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特  集

　2020年の東京オリンピック・パラリンピックまであと少し。2025年には大

阪万博開催も決まり，薬局も含め医療機関を受診する外国人患者は急増すること

が予想されます。しかしながら，現場の薬剤師からは「英語で服薬指導できる自

信がない」「外国人患者対応には大幅な時間をとられてしまう」などの声も聞かれ，

薬局での外国人受け入れ体制の構築が急がれます。

　今月号では，外国との医療を取り巻く文化・制度の違いなどの基礎知識から，

翻訳ツールの使いこなし術などまでご紹介します。また，特集付録では業務の時

短に繋がるよう，無料・有料で使える外国人対応翻訳ツールを一挙にまとめまし

た！　皆さんの薬局で今一度，外国人対応の方法を確認するきっかけにしていた

だきたいと思います。
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はじめに

　2018年6月時点，日本全国に263万7,000人の訪日

外国籍の方が在住しており，年々増加している（図1）。
また，2018年12月において，年間約3,000万人の外
国人旅行者が観光のため日本を訪れている。2020年
開催予定の東京オリンピックを控え，今後さらに多

特 集

たとえ日本語しか話せなくても！
まずは押さえたい薬局での外国人対応のキホン

　2020年の東京オリンピックを控え，今後多くの外国籍の方が来日されることが予想さ

れる。滞在期間中に体調不調を訴え，医療機関や薬局を訪れることも想定され，医療機関

は十分な対応策を用意する必要がある。石川県薬剤師会の調査では，県内薬局の約6割で

日本語の扱えない方の来局を経験し，そのほとんどが医療通訳などを使わず，自薬局での

対応を行っていた。しかしながら，特に決められた対応策はなく，身ぶりや片言の英語，

イラストや漢字による筆談などを通して何とか対応している現状が伺えた。本稿では，外国

語を十分に扱えない薬剤師がどのように応対したらよいかについて考えていくことにする。

summary

薬局での外国人対応の現状
公益社団法人石川県薬剤師会　山﨑 敏誉

図1　在留外国人数の推移（総数）
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はじめに

　日本の医療が日本語を話し，日本の文化を理解す
る患者を想定して設計されているため，“日本語とは
異なる言語を話し，日本の文化を理解しない患者”
が医療機関を受診する際，日本の医療者には通常と
は異なる医療コミュニケーションが求められる。
　本稿では，こうした“日本語とは異なる言語を話
し，日本の文化を理解しない外国人患者”との医療
コミュニケーションを可能とするための手段として，
医療通訳と医療英会話の2つを紹介する。

外国人患者との医療コミュニ
ケーションにおける注意点

　外国人患者との医療コミュニケーションは，“日
本語とは異なる言語を話し，日本の文化を理解しな
い患者”というように，言語と文化の違いに注目が
集まりやすいが，この2つ以外にも“日本の医療制

度に馴染みがなく，一般的な日本人がもつ医療知識
をもっているわけではない患者”というように，医
療制度と医療知識の違いにも注意が必要になる。

医療通訳を介した外国人患者と
の医療コミュニケーション

　上記のような言語，文化，医療制度，そして医療
知識が日本人患者とは異なる外国人患者との医療コ
ミュニケーションを可能とする手段として，医療通
訳がある。薬局において外国人患者と医療コミュニ
ケーションを行う場合，たとえ薬剤師が外国人患者
の言語を話すことができたとしても，その患者の文
化，医療制度，医療知識にまで精通していることは
まれである。外国人患者との医療コミュニケーショ
ンには原則として医療通訳を使うことが求められる。

医療通訳とは何か

1）定義

　医療通訳とは，医療における異言語間の通訳であ

1

特 集

たとえ日本語しか話せなくても！
まずは押さえたい薬局での外国人対応のキホン

　外国人患者との医療コミュニケーションは，言語と文化の違いに加え，医療制度と医療

知識の違いも意識することが重要である。外国人患者対応では医療通訳を使うことが理想

的であるが，外国人患者が英語を第二言語として話す場合には，薬剤師自身が英語を国際

共通言語として使い，医療コミュニケーションを行う場合もある。本稿では，医療通訳と

薬局で使える医療英会話の2つを紹介する。

summary

外国人患者との
医療コミュニケーション

国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター　押味 貴之

外国人患者への対応で知っておきたい基礎知識
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外国人患者の種類とその特徴

　一口に「外国人患者」といっても，外国人患者の
種類に応じてその特徴は大きく異なる。そのため，
自薬局における外国人患者対応について考える際に
まず重要なことは，自薬局を訪れる外国人患者の特
徴を認識しておくことである。例えば表1は，医療
機関ならびに薬局を訪れる外国人患者を3つに大別
して，それぞれの特徴を示したものである。

