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地域医療は
連携から協働へ
　地域包括ケアシステム構築に向けさまざまな施策が打たれ

るなか，薬局薬剤師には従来よりもさまざまな職種と手を携え，

また，チーム医療でさらに専門性を発揮することが期待されて

います。その役割は医療にとどまらず，地域住民の暮らしへの

貢献も求められる時代となりました。

　今回の特集では，これからの地域連携を考えるうえでヒント

となる取り組みを紹介します。

特 集

■  在宅チームの輪に薬剤師を
――西宮市薬剤師会が「在宅塾」開催 …………8

■  始めよう，薬栄連携
――かんまき薬局グループの取り組み ……… 11

■  地域医療にプロトコールを活かす
―PBPM導入マニュアルを踏まえた進め方と留意点― 
 ………………………………………………… 17

■  地域連携による禁煙治療プロトコール
―笠間モデルの構築― ……………………… 22
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地域医療は連携から協働へ特集

（2026）

在宅チームの輪に薬剤師を
――西宮市薬剤師会が「在宅塾」開催

　国が各種施策を通じ環境整備を進めてきたこともあり，
薬局薬剤師による在宅訪問は着実に進んできた。厚生労
働省の資料でも，在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療
養管理指導費の算定薬局数は増加傾向にあることが示さ
れている。
　しかし，数字の伸びだけをもって“在宅で活躍してい
る薬局は増えた”といえるだろうか。患者を支えるチーム
の輪に薬剤師が溶け込めているかというと，「十分にはで
きていない」と語るのは，西宮市薬剤師会（兵庫県）の金
光伴訓氏。会員向けの研修企画「在宅塾」の仕掛け人だ。
　「在宅で薬剤師が他職種と話しても，相手が何のことを
言っているのかわからない」と金光氏。その大きな理由
として，ケアプランに薬剤師業務が組み込まれていない
ことを挙げる。薬剤師の居宅療養管理指導は介護保険の

在宅での共通言語を学ぶ場に もとで行われるが，緊急性を要する場合もあることから，
ケアプランの縛りは受けない。そのため，ケアプランに
沿って動く他職種と薬剤師の接点は乏しく，互いの職能
を理解しにくいのが現状だという。
　在宅塾は，そんな課題を解決すべく2016年に企画され
た。1年間で全6回の研修を表の通り実施し，2年目を迎
えている。学ぶのは，在宅チームの共通言語である“介
護保険”と“暮らしを支えるケア”。6回のうち5回は他職
種が講師となり，薬剤師の専門外の領域について指導し
た。薬の専門家としての視点をもちつつ，患者の暮らし
にも目を向けられる薬剤師を育てる。

　各回，日曜日の10～17時に開催。座学で知識を身に
つけ，グループワークで理解をさらに深める。
　第1回では地域包括支援センターのケアマネジャーか
ら，介護保険を理解するのに欠かせないケアプランと要
介護度について学んだ。グループワークではケアプラン
の作成に挑戦。患者にどのようなプランが適しているか
を検討することで，他職種がどのような役割を担い，患
者にどう関わっているのかがみえてくる。患者や医療職，

ケアプラン作成・住宅改修を体験

金光氏は「在宅では薬剤師も暮らしを支える意識
を」と強調する

テーマ［講師］

1回目 介護保険［ケアマネ］

2回目 福祉用具［理学療法士］

3回目 居宅療養管理指導［薬剤師］

4回目 排泄ケア［おむつフィッター］

5回目 マインドマップ［見える事例検討会メンバー］

6回目 フィジカルアセスメント［医師］

表    在宅塾の各回の研修テーマ
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始めよう，薬栄連携
――かんまき薬局グループの取り組み

　「投薬時に栄養相談をするのが当たり前の状況を作るこ
と。電話で『栄養士さんに代わってください』と言っても
らうこと。患者さんのなかで栄養士の存在を薬剤師と同
じぐらい大きなものにしたい」──そう夢を語るのは，
ABC薬局島本店の管理栄養士・寺井美由紀氏だ。「薬剤
師としても，そうなることで，イベントだけの薬栄連携
ではなく日常的な業務のなかでの連携をしていける」と，
薬剤師の川上遥氏も相づちを打つ。
　大阪府の北東部・高槻市を中心に，9店舗（ABC薬局・

