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特 集

小児における薬物治療

　小児科領域では薬剤の適応外使用が行われるケースも多く，薬用量が年齢・体重・体表

面積によって異なるため，安全管理が特に重要視されます。 

　今月号では，小児科領域特有の問題点や業務に役立つ情報に焦点を当て，小児の特徴や

現場での薬用量の考え方をはじめ，アドヒアランスを向上させるための具体的な取り組み

や小児用製剤の剤形について解説します。さらに，薬剤師が現場で遭遇する機会の多い疑

義照会事例など，押さえておきたいポイントを紹介します。 

小児の特徴と現場における小児用量の考え方　─12

小児におけるアドヒアランス向上への当院の取り組み　─18

小児用剤形の問題点と今後の展望　─22

小児科領域でよく経験する疑義照会　─26
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 薬物動態学の基本概念

　一般的に薬の投与量は，投与量・
血中濃度と効果および副作用との関
係を踏まえて決定されている。安全
域が広い薬であればさほど投与量 
を気にする必 要はないが，TDM
（Therapeutic Drug Monitoring：
治療的薬物モニタリング）が行われ
るような薬は，血中濃度が少し変わ
ると副作用が出たり，効果に変化が
出たりするため，血中濃度をモニ
ターしながら，用量，併用薬，また
場合によっては剤形などについても
十分に配慮する必要がある。
　薬物動態については，薬学部で複
雑な数式を学んだ記憶があると思う
が，本稿ではワンコンパートメント

モデル（一次速度過程，図1）を用い
て基本概念・パラメータについて説

明を試みる。フェニトインのように
代謝が有効血中濃度内で飽和するよ

　調剤の現場では，通常は薬用量ハンドブックやガイドラインなどを参考に医薬品選択や用量の確認を行うことが
多いであろう。本稿ではこれら資料を活用する際に知っておくと役に立つ小児の特徴や薬用量設定の基本的考え方
について紹介する。小児における薬剤の選択と薬用量・投与間隔の設定を適切に行うためには，薬物動態学と薬力
学の両方における特徴を理解しておく必要がある。吸収，分布，代謝，排泄に関わる薬物動態パラメータがわかれ
ば，目標とする血中濃度を得るための投与量・投与間隔を決定することができる。推奨されている薬用量には，体
重当たりの投与量が設定されているもの，年齢幅ごとの投与量が設定されているもの，体表面積当たりの投与量が
設定されているものなどがあり，一律ではない。抗がん薬などを除いては，一般的に体重当たりあるいは年齢幅ご
との投与量設定が行われている。一方，古典的な小児薬用量の算出式は年齢，体重，体表面積などに基づいて一律
に計算されるよう設定されているが，これらを用いても必ずしも適切な薬用量を算出できないことも多い。しかし，
安全域が広く血中濃度がぶれても有効でさほど安全性に問題がない古くから使われている薬物については，このよ
うな換算による投与量がいまだに用いられている。

国立成育医療研究センター研究所社会・臨床研究センター　中村 秀文

小児における薬物治療
特 集

小児の特徴と現場における 
小児用量の考え方

図1  薬物投与と薬物動態のワンコンパートメントモデルのイメージ

投与量（Dose）

入浴剤の量の
ようなもの

流量

流量
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QC out

C in 薬物の抽出（代謝・排泄）率（E）

肝臓・腎臓などの臓器代謝・排泄
クリアランス（CL）
（mL/min/kg，mL/min/m2 など）

ワンコンパートメントモデル：
ヒトの体を風呂桶に例えてみる

分布容積（Vd）：お湯の量
（L/kg or L/m2）

血中濃度（C）
（mg/min など）

（五十嵐隆　編：小児科学 改訂第10版，文光堂，2011をもとに作成）
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 薬剤試飲会の実施

　医師や薬剤師は，薬の味をどのよ
うに認識するのか？　ヒトが味を感
じる際は味覚，嗅覚，聴覚，触覚，
視覚や外部環境（雰囲気，温度，湿
度），生体内部環境（空腹など），食
体験が影響している1）。薬の添付文
書やインタビューフォームの性状の
項にある，「甘味あり」，「苦味あり」
だけでは十分なイメージがわかな
い。そこで当院薬剤部では，年に
4回（前期，後期2回ずつ），医師な
どの他職種を交えて薬剤試飲会を
行っている（図1）。「処方時や服薬
指導時に，子どもが薬を飲む時のこ
とを想像できるように」というのが
主な目的である。小児科の臨床現場
で頻用される薬剤や服薬補助食品
（図2）を用意し，1回量や色，にお
い，形状を見て実際に味見をしても
らっている。飲みづらい薬剤は服用

