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は じ め に

糖尿病や高血圧症などの生活習慣病の増加に
伴い，わが国の心不全患者数は年々増加傾向に
ある．心不全患者は高齢者に多く，超高齢社会
を迎えるに伴い，心不全患者数は今後さらに増
加すると予測される．医療従事者は，患者が心
不全症状のない日常生活を送り，心不全の悪化
による入退院を繰り返さないような生涯を過ご
せるようサポートする必要がある．心不全治療
で特に大事なのは服薬アドヒアランス(医療従
事者が推奨する治療方針に同意し，それに従っ
て治療を受けること)である．心不全の治療ガ
イドラインで推奨されている基本的な治療薬で
さえ処方率は決して高いとはいえず，患者も薬
の効果を十分に理解せず中断してしまうことが
ある．心不全の早期からエビデンスのある心不
全治療薬をしっかり服用し，心不全の進展・悪
化を抑制することは極めて重要である．患者の
服薬アドヒアランスを高めるために，多職種か
らなるチーム医療の役割が注目されつつあり，
その中で特に薬の専門的知識を持つ薬剤師の活
躍が期待されている．
本稿では心不全治療における服薬管理の重要
性について概説し，心不全患者の服薬アドヒア

ランスを改善させるための対応策や取り組みも
紹介する．

1．心不全治療における服薬アドヒアラン
スの重要性

心不全の薬物治療において，生命予後改善作
用や心不全入院抑制作用がエビデンスとして認
められている薬剤が幾つかあり，心不全治療ガ
イドラインでも推奨されている1～3)．アンジオ
テンシン変換酵素阻害薬(ACE 阻害薬)，アン
ジオテンシン II 受容体拮抗薬(ARB)，ミネラ
ルコルチコイド受容体拮抗薬，β遮断薬などの
心不全治療薬は，大規模臨床試験でその効果が
認められているにもかかわらず，臨床現場での
処方率は決して高くはない．わが国の心不全患
者を対象とした登録観察研究でもACE 阻害薬
またはARBは 70～80％台，β遮断薬は 40％台
しか処方されていなかった4, 5)．NYHA II～III
度の軽症から中等度の心不全患者を対象に，わ
が国で実施されたランダム化比較試験でも
ACE阻害薬またはARBは 80％台，β遮断薬は
70％台の処方率であった6)．この臨床試験に参
加したのは循環器を専門とする医師がほとんど
であったため，処方率は比較的高いと考えられ
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るが，それでもまだ十分な処方率とはいいがた
い．低血圧，腎機能障害が原因で処方を控える
こともあるが，低処方率の原因はそれだけでは
なく，医師がガイドラインに準じた治療を遂行
していない場合もある．特にリスクの高い患者
ほど ACE 阻害薬，ARB，β遮断薬などの処方
率が低いという報告がある7)．処方用量に関し
てはターゲット用量まで増やすタイトレーショ
ンが行われていない場合があり，忍容性の検討
もなく低用量のまま処方が継続されることがあ
る．このような問題を解決するには，後述する
ような多職種からなるチーム医療による介入が
必須となる8)．
一方，適切な処方がされても患者の服薬アド
ヒアランスに問題があり，治療効果が十分発揮
されない場合がある．患者の服薬アドヒアラン
スおよびヘルスリテラシー(患者が健康の維
持・増進に必要な情報やサービスを入手し，理
解・評価・活用するための知識，意欲，能力の
こと)の低下は心不全悪化の重要なリスクとし
て知られている9)．心不全患者の服薬アドヒア
ランスに影響を及ぼす要因は複数存在する(表
1)．患者に関する要因，病態や状況に関する要
因，治療に関する要因，ヘルスケアシステムに

関する要因，社会経済に関する要因などが挙げ
られる10, 11)．服薬アドヒアランスの低下は，心
不全悪化による再入院の増加や生命予後の低下
と関連する11)．システマティックレビューやメ
タ解析の結果から，心不全患者の服薬アドヒア
ランスを改善させるための介入を行うことで，
心不全の再入院率や死亡率が減少することが明
らかとなっている12)．介入する時期として，入
院時，退院時，転院時などのケアの移行期に行
うのが効果的であり，繰り返し継続的に行うこ
とが大事である．心不全患者には多疾患を併存
している高齢者が多いため，服用している薬剤
の種類や数が多くなる傾向がある．そのため，
薬剤管理や服薬指導，副作用のチェックが極め
て重要である．また，心不全治療薬は他の疾患
薬に比べ，用量を変更する機会が多い．特に入
院前から入院中さらに退院時にかけて，処方内
容がかなり変化することも心不全患者の薬に対
する理解を低下させる要因になる．

