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今月号では

婦人科疾患を漢方薬で乗り越えるために

知っておくべき情報をまとめました

薬剤師のための漢方基礎知識 6
　まずは気・血・水など漢方の基本的な考え方をおさらい！　生薬の働きの特徴を知るこ
とで，漢方薬選択のアドバイスに繋げます。

漢方薬との上手な付きあい方 13
　「漢方薬はいつまで飲むの？」，薬局でよく聞かれるけど答えにくい……そんな質問に答え
るためのヒントをご紹介します。

西洋薬との併用による漢方の可能性──ヌーベル漢方の活用 18
　西洋薬での治療を漢方薬で補完する使い方はまさに和洋折衷！　漢方薬と西洋薬の併用
のコツをお教えします。

漢方薬を手に取る女性への対応フローチャート 25
　どの漢方薬をお勧めするべきか悩んだとき，フローチャートがあると心強い。患者さんへ
の徹底した“聞き取り”が漢方薬選択のポイントです。

女性の健康サポートと漢方・薬膳 32
　ハーブや薬膳について薬局で相談を受けたことはありませんか？　薬剤師として知ってお
きたい薬膳の知識を学びます。また，女性の健康管理に役立つ薬膳レシピも併せてご紹介
します！

特集　 婦人科漢方でもっと寄り添える！
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6 調剤と情報  2018.12（Vol.24 No.16）

特 集 婦人科漢方でもっと寄り添える！

（2390）

昭和大学薬学部 天然医薬治療学部門　川添 和義

薬剤師のための
漢方基礎知識

はじめに

　漢方薬は「使い方がわかりにくい」「難しい理屈が

ある」などの先入観から，使いたいけれど使えない，

または初めから選択肢に入れないという人が多い。

しかし，基本的な考え方を少し知るだけで，とても

利用価値の高い医薬品であることがわかる。特に，

西洋医学で解決しにくい冷えやPMS（月経前症候

群），更年期障害など，女性特有の疾患には多くの

処方が用意されている。つまり漢方薬をうまく利用

することで，このような悩みから患者を解放できる

可能性がある。

　漢方薬の治療理論は複雑難解というイメージがあ

るが，実はとてもシンプルで，「崩れたバランスを元

に戻す」の一言に尽きる。漢方の世界では，私たち

の体は常に微妙なバランスを保ちながら生命を維持

していると考えられている。そのバランスが崩れる

ことでさまざまな症状が出ると考えられており，こ

れがすなわち病気である。このバランスを元の状態

に戻せば健康を取り戻すことができるというのが，

漢方薬による治療の考え方である。

はじめに 漢方薬の主な特徴

1 判断指標は症状
　西洋医学と東洋医学では，治療の考え方が全く異

なる。西洋医学では，その症状から病気の原因を解

析し，それに対し薬を施したり，手術で取り除いた

りという治療を行う。これができない場合，症状の

みを取り除く対症療法も行われる。

　一方，東洋医学では，バランスの崩れを判断し，

それを元に戻すことができる処方を投与する。この

判断の指標となるのが症状であり，その人の状態（例

えば，体力の有無など）である。どのようにバラン

スが崩れているかは，西洋医学的な検査（生化学検

漢方薬の主な特徴

1 判断指標は症状

1

表1　四診とその内容

望診 目で見て患者の顔色や全身の状態などを判断
する

聞診 耳と鼻で患者の発するにおいや声の高さ，強
さなどを判断する

問診 患者と話をして，主観的な訴えやその場では
わからない状況を判断する

切診 患者に触れて，脈や皮膚の状態などを判断
する
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特 集 婦人科漢方でもっと寄り添える！

