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特  集

特集にあたって
明治学院大学心理学部心理学科　杉山 恵理子

　近年，医療は医療従事者の指示（コンプライアンス）から支援（アドヒアランス）

へ，そして医療従事者と患者が同等の立場で協働して病と闘う関係の構築（コン

コーダンス）へと変化してきている。ここで必要とされるのは，患者との深い信

頼関係の構築である。これからの薬剤師に求められるものは，この患者との信頼

関係を作るコミュニケーション力であるともいえよう。

　そして今，わが国では在宅医療が重要な位置づけを担っている。在宅で闘病す

る患者は，自身の病に対してさまざまな対処行動をとるが，その一つが服薬であ

る。遠隔服薬指導も始まっている。かかりつけ薬剤師に限らず，一人ひとりの薬

剤師が患者との協働関係によって在宅における闘病を支えていくことが求められ

ている。

　本企画では，患者の心理に関して概観したうえで，各論として，生活習慣病，

がん，小児科，精神疾患のそれぞれの項目について，陥りがちな患者心理につい

て現場の先生方にご解説いただいた。また適切な支援のため，接遇スキルと同じ

くらい大切な，支援者自身のストレスケアに関してもご専門の先生に解説をお願

いした。最後にこれらの学びを通して，薬局における患者心理学について接遇の

ポイントをまとめてある。

　人は感情の動物といわれる。頭でわかっていても気持ちがついていかない。単

純な飲み忘れにみえる服薬行為にも，診断に納得がいかない，副作用が怖いなど

さまざまな気持ちが関係している。状況によっては，薬を飲む行為自体が病とそ

れによる将来への不安を思い起こさせるつらい行為となる。これからの薬剤師に

はITにはない人としての細やかな共感性が求められる。

　患者の心に真に寄り添い，共に病と闘うために，この特集がヒントとなれば幸

いである。

薬局で活かす 
患者心理学
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患者になるということ

患者とは，うれえる人

1）患者とは

　患者とは，患
わずら

う者である。「患う」を辞書で引くと，
第一義として「あれこれと心を痛める，思い悩む」と
書かれているものが多い。そもそも「患」という漢字
は，串刺しにした心臓の象形から「心を突き刺すも
のがあって患

うれ

える」を意味している。英語の患者
（Patient）もまた，L.patiens（心の苦しみ）を語源と
している。
　私たちは普段「患者」という言葉を，病気にかかっ
た人や怪我をした人，という意味で使用している。
しかし，人は病気になったから，怪我をしたから患
者になるわけではない。心の病はもちろんだが，身体
の病についても，身体の痛みに加えて心の痛みを抱え
たとき，初めて患者となる。では，人は体調に異変
を感じたとき，どのような行動をとるのだろうか。
2）体調に異変を感じたときの行動

　再発や慢性疾患などの場合は，以前と同じ行動を

とるだろう。例えば，そのような状況になったら受
診するよう医師から指示されており，自分でもその必
要性を理解している場合は，すぐに受診するだろう。
しかしそれ以外の場合，大抵は受診する前に身近な
解決法を試みるのではないだろうか。まずは様子を
みて，例えば消化の良いものを食べ，暖かくして休
息をとるなどする。そのような養生で改善しなけれ
ば，誰かに相談する，インターネットで調べるなど，
情報を集めて何が起きているのか理解しようとするか
もしれない。薬局へ行き，市販薬を購入するという
選択肢もあるだろう（この際，自分で購入できる類の
市販薬について薬剤師に相談する場合は，何らかの
不安があって助けを求めていると考えられる。対応
についてはp44の「薬局で活かす患者心理学」を参
照）。
　そして，思いつく限りのことをしても治らず，か
えって酷くなるようなとき，つまり自分の心身を自
分でコントロールできないと諦めたとき，助けを求
めて受診する。
3）人が患者になるとき

　上述したように，人は受診するとき，身体的な不

1

特 集

　患者になるということは，不安や絶望感などの心の痛みを抱えることである。人は心の

痛みが強いほど，相手に頼りたくなり万能的な期待をもつ。医療場面では期待が過剰に高

まりやすく，それゆえその期待が叶えられないことによる怒りも生じやすい。

　医療従事者もまた，患者の期待に応えようと努力するが叶えられず，罪悪感から不適切

な対応をすることがある。医療従事者が自分の限界を受け入れ，気持ちを整理するととも

に，患者の心の痛みを理解し，安心感を提供し信頼関係を築くことが大切である。

summary

患者心理学入門
─コミュニケーションを深めるために

明治学院大学心理学部心理学科　杉山 恵理子

薬局で活かす患者心理学

TJ201907_007-011_toku01(03)-02.indd   7 2019/06/14   15:37
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はじめに

　医療や福祉などの対人援助職には，ストレスによ
るバーンアウト（燃え尽き症候群）が多いといわれて
いる1）。ストレスについて自分自身でケアを行うこ
とは有益である。しかし，ストレスについては誤解
も多い。そこでストレスとは何か，自分自身で対応
するためにはどうすればよいか，心理学の視点から
説明したい。

