


高齢者が低栄養になるとどうなる？

体内動態の変化と服薬上のリスク　榎木 裕紀，松元 一明

薬剤性の低栄養─見極めのコツと対処　谷口 知慎

来局者の低栄養に気づいたら─薬局薬剤師にできること

P.6

P.12

P.18

ここまでは必ず押さえておきたい
高齢者の低栄養と薬

特 集

Contents 2018  
Vol.24
No.1410

日本薬剤師会監修の頁

今月の話題　日本薬剤師会

処方・調剤・保険請求のQ＆A　日本薬剤師会

P.75

P.76

TJ201810_003-004_mokuji(02)-01.indd   3 2018/09/12   16:36



新連載 婦人科のくすり，どう考える？
教えていわもと先生！　岩本 豪紀

始める！ 活かす！
実践！ 腎機能チェック　近藤 悠希

こんなとき，患者さんにどう寄り添う？
精神科薬物療法＠薬局　栗原 鑑三

臨床推論で見抜く「胃薬をください」の裏側　小川 壮寛，松下 明

現場でぶつかる「困った！」「どうすれば…？」に薬学的に対応する

認知症の薬物治療Q&A　三輪 高市

小児の服薬 突破口はココ！　上荷 裕広

スポーツファーマシストが教える

セルフメディケーションのピットフォール　山田 雅也

聞いてみよう　薬剤師の知りたいこと

薬疹　石地 尚興

おきらく栄養指導　仲野 智子，水渕 絢子（イラスト ぼく）

今月のヒヤリ・ハッと・ホッとした話　澤田 康文

地域密着型薬局の

つなぐ つながる在宅レポート　井上 綾子，久保 有紀子

新薬くろ～ずあっぷ

アジレクト錠0.5mg，1mg　谷藤 亜希子

24

31

36

57

43

50

61

67

82

84

90

95

Book Review

ヤミツキ　細胞生物学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

PHARMACY NEWSBREAK Pick Up ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

News & Topics ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102

次号予告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109

日本薬剤師研修センターだより ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111

『調剤と情報』ご愛読者アンケート＆プレゼント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

ヤミツキ　細胞生物学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

以外は，じほう編集の頁

TJ201810_003-004_mokuji(02)-01.indd   4 2018/09/12   16:36



高齢者が低栄養になるとどうなる？　 
体内動態の変化と服薬上のリスク 6
　低栄養状態が薬物動態に与える影響を解説。低アルブミン血症や骨格筋量低下により薬
物動態がどのように変化するのか。高齢者の薬物療法を適切に行うための基礎をおさらいし
ます。

薬剤性の低栄養─見極めのコツと対処 12
　低栄養は薬物療法により引き起こされることがあるものの，高齢者では薬剤の関与が見
過ごされることも。消化管障害や悪心・嘔吐，食欲不振など，低栄養に繋がり得る症状の
原因薬剤について，メカニズムと対処法を解説します。

来局者の低栄養に気づいたら─薬局薬剤師にできること 18
　フレイルやサルコペニアが話題となるなか，その予防も含め，薬局薬剤師はどのように介
入できるのでしょうか。現場への取材を通じ，低栄養対策への薬局の関わり方を考えます。

特集　 ここまでは必ず押さえておきたい
　　　高齢者の低栄養と薬

今月号では

低栄養と薬の関わりについて
薬剤師業務に必要な視点で

さまざまな角度から取り上げます。
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特 集 高齢者の低栄養と薬

