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特集

がん性疼痛緩和の
基礎知識

薬物によるがん性疼痛緩和には WHO の 3 段階除痛ラダーが用いられます。今月号
では，このラダーをはじめ，がん性疼痛治療を行う際に基本的に理解しておくべきこ
と，患者の苦痛を和らげるために医師はどのように薬剤を使い分けて疼痛をコント
ロールしているのか，薬局における麻薬廃棄の手順について取り上げました。
特集に続く「処方・調剤・保険請求の Q&A」も「薬局での麻薬の取り扱い」につい
てまとめています。合わせてご覧ください。

●

痛みのコントロールとは−がんの痛みを取るための基本的知識と心構え

●

薬剤の種類と使い分け

●

麻薬廃棄の手順

24
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特集

がん性疼痛緩和の基礎知識

痛みのコントロールとは─
がんの痛みを取るための
基本的知識と心構え
青森県立中央病院緩和医療科

蘆野 吉和

がんの痛みは，進行したがん患者の約 7 割に出現する。そして，このがんの痛みは適切な治療やケアによ
り，約 8 〜 9 割の人は除痛され，残りの人では不完全ながらも痛みがかなり緩和できるものとの報告がある。
しかし，残念ながら日本ではいまだに，痛みが取れず病院で亡くなる人が少なくないのが現実である。
がんの痛みは，それ自体耐えがたい苦痛であり，日常生活，生き方，スピリチュアリティにも大きな悪影
響を及ぼす。また，関係する家族・親族や知人にも精神心理的な苦痛をもたらし，悪い記憶として残り，そ
の生き方にも影響が及ぶ。逆に痛みが取れていれば，生活者としての存在を再確認でき，生きる希望をもた
らし，関係する人々にも良い記憶として，同じ境遇に至った時に希望を与えてくれる。
したがって，痛みを取ることは，患者自身だけでなく，その関係者，そして地域社会に希望を与える行為
とも言える。逆に，取れるはずの痛みを取らないことは，倫理的にも，社会的にも許されることではないと
言えるかもしれない。

がんの痛み治療を行う際に
必要な心構え

和ケアの最終目標は，生活者として
の人間の生き方を支えること，その

痛みの包括的評価

生き方に寄り添う家族を支えること
がんの痛みを取るための最も基本

である。また，痛み治療も含め緩和

痛みの包括的評価とは，痛みの原

となる心構えは，ホスピタリティで

ケアではチームアプローチが必要不

因あるいは病態の評価と痛みの評価

ある。 ホスピタリティ とは温かさ，

可欠となる。

を示している。

優しさ，思いやり，寄り添いの心を
持ち対応することである。
そのうえで， ① 痛みを早く捉え，

がん性疼痛治療を行うために
基本的に理解しておくべきこと

1．痛みの原因
痛みの原因にはがん自体に関連し
た痛みと，関連しない痛み（例えば，

②評価し，③治療やケアを開始し，
④治療効果を評価する，そして，⑤

効果的な痛み治療を行うために理

抗がん薬治療による口内炎による痛

治療薬としてオピオイドを使うこと

解しておくべき基本的項目は，①痛

み， 筋 肉の緊 張やれん縮による痛

をちゅうちょしない，⑥オピオイド

みの評価，②痛み治療の目標設定，

み），がん治療に関連して起こる痛

を含めた鎮 痛 薬の使い方に慣れる

③痛みの治療方法，④ WHO 方式が

み，がん患者に併発したがん以外の

─といったことが大切となる。

ん疼痛治療法，⑤鎮痛薬と鎮痛補助

疾患による痛みなどがあり，複数の

薬の種類，⑥鎮痛薬の副作用とその

原因があることも珍しくない。この

対策─などである。

ため，痛みの部位を直接確認する作

また，痛みを含め，がんの進行に
伴う苦痛を取ることは緩和ケアとし
て重要な行為であるが，痛みを取る
ことは緩和ケアの入り口であり，緩
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がん性疼痛緩和の基礎知識

