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薬剤師が解消する
排尿の悩み

患者の QOL を著しく低下させる排尿障害。加齢に伴い頻度が増すだけに，薬局で
も相談を受けることの多い問題ではないでしょうか。しかもデリケートな問題でもあ
ります。また，こうした機能障害だけでなく，排尿障害を起こす薬剤の重要性も見逃
せません。慢性疾患を持つ患者が増えた今，薬剤師として薬剤性の排尿障害に留意す
る必要があります。患者の悩みをいかに拾い上げ，QOL を向上させることができるか，
服薬指導に役立つアドバイス例も掲載しました。

12

●

排尿障害を知る

●

排尿の悩みに対応する

18
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薬剤師が解消する排尿の悩み

排尿障害を知る
東京大学大学院医学系研究科コンチネンス医学講座・泌尿器外科学
東京大学大学院医学系研究科コンチネンス医学講座

熊野 信太郎
井川 靖彦

排尿障害は患者の日常生活において QOL を著しく低下させる。排尿障害は加齢とともにその頻度が増すた
め，超高齢社会を迎えたわが国においては，その対策は社会的にも大きな課題となっている。
慢性疾患治療薬には，排尿障害を起こす可能性のある薬剤も多い。特に高齢者においてはもともと排尿障
害が潜在していることが多いことから，慢性疾患治療薬投与により，薬剤性排尿障害を引き起こしやすく
なっている。