時の味やにおいや食感を軽減する服
薬補助食品を試用してもらう。味だ
けでなく，色の濃い薬剤も紹介する。
サラゾスルファピリジン（サラゾピ
リン錠）の粉砕やダントロレンナト
リウム水和物（ダントリウムカプセ
ル），リファンピシン（リファジンカ
プセル）の脱カプセルをした薬剤な

どは見た目だけで嫌がる子どもがい
る。1回量が多くなりがちなアモキ
シシリン水和物（ワイドシリン細粒）
などは，実際に医師が処方した量で
分包し，子どもが感じる薬の量の印
象を医師に直接体験してもらう。
「川崎病の子は，退院後もアスピリ
ンを絶対飲んでほしいけれど，苦い

　小児科領域の薬物療法では，患児と保護者も参加して，実行可能な薬物療法を計画し，患児と保護者がその薬物
療法を積極的に実行する，アドヒアランスという考え方が重要である。そしてそのアドヒアランスには患児と保護
者の理解が大きく関わってくる。「子どもが薬を泣いて嫌がっているけれど，これは苦い薬ですか？　どうやって飲
ませたらいいですか？」と保護者から聞かれることは多い。薬の味などを熟知したうえで飲ませ方の説明を行うこと
で保護者の不安を取り除くことができる。また，保護者だけでなく患児にもわかりやすい説明を行い，患児自らが
進んで薬物治療に取り組んでいけるようにすることも大切である。
　本稿では，アドヒアランス向上への国立成育医療研究センター（以下，当院）の取り組みを紹介する。

国立成育医療研究センター薬剤部　高山 寿里

小児における薬物治療
特 集

小児におけるアドヒアランス向上への
当院の取り組み

図1  試飲会によりその後の処方に影響が出る
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 小児用剤形の現状と
剤形変更の問題点

　小児用剤形が市販されていない医
薬品を小児に投与する場合，剤形変
更せざるを得ない。厚生労働科学研
究「小児科領域での投薬に適した医
薬品剤形のあり方と，剤形変更した
医薬品の安全性・有効性の確保に関
する研究（主任研究者：石川洋一）」
において，全国33の医療機関および
その近隣の114の保険薬局に対して，
錠剤・カプセル剤から散剤に剤形変
更され使用頻度が高いことが想定さ
れる30品目（表1）について，製薬企
業での小児用剤形開発を希望する薬
剤および理由について調査した4）。
　小児用剤形開発を希望する薬剤と
して，医療機関ではワーファリン錠
（59），エルカルチン錠（56），ダント
リウムカプセル（53），ドルナー錠
（50），レニベース錠（43），アーチス
ト錠（40），エンドキサンP錠（39），
インデラル錠（34），グリチロン錠

（30）の順で，保険薬局ではワーファ
リン錠（38）， レニベース錠（25），
コートリル錠（19），インデラル錠
（18），フロリネフ錠（17），アーチス
ト錠（17）の順で各施設からの要望が
特に高かった（かっこ内はポイント
数）。
　また，希望理由としては，使用量
が多い，調剤上の問題，品質の問題，
有効性の疑問，味・においの問題，
安全性の疑問の順であった。
　なお，上記の調査以降，新たな小
児用剤形が開発され，表1の30品目
のうち，ワーファリン錠については

2011年12月に遮 光の必 要がない
「ワーファリン顆粒0.2％」（国内開発
品）が，ジフルカンカプセルについ
ては2012年6月に「ジフルカンドラ
イシロップ」（海外導入品）が，エン
ドキサンP錠については2012年7月
に「経口用エンドキサン原末100mg」
（国内開発品）が，エルカルチン錠に
ついては2013年2月に「エルカルチ
ンFF内用液10％」（海外導入品）が
それぞれ発売された。また，レニ
ベース錠については，後発品として
「エナラート細粒」が発売されてい
る。

　小児の適応（効能・効果または用法・用量）を取得している医薬品は，全体の約3割程度と言われており1），
2010年から開始された「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」を経て小児適応が承認された医薬品
も40品目（重複を含む）と増加してきているものの十分とは言い難い2, 3）。したがって，適切な小児用剤形が存在
しない医薬品については，錠剤粉砕など薬剤師により剤形変更しているのが実情である。本稿では，小児用剤形の
問題点と今後の展望について述べていきたい。

