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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　阿部 尚子，堀 美智子

 10 回第

 44歳，女性。

 大人になってから喘息にかかった。

  吸入し忘れが多く，2014年12月にアドエア500ディスカスからレルベア
に変更。

 その後もたびたび受診が遅れ，医師に怒られていた。

  2015年11月から夜の咳込みがひどくなり，テオドールとキプレスが追加
になり現在に至る。

患者背景

アドヒアランスが悪い
気管支喘息患者

薬局店頭での会話

薬 剤師：調子はどうですか？
患　者：最近は夜の咳もなく落ち着いています。
薬剤師：そうですか。動悸や吐き気，口内炎など気になる症状もないですか？
患　者：大丈夫です。
薬 剤師：前回の受診が4月25日でしたので，2週間ほど間が空いていますが，
お薬は大丈夫でしたか？

患　者：飲み忘れの薬が残っていたので。仕事が忙しくて，なかなか…。

処方せん

1）テオドール錠100mg  2錠
  1日2回 朝食後・寝る前 30日分
2）キプレス錠10mg  1錠
  1日1回 寝る前 30日分
3）レルベア200エリプタ30吸入用 1本
  〈1日1回　夕1吸入〉 外用
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取得にチャレンジ！
現場で活かせる
認定資格

　さまざまな認定薬剤師・専門薬剤師が各フィールドで活躍
しています。薬局薬剤師のなかにも外来がん治療認定薬剤師や
緩和薬物療法認定薬剤師として，高度な薬物療法に貢献する
スペシャリストが増えています。また，地域医療ではスポーツ
ファーマシストや骨粗鬆症マネージャーが積極的な啓発活動を
行い，地域住民の健康増進・疾病予防に貢献しています。
　本特集では，そんな認定を活かして活躍する薬局薬剤師の声
をピックアップして紹介します。

■  現場で活躍する認定薬剤師
1.  緩和薬物療法認定薬剤師 加藤 種子 ……… 16
2.  外来がん治療認定薬剤師 吉田 志保 ……… 18
3.  HIV感染症薬物療法認定薬剤師　

  田橋 美佳 ……… 20
 4.  スポーツファーマシスト　 頃末 敏文 ……… 22

■  認定取得へのステップ　症例作成と学会発表　
1． つまずかない症例の書き方
  ―外来がん治療認定薬剤師の例― 角 佳亮 … 25

 2． 学会発表にトライ！
  ―緩和薬物療法認定薬剤師の例― 坂本 岳志 27

■  薬局薬剤師が取得できる認定資格 編集部 … 33

特 集
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筆者は病院勤務を経て，1998年より現在の保険薬局に
転職した。病院勤務時代より在宅医療や緩和医療には興
味があり，いつかは関わりたいと思っていた。転職を決
めた理由は，当時の社長より「在宅医療や緩和医療に携
わってほしい」と勧誘を受けたからである。
当薬局では，転職当初より訪問薬剤管理指導（以下，訪

問指導）を実施していた。2002年からはHome Parenteral 
Nutrition（HPN）業務を開始した。HPN業務を通じてが
ん終末期の患者に関わる機会が多くなったとともに，麻
薬処方せん受付枚数や，店頭で緩和医療を受けている患
者に接する機会も増えていった1）。そのなかで，自分の
緩和医療の知識やコミュニケーション能力を高める必要
性を感じ，さまざまな書籍を読み，緩和医療に関する講
習会にできる限り足を運んだ。
2007年に「日本緩和医療薬学会」が設立され，2009年

より緩和薬物療法認定薬剤師制度が発足した2）。当時，
薬局薬剤師が取得できる認定制度は限られていたなかで
のニュースであった。今まで自分が行ってきた薬剤管理
指導が学会から認められるレベルかを判定してもらえる
絶好の機会であり，認定取得によりチーム医療のなかで
自信をもって仕事ができるのではと考え，認定取得を志
した。

薬局薬剤師の出願資格として，①薬剤師としての職歴
が5年以上，②申請時に3年以上麻薬小売業者免許を取
得し，かつ，がん診療を行っている在宅療養支援診療所
等の医療機関と連携する保険薬局などに勤務し，緩和ケ

認定取得を目指した背景

認定取得にあたって

アに従事している，③過去5年以内に認定対象となる講
習などを所定の単位（100単位，毎年20単位以上）履修し
ている，④緩和ケア領域に関する学会発表が2回以上あ
る，⑤緩和ケア領域薬剤管理指導の実績について15症例
以上提示できる，などがある3）。
毎年8月ごろに募集要項が発表され，10～11月に必要
書類と症例を提出する。書類選考を通過した者が，翌年
1月下旬の認定試験を受けることとなる。この試験に合格
すると，「緩和薬物療法認定薬剤師」の資格を取得できる。
私は2011年の第2回の試験で資格を取得した。
出願時の症例の提示には，薬剤師の視点でのアセスメ
ント，プランニングの詳細に重点を置いて記載した。病
院薬剤師は30症例の提示が必要だが薬局薬剤師は半分の
15症例の提示が要件であり，ハードルが低くみえるが，
当薬局での日常業務中に麻薬処方せんを受け付けるのは
訪問指導を実施している患者と外来患者を合わせても週
に5枚程度であるため，症例の選別には苦労した。しか
し，過去の症例を見直すことができ，次の症例に活かす

