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服薬支援が必要な患者に気づく 10
　患者が薬を飲めているかどうかの確認を口頭で終わらせていませんか？　また，患者が服
薬できていないのでは，と疑問をもったときどのように行動すべきでしょうか。薬剤師が目
を向けるべき服薬支援のポイントを解説します。

在宅での上手な薬の飲ませ方 16
　理解力，嚥下能力，身体機能，家族構成，生活環境……患者の症状や状態によって服薬
支援の方法は異なります。まずは，服薬支援の方法にはどのようなものがあるのか，その際
に注意すべきことについてみていきましょう。

飲めた！使えた！全国発 問題解決事例ファイル 22
　在宅現場では，薬を飲めなくなる，飲まなくなる要因は患者によってさまざま。時には
いくつもの要因が複合していることもあります。在宅患者の抱える問題解決に取り組む薬局
で服薬支援のコツを聞きました。

特集　飲めない！ 飲みたくない！ 在宅患者への服薬支援
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　本特集「飲めない！飲みたくない！在宅患者への

服薬支援」において，薬剤師としてすべきことは，

①「飲めない！飲みたくない！」患者に気づき，②そ

の要因を考え，③患者に状況を確認し，④服薬支援

する──ことである。

　服薬支援とは，薬が患者の体の中に入るまでを確

認し，その際の困難に対して支援することである。

患者が服薬の何に困っているかを見極めることが重

要であるが，それが難しければ服薬の状況を詳細に

聞き取り，何が問題かをイメージする。

服薬できていないことに気づく

　残薬問題が注目されている昨今であるが，そもそ

も患者は薬を忘れずに飲むものなのだろうか。自身

の経験からいえば，忘れずに100％飲む患者はほとん

どいないように思う。それでも，患者に「お薬は飲め

ていますか？」と尋ねれば「ハイ」と答える。「どのく

らい残っていますか？」と聞けば「あまりないわよ」

「結構ありますね」と答えてくれる。残っていること

を前提にした質問をするべきだと思う。

　残薬がたくさんあることがわかれば，なぜ残って

いるのか，その要因を探る。例えば，飲みにくい薬

服薬できていないことに気づく

だけが残っていることはよくある。そのような薬が

あれば，すぐに変更や対応をすべきで，そのままに

すればたまる一方となる。患者から変更を申し出る

ことはあまりないため，薬剤師が積極的に動くこと

が重要である。

　また，服薬困難になる要因として，運動障害，嚥

下障害，視力障害，病識不足，心理的要因などがあ

り，これらを有する患者に対しては，その障害によ

り何ができなくなるかを予測したうえで接し，状況

を確認する。フォーカスを絞って確認することで，

患者の服薬困難に気づくことができる。

服薬が困難になる要因と
薬剤師に求められる服薬支援

　誌面の都合上，ここでは運動障害，嚥下障害につ

いて解説する。

1 運動障害
　健常であれば当たり前にできる服薬の動作が，疾

患に起因する運動障害などによってできなくなるこ

とは多い。特に脳卒中片麻痺患者，関節リウマチな

どで指などに変形のある患者，神経疾患により筋力

服薬が困難になる要因と
薬剤師に求められる服薬支援

1

1
昭和大学薬学部社会健康薬学講座地域医療薬学部門　倉田 なおみ

服薬支援が
必要な患者に気づく
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印字すること。

2 週間または日めくりカレンダー
1）週間投薬カレンダー

　曜日ごとに薬を入れる。発売元により金額に差が

あるが，1週間単位で壁に吊り下げた状態で管理す

る（図1）。

2）日めくりカレンダー
　週間投薬カレンダーで服薬できなかった方に試して

みる価値はある。作成が大変だが，効果は高い（図2）。

2
在宅現場での服薬支援の
選択肢とその特徴

　在宅現場において，一般的によく用いられている

服薬支援の方法について紹介したい。

1 個別対応の一包化と印字
　一包化には，用法ごとの「連続」と，1日分ずつの

「繰り返し」がある。どちらが適しているという法則

はないが，患者自身の慣れや，介護者の介助のしや

すさによって使い分ける必要がある。

　「日付の印字」に関しては，患者が日付を認識でき

るかどうかで有効度は左右される。また，介護者が

患者の服用確認のために印字を希望する場合もある。

患者の日付認識の感覚が少し落ち気味のときには，

大きな文字で日付が表示されるデジタル時計と照ら

し合わせる習慣を身につけるよう勧めると有効な場

合がある。

　施設入所者の場合は，誤投薬を防ぐために患者氏

名や用法の印字は必須となる。自宅療養中でも通所

系サービスのある場合には，通所先での薬品の取り

間違いを防ぐために氏名，用法の印字はあったほう

がよい。いずれにしても，見やすい大きさで明確に

在宅現場での服薬支援の
選択肢とその特徴

1 

2 在宅での
上手な薬の飲ませ方

南国病院薬剤部　川添 哲嗣

図1　週間投薬カレンダー
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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!

