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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　田中 尚美，堀 美智子

8 回
第

 72歳，男性

  前立腺肥大症のため，泌尿器科を継続受診中。症状は安定しており，排尿
困難はない（処方せん①）。

  咳が出るため，別の日に内科を受診。いつも服用している高血圧の薬のほ
かに咳止めも処方された（処方せん②）。

患者背景

前立腺肥大症患者に
フスコデ配合錠の処方

薬局店頭での会話

［処方せん②を受け付けて］
薬 剤師：今日はどうされましたか？
患 　者：なんだか風邪をひいてしまったみたいで…。咳が出ているので，病院
で薬を出してもらいました。
薬 剤師：内科の先生には前立腺肥大症のことを伝えましたか？
患 　者：今日は言っていないけど，前に伝えているから…。

処方せん①

1） ハルナールD錠0.2mg 1錠
1日1回 朝食後 60日分

処方せん②

1） エックスフォージ配合錠 1錠
1日1回 朝食後 30日分

2） アムロジン錠5mg 1錠
1日1回 夕食後 30日分

3） フスコデ配合錠 6錠
1日3回 毎食後 7日分
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がん患者の
ケアマネジメント
̶大腸がん編̶
　がんのなかでも罹患数，死亡率ともに増加・上昇傾向にある

のが大腸がんです。大腸がんの患者をサポートするには，薬物

治療だけでなく生活面にも目を向け，それぞれの患者に合った

情報を提供する必要があります。

　本特集では，大腸がんをクローズアップし，その病態や治

療，副作用ケア，医療制度，薬薬連携まで患者に寄り添い支

援するために必要な情報を盛り込みました。

■  大腸がんの病態　
前田 耕太郎 ……………………………………… 16

■  大腸がん薬物療法の副作用とその症状　
大城 雄，濱口 哲弥 ……………………………… 20

■  皮膚障害のケアマネジメント　
高木 良重 ………………………………………… 28

■  大腸がん患者の相談支援　
坂本 はと恵 ……………………………………… 32

■  薬薬連携コンソシアムで薬剤師力アップ　
鈴木 大吾，坂田 洋 ……………………………… 36
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大腸がんの病態

いる。日本人を対象とした疫学的検討では，タバコは直
腸がんのリスクを高めるかもしれないが，結腸がんのリス
ク因子としては十分なエビデンスがないとされている。
コーヒーは男性において結腸がんのリスクを高めるが女
性ではリスク因子でなく，男女ともに直腸がんのリスク因
子ではないと報告されている。また，緑茶が大腸がんのリ
スクを下げることは明らかでなく，野菜やフルーツの摂取
不足は大腸がんのリスクとは強く関連しなかったと報告さ
れている。アルコール摂取は，恐らく大腸がんのリスクを
高めるとされているが，魚類の摂取は大腸がんのリスクに
影響する十分な証拠が明らかにされていない。
長期経過の潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性疾

わが国における主要死因統計では，がんが死因のトップ
として増加を続け，死亡数の約半数を占める。2015年の統
計では，がんのなかでは大腸がんの罹患数が最も多く，ま
た死亡数も胃がんを抜き，肺がんに次いで2番目に多く，
年々急激に増加している（図１）。

これまで大腸がんのリスク因子として肥満や腹部肥満，
インスリン抵抗性，メタボリック症候群などが証明されて

日本の大腸がんの罹患数と死亡数

大腸がんのリスク因子

（国立研究開発法人国立がん研究センター，2015年4月28日プレスリリース）

図1   がん種別の罹患数と死亡数の年次推移
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がん患者のケアマネジメント ̶大腸がん編̶特集

藤田保健衛生大学下部消化管外科　前田 耕太郎
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大腸がん薬物療法の
副作用とその症状

補助化学療法と②切除不能進行再発大腸がんに対する生
存期間延長と症状緩和を目的とした薬物療法に分類され
る。また，切除不能症例に薬物療法が著効することで切
除可能（conversion）となった場合は外科切除が検討さ
れ，完全切除できた症例では治癒も期待できる。

1 術後補助化学療法
わが国の治療ガイドライン2）では，stageⅢの大腸がんに
対する術後補助化学療法として，5-フルオロウラシル（5-

FU）＋ロイコボリン（LV），UFT＋LV，カペシタビン 
（Cap），FOLFOX〔5-FU＋LV＋オキサリプラチン
（L-OHP）〕療法，CapeOX（Cap＋L-OHP）療法の5つ
が推奨されており，投与は術後2カ月以内に開始し6カ月
間行うことが望ましいとされている。

2 切除不能進行再発大腸がんに対する化学療法
治療の目的は症状緩和（palliative symptom），症状出
現の先送り（preventive symptom），生存期間の延長
（prolong survival）である。治療ガイドライン2）におい
て，切除不能大腸がんに対する1次治療としては表1の
レジメンが推奨されている。
そのなかで抗EGFR（epidermal growth factor receptor:
上皮成長因子受容体）抗体であるセツキシマブ （Cmab）
とパニツムマブ （Pmab）の使用に際しては，KRAS/
NRAS遺伝子※に変異がないこと（KRAS/NRAS野生型）
の確認が必要である。そのほか（salvage line）はレゴラ
フェニブやトリフルリジン／チピラシルが適応となって
いる（図2）。

※ RASとは細胞増殖シグナルを伝達する経路にある蛋白で，いくつ
かの種類がある。これらに変異があるとEGFRの刺激とは無関係
に増殖シグナルを伝達するためEGFRの阻害が意味をなさないこ
とがある。

わが国における大腸がん死亡数は増加を続け，2015年
の死亡数予測では5万人を超え，がん種ごとの順位では男
女計で胃がんを抜き，肺がんに次ぐ2位と予測される1）。
今後も高齢化が進むとともに増加が予測され，大腸がん
の治療成績の向上は一層重要な課題となっている。
一般的に大腸がんで治癒を得るには内視鏡手術・外科

手術による治療が主体となる。しかしながら，根治術後に
もstageⅢでは約30～40％で再発を来し，また初発時に
すでに遠隔転移を認め切除不能と診断される症例もある。
大腸がん薬物療法の役割は，stageⅢ術後症例の再発