（2126）

慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座　榎木 裕紀，松元 一明

高齢者が低栄養になると
どうなる？
体内動態の変化と服薬上のリスク

はじめに

　ヒトの成長・発達過程における薬物代謝能や排泄

能の成熟に個体差は小さいことから，年齢や体重を

考慮した薬物投与設計（Augsberger式，Young式，

Clark式など）が広く浸透している。

　一方，高齢者の老いる過程は多様性に富み，多数

の疾患の合併やそれに伴うポリファーマシーなどに

よる薬物相互作用の問題が重なり，投与設計に関す

る一律的な指標はない。年齢を考慮した投与上限量

などが設定されている薬物も存在するが，年齢だけ

では判断できない要素が多く，個々の状態に応じた

薬物投与設計が求められている。

　近年，高齢者においてフレイルの概念が提唱され

た。フレイルとは「ストレスに対する恒常性の回復が

低下した脆弱な状態」を示し，「転倒，身体障害，死

亡を含む健康障害の危険を高める状態」とされる1）。

このような状態では些細なストレス（新たな投薬，軽

度の感染症など）が大きな健康状態の変化をもたら

す危険性をはらんでいる1）。そのため，高齢者医療

における適切な薬物治療の提供は，薬物治療そのも

のが健康障害のリスクとならないためにも重要であ

り，高齢者の薬物治療に影響を及ぼす因子に対する

はじめに
正しい知識が必要である。

　高齢者におけるフレイルサイクルを成す因子の一

つに低栄養がある（図1）2）。この低栄養が引き起こ

す薬物動態変化の要因として，低アルブミン血症，

骨格筋量低下（サルコペニア）などが挙げられる。本

稿では，これら要因が薬物動態に及ぼす影響につい

て解説していく。

低アルブミン血症

1 アルブミン
　高齢者における低栄養状態の指標の一つに血清ア

ルブミン値がある。アルブミンは血清中の主な薬物

結合蛋白質として知られており，低栄養状態では低

下する。そのほかの薬物結合蛋白質としてα1-酸
性糖蛋白質（α1-acid glycoprotein：AGP）が存在
し，こちらは加齢によって増加する（表1）3）。

