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特  集

患者の満足度を上げるには?
国立病院機構 京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室　坂根 直樹

　薬局において，どんなことに留意すれば患者の満足度が上がるのであろうか?　そのヒン

トは，狩野紀昭氏が1980年代に開発した顧客満足モデルにある1）。このモデルでは，顧

客満足度を3つのニーズ（当たり前，一元的，魅力的）に分けている。

　当たり前ニーズとは，充足しているのが当たり前で，充足していなければ顧客の不満がた

まることになる2）。これを薬局にあてはめると，薬代の支払いや薬の錠数を間違えないなど，

できていて当たり前（不可欠）のニーズである（図）。しかし，この当たり前のことを間違え
ると，来局した患者の満足度が著しく下がる。一方，一元的ニーズは，充足すれば満足度

が一元的に増え，不充足となれば一元的に減るニーズである。具体的な例は，薬局での待

ち時間である。待ち時間は短ければ短いほどよいので，一元的ニーズである。ジェネリッ

ク医薬品に変え，費用負担を軽減することも一元的ニーズにあたる。

　現在，身近に相談できる「かかりつけ薬局」や，薬の飲み合わせや副作用以外に日常の健

康相談に気軽にのってくれる「かかりつけ薬剤師」に注目が集まっている。かかりつけにな

るためには，薬局を訪れた患者の満足度を上げ，差別化を図る魅力的ニーズが必要となる。

これは充足すれば満足度は上がるが，不充足であっても仕方がないと受け止められるニーズ

である。これこそが，今回のテーマでもある「エビデンスに基づく慢性疾患の生活指導」に

あたる。

　糖尿病の食事療法ついては松田美和先生（アイン薬局とよとみ店）に，運動療法について

は梅垣真紀子先生（まるいし薬局）にそれぞれ症例を交えて解説いただいた。糖尿病合併症

を引き起こすリスク因子の一つである治療中断については，岡田浩先生（京都大学大学院医

学研究科社会健康医学系健康情報学）に治療中断を予防する生活指導のポイントをお願い

慢性疾患の生活指導に差がつく！ 
食事と運動のエビデンス
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した。そして，高血圧治療の意欲と関心を高める服薬支援については野村洋介先生（株式会

社阪神調剤薬局西関東エリア）に，COPD（慢性閉塞性肺疾患）の療養指導については天野

加奈子先生（ファーコス薬局高松）に，脂質異常症における食事療法と運動療法については

当教室の河口八重子先生にそれぞれ執筆いただいた。

　この特集が，食事療法と運動療法のエビデンスを知って専門的なアドバイスをしたい薬

剤師さんの参考になることを願っている。

引用文献

	 1）	狩野紀昭，他：魅力的品質と当り前品質.	品質,	14	:	147-156,	1984
	 2）	山口晴巨：薬局における患者満足度に関する狩野分析；古き良き実践例と現代の課題への応用について.	社

会薬学,	36	:	126-129,	2017

図　狩野モデルを用いた薬局における顧客満足度
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8 調剤と情報  2019.9（Vol.25 No.12）（1800）

はじめに

　糖尿病をはじめとする慢性疾患をもつ患者に対し
て同じような服薬指導を繰り返していると，マンネ
リ化することが知られている。患者の満足度を高め
るためには，食事と運動のエビデンスに基づいた具
体的なアドバイスができるようになることである。
また，①スルホニル尿素（SU）薬と低血糖，②メト
ホルミンとビタミンB12不足，③SGLT2阻害薬と脱
水・体重減少─など，薬剤と関連して食事と運動
のアドバイスをする必要性が薬局薬剤師にも出てき
た。
　そこで，本稿では「エビデンスに基づく慢性疾患
の生活指導」と題して，エビデンスの探し方と伝え
方について概説する。

薬局における慢性疾患の�
生活指導の課題

　糖尿病をはじめとする慢性疾患の患者は，かかり
つけ医から食事や運動のアドバイスを受けている。

しかし，食事や運動の療養指導が不得手な医師もい
る。 そういっ た医 師はHbA1cの値だけをみて，
HbA1cが上昇していれば「もっと食事や運動に気を
付けなさい！」，HbA1c値が変わらなければ「この調
子で」，HbA1c値が低下していれば「頑張っていま
すね」といった指導が行われている。これは“HbA1c
外来”と揶揄されている。
　そういった指導を受けている患者が薬局を訪れた
際に，「先生から食事に気を付けろと言われたけど，
何をしたらいい?」と尋ねてくることがある。その際，

「間食を控えましょう！」「ご飯よりも野菜を先に食
べましょう！」「ご飯を控えましょう！」など，一般
的で曖昧な情報を伝えるだけでは患者の心には響か
ない。

巷では健康情報が氾濫

　巷では，糖尿病に関する健康情報が氾濫している。
2002年の糖尿病実態調査では，男女とも「病院・診
療所」（男性25.8%，女性20.8%）よりも「テレビ・ラ
ジオ」（男性63.7%，女性74.1%）から糖尿病に関する
情報を得ている人が多かった。また興味深いのは，