車で在宅訪問へ

取得にチャレンジ！現場で活かせる認定資格特集

かいなん調剤薬局　加藤 種子

現場で活躍する認定薬剤師

1. 緩和薬物療法認定薬剤師
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ことができた。単位の取得にあたっては，居住地域で行
われる講習だけでは第2回の認定試験の出願が難しかっ
たため遠方の講習にも参加した。
書類選考通過通知を待たずに，認定試験の準備を始めた。
第2回認定試験では，「臨床緩和医療薬学（真興交易）」，
「緩和薬物療法認定薬剤師のための緩和医療実践問題集
（じほう）」などの内容を基準に出題されたが，その当時新
規発売された薬剤（プレガバリンなど）についても勉強し
ておいた。実際の試験では前述の2冊からの基礎的な問題
が多かった。痛みのメカニズムについて確実に理解してい
れば回答は容易だったと思われるが，筆者は曖昧にしか
理解していなかった部分もあったため悪戦苦闘した。

 

自分が経験や勉強を多少積み重ねてきたこともあると
思うが，来局されるがん患者やその家族の不安や悩みを
引き出せるようになったり，介護保険の申請手続きを勧
めたりと，ケアマネジャーや病院の医療ソーシャルワー
カーにつなぐケースが増えてきた。
認定取得後も最新の知見の情報収集や知識と技能を維

持するための努力は怠っていないつもりである。そのた
め，来局患者，訪問指導を実施している患者を問わず，
個々の患者に合わせてQOL向上のために積極的な処方提
案を行っている。
社内の薬剤師から麻薬処方せんの監査や服薬指導につ

いて相談を受けることが増えている。社内での緩和関連

認定取得後の薬剤師業務

の薬剤管理指導のレベルアップができるように，個々に
アドバイスを行っている。また，学生実習においては，
在宅医療の講義のなかで，緩和薬物治療や終末期医療に
関することも盛り込むことで，緩和医療教育の一端を担
えていると思っている。

 

2007年4月から施行された「がん対策基本法」では，早
期からの緩和ケア実施の重要性が示され，在宅ケアへの
視点も示されている4）。実際に，外来化学療法と並行し
て緩和医療を受ける患者は増えてきており，薬局薬剤師
には適切な薬物治療支援を行うことが求められている。
そのような状況に対応するため，緩和医療だけでなく，
がん治療に対する知識も必要となる。実際に薬局で取り
扱っていない注射抗がん剤の知識取得には苦労するが，
クリアしなければいけないことである。
薬局薬剤師はジェネラリストであることが前提と考え
ているが，専門性を身に付けることで治療に大きく貢献
でき，チーム医療に欠かせない存在となり得る。
2010年から2016年までに7回の認定試験が行われ，

538名の緩和薬物療法薬剤師が誕生しているが，薬局薬
剤師の取得は29名にとどまっている5）。この人数だけを
みると緩和薬物療法認定薬剤師が取得できるのは，一部
の限られた薬局薬剤師だけと思われるかもしれないが，
緩和医療に関心がある薬剤師であれば，かかりつけ薬剤
師として行っている日常業務でのアセスメントやプラン
ニングを少し掘り下げることで可能になると思う。

参考文献
1）  加藤種子：保険薬局の在宅緩和医療における役割，癌と化学療
法，38（suppl.1）：56-58，2011

2）  加賀谷肇：緩和薬物療法認定薬剤師，病薬アワー2011年3月
21日 放 送，http://medical.radionikkei.jp/medical/Jshp/final/
pdf/110321.pdf，2007年7月18日現在

3）  一般社団法人日本緩和医療薬学会：認定薬剤師制度，http://
jpps.umin.jp/test/renewal_qualification.html，2007年7月18日
現在

4）  厚生労働省・日本医師会：がん緩和ケアに関するマニュアル改
訂第3版，日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団，2010年

5）  日本緩和医療薬学会 認定薬剤師名簿，http://jpps.umin.jp/file/
pharmacist_roster.pdf，2007年7月18日現在

おわりに

在宅中心静脈栄養法（HPN）における輸液の調製



スポーツファーマシストの認定を取得したのは，実習
先の薬局に資格をもった先輩がいたことや，2020年東京
オリンピックが開催されることが決定し，薬剤師として
アンチドーピング活動を通じてスポーツにも貢献したい
と考えたことがきっかけでした。
認定取得にあたって苦労した点は申し込み期間が年に

一度しかなく日程が合わないこと，応募者が多く抽選と
なってしまうため受講のタイミングを逃しやすいことで
した。
認定を取得することで「うっかりドーピング」という言
葉の意味について処方せん薬だけでなく，市販薬・健康
食品などでもドーピングの危険があることなどを学べま
した。このことは今後の仕事にも活かせる可能性も感じ
ています。ほかにも自分自身の生活圏内でもアンチドー
ピングを考えているアスリートや保護者，トレーナーの
方がいて専門家に相談したいと思っていることを知りま
した。
毎年更新される禁止物質を把握し，相談者に適切なア

