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• 薬局がおこなう居宅療養管理指導

• ポリファーマシー

• リハ薬剤



薬剤師の在宅訪問について
～薬剤師ができること～



薬剤師の在宅訪問は
必要なのでしょうか？

本日の目標

多職種の皆さんに必要と
思ってもらいたい!！



①薬剤師の在宅訪問について

②薬剤師による在宅訪問実例の
紹介
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②薬剤師による在宅訪問実例の
紹介



薬剤師さんは在宅訪問で
何ができるの？



ケアマネージャーさんへの業務説明

○○さんの在宅訪問を行い
たいのですが・・・

薬剤師さんの在宅って初めてなんです
が、どんな業務をするんですか？

では、業務内容の説明にうかがいま
す！

説明用資料を作成、
訪問し業務について説明



薬剤師の在宅訪問とは

・「在宅訪問」は、薬局薬剤師が外に出て

行う仕事の一つです。

・通院困難の方、薬局へお薬を取りに行けない方、

医師の訪問診療を受ける方など、薬剤師が

患者さん宅を訪問し、お薬についての説明や

管理などのお手伝いをします。

・私たち薬剤師は在宅での医療や生活の

質の向上を目指し、医療の担い手として、

地域医療に貢献したいと考えています。



薬剤師による在宅訪問の流れ

①主治医、患者様、ご家族、ケアマネージャー等
からの依頼、ご相談から、主治医の指示に基づ
き、薬剤師が訪問いたします。

②医師の処方箋をもとに、薬剤師がお薬を準備し
て、ご自宅にお届けします。

③患者様のご自宅で、お薬の説明や管理方法の指
導などを行います。

④訪問後に、主治医、ケアマネージャー等に報告
します。



出典：在宅医療における薬剤師の役割と課題
日本薬剤師会 副会長 山本信夫

薬剤師が在宅訪問開始に至る４つのパターン



訪問指示

薬剤訪問指導



負担金について

要介護度の使用限度額
対象外です!!

650点503単位

352単位 300点



薬剤師の訪問業務

①お薬の効果や用法の説明をいたします。
ご自宅ですので、お聞きしたいことが
ありましたらご遠慮なくお尋ねくださ
い。

②お薬の副作用が出ていないか確認をい
たします。

痛み止めを飲んでいる患者さんから
「食欲がない」 胃が痛くなる副作用→胃の痛み・
胸焼け→食欲不振

痛み止めを飲んでいる患者さんから
「寝不足です」 腎の働きがおちる副作用→
1回の尿量が減る→1日の排尿総量は変わらな
い→結果的に排尿回数が増える
→QOLの低下・不眠



薬剤師の訪問業務

③「お薬ボックス」「お薬カレンダー」
など、患者様にあった管理方法をご提
案いたします。

④お薬を「一包化」するなど、飲み忘れ
をしにくい工夫を行います。



一包化対応

お薬ボックス
服薬介助カレンダー

お薬カレンダー

ご家族、他職種の皆さんとの連携が大切



薬剤師の訪問業務

⑤お薬が飲みづらい場合には、必要に応
じてお薬の変更を主治医に提案したり、
飲みやすく加工したりします。

お薬が飲みづらい、飲めないにも、様々な要因が
あります。理解力不足、服薬拒否、嚥下能力低下、
身体能力低下など



出典：在宅医療における薬剤師の役割と課題
日本薬剤師会 副会長 山本信夫

薬剤師が提案できる服用支援



服薬補助ゼ
リー

経皮吸収製剤速崩錠

簡易懸濁法

嚥下能力低下の場合



薬剤師の訪問業務

⑥お薬によっては飲み合わせの悪いも
のがありますので、市販薬やお食事と
の飲み合わせも含めて確認をいたしま
す。

酸化マグネシウム＋抗生剤＝抗生剤効果↓↓
牛乳（Ca)、鉄サプリ＋抗生剤＝抗生剤効果↓



薬剤師の訪問業務

⑦シーツや寝具などの消毒方法をわか
りやすくご説明いたします。

消毒薬の紹介や衛生用品の取り扱いについて、
なるべく簡単な方法をご説明いたします！！



薬剤師の訪問業務

⑧お薬の飲み残しが出ないように、主
治医と相談のうえ、お薬の数を調節い
たします。

・多職種の皆さんが残薬を調節して頂いているの
が現状です。

・薬剤師がしっかり役割を果たし、皆さんの仕事の
負担を増やさないようにして行きたい。



各写真は一人分 約１００，０００円



潜在的な飲み忘れ等の年間薬剤費の推計

約500億円
在宅訪問により改善される

約500億円→約100億円
中医協資料、在宅医療における薬剤師業務について



①薬剤師の在宅訪問について

②薬剤師による在宅訪問実例の
紹介



在宅訪問実例

実例①どのようにしたら、忘れずにのめるか!!

