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症例から学んで実践！　
薬局プレアボイド
　薬剤師が薬物治療に介入し，患者の不利益を未然に防ぐプレ

アボイドは日ごろから薬局業務のなかで行われていることです

が，その事例を報告・収集する薬局が増えています。その取り

組みは規模や形式もさまざまですが，教育ツールとして用いる

だけではなく，薬局の役割を示すエビデンスとしても利用され

ています。

　本特集では，薬剤師会，個別の店舗，薬局チェーン，病院

との連携によるプレアボイド報告の取り組みを，症例と合わせ

て紹介します。

■  薬局で使えるプレアボイド …………………… 12

■  在宅移行時の
薬剤の急激な減量の意図を確認 ……………… 17

■  プレアボイドの実践例と
記録に残すことの意義 ………………………… 23

■  お薬手帳から合併症を推測し
禁忌薬の投与を回避 ………………………… 28

■  初期症状の訴えから副作用の重篤化を回避 … 32

特 集
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薬局で使えるプレアボイド

病院での医療安全対策研修，薬剤師の研修・研鑽への活
用，研究テーマ発見への活用，製薬企業への提案，薬学
教育への活用のほか，一般社会への啓発活動にも活用さ
れることを狙っている。 

前述の通り，「薬学的症例・DI検討会」事業では，
CASE-DIとして一定の形式で収集事例をまとめている。
具体的には，収集した基本的事項（患者基本情報，処方
せん・薬歴内容の時系列データ）をもとに詳細解析を加
えた以下の6項目から構成されている。
①何が起こったか？（問題点の抽出）
②どのような経緯で起こったか？（問題点の抽出〈詳細〉）
③どうなったか？ （顛末）
④なぜ起こったか？ 何が問題か？（背後要因の探索）
⑤今後二度と起こさないためにどうするか？ 確認ポイン
トは？（対応案の列挙）
⑥特記事項は？（薬学的周辺知識は？）
このようにただ起こった事実のみを記録するのではな
く，事象が起こった背景や要因・今後の改善策などを深
く掘り下げて分析・整理することで，日々の業務に追わ
れる現場でも，重要な点を的確に把握することができる
ものと考えている。
次ページ以降にCASE-DIの様式に基づいたプレアボ
イド報告を示す。

多くの薬剤師はこれまでも，日々の業務のなかでさま
ざまなプレアボイドを体験してきたと思うが，患者へ事
細かに経緯を説明することはまれだったかもしれない。

「事例に基づくDI教材」とは？

薬局プレアボイドの今後

プレアボイドはprevent and avoid the adverse drug 
reactions（薬による有害事象を防止・回避する）という言
葉を基にした造語である。元々は，日本病院薬剤師会に
おいて，「薬剤師が薬物療法に直接関与し，薬学的患者
ケアを実践して患者の不利益（副作用，相互作用，治療
効果不十分など）を回避あるいは軽減した事例」を“プレ
アボイド”と称して事例収集が始められた。日本薬剤師
会においては，「薬剤師が患者基本情報を的確に収集し，
適正な処方チェック・薬学的患者ケアを実践して有害反
応・治療効果不十分，精神的不安，経済的損失等を回避
或いは軽減した事例」を“薬局プレアボイド”と称して事
例収集を実施している。
薬局薬剤師と病院薬剤師それぞれが，患者に対する薬

物治療に関して異なった立場・観点からプレアボイドを
収集することで，さらに広い視点からの薬剤師の薬物治
療への関与事例を収集できることが期待される。

日本薬剤師会DI委員会では，2014，2015年度と「薬
学的症例・DI検討会」事業を試行的に実施した。これは，
薬局薬剤師がプレアボイドなどの事例素材をもって1カ
所に参集し，皆で議論しながら収集した事例に対して医
薬品適正使用などに有用な解析を加えた「事例に基づく
DI教材（CASE-DI）」を作成し，都道府県薬剤師会会報
やホームページなどを通じて会員に提供するものである。
今後は試行事業において集められた事例を日薬に集

積・編集して会員にフィードバックすることで，薬局や

薬局プレアボイドとは？ 
薬局でもプレアボイドが必要なのか？

日本薬剤師会 「薬学的症例・DI 検討会」
事業の取り組み

症例から学んで実践！　薬局プレアボイド特集

日本薬剤師会 常務理事　田尻 泰典
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それは，患者に過剰な心配や不信を与えてアドヒアラン
スの低下をもたらすなど，結果として患者自身を不利益
にさらすことを避けるという医療人としての理念に基づ
くものであったと思われる。
一方で，現在では「医薬分業の意義が見えにくい」と

いった社会的な指摘もなされている。今回紹介したよう
な取り組みが薬局・薬剤師のエビデンス作りに貢献し，
他医療職や一般国民への薬剤師業務への理解を促す一助
となればと考える。

