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特  集

特集にあたって
相模女子大学栄養科学部管理栄養学科　望月 弘彦

　薬局薬剤師は薬の専門家として職能を発揮するだけでなく，国民の健康に関わ

る相談全般の受け皿として，幅広い情報の整備が期待されている。なかでも栄

養・食事に関しては，指導による疾患の予防や重症化防止はもちろん，医薬品と

の相互作用や健康食品の適切な販売など，さまざまな面で薬局薬剤師の視点を活

かせる領域といえる。

　わが国は今，世界に例をみない超高齢社会に向かって歩を進めている。超高齢

社会は同時に多死社会となるが，病院や施設で受け入れられる人数には限りがあ

り，在宅医療に寄せられる期待が大きい。入院中の患者が退院して在宅療養とな

る際に一番問題となるのが栄養摂取の方法である。経口摂取ができずに経腸栄養

や経静脈栄養となる患者では，在宅への移行どころか療養場所を探すことが難し

い場合も少なくない。さらに問題となるのは不十分な食事摂取量のまま退院とな

る場合である。低栄養状態が進行して活動性や免疫力の低下を来すと，転倒や誤

嚥性肺炎，褥瘡などを引き起こして再入院の危険性が高くなる。このような負の

スパイラルを断ち切るためには，在宅における的確な栄養評価と栄養療法が欠か

せない。一方で，薬剤師にも「栄養は大事」という認識はありながら，栄養療法

について体系的に学ぶ機会が乏しいという現状がある。

　本特集では，“在宅での栄養療法”に焦点を当て，栄養管理の重要性や投与経

路などの基礎知識に加えて，特殊病態において薬物療法と栄養療法の併用をどの

ようにアセスメントするべきかについて，専門の方々から概説していただく。改

めて栄養療法の大切さと具体的なアプローチ方法に触れることで，読者の皆さま

のお役に立てると幸いである。

薬剤師がコーディネートする

在宅×栄養×くすり
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特�集

在宅栄養管理の重要性
─低栄養・フレイル

はじめに

　在宅患者では，栄養管理が重要である。簡易栄養
状態評価表（mini nutritional assessment：MNA）
を使用して医療環境別に高齢者の栄養状態をみた系
統的レビューとメタ解析では，在宅ケアサービスを
受けている場 合，8.7%〔95%信 頼 区 間（CI）：5.8-

11.7〕が低栄養であった1）。これは，リハビリテー
ション（以下，リハ）・亜急性期病院の29.4%（95%CI：
21.7-36.9）よりは少ないといえるが，全体として日
常生活動作（activities of daily living：ADL）に介
護が必要な場合は低栄養が多かった1）。つまり要介
護の高齢者では，低栄養を多く認めるといえる。
　また，回復期リハ病棟の脳卒中患者のデータではあ
るが，栄養状態を改善しながらリハを行ったほうが，
改善しなかった場合と比べ，ADLがより改善された
という報告もある2, 3）。これにより，在宅の低栄養患

者でも，栄養状態を改善することでADLがより改善
する可能性があるといえる。つまり，在宅において低
栄養を発見し介入することは極めて重要なのである。
　本稿では，①在宅患者における低栄養・フレイ
ル，②低栄養・フレイルが疾病治療に与える影響，
③医原性低栄養・フレイル，④リハ栄養，⑤リハ
薬剤─について解説する。

在宅患者における 
低栄養・フレイル

身体的フレイルは 
低栄養だけが原因ではない

　身体的フレイルとは，加齢によって身体機能を支
える恒常性維持機構が低下し，ストレスに抗う力が
低下して，健康障害に対する脆弱性が高まった状態
のことを指す。身体的フレイルの他に，①精神・心

1

　在宅患者は低栄養・フレイルの状態である方が少なくない。低栄養・フレイルの一部は

医原性であり，その場合は急性期病院で原因が発生することが多いが，在宅医療において

も原因が作られることがある。低栄養やフレイルを認める場合，疾患治療やリハビリテー

ションの効果が減弱し，感染症発生率や死亡率が増加する。

　低栄養・フレイルに対しては，リハビリテーション（以下，リハ）栄養とリハ薬剤の考え

方が有用である。在宅訪問している薬剤師が，適切な栄養管理やリハ栄養，リハ薬剤を実

践することができれば，医原性低栄養・フレイルの予防や改善に繋がり，疾病治療効果や

リハ効果が高まって，ADLやQOLの向上を期待できる。薬剤師は多職種と連携しながら，

適切な栄養管理，リハ栄養やリハ薬剤を行ってほしい。

summary

横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科　若林 秀隆

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり
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摂食嚥下障害とは

　嚥下障害は，英語ではdysphagiaと表され，ギリ
シア語でdys（difficult）＋phagein（to eat）という言
葉から成り立っている。
　摂食嚥下障害は，① 口腔への食物の取り込み，
②口腔内の食物を処理する運動能力，③食塊コン
トロール，④嚥下反射の発現，⑤咽頭収縮，⑥輪
状咽頭筋の弛緩，⑦食道への食塊の送り込み─
と，広範な段階の障害を指している。つまり，その
言葉の通り摂食（食物の取り込み）と嚥下（のみ込み）
の障害を示しているのである。

