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今月号では

薬剤性精神障害を見逃さないために

知っておきたい原因薬剤の特徴と対応策を

症状別に紹介します。

薬剤性精神障害を疑うヒント 7
　高齢者の精神症状の原因は，認知症や加齢以外に薬剤が関与している場合もあります。
薬剤性精神障害を疑ったとき，薬剤師として何をするべきか。判別するための知識を身に
付けましょう。

薬剤性精神障害の原因薬剤と対応 
・薬剤性うつ 12
　薬剤性うつは，身体疾患の治療薬などでまれに出現します。うつ病は患者にとってつら
い状況が続くため，早期発見が重要です。原因薬剤ごとに発生機序や対処法を解説します。

・薬剤性せん妄 16
　原因薬剤を見つけただけで満足してはダメ！　適切な減量・中止方法に加えて，代替薬
やせん妄治療薬の提案まで行い，医師からの信頼を得られる薬剤師を目指しましょう。

・薬剤性認知障害 20
　多剤併用の高齢患者で薬剤性認知障害がみられたとき，どの薬を中止すればいいのか。
注意するべき薬剤と多くの服用薬のなかから原因薬剤を見つけ出すポイントを紹介します。

特集　 薬剤性精神障害
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特集　 薬剤性精神障害

7調剤と情報  2018.11（Vol.24 No.15）

特 集 薬剤性精神障害

（2251）

順天堂大学医学部附属練馬病院メンタルクリニック　八田 耕太郎

薬剤性精神障害を
疑うヒント

はじめに

　精神症状の発症に際して診断を進める原則は，器

質疾患がその精神症状の原因・誘因として潜在して

いないか，依存物質や薬剤がその精神症状を惹き起

はじめに
こしていないかを検討し，その可能性を除外できた

ら原発性の精神疾患の鑑別に移るという手順である

（図1）1）。実際の現場では同時並行であるが，この

原則を常に意識することは必須である。つまり，本

特集のテーマである薬剤性精神障害は，決して特殊

なことではなく，見逃してはいけない極めて重要な

1

図1　原発性の精神疾患における診断の原則

（八田耕太郎：精神科救急，17：113-115，2014より）
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特 集 薬剤性精神障害

