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心腎連関とは 6
　「心腎連関症候群」とは，心臓と腎臓の2つの臓器において生じる身体機能の異常やその
原因に深い関連を有している状態。心腎連関症候群の病型分類や頻度，またその分類ごと
のメカニズムについて解説します。

心腎保護を考慮した降圧薬の使い方
RAS阻害薬の使い方 11
　RAS阻害薬について，「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018」をもとに心腎
連関を考慮した使い方や注意点（腎機能低下・高K血症，併用薬，高齢者）を解説します。
RAS阻害薬は有用な反面，併用薬や腎機能・電解質のフォローなどを要するため，服薬指
導で確認するポイントを押さえておきましょう。

利尿薬，Ca拮抗薬の使い方 16
　作用機序や副作用に加えて，心腎連関を考慮した利尿薬とCa拮抗薬の使い方を解説し
ます。CKDでは単剤での降圧がほぼ不可能なため，処方医は患者背景や降圧薬の特性を考
慮した併用療法を検討することになります。処方解析するうえでの要点を確認しておきま
しょう。

特集　処方解析に活かす心腎連関の考え方

今月号では

薬物療法で心腎保護を
実践するために

心機能低下と腎機能低下が影響を及ぼし合う

「心腎連関」について解説します。

TJ201809_005_toku_tobira(02)-2.indd   5 2018/08/17   12:37



6 調剤と情報  2018.9（Vol.24 No.12）

特 集 処方解析に活かす心腎連関の考え方

（1702）

国立循環器病研究センター 高血圧・腎臓科　吉原 史樹

心腎連関とは

はじめに

　心臓と腎臓のいずれか一方が障害を受けた場合，

他方も二次的に機能が低下し，障害を受けることが

ある。すなわち心臓疾患によって心機能が低下した

場合，二次的に腎機能が低下することがあり，逆に

腎臓疾患によって腎機能が低下した場合，二次的に

心機能が低下することもある。

　例えば心不全患者が腎機能低下を伴うと生命の危

機に陥るリスクが上昇することが知られている。ま

た，慢性腎臓病（chronic kidney disease ：CKD）の

患者は動脈硬化性の心血管疾患や心不全を来すリス

クが高いことも知られている。さらに，糖尿病，血

管炎，敗血症などの慢性および急性の全身性疾患に

おいて心臓および腎臓の機能が同時に低下すること

もまれではない。このように心臓と腎臓の2つの臓

器において，病気の際に生じる身体機能の異常やそ

の原因に深い関連を有している状態を「心腎連関症

候群」と呼ぶようになった。

はじめに 心腎連関症候群の病型分類

　米国において2000年台半ばより，急性心不全患者

の呼吸苦や腹満感といったうっ血症状に対する治療

を行う際に，腎機能が低下している患者では腎機能

が正常の患者と比べて治療効果が得られにくいこと

が注目されるようになった。当初，心機能が低下す

ると腎臓の血流が低下するために腎機能が低下し，

治療薬の効果が得られにくいためであると考えられ

てきたが，現在，この心腎連関は広範囲の病気にお

いて双方向性に関与していることがわかってきた1）。

　心腎連関が関与する疾患は広範にわたるが，心臓

や腎臓の機能が急速に低下する急性疾患と，緩徐に

低下する慢性疾患に分類して原因の究明や治療が試

みられた結果，機能低下の速度の組み合わせによっ

て心腎連関症候群は表の5型に分類されている2）。

心腎連関症候群の頻度

　中等度以上の腎機能低下を推算糸球体濾過量

（eGFR）＜60 mL/min/1.73m2とした場合，心不全

患者の約30%が中等度以上の腎機能低下を来してい

心腎連関症候群の病型分類

心腎連関症候群の頻度

1
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処方解析に活かす心腎連関の考え方特 集

（1707）

心腎保護を考慮した降圧薬の
使い方

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学教室　畝田 一司，田村 功一

RAS阻害薬の使い方

はじめに

　血圧管理は慢性腎臓病（chronic kidney disease：

