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●薬剤師と医師の役割分担が医療を変える

【岸田】今日は薬剤師による臨床判断，薬学臨床推論を
テーマに先生方にお集まりいただきました。『総合診療医
が教える よくある気になるその症状』（以下，本書）は，
薬剤師が薬局や在宅で遭遇しがちな風邪，痛み，胃腸炎
や，患者から聞かれて困るめまい，倦怠感といった症状
にどうアプローチすればよいかを解説したものです。
　本書を執筆した背景ですが，日本では医療費増加が問
題になる一方で，医療機関では相変わらずコンビニ受診や
ポリファーマシー（多剤併用）がみられています。私が外
来で診ているのも必ずしも医療機関の受診が必要ではな
い軽症な患者さんが大半で，「何でも病院という日本の医
療はこのままでよいのか」という意識が常にありました。
　医療経済からしても，何でも医師が診るという現在の
医療から，医師と薬剤師がうまく役割分担し，風邪や片

頭痛などのセルフケアが可能な軽症例は薬局で対応する
仕組みに変えることが重要だと考えています。薬剤師さ
んが臨床判断，薬学臨床推論を学ぶことはこれからの日
本の医療にとても大きな意味があるという思いで本書を
書きました。
　川添先生は薬局と病院ともご経験されているそうで，
自己紹介を兼ねてお話いただけますか。
【川添】高知県で1998年からくろしお薬局を16年間経営
してきました。その前に4年ほど病院薬剤師として働き，
2014年からは再び病院薬剤師として南国病院で勤務し
ています。
　最初の病院薬剤師のときにもどかしかったのが，入院
していた患者さんが退院すると情報が入ってこなくなっ
てしまうことでした。そこで患者さんの地域での生活に
関わりたいという思いで薬局を立ち上げ，特に在宅医療
に力を入れました。在宅医療では医師だけでなく看護
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　4月から始まったかかりつけ薬剤師の制
度。「対物業務から対人業務へ」のキー
ワードに表されるように，目の前の患者に
薬局薬剤師が積極的に関わることが求めら
れています。では，実際に何をどうすれば
よいのでしょうか。
　じほうでは昨年11月，『総合診療医が
教えるよくある気になるその症状──レッ
ドフラッグサインを見逃すな！』を発刊。
かかりつけ薬剤師制度のスタートもあい
まって，多くの読者から好評を博していま
す。そこで，これからのかかりつけ薬剤師
が身につけたい臨床判断（薬学臨床推論）
について，著者の岸田直樹氏ら医師と薬剤
師で議論していただきました。その模様を
2回に分けてお届けします。

かかりつけ薬剤師にとって
必要な臨床判断とは？（前編）
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師，ケアマネジャー，ヘルパーなどとの連携の重要性を
痛感したのですが，病院薬剤師との連携はあまりないと
いうか，入院中の患者情報が病院薬剤師から来ることは
少なく，やはりもどかしさを抱いていました。いまは，
薬局で感じた「こういう情報を地域は求めているんだ」
というニーズを病院薬剤師の立場で実践しようと取り組
んでいます。
【岸田】ありがとうございます。続いて持田先生ですが，
私は2014年度から持田先生が所属する神奈川県の横浜
市中区薬剤師会で研修を担当していて，本書でも解説し
た風邪症状や痛みの診かたを講義しています。その研修
の運営を担当されているのが持田先生ですね。

