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特  集

特集にあたって
筑波大学大学院人間総合科学研究科　水上 勝義

　高齢者は，併存身体疾患が多く多剤併用になりやすいですが，その一方で代

謝・排泄能や感受性の変化，さらには併用薬の相互作用のため薬剤の有害事象が

現れやすいという問題があります。このため，近年ポリファーマシーの問題が注

目を集め，薬剤の適正使用や処方見直しに対する関心が高まっています。

　厚生労働省は，高齢者に対する安全な薬物療法の推進を目的に2017年4月に

「高齢者医薬品適正使用検討会」を設置し，以後調査・検討を進めてきました。

そして，ポリファーマシーに対する診療や処方の際の参考資料を提供する目的で

2018年5月に『高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）』が，そして2019年

6月には『高齢者の医薬品適正使用の指針 各論編（療養環境別）』が発表されました。

　総論編では，ポリファーマシーの概念，現状，処方見直しの基本や多職種協働

など，医薬品の適正使用には欠かせない基本的かつ重要なことが解説されていま

す。そして各論編（療養環境別）では，患者の病態，生活，療養環境の違いによ

り関係者が留意する点が異なるという視点から，療養環境ごとの留意点が解説さ

れています。

　この2つのガイドラインは非常にわかりやすく記載されているものの，紙面の

制限も有り，具体的な内容については十分記載されていない点もあります。そこ

で今回はガイドラインの内容を実践に即してわかりやすく解説していただくため

に，それぞれの領域のエキスパートの先生方に執筆していただきました。臨床現

場ですぐにご活用いただける内容になっています。また，ポリファーマシーや処

方見直しの問題は，患者や家族などの理解を広めていくことも求められます。本

誌の内容を，患者や家族の理解を深める際の指針としても活用していただければ

何よりです。

薬物療法の見直し・ 
適正化へのロードマップ

アドヒアランスを改善し， 
薬物有害事象・過少医療を回避する！
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特 集

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！

処方見直しのポイント

　処方の見直しは薬物有害事象の可能性を見出した
状況で行われることが多いが，外来の初診時，入院
時，施設入所時といった療養環境が変更したときな
ど，他の医療機関での処方内容をすべて確認する作
業が行われた際にも，必要に応じて行われる。
　処方見直しについて，『高齢者の医薬品適正使用
の指針（総論編）』の内容に沿って解説する1）。

患者の状態・状況の把握

　処方見直しの最初の段階は，患者の状態の正確な
把握である。治療対象疾患の症状の把握とともに，
薬物有害事象の可能性についても検討する。
　そのため，①老年症候群などの併存症，②日常
生活動作（ADL），③認知機能，④栄養状態─と
いった多面的な状態の把握が必要であり，高齢者総
合機能評価（comprehensive geriatric assessment : 

CGA）などを活用した評価が有用である。同時に，
患者が受診している診療科・医療機関，服用されて
いるあらゆる薬剤（要指導・一般用医薬品，サプリ
メントなども含む），服薬状況，生活環境などを確
認し，ポリファーマシーと関連した問題の有無を検
討する。処方内容の確認では，①『高齢者の安全な
薬物療法ガイドライン2015』2）の「特に慎重な投与を
要する薬物」の使用，②同効薬の重複処方，③薬剤
の相互作用，④処方意図が不明の薬物─などを
チェックする。
　次に，同居家族の有無や同居家族の服薬支援の程
度，または薬剤の嗜好など服薬アドヒアランスに関
連する問題について確認する。CGAの主要項目であ
る，認知機能，ADL，うつ，意欲のいずれに低下が
みられても，服薬アドヒアランス低下の原因になり
うる。これらの情報は，薬物有害事象の可能性を判
断するのに必須である。

1

　処方の見直しは薬物有害事象の可能性を見出した状況で行われるが，外来の初診時，入

院時，施設入所時など療養環境が変更したときにも必要に応じて適宜行われる。

　高齢者総合機能評価（CGA）など多面的な評価を行い，患者の状態を把握したうえで，

薬物有害事象，特に，①慎重な投与を要する薬物の使用，②同効薬の重複処方，③薬物相

互作用の可能性，④処方意図が不明な薬剤の存在，⑤腎機能低下，⑥低栄養，⑦服薬アド

ヒアランス─など，ポリファーマシー関連の問題を検討する。その後，処方見直しのプ

ロセスや，「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」のフローチャートを参照しながら対応

を判断する。

summary

薬物療法見直しの基本原則
筑波大学大学院人間総合科学研究科　水上 勝義
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特 集

療養環境に応じた 
薬物療法見直しのポイント

地域包括ケア時代の 
医薬品の適正使用

地域包括ケア時代の患者像

　地域包括ケア時代を迎えて，治す医療から治して
支える医療への転換が進んでいる。そのため，高齢
で複数の慢性疾患を有し，ADLと認知機能が低下
し，処方薬剤数が多く，発症前から生活支援を必要
とする患者が増えている。また，高齢者は加齢に伴
う生理的な変化によって薬物動態や薬物反応性が一
般成人と異なることや，複数の併存疾患をそれぞれ
治療するために投与された薬剤同士で薬物相互作用
が起こりやすく，薬物有害事象が問題となりやすい。
生活機能や生活環境の変化により，薬剤の服用にも
問題を生じやすい状況にある。
　そのため，厚生労働省は2018年5月に高齢者の医
薬品適正使用の指針の総論編1），2019年6月に各論
編（療養環境別）2）を策定した。