事例番号　［　◯県　］－［　０３　］

退院時処方とは違った規格単位のルジオミール錠が処方された

 薬学的症例 ･DI 検討会の開催年 ･月 ･日 （ 2015.08.02 ）

 薬剤師名 （ ○◯ △△ ）

 薬局名 （ ×◯薬局 ）

〈基本データ〉

（1） 患者

年齢（　6●歳　）

性別（男 ･女）　　病院 ･診療科（内科・糖尿病）

既病歴（高血圧・糖尿病・精神）　　現病歴（高血圧・糖尿病・精神）　　

病識（少し有）　　薬識（少し有）

生活環境などを記載

・独居（推定）

・歩き方が急にトボトボになり，入れ歯も合わず，言葉がはっきり聞き取れない。

（2） 患者の関係者（家族 ･友人など）

・頻回な人の出入りはない様子（詳細は不明）

（3） 薬剤師

関係した薬剤師や事務員の経験年数や施設勤務薬剤数などを記載

処方鑑査  薬剤師歴：　12年

調剤   薬剤師歴：　12年

調剤薬鑑査  薬剤師歴：　12年

投薬   薬剤師歴：　12年

（疑義照会に対応した病院の薬剤師）薬剤師歴：不明

（4） 医師，看護師，検査技師，介護士，その他

 ・特記事項なし

（5） 処方せん内容 ･関与医薬品

〈処方 1〉

コニール錠 4mg 1 錠 1 ×夕食後 28 日分

クレストール錠 2.5mg 1 錠 1 ×朝食後 28 日分

プレミネント配合錠 LD 1 錠 1 ×朝食後 28 日分

● CASE-DIの例
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プレアボイド実践例と
記録に残すことの意義

受付処方内容

■Rp.1
ポリスチレンスルホン酸カルシウム20％ゼリー25g
 3個
 1日3回毎食後　30日分

■Rp.2
ロスバスタチンカルシウム錠2.5mg 1錠
 1日1回朝食後　30日分

■Rp.3
カンデサルタンシレキセチル錠4mg 1錠
アゼルニジピン錠16mg 1錠
 1日1回朝食後　30日分

■Rp.4
ファモチジンＤ錠10mg 2錠
アミオダロン錠100mg 2錠
 1日2回朝夕食後　30日分

■Rp.5
カルベジロール錠10mg 1.5錠
 1日2回朝夕食後（1-0.5）　30日分

疑義照会後

■Rp.1
ポリスチレンスルホン酸カルシウム20％ゼリー25g
 3個
 1日3回毎食後　30日分

■Rp.2
ロスバスタチンカルシウム錠2.5mg 1錠
 1日1回夕食後　30日分

■Rp.3
カンデサルタンシレキセチル錠4mg 2錠
アゼルニジピン錠16mg 1錠
 1日1回朝食後　30日分

ケース1
36歳，男性。糖尿病で入院し，退院後初の院外処方。

解 説
今回が初来局の患者。ヒアリングにより退院後初の院

外処方であることを確認した。お薬手帳を確認した際，
退院時の処方ではボグリボースOD錠は0.3mgだったこ
とから，患者にその旨を確認した。医師からは変更する
説明を受けていないとのことであったので処方医へ疑義
照会を行い，ボグリボースOD錠の規格について確認し
たところ，0.2mgは誤りで0.3mgに処方変更となった。

ケース2
72歳，男性。既往歴，腎臓がん。片腎摘出術後，
大学病院から転院。

退院時，転院時処方のプレアボイド

受付処方内容

■Rp.1
ボグリボースOD錠0.2mg 3錠
 1日3回毎食直前　30日分

■Rp.2
トラゼンタ錠5mg　 1錠
 1日1回朝食後　30日分

疑義照会後

■Rp.1
ボグリボースOD錠0.3mg 3錠
 1日3回毎食直前　30日分

■Rp.2
トラゼンタ錠5mg 1錠
 1日1回朝食後 30日分

症例から学んで実践！　薬局プレアボイド特集

ファーコス ドレミ薬局　鈴木 淳之
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解 説
今回が初来局の患者。ヒアリングにより大学病院から

近隣の医療機関に転院してきたことを確認した際，お薬
手帳を確認したところ，今回の処方内容と大学病院入院
時の処方内容とで相違があることに気付き，患者にその旨
を確認した。医師からは変更する説明を受けていないとの
ことであった。そのため処方医へ疑義照会を行い，変更
になっている箇所を確認したところ，処方内容に誤りがあ
ることが判明した。お薬手帳をもとに大学病院入院時の
処方内容を説明し，継続処方へと変更になった。

まとめ
これまでにも何度か経験していることから，退院時や

転院時は医療機関でのデータ入力などのミスが起こりや
すいと推察される。退院時や転院時は，お薬手帳の有用
性を実感できる場面であり，安全で適正な薬物療法に薬
剤師が果たす役割が特に重要と考える。