嚥下のプロセス

　摂食嚥下は，随意運動と反射運動，自律運動が連
携して行われる。その役割は，口から食道を通って
胃までの食物を移送することと，咽頭から食道への
移送の際に気道への食物の侵入を防ぐことである。
摂食嚥下においては，主に以下の2つのモデルが用
いられる。

4期モデル（図1）

　4期モデルの基本は，液体の命令嚥下の概念であ
る。①口腔準備期（食物を取り込み，舌後方部と軟
口蓋による口狭部閉鎖で一旦口腔内に食物を保持す
る），②口腔送り込み期（前舌部が口蓋へ接触し始
め，舌後方部が下降し，食塊が舌と口蓋で絞り込ま

1

　服薬困難は，患者の服薬アドヒアランスと内服薬の治療効果判定に重大な影響を及ぼす。

薬を処方されている患者のなかには，服薬における問題がみられる方が少なからず存在す

る。普通食を食べていても，服薬が自立していても，患者は服薬障害があり，臨床での服

薬状況の観察が重要である。また事前の嚥下スクリーニングテストで，服薬障害をある程

度予測することもできる。

　口腔内・咽頭内残薬については，ほとんどの患者が自覚しておらず，不顕性誤嚥に繋が

る可能性があると思われる。特に異なる剤形の薬剤を同時に服薬する場合には，十分な注

意が必要である。

　本稿では，摂食嚥下障害の病態と評価法の基礎知識を述べた後，われわれが行った服薬

障害の実態調査の結果を紹介する。

summary

摂食嚥下障害の基礎知識と 
服薬における問題点

関西ろうさい病院神経内科・リハビリテーション科　野﨑 園子

特�集

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり

投与経路別に学ぶ　栄養×くすり
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はじめに

　経皮内視鏡的胃瘻造設術（percutaneous endoscopic 
gastrostomy：PEG）は，米国での小児難病に対する
栄養瘻として初めて使用されて以降，約30年かけて
手技の簡便性，安全性，経済性の利点から世界中に
急速に普及してきた。わが国でも超高齢社会に伴う
PEGの対象疾患の増加，在宅医療の推進などによる
医療・介護福祉システムの変遷などにより，胃瘻の
造設数が飛躍的に増加した。しかし，2012年以降は
高齢者に対する終末期医療での静脈栄養管理の有用
性などの問題が議論され，目白第二病院（以下，当
院）でのPEGの件数は減少傾向にあった。
　ところが，近年は在宅医療や時間栄養学a，腸内
細菌学のめざましい発展があり，改めて経腸栄養へ
の重要性が認知されている。2016年の日本集中治療

医学会による『日本版重症患者の栄養療法ガイドラ
イン』1）においても「栄養投与ルートは経腸と経静脈
のどちらを優先するべきか？」とのクリニカルクエ
スチョン（CQ）に対し，経腸栄養管理では静脈栄養
管理と比較して感染性合併率の減少を根拠として，

「経腸栄養を強く推奨する」とされた。当院では
2017年頃よりPEG件数が増加傾向である。
　今後，在宅医療において経腸栄養のニーズがさら
に高くなることが推測されるため，より質の高い在
宅での経腸栄養管理が望まれる。本稿では，薬剤師
に求められる在宅経腸栄養管理の知識を整理・解説
するとともに，長期管理における注意点も解説する。

経腸栄養法の適応

　経腸栄養法の適応とされる病態は広く，日本静脈

特�集

　超高齢社会では，在宅医療において経腸栄養のさらなるニーズが高まることが推測され

る。経腸栄養法の適応とされる病態は広く，経腸栄養剤や投与手技の選択において特に在

宅医療で重要なことは，患者個人にあわせたテーラーメイドな対応をすることである。そ

れには個々の栄養剤の組成を十分把握して選択することが重要である。在宅経腸栄養管理

において薬剤師は，欠乏症に対する適正な栄養素の補充や安全対策の面から非常に重要な

立場を担っている。本稿では，薬剤師に求められる在宅経腸栄養管理の知識を整理し，長

期管理における注意点も解説する。

summary

在宅経腸栄養管理の重要性と注意点
悦伝会 目白第二病院 副院長　水野 英彰

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり

投与経路別に学ぶ　栄養×くすり

a：いつ，何をどれくらい食べるのかを考慮した栄養学のこと
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はじめに

　患者に必要な栄養や水・電解質などを，経口や経
消化管では補えないが，在宅での生活が可能である 
場合，あるいは患者やその家族が在宅での療養を強
く希望する場合には，在宅中心静脈栄養法（home 
parenteral nutrition：HPN）の導入が在宅移行の助
けとなる。
　HPNは1985年に保険適用となったが，当初は適
応疾患が限られ，器具や製剤，対応可能な医療機関
などが整備されていなかったため，広く普及するに
は至らなかった。しかし，1992年に悪性疾患が適応
に含まれ，1994年には「疾患を問わず医師が必要と
認めたもの」（表1）となったことから，HPNの導入

に取り組む医療機関は増えてきている。

特�集

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり

区分C104　在宅中心静脈栄養法指導管理料　3,000点
● �在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対
して，在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算
定する

● �輸液セットまたは注入ポンプを使用した場合は，所定点数にそ
れぞれ2,000点または1,250点を加算する

　在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月に7組以上用いた場合，
7組目以降は特定保険医療材料の「在宅中心静脈栄養用輸液セッ
ト」で算定。

