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巻頭言
薬物治療に関係する学会誌が数多くある中で、 なぜ 「アプライド ・ セラピューティクス」 誌を読むのかを考えて
みた。 2009 年 12 月の本誌創刊号ではこのように述べられている。 「日本アプライド ・ セラピューティクス学会の目
的に沿って、 （中略）、 広く薬物治療が科学的で合理的、 経済的に、 エビデンスに基づいて行われることを目指
す医師、 薬剤師などの活動の研究活動を高め、 経験交流、 情報交換の場として有効に活用されることを期待し
たい。」。 エビデンスを蓄積するためには様々な方法がある。 例えば、 医療現場において薬物治療の患者への
影響を観察し、 観察所見を手掛かりに疫学調査によって薬物治療の疾患発症リスクを調べ、 次いで介入試験に
よって薬物治療の疾患発症リスクへの効果を調べ、 さらにそのような効果のメカニズムを調べる、 などの方法があ
ると思う。 このような方法に関して多くの学会誌がある中、私はなぜ本誌を読むかについて、自身の仕事、本学会、
本誌との関わりから述べてみたい。
仕事では大学薬理学で薬理研究と大学病院で企業治験 ・ 臨床研究を担当してきた。 薬理では動物を用い
た薬物のメカニズム研究と治験では人を対象とした薬効評価を学んだ。 本学会、 本誌では設立当初は年に数
回程度の論文紹介と編集委員としての査読を担当したが、 第 7 回目の科学的 ・ 合理的に薬物治療を実践する
ためのワークショップ参加以降、 同ワークショップの文献評価コースのプリセプターとして参加するようになった。
これらの担当を通して、 良い臨床研究論文とはどのようなものかについて対象者の選択、 試験デザイン、 統計
解析方法、 結論の導き方などの面から学んだ。 また、 本ワークショップのもう一方の症例解析コースでは、 集団
における研究結果をその 「症例 （患者）」 の薬物治療に当てはめることを学んだ。 さらに費用対効果については
今後学びたいことである。
以上から本誌を読む理由はこうである。 これまでの仕事の経験から臨床試験という整備された環境で似た背
景の集団に対して行われる科学的な薬効評価方法についてはある程度習得した。 しかし、 そのような臨床試験
で得られた結果を、 日常の環境で多様な背景をもつ患者に当てはめる、 すなわち個々の患者に合った薬の種類
や用量を選択し、 さらには費用対効果を考える力が弱いと思っている。 本誌は一つの雑誌の中に患者治療から
薬効評価、 疫学調査、 薬剤経済、 メカニズム研究など幅広い分野を含んでいる。 そのため、 本誌は私のこの
ような弱点を補うのにうってつけである。 皆さんが本誌を読む理由は何だろうか。

獨協医科大学薬理学講座
藤田 朋恵
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＜寄稿＞

院外処方って・・ほんとにいいんですか？
― 当院での経験を元に ―
長友 祐司
Yuji Nagatomo
榊原記念病院 循環器内科
〒 183-0003 東京都府中市朝日町 3-16-1

要旨

当院（榊原記念病院）は循環器疾患の専門診療施設である。診療科は循環器関連科、
産婦人科のみで、 病床数のほとんどが循環器疾患患者で占められ、 外来でも複雑、 重
症の心疾患患者の診療を行っている、 特殊性のある病院である。 当院では 2016 年夏
に院内処方から院外処方へほぼ完全移行を行った。 事例を紹介しながら、 今回院外
処方へ移行して感じたメリット、 デメリット、 懸念事項を挙げ、 我が国の院外処方のシステ
ムが抱える問題点につき考察する。

Keywords: 院外処方、 循環器
(Corresponding author: y.nagatomo1111@gmail.com)
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はじめに
当院 （榊原記念病院） は高度な循環器医療を

