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　現在，数多くの統計学に関する本が出版されていますが，薬剤師とし

て臨床データを理解し，業務に活用する方法について解説したものが見

あたらないという声を耳にします。

　そこで，本シリーズでは筆者が現場で経験した症例を使って，いまさ

ら訊くのは恥ずかしいという基本のレベルからしっかりと解説し，明日

から業務に使える統計のスキルについて紹介します。シリーズの序盤は

簡単すぎると感じるかもしれませんが，少しずつ難易度が上がります。

初回からすべてを読んでいただければ，最後にはかなりのスキルが身に

ついているものと思います。ぜひ，症例にチャレンジし，業務でも実践

してみてください。

新連載

神戸薬科大学薬学臨床教育・研究センター
教育研究部門　准教授

波多江　崇 HATAE Takashi

【ケース1】
　あなたは，総合病院の薬剤部に勤務する薬剤師です。ある日，担当する代謝・内分泌内科の部

長医師から，「当院で処方するナテグリニド錠90mgをジェネリック医薬品に変更したい。しかし，
ナテグリニド錠90mgの特徴を考えるとジェネリック医薬品への変更については，私だけでなく
代謝・内分泌内科の医師たちも安全性に不安がある。そこで，ナテグリニド錠90mgのジェネリッ
ク医薬品のなかで，有効性と安全性に関して最も患者間での個人差が少ないと思われる製品を選
んで，次の代謝・内分泌内科のカンファレンスでその根拠とともに紹介してほしい」との依頼が
ありました。

　困ったあなたは，医療統計に精通する薬剤部のDI室長に相談したところ，

「ナテグリニド錠90mgのジェネリック医薬品の薬物動態を比較して，有効
性と安全性を評価してみてください」とのアドバイスがありました。
　さあ，ナテグリニド錠90mgのすべてのジェネリック医薬品の添付文書の

薬物動態のデータから安全性と有効性に関して評価してみましょう。

Q.ナテグリニド錠90mgをジェネリック医薬品に変更したい。最も安全に使用できる製品はどれか？第1回
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■複数の医薬品コードを効率的に取り扱うために
　病院で取り扱う医薬品コードには，大きく分けて2つ
あります。一つは①電子カルテの医薬品コード，②医事
コード，③物流コード──といった病院独自で設定して
いるコード。もう一つは，④GTIN-14，⑤個別医薬品
コード（YJコード），⑥薬価基準収載医薬品コード，⑦
一般名コード，⑧レセプト電算処理システム用コード

（レセ電コード），⑨医薬品HOTコードマスター（HOT
コード） ──などの全国共通コードです。これらは，医
薬品の製造，納品から経営データの作成までの間に医薬
品・患者情報などと関連づけられ存在しています。そし
て，医薬品・患者情報が集まる薬剤部では，必然的に取
り扱う医薬品コードが複数にわたり，薬剤師にはその適

切な管理が求められます（図1）。新規採用薬のマスタ
登録では，新たに複数の医薬品コードを調べて入力する
ことになり，この作業が大変だと感じている方も多いの
ではないでしょうか。日々繁忙な業務のなかで，医薬品
コードの特徴を理解し活用することで作業時間の短縮や
業務の質の改善につながります。

■医薬品コードの種類とその特徴
　医薬品コードにはそれぞれに特徴があり，付与される
情報も異なります（表1）。医薬品の包装（箱）に記載
されているGS1データバーは，アプリケーション識別子

（application  identifier；AI）で区切られた「④GTIN-14
コード」や有効期限，ロットなどの情報が含まれていま

山中　　理
Y A M A N A K A  S a t o r u

市立大津市民病院薬剤部・医療情報システム室・ 
治験管理センター

　院内で取り扱う医薬品コードは，医薬品管理や保険
請求，経営データなど，目的別にさまざまな種類が存
在する。複数の医薬品コードを取り扱う薬剤部では，
医薬品マスタのメンテナンスや新規採用薬の登録のた
びに医薬品コードの入力や更新を行わなければなら
ず，その業務は煩雑で時間がかかる。このような医薬
品コードについて，上手に活用することができたなら
業務効率を改善し，他の業務に時間をあてるなど，薬
剤師業務の質の向上につなげることもできるだろう。
　日ごろから医薬品コードを院内の情報システムに活
用し，安全管理や業務効率の改善に取り組んでいる
山中理氏（市立大津市民病院薬剤部・医療情報システ
ム室・治験管理センター）に，各医薬品コードの特徴
とその利活用のコツを聞いた。

知っていると業務効率化！
医薬品コードの種類と活用のコツ
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特 集

喘息・COPD患者のみかた
喘息・COPDの病態と治療

喘息・COPD 新薬，新ガイドライン キャッチアップ！

はじめに

　ガイドラインはあくまで診療の一つのツールであり，
個々の症例でうまく利用していくものである。気管支喘息

（以下，喘息），慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive 
pulmonary disease；COPD）はそれぞれ診断方法や治
療法が存在するが，病歴，身体所見に基づいた診断，そ
れぞれの増悪の誘因がある。本稿ではガイドラインによ

らず，普遍的に変わらない診断方法，診かたを示したい。

咳　嗽

　図1のとおり，咳嗽の鑑別は多岐にわたる。不整脈が
原因で咳嗽を生じている場合もあり注意を要する。代表
的なものをあげたが，3週以上続いた場合はより慎重な
問診が必要となる。

