
今日から使える！  高齢者の薬の使い方 

抗菌薬

臨床判断  実践トレーニング

禁煙に失敗したCOPD患者

今今日から使える！ 高齢者の薬の使い方方

疑義照会事例でわかる検査値の読み方

検査値を活用し
抗インフルエンザ薬の適正使用に貢献

新薬くろ～ずあっぷ

イムブルビカカプセル140mg

特集

高齢者のフレイル対策
見抜いて早期介入！

調剤と情報：Rx Info　第22巻　第15号　平成28年12月1日発行（毎月1日発行）平成7年6月19日　第三種郵便物認可　ISSN 1341-5212

2016
Vol.22  
No.1512



5調剤と情報  2016.12（Vol.22 No.15） (1925)

こんなケースで，薬剤師はどう考える？

Let's 臨床判断！

 12 回第

禁煙に失敗した
COPD患者

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　田中 尚美，堀 美智子

処方内容 処方せん

1）テオドール錠100mg  2錠
 ムコダイン錠500mg  4錠 1日2回　朝食後，寝る前　70日分
2）ウルティブロ吸入用カプセル 1C 1日1回　1回1吸入　70日分

〈併用薬〉

［脳神経外科］・アロチノロール塩酸塩錠10mg 1錠 1日1回　朝食後
　　　　　　・マイスリー錠5mg    1錠 1日1回　寝る前
　　　　　　・ノイロトロピン錠4単位   4錠 1日2回　朝夕食後
　　　　　　・メチコバール錠250μg   2錠 1日2回　朝夕食後
［ 外 科 ］・ムコスタ錠100mg    3錠 1日3回　毎食後
　　　　　　・ランソプラゾールカプセル15mg 1C 1日1回　夕食後
　　　　　　・マグミット錠330mg   1錠 1日1回　朝食後
［ 皮 膚 科 ］・ディフェリンゲル0.1％   15g 1日1回　寝る前　顔
　　　　　　・アスタットクリーム1％   40g 1日1回　両足全体
　　　　　　・リンデロンVGローション   50mL 1日2回　頭
［整形外科］・ボルタレンゲル1％   50g 1日2回　腰

  77歳，男性。COPDで内科を受診中。喫煙については，前回来局時には「禁煙している」と
話していた。

患者背景

患 　者：5カ月くらいは禁煙していたんだけど，口寂しく
てね。ついつい，またタバコを吸い始めてしまったん
だ。今は1日5本くらい吸っているかな。

薬局店頭での会話

薬 剤師：内科の薬はいつも通りですね。調子はいかがで
すか？
患 　者：息苦しさはないし，悪くないよ。でもCTとレ
ントゲンを撮ったら，肺の左の方に痰が増えていると
言われて…。自分でも，痰の出る回数が増えたなとは
感じているよ。
薬剤師：禁煙は続けていますか？
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見抜いて早期介入！　
高齢者のフレイル対策

　フレイルとは，高齢者が精神的・身体的・社会的に脆弱な

状態のこと。その状態から脱却するには，医療者が患者の生活

や行動に注意を払い，多職種で連携して支援することが求めら

れます。高齢社会を迎え要介護者が急増するなか，高齢者のフ

レイルが注目されています。

　本特集では，フレイルの簡易スクリーニング法，運動・栄養

療法における有効なフレイル対策を解説。高齢者が要介護状態

に陥るのを防ぐためのヒントが満載です。

■  フレイルってなに？ …………………………… 16

■  フレイルの早期発見で介護予防 ……………… 20

■  フレイルと糖尿病 …………………………… 24

■  フレイル・サルコペニアに対する
薬剤師の取り組み …………………………… 26

特 集
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フレイルってなに？

備能力低下によって外的ストレスに対する脆弱性が亢進し
た状態であり，健常な状態と要介護状態の中間に位置する
状態と定義される（図1）。外的ストレスとは，軽度の感染
症や事故，手術などによる侵襲であり，これらの外的スト
レスにさらされた場合，フレイル高齢者は転倒・骨折など
の合併症を起こすリスクが高くなり，自立性の喪失の危機
にさらされる。薬剤の副作用によっても予備能力がさらに
低下し，脆弱性が亢進することがあるため，薬剤による副
作用の発現についても注意が必要である。
フレイルには，身体的要因のみならず，精神・心理的，
社会的要因もあると考えられており，包括的な評価や対策
が必要である。特に栄養は重要な要因であり，食事内容と
ともに適切な栄養摂取の阻害要因となる口腔機能の低下や
嚥下機能の低下には十分な注意が必要となる。また，フレ
イル高齢者においては自立性の喪失，認知症，死亡のリス
クも高くなるが，生活習慣病や脳心血管病については，フ
レイルがこれらのリスクを上げるとともに，これらの疾患

加齢変化は誰にも起きる現象であり，体力の衰えを自覚
する年齢に至る前から，体力は徐々に衰えている。加齢に
よりさまざまな臓器の機能は徐々に衰え，臓器予備能は低
下し，恒常性を維持することが難しくなってくるが，この
加齢に伴う変化は個人差が大きい。また，さまざまな疾病
の合併により徐々に身体機能が衰えたり，疾病に罹患して
いなくても身体的・精神的機能の衰えを示したり，社会と
の交流が乏しくなることにより，それが身体・精神機能の
衰えにつながり老化が速く進む人もいる。
このように，老化のプロセスは極めて多様である。一般
的には，身体的・精神的機能の衰えを「年のせいだから」
と諦めているケースが多いと思われるが，栄養を見直し，
運動を適切に行うことで衰えを克服できる場合がある。そ
こでフレイルという概念が注目されている。
フレイルとは，加齢に伴うさまざまな臓器機能変化や予