【身体所見】 下腿浮腫 （＋＋）

提 供する専門病院である。 診療科は 循環器関

肥大著明

【検査所見】 心エコー ： 左室収縮能良好、 左室

連科および産婦人科のみであり、 病床数 240 床

【臨床診断】

のほとんどが循環器疾患患者で占められ、 日々

#1 慢性心不全 (NYHA II) #2 高血圧性心疾

手術やインターベンションを含め複雑、 重症の心

患 #3 高血圧

疾患患者の診療を行っている。 当院では外来処

®

®

【入院後経過】 ニトロール 、 ラシックス 静注で

方について 2016 年夏に院内処方から院外処方
へほぼ完全移行を行った。 その際に院外処方へ

治療され自覚症状は改善。 体重は 60 kg → 54

移行して感じたメリット、 デメリット、 問題点などを

kg と減少した。 内服薬を調整し第 10 病日退院と

共有したい。

なった。
【退院処方】

院外処方への移行
図 1 に処方箋枚数と院内、 院外処方の内訳を

®

アーチスト錠 (2.5 mg) 1 tab/日 朝食後
®

スピロノラクトン錠 (25 mg) 1 tab/日 朝食後

示す。 2015 年までは 9 割以上院内処方であった

®

ニフェジピン CR 錠 (40 mg) 1T/日 朝食後

ものが 2016 年の夏に院 外 処方へ移 行してほぼ

®

完全に逆転した。 2017 年には 9 割以上が院 外

アジルバ錠 (20 mg) 1T/日 朝食後

処方となった。これは循環器内科、心臓血管外科、

ルプラック 錠 (4 mg) 1T/日 朝食後

小児循環器科の内訳で見てもほぼ同様の傾向で

フロセミド錠 (20 mg) 1T 頓服 体重＞ 56 ｋｇに
増えたとき

®

®

あった。
院外
院内

退院後浮腫のコントロールが困難であった。 遠
方のため具合が悪いときは当院まで来院するのが

処方箋枚数

困難でありいつも近医を受診していた。 今回近医
でラシックス

®

錠 (20 mg) 1T/ 日 朝食後 が追

加された。 体重増加時フロセミド錠

®

追加の指示

を出していたため、 混乱を来す可能性が懸念さ
®

図1

事例 1

れたが、薬局の薬剤師より①フロセミド錠 とラシッ

院外、院内の処方箋数の推移

®

®

クス 錠は同じものであり、 ルプラック 錠も同クラ
スの薬剤であること、 ②病院から処方されている

82 歳女性

が病状に合わせて現 在の処方の組み合わせに

【主訴】 呼吸困難

なっており、 併せて服用すること、 ③心臓の病状

【現病歴】

に合わせたものであり、 それでも悪化した際には

高血圧にて他院へ通院中。 血圧コントロールは

近医より当院を受診することが望ましいこと、 が説

収 縮 期血 圧 170mmHg 台と不良であ った。 2016

明され、 薬は適切に服用されていた。 その後も

年 3 月頃より下腿浮腫を自覚したが様子を見てい

入院のイベントはなく、 経過良好であった。

た。 7 月ごろより労作時呼吸困難を認めかかりつ

本症例は院外処方へ移行したことでメリットを感

け医を受診。 当院を紹介受診され、 急性心不全

じた一例である。表 1 に院外処方へ移行したメリッ

の診断で入院となった。

トをまとめた。

【既往歴】 高血圧
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表 1.

また心房細動に対して抗凝固療法、 心拍数コン

院外処方へ移行して感じたメリット

トロールで経過観察とした。

• かかりつけ薬局で薬の飲み合わせなどを一

【退院処方】

元的に管理（単科病院ではメリットが大きい）。

®

• 特に高齢患者においては循環器系以外の

ワーファリン 錠 (1 mg) 2.5 tab/ 日 夕食後

疾患を合併していることが多く、 かかりつけ

クレストール錠 （2.5 mg) 1 tab/ 日 朝食後

医を中心に他院から薬剤の処方を受けてい

ネキシウムカプセル (20 mg) 1 ca/ 日 朝食後

る例が多い。

バイアスピリン 錠 （100 mg） 1 tab/ 日 朝食後

®

®

®

• 副作用のフォローアップ、 処方医（ 病院 ・ か

ヘルベッサー R カプセル
朝食後

かりつけ医） からのフィードバックが得られや

®

（100 mg） 2 cap/ 日

すいなどのメリットはある。
• 薬の採用の有無を気にする必要がなくなった

退院後、 院 外処方へ移 行したところ 「薬局で

（合剤などへまとめるのもスムーズ）。

血圧が低いから処方を医師と相談するように言わ

• ジェネリックへの幅広い対応が可能となった。

れた」 と患者より申し出があった。 また、 ヘルベッ

• 院内薬剤師が病棟での服薬指導に注力で

サー R カプセル

きる。

事例 2

®

をジェネリック医薬品に変更し

ては、 と勧められたとのことであった。 本症例の
場合カルシウム拮抗薬は冠攣縮予防のために服

75 歳男性

用しており、 本症例にとって重要な薬であることか

【主訴】 胸痛

らそのまま継続するようお話しした。

【 現 病 歴 】 高 血 圧 で 他 院 通 院 中 で あ っ た。

本症例は院外処方へ移行したことでデメリットを

2016 年 11 月 16 日 19:30 頃にテニスをしていたと

感じた一例である。 表 2 に院外処方へ移行した

ころ胸痛を自覚し、 20 分程度持続した。 一緒に

デメリットをまとめた。

プレーをしていた開業医が医療機関受診を勧め

表 2.

