
診療所における薬剤師の業務と期待される専門性
　厚生労働省の「平成26年(2014) 医師・歯科医師・薬剤師調査」によると、薬剤師の勤務施設の構成比は薬局56%、病院17％、
診療所2％となっている。医療法では、例外規定はあるものの専属薬剤師の配置が義務付けられているのは、医師が常時3人以上
勤務する診療所に限られているため、診療所に勤務する薬剤師は全国に6千人弱と少なく、その業務内容も広く知られているとは
言い難い。おあしす内科リウマチ科クリニック（茨城県日立市）は、チーム医療による患者さんのトータルサポートを基本方針に掲
げ、開業時より薬剤師を配置し、専門性を生かしてリウマチ性疾患における積極的治療や患者さんの継続的支援を行っている。
診療所の薬剤師における診療への関与と医療の質向上への貢献について取材した。

医療法人修礼会 おあしす内科リウマチ科クリニック

最適な治療の提供のためには
薬剤師が不可欠
　おあしす内科リウマチ科クリニック
は、2012年4月に一般内科、リウマチ科
の診療所として開業した。患者数は1日
平均約65人、うち関節リウマチ（RA）
や全身性エリテマトーデスなどの膠原
病、痛風などのリウマチ性疾患が約7割
を占める。院長の太田先生は、20年に
およぶリウマチ性疾患の診療経験を有
するスペシャリストであり、RA発症早期
の寛解導入を目標とする積極的治療を
推進している。
　太田先生と常勤薬剤師の宮村先生
は、多賀総合病院勤務時代から10年以
上にわたりチーム医療の実践を通じて
信頼関係を築いてきた。宮村先生は病
院薬剤師として幅広いスキルを身に付
けた後、更なるステップアップを目指し
て同クリニックに転じた。病院勤務の経
験を生かしながら、2014年にはこの年
から始まった日本リウマチ財団の「リウ
マチ財団登録薬剤師」となり、専門性を

一層高めている。
　開業にあたり薬剤師の存在がどうし
ても必要だと考えた理由を、太田先生
は次のように説明する。「まずは、病院
勤務時代から宮村さんを通じて薬剤師
の能力を高く評価していたこと、さら
に、患者さんに十分な診療を行うために
は医師だけでは不十分で、多職種による
チーム医療が不可欠だからです。例えば
薬の説明では、薬剤師や看護師が繰り
返し行うことで患者さんの理解が深ま
り、治療の効果が向上します」
　また、同クリニックは診療所としては
数少ない「外来化学療法加算ⅠＢ」の算
定施設だが、その施設基準として、5年
以上の化学療法の経験を持つ医師、看
護師の他に、化学療法の調剤経験を5
年以上有する常勤薬剤師の配置が定め
られている。RAの治療薬が点滴や自己
注射を含む皮下注射と多様化する中
で、太田先生は医療提供側の事情で患
者さんの治療の選択肢を狭めることが
あってはならないとの信念から、最適な

治療の提供のための設備とスタッフの
充実には最大限の配慮をしている。薬
剤師常駐はその一つの体現と言える。

診療所薬剤師の業務とその特徴
　同クリニックでは注射薬と治験関連
薬剤以外は院外処方のため、薬剤師の
業務内容は注射薬調剤、服薬指導、DI
業務、医薬品管理が中心である。一日の
業務の流れは概ね次の通りとなる。朝
礼後、診療受付開始と同時に外来化学
療法の準備を始める。検査結果から処
方内容が決定した4～5人分の調製を行
った後、点滴中の患者さんに服薬指導
を行う。その合間に、皮下注射の調剤、
注射やワクチンの準備、メトトレキサート
（MTX）や生物学的製剤、ハイリスク
薬などを開始する患者さんや医師から
指示があった患者さんを対象に服薬指
導を実施する。午後も同様だが、医薬品
の在庫管理やDI業務などの他、日によ
っては治験患者さんの服薬指導や薬剤
の払い出しを行う（資料1）。
　宮村先生は現在置かれた環境につい
て、薬剤師にとって理想的だと言う。「カ
ルテや検査値などの情報入手や、診察
室での会話が耳に入ることで患者さん
の状況把握が容易なため、処方薬が判
断できた段階で必要な説明資料を準備
し、処方意図や患者背景に応じた効率
的な服薬指導ができます。逆に、服薬指
導で患者さんから重要な情報が得られ
れば、すぐに医師にフィードバックして治
療に反映できるのでやりがいを感じられ
ます」
　こうした治療中における情報共有に
加えて、より安全な薬物療法を目的に、
全スタッフが治療方針を共有するツール
として、疾患別・薬剤別のクリニカルパ

