


2014

Vol.20 No.9
8

CONTENTS

Rx Info

  特 集  在宅医療における栄養の知識
 12  総論──カラダと栄養素の関係 佐藤 輝夫 

 18  最期まで口から食べたい
─摂食の重要性─  鈴木 央

 24  経腸栄養法と静脈栄養法 木村 聡子

 32  薬の観点から栄養を考える 豊田 義貞

 38  在宅療養患者における栄養状態に関する
調査報告 太田 秀樹

 3 ひゅーまん2014

    子ども版「いのちとからだの10か条」を作成

 9 今月の話題

   薬局における簡易な検査

 52 処方・調剤・保険請求のQ&A



CONTENTS

 43 ガイドラインを薬局店頭で活かす 38 

   ケミカルピーリングガイドライン

 55  ポイントで覚える 
在宅医療で目にする医療機器 10 

   CARTを理解する

 67 薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく 47 

   賦形剤の口あたりの違いから服薬を
中止してしまった患者

 79  赤羽根先生に聞いてみよう 
薬局トラブルこんなときどうする？ 29

   薬事法改正で調剤業務も変わって
しまう？

 87 “わかりません”から始める医療統計 ❽ 

   理想と現実の狭間─カイ2乗検定
の考え方

 75 サプリメント・プロファイル ❽ 

   カルシウム

 60  Rx news
62, 64  ときのことば
 124 ケアネット番組案内
 125 日本薬剤師研修センターだより
 58 次号予告
 130 『調剤と情報』バックナンバーのご案内
 132 『調剤と情報』ご愛読者アンケート＆プレゼント

 83  心をつなぐホスピタリティ 
～おもてなしの極意～ ❺

   薬局は「見えざる資産」にもっとウエイトを置く
 べきでは？

 110 Dr.ハザマのここだけの話 ❽
  責任を取る覚悟

  Report

 94  薬物動態解析は基本を大切に
 第31回日本TDM学会・学術大会

 95  薬局機能を高めるためには
医療・医薬品情報研究会第174回研究会

 96  薬局薬剤師の介入で糖尿病患者の重症化予防を
 医療薬学フォーラム2014

 97  薬剤師が医薬品を選択して患者に提案する意義
第61回北海道薬学大会

 99 新薬くろ～ずあっぷ 161

  エフィエント錠3.75mg・5mg

 113 患者さんのヘルス・リテラシーを高める 
  くすりの教室 14

   ラモセトロン塩酸塩



3（0000）調剤と情報  2014.8（Vol.20 No.9） 3調剤と情報  2014.8（Vol.20 No.9） （971）

　また，世界的にHIV/エイズ問題が広がった際にも，
感染予防の教育を行った国では数年後に感染率が激減し
たことから，将来的な感染者減少のためには10代前半か
らの教育が大切だと感じたという。「鉄は熱いうちに打
て」ということだろう。

子ども向けの企画を形に

　その山口氏，辻本氏が亡くなった後の1年はがむしゃ
らに突っ走ってきたが，次なる事業展開を考えるうえで，
ずっと温めてきた子ども向けの企画を何とか形にできな
いかと思い立った。最初に思い描いたのは副読本で，今
年2月に第1回のミーティングを開催。大雪の翌日にもか
かわらず，医師，弁護士，ファイナンシャルプランナー，
大学教員など20人が集まり，知恵を出し合った。また，
第2回以降は議論の末，初めから副読本ありきではなく，
結果として副読本になればよいとの総意でまとまり，患

大人になってから賢くなるのは難しい

　COMLが活動を開始して来年で四半世紀を迎える。3年
前に初代理事長である辻本好子氏を病で失い，事務局長
だった山口氏が跡を継いだ。山口氏自身，辻本氏の右腕
として，延べ2万件以上の電話相談にあたってきた豊富
な経験を持つ。さまざまな人からの訴えを聞くにつけ痛
感していたのは，「大人になってから行動変容するのは難
しい」，「大人になってから賢くなるのは難しい」という
ことだった。
　例えば，医療機関を受診する時も，基礎にあるのはコ
ミュニケーション。「わからないことがあったら聞くと
か，自分の思いを伝えるとか，主役になるにはコミュニ
ケーション能力がある程度備わっていないと，賢い患者
を展開していけない。アドバイスしても，医師が何か言
うと，そこで困ってしまう」（山口氏）。こんな賢い患者
になれない大人をたくさん見てきた。

