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特  集

特集にあたって
東京大学医学部附属病院薬剤部　大野 能之

　『患者のための薬局ビジョン』が策定されて以降，薬局にはお薬手帳や薬歴など

を活かした一元的・継続的な服薬管理による重複投薬や薬物相互作用の防止が明

確に求められるようになりました。

　一方で，医薬品の開発過程における薬物相互作用の検討方法および情報提供に

関して，欧米との調和を図りながら日本でも改訂作業が進められ，2018年7月に

『医薬品開発と適正な情報提供のための薬物相互作用ガイドライン』として厚生労

働省から発出されました。この内容は，主に薬物代謝酵素や薬物トランスポーター

を介する薬物相互作用をin vitro試験で検出し，モデル解析などに基づき必要に応

じて臨床薬物相互作用試験を実施し，それらの結果を添付文書に反映させるまで

の流れを，最新の科学的知見を基盤として詳述したものです。今後，医薬品開発

時にこの新ガイドラインに沿った薬物相互作用が検討され，添付文書で注意喚起

される例が増えてくるものと予想されます。また，添付文書の記載要領が改正さ

れ，薬物相互作用の合理的な注意喚起と根拠情報の記載の充実が期待されます。

　そして，2019年11月に日本医療薬学会より『医療現場における薬物相互作用

へのかかわり方ガイド』が発表され，厚生労働省のガイドラインと添付文書の記載

要領改正も踏まえて，医療現場において薬物相互作用をどのように評価し，マネ

ジメントしていけばよいのかという基本的な考え方が示されました。

　そこで本企画では，執筆者としてこの日本医療薬学会のガイドを作成した委員

会メンバーを中心にお招きし，薬物相互作用の基礎知識をおさらいするとともに，

『医療現場における薬物相互作用へのかかわり方ガイド』に基づく薬物相互作用マ

ネジメントについて解説いただきました。本特集が薬局における「デキる薬剤師の

薬物相互作用マネジメント」の一助となり，薬学的管理の質の向上に繋がれば幸い

です。

薬学的管理の質が上がる！

デキる薬剤師の 
薬物相互作用マネジメント
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はじめに 
─薬物相互作用のメカニズム

　複数の薬剤を併用したときに生じる薬物相互作用
（drug-drug interaction : DDI）にはさまざまなメカ
ニズムがあるが，大きく分けると，薬物の血中濃度
が変化する「薬物動態学的相互作用」と，血中濃度
は変化せず薬理作用が変化する「薬力学的相互作用」
に分類される。
　本稿では，DDIの主なメカニズムについて，併用
禁忌あるいは併用注意となっている代表的な事例と
あわせて解説する。

薬物動態学的相互作用

消化管の管腔内での薬物相互作用

　経口投与された薬物は，消化管の管腔内でのさま

ざまなDDIにより吸収が変動することが知られてい
る。
1） 消化管内pHの変化による薬物の溶解性の低下

　胃内のpHは通常1～3程度であるが，プロトンポ
ンプ阻害薬やH2受容体拮抗薬の投与により胃酸の分
泌が抑制されて胃内pHが上昇すると，酸性で溶解
するイトラコナゾール（抗真菌薬），ゲフィチニブ（抗
がん薬）などは溶解性が低下するため，吸収が低下
する（図1）1）。
2）胃内容排出速度の変化による吸収速度の変化

　多くの薬物は小腸で吸収されるため，併用薬が胃
内容排出速度を変化させることにより，吸収が促進
あるいは遅延することがある。
　例えば，消化管運動を促進するメトクロプラミド
を併用すると，胃内容排出速度が上昇し，薬物の吸
収が早くなる。逆に，抗コリン作用を有する薬物は，
消化管運動を抑制し，胃内容排出速度を低下させる
ため，薬物の吸収を遅らせる。1

特 集

　薬物相互作用（DDI）には薬物動態学的相互作用と薬力学的相互作用があり，それぞれ
種々のメカニズムが知られている。最も頻度が高いのは薬物代謝過程におけるDDIである
が，薬物トランスポーターを介するものも次々と明らかになっている。
　医薬品開発において，厚生労働省の新しいガイドラインに沿ってDDIが評価され，情報
提供されるようになり，医療現場ではその情報を有効活用することが期待されている。

summary

武蔵野大学薬学部薬物動態学研究室　伊藤 清美

基礎編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

おさらい薬物相互作用

（1578）
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はじめに

　薬物相互作用（drug-drug interaction : DDI）の
有無は，添付文書や薬物の代謝経路から判断しやす
い。しかし，DDIにより大きく血中濃度が上昇する
のか，さほど変化しないのか，簡単に知りうる術は
あまり知られていない。どれくらい上昇する（低下す
る）かがわかれば，用量変更の提案にも繋がる。他
の薬物への変更も判断しやすい。
　本稿では，薬物の体内動態変化の程度をどのよう
に評価すればよいか，概説する。

薬物代謝酵素の阻害による 
血中濃度変化の予測

阻害薬の強さ─阻害率（IR）

　強いチトクロムP450（CYP）の阻害薬とのDDIの

場合，基質となる薬物の血中濃度が大きく上昇する
ことは，想像しやすいであろう。CYPを完全に阻害
する場合と，半分くらい阻害する場合では，基質と
なる薬物の血中濃度上昇率が異なる。このような阻
害薬が薬物代謝酵素をどれくらい強く阻害するかを
表す指標を，阻害率（inhibition ratio : IR）という。
完全に阻害するときはIR＝1.0，半分阻害するとき
はIR＝0.5となる（図1）。IRが高いほどDDIが強い
ことを意味する。同じ薬物でも投与量（血中濃度）に
応じてIRが異なる。