（1）�在宅中心静脈栄養法とは，諸種の原因による腸管大量切除例
または腸管機能不全例のうち，安定した病態にある退院患者
について，在宅において患者自らが実施する栄養法をいう

（2）�対象となる患者は，原因疾患の如何にかかわらず，中心静脈
栄養以外に栄養維持が困難な者で，当該療法を行うことが必
要であると医師が認めた者とする

（3），（4）略

〔厚生労働省：在宅医療．診療報酬の算定方法の一部を改正する件（告示），2018 
より〕

表1　HPNの診療報酬での取り扱い

　在宅中心静脈栄養法（HPN）の適応は「当該療法を行うことが必要であると医師が認めた

者」であり，より生理的な経口・経消化管から十分な栄養投与ができない状態であること

が絶対条件となる。終末期や高齢者の脱水治療の場合は，皮下輸液も選択肢の一つとなる

ことを念頭に置く必要がある。

　HPNの注意すべき合併症として，①カテーテルに関連した感染症，②カテーテルやポー

トの閉塞，③静脈血栓，④血糖や水・電解質異常，⑤肝機能障害─などがある。在宅

療養への移行にあたっては，十分な患者・家族指導を行うとともに，輸液製剤を提供する

薬局も含めた在宅医療担当者同士の緊密な連携が欠かせない。

　HPNで使用される具体的なアクセスデバイスとして，ヒックマン®カテーテルやCV

ポート，PICCカテーテルなどがあるが，予想されるHPN施行期間や，患者の活動性，余

命などを考慮して選択する。

summary

在宅中心静脈栄養
相模女子大学栄養科学部管理栄養学科　望月 弘彦

投与経路別に学ぶ　栄養×くすり
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はじめに

　慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary 
disease：COPD）は，長期の喫煙が原因で発症する
肺疾患であり，中高年以降に発症することが多い。
自覚症状として，咳や痰，労作時の呼吸困難などを
認める。特に呼吸困難が進行すると，日常生活の活
動性（身体活動性）が低下し，生活の質（quality of 
life：QOL）が損なわれ，生命予後にも影響する。
COPDでは「咳，痰，息切れなどの症状が悪化し，
治療の追加・変更が必要となる状態」を“増悪”と呼
んでいるが，増悪も患者のQOLや呼吸機能を低下さ
せ，予後を悪化させる。そのため，COPDに対する
薬物療法の目的は，患者の症状を改善させ，増悪を
予防することである。
　また，COPDでは高率に栄養障害を認め，栄養障
害が進行すると予後が悪化する。そこで，COPDの

治療では定期的に栄養評価を行い，患者個々への栄
養指導が必要となる。
　本稿では，COPD患者への薬物療法や栄養療法の
有効性を述べるとともに，薬物療法や栄養療法を行
うときに薬剤師がどのような点に注目する必要があ
るかについて概説する。

薬物療法の中心は 
吸入気管支拡張薬

　薬物療法を行う目的は，呼吸困難などの症状を軽
減させ，増悪を予防することである。薬物療法の中
心となるのが，長時間作用性抗コリン薬（long-

acting muscarinic antagonist：LAMA）や長時間作
用性β2 刺激薬（long-acting β2-agonist：LABA）
といった吸入気管支拡張薬である。

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は，主にタバコが原因で発症する疾患であり，咳や痰，労作

時呼吸困難などを認める。薬物療法の目的は，自覚症状を改善させ，増悪を予防すること

である。薬物療法の中心となるのが吸入気管支拡張薬であるため，吸入指導は特に重要で

ある。

　COPDでは高率に栄養障害を認め，栄養障害は予後に影響する。そのため，定期的に体

重などの栄養評価を行う必要がある。そして，患者個々に対して適切な栄養指導を行い，

必要があれば栄養療法を行う。

summary

慢性閉塞性肺疾患（COPD）
奈良県立医科大学呼吸器内科学講座　藤田 幸男
奈良県立医科大学附属病院栄養管理部　吉川 雅則

特殊病態別に学ぶ　栄養×くすり

特�集

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり
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はじめに

　虚血性心疾患や不整脈，弁膜症などすべての心疾
患では，病態が進行し心臓のポンプ機能が低下する
ことによって全身の臓器障害や自覚症状が生じる，
いわゆる心不全の病態に陥る。在宅医療の現場にお
ける心不全の診療は，長期的な経過により病期が進
行した慢性心不全患者が対象となることが多い。
　本稿では，慢性心不全に関する栄養療法と薬物治
療を中心に概説する。

慢性心不全における 
栄養療法の目的

　慢性心不全における療養管理の目的は主に，①心
機能低下の進行抑制，② 自覚症状や運動能力，
QOL（quality of life）の改善，③再入院の防止と生
命予後の改善─が中心となる。心不全の栄養管理
では，栄養摂取に関連した心不全増悪を防ぐことに
加えて，栄養状態を保ち，身体活動能力の維持・改
善を図ることによって，これらの目的を達すること
が目標となる。
　慢性心不全の患者では，体液貯留による心不全の
増悪を防ぐため塩分制限が重要となるが，低栄養も
生命予後や入院のリスク因子となることが明らかと
なっている1）。心不全の有無にかかわらず，生命や

