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小児神経・精神疾患
─正しい理解と対応のために─

　小児の神経・精神疾患は患者数の増加が指摘されますが，

一方で受診できる精神科医が限られるなど，さまざまな問題が

みられます。薬局で処方せんを応需する機会はあまりないかも

しれませんが，地域の健康ステーションとして，患児やその保

護者への正しい対応の仕方は身につけておきたいところです。

本特集では，いざというときのために薬局・薬剤師が押さえて

おきたい基本的な知識を解説します。

特 集

■  小児神経・精神疾患へのアプローチ

 発達障害………………………………………… 9

重症心身障害…………………………………… 13

■  療育の実際 ……………………………………… 19

■  小児神経・精神疾患のよくある疑問の考え方 … 23
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発達障害

小児神経・精神疾患へのアプローチ

　発達障害は，発達障害者支援法（2004年成立，2016年
改正）によって定義される，障害者支援および福祉の対
象で，「自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発
達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害その他これに類
する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢におい
て発現するものとして政令で定めるもの」である（図1）。
多くの医療機関や療育施設では同法の成立前後から受診
希望が激増し，都道府県単位で「子どもの心の診療支援
事業」などによって診療体制の充実が図られてきてはいる
ものの，実際に受診できるまで数カ月から数年かかるの
が現状である。
　一方，医療の面では2013年に改訂された「精神障害の診
断と統計マニュアル第5版（DSM-5）」に神経発達症群（図
2）というカテゴリーが新設され，ようやく法律上の発達
障害に相当する疾患概念が公式のものとなった。しかし，
法律では除外された知的障害が神経発達症群のなかに「知

はじめに 的発達症」という診断名で含まれていたり，その他の疾
患も診断名や診断基準が大幅に変更されたりしたため，
現場での混乱は大きかった。
　発達障害あるいは神経発達症群は薬物療法によって完
治することはできないが，一部の疾患は薬物療法によっ
て著明な改善が期待できるのも事実である。本稿では多
種多様な発達障害のうち，特に薬物療法の頻度が高い注
意欠如・多動症（ADHD）と自閉スペクトラム症（ASD）
を概説し，医療機関での診療について紹介するとともに，
薬物療法で注意すべきことをいくつか記す。

　神経発達症群とは，背景に神経系の発達の不具合があ
ると想定されている一群の精神障害であるが，定型発達
児・者との境界は不明瞭である。例えば一般的な6～
15歳の児童・生徒をサンプルにした神尾らの研究（図3）
によると，自閉スペクトラム症らしさはほぼ正規分布を

発達障害―神経発達症群

図1    法律上の発達障害と従来の知的障害・広汎性発達障害・
ADHD

自閉症

アスペルガー症候群

広汎性発達障害

（法律上の）発達障害

知的障害

ADHD

特定不能の
広汎性発達障害

図2    神経発達症群の概念

神経発達症群

自閉
スペクトラム症

知的発達症 ADHD

特集 小児神経・精神疾患─正しい理解と対応のために─

島田療育センター児童精神科　野村 健介
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重症心身障害

小児神経・精神疾患へのアプローチ

　1967年の児童福祉法一部改正により，重症心身障害児
は重度知的障害と重度肢体不自由が重複している状態と
定義されている。

1 具体的な基準・分類
　心身障害の具体的な分類を以下に示す。
（1）大島分類
　東京都立府中療育センターの大島一良氏によって作ら
れた，IQと移動機能による2軸分類である。図1のよう
に区分され，このうち区分1～4が重度心身障害とみなさ
れてきた。

重症心身障害とは （2）横地分類
　2006年に横地健治氏により改訂大島分類として提案さ
れた。IQ20以下を2つに区分し，知的発達の評価を概念
的技能の代表的な指標で表し，重度の領域でより細かい
区分ができるようになっている（図2）。また，移動機能
が室内移動，室内歩行，戸外歩行に，寝たきりの状態が
2つに区分され，大島分類からさらに細分化された。

2 障害の発生率
　重症心身障害の中心をなす脳性麻痺の発生頻度は，當
山らの報告によると，生後4週までで出生1,000に対して
1～1.5と推定される。これに生後4週以降に発症した疾
患が加わる。
　重症心身障害の人口あたりの出現頻度については，愛

図1    大島の分類
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● 1，2，3，4の範囲に入るものが重症心身障害児
● 5， 6，7，8，9は重症心身障害児の定義には
　 当てはまりにくいが，
 ①たえず医学的管理下に置くべきもの
 ②障害の状態が進行的と思われるもの
 ③合併症があるもの
 が多く，周辺児と呼ばれている
＊大島一良博士（元東京都府中療育センター院長）により
　考案された判定方法

（大島一良：重症心身障害の基本問題．公衆衛生，35：648-655，1971
より改変）

図2    横地分類（改訂大島分類）

「移動機能」，「知的発達」，「特記事項」の3項目で分類し，
以下のように表記する。
［例］A1-C，B2，D2-U，B5-B，C4-D

＜知的発達＞
簡単な計算可
簡単な文字・数字の理解可
簡単な色・数の理解可
簡単な言語理解可
言語理解不可
＜特記事項＞
C：有意な眼瞼運動なし
B：盲
D：難聴
U：両上肢機能全廃
TLS：完全閉じ込め状態