 基質薬の代謝の割合─寄与率（CR）

　同じ阻害薬とのDDIの場合でも，血中濃度が上昇
しやすい基質薬と，それほど影響がない基質薬があ
る。例えば肝代謝のみの薬物は，肝代謝と腎排泄が
半々の薬物より，DDIの影響を大きく受ける。すな
わち，薬物がDDIの起こっている薬物代謝酵素でど
れくらいの割合で代謝されるかが重要となる。もう
少し正確に述べると，トータルクリアランスに対す

1

2

特 集

　薬物相互作用（DDI）マネジメントの実践には，単にDDIの有無を判定するだけではなく，
DDIにより血中濃度がどれほど変化するかを考慮する必要がある。基質薬の寄与率（CR）
と阻害薬の阻害率（IR）を検討することで，薬物血中濃度－時間曲線下面積（AUC）の上昇
率を予想できる。それにより，投与量の調節や薬物の選択などの処方提案や副作用発現の
予測など，適切な薬学的介入に繋がる。

summary

京都大学大学院薬学研究科／同 医学部附属病院薬剤部　米澤 淳

基礎編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

CYPの阻害/誘導，薬物代謝酵素
以外による薬物動態変化の評価

（1584）
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はじめに─薬物相互作用の 
臨床的な重要性

　薬物相互作用（drug-drug interaction : DDI）に
よる血中濃度の変化を確認あるいは予測ができた場
合について，その血中濃度の変化が臨床的にどの程
度重要なのかを判断する必要がある。血中濃度が多
少変化しても副作用を生ずることの少ない安全域の
広い薬剤であれば，たとえDDIにより血中濃度が多
少変化することが予測されたとしても臨床的にはそ

れほど問題ではない。一方で，安全域の狭い薬剤で
は，多少の血中濃度変化であっても十分に注意する
必要がある。このように薬剤ごとの性質の把握が必
要ではあるが，一方で薬剤ごとにすべて別個の考慮
が必要となると，現実問題として処理能力の限界を
超えてしまい，結果として注意喚起に漏れを生じる
ことになりかねない。
　では，冒頭症例では，起こりうるDDIはどの程度
で，その臨床的な重要性はどのように考えればよい
だろうか。また，何かマネジメントを行うべきであ
ろうか。行うとすれば，どのようなマネジメントが

特 集

　薬物相互作用（DDI）の臨床的な重要性は，薬物動態の変化に加えて薬物の薬効と安全域，
さらには臨床上のニーズや患者個別の背景を考慮して評価することが重要であり，PISCS
は定量的なDDIのリスク評価を支援する方法として有用と期待される。
　DDIをマネジメントするには，起こりうる副作用を把握し，それがどのような機構で生
ずるかを考察するための十分な情報が必要である。代替薬を検討する際には，同種・同効
薬との間で，薬効・安全性などにどのような類似性と違いがあるのかを検討することが重
要である。

summary

東京大学医学部附属病院薬剤部　大野 能之

基礎編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

薬物相互作用の臨床的重要性と 
マネジメントの考え方

　表在性皮膚真菌症の治療のために皮膚科からホスラブコナゾールが処方された。患者の薬歴を確認したと

ころ，内科からニフェジピン徐放錠40mg/日を処方され，服用中であった。

症 例

（1590）
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はじめに

　前稿「薬物相互作用の臨床的重要性とマネジメン
トの考え方」において，CR-IR法やPISCSを用いた
考え方について解説した（p.20を参照）。しかし，予
測や評価においては，その方法論の限界や注意点を
理解して用いることが必要不可欠である。そこで，
本稿ではそれらの点について少し詳しく解説したい。

CR-IR法の精度は？

　繰り返しになるが，CR-IR法は式に基づいて該当
するチトクロムP450（CYP）分子種の基質薬のクリ
アランスへの寄与率（CR），阻害薬の阻害率（IR）を

求めることにより，臨床報告のない組み合わせでも，
阻害による薬物相互作用（drug-drug interaction : 
DDI）に伴う基質薬の薬物血中濃度－時間曲線下面
積（AUC）の変化を予測するものである。

AUC+inhibitor
AUCcontrol =　　　　　……式AUC上昇率=

1
1－CR・IR

　逆にいえば，AUCの上昇率とIRから基質薬のCR
が，またAUCの上昇率とCRから阻害薬のIRが算
出できる。

AUC上昇率の計算値と報告値との関係

　われわれは，イトラコナゾール（IRCYP3A＝0.95）
やケトコナゾール（IRCYP3A＝1）などのCYP3Aの典
型的な阻害薬とのDDIによる各基質薬のAUCの上
昇率から，各基質薬のCRCYP3Aを算出した。同様に

1

特 集

　CR-IR法で予測される薬物血中濃度－時間曲線下面積（AUC）の上昇率は，概ね67～
150％の範囲の誤差の精度である。PISCSの評価と添付文書の区分に齟齬があれば，添
付文書の記載プラスαのリスク評価に繋がる。
　①代謝を受けること，②薬物代謝酵素と親和性が高いこと，③薬物代謝酵素を強力に阻
害すること─は，それぞれ別の問題である。すなわち，CR（CYP分子種の基質薬のク
リアランスへの寄与率）が大きいことと，IR（CYP分子種の阻害薬の阻害率）が大きいこと
は別のことと考える。添付文書の薬物動態の項目に薬物相互作用試験におけるデータが掲
載されているので，そのデータを活用してCRやIRは算出可能である。

summary

東京大学医学部附属病院薬剤部　大野 能之

基礎編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

現場でCR-IR法やPISCSを 
運用するうえでのポイントと注意点

（1594）
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はじめに

　薬物相互作用とお薬手帳，この2つのワードから
多くの薬剤師がソリブジン事件（1993年）を思い出す
ことだろう。
　帯状疱疹を効能とした抗ウイルス薬のソリブジン
と5-FU系抗がん薬の併用による重篤な骨髄抑制の
副作用による死亡（ソリブジン発売後1カ月で合計
23名が被害にあい，うち15名が死亡している）。こ
の事件にはいくつもの問題が内包していたのだが，
薬局においても「薬物相互作用のチェックが行われ
ていない実態」が指摘され，お薬手帳導入のきっか
けになったとされている。