スを作成している（資料2）。また、同院
では各職種の専門性を尊重する一方
で、相互の業務も積極的に補完し合う。
「看護師が問診中で人手が足りなけれ
ば、薬剤師であっても、診療の補助やカ
ルテを出すなど、他の職種のフォローを
行うよう配慮しています」　

専門性の高いRAの治療戦略と
薬剤師の役割
　近年、ＲＡの治療は生物学的製剤の
登場により大きく進歩し、「寛解」が現
実的な治療目標となった。同クリニック
では、発症早期の寛解導入のために、
正確な病状把握に基づく適正かつ積極
的な治療を行う「目標達成に向けた治療
（Treat to Target）」および疾患活動性
のコントロールを厳重に行う「タイトコン
トロール」を推進するとともに、感染症
や副作用の管理、そのための定期的な
検査などの安全対策も徹底している。さ
らに、生活習慣病の管理も併行して行
うことで患者さんを総合的にサポートす
る。というのも、RAと糖尿病や高血圧
を併発している例も多く、生物学的製剤
でRAは寛解しても、脳卒中や心筋梗塞
で倒れてしまえば意味がないからだ。
「大切なのはやるべきことをきちんとや
ることですが、患者さんの理解と治療に
前向きに取り組む意思がなければ目標
は達成できません。そこで薬剤師による
服薬指導が必要になるのです」と太田
先生は強調する。

　宮村先生は治療の必要性や薬の副
作用について、患者さんの理解度に応じ
て平易かつ明快に説明するとともに、
患者さんが体調の変化を気軽に医療者
に伝えられることが安全対策につなが
ると考えた配慮も忘れない。例えば薬を
手渡す際に、体調や管理方法など困っ
ていることがないか尋ねる他、診察室で
の会話で理解が不十分と思われる点や
重要な点を繰り返し説明することなど、
患者さんとコミュニケーションを通じて
信頼関係を築くことを心掛けている。

診療所における薬剤師業務の
可能性と期待
　薬剤師にとって診療所の魅力は、患
者さんに寄り添い診断から立ち会うこと
で、医師、看護師と共に治療方針の決
定に関与できること、また経過をフォロ
ーしながら患者さんの思いを共有できる
ことにある。したがって、意欲次第で薬
剤師として業務と能力の幅を広げること
ができると宮村先生は話す。「患者さん
の様子がいつもと違えば声を掛け、診
察の前に問診をして、必要と考えられる
検査は薬剤師がオーダーしますし、湿布
薬が余っていると聞けば、薬剤師の判断
で処方を中止することもあります。ただ
し、診察前に薬を勝手に追加・増量す
ることはありません」
　同クリニックではプロトコルの作成ま
ではしていないが、医師と薬剤師の事前
の合意に基づく薬物治療管理がごく自

然に行われている。「ここまでは薬剤師
が行うという明確な線引きに基づいて
診療のサポートをしてくれます。疑義照
会もその根拠と代替案を提示してくれま
すから判断もしやすいですね」と、太田
先生は宮村先生に対し全幅の信頼を置
いている。
　宮村先生は間もなく産休・育休に入る
ため、現在は後任のスタッフへの引き継
ぎや資料作りに力を入れている。「復帰
後も育児との両立は簡単ではないと思
いますが、薬剤師として何を目指したい
のか、明確なキャリアプランを立てなが
ら、人間としても成長していければと思
います」
　最後に、太田先生は薬剤師への期待
を込めて次のように締めくくった。「私
は薬剤師に助けられていることを実感
し、その専門性を高く評価しています。
また、患者さんもその恩恵を感じている
と思います。実際、薬剤師の業務は間
違いなく医療の質向上に貢献している
のですが、これまでは薬剤師自身がそれ
を肌で感じる機会が少なかったかもしれ
ません。しかし、今後薬剤師の活躍の場
は確実に広がっていきますから、自信を
持って新たな業務に挑んでほしいです
ね。そして、診療所は薬剤師が専門性を
発揮し、患者さんに貢献できるフィール
ドとして大きな可能性を秘めていること
を、多くの診療所の医師や薬剤師に知
ってほしいと思います」

～医師との信頼関係を基礎に効果的なチーム医療を実現～
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薬剤師の1日の業務の流れ資料1 クリニカルパス資料2
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●点滴薬調製（4～5人分）
●外来化学療法の服薬指導（生物学的製剤）
　●服薬指導（MTX／ハイリスク薬／医師からの依頼／他）
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●市販後調査の登録や患者情報の管理他
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●外来化学療法の準備