在留外国人患者

　第1類型の「在留外国人患者」とは，日本に長期在
留している外国人患者のことである。従来，日本で
外国人患者といえば，この在留外国人患者がほとん
どであった。彼らの多くは，外国人患者といえども
日本の公的医療保険に加入しており，日本に長期在
留していることから日本の医療文化や医療習慣も一
定程度理解している。また，日本語でのコミュニ

ケーションが可能な者も少なくないため（もしくは家
族や友人，地域のボランティアなどにより医療通訳
の確保も比較的容易であるため），医療機関や薬局
としては，基本的には日本人患者と特段区別するこ
となく対応することが可能な場合が多いといえよう。

医療目的の外国人患者

　第2類型の「医療目的の外国人患者」とは，いわゆ
る医療ツーリズムや医療観光などの目的で日本の医
療機関を受診する外国人患者のことである。彼らの
多くは，第1類型の在留外国人患者と異なり，日本
語でのコミュニケーションが困難であり，日本の医
療文化や医療習慣も理解していない者がほとんどで
ある。しかし，第2類型の外国人患者への対応を検
討する必要があるのは，医療ツーリズムや医療観光
に関わっている一部の医療機関や薬局のみであるた
め，それ以外の医療機関や薬局にとっては特に気に
する必要はないといえよう。

1

2

特 集

たとえ日本語しか話せなくても！
まずは押さえたい薬局での外国人対応のキホン

　外国人患者は，その種類に応じて特徴が大きく異なる。そのため，大切なことは自薬局

を訪れる外国人患者の特徴を認識しておくことである。また，あらゆる国の医療文化や医

療習慣を把握することは不可能なため，日本の医療文化や医療習慣を含め，自らが提供す

る医療を相手に伝える「説明力」を向上させることも重要といえる。たとえ通訳や翻訳ツー

ルなどの言語対応体制を完璧に整備したとしても，医療文化や医療習慣の違いに対する認

識力や，説明力自体が低ければ，トラブルを回避することは難しいと思われる。

summary

文化・制度・医療費の違い
国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野／医療通訳・国際医療マネジメント分野　岡村 世里奈

外国人患者への対応で知っておきたい基礎知識
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はじめに

　今や全国の薬局数は，コンビニの軒数を上回り5万
8,000軒以上存在する。また，在留外国人は6年連続
で増加しており1），さらに2018年には，出入国管理
法改正案が可決された。これに伴い観光地だけでな
く，どの町の薬局にも外国人患者が訪れるような時
代に変化していくことが予想される。薬局での外国
人対応は可能なのだろうか。弊社での取り組みを一
例として紹介する。

薬局の背景

地域性

　弊社は東京都のなかでも最も人口の多い城東地区
と呼ばれる地域を中心に約20店舗展開しており，筆

者はそのなかの江東区亀戸にある店舗に所属してい
る。小児科のクリニックを近くに構えているため，
大半は小児科の患者だ。亀戸はJR総武線沿線の下
町で，自転車ユーザーが多く，子沢山の家庭が多い
地域である。また，インドやネパールカレー屋も多
く，隣駅にはインド人の住む大きい団地が存在する。
実際，江東区には1,800人を超えるインド人が住み，
都内で2位の数である2）。

外国人患者の特性

　やはり地域柄，インドやネパール出身の方が多い。
また，前述の通り小児科の患者が大半のため，子ど
もを連れた母親を相手にすることがほとんどである。
　外国人患者の場合，恐らく父親の仕事で日本に来
ているため，父親同伴のときは日本語が話せる場合が
多い。しかし，普段は母親と子どもだけが来局するた
め，日本語は話せず英語でのコミュニケーションが主
となる。

1

2

特 集

たとえ日本語しか話せなくても！
まずは押さえたい薬局での外国人対応のキホン

　金銭的に余裕があれば通訳や翻訳機器などを導入することができるが，すべての薬局が

できるわけではない。また，英語に関してはスタッフ側もある程度できるはずだが，なか

なかコミュニケーションをとる勇気が出ない。

　当薬局では，お金がかからず簡単にコミュニケーションができるようなツール作りをし

たことにより，英語対応を避けていたスタッフも服薬指導に応じるようになった。他にも

宗教や文化の問題など対応すべき問題があるが，全国の薬局が協力し，外国人を支える仕

組み作りが必要である。

summary

地域の外国人患者
株式会社フォーラル のぞみ薬局　廣瀬 明香

外国人対応のトラブル解決策
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はじめに

　いよいよ2020年東京オリンピック・パラリンピック
の開催が近づいてきた。観光庁は，2020年の訪日外国
人旅行者数を4,000万人と予想している。さらに，
2025年大阪万国博覧会開催決定の嬉しいニュースも
飛び込み，われわれにとって，これまで経験したこと
のない数の外国人観光客が日本を訪問することになる。
　現在の外国人旅行者（2018年1～10月）は，日本
政府観光局発表 1）によれば総数約2,600万人である。
その内訳は，韓国，中国，台湾，香港（訪問者数の
多い順）で全体の74.0%，米国や英国など北米や欧州
で11.7%を占める。また，厚生労働省が2016年に
行った「医療機関における外国人旅行者及び在留外
国人受入れ体制等の実態調査」2）では，回答した
900の医療機関のうち，外国人患者に対して英語で
対応した医療機関が56.8%で最も割合が高く，次い
で中国語が26.6%，日本語が26.0%であった。