ドバイスができるようにすることは，大変ですが責任感
もあり自身の学びにもなります。また，抜き打ちでドー
ピング検査があることや，トップアスリートが薬に対し
ていかに気を遣い，苦労しているかも学ぶことができま
した。

陸上選手の奥様からの電話での相談で，子どもの塗り
薬（白色ワセリン，クロベタゾン酪酸エステルなど）が主
人についてしまっても大丈夫か，という症例を経験しま
した。万が一，ドーピングとされてしまうケースであれ

認定取得を目指した背景

うっかりドーピングを防ぐ

ば当事者にとっては非常に大きな問題です。勤務地がか
なりの田舎の場合，ドーピングの相談とは無縁と思われ
がちですが，このような経験が一度でもあると，都市部・
郊外部，どの地域であっても不安に思うアスリートの方
がいるのだということを実感します。
ほかにもスポーツファーマシスト検索サイトを見たと
いって店舗に電話がかかってきたことや，直接店舗へ来
店された方を接客したこともありました。また，選手の
トレーナーから普段使っている常備薬や処方薬のリスト
を渡され安全に使用できる薬かどうか選定を任されたこ
とや，保護者の方が，選手が体調を崩してしまい近隣医
院を受診したが，その処方薬がドーピングに引っかから
ないかを調べてほしいと処方せんを持参され，調剤した
こともあります。反対に，「うっかりドーピング」を気に
し過ぎて我慢して薬を服用しなかったという事例もあり
ました。

 

スポーツファーマシストには，処方薬のみならず一般
用医薬品から健康食品まで幅広い知識が要求されます。
知識量が増えるので，服薬指導の幅も広がります。例え
ば，ツロブテロールテープやジフルコルトロン吉草酸エ
ステル・リドカイン痔疾用軟膏など，ドーピング違反と
なってしまう医薬品は多くあります。
知識があるとないとでは心もちや対応などにも大きな差
が生じてきます。また，調剤だけでなく，OTC薬の販売
でも知識を活かすことができます。総合かぜ薬＝ドーピ
ングというイメージも強いと思いますが，ドーピングに
ならない総合かぜ薬もあります。
栄養ドリンクのなかでも安全なものと避けた方がよい
ものがあるので，薬局や店頭販売においても十分活用で

薬局で役に立つ知識
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取得にチャレンジ！現場で活かせる認定資格特集
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ウエルシア薬局　頃末 敏文

現場で活躍する認定薬剤師

4. スポーツファーマシスト
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薬剤師倫理，基礎薬学，医療薬学，衛生薬学および薬事関連法規・制度などを修得。薬剤師の資質を維持，
自己研鑽することで時代に即した薬学的ケアができる。

認定要件

•毎年5単位以上，新規認定には単位取得日より4年以内に40単位以上の取得
•研修には集合研修，実習研修，グループ研修，通信講座研修，特定講座研修，インターネット研修，自己
研修などがある　※集合研修は，「研修センターだより」123頁を参照
更新：3年

研修認定薬剤師 認定母体：日本薬剤師研修センター

漢方・生薬に関する研修を受け，専門的知識を修得し，エビデンスに基づいた薬物療法を実践できる。

認定要件

•漢方薬・生薬研修会を受講（出席率80%以上）
　薬用植物園実習でのレポートを提出
•認定試験あり
更新：3年

漢方薬・生薬認定薬剤師 認定母体：日本薬剤師研修センター

小児科領域において医薬品に関わる専門的立場から医療チームの一員として，小児薬物療法に参画するた
めの能力と適性を備え，適切な助言および行動ができる。

認定要件

•実務経験3年以上
•小児科病棟で薬剤管理指導業務が実施されている病院において1日の小児関連実務研修を履修
•e-ラーニングで小児薬物療法研修を受講
•認定試験あり
更新：3年

小児薬物療法認定薬剤師 認定母体：日本薬剤師研修センター

取得にチャレンジ！現場で活かせる認定資格特集

　編集部

薬局薬剤師が取得できる認定資格　
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で約12年です。健康寿命と平均寿命の間にこれほどの差
が生じるのは人類の歴史上初めてであり，医療技術の発
展と経済の豊かさがもたらした成果です。しかし，この
期間における患者やお年寄りのQOLについて議論される
ことはほとんどありません。
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ikPROFILE

―― 薬局は地域住民にとってより身近な医療施設であると
いう側面と，株式会社として営利を目的としている側面が
あり，その両立に悩んでいる薬剤師も多くいます。本日は，
変革の激しい医療を経済と絡めた視点から伺いたいと思い
ます。
江崎　現在の日本の医療制度は，戦後の経済発展期から
ジャパン・アズ・ナンバーワンといわれた1980年代の社
会構造，経済水準をベースにしています。つまり，世界
一の経済力を誇り，人口構造では高齢者が1割程度しかお
らず，人口の大半が稼ぐ世代で占められていた時代に形
作られたものです。当時は経済が拡大し続けており，潤沢
な資金のもとで手厚い社会保障制度が構築できたのです。
それが，2015年にはついに人口がピークを迎え，高齢
化が進み65歳以上の人口比率が拡大するという時代に入
りました（図1）。皆，口々に高齢化の問題は大変だと言っ
ていますが，皆が健康で長生きすることを望めば社会が
高齢化するのは当然です。無闇に不安になる必要はなく，
そうした人口構造に見合った経済活動，医療制度を考え
ていけばよいのです。
―― これからの人口構造に合った制度設計が必要だという

