
現場で日々患者さんと向き合っている薬剤師の先生
方に、「くすりのしおり®」の活用方法をお聞きしました。
今回は、横浜薬科大学 感染予防学研究室 准教授の
大塚 邦子氏です。

日・英版の「くすりのしおり®」を
ペアで活用、
英語服薬指導のツール

——先生のこれまでの活動や、研究内

容について教えてください。

　私は大学卒業後、東京大学病院分院

で研修し、病院薬剤師経験を積みまし

たが、テーマを持った仕事をしたいと思

い、昭和大学医学部第一薬理学教室に

入室しました。研究テーマは肝障害と

血液凝固線溶系に関する研究で、医学

部生の薬理学実習をしながら、実験動

物データを基に人に応用していく過程

での“実験動物からヒトへの外挿”と

いう重要な概念も学びました。

　その後、米国ユタ大学心臓血管研究

所に留学したことをきっかけに、米国

の臨床薬剤師活動に興味を持ち、毎年

夏期に同大学で臨床薬学研修を継続

することができました。当時、米国では

すでに専門薬剤師が確立されており、

チーム医療の中で腎臓や心臓移植など

に関するファーマシューティカルケアも

学びました。

　研究所に隣接のPrimary Children’s 

Hospitalでは、日本で小児心臓移植がで

きず、渡米して移植手術に希望を託した

小児患児の移植前後のファーマシュー

ティカルケアを現地スタッフと共同で行

う貴重な機会を得ました。現在、薬学部

の英語授業で、この内容を取り上げ、ド

ナーがいて初めて成立する移植医療の

特殊性と“いのちの継続性”や医療倫

理に関することを伝えています。

——日本と米国で、薬剤師の役割など

に違いはありますか？

　当時、日本ではまだ薬学部は4年制でし

たので、違いはさまざまな点で感じました。

　米国では、薬剤師は「信頼される職

業」の2位に入るほど高い信頼度を誇り

ます。例えば、医師と薬剤師が契約を結

び、契約内で薬剤師が主体となって行

うCDTM（共同薬物治療管理）として、

ワルファリン服用患者に対して血液の

凝固能検査値に基づき処方し、服薬指

導を行っていました。

　また、わが国では現在、リスボン宣

言に則り、患者権利が各医療機関に提

示されていますが、当時でも、患者の

権利ばかりでなく自己責任が“Patient 

Rights and Responsibilities“として明

確に提示されていました。特に印象に

残った研修は医療用麻薬を適正に使用

する疼痛管理です。術後の急性期に行

うPCAポンプ（患者管理無痛法）は患

者の意志でボタンが押されていました。

　また、ガン性疼痛管理では、ホスピス

などでのpalliative careとして、“Pain is 
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manageable”の概念の基に緩和医療

チームが結成され、患者情報を共有し、

治療計画を立て、アウトカムを評価する

ミーティングが行われていました。安らか

な死へ着地させるための薬物療法、音楽

療法や遺族のためのグリーフケアも行わ

れていました。

　外来専門クリニックでは、薬剤師は

糖尿病の患者教育に積極的に関与

し、常に患者の治療の目標、“goal of 

treatment”を学生に教授していました。

現在、この手法は私の講義にも取り入れ

ています。 

　薬剤師教育では、病院ばかりではなく、

OTCの薬物療法の支援も含まれ、講義

と実習が組まれていました。米国では医

療保険制度が国民皆保険制度ではない

ため、薬剤師は医療経済学的な部分でも

貢献しており、その患者さんが加入してい

る保険で使える薬の判断も担います。

　病棟実習では医・薬・看護学部の学

生が一緒に病棟をラウンドし、チームの

中での自分（薬剤師）の役割と責任は何

かを考える姿勢が育まれていたのは印

象的でした。さらに、患者さんと接する

時、視点の高さを同じにすることなど医

療コミュニケーションの重要性も具体的

に実習の中に組み込まれていました。

　これは学生には常に問い続けてい

ることでもありますが、米国の現場を

見てきて強く感じるのは、常に薬剤師

としての責任を自覚し、アサーション

(Assertion)※１までしっかり述べる薬剤

師の責務です。科学的思考ができ、ケア

マインドを持った薬剤師の育成を目指し

ていきたいと考えています。

——先生の最近の研究成果について

教えてください。

　医薬品の適正使用へ向け臨床薬剤

学と社会薬学的視点から研究を行って

います。医薬品の個人輸入の問題点や

OTC薬の適正使用に対する外箱情報

提供とリスクマネジメントに関する日米

比較も行いました。

　OTC薬は消費者が自己責任で購入・

使用する前提のため、適正使用に関す

る情報も自分自身で確認しなければな

りません。OTCの点鼻薬に関する研究

の結果、日本中毒情報センターに寄せら

れた5歳以下の小児による過剰使用の

相談件数は、2001年には143件、2013年

には128件でした。この間、外箱の記載

基準が改善されたにも関わらず中毒件

数が変わらず、適正使用情報がきちんと

消費者に理解・伝達されていないこと

から、販売時のリスクマネジメントの再

構築が必要です。

　一方、米国では外箱に記載されてい

るFDAの記 載 基 準“Drug Facts”の

“警告文”により消費者に注意を促して

います。また、誤飲や緊急時の対応とし

て、24時間無料で相談できる中毒コント

ロールセンターが各州に設置され、外箱

にセンターの連絡先の記載もあり、医療

経済学的に高い評価がされています。

わが国でもOTC薬の健康問題発現時

のトリアージができる24時間対応のセン

ターが必要であると思います。

　

