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論文要旨

薬物治療に責任が持てる薬剤師の教育を考える
― もう始まっている大学での薬学生に対するフィジカルアセスメント教育 ―
徳永 仁1），髙村徳人1），緒方賢次1），瀬戸口奈央1），内海美保2），佐藤圭創1）
Jin Tokunaga1）, Norito Takamura1）, Kenji Ogata1）, Nao Setoguchi1）, Miho Utsumi2）, Keizo Sato1）

1）九州保健福祉大学薬学部，2）神戸学院大学薬学部
〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町1714-1

要 旨
薬剤師は薬学的観点からフィジカルアセスメントを行い、薬効の確認や副作用の予防または早
期発見に努めなければならない。これまでに九州保健福祉大学薬学部では、患者人形や様々な
患者シミュレータを使用したベッドサイド実習および病院薬学演習を展開してきている。薬学部へ
の薬学シミュレーション教育法の導入は、視覚・聴覚・触覚から病態時や副作用発現時などを再
現したバイタルサインやフィジカルアセスメントを可能にする。しかしながら、実際に学生がこられ
のスキルを取得したかどうかについては定かでなかった。そこで、患者シミュレータを使用してフィ
ジカルアセスメントのスキルを試験するアドバンスト OSCE トライアル（課題：水銀血圧計を使用し
た血圧測定，下痢・脳圧亢進状態・慢性閉塞性肺疾患の評価）を実施し、学習成果を試験した。
その結果、細目評価平均達成率は非常に高く、また概略評価も高い評価を得ることができた。フ
ィジカルアセスメント教育への薬学シミュレーション教育の導入は有用であり、現在、様々な薬学
部においても患者シミュレータを使用しての臨床技能教育が展開されつつある。

Keywords : バイタルサイン，フィジカルアセスメント，薬学シミュレーション，シミュレータ，
アドバンスト OSCE トライアル
(Correspond author: j-tokunaga@phoenix.ac.jp)
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患者のために開業医と薬剤師はどう関わるべきか
― 標準薬物療法を実践するために ―
崎山 弘1)*、柚木好恵2)、金井紀仁3)
崎山小児科1)、府中調剤薬局2)、
医療法人社団青葉会 新座病院 薬剤科3)

*

崎山小児科

〒183-0042 東京都府中市武蔵台3丁目2−2

要 旨

病院や診療所の入院診療、外来診療で標準薬物療法を実践するためには医師と薬剤師の協
働が必須となる。患者のために適切な薬物治療を行う場合、開業医と調剤薬局の薬剤師はどの
ように関わるべきだろうか。院外処方箋に記載された薬剤について適応ならびに用法用量に関す
る疑義照会は多くの薬剤師が実施している。しかし処方に対する薬理学的な疑問を医師に問うこ
とは難しく、患者の情報が少ない場合は適切な投薬であるかどうかの判断も出来ずに指示の通り
に調剤をしているのが実態であり、このような状況が標準薬物療法の実践を妨げている。まずは、
互いの意思の疎通が必要と思われる症例を選んで、医師と薬剤師がともに患者の服薬状況、症
状、所見などを正確に把握して、一緒に議論・評価（診断）を行い適切な治療を協働して導くこと
が重要である。制度や仕組みを変更することは一朝一夕では叶わない。今日来た患者の中でわ
ずか一人だけであっても、疑問を解決しようとする努力を薬剤師と医師が共に続けることが大切で
ある。

Keywords :
(Correspond author: sakiyama@af.wakwak.com)
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循環器専門病院における医師・薬剤師間の連携実現に向けて
～Hospital Information Systemを用いた試み～

高見澤格1)*、浜田寛子2)、大野哲郎2)、住吉徹哉1)
１）公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科、２）公益財団法人日本心臓血圧
研究振興会附属榊原記念病院 薬剤科
*

