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対応に自信がもてる！
OTC薬の制度と副作用

　健康サポート薬局やセルフメディケーション税制などの仕組

みがスタートし，薬局がOTC 薬を取り扱い，その適正使用に

関わる必要性がクローズアップされています。本特集の前半で

は，OTC 薬を扱い始めた薬局でも活用できるよう，関連する

制度の概要を解説。店頭の説明用ツールと併せてお届けします。

後半では，OTC 薬で起こり得る副作用について，見逃さない

ための初期症状などを取り上げます。
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OTC薬を扱うための第一歩─仕組みと制度の基礎知識

対応に自信がもてる！　OTC薬の制度と副作用特集

（1320）

OTC薬の区分・販売制度

　OTC薬は，健康被害を及ぼすリスクの程度により，第
1～3類医薬品と要指導医薬品に分けられている。それぞ
れの特徴を以下に示す。
・第1類医薬品
　一般用医薬品としての市販経験が少なく，一般用医薬
品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を
経過しないもの，およびその使用に関し特に注意が必要
であるとして厚生労働大臣より指定されるもの。販売時
には適正使用のための情報提供を，書面を用いて行わな
ければならない。また，販売記録の作成が義務付けられ
ており，記録する項目は①品名，②数量，③販売日時，
④販売・情報提供などを行った薬剤師の氏名，⑤購入者
が情報提供などの内容を理解した旨の確認──が義務，
⑥購入者の連絡先が努力義務とされている。記録は2年
間の保存が求められている。
・第2類医薬品
　まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じる恐れが
ある成分を含むもの。このうち指定第2類医薬品は，第
2類と相対的リスクの評価は同じだが，相互作用または患
者背景において，とくに注意すべき禁忌があり，その要
件に該当する者が服用した場合に，健康被害に至るリス
クが高まるものや，使用方法に特に注意すべきものが当
てはまる。専門家による情報提供と販売記録の作成・保
存はともに努力義務とされている。
・第3類医薬品
　日常生活に支障を来す程度ではないが，身体の変調・
不調が起こる恐れがある成分を含むもの。第2類と同様，
情報提供と販売記録については努力義務となっている。
・要指導医薬品
　いわゆるスイッチOTC（医療用からOTC薬に移行して

OTC薬の区分 からあまり時間が経過しておらず，OTC薬としてのリス
クが確定していない薬）の登録直後であるものや，ダイレ
クトOTC（医療用としての使用経験がないOTC薬）の登
録直後であるもの，毒薬および劇薬が該当する。
　一般用医薬品への移行は，スイッチOTCは原則とし
て販売後3年で行われ，また，ダイレクトOTCは，承認
時に指定された再審査期間経過後に行われる。

　第1類医薬品と要指導医薬品は薬剤師のみが販売でき
る。さらに要指導医薬品については対面での販売が必須
であり，したがってインターネット販売はできない。
　第1～3類医薬品についてはインターネット販売が可能
で，以下のような流れで行われる。
①使用者の状態などの確認
②使用者の状態に応じた個別の情報提供
③購入者が提供された情報を理解した旨の連絡
④商品の発送
　薬剤師・登録販売者は性別・年齢や症状のほか副作用
歴などを確認し，使用者に関するそれらの情報に応じて
用法・用量や，服用にあたっての注意点などの情報を提
供する。購入者は提供された情報について理解したこと
をメールなどで伝え，再質問や追加の相談がなければ販
売することができる。なお，情報提供が義務となってい
ない第2類，第3類については，専門家が得られた情報を
踏まえ販売可能と判断した場合は，上記の②，③を経ず
に販売できる。

　貯蔵・陳列では，要指導医薬品と一般用医薬品を混在

OTC薬の販売方法

OTC薬の貯蔵・陳列
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OTC薬を扱うための第一歩─仕組みと制度の基礎知識

対応に自信がもてる！　OTC薬の制度と副作用特集

医薬品副作用被害救済制度

（1324）

　医薬品副作用被害救済制度は，医薬品を適正に使用し
たにもかかわらず，副作用により入院治療が必要なほど
の重篤な健康被害が生じた場合や，障害が出た場合，死
亡した場合に，医療費や年金などの給付が行われる公的
な制度。医薬品医療機器総合機構（PMDA）により運営
されている。
　同制度はサリドマイドやスモンなどによる薬害が社会
問題となったのを契機に設立された。
　右図に示す通り，7種類の給付がある。患者が死亡し
ている場合であっても，遺族が請求することで給付を受
けることができる。
　給付額は給付の種類ごとに定められており，それぞれ
について請求期間が存在する。医療費・医療手当につい
ては請求に係る医療が行われた日の属する月の初日から
5年以内，遺族年金・遺族一時金・葬祭料は死亡から5年
以内である。また，障害年金・障害児養育年金について
は請求期限はない。請求するに当たっては，期限が過ぎ
ていないかを確認する必要がある。
　医薬品の副作用であるかの判断がつきかねる場合にも
請求は可能。しかし，給付の対象となるのは，医薬品の
副作用による疾病に関するものであり，原疾患に関する
ものではない。

　病院・診療所で投薬された医薬品や，処方された薬だ
けでなく，薬局で購入したOTC薬も救済の対象となる。
しかし，給付が認められる「適正な使用」は原則として，
医薬品などの容器に記載されている用法・用量，および
使用上の注意にしたがって使用されていたことが求めら

制度の目的

給付を受ける条件

れる。
　2016年の厚生労働省の発表によると，2011～2015年
度で不支給が決まった1,003件の事例のうち，「使用目的
または使用方法が適正とは認められない」ことが理由で
あったものは31％だった。薬局でOTC薬を販売する際
は，服用方法を含め十分な理解を得ることが重要となる。

　給付の請求は，健康被害を受けた本人（死亡した場合
はその遺族のうち最優先順位の人）が請求書に診断書な
どの必要な書類を添えてPMDAに直接行う。その際，発
現した症状とその経過，その原因とみられる医薬品との
因果関係を検討できる資料が必要となる。
　OTC薬の購入者に重篤な副作用が現れた場合，申請に
は医師・薬剤師の作成した資料が必須となる。申請者は
入院治療を受けている間に，副作用が生じた治療を担当
した医師に相談し，診断書の作成を依頼する。また，購
入先の薬局などに医薬品名や販売年月日などを記載した
販売証明書の作成を依頼し，それらを用いて申請を行う。
　薬局では国民が制度を正しく活用できるよう，制度の
利用についての店舗内での掲示や，医薬品名・販売年月
日･薬局名を記載したレシートの発行，販売記録の保管
などが求められる。またOTC薬の販売時には，購入者に
レシート保管を呼びかけることも必要だ。
　2016年度の厚生労働省の「医薬品副作用被害救済制度
に関する認知度調査」調査報告書によると，制度につい
て「知っている」と答えた人は全体の8.6％に過ぎず，い
まだ世間の認知度は不十分といえる。しかし，医薬品副
作用被害救済制度について誰から知ったか，という質問
に「薬剤師」と答えた人は増加していた。薬剤師は制度を
広めるにあたり，大きく貢献できると考えられる。

