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特  集

　薬剤師の対人業務の充実化が推進される一方，大学教育では患者との具体的な

コミュニケーション方法を学ぶ機会は少なく，自らの臨床経験を通じて問診に必

要な能力を養うことが求められます。また，「医師には言えないことも，薬剤師

になら相談できる」という患者の声もあり，薬剤師は効果的なアプローチによっ

て患者の不安や疑問を引き出し，薬学的管理に活かすことが大切です。

　本特集では，薬剤師による問診が必要なケース別に，患者対応のポイントやテ

クニックについて具体的な会話例をもとに紹介し，患者が相談したくなる薬剤師

の秘訣を探ります！
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思われるにはワケがある！
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はじめに─相談者の問題解決
に認知行動療法を応用する

　薬剤師の皆さんは，日頃から国内・外の医薬品に
関する成分や作用機序，安全性や有効性などの情報
を常にアップデートし，その情報を目の前の患者の
状況にあわせて提供することに心を砕いていること
と思われる。特に薬局薬剤師は，患者が受診から帰
宅までの間のなかで最後に出会う医療従事者であり，
患者が医療機関から持ち越してきた疑問や不安を解
消できる最後の砦である。何とか患者の不安を和ら
げ，正しい知識による安心・安全な服薬に繋げたい
と日々工夫を重ねておられることだろう。
　本稿では，公認心理士の資格ももつ筆者が日々の
服薬指導や健康相談に認知行動療法（cognitive 
behavioral therapy : CBT）の概念やそのスキルの

エッセンスを加えた認知行動療法的アプローチ（以
下，CBT-A）を用いて患者の心に寄り添いながら相
談者の問題を解決し，安心・安全な服薬に繋げるヒ
ントを紹介する。

認知行動療法とは

　ある状況（出来事）下において，その「考え」「気分」
「行動」「身体反応」は図１のように影響し合ってい
ること，またこのうち，「気分」と「身体反応」をコ
ントロールすることは難しいが，「考え」と「行動」
はコントロールしやすいことがわかっている。そこ
で，コントロールしやすい「考え」と「行動」に働き
かけることで，「考え」「気分」「行動」「身体反応」「状
況（出来事）」の悪循環を改善していこうとするもの
である。

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

問題点を引き出す
国立医薬品食品衛生研究所／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　前田 初代

　受診から帰宅までの間のなかで，患者にとって薬局薬剤師は最後に出会う医療従事者で
あり，医療機関から持ち越した疑問や不安を解消できる最後の砦である。薬局を訪れる患
者は，検査値の悪化や病気の進行に伴い自分を責めたり，受診時の不満を引きずったり，
あるいは家庭や仕事上のストレスを抱えたりしていることがある。このようなときに薬剤
師がいかに丁寧な情報提供や服薬指導に努めても，うまく伝わらないことは誰しも経験し
たことがあるだろう。
　そういったときに役立つ認知行動療法（CBT）の概念やスキルのエッセンスを加えた認知
行動療法的アプローチ（CBT-A）を紹介する。

summary

（1320）
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はじめに

　処方箋応需時の患者対応としては，処方箋内容の
確認のための情報収集と患者からの相談対応を含む
服薬指導に大きく分けられる。そのいずれにも共通
して必要なことがコミュニケーションである。
　本稿では，本特集テーマのように，患者から「あ
の薬剤師になら，相談したい」と思われるためにど
のような取り組みをするべきかを解説する。

患者が相談したくない対応や 
環境とは

　患者から相談したいと思われることを考える前に，
まずは，どのような人が相談したくないと思われる
かを考える。これは薬剤師としてだけではなく，日
常生活上で考えてみるとよい。例えば，話を最後ま
で聞かずにすぐ否定する人，話を一方的にする人，
難しい言葉で説明する人，質問内容と違うことを答

える人，相手のことを理解しようとしない人など，
次々と思い浮かぶであろう。もちろん，通常は薬局
で患者にこのような対応をすることはないであろう
が，混雑時などで時間に余裕がないと，知らず知ら
ずのうちにこのような対応をしてしまう可能性もあ
る。
　また，薬剤師が発する言葉だけではなく，態度や
表情などでも相談したくないと思わせることがある。
他にも，他の患者に相談内容が聞かれそうであった
り，薬剤師が忙しそうにしていたり，他のスタッフ
に見られていたり，といった環境であれば，相談を
ためらうこともある。相談したいと思わせるには，
相談したくないと思わせる対応や環境ではないこと
が大前提である。

患者が相談したくなる対応 
─患者のニーズを把握する

　先ほどの相談したくない対応の逆を挙げると，「即
座に否定せず，話を一方的にせずに最後まで聞き，

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

　患者からの相談には，ニーズにあった回答をする必要がある。そのニーズは患者の心の
なかにあり，薬剤師が把握するには患者から引き出すよりほかに方法はないため，薬剤師
が効果的な方法で質問を行う必要がある。
　患者の考えやニーズを把握し，それに応じた対応を心がけることで，患者に相談したい
と思われる薬剤師となり，薬物治療に対する想いや問題点を知ることができる。

summary

相談したくなる患者対応の基本 
─患者の “考え”を探る処方箋応需時の対応

株式会社カメガヤ（フィットケアデポ）／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　田沼 和紀

（1330）
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はじめに

　薬局の場合，患者情報を収集する際には処方箋や
初回アンケートの内容をもとに，本人との会話のな
かから収集することが一般的である。しかしながら，
今後は健康サポート機能の充実化に伴い，処方箋な
しで健康相談に訪れた患者に対しても，本人との会
話のなかから情報を収集し，医療の専門家として適

