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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！

 11 回第

 68歳，男性。C型慢性肝炎。

 今回，ハーボニー配合錠が処方に追加された。

〈薬歴の記録より〉

  他院よりクレストール錠2.5mg　1日1回　朝食後が60日分処方され，服用中。

 食べ過ぎたときに，市販の胃腸薬を飲むことがある。

 家庭血圧を毎日測定し，血圧手帳に記録している。

患者背景

C型肝炎の新薬と
複数の併用薬が処方

薬局店頭での会話

薬 剤師：今日はハーボニー配合錠が出ています。先生からはどのように言われましたか？
患 　者：「出されたのはC型肝炎の新しい薬で，明日の朝から毎日忘れずに必ず飲むように」，「処方は28日分出ている
けれど，2週間後に受診するように」と言われました。
薬 剤師：これまで飲んでいた薬と一緒に飲むのですね…。近所のクリニックから出されているクレストールを飲んでい
ることは，担当の先生には伝えてありますか？
患　者：以前にお薬手帳を見せました。

処方せん

1）ウルソ錠100mg  6錠
  1日3回 毎食後 28日分
2）ランソプラゾールOD錠15mg 1錠
  1日1回 寝る前 28日分
3）アジルバ錠20mg  2錠
 アムロジピンOD錠5mg  1錠
  1日1回 朝食後 28日分
4）ハーボニー配合錠  1錠
  1日1回 朝食後 28日分

薬樹 在宅チーム　山形 和子
医薬情報研究所／エス・アイ・シー　堀 美智子
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臨床検査値を活かす！
便利ツール

　臨床検査の結果を患者に渡したり，院外処方せんに印字する
病院が増え，薬局でも客観的な患者情報から薬物治療の効果や
副作用の発現を確認しやすい環境が整いつつあります。しか
し，より高度な処方監査や患者指導が可能となる一方，どのよ
うに臨床検査値を使えばよいのかわからないという声も少なく
ありません。
　本特集では，薬局でよく目にする検査項目を解説するととも
に，薬局で臨床検査値を活かす工夫を紹介します。

■  臨床検査値の活用方法
田中 瑠美，増田 智先 ……………………………… 21

■  検査値確認に使える公開ツール　
今里  晃子 ………………………………………… 30

■  腎マーク・腎カードと抗がん剤特記カード
武智 俊子 ………………………………………… 35

■  電子薬歴で経時的変化を記録
汐待 加織 ………………………………………… 40

特 集
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臨床検査値の活用方法

好中球は細菌感染症で増加し，再生不良性貧血や急性白
血病，ウイルス感染症で減少を認める。白血球の各分画
の増減は白血球数にそれぞれの割合（％）を乗じた絶対数
で判断する。

 解 説  ヘモグロビンは肺から各組織へ酸素を運搬する赤血
球中の色素蛋白であり，貧血などの血液疾患のスクリー
ニング検査に用いる。ヘモグロビンには性差，年齢差が
あり，1日のうちでも変動がみられる（一般に午前の方が
午後より高値を示す）。また，妊娠後期では循環血漿量の
増加により血液が希釈され，低値を示す。一方，喫煙時
は一酸化炭素と結合するヘモグロビンが増加し，全身へ
の酸素の供給が減少するため，代償的にヘモグロビンが
増加する。

 解 説  血小板は止血機構の中心を担う血球成分であり，
出血傾向の鑑別診断に用いる。血小板の寿命は約10日程
度とほかの血液細胞に比較して寿命が短いため，骨髄の
造血能を比較的よく反映する。血小板数が30×103/μL以
下になると出血の危険性が高くなり，特に20×103/μL以
下では脳内出血や消化管出血など生命維持に影響を及ぼ

Hb：ヘモグロビン
hemoglobin

単位 g/dL

基準範囲 男性　13.7～16.8g/dL　
女性　11.6～14.8g/dL

PLT：血小板数
platelet count

単位 個/μL
基準範囲 158～348×103/μL

保険薬局との連携の一環として，院外に交付する処方せ
んに一部の臨床検査値を印字する病院が増えている。臨床
検査値は医薬品の副作用と密接な関係があるため，処方せ
ん監査および薬学的知見に基づく患者指導に活用できる
が，薬局薬剤師が臨床検査値を活用するためのノウハウや
経験は十分でない。そこで本稿では，薬局薬剤師が臨床検
査値を活用するための第一歩として，各臨床検査値の特徴
を概説する。

1 血算　

 解 説  白血球は細菌やウイルスなどから身体を守る働きを
担っており，細菌感染症をはじめとする炎症性疾患や血液
系悪性腫瘍で増加し，骨髄抑制状態で減少する。白血球は，
好中球（NEUT），リンパ球（LYMP），単球（MONO）， 
好酸球（EOS），好塩基球（BASO）などから構成され，な
かでも好中球は全白血球の大部分（約40～75％）を占める
ため，白血球数の変動に最も影響を与えやすい。一般に，

はじめに

臨床検査値の特徴

WBC：白血球数
white blood cell count

単位 個/μL
基準範囲 3.3～8.6×103/μL

NEUT：好中球
neutrophil

単位 ％
基準範囲 40.0～70.0％

認知症の早期発見と治療・ケア特集 臨床検査値を活かす！ 便利ツール特集

九州大学病院薬剤部　田中 瑠美，増田 智先
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す出血性疾患の危険性が高まる。