【持田】はい。これまで医薬分業が進んできたことで薬局
が応需する処方せん枚数も増え続けていて，多くの薬局
は調剤業務が中心になっていますが，岸田先生が言われ
た医療費の問題や厚生労働省が昨年10月に発表した『患
者のための薬局ビジョン』を踏まえると，患者の薬歴管
理や服薬指導はもちろん，体調不良を訴える方への対応
や健康相談などに取り組んでいく必要があると考えてい
ます。具体的には，OTCで対処できそうであれば適切
なOTC選びを，薬局では対処できない状態なら受診す
る診療科を含めて受診勧奨を行うといった「交通整理」
の役割ですね。それがまさに臨床判断，薬学臨床推論に
なると思います。また，今後は患者さんの生活全体のサ
ポートがより重視されるでしょうから，栄養学や運動学
も身につけるべきだと思います。
【岸田】続いて徳田先生ですが，先生は総合診療医のオピ
ニオンリーダーであり，研修医や若手医師，さらに看護
師への教育に力を注がれています。ポリファーマシーの
問題にも早くから取り組んでこられました。
【徳田】最近ポリファーマシーが注目されていることもあ
り，薬剤師さんの勉強会に参加する機会もあるのです
が，皆さん非常に熱心で意欲をもっていますね。私が以
前勤務していた茨城県でも感染症の薬剤師の勉強会があ
り，県内から人が集まります。沖縄県でも薬剤師だけの
フィジカルアセスメントの勉強会が立ち上がっていて驚
きました。これは岸田先生の本が好評であることとも重
なりますが，臨床推論にしても感染症にしても，あるい
はフィジカルアセスメントにしても「学びたい」という
ニーズが大きいからだと思うのです。薬剤師は病棟や薬
局で，患者さんのファーストタッチにしばしば遭遇しま
すから，そのときに医療者としての役割を果たしたいと
いう思いがあるのではないでしょうか。
　ポリファーマシーについては，一番の責任は処方する
医師ですが，薬剤師さんの力を借りてこの問題に取り組
みたいと考えています。薬剤師はこれまで調剤が中心
だったと思いますが，幅広い薬の知識をもっています。
その薬剤師に医師はほとんどコンサルトしてこなかった
のです。いまも多くの医師はMRから情報を得ています
が，MRとは違うニュートラルな情報を伝えられるプロ
の力量を発揮していただきたいと思います。

座談会
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中。主な著書に「誰も教えてくれなかった『風邪』の
診かた 重篤な疾患を見極める！」（医学書院，2012
年），「感染症非専門医・薬剤師のための感染症コンサ
ルテーション」（じほう，2014年）

K
is

hi
da

 N
ao

ki



かかりつけ薬剤師にとって必要な臨床判断とは？（前編）

　2016.7（Vol.58 No.9）── 117 （2149）

●共通の目線で患者をみる・副作用を疑う

【岸田】薬剤師にとっての臨床推論（薬学臨床推論），あ
るいは臨床判断を議論する前に，言葉について少し説明
します。臨床推論とは診断するためだけの概念ではな
く，その際は「診断推論」という別の言葉になります。
臨床推論とはもっと広く捉えられるもので，薬剤師を含
む医療者が患者さんから的確に情報を収集して各職種な
りにアセスメントする一連の思考を指すものだと思いま
す。薬学臨床推論と臨床判断，どちらがどう違うという
ことはないのですが，ここでは薬学臨床推論（以下，薬
学推論）と呼ぶことにしましょう。
【川添】20年ほど前に病院薬剤師をしていた頃はこうい
う知識はまったく教えられませんでした。処方せんどお
りに調剤することが薬剤師の務めで，もっと言うと，患
者さんによっては薬の名前すら伝えてはいけないという
時代でもありました。だから薬剤名が書かれている
PTPシートの先端を折って患者さんに渡すのです。
　そういうなかであるとき，医師に処方提案したことが
あったのですが，どうにもうまくいきませんでした。私
は薬剤師としての目線で説明したのですが，医師との間
に共通言語がないため会話がかみ合わないというか，

「こちらは経過観察のなかで判断しているのだから，そ
んな通り一遍のことを言われてもね」という返事が返っ
てきたのを覚えています。
　その後の薬局での在宅医療がターニングポイントに
なったのですが，医師と膝を突き合わせて話す時間があっ
たので，「なぜこのときにこの薬なんですか？」，「どうし
てそういう判断になるんですか？」と聞くと，「これこ
れ，こうだから」と理由を教えてくれるのです。それか
らは医師に教えてもらった教科書や文献を頼りに学んで
いく時期が続きましたね。
【岸田】共通言語というのは大事なキーワードですね。私も
以前から，薬学推論の目的を5つあげていますが（表1），5
番目はまさに共通言語に関することです。チーム医療の一
員として，他の医療者と同じような思考過程でディスカッ
ションしたりコミュニケーションしたりするには共通言語
が必要で，それが薬学推論の一つの機能だと思います。
【川添】そうですね。南国病院ではポリファーマシーの問
題にも取り組んでいるのですが，薬剤師からの提案が

「多いから減らしましょう」だけでは医師は納得しない
はずです。なぜ減らすべきなのか，どのようにすれば安
全に減らせるのかを一緒に考えていく姿勢があってはじ
めて医師も聞く耳をもちます。
　岸田先生があげられた5つの目的の3番目「副作用」で
すが，当院の精神科では抗精神病薬の併用が特に顕著で，
医師にも説明しているのですが減薬・減量による悪性症候
群の出現を懸念されるためなかなか改善できませんでした。
そこでSCAP法（Safety Correction for Antipsychotics 

