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分析し， プロトコルの改善を行い， より処方医・保

木村嘉彦；松村勝之， 西脇布貴， 吉田優子， 池

険薬局の負担軽減に貢献していきたい． また， 従

淳， 深津祥央，松

見泰明， 貰野勇 一 郎， 米澤

原和夫：病院と薬局の合意に基づく院外処方せ
んにおける疑義照会簡素化プロトコルとその効

来は処方医・保険薬局間のやり取りだけで照会後
の処方修正が確実に行われず，繰り返し照会が行

われるケ ースが多数あったが， 今後は薬剤部が関

与することで処方の変更内容を把捏し， 問い合わ

果． 医療薬学42: 336-342, 2016.

3)石川愛子， 宇田篤史， 矢野育子， 富田
上倫行， 野崎 晃， 西岡達也， 久米

せ後の確実な処方修正が行われるよう情報提供し

博雄， 濱口常男， 岩川精吾， 北河修治， 平井み

ていきたい． 将来的には処方修正に薬剤師が関与
できるようシステム改善を行うことも検討している．
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団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年以降は， ま

すます医療・介護にかかる社会保障費の増加が見
別刷請求先：〒 890-8520 鹿児島市桜ケ丘 8-35-1
鹿児島大学病院 薬剤部
武田泰生

保険薬局との連携の現状と展望
込まれている． このままでは， 日本が世界に誇っ
てきた国民皆保険制度 が破綻することが予想さ

れ， その対応策として， 社会保障・税 一 体改革が

急ピッチで進められている． 医療・介護の分野で
は 2025 年を目途に， 地域の包括的な支援・サ ー
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容や患者容態に関する情報をかかりつけ薬局が詳
細に把握できれば， 退院後の副作用モニタリング
や容態の変化等についても把握でき，情報の共有・

連携がよりスム ー ズになることが期待できる．

［目的】鹿児島県薬剤師会では， 以前， 在宅で

ビス提供体制 （地域包括ケアシステム） の構築が

の薬剤管理を目的に「おくすり整理相談バッグ」

いう保険薬局の今後のあり方に関する議論が行わ

薬整理に活用していた． これを利用し， 患者が入

れてきた 地域包括ケアシステムの中で， かかり

院する際に持参する薬の整理を薬局薬剤師が事前

推進さ れている． その 一 環と して， 59,000 件と

を作成し， 患者宅の服用薬剤の 一 元管理および残

元的・継続的な把捏や在

に行い， アレルギ ー 等の患者惰報とともに病院医

宅での対応を含む薬学的管理・指導などの機能を

療関係者へ情報提供を行う． さ らに人院期間中の

果たすことが期待され， 地域で暮らす患者本位の

患者状態に関する情報や退院時処方情報などをか

つけ薬局が服薬情報の

一

医薬分業の実現に取り組むことをH的に，「患者の

かりつけ薬局へ提供して， シ ー ムレスな薬学的管

ための薬局ビジョン」が策定された その実現に向

理体制の構築を目指すことを目的とする．

けてアクションプランが作成され， 事業が推進され
ー

てきた. 2018 年度は以下に示す 4 つのテ マが掲

げられ， 各地方自治体が中心となりいずれかのテ
ー

マで地域特性に合わせて事業展開を行った．

1. 多職種連携による薬局の在宅医療サ

ー

ビス等

の推進事業

2. ICT を活用した地域の先進的な健康サポ ー ト
推進事業

3. 薬局・薬剤師による健康サポ ー ト推進事業

4. 薬局薬剤師と病院薬剤師の連携 （薬薬連携）
等の地域連携を担う人材育成事業

【方法】人院が決定した患者は人院支援室で「人
院準備連絡票J「おくすり整理相談バッグ」を受
け取り， 自宅の服用中の薬剤整理をかかりつけ薬
剤師に依頼する．かかりつけ薬剤師は持参薬鑑別・
整理を行い整理連絡票に記載するとともに患者情
報も記載する． 患者は入院時にこれらを持参し，
病棟薬剤師は持参薬管理にかかる時間を計る．

