
入院から外来・在宅まで、シームレスな薬学的ケアの提供

　近年、病院薬剤師の基幹業務として病棟薬剤業務が質・量ともに充実し、チーム医療における薬剤師の存在感が高まってき
た。その一方で、病院薬剤師の新たな業務展開として注目されているのが薬剤師外来である。がん化学療法などの特定の疾患
や療法を対象とした薬剤師外来が多い中で、上尾中央総合病院（埼玉県上尾市・733床）では幅広い患者さんを対象にした「お
くすり外来」をはじめ様々な外来薬剤師業務を展開し、入院から外来、さらには在宅までシームレスな薬学的ケアの提供を目指
している（資料1）。同院における薬剤師外来の実践とその成果、今後の展望を取材した。
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外来における薬剤師業務の
積極的展開
　埼玉県県央医療圏の基幹病院として
急性期医療を担う上尾中央総合病院。
薬剤部は、保険点数化の前より積極的
に病棟での薬剤師業務を展開し、
2008年からはICUを含む全病棟と手術
室に薬剤師を配置している。薬剤部長
の増田先生は、「薬物療法を受ける全て
の入院患者さんに薬剤師が関わる体制
は確立しましたが、外来では医薬分業の
推進に伴い病院薬剤師の関与は減りま
した。しかし、病院機能が専門化する中
で薬物治療は複雑化し、ハイリスク薬の
使用も増えるため、外来診療の場に薬
剤師が参加する必要性を感じていまし
た」と話す。
　そこで、2010年度からは抗がん剤、オ
ピオイド鎮痛剤、自己注射製剤などを

使用する患者さんを対象に外来指導を
開始。さらに2015年7月の新棟竣工を
機に外来診療スペースに「おくすり外
来」として専用の相談室を設置し、手術
前に休薬が必要な薬剤やサプリメント
の確認を開始し、徐々に対象患者を広
げてきた。2017年2月には入退院患者
サポートセンターに「おくすり相談室」を
開設し、当院受診の有無を問わず地域
の誰もが利用できるよろづ相談窓口と
するとともに、手術前の休薬確認をこち
らに移行、「おくすり外来」は服薬支援
や副作用状況の確認と医師への情報
提供、退院後の継続支援を行う外来に
特化した。
　この他、2016年からは中央処置室で
の注射薬の処方チェックやリスクマネジ
メント、2017年6月からは週1回、消化
器内科を中心とした外来診療ブースで

の診療補助の開始と、次々と業務を拡
大。現在では化学療法室の5名を含め
て、5カ所に薬剤師9名／日を配置する
までになった。この体制を可能にしたの
は、薬剤師40名から70名への大幅な増
員であり、長年に渡って構築した業務内
容および質の向上、経営面への貢献な
どが評価された証といえる。

おくすり外来による継続的支援
の実際
　薬剤部では業務別の組織体制とは別
に、疾患・専門領域別に3つの病棟編成
チームがあり、勉強会なども病棟チーム
単位で実施している。おくすり外来を担
当するのが「がん・緩和ケア」病棟チーム
であり、リーダーの土屋先生は、「がん化
学療法や周術期などに特化した薬剤師
外来が全国的に増えていますが、当院で

は診療科を限定せずに医師や看護師、
患者さんからの依頼を幅広く受け入れて
います。また、退院後の初回外来診療
時には病棟での担当薬剤師が継続指導
を行います」と特徴を説明する。
　おくすり外来は原則予約制で、月曜日
から土曜日までの毎日、検査と診察の
間に30分の枠を設け、薬剤師がアドヒ
アランスや副作用の発現状況を問診し、
電子カルテを介して医師にフィードバック
する。開設当初は、がん化学療法、緩和
ケアの依頼が多かったが、院内で周知さ
れるにつれ様々な診療科からの依頼が
増え、2017年8月の利用件数は、おくす
り相談室と合わせて250件／月にまで
達している。
　最近では患者さんから指名されたり、
診察への同席を依頼されることも増えて
きたと話すのは乳腺外科・婦人科病棟
担当の日野先生だ。「病棟で化学療法を
導入して外来通院となる例が多いので、
継続的な関わりは患者さんの安心感に
つながっていると思います。常に医療者
が近くにいる病棟とは違い、外来では起
こり得る症状への対処方法や生活上の
注意点をしっかり伝えること、個々の生
活状況を考慮した支援の大切さをこの
外来を通して学びました。生活上の不安
や女性ならではの悩みを傾聴することも
多く、そこから信頼関係が育まれること
を実感しています」
　消化器内科外来への薬剤師配置の
きっかけは、医師からのおくすり外来へ
の依頼の多さだったが、実際に診療の
現場に入ってみると、薬剤師ができるこ
と、担うべきことの多さに改めて気付い