フレイルの概念・定義

生活習慣病，脳心血管病，がんなどの疾病，ポリファーマシー，
視力・聴力低下，サルコペニア，口腔機能低下，運動不足，低栄養，
認知機能低下，抑うつ，独居・孤立など

予
備
能
力

健常 フレイル 自立性低下
要介護状態

死亡加齢

加齢とともに恒常性が低下し，さまざま
な疾病，生活習慣，口腔機能低下，低
栄養などの要因により，フレイルとなり，
要介護状態となる。フレイルとなると外
的ストレスに対し，脆弱性を示す。

図1   フレイルと加齢の関係

見抜いて早期介入！ 高齢者のフレイル対策特集

国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター長　荒井 秀典
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がフレイルのリスクを高める可能性があることに注意すべ
きである。薬剤についても，フレイル高齢者は，より多く
の薬剤を内服する傾向にあり，薬剤の多剤服用によりフレ
イルになりやすくなることもあるため，薬剤による治療に
は十分な配慮が必要である（図2）。

フレイルの評価には，身体的側面のみならず，精神・心
理的，社会的側面に対する評価も含む指標が必要とされて
いるが，わが国で導入された基本チェックリスト（KCL，
図3）は，フレイルについての包括的な評価を含む優れた指
標であり，2006年の介護保険制度の改定の際に，近い将来
介護が必要になる高齢者を抽出するスクリーニング法とし
て開発された。
KCLは生活機能状態を尋ねる25個の質問からなり，「は

い・いいえ」で回答するものである。その質問項目は7つ
の領域にわたり，手段的ADL，身体機能，栄養状態，口
腔機能，閉じこもり，認知機能，気分について簡便に総合
機能評価ができる。Satakeらにより25項目中8点以上のも

フレイルのスクリーニング，診断

のは自立性の喪失や死亡のリスクが有意に高くなることが
示されている1）。
筆者らは，より簡便にフレイルをチェックできるよう

KCLや生活機能に関する質問をもとに5つの質問からなる
簡易版のフレイル・インデックスを作成した（表1）2）。そ
して，5つの質問のうち3つ以上満たす場合には，要介護，
転倒，死亡リスクが有意に高くなることが明らかとなった。
このようなKCLやフレイル・インデックスなどの簡単なス
クリーニングにより，フレイルのリスクが高いかどうかを
判定することができる。
診断についてFriedらは，体重減少（1年間に4.5kg以上），
易疲労感，筋力低下（握力による評価が一般的），歩行速
度低下，身体活動性低下のうち3項目以上該当した場合を
フレイル，1～2項目に該当した場合をプレフレイルと定義
した3）。彼女らの解析によると，フレイルと判定された人

図2   フレイルは不良の転帰につながる

フレイル

要介護状態

心血管疾患・
生活習慣病

施設入所
入院

転倒・骨折

多剤服用

死亡

認知症

図3   基本チェックリスト
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フレイルと糖尿病

伴う体組成の変化，インスリン抵抗性の進行，運動量の変
化，インスリンの初期分泌遅延，糖新生増加，骨格筋での
糖取り込み低下などが挙げられる。また，最近の知見など
から，高齢者におけるサルコペニア，フレイルと糖尿病と
の関連性も次第に明らかになってきている。
米国在住の65歳以上高齢男性を対象とした多施設共同
前向きコホート研究では，糖尿病と診断された場合に非糖
尿病者と比べて骨格筋量が有意に低下し，インスリン抵抗
性改善薬による糖尿病治療群では筋量低下の改善が認めら
れた4）。さらに米国における高齢糖尿病患者を対象とした
検討では，糖尿病患者において非糖尿病者と比べて筋力低
下が認められ，特に罹病期間6年以上，HbA1c8.0％超の糖
尿病の場合には筋質（筋力を筋量で除した値）低下を呈する
など，高齢糖尿病患者における骨格筋などの体組成変化の
詳細が次第に明らかになってきている5, 6）。
このように，高齢者糖尿病の治療に際して，フレイル評
価や身体機能評価を行い，それらの結果を考慮したうえで
適切な介入を実施することは重要であり，身体的，精神・
心理的，社会的背景を考慮した包括的な治療・ケアの推進
が期待される。

高齢者糖尿病の治療向上に向けて，2015年に日本糖尿
病学会と日本老年医学会による合同委員会が設置され，最
近「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標 2016」が発表さ
れた7）。そこでは，年齢，罹病期間，認知機能，基本的
ADL，手段的ADL，併存疾患，低血糖リスク，サポート
体制などを十分考慮したうえで，患者特性，健康状態，認
知・生活機能に基づき，個別に目標設定することが重要と
されている（表1）。
また，重症低血糖リスクを有する場合には目標下限値に

