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特  集

特集にあたって
滋賀医科大学医学部社会医学講座　一杉 正仁

　薬剤師法第25条の2に「薬剤師は，調剤した薬剤の適正な使用のため，販売

又は授与の目的で調剤したときは，患者又は現にその看護に当たっている者に対

し，必要な情報を提供し，及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければな

らない」と記載されている。調剤した薬剤の適正使用に向けた情報提供義務と薬

学的知見に基づいた指導義務を定めている。医療人としての薬剤師には，患者さ

んのニーズを正確に把握し，薬学的知見に基づいた指導を行うことが求められて

いるのである。もちろん，医師法第23条でも「医師は，診察したときは，本人

又はその保護者に対し，療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしな

ければならない」と同様の義務が課せられている。

　さて，外来患者さんは日常の生活を送りながら処方された薬剤を内服し，疾患

を良好にコントロールしている。日常的に自動車を運転する患者さんに対して，

眠気や倦怠感などが生じにくい薬剤を選択して処方することは，プロである医療

人が行う工夫である。それでは，日常的に自動車を運転する患者さんに対して，

「あなたは，この薬を飲んでいますから自動車の運転をしないでください」と指導

することは妥当であるだろうか。患者さんは，疾患を治療することや良好にコン

トロールする必要があるために薬剤を内服している。そして，仕事，買い物，通

院，レジャーなどで必要があるゆえに自動車を運転するのである。このように，

日常生活を普通に送ろうとしている人に対して，社会参加を妨げるような指導は

適切ではない。

　今回の特集では，その根拠を専門の方々から概説していただく。本特集は，日

常的に自動車を運転する患者さんに対する適切な服薬指導は何かという答えを示

したものであり，読者の皆さまのお役に立てると幸いである。

エキスパートが教える！

運転注意薬の 
基本的な考え方
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はじめに 
─処方の現場で常に念頭に

　わが国では，買い物，通勤・通学，あるいは通院
といった日常生活において自動車が欠かせない。特
に公共交通が不便な地域では，自動車の運転が生活
の必須条件となっている。
　一方，自動車の運転には複雑な認知・判断・運動
能力を要する。適切な運転能力に欠ける人が自動車
を運転することは，事故を誘発することにもなる。
したがって，社会の安全を守り，公衆衛生の向上に
努めるためには，患者の自動車運転に関する適切な
療養指導を行う必要がある。日常的に自動車を運転
する患者に対しては，自動車の運転が生活の一部で
あることを念頭に置き，患者の状態を把握したうえ
で，適切なアドバイスを行うことが求められる。

さまざまな疾患を有する患者の
自動車運転

　わが国では，2002年6月に改正された道路交通法で，

ある特定の疾患を抱えた患者が一律に自動車運転免許

を取得できないという欠格事由が廃止され，免許取得

の可否について個別に判断されることとなった。これ

は，交通社会の安全を保ちつつ，障害者が社会に参加

できる機会を確保することを目的としている。

　まず，すべての自動車運転者に義務づけられている

ことは，体調を整えたうえで運転するべきということ

である。道路交通法第66条では，「何人も，過労，病

気，薬物の影響その他の理由により，正常な運転がで

きないおそれがある状態で車両等を運転してはならな

い」と規定されている。したがって，自動車を運転す

る人に対しては，健康管理を適切に行うことが自己責

任として求められている。

　次に個々の疾病では，道路交通法第90条および道

路交通法施行令に記載されている疾病について，免許

が保留または与えられないことになっている。実務上

特 集

処方薬と自動車運転
─適切な処方と療養指導

滋賀医科大学医学部社会医学講座　一杉 正仁

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方

　社会の安全を守り，公衆衛生の向上に努めるためには，患者の自動車運転に関する適切

な療養指導を行うことが求められる。

　自動車事故の原因の約1割は運転者の体調変化によるもので，疾病を有する自動車運転

者に対しては適切な治療薬を用いながら疾患のコントロールを良好に保つ必要がある。処方

薬の選択にあたっては，服用した状態で安全に自動車を運転できる薬剤であることが重要

である。患者の生活にあった適切な薬剤を選択する努力を惜しまないことが重要であろう。

summary
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運転禁止薬，運転注意薬とは

　医薬品にはさまざまな副作用がある。眠気やめま
い，意識障害，注意力・集中力・反射能力の低下な
ど運転に影響を及ぼす副作用があり，かつ交通事故
などの副作用報告がある医薬品や，類似の製剤で事
故の発生が否定できない医薬品の添付文書には，以
下のような運転注意に関する記載がなされている。
●  「自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事さ
せないよう十分に注意すること」（以下，運転禁止薬）

●  「自動車の運転など危険を伴う機械の操作をする
際には，注意させること」（以下，運転注意薬）

　運転禁止薬や運転注意薬は多岐にわたり，抗てん
かん薬，向精神薬，抗パーキンソン薬，糖尿病治療
薬，解熱鎮痛薬，降圧薬，抗不整脈薬，抗ヒスタミ
ン薬，総合感冒薬，鎮咳薬，禁煙補助薬，緑内障治
療薬など，さまざまな疾患の治療に使用されている。
全国民のレセプト情報データベースに基づく調査で
は，医薬品を処方された25歳以上の外来患者の73％
が，運転禁止薬または運転注意薬の処方を受けたと
報告されている1）。

