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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！

道北調剤薬局　富樫 真実子
医薬情報研究所／エス・アイ・シー　堀 美智子

 9 回第

 75歳，女性。

 今回よりメルカゾール錠が追加になった。

〈お薬手帳より〉

 他院よりチラーヂンS錠が6カ月前に180日分処方され服用中。

 チラーヂンS錠50μg2錠，25μg1錠を同時に朝1回服用の指示。

患者背景

チラーヂンS錠服用中の
患者にメルカゾールの処方

薬局店頭での会話

薬 剤師：今日はメルカゾールが出ていますが，先生からはどのように言われま
したか？
患 　者：T4（サイロキシン）の値が高いので薬を追加すると。
薬 剤師：T4というのは甲状腺ホルモンの値ですね。お薬手帳を見るとチラーヂ
ンS錠を服用されていますが，このことを先生はご存じですか？
患 　者：知っています。その病院からの紹介でここを受診したので。

処方せん

1） グラクティブ錠25mg 1錠
 アトルバスタチン錠5mg 1錠
 メルカゾール錠5mg 1錠 
  1日1回 朝食後 30日分
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かかりつけ薬剤師に求められる
糖尿病患者の

リスクマネジメント
　糖尿病は症状の進行による合併症に加え，低血糖やシックデ

イのリスクを伴います。しかし，慢性疾患であるために，服薬

指導がワンパターンになってしまうことも少なくありません。

2016年度調剤報酬改定でスタートしたかかりつけ薬剤師制度

は，患者を深く理解して的確な指導を行うチャンスであり，他

職種からも糖尿病治療を行う医療チームに薬局薬剤師が参加す

ることが期待されています。

　本特集では，糖尿病患者を長期にサポートするうえで注意す

べきポイントを解説します。

■  かかりつけ薬剤師による服薬指導
―糖尿病医療連携における院外薬局の関わり―　
迫 康博 …………………………………………… 18

■  糖尿病合併症の発症と重症化予防　
藤井 雅一，迫 康博 ……………………………… 22

■  シックデイ
―糖尿病以外の疾患にかかったときの対応―　
渡邉 洋子，迫 康博 ……………………………… 27

特 集
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かかりつけ薬剤師による服薬指導
―糖尿病医療連携における院外薬局の関わり―

康面に関与し，人々の生活の質（QOL）の向上に寄与する
ことである。糖尿病に限定してとらえた場合には，一般
市民の糖尿病発症予防をはじめとして，糖尿病予備群を
含めた糖尿病患者に対してその進行を予防し，生活習慣
の改善を図ることによりQOLの低下を阻止，あるいはそ
の向上を図ることに寄与することが，糖尿病チーム医療
の目的と考えられる1）。
糖尿病チーム医療を遂行する基盤の一つとして，1986年

に米国で糖尿病療養指導士（certified diabetes educator：
CDE）制度が発足し，わが国でも1996年から各地で地域
CDE2）制度が，2001年からは日本CDE制度が誕生した。
CDEは共通の研修を受けており，職種間の相互理解がス
ムーズで糖尿病専門機関（病院・診療所）におけるチーム
医療実践にCDEはなくてならないものとなっている。
2012年度からは，従来のフットケア※に加えてチーム

による糖尿病腎症患者の透析予防の指導も保険適用とな
り，国もCDEの存在やチーム医療の重要性をさらに認識
しつつある。このCDE制度はチーム医療の一員として薬
剤師，特に病院薬剤師が糖尿病患者への療養指導におい
て大きな役割を得るきっかけを作ることとなった。

※： 糖尿病による血流障害や神経障害などから引き起こされる足の
異常を防ぐためのケア

国が推し進める「地域包括ケアシステム」においては
「かかりつけ薬剤師・薬局」の役割がさらに重要視されつ
つある。2016年度調剤報酬改定の柱の一つ，「かかりつ
け薬剤師」制度は患者に指名された薬剤師が服用する薬
をすべて管理し，危険な飲み合わせや重複・過剰投与を
防ぐ仕組みである（表1）。
この制度によって，特に高齢患者の慢性疾患に対して

は，薬局薬剤師のより高度な関わりが求められてくるこ
とになる。慢性疾患の代表である糖尿病は病気そのものの
病態変化に加え，医原性の低血糖リスク，シックデイ・
リスクもあり，薬剤師にとってはワンパターンの服薬指導
だけでなく，多岐にわたる療養指導の側面も必要とされる。

糖尿病医療連携には医師の連携だけではなくコメディ
カルの連携も必要で，いわゆるチーム医療（病院内あるい
は院外における）が重要な役割を果たしている。したがっ
て，糖尿病チーム医療の目的は，広義には地域住民の健

かかりつけ薬剤師制度と
地域包括ケアシステム

糖尿病チーム医療およびCDEの重要性

表1   新しい「かかりつけ薬剤師」制度

かかりつけ薬剤師の主な業務 かかりつけ薬剤師になるには

・ 薬剤の効果や副作用などを説明した文書提供や服薬歴の記録，
服薬指導といった「薬剤服用歴管理指導」

・担当する患者が受診するすべての医療機関や使用薬を把握する
・ 原則，患者からの服薬についての相談に24時間対応し，時間
外の連絡先も伝える
・ 患者への服薬指導の内容を処方医に伝え，必要ならば改善を提案

