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                 平垣雅人   伊藤信    
1 テーマ選定理由 

腎機能は加齢とともに低下するため、高齢化により慢性腎臓病 (chronic kidney 
disease:CKD)の患者数が増加している。そのため、患者の腎機能に合わせた薬剤の用量調

節が必要である。 
2 現状と問題点 

精神科では、生涯服薬継続が必要なケースが散見される。腎機能低下例では、薬剤の過

量投与になる恐れがあり、これによる副作用と症状悪化との判別に時間がかかる。一方、

薬剤変更はしばしば精神症状悪化につながるため、安易な変更は行えない。さらに、当院

では多くの医師が専門外の薬を処方しなければならない現状がある。 
また、当院薬剤科では、チーム医療や病棟での服薬指導業務などに力を入れていること

もあり、他の精神科病院と比べて薬剤師 1 人あたりの業務量は約 3 倍である。さらに、現

行の電子カルテには腎機能の算出機能がなく、手計算によるチェックを行うしかなかった。 
3 改善策 
 診療 DWH と薬剤情報を連結し、全入院患者の腎機能を約 3 分で把握するツールを開発。 

(1) 電子カルテ：入院患者情報、DWH：身体情報、検査値(Cre)、使用薬剤を検索 
(2) 4 情報を Microsoft Access®でデータベース化し、患者 ID をキーにマクロを作成 
(3) 「腎機能障害患者一覧」を作成し、電子カルテ共有フォルダに保存し、情報共有 
(4) 処方受付時、一覧表記載の患者について必ず確認し、処方医に一括して疑義照会 

4 今後の取り組み（結果) 
 2016 年 8 月 1 日から「腎機能障害患者一覧」の使用を開始した。その結果、腎機能に関

わる疑義照会の件数が増加し、開始後 4 か月間の処方変更率は約 90％にのぼった。 
 海外で用いられている Drug Use Evaluation の考えのもと、薬学的見地から対応優先順

位を判別し、組織的リスクを軽減させた。さらに、DWH と薬剤情報から短時間で一覧表を

作成するツールの開発により、安全性向上と業務効率化を両立できた。これにより、多く

の医療従事者の負担を軽減でき、他の医療サービスの充実にも尽力できるようになった。 
今後は、各チーム医療への活用や、より迅速な処方設計を実現していきたい。また、本

ツールの肝機能・代謝異常症例への応用も始めており、より一層安全な薬物治療を提供で

きると考える。 
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1 テーマ選定理由 
 腎機能は加齢とともに低下するため、高齢化により慢性腎臓病 (chronic kidney 
disease:CKD)の患者数が増加している。超高齢社会を迎えた現在の日本では、多くの人が

薬剤性の腎障害や腎機能低下による副作用が出現しやすい状態にある。そのため、安全な

薬物療法の提供には、患者の腎機能に合わせた薬剤の用量調節が必要である。 
 
2 現状と問題点 

精神科では、一生涯服薬を継続しなければならないケースが散見される。また、当院採

用薬で腎機能低下時に特に注意の必要な薬剤のうち、精神科薬は約 30％にのぼっている(表
1)。腎機能低下例では、薬剤の過量投与になる恐れがあり、これによる副作用と症状悪化と

の判別に時間がかかる。一方で、薬剤の変更はしばしば精神症状の悪化につながることが

あるため、安易な薬剤変更は行えない。 
また、精神科特例により医師定数が抑えられているため、当院の医師は他病院の医師に

比べて７倍以上の患者を診なければならない。このような状況の中で、多くの医師が専門

外の薬を処方せざるを得ない現状がある。 
そのため、腎機能低下時の薬の適正使用を図るには、薬剤師の関与が必要であった。 
また、当院の薬剤科では、調剤業務のみならずチーム医療や病棟での服薬指導にも力を

入れている。そのため、病院機能評価機構の公開データから算出すると、他の精神科病院

と比べて、薬剤師 1 人あたりの業務量が約 3 倍となっている。 
 さらに、現行の電子カルテには患者の腎機能を算出する機能がないため、これまで腎機

能は手計算で算出していた。また、腎機能と薬剤の突合には薬剤師の視点が必要である。

当院では、年間の入院処方箋枚数が約 15 万枚であり、処方箋 1 枚あたりのチェック時間を

1 分と仮定すると、全処方をチェックするには約 2500 時間を要する。これは、薬剤師の作

業の約 16 か月分に相当する。そのため、人員的に余裕のない中で、全ての処方をチェック

することは厳しく、これまでは特に重篤な患者のみに限られていた。 
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表 1. 腎機能低下時、特に注意が必要な薬剤一覧  
（日本腎臓病薬物療法学会ホームページより http://jsnp.org/ckd/yakuzaitoyoryo.php） 
ア) アクトネル タ) ダイアモックス  ベザフィブラート 