CKD）診療の基本である。生体において血圧を制御

する機構は多数存在するが，なかでもレニン・アン

ジオテンシン系（renin-angiotensin system：RAS）

は血圧・循環血液量の維持に関して重要な役割を

担っている。

　本稿では，日常臨床において用いられる代表的降

圧薬であるRAS阻害薬について概説し，「エビデン

スに基づくCKD診療ガイドライン2018」（以下，ガ

イドライン）をもとにCKD患者におけるRAS阻害薬

の位置づけについて説明する。

RASとRAS阻害薬

1 RASとは
　元来RAS（図1）とは，生物が海中から陸上へ進出

する過程で獲得された，水とNaの保持を目的とした

生体内機構と考えられている。生体が血圧や循環血

液量の低下を感知すると，腎臓の傍糸球体装置でレ

ニンが産生される。レニンは肝臓で合成されたアン

はじめに

RASとRAS阻害薬

1 RASとは

ジオテンシノーゲンをアンジオテンシンⅠへ変換す

る酵素として作用する。

　アンジオテンシンⅠは肺毛細血管に存在するアン

ジオテンシン変換酵素（ACE）によってアンジオテン

シンⅡに変換される。アンジオテンシンⅡはアンジ

オテンシンⅡ受容体に結合することで，血管収縮を

もたらすとともに，腎臓の尿細管に作用して水とNa

の再吸収を促進させる。

　さらに，アンジオテンシンⅡは副腎皮質に作用し

アルドステロンを分泌させ，腎臓の集合管で水とNa

2

アンジオテンシノーゲン

レニン 直接的レニン阻害薬

アンジオテンシンⅠ
アンジオテンシン
変換酵素 ACE阻害薬

アンジオテンシンⅡ

アンジオテンシンⅡ受容体

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）

・血管収縮
・水，Naの再吸収
・アルドステロンの分泌

高血圧の病態形成

図1　RASの概念図とRAS阻害薬の拮抗部位
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処方解析に活かす心腎連関の考え方特 集

（1712）

心腎保護を考慮した降圧薬の
使い方

神戸大学大学院医学研究科腎臓内科／腎・血液浄化センター　河野 圭志，西 慎一

利尿薬，
Ca拮抗薬の使い方

はじめに

　わが国では，成人の8人に1人，約1,330万人が慢

性腎臓病（chronic kidney disease ：CKD）を罹患し

ている。CKDは単なる腎臓の疾患ではなく，全身に影

響を及ぼす。特に心血管疾患（cardiovascular disease ：

CVD）は予後を規定する重大な合併症である。また，

CVDの進展がCKDのリスクとなることも知られている。

　このように腎臓，心臓は密接に連関し，その病態は

複雑である。高血圧は心腎連関の主病態の一つであ

り，CKDにおける降圧療法は，腎臓のみならず心臓へ

の影響も考慮しながら降圧薬の種類を選択することが

望ましい。本稿では，心腎連関を考えた降圧薬の選択，

特に利尿薬，Ca拮抗薬の使い方を中心に概説する。

利尿薬

1 作用機序1）

　利尿薬は腎臓尿細管でのNaCl排泄や体液コント

ロールに関わり，循環血漿量を減少させることで降圧

効果を発揮する。尿細管作用部位により，主にサイア

ザイド系利尿薬（類似薬も含む），ループ利尿薬，K

はじめに

利尿薬

1 作用機序

保持性利尿薬，バソプレシン拮抗薬に分類される（図）。

　サイアザイド系利尿薬は遠位尿細管でのNa-Cl共

輸送体を阻害，ループ利尿薬はヘンレ係蹄上行脚で

のNa-K-2Cl共輸送体を阻害することで，Na再吸

収を抑制する。K保持性利尿薬は遠位尿細管にある

アルドステロン受容体に結合し，アルドステロン作

用を阻害することでNa再吸収とK排泄を抑制する。

　バソプレシン拮抗薬は，抗利尿ホルモンであるバ

ソプレシンの作用を集合管の受容体で阻害すること

で，自由水の再吸収を抑制する。バソプレシン拮抗

薬は，強い利尿効果を有し，心不全や肝硬変などで

保険適用となっているが，高血圧に対しては保険適

用がない。

3

図　尿細管作用部位からみた利尿薬の分類
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薬局でLAI自体を扱うことはないけれど……