2．服薬アドヒアランスを改善するための
対応策

服薬アドヒアランスを改善するための患者指
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表 1 服薬アドヒアランスに影響を及ぼす要因
I．患者に関する要因
・人種(海外の場合)
・年齢
・性別
・心不全や処方薬に対する知識
・教育レベル
・注意力

II．病態や状況に関する要因
・併存疾患

IV．ヘルスケアシステムに関する要因
・患者と医師の関係
・受診の利便性
・心不全教育を受けた医療・介護従事者

V．社会経済に関する要因
・医療保険(海外の場合)
・医療費
・収入
・独居

・心不全重症度
・入院歴
・うつ病またはうつ状態
・認知レベル

III．治療に関する要因
・処方薬数
・1日の服薬回数
・処方薬変更の頻度
・治療期間



導を，医師が外来診療の中で行うのは現実的に
は難しい．心不全患者の服薬アドヒアランスを
改善するためには医師の努力だけでは不十分で
あり，多職種からなるチーム医療によるアプ
ローチが効果的であることが証明されてい
る7)．その中でも薬剤師は最適な薬物治療を実
施・継続する上で重要な役割を果たす職種であ
る．薬剤師外来を実施している病院もあるが，
まだ一部のみである．薬剤師が薬剤管理，薬歴
確認，服薬指導，患者教育を行うことで，患者
の疾患や薬に対する理解力が向上し，服薬アド
ヒアランスの改善につながる13)．特にヘルスリ
テラシーの乏しい患者に対してより効果的であ
る．服薬アドヒアランスに影響を及ぼす要因を
考慮して，患者の服薬アドヒアランスの良否を
あらかじめ予測し，対応策を立てることが重要
である．海外では，患者の服薬アドヒアランス
を予測するためのパラメーターを用いること
で，薬剤師による服薬指導の効率が向上したと
いう報告がある13)．入院患者，外来患者ともに
服薬アドヒアランスが向上することで，心不全
による入院率を減少し，予後を改善できる．薬
剤師が介入することで，処方ミスや薬物相互作
用にも気付き，有害事象や副作用を減少させる
だけでなく，ガイドラインに準じた適切な治療
の遂行にも貢献できる8)．しかしながら，服薬
指導を行っている間は有効であるが，終了後に
再び服薬アドヒアランスが低下してしまうこと
も報告されている13)．入院中から服薬指導を
しっかり行い，退院後も薬剤師による定期的な
フォローアップができる体制が望ましい．薬物
相互作用を確認するためのツールとして，米国
で使用されている医薬品データベースの
Lexicomp Online がある．このデータベースは
多くの論文データを参考に作成されており，薬
物相互作用のリスク評価ができる．調べたい薬
剤名を入力し，分析を開始すると，5段階(A：
リスクの報告なし，B：介入不要，C：経過観察
を要する，D：処方変更を検討，X：使用を避け
る)の評価結果が表示される．わが国でもこの
ように簡単に相互作用を検索できるデータベー
スの構築が望まれる．

海外の臨床研究により，薬剤師の参加した多
職種チームが患者をフォローすることで，さま
ざまなアウトカムの改善が認められたという結
果が報告されている7, 14)．一方，薬剤師による
介入に効果がみられなかったという報告もあ
る7)．その理由として，研究デザイン(患者背
景，アウトカム，介入期間)の違い，心不全に関
する特別なトレーニングを受けた薬剤師による
介入か否か，患者教育用資材の内容のばらつき
などが考えられる．当然であるが，心不全につ
いて十分な知識がなければ効果的な服薬指導や
患者教育は行えない．服薬アドヒアランスの重
要性と多職種チーム医療，特に薬剤師の介入に
よる効果は，左室収縮能が低下した心不全患者
(HFrEF)を対象にした研究報告がほとんどで
あり，左室収縮能が保たれた心不全患者
(HFpEF)を対象とした場合の効果については
今後の研究結果が待たれる．