　服薬による交通事故事例の報告を受けて，2013年
に厚生労働省（以下，厚労省）から医療機関や薬局に
対して，「添付文書の使用上の注意に自動車運転等
の禁止等の記載がある医薬品を処方又は調剤する際
は，医師又は薬剤師からの患者に対する注意喚起の
説明を徹底させること」という通知が出された2）。ま
た，この通知に対応し，添付文書に意識障害などの
記載がある医薬品について見直しが実施され，新た
に自動車運転について注意喚起の必要があると判断
された医薬品に使用上の注意の改訂指示が出され 
た3）。一方，2016年には承認時から運転禁止薬とし
ていたセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻
害薬のミルナシプラン（トレドミン錠），デュロキセ
チン（サインバルタカプセル），ベンラファキシン（イ
フェクサーSRカプセル）の3剤について，運転注意
薬に変更する改訂が指示された4）。このように，服
薬により症状が安定している患者の実情も踏まえて，
調査に基づき運転禁止薬から運転注意薬への改訂も
行われている。

特 集

　薬物の影響で正常な運転ができない恐れがある状態で運転をすることは，道路交通法で禁

止されている。特に，運転に支障が生じる可能性が高い運転禁止薬を服用して，死傷事故

を起こした場合は，危険運転の適用対象となる。また，任意保険の免責条項に該当すると

して，保険会社の免責が認められることもある。一方，医療従事者には処方薬の副作用や

運転に関する注意を説明する義務があり，怠った場合には民事責任を問われることもある。

summary

法律/判例からみる 
運転注意薬の留意点

慶應義塾大学医学部総合医科学研究センター　馬塲 美年子

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方
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はじめに

　糖尿病治療薬は「特に安全管理が必要な医薬品」
として特定薬剤，いわゆるハイリスク薬となってい
る1）。日本薬剤師会の『薬局におけるハイリスク薬
の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン』によ
ると，ハイリスク薬の薬剤服用歴管理指導は，「薬
剤師の視点から，患者の基本情報，心理状態，生活
環境などの情報を収集し，副作用回避・有効性確認，
医薬品適正使用などの薬学的管理に活用する」「患者
の健康被害の防止及び早期発見に努め，健康被害発
生時には患者自身が適切な対応がとれるような指導
を行う」と明記されている。2019年現在，糖尿病治
療薬は7系統の内服薬と2系統の注射剤が上市され
ているが，上記ガイドラインには「糖尿病用剤，膵
臓ホルモン剤」の薬学管理指導で特に注意すべき事
項が記載されている。これら指導内容のなかで，糖
尿病治療薬のリスク管理として特に重要な項目が低

血糖への安全管理と考えられる。

自動車運転における 
糖尿病治療薬の位置づけ

　意識障害などの副作用報告がある医薬品は，添付
文書の記載内容に応じて運転禁止薬あるいは運転注
意薬と一般に呼ばれている。
　道路交通法に基づく「一定の病気」には，「無自覚
性の低血糖症（人為的に血糖を調節することができ
るものを除く。）」が含まれており，低血糖を誘発す
る糖尿病治療薬は作用機序にかかわらず，すべて運
転注意薬となっている（「一定の病気」については
p8の表1を参照）。
　糖尿病の薬物療法は単剤から開始されるものの，
最近は患者の6割以上が2剤以上の処方となるなど，
血糖コントロール不良で罹病期間が長くなると併用
療法になるため，単剤では低血糖を起こしづらい薬
剤も運転注意薬とされている。つまり，薬物療法を

特 集

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方

糖尿病治療薬
薬局恵比寿ファーマシー　佐竹 正子

薬効別　運転注意薬のモニタリングと患者指導のポイント

　食事や運動などの生活習慣の変化により糖尿病治療薬の血糖降下作用が強く出たとき，

副作用として低血糖が起きる。

　低血糖の症状を説明し，軽微な発現を見逃さず適正に対処することで，突然の意識障害

となる重症低血糖の発現を回避することができる。自動車などの事故を防ぐためには，患

者自身が低血糖に関する知識をもち，運転時に低血糖になった場合の対処法を熟知するこ

とが必須である。糖尿病治療薬による自動車事故で加害者や犠牲者をなくすためには，低

血糖に関する説明を繰り返す必要がある。

summary
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はじめに

　近年，自動車運転の安全性を巡る議論がより高
まっている。飲酒運転の厳罰化は，交通事故死亡者
数の減少という目に見えた結果に繋がっている様子
である。また，認知機能が低下した高齢者の自動車
事故は，以前より頻回に報道されるようになってい
る印象がある。これは，事故数の増加だけでなく，
注目度が増していることも要因なのかもしれない。
てんかん患者による自動車運転の危険性評価に関し
ては，長く議論が続いている。そうしたなかで，精
神科薬物療法を受けている人たちの自動車運転に関
しても，より注目されるようになっている。
　精神科治療を受けている人の自動車運転問題を考
えた場合，原疾患の影響と使用している薬物の影響
の2つの因子が大きい。しかも，これら2つの因子
はお互いに影響しあっていることから，各個人の自

