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特集

高血圧症治療薬 
─医師の処方を読み解く

　高血圧が厄介なのは，自覚症状が何年もないままに経過し，病状が出るころには脳卒中，
虚血性心疾患，腎不全など合併症を併発してしまうことでしょう。一方，高血圧症治療薬
を飲んでいながらもコントロールの悪い患者は多数いると言われています。剤数が増えてい
くごとにコンプライアンスが悪くなるという発表もされていますが，まずは患者自身が服用
を継続することの重要性を認識するためにも，薬剤師が積極的に関わることが求められるの
ではないでしょうか。
　今月号では，選択肢が多く，ARBブーム・合剤ブームにある降圧薬の中から，病態に合
わせてどのように処方が決定されるのか執筆をいただきました。

高血圧の病態知識と薬剤別の使い分け極意　……14
配合剤はこう使う　……26
薬剤師が医師と共同して行う高血圧症患者の服薬指導と治療管理　……34
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カルシウム拮抗薬 

1．特徴
　バイエルのBossertとVaterが，冠
血管拡張薬の研究の中から Bay a 
1040（ニフェジピン）を発見し，狭
心症の薬剤として開発した。その
後，日本の学者により顕著な降圧効
果が確認され，降圧を示しながら冠
血流量を増加させる薬剤として臨床
に使われるようになった。すなわち
カルシウム拮抗薬の最大の特徴は，

「抗狭心症作用を持った降圧薬」と
いうことである。カルシウム拮抗薬
は，その構造の違いによって大きく
3つに分類される。1つは，「血管選
択性の高い」ジヒドロピリジン系で
ある。高血圧治療ではこのタイプを
用いることがほとんどで，その中で
もさまざまな特徴を持ったカルシウ
ム拮抗薬が存在する。2つ目は，「血
管拡張作用はマイルドで，冠攣縮抑
制作用の強い」ベンゾチアゼピン系

（ジルチアゼム）である。3つ目は，
「心臓の刺激伝導系抑制作用の強い」

フェニルアルキルアミン系（ベラパ
ミル）である。高血圧症，異型狭心
症，頻脈性不整脈などで使い分ける。
　カルシウムチャネルは細胞膜上に
存在し，L，T，N，Pなどの多数の
サブタイプが存在するが，基本とな
る薬理作用はL型カルシウムチャネ
ルを介したカルシウム流入の抑制で
ある。血管平滑筋を直接的に弛緩す
るため，降圧効果は強力であるが，避
けられないのが反射的な交感神経の
活性である。そのため，初期の短時
間作用型カルシウム拮抗薬は，冠動

高血圧症治療薬─医師の処方を読み解く
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　高血圧は，心血管系疾患の大きなリスクファクターの1つである。日本高血圧学会による高血圧治療ガ
イドライン2009（JSH2009）では，わが国の高血圧患者は約4,000万人と推定されており，高齢化に伴
い患者数は増加することが考えられる 1）。そして降圧薬治療は，心血管病の発症と死亡率を明らかに低下
させることが示されている。24時間にわたる厳格な降圧は，今後さらに大切になってくると思われる。日
本高血圧学会のJSH2009発表後も，次々に臨床試験のエビデンスや新しい治療法などが報告され，臨床
高血圧学の進展はさらに著しく，来年には新しいガイドライン（JSH2014）が発表される予定である。
　ところで，高血圧治療で最も大切なのは「生活習慣の改善」である。2013年6月にイタリアのミラノで
開催された第23回欧州高血圧学会で，欧州高血圧管理ガイドライン2013（ESH-ESC 2013）が発表さ
れたが，そこでは食事や運動などの生活習慣への介入がこれまで以上に重要視されている 2）。減塩ができ
ず過剰な食塩を摂取したまま，あるいは運動不足，過食などにより太ったままの状態では，どのように降
圧薬を組み合わせても血圧コントロールが難しいことは，実際の臨床でよく経験することである。降圧薬
を高血圧治療の中心に置くのではなく，あくまでも基本は「生活習慣の改善」であることを常に心がけるこ
とが大切である。
　さて，本稿ではそのことを踏まえたうえで，各降圧薬の特徴と使い方をまとめてみる。本質的には降圧
療法のメリットは降圧そのものにあるが，各降圧薬の特徴を知って処方できれば臨床の幅は広がると考え
られる。
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配合剤の必要性─単剤
併用との違いを明瞭に