　アルブミンは主に酸性薬物と結合し，AGPは塩基

性薬物と結合する蛋白質として知られている。薬物

の遊離形仮説から判断すると，遊離形薬物が輸送担

体や代謝酵素に認識され，また治療標的分子との相

互作用を起こし，薬理効果を発揮する。そのため，

薬物の有効性・副作用や代謝・排泄を考える場合に

低アルブミン血症

1 アルブミン

1
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特 集 高齢者の低栄養と薬

（2132）

伊勢赤十字病院 薬剤部　谷口 知慎

薬剤性の低栄養
――見極めのコツと対処

はじめに

　高齢者の栄養状態に影響を及ぼす原因の一つとし

て薬物療法がある。高齢者は加齢に伴い複数の疾患

を罹患し，多剤併用療法を受けていることが多いが，

低栄養状態の原因として薬物による影響は見過ごさ

れる場合が多い。薬理学・生理学の専門的知識をも

つ薬剤師は，その原因究明に関与し，適切な薬物療

法に関する情報提供を行う必要がある。

　本稿では，薬物療法で低栄養状態に陥る発生メカ

ニズムとその主な対処法について述べる。

消化管障害を起こしやすい薬剤

1 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）
　解熱鎮痛目的で高齢者に使用されることの多い

NSAIDsは，シクロオキシゲナーゼ-1（COX-1）を

介するプロスタグランジン（PG）産生を抑制し，これ

により消化管の防御機構が低下する。

　また，NSAIDsは直接的に消化管粘膜を傷害し，

好中球の活性化などを促進する。胃・十二指腸は，

強い攻撃因子である酸に常に曝露されていることか

はじめに

消化管障害を起こしやすい薬剤

1 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）

ら，NSAIDs投与はしばしば消化性潰瘍の原因とな

り，その発生は投与3カ月以内に多いことが示され

ている。

　NSAIDsの投与継続が必要な場合は，プロトンポ

ンプ阻害薬（PPI）やPG製剤が併用される。抗血小

板薬として使用されている低用量アスピリンが起因

する場合は，PPIが選択される1）。

2 ビスホスホネート系薬剤
　骨粗鬆症治療薬のビスホスホネート系薬剤は，食

道に長く停滞すると食道潰瘍を引き起こす可能性が

指摘されており2），コップ1杯（180mL）の水ととも

に服用することや，服用後30分は横にならず，水以

外の飲食や他の経口薬剤の摂取をしないことを指導

する必要がある。また，食道潰瘍だけでなく胃・十

二指腸潰瘍の発生にも注意を要する。

3 抗生物質
　抗生物質は，主に粘膜血流障害に伴う粘膜防御機

能の低下により，粘膜障害を起こす。テトラサイク

リン，クリンダマイシン，リン酸クリンダマイシン

などは，就寝前に水を十分に摂らずに服用すると，

食道潰瘍を起こすことがある。

2 ビスホスホネート系薬剤

3 抗生物質

2
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特 集 高齢者の低栄養と薬

（2138）

来局者の低栄養に
気づいたら
――薬局薬剤師にできること

　健康寿命の延伸が国策で取り組まれるなか，その

一環として低栄養対策が注目を集めている。薬局店

頭では元気な高齢者を見かける一方，低栄養が疑わ

れる患者に接する機会も珍しくないのではないだろう

か。地域住民の栄養サポートで豊富な実績をもつホ

ロン（広島市）とハッピーファーマシー（愛媛県松山

市）を取材し，薬局の低栄養への関わり方を探った。

低栄養への気づき方はさまざま

　「薬局にいらっしゃった方で低栄養を疑うというこ

とはあります。検査値のデータを持って来られるな

らそれを確認すればよいのですが，お話のなかで気

低栄養への気づき方はさまざま

づいたり，定期的にいらっしゃる方であれば，見た

目の変化から気づくことがあります」と語るのは，

ホロンが経営するすずらん薬局大手町店の横山和也

氏。患者データのなかでもアルブミン，コレステ

ロール，ヘモグロビンなどの低下は，低栄養を見抜

く重要な手がかりになるという。

　たとえ検査値などが得られない薬局でも，会話の

なかで体重減少の傾向などを聞き取ったり，顔なじ

みであれば顔色の変化に気づいたり，ちょっとした

ことから低栄養に介入することは可能だ。歯の痛み

や入れ歯の具合など，食事量に影響する因子も多い。

　なかでも薬から低栄養を疑う視点は薬剤師ならで

は。食が細くなった背景に，倦怠感や口渇など薬の

副作用があるのではないか。その可能性を疑い医師

に進言できるだけのスキルは薬局でも身につけたい

〔低栄養の原因となり得る薬剤については「薬剤性の

低栄養──見極めのコツと対処」（12頁）を参照〕。

副作用早期発見システムで
リスクに応じた指導

　とはいえ，多忙な日常業務のなかで低栄養の兆候

に漏れなく気づくのは，容易ではない。そこで検討

副作用早期発見システムで
リスクに応じた指導

3

ホロンの管理栄養士，高畑江津子氏と薬剤師の横山和也氏。
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プロゲステロン

黄体

卵巣

LH

プロゲステロン

黄体

卵巣

LH

今回の基礎のキソ！

黄体ホルモン（プロゲステロン）とは

✓排卵が終わると卵巣の中に黄体と呼ばれる組織ができます。

✓黄体はプロゲステロンというホルモンを分泌します。

✓ プロゲステロンのメインターゲットは子宮で，胚（受精卵）が着床す
るのをアシストし，妊娠を維持する働きがあります。

✓ 黄体は自分で勝手にプロゲステロンを分泌するのではなく，脳下垂体
前葉から分泌されるLH（Luteinizing hormon：黄体形成ホルモン）に
刺激されて初めてプロゲステロンを分泌します。

✓ LHにはほかに，排卵を誘発する作用があります。

体外受精の治療周期は黄体ホルモン分泌不全になりやすい

近年盛んに行われている体外受精という不妊治療があります。これを行
う際，

① 多くの卵子を採卵するために排卵誘発を行います。この際，勝手に排
卵してしまうと採卵がうまくいかないことから，これを避けるために
LHの分泌を止める薬剤を使用します。このため患者さんはLH分泌
不全となります。

② 卵子を得る際，卵巣に針を刺して卵子を吸うわけですが，このとき黄
体になる細胞も道連れにして吸ってしまいます。

こうした理由により，不妊治療は多くの場合で黄体機能不全となり，
プロゲステロンを補充する必要が出てくるのです。

武蔵境いわもと婦人科クリニック　岩本 豪紀

第1回　プロゲステロン腟坐剤（黄体補充療法）
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体外受精，なぜ黄体補充療法が必要なんですか？

不妊治療とは縁のない生活を送っていらっしゃる方も体外受精という言葉くらい

は耳にしたことがあるかと思います。これは，妻の卵巣から卵子を取り出し（採

卵といいます），培養液の中で夫の精子と受精させ，できあがった受精卵（胚）を妻の子

宮に戻して妊娠を目指す方法のことを指します。

　1978年の世界初の体外受精の成功1）からまだ40年ほどしか経過していない現在，日

本で2015年に行われた体外受精は42万4,151件。 5万1,001人がこの方法によって生ま

れていて2），これは1年に出生する新生児の約19人に1人に当たります。ちなみに日本

は体外受精が世界一多く行われており，CDC 2015 ART National Summary Report

によると，同年に2位の米国で行われた件数が23万1,936件でしたので，米国の1.8倍！ 

まさに体外受精大国の様相を呈しているといえますね。

　体外受精の治療周期では，採卵数を増やして妊娠率を高めるために，多くの場合排

卵誘発が行われます。きちんと採卵するためには，治療周期の排卵誘発中に勝手に排

卵されてしまっては困るわけです。だから，脳下垂体前葉から分泌されるLHの分泌を

止める薬剤（Gn-RHアナログないしGn-RHアンタゴニスト）を使用し，人為的にLH

分泌不全の状態とします。こうすることにより勝手に排卵することを抑制するのです。

しかし，LHには排卵後の卵巣からのプロゲステロン分泌刺激の役割もありますので，

必然的にプロゲステロン分泌不全になります。また，採卵では妻の腟から卵巣に針を

刺して卵子を吸引するのですが，この際，のちのち黄体になる細胞まで一緒に吸引して

しまいます。つまり，黄体の細胞数が減ってしまうと考えられています。

　このように，体外受精の治療段階では，その特性上，黄体機能不全が必発なのです。

そのため並行して行われるのが黄体ホルモン補充療法，つまりプロゲステロンの補充です。

プロゲステロンの補充に使われるのはどんな薬ですか？

前述のように，体外受精の周期では黄体機能不全が起こりやすいため，プロゲス

テロンの補充が行われます。この際，合成プロゲステロン製剤（プロゲスチン）

が使われることもありますが（特に日本は世界の趨勢に反して合成プロゲステロン製剤

を多用する傾向があります），体外受精では，当然のことながらこの後妊娠が成立する

わけで，胎児への安全性を重視する必要があります。ですから世界標準としては天然

型のプロゲステロンが広く用いられています。

　そこで問題となってくるのが天然型プロゲステロンの投与経路です。解剖学的に右

卵巣静脈は直接下大静脈へ，左卵巣静脈は左腎静脈へ流入後，下大静脈へ合流します。
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はじめに