　さて，筆者が住む北海道への外国人訪問数も急激
に増えている。その推移を図1に示す。既述の日本
全体の状況と大差はなく，アジアからの訪問者数が
8割である3）。筆者が北海道科学大学から派遣されて
いる附属薬局の所在は，北海道のJR札幌駅に近い
ホテル街に位置している（図2）。まれにお土産用の
OTC薬品や化粧品を求める顧客としても訪れるが，
外国人旅行者は患者としての来局が主である。

外国人旅行者の特徴

　筆者が勤務する薬局に来局するのは，圧倒的にア
ジア人が多く，北海道観光局の調べの通り，中国，
韓国，台湾からの旅行者が主となっている。まれに，
パウダースノーで有名なニセコでスキーやスノー
ボードを楽しむオーストラリア人もやって来るが，
いずれにせよ彼らは，文化習慣の違い，言葉，制度

（医療費など）に障壁をもち，これらが互いに複雑に

特 集

たとえ日本語しか話せなくても！
まずは押さえたい薬局での外国人対応のキホン

外国人旅行者
─Leave no one behind

北海道科学大学薬学部　柳本 ひとみ

　外国人旅行者は外傷，消化器症状，風邪などの救急的な医療をニーズとして来局される

が，その多くは文化習慣の違い，言葉，制度（医療費など）の面から，不安を抱えて来局さ

れる。われわれ薬剤師は，外国語を完璧に話すことができないからといって，接遇業務を

遂行できないわけではない。さまざまなツールを活用して，日本人患者と変わらないコミュ

ニケーションを試み，安全で適正なファーマシューティカルケアを行うという決意をもつ

ことが重要である。

summary

外国人対応のトラブル解決策
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はじめに

　携帯電話やインターネットの普及に伴い，薬局で
も翻訳アプリや翻訳ツールを使う機会が増えている。
①旅行者～在住外国人向けのもの，②日常会話を
目的にしたもの，③医療に特化したもの，④無料～
有料のもの─などさまざまな情報ツールが溢れて
いる。OTC医薬品における症状確認，服薬指導，
薬局での受付場面など，それぞれの状況に応じ，活
用できる有用なサイトもある。上手く活用すれば，
言語の壁を抱える患者対応に役立てることができる。
しかしその一方で，注意して使用しなければ，医療
過誤に繋がるリスクが潜んでいるものもある。そう
いったリスクを回避していくためには，まずは，①
患者背景を知ること，②活用できる情報に事前に目
を通しておくこと，③ツールやアプリそのものに潜
むリスクを知ること─が不可欠である。
　本稿では，具体的な情報の活用方法ならびに使用
上の注意点について述べていく。

こういった情報ツールは
誰のために使う？

　今さら何を？　と思われるかもしれないが，翻訳
アプリや翻訳ツールを使用するターゲットについて
まずは確認したい。「日本語ができない人でしょ？」
と思われた人が大半だろう。では，日本語ができな
い人とはどういう状態の人なのか？　片言の日本語
を話す，全く日本語が話せない，こういった人は，
日本語ができないと多くの人が認識している。日常
会話が日本語でできる人についてはどうだろうか？　
普通に話せているので，つい日本語で指導すれば大
丈夫と思ってしまう人が多いのではないだろうか。
　日本は識字率約100%の国であり，“日本語が話せ
る＝日本語の読み書きができる”と思い込みやすい
環境にある。しかし，外国人にとっては，日本語が
話せることと日本語の読み書きができることとは全
く別のことである。会話ができていても，ひらがな
を含め全く読み書きできない外国人はたくさんいる。
そういった外国人患者は服薬指導を日本語で受け，
日本語の薬袋・薬情をもらい，帰宅後いざ服薬する
ときに自分の記憶だけを頼りに服用する。当然，記

特 集

たとえ日本語しか話せなくても！
まずは押さえたい薬局での外国人対応のキホン

　薬局での外国人対応に翻訳アプリやサイトなどの翻訳ツールを活用することは，正確な

情報提供や業務の効率化を図るために非常に有用である。その一方で，使い方によっては

医療過誤などのリスクを伴う危険性もある。本稿では，翻訳ツールのリスクを述べたうえ

で，具体的な活用方法や使用上の注意点について紹介する。

summary

翻訳アプリ・翻訳ツールの使用上の
注意点ならびに活用方法

ウェルパーク薬局東浦和駅前店　池浦 恵
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「くすりのしおり®」とは？