一

方， 退院時には病棟薬剤師が人院中の患者情報と

退院時処方内容を退院時サマリ ー に記載し， かか
りつけ薬剤師に渡すよう患者に委託する．
【結果】期間中， 回答があったのは医療機関8

鹿児島県は，薬局薬剤師と病院薬剤師の連携（薬

施設保険薬局 17 施設であった． 患者に交付し

薬連携） 等を含む地域における在宅医療や外来化

た人院準備連絡票は 65 件であり， そのうち持参

学療法等に係る人材を育成することを目的に， 第

4 のテ ー マに焦点をあて，「薬薬連携どんどん事

業」として 3 つのモデル事業を行った． 本稿では
各モデル事業の実施概要について報告する． 本事
業は鹿児島県薬剤師会臨床研究倫理委員会の承認
を得て行われた．

薬 が 薬 局 に 持 ち込 ま れ た の は 42 件 （ 実 施率
64.6%) であった． 本事業により， 病院薬剤師の
持参薬管理にかかる時間は約 36% 短縮した． 一

方， 薬局での持参薬整理に要した時間の平均は
25.8 分であった．

【考察］今回の事業を通して， ①かかりつけ薬

局が浸透していない， ②人院前にわざわざ薬を薬
1. 「おくすり整理相談バッグ」を活用した入退院時

局に持っていかない， ③料金が発生する可能性が

における薬薬連携の推進

あるとさ らに行かない， ④薬局薬剤師の仕事が増

【背景】病棟薬剤師が行う病棟薬剤業務のなか

えたと感じるなどの意見が聞かれたが， 総じて，

で持参薬鑑別 ・管理にかかる時間は約 25% に相

患者のシ ームレスな薬学的管理のために連携は必

当する （当院実績）． この時間を短縮できればよ

要であることが認識された． 今後， かかりつけ薬

り効果的で生産性の高い病棟薬剤業務が展開でき

剤師の役割として， 調剤時のみならず， 常日頃か

るというメリットとともに， 人院期間中の治療内

ら患者宅へ赴き， すべての服用薬剤の 一 元管理を
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行うことが期待されており， 本事業のさらなる展開
を通して，在宅薬剤の

