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特  集

　かかりつけ薬剤師が必要とされるなか，薬学的臨床推論に注目が集まっていま

す。しかし，まだまだ「気になってはいるけれど勉強のきっかけを掴めていない」

という方や，「知ってはいるけれど活用方法に自信がない」という方もいらっしゃ

るのではないでしょうか。

　さて，今年最初の特集では，そんな「薬学的臨床推論」をクローズアップ。考

え方や必要性，活用方法などを基本からおさらいしましょう。また，実際の臨床

現場で使いこなすために，患者背景に応じた臨床推論のアプローチや，在宅医療

のシーンで活かすポイントもご紹介します。

薬学的臨床推論のイロハ

P.9  明日から行う 臨床推論のススメ ─────松下 明

  実践！○○の臨床推論

P.14 心不全 ────────────────佐古 守人

P.20 糖尿病 ────────────────佐竹 正子

P.29 感染症 ────────────────蛭田 剛俊

P.35 妊婦・授乳婦 ─────────────刈込 博

P.40 在宅現場で臨床推論を活かすポイント ──小川 壮寛
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特 集

薬学的臨床推論のイロハ

　臨床推論は，医師にとって診断のしにくい，あいまいな病態に出会った際に必要な技術

であるが，薬剤師にとっても適切に症状を評価し，処方提案や受診勧奨に繋げるうえで有

用である。

　実際には病歴をOPQRSTで整理するとともに，虚弱高齢者の場合には，①General 

Appearanceを評価すること，②食事，睡眠，排泄，全体の元気具合に関する介護者（家

族）の意見を拾い上げること─で，重篤な病態の発見に寄与することができる。

summary

明日から行う 臨床推論のススメ
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

はじめに 
─臨床推論が必要となる場面

　臨床推論という言葉を聞いてなじみのない読者も
おられると思う。まずは，なぜ臨床推論が必要とな
るのかについて順を追って説明する。
　医師が診断を行う場合，よくある問題については直
感によるパターン認識が利用される。臨床推論の著
書が多い野口善令氏の説明を借りると，「ネコの写真
を見たとき直感的にその名前は想起されるが，もう一
つのツチブタの写真を見たときに名前を想起すること
に困難を感じる。ネコは自分の経験が豊富で一目瞭
然で診断できるが，ツチブタは経験が少ないため，全
くわからないか，ブタの一種類ではないかと考える程
度と思われる。臨床場面でもこのツチブタのように，
何かに似ているが違和感を覚えるような症例があり，
その際に無意識からのメッセージである違和感を無
視して診断を行うことは要注意である」1）（図1）。つ
まり，はっきりとこの病態であると言い切れない場面
は臨床では多々あり，そういった病態に出会った際
には臨床推論の技術が必要になる。

臨床推論を行う知識と技術

病歴をどう臨床推論に活かすか？

　臨床推論を行ううえで重要となるのは，①病歴の
整理によって鑑別診断を上げること，②身体診察や
検査所見から診断を確定し，鑑別に上がった別の診
断を除外すること─で，その病態の“らしさ具合”
や“らしくなさ具合”を調整していくのである。

1

図1　ネコとツチブタ

ツチブタ：ウサギのような耳と
ブタのような鼻が特徴
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　心不全増悪による再入院の原因は，服薬アドヒアランスの低下が約1割を占めるといわ

れている。患者を総合的に評価するポイントは，バイタルサイン，検査値，症状などにつ

いて意図をもって患者に聴取することに加えて，ベースラインの変化をみることである。

そして，そのような変化に伴う症状の有無などを薬歴に残しておくことで，次回以降の評

価に活かすことができる。

　薬が与える影響を意識し，患者の状態を点ではなく線でとらえ，評価することが大切で

ある。薬学的臨床推論をもとにした思考プロセスから生まれた情報は，医師にとっても診

療上の貴重な判断材料となる。

summary

心不全
東住吉森本病院薬剤科　佐古 守人

特 集

薬学的臨床推論のイロハ

はじめに

　下記のような症例に遭遇した際，患者から言われ

た情報を主治医にそのまま伝えていないだろうか？　
薬剤師には，医師の処方意図を読み解き，患者のバ
イタルサインや症状，そして検査値を評価したうえ
で，必要があれば疑義照会することが求められる。

