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患 　者：夜中は，目が覚めてウトウトして，また目が覚
めて…を繰り返すけど，昼間の眠気に困ることはない
わね。ただ，夜は早くから眠くなるの。

処方内容

こんなケースで，薬剤師はどう考える？

Let's 臨床判断！

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　堀 博昭，堀 美智子

 7 回第

 80歳，女性

 パーキンソン病

   ｢寝つきはよいが，夜間に何度も起きることがある」と訴えたところ，メネシットが夕方2錠
(夕食後寝てしまうことが多い）から，処方せん②のように変更になった。

患者背景

夜間の不眠で
抗パーキンソン病薬の処方変更

薬局店頭での会話

薬 剤師：今回はメネシットが夕方2錠から，夕方と夜
10時に1錠ずつ飲むように変更されていますね。

患 　者：そうなの。夕方に薬を飲むと寝てしまうことも
多くて，それで夜中に何度も目が覚めてしまうと言っ
たら，飲み方を変えてみましょうと言われたの。

薬 剤師：そうですか。昼間に眠気に困ったり，朝に薬を
飲んで眠くなることはないですか。

処方せん①

メネシット配合錠100 6.5錠 1日5回
 起床時0.5錠 朝2錠（食後）　昼1.5錠（食後）
 15時0.5錠 夕2錠（食後）
コムタン錠100mg 3錠 1日3回
 分3　朝昼夕　食後
ドプスOD錠100mg 3錠 1日3回
 分3　朝昼夕　食後
エフピーOD錠2.5mg 1錠 1日1回
 朝食後
 30日分

処方せん②

メネシット配合錠100 6.5錠 1日6回
　起床時0.5錠 朝2錠（食後）　昼1.5錠（食後）
 15時0.5錠 夕1錠（食後）　午後10時1錠
コムタン錠100mg 3錠 1日3回
 分3　朝昼夕　食後
ドプスOD錠100mg 3錠 1日3回
 分3　朝昼夕　食後
エフピーOD錠2.5mg 1錠 1日1回
 朝食後
 30日分
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肝機能低下の
サインと対応

かかりつけ薬剤師なら知っておきたい

　かかりつけ薬剤師には，住民の相談に的確に対応するととも

に，訴えや症状から重篤な疾患の可能性に気づき早期の受診に

つなげる役割が期待されています。

　本特集では，来局者の症候や検査値変動などのサインから肝

機能低下に気づくためのコツや，肝機能に応じた生活指導のポ

イント・留意点を取り上げるほか，薬剤師として押さえておく

べき薬物性肝障害に関するデータなどを紹介します。

■  店頭で気づきたいこと・聴きたいこと　
佐藤 光明，榎本 信幸 ……………………………… 16

■  肝機能低下が気になる人への生活指導
加藤 眞三 ………………………………………… 21

■  薬物性肝障害のタイプと原因薬剤
滝川 一 …………………………………………… 24

特 集
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肝機能低下が気になる人への
生活指導

生活指導は，上記のカテゴリーに応じて以下のように
行う。なお，断煙（禁煙）を強要することはできないが，
喫煙は基本的に健康を害するものであり，医療者から勧
めたり許可することはない。

1 自覚症状から肝機能が気になる
短期間（1～数週間以内）の生活の不節制が原因で症状
が生じている場合は，以前の日常生活に戻し，バランス
のとれた食生活や十分な睡眠を心がけ，飲酒も控え，自
覚症状の回復を待つ。それでも症状が1週間以上続いた
ら，医療機関への受診を勧める。
一方，自覚症状が数週間以上続いているのであれば，
一度医療機関を受診しチェックを受けることを勧める。

2 検診で初めて異常がみられた
検診で初めて肝機能異常を指摘された人に対しては，
一度医療機関を受診するように勧める。治療が必要な肝
炎であるか否かの見極めが重要だからである。
ウイルス性肝炎（C型肝炎やB型肝炎など）については，
治療技術が著しく進歩し，治療できる病気になったこと
を患者に説明する。また，他の薬剤や健康食品などを使
用している場合は，それらによる肝炎の可能性を考えて
おく必要がある。

3 肝機能検査の異常が続いている（脂肪肝）
このために相談に訪れる人が最も多いことだろう。脂
肪肝はアルコール性と非アルコール性（NAFLD）に大き
く分けられる。非アルコール性脂肪肝は，肥満や糖尿病，
脂質異常症を伴った人が多い。
かつてアルコール摂取の多い人は，酒ばかり飲んで食

肝臓の状態別の患者指導

肝機能の低下が気になる人は，いくつかのカテゴリーに
分けられ，その原因や状況によって生活指導の仕方は大き
く異なる。したがって，単に「肝機能の低下が気になる」と
とらえるだけでなく，さらに詳しい情報を集め，どのカテ
ゴリーに該当するかを見極めて指導することが必要になる。
各カテゴリーの特徴を以下に示す。
❶自覚症状から肝機能が気になる
何となくだるい，元気が出ないなどの自覚症状があり，

日ごろの不節制な生活から肝機能が低下しているのではな
いかと気にしているが，検診や医療機関の受診は行ってい
ない。
❷検診で初めて異常がみられた
職場や地域の検診，ドック検診で初めて肝機能検査の異
常を指摘された。
❸肝機能検査の異常が続いている
以前に検診などで肝機能検査値の異常を指摘され，医療
機関で精密検査を受けた。肝炎ウイルスや自己免疫疾患に
ついて検査上では陰性といわれ，脂肪肝に対する生活指導
を受けている。
a） 飲酒量が多いため減量するようにいわれているが，そ
のまま改善されていない。

b） 飲酒量は多くはないが肥満や糖尿病があり，食事や運
動について指導されている。

❹慢性肝臓病患者
肝臓病のため医療機関を定期的に受診しており，C型肝
炎ウイルスやB型肝炎ウイルスによる慢性肝炎あるいは肝
硬変の初期といわれている。
❺進行した肝硬変患者
肝硬変と診断されており，腹水や浮腫，黄疸，肝性脳症