お薬手帳の活用─服薬情報の
一元化への取り組み

　お薬手帳は，いわば患者自身による服薬情報の一
元化への取り組みといってもいいだろう。このこと
は調剤報酬でも評価されており，薬剤服用歴管理指
導料の差に繋がっている。つまり，定期的に薬局を
利用する患者にとって，お薬手帳を活用することは
薬剤師の薬物相互作用のチェックを手伝うことでも
あり，その分，管理指導料が安くなっていると理解
することができる（表1）。
　ちなみに，お薬手帳の利用促進に消極的な薬局（適
切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない
保険薬局）には薬剤服用歴管理指導料の減算規定a

が用意されている。

特 集

　かかりつけ薬剤師・薬局としての職能を発揮するためには，患者の服薬情報の一元的・
継続的な把握が必須である。お薬手帳はそのためのツールであり，また地域医療連携のツー
ルでもある。ここでは，お薬手帳を切り口に，医薬品や飲料との相互作用について述べる
とともに，お薬手帳を普及するうえでの注意点について触れてみたい。

summary

I＆H株式会社　山本 雄一郎

実践編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

かかりつけ薬剤師の役割と 
お薬手帳の活用法

a： 3月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち，手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が50％以下である保
険薬局は「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とされ，薬剤服用歴管理指導料は13点へと減算される。さらに麻薬管理指導加算，重複投
薬・相互作用等防止加算，特定薬剤管理指導加算，乳幼児服薬指導加算薬剤服用歴管理指導料の加算は算定できない。

（1600）
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特 集

　①薬物相互作用（DDI）を起こしやすい薬剤，②薬物動態の変動が重篤な薬物有害事象を引
き起こす可能性のある薬剤，③重篤な病態にある患者，④基礎疾患や服用薬剤の多い患者
─では，薬剤師によるDDIマネジメントが特に重要である。DDIをマネジメントするうえで，
医薬品情報システムの活用は有用であり，国内外でさまざまなシステムが利用可能である。
　DDIマネジメントは，問題となる薬剤の組み合わせやマネジメント方法，医師や薬剤師
の態度や行動，コミュニケーションの質にも影響を受ける可能性がある。

summary

神戸大学医学部附属病院薬剤部　木村 丈司

実践編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

DDIマネジメントを活かした 
薬学的管理

現病歴

　胃がんの精査加療を目的にX日に入院となった80代女性。既往歴として，心房細動，心原性脳梗塞があ

り，エドキサバンを服用中であった。また，60年前に症候性てんかんの既往があり，30～40年前に診療

は終了となったとのことだが，詳細な病歴は不明で，本人の話によると，抗てんかん薬を睡眠薬代わりに服

用しているとのことであった。そのほか，高血圧症，気管支喘息，変形性膝関節症の既往がある。

処方歴
● アムロジピン錠2.5mg 1回1錠 1日1回　朝食後
● アジルサルタン錠20mg 1回1錠 1日1回　朝食後
● エドキサバン錠30mg 1回1錠 1日1回　朝食後
● エソメプラゾールカプセル20mg 1回1Cap 1日1回　朝食後
● カルバマゼピン錠100mg 1回2錠 1日1回　就寝前
● フェニトイン錠100mg 1回1錠 1日1回　就寝前
● フェノバルビタール散10％ 1回50mg（力価） 1日1回　就寝前
● アセトアミノフェン錠300mg 1回1錠 1日3回　毎食後
● 酸化マグネシウム錠330mg 1回1錠 1日2回　朝・夕食後
● ブデホルⓇ吸入 1回2吸入 1日2回

症 例

（1605）
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特 集

はじめに

　特別な背景をもつ患者として，ゲノム変異の保有
者，腎機能低下者，高齢者，妊婦における薬物相互
作用（DDI）の考え方について，本稿では症例などを
加えて説明する。

薬物代謝に関連するゲノム変異
をもつ患者

　ゲノム変異が薬物動態に大きな影響を与える薬物
代謝酵素と薬物トランスポーターの分子種として，
チトクロムP450（CYP）2C19，CYP2D6，CYP3A5，
グルクロン酸転移酵素（UGT）1A1，有機アニオン輸
送ポリペプチド（OATP）1B1（SLCO1B1）が知られ

ている。それぞれの代表的な基質薬を表に示した。
これら薬物代謝酵素や薬物トランスポーターが主要
な消失経路であるDDIの被疑薬，阻害薬/誘導薬を
使用する場合，あらかじめ日本人におけるpoor 
metabolizer（PM）やintermediate metabolizer（IM）
の割合，そしてPMのみに注意を払う必要があるの
か，それともPMとIMの両者とも注意する必要があ
るのかを把握することで，DDIの強度や副作用のリ
スクをある程度予想することができる。
　ゲノム変異の情報については，①スタンフォード
大学が管理するWebサイトPharmGKB 1），②CPIC
（Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortium）ガイドライン，③DPWG（Royal Dutch 
Association for the Advancement of Pharmacy -

Pharmacogenetics Working Group）ガイドライン
─などから入手することができる。それらには，
ゲノム変異に対応した各薬物（表）の推奨投与量も記