高齢者糖尿病に対する薬物治療

高齢者のフレイルは，身体機能や臓器機能の低下など，
加齢に伴う要因によって生じる老年症候群の一つであり，
生命予後やADLに及ぼす影響が大きく，わが国において
その予防対策は重要な課題となっている。また，フレイル
の重要な要素としてサルコペニアが知られており，高齢者
における骨格筋減少は糖尿病とも関連する可能性が次第に
明らかになってきている。本稿ではフレイルと糖尿病との
関連性について概説する。

フレイルの概念については，2014年に日本老年医学会よ
りステートメントが出され，「高齢期に生理的予備能が低
下することでストレスに対する脆弱性が亢進し，生活機能
障害，要介護状態，死亡等の転帰に陥りやすい状態」とま
とめられている。フレイルは連続的かつ可逆的な身体予備
能の低下を概念の基盤とし，健康障害のリスクを有する状
態として心身の脆弱化をとらえている。
超高齢社会を迎えたわが国において，高齢者の身体機能，

日常生活機能に加えてフレイルについても評価を行い，適
切な介入を推進することが介護予防の観点からも一層重要
になってきている。実際，フレイル高齢者では日常生活機
能障害，施設入所，転倒，入院をはじめとする健康障害を
認めやすく，死亡割合も高くなることが知られている。こ
のように，高齢者では身体機能，ADL，臓器予備能の低
下などによってフレイルや要介護状態に陥る可能性があり，
さらに近年，フレイルの中核的な要素として骨格筋減少を
特徴とするサルコペニアも注目されてきている1-3）。
高齢者では，年齢とともに耐糖能は低下し糖尿病の頻度

が上昇することが知られているが，その背景として加齢に

はじめに

フレイル，サルコペニアと糖尿病

見抜いて早期介入！ 高齢者のフレイル対策特集

東京大学医学部附属病院老年病科　小川 純人
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フレイル・サルコペニアに対する
薬剤師の役割

イルの認知度調査では，フレイルについて“言葉も意味も
知っている”とした回答者は17.7%であった（図1）。その
一方で“言葉も意味も知らない”とした回答者は69.1％に
上り，薬局薬剤師のフレイルに対する認知度は非常に低
いことが判明した。また，フレイルの中核病態であるサ
ルコペニアの認知度についても同様の調査を行ったが，
“言葉も意味も知っている”とした回答者は27.0%と低い
結果であった（図1）。
今後，わが国では要介護者が急増することが予想されて

おり，医療・介護給付費の増加抑制の観点からも地域のプ
ライマリ・ケアを担う薬局薬剤師に対するフレイルの概念
や介入方法の周知が急がれる。

フレイルの中核病態であるサルコペニアは，加齢に伴
う進行性かつ全身性の骨格筋量および筋力の低下を特徴

患者への処方の現状

フレイルとは加齢により種々の生理機能が低下した“虚
弱な状態”であり，健常な状態と要介護状態との中間の状
態を示す言葉である1）。このフレイルの概念には，しかる
べき介入により再び健常な状態に戻るという可逆性が含ま
れている2）。すなわちフレイルに陥った高齢者を早期に発
見し，適切な介入を行うことで生活機能の維持・向上を図
ることが可能である。このため医療・介護従事者はもちろ
んのこと，高齢者をはじめとした国民に広くフレイルの概
念を普及させる必要があり，現在，日本老年医学会を中心
に関係団体が啓発を行っている。
近年，薬局薬剤師は，地域包括ケアシステムの一員と

して疾病・介護予防から在宅医療までさまざまなステー
ジの高齢者への対応が求められていることから，フレイル
に対する理解が最も必要な職種の一つといえる。筆者らが
インターネットを介して薬局薬剤師を対象に行ったフレ

薬剤師のフレイルに対する認知度

フレイル サルコペニア

■ 言葉も意味も知っている　　　■ 言葉は知っているが意味は知らない　　　■ 言葉も意味も知らない

17.7%

13.2%

69.1%

27.0%

33.6%

39.5%

（n＝408） （n＝408）

図1   フレイルおよびサルコペニアの認知度

見抜いて早期介入！ 高齢者のフレイル対策特集

ファーマダイワ　佐藤 弘希
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―― 制度ができてもあまり変わらなかったということですか。
田中　救急救命士が患者を病院に運ぶ途中で処置をすれ
ば救命率がもっと良くなると思っていましたが，実際に
は2～3％程度しか蘇生率が上がりませんでした。数字が
上がらないのは何か要素が足りないのではないかと思う
ようになりました。それが救命の連鎖を具体化させるこ
とだと気づきました。
救命の連鎖とは，心肺蘇生ガイドラインにおいて示さ
れていますが，人が倒れたときに救命に必要な要素を4つ
の輪で表すものです（図1）。4つの輪の一番初めは予防で
す。2番目は，一般市民が心停止に気がついて応急措置
をする。3番目に，適切な心肺蘇生やAEDの実施が入っ
ています。4番目には，病院内での集中治療と救急救命

Hid
eh

aru
 Ta

na
kakaPROFILE

―― 突然，目の前で人が倒れて心肺停止した状態であった
とき，その周辺の人々はどのような対応をすればよいのか。
本日は突然死についてお話を伺い，また突然死を防ぎ減ら
すためにはどのようなアプローチをしていけばよいのか伺
いたいと思います。
田中　私は20年近く都内の高度救命センターに勤務して
きました。当時，三次救急の救命センターには多いとき
に一晩で15人くらいの患者が運ばれて来ました。そこに
は，さまざまな理由でけがをした方もいますが，それら
のなかで，心臓が止まった状態で運ばれてくるのは5人
くらいです。
―― 毎日5人，そんなに多いのですか。