害（排尿障害）を包括するものとして

骨盤神経（副交感神経），下腹神経

定義されている。よって，従来から

（交感神経），陰部神経（体性神経）

使われている排尿障害は，本来は下

の 3 種 類の末 梢 神 経の支 配を受け，

部尿路機能障害と呼ぶべきもので，

蓄尿と尿排出の相反する機能を持っ

尿路は，蓄尿および定期的な尿排出

排尿障害は，狭義の尿排出機能障害

ている。また，膀胱体部にはムスカ

という相反する2つの機能を持つ。正

についてのみ使用すべきである。下

リン受容体（主に M 3 受容体）とβ3 受

常の蓄尿機能は，以下の状態を指す。

部尿路機能障害（広義の排尿障害）

容体が優位に存在しており，膀胱頸

①ある程度尿がたまると尿意を感じる。

とは，正常な蓄尿機能または尿排出

部から尿道，前立腺にかけてα1 受

②尿意を感じてからもしばらく我慢

機能が失調を来す状態を指す。

容 体が優 位に存 在する。 蓄 尿 期に

下部尿路機能障害とは
膀胱およびその排出路からなる下部

できる。
③腹圧が加わっても，尿意を感じて
も尿失禁をしない。

蓄尿期の症状（蓄尿症状と呼ぶ）と

は，交感神経（アドレナリン作動性

しては，昼間頻尿，夜間頻尿，尿意

神経）亢進によりβ3 受容体を介し排

切迫感，尿失禁がある。尿排出期の

尿筋が弛緩するとともに， α1 受容

症状（狭義の排尿症状と呼ぶ）とし

体を介し膀胱頸部および尿道が収縮

状態を指す。

て，尿勢低下，排尿遅延，腹圧排尿

することで蓄 尿が促 進される。 ま

①随意的に排尿の開始ができる。

などがある。また排尿直後に見られ

た，排尿期には中枢の制御を受け，

②腹圧をかけずに，勢いよく尿を排

る症状を排尿後症状と呼び，これに

橋排尿中枢からの副交感神経（コリ

は残尿感，排尿後尿滴下が含まれる。

ン作動性神経）活動亢進により M 3 受

③排尿中に尿線をある程度中断できる。

これらの症状を総称して下部尿路症

容体を介し排尿筋が収縮し，また同

④残尿なく排尿できる。

状と呼ぶ（表 1）
。

また，正常な尿排出機能は以下の

出できる。

2002 年に国 際 禁 制 学 会（International Continence Society；ICS）か
ら発表された用語基準で，下部尿路

して，膀胱頸部および尿道が弛緩し，

下部尿路における神経支配

機能障害という用語が提唱された。
これは蓄尿機能障害と尿排出機能障

12 （736）

時に副交感神経終末から放出される
一酸化窒素（nitric oxide；NO）を介
さらに，交感神経を介する膀胱の弛
緩と尿道平滑筋の収縮は抑制され，

下部尿路機能は中枢神経系および

調剤と情報 2013.6（Vol.19 No.6）

円滑な尿排出が可能となる。
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薬剤師が解消する排尿の悩み

排尿の悩みに対応する
ながえ前立腺ケアクリニック

前堀 直美

排尿ケアは，私たち薬剤師にとって，大切に考えたい症状緩和ケアの 1 つである。外来通院するがん緩和
ケアの患者が，痛みや吐き気が必ずしも自分の希望通りに和らいでいないにもかかわらず，診察室でそのこ
とを十分に伝えられないまま院外処方せんを持って薬局に来られ，相談を受けた経験が皆さんにもあるので
はないだろうか？

医療用麻薬というだけで飲みたくない方，もっと痛みを取る薬はないかと医師に聞けな

い方などの場面に対応する難しさは，排尿障害対応にも通じる点は多く，その患者により合った薬の決め方
や飲み方，より副作用を少なくする方法などについて相談に乗ったりアドバイスしたりするべき場面がしば
しばある。本稿では，つたない経験の中からよく遭遇する相談事例を取り上げ，薬剤師としての対応も含め
てご紹介したい。多少でも参考になれば幸いである。

（1）症例 1（78 歳男性）

★薬剤師が注目すべきポイント

α1 遮断薬の薬効発現の主たるメ

す効能も備わっていますから，ま
ずはお飲みになってはいかがです
か？

【既往歴・家族歴】特になし，妻と
2人暮らし
【併用薬・薬剤アレルギー歴】特に
なし
【職業・生活習慣ほか】無職，晩酌
水割り 1杯

カニズムは，尿道や膀胱の平滑筋に

残尿量の多い人の場合は，残尿量の

変更なし（タムスロシン塩酸塩 0.2mg

【臨床経過】
夜間頻尿（就寝後〜起床までの
間に 4回）を訴えて泌尿器科を初
受診し，タムスロシン塩酸塩 0.2
mg 1錠 1×朝食後の処方が開始さ
れた。残尿は 75mL
（患者からの聴
取による）であった。2週間後，再
診予定となっている。

減少から排尿間隔が広がることで改

1 錠 1 ×朝食後）の 4 週間処方で来局

善を自覚する可能性が十分に期待で

した。

分布するα1 レセプターの競合阻害
で，これにより尿道抵抗が減じて尿
が出やすくなる効 果が確かにある。

患者からの相談内容

処方してもらった薬の説明書に
は「尿を出やすくする」と書いてあ
り，とても飲む気になりません。

18 （742）

服薬良好で 2 週間後の再診を迎え，

きる。しかし， α1 遮断薬の薬効は
患者からの相談内容

それだけではなく，尿意の求心路の

●

一部をブロックすることにより，尿意

夜間は 3 回になったことを担当
医に話したら同じ薬になりました
が，実はもう少し良くなりたいと
いう気持ちもあります。担当医は
いう気持ちもあります 担当医は
良くなっていると言うし，うまく
伝えられそうにありません。どう
すればよいでしょうか？