などの症状が出てきている。

肝機能の低下が気になる人とは

認知症の早期発見と治療・ケア特集かかりつけ薬剤師なら知っておきたい　肝機能低下のサインと対応特集

慶應義塾大学看護医療学部　加藤 眞三
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事をろくにとらないので肝臓が悪いといわれ，高蛋白・
高エネルギー食を勧められていた時代があった。しかし，
飽食の時代を迎えた現在では，むしろ大量に飲酒しなが
ら過食し運動はしないという人が多くなっている。その
ため，アルコール性か非アルコール性かそれほど明瞭に
区別できない場合が多い。
（1）食事指導（表1）
❶エネルギー摂取
相談者が肥満体であれば，エネルギーを制限した食事
が必要となる。①高脂肪食の摂取，②精製した糖分や果
物などの多量摂取，③深夜の食事─などは特に要注意
である。また，清涼飲料水やのど飴などを大量に摂って
いないかも確かめる。
エネルギー摂取はBMI〔体重kg/（身長m）2〕を25以下
にすることを目標とするが，学生時代に痩せていた人で
あれば体重は学生時代の10％増しを上限にするなど，少
し厳しいBMIの目標設定が必要となることがある。毎日
体重を測定していると，どのような食べ方で太るのかを
自覚できるので，体重の測定・記録を勧める。
❷栄養バランス
日本人は全体的に蛋白質を摂り過ぎる傾向にあり，肉
類や乳製品を制限した方がよい場合もある。また，食物
繊維を摂るために，根菜，豆類，きのこ，海藻などの摂
取は積極的に勧める。未精製の穀類は，食物繊維だけで
なくビタミンやミネラルを補給するためにもよい。
食事の栄養バランスについては，個々の品目を足し算
で考えていくよりも，バランスのとれた献立を見てもら

い，感覚的に身につけてもらうことも重要である。
❸アルコール摂取量
アルコールの多飲が原因で肝機能が悪くなっているの
であれば，ASTやALTが基準値内に，γ-GTPが100以
内になる程度まで一時的な断酒を行い，その後もASTや
ALTを基準値内に維持できる程度に飲酒量を抑えておく
ことが望ましい。具体的には，健康日本21において1日
平均飲酒量は男性で2合以下，女性で1合以下が目標と
されている。
（2）安静と運動
一昔前は，肝臓病への対応というと安静が強調されて
いた。そのため，現在でも安静を勧める人がいるが，脂
肪肝であれば安静ではなく，むしろ積極的に運動を勧め
る。ただ運動といっても，必ずしもスポーツウェアに着
替えて運動靴を履いて行う必要はなく，普段の生活のな
かで歩行やスロージョギングを行えばよい。できれば毎
日30分以上を目安に有酸素運動を励行する（表2）。
戸外での運動ができない状況であれば，室内でのスク
ワットなどが勧められる。運動を継続することが何より
も大切なので，本人が気軽にでき，好んで継続できる運
動を探してもらう。

4 慢性肝臓病患者（慢性肝炎や肝硬変の初期）
C型やB 型の肝炎ウイルスによる慢性肝炎や肝硬変の
初期であっても，肥満が病気進展のリスクを高めること
が近年明らかにされている。高蛋白・高エネルギー食で
はなく，適度なエネルギー食や栄養バランスのとれた食

表1   慢性肝臓病で心がけるバランスのとれた食事

1 適正なエネルギー量（体重を目安としてBMI＜25に）
2 適正な蛋白量（1.2～1.5g/kg体重）
3 炭水化物は大切なエネルギー（50～65％）。 
未精製の穀類はビタミン，ミネラル，食物繊維を補う

4 動物性脂肪は控えめに〔肉，乳製品〕
5 1日の塩分は9g未満（7.5g），高血圧予防には6g未満
6 食物繊維を十分に〔根菜類，海藻，きのこ，こんにゃく など〕
7 C型肝炎では，鉄の多い食品を控え目に
8 進行した肝硬変では規則正しく分割食で〔LES食〕
9 腹水・浮腫があれば塩分を制限（5～6g/日）

表2   肝臓病の時でも適当な運動を

■有酸素運動
•いつまでも続けられる程度
•最大運動強度の50～60％
•心拍数を目安とする（約110/分以内）
•汗ばむ程度の速さ
　　・普通に会話ができる　　・やや息が弾む

■30分間を目安とする

■週末だけよりは，できるだけ毎日

◀

以上の条件なら肝硬変代償期まで問題ない。
慢性肝炎なら，もっと強度の高い運動でもよい。
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薬物性肝障害の
タイプと原因薬剤

性）─に大別される。
アレルギー性は発熱，発疹，皮膚瘙痒，好酸球増多な
どのアレルギー所見が得られれば，診断の確実性が高ま
る。これに対して，代謝性のものは診断しにくく，特定
の個人のみで生じる特異な代謝物を同定しない限り，あ
くまで推察に基づいた診断しかできない。
（3）肝細胞障害型，胆汁うっ滞型，混合型
肝障害は，タイプ別には肝細胞障害型，胆汁うっ滞型
および両者の混合型の3つに分類される。臨床的には，
肝細胞障害のマーカーである血清ALT値と，胆汁うっ
滞のマーカーである血清ALP値のどちらが優位に増加し
ているかによって分類する1）（表1）。

1 活性代謝物による発症
想定されているDILIの発症機序を表2と図1に示す2-4）。

このうち，活性代謝物による肝障害の発症機序は図2の通
りである。すなわち，肝細胞に取り込まれた薬物がチトク
ロームP450（CYP）やグルクロン酸転移酵素（UGT）で代
謝され活性代謝物が生じた際，これがグルタチオン転位
酵素（GST）などで解毒され，肝細胞から排泄されれば問

DILIの発症機序

近年，薬の副作用は社会的にも注目されており，そのな
かでも肝障害は劇症化して死に至る場合もあり，重要視さ
れている。薬物の多くは肝で代謝されるため，薬物にさら
される肝の障害は，避けて通れない副作用である。薬物性
肝障害（drug-induced liver injury：DILI）は，近年では
保険収載薬だけでなく，民間薬や健康食品によって起こる
ことも多い。

（1）予測可能，予測不可能
DILIは，成因別には予測可能なものと，予測不可能な
特異体質によるものに大別される。アセトアミノフェン
に代表されるような，濃度依存性に予測可能な肝障害を
起こす薬物はむしろ例外的であり，多くは特異体質に基
づく予測できない肝障害である。
（2）アレルギー性，代謝性
特異体質によるDILIはさらに，①アレルギー機序によ
るもの（アレルギー性），②個体の特異体質のために産生
された肝毒性の高い代謝物によると考えられるもの（代謝

