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特集 1

座談会

薬局・薬剤師 の
改めて

宮野 廣美

氏

林

昌洋

氏

今月号が読者の皆さまのお手元に届くころには，診療報酬の改定率
が決まり，細部の調整が大詰めを迎えるころと推測されます。調剤報
酬をはじめ，2014 年は薬局・薬剤師にとってどのような年になるので
しょうか。
昨今の薬局・薬剤師を巡る環境は激変しており，薬局・薬剤師に対
する周りの目も厳しくなっています。国は 2025 年に向け，地域包括ケ
アシステムを完成させようとしています。薬局，そして薬剤師が目指 ⬆
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役割を
考えよう
出席者（発言順）

宮野 廣美 氏
伊奈オリーブ薬局，日本薬剤師会理事

林

昌洋 氏
虎の門病院薬剤部長・治験事務局長

望月 眞弓 氏
慶應義塾大学薬学部長
司会

望月 眞弓

安達 さやか（本誌編集長）

氏

すべき目標はすでに見えているのです。
今月号では，本誌編集委員でもあり，薬局，病院，大学の各分野で
活躍される 3 人の先生方をお迎えし，薬局・薬剤師の役割を語ってい
ただく座談会を企画しました。
「1 年の計は元旦にあり」
。改めて，薬局・薬剤師の役割を見つめ直
し，明日からの業務や行動を変えてみませんか。
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座談会

