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特  集

特集にあたって
ふくろ皮膚科クリニック　袋 秀平

　団塊の世代が後期高齢者となり，国民の5人に1人が75歳以上という超・超

高齢社会にわが国が突入する2025年まで，あと5年を切ってしまいました。社

会保障費の高騰による国家財政の圧迫，医療・介護クライシスなど暗い話題ばか

りで，それらへの対応は喫緊の課題であることはいうまでもありません。その一

方で，現場の私たちには目の前の患者に対して粛々と対応していくことが求めら

れています。

　皮膚の機能にはさまざまなものがありますが，特に重要なものとしてバリア機

能が挙げられます。老化が進むにつれて皮膚の菲薄化，乾燥などが進みます。そ

のためバリア機能は低下し，さまざまな皮膚疾患が起こりやすくなるのは自明で

あると思われます。さらに加齢に伴いさまざまな内臓疾患も増加するため，それ

に関連した皮膚のトラブルも増加していきます。東京都医療実態調査 1）によれば，

在宅の主治医が連携を必要と感じている診療科の第1位は歯科ですが，第2位が

皮膚科であり，医科系で最高位になっています。日本臨床皮膚科医会が訪問看護

ステーションと居宅介護支援事業所を対象に行ったアンケート 2）でも，在宅高齢

者の皮膚疾患への対応に苦慮している実態がみてとれます。

　今回は在宅に限定した内容だけではありませんが，高齢者で皮膚疾患が問題に

なっていることは推察できると思います。本特集では，高齢者によくみられる病

態から考える皮膚管理，近年重要性が認識されつつあるフットケア，そして在宅

でのケアについて，各部門のエキスパートの先生方に執筆をお願いしました。皆

さまのお仕事の参考になりましたら幸いです。

引用文献
	 1）  厚生労働省：第7回医療計画の見直し等に関する検討会資料（平成23年10月31日）（http://

www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001tfc5.html，2020年2月29日最終閲覧）
	 2）  船井龍彦：在宅医療委員会報告 皮膚科の往診・在宅医療に対する訪問看護ステーション，居宅介

護支援事業所対象のアンケート調査．日本臨床皮膚科医会雑誌，31：392-400，2014

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える 
高齢者の皮膚管理



8 調剤と情報  2020.5（Vol.26 No.6）

はじめに

　人体最大の臓器である皮膚は，上皮系組織である
表皮・附属器（汗腺，脂腺，毛など）と，結合組織
である真皮，さらに皮下脂肪組織から構成され，こ
れらの組織が統合して機能を果たしている。皮膚は，
生体をくまなく保護する一方，生体に起きた情報を
発信する臓器でもある。皮膚の老化の理解には，皺
など外観の変化だけではなく，生体を保護する機能
の低下が重要である。
　本稿では加齢の皮膚への影響に関して簡潔に解説
し，高齢者のさまざまな皮膚トラブルを理解するた
めの基礎知識としたい。

内因的老化と外因的老化

　皮膚は，外界と生体の境界部にある臓器であるた
め，環境の影響を受けやすい。ゆえに皮膚老化には，

内因性老化（chronological aging）と外因性老化があ
ることが特徴である。内因性老化は，加齢による時
間的要素によって起こる老化であり，プログラムさ
れた老化といえる。一方，外因性老化は，紫外線

（ultra violet : UV），熱，喫煙などの環境因子によっ
て誘発される老化であり，特に日光を浴びる部位（露
光部）の皮膚は光老化（photoaging）と呼ばれる特有
の変化がみられる。光老化には，UVの表皮細胞の
核への影響によって起こる表皮細胞の悪性変化も含
まれている。
　内因性老化と外因性老化は，実際に厳密に区別す
ることが難しい場合もあるが，その概念は皮膚老化
の理解に重要である。

表皮の老化

表皮の基礎知識

1）正常皮膚の組織と構造

　表皮は細胞が層状に重なっており，組織学的に重

1

特 集

　人体最大の臓器である皮膚は，上皮系組織である表皮・附属器と，結合組織である真皮，
さらに皮下脂肪組織から構成される。
　皮膚は外界と生体の境界部にあるため，環境の影響を受けやすく，皮膚老化には内因性
老化と外因性老化がある。表皮の老化では皮膚乾燥が顕著になり，真皮の老化では皮膚が
薄くなる。また外因性老化の代表的な光老化では，紫外線の表皮細胞の核への影響によっ
て起こる表皮細胞の悪性変化や真皮結合組織の変化がみられる。

summary

加齢の皮膚への影響
国立長寿医療研究センター皮膚科　磯貝 善蔵

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

（1006）
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はじめに

　わが国の透析患者は年ごとに増加しており，高齢
化が進んでいる。日本透析医学会透析調査による
2018年度末の統計では，慢性透析患者数は33.9万人
に達し，平均年齢は66.8歳である1）。患者数増加に
伴い，合併症治療に対応する機会も増加する。この
ため，慢性透析患者の皮膚合併症について医療者が
知識を深めることは，治療に不可欠である。
　透析患者に合併する皮膚症状は多彩であるが，皮
脂欠乏症と掻痒症は半数以上の患者に出現する。腎
不全に続発する皮膚症状としては，次いで色素沈着，
後天性穿孔性皮膚症，透析水疱症，腎性全身性線維
症が挙げられる2）。本稿では，日常診察する機会の
多い皮脂欠乏症と透析掻痒症を中心に，病態と治療
について述べる。

皮脂欠乏症

　慢性透析患者の80％以上に皮脂欠乏症が認められ
る3）。透析患者の皮膚では，正常組織と比べて除水
や水分制限により体内からの水分供給量が少なく，
汗腺や皮脂腺の萎縮により角質層の水分を維持する
因子の低下がみられることから，乾燥しやすい状態
にある（図1A）。透析患者の皮膚では角質層の水分
含有量が低下しているが，バリア指標である経皮水
分喪失量（TEWL）の増加はない。つまり透析患者で
の皮脂欠乏症は，原疾患の腎不全だけでなく，透析
療法自体も要因になっている可能性がある3,4）。