動車運転の安全評価は非常に難しい課題となってい
る。
　本稿では，特集の趣旨に従って，薬物の影響を中
心に自動車運転の安全性に関して考えてみたい。

精神科で使用する薬剤

　精神科治療で使用される薬剤は向精神薬としてま
とめられることが多いが，こうした薬剤のほぼすべ
てに眠気など自動車運転に影響を与える状態が出現
する可能性がある。注意欠如多動症で用いられるメ
チルフェニデートも例外ではなく，時に眠気をもた
らす場合があることが添付文書にも記載されている。
そうした意味では，精神科薬物治療を受けている人
はすべからく自動車運転に問題が生じる可能性があ
るということになる。

特 集

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方

　精神疾患治療薬（向精神薬）は，基本的に自動車運転に影響を及ぼす可能性がある。しか

し，自動車運転能力を低下させる因子は薬剤以外にもあり，向精神薬服用だけを特別のリ

スクとみなす考え方には矛盾があるようにも思われる。また，そのリスクをどのように評価

するのかというと，現実的にはその評価基準が定まっているとはいいがたい。評価基準は，

純粋に科学的な判断のみならず，社会の同意が必要で，それに基づく法整備を伴うことが

理想である。そうしたものがない現状では注意を絶えず促すこと，そして問題が実際に生

じているようであれば，処方をした医師に情報を提供することが，今できる実際的な対応

なのかもしれない。

summary

精神疾患治療薬
滋賀医科大学医学部精神医学講座　尾関 祐二

薬効別　運転注意薬のモニタリングと患者指導のポイント
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はじめに

　調剤時の情報提供には，薬自体の効果や副作用と
ともに，患者の健康への取り組みや疾患の理解，服
薬に関わる日常生活など多くの情報を必要とする。
このため，服薬指導を行う薬剤師は薬とともに，疾
患，患者の日常生活や仕事についての理解も必要と
なる。
　しかしながら，現場で時間をかけて患者と話す時
間がとれることは多くない。また，患者も自分の情
報は提供せず，薬を受け取って早く帰ろうとするこ
とも少なくない。限られた時間のなかで伝えるべき
必須事項は，期待される効果と起こりうる副作用で
あり，今回のテーマである自動車運転は起こりうる
副作用に関わることである。しかしながら，薬剤師
が参考にするべき添付文書には，自動車運転につい
ての情報がほとんど提供されていない。
　日本では，70％程度は自動車運転免許を取得して

おり，服薬指導時に多くの患者は交通社会へ参加し
ていることが予想される1）。本稿では，神経疾患治
療薬について取り上げる。自動車運転については薬
の副作用である眠気やふらつき，また服薬の継続が
服薬指導時の重要なポイントとなる。このことから
パーキンソン病治療薬とてんかん治療薬，また近年
運転能力の評価が強化されている認知症を中心に，
現状について概説する。

添付文書上の自動車運転に
関する記載

　多くの治療薬では，添付文書に自動車運転に対する
注意が記載されている。高血圧症や糖尿病などの生活
習慣病でも記載されており，神経疾患治療薬として分
類されている168薬を調査したところ，164個（97.6％）
で「使用上の注意」として自動車運転が記載されてい
た2）。神経疾患治療薬は，脳神経に作用することか
ら眠気やふらつきを起こすことがあるためである。

summary
　神経疾患治療薬のうちパーキンソン病治療薬，てんかん治療薬，また認知症を中心に，

自動車運転における服薬指導を概説した。添付文書が重要な根拠となるが，現在の情報は

十分でなく，より具体的な記載が必要である。添付文書の「運転させないこと」については，

「ふらつきや眠気が起こりやすいので，服薬開始時には運転する前に薬の作用，副作用を確

認してください。ふらつきや眠気が出るようなら運転はやめてください」と，指導するべき

と考える。また，服薬指導では情報を集約して提供し，患者自身が服薬の目的，継続の要

否を判断できるように提供することが期待される。

特 集

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方

神経疾患治療薬
済生会 今治医療・福祉センター/今治病院脳神経内科　野元 正弘

薬効別　運転注意薬のモニタリングと患者指導のポイント
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はじめに

　花粉症を含むアレルギー性鼻炎の患者は増加の一
途をたどり，今や国民病の一つとされている。アレ
ルギー性鼻炎は，発作性反復性のくしゃみ，（水様
性）鼻漏，鼻閉を主徴とし，自動車の運転を含め，
日常生活に多大な影響を及ぼす。例えば，2007年
1月に発表された健康日本21推進フォーラム「ドラ
イバーと『花粉症』に関する調査」における項目「花
粉症の症状は，車の運転にどの程度影響しますか？」
では，1,000名の患者のうち，6.3%が「大いに影響す
る」，20.4%が「かなり影響する」，57.2%が「いくら
か影響する」と回答しており，「影響しない」と回答
したのは16.1%のみであった。
　走行中のくしゃみにより目を閉じると，その間，通
常の走行ペースで車両は約15メートル近く前進する
とされ，くしゃみや鼻をかむなどの行為により，道路
から注意が逸れたことで起こる自動車事故の件数は多
い。そのため，花粉症の症状を抱えたままの運転は

