
【はじめに】現在、持参薬は全ての医療機関におい
て医療安全を脅かす大きな問題となっています。
大和市立病院では、平成24年度からの DPC 導入に
備え、持参薬の取り扱いについて、病院全体で対応
を検討してきました。
DPC に移行した場合、持参薬は、その有効利用が経費
節減につながることから、一部の病院では入院中に使
用する薬をあらかじめ外来で処方し、持参させています。
一方、院外処方では、ジェネリック薬などに変更さ
れている場合も多く、その鑑別やオーダリングシス
テムへの登録、与薬カートへのセットなど、医師、
薬剤師、看護師の手間が多く、リスク回避にかかる
人件費は、削減した薬品費を上回るといわれています。
そのため、病院全体で持参薬に関する問題点を検討
し、基本方針を作成しました。
今回は、持参薬に関する問題点と当院の対応につい
て報告します。

H23年度の当院での持参薬の取り扱い状況を表に
まとめました。
各病棟、各診療科毎に持参薬に関する考え方、取り
扱い、持参薬入力や与薬カートへのセット方法、担
当などが異なっていました。
持参薬鑑別依頼件数が4S 病棟の小児科や眼科のよ
うに、「ほとんど無い」や「年に数件」の科もあれ
ば、6E 病棟の泌尿器科や皮膚科のように月に60件
以上の病棟もありました。
オーダリングシステムへの持参薬の入力は、多くは
医師が入力となっていました。その中でも、まれに
医師の持参薬指示が未入力もしくは口頭指示で持参
薬が内服されていることがありました。

薬剤師による持参薬確認業務の現状について、平成
24年3月末の週から4週間、調査しました。
調査項目は表記の通りです。

演  題

155

DPC導入に伴う持参薬の問題点と対応

発　表　者 計良　貴之 神奈川県　大和市立病院

共同研究者 田中　恒明

持参薬確認実績調査 

持参薬確認依頼件数 
◦ 207件（期間中入院患者651名 31.8%) 
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持参薬確認実績調査 

調査期間 
◦ 平成24年3月26日～平成24年4月20日 

調査項目 
◦ 持参薬数 
◦ 持参薬確認に要した時間 
◦ 処方箋発行機関 
◦ お薬手帳等の情報源の有無 

H23年度持参薬取扱い状況 
病棟 診療科 

持参薬確認 
依頼方法 

依頼件数 主な確認場所 
持参薬入力について 

持参薬セットの実施状況 

『薬剤科が入力』 『医師が入力』 『未入力で内服』 

4S 小児科   ほとんど無し 病棟 医師が入力 看護師 

  小児科以外   ほとんど無し 病棟 医師が入力 看護師 

  眼科白内障 確認はするが依頼はない なし なし 未入力だが、お薬手帳のコピーで病棟管理 看護師 

  眼科白内障以外 口頭 数件/月 薬剤科 医師が入力 ほとんど看護師時々薬剤師 

  内科、消化器科、泌尿器科 口頭 数件/月 病棟 医師が入力 看護師 

4E ﾘｳﾏﾁ科   数件/年 薬剤科 医師が入力 看護師 

  婦人科 口頭 数件/年 病棟 医師が入力 看護師 

  産科   なし       

  血液内科 口頭 数件/年 病棟 ほとんど医師が入力、時々薬剤師が入力 看護師 

5S 消化器内科 
口頭＋持参薬置

き場あり 
5-6件/週 

病棟 医師が入力 ほとんど看護師時々薬剤師 

  呼吸器内科 
口頭＋持参薬置

き場あり 
病棟 医師が入力 ほとんど看護師時々薬剤師 

5E 消化器外科 口頭 2～3件/週 病棟 医師が入力 看護師 

6S 循環器内科 口頭 数件/月 病棟 医師が入力 ほとんど看護師時々薬剤師 

  呼吸器内科 口頭 2～3件/週 病棟 医師が入力 ほとんど看護師時々薬剤師 

6E 泌尿器科 入院予約患者＋口頭 

病棟としての確認件
数               

60～90件/月           
(その内、持参薬無
しは10～20件/月) 