ケース3
1歳，男児

小児処方のプレアボイド

受付処方内容

■Rp.1
プロカテロール塩酸塩シロップ 5mL
 1日3回毎食前　5日分

■Rp.2
クラリスロマイシンDS10％ 1.4g
 1日2回朝夕食前　5日分

■Rp.3
プランルカストDS10％ 1g
 1日2回朝夕食前　28日分

疑義照会後

■Rp.1
プロカテロール塩酸塩シロップ 5mL
 1日3回毎食前　5日分

■Rp.2
クラリスロマイシンDS10％ 1.4g
 1日2回朝夕食前　5日分

■Rp.3
プランルカストDS10％ 1g
 1日2回朝夕食前　28日分

解 説
咳が続くため小児科を受診。お薬手帳を確認した際，
トスフロキサシントシル酸塩細粒15％（オゼックス細粒
小児用15％）が前日に耳鼻科から処方されていることに
気付き，ヒアリングを行った。現在，中耳炎の治療のた
め服用しているが，小児科医にはお薬手帳を見せていな
いとのことだった。そのため，抗生物質が重複している
ことを説明し，小児科医に確認することにした。疑義照
会を行い，小児科医にトスフロキサシントシル酸塩細粒
15％を服用中であることを伝えたところ，クラリスロマ
イシンDS10％は処方削除になった。

ケース4
7歳，女児

受付処方内容

■Rp.1
カルボシステインDS50％ 1g
 1日2回朝夕食後　5日分

■Rp.2
モンテルカストナトリウム細粒4mg 1包
 1日1回就寝前　14日分

■Rp.3
クラリスロマイシンDS10％ 2.4g
 1日2回朝夕食後　5日分

■Rp.4
ファモチジンＤ錠10mg 2錠
アミオダロン錠100mg 2錠
 1日2回朝夕食後　30日分

■Rp.5
カルベジロール錠10mg 1.5錠
 1日2回朝夕食後（1-0.5）　30日分
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飯島　一般の方の感覚でいえば，生活習慣病予防イコー
ルメタボ予防です。メタボ予防ということになれば，お
じいちゃん，おばあちゃんたちでもやるべきことは知っ
ているのです。何kcalかなんて細かいことはわかりませ
んが，少し歩かなければ，動かなければということはわ
かっています。しかし，そこで注意しなければならない
のは「高齢期における減量」です。
私は市民公開講座の冒頭でお集まりの何百人のおじい
ちゃん，おばあちゃんに，「かかりつけの先生に相談して
いないのだけれども，正直言ってあと2～3キロ痩せなけ

メタボの既成概念からの脱却
Ka

ts
uy

a
Iij
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aaPROFILE

―― 本日は高齢者が生き生きと生活していくにはどのよう
なところに注目すべきか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
飯島　1年半くらい前になりますが，日本老年医学会は
「虚弱」という言葉を，「frailty」という英単語から片仮名
の「フレイル」とし，使い始めました。なぜかというと，
虚弱は空虚で弱々しいというイメージが高齢者にもある
からです。私の母親は，「私はわかっている。膝もこんな
に変形していて，毎日痛い。でも，あなたには言われた
くない」と言います。虚弱という言葉はとてもブルーにな
ると。ですから，まずは雰囲気から変えようということ
で明るいタッチにしました。
―― 虚弱とフレイルでは同じ意味合いでも印象が変わりま

すね。
飯島　学生に虚弱という言葉から受けるイメージを聞く
と，「腰が曲がって，杖歩行で，駅の階段を手すりをつか
みながら上がっているおじいちゃん，おばあちゃんのこ
と」だと答えるのです。あながち間違いではありません
が，それはいわゆるフィジカルフレイルのことです。
フレイルにはフィジカルフレイルだけでなく，メンタ

ルフレイルという心の虚弱とソーシャルフレイルという
社会性の虚弱があります。心の虚弱，社会性の虚弱とい
うことですから，うつや閉じこもりも含まれます。
―― フレイルにもさまざまな虚弱があると。

飯島　フレイルは多面的で体は元気でも心がフレイルだ
から閉じこもりになり，実はたいした病気ももっていな
いという方もいらっしゃいます。国民に幅広くフレイル
という言葉を覚えてもらうならば，フレイルは多面的で
あると認識してもらいたいですね（図1）。

フレイルは多面的

これからの高齢者支援

飯島　勝矢
東京大学高齢社会総合研
究機構

1990年　千葉大学医学部循環器内科医員
1997年　東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座医員
2002年　米国スタンフォード大学循環器内科
2005年　東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座助手
2006年　東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座講師
2011年　東京大学高齢社会総合研究機構准教授
現在に至る

聞

いて
納得！

15回第
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り下りが急に厳しくなってきたりします。筋肉は免疫の
機能も司っているので，風邪をひきやすくなってしまい
ます。
だから本当に体重を減量するべきなのかどうか，よく
考えて主治医と相談してほしいと伝えることは重要では
ないでしょうか。そのような注意喚起をしたうえで，早
期介護予防のために，しっかり歩こうと伝えることが必
要です。
―― 筋肉をつけることが予防につながるということですね。
飯島　しっかりかんで，しっかり食べようというフレイ
ル予防の考えはメタボ予防の概念からすると正反対なの
です。