実践！　◯◯の臨床推論

症例

　84歳，女性。慢性心不全で総合病院の循環器内科に通院中。

【処方】

Rp1）フロセミド錠20mg 1回1錠　1日2回　朝昼食後

Rp2）スピロノラクトン錠25mg

 カンデサルタンシレキセチル錠8mg

 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 1回1錠　1日1回　朝食後

【検査値】

BUN値12.6mg/dL，クレアチニン値0.65mg/dL，血清Na値135mEq/L，血清K値3.6mEq/L
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特 集

薬学的臨床推論のイロハ

はじめに

　生活習慣や環境などの変化によって糖尿病患者数は
急速に増加しており，2016年の国民健康・栄養調査に
よると，糖尿病患者とその予備軍（糖尿病の可能性を
強く否定できない者）を含めると約2,000万人で，その

うち継続的に治療を受けている患者数は約316万人に
上る。国民の高齢化に伴い高齢糖尿病患者も増加して
いることから，薬剤師も糖尿病の治療方針を理解して
病態に沿った服薬指導や療養支援を行い，患者の血糖
コントロール改善に寄与することが望まれる。
　糖尿病の血糖コントロールは，図1に示すように
合併症予防のためHbA1c 7.0％未満を治療目標とし

実践！　◯◯の臨床推論

　わが国の糖尿病患者数は急速に増加している。合併症予防に対し，薬剤師が糖尿病の治

療方針に沿った服薬指導を行い，患者の血糖コントロールに寄与することが望まれる。

　また，糖尿病患者が必ずしも専門医を受診しているとは限らない。地域包括ケアシステ

ムにおいて薬剤師が活躍するためにも，処方箋を通して糖尿病の病態を理解し，薬物療法

以外の療養指導も行うことが必要となっている。

summary

糖尿病
薬局恵比寿ファーマシー　佐竹 正子

図1　血糖コントロール目標

注1）適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合，または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく
　　達成可能な場合の目標とする。
注2）合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては，空腹時血糖値
　　130mg/dL未満，食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。
注3）低血糖などの副作用，その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
注4）いずれも成人に対しての目標値であり，また妊娠例は除くものとする。

治療目標は年齢，罹病期間，臓器障害，低血糖の危険性，サポート体制などを考慮して個別に設定する。

HbAlc（%） 6.0未満

コントロール目標値注4）

目標
血糖正常化を

目指す際の目標注1） 合併症予防のための目標注2）

7.0未満 8.0未満

治療強化が困難な
際の目標注3）

〔日本糖尿病学会・編著：糖尿病治療ガイド2018-2019, 文光堂, p29, 2018より〕
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はじめに

　感染症治療において臨床推論を行うことは，治療
効果の増大，医療費軽減，耐性菌出現防止に結びつ
く抗菌薬適正使用において必要不可欠である。例え
ば，患者に対して抗菌薬が処方されている場合，そ
の抗菌薬が妥当かどうか考え，必要であれば医師と
相談し，適正な治療に導くことができるとすれば，
それは抗菌薬適正使用に他ならない。
　近年，病院では抗菌薬適正使用支援チーム
（antimicrobial stewardship team：AST）を発足さ
せ，その多くは院内の薬剤師が参画し，チーム医療
による適正な医療を提供している。一方，薬局の多
くは病院やクリニックと連携をとるまでには至らず，
抗菌薬適正使用のために必要な患者情報が少ないの
が現状である。つまり，薬局薬剤師は抗菌薬適正使
用に関わりにくい環境下にあるともいえる。しかし，
臨床推論を活用することで，抗菌薬適正使用への敷
居を低くすることは十分可能である。

　わが国の抗微生物薬使用量の約9割が経口抗菌薬
という報告もあり1），薬局薬剤師が抗菌薬適正使用
を推進させていくことができれば，多くの患者に対し
てより良い医療を提供することが可能となるだろう。

