人と人を つなぐ 電子お薬手帳サービス
手 帳の必 要 性を理 解していない方へのアプローチにも
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「作る」と言ってくれます。

えます。併用薬が分からなくなっている

浅見：災害の時に持っていた方がいいよ

人にも、その辺からアプローチができま

ということが、歯医者さんの薬など、一

す。でも、この薬なら大丈夫と動じない

金子： 震災支援に行った時の話ですが、

時的な方には説得しづらくないですか。

人には、アプローチのしようがなくて

避難所に白い薬を服用しているてんかん

金子：手帳があれば、薬歴からいつの薬

困っています。人によってアプローチの

の患者さんがいました。何種類か入っ

が効いたかが確認できますよ。自分に効

仕方は違ってきますね。

てる薬なのですが、量も名前も分からな

く薬、効かない薬というのがあるので、

伊藤：みなさん苦労されていますね。と

い。「お薬がないからちょうだい」って

それを判断するには手帳を持っておくの

くに現役世代の男性は大抵手帳を持って

言われたのに、病院も薬局も全部避難し

が一番いいですよと。

くれないのですが、電子化をすると活

てる被災地なので調べようがないんです。

浅見：効いたっていう経験は大事ですね。

用しているというデータが実際にharmo

その時はわざわざレセプトを取り寄せ

伊藤：なるほど、ポジティブエピソード

（ハルモ）の活用事例から出ています。

て、調剤しました。でもお薬手帳があれ

で持っていくんですね。ネガティブに

そこは普及の壁の打破に繋がるかなと

ば、すぐに薬を渡すことができます。そ

「これが合わなかった」ではなくて、
「こ

思っています。

ういった事例を説明しますと、やはり必

れが効いた」って。

嶋：かかりつけ薬局と言いながらも、ど

要なんだと理解してもらえます。

吉澤：若い方、引っ越してきたばかりの

うしてもいろんな薬局にかかりますよね。

電子お薬手帳サービス
「harmo（ハルモ）」
をいち早く導入した神奈川県川崎市。

伊藤：そもそも、手帳はいらないという

方には、お薬手帳の後ろの休日診療所情

harmo（ハルモ）を地域全体に普及させ

宮前区からスタートし、2013年12月より市全域への導入が決定されました。

人もいますが…

報（川崎市薬剤師会オリジナルの「おく

ることによって薬局間のつながりができ、

金子：震災や地震はいつ起きるかわかり

すり健康手帳」）を伝えるといいです。

患者さんの情報を管理できます。患者、

導入後の評価や成果について、川崎市薬剤師会の皆さんに伺いました。

ません。明日起きるかもしれない。手帳

鼻炎やアレルギーの方がいると、「手帳

薬剤師双方にもたらすメリットは大きい

がなかったら相当大変ですよと、震災時

を持っていると合わない薬をチェックで

と思います。

のエピソードを話すと、だいたいの方が

きますよ」と言うとだいたい作ってもら

震災時の話をすると
理解されやすい

地域住民の健康 サポートに貢献。
薬局の評価が上がりました。
患者さん、薬剤師さん双方から「使いやすい」と好評です。
川崎市薬剤師会のお取り組み事例
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課 題の残るお薬 手 帳の普 及
紙 の お薬 手 帳 だけでは
普 及 層 が 限 定 的に

