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A R I TA E t s u k o

悦子 氏

北里大学薬学部薬学教育研究センター医療心理学部門
准教授
患者に良い医療を提供するためにコミュニケー
ションが重要であることは誰もが理解するところ
だろう。では，そのコミュニケーション能力をど
うやって向上させたらよいだろうか。医療人に必
要とされるコミュニケーション能力について研究
している有田悦子氏（北里大学薬学部薬学教育研
究センター医療心理学部門 准教授）は，医療コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 分 析 ツ ー ル で あ る RIAS を
使って，薬学生や薬剤師のコミュニケーションの
特性を分析し，その結果を教育にフィードバック
するなどして役立てている。RIAS の特徴や，有田
氏のこれまでの研究について話を聞いた。

RIASを使った医療コミュニ
ケーションの分析
― RIAS とはいったいどのようなものですか？

次に，RIAS には表に示した 42 のカテゴリーがあるの

コミュニケーションは検査値のように数字で把握で

ですが，分割された発話をこのカテゴリーのいずれか

きるものではなく，客観的に分析することが容易では

に分類していきます（コード化）
。これにより，その会

ありません。一般にコミュニケーション分析は質的研

話ではどういうカテゴリーが多くみられたかを分析で

究になりますが，この質的なものを量的なものへと

きますから，会話という一見とらえどころのないもの

変えるのが RIAS（The Roter Method of Interaction

を量的にとらえることができるのです。

Process Analysis System）です。その名のとおり，RIAS
はジョンズ・ホプキンス大学の Debra L. Roter 先生が
開発されたもので，医療コミュニケーションの分析に特

