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皮膚トラブル－予防とケア

　夏は気温や湿度が高くなり，紫外線も強くなることから，汗疹や金属アレルギー，日焼
けによる炎症など皮膚にさまざまなトラブルが出やすい季節です。本特集は，夏に発生しや
すい皮膚症状について，原因や症状のほか，豊富な症例写真でわかりやすく解説しました。
予防方法や日常生活でできるケア，OTC薬の活用も紹介しています。
　さらに，ピアス，ヘアカラー，つけ爪など，おしゃれに起因する皮膚トラブルについても
紹介しました。

代表的な夏の皮膚疾患　その臨床像と予防・ケア　……12
OTC薬の選び方・使い方　……22
おしゃれによる皮膚トラブル　……28
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汗疹 

1．原因と皮膚症状
　小児，特に夏場の暑い時期に好発
する。成人は肥満傾向があり多汗症
の人，寝たきり老人の背部にも生じ
る。高温の職場環境が原因で生じる
場合は集団的に発生する。多量の発
汗時に汗管が閉塞し，汗管に貯留し
た汗が汗管の外に漏出することによ
り生じる。閉塞する部位によって，
図1のごとく3つに大別される。水
晶様汗疹は，1mm程度の水滴に似た
透明な小水疱が体幹や四肢伸側に多

発する（図2）。自覚症状はなく，数
日で自然に消退する。紅色汗疹は，
1～数mmの紅色小丘疹や小水疱が
集簇し，後頭部，腋窩，体幹や四肢
伸側に多発し，軽い瘙痒や刺激感を
伴う（図3）。汗管閉塞に細菌が関与
している1）。深在性汗疹は皮膚色の
扁平丘疹が集簇して敷石状を呈する。
熱帯地方や高温下での長時間作業が
続く職場環境で発生する。
　
2．皮膚科的治療法
　皮膚の収れん効果を期待してカラ
ミンローション（カラミン8％，酸化
亜鉛8％）が最もよく使われている。

冷蔵庫で保管し，よく振ってから
コットンに含ませ，皮膚を軽くたた
く要領で1日数回パッティングする。
数日で皮疹は乾燥するが，逆にかゆ
みが強くなれば，薬効ランクの低い
ステロイド外用クリームやローショ
ンに変更する。かゆみに対して抗ヒ
スタミン薬の内服も有用である。

3． 日常生活でできる予防策や
ケアの方法

　外出後に汗をかいていたら，まず
入浴して汗や汚れを落とすことが大
切である。その際，石けんは使用し
ても構わないが，手洗いや軟らかい

皮膚トラブル─予防とケア

東邦大学医療センター大橋病院皮膚科　向井 秀樹

代表的な夏の皮膚疾患 
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ター大橋病院皮膚科 向井 秀樹

　世界的に地球温暖化が騒がれ，異常気象の影響が最近では大きな社会問題に発展している。夏は汗や汚
れ，そして紫外線の影響も強くなり皮脂の分泌も高まる。皮膚表面のバリア機能は破綻し，細菌感染やウ
イルス感染などを起こしやすくなる。アウトドアが盛んになると強い日差しに当たり，植物や小動物に接
する機会も大幅に増える。夏場は，このように種々の要因による皮膚のトラブルが生じ，さまざまな皮膚
疾患が見られる。
　全身の間擦部には汗に伴う汗疹（あせも），手のひらや足の裏に見られる汗疱そして腋臭症（わきが）が顕
著になる。アトピー性皮膚炎，脂漏性皮膚炎や貨幣状湿疹といった湿疹･皮膚炎やにきびは，一般的に夏
場に悪化する。皮膚感染症も夏場に好発する。足白癬，癜

でん

風
ぷう

や皮膚カンジダ症といった真菌症が増え，黄
色ブドウ球菌による伝染性膿痂疹（とびひ）といった細菌感染症，ウイルス感染症である伝染性軟属腫（水
いぼ）などが見られる。植物による接触皮膚炎（かぶれ）や小動物，特に蚊などによる虫刺され，そして強
い紫外線による日焼け，慢性光線皮膚炎，多形日光疹など実に多彩である。
　今回，汗疹，にきび，日焼けおよび虫刺されといった夏場を代表する4つの疾患を取り上げ，それぞれ
の原因や皮膚症状，皮膚科的治療法，日常生活でできる予防策やケア，受診勧奨ポイント，患者・保護者
への説明のポイントや工夫などを述べていきたい。
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を調節して，体温を適切な温度に保
つようにする。発熱時の厚着も汗疹
の要因になる。

