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第１章 序論 

 
1-1 本研究の目的と背景 

 

1-1-1 本研究の目的と構成 

我が国では医薬分業の進展に伴い、保険調剤を主たる業務とする薬局が急増した。薬局薬

剤師は本来かかりつけ機能を持ち、患者の服用薬の記録と管理、問題点の把握と解決を行う

ことが求められる(厚生労働省, 2017)。これが「かかりつけ薬剤師」であり、薬剤師の役割

は患者の QOL の向上のために薬物療法における責任を果たすこと、つまり一人ひとりの患

者の薬物療法の質の向上であり、そのプロセスをヘプラーとストランドは“ファーマシュー

ティカルケア”と呼んだ(Hepler,1990)。 
医療現場で薬剤師がファーマシューティアルケアを行うためには、薬剤師はコミュニケ

ーション能力を発揮する必要がある。それは図１のように、① 患者や他職種のスタッフ

が「この薬剤師なら話したい」と思えるコミュニケーション、② 患者から適切な情報を

収集するコミュニケーション、③ 得られた情報を基に評価と目標を決定するために他の

スタッフとディスカッションを行うコミュニケーション、④ 評価と目標に基づき、患者

が前向きに治療に取り組む動機付けとなるような情報提供や指導を行うコミュニケーショ

ンである。 

 
図１．ファーマシューティカルケアのプロセスにおける薬剤師のコミュニケーションポイント

（井手口,2008） 
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外来調剤を行う保険薬局では、患者が処方箋を持参した際に前回来局時から今回までの

体調変化や不具合を薬剤師が聴き取り、図１のプロセスを１クール行うことになる。その際、

そのクールとクールの間の患者の様子は全く見えない。しかも、処方日数が 28 日、30 日、

60 日という長期の場合、果たして来局時の１クールのやりとりのみで、薬剤師のファーマ

シューティカルケアを完結したと判断しても良いのであろうか？自宅に帰ってしまった外

来患者の身に起きた出来事を、薬局にいる薬剤師が把握するのは困難である。例えば患者に

とって自覚症状がある副作用のような事項が発生すれば、薬局や医療機関に問い合わせの

電話をするだろう。しかし、患者側がその必要性を感じなければ、誰にも伝わることなく時

が過ぎてしまい、次の診察日（処方日）を迎えることになる。患者がそのことを医師や薬剤

師に伝えなければ、その情報は消えてしまう。そのように捨て置かれた情報の中には、医療

従事者から見れば重要で迅速に対処すべき内容が含まれている可能性がある。これはまさ

に外来治療のブランクであり、薬剤師のファーマシューティカルケアの発揮を阻む医薬分

業の死角と言えるのではないだろうか。そもそも医薬分業については、否定的な意見も多く、

その中には、わざわざ受診した病院から離れた薬局へ患者が出向くことへの煩雑さと、病院

内で処方薬を受け取るよりも割高であることへの批判がある。また、医薬分業のメリットの

一つは、薬剤師から丁寧で適切な服薬指導が受けられることであるが、それに対して評価で

きないという意見もある(堀川,2012)。 

このような問題に対して、もし外来患者が服用期間に、来局しなくても薬局薬剤師とすぐ

そばにいるようにコミュニケーションがとれれば、図１の② 情報収集の質はどのようなも

のになるのであろうか。またそれに伴い、③ 評価や目標への多職種との検討はどのような

ものになるのであろうか、また④ 情報提供や指導の内容はどう変化するであろうか。そし

て薬剤師と患者の① 信頼構築への影響はどのようなものがあるのか。 

このことを明らかにするためには、実際の保険薬局の薬剤師と患者を対象とした検討を

しなくてはならない。また、そのデータをとるにあたり、外来患者と薬剤師が、いつでも近

くにいるような環境、双方がすぐに情報共有できるような環境を作る必要がある。そのため

には、従来の対面でのかかわりに加え、携帯電話等の機器を用いて患者と薬剤師とを“つな

ぐ”形をとることで可能な環境になるのではないかと考えた。 

実施当時、通信機器を用いた遠隔医療の試みや（中沢,2008）、機器開発は行われ（北野,2007）、

報告があるが、薬局薬剤師と外来患者とのコミュニケーションを主体とし、“つながる”こ

とによって得られるものを探索する研究報告はみあたらない。今回の試みは、医薬分業での

薬局薬剤師への批判に応え、外来患者へのケアの質を高めるための薬剤師の職能発揮の可

能性を広げることにつながると考える。 
本論文では、序章で本研究の目的とその背景となる、我が国の医療の実態と薬剤師業務と

その変遷、患者のニーズと薬剤師の責務について述べる。 
第 2 章では、患者に対応する薬剤師のコミュニケーションの変化と教育について述べる。 
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第 3 章では、生活習慣病の２名の患者とかかりつけ薬剤師を携帯電話でつなぎ、非来局

時間の定期的な食事と運動の状況をフリーコメントと共に返信してもらう双方向コミュニ

ケーションを実施した。これは図１の④→②→③→④のサイクルを回し続けることで、徐々

に④と②の質が高まり、結果①の信頼が高まることになった。終了後のインタビューで薬剤

師患者双方に従来のコミュニケーションでは見えていなかった事柄を明らかにした。 
第 4 章では、小児慢性疾患患者の保護者の携帯電話に、５ヶ月間にわたり服用時間お知

らせの発信を行った。終了後、患者保護者と薬剤師のインタビューデータから質的分析を行

い、フリーコメント活用の有用性や患者側の薬剤師へのニーズとコミュニケーションをシ

ームレスに摂ることでの意識の変化を明らかにした。この実証実験では、図１の②からスタ

ートして、③、④につながり、①の向上に結びついたが、薬局での対面においてはより④の

薬剤師の情報提供や指導の質が高まることで、①の信頼が一層向上することが明らかにな

った。 
第 5 章では、服薬する当事者である小児患者と薬剤師が、iPhone で直接につながり、

iPhone 上でアニメーションキャラクターが服薬を呼びかける双方向のコミュニケーション

を実施し、患者本人と薬剤師がつながることについて保護者と患者本人の服薬に対しての

意識の変化を明らかにした。 
後に第６章で全体を総括し、今後の薬剤師の方向性について述べる。 

 
 

1-1-2 超高齢社会と医療 

各章で研究について述べる前に、ここで、背景としての我が国の超高齢化と医療費の現状、

そしてその対策の一部について述べておく。 

内閣府発表の平成 30 年版高齢社会白書によると、日本の総人口は、2017 年 10 月 1 日現

在、1億 2,671 万人となっている。65 歳以上人口は、3,515 万人となり、総人口に占める割

合（高齢化率）が 27.7%となった。65 歳以上人口を男女別にみると、男性は 1,526 万人、女

性は 1,989 万人で、性比（女性人口 100 人に対する男性人口）は 76.7 であり、男性対女性

の比率は約 3対 4である。 

65 歳以上人口は、「団塊の世代」が 65 歳以上となった 2015 年に 3,387 万人となり、75 歳

以上となる 2025 年には 3,677 万人に達すると見込まれている。その後も 65 歳以上人口は

増加傾向が続き、2042 年に 3,935 万人でピークを迎え、その後は減少に転じると推計され

ている。 

総人口が減少する中で 65歳以上の者が増加することにより、高齢化率は上昇を続け、2036

年に 33.3%で 3 人に 1人が 65 歳以上となる。2042 年以降は、65 歳以上人口が減少に転じて

も上昇を続け、2065 年には 38.4%に達して、国民の約 2.6 人に 1人が 65 歳以上となる社会

が到来すると推計されている。高齢化の要因は大きく分けて、① 年齢調整死亡率の低下に

よる 65 歳以上人口の増加、 ② 少子化の進行による若年人口の減少、の 2つである。 
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少子化の進行による若年人口の減少については、合計特殊出生率1は、第 1 次ベビーブー

ム以降急速に低下し、1956 年に 2.22 となった後、しばらくは人口置換水準2 前後で推移

してきたが、1975 年に 1.91 となって 2.00 を下回り、1993 年に 1.46 となって 1.50 を割り

込んだ。その後も低下傾向は続き、2005 年には 1.26 となり、過去 低を記録したが、2016

年は 1.44 となっている（内閣府,2018）。 

 2018 年に労働省が発表した平成 29 年度国民医療費の概況では、「団塊の世代」が 75 歳を

むかえ、高齢者人口が 3,677 万人に達する 2025 年には、認知症高齢者数は約 320 万人にな

ると推計されている。 

 2017 年の国民医療費は、42 兆 1,381 億円であり、人口一人当たりの国民医療費は 33 万

2,000 円、国民医療費の国内総生産( GDP )に対する比率は 7.81%国民所得( NI )に対する

比率は、10.76%となっている( 図 2 )。 

 

 

 
図 2.  国民医療費・対国内総生産・対国民所得比率の年次推移 

(厚生労働省,2018) 

 
 
 
 

 
1 その年次の 15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率の合計で、一人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の

間に産むとしたときの子供の数。 
2 人口を長期的に維持するために必要な水準。 
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図 3.  平成２８年度診療種類別国民医療費構成割合 (厚生労働省,2018) 

 

 また、診療種類別にみると、医科診療医療費は 30 兆 1,853 億円（構成割合 71.6%）、 

そのうち入院医療費は 15 兆 7,933 億円（同 37.5%）、入院外医療費は 14 兆 3,920 億円 

（同 34.2%）、歯科診療医療費は 2兆 8,574 億円（同 6.8%）、薬局調剤医療費は 7兆 5,867

億円（同 18.0%）、入院時食事・生活医療費は 7,917 億円（同 1.9%）、訪問看護医療費は

1,742 億円（同 0.4%）、療養費等は 5,427 億円（同 1.3%）となった（ 図 3 ）。 

人口一人当たり国民医療費をみると、65 歳未満は 18 万 3,900 円、65 歳以上は 72 万 7,300

円。そのうち医科診療医療費では、65 歳未満が 12 万 5,000 円、65 歳以上が 53 万 8,800 円、

歯科診療医療費では、65 歳未満が 1万 8,700 円、65 歳以上が 3万 2,600 円であった。薬局

調剤医療費では、65 歳未満が 3万 4,300 円、65 歳以上が 12 万 7,700 円となった(厚生労働

省,2018)。 

我が国の超高齢化は、医療費の増大を招き、そのうち、薬局調剤に関する費用は約２割で

ある。 
 

1-1-3 地域包括ケアシステムの構築 

 超高齢国家である日本が推進している地域包括ケアシステムは、「団塊の世代が 75 歳以

上となる 2025 年をめどに、重度な要介護状態になって住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の 後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的

に提供される」ために、地域全体を医療機関、介護機関とみなすものである。また、「保険

者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上

げていく」ことが謳われており、そこでは「公助」（生活保護など国や自治体からの援助）、

「共助」（保険料を払い利用する医療保険、介護保険）、「自助」（生活者が自分の健康を自分
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で管理し、未病予防や治療にむけた生活改善を行うこと）、「互助」（自治会や NPO を含め、

健康づくりや孤独を防ぐコミュニティとして機能する）の 4つの「助」を柱としている(厚

生労働省,2016)。 

 

1-1-4 地域包括ケアシステムへの薬剤師の関与 

2014 年 6 月、日本再興戦略としての閣議決定で、予防・健康管理の推進に関する新たな

仕組みづくりの中に、「薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適

正な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を行う等、セルフメディケーションの

推進のために薬局・薬剤師の活用を促進する」という一文が含まれた。これは国が薬局を、

「地域の健康ステーション」として位置づけた、極めて重要な決定である。  

2018 年 3 月、厚生労働書、総務省、経済産業省合同で行われる未来投資会議構造改革徹

底推進会合3の「健康・医療・介護」会合では、地域包括ケアシステムにむけた「多職種の関

与・連携促進」として次の 3つが挙げられた。 

 

1. 地域ケア会議（地域包括支援センター等における多職種協働） 

2. 在宅における医療・介護連携（在宅医療体制の充実、医療・介護連携推事業の促進） 

3. 地域における多職種との連携（薬剤師との連携・リハビリテーション専門職との連携） 

 

さらに、2019 年 3 月には、地域包括ケアシステムにおける薬局・薬剤師の機能のイメー

ジとして、 

• 薬の専門家として、住民の薬物療法全体（外来・在宅医療）について一義的な責任を

持って提供する。 

• 住民の健康維持、増進のために OTC、健康食品等を提供し、その適正な使用促進によ

る健康を確保する。 

• も気軽に相談できるファーストアクセス機能を活用し、医療・介護の住民窓口とし

て、住民の様々な相談（健康相談、栄養相談、医療相談等）を 初に受付ける。 

が挙げられた。これらの機能をもつ薬剤師・薬局が、「かかりつけ薬剤師・薬局」として、

かかりつけ医師と相談しながら、一体的に地域住民にサービスを提供することにより、住民

の安心、安全な生活の確保に貢献できるとされた(未来投資会議構造改革徹底推進会合 2019

年 3 月 9日資料)。 

 
1-1-5 小括・超高齢社会で期待される薬剤師 

 我が国の超高齢化に伴う医療費の増大の中で薬局での処方箋調剤は 18%を占める。政府は

医療費抑制のために様々な社会資源の活用を検討しているが、薬局薬剤師は薬物療法の専

門家として、外来、在宅療養患者の訪問服薬指導に留まらず、地域住民の健康相談窓口や、

 
3 日本経済再生本部の下、「未来への投資」のための官民連携会議 内閣総理大臣が議長を務める。 
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保険外の健康食品、OTC 医薬品の適切な供給元の役割を期待されている。それは次に述べる

薬局、薬剤師の歴史や、それが継続してきた業務がベースとしてあるからである。地域住民

が薬局で気軽に健康相談をするためには、優れた専門性と、コミュニケーション能力の発揮

による日頃の信頼関係の構築が必要である。 

 

1-2 薬剤師の業務の変遷と求められる役割 

 
1-2-1 時代の変化と薬剤師の業務の変遷 

 日本における薬剤師の使命は、1960 年に制定された、薬剤師法4第 1章総則 （薬剤師の役

割）に明記されている。それは「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさど

ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するも

のとする。」というものである。 

「公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」

という任務は、1948 年に制定された医師法・歯科医師法の第一条と同一であり、かつそれ

ら以外の医療職を規定する条文にはないことから、薬剤師にとっては非常に重要な役割だ

と捉えることができる。薬剤師に関連する主な法改正は以下の通りである（ 表 1 ）。 

 

 

年 法律名 改訂内容 

1992 医療法5 第 1条の 2に、薬剤師は「医療の担い手」として明記 

1997 薬剤師法 「調剤時における必要な情報の提供」 

が薬剤師の義務とされた。（25条の 2） 

2006 医療法 調剤を行う薬局を「医療提供施設6」として位置づけ 

2014 薬剤師法 「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調

剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情

報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならな

い。」（25条の 2） 

表 1.  薬剤師に関連する主な法改正 

  

 
4 薬剤師全般の職務・資格などに関して規定した法律。 
5 病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める法律。 
6 病院、診療所、介護老人保健施設（老健）、調剤を実施する薬局、その他の医療を実施する施設。

（医療法 1 条の 2 第 2 項） 
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 薬剤師の業務は、時代と共に法の改訂を伴って大きく変化してきた。表 2のように、病院ごと

の多少の差異はあるが、病院薬剤師の職務は以下のように変遷してきた。 

 

年 主な職務内容 

～1965 調剤、製剤、薬品管理、及び医療従事者への医薬品情報提供 

1965～1985 患者情報の把握、処方内容の確認、服薬指導（外来患者） 

1985～2000 入院患者対象に総合的薬学管理7、注射剤調剤、医療従事者と患者への医薬品情報提

供、新薬開発の為の治験薬管理業務 ファーマシューティカルケア8概念の導入 

2000～2010 2000 年～2010 年：総合的薬学管理、退院指導、チーム医療（ICT9、栄養管理、緩和

ケアチーム10、地域連携パス11）、医療事故、ミス防止対策、根拠に基づくデータの

解析（EBM12）、治験業務、薬物療法の個別化（オーダーメイド医療13、医療経済学的

14視点、）DPC15（診断群分類別総括評価） 

2010～ 今までの業務に加え、病棟薬剤業務実施加算16、入院患者の持参した薬の管理、抗が

ん剤調整とケア、薬薬連携（薬局と病院薬剤師の連携）、生物製剤管理、薬剤師外

来、フォーミュラリー（患者にとって も有効で経済的な医薬品の使用方針）作成、

実務実習生指導、レジデント制度17と指導、等 

表 2.  病院薬剤師の職務の変遷(日本病院薬剤師会,2004) 

 

かつて、病院薬剤師は病院の中にある薬剤部の中で、調剤を行い、病棟に注射薬を「払い

出し18」、医師や他職種へ医薬品情報の提供を行っていた。しかし現在は、「医薬品があると

 
7 薬物療法を総合的に評価し、医薬品の供給、調剤、服薬指導、処方設計の提案、安全対策等の薬

学的管理を実践すること。 
8 薬剤師業務を患者の視点から見直し，薬剤師の行動哲学として体系づけようとする考え方。 
9 「Information and Communication Technology（情報通信技術）」 
10 緩和ケアを専門とする医師、看護師等を含めたチームによる緩和ケアの提供体制。 
必要に応じて疼痛･身体症状の緩和に関する専門家や精神症状の緩和に関する専門家と協力する。 
11 患者を中心として、地域で医療・介護に関わる人々がそれぞれの役割分担を行い、情報共有をす