薬栄連携を当たり前のものにしたい かんまき薬局）を展開するかんまき薬局グループ。うち
7店舗に計15名の管理栄養士が常駐する強みを活かし，
各店舗がさまざまな“薬栄連携”の形を模索している。

　ABC薬局島本店では，管理栄養士と薬剤師が連携し，
栄養情報紙「しまもと健康通信」（図1）を2カ月に1回発
行。薬剤情報提供書や調剤報酬明細書とともに患者に手
渡している。
　来局者の傾向に合わせて，午前と午後で掲載内容をア

「しまもと健康通信」を発行

図1    しまもと健康通信（2017年9月号）

午前版では，栄養情報とともに商品情報を紹介

普段は来局しない人が訪れることも多い午後は，商品情報の
代わりに薬に関する基本情報を啓発

特集 地域医療は連携から協働へ



17調剤と情報  2017.12（Vol.23 No.16） （2035）

地域医療にプロトコールを活かす
―PBPM導入マニュアルを踏まえた進め方と留意点―

　医療連携の形は時代とともに変わりつつある。地域包
括ケア推進を背景に，医療職同士の連携にとどまらず，
介護職や患者・家族らも巻き込んで患者をフォローする
ことが不可欠となった。さらに，医師の負担軽減が求め
られるなか，医療チームのメンバーには従来よりも一歩
踏み込んだ関わりが期待されている。連携にはさらなる
広さと深さが求められているといえる。
　そんななか普及しつつあるのが，チームでプロトコール
を作成し連携に活かす取り組みだ。薬剤師や医師らの間で
事前に作成・合意されたプロトコールに基づき行われる薬
物治療管理はPBPM（Protocol Based Pharmacotherapy 
Management）と呼ばれ，今では薬局が関わる事例も珍し
くなくなった。
　一方で，PBPMはその準備からプロトコール作成，業
務の実践に至るまで，適切な手順と留意点を押さえて進
める必要がある。2016年には日本医療薬学会から「プロ
トコールに基づく薬物治療管理導入マニュアル」（以下，
マニュアル）が公表され，一連の流れや留意点とともに，
薬局薬剤師が関わる連携事例も示された。以下では，
PBPMの進め方をマニュアルの内容に沿って紹介する。

　PBPMが広まるきっかけとなったのは，2010年に発出
された厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・
連携によるチーム医療の推進について」。そのなかでは各
職種が実施できる業務内容が具体的に示され，おのおの
の専門性を積極的に活用するよう求められている。薬剤
師に関しては9種類の業務が挙げられているが，その一
番目に置かれるのが，プロトコールに基づく薬剤の種類・

はじめに

地域でのPBPMの可能性

投与量などの変更や検査オーダー，すなわちPBPMだ。
　通知の内容は主に病院での業務を念頭に置いたものだ
が，マニュアルを作成した厚生労働科学研究の研究班代
表を務めた安原眞人氏（帝京大学薬学部教授）は「これか
ら地域包括ケアが進められると，そこには医療職だけで
なく介護職も含めさまざまな職種が関わってくる。そう
すると何か約束事を決めて，それに基づいて仕事をする
ということが必要」と，地域医療にプロトコールを導入
する意義を語る。医師と薬剤師が1人ずつ関わるだけで
あれば情報共有はしやすいが，大病院や地域など大人数
のスタッフが関わる環境では「阿吽の呼吸ではできない」
（安原氏）。それぞれの地域が動きやすいようにルールを
設けることが必要というわけだ。

　マニュアルは総論と各論で構成され，各論ではPBPM
の事例が紹介されている。その一つ，「クリニックの過活
動膀胱治療（貼付剤使用）におけるプロトコールに基づく
薬物治療管理」では，皮膚障害の副作用がある貼付剤を
処方された患者に対し，薬局薬剤師が電話モニタリング

薬局の関わりで治療継続率アップ

「これからの薬局はどうあるべきかの分水嶺
にある」と，地域医療での薬局の一層の奮
起を求める安原氏。

特集 地域医療は連携から協働へ
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地域医療は連携から協働へ特集