（2256）

はじめに

　うつ病は，意欲低下，興味の消失，不眠，食欲不

振などの症状が出現し，治療には時間を要する。患

者にとって非常につらい状況が続く疾患であり，自

殺に至る可能性もある。

　うつ病は身体疾患の治療薬などにより副作用として

出現することがあり，それらは早期に発見し避けなけ

ればならない。副作用としてうつ病が出現する代表的

な薬剤としては，インターフェロン（interferon：

IFN），副腎皮質ステロイドホルモン，H2受容体拮

抗薬などが挙げられる（表1）。

　本稿では，薬剤性うつの主な原因薬剤について解

説する。

インターフェロン製剤

　IFN製剤による精神神経症状のうち最もよくみら

れるのは，うつ症状である。C型肝炎の薬物治療は

刻々と変化しており，そのなかでIFN製剤がどのよ

うに位置づけられているのかを理解することが重要

である。

はじめに

インターフェロン製剤

1 C型肝炎の薬物治療の変遷
　IFN製剤によるC型肝炎治療は1992年より行われ

るようになった。その後，直接作用型抗ウイルス薬

（direct-acting antiviral：DAA）のテラプレビル（現

在，販売中止）が使用可能となり，シメプレビル，

バニプレビル（現在，販売中止）が次々に上市され，

Peg-IFN＋リバビリンとの併用により治療効果が高

まった一方，IFN無効例では治療効果が低く，また

IFN不耐容例は治療対象とならなかった。

　2014年7月，IFNフリーの経口剤であるダクラタ

1 C型肝炎の薬物治療の変遷

2
長谷川病院薬剤部　馬場 寛子

表1　うつ病の原因になりやすい主な薬剤

血圧降下薬 レセルピン，α-メチルドパ，
β遮断薬

ホルモン製剤 副腎皮質ステロイドホルモン，
黄体ホルモン・卵胞ホルモン混合製剤

抗潰瘍薬 H2受容体拮抗薬

抗結核薬 サイクロセリン，イソニアジド，
エチオナミド

抗パーキンソン病薬 アマンタジン，レボドパ製剤

免疫調整薬 インターフェロン

向精神薬 ハロペリドール，チアプリド

抗酒薬 ジスルフィラム
（宮岡等：内科医のための精神症状の見方と対応，医学書院，2015より）

薬剤性精神障害の原因薬剤
と対応

薬剤性うつ
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特 集 薬剤性精神障害

（2260）

はじめに

　せん妄とは，認知機能の変化や睡眠覚醒リズム障

害1）などを伴う，注意や意識の障害を中心とする精

神症候群である。せん妄は，①直接因子（身体疾患，

薬剤など），②準備因子（脳器質性疾患，高齢者な

ど），③促進因子（環境変化，種々のストレスなど）

の3つが複合的に作用して発症すると考えられてい

る2）。

　せん妄は入院患者で問題となることが多く，高齢の

入院患者では10～30％で発症するといわれている3）。

発症率に関する正確なデータはないものの，在宅や

介護施設においても発症する可能性はあり，薬局薬

剤師が直接因子の一つであるせん妄を誘発する薬剤，

またかかりつけの患者が入院中および在宅でせん妄

を発症して開始された治療薬などに関する知識を

もっておくことは非常に重要である。

　本稿では，薬剤性せん妄の原因薬剤，薬剤性せん

妄への薬物療法について解説する。

はじめに せん妄の原因薬剤

1 薬剤の分類
　表1にせん妄を来し得る代表的な薬剤を示した。

作用機序別に挙げると，ドパミン受容体作動薬，キ

サンチン誘導体，ステロイドなどは中枢神経系に直

接作用し，神経細胞を興奮させることでせん妄を引

き起こす。また，①抗不安薬，②睡眠薬，③抗うつ

せん妄の原因薬剤

1 薬剤の分類

3
広島市立病院機構 広島市立広島市民病院薬剤部　吉川 明良

表1　せん妄を来し得る代表的な薬剤

分類 薬剤

抗パーキンソン
病薬

レボドパ製剤，ドパミン受容体作動薬，
アマンタジン，抗コリン薬など

H2受容体拮抗薬 シメチジン，ファモチジンなど

抗アレルギー薬 ジフェンヒドラミンなど

ステロイド プレドニゾロン，ベタメタゾンなど

抗ウイルス薬 アシクロビル，バラシクロビル，
インターフェロンなど

循環器系薬剤 ジギタリス製剤，β遮断薬，
リドカイン，ジソピラミドなど

抗てんかん薬 フェノバルビタール，フェニトインなど

向精神薬 三環系抗うつ薬，抗不安薬，睡眠薬，
炭酸リチウムなど

その他 キサンチン誘導体（テオフィリン），
NSAIDs，オピオイド，抗がん薬など

薬剤性精神障害の原因薬剤
と対応

薬剤性せん妄
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特 集 薬剤性精神障害

（2264）

はじめに

　高齢者は多くの身体疾患を抱え，ともすると多剤

併用になりがちである。筆者の記憶でも，意識レベ

ル低下で救急搬送された高齢者が，複数の医療機

関・診療科から約20種類の薬剤を出されていたこと