切なアドバイスをすることが求められる。
　森のシティ薬局（以下，当薬局）では，処方箋調
剤だけでなく，健康相談にも対応できる薬局を目指
して，2014年4月に検体測定室を設置した。本稿で
は，検体測定室を利用した患者からの健康相談を
きっかけに，患者と良好な関係を構築し，結果とし
て薬物治療の開始時期を遅らせることができた症例
をもとに，患者対応のポイントを紹介する。

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

健康相談時
シーエスグループ 株式会社横須賀薬局 森のシティ薬局　鈴木 康友

日本大学薬学部地域医療薬学研究室　渡邉 文之

こうすればよかった！　ケース別	問診スキルアップ

　地域の薬局には，薬に関するあらゆる相談に応じる「かかりつけ薬剤師・薬局の機能」に
加えて，薬以外の健康に関する相談にも応じる「健康サポート機能」も期待されている。つ
まり，薬局には地域住民の健康を幅広く，かつ積極的にサポートする医療提供施設として
の役割も求められている。
　本稿では，健康に関する相談から患者の抱えている悩みを引き出し，医療の専門家とし
て適切なアドバイスを実施したことにより，患者のQOLの維持・向上に寄与した症例につ
いて報告する。

summary

（1334）
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はじめに

　メールなどのテキストメッセージや電話を用いて薬
物療法上の質問や健康相談をすることは，相談者に
とって経済的，時間的，そして心理的なハードルが
低く，対面より利用しやすい面があり，薬剤師にとっ
ては健康相談を通して生活環境などにまつわる情報
を得やすい面がある。
　一方，電話やテキストメッセージでは表情や姿勢，
身なり，仕草など非言語的情報が乏しく，事前に相

談者の情報が全くない場合などでは，対応が難しく
なることもある。たとえオンラインでのビデオ通話
機能を使用しても，対面と比べると得られる情報が
少ないことは否めない。
　しかし，最近はかかりつけ薬剤師・薬局としての
健康サポートや，服用期間中の患者フォローの実施
に伴い，電話など非対面での対応の必要性が増して
いる。そこで本稿において，Case 1では健康相談応
需の例を，Case 2では服用期間中の患者フォローの
例を用いて，電話対応における特徴や留意点を記載
する。

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

こうすればよかった！　ケース別	問診スキルアップ

電話やテキストメッセージの利用時
国立医薬品食品衛生研究所／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　前田 初代

株式会社望星薬局 中央堂桜台薬局／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　坂井 信之

　電話やテキストメッセージを用いて薬物療法上の質問や健康相談をすることは，相談者
にとって経済的，時間的，心理的なハードルが低く，対面より利用しやすい面がある。一
方で，薬剤師にとっては，相談者の表情や姿勢，身なり，仕草などの非言語的情報が乏し
く，対応が難しくなる場合がある。薬剤師は，相談者の声の大きさや抑揚，相槌などから
常に相談者の気持ちを推し量ること，薬剤師の言葉が相談者の印象に残るよう，漫然と話
し続けずに逐一相談者の反応を確認しながら会話を進めることが，対面以上に重要となる。

summary

（1338）
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はじめに

　精神疾患患者と聞いて，皆さんはどのようなイ
メージをもつだろうか。残念なことに，偏見やネガ
ティブなイメージを抱く方がいることも事実だろう。

　実は，患者自身もその診断に戸惑い，精神科薬を
服用することに抵抗感を示される場合も少なくない。
薬剤師はそのような患者の心情を受け止めたうえで，
患者が自ら治療に向かうことができるよう支援しな
ければならない。

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

精神疾患患者
根岸病院薬局／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　増田 由佳子

京都府立医科大学附属病院薬剤部／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　小川 恭平　

Case（60代女性）　　睡眠薬による依存を気にする患者（図1）

　全般性不安障害の診断を受け，抗うつ薬による単剤治療を受けていた患者。コロナ禍の不安から不眠症状

が増悪し，ベンゾジアゼピン系睡眠薬が追加となった。

 薬剤師   睡眠薬が追加されましたね。最近は，あまり眠れていないのですか？

 患　者   はい。先生がこの薬を飲めばよく眠れるって言ってたんですが……。 Point 1

 薬剤師   お薬について何か気になることがあるんですか？

 患　者   睡眠薬って，何だか怖いわ。だから，本当は飲みたくないのよ。

こうすればよかった！　ケース別	問診スキルアップ

　精神疾患患者に向き合うときに最も大切なことは，精神科医療におけるスティグマ（社会
からのネガティブなレッテル）を捨てることである。患者の思いを受け止め，患者の抱える
困りごとをともに解決していく姿勢は，他領域疾患の患者に関わる際と何ら変わりない。
しかしながら，一方では精神疾患特有のさまざまな事情に配慮した対応が必要な場面もあ
る。本稿では，日常的に遭遇することが多い「不眠を訴える患者」を題材に，具体的な問診
の仕方や対応のポイントを紹介する。

summary
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はじめに

　本稿では薬剤師が在宅患者に対し，閉じた質問よ

り開いた質問を，また薬の質問より生活（食事・運
動・排泄・睡眠・認知）に関する質問をすることで，
信頼関係を構築し，患者のQOL改善に貢献した症
例（パーキンソン病患者）を紹介する。