　降圧薬の配合剤に関する論文では，
降圧薬の併用療法の必要性が議論さ
れることが多いが，「単剤の併用」と「配
合剤」は異なる視点での考え方が必要
である。併用療法という点では共通
であるが，配合剤が「降圧薬単剤の併
用」と比較し，どのようなメリットが
あり，あるいはデメリットがあるかを
はっきり認識することが大切である。
2薬剤の相加・相乗効果や，副作用の
軽減への期待だけであれば単剤の併
用でもよく，配合剤を使う理由には
ならない。それらの理解が配合剤を

効果的に使用するために必要である。
　配合剤の究極はポリピル（スタチ
ン，アスピリン，葉酸，降圧薬3種
類の配合薬）であり，2003年にWald
らによって報告された1）。心臓病と
脳卒中の予防のために，各薬剤を通
常用量の半分ずつ集めて1剤にし，
全く新しい予防法としようという意
向はわかりやすい。降圧薬の配合剤
は予防でない。したがって，適応症
例を見極めることが大切である。

配合剤の特徴─
メリットを考える

　現代社会では，過剰な食塩摂取や

過食，運動不足などによる肥満，メ
タボリックシンドロームの合併など
が増え血圧コントロールが困難で 
あることが多い。生活習慣の改善と
ともに，降圧薬治療の重要性も増し
ている。一般に，降圧薬の併用薬剤
数が多くなるほど，降圧効果は強く
なる（図1）2）。通常量のARBで血圧
コントロールが不十分な2型糖尿 
病合併高血圧患者を対象に，ARB
増量群とアムロジピンを併用した群 
で早朝家庭血圧の低下を比較した
ADVANCED-J研究では， カルシ
ウム拮抗薬との併用群の方が有意に
血圧は低下した3）。同様に，高齢者
ハイリスク高血圧患者を対象とした

高血圧症治療薬─医師の処方を読み解く

国際医療福祉大学塩谷病院，国際医療福祉大学三田病院内科　佐藤 敦久
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図1　 主な高血圧研究で使用された降圧薬の剤数と，拡張期血圧の変化の相関

降圧薬の数が増えれば，それに並行して有意に拡張期血圧が低下する
〔Elliott WJ：Is fixed combination therapy appropriate for initial hypertension treatment?. Curr Hypertens Rep, 

4（4）：278-285, 2002より引用〕
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高血圧症治療管理の問題
を発見し，服薬支援を行
うためのSOAP

　薬局における高血圧症患者個別へ

のファーマシューティカルケアの実
践のためには，高血圧症患者の服用
上の問題点を発見し，解決できる医
薬品適正使用管理能力，患者教育能
力を持つことが大切である。その実

践記録として，SOAPという薬歴の
記録方法があるが，服薬指導の場面
においても，以下のSOAPの考え方
に沿って，自覚症状，生活習慣，服
薬状況，処方監査，検査値の収集，