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院
循環器内科

要 旨
標準的薬物治療を実践するうえで重要なことは、正しい薬物治療の知識をもつことに加え間違
いなく患者に提供することである。近年、新しい治療薬が次々と開発され実地医療に導入されて
いるが、処方を行う医師が治療薬の投与方法・副作用を十分に理解していなかったため重大な
事故を引き起こした事例が散見される。このような事例の中には単純な投与量の記載ミスもある
が、アレルギー歴や現在の内服薬、腎機能・肝機能といった患者背景を理解していれば防ぐこと
ができた事例も含まれている。総ての事例において医師が慎重に処方する必要があったものの、
処方指示を受けた薬剤師がチェックすることで未然に防ぐことが可能であった事例もある。では、
薬剤師が処方内容を効率よくチェックするためには何が重要だろうか？やはり、「患者の情報を
正しく共有する」ことであろう。患者情報が十分得られない状況下で医師の処方指示を正確に評
価することは、いかに優秀な薬剤師であっても困難である。そこで Hospital Information
System (HIS)を用いて医師―薬剤師が情報共有し薬物治療をおこなっている当院の試みを紹
介する。現在既に多くの病院で電子カルテを用いた診療が行われているが、当院では既製品を
使用せず独自のシステムを構築した。システムの大きな特徴は、医師・看護師・薬剤師・放射線
技師・検査技師・医療事務にいたる全ての職員が同じ画面を共有して活用できることである。どの
職種であっても他の職種が記載した日々の診療録を一定の原則下に容易に閲覧することが可能
である。例えば外来診療で医師が新たな投薬内容を記載し処方箋を発行すると、薬剤師は投薬
内容ばかりでなく、新たな治療薬が開始された理由や投与量を変更した理由もリアルタイムで確
認することができる。また当該患者の血液検査結果も簡単に閲覧できるため、肝機能や腎機能を
確認することが容易である。薬剤アレルギー情報も医師・薬剤師・看護師が各々情報を得た際に
入力することで、できるだけアレルギー情報が抜けないように注意を払っている。重要な事項は画
面を開けた際に「赤字」で表示され視覚に訴える仕組みとなっている。当院の HIS システムは内
服薬に加え注射薬にも対応しており、研修医が多く在籍する当院において投薬に関する初歩的
ミスを未然に防ぐことが可能となっている。このように「情報共有」をすることで標準的薬物治療を
正しく実践するようにしている。これからも医師・薬剤師が情報共有できるように取り組んでいく必
要がある。

Keywords :

標準的薬物治療，情報共有，Hospital Information System(HIS)

(Correspond author:
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保険薬局における疾患啓発・受診勧奨

福岡 勝志
Katsushi Fukuoka
日本調剤株式会社教育情報部
〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-１グラントウキョウノースタワー37F

要 旨
薬局の機能として、疾患予防や健康相談等に対する期待が高まっている。また、医療費の増
大が問題視されるなか、予防医学が注目され、各種疾患の早期発見・早期治療が望まれている。
このような背景のもと、当社では各種疾患の掘り起こしおよび専門医への受診勧奨を積極的に行
ってきた。むずむず脚症候群（RLS）に対する介入試験では、チェックシートを用いて RLS と疑わ
れる患者をスクリーニングして、神経内科の専門医の受診勧奨を行った。慢性閉塞性肺疾患
（COPD）については、同様に質問票を用いて喫煙者を対象に疾患の掘り起こしを行った。RLS
については、最終的に専門医の受診および治療開始まで結びつくケースは少なかったが、
COPD では介入期間中に治療薬のひとつであるチオトロピウムの投与開始に至った例が毎月
200 名以上存在し、他の治療薬の投与開始例も含めると、更なる効果が期待できた。ただ、他の
因子の影響も拭いきれないため、それが介入によるものなのか、引き続き解析を行っていきたい。

Keywords :

保険薬局、疾患啓発、受診勧奨、むずむず脚症候群、COPD

(Correspond author:
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医師が保険薬局に期待すること・望むこと