　腎機能に注意が必要な薬剤は多岐にわたるが，注意するポイントやその理由を把握

することで，理解や対応が容易になる。本稿では，腎機能に注意が必要な薬剤をその

理由をもとに，大きく3つのタイプに分類した（表1）。

腎機能に注意が必要な薬剤

1．腎機能低下時に用量調節が必要な薬剤（腎排泄型薬剤）
　腎機能低下時に用量調節が必要な薬剤は，その大部分が腎排泄型であり，本連載で

取り上げてきた薬剤の多くはこの分類に該当する。これらの薬剤は，腎機能低下時に

一般的な常用量を使用すると過量投与となるため，有害反応のリスクが高まる薬剤で

腎機能に注意が必要な医薬品を特徴ごとに理解する
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9回

分類 特徴・定義 薬剤の例（有害事象の例）

腎機能低下時に用量調節が
必要な薬剤（腎排泄型薬剤）

・ 主な排泄経路が腎臓であり，薬物動態の変化に
腎機能の変動が大きく影響する（一部例外あり）

・ 過量投与時の有害事象は，各薬剤ごとに異なる

・プレガバリン（傾眠，転倒）
・メトホルミン（乳酸アシドーシス）
・アマンタジン（意識障害，精神症状）
・ アシクロビル（急性腎障害，精神神経症状）

腎排泄型ではないが，腎機能
低下時に有害事象リスクが
増大する薬剤

・ 主な排泄経路は腎臓以外であり，腎機能が変動
しても薬物動態の変化はほとんどない

・ 腎機能低下患者では有害事象が起こりやすい，
または増悪しやすい

・エプレレノン（高カリウム血症）
・ワルファリン（出血リスク増大）

腎障害を誘発する薬剤
・ 主な排泄経路は腎臓とは限らない
・ 腎機能低下患者が使用することで，さらに腎機

能を悪化させる可能性がある

・ ロキソプロフェン（腎前性急性腎障害）
・シスプラチン（腎性急性腎障害）
・アシクロビル（腎後性急性腎障害）

表１　腎機能に注意が必要な薬剤の分類
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薬物依存を再考する

　薬物依存の原因が，刑法で定められた違法薬物だけではないことはご存じの通りで

す。現在，精神科領域だけでなく内科や整形外科などからの処方も多いエチゾラムを

はじめとしたベンゾジアゼピン系薬物は，薬物依存の代表格として位置づけられ，保

険点数上，診療報酬改定で指定された他の向精神薬と同様に多剤併用が減点対象とさ

れていることなどでも注目されています。

　しかし，ベンゾジアゼピン系薬物以外でも，NSAIDsなどを定期的かつ大量に継続

処方されている患者さんを見て見ぬふりをしてしまっているケースはないでしょうか？　

この場合も同等の薬物依存が起こり得ます。また，市販されている総合感冒薬の成分

には，鎮咳作用を有するジヒドロコデインリン酸塩やリン酸コデインなどのコデイン類

が含まれていることもあり，一度に多量服用することで意識が朦朧とし，「ふわっと」す

る感覚に快楽を感じ依存形成されていくことがしばしばみられるため注意が必要です1）。

　アルコールやタバコによる依存は身近なものとして認知されていますが，それらと同

様に，市販薬についてもその入手しやすさと依存性から，薬剤師としてきちんと関与

していかなければなりません。

　近年，メディアでもしばしば取り上げられているのがカフェイン中毒です。カフェイ

ンによるアデノシン受容体アンタゴニスト作用が神経系・循環器系を興奮させ，疲労

感の減少に寄与しますが，一方，カフェインの過量摂取に繋がり依存を形成する2）と

考えられています。カフェインと聞いて連想しやすいのはコーヒーですが，カフェイン

含有量が比較的多いエナジードリンクについても考えなければなりません（表1）。コン

ビニエンスストアではエナジードリンクコーナーが作られるなど市場の広がりがみら

れ，若者のなかにはエナジードリンクとアルコールを混ぜた“依存症カクテル”を飲み，

精
神
科薬 物

療
法

局@薬

第10回   薬物依存からの脱却
─BZ系薬剤や鎮咳薬，若年者のカフェイン依存─

こごみ薬局　栗原 鑑三
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 ……の前に考えること

　今回のケースではリバスチグミンのパッチ剤が処方されており，副作用として皮膚
症状が発現していることが考えられます。5月号の服薬困難，8月号の誤嚥性肺炎の回
でも触れましたが，高齢者では飲み込みが悪くなり，経口剤が使いにくくなることが多
く，患者さんに薬を飲ませることが困難になっていきます。パッチ剤は，そのような場
合に有用な剤形です。消化器に対する直接的な障害のリスクは低くなりますが，発赤
や発疹などの皮膚症状が発現しやすいとされています。

