
リウマチチーム医療の推進と薬剤師の役割
　関節リウマチ（RA）の薬物治療は、新規薬剤の登場で治療の成果が上がる一方で、多職種による総合的な患者支援の必要
性が高まっている。天理よろづ相談所病院（奈良県天理市・715床）は、リウマチチームの結成に続き、2016年3月よりリウマチ
登録薬剤師による薬剤師外来を開設。生物学的製剤導入を検討する患者さんを対象に、生活スタイルや治療に対する考え方、
経済面などを聴き取ったうえで適切な製剤を選択し、医師に処方提案している。これにより、患者主体の医療に貢献するととも
に、医師の負担軽減にもつなげている。同院におけるリウマチチーム医療の現状と薬剤師の役割について、総合内科部長の八
田先生を交えてお話を伺った。
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外来診療部門における
患者支援の強化
　天理よろづ相談所病院は、創立時よ
り身体と心と生活に目を向けた「全人
的包括医療」を理念とし、国内初の総
合診療部門(総合内科)を設置したこと
で広く知られる。薬剤部もまた、患者さ
んへの総合的支援を基本方針に、地域
基幹病院の薬剤部としての役割を追求
してきた。薬剤部長の上田先生は、「薬
剤業務全般を担う知識とスキルを備え
つつ、各分野で高い専門性を持つ薬剤
師が結集することで、総合力、組織力の
高い薬剤部を目指しています。チーム医
療における薬剤師へのニーズが高まる
中、院内処方97％、薬剤師60名の体
制で、可能な限り業務の拡充に取り組
んできました」と話す。
　現在、ほぼ全ての病棟で薬剤管理指
導を行うとともに、外来には1日22～
23名の薬剤師を配置し、抗がん剤を含

む外来調剤のほか、吸入指導やがん疼
痛緩和、関節リウマチ（RA）の服薬指
導、外来心臓病教室での集団指導など
に専門性を発揮している。また、入院案
内センターでは検査および手術前の休
止薬スクリーニングのほか、腹部大動
脈瘤ステントグラフト内挿術、内視鏡的
大腸ポリープ切除術などクリニカルパ
ス適応患者を対象に薬剤師が面談を行
い、常用薬や健康食品の服薬・摂取状
況を確認。休薬が必要であれば説明、
指導し、その情報を病棟担当者に引き
継ぐ。外来診療部門を担当する副部長
の奥野先生は、「全ての外来患者への指
導はマンパワー的に難しいため、ハイリ
スク薬および服用方法や手技が治療効
果に影響する薬剤を対象に指導を行って
います」と説明する。
　RA外来診療においては、従来から抗
リウマチ薬の初回指導を外来担当薬剤
師が行っていたが、2016年3月よりリ

ウマチ登録薬剤師による生物学的製剤
（Bio）の導入指導を開始した。担当の雪
矢先生は、総合内科の病棟担当薬剤師
としてRA患者の服薬指導を担う中で
専門性を高め、2015年に資格を取得し
た。「2015年に地域の多職種が集まる
RA勉強会に参加したことをきっかけ
に、月1回、医師、薬剤師、看護師が集
まってカンファレンスを行うようになりま
した。それがRAチームへと発展し、さ
らにはリウマチ登録薬剤師による薬剤
師外来の開設につながりました」

リウマチのチーム医療と
薬剤師の活動
　総合内科部長でリウマチ専門医の八
田先生は、近年、RA治療は目覚ましい
進歩をとげていると話す。「1999年のメ
トトレキサート（MTX）、2003年のBio
の登場により、発症早期からの診断と
専門治療による寛解・治癒が目指せる