戸
外
歩
行
可

室
内
歩
行
可

室
内
移
動
可

座
位
保
持
可

寝
返
り
可

E6 E5 E4 E3 E2 E1
D6 D5 D4 D3 D2 D1
C6 C5 C4 C3 C2 C1
B6 B5 B4 B3 B2 B1
A6 A5 A4 A3 A2 A1

寝
返
り
不
可

＜移動機能＞

〔重症心身障害療育学会ホームページ（http://www.zyuusin1512.or.jp/
gakkai/yokochian.htm）より改変〕

特集 小児神経・精神疾患─正しい理解と対応のために─

島田療育センター栄養管理部　上石 晶子
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　筆者の勤務する島田療育センター（以下，当センター）
は，早くより外来診療を開設し，地域に暮らしている重
症心身障害児をはじめさまざまな障害をもつ子どもの
ニーズに応じた多様な療育を行っている。PT（理学療法
士），OT（作業療法士），ST（言語聴覚士），心理（心理
判定員）という4つのリハビリテーションの科があり，
PTを除く3つの科のスタッフが発達障害児の療育に携
わっている。医師の診察，心理検査をはじめさまざまな
専門的な検査による評価を経て，感覚統合訓練，言語聴
覚療法，心理相談などの療育が日々行われている。
　しかし，医師の診察を経るということは，障害の診断を
受けるということであり，発達障害が疑われる子どもをも
つ保護者にとっては，それが受診への高いハードルとなる
場合も多い。また，受診から評価を経て療育へと進んでい
くまでにはかなりの時間を要し，現在困っている状況に
即時にアプローチできないという問題もはらんでいる。
　2016年4月より施行された障害者差別解消法のなかで
は，1人ひとりの困りごとに合わせた「合理的配慮」の提
供が行政・事業者に義務化された。「合理的配慮」とは，

はじめに 障害の有無にかかわらず，何らかの助けを求める意思の
表明があった場合に，社会的障壁を取り除くためスムー
ズに必要な便宜を図っていくことである。
　当センターでは，彼らの困りごとに手を差し伸べるこ
とを最優先課題と考え，「合理的配慮」の理念に先んじ，
2013年4月より「発達支援センターセブンクローバー」と
いう療育事業を新たに立ち上げた。この事業では医師の
診察を経ることなく，さまざまな療育サービスをスピー
ディーに受けることができる。本稿では，そこで発達障
害児に行われているいくつかの療育事業について説明し
ていきたい（表）。

1 社会的スキルと小1プロブレム
　当センターでは，小学生から中高生までの発達に課題
のある子どもを対象にしたSST（社会的スキルトレーニ
ング）のグループ指導を行っている。社会的スキルとは，
対人場面で相手に適切に対応するために用いられる言
語・非言語的な対人行動のことである。
　このスキルは，子どもの自主性や主体性に任せて放っ

SSTグループ指導

表    当センターで行われているトレーニング 

トレーニング 対象年齢 内　容

SSTグループ指導 小学生～中高生 SST（社会的スキルトレーニング）のグループ指導

G-トレーニング 小学校低学年
体を動かす経験を通して運動への抵抗感を軽減し，子どもたちが前向きに運動に取り
組めるよう指導

ビジョントレーニング 年長（6歳）～小学6年生
①目の動かし方（眼球運動），②物の形のとらえ方（視覚認知），③読み書き――に関
する評価を行い，苦手な部分に焦点を当てた訓練を行う個別療育

年長児グループ 年長児 就学に際し必要となるスキルトレーニング

にこにこグループ
2歳前後のお子さん
（親子参加型のグループ）

親も交えて子どもの発達を促す関わり方について学ぶ

療育の実際

特集 小児神経・精神疾患─正しい理解と対応のために─

島田療育センター支援部　山本 秀二
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1 疾患を理解していることを伝える
　精神科の処方でも内科や耳鼻科などと同様，子どもの
意思疎通や理解が可能になるまでは，服薬指導は患児本
人ではなく保護者に行うことが多いため，患児とともに
保護者へのケアも重要となる。患児が服薬したくても保
護者がサポートを怠ると，自己判断による服薬でコンプ
ライアンス不良となることもある。
　発達障害などの子どもは，行動や見かけの違いにより
周囲からの偏見にさらされるため，保護者が負い目を感
じ，自責の念を抱え，心を閉ざすことは少なくない。初
回来局時には，こちらからの声かけや質問に対してなか
なか応えてくれない場合も多い。
　まずは薬剤師が処方薬から考えられる病気を念頭にお
き，そのポイントとなる言葉を投げかけてみることが大
切である。例えば，ADHDの衝動や多動にからめて「最
近，けがはされていませんか？」と声をかけたり，うつ状
態に関連して「朝起きられますか？　夜寝ていますか？　
ご飯は食べていますか？」と聞くなど，服薬指導ではほか
の患者にわからないよう配慮した質問を行い，疾患につ
いて一定の理解があることを伝えるのが大切である。