4．受診勧奨のポイント
　水晶様汗疹は，通常数日で自然消

する。原則シャワー主体で湯舟に長
時間入らせない，お風呂遊びを禁止
させる。室温の調整が最も重要であ
る。夜間，特に就寝後，小児は基礎
体温が高いので寝汗をかく頻度が高
く，注意が必要である。衣服，寝具

スポンジを用いる。皮膚を傷つける
ので，ナイロンタオルなど硬めのも
ので強く洗わないようにする。日常
の生活で室内の温度や湿度を快適に
保ち，通気性の良い衣類を選び，外
出時には靴下や肌着の着替えを用意

角層下の
汗の貯留

角層での
汗孔の閉塞

表皮内汗管
からの汗の
漏出 真皮内汗管

からの汗の
漏出

上部表皮内汗管の閉塞

水晶様汗疹 紅色汗疹 深在性汗疹

下部表皮内
汗管の閉塞

図1　汗疹の発症メカニズム

図2　 前額部から尾翼にかけて見られる水
晶様汗疹

図3　 後頸部から上背部に多発する紅色汗疹
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・ 表2のⅡ度以上の状態が推定さ
れる場合。
・ にきびに似ているがほかの疾患
の可能性が疑われる場合（酒さ
など）。
・ すでに何らかのOTC薬を使用し
たが，6週間経過しても変化が
ない場合や悪化してきた場合。

3．OTC薬の使用
　にきびの効能を持つOTC薬は大
きく分けて表3に示す通りである。
　セルフメディケーションでは，洗
顔により皮膚を清潔に保ちながら，
外用薬の塗布が中心となるが，新陳

・ 表2のⅡ度以上の状態が推定さ
れる場合。

・ にきびに似ているがほかの疾患
の可能性が疑われる場合（酒さ
など）。

・ すでに何らかのOTC薬を使用し
たが，6週間経過しても変化が
ない場合や悪化してきた場合。

サリチル酸などの皮膚の角質を軟化
させる成分や抗炎症成分の配合され
た外用薬が中心である。しかもセル
フメディケーションにおいて使用で
きるのは，表2の病型分類で言うと
ころのⅠ度（軽度）の症状に限られる。
セルフメディケーションにふさわし
いかどうかを判断するためには，以
下の質問で情報を収集する。

・ 発症時期はいつか？
・ 発症部位は？　重症度は？
・ 思春期にきびか大人のにきびか？
・ 生活のリズム（寝不足，不規則
な生活）はどうか？

・ 食生活（糖分の多いものやアル
コールの取り過ぎ）はどうか？
・ 現在使用中の化粧品（にきびの
生じやすい油性ファンデーショ
ン使用の有無）は何か？
・ にきびの既往歴は？

2．受診勧奨の目安
　以下の状態であれば，皮膚科ある
いはかかりつけ医への受診を勧める
のがよい。

・ 発症時期はいつか？
・ 発症部位は？　重症度は？
・ 思春期にきびか大人のにきびか？
・ 生活のリズム（寝不足，不規則
な生活）はどうか？

・ 食生活（糖分の多いものやアル
コールの取り過ぎ）はどうか？

・ 現在使用中の化粧品（にきびの
生じやすい油性ファンデーショ
ン使用の有無）は何か？

・ にきびの既往歴は？

★製品の使い分けと使用上の注意
　汗疹ができる場所は皮膚の比較的
弱い部分であり，小児が罹患するこ
とが多いので，ステロイド含有外用
薬の使用は慎重に行いたい。できれ
ば非ステロイド薬ならびに抗ヒスタ
ミン薬中心の製品を推奨するのが望
ましい。ただ患部の範囲が狭く，か
ゆみの強い場合にあっては短期間の
ステロイド含有薬の塗布も有益であ
る。
　いずれの製品を使用しても症状の
軽減が見られない場合は，使用を中
止させ皮膚科への受診を勧める。

4．スキンケア
　汗疹は，読んで字のごとく汗が原
因であるから，軽症の場合はスキン
ケアを実行するだけで改善すること
も少なくない。
　一般的なスキンケアは以下の通り
である。
① シャワー浴などでこまめに汗や汚
れを除去する。

② 熱過ぎる風呂は刺激が強いので，
ぬるめの風呂に入る。

　なお，ベビーパウダーを汗疹の患
部に使用する方が見受けられるの
で，正しい使い方を指導する。ベ
ビーパウダーは汗疹の予防には役立
つが，治療には用いない方がよい。
特に高齢者は「汗疹には汗知らず」
と思い込んでいる方が少なくないの
で注意が必要である。