実例②介護者の負担軽減・患者さんの

生きがいは!!

実例③地域ケアの一員としての見守り!!

在宅訪問実例
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実例① 87歳 女性 要支援２

【患者】

87歳 女性 独居 県外在住で長女（ｷｰﾊﾟｰｿﾝ）、

長男、次女

◇要支援２

◇週2回訪問介護

◇週一回デイサービス

◇介護予防居宅療養管理指導費２週間に１回



実例① 87歳 女性 要支援２

【訪問開始の経緯】

ケアマネージャーからの相談。

「認知面の低下があり、服薬に不安がある。」

・状況確認でケアマネと一緒に訪問。

・薬を飲んだり飲まなかったりの状態。

・1週間分のお薬ボックスに配薬されているが、

飛び飛びになっている。

・本人が曜日に無関係にあちこちから抜いて服用して
いる。

・ケアマネの上手な誘導で承諾を得る。



実例① 87歳 女性 要支援２

【主治医訪問】

・一包化の指示

・訪問指示

【薬局間】

以前かよっていた、薬局にも経緯を伝え、在宅訪問を
開始するため、もし、本人が処方箋を持ちこんだら調剤
しないで、他の薬局が届けると話してくれるように、お
願いした。



実例① 87歳 女性 要支援２

【薬剤師の支援】

初回の訪問では４週間処方の、2週間分を一包化して、
同様にお薬ボックスにセットしてお渡し。一週間後訪問
すると残りが5日分のみ。重複して服用していることが
確認できた。

数日後、薬が無くなるので受診してくれるように電話す
るが、受診せず。翌日、再度受診依頼で受診。

一日分ずつ、日めくりカレンダーに貼り付けて、2週間
分のセット。



実例① 87歳 女性 要支援２

【薬剤師の支援】

服薬状況改善するが、服薬忘れがややある。

特に夕食後の薬剤。

主治医に分２の処方を分１に提案、変更してもらう。

また、受診予定の日に、拒否して受診しないことがある
ため、いつもの４週間分に加え、１週間分を余計に処
方してもらい。予備として預かり、受診拒否した場合に
配薬して対処。



実例① 87歳 女性 要支援２

【薬剤師の支援】

２か月ほど安定して服用していたが、少しずつのみ残し
が増えてきた。
毎朝、服薬確認の電話をすることを提案。
長女、薬剤師、ヘルパーで服薬確認をすることにした。
電話を切らずにしてもらい、確認する。

１月に入って、県外の長女宅に行った。３月になって
から新潟に戻ってきた。

訪問介護が週４回、デイサービスは週２回に増えた。



症例① 87歳 女性 要支援２

【半年経過】

・長女の担当の服薬確認の精度が低下。薬剤師が
夕方にもう一度服薬確認をする。
・インフルエンザの無料券を無くしてしまう恐れあり、
薬剤師が確保し、主治医のもとに届けて置き、次回
受診日に予防接種実施。

現在に至る。



症例① 87歳 女性 要支援２

①状況確認

②薬の管理
（お薬ボックス）→（ボックス＋一包化）→（日めくりカレンダー＋一包化）

③飲み方を簡単に（２回から１回へ）

④電話で服用を確認
（服用支援）



在宅訪問実例

実例①どのようにしたら、忘れずにのめるか!!

実例②介護者の負担軽減・患者さんの

生きがいは!!

実例③地域ケアの一員としての見守り!!