——講義「臨床薬学英語」の中で、協

議会の医薬品情報シート「くすりの

しおり®」を活用されているとのこと

ですが、具体的な活用方法を教えてく

ださい。

　まず、症例検討で、降圧剤服用後に咳

が発現した場合、代替薬としてどの薬

が最適かを考えます。解答欄より降圧

剤ARBのロサルタンを選択し、続いて、

英語での情報提供の作業に移ります。

「くすりのしおり®」英語版より患者に必

要な情報を抽出し、加工します。その際、

日本語と英語がペアになっている「くす

りのしおり®」は非常に実用的です。日本

語版で必要な事項を考え、対応する英

語の記載部分にマーカーを引きながら

選択します。その後、学生は患者役と薬

剤師役に分かれ、シナリオに沿ってロー

ルプレイングを行い、実践的に学んでい

きます。

　さらに33歳の外国人女性が高血圧と
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診断され、薬局に来局した場

合、初回インタビューではどう

対応するか？という問題を学

生に出します。この場合、女

性ですから妊娠しているか

どうかを確認する必要があ

り、「くすりのしおり®」英語版

より必要な質問項目を選び

ます。なお「くすりのしおり®」

には冒 頭 に、「Medicines 

have adverse reactions (risks) as 

well as efficacies (benefits)（訳：薬に

は効果だけでなく副作用があります。）」

と書かれているのは、医薬品の適正使用

において重要であると考えます。

　患者さんには「くすりのしおり®」に書

かれている全ての情報提供は不要です。

薬剤師は薬のリスクとベネフィットの両方

を知りつつ、その患者さんに合わせて、必

要な情報を伝えるのが役割です。

　 このような 実 践 的 な「くすりの

しおり®」ですが、薬局の現場ではあまり

知られていないのは残念です。もっと周

知が必要だと思います。2020年の東京

オリンピックは国際化の良い機会ですの

で、薬剤師会や関連学会などで、英語で

の服薬指導の入門編として講習会など

を開催しても良いのではないでしょうか。

——先生が一般の方々に薬に関して

身につけてほしいことがあれば教え

てください。

　例えば現在、高血圧薬を使用している

人が服薬を継続しなければならない理由

として、薬剤師は、高血圧は脳梗塞発症の

危険因子であり、治療の目標は介護を要し

ない自立した健康寿命であるということを

伝えて服薬支援を行っています。このよう

に、薬を使用する人すべてに、自分の健康

に対する「責任」の姿勢を培ってほしいと

感じます。

　また、小学生では薬を安全に使うための

基礎知識を、中学・高校では年齢に合わせ

て生涯を健康に過ごすための薬に関する

知識を身につけてほしいと思います。

　例えば、わが国の出生数は100万ですが

人工妊娠中絶数は19万にもなります。中絶

はどの年齢の女性にとっても侵襲的で精

神的にも大きな負担となります。特に十代

は、学業中断や若年妊娠などの問題があり

ます。これらの問題を改善する薬剤として、

緊急避妊薬があります。これはレイプや避

妊処置の失敗後72時間以内の服用で望

まれない妊娠とそれに続く人工妊娠中絶

を回避できるため、WHOはエッセンシャル

ドラッグとしています。しかし、わが国ではこ

の薬の存在が十分に周知されていません。

国際家族計画専門会議共同声明でも望

まない妊娠を回避するため、すべての女性

が緊急避妊法を利用できる保障体制を

推進すべきとしています。私たちはこども達

を守り育てる責務があります。“薬に関する

正しい知識を得ることは自分を守り生きる

力になる”と考えて、現在、緊急避妊薬の適

正使用と乱用防止へ向けた取り組を学識

経験者や女性薬剤師会と始めています。

——一般の方々が生きる力を身に付

けるための活動をしているのですね。

　医療人である薬剤師は常に生・老・

病・死を考えていかなければと思って

います。

もっと現場への周知を

※1 アサーション（Assertion）
  患者さんの権利や主張を考慮に入れなが

ら、薬剤師が言うべきことをしっかりと伝え
ること

知ることが
自分を守り、

生きる力になる

くすりのしおり英語版を用いた講義の様子・臨床薬学英語 桜のころ、キャンパス内で学生と
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