にきび 

1．情報収集
　にきびに使用されるOTC薬は，

病型 病状および部位

Ⅰ度（軽度） 面皰：散発～多発
炎症性皮疹：散発

Ⅱ度（中度）
Ⅰ度＋表在性膿疱
炎症性皮疹数の増加
顔面に限局

Ⅲ度（重度） Ⅱ度＋深在性炎症性皮疹
顔面，頸部，胸背部

Ⅳ度（重度～
集簇性）

Ⅲ度＋囊腫，瘢痕の易形
成性上半身

（黒川一郎　他　編：最新皮膚科学大系17，中山書店，
p.123，2002，Pillsbury DS，et al．：Dermatorogy，
Saunders，1956をもとに作成）

表2　Pillsburyの病型分類

種類 剤形 薬品名・成分等 効能や適応

内用薬

散剤・錠剤・
ドリンク剤

ビタミン，ミネラル，
生薬など

しみ・そばかす・日焼けなどの色素
沈着症，全身倦怠，二日酔い，にき
び，湿疹，蕁麻疹，かぶれ，くすり
まけ

内用薬 
（漢方）

顆粒剤・細粒
剤・錠剤

桂枝茯苓丸加薏苡仁，
荊芥連翹湯，清上防風
湯，防風通聖散，その
他の生薬製剤

にきび，吹き出物
注） それぞれに適応となる「証」があ
るので使い分けが必要

錠剤 大黄甘草湯 便秘に伴う腹部膨満・吹き出物（にき
び）・腸内異常醗酵・痔・頭重・の
ぼせ・湿疹・皮膚炎・食欲不振（食
欲減退）などの症状の緩和

外用薬 軟膏・クリー
ム剤・液剤

抗菌薬，イオウ，抗炎
症薬

にきび，吹き出物

表3　 にきびに用いられるOTC薬
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ヘアダイ（染毛）や 
髪の脱色

　染毛の方法は数種ある。図1に示
すように①半永久染毛料，②一時染
毛料，③永久染毛剤─である。①
はいわゆるヘアマニキュアで，イオ
ン結合を使い染料を頭髪に染み込ま
せる。洗髪などで徐々に取れてい
く。②は白髪になった頭髪の外側に

塗り，洗髪すると取れる。③は染め
た毛髪は永久に染まり，伸びたとこ
ろや新しい毛髪が生えると，その部
分だけが本来の色となる。この方法
の欠点は，染料であるジアミン系（主
にパラフェニレンジアミン）の感作
率が高く，かぶれが多く見られるこ
とである。
　子どもや若い人が使ういわゆる
「おしゃれ染め」は，元来白髪ではな

いので必然的に永久染毛剤となる。
そのために使用量が増えるにつれ最
近トラブルが増えてきている。ま
た，以前では考えられなかった高齢
の症例も見られる。染毛剤のトラブ
ルの多くは酸化染料の主な成分であ
るパラフェニレンジアミンによるア
レルギー性皮膚炎で，頭皮が赤くな
りかゆくなることで気づかれること
が多い。染毛剤は化学物質であると

皮膚トラブル─予防とケア

岡村皮フ科医院　岡村 理栄子

おしゃれによる 
皮膚トラブル

特集

岡村皮フ科医院 岡村 理栄子

　最近，世の中の風潮として外見を重要視する傾向がある。そのために，皮膚にトラブルを起こしやすい，
より過剰なおしゃれによるトラブルが増えている。化粧をしたり，髪を染めたり，ピアスをしている人が
多くなり，子どもの中にさえ見かけるようになってきており，またおしゃれの高齢化も進み，幅広い層で
皮膚にトラブルが生じている。
　皮膚はけがなどの物理的な防御以外に，外界にある種々の物質，化学物質などに対しても防御をしてい
る。その防御，つまり化学物質を排除しようとすることを過剰にしてしまう反応の1つが，かぶれ（接触皮
膚炎）である。かぶれはまず「感作」といって1度特定の物質が皮膚に炎症を起こして入り込み，体の中でそ
の物質に対する免疫ができることが第1段階である。1回感作されると体がその物質を覚えていて，次にま
た同じ物質が入った時に，そのものを排除しようとして炎症を起こしてしまう（惹起）。これが接触皮膚炎，
かぶれである。有名なものとして，漆かぶれやギンナンかぶれがあり，1度かぶれると一生そのものに触れ
るとかぶれるようになってしまう。このようなかぶれの第1歩である感作は，年少者や皮膚が敏感なアト
ピー性皮膚炎患者，高齢者に生じやすい。そして，実際の症例を検討してみると，間違えた使い方をした
り，使いこなせないおしゃれをしたり，行うべきケアをしないためにトラブルが生じていることもある。
　また，物質にはその化学的成分の性質や使われ方で，感作しやすいものと感作をめったにしないものが
ある。感作しやすいものは金属や香料，防腐剤などである。その使用量がおしゃれの低年齢化，高齢化，
過激化により多くなってきている。
　このような現在の状況では，医師も実際の生活を把握し，皮膚のトラブルの原因がおしゃれによる場合
もあり，それが今は年齢を問わずにあることを知り，症例の検討をしなくてはならない事態となっている。
　今回は多くの症例が見受けられる染毛剤，ピアス，爪のトラブルについて述べる。
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の認識がなく安易に使ううえに，染
毛剤でかぶれることがあるというこ
とを知らないことから手当が後手に
なり，ひどくなってじくじくしてか
らや体の皮膚にまで広がってからの
来院も見られる。
　子どもの場合は，美容院での染毛
では料金がかかるので自分で染める
ことが多く，最近では成人でも自宅
で手軽に染めている。ところが説明
書をよく読まず使用して時間を守ら
なかったり，顔をカバーせずに染毛
剤が垂れてしまったり，以前から頭
に湿疹や傷があるのに染めてしま
い，疼痛が著しくなったりすると
いった，未経験や未熟さから来る失
敗もある。特に成人の症例では，今
まで何回も使用して大丈夫であった