（2040）

株式会社わかば 企業価値向上室　原 和夫

地域連携による禁煙治療プロトコール
―笠間モデルの構築―

　喫煙が，肺がんをはじめとする各種のがんや虚血性心
疾患，脳血管疾患，慢性閉塞性疾患，歯周病など多くの
危険因子であることは広く知られ，喫煙対策は社会的に
重要なテーマとなっている。薬局における禁煙活動は国
内外で盛んに行われており，薬剤師によるカウンセリン
グを導入して禁煙率が向上したとの報告1-4）は多数なされ
ている。しかし，薬局が禁煙希望者の窓口となり，希望
に沿った禁煙治療を選択し，医師と連携して積極的な禁

はじめに 煙サポートを実施するという報告はみられない。
　また，禁煙治療を始めても完了できない理由はさまざ
まだが，特に禁煙開始から次回受診の2週目までの間に
発現する副作用が原因となることが多い。その背景には，
禁煙外来の医師は他科の診療と兼務の場合が多く，この
期間に十分な副作用対応ができていないことが挙げられ
る。
　そこで，禁煙治療アウトカムを向上させるために，医
師が十分に対応できていない期間に薬局がサポートでき
ることは何かを考え，薬局薬剤師が禁煙希望者に最適な

図1    日本版共同薬物治療管理のイメージ

薬剤師

患者

医師

患者ケアに関する契約

疾患ごとにガイドラインなどを
踏まえて共同でプロトコールを作成

医師と薬剤師が協働で
薬物治療を行う

薬
剤
師
が
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
に

基
づ
い
て
管
理

※

医
師
の
診
断
を
前
提
と
し
て

薬剤師の管理が妥当であると
判断された患者（軽症の患者など）

薬剤師による
・薬物治療の開始，　　
　増減および中止
・アウトカムの評価などの
　裁量が認められる

【日本での共同薬物治療管理実践に関する議論の拠り所】
平成22年4月　厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医
療の推進について」
「薬剤師を積極的に活用することが可能な業務」の項目のなかで「薬剤の種類，投与量，
投与方法，投与期間等の変更や検査のオーダーについて，医師・薬剤師等により事
前に作成・合意されたプロトコールに基づき，専門的知識の活用を通じて，医師等と
共同して実施すること」が掲げられた。
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骨盤を前傾させる動きを覚える
重いものを持ち上げる際に非常に重要となるのが，上体
を前に倒すときの骨盤の前傾運動。この動作を習得する
ことにより，腰を痛めにくい姿勢がつくりやすくなりま
す。まずは骨盤の正しい動きを覚えていきましょう。 

膝立ち
骨盤運動

Level.1

腰が丸まらない
ように注意！

フレイルを
ぶっとばせ！
バズーカ岡

田の

早いもので今年も残すところあと1カ月ですね。年の
終わりといえば大掃除。重いものを持つ機会も増えて
くるのではないでしょうか？でも，重いものを持つの
が怖い…なんて不安もありますよね。大掃除の前に，
そんな不安を一掃できるトレーニングをご紹介します！

重いものを
持つのが怖くて…

第4回

膝の幅を肩幅程度に開いて膝立ちの姿勢になり，両手
で骨盤をつかみます。床が硬くて膝が痛い場合は座布
団などを敷き，膝の圧迫や痛みを緩和しましょう。

お尻を踵につけるように後下方に引いていき，肩を
膝の垂直線上に維持するように上体を前に倒して
いきます。骨盤から動かすことを意識しましょう。

目安：15回×3セット
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 インチュニブ錠1mg，3mg（グアンファシン塩酸塩）

（2061）

新薬くろ～ずあっぷ 200

 特徴

　注意欠如・多動症（attention deficit hyperactivity 
disorder；ADHD）は，不注意，多動性，衝動性を3主徴
とする神経発達症である。現在ADHDの診断は，米国
精神医学会の診断基準であるDSM-5に基づき，「不注
意」，「多動性・衝動性」の各症状を評価して行われる。
小児期のADHDに対する治療の目標は患児が混乱なく過
ごしていける環境の構築であるため，本人と親への支援
や環境調整などの心理社会的治療が重要であり，薬物療
法はリスクとベネフィットを十分に検討したうえで適応
を決定する。
　ADHD治療薬は中枢刺激薬と非中枢刺激薬に大別され
る。わが国ではこれまで，前者のメチルフェニデート徐放
錠〔osmotic release oral system methylphenidate（OROS-

