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自己紹介

信念「人々の心の柱になること」

・薬剤師としての医療への貢献

・教育分野における後輩、薬剤師育成

1991年10月30日生まれ
幼少期～小学校
空手・書道
中学校
卓球部
高校
囲碁・将棋部、箏曲部
大学
ソフトテニス、インカレ（日本薬学生連盟、他団体）



参加してきたペイシェントボイスカフェ一覧

・2016/01/10 下垂体機能低下症・特発性過眠症

・2017/10/07 腰椎巨細胞腫・仙骨巨細胞腫・慢性骨髄
性白血病

・2018/07/01 HIV

・2018/08/05 腎疾患

・2018/09/02 乳房外パジェット病

・2018/11/04 乳がん

・2018/12/02 エーラス・ダンロス症候群

・2019/01/06 乳がん

・2019/02/03 脳性麻痺



ペイシェントボイスカフェで得られたこと➀

【スピーカーからのキーワード】

「お薬と日常生活」
⇒どんな生活を送るのか、社会的背景について

「言葉遣いや仕草」
⇒患者の言葉遣いや仕草でどういう指導・内容を求めているか

「どんな人生を送りたいか」
⇒血液透析の回での言葉、
本人がどういう生き方を目的としているかの聴取
指導内容が、患者さんの生活に即したものに繋がる



ペイシェントボイスカフェで得られたこと②

【スピーカーからのキーワード】

「急な胃痛で適切な受診勧奨」
⇒適切な病識を身につけておくことの重要性の認識

「飲み忘れた時の対応についてフォローしてくれた。」
⇒お薬に関わることには薬剤師は介入していける
日常生活の中に自然とお薬が入りこむようなお手伝いをする

「お薬のトータルでフォロー」
⇒領域を超えた、科目横断的な薬・疾患の知識



【スピーカーからのキーワード】

「個別化した考え方
⇒～病の患者さんではなく、～さんは○○であるという考え方

「自分の可能性を広げる」
⇒病気を治すことだけがお薬の全ての役割というわけではない
行動の自由度を高める

「人と人との繋がり、存在感のアピール、薬剤師を味方にしてみよう」
⇒命を預けてもらえる覚悟を持つ

ペイシェントボイスカフェで得られたこと③



コミュニケーションスキル【１】

➀相手の好みに合わせた対応

何を望んでいるのか知ること
・細かい人には細かく
・大ざっぱな人には大ざっぱに

②マッチング

同じペンなどを持つことで
「あ、同じですね。使いやすいですよね」などと話すと
「同じ感性なんだ」と共感されやすい
・動きをまねる
・喜びそうな言葉を会話の中にさりげなく盛り込んだりすると、親近感を持たれる