（2397）

2
九州大学大学院医学研究院地域医療教育ユニット　貝沼 茂三郞

漢方薬との
上手な付きあい方

はじめに
─漢方薬はいつまで飲むの？

　西洋医学の考え方に対し，東洋（漢方）医学の根底

には，人間にはもともと自分で病気を治す力，いわ

ゆる“自然治癒力”が備わっているという考え方があ

る。しかし，さまざまな要因で体のバランスが崩れ

た状態では，その自然治癒力がうまく機能しなく

なっている。漢方医学的な治療は，その歪みを正す

ことによって，本来ある自然治癒力が十分に働ける

ようにするのが目的である。

　よって西洋医学とは異なり，漢方薬を用いた治療

は薬を服用しなくても自分でコントロールできるよ

うになることが目標となる。「それでは漢方をいつま

で飲み続けたらよいのか？」，患者からはたびたびこ

のような質問を受ける。また医師からは「漢方薬はい

つまで処方したらよいのか？」という質問を受ける。

漢方薬の効果発現には
どれぐらいかかる？

　漢方薬は「長く飲まないと効果が出ない」と誤解さ

はじめに
─漢方薬はいつまで飲むの？

漢方薬の効果発現には
どれぐらいかかる？

れていることが多いが，芍
しゃく

薬
やく

甘
かん

草
ぞう

湯
とう

はこむら返りに対

して5～15分程度で効果がみられる。芍薬甘草湯は

芍薬と甘草の2味から構成されるが，一般的に構成生

薬の種類は少ないほうが効果はシャープで，キレがあ

る。逆に薬味が多いと，多面的な効果が期待できる

が，効果発現に時間がかかる傾向がある。それでも

急性疾患の場合は30分～1時間程度で効果がわかる。

1 効果判定の目安
─感冒やインフルエンザを例に

　われわれは感冒，インフルエンザなどの患者に対

し，外来受診の際に漢方を試飲してもらうことがあ

る。その際は漢方薬を服用後，ベッド上で安静臥床

してもらい，15分程度で効果判定を行う。また，感

冒やインフルエンザで発熱があり悪寒がする場合，

漢方薬を服用する際は服薬間隔を詰め，だいたい3時

間おきに内服するように指導する。どのタイミング

まで3時間おきに飲み続けるかについては，「しっか

り汗をかいて下着を一枚着替えるくらい」を一つの

目安としている。それ以降は少し間隔を空け，1～

2日程度継続して内服してもらうようにしている。

　感冒やインフルエンザなどに用いられる葛
かっ

根
こん

湯
とう

や

麻
ま

黄
おう

湯
とう

は温熱産生援助剤といわれ，内服することで

体温を上昇させ，ウイルスなどを排除する手助けを

1 効果判定の目安
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特 集 婦人科漢方でもっと寄り添える！