薬の副作用として発症する血液異常は，血球減少と凝
固異常に大別できる。薬がこれらを引き起こすメカニズム
はさまざまであるが，結果として感染症，貧血，出血，
血栓症として認識される。
血球減少を引き起こす頻度が最も高いのは殺細胞性の抗が

ん薬であり，抗がん薬を用いた治療中は血液系の臨床検査値
の推移に十分注意を払う必要がある。抗がん薬の適正使用ガ
イドには投与開始時の基準値や休薬・減量を考慮する基準値，
再開の目安値などが提示されているものが多く，処方監査に
有用である。血算（種々血球成分，血小板数の総称）の重症
度分類には有害事象共通用語規準（➡42頁）が広く用いら
れる。
そのほか，薬剤による血算関連の副作用は，臨床検査

値のみで確定診断することは困難であるが，副作用を考
慮するための指標となり得るため十分に把握しておく必要
がある。
●汎血球減少症（再生不良性貧血）
再生不良性貧血は，末梢血での汎血球減少と骨髄の低

形成を示す疾患である。汎血球減少をもたらす薬剤は抗
菌薬，解熱鎮痛薬，ヒスタミンH2受容体拮抗薬，抗がん
薬，抗てんかん薬，抗甲状腺薬，抗リウマチ薬など多岐
にわたる。薬剤による汎血球減少は可逆的であることが
多く，休薬後一定期間を経過すれば回復する。
●無顆粒球症（顆粒球減少症，好中球減少症）
白血球のうち顆粒球，特に好中球が著しく減少する疾

患である。抗甲状腺薬のチアマゾールや抗血小板薬のチ
クロピジンでは死亡例を含む無顆粒球症が発生している。
これらの添付文書では「投与開始後2カ月間は，2週に1回
血液検査を実施すること」と記載されており，定期的な血
液検査の実施が求められている。無顆粒球症は抗菌薬や
ヒスタミンH2受容体拮抗薬などでも報告されており，多
くの薬剤が原因となり得る。
●薬剤性貧血
薬剤による赤血球系の障害は，骨髄に対する障害（巨赤
芽球性貧血など）と末梢血中の赤血球に対する障害（メト
ヘモグロビン血症，溶血性貧血など）に大別される。薬剤
による貧血の可能性が高い場合は，薬剤の投与開始日，
その後の投与状況と自覚症状，検査値（ヘモグロビン）の

推移を経時的に検討し，可能性の高い薬剤を抽出する。
いずれの薬剤も貧血の副作用を生じる可能性があることを
認識しておくことが重要である。
●血小板減少症
薬剤による血小板減少の機序は，主に骨髄での産生低
下（再生不良性貧血など）と破壊亢進（特発性血小板減少
性紫斑病など）である。血小板減少を起こす薬剤は多い
が，いずれも投与中止後，一定期間ののちに回復するこ
とがほとんどである。

2 凝固能

 解 説  PT-INRは血液凝固能の指標で，値が大きいほど凝
固時間が延長していることを示す。日常的にはワルファ
リン投与時のコントロールの指標として汎用される。ワ
ルファリン投与時のPT-INRの目標値は疾患や年齢によっ
て異なるが，通常2.0～3.0の範囲で用量調節されること
が多い。また，現時点でエビデンスは十分ではないが，
日本人の至適PT-INRは欧米人に比べ低いと考えられて
いる。心房細動や人工弁置換術例，肺塞栓症・静脈血栓
症など，各疾患における日本人の至適PT-INRが各種ガ
イドラインで発表されており，虚血性心疾患の抗血小板
薬併用例（上限2.0）や静脈血栓症（1.5～2.5），高齢（70歳
以上）の心房細動（1.6～2.6）では低めに設定されている。
　ワルファリン投与中は出血・貧血症状とあわせてPT- 
INRの経時的な変化に注意する。投与量の変更なく延長や
短縮がみられるときは，併用薬剤やコンプライアンスの影
響を考える。また，ワルファリンから非ビタミンK拮抗経
口抗凝固薬（non-vitamin K oral anticoagulant: NOAC，
またはdirect oral anticoagulant: DOAC）へ切り替える際
は，PT-INRが治領域の下限（2.0）以下になっていること
を確認する。なお，NOACについては，PT-INRは抗凝
固能をモニタリングする指標とはならないため，投与中は
ヘモグロビン値と併せて出血・貧血の徴候を十分に観察
する。

PT-INR：プロトロンビン時間・国際標準比
international normalized ratio of prothrombin time

基準範囲 0.90～1.10
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検査値確認に使える公開ツール

値は同じであるが，症状がなければGrade1，症状があれ
ばGrade2となるため，「申し合わせ」に主な症状を記載
し，患者インタビューの際，聞き忘れのないようにして
いる。