高齢者の医薬品適正使用の指針 1, 2） 

の目的

　本指針は65歳以上，主として75歳以上の高齢患
者を対象としている。ポリファーマシーにおける診
療や処方の際の参考情報を医療現場などへ提供する
ことを意図しており，主な利用対象は，医師，歯科
医師，薬剤師である。本指針には，総論編1）と各論
編（療養環境別）2）が存在する。
　総論編では，「急性期の入院医療」にあわせて薬物
療法見直しの基本原則が述べられている。各論編

（療養環境別）は，療養環境を「外来・在宅医療・特
別養護老人ホーム等の常勤の医師が配置されていな
い施設」「急性期後の回復期・慢性期の入院医療」「そ
の他の療養環境（常勤の医師が配置されている介護
施設 等）」の3部に分け，それに応じた処方確認・見
直し，処方変更検討時の留意点や，患者の病態，生
活，環境の移行に伴う医師や歯科医師，薬剤師などの
多職種が連携するうえでの留意点などが整理されて
いる。

1

2

　①高齢者総合機能評価（CGA）などを活用して患者を多職種で総合的に評価し，薬剤数

の多い患者と「特に慎重な投与を要する薬物」（PIMs）の処方患者を抽出するとともに，医

師や歯科医師，薬剤師などが問題点を確認する，②アドバンス・ケア・プランニング（ACP）

や非薬物的対応，多職種連携などを実践して処方を見直す─。以上は「急性期の入院医

療」の対策だが，本稿では「外来・在宅医療・特別養護老人ホーム等の常勤の医師が配置

されていない施設」「急性期後の回復期・慢性期の入院医療」「その他の療養環境」の療養環

境に応じた運用を示す。

summary

芳珠記念病院　仲井 培雄

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！
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はじめに

　高齢者は慢性疾患を抱えていることが多く，複数
の医療機関から処方された内服薬を飲んでいる場合
が多い。高齢者では，内服薬の飲み過ぎや中断など，
服薬アドヒアランスが遵守できないことによる有害
事象が起きやすい。しかし，「異なる医療機関から同
系の睡眠薬を処方され，ふらつきを起こした」など
といった，薬剤の情報を把握していれば防げる有害
事象もある。
　ここで重要なのが，処方された薬を一元管理する

「かかりつけの薬局と薬剤師」である。かかりつけの
薬剤師は，患者と継続的に関わることで患者や家族
と親密な関係を築きやすく，患者の日常生活も把握
しやすい。薬局で得た患者の情報を医師と共有し，
連携することは適切な薬物療法を提供するうえで重
要である。
　本稿では，薬物療法見直しに求められるアセスメ
ントに焦点をあて，薬局の薬剤師が行いやすい患者
の評価方法について解説していく。

服薬管理の評価

　高齢者では，視力低下から薬剤を紛失したり，難
聴により内服の用法を誤解したりと，服薬管理能力
が低下していることが多い。また，認知症の初期症
状でも服薬アドヒアランスは低下する。
　 通 常は高 齢 者 総 合 機 能 評 価（comprehensive 
geriatric assessment：CGA）1）を用いて，日常生活
動作（activities of daily living：ADL）や認知機能
を評価することが推奨されているが，薬局での限ら
れた時間で行うことは困難であり，簡易な評価方法
であるCGA7が有用である2）。CGA7とは，数分で
行えるCGAのスクリーニングツールで，① 意欲，
②認知機能，③手段的日常生活動作（instrumental 
ADL：IADL），④基本的日常生活動作（basic ADL：
BADL），⑤情緒・気分─を簡単な質問で評価す
る。そしてそれぞれの項目で問題があった場合は，
従来のCGAで行われている方法で評価する流れと
なっている（表1）。問題があれば，薬局の薬剤師か
ら直接かかりつけ医のいる医療機関，あるいは地域
包括ケアシステムを通して情報提供することで，そ

特 集

　高齢者に適切な薬物療法を提供するためには，患者の病状，身体・認知機能だけではな

く，社会的背景や患者の服薬アドヒアランスなど，包括的な評価が必須である。

　患者と継続的に関わりのある薬局の薬剤師が，高齢者総合機能評価（CGA）の簡易な評

価方法であるCGA7を活用することで，患者の包括的な評価ができる。薬剤師から処方医

への患者情報の共有，剤形変更や処方の提案は，より効果的な薬物療法の提供に繋がる。

summary

薬物療法見直しに求められる 
アセスメント─ 薬剤師による評価

東京大学医学部附属病院老年病科/東京大学大学院医学系研究科老年病学　服部 ゆかり，小島 太郎

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！
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はじめに

　服薬アドヒアランスの維持は，疾患の予防や進行
抑制に効果があることから，患者のQOLの維持のた
めに重要である。服薬アドヒアランスの低下は死亡
リスクの上昇に繋がることが示されており1），期待さ
れている薬効を十分に発揮できないうえに，処方さ
れている薬剤の効果が不十分と判断され，増量もし
くは別の薬剤を加えるといった処方カスケードにも
繋がりかねない。
　薬剤師は調剤して薬を渡し，説明するだけでなく，
患者状態を評価し服薬アドヒアランスを低下させな
い工夫を考える必要もある。評価方法や服薬支援方
法について，以下に解説する。

