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Summary 

 
 

Abdominal pain is one of the most common symptoms in Japan. Many patients with 
abdominal pain seek relief by visiting both clinics and pharmacies. A pharmacist 
should receive these patients both promptly and appropriately, because they may have 
a serious condition that can threaten their lives. In this article, we propose basic way 
in which a pharmacist should manage patients with abdominal pain visiting a 
pharmacy, as summarize below. 

 
1. A pharmacist should ask the patient detailed question about his /her symptoms, 
according to the LQQTSFA method. 
2. A pharmacist should consider potential diseases after consulting with these patients 
and determine suitable medication. In some cases, the pharmacist should call an 
ambulance or arrange transport to a doctor. 

3. A pharmacist should follow up with his/her patient after selling over-the-counter 
(OTC) drugs. If their symptoms do not get better or get worse, he/she should 
recommend them to a doctor along with medication(s) taken whom the pharmacist 
considers most suitable for these patients. 

 
If pharmacy pharmacists can play an effective role in treating such patients with 

OTC drugs, many medical problems in Japan related to healthcare costs and 
manpower could be solved relatively easily. From this perspective, it is critical that 
pharmacists study clinical judgment methods for treating general symptoms in our 
workshop and assist in triaging such patients. 
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はじめに 
本学会では、2011 年から、昭和大学薬学部の木

内祐二教授の主催のもと「薬剤師のための臨床判断

ワークショップ」が開催されている。その目的は、薬剤

師も症状の裏に確かに存在する症候について学ぶこ

とである。このことは、医師の「診断」とは異なる薬剤

師の「臨床判断」とも呼ぶべき考え方を身につけてい

ただくことで、少子化と高齢化が同時に進行する我が

国において、薬局や薬剤師という社会資源が今まで

以上に価値を発揮することにもつながるはずであると

考えてきた。医学教育での「症候学」にも通じるような、

このような考え方は、当初、かなり突拍子もないものと

捉えられたこともあるが、平成 27 年度から始まってい

る新しい薬学教育モデル・コアカリキュラムにおいて

は、決して目新しいものではなく、むしろ、薬剤師が

広く身につけるべき考え方とされているようである 1)。

このような社会的背景もあってか、近年、本学会の

「臨床判断ワークショップ」は、疾患を、頭痛、腹痛、

呼吸器疾患、皮膚・粘膜症状、腰痛と広げるとともに、

この基本的な考え方をより多くの薬剤師に学んでい

ただくために「認定指導者制度」もスタートさせるなど

少しずつ活動の輪が広がりつつある。 
 
筆者は、開催当初から、木内教授と講義を分担し

 
抄録 

 
我が国の患者において、腹痛は最も一般的な症状の 1 つである。たくさんの患者が、腹痛を訴

えて医療機関のみならず、薬局を受診している。腹痛は、時に生命の危険を及ぼす疾患の症状

の場合もあるため、薬局の薬剤師はこれらの患者に対して迅速かつ的確に対応する必要がある。

本論文においては、薬局を訪れる腹痛患者に対応する薬剤師にとって基本的な考え方をまとめ

た。 

１．薬剤師は、LQQTSFA 法に則って、その患者の病歴を慎重に聴取することが大切である。 

２．薬剤師は、それらの問診からいくつかの疾患を思い浮かべ、それらの症状に応じた最適な薬

剤を選択することが必要である。また、場合によっては、救急車を要請したり、医療機関へ患者を

連れて行ったりする必要もあるだろう。 

３．薬剤師は OTC 薬を販売したあとも、その「あなたの」患者をフォローアップする必要がありま

す。もし、症状が良くならなかったり悪くなったりした場合には、それまで行った投薬の情報などと

ともに、その薬剤師が最も適していると考える医師へ紹介するべきである。 

もし、薬局薬剤師がこのような患者に OTC 薬を有効に活用して適切に対応することができれ

ば、我が国の医療が抱える経済的もしくは人的問題はそう困難なく解決されるのではないだろう

か。このような観点からは、薬剤師が本学会のワークショップを通じて一般的な症候に対して臨床

判断能力を身につけ適切にトリアージをできることは、きわめて重要だと考えられる。 
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て、それぞれの症候を来す疾患が、いったいどのよう

