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特  集

　2019年11月の改正薬機法により，2021年8月より「地域連携薬局」と「専

門医療連携薬局」の認定制度が始まりました。

　本特集では，がんの傷病区分が認定された「専門医療連携薬局」の認定基準の

一つである“がんの専門薬剤師”に焦点を当て，このような資格が求められる背景

と，必要となる知識や認定基準を紹介するとともに，がん患者の薬学管理のポイ

ントについて，症例を交えて紹介します。
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患者ニーズに応える連携体制を整える
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はじめに

　2019年12月に公布された「医薬品，医療機器等の
品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律等の
一部を改正する法律」について，2021年8月1日より
薬局の認定制度が施行された。認定制度では，がん
などの専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応
する薬局を専門医療機関連携薬局として認定すること
としている（図）。今回の認定制度が新設された背景
や今後求められる薬剤師の専門性について解説する。

法改正の背景

改正の趣旨

　今回の法改正では，①国民のニーズに応える，優
れた医薬品，医療機器等をより安全・迅速・効率的
に提供すること，②患者が住み慣れた地域で安心し

て医薬品を使うことができる環境整備─の観点か
ら改正されたものである。
　薬剤師・薬局のあり方の見直しは改正の主要な柱
となっている。後述のような最近の状況も踏まえ，
薬剤師や薬局の機能を強化し，より患者に寄り添っ
た対応をすることで，患者が安心して薬物療法を受
けられるようにすることを目指している。

薬物療法の変化への対応

　医療機関の機能分化，在宅医療や施設・居住系介
護サービスの需要増などが進展するなかで，患者が
地域でさまざまな療養環境（入院，外来，在宅医療，
介護施設など）を移行するケースが増加している。
また，高齢化の進展により，多剤投与の患者も増え
ており，ポリファーマシーや重複投薬，相互作用の
防止，残薬解消を含む適切な薬学管理が必要になっ
ている。
　また，薬物療法も高度な薬学管理が必要なものが
増加している。例えば，がん患者に対しては，さま

1

2

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

専門医療機関連携薬局と 
薬剤師に求められる専門性

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課　安川 孝志

　2021年8月より始まった薬局の認定制度では，がんなどの専門的な薬学管理に他の医
療機関等と連携して対応する薬局を「専門医療機関連携薬局」として認定しており，今回は
がんの区分を規定している。認定を受ける薬局には，がん診療連携拠点病院等との連携の
ほか，がんの薬物療法に係る専門性を有する薬剤師の従事も求めており，関係学会で認定
している専門性を有する薬剤師の養成が今後必要となる。また，さまざまな学会等が認定
している専門性に関しては，第三者による確認など客観的な方策も含め，認定の質の確保
の検討も今後の課題である。

summary

（1988）
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専門薬剤師に求められる知識とは

はじめに 
─外来化学療法の推進

　1981年にわが国において，がんが原因での死亡数
が1位となり，現在は2名に1人ががんに罹患し，
3名に1人ががんで死亡する時代となっている。
　政府のがん対策への方針は，1984年4月に「対が
ん10か年総合戦略」，1994年4月に「がん克服新
10か年戦略」，2004年4月に「第3次対がん10か年
総合戦略」が策定され，そして2007年にがん対策基
本法が施行された。そのなかで，がん薬物療法に関
しては，がん対策推進基本計画により外来化学療法
への推進が謳われ，設備体制の整備とともに，専門
的な知識を有する医師，薬剤師，看護師の育成と配
置を求めている。また，第3期がん対策推進基本計
画のなかでは，外来治療への多職種によるチーム医
療の推進に加えて，医療機関と薬局との連携強化も
挙げられており，薬局も含めた多職種のチーム医療
が望まれている。

がん薬物療法の位置づけ（表1）

　がん治療は，手術，放射線治療，薬物療法を単独
または併用した集学的な治療が行われる。そのなか
で，がん薬物療法の目的は，がんの治癒，延命・症
状緩和，術後補助化学療法，術前補助化学療法と，
患者個々のがん種，がんの進行度によって異なる。

目的に応じた治療方針の違い

　治癒を目指す治療では，治療の強度を保つことに重
点が置かれ，副作用を軽減するための支持療法の強
化などが積極的に図られる。例えば強い骨髄抑制が起
こり，発熱性好中球減少症（febrile neutropenia : 
FN）などの危険を伴う場合は，次コースの延期を最
小限にするためにG-CSF製剤の予防的な使用が積
極的に行われる。その一方で，延命・症状緩和を目
的とする治療では，副作用の軽減を図るために抗が
ん薬の減量や治療間隔の延長などが図られる。例え
ば強い骨髄抑制が起こり，FNなどの危険を伴う場

1

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

　外来化学療法が推進され，薬局薬剤師も含めた多職種によるチーム医療が期待されてい
る。がん治療は，手術，放射線療法，薬物療法を組み合わせて集学的に行われる。患者の
治療目的を理解したうえで，抗がん薬レジメンの内容を確認し，薬剤師として治療を受け
られる患者支援を行うことが大切である。

summary

主ながん種と薬物療法の位置づけ
国立がん研究センター東病院薬剤部　松井 礼子

（1994）
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専門薬剤師に求められる知識とは

はじめに

　がん薬物療法はさまざまな副作用が高頻度で発現
するハイリスクの治療であり，患者と家族の不安も
大きい。治療開始にあたっては，わかりやすい説明
と根拠に基づく適切な支持療法が不可欠で，治療開
始後も的確な副作用のモニタリングと対応が重要に
なってくる。ところが，投与される抗がん薬によっ
て発現しやすい副作用が異なり，複数の抗がん薬を
併用するレジメンでは，いつ，いかなる副作用に注
意すべきかがわかりにくく，より複雑になる。患
者・家族や薬剤師，誰にでも理解しやすいモニタリ
ング方法が望まれる1）。
　また，がん薬物療法の中断を回避するには，患者
が適切な治療を受けていると実感でき，かつ副作用
発現時には医師の処方意図通り適切なセルフマネジ
メントを実施できるよう指導しておくことが重要で

ある。継続的なフォローアップと服薬指導が極めて
有用で，薬剤師には薬物療法を受ける患者に伴走す
るスキルも求められる。
　そこで本稿では，副作用モニタリングと主な支持
療法のポイントについて概説する。