国立成育医療研究センター薬剤部　小村 誠

小児における薬物治療

小児用剤形の問題点と今後の展望

表1   調査対象品目

・アーチスト錠 ・アカルディCap ・アムロジン錠（ノルバスク錠）
・イムラン錠 ・インデラル錠 ・エルカルチン錠
・エンドキサン錠 ・カタプレス錠 ・ギャバロン錠（リオレサール錠）
・グリコラン錠 ・グリチロン錠 ・コートリル錠
・ザイボックス錠 ・ジフルカンCap ・セルセプトCap
・タケプロンCap ・ダントリウムCap ・タンボコール錠
・ドルナー錠（プロサイリン錠） ・ブイフェンド錠 ・フラジール錠
・フロリネフ錠 ・ペンタサ錠 ・ポラキス錠
・メキシチールCap ・メドロール錠 ・ラボナ錠
・レニベース錠 ・ワーファリン錠 ・硫酸ポリミキシンＢ錠

特 集
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 小児科領域で使用される
薬剤の現状

　小児薬物療法の特徴として，多く
の薬剤で小児を対象とした治験は行
われず，また行われても小児では成
人と同じレベルでの薬物動態試験を
実施することは倫理的にも技術的に
も困難である。その結果，小児の発
達段階ごとの薬物動態の実証的な
データは不足しており，これらの事
情により添付文書に小児の年齢に応
じた薬用量が記載されることは少な
く，現場では体表面積や体重，年齢
を考慮した計算式を用いての用量設
定を余儀なくされる薬剤が多く見受
けられる1）。厚生労働省科学研究大
西鐘壽班の報告によると小児科領域
で使用されている調剤薬の38.5％の
添付文書には「小児（等）への投与に
関する安全性は確立されていない」

と記載され，33.3％の添付文書には
小児への用法・用量，適応となる疾
患についての情報が記載されていな
かった2）。つまり，当時の報告では
小児科領域で使用されている約7割
もの医薬品で添付文書上に小児に関
する用法・用量を明記していなかっ
たことになる。近年では医師主導の
治験，公知申請などにより新たに小
児への適応を追加したり，小児の用
法・用量を添付文書に記載したりす
る医薬品も増えてきたが，依然半数
以上の医薬品が小児に関する用法・
用量などを明記していないという現
状がある。また，使用目的が承認さ
れた効能・効果と異なる場合は，適
応外使用であるため保険が適用とな
らず治療費の自己負担が発生した
り，有害事象が発生した際に副作用
被害救済制度が適用されない可能性
があるなどさまざまな問題がある

中，臨床の場においてはそれでもや
むを得ず適応外使用せざるを得ない
場面が小児薬物療法においては多く
ある。このように小児に対して医薬
品が安全かつ有効に用いられている
とは言い難い現状がある。
　上述したごとく，添付文書に小児
に対する薬用量が明記されている医
薬品が少ないという背景の中，交付
された処方せんに基づいて調剤を行
う場合，どうしても得られる情報が
少なく，医師に対して疑義照会を行
う機会が多くなってしまうだろう。
薬剤師として処方内容に疑わしい点
がある場合には処方医に対してきち
んと疑義照会すべきだが，小児の用
法・用量などについては添付文書に
記載されていないからすべて医師に
確認する，最初から添付文書や各種
ガイドラインを調べるなどの事前準
備を行わずに問い合わせをするとい

　薬剤師法第24条に定められているように，薬剤師は処方せん中に疑わしい点がある時にはその処方せんを交付し
た医師などに問い合わせて，疑わしい点を確かめた後でなければ調剤してはならず，疑義照会を行うことは薬剤師
の日常業務において重要な義務の1つと定義されている。では，薬剤師が処方せん中に疑わしい点を見つけるにあ
たり，疑わしいか否かを判断する根拠となるものは何だろうか。それはずばり，医薬品添付文書（以下，添付文書）
に記載されている内容となる。しかしながら，小児領域においては添付文書上に小児に対する用法・用量が明記さ
れている医薬品が少なく，添付文書の記載内容だけからその処方せん中の内容が疑わしいかどうかを判断すること
は成人領域よりも難しいことが多い。
　本稿では小児薬物療法の特徴，その特徴ゆえに生じる疑義照会の難しさを実際の処方例を挙げて紹介していきたい。