特 集

　急性疾患に比べて，糖尿病などの慢性疾患をもつ患者の服薬指導はマンネリ化しやすい。

薬局において患者の満足度を向上させるには，魅力的ニーズである食事と運動のアドバイ

スを充足させる必要がある。しかし，一般的で曖昧な食事と運動のアドバイスだけでは患

者は満足しない。

summary

エビデンスに基づく慢性疾患の 
生活指導

国立病院機構 京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室　坂根 直樹

慢性疾患の生活指導に差がつく！　食事と運動のエビデンス
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13調剤と情報  2019.9（Vol.25 No.12） （1805）

はじめに

　糖尿病治療の目標は，健康な人と変わらない生活
の質（QOL）の維持と寿命の確保である。そのために
は，合併症が発症しないよう血糖，体重，血圧，血
清脂質の良好なコントロールの維持が必要になる。
糖尿病治療の基本である食事療法は，知識とともに
日々の自己管理が要求される。日々の生活のなかで
良好な血糖コントロールを維持できない要因として，
食事の影響と，その精神的負担感が大きいことが考
えられる。患者自身が前向きに治療に取り組めるよ
うに薬局薬剤師がどのように支援するべきか，個々

特 集

　薬局薬剤師は，糖尿病患者の服薬指導のなかで食事療法についても指導する場面がある。

薬剤師が食事のエビデンスを説明することで患者の糖尿病療養に対する関心が高まる場合

があるため，エビデンスを効果的に伝えるために，普段から投薬時に患者の治療に対する

考え方や生活背景を把握しておくことが重要である。

　エビデンスを患者にとって知りたい情報に変えるアプローチを行うことで，患者の行動

変容に繋がることも少なくない。

summary

食事療法
アイン薬局とよとみ店　松田 美和

慢性疾患の生活指導に差がつく！　食事と運動のエビデンス

糖尿病

a： 日本で初めて実施された薬局による糖尿病患者へのランダム化比較試験をもとに開発された薬剤師研修プログラム（3☆ファーマシスト研修）。現在は年1回，大阪で5回
シリーズとして実施されている。

の患者にあわせて検討しなくてはいけない。
　筆者は，患者自身が療養に長期的に向き合うには，
従来の服薬指導からさらなる工夫が必要と考えてい
た。そのときに出会ったのが，糖尿病エンパワーメ
ント・アプローチという支援方法である。アプロー
チ方法を服薬指導から“支援”に変えた結果，患者
自身が自ら考え，行動するようになったケースが増
えたと感じている。
　本稿では，行動科学やPatient Centered Careア
プローチ研修aで学んだ患者支援スキルについて，
薬剤師がどのような切り口で患者にエビデンスを伝
えることが患者の行動変容に有効であるか，失敗例
と成功例による簡単な問答例を通じて紹介したい。
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18 調剤と情報  2019.9（Vol.25 No.12）（1810）

はじめに

　糖尿病の治療目標は，良好な血糖値を維持するこ
とで，合併症の発症や進展を阻止し，「健康な人と
変わらない日常生活の質（QOL）の維持，健康な人と
変わらない寿命の確保」をすることである1）。糖尿病
患者にとって，運動療法は血糖コントロールを改善
するだけでなく，心肺機能を高めて転倒を防止し，
健康寿命を延伸させる。

　薬局薬剤師が糖尿病患者の生活改善の支援を行う
ことにより，血糖コントロールが改善することは明
らかになっている。しかし実際は，薬局で患者から
食事や運動の相談を受けても，必ずしも自信をもっ
て指導できていないのかもしれない。
　本稿では，『糖尿病治療ガイド2018-2019』やメタ
アナリシスの結果をもとに，薬局店頭で薬剤師がエビ
デンスに基づいて簡便に患者の運動療法を支援でき
る方法について，患者との会話例を用いて紹介する。

60歳女性

　糖尿病に加え，高血圧，脂質異常症の既往があり，近隣の内科にて治療中。糖尿病は5年前に診断されて

以降，薬物療法を行っている。

処方内容： Rp1） アムロジピン錠5mg　　　　　1回1錠（1日1錠）  

ロスバスタチン錠2.5mg　　　1回1錠（1日1錠）  

1日1回　　朝食後 

 Rp2） メトホルミン錠250mg　　　　1回1錠（1日3錠）  

1日3回　　毎食後

症例

　糖尿病患者に長期継続的に関わる薬局薬剤師は，糖尿病の薬物療法に留まらず，患者の

療養行動を継続的に見守り，支援することが必要である。薬剤師は，患者の療養行動を承

認し，場合によっては患者のニーズにあわせた情報提供をすることも求められる。

　糖尿病患者と薬剤師が良好な関係を築くことは患者の治療継続に繋がり，薬剤師は患者

の生活の質（QOL）の維持に貢献できる。

summary

運動療法
まるいし薬局　梅垣 真紀子

特 集

慢性疾患の生活指導に差がつく！　食事と運動のエビデンス

糖尿病
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23調剤と情報  2019.9（Vol.25 No.12） （1815）