たため救急車を要請し、 当院に搬送された。

• 医師ー薬剤師間のカルテを通じた情報共有

来院時胸部症状軽 度残存、 急性心筋梗塞の

院外処方へ移行して感じたデメリット

が困難。

診断で入院、 緊急カテーテルが施行された。 冠

• 入 院中服薬指 導した薬剤師が外来では指

動脈亜閉塞の所見を認めたが硝酸薬投与により

導できない。

冠動脈は開通し ( 図 2)、 冠攣縮による心筋梗塞

• 患者に合ったきめ細やかな指導が困難。

と診断された。

• 薬局からの疑義照会等に対応する時間と手
間が掛かる。
• 特に剤形、 ジェネリックなどに関する問い合
わせは増加。
• 外来で投与されている薬剤の院内採用がな
い場合入院中に投与できないことがある。

初回造影
図 2.

硝酸薬投与後

事例 3

右冠動脈造影所見

78 歳女性

【臨床診断】

これらの所見より冠攣縮が主病態であると考えら

#1 慢性心不全 (NYHA II) #2 心サルコイドーシ

れたため今回はカルシウム拮抗薬を中心とした薬

ス #3 高血圧

物療法で経過観察する方針となり、 退院となった。

【主訴】 労作時息切れ

#4 脂質異常症
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【現病歴】 高血 圧にて他院へ通院中。 2014 年
頃より階段昇降時、寒冷時に息切れや動悸があっ
た。 2015 年 12 月より下腿浮腫を認めるようになっ
た。 体重も 55 kg → 57 kg に増加した。 2016 年
2 月他院を受診した。 心拡大と BNP 上昇を認め、
精査のため当院へ入院した。
心エコーでは心尖部が無収 縮、 LVEF 40% の
低心機能だった。 諸検査の結果心サルコイドー

図 3.