　統合失調症は再発のリスクが高い慢性疾患です。海外の報告では，初発の統合失調

症の患者さんのおよそ82%が5年以内に再発するとされています1）。初発統合失調症患

者の再発リスク因子としては，服薬アドヒアランスの関与が認められており2），服薬を

中止した場合は服薬を継続した場合と比べて，再発のリスクが5倍になるとの報告があ

ります1）。

　加えて最近の報告では，初発統合失調症患者の退院後の薬物治療期間において，薬

剤を中止した群は，継続した群と比較して，再入院もしくは死亡におけるハザード比

（HR）が高くなることが報告されています。具体的には，退院後の薬物治療期間が

①1年未満ではHR 1.88，②1年以上2年未満ではHR 2.12，③2年以上5年未満では

HR 3.26，④5年以上ではHR 7.28と，薬物治療期間が長くなるほど高くなっています3）。

また，抗精神病薬による治療をしない，もしくは早期に中止した群（1年未満）では，

抗精神病薬治療を継続した群よりも死亡リスクが174～214%高くなることも示されて

います（追跡調査：16.4年）3）。

　これらの報告から，薬物治療を継続することが統合失調症治療において重要である

とわかります。しかしながら，統合失調症の患者さんのnon/poor adherence率の多く

は30%以上で，なかには58.4%といった報告もあり4），服薬アドヒアランスは決して良

くはありません。

　そこで，患者さんが服薬を自己中断するリスクがある場合，持続性注射剤（long 

acting infusion：LAI）が最適な選択肢の一つとなり得ます。抗精神病薬のLAIは，

1回の注射で効果が2～4週間続くので，薬を毎日服用する手間を省けるようになりま

す。薬局でLAIそのものを扱うことはほとんどありませんが，LAIの併用を把握した

精
神
科薬 物

療
法

局@薬

第9回   LAIに薬局薬剤師はどう関わる？

杉山薬局　前原 雅樹

TJ201809_022-028_seishinka(03)-02.indd   22 2018/08/17   12:38



31調剤と情報  2018.9（Vol.24 No.12） （1727）

変動するクレアチニン
─夏場の一時的な血清クレアチニン値変動─

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8回

Rp.1 ビソプロロールフマル酸塩2.5mg　 1錠
 ロサルタンカリウム50mg 1錠
 フロセミド20mg 1錠
 エプレレノン錠50mg 1錠
 ワルファリン錠1mg 1錠
  1日1回　朝食後63日分
Rp.2 ロスバスタチン2.5mg 1錠
  1日1回　就寝前63日分

▶ 処方せん（循環器内科）2017年7月26日

SCr：1.01mg/dL（5月29日）→1.47mg/dL（7月26日）→0.93mg/dL（9月29日）
eGFR：55.4mL/min/1.73m2（5月29日）→36.7mL/min/1.73m2（7月26日）→60.6mL/min/1.73m2（9月29日）

▶ 血清クレアチニン値（SCr）およびeGFR

今月の症例

76歳男性（身長156 cm，体重53kg），1年前から処方内容変更なし。

この患者の腎機能変動要因と注意点は…？

TJ201809_031-036_jinzo(03)-02.indd   31 2018/08/17   12:38



39調剤と情報  2018.9（Vol.24 No.12） （1735）

で見抜く

の

臨床推論

裏側

まずは，薬剤師からの一言

第5回

経口補水液を
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】 

どのような状況ですか？
何か症状がありますか？

脱水に気を付けて，エアコンはつ
けっぱなしです。でも，汗をよく
かいていますし，脱水の心配が
ありますので，水分補給をさせ
たいと思っています。赤ちゃん
でもOS-1は使えますか？

 ❷

母はエアコンが嫌いで，使いた
がりません。すごく汗をかいて
いるようには見えないのですが，
夏ですし汗もたくさんかくと思
いますので，脱水が怖いです。
OS-1を飲ませようと思いますの
で，OS-1をください。

 ❶

夏なので，脱水が気になります。
経口補水液で水分補給をしたい
ので，買い置きをしておきたい
と思って，買いに来ました。
OS-1を1ケースください。

 ❸

息子が部活動ですごく汗をかき
ます。脱水が心配なので水分補
給にポカリスエットを持たせたい
と思っています。コーチからも
薦められています。ポカリスエッ
トを1ケースください。

 ❹

相談者の答えは……

TJ201809_039-042_rinsyo(03)-01.indd   39 2018/08/17   12:38
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発達心理学を考慮した服薬指導を