患者フォローアップと 
副作用モニタリングのポイント

レジメンごとに，いつ，どんな副作用に
注意すべきか

　がん薬物療法では重篤な副作用の発現頻度が高
く，さまざまな副作用に注意が必要である。ところ
が，治療当初から患者にありとあらゆる副作用情報
を提供しようとしても，なかなかうまくいかない。
患者の多くは治療効果を期待しつつ，家族と平穏な
生活を続けたい，ある程度の副作用は覚悟している

1

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

　がん薬物療法ではさまざまな副作用が高頻度で発現するが，レジメンごとにいつ，どの
ような副作用に注意すべきかを把握することは，適切な服薬指導による患者・家族の不安
軽減と，フォローアップ時の的確な副作用モニタリングに極めて有用である。
　また，適切な支持療法を行うためにも，在宅時の副作用症状の程度を客観的に評価し，
医師に伝えることが必要である。そのツールであるCTCAEは，チーム医療における共通
言語ともいえる。

summary

抗がん薬の副作用モニタリングと 
支持療法

神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部　池末 裕明

（1999）
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専門薬剤師に求められる知識とは

はじめに

　2006年に制定されたがん対策基本法は2016年には
その一部が改正され，患者の療養生活の質の維持向
上に係る規定として，がん患者の状況に応じて緩和
ケアが診断時から適切に提供されることが改めて示
された。疼痛緩和ケアが終末期のものであるとの考
え方は，医療者のなかでは変わりつつあるものの，
患者や家族には医療用麻薬を使用することへの抵抗
感があり，最後の薬との考え方は残っている。
　本稿では，がん疼痛緩和ケアの基本的知識を整理
するとともに，身体的疼痛について患者から聞き取
る際の注意点や服薬指導，フォローアップに際して
のポイントを中心に，薬局窓口での薬剤師の対応に
ついて述べる。

がん疼痛緩和の基本 1）

　がん患者の多くは4つの苦痛をもつとされている。
①身体的苦痛（がん疼痛，悪心・嘔吐，便秘，倦怠
感など），②精神的苦痛（抑うつ，不安，不眠，せ
ん妄など），③社会的苦痛（家族関係，経済的問題
など），④スピリチュアルな苦痛（死への恐怖，価値
観の変化など）─の4種類である。
　さらに身体的な苦痛は，痛みの原因から，①がん
による痛み（内臓痛，体性痛，神経障害性疼痛など），
②治療による痛み（がん薬物療法，手術，放射線療
法による），③がん・がん治療と直接関連のない痛
み─に分けることができる。

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

　がん疼痛緩和では，世界保健機関（WHO）が示した除痛ラダーと4原則を基本として医
薬品が使用されるが，そのためには患者から情報を収集し，症状や痛みの評価を定期的に
行うことが重要である。また，服薬指導では医療用麻薬に対する誤解を修正するとともに，
患者が不安に思っていることを聞き出し，安心して服用できるようにフォローすることも
大切である。痛みは我慢せず，医療用麻薬を適正に使用しコントロールすることで，QOL
を上げることができる。

summary

がん患者の疼痛緩和ケア
トライアドジャパン株式会社　竹内 尚子

（2006）
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はじめに

　抗がん薬の多くは，その毒性（変異原性，催奇毒
性，胎児毒性，母体毒性，生殖毒性，発がん性な
ど）により患者と患者家族，医療従事者らへの曝露
と健康被害が危惧される。特にドキソルビシンなど
の殺細胞性抗がん薬の毒性は顕著である。本稿で
は，抗がん薬の毒性の概要，注射用抗がん薬の調製
ならびに経口用抗がん薬を調剤する際の留意すべき
ポイント，そして抗がん薬の職業性曝露とその対策
について解説する。

抗がん薬の毒性

　国外で抗がん薬を取扱う医療従事者の第5，第7染
色体異常の発生頻度が報告され，がん治療の臨床現

場での抗がん薬による医療従事者の遺伝毒性が報告
された。そして，アルキル化薬だけでなく，非アル
キル化薬においても取扱い回数に依存して医療従事
者の染色体異常の増加が認められた1）。一方，わが
国においてもシタラビン注射剤の調製業務中の健康
被害（浮腫性紅斑，紫斑，皮疹，呼吸困難など）が
報告された。原因は，注射用抗がん薬を調製する際，
室内排気型安全キャビネットを使用した結果，抗が
ん薬が調製者に直接排気されたことに起因する。本
事例は，公務災害に認定されている2）。

抗がん薬の発がん性

　抗がん薬を含む化学物質の発がん性については，
WHO IARC（International Agency for Research 
on Cancer；国際がん研究機構）による発がん性分類

（表1）が知られている。多くの抗がん薬はヒトへの
強い発がん性が認められている。

1

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

専門薬剤師に求められる知識とは

　抗がん薬を取り扱う医療従事者は，抗がん薬の毒性を理解し，調製ならびに調剤時の曝
露を十二分に回避する必要がある。抗がん薬の毒性を理解するには，国内外の基準の理解
がポイントとなる。抗がん薬の処方監査時には体表面積換算が重要であり，抗がん薬の実
投与量から標準投与量を推定する必要がある。注射用ならびに経口用抗がん薬の一連の取
扱いのポイントは，日本病院薬剤師会監修の『抗悪性腫瘍薬の院内取扱い指針 抗がん薬調
製マニュアル第4版』が参考になる。

summary

抗がん薬の基本的な調製・調剤と 
曝露対策

湘南医療大学薬学部医薬品情報解析学　加藤 裕久

（2012）
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はじめに

　近年，さまざまな経口抗がん薬の開発により，が
ん薬物療法は入院から通院治療へシフトしつつある。
患者が自宅で安全かつ有効な治療を受けるためには，

薬局薬剤師による副作用マネジメントが大切である。
　薬局で扱う頻度が高い経口抗がん薬の一つにカペ
シタビン（商品名：ゼローダⓇ）がある。本稿では，
カペシタビンの代表的な副作用である「手足症候群」
に関して，介入例をもとに副作用マネジメントのポ
イントを紹介する。

