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特  集

　吸入薬は内服するだけで効果が期待できる経口剤とは異なり，患者自身が適切

に操作を行う必要があるため，薬剤師による吸入指導が重要な役割を果たします。

　本特集では，喘息・COPDの薬物療法をおさらいしながら，正しい吸入指導の

方法だけでなく，投薬後のモニタリング項目やその結果を処方医へ情報提供する
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はじめに

　喘息，慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive 
pulmonary disease : COPD）など呼吸器疾患患者の
治療は，吸入療法が中心である。吸入療法は内服だ
けの治療と異なり，吸入すること自体に工夫とコツ
が必要である。内服でも問題となっているアドヒア
ランスの維持・向上に加え，正しい吸入方法を行わ
ないと十分な治療効果は得られない。 
　また，高齢患者が多いことも問題を難しくする。
医師が行う患者支援だけでは不十分であり，さまざ
まな医療従事者がそれぞれの職種の特性にあわせて
支援を行うことが重要である。特に薬剤師は，薬剤
に対する知識が最も深いプロフェッショナルであり，
吸入支援に対する医師からの期待も大きい。
　なお，本稿では患者に教えるということを意味す
る「吸入指導」ではなく，患者の主体性を尊重した

「吸入支援」という言葉を使うことにする。

吸入方法の支援

　喘息やCOPDに用いる吸入薬のデバイスは種類が
豊 富で，① 定 量 噴 霧 式 吸 入 器（metered dose 
inhaler : MDI），②ソフトミスト吸入器（soft mist 
inhaler : SMI），③ドライパウダー吸入器（dry powder 
inhaler : DPI）─に大きく分けることができる。
なかでもDPIには9種類のデバイスがあり，それぞ
れ操作方法が異なる（表）。
　デバイス操作を患者が正しく行うことは非常に難
しい。海外のデータによると，どのデバイスも20～
60％近い操作ミスがあり（図1），全く薬剤を吸入で
きないcritical errorは20～40％に上る1）。デバイス
操作が正しくできないと，十分な治療効果は期待で
きない。デバイスごとの操作ミスだけでなく，①息
を吐いてから吸入する，②大きく，深く吸入する，
③DPIではできるだけ早く，強く吸入する，④加圧
定 量 噴 霧 式 吸 入 器（pressurized metered dose 

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　喘息や慢性閉塞性肺疾患など呼吸器疾患患者の治療は，吸入療法が中心である。吸入療
法は内服だけの治療と異なり，吸入すること自体に工夫とコツが必要である。内服でも問題
となるアドヒアランスの維持・向上に加え，正しい吸入方法を行わないと十分な治療効果は
得られない。
　新型コロナウイルス感染症という思いがけない環境のなか，患者とより身近な関係の薬
局薬剤師がこの難局でさらに役割を発揮することに期待したい。そのためには，自分自身
の研鑽や他職種との協力が必要である。

summary

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科　駒瀬 裕子

薬局薬剤師による吸入指導に 
期待すること

（2078）
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はじめに

　吸入ステロイド薬（inhaled corticosteroid : ICS）
を中心とする治療の進歩に伴い，喘息の増悪（発作）
による入院患者や死亡数は顕著に減少した。一方で
患者数は近年も増加が指摘され，喘息はアレルギー・
呼吸器内科の外来診療において最も頻度が高い疾患
の一つである。吸入療法は，下気道疾患である喘息
の病変部位に直接薬剤が到達するため大変有用な治
療法であるが，経口薬とは異なり患者自身が正しい
手技を習得し服薬することが確実な治療効果を得る
ために不可欠である。また，新たな吸入製剤やデバ
イスが近年続々と登場しており，専門医にとっては
手持ちの武器が増えているが，患者や現場で吸入指
導にあたる薬剤師には煩雑さを招いていることも否
めない。本稿では，喘息の病態について概説した後
に，治療について吸入療法を中心に薬剤の使い分け
も含めて解説する。

喘息の病態と治療の基本的知識

　喘息の基本病態は1960年代より，気道過敏性亢
進に基づく気管支平滑筋の攣縮による可逆性の気流
閉塞として理解されてきたが，1980年代以降の臨床
研究の進歩により好酸球やTリンパ球などが関与す
る気道の慢性炎症性疾患であることが明らかにされ
た。かかる疾患概念の変遷に伴い，従来からの気管
支拡張薬に加えて，抗炎症薬，特にICSが長期管理
治療の中心的薬剤として広く用いられるようになっ
た1）。

発作治療と長期管理

　健常者の気道（気管，気管支，細気管支）は空気
の通り道である内腔が広いが，喘息患者では安定期
でも慢性的な炎症や喀痰（分泌物）貯留や，炎症の長
期持続で生じる組織学的変化である気道リモデリン
グのために軽度狭窄していることが多い（図1）2）。そ

1

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　喘息は好酸球浸潤を特徴とする慢性気道炎症を特徴とする疾患であり，最も強力で副作
用の少ない抗炎症薬である吸入ステロイド薬（ICS）が基軸となる第一選択の長期管理薬で
ある。ICSに追加して用いる主軸薬であるβ2刺激薬や抗コリン薬もほとんどの場合に吸入
で投与されるため，吸入療法が喘息治療の中心的役割を担っている。本稿では，まず喘息
の病態について概説し，さらに治療について吸入療法を中心に薬剤の使い分けも含めて解
説する。

summary

名古屋市立大学大学院医学研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学　新実 彰男

吸入療法の位置づけ

喘息

（2084）
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はじめに

　慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary 
disease : COPD）は，タバコの煙をはじめとする有
害物質を長期に吸入曝露することなどにより生ずる
疾患と定義される。わが国においては相当数の患者
の存在が推定されているが，適切な診断，治療を受
けている患者はその一部である。典型例では，咳嗽，
喀痰，労作時の息切れなどの症状が出現し，呼吸不
全を呈して酸素療法や人工呼吸を要する症例もある。
安定期の管理においては，COPDの治療と同時に，
合併症・併存症の管理と身体活動性の向上と維持が
重要である。
　COPD患者には，禁煙や感染予防，呼吸リハビリ
テーションなどの非薬物療法と，気管支拡張薬や抗
炎症薬などによる薬物療法が行われる。吸入薬は，