　くすりのしおり®（以下，しおり）は，くすりの適
正使用協議会（以下，協議会）が設立された翌年の
1990年に検討が始まった。多数の医療機関でトライ
アルを実施し，「医療者と患者さんの対話促進の媒
体として有効」「医薬品の適正使用に寄与」などが確
認できたことにより，1997年に提供が開始された1）。
　しおりは医療用医薬品を対象に作成されており，
添付文書を平易な言葉でA4判1枚程度にまとめた情
報ツールである。しおりの運営管理は協議会が行っ
ているが，しおりの作成・改訂は各製薬企業が担っ
ている。協議会のHPからMicrosoft Word形式でダ
ウンロードできるので，必要な部分だけのピックアッ
プ，患者にあわせての追記などのさまざまな加工が
可能である。また，協議会HP以外に，PMDAの
HP，レセコン，電子薬歴システム，電子お薬手帳，
薬検索サイトなどから幅広くアクセスできる。
　服薬指導などの際に，通常使用している薬剤情報

提供文書（以下，薬情）で用が足りるのなら特段しお
りを使う必要はない。しかし，薬理作用の質問を受
けた場合や飲み忘れたときの対処法を伝えておきた
いときなどには，しおりが有用である。また，重篤
な副作用に関して代表的な初期症状の記載があるの
で，ハイリスク薬などあらかじめ注意観察を促した
いときに使用するケースもある。このように，しお
りは薬情以外の情報が必要な患者に，必要な部分だ
けの活用で十分である。この他にも具体的なしおり
の活用法が紹介されているサイトもある2）。
　英語版しおりは日本語版しおりの英訳であり，グ
ローバル化を受け2007年1月に誕生した（図1）。徐々
にではあるが掲載数が増加し，2018年12月末現在の
掲載数は8,357である（図2）。

英語版しおりの使用実態 3）

　協議会では2018年に全国の薬剤師772名を対象に，
しおりに関するWeb調査を行った。しおりを認知し

特 集

たとえ日本語しか話せなくても！
まずは押さえたい薬局での外国人対応のキホン

　くすりのしおり®は，患者と医療者とのコミュニケーション促進のために開発された情

報ツールで，添付文書を平易な言葉でA4判1枚程度にまとめたものである。英語版くす

りのしおり®の提供は2007年から開始され，2018年末の掲載数は8,357である。英

語版の大きな特長は，「日本語版と対比しながら使用できること」であり，外国人患者対応

や日本人の渡航時などの場面で活用されている。Word版で入手でき，患者にあわせて薬

剤師が情報を選択・追記などの加工も可能である。一方，日本語版に対するカバー率がま

だ十分ではないといった課題も残っている。

summary

英語版くすりのしおり®の活用法
一般社団法人 くすりの適正使用協議会 くすりのしおりコンコーダンス委員会　栗原 理
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【免責事項】ご利用にあたっては，各自の責任においてお使いください。また，無断での転載はお断り申し上げます。小誌ならびにこれらの資料や資
料にリンクされているサイトの利用・アクセスにより生じる如何なるトラブルや損失・損害に関しても小社，監修者，各団体は一切責任を負いません。

業務の時短に大きく貢献！ ワンクリックで見れちゃう！？

薬局での
外国人対応ツールガイド
監修　外国人患者対応力向上委員会
　　　入野 真規子（神奈川県勤労者医療生活協同組合 港町診療所）

　　　池浦 恵（ウェルパーク薬局東浦和駅前店）

　　　掛札 聡美（東京都保健医療公社 豊島病院薬剤科）

特集付録

2019

外国人患者さんが来局された！

まずは，フローチャートで日本語での対応が可能か確認
　外国人患者さんが来局されたら，まずは日本語での対応が可能かどうか下記のフローチャートを使って判
断してください。「何となく日本語が通じそうだから」と，安易に日本語で対応するのはリスクを伴います。
日本語での読み書きまでしっかりできるかのチェックが必要です。もし，外国語での対応が必要な場合には，
母国語を確認！　英語を話せない外国人も多くいらっしゃるので，「外国人=英語でコミュニケーション」と
決めつけて対応するのはやめましょう。

日本語での会話 日本語での読み書き
OK OK

NGNG

外国語で対応
母国語（患者希望言語）を確認■A

50ページの表中■Aにてツールを紹介しています。

日本語で対応OK

母国語を確認し，その言語での対応が
難しい場合には，第二言語 を活用し
ても構いません。その際は，ちゃんと
伝わっているか必ず確認！

日本語が話せても読み書きできない場合は 要注意！
問診表・情報提供書・指導箋などは外国語で対応するようにしましょう。

インターネット上には，さまざまな種類の外国人患者対応用の無料翻
訳ツールが公開されています。これらは手軽に使えて便利ですが，多
くのツールから必要なものを見つけ出すには時間がかかります。特集
付録では，シチュエーション別・言語別に翻訳ツールをまとめました
ので，ぜひ現場でご活用ください。
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亜鉛の基礎知識