　今回から2回にわたり，患児の年齢による服薬指導の違いを考えたいと思います。

「小児」の定義は分野によってさまざまで，一般的には15～20歳未満の児を指していま

す。日本の添付文書における年齢区分では表1のようになっています。この区分から

も理解できるように，一言で小児といっても発達段階によって行動や考え方にはそれ

ぞれ特徴があり，服薬指導においても年齢や発育状況を考慮した対応が必要です。そ

こでまず，今回は3歳以上の小児について考えたいと思います。

　小児の発育を理解するうえで，発達心理学は欠かせない学問です。発達心理学では

さまざまな理論が提唱されていますが，今回は服薬行動と最も関連していると考えられ

る「エリクソンの発達理論」を中心に話を進めたいと思います。

　これは心理社会的な発達に焦点を当て，人生を8つのステージに分けて考える理論

（表2）で，各ステージに発達課題が設定されています。それぞれ自己が健全な発達を遂

げるために習得すべき課題で，達成できないまま次の段階へ進むと健康な自己を発達さ

せられないと考えられています。今回お話しする3歳以上の児に該当するステージとし

て，幼児後期（3～6歳）と児童期（6～12歳）があります。

区分 年齢

新生児 生後4週未満

乳児 1歳未満

幼児 6歳未満

小児 15歳未満

表1　日本の添付文書における年齢区分

第2回
3～12歳の服薬指導を考えよう
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 ……の前に考えること

　今回のケースでは，認知症の周辺症状（behavioral and psychological symptoms of 
dementia : BPSD）として易怒性が現れていると考えられますが，その原因ははっきり
しないことが多いとされています。易怒性を含むBPSDは患者さん自身がつらい状態に
あるうえに，介護者にとっても精神的・肉体的負担の増大に繋がる大きな問題です。
易怒性の発現は，認知機能の低下と併せて周囲との関わりが大きな引き金になります。

 ……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

ある女性から「主人（78歳男性）がアルツハイマー型認知症と診

断され，1年前から認知症治療薬を飲み始めています。最近，怒

りっぽくなって家の中でも口喧嘩が絶えないのですが，特に困る

のが病院や薬局に行ったときで，医療スタッフに文句を言った

り，この間などは口論の末に殴りかかろうとしたんです。どのよ

うに対処したらよいでしょう」と相談を受けました。どのような

助言をしたらよいでしょうか？
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はじめに

　アスリートに多くみられるスポーツ内科疾患の一つに「スポーツ貧血」があります。

スポーツ貧血とは，運動が原因で全身に酸素を運搬しているヘモグロビンや赤血球が

減少する貧血をいいます。

　スポーツ貧血になると，典型的な貧血の症状である息切れ，動悸，倦怠感などだけで

なく，パフォーマンス（特に持久力）の低下や記録の伸び悩みなど競技能力への悪影響が

みられることがあります。貧血の程度にもよりますが，鉄分をもとに赤血球を作るには

ある程度時間がかかるため，スポーツ貧血になってから治療を始めたのでは，1～2カ月

の間，十分なトレーニングや試合をすることができなくなります。そのため予防が重要

であり，アスリートには貧血の症状が出る前に年1回の内科的メディカルチェックを受

けることを勧め，OTC医薬品やサプリメントを活用してサポートしましょう。

スポーツ貧血の原因，診断，治療

1．なぜアスリートは貧血になりやすいのか？
　主な原因は「鉄欠乏」です。筋肉量が増大することにより，ミオグロビンという形で

鉄が筋肉に取り込まれ，鉄需要が増加します。また，成長に伴い循環血液量が増加す

はじめにはじめに

スポーツ貧血の原因，診断，治療スポーツ貧血の原因，診断，治療スポーツ貧血の原因，診断，治療

静岡県体育協会スポーツ医科学委員会　大石 順子

スポーツ貧血ゼロ宣言！第1回
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るため，赤血球の合成にも鉄が必要になります。

