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Point of view

国民にとってわかりやすく有益な制度か？

　武立氏にインタビューを行った5月7日，専門医を統
一的な基準で認定する第三者機関・日本専門医機構（池
田康夫理事長）が発足会見を開いた。これまで学会ごと
に基準を設けて認定していた現状を改め，専門医のばら
つきをなくそうとする試みだ。
　今回の武立氏らの整備指針作成の裏側には，専門薬剤
師や特定領域の認定薬剤師でも専門医と同様の事態が起
きないかと懸念する声が高まってきたことがある。2006年
にスタートした専門薬剤師制度は現在，がん，薬物療法，
感染制御，精神科，妊婦・授乳婦，HIV感染症，腎臓
病，医薬品情報の8領域に広がっている。また特定領域
の認定薬剤師制度は，緩和薬物療法，プライマリ・ケア
など20以上の領域に拡大しつつあり，今後，各領域の専
門薬剤師制度に発展する可能性もある。しかし，これら
の専門薬剤師制度や領域認定薬剤師制度は，学会などの
団体が独自の認定基準を設けて認定しているため，統一
性に欠け，質の担保に懸念があると指摘されているのだ。
　さらに，専門医制度で問題となった，制度を運営する
学会の乱立により，必ずしも国民（患者）にとってわかり
やすく有益な制度ではないということも指摘されており，
第三者機関による客観的評価が重要とされてきた。「現
在の専門薬剤師制度や領域認定薬剤師制度の認定要件は
さまざまで，特に専門薬剤師制度は専門薬剤師の称号を
付与して広く社会に公開し認知されるべきもの。専門医
と同様に専門薬剤師の質を担保するためにも，制度に基

準を設けるなどの制度整備をしないと混乱を招きかねな
い」（武立氏）。さらには制度が進展してきても，肝心の，
「専門薬剤師とは何か」，また，「位置づけ」についてもこ
れまで明確にされていなかったため，今回の研究で明確
化に踏み切ったという。

専門薬剤師の実情を調査

　武立氏らは，まず専門薬剤師の医療への貢献度や課題
などの実態調査をするため，日病薬の協力を得て，日病
薬認定のがん，感染制御，精神科，妊婦・授乳婦，HIV
感染症の5領域の専門薬剤師を無作為抽出し，219人に
対してアンケート調査を行った。回答は160人から得ら
れ，専門薬剤師の業務や貢献度，評価などが明らかと
なった。医療への貢献としては，「医療の質向上」がいず
れの専門領域でも最も多く，7～8割を超えていた。内訳
は，がん専門薬剤師では副作用対策，支持療法の確立が
多く，感染制御では主に抗菌薬適正使用，精神科では主
に処方の適正化，妊婦・授乳婦では薬物療法の提案，
HIV感染症ではTDMと処方提案，副作用対策などであ
り，医薬品の安全対策や適正使用面での貢献が大きいこ
とがわかった。施設内での評価については，「専門領域
の治療薬等の豊富な知識」に対する評価がいずれの専門
領域でも8割を超えていた。
　将来に向けての課題として，「専門薬剤師の地位の向
上」と「待遇面の改善」が最も重要であることも明らかに
なった。専門薬剤師を取得してから院内で得られた待遇

　2014年5月，「6年制薬剤師の輩出を踏まえた薬剤師の生涯学習プログラムに関する研究」〔総括研究者：
乾賢一氏（京都薬科大学学長）〕がまとまった。同研究は，3つの分担研究から成り，このうち「我が国の専門
薬剤師制度の整備のための基礎資料の作成に関する研究」〔研究分担者：武立啓子氏（薬剤師認定制度認証機
構）〕では専門薬剤師養成のための専門薬剤師制度の整備指針が初めてまとめられた。現在，広告で標ぼうで
きる専門薬剤師は日本医療医薬学会のがん専門薬剤師のみ。一方で，専門薬剤師，特定領域の認定薬剤師の
種類は増加する傾向にあり，制度を実施する学会・団体によっても認定基準が異なるため，質のばらつきが
懸念される。今回の研究および指針作成のねらいについて，武立氏に話を聞いた。

統一性，質の担保を考慮した
「専門薬剤師制度の整備指針」まとまる

Point of view
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 抗真菌薬

1．外用抗真菌薬
　外用抗真菌薬は最小発育阻止濃度
や最小殺真菌濃度を考慮して薬剤を
選択する。すべての外用抗真菌薬が
白癬の適応症を持つが，その効果に
は大きな差がある。白癬に効果の高
い薬剤を足白癬の項で列挙した。有
名なビホナゾールやケトコナゾール

