
薬剤師外来による外来がん化学療法の安全性向上と患者支援
　近年、外来化学療法における薬剤師の役割が重要性を増している。2014年度に「がん患者指導管理料」として薬剤師の外来
業務が診療報酬でも評価されたこともその一つであり、全国で「薬剤師外来」が広がりつつある。横浜市立大学附属市民総合
医療センター（横浜市・726床）では、従来から、お薬手帳シールや院外処方箋への臨床検査値表示などの取り組みにより、地
域全体でがん患者さんの薬物療法を支援する体制を整えてきた。さらに2017年からは薬剤師外来を開始し、その有用性は医師
からも評価されている。薬薬連携で目指す、地域全体のがん医療の質向上への取り組みを取材した。
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外来化学療法における
患者支援体制の構築
　横浜市立大学附属市民総合医療セ
ンターは、地域医療支援病院として地
域連携を基盤とした高度・専門医療の
提供を使命とし、2014年には地域が
ん診療連携拠点病院に指定された。薬
剤部長の橋本先生は、「以前から地域
薬剤師会との協力の下、保険薬局との
情報共有や研修機会の提供など安全
ながん薬物療法を提供するための環境
整備に力を入れてきた」と話す。2008
年の外来化学療法室開設を機に、点
滴および内服抗がん剤の内容を記した
「お薬手帳シール」を導入し、2015年
にはホームページでレジメン情報や患
者用説明書を公開するとともに、情報
共有シートを用いて薬局薬剤師が聴取
した情報や気になる点を病院にフィー
ドバックする仕組みを構築した。さらに
同年12月には院外処方箋への検査値
情報の記載を開始し、薬薬連携による
患者支援の一層の充実を図った。　

　この間、2014年度の診療報酬改定
で「がん患者指導管理料3（2018年度
よりがん患者指導管理料ハ）」が新設さ
れ、外来がん患者さんを対象にした「薬
剤師外来」が全国的に広がりを見せて
いた。同センターでも薬剤師外来の開
設を視野に入れつつ、まずは病棟常駐
体制の確立を優先。2016年度に病棟
薬剤業務実施加算の算定を開始する
と、2017年10月から薬剤師外来をス
タートさせた。医師の診療前（初回のみ
診療後）に薬剤師が副作用のモニタリ
ングやアドヒアランスの確認を行い、医
師と情報共有するとともに処方提案を
おこなっている。これにより、治療リス
クの軽減や、副作用対応によるQOLの
向上、さらには医師の負担軽減への貢
献を目指す。

薬剤師外来によるQOL向上への
貢献
　薬剤師外来を担当する徳丸先生は、
「開設にあたり特に留意したのは、担当

薬剤師によって提案の内容や質に差が生
じないことです。そのために電子カルテ
の記載様式のテンプレート化やレジメン
毎の副作用と提案すべき薬剤の標準化
など、入念に準備をしました。また、医師
や看護師からも面談室の整備をはじめ
色々な面で支援をしていただきました」と
振り返る。
　薬剤師外来の実施日は火・木・金曜日
の週3日で、胃がん（火・木）、乳がん（火・
金）の術前術後補助化学療法の患者さん
を対象とする。患者数は1日平均4～5名
で、面談時間は記録を含めて平均18.2分
／人。薬剤師4名を配置し、曜日担当制で
1名が薬剤師外来および外来化学療法
室での指導を行う。笹瀨先生は、薬剤師
外来では患者さんが話しやすい雰囲気を
作るようにしていると話す。「そのうえで、
困っていることや治療に対する気持ちな
どを丁寧に聴き取って必要な支援や問題
解決の方法を探り、医師に提案していま
す。また、患者さんの体調変化を敏感に
察知して適正な処方につなげるために、

血圧、体温、動脈血酸素飽和度（Sp02）
の測定も行います」
　大切なのは、治療をしながらも、その人
らしく生きられるよう支援することであ
り、そこに薬剤師の専門性が発揮されて
いる。コンサートに行きたいが免疫力低
下が心配だという場合は、抗生剤の追加
を提案することで患者さんは安心してコ
ンサートを楽しんだという。その一方で、
他の専門職種の力が必要なことも多いと
徳丸先生は話す。「副作用で脱毛した方
のウィッグの相談などは看護外来に、食
欲不振については管理栄養士にというよ
うに、患者さんごとに必要な支援を考え
てチームでサポートしています」

