人と人を つなぐ 電子お薬手帳サービス
六車：なるほど、harmo（ハルモ）カー

多田：harmo（ハルモ）は服薬指導をは

らっています。お薬の情報も患者様と一

ドを持っていたら、万一の時に役立つと

じめ、患者様とのコミュニケーションを

緒に確認できますし。harmo（ハルモ）

ご説明するんですね。スマートフォンを

取るのによいツールだといえます。豊中

を介して患者様とコミュニケーションを

持ってなくても大丈夫、カードだけでも

市薬剤師会では、薬学部の学生の実務実

図ることができます。

二重の安心になりますよ

習を積極的に受け入れていて、修了の要

井上：我々が患者様にharmo（ハルモ）

芦田：私がお話しするのは、将来のこと

件に、患者様とコミュニケーションを一

を勧めると、ほとんどが「いいですよ」

です。病院にも導入され、医院や歯科医

定以上取るというものがあります。たと

と言ってくださいます。薬学生がその姿

院、救急や休日診療センターにも広がっ

えば、harmo（ハルモ）カードの利用を

を見て、「薬剤師は患者様から信頼され

てきたら、harmo（ハルモ）カードを

患者様に上手くご案内できるか、という

る存在なんだ」と感じてもらうことは、

持っているだけでドクターが「どんなお

取り組みは、実習にも役立つのではない

非常にメリットがあります。自分たちも

薬を飲んでいるか」がわかる。「だから

かと考えています。

患者様から頼りにされなければ、と意識

カードを持っていてくださいね」とお伝

森川：私のところでは、実際にharmo

を持ってもらえるのではないかと考えて

えすると、みなさん持っていただけます。

（ハルモ）のご案内を実習生にしても

います。

6

と。

「 かかりつけ薬 局 」を目指すなかでの h a r m o（ ハルモ）のあり方

2

vol.

豊中市薬剤師会で
harmo座談会を開催！
医療連携を目指すなかで、豊中市の医療インフラに
なることが期待されています
豊中市薬剤師会のお取り組み事例

雑談して、帰って来る…というような

けど、食事はどういうことに気をつけた

2015年3月にharmo（ハルモ）
の試験サービス開始がアナウンスされた大阪府豊中市。

（笑）。かかりつけ薬局として気軽に

らいいですか」というようになれば、薬

運用開始からまだ日が浅いなか、約130軒ある豊中市薬剤師会の会員薬局の中で、

行ける場所、そんな薬局になるのが

剤師にとってやりがいがあるし、もっと

すでに約90軒の薬局に導入が決まっています
（取材時点）。薬剤師会の先生方に、

多田：今のところ、お薬手帳というの

理想です。患者様との接点が増える

活用が増えると思います。

導入のいきさつから現在の状況、
そして将来の活用のあり方などをお話しいただきました。

は処方せんありきのツールになってい

ようなツールになるといいですね。

ます。これがたとえば、検査値や体重

井上：harmo（ハルモ）カードは簡便で患

などいろいろな情報が入るようになれ

者様が持ちやすいので、体重管理をした

ば、薬局は患者様の健康管理に役立つ

り、血圧管理をしたり、患者様の健康を

接点になると思います。処方せんが

守っていくツールになればと思います。

なくても、マキノ薬局さんに行って、

たとえば、薬局で「私BMIが高いんです

豊中市薬剤師会の
未来予想

と」（豊中市の医療と介護の実務者が連

薬 剤 師 会で 
採 択に至った 経 緯

を作っていくのは画期的なことなん

剤師会の活動は、まさに「医療連携」が

です。これからの医療連携の中で、

１つのキーワードになると思います。

薬剤師がイニシアティブを取るとい

「虹ねっと」という多職種連携、病院、

芦田：新たな仕組みが生まれるときは、

うことは大事なことだと思います。

歯科医院といった医療従事者や介護従事

通常は行政予算がついて、いわゆる川上

芦田：もう１つ、災害時の話。harmo

者との連携にharmo（ハルモ）を活用し

から動いていくことが多いのですが、今

（ハルモ）を使って、たとえばどこの地

ていきたいと考えています。

回のharmo（ハルモ）導入で我々が目指

域で、どんな薬が出ているかがつかめる

しているのは、電子お薬手帳を切り口に

ようになればいいですね。神戸や東北の

して、薬剤師会側から情報を発信してい

震災の時もそうでしたが、備蓄センター

くこと。そこがいつもの流れとは違う

に薬はあるが、現場にはないという状態

のです。川下からの動きなんですよ。

の時があります。薬を院外で処方するの

多田：harmo（ハルモ）を導入するこ

で、病院はあまり備蓄を持っていませ

とで、単にお薬手帳としての利用だけ

ん。災害などで患者様があふれたら、た

ではなく、医療関係者間の情報連携と

ちまち立ち行かなくなります。薬剤師会

いう新たな仕組み作りに、最初の段階

は豊中市と災害時の医薬品供給の協定を

から薬剤師が絡んでいける。薬剤師

結んでおり、要請があれば薬剤師会の備

の側から、医療分野の新しい仕組み

蓄を出すことになっています。今後の薬

2015年 9月 発行

芦田会長：あしだ薬局
多田副会長：グリーンメディック薬局
井上副会長：カリス薬局
森川先生：服部メディカルセンター
森川薬局
水谷先生：水谷薬局
西田先生：西田薬局
濱中先生：日宝堂薬局
六車先生：レイ薬局
伊原先生：冨士薬局
牧野先生：マキノ薬局
三河先生：ミカワ薬局
光在先生：みのり薬局

