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慢性心不全の
患者モニタリング

　増悪と入院を繰り返し心機能が低下していく慢性心不全。治

療では “再入院までの期間をいかに長く維持するか ”がカギと

なり，かかりつけ薬剤師・薬局も日常生活での自己管理や服薬

アドヒアランスの維持など重要な役割を担います。

　本特集では，慢性心不全の患者モニタリングで押さえたいポ

イントを解説。病態・病因から，症状の増悪や副作用・相互作

用の発現に気付くコツ，食事や運動など日常生活での留意点ま

で，充実した内容でお届けします。
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神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科　古川 裕

慢性心不全の病因・病態と
その動向

　わが国の総人口はすでに減少しつつあるが，高齢化率
だけでなく高齢者の実数も今後2050年ごろまでは増加す
ることが予想されている。心不全は高齢者で罹病率が高
くなるため，現在約120万人といわれる日本の心不全患
者の数もさらに増加していくはずである（図1）。
　そのような状況を感染症の爆発的な流行に例えた“心
不全パンデミック”という言葉もしばしば耳にするように

はじめに なった。実際に当院でも1年間の心不全による入院患者
数は，この7～8年の間に2倍弱に増加しており，その約
半数は80歳以上の高齢者である。今後，高齢心不全患者
診療は，地域の各種医療機関や多職種による連携で取り
組むべき大きな課題として，その重要性がますます高ま
ることは確実である。
　本稿では，心不全の病態と病因とともに，増加する高
齢心不全患者の診療における諸問題を概説する。

図1    日本の年齢層別の人口と心不全患者数の予測
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若年者の人口は減少の一途をたどるが，75歳以上の高齢者の人口は増加を続け，それに応じて心不全患者数も2030年ごろまでは増加し，その後
横ばいとなることが予想されている。

（北風政史 編：心不全診療Q&A2版，中外医学社，2015より引用）
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JA長野厚生連北信総合病院循環器内科　渡辺 徳　同 薬剤部　森川 剛

主な症状とモニタリングでの
チェックポイント

　心不全患者に薬剤師が接する場合，すでに治療介入が
始まっていることが多い。薬剤を使用する患者は心疾患
として一定の診断が下され，薬物治療が始められるか，
維持されている状態である。したがって，発症時の症状，
身体所見，精査が済んでいれば，基礎心疾患，合併疾患
についても病歴から知ることが可能である。
　病院薬剤師は病棟でカルテ内容を閲覧し，日々情報共
有するのが業務である。保険薬局でも患者の了解があれ
ば，担当医・関係医療スタッフからこれらの情報を得る
こともできる。しかしながら，心疾患患者の薬剤管理に
十分な経験と知識を身につけていなければ，断片的な疾
患情報を有効活用するのは容易ではない。
　もし，来局した患者が目の前にいて話ができれば，直
接病状またはその経過を聞き出すことは非常に有力な臨
床情報である。また，訪問薬剤管理指導に入っている場
合，簡単なバイタルサインと身体所見の観察が可能であ
れば，それは患者の状態を知る有力な情報となり，使用
されている薬剤の目的，効果，有害事象を把握できるで
あろう。
　そのために本稿では慢性心不全患者の病状を知り，他
の専門職との有効な情報交換ともなる，薬剤管理に役立
つモニタリング・ポイントを紹介したい。慢性心不全症
例を呈示して順次解説しつつ，薬理学的効能と有害事象
を考慮した病態観察ができるように，合わせて心不全管
理に必須とされる検査にも触れる。

はじめに
症例（病歴1）

　82歳女性。秋口より，畑へ行く途中の坂道で息が
切れるようになったと言い始めた。仕事に精を出し
た日は，寝た後に咳で起きていた。両足のすねから
下がふくれて靴が履きにくくなり，腫れぼったい顔を
していると家人が指摘。食欲がなく，すぐにお腹が
張って，食べられないが体重が増えた。11月に入り，
昨日から肩で息をするように苦しそうにしていた。