ることにより、診療の目標や注意点を明確にし、チームで患者を支えていく仕組みのこと。 
12 Evidence-Based Medicine 科学的根拠に基づく医療。 
13 オーダーメイド医療患者の生理的状態や疾患の状態などを考慮して，患者個々に治療法を設定す

る医療。 
14 社会に生きて働く人々の心身の健康を保持、改善するための「医療サービス」が、その目的に沿

って適切かつ効果的に提供され、結果として人々が幸福になることを目指した学問。 
15 患者の病名や病状の経過、治療の内容に応じて、厚生労働省が定めた診断群分類ごとの 1日あた

りの包括医療費（定額の医療費）を基本として、全体の医療費の計算を行うこと。 
16 医科診療報酬点数の 1つ。平成 24年度診療報酬改定において、薬剤師が病棟で行う薬物療法の有

効性、安全性の向上に資する業務（病棟薬剤業務）が評価され、入院基本料を算定している患者に

週 1回加算可能な病棟薬剤業務実施加算が認められた。 
17 大学卒業後に病院などで薬剤師として働きながら研修を受け、資質を向上させる制度。米国の制

度を参考に、1年目は一般的な領域を広く学び、希望者は 2年目に進んで専門的な領域を学ぶという

段階的な研修プログラム。 
18 病棟に注射薬を出すことを「払い出す」と言う。 
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ころにはすべて薬剤師が責任を持ってかかわる」姿勢で、病棟、手術室、救命救急センター

にも常駐するようになった。さらに情報提供にとどまらず、医薬品の適正な選択と使用にお

けるリーダーシップをとる存在になった。 

 一方、薬局薬剤師の職務の変遷も、表 3のようにまとめることができる。 

 

年 業務内容 

～1985 地域での一般薬販売、健康相談、雑貨販売、保険調剤 

1985～2010 ドラッグストアの店舗展開での価格競争、医薬分業の急速な伸びによる、調剤を

主たる業務とする薬局の増加、外来処方箋調剤中心の業務 

2010～ 外来調剤に加え、在宅業務（残薬管理、緩和ケア、無菌調剤19）、多職種連携、薬

薬連携、地域連携パス、クラウドによる地域での医療情報の共有化、セルフメデ

ィケーション20のサポート、後発医薬品使用促進、健康サポート薬局制度、かかり

つけ薬剤師制度、実務実習指導 外来がん化学療法のケア、 等 

表 3. 薬局薬剤師の業務の変遷 

 

 薬局薬剤師はかつて「町の科学者」と言われ、一般薬や自家製剤、雑貨の販売の家族経営

の個店が中心であったが、医薬分業率の上昇に伴い、保険調剤を中心とした薬局が急増、企

業として営利を追求する薬局のチェーン化が進み、現在では株式を公開する薬局チェーン

企業も増加した。 

薬学教育 6 年制は 2006 年にスタートしたが、薬学教育コアカリキュラムの制定と共に、

医療薬学、ファーマシューティカルケアの概念も浸透し、薬剤師による丁寧な服薬指導が進

んできた。そして、在宅療養患者の増加により、薬剤師の訪問管理指導が求められるように

なり、今まで薬局の中で外来処方箋を待つ受け身の存在であった薬局薬剤師が、薬局の外に

出て、訪問医師・看護師、ケアマネージャーやヘルパー等と連携しながら患者ケアを行うこ

とが求められるようになった。 

 

1-2-2 医薬分業の発展と薬剤師 

 医師が処方箋を書き、それを薬局で薬剤師が調剤する、「医薬分業」の歴史は、1240 年に

毒殺防止の目的でフリードリヒ 2 世が医薬分業を法化する薬事法を制定したことが原点と

されている。日本の場合、明治政府が医学の発展のために招いたドイツ陸軍軍医少佐の L.

ミュレルらの意見を受けて、明治 7年に『医制』を制定し、「医師タル者ハ自ラ薬ヲ鬻(ヒサ)

クコトヲ禁ス 医師ハ処方書ヲ病家ニ附与シ相当ノ診察料ヲ受クヘシ」、「調薬ハ薬舗主薬

 
19 一定の無菌環境が保たれた無菌調剤室（クリーンルーム）において、高カロリー輸液や医療用オ

ピオイド注射薬などの調剤を行うこと。 
20 国民一人一人が健康管理に高い関心をもち、自分自身で健康の維持・増進，病気の予防・治療に

あたること。 
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舗手代及ヒ薬舗見習ニ非サレハ之ヲ許サス」と医薬分業を定めた。その後、明治 22 年に薬

律が、1960 年に「薬事法」「薬剤師法」が制定されたが、薬剤師法第 19 条に「薬剤師でな

い者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない」の文とともに、「医師、歯科医師、獣

医師が自らの処方箋に従って自ら調剤する場合には其の限りではない」という記載が残り、

現在も完全な形の医薬分業ではない。また、当時は医療機関が医薬品卸から購入する金額が、

保険請求金額よりの差（薬価差）が大きいことが、医療機関が処方箋を発行しない原因と言

われていた。しかし、1974 年、診療報酬での処方箋発行料の引き上げにより、院外処方箋

を発行する動きが高まったことで、この年が実質的な「医薬分業元年」と呼ばれ、その後の

引き上げにより、医薬分業率（処方箋受け取り率）は右肩上がりに上昇することとなった。

医薬分業率の上昇は、2012 年ころから微増横ばい状態となり、2019 年は全国平均約 75%で

ある。(日本薬剤師会,2020) 

医薬分業の急速な発展は、病院の門前のいわゆる「調剤薬局」の乱立と、そのチェーン化

を招いた。同時に、ドラッグストアで販売する一般薬の価格競争の激化で、昔から地域にあ

る販売を中心とした個人経営の薬局の経営をひっ迫した。院外処方箋が発行されても、患者

が受診する病院ごとにその近くにある特定の薬局で調剤を受けるのであれば、患者の薬剤

服用歴の管理が困難である。1993 年に抗ウイルス剤ソリブジンとフルオロウラシル系の薬

剤との併用投与による相互作用で、15 症例の死亡が報告された事件は、別の医療機関で出

された処方を薬局薬剤師が一元管理をできていれば防げたケースもあった。また、同一医療

機関から処方されたケースもあり、調剤を行う薬剤師が相互作用チェックによる安全管理

を行う必要性がクローズアップされた。“かかりつけ薬局”は、患者の薬剤服用歴、体質、

既往症などを薬剤服用歴管理簿（薬歴）で管理し、どこの医療機関から処方をうけても、相

互作用、副作用などチェックする安全管理を行う役割がある。 

 

1-2-3 外来患者への対人業務の問題点と患者の期待 

 医薬分業が進展しても薬局には医療提供施設として根本的な問題がある。それは、来局し

た患者が帰ってしまったら、次に来局するまで患者の状況が見えない、ということである。

在宅医療の場合も同様で、薬局薬剤師が患者宅を出れば、次に訪問するまでは患者のことが

見えない。ただし在宅患者の場合は、その間に訪問看護師やヘルパーが患者を尋ね、把握し

た状況を連絡ノートに記載するので、薬局薬剤師は次回の訪問時にそれを読み、情報を共有

することができるが、それでも病棟のように常に患者の傍にいられる訳ではない。 

患者を対象にした調査では、患者の薬剤師に対する期待は、“薬の副作用についての説明”

であり、次に“薬の飲み合わせの注意”、“薬の作用についての説明”と続く。この結果は院

外処方、院内処方どちらの患者でも差が無かった（島,1997）。 医薬分業に関しては、院外

処方箋発行前に“医薬分業が患者にとって良いことと思う”と回答した患者は、約 24%であ

ったが、院外処方箋を薬局で調剤した経験がある患者では 44.8%と有意に上昇した。また、

院外処方箋を薬局で調剤した経験がある患者では、患者にとって医薬分業のメリットの一
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番は“薬について尋ねやすい”ことであり、“待ち時間が少ない”ことを上回った。一方デ

メリットについては、院外処方箋調剤の経験があるなしに関わらず“二度手間である”と過

半数の患者が感じていた。また、“支払いが高くなる”ことについても、院外処方箋調剤の

経験があるなしかかわらず、約半数の患者が感じていた（山田,2001）。 

 この評価から、患者にとって医薬分業の価値は、「待ち時間短縮の利便性」と「安心感」

であることが伺える。 

 

1-2-4 患者に薬を渡した後のフォローの重要性 

 薬局薬剤師は、外来の処方箋を受け取り、調剤と服薬指導を行い、薬剤服用歴管理簿（以

下「薬歴」と記す）に記録をしてワンクールである。しかし本当にそこで終わりなのであろ

うか。「医師は、必ず自分が診察した患者の予後が気になるものである。なぜ薬剤師にはそ

れがないのか？」という医師からの批判がある(狭間,2008)。患者のニーズを Basic 

Needs(充足されて当たり前 不充足で不満)、Performance Needs(が充足されれば満足、不

充足で不満)、Excitement Needs(充足されれば満足、不充足でも仕方がない)という３つの

ニーズで捉え直した調査によると、“正確な調剤”や、“薬の在庫”は、Basic Needs の要素

が強い結果であった。“副作用の説明”、“患者の質問に答える”は Performance Needs の要

素が強かった。患者にとっての Excitement Needs は、“患者の症状や近況を覚えている”、

“薬物相互作用をチェックする”、“自宅での受診判断アドバイス”、“電話で症状経過確認フ

ォロー”等であった（山口,2017）。前述の調査と約 20 年の違いがあり、時間経過と共に患

者のニーズがより高くなったことが分かる。患者の期待が高まることは、これに応える薬剤

師の仕事の質の向上につながる。患者が服用する薬の効果と副作用の発現を、服用期間中の

フォローで確認し、速やかに処方医師に報告と提案をすることができれば、薬物療法の質を

より高めることができる。2011 年には、「第 13 改訂調剤指針」の中で“調剤の概念”が、

「薬剤師が専門性を活かして、診断に基づいて指示された薬物療法を患者に対して個別

適化を行い実施することをいう。また患者に薬剤を交付した後も、その後の経過の観察や結

果の確認を行い、薬物療法の評価と問題を把握し、医師や患者にその内容を伝達するところ

までを含む」と大きく改定された。薬剤師の役割は、「正確な調剤と説明」で終わらせるの

ではなく、服用後の経過、結果まで責任を持って把握し、医師、患者と情報を共有すること

が明記されたのである。 

 

 

1-2-5 小括・薬剤師が外来患者のリアルタイムな情報を得るには？ 

 薬剤師の役割と業務は時代と共に変化してきた。特に医薬分業の進展は、患者に薬剤師を

より近づけ、専門家としての価値を示せる大きなチャンスとなった。患者も同時に薬剤師と

いう職種へ様々な期待を持つようになってきたと言える。前述の患者の Excitement Needs

は薬剤師が処方箋を受け取り、薬を渡して記録するだけで完結するような業務では充足す
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ることはできないものである。薬を渡した後の外来患者のフォローアップができることが

薬剤師の仕事の質を向上し、患者の Excitement Needs を満たすことができる。そのような

環境を作るための仕組みとして、ICT が活用できる。 

薬局薬剤師と外来患者をつなぎ、フォローを可能にする方法を用いて、どのようなコミュ

ニケーションの変化をもたらすかの検討を行ったので 3章以降で報告する。 
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第 2 章 薬剤師のコミュニケーション教育の変遷 

 

2-1 薬局薬剤師のコミュニケーションの問題点 

 

 日本の医薬分業は、1990 年代に、医療費抑制と医薬品の適正使用を目的とした、大幅な

薬価引き下げ21と、処方箋発行料の引き上げが効を奏し、急激に進展した(表４)。 

 

 

表 4. 薬局数及び処方箋枚数の推移 

資料：薬局数（厚生労働省医薬・生活衛生局調べ、1996 年までは各年度 12 月 31 日現在、1997 年以降は、各年度末現

在）、処方箋枚数、医薬分業率（日本薬剤師会調べ） 
 

かつての薬局は薬歴の保存義務もなく、処方された薬の薬効説明が主であり、しかも処方

内容によっては、「前回と同じ薬です。」と言って手渡すだけの対応も珍しくはなかった。薬

剤師の役割は言わば一方通行的な情報の提供であった。 

しかし、病気を抱えて苦しんでいる患者に対しては、この対応は充分とは言えない。患者

 
21 厚生労働大臣が定めた保険医療に使用できる医薬品に公定価格(薬価基準)が定められており、市

場価格との差を縮めるために 2 年に 1 度価格を改訂する。 

年次 薬局数
処方せん枚数

（万枚／年）

医薬分業率全国平均

（％）
1989(平成元)年度 36,670 13,542 11.3
1990(平成 2)年度 36,981 14,573 12.0
1991(平成 3)年度 36,979 15,957 12.8
1992(平成 4)年度 37,532 17,897 14.1
1993(平成 5)年度 38,077 20,149 15.8
1994(平成 6)年度 38,773 23,501 18.1
1995(平成 7)年度 39,433 26,508 20.3
1996(平成 8)年度 40,310 29,643 22.5
1997(平成 9)年度 42,412 33,782 26.0
1998(平成10)年度 44,085 40,006 30.5
1999(平成11)年度 45,171 45,537 34.8
2000(平成12)年度 46,763 50,620 39.5
2001(平成13)年度 48,252 55,960 44.5
2002(平成14)年度 49,332 58,462 48.8
2003(平成15)年度 49,956 59,812 51.6
2004(平成16)年度 50,600 61,889 53.8
2005(平成17)年度 51,233 64,508 54.1
2006(平成18)年度 51,952 66,083 55.8
2007(平成19)年度 52,539 68,375 57.2
2008(平成20)年度 53,304 69,436 59.1
2009(平成21)年度 53,642 70,222 60.7
2010(平成22)年度 53,067※ 72,939 63.1
2011(平成23)年度 54,780 74,689 65.1
2012(平成24)年度 55,797 75,888 66.1
2013(平成25)年度 57,071 76,303 67.0
2014(平成26)年度 57,784 77,558 68.7
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からの「薬を飲んでも眠れない」、「副作用が心配でしかたない」、「飲み続ける事が不安」、

「薬が嫌いなので飲みたくない」等の訴えへの対応は、医薬品情報の提供だけでは限界があ

り、「必要なので飲んでください」という単なる指導も有効ではない。さらに「副作用が起

きるかどうかは飲んでみないとわかりません。ですから、飲んでみて、なにかあったらご連

絡ください」という無責任な対応も効果がない。まずは患者の「思考と感情の枠組み」と、

患者が独自にもつ疾病や治療に対する知識を理解することが必要である。患者の内面の苦

しみ（気持ち）をしっかりと受け止めることで、患者に薬局薬剤師への信頼が芽生え、薬局

薬剤師からの情報や指導も受け止められるようになる。すなわち、「患者心理の理解とアプ

ローチ」が薬剤師の業務には必要なのである(Rantucci,2002、井手口,1998)。しかし、4年

制の薬学教育でコミュニケーション教育が必修で取り入れられている大学はほとんどなか

った。 

 

2-2 薬学教育へのコミュニケーション教育の導入 

 
 患者に信頼される薬剤師を育成するためには、薬学教育の中で、患者への心理的アプロー

チとコミュニケーションスキルを学ばせ、問題解決能力を伸ばすことが重要である。 

1990 年代半ばから、薬剤師はカウンセリングスキルの習得が必要であるとの認識が、日

本薬剤師研修センター22を中心になされるようになった。しかし、当時は一部の向上意識が

高い薬剤師のみが実行しているに過ぎず、薬剤師全体には浸透していなかった。 

薬剤師の意識を根本的に変えるには、薬学を学ぶ学生の段階で教育することが効率的か

つ重要である。2004 年 5 月 14 日に学校教育法の一部改正法案が、同年 6 月 15 日には薬剤

師法の一部改正法案がそれぞれ可決・成立し、薬学教育 6 年制が実現した。2006 年から始

まった薬学部 6年制の教育基準である、薬学教育モデル・コアカリキュラムに、コミュニケ

ーション教育も取り入られるようになった(後藤,2011)。これは、薬剤師全員が、高いコミ

ュニケーションスキルを身に着けることがなかば義務化された、歴史的に大きな出来事で

あった。しかし、到達目標にコミュニケーションスキルの発揮が明記されていても、それを

実践するための方策は様々であり、各大学でレベルが統一された教育がなされているわけ

ではなかった。 

日本ファーマシューティカルコミュニケーション学会（当時は研究会）が、2003 年に全

国の薬学部で行った調査において、「コミュニケーション教育を「行っていない」としたす

べての大学も(井手口,2003)、2009 年にはコミュニケーション教育を行うようになった。し

かし、教員の不足、1 学年の学生数の多さ等、充分な教育を行うには問題も多く存在した。

一人ひとりの学生のコミュニケーションスキルを向上させるには、現在でも教育方法の継

続的な検討と改善が必要である。 

  

