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口頭発表第 1 部（12：40～）

座長：つくばセントラル病院 髙橋 正明

１ 薬剤耐性対策に係る茨城県内医師の意識調査
茨城県保健医療部感染症対策課 吉田 友行
２ 茨城県におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌の検査状況について
茨城県衛生研究所 伊師 拓哉
３ 妊娠中のコロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2)接種が分娩に及ぼす影響
茨城県立中央病院 千葉 布季子
４ 新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの古河薬剤師会の取り組み
共創未来総和薬局 田村 美帆
５ 服薬管理における「服薬支援箱？」の可能性
ビッグママあこ薬局 根田 滋
６ 日立総合病院における下剤フローチャートの作成
日立総合病院 根本 昌彦
７ あけぼの薬局湖畔店における腎機能に関わる薬物療法適正化の取り組み
あけぼの薬局湖畔店 今野 智永

口頭発表第 2 部（14：00～）

座長：アルテ薬局 鈴木 弘道

８ 腎機能検査値を用いた薬局薬剤師による薬物療法最適化の探索
フロンティア薬局日立店 島 優馬
９ 適正な調剤・服薬支援のための正しい簡易懸濁法情報の入手方法に関する検討
－今、簡易懸濁法の正しい情報は手に入るのか？－
医療法人渡辺会 大洗海岸病院 新井 克明
10 疑義照会簡素化プロトコルにおける保険薬局からの情報提供の解析
筑波大学附属病院 薬剤部 井坂 由佳

11 薬薬連携の現状と課題～当院における薬学管理サマリーの活用～
水戸中央病院 佐々木 恵
12 医師・薬剤師により作成、合意されたプロトコールに基づく薬物治療管理について
筑波メディカルセンター病院 薬剤科 神林 裕夏
13 保険調剤薬局における外来がん化学療法施行患者フォローアップの実態調査
フロンティア薬局日立店 中西 正人

特別講演（15：15～）

座長：筑波大学附属病院 本間 真人
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薬剤耐性対策に係る茨城県内医師の意識調査
１)

茨城県保健医療部感染症対策課、
２)

筑波大学附属病院感染症科、

３)

茨城県衛生研究所、４)元茨城県衛生研究所

○吉田友行１,４)、喜安嘉彦２)、永田紀子３)、柳岡利一４)
１

はじめに
薬剤耐性（Antimicrobial Resistance、以下 AMR）とは、抗菌薬（抗生物質、抗生剤）
が病原菌に対して効かない、もしくは効きにくくなることである。何も対策を取らなかっ
た場合、2050 年には AMR によって年間 1,000 万人が死亡し、がんによる死亡者数を超
えると予想されており、最近では「新型コロナウイルスの次に来る感染症の流行は薬剤耐
性菌かもしれない」と警戒されるなど、世界が抱える大きな問題である。
AMR が拡大した背景として、抗菌薬の不適切な使用等が指摘されている。そこで、抗
菌薬や AMR 等に係る医師の認識を把握し、本県における AMR 対策事業の参考とするた
め、県内医師を対象にアンケート調査を実施した。

２

調査方法
(一社)茨城県保険医協会の医科会員（R3.10.1 現在 1,052 名）ほか県内医師に対して、
令和３年 11～12 月（35 日間）に「薬剤耐性に関するアンケート調査」を実施した。

３

調査結果
県内医師 416 名から回答が得られた。
その結果、「抗微生物薬適正使用の手引き」の認知度は高い（80.8％）が、実際に使っ
たことがある回答者は少なく（24.5％）
、
「知らない」と答えた回答者（18.3％）もいた。
また、多くの回答者（89.7％）が薬剤耐性対策を意識しており、回答者の 55.5％が風邪の
患者に対して抗菌薬は「基本的に使用しない」と答えた。
一方で、使用する場合の選択薬はセフェム系、マクロライド系及びキノロン系（広域抗
菌薬）が多かった（82.7％）
。さらに、抗菌薬適正使用を推進するため必要なことは「医
療従事者への普及啓発」が最も多かった（45.7％）
。
なお、回答者の属性（主に担当している診療科、年齢層）で異なる回答の傾向がみられ
た。

