九州大学病院は「患者さんも、医療人も満足する医療の提供」を理念に掲げ、
診療・研究・教育に取り組んでいます。薬剤部もこの理念に則り、先進性と専門性

薬剤部・薬局訪問 第

処方箋検査値印字による情報共有や
研修会の開催により
地域全体での医薬品適正使用を推進

を2つの柱としてチーム医療、地域医療に貢献しています。
また、2015年からは処方箋への検査値印字による保険薬局への情報提供を
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開始し、検査値や疑義照会に関する研修会を定期的に開催しています。これら
の取組みについて、薬剤部長の増田智先先生、副薬剤部長の渡邊裕之先生、
薬剤師の福田未音先生、田中瑠美先生に伺いました。

薬剤部の方針をお教えください。
増田

大学病院の薬剤部として専門

提供：九州大学病院薬剤部

した（図表）。
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院 長：石橋 達朗
床 数：1,275床
● 外来患者数：1日平均約3,000人
● 外来患者への処方箋発行枚数：1カ月平均約19,470枚
院外処方箋発行率：90.3％
● 薬 剤 師 数：89名
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院外処方箋への
検査値印字例
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処方箋検査値印字により
保険薬局との情報共有化を図る
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ヒト型双腕ロボット
がきめ細かな動きで抗がん薬を調製する。
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＊PBPM：Protocol-Based Pharmacotherapy Management
（プロトコルに基づく薬物治療管理）