①半永久染毛料

原毛

原毛
アルカリ剤の作用で
キューティクルが開く

メラニン色素をこわす
酸化染料が浸透する 酸化発色・定着

化学染料

加熱によりキューティクルが開き
酸性染料がすき間から入る

メラニン
色素

メラニン
色素

原毛 表面に付着する

顔料
など

樹脂

メラニン
色素

酸性染料
イオン

③永久染毛剤

②一時染毛料

毛皮質
　イオン

図1　 染毛のしくみ

図2　 15歳女子，自宅で染めた。顔面，特に頬が赤くなりかゆい

ために途中で感作されたことに気づ
かないことも多い。また，何回もト
ラブルを生じていると頭皮のみでは

なく顔面や耳へ拡大していき原因がわ
かりづらくなってしまう（図2，図3）。
　若年者がよく使用する金髪にする
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咳の原因はさまざま

─今回は「咳嗽に関するガイドライン第2版」の中から，
先生が担当された小児の分野を中心に教えていただきた
いと思います。まず，大人と比較して，小児の咳嗽には
どのような特徴があるのでしょうか。
徳山　咳の持続期間は，3週間未満が急性の咳嗽，3～
8週が遷延性，8週間以上が慢性というように分かれてい
るのですが，急性の咳嗽に関しては大人も子どももほと
んどがかぜです。呼吸器感染症は重い場合には下気道の
感染症，気管支肺炎などにもなりますが，圧倒的に多い
のは上気道のウイルスによるかぜです。一方，長引く咳
ほど感染以外の原因で起こってくることが多いのは大人
も子どもも同じです。ただし，頻度の高い疾患は大人と
子どもでは違います。成人の場合は8週間以上では咳喘
息やアトピー咳嗽など特殊な病態が多いのですが，そう
いったものは小児ではまれです。小児でも慢性咳嗽の原
因はアレルギーが多いのですが，一般的な喘息の部分症
状として出る咳やアレルギー性鼻炎などの鼻炎症状があ
るために咳が止まらないといったケースが多いことが，
大人と子どもの違いだと思います。
─ガイドラインのフローチャートを見ても，慢性咳嗽
の原因となる疾患には本当にさまざまなものがあるので
すね（図1）。
徳山　まず，咳というのは病気の名前ではありません。
いろいろな病態のもとで呼吸器症状の1つとして出てく
るものなので，原因はさまざまです。ですから，原因を
しっかり調べてそれに見合った治療をしていかないと良
くなりません。特に慢性化している咳では漫然と薬を使
うことは絶対にやめないといけません。ガイドラインで
は，咳が出ているだけで診断する手がかりがない咳を非
特異的咳嗽と呼び，QOLが損なわれるひどい咳の場合に

ガイドラインガイドライン を

薬局店頭で活かす
ン

薬

咳嗽に関するガイドライン
第25回

徳山 研一
埼玉医科大学病院小児科／埼玉医科大学アレルギーセンター

PROFILE

1979年　 金沢大学医学部医学科卒業，群馬大学医学
部小児科入局

1994年　同大学小児科 講師
2002年　同大学小児科 助教授
2006年　高崎健康福祉大学薬学部 教授
2010年　埼玉医科大学医学部 教授

は診断的治療でいろいろな薬を使ってみましょうと言っ
ています。ただし，漫然と使うのではなくて投与した薬
剤についてそれぞれ期待される効果出現期間以内で効果
判定を行い，無効と判断された場合には投与を中止して
診断を再考しましょうとしています。一方，何か特徴的
な診断の手がかりとなる症状を伴う咳は特異的咳嗽と
いって，その症状を手がかりにして診断を行い，治療を
していきます。

Kenichi Tokuyama
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 ▶▶孫に服薬させる祖父母に要注意！