2 話すことのつらさに理解を
　初回は話してもらえないことが多い。しかし，続けて
来局してもらえるように，「何かお困りのことがあればい
つでも対応します」と寄り添う気持ちを伝え続け，今回は

心を閉ざす保護者への声かけ 話せなくても次に話してみようという気持ちになるまで，
待つことが大切である。また，話をするのは保護者にとっ
て非常につらいということを理解し，話を傾聴し，話し
てくれた勇気への感謝も伝える。

　現在はインターネットで医薬品に関する情報を簡単に
得られるほか，服薬時の体験談を見たり，SNSでほかの
患児の保護者とやり取りすることもできるが，それらの
情報が不安を助長する一因となりかねない。例えば，自
殺企図などの副作用を怖がり服薬を中止してしまうこと
もあり得る。
　話さない保護者に対しては薬の効果などを丁寧に伝え
ることが重要である。薬局において正式な病名は不明だ
が，服薬指導で誤った内容を伝えたり曖昧な言葉を使っ
てしまうと，保護者は不安に陥る。しかし，良好な信頼
関係のもとで服薬指導ができれば，薬局で得た以上の情
報をインターネットで調べることは少なくなるはずであ
る。
　また，インターネット上で病気や薬についてどのよう
な噂が飛び交っているかを薬剤師も知っておけば，患児・
保護者の不安や誤解を取り除きやすくなる。

　患児が一緒に来局した場合は，さまざまな状況を把握

インターネットの影響に注意

来局した患児への対応

 小児精神神経科の処方せんを受け付けた際，保護者が「医師から説明を受けているから」，「わかって
いるから」，「急いでいるから」と服薬指導で何も話してくれません。患児が一緒にいないことも多く
て，コミュニケーションが取りにくいんですが…。

Q1

小児神経・精神疾患の 
よくある疑問の考え方

特集 小児神経・精神疾患─正しい理解と対応のために─

［Q1～3］綾部薬局　江藤 不二子　［Q4］島田療育センター薬剤科　桑尾 裕子
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 デザレックス錠5mg（デスロラタジン）

（931）

新薬くろ～ずあっぷ 195

2．抗アレルギー薬の種類
　抗アレルギー薬は現在，先発医薬品名で約35種類が販
売されており，抗ヒスタミン作用のある先発医薬品が約
20種類，抗ヒスタミン作用のない先発医薬品が約15種類
（＋）となっている。広義の抗ヒスタミン薬も含めると，
アレルギー疾患に処方される薬剤の種類は相当数に達す
ることになる。なお，本稿では抗ヒスタミン作用のある
抗アレルギー薬を抗ヒスタミン薬とする。
　抗ヒスタミン薬は第1世代と第2世代に大別される。
　第1世代は血液脳関門を通過しやすく，鼻汁分泌抑制
効果は強いが抗コリン作用を有するものが多い。また，
前立腺肥大や緑内障に禁忌の薬剤が多く，口渇，眠気，
便秘などの副作用もある。
　第2世代は抗コリン作用が弱くなっており，第1世代に
比べて眠気や，自動車などの運転作業時の影響は軽減さ
れている（表1）。
　
3．抗ヒスタミン薬のインペアード・パフォーマンス
　「自覚しにくい集中力・判断力の低下」をインペアー
ド・パフォーマンス（以下，IP）と呼び，抗ヒスタミン薬
の比較では，患者職業などの背景によりIPを考慮した処
方設計が重要となる。いわゆる眠気とIPは定義が異なり，
眠気を感じなくても自動車などの運転作業に支障を来す
ということになる。クロルフェニラミン2mgによるIPは
ウイスキーシングル3杯に相当すると報告されており，

 特徴

　デザレックス錠（以下，本剤）は以下のような特徴をも
つ。
① ヒスタミンH1受容体に選択的に結合する化合物であ
り，広く使用されている第2世代抗ヒスタミン薬のロ
ラタジンの主要活性代謝物である。
② 2016年8月現在，米国・欧州をはじめとする120以上
の国や地域で，通年性および季節性アレルギー性鼻炎，
蕁麻疹等の症状緩和を適応として承認されている。

③1日1回投与で，いつ服用してもよい。
　
1．アレルギー疾患の疫学
　アレルギーは，厚生労働省発出資料で以下のように定
義されている。
・ 免疫反応に基づく生体に対する全身的または局所的な
障害を指す。

・ 血中抗体による液性免疫反応に基づくアレルギー（Ⅰ，
Ⅱ，Ⅲ型アレルギー）と感作リンパ球による細胞性免疫
反応に基づくアレルギー（Ⅳ型アレルギー）に大別される。
　全人口の3人に1人は何らかのアレルギー疾患に罹患し
ていると考えられ，特に花粉症を含む鼻アレルギー症状
を有する頻度は47.2％と高率である（図1）。