腎機能低下患者の場合，添付文書ではクレアチニンク
リアランスに応じて投与量が設定されているものが多い。
クレアチニンクリアランスの算出にはCockcroft-Gault
式に年齢，体重，血清クレアチニン値を入れて計算する
が，値を入れるだけでCCrが表示されるツールを公開し
ているサイトがある。以下に，JCOGと日本腎臓病薬物
療法学会のサイトでトップページからツールに辿り着く
までの手順を示す。
・ JCOG
トップページ➡研究者・医療関係者の皆さんはこちら

➡ツール➡体表面積，CCr計算
・日本腎臓病薬物療法学会
トップページ➡eGFR，CCrの計算
当薬局では，エクセルでCCrの計算表を作成し，パソ
コンのデスクトップ上に置いている（図2）。
注意点は，筋肉量の少ない高齢者や女性などで血清ク
レアチニン値が0.6mg/dL未満の場合は，そのまま計算す
ると腎機能を過大評価してしまうため，0.6を代入する必
要があることである。
添付文書の慎重投与や重要な基本的注意の項には腎機
能障害時に注意を喚起する記載があるものの，具体的な
投与量・投与方法が示されていない薬剤もある（表2）。
これらの薬剤の投与量を確認する場合，当薬局では以前，
日本腎臓病薬物療法学会が公開していた「腎機能低下時の
主な薬剤投与量一覧　改訂38版（2014年5月）」を利用し

CCr計算ツール

2015年，当薬局近隣の九州大学病院の院外処方せんへ
の検査値記載が開始されて以降，薬局ではより迅速・的
確に検査値の確認を行うことが求められるようになった。
本稿では，当薬局で検査値確認の際に使用している資

料など，インターネットで公開されているものを中心に
紹介する。

米国National Cancer Institute（NCI）により作成された
有害事象共通用語規準（Common Terminology Criteria 
for Adverse Events：CTCAE）の日本語訳と，「JCOG
共用基準範囲に対応したCTCAE v4.0Grade定義表」が
日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology 
Group：JCOG）のホームページで公開されている。
また，臨床研究情報センター（TRI）のCTCAE有害事
象共通用語規準［閲覧・検索システム］のサイトでは，見
たい項目を簡単に検索でき，日英併記も選択できるよう
になっている（「翻訳にあたっては訳語の正確性には十分
配慮したが，その完全性を保証するものではない」旨の注
意書きがある）。CTCAEでは，有害事象（AE）の重症度
をGrade1～5で定義している（表1）。
検査値が基準範囲外の場合，当薬局においてGradeを

確認するのは主に肝機能障害，高カリウム血症，低カリ
ウム血症である。当薬局では，手早くGrade確認ができ
るよう，「処方箋監査についての薬局内申し合わせ」を作
成し，監査台に配置している（図1）。これは普段，検査
値印字のある処方せんを見慣れていないヘルプの薬剤師
が入った場合のチェック漏れ対策としても機能する。
例えば，低カリウム血症については，Grade1とGrade2で

はじめに

CTCAE v4.0-JCOG

臨床検査値を活かす！ 便利ツール特集

フラワー九大前薬局　今里 晃子
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略号 説明（単位）

T-Bil 総ビリルビン（mg/dL）

血清Cr 血清クレアチニン（mg/dL）

eGFR 推定糸球体濾過量（mL/min/1.73m2）

CK クレアチンキナーゼ（U/L)

CRP C反応性蛋白（mg/dL）

K カリウム（nmol/L）

HbA1c 糖化ヘモグロビン（％）

腎マーク・腎カードと
抗がん剤特記カード

床検査値の評価と薬剤チェックの取り組み，②副作用とし
ての臨床検査値項目が多岐にわたる抗がん剤の調剤におけ
る取り組みについてオリジナルツールを考案し，活用したこ
とを報告する。

腎機能異常値を示す患者は幅広い診療科にわたり，腎
専門医でない医師による処方も多く見受けられる。高齢者
は特に腎機能が低下することが多く，投与量設定などで薬
剤師の果たす役割は大きい。開示された臨床検査値のなか
では血清CrとeGFRにより腎機能が評価される。また，薬
剤の投与量を決定するクレアチニンクリアランス（Ccr）は，
年齢，性別，体重，血清Crを用いてCockcroft-Gaultの
式より算出した。
今回の腎機能低下時に薬剤をチェックする取り組みでは，
① 腎機能低下時に使用が制限される薬剤を抽出
② 各薬剤についてCcrと投与量をまとめる
③ 薬剤ごとのカードを作成し調剤棚に配置する
④ カードが配置された調剤棚に腎マークを付ける
というステップで薬局内改善を行った（図1）。

腎マーク・腎カード

処方せん上に臨床検査値が記載されることになり，われ
われ開局薬剤師の調剤業務に「臨床検査値をチェックする」
という任務が付加された。これまで，われわれの知り得る
情報は処方せんからの推察と患者からの聞き取りであった
が，臨床検査値が加わったことでスコアを明確に把握でき
るようになった。これにより患者の状態を正確に理解し，
安全な調剤・服薬指導に活かせるようになることは間違い
ない。反面，実際の業務を考えたときに，処方せん調剤を
行うたびに検査値を一つひとつチェックする方法では膨大
な時間を費やし，患者待ち時間増加などのサービス低下に
つながることも容易に想像できる。
九州大学病院により院外処方せんに記載されている臨床
検査値は表1に示す項目である。これらの情報を効率良く
業務に取り入れ，かつ患者待ち時間などのサービスを低下
させずにより安全な薬剤業務を行うべく，オリジナルツー
ルの作成を試みた。
当薬局では，開示された臨床検査値をうまく取り入れて活
用するためにガイドラインなどを参照して個々に指標を作成
した。本稿では，①腎機能が低下している患者に対する臨