危険であり，その際には症状の改善が必須となる。
　アレルギー性鼻炎治療に用いられる抗アレルギー
薬の中心は第二世代抗ヒスタミン薬で，病型を問わ
ず，すべての重症度で推奨されている1）。第二世代
抗ヒスタミン薬は1983年のケトチフェンの販売に始
まり，特に2010年以降，レボセチリジン，デスロラ
タジン，ビラスチン，ルパタジン，さらには新たな
ドラッグデリバリーとしてエメダスチンの経皮吸収
型テープ製剤といった新薬が相次いで販売され，治
療選択肢の幅が広がっている。1990年以降に発売さ
れた非鎮静性第二世代抗ヒスタミン薬は，抗コリン
作用が少なく，眠気，インペアード・パフォーマン
ス（本人が気づきにくい集中力，判断力，作業効率
の低下）なども軽減されている。
　しかしながら，抗ヒスタミン薬には医療用医薬品
添付文書（以下，添付文書）の「使用上の注意」の項
に，「眠気を催すことがあるので，本剤投与中の患
者には自動車の運転，機械の操作，高所作業等危険
を伴う作業（以下，自動車運転）等危険を伴う機械の
操作には従事させないよう十分に注意すること」な

特 集

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方

　アレルギー疾患を有する患者が自動車運転をする際には，症状をコントロールするため

抗アレルギー薬を確実に服用する必要があるが，服用により眠気などの副作用が発現し，

自動車運転に影響を及ぼす可能性もある。日常的に自動車運転せざるをえないアレルギー

疾患患者には，患者のQOLをできるだけ低下させない適切な抗アレルギー薬を選択すると

ともに，起こりうる副作用を患者自身が把握し，服用しながらの運転が可能か否か適切に

自己判断して事故を未然に防ぐことが重要である。

summary

抗アレルギー薬
特定非営利活動法人 薬学共用試験センター　木津 純子

薬効別　運転注意薬のモニタリングと患者指導のポイント
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はじめに

　がん（悪性腫瘍）は三大疾病の一つであり，国内の
患者数は100万人を超えるといわれている。これま
でに，多くの抗がん薬が開発され，現在，160を超
える抗がん薬およびその関連薬が国内で販売されて
いることに加え，毎年多くの新しい抗がん薬の製造
販売が承認されている。
　従来，抗がん薬によるがん化学療法を実施する際
は，患者の長期入院が必要であった。近年では，が
ん種やがんの進行度によって，患者の生活の質
（QOL）の向上の観点から，患者は日常生活を送りな
がら通院して治療を行う外来化学療法が積極的に行
われている。外来化学療法のレジメンのなかには内
服薬を含むものも多く，薬局で働く薬剤師（以下，
薬局薬剤師）においても抗がん薬の服薬指導を行う

機会は増えている。
　一般的に抗がん薬の副作用として，下痢などの胃
腸障害をはじめ，悪心や脱毛などが発現することは
広く知られている。一方，視力低下や霧視などの運
転に支障を来す副作用が発現することはあまり知ら
れていない。また，意識消失や傾眠，失神，低血糖
などの副作用も他の薬剤と比較して高頻度で発現し，
このような副作用が運転中に生じると重大事故に繋
がる。そのため，薬局薬剤師は運転注意薬に分類さ
れる抗がん薬の知識をもち，必要に応じて患者に情
報提供を行うことは職責の一つである。
　そこで本稿では，抗がん薬のなかでも薬局におい
て服薬指導を行うことが想定される運転に注意が必
要な，主な内服用抗がん薬について概説する。

特 集

抗がん薬
慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座　田口 和明，松元 一明

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方

薬効別　運転注意薬のモニタリングと患者指導のポイント

　抗がん薬の副作用として，胃腸障害や悪心，脱毛などは広く知られているが，視力低下

や霧視などの運転に支障を来す副作用はあまり知られていない。また，意識消失や傾眠，

失神，低血糖などの副作用も他の薬剤と比較して高頻度で発現し，このような副作用が運

転中に生じると重大事故に繋がる。そのため，薬局薬剤師は運転注意薬に分類される抗が

ん薬の知識をもち，必要に応じて患者に情報提供を行うことは職責の一つである。

　基本的に添付文書に運転注意に関する記載のある抗がん薬を内服している場合は，服用

期間中の運転を差し控えるように指導することが望ましいが，患者の生活背景を聞き取り，

薬剤師の視点から患者の日常の運転状況を判断し，適切なアドバイスを行うことも重要で

ある。

summary
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はじめに

　疼痛は，患者の訴えのなかでも最も多い症状であ
り，またどの診療科であっても対応しなければなら
ない患者の大きな訴えでもある。筆者が医師になっ
た当時は疼痛の原因を精査し，根本治療を優先する
あまり疼痛管理が後手に回ることも多かった。しか
し，現在は根本治療と並行し，患者のQOLを落と
さないように疼痛管理を行うことが予後にも影響す
ると報告されている1）。
　かつて日本では，医療用麻薬の使用量が適正量よ
りも過分に低いとされてきたが，近年日本ペインク
リニック学会や日本緩和医療学会による疼痛管理に
関するガイドラインが整備されてきたこと，使用で
きる疼痛治療薬が増加したことにより，格段に疼痛
管理が進歩した2, 3）。一方，外来通院で疼痛治療薬
を処方することが増加し，その副作用による交通事
故などが社会問題になっている。

　今回，疼痛とその治療薬についてまとめ，自動車
運転などにおいて注意すべき副作用を示す。

痛みの種類

　痛みは，表1の3つに分類される。それぞれが完
全に独立しているわけではなく，一部またはすべて
がオーバーラップすることもまれではない。それぞ
れの痛みに対し，治療薬が異なるので，詳細な問診
をした後，薬剤の選択をしなければならない。