ストレスとは何か

　心理学では，ストレスとは，（潜在的）ストレッ
サー，評価，コーピング（対処），ストレス反応から
なるプロセスとされている（図1）2）。
　私たちは日々，さまざまな要求に接しながら生き
ている。例えば，①他の患者への対応で忙しいとき
に医師が急なオーダーを入れてくる，②自分の子ど
もが急に熱を出す─こうした外的な要求だけでな
く，「調剤をもっとスムーズに行いたい」など自分自
身に課している要求もある。こうした要求（潜在的
ストレッサー）を私たちはそのまま受け取っているの
ではなく，その人なりのとらえ方で理解し，解釈し
ている（認知的評価）。

一次的評価とストレッサー

　自分が危険にさらされているのか，どのような要
求に直面しているのかについて判断するプロセスを
一次的評価という。例えば，業務中に他職種が急な
オーダーを入れてきたとしても，それを大きな要求

1

特 集

　ストレスは，ストレッサー，評価，コーピング，ストレス反応からなるプロセスである。

このプロセス自体はネガティブなものではなく，ポジティブな結果になることもあれば，

ネガティブな結果になることもある。

　その人にとって適切な程度のストレスを維持するには，ストレスマネジメントが有用で

ある。ストレスマネジメントには，ソーシャルサポートの活用，統制感の向上，知識の獲

得，リラクセーションなど，さまざまな方法がある。

summary

医療者自ら行うストレスケア
明治学院大学心理学部心理学科　金沢 吉展

薬局で活かす患者心理学

図1　ストレスのプロセス

潜在的
ストレッサー

ストレス
反応

コーピング
（対処）

認知的評価
一次的評価
二次的評価
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はじめに

　疾患をもつ子どもの親の心理を考える際に最も重
要なのは，患っているのが親本人ではなく子どもで
あることだ。自分自身のことではないため苦しさや
つらさを把握しづらく，さらに乳幼児は自ら病状を
訴えられないことから，親は子どもの機嫌や状態な
どからしか判断できない。そのため，改善している
のか悪化しているのかを客観的にみることができず，
自分のこと以上に心配して不安を抱えてしまう。
　子どもは大きく「乳児期」「幼児期」「学童期」に区
分され，さらに乳児期でも生後5カ月と11カ月では
体の機能や行動，生活スタイルが全く異なり，親と
しての対応も異なる。加えて疾患についても熱や咳，
胃腸症状などを主訴とした急性疾患から，長期にわ
たって薬物療法が必要とされる慢性疾患まで多岐に
わたる。つまり，子どもをもつ親の心理を考えると
き，患児の年齢と病態などの疾患をあわせて考慮す
る必要がある。

心理状態に影響する因子

　子どもが疾患をもつと，親は病気に対する不安や
心配を抱える。さらに，疾患によっては悲しみや苦
しみをもつことがある。それに加えて，薬に対する
思いもある。問題なく服用できる児ならばよいが，
服薬が困難な児の親は表1に挙げたような感情を
もっている場合がある。
　また，病医院を受診した際の不適切な対応や待ち
時間で親がイライラしていたり，子どもの機嫌が悪
くて困ったりと，疾患以外の影響でも親の心理状態
は不安定になる。薬局に訪れた際にどのような感情
を抱いているのか，親の行動や言動からある程度予
測や判断ができるので，観察する必要がある。

特 集

　子どもの病気を親が心配し不安な気持ちになることは，誰にでも理解できることである。

しかし子どもといっても，乳幼児から学童まで年齢幅があり，発育状況は異なる。さらに，

疾患も感染症を中心とした急性疾患から慢性疾患まで数多い。

　そこで，子どもが病気になったとき，親は何を思い，どのような心理状態で薬局に訪れ

るのかを考えるとともに，患児本人の心理についても考えたい。

summary

疾患をもつ子どもと親の心理
すずらん調剤薬局　上荷 裕広

薬局で活かす患者心理学

● 飲まないことに対するイライラとした怒り
● 症状が改善しないのではないかという不安
● いろいろな手立てを用いても飲んでくれない悲しみ
● 服薬拒否が続いて，なかなか解決しないことへの苦しみ

表1　服薬が困難な児の親がもつ感情

疾患から考える患者心理
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薬局薬剤師の独自性と重要性

　医療従事者のなかでも，薬局薬剤師は以下の2点
において特殊な状況にある。

市販薬の相談

　一つは，市販薬に関する相談を通して，受診前の
患者と関われることである。受診前に市販薬を求め
て薬局を訪れる方々もまた，受診患者と同じように
さまざまな心の痛みを抱えている場合がある。医療
不信や自身の健康に対する非現実的な思い込み，仕
事や子育てなどを優先し受診を後回しにせざるをえ
ないなど，人によって事情は異なる。しかし，どの
場合も共通して心身の不調に関する心の痛みを抱え
ている。したがって，市販薬の相談においても相手
をよく観察し，必要に応じて心の痛みを軽減し，適
切な支援を行うことが大切である。
　例えば，価格に強くこだわる方をよく観察した結
果，服装などから経済的な困難が推測されることが

ある。このような場合，適切なコミュニケーション
により信頼関係を作れれば，経済的支援の手立てを
ともに考え，他職種との連携などにより受診に繋げ
ることができる。特に，孤立して経済的な困難を抱
えている介護者や親を見つけて支援することは，虐
待の防止に繋がる大切な入り口になる。
　つまり薬局薬剤師は，適切な服薬支援によって悪
化を防ぎ，状況の改善を促す予防的な関わりを行う
とともに，地域支援の一翼を担うこともできる，独
自性の高い重要な職種といえる。

