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特  集

　2019年6月，認知症になるのを遅らせる「予防」と，認知症の人が暮らしや

すい社会を目指す「共生」を車の両輪とした認知症施策推進大綱が取りまとめら

れました。さらに，それと時を同じくして認知症基本法案が衆議院に提出される

など，現在，認知症施策の推進に向けた動きが活発化しています。

　そこで本特集では，認知症施策の動向や抗認知症薬の特徴，また薬学管理のポ

イントといった薬剤師として押さえておきたい基本的な知識をおさらいするとと

もに，すでに認知症に関する取り組みを行っている薬局や薬剤師会の事例を紹介

します。また今回，認知症の当事者にもインタビューを行い，薬剤師への期待に

ついて語っていただきました。

社会に生きる認知症の 
人のためにできること

P.8   認知症基本法が目指すものと薬局への期待 ─────── 宮島 俊彦
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P.28   認知症の人への薬学管理と支援のポイント ────── 谷古宇 美佳

P.36   認知症の予防は可能か? ─────────── 窪田 真人，吉崎 崇仁

P.42   認知症早期発見のための取り組み ─────────── 後藤 惠子

  Report
P.50   認知症対応の悩みは多職種で解決 

─外来でも，在宅でも地域連携の強化を

P.54   薬剤師が認知症に気づき，治療に繋げるために 
─東京都薬剤師認知症対応力向上研修（東京都薬剤師会）

  Interview
P.57   認知症本人の安心に繋がる薬局・薬剤師に 

─私が期待する薬局薬剤師の役割
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認知症の人の歴史

　認知症の人が話題になり始めたのは，1970年代か
らである。有吉佐和子氏の小説『恍惚の人』が出版
され，認知症の人の存在が広く知られるようになっ
た。当時は，精神病院や老人病院などで拘束されて
いる光景が当たり前のように見られた。1980年代に
なると，特別養護老人ホームでの受け入れが始まり，
さらに1990年代になると，グループホームや認知症
の人を対象としたデイサービスなどが始まり，よう
やく介護で対応する時代に入ってきた。2000年に介
護保険法が施行されてからは，医療と介護が連携し
た地域包括ケアシステムのなかで，認知症の人にも
対応できないかという模索が始まった。そして最近
では，認知症の人の意見をもとにして，認知症の人
でも地域で暮らせる共生社会づくりが目指されている。
　「認知症の人」についても，その呼び方自体に歴史
的な変遷がある。大まかにいえば，「恍惚の人」「呆
け老人」「痴呆性老人」「認知症患者」「認知症の人」
と変遷してきた。こういった変遷の背景には，呆け，

痴呆という言葉は認知症の人に対する差別や偏見が
あるのではないかという反省があった。また，認知
症の人は医療が施されても治癒するわけではないの
だから，患者としてみるだけでは，認知症の人の尊
厳への配慮や当たり前に生活していくことに対する
支援が疎かになってしまうのではないかという批判
があった。そこで今は，「認知症の人」という呼び方に
なっている。なお，英語では「person with dementia」
である。

認知症施策の動向

　認知症施策は，このところ急ピッチで展開されて
いる。2012年には，厚生労働省認知症施策プロジェ
クトチームの報告書「今後の認知症施策の方向性に
ついて」が公表され，これに基づき「認知症施策推
進5か年計画（オレンジプラン）」が策定された。認
知症初期集中支援事業や地域ケアパスなどの新規事
業が盛り込まれ，認知症の人に対する地域包括ケア
の構築が目指された。

特 集

　現在，国会に提出されている認知症基本法案に関して，認知症の人の歴史やこれまでの

施策の推移，法案の国会提出について述べるとともに，法案のなかの，①認知症の人の主

体性の尊重，②認知症の人の意見を聴く場を設けること，③予防や治療対策に偏らないこ

と─という3点についてどのように配慮されているかを述べる。また，薬局薬剤師の果

たす役割について概説する。

summary

認知症基本法が目指すものと
薬局への期待

東京大学高齢社会総合研究機構（元 厚生労働省老健局）　宮島 俊彦

社会に生きる認知症の人のためにできること
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認知症の種類とBPSD

　認知症は「一度獲得した知能（種々の認知機能）が
何らかの疾患により持続的に低下し生活に相当の障
害を呈した状態」と定義され，原因となる疾患はさ
まざまである。もとと比べて認知機能が低下してい
るが，生活の障害が少ない場合は軽度認知障害（mild 
cognitive impairment：MCI）と呼ぶ。
　認知症と診断されるレベルの生活障害とは，
DSM-51）では「最低限でも，料金の支払いや服薬管
理といった日常生活の複雑な操作的活動における援
助を必要としている」と定義されている。いい換え
れば，何のサポートもないと健康的な独居生活が維
持できないレベルの生活上の障害があれば，認知症
の段階にあると考えてよい。
　認知症で低下する認知機能は，記憶だけではない。
認知症のタイプにもよるが，①判断力，②実行機
能（状況に応じて適切な行動を計画し実行する能力），
③注意力，④言葉を理解したり話したりする能力，
⑤ 計算能力，⑥ 空間を把握する力，⑦ 時間・場
所・人の見当識（正しく認識・判断する能力）─