● �Nociceptive pain（侵害受容性疼痛）：侵害刺激や炎症によっ
て活性化された発痛物質が侵害受容器を活性化することによっ
て引き起こされる痛み

●  Neuropathic pain（神経障害性疼痛）：神経の損傷あるいはそ
れに伴う機能異常の直接的結果として生じている痛み

● �Psychogenic pain（心因性疼痛）：痛みの原因を説明する客
観的身体的病態が欠如し，精神的因子が痛みの主因と考えられ
る痛み

表1　痛みの種類

summary
　患者のQOLを落とさないために，疼痛治療薬は必須の薬剤である。今回，疼痛と疼痛

管理の基本，疼痛治療薬についてまとめ，自動車運転などに注意すべき副作用を示した。

　主な副作用は傾眠，めまいであるが，それ以外の致死的な副作用をもつものもあり注意

が必要である。疼痛治療薬の効果は個人差があるため，適切な使用量を見極めれば，むや

みに運転中止を勧めるべきではない。そのためには医師，薬剤師ともに協力をし，治療に

あたることが必要不可欠である。

特 集

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方

疼痛治療薬
国立病院機構 京都医療センター救命救急センター　別府 賢

滋賀医科大学医学部社会医学講座　一杉 正仁

薬効別　運転注意薬のモニタリングと患者指導のポイント
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はじめに

　医薬品による交通事故の被疑薬として，医療用医
薬品が取り上げられること1-3）は多いものの，OTC
医薬品については多くはない。高橋ら4）の列車運転
士を対象としたアレルギー性鼻炎に使用した医薬品
の調査によると，列車運転中に眠気を感じたことが
ある人は，医療用医薬品を使用している人より一般
用医薬品を使用した人に多いことが示唆されている。
これは2002年の報告であり，この当時は医療用医薬
品として第二世代抗ヒスタミン薬が発売されていた
ものの，OTC（over the counter）医薬品は第一世代
抗ヒスタミン薬のみであったことも結果に影響して
いる可能性がある5）。この調査から，一般的にOTC
医薬品が使用されていることがわかる。
　現在，超高齢社会となり，医療費の高騰，医療保
険制度の継続の不安などを抱え，国はセルフメディ
ケーションを推進しており，OTC医薬品を取り巻く
状況は大きく変化している。そこで，OTC医薬品を

巡る動きや法的規制などをまとめ，OTC医薬品のな
かで注意しなくてはならない運転注意薬について検
討する。

OTC医薬品とは

定義

　OTC医薬品は，医師の処方箋がなくてもカウン
ター越しに薬局・薬店などで直接販売できる医薬品
のことである。これに含まれるのが，一般用医薬品
と要指導医薬品である。
　一般用医薬品は『医薬品，医療機器等の品質，有
効性及び安全性の確保等に関する法律（以下，薬機
法）』により，「医薬品のうち，その効能及び効果に
おいて人体に対する作用が著しくないものであつて，
薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基
づく需要者の選択により使用されることが目的とさ
れているもの（要指導医薬品を除く。）」と定義されて
いる。

1

特 集

エキスパートが教える！　運転注意薬の基本的な考え方

　OTC医薬品を巡る動きや販売制度を再確認するとともに，薬剤師による情報提供の重要

性を理解することが重要である。

　運転注意薬は，指定第2類医薬品に多く含まれている。一般用医薬品の特徴として，同

じような商品名でも配合されている成分が違っており，運転注意の成分が含まれているか

を確認する必要がある。また，運転注意である理由も眠気だけではないので，再確認して

おくことが大切である。

summary

OTC医薬品
帝京平成大学薬学部　福島 紀子

薬効別　運転注意薬のモニタリングと患者指導のポイント
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今野　　勉　昭和大学薬学部基礎医療薬学講座 薬剤学部門　

倉田なおみ　昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門

第3回　PTPの機能を知る

空いた時間に
スキルアップ
空いた時間に
スキルアップ

倉田なおみ KURATA Naomi
昭和大学薬学部 
社会健康薬学講座 社会薬学部門

企画・編集協力

患者向けリーフレット・

指導箋のなぜ？ がわかる

臨床薬学講座
すきま時間の

製剤学編

ラミシール錠とメチコバール錠，2つとも色つきの
PTPだけど……色の濃さが違うのはなぜ？

PTPの色は光の波長で決まる！？

　わが国でPTP（press through package）といえば，

医薬品の包装形態であることはよく知られているが，

どうやらこれは和製英語のようだ。国際的にはPTPで

はなく，ブリスターパッケージ（blister package）と呼

ばれていて，海外に行く際には注意しておきたい。

　さて，よく知られているPTPの機能は，医薬品を機

械的な衝撃から守ることであるが，その他に湿度や光

など外部からのストレスを防ぐことにより，薬剤の品

質を保つ機能もある。光で劣化しやすい薬剤の場合に

は，その原因となる波長に応じてその光を遮る着色フィ

ルム，あるいは紫外線カット透明フィルムが使用され

遮光目的でPTPに色が
ついているようだけど……
薬剤によって
PTPの色が違うのはなぜ？
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薬歴を見れば，その薬剤師の「仕事の質」がわかる！