　NPO法人ささえあい人権医療センターCOML（山

口育子理事長）ではこのほど，子ども版「いのちと
からだの10か条」をまとめた。子どものころから

命や体を大切にし，医療機関を受診する時には“患
者が主役”という意識を身につけて欲しいとの切な

る願いから。「賢い患者になりましょう」とはCOML

創設時からの合言葉であるが，なぜ今，子ども向
けの啓発活動に取り組むのか。日々東奔西走する

山口理事長に話を聞いた。

子ども版「いのちとからだの
10か条」を作成

ささえあい人権医療センターCOML 理事長
山口 育子（やまぐち・いくこ）氏

ひゅーまん2014



特 集

在宅医療における 
栄養の知識

　病院完結型から地域完結型へ。これまで調剤主体に進んできた薬局・薬剤師は在宅医療

という新たな場での役割が求められ，特にチーム医療における重要性が指摘されるように

なりました。広がりつつある在宅医療の現場では，薬剤管理と同様に栄養管理が重視され

ています。では薬剤師として，どのようなアプローチが求められているのでしょうか。 

　今月号では，栄養に関する基本的知識や，薬の観点から見た栄養，経腸栄養法，静脈

栄養法などについて取り上げます。 
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 食べられる口を作る

　在宅医療が導入されるケースの多
くは，栄養的な問題を抱える。がん
終末期（がん緩和期），認知症終末
期，脳梗塞にて口腔機能が低下して
いるケース，神経難病などでは，低
栄養を伴っていることが少なくな
い。特に急速なるいそうの出現は，
口腔内の歯肉縮小を招き，義歯がう
まく適合しない状況を作ることもあ
る。さらには口腔粘膜の異常（口内
炎の合併やカンジダ感染など）を伴
うことも珍しいことではない。また，

入院中は義歯を外して管理する病院
も少なくない。すると義歯が退院後
に適合しなくなることも，私たちは
知っておく必要がある。
　これらの問題を解決するには，在

宅医あるいは訪問看護師だけでは困
難であることが少なくない。歯科医
師や歯科衛生士が介入することが重
要と言われている。
　まず口腔内の専門的な清掃（口腔

在宅医療における栄養の知識
特 集

鈴木内科医院　鈴木 央

最期まで口から食べたい 
─摂食の重要性─

　在宅医療は「生活を支える医療」であると言われている（表1）。生活そのものを維持するために，生活に困難な因
子をさまざまな手段を使い解決していく。もちろん多くのケースでは，治らない疾病や障害を抱えるが，それでも
生活の支援を行い，1人ひとりのQOLを高めることができれば，そこには満足あるいは納得した1日1日が待って
いる。たとえ，その期間が限られたものであっても…。
　摂食嚥下は在宅医療における重要なテーマの1つである。私たちは普段意識することなく，口から食事を摂り栄
養として吸収している。食べるものを自ら選択し，食べたい時間，食べられる時間に決めた量を食べる。しかし，
そのことが困難になることがある。例えば，頭頸部がんによる喉頭部の機能不全であり，認知症の進行による摂食
嚥下障害である。しばしば人工栄養という手段が選ばれることがあるが，一部には「食べる」という生きていくため
の能動的な行為を失い，「生かされている」と受動的に感じる人もいる。
　ところが，人工栄養を行ったケースの中には，摂食嚥下リハビリテーションを行うと食べられるようになるケー
スもしばしば見受けられるのである。栄養のすべてではなくとも，少しでも口から食べることができれば，そこに
は能動的な「生きる」という行為が生まれてくる。食べることは，人間のスピリチュアリティの1つでもあるのかも
しれない。
　このため，口から食べることは「生きる」ために重要な意味を持つ。それを支援することは，「生活を支える医療」
にとっては重要なテーマの1つなのである。