薬局・薬剤師の役割を改めて考えよう

2014 年は正念場の年に

ように，結局分業が社会にとって利益があるというか，
貢献するものであるというところをうまく評価してもら

─ 早いもので，2014 年があっという間にやって来ま

えていない可能性があるのかもしれないと思うのです。

す。2 年に 1 度の改定の年ですが，医療保険財政がひっ

それは，薬局にも色とりどりあって，本当にかかりつけ

迫した状況下，残念ながらプラスに働く材料というのは

薬局で，先ほど林先生がおっしゃったように，いろいろ

あまり見つけられません。来月下旬には改定率が示され

な医療機関を受診していても 1 つの薬局で自分の薬に関

ることになりますが，薬局にとっても薬剤師にとっても，

することをすべて管理してもらえるようなこと，それか

2014 年は正念場になると思われます。

らそれ以外の健康上の問題も含めてかかりつけ薬局でい

さて，本日の座談会では，改めて薬局・薬剤師の役

ろいろ相談もしつつ，安心して薬を使っていくことがで

割や将 来を考えていきたいと思います。 医 薬 分 業は

きるようなことを社会の皆さんが感じていらっしゃれ

65％の時代になりました。分業が進展すると同時に，

ば，多分薬局があってよかったという応援をしてくれる

いわゆる分 業バッ シングがされるようになりました。

のだろうと思います。そこが引き出せている薬局と，う

今，薬局や薬剤師が，本当に役割を果たしているのかと

まく引き出し切れていない薬局が存在するのではないか

いったことが問われていると思います。薬剤師法第 1 条

と思います。

には，調剤だけでなく薬剤師が行わなければならない任
務が書かれていますけれども，分業が右肩上がりの時期

セルフメディケーションと
情報提供

というのは，もしかしたら調剤 100％に近い状態で来て
しまったのではないか，それが今日の状況を招いている
のではないかというような感覚もあります。

─ 今， かかりつけ薬 局という言 葉が出たのですが，

分業バッシングが言われているということは私た

今年は OTC 薬のネット販売の問題に明け暮れることと

ちの耳にも届いていますが，医薬分業というものを語る

なりました。ほとんどの医薬品がネット販売 OK で，最

時にそれを評価をしてくれるのは患者さんであることを

後の砦であったスイッチ OTC も，5 品目を除いて発売

踏まえて評価する側に立って医薬分業の必要性，重要性

して 3 年経てば OK となりました。医薬品ではありませ

を常に考えて理解を深めてもらえるように薬剤師が行動

んが，ネット販売は私もよく利用しますし，非常に便利

しなければいけないと思います。

だと思います。しかし，医薬品の場合はそこにどのよう

林

かかりつけ薬局というコンセプトがあったと思いま

に安全性等を担保するのかというような議論がどうして

す。病院で処方せんを発行する際に，私どもの病院で複

も欠けてしまい，何よりも規制改革ありきで進んで，議

数の診療科にかかっている，さらにその方が地元の病院

論は平行線で終わったような気がしています。

宮野

や歯科，眼科にかかっていていろいろなお薬が処方され

一方で，こういう状況になったことに関して，薬局・

た時に，その方の処方を総合的に診てくれるかかりつけ

薬剤師側に反省すべき点はないのかどうかというのが，

薬局が育ってきていたと思います。そこが機能している

もしかしたら望月先生が先ほどおっしゃったようなこと

薬局では，これからも評価され信頼されることになるの

につながるのではないかと思うのです。うまく引き出し

だろうと思っています。

切れていない，
「こういう薬局があってよかった」と思え

大学で一緒に学んだ仲間の中には薬局に勤めている薬

る薬局になっていないために，国民が薬局・薬剤師の重

剤師もいて，OTC 薬も処方せんもどちらもうまく使い

要性を認識する部分が少なかったから，もしかしたらこ

こなして患者さんに喜ばれているという話も聞くことが

ういう状況を招いているのではないかという気もしない

あります。病院では OTC 薬を扱うわけにはいきません

でもないのですが，いかがでしょうか。

ので，その辺はうらやましいと思うこともあります。

宮野

望月

調剤中心の薬局であり，かかりつけ薬局，またはかかり
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バッシングのところは，宮野先生がおっしゃった
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周りを見ても，現在薬局というもののほとんどが

特集 2

広がる電子お薬手帳

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災。津波により医療機関や薬局が被害を受け，
避難所などで患者自身が診療や服薬歴の情報を伝えなければならない状況で，お薬手帳が
大きな役割を果たし，存在価値が改めて見直されるきっかけにもなりました。その有用性
をさらに高めるべく，お薬手帳の電子化が相次いで進められています。
本特集では電子お薬手帳が広がりつつある背景と，中でも特に注目される 3 つの取り組
みについて紹介します。