― 一つの発話に一つのカテゴリーがラベリングされ
るイメージですか？

化したツールです。欧米を中心にこれまで 200 以上の研

そうです。RIAS のカテゴリーは大きく分けて社会情

究で使われ，その妥当性と信頼性が確認されています。

緒的カテゴリーと業務的カテゴリーがあります。医療従

RIAS ではまず，医療従事者と患者間の会話をビデオ

事者の発話もすべてが業務的カテゴリーに入るわけでは

録画し，その会話を，一つの事柄を伝えている最小単

なく，例えば「はい，そうですね」という返事は 5「同意・

位の言葉（発話）へと分割します。「はい」とか「そう

理解」にコードされたりします。

なんですか」といった言葉も独立した発話になります。

また，なぜビデオ録画するかというと，同じ「そうで
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2

笑い・冗談

16

医学的状態に関する情報提供

情報提供
28

医学的な状態に関する閉じた質問

閉じた質問

3

相手に対する直接的な承認・ほめ

17

治療方法に関する情報提供

29

治療方法に関する閉じた質問

4

相手以外に対する承認・ほめ

18

生活習慣に関する情報提供

30

生活習慣に関する閉じた質問

5

同意・理解

19

社会心理的なことに関する情報提供

31

社会心理的なことに関する閉じた質問

6

あいづち

20

その他の情報提供

32

その他の閉じた質問

7

謝罪・関係修復

8

相手に対する直接的な非同意・批判

9

相手以外に対する非同意・批判

助言

プロセス

21

医学的状態・治療方法に関する助言・教育

33

パートナーシップ

22

生活習慣・社会心理的なことに関する助言・
教育

34

意見の要請

10

共感

35

11

正当性の承認

許可の要請

36

理解の確認・正確な伝達・明確化のための
言い換え

12

自己開示

23

医学的な状態に関する開かれた質問

13

不安・心配

24

14

安心させる言葉・励まし・楽観的な姿勢

25

治療方法に関する開かれた質問

37

繰り返しの要請

生活習慣に関する開かれた質問

38

15

安心・励ましの要請

相手の理解の確認

26

社会心理的なことに関する開かれた質問

39

指示・方向付け

27

その他の開かれた質問

40

サービスや薬の要請

41

接続語・移行の合図

42

意味不明の発話

開かれた質問

カテゴリー外

すね」という言葉でも，心から同意した言い方なのかそ
うではないのかによって患者の受け止め方が違ってくる

いたことがわかりましたが，興味深かったのは，模擬患者

からです。コミュニケーションにおいてノンバーバル
（非

からの評価が高かった学生と低かった学生に分けて分析し

言語的）な部分は重要ですから，発話をコード化する際

たところ，評価が低かった学生のほうが開かれた質問をよ

はビデオを見ながら行います。コード化の妥当性を担保

り多く用いていたことです。一般には開かれた質問のほう

するために，最低 2 人以上の人間が別々にコード化の作

が円滑なコミュニケーションを図れるといわれています

業を行い，その一致率をみることも求められています。

が，それとは逆の結果でした。録画記録を詳しく分析して
見えてきたのは，評価が低かった学生は開かれた質問を用

― RIAS を使った先生のこれまでの研究について教え
てください。
2012 年に日本薬学会で発表した研究は，薬学 6 年生と
現場の薬剤師を対象に行ったもので，
「初めてのホルモ

いる一方で，無表情だったり下を向いて話をすることが多
く，これが評価の低さにつながっていました。コミュニ
ケーションにおけるノンバーバルな部分の重要性が改めて
示されたといえます。