　新生児や小児，高齢者，妊婦，腎機能低下者，肝機能低下者，心機能低下者，薬物動態
に影響するゲノム変異をもつ患者では，薬物動態や薬物感受性が一般の患者集団とは異なる
ことがある。これらの集団では，薬物相互作用（DDI）の予測が難しいケースが多いため，基
本的な考え方を身に付け，臨床上問題となるDDIを見逃さないよう注意する。
　DDIのなかでも，特に，①不十分な薬物血中濃度が治療上の大きな不利益の原因となる，
②薬物血中濃度の高値が重篤な副作用の原因となる─といったケースでは，適切な対応が
薬剤師に求められる。

summary

三重大学医学部附属病院薬剤部　岩本 卓也

実践編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

患者背景に応じた注意点

（1611）
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特 集

はじめに

　添付文書には薬物相互作用（DDI）についての記載
はあるが，記載されているDDIがすべてではない。
なぜなら，実臨床おいて併用する薬剤の組み合わせ
は限りがなく，また1対1だけに留まらず複数の薬剤
とのDDIが存在する。臨床試験では実施されなかっ
た併用薬の組み合わせにより，未知のDDIが生じる
可能性がある。そのため，添付文書に記載されてい
ない薬剤とのDDIも十分に考慮する必要がある。
　本稿では，『医療現場における薬物相互作用への
かかわり方ガイド』1）をもとに，予期しないDDIに対
する考え方と対応について解説する。

薬物相互作用データベースの活用

国内の薬物相互作用情報

　DDIの確認は，添付文書やインタビューフォーム
の相互作用欄を確認するのが一般的ある。添付文書

の情報は，常に最新の情報を医薬品医療機器総合機
構（PMDA）のWebサイトで確認していただきた
い2）。
　DDIを調べる際に，1対1のDDIを調べるのであ
れば，添付文書で確認すればよいが，複数のDDIを
確認するには時間と労力を要する。その際に役立つ
のがDDIのデータベースである。国内の添付文書情
報に基づくDDIツールを表1に示した。これらの
DDIツールを使用することで，複数の薬剤のDDIを
ある程度簡便に調べることができる。

海外の薬物相互作用情報

　国内の添付文書やインタビューフォーム以外に，
海外のDDI検索のWebサイトも有用なDDIツールと
なる。表2に海外の主なDDI検索に関するWebサイ
トを示した。これらのWebサイトは日々更新される
ため，最新の情報を得ることができ，また添付文書に
は記載されていないDDIの情報を確認できることが
ある。これらのWebサイトの多くは，DDIの重要度
をカテゴリ化しており，例えばリバプール大学の
Webサイト3）では，「Do Not Coadminister」「Potential 

1

2

　薬物相互作用の評価は，添付文書だけではなく，さまざまな情報を収集し，さらに薬物動
態を十分理解したうえで，リスクとベネフィットを考慮して総合的に判断することが重要で
ある。

summary

国立国際医療研究センター病院薬剤部　増田 純一

実践編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

予期しない薬物相互作用が 
生じたときの考え方と対応

（1616）
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特 集

はじめに

　薬局においては，窓口対応や在宅訪問などで薬剤
師が患者の治療に深く関わっており，自身が担当し
た患者のなかには薬物相互作用（DDI）に起因する有
害事象が疑われる患者に遭遇することも少なくない
だろう。そのような場合，薬剤師として症状のアセ
スメントとマネジメントを行い，重篤化の回避を
図っていることと思われる。具体的には，添付文書，
インタビューフォームを参考にし，製薬企業への問
い合わせ，状況が許されれば各種文献の調査なども
行われているかもしれない。しかしながら，製薬企
業からは一般的な回答しか得られないようなケース
を経験することも少なくないのではないだろうか。
また，文献調査をしても，同様な状況や症状を呈し
た患者の報告が見当たらず，薬物治療に難渋するこ
とも多くの薬剤師が経験しているところであろう。
　臨床家の行う研究とは，臨床の延長上にあるもの

と考えると理解しやすい。前述のような普段経験し
ているケースを症例報告とすることや，患者を集積
して観察研究として報告することで，類似の事案に
悩んでいる薬剤師や医師などの診療の判断の補助に
繋げていくことも可能である。
　本稿では，臨床の薬剤師における研究について情
報を整理するとともに，筆者のこれまでの経験に基
づき，症例報告，観察研究などの進め方についても
事例を紹介したい。

臨床の薬剤師による研究の流れ
─文献調査から発表まで

　過去に筆者が行った筋緊張緩和薬チザニジンの
DDIの症例報告，およびそれに引き続いて行った観
察研究について，文献調査，症例の発見および学会
発表，論文投稿までの流れを説明したい。

　研究は，いくつかの段階を経て進めることが重要である。すなわち，「症例報告→ケースシ
リーズ研究→観察研究」のようにイメージしておくと理解しやすい。特に症例報告は，臨床
家として自身が関わった患者の臨床経過を報告するものであり，意義深い。同様な症例が集
積されれば，ケースシリーズ研究，最終的には観察研究まで進めることも可能であろう。
　本稿では，薬局で薬物相互作用研究を行う際のポイントについてまとめたい。