など，生活していくうえで欠かせない，あらゆる認
知機能が障害されうる。なお，意識障害や精神疾患
のみが原因で認知機能が低下している場合は認知症
と診断しないので，認知症が疑われた場合はせん妄
やうつ病などの鑑別がまず必要である。

認知症の種類

　認知症の原因疾患は多岐にわたる。主な認知症の
原因疾患を表1に示す。外傷や感染症，内分泌異常
による認知症のなかには，いわゆる「治る認知症」も
含まれる。そのため，認知症が疑われた場合，一度
は血液検査や頭部画像検査を行うべきである。
　神経変性疾患（異常蛋白が蓄積し，脳神経細胞が
徐々に変性し減少していく疾患）に分類される，①ア
ルツハイマー型認知症，②レビー小体型認知症，
③血管障害によって生じる血管性認知症，④前頭
側頭型認知症─の4疾患が認知症の原因疾患の代
表で，4大認知症と呼ばれる（表2）。また，①アル
ツハイマー型認知症，②レビー小体型認知症，③血
管性認知症─の3疾患で，高齢者の認知症の原因

特 集

　①アルツハイマー型認知症，②レビー小体型認知症，③血管性認知症，④前頭側頭型認

知症─の4疾患が，認知症の原因疾患として重要である。認知症の症状には認知機能障

害と行動・心理症状（BPSD）がある。認知機能障害もBPSDも，認知症のタイプによっ

て特徴が異なる。BPSDの原因として，身体状態や薬剤の影響を見逃してはならないのは

もちろんだが，不適切な環境や対応がないかも十分に考えるべきである。

summary

認知症の種類とBPSD
東京都健康長寿医療センター精神科　古田 光

社会に生きる認知症の人のためにできること
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抗認知症薬の種類

　抗認知症薬は，認知症の症状の進行抑制に使用さ
れる薬剤である。現在，抗認知症薬は4種類が保険
収載されており，アセチルコリンエステラーゼ阻害
薬とN-メチル-D-アスパラギン（NMDA）受容体
拮抗薬の2つに分類される。コリンエステラーゼ阻
害薬にはドネペジル，ガランタミン，リバスチグミ
ンの3種類が，NNDA受容体拮抗薬にはメマンチン
の1種類がある。
　適応病名としては，ドネペジルのみアルツハイ
マー型認知症とレビー小体型認知症に適応があり，
他の薬剤はアルツハイマー型認知症のみの適応であ
る。また，ガランタミンとリバスチグミンは軽度～
中等度のアルツハイマー型認知症の，メマンチンは
中等度～高度のアルツハイマー型認知症の適応と
なっており，認知症の病期によって使用できる薬剤
は異なる（表）。ただし，実際の臨床場面ではそこま

で厳密に使い分けていないようであり，各薬剤の添
付文書には維持量が設定されているが，設定された
維持量より少ない量で維持する場合もある。

アセチルコリンエステラーゼ 
阻害薬

　アルツハイマー型認知症の治療に際しては第一選
択薬である。シナプス間隙のアセチルコリンを分解
する酵素を阻害することにより，コリン作動性ニュー
ロンの働きを強める薬剤で，その結果として，①意
欲，②覚醒度，③注意・集中力─などの改善が
期待される（図1）。近時記憶a障害への効果は限定
的である。認知症の症状の進行を抑制するが，異常
蛋白の蓄積や神経変性への効果はないとされている。
　副作用として消化器症状が出やすく，①嘔気・嘔
吐，②食思不振，③下痢─などが投与初期や増
量後に出現することがある。しばらく投与している

特 集

東京都健康長寿医療センター精神科　古田 光

　抗認知症薬には，アセチルコリンエステラーゼ阻害薬であるドネペジル，ガランタミン，

リバスチグミンと，N-メチル-D-アスパラギン（NMDA）受容体拮抗薬であるメマンチ

ンの4種類がある。メマンチンは易怒性や不眠といった認知症の行動・心理症状（BPSD）

への効果も期待される。BPSDの治療の基本は非薬物療法である。BPSDに対する薬物療

法では，抗精神病薬や抗うつ薬，漢方薬などが使用されるが，高齢者では少量から慎重に

投与し，症状改善後は薬剤の中止を常に検討する。

summary

抗認知症薬の使い分けと 
BPSDに対する薬物治療

社会に生きる認知症の人のためにできること

a：即時記憶よりも長い間（数分～数十日）保持される記憶
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はじめに

　認知症の人に処方される薬剤は，比較的高齢者に
使用されることと，一部適応外使用も含まれること
から，効果のみならず副作用への配慮も重要となる。
認知症の薬物療法を支えるために，薬剤師も使用目
的を理解し，処方継続の必要性についてもあわせて
評価することが望ましい。
　また，薬の使用にあたっては本人が薬を管理する
ことが困難な場合がほとんどで，家族や介護者が服
薬をサポートすることになる。服薬を理解できず拒
否されることもあるため，飲みやすく，飲ませやす
い処方であることが望まれる。
　本稿では，認知症の薬物療法に対する薬学的管理
の視点を紹介し，認知症の人に加えて，支える家族
や介護者に薬剤師ができることを考えていく。