ことですね。
江崎　はい。一般的には「高齢者が増えるから患者が増
え，医療財政が…」といわれることが多いのですが，医
療費の増大につながる原因はほかにもあります。
例えば，医療費増加の要因を分析すると，高齢化より

も医薬品の価格上昇の方が倍近く影響しています。また，
高齢者が一律に医療費を使っているわけではなく，いわ
ゆる健康寿命が終わってから亡くなるまでの間に膨大な
医療費が使われています。
現在，健康寿命と平均寿命の差は男性で約9年，女性

健康寿命と平均寿命の差が医療費増大へ

これからの
ヘルスケア産業

江崎 禎英
経済産業省
商務情報政策局
ヘルスケア産業課長

岐阜県出身　昭和39年生
東京大学 教養学部 教養学科第Ⅲ 国際関係論分科卒業

1989年，通商産業省に入省し通商政策局にて日米通商
問題に携わった後，大蔵省に出向し金融制度改革を担当。
その後引き続き通商産業省にて資本市場改革，外為法改
正に取り組む。英国留学，EU（欧州委員会）産業総局（DG
Ⅲ）勤務を経て，通商産業省に戻りIT政策を担当。この
間，内閣官房内閣内政審議室にて個人情報保護法の立案
に携わる。
その後，経済産業省にて，ものづくり政策，外国人労働
者問題を担当し，2005年から資源エネルギー庁にて地球
温暖化問題を担当。2008年から岐阜県に出向。2012年
4月に経済産業省に復帰し，製造産業局生物化学産業課
長として再生医療を巡る法制度の改革に携わったのち，
2015年4月より現職。

聞
いて
納得！

20回
第
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聞いて納得！20回第

医療分野には不思議に感じる点が少なくありません。例
えば，医薬品の品質と価格です。通常，市場に提供され
た製品は顧客満足度に基づく市場メカニズムにより，良
いものが残り駄目なものは排除され，その結果，今日よ
りは明日，明日よりも明後日と品質が向上し，生産効率
の向上に伴って価格が低下するのですが，医薬品の世界
ではそのような機能が存在しているようにはみえません。
実際，製品である薬に関する上市後の実際の効果およ
び副作用も含めた投薬結果などを医療サービスの顧客で
ある患者が入手することはほとんどありません。実際の
治療では，薬が効かない患者の割合が減らないまま長期
にわたって同じ薬が使われ続けることも珍しくありません。
製薬会社の調査では，疾患別の医薬品の有効率は，が
ん25％，アルツハイマー病30％，骨粗鬆症48％とのこと
です。薬の効果を上げることは容易ではないでしょうが，

実際のところ，拡大し続ける医療費の大半はこの期間
に使われています。最近では，人生の最期の3日間に生
涯医療費の3割が使われているという指摘すらあります。
早くから健康維持に取り組み，平均寿命に健康寿命を近
づけるとともに，人生の最期を本人や家族が納得する形で
終わることができれば，状況は大きく変わると思われます。
疾患別でみるなら，がんと糖尿病と認知症を中心に早

期から適切な対応が採られれば，国民皆保険はサービス
水準を下げることなく十分維持できると思っています。し
かし今のままでは，消費税率を25％まで上げたとしても
現行の医療サービスの水準を維持することは困難でしょう。

江崎　一般的な産業政策に携わってきた者からみると，

外部からみた医療サービスの問題点とは

 図1   日本の将来の人口推計

〔国立社会保障・人口問題研究所・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」，総務省「人口推計」より〕

高
齢
者

●少子高齢化が進展するなかで，高齢者人口比率は今後拡大していく見通し。
●今後人口減少が見込まれるなか，85歳以上の高齢者の人口比率は急速に拡大。
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 ▶▶「g」と「包」を処方と調剤の両方で取り違え！

(1705)

　　　    お薬手帳に貼られた処方シールの下に 
別の処方が！

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歳代の女性

［A病院の消化器科。印字/処方オーダー］

Rp.1［2月4日］

ダクルインザ錠60mg　1錠

 1日1回　朝食後　14日分

スンベプラカプセル100mg　2Cap

 1日2回　朝夕食後　14日分

マグミット錠330mg　3錠

 1日3回　毎食後　28日分

アムロジピンOD錠5mg　2錠

 1日2回　朝夕食後　28日分

ラベプラゾールNa錠20mg　1錠

 1日1回　朝食後　28日分

グッドミン錠0.25mg　1錠

 1日1回　寝る前　28日分

※前回まではC薬局，今回より当薬局で調剤。

ケース1

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

「g」と「包」を処方と調剤の
両方で取り違え！

第73回

隊長    東京大学大学院薬学系研究科育薬学　澤田 康文

［B病院の耳鼻科。印字/処方オーダー］

Rp.2［2月10日］

クラリシッド錠200mg　2錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

タリオン錠10mg　2錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

※D薬局で調剤。お薬手帳に記載された処方内容。

何が起こった？
A病院の消化器科から処方されたダクルインザ錠，

スンベプラカプセルを併用している患者が，B病院の

耳鼻科でクラリシッド錠を服用していたことが発覚した。

▶▶どのような経緯で起こった？

当該患者はC型肝炎で，以前よりダクルインザ錠，ス
ンベプラカプセルが併用処方されていた（Rp.1）。これま
ではC薬局で調剤されていたが，2月4日より当薬局で調
剤して交付した。
2月18日，A病院の消化器科の肝臓専門医が，お薬手帳