summary

昭和大学統括薬剤部／同 薬学部病院薬剤学講座　百 賢二，内倉 健

実践編

薬学的管理の質が上がる！
デキる薬剤師の薬物相互作用マネジメント

薬局薬剤師のための 
薬物相互作用研究の進め方

（1622）
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粘膜免疫の強化

1  コラーゲン豊富な蛋白質に加えて， 
鉄とビタミンC摂取が重要

─本日は医師であり，栄養学に詳しい馬渕先生に，

免疫を高める栄養学の考え方について教えていただき

たいと思います。

馬渕　免疫機能は，大別すると2段階に分かれてい

ます。1段階目は，粘膜免疫と呼ばれる第一免疫で，

簡単にいうと“バリア機能”のようなものです。ウイ

ルスや細菌はすべて粘膜あるいは皮膚を通して体に侵

入してきますので，粘膜を強化することによってバリ

ア機能を高めることができます。もともと粘膜は，さ

まざまなウイルスや細菌を排除する機能を有してお

り，粘膜でいかにウイルスや細菌を増殖させないか

が，感染するか，しないかの大きな分かれ道です。

ですから，免疫機能を高めるためには粘膜を丈夫に

する方法をまずはお勧めしています。

　では，どうやって粘膜が丈夫になるのかといえば，

粘膜の材料となる栄養素をしっかり摂取する必要が

あります。粘膜は新陳代謝が良く，次々と細胞を作

り変えながら，丈夫で健康な状態を維持している，

非常に入れ替わりが早い場所です。ですから，その

粘膜を作る材料となる栄養素を十分に摂ってほしい

のです。そこでお勧めしているのが蛋白質の摂取で

すが，粘膜の半分以上はコラーゲンで構成されてい

るので，コラーゲンを豊富に含む食材を勧めることが

多いです。また，体内で粘膜を作るにあたって，鉄

とビタミンCは不可欠です，そのため，貧血の女性

や新鮮な野菜・果物を摂取しない方では，コラーゲ

ンを豊富に含む食材だけでは不十分で，それに加え

て鉄やビタミンCを含んだ食物（またはサプリメント）

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

免疫機能を高める 
水と栄養の基礎知識

馬渕 知子
マブチメディカルクリニック 院長／学校法人 食糧学院 副学院長

2003年 東京医科大学医学部 卒業
2003年 東京医科大学病院 勤務
2008年 マブチメディカルクリニック 開設 同院長
2008年 株式会社THE DOCTORS INC．設立
2011年 学校法人 食糧学院 理事
2017年より現在に至る

（1629）
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はじめに 　

　体内に全身性に取り込まれた薬剤により生じる皮
疹や粘膜疹を，薬疹といいます。薬疹は，アレル
ギー反応，薬剤の過剰投与による中毒性反応，ある
いは薬剤の薬理作用により生じます。
　抗がん薬に起因する皮膚症状は，ほとんどがアレ
ルギー以外の機序で生じます。一般的には，「薬疹
といえば，アレルギー」と認識されているため，抗
がん薬により生じた皮疹は，薬剤性皮膚障害と表す
ほうが適切かもしれません。アレルギー性の薬疹で
は，原因となった薬剤を再投与することはできませ
んが，抗がん薬による皮膚障害では，重症例を除き，
そのまま投与を継続することや，休薬して症状が軽
快した後に再投与することが可能です。

抗がん薬による薬疹，皮膚障害 　

　抗がん薬による皮膚障害は近年，有害事象共通用
語規準（Common Terminology Criteria for Adverse 
Events : CTCAE）を用いて表されます。ここでは，

主にその用語を用い，比較的頻度の高い皮膚障害を
述べていきます。

1 手足症候群
　CTCAEでは，手掌・足底発赤知覚不全症候群
（palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome）と
記載されていますが，日本では手足症候群の症候名
がよく使われます。かつては抗がん薬による皮膚障
害のほとんどを占めていました。フッ化ピリミジン系
代謝拮抗薬が主な原因となり，手足のびまん性の疼
痛を伴う発赤と水疱びらんを生じ，acral erythema
といわれていました（図1A）。その後登場したマル
チキナーゼ阻害薬では，主に手足の圧力が加わった
ところに，疼痛を伴う発赤，ひどい場合は水疱を形
成します（図1B）1）。
　いずれのタイプも外力が増悪因子です。足の場
合，靴の中敷や靴底が薄く，体重の負荷が強くかか
ること，長距離の歩行など，手の場合，力を加えて
ハサミを使ったり，ペットボトルの蓋を開けたりす
ることなどは要注意です。

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

抗がん薬，免疫チェックポイント阻害薬による薬疹第9回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

藤山 幹子　国立病院機構 四国がんセンター皮膚科

（1638）
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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
　処方箋監査を担当した薬剤師は，徐放性製剤であるペ
ンタサⓇ錠を半分だけ粉砕する指示が記載された処方箋
を初めて見た。勤務経験の長い薬剤師に確認すると，当
該患者にはすでに以前からこの内容で処方されており，
指示通り調剤〔6錠/日（2錠/回）分を粉砕して分包〕し，
患者は，毎回2錠は錠剤で，残り2錠相当分は粉として
服用しているとのことだった〔なお，朝食後のペンタサⓇ

（粉砕）とイムランⓇ（粉砕）は別包で服用〕（表）。
　初回受付時には病院に疑義照会をしており，保険請求
上も問題なく経過していることがわかった（自家製剤加
算は算定していない）。
　薬剤師は，処方箋通りに調剤した。投薬者に確認した

ところ，患者は服用に際して問題はなく，病状も安定し
て寛解を維持できていることがわかった。
　後日，メーカーに確認したところ，ペンタサⓇ錠の粉
砕投与は，上部消化管（胃・十二指腸）病変の寛解導入・
維持療法として日本独自に発案され，国内では広く臨床
現場で用いられているとのことであった（ただし，症例報
告や少数例を対象に有効性を検討した報告はあるものの，

徐放性製剤のペンタサ®錠の一部粉砕指示は問題ないか？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？  薬剤師は，徐放性製剤であるペンタサⓇ（メサラジン）錠を「一部だけ粉砕する」指示のある処方箋
を初めて見て驚いた。しかし，当該患者には以前からこの内容で処方され，指示通り調剤されて
おり，患者は服用に際して問題はなく，病状も安定して寛解を維持できているとのことであった。

▼ 処方内容 30代の男性。病院の消化器科。オーダー/印字出力。

Rp.