―― サルコペニアについて教えていただけますか。
飯島　サルコペニアは造語です。sarco（マッスル）がpenia
（減ってしまう）。欧州の基準に従うと，日本人はサルコ
ペニアが少ないかなと感じます。
サルコペニアは要介護の入り口として考えられていま
す。また，フレイルの最大のリスクがサルコペニアです。
いくつかのルートがありますが，サルコペニアになると
転倒骨折しやすくなります。転倒骨折といっても，男性

サルコペニアがフレイルの最大のリスク

ればと思っている方，どのくらいいますか」と聞いて，手
を挙げてもらいます。そうすると，地域差なしで6割以
上の方が必ず手を挙げます。
おじいちゃん，おばあちゃんというのは，みんな中年

層を駆け巡ってきているので，「メタボ」というのは脳み
そのど真ん中まで染み渡っているのです。スレンダーイ
ズベストなのです。
―― 6割ですか。

飯島　欧州のある研究結果が報告されています。その研
究は，若者たちと高齢者たちに，まずは普通通りに食べ
たり飲んだりしてもらいます。そのあとで1日1,000kcal
のダイエットに入ってもらいます。1週間たち2週間たつ
と，みんな着々と体重が減ってきて約1カ月で，またい
つも通りの食事に戻ってもらいます。
その結果，若者たちの体重はあっという間に戻りまし

た。しかし，高齢者たちの体重は戻ってこない。おばあ
ちゃんたちに「これはどういうことかわかりますか」と聞
くと，たいてい「内臓脂肪が…」と言います。しかし，結
局それは筋肉を失っているということです。
―― 脂肪も落ちたかもしれないけれど，やはり筋肉も…。

飯島　ですから，現役世代の体重を2～3kg減らすとい
う意味合いと，高齢者の2～3kg減らすという意味合い
は違う。高齢者の減量では2～3kg違うと駅の階段の上

 図1   フレイル3つの側面

（東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢：作図）

「フレイル（虚弱）」といってもさまざま。ヒトはどの側面が弱っていくのか？

「身体」の虚弱
フィジカルフレイル

「社会性」の虚弱
ソーシャルフレイル

「精神心理」の虚弱
メンタルフレイル
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2．P吸着剤
P吸着剤を適切に選択し，かつ効果的に使用することに

より管理目標値達成度を向上させることが重要である。炭
酸Ca製剤はCaが一部吸収されることによって高Ca血症
を生じることから，Caを含まない非Ca含有製剤の開発が
望まれていた。
鉄化合物にP吸着能があることは古くから知られてい

たが，一般に酸化鉄（Ⅲ）（Fe2O3）のような脱水構造の酸
化鉄は吸着能が低く，また，3価の鉄錯体は吸着能が高
いものの溶解して消化管吸収されてしまう。多核性の酸
化水酸化鉄（Ⅲ）は，ほとんど溶解せず，経口P吸着剤と
して有望な候補物質であったが，吸着能が低下していく
課題があった。
その課題を改善したスクロオキシ水酸化鉄は，安定化さ

れた長期間保管後も高いP吸着能を維持する薬剤である2）。
現在，国内で承認されているP吸着剤は6種であり，各P
吸着剤の特徴は表1に示す通りである。
鉄を含有した非Ca製剤としてクエン酸第二鉄水和物が

存在するが，血清フェリチンの上昇が懸念されている。
スクロオキシ水酸化鉄は，長期投与試験において，投与
初期に血清フェリチン濃度が上昇傾向を示すが，その後
は顕著な変動は示さなかった。

 特徴

1．慢性腎臓病患者の血清P，Ca，PTH濃度の管理
慢性腎臓病患者は，リン（P）のコントロールは食事療

法だけでは十分に行えないことが多く，P吸着剤などの薬
剤を選択し調整することが大切である。日本透析医学会
「慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常の診療ガイドラ
イン」1）では，生命予後の観点から血清P濃度，血清補正
Ca濃度の管理目標値（血清P濃度：3.5～6.0mg/dL以下，
血清補正Ca濃度：8.4～10.0mg/dL）が設定され，治療，
薬剤の調整法が示されている。このガイドラインでは，
管理目標をP＞Ca＞PTH（副甲状腺ホルモン）の順に優
先することを推奨している。
血清P，Ca濃度を適正に保つための治療法として，「9分

割図」が提示され（図1），血清P，Ca濃度を管理目標域
に保つための薬剤の調整方法が示されている。また，慢
性腎臓病患者は，PとCaの血中濃度異常を調節しようと
する機能によりPTHの分泌量が増加し，二次性副甲状
腺機能亢進症の状態となる。
PTHは，骨から血液中へとCaを動員する働きをもつた

めに，PTHが増え続けると骨のCaが減少し，骨がもろく
なって骨折しやすくなる。血清P濃度，血清補正Ca濃度
の管理を優先したうえで，血清PTH濃度を管理目標値内
に保つよう活性型ビタミンD製剤もしくはシナカルセト塩
酸塩の投与を調節することが望ましいとされている。