はじめに

　糖尿病が強く疑われる者（糖尿病有病者），糖尿病
の可能性を否定できない者（糖尿病予備群）はいずれ
も約1,000万人と推計されている（図1）1）。糖尿病治
療の目標は，「合併症の発症，進展を阻止して，健
康な人と変わらない日常生活の質（QOL）の維持，健
康な人と変わらない寿命の確保」である2）。
　糖尿病の治療中断は，糖尿病の合併症を急速に進
行させる。中断が長期化すればするほど，合併症が
重症化することが報告されており3），医療者は患者
の治療を中断させないように患者との関係には気を
配るべきである。糖尿病の治療中断の理由として，

「忙しい」「経済的な負担」が上位に挙がるなか，「医
療機関との関係の悪さ」も理由に挙げられているこ
とが報告されている4）。また，治療中断の意思があ
る患者では，糖尿病治療の満足度が低い5）一方，開

業医とスタッフが糖尿病患者への働きかけを行うこ
とで，治療中断率が通常群8.3%に比べて支援群3.0%
と改善することが報告されている6）。
　患者が医療機関を受診した際に，最後に訪れる場
所は薬局である。患者と良好な関係性を築き，患者
の糖尿病治療満足度を少しでも高め，治療を継続で
きるように支援することも薬局薬剤師の仕事ではな
いだろうか。本稿では，糖尿病患者が初めて薬物療
法を開始するときに，薬剤師として何を伝える必要
があるのか，失敗例と成功例を通じて解説する。

特 集

　定期的に受診し，治療と療養行動を継続している糖尿病患者に対して，医療者は治療継

続の意欲を失わせるような対応をしてはならない。糖尿病患者が治療を中断すると，合併

症が急速に進行することがわかっているからである。

　患者が中断する理由には，「忙しい」「体調が良い」「経済的な負担」などがある。治療を

継続するためには，初期の段階で治療の重要性と優先度を上げるような情報提供ができる

とよい。患者と良好な関係を築き，来局がなければ連絡するようなことも必要になる。医

療者による患者への関わり方によって治療中断を減らすことは可能であり，薬局薬剤師は

糖尿病患者が治療と療養行動が継続できるような支援をすべきである。

summary

治療中断と予防
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学　岡田 浩

慢性疾患の生活指導に差がつく！　食事と運動のエビデンス

糖尿病
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特 集

　高血圧患者の多くは，自覚症状がないゆえに治療に対する意識やモチベーションを維持

することが難しい。

　薬局薬剤師は処方変更がない場合は薬剤の説明が必要ないため，何を話したらいいのか

わからないという声も聞かれる。その一方で，患者は降圧薬の服用で血圧が改善すると，

治癒したと誤解し，治療中断に繋がることも報告されている。薬剤師には，患者の意識に

対して適切な理解を促す介入が必要とされている。薬局薬剤師は，高血圧患者が治療と療

養行動を継続して取り組めるような支援をすべきである。

summary

高血圧治療の意欲と 
関心を高める服薬支援

株式会社阪神調剤薬局 西関東エリア　野村 洋介

慢性疾患の生活指導に差がつく！　食事と運動のエビデンス

はじめに

　わが国の高血圧患者数は，約4,300万人と推定さ
れる。そのうち3,100万人が管理不良であり，その
なかに高血圧を認識していない者が1,400万人，認識
しているが未治療の者が450万人いると推計されて
いる1）。日本人の高血圧の特徴は主に，①食塩摂取
量の多さ，②肥満とメタボリックシンドロームの増

加─の2つが挙げられている2）。すなわち，薬物
治療の継続に限らず，患者自身の生活習慣の改善は
大いに降圧効果が期待できるのである。
　患者と良好な関係性を築きつつ患者自身の治療に
対する意識を高め，支援することが薬局薬剤師に求
められるのではないだろうか。本稿では，高血圧患
者が継続して薬物療法を行ううえで，薬剤師として
何を伝える必要があるのか，失敗例と成功例を通じ
て解説する。

52歳男性

薬　　歴：毎回Do処方で，特に変わりなし

併 用 薬：なし
処方内容： Rp1） バルサルタン錠80mg　1回1錠（1日1錠）　　＊今回からバルサルタン40mg→80mgへ増量  

1日1回　朝食後　　   28日分

投薬場面：
［失敗例］
　 　　 今回は前回と同じ薬で，量が増えています。血圧が上がってしまったのですか?

