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薬学・薬剤師を知る旅
第3回

五味さやか（明治薬科大学卒業）

ごみ・さやか●2006年3月、明治薬科大学卒業。2006年
4月より日本調剤勤務。退社後、2007年からオーストラリ
アへ移住。2008年4月に帰国し、同年7月よりカナダのエ
ドモントンへ。現在、エドモントンの薬局でテクニシャンと
して勤務している。 Contact：saya̲0726@yahoo.co.jp

カナダ体験レポート

カナダの医療システム

前回のカナダ体験レポートでは、カナダの医療制度について説明しましたが、今回はカ
ナダならではの特殊な医療システムを紹介したいと思います。日本にも「あったらいいな」
と思えるシステムなので、どのようにしたら日本で実現できるかなど、考えてみてください。

レセプトの完全電子化が議論されていることも
あり、今後もさらなる電子化が予想されるでしょう。
アルバータ州においても、2005 年から政府
主導で本格的に電子化が進められ、2008 年の
完全電子化を目指して改革が行われてきました。
この改革は、2004 年にスタートした『アルバー

カナダの国旗を掲げる筆者

タネットケア（Alberta Netcare）以下ネットケア』

ダウンタウンから見下ろすエドモントン

医療従事者に優しいシステム作り

（写真 1）と呼ばれる “患者医療情報共有シ

じ検査の実施を防ぐことにもつながり、医療の

ステム” が土台になっています。『ネットケア』と

コスト削減や患者の心理的負担を軽減するの

は、州政府により運営されている患者医療情報

に有効な手段といえるでしょう。これらの情報は、

データベースのことで、コンピュータを介してアク

日々の業務の中で病院や薬局のコンピュータを

セスできるようになっています。「Better Patient

介して、自動的にデータベースにアップデートさ

Information Better Care Decision」というス

れるよう設定されており、情報は常に新しい状

ローガンをかかげ、患者と医療従事者の両者に

態が保たれています。さらに、サイト閲覧中に

とって有益なシステム作りを目指しています。

直接追加情報を入力する事も可能です。

厳密な閲覧制限による
プライバシー保護の確立

カナダの医療は州政府により運営されていて、
医療システムは病院独自のものと、州独自のも
のがあります。州政府といってもイメージが湧き
にくいかもしれません。日本に置き換えて考え

閲覧可能なのは、医師、薬剤師、看護師、

てみると、北海道、本州、四国、九州をグル

他の医療従事者であり、そのアクセスは厳密に

ープで分け、それぞれに政府が存在するような

制限されています。登録が済んだ資格保有者

イメージです。それとは別に国の政府が存在し、

には、6 桁の番号が表示されるキーホルダーが

それぞれのグループに対し金銭的な援助等はで

配布され、その番号は 1 分ごとに随時変更する

きても、グループ独自のシステムに干渉すること
はできないのが原則です。その分、各グループ
では住民の意思に合ったシステム作りが可能と
なるため、グループによりそのシステムに相違が
生まれてくるのです。

写真 1 アルバータネットケア
（Alberta Netcare）

日本ではプライバシーの観点から共有が難し
いとされる病院のカルテや薬局の薬歴情報も、

現在私が住んでいるアルバータ州では、興味

アルバータではコンピュータを介して、州内のほ

深い医療システムを積極的に導入しており、こ

とんどすべての病院や薬局の情報にアクセスが

れから紹介する『アルバータネットケア』と呼ば

可能です。閲覧可能な情報は、患者プロフィー

れる “患者医療情報共有システム” もその一つ

ルから医師による診断内容や検査値、手術の

です。これらの先進的な取り組みが、医療従事

記録、薬歴などに及びます（表 1）。

者の職域や職能を広げているように感じました。

患者医療情報共有システム
『アルバータネットケア』
国民皆保険制度成立の過程は、非常に興
味深いものがあります。
日本では、電子カルテの発達により、患者や
医療の情報を電子化し、保管、共有すること
が当たり前の時代となりました。さらに最近では、
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ように設定されています（写真 2）。

診断画像記録の共有は、他病院における同

写真 2 ログインに使用されるキーホルダー

表 1 「ネットケア」により閲覧可能な情報
Personal Demographic information

患者基本情報

Prescribed Dispensed drugs

薬歴

Known Allergies and Intolerances

アレルギー・不耐性

Immunizations

免疫処置

Laboratory Test Results

検査値

Diagnostic Imaging Reports

診断画像記録

Other Medical Reports

他の医療記録
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最初のログイン画面で、固有のパスワードに

続けて、表示されている6 桁の番号を入力する

ことで、パスワードとキーホルダーを保有してい
る人のみがアクセスできるような仕組みになって
おり、さらにもう1 段階のログイン画面を設ける
ことで、より厳密にアクセスを制限しています。
ログイン後の閲覧内容等もすべて監視されてい
るため、問題が起きた場合に原因や使用者を
追跡できるようになっています。
カナダにおいても、個人情報保護は日本同様
に重要視されていますが、このシステム自体が患
者の健康と安全のために使用されていることもあり、
プライバシーの領域を超えた理解を患者から得ら
れているのです。
アルバータ州がカナダ国内で初めてこのシステ
ムを導入し、現在その有用性が他の州でも認め
られ、ブリティッシュコロンビア州においても近年
導入の準備が進められています。