表1　薬剤師の臨床推論（薬学臨床推論）の目的

1．患者の状態を把握し的確な処方提案ができる
2． 薬の効果に関わる情報を収集し，医師・看護師とディス

カッションができる
3．薬の副作用を，他の類似する病態も含めて判断できる
4．緊急性の高い病態を病歴やバイタルサインから判断できる
5．医師・看護師に患者情報を的確に伝えることができる

川添 哲嗣 
南国病院薬剤部長／前 くろしお薬局
1990年神戸学院大学卒業。ニチバン株式会社営業，
服部病院，農協総合病院，くろしお薬局グループを経
て2014年4月より現職。
日本緩和医療薬学会，日本老年薬学会，日本認知症ケ
ア学会，全国薬剤師・在宅療養支援連絡会（J-HOP）
などに所属。
病院内で，外来や病棟での活動を大切にしつつ，地域
のなかで多くの医療介護職と連携しながら患者さんを
支え働く日々となっている。休みの日は在宅医療を中
心として全国で講演を行っている。
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Poly-pharmacy and hi-dose）による減薬処方のプロト
コールをつくり，それに基づいて薬剤師が減薬を提案し
ています。これまでのところ安全に減薬できていますが，
急な減薬による悪性症候群には注意しなければならない
ので，医師・薬剤師・看護師が共通で使える悪性症候群
のモニタリングシートを作成し，疑わしい症状があれば
すぐに連絡を取り合うようにしています。医師にすべて
の責任を押し付けるのではなく，ポリファーマシーには
チームで対処することが大切だと思います。
【岸田】薬剤師も副作用をチェックする一人という安心感の
なかで薬を減らしていくという感じですね。副作用につい
てはやはり薬剤師が中心となって関わることが大切だと思
いますが，副作用を正確に判断するための神業は存在し
なくて，医師でも原則，除外診断（診察や検査により他の
病態の可能性を除外したうえで最終的にその疾患である

と診断すること）になります。副作用かの判断は，薬剤師
だからできるということでもなく，医師と薬剤師がディス
カッションしていくことがとても大切だと感じています。

●薬局でポリファーマシーに取り組むには？

【岸田】ポリファーマシーの話題が出たので徳田先生にお
聞きしたいのですが，病院薬剤師なら医師と直接話して
薬を減らすことができます。薬局薬剤師はどう取り組ん
だらよいでしょうか。
【徳田】まずは医師と話すための共通言語，それから患者
さんの情報が土台にあるべきですが，いまの処方せんに
はほとんど薬の名前しか載っていないので，そういう不
利な状況で何をどこまでできるかというのは難しい問題
ですね。やはり医師とディスカッションできるだけの情
報を手に入れることが必要だと思います。今回の診療報
酬改定では「薬剤総合評価調整管理料」＊1が新設されま
したよね。これをきっかけに地域の病院・診療所に薬局
からアプローチすることはできないでしょうか。週1回，
曜日と時間を決めて医師と薬剤師が話し合う場をつくる
のです。病院側の報酬になるのですから，場所も医師に
提供してもらえばよいでしょう。
【岸田】ポリファーマシーだから一概に「悪い」と決めつ
けるのは問題で，患者の病態を正しく評価したうえでの
適切なポリファーマシーも存在します。そこを見ずに機
械的に「ポリファーマシーは駄目」と言われることを医
師は非常に嫌うでしょうから，やはり個々の患者情報の
収集は欠かせませんね。その情報をどう解釈するかとい
うときに薬学推論が役立つはずです。また，患者さんが
何気なく言った症状をよくよく聞いてみたら薬の副作用
だったということもあるので，薬剤師さんにとってはそ
れが薬を減らす一番のチャンスではと思います。

●病歴聴取ができると 
多くの情報を引き出せる！

【持田】薬剤師はいまも，薬局などで風邪をひいたと訴え

座談会

＊1　�薬剤総合評価調整管理料：6種類以上の内服薬を服用する外来患者において，その処方が2種類以上減少した場合に病院・診療所が算定できる。ま
た，処方内容の調整にあたり別の病院・診療所または保険薬局との間で照会・情報提供を行った場合は「連携管理加算」が上乗せされる。