 　　 そんな変わらないけど少し上がっていたのかな……。血圧ってどこまで下げればいいの?

症例

薬剤師

患者
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特 集

　わが国では，多くのCOPD（慢性閉塞性肺疾患）患者が見過ごされている可能性がある。

そのため，呼吸器疾患だけでなくすべての患者に対して，COPDについての認識や理解を

高める関わりを行う必要がある。

　薬局薬剤師は禁煙指導，吸入指導だけでなく，急性増悪に対して効果があるとされてい

るインフルエンザワクチン，肺炎球菌ワクチンの接種への誘導など，日常業務を通じて

COPDの啓蒙を行うことで，患者の予後改善に寄与できる可能性がある。

summary

COPDにおける療養指導
ファーコス薬局高松　天野 加奈子

慢性疾患の生活指導に差がつく！　食事と運動のエビデンス

はじめに

　厚生労働省の調査によれば，COPD（慢性閉塞性
肺疾患）患者数は26万人で，年間約1万8,000人がこ
の病気で死亡し，日本人男性の死亡原因の第8位に
なっている1）。
　しかし，大規模疫学調査NICEスタディによれば，
COPD罹患率は日本人の8.6%，40歳以上の約530万
人，70歳以上では約210万人にも上ると報告されて
おり，治療を受けていない患者が多いことが推定さ
れる2）。この背景には，COPDに対する社会的な認

知度が低いことが問題とされている3）。COPDに対し
ては禁煙，吸入剤による薬物療法だけでなく，急性
増悪を予防するワクチン接種の推奨など薬局でも実
施可能な支援が多く，地域包括ケアシステムのなか
で薬局が取り組むべき課題の一つである4）。
　本稿では，喫煙患者が禁煙を決意するために薬剤
師がどのようなことを確認し，決意を後押しするの
かを解説する。また，薬剤師が実際に薬局でどのよ
うに禁煙の継続を支援するのか，そして吸入剤の治
療継続を支援するためにCOPD患者とどう関わるの
かについて，3つの事例を通じて紹介する。

68歳男性

　近隣の内科から糖尿病治療薬，基幹病院からリバーロキサバンの処方あり。また，1年前にも禁煙ガムで

禁煙を試みたが，失敗している。

処方内容：Rp1） スピオルトレスピマット　　1個  

1回2吸入　1日1回吸入

投薬場面：
 　　 先生からタバコをやめろと言われて，禁煙ガムで禁煙しようと思って。甥っ子がタバコを吸ってい

��

症例①

患者
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はじめに

　2017年の国民健康・栄養調査において，コレステ
ロールを下げる薬を使用している者の割合は11.2%

（20歳以上，年齢調整値）であり，60代で19.5%，
70歳以上では28.4%と報告されている1）。脂質異常
症に関わるものはコレステロールと中性脂肪である。
コレステロールは細胞膜やホルモンを作るもととな
り，LDLコレステロールとHDLコレステロールの
2種類がある。LDLコレステロールは単独で強力に
動脈硬化を進行させる。一方，中性脂肪は身体のエ

ネルギー源として利用されるが，残ると全身の脂肪
細胞や肝臓に蓄積されて脂肪肝や，血液中で増加す
ることにより動脈硬化を促進させる。
　動脈硬化性疾患の予防には，食事や運動，禁煙な
どの生活習慣の改善が欠かせないが，危機感の薄さ
からか，実践できなかったり，自己判断や誤った情
報をもとに実践したりしているケースも少なくない。
また薬物療法に関しても，さまざまな情報が錯乱す
るなかで数値が良くなると自己判断で服薬を中断し
てしまうことも多いため，薬局での定期的な声かけ
がアドヒアランス向上のために重要となる。

52歳女性

薬　歴： 3年前に近医の内科から高コレステロール血症を指摘され，脂質異常症治療薬（プラバスタチン）を
処方されるも3カ月後に自己判断で中断。その後，受診も中断

処方内容： Rp1） プラバスタチン錠10mg　1回1錠（1日1錠）

  1日1回　夕食前 28日分

投薬場面：

症例

特 集

　脂質異常症といえば，多くは「高コレステロール血症」「高中性脂肪血症」だが，食事療

法のポイントはそれぞれ異なる。

　本稿では，高コレステロール血症に対して誤解が多い3つのポイントである，①卵（コレ

ステロールが多い食品）を控えることよりも飽和脂肪酸の多い食品に注目すること，②家族

性高コレステロール血症患者でも食事療法は必要であること，③有酸素運動はLDLコレス

テロール改善にも有効であること─を伝えたい。定期的に的確な声かけが必要である。

summary

脂質異常症における 
食事療法と運動療法

国立病院機構 京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室　河口 八重子

慢性疾患の生活指導に差がつく！　食事と運動のエビデンス
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ステロイド外用剤の使い方が
ポイント