高血圧症治療薬─医師の処方を読み解く

フローラ薬局　篠原 久仁子

薬剤師が医師と共同して 
行う高血圧症患者の 
服薬指導と治療管理

特集

フローラ薬局 篠原 久仁子

　日本において高血圧症患者は約4,000万人で，40～70歳のうちの約半数が高血圧症と言われる。医薬
分業率が約65％に進展した現在，薬局で高血圧症患者の調剤・服薬指導に関わる機会は多い。しかし，
自覚症状がないことも多く，放置・進行すると，脳卒中や認知症，心筋梗塞，心不全，腎不全などの合併
症を併発してしまう。結果的に在宅慢性疾患高齢者の増加と他科受診による相互作用・重複投与のリスク
が増え，最近では配合剤の処方増加や一般名処方，後発医薬品の処方増加による重複成分のリスクも加わ
るなど，高血圧症治療の新たなリスクが生じている。さらに処方の長期化が進む中で，残薬の無駄や服薬
の自己管理が困難な問題を抱える認知症患者や在宅高齢者が増えている。服薬状況が不良あるいは不明な
点と家庭血圧が不明な点が，効果の優れた降圧薬が増えた現在でも，血圧管理を困難にさせている。昨年
の診療報酬改定では，透析予防管理加算が新設されるなど，高血圧症管理とその合併症の1つである腎不
全の予防・治療管理が重要視されている。
　そのため薬局は，地域の医療提供施設として機能するべく，高血圧症と合併症を持つ地域住民への早期
介入や重症化予防への取り組む必要がある。調剤の概念も変化し，「調剤指針第13改訂」には，「薬剤師
が専門性を活かして，診断に基づいて指示された薬物療法を患者に対して個別最適化を行い実施すること
をいう。また，患者に薬剤を交付した後も，その後の経過の観察や結果の確認を行い，薬物療法の評価と
問題点を把握し，医師や患者にその内容を伝達することまでを含む」とされている。
　すなわち薬局薬剤師は，単なる調剤室内での狭義の処方せん調剤に終わらず，服薬指導後も患者の薬物
治療に医師と共同で責任を持ち，服薬意義の患者教育，在宅に出向いて服薬状況の把握や併用薬，健康食
品摂取等の確認，家庭血圧，脈，血糖自己測定のチェックといったフィジカルアセスメントなどを活かし
た薬の効果・相互作用・副作用の評価を行い，医師に処方日数の削減や処方提案を行える共同薬物治療管
理（collaborative drug therapy management；CDTM）能力が求められる。さらに，薬剤師が予防
啓発や地域住民の健康相談に対して減塩などの生活指導や受診勧奨の必要性も選別できる臨床トリアージ
能力，地域の保健・医療，介護職種らとの連携能力などが必要と考える。
　今回は，医師と薬剤師が共同で薬物治療に取り組むために，日本アプライド・セラピューティクス学会
で作成した高血圧症治療管理のためのSOAPマスターファイル 1, 2）（図1）の治療管理の考えに沿って，薬
局で実践している高血圧症治療管理支援の取り組みを紹介する。
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併用薬から，服薬上の問題はないか，
アセスメントするのに必要な患者イ
ンタビューと検査値などを収集し，
患者教育を行う。その後も，患者の
リアクションや在宅の服薬管理状況
から，服薬を理解し，服用習慣，生
活習慣が改善できているかを再評価
し，患者支援を行う。必要に応じて
医師に患者情報のフィードバックや
相互作用の回避のための疑義照会や
処方提案を行う。
　S（主観的情報）：患者情報の把握

（患者インタビューからの効果，
副作用の自覚症状，服薬状況の
把握，食事・睡眠・喫煙・飲酒
などの生活習慣の把握）

　O（客観的情報）：処方薬の用法・
用量，併用薬，血圧，HbA1cほ
か病状を把握するデータ

　A（アセスメント）：薬効・副作用・
相互作用・治療上の問題評価

　P（プラン）：服薬上の問題発見と
解決のための情報提供（患者自
身が自分の病状と正しい食事・
運動・服薬習慣を理解し，個々
のライフスタイルに無理なく，
正しく実践できるよう服薬支援）

　R（リアクション）：患者の反応，
指導後の評価（薬剤師の服薬指
導が患者の行動変容，薬の適正
使用につながったか）

　以下，高血圧症治療管理のSOAP
に沿った解説を述べる。

1． 高血圧症治療管理のための
S（患者情報）

（1）血圧の上昇，低下に伴う自覚症状
　頭痛，首・肩こり，ふらつき，動
悸など高血圧症の自覚症状はないこ
とが多いが，これらの症状を訴える

場合は，血圧の上昇が起こっていな
いか確認する。また降圧薬が新規に
開始，追加された後，効き過ぎや起
立性低血圧の副作用による立ちくら
みなどが起こっていないか確認する。

（2）服薬状況の把握
　服薬状況に問題なく正しく服用で
きているか，薬の名前や服用の意味
や服用方法の理解を確認するには，

「飲んでいますか」という閉じた質問
では，「はい」と答えてしまいがちで
ある。どのくらい余っているか，ど
のように飲んでいるかを聞き，確認
するようにする。また降圧薬への不
安などがないか，治療の受け止め方
も把握する。
　高齢者やパーキンソン病患者など
では，嚥下能力も把握する。在宅で
は，唾液の空嚥下とパルスオキシ
メーターによる嚥下のスクリーニン
グテストも可能である。単に医師の
粉砕指示による調剤ではなく，患者
の嚥下状態を把握し，薬が嚥下でき
ない場合には，粉砕や脱カプセルに
よる投与や簡易懸濁法など適切な投
与方法であるか，検討する。
　認知症の患者は，その場の会話で
は理解していても，自宅に帰ってか
ら忘れたりわからなくなることも多
い。「薬をもらっていない」，「薬が
なくなった」などの訴えが見られる
ようになった時は，カウンターでの
服薬指導による服薬状況の把握は困
難なため，在宅での服薬管理状況を
把握し，在宅での服薬支援の必要性
を検討する。