ン療法に不安を抱くがん患者」
というシナリオを作成し，
模擬患者との間で服薬指導のロールプレイをしてもらい

― RIAS を現場の薬剤師が活用することはできますか？

ました。会話の中身をコード化する一方，模擬患者には

RIAS 研 究 会 日 本 支 部 と い う 組 織 が あ り（http://

薬剤師役の評価をしてもらいました。その結果，薬学生

plaza.umin.ac.jp/rias/）
，ワークショップを定期的に開

に比べて薬剤師はカテゴリーのばらつきが大きく，指

いています。私もそのワークショップでコード化の方法

示・方向づけを目的とする発話が多かったことがわかり

などを学びコーダーとして認定されました。こうした講

ました。4 年制教育下の薬剤師はコミュニケーションに

習を受けないと RIAS を正式に使う資格は得られませ

関する教育機会が少なく，それぞれの経験による差が出

ん。また，ビデオ録画が必要ですが，臨床現場での撮影

たためではないかと思われます。さらにカテゴリーの結

が難しい場合は音声録音のみの分析も可能ですし，模擬

果と患者の満足度との相関をみると，話を笑顔で受け止め

服薬指導場面などを設定し薬剤師教育に活用することも

たり開いた質問をしたりすること，さらに承認やほめると

できます。コミュニケーションという質的なものを量的

いったカテゴリーが多いほど患者の不安は減少し，治療に

な結果で示せる RIAS は，薬剤師のコミュニケーション

対して前向きな気持ちになるという結果が出ました。

教育に非常に有用であり，研究結果を臨床現場にフィー

また 2013 年の日本医療薬学会で発表した研究では，

ドバックしていくことで薬剤師のコミュニケーションの

「服薬に抵抗感のある糖尿病患者」というシナリオで，

質向上に役立てることができると考えています。今後も

薬学 4 年生と模擬患者との間でロールプレイをしてもら

医療者−患者間のコミュニケーションについて RIAS を

いました。その結果，学生は開かれた質問を多く用いて

活用した研究を続けていく予定です。

利尿薬を使いこなす

利尿薬を使うときの12の心得
藤田

芳郎

FUJITA Yoshiro

１．利尿薬は「Na吸収阻害薬」と「水吸収阻害薬」とに分類される
体液の容量は体重の60％であり，したがって体重

重要点は以下のことである。ヘンレループの太い上行

60kgであれば36Lとなる。細胞内液と細胞外液にそれぞ

脚，遠位曲尿細管，結合（あるいは接合）尿細管，集合

れ 2 ： 1 の割合で分布すると一般に考えられており，体

管では，Naと水の再吸収は別々に独立して行われる。

液36Lは細胞内液に24L，細胞外液に12L分布することに

Naと水が同時に同じ経路で吸収されるのではない。ヘ

なる。腎臓は細胞外液の組成を一定に保つべく働いてお

ンレループの太い上行脚と遠位曲尿細管ではそもそも水

り， 1 日に約150Lの細胞外液が糸球体で濾過されていっ

の吸収がない。

たん尿細管に出る。尿は普通 1 日 1 〜 2 Lであり，尿細

最もよく使われている利尿薬は，ループ利尿薬（例：

管に出た細胞外液のほとんどが再吸収されていることに

フロセミドなど）とサイアザイド系利尿薬（例：トリク

なる。再吸収は細胞外液組成を一定に保つべくなされ

ロルメチアジドなど）である。ループ利尿薬とサイアザ

る。「糸球体から尿細管へいったん濾過される細胞外液」

イド系利尿薬が作用する場所はそれぞれヘンレループの

を原尿というが，その主な成分は水（H2O）とナトリウ

太い上行脚と遠位曲尿細管であり，これらの利尿薬はそ

ム（Na）などの電解質や尿素である。ここで水とNaに

のそれぞれの場所に存在するNa吸収機構を阻害してい

注目してみる。

る。すなわち，ループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬は

血清Na濃度は140mmol/Lであるから，ほぼ140mmol/L

Na吸収阻害薬であり水吸収阻害薬ではない。もともと

×150L＝21,000mmolのNaが糸球体から尿細管に排泄さ

水吸収はされない部位（繰り返しになるが，ヘンレルー

れることになるが，その99％以上が再吸収され，尿とし

プの太い上行脚と遠位曲尿細管は水吸収がない部位であ

て排出されるNaは濾過されたうちの 1 ％未満である。

る）に作用している。一方，集合管には，Naを吸収す

全尿細管を通じて，尿細管は必死にNa吸収を行っている。

る部位と水のみを吸収する部位が存在する。この水だけ

尿細管は近位尿細管，ヘンレループの細い下行脚と上

を吸収する部位は，バソプレシン（筆者はバソプレシン

行脚，ヘンレループの太い上行脚，遠位曲尿細管，結合

を「水吸収ホルモン」とよぶことを提唱している）が血

（あるいは接合）尿細管，集合管に分かれる（図 1 ）。そ

中に分泌されているときに出現する。トルバプタンは

のいずれにもNa吸収部位が存在する。尿細管に排出さ

「バソプレシン受容体拮抗薬」すなわち「水吸収ホルモ

れたNaのうちの65％を近位尿細管で吸収し，ヘンレルー

ン受容体拮抗薬」であり，集合管の水吸収部位に作用す

プの太い上行脚で25％，遠位曲尿細管で 5 ％，接合尿細

る「水吸収阻害薬」である。

管で 3 ％，集合管で 2 ％を吸収している（図 2 ）。

中部ろうさい病院 副院長
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知っ得！

薬剤師業務に活きる

監修：
薬剤師・医療情報技師会
（荒 義昭，若林 進）

IT・アプリ
第 2 回

医薬品に直接表示されたバーコードを
活用する
池田

和之

IKEDA Kazuyuki
奈良県立医科大学附属病院薬剤部

みなさん，医療用医薬品にはバーコードが表示されていることにお気づきですか。特に，注射剤や
特定生物由来製品については，アンプルやバイアル単位にバーコードが表示されています。なぜ，こ
のようなバーコード表示が行われているのでしょうか。
医療用医薬品へのバーコード表示は，2002年4月の「医療安全推進総合対策〜医療事故を未然に
防止するために〜」
（医療安全対策検討会議報告書）のなかで，医療安全確保のため，情報システム
の積極的な利用とともに医療用医薬品へのバーコード表示などが述べられました。2006年には厚生
労働省より「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項の一部改正について」の通知が出され，
調剤包装単位および販売包装単位へのバーコード表示が実施されました。今回は，医薬品に直接表
示されたバーコード（医薬品バーコード）を活用するソフトやマスタについて紹介します。

そもそも医薬品バーコードとは？
今回紹介する医薬品バーコードとは，いままでの医薬品に表示されていたJANのバーコードとは異
なり，GS1 DataBarという形式のバーコードです。このGS1 DataBarは，極めて表示面積が小さくか
つ商品コード以外に有効期限や製造番号などの表示が可能となっていて，アンプル，バイアル，ヒー
トシールなど表示面積が小さい商品にも表示可能です。
また，この医薬品バーコードの表示単位も，医療機関に納入される最小の包装単位である「販売包
装単位」（いままでJANバーコードが表示されていた箱の単位）ばかりでなく，それらが複数個入っ
た段ボール箱のような「元梱包装単位」や医療機関のなかで移動する最小単位の「調剤包装単位」
（アンプル，バイアル，ヒートシールなど）に表示されます（表 1 ）。さらに表示内容に関しては，各
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適応外使用の処方せんの読み方
第