薬剤の種類と使い分け
青森県立中央病院緩和医療科

蘆野 吉和

筆者ががんの痛み治療に取り組み始めた 1986 年ごろには，鎮痛薬としてボルタレン，モルヒネ末・錠・
注とレペタン坐薬・注しかなかった。それに比べると現在では格段に多くの薬が使えるようになり，痛みが
なく日常の生活を営める人が増えている。その一方で，情報や薬剤の種類があり過ぎて戸惑っている医療従
事者も少なくない。本稿では，医師として実際の臨床の現場でどのように薬剤を選択し，どのように使って
いるのかについて解説する。

に有効。胃腸障害，腎障害，肝障

2．弱オピオイド鎮痛薬（軽度か
ら中等度の痛みに対して用い
られる薬剤）

がんの痛み治療に用いられる薬剤

害，血小板機能障害，心血管障害な

①コデイン

のうち，非オピオイド鎮痛薬，オピ

どの副作用があり，副作用の少ない

モルヒネの合成麻薬で，肝臓で代

オイド鎮痛薬の種類とその特徴を示

プロドラッグや COX 2 阻害薬が通

謝されモルヒネとして薬理効果を示

す。

常よく用いられる。

す。鎮痛効果はモルヒネの約 1/10，

疼痛治療に用いられる
薬剤の種類とその特徴

②非ステロイド鎮痛消炎薬（NSAIDs）
炎症性変化を伴う痛みに対して特

-

経口薬として，エトドラク（ハイ

投与間隔は 4 〜 6 時間ごと，開始量

1．非オピオイド鎮痛薬（軽度の
痛みに対して用いられる薬剤）

ペン ）， ジクロフェ ナク（ ボルタレ

は 1 回 20 〜 30mg。1 日量 240mg が有

ン），セレコキシブ（セレコックス），

効限界とされている。錠剤や散剤の

①アセトアミノフェン（カロナール，

ナブメトン（レリフェン）
，ナプロキ

ほかにアセトアミノフェンとの合剤

セン（ ナイキサン ）
， メロキシカム

もある。100 倍散以上は非麻薬扱い。

ピリナジン）
鎮痛と解熱作用があるが，抗炎症

（モービック），ロキソプロフェン（ロ

作用はない。また，副作用として肝

キソニン），注射薬としてフルルビ

障害はあるが，消化管，腎機能，血

プロフェン（ロピオン）がある。

②トラマドール（トラマール）
コデインから合成された薬で非麻

小板機能に対する影響が少ないのが

それぞれに鎮痛・消炎・解熱作用

薬扱い。鎮痛効果の作用機序は多彩

特徴である。肝障害は 4g 以上の大量

の効力，効果持続時間，副作用の出

で，（＋）- トラマドールがμオピオ

投与で発生する可能性が高くなる。

現頻度が違う。なお，ナイキサンは

イド受容体への弱い親和性とセロト

腫瘍による発熱や発汗に有効である。

ニンの再取り込み阻害作用により鎮

解熱に使う通常量では鎮痛効果が
弱く，経口投与では通常 1 回 500 〜

痛 効 果を発 揮し， 活 性 代 謝 産 物の

1,000mg，4 〜 6 時間ごとに投与（毎

（＋）-O-desmethyl-tramadol（M1）

食 後および就 寝 前 ）する。1 回 量

がμオピオイド受容体への高い親和

1,000mgないし1日量4,000〜6,000mg

性から強い鎮 痛 効 果を持ち，（-）-

が有効限界量である。

トラマドールがノルアドレナリンの
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麻薬廃棄の手順
編集部

患者が死亡した場合など家族から廃棄を依頼される場合，有効期限が切れた場合などには，薬局で麻薬を
廃棄する必要がある。煩雑なイメージがある医療用麻薬の廃棄だが，麻薬を取り扱う薬局ではどのように
行っているのだろうか。ここでは，緩和ケアに用いられる麻薬のうち，錠剤，散剤，細粒剤，貼付剤につい
て廃棄例を紹介する。