 アシノン  タミフル   

 アマンタジン  タルチレリン OD マ) メトホルミン 

 イーケプラ  炭酸リチウム  メトレート 

 インヴェガ  チアプリド  メマリー 

 ウブレチド  ツルバダ   

 エサンブトール   ラ) リスペリドン 

 エリキュース ナ) ナテグリニド  リスモダン 

     リフレックス 

カ) グラクティブ ハ) ハーフジゴキシン  リリカ 

 グリメピリド  バクタ  レグテクト 

 コルヒチン  バラシクロビル  レボフロキサシン 

   ピラマイド   

サ) サインバルタ  ピルシカイニド  ※網掛け：精神科薬 

 スルピリド  ファモチジン   

 スローケー  フルコナゾール   
 
 
3 改善策 
 腎機能に合わせた薬物療法の適正化を行い、安全性向上と業務効率化の両立を果たすた

めに、簡便かつ効率的に全入院患者の腎機能を把握するツールの開発に着手した。このツ

ールでは、薬学的見地から、診療 DWH から抽出したデータと採用薬情報を Microsoft 
Access®を用いて連結させ、腎機能障害患者の一覧を作成した。 
 
腎機能障害患者の一覧の作成は、以下の流れで行った。 

(1) 電子カルテより入院患者情報、DWH より身体情報、検査値(Cre)、使用薬剤を検索 
(2) 4 情報を Microsoft Access®でデータベース化し、患者 ID をキーにマクロを作成 
(3) 「腎機能障害患者一覧」を作成し、電子カルテ共有フォルダに保存し、情報共有 
(4) 処方受付時に一覧表記載の患者については必ず確認し、適宜疑義照会 

 
下記に各項目の詳細を記す。 

(1) 電子カルテより入院患者情報、DWH より身体情報、検査値(Cre)、使用薬剤を検索 

以下の 4 情報のうち、1 データを電子カルテから、3 データを診療 DWH から入手した。 
 ●電子カルテ 

・入院患者情報：全入院患者の病棟、ＩＤ、生年月日 
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 ●診療 DWH 
・身体情報：身長/体重 ・検体検査結果：Cre 値  
・オーダー・処方：腎機能低下時注意薬剤 
 

(2) 4 情報を Microsoft Access®で DB 化し、患者 ID をキーにマクロを作成 

 次に、上記 4 データを Microsoft Access®でデータベース化し、患者 ID をもとに各デー

タを結びつけるマクロを作成してデータをまとめた。この際、複数回検査を行っている患

者は、最新の検査値のみを使用した。 
 腎機能障害患者一覧表を作成するにあたり、腎機能の指標としては、クレアチニンクリ

アランス(creatinine clearance:CCr)値と糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)値
を用いた。 

 

CCr(mL/min)値は Cockcroft-Gault 法により算出した推算値である。高齢者などで筋肉

量が少ない患者の場合は血清クレアチニン値が低くなるので、血清 Cre 値が 0.6mg/dL 未

満の場合には、一律 0.6mg/dL に補正することにより腎機能の予測精度を向上させる必要が

あることに注意する。また、GFR(mL/min)値は日本腎臓学会による日本人向けの概算値：

推算糸球体濾過量(estimated glomerular filtration rate:eGFR)(mL/min/1.73m2)を使用し、

eGFR 値から体表面積補正を外した患者個別の値である。 
 さらに、腎機能障害患者にどのような用量調節の必要な薬剤が使用されているかを迅速

に把握できるように、全入院患者の腎機能と薬剤情報を結びつけることとした。腎機能低

下時に特に注意の必要な薬剤は、日本腎臓病薬物療法学会のホームページを参照し、当院

の採用薬を一覧（表 1）とした。 
 
 (3)「腎機能障害患者一覧」を作成し、電子カルテ共有フォルダに保存し、情報共有 
 正常腎機能は CCr=100(ml/min)と規定されている。腎機能障害には「軽度」「中等度

(CCr<50ml/min)」「高度(CCr<30ml/min)」の 3 つの区分があり、中等度腎機能障害以上で

薬剤の減量が必要になる。そこで、得られた全入院患者の腎機能のデータをもとに、CCr
＝50(mL/min)未満、あるいは GFR＝50(mL/min)未満の患者のみを抽出し、「腎機能障害患

者一覧」を作成した。さらに、高度腎機能障害患者は赤字で表示し、特に注意が必要だと

わかりやすいようにした。また、各患者が使用中の注意すべき薬品を腎機能と合わせて表

示することによって、注意すべき患者と腎機能、薬品が一目でわかるようになった。  

●CCr(ml/min)：Cockcroft-Gault 法によって算出した推算値 
●GFR(ml/min)患者個別：eGFR から体表面積補正を外し患者個別化 