薬物療法の目的と薬学管理

抗認知症薬

1）特徴（増量，代謝・排泄など）（表1）
　それぞれの抗認知症薬に，開始用量と増量スケ
ジュールが設けられている。増量の期間は，主に副
作用が出現しないかなどの忍容性を確認する。ドネ
ペジルは早くて1週後に維持量の5mgへ，ガランタ
ミンは4週後に維持量の16mgへ，リバスチグミンは
4.5mgあるいは9mgから開始し，9mg開始から4週
後に13.5mgか18mgへ， メマンチンは1週ごとに
5mgずつ増量でき，4週目には最高用量の20mgへ
と増量することができる。ただし，超高齢や低体重，
腎機能が悪いかたでは，維持量はそれぞれの状況に
あわせて検討されるべきである。抗認知症薬は半減
期の長いものがあり，規定されたスケジュールより
ゆっくり増量したほうがよい場合もある。
　代謝経路や半減期については，ドネペジルやガラ
ンタミンは薬物代謝酵素チトクロムP450（CYP）に

1

特 集

　認知症の人に処方される薬は，抗認知症薬のほか，認知症に伴う行動・心理症状の軽減

に使用される抗精神病薬など多岐にわたる。これら薬剤は，比較的高齢者への使用となる

ため，薬剤師は効果の評価のみならず副作用への配慮も重要である。さらに，せん妄のリ

スクとなる薬剤や認知機能へ影響を与える可能性のある薬剤の使用についても留意すべき

である。

　また，家族への服薬支援や対応について触れ，認知症の人や家族，介護者に薬剤師がで

きることを考える。

summary

認知症の人への薬学管理と 
支援のポイント

東京都健康長寿医療センター薬剤科　谷古宇 美佳

社会に生きる認知症の人のためにできること
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はじめに

　認知症の人は，世界人口の高齢化に伴い増加の一
途をたどっており，向こう30年で3倍に増加すると
推測されている。そのなかでもアルツハイマー病

（Alzheimer's disease：AD）の人は，認知症の人全
体の60～80%を占め，本人のみならず，その周辺の
人の介護負担も大きな社会問題となっている。①健
常者の軽度認知障害（mild cognitive impairment：
MCI）の発症を防ぐ一次予防，②MCIを早期に発見
し認知症への進行を防ぐ二次予防，③発症した認知
症の重症化を防ぐ三次予防─といった概念はます
ます重要になっており，世界的にさまざまな研究が
進行中で，知見が集積されてきている。本稿では，
認知症全般の予防に関して，最近の知見を紹介する。

WHOガイドライン2019

　2019年5月14日，世界保健機関（WHO）は認知機
能低下を予防するための具体的な介入方法をまとめ

た初のガイドラインを公開した（図1）。現在のとこ
ろ認知症の根治的治療法はないが，12項目の修正可
能な危険因子を積極的に管理することで，その発症
や進行を遅らせることができるとしている。そのな
かでも比較的エビデンスの質が担保されているものと
して，①健常成人における運動，②地中海式の食事，
③適正飲酒─などが挙げられている（表1）。そ
れぞれについて，以下に説明する。

特 集

　認知症の人は世界人口の高齢化に伴い増加の一途をたどっており，本人のみならず，そ

の周辺の人の介護負担も大きな社会問題となっている。①健常者の軽度認知障害の発症を

防ぐ一次予防，②軽度認知障害を早期に発見し，認知症への進行を防ぐ二次予防，③発症

した認知症の重症化を防ぐ三次予防─といった概念はますます重要になっている。最近

の知見を，生活習慣，薬剤開発，社会環境の観点から紹介する。

summary

認知症の予防は可能か?
慶應義塾大学医学部神経内科　窪田真人，吉崎崇仁

社会に生きる認知症の人のためにできること

図１　認知症のWHOガイドライン2019

〔World Health Organization：Risk reduction of cognitive decline and 
dementia：WHO guidelines．2019（https://apps.who.int/iris/bitstream/ 

handle/10665/312180/9789241550543-eng.pdf?ua=1）より〕

① 運動
② 禁煙
③ 栄養
④ 適正飲酒
⑤ 認知訓練
⑥ 社会活動
⑦ 体重の管理
⑧ 高血圧の管理
⑨ 糖尿病の管理
⑩ 脂質異常症の管理
⑪ うつ病の管理
⑫ 難聴の管理

WHOガイドライン2019

く認知症予防のための12項目＞
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はじめに

　認知症の前駆段階を軽度認知障害（mild cognitive 
impairment：MCI）と呼び，以前と比較して認知機
能の低下がみられても，日常生活が自立している状
態を指す。認知機能の低下は，記憶のみならず，注
意（作業でミスが増える），遂行機能（段取りが悪く
なる），言語（発話，理解，復唱，書字などの障害），
そして視空間認知（図や手指の模写などができない，
よく知っている道で迷う）を指し，そのうち1つ以上
の認知領域における障害があることがMCIの基準と
されている1）。
　日常生活の自立は，手段的ADL（instrumental 

activities of daily living : IADL）の能力をみること
が重要である。例えば，近所の店で買い物をして支
払いができるか否か，女性なら料理が自力でどの程
度できるのかも有用な目安になる2）。
　2012年の推計では，認知症患者約462万人（65歳
以上高齢者の15%）に対し，MCIは約400万人（65歳
以上高齢者の13%）とされている3）。『認知症疾患診
療ガイドライン2017』4）によると，MCIの状態から軽
度認知症へのコンバート（進展）率は年に5～15%（昨
今の研究5）では3年で60%），一方，MCIからのリ
バート（回復）率は年に16～41%と考えられている4）。
このなかには，誤診の訂正も含まれているとしても，
かなりの高率である。
　MCIの早期発見の意義として，表1のようなこと
が挙げられる。

