
ってよくないこともあるとのことです
が、どういうことでしょうか。
　大久保　血管収縮薬は、鼻粘膜のα
β受容体を介し、容積血管を収縮させ
るので、たくさん使えば使うほど受容
体が反応しにくくなってきます。何回
やっても効かないとか、あるいはやら
ないときにもっと悪くなってしまうと
いう、医原性鼻炎の状態をつくってし
まいます。血管収縮薬がよく効くのは
わかるのですが、ある程度決められた
回数をしっかりやってもらうことが大
事だと思います。
　池田　使いすぎると患者さん自身は、
何回やっても効かなくなるし、やめる
ともっとひどくなるから、やめられな

い。
　大久保　そうなってしまいます。そ
ういう場合にはぜひ医師や薬剤師に相
談していただいて、うまくそれを鼻噴
霧用ステロイド薬に置き換えていき、
ちょっと悪くても、ステロイド点鼻の
量を多少増減しながら、あるいは回数
の多いものを使いながら、うまく症状
をコントロールし、血管収縮薬の用量
を減らしていくことが大事だと思いま
す。
　池田　なかなか難しいステップです
ね。時間がかかるし、患者さんも納得
させなければいけない。
　大久保　そういうことだと思います。
　池田　ありがとうございました。

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅴ）

薬樹株式会社在宅グループ薬剤師
坪　内　理恵子

（聞き手　大西　真）

調剤薬局における抗菌薬適正使用の推進

　大西　社会的な位置づけとして、健
康サポート薬局の役割や、予防で果た
す役割について教えていただけますか。
　坪内　健康サポート薬局は、未病の
継続を目指して、薬に関する相談はも
ちろん、健康や介護用品などに関する
相談にも応じます。感染症の場合は手
指衛生、嘔吐物の処理などの基本情報、
今何が流行しているかといった情報、
消毒薬の適正使用、さらには免疫をキ
ープする食事・運動・睡眠の指導、そ
れから食中毒の情報や海外渡航の前に
心得ること、さらには居住空間の衛生
管理や感染症発症時の家族との過ごし
方、このような内容を相談会やイベン
トを通して啓発しています。
　大西　広範囲な活動をされているの
ですね。在宅でのいろいろな取り組み
もされているのですね。
　坪内　在宅の場合では、入院中の感
染治療情報を共有して、退院後に同様
の疾患で再入院しないように、また施
設入所者には保菌者を増やさないよう
に、感染管理のリレーションを行うこ

とを目指しています。
　大西　一方、保険薬局では実際どの
ようなことが大きな課題になっている
のでしょうか。
　坪内　保険薬局では、感染症治療時
に起炎菌がわからずに、処方意図が読
み取れないことがほとんどです。しか
し、アレルギーの有無や体重・体質・
副作用歴、さらには腎機能や肝機能な
どから、抗菌薬の処方設計が適正かど
うかのコンサルテーションを行うこと
が、薬剤師の適正使用への介入と考え
ています。
　例えば、尿路感染症にキノロンが処
方された場合に、薬剤師は患者さんに
対して、先ほどの基本情報を把握した
うえで、アドヒアランスの向上を目指
します。「きちんとのみ切ってね」と。
　大西　処方医としてありがたい対応
ですね。
　坪内　ところが、再受診した場合に
は、「正しくのんだのかな」（いわゆる
コンプライアンスはどうだったのか）、
「キノロンの効果を下げてしまうよう

ドクターサロン63巻３月号（2 . 2019） （207）  4746 （206） ドクターサロン63巻３月号（2 . 2019）

1903本文.indd   46-47 2019/02/14   15:18



ている中で、パイロット試験として川
崎市の当社の全店舗を使って、院外処
方箋の経口抗菌薬の使用量の実日数に
ついて動向調査を実施し、川崎市が出
している感染症の週報と相関が見られ
るかどうかも検証してきました。
　大西　今、経口の第三世代のセフェ
ム系の抗生剤の適正使用が、かなり問
題になっていますが、そのあたりも薬
局で取り組まれているのでしょうか。
　坪内　今回の経口抗菌薬使用量調査
の中で興味深いことがありました。例
えばA型溶連菌の流行期に、ペニシリ
ン系の抗菌薬が第一選択として使われ
ると思いますが、第二選択のマクロラ
イド系の抗菌薬も含めて使用量が増え
たのではないかと予測したのです。実
際のところはペニシリン系は患者数ほ
ど処方がなくて、第三世代のセフェム
系抗生剤が変化なく多かったという結
果も得ています。また、ウイルス感染
症が流行している時期・地域では、そ
の流行に関連せず、毎月一定量の第三
世代のセフェム系抗生剤の使用が認め
られました。
　大西　意外な結果で、これは適切で
はない使用ということですね。
　坪内　感染症の診断をするのが市中
の診療ではなかなか難しいということ
でしょうか。
　大西　それはあるかもしれませんね。
そうしますと、感染症の初期治療を担
う市中の病院やクリニック、そういう