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

　がん薬物療法では，副作用発現の度合いにより投与量を調節するため，薬局薬剤師によ
る副作用マネジメントや副作用評価が非常に大切になる。
　本稿で紹介するカペシタビンによる手足症候群のマネジメントでは，①疼痛の有無，
②日常生活への影響具合い─の見極めが重要となる。疼痛や日常生活に影響がみられた
場合は，速やかに医師または病院薬剤師と情報共有し，休薬の必要性や受診の有無を協議
する必要がある。

summary

手足症候群が発現した患者への対応
クオール薬局聖マリアンナ医大前店　福島 弘之

がん患者の服薬指導とフォローアップ例

70代，男性�（体表面積：1.73m2，肝・腎機能：正常）

現病歴：切除不能進行大腸がん〔StageⅣ（肝転移あり）〕
治�療レジメン：CAPOX＋Bev療法〔カペシタビン（day1夕～day15朝）＋オキサリプラチン（day1）＋ベバ
シズマブ（day1）〕　　※1コース目は入院により施行，2コース目より通院治療（1コース：21日間）

処方内容（2コース目day1）：
Rp1）カペシタビン錠300mg 1回6錠　1日2回朝・夕食後　14日分

Rp2）プロクロルペラジン錠5mg 1回1錠　吐き気時，1日3回まで　14回分

手足症候群を発現した患者への介入例

症 例

（2016）
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はじめに

　近年，新規経口抗がん薬の開発や支持療法の進歩
などにより，外来化学療法（通院でのがん薬物療法）
を受ける患者が右肩上がりに増加している。かねて
より，通院で治療を受けるがん患者の在宅時の副作
用発現について，薬局での積極的な関与が求められ
ており，国民ニーズに応えるように法律（医薬品，医
療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関す
る法律：以下，薬機法）や制度などの整備も進んでお
り，病院から薬局への情報提供も徐々に行われるよ
うになっている。しかし，実際にがん患者にどのよ
うに関わればよいのか，フォローアップはどうすれば
よいのか迷っている薬剤師も少なくないと思われる。
　本稿では，乳がん患者に対する介入例をもとに，
がん患者への服薬指導，フォローアップのポイント
を解説する。

乳がんの外来化学療法と 
薬剤師の介入の重要性

　乳がんは，女性のがんのなかで最も多く，女性の
11人に1人が罹患するがん種である1）。治療法も多
岐にわたり，手術や放射線，薬物療法（内分泌療法，
化学療法，分子標的治療薬など）が，患者の病態や
サブタイプに応じて組み合わされて使用される。な
かでも化学療法は，手術可能な早期乳がん，転移・
再発乳がんのいずれにおいても適用されており，通
院による点滴治療（外来化学療法）を受けた乳がん患
者が，支持療法薬や併用薬の経口抗がん薬の処方箋
を持参して，来局する機会も多い。その際，薬局薬
剤師が服薬指導やフォローアップなどの適切な介入
を行うことで，副作用の予防や軽減に貢献でき，休
薬や治療中止など患者の不利益を回避することがで
きる。

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

　がん患者の服薬指導とフォローアップ例として，EC（エピルビシン＋シクロホスファミ
ド）療法を受ける乳がん患者の事例を紹介する。EC療法は，好中球減少症や悪心・嘔吐，
便秘，下痢などさまざまな副作用が出る可能性のある治療法であり，それぞれに対する支
持療法などもあらかじめ処方されることが多い。薬局薬剤師は，副作用についての患者教
育や支持療法の適切な使用法の説明，妥当なタイミングでのフォローアップなどが求めら
れる。

summary

便秘を訴える乳がん患者への対応
総合メディカル株式会社 そうごう薬局天神中央店　本田 雅志

がん患者の服薬指導とフォローアップ例

（2022）
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がん患者の服薬指導とフォローアップ例

はじめに

　在宅医療におけるがん患者は終末期が多い傾向に
あるが，がんの治療を継続しながら在宅で療養して
いる患者もいる。高齢患者ではがんの治療に対する
理解が不十分な場合もあり，コミュニケーションを

とりながら，副作用に関する支持療法への関わりと
ともに，他職種と協力しながら体調変化に伴う精神
的な支援，さらにはベストサポーティブケアa（Best 
Supportive Care : BSC）への移行をサポートする必
要がある。今回は，そのような在宅医療において，
がん薬物療法からBSCに移行した終末期がん患者の
介入例について紹介する。

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

　カルボプラチン＋アルブミン懸濁型パクリタキセルのがん薬物療法実施中の在宅肺腺が
ん患者における副作用の末梢神経障害に対して，患者の希望を尊重した生活上の提案を実
施し，患者は自力歩行でトイレを使用できるようになった。また，がんの進行に伴い，が
ん薬物療法を継続するか否かについて，他職種と連携しながらリスクを説明し，患者に寄
り添いながら訪問診療を開始，在宅看取りへと移行できるようサポートした。

summary

終末期の在宅がん患者への対応
株式会社ファーマ・プラス プラス薬局高崎吉井店　小黒 佳代子

70代，男性

現病歴：肺腺がん末期，前立腺がん，多発性脳転移，骨転移
既往歴：糖尿病
患者背景：PS（パフォーマンスステータス）3，要介護2，妻と二人暮らし
治療レジメン：カルボプラチン＋アルブミン懸濁型パクリタキセル療法

症例

a：積極的ながん治療は行わず，症状緩和の治療を行うこと

在宅がん患者への介入例

（2030）
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はじめに

　医薬品医療機器等法（薬機法）改正案が2019年
12月に国会を通過して公布された。そのなかに薬局
の機能分類として「地域連携薬局」と「専門医療機関
連携薬局」があり，特に後者には専門薬剤師の常駐
が必要となることが明記された。
　日本医療薬学会では，以前から薬局薬剤師を対象
とした専門薬剤師制度について検討を開始してお
り，2020年度から「地域薬学ケア専門薬剤師」と「地
域薬学ケア専門薬剤師（がん）」の暫定認定を開始し
た。そして，2021年6月には厚生労働省より「傷病
の区分に係る専門性の認定を行う団体」として日本
医療薬学会が認められ，「地域薬学ケア専門薬剤師