昭和大学薬学部病院薬剤学講座／昭和大学藤が丘病院薬剤部　冨家 俊弥

小児における薬物治療
特 集

小児科領域でよく経験する疑義照会



 吸引装置を理解する
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吸引器使用の注意点

・ 本体は平行な場所に置く
・ ボトルカバー，接続部などは，漏れがないように
・ 最初は電源を切った状態で吸引圧を設定する
・ 吸引しながらの圧調整はゆっくりと行う
・ 吸引物がいっぱいになると自動的に停止するが，早め
に内容を捨てる

・ 安全瓶フィルターやエアフィルターは点検のうえで規
定通り，または目詰まりした場合に交換する

・ 吸引が頻回過ぎると，苦痛を伴い，かえって喀痰が増
加する

吸入器の種類

高圧型 低圧持続型

標準的な吸引圧
(mmH2O) －20～－30程度 －5～－25程度

吸引物
・ 喀痰
・ 鼻漏
・ 粘稠な唾液など

・ 唾液
・ 気胸
・ 褥瘡浸出液など

特徴

・ 気道閉塞時など緊
急時の対応

・ カテーテル先端の
腔が虚脱すれば閉
塞する

・ 長時間の吸引には
向かない

・ 持続的な分泌物や，
リークなどへの対
応

・ 虚脱によるカテー
テル先端の閉塞が
少ない

・ 大量，粘稠度の高
い液体の吸引には
向かない

気管切開からの吸引

鼻腔と口腔からの吸引

・ 鼻腔からの吸引の方が，気道内または気道近くまで吸
引カテーテルを挿入しやすい

・ ただし，鼻腔からの吸引は苦痛，出血のリスクがある
・ 口腔内吸引は，歯，舌，口蓋垂などのため，吸引カ
テーテルを深く挿入しにくい

吸引装置を理解する
ドクターゴン診療所　泰川 恵吾

で目にする医療機器在
ポイントで覚える

医宅 療

　吸引装置は，主に余分な体液などを排出する目的で用いられる。特に呼吸管理では生命維持に直接
関わる重要な装置である。
　吸引する液体や気体の性質によって，吸引装置にはさまざまな規格があり，特に在宅医療においては
それぞれの特徴と価格などを参考にして装置が選択される。
　今回は，使用頻度の高い気管内吸引用の吸引装置を中心に解説する。

第4回

舌

口蓋垂輪状軟骨食道
気管

声帯

甲状軟骨

気管軟骨

気管内吸引

カフ上吸引

舌

口蓋垂輪状軟骨

声帯

甲状軟骨

口腔内吸引 鼻腔からの吸引

食道
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糖尿病の透析患者への対応

─私たち薬剤師は，糖尿病の患者さんには3大合併症，
透析の問題と壊疽や末梢神経障害などに対して注意喚起
を行うことが多いです。透析専門病院の近くの薬局薬剤
師は別でしょうが，一般的には，透析に入ってしまった
後の患者さんの管理というとあまり情報を持っていない
と思います。透析患者さんが処方せんを持って来られた
時に，どのように対応したらいいのか，ほかの患者さん
と比べてどう違うのかよくわかっていないという現状が
あります。
中尾　糖尿病の透析患者さんとなりますと，糖尿病と腎
不全という2つの病気を持っているわけです。ですから，
糖尿病患者さんに対する管理と対処，透析の患者さんに
対する管理と対処の両方が必要になってくるわけです。
透析導入患者の原疾患の割合としては糖尿病性腎症が最
も多いのです（図1）。
─このガイドの中には血糖管理の指標があります。薬
剤師は患者さんに血糖値とHbA1cをセットで聞いている
と思います。透析患者さんの指標になるデータとの違い
や見方，考え方について，教えていただけますか。
中尾　まずは血糖値そのものですね。それが一番の指標
になります。しかし，血糖値は食前と食後でも違います
し，1日の中でも変動が大きいわけです。ですから，この
ほかに長期的な指標が取り上げられてきているのです。
　長期的指標として最も一般的なのがHbA1cです。その
ほかグリコアルブミンもあります。それから1,5-AGとい
うのもありますね。一般の糖尿病ではそういうものが取
り上げられていますが，腎不全の透析患者さんというこ
とになりますと，まず1,5-AGというのは，腎臓で処理
されるものですから全然あてにならなくなってしまいま
す。HbA1cも，赤血球造血刺激因子製剤を使用するよ

