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●患者から頼られるかかりつけ薬剤師の条件

【岸田】かかりつけ薬剤師の制度が4月から始まりまし
た。どの薬局も対応に苦労しているようですが，病院薬
剤師に影響はないのですか。
【川添】報酬や算定要件上の絡みはありませんが，南国病
院では患者入院時から退院後を見据えた対応をしてい
て，その一環として病棟薬剤師が患者・家族にかかりつ
け薬剤師制度について説明するとともに，かかりつけ薬
剤師を選ぶお手伝いをしています。選ばれた薬局・薬剤
師には患者さんの了解を得たうえで，「いついつ退院す
る予定で，そちらにはいつ頃伺います」と電話で伝え，
患者の入院中の経過を記した用紙も渡しています。他に

もお薬手帳を複数持っている患者がいれば1つにまとめ
るよう助言しています。
　これは私の薬局薬剤師としての経験を踏まえたもの
で，いろいろな情報をもっている病院薬剤師こそ多方面
から薬局薬剤師を支援すべきだと思うのです。そうする
ことで患者さんの情報が病院と地域の間を途切れずに渡
りますから。
【岸田】それは素晴らしい取り組みですね。ぜひそういう
ことを他の病院薬剤師さんもしていただけるとありがた
いと思います。
【川添】大きな病院の薬剤師でも同じような取り組みを始
めている先生はいます。退院後や外来も重要なフィール
ドなので，病院薬剤師が責任をもって入院患者さんの情
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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）＊1

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。今回は後編
をお届けします。

かかりつけ薬剤師にとって
必要な臨床判断とは？（後編）

『月刊薬事』『調剤と情報』合同座談会

＊1　�臨床判断や臨床推論（薬学臨床推論）とは，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
指します。この記事では薬学臨床推論を略して薬学推論と表記しています。
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報を地域につないでいくことが大切だと思います。
【岸田】薬局で勤務される持田先生はいかがですか。患者
から頼られるかかりつけ薬剤師になるにはどんな力が必
要でしょうか。
【持田】地域に密着した仕事をすることがまず一つだと思
います。また，調剤や服薬指導は当然のこととして，健
康相談，OTC販売，さらに患者さんの症状や訴えを的
確に判断しセルフケアをサポートすることは今後の薬剤
師に欠かせない役割だと思います。
　そのなかで薬学推論というのは薬剤師にとって新しい
分野になりますが，これを一握りの薬剤師だけが学んで
優秀になっても地域医療の底上げにはつながりません。

そこで私たちは中区薬剤師会として研修をしています
が，薬剤師全体では症候学講座のような研修を行ってい
る地域はまだ少ないわけです。教えられる人が限られる
ということが背景にあると思うのですが，本来はもっと
早い段階，例えば大学で教育していくことが重要ではな
いでしょうか。
【徳田】薬学部も6年制になりましたから，やはり臨床推
論のような新しい分野，これからの薬剤師に求められる
知識を早期に教えていくことがよいと思います。一番良
いのは国家試験に出題されることで，そうするとみんな
必死に勉強しますね（笑）。
【川添】私も地域に根ざして住民に対する責任感をもつこ
とはかかりつけ薬剤師の必須条件だと思います。そのう
えで私が考えているのが4つのマネジメントです（表1）。
　時間のマネジメントは先生の本でも紹介されている
OPQRSTのO（Onset：その症状がいつから始まったか）
にも通じるところですが，地域に根ざして何年もその患
者さんに関わっていれば，痛みや風邪などの症状だけで
なく，急に表情がなくなった，元気がないなどの変化に
も「これまでそんなことなかったのに」とすぐに気づけ
ます。
　環境のマネジメントは，地域に住む患者さんのことに
加えて地域の社会的リソースを把握しているということ
です。各医療機関の機能や介護施設の状況などですね。
患者さんが置かれている環境によっても服薬支援のあり
方は変わってくるはずです。
　薬のマネジメントは，岸田先生も最初の薬学推論の目
的で触れていたように効果と副作用をしっかりチェック
するということです。その効果や副作用に関係してくる
のが患者さんの体調になると思います。
　こんな感じで時間経過，環境，薬，体調をトータルで
マネジメントできる薬剤師になって，しかも愛想も良け
れば（笑），患者さんは絶対その薬剤師をかかりつけに選
びますよね。
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表1　�かかりつけ薬剤師に必要な4つのマネジメント

1．時間のマネジメント
2．環境のマネジメント
3．薬のマネジメント
4．体調のマネジメント
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【岸田】それはもう主治医以上ですよね。
【川添】主治医を超えることはなかなかできませんが，主
治医と患者さんとの間のつなぎ役として貢献できると思
います。薬剤師には「自分が，自分が」という人はあま
りいなくて，むしろ患者さんをうまく医師につなげたと
きに喜びを感じたりしますね。
【持田】確かにそうですね（笑）。