薬剤師だからこそできる 
早期発見

早期発見に繋がる気づきは会話から

　筆者らが実施した薬局における直近1週間の認知

1

特 集

　薬剤師だからこそできる認知症の早期発見は，日常の服薬指導を一方的な説明から双方

向的な理解の確認へと切り替えることで可能となる。

　早期発見を受診勧奨に繋げるためには，患者の思いを理解することが必要である。現状

では，早期発見の多くはアルツハイマー型認知症が中心となっているが，薬剤過敏性を特

徴にもつレビー小体型認知症の早期発見，薬剤の適正使用にも薬剤師の活躍が期待される。

summary

認知症早期発見のための取り組み
東京理科大学薬学部　後藤 惠子

社会に生きる認知症の人のためにできること

● �MCIの段階であれば，進行予防や進行を穏やかにすることが期
待できる

● �専門医の受診による現状への正しい理解
● �手術（正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫）や治療（甲状腺機能低下
症）で治る認知症や薬剤性せん妄の発見

● �本人の治療・介護に対する意向確認の機会
● �家族が認知症への理解を深める時間の創出とその後のストレス
軽減

表1　MCIの早期発見の意義
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　中山薬局は東京都八王子市で全6店舗を構え，面分業として外来患者を受け入れながら無菌調剤室を備える
など在宅医療にも力を入れており，グループ全体で300人を超える在宅患者を支えている。このうち3割を超
える患者に認知機能低下がみられ，過去にはその対応に悩むこともあったが，多職種連携によって問題を解決
してきた。今回，同薬局の中山裕司氏に，外来と在宅医療の2つの場面ごとに認知症の人の対応で必要なこと
は何か，話を伺った。

外来患者の相談は 
地域包括支援センターへ

　薬機法改正により服薬期間中のフォローが薬剤師
の義務となり，継続的な服薬状況の確認はもはや必
須となった。中山薬局では口頭による確認だけでな
く，患者の受診間隔の変化や，複数の医療機関によ
る重複処方の有無の確認などを行って，服薬状況を
確認している。重複投与防止のため，必要であれば
医師に問い合わせや情報提供を行うが，そのうえで
明らかに前回分の薬剤が余っているはずなのに「薬
が足りない」と訴えるなど，認知機能低下により服
薬管理に不安を感じる患者については地域包括支援
センター（以下，センター）へ情報提供を行い，服薬
状況だけでなく患者の生活環境などを確認してもら
うよう連携を図っている。
　中山薬局がセンターと連携し始めたのは，5年前
に中山氏が薬局の取り組みや薬剤師の職能を多職種
に知ってもらおうと，センターへ挨拶を兼ねて説明

しに出向いたことがきっかけだった。そこで地域住
民やケアマネジャーに対する講演の依頼があり，そ
ういったものを引き受けるなかで顔の見える信頼関
係を築いていった。
　センターは介護保険法で定められた，医療や福祉，
介護などの側面から地域住民を支える総合相談窓口
で，専門知識をもった職員が日常生活の支援を行う
だけでなく，介護保険の申請窓口も担っている（図）。

中山裕司氏（中山薬局）

特 集

認知症対応の悩みは多職種で解決
─外来でも，在宅でも地域連携の強化を

 編集部

社会に生きる認知症の人のためにできること
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　東京都薬剤師会は，東京都の委託を受けて毎年「東京都薬剤師認知症対応力向上研修」を開催している。
2019年10月6日に明治大学アカデミーホールで行われた研修会では，東京都薬剤師会生涯学習委員会の塚原
俊夫氏が登壇し，薬剤師が認知症の人について知り，その役割を理解するために，「認知症への基本的な理解」
と題して講演した。

2025年には65歳以上の 
1/5人が認知症

　塚原氏はまず会場に対して，「薬局に来られる方が
何度も同じ商品を買われたり，身だしなみがだらし
なくなったり，同じ質問を繰り返して話がかみ合わ
なかったりすることはないですか?」と問いかけたう
えで，認知症の疑いのある人がわが国で増えつつあ
る現状について説明。2014年に公表された「日本に
おける認知症の高齢者人口の将来推計に関する研
究」では，2025年には65歳以上の高齢者の5人に
1人が認知症と推計されていることを紹介した。

認知症施策推進大綱が公表

　塚原氏は次に，国の施策について解説。認知症施
策である新オレンジプランの7つの柱（表1）に加え
て，2019年6月に2025年までの認知症施策をまとめ
た認知症施策推進大綱が公表されたことを報告し

た。なお，大綱の基本的な考えは，「認知症の発症
を遅らせ，認知症になっても希望を持って日常生活
を過ごせる社会を目指し，認知症の人や家族の視点
を重視しながら，『共生』と『予防』を車の両輪とし
て施策を推進」とされている。ここでいう『共生』と
は，認知症の人が尊厳と希望をもって認知症ととも
に生きる，または認知症があってもなくても同じ社
会でともに生きる，そして『予防』とは認知症になら
ないということではなく，認知症になるのを遅らせ
る，あるいは認知症になっても進行を緩やかにする
ことと意味づけられている。
　また大綱では，施策の柱として，①普及啓発・本
人発信支援，②予防，③医療・ケア・介護サービ