薬局薬剤師の役割

Sayaリポーターに聞いてみよう！

エドモントンで暮らしているSayaリポーターに対して、自由に質問できるコーナーです。読者からの質問も受け付けま
すので、エドモントンの薬学生や薬剤師などに対する質問を自由に下記ホームページよりお寄せください。
【Sayaリポーターへの質問は、http://www.anycr.com/からお願いします。
】

カナダでの薬局勤務を通し、日本の薬剤師の優れている点、
改善すべき点はどのようなところだと感じますか？
日本の薬局に勤めている際は気づきませんでしたが、
日本の薬局で使用されているコンピュータシステムは
高機能かつ先進的であり、特に薬歴システムは日本
の薬局のほうが優れています。数名の薬剤師が勤務
する薬局において、前回来局時患者との間にどのよう
なやり取りがなされたかを把握できる日本のシステムは
有用です。特に調剤全般をテクニシャンが行うカナダ
では、患者の要望がコンピュータを通じてうまくテクニシャ
ンに伝わらない事が多く、薬剤師が鑑査している時や、
最悪の場合患者の手に渡った時に初めて「こうしてほ
しかったのに」というクレームを受け、作り直すケース
もあります。
一方、実動面であるカウンセリングやプライマリケア
としての役割に関しては、カナダの薬剤師に見習うと
ころが多く、今後日本でも成長が期待されている部分
です。特にOTC 医薬品のカウンセリングは薬剤師にとっ
て重要な役割の一つであるため、徹底した薬学教育
がなされています。第一類 OTC 医薬品の説明義務が

薬剤師に課された今、大学における教育の必要性を
感じているのは私だけでしょうか。医師不足が悪化し
ている日本において、「具合が悪くなったらまず薬局へ」
というプライマリケアの風潮を作りだせるのは、私たち
薬剤師次第なのではないでしょうか。

エドモントンの OTC 医薬品売場

『ネットケア』における薬局薬剤師の役割とし
て、薬歴の管理が挙げられます。薬歴は処方

されており、現在州内にある薬局の 90% 以上

それが今ではテクニシャン制度の導入や先進

薬に限らず、一部の指定 OTC 医薬品（中毒

の薬歴が閲覧可能となっています。患者が服用

的な医療システムの構築など、その時代のニー

症状をきたす可能性のあるもの）の記録も義

している薬の調剤日や調剤薬局の情報のみな

ズに合わせた改革が常に行われてきているの

務付けられています。薬のアレルギー情報等も

らず、薬物相互作用や常用量等の確認もこの

です。

薬局のデータが反映されるため、救急で運ば

システムを介して行えます（表 2）。現在さらな

医療制度やニーズが多少異なる日本では実

れてきた患者の常用薬やアレルギー、最近購

るシステムの向上として、複数の薬局で調剤さ

現は不可能だとあきらめるのではなく、他の国

入した OTC 薬等も『ネットケア』で確認する事

れている薬の薬物相互作用がチェックできるシ

の優れているところをヒントにして、日本独自の

ができ、迅速で安全な処置を可能にしています。

ステムの構築が進められています。

また薬局においても、初めて来局される患者の

カナダもかつては日本同様に薬剤師だけで

過去の薬歴を確認することができるため、患者

調剤、鑑査、投薬の全てを行っていた国です。

やり方で患者と医療従事者の両者に利益をも
たらすようなシステムを構築できれば、すばらし
いと思いませんか。

がお薬手帳を持ち歩く必要がありません。医師
による手書き処方せんの多いカナダでは、読み
間違いによる調剤エラーを防ぐ点においても貢
献しています。
『ネットケア』で共有されている薬局の薬歴
は、Pharmaceutical Information Network
（PIN）と呼ばれる別のシステムを介して提供

表 2 「PIN」により閲覧可能な情報
Prescription Information from Physicians

医師による処方内容

Prescribed dispensing Information

調剤内容

Drug-to-drug Interaction alerts

薬物相互作用警告

Database of All Available Drugs and Their
Common Dosages

利用可能な薬剤データ
ベース及びその常用量

「MILのバックナンバーが読みたい！」という薬学生の声に応えて

大学図書館向けにMILのバックナンバーをご提供します。
内 容 ： 10号（2003年4月発行）
より34号（2009年5月発行）
まで各1部（計37冊）
費 用 ： 無料ですが、
送料のみご負担ください（宅配便着払い）
申込先 ： （株）エニイクリエイティブ MIL編集部 担当：小島
メールにてお願いいたします。
E-mail：kojima@anycr.com
注 意 ： ①数に限りがございますので1校1セットまでとし、無くなり次第終了とします。
②薬学生さんからのお申し込みは受付できません。
図書館担当者様、
薬学部事務担当者様、教員の方からのお申し込みのみ受付させていただきます。

（株）エニイクリエイティブ

MIL編集部 担当：小島
160-0004
東京都新宿区四谷1-3 望月ビル3F
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