 ……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

ある医師から「患者さん（80歳男性）をアルツハイマー型認知症

と診断して，経口の認知症治療薬を処方していました。その後，

家族から患者さんが薬を飲まないとの訴えがあったために，前回

の診察で経皮吸収型製剤（パッチ剤）であるリバスチグミンに切

り替えました。しかし，今回の診察では，家族からパッチ剤を

貼った跡が赤くなって患者さんが痒がっているとの訴えがありま

した。どのように対応したらよいですか？　今から患者さんのご

家族が処方せんを持ってそちらに伺いますので，対応をお願いし

ます」と相談を受けました。

どのように対応して，またどのような助言をしたらよいでしょうか？
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今回は，3歳以下の服薬行動に注目！

　前回は，3～12歳の子どもへの服薬指導について考えました。今回は，3歳以下の子

どもに注目します。エリクソンの心理社会発達理論によると，3歳以下の子どもは乳児

期（0～1歳）と幼児前期（1～3歳）に分類されます。服薬において最も拒否事例が起き

やすい幼児前期を中心に話を進めますが，乳児期についても触れておきます。

　この分類をわかりやすく説かれている書籍があるので，少し引用します。行動療法

を用い，発達につまずきのある子とその家族の指導のため，全国各地からの支援要請

に応えている心理臨床家で　“子育てブラックジャック”とも呼ばれる奥田健次氏は，

著書である「子育てプリンシプル」（一ツ橋書店，2009年）において“「子ども」の奥田流

分類”を示されています。これによると0～1歳は「もも組」，1～3歳は「りす組」，そ

して3歳以上は「らいおん組」とされています。

「もも組」はデリケートな扱いで

　どうして0～1歳児は「もも組」なのでしょう？　

　1歳になるまでの子どもは，大事に大事に扱わないといけません。果物屋さんで売ら

れている「もも」は，リンゴやミカンと違って一つひとつ緩衝材に包まれて売られてい

ますね。そんなもものように丁寧に扱わないと，傷ついたりつぶれたりしてしまう……。

「もも組」の子どもは，そのくらいデリケートなのです。

　この時期は，エリクソンの理論において“信頼 対 不信”が発達課題です。誰か（親）

を心から信頼できるという気持ちを身につけ，愛着を形成するために重要な時期なので

す。例えば，空腹やおむつの汚れなどによる不快を泣いて訴えることで，親がそれを取

り除いてくれます。このように，乳児は自分を温かく守ってくれる周囲との関わりを通

第3回
1～3歳の服薬指導を考えよう
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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

第6回

胃薬をください

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】 

どのような症状ですか？
痛みはありますか？

いつも胃の調子は悪いのですが，
最近は特に悪いです。食欲がな
くなりましたし，食事がおいしく
なくなり食後に胃もたれを感じて
います。痛みはありません。胃
が悪いと思うので，胃薬をくださ
い。

 ❷

喉に熱い物が上がってくること
があります。喉に違和感があり
ますし，飲み込みにくいことも
あります。胸やみぞおちの辺り
が痛くなることもあります。心
臓の辺りが痛くなるので，不安
を感じています。何か悪い病気
になったのでしょうか。

 ❶

食後に胃が痛くなるので胃薬を
買って使用しましたが，効きま
せん。時々便が黒くなることが
あります。最近は体調も悪く，
立ちくらみが出ることがありま
すが，仕事に支障はありません。
もっとよく効く胃薬をください。

 ❸

食後1時間くらいに胃が痛くなり
ます。少し右寄りの気がします。
脂っこい食事の後の痛みが強い
です。食べすぎかと思い，消化
剤を飲んでいますが効きません。
検診で胃カメラ検査を受けても胃
に異常はないといわれています。
よく効く胃薬をください。

 ❹

相談者の答えは……
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プロテインを買い求めに来た高校生との会話