切迫感や夜間頻尿を改善できることに
もある。残尿量が決して多くない患
者に対しては，これらの事実に基づ

●

【その後の臨床経過】

き補足説明してみるのも重要である。
●

具体的アドバイスの例

尿を出したい時には出やすく，
そうでない時には逆に我慢しやす
くしたり，夜のトイレ回数を減ら

調剤と情報 2013.6（Vol.19 No.6）

★薬剤師が注目すべきポイント
過活動膀胱治療中の患者と担当医
との間で治療薬に対する評価や治療

胃食道逆流症（GERD）診療ガイドライン

ガイドライン
ンを
薬局店頭で活かす
薬
第24回

胃食道逆流症
（GERD）診療ガイドライン
増加傾向にある患者数
─ 胃食道逆流症（GERD）はプロトンポンプ阻害薬（PPI）
を販売している企業のテレビ CM で啓発され，一般の方
にも知られるようになってきていますが，患者数は今ど
のくらいなのでしょうか。
河野

2003 年の全国調査で，4,723 人中 42.2％に胸やけが

あり，3,608 人の内視鏡検査で 16.7％の人に明らかな逆流
性食道炎が見られたとされています。関心が持たれるよ
うになるとそれまで自覚していなかった患者さんや診断
がついていなかった患者さんも拾い上げられるようにな

Tatsuyuki Kawano

りますし，どういう診断基準を用いるかも大きく影響す
るので， 正 確な変 化を測るのは難しいのですが， この

河野 辰幸

20 〜 30 年，日本や欧米の統計などいろいろな形の調査を

東京医科歯科大学食道・胃外科

全部ひっくるめて見ますと増加傾向にあるのは確かだろ
うと思います。

PROFILE

─ 増えてきた背景というのは何でしょうか。
河野

生活習慣病をはじめ，いろいろな病気でも言える

ことですが，欧米に 10 年遅れとか 20 〜 30 年遅れくらい
で追随するような形で，日本でも疾病の構造が変わって

1976 年
1998 年
2000 年
2010 年

東京医科歯科大学医学部卒業，第1外科入局
同大学 講師
同大学 助教授
同大学 教授

くることが割合多いわけですね。逆流症に関しても，ピ
ロリ菌の感染の問題なども含めて日本の状況が欧米型に
変わっ ていっ ていることが関 係している。 基 本 的な構
造・枠組みが変わるのと同時に，食事を中心に日々のい

しも関連性があるとは言い難いところがあるのですね。

ろいろな習慣も含めた生活習慣が欧米化して，欧米で

ほっそりされている方でも頻度としては決して少なくな

20 〜 30 年前に急速に増えてきた逆流症が，日本でも近い

くて。年代別に胃食道逆流の頻度を GERD 研究会で調べ

形で増加しているということだと思います。

ていまして，これはある程度日本の状況を示していると

─ 食生活の欧米化に関連して，いわゆるメタボがよく

思われます。年代や性別では，60 歳代までは男性患者が

話題になりますが，BMI が高い人はやはり胃食道逆流症

多いものの，70 歳代以上では女性の頻度が男性よりも高

になりやすいのでしょうか。

くなり重症患者が増加する傾向があります。

河野

それが日本の場合，BMI が高いからといって必ず

調剤と情報 2013.6（Vol.19 No.6）

29 （753）

◆ ビキサロマ は低膨張性ポリマ であることから，腹部膨満感等の消化管症状が少なく服薬ア
ドヒアランスを維持できる可能性がある。
ロトリガ粒状カプセル 2g（オメガ -3 脂肪酸エチル粒状カプセル）

新薬くろ〜ずあっぷ 147

ロトリガ粒状カプセル2g
（オメガ - 3 脂肪酸エチル粒状カプセル）
福山大学薬学部

大浜 修

Point
◆ 本剤は有効成分として魚油由来のオメガ -3 脂肪酸エチルであるイコサペント酸エチルとドコ
サヘキサエン酸エチルを含有し（図 1）
，
「高脂血症」を効能・効果とする製剤である。
◆ 本剤の「高脂血症」に対する主たる効果は，トリグリセリドの低下作用である。
◆ オメガ-3 脂肪酸エチルのフリー体であるオメガ -3 脂肪酸は，血清脂質改善作用，血小板凝
集抑制作用，動脈硬化抑制作用など多くの薬理作用を有する。
◆ 出血している患者は禁忌，また，抗凝固薬や抗血小板薬との併用時や，出血傾向を有する患者
には慎重に投与する。