予防もしくは切除不能例に対する生存期間延長を目的と
して行われる。大腸がん薬物療法では，殺細胞性抗がん
剤を用いた化学療法が中心であるが，近年，分子標的薬
の開発・適応により治療成績は向上した。一方で，新た
な副作用も認められており，医療者には十分な理解と適
切なマネジメントが求められる。
本稿では大腸がんにおける化学療法と，化学療法に伴

う副作用を中心に述べる。

大腸がんの治療は，①内視鏡治療，②外科治療，③放
射線療法，④薬物療法に分けられる。原発巣の腸管壁へ
の浸潤の深さ（T），リンパ節転移の程度（N），遠隔転移
の有無（M）により進行度をstage0～Ⅳに分類し治療法を
決定する（図１）。

大腸がんの薬物療法は，①再発予防を目的とした術後

はじめに

大腸がんの標準治療

大腸がんにおける薬物療法

がん患者のケアマネジメント ̶大腸がん編̶特集

国立がん研究センター中央病院消化管内科　大城 雄，濱口 哲弥
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●5-フルオロウラシル
販売名：5-FUなど
適応：術後補助化学療法，切除不能大腸がんに対して再
発リスク・死亡の減少を認め使用される4, 5）。

大腸がんで用いられる
個々の薬剤の概要　

表1   切除不能進行再発大腸がんに対する一次治療

強力な治療が適応となる患者

FOLFOX/CapeOX＋ベバシズマブ(Bmab)

FOLFIRI＋Bmab

FOLFOX＋Cmab/Pmab

FOLFIRI＋Cmab/Pmab

FOLFOXIRI

Infusional 5-FU＋LV/Cape＋Bmab or UFT＋LV

強力な治療が適応とならない患者 Infusional 5-FU＋LV/Cape＋Bmab or UFT＋LV

FOLFIRI: 5-FU＋LV＋イリノテカン（CPT-11）
FOLFOXIRI: 5-FU＋LV＋L-OHP＋CPT-11

（大腸癌研究会 編：大腸癌治療ガイドライン 医師用2014年版，金原出版，2014より作成）

注意事項：持続点滴静注時には時間依存性にDNA合成
阻害を来すが，急速静注時には濃度依存性にRNA機
能障害を来し，有害事象の発現も異なる。
ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ（DPD）は5-FU
の解毒反応の第1段階を触媒する酵素であり，DPDの
阻害により5-FU濃度が高く維持され抗腫瘍効果が増
強される。5-FUのプロドラッグにDPD阻害物質が配

図1   大腸がんの進行度に応じた治療指針

内視鏡的治療

経過観察 緩和ケア

手術治療
●開腹手術　●腹腔鏡手術

Ⅳ期０期

Ⅰ期（軽度浸潤）

Ⅰ期（深部浸潤）

Ⅱ期

Ⅲ期

臨床病期

治　療

抗がん剤治療 放射線治療

〔国立がん研究センターがん情報サービス：大腸がんの臨床病期と治療，http://ganjoho.jp/public/cancer/colon/treatment_option.html（2016年6月現在）より改変〕
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大腸がん患者の相談支援
―経済的支援と就労支援―

体制整備を目指して，2012年6月には第2期がん対策推
進基本計画の全体目標に「がんになっても安心して暮ら
せる社会の構築」と追加されるほどの重要課題となって
いる。しかし現状では，生活上の問題を抱えている患者
のうち，適切な支援を獲得できている患者は数パーセン
トと報告されており，いまだ十分に支援が行き届いてい
るとはいえない。
つまり，がん医療従事者は今一度，がん患者を取り巻
く生活上の困難について共通認識をもつとともに，支援
へのアクセスを保証することが求められている。
本稿ではまず，がん患者の生活上の困難について概要を
示したうえで，発病率が40歳代から上昇する大腸がん患者
に特にニーズが高い，経済的問題と仕事・治療の両立問題

2016年1月，全がんの10年相対生存率は58.3％，大腸
がんは69.3％と発表された1）。今やがんは，必ずしも死に
直結する病ではなく，長期生存が可能となりつつある。
しかし，長期生存の実現が，がん患者のつらさの解消に
つながるわけではない。高齢化が進み，独居のがん患者
や認知症を有するがん患者が増加するとともに，若年層
のがん患者も増加し，就労への影響や経済的負担，子ど
もへの告知方法など，患者とその家族は，さまざまな生
活上の困難に遭遇している。
こうした療養生活の困難に対する支援については，施

設や職種を超え，地域単位，社会全体で予防・解決する

はじめに

表1   がん治療に伴う生活上の困難と社会資源

診断初期 治療開始・入院 退院・社会復帰 進行・再発期 終末期・死別

療養上の
困難

●診断への疑問
●療養場所の選択
●住居・食物・金銭の問題
●雇用・学校の問題
●文化・言語の問題

●治療の決定・理解
●介護者の有無
●子どもの世話の代行
●妊娠
●移動手段の確保

●生活の再構築
●社会復帰
●介護負担

●診断への疑問
●終わりの見えない治療
●終わりの見えない医療費
●治療の選択・理解
●民間・代替療法への思い

●療養の場の移行
●遺される家族の生活の 
問題

支援に
用いる
社会資源

●公的制度・人的資源の
調整・導入・連携

＊生活費・医療費の支援
制度

　・傷病手当
　・生活保護
　・ 高額療養費と医療費
控除

＊生命保険，がん保険
＊アスベスト給付金
＊適切な医療機関への受
療支援

●文化・言語への支援調整
＊通訳
＊入国管理局・大使館と 
連携

●社会資源・人的資源の 
調整・導入・連携

＊成年後見人制度
＊児童相談所・子育て支援
＊卵子・精子凍結保存
＊移送サービス
●副作用対策への支援
＊かつらや補正下着などの
情報提供と購入支援

●就労支援
●社会資源・人的資源の
調整・導入・連携

＊生活を支える支援資源
　・障害年金
　・身体障害者手帳
　・介護保険
　・地域包括支援センター
　・配食サービス
　・民生委員の訪問
＊医療資源
　・訪問看護ステーション
　・訪問診療
　・訪問リハビリ　ほか
＊保護的サービス