〔協力：杏林薬局（埼玉県北足立郡伊奈町）〕

における麻薬管理マニュアル」
（厚生

薬局で麻薬を廃棄するには

労 働 省 ）に記 載されている（ 表 1）
。

陳旧麻薬等の廃棄

また，具体的な廃棄方法については，
麻薬廃棄手続きについては，麻薬
及び向精神薬取締法に基づく「薬局

表1
第6

「医療用麻薬廃棄方法推奨例一覧」
（東京都）を参考にするとよい。

期限切れや変質のために使用しな
い麻薬，調剤ミスなどで使えなくなっ

薬局における麻薬廃棄時の規定
廃棄（法第 29 条・法第 35 条第 2 項）

麻薬を廃棄する場合は，麻薬の品名，数量等について，都道府県知事に「麻薬廃棄届」により届け出て，
麻薬取締員等の立会いの下に行なわなければなりません。また，麻薬処方せんにより調剤された麻薬につ
いては，廃棄後 30 日以内に都道府県知事に「調剤済麻薬廃棄届」により届け出なければなりません。
1 廃棄の手続き
（1）陳旧麻薬等の廃棄（法第 29 条）
古くなったり，変質等により使用しない麻薬，調剤ミスにより使えなくなった麻薬等を廃棄しようとす
4 4 4 4 4
るときは，あらかじめ「麻薬廃棄届」により，都道府県知事に届け出た後でなければ廃棄することはできま
せん。廃棄は麻薬取締員等の指示に従ってください。
（2）麻薬処方せんにより調剤された麻薬の廃棄（法第 35 条第 2 項）
麻薬処方せんにより交付された麻薬を，患者の死亡等により遺族等から譲り受けた場合は，麻薬小売業
者（薬局開設者）自ら，若しくは管理薬剤師が，他の薬剤師又は職員の立会いの下に廃棄してください。
廃棄は，焼却，放流，酸・アルカリによる分解，希釈，他の薬剤との混合等，麻薬の回収が困難で適切
な方法によってください。
また，廃棄後 30 日以内に「調剤済麻薬廃棄届」により都道府県知事に届け出てください。
なお，30 日以内であればその間の複数の廃棄をまとめて 1 つの届出書で提出しても差し支えありません。
さらに，麻薬帳簿にその旨を記載するか，廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。
〔厚生労働省：薬局における麻薬管理マニュアル（2011 年 4 月）より引用〕
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エビデンスに基づいた月経前不快気分障害（PMDD）の薬物治療ガイドライン

ガイドライン
ンを
薬局店頭で活かす
薬
第26回

エビデンスに基づいた月経前不快気分障害
（PMDD）
の薬物治療ガイドライン
PMDD と PMS の違い
─ 今回は「エビデンスに基づいた月経前不快気分障害
（PMDD）の薬物治療ガイドライン」について教えていた
だきたいと思います。まず，この月経前不快気分障害と
月経前症候群（PMS）は，どう違うのでしょうか。
山田

PMS は文字通り月経前の症候群で，月経前に例え

ばイライラする，むくんでくる，頭痛がひどくなる，憂
うつになるなどといった症状が起きるというものです。
ただし，これらの一連の精神症状・身体症状はほとんど
なくてもよいし，ひどく重くてもよい。PMS というのは

Kazuo Yamada

かなり広い概念なのです。軽い症状の方も含めると，月
経のある女性の 8 割に PMS があると言われています。「精

山田 和男

神障害の診断と統計の手引き」
（Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders）の第 5 版（DSM-5）が 5 月
に出ましたが，そこには PMS は載っていません。精神疾

東京女子医科大学東医療センター精神科

PROFILE

患としては認められていないのです。
それに対して PMDD の方は PMS の精神症状，特にう
つ病的な症状の重症型と言ってよいのではないかと思い
ます。月経の前ごとに「非定型うつ病」といって過食や過
眠などの症 状を伴ううつ病ですね。 ひと口に月 経 前と
いっ ても個 人 差があっ て，2 週 間に近い人もいれば 1，
2 日しかない人もいますが，だいたい 1 週間〜 10 日前後

1991 年 慶應義塾大学医学部卒業
同年 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室入局
1995 年 慶應義塾大学医学部漢方クリニック助手
2003 年 山梨大学医学部附属病院精神神経科講師
2007 年 東京女子医科大学東医療センター精神科准
教授
2011 年 東京女子医科大学東医療センター精神科教授