皮脂欠乏症に続発する症状

　乾燥した皮膚では，表皮真皮境界部に存在する感
覚神経終末（C線維）が表皮内に侵入し，痒み閾値が

1

特 集

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

　透析患者が高頻度に合併する皮膚症状として，皮脂欠乏症と透析掻痒症が挙げられる。
透析患者の8割以上に皮脂欠乏症が認められ，痒みや二次性湿疹の増悪因子となる。これ
らを予防するため，早期から保湿とスキンケアを行う必要がある。
　透析掻痒症は透析患者の6～8割にみられ，重度になるとQOL障害だけでなく生命予
後にも影響する。透析掻痒症の原因は，①腎・透析に由来する異常，②皮膚乾燥による痒
み過敏，③内因性オピオイドの関与─が複合して関与している。治療には包括的なアプ
ローチが必要である。

summary

透析患者
秀和総合病院皮膚科　志村 智恵子

病態から考える皮膚管理

（1012）
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はじめに

　世界中で約5億人がB型肝炎あるいはC型肝炎に
感染しており，肝硬変，肝がんへ進展して死亡に至
る例は年間約100万人といわれる。わが国の肝炎患
者の8割は60代以上の高齢者である。近年，慢性肝
炎の治療法が飛躍的に進歩し，特にC型肝炎ではウ
イルスの排除も可能になってきた。
　肝臓は沈黙の臓器といわれ，高い再生能力と予備
能を有することから，早期には肝障害による臨床症
状を呈しにくい。しかし肝臓は，栄養素や種々の体
内物質の代謝，解毒など多彩な役割を担う重要臓器
であり，肝障害の程度に応じてさまざまな皮膚症状
がみられる。慢性肝炎の高齢者が日常つらく感じる
自覚症状として，体のだるさ，衰弱感とともに皮膚
の痒みが挙げられる。
　本稿では，肝炎にまつわる最近の知見，皮膚病変，
痒みについて述べる。

ウイルス性肝炎の概要

高齢者と肝炎

　肝炎は何らかの原因により肝臓に炎症が生じる疾
患である。肝炎の原因で最も多いのは，ウイルスの
感染によるウイルス性肝炎である（表1）。ウイルス
性肝炎には，主に経口感染するA型とE型の急性肝
炎と，慢性化し肝硬変や肝がんへと進展する可能性
のあるＢ型肝炎ウイルス（hepatitis B virus：HBV）
とC型肝炎ウイルス（hepatitis C virus：HCV）の持
続感染による慢性肝炎がある1）。
　肝がんは，がんによる死因では4番目に多く，2009年
の時点では，原因の約60％がHCV由来，約15％が
HBV由来であった。2012年以降，HCVに対する直接
作用型抗ウイルス薬（direct acting antivirals：DAA）
の導入により，HCV由来の肝がんが減少し，非アル
コール性脂肪肝炎（nonalcoholic steato-hepatitis：
NASH）の肝がんへの寄与割合が増加している。日本

1

特 集

　高齢者に多い慢性肝炎の概要と併存する皮膚病変について解説した。黄疸，血管性病変，
女性化乳房などが一般的な皮膚病変として出現し，B型肝炎では血清病様症状，C型肝炎
では扁平苔癬，晩発性皮膚ポルフィリン症などが合併する皮膚病変として知られる。痒み
は，慢性肝疾患の自覚症状として代表的なものであり，オピオイド，リゾホスファチジン
酸などの関与が推測され，オピオイドκ受容体作動薬が治療に用いられている。

summary

肝炎患者
ちとふな皮膚科クリニック　江畑 俊哉

病態から考える皮膚管理

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

（1020）
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はじめに

　現在，がん治療には外科的療法や抗がん薬による
薬物療法，放射線療法などがあり，単独あるいはこ
れらを組み合わせて治療が行われている。治療を行
うなかで，さまざまな合併症や副作用が起こり，皮
膚障害が生じるものもある。
　高齢者ではドライスキンに加え，皮膚の菲薄化や
脆弱化によりバリア機能が低下している。そのため，
抗がん薬治療を行うと薬剤による皮膚障害の発症リ
スクが高まり，また重症化もしやすく，創傷治癒に
時間がかかる。皮膚障害の管理には患者自身のセル
フケアの実施も重要で，皮膚障害が重症化すると治
療中断の要因となることもあるため，早期発見・早
期対応で管理をしていく。高齢者では前述のように
皮疹が遷延し重症となる傾向があり，より慎重な予
防や管理が必要となる。
　抗がん薬治療には，①細胞障害性抗がん薬，②分

子標的薬，③免疫チェックポイント阻害薬─な
どがあり，これらによる治療で皮膚障害が生じるも
のもある。本稿では，抗がん薬の種類ごとに，高齢
者に対する抗がん薬治療によって生じる皮膚障害の
特徴や管理方法について紹介する。

細胞障害性抗がん薬による 
皮膚障害

皮膚障害が生じる機序

　細胞障害性抗がん薬は，細胞が分裂して増える過
程に直接または間接的に作用し，がん細胞を攻撃す
る。細胞増殖の盛んな細胞を障害し，さまざまなが
んへの治療効果が期待できる。しかしながら，がん
細胞だけでなく正常な細胞まで攻撃してしまうため，
また血管から微量な薬剤が排出され皮膚に浸透し障
害を起こすため，抗がん薬による副作用の一つとし
て，皮膚障害が出現する。