　2018年に『アトピー性皮膚炎診療ガイドライン

2018』が公開されましたが，まずはこのガイドライ

ン（以下，GL）のポイントについて教えていただけ

ますか。

大矢　これまでわが国には日本皮膚科学会編集の皮

膚科専門医を対象としたものと，日本アレルギー学

会編集の主に開業医/小児科医・内科医を対象とし

たものの，2つのアトピー性皮膚炎に関するGLがあ

りました。それらに大きな違いはありませんでした

が，日本で2つのGLがあるのはよろしくないという

理由から，両学会が合同で『アトピー性皮膚炎診療

ガイドライン2018』を新たに作成することになりま

した。体裁は，クリニカルクエスチョンやシステマ

ティックレビューを入れるなどエビデンスベースト

に統一する一方，病態生理や疫学といった教科書的

な記述も入れています。

　治療内容として大きく変わった点は，ステロイド

外用剤の使い方です。これまでは，重症度と年齢か

らステロイド外用剤の強さを選択していました。今

回のGLでも重症度は考慮しますが，皮膚の吸収度

の違いを考慮し，顔や体幹，四肢など部位ごとに適

切な強さのものを選んで寛解を目指すことになりま

1985年3月  名古屋大学医学部卒業
1985年6月 半田市立半田病院研修医
1986年4月  名古屋大学医学部附属病院小児科医員
1991年4月 国立名古屋病院小児科医員
1995年12月  国立小児病院アレルギー科医員
2002年3月  国立成育医療センター第一専門診療部

アレルギー科医長
2018年6月より現職

大矢 幸弘

国立研究開発法人
国立成育医療
研究センター 
アレルギーセンター長

アトピー性皮膚炎
─ GL改訂を踏まえ，

薬局に求めること

した。最初から薬を変えずに皮膚を綺麗にできる強

さのステロイド外用剤を選ぶことになったのです。

　以前のように，最初はひどいからと強いステロイ

ド外用剤を選び，軽くなると弱いものに変えてしま

うと，治しきれないのです。本格的にプロアクティ

ブ療法をするには，最初から寛解に至るまで同じ強

さのステロイドで皮膚を綺麗にしないといけません。
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　10月13日より2日間，第52回日本薬剤師会学術大会が山口県で開催される。山口県で初の開催となる本大
会に向けての意気込みや，参加の際の注意点について，山口県薬剤師会会長の中原靖明氏に話を伺った。

時間かけ検討した大会プログラム

─ まずは，学術大会開催に向けた意気込みをお聞

かせください。

　今回のような地方開催の学術大会は，都市開催と
比べ宿泊や交通などの面でリスクが大きいです。そ
のため5年前に開催が決まってから今日まで，山口
県で初の学術大会となる本大会に人を集めるための
工夫や検討を重ね，参加者に少しでもご満足いただ
けるように，プログラムやイベントについて時間を
かけてしっかりと準備いたしました。
　山口県薬剤師会には2,600人以上の会員がおり，
県内にいる病院薬剤師の9割以上，ほとんどの行政
関係者の薬剤師の方にもご入会いただいております。
こういった方にも興味をもっていただけるようなプ
ログラムにしました。学術大会は，少なくとも今後
何十年と，山口県で開催されることはないでしょう。
現役の薬剤師にとっては，人生で最後の自県開催の
学術大会といっても過言ではありません。だからこ
そ，他県の薬剤師はもちろんのこと，県内の薬剤師
にもたくさん参加してほしいという思いでいます。

─ 具体的にどのような工夫をされたのでしょうか。

　他県同様，当会も研修事業に力を入れております。

そのなかで，研修会を開催しても参加者が固定化さ
れ，なかなかそれ以上の人数が集まらないという問
題があります。そのなかで，どのような講演ならそ
れ以外の参加者も来てくれるのか，事前に県内でさ
まざまな企画をすることで検討を重ねてきました。
　本大会から挙げると，2018年にノーベル医学・生
理学賞を受賞された本庶佑先生（京都大学高等研究
院 副院長・特別教授）の大会特別記念講演に注目い
ただきたいです。本庶先生は高校まで山口県で過ご

社会や国民のため， 
薬剤師ができることを考える「原点」
─ 第52回日本薬剤師会学術大会に向けて

 編集部

インタビュー

中原靖明氏（山口県薬剤師会会長）
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はじめに

　この連載も最後の回を迎えることになりました。半年間お付き合いいただき，ありがとうございま
した。最終回は，まず新人薬剤師K君の薬歴を題材に展開していきたいと思います。
　K君がα-グルコシダーゼ阻害薬（α-GI）であるボグリボースを投薬するのは今回で2回目。1回目
は，耐糖能異常による2型糖尿病の発症抑制を目的とした患者へのα-GI単剤での投薬に対し，①食
直前に服用する。食事の途中で飲み忘れに気が付いたら服用OK，②低血糖症状を説明し，ブドウ糖
を提供する─といった服薬指導の内容でした。この投薬時の服薬指導②については，指導薬剤師
より次のような指摘事項がありました。

