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「明日からはじめる検体測定室」は諸般の事情により，2018年1月号をもって
連載中止となりました。



災害に立ち向かうために薬剤師としてできること・求められること
 10
　自分の地域が被災したときに，薬剤師はどのように行動すべきでしょうか。また，被災
地を支援する薬剤師には何が求められるのでしょうか。経験豊富な医師・薬剤師に災害支
援の実際を語っていただきました。

都市では？ 地方では？ 地域に合わせた災害対策のいま 15
　災害時に想定される被害状況もトラブルも大きく異なる都市と地方では，必要な備えも異
なります。それぞれの地域の事情に合わせた災害対策について，東京都薬剤師会と高知県
薬剤師会に話を聞きました。

薬局・大学・薬剤師会 それぞれの災害対策 22
　ここからは薬局，大学，薬剤師会のそれぞれの災害対策に迫ります。
　薬局として最先端の設備を整えたクオール薬局加西店，モバイルファーマシーをフル活
用するための岐阜薬科大学の取り組み，そして，地域の薬局・薬剤師が連携して災害に対
応できるよう開発された，江戸川区薬剤師会の災害時情報共有システムなどを紹介します。

特集　来るべき災害　どう備える？どう動く？
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特 集 来るべき災害　どう備える？ どう動く？

（462）

1 災害に立ち向かうために
薬剤師としてできること・
求められること

　災害が起こったとき，薬剤師には何ができ，また

何が求められるのか，そして普段から何をすべきか。

医師としていくつもの災害医療の現場を経験してき

た日本赤十字社医療センターの丸山嘉一，近藤祐史

両氏と同センター薬剤師の小林映子氏に聞いた。

コーディネーションのもと，
自己完結の行動を

　被災地で災害支援に携わる薬剤師が心がけること

は何か。キーワードは“コーディネーション”だ。

　薬剤師が支援活動に加わるパターンは，①JMAT，

DMAT，病院の救護班などの医療チームに加わる，

②薬剤師会などで組織された薬剤師のチームに加わ

る，③個人単位でボランティアを行う──の3つが

考えられる。しかし，③では「自分の判断で被災地

に入り支援活動を行っても，被災地のニーズに合致

しないことがある」と近藤氏。「災害現場では支援者

を登録する場所が必ず作られ，そこで役割が求めら

れる。例えば“ここの地域に薬が足りないというニー

ズがあるので，薬を配ってほしい”など。そのよう

なコーディネーションのもとで動かないと被災地を

混乱に陥れる」と強調する。

コーディネーションのもと，
自己完結の行動を

　また，被災地に入るうえでの大原則は“自己完結”。

飲食や宿泊などは事前の準備をしっかりと行い，決

して現地調達はしないことも忘れてはならない。

いざ被災地へ──
薬剤師が携帯しておくものとは？

　“被災地に入る薬剤師の三種の神器”と聞いて，何

が思い浮かぶだろうか。小林氏によると，医薬品集，

薬袋，印鑑。一方，近藤氏は，被災地での支援活動

に必須のツールとして，携帯電話などの通信関連機

いざ被災地へ──
薬剤師が携帯しておくものとは？

小林映子氏と近藤祐史氏
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来るべき災害　どう備える？ どう動く？特 集

（467）

2 地域に合わせた
災害対策のいま
─東京都薬剤師会・高知県薬剤師会の取り組み─

都市では？地方では？

災害時薬事活動リーダーが
被災地で力を発揮

　「災害から7日目ならガーゼや包帯が必要なはずで

す。感染対策のために，消毒薬も必要になるのでは

ないでしょうか？」「11月ならインフルエンザの流行

が始まるころだから，マスクも必要になるけど……

薬局にある予備の在庫を回せないかな？」──。東

京都薬剤師会の災害時薬事活動リーダー研修で行わ

れるワークショップの一コマだ。

　災害時薬事活動リーダーは，被災状況をみながら

支援を受けるルートなどを判断する。東京都薬剤師

会は，医療救護所において医薬品などの供給要請に

係る指示を出す災害時薬事コーディネーターを養成

するために，災害時薬事活動リーダー研修を通じ，

資質を培う活動を行っている。災害時薬事コーディ

ネーターが各地区に1人しか配置できないのに対し，

災害時薬事活動リーダーの人数には制限がない。5年

間で314名の薬剤師が研修を受けており，災害時に

は支援活動を円滑にする役割を担う。

　研修の午前中は講義，午後にスモールグループ

ディスカッション（SGD）を実施する。“震度6強の

地震から7日後。自分の薬局は閉店したままだが，

災害時薬事活動リーダーが
被災地で力を発揮

医薬品卸売業者は営業を開始した様子。医療救護所

より医薬品の要請が，避難所よりOTC・衛生材料

の要請が地区の災害活動拠点に来ている……あなた

が災害時薬事コーディネーターだったらどうします

か？” SGDではそんな課題を前に，薬局薬剤師，病

講義で得た知識を活かし，「そのとき，自分だったら……」
を議論する。
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3
薬局・大学・薬剤師会それ