外来医療の最後の砦

　もう一つは，ほとんどの外来診療で薬物療法が行
われているため，薬剤師との関わりが外来診療にお
ける“医療従事者との最後の接触”になることであ
る。患者が来局するまでに安心感を得られているか
どうかにかかわらず，最後の砦となる薬局で安心感
を得ることが大切だ。それが得られず不安を抱いた
まま帰宅した場合，医師の説明や薬局での服薬指導
を歪んで認知したり，インターネットや知人からの

1

2

特 集

　薬局薬剤師は，①市販薬に関する相談を通して受診前の患者と関わり，広く地域支援に

貢献できる，②外来医療の最後の砦として医療を支えることができる─という2つの独

自性をもつ。その独自性を活かすためには，適切な観察により患者の気持ちを理解し，安

心感を与え，信頼関係を築くことが必要である。

　本稿では，薬剤師の独自性について押さえたうえで，薬局における接遇のポイントを，

①出会い，②信頼関係の構築─の2段階に分けて解説した。

summary

薬局で活かす患者心理学
明治学院大学心理学部心理学科　杉山 恵理子

薬局で活かす患者心理学
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はじめに

　日常生活のなかで糖尿病治療の98%以上は，患者
のセルフマネジメントによるものだといわれている。
これは，医療者がいくら食事や運動について指導し
ても，日々の意思決定はすべて患者の自己決定に委
ねられていることによる。
　現在までのところ，糖尿病は一度発症すると完治
しない。そのため，糖尿病の合併症を予防するには，
食事・運動に気を配り，健康的な生活習慣を生涯継
続する必要がある。しかし，糖尿病患者に限らず，
誰にとっても長年慣れ親しんだ生活習慣を変えるこ
とは容易ではない。
　食事や運動といった生活習慣は，患者自身の人生
観とも強く関連しているため，変更するための心理
的な障害がしばしば問題になる。糖尿病患者に関わ
る医療者は，この患者心理を理解し，価値観を尊重
したうえでなければ，患者に貢献できない。

受診している患者は 
糖尿病患者の一部

　2016年度の国民栄養・健康調査によれば，糖尿病
が強く疑われる者のうち，現在治療を受けている者
の割合は76.6%である。つまり，糖尿病患者のうち
1/4は治療を受けていないと推計されている。特に，
仕事で忙しいと考えられる40代男性は，治療を受け
ている割合が他の年代よりも低く51.5%である（図）。
　逆にいえば，現在定期的に受診している患者は，
忙しいなかで貴重な時間を割き，費用も負担して治
療を継続しているのである。定期的な通院を継続す
るだけでも大変なはずである。そういった患者を，
血糖コントロールが良好でないからといって安易に
責めるべきではない。むしろコントロールが上手く
いかないようであれば，失望して捨て鉢にならない
ように対策を一緒に考え，治療を継続できるよう支
援するべきである。

特 集

　糖尿病患者のうち1/4は治療を受けておらず，治療を継続している患者は定期的な通院

という努力をしているといえる。生活習慣の変更が上手くいかないことや，それにより

HbA1cが下がらないことなどを安易に責めるべきではない。

　脅しによる指導で，患者の行動変容が起こることはほとんどない。医療者は，患者をエ

ンパワーメントすることで，患者の問題解決能力を引き出し，患者自身によって問題の解

決を目指すべきである。

summary

糖尿病患者の心理
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野　岡田 浩

薬局で活かす患者心理学

疾患から考える患者心理
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「がん」という疾患

がんの告知を受けることとは

　「がん」という単語にどのようなイメージを抱くだ
ろうか？　免疫チェックポイント阻害薬などの新薬
の発売や，遺伝子パネル検査の開始など，がん治療
の進歩により治療成績は向上している。しかしそれ
でも，がんには“死”というイメージが付きまとう。
専門家のなかでも，がん対策基本法のように疾患特
有の法律が制定されるなど，他の疾患と比較しフォー
カスされることが多く，やはり特別な病気という印
象は拭いきれない。
　がんの罹患は，がんそのものに対する脅威だけで
なく，①疼痛，倦怠感，治療の副作用といった身体
的苦痛，②摂食，排泄，運動機能，生殖機能，発
声などの機能障害，③乳房喪失，るい痩，脱毛など
のボディイメージの変化，④仕事，学業，経済，対
人関係といった社会的苦痛─と，多面的かつ複合
的な喪失体験を引き起こす。このため，その病名告

知は患者にとって衝撃的な出来事になる。

死に伴う恐怖と患者心理

　人が死を恐れるのはなぜだろうか？　死に伴う恐
怖を表1にまとめた。
　薬局薬剤師が対応する場面において，抗がん薬や
医療用麻薬が処方された患者であれば，処方箋から
疾患の類推ができるため，心の準備を行ってから対
応できる。しかし，実際には処方箋から「がん」を類
推できないことも多い。目の前にいる患者が，がん
告知直後など，心に大きな変化が生じている段階で
ある可能性については常に留意しておきたい。

