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カナダ体験レポート

カナダの糖尿病治療への取り組み vol.1

24万人以上の患者を抱える糖尿病大国の一つであるカナダでは、10年近
く前から地域社会における糖尿病治療への取り組みが盛んになってきました。
それに伴い、糖尿病指導専門家（Diabetes Educator）が誕生し、医師以外
の専門家が経営できる糖尿病クリニックが設置されるようになりました。国家資
格である糖尿病指導専門家の中には、薬剤師や看護師、栄養士等、幅広い
職種の人たちが混在しており、それぞれが役割を分担することで、病院やクリニッ
クに限らず地域の中できめ細かな対応を行っています。
糖尿病などの慢性疾患に対する薬剤師の関わりは、日本でもここ数年議論
されている事柄なので、薬剤師の中には先を見越して糖尿病療養指導士の資
格の取得や、栄養士との協力関係を築いている方もいるのではないでしょうか。
糖尿病専門薬剤師のもとで実習を行った経験をもとに、実習内容の紹介と
カナダで実際に行われている糖尿病治療への取り組みを、薬剤師の活躍のみ
でなく他の医療従事者や社会との関わりなども含め、2回にわたってご紹介し
ていきたいと思います。今回は実務実習の内容を中心にお伝えしたいと思います。

糖尿病専門薬剤師との出会い

実習先の薬局（The Medicine Shoppe）の前で（筆者）

実務実習のメインは
担当患者のモニタリング

験することができました（表 1）。
私が経験した実習は、アルバータ大学薬学

カナダの薬局でテクニシャンとして働きなが

部の最終学年である4 年生が 10 週間に渡って

ら、同時に薬学生としてアルバータ大学の実習

行う実務実習の一部であり、高血圧・高脂血症・
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プログラムに参加できたのは、私の母校である

糖尿病等の慢性疾患の患者を実際に受け持っ
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明治薬科大学の 5 年生に対する実習プログラム

てモニタリングすることがこの実習のメインにな

一 環として行っている、「薬 剤 管 理 指 導 業 務

（“海外医療研修コース”）の事前準備の一環

っています。今回は 1カ月程度の実習であった

（Medication Management Review）」に 近

として派遣されていたからなのです。
海外医療コースとは、2010 年からスタートさ
せる、カナダのアルバータ大学との交換留学プ

ため、担当を糖尿病患者に限定して行い、糖

い作業を薬局で行います。病院で行われている

尿病専門薬剤師による指導のもとで、5 人の患

「薬剤管理指導業務」とは、医師のカルテや

者さんを受け持たせていただきました。

検査値、患者インタビュー等から得られる情報

ログラムのことで、毎年 5 年生の希望者を対象

私の指導薬剤師は、もともとガーナで薬学を

をもとに薬物治療を再検討し、医師や他の医

に、アルバータ大学において数カ月に及ぶ実務

勉強した後にカナダで薬剤師免許を取得した、

療従事者に提案したり、実際に今後の薬物治
療に活かしていくための一連の業務を指します。

実習を実施する予定になっています。これまで

いわゆる外国人薬剤師ですが、薬剤師として

の記事でもご紹介してきましたように、カナダと

のキャリアは 20 年程度あり、病院に勤めてい

日本における薬剤師の役割や制度には違いが

た経歴を持つベテラン薬剤師です。糖尿病や

前の記事でご紹介させていただいたように、
アルバータ州では患者の医療情報を医療従事

あり、それらが教育や実習内容にも影響してい

注射の専門薬剤師としての国家資格を取得して

者同士で共有することのできるシステム（アルバ

ます。プログラム内容の考案や事前準備（プレ

おり、50 代となった現在でも、高齢者専門薬

ータネットケア）があるため、診断内容や検査

実習）の必要性を考慮するために、1 カ月程

剤師のための資格の勉強をしています。

値等の把握により、客観的な患者評価（Patient
Assessment）を可能にしています（表 2）。

度ですが、薬局薬剤師のもとで実務実習を経
表1

夕暮れ時のエドモントン

3 0

実習の概要

患者評価（Patient Assessment）

薬局における薬剤管理指導業務

治療のフォローアップ（Follow-up）

治療に対する継続的な指導と協力体制の構築

治療の提供（Provision of Care, Therapeutics）

患者や他の医療従事者との協力による薬物治
療の提供

記録業務（Documentation）

他の薬剤師や医療従事者との情報共有

医薬品流通・薬物分布（Drug Distribution）

医薬品流通の知識および薬物動態を考慮した
治療設計

医薬品情報（Drug Information）

患者や医師の質問に対する情報提供

他の医療従事者との協力（Interdisciplinary Practice）

チーム医療の実践（実習内容：糖尿病専門看
護師によるフットケア）

健康衛生増進（Health and Wellness Promotion）

公衆衛生や社会における健康衛生増進業務（実
習内容：州立糖尿病セミナー）
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Saya リポーターに聞いてみよう！