（3）ライフスタイルの把握
　生活習慣に問題がないか，塩分の

多い食事内容（みそ汁，漬物，麺類，
すし，ソーセージ，干物，梅干しな
ど），睡眠，喫煙，飲酒などの血圧
上昇に影響するライフスタイルを把
握する。

（4） 副作用の早期発見につながる自覚
症状の把握

　副作用の可能性がある自覚症状（カ
ルシウム拮抗薬の頭痛，動悸，ACE
阻害薬の空咳，サイアザイド系利尿
薬の光線過敏症の日焼け，β遮断薬の
低血糖症状など）がないか確認する。

2． 高血圧治療管理のための 
O（客観的情報）

（1）診察時血圧と家庭血圧の把握
　高血圧患者のリスク層別化に照ら
して，糖尿病や慢性腎臓病（CKD）
などの危険因子とリスク因子を評価
する。危険因子に応じた降圧目標を
把握し，目標に応じた血圧であるか
確認する。薬の効果を評価するため，
血圧コントロール状況を把握する。
その際，家庭血圧と診察時血圧に開
きがある場合（5mmHg高くなる）に
は白衣高血圧が疑われるので，家庭
血圧の測定と正しい測定方法を啓発
する。それが困難な在宅高齢者で
は，訪問服薬指導の必要性を医師に
伝え，薬剤師が測定した家庭血圧な
どの検査値を把握し，服薬開始後の
効果や副作用のチェックを行い，次
回診察時の処方支援へと活用できる
ようフィードバックする。

（2）降圧薬の組み合わせ
　降圧効果や早朝高血圧などの出現
に応じた降圧薬の選択，組み合わせ
を把握し，患者に組み合わせの意義



 睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン─出口を見据えた不眠医療マニュアル─

57調剤と情報  2013.9（Vol.19 No.9） （1185）

不眠症状イコール不眠症ではない

─今回は「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガ
イドライン─出口を見据えた不眠医療マニュアル─」の
中から，不眠症や睡眠薬の使い方などの概要をぜひ教え
ていただきたいと思います。漫然と睡眠薬を処方されて
いる患者を見ている薬剤師にとっては，この「出口」とい
う言葉はとても気になるところなのではないでしょうか。
では，実際に不眠という症状を持っている方はどのくら
いいらっしゃるかといったところから教えていただけま
すか。
三島　先進国だと，どのような調査でも不眠症状を持っ
ている人というのは，その頻度にもよりますが大体30～
40％と言われています。不眠症状とは，寝つきが悪い，
夜中に目が覚めて2度寝ができない，もしくは朝早く目
が覚めてしまう，熟眠感がない─といったことになり
ます。ただし，不眠症状があるだけでは不眠症とは言え
ません。医療機関での治療が必要な不眠症の定義に当た
る人というのは，不眠症状があって，かつ不眠症状のた
めにさまざまな身体的，もしくは精神的なトラブル，問
題が出ている方とQOLの障害がある方ということになり
ます。結果的に不眠症の有病率は10～11％ぐらいと言わ
れます。
　具体的な症状としては倦怠感や眠気，集中力の低下，
不安や抑うつ，痛みが強くなるなどがありますが，不眠
が始まって1日や2日ではそういう問題は出てきません。
治療を必要とされるのは慢性不眠症の方が大部分で，「慢
性不眠」の定義はいくつかありますが，週に3回以上，か
つ1カ月以上持続していることが1つの目安です。
　私たちは2009年と，東日本大震災4カ月後の2011年
7月，さらに1年半後の2012年9月の3回，全国の層化
3段抽出法という国勢調査などに準じた方法で，対面式

ガイドラインガイドライン を

薬局店頭で活かす
ン

薬

睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン
─出口を見据えた不眠医療マニュアル─

第27回

三島 和夫
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

精神生理研究部
PROFILE

1987年　秋田大学医学部医学科卒業
1991年　同大学医学部精神科学講座入局
2000年　同大学助教授
2002年　米国バージニア大学時間生物学研究セン

ター，米国スタンフォード大学医学部睡眠
研究センター客員准教授

2006年　国立精神・神経センター精神保健研究所 
精神生理研究部部長

2010年　現職

調査を全国で行いました。不眠症の方は2009年が成人の
11％，震災4カ月後が倍の21％ぐらい，震災1年半後に
は11％弱に回復していました。普段は成人の約1割が不
眠症に罹患しているわけですが，災害や経済的問題など
大きなストレスがかかったりすると増加するなど，かな

Kazuo Mishima
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 ▶▶他医療機関の医師の処方内容を言いつけたと激怒した患者

（1203）

ケース1  クラリス過量投与に対して，
医師を過信して疑義照会をためらった

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：50歳代の男性。診療所の内科

Rp.