1
2

特 集

　がんは，“死”のイメージが付きまとう特別な疾患である。そのため，病名告知は衝撃的

で，患者心理に大きな変化が生じている可能性について常に留意しておく必要がある。

　どの段階のがん患者に対しても接する薬剤師が，がん患者の心理状態を理解し対応する

ことで，トリアージ機能を担い，より深い対応が必要なケースを専門家に繋げられる。ま

た，患者の意思決定支援を行う立場として，「身近に接してきて，すでに関係性が構築され

た，本音を聞けている医療者」は重要で，かかりつけ薬剤師はそれに該当すると考える。

summary

がん患者の心理
国立病院機構 東京医療センター薬剤部/同 緩和ケアセンター　工藤 浩史

薬局で活かす患者心理学

表1　死に伴う恐怖
死に至るまでの
過程に対する恐怖

● 最期はどんなふうに苦しむのだろうか
● がんによる痛みはつらいのだろうか

自分がいなくなることに
よって生じる
現実的な問題

● まだ小さい子どもの将来が心配
● 高齢の両親の悲嘆
● 家族の世話は誰がどう行うのか
● 今取り組んでいるライフワークが未完

自分が消滅するという 
恐怖

● 死後の世界は？
● 自分が消滅するってどういうこと？

疾患から考える患者心理

TJ201907_024-027_toku04(03)-01.indd   24 2019/06/14   15:37



34 調剤と情報  2019.7（Vol.25 No.9）（1306）

はじめに

　薬局に薬をとりに行く精神疾患患者の思いは，疾
患により異なるところもあり，人それぞれだろう。
具体的には表1に示したようなさまざまな状態が想
定される。
　また，患者の思いは入店時の状態にも左右される。
治療が上手くいかない，受け付けで多少のトラブル
があった，精神症状や身体症状が悪化したなど数え
始めたらきりがない。しかし患者がいかなる思いを
抱き，いかなる状況であろうが，薬局にやって来れ
ば薬剤師は対応しなければならない。

店頭にやってくる精神疾患患者

入店時

　初来局の患者は多くの場合，表2に挙げたような
不安を抱えている。まず処方箋を受けとるときに，
薬剤師はこういった患者の思いや状況を察し，患者
の状態をおよそ把握することが重要である。
　初来局でない患者であっても，精神疾患患者は心
の状態がいつも変化している。対応する側もできる
だけ患者の心に寄り添えるよう，柔軟な対応をとる
必要がある。

薬局内にて

　対人恐怖症の患者，心的外傷後ストレス障害（post 
traumatic stress disorder：PTSD）の患者，重症の

1

2

　精神疾患の患者は，身体疾患の患者と比べ服薬に対し不安や恐怖をもっていることが多

い。そのため，患者がどのような気持ちで来局し，店内で待ち，薬を受けとるのかについ

て，常に思いを巡らせておく必要がある。

　患者と薬剤師の間で最も重要なのは，両者の信頼関係を築くことであり，それによって

患者が安心して服薬できるかどうかが決まると考えてよい。

summary

精神疾患患者の心理
四谷ゆいクリニック　阿部 裕

疾患から考える患者心理

特 集

薬局で活かす患者心理学

● �もともと服薬に抵抗があり薬を飲むことをあまり納得していな
い人

● �医師から服薬の説明を受けたがよくわかっていない人
● �抵抗はあるが，医師に勧められ服薬する気になった人
● �服薬に積極的であり薬物療法に期待している人
● �すでに服薬が継続的で安定している人
● �これまでに過量服薬の既往のある人

表1　想定される来局者の状態

● �薬剤師は優しく対応してくれるだろうか
● �薬剤師は薬の知識があるだろうか
● �薬を間違えないで渡してくれるだろうか

表2　初来局の患者が抱える不安
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はじめに

　重度な要介護状態になっても，住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを，人生の最期まで続けられるよ
う，住まい，医療，介護，予防，生活支援が一体的
に提供される地域包括ケアシステムの構築が行われ
ている。それに伴い，薬剤師も患者宅への訪問が求
められ，在宅医療の場に介入する機会が増えてきた。
　しかし，在宅医療への介入が増えるにつれ，患者
宅へ訪問した際に上手くコミュニケーションがとれ
なかったり，患者の状況を把握できなかったりする
事例を耳にすることが多くなった。その原因は，患
者宅と薬局内では異なった患者心理があることから，
薬剤師の意図が上手く伝わらないことにある。そこ
で，本稿では筆者の経験則をもとに，在宅療養患者
の心理について解説する。

在宅患者心理の特徴

薬局とは逆の立場

　在宅患者への対応は，基本的に薬剤師が患者宅を
訪問することで行われる。つまり，薬局窓口での対
応とは逆で，薬剤師が招き入れてもらう立場になる。
プライベートの領域である自宅に訪問するため，特
に初回訪問時に上手く患者心理を掴み損ねると，最
悪の場合，訪問拒否に繋がる。初回訪問時に私たち
が患者を観察するのと同様に，患者とその家族は薬
剤師を観察しており，言動から人となりを探ろうと
していることが多い。
　初回訪問の時点で，医師やケアマネジャーなどか
ら薬剤師が訪問する意義を説明されていることもあ
るが，多くの場合は薬剤師が訪問してどのような仕
事をするのか理解していない。このため，薬剤師の
訪問に不安を抱く患者は少なくない。どうして薬剤
師が訪問するのか，訪問してどのようなサービスの
提供を行うのかを患者が理解できるように説明する
必要がある。