1

特 集

　抗がん薬には，細胞障害性抗がん薬や分子標的薬，免疫チェックポイント阻害薬などが
あり，これらによる治療では皮膚障害を生じることがある。高齢者では加齢に伴う皮膚変
化でドライスキン，皮膚の菲薄化や脆弱化によりバリア機能が低下している。そのため，
抗がん薬治療を行うと薬剤による皮膚障害の発症リスクが高くなり，重症化もしやすい。
より徹底したスキンケア，セルフケアの実施に加えて，薬剤ごとの対策が必要である。

summary

がん患者
がん研有明病院皮膚腫瘍科・皮膚科　西澤 綾

病態から考える皮膚管理

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

（1026）
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はじめに

　高齢者の皮膚は，加齢に伴い萎縮・菲薄化がみら
れるようになるため脆弱になり，皮膚トラブルも多
くなる。真皮の厚さは20歳までは増加するが，その
後は次第に減少し，最も厚いときの約80％にまで減
少することが報告されている1, 2）。また，代謝機能の
低下により発汗や皮脂分泌の低下が生じるため，皮
膚は乾燥し，細かい亀裂や鱗屑を伴うようになる。
乾燥肌は通常50歳頃より出現し，60歳以上では95％
に認められるという3）。
　このような皮膚の乾燥は，バリア機能の低下や掻
痒を招き，皮脂欠乏性皮膚炎や貨幣状湿疹を続発す
るなど皮膚トラブルを生じやすくなる。加えて糖尿
病患者では，血管障害，神経障害，代謝障害，免疫
機能異常が生じるため，高齢の糖尿病患者では多く
の場合，さまざまな皮膚病変を合併しやすい。もち
ろん，糖尿病患者の場合には適切な血糖管理が最重
要であることはいうまでもないが，日々のスキンケ

アを行うことで皮膚トラブルの重症化を防ぐよう心
がけていくことは大事なことである。
　本稿では，糖尿病の病態に関連した皮膚病変を中
心に考えていく。

糖尿病患者にみられやすい 
皮膚障害

糖尿病性潰瘍・壊疽（図1）

　日本皮膚科学会の『創傷・褥瘡・熱傷ガイドライ
ン─3：糖尿病性潰瘍・壊疽ガイドライン』では，

「糖尿病患者にみとめる糖尿病性皮膚障害のうちで，
慢性ないし進行性の潰瘍形成性あるいは壊死性の病
変で，その基礎に糖尿病性神経障害，末梢動脈疾患
あるいはその両者が存在するものを糖尿病性潰瘍・
壊疽とする。これらのうちで可逆性の変化を糖尿病
性潰瘍と，壊死性で非可逆性変化に陥ったものを壊
疽と定義する」と記されている4）。
　これらの潰瘍・壊疽の多くは四肢末梢，特に外傷

1

特 集

　加齢に伴い皮膚は脆弱になり，代謝機能も低下するため，高齢者では皮膚トラブルが増
加する。加えて糖尿病患者では，血管障害，神経障害，代謝障害，免疫機能異常が生じる
ため，高齢の糖尿病患者では，さまざまな皮膚病変を合併しやすい。
　患者指導を行ううえで，日々のスキンケアについて，また糖尿病患者に比較的みられや
すい病変についての知識を整理しておく必要がある。

summary

糖尿病患者
北里大学病院皮膚科　安藝 良一

病態から考える皮膚管理

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

（1034）
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はじめに

　二足歩行を行う人間の足は，立つとき，歩くとき
に体重の負荷が加わるうえ，地面や履物から，衝撃
や摩擦といった外力を受けるという過酷な環境に置
かれている。したがって，足底の皮膚は他の部位と
比べると，角質層や有

ゆう

棘
きょく

層が厚くなっており，物理
的な強い力に対抗するだけの頑丈さを備えている。
　しかし，足は年齢を重ねて各種の組織が脆弱にな
ることで，疾患の発生が大きく増える部位でもある。
介護施設に入所中の高齢者を対象とした足の皮膚や
爪に関する調査では，①高齢者の約97％は何らかの
処置が必要な状態であった，②1人あたり平均3.5種
類もの症状をもっていた─という報告がある1, 2）。
このように，高齢者の足の皮膚・爪トラブルは非常
に多く，その症状も多様であるのが実情である。
　また近年では，健康寿命を延ばそうという志向か

ら中高年を中心に，「生涯を通して自分の足で歩きた
い」「フレイルを予防したい」といった足の健康に対
する意識が高まっており，医療従事者にも足部疾患
の予防やケア，治療にわたる幅広い対応が望まれて
いる。本稿では，高齢者の足の皮膚・爪にみられる
トラブルに関して，その特徴と代表的な疾患，運動
機能に与える影響について解説する。

高齢者の足の皮膚の特徴

循環障害

　足は解剖学的に最も末梢にあたり，循環動態にお
いて極めて不利な部位である。循環障害に伴う皮膚
疾患は，足部から下腿にかけて多く発生する。
1）虚血

　加齢に伴って動脈のアテローム性硬化が進行する
ため，下肢動脈の狭窄や閉塞に伴う虚血性皮膚障害

1

特 集

　足の皮膚は，起立や歩行によって体重の負荷や摩擦などの大きな外力を受けるうえ，循
環動態の点でも不利な部位にあるため，さまざまなトラブルが起こりやすい。特に高齢者
では，皮膚の加齢性変化に加えて，各種の慢性疾患や認知・運動機能の低下を背景にもつ
ことから，その大多数が足に何らかのトラブルを抱えている。高齢者の歩行機能の維持と
いう観点からも，足の皮膚・爪トラブルを早期に発見し，重症化を予防することが重要で
ある。