h a r m o（ ハルモ）導 入のきっかけ

将 来 h a r m o（ ハルモ）をどのように役 立てたいか
職種連携の中で薬剤師が
発信していくために

豊中市薬剤師会の皆さん

harmoおよび

ロゴはソニー株式会社の登録商標です。

かで、今後何らかの医療インフラが必要

多田：私が電子お薬手帳に興味があり、

だという課題が挙がっていました。そこ

参加したセミナーでharmo（ハルモ）の

で、harmo（ハルモ）の活用を思いつい

話を聞いたことが導入のきっかけになり

たのです。単に電子お薬手帳だからとい

ました。豊中市のICTについて「虹ねっ

う切り口だけでなく、クラウドサービス
としてお薬の情報以外にもいろいろと拡
張できそうなところが魅力でした。さら

6 harmoはスマートフォン
がなくても使えます
harmo
（ハルモ）
はスマートフォン
をお持ちでない方でも、カード1
枚でご利用いただける、患者様
にとって負担の少ないシステム
です。harmoをご利用いただく
ことにより、お薬の履歴を確実
に残せるので、紙のお薬手帳を
紛失してしまっても安心です。

携した意見交換会）で議論をしているな

多田副会長

芦田会長

に、個人情報が切り離されて管理されて

の医療インフラになりうるシステムだと

いるというセキュリティの高さ 1 が、

言うので、それなら豊中市全域の薬局に

採用の決め手となりました。

入れてみようと、薬剤師会として採択す

芦田：最初、多田先生から「今度新しい

ることになったわけです。将来の地域連

店を出すにあたって、harmo（ハルモ）

携を考えた時、導入店が少なければ、利

を使ってみたいと思っているんです」と

便性、運用効率やデータの利用価値も低

話がありました。「それはどんな仕組み

くなります。それだけに参加薬局はでき

なの？」とメンバーで話を聞くと、将来

るだけ多くしたかったわけです。

Webでさらに詳しい情報を
ご覧いただけます。
http://www.harmo.biz/

非常に早いスピードで約90軒もの薬局に

に全員がわっと動きます。規模的には中

済んでいなかったとき、置いてあった

ダーを見て、みんな「これ何？」と聞

多田：みなさん、患者様からの否定的な

導入を決めていただき、うまく進んでい

堅かもしれませんが、１つの共同体とし

カードリーダー見た患者様が、「これなら、

いてこられますよ。harmo（ハルモ）は

反応は少ないようですね。

ます。今後は病院への導入も推進してい

ては大きな力になります。導入に取り組

持ちたい」とおっしゃってくれました。

カードも、リーダーも、パンフレットも

井上：患者様に簡単に使っていただけま

きます。

んでいる我々も楽しく、また患者様も

水谷：うちでもお勧めしたら、みなさん

目を引くグリーンなので、置いているだ

すし、薬剤師にとっての使い勝手もいい。

井上：みんなが足並み揃えて何かをしよ

「こんなカードを作った」と喜んでいた

「作ってください」とおっしゃいます。

けでインパクトがあります。

副作用以外にも既往歴とか、患者様がス

うとすることは、何かと難しい面もある

だける。みんなが和気あいあいと活動し

積極的に作ってくださる方が多いですね。

井上：カードをかざした時の音も患者様

マートフォンからご自分で登録された情

と思いますが、豊中市の薬剤師会は本当

ているのが特徴ですね。

お年寄りの患者様で「harmo（ハルモ）

に評判いいね。「あれを聞くために、ま

報が共有できる。 4 これが役立ってい

アプリは今持っているガラケーでは使え

たタッチする」と言っている人もいるく

ます。

な い か ら 、ス マ ートフォンを 買 いに行

らい。

水谷：残薬も出るんですよね。「○○○

く」という方もいらっしゃって、びっく

三河：うちは、お声がけしたらほぼ全員

○錠 残1.5錠」とか出て、びっくりしま

りしました（笑）。

の患者様が、その場で作ってくださいま

した。日付と処方数から計算して、残薬数

牧野：レジの横に置いているカードリー

した。午後、ちょっと時間に余裕が出た

が自動的に出てくるのは便利です。 5

井上副会長

h a r m o（ ハルモ）導 入 後の状 況
なったものを持ち歩くわけにもいきませ

使 い 勝 手 、
患 者 様 からの 反 応など

ん。でもharmo（ハルモ）ならカード１

時に、使っていただけそうな方に絞って

枚で済むと喜んでくださいます。

お声がけしています。薬局に来られた時

井上：紙のお薬手帳は、シールを貼って

多田：時系列でずっと続くことが非常に

点で、「早く薬をもらって帰りたい」と

いくとすぐいっぱいになり、新しい手帳

いいですね。

いう雰囲気の方は避けて、まず気持ちに

に切り替えなくてはいけないので、過