●民間療法・代替療法への
理解促進

●臨床試験への理解促進
●緩和医療の情報提供
●就学・就労に継続の支援
もしくは，休学・退職への 
サポート

●移送手段の確保
●家族の介護環境整備
＊介護休暇
＊ショートステイ，高齢者
マンションの活用

●療養場所選定の相談 
支援                       

＊緩和ケア病棟
＊一般病棟
＊在宅ホスピス
●看取りに向けた支援
＊単身者の引き取りや埋葬
＊献体や臓器提供に関する
患者の意向に沿った関係

   機関との調整援助
＊法的支援（遺言書など）
●遺族の生活の再設計
＊経済的自立
　（遺族年金・就労など）
●遺族への悲嘆サポート
＊遺族会への橋渡し

がん患者のケアマネジメント ̶大腸がん編̶特集

国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター／がん相談支援センター がん相談統括専門職　坂本 はと恵
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の解決に関して，薬剤師が実践できる支援を解説する。

がんの診断初期から終末期に至るまでのがん治療に伴
う生活上の困難は，患者の年齢や家族構成，社会におけ
る役割などによりさまざまであるが，そのなかでも特に
共通して見受けられる生活上の困難とそれに対応し得る
支援資源を表１に示す。
なお，薬剤師がすべての制度の特徴を理解する必要は
ないが，潜在的な支援ニーズの有無についてスクリーニ
ングを行うことが可能な存在であるため，問題の傾向と
支援資源の有無だけでも押さえておくことが大切である。

1 公的支援制度の概要
がん患者の経済的問題に対する支援は，①医療費助成

制度，②所得保障制度，③生活保障制度から構成される。
大腸がん患者が利用可能な主たる公的支援制度（以下，制

がん治療に伴う療養生活の困難と
支援内容

大腸がん患者が活用できる経済的支援

表2   経済的負担を軽減する公的支援制度

問題のタイプ 制度名 申請窓口 対象者・申請時期

費用負担軽減

高額療養費制度
健康保険組合，各市区
町村など

【対象】 医療保険による1カ月の医療費自己負担額が基準額を超えた場合
【交付内容】一定額を超えた分が償還払いされる
【備考】 状況により，限度額適用認定証・多数該当・院外処方合算申請

なども申請可能

高額医療・
高額介護合算 
療養費制度

【申請時期】 毎年8月から1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合
計が，基準額を超えた場合

【交付内容】基準額を超えた分が償還払いされる

身体障害者手帳 各市区町村障害福祉担当

【対象】人工肛門・人工膀胱を永久的に造設した場合
【申請時期】 障害が固定したと判断されたとき
【交付内容】 ストマ装具の購入費補助は，実際にかかる費用の９割を支給

（所得に応じて自己負担限度額あり）

所得保障

傷病手当金 初回申請は会社
退職後は社会保険事務所

【申請時期】連続する３日間を含み４日以上出勤困難であった場合
【交付内容】 1日あたり，標準報酬日額の2/3に相当する額
   支給期間は最長１年６カ月

障害年金 年金事務所
【申請時期】 初診時から1年6カ月経過後 

人工肛門造設の場合は，装着日から６カ月後
【交付内容】身体状況および加入年金により，支給額が決定

生活保障 生活保護 各市区町村福祉事務所 【対象】 他の制度を利用しても，生活費が生活保護法で規定する最低生活
費に満たない場合

度）を表2に示す。なお，これらの制度を利用する際には，
患者の加入保険の種別や保険料の納付状況など，要件を
満たす必要がある。

2 公的支援制度活用時の留意点
がん患者の経済的問題の解決を検討するとき，第一選
択肢は高額療養費制度の活用であり，第二選択肢は，高
額療養費制度に付随する限度額適用認定証や多数該当の
制度の活用，医療機関医療費と院外処方の高額療養費制
度合算申請2）の活用である。
ただし，高額療養費制度をはじめとする現行の公的制度
の構造では，がん患者の経済的問題の根本的な解決に至ら
ない場合もあることを，医療者は認識しておく必要がある。
その理由として具体的には以下の3つが挙げられる。
1つめは，高額療養費制度を利用したとしても，1カ月
あたり約5～10万円の医療費の支払いが積み重なることに
変わりはなく，その医療費の支払い自体に困窮する患者も
存在する点である。
2つめは，がん患者や家族を取り巻く公的支援制度は，

申請窓口が制度により異なっていることや，そのほとんど
が自己申告制であることなどから，患者や家族自身が個々
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の制度に組み込まれているものから，いわゆる健康食品，
アロマセラピー，ヨガなどのさまざまな施術や療法が含
まれています。そして，これら補完代替医療を近代西洋
医学と組み合わせて統合医療を推進していくためには，
2つの問題点があります。
1つ目は，世の中の補完代替医療に関する情報が玉石
混淆となっているので，これらを整理して正確な情報を
国民，医療者に伝えなければならないということです。
2つ目は，いわゆる健康食品などエビデンスが少ないとい
われている分野について，その効果を臨床試験で確かめ

Sa
to

sh
i O
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ooPROFILE

―― 現在，国は健康サポート薬局を2025年までに中学校
区に置くよう動き始めています。この原点回帰ともいえる
動きのなかで，過去の情報・経験に頼るだけではなく，最
新の情報を取り入れ，地域医療を支えていきたいと思って
います。
本日は，この「統合医療」情報発信サイトeJIM（イージ

ム，図１）がどのような意図で作られているのか伺えたら
と思います。
大野　まず，統合医療について説明します。統合医療と
は，現代西洋医学を前提として，これに補完代替医療を
組み合わせてさらにQOLを向上させる医療のことです。
補完代替医療には，保健機能食品，鍼灸，漢方などの国

統合医療とは

「統合医療」
情報発信サイトeJIM

大野 智
大阪大学大学院医学系
研究科統合医療学寄附
講座准教授

1998年島根医科大学卒業後，同大学第二外科（消化器
外科）入局。2002年島根医科大学大学院にて医学博士
取得。その後，金沢大学，東京女子医科大学，帝京大
学などを経て現職。
2005年より厚生労働省がん研究助成金研究班にて補完
代替医療の研究に従事。2012年より日本緩和医療学会
ガイドライン作成委員として補完代替医療分野を担当。
2013年より厚生労働省の「統合医療」に係る情報発信等
推進事業にて，『「統合医療」情報発信サイト』の作成に
取り組む。