 
22 研修認定薬剤師制度を運営する団体 
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2-3 ファーマシューティカルケアとコミュニケーション 

 

6 年制の薬学教育の目標は「臨床能力の高い薬剤師の養成」である。医療における薬剤師

の役割は、「薬物療法の質の向上」であり、薬物療法の不断の「改善」、つまり問題解決を行

っていくことである。Hepler and Strand (1990)は、それをファーマシューティカルケアと

名付け、現在の薬剤師の臨床業務の核となっている。 

序章でも述べたが、臨床で薬剤師がコミュニケーションを発揮する場面は、ファーマシュ

ーティカルケアのプロセスで考えると、図１で示すように、次の①から④で構成される。 

① 信頼を築く：薬剤師が仕事をするにあたり、そこに関わる全ての人々、患者、患者の家

族、医師、看護師、他のメディカルスタッフ、介護職、そして他の薬剤師との関係を良

いものにして信頼を築くことが、ケアを行う上での土台となる。この土台となる信頼を

築くためには、「この人なら話せる」と相手に感じてもらえるような、人としての基本

的なコミュニケーション能力の発揮が必要である。 

② 患者情報の収集：患者情報の収集は、薬剤の適正かつ安全な使用のために不可欠である。

しかし、患者はあくまでも主観的な世界に生きており、病気や治療に対して自分なりの

解釈や物語（ナラティブ）を持っている。患者が本当に伝えたい事、そして我々が聴き

たいことを患者が安心して話せるか否かは、適切な質問と適切な態度等の、薬剤師のコ

ミュニケーション能力の発揮にかかっている。 

③ 他のスタッフとの協議：一人の患者には複数の医療職が関わってケアをしている。薬剤

師はその専門性を通して患者のアセスメントをすることになるが、必要に応じて他職

種や他の薬剤師とカンファレンス等で協議する。その際に適切な傾聴、伝達、自己主張、

チームワーク、そしてリーダーシップが発揮できるコミュニケーションが必要となる。 

   ただし、今回の研究は、薬剤師－患者間のコミュニケーションに焦点をあてているの

で、本論文では③について掘り下げることはしない。 

④ 情報提供・指導、患者からのフィードバック収集：検討した治療目標を達成するための

指導、情報提供を行う段階のコミュニケーションである。患者自身が納得して行動でき

る（アドヒアランス23）ためには情報の質と量を個々の患者に合わせて提供する必要が

ある。また、患者から服薬状況や薬の効果等についてのフィードバックを収集し、それ

を基に次の指導や患者面接等のケアに活かすことが必要である。 

 
23 患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること。 
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図１.（再掲）薬剤師のファーマシューティカルケアにおけるコミュニケーションポイント 

 

ここで重要なのは、ファーマシューティカルケアとは常に対人コミュニケーションを伴

う、という認識である。薬学の専門知識が如何に高くとも、それを適用するための情報収集、

医療チームでの検討、情報提供、指導の各場面で適切なコミュニケーションが発揮できなけ

れば、質の高い医療の提供と患者のアドヒアランスの向上は難しい。 

 

2-4 患者が薬局の価値を感じなくなる時 

 
 患者の薬局への期待値は前章で述べたが、薬局に来局する患者の満足度調査の報告の中

でヘルスリテラシー24が低いために医療情報が理解しにくく、薬局薬剤師へ相談をしていな

いという患者と、健康には関心が高いが、薬局では適切な情報が得られないと判断して、薬

局では相談しなくなるという患者がいることがわかった。(島ノ江,2011)。個々の患者の理

解や関心の高さに合わせて情報提供を行い、適切なコミュニケーションをベースに処方解

析能力を向上することが、信頼関係の構築と関係することが解っている。(村田,2017)。 

 
24 健康情報を入手し、理解し、評価し、活用するための知識、意欲、能力であり、それによって、

日常生活におけるヘルスケア、疾病予防、ヘルスプロモーションについて判断したり意思決定をし

たりして、生涯を通じて生活の質を維持・向上させることができるもの。 
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また、薬局で「時間がかかっても充分な情報が欲しい」と思っている患者が 68.4%いる一

方で、「薬の情報はあまり要らないのでとにかく早く済ませたい」と考える患者が 31.6%い

たという報告もある(櫻井,2009)。 

 例えば、慢性疾患を患っており、降圧薬などの処方薬を長期に変更なく服用している患者

は、薬局薬剤師が「お具合はいかがですか」と尋ねても、「変わらないよ、薬代はいくら？」

と言葉を返して、早急に薬局を後にしようとすることが少なくない。このような患者にとっ

て、薬局が価値ある場所と認識されているかどうかは疑問である。 

 患者が、薬局で薬剤師のかかわりを拒否すれば、薬剤師が薬学管理の能力を発揮できる機

会はほとんどない。これは結果的には、副作用の発見遅れや、処方薬の不適切使用の見逃し

といった、患者の不利益につながる。しかしそのような危険が潜んでいることさえ、薬局薬

剤師のかかわりを鬱陶しく思っている患者にとっては、なかなか意識しがたいことである。 

 

2-5 小括・個々の患者に対応できるコミュニケーション能力の醸成を卒前卒後教育で

行う必要 

 
 本章では、個々の患者に合わせた対応を行うには、薬学教育のコミュニケーション教育が

重要であると述べた。外来患者の薬剤服用中の体調や服薬行動の変化を把握するにしても、

薬剤師側の態度や心構えは患者に伝わり、得られるものが変わってくる。患者は常にアクテ

ィブな主体なのである（桜井,2005}  

 薬学教育にコミュニケーション教育が取り入れられたことで、薬剤師は「説明し、指導す

る」存在から、「患者の話を共感的に聞き、ニーズをとらえる」というスキルを活用できる

ようになった。第 3章以降で行った携帯電話などの機器を用いるときも、そのスキルの活用

はベースとなるものである。 
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第 3 章 携帯電話を利用した、 

患者と薬剤師をつなぐコミュニケーションのトライアル 

 

3-1 背景 

 

 生活習慣病の薬物治療は、症状の変化も処方変化も少ないことが多く、処方日数も長期化

する傾向にある。  

 患者の日々の生活そのものが、治療に影響を与えるにも関わらず、患者の生活状況を薬局

で的確に把握するのは、患者からの積極的な報告がない限り困難な現状があった。その結果、

患者の来局日に薬剤師が患者に服用期間内の体調や生活の変化を訪ねても、ほとんど情報

がとれない状況に陥りやすい。患者自身も症状の変化がないことで、服薬の意義を意識しづ

らい状況になりやすい。服薬アドヒアランスの低下は、期待される薬物治療の効果が得られ

ず、疾病の重症化を招く。生活習慣病患者は服薬のみでなく、運動と食事を改善することが

重要である。服薬アドヒアランスに影響する要因の調査では、「食事はきちんととれている」、

「生活リズムはきちんとしている」こと、「自分は貴重面だとおもう」、「薬は効果があると

思う」、ということ以外に、服薬や医師、薬剤師に対してポジティブな意識を持っているこ

とがプラスに影響することが解っている（坪井, 2012）。 
 
3-2 目的 

 
生活習慣病の服薬アドヒアランスを向上する要因としての食事と運動を意識してもらい、

同時にかかりつけの薬剤師とつながって、フリーコメントを含めて薬局薬剤師とコミュニ

ケーションをとることで、治療や生活改善への意識や薬剤師との関係がどのように変化す

るかを明らかにする。この時期すでに日本での世帯普及率が 85.3%にのぼっていた携帯電話

(内閣府,2007)を利用し、薬局薬剤師と患者が随時、双方向にコミュニケーションがとれる

状況を作った。 
 

 

3-3 先行研究 

 

実証実験に先立ち、この時点での医療に関しての携帯端末でのメール・電話機能を利用

した先行研究を調べ、携帯電話をツールとして介入させることによる患者側と医療従事者

側それぞれのメリットや問題点、改善点、実用化への可能性を考察し、患者に必要とされ、

なおかつ薬剤師が行うサービスに適したコンテンツがどのようなものか検討した。 
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携帯電話等の機能を用いたシステムの適用患者は、主に糖尿病患者(浜口,2008、Rami, et 

al.2006)、気管支喘息患者(Anhøj and Møldrup, 2004)、精神疾患患者、小児患者(滝沢,2006、

岡本,2003)などであった。このことから、医療において携帯電話を通じて情報交換が可能と

なるシステムの適用が求められる患者は、長期間の服薬指導・生活管理や、検査データ記録・

管理が必要な慢性疾患を抱える患者であると考えられた。 

また小児においては、患児本人を対象とすることはもちろんであるが、システムを用いる

ことにより、患児の保護者や家族の継続したサポートも可能(岡本,2003、丸山,2005、赤星, 

他. 2005)となり、システム適用の有用性は高いと考えられた。また、この時点の調査では

薬局と患者をつないだコミュニケーションシステムの報告はなかった。携帯電話を活用す

れば、それを患者が日常的に持ち歩くので、電話ではなくメール機能を利用することで、ど

こに居ても回りに音声を訊かれることなく、利用しやすいと考えた。25 

 
3-4 方法 

 
3-4-1 トライアルの概要 

患者所有の携帯電話とブラウザを利用した。管理者側の薬局薬剤師が患者データを薬局

の PC 上で管理できる仕組みを作った（ 図 4 ）。インターネット上の通信は、SSL128 ビット

と呼ばれる暗号化処理を施し、格納されたデータも暗号化された状態で保存し、情報の漏洩

や改ざんのリスクを 小限にした。本トライアルは、① 登録患者に対して、毎日希望時刻

にメールを自動送信し、② その日の服薬状況、運動、歩数、食事、体重を入力して送信し

てもらい、（ 図 5 ）、（ 表 5 ）、③ 薬局側の PC でデータ化し、経時変化を確認する( 図

6 )、というものだった。また、患者からはフリーメッセージを送ることができ、それには

担当の薬剤師が対応した。 

研究参加者が回答する形式と項目の検討に際して、複数の既存の健康関連アンケートを

集めて参考にした．その結果、回答は具体的な記載式でなく、“実行した”または“実行し

なかった”をチェックする形式にして回答がしやすいようにした。また、研究参加患者から

の返答に対し、即時にフィードバックを返せるようにするためと、返答を受ける薬局薬剤師

の負担を軽減するために、食事と運動のそれぞれの達成度に応じた多様な自動返信の文章

のパターンを作成した（ 表 6 ）。 

 

 
25 1999 年に開始された NTT Docomo の i モード、JPHONE の J-スカイウェブなど、携帯電話でのインターネット接

続サービスが広く行き渡り、携帯電話での通話以外のサービスが幅広く展開された。 
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図 4.   トライアルの概要 

 

 

図 5.   患者側携帯の画面とアンケート画面 
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図 6.   薬局側管理画面 
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表 5.  患者に自動送信し、返信してもらう項目 

  

                                   
1． お薬の服用 
今日のお薬は飲めましたか？  
□すべて時間通りに飲んだ 
□時間がずれたがすべて飲んだ 
□飲めなかったときがあった →飲めなかった時間にチェック 
 □朝 □昼 □夕 □寝る前 □今日は飲めなかった  
2．体重（0.5ｋｇ単位）（ＢＭＩ算出のため身長も最初のみ登録） 
3．運動 該当するものにチェックする 
4.歩数（   ）歩 万歩計を所持している人のみ  
□意識して乗り物に乗らずにあるいた  
□意識して階段を使った  
□腹筋や腕立てふせなどの運動をした  
□ラジオ体操を行った  
□軽い運動を 15分くらい行った 
□速足を 10分以上行った 
5．食事 
□夕食を自宅で食べた 
□深夜に飲食はしなかった 
□コンビニ弁当やファーストフードは食べなかった 
□外食は素材の形のわかる料理を注文した 
□アルコールは小量（１日に日本酒１合以内、ウイスキーシングル 2杯以内、ビール中瓶 1
本以内） 
6．フリーコメント欄：（担当薬剤師に直接送れる） 
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表 6.  患者が入力後に自動送信されるメッセージのパターン 

 
 
また、患者のデータ送信に対する薬局からのフィードバックの形式は、① リアルタイム

でメッセージを自動返信する（ 表 6 ）、② フリーコメントに担当薬剤師が適時返信する、

③ データをプールしてグラフ化し、次回来局時に薬局薬剤師がそれを渡しながら対面でフ

ィードバックする、の３つの方法をとった。今回は、トライアル期間中の 
1）お知らせメールへの返信回数 
2）研究参加者の体重等の推移 
3）フリーコメントの活用内容 
4）研究参加者へのインタビュー結果 
を分析し、評価とした。 
 
 

3-4-2 研究参加者 

患者側の研究参加者は、千葉県内のある薬局に定期的に処方箋を持参する患者のうち、本

トライアルの主旨、方法、データの利用目的を説明し同意が得られた 2名の成人患者（ 表

7 ）であり、2008 年 8 月 28 日～9月 27 日の 31 日間、システムを試用した。また、同薬局

の管理薬剤師と勤務薬剤師の 2名が薬局側研究参加者となった。 

 

                                    
運動項目 
チェックゼロ→軽い運動でもいいので毎日行いましょう！ 
チェック 1つ→もう少しずつ運動をふやしましょう 
チェック 2つ→運動がんばっていますね。その調子です！ 
チェック 3つ以上→とっても運動をがんばりま したね！！すごい！ 
チェック 5つ以上→すごくがんばりましたね！でも無理はしないでくださいね。 
食事項目 
チェックゼロ→少し意識をもって健康的なお食事をとるようにしてみてくださいね 
チェック 1つ→健康的なお食事の意識をもっていますね。もう少し実行してみま しょう 
チェック 2つ→いいですね。さらにお食事を健康的にしていきましょう。 
チェック 3つ以上→健康的なお食事が身についてきている感じですね。その調子です 
チェック 5つ以上→すごくがんばっていますね！GOODです！ 
体重・身長で BMI を自動算出 
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表 7.  患者側研究参加者の背景 

 
 

3-4-3  倫理的配慮 

 本研究は日本大学薬学部倫理委員会の承認を得て行った（No.08-007）。 

 倫理的配慮として、研究参加者には、説明文書を渡すとともに口頭でトライアルの目的と

方法、研究参加内容、考えられる不利益、データの保管場所と廃棄時期と方法、研究参加の

同意の取り下げはいつでもできることを説明し、同意が得られた場合には、同意書にサイン

を依頼した。 

 

3-5 結果 

 

1） お知らせメールへの返信回数 

 毎日定時に２名の研究参加者に薬局から自動配信したお知らせメール全 31 回に対して、

A 氏は食事・運動の状況と体重を 19 回返信し、未返信は 12 回あった。Ｂ氏は 31 回全てに

返信した。また、B氏は食事、運動、体重以外に万歩計の歩数を返信した。 

 

2） 薬局薬剤師から研究参加者へのフィードバックとアドバイス 

 トライアル期間中に研究参加者が処方箋を持参して来局した際に、薬局薬剤師からは本

トライアルで研究参加者から返信された体重および服薬状況の推移のグラフ（ 図 7、8、9 ）、

万歩計を使用しているＢ氏には歩数の推移のグラフ（ 図 10 ）を渡して生活アドバイスを

行った。A氏は体重が一旦落ちたがその後横ばいであった。それに対して B氏は上下の変動

があった。またＢ氏の歩数が平日と休日で大きく違うなどの状況が把握できた。 
 

性別 年齢 家族構成病名 診療科 処方薬 検査値 研究の参加動機 携帯の使用 薬剤師からの患者情報

ベンプロペリンリン酸塩錠20ｍｇ（鎮咳薬）

アロプリノール錠100ｍｇ（尿酸生成抑制薬）

ニルバジピン錠2ｍｇ（降圧薬）

グリメピリド錠１mg（血糖降下薬）

アムロジピン錠2.5ｍｇ（降圧薬）

メトホルミン錠250ｍｇ（血糖降下薬）

ブロマゼパム錠２ｍｇ（抗神経症・うつ薬）

スルピリド錠50ｍｇ（抗胃・十二指腸潰瘍・

うつ薬）

B氏

健康チェック、

ダイエットを４
月から再開した
ので薬剤師の意
見を聞く機会が
あれば、役に立
つと思った。

提示なし
携帯メール

は、20通/
日

6年前から来局　万歩計

を常に二つ持ち、運動
に励む。

夫

息子
娘

61女性A氏 内科

メンタル

クリニッ
ク

不明不明71男性

薬の服用状況は良い

が、食事に油っぽいも
のを多く食べてしま
う。腰・膝が悪いため
運動はあまり出来な
い。寝た状態で足を少
し上げ下げするような
運動を担当の薬剤師が
アドバイスしていた。

携帯メール

は普段あま
り使わな
い。

3か月後の娘の

結婚式のために
減量したい

血圧144/53mmHg

HDL:34mg/dl
LDL:119mb/dl

中性脂肪：314mg/dl
HbA1C：7.9%

糖尿病

高血圧
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図 7.  A 氏の体重の推移（身長 159ｃｍ） 