服用管理能力の評価

身体能力や認知機能を評価する

　服薬管理能力は，背景にある疾患や年齢などに
よって大きく異なる。表1に示したように，服薬管

理能力の低下に関する原因はさまざまである。視力
に問題がある患者では薬を正しく認識できない恐れ
があり，特に認知機能が低下している患者では，日
常生活自立度のなかでも服薬管理能力が最も早期に
低下することが明らかになっている（図）2）。
　高齢者を総合的に評価する方法の一つとして，高齢
者総合機能評価（comprehensive geriatric assessment：
CGA）がある。服薬アドヒアランスにはさまざまな
要因が関わるため，総合的な評価としてCGAなどを
用いて，身体能力・認知機能のどこに問題があるの
かを明確にし，正しく服薬をさせるための支援へ繋

1

特 集

　薬剤を多用する必要のある患者，特に高齢患者では，病態の多様化に伴って多剤併用に

なる場合が多い。さらに認知機能の低下や，さまざまな身体能力が低下していることも多

いため，服薬管理能力を正しく評価する必要がある。ただし，一元的な服薬支援や介助の

方法はかえって患者の服薬アドヒアランスを低下させる恐れもあるため，患者個々の状況に

応じた処方内容の変更など，フレキシブルな支援を提案できる薬剤師が求められる。

summary

服薬環境に対する 
薬学的な観点からのアプローチ

国立長寿医療研究センター薬剤部　加藤 雅斗，溝神 文博

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！

表1　身体能力・認知機能と薬剤に関する事象の関係
視力低下 薬剤が認識できない

聴力低下 説明が正しく聞こえない

病識が乏しい 服薬の意義を理解できない

認知機能低下 薬剤を認識できない/説明を理解できない/服薬
を忘れている

嚥下機能低下 薬剤が飲めない

手指関節の変形 PTP包装・一包化の袋からの取り出しができない

手指の震え PTP包装・一包化の袋からの取り出しができない

筋力低下 PTP包装・一包化の袋からの取り出しができない
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　高齢の患者が長期服用している薬を減量，中止する場合には，その薬剤に対する身体

的・精神的依存の状況，変化への対応能力やトラブル時の支援体制などさまざまなことを

考慮する必要がある。特に依存性の高い性質をもつ薬剤の場合は困難を極めることが多い。

当ケースでは，独居高齢者が長期に服用していたベンゾジアゼピン系薬剤を中止するまで

の流れを紹介し，処方の調整方法や患者とのコミュニケーション，支援体制の構築につい

て解説する。

summary

ベンゾジアゼピン系薬剤を 
長期服用している高齢在宅患者

医療法人社団至髙会 たかせクリニック　髙瀬 義昌

特 集

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！

ケースでわかる！　患者モニタリングと薬物療法見直しの進め方

82歳女性

　独居（離婚歴あり，子なし）。X－9年よりパニック障害，うつ病，睡眠障害にてAクリニックの精神科を

受診していた。その後，X－7年に手が震えるなどの症状があり，B病院神経内科を受診している。精査の結

果，典型的なパーキンソン病とはいえないとの診断。しかし，症状は継続しており，診断的治療にてX－4年

よりL─ドパ/DCI（ドパ脱炭酸酵素阻害薬）が処方され，本人は歩行状態が改善したとの自覚があるため継続

している。その途中からパニック症状が強くなりAクリニックの精神科には通院が困難となったためB病院に

てフォローされていた。しかし，パニック症状とうつ症状は悪化し，より細かなフォローが必要となったも

のの自宅から出られず，定期的な通院が困難との理由にて当院に紹介され，X－1.5年より訪問診療を開始し

た。なお，B病院神経内科には，ケアマネジャーもしくはヘルパー付き添いにてなんとか通院している。

　当院の初回訪問時，居室内は適切に片づけられ，几帳面さが窺えた。海外にて仕事をしていた経験をもち，

学生時代のことを楽しそうに語り，また音楽や美術など芸術の話題も豊富で，教養を積み，文化に親しむ暮

らしをしてきたと想定された。入眠困難と，自宅内にてほぼ毎日午前中に発生するパニック症状（動悸，息切

れなど）がとてもつらいとの訴えであった。当時処方されていた薬は以下の通りである。

処方内容（Aクリニック精神科の処方）：
Rp1） エチゾラム錠0.5mg 1回2錠　1日3回　毎食後

Rp2） 酸化マグネシウム錠330mg 1回1錠　1日2回　朝・夕食後

Rp3） レクサプロ®錠10mg 1回1錠　1日1回　夕食後

Rp4） ブロチゾラムOD錠0.25mg 1回2錠　1日1回　眠前

症例
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　入院時は治療中心の医療となるが，外来・在宅医療に戻ると生活中心の医療・ケアとな