◆  生理的な金属である鉄（Ⅲ）を含有した，複合体構造を有する非Ca含有P吸着剤。

◆ 口中でかみ砕いて服用するチュアブル錠ではあるが，崩壊性のあるドーナツ型錠である。

◆ 主な副作用は下痢であるが，継続もしくは中止で回復することが多い。

P o i n t

サエラ薬局　岩出 賢太郎，名城大学薬学部　後藤 伸之

ピートルチュアブル錠250mg，500mg
（スクロオキシ水酸化鉄）
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実録実録
医療支援

第　　  回

はじめに

日本がかつて経験したことのない大規模な地震による
津波，原発被害をもたらした東日本大震災から5年が経
過しました。現在でも多くの被災者の方が仮設住宅での
生活を余儀なくされており，不自由な生活がいち早く改
善されるよう切に願います。
当時は地震発生直後から全国の災害医療救護班が現地

に駆けつけ，大規模な救護活動が行われました。薬剤師
も実人数2,062人，延べ8,378人が被災地での活動に従事
したと報告されています（日本薬剤師会報告）。

日赤の災害救護

日赤の災害救護活動は，赤十字の人道的任務として，
また災害対策基本法における指定公共機関として国や地
方公共団体の行う業務に協力するかたちで行われます。そ
の始まりは1888（明治21）年の磐梯山の大噴火の際の救
護活動に遡ります。その後も度重なる自然災害への対応
をはじめ，多くの活動を行ってきました。
日赤は全国に92の病院を運営し，うち63は災害拠点

病院に指定されています。日赤のもつ救護班は約500班，
延べ6,800人の職員が救護要員として登録されています。
救護班は医師1名，看護師3名，主事2名で編成され，

必要に応じ薬剤師，助産師，こころのケア要員が加わり
ます。救護班は1人でも多くの人命を救助するとともに，
被災地の医療機関の機能が回復するまでの空白を埋める
役割を果たすことを理念とし，その活動内容は災害時の
ニーズに対応するために多岐にわたります。
日赤は，救援物資の備蓄と配給，血液製剤の備蓄と供

給，義援金の受付と配分などの活動を行っています。こ
れらの活動は多くの赤十字ボランティアに支えられてい
ることも特徴です（災害医療を支える日赤のロジスティク
ス：災害時の対応に必要な医療セットは250セット，エ

アテント180張，テント5,000張，そのほか各施設に発電
機，衛星電話災害用無線や救護車両を配備）。
大規模災害時には，救護班のほかに全国に20台配備さ
れている，dERU国内型緊急対応ユニットと呼ばれる緊
急仮設診療所設備の派遣が行われます。これは，1995年
の阪神淡路大震災で救急医療が遅れたことへの反省から
新たに整備されたシステムです。迅速な救護活動が行え
るように，トラック（コンテナ）にすべての資機材が平時
より積載されているため，被災地に到着するとそのまま
仮設診療所を展開することができます。
機材には医療資機材や大型のテントだけでなく，通信，

トイレや浄水の機材も含まれており，当面は自己完結で
の活動が行えるように設計されています。
医薬品に関しては標準の災害救護班医薬品セットを各

施設で準備，備蓄を行っています。患者50人×2日間分
を想定し（dERUは150人×3日分），この医薬品の選定
基準は初期治療から救急医薬品・外科系・慢性疾患の治
療までの各種症状に限られた医療資機材で柔軟に対応で

日本赤十字病院医療センター薬剤部　佐川 剛毅

5 東日本大震災（前編）

救護用医療セット

救護所テント
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 ▶▶点眼液の処方は「5」に注意！

(715)

ケース1  お薬手帳があったらトフラニールは 
処方されなかった？

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：70歳の女性。A病院

Rp.1［4月11日］

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒　7.5g

 1日3回　毎食前　14日分

トフラニール錠10mg　1錠

 1日1回　夕食後　14日分

＊ 併用薬については「高血圧と糖尿病で薬を処方され

ている」という情報のみであった。

Rp.2［4月25日］

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒　7.5g

 1日3回　毎食前　28日分

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒　7.5g

 1日3回　毎食前　28日分

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

点眼液の処方は「5」に注意！
第68回

隊長    東京大学大学院薬学系研究科育薬学　澤田 康文

＊併用薬：お薬手帳の提示あり（前年10月の記録のみ）。

B病院：アダラートCR錠20mg，メデット錠250mg，

ボグリボース錠0.3mg「サワイ」，ガスロンN錠2mg，

アローゼン顆粒，グリメピリドOD錠1mg「EMEC」，

ランソプラゾー ルOD錠15mg， ハルシオン錠

0.25mg，プラバスタチンNa錠10mg「NS」，モー

ラステープ20mg，モーラステープL40mg，バップ

フォー錠20mg。

何が起こった？
お薬手帳に記載された薬剤名とその投与時期から，

他院で処方された薬剤（バップフォー錠）で重度の「口

渇」が起こっていた可能性が高いと思われた。

▶▶どのような経緯で起こった？

当該患者は4月11日，膀胱炎で排尿が近いという訴え
のため，A病院でRp.1の薬剤が初めて処方された。患者
インタビューからは，高血圧と糖尿病で薬を処方されて
いるという情報しか得られず，お薬手帳も持参していな
かった。そのため，併用薬の詳細な内容は不明であった。
次回受診時（4月25日），トフラニール錠が中止され，
ツムラ加味逍遙散が開始となった（Rp.2）。投薬時，トフ
ラニール錠の中止理由について患者に尋ねたところ，医