③相手により話し方を変える

・相手の言葉をリピート
・テンション高く「そうなんですか」と同意
・スピードや声の高低

逆に話し下手な人に「私の趣味は○○。あなたは？」など
⇒話しやすい話題を提供すると、話が続くようになる

④相手の観察

表情（非言語的コミュニケーション）

・目線【その人の目はどこを見ているか】

・仕草【どんなしぐさが多いか】

コミュニケーションスキル【２】



実際の事例からみるコミュニケーション



１８歳 女性

主訴 「胸の痛み」

処方内容
「ワイパックス 症状のあるとき（胸痛時）」

・年齢的に心疾患は考えにくい？
・消化性潰瘍や逆流性食道炎で出される胃酸分泌抑制薬ではない

服薬指導として、どうアプローチする・・・？

症例【１】



・お薬の作用は？
ベンゾジアゼピン系抗不安薬
穏やかな吸収と比較的早い排泄

・患者さんの生活として考えられることは？
１８歳⇒高校３年生での受験

大学への入学に伴う環境の変化から来る精神症状

・考えられる副作用は？
眠気等⇒運転や機械の操作などはさせない

・どう指導する？
患者さんの生活環境や状況に合わせた話しが望ましい
ワイパックス錠の発現時間：３０分間
ワイパックス錠の持続時間：４～６時間

画像：Wikipediaより引用

メチル基の導入：活性増強
カルボニル基の導入：活性増強
-OH基の導入：活性減弱
7位（一番左のベンゼン）の置換基比較：
⇒NO2>Br>CF2>CN>Cl

症例【１】の考察



患者背景

18歳という年齢：

堅すぎると緊張させてしまう可能性
話し方を相手の雰囲気に合わせる
高校3年生か大学1年生かで、生活環境の大きな変化も考えられる

記録上初めてのお薬：

お薬に対しての不安
生活の中でどう用いていけば良いか
患者の不安を把握



コミュニケーションスキル

④相手の観察

目線をそらす
⇒その人の不安の表れにも繋がる

目線をそらさずに、前のめりになる
⇒聞いて欲しいことや、気になることがある

③相手により話し方を変える

緊張させないよう堅すぎる雰囲気はなるべく避ける
・丁寧語
・相づち
⇒親しみをもたせる



私「胸の痛みは突然の症状ですか？」

女性「いえ、以前にもあった症状です。」

私「今回は特別強い痛みでしたか？」

女性「ちょっと心配になって。これって眠気が出るお薬ですか？」

私「胸の痛みというのは、不安ですよね。」
私「気分を落ち着かせるお薬なので多少は眠気があるかもしれません。」

女性「今農業関係で、学生です。実習の時に機械を使います。」

実際の会話



ベンゾジアゼピン系（催眠作用をもつ）のお薬
⇒眠気の可能性は十分にあり

医師「診察時にパニック障害の様相が見られたのでワイパックスのまま、
どうにか指導してもらえないか。」

疑義照会



実際の会話
私「以前からの症状ということで、考え込んで胸が苦しくなったりすることとか
「症状が出る前兆のような感覚は分かりますか？」

女性「実は中学生の頃から、そんな感じで症状があって、前兆もあります。」

私「前兆がある時には、実習の時間をずらしてもらうことは可能ですか？」

女性「そういう融通は利くと思います。」

私「それでは、前兆があり、実習の時間をずらしてもらった時に服用してみてください。」
私「お薬の効果発現までは３０分ほどの時間があります。」

女性「分かりました。試してみます。自分の病気と薬のことを知れてよかった。」

＊患者さんの日常生活を考慮した指導へ繋がった

疑義照会を受けて



高齢 男性 来局は家族の方

処方内容
「ドネペジル錠（脳を活性化させるお薬）

カルバマゼピン錠（神経痛やてんかんに対するお薬）」

・認知症があり、その進行抑制
・てんかんの既往、脳梗塞の既往、三叉神経痛の可能性あり

服薬指導として、どうアプローチする・・・？

症例【２】



・お薬の作用は？
ドネペジル（アセチルコリンエステラーゼ阻害薬）
⇒脳内ACh量を増加させ、脳内コリン作動性神経系を活性化

カルバマゼピン（Naチャネル遮断薬）
⇒てんかんに伴う精神障害・三叉神経痛に対して優れた効果

・患者背景として考えられることは？
⇒脳梗塞に伴う症候性局在関連てんかんの可能性
認知症・てんかん・三叉神経痛の可能性

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig-

t3i26ThAhX9w4sBHQ8QDrEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.info.pmda.go.jp%2Fgo%2F

pack%2F1190012F3282_1_10%2F&psig=AOvVaw27Y3smW84YuJi28jvZktut&ust=1553858393895833

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6trfE3KThAhVxFqYKHQMLB-

YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fja.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25AB%25E3%258

3%2590%25E3%2583%259E%25E3%2582%25BC%25E3%2583%2594%25E3%2583%25B3&psig=AOvVaw2rjBQ4sx8sUOge5