田中　東京の多摩地区のみでその数です。全国では1日
に300人から400人の心停止が発生しています。しかし，
実際にはそのほとんどが助かっていません。当時のデー
タによると，心臓が止まった状態で運び込まれる患者の
うち3～4％しか蘇生できていませんでした。そして，蘇
生できたとしても社会復帰する人は100人に1人でした。
突然の心停止は，運び込まれるまでに救急隊が処置を

し，病院に搬送されるまで何分かかったのかによって生
死が分かれます。以前は病院で処置するまでに30分以上
かかっていましたが，現在はさらに長くなり40分近くか
かっています。
それで，できるだけ早く適切な処置ができる人を作ろ

うと，1993年から救急救命士制度が導入されました。救
急救命士がいることで，病院に到着する前に救急救命士
が医師の代わりに気道確保をしたり，輸液などを投与し
て心拍再開をさせたりすることができるようになりまし
た。しかし，それでも助かる人は最初の10年間で3.9％が
6.2％に増えた程度でした。

蘇生率は時間との勝負

突然死とAED

田中 秀治
国士舘大学
大学院救急システム研究科
研究科長　教授
スポーツ医科学科教授
防災・救急救助研究所
所員
ウエルネス・リサーチ
センター研究員

1983～1990年 杏林大学医学部助手
1991～1999年 杏林大学医学部講師
1995年 ベルゲン大学生理学教室非常勤講師
1999年～2001年  杏林大学医学部救急医学助教授・

準教授
2001年より現職

聞
いて
納得！

22回
第
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聞いて納得！22回第

士の二次救命処置。実は救急救命士の処置ですら，4番
目なのです。
――  一般市民がすぐに処置することの方が救命において

重要ということですか。
田中　そうです。私が述べてきたように，これまでの救
急救命には2つの輪が足りませんでした。この2つの輪に
注目すると，心停止の発生を予防することや一般市民が
胸骨圧迫やAEDを使うことで助かる人たちが増えること
が期待されます。
日本でAEDが解禁されたのが2004年です。するとAED
を使って電気ショックをした人の蘇生率（1カ月後の脳機
能予後）は31.6％にもなりました。一方で，救急隊員が現
場で高度な蘇生処置を行っても蘇生率は14.4％でした（図2）。
なぜこんなに蘇生率に差があるのか統計解析をしてみ

たところ，AEDの処置を始める時間が原因であることが
判明しました（図3）。心臓が震えている時間（心室細動が
継続できる）は，心臓が発作を起こして倒れてから長くて
約10分です。助かる確率は5分以内で約50％，10分たっ
たらほぼ0％です。助かる確率が1分間で10％ずつ直線
的に下がるのです。
ということは，10分たったら助からないのに，何も処

置しないで30分かけて高度救命センターに運んでも助か
るはずがなかったのです。救急救命士が現場に行ける時
間は，総務省の昨年の報告では全国平均で8.6分です。こ
れでは救命率はどうなると思いますか。
―― ギリギリですね。

田中　そうです。救急車で現場に行くのが8.6分，さらに
現場に行って処置をする。例えばホテルだと，救急車が
着いてからエレベーターで上がって処置をするまで2～
3分かかります。そうすると，蘇生のための10分のタイ
ムリミットを過ぎてしまうのです。

田中　救急救命士がどんなに救急救命に対する処置力を
もっていても，心臓が突然止まった人の蘇生率を改善す

時間短縮の鍵はAEDにあり

 図1   救命の連鎖

 図2   市民と救急隊員の除細動後の1カ月生存率
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救急隊員による除細動

（Kitamura, et al. : Nationwide public access defibrillation in Japan. 
N Engl J Med, 362 : 994-1004, 2010より）
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1．症例提示
健康フェスティバルに訪れたIさん（50歳，男性）が，
簡易型スパイロメーターによる測定結果について説明を
受けています。特に薬は服用していないようです。

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。

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

タバコは20～30年間，毎日吸っています。
風邪をひいていないのに咳が出ます。これもタバ
コのせいだと思いますが，大したことはありませ
ん。肺年齢60歳ってどういうことですか？

＜Iさんのお話＞

咳嗽（咳と痰が絡む）－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19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？
今回は「②身長165cm，体重60kg」のIさん｢①50歳，

男性｣が，健康フェスティバルで行った簡易型スパイロ
メーターの測定結果について説明を受けているところで
す。喫煙者であるIさんが「③肺年齢は60歳」で「④風邪
をひいていないのに，痰が絡むことがある」と話されてい
るという状況です。

2．禁煙について考えよう！
（1）喫煙とCOPD
喫煙はCOPDの主要なリスクファクターであることが

世界的に認められており，受動喫煙がCOPDの増悪と関
連し，COPDの原因になる可能性も報告されています。
したがって，COPDの発症を予防し，進行を遅らせるた
めには，タバコ煙の曝露からの回避，すなわち禁煙が最
も重要です。最近，中国大陸から飛来する微小粒子状物
質（PM2.5）が話題となりましたが，このPM2.5はタバコ
の煙にも含まれています。現在の日本においては，屋外
のPM2.5だけでなく飲食店などでの受動喫煙による健康
被害も大きな問題です1）。
近年わが国の喫煙率は減少していますが，日本たばこ