がある。そして，そのような例は決して少なくない。

　一方，ほとんどの薬剤は，とりわけ高齢者に対し

て認知機能低下を引き起こす可能性があり1），高齢

社会を迎え“薬剤性の認知症”に注意する必要性は高

まっている。薬剤性認知症は回復の可能性があるだ

けに，速やかな対応が求められる2）。

　表1には，前向き検討で認知機能低下のリスクが

報告されている薬剤を示した。本特集の他稿（16頁，

「薬剤性せん妄」）でも触れられているが，多くの薬

剤はせん妄も出現させる可能性が高いことから，本

稿では特にエビデンスレベルの高いベンゾジアゼピ

ン（BZD）系薬剤，鎮痛薬，抗コリン薬を中心に述べ

る。

はじめに 各薬剤の特徴と
認知機能低下との関連性

1 ベンゾジアゼピン系薬剤
　BZDは脳内に広く分布しており，抑制系のGABA

（γ-アミノ酪酸）受容体機能を刺激する。これによ

り鎮静作用や筋弛緩作用が出現し，臨床的には抗不

安，睡眠導入，抗痙攣効果がみられる。これが臨床

作用として強すぎると覚醒度が低下し，注意力や協

調運動機能，言語学習機能などの低下に繋がる。さ

らにBZD系薬剤は抗コリン作用も有するが，この点

は後に述べる。

（1）半減期と認知機能低下の関連

　Billiotiら3）は，1998～2014年に実施された前向

き研究のレビューを行った。その結果，10本の研究

中8本において，BZD系薬剤の内服で認知機能低下

のリスクが1.5～2倍（最大3.6倍）高まると報告され

ていたという。

　さらにその結果を詳細にみると，用量の多さと服

用期間の長さが認知機能低下に相関し，さらに半減

期の長いBZD系薬剤でリスクが高かった。したがっ

て，一般論としてはBZD系薬剤で半減期の長いもの

各薬剤の特徴と
認知機能低下との関連性

1 ベンゾジアゼピン系薬剤

4
筑波大学医学医療系茨城県地域臨床教育センター精神科，茨城県立中央病院精神科　佐藤 晋爾

薬剤性精神障害の原因薬剤
と対応

薬剤性認知障害
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今回の基礎のキソ！

プロゲスチンとは

✓ プロゲステロンは黄体が分泌するホルモンのうちの一つの名称（化合物名）。

✓ プロゲスチンはプロゲステロン様作用を有するステロイドのグループ名。

✓ プロゲスチンのうち合成された薬剤に，慣例的にプロゲスチンという呼び名が頻用されている（図1）。

ドロスピレノン
（第4世代）
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デソゲストレル
（第3世代）

H H

H H
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H2C

OH

CH

代表的な
プロゲスチン

図1　代表的なプロゲスチン

武蔵境いわもと婦人科クリニック　岩本 豪紀

第2回　経口避妊薬
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ピルはどうやって生まれたの？

プロゲステロンには排卵を抑制する効果があります。事実，プロゲステロンが大

量に分泌されている妊娠時は排卵が起こりませんね。ということは，プロゲス

テロンを連日投与し続けると，避妊ができるということになります。

　しかしながら，前回お話しした通り，天然型プロゲステロンを経口投与した場合，

初回通過効果により不活化されてしまいます。このため，投与経路として経口は使え

ないのでした。

　そんななか，1950年ころから経口投与しても目的の臓器にたどり着いて黄体ホルモ

ン活性を有する物質＝プロゲスチンの化学合成が盛んに行われ，いくつかの化合物が完

成しました。これに目を付けたのが，ピルの生みの親とも称されるグレゴリー・ピンカ

ス博士。彼はすでに完成していたプロゲスチンを連日内服すれば，避妊ができるという

ことに気が付いたわけです。こうして研究が進められ，1960年に世界最初の避妊用ピ

ル「Enovid 10mg」がFDAにより認可を受けました。

　Enovid 10mgのプロゲスチンにはノルエチノドレルが用いられていました。しかし，

ノルエチノドレルはその合成過程において，夾雑物としてエストロゲン活性を有するメ

ストラノールが混入してしまうため，Enovid 10mgの組成はノルエチノドレル 9.85mg

＋メストラノール0.15mg，すなわちエストロゲン-ゲスターゲン混合錠となっていま

した。しかし結果として，エストロゲン成分が入っていることにより不正性器出血が

抑制されるため，混合錠になっていることは実は好都合であったわけです。

プロゲスチンの開発と避妊用ピル

✓ 天然型プロゲステロンは初回通過効果（first pass effect）を受けてしまうため，経口投与が可能となるプロゲスチンの
合成が1950年ごろ盛んに行われていた。