在宅訪問実例



実例② ７２歳 男性 要介護度３

【患者】

７２歳 男性 奥さん（キーパーソン）と二人暮らし

◇要介護度３

◇訪問診療、第１，３ （土）

◇週１回隔週、訪問看護 （木）

◇週３回、デイサービス （月、水、金）

◇車椅子の貸与

◇居宅療養管理指導、月に２回



実例② ７２歳 男性 要介護度３

患者背景：脳梗塞（62才） 認知機能の低下

軽度の右片麻痺 便、尿失禁状態
既往歴：脳梗塞、高血圧、糖尿病、ＣＫＤ、てんかんの痙攣発作

【訪問開始の経緯】

・自宅では歩行困難のため一日中ベッドの上で横に

なって過ごしている。奥さん一人ではベットから降ろす

のも一苦労で受診困難。

・複数の病院から近隣の医院に転院

・主治医の訪問診療開始

・主治医より薬局に訪問指導の指示



実例② ７２歳 男性 要介護度３

【奥さんとのやり取り】

・奥さんは畑仕事をしている。

・食事は介助が必要で、お茶碗1/3のお粥と煮物をすり潰したも
のを1時間かけて食べさせています。

・排尿・排便をすると漏れてしまい、毎回着替えさせたり、シーツ
を交換するのが大変です。

・脳梗塞で倒れるまでは、お酒が趣味だった。

・腎臓が悪いのでカリウムの多い食品（野菜・果物）は摂らないよ
う言われていた。食べれるものはないのか？

食べさせたい！！



実例② ７２歳 男性 要介護度３

状
況
確
認

初
期
の
支
援

⚫ A病院から５種類、B病院から３種類、別々に
一包化してある薬の残りと多数下剤を見つけた。

⚫ 薬は２，３錠ずつモゴモゴしながら服用。
⚫ 便・尿が漏れてしまう原因は、痒みがありオム

ツをずらしてしまっていることが分かった。

⚫ 合わせて一包化。残薬調節。
⚫ 口腔内崩壊錠（１種類）に変更を主治医に依頼。
⚫ 以前処方された痒み止めの軟膏が残っており、

使用して様子を見ることを提案。主治医にもそ
の旨を伝える。



実例② ７２歳 男性 要介護度３

【奥さんの負担軽減】
・薬の配達により、時間に余裕ができる。

・服薬時間の短縮により、介助の軽減。

・下剤などをうまく調節することにより下痢、失禁回数を減らせる。

→シーツの交換、着替えさせる回数が減る

【患者さんの生きがい】
・デイサービスに継続して通っていただきたい！
・いろいろなものを食べてもらいたい！
→主治医と腎機能の検査値をもとに検討。
カリウムの少ない食品一覧表をお渡しした。

→食べれる野菜・果物を増やすことができた！



在宅訪問実例

実例①どのようにしたら、忘れずにのめるか!!

実例②介護者の負担軽減・患者さんの

生きがいは!!

実例③地域ケアの一員としての見守り!!

在宅訪問実例



実例③ １００歳 男性 要支援２

【患者】

１００歳 男性 独居 県外在住で長女（ｷｰﾊﾟｰｿﾝ）

◇要支援２

◇訪問診療、第２，４ （水）

◇週３回、デイサービス （日、火、金）

◇週４回訪問介護 食事の用意 （月、水、木、土）

◇車椅子の貸与

◇介護予防居宅療養管理指導費月に２回



実例③ １００歳 男性 要支援２

【訪問開始の経緯】

・認知はしっかりしているが、脚の具合が悪く、家の中

でも杖、車椅子使用。介護認定が軽くなり、施設から

退去しなければならなくなった。
・食事の用意は出来ないが、洗濯などは自分で

行っている。
・キーパーソンの娘さんは県外住んでいる。月に1回
週末に様子を見に新潟にこられる。

・ケアマネさんより、患者さんの見守りの一員に

なってほしいと依頼があり、在宅訪問開始。
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実例③ １ヶ月のスケジュール