　心不全において，塩分摂取の過多が増悪の原因として多くの割合を占める一方で，心不

全は低栄養に陥るリスクも高い病態である。そのため，両者を意識した食事療法による介

入が必要である。特に心不全では，多岐にわたる服薬により副作用や相互作用が引き起こ

されることがあり，それが低栄養の原因となる場合もあることから，栄養状態と薬剤との

関連性について評価することが重要である。

　心不全増悪の予防のためには早期の治療介入が不可欠で，外来診療や在宅診療の場にお

ける心不全症状や栄養状態のモニタリングにより，心不全増悪や低栄養の悪化を早期に発

見することが非常に重要である。多職種協働によって多くの効果が期待されるが，一つの

医療機関内に留まらず，地域における多職種連携が望まれる。

summary

心疾患
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院循環器内科　鈴木 規雄

聖マリアンナ医科大学病院薬剤部　土岐 真路

特殊病態別に学ぶ　栄養×くすり

特�集

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり
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はじめに

　がん終末期患者における栄養は，終末期の病状や
悪液質のステージにより異なる。その点について論
述したうえで，がん性疼痛の薬物療法について在宅
臨床現場での問題点を論述する。

がん終末期の患者は 
なぜ痩せるのか

　がん終末期で疼痛を有する患者の在宅ケアでは，
食事をとらずに著しく痩せた状態となる，るい痩が
著明になり，患者家族から「全然食べないので，栄
養が落ちてどんどん痩せてしまう。点滴をしてほし
い」とよく言われる。家族からのこの言葉には，注
目する点が2点ある。

本当に全く食べていないのか

　1点目は「全然食べない」である。家族の話を聞き
ながら「アイスクリームは?　果物は?　ヨーグルト
は?」と尋ねていくと，「アイス，ヨーグルトは1個
食べています」などの返答がよくある。つまり，ご
はんやおかずという，主食や副食が食べられていな
い状態を「全然食べない」と表現し心配する家族が多
いのである。食欲が低下している患者にとって，温
かい物はにおいが強くなるため食べづらく，冷たい
物はにおいが弱いため食べやすいということを家族
に理解してもらうことが大切である。
　在宅療養の患者は，食欲がないときでも家族に「食
べないと栄養がとれないよ」「食べて食べて……」と
言われることで苦痛を感じている場合が多いが，一
所懸命な家族の姿を見て食べたくないと言えないと
いう患者の話もよく聞くので，医療者から患者家族
へアドバイスすることが大切である。

1

　がん終末期患者の栄養療法は，患者のがん悪液質のステージによって異なる。悪液質の

ステージをアセスメントすることが大切であり，不可逆的悪液質では点滴を含めた栄養療

法が患者に苦痛を与える場合もあることを理解することが大切である。また，患者本人や

家族の思いに寄り添い，精神的なケアを怠ってはならない。悪液質で食欲が出ない状態で

は，ステロイドなどの使用はQOL改善がみられなければ早々に中止すべきである。

　がん性疼痛に対する在宅でのオピオイドの使用に関して，薬剤師は各オピオイドの薬剤

特性を理解し，医師と連携して患者にあった薬剤が選択されるよう支援してほしい。

summary

がん悪液質とがん性疼痛
要町病院　吉澤 明孝，吉澤 孝之

特殊病態別に学ぶ　栄養×くすり

特�集

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり
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はじめに

　神経変性疾患ではさまざまな機能が進行性に障害
されるが，多くの疾患で嚥下障害を来し，補助栄養
を行うかどうかや，投薬ルートをどうするかが問題
となる。本稿では神経変性疾患のなかでも，薬剤師
が担当する機会も多い認知症およびパーキンソン病
を取り上げる。

認知症における栄養障害

原因

　わが国において，認知症で最も多いのはアルツハ
イマー型認知症である（図1）。個人差はあるものの，
おおよそ10年程度で終末期を迎えることになるが，
それに伴い食事摂取量は徐々に低下する。その原因
としては，嚥下障害と食べる意欲の低下の両方があ

るが，いずれも多少の増悪や寛解がありながらも確
実に低下し，命に関わる状況となる。
　次に多い認知症はレビー小体型認知症や脳血管性
認知症が挙げられる。レビー小体型認知症はパーキ
ンソン症状により嚥下障害を来すため，後述する
パーキンソン病の項目も参考にされたい。脳血管性

1

特�集

図1　認知症の種類と割合

その他
15%

脳血管性
15%

レビー小体型
20%

アルツハイマー型
50%

〔レビー小体型認知症サポートネットワーク：DLBとは 
（http://dlbsn.org/what_dlb.html）より〕

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり

　認知症やパーキンソン病に代表される神経変性疾患は進行期にはさまざまな理由で栄養

障害を来す。栄養ルートだけでなく，投薬ルートとしても経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）

が有用である場合もあり，経管栄養法を実施するかどうかは慎重に判断すべきである。

　パーキンソン病などは薬剤の効果により栄養がとれるようになることもあり，投薬調整

が重要である。進行期になっても唾液の誤嚥予防のために投薬は継続することも多い。栄

養状態の指標として最も簡便に計測できるのは体重であり，血液検査では蛋白質やアルブ

ミンを確認する。

summary

認知症・パーキンソン病
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター　荻野 美恵子

特殊病態別に学ぶ　栄養×くすり
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はじめに

　褥瘡は，持続的な圧迫により血流障害に陥った皮
膚および皮下組織が壊死して発症する外傷である。
褥瘡は発症前から大変痛いため，通常は寝返りをす
ることで発症が回避される。つまり，褥瘡ができる
人は痛みを感じないか，痛みを感じても動けない人
である。このような寝たきりの人は，動かないため
に筋肉が廃用萎縮で減っていく。また，食事量も
減っており低栄養状態にある。筋肉が減ると相対的
に骨が出っ張り（骨突出），そこに圧力が集中して血
流障害がより強くなる。したがって，寝たきりの人
には体圧分散寝具を導入して圧力を低下させ，体位
変換で圧のかかる部位を替えることが重要である。
　このような対策をしても栄養改善ができないと褥
瘡を発症することがある。局所の薬物療法を行う際
には圧迫や低栄養という悪条件があるため，創面の