1

特 集

　在宅療養患者の心理は，来局されているときと違い，自宅というプライベートな空間に

薬剤師を招き入れているという状態で，患者優位である。在宅医療が行われるのは，患者

の生活の場であることを忘れてはならない。

　また，患者心理にはパーソナルなものと，疾患自体からくるものがある。本稿では，在

宅医療でよく見受けられる認知症患者と，医療用麻薬使用患者の心理を取り上げる。薬剤

師は，これらを理解して業務にあたる必要がある。

summary

在宅医療で活用する心理学
あけぼの薬局在宅支援室／同 メディカル店　坂本 岳志

薬局で活かす患者心理学
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栄養改善により疾病予防ができる？

　家森先生が執筆された書籍『ゲノムプラスの栄養

学―食べ方上手できれいでげんきに―学習編』を拝

読しました。ぜひ，先生のこれまでのご研究の成果

のなかから，これからの薬局が健康サポート薬局と

して地域の方の疾病予防のために何をするべきか，

ご提案をいただけたらと思います。まずは，先生が

世界中で行われた活動について教えてください。

家森　ご覧いただきありがとうございます。この書

籍は世界保健機関（WHO）の協力を得て，世界中で

栄養と疾病の関係を調べた調査研究をもとに書きま

した。私が医学部を卒業した1962年当時，日本人の

死因で一番多かった脳卒中の患者数を何とか減らし

たいと考えたことが研究のきっかけです。

　しかし，当時は脳卒中というのは，「加齢現象だ

から年をとったら罹患しても仕方がない」「特に予防

法はない」という認識でした。そこで脳卒中を研究

するため，遺伝的に脳卒中を起こすモデルラットを

作る必要がありましたが，ちょうど京都大学で遺伝

的に高血圧を発症するラットが開発されていたので

す。これを応用し，10年ほどかけて脳卒中を100％

起こすラットの作成に成功しました。

　脳卒中ラットで研究を進めると，蛋白質を増やし

た餌を与えたラットのなかに，脳卒中にならないラッ

トが出てきました。この結果から，ヒトでも食事の

内容を変えることで，脳卒中の予防ができるのでは

ないかと考えました。しかし，この研究結果は周囲

から「ラットの話であって，ヒトではありえない」と

言われてしまいました。このため，「世界中の人が何

を食べていて，それがどのような疾病に繋がるのか

を正確に調べたい」とWHOに申し出ました。その結

1962年　京都大学医学部卒業
1969年　米国国立医学研究所客員研究員
1975年　京都大学医学部助教授
1972年　島根医科大学教授
1992年　京都大学大学院人間・環境学研究科教授
2001年　京都大学名誉教授
2006年より現職

その他，公益財団法人 兵庫県健康財団会長，ＮＰＯ法
人 世界健康フロンティア研究会理事長などを務められる

家森 幸男

武庫川女子大学
国際健康開発研究所
所長

疾病予防のための
栄養指導
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はじめに

　眼科領域の薬剤による眼の副作用（以下，眼障害）
は，以前から点眼剤に含まれる防腐剤による角膜障
害，結膜充血，眼瞼炎などが知られていました。抗
がん薬による眼障害の報告例はあったものの，散発
的で，その認知度は低いものでした。しかし近年，
がん患者の増加や，抗がん薬の開発が盛んに行われ
ている影響で，抗がん薬による眼障害が増えていま
す。約10年前から，テガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合剤（ティーエスワン®；以下，
S-1）による流涙症状（涙目）が問題視され1），眼科で
の抗がん薬による眼障害の注目度は高くなりました。
　しかしながら，抗がん薬と接することが極めて少

ない眼科医にとっては認知度が必ずしも高いとはい
えず，また国内での眼障害についての基礎的研究2）

もあるものの，極めて少ないことが対策の遅れに繋
がっています。本稿では眼障害の基礎知識を含め，
注意すべきことなどについて概説します。

眼障害を起こす抗がん薬と
障害のポイント

　眼障害は，眼瞼，結膜，角膜，網膜（時に黄斑），
視神経と多岐にわたります（表1）3, 4）。障害部位と特
に注意すべき薬剤を以下に列記します。なお黄斑と
は，視細胞が集中している部位です。

眼瞼浮腫 睫毛障害 角膜障害 涙道障害 網膜障害 視神経障害 ぶどう膜炎

・イマチニブ ・エルロチニブ
・ゲフィチニブ
・セツキシマブ

・S-1
・エルロチニブ
・カぺシタビン
・トラスツズマブ
・ナブパクリタキセル
・ トラスツズマブ エム
タンシン

・S-1
・ フルオロウラシル
（5- FU）
・ドセタキセル
・パクリタキセル
・カペシタビン
・ゲムシタビン
・ナブパクリタキセル

・ドセタキセル
・パクリタキセル
・ナブパクリタキセル
・タモキシフェン

・シスプラチン
・タモキシフェン
・クリゾチニブ
・イマチニブ
・パクリタキセル
・ドセタキセル

・ニボルマブ
・ぺムブロリズマブ
・イピリムマブ
・アベルマブ
・アテゾリズマブ
・デュルバルマブ

（柏木広哉：胆がん患者の眼科ケア．眼科疾患最新の治療2019-2021（大橋裕一，他・編），南江堂，pp38-41，2019より改変）

表1　抗がん薬による眼障害部位別分類

薬剤師なら知っておきたい

薬剤性眼障害のキホン

抗がん薬による眼障害第6回

柏木 広哉　静岡県立静岡がんセンター眼科
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薬歴を見れば，その薬剤師の「仕事の質」がわかる！

