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電子カルテによる持参薬管理の評価

発　表　者 月岡　宏江 長野県　松本市立病院

共同研究者 吉澤　聖道、村上　幸子、中澤　勝行

当院では、これまで持参薬の鑑別報告・継続指示を
紙ベースで運用していましたが、持参薬と同効薬の
重複投与など、チェックをすり抜ける事例が発生し
ました。そこで処方オーダーを用いた持参薬システ
ムの構築を行い、2011年6月より電子カルテによ
る持参薬管理を開始しました。電子カルテによる持
参薬管理を評価し、今後に反映させていくため、ア
ンケート調査を実施したので報告いたします。

これは、当院における持参薬管理のフローチャート
になります。
患者が入院した後、病棟にて持参薬を受け取ります。
持参薬は鑑別依頼書とともに薬剤科へ搬送され、薬
剤鑑別を行い、電子カルテ内に鑑別内容の登録を行
います。鑑別登録が終了すると、主治医 PHS へ鑑
別終了のメールを送信します。鑑別終了の連絡を受

けた医師は鑑別内容をチェックし、その中から継続
する薬剤を処方オーダーします。通常の継続処方と
同様に、鑑別登録されている薬剤を処方画面にド
ラッグすることでオーダーができます。オーダーさ
れると、薬剤科では調剤システムより持参薬の処方
箋が発行され、その処方箋に基づき再調剤を行い、
鑑別依頼書、鑑別報告書とともに病棟へ搬送します。
病棟に届いた薬剤は看護師が確認を行い、服用開始
となります。

継続指示がでた持参薬はこのように電子カルテ内に
表示され、持参薬と処方薬が同一画面にて閲覧する
ことが可能になりました。

電子カルテによる持参薬管理は2011年6月より運
用開始されましたが、2012年1月に医師、看護師、
薬剤師を対象としたアンケート調査を実施しました。
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• 当院では、これまで持参薬の鑑別報告・継
続指示を紙ベースで運用していたが、持参
薬と同効薬の重複投与など、チェックをすり
抜ける事例が発生した 
 

• そこで処方オーダーを用いた持参薬システ
ムの構築を行い、2011年6月より電子カルテ
による持参薬管理を開始した 

 

• 電子カルテによる持参薬管理を評価し、今
後に反映させていくためアンケート調査を実
施したので報告する 

 
 持参薬のカルテ上の表示 

                 （状況照会・カレンダー表示・看護ワークシート） 

状況照会 
持参薬科のオーダは「緑色」 

カレンダー 
持参薬も通常オーダと区別なく表示 看護ワークシート 

持参薬管理フローチャート 

薬剤鑑別（電子カルテへの登録） 
科別コメントへ鑑別終了報告 および 
主治医ＰＨＳへ鑑別終了メール送信 

薬剤師 

持参薬の処方セットから処方オーダする 医師 

処方内容の把握と持参薬の確認 看護師 

入院全患者を対象に持参薬を 
患者（家族より）受け取る 看護師 

持参薬オーダ締め切り時間になっても処方オーダされない場合看護師か
らも主治医へ連絡を入れる 

＜処方オーダ締切＞平日：16：30 ・ 土日祝日：14：30まで 
※締切時間以降のオーダは医師より薬剤科へ連絡 
持参薬全中止の場合、科別コメントにその旨記述する 

中止薬は病棟で保管もしくは自宅へ持ち帰っていただく 
処方オーダ未入力の持参薬のオーダが出たら薬剤科へ搬送する 

＜鑑別依頼締切＞平日：16：00 ・ 土日祝日：14:00まで 
継続指示が口頭の場合は、経過記録に指示内容を記録（看護師は医師
に記録の依頼） 

与薬プロセスワーキンググループ 2011.9  

持参薬の流れ 対応および注意事項 職種 

薬剤鑑別依頼書+持参薬を薬剤科へ搬送する 

 処方箋に基づき持参薬から薬剤の再調剤 薬剤師 処方オーダ未入力の持参薬は『鑑別終了・未オーダ』の札と共に病棟へ
搬送（17：15 頃） 

再調剤された持参薬と鑑別依頼書・持参薬内容を病棟へ搬送する 

与薬開始 

調剤システムより持参薬の処方箋が発行される 
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医師、看護師、薬剤師に対して、現在の持参薬管理
に満足していますか ? との質問を行いました。全体
では満足、やや満足との回答が43% と半数弱でし
たが、職種別でみた場合、医師、薬剤師では満足度
が高く、看護師では満足度が低い傾向が見られまし
た。

次に、運用開始後にどんなメリットを実感したかに
ついて聞いてみました。
持参薬が確認しやすくなったが一番多く、次に情報
が共有しやすくなった、リスク回避に役立っている
との回答でした。医師、薬剤師にメリットを実感し
ている割合が高い傾向が見られました。