ペンタサⓇ錠 250mg 12錠　半分は粉砕
 1日3回　毎食後　50日分
イムランⓇ錠 50mg 1.4錠　粉砕
 1日1回　朝食後　50日分

プロマックⓇD錠75 2錠
 1日2回　朝食後・就寝前　50日分

表　患者（30代男性）の実際の服薬状況
薬剤名 朝食後 昼食後 夕食後

ペンタサ錠 250mg 2錠，2錠（粉） 2錠，2錠（粉） 2錠，2錠（粉）

イムラン錠 50mg 1.4錠（粉）

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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はじめに
　第7回に引き続き調剤報酬改定を読み解いていこうと思いますが，今回は施設基準を例に考えてい
きたいと思います。というのも，改定のたびに「要件を確認したいが，どこに記載されているのかわ
からない」というご相談を受け，施設基準の要件を探していることが多いのです。施設基準の要件に
ついては，これまでにもたびたび引用している留意事項通知には載っていません。薬局の施設基準は
「特掲診療料の施設基準」が該当しますので，これに関わる関係通知を読み解く必要があります。
　また施設基準の届出などに関しては，開設者や管理薬剤師が書類を整備して提出していることが多
いと思いますが，そうなると勤務薬剤師が自分の勤務先がどの施設基準に該当するのかを知らないと
いったことが起こります。知らなくても調剤はできるかもしれませんが，施設基準を知っておくとよ
り良い薬局を目指す一助となりますので，ぜひ理解してください。

施設基準は届出様式がわかりやすい

　告示されている調剤報酬点数表には，「別に厚生労働大臣が定める」と表現されている項目がいく
つもあります。施設基準は，「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険薬局」と規定されているのですが，どこに定められているのかは記載されて
いません。届出が必要な施設基準については届出書の様式が決まっていますので，ここから確認して
いくとわかりやすいと思います。この様式は，改定の際に発せられる通知「特掲診療料の施設基準等
及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（以下，特掲施設基準通知）に別添2として記載され
ています。
　まず，表紙となる「特掲診療料の施設基準に係る届出書」があり，これに添付する形で，各種施設
基準ごとに様式があります。保険薬局に関わる様式一覧を表1に示します。これは，届出書に添付さ
れているチェックリストから抜粋したものです。
　表紙となる届出書には，「不正なことはしたことがありません！」というようなチェックリストが
用意され（表2），これをすべてチェックして提出します。見ていただいた通り，健康保険法や薬担規

日本医療保険研究所株式会社　入江 真理

調剤点数表と施設基準 
─地域支援体制加算を例に （最終回）

第8回

レセプト・薬歴から考える

（1650）
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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）

エキスパートがわかりやすく解説

　薬剤と栄養剤が栄養チューブ内で接触し，相互作
用により薬剤の吸収や栄養チューブの閉塞に繋がる
ため推奨できない。薬剤投与の前後に栄養チューブ
を15～30mLの水で洗い流す必要がある1, 2）。
1  薬剤と栄養剤で相互作用が生じる
　内服薬の簡易懸濁液をフラッシュせずに，栄養剤
を投与した場合，栄養チューブ内で懸濁液中の薬剤
と栄養剤が接触し，混合されることから，薬剤と栄
養剤の構成成分が相互作用を生じて，薬剤の吸収や
栄養チューブを閉塞することがある。薬剤と栄養剤
を混合して投与することは，当然避けなければなら

ない。さらに，栄養剤投与直後の薬剤投与や，薬剤
投与直後の栄養剤の投与再開においても，相互作用
が生じる場合がある。基本的には30分は投与間隔を
空けてほしいが，薬剤によってはさらに長い時間を
空ける必要性が報告されている3）。
　フェニトインと栄養剤の同時投与では，フェニト
インの吸収が最大70％減少することが報告されてい
る4）。フェニトイン投与の前後に2時間は栄養剤を
停止すること，および薬剤投与後に60mLの水で
チューブを洗浄することが提案された。原因として
は，栄養チューブ自体へのフェニトインの付着や，
栄養剤に含まれる蛋白質やカルシウム塩など特定の
成分へのフェニトインの結合が考えられている。

第 8 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。

薬剤投与後にフラッシュせずに栄養剤を投与してもいいですか。

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 石田　志朗  徳島文理大学薬学部医療薬学･薬物治療学

岸本　真  　霧島市立医師会医療センター薬剤部
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「アムロジピン錠」の副作用機序別分類を確認！

　まずは，アムロジピンの副作用を発生機序で分類してみます。アムロジピンは高血圧症や狭心症に用いられるCa

拮抗薬で，添付文書の作用機序の項には表1のように記載があります。つまり，アムロジピンは血管平滑筋を弛緩
させることで，血管を拡張して血圧降下作用を示します。この作用がアムロジピンに期待される薬理作用です。期

特定非営利活動法人どんぐり未来塾　佐藤 ユリ，麻生 敦子

アムロジピンの初回投薬患者
第2回

48歳女性のKYさん

　健康診断で高血圧を指摘され，受診。本日の血圧は 145/95mmHg で，アムロジピン錠の服用は初めて。
処方医より，家庭でも血圧を測るようにと血圧手帳を渡されている。以前，フロモックスⓇ錠を服用した際，
湿疹がでた経験がある。その後，アモキシシリン錠を服用しているが，湿疹はでていない。薬の副作用を
とても心配している様子で，服用に対する不安が大きい。