特に呼吸器疾患においては薬剤を直接標的となる臓
器に到達させることが利点であり，全身性の副作用
も少ないことからCOPDの治療において重要な役割
を担っている。本稿では，COPDの病態と診断を踏
まえ，薬物療法の中心的役割を担う吸入療法につい
て概説する。

COPDの概要

疫学

　COPDは，喫煙者が罹患する代表的な呼吸器疾患
で，慢性気管支炎や肺気腫などの病名で呼称されて
いた。COPDの大規模疫学調査であるNICE study

（nippon COPD epidemiology study）の成績から，
日本人の40歳以上の約530万人，70歳以上では約
210万人がCOPDに罹患していると推定されてい

1

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は，タバコの煙をはじめとする有害物質を長期に吸入曝露する
ことなどにより生ずる疾患と定義される。COPD患者には，非薬物療法と気管支拡張薬や抗
炎症薬などによる薬物療法が行われ，吸入薬は呼吸器疾患においては薬剤を直接標的となる
臓器に到達させることが利点であり，全身性の副作用も少ないことから治療において重要な
役割を担っている。
　一方で適切な診断を受けず，薬物療法にたどり着けていない多くのCOPD症例の存在が示
唆される現状もある。より多くの患者が適切な治療による恩恵が得られるよう，COPDにつ
いてさらなる啓蒙が望まれる。

summary

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学　籾 博晃

吸入療法の位置づけ

慢性閉塞性肺疾患 （COPD）

（2090）
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はじめに

　β2刺激薬の歴史は古く，現在でも吸入薬として呼
吸器疾患治療に欠かせない薬剤の一つであり，ステ
ロイドや抗コリン薬との配合剤としても広く使われ
ている。本稿では，β2刺激薬の適正使用のために薬
剤師として注目してほしい点について紹介する。

薬理作用と各薬剤の特徴

　吸入治療に使用されるβ2刺激薬は，発作治療薬
（リリーバー）の第一選択薬として使用される短時間
作 用 性β2刺 激 薬（short-acting beta2-agonist : 
SABA）と，長期管理薬（コントローラー）でステロ
イドや抗コリン薬と併用される長時間作用性β2刺激

薬（long-acting beta2-agonist : LABA）の2種類が
ある。
　アドレナリンの作用点であるβ受容体は，心臓に
β1受容体，気管支や血管，子宮などの平滑筋にβ2受
容体が分布している。そのため，β2受容体の選択性
が低い薬剤であれば動悸や頻脈，不整脈などの副作
用が起こりやすい。完全に気管支のβ2受容体のみを
刺激する選択性の高い薬剤はないため，副作用をモ
ニタリングする際には注意が必要である。冠動脈疾
患や甲状腺機能亢進症の患者では重篤な不整脈や心
筋虚血を起こすことがあり，血清カリウム値の低下
患者でも不整脈が誘発される場合がある。吸入療法
は局所投与であり，気管支のβ2受容体の活性を選択
的に高めて効率的に効果が得られ，全身投与よりも
薬剤の使用量を抑えられる。内服や注射での全身投
与よりも全身の薬物濃度を非常に低く抑えることで，
副作用の発現を抑え安全に使うことができる。

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　本稿では呼吸器疾患治療で中心となる吸入薬，なかでもβ2刺激薬についてその特徴やモ
ニタリング項目，情報共有について述べる。喘息やCOPDは慢性疾患であり，吸入療法は
医療従事者による介入が多いほど治療効果が改善するというデータも多数ある。特に，
β2刺激薬を適切に使用することは救急受診を減らすことに繋がる。
　2020年度の調剤報酬改定では吸入薬指導加算が新設され，呼吸器疾患以外の併用薬や
他科受診の状況などを把握できる薬剤師から医師への情報提供は今後さらに求められる。

summary

岡山済生会総合病院薬剤科　末宗 亮子

吸入指導とモニタリング

β2刺激薬

（2096）
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ステロイドの特徴

薬理作用

　副腎皮質ステロイド（以下，ステロイド）は，現在
の喘息治療における最も効果的な抗炎症薬である。
表1に喘息治療におけるステロイドの効果発現の機
序を示す。なかでも「⑥β2刺激薬の作用増強」につ
いて補 足すると， 吸 入ステロイド薬（inhaled 
corticosteroid : ICS）と長 時 間 作 用 性β2刺 激 薬

（long-acting beta2-agonist : LABA）を併用するこ
とにより，ステロイドがβ2受容体数を増加させ，
β2刺激薬はステロイド受容体の核内移行を促進する
ことで相互に作用を増強することが認められている。
　ICSとLABAの併用によりICSの減量が可能にな
り，喘息のコントロールが良好になる症例は増加す
る1）。

投与経路

　ステロイドには，静脈注射剤，経口剤をはじめさ
まざまな投与経路が存在するが，喘息の長期管理薬
として使用する場合には，副作用の最も少ないICS
が基本となることはいうまでもない。表1にICSの
効果を示したが，最も重要なことはICSを正しく使
用することにより喘息死が減少することであろう2）。

製剤学的な特徴

　ICSには，単剤と2種類の配合剤〔ICS/LABA，
ICS/LABA/長時間作用性抗コリン薬（long-acting 
muscarinic antagonist : LAMA）〕が発売されてい
る（表2）3）。ICS/LABA配合剤は，ICSとLABAを
個々に吸入するよりも有効性が高い4）。
1）デバイス