愁　訴
患者の訴えを聴きながら身体所見を診る

・ 労作時息切れ，動悸（途中で休まないと，息が切れてド
キドキして，いつもの坂道・階段が登れない）
・ 夜間・臥床時の咳嗽，呼吸困難，起坐呼吸（寝る前に
咳が出てしばらく座っている）
・ 活動性低下，易疲労感，倦怠感（いつもの家事・仕事
をするのにすぐ疲れて休む）
・ 食欲不振，腹部膨満感（腹が張って食べられない）
・ 浮腫，体重増加（まぶたが重い，足がふくれてきて靴が
履けない，あまり食べていないのに太る）
　これらの訴えが増強する場合，慢性心不全の悪化を疑う。
緩徐に悪化すると高齢患者は症状の悪化に気づかないか，
気づいても様子をみていることがあり注意が必要である。
こうした症状は主に臓器のうっ血（体液貯留）によるもので
ある。これらの症状から心不全状態の重症度を簡便に評
価，分類するのがNHYA心機能分類（表1）である。心拍
出量の低下，低灌流に陥っている場合に，易疲労感，四肢
冷感，活動性低下が伴う。時に急激な呼吸困難，喘鳴
（ヒューヒュー，ゼーゼー）は血圧の上昇とともに出現する。

症例から考えるチェックポイント

　82歳女性。秋口より，畑へ行く途中の坂道で息が
切れるようになったと言い始めた。仕事に精を出し
た日は，寝た後に咳で起きていた。両足のすねから
下がふくれて靴が履きにくくなり，腫れぼったい顔を
していると家人が指摘。食欲がなく，すぐにお腹が
張って，食べられないが体重が増えた。11月に入り，
昨日から肩で息をするように苦しそうにしていた。

特集 慢性心不全の患者モニタリング
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慢性心不全の患者モニタリング特集

（1766）

淀川キリスト教病院薬剤部　野村 尚美

薬の副作用・相互作用を 
見逃さないためのコツ

　心不全は増悪と回復を繰り返す病態である。患者モニ
タリングでは，目の前の患者が治療のどの段階なのかを把
握する必要がある。慢性心不全患者には，症状が急激に
変化する急性期と症状が安定している時期がある。検査
値が安定しない急性期では検査値の読み間違いに注意が
必要である。本稿ではモニタリングのポイントを述べる。

①新しい処方が出る前の状態を確認
　普段のADL，直前の定期薬の服用状況や，追加された
薬を把握する。直前まで薬を服用していれば，治療のゴー
ルはその延長にある。しかし治療中断が長くなると，再
開によって薬の効果や投与初期に起きる副作用が強く出
ることがあるため，注意が必要である。
②治療の途中経過
　心不全の治療では薬の変更後，血圧・心拍数・体重の
減少が連動していく。患者への聞き取りで，ふらつき・
気分不良などがあった場合，筆者はまずバイタルを確認
するようにしている。高血圧・心不全の既往があれば血
圧・脈拍・体重を測る習慣のある患者は多く，血圧手帳
や心不全手帳を使用しているケースが多い。血圧手帳を
使えば保険薬局など，カルテがない環境でもモニタリン
グは可能である。コミュニケーションを取りながら効果
と副作用の確認を行うとよい。
③見かけ上の検査値変動に惑わされない
　肝鬱血を伴う心不全では，肝機能検査のAST/ALT・
γ-GTの値は上昇する。鬱血が強くなくても心臓は肝臓
と同程度のASTを含有するため，負荷によりその値は上
昇する。これらの値をすぐに肝機能異常と結び付けてし