を確認したところ，2月10日にB病院の耳鼻科でクラリシッ
ド錠が処方されていることに気が付いた（Rp.2）。スンベプ
ラカプセルとクラリシッド錠は併用禁忌である。また，ダ

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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クルインザ錠もクラリシッド錠とは併用注意とされている。
その後，当薬局でお薬手帳を確認したところ，2月10日
のクラリシッド錠は2回目の処方であり，1月29日にも
14日分を処方されていたことがわかった。当薬局では2月
4日にお薬手帳をチェックする機会があったが，その時
点では気付くことができなかった。
A病院の医師は，お薬手帳にクラリシッド錠の服用を

中止する旨の指示を記載し，患者に対してB病院を受診
するように指導した。当該患者は，その後B病院を受診
することとなった。
患者は，Rp.1には飲み合わせに注意しなければならな

い薬剤があることを理解しており，お薬手帳を使ってい
れば薬剤師が飲み合わせをチェックしてくれると思って
いた。そのため，B病院の処方を調剤したD薬局の薬剤
師が併用を見逃したことに対して立腹していた。
その後，併用は回避されたが，結果的に2週間，スン

ベプラカプセルとクラリシッド錠を併用してしまった。

▶▶隊長のヒント

難易度　★★☆☆☆

お薬手帳があっても併用禁忌，併用注意を見逃す落と

し穴について考える。

▶▶問題点の解析

2月4日にA病院の処方を調剤した際，投薬した薬剤
師は，お薬手帳に貼られたA病院の過去の処方シール
（C薬局で調剤）と見比べ，ほかに飲んでいる薬はないと
判断した。当時，1回目のクラリシッド錠の処方内容が
書かれたシールが図1のように貼られており，A病院消
化器科の処方シールの下に隠れていたため気付くことが
できなかった。スペースがあったので貼ったと思われる
が，1月29日の処方内容のシールを誰が，いつ貼ったの
かは不明である。
患者が，B病院の処方を調剤したD薬局に対して立腹
していたことから，B病院耳鼻科で1回目（1月29日）あ
るいは2回目（2月10日）のクラリシッド錠が処方された
際に，調剤をしたD薬局に飲み合わせのチェックをして
もらったものの，適切な処方チェックがなされなかった
ため，患者は併用してもよいと言われていた可能性が考
えられる。
2月10日の処方内容のシールは適切に貼られていたた
め，結局，2月18日のA病院受診時に肝臓専門医が気付
き，相互作用は回避された。事例発生当時はダクルイン
ザ，スンベプラの新薬の14日分投与制限のため，2月
18日に受診して併用が発覚したが，投与制限がなければ，
さらに長い期間併用していた可能性が高い。

図1　2月4日に当薬局でお薬手帳をチェックしたときの記載内容

薬の種類が多く，
シールが長くなっ
たため，下部は折
りたたまれている。
上部のみ，のり
付け。

※1月
　A病院消化器内科
　の定期処方内容
　（C薬局）は記録なし。
　お薬手帳を忘れた
　ため。

1月29日の処方が
隠れて見えない。

12月
A病院消化器科の
定期処方（C薬局）

1月
A病院整形外科の処方
　　　 （C薬局）1回目

1月
A病院整形外科の処方
　　　 （C薬局）2回目1月29日

B病院耳鼻科の処方
　　　　　（D薬局）
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1．症例提示
専業主婦のHさん（35歳，女性）が，テレビの健康番
組をみて気になることがあると相談に来られました。

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。患者さんの同意を得て，少し話を伺
うことにしました。

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， 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

テレビで尿が泡立つのは尿蛋白だと言っていま
した。気になり自分の尿もチェックしてみたら，
すごく泡立っていたんです。健康診断もこの数年
間全く受けていませんし，主人にも太り過ぎが原
因じゃないかって言われるんです。大丈夫かしら。
え？ 身長と体重？ 恥ずかしいわ…。身長155cm，
体重60kgよ。

〈Hさんのお話〉

尿の異常（尿が泡立つ）－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17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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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

始めます。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。

1．アセスメントPOINTから何がわかる？
良い服薬支援や薬物治療を行うには，症候や病態に関

する知識を十分に備えておくことが大切ですが，先に挙
げたファーマシューティカルアセスメントPOINTからど
のようなことがわかるのかを考えてみましょう。
まず，「③健診を何年も受けていない」という「④155cm，
60㎏と太り過ぎが気になる」｢①35歳，女性｣が，テレビ
の健康番組で尿が泡立つのは尿蛋白だと聞き，自分の尿
をチェックしたところ，「②尿が泡立っていた」ため心配
になり相談に来られたという状況です。
ただの水を激しく振とうさせても泡はほとんど立ちま

