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　処方せんをもたずに入れる敷居の低さが薬局に求められています。本特集では、簡易測
定機器を使った健康チェックを取材しました。さまざまな測定機器を活用すれば，薬局の
利便性が高まります。地域の健康ステーションとしてステップアップするためのヒントをお
届けします。
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特集　 疾患スクリーニングに活かす！ 簡易測定

7調剤と情報  2018.5 （Vol.24 No.7）

疾患スクリーニングに活かす！ 簡易測定特 集

（1027）

　嗅覚は，食事や香りを楽し

むのに欠かせない感覚機能で

あり，日常生活を安全に送る

うえで重要な役割を担う。た

だ，その機能や役割について

普段から意識することはあま

りなく，嗅覚異常があっても

気づきにくい。

　では，どのようにして嗅覚

の異常（障害）を見つけ出すの

か。『ポケット嗅覚識別テス

ト』（エーザイ）を嗅覚障害に

気づくきっかけに活用してい

る薬局がある。マイライフ（広

島県呉市）が運営するオール薬

局は，薬局プレアボイドの一

環として，「宇品店」「中通店」「海岸通店」の3店舗

で，この嗅覚識別テストを実施している。佐々木拓

也氏（マイライフ常務取締役）は，「1年ほど前，地

域に根ざした薬局作りに必要なアイテムを探してい

たところ，嗅覚識別テストの存在を知った。嗅覚は，

人の生活や疾患に密接に関わっている機能なので，

薬局で積極的に使うことは有用ではないか」と導入

の経緯を語る。

嗅覚識別テストを
薬局プレアボイドに活用

健康サポートに活かす簡易測定で
疾患スクリーニング

嗅覚障害について

　嗅覚障害は，①呼吸性嗅覚障害，②嗅粘膜性嗅覚

障害，③中枢性嗅覚障害──の3つに分けることが

できる。①呼吸性嗅覚障害は鼻腔が閉塞した状態で

嗅細胞に刺激が届かないために起こる。②嗅粘膜性

嗅覚障害は，ウイルスや細菌により嗅粘膜が損傷し

嗅覚障害について

1
──オール薬局（広島県）
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特 集 疾患スクリーニングに活かす！ 簡易測定

（1032）

簡易測定が始めにくいなら
まずはパルスオキシメーターから

2

入コストなどの問題で二の足を踏む店舗もあるので

はないだろうか。そんな場合に導入しやすいのが，

パルスオキシメーターだ。商品により値段はさまざ

まだが，1万円以内で買えるものも多く，また，商

品の大きさも手のひらサイズで，広いスページは不

要。しかも複雑な操作は不要で，指先を挟めばわず

か数秒で結果が出るという簡便さから，高齢者でも

使いやすく，スタッフによるサポートもあまり必要

としない。

場所・お金・マンパワーが
厳しくても

　未病の段階から国民の健康を支える役割が薬局に

期待されている。店頭でHbA1cなどを測れる薬局

や，検体測定業務とまではいかなくても，店舗に各

種測定機器を置き，健康チェックができる薬局は珍

しくない。

　一方で，測定機器を置こうにも設置スペースや購

場所・お金・マンパワーが
厳しくても

──南日本薬剤センター薬局上荒田店（鹿児島県）

数ある測定機器のなかでも、パルスオキシメーターは場所もとらず使いやすい
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16 調剤と情報  2018.5 （Vol.24 No.7）

特 集 疾患スクリーニングに活かす！ 簡易測定

（1036）

患者にも医療者にもメリットがある，
簡易スパイロメーターの活用

全薬局にハイ･チェッカーを
配布

　大阪府の西淀川区薬剤師会は「ハイ・チェッカー」

を用いた取り組みを行っている。

　ハイ･チェッカーは，プロペラ型のフィンがつい

た本体とマウスピースからなる，手のひらサイズの

簡易スパイロメーターだ。年齢，身長，性別を登録

した後，マウスピースに思い切り息を吐くことで本

体のフィンが回転し，“その人と同じ身長・性別だっ

たら何歳の人の肺機能に相当するのか”を示す肺年

齢を計測。ほかにも，1秒量（最初の1秒間に吐き出

すことのできた息の量），6秒量（最初の6秒間に吐き

全薬局にハイ･チェッカーを
配布

出すことのできた息の量），1秒率（6秒間で吐き出せ

た量に対する最初の1秒間に吐き出せた量の割合）

が計測される。計測時間が短いことから，手軽に用

いることが可能だ。同時にA～Eまでの肺機能評

価（図1）も表示され，D，Eランクは“COPDの疑い”