請求方法
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　薬疹とは，全身投与により体内に摂取された薬剤自体
またはその代謝産物の直接的，間接的な作用によって誘
導される皮膚・粘膜病変をいう。したがって湿布剤を含
む外用剤の貼付部位に皮膚病変を生じた場合の副作用名
は，薬疹ではなく接触皮膚炎である。
　薬疹はOTC薬の副作用としては最も頻度が高い。OTC
薬による薬疹の大多数は投与の中止により後遺症なく比
較的速やかに軽快するが，ごくまれにスティーヴンス・
ジョンソン症候群（Stevens-Johnson syndrome：SJS），
中毒性表皮壊死融解症（toxic epidermal necrolysis： 
TEN）のように生命予後を脅かし,失明などの重篤な後遺
症を残す重症薬疹を発症することがある1）。
　SJSとTENの多くは病態が共通する一連の疾患と考え
られ，わが国では表皮の壊死性障害に基づく水疱・びら
ん，外力を加えると表皮が容易に剥離すると思われる部
位の面積が全体表面積の10％以上であればTEN，10%未
満であればSJSと診断している1）。
　SJS/TENは発症後数日を経過し病像が完成すれば一見
して診断が可能であるが，発症初期は通常の薬疹やウイ
ルス感染症との鑑別が必要である。OTC薬を取り扱う薬
剤師は重症薬疹の初期症状を熟知し，購入者・使用者か
ら相談があった場合に受診勧奨を行う必要がある。本稿
では薬疹の重症度の判定方法や重症薬疹の初期症状の見
分け方を中心に解説する。

　前述したように，薬疹は皮膚・粘膜に症状を発現する
が，粘膜病変を伴う場合は重症度が高い。粘膜病変とし
ては眼球・眼瞼結膜，口唇，口腔粘膜，咽頭粘膜，尿道

はじめに

薬疹の重症度の見分け方

口周囲，肛門周囲の病変が認識しやすい。また，発熱や
倦怠感などの全身症状を伴う場合も重症薬疹を疑うべき
である。上気道炎などの感染症を伴う場合は原疾患によ
る発熱との区別が難しい。薬剤師にとって皮膚症状の質
的判断は難しいが，皮疹の範囲が限局しているか，広範
囲か，ほぼ全身に及ぶかの判断は可能である。
　一般的には皮疹の範囲が広範囲に及ぶ方が重症である
ことが多いが，後述のSJSでは粘膜疹が高度で皮疹の範
囲が狭いことがある。例外的ではあるが，粘膜疹のみで
皮疹を欠くSJSもある。皮疹の性状としては熱傷に似た
水疱（水ぶくれ），びらん（ただれ）がみられたら重症と考
える必要がある。

　初期症状として頻度の高い3徴候は，①発熱（38℃以上），
②粘膜症状（結膜充血，口唇びらん，咽頭痛，陰部びら
ん，排尿・排便時痛），③多発する紅斑である（図-a, b）。
これらは同時ではないが，数日のうちに出そろうことが
多い。全身症状として高熱が持続するため他覚的にも重
症感がある。眼の初期症状は充血と眼脂（めやに），眼瞼
腫脹であり（図-c），軽度の場合は麻疹や風疹などのウイ
ルス感染症の眼症状との鑑別は難しい。進行すると，偽
膜により開眼困難になる。
　口唇は初期には発赤し水疱，びらんを伴う。進行すると
出血を伴う。口腔内も発赤，びらんがみられ，疼痛のため
種々の程度に摂食障害を伴う（図-d）。症例によっては，
上気道炎では経験しない高度の焼けるような咽頭痛を訴
え，経口摂取が全くできないことがある。皮膚に汎発する
紅斑は体幹優位に分布し，類円形で盛り上がらず中央が暗
紫紅色の標的病変を伴うのが特徴である。進行すると標的
病変を中心に水疱・びらんが拡大していく1, 2）。

SJS/TENの初期症状

対応に自信がもてる！　OTC薬の制度と副作用特集

昭和大学医学部皮膚科学講座　末木 博彦
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　偽アルドステロン症は50～80歳代，女性，高齢者，
低体重の患者に多いとされている。自覚症状は低カリウ
ム血症あるいは高血圧に伴うものである。低カリウム血
症による神経・筋症状として，四肢の脱力感，しびれ，
四肢麻痺の発作，筋肉痛，痙攣，歩行困難，尿閉，便秘，
イレウス，腎での尿濃縮能低下による多尿と口喝がみら
れる。高血圧によると思われる症状には，頭痛，動悸な
どがある。意識消失も報告されており，その他，悪心，
食欲不振，全身倦怠感などもみられる。
　他覚症状としては高血圧，下腿の浮腫，体重増加，不
整脈（時に致死性不整脈），横紋筋融解などのほか，時に
起立性低血圧も認める。検査所見としては，低カリウム
血症とそれに伴う心電図異常（ST低下，U波など）があ
る。臨床症状のなかでは，①四肢脱力・筋力低下，②高
血圧の頻度が高く代表的である。
　特に初期症状としては，四肢のしびれ，つっぱり感，
こわばり，緩徐に増悪する四肢脱力・筋肉痛がある。薬
剤の副作用は40%で3カ月以内に発症するとされている

症状 が，個人差が極めて大きく，2週間以内の早期発症例か
ら，数年後に初めて発症する例まで極めて多様である。

　甘草を含有する多くの漢方製剤，グリチルリチンある
いは甘草エキスを含む多くのOTC薬（風邪薬，解熱鎮痛
薬，健胃薬，総合胃腸薬，仁丹などの口中清涼剤，鎮咳
去痰薬，ビタミン含有保健薬，婦人用薬など），フッ素
含有ステロイド外用剤（長期連用時），酢酸フルドロコル
チゾンなどが原因となる。それゆえ，関連し得る薬剤に
ついて，OTC薬も含め詳細な服用歴の把握が必須である。
　当初は甘草やグリチルリチンの投与量が多いケースの
報告が目立っていたが，現在は少量投与での発症例も多
くなっている。注射製剤では，グリチルリチンからグリ
チルレチン酸が生じにくいことや，製剤中に含有される
グリシンや含硫アミノ酸がグリチルリチンの作用を減弱
することなどから，偽アルドステロン症を来しにくいと
される。主な漢方薬における関連する副作用の発現頻度
を表に示す。

原因となる薬剤

表    主な漢方製剤による偽アルドステロン症と低カリウム血症の発現頻度

1日服用量中の甘草含量 発現頻度 重篤な状況＊

甘草湯 8.0g 頻度不明 なし

芍薬甘草湯 6.0g 頻度不明 なし

小青竜湯 3.0g 頻度不明 1例（因果関係なし）

人参湯 3.0g 頻度不明 なし

葛根湯 2.0g 頻度不明 なし

小柴胡湯 2.0g 0.1%未満 報告あり

防風通聖散 2.0g 頻度不明 なし

六君子湯 1.0g 頻度不明 なし

＊横紋筋融解症や重篤な不整脈

対応に自信がもてる！　OTC薬の制度と副作用特集

国立病院機構京都医療センター臨床研究センター　成瀬 光栄　同 内分泌代謝内科　立木 美香
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　薬物性肝障害は，薬物療法を継続する過程において肝
障害として出現する副作用である。薬剤の使用頻度の上
昇や種類の増加がみられる近年，本疾患は増加している。
　起因となる薬剤は従前から変化してきた。近年では抗
菌薬が最も多く，次いで解熱鎮痛薬が多い。代謝調節薬，
抗がん薬などによる例も増えてきている。また，最近で
は健康食品や漢方薬，ビタミン剤などのOTC薬も起因薬
物となり問題となっている。さらに，これらにより重篤
化する例や，劇症肝炎による死亡例なども報告され，副
作用対応が重要視されている1, 2）。
　2008年の日本肝臓学会総会において，1997～2006年
の10年間のわが国における薬物性肝障害の実態調査が施
行された。薬物性肝障害の診断は，DDW-J2004ワーク
ショップによる診断基準（表1）によってなされた3）。調査
で起因薬物を1剤に特定できた薬物879例の内訳を表2に
示す。1997～2006年は，抗生物質（14.3％），解熱・鎮
痛・抗炎症剤（9.9％）が多いが，精神科・神経科用剤，
健康食品，漢方薬がそれぞれ10.1％，10.0％，7.1％と以
前（1989～1998年）に比べ増加している。