（927）

ケース1  長期乗船の仕事をしているティーエスワ
ン服用患者の処方管理と服薬管理

発生場面は？
カテゴリー①　処方設計・チェックと治療のチェック

処方内容は？
患者：60歳代の男性，病院の外科からの処方オーダ

リング，9月24日

Rp.1

ゼローダ錠300　8錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

ピドキサール錠10mg　6錠

 1日3回　毎食後　11日分

10月15日

Rp.2

ティーエスワン配合カプセルT25　4カプセル

 1日2回　朝夕食後　56日分

ピドキサール錠10mg　6錠

 1日3回　毎食後　96日分

※ 患者の疾患は，腫瘍とだけわかっているが詳細は
不明である。

※ 消化器内科から別に「タケプロンOD錠30　1錠　
1日1回　朝食後　91日分」の処方を受けていた。

※ ピドキサール錠の処方日数は自宅残薬があるため
に適宜調整されている。

※ 患者は，腫瘍の治療に専念するよりも仕事をする
ことの方を優先するタイプである。

※ 患者は，船に長期間乗船する仕事をしている。

何が起こった？
　ティーエスワン配合カプセルの56日分処方の理由

は，患者が船に長期間乗船する仕事をしているためで

あり，実は「4週間投与・2週間休薬」の2クール分が

まとめて処方されていたことが判明した。患者の服薬

間違いが起こる可能性があることから，薬袋の工夫，

患者への服薬方法の認識の確認などが必要であった。

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

孫に服薬させる 
祖父母に要注意！

第34回

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：長期乗船の仕事をしているティーエスワン服用患者の処方管理と服薬管理

　　● ケース2：薬袋の記載ミスは用法・用量が極めて似通っていたため

　　● ケース3：孫に服薬させる祖父母に要注意！
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 消化器症状メイン型　下痢が止まらなくって

（935）

セルフメディケーションをサポートする！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薬局薬剤師に必要な 症候学症候学

手稲渓仁会病院　総合内科・感染症科　岸田 直樹

■  消化器症状メイン型  ■

下痢が止まらなくって

第6回

　前回は局所症状不明瞭・高熱のみ型について確認しました。熱はかぜ（ウイルス性上気道感染症）でよく見られ
る症状の1つですが，咳・鼻・喉の症状がない“熱のみ”の場合には「かぜと言うにはおかしいですね」と言えるよ
うになることが大切です。さらに，熱がある場合には必ず悪寒の程度を確認し，悪寒戦慄の病歴がある場合には
遠慮せずに受診勧奨をお願いします。また，熱のみで局所症状がないという判断は多くの場合，正しくはなく，
よく聞くと感染している臓器を示す症状を呈していて，それを聞き取ることができていないだけのことが多いこと
も確認しました。局所症状不明瞭になりやすい6つのカテゴリーを意識して病歴を取ると，隠れていた症状など
を引き出すことができ，より適切な受診勧奨につながることを確認しました。
　さて，今回は消化器症状を訴える場合について考えてみましょう。消化器症状とは簡単に言えば嘔気・嘔吐，
腹痛，下痢の3症状を指しますが，今回はその中でも下痢を強く訴える場合について考えてみたいと思います。
咳・鼻・喉の3症状には当てはまりませんのでいわゆる“かぜ”ではないことになるのですが，一番多い疾患は何
か，その際に受診勧奨すべきタイミングはどのような時かを考えてみましょう。

はじめに

回数をしっかり聞きま
しょう。

かぜですか？　と患者さ
んは聞いていますので，
3つの気道症状の有無を
確認しましょう。

熱を聞く時は悪寒戦慄の
有無をしっかり確認しま
しょう。

患　者：下痢がつらくって…。かぜですかね。けど仕事は休めないし，何か薬もら
えますか？

薬剤師：それはおつらいですね。いつからどのくらいあるのですか？
患　者：2日くらい前からです。回数は昨日は10回くらいありました。
薬剤師：そうですか，それは大変ですね。下痢以外の症状はありませんか？
患　者：微熱と節々が痛いですが，それ以外は特にないですね。
薬剤師：そうですか。咳・鼻水・喉の症状は全くないですか？
患　者：はい。最初はちょっとムカムカはありましたが今は大丈夫です。
薬剤師：熱は何℃くらいですか？　ガチガチ震えたりはしませんでしたか？
患　者：熱はあっても37℃前半くらいですね。震えたりはありません。
薬剤師：おなかは痛くはないですか？
患　者：はい。おなかは痛くはないです。とにかく昨日はトイレに何回も行かなく