summary

足の皮膚・爪トラブルを 
引き起こす疾患

ひかり在宅クリニック　今井 亜希子

足の皮膚管理

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

（1040）



48 調剤と情報  2020.5（Vol.26 No.6）

はじめに

　筆者は，訪問看護で多くの在宅高齢者の足をみて
いる。足のスキンケア（以下，フットケア）に興味を
もってからは，白癬や肥厚した爪などのトラブルが
多く，清潔が保たれていないことに驚かされた。当
初はケアの方法もわからなかったが，日本フットケ
ア学会に参加することで学ぶ機会を得た。現在は訪
問看護師としてできるフットケアを，在宅高齢者（訪
問看護利用者）に実践している。
　地域における高齢者の集まりでフットケアの話し
をすると，「ずっとこんな足だから気にしていなかっ
た」「歳だから仕方ないと思っていた」などと言われ
ることが多いが，その反面，「いつまでも歩けたらい
い」「歩けなくなったらおしまい」といった声も聞く。
また高齢者は“着脱しやすく，軽いこと”が靴を選ぶ
条件だと口を揃える。しかしそのような靴は，つま
ずきや転倒のリスクを高める。在宅高齢者の望みで

ある“最期まで歩く足”を守るためにも，フットケア
の必要性を伝え，実践する必要がある。

訪問看護でのフットケア

　厚生労働大臣が定めた16特定疾患を除き，高齢者
への訪問看護は介護保険の利用が優先されるため，
居宅サービス計画書にフットケアの記載が必要とな
る。しかし，居宅サービス計画書を作成するケアマ
ネジャーがフットケアの必要性を理解していなけれ
ば記載されず，実践しても介護保険を算定できない。
そこで筆者は，地域包括支援センターや居宅介護支
援事業者に出向き，フットケアの必要性を伝える活
動を行った。その結果，興味をもったケアマネ
ジャーが利用者の足をみるようになり，訪問看護に
よるフットケアが居宅サービス計画書に記載される
ようになったと実感している。
　在宅高齢者の多くは足のセルフケアが困難で，放

特 集

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

　足のスキンケア（フットケア）の基本は，①清潔，②保湿，③保護─である。しかし
高齢者の場合，足先がよく見えない，自分の足に手が届かないなど，さまざまな事情によ
り，十分なケアができていない状況にあり，足のトラブルに気が付かなかったり，苦痛が
あっても放置されていたりする。筆者が訪問する在宅高齢者の足の多くが，そのような状
況にある。第三者の介入によりフットケアを行うことは，足を守るために重要と考える。

summary

足のスキンケア（フットケア）
訪問看護ステーション夢歩　池永 恵子

足の皮膚管理

（1046）
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　病院に比較して出遅れていた在宅での褥瘡対策は，この10数年で進歩し，有病率も低
下した。wound bed preparationとmoist wound healingの概念に沿って局所治療を
行い，外力を除去して全身状態・栄養状態を整えれば，深い褥瘡でも在宅で治癒に導くこ
とは可能である。
　在宅では褥瘡対策チームは存在しないため，そのたびに多職種連携を構築していく必要
がある。

summary

褥瘡の皮膚管理（在宅において）
ふくろ皮膚科クリニック　袋 秀平

在宅でのケア

はじめに

　超高齢社会を迎え，寝たきり高齢者が増加するな
か，褥瘡の予防やケアは避けて通れない問題である。
そんななか，2002年に施行された「褥瘡対策未実施
減算」によって病院の褥瘡対策は飛躍的に進歩した。
一方で在宅の対策は取り残された印象があり，2006年
の日本褥瘡学会の有病率調査では，病院や施設の褥
瘡の有病率は2％前後であったが，在宅のそれは8％
を超えていた。2007年頃から在宅での褥瘡対策が本
格化し，現在では病院・施設と遜色ない有病率が実
現されている。

高齢者の皮膚の特徴

　皮膚の保湿機能に大切な要素は，①皮脂腺から分

泌される皮脂， ②表皮由来の角質細胞間脂質， ③天
然保湿因子─であるが，老人性乾皮症の角質層で
は，それらがいずれも減少する。さらに表皮の厚み
も減少し，菲薄化がみられる。そうした皮膚では細
かい亀裂が生じ，外部からの刺激，異物やアレルゲ
ンの侵入により，痒みや炎症が惹起され，さらに皮
膚のバリア機能が低下する。木村らの報告1）によれ
ば，介護老人保健施設（以下，老健）入所者の70.5％，
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム，以下，特
養）入所者の94.1％に皮脂欠乏症がみられた。
　褥瘡の予防において，乾燥を防ぎ保湿することも
必要であるが，湿潤・浸軟した状態も褥瘡のリスク
が高くなることを忘れてはならない。寝たきり高齢
者の多くはおむつを必要とする失禁状態にあり，湿
潤しやすい環境にある。

特 集

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

（1052）
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はじめに

　医療関連機器圧迫創傷（medical device-related 
pressure ulcer：MDRPU）をご存じだろうか。聞き
慣れない言葉かもしれないが，患者が使用している
ギプスやフェイスマスクなど，医療行為に使用され
る機器において発生する創傷のことである。日本褥
瘡学会では，さまざまな医療関連機器を用いるなか
で発生する医原性の褥瘡としてMDRPUに着目し，
予防・管理に関する対策指針の策定を進めてきた。
その結果発刊されたのが『ベストプラクティス医療
関連機器圧迫創傷MDRPUの予防と管理』である。
　MDRPUと褥瘡には大きな違いがある。褥瘡は自
重によっ て発 生する圧 迫 創 傷であるのに対し，
MDRPUは医療関連機器による圧迫が原因で発生す
る。例えば在宅で筆者が経験したMDRPUの事例に
は，①治療上必要なチューブ類を使用することで発