はじめに

表1   九州大学病院の院外処方せんに印字されている患者情報

＊身長　＊体重　＊体表面積

略号 説明（単位）

WBC 白血球（/μL）

NEUT 好中球（％）

Hb ヘモグロビン（g/dL）

PLT 血小板（/μL）

PT-INR プロトロンビン時間　国際標準化比

AST アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（U/L）

ALT アラニンアミノトランスフェラーゼ（U/L）

認知症の早期発見と治療・ケア特集 臨床検査値を活かす！ 便利ツール特集

あかり薬局　武智 俊子
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―― では，日本の抗菌薬の使用の現状を国際的に比較す
ると，どのようになっているでしょうか。
大曲　まずは，アクションプランに載っている抗菌薬の
日本での使用状況は，主に病院のレセプトデータ（健康
保険）と製薬企業の売り上げをベースに使用量を調査した
推計で作成されています。

「かぜには抗菌薬」が日本の問題点
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―― 抗菌薬の不適切な使用を背景に薬剤耐性菌が増加し，

国際的に重要な問題としてWHOや伊勢志摩サミットでも
取り上げられています。本日は，日本の薬剤耐性菌防止策
である「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」（以下，
アクションプラン）について，薬剤師がどのように考え，
取り組んでいけばよいのか伺えればと思います。
大曲　これまで感染症の問題は，個人の健康の危機とい
うレベルの問題として扱われてきました。それが社会，
国家レベルの危機とされたのはここ10年の話です。
今，われわれが享受している高度な医療は，抗菌薬の

存在が前提にあります。例えば，造血幹細胞移植では，
感染症予防に抗菌薬を使います。また，手術を受ければ，
傷が膿まないよう抗菌薬を使います。あるいは，ほかの
病気で入院していても，感染症になったら抗菌薬を使う
でしょう。抗菌薬が適切に効くことを前提に先進的な医
療が進められているのです。
しかし，抗菌薬の耐性化が進んでしまうと医療が動か

なくなる可能性が出てきます。最近，「持続可能性」とい
う言葉がよく使われますが，医療における持続可能性に
大ブレーキをかけかねないのが耐性菌の問題なのです。
医療を受ければ感染症のリスクが上がるのに，そのリス
クを下げるための抗菌薬が効かないということは，安全
な医療を受けられないということにつながります。
ということは，医療の根幹が揺らいでしまう。医療が

揺らげば国家が揺らぐということは連想しやすいのでは
ないでしょうか。しかも耐性菌は国から国へ移動するの
で世界的なレベルで取り組まないと太刀打ちできません。
そこでサミットの場で問題提起され，しっかりやってい
こうという話になったのだと思います。

国家・医療の根幹を揺るがす薬剤耐性菌

薬剤耐性（AMR）
対策アクションプラン

大曲 貴夫
国立研究開発法人
国立国際医療研究センター
国際感染症センター
センター長
国際診療部 部長
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1997年4月　聖路加国際病院内科レジデント
2001年7月　会田記念病院内科医師
2002年1月　 テキサス大学ヒューストン校，感染症科

クリニカルフェロー
2004年3月　静岡がんセンター感染症科医長
2007年4月　同部長
2011年7月　 国立国際医療研究センター病院感染症内
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聞いて納得！21回第

図1を見ると日本の抗菌薬使用量は，世界の国々と比
較しても真ん中より少し下であることがわかると思います。
しかしここで問題なのは，日本ではほかの国と比べて

広域の抗菌薬が非常に多く使用されている点です。具体
的には，第3世代のセファロスポリンあるいはキノロン
系，マクロライド系の抗菌薬です。これらが日本では使
用量の大半を占めています。一方で，欧米諸国ではペニ
シリン系をよく使うのですが，日本はペニシリン系の使
用が非常に少ないのです。
―― 確かに少ないですね。

大曲　そして，もう1つ問題があります。かぜや急性上

気道炎の患者に処方された薬を使用頻度が高い順に並べ
ると，広域の抗菌薬が上位に来ています。つまり，抗菌
薬では効かないはずのウイルス性上気道炎の患者に抗菌
薬が処方されている。本来，抗菌薬が不要なはずの患者
に処方されているということです。
使用量全体がほかの国と比べて多くなくても，広域の
抗菌薬が多く使われ，かつ使用すべきでない患者に使わ
れているとすれば，薬剤耐性菌を増やす原因になります。
こういった患者とのミスマッチが頻繁に起きているのが
日本の問題点です。
―― 現状として抗菌薬の不適切な使用が耐性菌を生み出

 図1   欧州および日本における抗菌薬使用量の国際比較

〔ECDC AMR Surveillance report 2012, Muraki Y et. Infection. 2013 ; 41 : 415-423. （欧州は2010 年，日本は2013年）より〕
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 ▶▶軟膏容器のふたがいつの間にか入れ替わって誤使用