Rp1　 アムロジピン錠 5mg　　1 回 1 錠　1 日 1 回朝食後　14 日分

他科受診：なし 併用薬：なし 体質：便秘しやすい，胃が弱い
嗜 好 品：喫煙なし 飲　酒：月に 1 回程度 
副作用歴：フロモックスⓇ錠（お薬手帳より，過去に湿疹がでていることを確認）

○副作用に対する不安がとても大きい

○アムロジピン錠を初めて服用

○ フロモックスⓇ　錠を服用した際に湿疹がでた経験があるが，同じβラクタム系抗菌薬のアモキシシリン錠の

服用で湿疹はでなかった。フロモックスⓇ　錠による薬疹であったかは不明

○本日より家庭血圧を測定する予定。アムロジピン錠の効果発現時間についてアドバイスが必要

○体質的に便秘しやすく，胃も弱いため，便秘や胃腸障害の副作用がみられる薬には注意

（1664）
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12

薬局発！

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　岡田 浩
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

ポスター発表
STEP

11

 
はじめに

　今回からついに，企画のタイトルでもある学会発表
を行う手順を紹介します。
　薬局薬剤師が発表できる学会は，薬学系に限らずた
くさんあります。日本薬学会のホームページ1）には，
年間の学会開催スケジュールの一覧が掲載されており，
リンク先から各学会の概要を直接確認できるので便利
です。いつ頃の学会で発表を目指すのか考えるととも
に，その学会がどのような研究を取り上げているのか

確認することも大切です。

発表する学会の探し方

 1  開催日程，募集期間の確認

　大きな学会は，開催日の約半年前には演題募集が終
了しています。例えば，今回は新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）に伴い延期となりましたが，第11回日
本プライマリ・ケア連合学会学術大会2）は，本来2020年

1  学会当日の直前まで演題募集は行われている。
2  結果が出ていない状態でも学会発表できる。
3  ポスターは抄録の項目順に並べていく。

クイズ 3 問 答えは本文の最後に
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第230回

亀田総合病院薬剤部　川名 真理子

エベレンゾ® 錠 
20mg, 50mg, 100mg

（ロキサデュスタット）

エベレンゾ®錠の概要

医薬品名 ：エベレンゾⓇ錠

一般名 ：ロキサデュスタット

薬価基準収載日 ：2019年11月19日

薬価 ：	［	 20mg］　387.4円/錠

	 	［	 50mg］　819.2円/錠

	 	［100mg］1,443.5円/錠

製造販売 ：アステラス製薬株式会社

 効能・効果
透析施行中の腎性貧血

 用法・用量
赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合

　通常，成人には，ロキサデュスタットとして1回50mgを開始用量とし，週3回経口投与する。以後は，患者

の状態に応じて投与量を適宜増減するが，最高用量は1回3.0mg/kgを超えないこととする。

赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合

　通常，成人には，ロキサデュスタットとして1回70mgまたは100mgを開始用量とし，週3回経口投与する。

以後は，患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが，最高用量は1回3.0mg/kgを超えないこととする。

（1674）
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特徴

　腎性貧血は，腎障害によるエリスロポエチン

（erythropoietin : EPO）産生能の低下に起因し，息

切れ，動悸，易疲労感，食欲不振，心拍出量増加に

伴う心負荷などが生じる。腎性貧血における薬物治

療として，赤血球造血刺激因子製剤（erythropoiesis 

stimulating agent : ESA）が使 用されているが，

ESAは注射剤であり，さらに抗EPO抗体陽性赤
せき

芽
が

球
きゅう

癆
ろう

が発現することが報告されている1）。

　ロキサデュスタット（以下，本薬）は，低酸素誘導

因 子-プロリン水 酸 化 酵 素（hypoxia inducible 

factor-prolyl hydroxylase : HIF-PH）である。HIF-

PHを阻害してHIF経路を活性化することでEPOが増

加し，赤血球形成が促進される新規作用機序の薬剤

であり，透析施行中の腎性貧血に適応を有する1）。

1．治療上の位置づけ
　血液透析（hemodialysis : HD）および腹膜透析

（peritoneal dialysis : PD）の患者における腎性貧血

治療には，ESAが用いられている。本薬は，ESA

と異なる作用機序を有する内服薬であり，HDおよ

びPD施行中の腎性貧血患者を対象とした国内臨床

試験において本薬の有効性が示されるとともに，安

全性も許容可能であることが確認されていることか

ら，透析施行中の腎性貧血治療の選択肢の一つとし

て位置づけられる。

　ただし，本薬とESAを併用した試験成績はなく，

有効性および安全性が不明であることから，現時点

では本薬とESAの併用は推奨されていない1）。

2．作用機序
　本薬はHIF-PHを阻害し，HIF経路を活性化させ

るHIF-PH阻害薬である。

　HIFは2つのサブユニット（HIF-αおよびHIF-β）
からなる転写因子であり，低酸素環境下で活性化し，

赤血球造血などを促進することで低酸素環境に対す

る適応反応を誘導する。一方，正常酸素環境下では，

HIF-αはHIF-PHにより水酸化され，プロテアソー
ムにより分解される。

　本薬は，HIF-PHを阻害することでHIF-αの分解
を妨げ，HIF経路を活性化させる。その結果，EPO

が増加し，赤血球形成が促進される（図1）1-3）。

3．有効性
　国内第Ⅲ相試験にて，HDやPDの患者を対象に

 Point
▶	低酸素誘導因子（HIF）経路において，HIF-αがプロリン水酸化酵素（PH）で分解されないようPHの活性を阻
害するHIF-PH阻害薬である。

▶	血液透析患者を対象に，赤血球造血刺激因子製剤（ESA）から本剤またはダルベポエチンアルファに変更した
国内第Ⅲ相試験（CL-0307試験）では，主要評価項目である投与18～24週のベースラインからの平均Hb値
の変化量について，本剤群のダルベポエチンアルファ群に対する非劣性が検証された。