一

元管理ならびに医療機関—

薬局間の情報の共有がより進むことを期待したい．

会や情報提供することは， 薬局の 機能として当然

備 えておかなければならない 機能の 一 つである．
患者の腎機能値を評価し， 処方監 査することは，
薬局薬剤師にとって必須のスキルであり， すべての

2. CKD患者への腎排泄型薬剤の投与量チェック

薬局薬剤師が行 えるようになることを期待したい．

による薬薬連携の推進
【背景】鹿児島県は透析患者数が平成 28 年には

3. 外来化学療法患者の服薬状況及び副作用モニ

全国 第 5 位であり， CKD患者が多い 県である．

タリング による薬薬連携の推進

当県薬剤師会が行った調査で「患者への服薬指導

【背景】近年， 在院日数の短縮化， 支持療法の

に際し， 検査値を活用 してCCr, GFR等の算出

進歩， 診療報酬制度の改定， 経口抗がん薬の増加

を行なっていない」と回答した薬局が約 50% あ

などの背景から， 外来で化学療法を行う患者が増

り， 腎排泄型薬剤の投与量設計について十分な対

えている． 当院では注射剤抗がん薬で治療を受け

応が取れていないことが示された． そこで， 薬局

る患者は外来化学療法室で点滴治療を受けるの

薬剤師が腎機能に甚づく処方監査

疑義照会等を

で， その際に病院薬剤師がくすりの説明や副作用

実施し， 地域における安心• 安全な医療の提供に

対策等に関する薬剤管理指導を行っている． しか

・

貢献できるように， CKD患者への腎排泄型薬剤

し， 近年の経口抗がん薬の増加に伴い， 我々院内

の投与量チェックを行う体制整備が必要との認識

薬剤師を介さ ず保険薬局で薬を受け取るケ ー スが

から， 本研究課題に至った．

増加している． 当院の院外処方せんは20 16年度

【目的】鹿児島県病院薬剤師会の協力のもと，

より 13項目の検査値を記載しており， 対応の目

薬局において臨床検査値を把握できるような仕組

的で薬局薬剤師を対象とした検査値および外来化

みづくりを検討することを目的とする．

学療法勉強会を定期的に開催している． 今回の薬

【方 法】病院から腎機能値を計算できる検在値

局ビジョンの推進に伴い， かかりつけ薬剤師 ・ 薬

の提供を受け， かかりつけ薬局が腎排泄型薬剤処

局の薬剤情 報の一 元管理が求められ， 在宅におけ

方監在支援 システム (CompRete) を用いて， 特

る患者状態の把捏が極めて順要との認識から， 本
研究課題に至った．

に， 腎排泄型薬剤の処方について適切な投与量設
計を行い，必要に応じて処方医へ疑義照会を行う．
その結果， 処方変更となった事例を収集する．

【目的】薬局において， 調剤時のみなら ず服薬
期間を通して， 定期的に， 外来化学療法の服薬状

【結果】約 3 か月間の調牡研究の結果， 疑義照

況の確認や副作用モニタリングを行い， 得られた

舗から 66件あった． 報告内容の内訳は疑義照会

とにより，薬薬連携を推進することを目的とする．

会や医師への情報提供を行った事例が 28 薬局店

患者情 報を処方医や病院薬剤師に情報提供するこ

が 40 件， トレ ー シングレポ ー トが 17 件， その

［方法】鹿児島県内の医療機関に外来で通院し，
ー

エスワン配合錠· ゼロ ー ダ

他が 9 件あり， そのうち処方変更事例が55 件の

経口抗がん薬 （ティ

66剤であった． さ らに処方医から投与設計依頼

錠） を服用している患者を対象に， 処方箋を受け

さ れた事例が 6 件あった． 変更対象となった薬剤
は， 抗菌薬， NSAIDs, 抗ヘルペスウイルス薬の

認と， 副作用チェックシー トを用いた副作用モニ

順であった．
【考察】薬局薬剤師が患者の腎機能に甚づいた

取った保険薬局が概ね2週間ごとに服薬状況の確
タリングを行う． 聞き取り情報を， 処方元の病院

薬剤師を通じて主治医に提供し， 必要に応じて，

薬学的管理を実施することにより， 過量投与のみ

処方の変更や提案を行う． また， 患者状態に応じ

ならず薬剤性腎障害の防止につながる可能性が示

て， 受診勧奨を行う．

唆された． 処方箋に記載された薬物の投与量が妥

［結果】本取組に協力した病院施設は5 施設，
保険薬局は7施設であり， 19症例の報告があった．

当であるか判断し， 必要に応じて処方医へ疑義照

保険薬局との連携の現状と展望
ただし， 化学療法 レ ジメ ン まで把握できたのは
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12 件 (63%) であった． 今回の 19 症例の患者の

適切ながん化学療法の継続に大きく貢献できると
考えられた．

口腔粘膜炎， 手掌・足底発赤知覚不全症候群など
gradel が 14 件， grade2 が 1 件， grade3 が 2 件

りつけ薬剤師・薬局がより高い機能を持って地域

服薬状況は極めて良好であった． 副作用は下痢，

医薬品医療機器等法の改正により， 今後， かか

認められた． 情報提供の結果， 3 件の処方変更が

住民の健康管理や高度薬学 的管理を果たすことが
期待されている． 鹿児島県の「薬薬連携どんどん

行われた．

［考察】病院薬剤師， 薬局薬剤師が連携し， 服

推進事業」はまさ に法改正に即した機能の向上と

薬期間を通じた継続的な薬学的管 理を行うこと

連携の強化 を目指した事業であり， 今後の展開に

は， 有害事象の早 期発見， 処方の変更につながり，

期待したい．