ガイドラインガイドライン を

薬局店頭で活かす
ン

薬

血液透析患者の糖尿病治療ガイド

第32回

中尾 俊之
腎臓・代謝病治療機構

PROFILE

1972年　東京慈恵会医科大学卒業
1976年　同大学大学院修了，医学博士
1982年　同大学講師・第2内科
1982年　東京都済生会中央病院腎臓内科医長
1992年　 東京医科大学助教授・腎臓内科科長・人工

透析センター部長
1999年　同大学教授・同上科長・同上部長
2013年　 腎臓・代謝病治療機構代表，東京医科大学

名誉教授，松和会名誉院長（望星新宿南口
クリニック）

うな状況ですと，赤血球の寿命が変わったりしますので，
かなりあてにならなくなるということがあります。
　そのような中でグリコアルブミンが，比較的正確に中
期的，長期的な指標として，血液透析患者さんには適し

Toshiyuki Nakao
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 ものさしの分類と代表の選び方は？

（199）

1 ● はじめに

　前回第1回は，数字を扱う話の前段階として，「うさん
くさい研究」と「質の高い研究」をどのように切り分ける
かを扱いました。今回は，データを評価する際の「もの
さし」と「代表」の話を進めていきます。

2 ● さまざまな「ものさし」

　どんな実験であれ，どんな研究であれ，何らかの基準
によって現象を“はかる”ことには変わりはありません。
薬の評価であれば，「○人を救命できた」，「脳卒中の発
症を○人予防できた」，「平均余命は○年だった」，「○人
に副作用が起きた」，「○%に症状の改善が見られた」，
「血圧が○mmHg上がった」など，さまざまな基準があ
ります。この基準のことを，「ものさし」と定義していま
す。
　どれも効き目のものさしと言えますが，救命や脳卒中
のような「起こる？　起こらない？」で測るものさしと，
平均余命や血圧値のような「何年？　何mmHg？」で測
るものさしと，2つに分けることができそうです。このこ
とを，「尺度の分類」と呼びます。ここからは，尺度を
4つに分類して，その特性を見ていきましょう。

1）名義尺度：グループ分けはするけれど，優劣はなし
　まずは，名義尺度です（表1）。名義尺度は，「女性と

男性」，「東日本と西日本」，「血液型 （A型・B型・O型・
AB型）」，「効く・効かない」のような，いくつかのグルー
プに分けて，なおかつ優劣や順序がつかないものを指し
ます。効く・効かないのように，「ある・なし」の2通り
しかない名義尺度の場合は，特に「二値尺度」と呼ぶこと
もあります。「順序がつかない」の意味は，次の順序尺度
と対比させるとよく理解できます。

2）順序尺度：グループ分けあり，優劣あり
　続いて順序尺度です（表1）。グループ分けすることで
は名義尺度と変わりませんが，グループ間に優劣が存在
します。例えば，薬の効き目を「よく効いた・そこそこ
効いた・変わらない・悪化した・とても悪化した」の5段
階で評価する場合などが当てはまります。「よく効いた」
から「とても悪化した」まで，グループを順番に並べ替え
ることができます。
　名義尺度の場合は，先ほどの血液型の例のように，グ
ループ間に序列をつけることができません。序列をつけ
られるか否かが，順序尺度と名義尺度の分かれ目になり
ます。名義尺度と順序尺度は，通常は一定の数（効く・
効かないであれば2つ，血液型であれば4つ，「よく効い
た」～「とても悪化した」ならば5つ）のグループへの区分
けをすることになります。一定数のグループにバラバラ
に振り分けを行うので，まとめて「離散変数・離散尺度」
と呼ばれることもあります。

3）間隔尺度：数値化するけれど，足し引きだけ
　名義尺度や順序尺度は，データをいくつかの「グルー
プ」に振り分ける尺度でした。間隔尺度と，次の比尺度
は，グループ分けではなく，数値を「測る」尺度です（表2）。
　名義・順序尺度の「離散変数・離散尺度」に対して，
間隔・比尺度は「連続変数・連続尺度」とまとめること

グループ分け型尺度の分類

名義尺度 グループ間に優劣なし（男女・血液型など）

順序尺度 グループ間に優劣あり（治療に対する満足度など）

表1　グループ分け型尺度の分類

ものさしの分類と代表の選び方は？

東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学　五十嵐 中

から始める
医療統計

“わかりません”