特 集

薬剤師が認知症に気づき， 
治療に繋げるために
─東京都薬剤師認知症対応力向上研修（東京都薬剤師会）

編集部

社会に生きる認知症の人のためにできること

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
⑥�認知症の予防法，診断法，治療法，リハビリテーションモデル，
介護モデル等の研究開発及び成果の普及の推進

⑦認知症の人やその家族の視点の重視

表1　新オレンジプランの7つの柱
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　看護師としての勤務経験をもち，認知症の当事者でもある藤田和子氏は，日本認知症本人ワーキンググルー
プの代表理事として厚生労働省と意見交換を行うなど，活発に活動している。また，地元でも認知症本人とし
て発信しながら，認知症の人とともに進めるまちづくりなどにも取り組んでいる。  

　今回，藤田氏に認知症本人として薬局や薬剤師に期待する役割などについてインタビューを行った。

認知症への偏見や誤解をなくし， 
生きやすい社会にしたい

─ まずは，藤田さんがアルツハイマー病と診断 

されるまでの経緯を教えてください。

　もともと看護師として総合病院で働いていたので
すが，子育てや義理の両親の介護のため，一度退職
しました。義理の母は認知症でしたから，私は認知
症本人としての体験だけでなく，認知症の人を介護
した経験もあるのです。そして子育てや介護がひと
段落し，個人病院に再就職して働いていたなかで，
アルツハイマー病だと診断を受けました。2007年，
私が45歳のときです。
　認知症の診断を受ける1年ほど前から，本を読ん
でも登場人物や内容が頭に入らなくなっていました。
そのため，同じ本を何度も読み返す必要があり，す
ぐに疲れてしまっていました。他にも，友人との約
束を忘れてしまうこともありました。そんなある日，
当時看護学生だった娘から「お母さん，同じことを
何回も言うよね。病院にいったほうがいいんじゃな

い？」と言われたのです。でもその頃は「そういうこ
ともあるわよ」と，自分のなかで切迫性はなく，病
院にも行きませんでした。
　しかし，その後も体調不良は続きました。個人病
院での仕事は半日の勤務でしたが，毎日帰宅すると
すごく疲れていたし，眠れないこともありました。
しかしそれも，子育てと仕事だけでなく，自分の親

特 集

認知症本人の安心に繋がる 
薬局・薬剤師に
─ 私が期待する薬局薬剤師の役割

 編集部

社会に生きる認知症の人のためにできること

藤田和子氏
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嚥下・認知機能低下患者への服薬支援
【豊見】 総合討論に入っていきたいと思います。まず，外来・在宅での服

薬支援に関して，例えば現状，嚥下機能や認知機能が低下してい

る患者に対する服薬支援で工夫されていることや問題を感じている

点などについてお聞かせいただけますでしょうか。

【 森 】  認知機能低下の場合，すぐに忘れてしまったり，訳のわからない

ことを言ったりという人もいれば，その場ではしっかりしている

のに部屋を出た途端に忘れてしまう人もいます。その見極めがす

ごく難しい。ですから，よく認知症のスクリーニングに用いられ

る改訂長谷川式簡易知能評価スケールという評価ツールがありま

座談会

これからの薬局に求められる
慢性疾患の薬学的管理

有限会社アップル薬局 
代表取締役

山本 雄一郎氏

くまもと温石病院 
薬局長
森 直樹氏

龍生堂本店調剤事業部
地域医療連携室 副室長
豊田 義貞氏

日本薬剤師会 
常務理事

豊見 敦氏（司会）

後編

豊見 敦氏

　2019年11月に成立した改正薬機法では，機能別薬局の認定制度導入や継続的な服薬状況の把握と服薬指
導記録の義務化，またテレビ電話などを利用したオンライン服薬指導の導入などが盛り込まれました。
　そこで今回，日本薬剤師会の豊見敦先生司会のもと，“薬局薬学のエディター”として活躍される山本雄一郎
先生，栄養療法を中心に長年地域に密着した在宅療養支援をされている豊田義貞先生，高齢者薬物療法に造詣
が深く，慢性期病院で多職種と連携した入退院支援に取り組まれている森直樹先生に，改正薬機法を踏まえた
うえで，これからの薬剤師に求められる慢性疾患の薬学的管理についてお話しいただきます！ （編集部）
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はじめに

　薬剤が体内に入ることで，薬剤またはその代謝産物
が生体に影響して生じる発疹を薬疹といいます。ここ
では，扁平苔癬（lichen planus）について解説します。
　扁平苔癬は本来，原因不明（特発性）のものを指し
ます。原因として，感染説，中毒説，アレルギー説
など諸説があります。薬剤の関与も古くから疑われ
てきました（図1）。扁平苔癬については『MSDマ
ニュアル家庭版』の解説1）が有用です。薬剤との関
係が強く示唆される扁平苔癬は，特に扁平苔癬型薬
疹（lichenoid drug eruption）といいます2）。
　しかし，扁平苔癬型薬疹と扁平苔癬の鑑別は，臨
床的にも病理組織学的にも困難ですので，本稿では
薬疹も含め扁平苔癬として解説します。

