
電子お薬手帳を
患者さんの

“マイカルテ”に
目指すは住民のヘルスリテラシー向上と
薬剤師の職能発揮

現場で日々患者さんと向き合っている薬剤師の先生
方に、くすりのしおり®の活用方法をお聞きしました。
今回は、一般社団法人 滋賀県薬剤師会 常務理事の
村杉 紀明氏です。

——滋賀県では県をあげて電子お薬

手帳の導入を進めているそうですね。

　2014年より滋賀県薬剤師会（以下、

県薬）の大原会長のもと、株式会社ソ

ニーの電子お薬手帳「harmo」の導入

を進めています。既に県内の会員薬局

526薬局のうち225薬局が導入済みで、

利用者数は約5.6万人に達しました。

　電子お薬手帳導入にあたり、県薬は

2013年に検討委員会を立ち上げ、私も

メンバーの一員として様々な電子お薬

手帳を比較検討しました。その際に重

要視したのが、患者さんと医療者の双

方にとっての使いやすさ、個人的な医

療情報の取り扱いへの配慮、そして情

報の信頼性です。

　カード+サーバー型であるharmo

は、患者さん一人ひとりにカードが発

行されます。よくあるのが処方箋のQR

コードをスマホで取り込むタイプです

が、患者さんが取り込むのをだんだん

手間に感じ、記録に漏れが出てしまう。

しかしこの電子お薬手帳は患者さんが

カードを薬局の端末にかざすだけ。ワ

ンタッチで薬局の調剤内容を転送する

ことができるので、情報に連続性と信

頼性があります。

　調剤情報はクラウドサーバーに保存

されますが、個人情報は患者さんのカー
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ドにだけ保存され、データが切り離され