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部　笠原 英城

デザレックス錠5mg
（デスロラタジン）

◆ ロラタジン（クラリチンなど）の活性代謝物である。

◆ 食事の影響を受けにくいので，食後投与でなくてもよい。

◆ 運転などに関する注意事項の記載がない。

P o i n t
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プラセボに対する本剤の有効性および安全性の検討が行わ
れた。痒みスコア合計のベースラインからの平均変化量を
比較したところ，統計学的に有意な低下を示した（図4）。

 薬学的管理と服薬指導のポイント

1．食事の影響を受けにくい
　本剤は食事の影響が少ないことが添付文書に記載され
ている（図5）。
　同時期に発売されたビラノア錠では，空腹時に比べ食
後投与時のCmaxおよびAUC0-tはそれぞれ約60％および
約40％低下しているので，本剤の特徴的な利点であろう。

2．花粉症患者の服開始時期は2月上旬
　鼻アレルギー診療ガイドライン2016年版には「初期療
法の開始時期は，使用する薬剤の効果発現に要する時間
と，患者の例年の飛散花粉に対する過敏性を念頭におい
て，第2世代抗ヒスタミン薬，抗ロイコトリエン薬，鼻
噴霧用ステロイド薬は花粉飛散予測日または症状が少し
でも現れた時点で開始し，その他の薬剤では飛散予測日

抗ヒスタミン薬服用による重大な運転事故の可能性も否
定できない。
　主な抗アレルギー薬の添付文書での自動車運転注意な
どの記載区分を表2に示す。

4．臨床成績
（1）アレルギー性鼻炎
　国内448症例を対象に，季節性鼻アレルギー性鼻炎患
者でプラセボに対する本剤の有効性および安全性の検討
が行われた。くしゃみ発作，鼻汁，鼻閉，鼻内瘙痒感の
4鼻症状をスコアを点数化し，合計のベースラインから
の平均変化量を比較したところ，統計学的に有意な低下
を示した（図2）。
（2）蕁麻疹
　国内239症例を対象に，慢性蕁麻疹患者でプラセボに対
する本剤の有効性および安全性の検討が行われた。痒みと
発斑のスコア合計のベースラインからの平均変化量を比較
したところ，統計学的に有意な低下を示した（図3）。
（3）皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚瘙痒症）に伴う瘙痒
　国内84症例を対象に，湿疹・皮膚炎，皮膚瘙痒症で

わが国全人口の約3人に1人が何らかのアレルギー疾患に罹患していることを示している。
 出典：リウマチ・アレルギー対策委員会報告書（平成17年）

【喘息】
過去30年間で，小児の喘息
は1％から5％に，成人の喘
息は1％から3％に増加し，
約400万人が罹患している
と考えられる。

【喘息】
平成20年の有症率は，幼稚
園児で19 . 9%，6～7歳
13.8%，13～14歳で8.3%
だった。国民全体で約800
万人が罹患していると考え
られる。

【花粉によるアレルギー性鼻炎】
平成13年に実施された財団
法人日本アレルギー協会の
全国調査によると，スギ花
粉症の有病率は，全国平均
約12％であった。

【花粉によるアレルギー性鼻炎】
平成18年における全国11カ
所における有病率調査では，
鼻アレルギー症状を有する頻
度は，47.2％であった。

【アトピー性皮膚炎】
平成12年度から14年度にか
けて厚生労働科学研究で実施
された全国調査によると，
4カ月児；12.8%，1歳半
児；9.8%，3歳児；13.2%，
小学1年生；11.8%，小学6
年生；10.6%，大学生；
8.2%だった。

【アトピー性皮膚炎】
4カ月から6歳では12％前
後，20～30歳代で9％前後
の頻度で認めることが明
らかとなった（アトピー性
皮膚炎治療ガイドライン
2008）。

【食物アレルギー】
平成15年度から17年度の調
査によると，乳児が10%，
3歳児が4～5%，学童期が
2～3%，成人が1～2%だった。

【食物アレルギー】
わが国の大規模有病率調査か
ら，乳児有病率は5～10%，
学童期は1～2%と考えられ
る。成人は不明である（ア
レルギー疾患診断治療ガイ
ドライン2010）。

図1 　アレルギー疾患患者の動向
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ので，よくわからないんですよ。
薬剤師  そうですか。今日処方された咳止めと抗生物

質はキウイ，トロロと関係ありませんので，
安心してください。今までこれらの薬をお飲
みになったことはありますか？

患児の母親 は い，飲んだことがあります。大丈夫です。
薬剤師  それでは，このお薬の作用は…。

　上記の対応では，薬の作用や注意してほしい副作用を
説明して終わっている。しかし，これだけでは，かかり
つけ薬剤師としての役割を十分に果たしたとはいえない。
次回の来局時まで，この患者に伝えるべきことを調査し
準備しておこう。