・薬剤師として3年以上，薬局で実務を経験
・所属する薬局に週32時間以上勤務している
・所属する薬局に6カ月以上在籍している
・ 薬剤師認定制度認証機構が認証する研修認定などを取得してい
る（2017年4月1日から）
・医療にまつわる地域活動に取り組んでいる

かかりつけ薬剤師に求められる　糖尿病患者のリスクマネジメント特集

福岡県済生会飯塚嘉穂病院 糖尿病代謝内科・糖尿病センター　迫 康博
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今や日本の糖尿病患者の約70％が65歳以上の高齢者で
あることから3），高齢者糖尿病を意識した服薬指導が主
眼となる。高齢者は個人差が大きいため，各人に応じた
治療方針を立てる必要があり，その治療目的はQOLの維
持・向上を目指すことにある。
そのためには低血糖を起こしにくく，簡便で安全性の

高い薬剤の選択・調整が必須である。一般的に高齢者の
薬物療法を困難にする要因として，有効性のエビデンス
が乏しいことと同時に薬物有害事象のリスクが高いこと
が挙げられ，このことは服薬指導の現場でも重要となる。
新たに薬剤を開始する際は「少量から，増量も緩徐に」が
原則である。糖尿病用薬においても，経験の少ない薬剤
の処方に際しては，必ず添付文書で注意事項や代謝・排
泄経路を確認することを怠ってはならない。

1 高齢糖尿病の内服治療の注意点
（1）低血糖を起こしにくい薬剤選択
低血糖防止の点からはDPP-4阻害薬が最も使いやす
く，実際の処方数も2型糖尿病では第1選択薬の地位を
占めている。メトホルミンも低血糖を起こしにくいが腎
機能が低下した高齢者では使いにくい。
（2）有害作用が起こりにくく安全性の高い薬物選択
有害作用予防の観点からはSU薬，メトホルミン，SGLT2 
阻害薬は重症腎機能障害患者が，α- GI薬は腸閉塞既往
患者が，チアゾリジン薬は心不全（既往も含む）の患者で
選択肢から除外される。SU薬のなかでグリベンクラミド
（商品名：オイグルコン，ダオニール）は膵β細胞作用特
異性が低く，心血管・平滑筋にも悪影響を及ぼし，かつ
作用時間も長く，高齢者では使用すべきではない。
（3）定期的な腎機能評価による薬物選択と用量調整
メトホルミン，SU薬，SGLT2阻害薬などを使用する

際は，定期的に血清クレアチニン値およびeGFRを用い
て腎機能を評価し，用量調整を行う。特にメトホルミン
はeGFRの値が30以下では投与禁忌であるが，eGFRは
45前後から投与量を減ずる。血清クレアチニンは筋肉量
が少ない高齢者では低値となり，腎機能を過大評価する
可能性があるため注意を要する。

高齢糖尿病患者への服薬指導 （4）服薬アドヒアランスを高める薬剤投与方法
高齢者では服薬アドヒアランスの低下が普遍的に認め
られ，これを改善する工夫が必要である。糖尿病患者で
は多剤服用（polypharmacy）や服薬回数の多い患者に服
薬遵守率の低下を認める。対応策としては飲み忘れ対策
も考慮して，一包化，配合剤（DPP-4阻害薬とメトホル
ミン）あるいは週1回製剤（DPP-4阻害薬）への変更など
が有効であることが示されている。また薬剤の保管方法
や服用時間の見直しも有効である。

2 認知機能低下症例の内服方法
認知機能が低下し，服薬の自己管理が困難な場合は，
家族やヘルパーの管理指導下に行う。服薬アドヒアラン
スを高めるために積極的に一包化，配合剤，週1回製剤
を取り入れ，かつ服薬回数や服薬タイミングの単純化を
行い，介護負担の軽減にも努める。

3 高齢者の多剤服用（polypharmacy）とその対策
高齢者では合併疾患の数の増加に伴って服用薬剤数が
増加する。糖尿病患者はこの多剤服用を来しやすい典型
的な病態である。多剤服用にはいくつかの問題点がある。
まず明らかなのは薬剤費の増大であり，患者にとっても
医療経済的にも重要である。同時に服用する手間やQOL
についても無視できない。
高齢者で問題となるのは，薬物相互作用および処方・
調剤の誤りや飲み忘れの発生増加に関連した薬物有害事
象の増加である。この多剤服用に起因する処方過誤や服
薬過誤は，薬物有害事象に直接つながらなくともリスク
マネジメント上問題であり，対策を講じるべきである。
処方に際して見直す点は多くの可能性があるが，特に個々
の病態や日常生活機能に基づいて処方薬の優先順位を決
めることが重要である。

1 医療連携とCDE
糖尿病患者の教育・指導は医師だけでできるものでは
なく，チーム医療として患者に接するという立場を考慮
すれば，日本でも欧米並みの糖尿病療養指導士（CDE）の

糖尿病医療連携における
院外薬局の関わり
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糖尿病合併症の発症と重症化予防

1 細小血管症に関する研究結果
細小血管とは毛細血管および細動静脈レベルの細い血
管であり，細小血管症とは網膜毛細血管，腎糸球体毛細
血管，末梢神経の内鞘毛細血管などが高血糖を起点とし
てさまざまなメカニズムにより障害を受け，失明，透析，
壊疽などへと進展していくものである。血糖コントロー
ルを適正に行うことでこれら合併症の進展を抑制できる
ことは，各国で行われたこれまでの大規模臨床研究結果
からも証明されている（表2）。
・DCCT（Diabetes Control and Complications Trial）
1型糖尿病患者に対してインスリンによる治療を強化療
法群と従来療法群に分けて，10年間，細小血管症につい
て追跡した1,441症例の無作為前向き研究である。
その結果，HbA1cは従来療法群の約9％に対して強化