感染症の臨床推論

　感染症の臨床推論をするには，感染症治療の原則
を念頭に置く必要がある。まず，大きく分けて，①原
因微生物，②感染臓器，③患者・治療環境，④薬
剤特性─の4つの視点を考慮する（表1）。さらに
治療開始後には，血液培養など検査結果の確認，バ
イタルサイン（体温，血圧，脈拍，呼吸，意識レベ
ル）の改善，白血球数やCRPの推移などを指標とし
て効果判定を行い，副作用やアドヒアランスを確認
し，適切な治療期間を設定する。
　以上を踏まえ，抗菌薬投与の必要性を検討してい
くこととなる。例えば発熱やCRP上昇の症例に対し
て経験的に抗菌薬が開始されることがあるが，本当

実践！　◯◯の臨床推論

　感染症の臨床推論は，治療効果の増大，医療費軽減，抗菌薬適正使用において必要不可

欠である。実際に推論する際は必ず症例ごとに行うとともに，感染症にはさまざまな種類

があり，感染症ごとに聴取する情報や確認する検査値が異なることを留意する必要がある。

　薬局薬剤師は，病院薬剤師に比べて抗菌薬適正使用に関わりにくい環境にあるが，感染

症の病態や抗菌薬を理解して臨床推論を活用することで，抗菌薬適正使用への敷居を低く

することが十分可能である。

summary

感染症
ライム薬局 ららテラス武蔵小杉店　蛭田 剛俊

特 集

薬学的臨床推論のイロハ
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実践！　◯◯の臨床推論

　妊娠や育児の領域はデリケートな要素を含み，個人により考え方もさまざまである。そ

のため，医療者の対応によっては妊娠の中断など大きな問題に発展する可能性もある。

　本稿は，妊婦・授乳婦が服薬するベネフィットと，胎児・乳児へのリスクを十分に考慮

したうえで薬物療法を考えるためのポイントをまとめた。また具体的な薬剤として，症例

を提示しながら解熱薬と下剤の使い方と考え方について紹介する。

summary

妊婦・授乳婦
聖路加国際病院薬剤部　刈込 博

はじめに 
─妊婦・授乳婦の基礎知識

薬物療法の特殊性

　妊婦・授乳婦における薬物療法の特殊性は，投与
された薬物が妊婦・授乳婦本人のみならず，胎児・
乳児に及ぼす影響も考慮しなければならないことで
ある。サリドマイド薬禍に代表される薬害などの経
験から，妊婦・授乳婦への薬物療法は慎重に行われ
なければならないのは当然である。
　しかしながら，安全性を重視するあまり本来必要
な薬物療法が制限されたことによる胎児発育環境の
悪化や，授乳によるメリットの恩恵享受の安易な放
棄などが起こらないようにすることも，妊婦・授乳
婦への薬物療法を考えるうえでは考慮しなければな
らない。大切なことは，妊婦・授乳婦が服薬するベ
ネフィットと胎児・乳児へのリスクを十分に考慮し
たうえで薬物療法を考えることである。

1

臨床推論

　妊婦・授乳婦における臨床推論を行う際は，病歴，
薬歴，検査値，症状のほか，妊娠週数や薬物の危険
度，妊婦・授乳婦本人や家族の想いといった情報も
不可欠である。妊娠週数の情報が必要となる最大の
理由は，妊娠中に母体に投与された薬物の胎児への
影響が，①妊娠初期に問題となる催奇形性，②妊
娠後期に問題となる胎児毒性─に大きく分けられ
るからである。
　催奇形性とは，胎児に奇形を引き起こす作用のこ
とである。疫学研究などで催奇形性が認められてい
る薬剤は，服薬するベネフィットがリスクを上回る
場合がある抗てんかん薬など一部の薬剤を除き，基
本的には妊婦に投与禁忌である。
　妊娠後期は胎児の重要な器官はほぼ完成しているこ
とから，催奇形性の問題は少なくなる。しかし，胎
児動脈管や羊水量への影響，新生児薬物離脱症候群
といった胎児毒性の問題に注意が必要になる（図1）。
また，妊娠や育児の領域はデリケートな要素を含む
ため，妊婦・授乳婦本人の想いや，家族や友人など