こんな患者さんに会ったこと，
ありませんか？

● 初回質問票
5歳の患者。アレルギー欄に「キウイ，トロロ」の記載。

薬剤師  キウイ，トロロを食べると，どのような症状
が出ますか？

患児の母親  耳が痒くなったり，口の周りが赤くなること
があります。

薬剤師  薬や，ほかの食品で同じような症状が出たり
しませんか？

患児の母親  この子は皮膚がとても弱くて，よだれでかぶれ
たこともあったし，いろいろなもので痒がる

　チェーン展開を行う資本力の大きい薬局や，個人経営の小さな薬局など，薬局の規模はさまざまだ。
大資本の薬局のなかには，教育システムを構築して研修に熱心なところもあるだろう。ただ，そのような
薬局チェーンに属していても，小規模な店舗で新人が管理薬剤師を命じられ，周りにはちょっと頼りない
薬剤師だけ。経験がものをいう世界で日々心細い思いをしていることもあるだろう。一方，個人経営の薬
局の一人薬剤師は，外部の研修にもなかなか出られないという悩みを抱えているかもしれない。処方せん
を受け付けたとき，相互作用に気づけるか，有害事象を未然に防げるか──。1枚の処方せんと患者の訴
えから問題点を発見できるかは非常に重要だが，それは，どのような形態の薬局であろうと変わらない。
　調剤報酬の基準調剤加算の施設基準に「インターネットを通じた情報収集と周知〔医薬品医療機器情報
配信サービス（PMDAメディナビ）登録義務〕」があるが，これはPMDAに登録していればよいというわ
けではない。PMDAから得られる情報を活用して，薬の適正使用に貢献することが求められる。インター
ネット上の情報を活用できるということは，大きな薬局も小さな薬局でも同じように大きな図書館を有し
ているということでもある。今回から始まる本連載では，PMDAが提供している情報をはじめ，インター
ネットから得られる情報を薬局で活用する実例を紹介する。

連載にあたって

添付文書プラスアルファの情報使いこなし術

「キウイとトロロにアレルギー」から
ステップアップ！

公園前薬局　堀 正隆，堀 美智子

新連載

第1回
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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

パーソナリティスタイルに合わせた
リーダーシップ

最終回となる本稿では，「4つのパーソナリティスタイ
ル」を解説します。行動心理学では，人の行動を大きく
4つに分け，それぞれに効果的なアプローチ方法を紹介
しています。本連載で学んだデール・カーネギーの原
則にこのアプローチ方法を加えることで，より効果的に
原則を使うことができます。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

4つの
パーソナリティスタイル

キーワード今 月 の

第12回
(完)

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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全てのマネージャーやリーダーにとって，業務に対す
るマネジメントとメンバーに対するリーダーシップのバ
ランスをとるスキルが最も重要です。まずマネジメント
は，自分でやることと他のメンバーにしてもらうことと
のバランスを確認することが重要となります。
そして，他のメンバーの意欲と能力に応じて何をして

もらうかを考えるところからリーダーシップは始まりま
す。自分や組織にとって最高の成果をもたらすリーダー
シップのスタイルがどのようなものかを解説します。

…❶
まず，Aさんのリーダーシップとは，薬局のメンバー

に対してビジョンを達成するための環境作りです。一般
的にメンバーは自分で創意工夫ができる環境を好みます。
一方でAさんのマネジメントは，ビジョン達成のための
業務の仕組み作りから，各メンバーによる分担業務の進
捗のモニタリング，最終結果をまとめるところまでとな
ります。メンバーは，失敗せずかつ自由に動ける仕組み
を好みますが，それぞれのメンバーの自由度と失敗しな
い仕組みとは反比例することも多いため，リーダーシッ
プとマネジメントのバランスが非常に重要となります。
特に，健康サポート薬局の要件を満たすための業務は，

Coaching 1

業務に対するマネジメントと薬局メンバーへのリーダーシップ・コーチング1

対患者業務も多く，また一方で，薬剤師の資質向上など
の研修会などもあります。Aさんはなすべき業務につい
て考えていますか？

はい。一人ひとりがやるべきかかりつけ
薬剤師と違って，地域医療連携体制の構築，セルフメ
ディケーションのサポートと受診勧告，地域健康サポー
ト相談会，薬剤師の資質向上のための研修会などやるべ
きことは多岐にわたります。薬局には，私を含め常勤の
薬剤師が4名いるのですが，誰にどの業務を割り振るべ
きなのかがわからず困っています。

…❷
それぞれ4名のパーソナリティスタイルに合わせた業
務を割り振ること，で効率よく業務をこなすことができ
ます。

パーソナリティスタイルですか？
…❸

はい，人の行動パターンから大きく4つのタイプに分
けるという考え方が行動心理学にはあります。それぞれ，
task（対業務・課題）とpeople（対人）のどちらに重きを
置くのか，tell（社交的），ask（内省的）どちらの傾向が
強いかで4つに分けます（図）。

Aさん

Coaching 1

Aさん
Coaching 1

今月の悩み

　Aさんはチェーン薬局の薬局長で，本部の経営層より，今後“健康
サポート薬局”になることを目指すよう指示がありました。
「健康サポート薬局になる」という薬局のビジョンはトップダウンである
ため，薬局のメンバー（薬剤師）と共有しましたが，Aさんは薬局長とし
て，必要な業務を個々の薬剤師に割り振っていかなければなりません。
マネジメントに自信のないAさんにとって，大きな悩みとなっています。