2
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ファーコスたくみ薬局　高橋 千晴

おいしく飲める小児製剤

はじめに

　小児科の門前薬局に位置する私たちが，患者への対応
の中で一番苦労するのが，「子どもにどうすれば薬を嫌が
ることなく飲んでもらえるか」と母親から質問を受ける時
である。そんな時は，まず製薬企業が推奨している飲み
方を紹介するのだが，それでもやはり飲めないという子
どもがたくさんいるという現実。薬の説明は職業柄，得
意とするところではあるが，いかにすれば子どもが自ら
進んで飲むかについてはなかなか難しい。
　そもそも問題なのは，子どもが感じる味自体を，薬剤
師がしっかり捉えられていないことである（表1）。子ど
もが感じる味は，大人が感じる味とは大きく乖離してい
る。また，他の飲食物と混ぜた時の味などの微妙さがわ
かっていないことも問題であった。これまでもいろいろ
な組み合わせを試みたが，「より飲みやすく」と突き詰め
たくなった。本当にこの組み合わせで子どもが苦なく薬
を飲めるのだろうか…。薬剤師として，薬の味までわか
り，飲み合わせについても的確に伝えられればよいので
はないか，と思ったのだ。
　さらに，同じ薬局の中のスタッフでも飲み合わせの回

答がそれぞれ異なっていたことも問題であった。これら
のことから今回の実験を試みるに至った。

方法

　薬局内に備蓄している抗菌薬と，よく推奨する飲食物
との飲み合わせについて以下の4段階で評価する（表2）。
評価したのは薬局スタッフ11人であり，個々の評価を記
録する。
　用意した飲食物は以下の通りである（図1）。
飲み物： 水，牛乳，麦茶，スポーツドリンク，オレンジ

ジュ ー ス（100%，25%，）， りんごジュ ー ス
（100%，20%），ココア，みそ汁，コーンスープ

食物： ヨーグルト，プリン，イチゴジャム，のりつくだ
煮，練乳，ゼリー（イチゴ・ブドウ・オレンジ），
アイスクリーム（バニラ・チョコレート）

結果

　実験の結果は，表3，表4の通りとなった。

小児投薬における問題点 目的

① 服薬支援をする自分たちが
薬の味をわかっていない

② 薬局内スタッフでの薬の味
の説明に違いがある

① 味を知ったうえで投薬でき
るように

②薬局内での服薬指導の統一

表1　小児投薬における問題点と目的 ◎ 薬の味がわからずおいしい

○ 薬の味がわかるがおいしい

△ 味が悪く飲みづらい

× 味が非常に悪く飲めない

最終評価ではそれぞれの平均をとった。

表2　 抗生薬と飲食物の飲み合わせの
4段階評価
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 ▶▶薬情の注意事項の“禁酒すること”を見て服薬を中止してしまった患者

（211）

ケース1  小麦アレルギーの患者に漢方薬の処方は
問題ない？

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： 7歳の女児。手書き処方。クリニックの小児科。

Rp．

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）　5.0g

 1日2回　朝夕食前　3日分

＊小麦アレルギーあり

何が起こった？
　小麦アレルギーの患者に漢方薬が処方された。漢方

薬には生薬成分が多数含まれているため，小麦アレル

ギーを引き起こす成分が含まれているかもしれないと

心配になった。

▶▶どのような経緯で起こった？

　ツムラ麻黄湯エキス顆粒が処方された患者の薬歴を確
認したところ，以前に行った問診により小麦アレルギー
であることがわかった。当該患者に漢方薬を調剤するの
は初めてであった。漢方薬には生薬成分が多数含まれて
いるため，小麦アレルギーを引き起こす成分が含まれて
いるかもしれないと心配になった。
　ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）の添付文書を参照
し，小麦は含まれていないこと，小麦アレルギー患者に
投与してはいけない旨の記載がないことを確認した。
　念のため，メーカーに連絡を取り，麻黄湯（組成：キョ
ウニン，マオウ，ケイヒ，カンゾウ。添加物：軽質無水
ケイ酸，ステアリン酸マグネシウム，乳糖水和物）には
小麦由来のものは含まれていないことを確認して投薬し
た。

▶▶隊長のヒント

難易度　★★☆☆☆

小麦アレルギー患者への薬物投与についての注意点を

チェックする。

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

薬情の注意事項の“禁酒すること”
を見て服薬を中止してしまった患者

第41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暇がありません。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：小麦アレルギーの患者に漢方薬の処方は問題ない？