※1 eGFR(ml/min/1.73 ㎡) ：日本腎臓学会による推定値 (日本人向け) 
※2高齢者フレイル：血清 Cre 値 0.6mg/dl 未満では 0.6mg/dl を代入 

→腎機能の予測精度向上 
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この一覧表は、様々な業務で活用できるように、病棟別の一覧表と腎機能順の一覧表の 2
種類を作成した。以下が「病棟別」腎機能障害患者一覧と病院全体の腎機能障害患者一覧

である（図 1, 2）。 

 

 
図 2. 病院全体の腎機能障害患者一覧 
腎機能が低下している順に患者が表示される 

 
図 1. 「病棟別」腎機能障害患者一覧 

腎機能低下患者を病棟ごとに 50 音順で表示しており、各患者の腎機能、服用中の注意するべき薬

剤名とその服用量が記載される。

 
CCr＜50mL/min または 

GFR＜50mL/min 

のみを選択表示 

 
CCr＜30mL/min または

GFR＜30ml/min 

は赤で表示 
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このようにして作成した腎機能障害患者一覧表は、個人情報の流出防止の観点から、印刷

せずに電子カルテ内の共有フォルダに保存することとした。これにより院内の全ての電子

カルテ端末で閲覧できるようになった。 
 

(4) 処方受付時に一覧表記載の患者については必ず確認し、適宜疑義照会 

担当者は、毎朝、最新データを用いて一覧表を作成した。そして、処方受付者は、作成

した腎機能障害患者一覧表をもとに各病棟の腎機能障害患者の処方内容を必ず確認し、投

与量調節の必要性があれば、一括して処方医に疑義照会を行うこととした。 
 
4 今後の取り組み（結果) 
 4-1. 結果 

 2016 年 8 月 1 日から「腎機能障害患者一覧」の使用を開始した。上記のグラフは、今年

の 6 月から 11 月の定時処方の全疑義照会件数に対する腎機能に関する疑義照会件数の割合

である（図 3）。図 3 の通り、今回の取り組みの結果、腎機能に関わる疑義照会の割合が増

加し、「投与量変更」「処方中止」「他剤への変更」となった事例があった。8 月 1 日から 11
月 30 日までの 4 か月間の腎機能に係る疑義照会の内訳は以下の通りである。 
疑義照会 40 件  ※( )内は全体に占める割合 

投与量減量：27 件(67.5％) 
次回処方より減量：1 件(2.5％) 
中止：3 件(7.5％) 
他剤への変更：4 件(10％) 

残り 5 件：処方変更なし  1 件：薬剤漸減過程 
4 件：精神科医から内科医へのコンサルトの上、処方継続 

 
図 3. 全疑義照会件数に対する腎機能にかかわる疑義紹介件数の推移 
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4-2.本取り組みの総括と今後の課題 
本取り組みでは、海外で用いられている Drug Use Evaluation の考えのもと、最新の腎

機能データを用いて薬剤師の視点で対応優先順位を判別し、患者の状態に合わせた処方提

案を実現させた。その結果、薬物治療の安全性が向上し、組織的リスクを軽減することが

できた。そして、診療 DWH のデータと薬剤情報を Microsoft Access®で連結・データベー

ス化し、全入院患者の最新の腎機能一覧が約 3 分程度で作成できるようになった。これに

よって、安全性の向上と業務の効率化を両立させることができた。 
また、疑義照会回数の減少などにより、忙しい医師や病棟スタッフの負担を軽減でき、

他の医療サービスの充実にも尽力できるようになった。さらに、調剤後の処方変更によっ

て、今まで年間約 1200 万円にのぼっていた薬剤返品の削減をすすめることができたと予想

しており、本取り組みは経済的な面からも評価できると考えている。 
 

我々は、今後検討すべき課題として、現在、以下の 3 点を挙げている。 
 

① ICT、NST、PCT 等のチーム医療での情報活用 
② より迅速な処方設計の実現 
③ 肝機能・代謝異常の症例等への応用 
 
現段階では、主に処方受付時にしか本ツールを活用できていない。しかし、薬剤師が病棟

においてチーム医療や服薬指導で積極的な活動の機会を増やしている現状を踏まえ、検査

結果に応じてより迅速な処方設計を実現できるようにしていきたい。また、現在、腎機能

検査以外にも肝機能検査や代謝異常の症例へも本ツールを導入し、運用を始めている。こ

れによって、より一層安全な薬物療法を提供できると考えている。 
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