る。外来・在宅医療では，高齢者の場合，特に要支援・要介護の状況や車の運転などの日

常生活に関する状況も考慮する必要がある。

　本稿では，入院前，入院時，退院後と生活環境の変化とともに，生活リズムが変化した

症例の処方変更について紹介する。

summary

生活リズムが変化した患者
杉浦記念財団　榊原 幹夫

特 集

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！

ケースでわかる！　患者モニタリングと薬物療法見直しの進め方

79歳女性

患者背景： 独居，アドヒアランス不良（入院前）
介 護 度： 要介護3，認知症高齢者の日常生活自立度IVa，寝たきり度B2b，ADL（移動：全面介助，入浴：

全面介助，食事：一部介助，更衣：全面介助，排泄：全面介助，整容：一部介助）

診 断 名： アルツハイマー型認知症，2型糖尿病，高血圧症，骨粗鬆症，便秘症，不眠症，十二指腸潰瘍
（10年前）

経過（入院～退院）：脱水および尿路感染症により入院。補液と抗菌薬点滴により尿路感染症は改善したもの
の，ADL低下と食欲不振のため，補液は2週間継続した。MRI，CTの結果，アルツハイマー型

認知症と診断されているが，幻覚もあり，レビー小体型認知症の疑いもある。車椅子に部分介助

で移乗ができるようになり，食事はムラがあるものの3～7割の量を摂取し，病院内でリハビリ

テーションを開始した。

　その後，クリニックの訪問診療や訪問看護を導入し，在宅療養の準備が整ったために自宅へ退

院の運びとなった。退院に向けて近所に住む娘2人（長女，次女）に在宅ケアの指導を行い，ゆっ

くりではあるがおむつ交換や陰部洗浄を行うことはできるようになっていた。また徐々に食事は

とれるようになっており，退院後もADLの回復と体力維持を目的にリハビリを継続している。

症例

a：日常生活に支障を来すような症状・行動・意思疎通の困難さが頻繁にみられ，常に介護を必要とする
b：介護により車椅子に移乗する
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　多剤処方になりやすい高齢者のポリファーマシーを解消するためには，医療関係者の連

携や患者啓発が求められる。

　高齢者ではアドヒアランスが低下しやすく，薬剤師はその低下要因を理解したうえで服薬

管理能力を正しく把握し，適切に服薬できるよう支援する必要がある。多職種により服薬

状況を多面的にチェックするとともに，その情報を共有し，残薬になった原因分析などを

行うことにより，医薬品の適正使用やポリファーマシー対策に繋げることができると考える。

summary

残薬がある，あるいは 
アドヒアランスの悪い患者

土浦薬剤師会／東京理科大学薬学部／ポプリ薬局　金澤 幸江

特 集

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！

ケースでわかる！　患者モニタリングと薬物療法見直しの進め方

75歳女性

患者背景： 独居，認知症高齢者の日常生活自立度IIa，ADLほぼ自立，キーパーソンは東京在住の娘（土曜日
に訪問あり）

暮らしに関わる5領域： 常食，排泄 自立，転倒の心配なし，不眠の訴えあり，認知機能は低下傾向
多職種連携 （方法）：医師（ショートメール），ケアマネジャー（電話，FAX），訪問看護師・訪問介護士（在宅

連携ノートa，お薬手帳）

診 断 名： 高血圧症，脂質異常症，高尿酸血症
訪問経緯： 外来通院していたが，1人での通院が難しくなり訪問診療となる。自宅でサービスを利用しなが

ら生活を続けたいと希望している

ケアプラン（要介護1）：
● 2週間に1回訪問診療，2週間に1回在宅訪問薬剤管理

● 週2回訪問看護，週4回訪問介護，土曜日に娘訪問（表1）

表1　1週間の支援体制
日 月 火 水 木 金 土

9：30〜
訪問介護

13：00〜
訪問看護

10：00〜
訪問介護

9：30〜
訪問介護

10：00〜
訪問介護

8：30〜
訪問介護 娘

症例

a：情報共有のために多職種が記入し，患者宅に置いておくノート
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はじめに─複数の医療機関 
からの処方を一元化する場合

　薬剤師としては，単なる多剤併用ではなく，不要
な薬剤を漫然と内服するようなポリファーマシーに
は時間をかけても改善を提案するべきである。しか
し，自宅療養中の外来の場合，①服薬状況が不明，
②追加の血液検査ができない，③他の医師の診療
に関わる─などの理由から，他院からの処方に対
して中止や減量を提案することは難しい。一方，入
院時は服薬アドヒアランスが安定し，同効薬を併用
していた患者は減薬できることがある。また，①各
種検査から自覚的なもの以外の副作用が発見され，
薬剤の中止または他剤への変更，②患者の状態悪化
や内服困難などが理由で一時的に薬剤を中止し，そ
れがきっかけとなってそのまま薬剤の中止─に繋
がることもある。

　地域医療では，薬局薬剤師とクリニック/在宅医
療の医師との連携が重要だが，入院した場合は入院
先の病院薬剤師と薬局薬剤師が連絡を取り合い，継
続してポリファーマシーの改善を含めた治療に携わ
ることが望ましいと考える。入院前の薬剤に関する
患者の情報は，かかりつけ薬剤師に確認し，退院後，
患者が地域に戻った際には入院中にどのような薬剤
の中止/変更があったかなどは病院薬剤師に確認す
るべきである。医療従事者間の連携・協働するため
のツールとしてお薬手帳の果たす役割は大きい。
　また，特に複数の医療機関や診療科を受診してい
る患者に対してはポリファーマシーについて説明し，
薬剤師が併用薬や症状と，薬剤の効果/副作用をア
セスメントすることの重要性を患者と患者家族に理
解してもらい，使用薬剤に対して自主的に薬剤師に
相談できるようなPatient Empowermentが必要と
考える。

