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特  集

アドヒアランス，副作用に直結する！

外用剤の選択と服薬指導
特集にあたって

静岡県立大学薬学部実践薬学分野　内田 信也

　私は，毎年必ず講義で「患者さんが坐
4

薬を座
4

って飲まないように，ちゃんと指

導しなくてはいけませんよ」と学生に向かって話します。臨床経験のない学生に

はあまり受けません。でも，読者のなかにはきっと，びっくりするような外用剤

の使い方をしている患者さんに遭遇した経験をもつ方もいることでしょう。

　多くの薬剤師にとって，外用剤の選択や指導は難しく感じているのではないで

しょうか。第一，種類がたくさんあるし，それぞれ特殊な使い方だし，そもそも

処方箋にも「医師の指示通り」しか書いてこないし……。でも，それだからこそ

薬剤師の活躍する（あるいは活躍しなければならない）部分はたくさんあると思い

ます。

　本特集では，そのような近くて遠い外用剤について，製剤の特性や服薬指導の

ポイントについて剤形別に解説していただきます。外用剤は，患者さんそれぞれ

にあわせた選択と指導がとても大切です。特に高齢の患者さんに注目して，在宅

での対応や褥瘡治療について解説していただきます。さらに外用剤の使用にあ

たっては患者さんを含め関与するすべての方々の協力が欠かせません。小児科や

皮膚科の医師の薬剤師への期待は大きいと感じられます。

　「二階から目薬」ということわざは，辞書によると「思うようにいかずじれった

いことのたとえ。無理，無駄であること」だそうです。患者さんへの私たちの指

導が，「二階から目薬をさす」ようなものになっていないでしょうか。むしろ薬剤

師のおかげで，多くの患者さんが正しく・楽しく外用剤を使っていただけるとい

いな，と思います。本特集がそのことの一助になることを願っています。
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はじめに

　ほとんどの患者は，「塗り薬」や「目薬」といった
外用剤を使ったことがあるだろう。また外用剤を調
剤したことがない薬剤師はほとんどいないだろう。
しかし，一口に外用剤といってもその種類は多く，
経口剤に比べると使用方法はさまざまである。さら
に最近では，新規の作用メカニズムを有するより有
効性の高い薬物の開発に加え，製剤技術の発達に
よって，新たなメカニズムや使用方法の製剤が開発
されてきている。昔からある外用剤であろうと，新
規に開発された外用剤であろうと，外用剤はその使
い方一つで効果に大きく差が出る。
　さらに薬物療法において，患者アドヒアランスは
治療効果に直結する。「しみる目薬」「べたべたする
塗り薬」「むせる吸入剤」などは患者に使用を継続し
てもらうことすら困難であり，また使用方法が難し
く，使いにくい外用剤も存在する。アドヒアランス
向上を指向した製剤の開発が進んでいるものの，外

用剤の使用方法は患者にとって難しい。
　外用剤による薬物治療の際には，それぞれの患者
にあわせた剤形（製剤）の選択と，使用方法の説明が
重要になる。患者の症状や病態に対して適切な治療
薬を選択することはもちろんのこと，患者の身体機
能や理解力，生活の状況も考慮した製剤の選択が外
用剤による治療の成功に繋がる。多くの薬剤師が患
者に対する情報提供の重要性を認識していると思う
が，外用剤では患者自らが実施しなくてはならない
こと（塗ったり，貼ったり，吸い込んだり）が多い。
さらに，小児や高齢者においては患者自身が外用剤
を使用するのみではなく，保護者や介護者が使用し
たり使用を補助したりする。患者だけでなく，保護
者や介護者への説明も重要となるだろう。外用剤の
適切な選択と説明において薬剤師の役割は大きい。
　しかし現状においては，外用剤は経口剤に比べて
今一つ注目されておらず，（誤解を恐れずにいえば）
軽視されているように思われる。今こそ外用剤の選
択と服薬指導を，“再考”する必要があろう。