3．心不全の在宅医療で活躍できる薬剤師
の役割

超高齢社会において，ますます増加する心不
全患者が，できるだけ入院することなく安心し
て地域で暮らせるような社会システムの構築が
急がれる．心不全患者を地域包括ケア，特に在
宅医療でどのように診療するかは喫緊の検討課
題である．今後ますます必要となる在宅医療に
おいても多職種によるチーム医療が重要であ
り，ここでも薬剤師の活躍が期待される．在宅
医療を受ける心不全患者の治療の中心は薬物治
療であり，薬の専門家として医師や看護師とは
違ったアプローチが望まれる．さまざまな職種
の人が連携し，コミュニケーションを取ること
で，それぞれの専門的な立場から得られた患者
情報が共有できる．この情報をもとに薬剤師は
適切な服薬指導・管理や医師への処方提案を行
うことが可能となる．処方されている薬の副作
用や注意点など，薬に関する情報を他職種に説
明することにより，問題点が出現した際の迅速
な対応が可能となる．心不全患者にとって症状
の悪化を早期に発見・対応することが重要だ
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が，医師が頻回に訪問診療することは現実的に
不可能である．他職種がそれぞれの訪問時に注
意深く観察することが極めて有用である．薬剤
師は処方された薬を渡すだけではなく，薬が患
者に及ぼす効果や副作用を常に監視していく責
務がある(図 1)．
服薬状況や残薬の確認だけでなく，一包化や
配薬カレンダーを用いた服薬のための工夫など
は，薬剤師が得意とするところである．規則正
しい服薬が遵守できていない場合は原因を調べ
ることも大事である．剤型，服薬時間，服薬回
数などは患者の要望を聞き取り，可能であれば
主治医に処方の変更を提案することも必要であ
る．日中，患者が一人で生活をしている場合は
家族がいる時間に服薬時間を合わせる，介護者
による投薬が必要な場合は剤型を考慮する，な
どの工夫も大事である．心不全の悪化を発見す
るためには，毎日の体重測定や血圧・脈拍の
チェックが非常に役立つ．また，問診やフィジ
カルアセスメントを行うことにより，心不全の
症状や徴候がみられないか判断できる．飲水制
限が遵守できているか確認するのも大事であ
る．医師や看護師が訪問したときだけでなく，
薬剤師が訪問した際にもこのようなチェックを
行うことにより，頻回かつ十分な患者モニタリ
ングが可能となる．従って，心不全悪化を早期

に発見し，再入院を防ぐためには，薬剤師にも
フィジカルアセスメント能力が必要である．高
齢者の場合，心不全だけでなく併存症に対する
全身管理も当然必要となってくる．薬剤師の業
務内容は調剤や薬剤管理・服薬指導だけでな
く，医師への処方提案，他職種への薬の効果や
副作用についての説明，住民の健康維持・増進
を支援するための指導など多岐にわたる．従っ
て，病院の専門病棟，在宅医療，かかりつけ薬
局，健康サポート薬局で仕事をするためには，
各疾患の病態，検査，治療に対する最新の知識
を取り入れる必要がある．また，医師，歯科医
師，看護師，薬剤師，ケアマネージャー，介護
士などの多職種で行うチーム医療を推進させる
ためにはコミュニケーション能力も大事である．
しかしながら，心不全の在宅医療に焦点を当
てた専門的なトレーニングを受けた薬剤師はま
だ少ない．薬剤師向けの講習会や研修会は全国
で実施されているが，心不全の在宅医療に
フォーカスを絞った講習会はまだあまり行われ
ていなかったため，筆者らは「心不全の在宅医
療を実践できる薬剤師の育成」のための講習会
を平成 27 年から開始した15)．大学のホーム
ページや千葉県内の薬剤師会からの案内などを
介して参加希望者を募った．その後も毎年講習
会を開講し，平成 30 年度までの受講者数は延
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図 1 在宅医療における薬剤師の役割
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べ約 250 人に達した．予想以上に多くの受講希
望者が集まり，心不全の地域包括ケアに貢献し
たいと考えている薬剤師数の多さを実感でき
た．毎年，心不全に関する講義だけでなく，聴
診シミュレーターを用いた呼吸音，心音の聴診
実習，多職種による症例検討会などを 5～7 回
にわたり行い，心不全に関する最新の知識とス
キルを修得してもらえるよう内容を工夫してい
る．また，この講習会の特長として，在宅医療
を行っている薬剤師に同行して在宅医療を体験
できるコースを設けていることが挙げられる．
在宅医療に必要な知識の修得だけでは最初の一
歩がなかなか踏み出せない薬剤師には貴重な体
験となっている．

お わ り に

心不全の薬物治療の効果を最大限に引き出す

ために，患者の服薬アドヒアランスは極めて重
要である．入院患者，外来患者，在宅患者の全
てに対して，多職種からなるチーム医療が介入
することで，ガイドラインに準じた処方率の向
上，服薬アドヒアランスの改善，心不全悪化や
有害事象・副作用の早期発見などが可能とな
る．その中で薬の専門家である薬剤師が積極的
に関わることで，心不全患者のアウトカムはよ
り良好なものとなる．今後ますます必要となる
在宅医療において，薬剤師のさらなる活躍が期
待される．平成 30 年度から緩和ケアの診療加
算の対象に末期心不全が加わった．末期心不全
患者に対する緩和ケアについて，日頃から患者
と家族，医療チームと話し合い，検討しながら，
薬剤師が最適な薬物療法を積極的に提案・支援
するようになることを期待する．
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