2

特 集

薬学的臨床推論のイロハ
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在宅を行う心構え

　「誰のため，何のための在宅医療か？」「在宅医療
の本質は『患者さんの希望する目標の達成』にある」
「在宅訪問は目標に到達する“手段”であって“目的”
ではない」─川添哲嗣氏（一般社団法人全国薬剤
師・在宅療養支援連絡会 副会長）の言葉である1）。
在宅は“医療”であって“治療”ではない。したがっ
て，本稿は他の項目と少し趣が異なることをご了承
いただきたい。
　在宅では，患者の目標に加え，家族の想いや希望，
さらには医師の治療方針やそのゴールを理解する必
要がある（筆者の経験では，この3つは一致していな
いことが多い）。さらに介護認定を受けている患者で
あれば，ケアマネジャーやヘルパーとの関わりや，
地域包括ケアセンターとの関わりもある。このよう
に在宅では主治医のみならず，薬剤師を含め多くの
人々が医療資源として存在しており，一つのチーム
として介護を含む医療を提供しているという認識を
もつことが大切である。

患者に聞くべきこと， 
観察すべき様子

　在宅では患者宅を訪問するため，生活環境がよく
みえる。そのため服薬状況だけでなく，①薬の管理
はどうしているか，②薬はどう保管されているか，
③部屋の温度や湿度，④生活リズムと用法がマッ
チしているか，⑤家族の関わり方─などの観察が
ポイントになる。患者や家族，ケアマネジャーやヘ
ルパーへの質問など，患者の生活に関わる人への聞
き取りも重要である。できる限り細かく質問し，患
者の生活がイメージできるほど聞き取ることを目指
したい。
　患者の生活がイメージできると，「患者さんの希望
する目標の達成」が可能かをアセスメントできる。
その結果，患者の生活の工夫や，家族やヘルパーの
協力が必要になることもある。患者に生活の工夫を
お願いするときは，実行可能かに注目する。家族や
ヘルパーに協力を依頼する際は，家族の生活への影
響や，ヘルパーの業務への影響も考慮しなければい
けない。限られた医療資源のなかで実行可能なもの

特 集

薬学的臨床推論のイロハ

　在宅医療における臨床推論は，薬局の投薬台で行われるものとは少し異なる。患者を囲

む多くの医療資源である多職種と協力し，一つのチームとして「患者さんの希望する目標の

達成」を目指すことを意識したうえで行うべきものである。

　本稿は，在宅で患者を観察するポイントをはじめ，患者へのアプローチ法や考え方，処

方箋をみるポイントを紹介する。さらに在宅で薬剤師が注意する具体的な場面として，褥

瘡と麻薬使用について解説する。

summary

在宅現場で臨床推論を活かすポイント
マスカット薬局臨床研究室　小川壮寛
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知っておきたい痒みの基礎知識

　今回は痒みなどの皮膚症状の改善のため，あるい

はそのような症状に付随してどのようなことを知っ

ておく必要があるのかを教えていただけたらと思い

ます。まず，痒みとは何でしょうか。

江畑　痒みは「引っ掻きたくなるような不快な感覚」

と定義されています。痒みと痛みを伝える感覚神経

は主に同じC線維ですが，以前はそれ以上の分類が

できないために，①同一の感覚神経が痒みも痛みも

伝える，②刺激の強度が強いと痛み，弱いと痒み

─とされていました。

　最近は神経生理学の発達により，①痒みだけを伝

える神経，②痛みと痒みの両方を伝える神経，③機

械的な刺激を伝える神経─などが徐々に分類でき

るようになりました。さらに薬剤でいえば，例えば

オピオイドは痛みを抑制する一方で，痒みを誘発す

ることがわかっていますし，体のうちで痒みを感じ

る部位は皮膚と連続する一部の粘膜しかないものの，

痛みは皮膚だけでなく骨や筋肉，内臓などでも感じ

るといった双方の違いが知られています。そのため，

痛みと痒みはどちらも生体の警告信号という意味合

いでは同じですが，今は独立した別々の感覚ではな

いかといわれています。

1．末梢性と中枢性の痒み

　痒みは警告信号ということですが，どういう警告

でしょうか。また，痒みには末梢性と中枢性があり

ますが，これはどのように区別されるのでしょうか。

江畑　痒みは，掻いて取り除こうとする行動を誘発

する感覚ですから，皮膚に何か余計なもの，例えば

以前だったら虫などがいるときにそれを除去しようと

する行動を誘発する感覚ととらえることができます。

1982年　�群馬大学医学部卒業� �
東京医科歯科大学医学部麻酔科

1992年　東京慈恵会医科大学皮膚科
1999年　�東京慈恵会医科大学附属第三病院皮膚科�� �

診療部長・講師
2004年より現職

江畑 俊哉

ちとふな皮膚科� �
クリニック�院長

在宅皮膚科診療で 
求められる薬剤師の役割
─ 痒みを中心に
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広がる，繋がる。
実践！　腎機能チェックの輪（完）�

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12回

はじめに

　前回までに，腎機能を考慮した医薬品適正使用を行うために必要な基本的な考え方

について，解説してきた。最終回である今回は，腎機能に基づいた処方監査や疑義照

会を実践する，またはその輪を広げていくための取り組みやツールについて紹介する。

症例ベースで腎機能評価や
薬剤投与設計を学ぶワークショップ

　腎機能を考慮した医薬品適正使用に取り組みたいという気持ちがあっても，書籍な

どで学んだだけでは，なかなか実践は難しい。特に薬局薬剤師は，外来患者では自身

の介入結果のモニタリングが困難であることに不安を感じるケースも多いと思われる。

また，経過をフォローできないため，症例から学んで経験値を積むことも困難である。

　そこで，熊本腎と薬剤研究会では，腎機能評価や投与設計，薬剤の選択について症

例をもとに学習することが可能な参加型の研修会を2014年より毎年実施している。こ

の研修会では，腎臓病薬物療法に精通した薬剤師による講義で知識を得るとともに，

実際の症例をもとに作成した模擬症例についてワークショップ形式で症例検討を行う

ことで，実臨床において注意が必要な点や，臨床判断をするうえで着目すべき点，代

替案の選択など，より実践的な能力を養うことを目的としている。熊本県外からの参

加者もいるため，例年ほぼ満席となり，参加者からの評価も高い。また，研修会前後

で腎機能評価や薬剤に関する注意点について参加者の理解度を評価したところ，研修

会参加後には理解度は向上しており，本研修会の有用性が示唆されている1）。
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第9回

咳止めをください

どのような症状ですか？

そんなにひどくないんですが，喉
がイガイガして咳が出ます。た
だ痰は出ませんし，咳込むよう
なこともありません。病院でも
相談して咳止めをもらっている
のですが，長く続いていて……
肺の病気でしょうか？

 ❷

最近，咳込むようになってきて，
なかなか止まりません。痰もよ
く絡んで，なかなか切れません。
そういえば健康のために散歩を
続けていますが，以前に比べて
疲れやすいと感じています。石
段を昇ったりすると，休憩をし
てからでないと歩けません。何
か肺の病気になったのでしょう
か。まさか，肺がんではないで
すよね？

 ❶

熱はありませんが，喉に違和感
があって，咳が出ます。風邪を
ひいたとは思いません。咳が出
ると，ものすごく激しい咳にな
り，なかなか止まりません。み
ぞおちのあたりが痛くなること
や胸が熱くなることもあります。
咳込みすぎかなとも思います。
眠れないこともあるので，咳止
めで何とかならないでしょう
か？

 ❸

相談者の答えは……

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】 

TJ201901_071-074_rinsyo(02)-01.indd   71 2018/12/12   16:52



グーフィス錠5mg
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

医薬品名	 ：グーフィス錠
一般名	 ：エロビキシバット水和物
薬価基準収載日	：2018年4月
薬価	 ：	105.8円/錠（2018年4月現在）	
製造販売	 ：EAファーマ株式会社