環境改善が重要である。本稿では，以上の点を解説
する。

低栄養と褥瘡

低栄養だけで発症した褥瘡

　意識清明で，歩くことができる方に褥瘡が発生し
た例を紹介する。
　潰瘍性大腸炎のために激しい下血が1日10回以上
続き，経腸栄養剤などを試みても改善がなかった。
血清アルブミン値は1.5g/dLという重度の低栄養状
態となった。入院し，中心静脈栄養を1,750kcal/日
で開始したもののすでに褥瘡を発症しており，治療
の依頼を受けた。このとき，図1 のように感染を
伴い，ポケット形成した重症感染褥瘡になっていた。
感染に対する局所の薬物療法を行うことで，1カ月
後には図1 のように治り始め，5カ月後に治癒した。

1

　褥瘡は持続的な圧迫でできる外傷であるが，その成因に栄養不良が強く関与し，極端な

場合は低栄養だけでも褥瘡は発症する。まずは十分なエネルギー（カロリー）と蛋白質の摂

取が必要である。

　褥瘡治療では，局所の薬物療法も大切である。発症早期は，皮膚を守ることと創面を観

察することが重要であり，①感染褥瘡では直ちに創面を開放する，②壊死のある褥瘡では

感染を予防しながら安全に壊死組織を軟化させて除去する，③肉芽褥瘡では創傷被覆材を

上手に使う─など，それぞれの病態を理解して薬物療法を行う必要がある。また，わが

国では褥瘡の創状態判定スケールとしてDESIGN-R®が標準的に用いられている。

summary

褥瘡
医療法人社団研医会 高岡駅南クリニック　塚田 邦夫

特殊病態別に学ぶ　栄養×くすり

特�集

薬剤師がコーディネートする　在宅×栄養×くすり
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　これからの薬局・薬剤師について話し合う前に，
まず私から11月に成立した改正薬機法の主なポイン
トについてお話しさせていただきたいと思います
（表1）。本改正は，公布から段階的に施行されてい
くことになります。

継続的なフォローと記録，そして連携へ
　住み慣れた地域で患者
が安心して医薬品を使え
るように，薬剤師が薬剤
の服用期間を通じて薬学
的知見に基づく指導を行
い，その指導内容を記録
するよう規定されます。
これは薬剤師法で規定さ
れるほか，薬機法では開

改正薬機法の概要
豊見 敦氏（日本薬剤師会 常務理事）

オープニングリマーク 1

座談会

これからの薬局に求められる
慢性疾患の薬学的管理

有限会社アップル薬局 
代表取締役

山本 雄一郎氏

くまもと温石病院 
薬局長
森 直樹氏

龍生堂本店調剤事業部
地域医療連携室 副室長
豊田 義貞氏

日本薬剤師会 
常務理事

豊見 敦氏（司会）

前編

豊見 敦氏

　2019年11月に成立した改正薬機法では，機能別薬局の認定制度導入や継続的な服薬状況の把握と服薬指
導記録の義務化，またテレビ電話などを利用したオンライン服薬指導の導入などが盛り込まれました。
　そこで今回，日本薬剤師会の豊見敦先生司会のもと，“薬局薬学のエディター”として活躍される山本雄一郎
先生，栄養療法を中心に長年地域に密着した在宅療養支援をされている豊田義貞先生，高齢者薬物療法に造詣
が深く，慢性期病院で多職種と連携した入退院支援に取り組まれている森直樹先生に，改正薬機法を踏まえた
うえで，これからの薬剤師に求められる慢性疾患の薬学的管理についてお話しいただきます！ （編集部）
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40歳以上の5%が緑内障