45 回

乳房切除後疼痛症候群
藤原

豊博

FUJIWARA Toyohiro

AIメディカル・ラボ

67歳，女性。左乳がんにて左乳房切除術および腋窩廓清を施行。その 1 カ月後あたりから創部にひりひり
した不快な疼痛を感じ，衣服などが触れると痛みが増強するというアロデニアを発現し，不眠を訴えた患者
の処方せんです。

アナストロゾール錠1mg

1回1錠

1日1回

朝食後

エルデカルシトールカプセル0.75μg

1 回 1 カプセル 1 日 1 回

パロキセチン塩酸塩水和物錠10mg

1回1錠

1日1回

夕食後

ラフチジン錠10mg

1回1錠

1日2回

朝食後と寝る前

朝食後

このなかで適応外使用の医薬品とその目的は？

読み方のヒント― 乳房切除後疼痛症候群の病態生理
乳がん手術後に患者が経験する問題の一つとして，疼痛を中心とする不快な感覚異常がある。皮膚に軽く触れただ
けで不快な疼痛（アロデニア）を強く感じることもあり，不眠を訴えるなど患者のQOLを損なう。この疼痛は，急
性にも慢性にも出現し，NSAIDsなどの抗炎症薬は通常奏効しない1）。慢性的なものは乳房切除後疼痛症候群（postmastectomy pain syndrome；PMPS）とよばれ，乳房，腋窩，上腕にかけてヒリヒリした疼痛があり，皮膚に衣服
などが触れると疼痛が増強することが多く，長期持続する病態である1），2）。原因は，肋間上腕皮神経や肋間神経の外
側皮枝の障害が原因の神経因性疼痛と考えられている2），3）。原因となる疾患が治癒した後も疼痛が消失せず，治癒に
難渋する難治性・慢性疼痛も含まれている4）。リスク因子としては，過去の手術，若年者，原発巣が外側領域，腋窩
廓清などが報告されている2），5），6）。一方，腋窩廓清について，選択的な腋窩廓清により慢性的な術後疼痛の頻度が低
下すると報告されている2），7）。PMPSは，乳がん術後の21〜65％と高率に発症し，多くの患者がPMPSとして治療さ
れていない現状がある2），8）。日本乳癌学会会員に行ったアンケート調査結果によると，29.5％がPMPSを認識しておら
ず，治療は78.4％がNSAIDsを使用していると報告している。さらに，69.5％が治療不十分とし，現在効果的な治療
法はないと回答している2），8）。
治療にあたっては，第一選択薬として三環系抗うつ薬，SNRI，SSRI，抗痙攣薬が推奨されているが，眠気，めまい，
ふらつき，頭痛，複視，倦怠感などの副作用により使用しにくいのが現状である1）。
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は
はじめに

しかしながら，これらの機能低下については各人の栄
養や疾患の状態により一様でなく，個人差が大きいこと

医療機関受診者の多くは高齢者であり，薬剤師には高

も特徴的です。もっとも，高齢者における薬物動態のエ

齢者への薬物適正使用を支援・実施する技能が必須と

ビデンスが不足していることも，高齢者の薬物動態に関

なっています。高齢者の疾病構造に関しては，多臓器疾

する一般的原則について理解を深めることのできない一

患を有する場合が多く，そのため多種類の薬剤併用投与

因となっています。

による有害作用も数多く報告されています。国民の健康
を守る薬剤師には高齢者の特性を理解したうえで適切な

以下に薬物動態の各過程における加齢の影響について
述べます。

服薬指導を行うことが求められています。
1．吸

高
高齢者の薬物動態
一般に，加齢により生理機能は低下します。薬物動態
に関与する器官として，皮膚，胃，腸，肝臓，腎臓，肺，

収

高齢者ではかなりの頻度で胃内pHの上昇傾向があり
ます。また，胃排出時間も延長する傾向があり，患者に
よっては最大血中濃度到達時間が若年者より遅れること
があります。