４

まとめ
今回の調査結果を踏まえて、今後、医療従事者及び県民への普及啓発を中心に、より効
果的な取組みについて茨城県薬剤耐性対策推進会議と協議・検討し、関係機関と連携して
AMR 対策を実施したい。
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茨城県におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌の検査状況について
茨城県衛生研究所 細菌部
〇伊師拓哉、織戸優、石川加奈子、金崎雅子
１ はじめに
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）感染症は、グラム陰性菌感染症の重要な治療薬で
あるカルバペネム系抗菌薬及び広域 β-ラクタム剤に対して、耐性を示す腸内細菌科細菌による
感染症の総称である。CRE の耐性メカニズムは、β-ラクタマーゼの産生量増加及び外膜蛋白（ポ
ーリン）の変化によるものと、カルバペネム分解酵素であるカルバペネマーゼの産生によるも
のの 2 つに大別され、特に後者のメカニズムによるものはカルバペネマーゼ産生菌（CPE）と
呼ばれている。CPE はカルバペネマーゼ遺伝子がプラスミド上に存在していることから、薬剤
耐性遺伝子が菌種を越えて伝播する可能性があり、大きな問題となっている。そのため、CRE
感染症は、2014 年に感染症法上 5 類全数把握対象疾患に指定され、2017 年からは地方衛生研究
所で蔓延状況や遺伝子型別等についての詳細な検査が実施されている。
茨城県衛生研究所では 2017 年 7 月から CRE 届出患者由来株の行政検査を開始した。また、
2019 年 4 月からは調査研究として、県内協力医療機関で検出された CRE 無症状保菌者由来株に
ついても検査を実施し、より詳細な状況把握に努めている。今回は、過去 3 年間（2019 年度～
2021 年度）における CRE の検査結果について報告する。
２ 材料と方法
2019 年度から 2021 年度の 3 年間で、行政検査株として 144 株、調査研究株として 86 株、計
230 株の CRE を収集・解析した。CRE 判定基準の内訳はメロペネム耐性が 42 株、イミペネム
＋セフメタゾール 2 剤耐性が 188 株であった。
CPE の判定は、遺伝子検査及び表現型検査（ディスク培養）により行った。CPE と判定され
た菌株についてはカルバペネマーゼ遺伝子のシークエンス解析を行い、亜型を決定した。
３ 結果
検査を実施した 230 株中 15 株（6.5%）からカルバペネマーゼ遺伝子が検出された。シークエ
ンス解析の結果、CPE 遺伝子型は IMP-1（11 株）、IMP-6（2 株）、NDM-5（2 株）であった。な
お、CPE と判断された 15 株のうち 14 株はメロペネム耐性で CRE と判定されていた。
４ 考察
今回報告した過去 3 年間における本県のカルバペネマーゼ遺伝子陽性率は 6.5%であり、これ
は全国の陽性率 14.6%（2019 年）と比較して低い水準であった。しかしながら、西日本地域に
多いとされる IMP-6 や海外型とされる NDM-5 が検出されており、疫学情報と合わせ動向を注
視していく必要がある。今後も検査を継続し、感染症対策の一助としたい。
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妊娠中のコロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2）接種が
分娩に及ぼす影響
茨城県立中央病院 薬剤局 薬剤科１） 産婦人科２） 小児科３）
○千葉布季子１），田山薫１），安部加奈子２），齋藤誠３），木村晶子１），高田聖子１），
青山一紀１），廣引真以１），岩田美穂子１），藤平幸恵１），鈴木美加１）
１ はじめに
妊娠後期の妊婦は，新型コロナウイルス感染症の重症化リスク因子の一つとされており，厚生労働省では妊
娠中の新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を推奨している。妊娠中の接種に関する妊娠，分娩転
帰については，外国人を対象とした報告では母体及び胎児への影響は未接種の妊婦と比較して有意差はみられ
ていないが，日本人での報告は限られている。そこで，今後の妊娠中の医薬品使用に関する相談応需業務の一
助とすべく，茨城県立中央病院（以下，当院）で接種した妊婦を対象に，コロナウイルス修飾ウリジン RNA
ワクチン（SARS-CoV-2）
（以下，ワクチン）の接種が分娩に及ぼす影響の調査を行うこととした。
２ 方法
2021 年 9 月 21 日，9 月 28 日，9 月 30 日，10 月 12 日，10 月 19 日及び 10 月 21 日に当院でファイザー
社製ワクチンを接種した妊婦のうち当院かかりつけの妊婦を対象とし，母体情報（分娩年齢，分娩週数，分娩
様式，接種時期，合併症）及び新生児情報（分娩時の身長，体重，Apgar スコア，形態異常の有無）について，
電子カルテにより後方視的に調査を行った。
３ 結果
対象となった妊婦は 17 人であり，全員が単胎妊娠であった。分娩年齢中央値は 30 歳（25－40 歳）
，分娩
週数中央値は 38 週 2 日（35 週 1 日－40 週 6 日）であった。分娩様式は経腟分娩が 12 件，帝王切開が 5 件
であった。対象期間に当院で 1 回接種した妊婦が 4 人，2 回接種した妊婦が 13 人であった。1 回接種した妊
婦のうちの 1 人は 2 回目の接種であり，残りの 3 人は 2 回目を接種する前に分娩となっていた。接種時期は，
第１三半期が 3 回（2 人）
，第 2 三半期が 12 回（8 人）
，第 3 三半期が 15 回（10 人）であった。妊娠合併症
は妊娠糖尿病が 1 人，切迫早産が 6 人であった。新生児については，17 人のうち 3 人が早産児であり，うち
2 人は低出生体重児であったが，在胎週数に応じた身体の大きさの定義では身長も体重も標準値内であった。
出生 5 分後の Apgar スコアは 10 点が 1 人，9 点が 16 人であった。全出生児に形態異常は見られなかった。
４ 考察
本調査では，いずれの時期に接種した場合においても児の成長阻害や形態異常はみられなかった。母体の合
併症については，妊娠糖尿病が 17 人中 1 人（5.8％）にみられたが，わが国での発生頻度（7～9％）と同等
であった。分娩週数については，17 人中 3 人（17.6％）が早産であり，厚生労働省「令和 3 年度出生に関す
る統計」の早産割合（4.7％）より高値であった。3 人のうちいずれの妊婦においてもワクチン接種以前より
早産のリスク要因（切迫早産，精神疾患）を有していたためワクチン接種と早産の明確な関連性は確認できな
かった。重症化を防ぐ観点から新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種は必要と考えるが，早産リス
クの高い妊婦への投与に関しては慎重に経過を観察するとともに，データを集め引き続き検討していく必要が
あると考える。

--

新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの古河薬剤師会の取り組み
〇田村美帆（共創未来総和薬局）１） 高橋真吾（古河中央薬局日赤前）１） 加藤大貴（あおぞら薬局）１）
森安大（なのはな薬局）１）菅原直人（古河赤十字病院）2） 宇田和夫（社会福祉法人下総プリンスクラブ）１）
１）

1.