てはならず，仕事にならなくて…。何か良い薬はないでしょうか？

薬局に40代前半の男性が
「下痢がつらいから薬が欲しい」と言ってやってきました。

➡ 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…？



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7回
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よる抗がん薬治療の場合，抗がん薬注射剤の名前はない
ため，処方せんから得られる情報は限られていますが，
処方された薬を1つひとつ整理することで得られる情報
もあります。また，直接患者に確認することでも重要な
情報を得ることができます。患者に支持療法である頓用
薬の説明を行うためには，それらの情報が必須となるた
め「 a：処方せんから得られる情報／推測できること」，
「 b：わからないこと」は何か，整理してみましょう。

処方せんから考えてみよう

　50代の男性が下記の処方せんを持って来局しました。
今回が初めての来局のため，患者背景は不明です。
　処方の中にラモセトロン塩酸塩があることから，抗が
ん薬の治療を行っている可能性が高いとわかります。
　処方せんに抗がん薬がないことから，病院にて点滴に
よる抗がん薬治療を受けてきたと推察されます。点滴に

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

ラモセトロン塩酸塩錠と 
ロペラミド塩酸塩カプセルを含む処方せん

日本臨床腫瘍薬学会　編
国立がん研究センター東病院薬剤部　元永 伸也

第7回

〈50歳，男性：初来局〉

　　　　　　　　　　　　処　　方　　　　  　　　

ナゼアOD錠0.1mg 

デカドロン錠0.5mg 

ブスコパン錠10mg 
 
 

デカドロン錠0.5mg 
 

ノバミン錠5mg 
 

ロペミンカプセル1mg 

a 1  添付文書情報

効能・効果：抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状（嘔気，嘔吐）
用法・用量：0.1mgを1日1回経口投与
使用上の注意：抗悪性腫瘍剤の投与1時間前に投与

効能・効果： 抗悪性腫瘍剤の投与に伴う消化器症状（嘔気・嘔吐），
ほか

用法・用量： 抗悪性腫瘍剤投与の場合，1日4～20mg（本剤8～
40錠）を1～2回に分割経口投与

効能・効果： 次の疾患における痙攣並びに運動機能亢進：腸疝痛，
機能性下痢，ほか

薬効薬理： 消化管運動抑制作用；静脈内投与により空腸の自動運動
をアトロピンと同等に抑制

効能・効果：術前・術後等の悪心・嘔吐，ほか
用法・用量： 通常，成人1日5～20mgを分割経口投与する。精神科

領域において用いる場合には，通常，成人1日15～
45mgを分割経口投与する。

効能・効果：下痢症
用法・用量： 成人に1日1～2mgを1～2回に分割経口投与。症状に

より適宜増減。
重要な基本的注意： 止瀉剤による治療は下痢の対症療法であるので，

脱水症状がみられる場合，輸液等適切な水・電
解質の補給に留意。薬理作用上，便秘が発現す
ることがある。

原則禁忌：感染性下痢患者

※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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a  処方せんから得られる情報／
推測できること

a 1 ： 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 ： 処方せんと a 1から推測できることを挙げます。

b わからないこと

　推測からの情報では正しく服薬指導はできません。依
然としてわからないところを整理してみましょう。

①疾患・治療内容
・ 処方せんの情報からは嘔気と下痢に注意が必要な抗が
ん薬の治療が行われていることが推測できますが，何
のがんで，どんな抗がん薬を使用しているのかなど，
くわしい治療内容まではわかりません。

②副作用発現時の対応
・ 抗がん薬・治療内容がわからないため，生じる副作用

　　　　　　　  　せ　　ん

国立○○病院 消化器内科
a 2  推測できること

抗がん薬の治療中？
・ 適応から抗がん薬の治療を行っている可能性が高いとわかります。

吐き気の副作用がある治療？
・ プロクロルペラジンマレイン酸塩錠5mgが頓用で処方されているこ
とから，嘔気・嘔吐が起こる抗がん薬治療を行っていると推測でき
ます。

・ デキサメタゾン1日8錠（4mg）2日分は制吐薬の目的で処方されて
いると考えられます。

下痢の副作用がある治療？
・ ロペラミドの処方も治療内容を推測するための重要な情報となりま
す。頓用で処方されていることより，下痢の副作用のある治療であ
ると推測できます。

・ 次の治療前に服用する抗コリン薬であるブチルスコポラミン臭化物
錠10mgの処方意図がわかると一層処方の理解につながります。

1回1錠（1日1錠）

1回8錠（1日8錠）

1回1錠（1日1錠）
1日1回1日分
※次の治療の1時間前に内服

1回4錠（1日8錠）
1日2回朝・昼食後2日分

1回1錠
頓用　嘔気・嘔吐がある時　10回分

1回2カプセル

と発現時期やどのように対応すればよいのかがわかり
ません。

③頓用薬の使用方法
・ 同様に，処方されている頓用薬の使い方がわからず，
患者に説明もできません。

c 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
ングをしてみましょう。

①治療内容の確認

「今回，下痢や吐き気などの症状に合わせて使うお
薬がいくつか出ています。症状に合わせて薬の使
い方が少し変わりますので，お薬の使い方を把握
するために，今受けられている治療についてお聞
きしてよろしいですか？」
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特徴