クラリス錠200　8錠

 1日2回　朝夕食後　7日分

ムコダイン錠500mg　3錠

 1日3回　毎食後　7日分

アスベリン錠10　3錠

 1日3回　毎食後　7日分

PL配合顆粒　3g 1日3回　毎食後　7日分

何が起こった？
　一度は上記処方のまま調剤し，患者に交付してし

まった。その後，クラリス錠（クラリスロマイシン）

1,600mg/日が過量であると考えられたため，疑義照

会を行ったところ，医師の処方意図は800mg/日であ

り，診療所の事務員による処方内容の入力ミスである

ことが判明した。

▶▶どのような経緯で起こった？

　患者インタビューから，患者は肺炎の初期症状を呈し
ているということがわかった。当該診療所の医師からは
これまで，クラリス錠が1,600mg/日の投与量で処方され
たことはなかった。患者は毎年同じ症状で診療所にかか
り，昨年は症状が長引いたことから，今年はクラリス錠
の投与量が多いのであろうと薬剤師は考えた。
　念のため，製薬メーカーにこのような大量投与の報告
があるかどうかを問い合わせた。その結果，海外で1例，
肺マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）
感染症に1,600mg/日で投与した例があることが明らかと
なった。そこで薬剤師は，疑義照会することなしに，
8錠/日（1,600mg/日）でクラリス錠を調剤し，患者に交
付した。
　薬剤師は，薬剤交付後，医療用添付文書上で適宜増減
とされているとは言え，処方間違いの可能性も否定でき

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

他医療機関の医師の処方内容を
言いつけたと激怒した患者

第36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：クラリス過量投与に対して，医師を過信して疑義照会をためらった

　　● ケース2：ワーファリン錠を割錠後に薬剤の色を見間違え，誤調剤発見できず

　　● ケース3：他医療機関の医師の処方内容を言いつけたと激怒した患者
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 疼痛編　頭痛　せっかくの週末なのに頭が痛くて

（1215）

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

■  疼痛編　頭痛  ■

せっかくの週末なのに頭が痛くて

第8回

　前回は消化器症状メイン型で特に吐き気・むかむか感が強い場合について確認しました。吐き気を来す疾患と
考えると多岐にわたります。特に多いのは急性胃腸炎の初期ですので，急性の経過の場合にはつい胃腸炎と言っ
てしまったり，やや慢性の経過の場合には健胃薬を販売してしまいがちです。しかし，最も多い原因である急性
胃腸炎にも，そう言ってよい時とよくない時があることを確認しました。これにより，急性胃腸炎として典型的
ではない場合には，仮に対症療法をするとしても注意するように指導ができると思います。また，慢性の経過で
も中高年では胃潰瘍だけではなく胃がんの可能性もあります（日本は世界的にも胃がんの多い国です）。急ぐこと
はないので薬局でひとまず対応していただく分には問題ないことが多いのですが，一度は消化器内科での精査を受
けるよう説明するのがよいでしょう。また，若い女性だと妊娠の可能性があります。100％否定できないようであ
れば，ぜひ妊娠検査薬を勧めてください。
　さて，今回は疼痛編として頭痛について考えてみましょう。痛みシリーズでも薬局に相談がある中で最も多いの
が頭痛でしょう。頭痛の原因として最も多いのは脳に病気のない1次性頭痛でいわゆる頭痛3兄弟と言われる片頭
痛・緊張型頭痛・群発頭痛であり，さらにそのほとんどは片頭痛と緊張型頭痛でしょう。しかし，そこには重篤
な疾患も隠れていることがあり注意が必要な主訴です。適切に病歴を取れることが重要です。では実際の症例を
もとに考えてみましょう。

はじめに

胃腸炎でも頭痛が出ても
よいですが，きちんと腹
痛・下痢がないかを確認
しましょう。

患者さんの雰囲気も察す
ることは重要ですね。ど
うしても聞きたい質問で
あれば「大切な質問なの
で」と前ふりをするとよ
いでしょう。

以前に似たようなことが
あれば，頭痛持ちのいつ
もの頭痛を疑いますね。

患　者：頭が痛くって…。せっかく週末で出かけようと思っていたのに，こんなん
じゃ出かけられないわ…。

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：今朝からです。
薬剤師：そうですか，それは大変ですね。ほかに症状はありますか？
患　者：ちょっと吐き気もして，1回吐いちゃいました。
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：それはないですね。
薬剤師：熱は何℃くらいですか？　熱はありますか？
患　者：熱ですか？　測ってませんが…ないと思います。早く痛み止めください。