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

在宅患者と支援者
シーエスグループ 株式会社横須賀薬局 森のシティ薬局　鈴木 康友

日本大学薬学部地域医療薬学研究室　渡邉 文之

Case（80代女性）　　服薬コンプライアンスの悪い在宅療養患者

　数年前より，地域の基幹病院の神経内科にてパーキンソン病の治療中。他に同院の整形外科と近隣の内科

クリニックを受診している。独居だが，通院時は家族が付き添っており，神経内科の薬のみ，他薬局が在宅

患者訪問薬剤管理指導を実施し，患者宅へ届けていた。

　以前より当薬局と交流のあった訪問看護師から，「薬が効いていないようだ。数がどんどん増えて管理に

困っている。指示された時間より自己判断で早く飲んだり，多く飲んだりしている気がする。現在の薬局は

薬を配達してくれるだけで，それ以外は特に何もしてくれない」と相談があり，状況を確認するため家族もい

る18時頃に患者宅を訪問した。

こうすればよかった！　ケース別	問診スキルアップ

　在宅患者の場合，外来患者に比べ，生活の質が薬物治療の質に直結することがよくある。
患者の生活像を把握するには，外来に比べてより個人的な情報の聞き取りが重要となるが，
なかには外部との接触の機会が少なく，問題点を抱えていても第三者に伝えることができ
ない方もいる。
　今回は症状の進行に個人差があるパーキンソン病患者を症例に挙げ，減薬および患者の
QOL向上，さらには患者および家族の想いを叶えるに至った経緯を報告する。時間をかけ
て傾聴・共感し，患者との間に信頼関係が構築されたことが，薬の配置変更と薬効を本人
に理解してもらうという結果に繋がった。

summary
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はじめに

　小児への服薬指導では，①患児を子ども扱いしな
い，②ごまかさない，③うそをつかない，④賞罰
を駆け引きに使わない─などが大切である。ま

た，保護者は患児を思うあまり，インターネットな
どで調べた薬のネガティブな情報に気を取られてし
まうこともある。そのような場面でも保護者の思い
を否定せず，しなやかな考え方ができるように支援
していくことが大切である。

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

小児患者，保護者
京都府立医科大学附属病院薬剤部／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　小川 恭平　

洛西シミズ病院薬剤部／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　一本木 之人

Case（5歳男児）　　マイコプラズマ肺炎に対し抗菌薬が処方された患児

　発熱と咳嗽のため近医を受診し，幼児用PL配合顆粒が処方された。5日間内服するも症状が改善しないた

め，本日近医を再度受診し，マイコプラズマ肺炎と診断された。

身長：110cm　　体重：19kg

処方内容
● アジスロマイシン細粒10％小児用　1回190mg（成分量）　1日1回夕食後　3日分

 患　児  コホッ，コホッ

 薬剤師   （患児に向かい）こんにちは，今日は来てくれてありがとう。まだお咳が出てつらそうだね。（母親に

こうすればよかった！　ケース別	問診スキルアップ

　小児の服薬指導において，薬剤師は患児のみならず保護者とも信頼関係を構築する必要
がある。患児の服薬アドヒアランスは保護者の理解に左右されやすく，十分な指導を行わ
ないことにより，服薬中断につながることがある。一方，小児に対する指導では，年齢や
発達段階に沿った説明が必要である。そのため，患児向けと保護者向けの説明を使い分け
ることが効果的である。本稿では，認知行動療法的アプローチ（CBT-A）を用いた患児や
保護者との関わり方とポイントを紹介する。

summary
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はじめに

　服薬アドヒアランスに影響する因子は，①剤形，
②服用のタイミング，③有効性，④副作用，⑤病
識，⑥ 服薬の煩わしさ，⑦ 薬に対するイメージ

─などさまざまである。薬の専門家としてその有
効性や副作用などの薬学的知識を一方的に説明して
も，服薬アドヒアランスは改善されづらい。解決が
困難なときは，認知行動療法的アプローチ（CBT-A）
を試してみるとよい1）。

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

服薬アドヒアランスの悪い患者
根岸病院薬局／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　増田 由佳子

国立医薬品食品衛生研究所／日本認知療法・認知行動療法学会薬剤師部会　前田 初代　

Case1（50代男性）　　ついつい薬を飲み忘れる患者

　3カ月前に会社の健診で高血圧と脂質異常症を指摘され治療を開始したが，血圧もLDLコレステロールも

検査値に変化がない。

 薬剤師   今回も引き続き降圧薬と脂質異常症の薬が出ていますが，薬が余っているようなことはありませんか？

 患　者   つい飲み忘れちゃうので，実は残っています。

 薬剤師   つい忘れることってありますよね。 Point 1

 患　者   そうなんです！

 薬剤師   つい忘れてしまうのは，どうしてでしょう？ Point 2

 患　者   飲み忘れても何ともないね……。

こうすればよかった！　ケース別	問診スキルアップ

　服薬アドヒアランスを向上させるには，障壁となっているものを把握し，その対策を患
者とともに考えていく必要がある。本稿では，服薬に抵抗感はないが，飲み忘れがある患
者と，心理的に服薬への抵抗感があり，服薬が継続できない患者を取り上げ，問診や患者
対応のポイントを紹介する。

summary
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はじめに

　筆者は薬学部の教職に就いているが，薬剤師とし
ての臨床経験は全くないため，薬剤師の臨床はこう
すべきだなどと述べる十分な資質はない。にもかか
わらず，本稿の執筆依頼をいただいたのは，筆者が
薬学部の教員でありながら精神科医であることが理
由だと思われる。
　そこで本稿では，筆者が精神科での外来診療で気
を付けていることを紹介するとともに，そのうえで
臨床でありそうなことを少し述べたいと思う。