シスが疑われた。 PET では心尖部から中部の前

という懸念が拭いきれない。 循環器専門病院で

壁 ・ 側壁 ・ 下壁に FDG 集 積があり、 活動性病

の処方は非常に複雑であり、 時に服薬ミスが大き

変が疑われ、 ステロイド導入目的に入院した。

なけがの元となることもある。 処方箋を 切る医師

【既往歴】 高血圧、 脂質異常症
【入院後経過】 プレドニゾロン錠

退院処方と主治医の処方意図

側と、 服薬指導をしていただく薬剤師、 患者の間
®

30 mg/ 日を開

での意思統一は十分な治療効果を発揮し副作用

始し、 有意な合併症はなく経過した。 6 月 3 日に

の発現を最小限に抑える意味で必須である。

自宅退院した。
図 3 に本症例の退院処方と主治医の処方意図

結語
当院では院外処方移行によるメリットを享受する

を示した。 特殊な疾病に対 する処方であり、 複

一方で、 デメリット、 懸念を感じる点も少なくない。

雑である。 ガイドラインで示された治療の他、 必

特に、 医師と調剤薬 局薬剤師の間での情報共

ずしもエビデンスに則っているとはいえないが個々

有を進めるシステム作りの必要性を感じている。

の患者の特徴、 今後の経過を勘案して処方され

【利益相反】
本論文に関連して、 開示すべき COI 関連にあ

る薬剤など、 一枚の処方箋には複雑な医師の思
いが詰まっていることが理解いただけるだろうか。

る企業等はない。

院外処方に関して医師が懸念すること
表 3 に院外処方へ移 行して感じる懸念事項を

第 8 回日本アプライド ・ セラピューティクス （実
践薬物治療） 学会学術大会のシ ンポジウム 2 「今

まとめた。 やはり処方の意図、 患者の病状が院

さら聞けない、 医師が知らないこと、 薬剤師が知

外薬局のスタッフに伝わっていないのではないか

らないこと」 において講演した内容である。

表 3. 院外処方へ移行して医師側が感じる懸念事項
 処方の意図が伝わっているのかどうか不安
◦ 特殊薬
▪ 心不全治療薬（ ACE 阻害薬、 β遮断薬、 アルドステロン拮抗薬、 トルバプタン）
▪ 心房細動患者、 肺塞栓症、 弁置換術後の抗凝固療法 （ワルファリン、 直接作用型経
口抗凝固薬＜ DOAC ＞）
▪ 心室頻拍、 心房細動患者のアミオダロン
◦ 患者毎の処方薬のアレンジ
▪ “体重＞○○ kg になったらフロセミド (20 mg) 1T 追加して服用してください”
 患者の病状がどこまで伝わっているのか不安
◦ 循環器系疾患は短期間に大きく病状が変化することが多い。
◦ イベント （例． 急性心筋梗塞、 心不全急性増悪） を起こして入院した後、 その情報が伝
わっているのか不安。
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＜寄稿＞

なんですかぁ、この処方箋は・・・？
―いまさら聞けない、医師が知らないこと、薬剤師が知らないこと―
川末 真理
Mari Kawasue
ひまわり薬局弘大病院前
〒 036-8203 青森権弘前市本町 56-9 メゾンソレイユ１Ｆ

要旨

1956 年 4 月 1 日医薬分業法が施行され 61 年が経った。 平成 27 年は分業率が 70％
を超え、 その間とりわけ薬局薬剤師の職務内容は大きく変化している。 調剤報酬におい
て当初は内用薬、 外用薬の物理的な業務に対する調剤料のみであったのに対し、 現在
では医薬品の適正使用と医療安全確保の観点から、 薬剤服用歴管理指導料に多様な
加算評価が設定されるとともに、 重複投薬 ・ 相互作用等防止加算、 外来服薬支援料、
服薬情報提供料などの薬学管理料が整備されていることにもその変化が示されている。
一方で薬剤師が受ける情報は患者が持参する処方箋 （最近ではようやく一部の医療
機関で処方箋に検査データを付記している） と来局した患者へのインタビューから聞き出
される事項、 それも患者が協力的でない場合もあるので病名さえわからないまま調剤せ
ざるを得ないこともある。 これは医薬分業当初より全く変わっていない。
しかしながら、 私たち薬剤師は薬剤師法第 24 条によって 「薬剤師は、 処方箋中に疑
わしい点があるときはその処方箋を交付した医師、 歯科医師または獣医師に問い合わ
せて、 その疑わしい点を確かめた後でなければ、 これによって調剤してはならない」 とい
う医師への直接疑義照会義務を負っている。
日々の業務の中で 「なんですかぁ、 この処方箋は ・ ・ ・ ・ ？？」 と疑問に思う処方箋
は少なくない。 保険上の疑義や残薬調整、 規格変更の可否なども含めると１日に多くの
照会が発生する。 お互いに多忙な業務の中で医薬連携 ・ 協働がスムーズにいく為に、
現状薬剤師が感じている問題点を提示し解決策を模索する。

Keywords: 医薬分業、 医薬連携、 疑義照会
(Corresponding author: k-mari@h3.dion.ne.jp)
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1. 医薬分業の始まり・薬剤師の誕生
医薬分業は、 約 800 年前のヨーロッパで神聖