古河薬剤師会 ２）茨城県病院薬剤師会

はじめに
古河薬剤師会では、新型コロナウイルス感染症蔓延化に伴い発生した地域の課題について、その都度、地
域医師会、行政、保健所等と連携しながら、地域薬剤師会としての役割を模索してきた。その活動について
報告したい。

2. 活動内容
① 『在宅協力薬局』制度を活用し、薬局休業時における薬局間連携体制の構築を行った。
② 新型コロナウイルスワクチンの集団接種事業への協力、また協力のための体制の構築を行った。
③ 自宅療養者に対する薬の配送体制の構築、及び、医師会との連携（第 5 波）を行った。
④ 保健所に対して行った連携・協力の提案（第 6 波前）を行った。
⑤ 逼迫する地域医療を支援するための発熱者等に対する相談対応事業（第 7 波）を行った。
⑥ ラゲブリオ一般流通に伴う対応の検討を行った。
3. 活動内容
① 『在宅協力薬局』制度を活用し、希望した 30 弱の薬局で連携体制を作り、あらかじめ各薬局の在宅
療養者に通知した。第 1 波、３波、７波の３回、会員に確認し、実施した。
② 古河市・境町の、最大２０００人規模のワクチン集団接種に対する協力要請に応えるため、古河薬剤師
会と古河地域の病院薬剤師によるプロジェクトを立ち上げた。「統括班」「研修班」「運営班」「情報提供
班」を置き、２５名がその役割を担当した。
③ 「入院できず自宅療養される感染者に対し処方された薬を自宅に届けることが出来る薬局」のリストを
作成、医師会と共有した。自宅療養者に対して対面指導を行うことも想定し、保健所と共催で PPE の
着脱研修を行い、体制を整えた。
④ 第 6 波での感染者急増を予想し、古河保健所に対し、地域の自宅療養者へのフォローアップを地域の
薬剤師が担うことを提案し、協議した。
⑤ 第 7 波での感染者急増に伴い、発熱患者が急増、地域の外来医療もひっ迫し、発熱しても受診できて
いない地域住民の存在が推察された。重症化リスクのない発熱患者に対し薬局が相談窓口となり、必
要に応じ医薬品等を提供する事業を行った。
⑥ 9 月 16 日からラゲブリオの一般流通が開始されたことに伴い、薬局の在庫状況を薬局間および医師
会で共有することとした。
4. 考察・感想
古河薬剤師会が主導して行った 6 つの取組みでは、薬局と病院、調剤とドラッグ、会員と非会員、など、そ
れぞれの立場や所属する組織の垣根を越え、地域課題を中心に据え、薬剤師が互いに協力し合う関係を
作ることが出来た。また、地域医師会をはじめ行政や保健所など、必要なタイミングで、必要な機関と相談
し、連携し、協力し合い進めるなかで、それぞれの機関が新型コロナウイルス感染症に対して担う役割を互
いに理解し、「古河薬剤師会」という団体、「薬剤師」という職種、「薬局」という地域資源の可能性を認識し
てもらえる機会となったと考える。今回の取り組みを通し、地域薬剤師会が地域の薬剤師や薬局の力を集
め、地域のほかの機関や職種と連携協力し、地域課題解決のために役割を担えることが確認できた。今後
も、地域の課題に対して、地域薬剤師会という組織を生かした取り組みを続けたい。

-４-

服薬管理における「服薬支援箱？」の可能性
常陸大宮薬剤師会他、協力薬局における患者アンケートから
ビッグママあこ薬局
〇根田滋 協力薬局＊参照
１．はじめに
服薬指導時、患者さんからのみ忘れ、飲み間違いを聞くことは多いと思います。保管状況につ
いてはどうでしょう、聞き取りはできているでしょうか。あまり考えていない患者さんもい
らっしゃるようです。「ラスト 30ｃｍをどう届けるか？」ここをテーマにしてみました。
２. 方法
課題解決のため一包化の患者さんに「服薬支援箱」を使って
いただき、その後アンケートに答えていただいた。
（１）「服薬支援箱」
：一包化薬をロール状に巻き、特別にしつらえた
収納箱に収め一包ずつ引き出して服用してもらう。
分包機の設定を「繰り返」とすることで、例えば朝を服用すると、
次は昼が出ているので間違えて服用することを防ぐことができる。
また、ひと箱で３０日分（90 包）の薬を入れることができるので、
保管に場所をとることがない。
（２）アンケート内容
①
④
⑥
⑦

くすり箱を使ってどうでしたか？ （三択解答とした。
）
便利でしたか？
② 飲み忘れが減りましたか。 ③ 飲み間違えが減りましたか。
保存、管理がし易くなりましたか。 ⑤ 今後も使いたいですか？
他の方へもすすめたいですか？
箱代がかかるとしたら、いくらくらいが妥当ですか？（２～６か月使えるとして）
０円
100 円
200 円
300 円
500 円

３. 結果
多くの患者さんから今後も使用したいとの好評価を得た。
４．考察
今回のアンケート結果から、服薬支援の方法として一包化することは一般化しているが、それ
をどの様に間違わず、安心して服用してもらうかという課題に対し、
「服薬支援箱」は「お薬カ
レンダー」以外のもう一つの選択肢として有効との結論を得た。また、今後オンライン調剤が
始まってくると容易な配送、保管、管理の方法としても有効と思われる。
＊協力薬局：（そよかぜ薬局）、
（おせ薬局）、（よしの薬局）
、（スルガヤ薬局）、（こうのす薬局）、
（なかとみ薬局）以上常陸大宮薬剤師会 他（久米薬局）、
（セキネ薬局）
、
（ひかり薬局）
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日立総合病院における下剤フローチャートの作成
日立総合病院 薬務局
〇根本昌彦 松本玄紀 田村明広
１