生したチューブ類固定部位の創傷，②在宅酸素療法
を行う際，酸素マスクによる圧迫で発生した頬部の
潰瘍─などがある。

実態調査から 
在宅でのMDRPUを知る

　日本褥瘡学会における2013年の有病率調査による
と，MDRPUの有病率は小児病院，次いで訪問看護
ステーションに多いことがわかる。MDRPUは，い
わゆる在宅の現場に存在する問題なのである。
　MDRPUが生じた際に最も重視すべきことは，そ
の発生要因である。要因には，患者の個体要因や，
医療者や介護者側のケア要因だけではなく，医療関
連機器そのものによる要因として機器要因もある。
図1はMDRPUの発生概念図である。機器要因とし
ては，サイズや形状の不一致，情報不足が挙げられ

特 集

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

　医療行為に使用される機器によって発生する医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）は，褥
瘡とは異なる。最も重視すべきはMDRPUの発生要因であるが，患者の個体要因や，医療
者や介護者側のケア要因だけではなく，機器そのものによる機器要因もある。
　MDRPUが発生しても，治療上必要な医療機器は使用が中止できないものもある。医療
機器を使用する際には，同時に予防的なスキンケアを開始し，MDRPUの早期発見ができ
るよう患者やケア提供者への教育を行うことも必要である。

summary

医療機器を用いている場合の 
スキンケア

彦根市立病院看護部　北川 智美

在宅でのケア
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はじめに

　近年，高齢者の老化現象を明確に定義したフレイ
ルという概念が広く認識されてきている。フレイル
の段階で「尿意をもよおしてからトイレに行くまで
が間にあわない」などの理由により，おむつを利用
している方は少なくない。事実，大人用紙おむつの
出荷量は年々増加傾向にある。
　おむつは利用者にとって排泄の不安を和らげる一
方で，さまざまな皮膚トラブルをもたらすことも広
く知られている。最近では，失禁に伴った皮膚トラ
ブルが失禁関連皮膚炎（incontinence-associated 
dermatitis：IAD）と総称されるようになってきた。
IADとは表皮のバリア機能が破綻して生じる皮膚の
炎症1-3）で，失禁による皮膚の水分過剰とpHの上昇
から角質が浸軟して起こる。わが国ではIADの有病
率は5.9～17.0%であると報告されている4, 5）。
　おむつを使用する高齢者が増加するなかで，快適

な日常を送るためのスキンケアの重要性はますます
高まっている。高齢者の皮膚は，セラミドなどの細
胞間脂質や天然保湿因子が減少するため，表皮のバ
リア機能が低下している。これにより，軽微な刺激
で種々のトラブルを引き起こしやすい状態であり，
スキンフレイルとも呼ばれている6, 7）。

IADと皮膚トラブル

IADとは

　わが国における高齢者の失禁の有病率は，尿失禁
が60歳以上の高齢者の50％以上8），便失禁では65歳
以上の男性では8.7％，女性では6.6％と報告されて
いる5）。そういった高齢者に生じるおむつ内での皮
膚のトラブルを，IADと総称するようになってきて
いる。
　日本創傷・オストミー・失禁管理学会は，IADを

「尿または便（あるいは両方）が皮膚に接触すること

1

特 集

　高齢化社会の進行とともに，おむつの使用量は年々増加傾向にある。排泄管理の利便性
が向上する一方，失禁関連皮膚炎（IAD）と総称されるおむつ着用部の皮膚トラブルも増加
傾向にあり，快適な日常を送るうえでスキンケアの重要性はますます高まっている。IAD
という新しい視点から，観察に必要なポイントや頻繁に目にする外陰部カンジダ症の対策
などを行うことが大切である。

summary

おむつを用いている場合のスキンケア
JCHO福井勝山総合病院皮膚科　髙橋 秀典

在宅でのケア

薬剤師はどう向き合う？
患者背景から考える高齢者の皮膚管理

（1063）
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「高齢者の医療の確保法」などの
一部改正

1 �高齢者の保健事業と介護予防の�
一体的な実施の推進

─改正薬機法により，薬局は高度な薬学管理を行

う「専門医療機関連携薬局」と地域で医療機関と連

携する「地域連携薬局」，これは今後健康サポート薬

局との整合性が図られていくと思いますが，このよ

うに機能分化され，地域住民の生活習慣などの問題

に日常的に関わっていくことが求められるように

なってきたといえます。

　本日は健康寿命の延伸が求められる流れのなかで，

薬局・薬剤師に求められる役割や押さえておきたい

社会情勢などを教えていただきたいと思います。

津下　最も新しい話題としては，2020年度4月から

「高齢者の医療の確保法」などの一部が改正され，全

国の市町村で，高齢者の保健事業と介護予防の一体

的な実施の推進という動きが始まることです。これ

までも75歳以上の後期高齢者になると，介護予防と

して地域包括支援センターで要介護にならないため

のサポートを受けることができましたが，本改正に

より医療保険者として，広域連合（後期高齢者医療

広域連合）と市町村が高齢者の健康状態にあわせて，

保健事業を実施していくことになりました（図）。

　この背景には，高齢者の慢性疾患の重複やフレイ

ルといった問題があります。さらに，健康づくりの

「通いの場」に参加していた高齢者のなかでも，そう

いった地域コミュニティへの参加が困難な「社会的

フレイル」と呼ばれる人たちが今増えています。社

会参加が低下すると，運動機能も落ちて次第にうつ

状態になるなど徐々に悪循環に陥ってしまい，なか

には治療を中断する方もいれば，不安になって複数

薬局業務や患者応対に活かすために薬剤師が押さえておきたい
知識や技術について，その領域のスペシャリストに伺います！

聞いてみよう

薬剤師の 知 り た い こ と

薬剤師が実践したい 
地域住民への健康増進活動

津下 一代
あいち健康の森健康科学総合センター センター長

1983年 名古屋大学医学部医学科卒業
1983年  国立名古屋病院内科
1990年 名古屋大学第一内科
1992年 愛知県総合保健センター
2000年 あいち健康の森健康科学総合センター
2017年より現職
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はじめに