たと齋藤先生は話す。「コンプライアン
スの確認をはじめとして、処方チェック、
薬剤性肝障害やＯＴＣ薬などの医師へ
の情報提供、ピロリ菌除菌治療の指導、
Ｃ型肝炎治療薬導入における併用薬確
認や導入指導、内視鏡検査の前の抗血
栓薬の休薬指導など、薬剤師が行うこ
とで医師の負担軽減や診療の効率化に
貢献できていると感じています。病棟で
の業務中にも外来の医師からの問い合
わせが以前よりも増えており、毎日外来
にいてほしいと言われています」　
　増田先生は、消化器内科外来での活
動を足掛かりに、将来的には内視鏡室
や他の診療科への配置も視野に入れて
いる。「入院からの継続指導だけでなく、
外来での診断、治療から病棟へという
流れの中で、薬剤師が継続的に関わる
体制を築きたいと思います」

薬剤師外来の有用性の評価と
地域への展開
　土屋先生らは薬剤師外来のアウトカ
ム指標の一つとしてプレアボイドに着目
し、有用性および経済的効果の評価を
試みた。2017年2～5月における指導件
数は787件で、術前休薬確認が451件、
退院後の継続指導は138件であった。
継続指導ではがん化学療法に関わる指
導が109件で最も多かった。処方提案
の受け入れ率は95％、プレアボイド事例
は102件で、うち重大な副作用回避が4例
あった。副作用が発現および重篤化し
た場合に要する医療費を、PMDA（独立
行政法人医薬品医療機器総合機構）の
副作用被害救済制度や先行研究を参考

に算出したところ、1ヵ月で約327万円
の経済効果が得られた（資料2）。また、
プレアボイド事例の割合は、病棟3.1％
に対し外来は13.0％で有意に多いこと
から、薬剤師の外来介入は安全性の向
上に有効であることが示唆された。
「今後、患者さんの治療の理解度やQOL
の向上、診療の効率化など様々な観点
から薬剤師外来の有用性を検証してい
きます。それが若い薬剤師達のやりが
いにつながっていくと考えています」と土
屋先生は抱負を語る。　
　2017年8月からは在宅での支援も開
始した。現在は緩和ケア外来を受診しな
がら訪問看護を利用する患者さんを対
象に訪問看護師と一緒に訪問している
が、将来的には対象患者を広げていく予
定だ。「特にポリファーマシーは生活環
境が大きく影響するため、入院時や外来
での指導だけでは解消しません。持参薬
チェックでは把握しきれない薬があると
いう現状を薬剤師自身の目で確かめ、
支援の方法を考えることが大切です」と
増田先生は指摘する。
　トップの明確なビジョンと、それを具
現化するスタッフの実践力により院内で
の評価を高めてきた薬剤部の次の目標
は、“病院薬剤部発の病診連携”の実現
である。かかりつけ医との連携体制を築
き、おくすり外来が患者さんへの高度な
薬学的管理を担うことで、地域全体の
薬の安全を守る核となる。「実現は簡単
ではありませんが、高いモチベーション
を持つスタッフと共に新たな道を切り拓
いていきます」

～「おくすり外来」による継続的支援と取り組みの成果～
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入院から外来までシームレスな薬学的ケアの体制資料1 薬剤師外来におけるプレアボイド事例の割合と
医療経済効果

資料2

入院患者

外来患者

在宅患者

地域住民

在宅業務
平成29年
在宅業務開始

平成22年
抗がん剤・麻薬の外来指導開始
平成27年
薬剤師外来開設

外来業務

病棟業務
平成20年
全病棟常駐開始（手術室含む）

引用1） 医療薬学2014; 40(4): 208-214.　2）日本緩和医療薬学雑誌2017; 10: 19-25.
3）Journal of Trauma and Acute Care Surgery2012; 73(6):  1484-1490.
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¥7,020,880 

合計　¥13,097,911 

＃1　
重大な副作用の回避
または重篤化の回避

平成26年度医薬品被害救済制度給付金額
支給決定件数1件あたりの給付金額　
　¥1,755,220円
＃2-4の薬学的介入を薬剤のリスクで分類
①抗がん剤に関する内容： 
\1,755,220×5.21％＝\91,446円

②ハイリスク薬と麻薬に関する内容：
\1,755,220×3.91％＝\68,629円

③その他の薬剤による内容：
\1,755,220×2.6％＝\45,635円

＃2
薬物相互作用回避

＃3
腎機能に応じた投与量推奨

＃4
その他の薬剤処方提案

分類 薬学的介入事例 合計金額推算式

①27件
　×91,446円

　4件
×1,755,220円

②16件
　×68,629円

③55件
　×45,635円

①
¥2,469,042

②
¥1,098,064

③
 ¥2,509,925

1ヵ月あたり3,274,478円の医療経済効果