●点滴薬調製（4～5人分。最大7人分）
●外来化学療法の服薬指導（生物学的製剤）
　●服薬指導（MTX／ハイリスク薬／医師からの依頼／他）
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　●治験関連薬剤払い出し・治験患者服薬指導
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●は随時

●診療の補助に入るのは、外来化学療法が始まる前の8:30～9:00、13:45～14:30が多い。
●治験の患者対応は午前中もあり。
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ルテや検査値などの情報入手や、診察
室での会話が耳に入ることで患者さん
の状況把握が容易なため、処方薬が判
断できた段階で必要な説明資料を準備
し、処方意図や患者背景に応じた効率
的な服薬指導ができます。逆に、服薬指
導で患者さんから重要な情報が得られ
れば、すぐに医師にフィードバックして治
療に反映できるのでやりがいを感じられ
ます」
　こうした治療中における情報共有に
加えて、より安全な薬物療法を目的に、
全スタッフが治療方針を共有するツール
として、疾患別・薬剤別のクリニカルパ

スを作成している（資料2）。また、同院
では各職種の専門性を尊重する一方
で、相互の業務も積極的に補完し合う。
「看護師が問診中で人手が足りなけれ
ば、薬剤師であっても、診療の補助やカ
ルテを出すなど、他の職種のフォローを
行うよう配慮しています」　

専門性の高いRAの治療戦略と
薬剤師の役割
　近年、ＲＡの治療は生物学的製剤の
登場により大きく進歩し、「寛解」が現
実的な治療目標となった。同クリニック
では、発症早期の寛解導入のために、
正確な病状把握に基づく適正かつ積極
的な治療を行う「目標達成に向けた治療
（Treat to Target）」および疾患活動性
のコントロールを厳重に行う「タイトコン
トロール」を推進するとともに、感染症
や副作用の管理、そのための定期的な
検査などの安全対策も徹底している。さ
らに、生活習慣病の管理も併行して行
うことで患者さんを総合的にサポートす
る。というのも、RAと糖尿病や高血圧
を併発している例も多く、生物学的製剤
でRAは寛解しても、脳卒中や心筋梗塞
で倒れてしまえば意味がないからだ。
「大切なのはやるべきことをきちんとや
ることですが、患者さんの理解と治療に
前向きに取り組む意思がなければ目標
は達成できません。そこで薬剤師による
服薬指導が必要になるのです」と太田
先生は強調する。

　宮村先生は治療の必要性や薬の副
作用について、患者さんの理解度に応じ
て平易かつ明快に説明するとともに、
患者さんが体調の変化を気軽に医療者
に伝えられることが安全対策につなが
ると考えた配慮も忘れない。例えば薬を
手渡す際に、体調や管理方法など困っ
ていることがないか尋ねる他、診察室で
の会話で理解が不十分と思われる点や
重要な点を繰り返し説明することなど、
患者さんとコミュニケーションを通じて
信頼関係を築くことを心掛けている。

診療所における薬剤師業務の
可能性と期待
　薬剤師にとって診療所の魅力は、患
者さんに寄り添い診断から立ち会うこと
で、医師、看護師と共に治療方針の決
定に関与できること、また経過をフォロ
ーしながら患者さんの思いを共有できる
ことにある。したがって、意欲次第で薬
剤師として業務と能力の幅を広げること
ができると宮村先生は話す。「患者さん
の様子がいつもと違えば声を掛け、診
察の前に問診をして、必要と考えられる
検査は薬剤師がオーダーしますし、湿布
薬が余っていると聞けば、薬剤師の判断
で処方を中止することもあります。ただ
し、診察前に薬を勝手に追加・増量す
ることはありません」
　同クリニックではプロトコルの作成ま
ではしていないが、医師と薬剤師の事前
の合意に基づく薬物治療管理がごく自