志賀 剛
Tsuyoshi Shiga

東京女子医科大学循環器内科
〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1

要 旨
In ambulatory practice, the role of the health insurance (dispensing) pharmacy on the
medical therapy is important. A doctor examines a patient and writes a prescription,
and prescription drugs are dispensed by a pharmacist at the community dispensing
pharmacy. Although a doctor hands a prescription to a patient, he/she does not know
how a patient gets medicine afterwards. Doctor and pharmacist cannot see each faces.
On the other hand, a pharmacist has no access to the patient's medical records. Only a
little information is provided from the name of medicine on the prescription. This
report will focus on the important role of pharmacists at the community dispensing
pharmacies in collaboration with doctors to improve the management of
pharmacotherapy in patients. 1) Importance of prescription checking (to predict
potential drug interactions with polypharmacy and to avoid adverse reaction), 2) To
promote better medication adherence, 3) Patient care based on accurate information,
4) Pharmacist and doctor share information about patient’s medicine and clinical
background using some tools including the prescription record (Okusuri Techou).
外来診療における薬物治療において、保険（調剤）薬局の役割は大きい。医師が患者を診察
して処方箋を書き、地域の調剤薬局から薬が出される。医師は患者に処方箋を渡すが、その先
どうやって患者に薬が手渡されるかはわからない。一方、薬剤師は患者のカルテを見ることができ
ず、処方箋のうえの薬名から得られる数少ない情報しかない。
本稿では、医師と連携した薬物治療を実践するうえで保険薬局が持つ重要な役割について述
べる。1) 処方監査の重要性（多剤併用時の薬物相互作用の予測、副作用の回避）、2) 服薬ア
ドヒアランスの向上、3) 正確な情報に基づく患者のケア、4) 医師と薬剤師が患者の情報を共有
するための取り組み（お薬手帳を含めた）など保険薬局に期待されることは多い。

Keywords : 保険薬局、処方監査、アドヒアランス、連携
(Correspond author: mshiga@hij.twmu.ac.jp)
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これからのセルフメディケーション

西沢 元仁

日本ＯＴＣ医薬品協会
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4

要 旨
The Aging societies are global issue in the world. It requires a drastic innovation on
the health support system in each country. The utilization of the “Self-Medication”
seems the good solution for the issue, and the contribution of the pharmacist and/or
registered retail person in the pharmacies and/or drugstores are critical to promote it.
The World Health Organization (WHO) published a report expressing the core idea of
the Self-Medication in 2000. It covers not only the usage of OTC medicines by
consumer, but also the proper use of ethical medicines in their home without direct
supervision by the medical professionals. In these days, the consumer have good
health literacy and may take good supports from various experts for their health.
Getting the vital signs by themselves became easier in most industrialized countries.
Therefore, to encourage the consumers to be center for the health building with the
supports from various healthcare professionals, could be most reasonable.
On the national trend of healthcare expenditures, some people are seriously afraid of
the financial disaster for the aging people and their treatment. We should revive the
national health care system with the rational use of Self-Medication now. Looking
into the OECD Health Data (2011), total medical expenditure in Japan is still low and
some space to be utilized for the improvement.
For the improvement, the amendment of the Pharmaceutical Affairs Law in 2006 did
not filled out the desires. The framework for the quick launch of Switched OTCs were
introduced, however the approvals for the new OTC medicines were not come quickly.
Even the expected switches are not yet arrived.
The values for the medicines are not fixed at the end of the R&D stage. Especially, the
consumers’ behaviors are critical to finalize the value for the OTC medicines, since the
value are to be converted easily when the consumer misused them. The intervention
by the pharmacists and/or registered retail person is essential to accomplish the
proper use of the OTC medicines. The OTC suppliers are keen to support the
pharmacists, registered retail persons, and other stakeholders to help the consumers’
proper usage of OTC medicines.

Keywords :

Aging society, National Healthcare Insurance, OTC medicines,
Self-Medication, Switch
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一般用医薬品販売における薬剤師によるトリアージの重要性
～これからの薬剤師に求められる力～

安田 幸一
Koichi Yasuda
株式会社ぼうしや薬局
〒670-0927 姫路市駅前町259

要 旨
医薬分業の進展や、消費者ニーズの大きな変化に後押しされる形で、平成２１年６月より改正
薬事法が施行され、登録販売者制度の発足、一般用医薬品のリスクに応じた区分の設定、表
示、陳列方法など大きく見直されることとなった。この改正で、「専門家である薬剤師の情報提供
の重要性」が掲げられ、「情報提供にあたり適正使用を確認するために必要な質問・説明を行う」
こととされた。これは、一般用医薬品販売において、薬剤師が、①患者情報収集と状況確認を行
い、②薬剤師によるトリアージ、③一般用医薬品の選択、④リスクの応じた情報提供を行うことを
意味する。セルフメディケーションの推進には、薬剤師の一般用医薬品販売において、正確な判
断（トリアージ）を行い、かかりつけ薬局としての存在を高める必要がある。そこで、薬剤師のトリア
ージを「受診勧告」「受診勧奨」「一般用医薬品販売」「生活指導」の４段階に分類した。
こうした一般用医薬品販売における薬剤師に求められる能力について考察した。