はじめに
刺激性下剤であるセンノシドは習慣性のために常用しないこととなっているが依然として日常診
療の中では多く常用されている実情がある。そこで、今回、便秘症治療の際に医師へ処方提案する
指標として、下剤フローチャートを作成し、運用したので結果を報告する。

２

方法
（１）下剤フローチャートの作成
（２）下剤フローチャート運用後の下剤処方量の調査
①期間 運用前：2021/3/1～2021/8/31

運用後：2022/3/1～2022/8/31

②対象患者 整形外科病棟入院患者
③運用前後の下剤使用患者数、各薬剤の処方量を比較する
３

結果
（１）下剤を処方提案する際のフローチャートを作成した。（図１）

図１ 下剤選択フローチャート
（２）下剤使用患者数は、運用前：186 人、運用後：147 人であった。下剤の処方量は、
センノシドの処方量が約 1/3 に減少した。また、ナルデメジンの処方量は約 4 倍、
マクロゴールは 38 倍となった。
４

考察
今回対象とした整形外科の患者では、術後の鎮痛剤としてトラマドール・アセトアミノフェン
配合錠を使用している患者が多く見られた。運用前は下剤を多剤併用している患者が多かったが、
運用後はナルデメジンの処方が多くなったため結果的に下剤の使用人数も減少したと考えられる。
習慣性のあるセンノシドの使用量が減少し、マクロゴールやナルデメジンでコントロールできる
患者が増えたことで、今回のフローチャートが適切な下剤選択に有用であったと考える。
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あけぼの薬局湖畔店における腎機能に関わる薬物療法適正化の取り組み
あけぼの薬局湖畔店
〇今野 智永 栗本 直彦 境 美智順
１．緒言
わが国における GFR が 60 mL/min/1.73m2 未満の CKD 患者数の患者は、1330 万人
（12.9％）
存在することから、日本人成人の 8 人に 1 人が、CKD であると推算されている。病院など
の医療機関では、患者の採血結果の情報を容易に閲覧しやすい環境にあるため、腎機能の
状態を把握し、医薬品の適正使用を的確に評価しやすい環境にある。一方、保険調剤薬局
では、採血結果を入手しにくい環境であるため、患者の腎機能の状態を把握できないまま、
調剤しているのが現状である。そこで、当薬局では、患者の同意を得た上、医師から患者
に交付された採血結果、身長及び体重を、患者から積極的に聞き取り、クレアチニンクリ
アランス（以下、推算 CCr）及び個別 GFR を算出し、腎機能の程度に応じた用法用量を確
認した。その内、腎機能が低下した患者には、処方薬の減量や投与間隔の延長、または腎
機能に影響を与えにくい代替薬の提案を行い、その患者に対する適切な薬物の投与設計を
行ったので、その取り組みを報告する。
２．方法
外来投薬時に、患者から採血結果、身長及び体重を聞き取り、標準化 GFR、推算 CCr
（Cockcroft-Gault 式)及び個別 GFR を算出し、当該患者の腎機能の評価をした。また、そ
の評価に基づき、薬物量の減量や投与間隔の延長、及び腎機能に影響を与えにくい薬剤の
提案を薬剤情報提供書として医療機関に報告した。
３．結果
259 名の患者に対して、標準化 GFR を CKD 重症度分類（日本腎臓学会 CKD 診療ガイド
2012）を指標に、腎機能評価を行った結果、正常または高値（G1）
：24 名（9%）；正常ま
たは軽度低下（G2）：118 名（46%）；軽度～中等度低下（G3a）：72 名（28％）
；中等度～
高度低下（G3b）
：39 名（15％）
；高度低下（G4）
：6 名（2％）
；末期腎不全（G5）
：0 名で
あった。その内、推算 CCr 及び個別 GFR から G3a 以上を腎機能低下ありと判断し、適切
な薬物の投与設計を行い、医療機関にその情報を提供した。処方変更となった中には、標
準化 GFR では、安全であると思われていた薬剤が、身長と体重を考慮した個別 GFR では
禁忌と該当し、その処方薬が変更になった事例、腎排泄型の薬剤から、用量調節が必要の
ない腎排泄型の薬剤への変更した事例及び、患者に対して他の医療機関の門前の保険調剤
薬局の薬剤師と、治療経過及び薬剤情報を共有し、薬が追加された事例があった。
４．考察
患者の腎機能の程度に適した薬剤の提案をすることで、AUC 増加による副作用、薬剤性
腎障害である糸球体腎炎、及び高 K 血症などを回避できたと考える。しかしながら、今回
は採血だけの結果から CKD 分類にて腎機能評価を行ったが、今後は医療機関と連携し、
尿たんぱく量の情報を得て、末期腎不全、心血管死亡のリスクも考慮した評価に繋げ、か
かりつけ薬局として、この取り組みを、継続し、地域医療に貢献していきたい。
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腎機能検査値を用いた薬局薬剤師による薬物療法最適化の探索
フロンティア薬局 日立店
〇島優馬、木南元気、中西正人、町屋敷修平、丸田勇樹
１