はじめに

患者モニタリングの注意点

まわないよう注意が必要である。また腎機能の指標であ
る血清クレアチニン値（CCr）も，脱水や尿量の低下など
により一時的な上昇を認めることがある。
　しかし，これらの検査値の変動は，輸液・利尿薬を開
始すると改善することが多い。つまり，検査値より実際の
肝・腎機能が良いことを意味する。処方せんに検査値が記
載される施設も増えているが，いつの時点の検査値かを十
分確認する必要がある。これは患者の病態変化と連動させ
て判断するとよい。治療に必要な薬剤のアンダーユースを
監視することも薬剤師の役割の一つといえる。
④副作用の確認
・倦怠感がある
　倦怠感の訴えがあった場合，状態そのものの悪化，肝
機能障害に加えて電解質異常を考慮する。複数の利尿薬
の使用により電解質の異常は起きやすくなる。患者が検
査結果をもっていたら，ぜひ確認したい。
　低ナトリウム血症の一例として，体液量の増加による
希釈や利尿薬の使用がある。低カリウムの一例にも利尿
薬による排泄が考えられる。また高カリウム血症には腎
機能低下によるもの，K保持性利尿薬の使用やACE阻害
薬の使用などが挙げられる。電解質の異常は，悪化に伴
いしびれや不整脈を誘発することもあり，注意が必要で
ある。水利尿（トルバプタンなど）・Na利尿（ループ利尿
薬・サイアザイド系利尿薬など），K保持性利尿薬の組み
合わせの変更，各種電解質の補充，捕捉剤の使用などの
提案も薬剤師として行っていきたい。
・咳嗽（せき） が出る
　心不全は時に呼吸不全や咳嗽を伴い，呼吸器疾患と間
違われることがある。循環器で咳と聞くと，ACE阻害薬
の副作用と結論づけてしまいがちだが，その前に確認す
べき内容が複数存在する。
　まずβ遮断薬が入っている場合，喘息の悪化のリスク
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枚方公済病院薬剤科　菊田 裕規

慢性心不全患者への生活指導
体重と食事

　心機能が低下し，循環動態が悪化すると腎臓からの尿
量が減少し，体液量が増加する。これにより，慢性心不
全に伴う浮腫が起こる。浮腫が出ると，通常1カ月以内
に体重が2～3kg増加する。これは慢性心不全患者が一
番に自覚する症状であり，体重測定は自己管理能力の向
上には重要なポイントとなる。
　しかし，現状では毎日の体重測定の遵守率は約50%と
報告されている。また，ある報告では，109名の慢性心
不全患者に対して疾病の自己管理の実態調査を行ったと
ころ，体重測定を行っている患者は全体の24名（15.6%）
であった。測定していない理由としては，85名中78名
（91.7%）が「体重測定は重要ではない」と回答した1）。
　疾病管理の要点は，患者を中心としたチーム医療の提
供や退院後のフォローアップ（病診連携や薬薬連携）など
の患者モニタリングによる心不全増悪の早期発見などが
挙げられる2, 3）。
　体重管理指導で重要な点は，慢性心不全の特徴，心不
全増悪時の症候（労作時の息切れや易疲労感，悪心，腹
部膨満感など），特に日々の体重測定の重要性を理解し
たうえで，体重増加の早期発見に努めてもらうことであ
る。体重が数日以内に±2～3kgとなるようであれば早
めに受診するよう指導する。

　細胞外液量は体内ナトリウム量により規定されており，
慢性心不全では減塩によるナトリウム制限が最も重要と
なる。その理由として，体内ナトリウム濃度が上がると
体内に水分が引き込まれ，循環体液量が増加（前負荷）す
ることが挙げられる。また，ナトリウムは血管収縮作用