　吸入のデバイスは，加圧噴霧式定量吸入器
（pressurized metered dose inhaler : pMDI）とドラ
イパウダー吸入器（dry powder inhaler : DPI）に分

1

2

3

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　吸入ステロイド薬は，喘息の長期管理薬における柱として位置づけられており，吸入アド
ヒアランスの維持が治療成功のカギを握る。現在，さまざまなデバイスが発売されているた
め，患者ごとに最適なデバイスを選択することが吸入指導を行う薬剤師の腕の見せ所である。
　吸入アドヒアランスの維持には定期的な吸入指導の再指導が必要となる。2020年度調剤
報酬改定において吸入薬指導加算が新設されたが，短時間で効率良く医療機関と薬局の間で
双方向の情報共有を行う方策として，名古屋南部地域で使用している統一指導箋を紹介する。

summary

地域医療機能推進機構 中京病院薬剤部　中根 茂喜

吸入指導とモニタリング

ステロイド

（2101）
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はじめに

　吸入デバイスの種類は年々増えており，現在，国
内で使用されている吸入デバイスの数は，約20種類
にも及ぶ。吸入操作はもちろん，使用可能回数や空
打ち回数，適切な吸入流速は各吸入デバイスで異な
り，またそれぞれにピットホールが存在する。吸入
指導を行う薬剤師は，これらの吸入デバイスの特徴
を理解し，患者の指導にあたらなければならない。

ピットホールに陥りやすい患者とは

　薬剤師が吸入指導を行うタイミングとしては，
①吸入薬を初めて処方されたとき，②初回指導時に
再指導が必要と判断されたとき，③吸入デバイスが
変更になったとき─などが想定される。吸入薬を
初めて処方されたタイミングにおける吸入指導は，ゼ
ロから吸入操作を指導していくため，患者の理解度

によっては時間を要するが，正しい操作方法を順番
に教えていくため，実はピットホールには陥りにくい。
　一方，初回の吸入指導から時間の経過した患者や，
長期で吸入薬を使用してきた患者は自己流の吸入操
作を行い，ピットホールに陥っていることが多い。
そのため，一見すると問題なく吸入できていそうな
患者においても，吸入することに慣れてきた時期が
吸入指導のタイミングといえる。また，“慣れ”から
くるピットホールは，なぜその吸入操作を直す必要
があるのかを患者に説明し理解してもらう必要があ
り，そのためには薬剤師は吸入デバイスの構造や仕
組みに関する深い理解が必要となる。そこで本稿で
は，処方頻度の高い吸入デバイスのピットホールに
ついて，デバイス別に紹介する。

ドライパウダー吸入薬の 
ピットホール

　 ドライパウダー 吸 入 器（dry powder inhaler : 

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　吸入薬は喘息やCOPDなどの呼吸器系疾患治療における第一選択として使用されている
が，その治療効果を十分に得るためには，患者が正しく吸入操作を行うことが不可欠であ
り，薬剤師による吸入指導は重要な役割を担っている。薬剤師は各吸入デバイスの特性や，
患者が陥りがちな誤操作（ピットホール）を熟知し，メーカーからの提供資材などサポート
ツールを適切に用いて吸入操作の教育と支援を行う必要がある。本稿では，吸入デバイス
のピットホールについて紹介する。

summary

名古屋セントラル病院薬剤科　近藤 晃史

吸入デバイスのピットホール

（2108）
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はじめに

　日立製作所 ひたちなか総合病院（以下，当院）が位
置する茨城県ひたちなか市は人口15.8万人の地方都市
で，二次医療圏別医師偏在指数が315位/355医療圏
の医療過疎地域に属する。このような地域において，
安全に，切れ目なく，質の高い医療を実現するには，
ICT（information and communication technology）
を基盤とした医療情報の整備が必要である。
　当院は2014年9月にひたちなか健康ITネットワー
ク（以下，NW）を構築し，同年11月にはNW基盤
を有効利用する目的で，院外処方におけるプロト
コー ルに基づく薬 物 治 療 管 理（protocol based 
pharmaceutical management : PBPM）の運用を地
域薬剤師会と開始し，形式的な問い合わせを簡素化
した。さらには，地域薬剤師会の医薬分業における

継続的な質の向上と問題点の解決のために，患者
ニーズにあわせて経口抗がん薬，残薬調整などの各
種地域のPBPMを薬局ビジョンに則して整備した。
　2016年4月からは，院外処方箋様式の変更に伴い，
社会問題となっているポリファーマシーに関連する
問題点の一つとして，地域医療支援病院である当院
が主体となってアドヒアランス不良患者の残薬に対
する残薬解消PBPMを導入し，データを集積して各
種学会で報告している。さらに2019年2月には，筑
波大学附属病院ひたちなか社会連携教育研究セン
ターに所属する当院呼吸器内科の山田英恵医師と

「ひたちなか吸入指導ネットワーク」（現在の茨城県
北西部吸入指導ネットワーク）を創設し，アカデミ
アと連携した研究のなかで運用されている（図1）。
本稿では，このPBPMを用いた吸入療法へのアプ
ローチをテーマに，ひたちなか地域（以下，当地域）
の取り組みについて紹介する。

