
日薬業発第 339 号 
平成 30 年 12 月 11 日 

都道府県薬剤師会 会長 殿 
日 本 薬 剤 師 会 

会長 山本  信夫 
 
 

「保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に関する調査」への協力依頼について

（お願い） 
 
平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、「保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に関する調査」について、東京薬

科大学薬学部 北垣邦彦教授より協力依頼がありました（別添１）。 
本調査は、保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供の状況を把握すると共に、医

療費の適正化への貢献について明らかにすることを目的としており、一週間で行っ

た疑義照会及び情報提供についてWebページ上で回答いただきたくものとなってい

ます（下記）。 
つきましては、保険薬局の開設者ならびに管理者への依頼状及び実施概要等をお

送りいたします（別添２、別添３①～③）。 
業務ご繁多の折誠に恐れ入りますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
別添 １．日本薬剤師会宛て依頼状（「保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に

関する調査」への協力依頼について） 
２．保険薬局の開設者ならびに管理薬剤師宛て依頼状（「保険薬局薬剤師の

疑義照会及び情報提供に関する調査」への協力依頼について） 
３．①実施概要（「保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に関する調査」

について） 
②薬局掲示用ポスター（「疑義照会調査 患者 IC ポスター」） 
③WEB 回答の記入例 

 
記 

 
１．調査名 保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に関する調査 
２．回答内容  平成 30 年 12 月 12 日（水）～平成 31 年１月 31 日（木）のうち、

薬局任意の一週間における疑義照会及び情報提供の状況 
 ・管理薬剤師：薬局情報 

・勤務薬剤師：疑義照会、情報提供の状況 
３． 回答URL  Webページ上での入力（ https://secure.nippon-pa.org/drugprice/ ） 
４．実施者     東京薬科大学 薬学部 社会薬学研究室 教授 北垣邦彦 
５．協力     公益社団法人 日本薬剤師会、一般社団法人 日本保険薬局協会 
 

以上 
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保険薬局 開 設 者 様 

     管理薬剤師 様 

 

 

東京薬科大学 薬学部 社会薬学研究室   

教授 北垣邦彦   

 

 

「保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に関する調査」への 

協力依頼について 

 

 

拝啓 

 時下、ご清栄の事とお慶び申し上げます。 
 

さて、この度、東京薬科大学薬学部社会薬学研究室では、公益社団法人日本薬剤師会、一般社

団法人日本保険薬局協会のご協力を得て、全国の保険薬局を対象として「保険薬局薬剤師の疑義

照会及び情報提供に関する調査」を実施いたします。 

本調査は、患者の薬物療法の安全性・有効性の向上に最も寄与し、医薬分業の中核をなす保険

薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供の状況を把握すると共に医療費の適正化への貢献について明

らかにしていくことを目的としています。 

調査は、2018 年 12 月 12 日から 2019 年 1 月 31 日のうち、薬局任意の一週間の処方箋を対象に

実施いたします。回答は、管理薬剤師が薬局情報、個々の薬剤師が疑義照会等の情報について WEB

ページ（https://secure.nippon-pa.org/drugprice/）に示した調査票から選択、入力していただ

く形式となっています。 

なお、各薬局で登録した情報は、東京薬科大学以外の Web 管理者により取りまとめられ、解析

を実施する東京薬科大学では各薬局、薬剤師及び患者情報は特定できなくなっています。また、

各薬局においては、調査期間中に調査対象となっていることを示す掲示をお願いしますが、その

内容は患者に薬を渡すまでに時間がかかることがあることの理解を促す内容も入れています。 

 

つきましては、ご多用の折にお手を煩わせることになり、誠に恐縮でございますが、調査の趣

旨をご理解の上、皆様のご協力を賜りいただけますようお願い申し上げます。 

                                    敬具 
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「保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に関する調査」に関するお願い 

 

 

【調査の内容についてのお問い合せ】 

東京薬科大学 薬学部 社会薬学研究室 

教授 北垣邦彦 

Mail :kitagaki@toyaku.ac.jp 

お問い合わせは電子メールにてお願いいたします。 

 

 

回答は、以下の URL にアクセスいただき、ご回答いただけるようお願いいたします。 

 