1 眼圧が高い＝緑内障ではない

─2018年に『緑内障診療ガイドライン（第4版）』

が公開されました。本日はこのガイドライン（以下，

GL）を踏まえ，薬剤師が緑内障患者への服薬指導時

に気を付けることなどアドバイスいただければと思

います。

　まずは，緑内障の定義から教えてください。

富田　緑内障は，視神経乳頭の陥凹の拡大など緑内

障に特徴的な視神経の萎縮が生じた結果，視野の欠

損が起こる疾患です。視野の欠損は，例えば脳腫瘍

であれば半盲になるなど，その原因によって欠損の

状態は異なりますが，緑内障では鼻側の視野欠損や

傍中心暗転などが特徴的です。そのような視野欠損

に加え，緑内障に特徴的な視神経の萎縮が伴ってい

れば，緑内障と診断します（図1）。

　ここで重要なのは，その緑内障の診断基準に「眼

圧が高い」という基準がないことです。眼圧が高く

なくても，特徴的な視神経の萎縮と視野の欠損が

伴っていれば，その状態を緑内障と診断します。も

ちろん，眼圧が高いことは緑内障を引き起こす要因

となる強いリスク因子ではありますが，眼圧が高い

という状態を緑内障と定義しているわけではありま

せん。

　日本緑内障学会では，20年ほど前に岐阜県多治見

市で疫学調査を行っています。その結果，40歳以上

の約5%が緑内障だとわかりました。そして，その

うち78％以上が原発開放隅角緑内障でしたが，その

なかでも92%以上は眼圧が高くないことがわかりま

した。緑内障患者の多くは，眼圧が高くなかったと

いうことですね。

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

薬剤師が押さえておきたい
緑内障治療
GLや添付文書の改訂を受けて

富田 剛司
東邦大学医療センター大橋病院眼科 教授・診療部長

1980年　 岐阜大学医学部卒業 
同大学附属病院眼科入局

1993年　岐阜大学医学部眼科 講師
1999年　東京大学医学部眼科 助教授
2010年　日本緑内障学会 理事
2007年より現職
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はじめに

　内服薬や注射剤などの全身投薬によって発症する
光線過敏症は，光線過敏型薬疹または薬剤性光線過
敏症と呼ばれています。これに対して，外用剤や貼
付剤で発症する局所の光線過敏は光接触皮膚炎に分
類されます。後者も，皮膚科の外来診療ではよくみ
られる疾患で，薬局で患者に指導するうえで重要と
考えますので，あわせて紹介します。
　光線過敏型薬疹は成人の光線過敏症の原因として
は最も多いとされています1）。皮疹の特徴的な分布
や病歴から，光線過敏をまず疑い，他の光線過敏症
との鑑別をしつつ，光線過敏型薬疹を来す薬剤の使
用がないかを確認して診断します。一般的に光線過
敏症では，地表に届く可視光線（400～800nm），紫
外 線A波（UV-A，320～400nm）， 紫 外 線B波

（UV-B，280～320nm）のいずれかによって症状が
現れ，この原因になる波長を作用波長と呼びます。
光線過敏型薬疹の多くは，UV-Aが作用波長である
ことが知られています。これは，表皮を透過する線
量はUV-Bでは10%程度，UV-Aでは20%程度と

され2），UV-Aのほうが皮膚深くまで到達しやすい
ことと，光を吸収する物質（クロモフォア）の吸収波
長によると考えられます。
　発症には主に2つの機序が存在し，一つは光毒性，
もう一つは光アレルギー性に分類されています。た
だし，光アレルギー性物質でも光毒性もあわせもつ
ことが多く，ある薬剤による光線過敏型薬疹の機序
が，光アレルギー性か光毒性か，明確には分けられ
ないこともあります1）。

光線過敏型薬疹の機序と症状

　前述のように，光線過敏型薬疹の発症機序には光
毒性と光アレルギー性という異なる機序のものが存
在します（表1）。いずれの機序の場合も，露光部に
優位に症状がみられるのが特徴です。

1 �光毒性
　光毒性反応は，一定量の薬剤と日光照射を受けた
すべての患者に発症しうる反応で，感作期間を必要
としないため，薬剤投与を開始して初めての日光曝

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

光線過敏型薬疹第3回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

藤山 俊晴　浜松医科大学皮膚科学講座

TJ202001_102-106_yakusin(03)-02.indd   102 2019/12/12   15:01



108 調剤と情報  2020.1（Vol.26 No.1）

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）

（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）

第 3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。

エキスパートがわかりやすく解説

1 簡易懸濁を行う際に注意すべき容器とは
　簡易懸濁法で薬剤の投与を行うとき，注入器のな
かで懸濁を行いそのまま投与する方法（シリンジ法）
と，一度別の容器で懸濁させた後，その懸濁液を注
入器で吸って投与する方法（カップ法）があります。
容器で懸濁させる場合，すなわちカップ法を行う場
合には，その容器の素材にも気を付ける必要があり
ます。
　まず，カップ法で気を付けたい容器の素材には，発
砲スチロールなどのポリスチレン（polystyrene：PS）
と耐衝撃性ポリスチレン（high impact polystyrene：

HIPS）が挙げられます。これらの素材が使われてい
る場合は，懸濁用の容器として使用してはいけませ
ん。カップ麺などの容器も発砲スチロールであるため
避ける必要があります。簡易懸濁を行う際には，ポリ
プロピレン（polypropylene：PP）もしくはポリエチ
レンテレフタラート（polyethylene terephthalate：
PET）と書かれた容器を使用してください。
　具体的な事例として，エイコサペントエン酸エチル

（EPA），ドコサヘキサエン酸エチル（DHA）をPP製
容器とPS製容器で簡易懸濁し，1時間放置したとき
の容器の状態を示します（図1）。PP製容器は変化が
ありませんが，PS製容器では下に重ねていた紙コッ
プから取り出した際に容器が溶けて，上半分だけが