はじめに

DILIの分類とそれぞれの特徴

表1   肝酵素による薬物性肝障害の病型分類

肝細胞
障害型

ALT＞2N＋ALP≦N　または　ALT比/ALP比≧5

胆汁
うっ滞型

ALT≦N＋ALP＞2N　または　ALT比/ALP比≦2

混合型 ALT＞2N＋ALP＞N　かつ　2＜ALT比/ALP比＜5

N：正常上限　　ALT比＝ALT値/ N　　ALP比＝ALP値/ N

〔滝川一，他：DDW-J 2004ワークショップ薬物性肝障害診断基準の提案．
肝臓，46（2）：85-90，2005より〕

表2   DILIの発生機序

•活性代謝物の生成

•BSEP（毛細胆管膜の胆汁酸トランスポーター）の阻害

•薬物トランスポーターや代謝酵素の修飾

•ミトコンドリア傷害，酸化ストレス

•獲得/自然免疫の修飾

•胆管上皮傷害

•ヒストンのアセチル化

かかりつけ薬剤師なら知っておきたい　肝機能低下のサインと対応特集

帝京大学医学部内科　滝川 一
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題はない。しかし，活性代謝物が免疫反応で炎症や傷害
を起こしたり，細胞機能の破綻やアポトーシス，壊死に
より細胞死が起こるとDILIが生じると考えられている。

2 慣れ現象を含む仮説
最近では，DILI症例の遺伝子解析でヒト白血球抗原

（HLA）の関与が報告され，これを受け，慣れ現象

（adaptation）を含むDILI発症の仮説がKaplowitzらによ
り提案されている5）（図3）。
この考え方によると，薬物やその代謝物が肝内のペプ
チドと共有結合し抗原性ペプチドが生成され，この薬物
に感受性HLAをもつ個体が，適応免疫により軽い肝障害
を起こす。その後，感受性HLAをもつ個体の90％以上は
慣れ現象により免疫学的寛容となり，肝障害から回復す

図1   DILIの発生機序

図2   活性代謝物による肝障害の機序

炎症と傷害 肝細胞死

蛋白構造の修飾と新しい抗原の生成

免疫反応

細胞機能の失墜，アポトーシス，壊死

トランスポーター
薬物代謝

（CYP，UGTなど）
解毒
（グルタチオン抱合など）

細胞内蛋白への結合

薬　物 排　泄

活性代謝物

免疫による傷害

反応性代謝物による
傷害

細胞再生の阻害

イオン勾配消失

グルタチオン枯渇

ミトコンドリア傷害

類洞膜

毛細胆管膜

トランスポーターの
阻害



39調剤と情報  2016.7（Vol.22 No.9） (1075)

吉田　医療の情報化は，最初は病院部門内の電子化から
始まって，例えば部門間の指示（オーダリング）の電子化
とか，あるいは画像の共有などが広がってきて，そこか
らレセプトや電子カルテまできて，そこからさらに広げ
ようとしている段階だと思います。
これからは，情報の共有・ネットワーク化が病院外に
も広がり，病院間や薬局，それから介護も含む地域医療
連携の全体をネットワークで結んで医療情報を共有する。
そうなると，例えば投薬情報とか検査情報といったもの
が共有化されます。そうすればもちろん作業の効率化に
もなりますが，それ以外に新しい産業が出てくることを
まず期待しています。それがネットワークをつなぐ効果
だと思っています。

Ko
he

i Y
os

hi
daaPROFILE

―― 現在，総務省が進める医療分野でのICT化はどのよ
うなものなのか，医療者や患者にどのようなメリットがあ
るのか伺えればと思います。本日はよろしくお願いします。
吉田　情報通信のインフラ整備が進み，ブロードバンド
回線や携帯電話の通信規格のLTEなどが普及したことで，
高速の回線がほぼ全国どこでも使えるようになりました。
そして，クラウドの発達などにより情報の蓄積も進んで
います。しかし，これらのメリットを国民に示せていな
いような気がします。
これらの情報を，教育や電子政府，マイナンバーなど
につなげてデータを利活用することにより国民へのサー
ビスが充実し，結果として産業競争力が強化されること
が重要です。ここの「データの利活用」というところで，
健康医療分野は一丁目一番地になると考えています。
―― 医療の分野でこそ情報を利活用すべきだと。
吉田　国民皆保険でみんながいろいろな医療機関，ある
いは薬局とつながれるというのは，日本の医療環境が非
常に進んでいることを示していると思います。そこにた
まったデータがきちんと活用されれば，これは宝の山と
いえます。ネットワークでつないだ先には，情報を活用
する，二次利用するというところまでつなげたいというの
が政府全体の思いです。医療については厚生労働省が主
官庁ですが，情報の利活用について，総務省も寄り添う
形でお手伝いするというのが基本的な立ち位置になります。

―― いまのところ，医療のネットワークと情報の利活用は
どのような状況でしょうか？

国民がメリットを感じられる情報の
利活用を目指す

蓄積データを産業や研究につなげる

医療情報のICT化と
その利活用

吉田 宏平
総務省情報流通行政局
情報流通高度化推進室
室長

1994年に郵政省（現総務省）入省。情報通信政策，特に
携帯電話の新規参入や番号ポータビリティの導入，ならび
に電気通信分野の競争促進に関する制度整備などに従事。
2013～15年に株式会社電通への出向（官民交流）を経
て，現職において医療・健康・介護分野のICT化の推進
とICTによる働き方改革を担当。

聞
いて
納得！

17回
第
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聞いて納得！17回第

―― 個人の情報がどのように利用されるか不安もあるかと
思います。
吉田　そうなのです。個人情報保護のため，患者から同
意を得る必要があるのですが，なかなか難しく，200以上
のネットワークで使われている個人の情報は1％くらいな
のです。
―― たった1％！
吉田　まずはここを増やしていく。その上で，全国のネッ
トワークを互いに利用可能にしていかなければいけない
のです。

―― 個人情報の利用に不安が多いということですが，どの
ように取り扱われるのでしょうか？
吉田　ここで扱う情報に関してはPHR※，すなわちパー
ソナルヘルスレコードという考えのもとに運用されます。
PHRの世界では，基本的にどこに情報を提供するにして
も本人の同意が前提です。同意が得られたものに関して，
提供するということです。
本人の同意を得ることは若干煩わしくもあります。し
かし，どこかに活用するときには，「それに対して同意し
ますか」ときちんと確認しなくてはなりません。
※ PHR：本人が管理・活用する自らの健康・医療・介護に関する情報

―― 交通系ICカードの情報の取り扱いについては，個人
を特定できないよう名前を除いたからいいという話があり
ましたが，これは個人情報に関してグレーでなく真っ黒で
はないかという話もありましたよね。
吉田　まず，匿名化したデータを特定の個人に結びつけ
ることは個人情報保護法違反です。では，その匿名化が
どこまでできているのか。交通系ICカードの話は，名前
を除いていても，ある特定の駅を乗り降りし，それが利
用者の少ない駅の場合は人数が絞られます。人数が少な
ければ，そこから個人の行動が明らかにできるので，匿
名化されたとはいえず，本人の同意なく第三者に提供し
てはいけないのではないかという議論でした。
―― 履歴により特定できてしまう情報は駄目だとなってし