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　医療過疎地域において質の高い医療を実現するにはICTを基盤とした医療情報の整備が
必要である。日立製作所 ひたちなか総合病院では，地域のプロトコールに基づく薬物治療
管理（PBPM）の整備を進めていくなかで，薬局の吸入指導の課題に対処するために「ひた
ちなか吸入指導ネットワーク」を立ち上げた。
　ネットワークの構築により，患者が適切な吸入操作ができているかどうかを薬剤師が評
価し医師が把握することで，患者にあわせた適切な処方判断をすることが可能となる。さら
には薬剤師対象のカンファレンスを開催し，フォローアップを行うなど，ひたちなか地域の
吸入指導水準の向上を図っている。

summary

日立製作所 ひたちなか総合病院薬務局　杉山 紘一
日立製作所 ひたちなか総合病院経営支援センター　関 利一　

PBPMを用いた吸入療法へのアプローチ
─ひたちなか地域での取り組み

（2114）
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はじめに

　吸入療法は，喘息や慢性閉塞性肺疾患（chronic 
obstructive pulmonary disease : COPD）などの慢
性呼吸器疾患の患者において欠くことのできない重
要な薬物治療であるが，吸入方法が守られないと十
分な効果が得られないため，治療効果は患者の手技
やアドヒアランスに大きく左右されることになる。
よって，薬剤師による吸入指導が重要となる。

診療報酬改定における吸入指導
の位置づけ

　吸入指導に対する評価として，2016年度診療報酬
改定で，喘息治療管理料2（280点）が新設され，6歳
未満または65歳以上の入院外の喘息患者が，吸入ス
テロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とす

るものに対して吸入補助器具を提供し，服薬指導な
どを行った場合に，初回に限り算定できるように
なった。しかし，喘息治療管理料2は医科の診療報
酬であり，薬局薬剤師の指導に対する評価ではな
かった。
　今回の2020年度診療報酬改定の調剤において，よ
うやく薬局薬剤師による吸入指導の評価として，吸
入薬指導加算（30点）が新設された（表）。

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　吸入療法の治療効果は，患者の手技やアドヒアランスに大きく左右されることになり，
薬剤師による吸入指導が重要である。
　2020年度診療報酬改定の調剤において，薬局薬剤師による吸入指導の評価として，吸
入薬指導加算（30点）が新設された。群馬吸入療法研究会で作成している，標準吸入手順
書，吸入指導依頼書，吸入指導評価表などのツールを使用することで、算定へスムーズに
繋げることができる。多くの薬局薬剤師に利用していただき，吸入指導の参考になること
を願っている。

summary

高崎健康福祉大学薬学部／群馬吸入療法研究会　前田 恵里

使ってみよう！　 
吸入指導お助けツール

表　 2020年度診療報酬改定（調剤）における吸入薬
指導加算の概要

対象患者
　喘息または慢性閉塞性肺疾患（COPD）の患者で吸入薬投薬の
行われている患者
主な算定要件
　①�患者または家族などの求めがあった場合で処方医の了承を得

たとき
　②医療機関からの求めがあった場合
　①�または②において患者の同意を得て，以下の指導を行った

場合に算定できる
　a）�文書および練習用吸入器などを用いて，吸入手技の指導を

行い，患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かな
どの確認などを行う。

　b）�保険医療機関に対し，文書による吸入指導の結果などの必
要な情報を提供する。

（2118）
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薬局薬剤師が診療所の待合室で
吸入指導を実施

─�まずは，診療所の待合室での吸入指導の取り組

みについて教えてください。

【廣田】この取り組みは，近隣の淀川勤労者厚生協
会附属のざと診療所（以下，診療所）の呼吸器科外
来において，あおぞら薬局（以下，当薬局）の吸入指
導の担当薬剤師が週に1回，医師の了解を得て診察
に同席し，診察後の会計までの待ち時間の間に，
①吸入薬を初めて使用する患者，②吸入薬の用法・
用量やデバイスが変更となる患者，③吸入手技やア
ドヒアランスに不安があると判断した患者─など
に対して声をかけ，待合室で吸入指導を行うという
ものです（図1）。
　薬剤師による呼吸器科外来での研修は，主に処方
意図や吸入・療養指導のノウハウを学び，薬局内の
勉強会でフィードバックすることにより，薬局全体

の吸入指導のレベルを底上げすることが目的です。
薬剤師が待合室で吸入指導を行う取り組み自体は，
もともと近隣の西淀病院で実施されていた取り組みで
した。1990年に西淀病院が院外処方となったことを
機に当薬局がその役割を引き継ぎ，西淀病院の外来
機能が診療所に移管されてからも，担当する薬剤師

特 集

投薬後フォローまで，これで完璧！　吸入療法コンプリート

　一般社団法人大阪ファルマプランのあおぞら薬局は，以前より近隣の診療所と吸入指導における医薬連携を
実施し，診療所との信頼関係を構築してきた。最近では，診療所の院外処方箋に吸入指導依頼が記載されるよ
うになり，吸入指導の結果を医療機関へ情報提供する報告書のフォーマットを医師と協議のうえ作成した。
　今回，あおぞら薬局が実施している診療所待合室での吸入指導の取り組みに加え，吸入薬のモニタリング項
目や処方医への情報提供について，話を伺った。

生活像に基づく患者情報を 
積極的に医師へ提供
─�患者に身近な薬剤師だからこそできる介入のポイント

　編集部

図1　診療所待合室での吸入指導の様子

（2123）
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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

1  エリスロマイシンの特徴および安定性
　エリスロマイシンはマクロライド系抗菌薬で，グ
ラム陽性菌やマイコプラズマ，トレポネーマ，レプ
トスピラ，リケッチア，クラミジアなどに作用して
抗菌効果を示し，臨床上，呼吸器感染症や潜在性化
膿性疾患などの治療に使用されている。2020年4月
現在，錠剤（2製品），顆粒，ドライシロップが内用
固形製剤として市販されている。
　エリスロマイシンは胃酸による分解を受けやすい
ため，経口で投与する場合には腸溶性のコーティン