✓ プロゲスチンには下垂体前葉からのゴナドトロピン分泌を抑制する作用があり，これによる卵胞発育や排卵の抑制効果
がある。

✓ プロゲスチンを内服し続ければ排卵が起こらなくなるため，避妊効果が得られる。1960年に経口避妊薬が発売された。

避妊用ピルの低用量化

✓ 発売当初の避妊用ピルには大量のホルモン成分が含まれており，副作用が頻発した。

✓ この副作用を軽減させるため，ホルモン成分の低用量化とその効果を担保すべくプロゲスチンの改良が行われてきた。

✓ プロゲスチンは改良の歴史の段階により第1～4世代に分類されている。
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薬剤性腎障害を考える 
その1 腎前性腎障害・腎性腎障害

熊本大学大学院生命科学研究部・薬学部 薬剤情報分析学分野 助教　近藤 悠希

第10回

Rp.1 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg 
 3錠
 アモキシシリンカプセル250mg 
 3カプセル
  1日3回　毎食後 5日分

▶ 処方せん（歯科） ▶ お薬手帳より（以下，すべて内科での定期処方）

薬剤師： こんにちは，Aさん。今日は歯医者さ
んを受診されたのですね。

Aさん： 昨日の夜から歯が痛くてねぇ。昨日は
よく眠れなかったのよね。歯医者さん
で治療してもらって，だいぶ痛みは引
いたけど，まだ少し痛むときがあると
いったら，痛み止めと抗生物質を出し
ておくと言われたよ。

薬剤師： それは大変でしたね。いまほかに飲ん
でいるお薬はありますか？

Aさん： 血圧の薬を2種類とコレステロールの
薬，不眠の薬を飲んでいるよ。

▶ 服薬指導にて

今月の症例

65歳女性　Aさん（身長145cm，体重47kg）

この症例で注意すべき点とその対応は…？

 おくすり手帳

◯◯病院
イルベサルタン50mg
プラバスタチンナトリウム5mg
フロセミド20mg

 1日1回　朝食後　28日分
トリアゾラム0.25mg

 1日1回　就寝前　28日分

△△薬局
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 ……の前に考えること

　認知症は不眠を含む睡眠関連症状の発現頻度が高く，介護者や家族に大きな負担を
与えます。治療は非薬物療法と薬物療法の2通りから考えていきますが，適正な薬物療
法を実施するためにも非薬物療法を優先的に実施することが重要です。
　認知症に伴う睡眠障害の薬物治療は，認知機能をはじめとする中枢神経系の機能低
下を考慮し，低用量から投与を開始して必要に応じて慎重に増量を検討します。身体
面では薬物代謝能が低下するほか，身体障害（痛み，かゆみ，むずむず感など）が睡眠
を妨げる要因になることに配慮しましょう。また，認知症の分類によっても睡眠障害
の特徴やその対処法が異なる場合があることに留意する必要があります。

 ……の前に考えること ……の前に考えること

認知症の
 薬物治療

鈴鹿医療科学大学薬学部　三輪 高市

患者さんのご家族から「認知症の母親が寝なくて困っています。母

親は2年ほど前にアルツハイマー型認知症と診断され，認知症治

療薬（アセチルコリンエステラーゼ阻害薬）を服薬しています。ア

ルツハイマー型認知症を発症する前は不眠などの症状はありません

でしたが，最近は夜ぐっすり眠れず，昼間ボーっとしている時間帯

が多くなりました。家族も夜安心して眠ることができず疲れていま

す……。どのように対応したらよいですか？」とのご質問をいただ

きました。

不眠に対してどのような対処法がありますか？　ご家族にどのよう

な対応を提案したらよいですか？
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統合失調症の再発・再燃は服薬アドヒアランス低下から

