
薬剤師の療養指導参画と
服薬支援のための「担当薬剤師制」

　薬剤師が病棟業務を行うことが日常となる中、慢性疾患
を中心に継続的にかかわることに対して注目が集まってい
る。糖尿病診療に特化する萬田記念病院(札幌市・89床)
では15年ほど前から全国でも珍しい「担当薬剤師制」を導
入し、継続的な支援に取り組んできた。同病院の事例を通し、
担当薬剤師制がもたらす服薬支援をはじめとするメリットに
ついて紹介する。
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CDEJをチーム医療の基盤に据え
各職種の強みを生かした診療体制に
　札幌市の中心部に位置する萬田記
念病院は糖尿病を専門としており、受
診者の約8～9割を糖尿病患者が占め
ている。その診療圏は、市内のみなら
ず、周辺の小樽、余市、苫小牧や遠くは
中標津、利尻島など広域に及ぶ。地域
の診療所からの紹介患者さんも多く、
遠隔地の場合は紹介元の診療所と「二
人主治医制」で診療するケースもある。
　同病院でサポートする糖尿病患者さ
んの総数は約5000人。月に外来で診
療する患者さんは平均4000人、入院
は月平均110～120人である。院長の
種田紳二先生は、入院患者さんの背景
について次のように話す。「近年、教育
入院は少なくなり、高齢化にともない
肺炎などの急性疾患を併発する人が増
え、何らかの治療を必要とするケース
が主となっています」。このほか歯科治
療（抜歯）や手術前の血糖コントロール
のために入院治療を依頼されることが
多くなり、急性期病院の後方支援的な
役割も果たす。
　このような状況の中、同病院では

チーム医療による糖尿病診療に早くか
ら取り組んできた。「糖尿病のサポート
において最も重要なことは、患者さん
の生活に目を向け、自己管理を促すこ
とです。そのためには患者さんにかか
わるスタッフ全員が同じ方向性を持つ
ことが欠かせません」と種田先生は指
摘する。そして、職種が異なるスタッフ
を横断的につないでいるのが日本糖尿
病療養指導士（CDEJ）の資格であり、

チーム医療のベースとなっている。
　同病院では、対象職種の全スタッフ
がCDEJを取得することを目指してお
り、2019年10月現在、院内には52名
のCDEJが在籍する。これは1施設内
のCDEJ数としては圧倒的に多い。
「CDEJの知識をチーム医療の基盤と
し、それぞれの職種が自分たちの強み
を生かした診療体制を作り上げていま
す」と種田先生は説明する（資料1）。

「担当薬剤師制」を導入し
きめ細かな支援を継続的に行う
　同病院の薬局では、自分たちの強み
を生かすべく、全国でも珍しい「担当
薬剤師制」を導入している。薬局長の
中野玲子先生によると、薬剤管理指導
業務が始まったことがこのシステムを
導入するきっかけになったという。「入
院患者さんとかかわる中で、経過が長
いうえに再入院を繰り返す人が多いこ
とに気づいたのです。それならば主治
医と同様に薬剤師も担当制にしたほう
が、よりきめ細かい継続的な支援がで
きると考えました」
　患者さんの入院が決まった時点で担
当薬剤師を決め、入院中および退院時
のサポートを中心に、必要に応じて退
院後のフォローも行う。中野先生を含
め、所属する4人の薬剤師は、全員
CDEJの資格を有する糖尿病のエキス
パートで、1人あたり月平均20～30人
の入院患者さんを受け持つ。中野先生
は、担当を決める際のポイントについ
て次のように説明する。「妊婦さんの場
合は女性薬剤師にするといった程度の
配慮はしますが、患者さんとの相性はそ
れほど厳密には考えていません。なかに
は、コミュニケーションを取りづらい人
もいますが、医療者として患者さんに心
を開いてもらえるような働きかけを粘り
強く行ってほしいと思っています」
　一方、病棟では複数の職種が活動し
ているため、患者さんに“薬剤師”とい
う存在を認識されにくい面もある。そこ
で、薬が処方されたときは担当薬剤師
が必ずベッドサイドまで薬を届け、その
場で薬の説明を行うことを徹底する。
「これにより“薬のことはこの人に聞け
ばよい”という認識が患者さんの中に
生まれてきます」。つまり、患者さんの
認識において重要なのは、薬剤師とい
う“職種名”より自分に何をしてくれる
のかという“支援行為”なのである。
　また、ベッドサイドでは患者さんから
困り事を聞き出すようにしているが、そ
の際に心がけているのは“薬にこだわ
らない”ということだ。「薬剤師である
と同時にCDEJであることを忘れては