ところでいろいろな対応を取ることが
重要になるのでしょうか。
　坪内　感染症であるか否かの判定を
するために、例えば簡易キット、検査
キットなどの開発も急がれることでは
ないかと私たちも感じています。判断
材料があれば、念のため投与の機会も
減少し、患者さん側も納得・安心する
のではないでしょうか。
　大西　その地域での薬剤耐性率など
も、ある程度めどが立つということに
なるのでしょうか。
　坪内　感染対策加算１算定医療機関
ではアンチバイオグラムの定期的な作
成がされており、各施設のそれをつな
げることで、「狭い地域の薬剤耐性率
のめど」を立てることができるのかも
しれません。外来で感染症疑いで抗菌
薬を投与しても、予後が芳しくなく再
受診した患者さんには、「薬剤耐性率
が高い患者さん」の可能性も考慮に入
れる新たな根拠となると考えています。
　大西　今後の課題についてはいかが
でしょうか。
　坪内　先ほどの抗菌薬使用量の調査
も、一企業では調査の限界がありまし
たので、これを自治体単位の薬剤師会
で取り組み、抗菌薬の使用の割合と薬
剤耐性率を照会することで抗菌薬の適
正使用への警鐘をいち早く鳴らすこと
ができそうです。また、各医療機関で
のアンチバイオグラムをつなげること
で、狭い地域の薬剤感受性の特徴をみ

な薬物相互作用があったのではない
か」「重症化してしまったのかな」「疾
患が違ったのだろうか」を確認してい
く必要があると考えています。重要ポ
イントです。
　大西　きめ細かいサポートをしてい
ただいているということですね。今回、
診療報酬改定でいろいろこういった取
り組みが評価されているようなところ
もありますが、そのあたりはいかがで
しょうか。
　坪内　今回の診療報酬改定では、特
に小児の場合、薬剤服用歴管理指導料
を算定するうえで、抗菌薬の適正使用
に関する普及・啓発が、努力規定とし
て算定要件に盛り込まれました。薬歴
料を取るならば、抗菌薬の適正使用を
きちんと指導してください。その根拠
には、抗菌薬適正使用の手引きを見て
ください、ということだと解釈してい
ます。
　大西　しばしば抗菌薬が漫然と投与
されているケースもあるかと思うので
すが、そのあたりへの介入も非常に重
要な役割かと思います。いかがでしょ
うか。
　坪内　漫然投与されているケースで
は、重症感染症が起きたときに検査結
果がマスキングされ、標的治療ができ
ないこともみられます。2016年に改定
された敗血症のガイドラインに盛り込
まれているquick-SOFAは、在宅の現
場でも「敗血症の疑い」をいち早く発