療法群は約7％と有意に低値であった。細小血管症の予
防（一次予防）/軽度細小血管症が存在する場合は進展阻
止できるか（二次介入）で比較したところ，網膜症に関し
ては一次予防にて76％の発症抑制が，二次介入にて54％
の進展抑制効果が認められた。腎症に関しても強化療法
により発症・進展が50％抑制され，末梢神経障害の危険
性も60％軽減された1）。
・ EDIC（Epidemiology of Diabetes Interventions and 
Complications）
興味深いことに，上記DCCTは1993年に終了した後も

糖尿病日常診療の最大の目的は，血糖，体重，血圧，
血清脂質の良好なコントロールにより，慢性合併症の発
症や進展を抑制することで，患者のQOLを維持・向上し
健康寿命を確保することにあるといえる。その目的を達
成するために糖尿病診療は医師のみではなく，薬剤師を
はじめとするコメディカルとのチーム医療が重要となっ
てくる。これらチーム医療に携わる者として患者に指導
することは主に，①病気，②服用する薬，③栄養管理，
④適切な運動─の知識である。しかしすでに合併症が
進展している状況においても，患者は依然無症状である
ケースが多いこともあり，血糖をはじめとするコントロー
ル目標の重要性や上記の総合的知識を“理解しようとし
ない”または“理解できていない”ことが多々あるのが現
状である。その一つが服薬アドヒアランスに現れてくる
のだと考えられる。
定期的に患者に接する機会があるかかりつけ薬剤師が，

糖尿病血管合併症の予防・進展抑制に対する治療目標・
目的を適切に理解することで，必要時には説得力ある服
薬意義を患者に説明できるようにしておくことは，その
患者の予後に直接的に大きく貢献するものである。本稿
で糖尿病血管合併症の知識を整理し，ぜひ日常業務に役
に立てていただきたい。

慢性合併症は細小血管症と大血管症に大きく分類され
る。細小血管症は網膜症，腎症，神経障害，大血管症は
虚血性心疾患，脳血管障害，閉塞性動脈硬化症に分類さ
れる（表1）。

はじめに

慢性合併症

表1   糖尿病合併症の種類

細小血管症

糖尿病網膜症

糖尿病腎症

糖尿病神経障害

大血管症

虚血性心疾患（狭心症，心筋梗塞）

脳血管障害

閉塞性動脈硬化症

かかりつけ薬剤師に求められる　糖尿病患者のリスクマネジメント特集

福岡県済生会飯塚嘉穂病院 糖尿病代謝内科・糖尿病センター　藤井 雅一，迫 康博
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シックデイ
―糖尿病以外の疾患にかかったときの対応―

ン抵抗性の増大，糖新生とグリコーゲン分解の亢進であ
る。
侵襲下では全身性のストレス反応が起き，高侵襲性の
ホルモンであるアドレナリン，ノルアドレナリン，グル
カゴン，糖質コルチコイド，成長ホルモンが分泌され，
これらはすべて血糖を上昇させる方へ働く。また，侵襲
下では膵臓β細胞からのインスリン分泌は低下する。
それだけではなく，IL-1，IL-6，TNF-αなどの炎症
性サイトカインがインスリン受容体の感受性を低下させ
ることで，肝臓や骨格筋での糖取り込みが低下し，イン
スリン抵抗性は増加する。このような機序により，食欲
不振のため食事摂取量が低下しても，血糖は上昇してい
ることが多い。また，インスリンやSU薬を使用している
患者の場合，食欲不振により低血糖がもたらされること
もあり得る。

シックデイ時，糖質摂取の低下により体脂肪の分解が
亢進され，ケトン体が増加する。また，高血糖による浸
透圧利尿や発熱，嘔吐，下痢などによる体液喪失は高度
の脱水を引き起こすとともに，電解質の喪失も伴いやす
い。高血糖高浸透圧症候群や糖尿病性ケトアシドーシス，
乳酸アシドーシスの出現にも十分な配慮が必要である。
シックデイ時にとるべき対応を以下に示す。
①まずは主治医へ連絡して指示を受ける
② 脱水を防ぐため，できる限り水分摂取に努める（電解
質補給のため経口補水液などが望ましい）

③ 口当たりが良く，消化の良い食事を摂る（炭水化物を
補給する。重湯やおかゆ，うどんなど）
④ インスリン治療中の患者は自己判断で中止しない（可能
であればSMBGにてインスリンの自己調整を行う）

シックデイ時の対応

厚生労働省の2012年「国民健康・栄養調査」によると，
わが国で糖尿病が疑われる人，可能性を否定できない人は，
合わせて約2,050万人いるとされている。糖尿病が疑われ
る人（950万人）のうち，「治療を受けている人」の割合は
男性65.9％，女性64.3％であり，年齢別にみると加齢と
ともに糖尿病人口は増加傾向にある。
現在，糖尿病治療には7種類の経口薬，GLP-1受容体
作動薬，インスリン製剤が用いられている。1980年代ま
ではインスリン治療とビグアナイド薬，SU薬による治療
しか選べなかったが，1990年代には，α-グルコシダー
ゼ阻害薬，チアゾリジン薬，グリニド系薬剤が使用可能と
なり，21世紀に入るとDPP-4阻害薬，GLP-1受容体作動
薬，SGLT2阻害薬が登場し，糖尿病診療は一変した。
インクレチン関連薬によって，より安全に血糖コント