ロキソニンSでしたっけ…。
薬剤師：あっ，わかりました，もう少しお話を聞かせてください。以前似たような

ことはありましたか？
患　者：時々あります。いたたたた…，早くしてよ。

薬局に30代前半の女性が「頭が痛くて薬が欲しい」と 
言ってやってきました。

➡ さて，この患者さんは緊急性のない頭痛として鎮痛薬を販売するだけでよいでしょうか？　
もっと聞くべきことはありませんか？　あなたはどのように対応しますか…？
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がん患者  服薬指導スタートアップ講座 第9回
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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

　推測は推測でしかありません。依然としてわからない
ことをまとめてみましょう。
①初回の服用か不明
　トラマドール塩酸塩カプセルは，通常，初回投与時は
1回25mgから開始し，4～6時間ごとの投与となります。
Tさんの処方せんでは1回処方量が50mg（1日処方量
200mg）ですので，初回投与ではない可能性があります。
　一方，プレガバリンは，初回1日150mgを1日2回に分
けて投与，その後1週間以上かけて1日300mgを1日2回
まで漸増します。Tさんの処方せんでは1日処方量が150 
mgですので初回投与量である可能性があります。
　以上より，今回，Tさんは初めて鎮痛薬を服用するの

処方せんから考えてみよう

　患者は40歳代半ばの女性（Tさん）で，初めての来局で
す。詳細な患者背景は不明ですが，患者は中肉中背（身
長155cm程度，体重50kg程度）です。
　処方せんから得られる情報は限られていますが，処方
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。
そして，患者と適切なコミュニケーションを取りながら，
処方背景や症候を推察することが重要です。
　まずは，Tさんの処方せんをもとに，「 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。

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

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

トラマドール塩酸塩カプセルと 
プレガバリンカプセルの処方せん

日本臨床腫瘍薬学会　編
昭和大学薬学部薬物療法学講座医薬情報解析学部門　加藤 裕久

第9回

〈40歳代半ば，女性：初来局〉

　　　　　　　　　　　　処　　方　　　　  　　　

トラマールカプセル50mg 
 

リリカカプセル75mg 
 

a 1  添付文書情報

効能・効果：非オピオイド鎮痛剤で治療困難な疼痛を伴う各種がん，
慢性疼痛における鎮痛。

用法・用量：1日100～300mgを4回に分割経口投与。1回100mg，
1日400mgを超えない。

使用上の注意：初回投与時，1回25mgから開始する。投与間隔は
4～6時間ごと。

妊産婦への投与：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には，治
療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与。

効能・効果：神経障害性疼痛，線維筋痛症に伴う疼痛。
用法・用量：（神経障害性疼痛）初回1日150mgを1日2回，その後

1週間以上かけて1日300mgを1日2回まで漸増。1日最高用量は
600mgを超えないこと。

使用上の注意：中止する場合，少なくとも1週間以上かけて徐々に減
量。腎機能障害患者では，副作用が発現しやすい。

重大な副作用：めまい（20％以上），傾眠（20％以上）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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か，継続して服用していたのかが不明です。
②腎機能が不明
　プレガバリンは，主に未変化体（83.9～97.7％）として
尿中に排泄されるため，Tさんの腎機能により処方量が
変更されている可能性があります。

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現在の痛みの状態
　まずはTさんに，現在の痛みの具合について聞いてみ
ましょう。その時に「開放型質問」（後述）で聞くことを
心がけましょう。痛みはいつからなのか，我慢できない
ような痛みなのか，しびれるような痛みなのかなど，具
体的な表現で聞き取りましょう。

薬剤師：「今回，痛み止めのお薬が2種類出ています。
痛みの具合についてお聞きしてよろしいですか？」
Tさん：「今回受診する前から，腰部がしびれるよ
うなピリッとする痛みがあります。今は我慢でき
ますが，だんだん痛みがひどくなっています」