山本 雄一郎
阪神調剤ホールディンググループ 有限会社アップル薬局 /熊本大学薬学部 臨床教授

はじめに

　併用禁忌の対応は，比較的簡単です。禁忌ですから，代案を用意して疑義照会というのがよくある
流れでしょう。じつに，わかりやすい。一方，併用注意はどうでしょうか。これはとても一口では説
明できません。併用禁忌と同じように疑義照会をするケースもあるでしょうし，そのまま投薬するこ
とももちろんあります。
　併用注意において疑義照会をするならば，その行為に至る薬剤師としての考えがあったのでしょう。
であれば，併用注意をそのまま投薬する場合においても当然，薬剤師としての考えがあるべきです（そ
の飲み合わせが問題ないのなら問題ないという薬剤師としての考えが）。そして， A には薬剤師の考
えがつづられているはずです。
　今回は相互作用としては比較的わかりやすい金属含有製剤でのキレート回避を題材に取り上げたい
と思います。

金属含有製剤とのキレート回避

　65歳女性のGさん，風邪などの急性期疾患で年に数回程度，当薬局を利用しています。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめに

金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避金属含有製剤とのキレート回避

第4回   金属含有製剤と併用薬のキレート形成が
想定されるシーン
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潰瘍性大腸炎とクローン病

　ペンタサ錠とアサコール錠は，炎症性腸疾患の治療

に用いられる製剤である。この2剤は，ともに有効成

分メサラジン（化学名＝5-アミノサリチル酸：5-ASA）

を含有しているが，ペンタサ錠は潰瘍性大腸炎とク

ローン病，アサコール錠は潰瘍性大腸炎のみに効能・

効果が認められている（表1）。

　この2剤の違いを理解するには，まずは潰瘍性大腸

第5回　薬学部で習った添加物の知識をフル活用しよう

ペンタサ錠とアサコール錠，効能・効果の違いはなぜ？

斑点がある

ペンタサ錠（左）とアサコール錠

今野　　勉　昭和大学薬学部基礎医療薬学講座 薬剤学部門　
橋本　光正　昭和大学薬学部基礎医療薬学講座 薬理学部門　
倉田なおみ　昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門

空いた時間に
スキルアップ
空いた時間に
スキルアップ

倉田なおみ KURATA Naomi
昭和大学薬学部 
社会健康薬学講座 社会薬学部門

企画・編集協力

患者向けリーフレット・

指導箋のなぜ？ がわかる

臨床薬学講座
すきま時間の

製剤学編

ペンタサ錠とアサコール錠は，同一成分であるにもかかわらず効能・
効果が異なっている。この2剤は見た目も違うけど……実際はどこが
違うの？
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一度に多数を検討するには?

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理事／医療法人六三会 大阪さやま病院
MURATA Shigeki村田 繁紀

第 7 回 一度に多数を検討するには ?
─  ネットワークメタ解析で考える薬の効用

はじめに

　第3回（2019年3月号掲載）は，システマティックレ

ビューとメタ解析についてのアプローチでした。1対1
での検討をするのが通常のメタ解析でしたが，今回は
一度に多数を検討するネットワークメタ解析を簡単に
扱う方法について解説します。

Case 4

　　  今回の疑問　 
抗うつ薬の選択は何がよかったのか?

　20歳女性，抑うつ症状，不安，不眠，食欲不振，倦怠感を主訴に来院，初発のうつ病と診断されました。

この患者に関して，医師より「エスシタロプラムを処方したが，他に有効な薬はない?　抗うつ薬の選択は何が

よかったのだろう?」と聞かれました。

　医師によると，『日本うつ病学会治療ガイドライン　Ⅱ.うつ病（DSM-5）/ 大うつ病性障害 2016』を読ん

でも，どれを選んでよいかわからなかったとのこと。けれどもその際，抗うつ薬のネットワークメタ解析の論

文が発表になったことを知ったと，その論文を持ってきてくれました。「机の上に論文を散乱させている君な

ら慣れているだろう」ということで，あなたは「一緒に論文を読んでほしい」と頼まれたのでした。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
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ベオーバ錠50mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

ベオーバ錠の概要

第218回

亀田総合病院薬剤部　川名 真理子

ベオーバ錠50mg
（ビベグロン）

医薬品名 ：ベオーバ錠50mg
一般名 ：ビベグロン
薬価基準収載日 ：2018年11月
薬価 ：185.7円/錠
製造販売 ：杏林製薬株式会社

 効能・効果
　 過活動膀胱における尿意切迫感，頻尿および切迫性尿失禁〔本剤を適用する際，十分な問診により臨床症状を
確認するとともに，類似の症状を呈する疾患（尿路感染症，尿路結石，膀胱がんや前立腺がんなどの下部尿路
における新生物など）があることに留意し，尿検査などにより除外診断を実施すること。なお，必要に応じて
専門的な検査も考慮すること）〕
 用法・用量

　 通常，成人にはビベグロンとして50mgを1日1回食後に経口投与する。

 Point
▶ β3アドレナリン受容体に作用し，膀胱平滑筋を弛緩させ，膀胱容量を増大させる。
▶ 腎機能障害患者における用法・用量の調節が不要である。
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