病棟 医師が入力＋未入力で内服 看護師 

  皮膚科 入院予約患者＋口頭 病棟 医師が入力、（希に未入力で内服の可能性有） 看護師 

  腎臓内科 入院予約患者＋口頭 病棟 医師が入力 看護師 

  耳鼻科 入院予約患者＋口頭 病棟 医師が入力、（希に未入力で内服の可能性有） 看護師 

  外科 入院予約患者＋口頭 病棟 医師が入力、（希に未入力で内服の可能性有） 看護師 

  その他 入院予約患者＋口頭 病棟 医師が入力、（希に未入力で内服の可能性有） 看護師 

7S 内分泌内科 DI室＋口頭 2～3件/週 薬剤科 医師が入力 看護師 

  整形外科 DI室＋口頭 5-6件/週 薬剤科 医師が入力、(入院初日は口頭指示で内服開始し事後入力の事もあり） 看護師 

7E 脳神経外科 
病棟の持参薬置き場。

たまにDI室 
5～10件/週 病棟 薬剤師・医師。やや薬剤師の割合が多いか ほとんど看護師 

  整形外科 主にDI室 3-5/週 薬剤科 医師が入力、希に未入力で内服 看護師 

はじめに 
 大和市立病院では、平成24年度からのDPC導入に備え、持

参薬の取り扱いについて、病院全体で対応を検討してきた。 
 DPCに移行した場合、持参薬については、その有効利用が

経費節減につながることから、一部の病院では入院中に使
用する薬をあらかじめ外来で処方し持参させている。 

 一方、院外処方では、ジェネリック薬などに変更されてい
る場合も多く、その鑑別やオーダリングシステムへの登録、
与薬カートへのセットなど、医師、薬剤師、看護師の手間
が多く、リスク回避にかかる人件費は、削減した薬品費を
上回るといわれている。 

 今回は、持参薬に関する問題点と当院の対応について報告
する。 
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調査期間中の持参薬確認依頼件数は207件でした。
期間中の入院患者が651人であったため、およそ
30% の入院患者さんの持参薬を薬剤師が鑑別して
いました。依頼先としては、泌尿器科、整形外科が
多く、病棟もそれらの科の患者さんが入院する6E
病棟、7E 病棟および7S 病棟が多くなっていました。

持参薬剤数は、平均が6剤であり、多くは10剤以
下でしたが、最高22剤を持参した患者さんがいま
した。

持参薬確認に要した時間です。
持参薬確認は、他院からの処方である場合、剤数が
少なくても、薬剤師が薬効の確認や、当院採用薬に
よる代替品の提案などを行っていました。
そのため、必要に応じて保険薬局を含む医療機関に
問い合わせを行うこともあり、平均して1件あたり
15分程度の時間を要しました。

処方箋発行機関は、当院のみが4分の1程度ありま
したが、ほとんどが他院の処方を含むものでした。
当院のみの処方の場合、オーダリングシステムの内容
を参考にすることができ、服薬状況も把握できること
から薬剤科に持参薬鑑別の依頼がなく、医師、看護師
サイドで確認を行う事ができたものと思われます。

お薬手帳等の情報源を持参薬と一緒に持ってきた患
者さんは約半数でした。

当院で発生した持参薬使用に関連したインシデン
ト・アクシデント事例です。

【事例1】循環器内科入院中の患者さんです。併診
依頼をうけた精神科医師がドグマチール錠（院内採
用先発品）を処方しましたが、循環器内科の主治医

インシデント・アクシデント事例 

事例1 
◦ 持参薬継続指示と院内追加処方での重複投与 
 ドグマチール錠（院内採用先発品）とベタマック錠
（ドグマチール錠のジェネリック薬）の重複投与 

 循環器内科入院中の患者。併診依頼をうけた精神科
医師がドグマチール錠（院内採用先発品）を処方し
たが、循環器内科の主治医は持参薬継続でベタマッ
ク錠（ドグマチールのジェネリック薬）の継続服用
を指示していたため重複投与となった。 

 薬剤師が定期処方確認時に重複投与を確認したた
め、精神科医師に照会し、当院処方を中止とした。 
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は持参薬継続でベタマック錠（ドグマチールのジェ
ネリック薬）の継続服用を指示していたため重複投
与となっていました。薬剤師が定期処方確認時に重
複投与を確認したため、精神科医師に照会し、当院
処方を中止としました。