（2402）

3
近畿大学東洋医学研究所　武田 卓

西洋薬との併用による漢方の
可能性──ヌーベル漢方の活用

はじめに

　日本における漢方治療の活用方法は，「漢方だけ

の治療」「西洋薬の治療効果の補完」「西洋薬の副作

用対策」が挙げられる。東洋・西洋の医学を効率的

に併用することにより，両者の利点の活用が期待で

きる。筆者は，西洋医学・漢方医学の両者の特徴を

活かす「和洋折衷ハイブリッド漢方」を，料理のヌー

ベルシノワ（中華料理にフランス料理の良いところを

取り入れたもの）に倣い，「ヌーベル漢方」と名づけ

た1）。

　女性は月経・妊娠・閉経といった劇的な内分泌環

境の変化を遂げることから，男性と比較して心身の

不調を来しやすい。政府の成長戦略として女性の活

躍促進が提唱されていることからも，月経困難症・

月経前症候群（premenstrual syndrome：PMS）と

いった月経随伴症状や更年期障害に関して，今まで

以上に積極的な対応が必要とされる。

　これらに対しては，西洋医学的には低用量エストロゲ

ンプロゲスチン合剤（low dose estrogen progestin：

LEP，いわゆる経口避妊薬），プロゲスチン製剤やホル

モン補充療法（hormone replacement therapy：HRT）

といった内分泌療法が実施されるが，すべての症状

はじめに
が改善されるわけではない。また，嘔気・倦怠感と

いった副作用により，使用が制限される場合も認め

られる。

　漢方的には病態の一つである“瘀
お

血
けつ

”が原因とさ

れ，通常は滞りなく流れている「血」が，外的なスト

レスなどにより障害され，結果としてさまざまな精

神・身体症状が現れるとされている。西洋薬による

効果が不十分の場合には，瘀血を改善する漢方薬の

併用による治療効果の補完が期待できる。さらに，

「元気にする」「精神安定」「制吐」「止血」などの効果

をもつ漢方薬の組み合わせにより，西洋薬の副作用

対策に応用できる。

　本稿では，女性のQOL向上のためのホルモン製

剤・漢方治療併用の実際を概説したい。

漢方からみた月経随伴症状・
更年期障害

1 月経困難症とPMS
　月経痛はプロスタグランジンによる子宮収縮が引き

起こす痛みである。PMSとその重症型である月経前

不快気分障害（premenstrual dysphoric disorder：

PMDD）の詳細な病態は今でも不明であるが，脳の

漢方からみた月経随伴症状・
更年期障害

1 月経困難症とPMS

TJ201812_018-023_toku03(04)-03.indd   18 2018/11/15   16:04



特集　 婦人科漢方でもっと寄り添える！

25調剤と情報  2018.12（Vol.24 No.16）

特 集 婦人科漢方でもっと寄り添える！

（2409）

4
東北大学大学院医学系研究科漢方・統合医療学寄付講座　大澤　 稔

株式会社スギ薬局　大澤 幸恵

漢方薬を手に取る女性への
対応フローチャート

OTC漢方薬の購入希望者を
目の前にしたら

1 徹底した聞き取りで主訴の裏を読む
　漢方薬を用いたセルフメディケーションにおいて，

薬剤師が果たすべき役割は，専門知識をもち，来局

者の相談に応じて薬を選ぶ手助けをすることである。

そのなかで特に注意を払わなければならないのが，

訴える症状の重症度に基づく治療の優先度の選別と，

必要に応じた受診勧奨である。そして，その際に重

要なことは徹底した来局者からの“聞き取り”である。

漢方薬を求めるきっかけはテレビや雑誌，インター

ネットなどのメディアによる情報や，周囲の似通っ

た症状をもつ方の「この薬，良いわよ」などといった

曖昧な口コミによることが多い。その期待を裏切る

ことなく，薬剤師が客観的視点に基づいて介入する

ことは，実は非常に難しい。

　だからこそ，薬剤師は主訴の裏側を読み，「本当

に必要なことは何か」を聞き取ることに全神経を集

中させなければならない。①基礎疾患や合併症によ

る他科受診の把握，②使用薬や併用薬およびサプリ

メントの把握，③アレルギーの有無，④妊娠や授乳

による禁忌─など，来局者に聞き取るべき情報は

OTC漢方薬の購入希望者を
目の前にしたら

1 徹底した聞き取りで主訴の裏を読む

多い。OTCと侮ってはならないのである。

　感冒薬や便秘薬，頭痛薬を買いに来た女性が，妊

婦や授乳婦であったり，透析中であったり，がん患

者で抗がん薬服用中であったり，心不全や肝障害の

可能性もある。また，すでに処方されていた薬が漢

方薬だと知らないケースや，OTCの商品名が漢方薬

ではないため症状だけで選んだ結果，服用中のもの

と同じ成分の生薬を含んでおり，下痢や腹部膨満感，

腹痛を訴えてくるケースなども考えられる。

2 漢方薬の販売は医師との連携を
　ここまで読むと，「漢方薬はどんな成分が入ってい

るのかよくわからないから，販売するのは心配だ」

という声が聞こえてきそうである。しかし，薬局を

巡る情勢から在宅医療も推進されている今，そうも

言っていられない。

　漢方薬の販売は今後，医師との連携やコミュニ

ケーションがカギになる。ポリファーマシーへの配

慮も必要であることから，基礎疾患に注意するだけ

でなく，漢方薬の利用に際し薬剤師から医師への相

談も必要になるだろう。

2 漢方薬の販売は医師との連携を
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特 集 婦人科漢方でもっと寄り添える！