ようになりました。一方で、これらの薬
剤は副作用への慎重な対応が必要であ
り、投与方法も複雑です。医師だけでな
く、薬剤師や看護師によるきめ細かな
指導や支援に加え、超音波検査による
早期診断や治療効果判定、リハビリテー
ションによるADLの維持や機能回復な
ど、患者さんを多面的かつ総合的に支
援するためのチーム医療が不可欠にな
っています」
　月１回、開催するRAチームのカンファ
レンスには、総合内科の医師4名、後期
研修医3～ 4名、リウマチ登録薬剤師
2名のほか、リウマチケア看護師、リハ
ビリスタッフ、放射線技師、臨床検査技
師、治験コーディネーターなど総勢20名
程度が参加し、各職種の取り組み状況
や課題を確認し、情報共有と課題解決
を図る。この他、院内勉強会の開催、院
外の研究会への参加や発表によるスキ
ルアップに取り組んでいる（資料1）。
　同院のRA患者数は1,000名を超え
ており、うちBio導入患者は約2割を占
める。「現在、Bio は8 製剤になり、選択
の幅が広がりましたが、その導入には患
者さんの治療への理解と納得が不可欠
です。各製剤の特徴や副作用などにつ
いて、医師が診察時に説明する時間的
余裕はなく、患者さんもすぐには判断で
きませんから、専門的知識を持つ薬剤
師による丁寧な指導が必要です」と、八
田先生は薬剤師の関わりを評価する。
　薬剤師外来は原則予約制で、医師が
薬剤師の指導が必要と判断したBio導
入検討患者が対象だ。2016年3月～
2017年4月までの指導件数は30件（月

平均2件）。内訳は、医師からのBio指
定がない患者における薬剤の選定が
25件、医師が指定したBioの説明が3
件、その他2件で、患者一人当たりの
指導時間は平均40分であった。薬剤
の選定においては、Bioに関する全般
的な説明をしたうえで患者本人の導入
意思を確認、導入を希望すれば、各製
剤の投与方法（点滴、皮下注射、自己注
射）や投与スケジュール、治療費用など
を説明して患者さんの希望に合致した
薬剤を選択し、医師に処方提案する。
一方、経済的な理由やBioに消極的と
いった理由で導入に至らないケースも
あり、その場合は、他の治療方法を検
討する（資料2）。
　指導にあたり、雪矢先生は患者さん
の生活スタイルや治療に対する考え方、
望んでいること、経済面などを丁寧に聴
き取り、希望に沿った薬剤の選択を心
がけているという。「たとえ治療効果が
高くても、経済的負担を考えれば、Bio
導入を安易に勧めることはできません。
高額療養費制度の利用の可能性も含め
て、様々な面で患者さんの負担を軽減
できる治療方法を考えます」

地域連携による総合的患者支援
を推進
　RA治療における今後の取り組みに
ついて、八田先生は、「患者さんの年齢
や職業、社会生活における必要性など
を考慮した過不足のない適切な治療
を、多職種と協力しながら進めていきま
す。また、整形外科などの他診療科や
地域の医療機関との連携強化も今後の

課題です」と展望する。さらに、RA治
療薬の効果は個体差が大きく、患者さ
んによって効く薬が違うという問題点を
挙げ、「その患者さんへの有効性を投与
前に評価することが課題であり、薬剤
師にはその見極めや二次無効、副作用
に関する調査研究に、医師と共に取り
組むことを期待しています」とエールを
送った。
　現在、RA外来における薬剤師の関
与は薬物治療導入時のみであり、「可能
であれば、服薬コンプライアンスの確認
など外来患者の継続的フォローをして
ほしいですね」と八田先生は要望する。
これに対し奥野先生は、「RAに限らず、
薬剤師への要望は高まる一方ですが、
それに応えるためにはマンパワーを含め
た体制整備が必要です。現状では外来
指導業務の多くが診療報酬で評価され
ていません。しかし、患者さんの薬の安
全を守るのは薬剤師の責務であり、こ
れからも実現可能な方法を検討してい
きます」と応じた。　　
　地域包括ケアシステムの構築が進む
中で、上田先生は1病院だけで医療が
完結する時代ではなくなったことを強く
意識している。「患者さんの薬物療法は、
治療や療養の場所が変わってもずっと
継続していきます。薬の情報をスムーズ
に引き継ぐために、地域全体の薬剤師
と連携・協力する環境や仕組みを創り
出していく必要があります。また、その
実現が、薬剤師に対する社会からの信
頼を高めるための重要なステップだと考
えています」
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