▶▶今回のエキスパート 天野　学  兵庫医療大学薬学部臨床薬学研究室
清水　忠  兵庫医療大学薬学部創薬化学研究室

簡易懸濁を行う容器や注入器で注意することはありますか。

現場のギモン！
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はじめに
　保険調剤を行ううえで重要な規定の一つとして，薬担規則（正式名称：保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則）があります。保険薬剤師は必ず理解しておく必要のあるルールの一つです。しかし，「や
くたんきそく」という言葉は聞いたことがあるけれど，そのなかにどんなルールがあるのか明確には
答えられないという薬剤師は多いようです。
　でも皆さん，実は何となく理解していて，自分の知っていることが薬担規則に規定されていること
を認識していないだけなのです。そして，この薬担規則に規定されている“やってはいけないこと”
は理解していても，“期待されている役割”はあまり意識されていないようです。今回は，この“期待
されている役割”の一つである後発医薬品の使用促進について確認していきます。

後発医薬品の使用促進に関する規定

薬担規則
　薬担規則は第1条～第11条まであり，2018年度改定版では，「〇〇条の2」や「〇〇条の2の2」と
いった条番号を含めて全21条あり，この条数は徐々に増えています。第1条～第7条の2までは保険
薬局のルール，第8条～第10条の2までは保険薬剤師のルールという構成になっています（表1）。し
たがって，順に読んでいくと，「あれ，この内容さっきもあった？」と感じるかもしれませんが，主
語が「保険薬局は」なのか，「保険薬剤師は」なのかを意識して読むとわかりやすいと思います。第
11条は船員保険法などの他の関連法規との読替規定となっていますので，とりあえず置いておきます。
　そして，保険薬局のルールとして第7条の2（後発医薬品の調剤）に，保険薬剤師のルールとして第8条

（調剤の一般的方針）の第3項に，それぞれ後発医薬品の使用促進に関する規定があります。つまり，後発
医薬品の使用促進に取り組むことは，“後発医薬品調剤体制加算のより高い点数を算定する”ためでもなけ
れば，“薬剤服用歴管理指導料の算定要件を満たすために後発医薬品の使用に関する患者の意向を確認す
ればよい”というものでもありません。保険薬局として，保険薬剤師としてそもそも求められているのです。

後発医薬品の使用促進に関する規定

1

日本医療保険研究所株式会社　入江 真理

後発医薬品の使用促進は，薬担規則から第3回

レセプト・薬歴から考える
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研究を始める─④介入研究　その1
STEP

5

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　岡田 浩

研究を始める
─④介入研究　その1

STEP

5

はじめに

　前回は，薬歴を使い，すでにあるデータを使った観
察研究の手法について紹介しました。今回は，実際に
研究の参加者に介入を行う，介入研究の方法について
解説します。私自身が薬局に勤務しながら行った，薬
局での糖尿病患者へのランダム化比較試験である
COMPASS研究を例に挙げながら，介入研究の手順な
どを2回にわたって紹介します。

介入研究とは

　臨床研究は，介入を行う介入研究と，介入を行わな
い観察研究に大別されます。介入研究はさらに，ラン
ダム化比較試験と非ランダム化比較試験に分けられま
す。
　例えば，薬局で行われる非ランダム化比較試験でよ
くみられるものとして，対照群を置かずに介入の前後
を比較する研究があります。このように介入前をベー
スライン値とし，介入後の値と前後比較する場合は，
よりバイアスが発生しないように配慮して，結果を慎

1  介入研究は大別して，ランダム化比較試験と非ランダム化比較試験に分けられる
2  介入研究報告のガイドラインはCONSORT声明である
3  介入研究は，実施後にUMINなどに研究の概要を登録する必要がある

クイズ 3 問 答えは本文の最後に
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第224回

亀田総合病院薬剤部　舟越 亮寛

タリージェ錠
2.5mg，5mg，10mg，15mg

タリージェ錠の概要

医薬品名 ：タリージェ
一般名 ：ミロガバリンベシル酸塩錠
薬価基準収載日 ：2019年2月26日
薬価 ：［2.5mg］78.00円/錠
    ［5mg］107.70円/錠
    ［10mg］148.70円/錠
    ［15mg］179.60円/錠
製造販売 ：第一三共株式会社

 効能・効果
　末梢性神経障害性疼痛
 用法・用量

　 通常，成人には，ミロガバリンとして初期用量1回5mgを1日2回経口投与し，その後1回量として，5mg
ずつ1週間以上の間隔をあけて漸増し，1回15mgを1日2回経口投与する。なお，年齢，症状により1回
10mgから15mgの範囲で適宜増減し，1日2回投与する。

 Point
▶ 電位依存性Caチャネルα2δサブユニットに対するリガンドで，新規の末梢性神経障害性疼痛治療薬である。
▶ 日本人を含むアジア人を対象とした第Ⅲ相試験を実施している。
▶  1回5mgを1日2回経口投与で開始し，その後1回用量として5mgずつ1週間以上の間隔をあけて漸増する。
▶ 腎機能による用量調節が必要である。
▶ 定期的な体重測定を行い，体重が増加傾向であれば食事療法，運動療法などを行う必要がある。
▶ 視覚障害を起こす場合があるため，眼障害についての問診など行う必要がある。
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新薬くろ～ずあっぷ 効性が検証され，安全性が確認されたことから，製