聞
いて
納得！

18回第

 図1   「統合医療」情報発信サイトeJIM
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聞いて納得！18回第

ではありませんよということはお伝えしたくて，図2の一
番下に注意書きを書いています。
―― そういうことなのですね。「行動そのものを否定する

ものではありません」とありますね。
※） 図2,3（「統合医療」情報発信サイト 利用マニュアル）のPDFデータ
はhttp://www.ejim.ncgg.go.jp/pdf/manual_ 2016.pdfからダウ
ンロードが可能

―― 「見極める」のに必要な情報リテラシーにはどのよう
なものがありますか。
大野　情報リテラシーには大きく分けて3段階あります。
まず1段階目は，読み書きの能力です。要するに「医

療」と書いてあったら「いりょう」と読めるかどうかです。
日本人はほぼ全員読めるという状況です。2段階目は読
解・解釈のレベルです。例えば，確率などの数字も含め
情報を理解できたなどです。日本人の場合6～7割の人々
が，このレベルに達しています。

日本人は情報の批判的吟味が苦手

るということです。
現時点でわかっていることを国民に伝え，わからない

ことは国がある程度予算を確保して臨床試験を行うので
す。「統合医療」情報発信サイトeJIMでは，健康食品を
はじめヨガや鍼灸に関する情報を取り扱っています。
また，科学的検証，臨床試験については，2014年度か

ら安倍総理の肝煎りで作られたAMED（国立研究開発法
人日本医療研究開発機構）に移管され進められています。
現在は厚労省とAMEDが中心となり統合医療の情報発信
と科学的検証を行う流れになっています。
―― eJIMの構成について教えてください。
大野　eJIMのホームページは，一般向けと医療関係者
向けのコンテンツに分かれています。まず，一般向けコ
ンテンツでは統合医療の説明とともに，「情報の見極め
方」を載せています。ここでは，医療・健康情報におけ
る注意点や疾患への治療・予防効果を謳うためにはどの
ような裏付けが必要かなど科学リテラシーや情報リテラ
シーに関する内容を載せています。
次に，医療者向けのコンテンツでは，各種施術や療法

の科学的検証に関する情報を載せています。このコンテ
ンツの作成に当たり，まず海外に優良なコンテンツがあ
るのであれば，それを日本語に翻訳し，誰でもアクセス
できるようにしました。
米国には，国立補完統合衛生センター（旧補完代替医

療センター）というナショナルセンターがあります。そこ
では一般の方向けと医療従事者向けで，情報を整理して
いるので，それを参考にしながら，ナショナルセンター
の許可をもらい翻訳した内容になっています。
――  一般の方が情報を評価するのはなかなか難しいですね。
大野　そうですね。患者，消費者のなかには，各々の思
い込み，思い違いで，商品を買おうとする方もいます。
情報をどのように誤解しているのかを医療者が知るため
にも，こういう見極め方のポイント（図2）※）は知ってお
いたほうが役に立つのではないかと思います。
情報の見極め方のクイズ（図3）※）のところでは，科学
や医学は○×で白黒つけるのは難しいのですが，一般の
方からの要望が多いことから○や×で示しています。
ただ，あくまでこれは情報の見極め方という観点から

の○×であって，例えば×であったとしても，それをあ
なたが選択して行動することが間違っているというわけ

 図2   情報を見極めるための10か条
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 ▶▶服用中の薬で味覚障害？

(1257)

　　　    服用中の薬で味覚障害？

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歳の女性。処方オーダリング。病院の内科

Rp.1

ザイロリック錠100mg　1錠

 1日1回　朝食後　14日分

バイアスピリン錠100mg　1錠

 1日1回　朝食後　14日分

タケプロンOD錠30mg　1錠

 1日1回　朝食後　14日分

ブロプレス錠12mg　1錠

 1日1回　朝食後　14日分

ベシケア錠5mg　1錠

 1日1回　朝食後　14日分

ハルナールD錠0.2mg　1錠

 1日1回　朝食後　14日分

ノルバスクOD錠2.5mg　1錠

 1日1回　朝食後　14日分

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）　7.5g

 1日3回　毎食間　7日分

ケース1

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

服用中の薬で味覚障害？
第71回

隊長    東京大学大学院薬学系研究科育薬学　澤田 康文

プルゼニド錠12mg　4錠

 1日1回　寝る前　7日分

ムコスタ錠100mg　3錠

 1日3回　毎食後　7日分

ガスモチン錠5mg　3錠

 1日3回　毎食後　7日分

アダラートL錠10mg　1錠

 1日1回　夕食後　14日分

カルデナリン錠1mg　1錠

 1日1回　夕食後　14日分

ラキソベロン錠2.5mg　2錠

 1日1回　寝る前　14日分

ミリステープ5mg（4.05cm×4.50cm）　28枚

 1日2回貼付

Rp.2（処方オーダリング。同じ病院の整形外科）

ノイロトロピン錠4単位　4錠

 1日2回　朝夕食後　28日分

ボルタレンSRカプセル37.5mg　2Cap

 1日2回　朝夕食後　14日分

オパルモン錠5μg　3錠

 1日3回　毎食後　28日分

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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何が起こった？
患者は，最近，食事をしても味を感じなくなり，も

しかしたら薬の副作用ではないかと思っていた。今

回，病院の整形外科を受診した後に来局し，薬剤師に

対して「服用中の薬で味覚障害が出るものがあるか？」

と質問した。しかし，質問を受けた薬剤師は的確な回

答を行うことができなかった。

▶▶どのような経緯で起こった？

患者は，ここ数年間，処方された薬剤が徐々に増え，
直近6カ月間はRp.1の薬剤を使用中である。1カ月前に
腰痛症などのために同じ病院の整形外科にかかり，
Rp.2の薬剤も服用している。
患者から最近，味を感じなくなったとの訴えがあり，
その原因は服用している薬剤に関係あるのかと質問を受
けた。
薬剤師は，その日に患者が持参した整形外科からの処