ているので、情報漏えいの心配がありま

せん。更に、患者さんも自分のスマホを

薬局で見せなくてよいので、心理的に不

安を感じにくいようになっています。

　情報の信頼性という意味では、この

電子お薬手帳に紐づけされている医

薬品情報は、協議会のくすりのしおり®

です。膨大な医薬品数がデータベース

化され、製薬企業が作成しているので

信頼でき常に更新されている、Word版

もあってコピーペーストや編集ができ

るなど、年々価値を感じるようになって

います。

　患者さんは今や、インターネット上の

膨大な情報のどれを信じ選べばよい

かもわからない状態です。患者さんが

確認する情報がくすりのしおり®であ

ることは重要なポイントです。

——目指しているのは紙から電子媒

体のお薬手帳への移行でしょうか？

　私たちはかねてより、住民の健康や

医療、薬に対する態度が受け身すぎる

と感じてきました。これからは自分の

健康情報を自身で管理し医療に主体

的に取り組んでほしい。そのために、

電子お薬手帳を医療情報の確認やセ

ルフメディケーションにも利用できる、

自立参加型医療を実現するためのツー

ル、ヘルスリテラシーを向上させる患者

さんの「マイカルテ」として、普及させ

たいと思いました。

　ですから、単なる紙から電子媒体

への移行ではなく、住民のリテラシー

が上がり医療が変わる、これこそ私た

ちが最終的に目指していることなの

です。

　なお、誤解のないようにしていただ

きたいのは、県薬で進めているのは

harmoですが、ヘルスリテラシーが高

まるのであれば当然住民が使いたい

と思った他の電子お薬手帳であっても

よいと考えています。

　同時に、まだ「薬剤師は薬を出す人」

という認識もある中で、住民の方に薬

剤師の職能を知ってもらい、存分に薬

剤師を活用してもらうことも狙いです。

　将来的には患者さん、医師、看護師、

介護職、そして薬剤師など、多職種が

連携する医療情報プラットホームとし

て活用されることを目指したいですね。

——これまでのお薬手帳の概念を大

きく超えていますね。

　県薬では2015年に紙のお薬手帳

について調査を行いました。その結果

「薬の名前が正確に伝えられた」「自

分で見返して役立った」などが利点と

して挙げられた一方、問題点として「持

ち歩きに不便」「普段持ち歩かないの

で役立たない」ことが挙げられ、問題

を認識しつつ我慢して使っていること

がわかりました。

電子お薬手帳では
携帯率が4.6倍に

滋賀県薬剤師会の電子お薬手帳推進事業 実施要綱

電子お薬手帳推進事業　実施要綱（抜粋）

（目的）
第 �1条　電子お薬手帳は、紙媒体のお薬手帳とは運用面での違いがあるが、利用者・医療従事者にとって明らか
なメリットとなる。また、紙媒体のお薬手帳を電子媒体にすることに目標を据えるのではなく、利用者の服薬
歴管理のみならず、医療情報を確認したりセルフメディケーションに利用したりすることができる所謂「マイカ
ルテ」としての発展性を視野に電子お薬手帳を普及させることは、医療の効率化・安全性に大きく寄与できる。
そこで一般社団法人滋賀県薬剤師会（以下「本会」という）では、電子お薬手帳を全県で普及させ、その価値
の検証をすることを目的とした事業（以下「電子お薬手帳推進事業」という）を実施する。

（事業実施主体）
第2条　電子お薬手帳推進事業の実施主体は、本会とする。

（事業協力者）
第3条　�事業協力者は、電子お薬手帳推進事業の目的に賛同する会員薬局、および本会会長が必要と認めた施設

とする。
2　事業協力者は、本会が電子お薬手帳推進事業を評価する際には、できるかぎり協力するものとする。
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　普段持ち歩いているカード類やスマ