WQH-g5P&ust=1553858605506971

引用参考文献
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Imipramine.svg

カルバマゼピン イミプラミン

カルバマゼピン
とイミプラミン
は三環系という
構造的に類似

ドネペジル

症例【２】の考察



患者背景

継続処方である点：

・同じ内容で服用している処方内容

継続的な処方の中の不安要素：

・本当にずっと服用していくべきお薬か
・副作用や、効果の発現具合はどうか
⇒本当に不安要素がないか



コミュニケーションスキル

④相手の観察

・ドネペジルは、事前の推察から認知症に対する処方である

・カルバマゼピンの処方理由が薬歴からは不明確
⇒まず生活状況を確認して、お薬の効果を確認
⇒カルバマゼピンについての質問をしたときのご家族の様子を把握する

・気になることに質問がハマると
⇒前のめりになったり、言葉の勢いが増したりする

➀相手の好みに合わせた対応

実生活の中で、どう影響しているかの聴取
ドネペジルによる消化器症状の特徴的な副作用のモニタリング



私「認知の進行具合はいかがですか？」

家族「特に大きな変化はありません、あまり日常も行動的ではないです。」

私「そうでしたか。このカルバマゼピンはどういう経緯で飲んでいるものですか？」
私「てんかんや、神経痛といった症状はありますか？」

家族「実はカルバマゼピンをどうして服用しているのか分からないんです。」
家族「特にてんかんや痛みといった症状はありません。」

実際の会話



・処方削除できる可能性
カルバマゼピン錠により、脳の機能抑制
⇒認知症症状に影響あり？

・コミュニケーションスキルの追加
カルバマゼピン錠の服用理由を患者さんご家族が把握出来ていない
⇒処方されてからの状況、状態の聴取

考えられることは？



追加したコミュニケーションスキル

③相手により話し方を変える

不安や気になっていることを聞いてくれた
⇒信頼して、状況をしっかり話してくれる

・処方削除の可能性

・今後の生活状況への変化へのフォロー
【生活へ介入できるよう、少し言葉に勢いを持たせて接する】



数年前

・脳梗塞に伴い、顔面麻痺症状あり
カルバマゼピン錠の処方
⇒継続して経過観察していた様子

・しびれ症状改善
⇒今回より削除を提案
⇒今回は継続処方

疑義照会



その後

3 ヶ月後来局
家族「試しに１日服用させるのをやめてみたら
「急にシャキッとして自発的に行動するようになった」

私「それは、本当に何よりです。良かったですね。」

家族「些細なことでしたが、疑問に思っていただいて良かった。」

医師より
「いらないお薬でしたね。」
と言葉をもらったそう

＊患者家族が元々不安視していたことを聴取し、実際に介入することができた



１３歳 女性 家族

主訴 「お腹の痛み」

処方内容
「チキジウム（腹痛時）」

前回薬歴：次回エコー検査

・下血などの訴えがないので、消化管潰瘍は疑いにくい？
・消化性潰瘍や逆流性食道炎で出される胃酸分泌抑制薬ではない

服薬指導として、どうアプローチする・・・？

症例【３】



・お薬の作用は？
チキジウム：ムスカリン性アセチルコリン受容体遮断薬
⇒抗コリン作用により、消化管運動抑制（鎮痙剤）

・患者さんの生活は？
１３歳⇒中学生になり新しい環境下で精神状態の悪化

過敏性腸症候群の可能性あり

・環境や人間関係は？
学校や家庭で何か悩み

・どう指導する？
エコー検査の結果を聴取結果⇒器質的異常は見られなかった

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrz7ew46T

hAhVFa94KHaV1AQsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.info.pmda.go.jp%2Fgo%2Fpack%

2F1231013M1105_1_02%2F&psig=AOvVaw18xI0e0eE6UrAKzcOsjU55&ust=1553860425797028

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyl-

CO8qThAhVYPHAKHXtmBGcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fkanri.nkdesk.com%2Fdrags%2

Fkaiyou.php&psig=AOvVaw1TbYUIzmZHxAtKMVMycaA4&ust=1553864380229232

副交感神経伝達物質【アセチルコリン】
消化管運動の促進に関与している

チキジウム

症例【３】の考察



ストレートに

私「学校で何かありました？」

実際の会話➀



母「あまり学校に行けてなくて・・・。」

涙ながらの訴えがあった

どんなコミュニケーションスキルを用いますか？

実際の会話②



患者背景

学校に行けていない：

私の場合学校には行っていたが、孤独感から学校に行きたくなる
ことは高校3年間で多くあった

13歳という年齢：

中学性という年代から、学校や家庭での環境変化や人間関係の変
化で、精神的に苦しいものがあるのか



コミュニケーションスキル

②マッチング
共通点
・患者
よく笑い、よく話す女の子
学校に行けていない

・私
人と話すことは好き
コミュニケーションが上手くいかず友達がいなかった

③相手により話し方を変える

娘さんの状態を把握
⇒お薬の説明より、ご家族の不安をお聞きすることを優先

自分が家族のおかげで精神的に潰れずに薬剤師になれたこと
⇒お母さんの雰囲気に合わせて伝える



母「小学生のときには、いろんな委員会や役職について頑張っていた」
母「中学生になって、自分に出来ることが分からなくなってしまったみたい」

私「私は高校生までほとんど友人がいなかったです。
しかし家族が常に味方になってくれていたことで精神的に壊れずに済んだ
これから時間がまだあるからやれることは少しずつ見つかっていきます。
安心して、一緒に前に進んでいきましょう。」

母「味方でいること、家族で支えていくことはずっと続いていきます。」

コミュニケーション次第で患者さんの想いを受け止めて、前に進むお手伝いができることを知った。

実際の会話



その後

１ヶ月ごとに来局

家族「保健室ではあるけれど、少しずつ学校にも行き始めた。」

私「それは、本当に何よりです。良かったですね。」

家族「ここでお話しを聞いてもらってよかった。」
家族「機会があったら、本人をいつか連れてきて、お話しを聞いてもらいたい。」

＊患者家族が元々不安視していたこと
・最後まで聞くこと
・家族で支えることの大切さ
⇒再認識していただけた



医療者と患者で在る前に・・・

▪ １人の人間同士の関わりで生まれるのが

コミュニケーション

・空間

⇒楽しさを倍増

悲しみを分け合える

▪ 人間力

▪ 医療人

まとめ