まいますね。
吉田　はい。例えば，本人の同意を得ないで第三者に提
供するためには，1人のデータではなく，5人分くらいを

PHRの利活用は本人の同意が基本

―― 作業の効率化はもちろん，産業の活性化にもつながる
のですね。
吉田　例えば「ある症状，ある年代のこういう属性の人
にこういう薬を飲ませたら，症状がこうなった」といった
データが蓄積すればするほど，それは次の製薬業界のテー
マにもなり得ますし，あるいは新たな医療技術の研究，
診療技術の研究にもつながると思います。
安倍首相も産業競争力会議でデータの利活用について，
2020年までを集中的な改革期間としています。健康医療
分野についても，日本の産業競争力強化ということで，医
療技術の国際輸出のようなことを2020年までに進めると
して，内閣官房が健康医療戦略室で旗振りをしています。

―― 課題はありますか？
吉田　「つなぐ」ということ自体は，ここ10年くらいでけっ
こう進んできていて，地域医療圏ごとにそういう医療連
携のネットワークが全国でもう200以上できています。
ただ，そのネットワークが使われていないのです。参加
率をみてみると病院全体では23％，診療所は7.3％に過ぎ
ません。
なぜかというと，非常に高機能・高価なシステムが作
られていて，運用や更新のたびに高いコストがかかって
いるので，維持費がもたないのです。
―― ランニングコストの問題なのですね。
吉田　そうなのです。そうすると，医療機関に参加費を
求めなければなりません。およそ，病院で月2万円，診
療所レベルで月6,000円ぐらいが必要といわれています。
それほど非現実的な額ではありませんが，個人経営の薬
局や，本当に小さな介護の事務所などでは，1年間で数
万円かかるとなると二の足を踏んでしまう。メリットが
感じられないのになぜお金を払うのかみたいなことに
なってしまって，これは本当にニワトリとタマゴだと思
うのです。
―― 国が無料で供給できないのでしょうか？
吉田　そういう発想もありますが，すでに地域に根差し
た取り組みを自分たちで進めています。それにかぶせる
形で国がやるというのは難しいのです。

医療情報連携，
ネットワークの整備に課題も
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2．効能・効果
うつ病・うつ状態

3．用法・用量
通常，成人にはベンラファキシンとして1日37.5mgを

初期用量とし，1週後より1日75mgを1日1回食後に経
口投与する。なお，年齢，症状に応じ1日225mgを超え
ない範囲で適宜増減するが，増量は1週間以上の間隔を
あけて1日用量として75mgずつ行うこととされている。

4．治療の位置づけ
本剤は，すでに海外において大うつ病性障害などの治療

薬として普及しており，米国の治療アルゴリズム（TMAP：
Texas Medication Algorithm Project）では，精神病性
の特徴を伴わないうつ病治療の第一選択薬として推奨さ
れている1）。また，ほかの第一選択薬には反応しない，
または忍容性がないために治療変更を要する場合の第二
選択薬としても推奨されている1）。
海外では全般性不安障害，社会不安障害，パニック障
害にも適応となっている。12種類の第二世代抗うつ薬を
評価するためのメタアナリシスであるMeta-Analysis of 
New Generation Antidepressants Study（MANGA-

 特徴

1．開発の経緯
イフェクサーSRカプセル（ベンラファキシン塩酸塩；

以下，本剤）は，神経伝達物質であるセロトニンおよび
ノルアドレナリンの両方の再取り込み阻害作用を有する
抗うつ薬〔セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害
薬（Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitor；
SNRI）〕として，1981年に米国ワイス社（現ファイザー社）
で発見された。
当初，ベンラファキシンは1日2～3回投与の即放錠と
して開発され，1993年にニュージーランドで承認された。
その後，治療アドヒアランスの向上を目的として，1日1回
投与の徐放性カプセル製剤であるイフェクサーSRカプセ
ルが開発され，1997年にスイスで承認された。2015年
4月現在で90以上の国と地域で承認されており，海外に
おいてもEffexorの商品名で発売されている。
わが国においては，1995年に日本ワイス社（現ファイ
ザー）が日本人での臨床試験を開始し，うつ病・うつ状
態に対する有効性と安全性が認められたことから製造販
売承認を申請し，2015年9月に1日1回食後に経口投与
するうつ病・うつ状態に対する治療薬として承認された。

◆  薬理試験では低濃度で主にセロトニン系に作用し，高濃度ではセロトニン系とともにノルアド
レナリン系にも作用すると考えられている。

◆  1日1回の内服を可能とするため徐放性顆粒を充填した硬カプセル製剤となっている。

◆  発現頻度の高い副作用として，悪心，傾眠，口内乾燥，便秘がある。
  悪心は投与開始1週間以内に発現する症例が多く認められ，他の3事象は投与開始から1～2週
間以内に多く認められている。

P o i n t

虎の門病院薬剤部　那須 いずみ，林 昌洋

イフェクサーSRカプセル37.5mg,75mg
（ベンラファキシン塩酸塩）
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 ▶▶複数介護者による服薬介助で重複服用！ 

(1109)

　　　    睡眠薬の処方意図と 
薬剤師による指導内容の相違で不眠悪化！

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：72歳の女性。A病院

Rp.1［8月3日：初回来局］

レンドルミンD錠0.25mg　1錠

 1×　寝る前　19日分

Rp.2［8月23日：2回目来局（疑義照会前）］

レンドルミンD錠0.25mg　1錠

 不眠時　35回分

Rp.3［疑義照会後］

レンドルミンD錠0.25mg　1錠

 1×　寝る前　30日分

レンドルミンD錠0.25mg　1錠

 不眠時　5回分

ケース1

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

複数介護者による
服薬介助で重複服用！

第70回

隊長    東京大学大学院薬学系研究科育薬学　澤田 康文

＊ 8月23日の処方は35日分である。35日分になった

理由は，医師の診察日の都合，患者の通院の都合，

医療機関が遠方であったことなどが考えられるが，不

明である。

何が起こった？
レンドルミンD錠0.25mgの用法が「1錠　1×　寝る

前」（Rp.1）から，「1錠　不眠時」（頓用，Rp.2）に変

わった。レンドルミンD錠は投薬期間に上限（30日分）

が設けられている医薬品であることから，Rp.3のよう

に変更になったが，薬剤師は患者の家族に「眠れない

ときに頓用してください」と服薬指導した。

そのため患者の家族は「なるべく飲まない方がよい」

と解釈してしまい，服薬を我慢することによる服薬状

況の悪化，反跳性不眠と思われる症状が起こるなどの

問題が発生したため，家族が用法変更となった理由な

どについて薬局に説明を求めた。

▶▶どのような経緯で起こった？

患者の処方を当薬局で受けるのは2回目で，いずれも
患者の家族が薬を受け取りに来た。1回目（8月3日）の来
局時インタビューでは，薬の内容はわかっているとのこ
とであった。
2回目（8月23日）のRp.2において，レンドルミンD錠