ロールを行うことが可能となったが，糖尿病患者は不意
の病気にかかった際，血糖コントロールが乱れ，急性期
糖尿病合併症が起こりやすくなる。加えて，高齢者糖尿
病患者では容易に脱水状態になりやすく，重篤な合併症
が出現する可能性も高い。

シックデイとは糖尿病患者が発熱や下痢，嘔吐など，
糖尿病以外の体調不良により，普段通りの生活ができな
くなることで血糖コントロールが難しくなった状態をい
う。具体的には，感染症や消化器疾患，外傷やストレス
などを併発することで起きる。単に食欲低下により食事
が摂れなくなるばかりではなく，侵襲により神経系，免
疫系，内分泌系が相互に作用してストレス性高血糖が誘
導される。その3大要因はインスリン分泌低下，インスリ

はじめに

シックデイとは

かかりつけ薬剤師に求められる　糖尿病患者のリスクマネジメント特集

福岡県済生会飯塚嘉穂病院糖尿病代謝内科・糖尿病センター　渡邉 洋子，迫 康博
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してしまい，その後，細菌培養の結果と併せて経過を参
考に治療方針を決めるというのが一般的な考え方です。

―― 重症度判定のためのスコア付けで重視されている点は
ありますか。
大石　小児急性中耳炎のGLでは急性中耳炎診療スコア
シート（図2）を使い各臨床症状の点数を付け，その合計
点により重症度が決められています。そのなかで特に重
きが置かれているのが鼓膜の所見です。鼓膜がどのくら
い赤いか，腫れているか，耳だれの量など鼓膜の所見に
対する点数の配分が大きくなっています。臨床医はこの
スコアをもとに「この子は重症だな，軽症だな」と判断す
ることが多いのではないかと思います。

Na
ok

i O
ish

ihPROFILE
―― 本日のテーマは小児の中耳炎です。小児の中耳炎に

対するこれまでの治療の変遷や抗生物質の使い方，薬局で
注意すべきポイントなどを教えていただきたいと思います。
大石　小児の中耳炎は，大きく分けて急性と滲出性の2つ
があります。大人では慢性中耳炎という大きなカテゴ
リーもありますが，小児では，急性中耳炎なのか滲出性
中耳炎なのかで治療方針が変わります。
―― まず，急性中耳炎について教えてください。

大石　急性中耳炎は小児に多く，主な症状は痛みや発熱，
耳だれが出ます。その原因は経耳管の細菌感染です。鼻
の奥にある上咽頭という空間と耳をつなぐ管を耳管（図1）
といいますが，その耳管経由で鼻や喉から中耳に細菌感
染を起こすのが急性中耳炎と考えられています。急性中
耳炎の治療は，基本的には抗生剤の投与が中心です。
―― 細菌だけでなくウイルスとの混合感染が原因というこ

ともあるのでしょうか。
大石　ウイルスのみ，またはウイルスとの混合感染も一
定の頻度であるといわれています。鼓膜を丁寧に診ると，
鼓膜が腫れて真っ赤で耳だれが出るような症状は，基本
的には細菌性の中耳炎です。ウイルス性の中耳炎では鼓
膜は赤いけれども，そこまで症状が強くないと考えられ
ています。
しかし，これだけでは厳密な区別は難しいので，鼻咽

腔の細菌培養の検査をして，起因菌を同定したうえで抗
生剤を投与することが推奨されています。
急性中耳炎のガイドライン（GL）では重症度によって，

軽症，中等症，重症の3つに分けられています。GLによ
ると中等症以上では，初診時から抗生剤を投与すべきだ
とされています。細菌性の急性中耳炎という診断であれ
ば，初診時に培養を取り，患者さんには先に抗生剤を出

急性中耳炎は鼓膜の所見が重要

小児の中耳炎

大石 直樹
慶應義塾大学
耳鼻咽喉科

2000年　慶應義塾大学医学部卒業
同年 慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科研修医
2006年　同大学助教
2010年　ミシガン大学耳鼻咽喉科 research fellow
2013年　慶應義塾大学耳鼻咽喉科専任講師
現在に至る

聞
いて
納得！

19回
第
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聞いて納得！19回第

 図2   急性中耳炎スコアシート

急性中耳炎診療スコアシート

患者ID：

氏　名 ：

年　齢 ：　　　　　歳　　　カ月

受診日 ：　　　　年　　　月　　　日　　　体 重：　　　　　　　　体　温：

性　別 ：　男　　女　　　　　　　　　　　その他：

〈点数表〉

年齢（24カ月齢未満）  3

耳痛 0 1（痛みあり） 2（持続性高度）

発熱 0（Temp＜37.5℃） 1（37.5℃≦Temp＜38.5℃） 2（38.5℃≦Temp）

啼泣・不機嫌 0 1

鼓膜発赤 0 2（ツチ骨柄，鼓膜一部） 4（鼓膜全体）

鼓膜膨隆 0 4（部分的な膨隆） 8（鼓膜全体の膨隆）

耳漏 0 4（鼓膜観察可） 8（鼓膜観察不可）

※鼓膜膨隆と耳漏のスコアは，2006年版では加算しないとしたが，2009，2013年版では加算可とする。

　　　　　　合計点数　　　 　　　　　　点

〈評　価〉

　　　軽　症：5点以下　　　　　　　中等症：6～11点　　　　　　　重　症：12点以上

 図1   耳管解剖図

アデノイド

外耳線毛運
動

乳突蜂巣へ
炎症波及

上気道炎起炎菌

陰圧

鼓膜が正常ならば
経外道感染は生じない
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　　　    「4時間毎」，「朝・昼・夕・就寝前」 
併記で服薬のタイミングがわからず