悩みを聞く

  健康サポート薬局を目指すためのマネジメントに

悩んでいるとのことでしたが。

  はい。健康サポート薬局になるためには，いくつ

  もの業務をこなしていかなければなりませんが，

私は，業務を上手に割り振るというマネジメント

がどうも苦手で，どうすれば良いのかわかりません。
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 薬剤師が果たすべき義務を怠ったら

（989）

過去には刑事責任を問われた例も

 前回のお話で，薬剤師は義務を果たさないと
責任を問われることがわかりました。実際に

薬剤師が責任を問われた事件もあるんでしょうか。
 
 民事責任を問われたものだけでなく，刑事責

任を問われたものもあります。

 民事責任の場合は民法に基づいて損害賠償を
請求されるんでしたね。刑事責任は何という

法律に基づいて問われるのですか。

 刑事責任は，刑法に基づいて問われます。薬
剤師が責任を問われたケースで話題になった

のは埼玉県で起こった事件でしょうか。詳しくみてみ
ましょう。

■ウブレチドの誤調剤事件
　この事件では，自動分包機の設定ミスでジスチグミン臭
化物（ウブレチド）が誤調剤されてしまいました。薬剤師
が誤調剤に気付いたのは20数日後でしたが，ミスが発覚
したにもかかわらず，患者への服用中止の連絡や薬の回収
などをせず放置してしまい，服用した患者の1人がジスチ
グミン臭化物の副作用で死亡してしまいました。この事件
では，調剤に関わり報告を怠った管理薬剤師が，業務上
過失致死罪で禁錮1年執行猶予3年に処されました。
　判決では，この管理薬剤師の義務として表1に示す
2点を指摘しています。
　このうち❶では，ジスチグミン臭化物は毒薬であるた
め，そもそも自動分包機で分包することを避けるべきと

 前回のお話で，薬剤師は義務を果たさないと
責任を問われることがわかりました。実際に

薬剤師が責任を問われた事件もあるんでしょうか。

民事責任を問われたものだけでなく，刑事責
任を問われたものもあります。

 民事責任の場合は民法に基づいて損害賠償を
請求されるんでしたね。刑事責任は何という

法律に基づいて問われるのですか。

刑事責任は，刑法に基づいて問われます。薬
剤師が責任を問われたケースで話題になった

のは埼玉県で起こった事件でしょうか。詳しくみてみ
ましょう。

指摘しているかと思います。また，「慎重に確認すべき」
としているのは，当然のことを言ったというところでしょ
うか。
　❷では，誤投薬に気付いた場合の対応について，隠し
てはいけないことはもちろん，「適切な医療を受けられる
ようにすべき」義務があるということも示しています。

❶ウブレチド錠とマグミット錠を一緒に自動分包機で分包する
ことは避けることはもとより，あえて自動分包機で分包し
ようとする場合には，医薬品の種類および分量が処方せん
と一致していることを慎重に確認すべきである。
❷誤投薬に気付いた場合には，投薬された患者の有無を調査
したうえで，直ちに患者に通報し，すでに服用していた場
合には，医師に受診するように指導し，受診した場合には，
医師に誤投薬の事実を情報提供することにより，適切な医
療を受けられるようにすべき業務上の義務がある。

表1　判決で示された管理薬剤師の義務

 調剤過誤で刑事責任を問われた事件というの
でどんな内容かと思いましたが，ミスに気が

つきながら放置してしまったという事件なのですね。

 そうですね。ミスを報告しなかった管理薬剤
師に責任はありますが，ミスの報告体制を整

備していなかった薬局開設者にも責任があるのではな
いかとも思います。
　このようにミスを報告しなかった事件だけでなく，
薬の取り違えによる調剤過誤で刑事責任を問われたも
のもありますから，やはり薬剤師は重大な責任を負っ
ているといっていいでしょう。

 調剤過誤で刑事責任を問われた事件というの
でどんな内容かと思いましたが，ミスに気が

つきながら放置してしまったという事件なのですね。

そうですね。ミスを報告しなかった管理薬剤
師に責任はありますが，ミスの報告体制を整

備していなかった薬局開設者にも責任があるのではな
いかとも思います。
　このようにミスを報告しなかった事件だけでなく，
薬の取り違えによる調剤過誤で刑事責任を問われたも
のもありますから，やはり薬剤師は重大な責任を負っ
ているといっていいでしょう。

今の時代を生き残るための 剤剤薬剤師薬剤師の法律講座

中外合同法律事務所　赤羽根 秀宜

薬剤師が果たすべき 
義務を怠ったら

第4回
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止不能症候群）」であり，初回質問票に記載された症状に
該当しないと判断した。
　病状が把握できなかったため，患者に具体的な症状を
尋ねたところ，「夜中に腕を振り回したり，足で蹴った
り，怒鳴ったり，暴言を吐いていると妻から指摘された
ため，受診に至った」とのことであった。
　症状を聴取してもビ・シフロール錠の処方意図がわか
らず，また，誤処方の可能性もあるため，医師に処方意