（2416）

フローラ薬局河和田店　篠原 久仁子

女性の健康サポートと
漢方・薬膳

はじめに

　女性の健康サポート活動として，フローラ薬局（以

下，当薬局）では，薬局薬草園のハーブを活かした

漢方・薬膳やハーブ・アロマセラピーの教室を開催

している。薬局の名前は，地域に健康の花が咲くこ

とを願って名づけている。

　当薬局は水戸市と笠間市の郊外に立地する地域の

健康サポート薬局で，薬草ハーブ園を所有している。

医薬分業がこれほど進んでいなかった開局当初の約

22年前から，薬草ハーブ園に生えている季節のハー

ブを使った漢方・薬膳教室を毎月開催するなどの地

域活動を行っている。それが口コミで地域住民の間

に広がり，現在では，①地域の公民館や市町村保健

センターからの依頼，②学校保健関係者，在宅・介

護関係者，行政の健康増進課，NHKカルチャーと

の連携による教室開催，③漢方相談─に発展し

ている。

　薬草・ハーブは女性の関心が高い一方で，健康被

害で誤解されたり，脱法ハーブ（危険ドラッグ）と混

同されたりすることも多く，子どもや保護者，地域

住民への正しい知識の発信が重要である。

　本稿では，女性の健康サポートに役立つ薬膳や漢

はじめに
方の正しい情報の発信から，薬膳の五味を活かした

減塩の健康料理による食生活改善，疾病予防，健康

相談への取り組みを紹介する。

補完代替医療としての漢方薬

　西洋医学を補完する補完医療と，西洋医学に取っ

て代わる代替医療をまとめて「補完代替医療」とい

う。そして最近では，補完代替医療と西洋医学を組

み合わせることによって患者の心と体を総合的に考

えて治療を行うことを「統合医療」と呼んでいる。

　補完代替医療の範囲は，①ハーブやビタミン類な

どの健康食品やサプリメント，②鍼灸，③ヨガ，④

マッサージや整体，⑤ホメオパシー─など非常に

多く，漢方薬もここに位置づけられる。健康サポー

ト薬局では広く国民の疾病予防，健康相談，受診勧

奨の役割が求められるが，女性の健康相談において

OTCの漢方相談は重要なカギとなる。

1 漢方薬のエビデンス
　従来，漢方薬はエビデンスに乏しいとされてきた。

しかし，日本東洋医学会EBM委員会編集の「漢方

治療エビデンスレポート」が発表されるとともに，

補完代替医療としての漢方薬

1 漢方薬のエビデンス

5
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まずはガイドラインに目を通す

　今，向精神薬のポリファーマシーが医療現場で問

題になっていますが，主に高齢者を対象とした場合，

薬剤師が勉強するのにお薦めの医師と共通の資料に

はどのようなものがありますか。

水上　まずは，高齢者薬物療法に関わる基本的なガ

イドラインに目を通すとよいと思います。日本老年

医学会の「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」

（図1）や厚生労働省の「高齢者の医薬品適正使用の

指針（総論編）」がそうです。代表的な薬剤が載って

いますから，まずそれを見ながらご自身で，注意し

なくてはいけない薬剤を頭に入れるとよいかと思い

ます。そこに引っかかる薬剤が処方された際には少

し立ち止まって，本当にその患者さんに必要かどう

か考えていただく必要があるでしょう。

　向精神薬や睡眠薬，抗うつ薬が一般内科のクリ

ニックから出ていた場合，どう考えたらよいでしょ

うか。

水上　多剤併用で，かつ抗精神病薬も抗うつ薬も処

方されているような場合，一度専門医に相談してい

ただくのがよいと思います。例えば，高齢者なら日

本老年精神医学会や日本精神神経学会の専門医に処

方の整理を依頼するのも一つの方法かと思います。

　それだけ薬が多くなると副作用がかなり出ている

でしょうし，その医師もどう整理したらよいかわか

らなくなっているのではないでしょうか。精神症状

で治療が必要なのだろうけれども，どういう薬を使

い，どう減らしたらよいかがわからない状態かと思

うので，一旦専門医にコンサルテーションするのが

よいでしょう。

筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
1984年3月 筑波大学医学専門学群　卒業
1986～1988年 石崎病院
1988～1990年 都立松沢病院
1990～2002年 筑波大学臨床医学系精神医学講師
2002～2004年 筑波大学臨床医学系精神医学助教授
2004～2007年  筑波大学大学院人間総合科学研究科

精神病態医学助教授
2007～2012年  筑波大学大学院人間総合科学研究科

精神病態医学准教授
2016年より現職

水上 勝義

筑波大学大学院人間総
合科学研究科スポーツ
健康システム・マネジ
メント専攻

向精神薬の減量に対する
薬剤師の関わり
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ゾフルーザ錠10mg，20mg，顆粒2%分包

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

（2433）

ゾフルーザ錠10mg，20mg，顆粒2%分包
（バロキサビル マルボキシル）

医薬品名 ：ゾフルーザ
一般名� ：バロキサビル�マルボキシル
薬価基準収載日 ：［10mg・20mg錠］2018年3月14日
薬価� ：�［10mg錠］1507.5円/錠�

［20mg錠］2394.5円/錠�
［顆粒2%分包］薬価未収載＊

製造販売� ：塩野義製薬株式会社

＊：2018年11月15日現在

 効能・効果
　A型またはB型インフルエンザウイルス感染症
 用法・用量

　（1）�通常，成人および12歳以上の小児には，20mg錠2錠ま
たは顆粒4包（バロキサビル�マルボキシルとして40mg）
を単回経口投与する。ただし，体重80kg以上の患者に
は20mg錠4錠または顆粒8包（バロキサビル�マルボキ
シルとして80mg）を単回経口投与する。

　（2）�通常12歳未満の小児には，以下の用量を単回経口投与
する。

 Point
▶�キャップ依存性エンドヌクレアーゼの活性を選択的に阻害する，新規作用機序を有する抗インフルエンザ薬で
ある。

▶�単回経口投与で治療が完結し，インフルエンザ罹病期間を短縮する効果はオセルタミビルと同等である。
▶�小児，高齢者での安全性・有効性ならびに薬剤感受性の変化などの情報量は十分でなく，今後実施される製
造販売後調査などで集積・評価が望まれる。

ゾフルーザの概要

第211回

福井大学医学部附属病院 薬剤部　新谷 智則，塚本 仁，後藤 伸之

体重 用量 

40kg以上 20mg錠2錠または顆粒4包（バロキサビル マルボキシルとして40mg）

20kg以上
40kg未満

20mg錠1錠または顆粒2包（バロキ
サビル マルボキシルとして20mg）

10kg以上
20kg未満

10mg錠1錠（バロキサビル マルボ
キシルとして10mg）
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