ぞれの災害対策①

──クオール薬局加西店（兵庫県加西市）

地域の“簡易避難所”として，
頼れるインフラを作る

一面に植えられたメキシコ万年草
と常緑キリン草。手入れが簡単で
よく育つ。

雨水貯留タンクが来局者の興味を引き，防災対策
を紹介するきっかけになることも。

クオール薬局加西店の外観。

ソーラー発電で，調剤室・待合室
で使用する電力（調剤関連の機器使
用は除く）の約7割を賄える。

（474）



連載　です！ペ
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ここからは
今月のオススメを Pick up!

今月今 のオススメを Pick up!

まずは大好評のこの連載から！

退院後に来局した精神科の患者さん。
病院ではどんな治療を受けてきたの……？
精神科領域でよく耳にする「病院から地域へ」というフ
レーズ。でも，そもそも病院ではどんな治療をしている
の？　精神科病棟の薬剤師はどんなことを考えている
の？　精神科薬物療法の“いま”がわかると大好評の連載，
今月号も読み応えたっぷりです。

P.34

P.49

リスクファクターと一口に言っても，糖尿病の有病者は約
1,000万人。この多数の糖尿病患者さんのなかから，特に
腎機能低下に注意すべきケースを見極め，過量投与を防ぐ
には……？　薬局店頭で今日から実践できるノウハウ，
絶対押さえておきたいポイントが盛りだくさんです。

腎機能低下のリスクファクター
「糖尿病」を取り上げます！

局@薬

こんなとき,

患者さんにどう寄り添う？



情報があふれる現代。“正確な情報”で患者さんを支えましょう。

78歳の夫に幻覚が！
統合失調症ではないでしょうか？

P.43

インターネットでさまざまな情報を得られる今，かえって不安
に陥る患者さんやご家族も少なくありません。今回取り上げる
のは，近ごろ幻覚を見るようになった78歳の患者さん。ご家族
は統合失調症ではないかと心配していますが……。

の認知症
薬物治療

P.93

添付文書には「授乳を避けさせること」と書いてあるもの
の，授乳のメリットは大きく，薬物治療も必要……。そ
んな状況にエビデンスをもって対応するために，情報の
集め方，評価の仕方を改めておさらいしていきましょう。

添付文書だけでは判断しづらい授乳婦の薬物治療。
情報収集と評価の考え方をおさらいします！

添付文書
プラスアルファの
情報使いこなし術

今月号は，授乳婦の薬物治療を2つの連載で深掘り！

健康相談に応えられる薬局として！

P.67

授乳婦と制吐薬──
リスク・ベネフィットをどう考える？
ひどい吐き気でドンペリドンが処方されたものの，赤ちゃんへの影
響が心配……。そんな授乳中の患者さんに，あなたならどう対応し
ますか？　代表的な制吐薬のリスクとベネフィット，そしてそれら
を踏まえた評価を考えていきます！

“けがをせずに歩く”ための簡単エクササイズ
「歩くのがしんどい」と訴える高齢者は少なくありません。しっか
りと太ももを引き上げて歩くことができないために転びやすくな
り，骨折してしまうことも……。いつまでもけがをせずに歩ける
ように，下半身のエクササイズをご紹介します！ P.88