（がん）」は専門医療機関連携薬局の基準要件である
「専門性の認定を受けた常勤の薬剤師」に該当するこ

とになった。
　今回，その専門薬剤師制度の概要と専門医療機関
連携薬局のなかでの地域薬学ケア専門薬剤師（がん）
への期待について述べる。

「地域薬学ケア専門薬剤師」制度 
設立の概略

　薬局薬剤師は，処方箋に基づく調剤のみならず，
一般用医薬品や衛生用品などの供給や地域における
衛生管理，例えば学校薬剤師による公衆衛生管理業
務，そして地域生活者の健康相談への対応などを多
彩に行っている。つまり，専門性（スペシャリティ）
としての幅が非常に広いことから，どの分野で，ど
の専門性を評価するのかについて学会で検討してき
た。その議論が加速したきっかけが，前述した薬機

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

　2021年6月に厚生労働省より「傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体」として日
本医療薬学会が認められ，「地域薬学ケア専門薬剤師（がん）」は専門医療機関連携薬局の
基準要件である「専門性の認定を受けた常勤の薬剤師」に該当することになった。
　専門薬剤師の取得は，あくまで自己研修の過程の結果の一つであり，専門薬剤師になっ
て何をするのかが最も重要である。専門医療機関連携薬局の認定を受けるために取得する
のではなく，患者や地域生活者に何を提供できるのか，そしてがん患者にどのような専門
性を発揮するのかを常に考えながら積極的に取り組んでもらいたい。

summary

地域薬学ケア専門薬剤師 （がん）
日本医療薬学会地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会／いずし薬局　出石 啓治

専門薬剤師になるには

（2036）
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はじめに

　厚生労働省は，2021年6月に専門医療機関連携薬
局（がん）の指定条件の一つである専門性の認定を行
う団体として，日本医療薬学会と日本臨床腫瘍薬学
会（以下，JASPO）の2団体を指定した。
　今回は，JASPOが認定する「外来がん治療専門薬
剤師」制度について，学会ホームページに掲載して
いる情報をもとに紹介する。なお，本稿は2021年
7月の情報に基づいて執筆しているため，最新の情
報についてはJASPOの学会ホームページを参照して
いただきたい。

「外来がん治療専門薬剤師」制度

　外来がん治療専門薬剤師に求められるものと，そ
の申請に必要な条件を表1に示す。

外来がん治療認定薬剤師との違い

　外来がん治療専門薬剤師の要件としては，図1に
示すように認定薬剤師の要件にがん診療病院連携研

1

特	集

がんの専門薬剤師になる！
患者ニーズに応える連携体制を整える

　本稿では，専門医療機関連携薬局（がん）の専門性を有する薬剤師の認定資格となった
「日本臨床腫瘍薬学会外来がん治療専門薬剤師」の概要および資格取得までの流れ，がん診
療病院連携研修の特徴，具体的な研修を受けるための工夫，研修に出るための工夫につい
て述べる。

summary

外来がん治療専門薬剤師
昭和大学薬学部病院薬剤学講座／昭和大学病院薬剤部　縄田 修一

専門薬剤師になるには

表1　�外来がん治療専門薬剤師に求められるものと，�
申請に必要な条件

外来がん治療専門薬剤師に求められるもの
1． 外来がん治療を安全に施行するための知識・技能を習得して
いること

2． 地域がん医療において，患者とその家族をトータルサポート
できること

3． 病院と薬局が緊密に連携して，がん薬物療法に対応できるこ
と

外来がん治療専門薬剤師の申請に必要な条件
1．JASPOの正会員（申請時会費未納がないこと）
2．実務経験が5年以上（※外来がん治療認定薬剤師は3年以上）
3． 日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師，薬剤師認定制
度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬
剤師，日本医療薬学会認定薬剤師（制度変更あり），日本薬
剤師会生涯学習支援システム「JPALS」クリニカルラダーレ
ベル5のいずれかの認定

4．JASPO指定の研修単位60単位以上
  ●  学会が主催する研修会などを1つ以上かつ20単位以上含むこ
と

  ●  講習会の単位申請は申請年からさかのぼって3年前の1月以
降に受講された講習会が対象（現在，コロナ禍で特例措置が
ある。（詳細はHP参照））

5．外来がん患者のサポート事例を10例提出
6． JASPOがん診療病院連携研修の修了または同等とみなす研修
歴などを有する場合（詳細はHP参照）

（2040）
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患者に安心を与える情報提供は 
緩和ケアの一環

─新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下

にあり，巷には玉石混交の健康情報が溢れています。

そこで， 今 回はエビデンスに基づいた情 報を

YouTubeなどさまざまな媒体を通して発信してい

らっしゃいます大津秀一先生に，医療従事者が正し

い情報を患者さんに伝えることの大切さや，情報の信

頼性を確かめる方法などについてお伺いします。

　まずは，情報発信を始めたきっかけについて教えて

ください。

大津　私が専門としている緩和ケアは非常に誤解が

多い領域です。特に“緩和ケア＝終末期ケア”という

誤解があるため，緩和ケアを最期まで知らずに痛みや

苦しみに悩む方，あるいは緩和ケアを知ったのが亡く

なる数日前だったという方など，本当に最期までずっ

と苦痛を我慢してきた事例が数多くあります。また，

緩和ケアは早期からの介入，例えばがん治療において

は，がんと診断されたときから緩和ケアが並行して行

われることが理想ですが，このようなことができる医

療施設も日本では限られています。そのため，早期か

ら緩和ケアの介入ができるクリニックとして，2018年

に早期緩和ケア大津秀一クリニックを開院しました。

同年にオンライン診療が解禁されたこともあり，全国

どこにいても早期緩和ケアの相談ができるようにした

いと考え，オンライン診療にも対応しています。

　しかし，世の中にはそもそも緩和ケアに関する情報

が十分にあるとは言い難く，早期からの緩和ケアに対

する認知度も低い状況でした。そこで，2018年9月

にYouTubeに個人チャンネルを立ち上げ，緩和ケア

のことを中心に情報を発信し始めたのです。

健康情報の集め方， 
伝え方，確かめ方

大津 秀一
早期緩和ケア大津秀一クリニック 院長

2001年　岐阜大学医学部卒業
2005年　日本バプテスト病院ホスピス
2006年　 笹川医学医療研究財団（現・笹川記念保健協力財団） 

ホスピス緩和ケアドクター養成コース修了
2008年　在宅療養支援診療所に勤務
2010年　 東邦大学医療センター大森病院緩和ケアセンター 

緩和ケアセンター長
2018年8月より現職

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

（2048）
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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22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