MPH），コンサータ錠〕と，後者のアトモキセチン
〔atomoxetine（ATX），ストラテラカプセル・内用液〕の
2剤がADHDに適応のある薬剤として使用されてきたが，
選択的α2A受容体作動薬である本剤が承認され，新たな
作用機序をもつ非中枢刺激薬が登場することとなった。

1．グアンファシンのADHDに対する治療効果
　本剤の第2/3相臨床試験として，日本人小児ADHD患

者266例を対象に二重盲検プラセボ対照試験が実施され
ている。その結果，ADHD-RS-Ⅳ多動性/衝動性サブ
スケールスコアは投与開始後1週以降，グアンファシン
0.08mg/kg/day群，0.12mg/kg/day群においてプラセボ
群と比較して有意な低下を認めている。また，不注意サ
ブスケールスコアも0.12mg/kg/day群では投与開始後
1週以降，0.08mg/kg/day群では2週以降において，プ
ラセボ群と比較して有意な低下を認めている（図1）。
　海外では中枢刺激薬とグアンファシンの併用について，
中枢刺激薬とグアンファシンの朝服用群，夜服用群と中
枢刺激薬とプラセボ服用群の3群間での比較検討研究が
実施されており，プラセボ併用群に比べてグアンファシ
ン併用の2群の方が有意にADHD症状を改善したとの報
告がある2）。

2． ADHDの薬物治療におけるグアンファシンの
位置付け

　表1に，本剤と既存薬の特徴を示した。特に注目すべ
きは，OROS-MPHとATXは共通する副作用として食
欲低下があり，臨床的に体重減少や成長抑制が問題とな
るケースも少なくないが，本剤では体重減少は生じない。
また，運動性チックのある患者に対して，OROS-MPH
は症状を悪化させる可能性があるため禁忌だが，本剤は

国立成育医療研究センター薬剤部　長井 美樹，石川 洋一

インチュニブ錠1mg，3mg
（グアンファシン塩酸塩）

◆ 小児の非中枢刺激性ADHD治療薬として国内初の選択的α2Aアドレナリン受容体作動薬である。

◆ 服用時間を問わず終日効果のある1日1回投与の徐放性製剤。

◆  ADHD症状のうち「多動性/衝動性」と「不注意」のいずれも改善し，投与開始1～2週間後か
ら治療効果が現れる。

◆ 主な副作用は傾眠，低血圧，頭痛である。

P o i n t
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　検体測定室は，2017年10月末時点で常設の施設は開
設数1,580件となり，10月中に申請のあった，臨時検体
測定室（期間を定めて行う）届出数は128件でした。毎年
秋には「薬と健康の週間」があり，薬局や薬剤師会のイベ
ントも数多く開催されます。こうした背景から，ほかの
時期より臨時の検体測定室の届出が増えたと思われます。
　検体測定室を準備し，実際にサービスを提供するには，
開設の届出とともに測定サービスの内容を決定し，承諾
書を作成しなければなりません。検体測定事業では，①受
診機会の損失の防止，②血液感染の防止を厳守（安全運
用）―が大原則です。これらを実際のサービス提供の
場で徹底するには，測定内容の説明に使う承諾書が重要
になります。

サービス理解の真の目的とは
　重要なポイントは，受検者に「このサービスが特定健
診や定期健診ではなく，糖尿病の検査でもない」ことを
正確に理解してもらうことです。承諾書を使用した説明
は，単にサービス内容への同意や承諾を得ること，つま
り薬局のサービス提供におけるリスク管理だけが目的で
はありません。健康寿命の延伸につなげるため，受検者
の“気付き”と“行動の変容”をもたらすことが真の目的
です。また，不安のある受検者には，地域の医療機関へ
の受診をしっかり助言できなくてはなりません。検体測
定室を通じて地域の健康サポート薬局となるためにも，
地域医療機関との連携は必須です1）。
　測定にあたっては，運営責任者が受検者に対して以下
の事項を明示して口頭で説明し，説明内容の同意を得て
承諾書を徴収するものとされています（表）。