持田 鉄平
加藤回陽堂薬局
2002年早稲田医療専門学校卒業，2008年北陸大学
薬学部卒業，2008年より現職。
鍼灸師の資格をもつ。横浜市中区薬剤師会理事（学術
担当）。
中区薬剤師会の学術委員として，薬剤師が今後医療界
での適切な交通整理を行えるように，地域医療での薬
剤師の能力の底上げをするために尽力中。
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る患者さんにあまり疑いを抱かずOTCの風邪薬を販売
するような側面があるように思います。さらに「お腹の
調子がいまいち」と言われれば整腸薬，「下痢している」
と言われれば止瀉薬，痛みを訴えられればNSAIDsと
いった具合ですね。もちろんそうではない薬剤師もいる
でしょうが，これでは登録販売者と変わらないというか，
自分自身のあり方を含めて危機感を覚えていました。
　いまは岸田先生の研修や本で学んだおかげで，患者さ
んと話をすると「あ，ここまで多くの情報が引き出せる
のか」と感じる場面が多々あります。これまでより一歩
踏み込んだ病歴聴取ができるようになったことや，レッ
ドフラッグサイン（重篤な疾患を疑う危険な徴候）の有
無を見極めようとする姿勢が身についたと思います。
【岸田】薬局の薬剤師さんが診断名を付ける必要はなく，
病歴や症状からレッドフラッグサインが潜んでいないか
どうかの判断が大事ですね。その確認が適切な受診勧奨
にもつながりますが，明確なルールがあるわけではあり
ません。
【持田】まだ適切な受診勧奨のタイミングをつかめたわけ
ではなく日々勉強といったところですが，患者さんの訴
えをいったん受け止めて，「本当に痛みだけなのか」，
「風邪様症状以外には何もないのか」と自分の頭で薬学
推論できるようになったことは大きいと感じています。
　冒頭で紹介した中区薬剤師会の研修会は2014年度か
ら始まったもので，「症候学講座」と題して岸田先生に
講義をお願いしています。年4〜5回開催し，1年目は風
邪シリーズを，2年目は痛みシリーズ（頭痛，腹痛，腰
痛，関節痛）を学びました。講義に加えて症例検討を取
り入れているのが特徴で，例えば頭痛をテーマに研修会
を開いたら，次回までの間に頭痛を訴える患者に遭遇し
たケースを参加者から集め，次回の研修会でその症例を
もとにスモールグループディスカッションしています。
　参加者が薬局で患者にアプローチするときのツールと
しては，岸田先生の本にある症状ごとのフローチャート
（判断の流れ図）を簡略化して使っています。頭痛であ
れば，初めての頭痛かいつもの頭痛か病歴を聴取したう
えで，一次性頭痛と判断すれば片頭痛か緊張型頭痛とし
てOTCで対応する方向を，逆に二次性頭痛の可能性が
あればレッドフラッグサインが隠れていないかチェック
するとともに受診勧奨する方向を示しています。

　注意点として，患者さんから情報を集めた結果，レッ
ドフラッグサインがなかった場合でも「絶対大丈夫」な
どとは言わないようにしています。「いまのところ危険
なサインはなさそうです」と伝えたうえで，症状がその
後も続くようであれば再度薬局に来ていただくよう説明
しています。
【岸田】ここは私も研修を通じて感じたのですが，薬剤師
さんは患者さんを安心させなければならないという思い
というかプレッシャーがあって，「絶対大丈夫です」と
言いがちだなと。ですが私たち医師も「絶対大丈夫」と
はあまり言わないのです。この点は本書を読まれる方に
も押さえておいていただきたいと思っています。
【持田】今後の課題としては，受診勧奨の基準，つまりど
のような症状や病歴があれば受診を促すかということに
ついては唯一の正解があるわけではないので，その地域
の医療機関と話し合ったうえで基準を決めていきたいと
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地域医療機能推進機構（JCHO）本部総合診療顧問
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考えています。
　研修会には1年間で300名程度が参加し，2年間で延
べ600名程度と，区の薬剤師会としては非常に多くの方
が参加されています。興味深いのはリピート率が80％
を超えていることで，これはアンケート調査での満足度
の高さと重なるものです。