特徴

「高脂血症」を効能・効果として 2012 年 9 月に承認され
た。わが国では，同種の多価不飽和脂肪酸製剤としてオ

ロトリガ粒状カプセルは，武田薬品工業がノルウェー

メガ -3 脂肪酸エチルの 1 つである EPA-E のみを含有す

の Pronova BioPharma ASA からライセンス契約により

る製剤エパデールカプセル 300 が 1990 年 3 月に「閉塞性

導入した多価不飽和脂肪酸オメガ 3 脂肪酸エチルを有効

動脈硬化症に伴う潰瘍，疼痛および冷感の改善」の効能・

成分とする経口軟カプセル製剤である。その原薬は，カ

効果で承認され，次いで 1994 年 10 月付で「高脂血症」が

タクチイワシ，アジ類，ニシン類などの魚を煮沸（蛋白変

追加適応として承認された。その後，服用のしやすさを

性）
，圧搾（蛋白除去）
，遠心分離（魚油回収）することに

考慮した粒状軟カプセル製剤のエパデール S が剤形追加

より得られる粗魚油を出発原料として製造される淡黄色

された（表 1）
。

-

の 液 状 の 油 で あ る。 イコサペント酸エチル（icosapentaenoic acid ethyl ester；EPA-E）およびドコサヘキサ
エン酸エチル（docosahexaenoic acid ethyl ester；DHA-E）

イコサペント酸エチル

を主とした複数の成分から構成され，オメガ -3 脂肪酸エ

1

チルを総量として 90% 以上含有している。ロトリガ粒状

2

O
O

3

カ プ セ ル 1g 中 に は EPA-E を 約 465mg，DHA-E を 約
375mg 含有している。

ドコサヘキサエン酸エチル

海外では，1994 年 9 月にノルウェーで初めて承認され，

1

O

2

2013 年 4 月現在，英，独，仏，米，韓国など 80 あまりの

3

O

国において「高トリグリセリド（triglyceride；TG）血症」
（一部の国では，併せて「心筋梗塞の再発予防」
）の適応を
有する医療用医薬品として発売されている。日本では，

図1

イコサペント酸エチルとドコサヘキサエン酸エチルの
構造式
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薬剤師の果たすべき役割と薬局の将来

山本信夫 氏

三浦洋嗣 氏

漆畑 稔 氏

2014年度調剤報酬改定まで1年を切りました。次の改定で薬局・薬剤師がどのように評価される
のか，これから本格的な議論が始まります。今月号では，薬剤師を代表する新旧中医協委員に集まっ
ていただき，これまでの中医協における薬局・薬剤師をめぐる議論から，調剤報酬の将来的な位置づ
け・方向性について語っていただきました。今後の薬局・薬剤師のあり方を考えるうえでのヒントを探
していただければ幸いです。
出席者（発言順）