は白癬に対する効果が低いことに注
意する。さらに，外用範囲と外用期
間が重要である。

2．経口抗真菌薬
　皮膚真菌症で用いられる経口抗真
菌薬にはイトラコナゾールとテルビ
ナフィンがある。イトラコナゾール
は併用禁忌薬が多いので注意する
（表1）。副作用として血球減少や肝

機能障害があるが頻度は比較的低
い。吸収が悪い薬剤で，酸性下で脂
肪が存在すると吸収が増加するた
め，食直後に内服する。空腹では吸
収が低下する。テルビナフィンに併
用禁忌薬はないが，血球減少や肝機
能障害，横紋筋融解の副作用があり，
やや頻度が高く，時に高度になるた
め定期的な採血が必要である。ただ
しこれらの異常は可逆的なので，採

足白癬を根治する
特 集

東京女子医科大学皮膚科　常深 祐一郎

イトラコナゾール テルビナフィン塩酸塩

抗真菌スペクトラム（適応症では
なく，実際の効果の高さ） 広い（白癬菌，カンジダ，マラセチア） 狭い（白癬菌には極めて有効）

作用 静菌的（～殺菌的） 殺菌的

角質親和性 高い 中等度

併用禁忌薬（薬物相互作用） 多い（併用しないこと） なし（注意薬はあるが，併用は可能）

警告 なし 重篤な肝障害，血球減少（肝障害や血液障
害のある患者には原則使用しない）

副作用全般の頻度 少ない 時にあり（頻度は低いが重篤なものもある）

肝機能障害 少ない 時にあり（重篤なものあり）

血球減少 まれ 時にあり（重篤なものあり）

横紋筋融解・CK上昇 まれ 時にあり

腎障害 まれ まれ

表1  皮膚真菌症で用いられる経口抗真菌薬

薬物治療のポイント

　白癬治療の目的は，臨床症状をなくすことと白癬菌を完全に除去することである。不十分な治療を行うと一過的
に臨床症状は改善するものの，白癬菌は完全には除去できず，症状が再燃することになる。そのためには，外用抗
真菌薬の適切な選択と外用指導，経口抗真菌薬の積極的な使用が重要である 1）。
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 受診勧奨のポイント

　先に述べた通り，相談や質問から，
OTC薬による治療が可能な症状・

状態かを鑑別する必要がある。その
うえで医療機関の受診を勧める方が
よいとの判断に至るポイントを挙げ
てみる。

①水虫かどうかはっきりしない
・ 外見だけから水虫かどうかを正確
に判断することは困難である

・ 以前に医療機関を受診して足白癬

　気温や湿度の高くなる季節は足白癬「水虫」の季節である。テレビや電車の中でも「水虫の薬」の宣伝が気になる。
毎年この時期になると完治していない水虫に悩まされ薬局を訪れる方も多く，その症状としてはかゆみはもちろん，
水疱や皮膚がむけていたり，痛みを伴っているケースもある。さまざまな自覚症状が出現するこの季節に正しい治
療を理解してもらうきっかけを薬剤師が提供することは大変重要である。
　店頭でOTC薬の選択や受診勧奨すべきかの判断に迷うことも少なくない。まず，表1の「質問方法の例」を用い
て，特に症状履歴などの情報により水虫であると判断がつけば，成分や患部の症状から抗真菌薬を主成分とする外
用薬を適切に選ぶことになる。また同時に，原因となる白癬菌の感染予防や再発防止のために生活習慣改善の助言
を行うことも，セルフメディケーションにおいて薬剤師の大切な役割である。

伊奈オリーブ薬局　宮野 廣美

OTC薬トリアージ

足白癬を根治する
特 集

表1  質問方法の例

質問の分類 具体的な内容
 1．症状の発生部位 どの部位に症状が感じられるか。その範囲は広がっているか。
 2．重篤度 症状はどんどんひどくなっているか，それとも治まってきたか。苦痛は我慢できる程度か。
 3．症状履歴 これまでも経験したことのある症状か。それとも初めて経験する症状か。
 4．原因推定 症状発生の原因は何であると相談者は思っているか。
 5．外見 症状発生部位に腫れや発赤など外見上の特徴があるか。
 6．性質 どんな性質の症状か（痛みの例：ズキンズキン，刺すような，鈍い，重苦しい，しびれるような）。
 7．時間 症状をいつ自覚したか。症状はずっと続くか。それとも特定の時間に発生するか。