●受診勧奨した患者のその後を知りたい

【徳田】いまのお話は非常に素晴らしいと思いました。実
際のところ，すべての医師がレッドフラッグサインを確
認しているかと聞かれるとかなり怪しい部分があって，
頭痛の人が受診したら即CTといった検査に頼りがちな
医師も少なくありません。特に，現在の研修医制度では
主要な診療科をローテーションすることになっています
が，そうした研修を受けていない世代の医師はサブスペ
シャリティ（各診療科のなかでさらに細分化された専門
分野）の枠内で思考を組み立てているので，その範囲を
超えてしまうとお手上げというか，鑑別診断があまり上
がってこないのです。その研修会ではすでに相当な数の
症例が集まっているのですか。
【持田】数としてはまだ十分ではありませんので，これか
ら集めたいと考えています。ただ，先ほどのフロー
チャートだけだと慣れない方にとっては難しいかもしれ
ないので，風邪については岸田先生の講義をもとに
チェックシートを作っています（図1）。また痛みにつ
いては，岸田先生の本でも詳しく解説されていますが
OPQRSTチェックシートを活用しています。これに
よって誰でも漏れなく病歴を聴取できるようになれば症
例も集まるのではと期待しています。
【川添】風邪のチェックシートは「実践報告シート」と書
かれていますが，これは誰向けの報告になるのですか。
受診勧奨する際に活用したりすることはあるのですか。
【持田】おっしゃるとおりで，「○○科に行かれたときに，
よろしければこの紙を先生に見せてください」と患者さ
んに伝えて渡しています。
【川添】すると情報の切れ目がないというか，薬局で薬剤
師が聞き取った情報が医師に伝わるのですね。それはと
てもいいツールだと思います。
【岸田】このシートは私にとっても有用で，私は薬局に

立ったことがないのでどんな患者さんが薬局に来るのか
わからないのです。そこで，そういう情報をまとめても
らい，みんなで振り返ったりエビデンスとして学術発表
したりするきっかけにしたいと考えています。これまで
集まった症例をみると，病院よりも薬局のほうがジェネ
ラルではないかと思わせるものも結構あります。薬局っ
て面白そうだな，1日立ってみたいなと思いますね。
【徳田】このシートを使って受診勧奨した場合，その患者
の転帰もわかるような仕組みをつくるとよいですね。
【持田】おっしゃるとおりだと思います。しかしまだ薬局
からの一方通行になっています。
【徳田】私は研修医にも言っているのですが，当直などで
レッドフラッグサインがあったりして入院させた場合，
患者がその後どうなったのかをフォローしなさいと。実
は自分が下した診断とは違う疾患だったという場合もあ
るので，そういうフィードバックをすると臨床推論能力
が高まります。
【岸田】重要なご指摘で，私もそうしたいと思っているの
ですが，いまの医療制度というか仕組みのなかでは，薬
局薬剤師が判断した症例が結果的にどうだったのかとい
う情報は戻ってこないのですね。薬局で薬学推論を学ん
でいくうえでそこが悩ましいところです。
【徳田】どうにかして仕組みをつくるのは難しいでしょう
か。例えば4月からかかりつけ薬剤師制度が始まりまし
たよね。これは患者1人に1人の薬剤師がつくというこ
とだと思いますが。
【川添】そうです。
【徳田】かかりつけの関係になった患者さんなら再度薬局
に来るわけですから，そのときに前回病院に行った結果
を聞けるのではないでしょうか。患者さんから教えても
らうという方法があると思います。
【持田】確かにそうですね。そういう関係が患者さんとの間
でつくれると受診勧奨の結果を得やすくなると思います。
【岸田】薬学推論をどうしたら学べるかということは薬剤
師にとって大きな課題で，私もよく聞かれるのですが，
総合診療医との関係をつくるのが一つではないかと思い
ます。各地域や病院で総合診療の先生が勉強会やカン
ファレンスを開いているでしょうから，そこに薬剤師が
参加するのがよいのではと思います。
【徳田】総合診療のマインドをもっている医師なら，薬剤師

座談会
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から「臨床推論の勉強会や症例の振り返りをしたい」と言
われれば喜んで協力すると思います。皆さんオープンマイ
ンドですから，薬剤師の参加を嫌がることはないでしょう。
院内の勉強会にも薬局薬剤師が入っていけば貴重な勉強

の場になるし，face to faceのつながりもつくれるので先
ほど言った患者情報の収集にも役立つと思います。
 【後編・8月号に続きます】

図1　症候学実践報告シート（感冒編）
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