　皮膚科領域では，ステロイド，抗菌薬，抗真菌薬，
保湿剤などさまざまな外用剤を使用します。同じ疾
患でも症状により薬剤を使い分け，患者はさまざま
な外用剤や保湿剤を長期にわたり皮膚に塗布するこ
とが少なくありません。それらの薬剤をしっかりと
外用することを患者に指導する一方で，外用しても
皮疹が改善しない場合にはアレルギー性接触皮膚炎
が誘発されている可能性を考慮し，適切に検査を行
い，皮疹が遷延化することを避ける必要があります。
　外用剤のアレルギー性接触皮膚炎により誘発され
る症状は，使用部位に限局した接触皮膚炎の場合と，
塗布部位から全身に皮疹が拡大する場合があります。
全身に湿疹を認める場合は全身性接触皮膚炎を視野
に入れ，薬剤の使用歴を患者に問いかける必要があ
ります。
　本稿では，臨床の現場で知っておくと役に立つ，
外用剤によるアレルギー性接触皮膚炎について概説
します1）。

接触皮膚炎の症状とその原因・機序

　接触皮膚炎は，刺激性とアレルギー性に分類され，
前者は一時的な反応ですが，後者はアレルゲンであ
る原因薬剤が皮膚に接触することによって発症する
湿疹性の反応を指し，一度アレルギーを獲得すると，
接触するたびに湿疹が繰り返されます。アレルギー
性接触皮膚炎で誘発される症状は浸潤を伴う紅斑で
あり，痒みを伴うことが少なくありません。時に滲

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

薬剤による接触皮膚炎第7回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

矢上 晶子　藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科

図1　外用剤によるアレルギー性接触皮膚炎

◦�硫酸フラジオマイシン含有外用剤による眼瞼周囲のアレルギー性
接触皮膚炎
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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）

エキスパートがわかりやすく解説

1 ビタミン誘導体の光による分解
（1）光による影響を受けやすい化学構造

　光による分解と聞いて多くの薬剤師が最初に頭に
浮かぶのは，ビタミンであると思われる。このため，
ビタミンが多く含まれる中 心 静 脈 栄 養（total 
parenteral nutrition：TPN）では，調整後は投与ま
で冷暗所で保管し，投与時も遮光して紫外線を遮蔽
する必要がある。わが国においてTPNで利用される
ビタミンは13種類あり，いずれも栄養学的に人間に
とって必要な物質である。

　特に光の影響を受けやすいと考えられる脂溶性ビ
タミンの構造を図1に挙げる。化合物の構造的な特
徴としては，二重結合が連続して3個以上繋がるポ
リエン構造やフェノール構造，ベンゾキノン構造を
有している点である。これらは，共役系が長くなる
特徴があり，光を吸収することで構造変化を起こし
たり，光と空気中の酸素により酸化的分解が進んだ
りすることが予想される。
　一方，光の影響を受けやすい水溶性ビタミンの構
造を図2に示す。これらには，フラビン構造やポル
フィリン構造，フェノール構造などがあるため，光
酸化反応などによる分解が懸念される。

第 6 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。

簡易懸濁法時における薬剤の光による分解について教えてください。

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 清水　忠  兵庫医療大学薬学部創薬化学研究室

天野　学  兵庫医療大学薬学部臨床薬学研究室
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はじめに
　2年に一度の調剤報酬改定により，2020年4月1日から新しいルールでの業務が始まっています。
2018年度改定に引き続いて，2020年度改定も「かかりつけ機能の評価」と「対物業務から対人業務へ
の構造的な転換」が大きなテーマになっています。新設された加算や算定要件が変更になった項目
は，その業務を行うことが私たち薬剤師に期待され，求められているというわけです。
　実際には，医療の現場も，患者の状態も，改定前後で何かがガラリと変わるというわけではありま
せん。そのため，なんとなくそれまでのルールで業務を行ってしまうこともあるかもしれませんが，
改定の意図を理解して対応しないと，算定要件などは誤った請求をすることにも繋がりかねません。
　今回は，お薬手帳を例に，改定の内容からこれからの薬剤師の役割について考えてみます。

薬剤服用歴管理指導料のなかのお薬手帳

　2020年度の改定で，留意事項通知の薬剤服用歴管理指導料の算定要件の記載が整理され，わかり
やすくなりました。2018年度改定以前は，基本的な注意事項から各種加算などの算定要件が大量に
羅列されている状態でしたが，今回の改定ではテーマごとに項目が立てられています（図1）。

「ウ 手帳」での規定
（1）他の保険薬局や保険医療機関などとの連携ツール

　お薬手帳に関する項目は，「（5）指導等に係る留意点」のなかに「ウ 手帳」としてまとめられました。
「ウ 手帳」には8項目が規定され，この記載内容は改定前からほとんど変わっていません。1箇所だ
け，「手帳」の定義のなかに「④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称，保険薬局又は保険薬剤師
の連絡先等」が，記録欄として追加されています（表1）。これは後述するように，他の保険薬局や保
険医療機関などとの間で円滑に連携が行えるようにするための取り組みが2020年度改定で追加され
たことによります。
　これに伴い，これまで規定されていた「手帳に初めて記載する保険薬局の場合には，保険薬局の名

1

日本医療保険研究所株式会社　入江 真理

何かと出番の多いお薬手帳第7回

レセプト・薬歴から考える

（1118）
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� �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

帰って
きた 処方箋の
“なぜ”を

病態から推論する

　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 	 ●ラフチジン錠（プロテカジンⓇ）10mg	 1回1錠（1日2錠）
	 　		1日2回　朝夕食後	 28日分

処方箋（歯科）/79歳女性

歯科からラフチジン…胃酸症状での処方!?