精神科外来診療の前提

　筆者の精神科の外来診療の前提は，“always helpful 
and supportive”な気持ちを心がけることと，患者が
心の底から求めていることを適切に把握することで
ある。

“always helpful and supportive”
な気持ちを持つ

　診療時の会話はリアルタイムに進み，その発言内
容や言い方に筆者自身の気持ちが反映されてしまう。
語尾や抑揚により疑問文が反語に変わったりもする
ため，言い方には細心の注意が必要であるが，すべ
てのことに細心の注意を払い続けることができる人
間はいない。そこで，前述した“always helpful and 

1

特	集

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

　精神科の外来診療では，話上手な医師がいろいろな話をする中で，その解決法をみつけ
てくれるようなイメージがあるかもしれない。しかし実際は，精神科医が患者に話をする
というよりも，患者の話をじっくり聴くことが中心である。
　精神科診療の要点をわかりやすく記述することは難しいが，本稿では対話例などを交え
ながら筆者が外来診療で気を付けている点を紹介する。具体的には，外来診療では“常に支
持的な”気持ちを心がけ，患者が外来診療に求めることをイメージするようにしている。そ
のうえで，自分の経験に基づく話ではなく，患者自身の経験に基づく話を傾聴，共感，承
認し，患者の気づきや考えの発展を促す“きっかけ”を提供している。本稿が薬剤師の日々
の臨床に何らかの参考になれば幸いである。

summary

精神科医として薬剤師の問診に 
期待すること

大阪医科薬科大学薬学部薬物治療学Ⅱ研究室　福森 亮雄，柳田 寛太，山口 敬子
大阪医科薬科大学薬学部社会薬学・薬局管理学研究室　恩田 光子  　　　　　　　　　　
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健康イベントの成果が 
見えてこなかった10年

─�まずは，オールファーマシータウンを企画した

きっかけを教えてください。

【糸賀】オール薬局では10年ほど前，現在の健康サ
ポート薬局の制度ができる前から，地域住民の健康
増進に貢献できればと年間300回程度，さまざまな
健康や薬に関するセミナーを開催していました。ま
た最近は，コロナ禍で地域のイベントなども軒並み
中止になっていますが，「呉みなと祭」など地域住民
が多く集まるイベントにも出展し，健康測定の体験
会を実施してきました。
　ところが，こういった活動を10年程度継続しても，
健康相談のための来局に繋がったり，かかりつけに
選んでくれたりといった活動の成果を実感すること
ができませんでした。一方的な情報提供では，住民

の一時的な健康意識の向上はみられても，健康増進
に向けた継続的な行動変容にまで繋げることは難し
いと気づいたのです。
　そこで，私たちはこれまでの「薬局」という枠組み

特	集

　マイライフ株式会社が運営するオール薬局は，中国地方を中心に41店舗を展開し，本社のある広島県呉市に
は14店舗を構えている。同薬局は，2019年4月に薬局機能をもたないヘルスケア複合施設「オールファーマシー
タウン」を呉市に開設し，市内の健康拠点として活用することで，処方箋がなくても薬局への健康相談がしやす
い環境を整えている。
　今回，オールファーマシータウンの狙いや地域住民の健康増進を支援する具体的なポイントなどについて，
糸賀誠氏（マイライフ株式会社 代表取締役）と佐々木拓也氏（同 常務取締役）に話を伺った。

「あの薬剤師に相談したい」と思われるにはワケがある！
問診・患者対応スキルアップ

処方箋がなくても頼りにされる 
薬局の形態とは？
─ヘルスケア複合施設を通じてブランド力を向上

　編集部

糸賀誠氏（マイライフ株式会社 代表取締役）
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COVID-19がもたらした 
生活習慣病のパンデミック

─学会というと研究者のための情報発信をしてい

るところと考えていたのですが，日本高血圧学会の

ホームページを拝見すると，患者に寄り添ったさまざ

まな情報を発信していることに驚きました。そのなか

で今回，「withコロナ時代の減塩の重要性と高血圧治

療」について，YouTubeで動画の配信をされている

日下美穂先生にお話をお伺いしたいと思います。

　減塩についてお伺いする前に，まず新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）の流行に伴い，非感染性疾

患である高血圧症などの生活習慣病のパンデミック

が起きている現状について教えてください。

日下　世界保健機関（WHO）によると，疾患の定義

は大きく2つに分けられます。一つは現在流行してい

るCOVID-19のような感染性疾患，もう一つは脳心

血管病，がんなどの非感染性疾患です。

　withコロナにある現在は，感染性疾患のパンデミッ

クが非感染性疾患のパンデミックを引き起こしている

状況です。すなわち，COVID-19のパンデミックに

よってもたらされた「ストレスフルな環境」「インスタ

ント食品や保存食による食塩過剰摂取」「感染を恐れ

ての受診控えや治療中断」が，高血圧症などの生活

習慣病のパンデミックを引き起こしているのです。当

院でも実際，高血圧症の重症化で心不全を発症した

り，認知症が進行したりする症例が増加傾向にあり

ます。そしてこのような現状は，健康寿命を短縮さ

せることが懸念されます。

健康寿命が尽きる主な原因は 
脳心血管疾患

日下　わが国は今でこそ世界でも有数の長寿国とな

withコロナ時代の減塩と
高血圧治療

日下 美穂
日下医院 院長，日本高血圧学会実地医家部会 部会長，
ソルコンクラブ 代表理事

1980年 3月 獨協医科大学卒業
1986年 3月 同大学院修了後，同循環器内科勤務
1987年 10月 広島大学医学部第一内科入局
　同   年 10月 済生会広島病院循環器内科 医長
1994年 5月 日下医院を開院
2018年 4月 日本高血圧学会実地医家部会部会長に就任
2020年 1月 一般社団法人ソルコンクラブ代表理事に就任