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暇がありません。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。これらカテゴリーにおいて発生した代表的事例を紹介します。



連載名＋連載回数薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく 第68回

100 調剤と情報  2016.5（Vol.22 No.6）(716)

師から「薬を変える」と言われたが，詳細な説明はなかっ
たとのことだった。トフラニール錠で問題があったのか
確認しようと思い，「口渇」などがなかったか尋ねたとこ
ろ，口渇は今回だけの話ではなく，実は，昨年秋から「口
が渇いてとても困っている」とのことだった。
「今日は，お薬手帳を持ってきたの。ずっと使ってい

なかったけど」と言われ，今回，初めてお薬手帳を預かっ
た。内容を確認すると，昨年10月にB病院を受診して薬
が処方された際に新しくお薬手帳を作成したようで，当
時のB病院の処方薬の記録があった。その後のB病院の
薬の記録はなかった。
その記録のなかに「バップフォー錠20mg」が含まれて

いたので，実物を見せながらインタビューしたところ，
ちょうどこのころに頻尿で初めて処方され，今も継続し
て処方されていることがわかった。したがって，抗コリ
ン作用の強いバップフォー錠とトフラニール錠が併用状
態になっていた。
薬剤師は当該患者に，バップフォー錠で口が渇くこと

があり，飲み始めの時期とほぼ一致しているので因果関
係があると思われること，その場合は中止することで改
善すること，治療との兼ね合いがあるので処方医に相談
するのがよいと伝えたところ，本人が近々B病院の受診
の際に医師に相談してみるとのことだった。

▶▶隊長のヒント

難易度　★★☆☆☆

お薬手帳に記載された薬剤一覧の重要性を認識する。

▶▶問題点の解析

当該患者は高齢，糖尿病と，口渇のリスク要因がある。
バップフォー錠に加え，4月11日に抗コリン作用をもつ
トフラニール錠の投与が重なり，口渇の症状で困るくら
いひどくなったと考えられる。
4月11日の時点で，お薬手帳の提示がなかったので，

併用薬を正確に把握できなかった。提示があれば，バッ
プフォー錠が処方されていることに気付き，抗コリン作
用をもつトフラニール錠の処方に対し，疑義照会が行わ
れたかもしれない。
4月11日の投薬時に口の渇きが起こることを説明した

かは，薬歴に記載がなく不明である。このときに説明が
あれば，患者が口渇の起きる薬を嫌がり，疑義照会につ
ながった可能性があったと思われる。

▶▶問題点回避の計画

B病院の併用薬は11種類あったが，患者は「高血圧と
糖尿病の薬」のように，主な疾患しか申告しないことが
あるため，本事例に限らず併用薬の正確な把握のために
は，お薬手帳が重要であることを再認識する。
併用薬も含め，有害作用が起こっていないかを把握する

ために，お薬手帳の提示はメリットがあることを患者に説
明する。薬剤師は，併用薬も含めた有害作用のチェック
を行う。
当薬局にバップフォー錠20mgの在庫があったので，

実物を見せながら原因薬剤の推定ができたが，実物のな
い場合は，確認に手間がかかってしまうかもしれないと
考えられた。また，実物を見せたとしても似た外観の薬
剤が多く，患者の記憶に頼ってしまうため，正確ではな
い可能性も考えられる。
すなわち，服用時期と副作用発現時期から原因薬剤を
迅速かつ正確に特定するために，お薬手帳を継続して記
録することは重要である。患者に，今後も継続してお薬
手帳を記録するよう説明する。
本事例においては，近々B病院の受診の際に患者が医
師に相談してみるとのことだったが，患者の同意のもと
でバップフォー錠やトフラニール錠による口渇の可能性
に関して薬剤師からB病院，A病院へ疑義照会すること
も必要であった（A病院においてはトフラニール錠中止の
理由も明らかとなる）。あるいは，申し送り書のようなメ
モ（バップフォー錠による口渇など）をお薬手帳に記載し
て，両院の医師に提示するように指導することも必要で
あろう。

▶▶具体的な調剤室での工夫

高齢者に注意！
＊抗コリン薬の服用歴をお薬手帳などでチェック！
＊ 抗コリン作用（口渇，便秘，排尿障害，悪心，かすみ
目など）などの諸症状をチェック！
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? ??のギモン相談室
今さら聞けない

不眠

睡眠薬はいつやめる？ 薬が効かないときの対応は？

 ◯漸減法

いわゆるストレス性の不眠の場合は，原因となったス
トレスが解消されると自然に眠れるようになることが多
いが，「眠れない」こと自体がストレスになることがある。
つまり，布団に入り「眠れなかったらどうしよう」と不安
になったり，「早く眠らなければ」と焦ることが新たなス
トレスとなり，一層，不眠を強める。すなわち，不眠へ
の心配・不安がさらに不眠を悪化させる。
不眠のため，日中に眠気，倦怠感，体調不良などが生