(1859)

 　　　    残薬のベタセレミン配合錠を勝手に 
長期服用してステロイドざ瘡！？

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：12歳の女児

［クリニックの皮膚科。手書き処方］

Rp.1［1月26日］

アレグラ錠60mg　2錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

ピドキサール錠20mg　2錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

フラビタン錠10mg　4錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

アクアチムクリーム1％　10g

 1日1回　寝る前　顔に塗布

［クリニックの皮膚科。手書き処方］

Rp.2［3月2日］

ピドキサール錠20mg　2錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

ケース1

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

軟膏容器のふたが 
いつの間にか入れ替わって誤使用

第74回

隊長    東京大学大学院薬学系研究科育薬学　澤田 康文

フラビタン錠10mg　4錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

ディフェリンゲル0.1％　15g

 1日1回　寝る前　顔に塗布

ダラシンTゲル1％　10g

 1日1回　朝　顔に塗布

［クリニックの皮膚科。手書き処方］

Rp.3［3月5日］

アレグラ錠60mg　2錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

セレスタミン配合錠　1錠

 1日1回　夕食後　4日分

何が起こった？
皮膚科でニキビ治療中の12歳の患者が，花粉症の

ため別の医師から1年前に処方されたベタセレミン配

合錠（ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン

酸塩：セレスタミン配合錠の後発医薬品）の残薬を勝

手に服用していたことが発覚し，ステロイドざ瘡の可

能性があると診断された。

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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▶▶どのような経緯で起こった？

患者は数カ月前より，顔のニキビ治療のため皮膚科を
受診しており，Rp.1を服用していた。この時点で，患者
から併用薬はないと聞いており，お薬手帳は患者の申し
出により作成していなかった。
3月2日，患者は5週間ぶりに来局した（Rp.2）。ニキビ
が大分改善していたので受診していなかったが，最近ま
た悪化してきたため再度皮膚科を受診したということで
あった。
改めて併用薬を確認したところ，①昨年，近所の内科

で処方された花粉症の薬（当薬局では調剤していないため
不明）を服用している，②薬剤名は不明，③皮膚科医に
は伝えていない─ということがわかった。花粉症の薬
は抗アレルギー薬と考えられ，今後，皮膚科で抗アレル
ギー薬が処方される可能性もあるので，自宅に戻ったら
服用中の花粉症の薬剤名を薬局に電話で知らせるように
患者へ依頼した。
同日18時過ぎに患者より薬局に電話があり，「ベタセ

レミン配合錠を2月中旬より1日4回，1回1錠服用して
いる」ことがわかった。さらに質問をしてみると，以下
の内容が明らかとなった。
・ ベタセレミン配合錠は，昨年処方されたもので，薬袋
には1日4回と記載されている。

・ 昨年も1日4回服用していたが，途中で花粉症の症状が
良くなり服用をやめたため，大分残っていた。それを
2月から服用していた。残薬はあと12錠ある。
薬剤師は，患者のニキビ悪化がベタセレミン配合錠の

過量服用によって起こった可能性を考え，皮膚科医に相
談しようとしたが，すでにクリニックの診療時間が終了
しており，連絡が取れなかった。そこで，患者に連絡し
て,翌日に皮膚科を再受診し，皮膚科を受診するまでベタ
セレミン配合錠は1日3回，1回1錠に服用回数を減らす
よう伝えた。
さらに，ステロイドざ瘡について調べたところ，論文

によりばらつきはあるもののステロイド使用開始2週間
以内，または2～3週間後より発症すると記載されてお
り，当該患者の状況にも合致したためステロイドざ瘡を
疑い，医師へのレポートを同日のうちに作成し，翌日朝
早くに皮膚科へ提出した。
翌3月3日，昼過ぎに皮膚科医から当薬局に電話があ

り，当該患者は受診していないが，ステロイドによりニ
キビがひどくなっていること，ベタセレミンの服用量が
多すぎるので1日量を1日ごとに3錠→2錠と漸減・中止
すること，なるべく早く皮膚科の再診を受けることを薬
局から患者に伝えるようにと依頼を受けた。同日の夜に
患者と連絡がとれ，皮膚科医の伝言を伝えたところ，患
者からなるべく早めに皮膚科を受診するとの回答を得た。
患者は3月5日に皮膚科を受診し（ベタセレミン配合錠
は前日3月4日の時点で，1日1回夕食後に減量し服用し
ていた），皮膚科医の指示でさらに4日間セレスタミン配
合錠を服用後に中止することになった（Rp.3）（Rp.2は中
止となった）。薬剤師は，ベタセレミン配合錠とセレスタ
ミン配合錠は同じ成分の薬なので，手持ちのベタセレミ
ンは服用を中止するようにと念を押して投薬した。