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。
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0.25mgが35回分処方されており，薬剤師Pは30日分ま
でしか投与できない医薬品であることを踏まえて疑義照
会を行った。詳細な疑義照会の内容は不明であるが，結
果的にRp.3のように変更となった。
1週間後（8月30日）に患者の家族が来局し，「8月23日

に来局したとき，（薬剤師Pから）レンドルミンD錠はな
るべく飲まない方がよいと言われたが，本当にそうなのか。
そのようにしたら全然眠れないので困る。飲まずに我慢
して眠れない場合，真夜中になってレンドルミンD錠を
飲んでも大丈夫か。あるいは，B病院でもらっていたリ
スパダール内用液を飲んだ方がよいか？」と相談した。
薬剤師Pは休日で不在だったため，別の薬剤師Qが対応
した。
患者の来局歴が浅く，回答するためには詳細な情報が
必要と感じたため，服薬状況などを確認したところ，次
のことがわかった。最近，B病院からA病院に移ったが，
それまではRp.1のように，レンドルミンD錠は連日，寝
る前に必ず1錠服用していた。
薬剤師Qは，「リスパダール内用液のことをA病院の

医師は知っているのですか？」，「何か指示が出ています
か？」，「A病院の医師は，レンドルミンD錠について，
飲み方を変えることなど何かお話しされましたか？」など
といくつか確認した。
これに対し家族は，「A病院では，8月3日にB病院の
内容に準じた処方をするとは言われたが，リスパダール
内用液のことは一言も言われていないし，恐らく飲むこ
とを想定していないと思う。レンドルミンD錠の飲み方
については，直接A病院の医師からは言われなかったが，
薬局でなるべく飲まない方がよいと言われたことから，
A病院から薬局にそのような指示があったのか，そうで
なければ，どこからそのような指示が出てきたのか，引っ
かかるので詳細な事実関係を知りたい。できれば薬剤師
Pと話をしたい」とのことであった。
薬剤師Qは，薬剤師Pが不在であることを伝え，すぐ
に連絡をとって事実関係を確認し，A病院にも連絡して
どのような指示であるのかを再確認してから，自宅に電
話することを伝えた。家族は，初めはやや怒り気味の様
子であったが，最後は落ち着いて帰っていった。
薬剤師Qは，8月23日の薬歴を確認したが詳細な情報
の記録がなかったため，薬剤師Pに電話連絡をしたとこ

ろ，薬剤師Pは「レンドルミンD錠の処方意図が寝る前か
ら頓用に変更になったという印象が強く残っていて，疑義
照会を行ってRp.3のように変更になったが，あくまで指
示は頓用だろうと思い込んでしまった」とのことであった。
当該患者は，それまではレンドルミンD錠を連日服用
していたため，8月23日以降に急に服用を中止したこと
により，反跳性不眠が現れた可能性が高いと考えられた。
そこで，薬剤師Qは，オーダリングシステムではレンド
ルミンD錠の35日分を処方できないため，あえて5回分
（5錠）を頓用指示にして全体で35錠を処方した可能性を
踏まえて，A病院に確認の電話をした。外来看護師が電
話に出たため，経緯の要点が伝わるよう説明し，医師に
実際の指示を確認後，折り返し電話してもらうよう依頼
した。
その後，間もなく電話があり，「寝る前1錠の連日服用」
が実際の指示であることを確認した。推測した通り，
オーダリングシステム上は30日分を超える処方ができな
かったので，Rp.3のようにしたとのことであった。実際，
次の来院は35日後の予定であった。
薬剤師Qは，今まで通り1日1回寝る前に1錠を毎日服
用する指示であることを，電話で家族に伝えた。さらに，
医師が30日分を超える処方をするため，頓用指示にせざ
るを得なかったこと，その点について薬剤師Pが処方意
図を確認，理解して，家族に誤解されないように説明す
るべきだったが，それができていなかったことを詫びた。
家族は，「今まで通り，レンドルミンD錠は連日寝る前
に1錠服用させる。薬は副作用があるから，ちょっとし
た指示の違いでも，患者側は心配になるもので，今回の
件は心に引っかかっていたが，これで納得できた」と述
べた。

▶▶隊長のヒント

難易度　★★☆☆☆

医師の処方意図と薬剤師が誤解して服薬指導したポイ

ントをチェックする。

▶▶問題点の解析

レンドルミンD錠0.25mgは，30日分までしか投与で
きない医薬品であり，A病院の処方オーダリングシステ
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? ??のギモン相談室
今さら聞けない

不眠

日中の睡魔，何とかならない？

 ◯睡眠負債

日中の眠気の原因として第一に挙げられるのは慢性的
な睡眠不足である。連日の睡眠不足のダメージは蓄積す
ることが知られており，21～38歳の被験者を対象にした
研究では，2週間にわたって毎日6時間睡眠を続けると，

一晩徹夜したのと同じレベルの眠気・認知機能の低下が
出現することが示されている1）。
このような慢性的な睡眠不足によるダメージは日を追
うごとに蓄積していくことから，睡眠負債と呼ばれる。
1日に必要な睡眠時間は図1に示したように，年齢に合わ
せて推移していくが2），15歳で約8時間，25歳で約7時

第4回

  Q 仕事中急激な睡魔に襲われます。何とかならないでしょうか？

  A 仕事中の眠気の多くは慢性的な睡眠不足が原因です。休日に，平日（もしくは仕事のある日）よりも2時間
以上長く寝ている場合には，睡眠不足を第一に考え，平日の睡眠時間を延長するよう心がけましょう。15分程
度の短時間の午睡や，カフェイン飲料の摂取も有効です。十分な睡眠時間を確保しても眠気が残る場合には，
過眠症などの睡眠障害の可能性を考慮し，専門の医療機関に相談するのがよいでしょう。