1 健康被害の実態
　医薬品医療機器総合機構（PMDA）の医薬品副作用被
害救済制度（以下，救済制度）での2008～2012年の給付
決定事例における健康被害の器官別大分類の内訳を
図1に示す4）。
　4,496事例の健康被害延べ6,118件の内訳（MedDRA/
Jver.15.0などの器官別大分類で集計）は，「皮膚および皮

疾患概念と疫学

医薬品副作用被害救済制度での
給付実績

下組織障害」（皮膚粘膜眼症候群など）の1,955件（32％）
が最も多く，次いで「肝胆道系障害」（肝機能障害など）の
795件（13％），「神経系障害」（低酸素脳症など）の734件
（12％）であった。肝胆道系障害は第2位の件数であり，
その91.2％を肝機能障害が占めていることから，薬物性
肝障害による副作用の被害救済が多いことがわかる。

2 原因医薬品の実態
（1）中枢神経用薬が最多
　救済制度で給付対象となった副作用の原因医薬品の薬
効分類（中分類）の内訳を図2に示す。給付が決定された
4,496事例の原因医薬品延べ8,147品目のうち，「中枢神経
用薬」（解熱鎮痛消炎薬など）2,476品目（30％）が一番多
く，「抗生物質製剤」977品目（12％），「ホルモン剤」
803品目（10％）が続いている。

1997～2006年 1989～1998年

抗生物質 14.3% （126例） 22.0%

精神科･神経科用剤 10.1% （89例） 7.8%

健康食品 10.0％ （88例） 0.7％

解熱・鎮痛・抗炎症剤 9.9％ （87例） 11.9％

循環器用薬 7.5％ （66例） 6.5％

漢方薬 7.1％ （62例） 6.5％

消化器用剤 7.5％ （54例） 7.4％

一般市販薬 5.5％ （48例） 5.8％

ホルモン製剤 3.6％ （32例） 4.6％

抗アレルギー剤 3.2％ （28例） 3.7％

その他 8.1％ （72例） 7.2％

表2    薬効分類別にみた薬物性肝障害の起因薬物の頻度
（対象：起因薬物として1剤に特定しえた薬物，879剤）

対応に自信がもてる！　OTC薬の制度と副作用特集

東京医科大学茨城医療センター消化器内科　松﨑 靖司　医薬品医療機器総合機構安全第2部　鬼山 幸生
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―― その点でも社会的フレイルは問題ですね。独り暮らし
で人と話すのも嫌だし，ご飯を外に食べに行くのも面倒で，
どんどん家に閉じこもってしまっている人たちがいます。
岡田　刺激が少ない状況に自分を追いやってしまってい
ますよね。改善するには筋力トレーニングでもいいので
すが，生活のなかで自然と体に刺激を加える方が長続き
すると思います。なるべく行動的なライフスタイルをつ
くるというのが，体の機能を高いレベルに維持するコツ
ですね。
―― スポーツや体を動かすことをライフスタイルに取り入れ
ていくのは，運動が苦手な人は，なかなかできないですよね。
岡田　そうですね。まず，筋肉がなくなるとこんなに困
るということを知るのが，きっかけになるのではないで
しょうか。ほとんどの人は他人に迷惑をかけて生きてい

Ta
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―― 高齢者のフレイル対策に活かせる運動などについて教
えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
岡田　筋肉がなくなると困るのはなぜかというと，まず
動きが遅くなります。例えば，横断歩道を渡り切れない
し，階段を上ると疲れてしまう。それと同時に，筋肉が
減ってくるということは，そこに血を循環させている心
臓なども弱ってくるということになります。年を取ると，
行動が減って筋肉が減る。その結果，心臓も弱くなって
くる。
　そう考えると，筋肉は行動の基盤になっているエンジ
ンといえるわけです。だから，筋肉を軽視すると，栄養
状態が良い世の中なので寿命だけが長くなるけれど，筋
肉の健康状態はかなり落ちているので，健康寿命がすご
く短くなってしまいます。ただ，筋肉は基本的には何歳
になっても鍛えれば強くなるので，あきらめてはいけま
せん。
―― 何歳でも大丈夫。

岡田　何歳でも。筋肉が動かない限り動物としての機能
は果たせないので。命ある限り，筋肉は強くなっていく
はずだと思います。
―― 入院して手術を受けたりして，しばらく寝ていると全

然歩けなくなってしまいますよね。筋肉は使わないとどん
どん衰えていきますよね。
岡田　そうですね。私も病院で働いていたことがあって，
リハビリ室でそういう方を何人も見てきました。人間の
体の機能は，いろいろな活動をすることによってぎりぎ
り保たれていると思うのです。1週間ぐらい寝たきりにな
ると認知機能も低下するといいますね。あれなんかもそう
ですが，外界からのいろいろな刺激を入れ続けることが認
知機能も体の機能も保つ唯一の方法ではないでしょうか。

筋肉がなくなるとなぜ困るのか

フレイル対策に活かす
高齢者の運動

岡田 隆
日本体育大学
運動器外傷学研究室

日本体育大学准教授。理学療法士。柔道全日本男子チー
ム体力強化部門長
2016年日本社会人ボディビル選手権大会優勝。骨格筋
評論家“バズーカ岡田”として知られる。

聞
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聞いて納得！25回第

　そうなったら行動の量を制限したり，あるいは，膝以
外の部位に負担を逃していくことを考えます。膝をうま
く使えずに痛くなってしまう人は股関節をうまく使えな
い場合が結構多いのですよ。ですから，股関節に負担を
逃していくのです。

―― 具体的には，どのようにするのでしょうか。
岡田　立ったり，しゃがんだり，歩いたりするときは，
股関節が動いています。例えば，椅子に座っているとき
には足首と膝と股関節が曲がっていて，立ったらこの3つ
の関節が伸びるわけですね（図1）。
　この関節にかかる負担の割合を変えるのですよ。例え
ば，立ったりしゃがんだりするときに，膝をつま先より
も前に出すと（図2a），膝が痛くないですか。
―― （実際にやってみながら）はい，やってみると確かに痛