▶▶隊長のヒント

難易度　★★☆☆☆

残薬の勝手な使用の危険性を認識する。

▶▶問題点の解析

薬剤師側の原因
抗アレルギー薬の将来的な重複の可能性を懸念したが，
前年に処方された花粉症の薬（当時11歳）がベタセレミン
配合錠であることは想像もつかず，また，残薬を患者の
自己判断で服用することも想定しておらず，ニキビの悪
化がステロイドざ瘡によるものだとは思いもよらなかった。
お薬手帳の必要性を患者に十分に理解してもらえるよ
うな説明をしていなかった。お薬手帳をもつ習慣があれ
ば，もう少し早く対処できたであろう。
患者（および患者の家族）側の原因
ニキビも治まっており服用薬もなかったため，昨年の
花粉症の薬を自己判断で服用開始した。花粉症の薬がニ
キビの悪化につながるとは思ってもいなかった。
薬は一緒に服用（併用）さえしなければ全く問題ないも
のだと思い，お薬手帳の必要性を感じなかった。

▶▶問題点回避の計画

患者に口頭だけで併用薬を確認した際の「○○の薬を
飲んでいる」は，どんな場合でも，確実に薬剤名を確認
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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
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，60kg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

尿の異常（尿が泡立つ）－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18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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まず，「③健診を何年も受けていない」という「④155cm，
60kg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。
STEP2により，尿が泡立つ原因や原疾患についての知
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
薬剤師は利用者からの健康相談に対し情報提供を行

い，必要に応じて受診勧奨を行う必要があります。Hさ
んの場合，OTC尿検査薬を使用することで，受診勧奨が
必要であるのか，またはセルフメディケーションで対応
できるのか判断しようと考え，尿蛋白の試験紙を使って
セルフチェックができることを説明しました。
前編で学んだように，尿蛋白を呈する疾患は多数あり

人の尿を検体とする一般用検査薬として，妊娠
検査薬があります。妊娠検査薬は一般用医薬品の
第2類医薬品に分類され，生活者にとって身近な
製品として薬局などで販売されています。妊娠検
査薬で妊娠反応を調べる際，妊娠しているかどう
かは，尿の中に含まれるhCGの量で判定します。
hCGは子宮内の絨毛組織から分泌されるホル

モンで，卵子と精子が受精後に卵管を移動し，
子宮内に着床するタイミングで急激に分泌量が
増えるのです。ですから，妊娠検査薬で陽性が
出たときにはhCGが多く分泌しているというこ
とを表しており，妊娠していることがわかりま
す。hCGは受精卵が子宮に着床する際に多く分
泌されるホルモンですが，子宮外妊娠などの異
常妊娠の場合でも同じように分泌量が増えます。
そのため，妊娠検査薬で陽性が出ても，必ずし
も妊娠を表すわけではなく，正確な診断を受け
るためにはできるだけ早く産婦人科を受診する
ことが求められます。

■知っておきたい「妊娠検査薬」

ます。薬局でよく見受けられる疾患として，糖尿病や尿
路感染症などが挙げられ，尿蛋白，尿糖，尿潜血からそ
の可能性を判断できることから，同時に尿糖，尿潜血も
チェックできるものを勧めました。
尿蛋白，尿糖，尿潜血のほかに，ウロビリノーゲン，
ビリルビン，ケトン体，pH，亜硝酸塩などを測定できる
ものもありますが，状況に応じて使用する試験紙を選択
する必要があります。
（1）尿検査紙測定
現在，OTC検査薬は尿糖・尿蛋白・尿潜血測定検査

薬（表1）と妊娠検査の尿中hCG（ヒト絨毛性性腺刺激ホ
ルモン）測定検査薬の2種類があります。コップに尿を取
り，検査紙を尿に浸すだけで，簡単に尿糖，蛋白尿，尿
潜血の有無を確認することができます。検査紙に直接尿
をかけても構いません。
（2）判定方法
判定は図1のように，目視判定による判定表との対比
で行われます。日本臨床検査標準協議会（JCCLS）が中心
となり，尿試験紙の表示濃度の統一化が図られました。
尿蛋白の結果は半定量値mg/dLで表示することとなり，
定性値（1＋）に相当する蛋白質濃度は30mg/dLとされま

表１　OTC尿検査薬

名称 販売元 測定項目

ウロ・ペーパーGP 栄研化学 糖，蛋白

新ウリエースGa テルモ 糖

新ウリエースBT テルモ 糖，蛋白

ウリエースKc テルモ 糖，蛋白，潜血

図1　判定表との対比（写真はウリエースKc）
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くなる5）。高齢者では，INR1.6～2.6の低用量のコント
ロールが良く，2.6を超えない方がよい1）。しかしながら，
定期的にPT-INRモニタリングを行えば，高齢者であっ
ても治療の安全性を高めることができる。

（2） NOAC（Non‒vitamin K antagonist oralanticoagulants：
非ビタミンK阻害経口抗凝固薬）

臨床試験では高齢者の参加者が少なかった（75歳以上 
30～40％，85歳以上5～17％）。プラザキサにおいては，
市販後に安全性速報が発出されている6）。定期的な採血
を必要としないが，どの薬剤も腎排泄であるため，投与
開始前に必ず腎機能を評価する必要がある。腎機能のほ
か，年齢，体重などにも留意して投与する（表1）7）。
①直接トロンビン阻害薬
生体内に恒常的に存在するトロンビンも抑制するため，
出血リスクがほかのNOACと比較して高い。85％が尿中
に排泄される。
②直接Xa阻害薬
恒常的に存在するトロンビンは阻害しないので，プラ
ザキサよりも出血リスクが小さいとされている。