（2434）

特徴

　従来のノイラミニダーゼ阻害薬とは異なり，ゾフ

ルーザ錠（以下，バロキサビル）はインフルエンザウ

イルス特有の酵素であるキャップ依存性エンドヌク

レアーゼの活性を選択的に阻害し，ウイルスの

mRNA合成を阻害することでインフルエンザウイル

スの増殖を抑制する，新しい作用機序を有する抗イ

ンフルエンザウイルス薬である。

　単回経口投与で治療が完結するため，臨床上有用

な薬剤と考えらえる一方で，高率にウイルスのアミ

ノ酸変異を惹起するため，臨床効果への影響，周囲

への感染性については今後の検討が必要である。

臨床効果

1．12歳以上の罹患者に対する効果
　インフルエンザウイルス感染症患者1,432例を対象

とし，主要評価をインフルエンザ罹病期間として，

有効性，安全性の評価および薬物動態の検証を目的

とした国際共同第Ⅲ相臨床試験（無作為化二重盲検

並行群間比較試験）1）が行われた。12歳以上の罹患

者に対して単回投与した際のインフルエンザ罹病期

間※1（中央値）は，プラセボ群80.2時間に対しバロキ

サビル群53.7時間と有意に短かった。

　また，20歳以上65歳未満群のインフルエンザウイ

ルス感染症患者を対象とした副次解析において，イ

ンフルエンザウイルス罹病期間※1（中央値）は，バロ

キサビル群53.5時間に対しオセルタミビル群53.8時

間と，有意差がみられなかった。

　副次評価として，2～5日目までの各時点で，バ

ロキサビル群のウイルス力価はプラセボ群と比較し

減少した。オセルタミビル群との比較においても，

2～3日目の時点でウイルス力価が減少した（図1）。

　ウイルス力価に基づく排出停止までの時間（中央

値）は，バロキサビル群24時間，プラセボ群96時間

2

1
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（log10TCID50/mL）

ウ
イ
ル
ス
力
価
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
の
変
化
量

＊p＜0.05
Mean±SD

Day 9Day 8Day 7Day 6Day 5Day 4Day 3Day 2

治療開始時（1日目）からの日数

Day 1

本剤群（n＝352）
オセルタミビル（n＝359）

＊ ＊

投与前にウイルス力価が陽性であった患者を対象とした。
※：地域（日本/アジア，その他の地域）および投与前のインフルエンザ7症状（11点以下，12点以上）の合計スコアを層別因子とした。

〔塩野義製薬株式会社：ゾフルーザ，医薬品インタビューフォーム（2018年10月改訂，第3版），p25より〕

図1　20歳以上65歳未満患者における各時点のウイルス力価の変化量（ITTI）
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＊1： 6種類以上の内服薬（特に規定するものを除く）が処方されていたものについて，保険薬剤師が文書を用いて提
案し，当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に，月1回に限り所定点数を算定する。

＊2： 保険医療機関が，入院中の患者以外の患者であって，6種類以上の内服薬（受診時において当該患者が処方さ
れている内服薬のうち，頓用薬および服用を開始して4週間以内の薬剤を除く）が処方されていたものについ
て，当該処方の内容を総合的に評価および調整し，当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に，
月1回に限り所定点数を算定する。また連携管理加算として，処方の内容の調整にあたって別の保険医療機関
または保険薬局に対して，照会または情報提供を行った場合，50点を所定点数に加算する。

次ページから連載スタート！

  連載開始にあたって  

堀 美智子（公園前薬局）

　2018年度の診療報酬改定では，調剤報酬として服用薬剤調整支援料＊1の125点が新設

された。一方，医療機関には薬剤総合評価調整管理料＊2として250点（月1回に限り）が

2016年度の改定から新設されており，これらは多剤投薬（ポリファーマシー）されている

患者に対する減薬が評価されたものである。

　減薬という視点から処方歴を見直してみると，その薬がどのような経緯で処方されるよ

うになったのか。そして，一つの薬が追加されたとき，その処方は適正だったのか，ある

いは患者の変化において当初必要と判断された薬であったとしても，それを薬物療法以外

の対応などで中止することができないかと考えることが大切である。

　新連載では，時系列で繰り返される医療の流れを考慮しつつ，ある一枚の処方箋の経過

をたどっていくなかで，ポリファーマシーを作らないための薬剤師の役割を考えてみたい。

ここが ポリファーマシーの分岐点
薬局から処方の適正化を考える
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ここが ポリファーマシーの分岐点

ここが ポリファー マシーの 分岐点
 薬局から処方の適正化を考える
第1回　プロトンポンプ阻害薬
 　堀 美智子（公園前薬局）

Rp1） アロプリノール錠100mg 1回1錠
 エパデールs900 1回1包
 ランソプラゾールカプセル15mg 1回1C
 ニフェジピンL錠20mg 1回1錠
 トリクロルメチアジド錠2mg 1回1錠
 1日1回　朝食後 30日分
Rp2） ザイザル錠5mg 1回1錠
 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 1回1錠
 1日1回　就寝前 30日分