第 回4

わかっていること

• �お薬手帳より，ポラプレジンク口腔内崩壊錠（プロマックⓇD）とミコナゾールゲル（フロリードⓇゲル経口用2％）の処方歴を確認。

? 	ラフチジン錠が歯科から処方された理由は何でしょうか？

ここで質問です

（1124）
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新薬くろ～ずあっぷ
第228回

神戸大学医学部附属病院薬剤部　谷藤 亜希子

エクフィナ® 錠 50mg
（サフィナミドメシル酸塩）

エクフィナ®錠の概要

医薬品名 ：エクフィナ®錠 50mg

一般名 ：サフィナミドメシル酸塩

薬価基準収載日 ：2019年11月19日

薬価 ：963.9 円 / 錠

製造販売 ：Meiji Seika ファルマ株式会社

 効能・効果
レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるwearing-off現象の改善。
 用法・用量
本剤は，レボドパ含有製剤と併用する。通常，成人にはサフィナミドとして50mgを1日1回経口投与する。
なお，症状に応じて100mgを1日1回経口投与できる。

 Point
▶ 日本では3番目に登場した選択的モノアミン酸化酵素B（monoamineoxidase-B：MAO-B）阻害薬である。
▶  Na＋チャネル阻害作用を介したグルタミン酸放出抑制作用による非ドパミン作動性作用もあわせもつが，その

作用がパーキンソン病の症状改善にどれほど寄与しているかは明らかではない。
▶ 必ずレボドパ含有製剤と併用する。
▶ 重度の肝機能障害患者には禁忌であり，中等度の肝機能障害患者に対しては1日50mgを最大用量とする。

（1135）
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特徴

1．パーキンソン病とwearing-off現象について
　パーキンソン病は，中脳黒質のドパミン神経細胞

が障害されることで発症する神経変性疾患であり，

その中核症状は， ①無動（もしくは運動緩慢）， ②振

戦， ③強剛─を3大症状とする運動症状である。

またほとんどの患者で，①睡眠障害，②精神・認

知・行動障害，③自律神経障害，④感覚障害─

などの非運動症状もみられる1）。

　早期パーキンソン病の治療は，運動障害により生

活に支障を来す場合，レボドパ含有製剤で開始され

ることが推奨されている1）。しかしながらパーキンソ

ン病と診 断されて約5年で， 50%程 度の患 者に

wearing-off現象やレボドパ誘発性ジスキネジアと

いった運動合併症が生じることが知られている1）。

　wearing-off現象は，レボドパ含有製剤を服用し

ていても効果が得られる時間帯が短くなることを指

し，1日の間でパーキンソン病の症状が改善している

時間帯と症状が出現する時間帯が生じる。レボドパ

を1日3回投与してもwearing-offがみられる場合

は，レボドパを1日4～5回投与またはドパミンアゴ

ニストの開始を考慮する。それでも効果が乏しい場

合には，COMT阻害薬，MAO-B阻害薬，イスト

ラデフィリン，ゾニサミドなどの併用を考慮する1）。

2．他のMAO-B阻害薬との違い
　サフィナミド（以下，本剤）はセレギリン，ラサギ

リンに次いで日本で3番目に承認されたMAO-B阻害

薬であり， 「レボドパ含有製剤で治療中のwearing-

off現象の改善」を適応とする。表1に3剤の違いに

ついてまとめた。また，本剤およびラサギリンはア

ンフェタミン骨格を有さないため，覚せい剤原料に

は該当しない（図1）。

3．作用機序
　ドパミン作動性ニューロンから遊離されたドパミ

ンはMAOによって分解される。ヒト脳内にはB型

の存在比が高く，ドパミンは主にMAO-Bによって

分解されている。MAO-B阻害薬である本剤，セレ

ギリン，ラサギリンはいずれも選択的にMAO-Bを

阻害することにより，線条体における細胞外ドパミ

ン濃度を増加させ，ドパミン作動性運動機能障害を

改善する（図2）。セレギリン， ラサギリンはMAO-B

表1　日本で承認されているMAO-B阻害薬の比較
商品名

（一般名）
エクフィナ錠

（サフィナミドメシル酸塩）
アジレクト錠

（ラサギリンメシル酸塩）
エフピーOD錠

（セレギリン塩酸塩）

日本での発売年 2019年 2018年 2007年（エフピー錠は1998年）

覚せい剤原料 該当しない 該当しない 該当する

効能・効果 レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソ
ン病におけるwearing-off現象の改善

パーキンソン病 パーキンソン病（レボドパ含有製剤を併
用する場合：Yahr重症度ステージⅠ～
Ⅳ．レボドパ含有製剤を併用しない場
合：Yahr重症度ステージⅠ～Ⅲ）

MAO-B阻害作用 可逆的 非可逆的 非可逆的

肝機能障害患者へ
の投与

重度（Child-Pugh分類C）：禁忌
中等度（Child-Pugh分類B）：最大50mg

重度および中等度（Child-Pugh分類Bお
よびC）：禁忌
軽度（Child-Pugh分類A）：慎重投与，
低用量での投与を考慮

慎重投与

代謝 非ミクロソーム酵素（細胞質アミダーゼ，
MAO-A）による寄与が大きい

CYP1A2 CYP2D6，3A4

（1136）
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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分野　岡田 浩
奈良県立医科大学附属病院 臨床研究センター／京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学分野　鈴木 渉太

解析　その1
STEP

9

	
はじめに

　前回と前々回で，プロトコールの作り方や倫理審査
の受け方について紹介しました。今回は，研究開始後
に集まった情報（データ）をどのように扱うのかについ
て解説します。まずは，集めたデータからデータベー
スを作り，簡単に解析してみるところまでを取り上げ
ます。