  

  

図 8.  A 氏の服薬状況 
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図 9.  B 氏の体重の推移（身長 169ｃｍ） 

 

 

図 10.  万歩計で測定した B氏の歩数 

 

74

75

76

77

78

79

80
kg

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
歩



32 
 

3） フリーコメントの活用内容 

 自動配信のお知らせメールへの返信画面に設置したフリーコメント欄には、B 氏から「 近、

食べ過ぎて、食事制限がつらい。食事に関しては気をつけているが、食欲が抑えられないことが

困る」というコメントが届いた。それに対し、担当薬剤師は、B氏が服用中の薬剤、スリピリド

26の副作用による食欲増進を懸念し、医師に相談するようメッセージを送信した。その結果、ス

ルピリドについては、食欲増進の副作用がないミルナシプラン塩酸塩錠（抗うつ薬）に処方変更

となった。 

 

 

表 8.  研究参加者（患者）へのインタビュー（抜粋） 

  

 
26 胃、十二指腸潰瘍、うつ病、うつ状態、統合失調症に適用がある薬剤。 

A氏 B氏

特に頑張った点
食事。油物を控える。という項目があり（油を

控えている）、甘いものも時々食べるが回数が
減ってきている。

このシステムで良かった点は？
体重測定を忘れることがあるが、携帯を必ず見

るので毎日忘れず体重を量れた。

ダイエットを自分ひとりだけでやっていると思うのはつ

らい。他の人たちが見てくれているのは励みになる。そ
れがすごく大きい。同じ努 力で も自 分だ けだ と、
「ちょっと運動最近してないな」とか「ちょっと食べ過
ぎているな」と思っても「まあいいや」ってところがあ
る。しかし他の人が見てくれている、バックアップして
くれていると思うと、やはり努力はしたい。その人達に
いい数字を見てもらいたい。それがはげみになり毎日や
る気になる。

メールの「甘いものを控える」

等の文字を見て「やらなきゃ」
という気持ちになるか

食べてしまうときはそのまま文字が右から左に

流れるが、食べないときは「やった！！」と思
える”。

自分でも「今日は運動不足気味かな。」とか「カロリー

オーバー気味かな。」と思っているときに、アドバイス
のメール（自動送信）で「もうちょっとがんばりましょ
うね」と出ると「今日は足りなかったな、確かに。」と
自覚できるところが良い。

不便だと感じた点 体重のスケールをもっと細かくしてほしい。

自己管理は5年もやっていて日課の中の一つになってい

るので、携帯で問答するのが一つ増えてもさして負担で
はない。携帯そのものが、通常から扱うので。それが１
回増えて長くてもね。質問を考えていれても5分程度。
普通だったら、2～3分で済んじゃうような内容が別に面
倒とは思わない。でも、普段やってない人には面倒かも
しれない。

この機能をこれからも続けてい

けそうか

このあともまだまだ続けたい。終わってしまう

と、ほっとして、また太ると困る。

自分は一人じゃないという感覚と、それから、ハッと

「これどうしようかな？」って思ったときに、質問をす
ることで回答を得られるのは大きい。自分一人だと、辞
書引いても何をしても分からないものは分からない。だ
から薬剤師に相談して専門的な回答を得られるのは大き
なプラス。だから、続けることが必要で、ずっと参加で
きればと思う。

フリーコメントのやりとりにつ

いて

ダイエットに関してかつて栄養士からの指導はあった

が、今回食欲がどうしても落ちなくなっているときに、
「薬の中に食欲増進の成分が含まれていますよ」と言わ
れ、これはやはり薬剤師じゃないとわからないことでは
ないかと思った。そういう意味では、色々な方面の方か
ら意見が伺えるという意味で、ありがたい話だと思う。

薬局の薬剤師が見ていてくれて

いる感じがあったか

薬局に来たときに声を掛けられるだけで違う。自分ひと

りじゃないと思えるのは、継続のために一番重要。ダイ
エットは続けることが大事で、多少体重が増えても減ら
せばいいが、やめてしまうとできない。だから、続ける
ためには携帯で記録を付ける事が大事なのではなく、
「本当は、自分一人じゃない」って思うのが一番。だか
ら、他の方に広めて、その方たちにいいデータが出るよ
うになれば、もっといいと思う。
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4） 研究参加者へのインタビュー 

参加協力患者側 2名へのインタビュー抜粋を、表 8に示した。インタビュー内容を基に、患者

側の視点からの本システムのメリットを表 9にまとめた。 

 

                                         

・定時にお知らせメールがくることで、体重測定忘れ等の防止ができる。 

・食事や運動の質問項目に返信しようとして、一日を振り返り、食事や運動への取り組みへの意

欲向上の効果がある。 

・一人でやっているのではなく、薬剤師に見守られている感じが、意欲の向上と維持につながる。 

・いつでも担当薬剤師に相談できる。 

・自分が書いたフリーコメントに、担当薬剤師が対応し、副作用の発見などもしてもらえる。 

                                         

表 9.  本トライアル参加のメリット（患者側の視点） 

 

 薬剤師側へのインタビューでは、今回の研究参加者は 2 名とも長く薬局に通ってきているた

め患者情報は把握していると思っていたが、患者からの送信情報やフリーメッセージを見て、

「思っているほど把握できていなかった」、「患者さんの意外な面を見た」という感想があった。

また、患者からの送信で得られた運動、食事、体重、服薬情報を記録しておくことで、次回の患

者来局時にどのようなアドバイスを行うか明確になること、食欲増進の副作用をとらえて、早く

対応できたことが、患者対応の向上につながるという意見が得られた( 表 10 ）。また、研究参

加者から様々な改善点も指摘された（ 表 11 ）。 

 

                                       

・患者が生活改善の意識を持ち、行動が変わるきっかけになる。 

・食事や運動の状況を掴めるので、アドバイスがしやすい。 

・いままで見えなかった患者の生活や服薬に関連したことが見える。 

・フリーコメントが来ることで、より早く適切なケアが可能になる。 

                                       

表 10.  本トライアルのメリット（薬局薬剤師側の視点） 
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・体重のスケールを 100ｇ単位にすること 
・自動返信のコメントのバリエーションを増やすこと 
・より多くの患者が参加できる平易な画面・操作にすること 
                                       

表 11. トライアルの改善点 

 
 

 3-6 考察 
 

本トライアルで、外来患者と薬局薬剤師とを結び、双方向のコミュニケーションを可能にした

ことの効果を考察する。 

患者側の 2名は毎日のお知らせメールに対し、生活を振り返る刺激になったと回答した。 

A 氏は、当初使い方が難しいと感じ、薬局薬剤師に問い合わせしながら使い始めた。この

ことがきっかけで、薬局薬剤師との直接の会話も増えた。 

B 氏は、ダイエット中の食欲増進の相談をしたことで、処方薬の副作用の疑いに至り、処

方変更につながった。これは、薬剤師だからこその対応で、医薬品服用中の食事指導には、

薬剤師が関わる必要があると考えられた。 

さらに、ダイエットという、継続が必要な挑戦において「一人ではない」、「薬局薬剤師に

いつでも相談できる」という環境が、意欲の向上維持に有効な要素であることがわかった。 

薬局薬剤師側にとっても、患者の日々の服用状況、食事、運動等の情報を得ることで、カ

ウンター越しで得る情報以上に患者理解を深めることができた。 

またフリーコメントの利用によって、リアルタイムの対応が可能になった。2名の患者の

体重は減少し、その結果 B氏は血圧が下がり、降圧剤の処方が変更されるという成果も得ら

れた。 

 一方、体重の詳細な入力をしたいという要望があった。特にダイエット中は 100g の上下

が継続の動機付けになることから、すぐに改善を行った。さらに、体重のスケールの設定を

使用者に合わせて変更できるようにして欲しいとの要望があった。また、食事と運動の結果

についての自動返信は、同じものが何度も来ると飽きてしまうという声があった。本システ

ムは、薬局薬剤師側が使って欲しいと考える患者であっても、高齢でメールができない患者

や、 初から面倒がる患者もいる。そのような患者でも使用可能なコンテンツの開発が求め

られる。 

 また、生活習慣病の患者はすでに医師や栄養士から指導を受けている場合もあり、導入時

にその患者がそれまでにどのような指導を受けているかを把握することも必要である。そ

れをせずに導入した場合、患者の負担になり、逆効果になってしまう可能性がある。 
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A 氏と B氏のパーソナリティやバックグラウンドの違いが、返信回数やその他のデータに

も表れた。患者のパーソナリティは、かかりつけの薬局薬剤師であれば、普段から接してい

るために、このような取り組みに適しているかを判断することができる。患者の個々のニー

ズをとらえながらリアルタイムでフォローしていくことは、慢性疾患の長期にわたる治療

での挫折を防ぎことにつながる．また、フリーコメントの活用は副作用の早期発見にも結び

付く。 

薬剤師から患者へのフィードバックについては、患者の立場に立てば、あえて運動、食事

等のデータを求められて送信するのだから、それに対するフィードバックを求めるのは自

然である。しかし、多忙なスタッフが通常業務に加えてそれらの運用をするためには、通常

業務との両立が可能な程度に、操作や管理の利便性を高める必要がある(丸山,2005、赤

星,2005)。 

 先行研究では、携帯電話システムを患者ケアに用いることによる一番のメリットは、シス

テムの使用者が使用時間や使用場所を制限されないという点であった。患者は、たとえ外出

先でも都合の良い時間に使用することができ、生活リズムに大きな変化や負担を与えずに

済む(Anhøj,2004、丸山,2005、樋口,2006)。加えて、特に携帯電話を普段から使用している

患者にとっては使用が簡便であり、患者の日常生活の質を落とさずに継続的な使用が可能

である(宇野,2005、滝沢,2006)。また、携帯電話であれば非常時も所持している可能性が高

く、緊急時や災害時、旅行時の適切な医療サービス提供に役立つと考えられる(樋口,2006)。 

そして、いつでも医療スタッフと連絡が取れるツールを持っているという状況そのもの

が、患者に安心感を与える。また、定期的にシステムを利用することで、患者は医療スタッ

フを身近に感じ、コンタクトがより気軽にできるようになる(岡本,2003)。あくまでも医療

従事者と患者の基本的な顔の見える関係が土台にあることで、コミュニケーションの補完

ツールとして機能すると考えられる。 

前述の図１のファーマシューティカルケアのプロセスで見ると、本トライアルは、薬局側

からの促しによって毎日、食事と運動について取り組んだか訊かれ、患者が返信した。この

食事と運動のアンケートは、図１では④の指導、情報提供の役目でもある。実際にＢ氏は「ア

ンケート項目をみると、ああ、これをやらなくては、と思う」と振り返っている。つまりメ

ッセージが繰り返し目に入ることで、指導やフォローの効果がでていると考えられる。得ら

れたデータにより、薬剤師は患者の現状況を②の情報として把握し、③のアセスメントに結

びつけることができる。そのクールをくりかえすことにより、①の信頼関係が高まり、さら

に②の情報の質も高まると考察された。 
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3-7 小括 
 

この時点での遠隔コミュニケーションの先行研究は、看護や治療または医薬品情報提供

のケースであり、初めて医薬分業としての保険薬局を舞台としてファーマシューティカル

ケアに基づいたサービスを提供できたことは有意義な試みと評価できる。今回は 2 名のみ

の患者の使用に関する報告ではあるが、本システムは今まで処方薬を渡すときだけに行わ

れていたファーマシューティカルケアのサイクルを毎日回すことができる点で、確実に薬

剤師のケアの質の向上に結びつくと考えられる。また、患者に対するの薬剤師側の認識を変

化させる効果があった。特に、フリーコメントからダイエットが思うようにいかないことの

原因が服用薬の副作用だったことが解ったことから、服薬中の栄養管理は必ず薬剤師が関

わることが必要であるという点も、今回の試みで得られた知見であった。 
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第 4 章 携帯電話での患者－薬剤師コミュニケーションの質的検討 

 

 本章の研究は、保険薬局の薬剤師と小児患者の保護者を携帯電話の双方向システムでつ

なぎ、体調変化と服薬状況などの情報を共有する試みを 5ヶ月間実施した後、薬局薬剤師と

小児患者の保護者とのコミュニケーションへのシステム使用の影響について、双方へのイ

ンタビューとその結果の分析によって検討した。また、検討された内容を、第 2章で言及し

た、薬剤師に望まれるコミュニケーションのカテゴリー・サブカテゴリーと対比し、このシ

ステムによる独自のカテゴリー・サブカテゴリーの生成を試みた。 
 

4-1 背景 
 

 薬局で、小児患者に対する調剤を行う場合、その年齢が低い程、薬剤情報の提供は、看護

者である患者保護者を対象に行うことになる。服薬管理を行う保護者の意識・理解は、患者

のコンプライアンス27に大きな影響を与える。実際に、小児患者に散剤をどのように服用さ

せているかについての保護者を対象とした調査では、多くの保護者が様々な工夫を行って

いたが、正しい服用方法を理解していないために、患者のコンプライアンスが不良になって

いた症例もみとめられた。(水谷,2005)。 
 また、慢性疾患の場合には、治療、服薬も長期になり、患者本人だけでなく保護者の負担

も大きい。例えば小児喘息は、治療によって思春期までには寛解すると言われてきたが、思

春期になっても寛解せずに難治化する場合には、特に治療に対する母親の理解度や心理状

態が深く影響すると言われている(根本,2003)。 

 このような背景から、薬局薬剤師には患者保護者との信頼関係を構築し、適切な服薬指導

を行い、かつ心理的サポートも行うことが求められる。 
第 3章で述べた生活習慣病の成人患者での検討では、患者の服用忘れの減少、運動と食事

改善、服用薬の副作用の発見が可能になった。また薬局側にとっては、長く来局しているな

じみの患者であっても、生活サイクルや背景を把握していない事に気付き、新たな視点を得

た(井手口,2009)。また、食事療法と運動療法への取り組みを薬剤師に毎日返送することが、

ファーマシューティカルケアのサイクルを毎日回し続けることになり、フリーコメントへ

の書き込みで問題の早期発見と解決さらに薬剤師の患者理解が深まり、ケアの質が高まる

だけでなく、患者の薬剤師への信頼が高まることが明らかになった。 

 

 
27 患者が医療提供者の決定に従ってその指示に従った行動を取ること。服薬の場合には指示通りの

時間に指示通りの医薬品を服用すること。 
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4-2 目的 
 

今回は、小児慢性疾患患者と保護者の服薬支援と不安軽減を目的とし、第 3章で成人患者

に用いた、薬局薬剤師と患者のインタラクティブシステムを、小児患者の保護者と薬局薬剤

師が 5ヶ月間使用し、薬剤師と患者を常時つなぎ続けることで、どのようなコミュニケーシ

ョンが生まれるのか、双方の関係にどのような変化を与えるのか、小児患者の保護者がかか

りつけ薬局に何を求め、何が重要であるのかを明らかにする。また対応する薬剤師が、ケア

の質を高めるための要素をどのように考えているのかを質的研究手法を用いて明らかにす

る。 
 

 

4-3 先行研究 

 
小児慢性疾患患者保護者の支援心理サポートについては、行政が行う保健所からの保健

師の訪問によるもの（伊佐地,1997）、医療機関での喘息教室での教育とカウンセリング（井

手口,2008、倉田,2009}、小児がん患者ケアとしての病院での長期フォローアッププログラ

ム（石田,2010）、コンピュータを用いた教育介入研究、などがある。保健師の訪問や患者会、

喘息教室は、対面での教育カウンセリングが可能であり、患者の満足度も高い。コンピュー

タを用いた教育介入研究は、海外の取り組みのシステマティックレビューであり、患者への

情報提供、スキルトレーニング、社会的認知理論を用いた強化で構成されている。本研究に

も近いのが、小児在宅医療患者を対象としたコンピュータネットワークによる遠隔看護

システムであった（北野,2007）。これは在宅療養の患者の健康状態をフォーマットに入力さ

せ、医師、看護師が閲覧し、毎日閲覧し対応、また患者保護者側からの自由記述の相談にも

対応するというものである。患者側のフィードバックは、質問ができて良かったという面も

あるが、患者の体調が良いときも入力しなければならないことの煩雑さと、病院側が設定し

た入力項目への疑問も呈された。 

 

4-4 方法 

 
4-4-1 システムの概要 

研究を行うにあたり、研究参加の同意を得た小児患者の保護者が所有する携帯電話に、

希望時刻に毎日メールを自動送信し、その日の服薬状況や体調を入力、返信してもらう

フォームがついたコミュニケーションシステムを独自に開発した。データは外部サーバ

に保存され、インターネットでの通信で、患者の保護者の携帯と薬局側の管理画面をつ

ないだ。インターネット通信は SSL による暗号化処理を行い、サーバに格納されたデー

タも同様に暗号化された状態で保存、情報の漏洩や改ざんのリスクを 小限にした（図
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11）。機能として、レセプトコンピュータの SIPS データを利用して、処方履歴が閲覧で