1．日本人のほとんどは亜鉛不足

　臨床栄養学を学ばれている方は，亜鉛と銅のバラ

ンスや亜鉛不足によって起こるさまざまな問題を常

識として認知されているかもしれませんが，薬局薬

剤師のなかには，「亜鉛不足→味覚障害→ポラプレ

ジンク」という図式しか想定できていない方もおら

れると思います。

　そこで，今回は特に亜鉛を中心に微量元素と疾

病・薬物との関連性について教えていただきたいと

思います。まず，微量元素とはそもそも何を指し，

体のなかにどの程度あるものなのでしょうか。

児玉　微量元素は栄養学的な側面を強調したい意図

もあり，最近は「微量ミネラル」と呼ばれています。

微量ミネラルの定義は，鉄，亜鉛，銅，セレン，ヨ

ウ素といった，体のなかで鉄よりも含有量が少ない，

体になくてはならない必須の微量栄養素とされてい

ます。

　皆さん，鉄はよくご存じですよね。亜鉛は鉄に比

べたら微々たるもので，体重70kgの方でも体内に約

2gしかありません。また，体のなかで全く合成でき

ないので，食事から摂取するしかありません。特に

亜鉛が多く含まれている代表的な食品として牡蠣が

1970年　大阪大学医学部 卒業
1971年　大阪府立衛生課 母子保健係
1975年　大阪大学 文部教官助手（医学部，小児科）
1982年　自治医科大学 講師（医学部，小児科）
1988年　帝京大学 講師（医学部，小児科）
2005年　帝京大学 教授（医学部，小児科）
2011年より現職。帝京大学小児科 非常勤講師兼任

児玉 浩子

帝京平成大学 
健康メディカル学部 
健康栄養学科
教授・学科長

微量ミネラルと
疾病・薬物との関連性
─亜鉛を中心に

挙げられますが，肉類にも多く含まれています。

　厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』では，成

人男性で10mg/日，成人女性で8mg/日が亜鉛の推

奨量とされています。しかし『国民健康・栄養調査』

の結果をみてみますと，実際は大人を中心にほとん

どの方は摂取量が足りていません。30～40代の男性

だと，そのうち60～70%程度は不足といわれていま

す。

TJ201903_057-063_kiitemiyou(04)-01.indd   57 2019/02/14   19:52
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はじめに

　角膜障害を来す薬剤については処方する他科の医

師のみではなく，眼科医においてもその認知度が低

いと思います。また眼科医は，他科の医師が処方す

る全身投与薬の状況把握が不十分なこともありま

す。薬剤性の角膜障害は眼局所薬だけではなく，全

身投与薬でも認めることが少なくありません。これ

らの症状が発現するまでの期間は，薬剤使用後数日

程度のものから数カ月経過してからのものまである

ため，早期発見のためには副作用について患者に説

明するだけでなく，処方した医師，眼科医，薬剤師

などの医療従事者が共通認識をもつ必要があると思

われます。

　角膜は厚さ約500μmで，表層から角膜上皮，ボー

マン膜，角膜実質，デスメ膜，角膜内皮の5層から

なっています（図1）。最も副作用が出現しやすいの

は，最表層にある角膜上皮であり約50μmの厚さで

角膜内皮

デスメ膜

角膜実質

ボーマン膜

角膜上皮

視神経

水晶体

網様体

角膜

虹彩

前房
硝子体

網膜

脈絡膜

図1　眼の構造

ぶどう膜：脈絡膜，網様体，虹彩の3つをまとめた総称

角膜障害を来す薬剤第2回

柿栖 康二，堀 裕一　東邦大学医療センター大森病院眼科
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今野　　勉　昭和大学薬学部基礎医療薬学講座 薬剤学部門　
倉田なおみ　昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門

第1回　分解されやすい薬剤たち

バイアスピリン錠100mgの添付文書

9. 適用上の注意
　（1）服用時
　　  1） 本剤は腸溶錠であるので，急性心筋梗塞ならび

に脳梗塞急性期の初期治療に用いる場合以外は，
割ったり，砕いたり，すりつぶしたりしないで，
そのままかまずに服用させること．

　　  2）本剤は空腹時の服用を避けることが望ましい．

バファリン配合錠A81の添付文書

【取扱い上の注意】
本剤は吸湿により分解されますので，アルミシートで包装
された状態のままで患者に渡してください．

バイアスピリン錠とバファリン配合錠はともに
同じ主成分（アスピリン）だけど…
それぞれの製剤で注意点が違うのはなぜ?

バイアスピリン錠100mgとバファリン配合錠A81，
同じ主成分（アスピリン）なのに注意点が違うのはなぜ?