経緯
　患者は当薬局に初めて来局したため，初回質問票への
記入を依頼した。初回質問票の「どのような症状で受診
されましたか？」という問いに対し，「寝相が悪い」とだ
け記載されていた。
　処方せんを監査した薬剤師は，ビ・シフロール錠の添
付文書における効能・効果は「パーキンソン病」，「中等
度から高度の特発性レストレスレッグス症候群（下肢静

薬局プレアボイドとインシデント事例において，薬剤師は一度は“ヒヤリ・ハッと”しており，

最後には“ホッと”胸をなで下ろしていることでしょう。このような意味から，筆者はこの薬局プレ

アボイドとインシデント事例を統合して“ヒヤリ・ハッと・ホッと事例”と呼ぶことにしています。

本稿では，全国各地において収集したヒヤリ・ハッと・ホッと事例について，要因を明確化し，

詳細に解析した結果を紹介します。

寝相がひどい患者にビ・シフロール錠が適応外処方！1
ケース

● カテゴリー ①薬局プレアボイド関係（医師とのコミュニケーション）

● 何が起こった？  寝相がひどいと訴える患者にビ・シフロール錠（プラミペキソール塩酸塩水和物）が処方されて

いたが，薬剤師は適応症に該当する症状とは判断できなかった。疑義照会を行った結果，レム

睡眠行動障害に対する適応外処方であることが判明した。

▼処方内容 70歳代の男性。病院の神経内科。処方オーダリング。

Rp.1  

ビ・シフロール錠 0.125mg　2錠

 1日1回　寝る前　30日分

指導せん通りに服用すると
薬が余る？

東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座　澤田 康文

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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（995）

図について疑義照会した。その結果，処方ミスではなく，
“レム睡眠行動障害”に対して適応外で用いていることが
明らかとなった。
　服薬指導の際，寝相が悪い，暴言を吐く，暴れると
いった症状の改善を期待して，医師が処方している旨を
説明した。また，飲み始めの時期に，めまい・立ちくら
み，ふらつきが出る可能性があるので注意するよう説明
した。

問題点の解析
　患者は，医師からビ・シフロール錠の処方意図につい
て十分な説明を受けておらず，処方薬にどのような効果
があるのか理解していない可能性があった。
　薬剤師は，ビ・シフロール錠のレム睡眠行動障害への
適応外使用に関する薬学的知識1-3）をもっていなかった。

問題点回避の計画
　薬剤師は，初回質問票に記載された症状や患者から聴

取した症状などから，適応外処方や誤処方の可能性があ
ると判断した場合には，必ず医師に疑義照会を行う必要
がある。
　適応外使用の場合は，薬情に記載された適応内の薬理
効果の情報との乖離によるトラブルを回避するため，患
者に使用目的を十分に説明する必要がある。そのために
も，適応外使用に関する情報を常に収集し，知識を習得
しておく必要がある。

具体的な調剤室での工夫
ビ・シフロール錠の効能・効果
1. パーキンソン病
2.  中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群
（下肢静止不能症候群）
3. レム睡眠行動障害（適応外）

経緯
　患者は前日から風邪気味のため，内科クリニックを受
診し， Rp.1 の薬剤が処方された。この患者は，いつも晩
酌を行っており，夕食後に，まずセフゾンカプセルを
ビールで服用した。続いて，PL配合顆粒を手に取って包

みを破き，ビールを口の中に入れ，さらに顆粒を口の中
に入れたところ，口腔内が溢れんばかりに泡立ち，思わ
ず吐き出してしまった。

PL配合顆粒をビールで飲んだら泡だらけに！2
ケース

● カテゴリー ②薬局プレアボイド関係（患者とのコミュニケーション）

● 何が起こった？  患者は感冒のために処方されたPL配合顆粒（サリチルアミド・アセトアミノフェン・カフェイ

ン・プロメタジン）を，夕食後に晩酌のビールとともに飲もうとしたところ，口腔内が泡だらけ

になり吐き出してしまった。

▼処方内容 55歳の男性。内科クリニック。

Rp.1  

PL配合顆粒　3g

 1日3回　毎食後　5日分

セフゾンカプセル100mg　3Cap

 1日3回　毎食後　5日分
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歯科治療中の授乳婦̶副鼻腔炎にガレノキサシンを処方？

処方せん（耳鼻咽喉科）

【わかっていること】
・現在，授乳中（生後4カ月の乳児）
・ 2カ月前ほどから歯科治療継続中（過去の虫歯治療跡が再度虫歯と
なったため）
・ 2週間ほど前から左上奥歯の痛みあり。歯科医より親知らずが残っ
ておりその影響の可能性を指摘された。ジクロフェナク錠のみが
処方となり服用を継続していたが，1週間経っても痛みは変わら
ず，さらに1週間追加処方（処方欄に記載されている10日前と
3日前の処方）