くなります。
岡田　では，今度はこうしてみてください（図2b）。
―― あ，全然痛くない。
岡田　痛くないですよね。これはお尻の筋肉，つまり股
関節が支えているのです。先ほどは膝中心，今のは股関
節中心の動きなのです。わからないときは，椅子を後ろ
に置いて，椅子にお尻をタッチしていくようにすると，
股関節が深く曲がります。
―― こういうちょっとしたポイントを知っているだけでも

意識するのは膝ではなく股関節

たくはないと思います。そうであれば，社会で生きてい
く以上，自分の体をケアして，命ある限り健康に動ける
ように保つということをエチケットのように考えないと
いけないのではないですかね。医療費や介護費がかかれ
ば他の世代にも負担をかけますし。
―― 自分のことは自分でするという，自立に対する意識づ

けが大事ですね。

―― 高齢になってくると，筋力は体のどこから弱ってくる
ものなのですか。
岡田　基本的には使わなくなる部分の筋力が落ちてくる
ので，やっぱり立ったり歩いたりすることが減れば，そ
のための筋力が落ちてきますよ。
―― 足腰が最初に衰えてくるのですね。でも，高齢者は

足や膝が痛くて歩かなくなって，そういうなかで足の筋肉
を鍛えなくてはいけないのですよね。
岡田　そうなのです。痛みが出ると動かなくなってしま
うのです。それが，さらに行動の範囲を狭めたり量を減
らしてしまうという問題があるので，基本的には関節は
痛めないことが前提なのです。
　関節は痛めると治りません。でも，不幸にも傷めてし
まった場合はケアの方法を習得しないといけないし，痛
めた関節に負担がかからない方法で筋トレをするしかな
いと思います。
―― 関節を痛めないために日常生活で気を付けるポイント

を教えていただけますか。
岡田　痛めやすいのは，やっぱり膝です。立ったときに
膝より上の体重を全部膝が受けているので，膝が健康じゃ
ないと，歩く・立つという行動が制限されてしまいます。
　膝を痛める理由はいくつか考えられますが，まずは単
純に使いすぎです。でも，膝は正しい方法であれば結構
使っても大丈夫なのです。
―― では，膝を痛める場合は正しくない使い方をしている

と。
岡田　はい。一つはオーバーユース，つまり使いすぎで
す。もうひとつはミスユース，これは使い方のミスです。
ですから，まずは使い方のミスをなくして，それでも膝
を痛めてしまう場合は，相当使っているということです。

膝のオーバーユースとミスユース

図1    椅子に座っている 
ときは3つの関節が
曲がっている
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 ブリリンタ錠60mg，90mg（チカグレロル）

（1371）

新薬くろ～ずあっぷ 197

 特徴

1．開発の経緯 1, 2）

（1）トリアゾロピリミジン骨格をもつ抗血小板薬
　ブリリンタ錠（チカグレロル）は，Astra Charnwood（現在
のアストラゼネカ）で開発された経口の抗血小板薬である
（表1）。チクロピジン，クロピドグレル，プラスグレルがチ
エノピリジン骨格をもつ化合物であるのに対し，チガグレロ
ルはトリアゾロピリミジン骨格をもつ化合物である（図1）。
血小板のアデノシン二リン酸（adenosine diphosphate：
ADP）受容体（P2Y12受容体）に対する拮抗作用は，チエノ
ピリジン化合物が不可逆的で，チカグレロルは可逆的であ
る1）。本剤の名称は，Brilliant（優れた）＋Antiplatelet（抗
血小板）に由来し，優れた抗血小板効果が期待できるこ
とから命名された。
（2）ACS患者に対する血栓性イベントを抑制
　本剤は急性冠症候群（acute coronary syndrome：ACS）
患者の血栓性イベント発生抑制を目的として開発され，
2010年12月に欧州で，2011年7月に米国で「薬物治療ま
たは経 皮 的 冠 動 脈 形 成 術（percutaneous coronary 

intervention：PCI）および冠動脈バイパス術（coronary 
artery bypass grafting：CABG）で治療されている患者
を含むACS（不安定狭心症，非ST上昇またはST上昇心
筋梗塞）の患者における血栓性イベント（心血管死，心筋
梗塞および脳卒中）の抑制」の適応症で承認された。
2016年9月現在，100カ国以上でACSの患者に対する血
栓性イベントの抑制に対する承認を受けている。
　また，「血栓性イベント（心血管死，心筋梗塞および脳
卒中）の発現リスクの高い心筋梗塞の既往歴（1年以上）
を有する患者における血栓性イベントの抑制」の効能追
加についても，2015年9月に米国で，2016年2月に欧州
で承認された。
　わが国においては，ACS患者を対象とした国際共同第
Ⅲ相臨床試験（PLATO試験）とアジア人患者（日本人を
含む）を対象としたアジア共同第Ⅲ相臨床試験，および
心筋梗塞の既往歴を有する患者（心筋梗塞の既往歴があ
りアテローム血栓症発生のリスクが高い患者。日本人を
含む）を対象とした国際共同第Ⅲ相臨床試験（PEGASUS
試験）において，アスピリンとの併用療法による有効性
と安全性が検討され，その結果をもとに2016年9月に下

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

ブリリンタ錠60mg，90mg
（チカグレロル）

◆  90mg錠は，経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される急性冠症候群（ACS）に対して承認され
ており，ACSに適応を有する薬剤のなかでも，抗血小板作用発現が速やかである（second line
での使用薬剤）。

◆  60mg錠では，チエノピリジン系薬剤と異なり，PCI適用のない陳旧性心筋梗塞のうちアテロー
ム血栓症の発現リスクが特に高い場合に対して承認されている。

◆  受容体への作用が可逆的であるため，作用消失が比較的速やかである（術前5日以上前に中止
することとなっている）。

◆  主にCYP3Aで代謝される（遺伝子多型の影響が少ない）。

P o i n t
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夏は汗が出にくくなる薬に注意！

（1385）

あと一歩ステップアップ！

調査1
　PMDAのウェブサイトで医療用医薬品の添付文書情報
を検索する。まずは，どのようなキーワードで検索をか
けるべきかを検討するために，発汗抑制が問題となる薬
物（抗コリン作用が強いブチルスコポラミンと，発汗抑制
について以前から知っていたゾニサミド）の添付文書を確
認した。

調査結果
　ブチルスコポラミン臭化物製剤（ブスコパン）の添付文
書には以下のように記載されていた。

使用上の注意
1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（6）高温環境にある患者
［汗腺分泌を抑制し，体温調節を障害するおそれが
ある。］

　また，ゾニサミド（エクセグラン）の添付文書には以下
の記載があった。

使用上の注意
2．重要な基本的注意
（5）発汗減少があらわれることがあり，特に夏季に
体温の上昇することがあるので，本剤投与中は体温
上昇に留意し，このような場合には高温環境下をで
きるだけ避け，減量又は中止など適切な処置を行う
こと。

こんな患者さんに会ったこと，
ありませんか？
薬剤師A  この本を見て（表1）。レビー小体型認知症の患

者さんが書いた本なんだけど，ここに無汗のこ
とが書かれていて…。

薬剤師B  なるほど。確かに汗が出ないと，気温が高い日
は大変だよね。うつ熱で体温が上がって。

薬剤師A  著者は霧吹きで体を湿らせたり，頸動脈を氷で
冷やしたりしていて，すごいよね。

薬剤師B  自律神経障害で汗が出ないんだろうね。でも汗
が出にくくなる薬を調剤したとき，薬剤師として
このような対応策についてきちんと説明できてい
るか，反省させられるね。この機会に，どう対
応すればいいか，みんなで考えてみようか。