2．抗血小板薬

血小板凝固過程の血小板活性化系を阻害する薬剤であ
る（図3）8）。75歳以上の高齢者では腎機能の低下により
若年者と比べて比較的少量で十分な効果が得られること
が多い5, 9）。

  ポイント  
高齢者では心血管イベントの絶対リスクが一般成人よ
りも高く，主な死因となるだけでなくADL（Activity of 
Daily Life：日常生活動作）を損なう原因にもなる。リス
ク軽減のためには，抗血栓薬（抗凝固薬，抗血小板薬）が
有効であるが，加齢により抗血栓薬の出血リスクは増大
する。高齢者では，出血リスクとイベント発症リスクの
軽減のバランスをいかにコントロールするかが重要である。

  主な抗凝固薬・抗血小板薬の使い方  
1．抗凝固薬

血液凝固機構に抑制的に作用することで血栓形成を阻
止する（図1）1）。過量投与により重篤な出血合併症を引
き起こすことがある。抗凝固薬内服患者の出血リスクに
は，高血圧，腎障害，肝障害など多くの因子が関連する
が，高齢者の大出血予測因子には，がん，転倒の既往，
薬剤数が多いことが加わる2）。
（1）ワルファリン
ワルファリンは加齢とともに感受性が変化し，一般に

投与量が減少する（図2）3）。高齢者では貧血のためにヘマ
トクリット値が低下し，実測されるトロンボテスト値は
高値であることがある。過量にならないように注意する4）。
出血に関しては75歳以上で注意が必要である2）。さら
に，ワルファリン服用患者の年間100人あたりの大出血
の確率は，80歳未満が4.7，80歳以上が13.1と頻度が高

今日から
使える！

： 抗凝固薬や抗血小板薬を服用中の場合，加齢により出血のリスクは上昇しますか？ 最近，気になる患
者さんがいます。

： 抗凝固薬や抗血小板薬は，どの薬剤でも加齢は出血の危険因子の一つです。複数の抗凝固薬や抗血小板
薬を併用すれば，それだけリスクも上昇します。

第8回
抗凝固薬・
抗血小板薬

出血リスクとイベント発症リスクの
バランスをコントロール

 スギヤマ薬品薬事本部顧問　伊藤 由紀
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 フィコンパ錠2mg，4mg（ペランパネル水和物）

(1877)
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法」を効能・効果として承認された1）。

3．用法・用量 1）

通常，成人および12歳以上の小児にはペランパネルと
して1日1回2mgの就寝前経口投与より開始し，その後
1週間以上の間隔を空けて2mgずつ漸増する。
維持用量はペランパネルの代謝を促進する抗てんかん
薬を併用しない場合は1日1回8mg，併用する場合は1日
1回8～12mgである。
なお，症状により1週間以上の間隔を空けて2mgずつ
適宜増減するが，1日最高12mgまでである。

4．有効性 1, 2）

難治性部分発作を有するてんかん患者を対象に，多剤
併用時におけるペランパネル（4mg，8mg，12mg）の有効
性および安全性を評価することを目的に実施された335試
験では，12歳以上の難治性部分てんかん患者を対象とし，
抗てんかん薬を1～4剤服用している患者にペランパネル
が追加投与された。主要な評価項目は，治療期における
28日間あたりの発作頻度の観察期からの変化率であり，
プラセボ群との差では，8mgと12mg投与群で有意差が

 特徴

1．開発の経緯 1～3）

グルタミン酸受容体機能を選択的に抑制する抗てんか
ん薬の開発は，薬剤の脳内移行性の低さ，生体内半減期
の短さ，薬理作用に基づく中枢神経抑制作用などの理由
から断念されてきた。フィコンパ錠〔ペランパネル水和
物（以下，ペランパネル）〕は，日本で創製された新規の
作用機序を有する抗てんかん薬で，世界各国で承認され
ている。既存の抗てんかん薬とは異なり，興奮性神経伝
達物質グルタミン酸の受容体のなかでも，選択的AMPA
（α- amino- 3- hydroxy- 5-methyl- 4- isoxazole 
propionic acid）受容体の非競合的な拮抗薬である。その
ため，ほかのメカニズムの薬剤では奏功しにくい発作に
対して有効性を示す可能性があり，難治性てんかんに対
する新たな抗てんかん薬として開発された。

2．効能・効果
ペランパネルは，「他の抗てんかん薬で十分な効果が認
められない部分発作（二次性全般化発作を含む），強直間
代発作のてんかん患者に対する抗てんかん薬との併用療

◆  グルタミン酸神経系AMPA受容体初の非競合的拮抗薬である。

◆  ほかの抗てんかん薬との併用が必要であるが，主としてCYP3Aで代謝されるので相互作用に
注意し用量を変更する。

◆  半減期が長く，1日1回投与が可能である。

◆  就寝前に服用することで，就寝時に中枢抑制性作用の発現時間を設定し，覚醒時の中枢抑制性
作用を減少できる。

◆ 攻撃性や浮動性めまいなどの特徴的な副作用がみられることがある。

P o i n t

金城学院大学薬学部　矢野 玲子，名城大学薬学部　後藤 伸之

フィコンパ錠2mg，4mg
（ペランパネル水和物）
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認められた（図1）。
難治性強直間代発作に対する併用療法として，ペラン