は提案されていたのだが、 種々の理由によりなか

ローマ帝国フリードリヒ二世が毒殺を恐れ、 主治

なか実現しなかったようである 1）。

このように明治時代に既に医薬分業のシステム

医の処方した薬を別の者にチェックさせたのが始
憲章を定め、 医師が薬局を持つことを禁じ、 同時

2. 薬剤師を取り巻く環境変化
日本における薬事制度 「薬律」 が制定されて

に薬剤師が誕生した。

か ら更に 67 年 後の 1956 年に ようや く 「医薬分

まりとされている。 これを受け、 1240 年薬剤師大

日本では遅れること 1871 年 （明治 4 年）、 医学

業法」 が施行され、 医師は原則として処方箋を

教師としてドイツから来日した二人の医師は、 医師

発行すること、 となった。

が医薬を兼業していた日本の医療を厳しく批判し、

その後 1960 年に現在の 「薬剤師法」 が制定

医薬分業制度を進言した。 この時の文部省が大

されたが、 薬剤師がその本分である 「医薬品の

政官に出した上申書において 「医師が自ら薬をひ

適正使用と医療安全の確保」 のために具体的な

さぎ候により百端の弊害を生ず」 とその理由を挙

行動を起こし始めたのは 1990 年代からであった。

げている。 すなわち、 この制度創設の目的は 「医

ここから薬剤師を取り巻く環境は急激に変化して

薬品の適正な使用を確保し、 安全性を守る」 こと

いく。 そしてこれに応えるべく、 ついに 2006 年に

であった。

薬学教育は六年制になったわけである。

そしてその３年後の 1874 年に 「医制」 が交付さ

医薬分業法が施行された 1956 年当時の薬剤

れ、 この時同時に 「薬舗開業制度」 が創設され

師を第一世代とするなら、 この約 60 年で現在は

西洋に於けるアポテーク、 すなわち 「薬舗主」 制

第 五世 代 と 言 わ れ 業 務 内 容 も大 きく 変 わ った

度が設けられた。 1889 年、本格的な薬事制度「薬

(Fig.1)2）。

律」 が制定され 「薬局」 「薬剤師制度」 の呼称

医薬分業法が施行された当時の保険薬局の調

が誕生した。

剤報酬は内用薬、 外用薬の物理的な業務に対
Fig. 1

1961年
薬剤服用歴管
理指導料

昭和３１年1956年

医薬分業法
1960年
薬剤師法

1997年
薬剤師法改正

2006年
第五次医療法
改正

薬剤師の将来ビジョン（日本薬剤師会、2013）より一部改変
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する調剤料のみであったが、 種々の改正を経て