　統合失調症は，急性の精神病性エピソードを繰り返しながら，慢性に経過する精神

疾患です。急性期症状を過ごす入院治療と同様に，退院後の地域生活における療養が

重要であり，そのため継続的な服薬によって病状を安定させることが必要です。

　統合失調症患者さんが症状の再発・再燃によって精神科病院に入院してしまう原因

は，主に服薬アドヒアランスの不良だといわれています。入院中は多職種が治療に関

わり，適切な薬物療法や心理教育により服薬アドヒアランスが保たれるものの，退院

直後から服薬アドヒアランスは徐々に低下していくとされます（図）。そのほかにもさ

まざまな理由から治療を中断してしまうケースが少なくなく，再入院率が高いことが知

退院時 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月

50

60
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40
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75％をカットオフ値とした場合

〔趙 岳人，他：統合失調症治療における服薬状況のMEMS（Medication event monitoring system）
多施設研究．臨床精神医学，14（9）：1551-1560，2011より〕

図　服薬アドヒアランス良好な患者の割合─6カ月間の経時的推移

第11回   統合失調症患者さんへの在宅訪問

西熊谷病院薬局　長浜 恭史
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薬を飲むのは誰？　子どもへのアプローチを忘れずに

　保護者から「子どもが薬を飲むのを嫌がる」と聞かされたとき，みなさんはどうしま

すか？　まずは保護者の方とお話しされるのではないでしょうか。薬を嫌がる状況な

ど，詳細を確認するためには保護者からさまざまな情報を得る必要がありますので，こ

れは当然のことだと思います。

　ではその後，飲ませ方や飲み方についての説明も保護者に向けてしてはいないでしょ

うか。しかし，実際に薬を飲むのは子どもです！　私は服薬指導の際，子どもに直接

アプローチすることがとても大切だと考えています。ということで今回は，服薬行動で

の子どもへのアプローチについて考えるため，実際に私が子どもにアプローチしたなか

でも特に印象深かった2つの事例を紹介します。まず登場するのはえりかちゃん，4歳

の女の子です。

“飲んであげる”に大爆笑！

今回の患者プロフィール
えりか ちゃん（仮名）
4歳女児，2人兄弟で2歳の弟あり
いつも元気で明るく，母親に甘える様子がよく見られる

─母親と一緒に薬局へ入ってきて，大声で騒いでいる子がいます。

第4回
子どもへのアプローチでやる気を起こす！
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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。

アーテンによる認知機能低下と判断して用量漸減となり症状改善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？  患者は脳血管性認知症と診断されていたが，実は認知機能低下の原因は薬剤の副作用であると
思われた。

▼ 処方内容 

70歳代の女性。A病院の外科。処方オーダリング。

Rp.1

アナストロゾール錠1mg 1錠
 1日1回　朝食後　14日分

Rp.2

セレコックス錠100mg 2錠
レバミピド錠100mg 2錠
リリカカプセル75mg 2錠
 1日2回　朝夕食後　28日分
サルポグレラート塩酸塩錠100mg 3錠
 1日3回　毎食後　28日分

A病院の整形外科。処方オーダリング。

Rp.5

アーテン錠2mg 1錠
 1日1回　朝食後　21日分
エチゾラム錠0.5mg 3錠
ベリチーム配合顆粒 3g
 1日3回　毎食後　21日分
ブロプレス錠4mg 2錠
 1日1回　朝食後　21日分

A病院の脳神経外科。処方変更2回目。

Rp.3

アーテン錠2mg 3錠
エチゾラム錠0.5mg 3錠
ベリチーム配合顆粒 3g
 1日3回　毎食後　42日分
ブロプレス錠4mg 2錠
 1日1回　朝食後　42日分

B病院の神経内科。処方オーダリング。

Rp.4

アーテン錠2mg 2錠
 1日2回　朝夕食後　21日分
エチゾラム錠0.5mg 3錠
ベリチーム配合顆粒 3g
 1日3回　毎食後　21日分
ブロプレス錠4mg 2錠
 1日1回　朝食後　21日分