きる他、毎日の服薬状況を返信する研究参加保護者側のフォームには、フリーコメント

を書き込める機能があり、研究参加保護者からの返信内容を研究参加薬剤師が薬局のPC

の管理画面で確認、さらに返信できるように作成した（ 図 12、13 ）。 

研究参加薬剤師と研究参加保護者とのやり取りの記録は小児患者の薬歴に転載し、当

該患者の来局時に過去１か月のやり取りの記録を保護者に手渡した。また先行研究の結

果から、返信する保護者の負担を減らすために、何も問題が無ければワンクリックで返

信できるようにした。 
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図 11.  システムの概要 

 

 

 

図 12.  活用図 
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図 13.  患者保護者の携帯電話画面と薬局側管理画面 

 

 

4-4-2 研究参加者 

関東地方のある薬局の来局者のうち、慢性疾患で定期的に通院する患児の保護者に、本研

究の目的、方法を説明し、参加の同意を得られた保護者が参加した。 

今回、保護者から参加の同意を得られた患児の背景を表 12に示す。患児は２歳から８歳

までで、女児２名男児３名、慢性アレルギー疾患で通院し、処方薬は表に示したように抗ア

レルギー薬、外用薬、漢方薬など出会った。研究参加保護者は全て 30～40 代の母親であっ

た。また、３名の参加薬剤師の年齢は 20～50 代で全員が女性であった。 
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表 12. 研究参加者（小児患者）の背景 

 

 

4-4-3 調査方法 

実施期間は 2009 年 10 月～2010 年の 2 月の 5 か月間だった。実施期間終了後、参加保護

者一人ずつに半構造化インタビューを行った。音声をボイスレコーダーに記録し、テキスト

データ化した。また、実施に関わった薬局の薬剤師 3名に、薬局側の研究参加者として、フ

ォーカスグループを行い、音声はボイスレコーダーに記録し、テキストデータ化した。 

 

 

4-4-4 質問項目 

1） 研究参加保護者への質問項目 

研究参加保護者への質問は、「システムの使い勝手や感じたこと」「コメントでの薬剤師と

のやり取りで感じたこと、気が付いたこと」「薬剤師や薬局への認識の変化や求めること」

「どのような機能や使い方の改善があるとよいか」等を基本にし、やり取りの中でさらに情

報を聴取した。また、研究参加保護者からの積極的な発言も聴き取った。 

 

2） 研究参加薬剤師への質問項目 

本研究は薬剤師と患者の双方向コミュニケーションの評価であり、薬剤師側として患者

を理解することと、患者に理解してもらうために、どのようなことを工夫したのかを聴取す

る必要があった。「本実験を実施して薬剤師として良かったところ、問題点」「運用について

思うこと、負担や工夫」「患者コメントに対応して得た事、対応が難しかったところ」「薬局

としての情報共有やチームワーク」等の質問を、グループインタビューの中で投げかけた。

質問に対する応答だけでなく、研究参加薬剤師同士の会話も記録した。 
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4-4-5 分析方法 

音声のテキストデータは Steps for Coding and Theorization(以降は SCAT と記す) (大

谷 2007, 2011, 2019)を用いて分析を行った。SCAT とは、逐語化した音声データをセグメン

ト化してマトリクスに記入し、その各々に、<1> テクスト中の注目すべき語句の抽出、<2> 

テクスト中の語句の言いかえ（それを言い換えるためのデータ外の語句）、<3> それを説明

するようなテクスト外の概念、<4> テーマ・構成概念（前後や全体の文脈を考慮して）、の

順にコードを考えて付与していくという４ステップのコーディングと、<4>テーマ・構成概

念を紡いでストーリーラインを記述し、そこから理論を記述する手続きとからなる分析手

法である。この手法は、比較的小規模の質的データの分析にも有効である(大谷,2011)( 図

14 ）。 

なお、SCAT は広く解釈学的な質的研究で用いられており、その際、〈4〉には構成概念が

記述され、それを用いて「深層の意味の記述」としてのストーリー・ラインを記述し、そこ

から理論記述を行う。しかし今回は、薬剤師、薬局、そして今後の薬学教育にとっての実践

的な知見を得るためのシステムの評価という、より実証主義的な研究に SCAT を利用したた

め、〈4〉は必ずしも「構成概念」ではなく、「抽出概念」と呼ぶべきであり、そこから記述

したものは、「ストーリーライン」というより「語りの内容の要約」と呼ぶべきである。ま

たこの研究ではそこから、「理論記述」というより「語りの内容の要素」を抽出している。

以下、そのように記述している。 

 

 
図 14. SCAT の分析シート記載例〈 4 〉の「テーマ、構成概念」をつなげて 

ストーリーライン（ここでは語りの要約）を作成し、理論記述（ここでは語りの内容の要素）

を作成する部分例 
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今回は、薬剤師と患者の関係性への ICT を用いたコミュニケーションの影響についての

検討のため、マトリクスの中にセグメントされた一行ずつの内容から、そこに発現する薬

剤師のコミュニケーションを概念化し、SCAT 表の右端に記載した。これを、 近発表され

た、薬剤師のコミュニケーションスタンダード（Pharmaceutical Communication 

Standard）の基礎資料（JSPS 科研費（16KO8417）助成）として作成された、「かかりつけ

薬剤師（薬局）をもつ患者が期待する薬剤師や薬局のありかた」の探索的研究(野呂瀬, 

2018)の一覧表のサブカテゴリーを照らし、あてはめた。 

該当するサブカテゴリーがない場合には、新しいサブカテゴリーを作成し、本システムで

独自に生まれる薬剤師のコミュニケーションの在り方を探索した。 

 
4-4-6 倫理的配慮 

本研究は日本大学薬学部倫理委員会の承認を得て行った。（No.08-007） 

 倫理的配慮として、研究参加者には、説明文書を渡すとともに、口頭で研究の目的と方法、

研究参加内容、考えられる不利益、データの保管場所と廃棄時期と方法、研究参加の同意の

取り下げはいつでもできることを説明し、同意が得られた場合には、同意書にサインを依頼

した。 

 
 

4-5 結果 

 

4-5-1 研究参加者の活用状況とフリーコメント内容 

 約 5 か月間の実施の間に設定時間へのお知らせの自動送信へは、5 名の研究参加保護者全

員からほぼ毎日返信があった。フリーコメントの書き込みも見られた。フリーコメントに対

しては、患者の薬剤服用歴管理簿に自動記載され、担当の薬剤師が薬局 PC で内容を確認

し、返信を行なった。フリーコメントの内容は、軟膏を塗るタイミングを知りたいなどの「質

問」、質問ではないが、患者の様子や、訴えを書いてくる「報告」があった。処方薬の使い

方実施の間約 30 日間隔で、患者側は受診後、薬局へ処方箋を持参した。 
研究参加期間終了後に研究参加保護者を対象に、約 25 分の個別インタビューを行った。 
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4-5-2 研究参加保護者の語りの内容の要約 

表 12 の 5 の保護者は、システムをほとんど使用できず、辞退の申し出があったため、4

名のインタビューデータを分析した。 

4 名の研究参加保護者の語りの内容の要約を以下に示す。その際、SCAT による抽出概念を

［］で示した。 

 

1） 1 人目の語りの内容の要約 

［電話に対する遠慮感］に対して、これは相談でない事柄も書き込める［低ハードル］な

システムである。薬の服用通知時刻も［患者都合優先］で行える。返信は患者にとって［低

負担］であるが、［煩わしい感］、［義務感］も感じられる。コメントは［必要動作］のみで

できるので負担はなく、薬剤師に［わかってもらえている感］と［なじみ感］が感じられ、

返信を［心待ち］にするような［参加意識］を持てる。 

薬剤師からの［患者主体］の返答の［タイムリー性］を維持できる上、薬剤師の署名が、

［あの人だという親近感］と［皆が知っていてくれる感］を与える。それにより［専門家へ

の尊重感］と［自己承認］が得られ、［親しみ］と［親身な共感性］を感じられる。ただし、

［今ここが重要］と感じているため、薬剤師に［必要時待機］を期待している。 

他の薬局では［対応への期待］が裏切られるが、このシステムによる対応は、［お気に入

り対応］になっている。ただし［アクセスしやすさ］はあるが実際には［自己都合優先］、

［状況優先］の来局になることもある。 

 

2） 2 人目の語りの内容の要約 

ここは［顧客志向］の［家族全員のかかりつけ薬局］であり、［一元管理の安心］［ここだ

からこその安心］を得られる。また、［皆がわかってくれている感］があり、コメントから

［薬剤師の顔］も見える。また、薬剤師の［献身的かかわり］が、［ここじゃなきゃだめ感］

を感じさせ［一途な信頼］をさえ持たせる。 

薬剤師からの［責任の表明］によって患者は［関わりたい薬局］と感じ留。設定時間を［決

める事の迷い］と前日の患児の状況を［振り返る時間不足］はあるが、［送信時間の自由」

がある。［体調の変化の報告］に対する［適切な助言］は［自己決定補助］になり、受診へ

の［背中を押すこと］となる。薬剤師の［持っている情報に基づく状況理解］が［ニーズの

把握］を可能にしている。患者は［情報の不足］を感じるが、薬剤師に［専門的安心感］を

感じ、薬の、［使用意欲低下］の際に、［治療意識の向上］を促すような［長期的教育効果］

もある。患児の［何らかの変化の把握中心］のための、薬局への送信も、［薬局の環境への

意識］がある。［患者が行うトリアージ］の必要がなくなり［受診判断アドバイス］が受け

られるので、通信は［受診判断ツール］にとどまらない［安心の定期便］となる。 

このシステムは、［薬局からのアプローチ］を通した［薬局サービスのアピール］を行い

得るため［かかりつけ薬局アピール］にもなり得る。ただし患者には、［症状の変化優先］
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で、［一押での完結］による［機会のみ利用］にしたい気持ちもある。 

これは［母子関係援助］にもなるが、今後、［広い情報提供ニーズ］、［独自の付加価値意

識］と［利便性追求］、さらに、薬局の［在庫の開示］などの［全方位サービス希望］［キャ

パシティ拡充希望］がある。 

 

3） 3 人目の語りの内容の要約 

［何でも書き込めるフリーコメント］の活用で、薬剤師が［気軽な相談相手］となった。

実際に来局したときに、［対応者の確認］が可能で、［薬局イメージの変化と信頼の深まり］

もある。［初めて体験する親身なサービス］は、［常時患者中心の対応］と感じられ、コメン

トも、［患者都合設定］がなされ、患者の［常につながっていたいという希望］を叶える。

薬剤師は［落ち着かせる対応］をしてくれ、［専門家への信頼］が持てる。やりとりについ

て［覚書的な記録］ができるが、電話と比べて［自由なツール］と感じるし、［常につなが

っている感］がある。ただし過去ログは［通りすぎた感］があり、[患者の判断による保存]

でよいと感じる。また、[患児にとってのシステムの理解活用可能性]もある。薬剤師が[た

わいもない事を聴ける専門家]として対応することで[専門家への信頼]とともに[システム

への親和性]を感じる。 

 
4） 4 人目の語りの内容の要約 

 自分の[タイムマネジメント]としてシステムを使用できる上、心配事に対する[迅速な対

応] [明確な回答]が心強かった。[薬剤師からの問いかけ]には、[関心を持たれるうれしさ]

があり、署名により[オンライン対応と対面の一致]や [オンライン対応と対面対応の連続

性]が得られるが、何より[オンタイムのアドバイス]がありがたい。ただし、過去ログは、

[通り過ぎた感]があり、必要なことは[自律的管理]をすればよいと感じた。しかし総じて薬

剤師の[素早く手厚い対応]によって[親近感が向上]する。これは[患者都合優先ツール]と

呼べ、[電話よりメール]と感じられ、[薄くつながる]ことを可能にし、[継続意思]を持つこ

とができる。 
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4-5-3 研究参加薬剤師の語りの内容の要約 

 3 名の薬剤師のフォーカスグループを SCAT で分析した語りの内容の要約を示す。 

 
通常、外来では[次の来局まで放置]するうえ、来局時も[取るべき情報の見えづらさ]があ

り、[不明確な情報の把握によるその場だけの対応]となりがちであるのに対して、今回は

[とるべき情報の明確さ]が得られ、[問題解決的探索]を行うことで[患者の問題の把握]と

[話すべき内容の明確化]ができ、[治療中の可視化]が実現している。また、コメントが来な

いことで、[「連絡なし」というコミュニケーションのきっかけ]も得られる。ただし、[薬

剤師側の情報提供内容と時間の負担]があり、[相手の状況の推察によるためらい]と、[文面

から伝わる誤解への不安]がある上、[やり取りの礼儀化]の危険性もある。しかし、続ける

と[流れの慣れと効率化]ができ、 [患者の問題の把握]だけでなく、[「離れていてもできる

ケア」感]、[患者の状況把握による親近感]が持てる。一方で、[対応への迷い]や、[返答の

範疇の迷い] [薬剤師としての返答の限界]も感じる。また、[患者のニーズが読めない場合]

や、[様子を見るか受診勧奨かの二択となることへの迷い]もあるため、時には電話で[直接

の状況把握]を行う。また常に[コメントの深刻さの判断]は必要である。今後は、[システム

が必要な患者像の検討]、[頻度の検討]、[緊急性コメントへの確実な対応]が課題である。

[システムの活用の可能性]として、[生活者の QOL 向上]を目的とした、[生活者へのよりそ

い]を行いながら[薬剤師からの情報発信ツール]として使用できるが、その際、[個々の薬剤

師のケアの視点の違い]を共有し、[チームワークの向上]を目指す必要がある。今回、患者

側に[アドヒアランスの向上]があり、薬剤師側に[患者理解の深まり]があった。今後[薬剤

師教育への活用]も可能である。 
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4-5-4 研究参加保護者の語りの内容の要素のカテゴリー化 

SCAT で分析・記述した 5 名の研究参加保護者の語りの内容の要約を要素に分け、さらに

カテゴリー化したところ、表 13のようになった。 

システムについては、簡便な操作性と、精神的なハードルの低さがあり、薬剤師の対応に

ついては、かかりつけ薬剤師としての責任感と親近感が信頼につながること、そして、フリ

ーコメントへの迅速な対応への評価がある。オンラインでの対応を次の来局時にもフォロ

ーアップすることへの評価があって、薬剤師に対して高い専門性を持つ気軽な相談相手と

いうイメージにつながったと考察できる。 

 

表 13.  研究参加保護者へのインタビューを SCAT で分析・抽出した 

語りの内容の要素のカテゴリー化 
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4-5-5 研究参加薬剤師の語りの内容の要素のカテゴリー化 

研究参加薬剤師へのフォーカルグループも SCAT で分析し、語りの内容の要約から抽出し

た語りの内容の要素をカテゴリー化したところ、表 14のようになった。 

薬剤師側は患者とのオンラインのやりとりで患者の情報が明確になり、問題把握と患者

への親近感を感じる反面、対面でないことでの対応の迷いや制限、コメント文面を患者が誤

解することへのリスクなどを感じていた。 

 

 
 

表 14.  研究参加薬剤師へのフォーカスグループを SCAT で分析し抽出した 

語りの内容の要素のカテゴリー化 
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4-5-6 語りの内容の要素の図式化 

また、研究参加保護者と薬剤師のインタビューで得られた語りの内容の要素を図式化し

た（ 図 15 ）。システムの使いやすさが患者側の使用動機となり、そこに薬剤師が迅速に対

応することで、保護者側にさらに気楽さが加わり書き込むことで、薬剤師側のアクセスの動

機付けとなっている。患者側はその繰り返しから薬剤師への信頼を固めていく。薬剤師側は

システムで得られる情報で患者の問題把握とケアが明確になり、来局時にもシームレスに

活かせるようになる。また、このやりとりを通じて患者への親近感もより持てるようになる

が、対応内容への迷いも抱える。 

 

 

 

図 15. 今回抽出した語りの内容の要素の関係図 
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4-6 薬剤師のコミュニケーションカテゴリーの生成 

ICT を介した、薬局薬剤師とのコミュニケーションを体験した患者側には、薬剤師との間

にこれまでにない新たなコミュニケーションや新たな両者の関係性が生まれた可能性があ

る。それを明らかにするため、患者が求める薬剤師のコミュニケーションを検討し、カテゴ

リー・サブカテゴリー化した論文と比較検討した。 

患者が期待する、薬剤師や薬局のありかたについての患者インタビューの質的分析で抽

出された「かかりつけ薬剤師（薬局）をもつ患者が期待する薬剤師や薬局のありかた」のカ

テゴリー・サブカテゴリー(野呂瀬, 2018)を参照し、今回のインタビューデータを用い、セ

グメント化された患者の発話の中に見出せる、薬剤師のコミュニケーションについて、一致

すると考えられるカテゴリー・サブカテゴリーと、そこに見当たらず、今回の患者―薬剤師

のコミュニケ-ションによって独自に生成されたカテゴリー・サブカテゴリーを表に示す。 

その結果、32 のサブカテゴリーが上記論文と一致し（ 表 15 ）、別途患者インタビューで

は 5つのカテゴリーと 16 のサブカテゴリー( 表 16 )が、薬剤師インタビューでは、2つの

カテゴリーと 9のサブカテゴリーが生成された( 表 17 )。 
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表 15. 「患者の薬剤師へのコミニケーションニーズ」と本研究で一致したカテゴリー・サブ