電子お薬手帳の導入が
進められる背景

大阪府薬剤師会
─大阪 e-お薬手帳

用を開 始させた。 大 阪 市が会 場と
なった同月の日薬学術大会でも大々
的にお披露目され，注目を集めた。

お薬手帳は，一部の病院などで始

震災が 1 つのきっかけ

e- お薬手帳は従来の紙のお薬手帳

大阪府薬剤師会は，
「大阪府医療

に取って代わるものではなく，あく

厚生労働省が 2000 年度の診療報酬

連携に係る服薬情報管理活用事業費

までも紙のお薬手帳を補完する役割

制度に薬剤情報提供料を新設したこ

補助金」をもとに「大阪 e- お薬手帳

を果たすものと位置づけられている。

とで制度化された。患者が複数の診

事業」を立ち上げ，すでに府内全域

「電子化」というよりは，「電子版」

療科にかかることが珍しくないわが

で本格的に展開している。「大阪 e

国において，処方された薬の情報を

お薬手帳」は NFC（近距離無線通信

一括管理できるお薬手帳が高く評価

技術）あるいは QR コードを用いて，

けられた IC リーダーライターに専用

されたことが理 由として考えられ

専用のアプリがダウンロードされた

アプリをダウンロードしたスマート

る。2008 年度には後期高齢者への薬

スマートフォンや携帯電話にお薬手

フォンや携帯電話をかざすか（図 1），

まった取り組みが全国的に広がり，

-

のお薬手帳というコンセプトを持つ。
使用方法も簡単で，薬局に備えつ

剤服用歴管理指導料算定の際に義務

帳の情 報を格 納できるというもの。

薬局が患者に渡す情報提供書に印刷

化され，2012 年度には薬剤服用歴管

府薬の藤垣哲彦会長は，事業を立ち

された QR コードを読み込むことで

理指導料に組み込まれた。

上げたきっかけの 1 つとして東日本

処 方 薬 情 報を取り込むことができ

そうしたお薬手帳の電子化が現在

大震災にてお薬手帳が患者の服薬管

る。また，アプリには実証実験中に

急速に進められている。その背景に

理に果たした役割が大きく影響して

出た要望に応え，ユーザーが情報を

は，政府の IT 戦略本部が 2010 年に

いると言い，災害時も含め患者の利

手入力できる機能も搭載した。取り

公表した「どこでも MY 病院」構想

便性を考えた時に，常時携帯してい

がある。電子お薬手帳は同構想の中

ることの多いスマートフォン（携帯

において，電子カルテなどと並ぶ柱

電話）に目をつけたと語る。

に位 置づけられた。 厚 生 労 働 省が
2011，2012 年度に石川県で実証実験

シンプルさにこだわりのある

を行い，その有用性が確認されてい

e-お薬手帳

る。 また，2013 年 11 月には厚 生 労

大阪 e- お薬手帳事業は設計や開

働省医薬食品局の今別府敏雄局長が

発期間を経て，2013 年 2 月より箕面

「2015 年度
電子お薬手帳について，

市で実証実験が開始された。その後

までに，全国の薬局の 30％以上でお

2013 年 9 月より府内での本格的な運

「患者目線を大切にしている」と藤垣会長

薬手帳の電子的情報の提供を可能に
するという目 標 値を持 っ て推 進す
る」と述べ，目標値を定めて進める
考えを示した。
こうした中で， 各 団 体や企 業が
続々と電子お薬手帳の開発・導入に
着手している。スマートフォンやタ
ブレッ ト端 末の普 及ともあいまっ
て，今後ますます広がっていくこと
が予想されるが，それぞれのシステ
ムや特徴が異なるため，導入する際
には十分検討したい。
図 1 IC リーダーライターで情報をスマホに格納
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気管切開カニューレを理解する

ポイントで 覚える

在 宅 医 療 で目にする医療機器
第3回

気管切開カニューレを理解する
ドクターゴン診療所

泰川 恵吾

重篤な呼吸不全や意識障害患者では，①気道確保，②喀痰の吸引，③長期人工呼吸管理の目的で気
管切開が施行されることがある。気管切開術後は，多くの場合，気管切開口から気管切開カニューレ
を挿入し，開口を維持し，人工呼吸管理，喀痰吸引などを行う。本稿では，気管切開の解剖と気管切
開カニューレの構造について解説する。

気管切開カニューレの目的

主な気管カニューレの種類

・気道確保

・カフなし単管：気道確保と喀痰吸引のみ

・喀痰の吸引

・カフつき単管：誤嚥防止と発声

・長期人工呼吸

・カフつき複管：上記に加え，さらに人工呼吸，肺炎予
防，発声，会話を可能にする
・その他：レティナ，ダブルカフチューブ，アジャスタ
ブルチューブなど

気管切開の位置と構造

開放
人工呼吸器接続
スピーチバルブ接続

舌骨
甲状軟骨
気管軟骨
輪状軟骨

甲状軟骨
声帯

舌

甲状腺
皮膚の切開線
鎖骨
胸骨板

気管
食道

輪状軟骨

口蓋垂
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ゼルヤンツ錠 5mg（トファシチニブクエン酸塩錠）

新薬くろ〜ずあっぷ 154

ゼルヤンツ錠 5mg
（トファシチニブクエン酸塩錠）
倉敷中央病院薬剤部

髙栁 和伸

Point
◆ 新規クラスとなるヤヌスキナーゼ阻害薬である。
◆ MTX などの DMARDs が無効な患者に使用される経口抗リウマチ薬である。
◆ バイオ製剤と同等な効果が期待される。
◆ 血球減少や感染症，悪性腫瘍に注意が必要である。