A病院の脳神経外科。処方変更1回目。

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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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経緯
　患者は前年2月に初来局し，A病院の外科より Rp.1 が
処方されていた。その後，下肢疼痛治療のためA病院の
整形外科より Rp.2 が追加処方された。またB病院の神経
内科を数年前から受診しており，眼瞼痙攣のため Rp.3 を
継続して服用していた。 Rp.3 は他の薬局から交付されて
いたが，お薬手帳により服用歴は確認できていた。
　前年7月ころから，患者が「薬がわからない」と訴える
ことが増え，「何を飲んだらいいのかわからない」と錯乱
することがしばしばあった。そのたびに薬局に連絡があ
り，手を焼いていた。薬の管理ができず，家族の支援を
受けられない環境であったため，本年2月より居宅療養
管理指導を実施することとなった。在宅管理で Rp.1 ～
Rp.3 のすべてを一包化調剤し，服薬支援を行った。
　処方医からの診療情報提供書により，病歴として「高
血圧，乳がん（術後），左側頭葉血管腫，両側眼瞼痙攣，
脳血管性認知症」の診断名を確認できた。また，ケアマ
ネジャーから，日常生活での昼夜逆転や錯乱，認知機能
が悪化していることを聴取した。
　認知機能に関しては脳血管性認知症と診断されていた
が，担当した薬剤師は“アーテン錠（トリヘキシフェニジ
ル塩酸塩）による副作用（せん妄や認知機能低下）”では
ないかと疑い，B病院の神経内科の処方医へ報告した。
認知機能の悪化を懸念したB病院の処方医より，患者に
対してA病院の脳神経外科への転院が勧められた。
　アーテン錠の副作用であるせん妄により認知機能低下
が引き起こされている可能性が考えられたため，薬剤師
はA病院の脳神経外科の処方医にアーテン錠の減薬を処
方提案した。処方医により， Rp.4 ～ Rp.6 のように処方
変更（アーテンの漸減）が行われた。
　また，A病院の外科の担当医によって，アナストロ
ゾール錠も認知症を助長している可能性があると判断さ

れ， Rp.1 は削除となった。
　アーテン錠とアナストロゾール錠の中止により，患者
の認知機能は改善した。その結果，一包化のみで服薬管
理が可能となり，服薬コンプライアンスも改善した。
　患者と患者家族は，認知機能が回復したことで大変喜
ばれていた。また，介護の手間も軽減されたため，ケア
マネジャーから「認知機能の悪化が薬の副作用だとは考
えもしなかった。薬剤師さんに訪問してもらって本当に
よかった」と感謝された。

問題点の解析
　医師は，脳血管性認知症と診断していたため，認知機
能の低下（少なくとも一部）が薬剤の副作用であったこと
に気づかなかったと考えられる。
　さらに，患者や患者家族，介護者を含め，薬剤の副作
用で認知機能が悪化することがあるとの認識がなかった。

問題点回避の計画
　医療従事者，介護者は，認知機能低下を引き起こす薬
剤について薬学的知識を有している必要がある。
　薬局での服薬指導では，家庭での服薬状況や生活環境
を十分に把握することが困難な場合がある。薬剤師の在
宅医療介入によって服薬管理だけでなく，副作用の兆候
の早期発見が可能である。
　本事例では，居宅療養管理指導のなかで，ケアマネ
ジャーから，日常生活での昼夜逆転や錯乱，認知機能が
悪化していることを聴取していたため，薬剤師の薬剤性
認知機能低下，せん妄などについての知識と併せ，アー
テンによる副作用を推定できたと考えられる。

Rp.6

エチゾラム錠0.5mg 3錠
ベリチーム配合顆粒 3g
 1日3回　毎食後　21日分

ブロプレス錠4mg 2錠
 1日1回　朝食後　21日分

A病院の脳神経外科。処方変更3回目。
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便秘症の特徴的な症状とは？