▶	副作用として，血栓塞栓症や高血圧，網膜出血，悪性腫瘍の発現などに留意する必要がある。
▶	本剤は週3回経口投与し，Hb値によって用量調節を行う薬剤であるため，服用日や用量間違いのないよう患
者に説明する。
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医療機器・材料の

思考プロセス
起 承 転 結

ダイドー薬品株式会社 山本薬局本店

山本 新一郎
編集

　在宅初心者

でも実践できる！

第 2 回

在宅経腸栄養法（HEN）症例　

ダイドー薬品株式会社 山本保健薬局　船橋 信吾
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 はじめに

　在宅医療において，栄養は最も重要な観点の一つ
です。その栄養を補給する際にまず初めに確認する
ポイントは，「腸管機能が十分か？」ということです。
十分ではないということであれば，経腸栄養剤は使
用できませんので，在宅中心静脈栄養法（home 
parenteral nutrition：HPN）にゆだねる必要があり
ます。このHPNについては次回以降取り上げるとし
て，本稿では腸管が機能している場合を想定して話
を進めていきます。
　腸管機能の次に確認することは，「経口摂取に問
題はないか？」ということです。たとえ腸管が十分
に機能し，口から食事ができたとしても，嚥下や咀
嚼機能が不十分な場合には普通食がとれず，ペース
ト食や流動食などの利用を考慮する必要があります。
また，食道がんなど食道の機能が不十分となる疾患
を有する場合には，在宅経腸栄養法（home enteral 
nutrition：HEN）の検討が必要となります。
　また，「栄養療法を行う期間」を確認することも重

は 要なポイントです。栄養療法の期間が，手術などに
より一時的に計画されたものなのか，あるいは長期
にわたることが想定されるものなのかによっても，
その対応方法が異なります。
　今回は，「腸管が機能しているものの，経口摂取
が十分にできずに，さらに長期的に栄養摂取が必要
とされる患者」に対する実際の処方例をもとに，
HENに使用される機器や医療材料を紹介しながら，
薬剤師が実践するべき患者支援を一緒に考えてみた
いと思います。

 経腸栄養療法の仕組みをおさらい

　前述の通り，栄養療法に取り組む際は患者の状態
に応じて効率良く栄養を摂取する方法を考えないと
いけません。そのためにはまず，基本となる栄養療
法の仕組みから押さえる必要があります。続いて，
実際に在宅の現場で使用される機器や医療材料の特
性，種類を把握していきましょう。これらを1つず
つ押さえていくと，意外と多職種の方々が見落とし

起
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  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

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

　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！

Rp.1 	 ●　カプトプリル細粒（カプトリルⓇ）5％	 1回1g　（＝50mg）　（1日1g）
	 　　	1日1回　10時	 1日分

処方箋（内分泌科）/53歳女性

カプトプリル50mg 1日分だけ処方…血圧のコントロール？

第 回6

わかっていること

• �新患。血圧コントロールが悪く，検査のため総合病院を紹介された。
•現在は数種類の降圧薬を服用しているが，お薬手帳を持参していないため薬剤名は不明。
•今回の処方薬については，次回受診時に検査するのでそのとき持参するようにいわれている。

? 	カプトプリルを50mg服用して行う検査とは，どのような検査でしょうか？

ここで質問です

（1690）
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先  ムコソルバン内用液0.75％（帝人ファーマ）

製剤基本情報

性状 無色～微黄色澄明の液剤で，においはなく味は苦い

添加物 クエン酸，リン酸水素ナトリウム，塩化ナトリウム，パラオキシ安息香酸メチル，パラオ
キシ安息香酸エチル

規格pH 5.0-6.0

配合変化データ（商品名50音順）
試 験   本剤2.5mLに被験薬剤2.5mLを加え，さらに精製水5mLを加えて試験液とした。ドライシ

ロップ剤は2.5gを精製水で溶解または懸濁して5mLとして加えて試験液とした
　保存期間：7日間（配合直後，1，3，5，7日後に測定）
　保存温度：30℃
　試験項目：外観，味・におい，pH
　再分散性： 試験液を入れた試験管を5秒間倒立，5秒間正立を1回とし，懸濁液が均質に分散す

るまでの回数。10回以上を再分散不良とする

● 変化なし

アストミンSy 0.25％
アリメジンSy 0.05％
イノリンSy 0.1％
ザジテンSy 0.02％
タベジールSy 0.01％
テルギンG DS 0.1％

フスコデ配合Sy
フラビタンSy 0.3％
ブリカニールSy 0.5mg/mL
プリンペランSy 0.1％
ベネトリンSy 0.04％
ベラチンDS小児用 0.1％

ペリアクチンSy 0.04％
ベロテックSy 0.05％
ムコダインSy 5％ a

メジコン配合Sy
メプチンSy 5μg/mL

a：配合比率違いで沈殿発生あり

シロップ・
ドライシロップの
シロップ・
ドライシロップの

知って得する

配配合合変変化化

アンブロキソール塩酸塩内用液
山形県薬剤師会薬事情報 センター長　細谷 順

本連載では，次のように表記する。Sy：シロップ　　DS：ドライシロップ　　RH：相対湿度

山形県薬剤師会 会長　岡嵜 千賀子
日新薬品株式会社
学術教育部 特別顧問 白石 正

監 修

4
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