特徴

スト細胞，T 細胞，NK 細胞，B 細胞，形質細胞などの
炎症細胞が動員される。続いて，さまざまな免疫担当細

ゼルヤンツ（一般名：トファシチニブクエン酸塩，図 1）

胞およびこれらから産生される炎症性サイトカイン・ケ

は，疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARDs）の新規クラス

モカインによって炎症が維持され，これにより滑膜中の

となるヤヌスキナーゼ（Janus Kinase；JAK）阻害薬であ

滑膜繊維芽細胞が増殖する。さまざまな炎症性サイトカ

り，米国ファイザーにて創製され，2013 年 7 月に発売さ

インが滑膜炎に関与するが，中でも腫瘍壊死因子（tumor

れた 1）。

αと IL- 6 は多くの炎症性細胞か
necrosis factor；TNF）
ら分泌され，特に重要と考えられており，薬剤開発の主

1．間接リウマチと炎症性サイトカイン

2）

間接リウマチ（rheumatoid arthritis；RA）は破壊性関

要なターゲットとされてきた。現在関節リウマチに使用
できるバイオ製 剤とゼルヤンツとの比 較を表 1 に示す。

節炎を主徴とする自己免疫疾患である。HLA クラスⅡ

炎 症 性の増 殖 滑 膜はパンヌスと呼ばれ，RANKL や

遺伝子型や蛋白のシトルリン化に関わる酵素の PADI4 な

M-CSF を産生することで骨との境界に存在する破骨細

どの遺伝要因および女性ホルモン，感染，喫煙などの環

胞を活性化し，また MMP などの蛋白分解酵素を分泌し

境因子が関与して発症すると考えられている。

て関節軟骨や骨を破壊する。

-

間接リウマチの発症メカニズムと抗リウマチ薬の作用
3）

従 来 用いられてきたバイオ製 剤は単 一の分 子をター

部位を図 2 に示す。RA は小関節に始まることが多く，

ゲットにしていたが，ゼルヤンツが標的とする JAK は図

まず関節滑膜に血管新生が起こってマクロファージ，マ

中の IFN γ，IL-2，IL- 6 のシグナル伝 達に影 響するだ
けでなく，造血細胞の増殖・分化や免疫応答などに幅広

N
HN

く関与しており，従来の薬剤で効果不十分な患者に対し

H3C
NH
N

H
CH3

HO CO2H
・
HO2C
CO2H
CN

N

ても効果が期待できる半面，予期しない副作用が現れる
可能性もあり，使用にあたって細心の注意が必要である。

O

2．臨床試験成績
図 1 トファシチニブクエン酸塩の構造式

国内のメトトレキサート（MTX）効果不十分患者に対
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小児急性中耳炎診療ガイドライン

ガイドライン
ンを
薬局店頭で活かす
薬
第31回

小児急性中耳炎診療ガイドライン
中耳炎の三大起炎菌とは
─ まずお伺いしたいのですが，中耳炎は子どもの疾患
としては多い方なのでしょうか。
泰地

非常に多く，大体 8 割以上の子どもが罹患すると

言われます。急性中耳炎は鼻咽腔の細菌やウイルスが，
耳管を通って中耳に入り，急性の炎症を起こすもので，
6 カ月から 3 歳までの子どもに多いです。その理由として
は，免疫の働きが未熟なことと，小児では耳管が短く角
度も水平に近いことが挙げられます。鼓膜に穴が開いて
いなければ外耳道から細菌が入ってきて中耳炎を起こす

Hidenobu Taiji

ことはありません。また，子どもに処方される抗菌薬に
おいても，中耳炎に対するものの割合が多いです。

泰地 秀信

─ 子どもの疾患の中で抗菌薬が使われる確率が非常に

東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科

高いということですね。
泰地

抗菌薬を処方される率は中耳炎の割合が高いです。

PROFILE

例えば，ほかの咽喉頭炎とか副鼻腔炎とか気管支炎に比
べても中耳炎が特に高いですね。
─ 中耳炎は細菌が原因となることが多いということで
しょうか。
泰地

そうですね。まずウイルスの上気道感染があり，

それに急性中耳炎が続発しますが，ほとんど（90 〜 98%）
に細菌感染が併発すると言われています。ウイルス性の
中耳炎もあるのですが，ウイルス性だけということはほ

1980 年
1980 年
1982 年
1984 年
1987 年
1994 年
2003 年
2012 年

慶應義塾大学医学部卒業
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科入局
国立栃木病院耳鼻咽喉科医員
慶應義塾大学医学部助手（耳鼻咽喉科）
横浜市立市民病院耳鼻咽喉科副医長
国立病院東京医療センター耳鼻咽喉科医長
国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科医長
東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科部長

とんどなく，細菌感染を合併するのです。
原因菌としては，肺炎球菌とインフルエンザ菌，それ
にモラクセラ・カタラーリスというのが三大起炎菌と言

米国では肺炎球菌ワクチンの普及により急性中耳炎の

われていますが，化膿性レンサ球菌というのも比較的悪

起炎菌は変化していて，ある報告では肺炎球菌が 12%，

化しやすいので重要な菌です。割合で言うと，肺炎球菌

インフルエンザ菌が 56%，モラクセラ・カタラーリスが

は 30 〜 40%， インフルエンザ菌は 20 〜 30% ほどと言わ

22% と肺炎球菌の頻度が減っています。今後わが国でも

れます。また，三大起炎菌は特に年少の患者に対して耐

同様の傾向が見られる可能性があります。

性菌が多いのが問題となっています。
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ƺƋƍƅԇƬՎඞܹރ
─ 実践に役立つ話と少し深い話
第1回

漢方 とは何を指しているのか？

漢方 とは
何を指しているのか？
昭和大学薬学部創薬分子薬学 / 生薬学・植物薬品化学

鳥居塚 和生

ある日のことです。草太くんとウブちゃんがインターネット検索をしながら話をしています。ところどころ
意見を言っていますが，少し混乱している様子です。何を調べているのか？