然に行われている。「ここまでは薬剤師
が行うという明確な線引きに基づいて
診療のサポートをしてくれます。疑義照
会もその根拠と代替案を提示してくれま
すから判断もしやすいですね」と、太田
先生は宮村先生に対し全幅の信頼を置
いている。
　宮村先生は間もなく産休・育休に入る
ため、現在は後任のスタッフへの引き継
ぎや資料作りに力を入れている。「復帰
後も育児との両立は簡単ではないと思
いますが、薬剤師として何を目指したい
のか、明確なキャリアプランを立てなが
ら、人間としても成長していければと思
います」
　最後に、太田先生は薬剤師への期待
を込めて次のように締めくくった。「私
は薬剤師に助けられていることを実感
し、その専門性を高く評価しています。
また、患者さんもその恩恵を感じている
と思います。実際、薬剤師の業務は間
違いなく医療の質向上に貢献している
のですが、これまでは薬剤師自身がそれ
を肌で感じる機会が少なかったかもしれ
ません。しかし、今後薬剤師の活躍の場
は確実に広がっていきますから、自信を
持って新たな業務に挑んでほしいです
ね。そして、診療所は薬剤師が専門性を
発揮し、患者さんに貢献できるフィール
ドとして大きな可能性を秘めていること
を、多くの診療所の医師や薬剤師に知
ってほしいと思います」

～医師との信頼関係を基礎に効果的なチーム医療を実現～

太田 修二 先生

院長

おお    た      しゅう   じ

宮村 玲子 先生

ＤＩ室長・治験コーディネーター
薬剤師
みや   むら      れい    こ

11 Pharma Scope Vol.24 12Pharma Scope Vol.24

薬剤師の1日の業務の流れ資料1 クリニカルパス資料2

午

　前

午

　後

8:20
8:30

9:00
9:30
10:00

11:00

12:00

13:45
14:00
14:30
15:00

16:00

17:00

18:00
18:15

朝礼
受付開始
検査
診察

診察終了

受付開始
検査・診察

診察終了
勤務終了

●外来化学療法の準備
　●診療の補助など

●点滴薬調製（4～5人分）
●外来化学療法の服薬指導（生物学的製剤）
　●服薬指導（MTX／ハイリスク薬／医師からの依頼／他）
　●注射薬セット、ワクチンセット
　●診療の補助など

●市販後調査の登録や患者情報の管理他
●午後の準備
●外来化学療法の準備

●点滴薬調製（4～5人分。最大7人分）
●外来化学療法の服薬指導（生物学的製剤）
　●服薬指導（MTX／ハイリスク薬／医師からの依頼／他）
　●注射薬セット、ワクチンセット
　●治験関連薬剤払い出し・治験患者服薬指導
　●診療の補助など

●市販後調査の登録や患者情報の管理他
●在庫管理・DI業務・その他

●は随時

●診療の補助に入るのは、外来化学療法が始まる前の8:30～9:00、13:45～14:30が多い。
●治験の患者対応は午前中もあり。

【レミケード（　　回）】
【疾患名 ： 関節リウマチ】

H28.  8.  8
患者ID

性別 ：　男
年齢 ：氏名 ：

担当看護師 ：

適応基準
 ・ 既存治療で効果不十分な関節リウマチ
 ・ 重大な有害事象が出現していない

除外基準
 ・ 重篤な感染症を合併している患者
 ・ レミケードに対し過敏症のある患者
 ・ 有害事象が出現し継続が困難な患者

様

パスウェイ
評価項目

アウトカム

活動・安静度

検　　査

治　　療
処　　置

薬

指　　導

観　　察

薬  剤  指  導

特  記  事  項

バリアンス有無

注：記載時サイン必要

注：記載時サイン必要

有　　　　　無
注1 ： 黒で記載　　注２ ： 該当評価項目

（□医師　○看護師）レ印でチェック

年　　月　　日 終了時アウトカム
○必要な検査を受け
ることができた

○副作用出現時に知
らせることができた

○終了時、指導内容
を本人家族が理解し
ている

○副作用の出現無く治療が受けられる
○冷汗 ・ 悪心 ・ 息切れ ・ 動悸 ・ 掻痒 ・ 発疹の出現時は知らせることができる
□院内フリー
□関節所見
□採血
□検尿
□胸部X-P（2R）

□生食250ml＋レミケード（　　　）mg
　※体重（　　　）kg　　体重1kgあたり（　　　）mg
○開始時刻（　　：　　）
○処方 ： 有　　無　　　　　○薬剤指導
○次回検査オリエンテーション　　　○次回受診
○治療説明の確認

○350ml/h、6mg/kg以上は250ml/h
　（ただし初回～3回までは開始15分間20ml/hのち250ml/hへアップ）

診察前

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

○有

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

○有

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無
有　・　無

体温（℃）
心拍数（/分）
血圧（mmHg）
Sa02（%）
冷汗
悪心
息切れ
動悸
発疹
モニター記録
看護師サイン

： ： ： ： ：

投与前 15分後
（○アップ確認）

投与開始から終了まで
終了時

終了
15分後

○自覚症状に関する問診票

□体重測定
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