【事例2】入院以前に服用していた薬剤を全て持参し
ていた患者さんです。リウマチ治療のためステロイド
を服用していました。入院時の指示はプレドニゾロン
錠1mg 朝2錠、昼1錠ずつでしたが、持参薬の中に
以前服用していたプレドニゾロン錠5mg の残りがあ
り、持参薬継続指示のためセットしていた看護師が
5mg 錠で朝2昼1錠でセットしてしまった事例です。
配薬時の患者との会話で看護師が気づき、処方内容
を確認し、修正をしました。2日ほど内服してしまい
ましたが、明らかな副作用症状はありませんでした。

持参薬使用の問題点をまとめます。
持参薬使用の利点としては、経済的メリットが第一
に挙げられます。
DPC 対象病院では、診療報酬の支払いが包括であ
るため、入院中に新たに薬を処方することは病院側
の負担になります。
しかし問題点としては、ジェネリック薬の増加に伴い、

薬剤の確認が困難になっていることが挙げられます。
医師や看護師だけでは、確認することが困難であり、
たとえ薬剤師が鑑別し、鑑別書を添付していたとし
ても、オーダリングシステムへの入力時や患者への
配薬時などで、処方内容を再度確認する手間が増え
ることになります。
また、大量の持参薬があり、その残量がバラバラで
あることが多く、入院前までの保管環境も劣悪なも
のや、過去に調剤された薬剤などが含まれているこ
ともあり、入院中それらの薬剤を鑑別し、保管管理
をすることも大きな手間となります。
持参薬の中止や院内処方への移行時などでは、インシ
デントが発生しやすい状況にあります。特に、持参薬
と院内処方を併用するような場合は、注意が必要です。
一包化調剤済みの持参薬を、医師が変更指示を出し
た場合の再分包なども、多くの手間がかかり、イン
シデントの発生要因になると思われます。
このように、持参薬使用には経済的メリットがあり
ますが、マンパワーをかけたとしても安全性という
視点ではリスクが極めて大きいと考えます。

そこで当院では、次のような持参薬に関する基本方
針を定めました。
持参薬の使用にあたっては医療安全を第一優先とする。
自己管理できる患者に、当該診療科の定期処方をあ
らかじめ外来で処方する場合は、持参薬を使用でき
る。但し、当該診療科の一時的な検査入院や定期的
な治療を目的とした短期入院の場合に限る。
基本的に、他院から持ち込んだ持参薬は使用しない。
経費節減を目的とした持参薬の持ち込みは推奨しない。
以上です。ご清聴ありがとうございました。

持参薬に関する基本方針 
 持参薬の使用にあたっては医療安全を第一
優先とする。 

 自己管理できる患者に、当該診療科の定期
処方をあらかじめ外来で処方する場合は、
持参薬を使用できる。但し、当該診療科の
一時的な検査入院や定期的な治療を目的と
した短期入院の場合に限る。 

 基本的に、他院から持ち込んだ持参薬は使
用しない。 

 経費節減を目的とした持参薬の持ち込みは
推奨しない。 

持参薬使用の問題点 

問題点 
◦ジェネリック薬の増加 
◦大量の持参薬の鑑別と保管 
◦持参薬から院内処方への変更 
◦一包化調剤された薬の処方変更 
 

 

インシデント・アクシデント事例 

 事例2 
◦ 患者が2規格持参した薬剤の配薬ミス 
 持参薬中に含まれていた過去に処方されていたプレドニ
ゾロン5mg錠と内服中のプレドニゾロン1mg錠の配薬ミ
ス 

 患者は入院以前に服用していた薬剤を全て持参してい
た。リウマチ治療のためステロイドを服用していた。入
院時の指示はプレドニゾロン錠1mg朝2錠、昼1錠だった
が、持参薬中に以前服用していたプレドニゾロン錠5mg
の残りがあり、看護師が5mg錠で朝2錠、昼1錠で配薬
ボックスにセットしていた。 

 配薬時の患者との会話で看護師が気づき、処方内容を確
認し、修正した。2日ほど内服していたが、明らかな副
作用症状はなかった。 
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