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：65歳の男性。病院の歯科口腔外科。オーダー/

印字出力

Rp.1

ポンタールカプセル250mg　4Cap

 1日4回　4時間毎　4日分

＊目的は，口腔内術後の炎症の寛解。

＊ ポンタールカプセルの医療用添付文書における用

法・用量は，「手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の

緩解の場合：メフェナム酸として，通常，成人1回

500mg，その後6時間毎に1回250mgを経口投与

する。なお，年齢，症状により適宜増減する。また，

空腹時の投与は避けさせることが望ましい」となっ

ている。

　 本事例では，理由は不明であるが，4時間ごとの投

与で処方されている。

ケース1

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

パルミコートとシムビコートの
初回使用時の操作の違いは？

第72回

隊長    東京大学大学院薬学系研究科育薬学　澤田 康文

何が起こった？
ポンタールカプセルの服薬時期として，薬袋・薬情

では「4時間毎」（間隔時間指定）と指示されていたが，

薬情ではさらに「朝・昼・夕・就寝前」となっており，

患者自身が服薬時期を設定できずに服薬を中止していた。

▶▶どのような経緯で起こった？

昨日，患者の代理人の妻が来局し，処方の薬剤を交付。
本日，代理人の妻が，前回の「薬情」と「薬袋」（図1）を
持参して再来局し，薬剤師に対して以下のことを指摘した。
「ポンタールの薬袋には『1日4回　4時間おき』とある
ので，時間を決めて服用しようと思ったが，薬情の『朝・
昼・夕・寝前』の欄にそれぞれ数字の「1」が記載されて
おり，その時間に合わせて服用しなければならないと思っ
た。これでは時間的に4時間ごとにならないのではない
か？ いつ服用したらよいかわからず，困った。服薬をや
めていた。一体どうすればよいのか！」。
薬剤師は，患者が混乱するのはもっともなことである
と考え，説明不足であったことを詫びた。さらに，患者
に合った服用法を医師に提案し，了解を得た後で患者に
説明した。

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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 ▶▶パルミコートとシムビコートの初回使用時の操作の違いは？

(1561)

▶▶隊長のヒント

難易度　★★☆☆☆

服薬時期に関して薬情・薬袋の「服薬間隔時間指定」，

薬情の「朝・昼・夕・就寝前」で患者が混乱する場合

がある。

▶▶問題点の解析

本事例において，患者は，薬情の「朝・昼・夕・就寝
前」と薬情・薬袋の「服薬間隔時間指定」で正しい服薬時
期がわからなくなってしまった。すなわち，薬情に記載
されている「朝・昼・夕」は「朝食後・昼食後・夕食後」
がほとんどであり，患者は今回もそのように理解していた。
患者の食事と就寝の通常のスケジュールが，「朝食後・

昼食後・夕食後・就寝前」でそれぞれ「午前8時・午後
1時・午後7時・午後11時」であった。一方，服薬の最
初を朝食後とすると，4時間間隔は「午前8時・正午・午
後4時・午後8時」ということになる。したがって，患者
からすれば両スケジュールが乖離しており，混乱してし

まった。

▶▶問題点回避の計画

用法を以下のように設定するとともに，薬袋と薬情の
記載を統一する。
①毎食後と就寝前
疑義照会を行い，毎食後と就寝前での服用が可能か問
い合わせる。可能であれば，「毎食後，就寝前」に変更す
る（図2）。「朝食後・昼食後・夕食後・就寝前」がそれぞ
れ「午前8時・午後1時・午後7時・午後11時」であると，
時間間隔は5時間，6時間，4時間となる。この場合，就
寝前が空腹であれば問題かもしれない。
②4時間間隔で時間指定
4時間間隔を守るために午前8時，正午，午後4時，午
後8時に服用時間を設定し，胃障害を回避するために薬
剤服用の前に食物などを摂るようにする。例えば，午前
8時は朝食後，正午は昼食後，午後4時はおやつ摂取時，
午後8時は夕食後と設定することになる（図3）。

図1　薬情の一部（上）と薬袋の一部（下）

起 朝 昼 夕 寝前

1 1 1 1

4時間間隔でお飲みください
1回1錠
用量　4錠×4日分

調剤日　平成28年6月17日
　
山
ヤマダ

田　太
タロウ

郎様

○○病院
内科
受付No.000003

《内服薬》　1日4回　4日分
1回1個　4時間おき　にお飲みください
ポンタールカプセル 250mg

図2　薬情，薬袋の記載案（1）

起 朝 昼 夕 寝前

1 1 1 1

毎食後・寝る前にお飲みください
1回1錠
用量　4錠×4日分

調剤日　平成28年6月17日
　
山
ヤマダ

田　太
タロウ

郎様

○○病院
内科
受付No.000003

《内服薬》　1日4回　4日分
1回1個　毎食後・寝る前　にお飲みください
ポンタールカプセル 250mg



 