　複数の医療機関から薬剤を処方され，処方カスケードに陥っている患者や，症状や検査

値，副作用から不要と考えられる薬剤を継続して内服している患者が少なからずいる。本

稿では，入院を機に不要な喘息治療薬を整理し，腹水コントロールと化学療法をスムーズ

に導入できた一例と，入院時に薬剤師が副作用を発見し，複数診療科の協力により精神科

処方薬剤を症状悪化なく減薬できた一例を紹介する。

　患者や患者家族，施設内外の医療従事者とコミュニケーションをとり，患者の状態に応

じた処方の適正化に取り組みたい。

summary

複数の医療機関からの処方を 
一元化した患者

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院薬剤部・高齢者総合診療部　那須 いずみ

特 集

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！

ケースでわかる！　患者モニタリングと薬物療法見直しの進め方
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特 集

薬物療法の見直し・適正化へのロードマップ
アドヒアランスを改善し，薬物有害事象・過少医療を回避する！

ケースでわかる！　患者モニタリングと薬物療法見直しの進め方

　介護老人保健施設での管理された食生活の改善によって生活習慣病関連薬は見直せる可

能性があり，入所時に“適正”だった薬剤は，時間の経過とともに“不適切”となる可能性

がある。

　医師や看護師のみならず，リハビリテーション専門職，介護職，管理栄養士，ケアマネ

ジャー，支援相談員などとの連携が重要で，薬剤中止のタイミングは，緊急性を考慮しな

がらも看護師や介護職などとともに協議のうえで決めることが望ましい。入所中に重要な

薬剤変更があった場合はお薬手帳だけでなく他のサマリーなどでの情報伝達も重要である。

summary

介護老人保健施設の入所患者
介護老人保健施設 横浜あおばの里　丸岡 弘治

76歳男性

療養環境： 介護老人保健施設入所6カ月後
患者背景： 要介護1，慢性腰痛，糖尿病，高尿酸血症，高血圧症，脂質異常症，認知症。定年後，妻と2人

暮らしだったが，妻の他界後，独居で生活していた。食事はコンビニエンスストアやスーパーの

お弁当がほとんどであった。認知機能の低下が進み，キーパーソンの娘が独居を心配して老健施

設に入所することとなった。

処方内容（老健施設入所時）：
Rp1） ドネペジル錠5mg 1回1錠　1日1回　朝食後

 グリメピリド錠1mg 1回1錠　1日1回　朝食後

 アロプリノール錠100mg 1回1錠　1日1回　朝食後

 シルニジピン錠10mg 1回1錠　1日1回　朝食後

 プラバスタチン錠10mg 1回1錠　1日1回　朝食後

Rp2） ロキソプロフェン錠60mg 1回1錠　1日3回　毎食後

 レバミピド錠100mg 1回1錠　1日3回　毎食後

問 題 点： 入所時の薬剤評価では適正との評価であった。介護老人保健施設の場合，血液検査の実施が少な
いため，再評価は難しいと思われるが，このままDo処方でよいか適正性を再検討する必要がある。

症例

TJ202003_054-058_toku09(03)-03.indd   54 2020/02/13   20:33



59調剤と情報  2020.3（Vol.26 No.4） （731）

蕁麻疹とは

1 抗ヒスタミン薬がよく効く蕁麻疹

─2018年に『蕁麻疹診療ガイドライン（以下，GL）』

が改訂されました。本日は蕁麻疹の病態や分類，そ

して治療薬の使い分けについて教えていただければ

と思います。そもそも蕁麻疹とはどのような病態な

のでしょうか。

千貫　蕁麻疹と一言でいっても，実は4グループの

16病型に分けられます（表1）。GLは16病型それぞ

れにあった治療薬を選択しましょうと提唱していま

すが，これが結構難しいのです。さらに実際のとこ

ろ，16病型あっても蕁麻疹患者のうち70%以上は急

性や慢性の特発性蕁麻疹に分類されます（図1）。

　しかしながら，最も患者数の多い特発性蕁麻疹の

発症機序は，完璧に説明できる人が誰もいないとい

うぐらいにまだ解明されていません。わかっている

薬局業務や患者応対に活かすために薬剤師が押さえておきたい
知識や技術について，その領域のスペシャリストに伺います！

聞いてみよう

薬剤師の 知 り た い こ と

薬剤師が
押さえておきたい
蕁麻疹治療

千貫 祐子
島根大学医学部皮膚科 講師

1996年　島根医科大学医学部医学科卒業
1997年　島根医科大学医学部附属病院皮膚科
2002年　平田市立病院（現出雲市立総合医療センター）皮膚科
2009年　島根大学医学部皮膚科助教
2013年より現職　

Ⅰ. 特発性の蕁麻疹
1.�急性蕁麻疹
2.�慢性蕁麻疹

Ⅱ. 刺激誘発型の蕁麻疹
3.�アレルギー性の蕁麻疹
4.�食物依存性運動誘発アナフィラキシー　
5.�非アレルギー性の蕁麻疹
6.�アスピリン蕁麻疹
7.�物理性蕁麻疹
8.�コリン性蕁麻疹
9.�接触蕁麻疹