はじめに
検査値記載の院外処方せんの普及にて保険薬剤師は薬物療法の安全性担保の観点から検査値を活
用した処方監査や服薬指導の実践が求められている。そこで CKD 患者の中長期的な腎機能の変化に
共通して関与する要因を模索し、薬物療法最適化に向けた普遍的な示唆を得ることを試みた。
２ 方法
2020 年 1 月～3 月に来局した患者 1055 名を対象にし、過去 2 年間の薬剤服用歴管理記録を参照
し、期間中の推算糸球体濾過量(eGFR)の最小値を評価して、CKD グレード分類を実施した。また
関連疾患である糖尿病について同様に期間中の HbA1c の最大値を評価して「6.4％以下」
、「6.5％～
7.9％」
、
「8％以上」の 3 群に分類した。次に薬剤服用歴管理記録の記載内容から、調査対象患者の
治療状況、副作用発現状況、eGFR slope 等の特徴を精査し、先に分類した各郡との関連性につい
て、統計解析を実施した。統計解析ソフトは、IBM SPSS Statistics 28 (日本 IBM(株)東京)を用い、
各検定における有意水準は５％未満とした。
(1) CKD グレード分類より「G1・G2」
、
「G3a・G3ｂ」「Ｇ4・Ｇ5」の 3 群に分け、さらに HbA1c
3 群に細分化し、代謝内分泌系疾患治療薬の有無により「治療」
「未治療」に分類し、各郡の
eGFR slope に差があるかをｔ検定にて解析した。
(2) 「G3a・G3b」に分類された 487 名を対象に各 HbA1c に該当する患者の血糖降下薬の治療実績
の有無にて「治療」
「未治療」に分類し、その分布や「未治療」群の詳細を調査した。
(3) 当薬局での使用頻度が高い Xa 阻害薬であるアピキサバン、エドキサバンを服用した 56 名を対象と
し、eGFR の値により、
「70 mL/min/1.73 ｍ²以上」と「減量基準値付近（ただし下回ってはいない）」
の 2 群に分類した。また、対象患者の薬剤服用歴管理記録を精査して、出血に関わる副作用の有無によ
り「出血あり」群と「出血なし」群とに分類し、χ²乗検定と残差分析により統計解析を行った。
(4) CKD グレード G2~G4 に該当する患者のうち、eGFR slope を算出できた 156 名について、SGLT2
阻害薬（SGLT2i）および利尿薬の服用状況により、「SGLT2i」
、「利尿薬」、
「SGLT2i と利尿薬の両剤
併用」の 3 群に分け、クラスカル・ウォリスの検定により、各群の eGFR slope に差があるか否かを検
証した。

３

結果
(1) 「G1・G2」における「6.4％以下」の eGFR slope の平均値は「治療」－5.42、
「未治療」－6.09、
「6.5
～7.9％」では「治療」－4.71、
「未治療」－6.58 であった。
「G3a・G3b」における「6.4％以下」の eGFR
slope の平均値は「治療」－4.53、
「未治療」－4.90、
「6.5～7.9％」では「治療」－3.39、
「未治療」－4.76
であった。また t 検定ではいずれも統計学的有意差を認めなかった。
(2) 「G3a ・G3b 」群の患者 487 名の内訳として「6.4 %以下」が 288 名、「6.5 ～7.9 ％」が 146 名、
「8 ％以上」が 53 名であった。
「6.5 ～7.9 ％」に該当する患者の治療実績は「治療」が 77 名、
「未治
療」が 69 名であった。
「未治療」群の HbA1c の変動状況は、「一過性の上昇あり」37 名(54 %)、
「持続的な上昇あり」24 名
(35 %)、
「ステロイド性の疑い」8 名（11 %）であった。また 69 名中 19 名は直近 1 年間で HbA1c の
測定を実施していなかった。
(3) 検定・分析を行った結果、有意な差が得られた。（χ²(1)＝5.903、ｐ<.015）。「eGFR を考慮すると減
量基準付近の患者」（n=12）では「出血あり」(n=5)に有意に関係することが、また「eGFR が
70mL/min/1.73ｍ²以上の患者」（n=44）では「出血なし」(n=39)に有意に関係することが示唆され
た。また「出血あり」全 10 件のうち治療中断が必要となった例は 3 件であった。
(4) 各群の eGFR slope の平均値は「SGLT2i」群で-3.03、
「利尿薬」群で-4.89、「両剤併用」群では-6.55
と算出され、クラスカル・ウォリスの検定の結果、各群の eGFR slope に有意な差があることが確認され
た（推定統計量 12.071 ,p＜.002）。