扁平苔癬の症状とその原因

1 �苔癬とは─変化に乏しい丘疹
　扁平苔癬の話に入る前に，苔癬について説明しま
す。苔癬（lichen）とは，ほぼ同じ大きさの小さな皮

膚隆起（丘疹）が，多数集
しゅう

簇
ぞく

または散在し，その状態
を持続し続けるものを指します。
　もともとlichenは，木の幹や岩の上に被さるよう
に生える地衣類を指すラテン語で，木にむす苔を意
味するギリシャ語のλειχηνに由来します。体表に
小さな苔がたくさん張り付いたように，多数の小丘
疹がほとんど変化せず，ずっと存在する。このよう
な発疹を苔癬と称します。

編集 橋爪�秀夫（磐田市立総合病院皮膚科）

  薬疹，
薬剤性皮膚障害

扁平苔癬第4回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

野村 尚史　京都大学大学院医学研究科皮膚科学

図1　扁平苔癬の概念

・ 皮膚と粘膜に特徴的な病変を生じ，特有の組織像である苔癬型組織反
応（lichenoid tissue reaction）で特徴づけられる炎症性疾患を扁平苔癬
といいます。扁平苔癬の原因は不明で，一部C型肝炎ウイルスや薬剤
が誘因となります。薬剤が原因の扁平苔癬を，特に扁平苔癬型薬疹

（lichenoid drug eruption）といいます

●多角形，紫紅色調の扁平な丘疹
●手背，四肢，爪，口腔，外陰部に好発
●表皮基底細胞層の変性（苔癬型組織反応）

原因不明
（いわゆる扁平苔癬）

薬剤性
（扁平苔癬型薬疹）

ウイルス性
（C型肝炎）

扁平苔癬 好発部位
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はじめに
　この連載では，これまでレセプトや薬歴を引用しながら薬剤師に期待される役割や記録すべき事柄に
ついてみてきましたが，「そもそもレセプトって何?」という方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は，レセプトについて確認していきます。ベテランの薬剤師にとっては釈迦に説法になって
しまいますが，電子化が進むなかで注意したいことなどもお伝えしていきたいと思います。
　ひと昔前の保険薬局の月末・月初の業務といったら，1カ月分の紙レセプトを山積みし，その隣に
処方箋も山積みしてレセプトの記載内容が正しいかどうか，つまり調剤報酬の請求が正しいかどうか
を延々と見比べてチェックする業務に追われたものです。1カ月分の処方箋を，患者ごと処方箋発行
元の医療機関別に日付通り並べ変える作業から始まり，請求点数が2,000点以上のレセプトには，処
方箋のコピーを貼り付けるという面倒な作業もありました。現在では，こうしたアナログな作業はな
くなり，保険薬局ではほとんどがオンライン請求になっていますので，ポチっとクリック一つで審査
支払機関への請求が完了します。
　あのすべてが紙だった時代から電子請求の時代になったことで，保険薬局の現場ではレセプトとい
うものをあまり意識しなくなっていると思いますが，保険請求の根幹なので理解しておきましょう。

レセプトの流れ

　レセプトの流れを図1に示します。これは，支払基金＊1のホームページに記載されている「診療報
酬の審査・支払業務の流れ」をもとに作成したイメージです。したがって，厳密には社会保険のレセ
プトの流れを示したものとなります＊2が，国民健康保険のレセプトの点検審査を行う国民健康保険
団体連合会も同様の流れとなります。
　左上の保険薬局を起点にして，横軸には時間軸を，縦軸にはレセプトが流れていく組織をおいてい
ます。つまり，レセプトは，左上から右下に斜めに流れていきます。

レセプトの流れ

日本医療保険研究所株式会社　入江 真理

レセプトを理解して日常業務を再点検！第4回

レセプト・薬歴から考える

＊1：社会保険診療報酬審査支払基金の略称。社会保険診療報酬審査支払基金法に基づき，設置されている特別民間法人
＊2：直接審査支払の流れは省略
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倉田なおみ（日本服薬支援研究会 代表幹事／昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門）
青木　学一（日本服薬支援研究会 幹事／北里大学メディカルセンター薬剤部／北里大学薬学部薬物治療学Ⅳ）

企画・編集協力 日本服薬支援研究会（旧 簡易懸濁法研究会）
（日本服薬支援研究会 代表幹事／昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門）

第 4 回 簡易懸濁法とは
　錠剤粉砕やカプセル開封をせずに，錠剤・カプセル剤をそのまま約55℃のお湯に崩壊懸濁させて投与
する方法である。錠剤粉砕の問題点を解決し，投与薬品数を増やして治療の幅を広げ，チューブ閉塞の
リスクを軽減させるなど，患者QOLを向上させる。

エキスパートがわかりやすく解説

　普通錠から口腔内崩壊（以下，OD）錠などに変更
することで，懸濁時間の短縮を検討することができ
る。一方，懸濁時間を長くすると含有成分の分解や
配合変化を進めてしまう可能性などがあるため，推
奨はできない。
1  放置時間を短くするには， 

崩壊時間の短い製品を選択する
　2001年12月に『内服薬 経管投与ハンドブック』の
初版が発刊されてから現在までの約20年間では，
OD錠など製剤技術の開発が進み，患者が服用しや