産業が発表した2016年「全国たばこ喫煙者率調査」によ
ると，男性の喫煙率は30.3％，女性の喫煙率は9.8％でし
た。喫煙率を年代別にみると，男女ともに40歳代が最も
高く（男性38.5％，女性14.8％），働き盛りにタバコを吸っ
ている人が多いことがわかります。この年代の人たちが

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

できるだけ早く禁煙して，COPDを含む喫煙関連疾患に
罹らないようにすることは喫緊の課題です。
（2）禁煙指導と治療の実際
喫煙習慣の本質はニコチン依存という薬物依存の一種

であり，禁煙したいと思ってもできないのは，意志が弱
いためというよりも，ニコチン依存のためであるといえ
ます。
2006年4月から禁煙治療が保険適用となりましたが，

一定の条件を満たすニコチン依存症の患者が保険給付の
対象となります。ニコチン依存症のスクリーニングには
Tabacco Dependence Screener（TDS）が用いられてお
り（表1），10項目中5項目以上の質問に「はい」と回答し
た場合にニコチン依存症と診断されます。
禁煙治療は行動科学的アプローチと薬理学的アプロー
チを組み合わせて行うのが一般的です。
①行動療法
喫煙欲求をコントロールする方法として，行動パター

ン変更法（喫煙と結びついている今までの生活行動パター
ンを変え，吸いたい気持ちをコントロールする方法），環
境改善法（喫煙のきっかけとなる環境を改善し，吸いた
い気持ちをコントロールする方法），代償行動法（喫煙の
代わりにほかの行動を実施し，吸いたい気持ちをコント
ロールする方法）があります。具体的な方法は「禁煙治療
のための標準手順書」にも示され，インターネットで公開
されています（http://www.j-circ.or.jp/kinen/anti_smoke_
std/）。

★患者の状態をしっかりと把握する
①50歳，男性
②身長165cm，体重60kg
③肺年齢は60歳
④風邪をひいていないのに，痰が絡むことがある

ファーマシューティカルアセスメントPoint



73調剤と情報  2016.12（Vol.22 No.15）

 ▶▶どうしてめまいに喘息の薬が出ているの？

(1993)

　　　  ジスロマックの処方で次々と疑義照会！

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：90歳代の男性。処方オーダリング。病院の循

環器内科

Rp.1［10月7日］（疑義照会前）

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g　1瓶

 1日1回　朝食後　1日分

PL配合顆粒　3g

 1日3回　毎食後　10日分

ムコソルバン錠15mg　3錠

 1日3回　毎食後　10日分

Rp.2［10月17日］（疑義照会前）

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g　1瓶

 1日1回　朝食後2時間　10日分

PL配合顆粒　3g

 1日3回　毎食後　10日分

ムコソルバン錠15mg　3錠

 1日3回　毎食後　10日分

ケース1

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

どうしてめまいに
喘息の薬が出ているの？

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？
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g（アジス

ロマイシン）が，朝食後服用で処方された。さらに，

10日後に追加処方として10日分が処方された。本剤

は1回2gを1回のみ空腹時に服用する必要がある。

▶▶どのような経緯で起こった？

10月7日，循環器内科の主治医より定期薬に加えて，
風邪のためRp.1が処方された。ジスロマックの服用時期
が朝食後となっており，不適正なため疑義照会したとこ
ろ，朝食後2時間に変更となった。
10月17日，風邪が治らないため再受診した。今回は，
同じ循環器内科のほかの医師より，再度ジスロマックSR
を含む3剤が10日分処方された（Rp.2）。薬剤師は，本剤
の治療に必要な投与日数は1日であること，1回の服用で
有効な組織内濃度が7日間続くことを医師に伝えたとこ
ろ，1日分に変更となった。

▶▶隊長のヒント

難易度　★☆☆☆☆

ジスロマックの処方日数の記載ミスは少なくない。

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。

第75回 ― 完
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▶▶問題点の解析

医師はジスロマックSR成人用ドライシロップ2gの薬
剤特性をよく理解していなかったと思われる。また，PL
配合顆粒，ムコソルバン錠15mgが10日分の処方であり，
それに引きずられた可能性もある。

▶▶問題点回避の計画

ジスロマックの処方日数の記載が不適正であることは
少なくない。したがって，ジスロマックが処方された場
合には，用法・用量と処方日数は重要なチェックポイン
トである。
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2gの用法・用

量は特殊であり〔添付文書の記載は「成人にはアジスロマ
イシンとして，2g（力価）を用時水で懸濁し，空腹時に
1回経口投与する」〕，薬剤師はその理由をよく理解して，
以下のポイントから処方チェックを行う必要がある。
1）処方日数が1日分であることの確認
2） 服用時期が空腹時（あるいは食後2時間）であることの
確認

▶▶具体的な調剤室での工夫

下記を調剤室に掲示する。
ジスロマック投与は何回？ 何日？
・ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g 1回
・ジスロマックカプセル小児用100mg 1日1回　3日間
・ジスロマック細粒小児用10％ 1日1回　3日間
・ ジスロマック錠250mg
 1日1回　3日間 or 1回 or 1日1回
・ジスロマック錠600mg 週1回 or 1日1回