明日から
はじめる

スマートヘルスケア協会 代表理事　岡﨑 光洋

検体測定室で提供する
サービスの決定

第3回

抗血栓薬の服用や出血性の疾患の既往症が確認された場合1

糖尿病患者の場合2

親権者等の同意がある未成年者の場合3

GLにおいて，検体測定サービスの提供を
行わないこととされている受検者とは？

QUIZ
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　検体測定事業の提供における作業フロー（例）を図に示
しました。作業フローの前半では運営責任者による承諾
書の説明と同意書の作成が行われます。実際に検体測定
事業を実施するにあたり，薬局はどのようなポリシーで
どのようなサービスを提供するのか，下記に示す点につ
いて十分に検討する必要があります。また，その結果を
「承諾書」の内容に反映させるとともに，掲示物や測定標
準作業書の内容にも明記して，取り組んでいくことが必
要です。
A.測定する項目について
　測定可能な項目を8項目から選択し，手順書や管理帳
簿などへ反映させる必要があります。承諾書のなかには，
表の⑤にあるように，測定に必要な血液量や測定時間も
記載しておく必要があります。
B. 糖尿病等の既往者に対するサービスの提供について
　ガイドライン（GL）では，安全性の観点から出血性疾

サービス内容の検討

患の既往歴や抗血栓薬の服用が受検者にあった場合や，
受検者に確認しても既往歴等がはっきりしない場合，そ
して事業者がサービス提供の判断に迷う場合は，受検者
の健康に対する重大な影響を防止する観点からサービス
の提供を行わないこととされています（参考文献2，問
7参照）。
C.提供者の年齢制限について
　未成年であっても親権者の同意がある場合は実施可能
です（検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈
集（Q＆A），問5参照）。また，高齢者においては服用薬
がなくても穿刺の結果，化膿する場合や血が止まりにく
い場合があるため，サービスの受検年齢を設定しておく
とよいでしょう。
D.個人情報の取り扱いについて
　2017年5月末には個人情報保護法の改正がありました。
承諾書では，個人の既往症や服薬状況を確認するととも
に，同意に基づいて個人情報を預かることから，どのよ
うな目的で個人情報を取り扱うのか明示し，利用する内
容について事前に同意を得ておく必要があります。測定
結果を保管しておく場合には，そのことについても同意
を得なければなりません。同法の厳守が求められます。
E.その他
　調剤などのこれまでの薬局でのサービスとは異なるた
め，承諾書には免責事項の明記なども必要かと思います。
GLに基づき許される範囲はありますが，自身の薬局でど
のようなサービスを提供するかは設計することができま
す。決定後は薬局に従事するすべての人がサービスの内
容を理解し，標準作業書に従って受検者に対応できるよ
うになるための教育が必要となります。

　前提として，測定結果から診断などはできません。GL
で測定結果についての報告は「測定値と測定項目の基準
値のみ」とされているので，患者からの求めに応じた測
定値にかかるアドバイスなどをする場合であっても，診
断などはできず，一般的な情報を伝えるなど，注意が必

測定値を薬歴と合わせて
記録して，地域住民の

健康管理に利用できますか？

①  測定は，特定健康診査や健康診断等ではないこと（特定健康診査
や健康診断の未受診者には受診勧奨をしていること）

②   検体の採取および採取前後の消毒・処置については，受検者が行
うこと

③   受検者の服用薬や既往歴によっては，止血困難となり，測定を行
うサービスを受けられない場合があること（このため，運営責任者
は受検者に抗血栓薬の服用の有無や出血性疾患（血友病，壊血病，
血小板無力症，血小板減少性紫斑病，単純性紫斑病，血小板機
能異常症，血小板減少症，フォンウィルブランド病，血液凝固異
常症など）の既往歴の有無をチェックリストで確認し，これらの事
実が確認された場合はサービスの提供を行わないこと）

  また，採血は受検者の責任において行うものであるため，出血・
感染等のリスクは，基本的に受検者が負うものであること

④   自己採取および自己処置ができない受検者はサービスを受けられ
ないこと

⑤   採取方法（穿刺方法），採取量（採血量），測定項目および測定に
要する時間

⑥  体調，直前の食事時間等が測定結果に影響を及ぼすことがあること
⑦  検体の測定結果については，受検者が判断するものであること
⑧  検体測定室での測定は診療の用に供するものではないため，受検
者が医療機関で受診する場合は，改めて当該医療機関の医師の指
示による検査を受ける必要があること