いけないと思うのです。チームの中で
共有する“生活に目を向け、自己管理
を促す”という観点からのアプローチ
を行えないのなら、このチームにおい
て薬剤師の専門性を十分に発揮するこ
とはできないと考えるからです」と中野
先生は言い切る。

薬に対する患者さんの思いを聞き出し
より実践しやすい療養環境を整える
　担当薬剤師制のメリットはいくつか
挙げられるが、なかでも種田先生が高
く評価するのは「アドヒアランスを含
め、薬に対する患者さんのさまざまな思
いを詳細に把握できるようになった」こ
とだ（資料2）。糖尿病診療では、ときに
血糖コントロールと生活の質（QOL）と
の関係が相反するようなことが起こる。
「担当制にすることで患者さんとの信
頼関係が深まることを実感しています。
こうしたメリットを生かし、医師や看護
師には言えないことを聞き出してチーム
で共有し、患者さんが自己管理をより
実践しやすい療養環境を整備すること
も、薬剤師に与えられた大切な役割の
一つだと思っています」と中野先生は話
す。薬剤師によってもたらされた情報に
より、医師が処方する薬剤を変更する
ことも少なくないそうだ。
　一方、担当薬剤師制のデメリットの
一つは、休暇や出張などで薬剤師が病
院を不在にしている間、その薬剤師が
担当する患者さんへのサポートが滞っ
てしまう点だ。この
課題を解決するた
めに、薬局では朝
礼時に申し送りを
するほか、薬剤師
同士も日常的に自
分が受け持つ患者
さんの情報を交換
している。「カルテ
の記録だけではわ
からないことも多々
あるので、普段から
オープンに患者さ
んの状態を話せる
雰囲気を作っておく

ことが肝心です」（中野先生）。
　そして、これから力を入れていかなけ
ればならないと考えているのは、外来
患者さんに対する継続的な支援だ。
種田先生によると「入院すると薬剤を
変更することが多く、退院後に自宅で
も飲めているかを確認する必要がある」
という。
　外来でも担当薬剤師が退院後の確
認をしたいところではあるが、マンパ
ワー不足のために外来看護師に情報を
伝えて服用状況を確認してもらってい
ることが多い。また、患者さんの承諾を
得て、保険薬局薬剤師と情報を共有
し、服薬指導を依頼することもある。
病棟業務と中央業務で手一杯の現状
において、他職種そして地域の保険薬
局との緊密な連携体制を作っていくこ
とが、外来患者さんに対する支援にお
いては特に求められている。
　一方で、薬局のスタッフには外来で
担当患者さんを見かけたら「体調はい
かがですか？困っていることはないで
すか」と積極的に声をかけるように指
導している。「外来患者さんに対するサ
ポート体制は不十分ではあるものの、
こうした働きかけがすぐに行えるのも、
入院中から一人ひとりの患者さんに寄
り添ってきた担当制の強みの一つで
す」と中野先生は語る。薬剤師のマン
パワーが限られる中、担当薬剤師制は
診療の質を高める確かなツールにも
なっているようだ。
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◆メリット
●患者さんとの信頼関係が深まる。

●患者さんの病状変化に応じた服薬指導が行える。

●各部署との情報交換の時間短縮につながる。

◆デメリット
●担当者不在でもサポートができるよう、
　薬局内カンファレンスが増える。

●患者さんと慣れ合いになり、服薬指導がおろそかになる。

●服薬指導がマンネリ化する。
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担当薬剤師制のメリットとデメリット資料2
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病棟
・療養生活のサポート

チームの基盤

外来
・生活指導
・療養上の相談
・フットケア外来など

・担当制
・薬の説明
・持参薬等の確認など

・個別栄養指導・相談
・集団栄養指導 ・血糖測定検査ほか

 各種検査の実施

・骨密度測定検査
 ほか各種画像検査の実施

・社会的・経済的
 問題に対する相談

・透析のサポート

日本糖尿病療養指導士の
知識をベースにそれぞれの

専門性を発揮する

チームの目標
患者さんの生活に目を向け

自己管理を促す

萬田記念病院提供資料 萬田記念病院中野先生提供資料

◆メリット
●患者さんとの信頼関係が深まる。

●患者さんの病状変化に応じた服薬指導が行える。

●各部署との情報交換の時間短縮につながる。

◆デメリット
●担当者不在でもサポートができるよう、
　薬局内カンファレンスが増える。

●患者さんと慣れ合いになり、服薬指導がおろそかになる。

●服薬指導がマンネリ化する。
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