75調剤と情報  2016.9（Vol.22 No.12） (1571)

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，右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。
「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

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
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

※YAM値（若年成人比較％）

腰痛（腰が痛い）－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16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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ドバイスを受けているところです。その場でGさんは，
普段から「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。
STEP2により，ロコモティブシンドロームや腰痛を来

す疾患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
骨粗鬆症や骨折の予防は，ロコモティブシンドローム

予防の観点からも非常に重要な問題といえます。高齢者
の骨折発生のリスク因子として，転倒予防機能の低下に
加えて骨粗鬆症に伴う骨強度の低下が知られており，骨

粗鬆症の早期発見ならびにその予防を目的に，薬局で骨
密度測定や啓発イベントを実施する意義は非常に大きい
と思われます。
さて，Gさんの骨密度の測定結果について，同年代と
同程度なので問題がない，腰痛は湿布で対応ということ
でよいのでしょうか。考えてみましょう。
（1）骨密度の測定
より簡便で，安全に実施できることから超音波骨密度

測定法（QUS；Quantitative Ultrasound）が使用されます。
日本は世界的にみてもQUSが，最も広く普及しています。
診断に用いられるDXA法（二重エネルギーX線吸引法）
を用いた装置（デキサX線骨密度測定装置）は微量とはい
え，Ｘ線被曝がありますが，超音波を使うQUS（図1）は，
被曝の恐れがまったくないため，小児から妊婦まで安全

WHOのFRAXは骨密度あるいは危険因子によって，
個人の骨折絶対リスクを評価するツールで，個人の
将来10年間の骨折発生確率（大腿骨近位部骨折，
主要な骨粗鬆症性骨折）が算出できます。FRAXに
使われている危険因子は，年齢，性別，大腿骨頸部
骨密度（骨密度が測定できない場合はBMI），既存骨

■知っておきたい「FRAX（WHO骨折リスク評価ツール）」

折，両親の大腿骨頸部骨折歴，喫煙，飲酒，ステロ
イド薬使用，関節リウマチ，続発性骨粗鬆症です 2）。
危険因子のみを用いたFRAXは，薬局において骨
粗鬆症性骨折リスクの高い患者に対して，受診勧奨
要否のスクリーニングに利用できるかもしれません
（https://www.shef.ac.uk/FRAX/）。
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は血管内皮のアンジオテンシン変換酵素（ACE）により分
解されてAngⅡに変換される。AngⅡはAngⅡタイプ1 
（AT1）受容体に働くが，この系で作用するのがRAS阻害
薬である。
ACE阻害薬はAngⅠをAngⅡへ変換するACEに作用し，
昇圧系である血中や組織中のRASを抑制する。ARBは
AT1受容体に特異的に結合し，AngⅡによる血管収縮や
体液貯留，交感神経活性を抑制する。DRI（直接的レニ
ン阻害薬）はRASサイクルの起点であるレニンを選択的
に阻害することで，AngⅠおよびAngⅡの濃度を低下さ
せる。

β遮断薬

β遮断薬はβアドレナリン受容体（β受容体）に結合し，
内因性カテコールアミンの作用と拮抗する。このβ遮断
作用により，代償的に交感神経系のα作用が亢進するが，
αβ遮断薬はβ遮断薬による代償的なα作用を抑制す
るため，降圧効果の発現は早い。

利尿薬

チアジド系利尿薬は遠位尿細管においてNa再吸収を
抑制し，Naと水の排泄を促進する。ループ利尿薬はヘン

  ポイント  
高齢者では生活機能の維持などを目的とした治療が求

められるが，なかでも薬物治療はその重要な位置を占め
る。高齢者の薬物治療では，降圧薬の処方に限らず，処
方内容を長期間変更していなくても，加齢とともに代
謝・排泄機能が低下していくことを考慮するべきである。
薬剤師は必要に応じて薬剤の減量や変更を医師へ提案し，
有害事象の予防に努めることが大切となる。

  降圧薬の作用機序  
Ca拮抗薬

現在上市されているCa拮抗薬はすべてCaチャネルの
L型に作用し，一部はT型（エホニジピン，ベニジピン），
N型（シルニジピン）にも作用する。ジヒドロピリジン系
Ca拮抗薬は血管選択性が高く，血管平滑筋を弛緩させる
のに対し，ベンゾジアゼピン系Ca拮抗薬は血管平滑筋と
心筋の両方に作用する。

レニンアンジオテンシン系（RAS）阻害薬

主に肝臓で産生されたアンジオテンシノーゲンは腎臓
の傍糸球体細胞から分泌されたレニンにより分解され，
アンジオテンシン（Ang）Ⅰに変換される。さらにAngⅠ

今日から
使える！

： 最近は高齢の患者さんが増え，たくさんの薬を飲んでいる方や，食べ物の飲み込みの悪い方もおられま
す。そのような患者さんにも処方できる安全な降圧薬や，処方の工夫などを紹介してください。

： 高齢者での高血圧治療の第一選択薬は非高齢者と同じです。しかし，高齢者の高血圧には臓器血流量の
低下や自動調節能障害といった特徴がみられるので，降圧スピードに注意が必要です。
 服薬アドヒアランスを良くするための工夫は服薬数を少なくすることや，服用方法の簡便化，一包化調
剤などがあります。また，加齢は嚥下障害の頻度を高める一要因です。嚥下障害のある患者さんには剤
形の工夫が必要な場合もあります。