このニュースでは，「英国で漢方薬は危険

ちょっとのぞいてみましょう。

全面販売禁止へ」って書いてあるよ。今まで，時々かぜを

ひいた時に「葛根湯」などを飲んでいたけど，意外に危なかったのかなー？
（http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2013&d=0906&f=national̲0906̲025.shtml）

私もお腹が痛いときなどに「小建中湯」を飲んで治したり，足がつったときなんか「芍薬甘草湯」を飲ん
でよくなったりしてたよ。でも，そんなに危険という感じはしなかったし，今でも町の薬局やドラッグス
トアでは，販売しているからね。

ネットで検索してみると，「漢方薬が危険」というニュースがヒットするね。でも，ほぼ同じ内容なの
に，こっちでは「英国，来年より中国伝統薬の発売禁止か」となっていたり，
「英が中国製漢方製剤の販
売禁止検討」となっているね。

これって，もしかしたら…。中国で作っている漢方薬ってこと？
るのをみたことがあるけど？

漢方薬の本場っていう宣伝をして

じゃあ日本の漢方薬も危ないってこと？

「海外メディア・漢方薬は有毒，中国漢方医が反論」という見出しもあるし，「漢方医学・漢方薬事業
の世界での発展は災難続きだ。その主な要因となっているのが，漢方医学や漢方薬に対しての無知である
と，述べた」っていう記事もある。
（http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0419&f=politics̲0419̲020.shtml）

これって？ どういうこと？ 漢方薬って何？ 日本なの？ 中国なの？
それとも英国などでも漢方薬って言うの？ 時々，漢方薬を処方してもらって
服用することがあるけど，大丈夫なの？ 漢方って何？ 教えて！
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わかりません

から始める

医療統計

臨床研究のデザイン
1

臨床研究のデザイン
東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学

1 はじめに
●

五十嵐 中

効く薬と効かない薬をしっかり区別する必要があります。
だからこそ，人への効き目を「示す」ために，手間のかか

「統計の授業，これまでとったことのある人？」…でき
るだけ目を合わせないように，うつむいたまま遠慮がち
に上がる手。毎年，繰り返される光景。
「どうしても苦手でして」，「遠い昔に習ったのですが，

る臨床試験が行われているのです。
体の調子を整えるという意味では，健康食品やそのほ
かの健康法も，薬に近い側面を持ちます。人目を引きそ
うな「実験」データが示されていることもあります。

消化不良のまま今まで逃げてきました」，「数式が出てく

薬の効果を示す「実験」と，健康法の効果を宣伝する

るとともかくアレルギーが」
，「興味がないわけじゃない

「実験」。同じ実験でも，何となく信頼性には差がありそ

んですが，もはや頭がついていかなくて」…あちこちで，

うです。信頼性の強弱に大きく関わるのが，臨床研究の

「統計」の言葉が出てくるたびに，返ってくる反応。心当
たりのある方，多いのでは？

組み方，すなわち「研究デザイン」です。
「ある健康法を試してみた。少しやせた。だから，この

重要なのはわかってる。それに，どうやら流行りらし

健康法でやせられる！」。これは「使った，治った，効い

い。ちょっと関心もある。何冊か本も読んでみたけど，

た」の，「三た論法」と呼ばれる手法です。健康食品など

どうしても途中で宇宙語になってしまう…。

の宣伝広告では，いまだによく見かける手法でもありま

4

この連載では，「医療統計とできるだけ距離をおきたい

4

す。

けれど，無視もしづらい」と思っている方のために，医

「三た論法の実験」と「医薬品の臨床試験」
。前者に何

療統計の勘どころを紹介していきます。なるべく数式は

となく漂う「うさん臭さ」，「怪しさ」を浮き彫りにするの

使わず，わかりやすい表現を心がけていきますが，必要

が，研究デザインの議論です。

「禁
最小限の数式が，理解の助けになることもあります。
忌」でなく，「併用注意」，「慎重投与」の姿勢で，数式を

3 症例報告
●

扱っていきます。
「医療統計＝必ず数字データを扱う」と誤解されること

多くの「三た論法」ベースの広告は，
「健康食品を食べ

もあります。しかし機械的に数字データを扱う前に，数

て，やせた人がいた」ことを強調しています。この広告

字がそもそも「扱うに値するものか？」を十分に吟味する

のように，「ある介入（健康食品を食べる）を行ったら，

必要があります。コンピュータは数値計算はできても，

やせた人が 1 人いた」というスタイルの研究を，症例報告

データ自体に扱う価値があるか否かは教えてくれません。
第 1 回は，データの信頼性を左右する「臨床研究のデ
ザイン」について解説します。

。
（case report）と呼びます（図 1）
「症例」という言葉を使っていますが，病気にかかって
いることは必須ではありません。
「やせた」
，
「やせなかっ
た」
，「病気になった」
，「病気にならなかった」…どのよ