《服薬指導②に対する指導薬剤師の指摘事項》

1． α-GI単独では，低血糖のリスクは低く，ブドウ糖の提供まで必要になることはほとんどない
2． 最も生じやすい副作用は，お腹の張り，便秘，ガスといったもので，慣れることが多い（同効薬の

ミグリトールでは，便秘より下痢が多い傾向にある）
3． α-GIは麻痺性イレウスの原因薬である→麻痺性イレウスの『重篤副作用疾患別対応マニュアル』
（図）を紹介

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

第6回   副作用リスクが増大する条件を 
知っておきたいシーン

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
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骨粗鬆症とは

　ときに“寝たきり”の原因となる骨折は，高齢になれ

ばなるほどリスクが高まるため，予防が重要になる。

骨折は，極度の衝撃が加われば誰にでも起こりうるが，

骨がスカスカになってしまう骨粗鬆症の患者は，日常

のちょっとした動作によっても骨折してしまうことが

ある。骨は，破骨細胞によって骨が壊される過程であ

る“骨吸収”と，骨芽細胞によって骨を形成する“骨形

成”を繰り返している。1つの骨がまったく新しい骨に

変わるには3～4カ月，全身では約3年でまったく新し

第6回　骨粗鬆症治療薬

柴田　佳太　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

薬理学編

フォサマックは，なぜ朝飲むの?

フォサマックの患者さん向け指導箋

〔MSD株式会社：骨粗しょう症治療薬 フォサマック錠35mg
ののみ方より〕

効果を最大限に引き出すために，
フォサマック錠を
起床時に服用するのは……
なぜ?
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12
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学　岡田 浩

薬局発！

 連載のはじめに

プロローグ：よくある学会風景より
　とある学会の会場で，薬局薬剤師による質問紙調査の結果についての発表が行われています。
「そこで今回，来局する患者さんの薬局への満足度をアンケートで調べることにしました。結果
は，90%の患者さんが“大変満足”と“満足”で，“普通”は10%，“不満足”と“大変不満足”と
いう回答はありませんでした。今回の結果から，患者さんの薬局への満足度が大変高いことがわ
かりました……」

　こんな学会発表を目にしたことはありませんか？　自ら質問紙を作り，薬局で患者さんに依頼して
データを集め，スライドも作って学会で発表するなんて，日々忙しい薬局の薬剤師業務と平行して行
うのは本当に大変なことです。また，そんななかでも学会で発表してみようという熱意は素晴らしい
ものです。多くの人の前で自分が集めたデータを発表することは，本人だけでなく，薬局の同僚たち
にとっても誇らしいことでしょう。
　しかし私は，冒頭の例のように調べたデータを示すだけだったり，何が新たにわかったのかが明確でな
かったりする，“学会で発表する意義”がよくわからない発表は本当にもったいないと思っています。せっ
かく忙しい薬局の日常業務のなかで，貴重な時間を使って調査をするのです。自分の勤める薬局内だけ
ではなく，他の薬剤師にも役立つ結果を得られるような研究計画を立て，取り組むこともできるはずです。
　詳しくは次回（STEP 2）書きますが，上の例ならば質問紙調査の方法やデータの集め方に問題があ
りそうです。どんな研究でも何らかの先行研究が行われていることがほとんどですから，それと同じ
質問紙を使うことが基本です。過去の研究と同じものを使うことで過去のデータと比較できるうえ，
論文になっているような質問紙の多くは信頼性や妥当性が検討され，科学的に再現性が高いとみなさ
れているからです。
　また，上の例のように統計解析をしていない発表は少なくないですが，数の多い・少ないだけでな
く，差があるかどうかを解析しておきたいところです。どのような集団を対象に，どのような方法で
調査したのかと，質問紙票の回収率（回収数/配布数）もデータの信憑性を評価するうえで重要な情
報です。例えば，薬剤師が見ている前で記入してもらえば，薬局についての悪い評価は書きにくくな
ります。また，そもそも質問紙調査を受け入れてくれる患者は薬局への評価が高い可能性もあります。
　この連載では，薬局における臨床研究の方法について，学会発表をゴールとした12ステップに分
けて紹介していきます。この連載を読んだ皆さんに「自分の薬局でも研究を始めてみようかな」と少
しでも思っていただけたら幸いです。
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中村 雅胤　参天製薬株式会社研究開発本部