にわたってうつ病になるというのが一般的だと思います。
そして月経が始まると速やかにうつ病の症状がなくなる。
このようなものを「月経前不快気分障害」と診断するわけ

疾患だというコンセンサスのようなものもあるようなので

です。

すが，日本ではまだそのようなコンセンサスはありませ

PMDD は従来の DSM-Ⅳでは特定不能のうつ病性障害

ん。本来，精神疾患ですから精神科医が診るべきものな

というカテゴリの中のさらに枝の部分に位置づけられ，

のですが，月経の前に起こることから月経と関連してい

その他諸々といった扱いでした。DSM 5 では少し昇格し

るだろうと考えて婦人科に行ってしまい，少しおかしな

て，うつ病性障害の中の 1 つの疾患とされました。欧米

治療をされたりするようなこともあります。さらに，精

ではそのくらいポピュラーな疾患ですし，PMDD が精神

神科医の中でも PMDD の専門外来をやっているところは

-
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新薬くろ〜ずあっぷ 149

ニュープロパッチ 2.25mg，4.5mg，9mg，13.5mg（ロチゴチン）

ニュープロパッチ 2.25mg, 4.5mg,
9mg, 13.5mg
（ロチゴチン）
梅村 拓巳，鷹見 繁宏
後藤 伸之
名城大学薬学部医薬品情報学研究室

公立陶生病院医療技術局薬剤部

Point
◆ パーキンソン病患者において，日中の運動能力および日常生活動作とともに，早朝の運動能力
およびパーキンソン病に伴う睡眠障害を改善する。
◆ 中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群患者において，夜間・日中の下肢異常感覚
など，さまざまな症状を改善する。
◆ 1 日 1 回貼付の経皮吸収型製剤であるため，食事の有無および食事時間に配慮する必要がなく，
経口薬で治療が困難な患者に対しても治療が容易である。
◆ 重大な副作用が認められた場合，貼付した製剤を除去することで容易に投与を中止でき，副作
用の重篤化を回避することができる。

特徴

ならず，介護者のQOLにも影響すると言われている 1）。こ
れは夜間や早朝に治療薬の血中濃度が低下してくること

1．パーキンソン病

が原因の 1 つである。これらの問題点を改善する方法と

パーキンソン病は中脳黒質線条体のドパミン神経が変

して，近年ではパーキンソン病に対して continuous drug

性・脱落することによるドパミンの欠乏が主な原因であ

delivery（CDD）による持続性ドパミン刺激（continuous

る。パーキンソン病の症状は振戦，無動，固縮，姿勢反

dopaminergic stimulation；CDS）の概念が重要視され，

射障害などの運動症状と，自律神経系症状，精神症状，

徐放性の経口ドパミンアゴニストとしてプラミペキソー

睡眠障害などの非運動症状に分類される。病状の進展に

ル（ミラペックス LA 錠）やロピニロール（レキップ CR 錠）

伴い薬剤の種類，用法・用量の変化など投与スケジュー

などが上市されている。

ルが複雑になってくることから，服薬アドヒアランスが
低下することが薬物治療における問題点の 1 つである。

2．レストレスレッグス症候群

また，主に L-dopa 製剤などのパーキンソン病治療薬を

レストレスレッグス症候群（restless legs syndrome；

長期間用いることによって，薬効時間が短縮し，薬剤服

RLS）はむずむず脚症候群とも言われ，下肢を中心とした

用後数時間を経過すると効果が消退する wearing-off 現

異常感覚により耐え難い運動欲求が生じ，異常感覚の発

象，薬剤の服薬時間に関係なく症状が良くなったり（on）
，

現が夕方から夜間にかけて強くなることから，入眠困難

突然悪くなったり（off）する on-off 現象，薬剤過剰によ

を来す感覚運動障害である。RLS には原因が特定できな

り起こる不随意運動であるジスキネジアなどの運動合併

い特発性（1 次性）と透析患者や妊娠，パーキンソン病，

症が発現するようになる。

抗精神病薬使用などが原因となる 2 次性がある。RLS の

さらに，これまで見過ごされがちであった夜間の睡眠

発症原因はまだ十分に解明されていないが，視床下部後

障害，早朝の覚醒障害においては，患者本人の QOL のみ

部のドパミン作動性細胞群の機能低下によるドパミンの
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▶▶持参薬のチェックは入院時だけではなく，退院時も！