引っ越しに伴い，受診医療機関を変更。2015年1月以降，現在の医療機関を受診。前医
では高血圧症，冠状動脈硬化症，アレルギー性鼻炎，高尿酸血症で，下記の処方がされて
いた

過去の処方
Rp1） ニフェジピンL錠20mg 1回1錠
 トリクロルメチアジド錠2mg 1回1錠
 アロプリノール錠100mg 1回1錠
 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 1回1包
 クラリチン錠10mg 1回1錠
 1日1回　朝食後 30日分
Rp2） カリジノゲナーゼ錠50単位 1回1錠
 ユビデカレノン錠10mg 1回1錠
 1日3回　毎食後 30日分
Rp3） ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 1回1錠
 1日1回　就寝前 30日分

●  カリジノゲナーゼとユビデカレノンは3カ月前から中止して現在は様子をみている
●   クラリチンで口渇を感じるとの訴えがあったため，2016年6月よりザイザルに変更。症
状が緩和されているので，以後継続。スギ花粉の季節は点鼻薬も処方されていたが，最

現在の処方

患者背景

現在までの
処方経過

今回の症例：80歳男性のAMさん
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薬剤性腎障害を考える 
その2 腎後性腎障害

熊本大学大学院生命科学研究部・薬学部 薬剤情報分析学分野 助教　近藤 悠希

第11回

薬剤師C： 薬剤師のCです。こんにちは，Bさん。
B さ ん： C先生，いつもお世話になっています。実はそちらでもらった薬ではないんですが，ちょっと薬のこ

とで相談に乗ってもらいたくて……。
薬剤師C： もちろん，私でよければ。どうされました？
B さ ん： うちの施設に入居しているAさんなんですけど，今朝から変なことを言い出したり，幻覚の症状があっ

たりするみたいなんです。もともと認知症もなくて，しっかりした方なんですが……。それで最近変
わったことといえば，2日前に皮膚科から薬をもらったので，その薬のせいかなと思ったのですが，私
にはわからなくて。それで，C先生に聞いてみようと思ってお電話させていただいたんです。

▶ 以前から知り合いの施設職員のBさんからの電話

今月の症例

93歳女性　Aさん（身長143cm，体重41kg）

この症例は何が起こっている？
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 ……の前に考えること

　認知症は，重症化に伴って尿失禁の発症リスクが高まります（便失禁も多くなります
が，今回は尿失禁を中心に解説します）。
　さらに，認知症の重症化に伴い頻尿の発症リスクも高まることが尿失禁や夜間不眠
の原因にもなります。一方，高齢者の頻尿は，①過活動膀胱（overactive bladder：
OAB），②排尿困難（尿閉など）による残尿，③膀胱の尿貯留量の減少，④認知機能障
害による排尿動作の緩慢―などが原因で，このような生理機能の低下とともに，ポリ
ファーマシーによる薬剤性尿閉も考慮する必要があります。
　また，尿失禁への対応は認知症の種類によって異なります。

 ……の前に考えること ……の前に考えること

認知症の
 薬物治療

鈴鹿医療科学大学薬学部　三輪 高市

患者さんのご家族から「母親が8年前に認知症の診断を受けたの

ですが，最近症状が進行してきたように感じます。夜中にたびた

びトイレに行こうとするのですが，間に合わなくて途中で尿失禁

することが多くなって……」と相談がありました。

どのように対処したらよいですか？　良くなるお薬はないです

か？
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今回の基礎のキソ！

経口避妊薬の「副効用」

✓ 経口避妊薬（OC）は，もともと避妊目的に使用されていましたが，内服中に来る月経の症状が軽くなることも知られる
ようになってきました。

✓ 現在では，OCを内服する女性の主目的が避妊であるケースはむしろまれで，月経のコントロールを主目的とする割合
が多くなっています。

保険適用ピルの出現

✓ こうしたなか，今まで副効用であった月経困難症に対する治療薬としての保険適用をもつピル（low-dose estrogen-
progestin：LEP）が登場しました。

✓  LEPは低用量化，フレキシブル投与法やジェネリックの出現など，患者の利便性に沿うよう進化しています。

美容・疾患予防目的でのピル

✓ ピルは，月経前症候群（premenstrual syndrome：PMS）の緩和やニキビ・多毛治療など，美容目的に用いられること
もあります。

✓ ピルの内服により，子宮内膜症，子宮体がんなどの発症率が低下することが明らかとなり，疾患予防目的に用いられる
こともあります。

武蔵境いわもと婦人科クリニック　岩本 豪紀

第3回　月経困難症治療薬としてのピル
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親子関係に注目したアプローチを