　バルプロ酸ナトリウムは，抗てんかん薬として小
児から成人までの患者に使用されている。本薬剤の
投与は，経口投与のほか経管での投与も行われてい
る。経管投与時，成人の場合は8Fr.やそれより太い
外径の経管チューブを使用する。一方，小児の場合
は3.5Fr.や5Fr.など外径が細い経管チューブを使用
する。
　2021年4月現在，バルプロ酸ナトリウムの散剤に
は細粒と顆粒がある。そして，これらの製剤には，
先発医薬品のほかに後発医薬品が販売されている

（表1）。今回，8Fr.および5Fr.の経管チューブ通過 性試験の結果を踏まえて，散剤および液剤について

表1　バルプロ酸ナトリウム製剤　細粒および顆粒
剤形 商品名

細粒

デパケン細粒20％

バルプロ酸ナトリウム細粒20％「EMEC」

バルプロ酸ナトリウム細粒40％「EMEC」

顆粒
セレニカR顆粒40％

バルプロ酸Na徐放顆粒40％「フジナガ」

液剤

デパケンシロップ

バルプロ酸Naシロップ5％「フジナガ」

バルプロ酸ナトリウムシロップ5％「日医工」

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」

（2021年4月現在）

3 歳の患児にデパケンⓇ細粒を経管投与したところ，白色の粒が残り，チューブに 
詰まるため投与に時間がかかってしまいます。他の代替薬などはないでしょうか？

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 秋山　滋男� 東京薬科大学薬学部薬学実務実習教育センター

（2056）
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連載にあたって

　2000年以降，経口，注射用抗がん薬の開発の進歩とともに，現在多くのがん患者が外来で治

療を受けながら日常生活を営んでいます。それに伴い，抗がん薬や支持療法薬の院外処方箋を

持って来局するがん患者も増え，今までジェネラリストとして望まれていた薬局薬剤師も，が

んに対しての専門的な知識が必要となり，抗がん薬の副作用対策に対する知識も年々向上して

います。

　このようななか，2021年8月より，特定の機能を有する薬局の認定制度が導入されました。

条件を満たすことで，「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の名称表現が可能となり，こ

れにより，患者がより自分に適した薬局を選択できるようになります。

　「専門医療機関連携薬局」には，がん診療拠点病院などの医療施設にて，がん治療を受ける

患者がメリットを享受できるよう，医療施設と連携を行い，高度な薬学管理とがん薬物療法へ

の専門性（知識，調剤，情報発信など），そして，がん薬物療法におけるチーム医療の一員とし

ての役割が求められています。がん患者に通り一遍の服薬指導を実施するだけでは，高度な薬

学管理と専門性を実施したことにはなりません。薬局薬剤師が病院薬剤師と連携し，通院治療

時にも自宅療養時にも切れ目のない介入を行うことで，初めて実施できます。その連携ツール

としてトレーシングレポートが有用と考えられます。

　本連載では，実際の症例（処方箋）をもとに，薬局薬剤師の目線からの介入すべきポイントと

服薬指導，在宅療養中のフォローアップとトレーシングレポートの作成・送付，そのトレーシ

ングレポートを受け取った病院薬剤師のコメントと解説など，1つの副作用への薬局と病院の

介入について紹介します。また，副作用の基礎もわかりやすく解説していますので，ぜひ参考

にしてください。

　薬局薬剤師が，すべてのがん患者に自信をもって介入し，処方元の病院薬剤師との連携を行

うことで，薬局薬剤師がチーム医療の一員となり，少しでもがん患者のQOLの向上に寄与し

ていただければと思います。

国立がん研究センター東病院 データサイエンス部／薬剤部

野村久祥

（2067）



［編集・執筆］ 国立がん研究センター東病院 データサイエンス部／薬剤部　野村 久祥
［執筆］ 株式会社akホールディングス 上永谷薬局　大野 朋子
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便秘による悪心への対応

患者フォローアップのポイント
● 前回コースから抗がん薬が変更となり，初めて使用する注射剤を含めた抗がん薬，スケジュールなどの確認
● 副作用の発現時期と状況の予測と確認
● �患者の訴える不調の原因を抗がん薬の副作用と決めつけず，患者の体調，生活様式なども含め，患者の全体像
を把握するようにする

処方箋①  ◯◯総合病院　呼吸器内科　保険医師名：△△ □□医師
Rp.1  アセトアミノフェン錠200mg 1回3錠 1日4回毎食後・寝る前　14日分
Rp.2  ルビプロストンカプセル24μg 1回1カプセル 1日2回朝・夕食後　14日分
Rp.3  オキシコドン散2.5mg 1回1包 疼痛時10回分
Rp.4  ドンペリドン錠10mg 1回1錠 悪心時10回分

処方箋②  ●●整形外科　保険医師名：▲▲ ■■医師
Rp.1   ロキソプロフェン錠60mg 1回1錠 1日2回

 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日2回朝・夕食後　30日分

検査値  白血球：4,900×104/μL AST：33IU/L Na：141mEq/L alb値：4.3g/dL
赤血球：411×106/μL ALT：32IU/L K：4.3mEq/L Cr：0.65mg/dL
Hb値：13.7g/dL LDH：399IU/L Cl：104mEq/L BUN：11mg/dL
血小板数：44.4×104 ALP：544IU/L Ca：9.2mg/dL CRP：0.41mg/dL
好中球：68.7% γGTP：314IU/L

Hb：ヘモグロビン　　AST（GOT）：アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ　　ALT（GPT）：アラニンアミノトランスフェラーゼ　　LDH：
乳酸脱水素酵素　　ALP：アルカリ性フォスファターゼ　　γGTP：ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ　　Na：ナトリウム　　K：カ
リウム　　Cl：クロール　　Ca：カルシウム　　alb：アルブミン　　Cr：クレアチニン　　BUN：血清尿素窒素　　CRP：C反応性蛋白

処　方 52歳男性，肺がん，肝転移，膝に痛みがあり近医の整形外科も受診

第1回

（2068）



新型コロナウイルスワクチンは
打ったほうがよいですか？

徳仁会 中野病院　青島	周一

第13回
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a： カルシウムの推定平均必要量を算定するための計算式（体内蓄積量+尿中排泄量+経皮的損失量
見かけの吸収量 ）。 