▶▶特記事項

1．アジスロマイシンの組織移行性
アジスロマイシン2gを単回経口投与することにより，感
受性菌に対して有効な組織内濃度が約7日間持続すると予
測されており，治療に必要な投与回数は1回となっている。
アジスロマイシン500mg（250mgを12時間ごとに2回

または500mgを1回）を経口投与したとき，肺，腎臓，
扁桃，泌尿器，前立腺，婦人科組織（子宮組織），胃，
胃粘膜，筋肉，脂肪および骨中のアジスロマイシン濃度
は，ほとんどの組織において血清中濃度の10～100倍高

い値を示し，血清中から消失した後も組織中濃度は高濃
度に維持された（図1）1）。
一方，アジスロマイシン1，2，4gを2時間点滴静注し
たとき，アジスロマイシンの全身クリアランスおよび分
布容積は，それぞれ10mL/min/kgおよび33.3L/kgと報
告されており2），アジスロマイシンの分布容積は大きく，
全身に広く分布することが示唆される。
2．アジスロマイシンの体内動態に及ぼす食事摂取の影響
アジスロマイシン単回投与製剤において，食事は曝露
量より吸収速度に影響を及ぼす。また，食事の影響を受
けて，悪心・嘔吐などの消化管系の有害事象が増加する
傾向が認められる。よって，アジスロマイシン単回投与
製剤は，空腹時投与（食後2時間以上の空腹時に服用す
る。服用後は，次の食事を2時間以上控えること）となっ
ている。その根拠を以下に示す。
①高脂肪食の影響 3）

外国人健康成人に，アジスロマイシン単回投与製剤2g
を空腹時または食後（高脂肪食：蛋白質150kcal，炭水化
物250kcal，脂質500～600kcal）に投与したときの血清
中アジスロマイシン濃度推移を図2に，PKパラメータを
表1に示す。食後投与では空腹時投与と比較してCmaxが
115％上昇し，AUCは23％上昇した。食後投与では空腹
時と比較してTmaxが4時間早かった。また，高脂肪食の
影響を受け，悪心・嘔吐などの消化管系の有害事象が増
加する傾向がみられた。
②標準食の影響 3）

外国人健康成人に，アジスロマイシン単回投与製剤2g
を空腹時または食後（標準食：蛋白質56kcal，炭水化物
316kcal，脂質207kcal）に投与したときの血清中アジス
ロマイシン濃度推移を図3に，PKパラメータを表2に示
す。空腹時と比較して食後投与では，Cmaxが119％上昇
し，Tmaxが2時間早まった。一方，AUCに食事の影響
は認められなかった。
消化管系の有害事象の発現率は，食後投与26.7％（24/ 

90例）と比較して，空腹時投与6.7％（6/90例）で低かった。
特に，因果関係を問わない悪心の発現率は空腹時投与3.3％
（3/90例），食後投与14.4％（13/90例），嘔吐の発現率は
空腹時投与1.1％（1/90例），食後投与7.8％（7/90例）で
あり，悪心・嘔吐などの上部消化管障害の発現率は，食
後投与と比較して空腹時投与で低かった。
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抗菌薬のPK-PD

抗菌薬はPK-PDに基づいた投与法が有効率や生存率
を改善するため推奨されている。表1に各抗菌薬のPK-

PD indexを示す。ニューキノロン系薬はCmax/MIC（最
高血中濃度/最小発育阻止濃度）に従い，濃度依存的に
効果を示すため，Cmaxが高値になるように1回量を多く
設定し，1日1回で投与することが推奨されている。一方，
β-ラクタム系薬はtime above MICに従い，時間依存
的に効果を示すため，1日3，4回に分割して投与するこ
とが推奨されている。AUC/MIC（血中濃度-時間曲線
下面積/最小発育阻止濃度）のみに依存する薬物には，
上記のように決まった投与回数はない。

抗菌薬の排泄経路

抗菌薬の排泄経路を表2に示す。抗菌薬はほとんど腎
排泄型であり，有効かつ安全に使用するためには，腎機
能に応じた投与設計が必要である。

  腎機能推算式  
近年，検査値が院外処方せんに記載されるようになり，
薬局において，投与量のチェックや投与設計を行うこと
が可能になってきている。抗菌薬のほとんどは腎排泄型

  ポイント  
高齢者では腎機能・肝機能が低下しているため，薬物

を低用量から始めるケースも少なくない。しかし，抗菌
薬の場合，PK-PD理論に基づき，発症初期から必要十
分量の抗菌薬を投与する必要がある。また，腎機能障害
のある患者に腎排泄型の薬物を投与する場合でも，初回
は通常用量で投与し，次回から腎機能に応じて減量した
り，投与間隔を空けたりする。さらに，耐性菌を選択し
ないためには，耐性変異株出現阻止濃度（MPC）を上回
る濃度で使用することが推奨される。そのためには，副
作用が発現しない可能な限り高用量で投与することが望
ましい。