●深夜の電話対応に薬学推論を活かす

【岸田】かかりつけ薬剤師で注目を集めていることの一つ
に24時間対応がありますよね＊2。このときは患者さん
からの訴えに対して電話越しでの薬学推論が必要になっ
てきます。これについてはいかがですか。
【川添】深夜・休日の電話対応自体はこれまでも多くの薬
局がやっていますが，今回の調剤報酬改定で算定要件に
組み込まれたので，これまでやってこなかった薬局・薬
剤師も対応を迫られると思います。私も薬局時代には7
店舗を経営していて，夜間・休日の電話を一人で受けて
いました。だいたい1年で600件ほどかかってきました
ね。どうしても夜間は患者さんの不安感や焦燥感が強く
なってしまうので，症状を少し大げさに話される方もい
ます。それを鵜呑みにしないできちんと話を聞くよう心
がけていました。
【徳田】どういう電話がかかってくるのですか。
【川添】私の薬局では向精神薬を飲んでいる方や小児のお
母さんからが多かったですね。
【岸田】小児だと「子供の熱が下がらないが，解熱剤をさ
らに飲んでもよいか」みたいな質問ですよね。ただこれ
だと熱しか情報がないので，いいも悪いもないという
か，薬剤師さんにとって電話対応はかなりアドバンスト
だと思うのですが。
【徳田】お話を聞くと，本来診療所がやるべきことを薬局
に任されている気がします（笑）。電話を受けると報酬が
つくという形ですか。
【川添】いえ，電話対応自体に報酬はつきません。
【徳田】夜中3時に起こされてもですか。それはすごい！

【持田】薬局で24時間対応していることが一般の方々に広
まればどんどん電話がかかってくるかもしれませんね。
どうも一般の生活者は直接医師に電話するよりもまずは
薬剤師に相談するほうが気楽だという声も聞きますから。
【岸田】それはいいことだと思いますよ。医師も助かりま
すし。もちろん薬剤師さんには大変ですが，結果的に病
院のコンビニ受診が減るのではないかと思います。
【徳田】電話を受ける際，薬剤師さんは岸田先生の本をか
たわらに置いて対応されると，患者さんから聞かなけれ
ばならない情報がわかると思います。24時間対応とい
うのは非常に画期的で，薬剤師さんにここまで対応して
いただけるのは医師として非常に有難いです。
【岸田】本を使っていただく際は，やはりレッドフラッグ
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＊2　�かかりつけ薬剤師指導料の算定要件より抜粋「患者から24時間相談に応じる体制をとり，開局時間外の連絡先を伝えるとともに，勤務表を作成して
患者に渡すこと。」
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サインがなかった場合でも「大丈夫です」という言い方
は避けていただいたほうがよいと思います。

●災害医療での薬剤師によるトリアージ

【岸田】ここでちょっと話題を変えて，つい先日も熊本で
震災が起きましたが，私は薬学推論を駆使することで，
薬剤師さんが震災支援により関われるのではないかと思
うのです。目の前の患者さんがOTCで対処できる状態
なのか医師が診るべき状態なのかの判断，つまりトリ
アージを薬剤師さんがするということですね。
【川添】私は阪神大震災の経験者でもあり，東日本大震災
では福島に医療支援に入りました。岸田先生が言われた
トリアージをする機会はなかったのですが，支援物資と
してOTCが山積みの状態で，避難所のなかには「ご自
由にお取りください」というところもあったと聞きまし
た。それで私たちが始めたのはアレルギー歴と副作用歴
を聴取することで，その結果をお薬手帳に記載しました。