医 療 従 事 者の責 務として、さらなる普 及を目指して

です。大学生とか若い方には、持ってい
る方がいい理由を説明すると、「じゃ、
作ります」となりますが、説得できる年齢

伊藤：川崎市薬剤師会としては、お薬手

相互作用などに関して、一つひとつ返し

吉澤：紙のお薬手帳は、歯科や眼科など、

層と、そうじゃない年齢層がありますね。

帳は、我々が患者さんの安全性を担保し

ていってあげると、患者さんの持参率は

たまたま出た薬を処方した方にお勧めし

嶋：手帳を持っている人は７、８割くら

ていくための情報を把握する 5 ツール

さらに上がると思います。それは薬剤師

ても、「とりあえずいらない」と言われ

いはいると思いますが、実際に持参し

なので、若い世代の方にも持ってもらい

に頼ってくれていることなので、自分た

ます。とくに30、40代の男性の方に多い

てくれるのは、５割くらいが実情 でしょ

たいですね。harmo（ハルモ）で高齢者

ちの仕事が社会的な役割を担っていると

う。普及率は高くなってきていますが、

や子ども以外もカバーできれば、医療従

いう意識にも繋がります。聖マリアンナ

「持ってこなきゃいけない」という意識

事者が苦労していた、手帳の普及が進ん

医大がharmo（ハルモ）を本採用するな

のある人は、まだそんなに多くないと思

でいない世代にもスムーズに的確な処置

ど、大病院でも導入が進んでいます。川

います。私の薬局は耳鼻科が多いので

ます。

が行えます。そして私たち薬剤師が、患

崎市のほとんどの薬局で導入されること

すが、単発だと必要ないという人もいま

嶋：ドクターが言ってくれるところは持

者さんの薬の情報を把握し、重複投薬や

が、患者さんのメリットになります。

す。慢性疾患の場合と、急性の場合とで

参率が高いですよね。

ちょっと違ってきますね。

小林：若い男性に多いのですが、たとえ

金子：うちは、小児科の先生が受診の際

ば会社帰りにお腹が痛くて…と病院に

に「お薬手帳を見せてね」と必ず言って

行った場合、普通は持っていないですよ

くれるので、ほとんどの方が持参してい

ね。こういう方への普及が課題です。
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5 副作用の情報を
患者さんと共有できます
患者さんはスマートフォンを
使って服 薬 後 の 副 作 用を
入力できます。 薬局では薬
剤師がその情報を共有する
ことができます。