⑨  穿刺による疼痛や迷走神経反射が生じることがあること
⑩  受検者が自己採取した検体については，受検者が希望した測定項
目の測定以外には使用しないこと

⑪  受検者からの問い合わせ先（検体測定室の電話番号等）

表　運営責任者が明示しながら口頭で説明し，同意を得る
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添付文書の改訂はその内容と改訂根拠を確認

（2083）

ただ，市販の薬にも含まれていますので，添付
文書をよく読んで使ってください。成分名のな
かに「コデイン」と書かれているものがあった
ら，12歳以下のお子さんには使わず病院を受診
してください。咳止めだけでなく風邪薬にも
入っているので注意してください。

患　者  コデインという成分を12歳以下に使ってはいけ
ないわけね。気をつけるようにします。

　医薬品について報道された場合，それに関する質問を
薬局で受けることは多い。報道には常に気を配り，質問
された場合は的確に答えられるようにあらかじめ準備す
るとともに，誤った内容が報道されている場合はそれを
是正することが大切である。
　また，コデイン類のように医療用医薬品とOTC薬の両
方に含まれる成分の添付文書の改訂が指示される場合，
専門家向けの医療用と一般の人向けのOTC薬では変更
内容が異なることが多い。改訂の根拠を知るとともに，
両方の添付文書を確認して説明できるようにしておくこ
とが大切である。

こんな会話，ありませんか？

患　者  少し前だけど，咳止めが12歳以下の子どもに
使ってはいけないことになったってニュースで
見たんだけど，どうして飲ませてはいけないの？

薬剤師  使っていけないのは，確かコデインという成分
を含む咳止めだったと思います。確認しますか
ら，ちょっと待ってください。

  （インターネットで“DSU　咳止め”で検索した
ところ，図1の情報にたどり着いた）やはりそ
うですね。コデインリン酸塩やジヒドロコデイ
ンリン酸塩という成分を含む薬は，12歳以下は
使用しないようになっていますね。

  呼吸抑制という副作用に対して海外で対応され
たのを受けて，日本でもそうなったようです。
日本では海外ほど呼吸抑制が出ているわけでは
ありませんが，予防の意味で12歳以下に使わ
ないようにされたようですね。

  医師は処方するときに注意されますし，私たち
薬剤師も確認しますから，安心してください。

添付文書プラスアルファの情報使いこなし術

添付文書の改訂は
その内容と改訂根拠を確認

公園前薬局　堀 正隆，堀 美智子

第7回

図1　コデイン含有製剤の使用上の注意の改訂
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（2105）

経緯
　患者は，高血圧症と心筋梗塞症予防のために，それぞ
れノルバスクOD錠（アムロジピンベシル酸塩）とワーファ
リン錠（ワルファリンカリウム）を服用していた。ワー
ファリン錠の投与量は，これまで2mg/日で変化はなかっ
た。数カ月前に2型糖尿病と診断されていたが，食事療
法・運動療法のみで十分な効果が得られないため，アマ
リール錠が追加された。
　患者は最近，歩行中に転倒でけがをして出血し，血が
止まらなくなったため病院に担ぎ込まれたが，問題なく
止血することができた。以前転倒して出血したときには，

今回のように止血困難となることはなかった。

問題点の解析
　ワーファリン錠とノルバスクOD錠を使用していると
きは，出血しても特に止血困難などのトラブルはなかっ
た。しかし，アマリール錠が追加されてから止血できな
い出血に見舞われたため，アマリール錠の使用がトラブ
ルの原因と考えられた。したがって，アマリール錠とワー
ファリン錠との相互作用について考慮する必要がある。
　ワーファリン錠の添付文書には以下の記載がある。

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。

ワーファリン錠とアマリール錠の併用で出血！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？  アマリール錠（グリメピリド）が追加された後，けがをしたときに血が止まらなくなったとの訴

えがあった。

▼処方内容 70歳代の男性。処方オーダリング。病院の内科。

Rp.  