表1  治す医療と生活を支える医療

治す医療（治癒モデル）
・病院で入院して治す
・ 高度医療が前提

・不自由な生活も我慢
・治れば満足
・ 治らないのは失敗・あるいは敗北

治らない病気には対応できない
・がん難民などの問題

生活を支える医療（生活モデル）
・ 生活の場（自宅，介護施設など）で展開
・生活そのものを前提
・ 生活を障害する医療行為は行わない
ことが多い

・高度医療は必要ないことが多い
治らない病気・障害にも対応可能
・多職種の協働が必要
・結果よりプロセスが重要
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 薬が「生きることの全体
像」における種々の栄養
を障害した事例

　最初に，今年になって経験した
ケースを報告したい。筆者の勤務す
る薬局とは異なる府県に在住する独
居の73歳女性。大腿骨骨折により
近隣の急性期病院に入院，回復期病
棟を経て当薬局への初回相談時から
数えて約3カ月前に退院，現在自宅
療養中である。相談を応需した時点
の処方は表1の通りであった。
　医師が往診し，ヘルパーが院外処
方せんを他の薬局に持ち込み投薬を
受けていたものであった。約1カ月
前からデイサービスを断り，食事摂
取量が減少。それに伴う体重減少・
廃用を心配する担当ケアマネジャー
からの相談であった。処方を見る限
り，抗コリン作用薬が多く，また利
尿薬も服用していることから，読者
も脱水・口渇・消化管運動機能の低
下といった代表的な副作用が頭に浮
かんだことだろう。退院後から処方

は変更されておらず，筆者も当初そ
のような副作用によるものを疑った。
　話だけでは状況がうまく把握でき
なかったため，休日に患家を訪問す
ることにしたが，身体所見を確認す
るうえでは脱水は否定され，口渇も
多少あったが発声・咀嚼・嚥下を実
行するうえで問題が生じるほどでは
ないものと思われた。
　一方，ヘルパーの連絡帳を確認す
ると，提供された食事の5～7割し
か摂取できておらず，体重も退院後
から比べて4kg減少（52kg→48kg）

していることがわかり，いずれにせ
よ早急に対処する必要があるように
思われた。
　ひとまず抗コリン作用による消化
管運動機能低下を疑うこととし，医
師には報告書としてブチルスコポラ
ミン臭化物錠とレボセチリジン塩酸
塩錠の中止を提案，中でも後者は腎
排泄タイプの薬剤であり，腎機能低
下が見込まれる高齢者においては用
量を調節するか他剤に切り替えるこ
とが望ましい旨を記載，結果的に
2剤は中止となった。しかし1カ月

在宅医療における栄養の知識
特 集

松井調剤薬局まつばら　豊田 義貞

薬の観点から栄養を考える

　栄養管理はすべての医療における基本であり，人にとって栄養は身体に必要な物質という意味だけではなく，生
活・心理・社会をも構成する重要なファクターであると言える。このような位置づけを前提とし，薬剤師が地域ケ
ア・在宅医療というフィールドにおいて，その職能たる薬学管理に栄養をどのように活かすか，また栄養自体に対
してどのように貢献するか，単なる薬の知識のみにとどまらず，広い視点で講じてみたい。

表1  相談時点の処方内容

1） オルメサルタン メドキソミル錠10mg 1錠
 アテノロール錠25mg 1錠
 アスピリン腸溶錠100mg 1錠
 フロセミド錠20mg 1錠
 アルファカルシドールカプセル0.25μg 1錠
 ラベプラゾールNa塩錠10mg 1錠
 分1　朝食後
2） ブチルスコポラミン臭化物錠10mg 2錠
 L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠200mg 2錠
 日局　酸化マグネシウム 1.0g
 分2　朝夕食後
3） ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 1錠
 レボセチリジン塩酸塩錠 1錠
 分1　就寝前
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日本人と欧米人の肌は違う