方せん（ノイロトロピン錠，ボルタレンSRカプセル，オ
パルモン錠）のみを見て，至急，それぞれの医療用添付
文書をチェックした。ボルタレンSRカプセルには（0.1％
未満：味覚障害），オパルモン錠には（0.1％未満：味覚
異常）との記載があったが，ノイロトロピン錠には当該
副作用の記載はなかった。以下，薬剤師と患者の会話で
ある。
薬剤師： 確かに，ボルタレンとオパルモンには味覚に異

常が出るとの報告はあるようです。
患　者：そうなんですか，誰にでも起こるのですか？
薬剤師：1,000名に1名程度と報告されています。
患　者：え！ それが私に起こってしまったのですね！

▶▶隊長のヒント

難易度　★★★★☆

整形外科の薬剤だけでなく，内科からの薬剤について

もチェックが必要である。

▶▶問題点の解析

Rp.2の整形外科からの薬剤だけでなく，Rp.1の内科か
らの薬剤についても，味覚異常，味覚障害などの副作用

の報告があるかどうかチェックし，同種の副作用が重複
するという観点からも処方評価を行うことが必要である。
まず，各処方薬剤の味覚異常，味覚障害の報告につい
てまとめよう。服用中の薬のなかでザイロリック錠（アロ
プリノール），タケプロンOD錠（ランソプラゾール），ブ
ロプレス錠（カンデサルタン シレキセチル），ベシケア錠
（コハク酸ソリフェナシン），ハルナールD錠（タムスロ
シン塩酸塩），ノルバスクOD錠（アムロジピンベシル酸），
ムコスタ錠（レバミピド），ガスモチン錠（モサプリドク
エン酸塩），ボルタレンSRカプセル（ジクロフェナクナ
トリウム），オパルモン錠（リマプロスト アルファデクス）
に味覚障害，味覚異常などの副作用報告があり，医療用
添付文書に反映されている。
しかし，バイアスピリン錠（アスピリン），ツムラ大建
中湯エキス顆粒（大建中湯），プルゼニド錠（センノシド），
アダラートL錠（ニフェジピン），カルデナリン錠（ドキ
サゾシンメシル酸塩），ラキソベロン錠（ピコスルファー
トナトリウム水和物），ミリステープ（ニトログリセリ
ン），ノイロトロピン錠（ワクシニアウイルス接種家兎炎
症皮膚抽出液含有製剤）の医療用添付文書には記載され
ていない。

（味覚異常/味覚障害あり）：括弧内の数値は発現頻度
○ザイロリック錠（頻度不明：味覚障害）
○タケプロンOD錠
・ 胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，逆流性食道炎，
Zollinger-Ellison症候群，非びらん性胃食道逆流症，
低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸
潰瘍の再発抑制，非ステロイド性抗炎症薬投与時にお
ける胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合（0.1％
未満：味覚異常）
・ ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の場合（1～5％
未満：味覚異常）
・外国で行われた試験（8.7％：味覚異常）
○ブロプレス錠
・高血圧症の場合（0.1％未満：味覚異常）
・慢性心不全の場合（0.1～5％未満：味覚異常）
○ベシケア錠（0.1未満：味覚異常）
○ハルナールD錠（頻度不明：味覚異常）
○ノルバスクOD錠（0.1％未満：味覚異常）
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? ??のギモン相談室
今さら聞けない

不眠

いびきで眠りが浅くなる？

 ◯睡眠時無呼吸症候群

1．診断
常習性いびきは睡眠時無呼吸症候群を疑う有力なサイ

ンだが，単にしょっちゅういびきをかくというだけでは
「睡眠時無呼吸症候群」と「単純いびき症」の鑑別は難し
い。また，無呼吸や低呼吸，または鼻閉による睡眠中の
微小な覚醒反応は自覚することができない。
睡眠時無呼吸症候群は眠りを浅くし日中の眠気や集中
力の低下，倦怠感を生じるだけでなく，高血圧や糖尿病，
心血管疾患（脳梗塞，心筋梗塞，狭心症）などの生活習
慣病のリスクを高めることが知られている。いびきを指
摘されたら，自宅でも実施が可能な簡易検査でのスクリー
ニングが望まれる。
簡易検査で異常が認められた場合には，終夜ポリソム

ノグラフィという1泊入院の精密検査を行い，睡眠中の
呼吸の問題や覚醒反応などについて診断を行う。終夜ポ
リソムノグラフィにて睡眠時間1時間あたりの無呼吸お
よび低呼吸の合計回数（無呼吸低呼吸指数）が5回/h未

満の場合は，睡眠時無呼吸症候群ではないと判断される。
ただし，無呼吸低呼吸指数が5回/h未満であっても呼

吸の変化に伴う覚醒反応があり，日中の眠気などの症状
が認められる場合は，「上気道抵抗症候群」として治療の
対象となる。

2．治療
睡眠時無呼吸症候群の治療は，一般にその程度に応じ
た対症療法を行う。無呼吸低呼吸指数が5回/h以上の場
合にはマウスピースによる治療が，無呼吸低呼吸指数が
20回/h以上の場合には在宅持続陽圧療法（シーパップ）
が保険診療として適応される。
シーパップは空気の吹き出すマスクを鼻にあてて眠る

方法で，鼻から空気を送りこみ上気道に陽圧をかけ，上気
道が狭窄または閉塞しないように内側から一晩中支えて広
げておくというのがその原理である。最適な治療圧を設定
すれば確実かつ安全に治療効果を得られる点が優れている。
「単純いびき症」および「上気道抵抗症候群」の治療は，
鼻閉や扁桃腺肥大などが存在する場合には耳鼻咽喉科的

第5回

  Q いびきがうるさいと言われます。眠りが浅いのでしょうか？

  A 慢性的ないびきがある場合には，眠りが浅くなっている可能性があります。
鼻腔や上咽頭・喉頭などの上気道（呼吸の通り道）に狭い箇所があると，呼吸に伴って上気道が振動するため，

いびき音を生じます。上気道がさらに狭窄すると呼吸の減弱（低呼吸）を，閉塞すると呼吸停止（無呼吸）を生じ
ます。
いびきに低呼吸や無呼吸を伴う「睡眠時無呼吸症候群」では，酸素不足や呼吸努力による微小な覚醒反応を頻