ホの中に携帯できるのが電子お薬手帳

ですから、実際にこのお薬手帳を2か月

ほど使用した人では、携帯率は紙の4.6

倍にあたる78％までアップ。具体的に役

立った機能は「薬の使用履歴の確認」

が71％、「薬の説明の確認」が67％でし

た。これは自分が使っている薬のくすり

のしおり®を確認したということです。

　このことから、電子お薬手帳が本来の

役割を発揮しただけでなく、利用者の意

識やリテラシーの向上にも寄与するなど、

患者さんの意識の変化につながってい

ることがわかります。

——今後、この電子お薬手帳を通じて

取り組もうとしていることがあれば

教えてください。

　私たち薬剤師は、来局した患者さん

の調剤履歴しか確認できません。この

電子お薬手帳の利用者の全調剤データ

は、前述の通り個人情報を除いた形でソ

ニー株式会社の電子お薬手帳サーバー

に蓄積されていることから、これからソ

ニー株式会社と連携し、医療や健康に

関する情報や、県内の住人のうちある薬

効分類の薬を飲んでいて特定の持病を

持つ方などの対象の層に、アプリのプッ

シュ通知を用いてお知らせを送ったり注

意喚起することを検討しています。病気・

薬効群・地域など、切り口は様々ですが、

これから新たな価値の検証を行っていき

ます。

——くすりのしおり®についてもう少

し教えてください。患者さんはアプリ

からくすりのしおり®を確認できます

が、これにより患者さんとのコミュニ

ケーションは促進されましたか？

　くすりのしおり®を紹介すると9割の患

者さんが「これは良い」「ここまで書いて

くれるの？」と高評価です。しかし個別の

服薬指導時にコミュニケーションが促進

されているとは、現時点ではいえません。

この電子お薬手帳の普及率が、紙のお

薬手帳程度にまで上がればコミュニケー

ションも促進するでしょう。

　ただ変化も出てきています。このアプリ

には患者さんが副作用の「連絡事項」を

入力する機能があります。最近、薬を飲ん

で「下痢をした」「気分が悪くなったの

で服薬をやめた」などと入力する人が少

しずつ増えてきました。推測ですが、それ

に気づいたのはくすりのしおり®に記載さ

れている副作用の初期症状の記述を読

んだのがきっかけではないでしょうか。そ

ういう意味では、コミュニケーション促進

の「芽」が出てきたと感じています。

　まずはこの電子お薬手帳を使ってもら

えば、患者さんが副作用の初期症状に気

が付いて適正使用につながるでしょうし、

将来的には、現在製薬企業が収集・報告

している副作用情報を患者さん自らが発

信する時代が来るかもしれません。

——くすりのしおり®には英語版もあ

りますが、英語版くすりのしおり®を利

用している方はいますか？

　主に2種類の方が利用しています。まず

は外国人ですね。

　例えばアメリカ人のKeiserさんが初めて

来局した際には「まさにこれが探していた

もの！」という反応でした。ペルーやブラジ

ル系外国人は、英語版くすりのしおり®を

翻訳アプリで読んでいます。わざわざ誰か

に母国語に翻訳してもらわなくても、英語

なら簡単に翻訳できるのが良いようです。

　また日本人で、海外渡航の多いビジネス

コミュニケーション
促進の「芽」

外国人と渡航者が
活用する英語版
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マンや旅行者も使っています。税関で見せ

たいとの要望に応じて、これまで私が翻訳

していましたが、英語版くすりのしおり®は

内容が確かですし、アプリで手軽に情報

を携帯し見せられるのが魅力と聞いてい

ます。最近は海外でポケットWi-Fiを借り

る方も多く、そうでなくてもスクリーンショッ

トで持参しているようです。

——外国人と日本人で、医薬品情報へ

の意識に違いはありますか？

　外国人のほうが、医療や薬に関する関

心が高いように感じます。日本人の例でい

えば「なんか病気になってしまった」「な

んか薬をもらった」というようにお任せの

感覚が強い。一方、皆保険制度に守られ

ていない外国人は「これは何に効く薬？」

「これは何系統の抗生物質か？」「以前こ

んな副作用が出た」など、意識が全般的

に高いのです。保険制度の充実度と意識・

関心の高さは反比例しているように感じ

ます。

　先ほどのKeiserさんも、検索サイトで上

がってくる不確実な情報ではなく、「確か

な情報」を自ら持つことを重要視してい

ます。そして、その情報を読み解き理解す

るには専門家である薬剤師とのコミュニ

ケーションが大切である事も理解してい

ると感じました。

——日本で薬を受け取る際に不安なことはありま

すか？

　何と言っても、自分がどんな薬を飲んでいるかわから
ないのが不安です。日本の薬の名前はカタカナと漢字で
難しく、薬局店頭では到底調べられません。帰宅してか
らインターネットで調べようにも、入力に時間がかかるう

えに間違っているようで、情報が出てきません。そのうちに諦めてしまいます。
　また、薬の詳細がわかっても遅すぎます。私はペニシリンでアレルギーを起こしたこと
があり、出された薬を飲んでも問題がないか薬局で確認したいのですが、それもできま
せん。やはりその場で薬の詳細がわかり確認できるのが一番です。
　ですから、この薬局で英語版くすりのしおり®を見た時には「最高！」と叫んでしまい
ました。インターネットではどこが作っているかもわからない情報が多いのですが、薬を
製造している企業が出しているなら安心です。

——ありがとうございます。くすりのしおり®で特に確認する項目はどれですか？

また、何かご要望はありますか？

　構成が見やすく知りたい順に書かれていて、読みやすい英語が使われています。特に
名前や副作用、アレルギーの項目はチェックします。要望があるとすれば、英語版のない
薬が多いので増やしてほしいこと、そしてアプリ自体の多言語化でしょうか。
　ほか、私は花粉症がありますが、去年飲んでよく効いた薬、逆に効かなかった薬の名
前などは忘れてしまうので、お薬手帳アプリで人体のパーツを押せば、過去飲んだ薬の
情報を呼び出せるとより使いやすいと思いますね。

——日本とアメリカで、薬局でもらう医薬品情報に違いはありますか？　

　私が以前アメリカでかかっていた空軍病院で出された薬の説明書は、4ページにわた
る長いもので、とても読み切れませんでした。この薬局のように、カードやアプリ型で携
帯しやすいお薬手帳はアメリカにはなく、日本は大変環境が整っていると感じます。
　これからもぜひ英語版くすりのしおり®を充実させてください。

「何の薬を飲んでいるのかわからない・・
それを解決するのが英語版くすりのしおり®」
　みのり薬局をかかりつけにし、英語版くすりのしおり®を使っているアメリカ人
のKeiserさんにもお話を伺うことができました。

Mr. Matt Keiser
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