造販売承認申請を行い，2019年1月に末梢性神経障

害性疼痛を効能・効果としてタリージェ錠2.5mg，

5mg，10mgおよび15mgの承認を取得した。

神経障害性疼痛の解説 2）

1．神経障害性疼痛とは
　国際疼痛学会は「痛み」について，「実際に何らか

の組織損傷が起こった時，あるいは組織損傷が起こ

りそうな時，あるいはそのような損傷の際に表現さ

れるような，不快な感覚体験および情動体験」と定

義している。このように痛みは主観的な症状であり，

心理社会的な要素やスピリチュアルな要素の影響も

受ける。痛みの治療においては，①神経学的機序，

②パターン，③原因─の診断を的確に行い，診断

結果に従って速やかに適切な薬物療法および原因治

療を行うことが重要である（表1）。

　国際疼痛学会は1994年に，神経障害性疼痛を「末

梢，中枢神経系の直接の損傷や機能障害や一過性の

変化によって始まる，または起こる痛み」と定義し

た。ただし，機能障害という言葉から，炎症性疼痛

の二次性の神経可塑性変化や神経疾患の経過中の間

接的原因で発生する筋・骨格由来の痛みも含められ

る可能性がある。このため，神経障害性疼痛には直

接的な神経損傷を伴うことを前提とした，いくつか

の再定義が提案されている。例えば，『がん疼痛の薬

物療法に関するガイドライン2014年度版』では，「感

覚を伝える神経の直接的な損傷やこれらの神経の疾

患に起因する痛み」と定義している。

2．�神経障害性疼痛の痛みの特徴
　神経障害性疼痛では，障害された神経の支配領域

にさまざまな痛みや感覚異常が現れる。通常は疼痛

特徴 1）

　タリージェ（以下，本剤）は電位依存性Caチャネ

ルα2δサブユニットに対するリガンドで，新規の末

梢性神経障害性疼痛治療薬である。α2δリガンド

はシナプス前終末においてCa2＋の流入を減少させ，

興奮性神経伝達物質の放出を抑制することで痛みの

緩和をもたらすと考えられている。本剤は，α2δ

サブユニットに強力かつ特異的に結合することで鎮

痛作用を発揮する。また，神経障害性疼痛モデル動

物を用いた検討では，疼痛閾値の上昇作用が示され

た。

　神経障害性疼痛は，国際疼痛学会により「体性感

覚神経系の病変や疾患によって引き起こされる疼痛」

と定義されている。そして，原因となる神経の損傷

部位の解剖学的な位置によって，①末梢性神経障害

性疼痛，②中枢性神経障害性疼痛─に分類される。

　末梢性神経障害性疼痛には，糖尿病性末梢神経

障害性疼痛（diabetic peripheral neuropathic pain：

DPNP），帯状疱疹後神経痛（post-herpetic neuralgia：

PHN）や，その他神経根障害など，多くの疾患が含

まれる。 わが国で糖 尿 病が強く疑われる人は約

1,000万人いると推測されており，糖尿病患者のうち，

DPNPを有する割合は約9～22%と報告されている。

また，わが国における帯状疱疹の年間発症数は約

60万人とされており，そのうち，PHNを有する割合

は10～25%と報告されている。したがって，わが国

でも多くの患者が末梢性神経障害性疼痛を有してい

ることが推測できる。

　本剤においては，第Ⅰ相試験で良好な忍容性と経

口吸収性が確認された後，日本を含むアジア地域で

の国際共同試験として，DPNP患者を対象とした第

Ⅱ相試験，DPNP患者およびPHN患者を対象とした

第Ⅲ相試験が実施されている。その結果，本剤の有
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アルミニウム含有添加物で副作用（足の痺れや関節の違和感）が発生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？  院内採用の医薬品変更に伴ってスピロノラクトン錠25mgが「テバ」製品から「日医工」製品へ

変更となった患者が，下肢の痺れ，関節の違和感を訴えた。薬剤師は，添加物にメタケイ酸ア
ルミン酸マグネシウムが配合されていることが原因ではないかと考え，処方変更を提案し，「テ
バ」製品に変更したところ，副作用が改善した。

▼ 処方内容 
50代の男性。総合病院の内科。

Rp.1

エナラプリル錠5MEEK 1錠
フェブリク錠20mg 1錠
ワーファリン錠1mg 4錠
フロセミド錠20mg 1錠
 1日1回　朝食後　56日分
アーチスト錠10mg 2錠
 1日2回　朝・夕食後　56日分
スピロノラクトン錠25mg「テバ」 2錠
 1日2回　朝・昼食後　56日分
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 1錠
 疼痛時　7回分

（院内採用変更後）

Rp.2

エナラプリル錠5MEEK 1錠
フェブリク錠20mg 1錠
ワーファリン錠1mg 4錠
フロセミド錠20mg 1錠
 1日1回　朝食後　56日分
アーチスト錠10mg 2錠
 1日2回　朝・夕食後　56日分
スピロノラクトン錠25mg「日医工」 2錠
 1日2回　朝・昼食後　56日分
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 1錠
 疼痛時　7回分

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，心疾患で総合病院の内科に通院しており，
Rp.1 を継続して服用していた。
　あるとき，総合病院の採用医薬品の変更に伴ってスピ
ロノラクトン錠25mgが「テバ」製品から「日医工」製品
に変更となった（ Rp.2 ）。服薬指導を担当した薬剤師は，

後発医薬品のメーカー変更について，有効成分に差はな
く，添加物が異なることを説明し，添加物の違いにより
アレルギーなどの体調変化が起こる可能性もあるため，
些細な体調変化でも相談するように指導していた。
　 Rp.2 の薬剤を交付した3日後に，患者本人より「数日
服用しているが，足の痺れの症状や関節に違和感がある。

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
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