空いた時間に
スキルアップ
空いた時間に
スキルアップ

倉田なおみ KURATA Naomi
昭和大学薬学部 
社会健康薬学講座 社会薬学部門

企画・編集協力

患者向けリーフレット・

指導箋のなぜ？ がわかる

臨床薬学講座
すきま時間の

製剤学編

〔バイエル薬品株式会社：バイアスピリン錠100mg,添付文書（2017年5月改訂,第10版）/
エーザイ株式会社：バファリン配合錠A81,添付文書（2014年1月改訂,第3版）より〕
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医薬品情報を引き出す
イージーアプローチ

イージーアプローチ  
企画・編集協力 特定非営利活動法人アヘッドマップ

特定非営利活動法人アヘッドマップ共同代表／医療法人せのがわ瀬野川病院薬剤課長
KUWABARA Hidenori桑原 秀徳

第 3 回 論文の構造と骨格

べき部分がわかるようになります。つまり，臨床の疑

問を解決するために論文情報を利用するときは，論文

を読み込むというより，キーワードを探していくとよ

いでしょう。そこで今回は，最低限覚えるべき研究デ

ザインとチェックすべきキーワードを解説していきま

す。研究デザインは論文の骨格といえます。論文を味

わうためには，その論文がどのような骨格なのかを見

分けることが必要なのです。

研究デザイン

1．ランダム化比較試験（RCT）
　 ランダム化 比 較 試 験は，randomized controlled 

trialの略称としてRCTと呼ばれることが多いです。最

近は，タイトルに“randomized controlled trial”とズ

バリ書いてある論文をよく目にします。タイトルやア

研究デザイン研究デザイン研究デザイン研究デザイン研究デザイン研究デザイン研究デザイン

論文は全部読まなくていい

　思い切ったことをいうようですが，臨床の薬剤師が

臨床の疑問に答えるために論文を利用する場合，論文

を隅から隅まできちんと読む必要はありません。自分

で臨床研究をやろうとしているのでない限り，必要な

ところだけを読めばよいのです。それは英語でも日本

語でも同じですから，英語の論文もすべてを訳す必要

はありません。そう考えると，ちょっと気楽に思えて

きませんか？

　でも，最初はその“必要なところ”がわからないもの

です。そこで，まずは論文の構造について簡単に示し

てみましょう（図1）。大雑把にいえば，どの論文も同

じようになっています。

　論文の構造を把握し，どこに何が書いてあるのか見

当がつけば，「今，何を知りたいのか？」によってみる

論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい論文は全部読まなくていい
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ベージニオ錠50mg，100mg，150mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

医薬品名 ：ベージニオ
一般名 ：アベマシクリブ
薬価基準収載日 ：2018年11月20日
薬価 ： ［50mg］3,258.7円/錠 

［100mg］5,949.2円/錠 
［150mg］8,460.1円/錠 

製造販売 ：日本イーライリリー株式会社

 効能・効果
　 ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳がん（効能・効果に関連する使用上の注意：本剤
の術前・術後薬物療法としての有効性および安全性は確立していない）
 用法・用量

　 内分泌療法薬との併用において，通常，成人にはアベマシクリブとして1回150mgを1日2回経口投与する。
なお，患者の状態により適宜減量する。

 Point
▶ サイクリン依存性キナーゼ（CDK）4および6に対して選択的な阻害作用を有する分子標的薬であり，CDK4お
よびCDK6-サイクリンDの複合体の活性を阻害し，retinoblastoma（Rb）蛋白のリン酸化を阻害することによ
り，細胞周期の進行を停止し，腫瘍の増殖を抑制する

▶  1日2回，連日経口投与する薬剤である（類薬であるパルボシクリブは骨髄抑制対策として3週間連日投与し
た後に1週間休薬する必要がある）

▶ ホルモン受容体陽性かつHER2陰性であり，内分泌療法歴のある手術不能・再発乳がん患者でフルベストラン
トとの併用投与により（MONARCH 2試験），また，内分泌療法歴のない手術不能・再発閉経後乳がん患者で非
ステロイド性アロマターゼ阻害薬（レトロゾールまたはアナストロゾール）との併用投与により（MONARCH 3
試験），有意な無増悪生存期間（PFS）の延長が認められている

▶ 重篤副作用に肝障害，下痢および好中球減少症が報告されている

ベージニオの概要

第214回

大阪薬科大学循環病態治療学研究室　加藤 隆児，井尻 好雄，林 哲也

ベージニオ錠50mg，100mg，
150mg（アベマシクリブ）
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