　発汗で塩分（ナトリウム）が失われるように，鉄も欠乏します。汗の鉄含有量は300～

400μg/Lであり，1日に2～3Lの汗をかいたと仮定すると，汗からの鉄喪失量は約

1mg/日になります。これは一般人が1日に摂取する鉄の約10%程度の量ですが，連日

多くの発汗を伴う練習をしていると，汗からの鉄喪失も臨床的に無視できなくなりま

す。そのほか，運動中の消化管からの出血や，膀胱への振動による間接的衝撃による

血尿もみられ，鉄欠乏の原因となります。

　鉄欠乏以外の原因には，ランニングによる足底への繰り返す衝撃が原因で，物理的

な赤血球破砕が亢進する「スポーツによる溶血」があります。この溶血は運動中の高体

温により赤血球膜を脆弱化させ，行軍ヘモグロビン尿（march hemoglobinuria）と呼ば

れる肉眼的血尿を来すこともあります。

2．血液検査で貧血状態を把握する
　貧血の検査では，酸素を運搬するヘモグロビン（血色素）だけでなく，血清鉄やフェ

リチンの値により貧血の状態が把握できます。血清鉄の値は血液の中を流れる鉄分の

量，フェリチンの値は体の中に予備として蓄えられている鉄分の量です。身体が鉄欠乏

状態になってもいきなりヘモグロビンが低下するわけでなく，まず身体に蓄えられてい

る鉄（フェリチンの値）が低下します（前潜在性鉄欠乏）。それが枯渇すると，次に血清

鉄の値が低下します（潜在性鉄欠乏）。さらに鉄欠乏状態が続くとヘモグロビン値が低

下し，貧血になるので，血液検査によって今どの状態であるかをおおむね判断するこ

とができます（表1）。

3．治療の基本は食事療法と薬物療法（鉄剤の内服）
　スポーツ貧血と診断された場合，一般的な鉄欠乏性貧血と同様，食事療法と薬物療

法（鉄剤内服）が基本となりますが，①ヘモグロビンやフェリチン，血清鉄の値，②症

状の有無や程度，③パフォーマンスへの影響，④今後の練習や大会の予定──などか

ら総合的に判断し，治療方針が決定されます。

　鉄剤の内服はヘモグロビンが10g/dLを切っている場合に行われ，鉄として50～

表1　鉄欠乏の状態

前潜在性鉄欠乏 潜在性鉄欠乏 貧血
ヘモグロビン 正常 正常 低下
血清鉄 正常 低下 低下
フェリチン 低下 低下 低下
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つなぐ

つながる

地域密着型薬局の

レポート在宅つなぐ

つながる

地域密着型薬局の

レポート在宅

娘が両親の残薬に気づいて在宅スタート

　「お薬カレンダーのカタログを見せていただけませんか？」──その言葉が私と，と

あるご家族をつなぐきっかけでした。

　離れて暮らす80代の両親の家に毎週様子をみに行っているその女性は，ある日，ふ

と気になって，いつもは気にもかけない薬をチェックしてみたといいます。すると，残

薬が出るわ出るわ……。これはまずいと思い，いつも両親の薬をもらっている当薬局に

足を運んだとのことでした。

　「離れて暮らしているから私が毎日お薬を管理できるわけでもないし，2人分の管理

をするのはなかなか難しい。ほかにもやらなきゃいけないことはたくさんあるし，何と

かならないかな」。話を聞いた私は在宅を提案しました。在宅のことはまったく知らな

いわけではなかったようで，とても興味をもってくださり，とんとん拍子で契約が決ま

りました。

一般的なカレンダーでは，壁まで歩くのが難しいので……

　老夫婦への在宅訪問が始まりました。とても気さくで明るく，お話が上手な奥様と，

カラオケが大好きなご主人です。

　まずは服薬ツールの選択から。薬はすべて奥様が管理されていましたが，奥様は変

形性関節症と極度のO脚のため，手足をなかなかうまく動かせませんでした。最初に

一般的な壁掛けのポケットタイプのお薬カレンダーを提案しましたが，壁まで歩くのに

かなりの時間と負担がかかるため，それを使うのは難しいとのこと。次に，テーブルに

置けるものであればと，薬箱を使うことも考えましたが，2週間分の薬でもかさが高く

なってしまい，とてもその方に適した服薬ツールとは言えませんでした。

高齢夫婦の服薬管理にオリジナルツールを活用
第3回

ABC 薬局島本店　川上 遥
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「摂食嚥下医療資源マップ」で
嚥下障害専門の歯科医を検索

　今回の診療報酬改定で，歯科疾患の口腔機能管理

加算がつきました。口腔乾燥や嚥下困難の方を，薬

局から歯科の先生へ繋ぐためにどうすればいいのか，

歯科医の視点からお話を伺いたいと思います。

　まず，オーラルフレイルについて教えてください。

戸原　虚弱を示すフレイルティを短くした「フレイ

ル」という言葉は，啓発的な意味合いも含めて使わ

れています。このフレイルが口腔内でも起こるので

はないか，また口のフレイルが介護の重度化の入り

口にあたるのではないかとして定義されたのが「オー

ラルフレイル」です。口腔機能が弱いと，それが原

因で栄養が摂りづらくなったり，口腔機能低下症の

ような老化に伴う疾患に繋がっていきます。そこを予

防するための考え方という位置づけになっています。

　オーラルフレイルは，4つの段階に分けられます。

一番軽度の第1段階は社会性・心のフレイル期で，

歯をよく磨くなど患者さん自身で予防してもらう段

階になります。第2段階は栄養面のフレイル期で，

介護予防的なアプローチといいますか，地域包括ケ

アなどで対応するものです。第3段階の身体面のフ

レイル期は，口腔機能低下症に陥っているので，歯

科医による対応が求められてきます。最後の第4段

階は重度フレイル期といって，私のような嚥下障害

専門の歯科医が診る部分になります。

　薬剤師の場合は，介護予防のための健康サポート

薬局や地域包括支援センターとの連携が求められてい

ますが，オーラルフレイルに対しても，店頭で扱って

いる商品を活用しながら予防に努めていきたいですね。

1997年　東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業 
1998年　 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科老