ポリファーマシー
高齢者と多剤併用



シ
ー

ポリファー
マ多

剤
併用



「必要以上に薬を飲んでいて、薬による有害事象
が起きている状態」

ポリファーマシー（多剤併用）

単純に「4~6種類以上の薬を飲んでいる状
態」をさすこともあります。

ポ
リ

ファーマ
シー

たくさ
ん

調 剤





高齢者の体と薬

①生活習慣病などの慢性
疾患と老年症候群が重複
している

②疾患に対する治療薬や
症状を緩和する薬物の処
方が増加している。

年齢とともに合併疾患数（平均3.5疾患）
が増加し、同様に処方薬剤数（平均4.4
剤）も増加している。

一方、疾患あたりの処方薬剤数は平均1.3
剤で、年齢による変化は見られなかった。



処方されている実態
は？

高血圧治療ガイドライン （日本高血圧学会）

①生活習慣の修正

②4系統の降圧薬のどれかを処方

③降圧不十分の場合、2剤さらに3剤と併用すること

→実際には高齢者の生活習慣是正は困難であり、1剤
さらに2剤と降圧薬を処方するに至っている。





高齢者におけるポリ
ファーマシー対策の重要
性

①薬剤費の増大

②服用する（させる）手間やQOLも無視できない

③薬物相互作用及び処方・調剤の誤りや飲み忘
れ・飲み間違いの発生確率増加に関連した薬物有
害事象



高齢者におけるポリ
ファーマシー対策の重要
性

診療報酬

①入院・外来における減薬の評価（薬剤総合評価
調整加算と薬剤総合評価調整管理料）

②かかりつけ医、かかりつけ薬局の評価

→6種類以上を多剤併用とする考え方が採択されて
いる



高齢者におけるポリ
ファーマシー対策の重要
性

Polypharmacy→「複数の薬剤を併用することに伴う諸症状」

3種類でも問題があれば該当

10種類でも問題がなければ該当しない

→数は目安、中身が大事

海外では、

5種類以上・・・Polypharmacy

10種類以上・・・super polypharmacy

• 予防薬のエビデンスは妥当か？

• 対症療法は有効か？

• 薬物療法以外の手段は？

• 優先順位は？

⇩

個々の病態と生活機能、生活環境、意
志・思考などを考慮して判断



アプローチ 薬剤師の視点から

①処方薬リスト作成

処方歴やお薬手帳を基に、患者が使用している薬の一覧を作成する。それぞれの薬について服薬開始時期と処方理由を可能な限り調
査する

②情報収集・評価

・患者背景

（基礎疾患・臨床検査値・有害事象の有無・アレルギーの有無・生活状況、 介護サービス利用状況・認知機能）

・アドヒアランスの評価

（管理者、管理方法・薬の残数・嚥下の状況・薬の理解）

・有効性の評価

（薬の使用による症状の変化・漫然と投与されていないか・薬に対する患者の思い）

③処方監査

（・用量・用法・薬の選択・調剤方法）

④問題点の抽出・処方提案・服薬支援

⇩

処方変更

⇩

⑤処方変更後のフォロー（経過確認）







多職種・医療機関及び地域での協働

①多職種連携の役割

②入退院の療養環境の変化に伴う医療機関等の協
働

③医療機関を超えた地域での協働



リハ薬剤



リハ薬剤の考え方



リハからみた薬剤 （ICFと薬剤）

出典：障害者福祉研究会『ICF国際生活機能分類ー国際障害分類改訂版ー』2002年 中央法規出版／刊

https://www.amazon.co.jp/dp/4805844175




高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）より、厚労省





• リハ薬剤は最近の用語→ポリファーマシーの是正に有用な概念、
手法

• 薬剤師は「足し算」「引き算」の薬物療法の違いの理解と、
「引き算」の薬物療法を常に意識しています



薬の使い方

• 抗精神病薬

• 睡眠薬

• NSAIDｓ

• パーキンソン病治療薬

• ヒスタミン受容体拮抗薬

• 抗てんかん薬



抗精神病薬のポイント

• 基礎疾患以外の目的で抗精神病薬を使っていないか

• 急性期は安静・鎮静が望まれることがあるが、回復期以降は安
静・鎮静は望まれない

• 不必要な抗精神病薬は、患者の見えない抑制帯となる

• やむなく抗精神病薬を続けるときは、非定型抗精神病薬へ変更
する

• 重要なのは、投与を開始する判断より、減量・中止する判断で
ある



定型と非定型

• 定型→重度の錐体外路障害、遅発性ジスキネジア、悪性症候群
などを引き起こすことが知られている

• 非定型→これらの副作用が非常に軽減されたもので、副作用に
対する処方は減少し患者が服用する薬剤数も減少した

↓

• せん妄などへの使用が認められ、適応障害への対応にも広く使
われるようになった。



主な抗精神病薬の副作用における比較



リハに影響を与える主な副作用と対処方法

１．ふらつき・転倒につながる副作用

２．転院時には投与理由を共有

３．抗精神病薬変更時留意点



睡眠薬のポイント

• 睡眠はICFの「心身機能・構造」の項目に含まれるリハの必須
評価項目

• 睡眠薬は、BZ系・非BZ系・メラトニン受容体作動薬・オレキ
シン受容体拮抗薬に分類され、さらに4つの作用時間に分類

• リハで注意すべきは、持ち越し効果や筋弛緩といった副作用が
原因で眠気、ふらつき、脱力などが起き、転倒・転落につなが
ること

• 患者の睡眠状況を把握し、患者にあった睡眠薬を適切な量と適