特徴

1．開発の経緯 1-4）

　ベージニオ（一般名：アベマシクリブ，図1）は，

イーライリリー社により開発されたサイクリン依存

性キナーゼ（cyclin-dependent kinases：CDK）4お

よびCDK6に対して選択的な阻害作用を有する分子

標的薬である。「ホルモン受容体陽性かつHER2陰

性の手術不能又は再発乳癌」に用いられ，内分泌療

法薬との併用において，通常，成人にはアベマシク

リブとして1回150mgを1日2回経口投与が行われ

る。なお，すでに市販されている同じ作用機序の薬

剤としてパルボシクリブ（商品名：イブランス），リ

ボシクリブ（本邦では未発売）がある（図 1）。3週間

連日投与した後に1週間休薬するパルボシクリブと

は異なり，アベマシクリブは休薬期間がなく連日投

与する経口製剤である。パルボシクリブの休薬は骨

髄抑制が起こるために必要とされている5）。アベマ

シクリブ開発時に，基礎実験でCDK6への阻害が大

きくなることで骨髄抑制が起こりやすくなることが

示唆されていたことから，アベマシクリブはCDK6よ

りもCDK4への選択性が高くなるように開発された。

そのため，パルボシクリブより骨髄抑制が起こりに

くく，連続投与が可能となった（表1）。

表1　CDK-サイクリン複合体のキナーゼ活性の阻害

CDK-サイクリン複合体
IC50（nM）

アベマシクリブ パルボシクリブ

CDK4-サイクリンD1 2.0±0.4 12±10

CDK4-サイクリンD3 ─ 8および1

CDK6-サイクリンD1 9.9 ─

CDK6-サイクリンD2 ─ 10

CDK6-サイクリンD3 ─ 4

CDK1-サイクリンB1 1,627±666 ＞5,000および＞3,000

CDK2-サイクリンE1 504±298 ＞3,000

CDK7-サイクリンH1-Mat1 3,910±2,410 ＞3,000

CDK4-サイクリンT1 57±42 423

IC50：50％阻害濃度
〔日本イーライリリー株式会社：ベージニオ，インタビューフォーム（2018年11月作成，第2版）より〕

図1　サイクリン依存性キナーゼ阻害薬の構造式
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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11回

ビタミン剤をください

どうされましたか？
どのような体調の
変化がありましたか？

足のしもやけで，踵に痛みや
痒みを感じます。指は色が赤
黒く変わってしまって，痒み
より痛みが強いです。何か薬
はありますか？

 ❷

肩が凝って，痛く感じることも
あります。マッサージはしてい
ます。マッサージを受けた後は
楽になるのですが，しばらくす
るとまた凝ってきます。薬で何
とかなりますか？

 ❶

疲れが溜まっています。よく寝
たつもりでも，翌朝だるさが
残っています。ドリンク剤でも
飲もうかなと思っています。お
勧めはありますか？

 ❸

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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今回の基礎のキソ！

尿由来製剤からリコンビナント製剤へ

✓ 世界的な不妊治療に対するニーズの増加は，尿提供ドナーの増加をもたらしました。

✓ 安全性は十分に担保されているものの，安定供給などの問題から近年，次第に尿由来製剤からの撤退傾向がみられてい
ます。

✓ そうしたなか，遺伝子組み換え技術を応用したリコンビナント＊1ゴナドトロピン製剤が製造されるようになりました。

✓ リコンビナントゴナドトロピン製剤は，①生物由来でない安全性，②安定供給，③ロット間活性誤差の低減，④フュー
ジョン蛋白の利用─などと利点が多い一方，高価です。

✓ 日本で現在使用できるリコンビナントゴナドトロピン製剤は限定的で，世界の潮流に後塵を拝しています。

＊1：遺伝子組み換えを意味しています

尿由来製剤の問題点について
教えてください

前回はhMG（human menopausal gonadotropin）
製剤は閉経女性の，hCG（ヒト絨毛性ゴナド

トロピン）製剤は妊娠女性の尿から抽出・精製し，
製造されているというお話をしました。現在も同様
に尿由来で製造されているのは，ウロキナーゼくら
いでしょうか？　とても珍しい製剤であることは確

かです。
　hMG製剤ができた当初と比較すると，不妊治療の
世界的な広がりにより，1990年代には常時10万人以
上のドナー（尿提供者）が必要な状況になりました。
各製薬会社はクロイツフェルト・ヤコブ病非発生国
にて尿を採取しており，ドナーの海外渡航歴，健康
状態などの調査や管理も行っています。さらにウイ
ルスやプリオンの不活化や除去に有効とされている
処理により精製を行っており，安全性は十分に担保

武蔵境いわもと婦人科クリニック　岩本 豪紀

第6回　排卵誘発薬（2）　リコンビナント製剤

TJ201903_103-109_iwamoto(05)-01.indd   103 2019/02/14   19:52
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服薬状況を正しく把握するために