じるようなら，まずは睡眠薬を服用して安定した眠りを
確保する必要がある。睡眠薬により安定して眠れるよう
になり，不眠に対する不安・心配が軽減した後で，それ
まで飲んでいた睡眠薬を半分の量に減らして服用し，そ
の量で2週間から1カ月程度，安定して眠れるようなら，
さらに半分と徐々に減らし，最終的には，眠れないとき
だけ睡眠薬を服用する状態（頓服）を目指す。これを「漸
減法」と呼ぶ。

 ◯睡眠制限法

眠れないからといって早く就寝する人がいるが，布団
の中で眠れない時間が長くなるほど，不安やイライラが
募り，一層眠れなくなるので，起床時刻は一定のまま，
あえて就寝する時間を30～60分遅らせることもある。こ
れを「睡眠制限法」と呼ぶ。昼寝・うたた寝も夜の眠りに
影響を与えるので，原則，疲れていても日中は横になら
ないことを勧める。
また，適度な運動は気分転換にもなり，体の疲労感が
眠りを誘う効果もあるため，夕方にちょっと汗ばむ程度
の運動や，寝る1時間くらい前にリラックス効果が期待
されるストレッチやヨガなどの軽運動を行うことも勧め
られる。さらに，寝ようと思っている時間の1～2時間
前に38～39℃程度のお風呂に入ると，リラックス効果に
加え，深部体温（内臓の体温）が寝るころに下がり出すこ
とで寝付きやすくなる。

 ◯認知行動療法

このように，生活習慣を見直しても，薬を減らせな

第2回

  Q 薬はできるだけ飲みたくありません。いつかやめられるでしょうか？

  A 不眠の原因にもよりますが，大抵の場合，睡眠薬の減量・中止は可能です。不眠の原因がストレスや不安
である場合，あるいは，不規則な生活や夜更かしを繰り返したことで寝付きが悪くなった場合は，睡眠薬を服用
しながら規則正しく寝起きを続けることで，自然に眠れるようになることが多いです。
　ただし，ストレスや不安が原因の「精神生理性不眠」の方は，布団に入ると「眠れないのでは？」と不安を感じ
たり，自己判断で薬をやめたことで「薬を飲んでいないから眠れないのでは？」と考えてしまうことが新たな不眠の
原因になることがあります。その場合，認知行動療法を行うことで，大抵は減薬・服薬中止が可能とされています。

睡眠総合ケアクリニック代々木　中村 真樹
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本連載の第1回・2回では欧州での箱出し調剤，米国に
おけるボトル調剤を紹介した。製薬企業が製造する箱包装
やボトル包装にはGS1データマトリクスが表示され，医薬
品のトレーサビリティーを確保することで偽造医薬品を見
破る対策をみた。
連載第3回では世界の地域薬局で患者の傍らで実施され

る臨床現場即時検査（Point-of-Care Testing；POCT）を
紹介する。続く第4回では日本の保険薬局における検体測
定室の設置と，このなかで行われる「検体測定」の未来に
ついて考えたい。

POCTは臨床検査施設以外の院内のベッドサイド，診
療所，ナーシングホーム，そして地域薬局で，臨床検査
技師以外の医療従事者が患者の傍らで小型分析機器や迅
速診断キットを用いて行う臨床検査である。世界の多くの
国々では，患者自身が行う検査もPOCTに組み入れる。
POCTを実践する医療従事者は，その臨床検査として

の品質を確保し，真に必要な場合に行わなければならない。
不正確な検査も，多過ぎる検査も患者に対して有害であ
る。POCTを実践する医療従事者は，POCTがどのような
患者アウトカムをもたらすのかを熟慮しなければならない。
世界の地域薬局では薬物治療の経過をモニタリングし，

「未病」の患者をスクリーニングするために，薬剤師による
POCTが実践されている。

はじめに

POCTとは何か

Pharmacy Guild of Australiaはオーストラリア政府と5年
ごとに地域薬局協定（Community Pharmacy Agreement；
CPA）を締結し，新たな業務内容を開拓している。2005年
の第4次CPAで探索的な研究（Research & Development 
Project）として試みられた慢性疾患のスクリーニング・リ
スク評価は，2010年の第5次CPAでは地域薬局の業務とな
り，冠動脈疾患，糖尿病，喘息や慢性閉塞肺疾患（COPD）
などの気管支疾患のスクリーニングとリスク評価が行われ
るようになった1）。
こうしたスクリーニングのために，血圧測定や患者の指
頭血を用いる総コレステロール，血糖・ヘモグロビンA1c
（HbA1c）の測定，肺機能の測定が行われている。また，骨
密度測定による骨粗鬆症のスクリーニング，クラミジア感
染症のスクリーニングなども行われ，抗凝血治療としてワー
ファリンを服用する患者では投与量調整のために国際標準
化比（International Normalized Ratio；INR）のモニタリ
ングが行われている。
オーストラリアに隣接するニュージーランドでもPOCT
が地域薬局で行われており，血圧，総コレステロール，血
糖，ワーファリン服用患者に対するINR，骨密度などのモ
ニタリングが行われている2）。
オーストラリアやニュージーランドではワーファリンを
服用する患者の退院後，地域薬局の薬剤師によってPOCT
を用いたINRモニタリングと抗凝血治療に関わる教育が行
われ，出血性合併症を有意に減らすなどのアウトカムが得
られている3-5）。