　β3アドレナリン受容体作動薬は，膀胱平滑筋に存

在するβ3アドレナリン受容体に作用し，膀胱を弛緩

させることで膀胱容量を増大し，蓄尿機能を亢進す

る2）。

　本剤は後述する臨床効果や薬物動態などの特徴お

よび患者の状態を考慮して，過活動膀胱治療薬の選

択肢の一つとして位置づけられる。ただし，下部尿

路閉塞疾患（前立腺肥大症など）を合併している患者

では，それに対する治療を優先させることとされて

いる3）。

2．作用機序
　本剤は膀胱平滑筋に存在するβ3アドレナリン受容

体に作用し，膀胱を弛緩させることで膀胱容量を増

大し，蓄尿機能を亢進する（図1）2）。

特徴

　ビベグロン錠はβ3アドレナリン受容体作動薬であ

り，過活動膀胱における尿意切迫感，頻尿，切迫性

尿失禁に対して適応を有する薬剤である。

1．治療の位置づけ
　過活動膀胱の治療には行動療法や薬物療法などが

ある。そのうち薬物療法では，主に抗コリン薬やβ3ア

ドレナリン受容体作動薬が用いられている（表1）1）。

　抗コリン薬は，アセチルコリンが膀胱平滑筋のム

スカリン受容体に結合するのを阻害することによっ

て膀胱収縮抑制作用を示す。使用にあたっては，全

身のムスカリン受容体の遮断作用による副作用（口

腔内乾燥や便秘，尿閉など）の発現に注意する必要

がある1, 2）。

表1　過活動膀胱（頻尿・尿失禁）治療薬一覧

分　類 一般名 剤　形 用法・用量（通常成人）

β3アドレナリン
受容体作動薬

ビベグロン 錠剤 1回50mgを1日1回食後に経口投与。

ミラベグロン 錠剤 1回50mgを1日1回食後に経口投与。

抗コリン薬

オキシブチニン塩酸塩 錠剤 1回2～3mgを1日3回経口投与。

オキシブチニン塩酸塩 貼付剤 1回1枚（オキシブチニン塩酸塩73.5mg/枚）を1日1回，下腹部，
腰部または大腿部のいずれかに貼付し，24時間毎に貼り替える。

プロピベリン塩酸塩 錠剤 1回20mgを1日1回食後経口投与。1回20mgを1日2回まで増量
可能。

酒石酸トルテロジン カプセル剤 1回4mgを1日1回経口投与。

フェソテロジンフマル
酸塩 錠剤 1回4mgを1日1回経口投与。1回8mgまで増量可能。

コハク酸ソリフェナシン 錠剤 1回5mgを1日1回経口投与。1日10mgまで増量可能。

イミダフェナシン 錠剤 1回0.1mgを1日2回朝・夕食後に経口投与。1回0.2mg，1日
0.4mgまで増量可能。
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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。

薬剤師の処方提案により蜂窩織炎の再発防止に繋がった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？  介護施設に入居している患者が数カ月の間に右前腕に複数回“蜂窩織炎”を発症しており，なか

には入院に至るケースもあった。医師から予防の相談を受けた薬剤師は，白癬がリスクファク
ターになっている可能性を指摘し，白癬の治療が行われた結果，その後は蜂窩織炎の再発を認
めなかった。

▼ 処方内容 
80代の女性。内科（訪問診療医）。処方オーダリング/印字出力。

Rp.1

ラミシールクリーム1%  20g
 1日1回　右腕　塗布

クレナフィン爪外用液10%  3.56g
 1日1回　右手爪　塗布

経緯
　患者は介護施設に入居しており，日中はほとんど車椅
子に座っている。自立移動はできず，介護職員が移動を
行っている。患者は腕の筋肉が固縮していて動かせない
ため，車椅子の肘かけに腕が長時間あたってしまう状況
であった。そのため，タオルを腕に巻いて傷や褥瘡にな
らないように保護していた。
　患者は，5～8月の間に複数回，蜂窩織炎を発症してお
り，なかには入院に至るケースもあった。発症部位である
右前腕に傷ができたり，不潔になったりしないように予防
策を行っていたが，再発してしまっていた。9月の定期往
診時に同行していた薬剤師は，医師から繰り返し発症して
いる蜂窩織炎の予防に何かできないかと相談を受けた。
　これまで蜂窩織炎は，内科往診医による抗菌薬投与（注
射の場合：セフォペラゾン注射，内服の場合：セフカペ

ンピボキシル錠またはレボフロキサシン錠）によって改善
していたため，特に皮膚科の受診はなかった。しかし，
往診医療機関には皮膚科専門医も在籍しており，医師は
今後，皮膚科専門医に蜂窩織炎予防の相談をすることも
考えていた（実際には相談に至らなかった）。
　往診に同行していた薬剤師は，以前より患者の右前腕
の皮膚の皮むけが多く，ボロボロになっていたので，白
癬の感染もあるのではないかと気になっていた（最初は蜂
窩織炎によってボロボロになっていると薬剤師は感じて
いた）。そこで，医師へ「白癬の感染が蜂窩織炎のリスク
ファクターといわれています。腕の白癬感染を調べ，感
染があれば治療することが予防になるかもしれません」と
情報提供した。検査の結果，右前腕から指先・爪にかけ
て，白癬の感染が認められた。そこで，右前腕にラミ
シールクリームと右手爪にクレナフィン爪外用液による