1． 基準は排便困難症状の有無/回数の減少

　高齢者などの慢性便秘症に対して，「漫然と下剤

が処方され続けていいのか」と悩みながら調剤して

いる薬剤師は多いと思います。まず，慢性便秘症は

どのような疾患ととらえたらよいでしょうか。

中島　慢性便秘症には世界的に有名な「Rome IV」

という細かい診断基準がありますが，その基準は実

臨床で使いにくい内容です（表1）。「慢性便秘症診療

ガイドライン2017」にもある通り，大きく2つに分けて

考えると理解しやすいです。

　1つは排便回数です。毎日あるいは2日に1回の排

便であれば正常な範囲ですが，3日に1回だとさすが

に少ないということで，排便回数の減少が便秘症の

一つの基準になります。便秘症の初期は約3割がこ

のような排便回数の減少で，残り7割が排便困難症

状です。定年退職で仕事量（運動量）や食事量が減っ

た男性が初めて便秘症になると，毎日排便があった

としても，①便が硬くていきまなければいけない，

1989年 大阪大学卒業
1990～1992年 社会保険中央総合病院内科
1997年 東京大学第3内科 助手
2000年 横浜市立大学第3内科 講師
2000～2003年 ハーバード大学医学部 客員准教授
2008年 横浜市立大学附属病院消化器内科 教授
2014年より現職

中島 淳

横浜市立大学大学院医
学研究科肝胆膵消化器
病学教室 主任教授

便秘治療で薬剤師が
担う役割を考える

表1　「ROME Ⅳ」における慢性便秘症の診断基準

●次のうち2つ以上を含む
　1． 排便の1/4以上の頻度で，強くいきむ必要がある
　2． 排便の1/4以上の頻度で，兎糞状便または硬便

（ブリストル便形状スケールでタイプ1～2）である
　3． 排便の1/4以上の頻度で，残便感を感じる
　4． 排便の1/4以上の頻度で，直腸肛門の閉塞感や

排便困難感がある
　5． 排便の1/4以上の頻度で，用手的な排便介助が

必要である（摘便，会陰部圧迫など）
　6．自発的な排便回数が週に3回未満である
●下剤を服用しなければ軟便（下痢）はまれである
●過敏性腸症候群の診断基準を満たさない

・少なくとも診断の6カ月以上前に症状が出現し，最近3カ月間で基準を満たす
・ 研究目的での本基準使用において，オピオイド誘発便秘症の基準を満たす場
合，オピオイドによる副作用か，それ以外の原因によるものか鑑別が困難な
ため，機能性便秘と診断すべきではない。ただし，これら2つの病態はオー
バーラップしている可能性も考慮する必要がある

（Lacy BE, et al：Gastroenterology, 150：1393-1407, 2016より）
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はじめに

　“スポーツの秋”といいますが，記録という観点でみると，ランニングのベストシーズン

はフルマラソンで一番速いタイムを出せる，気温6～7℃くらいです。つまり，ハイシー

ズンは冬になります。そのため国際マラソンのような大きな大会はだいたい冬に行われ，

箱根駅伝はお正月，東京マラソンも2～3月です。この時期は国民病ともいわれる花粉症

のシーズンで，スギやヒノキなどの花粉が大量に飛散する時期に重なります。

　外を走るマラソンランナーだけでなく，アスリートは花粉が飛散する野外でトレーニン

グをすることが多いため，まさに職業病であり，一般の人以上にアレルギーに対する対策

が必要です。

花粉症の治療薬

　花粉症はスギやヒノキなどの花粉が鼻の粘膜の中に侵入し，それを排除しようと体が過剰

に免疫反応を示すことで，鼻水や目のかゆみ，鼻づまりといった症状が現れます。さらに運

動をすると，左右の鼻粘膜に本来備わっている拡張と収縮の周期的なリズムや，鼻腔の通気

性（鼻呼吸のしやすさ）が著しく変化し，鼻アレルギーの症状が強まると考えられています。

　花粉症と決めつけていたら鼻風邪だったということもあるので，まずは受診が勧められ

ますが，花粉症であってもくしゃみや鼻水中心の軽症の場合はOTC医薬品で対応するこ

とができます。

はじめにはじめに

花粉症の治療薬花粉症の治療薬花粉症の治療薬

静岡県体育協会スポーツ医科学委員会　大石 順子

花粉症のアスリートをサポートする第3回
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

（2342）

ネイリンカプセル100mg

医薬品名 ：ネイリン
一般名 ：ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物
薬価基準収載日 ：2018年5月
薬価 ：804.6円/1カプセル（2018年7月時点）
製造販売 ：佐藤製薬