オーストラリアとニュージーランドの
地域薬局におけるPOCT

世界の地域薬局で
実践されるPOCT，
そして日本の検体測定（前編）

北里大学薬学部 喜来 望
東京薬科大学 土橋 朗

東京薬科大学薬学部 大山 勝宏
薬樹 溝呂木 俊介

ファーコス 佐藤 優子
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1. オーストラリアとニュージーランドにおける
 POCTガイドライン
POCTに対するガイドラインは各国で，臨床検査技師

などの職能団体によって一つのみならず作成されている6）。
オーストラリアでは2008年にAustralasian Association 
of Clinical BiochemistsによってPoint of Care Testing 
Implementation Guide（PCTIG）7）が公開された。
同ガイドはPOCTが直ちに医療従事者に検査結果を与
えるため，患者治療をタイムリーに行える点を評価する。
一方で，次のような問題が生じる可能性を指摘する。
・臨床的な必要性を十分に考慮せずに行う
・医療従事者の仕事が増える
・ 専門的技術がないために，あるいはPOCT装置の品質
管理（Quality Control；QC）が十分でないために，誤っ
た検査結果を出す

・ POCT装置の外部品質保証（External Quality Assurance；
EQA）が十分でないために，臨床検査施設と等質な検査
結果を示さない

・ POCT装置や試薬の購入に，POCT装置のEQAを受け
るために付加的な経費が発生する

・検査結果の解釈を誤る

これらの問題点は臨床検査技師以外の医療従事者が臨
床検査のQCや検査結果の解釈について正式な教育を受
けていないことに関係する。
オーストラリアのすべての臨床検査施設は認定を受ける
必要があるが，その必須項目にQCとEQAが含まれてい
る。これら2項目の評価基準は臨床検査施設以外で実施さ
れるPOCTでも遵守されなければならない。
また，ニュージーランドではNew Zealand Point-of-Care 
Testing Advisory GroupがBest Practice Guidelines for 
POCTを作成し8），このガイドラインをPOCT装置の選択
や品質管理などで用いることを推奨している。
オーストラリアのPCTIGをはじめとして，いずれの国

におけるPOCTガイドラインも，特定のPOCTに対して
十分に訓練され，適切に行う技能・能力をもつ医療従事者
が必要なPOCTを行い，その技能・能力レベルは定期的
に評価されなければならないとしている。また，POCT装
置の内部精度をその使用説明書に従って確保すること（QC
を行うこと），POCTの実施施設以外で運営されるEQAプ

ログラムに参加し，臨床検査施設における検査精度との比
較検証を行うこと（EQAを行うこと）を求めている。

2.POCTにおける有害事象

オーストラリアやニュージーランドで進展中のPOCTで
は，不適切な検体量の収集，不適切な試料調整，不適切
なQC手順，POCT装置や試薬の機能不全，不適切な検査
結果の解釈などの有害事象が生じており，こうした有害事
象の報告制度が必要であると考えられている8, 9）。こうし
た報告制度は，病理学者や臨床検査技師によって監督さ
れることが適切であると提言されている。

3.英国などの地域薬局におけるPOCT

英国の地域薬局はNHS（国民保健サービス）と契約して
プライマリーケアを担い，処方せん調剤などの必須サービ
スをはじめとする各種のサービスを提供する10）。地域NHS
の一つであるNHS Englandは地域特有のサービス（Local 
Enhanced Service）のなかに公衆衛生に関わるサービスを
定め，地域薬局ではPOCTによるクラミジア感染症やHIV
のスクリーニングのほか血圧，総コレステロール，血糖な
どの測定が行われている11）。英国でも多くのPOCTガイダン
スが作成されているが，Institute of Biomedical Science
のガイダンス12）もその一つである。
NHS Englandが所轄する90％以上の薬局が患者コンサ

ルテーションのための個室をもち，POCTはこうした環境
で実施されている11）。
欧州諸国では英国のほか，ドイツの地域薬局でコレステ

ロールや血糖の測定が，患者自身によるINR測定がPOCT
として行われ13），フランスでも血糖測定やインフルエンザ
のスクリーニングなどが実施されている14）。

米国では，個人経営の地域薬局が大手チェーン薬局と
の差別化を測るため，総コレステロール・HDLコレステ
ロール，血糖・HbA1c，血圧，骨密度の測定などが患者
の個人負担で行われている。
2011年当時，大手チェーン薬局であるWalgreensは33州

1,400店舗で総コレステロール・HDLコレステロール，血

米国の地域薬局におけるPOCT