　今回は小児が服薬を拒む原因について，生活習慣から見直す必要があった事例をご

紹介します。私は子どもが薬を拒んだとき，解決までの道のりを3段階で考えています。

その子どもが現在どの段階にいるのかを保護者へのさまざまな質問から確認し，一緒に

解決策を考えています。ここで簡単に私の考える3つの段階を提示します。

　まずは「基本的な飲ませ方の指導で解決する段階」。乳幼児の食前服用やシリンジな

どを用いた飲ませ方など，テクニックを指導することで解決するのがこの段階です。次

に「子どもの服薬動機を高めることで解決する段階」。前回までにご紹介させていただ

いた事例のように，子どもへのアプローチを行うなど，服薬動機を与えることで解決す

る段階です。

　多くの服薬拒否については，ほとんどがこの段階で解決に導けるのですが，なかには

「親子関係や生活習慣への介入を要する段階」があります。今回は，この3つ目の段階

の子どもの事例をご紹介します。

夜だけ発熱……吸入を嫌がるのはなぜ？

今回の患者プロフィール
かなた くん（仮名）
9歳男児，6歳の弟あり。インフルエンザに罹患して受診
処方　リレンザ　1日2回　朝夕　1回2吸入　5日間

第5回
生活習慣から見直そう～親へのアプローチ～
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で見抜く

の

臨床推論

裏側

まずは，薬剤師からの一言

第8回

風邪薬をください

いつから，
どのような症状ですか？

風邪をひいたみたいです。少し
前から鼻水がすごく出て，鼻詰
まりもあるように思います。頭も
少し重く感じますが，熱はありま
せん。喉にも違和感があります
が，咳はそれほど出ません。少
し肩が凝ったような痛みもありま
す。仕事を休むわけにはいかな
いので，良い風邪薬をください。

�❷

息子が昨日，何となく体調に違
和感があると言い出しました。
夜には全身が痛いと言っており，
体温が39℃を超えました。今朝
は体がだるく食欲もなさそうで，
今は家で寝ています。インフル
エンザでしょうか？

�❶

風邪をひいたと思います。鼻水
がひどくて，鼻のかみすぎで痛
いくらいです。くしゃみもよく
出ます。寝るときには咳がひど
く，息苦しくなって眠れていな
い感じです。熱はありません。
何とかなりませんか？

�❸

娘が生まれて初めての冬を迎え
るのでしっかり服を着させてい
たのに，風邪をひかせてしまっ
たようです。鼻水と咳が出て，
熱も39℃出ています。機嫌が悪
く，しんどそうな感じでぐった
りしていることもあります。ど
うしたらいいですか？

�❹

相談者の答えは……

マスカット薬局 臨床研究室 副室長　

小川 壮寛 【執筆】
社会医療法人清風会岡山家庭医療センター
奈義・津山・湯郷ファミリークリニック　

松下 明 【監修】 
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はじめに

　厚生労働省は，患者さんが家族との大切な時間を住み慣れた自宅で過ごすことがで

きる医療として，終末期の在宅医療を推奨しています。しかし，終末期では疾患に伴

う痛み（がん性疼痛，末梢神経障害など）や副作用の症状（悪心，脱毛，消化器症状な

ど）といった「体の痛み」だけでなく，死に対する不安や恐怖，残された家族への思い

といった「心の痛み」も抱えます。また，介護をしている家族や親族にとっても，介護

の疲労から精神的な負担感が強くなります。

　体と心の痛みを軽減するケアとして，緩和ケアがあります。緩和ケアとは，「病気に

伴う心と体の痛みを和らげること」（厚生労働省緩和ケア推進検討会より）とされていま

す1）。在宅医療を定着させるためには，患者さんや家族の痛み・不安の少ない緩和ケア

の提供が不可欠です。

全人的苦痛の要因

　WHOが提唱する緩和医療の定義をもとに，全人的苦痛（トータルペイン）をもたら

す，①身体的苦痛，②精神的苦痛，③スピリチュアルペイン，④社会的苦痛を図1に

示します1）。

1．身体的苦痛

　身体的苦痛は，がんによる疼痛だけでなく，病状に伴う身体症状，副作用に伴う悪

心，痺れ，脱毛などの身体症状など体に現れる苦痛症状も含まれます。医療用麻薬を

はじめとする疼痛緩和治療薬を有効かつ安全に取り扱うことで，苦痛の緩和に対応す

ることができます。また，副作用の軽減を目的とした処方や薬剤の減量によって改善

精
神
科薬 物

療
法

局@薬

第12回   終末期在宅医療における精神的なケア（完）

あおぞら薬局 藤沢店　成井 繁
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テーピングは何のために使うもの？