─ケミカルピーリングについては，インターネットで
ピーリング剤を買って自分でした時，あるいはエステな
どでしてもらった時に異常があったと言って，薬局でも
相談を受けることがあります。これらに応対するために
ケミカルピーリングについて正しい知識を持つべきだと
思っていたところ，このガイドラインを知りました。
　本日はガイドラインができた背景や「ケミカルピーリ
ングとは何か」ということ，現状の問題点などについて
教えていただきたいと思います。
林　ガイドラインの初版が出たのは2001年ですが，それ
以前から医療機関でもエステでもケミカルピーリングは
行われていました。医療機関では皮膚の診療にあまり慣
れていない医師でも，自費治療のケミカルピーリングに
興味を持って始める方もいましたし，エステでは全く知
識がなくても海外のものをまねて行っているというケー
スもありました。
　ケミカルピーリングは正しく行えば非常に安全な治療
ですが，少し間違えると皮膚を傷つけてしまいます。白
人は色素沈着が起こりにくく，瘢痕ケロイドなどもでき
にくいので，海外の医療機関では積極的に強いケミカル
ピーリングをしていますが，日本人にそれをそのまま当
てはめると，ケロイドができたり，色素沈着が非常に強
く起きてしまいます。そういうことを知識なくやってし
まったことで，被害がとても多くありました。それを防
がなければならないということで，ガイドラインができ
ました。
─白人と黄色人種の肌質にはどのような違いがあるの
でしょうか。
林　日本人の肌は非常に敏感ですので，痛みを感じたり，
刺激を感じるという訴えが非常に多いという性質があり

ガイドラインガイドライン を

薬局店頭で活かす
ン

薬

ケミカルピーリングガイドライン

第38回

林 伸和
虎の門病院皮膚科

PROFILE

1989年　東京大学医学部医学科卒業
1989年　同大学皮膚科学教室入局
1993年　 米国フロリダ州マイアミ大学細胞生物学教

室留学
2000年　東京女子医科大学講師
2006年　同大学助教授（2007年准教授）
2011年　虎の門病院皮膚科部長（現職）

ます。それに対して白人は痛みを感じにくい。それほど
大きな刺激を感じずにケミカルピーリングができます。
白人では色素沈着が起きにくいということもあります。
ケロイドなども黄色人種あるいは黒人の場合には強く起
きますが，白人は起きにくいのです。
　そのように人種間で少しずつ傷のでき方が違います。

Nobukazu Hayashi
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 ▶▶賦形剤の口あたりの違いから服薬を中止してしまった患者

（1035）

ケース1  咳止めに抗ヒスタミン薬が入っているこ
とを認識していなかった医師

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：3歳の女児

Rp.1　病院の小児科

ポララミンシロップ 0.04％　5.0mL　

 1日3回　毎食後　5日分

ムコダインシロップ 5％　7.0mL　

 1日3回　毎食後　5日分

フロモックス小児用細粒 100mg　1.2g　

 1日3回　毎食後　5日分

ビオフェルミンR散 1.0g　

 1日3回　毎食後　5日分

カロナール細粒 20％　0.6g　

 屯用（発熱時）　3回分

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

賦形剤の口あたりの違いから
服薬を中止してしまった患者

第47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：咳止めに抗ヒスタミン薬が入っていることを認識していなかった医師

　　● ケース2： 賦形剤の口あたりの違いから服薬を中止してしまった患者

　　● ケース3：自宅残薬を早く使い切ってほめてもらおうと1度に何枚も使用していた患者

Rp.2　耳鼻科クリニック

ライトゲン配合シロップ　2.5mL　

 1日3回　毎食後　7日分

何が起こった？
　他医療施設から処方された配合剤の効能・効果（咳

嗽治療）からは，配合されている各医薬品を連想でき

ず，クロルフェニラミンマレイン酸塩が重複投与と

なってしまった。

▶▶どのような経緯で起こった？

　患者には慢性疾患の現病歴・既往歴は特にない。今
回，病院の小児科を受診した後，Rp.1の処方せんを持っ
て当薬局を訪れた。前日，咳が出るのでこれまでよくか
かっていた近くの耳鼻科クリニックを受診し，Rp.2の薬
剤が交付されていた。本日は，咳だけではなく熱が出て
鼻水も出るようになったので，病院の小児科を受診した
とのことであった（先の耳鼻科クリニックは休診日であっ
た）。小児科の医師に「耳鼻科クリニックで咳止めをも
らっている」と告げたところ，「それでは今回は，咳止め
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基本情報