回に生じるため眠りが浅くなります。低呼吸や無呼吸を伴わない場合は「単純いびき症」ですが，「単純いびき症」
の原因の一つである鼻閉も眠りを浅くすることが知られています 1, 2）。
大いびきをかくと指摘されているのであれば，診断・治療を受けることをお勧めします。

睡眠総合ケアクリニック代々木，東京医科大学呼吸器内科学分野　栁原 万里子
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3．変形性関節症の病態と疫学
関節表面を覆う関節軟骨は軟骨細胞と関節外の2型コ
ラーゲンとプロテオグリカン（糖蛋白）が主成分で，血行
や神経線維の分布はない。関節症では，けがや加齢など
の要因により軟骨の変性・磨耗を生じ，血管増生や神経
線維の増生を伴う関節包の線維化が起こり痛みを感じや
すくなる。
本病態は変形性膝，肘，股関節症などに分類され，特
に多い膝関節症は1,200万人で要治療者は700万人と報告
されている。軟骨磨耗の防止に効果的な治療法は確立さ
れていないので，薬物療法としてはNSAIDsの使用やヒ
アルロン酸やステロイド注射による対症療法が中心となる。

4． 光学異性体の作用強度：
 S体だと効果が強いのか？
エス（S）フルルビプロフェンは，1970年代から使用さ
れているフルルビプロフェン（ラセミ体）の活性本体であ
るため，作用が強いと考えられている（図1）。また，R
体は代謝酵素の影響を大きく受け，S体はあまり影響を
受けないという報告もある。
表1に示す医薬品でも同様に光学異性体で開発され，

新たな商品名で販売されているものも多いが，レボセチリ
ジン（R体：ザイザル）のようにR体が抗ヒスタミン薬とし
てのセチリジンの治療効果を単一で担う場合もあるので，

 特徴

1．NSAIDs含有の消炎鎮痛貼付剤
非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs：Non-Steroidal 
Anti-Inflammatory Drugs）含有消炎鎮痛貼付剤は数多
く販売されており，2016年度診療報酬改定で投与枚数が
制限されるほど，高頻度に処方される薬剤である。使い
やすい反面，接触性皮膚炎や日光過敏症などの副作用，
また，妊娠後期女性への投与禁忌など，問題点も指摘さ
れている。
今回発売されたエスフルルビプロフェン・ハッカ油製

剤（ロコアテープ，以下本剤）はこれまでの製剤と異なり，
1日の貼付枚数が制限されているので，他剤形NSAIDs
との重複投与の問題も含め，薬剤師の服薬説明は今まで
以上に重要となる。

2． 全身性の副作用に注意が必要
本剤の添付文書，「用法・用量に関連する使用上の注

意」には「本剤2枚貼付時の全身曝露量がフルルビプロ
フェン経口剤の通常用量投与時と同程度に達することか
ら，1日貼付枚数は2枚を超えないこと」と記載されている。
ほかの貼付剤では枚数制限がここまで厳格に記載され

たことはあまりない。それだけ吸収が良好で血中濃度が
内用薬・静注剤と同様になることを示している。

◆  フルルビプロフェン（経口剤：フロベンなど，貼付剤：アドフィード，ヤクバンなど）の光学異
性体であるエスフルルビプロフェン製剤。

◆  1日に貼付可能な枚数は2枚まで。

◆  経口NSAIDsとの併用は要注意。

P o i n t

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部　笠原 英城

ロコアテープ
（エスフルルビプロフェン・ハッカ油）
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血糖管理目標の個別設定の重要性を示している（図2）6）。

知っておきたい糖尿病薬物治療の基本
・ α-グルコシダーゼ阻害薬（α-GI），速効型スルホニ
ルウレア（SU）薬

空腹時高血糖よりも食後高血糖の頻度が高いという高
齢者糖尿病の病態的特徴から使用しやすい。
α-GIについては，服用回数が多いため服薬コンプラ
イアンスの面では不利だが，患者個別に血糖の日内変動
を考えBOTにおける1日1回投与でもよい場合がある。
・ ビグアナイド（BG）薬，ジペプチジルペプチダーゼ-4阻
害薬（DPP-4阻害薬）

低血糖リスクが小さく，インスリン作用の必要性があ
ればDPP-4阻害薬，なければBG薬と区別して使用する
ことができる。また，BG薬は患者個別に用法・用量を
細かく設定できる。
メトホルミンは添付文書上，ほとんど代謝されず未変
化体のまま尿中に排泄されることが示されている。また，
「臨床試験において，75歳以上の高齢者への1日1,500mg

  ポイント  
自律神経障害などから高血糖による口渇や低血糖の典

型的症状が鈍化する。低血糖時には眠気，物忘れ，目が
ちらちらするなどの非典型的な症状を訴えることがあり，
脱水（高齢者で危惧される脳血管，心血管などにおける
血栓症の誘因ともなる）やシックデイに陥りやすく急性代
謝障害や重症低血糖を来しやすい。また，低血糖は認知
機能を低下させることも知られている（図1）2）。
高齢者の低血糖は，食事摂取量と運動との関係を考慮

し，多面的な重要性を認識すべきである。

症例個別の血糖管理目標に注意！

血糖管理目標については，合併症予防のためのHbA1c
（NGSP値）7％未満がよく用いられるが，実際の高齢者糖
尿病では個別に設定されることが少なくない3）（コラム1）。
厳格な血糖管理を維持することが合併症増悪，予後への
悪影響となるリスクを示唆する報告もある4）（コラム2）。
日本糖尿病学会のガイドライン5）においては，治療の強化
が難しい場合の目標を8.0％未満としている。同学会でも，