【開始ページ】 

 

URL  https://secure.nippon-pa.org/drugprice/ 

 

本ページから下記の書類が閲覧、ダウンロードできるようになっています。 

① 実施概要 

② 資料「疑義照会調査 患者 IC ポスター」 

③ WEB 回答の記入例 

 

 



平成 30 年 12 月吉日 

保険薬局 開 設 者 様 

     管理薬剤師 様 

東京薬科大学 社会薬学研究室 教授 北垣邦彦 

 

「保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に関する調査」について 

この度は、「保険薬局薬剤師の疑義照会及び情報提供に関する調査」の実施方法をご確認いただき、誠にあり

がとうございます。標題につきまして、ご理解とご協力を賜ることをお願い申し上げます。 

また、調査は、下記のとおり実施くださいますようお願いいたします。 

 
１．研究の目的 
患者の薬物療法の安全性・有効性の向上に寄与し、医薬分業の中核をなす保険薬局薬剤師の疑義照会及び「医

師に対して行った処方提案、服薬情報等の情報提供」の状況を把握すると共に、医療費の適正化への貢献に

ついて明らかにします。 

２．調査期間 
 2018 年 12 月 12 日から 2019 年 1 月 31 日のうち、任意の 1 週間をご選択ください。 

３．研究調査の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。 

           東京薬科大学薬学部 社会薬学研究室 北垣 邦彦  kitagaki@toyaku.ac.jp 

以上 

Ⅰ．事前準備 

① 本資料についてスタッフ様への周知 

② 資料「疑義照会調査 患者 IC ポスター」を薬局内に掲示 

Ⅱ．調査 

期間中に実施した疑義照会や「医師に対して行った処方提案、服薬情報等の情報提供」の内容を報告時に

スムーズに取り出せるように保管ください。 

 例）対象の処方箋・薬歴・情報提供書などをトレーに分けて保管など 
※下記も報告対象に含みます。 

処方が変更されなかった例、口頭による情報提供、疑義照会省略可プロトコールによる対応（疑義照会として報告） 

Ⅲ．報告  2019 年 2 月 20 日（水）までに下記 WEB 調査票にてご回答ください。 

①「薬局情報」 回答：管理薬剤師のみ 

 回答用 WEB：https://secure.nippon-pa.org/drugprice/ 

②「薬剤師情報」「疑義照会・情報提供の内容」 回答：所属薬剤師の皆さま 

 回答用 WEB：https://secure.nippon-pa.org/drugprice/ 
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▧ お問い合わせ先
▧

おくすり、
まだもらえないの？

薬剤師は、

おくすりを安全に使って

いただくために処方内容を

確認します。

時には、医師に確認するためお時間が

かかることもあります。

当薬局は、医師への処方内容の確認状況に関する調査
に協力しています。 期間 201 __年___月___日～ ___月___日

 本調査への協力は自由であり、調査の協力を断ることで不利益が
生じることはありません。

 収集する情報は医師に確認した処方内容であり、その内容は完全に
匿名化され、個人が特定されることはありません。

 本調査に関し、ご不明な点、ご質問等がございましたら、下記まで
お問い合わせ下さい。

ご理解とご協力をお願いいたします。

東京薬科大学薬学部 社会薬学研究室 代表 北垣 邦彦
〒192-0392 東京都八王子市堀之内1432-1 TEL/FAX：042-676-4882
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「調査票２：疑義照会及び情報提供の内容」 （３）処方変更内容の入力手順 

 

①設定をクリックします。 

 

 

②検索ワードを入力してリストから薬剤を選択します。 

 

 

③1 日量と処方日数を入力します。  ※処方変更後も同様の作業で入力します。 

 

 

④追加の際には「さらに入力を行う場合はこちら」をクリックし、①~③を繰り返します。 

 

 

⑤入力例 
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薬剤名 変更前 変更後 

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 2.5mg 錠 1 錠 14 日分 処方削除 

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ V 軟膏 0.12% 15g 処方削除 

ｶﾛﾅｰﾙ錠 200 頓服 1 回 2 錠 10 回分 頓服 1 回 1 錠 10 回分 

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内用液 0.75% 60ml 30ml 

 

 

 

 

 

 