　外気温が35℃以上になると，体温の恒常性は発汗に
よって保たれる。そのため，発汗が抑制されていると，
熱の放散ができなくなって体温が上昇し，時に生命を脅
かすことにもなる。
　暑い夏，熱波襲来，テレビで繰り返される熱中症への
注意──。こんな環境において注意が必要となるのは，
どのような患者だろうか。また，どのような薬だろうか。
そして，どのような服薬指導が求められるのだろうか。
まとめてみたい。

添付文書プラスアルファの情報使いこなし術

夏は汗が出にくくなる薬に注意！

公園前薬局　堀 正隆，堀 美智子

第3回

　猛暑日が3日続いている。汗が全然出ない。全身サラサラ。
体温が上がる。あまり暑さを感じないけれど，頭が締め付けら
れるように痛いので体温を測ると37.7度。一日中霧吹きで体
を湿らせ冷やしている。頸動脈に氷を当てたりもする。比較
的すぐ体温は下がるが，またすぐ上がる。微熱があっても足
や腕は冷えて寒かったりして，冷やし方も難しい。

（樋口直美：私の脳で起こったこと レビー小体型認知症からの復活，
ブックマン社，2015）

表1　レビー小体型認知症患者の著書より
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添付文書プラスアルファの情報使いこなし術 検索

る。単剤の使用では問題のない薬剤であっても，血管収
縮作用を有するα刺激薬などは末梢血管を収縮させ，熱
放散を抑制する可能性があるため併用時は気をつける。
　高温多湿の環境下では体温が上昇し，汗の蒸発が抑制
されるため，熱中症が起こりやすい。高温多湿というと
夏が思い浮かぶが，冬であっても体育館内での体育の授
業など「通常なら汗が出る環境」に置かれることは多い。
前述したゾニサミドは，小児の使用に対し注意喚起がな
されている。熱中症のリスクを軽減するためには，高温
環境下で注意するだけでなく，薬剤の投与量や併用薬な
ども含め幅広く確認する。
　
2．有害事象への対応の難しさ
　熱中症の症状としては高体温，血圧低下，せん妄，意
識消失，昏睡などが認められ，治療にあたっては，速や
かな冷却や水分補給などが必要となる。ただし，体温の
上昇は熱中症だけとは限らない。抗精神病薬では，熱中
症以外にも悪性高熱，錐体外路症状，水中毒，SIADH
（抗利尿ホルモン分泌異常症），横紋筋融解症など，類似
した症状を呈する可能性をもつ重大な副作用が多く知ら
れている。
　そして，これらの副作用は時として交互に関連し，ま
た，1つの症状をきっかけとして，ほかより重篤な副作
用が発現してくることもあり，その臨床像や対応は必ず
しも単純ではない。
　例えば，水中毒，SIADH，熱中症は，いずれも横紋
筋融解症を発症する危険性があるとされるが，水中毒と
SIADHでは水分制限，熱中症では水分補給と対応が異
なることや，錐体外路症状や起立性低血圧の予防のため
に併用される抗パーキンソン薬や交感神経刺激薬は，一
方では熱中症のリスクファクターとなることなどが報告
されている。

3．汗の種類と発汗の機序
　体温は，視床下部にある体温調節中枢でコントロール
されており，体温の恒常性を保つために適切な体温（平
熱）が設定されている。この温度（セットポイント）に調
整できるように，皮膚や内臓からの温度の情報により，
体内で産生する熱量（産熱量）と体外に放出する熱量（放
熱量）の調節が行われている。放熱がうまくできない状態

4．副作用
（1）重大な副作用
9）発汗減少に伴う熱中症（頻度不明）
　発汗減少があらわれ，体温が上昇し，熱中症をき
たすことがある。発汗減少，体温上昇，顔面潮紅，
意識障害等がみられた場合には，減量又は中止し，
体冷却など適切な処置を行うこと。

7．小児等への投与 
（2）発汗減少があらわれることがある。（小児での報
告が多い。）

調査2
　ブチルスコポラミンやゾニサミドの添付文書の記載を
参考に，使用上の注意の項に「発汗」，「発汗減少」，「高
温環境」の記載がある医療用添付文書をPMDAのウェブ
サイトで検索してみた。

調査結果
　検索の結果，「発汗」は2,892件，「高温環境」は144件，
「発汗減少」は8件がヒットした。

調査3
　「発汗」の記載がある医薬品は多すぎて，まとめるのに
かなりの時間がかかることから，「高温環境」と「発汗減
少」の記載がある医薬品について表2のようにまとめてみ
た。薬効群ごとにまとめ，どのような医薬品で作用に注
意が必要となるかを検討する。また，発汗のメカニズム
について調べ，熱中症を引き起こした例などを報告する
文献も調査する。

調査結果
1．高温環境で注意が必要な薬剤
　高温環境では，抗コリン作用や発汗抑制作用をもつ薬
剤，あるいは，ドパミン受容体遮断作用が体温中枢の機
能低下に影響を与える薬剤の使用に注意が必要となる。
そのうち抗精神病薬は，ドパミン受容体遮断作用ととも
に抗コリン作用をもつものが多く，また，抗コリン作用
をもつ抗パーキンソン病薬との併用などにも注意を要す
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なんだか吐き気がして，気持ち悪いんです。
もう少し詳しく教えてもらえますか？
昨日の午後くらいから，なんとなく身体がだるくて気持ち悪くて。夕方からは本格的に
吐き気がしてきて，夜中2回吐きました。今朝は昨日よりは少し楽になりましたが，ま
だ吐き気があって…。
それは大変でしたね。下痢はありますか。
昨日の夜からあって，水みたいな感じです。
何回くらいありましたか？
5回じゃきかないくらいの回数ですね。
なるほど。おなかは痛くありませんか。
昨日は特にトイレに行く前が結構痛かったんですが，今朝起きてからは昨日ほどではあ
りません。
食事はとれていますか？
昨日の夜はうどんを少し食べましたが，全部吐いてしまいました。今朝は何も食べてい
ません。
では，水分はとれていますか？
それは大丈夫です。お茶を少しずつ飲むようにしています。
のどが痛いとか，熱が出るとか，他に症状はありませんか？
昨日の夜に熱を測ったら37.6℃でした。それ以外は特にありません。
頭痛もありませんか。
ありません。

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬局での会話

 水分がとれるかを確認する

 日単位の経過で嘔気＋下痢＋発熱の3症状が揃っているか確認する

これは安心できる嘔気??　確認すべきポイントは2つ

嘔　気
筑波大学地域医療教育学　前野 哲博（医師） 監 修

筑波大学非常勤講師，ウエルシア薬局（株）　松下 綾（薬剤師） 執 筆

薬剤師 来局者

20代男性
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水分がとれるかを確認する

そろそろ症状から疾患を思い浮かべるという思考回路には慣れてきましたか？

はい，前よりも自信をもってお客様に対応できるようになってきました！

今日は嘔気について勉強しましょう。嘔気というと，どんな疾患を思い浮かべますか？

胃腸炎でしょうか？

そうですね。頻度からしても，まず思い浮かべるのは胃腸炎ですね。
胃腸炎の場合，つまり，水分がとれていてバイタルサインにも大きな崩れがない場合は，
適切なケア方法を案内して，自宅で様子をみても大丈夫ですよね。