 8．随伴症状 主訴に伴って起こる症状があるか（例：熱がある，めまいがする，吐き気がする，ものの見え方が
おかしいなど）。

 9．現在までの治療 来局する前に薬を使用したり，何か治療したか。それはどんな薬か。
10．過去の服薬 以前同じような症状が起こった時，どんな薬を使用したか。
11．服薬の効果 その薬は何回くらい使用したか。どのくらい服用したら回復したか。あるいは回復しなかったか。
12． アレルギー・副作用歴 以前使用した薬でアレルギーあるいは副作用を経験したことがあるか。それは何か。
13．併用薬 ほかに何か継続して使用している薬があるか。それは何か。
14．既往歴 通院して治療中の病気はないか。例えば高血圧症やぜんそく，糖尿病など。
15． 年齢・体重・性別など 年齢のほか，必要に応じて体重，性別など。
16． 妊婦または授乳婦の状態 出産予定はいつか。授乳婦は母乳か人工乳か。

（日本薬剤師会：一般用医薬品販売の手引き 第1版，p14，日本薬剤師会，2009より引用）
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便秘の定義とは

─本日は小児慢性機能性便秘症について教えていただ
きます。まず便秘とはどのように定義されていますか。
清水　便秘のきちんとした定義はないと言っていいかも
しれません。要するに便の回数が少ない，あるいは便が
出づらいことを言いますが，便秘と便秘症はまた少し違
います。「症」がつくと，何らかの身体的な問題を伴った
場合，すなわち便の出が悪い，回数が少ない，さらに悪
心や腹部膨満などの症状を伴ってきた時に「便秘症」と
言っていいかと思います。ただ，便秘と便秘症を区別す
る必要は，本当はないと思います。便秘でいいかと思い
ます。
─実際に便秘は，お子さんの場合どのくらいの割合で
あるものなのでしょうか。
清水　よくわかっていないところなのです。特に日本で
の全国レベルの統計は，今のところありません。海外の
統計ですと，全小児の中の0.7％から約30％と言われ，
100人に1人から30人ぐらいで，報告にはバラツキがあ
ります。日本では，私の印象だけではなくある程度のと
ころを考えますと，程度の差はありますが，少なくとも
10％はいるのではないかなと思います。
─10％ということは，10人に1人ぐらいは便秘のお子
さんがいらっしゃるということですね。
清水　そうです。便秘も，短期的な便秘と，このガイド
ラインのような慢性機能性便秘とを分けて考えて，一時
的な便秘も含めて考えると10％以上はいると言っていい
かと思います。

便秘が出やすい3つのピーク

─小児の年代層によって，便秘が出やすい時期という

ガイドラインガイドライン を

薬局店頭で活かす
ン

薬

小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン

第36回

清水 俊明
順天堂大学大学院医学研究科 
小児思春期発達・病態学講座

PROFILE

1983年　順天堂大学医学部卒業
1983年　同大学小児科学講座入局
1988年　同大学医学部大学院修了
1997年　同大学小児科学講座講師
1999年　同大学小児科学講座助教授
2007年　同大学小児科学講座主任教授
2011年　 同大学大学院医学研究科小児思春期発達・

病態学教授

のはあるのでしょうか。
清水　そうですね。出やすい時期は3つあり，まずは乳
児期の1歳前の母乳から人工乳に替わった時期や離乳食
を始めた時期ですね。母乳の方が便が軟らかくなりがち
なので，人工乳になって便が硬くなって出にくくなる。

Toshiaki Shimizu
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ケース1  プログラフとスローケーの併用は問題
ないか？