４

考察
4 つの研究結果より中等度腎障害以降では腎予後悪化因子となる糖尿病などの合併症リスクが上昇し、
腎機能低下を促進する可能性がある。また併用薬による中毒性副作用の発現頻度の増加が懸念され、薬局
薬剤師は検査値推移からより敏感に身体所見を推察し、患者状況の把握、フォローの実施が求められる。
中等度腎障害以降の慢性心不全による抗凝固療法での出血イベントは最たる例となり、利尿薬、SGLT２
阻害薬による急速な腎血流の低下が懸念され、HbA1c 上昇リスク群でもあるため血糖コントロールも重
要となる。一部の病態には限られるが中等度腎障害患者を HbA1c 上昇リスク群、利尿薬、SGLT2 阻害薬
併用患者は腎機能低下リスク群として認識し、より一層の注意を要した処方監査や服薬指導での病態説明
や生活習慣への介入などが必要となる。また状況に応じての受診勧奨や主治医への情報提供を的確に行う
ことが腎機能低下の抑制を図り、腎予後の改善に繋がると考える。
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粉砕調剤した錠剤の投与は適応外使用である。簡易懸濁法による錠剤の投与も適応外使用である。
適応外という理由で、長い間、簡易懸濁法による調剤の可否や簡易懸濁法施行時の成分の安定性などの情報は製薬企
業から得ることが難しかった。しかし臨床現場では錠剤・カプセル剤を経管投与しなければならない患者が多く存在する。
事故の報告も多い粉砕調剤を避け、多くの病院で暗中模索のなか簡易懸濁法が実施されてきた。今般、薬剤師の簡易懸
濁法の支援に対して有用性が認められ、はじめて診療報酬（経管投薬支援料）が付いた。それに先立ち、厚生労働省は簡
易懸濁法に関する情報を医薬品インタビューフォーム（IF）に掲載することを認め、それを受けて日本病院薬剤師会と製薬
団体は協議を行い、記載要領を改定して IF の「備考欄」にこの情報を掲載できる場所を設けた。このように外部環境が整
ったことから、薬剤師として適正な調剤および服薬支援を行う上で、今、正しい簡易懸濁法の情報がスムーズに手に入る
ようになったのかを検証した。
簡易懸濁法の情報入手先として ⑴ 日本服薬支援研究会の簡易懸濁法可否情報共有システム、⑵ 経管投与ハンド
ブック第4 版、 ⑶ インターネット、⑷ 製薬企業のホームページ（HP）、⑸ 製薬企業の医薬品情報センター（DI）、⑹ 医療
用医薬品 IF を選び、十分な情報が得られるかどうか、情報の入手時の利点欠点を整理した。
日本服薬支援研究会の簡易懸濁可否情報共有システムからは 8,201 品目と多くの情報が得られるが、会員の
みの開示であった。
経管投与ハンドブック第 4 版から、約 7,200 品目の薬剤情報が得られるが、新規薬価収載医薬品の情報は得ら
れない。
インターネットからは企業の HP・IF 以外でも、現在では、病院が公開しているデータベースなど多くの情報が入手
できるようになってきた。しかし情報の信憑性は担保できない。
製薬企業の HP では、Q＆A 形式の情報公開、IF の情報を掲載・リンクしている場合等がある。しかし目的の製品
が掲載されていない場合も多く、場所や掲載方法も統一されておらず検索に手間を要する。
製薬企業の DI への問い合わせは、以前は「適応外使用なので回答できない」という回答だったが、現在は情報を
保有していれば回答して頂ける。しかし 1 品目ずつ各メーカーに電話するという手間がかかる。
医療用医薬品 IF はアクセスしやすく信頼性が高いが、まだ整備が進んでおらず、記載のない場合や「問い合わせ
をして下さい」という記載も多く、結局、製薬企業の DI へ問い合わせを行う事になる
厚生労働省の IF に関する Q&A の回答をはじめ日本病院薬剤師会や製薬企業団体の近年の大きな行動は、薬剤師に
薬学的管理を用いて事故の無い安全で効果的な薬物療法および患者に寄り添った服薬支援を行ってほしいと願ってのこ
とと考える。情報の入手先として IF はベストである。しかし、まだまだ多くの薬剤の簡易懸濁法に関する情報が掲載されて
おらず製薬企業には今後迅速な整備を期待したい。また迅速な整備が進むように、我々薬剤師も必要な情報は製薬企
業に問い合わせを行いその必要性を示し、頂いた情報をもとにして安全で適正な調剤および患者に寄り添った服薬支援を
行っていく必要があると考える
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疑義照会簡素化プロトコルにおける保険薬局からの情報提供の解析
筑波大学附属病院
1）