1．本剤の開発経緯
　グリコピロニウム臭化物は，ノバルティス ファーマ
から発売された長時間作用性抗コリン薬（long-acting 
muscarinic antagonist；LAMA）である（図1）1）。「海」
を意味する「Sea」，「そよ風」を意味する「breeze」を組
み合わせて「Seebri（シーブリ）」と命名された。グリコピ
ロニウム臭化物は，日本では1974年に科研製薬から胃・
十二指腸潰瘍薬「ロビナール錠」として発売（1999年8月
に発売中止）されていた薬剤であり，欧州などでも古く

から呼吸器疾患以外の適応症で上市されている薬剤であ
る。
　そのような状況下，2000年にArakis（英国，現Sosei 
R&D）とVectura（英国）が慢性閉塞性肺疾患（chronic 
obstructive pulmonary disease；COPD）に対する吸入
治療薬として開発に着手し，その後ノバルティスに開発
が引き継がれ，国内外で臨床試験を実施し，EUにおい
ては2011年9月に，わが国においては2011年11月に承
認申請が行われ，2012年9月に「COPDの気道閉塞性障
害に基づく諸症状の緩解」を効能・効果として製造販売
承認が取得され，2012年11月22日に発売された。

2． COPDガイドラインにおけるLAMAの位置づけ
　日本では2001年に慢性気管支炎と肺気腫に対して
COPDという概念が導入されたが，それ以前は長時間作用
性β2刺激薬（long-acting β2 agonist；LABA），LAMA
が開発されていなかったため，両疾患に対して短時間作
用性β2刺激薬（short-acting β2 agonist；SABA：サル
ブタモール硫酸塩，プロカテロール塩酸塩水和物，フェ
ノテロール臭化水素酸塩，硫酸イソプロテレノール），短

◆  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。

新薬くろ～ずあっぷ

大阪薬科大学循環病態治療学研究室　加藤 隆児，井尻 好雄，林 哲也

シーブリ吸入用カプセル50μg 
（グリコピロニウム臭化物）

148

◆  1970年代，消化器疾患治療薬（1日3回内服）として使用されていた抗コリン薬を慢性閉塞性
肺疾患（COPD）に対する吸入治療薬として再開発したものである。

◆  1日1回吸入投与型の長時間作用性抗コリン薬（LAMA）であり，投与後速やかに作用発現し，
1日間の持続効果が認められている。

◆  Ⅰ期軽症COPDから使用され，効果不十分の場合には長時間作用性β2刺激薬（LABA）と併用
される。

◆  緑内障・前立腺肥大患者には内服の抗コリン薬と同様に禁忌であるため，LABAを使用し，心
血管リスクの高い患者にはLAMAを使用する。

P o i n t

および鏡像異性体

O

OH
N＋ CH3
CH3

Br－
H

O

図1　 グリコピロニウム臭化物の構造式

〔ノバルティス ファーマ：シーブリ吸入用カプセル50μgインタビュー
フォーム（改訂第2版，2013年1月）より引用〕
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 錠剤粉砕時の工夫

（963）

粉砕・開封の可否と判断

　例えば徐放剤や腸溶剤の場合，粉砕することで薬剤本
来の機能が失われ，安定性や体内動態に変化が生じ，治
療効果や副作用に思わぬ影響が出てしまいます。基本的
に粉砕・開封を行わない方がよい場合を製剤上の工夫の
分類で示しました（表2）。これらは粉砕や開封を避け，
同効薬の散剤や液剤に変更するなどの対応策を考えます。
　粉砕可否の判断については，個々の薬剤の特性をよく
調べて把握すること，また粉砕・開封することにより生
じ得る問題点（表3）を考慮し対応を検討することが必要
です。患者のためとは言え，安全が保証できない粉砕は
できません。粉砕しても問題はないのか，粉砕は不可と
しても半割なら大丈夫なのか，どこまでなら加工してよ
いのかといった確認も大変重要です。
　うおぬま調剤グループでは，粉砕可否を確認する際に
次の4つの方法を用いています。
① 「第6版　錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック」（じほ
う，以下，「粉砕ハンドブック」）