ここでいう「体内蓄積量」とは，年齢と性別で平均化された骨塩量を，カルシウム蓄積量に換算したもの。

はじめに	

　新興感染症に対するワクチンが，感染の拡大から
1年足らずで開発されたことは，これまでの人類の歴
史を振り返ってみても前例がありません。中国の武
漢市で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の報
告がなされたのは2019年12月です。そのウイルス

（SARS-CoV-2）の遺伝子配列は翌年，2020年1月
11日に公開され，同年3月には臨床試験がスタート
します1）。

　2020年2月時点において，世界保健機関（WHO）
は新型コロナウイルス感染症を予防するためのワク
チンが18カ月未満で利用可能になるとは予想してい
ませんでした2）。ところが，その10カ月後の2020年
12月11日に，米国食品医薬品局（FDA）はファイ
ザー社とバイオンテック社が共同開発した新型コロ
ナウイルスワクチンの緊急使用許可（emergency 
use authorization : EUA）を承認しました3）。その
1週間後の12月18日には，モデルナ社が開発したワ
クチンの緊急使用許可も承認されました4）。

新型コロナウイルスワクチンの国内承認状況と有効性

1 国内の承認状況	

　日本国内では，ファイザー・バイオンテック社製
のワクチン（コミナティ筋注）が2021年2月14日に，
モデルナ社製のワクチン（COVID-19ワクチンモデ
ルナ筋注）とアストラゼネカ社製のワクチン（バキス
ゼブリアTM筋注）がそれぞれ5月21日に薬事承認さ
れ，2021年8月現在において3種類のワクチンが使

用可能となっています5）。ただし，バキスゼブリ
アTM筋注は，血栓症リスク6, 7）の観点から当面は公
的接種に使用せず，対象年齢などを改めて検討する
ことにしています8）。また，ヤンセンファーマ社製
のワクチンは2021年5月24日付けで薬事申請がなさ
れており，承認されれば2022年初頭に国内でのワク
チン供給が開始される見込みです9）。

（2077）



Dr. 溝渕の
循環器の病態
薬のロジック
第 5 回 不整脈の薬物療法（後編）
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	 馬橋	美由季

心にグッ
とくる
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はじめに

　前回は，不整脈が発生する仕組みとして心筋の活動
電位の成り立ちと，各種抗不整脈薬（antiarrhythmic 
drug : AAD）がその活動電位をどのように抑制する
のかをイオンチャネルの観点から概説しました。そ
して，抗不整脈薬の分類としてシシリアン・ガン

ビット（Sicilian gambit）とVaughan Williams分類
の2つを解説しました。
　本稿では，実際に抗不整脈薬を使用するうえでの
ポイントを解説していきます。

ここが大切！　不整脈薬物療法のエッセンス

　シシリアン・ガンビットにせよ，Vaughan Williams
分類にせよ，抗不整脈薬の多くは多種多様なチャネ
ル遮断作用をあわせもつために，分類がどうしても
複雑になってしまいます。一つの切り口では抗不整
脈薬の特徴をすべて示せないからです。
　このような分類は専門家にとっては大切ですが，
実際にAADを処方しようとしている，あるいは処
方された患者を目の前にした一般の医療従事者に
とって必要な情報というのはもう少し限定的でよい
でしょう。

　ここでは，比較的実践的な分類であるVaughan 
Williams分類をもとに，①主たる作用，②付随的
な作用，③実際の使い方の3つの視点から解説した
うえで，臨床使用上のエッセンスを考えていきます。

　Na＋チャネル遮断薬の代表的な薬剤は，①ⅠA群
薬ではキニジンやプロカインアミド，②ⅠB群薬で
はリドカインやメキシレチン，③ⅠC群薬ではプロ

1 Na＋チャネル遮断薬（Ⅰ群抗不整脈薬）

（2084）
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おさらい！  「抗コリン薬」の基礎知識

　過活動膀胱（overactive bladder：OAB）治療に使
用される抗コリン薬は，ムスカリン性アセチルコリ
ン受容体（M受容体）におけるアセチルコリンの働き
を妨げることにより膀胱の異常な収縮を抑え，尿意
切迫感や頻尿などを改善します。
　OAB治療の中心は薬物療法であり，そのなかでも
抗コリン薬は長きにわたり第一選択薬の一つとして
使用されています。抗コリン薬は，OAB症状および
QOLに対する有効性が実証されている一方で，唾液
腺，腸管および毛様体筋などのM受容体にも作用す
るため，口内乾燥，便秘および霧視などをもたらす
ことがしばしば問題となります。現在上市されてい
るOAB治療薬の抗コリン薬としては，オキシブチニ
ン（ポラキスⓇ，ネオキシⓇテープ），プロピベリン

（バップフォーⓇ），ソリフェナシン（ベシケアⓇ），イ
ミダフェナシン（ウリトスⓇ，ステーブラⓇ），トルテ
ロジン（デトルシトールⓇ），フェソテロジン（トビ
エースⓇ）が挙げられ，各薬剤の特徴は次の通りです。

オキシブチニン
　経口剤と貼付剤が存在します。抗ムスカリン作用
に加えて，平滑筋の直接弛緩作用と麻痺作用を有し
ています。消化管から速やかに吸収後，肝臓でN-

デスエチルオキシブチニン（DEO）に代謝されます。
この代謝物はオキシブチニン本体と同様の薬理作用
を有しますが，膀胱への結合は同程度，唾液腺に対
する結合はより強いことがわかっています1）。
　オキシブチニン塩酸塩は徐放化することにより，
急激な血中濃度の上昇が抑制され，抗コリン性副作
用を低減できることが報告されています2）。さらに，
貼付剤は肝初回通過効果を回避できることから，経
口剤と比較してオキシブチニン代謝物DEOの生成量
を抑制することにより，抗コリン性副作用を低減で
きることが報告されています2）。

プロピベリン
　抗コリン作用に加えて，カルシウム拮抗作用によ
り膀胱平滑筋の異常収縮を抑制します。経口投与さ
れたプロピベリンは，肝臓において活性代謝物の
M-1〔プロピベリン（N→O）〕，M-2〔DPr-プロピ
ベリン（N→O）〕，M-7〔DPr-プロピベリン〕へと