エドモントンで暮らしているSayaリポーターに対して、自由に質問できるコーナーです。読者からの質問も受け付
けますので、エドモントンの薬学生や薬剤師などに対する質問を自由に下記ホームページよりお寄せください。
【Sayaリポーターへの質問は、http://www.anycr.com/からお願いします。
】

実習の中に記録業務という項目がありますが、詳しい内容を教えてください。
図1は、今回担当した患者のモニタリング（表1の内容）の記録
業務の一例です。
以下に抜粋した内容を記載します。
J.D.さん（43歳、白人）
、糖尿病、高脂血症を罹患、現
在 3 種 類 の 薬（リピトール 20mg、rosiglitazone8mg、
Metformin500mg）を服用中。BMIが36.5で知能障害有。
高血糖の症状は訴えておらず、HBA1cの値は7.3。自
己血糖測定および州立糖尿病セミナーへの参加経験なし。
知能障害によるものと考えられるため、今後も経過観察お
よび最低3カ月に1度の検査の必要性を明記。
ウォーキング（1日30 分以上）や人工甘味料を使用し、
食事・運動療法に対する意識はあるが、BMI値が高値で
あるため、運動量の増加および食事量の制限（妻の2倍量
程度の飲食傾向有）を指示。

患者との面談風景

これらの情報をもとに患者と面談を行い、問
題点を導き出すことで今後のフォローアップにつ
なげています。フォローアップの内容は、薬物
治療に限らず、糖尿病治療には欠かせない食

このような記録内容を実際に担当医師や他の医療従事者と共有
し、情報交換をしながらチームで薬物治療を進めていきます。現場
の薬剤師は、必要な際にこのような記録を行い、営業時間外等で
医師と電話やオフィス内での対談にて治療の検討を行っています。
記録は、正確かつ簡潔に、共有する他の医療従事者の誰が見
ても理解できるものが求められます。

事や運動療法、自己血糖測定の指導や、糖
尿病の基本知識の啓蒙など多岐にわたります。
カナダでは、自己血糖測定器の指導は院内の
医師や看護師でなく、薬局の薬剤師が担当し
ています。慢性疾患であるからこそ、患者の日

図1

実際に実習で行った記録業務
（Documentation）の一例

常生活に関わることのできる薬局薬剤師の役
割がいかに重要であるかを、現場の薬剤師の
働きから学ぶことができました。

実習生への機会の提供

能と考えられているカナダでは、学生実習もカ

務実習で自信を持って患者に関わっていけるの

ウンセリングを含めた “Patient care（患者あ

でしょう。カナダでは一薬局に一人の薬剤師を

りきの医療）” が重視されています。その例として、

常勤させておく薬局も多く、薬剤師 1 年目であ

実習マニュアルに「新患」「再来患者」「OTC

っても、一人で来局患者全てを対応しなけれ
ばなりません。インターンと呼ばれる卒後研修

日本での薬学生に対する実習は、一般的に

医薬品」の 3 種類のカウンセリングを少なくとも

患者と接する機会のある実習は高学年に行わ

1 日 1 回以上行うよう指示があります。日本の

の期間もありますが、卒業後使える薬剤師とし

れることが多く、患者カウンセリングの機会は

薬学生はこれほど多くの患者カウンセリングに

て育てるために、大学時代の実務実習が重要

少ないように感じます。もちろん実習先によって

関われているでしょうか。

視されているのは、このような背景があるから
かもしれません。

様々ですが、実習のメインはカウンセリングより

今回は薬学 4 年生に対する実習を経験しまし

も調剤や注射剤の調製、薬剤評価等に重点

たが、このような実務実習は 1 年生の頃から継

が置かれています。しかし、調剤等をテクニシ

続して実施されており、カウンセリングの授業も

来年の 2010 年は、薬学 6 年制の学生が 5

ャンに任せ、カウンセリングが薬剤師の主な職

低学年から段階的に行われているからこそ、実

年生になる初めての年です。各々の大学や医
療機関で実務実習に対する想いはそれぞれだ

表2 モニタリングで行う内容

Patient Assessment（患者評価）

Demographics

患者基本情報

Medical History

病歴、手術歴

Medication History

薬歴

Laboratory Result

検査値

Interview

患者面談

Monitoring and Follow-up

観察とフォローアップ

指導薬剤師が患者の血圧を測定

と思いますが、実習の期間拡大や 6 年制に移
行した理由を改めて考え、学生達の可能性を
最大限に引き出すことのできる実習を提供して
いただければと願っております。
次回は糖尿病治療における専門薬剤師の役
割と他の医療従事者や社会との関わり等に関し
てご紹介したいと思います。

実習先の指導薬剤師（中央）、テクニシャン（右）と一緒に
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