っと
フレイルを
ぶっとばせ

！

の
バズーカ岡

田
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はじめに

　近年，薬剤師の業務は対物業務より対人業務のウエイトが大きくなっており，コミュ

ニケーションスキルを高め，患者にどう寄り添うかを考えることが重要になっていま

す。筆者は薬局に勤める以前，精神科病院に勤務していました。今回はそのときの記

憶を頼りに，精神科における病院薬剤師の役割を紹介します。

病院における対象疾患，重症度

　精神科病院（以下：病院）と精神科クリニック（以下：クリニック）を受診する患者の

疾患は，統合失調症，気分障害，不安障害，認知症，睡眠障害，発達障害など多様で

あり，対象疾患にほとんど差はないと考えられます。しかし，初診の患者は病院に比

べてクリニックのほうがアクセスしやすいと感じる傾向があり，比較的症状の軽い患者

や子どもの割合はクリニックのほうが高いといえます。病院を受診する患者は，入院が

必要となるような精神症状や病識の欠如，自傷他害の恐れ，再燃・再発などがある患

者や，入退院を経てその後もフォローを継続している患者といえるでしょう。

病院での治療

1．精神症状改善を目的とした治療

　入院初期の急性期（精神症状が激しいとき）では，速やかに主症状を緩和するための

積極的な薬物治療が行われます。

　統合失調症で自傷他害の恐れがある場合，抗精神病薬の注射や内服を行うと同時に，

必要に応じて隔離や身体拘束を行います。抗精神病薬による薬物療法は，通常，クロ

ルプロマジン（CP）換算で1,000mgを超えない範囲で行われます。多剤併用大量療法は

精
神
科薬 物

療
法

局@薬

第3回   薬局とどう違う？
病院での治療と薬剤師の役割

サワカミ薬局おいらせ青葉店　黒沢 雅広



 ……の前に考えること

　今回のお話からは統合失調症とは考えにくいです。統合失調症は35歳までに何らか
のイベント（統合失調症をうかがわせる状態・症状など）がなければ，78歳で突然発症
することはほとんどありません。各種の検査が必要だと思われますが，患者さんはレ
ビー小体型認知症と推察されます。

認知症の
 薬物治療

鈴鹿医療科学大学薬学部　三輪 高市

2週間前の検査でアルツハイマー型認知症の疑いと判断された男

性（78歳）の奥様から「ここ数日，周りの人には見えない物が見

えているようです。統合失調症ではないですか？」との相談があ

りました。「部屋の中に知らない人が立っている」と怖がって寝室

に入ろうとしなかったり，「ご飯の上を虫が這い回っている」と

言って食事をしなかったりするそうです。奥様によると，1カ月く

らい前からボーッとして受け答えをはっきりできず，記憶も定かで

ないことが時々あるようです。それ以外のときの普段の受け答えや

記憶はしっかりしているそうですが，歩行などの動きのぎこちなさ

が常にみられるとのことです。私も統合失調症の症状に似ていると

思うのですが，どのように考えればよいでしょうか？

第3回

43調剤と情報  2018.3（Vol.24 No.4） （495）



67調剤と情報  2018.3（Vol.24 No.4） （519）

　産後2カ月で母乳育児をしているSさん（24歳）が，下記の処方せんをもって来局した。昨夜から嘔吐を繰り返
し，今朝になっても吐き気が治まらず，食欲もないため，近医を受診した。児は正常分娩で生まれ，出生体重
3,500gで健康状態に問題はなさそうである。
　薬の用意ができたので声をかけると，げっそりした状態でカウンターに来た。

　ドンペリドンOD錠10mg　1回1錠　1日3回毎食前　3日分

今回のケース

S さんの訴え

　先週，実家から戻ってきたのですが，実家にいた姪が幼稚園で感染性胃腸炎をもらって吐いていて，どう
も私にもうつったようです。昨夜から繰り返し吐いてつらいので，病院で薬をもらってきました。朝から何
も食べていませんし，水分を摂っても吐いてしまうので，母乳が出なくなるのではないかと心配です。先生
からは「ウイルス性胃腸炎がはやっているから，恐らくそれでしょう。まずは嘔吐を止めましょう」と言われ
たのですが，薬を飲んで母乳を飲ませていいのでしょうか？

注目するポイントは2つ！
■1 授乳の必要性と薬の必要性

　生後2カ月の子どもに母乳哺育をしている母親で，授乳継続を希望。吐き気がひどいため食事も摂れず，症状が我慢
できなくなって受診した。早い症状緩和を希望しており，体調・体力改善のためにも服薬は必要である。

■2 薬物の母乳移行性と乳児への影響

　ドンペリドンの母乳移行性に関する情報は以下の通り。
●蛋白結合率：91.8％（10ng/mL）
●代謝物活性：なし 
●半減期：10.3時間
●乳児相対摂取量：0.01～0.35％（MMM17thより引用）

●分子量：425.91ダルトン
●剤形：内服（乳児適用あり）
●分配係数：1,585（logP＝3.2より計算）
● 酸性・塩基性：塩基性〔pKa1：7.8（ピペリジン部分）
pKa2：11.5（ベンズイミダゾロン部分）〕