三浦 洋嗣 氏（日本薬剤師会副会長，中医協委員）
漆畑 稔 氏（日本薬剤師会相談役）
山本 信夫 氏（東京都薬剤師会会長）
司会

安達 さやか（本誌編集長）

─ 2012 年の改定から 1 年以上が経過しました。三浦

それぞれの立場が今まで以上に鮮明に主張される方向に

先生は中医協委員になられて早くも 2 回の改定を経験さ

いくのではないかということで，今後どういう方向で議

れているということになります。支払い側に対して診療

論を進めていったらいいのかというところを，ぜひお二

側の意見を主張していくということだけではなくて，薬

方の先輩に教えていただければと思っています。

剤師委員というのは 1 人ですから，診療側の中にあって
も腐心される面があると思います。その辺りの率直なお
気持ちと言いますか，感触についてお聞かせいただけれ

調剤報酬は何を目指して
どう対応してきたのか

ばと思います。

─ 先生方のお手元にお配りした資料は，漆畑先生が改

三浦

私の場合，そもそも中医協委員が何かをよく理解

定に携わられてから昨年の三浦先生までどういう改定が

をしないうちに委員になってしまったということがあり

されてきたのかという一覧です（表 1）。まず，改定ごと

まして，1 回目に厚労省からレクを受けた時に，たまたま

にさまざまなテーマというのがあったと思うのですけれ

医療側の医師の委員の 3 人が私と同じく初めてだったの

ども，その中で調剤報酬というのは何を目指してどう対

で，食事に行くようになりました。そういうことをやり

応してきたのか，今後の方向性も含めてお聞かせいただ

ながらも 3 年近く経ちましたが，最近は医療側の中でも

ければと思います。最初に，中医協委員を 7 年 5 カ月経

お互いに，例えば今ですと後発医薬品の使用促進に関し

験され，改定を 3 回も経験された漆畑先生，お聞かせく

てそれぞれの考え方が少しずつ変わってきています。今

ださい。

後，診療報酬や調剤報酬の具体的な話になってきた時に，

漆畑

制 度が変わっ て中 医 協 委 員の任 期が現 在 6 年に
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▶▶旧販売名製品から新販売名製品への変更によるトラブル

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊 がゆく
第 33 回

旧販売名製品から新販売名製品
への変更によるトラブル
隊長

東京大学大学院薬学系研究科医薬品情報学講座

澤田 康文

薬局・患者宅（在宅）において，医薬品が関係したインシデント・アクシデントの例は枚挙にいとまがありません。これら
の原因として，薬剤師や医師などの医療従事者の薬学的知識，技能・技術と医療従事者としての態度の問題や，医療施設
における薬剤関係のシステムの問題などが考えられます。結果的に多種多様なトラブルが発生しています。その発生場面を
大きくカテゴリー分類すると，①処方設計・チェックと治療のチェック，②一般調剤業務，③患者への指導・説明─な
どに分けることができます。今回も，これらのカテゴリーにおいて発生した代表的事例を紹介しましょう。
●

ケース 1：高血圧症に慎重投与の副腎皮質ステロイド点鼻液

●

ケース 2：先発医薬品から後発医薬品への変更，メモ書きでのチェックで誤調剤！

●

ケース 3：旧販売名製品から新販売名製品への変更によるトラブル

ケース1

高血圧症に慎重投与の
副腎皮質ステロイド点鼻液

▶▶どのような経緯で起こった？
患者は，病院の耳鼻咽喉科を受診した後（副鼻腔炎，
鼻炎と診断された），初めて本薬局に来局したため，調剤

発生場面は？
カテゴリー①

待ち時間に新患アンケートに記入してもらった。現病歴
処方設計・チェックと治療のチェック

の記載欄に「別の内科クリニックで高血圧症治療中」との
記載があり，さらに，服用薬剤欄にはアムロジン錠 5mg

処方内容は？

（アムロジピン）とあった。

患者：70 歳代の女性。病院の耳鼻咽喉科

▶▶隊長のヒント
Rp.1
アルデシン AQ ネーザル 50μg

1瓶
1 回 1 操作吸入

難易度

★★☆☆☆

高血圧患者に注意すべき薬剤をチェックする。

（ベクロメタゾンプロピオン酸エステルとして100μg）
1 日 4 回鼻腔内に噴霧吸入する

▶▶監査のポイント
※患者は高血圧症治療中である。

今回処方されたアルデシン AQ ネーザル（ベクロメタゾ
ンプロピオン酸エステル）は，高血圧の患者には添付文

何が起こった？
高血圧症の患者に対してアルデシン AQ ネーザルは
慎重投与である。

書上で慎重投与となっており，血圧治療に影響（血圧上
昇）を与える可能性がある。しかし，フルナーゼ点鼻液
50μg（フルチカゾンプロピオン酸エステル）には，添付
文書上そのような注意は喚起されていない。
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セルフメディケーションをサポートする！