すい製品が多く発売されている。後発（ジェネリッ
ク）医薬品の普及も急速に進み，簡易懸濁法を実施
できる医薬品の幅は広がったが，医薬品の製造方法
はそれぞれの製薬企業で異なることから，製品ごと
に薬剤の崩壊懸濁性や崩壊時間も異なっている1-3）。
　そこで，簡易懸濁法の放置時間を短くする方法の
一つとして，同効薬や同成分薬のなかから，崩壊時
間の短い薬剤を選択する方法がある。崩壊時間の短
い薬剤へ変更して放置時間を短縮する際は，薬剤の
変更後に継続した治療効果のモニタリングを行うこ
とが重要である。
　簡易懸濁法を実施する際は，病棟の看護師だけで

▶▶今回のエキスパート 石田　志朗  徳島文理大学薬学部薬学科医療薬学
飯田　純一  済生会横浜市南部病院入退院支援センター

現場の困った！

懸濁時間を10分放置して投与するのが難しいので，
10分より長くしたり，短くしたりしてもいいですか。
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研究を始める─④介入研究　その2
STEP

5

12

薬局発！

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

研究を始める
─④介入研究　その2

STEP

5

はじめに

　前回は，薬局で実施したランダム化比較試験である
COMPASS研究を例に挙げながら，介入研究の手順な
どを紹介しました。今回も引き続き，介入研究を行う
ために必要な人手や資材の準備について解説します。

介入研究の種類

　臨床研究は，介入の有無により，①介入を行う介入
研究，②介入を行わない観察研究─に大別されます。

介入研究はさらに，①介入群と対象群にランダムに割
り付けたランダム化比較試験，②割り付けを行わない
非ランダム化比較試験─に分けられます。
　薬局における非ランダム化比較試験では，対照群を
置かずに介入の前後を比較する研究デザインが多くみ
られます。つまり介入前をベースライン値として，介
入後の値との前後比較を行うデザインです。この場合，
対照群を置いていないため，結果にバイアスが入りや
すくなるのは前回お話しした通りです。一方でランダ
ム化比較試験は，対照群を置いていることから，介入
効果だけを調べることができるのです。

1  介入研究で，単群の前後比較で実施する場合は，バイアスに注意が必要である。
2  介入研究は，1軒の薬局だけで研究を行う必要がある。
3  介入研究は，資金・人手などがあまりかからないので，取り組みやすい。

クイズ 3 問 答えは本文の最後に
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

（283）

第225回

虎の門病院薬剤部　山根 律子

ビレーズトリTMエアロスフィア®

28吸入，56吸入
（ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/
ホルモテロールフマル酸塩水和物製剤）

ビレーズトリエアロスフィアの概要

医薬品名 ：ビレーズトリTMエアロスフィア®56吸入
一般名 ： ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ 

ホルモテロールフマル酸塩水和物製剤
薬価基準収載日 ：2019年9月4日
薬価 ：［28吸入］1,780.30円/個
    ［56吸入］4,070.80円/個
製造販売 ：アストラゼネカ株式会社

 効能・効果
　 慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎，肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド薬，長時間作用性吸入抗コリン
薬および長時間作用性吸入β2刺激薬の併用が必要な場合）
 用法・用量

　 通常，成人には，1回2吸入（ブデソニドとして320μg，グリコピロニウムとして14.4μg，ホルモテロール
フマル酸塩として9.6μg）を1日2回吸入投与する。

 Point
▶ 吸入ステロイド薬（ICS），長時間作用性β2刺激薬（LABA），長時間作用性抗コリン薬（LAMA）の3つを配合
した，慢性閉塞性肺疾患（COPD）治療に用いる吸入剤である。

▶  3つの薬物を約3μmの多孔性粒子である担体に接着させ，肺の中枢気道から末梢気道に送達させる薬剤送達
技術を応用している。

▶ 加圧式定量噴霧吸入器で努力呼吸を必要としないため，吸気流量の低いCOPD患者でも吸入しやすい。
▶  COPD患者のなかでも，喘息病態合併を含むICS/LABA治療中の患者や，LAMA/LABAで症状悪化を繰り返
す例など，3剤の併用が必要な場合に限り使用する薬剤である。
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ランスや患者の利便性の向上に寄与すると考えられる。