グを施すか，より安定な塩やエステル体にする必要
がある。先発のエリスロシンⓇは，錠剤はステアリン
酸塩，ドライシロップとW顆粒はエチルコハク酸エ
ステルと，エリスロマイシン塩基とすることで難溶
性や耐酸性を増し，胃内での安定性を増大させたエ
リスロマイシンのプロドラッグである1）。錠剤の添
付文書に記載されているセラセフェートは，腸溶性
フィルムコーティング剤としてではなく，防湿剤と
して少量が添加されている。一方，腸溶性フィルム
コーティングをしたものが後発医薬品のエリスロマ
イシン錠「サワイ」であり，腸溶性コーティング剤に
はヒプロメロースフタル酸エステルを使用している。

第10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。

エリスロシンⓇW 顆粒を胃瘻から簡易懸濁法で投与できますか。 
プロトンポンプ阻害薬を併用すればよいですか。

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 倉田なおみ	 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

秋山　滋男	 東京薬科大学薬学部医療薬学科 薬学実務実習教育センター

（2136）
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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。

リファンピシンの併用開始でPT-INRが大幅低下，中止後徐々に上昇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？	  患者はこれまでワーファリン（ワルファリンカリウム）錠を服用しておりPT-INR 2.5～3を維持し
ていたが，呼吸器内科からのリファンピシンなどの服用開始により，長年にわたり普段から飲ん
でいた青汁を中止したにもかかわらず，PT-INRが1.3程度まで低下し，リファンピシン中止後
徐々に回復した。

▼ 処方内容	 70代の女性。オーダー/印字出力。

Rp.2  　7月15日。総合病院の呼吸器内科
クラリスロマイシン錠 200mg「EMEC」 4錠
エサンブトールⓇ錠 250mg 2錠
リファンピシンカプセル 150mg「サンド」 3Cap

1日1回　朝食後　7日分
フスタゾールⓇ糖衣錠 10mg 3錠
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠
  30mg「日医工」　　3錠

1日3回　毎食後　7日分

Rp.1 　7月まで。総合病院の循環器内科
ベラパミル塩酸塩錠 40mg「タイヨー」 3錠

プロプラノロール塩酸塩錠 10mg「日医工」 3錠
1日3回　毎食後

ワーファリン錠 1mg 2錠
ワーファリン錠 0.5mg 1錠
ランソプラゾールOD錠 15mg「トーワ」 1錠

1日1回　夕食後
クレストールⓇ錠 2.5mg 1錠

1日1回　朝食後

＊ 2カ月程度の間隔で受診し，上記処方が継続されて
いた

＊ 数年間にわたり青汁を摂取していたが，2.5mg/日の
ワーファリン錠の服用でPT-INR 2.5～3が維持され
ていたと考えられる

＊ クラリスロマイシン錠の1日1回投与に関しては，疑
義照会したが変更はなかった

Rp.3  　8月26日。総合病院の呼吸器内科
クラリスロマイシン錠 200mg「EMEC」 4錠

1日1回　朝食後　7日分
アンブロキソール塩酸塩Lカプセル
  45mg「サワイ」　1Cap

1日1回　夕食後　7日分

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 　

　 薬 剤 性 過 敏 症 症 候 群（ d r u g - i n d u c e d 
hypersensitivity syndrome : DIHS）は，特定の薬
剤を比較的長期間にわたり内服した後に生じる臓器
障害を伴う遅発性の重症薬疹で，ヒトヘルペスウイ
ルス6（human herpes virus 6 : HHV-6）の再活性
化を伴うことが特徴です。
　DIHSは，診断を疑ってかからないと意外と見落と
してしまいがちです。その理由として，①HHV-6 
の再活性化や，薬剤中止後も2週間以上遷延する経
過などが診断基準に含まれているため，病初期には
診断基準を満たさないこと，②通常の薬疹が原因薬
剤を内服後1～2週間で発症するのに対して，DIHS
では原因薬剤の内服期間が約1カ月あるいはもっと
長期であることから原因薬剤として見逃されやすい
こと─などが挙げられます。DIHSの原因薬剤は
限られていることから，DIHSの診断のポイントは限
られた薬剤を内服しているかどうか，内服から発症
まで遅延しているかどうかを意識して病歴をみるこ
とと考えます。そのうえで，高熱，白血球増多，好

酸球増多，異型リンパ球の出現，肝機能障害などが
あるかどうかなどに留意して診断を疑う必要があり
ます。

薬剤性過敏症症候群の症状と 
その原因・機序

1 概念
　DIHSの疾患概念が確立したのは比較的最近のこ
とで，薬物アレルギーと潜伏感染したヒトヘルペス
ウイルスの再活性化がオーバーラップした病態と考
えられています1, 2）。原因薬剤が比較的限られ，発
症までの原因薬剤の投与期間が長く，原因薬剤の中
止後も増悪し，臓器障害を認めます。HHV-6の再
活性化と，再活性化したウイルスによる症状の再燃
が認められることが特徴です1, 2）。
　DIHSの概念として最も重要なことはHHV-6の再
活性化で，これが発症後2～3週間後という特定の
時期に起こることです。診断は，厚生労働省難治性
疾患研究班の診断基準によりなされます（表1）。
DIHSの致死率は10～20％程度で，スティーヴン

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

薬剤性過敏症症候群第11回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

宮川 史　奈良県立医科大学皮膚科学教室
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連載開始にあたって