皿谷　　健
SARAYA Takeshi

COPD

肺がん/咽喉頭がん

副鼻腔気管支症候群 胃食道逆流現象

アトピー咳嗽

感染後咳嗽（通常は長くても3～8週で治癒）薬剤

長引く咳嗽

気管支喘息/咳喘息

ACE阻害薬
カルシウム拮抗薬

図1　長引く咳嗽の鑑別

�ガイドラインは診療ツールの一つであり，個々の症例ごとにうまく利用する。

�咳嗽の鑑別は多岐にわたる。3週間以上続く場合はより慎重な問診が必要になる。

�気管支喘息治療は，喘息コントロール質問票のスコアでコントロールの有無を判断し，ステップダウ
ン，アップを行う。

�COPD治療は，薬物療法だけでなく肺炎球菌ワクチン接種，呼吸リハビリテーションを含めた多角的
治療が重要となる。

Points

杏林大学医学部付属病院呼吸器内科



～こんなときどうするの？～

清水　　研　SHIMIZU Ken
国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長

工藤　浩史　KUDO Hiroshi
国立病院機構 東京医療センター薬剤部 緩和ケアセンター
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連載をはじめるにあたって
～患者とのコミュニケーションで難しいと感じる場面について実践的に解説します～

　がんなどの重篤な疾患に罹患して強い不安を抱えて
いる患者と関わる場合や，緊迫した臨床場面におい
て，対応に苦慮した経験は誰にでもあるだろう。コ
ミュニケーションが難しいと感じる場面においても，
薬剤師が患者のこころの動きを考えて対応すること
で，少なくとも患者に負担をかけずに面談を終えるこ
とができるし，うまくいけば服薬サポートがスムーズ
にいくばかりか，患者の精神的苦痛が軽減することも
ある。このように薬剤師が高いコミュニケーション能
力をもつことは，さまざまな良い影響をもたらす。

　そこで本連載は，薬剤師が臨床でコミュニケーショ
ンに苦慮する場面について，精神医学的な観点からわ
かりやすく読み解き，対応法について解説する。そし
て薬剤師が「患者に寄りそう」ことについてともに考
えていきたい。
　なお，解説は架空の薬剤師，薬丸先生との対談形式
で進めるが，実践的な内容にするために，各回，実地
臨床で活躍している薬剤師に協力をお願いし，実例に
基づいたモデル症例を提供してもらうとともに，薬剤
師ならではの解決すべき臨床疑問をあげてもらった。

登
場
人
物

患者 佐藤明美 さん

担当薬剤師・薬丸 正 先生

緩和ケアチーム・清水 研 先生

55歳女性。専業主婦。会社員の夫（58歳），息子（26歳），娘（22歳）
の4人暮らし。直腸がんStageⅣと診断され，化学療法導入目的にて診
断直後に緊急入院。

600床の総合病院に勤務する薬剤師で10年の臨床経験がある。一生懸命
で物事に誠実に取り組む人柄。清水先生とは以前緩和ケアチームでいっ
しょに働いていたので，患者のことで対応に困ると，ときどき病棟でつ
かまえて相談にのってもらう間柄。

主治医・消化器内科の吉田 誠 先生 卒後15年目で臨床経験が豊富。

薬丸先生がモヤモヤしているときに，タイミングよく現れる精神科医。
患者さんのこころのケアを行うだけでなく，医療者の心理的なサポート，
難しい場面での相談にもよくのっている。

第1回

事実を伝えることで患者を傷つけてしまうことがある
～患者心理・否認について～

新連載



西村　　浩　NISHIMURA Hiroshi
厚木市立病院精神科部長
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�症　例：30歳代女性
�主　訴：「毎晩料理をしてはそれを食べ，そして
吐いてしまうのが止められません」
�起始および経過：中学時代からあるスポーツで活
躍し，高校時代には都道府県大会はもちろんイン
ターハイや国体などにも出場する主力選手だった
が，その頃から食べたり吐いたりがあった。ス
ポーツ推薦で大学に進学したが，全国から強豪選
手が集まるなかで主力選手になることは難しく，
また練習中の外傷もあり，やむなく中途退学した。
　�　その後は自宅で自営業を手伝っていたが，20
歳頃から毎晩料理をしては一人で食べ，それを吐
く毎日となった。23歳頃には身長160cmに対し
体重が以前の60kgから28kgに激減したため，大

　�学病院の精神科を受診してしばらく通院したが，
なんとなく自己中断していた。
　�　X年Y月末，気分不快を訴えて救急受診し，著
明なアルカローシスを認めたため内科病棟に入院
となり，2日後に精神科依頼となった。
�既往歴：なし
�家族歴：否定
�飲酒歴：否定
�喫煙歴：否定
�有機溶剤吸引・覚醒剤使用歴：否定
�生活歴：同胞なし。中学時代からスポーツ選手と
して活躍，高校卒業後，大学中退。婚姻歴はなく，
自営業を営む両親との3人暮らし
�性　格：明るい，社交的
�所　見：表情は一見明るいものの顔色は不良。歯

第12回
摂食障害
“食べては吐く”のが止められない

　精神科医はいったい患者さんをどう診て，どう治療しているのか？　本連載では経験豊富な専門医が実際
の症例を通じて，時に真面目に，時に面白く精神科治療の実際を解説。映画好き必見のコラムもあります！