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊 がゆく
第 35 回

持参薬のチェックは入院時
だけではなく，退院時も！
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：パーキンソン病の治療薬が出た。でも何か違う

●

ケース 2：持参薬のチェックは入院時だけではなく，退院時も！

●

ケース 3：患者にとってワーファリンは赤い薬

ケース1

パーキンソン病の治療薬が出た。
でも何か違う

Rp.2

発生場面は？
カテゴリー①

他院での精神科処方薬，処方オーダ／印字出力

処方設計・チェックと治療のチェック

1錠
1日1回

プルゼニド錠 12mg

処方内容は？
患者：70 歳代の女性，脳神経外科クリニックからの
処方オーダ／印字出力

1日1回
リスパダール錠 2mg
アキネトン錠 1mg

メネシット配合錠 100

1日3回
カバサール錠 0.25mg
カバサール錠 0.25mg

朝食後

14 日分

朝夕食後

14 日分

7 日分
Rp.3

朝食後

7 日分

アダラート CR 錠 20mg

1錠

1日1回
朝食後

7 日分

オルメテック錠 20mg

就寝前

朝食後

35 日分

朝食後

35 日分

1錠
1日1回

0.5g
1日1回

就寝前

2錠

1錠
1日1回

14 日分

他院での内科処方薬，処方オーダ／印字出力

2錠
1日1回

就寝前

21 日分

1錠
1日1回

カバサール錠 1.0mg

毎食後

14 日分

2錠

1日2回

1.5 錠

就寝前

1錠

1日1回

Rp.1

アローゼン顆粒

レボトミン錠 25mg

21 日分

※カバサール錠は漸増処方
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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

消化器症状メイン型

症候学
■

何だか胃のあたりがむかむかして

第7回

消化器症状メイン型

■

何だか胃のあたりがむかむかして
手稲渓仁会病院

総合内科・感染症科

岸田 直樹

はじめに
前回は消化器症状メイン型で特に下痢症状が強い場合について確認しました。急性の下痢で最も多い原因はウ
イルス性の急性胃腸炎で，脱水が強くなければ医療機関を受診してもできることはそれほどなく，かぜ同様，セ
ルフケアでの対応が大切な疾患です。また，胃腸炎でも受診勧奨すべきタイミングとして，症状が強い場合や脱
水が強い場合，血便がある場合などがあり，それらを判断する方法についても確認しました。また，ウイルス性
胃腸炎のウイルスを的確に同定することはかぜ同様，医療機関でも難しく，基本的には臨床診断になることから，
ウイルス性胃腸炎と言ってもよい自然経過とはどのような場合かについても確認しました。
さて，今回は消化器症状でも嘔気・胃のむかむか感を訴える場合について考えてみましょう。実は吐き気止め
としての市販薬はありません（抗ヒスタミン薬による乗り物酔いの吐き気止めはあり）が，胃から来るむかむか感
であれば健胃薬でもよいかもしれません。しかし吐き気という訴えはとても難しいという考えが重要です。実際の
症例から考えてみましょう。

薬局に 20 代前半の女性が「胃のあたりのむかむか感がある
ので薬が欲しい」と言ってやってきました。
患

者：胃がむかむかして…。何だかだるいし何か薬もらえますか？

薬剤師：それはおつらいですね。いつからあるのですか？
患

者：1 週間くらい前からです。

薬剤師：そうですか，それは大変ですね。むかむか以外の症状はありませんか？
患

者：ちょっとだるくって微熱があるのかな？

熱っぽいかもしれません。

薬剤師：そうですか。おなかが痛いとか下痢はありますか？
患

者：胃のあたりが痛いというか重い感じですね。下痢はありません。

急性の経過ですが胃腸炎
にしては経過が長いです
ね。
熱があると感染症でしょ
うか？

薬剤師：熱は何℃くらいですか？
患

者：熱は，測ってません。

薬剤師：そうですか。以前，似たようなことはありましたか？

ストレスが多いと

なりやすいとか…。
患

者：うーん，まあストレスは多いですけど…。似たようなことはなかったかな？

非感染性の胃炎や胃潰瘍
であれば，以前にも似た
ような症状があったはず
です。

➡ さて，この患者さんは「胃腸炎」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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口腔内崩壊錠の崩壊性に関する製品間比較
─官能試験によるマウスフィールの評価
倉田 なおみ，村山 信浩，中村 明弘