1

2

抗コリン薬のCQ─過活動膀胱第3回

を解決して薬学的管理に活かす！CQ

有限会社アップル薬局清水本町調剤薬局
　曽我 公孝

薬局

クリニカル
クエスチョン

勉 会勉 会強
有限会社アップル薬局清水本町調剤薬局

薬局薬局 勉 会

（2094）
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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
　患者は普段よりB診療所からの Rp.2 の薬剤を服用中で
あるが，今回はA診療所からの Rp.1 の処方箋を持って
来局された。
　患者から「いつもこちらでもらっている薬との飲み合わ
せをみてもらいたい」とのことで， Rp.1 と Rp.2 の相互作
用について確認したところ，問題ないと判断し服薬指導
を行った。
　さらに，患者から「昔から胃の調子が悪く，検査をし

たらピロリ除菌をすることになった。ピロリ除菌の薬を
飲むのは初めてです」との話があり，ピロリ菌の一次除
菌aは未実施であることが判明した。
　そこで，患者の基本情報を確認したところ，副作用歴
に「ペニシリン系薬剤（詳細な薬品名は不明）で発疹！」
との記載があった。患者は，自分がペニシリンアレル
ギーであることを医師に申告していないと述べた。
　処方医が患者のペニシリンアレルギーを把握したうえ
での本処方であったのか，間違えて記載したのか不明で

ピロリ菌の一次除菌でメトロニダゾールの処方，ペニシリンアレルギーの認識を確認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？  ピロリ菌の一次除菌を行っていないという患者に，メトロニダゾール・クラリスロマイシン・
ボノプラザンの3剤が処方された。薬局で記録している患者の基本情報によると，患者はペニ
シリンアレルギーであり，医師もそれを認識しているのであれば処方に問題はない。しかし，
医師はペニシリンアレルギーを認識せずに偶然処方した可能性もあるので，医師にペニシリン
アレルギーへの認識があったのかを確認するために問い合わせを行った。

▼ 処方内容 70代の男性

Rp.1　A診療所の消化器内科，処方オーダリング
フラジールⓇ内服錠250mg 2錠
クラリシッドⓇ錠200mg 2錠
タケキャブⓇ錠20mg 2錠

1日2回　朝・夕食後　7日分

Rp.2　B診療所の泌尿器科，処方オーダリング
フェブリクⓇ錠10mg 1錠

1日1回　朝食後　7日分
ユリーフⓇOD錠4mg 2錠

1日2回　朝・夕食後　7日分

a： ピロリ菌の一時除菌の標準療法は，プロトンポンプ阻害薬（PPI）もしくはカリウムイオン競合型酸分泌抑制薬（P-CAB）+アモキシシリン+クラリスロマイシンの3剤併
用療法である1）

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

（2103）
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医薬品名	 ：イスツリサⓇ錠
一般名	 ：オシロドロスタットリン酸塩
薬価基準収載日	：2021年5月19日
薬価	 ：［1mg］  3,335.90円/錠
    ［5mg］13,249.00円/錠
製造販売元	 ： レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン 

株式会社

　イスツリサⓇに関する記述について，正し
い組み合わせはどれか。

イ．�チトクロムP450（CYP）11B1のみ特異的に阻害
し，その他のCYPには影響がない。

口．�副腎でのコルチゾール生合成を抑制する。
ハ．�当初は高血圧および原発性高アルドステロン症の
治療薬として開発が企画されていた。

ニ．�低カリウム血症ではなく高カリウム血症に注意が
必要である。

ホ．カリウムチャネル開口作用を有する。

①（イ，ロ）　②（イ，ハ）　③（ロ，ハ）　④（ハ，二）　⑤（ニ，ホ）

　イスツリサⓇについての薬学的管理・服薬
指導に関する記述のうち，正しい組み合わせ
はどれか。

イ．�妊婦にも投与が可能である。�
口．妊娠可能な女性に対して，安全に使用できる。�
ハ．�致死性の不整脈が現れることがあり，その初期症
状を患者およびその家族に指導する必要がある。

ニ．�低コルチゾール血症が現れることがあり，その初
期症状を患者およびその家族に指導する必要があ
る。

ホ．CYPで代謝を受ける薬剤との併用は特に問題ない。

①（イ，ロ）　②（イ，ハ）　③（イ・ホ）　④（ハ・ニ）　⑤（ニ・ホ）

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244回

大阪医科薬科大学薬学部 循環病態治療学研究室

加藤 隆児，井尻 好雄

イスツリサⓇ錠 
1mg, 5mg

 副腎皮質ホルモン
合成阻害薬

　　クッシング症候群治療薬

解答は本稿最終頁をチェック

（2108）
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効能・効果
● �クッシング症候群（外科的処置で効果が不十分または施行が困難な場合）
用法・用量
　開始用量は1回1mgを1日2回経口投与だが，患者状態に応じて適宜減量。以後は，患者状態に応じて
適宜増減するが，最高用量は1回30mgを1日2回とする。

　オシロドロスタットリン酸塩（以下本剤，図1）は，
クッシング症候群（Cushing’s syndrome : CS）の原因
となるコルチゾールの生合成の最終段階を触媒する
11β-水酸化酵素〔チトクロムP450（CYP）11B1〕の
阻害薬である（図2）。CYP11B1阻害作用により副腎
皮質でのコルチゾール生合成を抑制し，高コルチゾー
ル血症を是正すると考えられる。その作用機序から
CSに対して治療効果を発揮することが期待される。

1．有効性 1－4）

（1）�CD患者対象の国際共同第Ⅲ相試験
（C2301試験）

　本剤の有効性および安全性を検討するため，18～
75歳のクッシング病（Cushing’s disease : CD）患者
137例（日本人9例）を対象に行われたランダム化治
療中止（randomized withdrawal : RW）デザインの
プラセボ対照試験が行われた。
　本試験は4つの投与期（コア期）および任意の継続
期からなり，第1期および第2期では非盲検で本剤を
投与，第3期ではランダム化の適格基準を満たす患
者を本剤群とプラセボ群に1：1の比で層別ランダム
化し，二重盲検下で本剤またはプラセボを投与した。
第4期および任意の継続期では非盲検で本剤を投与
した（図3）。その結果，RW期終了時の完全奏効率
は本剤群で86.1％（95％CI：70.50-95.33），プラセボ
群で29.4％（95％CI：15.10-47.48）であり，オッズ