　　● ケース2：ザイロリック錠50mgからアロチーム錠100mgへの代替調剤の落とし穴！

　　● ケース3：薬情の注意事項の“禁酒すること”を見て服薬を中止してしまった患者
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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

■  倦怠感  ■

何だか最近だるくって…

第13回

　前回はめまいを訴える患者さんについて考えてみました。めまいは薬剤師さんからのアンケート結果では，よく
聞かれる症状としては第10位ですが，聞かれて困る症状の第1位です。しかも，めまいを来す疾患は多岐にわた
り，重篤なものも含まれ得るのですが，“薬局に相談する程度のめまい”と考えると，レッドフラッグサインに注
目して適切に受診勧奨できれば，実は最も多いのは軽いふらつき程度のめまいであることが多いと思います。そこで
重要なことは患者さんの解釈モデルに注目した傾聴ができることとそこへの親身な姿勢であることも確認しました。
　さて，今回は倦怠感について考えてみましょう。倦怠感はめまい同様によく聞かれる症状ではないようですが，
聞かれて困る症状の第2位となっています。これまためまいの時同様に「何だかだるくって…」と言われて困るの
は実は薬剤師さんに限った悩みではなく，医師にとっても難しく，嫌だなと思う症状と位置づけられています。
基本的なアプローチ法はめまいと似ていますが，特に注意すべきことがありますのでそこを確認できるようになり
ましょう。では実際の症例をもとに考えてみましょう。

はじめに

経過が長い患者さんに
は，最近の変化を聞きま
しょう。

受診理由（来店理由）を
ずばり聞くといい場合が
あります。しかし，ここ
は言葉遣いに注意してく
ださい。「どうして来た
んですか？」という言い
方だけだとちょっと失礼
ですね。

何を聞いたらよいか？ 
と思ってしまいますが，
最初はこのような広い質
問（医学の世界ではopen-
ended questionと 言い
ます）が病歴聴取では良
いとされています。これ
に対して，患者さんが
「はい」もしくは「いいえ」
で答えるような質問を
closed questionと言い
ます。

患　者：何だか最近だるくて仕方がないの。何か良い薬ありますか？
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：半年くらい前からかなあ。
薬剤師：そうですか，半年前のだるいのと今のとは同じですか？
患　者：うーん，以前は頑張らなくちゃって思っていたんですが，何だか最近では

やる気すらなくなってきていて…。
薬剤師：そうですか，とても大切な質問なのでお聞きしたいのですが，どうして今

日来店しようかなって思われましたか？
患　者：だるいけど，休んでもいまいち良くならなくって…，仕事にも影響が出た

らまずいなあと思って，元気になる薬があったらなあと思って来ました。
薬剤師：なるほど，そうですか。了解しました（とは言いつつも，倦怠感って何を聞

いたらよいのだろう？　何だか訴えもはっきりしないしどうしていいのか
なあ）。あと，ほかにおつらいことはないですか？」

患　者：最近ではだるいのに夜も寝られないこともあって，睡眠薬って薬局でもい
ただけるんでしたっけ？

薬局に40代後半の女性が，何だか最近だるくって，
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倦怠感として希望されている睡眠薬や栄養ドリンク・サプリメントなどを販売
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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的分類の新規化学物として開発された，断酒の維持を目
的としたアルコール依存症治療薬である。
　GABA受容体にアルコールによって不均衡になった神
経の働きを調節「regulation」し，断酒維持の状態を守る
「protect」から「Regtect（レグテクト）」と命名された。

2．アルコール依存症の病態と疫学
　アルコール依存症とは，その人にとって，価値を持っ
ていたさまざまな行動よりも飲酒がはるかに優先される
状態である。また，確定診断は国際的な基準である
WHOのICD-10により行われる（表1）4）。アルコールに
よる耐性形成は常用するに従い増強し，また，飲酒に

特徴

　アルコール依存症の断酒を支援する薬物療法としては
日本で認可されているのは抗酒薬のジスルフィラムとシ
アナミドのみであったが，海外のガイドラインでは断酒
を支援する薬物療法としてアカンプロサートがジスル
フィラムとともに推奨されている1, 2）。わが国でも2013年
5月にアカンプロサートが薬価収載・販売され，使用で
きるようになった。