睡眠総合ケアクリニック代々木　松井 健太郎

図1　健康人の夜間睡眠時間の加齢変化

〔Ohayon MM, et al.：Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals : developing normative sleep values 
across the human lifespan. Sleep, 27（7） : 1255-1273, 2004より〕
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ライフスタイルに合わせた製剤の提案が必要になる。また，
円背の高齢者ではBP製剤服用後に喉のつかえ感や，胸や
けなどの消化器症状を訴える例もあり，これらの副作用
により，アドヒアランスの低下を招くこともある。剤形を
含めた薬剤の特徴を知り，患者一人ひとりに対して適正
な薬剤選択がされているかの確認も必要となる。

BP製剤服用患者では口腔内を清潔に保つ

BP製剤は骨粗鬆症治療の主要な薬剤で，強い骨吸収
抑制作用と骨密度増加作用を有する。BP製剤で注意が
必要な副作用に顎骨壊死がある。高齢者は虫歯治療や歯
周病などで抜歯が必要な場合も少なくない。このためBP
製剤服用時には口腔内の清潔に加え，歯科を受診する際
にその旨を主治医に相談するよう説明する必要がある。
特に口腔衛生状態の不良は局所リスクファクターとして
挙げられるため（表1）口腔内の清潔の重要性を認識して
もらうことが大切になる。
骨粗鬆症患者の多くが高齢者であることを踏まえ，わ
れわれ薬剤師は腎機能とアドヒアランスについて，特に
注意して確認する必要がある。

  ポイント  
わが国は超高齢社会を迎え，高齢者の骨粗鬆症に伴う
骨折は医療においてのみならず社会的にも重要な課題と
なっている。骨粗鬆症の治療は薬物治療が主体であり，
アドヒアランスを向上させ骨量増加ならびに骨折予防に
寄与することは，われわれ薬剤師に課せられた責務である。

腎機能の確認とアドヒアランス維持へのサポートが大切

高齢者の特徴として，腎機能をはじめとした生理機能
の低下ならびに認知機能の低下がある。現在上市されて
いる骨粗鬆症治療薬にはBP製剤，副甲状腺ホルモン製
剤，選択的エストロゲン受容体モジュレーター（SERM），
活性型ビタミンD3製剤などがあるが，その多くが腎機能
障害時に慎重投与，一部は禁忌となるため，腎機能の確
認が必須となる。
認知機能の低下は，アドヒアランスの低下につながる
恐れがある。現在では経口剤だけでも毎日投与製剤，週
1回投与製剤，月1回投与製剤があり，注射剤において
も自己注製剤や静注製剤など治療薬は多様化している。
そのため，患者の理解力や家族のサポート体制を確認し，

今日から
使える！

： ボナロン錠35mg/週を処方している患者が歯科を受診し，歯科医から休薬についての問い合わせがあっ
たが，どうしたらいいのか？
： ボナロンのような窒素含有型ビスホスホネート（BP）製剤は，投与中に抜歯などの侵襲的歯科治療を受
けた後に顎骨壊死の発生が報告されており，BP関連顎骨壊死（BRONJ）もしくは骨吸収抑制薬による
顎骨壊死を総称してARONJと呼ばれています。侵襲的歯科治療前の休薬基準は投与期間およびリスク
ファクター（BP製剤の種類，治療内容，現病歴，薬歴など）の有無により異なります（表1）。
投与期間が3年未満でリスクファクターがなければ原則休薬は不要ですが，投与期間が3年以上もしく
はリスクファクターがある場合，骨折リスクが高くなければ休薬が望ましいです。休薬が可能なら3カ
月程度，治療後の投与再開は急ぐ場合には2週間後，余裕があれば2カ月前後で行います。

第4回
骨粗鬆症
治療薬

患者に合った剤形を選択し
アドヒアランス維持

 新潟大学医歯学総合病院　島田 泉
国立病院機構静岡医療センター　彦坂 麻美

鈴鹿医療科学大学薬学部　大井 一弥
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1．STEP1，STEP2の再確認
前回の内容およびファーマシューティカルアセスメン
トを再確認しましょう。
STEP1の聴き取りにより，次のファーマシューティカ

ルアセスメントPOINTを得ることができました。

ファーマシューティカルアセスメントとは，「適切な薬物療法を実施・提案するために，薬剤師
が行う聴き取り・フィジカルイグザミネーション・検査データや他職種から得た情報やデータなど
を活用し，薬学的視点をもって包括的に評価すること」を指して，筆者らが提唱している概念です。
難しいように感じるかもしれませんが，実際には薬剤師が日常の服薬支援で行っていることを
言葉に表したもので，決して難しいものではありません。
ファーマシューティカルアセスメントを行う流れの例を示します。

患者の状態をしっかりと把握し，問題点を抽出する（聴き取り・コミュニケーション）

フィジカルイグザミネーション・検査データや他職種から得た情報やデータなどを活
用する（情報を活用する）

薬学的視点をもって包括的に評価する（アセスメントを行う）

アセスメントを活用する（疑義照会や服薬支援）

今回は， 3STEPSTTET および 4STEPSTTET について紐解いていきます。

1STEPTEEE

2STEPTEEE

3STEPTEEE

4STEPTEEE

薬学的視点をもって包括的に評価する（アセスメントを行う）

はじめに

3STEP

★患者の状態をしっかりと把握する
①50歳，女性
②肥満気味
③昼食に天ぷらそばを食べた
④昼食後しばらくして肩甲骨周囲に痛み
⑤さらにみぞおちの辺りにも痛み

ファーマシューティカルアセスメントPoint

痛み（肩が痛い）－後編－
薬剤師フィジカルアセスメント研究会（P-PAL）
津山調剤薬局株式会社　立野 朋志
株式会社ファーマシィ　尾上 洋

 第14回

症例からみたファーマシューティカルアセスメント
医薬
品適正使用のための
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「②肥満気味」であるFさん｢①50歳，女性｣が，「③
昼食に天ぷらそばを食べ」て，「④昼食後しばらくして肩
甲骨周囲に痛み」が生じたため来局しました。本人は湿布
を希望され，薬剤師に相談している最中でしたが，「⑤さ
らにみぞおちの辺りにも痛み」を感じたため，胃薬の使
用についても相談したという状況です。
STEP2により，痛みについての知識を得ることができ