Ⅲ. 血管性浮腫
10.�特発性の血管性浮腫
11.�外来物質起因性の血管性浮腫
12.�C1エステラーゼ阻害因子低下による血管性浮腫

Ⅳ. 蕁麻疹関連疾患
13.�蕁麻疹様血管炎
14.�色素性蕁麻疹
15.�Schnitzler症候群
16.�クリオピリン関連周期熱

表1　蕁麻疹の16病型
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はじめに

　固定薬疹（fixed drug eruption : FDE）は，原因
薬剤の摂取により同じ部位に繰り返し皮疹を生じる
薬疹の特殊型です1, 2）。全身どこにでも部位を選ばず
に発症し，色素沈着を残して治癒します。また皮膚
だけではなく，口唇や陰部などの粘膜にも生じるこ
とがあります。
　単発性では老人性色素斑（いわゆるシミ），接触皮
膚炎や口唇ヘルペスが，多発性の症例では重症薬疹
であるスティーヴンス・ジョンソン症候群（Stevens-

Johnson syndrome : SJS）が鑑別になることがあり，
SJSや中毒性表皮壊死症（toxic epidermal necrolysis : 
TEN）の軽症型ととらえる考え方もあります3）。
　今回は，固定薬疹の基本的な臨床，病態を中心に
概説します。

固定薬疹の症状とその原因・機序

　固定薬疹の最大の特徴は，原因薬剤の投与により
繰り返し同じ部位に皮疹を生じることです1, 2）。固定

薬疹は原因薬剤を服用していない，炎症のない時期
にも茶色いシミ様の色素斑として確認できるまれな
炎症性の皮膚疾患でもあり，見る時期により皮疹の
状態が異なります。

1 褐色色素斑を呈する時期（図1 ）

　原因薬剤を服用していない，炎症のない時期には
褐色から灰黒色，スレート色までの色素斑として認
められます。米粒大から鶏卵大，小児頭大まで大小
さまざまで，比較的境界が明瞭な類円形を呈します。
誘発回数が少ないと判別しにくいですが，誘発を繰
り返すことにより色調は濃くはっきりとした色素斑
として確認できるようになります。原因薬剤服用後
の誘発時に，水疱や強く炎症が起こった部位が白色
萎縮性の瘢痕として混在することもあります。原因
薬剤の服用がなければ通常，発赤や掻痒などは認め
ませんが，露光や飲酒などの外的・物理的な刺激に
より炎症が生じることが知られています4）。
　健常の皮膚では，炎症性のリンパ球の細胞浸潤は
ほぼ認められませんが，固定薬疹では原因薬剤が服
用されていない色素斑の生検組織像で，CD8陽性の

編集 橋爪�秀夫（磐田市立総合病院皮膚科）

  薬疹，
薬剤性皮膚障害

固定薬疹第5回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

水川 良子　杏林大学医学部皮膚科学教室
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簡易懸濁法で投与する際の，配合変化の基本的な考え方について教えてください。

現場のギモン！

倉田なおみ（日本服薬支援研究会 代表幹事／昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門）
青木　学一（日本服薬支援研究会 幹事／北里大学メディカルセンター薬剤部／北里大学薬学部薬物治療学Ⅳ）

企画・編集協力 日本服薬支援研究会（旧 簡易懸濁法研究会）
（日本服薬支援研究会 代表幹事／昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門）

第 5 回 簡易懸濁法とは
　錠剤粉砕やカプセル開封をせずに，錠剤・カプセル剤をそのまま約55℃のお湯に崩壊懸濁させて投与
する方法である。錠剤粉砕の問題点を解決し，投与薬品数を増やして治療の幅を広げ，チューブ閉塞の
リスクを軽減させるなど，患者QOLを向上させる。

エキスパートがわかりやすく解説

1  配合変化の可能性を把握しておく
　配合変化は，簡易懸濁に限らず調剤業務のいろい
ろな場面で出会うと思われる。医薬品は化学物質で
あるため，光や空気などに触れたり，混合した他の
薬剤と反応したりして，物理的・化学的な変化を起
こすことがある。これらの変化には，目に見えるも
のとそうでないものがある。一般的に，見た目の変
化があれば何らかの配合変化が起こっていると考察
し，含量の低下や有害と思われる物質が生成されて
いないかを検討する。そのうえで，薬剤投与の可否

を検討する必要がある。
　一方で，見た目には変化がないものの配合変化が
起きている事例もある。例えば，メコバラミンの錠
剤を懸濁させると鮮やかな赤色を長時間呈するが，
メコバラミンは蛍光灯などの室内光であってもそれ
に含まれる紫外線により急速にその含量が減少する
ことがわかっている1）。このように簡易懸濁法の薬
剤の準備段階では，外観に変化がなくても含量低下
が生じる可能性があることを理解しておく必要があ
る。
　以上より，調剤業務において薬剤師は，製剤的な
特徴はもちろんのこと，薬剤が液体である状態のpH

▶▶今回のエキスパート 清水　忠  兵庫医療大学薬学部創薬化学研究室

天野　学  兵庫医療大学薬学部臨床薬学研究室
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はじめに
　この連載でもたびたび引用していますが，調剤報酬点数表の算定ルールについての実務的な内容
は，留意事項通知に記載されています。
　この留意事項通知には，薬剤師に求められていること，期待されていることが規定されていて，調
剤報酬改定の際，2年に一度，該当の年の3月初めに厚生労働省保険局医療課長通知という形で発せ
られます。3月上旬に公表されると，すぐ翌月の4月1日から新しいルールでの運用が始まりますの
で，3月中に内容を理解し，準備しておく必要があります。とはいえ，まるっきりやり方が変わるわ
けではありませんので，一度内容を理解しておけば，あとは改定の際の変更点を確認するだけでよい
でしょう。
　この留意事項通知のなかには，「参考とする」あるいは「参照する」とされている文書がいくつかあ
りますが，いずれもすぐに実務に活かせるものです。今回は，特に区分「10　薬剤服用歴管理指導
料」に係る記載のなかに引用されている文書＊1について確認していきましょう。