次に職種別にアンケートを行いました。
医師へは、持参薬オーダーについてどう感じている
かを聞いてみました。すごく負担、負担と感じてい
るのは全体の20% でした。負担に感じる理由とし
ては、操作がまだ慣れず、オーダーがスムーズにい
かないといった意見が多く、鑑別が終わらないと
オーダーができないため、すぐにオーダーが出せな
い、また、残薬の数を把握するのが難しいといった

意見がありました。

薬剤師へは鑑別作業と再調剤について質問してみま
した。鑑別作業ではやや負担、ほとんど負担に感じ
ないが全体の9割を占めており、これまでの鑑別方
法よりも楽になったとの意見が多かった一方、再調
剤では、すごく負担、負担で全体の70% を占めて
おり、負担に感じている人が多く、看護師による配
薬ミスを減らすため、看護師管理では薬を当院の薬
袋へ入れ替えたり、一包化を行っているため、時間
がかかる、リスクが大きいといった意見がありまし
た。

看護師では、現在の持参薬管理で困っていることは
ありますかとの質問に対し、73% があると答えま
した。その理由の多くは薬が上がってくるのが遅い、
オーダーがされていないといった意見でした。また、
現在では中止オーダーがなく、再開したのちに中止
になっても薬歴には残ったままであり、カルテへの
記載での対応となっています。そのため、中止・変
更が薬歴画面でわかるといいといった意見がありま
した。
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リスク回避に役立っている 

指示受け、指示出しが簡便になった 

情報が共有しやすくなった 

業務軽減が図れた 

持参薬が確認しやすくなった 

医師 薬剤師 看護師 

医師・看護師・薬剤師  共通アンケート 

  電子カルテによる持参薬管理で 
        どんなメリットを実感しましたか 
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 持参薬オーダーについて 

●負担に感じる理由 
 
・オーダー操作がスムーズにでき
ない 
 
・鑑別が終わらなければオーダー
が出せない 
 
・残薬の数を把握するのが難しい 
 （持参薬を7日分ずつ処方する場合） 
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・以前より楽になった 
・土日や件数が多いときは
負担に感じる 
 

鑑別作業 再調剤 

・時間がかかる  
・リスクが大きい 
・中止なのかオーダー忘れな
のかわからない 
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   現在の持参薬管理で 
   困っていることはありますか 

• 持参薬が上がってくるのが遅い 
• オーダーを早く出してほしい 
• オーダーが出ず、薬を飲ませなくていいのか不安 
• 途中で中止になってもオーダーが残っているため、

薬歴に残っている 
• 中止・変更が一画面でわかるといい 
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医師、薬剤師の満足度が高かったのは、持参薬が確
認しやすくなった、情報を共有しやすくなったなど
のメリットが実感できているからではないかと考え
ます。
看護師の満足度が低いのは、医師による持参薬オー
ダーがスムーズにでず、それにより病棟に薬が上が
るのが遅くなり、与薬への不安や負担が大きかった
からではないかと考えます。これに関しては現在、
アンケート調査後9カ月経過していますが、オー
ダーはスムーズにでるようになり、改善されてきま
した。
また、現時点では持参薬オーダー後の中止指示は薬
歴に反映されないため、実際の服用薬と薬歴が一致
せず、これは与薬のリスクが大きいと思われます。

今後の課題として、薬歴が実際の服用歴に近づける
よう、薬剤師による持参薬オーダーの修正を検討し
ています。また、持参薬から、同効薬の院内処方に
切り替わる際、持参薬と重複投与してしまうといっ
た問題が生じました。そこで、切り替えの際には看
護師に情報提供を行い、重複投与の防止に努めてい
ます。
今後はリスク面からの評価を行っていきたいです。

考察 
• 医師、薬剤師の満足度が高いのは、       
持参薬が確認しやすくなった、情報を共有しやす
くなったなどのメリット実感できているからではな
いかと考える 

• 看護師の満足度が低いのは、               
医師による持参薬オーダーがスムーズにでず、
それにより病棟に薬が上がるのが遅くなり、   
与薬への不安や負担が大きかったからではない
かと考える 

• 持参薬オーダー後の中止指示が薬歴に反映され
ないことは与薬のリスクが大きい 

松本市立病院の概要 
ه 所在地：長野県松本市 
ه 病床数 215床 
  （感染症病床：6床） 
ه 診療科 28科 
ه １日平均外来数 480名 
ه １日平均入院数 190名 
ه 医師数25名（常勤）研修医8名 
ه 看護師数180名 
ه 薬剤師数 11名 
 
 

今後の課題 

• 薬歴が実際の服用薬に近づけるよう、薬剤師
による持参薬オーダーの修正を検討 

 

• 持参薬から当院処方薬への切り替え時に看
護師へ情報提供を行っていく 

 

• 今後はリスク面からの評価も行っていきたい 
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