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

（1375）
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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 19 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   錠剤よりは漢方エキス製剤が適切
　漢方薬は本来，①生薬を煎じた液，②複数生薬
の粉末（散剤），③ ②を蜂蜜で練った丸剤─など
の剤形をもつ。臨床では，錠剤または漢方エキス製
剤が使用されることが多い。漢方薬の錠剤は素錠や
フィルムコート錠ではあるが，簡易懸濁法でお湯に
入れても錠剤が固く10分以内に崩壊しないものが多
く，1回に服用する錠数も6錠などと多い。そのため，
漢方薬を簡易懸濁法で投与する場合には，錠剤より
も漢方エキス製剤のほうが適している。

2   漢方エキス製剤を簡易懸濁法で 
投与する手順

　通常，簡易懸濁法では配合変化を最小限にするた
め，お湯を吸ったら撹拌せずにそっと置いておく。
しかし，漢方エキス製剤は1回量が多いため，この
方法ではエキス製剤全体がお湯で湿潤するのに時間
がかかる。そこで，漢方エキス製剤に関しては，お
湯を吸ったらすぐに撹拌し，その後，5～10分間程
度放置したほうが懸濁しやすい。配合変化を起こさ
ないためにも，漢方エキス製剤は単独投与とし，他
の医薬品とは別に懸濁するほうがよい。
　簡易懸濁法での投与手順を図1に示す。漢方エキ
ス製剤では，お湯の温度が高いほうが崩壊しやすい
が，温度を高くする場合には注入時の胃内のやけど

漢方薬の簡易懸濁法について教えてください。

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 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
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Dr. 溝渕の
循環器の病態
薬のロジック
第 2 回 高血圧─ Case Study（一次予防）

京都桂病院心臓血管センター・内科	 溝渕	正寛
執筆協力：京都桂病院薬剤科	 奥川	寛

心にグッ
とくる
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はじめに

　前回は，高血圧の基本的な病態と各降圧薬の薬理
作用，診療ガイドラインのポイントなどについて概
説しました。本稿では，臓器合併症のない高血圧に
対する薬物療法（一次予防）が開始された患者のケー

スをもとに，基本事項を実際の服薬指導や薬物療法
にどのように応用していくのかを考えてみたいと思
います。

Case 健診で初めて高血圧を指摘された無症状の女性患者

　62歳女性（身長153cm，体重60kg）。妊娠，出産時に高血圧の指摘なし。これまでに特に既往な
く元気に過ごしてきたが，3年ほど前の健診から高血圧を指摘されるようになった。本年健診時の
血圧が158/88mmHgだったことから高血圧に対する加療を勧められ，近医を受診。自宅での血圧
測定でも収縮期血圧150～160mmHgをコンスタントに記録していることから，主治医から降圧療
法を提案され，初めて降圧薬を処方された。

検査値 Na 142mEq/L，血清Cr 0.7mg/dL，HbA1c 5.7％，微量アルブミン尿（－）

処方内容 アムロジピン錠5mg　1回1錠　1日1回

患者情報
①処方を受けたものの，本当に内服が必要なのか戸惑っている様子，②これまでに
内服の習慣がなく，忘れずに内服できるか不安を感じている，③副作用が心配─
といった情報が得られた。
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天気と体調って，
関係あるのですか？
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第10回
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はじめに	

　「天気が悪くなると，体調が悪くなる」という経験
があったり，周りにそのような人がいる方は少なく
ないのではないでしょうか。特に，気圧の変化で頭
痛が悪化する人は多く，頭痛を予測する気圧予報ア
プリが一部の人にとっては必須アイテムになってい
るようです。また近年，その情報には信憑性が乏し
いものも多いようですが，「気象病」や「天気痛」と
いうような医学用語ではない言葉が認知されはじめ，
天気と体調の関係について多くの人の関心事になっ

ているようです。
　しかしながら，天気と体調の関連を検討した研究
は現在でも多くはなく，エビデンスとしては不十分
であるせいか，西洋医学の文脈で語られていること
は少ないように感じます。そのため，天気によって
体調が変わらない人たちは，天気を原因とする体調
不良の訴えについて心身的な要因を先に考えるかも
しれません。
　本稿では，天気と体調の関係について，現在まで
の研究をもとに考えてみたいと思います。

　天気の身体への影響を示唆する論文がこれまでに
いくつか報告されています。天気といっても，気温
や気圧の変化，日照時間，湿度などさまざまな要素
があるので，ここではそれぞれの要因に分けたうえ
でヒトの身体への影響について考えてみます。

1 自律神経系と天気の関連性	

　まず，スマートフォンのアプリケーションから抽
出された20万件を超える男女の心拍数のデータをも
とに自律神経の活動を算出し，気象庁の天候データ
との関連を調べた研究によると1），①気温が25℃を
超えた日は25℃未満の日に比べて交感神経の活動が
有意に低下した，② 気圧が1013hPaを超えた日は

天気と体調に関するエビデンス

（1400）
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  株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜
   総合診療医・感染症コンサルタント/ 
 北海道科学大学薬学部 客員教授　岸田 直樹