せん。しかし，石けん水ではどうでしょう？ みるみるう
ちに泡立ってくるのではないでしょうか。では尿が泡立
ちやすいとはどういうことなのでしょうか。

2．尿の泡立ちについて考えよう！
（1）尿とは
血液は血管を通じて私たちの身体のすみずみまで巡り，

生きるために必要なエネルギーや酸素を届ける一方で，
細胞が活動する間に作られた不要な物質を回収していま
す。それらを含んだ血液は，最終的に腎臓で濾過されて
尿となり，膀胱に蓄えられて体外に排泄されます。
（2）尿の成分
人の尿の約98％は水であり，約2％が蛋白質の代謝で

生じた尿素です。そのほか，微量の塩素，ナトリウム，
カリウム，マグネシウム，リン酸などのイオン，クレア

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）

2STEP

チニン，尿酸，アンモニア，ホルモン（閉経した女性の
場合は，女性ホルモン）を含んでいます。
色はおおむね黄色で，水分が不足しているときはオレ
ンジ色になり，短時間に大量に水を摂取した場合は無色
に近くなります。ビリルビンが代謝されウロビリノーゲ
ンを経て最終的な代謝物である黄色のウロビリンが排出
されたときやビタミンB2（リボフラビン）が排出されたと
きも黄色となります。
尿は血液をろ過して作られるため，腎臓に異常がない
場合，排泄までは無菌です。排泄してから時間が経つと，
尿の中の尿素が外部から侵入した細菌によって分解され，
アンモニアが発生し悪臭を放つようになります。
（3）尿の泡立ち
泡立ちやすさに影響する因子としては，表面張力，溶

質濃度，温度，水の硬度，pHなどが挙げられます。膜
を作るのは表面張力ですが，泡が丈夫で長持ちするため
に必要なのが界面活性剤であり，石けんがその代表的な
ものです。界面活性剤として働くのは石けんだけでなく
蛋白質分子も界面活性剤となります。
つまり，尿中の蛋白質が界面活性剤となり，尿が泡立っ
たと考えられますが，蛋白質は，正常な尿にはほとんど
含まれません。しかし，何らかの異常によって，蛋白質
が尿の中に漏れ出てしまうと尿が泡立ちやすくなるとい
うわけです。
では，尿に蛋白質が含まれてしまう疾患（尿の泡立ち
を来す疾患）にどのようなものがあるかみてみましょう。

★患者の状態をしっかりと把握する
①35歳，女性
②尿が泡立っていた
③健診を何年も受けていない
④155cm，60㎏と太り過ぎが気になる

ファーマシューティカルアセスメントPoint
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た場合は若年発症RA（young-onset rheumatoid arthritis：
YORA），60歳以上で発症した場合は高齢発症RA（elderly- 
onset rheumatoid arthritis：EORA）と呼ばれる。両者
の特徴を表1に示す1）。
EORAの主な特徴として，急性発症で発熱，倦怠感，

体重減少の発現頻度が高く，肩や膝などの大関節炎を来し
やすい。しかし，これに似た症状を示す疾患もあるので注
意が必要である。まず，リウマチ性多発筋痛症（polymyalgia 
rheumatic：PMR）では，対称性の頸部，肩関節周囲，
股関節周囲などの筋痛や疼痛，両側対称性の急性多関節
炎を起こす。また，手背部や足背部の腱鞘滑膜炎による
浮腫を呈する RS3PE 症候群（Remitting Seronegative 
Symmetrical Synovitis With Pitting Edema）も存在し，
EORAはこれらの疾患と類似するため専門的な鑑別と診
断が必要になる。

高齢リウマチ患者の治療目標

前述したYORAとEORAの高齢者はRAの痛みや併存
疾患により，しばしばフレイル（虚弱）になる。RA疾患
活動性のコントロール不良でフレイルに至ることもある
が，RA以外の要因でフレイルに至ることもある。いずれ

  ポイント  
高齢リウマチ患者の薬物治療の指針は，若年リウマチ

患者の薬物治療と同様にメトトレキサート（MTX）や生
物学的製剤を使用し，低疾患活動性を維持して関節破壊
を防止することである。しかし，フレイルや認知症の進
行がある場合は症例に応じて治療目標を設定する必要が
ある。また，多剤併用療法が行われることが多いため，
服薬コンプライアンス低下，医薬品相互作用および副作
用への対処，そして腎機能低下例への投与禁忌に注意が
必要である。

高齢リウマチ患者の特徴

昨今，高齢の関節リウマチ（RA）患者は増加傾向をた
どっている。筆者の施設でも同様の傾向があり，通院す
るRA患者の平均年齢は58.1歳（2009年度）から60.1歳
（2015年度），また，他院からの紹介RA患者の平均年齢
は59.0歳（2009年度）から61.3歳（2015年度）と上昇を認
めている。高齢のRA患者は，合併症や副作用歴を有す
ることが多く，治療薬の選択に難渋することをしばしば
経験する。
RAは主に発症時期により分類する。60歳未満で発症し

