薬局を対象とし
た「院外処方箋における事前合意プロ
トコル（以下、事前合意プロトコル）」の
運用を開始した。この背景について、薬
剤部長の秋山哲平先生は「当センター
では、2010年4月に発出された厚生労
働省医政局長通知『医療スタッフの協
働・連携によるチーム医療の推進につ
いて』を受け、多職種が協働することで
医師の負担軽減に努めてきました。この
取り組みもその一環として行われたもの
です」と説明する。
　これと並行して、2012年4月の病棟
薬剤業務実施加算の新設による、薬剤
師の薬物療法への積極的な関与に医

師からの評価が高まり、病棟だけでな
く外来でも薬剤師のサポートを期待す
る声が寄せられていた。なかでも「形式
的な疑義照会への対応は薬剤師にまか
せたい」という要望が強かったという。
　そこで、薬剤部が中心となり、調剤上
の典型的な変更に伴う疑義照会を減ら
し、患者さんへの薬学的ケアの充実と
処方医師の負担軽減を図る目的で、「院
外処方箋における事前合意プロトコ
ル」の運用に向けて準備を進めることに
なった。
　2017年2月、薬剤部は金沢市薬剤師
会の同意を得て契約方法など運用に関
する協議を開始。同時に院内では事前
合意プロトコルに掲載する処方変更内
容の検討を行い、医師の意見も反映さ
せたうえで11項目（資料1）を定めた。
　一方、金沢市薬剤師会では会員に向

けて事前合意プロトコルに関する講演
会を実施し、参加した106薬局のうち
105薬局が契約を締結し運用が開始さ
れた。2019年2月には医師からの強い
要望を受け、対象地域を全県に拡大。
2019年7月現在、その数は県内の保険
薬局（約500薬局）の4割近くを占める
186薬局に達している。

“患者ファースト”を重視し
薬物療法の質向上に役立てる
　事前合意プロトコルの運用方法は次の
通りである。プロトコル契約を締結した
保険薬局（以下、契約薬局）がプロトコル
に従った処方変更を行った場合、疑義
照会は不要だが、薬剤部にファックスで
変更報告書を送付する。薬剤部は週に
1回、変更報告書の内容を確認し、医師

が次回からの処方に反映できるようカ
ルテの処方内容を修正したり、契約薬
局の薬剤師から上がってきたコメントを
追記したりする（資料2）。プロトコル違
反の場合は、契約薬局に電話をかけて
誤りを正し、他の契約薬局でも起こり
得る事例は匿名化したうえで金沢市薬
剤師会のホームページに掲載する。また、
「かがやき薬薬連携研究会」の会合にお
いても報告し、地域全体で情報を共有す
る仕組みを作っている。
　薬剤部調剤主任の矢野涼子先生に
よると、運用開始翌月（2018年10月）
には168件あった変更報告書の件数は
月を追うごとに減り、2019年3月には
115件になった。また、その内容は残薬
調整が増加し、規格の変更が減少して
いる。「件数が減少傾向にあるのは薬
剤部が変更内容をカルテに記録してい
るので、医師が同じ処方を繰り返すこと
がなくなったからだと考えています。つま
り、疑義照会の内容が本当に必要な調
整や変更に絞られていることを示してい
るのです」と矢野先生は評価する。
　取り組みにおいて最も心がけている
のは“患者ファースト”の視点だ。「患者
さんの待ち時間の短縮だけでなく、薬
物療法上の利益につなげる取り組みに
発展させることを目指しています。例え
ば、薬剤師が残薬調整を行う場合、患
者さんから薬を服用しなかった理由を
確認し、変更報告書を通して主治医に
フィードバックしてもらうようにしていま

す。このコメントを医師たちは実によく
読んでおり、処方内容の見直しや適正
処方に繋がる事例も出てきています」と
副薬剤部長の間瀬広樹先生は明かす。
最近では、こうした契約薬局の取り組み
を高く評価し、医師が直接、“残薬調整
は薬剤師に依頼してください”と患者さ
んに指示するなど、残薬調整は保険薬
局の仕事として定着しつつある。

医薬連携を強化するために
検査値の表示にも取り組む
　さらに、薬剤部では院外処方箋への
検査値表示にも取り組む。事前合意プ
ロトコルと有機的に連動させることで、
医薬連携をさらに推進できると見込ん
だからだ。表示する検査項目は禁忌や
警告等、添付文書で確認するために最
低限必要だと考えられる22項目に限定
（現在は24項目）。金沢市薬剤師会との
調整を経て、2018年12月から検査値
表示を開始した。
　金沢市薬剤師会副会長を務めるプラ
ス薬局薬局長の乙田雅章先生は「患者
さんの同意を得て提供されている以上、
検査値には必ず目を通し、以前にも増し
て緊張感と責任感を持って服薬指導を
するようになりました」と語る。その言
葉を裏づけるように、保険薬局薬剤師
が検査値から患者の状態を把握し、処
方薬の減量等を提案して有害事象を回
避した好事例がいくつも出ていることを

矢野先生は示す。「医師から“ありがと
う。助かった”という声も届くようになり
ました。今後は医師の勉強会でも好事
例を積極的に発表し、検査値表示に対
する理解を深めていきたい」と間瀬先生
も意欲的だ。
　また、検査値表示の効果を検証する
ために、薬剤部では契約薬局にアン
ケート調査を実施した。その結果、回答
を寄せた契約薬局の3分の１が患者さ
んの行動にも変化があったと答えてい
る。「検査データを一緒に確認してほし
いと患者さんから頼まれることが多くな
りました。自分の病気と向き合い、治療
に積極的に参加したいという気持ちの
表れかもしれません」と乙田先生は語
る。この取り組みを続けることで、患者
さんも巻き込んだ理想のチーム医療を
実践できる日も近いだろう。
　今後の目標は医薬連携のさらなる強
化だ。薬剤部では現在、保険薬局によ
る在宅支援が必要な患者さんに対し、
同センターの主治医の指示書が速やか
に発行される仕組みを検討中である。
地域との橋渡し役であることを強く意
識しているという秋山先生は、「これか
らも働く場所を問わず、オール薬剤師で
地域の患者さんを支え、実効性のある
薬物療法に貢献していきたい」と力強く
締め括った。
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⑦ 一包化
⑧ 残薬調整（抗がん剤を除く）
⑨ 処方日数調整
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④ 後発品から先発品への変更（患者希望による場合のみ）
⑤ 経腸栄養剤のフレーバーの変更・追加
⑥ 規格の変更
⑦ 一包化
⑧ 残薬調整（抗がん剤を除く）
⑨ 処方日数調整
⑩ 外用剤の用法が不明な場合の用法の追記
⑪ 2種類以上の単剤の組み合わせ薬剤の配合剤への変更
　 （内服のみ）
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※プロトコル契約薬局からの疑義照会

※プロトコル合意のない保険薬局からの疑義照会

急を要する疑義照会やプロトコルに
当てはまらない内容

直接医師にTEL

直接医師にTEL

プロトコルに
従った変更

変更報告書を
FAXで送付

カルテ上の
処方修正・

コメント追記（週1回）
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