2 薬と健康グッズ，越えられない壁は？
●

うな結果であれ，何らかの介入と結果（アウトカムと呼び
ます）がセットになっていれば，症例報告と呼ぶことが

薬を飲むのは，病気を治すため。人への作用が強い分，

できます。
「何もしない」
（無処置）も，立派な介入です。
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わが国のサプリメント事情

サ プ リ メ ン ト

プ ロ フ ァ

イ ル

第

1

回

わが国のサプリメント事情
国立健康・栄養研究所情報センター

はじめに

梅垣 敬三

薬部外品を含む）以外のものがすべて食品となっており，
。
医薬品と食品の 2 つのカテゴリーしかありません（図 1）

サプリメントの情報が，テレビやインターネット，新

そのため錠剤やカプセル状であっても，サプリメントは

聞，雑誌で提供されています。そしてその利用者は小児

食品なのです。また，米国の dietary supplement が輸入

から高齢者にわたり，最近では小児用や妊婦用をうたっ

されても，それは日本では食品の 1 つとして扱われてい

た製品も販売されています。これらのサプリメントと認

ます。

識されている製品の大部分は医薬品のような錠剤やカプ

現時点の日本において，健康効果を標榜した食品名と

セル状のものですが一般の食品として流通しています。

して法的定義があるのは，特別用途食品（病者用食品，

類似した製品は，一般用医薬品第 3 類の保健薬にもあり，

乳児用調製粉乳，妊産婦，授乳婦用粉乳，嚥下困難者用

しかもサプリメントと同じビタミンなどを含むことから，

食品，特定保健用食品）と保健機能食品（特定保健用食

専門職でもサプリメントと医薬品の違いがわかりにくい

品と栄養機能食品の総称名）だけです。特定保健用食品

状態になっています。ましてや消費者は両者の違いがわ

（通称トクホ）が特別用途食品と保健機能食品の両方に

からず，サプリメントを医薬品と誤解し，自己判断で病

入っているのは，1991 年に制度が創設された当時，特別

気の治療や治癒を目的に摂取しているケースも見受けら

用途食品の 1 つとして位置づけられ，その後 2001 年に保

れます。

健機能食品の 1 つとしても位置づけられた経緯からです。

では，食品のカテゴリーで流通しているサプリメント

これらの法的定義のある食品は，決められた条件で，

とは，どのようなもので，医薬品とどう違うのでしょう

特別の用途，保健機能，栄養機能を表示することができ

か。今回はまず，食品として流通しているサプリメント

ますが，ほかの健康効果を標榜した食品は，行政的に「い

の実態についてご紹介します。

わゆる健康食品」と呼ばれ，製品に対して特別の用途表
示や身体の構造・機能に影響する表示をすることはでき

サプリメントとは

ません。このような食品の表示制度の根本は，科学的根
拠のない製品に健康効果などが表示されないようにする

サプリメントという名称は米国の dietary supplement

こと，消費者の自己判断で利用される食品が医薬品と誤

に 由 来 し て い ま す。 米 国 の dietary supplement と は，

認・混同されて消費者が適切な医療を受ける機会を逃す

1994 年 に 成 立 し た Dietary Supplement Health and

ことを防ぐことに関係しています。

Education Act（DSHEA；栄養補助食品健康教育法）で定

現在流通しているサプリメントの多くは，ビタミンや

められた製品で，ビタミン，ミネラル，ハーブ，アミノ

ミネラルを含んでいる栄養機能食品と「いわゆる健康食

酸などを含み，通常の食品と区別のできる錠剤やカプセ

品」に該当しています。栄養機能食品は，ビタミン 12 成

ル状のものです。つまり，dietary supplement は医薬品

分（ ビタミン K 以 外のビタミン ）とミネラル 5 成 分（ 鉄，

でも食品でもない別のカテゴリーの製品として位置づけ

カルシウム，マグネシウム，銅，亜鉛）が，国の定めた

られているのです。

基準量で製品中に含まれていれば，製造販売者の自己認

一方，日本では，人が経口摂取するもので医薬品（医

証によって既定の栄養機能が表示できる製品です。この
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連載名＋連載回数
薬局ヒヤリ・ハットなくし隊 がゆく