1）

１）薬剤部 ２）医療支援課
1）

〇井坂由佳 ，嶋田沙織 ，小西久美 ，細野智美 1），朝日萌花 2），
黒澤典善 2），野口健司 2），土岐浩介 1），本間真人 1）
1 背景・目的
筑波大学附属病院では，調剤上の変更に伴う形式的な疑義照会等を減らし，患者・処
方医・保険薬局の負担軽減を図ることを目的に，「院外処方箋における疑義照会簡素化
プロトコル」の運用を 2021 年より開始した．運用開始 3 か月後に，保険薬局からの意
見などを参考に，変更調剤に関する情報提供を不要とすること，一包化の要件変更，曜
日指定の内服薬（スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤：ST 合剤）の処方日
数の適正化の 3 点についてプロトコルを改訂した．今回，これらの改訂が保険薬局から
当院への情報提供に及ぼす影響を検討したので報告する．
2 方法
2021 年 12 月から 2022 年 5 月までに保険薬局から送付された薬剤情報提供書につい
て，疑義照会簡素化プロトコルに基づいて処方変更された 2,101 件（プロトコル改訂前
3 か月：1,414 件，改訂後 3 か月：687 件）を調査した．プロトコル範囲外の内容（49
件）
，および医師に疑義照会済み（30 件）の情報提供は解析対象外とした．
3 結果
情報提供は，変更調剤（銘柄変更，規格・剤型の変更）が 1,238 件（58.9％），調剤
方法の変更（一包化，粉砕など）が 212 件（10.1％），日数変更が 636 件（30.3％），用
法の変更が 15 件（0.7％）であった．プロトコル改訂前後を比較すると，変更調剤の情
報提供件数は減少した（1,033 件→205 件）
．一方，一包化に関する情報提供件数は大き
く増加した（26 件→63 件）．また，プロトコル改訂で追加した ST 合剤の処方日数の適
正化は，9 件であった．
4 考察
疑義照会簡素化プロトコルの改訂により，保険薬局からの情報提供は減少した．特に
変更調剤の情報提供の減少割合が大きく，プロトコル改訂で情報提供を不要としたこと
が影響していた．一包化に関する情報提供件数は増加しており，要件の変更（保険算定
を行う場合に医師への確認を不要とした）により一包化を実施しやすくなったと推察さ
れた．保険薬局からの要望があり医師への確認を不要とした，曜日指定の ST 合剤の処
方日数の適正化は，有用な改訂であったと考えられた．本プロトコルの運用を開始して
からの 6 か月間で，2,000 件を超える薬剤情報提供がなされた．報告を不要としたもの
も含めると半年で 3,000 件もの形式的な疑義照会を減らすことができ，業務の負担軽減
につながったと考えられる．
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薬薬連携の現状と課題
～当院における薬剤管理サマリーの活用～
水戸中央病院
〇佐々木恵
【序論】
薬薬連携の提唱から「退院時薬剤情報連携加算」が設定されて3年目を迎えた。当院では、日本
病院薬剤師会の「薬剤管理サマリー」の様式1を参考に独自の薬剤管理サマリー（以下、サマリ
ー）を作成し保険薬局への提供を行っている。
本発表では、サマリーの提供実績や保険薬局からの返信率を集計し、サマリーを通した薬薬連
携の現状と今後の課題について検討した。
【方法】
① 令和 4 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの退院患者のうち、サマリー提供対象になり得る患者と
実際の提供数、提供されなかった患者はその理由を確認した。
② ①でサマリーを提供した患者の令和 4 年 1 月 1 日から 9 月 30 日までの入退院履歴を確認した。
③ ①で提供したサマリーについて、保険薬局からの返信率を算出した。
④ 薬剤管理サマリーの返信用紙（以下、返信用紙）を作成した。令和 4 年 9 月 1 日から 9 月 30
日までの退院患者について、返信用紙を添付したサマリーを保険薬局に提供し、その返信率を
算出した。
【結果】
① 実際にサマリー提供された患者は、サマリー提供対象になり得る患者の３割程度にとどまった。
提供されなかった理由として、“提供先の保険薬局が不明”が最多だった。
② サマリーを提供した患者の約 4 割で複数回の入退院があった。
③ 返信用紙を添付しなかったサマリーは、保険薬局からの返信率が約１割だった。
④ 返信用紙を添付したサマリーは、保険薬局からの返信率が約 5 割だった。
【考察】
現状では、サマリーを提供する患者はかかりつけの保険薬局を把握できた患者に限られている。
しかし、来年度から始まる電子処方箋の導入や、マイナンバーカードに保険証機能や薬歴を紐づけ
る機能が広がれば、病院薬剤師はよりスムーズに処方歴や調剤した保険薬局を確認できるようにな
るだろう。
サマリー提供時に返信用紙を添付したところ、返信率が上昇した。当院が作成した返信用紙は“病
院薬剤師が知りたい内容”についての簡単な質問を設けて薬局薬剤師が回答しやすいよう工夫した。
薬局薬剤師ならではの見解を記載できる自由記載欄も用意した。サマリーを提供した患者の約 4 割
が数か月のうちに入退院を繰り返している現状を鑑みると病院と保険薬局双方向での情報伝達・情
報共有はより良い医療への必須事項と考える。
薬薬連携を進めるには薬局薬剤師、病院薬剤師の双方の協力が不可欠であり、患者情報を共有で
きるサマリーを通して地域のつながりを深めたい。

1

日本病院薬剤師会
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医師・薬剤師により作成、合意されたプロトコールに基づく薬物治療管理について
筑波メディカルセンター病院薬剤科
〇神林裕夏、岡野知子、糸賀守
１

背景

患者が入院した時に薬剤師は患者面談を行い持参薬、一般用医薬品も含めた服薬状況、アレ
ルギー歴について確認を行っている。持参薬に関しては薬剤師が持参薬オーダーを登録し
ている。持参薬を院内処方に切り替える際に院内採用薬への対応が困難な場合、その患者の
み限定でその薬を使用できるように「患者特定薬」として医師が申請を行い薬剤師が使用登
録を行い、その医師が処方をオーダーするという運用のため、入院中の持参薬における医師
の業務負担が多い状況となっていた。
また持参薬から院内処方に切り替える際に医師が持参薬オーダーとは異なる用法用量で処
方入力するといった事故もあり、問題となっていた。
また同種同効の院内採用薬があるにも関わらず、「患者特定薬」として新たに他の同種同効
薬が購入され薬剤の在庫が増えてしまっていた。
２

目的

入院患者の持参薬使用を院内処方へ切り替える際の医師・薬剤師間で合意されたプロトコ
ールを作成し、適切な薬物治療の継続及び医師の業務負担軽減につなげる。
３

プロトコール概要

薬剤師が入院時の持参薬確認を行い、持参薬の処方オーダーの登録をする。院内処方へ切り
替える際、院内採用がない持参薬については院内採用の同種同効薬への変更を医師へ提案
する。変更不可の場合は薬剤師が先に述べた「患者特定薬」として薬剤師が申請及び登録を
し、持参薬切り替えの院内処方を仮登録する。仮登録した院内処方をその後医師が承認する。
４

結果

プロトコールを作成することで薬剤師が積極的に介入し、持参薬から院内処方に切り替わ
る際の煩雑な業務の簡略化と院内処方の重複投与や用法用量や規格違い等の処方の事故を
防止し、入院後も患者が適切な薬物療法を続けることができた。また無駄な医薬品の購入を
減らし薬剤のコスト削減と適切な薬物治療における医師の業務負担軽減につながった。
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保険調剤薬局における外来がん化学療法施行患者フォローアップの実態調査
フロンティア薬局日立店
○中西正人、菊池俊裕、酒井理恵、丸田勇樹
１