はじめに

　近年，生物学的製剤や分子標的薬などの従来とは
異なる新しい作用機序を有する薬剤が種々開発され
ており，難治性疾患に対する治療成績も良くなって
います。一方で，これらの新しい全身治療薬により，
新たな副作用として薬剤性眼障害が発生することも
報告されています。全身薬による眼科領域での副作
用には，角結膜障害，網膜障害，ぶどう膜炎，緑内
障，視神経障害などがあり，極めて多岐にわたって
報告されています。本連載においても，各種薬剤性
眼障害について解説されています。また，他誌でも
特集として取り上げられています1，2）。基本的に全
身薬による薬剤性眼障害に対しては，できるだけ早
期に発見して適切な対応をとることが重要です。
　一方，眼科疾患において，各種疾患の薬物治療の
基本は点眼剤の投与によって行われています。点眼
剤は，有効成分である主薬に加えて，製剤化するた
めに防腐剤や安定化剤などの添加剤が含まれており，
主薬自体の主作用や副作用に加えて，添加剤による
眼局所への影響や眼障害についても理解する必要が

あります。特に，眼科疾患は加齢によるものが多く，
加齢により涙液分泌機能が低下している，あるいは
眼表面が脆弱化している症例では，点眼剤の主薬あ
るいは添加剤による角結膜上皮障害が懸念されま
す。
　本稿では，点眼剤による眼障害，特に角結膜上皮
障害の軽減に向けた製薬企業の取り組みを中心に紹
介します。

点眼剤による眼障害

　点眼剤による副作用は，眼の痛み（刺激感），掻痒
感，充血などの眼の症状を訴えるものが中心ですが，
点眼剤の有効成分によると考えられる眼障害も種々
報告されています3）。代表的な点眼剤の治療分類と
主な眼障害を表1にまとめました。眼障害としては
種々の報告はありますが，特に角膜（上皮）障害を引
き起こすことが多く報告されています。詳細は各点
眼剤の添付文書を確認していただきたいと思います。
　点眼剤には，主薬以外に種々の添加剤が製剤化の
ために含有されていますが，特に防腐剤による角結膜

薬剤性眼障害の軽減に向けた
製薬企業の取り組み第8回
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素早く信頼できる情報を入手するためには?

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/ファーマシィ薬局益田センター
TAMARU Yoko田丸 蓉子

第 9 回 素早く信頼できる情報を入手するためには ?
─二次資料を活用する

はじめに

　薬局では，しばしば患者から治療について相談され
たり，意見を求められたりします。薬剤師は，医師と
患者の関係性に注意を払いながら，限られた時間で素

早く情報提供を行うことが求められますが，簡単なこ
とではありません。今回は薬局で行う情報提供につい
て，以下の事例（Case 6）から考えていきましょう。患
者の希望と医師の推奨する治療法に相違があり，治療
効果について意見を求められた場合，どのようにアプ
ローチすればよいのでしょうか。

Case 6

　　 今回の疑問　進行膵がんの治療方針について，どう思いますか?

　あなたはある日，膵がん（肝転移なし）の手術後にS-1単独療法を受けていたAさん（71歳，女性）に相談を

もちかけられました。AさんはS-1単独療法で7カ月ほど安定していたそうですが，腫瘍増加で進行性となっ

たため，治療方針の転換が必要になったとのことでした。

　主治医のB先生に「別の抗悪性腫瘍薬に変えたほうがよい」と言われたAさんは，不安に思ったためC先生に

も意見を聞くと「抗悪性腫瘍薬はやらず，緩和治療をしたほうがよい」と言われたそうです。意見が違うことに不

信感を覚えAさんなりに調べた結果，ガンマナイフがよいと思ったとのことでした。ところが，B先生にそう相

談したところ，「好きなようにすればいい」と突き放すように言われてしまい，Aさんは「どうしたらよいか?」と

あなたに相談されたのでした。さて，どのように情報を集め，Aさんにどうアプローチすればよいのでしょうか。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
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ミネブロ錠1.25mg，2.5mg，5mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第220回

ミネブロ錠の概要

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

ミネブロ錠1.25mg，2.5mg，5mg
（エサキセレノン）

医薬品名 ：ミネブロ
一般名 ：エサキセレノン
薬価基準収載日 ：2019年2月26日
薬価 ： ［1.25mg］46.9円/錠 

［2.5mg］89.9円/錠 
［5mg］134.9円/錠

製造販売 ：第一三共株式会社

 効能・効果
　高血圧症

 用法・用量
　 通常，成人にはエサキセレノンとして2.5mgを1日1回経口投与する。なお，効果不十分な場合は，5mgま
で増量することができる。

 Point
▶ 単剤およびレニン-アンジオテンシン系阻害薬またはカルシウム拮抗薬との併用下で降圧効果を示し，『高血
圧治療ガイドライン2019』で厳格化された降圧目標到達のため必要な薬剤である。