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安
制吐薬・授乳婦

「吐き気がひどくて薬をもらったのですが，
母乳を飲ませてもよいのでしょうか？」

第12回

愛知県薬剤師会 妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班
愛知県薬剤師会 薬事情報センター　竹林 まゆみ
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 ビプレッソ徐放錠50mg，150mg（クエチアピンフマル酸塩）

（531）

新薬くろ～ずあっぷ 202

大阪薬科大学循環病態治療学研究室　加藤 隆児，井尻 好雄，林 哲也

ビプレッソ徐放錠50mg，150mg
（クエチアピンフマル酸塩）

ミンD2受容体のほか，セロトニン受容体，ドパミン受容
体，ヒスタミン受容体，アドレナリン受容体，ムスカリ
ン受容体，ベンゾジアゼピン受容体のサブタイプに対して
拮抗作用を有する多元受容体作用抗精神病薬（MARTA：
multi-acting receptor targeted antipsychotics）であり，
特にセロトニン5-HT2A受容体拮抗作用はドパミンD2受
容体拮抗作用に比べて高いことが知られている。

 特徴

1．さまざまな受容体に作用し薬効を発揮 1-3）

　クエチアピンフマル酸塩（図1）は，米国ゼネカ社（現ア
ストラゼネカ社）で合成，開発されたジベンゾジアゼピン
系誘導体である。セロトニン5-HT2A受容体およびドパ

◆  本剤はクエチアピン錠と同じくクエチアピンフマル酸塩を有効成分とする。「双極性障害のうつ
症状の改善」に対してのみ適応をもち，1日1回就寝前に服用する徐放性製剤である。

◆  クエチアピンは，統合失調症を適応症とする多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）であり，セ
ロトニン5-HT1A受容体およびセロトニン5-HT2受容体，ドパミンD1受容体およびドパミン
D2受容体，ヒスタミンH1受容体，アドレナリンα1受容体およびアドレナリンα2受容体，コ
リン作動性ムスカリン受容体，ベンゾジアゼピン受容体における拮抗作用をもつ（ムスカリン
受容体およびベンゾジアゼピン受容体に対する拮抗作用はほとんどない）。

◆  CYP3A4での代謝により産生されるノルクエチアピンが，セロトニン5-HT1A受容体部分活性化
作用およびノルエピネフリン取り込み阻害作用をもつ。本剤のうつ症状に対する作用は，ノルク
エチアピンの影響が大きいと考えられており，オランザピンの代謝物ではこのような報告はない。

P o i n t

OH

2

HO2C
CO2H

OO
NN

NNNN

SS

図1　クエチアピンフマル酸塩の構造式
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徐放錠（300mg/日），リチウム（0.8mEq/Lを超える血中濃
度に到達後，最低でも8週間は経過観察を行う），オラン
ザピン（5～ 20mg/日），ラモトリギン（200mg/日，
Hamilton Rating Scale for Depression※の得点が25点
以上の症例）による単独治療を推奨している6, 7）。ただし，
本剤が発売されるまでは，保険適用がある薬剤はオラン
ザピンのみであった。
　クエチアピンは，国内外のガイドラインで双極性障害
のうつ状態の治療薬として推奨される薬剤となっている
が，わが国での適応は「統合失調症」のみであり双極性障
害に対する適応は取得していなかった。その後，医療上
の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議での検討の
結果，「双極性障害におけるうつ状態」に対する医療上の
必要性が高いと判断され，2010年12月に厚生労働省から
開発が要請された。
　そこで，アステラス製薬は双極性障害患者の大うつ病
エピソードを対象に，クエチアピン徐放錠による臨床試
験を実施し，その結果，有効性および安全性が確認され
たことから，「双極性障害におけるうつ症状の改善」を効
能・効果として，2017年7月に製造販売承認を取得した
（図2）。
　海外では，クエチアピン錠，クエチアピン徐放錠とも
に統合失調症，双極性障害の躁状態，双極性障害のうつ
状態，双極性障害の維持療法の適応で承認を取得してお
り，クエチアピン徐放錠はさらに大うつ病性障害，全般

　また，代謝物であるM5（ノルクエチアピン）はセロト
ニン5-HT2A受容体の拮抗作用のみならず，セロトニン
5-HT1A受容体に対する部分活性化作用およびノルエピ
ネフリン取り込み阻害作用ももつことが確認されている4）。
わが国で市販されているMARTAにはオランザピンがあ
るが，オランザピンの代謝物にはこのような作用は報告
されていない5）。
　クエチアピン錠（セロクエル）は，わが国では「統合失
調症」を適応症とする非定型抗精神病薬として発売され
ている。ビプレッソ徐放錠は，アストラゼネカ社が1日
1回投与を目的として開発したクエチアピン徐放性製剤
である。本剤はマトリックス錠であり，血中濃度が持続
することから1日1回投与が可能であり，服薬アドヒアラ
ンス向上が期待されている。