な病理・病態を持つのかを理解するために、簡単な

解剖学の知識とあわせて、病態生理学に似た講義を

担当するとともに、この数年、薬剤師にとっては一般

的となってきたバイタルサインに関しても、その基本

的な講義と実習を行ってきた。 
そこで、本稿では、これらの症候のうちの 1 つであ

る「腹痛」について、薬剤師が適切な臨床判断を行い、

ＯＴＣ医薬品の適切な使用とともに、プライマリ・ケア

において求められる正しいトリアージを行うために必

要な知識や考え方についてまとめてみたい。 
 
「臨床判断」における基本的な考え方 
少子超高齢社会における社会保障制度のあり方

は、従来と大きく変わらざるを得ないことに加え、薬学

教育が 6 年制になったこともあり、薬剤師の「職能拡

大」を唱える声は多い。筆者も、そのように考え、今や

15 万人を越えた薬局薬剤師が、コンビニエンスストア

よりも多い 5 万 7 千軒を上回る薬局で従来以上の働

きを行っていくことが我が国の医療が抱える閉塞感を

打ち破るためには不可欠ではないかと考え、この 10
年あまり活動してきた。 

しかし、若干危惧することは、薬剤師の「職能拡大」

を求めるあまり、端から見れば、若干勇み足のようにも

感じられる風潮が見られることである。もちろん、薬剤

師に悪気はなく、従来とは異なるカリキュラムで学び、

薬剤師がより臨床的な能力を身につけ、薬物の専門

家のみならず、薬物治療の専門家へとシフトするなか

で、もっと世のため、人のために役に立ちたいという

思いがあってのことだが、そのような活動が「処方」や

「診断」といった医師の専権行為に足を踏み入れか

ねない状況になってしまうことがある。 
我が国で高齢化が進もうが、社会保障制度の永続

性が脅かされようが、はたまた、薬学部が 6 年制にな

って従来とは異なる薬剤師が産み出されるようになろ

うが、医師のみが医業を行うことを定めた医師法 17
条は変わっていないとことに、今一度、注意しておく

べきではないかと考えている。医業とは、反復継続の

意思を持って医行為を行うことだとされている。薬剤

師が業務のなかで行うのは反復継続の意思があると

いうのがコンセンサスであることを考えれば、医行為を

薬剤師が行うことは、今も法的には明確に禁止されて

いるのである。 
医行為とは、医師が専門的な知識や技術を持って

行うのではなければ、患者さんに重大な健康被害が

及ぶことが予想される行為を指すが、その代表例とし

て、診断、処方、外科的処置が挙げられる。外科的処

置は言うに及ばないが、診断と処方については、十

二分に注意しておきたい。診断は、医師が全力を挙

げて行う専門性の高いものであり、それに基づく処方

も同様である。 
薬局に来られる患者さんや、軽微（に思われる）疾

患についても、その実際は何であるか、さらにはどの

ような薬剤を選択するかは、医師が考え決断するとい

うのが、我が国の法律である。 
ここが全く変わっていないのに、超高齢社会の地

域医療が抱える問題を前面に出して「一般的な症状

は薬剤師で診断します」「簡単な処方や薬剤師で行

います」としてしまうと、法的に齟齬が生じる。 
誤解のないように申し上げれば、筆者は、薬剤師

の職能拡大はあってしかるべきだと考えている、しか

し、それは目的ではなく結果である。薬剤師法第一条

で示されているように、薬剤師は「調剤、医薬品の供

給、薬事衛生」をつかさどることによって、「国民の健

康な生活を確保する」ことが目的であり、それを現代

の医療の仕組みの中で突き詰めていくと、結果的に、

職能は拡大するだろうという考え方である。 
「臨床判断」という考え方の目的も、薬剤師がいろ

いろなことを考えて病名をあてることではなく、ＯＴＣ

医薬品の適正使用、医療安全の確保のために、薬剤

師は患者の体のなかでおこっていることを推測し、医

薬品の選定とその後のフォローアップを行っていくの

であることを是非とも押さえていただきたい。 
 

チーム医療における「臨床判断」の考え方 
「では、何のために学ぶんだ！？」といぶかしく思

われる方もいらっしゃるかも知れないが、是非、「チー

ム医療」という流れの中で「臨床判断」を考えていただ

きたい。 
例えば腹痛を訴えて薬局を訪れた患者が、実際は、
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急性膵炎だったとする。その患者に対応した薬剤師