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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はじめに

　アスリートは筋力の向上や脂肪の効率良い燃焼，疲労回復などのためにサプリメントを利用しています。

サプリメントの服用について，これまでは「サプリメントは自己責任のもと，気を付けて服用してくださ

い」と注意喚起をしてきました。しかし，2016～2017年のドーピング検査においてサプリメントによる印

象的な事例が2件起こり，それだけでなく，本来，品質管理が行き届いているはずの医薬品に禁止物質が

混入していた事例もあり，「どれだけ気を付けてもサプリメント服用によるリスクは回避できない」との見

方が有力となりつつあります（表1）。

　また，2019年4月3日に日本アンチ・ドーピング機構（Japan Anti-Doping Agency：JADA）から，サ

プリメント分析認証プログラムを2019年3月末をもって終了するという発表がされ，国内で問題なく使用

されてきたJADAのアンチ・ドーピング（AD）認証サプリメントが今後使用できなくなります。

　そこで，本稿ではサプリメントとは何か，またアスリートのために何を基準にサプリメントを選ぶべき

かを考えます。

はじめにはじめに

アンチ・ドーピングから考えるサプリメント第11回

静岡県体育協会スポーツ医科学委員会　大石 順子

種　類 報告番号（決定日） 競技種目 検出物質 制裁内容 備　考

事例1 サプリメント 2016-007
（2016年12月22日） サッカー メチルヘキサンアミン 競技成績の失効，

譴責のみ

事例2 サプリメント 2016-008
（2016年12月26日） 自転車 1-テストステロン

1-アンドロステンジオン

競技成績の失効，
資格停止4カ月
間（2016年10月
28日～）

制裁内容は公益財団法
人日本スポーツ仲裁機構
の JSAA-DP-2016-
001仲裁判断

事例3 医薬品 2018-002
（2019年2月22日） レスリング アセタゾラミド 競技成績の失効 競技者に過誤または過

失がない事例

〔日本アンチ･ドーピング機構：国内のアンチ・ドーピング規則違反決定（https://www.playtruejapan.org/code/violation/dcision.html）より〕

表1　アンチ・ドーピング規律パネル決定報告
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　乳幼児（0～5歳）をもつ保護者72名にインターネット
にてアンケートを実施した。風邪の症状で抗菌薬が処方
された経験がある方は85%とやはり多い結果となった
（図1①）。国立国際医療研究センター病院などの調査で，
抗菌薬が風邪やインフルエンザに効果があると思ってい
る方は約50%もいるというデータもある1）。
　抗菌薬を薬剤師から飲みきるよう指導されたかという
質問に対し約75%が「指導された」と回答したが，飲みき
る理由を聞いた方は35%しかいなかった（図1②）。この
結果から，半数以上の方は薬剤師から飲みきる理由，つ
まり耐性菌について説明されていないことがわかった。
　「実際に飲みきれたか」という質問に対しては70%が

「飲みきれた」と回答し，子どもへ薬を飲ませる際に苦戦
した経験がある方は70%と多かった（図1③，④）。また，
半数以上の方が薬を飲ませるときはジュースやアイスな
どに混ぜて飲ませていることもわかった（図1⑤）。
　最後に，耐性菌についての意識調査をしたところ70%
の方は耐性菌に関する知識をもっておらず，認知度はと

抗菌薬の使用歴や耐性菌に関する 
意識調査の実施　近年，耐性菌の増加が世界的に大きな問題となってい

る。抗菌薬が普及し始めた1940年代から耐性菌が次々と
見つかるようになり，その後は急速に拡散している。薬
剤耐性に関して何も対策をとらない場合，「2050年には
1,000万人の死者が想定される」と英国のJim O'Neillレ
ポートにて発表された。これはがんによる死者数を上回
る数字であり，恐ろしい予測である。国内では厚生労働
省において2016年に『薬剤耐性（AMR）対策アクション
プラン』が決定された。また，2017年には『抗微生物薬
適正使用の手引き 第一版』が作成され，薬剤耐性対策普
及活動もさまざまなところで行われている。
　同じ抗菌薬の長期使用や低濃度投与，服薬中断などは，
耐性菌が発生しやすい環境を作り出す。特に，わが国は
小児への抗菌薬使用率が高く，苦味を嫌がって途中で薬
を飲まなくなることも多いため，小児での服薬が課題で
ある。当薬局では，小児への抗菌薬適正使用に焦点を当
て，服薬指導だけでなくその後のフォローも実践した。
また，耐性菌に関しての認知度の低さも問題視し，地域
住民に対して啓発活動を行った。
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クオール薬局鎌塚店

　笹原 彩可

第12回日本薬局学会学術総会　ポスター紹介

　わが国で処方される抗菌薬のほとんどが外来での経口抗菌薬であり，広域な抗菌薬の使用率が高いといわれてい
る。不必要な抗菌薬の使用だけでなく，自己判断での服薬中断による耐性菌出現の危険性も高い。当薬局では，小
児の抗菌薬適正使用についてアンケート調査による実態把握や，ツールを用いた服薬指導と電話での投薬後フォロー
によるアドヒアランス向上の取り組みを行った。また，地域住民へ抗菌薬適正使用に関する啓発活動を実施した。

小児の抗菌薬適正使用への介入
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