第6回

降圧薬
高齢者高血圧の
特徴を踏まえた薬剤選択

 小倉記念病院薬剤部　町田 聖治，入江 利行
鈴鹿医療科学大学薬学部　大井 一弥
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療法（IFN-free antiviral therapy）へと，C型肝炎に対
する抗ウイルス療法のスタンダードが大きく変わり，治
療成績は飛躍的に向上した。また，IFNフリー治療の忍
容性の高さは，高齢化が進む日本のC型肝炎患者の治療
における有用な選択肢として期待される。日本肝臓学会
の「C型肝炎治療ガイドライン第5版」において，ジェノ
タイプ1型のC型慢性肝炎の初回治療，再治療いずれに
も，本剤およびソホスブビル/レジパスビル併用（ハーボ
ニー配合錠）が第一選択薬として位置づけられている。

1．わが国におけるC型肝炎の疫学
HCVは血液を介して感染し，容易に遷延化，慢性化す

る。感染例の約70％ではHCV感染が持続し，慢性肝炎
へと移行する。慢性化した場合，ウイルスの自然排除は
年率0.2％とまれであり，HCV感染による炎症の持続に
より肝線維化が惹起され，10～30年かけて肝硬変や肝細

 特徴

ヴィキラックス配合錠は直接作用型抗ウイルス薬（direct 
acting antiviral agents：DAAs）であるオムビタスビル，
パリタプレビルに，パリタプレビルのブースターとして
作用するリトナビルを加えたC型肝炎の新たな治療薬で
ある。日本人のHCV感染者の大部分はインターフェロン
（interferon：IFN）治療が効きにくいジェノタイプ1b型
で，この難治性のC型肝炎に対しても，1日1回2錠，12週
間の経口治療により極めて高い抗ウイルス効果と優れた
忍容性が認められた。また，製剤化においては服薬を簡
便・確実にするため，含有する3成分を固定用量の配合
剤とし，1剤化している。2015年4月に厚生労働省より
優先審査対象に指定され，同年9月に承認された。
従来のIFNをベースとした抗ウイルス療法（IFN-based 

antiviral therapy）からIFNフリーのDAAs combination

◆  C型肝炎ウイルス（hepatitis C virus：HCV）の増殖に重要な働きをもつHCV蛋白質の活性を
ピンポイントで直接阻害する直接作用型抗ウイルス薬（direct acting antiviral agents：DAAs）
を有効成分とする配合剤である。

◆  セロタイプ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎およびC型代償性肝硬変に対して速やかかつ強
力な抗ウイルス作用を発揮し，1日1回2錠，12週の短い投与期間で極めて高いウイルスの持
続陰性化が達成できる。

◆  年齢，性別，過去のIFN治療の有無，IL28Bの遺伝子多型，治療開始時のHCV RNA量などの
患者背景因子は治療効果に関係せず，差はみられない。

◆  C型肝炎治療ガイドライン（第5版）において，ジェノタイプ1型のC型慢性肝炎の初回治療，
再治療いずれにおいても第一選択薬として位置づけられている。

◆  種々の薬物代謝酵素や薬物トランスポーターが関与する薬物相互作用を起こす可能性が知られ
ており，投与開始前に併用禁忌，併用注意薬を丁寧に確認する必要がある。

P o i n t

福山大学薬学部　大浜 修

ヴィキラックス配合錠
（オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合錠）
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胞がんへと進展する。わが国のHCVキャリアは150～
200万人と推定され，その多くは60歳以上の高齢者である。
HCVが発見されたのは1989年である。発見前は大半が
輸血によるヒトからヒトへの感染であったが，発見後は
血液製剤（輸血用血液製剤，血漿分画製剤）に対してHCV
抗体スクリーニング検査に加え，核酸増幅検査（Nucleic 
acid Amplification Test：NAT）によるHCV検査が義
務付けられ，輸血による感染は激減しほぼ制圧された。
輸血以外の感染経路は針刺し事故，薬物乱用時の注射針
の使い回し，刺青，性的接触などが挙げられるが，その
頻度は低い。

2．わが国のC型肝炎治療法の変遷
（1）インターフェロン単独療法
C型肝炎の抗ウイルス療法は，わが国では1992年に

IFNの単独療法から始まり，IFNα，ついでIFNβの単
独療法が保険適用となった。しかし，わが国のC型肝炎
患者の70％がIFN治療に抵抗性のジェノタイプ1型であ
ることから，IFN単独による著効率は全体で約30％，難
治性のジェノタイプ1型・高ウイルス量症例に限ればわ
ずか数％であった。
（2）IFNとリバビリン併用療法
IFN単独療法の時代から，2001年にはIFNとRNAポ
リメラーゼ阻害薬のリバビリン（ribavirin：RBV）の併用
が保険適用になり，そして2003年には長時間作用型のペ
グインターフェロン（peg-interferon：Peg-IFN）が登場
し，2004年からPeg-IFNとRBVとの併用療法が保険適
用となった。全体の著効率は向上したが，難治性のジェ
ノタイプ1型・高ウイルス量症例では48週間のPeg-IFN/
RBV併用療法においても著効率が約50％にとどまった。
（3）Peg-IFN/RBVとDAAs併用療法
治療効果の向上，副作用の軽減を目指して新薬の開発