昭和大学薬学部薬物療法学講座薬剤学部門

はじめに
1997 年に日本初の口腔内崩壊錠（ガスター D 錠）
，速崩
壊錠（エチゾラム錠「EMEC」
）などが上市された。2005 年
には大手製薬企業の主力商品（アリセプト，タケプロン，

①水とともに服用した時の先発／既存製剤との同等性
試験結果
②水なしで服用した時の先発／既存製剤との同等性試
験結果
③口腔粘膜からの吸収性の有無に関する資料

ハルナールなど）に口腔内崩壊錠が適用されるようにな
り， その後も毎 年 多くの口 腔 内 崩 壊 錠が発 売され，
2011 年 7 月には先発医薬品 33 製品，後発医薬品は 116 製
1）

品となった 。2011 年 4 月には，第十六改正日本薬局方

口腔内崩壊錠の崩壊時間に関する定義
第十六改正日本薬局方において「口腔内崩壊錠は，口

製剤総則が大幅に改正されて口腔内崩壊錠が初めて掲載

腔内で速やかに溶解または崩壊させて服用できる錠剤で

された。

ある」と定義された 。しかし，その崩壊性については

3）

最近は先発品の特許が切れると，多くの製薬企業から

「適切な崩壊性を有する」とされているのみで，具体的な

同一成分の口腔内崩壊錠が発売されている。口腔内崩壊

崩壊時間については定義されていない。一方，米国食品

錠というとどこの製品であってもその崩壊性は変わらな

医薬品局（FDA）のガイダンス では，崩壊試験法におい

いようなイメージを抱くが，その崩壊時間はどこにも明

て 30 秒より短い崩壊時間という目安を示している。

4）

示されていない。
本稿では口腔内崩壊錠に関して概説し，さらにアルツ

口腔内崩壊錠の製造方法

ハイマー型認知症治療薬ドネペジル塩酸塩の製剤処方お
よび製法の異なる口腔内崩壊錠についてヒト官能試験を

口腔内崩壊錠の製造方法による技術分類には，液体乾

実施して，口内での崩壊時間やマウスフィールに関する

燥法（鋳型錠型），湿潤粉体成形法（湿製錠型），乾式打

製剤間比較を行ったので報告する。

錠法（一般錠型）などがある（表 1）。
液体乾燥法（鋳型錠型）は，PTP シートに薬物・賦形

口腔内崩壊錠の申請条件

薬の溶解液あるいは懸濁液を直接入れて凍結乾燥あるい
は低温通風乾燥により製する。水分が乾燥して空隙がで

既存の有効成分を口腔内崩壊錠として申請するにあた

きるため，空隙率が高く水が浸透しやすくなり崩壊が極

り，以下が必要であり，口腔内崩壊錠とするには水で飲

めて速い。一方で非常にもろく，取り扱いには注意が必

んでも水なしで飲んでも体内動態が同等で，口腔粘膜か

要となる。

2）

ら吸収されないことを示す 。

湿潤粉体成形法（湿製錠型）は特殊な打錠機を用いて製
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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8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8回

エルロチニブ塩酸塩を含む処方せん
日本臨床腫瘍薬学会

処方せんから考えてみよう

編

野村 充俊

東邦大学医療センター大橋病院薬剤部

ようになりました。これまではエルロチニブ塩酸塩のみ
の処方でしたが，今回よりミノマイシン錠（ミノサイクリ

患者は，65 歳の女性。来局は 4 回目です。これまでの
薬歴とお薬手帳から肺がんでありほかに服用している薬
はないことがわかっています。
タルセバ錠（エルロチニブ塩酸塩）は，初回と 2 回目来
局時に 14 日分，前回の来局 3 回目より 28 日分処方される
a

1

ン塩酸塩）とアンテベート軟膏（ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル）が追加されています。
患者にはこれまで目立った皮疹などなく，今回も一見，
変わりはなさそうです。
ここで，「 a ：処方せんから得られる情報／推測でき