カテゴリー（○印）（野呂瀬ら「かかりつけ薬剤師（薬局）をもつ患者が期待する薬剤師や薬局

のありかた」を改変 
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表 16. 表 15 の一致以外に生成されたカテゴリー・サブカテゴリー 

（患者側インタビュー） 
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表 17.  表 15 の一致以外に生成されたカテゴリー・サブカテゴリー 

（薬剤師側インタビュー） 

 
 
4-7 考察 
 

 以上で得られた結果から、本システムのユーザビリティ、薬剤師－患者コミュニケーショ

ンへの影響、薬剤師に望まれるコミュニケーションの 3点について考察する。 

 システムのユーザビリティについて、患者側は薬局へ電話をかけるほどでもないと思う

内容を、本システムのフリーコメント機能でいつでも書き込めるので、薬剤師にアクセスす

る際のハードルの低さを感じていた。服薬状況や体調などを薬局に定期発信することは、煩

雑さと、送るタイミングに関する多少の負担感を感じており、何か変化があった時だけ、ワ

ンクリックで知らせることを望んでいた。また、過去のやり取りの記録について、プリント

アウトの必要性は感じていなかった。薬剤師側は、運用開始当初は、情報提供内容の精査と

かかる時間についての負担感や、コメントの誤解への不安があったが、運用を続けることで

慣れ、効率化できると感じるようになった。 

今回の薬剤師-患者コミュニケーションの影響について、患者側は、薬剤師と常時つなが

っている感覚を持つことができ、ふと思いたって送れるコメントに対して、薬剤師からのタ

イムリーで適切な助言を得ることができるため、服薬や受診への意思決定の助けになって

いた。つまり、薬剤師にアクセスする際のハードルの低さがオンタイムの相談につながり意

思決定ができるという効果があった。 

また、システム上でのコメント対応と薬局での対面対応の内容に矛盾がなく、来局するご

とに状況を説明する必要もなくなり、継続の内容で話が進むということを評価した。 
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薬剤師がコメントに署名をすることが、「あの薬剤師が書いてくれている」という安心感

にもつながった。さらに、患者へ薬剤師の方からコメントが来ることで、関心を持たれるこ

との嬉しさを感じた場合もあった。 

 これらの経験によって、薬局や薬剤師を、高い専門性を持ちつつも些細な事でも訊ける気

軽な相談相手だと認識することにつながり、薬剤師への信頼を高めることとなった。 

 ただし、これらの影響の前提として、日頃からの“かかりつけ薬剤師”としてのコミュニ

ケーションが不可欠であることも示唆された。 

患者が話しやすい親身な対応に加え、「かかりつけ薬局の薬剤師が皆、自分を知ってくれ

ているという感覚」が親近感につながり、薬剤師からの責任の表明や、献身的なかかわりが

あることで「この薬局でないとだめ」という深い信頼感につながっているケースもあった。 

薬剤師側は、従来の薬局カウンターの対応のみでは、患者から得るべき情報が見えにくく、

その場だけの対応になりがちだったが、保護者とのコメントのやりとりによって得るべき

情報が明確になり、服薬中の患者の状態や問題の把握が可能になった。その結果、提供すべ

き情報も明確になった。コメントがこなかったり連絡がなかったりする患者には、薬剤師か

らのコメントがコミュニケーションのきっかけにもなった。このような双方向のやり取り

で、薬剤師側も患者への親近感を高められることがわかった。 

一方、患者側からの同じようなコメントに対して、どのように対応するかという迷いや、

症状の訴えに対して、薬剤師としての返答の範疇への迷い28や薬剤師として返答できる内容

の限界が感じられていた。薬局カウンターでの相談であれば医師への問い合わせを提案す

るような場合も、コメントでは距離感があり、「様子を見るように」との指示か受診勧奨の

二択のみとなることへの戸惑いもあった。ただし、状況によっては、患者に直接電話をかけ

て状況把握を行うこともあった。 

薬剤師に望まれるコミュニケーションについて、今回の試みで保護者インタビューから

新しく生成されたカテゴリーは、「患者情報の一元管理」、「いつでも迅速に対応できる態度

と体制」、「患者の状況の常時的管理」、「患者側に立ったサービスの質」「かかりつけ薬剤師

の覚悟」だった。システムのメリットであるタイムリーで迅速な対応は、その背景に「顔が

見えるかかりつけ薬剤師」の機能と姿勢があってこそ有効であり、その上でのこのようなシ

ステムの活用が、薬剤師のケアの質を向上させ、患者からの信頼をさらに厚くするであろう

ことが示唆された。 

薬剤師のインタビューから生成された新しいカテゴリーは「投薬後のフォロー」と「チー

ムワーク」であった。患者が薬局に電話をするときは緊急性があって必ず答えが必要な「質

問」がなされるが、オンラインでは患者が特に答えを必要としていない「報告」がくること

がわかった。しかしその中には薬剤師が対応したほうが良い内容も含まれていたことから、

オンラインと対面を組み合わせた、親身で適切な対応で、薬剤師同士が情報を共有し、協力

しあうことが患者の信頼を高めるために必要であると考えられた。 

 
28 処方箋に記載がない医療用医薬品の服用指示は、医師に確認しなくてはならない。 
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4-8 今後の課題と可能性 

 

今後の課題として、今回のように常に薬剤師とつながることが必要な患者の選定、コミュ

ニケーションの頻度の検討、緊急性コメントへの確実な対応が必要であることがわかった。 

また、今回の試みでは、患者に対応する薬剤師個々が持つケアの視点の違いも明らかにな

り、情報共有のきっかけともなった。 

 

4-9 小括 

 
 今回の試みは、図１のファーマシューティカルケアのプロセスで考えると、まず①のベー

スとなるかかりつけ薬剤師への信頼があって、良好なやり取りができるものであると考え

られる。まだ信頼できない薬剤師には患者側から気軽にちょっと思ったことなどを送るこ

とは難しい。そして薬剤師の質問はなくとも患者側から②の情報提供が起き、薬剤師は③で

それを評価考察して④の情報提供指示を送る流れが１クールになる。3 章の生活習慣病の、

食事・運動というルーティンでかなり義務化された情報を返送する形ではないので、第 3 章

の時のように毎日クールを回すことにはならないが、必要な時にタイムリーな対応を薬剤

師が行ったことで、ケアもコミュニケーションの質も向上したと言える。 
2019 年薬機法改訂で薬剤師に義務づけられることになった「投薬後のフォロー」につい

ては、今回の試みのような、かかりつけ薬剤師と患者を常時薄くつなぐ環境があれば、患者

の状況把握と問題発見、そしてタイムリーな対応が可能となる。オンラインと対面対応のシ

ームレスなケアは、患者の安心感と情報の迅速な共有によって、かかりつけ薬剤師の機能を

向上させ、患者の信頼を高めて地域薬局薬剤師のあるべき姿に近づけることができると考

えられた。 
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第5章 小児患者の服薬支援のための患者-薬剤師間コミュニケーシ

ョンの実証実験 

 

本章では、患者である小児自身を、薬局薬剤師の遠隔服薬支援の対象とし、小児用ユーザ

インタフェースを用いて実証実験を行い、操作時間や応答時間といった量的計測データと

アンケートの回答データを分析することで、今回の小児用ユーザインタフェースが小児患

者の服薬支援に役立つかを検討した。 

 

5-1 背景 

 
近年の患者の治療概念として、患者が医療側の指示に忠実に従う「コンプライアンス」と

いう概念からの転換がみられ、患者が主体的意識をもって自ら治療に取り組む「アドヒアラ

ンス」という概念が定着しつつある(後藤,2014)。小児患者の場合には、服薬管理を保護者

が行うことが多く、薬剤師の服薬説明も保護者に対して行うことが主になる。 

小児患者の保護者が、薬局にどのような電話相談をするかの調査では、患児が「薬が飲め

ない」という相談が も多かった(松本,2008)。病院の薬剤師に相談して安心が得られた経

験に関する調査では、「専門的な見地からの説明」に次いで、「飲ませ方のアドバイス」が上

位であった。(齋藤,2015)。一方、実際に服用する小児患者に薬局の待合室で行った聞き取

り調査では、4～5 歳頃から親の助けがなくても自分の意思で薬が飲めるようになる傾向が

あり、2歳以上の約 8割、6歳以上は全員が、何のために薬を飲むのかを知っていた (下川, 

2009)。 

以上のことから、保護者はもちろんであるが、小児患者自身のアドヒアランスを高めるこ

とは、薬剤師の重要な責務であり、小児患者の服薬への理解関心を高めるために ICT の活用

を検討することにも意義があると言える。 

 

5-2 目的 

 

第 3章と第 4章では、患者側の携帯電話のメール機能を利用し、服薬支援のための患者-

薬剤師間双方向コミュニケーションの実証実験を行い、慢性疾患患者のアドヒアランス向

上、患者側と薬剤師との共有情報の促進、薬局薬剤師へ信頼感向上などの結果が得られた。

しかし、小児患者の多くは保護者が服薬管理を行うため、主体的に薬を服用するという意識

は持ちにくい。そこで、小児患者への直接的な服薬支援の有用性を考え、小児患者自身が主

役となって操作できるインタフェースを用いることで、主体的な服薬の芽生えにつなげる

ことを考えた。またそれを、保護者の目視下で一緒に行うことで、親子のコミュニケーショ
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ンが増え、薬について親子で話題にする機会になるとともに、服薬したというお知らせを薬

剤師に直接に送ることで、薬剤師から返答が届き、小児患者にとって薬剤師を身近な存在と

認識してもらうことも目的とした。 

 

5-3 方法 

 
5-3-1 システム要件 

関東地方のある保険薬局の薬剤師と来局患者の協力を得て、システム要件を策定した( 表

18 ）。患者-薬剤師間のコミュニケーションを、インタラクションという機能の観点から、1) 患

者-端末間、2) 薬剤師-端末間、3) 患者-薬剤師間 の 3つに区分し、それぞれ要件を策定した。 

 

 

表 18.  システム要件 

 

5-3-2 患者端末ユーザインタフェース 

小児患者が、説明書や保護者の援助なく、操作が簡単で主体的に取り組めることを促すよ

うなユーザインタフェースとして、タッチパネル上にメニューを表示し（ 大 4階層）、ボ

タンをタッチすることで服薬報告が行なえるようにした（ 図 16 ）。 

また各階層で、服薬状況に応じたキャラクター29を登場させ、アニメーションと音声によ

って小児にわかりやすい表示にした。これにより、小児患者は質問に答えることで、処方通

りに毎回服薬したか、また服薬しなかった場合はその理由、さらに設定時刻からの遅延時間

などの服薬状況を報告することができる。 

ユーザインタフェースは主に 9つの操作画面で構成される。図 16の画面①が待ち受け画

面である。吹き出しの中に薬剤師からのメッセージが表示される。画面右下のインフォメー

ションボタンを押すと画面②に遷移し、朝／昼／夜の服薬アラームの時刻設定ができる。ア

ラームはユーザーが生活リズムや症状の変化に応じて自由に設定できるようにした。設定

 
29 テレビや絵本で有名な、幼児に人気のアニメキャラクターを７名登場させた。実証実験の使用の

みに限定した許諾だったため、論文には名前や画像を掲載できない。 
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した服薬時刻を薬剤師に知らせる機能も設け（ 図 17 ）、服薬の設定時刻や実際の服薬報告

時間に異常があった時は、素早く確実に対応できるようにした。 

設定時刻になると待ち受け画面①が画面③に遷移し、「おくすりのじかんじゃよ！」とい

う声とともに動くキャラクターが登場し、服薬報告の一連の作業がスタートする。「ちょっ

とまって」、「のむ」、「のまない」の 3つの選択肢から 1つタッチすると、画面はそれぞれ画

面④、⑤、⑥へ遷移する。画面④では、「いつごろならのめる？」というキャラクターの問いか

けに対し、「5 ふんご」、「30 ぷんご」、「1 じかんご」、「わからない」の 4 つの選択肢が提示され

る。「5ふんご」を選択すると画面⑦に遷移し「5ふんごに、またおしえるね」というキャラクタ

ーの返事が繰り返された後、待ち受け画面（画面①）に戻る。次の服薬アラームは 5分後にセッ

トされ、5分後に画面③に再び遷移する。また画面⑤では、キャラクターの「おみずはよういし

た？」の問いかけに対し「のんだ！」、「やっぱりちょっとまって」の 2 つの選択肢が表示され、

前者を選択した場合は画面⑧に、後者を選択した場合は画面④に遷移する。画面⑧では「や

くざいしさんにつたえる」ボタンを押すと、服薬報告の確認とフリーメッセージ記入の画面

に遷移し操作を行う。画面⑥では「どうしてのまないのだ？」というキャラクターの問いか

けが表示され、それに対し、「げんきになったから」、「おみずがないから」、「のませてくれ

るひとがいないから」、「おでかけしているから」の 4つの選択肢からひとつを選択すると、

画面⑨に遷移する．画面⑨では「やくざいしさんにつたえる」のボタンを選び、服薬報告の

確認とメッセージの記入画面に遷移する。服薬報告の後、薬剤師からの返答があるとアラー

ムが鳴り、吹き出しの中に返答日時とメッセージが表示される。また吹き出しを上下にスク

ロールすることで、過去のメッセージを見ることができる。尚、本スマートフォンは今回の

服薬支援機能以外はマスクされて使用できない状態で貸し出した。 
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図 16.  患者端末ユーザインタフェースの遷移画面 
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図 17.  薬剤師端末ユーザインタフェース 

 

 

5-3-3 薬剤師端末ユーザインタフェース 

 薬剤師端末ユーザインタフェースの主要操作画面は１つである ( 図 17 ）。患者からの報告が

届くと、アラーム音やバイブレーションにより知らされ、操作画面での応対が求められる。画面

には、患者の服薬報告として患者の氏名、年齢、日時、服薬報告、服薬設定時刻、メッセージが

表示される。これに対し薬剤師は、 下段にある「電話」、「メッセージ」、「了解」のボタンで応

じる。「電話」ボタンを選択すれば、直接に患者の端末に電話がかかる。また「メッセージ」ボ

タンを選択した場合は、メッセージ入力画面に遷移し、「了解」ボタンを選択した時は「わかり

ました！おしえてくれてありがとう！」のメッセージが患者に自動返信される（以下 了解応答

と記す）。さらに、応答忘れ回避のため、応答しなかった場合は、ある設定時間後に繰り返し応

答要求のアラームが鳴るようにした。このように、アドヒアランス向上のため、薬剤師端末でも

患者からの服薬報告にワンタッチで速やかに応答ができるようにデザインした[システム要件

（6）]。 

また薬剤師の負担軽減のため、状況に応じて音声通話、メッセージ、了解の 3つの応答手段を

瞬時に選べるようにした［システム要件（7）］。さらに患者に「見守られている」感覚を与えら

れるように、確認した旨を知らせるメッセージを忙しい時でもワンタッチで送信できる機能を

備えた［システム要件（8）、（9）］。  
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図 18.  実証実験システムの構成 

 

 

5-3-4  実証実験システム 

ユーザインタフェースの実証実験システムは患者端末 6台、薬剤師端末 1台、Web サーバ

携帯電話網及びメールサーバから構築される ( 図 18 ）。本研究では外出先でのリアルタイ

ムの服薬支援のため、持ち運びに便利なスマートフォンを選んだ。ユーザインタフェースを

iPhone 向けに実装したが、iPad や Galaxy Tab 等タブレット端末にも実装できるようにし

た。通信網は携帯電話網と無線 LAN を適宜利用できる機能にしたが、本研究では、通信速度

の比較的低い携帯電話網に固定して使用した。研究室に設置した Web サーバには、患者端末

と薬剤師端末を連動させる CGI ( Common Gateway Interface ) を実装した。またメールサ

ーバーは携帯端末からの利用が近年増大し、exchange server に障害が発生することがある

ため、Gmail サーバーと Yahoo! Mail サーバーからなる二重構成にした( 表 19 )。 

 

 

表 19.  実証実験システム 

  

項目 仕様 
ユーザー端末 - iPhone 3GS (iPhone OS Ver. 3.1.3) 

- SDK Ver. 3.1.3. 
通信網 - Softbank 3G 

Webサーバー - Linux OS: Fedora10 
- CGI: Perl Ver. 5.10.0, PHP Ver. 5.2.9 

メールサーバー - Gmail, Yahoo! Mail（患者→薬剤師） 
- Softbank 3G: S!メール（薬剤師→患
者） 
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5-3-5  研究参加者 