今日から
使える！

： 高齢者でも使いやすい糖尿病治療薬とその使い方を教えてください。
： まず，高齢者といっても65歳以上をひとまとめに考えることはできません。高齢で発症した糖尿病，
若年・壮年で発症した糖尿病では合併症の有無・進展度に違いがあるので，区別して考える必要があり
ます。具体的には，表1に示すような多様性を想定しておくことが必要です。
また，高齢発症の糖尿病の病態的特徴として空腹時高血糖よりも食後高血糖の頻度が高いとされています。
高齢者でも安全に使用できるという観点から薬剤（経口薬）の使用を考える場合は，単独で低血糖を起こ
しにくいこと，用量を調節しやすいこと，服薬コンプライアンス維持のため服薬回数が少ないことなどを
考慮する必要があります。また，注射剤については単独で低血糖を起こしにくいGLP-1作動薬の適応
かを検討し，必要な場合にインスリン療法を検討するのも一案です。さらにインスリン療法においては，
BOTも選択肢として考えましょう。

第5回
糖尿病
治療薬

自覚症状の鈍化・非典型化を
考慮した薬物療法を

 小幡調剤薬局　佐伯 英康
鈴鹿医療科学大学薬学部　大井 一弥
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Carneg
ie

CCDCC
aleDDデール・カーネギー！

～人間関係構築の方程式～

教えて

話を聞く気のない患者への対応

前月号で期限付きのビジョンを立てることが重要だと説
明しましたが，今月号では，ビジョンについて，もう
少し掘り下げたいと思います。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

ビジョン達成のための
ブレークスルー

キーワード今 月 の

第2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
患者さんが話を聞かないのは何が問題だと思いますか？

患者さんが心を開いてくれないことで
しょうか？

…❷
心を開いていないのはなぜでしょうか？　いわゆる無

関心状態ですが，なぜでしょうか？
早く帰りたいので余計な話は聞きたくな
いからでは？

…❸
Aさんは患者さんたちの気持ちに気づいていましたか？

はい。気づいていました。でも，何か
あったら患者さんも私も困るので，薬の

Coaching 1

Aさん
分析

Coaching 1

Aさん
分析

Coaching 1

Aさん
振り返り

注意点はなるべく伝えるようにしています。
…❹

患者さんは無関心で，Aさんは患者さんに関心はあるが，
結果的に患者さんの気持ちを無視する形になってしまっ
たんですね。この状態では，何が問題だと思われますか？

患者さんと私のニーズが合っていなかっ
たからでしょうか。
…❺

そうですね。それぞれ目的が違った。目的が共通して
いない人間関係は良くなるわけがありません。ですから，
患者さんは無関心のままであった。

Coaching 1

Aさん
分析

Coaching 1

困っている
人間関係

薬剤師のAさんは，話を聞く気のない患者にどうしたら服薬指導ができ
るのかいつも悩んでいます。

話を聞いてくれない患者に途方に暮れる

  話を聞こうとしてくれない患者さんにどう服薬指

導をしたらよいのかお悩みとのことでしたが，具

体的にどんな患者さんなのか，来局する時間帯や

場所なども併せて具体的に教えてください。

  1人だけですか？

  そういう患者さんは多いのですか？

  結構何人もいらっしゃいます。「早く，薬を渡し

てほしい，説明はいらないから」と急がされます。

いろいろ聞きたいのですが，生返事で「大丈夫，

大丈夫，わかってる」とおっしゃって薬を受け取

るとそそくさと帰られます。

患者との関係を分析する・コーチング1

ビジョンを決定する・コーチング2

前回，ビジョンを決定することの重要性を説明しまし
た。ここで，Aさんのビジョンを決定したいと思います。

…❶
Aさんのビジョンは決まっていますか？
Coaching 2

はい。薬に関心のない患者さんに対して
も，コミュニケーションを取りながら，何とか薬剤師と
してその患者さんの健康を守りたいと思っています。

Aさん
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1．症例提示
健康フェアに訪れたＧさん（75歳，女性）が，骨密度測

定を受け，右のような測定結果が出ました。身長150cm，
体重40kgと細身の方で，普段，特に薬は服用されていな
いようです。

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， 1STEPSTTET および 2STEPSTTET について紐解いていきます。

1STEPTEEE

2STEPTEEE

3STEPTEEE

4STEPTEEE

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）

はじめに

1STEP

75歳，女性

測定結果
あなたの骨密度は

若い人と比較した値（YAM）は
68％です

同年代と比較した値は
100％です

〈Gさんの骨密度測定結果〉

腰痛（腰が痛い）－前編－
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15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．聴き取り・コミュニケーション
薬局の薬剤師として最初に行う大事なポイントは聴き

取りです。患者さんとの対話から得られる情報がキーポ
イントとなります。

若い人に比べたらさすがに骨密度は低いようで
すが，同年代の人との比較ではそんなに大きく劣っ
てはいないから大丈夫ですよね。最近歳のせいか，
腰痛でつらいのよ。動くのも面倒になるわ。薬局
に来たついでに湿布でも買って帰ろうかしら…。

〈Gさんのお話〉

1．アセスメントPOINTから何がわかる？
薬局は，処方せんに基づく調剤だけでなく，地域住民

の健康相談窓口として，疾患の予防や早期発見にも積極
的に関わっていかなければなりません。最近，薬局にお
いても頻繁に実施されている健康フェアもその取り組み
の一環でしょう。
では，今回の事例をみてみましょう。「②身長150cm，

体重40kgと細身」のＧさん｢①75歳，女性｣が，近くの
薬局で開催された健康フェアに来ています。そこで実施
された骨密度の測定結果「③YAM値68％，同年代との
比較では100％」について薬剤師からアドバイスを受けて
いるところです。その場でＧさんは，普段は「④腰痛で
動くのが面倒」とお話しされ，湿布薬の使用を検討して
いるという状況です。
超高齢社会に突入した日本では，加齢とともに「立つ」，

「歩く」などの動作が困難になり，骨・関節・筋肉・腱・
靱帯・神経などの運動器の障害のために寝たきりや要介
護になってしまう患者が多くみられます。
そこで，日本整形外科学会は2007年に，運動器の障

害によって要介護になる危険が高い状態をロコモティブ

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）

2STEP

3．ここでポイントチェック！
これらの情報から，まずは問題点を抽出することから始
まります。ファーマシューティカルアセスメントPOINT
を考えてみましょう。このポイントをつかめるかが鍵と
なります。