医療安全の面からみると，何の薬が必要かという視点と
ともに，何を出してはいけないのかという視点をもつこ
とが必要だと思います。
【徳田】災害医療の急性期は外傷への対応が中心になりま
すが，その後は患者さんがもともと抱えている内科的な
慢性疾患が問題になると思います。主治医がいないなか
で心不全に対してACE阻害薬やCOPDに対して吸入薬
が処方されることもあると思いますが，そこに薬剤師さ
んが臨床推論を活かして患者の病態や症状をみながら関
われると大きな役割を発揮できるのではないでしょうか。
【岸田】そうですね。薬学推論を駆使すればOTCのトリ
アージだけでなく，落ち着いた状態の患者さんをアセス
メントしたり急性増悪したりしたときの対応も薬剤師が
行えるはずです。米国では生活習慣病の治療管理を薬剤
師が主体的に行って成果をあげた事例もあります（アッ
シュビルプロジェクト）。まぁ，日本ではまだそういう
ことに否定的な医師もいるかもしれませんが。
【徳田】しかしナースプラクティショナーもそうですが，
そういう流れはこれからどんどん進みますよ。川添先生
が言われていた薬の名前を隠す仕事が20年前で，いま
では薬剤師も患者中心に仕事をすることが当たり前に
なっています。患者さんのケアをチームでするようにな
れば薬剤師の役割も自ずと変化していくでしょう。私の
回りでも，一人でfever workup（血液培養，尿培養，
尿検査，胸部X線写真など，感染症を疑った際に行うべ
き検査）をしたうえでグラム染色や抗菌薬の選択までし
てしまうすごい薬剤師がいます。研修医がいないとか専
門医がいないような施設では薬剤師さんが感染症治療に
かなり入り込んでいるケースは少なくないと思います。
【川添】それに関連した話として，災害支援のときに最も
ニーズが高かったのはアセトアミノフェンでした。痛み
止めや解熱用ですね。そのとき医師に伝えたのは「患者
の体重10kgあたり100mgでいきましょう」ということ
で，あとは医師がアセトアミノフェンの処方を指示すれ
ば投与量は私が決める役割分担をしていました。途中か
らは医療用のアセトアミノフェンがなくなったので
OTCに切り替えたのですが，やはり体重にあわせて2
錠飲んでくださいとか3錠ですなどと伝えたうえで結果
を医師に報告していました。もちろん医師はすべてOK
です。だからチームとしての共通認識があれば災害医療

『月刊薬事』『調剤と情報』合同座談会
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でも薬剤師の力をもっと発揮できるかもしれませんね。

●判断に迷ったら安全なほうを選択する

【岸田】薬学推論の必要性について話してきましたが，注
意すべき点もあるように思います。レッドフラッグサイ
ンがなくても「絶対大丈夫」，「心配ない」と患者さんに
安易に言わないこともその一つですが，徳田先生からア
ドバイスはありますか。
【徳田】疾患のなかには脳梗塞のような一分一秒を争う場
合もあることを頭に入れておくのがまず一つ。可能であ
れば薬局でもバイタルサインを測れるとよいのですが。
ただしバイタルサインに異常がなくても危険な訴えはあ
るので注意が必要です。例えば胸痛がそうです。
【岸田】そうですね。実は私も本書には胸痛の章を設けま
せんでした。読者の方からも「胸痛が入っていない」と
言われて，知りたいというニーズはわかるのですが，胸
痛を訴えた患者さんに対して薬剤師さんが判断するのは
危険ではないかなと。医療安全の面からすると全例，受
診勧奨でも悪くないと思っています。
【徳田】さらに，判断に迷ったら安全なほうを選択し受診
勧奨するという姿勢も大切です。結果的に患者さんが異
常なしであればそれでよいのです。私は看護師に臨床推
論を教えることもあるのですが，症状というのは後で変
化するので，「症状が悪くなったらいつでも来てくださ
い」という一言を添えるように指導しています。
【岸田】薬局でも「24時間対応をしているので何かあっ
たら電話をください」と伝えておけば患者さんも安心す
るでしょうし，実際に症状が悪化した場合も患者さんと
の間でトラブルになることはないように思います。
【川添】そのあたりの慎重さは副作用の説明に似ているか
もしれませんね。患者さんに副作用の説明をまったくし
ないのは薬剤師として問題ですが，強く言い過ぎてしま
うと患者さんが怖がって服薬アドヒアランスを低下させ
るおそれもあるので，どのように伝えるべきか薬剤師の
悩みどころです。
【持田】「そんな怖い薬なら飲みません」と言われること
はありますね。
【徳田】そういう意味では，薬剤師さんにお願いしたいの
は患者さんの心理面に配慮したアドバイスや説明です。

医学生や研修医は医療面接といって，患者さんの受診動
機や解釈モデルなどを学びますが，チーム医療を進めて
いくために職種を問わず全員が医療面接を学ぶべきだと
思っています。実は患者さんも医療者に求めているのは
細かい病気や薬の知識ではなく，親身に話を聞いてくれ
ることだったりします。人は自分の悩みをきちんと聞い
てくれる人を信頼するところがありますね。

●薬剤師が賢い患者を育てる

【持田】なるほど。そうすると「頼られるかかりつけ薬剤
師とは何か」の答えには，共感をもって患者さんの話を
聞くことも追加したほうがよいですね。私は最近，患者
さんから「風邪なのに医師が抗生物質を出してくれない」
という不満をよく聞くのですが，患者教育というか，風
邪には抗生物質が効かないことを薬剤師から丁寧に説明