第 40 回

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊 がゆく

第 40 回

妊娠中の患者にメチルエルゴメトリン
が誤処方された！
隊長

東京大学大学院薬学系研究科医薬品情報学講座

澤田 康文

薬局・患者宅（在宅）において，医薬品が関係したインシデント・アクシデントの例は枚挙にいとまがありません。これら
の原因として，薬剤師や医師などの医療従事者の薬学的知識，技能・技術と医療従事者としての態度の問題や，医療施設
における薬剤関係のシステムの問題などが考えられます。結果的に多種多様なトラブルが発生しています。その発生場面を
大きくカテゴリー分類すると，①処方設計・チェックと治療のチェック，②一般調剤業務，③患者への指導・説明─な
どに分けることができます。今回も，これらのカテゴリーにおいて発生した代表的事例を紹介しましょう。
●

ケース 1：妊娠中の患者にメチルエルゴメトリンが誤処方された！

●

ケース 2：知識不足でベストロン耳鼻科用の溶解液のみ交付してしまった

●

ケース 3：はさみでシートを切り過ぎてセレニカ R 錠が吸湿してしまった！

ケース1

妊娠中の患者にメチルエルゴメトリンが
誤処方された！

医師は，名前が似ている患者の処方薬の記載を間違
えてしまったが，薬剤師が事前に発見し，事なきを得た。

発生場面は？
カテゴリー①

何が起こった？

処方設計・チェックと治療のチェック

▶▶どのような経緯で起こった？
処方内容は？

フジモトさん（仮名）は新患であり，初めて処方せんを

患者 1：21 歳の女性（フジモト・サヤコ〈藤本清子〉さ

持って薬局を訪れた。フジモリさん（仮名）も，フジモト
さんと同じ時間帯に産婦人科を受診した後，フジモトさ

ん）。産婦人科

んとほぼ同時に薬局を訪れ，フジモトさんに続いて処方
せんを受付ケースに置いた。後でわかったことであるが，

Rp.1
メチルエルゴメトリン錠 0.125mg
1日3回

診察はフジモリさんの方がフジモトさんより先であった

6錠
毎食後

5 日分

患者 2：23 歳の女性（フジモリ・アヤコ〈藤森理子〉さ
ん）。産婦人科

という。

▶▶隊長のヒント
難易度 ★★★☆☆
同じ診療科から，同じ時間帯に薬局に訪れた名前が似

Rp.2
メチルエルゴメトリン錠 0.125mg
1日3回

ている患者には要注意。

6錠
毎食後

5 日分

▶▶監査のポイント
常に，医師による処方作成時における患者取り違えの

86
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セルフメディケーションをサポートする！

薬局薬剤師に必要な

めまい

症候学

何だかふらふらして…

第12 回

めまい

■

■

何だかふらふらして…
手稲渓仁会病院総合内科・感染症科

岸田 直樹

はじめに
前回は疼痛編として関節痛の患者さんについて考えてみました。関節痛は特に高齢者にとても多い訴えですが，
そのほとんどは変形性関節症で膝関節痛となります。特効薬と言えるものはあまりなく，減量などの生活習慣の
改善や筋力アップ訓練などのサポートが重要です。よって，薬局薬剤師さんが膝関節痛患者さんの話を聞く 1 人
となり日常生活や心のサポートもご協力をお願いできればと思います。また，関節痛における薬局でのレッドフ
ラッグサインについても確認しました。関節炎がある場合には，その多くは偽痛風かもしれませんが，化膿性関
節炎の可能性もありますので，医療機関を受診していただくようにするとよいでしょう。関節痛だけなのか，そ
れとも関節炎まであるのかを見極めるコツについても再度確認しておいてください。
さて，今回はめまいについて考えてみましょう。薬局薬剤師さん 211 人へのアンケート調査では，薬局でよく
聞かれる症状は咳，鼻汁といったかぜ症状や，関節痛，腰痛などといった痛みシリーズですが，聞かれて困る症
状の上位にこのめまいがあるようです（複数回答）
。「めまいがするんです」と言われて困るのは実は薬剤師さんに
限ったことではなく，医師にとっても難しく，嫌だなと思う症状と位置づけられています。薬局に来るめまいは，
恐らく「何だかふらふらして」という程度のものが多いかと思いますが，めまいをしっかり分類し，的確に医療機
関の受診を勧められるようになりましょう。では実際の症例をもとに考えてみましょう。