を意味する。

　区薬では，会員からの意見を参考に，COPDと禁

煙の啓発を目的として2011年に会員全店舗でハイ・

チェッカーを導入。会員が使い方を理解するため，

区薬剤師会は講習会も行った。今では，各店で数人

程度は実際にCOPDの受診勧奨を行っているという。

その結果，実際に患者が病院に足を運んで，COPD

と診断された事例もある。

肺の健康はここで，という人も

　また，区薬はIPAG（International Primary Care 

Airways Group）診断・治療ハンドブックを参考に

独自の確認表（図2）を開発。年齢，喫煙指数（1日

の喫煙箱数×年数），BMI，天候による咳の変化の

有無，痰の状態，喘鳴の有無，アレルギーの有無を

チェックするものだ。COPDリスクの高い回答ほど

高い点数になるように作成し，確認表の点数と，ハ

肺の健康はここで，という人も

3
──西淀川区薬剤師会（大阪府）

ハイ・チェッカー
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特 集 疾患スクリーニングに活かす！ 簡易測定

（1039）

FRAX活用で骨粗鬆症の
治療率向上と治療継続を

FRAXで骨折リスクを算出

　 井國三氏（金沢大学医薬保健研究域薬学系臨床

薬物情報学研究室）は，薬局店頭でのFRAX活用の

可能性を探っている。

　FRAX（Fracture Risk Assessment Tool）は，

WHOが開発した骨折リスク評価ツール。12の質問

に回答すると，10年後の骨折リスクを算出できる。

回答にかかる時間は20～30秒程度で，インターネッ

ト上で誰でも無料で行うことができる。通常，骨密

FRAXで骨折リスクを算出
度の測定は高額な器具が必要で，医師しか行うこと

ができない。そのため，どんな医療環境の国であっ

ても簡便に利用できるようにと設計されたのが

FRAXだ。2011年には日本における骨粗鬆症薬物治

療の開始基準の項目に組み込まれた。

　FRAXの質問内容は単純だ。年齢，性別に始まり，

ステロイド使用の有無や関節リウマチの有無など，

各質問項目は骨折が起こるリスクに関連するもの。

残念ながらFRAXで用いられている計算式は非公開

だが，女性は骨量の最大量が男性より低いこと，ま

た閉経によりエストロゲン分泌が低下すると破骨細

胞が補充・活性されることもあり，実際にFRAXで

計算すると，女性で年齢が高くなるほど骨折リスク

も上がると 井氏は語る。

事前のデータ集積が
取り組みのきっかけに

　取り組みを始めた理由について 井氏は，治療の

場において骨粗鬆症があまり重要視されていないに

もかかわらず，骨密度の低下が大腿骨骨折に繋がれ

ば，死亡率が高くなることを問題視したからだと語

る。糖尿病や高血圧ならば，患者の死に直結すると

事前のデータ集積が
取り組みのきっかけに

4

井國三氏
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で見抜く

の

臨床推論

裏側

まずは，薬剤師からの一言
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新連載

解熱鎮痛薬をください

マスカット薬局 臨床研究室 副室長　

小川 壮寛 【執筆】

社会医療法人清風会岡山家庭医療センター
奈義・津山・湯郷ファミリークリニック　

松下 明 【監修】 

頭はどのように 
痛くなるのですか？

頭全体が締め付けられるようで
す。痛くて，よく眠れません。
睡眠不足のせいで食欲もない
んです。何もしたくないので，
痛み止めを飲んで寝ます。
ロキソニンをください。

 ❷

ズキズキ脈を打つような感じで
す。いつも片頭痛ですごく痛
くなるんですが，ロキソニン
を飲んで寝ていればよくなり
ます。胃が痛くなることもあ
りますが，頭痛に比べればま
しなので，ロキソニンをくだ
さい。

 ❶

私ではありません。主人が急に
頭が痛いと言い出したんです。
今まで経験したことのない
痛みだと言っていて，私もあ
んな痛がり方は見たことがあ
りません。とにかく何とかし
てあげたいので，ロキソニン
をください。

 ❸

相談者の答えは……

TJ201805_027-030_rinsyo(05)-02.indd   27 2018/04/13   16:34
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この薬は腎排泄型薬剤？
─添付文書の落とし穴＜その1＞─

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5回

Rp.1　
ジンハイサレール錠20mg　　1日2錠　　分2　　朝夕食後　　14日分

▶ 処方せん

Cmax：60ng/mL，Tmax：3時間，T1/2：3時間，AUC0-24hr：360ng・hr/mL

▶ ジンハイサレール錠の健康成人における薬物動態パラメータ

通常成人には1回20mgを1日2回経口投与する。

排泄
投与後24時間までの未変化体の尿中排泄率は，経口投与で40％，静脈内投与で80％である。

▶ ジンハイサレール錠添付文書の投与量および排泄の項目の記載

薬剤師A： B先生，新薬のジンハイサレールが処方されているんですけど，薬歴を確認したら腎機能が低下してい
ます。今日の検査値から計算してみたら，CCrが50mL/minなんです。

薬剤師B： 新薬だから，いろいろな本を見ても腎機能低下時の対応に関する情報がないなあ。ああ，でも添付文
書には経口投与時の尿中排泄率が40％って書いてあるから，腎排泄型薬剤じゃないよ。そのまま服薬
指導していいんじゃない？