森川：harmo（ハルモ）はお母さんの気

余裕のありそうな方に絞ります。症状が

持ちにうまくはまっている。お母さん方

比較的落ち着いていて、スマートフォン

からブレイクするような気がします。

を触っておられるような方です。うちの

光在：私のところは今週設置したばかり

スタッフも、お声がけの仕方を学んでい

去のお薬の情報がなくなってしまいます。
電子お薬手帳には、スマートフォン端末

森川先生

に情報を蓄積するものもありますが、こ
れだとスマートフォンを買い換えると、

期待しています。

なんです。試しに操作してみたら、すご

また一から設定しないといけないという

森川：うちは小児科の患者様が多いの

く簡単でした。自分のharmo（ハルモ）

デメリットがあります。harmo（ハル

で、小児科にかかる子育て中のお母さん

カードを作ってみて、仮に自分を今日来

モ）はクラウドを利用したシステムで、

たちから、「カードを持ちたい」と絶大

られた患者様という形で入力すると、タ

なおかつカード型ということもあり、非

な支持を集めています。カードを作っ

ブレットの画面に名前がぱっと出てきて、

常に利便性が高く、長期間、継続的に使

ているところを見ていた他のお母さんが

まずそれにびっくりしました（笑）。こ

えます。 2

紙のお薬手帳だと忘れるこ

「うちもお願いできますか」とご自分か

れから患者様に登録していただくのが

ともありますが、カードならずっと財布

ら言って来られるくらいです。お薬手帳

ちょっと楽しみです。まだ機材の設定が

に入れておける。そして調剤薬局に持っ

にいつどんな薬を飲んで…とつけるの

ていけば、必要な情報を簡単に薬剤師に

は、お母さんにとって子育て日記をつけ

六車：お年寄りの方からは「これはいい

ておられない方が多いので、「紙のお薬

見てもらえる。これは患者様にとって非

るような感覚で大切にしたいことなんで

ね」という反応はありますか？

手帳と併せて二重の安心ですよ」とご説

常に大きなメリットだと実感しています。

す。harmo（ハルモ）はスマートフォ

水谷：私は自分用のカードを使ってタブ

明します。「お守り代わりにカードを

患者様からも「どこでも使えるようにし

ンからいつでもどこでもメモを書き込め

レットに表示させ、「ほら、こんな風に

作ってはどうですか」と言うこともあり

てほしい」と希望が出てきているので、

る

お薬の情報が見えるんですよ」と画面を

ますね（笑）。

もっとたくさんの薬局で使えるようにし

ウド上に残されていく。今までなら、お

お見せしながら説明しています。

六車：スマートフォンに登録しないで、

ていきたいです。運用を始めて日は浅い

薬手帳のページがなくなると、次々と新

芦田：それと、患者様の目の前で、カー

カードだけ持つのですか？

ですが、患者様からの反響もよいので

しい手帳が増えていくのですが、分厚く

ドをリーダーにかざしてピッと音をさせ

井上：そうです。履歴は残りますから、

h a rmo なら…

3

し 、 お 薬の データはずっとクラ

1 個人情報の取り扱いに配慮。
2 安心・安全なデータ管理システム
個 人 情 報は暗 号 化してカードに、
調剤履歴のみをクラウドのデータセ
ンターに保存します。 万が一データ
センターに不正アクセスがあっても、
個人情報の流失は防ぎます。

光在先生

氏名
生年月日

調剤履歴
暗号化

暗号化
別々に保存

データセンター

るところです。

牧野先生（左） 三河先生（右）

患 者 様へのご説 明について
お年 寄りなど 、
スマートフォンをお持ち
でない 患 者 様に対して

3 harmoアプリを使えば、
さらに便利に

個人情報は
分けて管理

カード

伊原先生（左） 西田先生（中） 水谷先生（右）

ご本人をはじめご家族の情報を登
録すれば、家族全員のお薬の履
歴がいつでも確認できます。アレ
ルギー情報や副作用の記録もでき、
お子様のお薬の管理に便利です。

るんです。「カードを持っていただいた

万一の時に見ることができます。自分で

ら、実際、こうしていただくだけなんで

見るのではなく、自分に何かあった時に

すよ。簡単でしょ」と。

他の人に見てもらえるということです。

井上：お年寄りはスマートフォンを持っ

4 harmoアプリから患者様が
記録した副作用情報を
共有できます
副 作 用など、薬の服 用で気になる
症状があれば、harmo アプリから患
者様ご自身で記録できます。その情
報は薬局側の薬剤師に共有されます。

濱中先生（左） 六車先生（右）

5 harmoタブレットを介して、
患者様の調剤履歴が
素早く確認できます
患者様のお手元に残っているお薬
の可能性や、新しく処方されたお薬
などがひと目で分かるので、服薬管
理・指導が行いやすくなります。