　今月から始まる本連載では，日常業務でふと疑問
に思うことや，患者や他職種から質問されるような
ことをテーマにし，それをいわゆるエビデンスに基
づいてどう答えていけばよいのかを例示します。
　Evidence Based Medicine（EBM）という言葉は
よく聞きますが，これを毛嫌いしたり，難しく考え
て忌避したりする人も見かけます。かくいう私も，
EBMという言葉は好きではありません。なぜなら，
EBMは患者を取り巻くさまざまな要素から臨床判
断や意思決定をしていこうという方法論に過ぎな
いわけで（図），考えてみれば，これは日常的に提
供されている医療にすでにあるものだからです。
　また，「EBM」と表現すると，やたらとエビデン
スばかりが強調されてしまいます。そうしてエビ
デンスを“武器”だと思い，振り回していると，周
りの人だけでなく自分自身を傷つけてしまうこと
もあるかもしれません。とはいえ，まともな医療
を提供するためにはエビデンスを踏まえないわけに
はいかず，私たちはその上手な取り扱い方を学ぶ
必要があるわけです。
　さて，私ども特定非営利活動法人アヘッドマッ
プは，医療や健康に関する良い意思決定ができる
よう支援するため，まずは薬剤師がエビデンスの
とらえ方や使い方を見つめ直すための機会を提供
する活動を行っています。本連載は，その一環と
してスタートします。薬剤師がエビデンスを振り
回すのではなく，人と人を繋ぐためにもっと上手
く使いこなすことができれば，薬物療法そのもの
が変わり，医療も変わるはずです。そしてその頃

には，EBMという言葉は必要なくなっているので
はないかと思います。本連載は特定非営利活動法
人アヘッドマップの中心メンバーが代わる代わる
執筆していきますが，いずれも臨床の現場で薬剤
師として頑張っている者ばかりです。さまざまな
現場で，日常業務のなかで，ありがちな質問に対
して，どのようにエビデンスを活用して回答すれ
ばよいのか？　そのヒントを提供できれば幸いで
す。どうぞご期待ください。

編集を代表して
　桑原 秀徳（ 特定非営利活動法人アヘッドマップ 

共同代表／瀬野川病院薬剤課）
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医療者の経験

エビデンス患者の
好みや行動

患者の状態と
周囲の環境

図　Evidence Based Medicineの概念図

（Haynes RB, et al : BMJ, 324 : 1350, 2002より一部改変）
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プラセボ効果って，
どれくらい効くのですか？

桑原 秀徳特定非営利活動法人アヘッドマップ／
瀬野川病院薬剤課

第 1回
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自然経過による
改善

無治療

プラセボ投与
プラセボによる
改善

実薬による改善

実薬投与

プラセボ
効果

純粋な薬効

時間の経過

効
薬
的
床
臨

度
症
重
の
患
疾

図1　臨床的薬効（純粋な薬効とプラセボ効果の和）

　プラセボ効果という言葉を耳にしたことがない薬
剤師はいないと思いますが，一口に“プラセボ効果”
といっても，実はそのなかにいろいろな概念が含ま
れています。
　われわれが製薬メーカーのパンフレットなどでよ
く目にしているランダム化比較試験（randomized 
controlled trial：RCT）における“プラセボ群”が示
すアウトカムの改善をプラセボ効果と呼ぶことがあ
ります。しかし，当然このなかには自然経過が含ま
れていますから，純粋なプラセボ効果とは異なるも
のです。
　次に，例えば新薬の治験であれば，頻繁な検査や
症状の評価，あるいは「新薬の治験に参加している」
という意識が被験者の健康意識を向上させ，アウト
カムの改善が得やすくなる行動をとるかもしれませ
ん（ホーソン効果）。また，“好印象な医師”と“胡散
臭い医師”が処方した薬は，同じものであっても，
先入観から発生した心理状態が主観的感覚に影響を
及ぼすかもしれません（ハロー効果）。逆に，偽薬（プ
ラセボ）を飲んでいるのに発生する有害事象もありま
す（ノセボ効果）。
　本稿では話を単純にするために，見かけ上の薬の

効果のうち，自然経過の影響と純粋な薬効を除いた
部分をプラセボ効果と呼ぶことにします（図1）。ま
た薬が及ぼす効果のうち，その効果が期待しない有
害なものである場合をノセボ効果と呼びます。
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ここからはじめる

京都桂病院心臓血管センター・内科 溝渕 正寛

抗凝固療法抗凝固療法
ここからはじめる

抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法

短期連載！

よくある疑問にサラリと答える！

第 2 回　ワルファリンコントロールの難しい患者にはどう対応すればいい？

A 末期腎不全患者に対する抗凝固薬投与は，慎重を期する必要があります。というのも，
古くから末期腎不全は血栓塞栓症のリスクであるとともに，出血リスクも高い病態

といわれているからです。特に透析患者では，透析で使用するヘパリンによりワルファリン
の作用が増強される恐れがあるため，ワルファリン投与を行う場合もPT-INR 2.0未満を維持する
よう努める必要があります。
　このような未解決領域の抗凝固療法では，リスクとベネフィットをよく考え，①患者や家族が納得，
理解できる臨床的な決断を行うこと，②そのプロセスや根拠をカルテや薬歴上で第三者にもわかりやす
く記録すること ─ が大切です。

ワルファリンによる血栓塞栓症の予防効果には，約 64％の相対リスク低下という有名な報告 1）があ

りますが，実はこの報告ではクレアチニンクリアランス（Ccr）30mL/ 分未満のケースは除外されてい

ます。よって，高度な腎機能低下患者で本当に心房細動による血栓塞栓症の予防に抗凝固療法が有効か

どうかはまだわかっていません。いくつかの小規模の観察研究では，いわゆる慢性腎臓病（CKD）のステー

ジ G4，5 といった末期腎不全，あるいは維持透析患者における抗凝固療法の報告がありますが，いず

れも結果はさまざまです。

比較的大きな母集団の研究結果として，2014 年に発表されたデンマークのナショナルレジストリを

もとにした研究 2）では，CKD あるいは透析患者に対するワルファリンの抗凝固療法により総死亡率が

低下することが報告されています。特に，血栓塞栓症リスクスコアの一つである CHA2DS2-VASc スコ

維持透析を含む末期腎不全患者に抗凝固薬を投与してもいい？Q1

　日常生活のなかで「目に見えてわかる」効果がないばかりか，「いつまで治療すればいい」というゴールも見えない抗凝固療法。そのような治
療を継続するうえで，患者にとって最も身近な医療従事者である薬局薬剤師にかかる期待は大きいといえるでしょう。そこで本連載では，書籍 
『よくある疑問にサラリと答える！ ここからはじめる抗凝固療法』の筆者が，薬局薬剤師に押さえてもらいたい抗凝固療法のポイントを全4回
にわたって解説。書籍未収録のワンポイントレクチャーでは，薬局での服薬指導や療養指導のヒントを紹介します！ （編集部）
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NPO法人どんぐり未来塾　太田 貴之，菅野 由美子