株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜

　処方箋に疑問をもったとき，疾患や病態
と結びつけて考えられると処方意図や患者
さんの背景が見えてきます。本連載では，
気になる処方箋をもとに，その読み解き方
や患者さんへの対応を薬剤師と医師がレク
チャー。今後義務化される「処方後のフォ
ローアップ」のポイントも載っています！

本連載の著者が執筆した『処方箋の“なぜ”を
病態から推論する』が発刊されました。「もっ
といろんなケースを知りたい」という方はこち
らもどうぞ！

わかっていること

•既往歴：糖尿病，高血圧，脂質異常症
•副作用歴：（－），アレルギー歴：（－），アルコール：（－），喫煙：（－）
•�併用薬：アスピリン腸溶錠（バイアスピリンⓇ）100mg，テルミサルタン（ミカルディスⓇ）40mg，アムロジピン錠（アムロジ
ンⓇ）10mg，ビソプロロールフマル酸塩錠（メインテートⓇ）5mg，アトルバスタチン錠（リピトールⓇ）5mg，エゼチミブ錠（ゼ
チーアⓇ）10mg，フェブキソスタット錠（フェブリクⓇ）20mg，ジソピラミド徐放錠（リスモダンⓇ）150mg，アピキサバン錠
（エリキュースⓇ）5mg
• �金曜日昼過ぎに受診・処方。患者から，「週明け月曜に肝臓のCT検査を受けることになったので，明日（土曜）から薬（エクメッ
トⓇ）を1種類減らすように言われた。それから，CA19-9が609U/mLと言われた」と確認。

処方箋（内分泌内科）/73歳男性

Rp.1 	 ● ビルダグリプチン・メトホルミン配合錠HD（エクメットⓇ）	 1回1錠（1日2錠）
	 　　1日2回　朝夕食後	 21日分
Rp.2 	 ● レパグリニド錠（シュアポストⓇ）0.5mg	 1回1錠（1日2錠）
	 　　1日2回　朝夕食直前	 28日分
Rp.3 	 ● ミグリトール錠（セイブルⓇ）50mg	 1回1錠（1日2錠）
	 　　1日2回　朝夕食直前	 28日分
Rp.4 	 ● ビルダグリプチン錠（エクアⓇ）50mg	 1回1錠（1日2錠）
	 　　1日2回　朝夕食後	 7日分

? 	検査のため，1週間メトホルミンを含有する配合剤が中止になった処方です。
メトホルミンを中止するのはなぜでしょうか？

? 	CA19-9は何を調べる検査値でしょうか？

ここで質問です

メトホルミンが一時中止に……その理由は？
第 回17
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医薬品名	 ：エンレストⓇ錠
一般名	 ：サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
薬価基準収載日	：2020年8月26日
薬価	 ：［  50mg］　65.7円/錠
  　［100mg］115.2円/錠
  　［200mg］201.9円/錠
製造販売元	 ：ノバルティスファーマ株式会社

　エンレストⓇ錠に関する記述のうち，正し
い組み合わせはどれか。

イ．�ネプリライシン阻害作用とアンジオテンシンⅡタ
イプ1受容体拮抗作用の2つの薬理作用を有する
薬剤である。

ロ．�本剤は，レニン・アンジオテンシン・アルドステ
ロン系の亢進に寄与する。

ハ．�本剤とアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬は併用禁
忌である。

ニ．�本剤投与前にアンジオテンシン変換酵素阻害薬が
投与されている場合は，少なくとも本剤投与開始
24時間前に中止する。

ホ．�本剤は慢性心不全の標準的な治療を受けている慢
性心不全の患者が適応となる。

①（イ，ハ）　②（イ，ニ）　③（イ，ホ）　④（ロ，ニ）　⑤（ロ，ホ）

　エンレストⓇ錠の薬学管理に関する記述
のうち，正しい組み合わせはどれか。

イ．�本剤による低血圧は，特に同量で長期に服用して
いると発現しやすい。

ロ．�慢性心不全患者は，病状が安定していても運動は
控えるようにする。

ハ．�症状のセルフモニタリングは，心不全増悪の症
状・徴候の早期発見に繋がるセルフケアの一つで
ある。

ニ．�喫煙は心疾患の危険因子であるため，喫煙者に対
しては禁煙治療を勧める。

ホ．�慢性心不全のセルフモニタリングでは，血圧と脈
拍の測定を行い，体重については不要である。

①（イ，ハ）　②（イ，ホ）　③（ロ，ニ）　④（ロ，ホ）　⑤（ハ，ニ）

第1問

第2問

問い どんな薬か
本文を読んで答えよう！

Drug Profile
くろ～ずあっぷ新薬
くろ～ずあっぷ

第241回

鉄蕉会 亀田総合病院薬剤部

川名 真理子

エンレストⓇ錠 
50mg,100mg,200mg

 アンジオテンシン受
容体ネプリライシン
阻害薬 （ARNI）

解答は本稿最終頁をチェック
（1414）
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効能・効果
● �慢性心不全。ただし，慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。
用法・用量
　通常，成人にはサクビトリルバルサルタンとして1回50mgを開始用量として1日2回経口投与する。
忍容性が認められる場合は，2～4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。1回投与量は50mg，
100mgまたは200mgとし，いずれの投与量においても1日2回経口投与する。なお，忍容性に応じて適
宜減量する。