さあ，新年度！ さらなる地域貢献に向けできることは？

P.70

調剤報酬改定，ここをチェック！
薬局で働くなら押さえておきたいのが調剤報酬改定の内容。調剤基本
料や後発医薬品調剤体制加算の変更，地域支援体制加算の新設などが
行われた意味を理解できれば，望まれる薬局の姿がみえてきます。付
録の点数表もご活用ください。

処方・調剤・
保険請求の

&

?? !!

P.64

栄養指導の連載がついにスタート！
これからの薬局薬剤師は薬に関する指導だけでなく，食事や運動など
さまざまな角度から住民の健康をサポートしていく役割を担います。
新連載では，疾患ごとの栄養指導のポイントを，おすすめレシピとと
もに紹介。カワウソの「カワダさん」，ハリネズミの「ハリノさん」と一
緒に，楽しく学びましょう！



チーム医療で頼られる薬局になるために。

血清クレアチニン値は正常範囲内だけれど……
高齢者の「隠れ腎機能低下」にご注意！
脳梗塞後，在宅療養中の高齢患者さんに，腎排泄型薬剤のアマンタジ
ンの追加処方が。血清クレアチニン値を確認すると正常範囲内だった
ため通常用量を投与することに。
……ちょっと待ってください！　見過ごされてしまいがちな，高齢者
の“隠れ腎機能低下”に迫ります。

新しい抗てんかん薬も含めて，
作用機序をスッキリ整理！
作用機序がわかりやすい，斬新で面白いと好評をいただいたこの連載
もいよいよ最終回。今号では，2010年以来となるガイドライン改訂
でも話題の「抗てんかん薬」を取り上げます。2010年以降もさまざま
な薬剤が発売されてきた抗てんかん薬の働きを，この機会に整理して
おきましょう。

頻用薬の特徴を改めておさらい！

薬薬連携でシームレスな薬物治療を実現！
薬局が取り組んだ3事例を紹介します
入院時の治療の実際を紹介した前回を受け，今回は「退院した患者さん
に薬局はどう対応するか」を考えていきます。シームレスな薬物治療を
提供していくうえでキーワードとなるのが「薬薬連携」。現実的には難
しいと思われがちな薬薬連携の3事例を，薬局の視点から紹介します。

P.82

P.102

局@薬

こんなとき,

患者さんにどう寄り添う？

P.89

在宅で歯科医と薬剤師が連携するには？
第一線で活躍の歯科医に聞きました
今号のテーマは「在宅医療における歯科と薬局の連携」。口腔ケアの重
要性から，薬の副作用による口渇が口腔ケアに及ぼす影響，歯科医と
薬剤師の連携の糸口まで……。20年以上にわたり訪問歯科診療に携
わってきた歯科医・五島朋幸先生にお話を伺います。

P.117

Pharm
acy
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精神科で求められるシームレスな患者対応

　同じ薬剤師でも薬局薬剤師と病院薬剤師では守備範囲が異なり，扱える情報や実行

できることが違います。お互いに足りない部分を補完することで，より質の高い薬学的

管理ができるという考え方が「薬薬連携」です。

　近年，精神科治療の場は入院から外来へと移行しており，自宅などで社会生活を送

ることが治療の目標になってきました。しかし，疾患によっては入退院を繰り返す患

者も少なくありません。外来通院中は薬局で服薬管理を行いますが，入退院を繰り返

す患者のためにも入院と外来を切り分けず，シームレスな服薬管理を行うのが理想で

す。そのためには，薬局薬剤師が病院薬剤師の力を借りることが不可欠です。

薬薬連携は決して特別なことではない

　薬局では日々，さまざまな症例に遭遇します。同僚に“相談”することはもちろん，

適任と思われる薬剤師に対応を“依頼”することもあるでしょう。加えて，薬歴で患者

情報を“共有”しています。薬薬連携でも同じように考えるとよいでしょう。薬局だけ

で対応することが困難ならば，病院薬剤師に“相談”し，患者のためになりそうなこと

があれば病院薬剤師に対応を“依頼”します。また，お互いに必要な情報を“共有”し

て患者対応に備えます。

　精神科の患者と信頼関係を築くまでには，時間がかかることもあります。しかし，

薬局では知り得なかった有用な情報を病院薬剤師が把握している場合もあり，薬薬連

携によってそれらの情報が手に入る可能性があります。また病院薬剤師は，医師など

の他職種とも日常的に接点があるため，病院薬剤師を介すれば多職種連携のハードル

も下がります。

（670）

精
神
科薬 物

療
法

局@薬

第4回   精神科領域でこそ薬薬連携を
合資会社中田薬店 ゆう薬局　中田 裕介
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腎機能に基づいた疑義照会〈応用編〉
─加齢に伴う腎機能低下と投与設計の注意点─