薬局薬剤師に必要な
■

局所症状不明瞭・高熱のみ型

症候学

熱がつらいです

第5回

局所症状不明瞭・高熱のみ型

■

熱がつらいです
手稲渓仁会病院 総合内科・感染症科

岸田 直樹

はじめに
前回は咳症状メイン型について確認しました。咳症状メイン型で多いのはかぜに伴う咳ですが， よくある か
つ 見逃してはいけない 疾患である肺炎の見極め方について確認しました。肺炎かどうかはレントゲンでも限界
があり，それに気がつく特徴的な病歴があることを確認しました。これまでは，典型的かぜ型から各 3 症状（咳・
鼻・喉）に注目してきました。さらに各症状については症例ごとに確認すべき疾患があり，今後もご紹介していけ
ればと思っています。今回は 3 症状ではなく，発熱が 1 番つらい症状として訴え，しかもほかに目立った症状が
ない場合について考えてみましょう。熱がつらいと言っても，もし咳・鼻・喉の 3 症状が明確にあり 38℃以下の
発熱であればかぜとして薬局で見ていただいてもかまわない場合が多いですが，今回は発熱でもかぜとして見ても
よいものと受診勧奨すべきものの見極めについて考えてみましょう。

薬局に 20 代後半の女性が「熱がつらいから薬が欲しい」と
言ってやってきました。
患

者：熱がつらくって…。何か薬もらえますか？

薬剤師：それはおつらいですね。いつからですか？
患

者：4 日くらい前からです。

薬剤師：そうですか，熱以外の症状はありませんか？
患

者：いえ，特にないですね。頭痛と，あと節々がちょっと痛いかな…。

薬剤師：そうですか。咳・鼻水・喉の痛みは全くないですか？
患

気道症状はなさそうです。

者：はい。

薬剤師：熱は何℃くらいですか？
患

者：午前中は 37℃台ですが，午後になると毎日 38℃くらいになります。

薬剤師：お酒やタバコはどのくらいたしなまれますか？
患

者：はい。夜の仕事をしているのでお酒はお客さんと飲まないといけなくて，
毎日ビールやウイスキーを飲みます。タバコも 10 本くらい毎日吸います。

気道症状がなく，しかも
38℃以上の発熱が続いて
います。 かぜ（ ウイルス
性上気道感染症）でよい
でしょうか？

➡ さて，この患者さんは「かぜ」と言ってよいでしょうか？ あなたはどのように対応しますか…？
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処方せんから考える

がん患者 服薬指導スタートアップ講座

第6回

処方せんから考える

がん患者 服薬指導スタートアップ講座

第6回

ポラプレジンクを含む支持療法の処方せん
日本臨床腫瘍薬学会
慶應義塾大学病院薬剤部

薬歴と処方せんから考えてみよう

編

櫻井 洋臣

と，まるで砂をかんでいるような変な感じがするように
なりました。食欲もありません。心配になって担当の先

患者は 4 回目の来局で，過去の来局時の薬歴から，胃
がんで手術後の再発予防のために，ティーエスワン（テ

生に診察してもらい，新しい薬を出してもらいました」と
説明しました。

ガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム，以下 S 1）

患者に確認すると，S-1 の服用は継続で，中止の指示

-

単剤療法を 4 週間連日経口投与，2 週間休薬のスケジュー

は出ていないとのことでした。

ルで内服していることがわかりました。すでに 2 コース
終えていて，前回来局時から 3 コース目が始まっていま
す。治療開始時より S-1 の投与量は変わっていません。