1．開発の経緯
　アカンプロサートはアセチルホモタウリンのカルシウ
ム塩であり，フランスのメラム社で合成されたホモタウ
リンの誘導体である（図1）3）。ホモタウリンは，γ-アミ
ノ酪酸（GABA）と構造上の類似性を有し，GABA受容
体に対する結合活性を有する。しかし，ホモタウリンで
は血液脳幹門を通過しないため，カルシウム塩としたア
カンプロサートカルシウムが見いだされた。当初はホモ
タウリンと同様にGABA様作用を有する薬物として，ア
ルコールの離脱症状の改善効果が期待されていたが，動
物実験において本薬のアルコール自発摂取抑制作用が確
認され，アルコール離脱症状の治療薬とは異なる薬理学

新薬くろ～ずあっぷ 155

◆  抗酒薬とは異なる作用機序の薬剤である。

◆  心理社会的治療と併用しなければならない。

◆  肝代謝されずに尿中に未変化体として排泄されるため，肝障害を合併している患者に対しても
投与しやすい。

◆  添付文書上，薬物相互作用がない薬剤である。

◆  主な副作用は下痢であるが，症状によっては投与継続可能である。

P o i n t

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部　宮内 秀典，笠原 英城

レグテクト錠333mg 
（アカンプロサートカルシウム錠）

図1　アカンプロサートカルシウムの構造式

構造式
H3C SO3－ Ca

2＋H
N

O 2

アカンプロサートカルシウム
慣用名：アセチルホモタウリン

〔日本新薬：レグテクト錠330mgインタビューフォーム
（第2版，2013年5月改訂）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

くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりのののののののののののののののののののののののののの教室教教室教教室室教教室室教教教教室室教室教教室室教教教教室教教室室室教教教教教教教教室室室室室室室室室くすりの教室

　にきびの初発疹である面皰は，毛包内に皮脂の貯留を
来した状態である（図1）。思春期の内分泌変動によって
血中のアンドロゲンが増加すると，皮脂腺の活動性が亢
進して皮脂の過剰産生を来す。さらに毛包漏斗部の角化
が亢進して角質でふさがれることにより，毛包内の皮脂
の貯留がますます著しくなり，面皰を形成するに至る。
面皰は，毛孔が開口して黒色を呈する開放面皰（黒にき
び）と，毛孔が閉鎖している閉鎖面皰（白にきび）とに分
けられ，このうち主に閉鎖面皰が炎症性皮疹に移行する。
思春期のにきびが，過剰な皮脂の分泌の影響が大きいの
に対して，大人のにきびは，生理周期やストレス，乾燥
などにより，毛包漏斗部の角化が亢進して角質でふさが

　尋常性痤瘡（にきび）は，毛包・脂腺系を反応の場と
し，脂質代謝異常，角化異常，細菌の増殖などが複雑に
関与する慢性炎症性疾患である。日本では90%以上の人
が経験するものであり，思春期以降に発症し，青年期以
降には通常自然に軽快する。平均的には12歳前後から発
症して，17～21歳がピークとなり，その後次第に治まっ
てくる。思春期以降も慢性的に繰り返す，いわゆる大人
のにきびは遷延することが多い。
　にきびの臨床症状には，非炎症性皮疹である面皰，炎
症を伴う紅色丘疹や膿疱，重症例で見られる嚢腫や結節
がある。これらのさまざまな病期の皮疹が混在して認め
られることも多い。軽快後に瘢痕を形成する場合もある。

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　田中 尚美，堀 美智子

アダパレン

第8回 

　外用薬の使用に関しては，医師によって行われているのでは，ただ塗布すればよいと捉えてしまう

など，薬剤師から十分な説明がなされていない場合も多いのではないでしょうか。日本皮膚科学会

の尋常性痤瘡治療ガイドラインで，アダパレンの使用が推奨されていますが，インターネット上で見

られる実際に使用した患者の使用感に関しての感想では副作用症状を訴えるものが散見され，治療を

中断している人も多いようです。そこで，今回はアダパレンについて，使用上の注意を理解してもら

うために薬剤師としてどのように介入すべきか考えてみたいと思います。

1.　尋常性痤瘡の症状は
2.　アダパレンの働きは
3.　尋常性痤瘡の治療におけるアダパレンの位置づけは
4.　アダパレンの使用にあたって注意することは
5.　尋常性痤瘡患者への日常生活上の注意は
6.　アダパレンを処方されている患者へのお薬手帳の記載は

尋常性痤瘡の症状は1.