　今回は，アスリートが薬局にプロテインを買い求めに来た際に，薬剤師としてどのよう

なサポートができるか，薬局店頭でのやり取りを例に考えてみます。

1．身体を大きくしたいなら，選ぶのはホエイ？　ソイ？
　スポーツバッグを持った高校生くらいの男性が，サプリメントコーナーでプロテインを

見て考え込んでいます。ここは薬剤師として腕の見せ所かもしれません。ちょっと声をか

けてみましょう。

どうしました？　プロテインを探しているんですか？

 はい。ラグビー部なんですが，身体を大きくしてパワーを付けたいと思ってい

て。でも，いろいろあるので迷っていて……。

それならホエイプロテインがお勧めです。プロテインには動物性のホエイプロ

テインと植物性のソイプロテインがありますが，筋肉をつけて身体を大きくす

るならホエイプロテインがよいとされています（解説❶）。ただ，牛乳でお腹が

ゆるくなる体質でしたら不向きの場合があります（解説❷）。

 なるほど。でも，ホエイプロテインの商品はいくつかありますが，どんな違い

があるんですか？ 

 炭水化物やビタミン，ミネラルを含んでいるものも多いです。それから，味も

プロテインを買い求めに来た高校生との会話プロテインを買い求めに来た高校生との会話プロテインを買い求めに来た高校生との会話プロテインを買い求めに来た高校生との会話

薬剤師

高校生

薬剤師

高校生

薬剤師

大分三愛メディカルセンター薬剤部　山田 雅也

プロテインの選び方・使い方を
薬局でサポート

第2回
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いろいろあるのですが，やはり大事なのは蛋白質をどれだけ含んでいるかです。

基本的にアスリートは1日に体重1kgあたり2gの蛋白質が必要とされていて，

これは意識しないと達成できない数字と考えられています（解説❸）。

　ですから，大きくてパワーのある肉体を目指すなら，身体の材料である蛋白

質をしっかり摂る必要があるので，毎日の食事もとても大切です。朝昼晩の食

事で，①ごはん（麺類，パン），②おかず（肉・魚・豆腐・卵），③野菜，④果

物，⑤乳製品をしっかり摂って，その不足分をプロテインで補うと考えてくだ

さい。身体の成長を考えても高校生アスリートにとって栄養は大切です。

2．飲むタイミングはゴールデンタイムと寝る前
 わかりました。じゃあ，プロテインは毎回の食事に追加して飲めばよいんです

か？

 いいえ，先ほどお話ししたバランスのとれた食生活を送ることができれば，食

事ごとに摂る必要はありません。プロテインを飲むのはトレーニング直後と寝

る前がよいとされているのです。

　私たちの筋肉はトレーニングを行うと，トレーニング前よりも強くなるように

修復されます。トレーニング直後の30分以内にプロテインを摂取すると，筋肉

の修復が効率良く行われるので，その時間帯はゴールデンタイムと呼ばれてい

ます。その際，炭水化物も一緒に補給すると筋肉の合成が促進されやすいので，

プロテインを選ぶときには炭水化物の含量も参考にしたほうがいいですね（解説

❹）。

なるほど。寝る前に飲むとよいのは，どうしてですか？

 睡眠中は成長ホルモンが多く分泌されて筋肉の修復が活発になるので，寝る1時

間前もプロテインを摂取する良いタイミングと考えられています。夜更かしせ

ずに，しっかり睡眠をとることも大切ですね。それから，プロテインは牛乳や

水で溶いて飲みますので，よろしければ専用のシェイカーもご購入ください。

3．補食とは？　BCAAとは？
 なるほど，睡眠も大切なんですね。ライバルの学校では練習前に補食を摂って

いると聞いたんですが，それはプロテインとは違うのですか？

 練習前の補食は，基本的には炭水化物がメインで，おにぎりやパン，バナナな

どを摂ります。練習中にエネルギーが切れるとパフォーマンスが低下しますし，

自分の筋肉がエネルギーとして使われてしまうことを防ぐ目的もあります。あ

と，店内にもありますがエネルギー補給型のゼリーも補食に利用できますよ。

高校生

薬剤師

高校生

薬剤師

高校生

薬剤師
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“ただ薬をやめればいい”ではない

　今日は薬疹について，薬局の薬剤師が知っておく

べきことを教えていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

　医薬品副作用被害救済制度の支給対象になる薬疹

が，こんなに報告されているのかと驚きました。ま

ず，薬疹の概念を教えてください。

石地　薬疹にはいろいろなものがあります。統計と

しては上がってこない症例もあって，実際にはもの

すごく頻度は高いです。

　昔は薬疹というと，薬の成分に対するアレルギー

反応だと考えられていたので，薬を飲み続けると悪

くなるから必ずやめなければいけないとされていま

した。けれどもいろいろな薬が出てきて，今は薬理

作用としてほぼ必発する皮膚障害もあります。薬や

症状によって対応を区別して考えなければいけなく

なってきているのです。

　「これは薬のせいだから薬をやめましょう」という

ことではなくて，むしろ「皮膚に症状が出たのは薬

の効果が出ている証拠だから喜ぶべきことだ」と，

薬は続けながら皮膚障害をコントロールしていくも

のもありますね。

　一方で致死的になるものも当然あるので，そうい

う薬は即刻中止しないと危険です。症状と薬から対

応を考えていかなければいけません。

　薬疹でも薬理作用に基づくものには，皮膚症状を

コントロールしながら使用を続けるものもある。で

は，やめるべき重篤な薬疹について教えていただけ

ますでしょうか。

石地　先ほど，救済制度で申請されている薬疹の症

例がすごく多いというお話がありましたけれども，

多形滲出性紅斑型の薬疹，Stevens-Johnson症候群

（SJS），TEN型薬疹，それと薬剤性過敏症症候群

1984年　京都府立医科大学卒業
1989年　米国アイオワ大学病理学教室
1992年　東京慈恵会医科大学皮膚科 講師
2006年　 東京慈恵会医科大学附属病院皮膚科 診療副