今日から
使える！

： 最近では，高齢の関節リウマチでも免疫調整薬と免疫抑制薬や生物学的製剤を使用するケースが増えて
いますが，長期患者管理の観点から何を注意したらよいですか？
： 高齢の関節リウマチのメトトレキサート使用例では，腎機能が徐々に低下した場合，クレアチニンクリ
アランス30 mL/min未満では禁忌となるため，定期的な腎機能検査値のチェックが必要です。それ以
外に肺障害（間質性肺炎，ニューモシスチス肺炎，肺結核），骨髄抑制（白血球減少，血小板減少），肝
障害にも注意が必要です。
  高齢者の生物学的製剤投与は感染症発症リスクが高く，肺炎や他の感染症（蜂窩織炎など）にも注意し，
B型肝炎の再活性化の予防および潜在性結核感染症の治療も必要時には考慮します。

第7回

抗リウマチ薬 患者に合わせた治療目標を設定

 JCHO四日市羽津医療センター 薬剤科　片山 歳也
鈴鹿医療科学大学薬学部　大井 一弥
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トへの結合を考慮した「4-アニリノキナゾリン骨格」と
なっており，EGFR T790M変異が発現したEGFRの分
子ポケットには物理的・電気的に入ることができない。
本剤は，既存のEGFR-TKIとは異なる「モノアニリノ
ピリミジン骨格」を基本構造としてもつことで，T790M
変異EGFRチロシンキナーゼにも阻害作用をもつように
設計されている（表1）。

3．臨床試験
既存のEGFR-TKIによる治療後の2次治療における奏
効率は20～30％で，無増悪生存期間（PFS）の中央値は
3～6カ月と報告されている3, 4）。
本剤は，2つの国際共同第Ⅱ相試験（AURA試験，
AURA2試験）の併合成績において，奏効率〔完全奏効
（CR）＋部分奏効（PR）〕66.1％（263/398），PFSの中央値
は9.7カ月，また，そのなかの日本人集団における解析で
は，奏効率63.2％（48/76），PFSの中央値は9.7カ月と有
効性が得られている。
しかし，全生存期間についてはデータが出ておらず本

剤服用による延命効果については現段階では評価されてい
ない。また，国際共同試験においてPerformance Status

 特徴

1．開発の経緯
肺がんの治療を進めていくうえで，上皮成長因子受容

体（EGFR）遺伝子変異検査は重要な位置を占めている。
ガイドライン上では，病期がⅣ期の非小細胞肺がん（非
扁平上皮がん）でEGFR遺伝子変異陽性の患者では，1次
治療としてEGFRチロシンキナーゼ阻害薬（EGFR-TKI）
の使用が推奨されている。現在，非小細胞肺がんに適応
のあるEGFR-TKIには，ゲフィチニブ，エルロチニブ，
アファチニブの3剤がある（表1）。
この既存のEGFR-TKIに対して耐性となった非小細

胞肺がん患者の約50～60％でEGFR T790M変異が確認
されている1, 2）。この変異は，EGFR遺伝子エクソン20の
790番目のスレオニン（T）がメチオニン（M）に置換され
ることで起こる。オシメルチニブ（以下，本剤）は，この
EGFR T790M変異およびEGFR活性化変異を選択的に
阻害する新規のEGFR-TKIとして開発された。

2．製剤的特徴
既存のEGFR-TKIの基本構造はEGFRの分子ポケッ

◆  既存のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬で治療後，病勢が進行したEGFR T790M変異陽性の手
術不能または再発非小細胞肺がんに適応をもつ第3世代のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬である。

◆  EGFR活性化変異およびEGFR T790Mに対して選択的かつ強力な不可逆的阻害作用を有する。

◆  国際共同第Ⅱ相試験の併合成績の日本人患者群において，奏効率および病勢コントロール率は，
63.2％（48例/76例）および93.4％（71例/76例）であった。

◆  重大な副作用として，間質性肺炎，QT間隔延長，血液毒性，肝機能障害が現れることがある。
初期症状の確認と定期的な検査の実施が必要である。

P o i n t

倉敷中央病院薬剤部　大熊 沙代子，髙栁 和伸

タグリッソ錠40mg，80mg
（オシメルチニブメシル酸塩）
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（PS；患者の全身状態を表す目安，活動度）は0～1の患
者が対象となっており，臨床現場においてPS2以上の患
者における忍容性は不明である。現在，第Ⅲ相試験
（AURA3試験）が行われており，プラチナベース併用化
学療法（ペメトレキセド＋シスプラチンまたはカルボプラ
チン）との有効性・安全性が比較されている。この試験
の副次評価項目に全生存期間が含まれており，今後の結
果が期待される。

4．コンパニオン診断薬
本剤は，既存のEGFR-TKIに抵抗となってからの使

用となるため，現段階では1次治療での使用は認められ
ておらず，2次治療以降での使用となる（図1）。そのた

め，本剤の使用前には，病勢進行が認められた後に改め
て組織を採取して変異検査をすることが必要である。現
在，投与対象となる患者特定のために，T790M変異を検
出することができるコンパニオン診断薬も出ており，保
険適用となっている。

 作用機序 5）

EGFRは膜貫通型受容体チロシンキナーゼであり，こ
のチロシンキナーゼ領域のリン酸化が，がんの増殖・分
化に関わるシグナル伝達に関与している。本剤はEGFR
活性化変異およびEGFR T790M変異を有するEGFRチ
ロシンキナーゼに対して，選択的かつ強力な不可逆的阻