薬局でよく聞かれる症状
1位
2位
3位
3位
5位
6位

かぜ
鼻水
咳
関節痛
便秘
下痢

135
63
58
58
54
51

薬局で聞かれて困る症状
7 位 腰痛
8 位 腹痛
8 位 咽頭痛
10 位 めまい
11 位 倦怠感
12 位 むくみ

43
36
36
27
15
11

1位
2位
3位
4位
5位
5位

めまい
倦怠感
関節痛
かぜ
むくみ
腰痛

7 位 下痢
8 位 便秘
9 位 腹痛
10 位 咳
11 位 ほてり
12 位 咽頭痛

32
28
24
20
14
14

13
10
9
8
6
3

薬局に 70 代前半の女性が，ふらふらするようなめまいが
すると言ってやってきました。
患

者：最近，ふらふらするようなめまいが時々あるんです。何か良い薬あります？

薬剤師：それはおつらいですね。いつからあるのですか？
患

者：1 カ月くらい前からです。何だか調子が悪いんです。

薬剤師：そうですか，もともとめまいとかあるのですか？
患

者：うーん，時々はあるんですが，最近は頻度が多くて。病院に行って脳 MRI
をとってもらったこともありましたが，何ともないから気のせいだって…。

もともとめまい持ちかを
聞くことはとても重要で
す。
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第7回
チオトロピウム臭化物水和物

患者さんの
患者さん
患者
さんの
さ
んの
んの
ヘルス
・
リテラシーを高める
ヘ ルス・リ
ヘル
リテ
テラシ
テラ
テラシ
ラシーを
シーを
を高める
める

くすり
くすりの 教室
教室

チオトロピウム
臭化物水和物
医薬情報研究所／エス・アイ・シー

阿部 尚子，堀 美智子

慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease；COPD）は，慢性気管支炎や肺
気腫と呼ばれていた疾病。タバコ病とも言われています。根本的治療方法がないのですが，禁煙や
薬物療法などで進行を遅らせ，QOL を高めることができます。
COPD について患者さんに正しい知識を持ってもらうことが大切です。そこで，今回はチオトロ
ピウム臭化物水和物を取り上げて，COPD について考えてみたいと思います。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

COPD の定義と病態生理は
COPD の診断，検査は
禁煙をサポートするには
安定期の管理のための生活指導は
チオトロピウム臭化物水和物の働きは
チオトロピウム臭化物水和物の使用にあたって注意することは
チオトロピウム臭化物水和物を処方されている患者へのお薬手帳の記載は

COPD の定義と病態生理は

COPD は，タバコ煙を主とする有害物質を，長期にわ

ると喘息を合併する患者が多いことも知られている。

たって吸入曝露することで生じる肺の慢性的な炎症性疾

COPD の気道や肺胞における炎症は，好中球やマクロ

患である。その病態は進行性であり，呼吸機能検査で正

ファージ，CD8 陽性リンパ球などが関与する特異的な炎

常に復すことのない気流閉塞が恒常的に見られる。気流

症パターンを特徴とする。炎症細胞や上皮細胞はサイト

閉塞は末梢気道病変（以前はこの病態が強い人を慢性気

カインやケモカインなど炎症性メディエーターを産生し，

管支炎と診断していた）と気腫性病変（肺胞壁の破壊：以

炎症反応を増強する。さらにオキシダントやプロテアー

前は，この病態を肺気腫と診断していた）が，さまざま

ゼなどが放出され，肺胞破壊や末梢気管支の障害が惹起

な割合で複合的に作用することで起こり，それにより徐々

される。上皮細胞からは TGF-βなどの成長因子が産生

に生じる労作時の呼吸困難や，慢性の咳・痰を特徴とす

され，気道リモデリングの原因となる。肺の炎症は禁煙

る。重症化すると呼吸不全，高炭酸ガス血症となり予後

後も持続し，COPD のない喫煙者に比べて炎症が高度で

不良の状況となる。また，肺炎や気管支炎を起こしやす

禁煙後も長期間持続する。この炎症反応は気道や肺だけ

く，急性増悪を繰り返しやすい（図 1）
。また，高齢にな

でなく全身性に波及していることが明らかにされ，全身
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