たと思います。これで，STEP3「薬学的視点をもって包
括的に評価する（アセスメントを行う）」へ進む準備がで
きましたので，解説していきます。

2．薬学的アセスメント
（1）肩の痛みの考え方
セルフメディケーションで対応できるのか，受診勧奨
の必要があるのかということを適切に判断し実行するこ
とは，薬剤師に求められる重要な役割の一つです。では，
Fさんの肩の痛みはどのように考えればよいのでしょうか。
Fさんは家族のアドバイスもあり，湿布によるセルフ
メディケーションを希望されていますが，STEP2で，肩
の痛みを引き起こす原因は必ずしも肩そのものにあると
はいえないケースがあることがわかりました。また，五
十肩は可動域制限を生じる疾患です。そこでFさんには，
無理のない範囲でセルフチェックを行ってもらうことに
しました。
（2）肩の可動域チェック
五十肩は肩の疼痛と可動域制限を特徴とする疾患で

す。可動域制限とは，無理なく動かせる範囲が制限され
るということです。
Fさんには，痛みが生じたら中止することを申し添え
たうえで図1の動作を実践してもらいました。
まず両手を水平に上げ，手の平を大きく広げ胸を張る，

深呼吸を行うときのような動作を行ってもらいます。Aが
良い状態です。耳より後ろに腕，手の平があります。肩
甲骨は内側に寄っている状態です。一方のBは良くない
状態です。腕，手の平が耳より前側にあります1）。
Cのように両腕を頭の上に上げていき，両手を合わせ
ることができるかどうかチェックしてもらいます。Cの
ように両手がぴったり合わさるのが良い状態です。
一方，Dのように，両手が合わさらないのは可動域に
制限がある可能性があります1）。

★ フィジカルイグザミネーションは，アセスメント
した内容を確認するためものと常に考えること！
★ フィジカルイグザミネーションがアセスメント
に必要か不要か見極め，必ず患者に同意を得て
から，必要なときにのみ行うこと！

ファーマシューティカルアセスメントPoint

Fさんは，図1の動作を痛みなく行うことができました。

3．ここでポイントチェック！
この状況から，どのようなファーマシューティカルア
セスメントを行えばよいのか次に考えてみましょう。
ファーマシューティカルアセスメントPOINTは次の
通りです。

図1　肩の可動域の確認法

A B

C D
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本連載第1，2回では欧州の地域薬局で実施される箱出
し調剤，米国におけるボトル調剤，また，その自動化の
現状を紹介した。さらに第3，4回は多くの国の薬局で実
施される臨床現場即時検査（Point-of-Care Testing）の
現状と，日本の保険薬局に設置された検体測定室での「検
体測定」をみてきた。
そこで第5～7回では，世界の薬局で実施されるリフィ

ル処方による調剤（リフィル調剤）と，医療専用ネットワー
クを用いた患者一生涯の健康医療電子記録（Electronic 
Health Record；EHR）の収集と利用，そのなかで運用さ
れる患者の服薬履歴と電子処方による調剤を紹介する。
今回はまず米国，カナダの薬局でのリフィル調剤と電
子処方の利用状況をみていくことにする。

1．米国はリフィル調剤発祥の地

リフィル調剤は米国の調剤の歴史そのものであり，1930年
代から行われていたとされ1），すべての州で実施されて
いる。リフィル調剤は一つの処方せんを有効期間内に指
定された回数（リフィル回数）用いて，慢性疾患の患者な
どに長期にわたり医薬品を交付する仕組みである。
米国における薬局調剤の概ね半数がリフィル調剤とい
われている。リフィル調剤では1回当たりの投与日数の
周期で薬剤師が患者の状態をモニタリングし，症状など

はじめに

米国のリフィル調剤

に変化があれば，リフィル調剤を中止し，医師への受診
を促す。リフィル調剤は患者の受診を抑制しながら，患
者に必要な医薬品を継続的に安全に提供することができる。
1938年の連邦食品・医薬品・化粧品法（Federal Food，

Drug and Cosmetic Act）と1951年のDurham-Humphrey
改正法は処方薬と一般用医薬品を区分し，同時に医師に
よる処方を薬剤師が医師の許可なく継続することを禁じ
た2）。この法律が医師による処方と薬剤師による調剤を
分離し，現在のリフィル調剤が始まった。

2．米国連邦法の定める規制薬物分類とリフィル処方

薬物依存が生じる可能性がある薬物は規制薬物として
連邦の規制薬物法3）によって定められ，表1の通り分類
されている。処方薬として調剤されるものはスケジュール
2～5に含まれる。同法によってスケジュール2の規制薬
物はリフィル処方できない。また，スケジュール3～5の
規制薬物の処方せん有効期限は処方せん発行日から6カ月
で，この間に初回の交付を除いて5回までリフィル処方す
ることができる。リフィル回数は処方せんに記載される。
スケジュール2の規制薬物に含まれる麻薬では，長期
の緩和治療のために分割処方を行うことができる4）。分
割処方では1回当たりの投与量が処方する全量を超えない
こと，この投与日数が60日を超えないことが求められる。

3．  処方せん有効期間とリフィル処方における
1回当たりの投与日数

各州の州法は連邦法よりもさらに厳しく規制薬物の処方
せん有効期間を定めている5）。カリフォルニア州はスケジュー
ル2に対する処方せん有効期間を72時間とし，フロリダ
州などの5州はすべての規制薬物の処方せん有効期間を

世界の薬局で実践される
リフィル調剤（前編）

ソーシャルユニバーシティ 谷口 美奈
ファーマクラスター 塚本 由弥子

明日花薬局 日向 彰
東京薬科大学情報教育研究センター 土橋 朗

薬樹 大貫 ミチ
小納谷 洋平
豊若 茜
中村 紗樹子
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34日，ワシントンDCとミズーリ州を含めた23州はスケ
ジュール2に対する処方せん有効期間を30日，スケジュー
ル3～5で90日と定めている。ワシントン州ではスケジュー
ル2に対する処方せん有効期限を6カ月としている6）。
20州はリフィル処方における1回当たりの投与日数を

州法により規制し，例えば，カリフォルニア州はスケ
ジュール3，4のリフィル処方で全期間が120日を超えな
いこととしている。
要処方せん薬のリフィル処方も州法によって規制され
ている場合があり，その処方せん有効期間は1～2年の間
で定められている。また，1回当たりの投与日数は多く
の州が34日を上限とし，13州が90日を上限としている7）。
例えば，カンザス州では処方せん有効期限を18カ月，最
大リフィル回数を12回と定めている8）。
ワシントン州では要処方せん薬に対する処方せん有効期
間やリフィル回数の定めはないが，州法の薬剤師の項目，
「規制物質以外の医薬品交付について（供給制限）」9）では
リフィル処方における投与期間を次のように定めている。