熊本大学大学院生命科学研究部・薬学部 薬剤情報分析学分野 助教　近藤 悠希

第4回

Rp.1 アマンタジン塩酸塩錠50mg  1日3錠
  1日3回　毎食後　28日分
Rp.2 アスピリン腸溶錠100mg  1日1錠
 ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg  1日1錠
 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg  1日1錠
  1日1回　朝食後　28日分

▶ 処方せん（Rp.1を今回から追加予定）

医　師： 次はAさんだね。
看護師： Aさん，最近元気がないみたいですよ。ご家族が心配していました。
医　師： 脳梗塞から来るものかもしれないね。 次回の往診でアマンタジンを追加しようかな。
薬剤師： アマンタジンは腎機能に合わせて投与量を調節する必要がありますね。ご高齢だし，少し気になります。
医　師： そうだったね。（看護師に向かって）Aさんのクレアチニンはいくつ？
看護師： 先月の結果だと0.75mg/dLですね。正常範囲内だから大丈夫ですね。
医　師： そうだね。じゃあ，腎機能も問題ないし，アマンタジンを1回50mgの1日3回で使いましょう。

▶ カンファレンスでの会話

今月の症例

Aさん（86歳女性，身長142cm，体重41kg。脳梗塞後。在宅療養中）

薬剤師が行うべき提案は…？



 ……の前に考えること

　今回の症状は，レビー小体型認知症の発症によって引き起こされるレム睡眠行動障
害と考えられます。薬物によって症状が軽減することがあり，また，生活上の工夫に
より，患者さんの症状や介護者の負担を軽減できることもあります。

認知症の
 薬物治療

鈴鹿医療科学大学薬学部　三輪 高市

患者さんの奥様から「夫はレビー小体型認知症と診断されています。

夜中に，寝ていたはずなのに急に大声で叫んだりすることがありま

す。この間は夜中に，いきなり叩かれたんですよ！　どのように対応

したらよいですか？」と相談されました。数年前から同じようなこと

が起こっているそうですが，最近特に多くなって困っているとのこと

です。このような症状は認知症によるものなのでしょうか？　薬剤

師としてどのような助言や提案をしたらよいのでしょうか？

97調剤と情報  2018.4（Vol.24 No.5） （685）
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　Kさん（34歳，妊娠30週目）が妊婦健診を受けた際に処方せんをもって来局した。処方内容は以下の通り。

　酸化マグネシウム　2g　1日3回　毎食後　14日分
　ピコスルファートナトリウム水和物　頓用　1回　10～15滴

今回のケース

Kさんの訴え

　妊娠前から便秘気味で，なるべく薬を飲まないように積極的に食物繊維を摂り，散歩をするなど気を付け
てきたのですが，妊娠週数が進むにつれて，便が出る間隔が3～4日間ほどになり，お腹の張りもひどくなっ
てきました。いきむと赤ちゃんが出てきてしまうのではないかと不安です。今日，妊婦健診で先生に相談し
てみたら，「妊婦さんによく使う薬で，安心して使えるから，ちゃんと排便したほうがいいよ」と薬を出して
もらいました。でも，薬を使ってもお腹の児には影響ないのでしょうか？

注目するポイントは4つ！
　薬剤を処方された妊婦の不安に答える場合に注目するポイントは4つ。①妊娠の時期，②疾患のコントロールと薬剤
の必要性，③薬剤の胎盤通過性，④薬剤の疫学データである。

■1 妊娠の時期

　妊娠30週目（妊娠後期）である。

■2 疾患のコントロールと薬剤の必要性

　患者は食事や運動を心掛けてきたが排便困難を伴い，便秘によるお腹の張りを訴えている。また，いきむことへの不安が
あり，このまま便秘が悪化するとそれが原因で痔になってしまう場合もあるため，薬剤による症状改善の必要性を認める。

■3 薬剤の胎盤通過性

　酸化マグネシウムの胎盤通過性についての情報は以下の通り。
●分子量：40.30ダルトン
●剤型：内服（小児適用なし）
●分配係数：記載なし

●酸性・塩基性：塩基性
●蛋白結合率：30％
●半減期：記載なし

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安
緩下薬・妊婦

「便秘になって，お腹が張って困っています。
薬を使っても大丈夫ですか？」

第13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