だけに依存している。 その情報源の中で 「なんで

現在の調剤報酬点数表では医薬品の適正使用

すかぁ、 この処方箋は？？」 と思うことに遭遇する。

と医療安全確保の観 点から、 薬剤服用歴管理

私たち薬剤師には薬剤師法第２４条 「薬剤師は、

指導料に多様な加算評価が設定されるとともに、

処方箋の中に疑わしい点があるときは、 その処方

種々の薬剤管理料が整備されている。

箋を交付した医師、 歯科医師または獣医師に問

院外処方箋発行率を医薬分業率としてみると、

い合わせて、 その疑わしい点を確かめた後でなけ

医薬分業法の施行から 36 年後は 14％に、 その

れば、 これによって調剤してはならない。」 という

5 年 後モデル国立病院が完全分業化され 26％

定めがある。

に、 それからまたわずか 5 年後には 50％に達し、

日々の現場では、 処方箋の記載不備、 規格変

3）

そして 2016 年には 70％を超えた 。

更、 銘柄変更、 患者希望による追加 ・ 削除、 相
互作用、 重 複 処方、 処方 意図の情報不足、 保

3. 第五世代薬剤師
この 30 年の間に医薬分業率が凄まじい勢いで

険適応と合致していない、 など様々な 「疑義」 が
生じる。

上がり、 同時に薬剤師に求められている具体的
これまでも、 薬剤師の重要な役割は 「医薬品

5. 疑義照会に対する医師・薬剤師の印象
アンケート調査 4-6) によると、 少し意外であった

の適正使用と医療安全の確保」 であるとされてき

が医師は 「貴重な指摘があり助けられている」 と

た。 個々の患者の病態や症状に併 せ、 患者の

いう回答が 76.5％もあった一方で、 これは予想通

生活環境や生活リズムから、 医薬品の効果を最

りであったが「自分で判断したら？と思うことが多い」

大限に引き出し、 副作用や相互作用によるリスク

「些末な問い合わせが多い」 など薬剤師の疑義

を 最小にすることを具体的な目的としてきた。 最

照会にはあまり良い印象を持っていない。 しかし

近では有効性、 安全性に加えて経済性について

ながら こ れは先に述べたように法的義 務であり、

も求められ、 後発品使用促進やポリファーマシー

更に医薬分業により処方箋を院外の保険薬局で

に関ることで医療費を削減 する 役割が加わった

応需している中では、 保険薬剤師としてのルール

役割も変化してきた。

2）

（Fig.2) 。
Fig. 2

が 加 わ る こ とをご 理 解 頂 か な け れ ば な ら な い
(Fig.3) 4）。

第五世代薬剤師

Fig.3
• 患者インタビュー

• 服薬指導

• カウンセリング

• 薬剤情報提供

• 処方内容の確認

• 薬歴管理/活用

• 処方意図の解析

• モニタリング

• 調剤

• リスクマネジメント

• 用法指示

• 患者服薬情報提供

• 後発医薬品の調剤

• 医-薬連携

• 在宅調剤

• 薬-薬連携

医師に聞きました

Ｑ：「疑義照会」の印象をお聞かせください
「自分で判断したら？」と思うこと
が多い

26.3

添付文書やガイドラインの理解が
教条的

43.9

些末な問い合わせが多い

• コンサルテーション

43.5

76.5
0%

調査期間：2016年11月17日～21日
回答数：医師255人

29.4

42

貴重な指摘があり助けられている

• 他職種連携

52.9

20.8

26.7

14.5

そう思う
そう思わない
どちらでもない

12.910.6

20% 40% 60% 80% 100%
「PharmaTribune Vol.9 No.1 p.24より許可を得て引用・改変」

また、 Fig.4 のように医師が調剤前に疑義照会

4. なんですかぁ、この処方箋は・・・？
しかしながら、 薬剤師が仕事をする上で持って

すべきと考えているのは、 薬剤師が考えている項

いる情報源は処方箋、 患者が持 参するお薬手

いと考えて いるようであ る 5)。 この点については、

帳、 薬 歴、 患者インタビュー等、 ほとんどこれら

薬剤師法の規定に縛られ、 処方箋に記載されて

目より少なく、 医師は薬剤師の判断に任せても良
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Fig. 4

6. 医薬分業から医薬協働
薬剤師の疑義照会は、 薬物療法に於ける医療

調剤前に疑義照会すべき

安全 ・ 適正使用 ・ 医療費削減の観点から行われ

● 同一成分の銘柄変更
● 一般名処方時の類似剤形への変更
（先発品類似剤形への変更を含む）
◇ 処方規格変更
◇ 一包化調剤
◇ 処方製剤の粉砕や混合
◇ 残薬による投与日数調整
◇ 服用歴のある配合剤への変更
●…医師
◇…薬剤師
◇ 重複処方の削除
■…医師・薬剤師共通
■ 剤形変更

ており、 疑義が解消されるように返答を頂きたい、
というのが薬剤師の本音である。 適正使用という
のは保険上の形式に当てはめることではないが、
保険適応にはならない可能性がある。理由があっ
て通常使う用法や用量と異なる処方がされる場合
は、 薬剤師の視点で投与後に注意すべき点を考
え、 患者にも注意を促せる。 このように医師の考
えを理解し、 それを納得し責任をもって調剤する

「PharmaTribune Vol.9 No.3 p.16 より許可を得て引用・改変」

ことが大事である。
いることの変更に対していちいちの確認をしなけ

7. 最後に
お互い多忙な業務中において、 形式的な疑義

れば変更できない点に多くの 「時間的無駄な疑
義照会」 が生じているのではないかと思われる。
このように調剤上の確認事項が多く課せられて

照会はなるべく減らし、 薬学的疑義照会に時間

いる一方で薬物療法に於ける適正使用に関する

をかけられるようにしたいものである。

薬学的疑義照会は重 要であ る。 しかし ながら、

最近ではこれに対する動きが出てきており、 処

先にも述べたように、 情報の不足から、 病名も、

方箋への検査値記載や疑義照会プロトコールを

どの程 度の病態かも、 処方された意図もわから

作っている病院も出てきているが、 まだまだ一般

ないまま薬剤師は患者を受けている。 最近では、

化しておらず、個々の病院と保険薬局の合意をとっ

疾病名はジェネリック変更の際に必要な情報であ

た上でなければできない現状である。今後、医師・

るため、 これもまた確認が必要である。 このような

薬剤師の協働がスムーズに行われ、 患者にとって

疑義の発生において、 薬剤師にも困ることが日々

最適な薬物療法が行われるような全国共通の情

発生していることは医師にも知っていただきたい

報共有 ・ 疑義照会簡素化システムができることを

6）

点である (Fig.5) 。 本来であれば疑義が解決し

期待する。

なければ調剤できないのであるが、 残念ながら

【利益相反】
論文内容に開示すべき COI 状態の有無について

「そのままで」 という返答で調剤している現状があ
る。

本論文に関連して、 開示すべき COI 関連にある
Fig. 5

企業等はありません。

薬剤師に聞きました
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第 8 回日本アプライド ・ セラピューティクス （実
践薬物治療） 学会学術大会のシ ンポジウム 2 「今
さら聞けない、 医師が知らないこと、 薬剤師が知
らないこと」 において講演した内容である。
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