　先日，プロテインを購入いただいた高校生がテーピングの棚の前で考え込んでいます。

今日も，声をかけてみましょう。

こんにちは，薬剤師の寺宝（じほう）です。先日，プロテインを購入された方で

すよね。今日はテーピングですか？

�あっ，こんにちは。今日もプロテインを買いに来たんですけど，テーピングが

目に入って。

どこか怪我をされているのですか？　テーピングテープは，その目的によって

使い分ける必要がありますから簡単に説明しましょうか？

�怪我はしていないです。でも，説明は聞きたいです。ラグビーの試合のときに

テーピングする先輩がいて，以前からちょっと気になっていたんです。

まず，テーピングの目的は大きく分けて3つあります。1つめに怪我の予防，

2つめは怪我の再発予防，3つめが応急処置です。そして，テーピングが最も効

果的なのは関節や筋肉の損傷に対してです（解説❶）。

テーピングは何のために使うもの？テーピングは何のために使うもの？テーピングは何のために使うもの？

薬剤師

高校生

薬剤師

高校生

薬剤師

大分三愛メディカルセンター薬剤部　山田 雅也

テーピングテープの選び方・使い方を
薬局でサポート

第4回
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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。

在宅医の非専門のウェルニッケ脳症を発見！　処方提案から改善！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？  薬剤師は，患者の「無表情，目の焦点が合っていない」などの症状，および「白米や肉はほとん
ど食べない」などの食事内容から，ビタミンB1欠乏症による中枢神経障害を発見し，在宅医
（専門は耳鼻咽喉科）に報告した。さらに本疾患に対してアリナミンの処方を提案し，患者の症
状が改善した。

▼ 処方内容 

70歳代の男性。精神科（3月24日）。処方オーダリング。

Rp.2

フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 3錠
 1日3回　毎食後　14日分

Rp.1

セルシン錠2mg 3錠
 1日3回　毎食後　56日分
ツムラ六君子湯エキス顆粒 7.5g
 1日3回　毎食前　56日分
テトラミド錠30mg 2錠
 1日1回　寝る前　56日分

耳鼻咽喉科（3月25日）。

＊ ほかに，脳神経外科，耳鼻咽喉科，泌尿器科を受診して

おり，チラーヂンS錠50μg，アルファカルシドールカプ

セル0.25μg，マグラックス錠330mg，ルネスタ錠2mg，

センノシド錠12mg，エンシュア・H，チクロピジン塩酸

塩錠100mg，ユリーフ錠4mg，ベシケアOD錠5mgを服

用中。

＊アリナミンのジェネリック医薬品。

経緯
　在宅ケア中の患者である。患者本人は喉頭がんのため
発声できず，患者の妻より体調などを微細に聴取してい
た。3月24日の在宅訪問時に，妻より「体調は落ち着いて
いるけど，なんだか目の焦点が合っていないような気がす
る。孫が来てもぐったりして横になっているし，食事量は

相変わらず少ない。栄養剤は飲んでいるけど，ご飯はあま
り食べない。肉も食べないね」と聴取することができた。
さらに，コーラ，サイダーなどの炭酸飲料を好んで飲ん
でおり，最近まで酒を飲んでいたとのことだった（シアナ
マイドによる断酒治療が成功し，最近は飲酒がなかった）。
　薬剤師は，以上の症状や食事内容から，ビタミンB1欠

▼ 処方内容 

70歳代の男性。精神科（3月24日）。処方オーダリング。

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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つなぐ

つながる

地域密着型薬局の

レポート在宅つなぐ

つながる

地域密着型薬局の

レポート在宅

患者情報

妻（Aさん）　87歳，女性，要介護2

● 現病歴：脳梗塞，認知症（アルツハイマー型疑い）ほか

● 特　徴：�半身が動きにくく，歩行器が必要，短期記憶が難しいが，コミュニケー

ションに問題はない

● 服用薬：�アリセプトD錠5mg，ジヒデルゴット錠1mgなど（ほか9種類）を一包

化，分2，朝夕食後に服用  

そのほか，ボノテオ錠50mgを4週に1回，起床時に服用

● 居宅療養管理指導：約4週間ごとに1回

夫　92歳，男性，要介護1

● 現病歴：高血圧，慢性腎臓病，血管性認知症ほか

● 特　徴：難聴のため，コミュニケーションが難しい

● 服用薬：�ブロプレス錠12mg，アダラートL錠20mg，アリセプトD錠5mgなど

（ほか7種類）を一包化，分2，朝夕食後に服用

● 居宅療養管理指導：約4週間ごとに1回

● 状　況：�夫婦の2人暮らし，2人ともデイサービスを週に3回利用，ご家族が近

所にいる

自宅訪問のきっかけ

　以前は妻のAさんが来局していましたが，2年ほど前に脳梗塞を起こした後，近所に

住むご家族が薬を取りに来られるようになりました。Aさん夫妻の服薬状況を尋ねたと

ツールの工夫で服薬状況を改善
第6回

ABC薬局広瀬店　日下 都
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