Keywords :

セルフメディケーション、トリアージ、コンビニ受診、姿勢教育、国民医療費

(Correspond author:
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全員参加型の薬剤師病棟常駐体制の構築と
薬物治療への参加

橋田真佐
Masa Hashida

高知医療センター薬剤局
〒781-8555 高知県高知市池2125-1

要 旨
診療報酬改定（平成 24 年 4 月）により、「病棟薬剤業務実施加算」が入院基本料に加算として
新たに算定できるようになり、病院薬剤師の薬物療法への積極的な参加が期待されている。高知
医療センターでは、開院時より薬剤師全員がローテートし参加する常駐体制によって先進的に病
棟業務を実施してきた。業務内容は薬剤管理指導を主体としたものであるが、実施件数は年々
増加し H23 年度においては薬剤管理指導算定件数が約 1500 件/月であった。その業務の中
で、患者からの相談が 250～300 件/月、医師・看護師からの質問・相談が 3000 件/月、TDM 解
析が 40 件/月、プレアボイドが 20 件/月と、質的、経営的にも一定の成果が得られていると考えて
いる。病棟常駐の評価では、薬剤局職員において薬剤師間の情報の引き継ぎや他職種との連
携で多少の支障があるものの、臨床に関する資質の向上に繋がり、病院薬剤師としてのモチベ
ーションを維持する上で全員参加型の常駐体制が有用であるとの回答であった。循環器病棟の
医師、看護師からは、病棟業務の「服薬指導」、「持参薬確認」、「処方支援」、「TDM」など多くの
項目で高い評価が得られたが、医師からはエビデンスに基づいた薬物療法への支援など、さら
に専門的な関わりが求められた。当院では、現在マンパワーの問題により「病棟薬剤業務実施加
算」の体制ができていないが、これまでの経験と今後新たに業務体制を構築し、実施に向けて検
討を行っている。
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標準薬物治療の実施状況と臨床アウトカムに関する、
DPC データに基づく調査研究グループ
DPCデータを用いた標準薬物治療の実施状況調査に関する研究～その背景
今井志乃ぶ1)*、川名純一2),5)、赤沢学2)、石富充3),4)、真野俊樹3),4) 、緒方宏泰5)
１）東京大学医学部附属病院 国立大学病院データベースセンター、２）明治薬科大学、
３）多摩大学、４）DPCマネジメント研究会、５）日本アプライド・セラピューティクス学会

*

東京大学医学部附属病院 国立大学病院データベースセンター
文京区本郷7-3-1

要 旨
医薬品の有効性・安全性を確保するためには、個々の患者の疾患に合わせた薬物治療が重
要であり、治療ガイドラインに沿った使用が推奨される。アプライド・セラピューティクス学会では、
薬剤師の視点から、ガイドラインを精査し重要な項目を SOAP マスターファイルにまとめ、治療ガ
イドラインを遵守した医薬品の有効かつ安全な使用を啓発している。しかし、我が国においては、
その検証に関する報告は少なく、まして、日本全土に渡る報告はほとんどみられない。これは、医
療現場の診療を簡便に検証可能な診療データが欠如していたことも、ひとつの原因と考えられ
る。一方、DPC/PDPS（Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem PaymentSystem）
データ（以下、DPC データ）が包括支払制度の維持と評価を目的に一部の急性期病院から抽出
されるようになった。このデータは日々の診療情報を一定のフォーマットで電子的に収集したもの
である。本研究グループでは、学会で精査した SOAP マスターファイルを参考に、治療ガイドライ
ンに従った医薬品の使用を DPC データで検証し、検証結果を協力施設と共有することで、医薬
品の有効かつ安全な使用を推奨することを研究の目的としている。
対象は、協力施設に入院中に経皮的冠動脈ステント留置術を行い、2011 年 4 月～2012 年 3
月までに退院した症例とした。医薬品がガイドラインに即して投与された症例をガイドライン適正
群、それ以外を例外群とし、ガイドラインの遵守に関係が深い要因に対し統計的分析を行う。電
子的に収集した診療情報を用いた検証は、その情報が研究用に収集されていないことから、研
究方法に工夫が必要となる。本稿では、多くの治療ガイドラインを迅速に検証できるよう、その手
法について検討をおこない、1 施設の診療情報で試行した内容について報告する。
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