体重

食事指導

の増強（後負荷）にも影響する。その状態が続くと心負荷
が増強してしまい，結果として心不全になりやすい状態
となる。また，NYHAⅡ度以上の慢性心不全においては
利尿薬で治療するケースが多く，低カリウム血症や低マ
グネシウム血症にも注意が必要となる。
①ナトリウム
　食塩摂取量は軽症心不全では7g/日以下となっており，
重症心不全では3g/日以下とされている。また，米国では
さらに1～2g/日以下とより厳密な塩分制限が勧められて
いる4）。
　最近では高齢化による健康志向もあり，厚労省の国民
健康・栄養調査5）では，男性11.0g/日，女性9.2g/日（食
塩摂取目標：成人男性9.0g/日，成人女性7.5g/日未満）
とここ10年間で減塩傾向にある。しかし，味噌や醤油な
どの調味料，加工食品の練り製品やカップラーメンなど
に加え，欧米食の普及により無意識のうちに必要以上の
塩分を摂取しており，慢性心不全治療を行ううえで減塩
指導は重要である。
　日本では，2015年4月から加工食品の栄養成分表示は
ナトリウム量ではなく食塩量で表示することが義務づけ
られた。しかし例外食品も多く，ナトリウム量（mg）×
2.54倍（簡易には2.5倍）÷1,000=食塩相当量（g）になる
ので間違えないようにする必要がある。
　減塩指導のポイントとしては，①塩味が薄い食事への
慣れ，②ダシの活用，③醤油やソースなどは小皿に必要
量，④麺類の汁は残す，⑤味噌汁は具だくさん，⑥酸味
〔酢や柑橘類（レモンや柚子など）〕や香辛料（とうがらし・
コショウ・からし・わさび・カレーパウダーなど），また
脂質代謝異常がなければマヨネーズなども利用，⑦塩魚
や練り製品の摂取を控える，⑧塩分総量を抑えるために
食べ過ぎない，などさまざまあり，服薬指導を行う際は
薬物治療だけでなく減塩指導も同時に行ってほしい。
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り妊娠阻止率84％，妊娠率1.34％という数字がずっと使
われてきました。ですが，最近，市販後調査の結果がま
とまりましたので，これを今後は使うべきだろうと思っ
ています。
　臨床試験以上に重視したのは，この薬に関してはアル
ゴリズムを作ることでした。つまり，緊急避妊を必要と
する人がクリニックに電話をかけてきて，受付はどう対
処し，クリニックではどんな問診をとり，そして問診を
受けた後に医者がどんな形で処方して，その後どうする
かという仕組み作りを最優先にしましょうとなったわけ
です（図1）。

Ku
nio

 K
ita
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raraPROFILE

―先日開かれた医療用医薬品のスイッチOTC化に関す
る評価検討会議で，緊急避妊薬のレボノルゲストレル（ノ
ルレボ錠）のスイッチOTC化は時期尚早という理由で認め
られませんでした。薬剤師としてこのテーマをどう考える
べきか，今回は緊急避妊法研究の第一人者である北村先
生にお話を伺います。
まず緊急避妊法とは何でしょうか。
北村　緊急避妊法とは，避妊できなかった，あるいは避
妊はしたものの正しく避妊を実行できなかったとき，例
えば，コンドームが破けてしまった，外れてしまった，
レイプ被害にあったというような緊急時に行う避妊法の
ことです。
―そのときに使われるのが緊急避妊薬ですね。
北村　はい。ノルレボ錠は72時間以内に1.5mg錠を服用
することによって，妊娠阻止率90.8％，妊娠率0.70％と
なります。
―0.70％という数字は，スイッチOTC化の議論で使わ
れたデータよりも優れていますね。
北村　この数字は市販後調査の結果です。私はノルレボ
錠の承認に関わったのですが，承認前は中用量ピルが緊
急避妊薬として転用されていました。ヤツペ法といいま
すが，エストロゲンとプロゲステロンの合剤を72時間以
内に2錠，その12時間後に2錠服用する方法です。でも，
悪心や嘔吐などの副作用を訴える人が多かったです。
―ヤツペ法の妊娠率はどのくらいでしょうか。
北村　ノルレボ錠に比べて高いですね。メーカーから相
談を受けたのが2000年のことなので，承認まで11年か
かったわけですが，その間にはPMDAでの議論などを経
て，この薬に臨床試験は馴染まないという結論に至りま
した。ですから，日本では海外の臨床試験の成績，つま

市販後調査で妊娠阻止率90％超

緊急避妊薬

北村 邦夫
日本家族計画協会クリニック

1978年　自治医科大学医学部卒業
1978年　群馬県衛生部
1978年　群馬大学医学部産婦人科学教室
1988年　日本家族計画協会クリニック所長
2014年より現職

聞
いて
納得！

26回第
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首を前に傾けると，
首の後面中央部で突
出した骨に触れること
ができます。その突
出した骨の両側を中
心に，指の腹でもん
でいきましょう。