薬剤の基本情報

　クッシング症候群（CS）とは，コルチゾールの慢性的な過剰分泌に起因する病態の総称である。コ
ルチゾールが過剰となる原因としては，副腎腺腫，副腎がん，副腎過形成といった副腎が原因のも
のと，副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）産生下垂体腺腫〔クッシング病（CD）〕などの副腎以外が原因
のものがある。CSの治療は，手術が可能であれば腫瘍摘出が原則である。
　CSの症状として，コルチゾール過剰分泌により，中心性肥満，満月様顔貌，水牛様肩，赤色皮
膚線条，高血圧，高血糖，脂質異常症などが発現する。ステロイド長期投与によるコルチゾール過
剰症状を示す医原性CSも存在する。

Column 1 クッシング症候群とは

N

N

H

CNF

• H3PO4

図1　オシロドロスタットリン酸塩の構造式

（2109）
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先  ジルテックドライシロップ1.25％（グラクソ・スミスクライン）

製剤基本情報

性状 白色～微灰白色で，芳香があり，味は甘く，わずかに苦い

添加物 β-シクロデキストリン，アセスルファムカリウム，クエン酸ナトリウム水和物，乳糖
水和物，D-マンニトール，香料

規格pH 5.0～7.0（水溶液1→10）

安定性 10mg/10mL水溶液（精製水）を室温で24時間保存したところ，外観，pH，本剤残存
率に変化はみられなかった。

配合変化データ（商品名50音順）
固形剤
試 験   本剤0.8gと被験薬剤（表示量）を混合（残存率：本剤1gで実施）

保存期間： 30日間（配合直後，1，3，7，15，30日後に観察，本剤残存率は配合直後，7，30日後
に観察）

保存条件：25±2℃，60±5％RH
試験項目：外観，懸濁性（水30mLに懸濁），本剤残存率

● 変化なし
アレギサールDS 0.5％（0.5g）
エリスロシンDS W 20％（1.88g）a

オノンDS 10％（1.05g）a

カプトリル細粒 5％（0.5g）
セパミット細粒 1％（1g）
セフスパン細粒 50mg（2g）
セフゾン細粒小児用 10％（1.35g）a

ナウゼリンDS 1％（1.5g）a

ノイキノン顆粒 1％（1g）
バナンDS 5％（1.8g）a

ビソルボン細粒 2％（0.2g）
ヒベルナ散 10％（0.25g）
ベラチンDS小児用 0.1％（0.5g）a

ベラチンDS小児用 0.1％（1g）
ホクナリンDS 0.1％小児用（1g）
ポララミンDS 0.2％（0.33g）a

ミノマイシン顆粒 2％（1g）
ミルラクト細粒 50％（0.25g）a

ムコサールDS 1.5％（0.9g）a

ムコソルバンDS 3％（0.5g）
メイアクトMS小児用細粒10％（1.35g）a

メジコン散 10％（0.3g）
メバロチン細粒 1％（0.5g）
リザベンDS 5％（1.5g）a（本剤残存率未確認）
リンデロン散 0.1％（1g）
乳糖水和物（1g）

a：本剤0.4gと配合

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

セチリジン塩酸塩ドライシロップ
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

18

（2117）
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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

•2021年6月現在で39歳。特発性拡張型心筋症と診断済み，当薬局には1年以上継続して来局
•継続して来局するなかで，過去に両室ペーシング機能付き植込み型除細動器の植込み術を行ったことを確認
•身長177.3cm，体重54kg。かなり細身の印象がある
•�検査値では，Hb値が9.2g/dLと基準値より大幅に低下。AST，ALTが軽度上昇。なお，検査値情報は処方箋に付随してくる
情報で，BNPなど心臓個別の検査値情報は未確認

検査値�　身長177.3cm，体重54kg

白血球数（/μL） 5,700 ALT（U/L） 45⬆ CK（U/L） 415 TC（mg/dL） 169
Hb（g/dL） 9.2⬇ γ-GTP（U/L） 22 HbA1c（％） 5.7 UA（mg/dL） 6.7
血小板数（/μL） 194,000 T-Bil（mg/dL） 0.8 PT-INR 2.66 Ccr（mL/分） 67.63
AST（U/L） 78⬆ BUN（mg/dL） 19 CRP（mg/dL） 0.11 eGFR（mL/分/1.73m2） 59.89

Rp.1 	 ●  バイアスピリン錠（バイアスピリンⓇ）100mg	 1回1錠（1日1錠）
	 ●  ボノプラザン錠（タケキャブⓇ）10mg	 1回1錠（1日1錠）
	 ●  スピロノラクトン錠（アルダクトンⓇA）25mg	 1回2錠（1日2錠）
	 ●  エナラプリル錠（レニベースⓇ）2.5mg	 1回1錠（1日1錠）
	 ●  アゾセミド錠（ダイアートⓇ）60mg	 1回1錠（1日1錠）
	 ●  ビソプロロール錠（メインテートⓇ）2.5mg	 1回2.5錠（1日2.5錠）
	 　　1日1回　朝食後	 28日分

Rp.2 	 ●  ウルソデオキシコール錠（ウルソⓇ）100mg	 1回1錠（1日2錠）
	 ●  レベチラセタム錠（イーケプラⓇ）500mg	 1回1錠（1日2錠）
	 ●  酸化マグネシウム錠（マグミットⓇ）250mg	 1回1錠（1日2錠）
	 　　1日2回　朝夕食後	 28日分
Rp.3 	 ●  ワルファリンカリウム錠（ワーファリンⓇ）1mg	 1回2錠（1日2錠）
	 ●  ワルファリンカリウム錠（ワーファリンⓇ）0.5mg	 1回1.5錠（1日1.5錠）
	 　　1日1回　夕食後	 28日分

処方箋（循環器外科）/39歳男性

? 	拡張型心筋症の患者さんは，どのような自覚症状があるのでしょうか？
? 	日常生活ではどのようなことに注意する必要があるのでしょうか？

ここで質問です

拡張型心筋症ってどんな病気？　どこに注意したらいい？
第 回20 （完）
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