目的
安全ながん薬物療法の実施にあたり、保険薬局では、医療機関と密接な連携を保ちつつレジメンの
理解と処方薬調製、服薬指導、テレフォンフォローアップ（TF）計画の策定と実施等を担い、次回治
療に向けてのフォローを切れ目なく行うことが求められる。その中で、保険薬局から病院へのフィー
ドバックツールとして、トレーシングレポート（TR）の果たす役割が大きい。本研究では、薬局機能
として TR ががん薬物療法適正化に及ぼす影響、TF 時の聴取項目と有害事象の関連性、及び医療機関
薬剤師との連携効果について、数値化による検証を行い有用性の評価を試みた。
２

方法
2022 年 2 月 1 日～4 月 29 日の調査期間内に、外来がん薬物療法実施後に初回 TF を実施した当
薬局利用者 95 名を対象に、TR 記載内容および薬剤服用歴管理記録の内容、以降の治療状況等を原資
料に、次の 3 項目を評価項目として統計学的解析を行った。統計解析ソフトは、IBM SPSS Statistics
28 （日本 IBM）を用い、各検定における有意水準は 5 %未満とした。
(1) 外来がん薬物治療患者の TR おける治療方向性一致の検証：TR の記載内容により、対象患者を
「経過報告のみ」
、
「処方の追加・変更の提案あり」の 2 群に分け、両群の次回治療における処方変
更の有無を調査し、薬局薬剤師による評価と主治医の判断とが一致した割合（治療協調率）を算出
し、さらにカイ 2 乗検定と残渣分析により、両者の治療方向性が一致しているか否かを検証した。
(2) TF の際の有害事象の聴取項目数と高 Grade 事象把握との関連性の検証：TF の際に把握した有
害事象の最高 Grade により、対象患者を「なし」、
「G1 」、
「G2 」の 3 群に分け、クラスカル・ウォ
リスの検定により各群の聴取項目数に差があるか否かを統計解析した。
(3) 薬薬連携により得られるがん薬物療法適正化への貢献度の検証：説明変数として「薬局薬剤師
の処方提案の有無」
、
「病院薬剤師からの事前情報共有シートの有無」
、比較対象に「併存症の有無」
、
「複数医療機関受診の有無」を採用し、
「期間中に生じた体調変化に起因する次回治療変更の有無」
を目的変数としロジスティック回帰分析を実施した。
３

結果と考察
方法(1)より、
「経過報告」群では 66 件中 15 件、
「処方提案」群では 29 件中 17 件で次回治療にお
ける処方変更が確認された。全 95 件中 68 件で評価が一致したこととなり、治療協調率は 72 ％と算
出された。カイ 2 乗検定の結果、有意な差が得られ（χ²(1) =11.62, p<.001 ）、
「処方変更あり」は
「処方提案」に、
「処方変更なし」は「経過報告」に有意に関係することが示された。本結果から、TF
の際の薬学的評価は概ね適切であり、連携体制の中で薬局薬剤師の存在感を示すことができたと考え
られる。一方で、評価に乖離を生じたケースからも目を背けてはならず、これまで以上に治療方針の
理解に努め、適切な薬学的評価に必要な知識やスキルを習得する必要がある。
方法(2)より、有害事象の聴取項目数は、全体平均 5.18 ±2.22 に対し、
「なし」群では 4.57
±1.98、
「G1 」群では 5.39± 2.18、
「G2 」群では 6.60 ±2.41 となり、クラスカル・ウォリス検定の
結果、検定統計量 8.05 , <.018 で有意な差が認められた。また、各群間の比較では、「なし」群と
「G2 」群との間に有意な差が認められた。本結果から、TF の際の聴取項目数が多い患者ほど高
Grade の有害事象を把握できており、近年クローズアップされている irAE 等について、TF の際の聴
取項目数を増やすことにより早期発見や主治医への引継ぎ等の適切な対処に繋がる可能性がある。一
方で、聴取項目数が増えると必然的に TF に要する時間が延長し、患者の体力的負担や、薬局薬剤師の
業務圧迫が懸念されるため、適切なバランスを見出すことが課題となる。
方法(3)より、TR を送付した 95 件中、
「薬局薬剤師の処方提案」は 30 件で実施されていた。ロジ
スティック回帰分析の結果、4 項目の説明変数のうち、
「薬局薬剤師の処方提案」
（OR: 8.121; 95 %CI:
2.734 -23.956）および、
「病院薬剤師からの事前情報共有シート」
（OR: 3.456; 95 %CI: 1.170 10.204 ）について、有意な差により「体調変化に起因する次回治療変更」に正の影響を与えることが
示された。本結果から、薬局薬剤師が TF の際に患者に生じている体調変化を逃さず捉え、処方提案と
して TR に反映させた場合に、次回以降のがん薬物療法の適正化に貢献できていると考えられる。ま
た、医療機関薬剤師からの事前情報提供は、薬局薬剤師が TF 実施に際し必要とする患者背景の把握や
レジメン理解の一助となり、両者が良好なシナジーを形成していることが示唆された。
４

結論
本研究では、保険薬局における外来がん薬物療法施行患者への TF と TR、ならびに薬薬連携の有用
性について、当薬局での事例を数値化により検証した結果、いずれも有用であるとの結論を得た。
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