  知っておきたい抗菌薬の基本  
抗菌薬の作用機序を図1に示す。マイコプラズマは細

胞壁をもたないので，β-ラクタム系薬などの細胞壁合成
阻害薬は無効である。レジオネラ，リケッチア，クラミ
ジアは細胞内寄生細菌であり，β-ラクタム系薬やアミノ
グリコシド系薬は宿主細胞への移行性が悪いため，無効
である。そのため，マイコプラズマ，レジオネラ，リ
ケッチア，クラミジアにはマクロライド系薬，ニューキ
ノロン系薬，テトラサイクリン系薬が使用される。

今日から
使える！

： 高齢者に抗菌薬を投与する際，用法・用量についてはどのように考えるべきでしょうか？
： 患者が高齢であることを理由に，抗菌薬を低用量で使用することはありません。抗菌薬の低用量での使
用は細菌に効果がないばかりか，耐性菌を選択する可能性があります。抗菌薬はpharmacokinetics-

pharmacodynamics（PK-PD）理論に基づいて必要十分量を投与することにより，有効率，生存率が
向上します。そして，濃度依存的に効果を示す抗菌薬は1日1回投与，時間依存的に効果を示す抗菌薬
は1日3回など分割投与が推奨されます。また，抗菌薬のほとんどが腎排泄型の薬物であるため，患者
の腎機能を正確に把握し，個々のケースに応じた投与設計を行う必要があります。

第9回

抗菌薬
抗菌薬はPK-PDに基づき
高用量で投与

 慶應義塾大学薬学部実務薬学講座　松元 一明
鈴鹿医療科学大学薬学部　大井 一弥
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・進行性の脾腫
・急激なリンパ球の増加，リンパ節腫大
・著しい免疫グロブリンの低下
わが国のCLL治療に際し，欧米では標準療法として用
いられているクロラムブシルやリツキシマブが保険診療
上使用できないことが問題であった。本剤の発売により
治療薬が増えることは，CLL治療を大きく変化させるこ
とになる。

 作用機序

CLLは，リンパ球中のB細胞ががん化し血液中や骨髄
で増えるB細胞性腫瘍の一つである。B細胞は骨髄内で
造血幹細胞から分化し，前駆B細胞を経て細胞表面にB
細胞受容体（B cell receptor：BCR）を発現した成熟B細
胞となり，骨髄から末梢循環に入る（図1）。B細胞性腫
瘍の発症や生存，増殖の促進にもこのBCRからのシグナ
ル伝達経路が関与していることがわかってきており，
BCRシグナル伝達の異常は，腫瘍性のB細胞の無秩序な
増殖をもたらす。
BCRは膜結合型免疫グロブリンであり，細胞外からの
抗原刺激を受けると，細胞内で種々のキナーゼが活性化
され，B細胞の生存や増殖に関与する核内因子κB（nuclear 
factor-kappa B：NF-κB）などの転写因子が活性化す

 特徴

イムブルビカ（以下，本剤）の適応である慢性リンパ性
白血病（chronic lymphocytic leukemia：CLL）および小
リンパ球性リンパ腫（small lymphocytic lymphoma：
SLL）は，日本では稀少疾患となり，治癒が難しい血液がん
の一つである。女性よりも男性に多く，診断時の年齢は
67～72歳，国内の総患者数は約2,000人で，白血病全体
の1～2％である。一方，欧米では白血病全体の20～
30％を占める比較的頻度の高い白血病である。
CLLおよびSLLは，白血球のうちBリンパ球（B細胞）
ががん化したもので，CLLとSLLは同一疾患と定義され
ている。Bリンパ球が腫瘤を作らずに増殖しリンパ性白
血病の病態をとるものはCLL，末梢血や骨髄への浸潤が
なくリンパ節腫大を認めるものはSLLと診断される。
CLLおよびSLLの多くは緩徐に進行するが，急速な進

行をみせる症例も存在し，その臨床像は多彩であり，現
在のところ治癒は難しい。そのため，早期に治療を開始
しても，その後の生存期間の延長に関係するかは現在の
ところ不明であり，どの時期に治療を開始するかについ
ては，以下の徴候を基準に症例によって検討される。
・CLLに関連する症状（極度の倦怠感・寝汗・発熱など）
・貧血や血小板減少の進行
・ステロイド治療抵抗性の溶血性貧血や血小板減少

◆  世界初のブルトン型チロシンキナーゼ（BTK）阻害薬である。

◆  再発または難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）に適応を有し，1日1回
の経口薬である。

◆ 服用開始後，一過性のリンパ球増加を認める。

P o i n t

がん研有明病院薬剤部　根本 真記，濱 敏弘

イムブルビカカプセル140mg
（イブルチニブ）
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る経路につながる。この伝達経路で重要な役割を担う酵
素の一つにブルトン型チロシンキナー ゼ（Bruton’s 
tyrosine kinase ：BTK）がある。BTKは，T細胞以外の
すべての造血細胞に発現している。B細胞では前駆B細
胞の段階からBTKの発現が認められ，B細胞の分化や成
熟過程に必須であることが知られている。
イブルチニブは，BTKのATP結合ドメインであるCys481 
に不可逆的に共有結合し，BTKとATPの結合を阻害す
る。その結果，腫瘍細胞の生存・増殖抑制に加え，ホー
ミング（骨髄で成熟したB細胞は末梢循環に入り，リン
パ節などに移行する）やリンパ節内への接着を抑制する。
そして，腫瘍性B細胞であるCLL細胞は，増殖の場であ
る骨髄やリンパ節などの微小環境に留まることができな
くなり，末梢血中へと遊離する。末梢血中のCLL細胞は
ホーミングが抑制されているため，微小環境に再び戻る
ことができず，生存シグナルが遮断されて消失すると考
えられている。