薬剤師A：そうですね。わかりました！

▶ 調剤室での会話

今月の症例

60歳女性，クレアチニン・クリアランス（CCr）：50mL/min
新薬ジンハイサレール錠（架空の薬剤）が今回初めて処方された。

このやり取りの問題点は…？

TJ201805_041-047_jinzo(02)-4.indd   41 2018/04/12   21:52



 ……の前に考えること

　患者さんは嚥下困難がみられる高齢者です。剤形変更などの工夫により服薬コンプ
ライアンスや患者QOLを改善できないか検討します。また，錠剤を粉砕しているとの
ことですが，粉砕が可能な薬剤なのか，粉砕による問題は生じていないかなどを確認す
る必要があります。「時々むせている」ということですので，その理由についても考察
する必要があるでしょう。

 ……の前に考えること ……の前に考えること

認知症の
 薬物治療

鈴鹿医療科学大学薬学部　三輪 高市

ある女性（45歳）から「義母（72歳）はアルツハイマー型認知症と

診断されています。最近，自分で薬を飲めなくなったので，私が

飲ませているのですが，錠剤を飲み込むのが難しくなってきまし

た。つぶして粉にしてから飲ませることもありますが，時々むせ

てしまいます」と相談されました。お母様とは同居しているそう

です。どのように指導したらよいでしょうか？

49調剤と情報  2018.5（Vol.24 No.7） （1069）
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92 調剤と情報  2018.5（Vol.24 No.7）（1112）

腹部の筋力を養う
起き上がるために必要な筋肉は腹筋です。これが弱いと起き上が
ることは困難になります。まずは腹筋のなかでも身体の中央部に
ある腹直筋を狙ったトレーニングを行いましょう。

おへそ覗き運動　
　Level.1

フレイルを
ぶっとばせ！
バズーカ岡

田の

寝ている状態から起き上がるのがつらくて困ること，あ
りませんか？腹筋を鍛えて，朝は布団から気持ちよく起
き上がれるようなりましょう！ 夏になる前に腹筋を割り
たい！ という方にもぴったりです！

起き上がるのがつらく
なってきました……

第9回

目安：10回×3セット
① 仰向けになり，膝を約90°

に曲げて立てます。

② おへそを覗き込むように頭
から身体を丸めます。肩甲
骨が床から離れるまで丸め
ればOK！勢いよくやるの
ではなく，おへそ周辺の筋
肉を意識して丁寧に行いま
しょう。難しい場合は，手
を伸ばして太ももの前を滑
らせましょう。

② おへそを覗き込むように頭

おへそを覗くとき
に息を吐きながら
行うと効果up！
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パルモディア錠0.1mg

（1115）

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

パルモディア錠0.1mg
（ペマフィブラート）

医薬品名 ：パルモディア錠0.1mg

一般名 ：ペマフィブラート

薬価基準収載日 ：薬価基準未収載

製造販売 ：興和

 効能・効果
　ペマフィブラートの効能・効果は，「家族性を含む高脂血症」である。ただし，LDL-Cを下げる作用はないた

め，「LDL-Cのみが高い高脂血症に対し，第一選択薬とはしないこと」と使用上の注意が記載されている。

 用法・用量
　通常，成人にはペマフィブラートとして1回0.1mgを1日2回朝夕に経口投与する。なお，年齢，症状に応じ

て適宜増減するが，最大用量は1回0.2mgを1日2回までとする。

 Point
▶ フィブラート系薬剤の主な作用は，TGの減少とHDL-Cの増加である。
▶ ペマフィブラートは，選択的PPARα（Selective Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-α Modulator：
SPPARMα）モジュレーターであり，PPARαに対する選択性を高め，肝障害，腎障害などの副作用を軽減さ

せた次世代のフィブラート製剤である。

▶ ペマフィブラートはCYP2C8，CYP2C9，CYP3Aにより代謝されるため，相互作用に注意が必要である。

パルモディア錠の概要

第204回

福井大学医学部附属病院薬剤部　清川 真美，後藤 伸之
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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。

八味丸による胃の不調を医師に伝えきれず再度処方されてしまった？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？  患者から，疲れやすいため八味丸（ジオウ，サンシュユ，サンヤク，タクシャ，ブクリョウ，

ボタンピ，ケイヒ，ブシ）を処方されているが，服用すると胃の調子が悪くなるのでいらないと
言われた。

▼処方内容 80歳代の男性。クリニック。処方オーダリング。

Rp.1（前々回3月3日処方）

ルチアノンカプセルR100 1Cap

ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 1錠

アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 1錠

 1日1回　夕食後　28日分

ウチダの八味丸M 60丸

 1日3回　毎食前　28日分

Rp.2（前回3月24日処方）

ツムラ補中益気湯エキス顆粒 7.5g

 1日3回　毎食前　14日分

Rp.3（今回4月7日処方）

ツムラ補中益気湯エキス顆粒 7.5g

 1日3回　毎食前　35日分

ルチアノンカプセルR100 1Cap

ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 1錠

アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 1錠

 1日1回　夕食後　35日分

ウチダの八味丸 M 60丸

 1日3回　毎食前　14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
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