	
データベースの作り方

	1		データクリーニング

　収集されたデータには，少なからず誤って入力され
たデータが含まれています。また，データが入ってい
ない“欠測”もあります。これらがないかを確認し，ク
リーニングしたデータでなければ，とても信用できる
解析結果にはなりません。データの欠測を防ぐために
は，欠測が出にくいような研究デザインの工夫や，デー

1  難しい統計手法を使った臨床研究ほど優れている。
2  EZRを使えばどんな解析でもできる。
3  KH Coderは，テキストマイニングを行うフリーソフトである。

クイズ 3 問 答えは本文の最後に

（1143）
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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
　患者は大腸がんに対してFOLFOX療法を開始し（開始
日は不明），副作用である皮膚症状を改善するため，以
前よりレスタミンコーワ（ジフェンヒドラミン）クリーム，
アンテベートⓇ（ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸

エステル）軟膏，ヒルドイドⓇローションなどさまざまな
外用剤を使用していた。
　前年12月の来局時は，継続薬であるヒルドイドⓇロー
ションが処方されていた（ Rp.1 ）。皮膚症状について尋ね
ると，患者から「肌が乾燥して皮膚が浮き上がってきて

FOLFOX療法の皮膚科系副作用が外用剤の変更提案で改善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？	 �FOLFOX療法＊の副作用である皮膚症状がヒルドイドⓇローション（ヘパリン類似物質）を継続

しても改善せず，薬局薬剤師がケラチナミンコーワクリーム（尿素）への処方変更を提案し，皮
膚症状が改善した。

▼ 処方内容	 50代の男性。処方オーダリング。A病院の外科。

Rp.2  　本年1月5日
アムロジピンOD錠�5mg� 1錠
� 1日1回　朝食後　14日分
ロイコンⓇ錠�10mg� 3錠
酸化マグネシウム錠�250mg� 6錠
� 1日3回　毎食後　14日分
ブロチゾラムOD錠�0.25mg� 1錠
� 不眠時　14回分
ケラチナミンコーワクリーム�20％� 50g
� 1日数回

Rp.1 　前年12月28日
アムロジピンOD錠�5mg� 1錠
� 1日1回　朝食後　9日分
ロイコンⓇ錠�10mg� 3錠
酸化マグネシウム錠�250mg� 6錠
� 1日3回　毎食後　9日分
ブロチゾラムOD錠�0.25mg� 1錠
� 不眠時　9回分
エンシュア・リキッドⓇ�コーヒー味� 250mL
� 頓服　5回分
エンシュア・リキッドⓇ�バニラ味� 250mL
� 頓服　5回分
ヒルドイドⓇ�ローション�0.3％� 50g
� 1日数回

＊院内化学療法：大腸Pani＋mFOLFOX6療法
　�パニツムマブ（Pani）とmFOLFOX6〔FOL：フォリン酸（レボホリ
ナート，l-LV），F：フルオロウラシル（5-FU），OX：オキサリプ
ラチン（L-OHP）〕を組み合わせたレジメン

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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先  小児用ムコソルバンDS1.5%（帝人ファーマ）/ 
後  ムコサールDS1.5%（サノフィ）

製剤基本情報

性 状 白色〜微黄色の粒状または粉末で，ヨーグルト様のにおいがあり，味は甘い

添加物
エリスリトール，ヒドロキシプロピルセルロース，アスパルテーム，グリチルリチン酸モノ
アンモニウム，フマル酸一ナトリウム，安息香酸ナトリウム，含水二酸化ケイ素，香料
（ヨーグルトフレーバー）

規格pH 3.8-4.8（本剤2g+水10mL）

安定性
本剤1gを水5mLに溶かして4℃および25℃で保存したところ，含量，pH，性状は28日
後まで変化なかった。40℃保存では，7日後まで含量，pH，性状に変化なかったが，14日
後以降，ゲル状沈殿がみられた

配合変化データ（商品名50音順）
固形剤
試 験  本剤0.78g（2歳児1日標準量）と被験薬剤の2歳児1日標準量（体重13kg換算）を配合
保存期間：14日間（配合直後，1，3，7，14日後に測定）
保存温度・湿度：25℃・RH60%（シャーレ開放）
試験項目：外観，アンブロキソール塩酸塩含量

シロップ・
ドライシロップの
シロップ・
ドライシロップの

知って得する

配配合合変変化化
2

アンブロキソール塩酸塩ドライシロップ
山形県薬剤師会薬事情報 センター長　細谷 順

本連載では，次のように表記する。Sy：シロップ　　DS：ドライシロップ　　RH：相対湿度

山形県薬剤師会 会長　東海林 徹
日新薬品株式会社
学術教育部 特別顧問 白石 正

監 修

● 変化なし（被験薬剤：本剤配合比）

アスベリン散10％
アスベリン散10％（0.03：1.14）a

アタラックス-P DS  2.5％a

アレギサールDS  0.5％ 
（0.005：1.14）a

オノンDS 10％
クラリスDS 10％小児用
ケフラール細粒小児用100mg
ザジテンDS 0.1％（0.001：1.14）a

サワシリン細粒10％

スピロペント顆粒0.002％ a

セフスパン細粒50mg
セフゾン細粒小児用10％
タベジール散1％ a

テオドールDS 20％（0.25：1.14）a

テルギンG DS 0.1％
ナウゼリンDS 1％
ビオフェルミン配合散
フロモックス小児用細粒100mga

ベラチンDS小児用0.1％a

ホクナリンDS 0.1％小児用
ホクナリンDS 0.1％小児用

（0.0007：1.14）a

ホスミシンDS 200a

ポララミンDS 0.2％ a

ミノマイシン顆粒2％ a

メチエフ散10％（0.04：1.14）a

メプチン顆粒0.01％
幼児用PL配合顆粒a

ワイドシリン細粒20％ a
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