首後面の筋肉をもんで，
血行を促進するとともに
首のコリを解消する
下を向くなど頭部が首よりも前
方に位置する姿勢が続くと，頭
を支えるために首後面の筋群の
緊張が持続され，首のコリが生
じてきます。首後面の筋群をも
みほぐして，コリを解消し血行
を促進していきましょう。

フレイルを
ぶっとばせ！
バズーカ岡

田の

第2回

10月に入りました。食欲の秋，スポーツの秋，そして読書の秋ですね。読書をするときは下を向き
がちで，首後面の筋群に過度な負荷をかけることにつながります。薬局では雑誌を読んだりスマート
フォンをいじったりと，薬を待つ間ずっとこの姿勢という方も少なくないのでは？　
今月はそんな方にぜひ教えてあげてほしいトレーニングを紹介します。
快適な秋を過ごすためにも，首後面の筋群の不具合を改善していきましょう！

首の後ろのコリが気になります

監修：バズーカ岡田

日本体育大学准教授。体育科
学修士，理学療法士。柔道全
日本男子チームでは体力強化
部門長としてリオ五輪の全階
級メダル制覇に貢献。2016年
日本社会人ボディビル選手権
大会優勝。骨格筋評論家バ
ズーカ岡田としてフジテレビ系
「ホンマでっか⁉　TV」などに
出演中

首後面の
マッサージ

Level.1

目安:左右各1～3分

もむときの姿勢は首
を少し後方に傾けて，
首後面の筋群の緊張
を緩和させた状態で
行うとGood！ 
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副作用救済給付の情報を活用

（1801）

ことによって，みえてくるものがある。今回はそんな情
報の活用を，副作用救済給付の情報を例に紹介する。

あと一歩ステップアップ！

調査
　PMDAメディナビで図2のような連絡が送られてくる。
PMDAのウェブサイトでは副作用救済給付に関する情報
が得られるが，その情報を加工し，副作用ごとにまとめ
てみる。4～7月分のエクセルを結合して，同じ副作用で
まとめてみた。

調査結果
1． 皮膚粘膜眼症候群（スティーヴンス・ジョンソン
症候群），中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

　最も重篤な皮膚の副作用としてよく知られているのが，

　薬剤師の患者対応は，薬の適正使用のために行われる。
医薬品副作用被害救済制度による副作用救済給付の情報
の背景には，不幸にも副作用が発現した患者の存在があ
る。同じような経験をする人を少しでも減らすために，
ましてや薬によって命を落とすことなどないように，そ
の情報を活用することが重要である。

こんな疑問，ありませんか？

薬剤師A  PMDAメディナビで，いろいろな情報が送られ
てくるよね。この間は，副作用救済給付の決定
の連絡が来てたけれど，どの薬でどんな副作用
が出ているのかを知るのに参考になるよね。

薬剤師B  確かにね。個々の薬の例を見ても参考になるけれ
ど，せっかくエクセルファイルで情報が提供さ
れているんだから（図1），それを再編集してみる
と，さらに何かがみえてくるかも知れないよ。

　PMDAのウェブサイトで公表されている情報。そのま
までも業務に役立てられるが，それを加工して活用する

添付文書プラスアルファの情報使いこなし術

副作用救済給付の情報を活用

公園前薬局　堀 正隆，堀 美智子

第5回

図1　 PMDAのウェブサイト「副作用救済給付の決定に関
する情報について」 図2　PMDAメディナビで受け取る副作用給付決定の連絡
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 幼児も便秘になる？

（1829）

確認ずみ

•便秘と言われた。

•副作用・アレルギーはなし。

•薬は飲めるが，ここ最近こだわりが強くなった。

幼児も便秘になるのですか？　

便秘の診断方法や薬物治療，日常生活で

注意すべき点があれば教えてください。

薬剤師から医師への問い合わせ

Rp.1 ラキソベロン内用液0.75% 10mL
 便秘時　1回6滴

Rp.2 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 0.6g
 分3　1日3回　毎食後　10日分

済生会横浜市南部病院小児科　山口 和子
同　　　　 薬剤部　山﨑 彩華

幼児も便秘になる？
Case

8 

小児科医の処方意図知って納得!