・ 3日前にジクロフェナク錠を投薬した際，「服用して3時間は痛み
が治まるが，3時間以上経つと左上奥歯の強い痛みがまた出てく
る」と聴取。歯科医からは「歯茎の炎症は強くないから，もう少し
ジクロフェナク錠で様子見」と言われていることを確認。
・ （耳鼻咽喉科受診の朝）「鼻をかんだら，においのある膿性鼻汁が
出た。過去に副鼻腔炎になったことがあるので耳鼻咽喉科を受診
したら，やはり副鼻腔炎と診断された」，「授乳中でも服用できる
薬を希望したら，少し強い薬を出すが乳児には影響ないので授乳
はそのまま継続して問題ないと言われた」と聴取。

35歳女性
Rp.1 ガレノキサシン錠（ジェニナック）200mg 1回2錠（1日1回）
 　夕食後 7日分
Rp.2 ベポタスチン錠（タリオン）10mg 1回1錠（1日2回）
 　朝夕食後 14日分
Rp.3 カルボシステイン錠（ムコダイン）500mg 1回1錠（1日3回）
 　毎食後 14日分

10日前と3日前も当薬局に処方せんの持ち込みあり。両日とも歯科よりジクロフェナク錠
（ボルタレン）25mg 1回1錠（1日3回）毎食後 7日分が処方されている。

　    患者自身が副鼻腔炎に気付く前に，患者の訴えから薬剤師が副鼻
腔炎に気付くことはできなかったでしょうか？

　    授乳婦にガレノキサシンが処方されていますが，何を参考に安全
性を判断すればよいでしょうか？

 Q1

 Q2

宇高 伸宜株式会社サンクール あしたば薬局北大前店 岸田 直樹総合診療医・感染症コンサルタント/北海道薬科大学客員教授

「この病気になぜこの薬？」，「こんな処方初め
て…」など，処方せんにまつわる疑問は尽きま
せんよね。そんな気になる処方の裏側を医師と
ともに考えるこの連載。処方の解析だけでなく，
それを踏まえて患者や処方医にどうアクションす
るか，それが「処方推論」です。なりたい薬剤
師になるためのスキルを身につけましょう！

 

かか
りつけ薬剤師のための

処 論方推

処方から
何を読み

解き

どう活かす？
？
？

？
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 ▶副鼻腔炎のおさらい
1 副鼻腔炎とは
副鼻腔（図1）に炎症が起きた状態をいいます。細菌（風
邪などのウイルス感染の後に感染することが多い），ウイ
ルス，真菌，アレルギー性鼻炎や虫歯などが原因となり
ます。症状は，鼻水・鼻づまり，においがわからない，
頭痛や顔面痛，鼻の中の悪臭，後鼻漏，咳や痰などさま
ざまです。

　    上歯痛は副鼻腔炎を疑う病歴の一つ。ジクロフェナクを1週間
服用したものの継続する上歯痛を訴えているので，2回目のジ
クロフェナク処方時に上歯痛以外の病歴を確認するなどして，
副鼻腔炎を疑うことができた可能性はあります。

　    授乳婦への薬の投与については，添付文書だけで安全性を判断す
るのは限界があります。国立成育医療研究センター 妊娠と薬情
報センターをはじめ，授乳婦への薬剤投与に関してまとまってい
る書籍やウェブサイトを積極的に活用しましょう。

 A1

A2

答え

解 説

2 副鼻腔炎の種類
（1）急性副鼻腔炎
風邪などのウイルス感染症によるものがほとんどです。
ウイルス感染症の後に続く細菌性副鼻腔炎は数％とされ
ます。急性鼻副鼻腔炎診療ガイドラインでは「急性に発
症し，発症から4週間以内の鼻副鼻腔の感染症で，鼻閉，
鼻漏，後鼻漏，咳嗽といった呼吸器症状を呈し，頭痛，頬
部痛，顔面圧迫感などを伴う疾患」と定義されています1）。
（2）慢性副鼻腔炎
急性副鼻腔炎が長引いたり繰り返されたりすることに
よって起きることが多いです。副鼻腔炎の状態が2～3カ
月以上続いた場合に慢性副鼻腔炎と診断されます。昔は
「蓄膿症」とも呼ばれていました。
今回の症例は上歯痛が現れて2週間程度経過している
ため急性副鼻腔炎であり，上歯痛などもしっかり現れて
いるため細菌性と判断されています。そこで以下では，
急性副鼻腔炎に焦点を当てて解説します。

 ▶急性副鼻腔炎の治療
1 急性副鼻腔炎の治療目標は？
感染治癒，合併症予防（眼瞼・眼窩蜂巣炎，眼窩腫瘍，
硬膜外・硬膜下腫瘍，髄膜炎，脳腫瘍など），慢性副鼻

前頭洞

自然孔

篩骨洞

上顎洞
鼻中隔

歯科治療中の授乳婦̶̶副鼻腔炎にガレノキサシンを処方？

図1　副鼻腔の解剖

前頭洞，篩
し
骨
こつ
洞
どう
，上顎洞，蝶

ちょう
形
けい
骨
こつ
洞
どう
の4つを合わせて副鼻

腔という（蝶形骨洞は篩骨洞の後ろにある）。