　連載もいよいよ最終回となりました。今までいくつかの事例をご紹介させていただきましたが，最

終回はまとめとして，アセスメントについて検討したいと思います。私は長年の服薬指導経験から，

いかにアセスメントが大切かを学びました。薬を飲ませている状況を正しく把握し，子どもの気持ち

になって考えられれば，薬を拒む理由がみえてきます。

　薬局において保護者に服薬状況を確認する際，どのように質問するでしょうか。一般的なのは「お

薬は飲めていますか？」だと思います。実は，この質問には2つの落とし穴があるのです。1つは，

YES・NOで答えられる質問を用いると，相手はYESと答えがちなこと。そもそも，医師や薬剤師に

飲めていないと言うことを恥ずかしいと感じる方は少なくありません。なかでも医師に対してこの傾

向が顕著なように思います。ですから，できる限り薬局で服薬状況を正しく把握していただきたいと

思います。

　2つ目は，飲めているかどうかの基準が親によって大きく異なることです。飲めているという回答

も，「喜んで上手に飲めている」から「嫌がりながらも飲めている」，さらには「無理やり口に入れて飲

めている」まで幅が広く，保護者の回答を鵜呑みにすると正しい状況を把握できなくなります。

第8回（最終回）
的確なアセスメントで服薬拒否を解決！
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はじめに

　ドーピングとは競技力を高めるために薬物などを使用したり，それらの使用を隠したりする行為で，該

当する行為は世界アンチ・ドーピング機構（The World Anti-Doping Agency：WADA）に定められて

います。また，禁止物質・禁止方法はWADAの禁止表国際基準（以下，禁止表）に定められ，毎年1月

1日に発効され，その年の12月31日までの1年間のみ適用されます。

　ドーピング検査で検体に禁止物質の痕跡が認められれば，意図的使用ではなく不注意による「うっかり

ドーピング」であっても違反となります。最近では，OTC医薬品の風邪薬や体毛用薬の成分にも禁止物

質が含まれ，違反になる可能性があることはアスリートにも知られるようになりましたが，それ以外にも

注意しなければならない商品が多くあります。また，毎年禁止表が改訂されるため，常に新しい情報を把

握する必要があります。

OTC医薬品の注意点

　OTC医薬品には，同じような薬効をもち，名称が非常によく似た商品があります。名称がほとんど同

じでも，接頭語として「新」や，接尾語として「～K」「～A」「～ジェル」が付いているだけで処方が異な

り，禁止物質が含まれていることがあります（例：「ストナアイビー」は使用可能ですが，「ストナアイビー

ジェル」には禁止物質であるメチルエフェドリンが含まれているため使用できません）。

　また，治療のために禁止薬を使用している場合，事前にTUE＊1申請をして許可を得ることで大会に参

加できますが，OTC医薬品はセルフメディケーションであるためTUE申請ができません。
＊1： 治療使用特例（therapeutic use exemptions：TUE）のこと。TUEを申請した結果，医療目的で使用していることが認められ承認されれば，慢性

疾患をもつ選手が禁止物質を使用しながら競技に参加できる。申請には医師からの情報提供が必要となる。

はじめにはじめに

OTC医薬品の注意点OTC医薬品の注意点OTC医薬品の注意点

「うっかりドーピング」に気を付けよう！第7回

静岡県体育協会スポーツ医科学委員会　大石 順子
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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
　患者は医療そのものを拒否する傾向があり，これまで
COPDは未治療であった。当該患者はトイレに行くだけ
でも息切れするのに，それで死ぬならそれが運命だと言
い切って，タバコも吸い続けるといった性格であった。
しかし，呼吸苦がひどく日常生活に支障を来す状況にな
り，ケアマネジャーからの依頼でやっと在宅医による往
診が始まった（このときすでに，呼吸苦により受診困難

な状態であった）。
　重度のCOPDと診断され，訪問指示のある Rp.1 が発
行された。当薬局が処方箋を応需することになったため，
在宅クリニックの看護師より電話があり，患者情報の提
供があった。
　その内容を要約すると，患者宅はいわゆる「ゴミ屋敷」
であり，訪問するにあたっては，マスク，手袋，スリッ
パを着用し，覚悟のうえで訪問したほうがよいというも

医薬品適正使用は在宅患者の薬剤師への信頼確保から始まる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？  医療を拒否する傾向があり，生活リズムが不規則と考えられるCOPD未治療の患者に，1日
3回服用しなくてはいけないアンブロキソール塩酸塩錠が処方された。

▼ 処方内容 

70代の男性。在宅クリニック。処方オーダリング/印

字出力。 （処方提案後）

Rp.1

アンブロキソール塩酸塩錠15mg 3錠
 1日3回　毎食後　14日分
ダイアモックス錠250mg 0.5錠
 1日1回　朝食後　14日分
ツロブテロールテープ2mg 1枚
 1日1回　14日分
アドエア250ディスカス（28ブリスター） 1個
 1日2回
（訪問指示）

Rp.2

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg 1錠
ダイアモックス錠250mg 0.5錠
 1日1回　朝食後　14日分
ツロブテロールテープ2mg 1枚
 1日1回　14日分
アドエア250ディスカス（28ブリスター） 1個
 1日2回
（訪問指示）（一包化）

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