伊藤理事

Webでさらに
詳しい情報を
ご覧いただけます。

http://www.harmo.biz/
harmoおよび

ロゴはソニー株式会社の登録商標です。

嶋会長

小林副会長

h a r m o（ ハルモ）との併用で、紙のお薬 手 帳の課 題 点 解 消にも

h a r m o（ ハルモ）で患 者さんの安 全 性が 担 保できる

何 度も作り直して
薬 歴 がバラバラに…

また前のが出てきて「そっちに貼ってく

入っているんですよね。

金子：導入前に実際にあった問題ですが、

harmo（ハルモ）に真っ先に飛びつきま

ださい」となる。
もうどこからどう貼って

吉澤：そうです。

子どもが風邪をひいたので、朝、通園前に

した。

いいのか分からないバラバラ状態になっ

母親が小児科に連れて行き、夕方になり

伊藤：電子化で情報共有がスムーズにな

吉澤：いつも手帳をお持ちになる患者さ

てしまいます。結局複数冊お持ちで、す

「耳が痛い」と言って、
今度はお父さんが

りますね。

んで、「家にあるはずですが、なくなっ

べて中途半端な手帳なんですね。整理し

耳鼻科に連れて行ったのです。そこで両

浅見：harmo（ハルモ）のカードがあれ

たから新しいのを作ってください」と言

ていないから分からない。これでは薬歴

方で同じ薬が処方されていたのです。小

ば、紙の手帳を忘れても大丈夫だという

われて、作ったんです。しばらく使って

になっていないので、お薬手帳として意

児は、朝と夜で連れてくる人が違うこと

ことですね。お薬手帳を携行しない人に

いるうちに、「前のが見つかったから前

味がないと思うのですが。

も多いので、薬の情報がすぐに共有され

も活用が進むだろうと思いました。

のに貼ってください」とお持ちになり、

小林：そういうときに、電子お薬手帳の

ないんですよね。これが電子化していれ

吉澤：お財布の中に入るので、
男性が持っ

新しい方は家に置いてきちゃうんですよ。

harmo（ハルモ）を勧めるとかね。

ば、お父さんが耳鼻科に行った時に「朝

てくれやすくなりました。たとえカード

そうすると、前のが分断された状態にな

吉澤：そうなんです。harmo（ハルモ）

はこの薬をもらいました」と携帯でも見

を忘れても、情報の記録はきちんとでき

ります。しばらくすると「またなくなっ

なら前のが全部入っているから。

せられる。お薬をダブって処方すること

るところもよいですね。

ちゃった」ということで新たに作ると、

伊藤：それって、他の薬局で出した薬も
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吉澤先生

浅見先生

が防げます。安全性が高まると期待して

患 者さんからの満 足 度も高く、薬 局の評 判を上げるツールに
よね。災害にあっても。

シールを貼ってないわけです。そこで事

伊藤：クラウドサービスの利点ですよね。

務さんに今までの分のシールを出しても

災害時にカードが水没したり、破損し

らって、全部貼っています。「大変なお

吉澤：昨日自分のお薬手帳を、お茶と一

たりしてもクラウド側 には データが

手間をかけてすみませんでした」と言っ

緒にバックの中に入れていたのですが、

残っています。 2 紛失した場合でも、

て、次回から持ってきてくれる方もい

蓋が外れてお茶がこぼれてしまったんで

再発行によって再度お薬の履歴を呼び出

す。それで手帳が濡れてブヨブヨに…。

紙 の 手 帳は 
かさばる、傷む…

スマホをお持ちでなかったのですが、面

れてますね。 両親にカードを持っても

白いから作ってみるって。お家に帰っ

らえば、離れて住んでいても管理でき

て自慢したら、ご家族はうちの患者さ

る。 4 紙だと何冊か必要になるところ、

金子：患者さんはすごく喜んでいますね。

んじゃなかったのですが、harmo（ハル

カード一枚でできるので、すごく便利な

らっしゃいます。

すぐに見られるのが良いと。（※スマー

モ）カードを作りたいがために、うちの

んですよね。逆に、離れて生活している

せます。過去の情報がまた繋がるのは、

浅見：ご年配の方は持って来てくださる

トフォンにharmo（ハルモ）アプリを入

患者さんになりました。

お孫さんの情報が見られるのがいいとい

えらく年季ものみたいになってしまって、

紙ではマネできませんよね。

のはありがたいのですが、ただ貼ってい

れた場合）

金子：harmo（ハルモ）は家族の分全部

うおじいちゃん、おばあちゃんも。スマ

紙だからこうなるんだと思いました（笑）。

金子：手帳だと何冊にもなっていくけど、

るだけで、お薬手帳の中に昔の薬情が挟

全員：とくに男性が良かったって言って

入るので、「子どもとお母さんが持って

ホを使っているお年寄りが意外といます。

小林：harmo（ハルモ）なら大丈夫です

カードは一枚きりなので、かさばらない

んだままになっているなど、あまりご覧

ますよね。

いて、自分だけないのが寂しいから」と

伊藤：うちのスタッフからは「高齢者に

ですしね。

になってないと感じます。来た時にハイ

伊藤：ご家族全員服薬している患者さん

作ってくれたお父さんがいました。

はスマホの操作が難しい」という意見が

ハイと渡しているだけという方が多いよ

がいて、「この子は何を飲むんだっけ」

うです。

と服薬のタイミングが分からなくなるか

伊藤：手帳を作る目的は、私たち医療従

ら、スマホの電子お薬手帳で確認してい

吉澤：持ってきてくれない人は、だいた

事者が患者さんに安全にお薬を提供する

ると。家族の薬情をまとめて管理できて、

伊藤：個人情報管理に関して、配慮され

ちがちゃんとやります。「財布の中に保

いお家に置きっぱなしになってます。一

ことです。harmo（ハルモ）は、高齢者

確認できるから、harmo（ハルモ）すご

ているのも安心 3 ですね。

険証とセットにして入れておくと忘れな

応、「持ってきてくださいね」と言って

の方にとって「特別な操作をせず、
カード

く便利、手放せないと言っているお母さ

金子：おじいちゃん、 おばあちゃんの状

いですよ」と言って勧めています。

シールを渡します。５、６回言ってるう

を持って来てくれるだけでいいですよ」

んがいました。

態を「今日はこんな薬をもらってきたん

ちに持ってきてくださるんですが、全然

ということが魅力になると思います。

吉澤：お年寄りの患者さんで、ご本人は

だな」と子がチェックできるので、喜ば

手帳を
持参しない人が多い

特に男 性 からの 
評価が高い

個 人 情 報を
持たない ので 安 心

ありましたが、高齢者の方は、スマホを
使わなくてもいいと思うんですよ。カー
ドさえ持ってきてくれたら、あとは私た

金子先生
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1 過去のお薬の履歴を
閲覧できます
薬局に設置されたタブレットやお持ちの
スマートフォンで、お薬の履歴を見るこ
とができます。さらに、harmo（ハルモ）
を導 入している他の薬 局で受け取った
お薬の履歴も閲覧可能です。
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個人情報は
安心・安全に管理
薬の履歴が保管されるクラウド
サーバーは災害に強く、
いざという時にも安心です。
大切なデータが消える
ことはありません。

3
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個人情報に配慮したシステム
名前や個人情報を含まない
薬の履歴だけを
クラウドサーバーに
保管するしくみです。
個人情報がネットに
流れる恐れがありません。

4

家族を見守ることが
できます
harmo アプリをインストール
すれば、お子様をはじめ、
家族の薬の履歴をお持ちの
スマートフォンで見ることが
できます。