が「食あたりかな」と考えて整腸剤を販売することは、

是か非か。もちろん、それでは患者は良くならないし、

場合によっては、整腸剤を服用し休んでいる間に、急

性膵炎は増悪し、場合によっては生命を脅かされる

事態になるかも知れない。薬局という「医療提供施

設」で薬剤師という「医療従事者」が整腸剤という「医

薬品」を扱って対応したにもかかわらず、である。 
このことは、整腸剤の適正使用の観点からも問題があ

るが、同時に、「チーム医療」における薬剤師のあり方

からも問題があると言えよう。 
「チーム医療」とは、それぞれの職種が専門性を発

揮して、患者にとって最善の結果がもたらされるように

力を合わせることであり、その効果は、相加的のみな

らず相乗的でありたいものである。スポーツで例えれ

ば、ラグビーがイメージしやすいのではないだろうか。

患者（ボール）を最良の結果（トライ）に持ち込むまで、

それぞれが最適な部分を担当し、適切な時期に次に

つなげていかなくてはならないという感じである。 
薬局薬剤師においては、プライマリ・ケアにおけるトリ

アージということが言われるが、これは、まさに、受け

取ったボール（来局した患者）をどう対応するのが良

いのかに似ている。すなわち、自分でもって走るのか

（ＯＴＣ薬を使って対応する）、次のメンバーにパスす

るのか（医師への受診を促す）、はたまた、状況を打

破するためにキックするのか（救急車を要請する）とい

うようなものである（図１）。 
当然のことであるが、全部蹴り上げていても、全部

パスしても、全部自分で持って走っても、それは好ま

しい対応ではない。全体の状況を見極め、最良の結

果を得るために最善の決断を限られたリソースと時間

で行わなくてはならない。そのために、先ほどの急性

膵炎の話のように、腹痛なら腹痛を来す疾患や、その

疾患に伴う症状を思い浮かべ、今後起こりうる経過や

善後策を考えた上で何を行うかを決断することが必

要であり、これら一連の行為を含めて「臨床判断」と呼

ぶのだというのが私の理解である。 
 

症状から患者の状態を推測し、アルゴリズムを作る 
「おなかが痛い」と訴えてきた患者に対して、「腹痛

に使う薬剤は何があったかな？」と思い浮かべること

は、当然正しいものではない。腹痛が一体、どういう

原因で起こっているのかを推測し、薬剤師としてどの

ような行動をとるのが良いのかを考える必要がある。 
「そんなことを言っても、レントゲンもとれない、採血も

できない、そんな薬剤師に何ができるというの

か！？」というのが、薬剤師のみならず、薬剤師以外

の医療従事者からも聞こえてきそうである。しかし、そ

んなときに、内科学の泰斗であるウィリアム・オスラー

先生（1849-1919）の”Listen to the patients. He is 
telling you the diagnosis”という言葉を味わってい

ただきたい。直訳すれば、「患者の言葉を聞け。彼は

診断を告げている」ということにでもなろうか。すなわ

ち、患者の状態を知る上で、医師にとっては問診がき

わめて重要であるということを、ともすれば、検査偏重

に陥りがちな医師に告げたものであるが、これは、も

ちろん、薬剤師にとっても同様である。 
薬局に「腹痛」を訴えて訪れた患者にも、問診を効

果的・効率的に行うことで、その症状をもたらしている

原因や、患者の体のなかで起こっていることは浮き彫

りになってくるものである。その問診の手法として、今

や、薬学教育モデル・コアカリキュラムの中にも含まれ

ているのが「LQQTSFA」という項目である（表１）。基

本的にはこの順番に聞いていくことで、患者の症状に

関する情報は、もれなく、理解しやすく聞き取ることが

できるというものである。 
その一方で、「腹痛」を来す疾患についても、知識

として知っておく必要がある。急に言われても戸惑う

かも知れないが、本学会の臨床判断ワークショップで

図 1：薬局薬剤師のトリアージ 
Figure 1:The image of triage for pharmacy 
pharmacists inspired from rugby football. 
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は、診断学や内科学に関する各種参考書に加えて、

スマートフォンなどのインターネットデバイスを活用で

きることもあってか、6−7 名のグループ討議の中で

20−30個の病名は出てくる。 
私自身は講義のなかで、腹痛を来すべき疾患の中

に、見逃してはいけないものをまずより分けた後に、

腹腔内臓器に原因がないものを考え、さらにある場合

には、消化器系、循環器系、泌尿生殖器系など、そ

れぞれの臓器によって起こりうる症状の特徴を、痛み

が生じる際のメカニズムも示しながら解説し、それぞ

れの疾患のイメージをつかみやすいようにしている。 
図２は、昭和大学薬学部で木内教授が学生を対象

に行われた講義の中での成果物の 1 つであるが、そ

れらを参考にして、本ワークショップではそれぞれの

グループでのアルゴリズムを作っていただいている。

さすが、と思うのだが、現在の処方箋調剤業務に従

事し、きちんとした処方監査やＰＯＳに基づく薬歴管

理をしている薬剤師は、病名や症状についての知識

はきわめて豊富である。また、多少、あやふやな部分

も、インターネットデバイスでの検索によって、そのほ

とんどは瞬時に補正することが可能になっている。そ

れらの情報と、LQQTSFA で収集された情報を組み

合わせれば、だいたいのアルゴリズムはできてくる様

図２：腹痛の鑑別アルゴリズム例 
Figure 2:A case of a clinical algorithm for a patient with abdominal pain. 