	効能・効果
　慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）
	用法・用量

　	通常，成人にはエロビキシバットとして10mgを1日1回食前に経口投与する。なお，症状により適宜増減す
るが，最高用量は1日15mgとする。

	Point
▶	胆汁酸トランスポーター阻害薬
▶	大腸に流入した胆汁酸により，水分分泌と大腸運動を促進することで排便効果を促す
▶	用法は1日1回食前投与

グーフィス錠5mgの概要

第212回

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部　笠原 英城

グーフィス錠5mg
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特徴

　グーフィス錠（以下，本薬）は高脂血症改善薬の探

索中に見出された化合物をもとに開発された。体内

への吸収はわずかな製剤である。わが国以外への販

売はない（2018年12月現在）ため，市販後調査の結

果を慎重に見極める必要がある。

便秘

1．慢性便秘症の疫学
　慢性便秘症の有訴者率は男性2.6％，女性4.9％で

明らかな性差がみられるが，70歳以上では性差がな

くなる傾向にある。発症リスクとして，①やせ形，

②朝食を食べない，③女性のダイエット─の場

合は便秘傾向とされており，適度な運動と良好な睡

眠をとることが重要である。また，教育年数が長く，

収入が高いほど有病率が低いと報告されている。

2．便秘の定義
　『慢性便秘症診療ガイドライン2017』では「本来体

外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できな

い状態」を便秘としている。便秘とは，症状名や疾

患名ではなく，「排便回数や排便量が少ないために糞

便が大腸内に滞った状態」または「直腸内にある糞便

を快適に排出できない状態」を表す状態名である。

3．慢性便秘症の分類
　慢性便秘症は表1に示す通り，器質性と機能性に

分類される。本薬の効能・効果「慢性便秘症（器質

表1　慢性便秘症の分類

原因分類 症状分類 分類・診断のため
の検査方法

専門的検査による
病態分類 原因となる病態・疾患

器
質
性

狭
窄
性

─ 大腸内視鏡検査，
注腸X線検査など ─ 大腸癌，クローン病，虚血性大腸炎など

非
狭
窄
性

排便回数
減少型

腹部X線検査，注
腸X線検査など ─ 巨大結腸など

排便困難型 排便造影検査など 器質性便排出障害 直腸瘤，直腸重積，巨大直腸，小腸瘤，S状結腸瘤など

機
能
性

排便回数
減少型

大腸通過時間検査
など

大腸通過遅延型

特発性
症候性： 代謝・内分泌疾患，神経・筋疾患，膠原病，便秘

型過敏性腸症候群など
薬剤性：向精神薬，抗コリン薬，オピオイド系薬など

大腸通過正常型

経口摂取不足（食物繊維摂取不足を含む）
大腸通過時間検査での偽陰性など

排便困難型

大腸通過時間検査，
排便造影検査など 硬便による排便困難・残便感（便秘型過敏性腸症候群など）

排便造影検査など 機能性便排出障害 骨盤底筋協調運動障害，腹圧（怒責力）低下，直腸感覚低
下，直腸収縮力低下など

※複数の症状や病態を併せ持つ症例もある。
 〔高の原中央病院：高の原中央病院DIニュース2018年1月号（http://www.takanohara-ch.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/di201801.pdf）より〕
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イージーアプローチ  
企画・編集協力 特定非営利活動法人アヘッドマップ

特定非営利活動法人アヘッドマップ共同代表／医療法人せのがわ瀬野川病院薬剤課長
KUWABARA Hidenori桑原 秀徳

第1回 「医薬品情報を上手く使いこなす！」とは
具体的にどういうこと？

連載開始にあたって
　皆さん，はじめまして。NPO法人アヘッドマップで共同代表をしている桑原秀徳と申します。
ご縁があって，今回から医薬品情報の読み方，使い方について，連載で話をさせていただきます
のでよろしくお願いいたします。
　私はこれまで精神科病院ばかりですけども薬剤師として10年以上にわたって調剤はもちろん病
棟から在宅まで幅広く仕事をしてきましたが，そのなかで気がついたのは，臨床医学論文を上手
く活用すれば医薬品情報の活用の幅がものすごく広がるということです。それで各地で臨床医学
論文の読み方や使い方を学ぶワークショップを開催したり，インターネット上で行う論文抄読会
〔薬剤師のジャーナルクラブ（Japanese Journal club for CLInical Pharmacists：JJCLIP），
（http://j.mp/jjclippage）〕を主宰したりとしてきましたが，そうした活動を通して繋がった仲間
と，もっと幅広く多くの人を対象に医療や健康に関する情報リテラシーを向上させることで，よ
り良い意思決定が行われる社会を目指して，NPO法人アヘッドマップを設立しました。
　当法人は，医療現場でのより良い意思決定はもちろん，国民の医療や健康リテラシーの向上の
ためには，そのほとんどのケースで絡んでくる「薬」を司る薬剤師がまず変わらなければならない
と考えています。それはなぜかをこれから説明していこうと思います。
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今回の基礎のキソ！