a

本日の来局は 3 コース目の day15（15 日目）です（S-1 を
開始してから 15 日目）。薬歴上では，これまでに S-1 以

a

1

外の薬剤は処方されていないようです。
患者は，処方せんを出しながら「ティーエスワンの服
用を始めて 3 コース目になりますが，最近ご飯を食べる

処方せんから得られる情報／
推測できること
：処方せんに記載されている医薬品について，添付
文書などから情報を得ることができます。

a

2

：処方せん，過去の来局時の薬歴と a

1

から推測で

きることを挙げます。

〈65 歳，男性：来局 4 回目〉

処

a

1

添付文書情報

効能・効果：胃潰瘍
主な副作用：発疹等の過敏症状（0.12％），便秘（0.22%），嘔気（0.12％）
併用注意：ペニシラミン，レボチロキシンナトリウム
効能・効果：消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感
など）
注意が必要な副作用：錐体外路症状（頻度不明）
・主な自覚症状は，座ったままでいられない，じっとしていられな
い，下肢のむずむず感
・特徴的な身体所見は，下肢の絶え間ない動き，足踏み，姿勢の頻
繁な変更，目的のはっきりしない徘徊
併用注意：抗ドパミン作用を有する薬剤（ハロペリドールなど）

※あらかじめ，添付文書をご用意してお読みください。
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プロマック顆粒 15％

プリンペラン錠

5mg/ 錠

方

ポラプレジンクを含む支持療法の処方せん

b

c

わからないこと

推測は推測でしかありません。依然として不明な点を

患者にヒアリングすること

わからないことも患者に聞けば解決することがたくさ
んあります。 b で整理したことについて，患者にヒアリ

まとめてみましょう。

ングをしましょう。
①支持療法の処方意図
①支持療法の処方意図

・処方せんからでは，本来は胃潰瘍などの治療に使われ
るポラプレジンクを医師がどのような意図で患者に処

「今回，新しいお薬が 2 つ追加になっていますが，

方したのかは不明です。

診察の時に先生からプロマック顆粒の効き目に関

・診察時に医師が患者にどのような説明を行ったかは，

してどのような説明がありましたか？」

来局時の患者による説明と薬歴だけでは不十分です。

・医師からの追加処方に関する説明で不明なことはない

②副作用の状況

か，医師に聞けなかったことはないかなどをオープン

・患者の訴えた食欲不振や味覚障害の発現時期や症状，

クエスチョン形式で確認しましょう。

食事量については不明です。

②副作用の状況

③ティーエスワンの服用状況
・処方せんを出した際の患者の説明からでは，S 1 の服
-

「ティーエスワンを飲み始めて，いつごろから味が

用状況はわかりません。

おかしいと感じるようになりましたか？

また，

食欲がなくなったり，食べられる量が減ったりし
ましたか？」
・味覚障害や食欲不振は，S-1 単剤療法のいつごろから

せ

ん

○○病院一般消化器内科 △△△△

0.5g/ 包
1 回 1 包（1 日 2 包）
1 日 2 回 朝食後就寝前

a

28 日分

2

推測できること

・悪心，食欲不振や味覚障害の訴えに対する支持療法であると推測
されます。

1回1錠
気持ち悪い時に服用 1 日 3 回まで 20 回分
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調剤技術
調剤技術

生薬調剤のコツと工夫
なのはな調剤薬局

金井 秀樹

生薬の調剤は煎じ薬，散薬，丸薬が主になりますが，特殊なものとして坐薬，外用浴剤などの製剤があります。
生薬は天然物であることから保管管理やその扱いも合成医薬品と異なった注意が必要となります。また，煎じ薬
では混合する種類が多く，散剤や丸剤では製剤という過程を経るため，手間と時間がかかる調剤となります。
今回は生薬の保管管理，そして少しでも効率良く，正確に調剤するための用具や機器，そして工夫やコツをご
紹介します。

生薬の保管管理
表 1 に示した通り，生薬にはさまざまな特性があり，
保管にあたってはその特性に沿った方法で行うことが大
切です。当薬局では，これら生薬の特性による保管方法
を，誰でもすぐわかるようにカラーラベルで表示してい
ます（図 1）。
まず，生薬は天然物であることから，虫とカビに注意
が必要です。そのためには温度と湿度の管理が重要とな
ります。保管場所としては冷所保存（温度 10 〜 15℃）
，
湿度 50％以下が理想とされていますが，現実的には難し