表1　非小細胞肺がんに適応をもつEGFRチロシンキナーゼ阻害薬一覧

商品名 一般名 構造式 薬価収載 用法・用量
（標準量） 治　療 阻害作用 重大な副作用

第
１
世
代

イレッサ ゲフィチニブ

CH3
O

O
O

Cl

N

N
N

F

HN 2002年

　1日1回250mg
　 日本人高齢者には
無酸症が多いため，
食後投与が望まし
い。

1次治療から
使用可能

可逆的

間質性肺炎，
急性肺障害，下痢，
脱水，皮膚障害，
肝機能障害，
出血性膀胱炎，
急性膵炎，
消化管穿孔・潰瘍

タルセバ エルロチニブ
塩酸塩

CH3

CH3

CH

HCl

O

O
O

O
N

N

HN 2007年

　1日1回150mg
　 食事の1時間以上
前または食後2時
間以降

可逆的

間質性肺疾患，
肝機能障害，下痢，
急性腎不全，皮膚障害，
消化管穿孔・潰瘍，
角膜穿孔・潰瘍

第
２
世
代

ジオトリフ アファチニブ
マレイン酸塩

CH3

CH3

O
O

O

O
O

2

O
N

N N
HO

O
H

N
H

F

HN 2014年 　1日1回40mg
　空腹時

1次治療から
使用可能 不可逆的

間質性肺炎，下痢，
皮膚障害，肝機能障害，
心障害，急性膵炎，
消化管潰瘍・出血

第
３
世
代

タグリッソ オシメルチニブ
メシル酸塩

O

O

N
H N

N

N
N N

HN

2016年 　1日1回80mg

　2次治療以降
　 既存のEGFRチロ
シンキナーゼ阻害
薬に抵抗となった
EGFR T790M 変
異陽性の患者

不可逆的

間質性肺炎，
QT間隔延長，
血小板減少，
好中球減少，
白血球減少，貧血，
肝機能障害

：4-アニリノキナゾリン　　 ：モノアニリノピリミジン
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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

はっきりとは言えない
相手への不満

　今回は，デール・カーネギーの「相手は変えられない
が，自分は変えられる」という原点に立ち返り，自分の
ストレスをマネジメントする方法を解説します。これこ
そがほかのコミュニケーションの手法との一番の大きな
違いといってもよいでしょう。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

ストレス・マネジメントと
「悩みを分析する」

キーワード今 月 の

第4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
改めて，介護施設長のBさんとの関係を教えてもらえ

ますか？
毎回ではありませんが，常々Bさんには
いろいろ頼まれています。一番多いの

は，当薬局以外で調剤された薬剤も併せて一緒にセット
することです。

Coaching 1

Aさん
振り返り

…❷
先ほど断り方を知りたいとおっしゃっていましたが，
実際に断ったことはありますか？

ないです。どう言えば感じが悪くなく断
ることができるのかわからず，結局「お

薬のセットですね。ほかの薬局さんの分も一緒にやって
おきます」などと言って受けてしまいます。

Coaching 1

Aさん
振り返り

困っている
人間関係

本日の相談者は薬剤師のAさんです。Aさんはビジョンとして，「あの
薬剤師に相談すれば安心できる！　ためになる！　あなたに相談した
い！　と思われる薬剤師」を掲げています。
Aさんは介護施設の施設長Bさんより，たびたび業務外の仕事を依頼
され，その要望に応え続けてきました。このような一方的な関係をどう
にかしたいと思っています。

悩みを聞く

  介護施設長のBさんからほかの薬局で調剤された

薬のセットを頼まれます。業務外の仕事の依頼を

うまく断るにはどのように話したらよいのですか？

  デール・カーネギー・トレーニングは会話教室で

はないので，話し方についての指導はしていませ

んが，トレーニングで自分が変わることによって

相手に気づかせるということを実践していきます。

  どういう意味ですか？

  相手の間違っていることを指摘すると，相手は反

省してくれるものだと思いがちですが，実際には，

誰かから「間違っている」と指摘されると，その

人は辱めを受けたと取り，怒り出すことが多いと

いうことです。ですから，デール・カーネギー・

トレーニングでは，「『あなたは間違っている』と

言って，人を責めたり，諭したりすることほど無

意味で，危険な行為はない。言われた人は相手を

　　    恨み，場合によっては無意味な争いを起こそうと

　　 するだろう」ということを教えています。

  では，施設長のBさんに対して，「今日はちょっと

忙しいし，その仕事は私の仕事ではないので，本来

やるべき人にやってもらったらどうですか？」と，

尋ねることは危険だということでしょうか？

  そうですね。恐らくBさんは，それがAさんのや

るべきことではないということはご存じだと思いま

す。いかがですか？

  多分，おっしゃる通りです。諦めるしかないよう

ですね。

  諦める必要はありません。Aさんの薬局以外で調剤

された薬剤も併せてセットをすることを，引き続

き請け負うことにはなりますが，Aさんの不満に

思う気持ちをコントロールすることはできますよ。

施設長との人間関係を分析する・コーチング1