　　　　　　　  　せ　　ん

昭和がん病院血液内科　昭和○子

a 2  得られる情報／推測できること

血液がんに伴う疼痛緩和治療
・ 処方せんの発行施設（がん専門病院）および診療科（血液内科）より，

Tさんは血液がんに罹患していること，処方薬よりがん性疼痛を訴
えていることがわかります。

電撃痛やしびれの緩和治療
・ プレガバリンが処方されていることから，Tさんは電撃痛やしびれ

などの末梢神経障害で苦しんでいる可能性があります。

がん性疼痛のコントロール？
・ トラマドール塩酸塩とプレガバリンが処方されていることから，が

ん性疼痛を弱オピオイドと鎮痛補助薬でコントロールしようとする
意図が推測できます。

・ ただし，副作用に対する予防薬が処方されていないことから，十分
に対処できているかをTさんに確認する必要があります。

1回1カプセル（1日4錠）
1日4回　朝昼夕食後および就寝前　14日分

1回1カプセル（1日2錠）
1日2回　朝夕食後　14日分

　具体的な痛みの症状が判明しました。「ピリッとする」
という表現から神経障害性疼痛も併発しているようです。
②初回服用か継続服用かの確認
　Tさんに，服薬状況を聞き出します。トラマドール塩
酸塩とプレガバリンの予想される服用量が違うことを意識
しながら，不安を与えることなく注意深く聞きましょう。

薬剤師：「今回，痛み止めが出されていますが，痛
み止めのお薬を飲むのは初めてですか？　もし続
けて飲まれているようでしたら，いつからお飲み
になっていますか？」
Tさん：「この2種類の痛み止めが出されたのは今
回が初めてです」

　
　Tさんは，トラマドール塩酸塩もプレガバリンも初め
て服用するようなので，服用量について医師，あるいは
病院薬剤師に疑義照会する必要があります。特にトラマ
ドール塩酸塩の服用量について問い合わせましょう。
③非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDS）の服用状況の確認
　通常，オピオイドとNSAIDsはよく併用されることか
ら，TさんもNSAIDsを服用しているかどうか，確認す
る必要があります。
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医薬品として局所的に有効な作用を示しながら，プロス
タグランジンが有する本来の多彩な全身作用をほぼ分離
した化合物である。プロストン化合物として最初の医薬
品はイソプロピルウノプロストンであり，緑内障・高眼
圧症治療用の点眼液として1994年に臨床に登場している。

便秘症の疫学と治療薬

　便秘はごく日常的なありふれた症状であるが，医学的

特徴

　アミティーザカプセル24μg（以下，アミティーザ）は，
わが国では約30年ぶりの新しい便秘治療薬として2012年
6月に「慢性便秘症」を効能・効果として製造承認を取得，
同年11月に発売された。海外では2006年に米国，2009年
にスイスにおいて「慢性特発性便秘症」（米国では2008年
に「便秘型過敏性腸症候群」が適応追加）で承認され，発
売されている。
　アミティーザは従来の便秘薬とは全く異なる新規の作
用機序で小腸に働きかけ，便に含まれる水分を増やし，
便を軟らかく移動しやすい性状にすることによって排便
を促す。臨床試験では速やかな効果の発現が見られ，服
薬開始1週間で自発排便回数が増加し，便の硬さや形が
改善され，長期投与においても効果が維持されている。
　アミティーザの有効成分であるルビプロストンは，プ
ロストンと総称される選択的かつ多様な生理活性を有す
る新しい機能性脂肪酸化合物の1つである（図1）。プロ
ストンはプロスタグランジン代謝物の類縁体ではあるが，

新薬くろ～ずあっぷ 150

◆  便秘薬は日常臨床で頻繁に処方されるが，それぞれに効果と副作用，習慣性と耐性などの問題
がある。

◆  ルビプロストンは従来の便秘薬とは全く異なる新規メカニズムに基づく慢性便秘症の治療薬で
ある。

◆  ルビプロストンは小腸粘膜上皮細胞に存在するClC-2クロライドイオンチャネル（以下，ClC-

2チャネル）を活性化し，腸管内への水分分泌を促進するため，便の水分量低下の便秘症に有
効である。

◆  ルビプロストンの薬理作用に基づくと考えられる下痢，悪心の副作用発現頻度が高い。

◆  ルビプロストンは，妊婦には投与しない，授乳婦には授乳を避けさせる注意が必要である。
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図1　 ルビプロストンの構造式