▶ ミネラルコルチコイド受容体（MR）への選択性が高く，女性化乳房や月経異常などの内分泌系の副作用が軽減
されている。

▶ 非ステロイド骨格をもつ化合物であるため，既存のMR拮抗薬よりグルココルチコイド受容体への影響は少な
い可能性が示唆される。

▶  MR選択性が高く，グルココルチコイド受容体阻害作用が弱く，内因性のステロイドホルモン作用に対する影
響が少ない可能性が示唆される。

▶ 高カリウム血症に対しては従来のMR拮抗薬と同様に注意が必要である〔禁忌：血清カリウム値が5.0mEq/L
を超えている患者，重度の腎機能障害（eGFR 30mL/分/1.73m2未満）のある患者，カリウム保持性利尿薬，
アルドステロン拮抗薬，またはカリウム製剤を投与中の患者〕。

TJ201909_107-113_closeup(04)-03.indd   107 2019/08/16   16:31



114 調剤と情報  2019.9（Vol.25 No.12）（1906）

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。

エナラプリル錠による咳の副作用に数年間苦しんでいた患者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？  患者は3年間もの間，安眠できないほど咳の症状がひどかったが，医師は原因薬剤を見逃して

いた。薬剤師が咳の原因はエナラプリル錠による副作用であることを指摘し，処方中止に至り，
咳の症状が改善した。

▼ 処方内容 
60代の女性。Aクリニック。

Rp.1

バイアスピリン錠100mg 1錠
エフィエント錠3.75mg 1錠
ネキシウムカプセル20mg 1Cap
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 1錠
ニフェジピンCR錠20mg 1錠
ピタバスタチンCa錠2mg 1錠
 1日1回　朝食後　28日分
（上記処方一包化）

B総合病院　呼吸器内科。

Rp.2

アドエア250ディスカス60吸入用 1個
 1日2回　1日1吸入

B総合病院　呼吸器内科。

Rp.3

アドエア250ディスカス60吸入用 1個
 1日2回　1日1吸入
キプレス錠10mg 1錠
 1日1回　寝る前　28日分

B総合病院　呼吸器内科。

Rp.4

シムビコートタービュヘイラー60吸入 2本
 1日2回　1日2吸入

B総合病院　呼吸器内科。

Rp.5

アドエア250ディスカス60吸入用 1個
 1日2回　1日1吸入
キプレス錠10mg 1錠
 1日1回　寝る前　28日分
ツムラ柴朴湯エキス顆粒 7.5g
 1日1回　毎食前　28日分

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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　アンケート調査の内容は，①サプリメントや健康食品
の使用の有無，②摂取しているサプリメントの種類，
③サプリメント購入時に専門家に相談しているかどうか，
④サプリメントを選ぶ際に重視する点は何か，⑤サプリ
メント購入時に薬剤師が相談を受け付けていることを
知っているか，⑥今後薬剤師に相談を希望するか，⑦薬
剤師に相談したいこと（自由記載）─とした。

　アンケートに回答した924名（図1）中，サプリメント
を服用しているのは359名（38.8％）であった。性別は，
男性が約34％，女性が約65％であり，女性が多い傾向に
あった。

アンケート調査の内容

アンケート調査の結果

　近年，サプリメントは使用者の健康を補助するツール
として浸透している。しかし，サプリメントに含まれる
成分のなかには，医療機関から処方される薬剤の吸収に
影響を与える可能性があるものが報告されている。例と
しては，①ミネラル成分を含むサプリメント使用による
抗菌薬や骨粗鬆症治療薬とのキレート形成，②パーキン
ソン病治療における，ビタミン剤使用による脱炭酸酵素
阻害薬の作用減弱─などが挙げられる。キレート形成
などによる薬剤の吸収阻害および作用減弱は，患者の治
療に影響を与え，治療の長期化や原疾患の悪化などの恐
れがある。
　そこで今回，2018年5月14日～5月19日の期間にサン
ドラッググループの調剤店舗に来局した患者924名を対
象として，サプリメントの使用状況に関するアンケート
調査を実施した。

はじめに

株式会社サンドラッグファーマシーズ 長湫薬局

佐藤 琢哉

第12回 日本薬局学会学術総会　ポスター紹介

　サプリメントは現在，健康食品として年齢を問わず社会全体に浸透し，使用者の健康増進に寄与している。東
京都健康安全センターの報告では，東京都限定ではあるものの，健康食品の利用状況において全体の66.4％が利
用していたとされ，これは健康に対する関心の高さの表れと考えられる1）。しかしながら，疾病の罹患率も平均
寿命の上昇に比例して増えており，サプリメントと医療機関から処方される薬剤との同時使用が増加するケース
が懸念される。
　そこで今回，サプリメントと医療機関から処方される薬剤に対して患者がどのような認識をもっているのかを
明らかにすることを目的に，医療機関を受診し処方箋を持参した来局患者に対してサプリメントに関するアン
ケート調査を実施した。

各年代におけるサプリメントの使用
状況および購入時における意識調査
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