山本 雄一郎
阪神調剤ホールディンググループ 有限会社アップル薬局 /熊本大学薬学部 臨床教授

はじめに

　今回はカルシウム拮抗薬（以下，CCB）とグレープフルーツジュース（以下，GFJ）の相互作用を題
材として扱っていきます。前回とは異なり，あらかじめシーンが設定されている状態です。前回は O

をすべて自由に設定しましたので，そこが大きく異なります。

CCBとGFJの相互作用はどれも同じ？

1 変わるアムロジピンの位置づけ
　さて，まずはこの症例から。60歳女性のBさん，高血圧の治療で10年以上当薬局を利用いただい
ています。高血圧以外の既往はありません。薬もずっとアムロジピンだけで，この10年での薬の変更
は先発薬からジェネリックになったくらいです。この日は3カ月振りの来局でした。娘さんのお産の
手伝いでしばらく都会に行っており，都会の薬局で投薬を受けていたようです。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
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Rp1  アムロジピン錠2.5mg　1回1錠（1日1錠）

 1日1回　朝食後 28日分

CASE 60歳女性のBさん

第2回   カルシウム拮抗薬とグレープフルーツ
ジュースの相互作用を考慮するシーン
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はじめに

　各種薬剤は，主となる病態に対して有効性を発揮
するとともに，頻度は高くありませんが有害となる
副作用をあわせもっています。副作用は軽度なもの
から重篤なものまで多岐にわたり，放置すると不可
逆的な健康被害を及ぼすこともあるので，早めに対
応する必要があります。
　眼科領域では，①眼瞼・角結膜などの前眼部，②水
晶体・硝子体などの中間透光体，③網膜・視神経
─といったいずれの部位でも，薬剤による副作用
が起こる可能性があります。しかし，症状があって
も，主病の治療に追われたり，眼副作用と気が付か
なかったり，加齢変化などと自己判断したりするこ
とで，眼科の受診が遅れることがあります。そのた
め何らかの薬剤を服用していて，「見づらい，視野が
狭い」などの症状がでてきたら，薬剤による眼副作
用を疑い，まずは主病の主治医や薬剤師に症状を伝
えることが重要です。
　本稿では，眼科領域の副作用のうち，視神経障害
について概説します。

視神経障害の症状

　視覚に関するさまざまな症状があり，①視力低下
（遠くが見づらい，近くにピントが合わない，暗くな
ると見えにくいなど），②視野異常（視野が狭くなる，
見えない部分がある，物にぶつかるなど），③霧視，
④色覚変化，⑤暗い─などで気づくこともありま
す。
　一般的には，両眼同時に同程度起こることが多く，
明らかな片眼性では他の視神経症を疑います。ただ
し，左右差がある場合や，発症初期には片眼性のこ
ともあるので注意が必要です。また，副作用の発症
時期は一定しておらず，服薬を開始してすぐに症状
が出ることもあれば，数カ月してから発症すること
もあります。

視神経障害が生じる原因や機序

　発症の原因や機序として視神経への毒性が考えら
れていますが，多くの薬剤で詳細は不明で，また薬
剤によっても異なると思われます。一般的に，病理
学的には神経節細胞の消失，視神経の脱髄・びまん

薬剤師なら知っておきたい

薬剤性眼障害のキホン

視神経障害を来す薬剤第4回

高橋 現一郎　東京慈恵会医科大学眼科学講座
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患者からの質問に症例報告を活かす

イージーアプローチ  
企画・編集協力 特定非営利活動法人アヘッドマップ

特定非営利活動法人アヘッドマップ共同代表／中部薬品株式会社
YAMAMOTO Masahiro山本 雅洋

第 5 回 患者からの質問に症例報告を活かす
─添付文書の向こう側に飛び出そう

はじめに

　「薬の副作用でしょうか？」─これほど臨床判断に

困る質問はないでしょう。読者の皆さんも同様の質問
を受けたことがあるかと思います。そんなとき，どう
対応すればよいのでしょう？　本稿では，論文ベース
で考え，判断し，行動した筆者の体験を紹介します。

Case 2

　　 今回の疑問　その皮疹はオセルタミビルのせい？

　あなたは，とある薬局の薬剤師。土曜日の今日は久しぶりの休日で，少しだけ仕事から解放された1日です。

しかし，そんな日が終わりかけた21時過ぎ，会社から支給された夜間救急対応携帯電話がけたたましく鳴り

ました。

　電話に出ると，昨日オセルタミビルをお渡しした小児のお母様からでした。薬を飲ませたら夕方から湿疹が

出たそうで「これって薬の副作用でしょうか？　薬をやめたほうがよいでしょうか？」とおっしゃっています。

そこでお子様の状態を追加確認したところ，

・5歳の男の子で特に大きな既往歴はなく，基礎疾患もなし

・薬はオセルタミビルしか服用していない

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに

TJ201905_081-085_approach(02)-01.indd   81 2019/04/12   15:47



87調剤と情報  2019.5（Vol.25 No.6） （879）

エイベリス点眼液0.002%

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

医薬品名 ：エイベリス
一般名 ：オミデネパグ イソプロピル
薬価基準収載日 ：2018年11月20日
薬価 ：945.3円/mL 
製造販売 ：参天製薬株式会社