関東地方のある薬局に処方箋を持参した小児患者と同伴保護者に対して、研究参加薬剤

師と共に実験の概要と趣旨説明を書面と口頭で行い、参加を希望する小児患者及び同伴保

護者を研究参加者とした。同意を得た小児患者と同伴保護者には、処方薬の待ち時間（15 分

程度）を利用して、別室で同意書に署名を得た後、本システムを実装した端末を貸し出した。

その際、可能な限り保護者の目視下で小児患者自身に操作してもらうことをお願いした。小

児患者に対して主に説明をし、端末の基本操作、ユーザインタフェースの操作をハンズオン

形式で習得してもらった（ 図 19 ）。 後に患者-薬剤師間で、双方向コミュニケーション

の操作チェックを行い、使い方を理解してもらった。また本システム以外の使用はできない

状態であることを説明した。 

参加した患児は 3 歳〜10 歳の 35 名で、うち 3 歳〜5 歳の未就学児が 14 名、6 歳〜10 歳

の小学校児童が 21 名だった。また服薬期間は、咳・発熱・腹痛等の症状で短期間（4〜5日

間）の患者が 14 名、喘息・アレルギー・等の症状で長期間（1ヶ月〜3年）の患者が 21 名

であった（ 表 20 ）。研究参加患者の 1日の服薬回数は、就寝前１回が 4名、朝夕 2回が 16

名、朝昼晩 3 回が 15 名であった。研究参加薬剤師は、当該薬局に勤務する 30 歳～52 歳の

女性薬剤師 4名に依頼し同意を得た。 

実施期間は 2010 年 7 月 20 日から同年 9 月 9 日までとした。風邪等の受診時の処方が大

抵 4 日間であることから、1 週間を 1 クールとし、6 クール行った。1 クールあたり 大 8

人の患者に対し、研究参加薬剤師 1 名が 24 時間対応で待機し、4 名の薬剤師が 4 日間交替

で応対した（ 図 20 ）。  

患者側は端末貸し出し日から連続 4 日間、システムを利用して服薬状況の報告を行った

（ 図 21 ）。 

薬剤師は 1 日の服薬支援終了後、次の薬剤師に患者の服薬状況やメッセージのやり取り

等の情報を引き継いだ。 

端末は、患者の都合の良い日時に、評価アンケートとともに返却してもらった．また同時

に評価理由等のインタビューを行った。 

 

5-3-6 倫理的配慮 

本研究は帝京平成大学研究倫理委員会の承認を経て行った。（2010 年 No.5 ） 

倫理的配慮として、研究参加者には説明文書を渡すとともに、口頭でトライアルの目的と

方法、研究参加内容、考えられる不利益、データの保管場所と廃棄時期と方法、研究参加の

同意の取り下げがいつでもできることを説明し、同意が得られた場合には、同意書にサイン

を依頼した。研究参加小児患者は保護者の代筆をもって同意とした。 
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図 19.  小児患者（3歳）への端末貸出し時の様子 

 

 
図 20.  薬局で薬剤師端末を操作する様子 

 

 

図 21.  小児患者（3歳）が自宅で患者端末を操作する様子 
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表 20.  研究参加者（小児患者）の年齢別人数 

 

 

5-4 結果 

 

5-4-1 ユーザインタフェースの操作性の評価 

ユーザインタフェースの操作性に関する研究参加者アンケートの集計結果を 図 22に示す。 

患者側は、操作について、74%が簡単と回答し、操作時間は全員が 2 分以内だった。選択メニ

ューについても、91%が十分または普通と回答し、フリーメッセージの作成について、91%が問題

はないと回答した。服薬状況報告の選択メニューについては、9%の患者があまり充分でないと回

答した。 

薬剤師側は 4名の回答ではあるが、操作性について問題はなく、操作時間は 1分以内だった。

フリーメッセージを使った際にかかった時間は、患者側の 89%であり、薬剤師の半数が 4分以内

だった。全てのメッセージの文字数について Web サーバのログデータを分析した結果、50%以上

のメッセージの文字数が、患者側は 20 文字以上、薬剤師側は 45 文字以上だった。（図 23 ）。こ

の図で横軸のフリーメッセージ数は、実験の総フリーメッセージ数（患者:185 通、薬剤師:178

通）に対する割合を示す。またメッセージの内容は、挨拶や御礼といった簡単なコメントではな

く、患者側からの「抗生物質の服用を止めてもよいか」等、服薬支援に関するやり取りであった。 

 以上のことから、今回の試みでは、操作性に関わるシステム要件（3）〜（7）をある程度満た

せたと言える。しかし家事や仕事の合間にシステムを操作する手間については、34%の保護者と

薬剤師全員が、「手間感があった」と回答した。また、66%の患者と薬剤師全員が、システムのサ

ポートの必要性について指摘した。 

年齢（歳） 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
人数（名） 2 2 10 5 11 1 2 2 35
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図 22.  ユーザインタフェースの操作性に関する評価（患者は保護者が回答） 
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図 23.  フリーメッセージの文字数 

患者発信 185 通、薬剤師発信 178 通を合わせた全メッセージの文字数ごとの割合 

 

 

図 24.  薬剤師の応答時間 
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図 25.  ユーザインタフェースの応答性・双方向性、服薬支援に関する評価 

（患者は保護者が回答） 

 

 

5-4-2 応答時間・双方向性、服薬支援の評価 

 今回の全ての薬剤師の応答時間についてサーバーのログデータを分析した結果（ 図 24 ）、

薬剤師は患者から受診したなんらかのメッセージに対して、15 分以内に 54% の応答を終え

ていた。また 1時間以内には、単純な返信であれば 92%、フリーメッセージは 83% 完了させ

ていた。 

また、ユーザインタフェースの応答性と双方向性に関する、患者と薬剤師の評価を図 25 

に示した。薬剤師の応答が早かったと答えた患者は 64%で、早くなかったと回答した患者は

3%であった。 
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5-4-3 研究に参加した小児患者へのインタビュー 

端末の返却時に、研究参加者の小児患者に聴き取った結果を図 26～31に示す。多くの小

児患者が、このシステムについて、薬剤師から返事が来ることが嬉しく、操作を楽しみ、楽

しく続けられた旨の回答をした。 

また、一緒に操作を行う保護者は母親が多いこともわかった。ただし、服用時のお知らせ

が届いたときに、すぐに服薬できたかは、ばらつきが認められた。 
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図 26～31.  小児患者へのインタビュー結果 
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5-5 考察 

 
5-5-1 患者‐薬剤師をつなぐコミュニケーションツールとしての有用性 

今回の実証実験によって、小児患者が薬剤師に見守られている感覚をもち、意識及びやる

気の向上［システム要件（1）、（8）］につながると思うか、という問に対し、研究参加者へ

のアンケート結果では、研究参加薬剤師の半数は、単純な応答程度では高められないと回答

したが、86%の患者保護者は、高まったと回答したことから、薬剤師からの簡便な「了解応

答」程度のメッセージ送信であっても、患者へ肯定的な影響があることが示唆された。患者

と薬剤師のメッセージの利用率について、サーバのログデータを分析した結果、全ての患者

服薬報告（324 回）のうち、メッセージの利用率は患者側、薬剤師双方半分程度であった。

（患者側：57%、薬剤師：55%）．このことからも、文章の長短に関わらず、薬剤師から患者

になんらかのフィードバックがあることの有用性が認められると考えられた。 

 本ユーザインタフェースは、応答性と双方向性に関わるシステム要件（6）〜（9）をある

程度満たし、患者-薬剤師間の「顔の見える関係」の補完ツールとしても患者保護者の 94%

と薬剤師全員が役立ったと回答し、また患者保護者の 86%と薬剤師全員が服薬支援になった

と回答したことと、小児患者にとって楽しく、意欲が沸く体験になることから、有用性があ

ると考えられた。しかし、長期服薬の患者については、飽きずに服薬を継続すること、意思

ややる気の向上、その他について評価の低い項目があった。また、31%の患者保護者が服薬

忘れを回避できない時があったと回答しており、これらの問題への対策を検討する必要が

ある。 

ところで、小児患者自身へのインタビュー結果について、インタビューによる子供からの

データ採集は慎重に行うべきである。その際、「追従によるバイアス（相手の期待に応える

情報提供をする）」や、「報告バイアス（好ましいことだけ報告する）」が大人より多く含ま

れると考えるべきである（大谷,2019）。今回はイラストの入った大きなアンケート用紙を作

成し、システムの説明に加わらなかった女性研究者がそれを示しながらゆったりと口頭で

尋ねることで、それらのバイアスを 小化するように務めた。 

 

5-5-2 端末の基本操作について 

患者の 66%と薬剤師全員から、端末の操作サポートの必要性が指摘された。具体的な事象

として、バッテリー切れ、電源ボタン・アプリケーションボタン・音量ボタンの誤った操作

によるアプリケーションへの復帰の不可、アラーム音が鳴らないなどであった。また、これ

らが服薬忘れを回避できなかった主要因にもなった。実験期間中、急きょ取扱注意書を作成

して配布し、口頭での説明も行ったが、操作の主体が小児であるために、これらの問題を全

て解決することは難しかった。iPhone や Android OS のスマートフォンでは、タッチパネル

を利用したアプリケーションの開発は容易であるが、端末の基本機能（電源、音量調整、ス

リープ、ロックやアプリケーションオン／オフ機能等）は、アプリケーションからの制御が
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難しい。従ってタッチパネル以外をハードカバーで覆い、操作できないようにする対策が考

えられた。またタッチパネルの誤操作防止について、擬似的なスリープ機能を独自開発して

実装した。それは一定の設定時間の間に操作がないとタッチパネルが反応しなくなり、タッ

チパネルを設定回数叩くと通常のインタフェース画面に復帰するものである。 

 

5-5-3 家事や仕事の合間の手間感について 

操作性の評価では、家事や仕事の合間の手間感が指摘された。手間感があったと回答した

患者保護者と薬剤師のコメントには、端末の基本操作にかかる手間、忙しいタイミングでの

メッセージ作成にかかる手間、長期の服薬患者にとっては長期利用という手間、の 3つがあ

った。また、この手間感を指摘した患者と薬剤師のコメントには、メッセージの必要性がな

くても何かメッセージを書いた方が人間関係上良いのではないか、という義務感あるいは

姿勢が多く見られた。また薬剤師には、急いで返信しなければならないという焦りもみられ

た。 

薬剤師端末では、「確認しました．今接客中なので後程改めてメッセージをお送りします」

等の内容のメッセージをワンタッチで自動返信できるボタンを新たに設け、時間ができた

ときに改めてメッセージを送るようにするという対策が考えられた。 

 
5-5-4 長期服薬患者について 

長期服薬患者の研究参加者は、4日間の実験期間内には小児患者は興味・関心をもって取

り組んだものの、「もう何年も飲んでいるので…」、「子供は楽しそうでしたが、保護者には

手間が増えます。」等、長期間の利用が負担になることを懸念する回答があった。操作の慣

れによって負担はある程度軽減するが、症状が変化しないにも関わらず、服薬毎に報告を強

いられるユーザインタフェースは、保護者には大きな負担になり得ると考えられた。 

改善策としては、長期服薬患者用には、患者端末での服薬状況報告作成メニューを「飲ん

だ」「飲まなかった」だけの選択肢にする等、シンプルなデザインにすることで負担を削減

すること、また服薬アラームと服薬報告の機能を切り離し、患者の必要時のみ服薬報告がで

きるようにすることが考えられる。一方、薬剤師端末では、患者側の見守られている感を維

持するために服薬支援アラートのようなリマインド機能を設け、患者からの服薬報告が長

期間無い場合は、定期的にメッセージの自動送信やフリーメッセージによる問い合わせを

行なう等の方法が考えられた。 

 

5-5-5 波及性・発展性 

 小児患者本人の服薬支援に留まらず、周辺への副次的な影響が確認された。患者側から、

「メッセージでは小学２年の息子が自分なりに文章を考えながら操作をがんばっていた」、

「弟にも操作を手伝わせたり、親子・兄弟でコミュニケーションの促進になった」、「決まっ

た時間にコールが入るので、規則正しく食事がとれた」、「本人だけでなく服薬に対する家族
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の関心度がアップした」といった内容のコメントがあった。このことから、本システムによ

って、小児患者の服薬支援とともに、小児患者の働きかけから家族の意識が変化し、家族全

体を巻き込んだ服薬治療が進展する可能性が示唆された。 

 また、薬剤師側からは「患者との信頼関係の構築に役立った」、「（患者側が）対面では聞

けないような当たり前過ぎることも、メールを介して質問してもらえた」、「保護者だけでな

く患児との直接のコミュニケーションによる関係構築ができた」等のコメントが複数あっ

た。このことから、本服薬支援システムが、かかりつけ薬剤師としての患者との信頼関係構

築に役立つことがわかった。 

 加えて薬剤師から、「服薬報告時間等から患者さんの行動パターンの情報が得られる」、

「患者さんの服薬報告のリズムの変化で、“何か起きたかもしれない”と、支援のきっかけ

がつかめる」、等のコメントが得られた。このことから、地域医療における在宅患者のモニ

タリングや生活支援といった、服薬支援に留まらない用途へも応用できる可能性が見えた。 

 なお、処方によっては、食後服用といった単純な時刻指定だけでなく、「８時間毎に服用」

等、一定間隔で服用が求められる場合もあることから、「服薬アラート機能について、初め

に設定した食後の時間だけでなく、服薬後に必要な間隔でアラートがなる機能もあるとよ

い」というコメントが複数あった。これは服薬支援を考える上で重要な要素であり、今後の

ユーザインタフェース改善の際の必須事項である。 

 

5-6 小括 

 
本章では、保険薬局による遠隔服薬支援を目的として開発した小児用ユーザインタフェ

ースを使った 4日間の実証実験についての概要と結果、及び考察を述べた。操作性、応答性

及び双方向性に関する定量的実験データ及び研究参加者アンケートの評価から、本ユーザ

インタフェースがシステム要件を満たし、服薬アドヒアランスの向上に役立つことが確か

められた。しかし、長期間利用し続けることを考えた場合、操作性と服薬支援の有用性につ

いての評価が低かった。喘息やアレルギー疾患などの長期にわたる服薬が必要な疾患では、

症状が急変せず、自覚症状も少ない。しかし、特に服薬治療に対する意識が低くなりがちな

小児患者では、アドヒアランスの維持が難しいため、服薬支援の必要性は高い。従って、長

期的に服薬が必要な患者にとってより有用なシステム構築を模索し、実現することが求め

られる。また、本システムを序章図１のファーマシューティカルケアにおける薬剤師のコミ

ュニケーションに照らして考察すると、服薬の当事者である小児患者に対し直接、④にあた

る薬剤師側からの服薬の促しを本システムのキャラクターに代行させて行うことで、患者

側からの「のんだよ」というフィードバックを求めることで、服薬状況を把握し、同時にフ

リーメッセージや服薬時点のばらつきなどから②の患者の主観的情報を捉えることができ

る。その結果として、①の違いの信頼を高める結果となった。 
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第 6 章 総括 

 

6-1 外来患者のケアの向上と「薬局」の有用性 

 
第 1章では、本論文の目的と共に、超高齢社会の我が国における医療の現状、地域包括ケ

アシステムの中で薬局薬剤師に期待される役割、薬剤師の職務や法の変遷について述べた。 

薬局は、かつて薬剤師が「町の科学者」と呼ばれ、地域のプライマリな相談を一手に引き

受けていた個店の時代から、医薬分業の伸びに伴って処方箋調剤中心の業務にシフトし、病

院の門前という「立地」の良さで、努力なしに患者が処方箋を持参するのを待ち、カウンタ

ー越しに患者に薬を説明し、記録をつけて完結する、という業務を成り立たせてしまった。

しかしそれだけでは薬剤師は職能を充分発揮しているとは言いがたい。薬剤師に何も話さ

ず、薬をさっさと受け取れればよいという姿勢の患者はどの薬局にも存在するが、このよう

な患者は、薬剤師にとって、情報が取れない困った患者に分類される。その背景にはおそら

く、「いつもの薬なら確認は不要」という患者の意識がある（恩田,2007）．そしてその患者

は薬局を「早く立ち去りたい」場所、極端に言えば「とどまる価値がない」場所と認識され

ているのだと推測される。もちろん医薬分業は医療費抑制に貢献していないという批判も

ある（堀川,2012）。しかしそもそも医薬分業は、患者の薬物治療の安全性と有効性の確保の

ために存在している。 

医薬分業という制度の中で、外来患者に対して薬局薬剤師が質の高いファーマシューテ

ィカルケアを行うために、薬局に来た時だけケアのプロセスを動かすのではなく、次に来局

するまでの間にケアのブランクをつくらない環境を作ることが必要である。もし外来患者

が来局しなくても薬局薬剤師とお互いにすぐそばにいるようにコミュニケーションがとれ

れば、情報収集の質はどのようなものになるのであろうか。またそれに伴い、薬剤師の患者

に対する評価や他のスタッフとの連携はどのようなものになるのであろうか、情報提供や

服薬指導の内容はどう変化するのであろうか。そして薬剤師と患者の信頼構築への影響は

どのようになるのか。 

このことを明らかにするために、保険薬局の薬剤師と患者を対象とした 3 つの検討を行

い、3、4、5章で報告した。また、そのデータを採取するために、外来患者と薬剤師が、い

つでも近くにいるような環境、双方がすぐに情報共有できるような環境として、携帯電話と

スマートフォンを活用した仕組みを用いた。 

 