切な服用時間で使用することが患者の睡眠の質を高める。



わが国の「睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン」（三島和夫 編）



睡眠薬の分類

わが国の「睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン」（三島和夫 編）



リハに影響を与える主な副作用

１．持ち越し効果

リハや食事中に眠気で集中できない

誤嚥性肺炎リスク↑

２．筋弛緩作用

立ち上がろうとする際に力が入らないため転倒リスク↑



副作用への対処方法

• 最適な睡眠薬の選択。長時間型は避ける。

• 非薬物療法を検討する。





NSAIDｓ（非ステロイド性抗炎症薬）

• NSAIDｓはシクロオキシゲナーゼ（COX）COX阻害性により副
作用が異なる

• リハへの影響は、直接的な影響よりも副作用による間接的な影
響のほうが大きい

• NSAIDｓ服用による血圧の上昇やむくみ、腎機能障害など副次
的な副作用に気を付ける

• 内服薬同様に外用剤使用においてもリハへの影響を考慮する必
要がある



NSAIDｓの作用機序

週刊日本医事新報 4929号（2）NSAIDsによる心血管障害［特集：胃腸障害以外にもあるNSAIDs持続投与の問題点］



COX選択性の違いによる作用機序



化学構造によるNSAIDｓの分類

yakugaku lab 抗炎症薬 ２非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDｓ）



COX選択性と半減期

HIGHEST DRUG より

http://highestdrug.blogspot.com/


リハに影響を与える主な副作用と対処方法

内科学第10版より

https://kotobank.jp/dictionary/naikagaku10/2/


胃腸障害

• 最も問題となる副作用

• 無症候性が多くひどくなりやすい

• 食欲不振や食事摂取量低下（フレイル、サルコペニア）

対策

①COX２選択性の高い薬剤を使用する

②副作用対策の薬剤を使用する

→下痢が起こる

→せん妄が起こる



腎障害
• 腎前性高尿素窒素血症

• 低レニン性低アルドステロン症

• ナトリウム貯留

• 浮腫

• 高血圧や腎不全

• 急性間質性腎炎

• ネフローゼ症候群

• 浮腫、食欲低下、全身倦怠感→リハに影響を与える可能性がある

• 腎機能低下→他薬剤が排出されないことからけっつう濃度が上がり、ふらつき、転倒



心機能不全

• 全身倦怠感

• 息切れ

• 浮腫

• 呼吸困難

• リハ効果が上がらないだけではなく、心臓への過度の負荷がか
かる

• 心機能不全の報告頻度は非常に低いが起こりうる



その他（外用剤）

• 内服に比べ体内移行率は低く、全身的な副作用は少ない

• 高齢では皮膚バリア薄い→けっつう濃度が上昇

• ロコアテープは体内移行率が高いため内服同様の注意が必要



パーキンソン病治療薬

• QOL確保ｇあ非常に重要なため、早期からL-ドパ導入が推奨

• Wearing-off現象、On-Off現象によりADL低下し、リハに影響
を及ぼす

• 四大徴候症状が血中濃度によって日内変動を示すため変動リズ
ムの把握が必要

• 服薬アドヒアランス維持が大切なため「PTP包装を開封できる
か」「嚥下機能に問題がないか」評価をする必要がある



武田薬品工業株式会社、パーキンソン病に関する情報サイト、パーキンソン病オンラインより



パーキンソン病の薬物治療 最近の考え方 いずみの病院 第56回脳と神経の勉強会より



リハに影響を与える主な副作用と対処方法

１．Wearing-off現象

→L-ドパを投与しているにもかかわらず、作用時間が短縮する副作用であ
るが予測が可能

２．On-Off現象

→投与量に関係なくパーキンソン症状が改善したり悪化したりする現象で
予測が難しい、寝たきりではOff時に呼吸不全、誤嚥性肺炎が起こりやすい

３．ジスキネジア

→ドパミン過剰により舞踏運動、口部・全身に不随意運動がおこる

４．突発性傾眠

５．起立性低血圧

→自律神経障害



ヒスタミン受容体拮抗薬

• ヒスタミンH1受容体とヒスタミンH2受容体がある

• 第一世代H1受容体拮抗薬は抗ヒスタミン作用だけではなく抗コ
リン作用も併せもつ→ふらつき、転倒、認知機能低下やせん妄
のリスクが増大し、リハに影響を与える

• H2受容体拮抗薬は腎・肝機能低下時に有害事象が多く起こる。
認知機能の低下、せん妄のリスクが増大し、リハに影響を与え
る。

• 第一世代H1受容体拮抗薬、H2受容体拮抗薬ともに、薬剤起因
性老年症候群の原因薬剤



Venner A, Mochizuki T, De Luca R, Anaclet C, Scammell TE, Saper CB, Arrigoni E, Fuller PM. Reassessing the role of histaminergic
tuberomammillary neurons in arousal control. (2019) J Neurosci 39: 8929-8939. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1032-19.2019.