歯科より出血を指摘されたリバーロキサバン服用患者
第4回

70 歳男性の H.K さん

　半年前に健康診断の心電図検査で心房細動と指摘され，近医の内科で脳卒中予防のためリバーロキサバ
ン錠 15mg が処方となり，継続服用中。現在，自覚症状は特にない。
　H.K さんは以前から腎機能低下が指摘されており，本日は泌尿器科を受診した際の血液検査の記録用紙を
薬剤師が確認できた。また，H.K さんは歯周病の予防のため，歯科に月に 1 度受診し，歯のクリーニングを
している。本日は歯科受診後そのまま内科を受診されており，歯科より渡された歯科衛生実地指導説明書
を薬局に持参された。

Rp 1  リバーロキサバン錠 15mg 1 回 1 錠　1 日 1 回朝食後
 ラベプラゾール錠 10mg 1 回 1 錠　1 日 1 回朝食後
Rp2  ピタバスタチン錠 1mg 1 回 1 錠　1 日 1 回夕食後
 イルベサルタン錠 100mg 1 回 1 錠　1 日 1 回夕食後　　　30 日分

他科受診：泌尿器科，歯科
併 用 薬：ナフトピジル OD 錠 25mg，セルニチン錠，フェブキソスタット錠 20mg
副作用歴： 葛根湯，プランルカストカプセル，エピナスチン錠で尿閉。コデインリン酸塩散で口渇，便秘
嗜 好 品：以前まで毎日晩酌していたが，今は週 1 回程度
体　　質：下痢しやすい　　　　　体　　重：63kg

1 週間前に泌尿器科で実施した検査結果
血清 Cr AST ALT

1.4mg/dL 35U/L ↑ 40U/L ↑

○血清クレアチニン（Cr）より腎機能低下が考えられる。リバーロキサバンの投与量に注意

○歯科衛生実地指導説明書に記載された内容より疑われる副作用はないか

○出血リスクが疑われる症状はないか

○ラベプラゾールを服用しているが， 消化管出血の既往はないか

○ AST や ALT が高いが，薬の副作用による影響か
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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 4 回

在宅中心静脈栄養法（HPN）の管理②　情報収集と多職種連携

ダイドー薬品株式会社 山本保健薬局　木村 寛子
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 はじめに

　前回は，在宅中心静脈栄養法（home parenteral 
nutrition：HPN）で使われる物品やポンプの種類と
使い方を解説しました。今回は，それらを実際に患
者や家族がうまく使いこなせるようにするために，
薬局薬剤師が行ってほしい支援について紹介します。

  HPN の依頼がきたら， 
まず確認したいこと

　HPNの依頼が薬局に届いても，その時点では使用
する物品やデバイスの情報が不十分なことがしばしば
あるので，薬局が責任をもって準備を行う必要があり
ます。退院時カンファレンスに参加できれば，その
場で情報収集できますが，難しい場合には入院中の
医療機関や在宅医，訪問看護師，ケアマネジャーと
連絡をとってHPNの開始までに問題点を解決してお
かなければなりません。さらに，実際に処方箋を受け
付けたら，事前に得た情報と記載内容が異なってい

は

起

ないかどうかも確認します。開始までに解決しておき
たい，主な確認項目を挙げていきます。

1.  CVポートはあるか。もしくは， 
体外式カテーテル，PICCを使うか？

　前回紹介したように，皮下植え込み型中心静脈
ポート（CVポート）の場合はフーバー針が必要です
が，体外式カテーテルや末梢挿入型中心静脈カテー
テル（peripherally inserted central catheter：
PICC）の場合はフーバー針が不要です。
1）CVポート
　血管挿入部からカテーテルを這わせて皮下に植え
込んだもので，輸液を投与する際は，皮膚の上から
セプタム部にフーバー針を穿刺して接続します。皮
下にあるため，感染のリスクは体外式やPICCと比
べて低いといわれています。
2）体外式カテーテル
　皮下にカテーテルを通し，血管挿入部から皮膚挿
入部まで約10cmの皮下トンネルを作ったもので，
投与の際はカテーテルのプラグを輸液に差し込むこ
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第232回

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

リンヴォック® 錠 
7.5mg，15mg
（ウパダシチニブ）

リンヴォック®錠の概要

医薬品名 ：リンヴォックⓇ錠7.5mg, 15mg

一般名 ：ウパダシチニブ

薬価基準収載日 ：2020年4月22日

薬価 ： ［7.5mg］2550.9円/錠

  ［ 15mg］4972.8円/錠

製造販売 ：アッヴィ合同会社

 効能・効果
既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）

 用法・用量
　通常，成人にはウパダシチニブとして 15mg を 1 日 1 回経口投与する。なお，患者の状態に応じて 7.5mg を

1日1回投与することができる。

 Point
▶ 関節リウマチの治療においては，NSAIDs，選択的Cox-2阻害薬，副腎皮質ステロイドおよび疾患修飾性抗リウ

マチ薬（DMARD）といった治療選択肢がある。DMARDには従来型合成疾患修飾性抗リウマチ薬（csDMARD），

生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬（bDMARD），分子標的合成疾患修飾性抗リウマチ薬（tsDMARD）の種類が

ある。最近では，第二選択薬としてJAKを標的とする経口投与製剤のtsDMARDが推奨されている。

▶ 本剤はJAK1の選択的阻害薬として開発されたマルチチロシンキナーゼ阻害薬である。
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新薬くろ～ずあっぷ