1．治療の位置づけ
　安定期のCOPDの薬物治療の中心は気管支拡張薬

であり，患者の重症度に応じて，LAMA，LABA，

短時間作用性β2刺激薬が段階的に用いられている。

単剤で治療効果が不十分，または症状がより重症に

なった場合には，2剤以上の気管支拡張薬の併用が

可能とされている1, 2）（図2，3）。

　これまでわが国では，気管支拡張薬による治療を

行っても増悪を繰り返す患者に対して，増悪の予防

を期待してICSの追加を考慮することが推奨されて

きた。しかし，2018年4月に改訂された最新の国内

ガイドラインでは，ICSは喘息の合併が考えられる

場合に併用することとされている。

　また，これまでは国際的なガイドラインにおいても，

LAMAもしくはLABAの単剤投与，またはLAMA

およびLABAの併用投与を行っても増悪を繰り返す

患者に対して，ICSの追加を考慮することが推奨さ

れてきた。しかし2019年版の改訂において，呼吸困

難の改善よりも増悪予防を管理目標として治療すべ

きCOPD患者のうち，LAMAまたはLABA単剤が

投与されている場合は，血中好酸球数が300/mm3以

上，または血中好酸球数が100/mm3以上で増悪を

繰り返す場合にICSの追加を考慮することとされた。

また，LAMAおよびLABAが併用投与されている

場合は，血中好酸球数が100/mm3以上の場合にICS

の追加を考慮することとされている。

2．治療効果
　第Ⅲ相国際共同臨床試験（PT010006試験）では，

2剤以上の吸入維持療法を6週間以上行っても症状

がみられる中等～最重症のCOPD患者1,899例（うち

日本人416例）を対象に，①本剤群（BD/GP/FF：

特徴

　ビレーズトリTMエアロスフィア®（以下，本剤）は

慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary 

disease：COPD）治療薬で，①吸入ステロイド薬

（inhaled corticosteroids：ICS）であるブデソニド（以

下，BD），②長時間作用性β2刺激薬（long acting 

muskarinic antagonist：LABA）であるホルモテロー

ル（以下，FF），③長時間作用性抗コリン薬（long 

acting muskarinic antagonist：LAMA）であるグリ

コピロニウム（以下，GP）─を配合した，加圧式

定量噴霧吸入器（pressurized meterdose inhaker：

pMDI）による吸入剤である。

　本剤はpMDIで努力呼吸を必要としないため，吸

気流量の低いCOPD患者でも吸入しやすいとされて

いる。また，3つの薬物を多孔性粒子である担体に

接着させ，肺全体に送達させる薬剤送達技術を応用

している（図1）。この薬物を含む担体は，①肺の中

枢気道から末梢気道まで到達するのに適していると

考えられる粒子径であること，②多孔性で薬剤結晶

と比較して比重が軽いこと─から，薬物を肺の末

梢まで送達することが期待できる。

　作用機序の異なるLAMAおよびLABA，ならびに

ICS，LAMAおよびLABAの吸入剤の併用投与は臨床

現場において汎用されている。これらの2剤または3剤

を1つの吸入器で投与可能とすることは，服薬アドヒア

図1　薬剤送達技術のイメージ図

〔アストラゼネカ株式会社：ビレーズトリエアロスフィア，総合製品情報概要
（2019年9月作成） より〕

約3μm

グリコピロニウム

担体

ブデソニド ホルモテロール
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?  添付文書上，セファランチン末は特発性血小板減少性紫斑病への適応があり
ません。問題ないでしょうか？

? 用量が添付文書に記載された5倍量以上です。問題ないでしょうか？

ここで質問です

  株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜
   総合診療医・感染症コンサルタント/
 北海道科学大学薬学部 客員教授　岸田 直樹

　処方箋に疑問をもったとき，疾患や病態
と結びつけて考えられると処方意図や患者
さんの背景が見えてきます。本連載では，
気になる処方箋をもとに，その読み解き方
や患者さんへの対応を薬剤師と医師がレク
チャー。今後義務化される「処方後のフォ
ローアップ」のポイントも載っています！

本連載の著者が執筆した『処方箋の“なぜ”を
病態から推論する』が発刊されました。「もっ
といろんなケースを知りたい」という方はこち
らもどうぞ！

Rp.1  ● プレドニゾロン錠（プレドニゾロン）5mg 1回1錠（1日1錠）
 ● エソメプラゾールカプセル（ネキシウム®）20mg 1回1cap（1日1Cap）
  1日1回　朝食後 28日分
Rp.2  ● セファランチン末（セファランチン®）1% 1回10mg（1日30mg）（力価）

 ● レバミピド錠（ムコスタ®）100mg 1回1錠（1日3錠）
  1日3回　毎食後 28日分

処方箋（血液内科）/53歳女性

セファランチンが1日30mg？　常用量の5倍以上！

第 回1

帰って
きた

 株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜

帰帰帰っっててってって
ききたたきたききたきた 処方箋の
“なぜ”を

病態から推論する

わかっていること

•処方箋に指定難病の記載あり，指定難病受給者証から「特発性血小板減少性紫斑病」と判明。
•お薬手帳より，以前から服用継続中。セファランチン末の用法用量は前回と変更がないことを確認。
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セカンドオピニオンによりランソプラゾールなど中止後に下痢が改善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？  多数の定期処方薬を服用中の患者が継続する下痢症状を訴えていたため，薬剤師は薬剤性下痢

を疑って処方医へトレースレポートを提出するも，処方変更されなかった。さらに，薬剤師が
セカンドオピニオンを患者にしつこく勧めた結果，総合病院を紹介され，対象薬剤中止により
下痢症状が改善した。

▼ 処方内容 

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。

60代の女性。個人クリニック。処方オーダリング。 
定期処方（2月1日）

Rp.1  

プラビックス錠75mg 1錠
アジルバ錠20mg 1錠
エディロールカプセル0.75μg 1Cap
エビスタ錠60mg 1錠
カルベジロール錠10mg「トーワ」 1錠
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 1錠
 1日1回　朝食後
リピトール錠10mg 1錠
アンブロキソール徐放カプセル45mg「トーワ」 
 1Cap
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 1錠
 1日1回　夕食後

シロスタゾール錠100mg「トーワ」 2錠
エクア錠50mg 2錠
 1日2回　朝・夕食後
メトグルコ錠250mg 3錠
 1日3回　毎食後
　（以上，すべて一包化）
ノボリンN注フレックスペン300単位
 1日2回　朝・夕食前（朝20単位，夕10単位）※

マイクロファインプラス（31G×5mm）

● 本人は来局できないため，家族が来局した。 
※：前回までの朝10単位，夕6単位から，今回より増量となる。

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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