1．概要
　カルシウムは99％が骨および歯に存在し，支持組織と
して機能していて，残りの約1％は，血液，組織液，細
胞に含まれ，神経筋興奮，血液凝固，細胞内情報伝達，
筋肉収縮など，重要な生理機能の調節作用を担っていま
す。これらの生理機能を正常に行うために，血中カルシ
ウム濃度は狭い範囲に厳格に保持されています。骨のカ
ルシウムは支持組織とともにカルシウムの貯蔵組織とし
ての役割も担っており，血中濃度が低下すると副甲状腺
ホルモンが分泌されて骨からカルシウムが溶け出して正
常な濃度に戻します。
　骨へのカルシウムの沈着（骨形成）と骨からのカルシウ
ム溶出（骨吸収）は常に繰り返し行われています。骨吸収
が骨形成を上回る状態が長く続くと，骨密度が低下して
骨粗鬆症となります。成長期には骨形成が骨吸収を上回
りますが，閉経後の女性では骨吸収が骨形成を上回り骨
量が減少して骨粗鬆症リスクが高くなります。そのため
カルシウムのサプリメントは，特に閉経後の女性に注目
されています。

2．効果と機序
　カルシウムは主に小腸上部で能動輸送により吸収され
ており，その際に活性化ビタミンD〔1,25（OH）2D〕は吸
収を促進します。カルシウムの溶解度の高い塩では吸収

率は高く，クエン酸─リンゴ酸─カルシウム錯体はカル
シウム吸収性が高い供給源であり，カゼインホスホペプ
チドもカルシウムがリン酸塩として沈殿しないようにす
ることで吸収を高めます。一方，野菜に含まれるシュウ
酸や穀物に含まれるフィチン酸は，カルシウムイオンと
結合してカルシウムの吸収を阻害します。
　カルシウムの吸収率は，乳児期，思春期，妊娠後期で
特に高くなりますが，加齢とともに低下します。また，
吸収率は摂取量の不足状態で高く，逆に摂取量が増加し
た状態では低くなります。カルシウム摂取量が多い状態
では吸収率は低下しますが，吸収される総量は増加しま
す。カルシウムを効率的に吸収するには，1食で集中的
に摂取するよりも何食かに分けた方がよいと言われてい
ます。体内に吸収されたカルシウムは，骨への蓄積，腎
臓からの尿中への排泄によって調節されています。
　カルシウム不足は，食事からの摂取不足や腸からの吸
収不良，ビタミンD不足によって起こります。長期にわ
たるカルシウム不足は，骨粗鬆症，高血圧，動脈硬化な
ど，多くの疾病を引き起こす可能性があります。一方，
過剰に摂取すると，高カルシウム血症，泌尿器系の結石，
ミルクアルカリ症候群，鉄や亜鉛の吸収障害などを起こ
します。このようなカルシウムの過剰摂取の影響はサプ
リメントから摂取した時に起こると考えられており，健
康な人が通常の食事からカルシウムを多量に摂取しても
健康障害が発生することはほとんどありません。カルシ
ウムの摂取にはほかのミネラルとのバランスが重要であ
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　カルシウムは日本人が必要量を摂取できていないとされている栄養素で，特に骨粗鬆症リスクが気になる閉経後の女性に注

目されています。骨粗鬆症のリスク低下には，カルシウムとともにビタミンDの摂取および適度な運動を行うなど，総合的

な対応が必要です。最近，サプリメントからカルシウムを過剰摂取すると，心血管系の疾病発症リスクが高くなる可能性が

指摘されています。