胆道系，リンパ系など多くの器官があります。呼吸循環

一方，肝臓や消化管における薬物代謝酵素活性が加齢

器系の機能低下，内分泌系や腎臓や肝臓などの機能が低

により低下するため，プロプラノロールやリドカインの

下するほか，体内水分量の減少や電解質バランスの異常

ような初回通過効果の大きい薬物では，経口投与後の薬

が特徴的です。高齢者では薬物の排泄に関与する腎血漿

物血中濃度時間下面積（AUC）が若年者より著明に上

流量や糸球体濾過率の低下が著しく，薬物の腎排泄機能

昇する場合があります。このような薬物としてはそのほ

が顕著に低下する可能性があります。また，加齢による

かにラベタロール，ベラパミル，ニフェジピン，ニソル

心拍出量の低下や動脈硬化の進展による血管壁の肥厚に

ジピン，L-dopa，クロルメチアゾール，モルヒネなどが

より，各組織血流量の低下がもたらされます。このこと

知られています。

が薬物の吸収量の減少や肝代謝能の低下にも関与してい

また，高齢者の皮膚は若年者より水分 ･ 脂質ともに乏

ます。また，肺活量の減少と脳血流量の低下が脳へ運搬

しく，血流量も少ないため，角質層の脂溶性に依存して

する酸素分圧の低下をもたらし，中枢神経機能も低下す

浸透・吸収される非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）

るため，高齢者では中枢神経系の副作用が起こりやすい

などのパップ剤の吸収は理論的に高齢者で減少するもの

ともいわれています。

と推察されますが，テープ剤や保湿成分を含む皮膚貼付
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感染症医が教える 新 薬剤師力
ここまで

臨床感染症
ケースファイル
できる！

第 16 回

がん患者の感染症①
固形がんで多発転移がある患者の
発熱へのアプローチ
岸田 直樹 KISHIDA Naoki
手稲渓仁会病院総合内科・感染症科

前回は，抗菌薬投与中に副作用が出た患者さんについて考えてみました。抗菌薬は最も副作用
の多い薬の一つですので，このような相談はとても多いと思います。特に，感染症のコンサルト
を受け，抗菌薬を提示したものの副作用が起こってしまった場合には迅速に対応することが重要
です。そうしないと，主治医から「相談して決めた抗菌薬でいつも副作用が出るよね」とか，
「い
つもすごい量の提示だからそんなことばっかり起こるんじゃないの？」とか誤った方向にとられ
てしまいます。このような事例でよく聞くのは，
「薬剤部にバンコマイシンの TDM をしてもらう
といつも腎機能が悪くなる」などと言われたこともある薬剤師さんがいると聞きます。そんな馬
鹿なはずはないのですが，医師とコミュニケーションがうまくいっていないことの表れと思いま
す。特に，信頼を得るまでの期間は，副作用への迅速な対応に十分に配慮することが重要です。
さて今回は，免疫不全患者の感染症としてがん患者の感染症について考えてみましょう。免疫
不全患者というと，つい HIV などと考えてしまいますが，最も多い免疫不全患者さんはがん患者
さんです。特に今回は固形がんで多発転移がある場合について考えてみたいと思います。固形が
ん患者さんというと，よく聞くのは「固形がん患者さんって免疫不全なの？」とか「固形がんだ
からって何が違うの？」といった声です。そう言ってしまっている方は免疫不全という言葉から
勉強し直しましょう。また，今回は多発転移がある場合ということで熱源がはっきりしないこと
が多いでしょう。究極的には感染症ではないこともありますね。では，実際の症例をもとに考え
てみましょう。
患

者

Nさん 62歳 男性

主

訴

発熱

入院時診断

進行大腸がん

現 病 歴

進行大腸がんで外来化学療法（FOLFOX）をしている患者さん。化学療法をするも肝転
移，肺転移が進行していた。1週間くらい前から発熱を認めたため精査・治療のため入院と
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