 

表１：医療面接の技法 
Table 1:LQQTSFA method for making good 
questions to patien 
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は、見応えがあると同時に頼もしいものである。 
さらに、このアルゴリズムをもとに、薬局店頭でのロ

ールプレイを行うが、講義の最初に行ったそれとは別

人のように、患者の状態に応じて最適な対応を行おう

と取り組む様は、まさに、圧巻である。 
 

薬は飲んだあとが勝負 
さらに、最後のまとめの部分で、お伝えしているの

は、いわゆる服用後のフォローアップである。症状を

問診し、アルゴリズムにあてはめて、病状を推測し、そ

れらをもとに、自分が取るべき臨床行動を判断すると

いうことで終わってはいけない、とお伝えしている。特

に、ＯＴＣ薬を販売したあとのことが重要だと伝えてい

る。 
例えば、心窩部の不快感があり、食欲がないという

70 代の女性が来たとしよう。薬剤師は、問診の中で、

胃や十二指腸の潰瘍性病変ではないかと考え、2 ヶ

月の間での 5ｋｇほどの体重減少や、黒色便の症状も

聞き取ったとしよう。症状や病歴から考えて、Ｈ２ブロ

ッカーによる胃酸の減少を行うことは、誤りではないだ

ろう。ただ、そのＯＴＣ薬を販売したとして、患者との

別れ際に「もし、良くならなかったら、医療機関を受診

してくださいね！」というのは、いただけないとお伝え

している。 
体重減少という情報をキャッチできれば、やはり、

胃がんなど上部消化管の悪性腫瘍も疑えるのが薬剤

師だとすれば、「このお薬をのんで、どうなったか、来

週にでも来てお聞かせくださいね」と手放さないことが

重要である。そして、もし、「症状は少し良くなったが、

完全には改善しなかった」ということがあれば、そこで、

消化器科を標榜する医療機関を具体的に提示して、

紹介するところまで行うことが重要である。 
さらに、その際には、きちんと薬剤服用情報提供書

のような書面を準備して、「Ｈ２ブロッカーを服用して

も完全には良くならない心窩部不快感です。体重も 2
ヶ月で 5ｋｇ減少し、タール便も認めます。」と記して、

次の医療機関の医師へつなげなければ、チーム医

療の一員としての役割は十分に果たしたとは言えな

い。 
 

本ワークショップでは、具体的に、この書式例も準

備して、参加者に医師への情報提供書を作成してい

ただいている。もちろん、ほとんどの方が始めてであ

るが、作成例を手本にして、5 分程度ですらすらと書

き上げてしまう薬剤師は決して少なくない。 
患者というボールを、いかに最良の結果というトライ

までチーム一丸となって取り組むか、という概念がな

いままで、血圧の測定方法や呼吸音や腸音の聴診を

学んだところで、その効果は十分に得られないばかり

か、単なる病名当てゲームや、スイッチＯＴＣ薬の拡

大を見越した処方ごっこのようなものになってしまう。 
このことは、医師法 17 条のこともあるが、やはり、患

者の状態を最優先に考えた時には、容認できない状

況である。本ワークショップにおいては、このような考

えのもと、薬剤師がきちんとした情報と考え方、そして、

なによりチーム医療における薬剤師やＯＴＣ薬の立ち

位置を理解していただき、医薬品の適正使用、医療

安全の確保を通じて、よりよい医療を実現できるように

と願って講義や実習、small group discussion を進

めていただいている。 
 

おわりに 
本稿では、本学会が活動の柱の 1 つとして取り組

んできた「薬剤師のための臨床判断ワークショップ」に

ついて、「腹痛」を例に主催者側の考え方やねらいを

概説した。本文でも述べた通り、現在は、このような考

えのもと、複数の疾患を題材に定期的な開催を開始

していると同時に、さらなる拡散を目指して、認定指

導者制度も走らせている。 
具体的な講義内容や募集要項などは、本学会の

ＨＰに掲載されるのでチェックしていただき、「薬剤師

の臨床判断」という重要な、しかし、ある意味では微妙

なテーマの意義や文脈を十二分にご理解いただいた

上でご参加いただき、これからの地域医療のなかで、

薬局や薬剤師が果たすべき役割を考えるきっかけに

していただければ幸いである。 
 

 
 
 



Vol.7 No.1(2015) - 48 - 

謝辞 
本総説をまとめるにあたって、本ワークショップを一

から作ってこられた昭和大学の木内祐二教授、全体

を統括されている本学会理事長の緒方宏泰先生、な

らびに、本ワークショップの運営に携わっている各先

生方に心より感謝を申し上げます。 
 

ＣＯＩ表示 
本論文に関して、筆者が開示すべきＣＯＩ関係にあ

る企業等はありません。 
【引用文献】 
1) 公益社団法人日本薬学会 薬学系人材養

成の在り方に関する検討会 編,  薬学教育モデル・

コアカリキュラム平成 25 年度改訂版, 2013. 57-58.  