はい，そう思います。

では，嘔気のある疾患で，緊急度の高いものには何があるでしょうか？

えっと…，やっぱり胃腸炎くらいしか思い浮かびません。

実は，嘔気の発生機序は消化器系だけでなく，いろいろあるんですよ。例えば，乗り物酔
いでも嘔気は起こりますし，抗がん薬などの副作用，胆石や膵炎，脳腫瘍，髄膜炎でも起
こります。それから，心筋梗塞の心窩部不快感が嘔気と訴えられることもあります。です
から，幅広い原因を漏らさずに鑑別していくことが必要です。
嘔気があるときに見逃してはいけないポイントはこちらです。

ⅰ. 下痢を伴わない嘔気
ⅱ. 持続性の腹痛を伴う嘔気

日単位の経過で嘔気+下痢+発熱の3症状が揃っているか確認する

まず“下痢を伴わない嘔気”ということですが，ちょっと不思議な日本語だと思いませんか？

はい，言い換えると“下痢があれば安心”ということでしょうか？

先 輩

後 輩
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　産後1カ月で母乳育児をしているEさん（28歳）が，1週間前より背中の左側に強い痛みを感じ，数日後に水ぶ
くれやかゆみが出てきたため，近医を受診。帯状疱疹と診断され，以下の処方せんを持って不安そうに来局され
た。児は39週で生まれ，出生体重は2,850g，健康状態に問題はない。

　バラシクロビル錠500mg　 1回2錠　　1日3回 朝昼夕食後 7日分
　アセトアミノフェン錠 200mg  1回2錠　　疼痛時 20回分
　ビダラビン軟膏3％  1日1～4回　　塗布

E さんの訴え

　1カ月前に出産し，最近は約3時間ごとに授乳をしていると先生にお話ししたのですが，私の病気を治すた
めに必要だからと薬が処方されました。薬を飲んでしまうと，母乳に薬が混ざって赤ちゃんに悪影響がある
んじゃないかと心配です。インターネットで調べたら，薬を飲んだ後に時間を空けて授乳する方法があるそ
うですが，なかなかイメージしづらくて…。赤ちゃんのためには，母乳をやめて人工乳をあげた方がよいの
でしょうか。それとも，母乳をあげるために私が痛みやかゆみを我慢すればよいのでしょうか。

今回のケース

注目するポイントはこの3つ！

●分子量：360.80ダルトン
●剤形：内服（小児適用あり）
● 分配係数（pH4.2の値，1-オクタノール/水）：0.00467［水
溶性］（IFより）

●酸性・塩基性：塩基性（pKa 7.47）

●蛋白結合率：13.5～17.9％
● 代謝物活性：アシクロビルに加水分解され作用を示す
● 半減期：2.96時間（アシクロビルの値，MMM17thより）
●乳児相対摂取量：7.5％（M/P比＝4.1にて計算）

■1 授乳の必要性

　産後1カ月で，母乳育児をしている母親である。

■2 疾患に対する薬剤の必要性

　帯状疱疹と診断され，強い痛みやかゆみがあり，医師は薬物治療が必要と判断している。症状が増悪して長期化する
ことを防ぐため，また，帯状疱疹後神経痛などのリスクを低下させるために早期の治療が重要である。

■3 薬物（バラシクロビル）の母乳移行性

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安
抗ウイルス薬・授乳婦

「帯状疱疹にかかったのですが，授乳をして
いるのに薬を飲んでも大丈夫でしょうか」

第5回

愛知県薬剤師会 妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班
名古屋第一赤十字病院薬剤部　水野 恵司
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今回のケースの考え方

■1 授乳の必要性

　母乳育児は乳児と母親の両方に利点がある。乳児に
とって，母乳は栄養バランスが最適であり，消化・吸
収・排泄が良いため内臓への負担が少ない。また，感染
症，潰瘍性大腸炎，糖尿病，白血病などの急性および慢
性疾患を予防する効果もあるとされている。母親にとっ
ては，母乳は子宮復古の促進，出産後の体重減少，卵巣
がんや乳がんのリスク低下といった効果があると考えら
れている。母子の絆が形成されるという利点もある。
　母乳が作られ続けている時期に自己判断で急に断乳す
ることで，乳腺炎などのトラブルを招いたり，服薬終了
後も授乳の再開が困難になる可能性がある。安易に断乳
を勧めることは控えた方がよい。

■2 疾患に対する薬剤の必要性

　帯状疱疹は，潜伏感染している水痘・帯状疱疹ウイル
スの再活性化が原因であり，ストレスや疲労による免疫
力の低下が原因で発症することがある。症状が増悪して
長期化することを防ぐために，また，帯状疱疹後神経痛
など後遺症のリスクを低下させるために早期からの適切
な治療が重要である。治療には抗ウイルス薬が有効で，
水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖抑制を促すことで，治癒
までの期間短縮が期待できる。
　今回処方されたバラシクロビルは，アシクロビルの経
口吸収性を改善したプロドラッグ（アシクロビルのL-バ
リルエステル）である。経口投与後速やかに消化管より
吸収された後，活性代謝物であるアシクロビルに加水分
解され，水痘・帯状疱疹ウイルスに対し強力な抗ウイル
ス作用を示す。
　疼痛に対しては鎮痛薬で対処する。水疱の部位に外用
剤を使用することもある。薬物治療を進めると同時に，
安静にして体力を回復させることも大切である。

■3 薬物の母乳移行性

バラシクロビル

　バラシクロビルはプロドラッグであり，体内で活性代
謝物のアシクロビルに変化する。MMM 17thを参照する
と，アシクロビルはRID（乳児の摂取量/母親の摂取量）

が1.09～1.53％で母乳移行性は低い。また，そもそもア
シクロビルは水溶性で，バイオアベイラビリティが10～
20％と非常に低い。つまり母乳中にアシクロビルがわず
かに含まれていたとしても，児が吸収するのは，それよ
りさらに少ない量となる。
　実際に，母乳を介した乳児の摂取量は，新生児に治療
目的で使用する量の1％以下であったことが複数の研究
において報告されており，乳児への影響について過度に
懸念する必要はないと考えられる。一般的にRID＜10％
であれば安全とされているが，M/P比を4.1と高く見積
もった結果でもRIDは7.5％と算出される。
　また，これまでに授乳中にバラシクロビルを服用して
乳児に何らかの影響があったという報告はない。バラシ
クロビル服用群とプラセボ群における児の有害事象を比
較した研究があるが，バラシクロビル服用群の児の有害
事象リスク上昇は認められていない1）。

アセトアミノフェン

　一般的にアセトアミノフェンは授乳中も安全と考えら
れており，解熱鎮痛薬のなかで第1選択薬として使用さ
れる。

ビダラビン

　ビダラビンの授乳中の使用に関する報告はないが，一
般的に，外用剤を局所使用しても全身への移行はわずか
であるため問題ないとされている。実際に，帯状疱疹患
者の病変部に3％ビダラビン軟膏を外用し，外用開始
24時間後までの血漿中ビダラビンと代謝産物濃度を測定
した結果，検出限界（0.05μg/mL）以下だったと報告され
ている2）。血液中への移行がなければ，母乳中へ移行し
ない。