1．有効性

（1）HFrEF患者
　後述する海外第Ⅲ相試験のPARADIGM-HF試験
と国内第Ⅲ相試験のPARALLEL-HF試験は類似し
た試験デザインであるが，異なる結果となっている。
　これについて審査報告書では，わが国で実施され
たPARALLEL-HF試験は，対照群のエナラプリル
の用量がわが国の承認用量を上回るため，日本人の
慢性心不全患者におけるエンレストⓇ錠（以下，本
剤）と既存治療薬の相対的な位置関係の考察には限
界はあるが，PARADIGM-HF試験では，本剤群は
エナラプリル群を上回る有効性が検証されているこ
とや海外のガイドラインでの位置づけなどから，ア
ンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬またはアンジ
オテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）の忍容性が確認
さ れ た 左 室 駆 出 率（left ventricular ejection 
fraction : LVEF）の低下した心不全（heart failure 
with reduced ejection fraction : HFrEF）患者にお
いて，低血圧などの副作用に対する対策を十分に講
じた状況下であれば，本剤をわが国の臨床現場に提
供する意義はあるとしている1）。
①�海外第Ⅲ相試験─PARADIGM-HF試験
（B2314試験）

　 ニュ ー ヨー ク心 臓 協 会（New York Heart 

Association : NYHA）心機能分類がⅡ～Ⅳ度の
HFrEF患 者aを対 象として，ACE阻 害 薬または
ARB（エナラプリル10mg/日相当，またはそれ以上
の用量）から切り替えたときのエナラプリル10mg 
1日2回投与に対する本剤200mg 1日2回投与の優越
性を検討した試験である。
　結果は，心血管死および心不全による入院からな
る主要複合エンドポイントの発現はエナラプリル群
に対して本剤群で有意に低かった（表1）2, 3）。
②�国内第Ⅲ相試験─PARALLEL-HF試験
（B1301試験）

　NYHA心 機 能 分 類がⅡ ～ Ⅳ 度のHFrEF患 者
（LVEF≦35％）を対象として，ACE阻害薬または
ARBから切り替えたときの本剤200mg 1日2回投与
の有効性や安全性をエナラプリル10mg 1日2回投与
と比較した試験である。
　結果は，心血管死および心不全による入院からな
る主要複合エンドポイントの発現はエナラプリル群
に対して本剤群は有意な差は認められなかった

（表2）2, 3）。

（2）�HFpEF患者─国際共同第Ⅲ相試験
〔PARAGON-HF試験（D2301試験）〕

　NYHA心機能分類がⅡ～Ⅳ度のLVEFの保たれた
心不全（heart failure with preserved ejection 
fraction : HFpEF）患者（LVEF≧45％）を対象とし
て，本剤200mg 1日2回投与とバルサルタン160mg 
1日2回投与の有効性を比較検討した試験である。心

薬剤の基本情報

a：治験開始時（LVEF≦40％），治験実施計画書改訂1（LVEF≦35％）

（1415）
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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，大学病院の神経内科にて高血圧を指摘され，
ブロプレスⓇ（カンデサルタン シレキセチル）錠を服用し
ており，これまで収縮期血圧は130mmHg台と安定して
いた。
　ここ数カ月で腰痛が酷くなったため，同じ病院の整形
外科を受診し，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）であ
るセレコックスⓇ錠が処方された。薬剤師は添付文書で，
セレコックスⓇ錠が高血圧症患者には慎重投与になって
いることを確認した。
　そのため，薬剤師から「もしかしたら血圧が上がるこ
とがあるかもしれません。でも血圧のお薬も1種類です
し，もともと酷い高血圧じゃないから，大丈夫だとは思
います。何か変化があれば，医師か薬剤師に知らせてく

ださい」と患者に説明した。
　セレコックスⓇ錠を交付してからおよそ7日後，患者が
来局した（処方箋はない）。
　患者の話では，「痛み止めを服用し始めてから血圧が上
がってきた（自宅での測定であるが，詳しい血圧値は不
明）。前に，ここの薬剤師さんから，セレコックスⓇ錠を
飲むと血圧が上がるかもしれないと聞いていたので，今
日受診した。病院で血圧を測ると240mmHgにもなって
いて，薬剤師さんからの話をしたら医師（内科）から服用
を止められた」とのことだった。
　その結果，整形外科からの痛み止めは中止となり，し
ばらく様子をみることになった。セレコックスⓇ錠中止
後は，患者の血圧はもとの130mmHg程度に戻った。

セレコキシブ錠で血圧が大きく上昇?!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？	  高血圧症患者にセレコックスⓇ（セレコキシブ）錠が処方され，服用後に血圧上昇がみられた。
薬剤師から事前に本副作用の説明があったため，患者は病院を受診し，本剤の服用が中止と
なった。その後，血圧はもとの正常値に戻った。

▼ 処方内容	 70代の男性

Rp.1　大学病院の神経内科。印字出力
リボトリールⓇ錠0.5mg 2錠

1日2回　朝・夕食後　90日分
ブロプレスⓇ錠4 1錠

1日1回　朝食後　90日分

Rp.2　同大学病院の整形外科。印字出力
セレコックスⓇ錠100mg 2錠

1日2回　朝・夕食後　28日分

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

（1422）
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　茨城県古河市は，関東地方のほぼ中央，茨城県西端の
県西地域に位置し，2021年2月現在，人口約14万人，高
齢化率は全国平均とほぼ同じ約29％の地方都市である。
在宅療養患者の数は，要支援，要介護者をあわせて
3,197人（2017年9月当時）であり，今後さらに増えるこ
とが予測される。

　われわれ茨城県古河薬剤師会は，この在宅で療養する
すべての患者の服薬管理が適切に行われるためには，薬
剤師によって服薬アセスメントが行われる環境を地域全
体で作ることが極めて重要であると考える。在宅医療の