薬局の若手薬剤師が以下の処方せんを受けました。患児は3歳の女児（12kg）です。

確認ずみ

•便秘と言われた。

•副作用・アレルギーはなし。

•薬は飲めるが，ここ最近こだわりが強くなった。

幼児も便秘になるのですか？　

便秘の診断方法や薬物治療，日常生活で

注意すべき点があれば教えてください。

薬剤師から医師への問い合わせ

幼児も便秘になる？幼児も便秘になる？
Case

8

小児科医の処方意図知って納得!

薬局の若手薬剤師が以下の処方せんを受けました。患児は3歳の女児（12kg）です。
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 切れ目のない介入で経済的困難による糖尿病の重症化に早期対応

（1839）

明治薬科大学公衆衛生疫学教室　三上 明子，田村 有梨

切れ目のない介入で経済的困難による
糖尿病の重症化に早期対応

はじめにはじめに

　今回は，三崎薬局（東京都八王子市）の白井正一氏の介入事例を報告する。
　患者Aさんは，家族の介護問題から経済状態が悪化し，通院もなくなり直接連絡が取れなくなっ
ていた。このときAさんはPIISの介入中で，Aさんと連絡が取れないことを心配した白井氏は近
隣の患者会に問い合わせ，Aさんと連絡を取ることができた。白井氏は面談時に，Aさんの状態か
ら高浸透圧高血糖症候群などを警戒し迅速に対応した。患者の生活の立て直しから治療の適正化
まで，薬剤師の介入が効果的であった本事例を紹介する。

症例　Aさん　60代，女性　2015年7月PIIS登録
●原因疾患
　糖尿病，高血圧症，脂質異常症，脊柱管狭窄症
●生活環境
　パートタイムでの仕事（主に昼），夫と息子と同居，薬の管理は本人。
　夫（小脳梗塞，身体行動介助で車椅子），息子の言葉の暴力に対して不安，ストレス大。
●治療経過
　2011年12月 ：心疾患を指摘される。
　2012年 4月 ：夫と息子に対するストレスなどからうつ病と診断され治療を開始。
　2013年 5月 ：その病院にて血糖コントロール不良を指摘され，他の病院を紹介され，血糖管理開始。
　2014年10月 ： 身体ストレス，疲れが多く，ドリンク剤を多用。食事は1日2回になり腰痛由来の下肢のしび

れがあった。
●患者登録時検査値
　空腹時血：261mg/dL，HbA1c：9.8%，血圧：132/65mmHg, T-Cho：225mg/dL，LDL：146mg/dL，TG：
235mg/dL，HDL：45mg/dL，AST：14, ALT：16, UA：3.6, BUN：17.3, SCRe：0.6, BW：48.5, CCr：70.6
●登録理由
　患者本人に不安あり（副作用，再発，検査値など）。
　生活状況に懸念あり（食事不規則，仕事不規則など）。
　本人としては頑張って療養行動を行っている自覚はあるが，実施内容について多少でもともに考えてくれるア
ドバイザーがいないことを心配している。薬局として，薬物療法チェックと合わせて，この部分のアドバイスも
医療連携をとりながら可能な限り実施する。
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メサラジン錠からメサラジン腸溶錠に
変更になった潰瘍性大腸炎患者…なぜ？

処方せん（内科）

【わかっていること】
・ 潰瘍性大腸炎の診断。メサラジン錠（ペンタサ）500mg，1回4錠（1日8錠），1日2回，朝夕
食後で服用継続していたが，「炎症がより下の直腸付近に出ているので薬を変更すると言われた」
と患者より確認。

30歳女性
Rp.1 メサラジン腸溶錠（アサコール）400mg 1回3錠（1日9錠）
 酪酸菌（宮入菌）製剤（ミヤBM） 1回2錠（1日6錠）
 　1日3回　毎食後 14日分
Rp.2 メサラジン注腸液（ペンタサ注腸）1g/100mL 14個
 　1日1回　寝る前 

メサラジン錠（ペンタサ）500mgからメサラジ
ン腸溶錠（アサコール）400mgに処方変更さ
れた意図は何でしょうか？

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？
？
？

？