★患者の状態をしっかりと把握する
①75歳，女性
②身長150cm，体重40kgと細身
③YAM値68％，同年代との比較では100％
④腰痛で動くのが面倒

ファーマシューティカルアセスメントPoint

シンドローム（ロコモ，運動器症候群）と定義し，転倒や
骨折によって生じる要介護者を増やさないための予防対
策に乗り出しています。
薬剤師は，これらの予防についての啓発を行う役割も
担っていく必要があるでしょう。

2．  ロコモティブシンドロームの原因疾患と 
腰痛について考えよう！

（1）ロコモティブシンドロームの主要な原因疾患
ロコモティブシンドロームの主要な原因疾患として，
変形性膝関節症，変形性腰椎症，骨粗鬆症があります。
吉村によると，その3つの原因疾患の罹患推計人口は，
変形性膝関節症2,530万人，変形性腰椎症3,790万人，骨
粗髪症1,300万人と報告されています1）。
① 変形性膝関節症：膝関節の軟骨が摩耗し，立ったり歩
いたりする動作で強い痛みが生じる疾患です。悪化す
ると平地の歩行も困難になることから，高齢者の日常
生活動作を阻害し，生活の質を著しく低下させます。
また，高齢者が要介護になる主要な疾患の一つともい
われています2）。
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前回は米国，カナダの地域薬局でのリフィル処方によ
る調剤（リフィル調剤）と電子処方による調剤を取り上げ
た。両国とも医療専用ネットワークを用いて，病院・診
療所から地域薬局に電子処方せんが送信され，調剤が行
われるようになった。特にカナダでは医師の電子診療録
（Electronic Medical Record：EMR）を中心に国家規模
で「国民1人ひとりの生涯にわたる健康医療電子記録」
（Electronic Health Record：EHR）1）を構築し，患者の
診療情報・服薬情報が医療従事者と共有されている。
今回はオーストラリアと英国における電子処方せんに

よるリフィル調剤を紹介する。両国では1枚の処方せん
を繰り返し用いて医薬品を交付する仕組みをリピート調
剤（Repeat dispensing）と呼んでいる。

1．リピート処方

オーストラリアの医薬品と毒物はスケジュール1～9と
非スケジュールの10種類に分類され，薬局が取り扱う医
薬品は非スケジュール（一般販売薬）とスケジュール2（薬
局のみ販売可能な薬局義務薬），3（薬局薬剤師のみ販売
可能な薬剤師義務薬），4（要処方せん薬），8（規制薬物）
の5種類である。リピート処方せんの有効期間は12カ月
で2），リピート回数は最大5回までに制限されている医薬
品が多い。

はじめに

オーストラリアにおける
リピート処方・電子処方による調剤

リピート処方せんを受け付けた薬局薬剤師はリピート
許可書（Repeat Authorisation Form：RAF，図1）を作
成し，調剤日や残りのリフィル回数などを記載する。患
者には医薬品とその使用説明書（Consumer Medicine 
Information），処方せんコピーとRAFが返される。処方
せんコピーの裏面には，患者の氏名・医薬品情報・調剤
日・調剤した薬局の情報が印字されたシールを貼る。処
方せん原本は初回受付時に薬局が保管する。
患者は次回来局時にこれらを提示し，医薬品のリピー
ト調剤を受ける。薬局薬剤師は患者にRAFを再発行す
る。患者が同じ薬局でリピート調剤を希望する場合は，
処方せんコピーを患者に返却せずに薬局側で保管するこ
とができる3）。
オーストラリアの National Health（Pharmaceutical 
Benefits）Regulations 1960 5）はリピート処方による薬局
での調剤間隔を制限し，患者が医薬品を「貯蔵」すること
を防いでいる。
「20日/4日ルール〔規則（Regulation）26〕」はリピー

ト回数が5回以上のリピート処方の場合，原則として次
の交付まで20日間を空けること，また，リピート回数が
4回以下の場合，次の交付まで4日間を空けることと定め
ている。しかし，患者が医薬品の紛失，盗難，破損など
を理由としてリピートを求める場合，薬剤師が妥当と判
断した場合には処方せんコピーに「至急の交付が必要」と
記載し，上記の規則を適用しない。これが「セーフティー
ネット20日ルール（規則25）」である6, 7）。
ただし，規則24では，処方者が患者の渡航などの理由
により，処方せんに「Regulation 24」と記載した場合に
限り，薬剤師がリフィル処方のすべてを一度に交付する
ことを認めている。

世界の薬局で実践される
リフィル調剤（中編）

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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2．電子処方

オーストラリアにおける電子処方せんの運用は2009年
に第 5次地域医療契約（5th Community Pharmacy 
Agreement）のなかで開始され8），2014年時点で，全処
方せんの80％が電子処方せんとして発行されている。
72％の医師が電子処方せんを送付し，87％の薬局が電子
処方せんを用いて医薬品を交付している9）。
医師は電子処方せんを運用できる標準化された医療ソ

フトウエア（Medical software program）を用いて患者に
バーコードの付いた処方せんコピーを印刷して渡し，電
子処方せんを処方交換サービス（Prescription Exchange 
Service：PES）に送付する。PESはeRx Script Exchange
とMediSecureの2つの組織によって運営され，2012年
に相互接続が完了している。
医師はいずれかのPESに事前登録し，地域薬局は薬局

単位でPESに事前登録する。患者は自分の選んだ薬局に
処方せんコピーを出す。薬剤師は電子処方せんを運用で

きる標準化された薬局ソフトウエア（Pharmacy software 
program）を使ってバーコードを読み，電子処方せんを
PESからダウンロードし，医薬品を交付する。リフィル
処方の場合はリピート処方せんコピーを用いて同様に医
薬品を交付する（図2）。電子処方に対応できない薬局で

図2　バーコードが追加されたリピート処方せんコピー

（http://www.erx.com.au/for-pharmacists/how-erx-works/，
2016年5月17日現在）

図1　リピート許可書

（http://www.nps.org.au/publications/consumer/medicines-talk/2010/medicinestalk-no-33-autumn-2010/whats-on-a-pbs-
script#prescription％20form，2016年5月17日現在）

リピート回数の残り

医薬品名称，含量，剤形

投与量

用法

初回調剤を含む調剤済みリピート回数

処方日

リピート処方せん番号

処方せんの失効日