 効能・効果
　緑内障，高眼圧症
 用法・用量

　 1回1滴，1日1回点眼する

 Point
▶ 新規の作用機序を有する緑内障治療薬であり，選択的にプロスタノイ
ドEP2受容体を刺激することで線維柱帯流出経路とぶどう膜強膜流出
経路を介して房水流出を促進し，眼圧下降作用を示す。

▶ ラタノプロスト点眼液に対する非劣性が確認されている。
▶ 白内障手術歴がある患者ならびにタフルプロスト点眼液使用患者への併用は，副作用が高頻度に出現すること
から禁忌である。

エイベリスの概要

第216回

福井大学病院薬剤部　古俵 孝明，後藤 伸之

エイベリス点眼液0.002%
（オミデネパグ イソプロピル）
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

特徴

　オミデネパグ イソプロピル（以下，オミデネパグ）

は，プロスタノイド受容体の一種であるプロスタノ

イドEP2（以下，EP2）受容体刺激作用を有するオミ

デネパグエステル結合化合物のプロドラッグである。

2012年より米国において緑内障，高眼圧症を対象と

して臨床試験が開始され，日本での臨床試験後，

2018年9月に世界初の選択的EP2受容体作動薬とし

て，「緑内障，高眼圧症」治療薬の製造販売承認を

取得した。

1．�緑内障における点眼剤の選択と� �
オルデネパグの位置づけ

　日本緑内障学会の『緑内障診療ガイドライン（第

4版）』では，原発開放隅角緑内障においてプロスタ

グランジン関連薬やβ遮断薬が優れた眼圧下降効果

と良好な忍容性により，第一選択薬として使用され

ている（エビデンスレベル1A）1）。第二選択薬とし

て，それ以外の点眼剤が挙げられるが，多剤併用に

よる薬物治療は，薬理作用が同効または相殺するよ

うな組み合わせは避け，必要最小限の薬剤で最大の

効果を得るために作用機序をよく考えて組み合わせ

る必要がある。また，アドヒアランス向上を目的と

した配合点眼剤も単剤治療で眼圧コントロールが難

しい患者には有用である（エビデンスレベル1B）1）。

　一方，プロスタグランジン関連薬は，非反応性や

低反応性の患者が存在するだけでなく，睫毛異常伸

長や色素沈着，上眼瞼陥凹などの容貌が変化する局

所での副作用が問題となることがある。またβ遮断

薬は，全身性副作用の発現が懸念されることから気

管支喘息や慢性閉塞性肺疾患，心不全，不整脈のあ

る患者には禁忌となっている。そのため，治療の反

応性が乏しい場合の多剤併用，また副作用や合併症

などによる他剤への切り替えは，1日の点眼回数が

増加する可能性があることから，アドヒアランス不

良に伴う治療効果の低下などの新たな問題が発生し

やすい。オルデネパグは2018年11月に発売されてい

るため，2018年に改訂された緑内障診療ガイドライ

ンには記載されていない。

　今回承認されたEP2受容体刺激薬のオミデネパグ

は，1日1回の点眼により眼圧下降効果が期待できる

ことから，プロスタグランジン関連薬やβ遮断薬が

使用できない患者や点眼回数を少なくしたい患者へ

の新たな治療選択肢の一つとして期待できる（表）。

2．オミデネパグの眼圧下降効果
　緑内障治療薬の眼圧下降効果を比較した海外報告

によると，原発開放隅角緑内障や高眼圧症患者にお

いて最も眼圧下降効果が期待できる緑内障治療薬は

プロスタグランジン関連薬（ビマトプロスト0.03%，

ラタノプロスト0.005%，トラボプロスト0.004%）と

β遮断薬のチモロール0.5%であった2）。

　一方，原発開放隅角緑内障または高眼圧症の患者

を対象とした国内第III相試験ではオミデネパグを反

復点眼したときの有効性を検討するため，ラタノプロ

ストを対照とした無作為化評価者盲検並行群間比較

試験が実施されている3）。オミデネパグおよびラタノ

プロスト投与4週後における平均日中眼圧のベースラ

インからの変化量（平均値±標準偏差）は，オミデネ

パグ群が－5.93±0.23mmHg（ベースライン値23.78±

1.73mmHgが，投与4週後に17.81±2.41mmHgに低

下），ラタノプロスト群が－6.56±0.22mmHg（ベー

スライン値23.40±1.51mmHgが， 投 与4週 後に

16.96±2.24mmHgに低下）と，オミデネパグのラタ

ノプロストに対する非劣性が示されていることから，

オミデネパグの眼圧下降効果はプロスタグランジン

関連薬と同等と考えられる。
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ゴナドトロピン分泌のメカニズム

✓ 下垂体からのゴナドトロピンの分泌は，視床下部の性腺刺激ホルモン放
出ホルモン（gonadotropin releasing hormone：GnRH）ニューロンによ
る制御を受けています。