部長
2014年より現職

石地 尚興

東京慈恵会医科大学附
属病院皮膚科 診療副
部長

薬疹
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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。

薬剤情報提供書の写真を見て「ワルファリン顆粒の色が違う！」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（5歳）の父親が今回の薬剤情報提供書（以下，薬情）の写真を見て，ワーファリン（ワルファ
リン）顆粒の色（赤色）が全く違うと指摘した。実は前医で処方されていたのは，ワーファリン錠
1mgを粉砕した粉薬（白色）であった。

▼ 処方内容 

5歳の男児。A病院の小児科，処方オーダリング/印字出力。

＊ 薬歴の併用薬の項に「ウルソ，プログラフ」，病歴の項に「肝移植」と記載あり。

Rp.1

ムコサールドライシロップ1.5% 15mg（力価）

 1日3回　毎食後　4日分

ペリアクチン散1% 4mg（力価）

 1日3回　毎食後　4日分

ワーファリン顆粒0.2% 1.5mg（力価）

 1日1回　夕食後　14日分

アルファロール内用液0.5μg/mL 0.5mL

 1日1回　朝食後　14日分

Rp.2

ムコサールドライシロップ1.5% 15mg（力価）

 1日3回　毎食後　4日分

ペリアクチン散1% 4mg（力価）

 1日3回　毎食後　4日分

ワーファリン錠1mg 1.5錠（粉砕）

 1日1回　夕食後　14日分

アルファロール内用液0.5μg/mL 0.5mL

 1日1回　朝食後　14日分

経緯
　患者の父親が来局した。当該患者の処方せんを受け付
けるのは久しぶりで，A病院からの処方せん（ Rp.1 ）は初
めてであった。ワーファリン顆粒とアルファロール内用
液の在庫がなかったため，取り寄せる旨を父親に伝えた
ところ，まだ残りの薬があるので数日中で大丈夫とのこ
とだった。

　父親の話によれば，最近発生した地震による諸事情の
ため，B病院で処方されていた薬を近隣の県のA病院か
ら処方してもらったことがわかった。しかし，お薬手帳
を持って来ていなかったため，B病院での処方内容の詳
細はわからなかった。
　ほか2種類（ムコサールドライシロップ，ペリアクチン
散）は在庫していたので，先に交付した。その際，当薬

〈疑義照会前〉 〈疑義照会後〉

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

TJ201810_084-089_hiyari(03)-01.indd   84 2018/09/12   16:41



85調剤と情報  2018.10（Vol.24 No.14）

 

（2205）

分包し，他の白い粉薬と区別するため，分包紙に赤線を
引いて準備した。
　その後，父親が来局したので，再度説明したところ，
納得して受け取った。このときもお薬手帳を持参してい
なかったので，手帳用シールを発行し，ワーファリン錠
のところに赤線を引き，「粉砕」と記入して渡した。お薬
手帳に貼って，いつも持参したほうがよいことを伝えた。

問題点の解析
　本来はB病院で継続して処方されることになっていた
が，急な事情でA病院から処方されることになった。A
病院の医師はB病院の処方を同じ成分，投与量で引き継
いで処方したが，院内採用薬に顆粒剤があったため，わ
ざわざ錠剤を粉砕する必要もないと考えて顆粒剤で処方
したのかもしれない。
　患者がお薬手帳を持参しなかったため，今までどのよ
うな薬剤を処方され，調剤されていたのか詳細を確認で
きず，薬剤の確認や準備に時間がかかってしまった。た
またま残薬があったので間に合ったが，残薬がなければ
治療に影響していたかもしれない。
　在庫していた薬剤を交付する際に見せた薬情によって，
父親からワーファリン顆粒が赤いことを指摘され，今ま
でと違う薬剤であることに気づくことができた。それが
なければ，処方の通りに薬剤を取り寄せて調剤して交付
していたことになり，いつもと薬の外観が明らかに違う
という不安やクレーム，それによるノンコンプライアン
スに繋がっていたかもしれない。

局では初めて当該患者に交付する処方内容だったので，
薬情を見せながら慎重に説明した。父親は「ワーファリ
ン，わかっていますよ」と述べたが，薬情のワーファリ
ン顆粒の写真を見た父親から「あれ？　赤いんですね」と
指摘された。今までは白い粉薬とのことだった。
　薬剤師は，これまでジェネリック医薬品を服用していた
可能性を考えて，ワルファリンの散剤のジェネリック医薬
品を調べた。ワルファリンK細粒0.2%「NS」，ワルファリ
ンK細粒0.2%「YD」ともに「白色の細粒剤」だったので