今回のケースでの対応

　Eさんの例では，各薬剤の母乳移行による乳児への危
険性と比較して，服薬継続しながら母乳育児を行ってい
く利点の方が大きく上回ると考えられる。バラシクロビ
ルを1日3回服用しながら毎回Tmaxを避けて授乳するこ
とは，母乳育児の負担を増やしてしまう可能性がある。
今回処方された薬剤ではそのような時間調節の必要がな

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安
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明治薬科大学公衆衛生疫学教室　三上 明子，田村 有梨

親身なサポートでインスリンへの
不安を払拭

はじめにはじめに

　今回は，たむら薬局栄町店（東京都練馬区）の田村憲胤氏（有限会社ファルマ代表取締役）の介入
事例を報告する。田村氏は地元の人が気軽に，いつでも相談できる薬局を目指して，地域の人の悩
みに寄り添える薬局としての機能を高めることを目標としている。
　田村氏が長年関わっていたAさんは，糖尿病患者だが食生活が難しく，インスリン注射の開始
に強い不安感があった。そこで，薬剤師が一つひとつ悩みに寄り添いほぼ毎回40分以上の時間を
かけて薬の使用意義を説明し患者の不安を解消することで，インスリン使用を促すことができた。

症例　Aさん　70代，女性　2015年8月PIIS登録
●原因疾患
　糖尿病，高血圧症，脂質異常症，狭心症，不整脈
●生活環境
　パートタイムでの仕事（主に昼），独居，薬の管理は本人。
　拡張型心筋症，大動脈剥離で退職。運動を控えるようにと医師から指示される。その後，仕事ができないため
生活保護を受給中。
　金銭的に野菜中心の食事は厳しく，即席の食品が中心になっている。
　糖尿病にもかかわらず，食事で糖質の多いものをついつい食べてしまう。
●治療経過
　2015年4月に狭心症で入院。以前より近隣の内科を受診していたが，入院以降は疾患の状態から手に負えない
と近隣内科より総合病院に紹介された。高血圧，糖尿病，脂質異常症の既往歴ありで，コンプライアンスは不良
であった。
●患者登録時検査値
　空腹時血糖208mg/dL，HbA1c7.2%，T-Cho217mg/dL，LDL128mg/dL，TG162mg/dL，γ-GDP62，
尿素窒素20.7，Cr0.87，BNP45.1，K5.1
●登録理由
　服薬状況に懸念あり（飲み忘れが多い）。
　患者本人に不安あり（副作用，薬の使用など）。
　生活状況に懸念あり（食生活改善が必要）。
　服薬の重要性について認識の低下あり。
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症例の評価と介入目標症例の評価と介入目標
　　　

　仕事が忙しいため受診ができないとの理由から，40日
分の処方であったにもかかわらず受診できないなど，以
前からコンプライアンス不良であった。狭心症で入院後，
総合病院に紹介されてから数カ月は処方日数が短かった
が，2015年8月から65日分の処方となったため，正しい
服薬継続の懸念から介入が必要と判断しPIISへの登録に
至った。
　Aさんの追跡介入目標を“服薬状況の改善”として，
服薬の重要性をきちんと認識してもらいコンプライアン
スとアドヒアランスを高めることに加えて，狭心症など
で運動ができないので，特に“食生活の改善”を掲げてい
た。また，背景には薬を飲むことや病気への不安があり，
その不安にも寄り添い介入に努めた。

薬剤師による介入の実際薬剤師による介入の実際

1． インスリンの使用意義を説明し，注射の不安に
寄り添う

　2016年6月に，医師はAさんに対してインスリン注射
の使用を提案したが，「医師の簡単な説明でやれと言われ
るのは嫌なの」と納得せず，インスリンを使うと“最後通
知”のような気がすると言って拒否していた。注射を刺
す痛みへの恐れもあったようだ。そのため，このときは
フォシーガの追加（グリメピリド減量）で様子をみること
になった。
　そこで田村氏はAさんに，服用中のグリメピリドの薬
理作用を説明したうえで，膵臓が疲弊しているので血糖
コントロールにはインスリン注射が一番効果的であるこ
とを繰り返し説明すると，気持ちが変わり，「やるわ」と
納得してくれた。
　次に受診した7月には，「インスリンを使うことにした」

●追跡介入により期待すること　
　①服薬状況の改善
　②患者の不安の軽減
　③生活状況に合わせた服薬支援を行う（食生活などの支援）
●主な服用薬
［登録時の処方］

ペリンドプリル錠「日医工」 4mg 1錠 朝食後
カルベジロール「サワイ」 2.5mg 2錠 朝夕食後
アトルバスタチン「日医工」 5mg 1錠 朝食後
エクア錠 50mg 2錠 朝夕食後
グリメピリド錠「トーワ」 1mg 1錠 昼食前
以上65日処方
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 1錠 朝食後
以上12日処方

●患者との関係
　かかりつけ薬剤師として非常に良い信頼関係があり，自転車で20分かけて来局してくれる。
　患者の体調が悪く薬局に来られない場合には，薬を自宅にも届けることもある。
　薬局が混雑している場合には「ほかの患者さんを優先してください」と言い，別途時間をとって介入できる患者
である。
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経緯
　患児は，てんかんのためデパケンシロップを継続服用
していた。今回，夜間にけいれん発作を起こし，かかり
つけではないA病院の救急外来を受診後，当薬局に処方
せんを持参した。処方せんに医師の手書きで，「現在，
デパケンシロップ350mg（力価）を1日2回で内服中。増
量するため上記量を併用内服する」というコメントが記

載してあり，けいれん発作を起こしたため，デパケンシ
ロップが増量されたと推測された。
　薬剤師がお薬手帳を確認したところ，B医院の耳鼻科よ
り鼓膜の炎症に対して，デパケンと併用禁忌であるオラペ
ネムが前日から処方されており，両薬の薬物間相互作用が
けいれん発作の原因として疑われた。なお，後日，薬局薬
剤師が救急外来に問い合わせたところ，バルプロ酸ナトリ