添付文書情報

効能・効果：切除不能な再発・進行性で，がん化学療法施行後に増
悪した非小細胞肺がん
用法・用量：通常，成人にはエルロチニブとして 150mg を食事の 1 時
間以上前または食後 2 時間以降に 1 日 1 回経口投与する。
なお，患者の症状により適宜減量する。
重大な副作用：間質性肺疾患，発疹，肝炎・肝障害，重度の下痢，
急性腎不全，皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・
ジョンソン症候群）
・中毒性表皮壊死融解症，消化管
穿孔・消化管潰瘍，角膜穿孔・角膜潰瘍
副作用：皮膚乾燥・皮膚亀裂，爪囲炎，結膜炎など
重要な基本的注意（抜粋）
：
・本剤の副作用について患者に十分に説明すること。
・間質性肺疾患，発疹，下痢，角膜潰瘍などの副作用が現れること
がある。またこれらの副作用の増悪が疑われた場合は医療機関を受
診するよう指導する。
・間質性肺疾患が現れることがあるので初期症状を十分に観察するこ
と。
・肝障害が現れることがあるので定期的に肝機能検査を実施するこ
と。
併用注意：CYP3A4 阻害剤・誘導剤，ワルファリン，タバコなど
効能・効果：各種感染症，炎症
用法・用量：初回投与量を 100 〜 200mg とし，以後 12 時間ごとある
いは 24 時間ごとにミノサイクリンとして 100mg を経口
投与する。
副作用：腹痛，悪心，食欲不振，めまい感など
併用注意：ワルファリン，SU 剤など
効能・効果：湿疹・皮膚炎など
用法・用量：1 日 1 〜数回，適宜患部に塗布する。
副作用：毛囊炎，ざ瘡様皮疹など

※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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〈65 歳，女性：来局 4 回目，肺がん〉

処

タルセバ錠 150mg

ミノマイシン錠 100mg

アンテベート軟膏 0.05%

方

エルロチニブ塩酸塩を含む処方せん

ること」，「 b ：わからないこと」を整理してみましょう。

②ステロイド軟膏の処方意図は？
・患者の見た目からでは，ステロイド軟膏を必要とする

a
a

1

ような皮膚症状はうかがえません。どのような副作用

処方せんから得られる情報／
推測できること

のために出たのでしょうか？
③ステロイド軟膏の使用部位は？

：処方せんに記載されている医薬品について，添付

・処方せんには 1 日 2 回としか書いておらず，使用部位や

文書などから情報を得ることができます。
a

2

b

：処方せんと a

1

使用方法が不明です。

から推測できることを挙げます。

④ミノサイクリン塩酸塩の処方意図は？
・一般的な皮膚科領域ではにきびなどに用いられること
が多いのですが，今回は見た目にはにきび様の皮疹は

わからないこと

確認できず処方意図は不明です。
推測は推測でしかありません。わからないことをまと

c

めてみましょう。

患者にヒアリングすること

①副作用の状況は？
・来局 4 回目で，薬歴よりタルセバ開始から 8 〜 12 週間

わからないことでも，患者に聞けばわかることがたく

程度経過していると推測されます。これまで特に支持

さんあります。 b で挙がった疑問について整理しておき

療法薬などは処方されておらず，また今までの来局時

ましょう。

に患者から副作用の訴えなどもありませんでした。こ
①服用状況と副作用状況

の時期に新たに出現する副作用があるのでしょうか？

「タルセバの服用を開始して 2 カ月ほど経ちますが，
お加減はいかがですか？

せ

ん

タルセバ以外のお薬が

今回初めて追加されているようですが，何か副作
用が出てきていますか？」
□□病院 外科

1回1錠
1日1回

朝食後 2 時間

1回1錠
1日2回

朝夕食後

10g
1日2回

2本

28 日分

a

2

推測できること

皮膚の炎症？ エルロチニブ塩酸塩の副作用？
・ステロイド軟膏が処方されていることから何らかの皮膚の症状が出
現していることが推測されます。添付文書からもエルロチニブ塩酸
塩を服用していると皮疹出現のリスクが高いことがわかります。

28 日分
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目
ウロコ
の の
目から
ウロコ
から
17 17
調剤技術
調剤技術