福山大学薬学部　大浜 修

アミティーザカプセル24μg
（ルビプロストンカプセル）



117調剤と情報  2013.9（Vol.19 No.9）

 薬局におけるテープ・包帯の選択

（1245）

用いる場合，ボチシートを患部の大きさに合わせて切っ
て使用します。当初は既製品のボチシートを処方しても
らっていましたが，使用する患者からボチが漏れ出てく
るなどの苦情が相次ぎました。
　そこで処方医とともに検討した結果，ボチの量を半分
にしたボチシートを薬局で作成することになりました。
　ボチシートの作成方法は，既製品に倣って，まずリン
ト布にボチを乗せ，その後，軟膏ヘラを使用して均一に
ならし，最後にガーゼをかければ完成です。ただ，これ
を実際やってみると，まず，ボチを均一に延ばすことが
とても難しいのです。軟膏ヘラを使って延ばす行程でリ
ント布がよじれてうまく延ばすことができず，軟膏を広

薬剤師が医療材料を選択する意義

　薬事法では医薬品あるいは化粧品のほか，医療材料を
含む機器への関与も薬剤師に求めています（図1）。
　医療材料の種類は多く，使用部位や用途などにより選
択が異なります。患者に合わせてどのように選択するか，
うおぬま調剤グループで取り扱いのあるものを中心に説
明します。

薬局で作製するボチシート

　亜鉛華軟膏（以下，ボチ）をステロイドとの重層療法で

　処方せんに記載されている医薬品を調剤し，その医薬品が効果的に使用できるように指導，アドバイスするこ
とが薬剤師の役割です。調剤の現場では，皮膚科をはじめ，整形外科や外科などにおいて，処方せんに記載され
ている医薬品の使用を補助する目的で医療材料を薬剤師が選択し，使い方を指導することがあります。今回は当
薬局で準備している医療材料の一部とその使い方をご紹介します。

薬局におけるテープ・包帯の選択

目からウロコの
 調剤技術 18

なのはな調剤薬局　川上 賢介

─完

薬事法の規制対象品

医薬品

医薬部外品

医療用医薬品

一般用医薬品

化粧品

医療機器

処方せん医薬品

処方せん医薬品以外の医薬品

特定保険医療材料

一般材料
医療材料

医療機器

図1　 薬事法の規制対象品
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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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および部分寛解：フィラデルフィア染色体陽性細胞1～
35%）は34.8%と十分な効果は認められていない。一方，
化学療法（寛解導入・地固め・維持療法）との併用では，
国内で行われた初発患者を対象とした臨床試験の成績は，
血液学的完全寛解率96.2%，1年時予測無イベント生存
率60.6%，1年時予測生存率76.2%と良好な結果が得られ
ている。ただし，対象80例のうち49例は治療後造血幹
細胞移植が行われており，イマチニブ併用による長期予
後への影響，造血幹細胞移植を行わなかった場合の効果
については不明である。現在イマチニブの適応はフィラ
デルフィア染色体陽性の成人例に対する規定しかないが，
実際には初発例で化学療法と併用される場合が多い。
・ FIP1L1-PDGFRα陽性好酸球増多症候群・慢性好酸
球性白血病への効果

　イマチニブは，異常なPDGFRαのチロシンキナーゼ
阻害作用を有し，抗腫瘍作用を発現する。好酸球性白血

・ 慢性骨髄性白血病へのイマチニブの効果
　骨髄性白血病の慢性期に対する効果は極めて高く，初
発慢性骨髄性白血病の慢性期患者を対象に，イマチニブ
を継続投与した国際試験であるIRIS試験の7年間追跡調
査結果では，7年間の全生存率は86%，無イベント生存
率は81％とされている1）。イマチニブ導入前の薬物治療

（インターフェロン，シタラビン，ブスルファンなど）に
よる10年生存率が10～20%であったことに比べると，
イマチニブによる治療効果は劇的な進歩であり，骨髄性
白血病の第1選択薬となっている。
・ フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病への効果
　外国の臨床試験によれば，再発・治療抵抗性のフィラ
デルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病患者に対する
効果は，600mg/日単独投与では血液学的完全寛解率（骨
髄中芽球5%未満，末梢血中芽球0）8.7%，細胞遺伝学的
効果（完全寛解：フィラデルフィア染色体陽性細胞0％，

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　国重 敦子，堀 美智子

イマチニブメシル酸塩 
 （2）

第3回 

　今月号は，前回に引き続き，イマチニブメシル酸塩を例として，抗がん薬治療や患者指導について

考えてみたいと思います。

5.　イマチニブメシル酸塩の臨床効果は
6.　イマチニブメシル酸塩の副作用は
7.　イマチニブメシル酸塩の相互作用は
8.　イマチニブメシル酸塩の中止はどうする
9.　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

イマチニブメシル酸塩の臨床効果は5.