 そのためにまず第 2章では、時代の変化と共に、薬剤師が一層患者によりそったファーマ

シューティカルケアを行うために必要なコミュニケーションについて述べた。 

その上で第 3 章では、パイロットスタディとして、生活習慣病の 2 名の患者の携帯電話

をかかりつけ薬局とつなぎ、食事と運動のチェックとフリーコメントのやり取りを行った。 
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第 4章では小児患者の保護者の携帯電話との間で、5ヶ月間の服薬アラーム送信と患者か

らの返信、そしてフリーコメントのやり取りをし、実施後の保護者と薬剤師のインタビュー

データの質的分析を行った。 

第 5章では、小児患者自身に小児患者用ユーザインタフェースを操作してもらい、薬剤師

とのやり取りで感じたことや服薬意欲を、アンケートと聞き取りによって検討することで、

システムの有用性を検討した。 

 

6-2  3 つの検討で得られた知見 

 

これら 3つの検討では、薬剤師-患者間のインタラクティブなコミュニケーションはいず

れもおおむね有用性が認められた．得られた知見についてまとめる。 

 

6-2-1 かかりつけ薬剤師が対応することの重要性 

一定の期間、システムを使用してもらうために、研究参加者は、普段からその薬局を利用

している患者とした。今回の試みでは被験者に対し、顔見知りでかかりつけの薬剤師が対応

したので、患者側にはインタフェースや携帯電話の向こうにその薬剤師の顔がイメージで

きた。やり取りをするうちに、患者はその薬剤師の個別で親身な対応に接し、より深い信頼

を抱くようになった。薬剤師側も、外来カウンターのみの対応の時には見えなかった患者の

生活リズムや状況が見えるようになるため、親近感がもてるようになった。 

 現在、健康関連のアプリやサイトは数多く存在し、心拍数や睡眠状態、血圧などを測定す

るとデータの推移をグラフで可視化し、スマートフォンで簡単に見る事ができる。ランニン

グや禁煙の進行具合で定期的にメッセージを着信できるものもある。しかし利用者は、その

アプリやメッセージの向こうには誰もいないと知っている。もちろんそれはそれで、気を遣

わずに使える気軽さがある。しかし、今回の検討によって、「顔が見える薬剤師」であるこ

と、かつそれが「高い知識の専門家である」という患者側の期待がベースになっていると、

信頼が高まる結果となった。また、「この薬局のどの薬剤師も皆、自分を知っていてくれる」

という感覚も、患者側の安心と信頼につながっていることがわかった。つまり、かかりつけ

薬剤師が行う遠隔対応には有効性があることが示唆された。 

 

6-2-2 遠隔対応と対面がシームレスであること 

 今回の 3つの実証実験では、薬剤師が患者と遠隔コメントでやり取りした内容は、その患

者の次の来局時の指導に反映されていた。患者の来局時に得た情報だけでは不充分だとい

うことに薬剤師がまず気付いたことは、今回の研究の一つの成果である。しかし同時に、遠

隔コメントのやり取りだけでは、薬剤師側は相談状況の把握が難しく、対応に慎重になった。

遠隔と対面とのシームレスな対応と、薬剤師と患者、薬剤師同士の情報の共有が、オンタイ

ムのより良いケアに結びつくことが考えられた。 
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6-2-3 患者の負担にならない情報収集方法の必要性 

 服薬状況や体調などの患者情報を、患者側から薬局へ毎日送付することを要求するシス

テムは、患者にとって大きな負担となった。患者側が必要性を感じない時には出来るだけ簡

単な返答で済む仕組み、例えばワンクリックで済むような仕組みであると、継続使用が期待

できることが示唆された。 

 

6-2-4 薄いつながりと、必要時の迅速な対応の確保 

 患者の遠隔のコメントに対し、薬剤師がすぐに専門家として対応をしたことが、患者の信

頼を深めることに結びついた。患者のための迅速な行動は医療従事者としての責任の表明

にもつながる。 

患者側には、「何かあったらとにかく速やかに対応してほしい．でも何もないときはほっ

ておいてほしい」というニーズがあることが解った。 

 

6-2-5 アクセスへのハードルを下げることで得られるメリット 

 患者にとって、薬局に電話を掛けるのはハードルが高い。したがって、それにも関わらず

電話を掛けるのは「緊急で重要な相談」がある時である。それに対して、電話を掛けるほど

でもないと患者が思うような何気ない「報告」を、今回の方法では受け取ることができる。

これは薬剤師にとって有用な情報であることも多く、投薬後のフォローの質を高めるもの

である。 

 

6-2-6 小児の服薬意欲を向上させるシステム 

 小児用インタフェースを用いた小児患者とのコミュニケーションは、小児患者が薬剤師

とのやり取りの楽しさと服薬の楽しさを感じる試みとなった。そもそも小児患者への服薬

指導は、薬剤師が直接、患者に話すことが必要である。患者は理解が可能であり、自分の薬

については自分が主体となって管理することを自覚してもらうための取り組みの一歩にな

ったと考えられる。 

 

6-3 薬剤師に今後求められるコミュニケーションと ICT 

 

我が国での遠隔医療についての研究は、医師が対面と同程度の診断ができる、といった技

術や運用に関する報告が多い(岸本,2017、影治,2018)。薬剤師については、普及が進んだお

薬手帳をスマートフォンアプリで活用する「電子お薬手帳」が多々開発されている。これに

アラーム機能をつけたものを利用した模擬患者への比較実験では、これが服薬遵守に効果

的だったという報告がある(伊藤,2017)。また服薬支援の ICT 開発については、我々のチー

ムが様々な試みを行った(遠田,2012、戸田,2010、戸田,2012)。機器の開発にはめざましい

ものがあるが、それを利用することで何が変化するのかを探索する質的研究をさらに行う
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必要性がある。海外では、薬剤師の遠隔医療についての研究は数多く、薬剤師と患者の遠隔

のやりとりで患者に高い満足があったという米国の報告(Hatton,2018、You,2014) がある

一方で、スコットランド北東部では薬局スタッフのデジタルリテラシーが低いという調査

報告もあった (MacLure,2018)。 

さらに、遠隔医療のシステマティックレビューの論文がある(Lee,2018、Niznik,2018、 
Kane-Gill,2017、Littauer,2017)。海外でも質的研究の論文は多くはないが、スコットラン

ド農村部におけるコミュニティ薬局サービスの評価(Inch,2017)、オーストラリア農村部の

遠隔化学療法モデルの評価(Jhaveri,2016)、米国の農村地域での薬剤師と喘息患者とのや

り取りの評価(Young,2012)などがある。薬剤師と小児患者の保護者との間の ICT コミュニ

ケーションの質的研究の論文はまだないが、今後様々な検討がなされていくと考える。 

 

6-4 かかりつけ薬剤師の意義 

 
6-4-1 患者のための薬局ビジョンとかかりつけ薬剤師 

第 1 章で述べたように、厚生労働省は 2015 年に、患者本位の医薬分業の実現に向けて、

「患者のための薬局ビジョン」を発表し、薬局はかかりつけ薬剤師機能を有し、24 時間対

応、医療機関等との連携、健康サポート、さらに高度な薬学管理を行うべきことを明記した

(厚生労働省,2017)、（ 図 32 ）。 

 このビジョンの中心は、かかりつけ薬剤師・薬局である。服薬情報の一元的、継続的把握

と管理・指導を行うことで、安全性と有効性を確保することが大きな役割で、その業務は 24

時間、休日も対応すること、在宅患者へ対応することとされている（厚生労働省,2017)。 

 

図 32.  患者のための薬局ビジョン (厚生労働省,2017) 
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2016 年の診療報酬改定では、かかりつけ薬剤師となることに患者が同意した文書があれ

ば、服薬指導時に、「かかりつけ薬剤師指導料」が算定できるようになった。これは、“かか

りつけ薬剤師”という機能を明文化して報酬をつけた初の取り組みである。 

ただしかかりつけ薬剤師として調剤報酬を算定するには、表 21の要件を全て満たすこと

が必要である。薬局勤務経験が 3年間以上、一定の研修を受け患者が服用する処方薬、一般

薬、健康食品等を一元管理し、服用状況、副作用や飲み合わせなど安全性のチェックを行い、

24 時間の対応でさまざまな情報提供、相談を応需することが義務づけられた。 

このことを患者側はどのように受け止めたのか。制度施行直前である 2016 年 2 月～3 月

に行なった調査では、患者の 46.1%が「かかりつけ薬剤師」の存在を「必要」、「あるとよい」

と考えており、「必要ない」との回答は約 3.5%であった（ 図 33 )。また、患者は「かかり

つけ薬剤師指導料」の費用負担に対しても、約 41.7%がポジティブであり、ネガティブな回

答（24.4%）を上回っていた（ 図 34 )。さらに患者は、「かかりつけ薬剤師」には充分な経

験年数と研修経験を求めていることがわかった(大窪,2017)( 図 35 ）。 

つまり、患者はかかりつけ薬剤師制度に対しておおむねポジティブだと言える。 
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「かかりつけ薬剤師指導料」 70 点（１回につき） 
目的 患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携して患者の服薬状況を一

元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行う業務を薬学管理料と

して評価する。（新） 

算定要件 ①患者が選択した保険薬剤師が患者の同意を得た上で、同意を得た後の次の来局

時以降に算定できる。 
② 同意については、当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管し、その

旨を薬剤服用歴に記載する。 
③ 患者 1 人に対して、1 人の保険薬剤師のみがかかりつけ薬剤師指導料を算定

できる。かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が指導等を行った場合は当該指導料

を算定できない（要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料は算定できる。）。 
④ 手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記

載する。 
⑤ 担当患者に対して以下の業務を実施すること。 
ア 薬剤服用歴管理指導料に係る業務  
イ 患者が受診している全ての保険医療機関、服用薬等の情報を把握 
ウ 担当患者から 24 時間相談に応じる体制をとり、患者に開局時間外の連絡先

を伝え、勤務表を交付（やむを得ない場合は当該薬局の別の薬剤師でも可） 
エ 調剤後も患者の服薬状況、指導等の内容を処方医に情報提供し、必要に応じ

て処方提案  
オ 必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を実施  

施設基準 以下の要件を全て満たす保険薬剤師を配置していること。 
(１) 以下の経験等を全て満たしていること。 
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として 3年以上の薬局勤務経験が

あること。 
 イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。 
 ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に 6月以上在籍していること。 
(２) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得

していること。（当該規定は、平成 29 年 4月日から施行） 
(３) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。 

表 21. かかりつけ薬剤師の評価（出来高）厚生労働省平成 28 年度診療報酬改定資料より作成 
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図 33.  患者が思う、「かかりつけ薬剤師」制度の必要度 

                  （大窪,2017） 

 

 

          図 34. 「かかりつけ薬剤師指導料」の費用負担についての患者の認識 

                         （大窪,2017） 
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図 35. 「かかりつけ薬剤師」となるための条件の必須度としての患者の認識 

                       （大窪,2017） 

 

 

6-4-2 健康サポート薬局の機能とかかりつけ薬剤師 

 さらに、業務体制や設備について一定の基準に適合する薬局が都道府県知事等に届出を

行うことにより、「健康サポート薬局」である旨の表示ができる制度が、2016 年 10 月から

始まった。「健康サポート薬局」は、薬事関係法規上、「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な

機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局」と

規定される。具体的な機能は、前述の「かかりつけ薬剤師」機能に加え、① 適切な受診勧

奨、② 連携機関の紹介（地域包括支援センター、訪問看護ステーション、健康診断や保健

指導の実施機関、健康センター等の行政機関 等）③ 要指導医薬品、一般用医薬品、介護

用品及び衛生材料等の供給、④ 地域住民への健康維持増進その他のための健康講座につい

ての定期実施、である（ 図 36 ）。 

2019 年 9 月末の時点で、健康サポート薬局としての届け出は、全国で約 1,567 件であり、

全国で約 59,6130 軒（2018 年度末〉存在する薬局の中のごく一部ではあるが、年々着実に

増加の傾向にある。 
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図 36.  健康サポート薬局の概要 厚生労働省公表資料 

 

6-4-3 薬局薬剤師に求められる意識改革 

 超高齢社会を歩む日本において、薬局薬剤師の職域とその質、特に医薬分業については、

診療報酬内容を議論する中央社会保険医療協議会（中医協）でも常に批判が出る。それは、

端的に言えば、医薬分業のメリットが見えない、という批判である。 

 しかし、医薬分業のメリットは、薬局薬剤師による処方薬の安全管理と、適切で親身な患

者対応であり、患者が主体的に薬局を選択できることである。処方医にとっても、病院で備

蓄する医薬品に縛られず、 適と判断する処方を出すことができるメリットがある。このこ

とが生活者に理解されず、「医薬分業は面倒だ」「割高だ」という批判が起きているが、さら

にその背景として、薬局薬剤師が本当に生活者に必要されるケアを行っていないのではな

いかと考える必要がある。 

厚生労働省は着眼点と評価項目からなる、医薬分業の評価指標を作成した（ 図 37 ）。ま

た、薬局薬剤師の仕事について意識改革を求めている。それが、「モノからヒトへ-対物業務

から対人業務へ」である( 図 38 ）。薬局薬剤師は、処方箋の受け取りから在庫管理までと

いう、モノを扱う仕事を目的とするのではなく、あくまで患者のケアに目をむけ、専門知識

とコミュニケーション能力を活かして意思決定と行動をすべき、という指標が示されたこ

とになる。薬局薬剤師の仕事は「作業」ではなく「ケア」だとされるようになったのである。 
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図 37.  医薬分業の評価指標の考え方 （ 厚生労働省 ） 

 

 

 

 

図 38.  かかりつけ薬剤師としての役割の発揮にむけて ( 厚生労働省 ) 
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6-4-4 薬局の多機能化と、患者と薬剤師の距離を縮めるオンライン 

現在、新たなサービスに対する意欲を有する多くの薬局が、保険調剤だけに特化せずに

「処方箋を持たずとも気軽に入って健康相談ができる薬局」として機能することを目指し

ている。一般用医薬品のアドバイスはもちろん、未病予防のためのサプリメント、スーパー

フード等の健康食品の紹介や、店頭での HbA1c(糖尿病の指標)等の簡易検査も行い、疑わし

い検査結果の場合はすぐに受診勧奨を行い、地域の医療機関に紹介状を書く。外来処方箋の

調剤を行っていた患者が入院すれば、退院時の共同指導にも参加して患者が自宅でスムー

ズに服薬できるように配慮する。そして在宅療養の患者のために、医療介護職とチームを組

んで患者宅を訪問し、薬剤の適正使用の指導と、必要に応じた介護用品、衛生用品、栄養剤

の供給を行う。さらに、禁煙支援や認知症の早期発見、薬物乱用防止対策への取り組みなど

も行う。 

薬剤師法第一条に謳われるとおり、「国民の公衆衛生の向上」は薬剤師の責務であり、災

害時に必発する感染症予防のための消毒薬や脱水予防の補水剤の用意も仕事の一つである。

地域の住民を対象に、常に様々な健康情報の発信を行う場でもある。 

このように薬局薬剤師は、処方箋薬への関わりだけでなく、患者や地域生活者に対して多

機能なサービスを展開する小回りの利く存在であることを期待されている。 

そのような状況の中で 2019 年 11 月に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律（薬機法）施行規則等」の一部の改正案が参議院を可決通過し、12 月

には省令案が発表された。それにより、薬剤を販売又は授与する際の薬剤師による服薬指導

について、直接の対面によるものに加え、新たに「映像及び音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用

を確保することが可能であると認められる方法」として「オンライン服薬指導」が認められ

ることとなった。これによっていよいよ、薬局薬剤師と患者とのオンラインのコミュニケー

ションが正式に開始されることになる。オンラインは、対面対応よりもかなり不完全なコミ

ュニケーションではあるが、逆に対面では話しづらい情報を得ることもあり、オンライン対

応と対面対応とは組み合わせで行うことが今後のスタンダードになるだろう。 

薬剤師がこれをうまく活用することは、患者との距離を縮め、新たなニーズの創出につ

ながると予想する。 
 

6-5 結語  

 
以上、本研究では、薬局薬剤師と外来患者を ICT でつなぎ、双方向でコミュニケーション

をとることによって、ファーマシューティカルケアのプロセスにどのような影響が出るか

についてと、薬剤師と患者の関係がどのようなものになるのかを明らかにしようとした。そ

の結果、ICT の利用は、まず“かかりつけ薬剤師”として、その患者に責任を持って寄り添
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う覚悟を持った上で、対面対応と組み合わせながら、患者と薬剤師が常時薄く、また時に濃

くつながり、迅速に対応できる体制を作る事が必要であると言える。 

医薬分業が続くかぎり、薬剤師はその使命である、一人ひとりの薬物療法の質をいかに向

上させるかという課題への挑戦を今後も続けていくことになる。そのケアの重要性に対す

る社会の認識を変えるのは、当事者である薬剤師自身しかいない。医療は利便性だけでは語

れない。薬剤師、患者、多職種が、様々なコミュニケーションを取りながら模索し続け、行

動していくことが重要であると考える。 
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