在宅患者への服薬支援
なのはな調剤薬局

大平 美保子

2012 年版高齢社会白書（内閣府）によると，65 歳以上の高齢者のいる世帯は増え続けており，2011 年現在で
世帯数は 1,942 万世帯，全世帯の 41.6％に上っています。3 世代世帯は減少傾向である一方，単独世帯，親と
未婚の子のみの世帯は増加傾向にあり，また，夫婦のみの世帯が最も多く 3 割を占めており，単独世帯と合わせ
ると半数を超えています。このような状況の中，高齢者にとって処方薬を用法通りに服用，使用することは至難
の業と言えます。今回は，在宅の現場で当グループが行っている服薬支援の工夫をご紹介します。

服薬支援の基本

誤しながら個々の患者に合った最善の方法を探り，実践
していきます。

高齢者が増加し，独居や老老介護，認認介護の世帯も
増加する昨今，高齢者に用法通りに服薬してもらうこと

当グループでは，患者の状態が軽度な順に，次のよう
なことを基本的な服薬支援として行っています。

は，非常に難しい問題です。実際に在宅の現場に行くと，
残薬の山にはいつも驚かされます。
服薬支援という観点から最も重要なのは，服薬状況を
把握し，医薬品の保管場所や方法が服薬との関係で適切

①一包化
②服用時点ごとに区分けしたお薬ケース〔「おくすり番Ⅱ
型」
（吉川化成）〕に一包化せずに入れる（図 1）
。

になされているかを見極めることです。そのうえで残薬

③一包化薬に氏名，服用時点を印字する（図 2）
。

の整理と服薬コンプライアンスの問題点を探り，試行錯

④一包化薬の包装を服用時点ごとに色分けし，同様に色
分けした薬袋にそれぞれ入れる（図 3）
。
⑤曜日ごとに区分けしたお薬カレンダーや薬箱に，一包
化薬をセットする。
⑥服用時点ごとに色分けし，曜日ごとに区分けしたお薬
カレンダーや薬箱に，同様に色分けした一包化薬を

図1

服用時点ごとに区分けしたお薬ケース
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図2

氏名，服用時点を印字した一包化薬

第2回
イマチニブメシル酸塩（1）
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イマチニブメシル酸塩
（1）
医薬情報研究所／エス・アイ・シー

国重 敦子，堀 美智子

抗がん薬の処方を薬局で受けることが多くなってきました。ただ，多くなったとは言え，その薬局が
受ける患者数は限られており，ある抗がん薬が処方されているのは 1 人の患者だけということもありま
す。きちんと勉強しなければと思いながらも，なかなか落ち着いて調べたりできずに，最低限の添付文
書情報で，何とか対応するといったこともあるのではないでしょうか。
また，抗がん薬は高額で患者さんの負担も大きく，クレジットカードでの対応がなされない薬局もあ
ります。これらにさまざまな要因が重なってでしょうか，抗がん薬に限って，院外処方せんの発行を取
りやめる病院の事例を耳にすることがあります。これは，保険薬局での抗がん薬の調剤の意味が大きく
問われているように思えます。そこで，今回と次回の 2 回に分けてチロシンキナーゼ阻害薬であるイマ
チニブメシル酸塩を例に，分子標的薬の概要や，高額医療費の患者負担の問題などを考えてみたいと
思います。

1.
2.
3.
4.

イマチニブメシル酸塩で治療を受けている患者負担は
チロシンキナーゼの働きは
イマチニブメシル酸塩が適応となっている疾患は
イマチニブメシル酸塩に対する耐性への対応は

【次号】

1.

●

イマチニブメシル酸塩の臨床効果は

●

イマチニブメシル酸塩の副作用は

●

イマチニブメシル酸塩の相互作用は

●

イマチニブメシル酸塩の中止はどうする

●

イマチニブメシル酸塩が処方されている患者へのお薬手帳の記載は

●

患者指導用シート

イマチニブメシル酸塩で治療を受けている患者負担は

イマチニブは，チロシンキナーゼ阻害薬の 1 つで，が
ん細胞の受容体型チロシンキナーゼを阻害することで，
細胞内の異常なシグナル伝達を抑制し，抗腫瘍作用を発

現する。抗体製剤などに対し，低分子の分子標的薬と呼
ばれる。
イマチニブ（グリベック錠 100mg）の薬価は 1 錠 2,749 円
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