見できる指標として、我々薬剤師もス
クリーニングできる内容となっており、
活用しています。誤嚥、尿カテーテル、
褥瘡などから敗血症に至ってしまう機
会が多い在宅患者さんには見逃すこと
ができないと考えます。
　大西　セルフメディケーションにつ
いてはどのように対応されているので
しょうか。このあたりの位置づけとい
うと、どのように考えたらよいでしょ
うか。
　坪内　セルフメディケーションの場
合は、軽度な身体の不調に対して、一
般用医薬品の適切な選択および使用法、
保管方法等の相談に応じ、使用する人
の自己の健康状態に対する理解度や症
状を考慮した薬の可否判断と、さらに
必要に応じた速やかな受診勧奨も重要
な役割です。感染症でいえば、対症療
法で治療するか否かのファーストタッ
チの場面になると思います。
　大西　たいへん重要な場面ですね。
薬局サーベイランスというのも行われ
ているのですか。
　坪内　一方で、今回の薬剤耐性
（AMR）対策アクションプランの目標
である動向調査・監視にあたる経口抗
菌薬の使用量動向を市中で調査するこ
とも私たち保険薬局の役割と考えてい
ます。日本における１日の抗菌薬の使
用量のうちの92.4％が経口抗菌薬とい
う報告もあります。抗菌薬を含む処方
箋の枚数などの調査も全国的に行われ
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ている中で、パイロット試験として川
崎市の当社の全店舗を使って、院外処
方箋の経口抗菌薬の使用量の実日数に
ついて動向調査を実施し、川崎市が出
している感染症の週報と相関が見られ
るかどうかも検証してきました。
　大西　今、経口の第三世代のセフェ
ム系の抗生剤の適正使用が、かなり問
題になっていますが、そのあたりも薬
局で取り組まれているのでしょうか。
　坪内　今回の経口抗菌薬使用量調査
の中で興味深いことがありました。例
えばA型溶連菌の流行期に、ペニシリ
ン系の抗菌薬が第一選択として使われ
ると思いますが、第二選択のマクロラ
イド系の抗菌薬も含めて使用量が増え
たのではないかと予測したのです。実
際のところはペニシリン系は患者数ほ
ど処方がなくて、第三世代のセフェム
系抗生剤が変化なく多かったという結
果も得ています。また、ウイルス感染
症が流行している時期・地域では、そ
の流行に関連せず、毎月一定量の第三
世代のセフェム系抗生剤の使用が認め
られました。
　大西　意外な結果で、これは適切で
はない使用ということですね。
　坪内　感染症の診断をするのが市中
の診療ではなかなか難しいということ
でしょうか。
　大西　それはあるかもしれませんね。
そうしますと、感染症の初期治療を担
う市中の病院やクリニック、そういう

ところでいろいろな対応を取ることが
重要になるのでしょうか。
　坪内　感染症であるか否かの判定を
するために、例えば簡易キット、検査
キットなどの開発も急がれることでは
ないかと私たちも感じています。判断
材料があれば、念のため投与の機会も
減少し、患者さん側も納得・安心する
のではないでしょうか。
　大西　その地域での薬剤耐性率など
も、ある程度めどが立つということに
なるのでしょうか。
　坪内　感染対策加算１算定医療機関
ではアンチバイオグラムの定期的な作
成がされており、各施設のそれをつな
げることで、「狭い地域の薬剤耐性率
のめど」を立てることができるのかも
しれません。外来で感染症疑いで抗菌
薬を投与しても、予後が芳しくなく再
受診した患者さんには、「薬剤耐性率
が高い患者さん」の可能性も考慮に入
れる新たな根拠となると考えています。
　大西　今後の課題についてはいかが
でしょうか。
　坪内　先ほどの抗菌薬使用量の調査
も、一企業では調査の限界がありまし
たので、これを自治体単位の薬剤師会
で取り組み、抗菌薬の使用の割合と薬
剤耐性率を照会することで抗菌薬の適
正使用への警鐘をいち早く鳴らすこと
ができそうです。また、各医療機関で
のアンチバイオグラムをつなげること
で、狭い地域の薬剤感受性の特徴をみ

な薬物相互作用があったのではない
か」「重症化してしまったのかな」「疾
患が違ったのだろうか」を確認してい
く必要があると考えています。重要ポ
イントです。
　大西　きめ細かいサポートをしてい
ただいているということですね。今回、
診療報酬改定でいろいろこういった取
り組みが評価されているようなところ
もありますが、そのあたりはいかがで
しょうか。
　坪内　今回の診療報酬改定では、特
に小児の場合、薬剤服用歴管理指導料
を算定するうえで、抗菌薬の適正使用
に関する普及・啓発が、努力規定とし
て算定要件に盛り込まれました。薬歴
料を取るならば、抗菌薬の適正使用を
きちんと指導してください。その根拠
には、抗菌薬適正使用の手引きを見て
ください、ということだと解釈してい
ます。
　大西　しばしば抗菌薬が漫然と投与
されているケースもあるかと思うので
すが、そのあたりへの介入も非常に重
要な役割かと思います。いかがでしょ
うか。
　坪内　漫然投与されているケースで
は、重症感染症が起きたときに検査結
果がマスキングされ、標的治療ができ
ないこともみられます。2016年に改定
された敗血症のガイドラインに盛り込
まれているquick-SOFAは、在宅の現
場でも「敗血症の疑い」をいち早く発