特徴

1．JAK阻害薬と関節リウマチ 1-5）

　ウパダシチニブ（以下，本剤）は，米国アッヴィ社

が開発した新規のヤヌスキナーゼ（Janus kinase : 

JAK）阻害薬（図1）で，本剤を有効成分とするリン

ヴォックⓇ錠は徐放性フィルムコーティング錠であ

る。

　2003年に抗TNF-αモノクローナル抗体のインフ

リキシマブが承認されて以降，抗IL-6抗体などの生

物学的製剤により大きな変革を遂げた関節リウマチ

（rheumatoid arthritis : RA）治療であるが，経口内

服薬であるJAK阻害薬は注射剤のTNF阻害薬と同

等以上の効果を示しており1-3），RA治療に新たな変

革がもたらされつつある。

　JAKファミリーには，4種類〔JAK1, JAK2, JAK3 

およびチロシンキナーゼ2（Tyk2）〕（表1）が含まれ，

JAK1とJAK2は生体内に広範に発現しているが，

▶ メトトレキサート（MTX）併用，非併用試験のいずれにおいても，本剤15mgは対照群と比較して有意に高い

効果が示されている。また，MTXで効果不十分な患者に対しては，本剤15mgのアダリムマブ（抗TNF-αモ

ノクローナル抗体）に対する優越性が示されている。

▶ 重篤感染症，帯状疱疹，静脈血栓塞栓症，消化管穿孔，間質性肺炎，骨髄抑制などの発現に注意が必要であ

る（RMPより）。

図1　関節リウマチに適応のあるJAK阻害薬

トファシチニブクエン酸塩
（JAK1/JAK2/JAK3阻害）

ウパダシチニブ水和物
（JAK1阻害）

バリシチニブ
（JAK1/JAK2阻害）

フィルゴチニブ（未発売）
（JAK1阻害）

ペフィシチニブ臭化水素酸塩
（JAK1/JAK3阻害）

（2181）
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わかっていること

•新患，65歳女性，家族が代理で薬局に来た。
•�歩行時のふらつきがあり，以前から他院神経内科受診。最初はパーキンソン病と言われていたが，最終的な診断名は「多系統萎縮症」。
•�以前から他院でメネシットⓇ100mg�1回2錠1日3回の処方あり。今回，大学病院に紹介となり1日6錠から3錠に減量。また，
エフピーⓇOD錠2.5mgが新規処方された。

  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 	 ● レボドパ・カルビドパ配合錠（メネシットⓇ）100mg	 	 	 1回1錠　（1日3錠）
	 　　1日3回　毎食後	 	 	 30日分
Rp.2 	 ● セレギリン口腔内崩壊錠（エフピーⓇOD）2.5mg	 	 	 1回1錠　（1日2錠）
	 　　1日2回　朝昼食後	 	 	 30日分
Rp.3 	 ● カンデサルタン錠（ブロプレスⓇ）8mg	 	 	 1回1錠　（1日1錠）
	 ● アムロジピン錠（ノルバスクⓇ）5mg	 	 	 1回1錠　（1日1錠）
	 　　1日1回　朝食後	 	 	 30日分
Rp.4 	 ● センノシド錠（プルゼニドⓇ）12mg	 	 	 1回1錠　（1日1錠）
	 　　1日1回　寝る前	 	 	 30日分

処方箋（神経内科）/65歳女性

アンケートに「多系統萎縮症」の記載。�
処方は抗パーキンソン病薬でいいの？

第 回8

? 多系統萎縮症とはどのような病態でしょうか？
? 治療薬は抗パーキンソン病薬でいいのでしょうか？

ここで質問です

（2192）
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先  ムコダインDS 50％（杏林製薬）

製剤基本情報

性状 白色の微粒状

添加物
粉末還元麦芽糖水アメ，D‒マンニトール，クロスカルメロースナトリウム，デンプン
グリコール酸ナトリウム，アスパルテーム，ヒドロキシプロピルセルロース，含水二酸
化ケイ素，香料

調製法・ 
服用時の注意

● 懸濁剤として調剤しない
● 懸濁後に速やかに服用するよう指導すること

安定性 本剤約5gを精製水50mLに懸濁し5℃および25℃（60％RH）で21日間保存したとこ
ろ，変化なかった

配合変化データ（商品名50音順）
固形剤
試 験   本剤に被験薬剤を加え，必要に応じて1/3スケールに縮小した。配合量は（本剤：被験薬

剤）で表示
　保存期間：60日間（配合直後，7，14，35，60日後に観察）
　保存条件：25±2℃/60±5％RH，無包装，ガラス容器
　試験項目：外観，におい，流動性，質量変化率，本剤残存率

● 変化なし

L-ケフラール顆粒（1g：0.75g）
アイピーディDS�5％（1g：3g）
アモリン細粒10％（1g：6.65g）
アレロック顆粒0.5％（1g：0.5g）
イノリン散1％（1g：0.4g）
インタール細粒10％（0.4g：1g）
ウルソ顆粒5％（1g：1g）
エリスロシンDS�10％（1g：8.325g）
オゼックス細粒小児用15％（0.4g：0.8g）
オラペネム小児用細粒10％（1g：2g）

ガスター散10％（1g：0.2g）
ガスター散2％（1g：1g）
ガストローム顆粒66.7％（1g：1.5g）
ガスモチン散1％（1g：5g）
カロナール細粒20％（1g：3.75g）
カロナール細粒50％（1g：1.5g）
クラビット細粒10％（1g：5g）
クラリチンDS�1％（1g：0.5g）
セフスパン細粒50mg（1g：3g）
セルベックス細粒10％（1g：0.5g）

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

カルボシステインドライシロップ
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

6
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