発生場面は？
カテゴリー①　処方設計・チェックと治療のチェック

処方内容は？
患者： 60歳代の女性。病院の整形外科。出力印字処方

Rp.1

メトトレキサート錠2mg「タナベ」　2錠　

 木曜日の朝夕　2日分

メトトレキサート錠2mg「タナベ」　1錠　

 金曜日の朝　2日分

フォリアミン錠5mg　1錠　 土曜日の朝　2日分

プログラフカプセル1mg　1Cap　1日1回　

 夕食後　14日分

スローケー錠600mg　2錠　1日2回　

 朝夕食後　14日分

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

プログラフとスローケーの 
併用は問題ないか？

第45回

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前号に引き続いて紹介しましょう。

　　● ケース1：プログラフとスローケーの併用は問題ないか？

　　● ケース2： ジクロフェナク坐剤の先発医薬品とジェネリック医薬品の包装があまりにも違い過ぎて起こった規格単位

調剤ミス

　　● ケース3：人が医薬品の製剤・包装の色を述べる時は自分と捉え方が違うと認識せよ！

何が起こった？
　高カリウム血症のリスクがあるプログラフとカリウ

ム製剤であるスローケーの併用には問題があるのでは

ないかと懸念された。

▶▶どのような経緯で起こった？

　患者は関節リウマチを患っており，炎症マーカーが上
昇していたことから，今回よりプログラフカプセル（タク
ロリムス水和物）が処方追加された。患者は低カリウム
血症で，以前よりスローケー錠（塩化カリウム）を服用し
ていた。

▶▶隊長のヒント

難易度　★★☆☆☆

プログラフとカリウム製剤との併用の危険性について

考える。

▶▶問題点の解析
　調剤した薬剤師は，プログラフの服用で血清カリウム
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心をつなぐホスピタリティ～おもてなしの極意～

かかりつけ薬局としての存在とは

　社会保障制度の改革によって，医療・介護の方向性が
病院完結型から地域完結型へと移行しています。それに
伴い，一般の生活者や患者は，病院だけではなく，薬局
を利用する機会がますます増えることが予想されます。
このような状況下においては，「かかりつけ病院（医師）」
と同様に，薬局や薬剤師も「かかりつけ薬局（薬剤師）」
としての存在価値が高まっていくことでしょう。
　先日，ある医師から次のようなお話を伺いました。そ
の医師は，ある患者と出会うまでは，病気を治すことに
最善を尽くしてきたというのです。ですから，たとえ患
者の余命が短いことを知っていても，対症療法が残され
ている場合には，最後まで処置を施すことによって，患
者の病気と真剣に向き合ってきました。しかし，1人の
患者との出会いから，この医師の考え方が一変したとい
うのです。
　その患者は，自分の余命が限られていることをすでに
知っていました。そして，医師に次のように話したそう
です。「私の残りの人生は，私らしく生きる道を選ばせて
ください」と。この言葉を聞いて，その医師は大きな衝
撃を受けました。これまで自分は，真摯かつ真剣に患者
の治療に取り組んできたと思い込んでいましたが，その
方向性が治療本位になり過ぎていて，患者の心の声に耳
を傾けていなかったことに気がついたそうです。自分は
病気に向き合ってきたが，患者と向き合っていなかった
ということを悟ったのです。
　それからこの医師は，患者の人生観や生活スタイルに
ついて理解を深め，患者に寄り添った医療を施すことに
方向性を転換しました。それ以来，この患者との信頼関
係を深めることができて，最期の瞬間にまで立ち会うこ
とを許されたというのです。

 スキルの向上よりマインド変革を
優先する

　この事例からもわかるように，すべての医療従事者は
あらゆる患者の病気に対して真剣に向き合っています。
しかし，その方向性が知識や技能に偏っているケースが
多いのです。
　当研究所では，病院や薬局などの医療従事者の研修を
行っておりますが，その際によく聞かれるのは，次のよ
うな感想です。「これまでスキル研修ばかり行ってきまし
たが，今回の研修を通してマインド研修の必要性を強く
認識しました」，「さまざまなスキル研修を行ってきまし
たが，思ったほど患者の支持が得られていない理由に気
がつきました」。
　これまで，多くの薬局では，薬剤師の教育において，
患者の病気と向き合うために，薬の効能や服用法など，
知識や技能の向上に重点を置いてきました。しかし，薬
剤師の精神性や倫理性を含めて，患者の心と向き合うマ
インドに関する研修は，どちらかというと軽視されてき
たように思います。
　一般的に，スキルとは仕事を円滑に，また効率的に行
ううえで必要な知識や技能を意味します。これに対して，
マインドとは人間が思考し，行動する際の根幹部分を成
すものです。患者にとっては，薬に関する知識や効用な
どと同様に，心の満足も必要不可欠な要素になっている
のです。つまり，薬局において，スキルとマインドのバ
ランスの取れた患者対応が必須なのです。
　薬剤師の能力開発を行う場合，マインド変革を行った
後に，スキルの向上や行動変容を目指すと，非常に効果
的です（図1）。従来のようにスキル偏重で患者対応をし
ても，患者から十分な満足は得られません。
　例えば，冒頭の事例をもとに説明しますと，この医師
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