薬剤師外来の有用性評価と
今後の展開
　薬剤部では薬剤師外来の有用性評価
の一環として、医師へのアンケート調査
を実施した。その結果、全身状態や副作
用症状のモニタリングのほか、化学療法
施行の可否、投与量調節、副作用対策や
支持療法の提案などに対し、ほとんどの
医師が大変役に立つと回答、薬剤師によ
る継続的フォローへの評価も高かった
（資料1）。一方、看護師への聞き取り調
査では、薬剤師と医師の連携でスムーズ
に問題解決が行われている、「話をゆっく
り聞いてもらってよかった」と患者さんが
話していたなど、薬剤師外来を評価する
声が挙げられた。開設後は患者さんから
の電話による問い合わせが減少している
のも、薬剤師による指導の効果といえそ
うだ。

　2017年10月から約半年間における面
談件数は299件で、医師への提案372
件のうち360件が採択された（採択率
97％）。提案内容は処方に関するものが
約6割を占め、内容は軟膏（保湿・ステロ
イド）、制吐剤、倦怠感に対するステロイ
ド内服、整腸薬・止痢薬が上位を占める
（資料2）。橋本先生は次のステップとし
て、プロトコールに基づく薬物治療管理
（PBPM）の導入を挙げる。「支持療法は
薬剤師が処方入力し、医師が承認する形
が実現すれば、医師の負担軽減にもつな
がります。以前からレジメンの支持療法
の処方設計は薬剤師に任されており、
2018年5月には院外処方箋の問い合わ
せの一部を不要とするPBPMを導入して
いますので、そのための下地はできてい
ます」
　2018年度中には開設日を増やして大
腸がんにも対応する計画であり、今後、
徐々に診療科を広げていく方針だ。その
ためには専門性を備えた薬剤師の育成
が不可欠であり、現在も徳丸先生、笹瀨
先生らの指導の下、若手薬剤師が実践
経験を積み重ねている。

地域全体でがん患者さんを
支援するための基盤づくり
　薬剤部ではすべての患者さんを地域全
体で支援するための基盤づくりを目指
し、1～２カ月に1回、保険薬局との地域
連携ワーキングを開催している。その一
環として2018年度はがんに特化した集
中セミナーを企画し、薬局薬剤師ががん
領域の認定資格を取得するために必要

な知識や症例報告の書き方などをレク
チャーする。
　一方、薬剤師外来の有用性を裏付ける
臨床データの蓄積と発信にも力を入れて
いる。「がん患者指導管理料ハの算定は
患者１人につき６回までに限られていま
すが、理想は回数制限がないことです。
今後、薬剤師外来を拡大する中でさらに
内容を充実させ、学会などでアウトカム
を発信することが重要だと思います」と
笹瀨先生は抱負を述べる。徳丸先生は、
「かつてMDアンダーソンがんセンターで
研修する機会をいただき、各職種が専門
性を発揮するチーム医療に刺激を受けた
ことが薬剤師外来の原動力になっていま
す。これからも他職種や地域の薬剤師と
協力し、患者さんの薬物療法を継続的か
つ総合的に支援する体制作りを目指しま
す」と展望する。
　明確な方針の下、業務の拡充や薬薬
連携の推進に取り組んできた橋本先生
は、「初めての試みには障害はつきもので
す。院内外に理解者や応援団を作り、根
拠を示して提案してきたことで一つずつ
実を結んできました。院外処方箋への検
査値記載やPBPMも、地域薬剤師会と
協力し、成功事例を積み上げることが次
の展開につながります。地域包括ケアの
時代に、患者本位の医薬分業によって質
の高い薬物療法を地域に皆さんに提供
する。その使命を果たしていきます」と結
んだ。

～がん化学療法における薬薬連携モデルの構築への取り組み～
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診療科医師へのアンケート調査資料1 薬剤師外来における提案内容資料2

薬剤師による提案内容、各業務についての
有用性を評価してください 提案内容の内訳、提案処方内容上位

A=大変役に立つ、B=役に立つ、C=役に立たない、D=大変役に立たない、
X=自身の患者で関与なし

全身状態や副作用症状のモニタリング

化学療法続行の可否の提案

化学療法続行における投与量調節の提案

副作用対策や支持療法薬の提案

患者や家族の悩みや不安に対する精神的なフォロー

主治医が提示した治療方針やレジメンの服薬指導
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消化器病センター
提案件数 採択件数 採択率（%） 提案件数 採択件数 採択率（%）

4 4 100 4 3 75
3 3 100 12 12 100
57 55 96 171 162 95
14 14 100 107 107 100

投与量
検査／併診
処方

残薬調整

提案処方内容

1位 制吐剤 軟膏（保湿・ステロイド）
2位 整腸薬・止痢薬 制吐剤
3位 軟膏（保湿・ステロイド）、緩下剤 倦怠感に対するステロイド内服
4位 胃薬 含嗽薬、ステロイド軟膏
5位 含嗽薬、ステロイド軟膏 解熱鎮痛薬、緩下剤

乳腺甲状腺外科

施設提供資料
施設提供資料