薬局プレアボイドとインシデント事例において，薬剤師は一度は“ヒヤリ・ハッと”しており，

最後には“ホッと”胸をなで下ろしていることでしょう。このような意味から，筆者はこの薬局プレ

アボイドとインシデント事例を統合して“ヒヤリ・ハッと・ホッと事例”と呼ぶことにしています。

本稿では，全国各地において収集したヒヤリ・ハッと・ホッと事例について，要因を明確化し，

詳細に解析した結果を紹介します。

デパケンとオラペネムの併用でけいれん発作1
ケース

● カテゴリー ①薬局プレアボイド関係（医師とのコミュニケーション）

● 何が起こった？  てんかんのためデパケンシロップ（バルプロ酸ナトリウム）を継続服用していた患児が，発作を

起こして救急外来にかかり，デパケンシロップが増量された（ Rp.1 ）。お薬手帳を確認したと

ころ，他院より処方され，他薬局で調剤して交付されたオラペネム小児用細粒（テビペネムピ

ボキシル）を前日から服用していることがわかり（ Rp.2 ），デパケンとオラペネムピボキシルの

相互作用によるバルプロ酸ナトリウムの血中濃度の低下が，てんかん発作の原因ではないかと

考えられた。

▼処方内容 6歳の男性（体重16kg）。

Rp.1  

デパケンシロップ5％ 50mg（力価）

 1日2回　朝食後・就寝前　14日分
※ 現在，デパケンシロップ350mg（力価）を1日2回で内服中。増量す
るため上記量を併用内服する

ダイアップ坐剤6（6mg） 1個

 けいれん時

B医院の耳鼻科（C薬局で調剤）

Rp.2  

オラペネム小児用細粒10％ 1.6g

 1日2回　12時間ごと　7日分

レベニン散 2.0g

 1日2回　12時間ごと　7日分

ほか，3種類

A病院の救急外来（処方オーダリング）

話ヒヤリ  ハッとホッとした
東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座　澤田 康文
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添付文書などで正確な情報を確認することなく回答して
しまったと予測される。耳鼻科の医師およびC薬局の薬
剤師は，デパケンとオラペネムが併用禁忌であることを
認識していなかった可能性がある。
　本事例においては，バルプロ酸ナトリウムの血中濃度
が実際に低下していたので，両剤の相互作用の可能性は
高い。

問題点回避の計画
　併用禁忌の相互作用は絶対に見逃してはならない（C薬
局では見逃している）。本事例について当該薬局内で勉強
会を行い，全員の共通認識とした。
　カルバペネム系抗菌薬とバルプロ酸ナトリウムの相互
作用はよく知られており，実際に症例も多く報告されて
いる。しかし，これまでオラペネムとバルプロ酸ナトリ
ウムとの相互作用の症例報告はない。したがって，本事
例は，厚生労働省や製薬企業への副作用報告を直ちに行
う必要がある。また，学術誌に症例報告を行うことも検
討する1）。

具体的な調剤室での工夫
併用禁忌の発見！
・薬物相互作用の薬学的知識をもつ！
・「類似薬での報告」，「恐れ」であっても軽くみない！
・お薬手帳，薬歴，患者インタビューで問題例を発見！

ウムの至適濃度は50～100μg/mLであるが，当該患者の
濃度は30μg/mLに低下していたとのことであった。
　薬剤師が患児の母親に，耳鼻科の医師や薬をもらった
C薬局の薬剤師にデパケンを服用していることを伝えた
かどうか確認したところ，「医師にも薬剤師にもお薬手帳
を提示しており，口頭でもデパケンを服用していること
を伝えた」とのことであった。さらに，母親はC薬局で
耳鼻科の薬（ Rp.2 ）をもらうときに，デパケンと一緒に
飲んでも大丈夫かと確認したところ，C薬局の薬剤師は
「大丈夫です」と即答したとのことだった（このとき，C
薬局の薬剤師がなぜ「大丈夫」と回答したのかは不明）。
　薬剤師は，母親に薬の飲み合わせがデパケンの効き目
に影響している可能性があることを伝えて，オラペネム
の継続服用についてA病院の救急外来の処方医に疑義照
会を行った。今回のけいれん発作は，耳鼻科で処方され
たオラペネムを前日から服用したことにより，デパケン
の血中濃度が低下して起きた可能性があり，両剤は添付
文書上では併用禁忌であることを伝えたところ，「オラペ
ネムは服用中止で，デパケンは今回増量のままでよい。
鼓膜の炎症に関しては，明日耳鼻科を受診して，別の抗
菌薬に変えてもらうように」という指示を得た。

問題点の解析
　C薬局の薬剤師は，初めて服用する薬剤（オラペネム）
に対して患児の母親から質問を受けたにもかかわらず，

「エリザス点鼻粉末」に粉が入っていないと激怒2
ケース

● カテゴリー ②薬局プレアボイド関係（患者とのコミュニケーション）

● 何が起こった？  エリザス点鼻（デキサメタゾンシペシル酸エステル）を初めて処方された患者が，「どこにも粉が

入っていない。こんな不良品を渡して，お宅の薬局はどうなっているの？」と激怒した。

▼処方内容 60歳代の男性。耳鼻咽喉科診療所。オーダー／印字出力。

Rp.  

アレロックOD錠5 2錠

 1日2回　朝食後，就寝前　14日分

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用　1瓶

 1日1回　両鼻に1噴霧

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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抗菌薬が2剤処方…同時服用と説明していい？

処方せん（呼吸器内科）

【わかっていること】
・月1回外来受診中
・既往歴：多発性硬化症。診断されてから経過10年ほど

・ 服用薬：フィンゴリモド（ジレニア），ラベプラゾール（パリエット），
アマンタジン（シンメトレル），エピナスチン（アレジオン），ファモチ
ジン（ガスター），トリアゾラム（ハルシオン），エチゾラム（デパス）

34歳女性　身長155cm　体重41kg
Rp.1 アモキシシリンカプセル（サワシリン）250mg 1回2Cap（1日8Cap）
 　1日4回　毎食後，寝る前 7日分
Rp.2 アジスロマイシン錠（ジスロマック）250mg 1回2錠（1日2錠）
 　1日1回　朝食後 3日分
Rp.3 カルボシステイン錠（ムコダイン）500mg 1回1錠（1日3錠）
 デキストロメトルファン錠（メジコン）15mg 1回1錠（1日3錠）
 　1日3回　毎食後 7日分
【処方せんに添付されていた臨床検査値：（H）は基準値より高値】
WBC 8.1×103/μL，Neu 84.5%，Hb 11.8g/dL，Plt 274×103/μL，AST 24U/L，ALT 
20U/L，γ-GTP 220U/L（H），BUN 8mg/dL，sCr 0.52mg/dL，CRP 26mg/dL（H），CK 
49U/L，PT-INR ̶，HbA1c 5.1%

　    抗菌薬が2剤処方。併用するという説明で問題ないでしょうか？
　    アモキシシリン250mgが1日8Cap処方。用量は問題ないでしょ

うか？

 Q1

 Q2

1週間後の処方せん（呼吸器内科）

Rp.1 アモキシシリンカプセル（サワシリン）250mg 1回2Cap（1日8Cap）
 　1日4回　毎食後，寝る前 7日分
Rp.2 カルボシステイン錠（ムコダイン）500mg 1回1錠（1日3錠）
 デキストロメトルファン錠（メジコン）15mg 1回1錠（1日3錠）
 　1日3回　毎食後 7日分
【臨床検査値】CRP：0.97mg/dL（門前病院の基準値：0～0.39mg/dL）

宇高 伸宜株式会社サンクール あしたば薬局北大前店 岸田 直樹総合診療医・感染症コンサルタント/北海道薬科大学客員教授

「この病気になぜこの薬？」，「こんな処方初め
て…」など，処方せんにまつわる疑問は尽きま
せんよね。そんな気になる処方の裏側を医師と
ともに考えるこの連載。処方の解析だけでなく，
それを踏まえて患者や処方医にどうアクションす
るか，それが「処方推論」です。なりたい薬剤
師になるためのスキルを身につけましょう！

 

かか
りつけ薬剤師のための

処 論方推

処方から
何を読み

解き

どう活かす？
？
？

？