ワーファリン錠1mg 2錠

 1日1回　夕食後　28日分

ノルバスクOD錠5mg 1錠

 1日1回　朝食後　28日分

アマリール錠1mg 1錠

 1日2回　朝夕食後　28日分

話ヒヤリ  ハッとホッとした
東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座　澤田 康文



97調剤と情報  2017.12（Vol.23 No.16） (2115)

尿管結石の患者に食事から
カルシウム補給の指示⁉

処方せん（耳鼻咽喉科）

【わかっていること】
・尿管結石の診断を聴取。
・ 既往歴として甲状腺手術を確認したが，全摘出したのか一部摘出したのかは未確認。
・ 前回まで乳酸カルシウム1回1g（1日2g）1日2回朝夕食後 60日分が処方されていたが，今回
より処方削除。

・ 医師からは，乳酸カルシウムの代わりに食事から補給できる範囲のカルシウムを摂取するよう指
示があったことを確認。

39歳女性
Rp.1 アルファカルシドールカプセル（アルファロール）1μg 1回2Cap（1日2Cap）
 レボチロキシンナトリウム錠（チラーヂンS）50μg 1回2錠（1日2錠）
 レボチロキシンナトリウム錠（チラーヂンS）25μg 1回1錠（1日1錠）
 　1日1回　朝食後 60日分 

食事からのカルシウム補給は，尿管結石の症状
をさらに悪化させるのではないでしょうか？

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？
？
？

？
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 ▶尿路結石のおさらい
尿路結石とは，尿路系に結石ができた状態で，腎結石，
尿管結石，膀胱結石などの総称です。腎杯・腎盂・尿管
などの上部尿路にできる結石を「上部尿路結石」，膀胱・
尿道などの下部尿路にできる結石を「下部尿路結石」と言
います（図1）。また，後述するように尿路結石は成分に
よっても分類され，代表的なものにカルシウム結石，リ
ン酸マグネシウムアンモニウム結石，尿酸結石，シスチ
ン結石があります。結石ができるメカニズムはそれぞれ
異なっているため，結石の成分を知ることは治療や再発
防止に役立ちます。
主な原因として，上部尿路結石は食生活の欧米化，下

部尿路結石は穀物の摂り過ぎや尿路感染，排尿障害など
の要因が加わることで起こりやすくなるといわれていま
す。また，食生活以外でも女性ホルモンの影響＊1や遺伝
的要因，環境要因も関係しているとされています。シス
チン結石はほとんどが遺伝的要因によってできる結石で
すが，カルシウム結石は動物性食品やシュウ酸の摂り過
ぎなどの食事の影響，すなわち環境要因が大きいことが
わかっています。

患者は甲状腺の手術歴があり，副甲状腺も切除または切除後
に近位筋肉層に移植されている可能性がある。副甲状腺ホル
モン分泌低下による低Ca血症予防で乳酸カルシウムを服用
していたが，尿路結石ができたため中止。しかし低Ca血症
のリスクがあるため，食事から最低限のカルシウムを補給す
るように指示があったと考えられる。

答え

解 説

 ▶尿路結石の分類
尿中にはカルシウム，シュウ酸，尿酸，リン酸など尿
路結石に関連する多くの物質が排泄されていて，これら
が結晶化することで尿路結石となります。

1 成分による分類
（1）シュウ酸カルシウム結石
　尿中にシュウ酸が多く含まれると，カルシウムと結合
しシュウ酸カルシウム結石になりやすくなります。結石
の8割近くがシュウ酸カルシウム結石ともいわれていま
す。シュウ酸はホウレンソウ，紅茶，ココアなどに多く
含まれています。
（2）リン酸マグネシウムアンモニウム結石
　尿路の細菌感染が主な原因で，細菌によりアンモニア
が発生し結石となります。女性に多いといわれています。
（3）尿酸結石
　尿酸を主な成分とする結石で，尿が酸性に傾いたり，
尿中に尿酸が多くなりすぎたりすると溶けきれず結晶化
します。結石の8～10％が尿酸結石といわれています。
（4）シスチン結石
　シスチンを主な成分とする結石です。病気などにより
肝臓からアミノ酸の一種のシスチンが出ることで結晶化

＊1  女性ホルモンの低下で骨から血中へカルシウムの放出が促進され，尿中Ca濃度も上がります。また，女性ホルモン自体に結石の生成
を抑制する作用があるほか，結石をできにくくするクエン酸の量を増やす働きもあるといわれています。

尿管結石の患者に食事からカルシウム補給の指示⁉