現場には，残薬をはじめとする服薬に関する多くの問題
があるとされており，薬剤師が介入することでこれらの
問題の多くが改善することはこれまでにも報告されてき
ている1, 2）。しかし，この薬剤師の専門的価値が地域全
体として網羅的に，しかもそれが継続的に提供されてい
る地域はまだ存在しない。
　そこで，古河薬剤師会と茨城県介護支援専門員協会古
河地区会（以下，両会）は，薬剤師とケアマネジャーによ
る独自の連携「古河モデルの方程式」（図1）を作り，在宅
療養患者の服薬に関するスクリーニングとアセスメント，
そして薬剤師の介入に至るまでの一連のフローを地域全
体でシステム化をすることとした。
　本研究は，地域のケアマネジャーとかかりつけ薬局が
協働し，在宅療養患者の服薬管理の課題に対して，地域
全体で関わる仕組みの構築を目指したものである。この
仕組みの有用性を検証するために，後述する「古河モデ

はじめに

地域全体で在宅療養患者の 
服薬アセスメントを行う

　宇田 和夫 1, 2，高橋 真吾 1, 3，吉田 聡 1, 4，田村 美帆 1, 5，樅山 徳幸 1, 6，加藤 大貴 1, 7，
　川島 与輝 1, 7，　後藤 沙矢香 1, 8，坂本 希実 1, 9，山下 美妃 10，赤荻 榮一 11

1 古河薬剤師会，2 株式会社ファーコス，3 古河中央薬局日赤前，4 薬局・なくすりーな，5 共創未来総和薬局，6 オレンジ薬局，
7 あおぞら薬局，8 あおば薬局，9 アイン薬局古河本町店，10 北海道科学大学薬学部薬学科，11 古河福祉の森診療所

第53回日本薬剤師会学術大会　ポスター紹介

　厚生労働省が地域包括ケアシステムの実現目標と掲げる2025年に向けて，各地域で医療・介護職を中心に同
システムの構築が進められ，顔の見える関係作りの活動も広がっている。対象となる在宅療養患者に医療・介護
職がそれぞれ有する能力を届けるための第一歩は，適切なアセスメントから始まるはずである。
　そこで今回，古河薬剤師会と茨城県介護支援専門員協会古河地区会は，地域のすべての在宅療養患者に対し
て服薬アセスメントが実施される環境を作るべく，両専門職の強みを活かした連携システムを構築することとし
た。古河薬剤師会では，必要とする在宅療養患者に薬剤師の価値を届ける仕組みを作り，その仕組みの有効性を
検証するための研究を行った。解析の途中ではあるが，その一部を報告する。

薬剤師とケアマネジャーの連携による
継続性のある服薬管理の仕組み

「古河モデル」構築のための研究

（1428）
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先  ゼスラン小児用シロップ0.03％（旭化成ファーマ）
先  ニポラジン小児用シロップ0.03％（アルフレッサ ファーマ）

製剤基本情報

性状 無色～微黄色の澄明な濃稠な液で，芳香（フルーツの香り）があり，味は甘い

添加物 D-ソルビトール，無水クエン酸，無水リン酸一水素ナトリウム，β-シクロデキストリ
ン，エタノール，香料

規格pH 5.6～6.1

比重（d20
20） 約1.23

調製法・
服用時の注意

・�防腐剤を添加していないので，他の容器に分割して使用する場合には，微生物汚染を
考慮して取り扱いに注意する

・他剤との配合はできるだけ避けることが望ましい（配合変化に注意すること）

安定性 強い光に当たると着色することがある

配合変化データ（商品名50音順）
液 状
試 験   20mLに被験薬剤（表示量）を加え，さらに精製水を加えて100mLとした

保存期間：14日間（配合直後，3，7，10，14日後に観察）
保存条件： 7℃および30℃（遮光）（被験薬剤の貯法あるいは懸濁後の保存方法が冷所保存の場合は

7℃のみ）
試験項目： 外観，味・におい，pH，再分散性，本剤残存率，本剤分解物含量，被験薬剤残存率（一部）

● 変化なし
アストミンSy 0.25％（21mL）a

イノリンSy 0.1％（12mL）b

ザジテンSy 0.02％（18mL）a

セネガSy（35mL）a

セレスタミン配合Sy（40mL）a

フスコデ配合Sy（10mL）a

フラビタンSy 0.3％（15mL）a

ブリカニールSy 0.5mg/mL（27mL）a

プリンペランSy 0.1％（30mL）a

ベネトリンSy 0.04％（45mL）c

ベラチンDS小児用 0.1％（2g）a

ペリアクチンSy 0.04％（30mL）a

ベロテックSy 0.05％（45mL）a

ホクナリンDS 0.1％小児用（2.4g）a

ポララミンSy 0.04％（20mL）a

ムコダインSy 5％（36mL）a

メジコン配合Sy（24mL）b

メプチンSy 5μg/mL（20mL）a

リンデロンSy 0.01％（80mL）a

a：保存条件　7℃・30℃
b：保存条件　7℃
c：メキタジンSy 0.03％の量がベネトリンSy 0.04％と同量もしくは倍量の場合，配合直後から白濁，再分散性不良

シロップ・
ドライシロップの
シロップ・
ドライシロップの

知って得する

配配合合変変化化

メキタジンシロップ
山形県薬剤師会薬事情報 センター長　細谷 順

本連載では，次のように表記する。Sy：シロップ　　DS：ドライシロップ　　RH：相対湿度

山形県薬剤師会 会長　岡嵜 千賀子
日新薬品株式会社
学術教育部 特別顧問 白石 正

監 修

15
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