 効能・効果
〈適応菌種〉
　　皮膚糸状菌（トリコフィトン属）
〈適応症〉
　　爪白癬
 用法・用量

　通常，成人には1日1回1カプセル（ラブコナゾールとして100mg）を12週間経口投与する。

 Point
▶本邦で創製されて，本邦でのみ承認されている経口爪白癬治療薬である。
▶ 本薬は，ラブコナゾールのプロドラッグであるホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物を含有する経
口爪白癬治療薬である。

▶用法・用量は1日1回1カプセルを12週間経口投与とされており，食事に関係なく服用できる。

ネイリンカプセルの概要

第210回

倉敷中央病院薬剤部　奥田 敏勝，髙栁 和伸
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つなぐ

つながる

地域密着型薬局の

レポート在宅つなぐ

つながる

地域密着型薬局の

レポート在宅

担当患者さんとつながるまで

　当薬局は最寄駅から徒歩10分くらいの住宅街に位置し，スーパーの向かいという立

地もあって近隣の住民が多く来局されます。特に高齢の来局者が多く，薬の相談だけ

でなく，公費医療の申請の相談や，お孫さんの入学・卒業の報告などでも気軽に立ち

寄られます。在宅訪問をしていることもあり，ヘルパーやケアマネジャーなど他職種

が来局されることもあります。

　ある日，1人のヘルパーが80代後半の女性Aさんの整形外科の処方箋を持って来局さ

れました。Aさんは身寄りがなく，独り暮らし。ヘルパーが訪問して服薬を管理してい

ます。また，足が悪く来局できないため，薬局から薬の配達で伺うこともありました。

　その日Aさんに処方されたのは，リカルボン錠50mg（3日分）とエディロールカプセ

ル0.75μg（91日分）。ヘルパーからの相談は，Aさんが以前から服用している内科の処

方薬と併せて一包化してほしいという内容でした。しかし，吸湿などによる品質低下

を考えると，エディロールカプセル91日分を一度に分包することには不安を感じます。

また，整形外科・内科の内服薬以外にも，眼科から点眼薬，呼吸器内科から吸入薬が

処方されており，飲み忘れも多かったため，薬剤師が在宅に介入し，服薬を管理した

ほうがよいと考えました。

　早速Aさん宅を訪問。整形外科と内科の薬剤を一包化し，日付を印字してカレンダー

にセットすることや，在宅訪問を行うにあたり居宅療養管理指導費として503円の費

用負担が発生することを説明し，了承を得ることができました。その場に居合わせたヘ

ルパーからも，薬に関する心配が減ると言われました。

つながりを大切に
第5回

かんまき薬局　柳 仁望

TJ201811_106-109_tunagu(03)-02.indd   106 2018/10/17   16:40



115調剤と情報  2018.11（Vol.24 No.15） （2359）

で見抜く

の

臨床推論

裏側

まずは，薬剤師からの一言

第7回

目薬をください

どのような症状ですか？

朝起きると白目が真っ赤に
なっていて，びっくりしまし
た。痛みはありません。白目
が赤くなっているため見た目
にも違和感があります。何か
の病気になったのでしょう
か？

 ❷

目にかゆみがあります。朝起
きると目やにがひどくて目が
開けられないこともあります。
花粉症があるので，アレル
ギーだと思います。何かいい
目薬はありますか？

 ❶

目に何かが入りました。ゴロ
ゴロしますし，痛みもありま
す。目薬で洗い流そうと思う
ので，目薬をください。

 ❸

相談者の答えは……

マスカット薬局 臨床研究室 副室長　

小川 壮寛 【執筆】
社会医療法人清風会岡山家庭医療センター
奈義・津山・湯郷ファミリークリニック　

松下 明 【監修】 
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