✓  GnRHニューロンは，GnRHという神経ペプチドを下垂体門脈に分泌し
ます。分泌されたGnRHは血流に乗って下垂体前葉にたどり着きます。

✓ このGnRHは，下垂体前葉にあるゴナドトロピン分泌細胞膜のGnRHレ
セプターに結合し，ゴナドトロピン分泌細胞はFSH/LHを分泌します。

✓ このGnRHレセプターに結合する物質を総称して「GnRHアナログ」と呼
びます。

✓  GnRHアナログのうち，作動薬を「GnRHアゴニスト」，拮抗薬を「GnRH
アンタゴニスト」と呼びます。

GnRHアゴニストはどう働くの？

下垂体前葉からの卵胞刺激ホルモン（follicle 
stimulating hormone：FSH）や黄体形成ホルモ

ン（luteinizing hormone：LH）の分泌は 視床下部に存
在する性腺刺激ホルモン放出ホルモン（gonadotropin 
releasing hormone：GnRH）ニューロンによりコン

トロールされています。GnRHニューロンがGnRH
というペプチドホルモンを分泌すると，下垂体前葉
のゴナドトロピン分泌細胞が反応してゴナドトロピ
ン（FSH，LH）を分泌します。GnRHは10個のアミ
ノ酸で構成されている単鎖ペプチドホルモンで，分
解されやすく，半減期は2～4分とされています。
　GnRHの構造上，1～3位のアミノ酸はゴナドトロ

FSH/LH

ゴナドトロピン分泌細胞

GnRHニューロン

下垂体

視床下部

GnRH

武蔵境いわもと婦人科クリニック　岩本 豪紀

第8回　GnRHアナログ（完）
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はじめに

　健康志向が高まるなか，運動不足を解消し，生活習慣病の予防やその病状を悪化させないために，中

高年者を中心にウォーキングやジムに通って運動をする人が増えています。いわゆるスポーツを競技とし

て行うアスリートだけでなく，健康意識の高いスポーツ愛好者に対し，OTC医薬品の有効活用や，生活

習慣病の治療薬との相互作用だけでなく，サプリメント・健康食品なども含めたセルフメディケーション

に関する知識を提供することが薬局で求められています。

　「今日は風邪っぽいのでジムで汗を流そうと思うけど，その前に風邪薬を買いに来た」という患者に対す

る風邪薬が運動に与える影響についてなど，薬剤師という立場でのアドバイスを紹介します。

風邪のときのネックルール

　風邪をひいたとき，運動の可否については，いわゆるネックルール（neck rule）がポイントになります。

つまり，上下気道の境界である喉から上の上気道のみで起こる，咳，くしゃみ，鼻水，喉の痛みなどの風

邪の初期症状であれば運動してもよく，むしろ軽い有酸素運動でたくさん汗をかき，熱を発散させること

で風邪が早く治ります。しかし，喉の奥からの深い咳，痰といった下気道症状や，発熱や全身関節痛な

どの全身症状を認める場合には運動をしてはいけません。

　また，風邪薬を服用する場合，鼻水の分泌を抑える「ベラドンナ総アルカロイド」や「ヨウ化イソプロ

パミド」などの抗コリン成分（副交感神経遮断成分）を含有する風邪薬（表1）には注意が必要です。抗コ

リン作用は，鼻腺だけでなく全身の分泌腺にも作用する恐れがあるため，高温環境下の運動中に口渇がみ

られたり，発汗抑制が起こることで体温調節が困難となり熱中症になりやすくなったりします。

はじめにはじめに

風邪のときのネックルール風邪のときのネックルール風邪のときのネックルール

スポーツ愛好者をサポートする第9回

静岡県体育協会スポーツ医科学委員会　大石 順子
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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。

経緯
　患者は，前立腺肥大症，認知症，脳梗塞後遺症，腰椎
圧迫骨折，脊柱管狭窄症，陳旧性心筋梗塞の既往があり，
車椅子で生活している。陳旧性心筋梗塞との診断を受
け，ステント術施行のため入院していたが，退院後に介
護施設へ入居した。患者の服用薬は多く，退院時より入

居後の数カ月間は，入院先と同じ処方内容で在宅医から
処方が継続されていた（ Rp.1 ）。
　この患者の入居時に，すでにその介護施設の担当薬剤
師として関わっていたため，入院先医師から在宅医宛て
の「診療情報提供書」など，書類全般のコピーを預かり，
目を通すことができていた。診療情報提供書には，バイ

皮膚からの出血を気にして必須のバイアスピリン錠が突然削除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？  バイアスピリン錠（アスピリン）を継続して内服する必要がある患者において，在宅クリニック
の医師は，病院からの診療情報提供書を十分に確認せずに，突然処方を削除してしまった。薬
剤師は，この誤処方を事前に発見し，バイアスピリン錠の突然中止による有害事象を回避する
ことができた。

▼ 処方内容 
70代の男性。在宅クリニック，処方オーダリング/印

字出力。

・併用薬は変更なし。腎機能は不明。・ この他，リファジンカプセル，ラベプラゾール錠，ア
ゾセミド錠，スピロノラクトン錠，トラムセット錠，
マグミット錠，ノバミン錠，ブロチゾラム錠，クエチ
アピン錠，リリカカプセル，ザイザル錠，センノシド
錠，パスタロンクリームを併用。

Rp.1

プラビックス錠75mg 1錠
バイアスピリン錠100mg 1錠
アトルバスタチン錠10mg 0.5錠
  1日1回　朝食後　14日分
（訪問指示）（一包化）

Rp.2

プラビックス錠75mg 1錠
アトルバスタチン錠10mg 0.5錠
 1日1回　朝食後　14日分
（訪問指示）（一包化）
備考欄：バイアスピリン中止

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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