パネルの有効性および安全性を評価することを目的に実
施された332試験では，12歳以上の難治性強直間代発作
患者を対象とし，抗てんかん薬を1～4剤服用している患
者にペランパネル（8mg）が追加投与された。主要な評価
項目は，治療期における“強直間代発作　発作頻度変化
率（EU以外の地域）”と治療維持期における“強直間代発
作　発作頻度50％減少達成率（EU）”である。“強直間代
発作　発作頻度変化率（EU以外の地域）”の中央値で有
意差が認められ，“強直間代発作　発作頻度50％減少達

成率（EU）”は，有意に高かった（表1）。

5．安全性 1, 2）

部分発作を対象とした臨床試験における安全性解析対
象例709例のうち，513例（72.4％）に副作用が認められ
た。主な副作用は浮動性めまい（41.7％），傾眠（21.9％）
であった。
強直間代発作を対象とした臨床試験における安全性解
析対象例151例のうち，107例（70.9％）に副作用が認めら
れた。主な副作用は浮動性めまい34.4％，傾眠（12.6％），
易刺激性（11.3％）であった。

表1　難治性強直間代発作を対象とした試験（332試験）結果概要

プラセボ群 ペランパネル群 検定方法，p値

強直間代発作
発作頻度変化率中央値（％）

［治療期］
-38.38 -76.47

発作頻度変化率の差＊1
-30.81％，

rank ANCOVA検定，
p＜0.0001

強直間代発作
発作頻度50％減少達成率（％）

［治療維持期］
39.5 64.2 CMH検定，LOCF＊2

p＝0.0019

＊1：Hodges-Lehmann法
＊2：欠測データを直近の先行観測値で補完する解析方法

（エーザイ：フィコンパ錠2mg，4mg医薬品インタビューフォーム，2016年5月より）

図1　難治性部分発作を対象とした試験（335試験）結果概要

（エーザイ：フィコンパ錠2mg，4mg 医薬品インタビューフォーム，2016年5月より）

rank ANCOVA検定
p値（vs. プラセボ群）
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p＜0.0001
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p＝0.0003
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〔-25.683, -7.251〕
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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

関係がこじれた部下への対応

　本連載の第1～4回まで「人を動かす」の原則1～
9「より親しみやすい人になる」を用いて解説してきまし
た。これらの原則は「人間関係を構築する」ための原則
でしたが，今回は人間関係が構築された後，自分のビ
ジョン達成のために他者から手助けを得られるようにな
るための原則を解説します。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

他者から積極的な
協力を得る

キーワード今 月 の

第5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
Bさんが萎縮してしまった原因はわかりますか？

はい，私です。

…❷
どういうことでしょうか？

実は1カ月くらい前に，Bさんの報告が
言葉足らずだったせいで，患者さんと医

師がもめてしまい，その件でうちの薬局にも医師からク
レームが来て，医師との関係が悪くなるというトラブル
がありました。
それをきっかけに私はBさんの報告の内容に関して詳

細なところまで，必ず確認するようになりました。
…❸

部下の業務を監督するのは上司の仕事ですが，それで

Coaching 1

Aさん
振り返り

Coaching 1

Aさん
振り返り

Coaching 1

関係が悪くなるということはありますか？
そう言われるとお恥ずかしながら，監督

するというより監視するのに近いかもしれません。もと
もとBさんは報告や質問の際，説明が足りないところは
あったのですが，新人なので，強く言わないまでも注意
はしていました。
ですが，トラブルが起こってからは，同じことが起こ
らないようBさんを気を付けてみるようになりました。
そのうち，だんだん欠点ばかり見えて，最近は監視する
ようになっていました。

…❹
なるほど。それで，Bさんは萎縮してしまったんです
ね。Bさんとは1カ月前のトラブル前までは順調だったと
いうことですが，この1件で関係は後退してしまったと
いえますね。

Aさん分析

Coaching 1

困っている
人間関係

本日の相談者である薬剤師Aさんは，数カ月前に薬局長になり部下をも
つ立場になりました。Aさんは薬局長としての滑り出しは順調でしたが，
部下の新人薬剤師Bさんとの関係が最近ぎくしゃくしてしまいました。

部下との関係をどうにかしたい

  部下の薬剤師Bさんとの関係が悪くなっているそ

うですがお2人はどのような感じで，具体的にど

う改善したいのですか？

  今，Bさんが私に対して萎縮してしまっていて，

話していても目も合わせませんし，返事も「はい」

とか「わかりました」などで，会話にならない感

じに終始してしまうので，以前のようにもう少

し会話が成立するように，せめて悪くなってし

まった薬局の雰囲気が明るくなるような，そうい

う状態にしたいです。

  なるほど，前はうまくいっていたんですね。

  もともとBさんは，口数の多いタイプではないの

ですが，もう少し朗らかでした。

部下との人間関係を分析する・コーチング1