（図1），色が白ならジェネリックの可能性が高いと考えた。
　父親は，ワーファリン顆粒は今までの薬と同じ成分で
あることは理解したが，今まで白だったのが赤になるの
は抵抗があるので，今までの白のほうがよいとのことだっ
た。薬剤師は，正確な商品名を確認するためB病院に問
い合わせることも考えたが，遅い時間帯だったので，ま
ず自宅にお薬手帳や説明書があればメーカー名を含め，
その詳しい記載内容を父親に確認してほしいと伝えたと
ころ，了解していただいた。
　翌日，父親から電話があり，「お薬手帳には，ワーファ
リン錠1……と書いてあるのですが」「メーカーを調べたら
エーザイだそうですね」とのこと。結局，散剤のジェネ
リックではなく，ワーファリン錠1mgの粉砕の可能性が
高いことがわかった。ワーファリンは，顆粒のほかに白
い錠剤があり，それを粉砕して白い粉になるように処方
される場合もあることを伝えたところ，父親は納得した。
　その後，A病院に疑義照会し，ワーファリン錠1mgの
粉砕に変更になった（ Rp.2 ）。ワーファリン錠を粉砕して

　ワーファリン顆粒（左端）は暗赤色，その他は白色

ワーファリン
顆粒 0.2％

ワーファリン錠 1mg
粉砕後の粉

ワルファリンK
細粒 0.2％「NS」

ワルファリンK
細粒 0.2％「YD」

図1　ワルファリンの顆粒・細粒剤および粉砕した錠剤の外観

（各製薬メーカーのウェブサイトより）
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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

はじめに

　昨今，薬剤師が積極的に在宅医療に関わっていこうという機運が高まっています。

残薬やポリファーマシーなど，薬剤師だからこそ介入できる問題がある一方で，すべて

の患者さんに薬剤師の訪問を受け入れてもらえるわけではないこともまた事実です。在

宅での服薬管理が必要と考えられる状況であっても，プライバシーに踏み込まれること

を嫌がる方もいれば，体が動くうちはあくまでも自力での来局を希望される方もいます。

　今回は，そんな患者さんの意向に合わせて，在宅ではなく外来のみで服薬支援を行

い，コンプライアンス向上に至った事例を紹介します。

「薬がない」の電話が続き一包化を提案

　患者は80代女性のBさん。軽度の認知症がありました（通院や来局は自力で可能）。

　Bさんは内科，泌尿器科，整形外科の3医療機関を受診し，それぞれ受診日や処方

日数，服用時点が異なっていたため，科ごとに一包化して交付していました。Bさん

は，それらの薬を自分で用意したケースに1日分ずつ分けて入れ，自宅で保管していま

した。

　しかし，「薬がない」などの電話が薬局に入るようになり，そのたびに家の中を探す

よう伝えては「見つかった」とまた電話が入る状況が続きました。そのため，薬の自己

管理が困難だと判断し，3科の処方薬をまとめて一包化することを提案しました。

　本来であれば在宅支援の対象とも考えられましたが，通院・来局が自力で可能であ

り，かつBさん本人から薬の配達を希望されることもなかったため，外来での対応を続

けました。

患者さんの意向を尊重して薬局店頭で服薬を支援
第4回

ABC 薬局山崎店　井上 綾子，久保 有紀子
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アジレクト錠0.5mg，1mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

（2215）

アジレクト錠0.5mg，1mg
（ラサギリン）

医薬品名 ：アジレクト
一般名 ：ラサギリン
薬価基準収載日 ：2018年5月22日
薬価 ：     ［1mg］948.5円/錠（2018年5月時点）
 ［0.5mg］512.1円/錠（2018年5月時点） 
製造販売 ：武田薬品工業

 効能・効果
　パーキンソン病
 用法・用量

　通常，成人にはラサギリンとして1mgを1日1回経口投与する。軽度の肝機能障害（Child-Pugh分類A）のあ
る患者，低体重の患者では，本剤の血中濃度が上昇する可能性があるため低用量での投与も考慮する。また高
齢者では，副作用の発現が多く認められているため低用量での投与も考慮する。

 Point
▶ 選択的モノアミン酸化酵素B（MAO-B）阻害薬である。
▶ その阻害作用は非可逆的であり，投与中止後もその作用はしばらく残存する。
▶ 中等度以上の肝機能障害（Child-Pugh分類BまたはC）の患者には禁忌である。
▶ セレギリンと異なり，覚せい剤原料には該当しない。
▶  CYP1A2で代謝される。

アジレクト錠の概要

第209回

神戸大学医学部附属病院薬剤部　谷藤 亜希子
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