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Summary：I considered the challenges and prospects of managing a regional formulary system in Joetsu City, Niigata 
Prefecture, where I live. Although Joetsu City has the third largest population in Niigata Prefecture, it covers a vast area 
about the same size as Tokyo Prefecture. The town’s population is declining while aging is also rapidly progressing.
I wanted to first gain experience with the use of a formulary to develop a successful example. I decided to investigate 
an injectable 5-HT3 receptor antagonist antiemetic drug. In case of an injection drug, discussions between hospitals 
are possible, and the fewer parties involved in the discussions, the easier to achieve one’s goal. Next, I considered to 
strengthen regional ties by developing a regional formulary. I wanted to make use of the newly established medical 
service fee additions for infectious diseases. Not only doctors are specialized in infectious diseases, but also pharmacists 
and nurses, and I believed that a multi-disciplinary approach would be the key to success. In view of the revision of the 
medical service fee, a decision can be made on a treatment policy that adheres to the guideline for infectious diseases.
If the indicated and recommended drugs are decided, I trust people will learn that there is a formulary and realize that a 
regional formulary has been established. Along this flow, I believe that we can manage a regional formulary, even in the 
Joetsu area where human resources are limited.
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要旨：筆者が住む新潟県上越市で地域フォーミュラリに取り組むことの課題と展望について考えた．上越市は新潟県
で 3番目の人口だが，上越地域になると東京都と同じ面積のため広域になる．筆者の住む町は人口減少や高齢化が進
んでいる地域である．
まず，フォーミュラリを経験し成功例を作りたいと考えた．検討薬は，5-HT3受容体拮抗型制吐剤の注射薬とした．
注射薬であれば病院間で協議でき，協議相手が少ないほど成功しやすいと考えた．次に，地域連携を強化して地域
フォーミュラリに取り組むことを検討した．新設された感染症の診療報酬加算を利用できると考えた．感染症の専門
家は医師だけではなく，薬剤師や看護師にもおり，多職種で取り組むことが成功のカギだと思う．診療報酬改定をきっ
かけに感染症についてガイドラインを遵守した治療方針が決まる．
さらに，治療薬の選定と共に推奨薬が決まれば，フォーミュラリになっていることを知ってもらいたいし，いつの間
にか地域フォーミュラリができていることに気付いてほしい．この流れであれば人材が限られた上越地域でも地域
フォーミュラリに取り組めると考えた．
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背　　景

新潟県内では地域フォーミュラリが進んでいませ
ん．その中で，筆者が勤務する新潟県上越市で地域
フォーミュラリを進めるにあたって，その方法や課
題について検討したので報告します．

新潟県上越市は，人口 18万 4千人で新潟県では
3番目の都市です．新潟県では上越市と隣接する糸
魚川市（3万 9千人），妙高市（2万 9千人）を合わ
せた地域を上越地域と呼んでいます．この上越地域
の人口は 25万 3千人（令和 4年 6月）ではあるも
のの，面積は東京都とほぼ同じ 2,165km2という環
境です（Fig. 1）．
現在，上越市の医療体制としては，県立病院を基
幹病院として計 9施設あります．このうち主な診療
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