表1

さまざまな生薬の特性

虫害を受けやすい生薬
枯楼根，甘草，地黄，川芎，大棗，沢瀉，陳皮，当帰，
人参，白朮，防風，意苡仁，桃仁，杏仁，䊖活，香附子，
辛夷，黄耆，冬瓜子
カビが発生しやすい生薬
葛根，酸棗仁，地黄，芍薬，大棗，沢瀉，当帰，軟紫根，白朮
光による変化に注意が必要な生薬
紅花，紫蘇葉，陳皮，薄荷，サフラン
新しいものほど良い生薬
菊花，山椒，紫蘇葉，薄荷

保管方法
分包機 別落とし
ポリ瓶保管
遮光のため，
引き出し保管
遮光保管
生薬の特性

図1
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表示カラーラベルとルール
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カ

カビやすい

虫

虫害を受けやすい

新

新しいものほど良い

古

古いものほど良い

光

光による変化あり

チアマゾール

−第 27 回−

完

チアマゾール
医薬情報研究所／エス・アイ・シー

堀 美智子

薬剤師個人の経験，知識，情報量などに左右されることが多い服薬指導。それを少しでも底上げして，どの
薬剤師が患者対応しても，ある一定の基準を満たす服薬指導が行われることが本連載のねらいである。今回は，
チアマゾール（商品名：メルカゾール）を取り上げる。

チアマゾールについて押さえておきたいポイント
●甲状腺ペルオキシダーゼ（TPO）阻害薬
・甲状腺機能亢進症
➡自己免疫疾患〔甲状腺刺激ホルモン受容体抗
体（TRAb），甲状腺刺激抗体（TSAb）による〕
➡バセドウ病が 80％前後
➡ FT3・FT4 高値，TSH 低値
・ヨウ素のサイログロブリン（TG）への結合およ
びヨードチロシンの縮合を阻害
●相互作用
・クマリン系抗凝血薬，ジギタリス製剤と併用注意
➡併用開始時や中止時に血液凝固能，血中濃
度が変動する
➡必要があれば抗凝血薬，ジギタリス製剤の用
量調節を行う
●妊婦，授乳婦
・先天奇形に関連の可能性あり（ヒト胎盤を通過）
➡妊娠 14 週未満はプロピルチオウラシルを第
1 選択薬とする
➡チアマゾール服用中の患者では，妊娠は計画
的に行うように指導
・ヒト母乳中へ移行（血清とほぼ同レベル）
➡チアマゾール 10mg/日以下であれば，母乳
で保育可
●重大な副作用
・無顆粒球症（警告：死亡例あり）
➡投与開始時，投与再開時は以下の頻度で血

液検査実施（白血球分画含む）
少なくとも投 与 開 始 2 カ月 間は原 則として
2 週に 1 回
2 カ月以降も定期的に
患者に受診日を守って通院するよう指導
➡感染があった場合に自覚症状（発熱，全身倦
怠感，咽頭痛など）が現れる。
服用を中止して直ちに主治医に連絡
血液検査を実施し，異常が認められたら直ち
に投与中止，処置
➡顆粒球（好中球）が減少傾向の場合も直ちに
投与中止
・肝機能障害，黄疸
➡肝障害がある場合慎重投与

●その他の副作用
・皮疹，蕁麻疹
➡頻度は高いが，抗ヒスタミン薬併用で服用継
続可能なことが多い
●添付文書の問題点
（バセドウ病治療ガイドライン 2011）
患者の病態・リスク・背景などを考慮した治療と
一致しない部分があることに注意
・効能・効果
・用法・用量
・妊婦，産婦，授乳婦などへの投与
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