リハに影響を与える主な副作用と対処方法

１．H1受容体拮抗薬

第一世代には眠気、認知機能低下、せん妄リスクの副作用がある

→ふらつき・転倒などの危険があるため可能な限り使用を控える必要がある

抗コリン採用による口腔乾燥・消化管運動低下は味覚障害や嚥下機能低下を引き
起こす

２．H2受容体拮抗薬

無顆粒球症があり高齢者や肝・腎機能障害に見られる。初期症状として全身脱力
感、脱力、悪寒、高熱などがあり、リハに大きく影響する。

精神神経障害、認知機能低下、せん妄。

３．老年症候群

H1拮抗薬、H2拮抗薬ともに薬剤起因性老年症候群の原因薬剤

→ふらつき、転倒、記憶障害、せん妄、抑うつ、食欲低下、便秘、排尿障害、尿
失禁がある

どちらも使用を控える必要がある



抗てんかん薬のポイント

• 新規てんかん薬の登場により、薬剤選択の幅は劇的に広がっている。
それぞれの薬剤の特徴を理解する必要がある

• 薬疹と精神症状の発現の有無によって薬剤選択を行わなくてはなら
ないが迅速かつ適正に対応するためには患者への事前説明が不可欠

• リハに影響を与えるめまいや運動失調は、薬剤の用量依存的に発現
することが多い

• 長期的に服用することが多いため、慢性期副作用を考慮して継続的
にモニタリングすることが大切

• 副作用の原因薬剤を見るけるためにできる限り単剤療法を目指す必
要がある



てんかんと脳波のオープンキャンパス：脳神経内科のてんかん より



リハに影響を与える主な副作用と対処方法

１．めまい
→フェノバルビタールでは成人では眠気が増したり活動量が低下した
りすることがあるが小児の場合は多動となったり情緒不安定となるこ
とがある。薬剤の減量で対応
２．運動失調
→血中濃度20㎍/mL以上では眼球振戦
血中濃度30㎍/mL以上では運動失調、歩行困難
血中濃度40㎍/mL以上では傾眠、構音障害

３．抗てんかん薬の長期服用に伴う副作用
→脱水、代謝性アシドーシス
→尿路結石、食欲減退、体重減少



骨折リスク

• 患者全般に骨折リスクが高く、健常者の2～6倍

①転倒

②骨粗鬆症

原因

①多剤併用

②年齢12歳以上、女性、日照時間不足



こんなときどうする？



倦怠感があり、足に力が入りません

• 低カリウム血症やステロイドミオパチーの可能性があります

【原因】

・低Ｋ血症になると筋力の低下、けいれんや麻痺が生じることが
あります。原因となる薬剤には、カリウム排泄が増えるものとカ
リウム吸収が減るものがあります。

【対応】

・低Ｋ血症とステロイドミオパチーのどちらの場合でも、原因薬
剤の減量又は中止を検討します。多くの場合減量・中止すること
で筋力は回復します。



手が震えて、細かい作業ができません

• テオフィリン、アドレナリンβ2受容体作動薬、甲状腺ホルモ
ン製剤、抗てんかん薬などの副作用の可能性があります

【原因】

・これらの薬剤の過剰投与により振戦（ふるえ）が起こる場合が
あります。

【対応】

・原因となる薬剤を服用している場合は、過量投与の可能性があ
るため服用を中止します。病状により中止ができない場合は、減
量が可能か処方医に相談します。



食事がおいしく感じません

• 亜鉛不足や薬剤性の味覚障害の可能性があります

【原因】

・味覚障害の原因はいろいろありますが、その一つに亜鉛不足があり
ます。

【対応】

・以前は低亜鉛血症に保険適応のある薬剤がなく患者から同意を得て
硫酸亜鉛などの試薬を投与したり、胃潰瘍を病名につけてポラプレジ
ンクが投与されていました。2011年より味覚障害に投与する適応外使
用が認められました。さらに2017年3月にはノベルジンが「低亜鉛血
症」の適応追加の承認を取得しました。この亜鉛補充を行います。



ご清聴ありがとうございました

出典：機能・活動・参加とQOLを高めるリハビリテーション薬剤 若林 秀隆