薬剤師は規制物質以外の医薬品を，90日を超えな
い初回日数と90日を超えない日数の定期的なリフィ
ルを指定する正規の処方にしたがって，90日を超え
ない医薬品を交付することができる。

ただし，患者が初回30日分の医薬品を服用し終えた場
合である。以前に90日間が処方され，継続されている場
合には初回30日間の交付を求めないとされている。
また，処方者が「投与量（Quantity）を変えてはならな

い」と指示している場合を除き，薬剤師はリフィル処方

における1回の投与日数を最大90日まで延長することが
でき，交付した投与量の増加を処方者に通知することと
なっている。
リフィル処方の1回当たりの投与日数はかつて30日程
度といわれていたが，次第に長期化し，ワシントン州の
ように90日とする州が増えている。
オンラインあるいはメールオーダ薬局は患者からの依
頼を電話やFAX，電子メールなどで受け，処方者からリ
フィル処方を受け取り，郵便を使って患者宅に医薬品を
送付する。患者は薬局に出向く必要がなく，かつ安価に
処方薬を入手できるため，慢性疾患治療薬の1/3はこう
したオンライン薬局から1回当たりの投与日数を90日と
して提供されているという10）。州外のオンライン薬局か
らの処方薬が州内に送付される場合，カリフォルニア州
では州内の薬局と同様に州法に従うことを求めている11）。
近年，オンライン薬局が提供した要処方せん薬が米国
外から輸入された偽造医薬品であったことがFDAによっ
て明らかにされ12），オンライン薬局利用に関する注意喚
起が行われている。

4．リフィル調剤とリフィル処方の継続（Renewal）

リフィル処方せんは初回に調剤を行った薬局で保管さ
れ，次回のリフィル調剤は患者の来局時に保管された処
方せんによって行われる。患者が自動リフィルを希望し
た場合には，医薬品を使い切る数日前に次回分のリフィ
ル調剤を済ませ，電話，FAX，電子メールなどにより調
剤が完了していることが通知される。薬剤師は患者がリ
フィル回数を使い切った場合や処方せん有効期限が切れた
場合には，処方者にリフィル処方の継続を電話や，リフィ

表1　規制薬物法による規制薬物の分類

分類名 分類の定義（具体的な医薬品名など）

スケジュール1 乱用の危険性，身体的な依存性の最も高い化学物質。医薬品としては使用できない

スケジュール2 乱用の危険性，身体的な依存性が最も高い医薬品〔モルヒネ，コデイン（単味製剤），アンフェタミン，アモバルビター
ルなど〕

スケジュール3 乱用の危険性がスケジュール2より低い医薬品〔ヒドロモルヒネ，コデイン（複合剤），男性ホルモンなど〕

スケジュール4 乱用の危険性がスケジュール3より低い医薬品（フェノバルビタール，ベンゾジアゼピン系薬など）

スケジュール5 乱用の危険性がスケジュール4より低い医薬品〔鎮咳用コデイン（低容量，複合剤）など〕

要処方せん薬 上記の規制薬物以外のすべての要処方せん薬
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新連載
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ie

CCDCC
aleDDデール・カーネギー！

～人間関係構築の方程式～

教えて

話の長い認知症の方への対応

　本連載では，世界的ベストセラー「人を動かす」の著
者，デール・カーネギーが設立したD. C.トレーニング
の日本支部で認定トレーナーとして活躍中の高山千弘
氏が，薬剤師が日々，現場で困っている人間関係につ
いてコーチングし，より良い人間関係の構築方法を伝
授いたします。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

ビジョンと原則

キーワード今 月 の

第1回

D.C.トレーニング・ジャパン 認定トレーナー
エーザイ 知創部 Ph.D, M.B.A　
高山 千弘
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…❶
まずAさんがどのような気持ちで対応したか教えてく
ださい。

ほかの患者さんが多く待っているので，
Bさんの対応を早く終わらせたい。しか

し，服薬状況の確認や，薬を忘れずに飲むことやお薬手
帳を持ってきてほしいことなどは伝えたい。でも，世間
話などをされてタイミングがつかめず焦っています。し
かも，Bさんへの対応がおざなりだと周りの患者に思わ
れたくないので，余計に気持ちが焦ってしまっています。

…❷
では，このときのBさんの立場にたってみましょう。
なぜ，薬剤師に長話をするのでしょうか？

そうですね，Bさんは独居なので，恐ら
く孤独で，誰かに話を聴いてほしいので

Coaching 1

Aさん
振り返り

Coaching 1

Aさん
振り返り

はないかと。思い出すと，どことなく表情も不安そうだっ
たように思います。

…❸
では，Aさんの対応で，Bさんはどんな気持ちになっ
たでしょうか？

話題を変えて薬の話をしたり，相槌がお
ざなりになったりしたので，突き放され

たように感じて孤独感を強めたかもしれません。
…❹

そうですね。Bさんのためとはいえ，Aさんは自分の
欲求（薬剤師業務）を優先するために，Bさんの自分の話
を聴いてほしい，自分の気持ちをわかってほしいという
思いを結果的に無視することになっていますね。

Coaching 1

Aさん
振り返り

Coaching 1

困っている
人間関係

本日のご相談は，薬剤師のAさんからで，よく来局する話の長い軽度の
認知症を患っているBさんにどう対応すればよいのかというお悩みです。

話の長い患者に手を焼く

  軽度の認知症を患っているBさんの対応に困ってい

るとのことでしたが，時間帯や場所などどのような

状況だったのか，正確に振り返って教えてください。

  昼下がりで，クリニックでの診療を終えた患者さ

んたちが多く来局され，薬局内は調剤と服薬指導

に追われ，てんやわんやという状況です。

  では，どこでどのような会話をされたのか，再現

してもらえますか？

  あ，はい。薬局のカウンター越しにまず私が，患

者のBさんに…。

―会話の再現（抜粋）―

  Bさんお薬の準備ができましたよ。

  やあ，でもたくさん薬出すなあ。

  必要ですからね。

  あの何とかっていうのはどうなのかなぁ？　悪い

のかな？（テレビで話題の芸能人の話を突然始め

て，しばらく続く）

  （しばらく相槌を打ちながら話に付き合いつつ，

話題を変えるタイミングを探す）そうですねえ～，

悪いかもしれませんが，しょうがないですね～。

  今日，天気いいねえ。

  Bさん，今日出ている薬はいつもと一緒ですよ。

  あ，一緒なの？

  一緒ですよ。ちゃんと飲んでます？

  多分。そういえば…。

 （さらに会話は続く…）

再現した会話を分析する・コーチング1