見できる指標として、我々薬剤師もス
クリーニングできる内容となっており、
活用しています。誤嚥、尿カテーテル、
褥瘡などから敗血症に至ってしまう機
会が多い在宅患者さんには見逃すこと
ができないと考えます。
　大西　セルフメディケーションにつ
いてはどのように対応されているので
しょうか。このあたりの位置づけとい
うと、どのように考えたらよいでしょ
うか。
　坪内　セルフメディケーションの場
合は、軽度な身体の不調に対して、一
般用医薬品の適切な選択および使用法、
保管方法等の相談に応じ、使用する人
の自己の健康状態に対する理解度や症
状を考慮した薬の可否判断と、さらに
必要に応じた速やかな受診勧奨も重要
な役割です。感染症でいえば、対症療
法で治療するか否かのファーストタッ
チの場面になると思います。
　大西　たいへん重要な場面ですね。
薬局サーベイランスというのも行われ
ているのですか。
　坪内　一方で、今回の薬剤耐性
（AMR）対策アクションプランの目標
である動向調査・監視にあたる経口抗
菌薬の使用量動向を市中で調査するこ
とも私たち保険薬局の役割と考えてい
ます。日本における１日の抗菌薬の使
用量のうちの92.4％が経口抗菌薬とい
う報告もあります。抗菌薬を含む処方
箋の枚数などの調査も全国的に行われ
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る機会ができ、その情報を市中にも共
有することで、より強固な地域の感染
症サーベイランスにつなげていくこと
ができると素晴らしいです。
　大西　本当に最先端での地道な取り
組みが重要ということですね。
　坪内　私ども薬剤師は、処方された
抗菌薬が適正であるかどうかの判断を
することが一番努力していくべきこと
ではないかと考えています。
　大西　まさに市中が病棟という考え
方になりますね。
　坪内　はい。市中が病棟だと心得て

います。
　大西　そうしますと、今後はそうい
う活動をさらに、薬局同士でネットワ
ークをつくって推進していくかたちに
なるのでしょうか。
　坪内　皆さんが同じワードでリレー
ションしていって、再入院をしない、
再受診をしないことを心がけることと、
感染症にかからないための未病の継続
を市民の皆様と活動していきたいと考
えています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅴ）

このみ薬局大曽根店管理薬剤師
瀧　藤　重　道

（聞き手　齊藤郁夫）

在宅医療における抗菌薬適正使用の推進

　齊藤　AMR対策で非常にユニーク
な活動をされている薬局にお勤めの瀧
藤先生にお話をうかがいます。
　まず、先生の活動の概略をお話しい
ただけますか。
　瀧藤　私が今やっている取り組みと
しては、老人ホームに私どもの薬局が
出入りさせていただいているので、そ
こで肺炎や尿路感染症といった感染症
があったとき、抗生物質を処方される
場合に、医師の同意のもと可能であれ
ば現場の看護師さんに検体を採取して
いただいて、それを私どものほうで染
色して起炎菌を推定し、それに対する
抗菌薬を医師へ処方提案して処方して
いただく、という取り組みをしていま
す。
　齊藤　いつ頃から始められたのでし
ょうか。
　瀧藤　2013年頃からなので、今でだ
いたい６年です。
　齊藤　熱が出て、尿路感染症あるい
は肺炎かというような入所の方がいる
と、施設の看護師さんが検体を取って

くれるのですね。
　瀧藤　あらかじめそういった疑わし
い患者さんがいたら検体を採取してい
ただきたいということを看護師さんに
お願いしてあります。
　齊藤　施設に先生がおいでになるの
ですか。
　瀧藤　そういったことがありました
ら、看護師さんから薬局に電話をいた
だいて、私が現場へ駆けつけて、その
場でグラム染色を行うことにしていま
す。
　齊藤　染色を行って、顕微鏡で見て
菌を決めるということでしょうか。
　瀧藤　私がよく通っている施設には
最初から顕微鏡を置かせていただいて
います。私があまり行かない施設には
顕微鏡は置いてないので、薬局から持
ち出して車で運んで現場で確認、とい
うことにしています。
　齊藤　菌を決めるまで、どのぐらい
の時間がかかりますか。
　瀧藤　10分かからないぐらいです。
　齊藤　これは大腸菌がいるとか、言
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