徳田 安春
地域医療機能推進機構（JCHO）本部総合診療顧問
1988年琉球大学医学部卒業。沖縄県立中部病院，聖
路加国際病院，筑波大附属病院水戸地域医療教育セン
ター教授などを経て，2014年より地域医療機能推進
機構研修センター長（現在，本部顧問）。
日本内科学会指導医・総合内科専門医，日本プライマ
リケア連合学会理事・指導医・認定医。
過剰医療適正化の国際的キャンペーン「Choosing 
Wisely」の活動を推進している。近著に『症候別“見
逃してはならない疾患”の除外ポイント』（医学書院，
2016年）
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していくことも大切だと感じています。岸田先生もおっ
しゃっているように，日本の医療は病院や薬へのアクセ
スがあまりに良すぎて患者さんもそれに慣れてしまって
いるように思います。薬は必要なときにしか使わなくて
よいというメッセージを薬剤師から発信すると，患者さ
んの誤解や不満の解消につながるのではと思います。
【岸田】いまは何でも医師がやらなければならないという
風潮があって，患者さんもそれを求めるのですが，患者
教育を薬剤師さんが担ってくれると日本の医療はガラッ
と変わっていくと思うのです。風邪に抗菌薬は不要とい
うのもそうですし，セルフケアでよいかどうかの判断を
薬剤師がサポートするということも。徳田先生は『総合
診療医ドクター G』（一般のゲストや研修医とともに病
名を推理していくNHKの医療系エンターテインメント
番組）に出演されていますが，体の不調があったときに
その原因が何かを探っていくという推論は一般の方も関
心がありますね。その考え方を薬剤師さんが患者さんに
教えられるようになってほしいと思います。
【徳田】ドクター Gに薬剤師さんが出演しても面白いか
もしれませんね（笑）。今日の話を通じて思ったのは，か
かりつけ薬剤師という仕組みは医療の大きな転換点にな
りうるということです。患者との一対一の関係や24時
間対応など，薬剤師が飛躍するための大きな可能性を秘
めていますし，薬剤師が変わっていけば医師や看護師も
変わっていくはずです。薬剤師さんに優秀な方が多いこ
とはいろいろな勉強会で実感しているので，地域の病
院・診療所や総合診療医などと連携しながらどんどん臨
床推論を勉強していただいて一人でも多くの患者さんを
助けていただきたいと思います。

●なりたい薬剤師になることを忘れずに

【岸田】厚生労働省が発表した『患者のための薬局ビジョ
ン』では健康サポート薬局が打ち出されていますよね。
日常の健康相談，OTCの正しい選び方・使い方，症状
を訴えたときのレッドフラッグサインの確認まで，患者
のセルフケアを街の薬局がサポートしていくのがかかり
つけ薬剤師の姿なのだろうと思います。
【川添】今回の調剤報酬改定の中身を読むと非常に高い
ハードルのようで，「本当にここまでできるんだろうか」

とプレッシャーを感じる薬剤師も多いと思うのです。そ
れこそプライベートの時間なんて取れないんじゃないか
と。でも徳田先生のお話にもあったように，チャンスと
捉えていくことが大事ではないでしょうか。医師，行
政，そして患者さんから「薬剤師へのニーズはある！」
とはっきり言われているわけですから。一度にすべてが
できなくても，できることから始めていけばよいと思い
ます。
　薬局薬剤師は決して「自分だけでやらなくては」と思
い込む必要はなくて，病院薬剤師，医師，看護師とうま
く連携することで助けられる部分が必ずあるはずです。
これは病院薬剤師に伝えたいのですが，自分たちが薬局
薬剤師を支える立場にあることを意識して手を差し伸べ
ること，情報をつないでいくことが必要だと思います。
病院薬剤師も頑張ろうと言いたいですね。
【持田】必要な知識があれば学んでいく，今日はこれを改
めて確認させていただきました。薬局店頭，電話対応，
在宅と，どのシチュエーションをとっても患者さんの体
調を把握する必要性に迫られますが，そのときに通り一
遍のことを聞いて終わり，というのではかかりつけ薬剤
師としての責任を果たせないと思います。薬学推論はほ
とんどの薬剤師がこれから学び始める分野ですが，身に
つけると自信をもって患者さんの症状や病歴を聞くこと
ができるようになります。この学びが全国の薬局，ある
いは大学教育に根づくことを期待しています。
【岸田】われわれの最終的なゴールは日本の医療を良くす
ることですが，そのカギを握っているのが薬剤師だと思
います。薬剤師の方に一つお願いしたいのは，「どうい
う薬剤師になりたいのか」という軸からぶれないでいた
だきたいということです。最近では薬学生に講義するこ
ともあるのですが，6年制になったからか「患者さんに
寄り添って話を聞きたい」，「患者さんと接する仕事がし
たい」と話す学生が非常に多いのです。そういう学生が
いざ薬局に立ったら調剤だけだったというのではがっか
りすると思います。どうか現場の方々には，若い人たち
の真剣な思いをつぶすことのないよう，自らが患者さん
の話をよく聞き，それに応じたサポートができるように
なっていただければと思います。薬学推論はそのために
あります。
　今日はどうもありがとうございました。

『月刊薬事』『調剤と情報』合同座談会