化制御学系専攻高齢者歯科学分野大学院
1999年　 藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション

医学講座 研究生
2001年　 ジョンズホプキンス大学医学部リハビリテー

ション科 研究生
2003年　 東京医科歯科大学歯学部附属病院高齢者歯科
2008年　 日本大学歯学部摂食機能療法学講座 准教授
2013年より現職

戸原 玄

東京医科歯科大学大学
院医歯学総合研究科
老化制御学系口腔老化
制御学講座
高齢者歯科学分野 准教
授

口腔機能，嚥下機能を守る！　
明日からできる歯薬連携
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リムパーザ錠100mg，150mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

（1803）

リムパーザ錠100mg，150mg
（オラパリブ）

医薬品名 ：リムパーザ
一般名 ：オラパリブ
薬価基準収載日 ：2018年4月
薬価 ： ［100mg］3,996円/錠（2018年4月時点）
 ［150mg］5,932.5円/錠（2018年4月時点） 
製造販売 ：アストラゼネカ

 効能・効果
　・白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣がんにおける維持療法
　・がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳がん
 用法・用量

　通常，成人にはオラパリブとして300mgを1日2回，経口投与する。なお，患者の状態により適宜減量する。

 Point
▶  DNA一本鎖切断修復の主要酵素であるポリアデノシン5’二リン酸リボースポリメラーゼ（PARP）を選択的に
阻害する分子標的薬である。

▶ 「白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法」と「がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽
性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」に対する効能・効果をもつ。

▶ プラチナ製剤感受性の再発卵巣がんに対しては，遺伝性乳がん・卵巣がん症候群の原因遺伝子であるbreast 
cancer gene（BRCA）1/2のコンパニオン診断は必要ない。

▶ がん化学療法歴のある手術不能または再発乳がんに対しては，BRCAおよびHER2のコンパニオン診断が必要
である。

▶ 全生存期間（OS）の延長ではなく，無増悪生存期間（PFS）を延長する。

リムパーザ錠の概要

第208回

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
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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。

介護施設の訪問診療と外来診療の処方薬が重複してしまった1
ケース

● カテゴリー ①薬局プレアボイド関係（医師など他職種とのコミュニケーション）

● 何が起こった？  訪問にて服薬管理をしていた施設入居中の患者が，実は外来受診の整形外科に通院して薬（ Rp.2）

をもらっていたことが判明。さらに，一部が施設の往診医からの薬（ Rp.1）と重複していた。

▼処方内容 

80歳代の女性。内科（訪問診療）。当薬局で調剤された。

＊下線部が重複している（実際の処方に下線はない）。

Rp.1

ガスター錠10mg    2錠

 1日2回　朝・夕食後　14日分

アダラートCR錠10mg   1錠

ワンアルファ錠0.5μg 1錠

キプレス錠10mg    1錠

  1日1回　朝食後　14日分

プルゼニド錠12mg   1錠

  1日1回　夕食後　14日分

ボナロン錠35mg    1錠

  週1回　起床時　2日分

フランドルテープ40mg 14枚

  1日1回1枚

病院の整形外科（外来受診）。他の薬局で調剤された。

Rp.2

ワンアルファ錠0.5μg   1錠

  1日1回　朝食後　56日分

ボナロン錠35mg    1錠

  週1回　起床時　8日分

ロキソニン錠60mg   1錠

セルベックスカプセル50mg 1Cap

 痛み時頓用　10回分

経緯
　施設入居中の患者の往診医から訪問服薬管理指導依頼
が出ており，処方が出るたびに訪問していた。当初，患
者自身の希望により一包化せずに，患者が薬袋で薬を管
理して服用していた。

　しかし，患者は飲み忘れることも少なくなかったため，
家族が配薬ボックス（1週間分）を準備し，訪問の際には
このボックスに配薬することになった。この機会に一包
化することを患者も了承したので，一包化した薬とフラ
ンドルテープ，ボナロン錠（以上， Rp.1 ）を配薬ボック

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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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