②添付文書で性状，貯法，使用上の注意などを確認
③  インタビューフォームなどで原薬や添加物の安定性を
確認

④メーカーから，粉砕後のデータを提供してもらい検討

　特に添付文書の「使用上の注意」に「かんだり，砕いた
りせずに服用すること」などのコメントがあれば，それは

粉砕・脱カプセルを必要とする理由

　錠剤やカプセル剤は安全性や有効性，品質確保などの
目的に応じて，さまざまな製剤工夫がされています。
よって，錠剤を粉砕したりカプセルを開封したりするこ
とは，本来の薬の特性や目的が失われることになるので，
原則として行うべきでありません。しかしながら，患者
の疾病や年齢，また処方量によっては錠剤をそのままお
渡しすることができないために，割ったり粉砕したり，
カプセルを外したりすることが求められます（表1）。
　なぜ粉砕が必要なのでしょうか？　安易な粉砕を避け
るためにも，私たち薬剤師はその理由を把握しなければ
なりません。処方せん，薬歴，あるいは患者の状況を聞
き取りながら，その必要性をよく把握したうえで，患者
にとって一番良い方法を考えます。どうしても剤形の変
更が必要な場合には，代替え可能な散剤や液剤，OD錠
があれば処方医に照会して変更してもらい，在庫がない
場合は安定性や特性を調べたうえで粉砕可否を検討しま
す。

　患者に嚥下障害があって錠剤をそのまま服用できない場合や，処方量が規格単位（1錠または1カプセル）と合
わない場合には，医師の指示のもと，錠剤を粉砕したりカプセル剤を開封して調剤するケースがあります。今回
は錠剤粉砕・カプセル開封について，基本的な考え方や実際のケースをご紹介します。

錠剤粉砕時の工夫

目からウロコの
 調剤技術 16

いなほ調剤薬局　田中 巳恵子

表1　 錠剤の粉砕あるいはカプセル剤の開封を必要とする理由

①疾病により嚥下障害をきたした場合

②経管などの処置のため，固形物が嚥下不可能な場合

③小児，高齢者で嚥下能力がない場合

④薬用量が含量（1錠または1カプセル）に合わない場合

 （日本薬剤師会　編：第13改訂　調剤指針，薬事日報社，p.24，2011より引用）
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患者さんの
ヘルス・リテラシーを高める
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医薬情報研究所／エス・アイ・シー　田中 尚美，堀 美智子

エスゾピクロン

　薬局薬剤師の調剤における役割はいったい何でしょうか。処方せんに記載された薬の数を数えて，患者
に渡すだけ。そんな辛らつな意見も聞かれます。実際，服薬指導に当たっても，薬剤情報提供書に記載さ
れた文言を逆さまに見て渡すだけ。時には薬剤師の役割はできるだけ早く薬をお渡しすることがサービス
だからと，薬についての説明も一切することなく，「薬袋に記載された用法・用量に従ってください」だけ
の説明。これでは薬の適正使用に貢献しているとはとても言えません。
　これらは極端な例だとしても，逆に一生懸命考え，相互作用を検証し，患者を観察し副作用の早期発見
に努めたとしても，薬剤師が行っている行為は外からは見えにくく理解されにくいものです。
　1つの薬を理解し，説明する。その薬の背景にはいろいろな情報があります。少しでも薬についての知
識を幅広いものにしたい。そんな目的から，この連載を始めることにしました。ヘルス・リテラシー「患
者さんの健康に関する自己管理能力」，これを高めるために薬剤師として薬とどう向き合うべきか。研究者
ではない，薬局薬剤師のグループである私たちが，精いっぱい薬を知ろうと情報を集め，その内容を理解
し，それを患者や仲間の薬剤師に広げることで，薬剤師としての社会的使命を果たしたいと思っています。
この連載が少しでも服薬指導に役立つことを願っています。

新シリーズのスタートにあたって

第1回 新連載

　第1回はエスゾピクロンについてです。睡眠はどのように制御されているのでしょうか。睡眠とエス

ゾピクロンの作用という2つの視点で，以下の項目についてまとめてみました。睡眠・覚醒の機序。こ

れがきちんと理解できれば，エスゾピクロンだけでなく，睡眠や覚醒に関するモノアミンに影響を与え

たり，その神経に働きかける薬物が睡眠にどのように影響するか，その思考はいろいろ広がっていくの

ではないでしょうか。薬を通して生体という宇宙を見る。そんな薬剤師でありたいと思います。

1.　睡眠はどのように調整されているのか。睡眠覚醒のメカニズムとは
2.　睡眠の恒常性に関与するものは
3.　不眠症の人はどのくらいいるのか。不眠のパターンは
4.　エスゾピクロンの働きは
5.　エスゾピクロンの使用にあたって注意することは
6.　エスゾピクロンの相互作用で注意が必要なのは
7.　エスゾピクロンを処方されている患者へのお薬手帳の記載は