低用量ピルによる血栓症リスクの増加

✓ 低用量ピル服用の最大のリスクとして，血栓症リスクの増加が挙げられます。

✓  2013年には，保険承認されたヤーズ配合錠との因果関係が否定できない血栓症による死亡例が3例相次ぎ，安全性速
報（ブルーレター）が作成・配布されました。

✓ これを受け，現在では禁忌・慎重投与の徹底，患者への啓蒙活動（服薬指導），早期発見と重症化の防止などの対策が
とられています。

その他のリスク

✓ 低用量ピルを長期間服用し続けた場合，子宮頸がんの発症リスクが増加します。これはヒトパピローマウイルスの排除
が低下するために引き起こされると考えられています。

✓ 低用量ピルが乳がんに与える影響は一定の見解が得られていません。乳がん患者には禁忌，乳がんの家族歴がある方で
も慎重投与となっています。

低用量ピルの有害事象は？

前回までみてきた通り，低用量ピルはもともと
避妊を目的に使用されていたわけですが，そ

れ以外にも①子宮内膜症のコントロール，②月経状
態の改善，③月経前症候群の緩和，④ニキビ・多毛

の改善などの美容目的，⑤疾病予防─など，上手
に使用することで女性のQOLが改善できるのです。
　一方で，低用量ピルの使用が“良いことずくめ”では
ないのも事実です（表1）。今回は低用量ピルの負の側
面である有害事象，特に血栓症について説明します。

武蔵境いわもと婦人科クリニック　岩本�豪紀

第4回　低用量ピルの有害事象（血栓症を中心に）
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はじめに

　2012年のロンドンオリンピックに出場した女性アスリートが「月経と重なってしまい，満足できる記録

を出せなかった」と話したというエピソードがあります。静岡県体育協会が毎年行っている女性アスリー

トへのアンケートでも，「月経（生理）周期に不順がある」，「最近6カ月以上も月経（生理）がなかったこと

がある」，「月経（生理）の時やその前後に起こる痛みのために，練習に支障がある」と回答している方は少

なくありません。

　このように日本の女性アスリートの多くが，月経異常，月経困難症など婦人科領域の問題を抱えていま

す。にもかかわらず，これらの治療や月経周期の調整に用いる低用量ピルに関して，「避妊目的のみで使

われる薬」，「ピルを使うと不妊になる」，「ピルはドーピングになる」，「ピルは太る薬」という都市伝説の

ような誤解があることも事実です。

　そこで，薬局においてOTC医薬品による月経痛の治療だけでなく，最高のパフォーマンスを出すため

のコンディショニングを目的とした月経周期の調整法や，女性アスリートの健康管理上の諸問題である

「女性アスリートの3主徴」についてアドバイスすることも大切です。

OTC医薬品による月経痛対策

　月経痛は月経困難症の症状の一つで，器質性（続発性）月経困難症と機能性（原発性）月経困難症があります。

　器質性月経困難症は，子宮内膜症や子宮腺筋症などの疾患を背景とし，月経時に出血とともに疼痛を

起こします。20代半ばから痛みが強くなったり，30代に入ってから急に痛みだすなど，年齢とともに頻

はじめにはじめに

OTC医薬品による月経痛対策OTC医薬品による月経痛対策OTC医薬品による月経痛対策

女性アスリートをサポートする第5回

静岡県体育協会スポーツ医科学委員会　大石 順子
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手を尽くしても飲まない子ども

　前回に引き続き，普段の生活習慣を見直す視点から日常の親子関係に着目した事例

をご紹介します。今回の事例からは，“子どもの行動を変えるには，何よりも親の行動

を変えることが重要”だと改めて認識させられました。私の服薬指導に対する考え方に

大きな影響を与えた，とても印象深い親子です。

今回の患者プロフィール
くみ ちゃん（仮名）
5歳女児，3歳の妹あり。
処方　 アンブロキソールDS，カルボシステインDS，
　　　トラネキサム酸の混和薬　1日3回　毎食後　2日間
　　　アセトアミノフェンDS　頓服