重篤副作用疾患別対応マニュアル

　留意事項通知には，服薬指導を行う際の留意事項として「副作用に係る自覚症状の有無の確認に当
たっては，『重篤副作用疾患別対応マニュアル』（厚生労働省）等を参考とする」と引用されています。
　『重篤副作用疾患別対応マニュアル』は，2005年度から厚生労働省が実施する重篤副作用総合対策
事業の一環として作成され，公表されているものです。厚生労働省のWebサイト上に掲載されてい
ますが，医薬品医療機器総合機構（PMDA）のWebサイトにも使いやすいようにまとめられています。
70を超える重篤副作用について作成され，「患者の皆様へ」と「医療関係者の皆様へ」の2部構成に
なっています。「患者の皆様へ」では，患者やその家族の方にわかりやすい言葉やイラストが使われ，
服薬指導の際に副作用症状について説明するときに参考になります。「医療関係者の皆様へ」では，

重篤副作用疾患別対応マニュアル

日本医療保険研究所株式会社　入江 真理

留意事項通知に引用される文書たち第5回

レセプト・薬歴から考える

＊1： 2020年度の調剤報酬改定に伴い，文書の内容や留意事項通知上の位置づけなどが変わる可能性もありますので，3月初旬の厚生
労働省保険局医療課長通知をぜひ確かめてください

TJ202003_098-104_hokencho(03)-01.indd   98 2020/02/13   15:30



105調剤と情報  2020.3（Vol.26 No.4） （777）

プロトコールを作る・倫理審査を受ける　その1
STEP

7

12

薬局発！

奈良県立医科大学附属病院臨床研究センター／京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学分野　鈴木 渉太

プロトコールを作る・倫理審査を受ける　
その1

STEP

7

はじめに

　これまでのSTEPでは，主な臨床研究のデザインを
紹介してきました。今回と次回は，①もやもやした疑
問やアイデア（clinical question：CQ）を形式化した疑
問の形（research question：RQ）に変換し，②臨床研
究に必要なプロトコールを作り，③倫理審査を受ける
ために必要な手続きを行う─までの流れを紹介しま
す（図1）。

1  プロトコールは臨床研究を始める前に作る。
2  倫理的に問題のない臨床研究かどうかは自分で判断する。
3  プロトコールには参加者への説明文書や調査に使う質問紙も含む。

クイズ 3 問 答えは本文の最後に

CQ：clinical question　もやもやした疑問

RQ：research question　形式化した疑問

STEP 7

STEP 8

［変換］PI（E）CO・FINER

プロトコール

承認書

臨床研究開始

［倫理審査］（数カ月）

［作成］雛形（数日～数カ月）

図1　臨床研究を開始するまでの流れ
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コララン®錠 2.5mg，5mg，7.5mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第226回

コララン®錠の概要

医薬品名 ：コララン®錠
一般名 ：イバブラジン塩酸塩
薬価基準収載日 ：2019年9月20日
薬価 ： ［2.5mg］82.9円/錠 

［5mg］145.4円/錠 
［7.5mg］201.9円/錠

製造販売 ：小野薬品工業株式会社

 効能・効果
　 洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全。ただし，β遮断薬を含む慢性心不全の
標準的な治療を受けている患者に限る。
 用法・用量

　 通常，成人にはイバブラジンとして，1回2.5mgを1日2回食後経口投与から開始する。開始後は忍容性をみ
ながら，目標とする安静時心拍数が維持できるように，必要に応じ，2週間以上の間隔で段階的に用量を増減
する。1回投与量は2.5，5，7.5mgのいずれかとし，いずれの投与量においても，1日2回食後経口投与とす
る。なお，患者の状態により適宜減量する。

 Point
▶ 洞結節にあるHCN4チャネルを阻害し，心拍数減少作用をもつ慢性心不全治療薬である。
▶ 「洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全」患者の心血管死または心不全悪化によ
る入院リスクを低下させる。

▶  QT延長および致死性不整脈の発現に対して，初期症状の確認および洞性徐脈とQT延長による徐脈を鑑別診
断するための心電図検査が必要である。

▶  CYP3Aで代謝されることから，CYP3Aで代謝される薬物との併用に注意する（QT延長を誘発する可能性がある）。
▶ 妊婦および妊娠している可能性のある女性には禁忌である。

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

コララン®錠 2.5mg，5mg，7.5mg
（イバブラジン塩酸塩）
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