2．双極性障害治療薬としての期待
　双極性障害は，気分あるいは感情の変化を基本的な症
状とする精神疾患であり，躁状態とうつ状態を繰り返す
ことが知られ，少なくとも1回以上の躁病ないし軽躁病
エピソードからなる症候群とされている。躁病エピソー
ドだけを経験する患者もいるが，ほとんどの患者は1回
かそれ以上の大うつ病エピソードも経験する。
　双極性障害治療ガイドライン（第3回改訂版，作成：日
本うつ病学会 気分障害の治療ガイドライン作成委員会）で
は，双極性障害の抑うつエピソードに対し，クエチアピン

図2　双極性障害の症状経過とクエチアピン徐放錠投与期間

クエチアピン徐放錠
投与期間

クエチアピン徐放錠
投与期間

開始
中止
検討 開始

中止
検討

うつ状態

時間

躁状態

 （ビプレッソ徐放錠の安全性情報）
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こんな患者さんに会ったこと，
ありませんか？

・38歳，女性。2カ月前に出産し，授乳中
・膀 胱炎のため，泌尿器科より以下が処方 

セフジニルカプセル100mg　3カプセル
 1日3回　毎食後　4日分

薬剤師A  授乳中の服薬を心配するお母さんは多いよね。
今日の方も医師から授乳していいと言われてい
たみたいだけど，薬局でも「大丈夫ですか？」
と確認されていたし。

薬剤師B  添付文書から得られる情報は限られているしね。
　母乳は栄養や免疫，母子関係など，さまざまな点で乳
児にメリットがあることが広く知られる。母乳育児は近
年，世界的に推奨され，わが国においてもその割合は高
まっている。厚生労働省の「平成27年度乳幼児栄養調査」
によれば，混合栄養を含めると，授乳期に母乳を与えてい
る割合は生後1カ月で96.5％，生後3カ月で89.8％に上る。
　薬局でも授乳中の母親から服薬について相談を受け，
対応に迷うことは少なくない。母乳に対する薬剤の影響
としては，①薬剤が母乳の分泌に及ぼす影響と，②薬剤
の母乳中への移行が新生児に及ぼす影響が考えられる。
　今回は，服薬と授乳について情報を得る際に，どのよ
うな情報源を活用できるか調査する。

あと一歩ステップアップ

調査1
　まずは基本的な情報源である添付文書とインタビュー
フォーム（IF）をPMDAのウェブサイトで確認する。

調査結果
　医療用医薬品の添付文書では，「使用上の注意」に「妊
婦，産婦，授乳婦等への投与」の項目がある。PMDAの
ウェブサイトを利用してセフジニル（セフゾン）の添付文
書を確認すると，「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」の項
目には授乳婦についての記載はない。しかし，「薬物動
態」の「組織内移行」の項目をみると，乳汁中への移行は
認められていないとの記載がある。
　さらにIFも確認してみると，「Ⅶ．薬物動態に関する
項目 4．分布（3）乳汁への移行性」に，授乳中の褥婦に経
口投与したときのデータが記載されている。投与後の母
乳中に薬剤は検出されないことが確認でき，授乳中にセ
フジニルを服用しても問題のないことがわかる。
　多くの医薬品は，動物実験であっても乳汁中に移行す
るデータがあれば「授乳を避けさせること」などとされ，
このことが薬物療法と授乳の両立を難しくしてきた。し
かし2017年6月，薬生発0608第1号厚生労働省医薬・生
活衛生局長通知「医療用医薬品の添付文書等の記載要領
について」が発出され，添付文書に記載されるべき内容
の全体的な整理が行われることとなった。
　そのなかでは授乳婦への投与についても，乳汁移行性
だけでなく，薬物動態および薬理作用から推測される哺
乳中の児への影響などを考慮して必要な事項を記載する
ように改定される（図）。同通知は2019年4月1日から適
用されることになっており，添付文書の記載内容がわか
りやすいものに変わることを期待したい。

調査2
　添付文書，IFのほかに授乳と薬に関するどのような情
報があるか調べてみる。

添付文書プラスアルファの情報使いこなし術

授乳中の薬の評価は
薬剤師の多角的な視点で

公園前薬局　田中 尚美，堀 美智子

第10回