　くみちゃんとお母さんは仲良しですが，くみちゃんはどんな薬も全く飲もうとせず，

いつもお母さんを困らせています。お父さんと妹の4人家族で両親は共働きのため，

2人は保育園に通っているそうです。しかし病気のときは母方の祖母に預けられるよう

で，ここでも全く薬を飲まないため祖母も手を焼いているとのことです。ちなみに，妹

は問題なく服薬ができます。

　薬を渡した当日か翌日には，必ずといってよいほど薬局に電話が入ります。そのたび

に「薬を飲んでくれないのですが，どうしたらいいですか？」と相談を受けるため，こ

れまでの連載でご紹介したようなさまざまな方法を提案してきました。しかし，それで

もなかなか飲んでくれず，お母さんは困り果てていました。

第6回
親の変化が子の変化を生む！
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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

患者情報

Cさん　81歳，女性，要介護2

● 現病歴：高血圧，老年期精神病ほか

● 特　徴： かかりつけの内科と，幻聴のため他病院精神科を受診

● 服用薬： ［内科処方］ ニバジール錠2mgなど（ほか5種類）を一包化，  

分2，朝夕食後に服用

［精神科処方］ 抗精神病薬4種類を毎食後，寝る前および頓服服用，  

漢方薬を分3で服用

● 居宅療養管理指導：2週間ごとに1回

● 状　況：夫と2人暮らし，デイサービスを週に3回利用

自宅訪問のきっかけ

　Cさんはご自身で定期的に内科に受診し，薬局にも1人で来局していました。しかし，

受診予定日より1週間遅れて薬局に来るなど，徐々に受診日が遅れることが増えていま

した。さらに薬局で話しかけても，今までのようにはっきりとした返答がなくなりました。

　Cさんの服薬状況に不安を覚え，担当ケアマネジャーが来局したときに服薬状況を確

認しました。ケアマネジャーからは「特に服薬について問題はないものの，ある時期か

ら幻聴が強くなり精神科を受診している」とのことでした。また，「気になるのであれ

ば自宅まで同行して確認してもよい」との回答も得たので，ケアマネジャーとCさんの

都合にあわせて自宅に伺いました。Cさんは機嫌が良く，使用しているお薬カレンダー

にも残薬はないようでした。

お薬カレンダーのひと工夫で服薬を改善
第7回

ABC薬局広瀬店　日下 都
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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。

経緯
　患者は誤嚥性肺炎のため5月24日に入院しており，内
服薬の服用ができなかったため，内服薬のみ投与中止と
なっていた。
　服用中止後，2週間以上が経過して食事もとれるよう
になったため退院となり，在宅治療に戻った。その後，
内服薬が再開され， Rp. の薬（入院前と同じ）の投与指
示が出た。しかし，この処方では，漸増しながら開始す
るアリセプト錠が突然維持用量の5mg/日で投与開始と
なってしまう。
　担当薬剤師は，在宅医に「アリセプト錠は，内服中止

後2週間以上経過しているため，漸増しながら投与をし
てはどうか？」と問い合わせをした。具体的な投与スケ
ジュールとして，以下を提案した。
・ 6月9日～22日
 アリセプト錠3mg　1錠　　1日1回　朝食後　14日分
・ 6月23日～29日
 アリセプト錠5mg　1錠　　1日1回　朝食後　 7日分
　疑義照会の結果，上記のように投与方法が変更となり，
アリセプト錠3mgは院内処方で出して漸増していくこと
となり，他の薬剤は患者持参薬で調剤をした。

一時中止していたアリセプト錠が維持用量で再開された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？  5月24日の入院時より中止になっていたアリセプト錠5mg（ドネペジル塩酸塩）が，退院後の
6月8日よりいきなり維持用量の5mg/日で投与開始の指示となった。

▼ 処方内容 

80代の男性。入院（5月24日）前，退院（6月8日）後。

Rp.

アリセプト錠5mg  1錠
フェロ・グラデュメット錠105mg 1錠
ラシックス錠40mg 1錠
アーチスト錠2.5mg 1錠
バイアスピリン錠100mg 1錠
カソデックス錠80mg 1錠
 1日1回　朝食後　21日分

ガスターD錠20mg 2錠
 1日2回　朝・夕食後　21日分
ムコソルバン錠15mg 3錠
マグラックス錠500mg 3錠
 1日3回　毎食後　21日分
ベンザリン錠5mg  1錠
 1日1回　寝る前　21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

TJ201901_117_121_hiyari(03)-01.indd   117 2018/12/12   16:53