が進められ，2011年にわが国初のDAAsであるプロテ
アーゼ阻害薬テラプレビルが承認され，Peg-IFN/RBV
との併用療法が保険適用となった。その後，シメプレビ
ル，バニプレビルとの併用も同様に保険適用となった。
Peg-IFN/RBVとの併用で初回治療のジェノタイプ1型
のウイルス持続陰性化率（sustained virological response：
SVR率）は約90％まで向上したが，IFN無効例では治療
効果は低く，IFN不耐容例は治療対象にならなかった。

（4）IFNフリー療法
IFNとRBVには強い副作用が起こることがあり，それ

による治療中断がしばしばみられる。そこで，IFNやRBV
を用いずDAAsのみで行う治療法の検討が進められた。そ
の結果，DAAsは単剤では十分な効果が得られなかったが，
異なる作用機序のDAAsを組み合わせて用いると強力な
抗ウイルス効果が認められ，IFNの効果が低いジェノタイ
プ1型や前治療無効例に対しても高い効果が認められた。
IFNフリーDAAs併用療法として2014年にわが国初の
ダクラタスビル（ダクルインザ錠）/アスナプレビル（スン
ベプラカプセル）併用療法が保険適用となった。2015年
にはさらにレジパスビル/ソホスブビル併用療法（ハーボ
ニー配合錠），続いてオムビタスビル/パリタプレビル/
リトナビル併用療法（ヴィキラックス配合錠）が相次いで
承認され，SVR率は100％に達するまでになった。
IFNフリーDAAs併用療法は，IFN/RBV併用療法な

ど前治療の無効例，高齢や合併症のためのIFN不適格例・
不耐容例に対して適用でき，治療期間が短く，副作用も
少ないなど多くの特徴がある画期的な治療法といえる。

 作用機序

オムビタスビル（ombitasvir：OBV）はNS5A阻害薬で，
in vitroでジェノタイプ1aおよび1b型のNS5A蛋白質に
対してピコモルレベルで阻害作用を認める。パリタプレ
ビル（paritaprevir：PTV）はNS3/4Aプロテアーゼ阻害
薬で，in vitroでジェノタイプ1および2に対してナノレ
ベルで効力を発揮する。リトナビル（ritonavir：RTV）
は，その強力なCYP3A4阻害作用によって他のプロテ
アーゼ阻害薬の代謝が遅れ，血中濃度上昇と血中半減期
の延長が得られることから（ブースト効果），PTVとの併
用で配合されている（図1）。

 臨床成績

1． 国内第Ⅲ相臨床試験（GIFT－Ⅰstudy：
Genotype 1b Interferon Free Therapy）

（1）試験の概要
① 投与量，投与期間
国内第Ⅱ相臨床試験の結果から，オムビタスビル（OBV）
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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

不満のある人への対応

　前回，相手にとって関心のないことを話しても聞いて
もらえないことを解説しました。今回は，相手が何に感
情を動かされているのかを読み取る方法について説明し
ます。うまく行えば相手の関心事がわかります。また，
人は相手をどう評価し，そして信頼するのか，その基
軸となる価値観＝コアバリューについても解説します。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

感情マップと
コアバリュー（価値観）

キーワード今 月 の

第3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
介護施設長のAさんとの関係がうまくいかないとのこ

とでしたが，業務に差し支えがあるほどですか？
そこまでではありませんが。Aさんがう
ちの薬局に不満があると漏れ聞いたので，

最近は施設を訪問した際には，必ず声をかけるようにし
ています。

…❷
毎日の声かけで関係は良くなりましたか？　また，ど

んな声かけを行っていますか？
関係はあまり変わらないです。用事がな
くても声はかけているのですが。

Coaching 1

Bさん
振り返り

Coaching 1

Bさん
振り返り

…❸
業務連絡がなくても声をかけているのに，反応がない
ということですか？

反応がないというより，不信感をもたれ
ているというか…。うちもできる限りの

ことをやっているので，正直，何が不満なのか…。
…❹

できる限りやっているのに，不満をもたれている。具
体的に何をされていますか？

居宅療養管理指導の契約を断られた患者
Cさんのお薬も配達しています。

Coaching 1

Bさん
振り返り

Coaching 1

Bさん
振り返り

困っている
人間関係

今回は，介護施設長のAさんとコミュニケーションがうまく取れない薬
剤師のBさんからのご相談です。

ビジョンを確認する

  施設長のAさんとうまくいっていないそうですが，

BさんのビジョンにAさんはどう関係していますか？

  はい。ビジョンというか，ほかの施設からもうち

の薬局に任せてもらいたい，うちの薬局がいい薬

局だと言われるようになりたいとは思っています。

  なるほど，ほかの仕事を新たに任せてもらえるよ

うになりたいということでよろしいでしょうか？

  そうですね。

  ビジョンとしてまとめるとどのようになりますか？

  そうですね。あなたと一緒に仕事をしたいと言っ

てもらえ，新たな仕事を振ってもらえるような関

係となる，でしょうか？

人間関係を分析する・コーチング1

Bさんのビジョンの決定

「仕事相手に
　一緒に仕事をしたいと言われ，
　　将来の仕事につながる関係性を
　　　構築できる薬剤師」

しかし，現実には薬剤師のBさんは介護施設長のAさ
んとうまくコミュニケーションが取れていませんでした。