 薬学的管理と服薬指導のポイント

1．用法・用量
通常，成人にはイブルチニブとして420mgを1日1回

経口投与する。Grade3以上の副作用が発現した場合は，
Grade1以下に回復するまで休薬する。再開する場合は，
副作用による休薬1回目では420mgでの再開が可能であ
る。副作用による休薬2回目以降では，投与量420mg→ 
280mg→140mgと減量の目安が添付文書に記載されてお
り，4回目以降では投与中止が推奨されている。

2．禁忌
①中等度以上の肝機能障害を有する患者
肝機能障害患者を対象とした海外臨床第Ⅰ相試験にお
けるChild-Pugh分類A 6例，Child-Pugh分類B 10例，
Child-Pugh分類C8例の肝機能障害患者にイブルチニブ
140mgを単回投与したときのAUClastの幾何平均値は正
常肝機能被験者と比較し2.7, 8.2および9.8倍であった。
また，ベースラインで肝機能検査値異常が認められた部
分集団の方が，認められなかった部分集団に比べ，重篤
な有害事象，減量に至った有害事象およびgrade3以上
の有害事象の発生割合が高い傾向がみられたことから，
中等度以上の肝機能障害を有する患者は禁忌となった。
肝浸潤を伴う肝機能障害患者に対する投与については，
臨床試験で検討されておらず不明である。曝露量が増大
する可能性は否定できないため，投与する場合は減量し

図1　イブルチニブの作用機序

末梢血リンパ節腫瘍性B細胞

イブルチニブ
BTK活性阻害

イブルチニブ
末梢血への
遊離促進

イブルチニブ
ホーミングの
抑制

CXCR4
CXCR5
CCR7

BCR

integrin

αβ

BTK

〔de Rooji MF, et al. : The clinically active BTK inhibitor PCI-32765 targets B-cell receptor-and chemokine-controlled adhesion and 
migration in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 119（11）: 2590-2594, 2012より一部改変〕
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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

心を閉ざしている患者への対応

　今回はデール・カーネギー・トレーニングで教える，
相手にポジティブなフィードバックを伝える方法“認め
る公式：TAPE”を紹介します。TAPEはお世辞ではな
く，心からの称賛を相手にうまく伝える方法です。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

認める公式：TAPE

キーワード今 月 の

第6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Aさんと薬局のスタッフの間で人間関係はできて

いると思いますか？
できていないと思います。

…❷
なぜ，そう思われるのですか？Aさんはほかの薬局を

利用した形跡はないんですよね。Aさんは頑なな方のよ
うですが，もしBさんの薬局が信頼できないと思ったら，
二度と来ないのではないでしょうか？

言われてみれば，そうかもしれません。
ほかの薬剤師とのやりとりを聞いていた

ことはありますが，はっきりものを言う方だとは思いま
す。振り返ってみると，Aさんが薬局に対して不満を
言っているのは聞いたことがないと思います。

…❸
薬局としてはAさんから一定の信頼は得られていると

Coaching

Bさん
振り返り

Coaching

Bさん
振り返り

Coaching

考えられるので，現状は人間関係の原則（図）の1つ目の
「人間関係を強化する」の段階にあると思われます。薬局
としては2段目の「協力を得る」を目指してもよいと思わ
れますが，その前に服薬指導など患者へのヒアリングで
「人間関係を強化する」の原則を用い，個々の薬剤師が一
度，「人間関係を強化」したうえで，「協力を得る」を目
指すのがよいでしょう。
本連載の第2回と第3回でも解説しましたが，相手に
とって興味のない話題では会話が成り立ちにくく，相手
のニーズに合わせて話すと会話が成り立つことがよくあ
ります。今回のAさんも話しかけないでほしいという態
度ではありますが，興味のある話題，あるいは興味をか
きたてるような質問をすれば会話が成り立つようになる
でしょう。
また，薬局店頭では必ず服薬指導や患者ヒアリングを行
いますが，その際，患者から得られた回答に対して，誠実
でポジティブなフィードバックをすることを心がけましょ

困っている
人間関係

患者Aさんは，薬局スタッフに対し，心を閉ざし，話を一切しないので，
皆，常々対応に苦慮しています。Bさんの薬局では，薬剤師一人ひとり
がかかりつけ薬剤師となれるような資質をもつことを目標としており，B
さんのビジョンは「何でも相談できて信頼される薬剤師」です。

悩みを聞く

  心を閉ざしていて，話をしない患者さんでお困り

とのことでしたね。

  はい。薬局全体で困っています。どうしたらもう

少し打ち解けてくれるのでしょうか？

  患者Aさんはどのような方で，来局時はどんな雰

囲気ですか？

  私は担当したことはありませんが，お子さんのい

る主婦で，来局時はだいたい夕方。いつも憮然と

していて，話しかけられたくないという雰囲気を

出しています。

  でも，違う薬局に行くことはないのですね。

  はい。お薬手帳でもほかの薬局さんのシールなど

を見たという話は聞いてません。

患者との人間関係から効果的な話しかけ方を考える・コーチング