とフランス語で遅いを意味する「LAN」をあわせて

CORALAN（コララン）と命名された。

　洞結節のペースメーカー電流である過分極活性化

陽イオン電流は，主にHCN4チャネルにより形成さ

れている。本剤によりHCN4チャネルが阻害される

と，活動電位の拡張期脱分極相における立ち上がり

時間が遅延し，心拍数を減少させる（図 2）4, 5）。本剤

の主代謝物であるN-脱メチル体にも，イバブラジ

ンと同程度の薬理作用があると報告されている。慢

性心不全を含む多くの心疾患では，その予後と心拍

数との間に負の相関関係が認められており，心拍数

が心血管系イベントの独立したリスクファクターと

して重要であるとされている（図3）6）。

　臨床においては，国内第Ⅱ相プラセボ対照二重盲

特徴

1．開発の経緯 1-3）

　コララン®（イバブラジン塩酸塩）錠（以下，本剤）は，フ

ランスのLes Laboratoires Servier社で創製された過分

極活性化環状ヌクレオチド依存性（hyperpolarization-

activated cyclic nucleotide-gated：HCN）チャネル

遮断薬である（図1，2）。英語で心臓を意味する「COR」

図2 イバブラジンの作用機序

〔小野薬品工業株式会社：コララン，インタビューフォーム（2019年11月改訂，第2版）より〕
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図1　イバブラジンの構造式

イバブラジンは拡張期脱分極速度を低下させる
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? �四物湯は主に女性に使われる漢方ですが，患者は男性でした。また，腹部症
状などの訴えはありませんが，桂枝加芍薬湯が処方されています。漢方2剤
の処方目的は何でしょうか?

? �肛門周囲膿瘍とはどのような病態でしょうか?　また，十全大補湯はどのよ
うな効果を期待されているのでしょうか?

ここで質問です

Rp.1 � リスペリドン錠（リスパダール®）1mg� 1回0.5錠（1日0.5錠）
� ロルメタゼパム錠（エバミール®）1mg� 1回1錠（1日1錠）
� � 1日1回　就寝前� 14日分
Rp.2 � 四物湯エキス顆粒� 1回2.5g（1日7.5g）
� 桂枝加芍薬湯エキス顆粒� 1回2.5g（1日7.5g）
� � 1日3回　毎食前� 14日分

処方箋①（精神科）/30歳男性

わかっていること

•睡眠の問題（日中の眠気）あり。地元神経科クリニックを受診していたようだが，症状が改善せず大学病院紹介となった。
•お薬手帳より，リスペリドン，ロルメタゼパムは継続処方，今回は新たに漢方2剤が追加になったことを確認。

Rp.1 � 十全大補湯エキス顆粒� 1回0.25g（1日0.75g）
� � 1日3回　毎食前� 14日分

処方箋②（小児科）/0歳2カ月男児

わかっていること

•  投薬時に肛門周囲膿瘍を確認。先天性の疾患なし，併用薬なし。出産は地元の病院であり，同じ薬を処方されていた（1日1.2g 
分4）。自宅に戻ってきたため今回より病院が変わった。薬は少し減量すると言われている。

  株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜
   総合診療医・感染症コンサルタント/
 北海道科学大学薬学部 客員教授　岸田 直樹

　処方箋に疑問をもったとき，疾患や病態
と結びつけて考えられると処方意図や患者
さんの背景が見えてきます。本連載では，
気になる処方箋をもとに，その読み解き方
や患者さんへの対応を薬剤師と医師がレク
チャー。今後義務化される「処方後のフォ
ローアップ」のポイントも載っています！

本連載の著者が執筆した『処方箋の“なぜ”を
病態から推論する』が発刊されました。「もっ
といろんなケースを知りたい」という方はこち
らもどうぞ！

帰って
きた

 株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜

帰帰帰っっててってって
ききたたきたききたきた 処方箋の
“なぜ”を

病態から推論する

第 回2
精神科・小児科で出たナゾの漢方処方の意図は？
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リカルボン®錠50mgの副作用（急性期）発見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？  ビスホスホネート製剤であるリカルボン®（ミノドロン酸）錠50mgを服用後，副作用と思われ

る症状（腹部のぎゅーっという痛みと背中の痛み）が発現し，医師に情報提供を行ったが，医師
は副作用を否定した。しかし，その後，処方が変更されていた。

▼ 処方内容 

 経緯
　患者は，腰椎すべり症で整形外科を受診しており，
モーラス®（ケトプロフェン）テープL40mgが処方されて
いた。
　2月8日に骨粗鬆症と診断され，新たにビスホスホネー
ト（BP）製剤であるリカルボン®錠50mgが処方された

（ Rp.1 ）。
　2月11日の18時30分頃，患者から薬局に電話があり，

「昨日（2月10日）の起床後すぐ，初めてリカルボン®錠を
服用したところ，服用後から胃の不快感があった。本日

の17時頃から腹部のぎゅーっという痛みと背中の痛みが
ある。熱はない。リカルボン®錠の副作用でしょうか？」
という内容であった。
　電話対応した薬剤師は，リカルボン®錠による筋骨格
系の急性期反応，もしくは上部消化管障害を疑い，患者
に「リカルボン®錠による副作用の可能性はあります。服
用後に一時的に強い痛みや，発熱などのインフルエンザ
のような症状が出ることがあります。服用を中止するこ
とで，症状は軽快することが多いですが，胃潰瘍などを
起こしていれば，痛みが継続することもあるので，早め

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。

70代の女性。病院の整形外科。 
2月8日　A医師。

Rp.1

リカルボン®錠50mg 1錠
 1日1回　起床時　4週に1回　1日分

3月11日　B医師。

Rp.2

ビビアント®錠20mg 1錠
 1日1回　朝食後　21日分
メチコバール®錠500μg 3錠
 1日3回　毎食後　21日分
モーラス®テープL40mg 35枚
 1日1回　1回1枚　腰に貼付

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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