特�集

アドヒアランス，副作用に直結する！　外用剤の選択と服薬指導

　外用剤の種類は多く，使用方法はさまざまである。外用剤は，患者にあわせた剤形（製
剤）の選択と，使用方法の説明が治療効果に大きく影響する。外用剤を使いこなすためには，
薬物の効果や臨床的なエビデンスに加え，外用剤を適用する部位の解剖学的特徴や製剤学
的な特徴を知る必要がある。さらに，具体的な製剤について患者に説明する際には，製剤
にあわせた患者情報の取得と情報提供，患者フォローアップが必要となる。

summary

静岡県立大学薬学部実践薬学分野　内田 信也

再考　外用剤の選択と服薬指導

（2234）
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はじめに

　2019年12月，「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（薬機法）」の改
正のなかで，薬剤師は調剤業務のみならず，薬剤の
服薬期間を通して，必要な服薬状況の把握や専門的
な薬学的知見に基づく服薬指導業務を行うことが明
確に示された1）。すなわち，患者が安心・安全に薬
剤を使用するためには，薬剤師は当然，薬剤の専門
知識を有しておかなければならない。
　本稿では，経口投与が困難な乳幼児から高齢者に
対して，臨床でよく使用されている坐剤に焦点を当
て，①投与経路である直腸や腟の構造，②坐剤に
用いられている基剤の特徴，③坐剤併用時の注意点
や坐剤の保管などの服薬指導に関わるポイントとそ
の根拠─について説明する。

直腸や腟の構造

直腸

　大人と子どもの直腸の主な解剖学的違いはサイズ
であり，成人ではS字結腸から肛門までの約10～
15cmを指し，絨毛がなく，その表面積は200～
400cm2と小腸の表面積（200m2）に比べて小さい。小
児では，消化管の発達により，さらにサイズの違い
が明らかで，例えば1歳児では長さは3cm以下，表
面積は18cm2以下であり，10歳児では長さは12cm
以下，表面積は230cm2以下を有する2）。直腸温度は
放熱がなく，深部温度に近い平均37.5℃であり，そ
の日内変動は約1℃であることが知られている3）。
　また，直腸の平均体液量は1～3mL，そのpHは
7～8であり，その緩衝作用は小さい2）。小腸と比較
して，直腸の体液量は大幅に少なく，体液で溶ける
水溶性基剤中の一部の薬物の溶解に問題が生じる可
能性がある。さらに，直腸液は緩衝能力が低いため，

1

特�集

アドヒアランス，副作用に直結する！　外用剤の選択と服薬指導

　2019年の薬機法改正により，薬剤師は薬剤の服薬期間を通して，必要な服薬状況の把
握や専門的な薬学的知見に基づく服薬指導業務を行わなければならないことが示された。
　今回，臨床でよく使用されている剤形の一つである坐剤に焦点を当て，投与経路である
直腸や腟の構造，また坐剤に用いられる基剤の特徴などを説明するとともに，坐剤併用時
の注意点や坐剤の保管などの服薬指導に関わるポイントとその根拠について解説する。

summary

静岡県立大学薬学部実践薬学分野　柏倉 康治

剤形別　製剤特性と服薬指導のポイント

坐剤 （直腸用坐剤，腟用坐剤）

（2240）



20 調剤と情報  2020.10（Vol.26 No.13）

はじめに

　薬局において，調剤前に服薬状況，残薬確認など
を行うことは薬学的管理の基本である。内服薬で
は，処方期間中の残薬数を確認することで，飲み忘
れ，飲み残しなどの服薬状況の確認ができる。しか
し，皮膚外用剤では，症状の変化によって使用範囲
や使用量が変わるため，残薬量から服薬状況を確認
することが難しい。一般的に皮膚外用剤は，内服薬
や注射剤と比べて使用量の増加に伴う有害事象が少
ないことから，患者はもとより医療従事者側にも使
用量，使用回数に対する関心が低いのかもしれない。
　軟膏剤やクリーム剤は，基剤に溶けている主薬が
塗布部位で皮膚に拡散して効果を発揮するが，主薬
の基剤への溶解度や皮膚への透過性は基剤に左右さ

れる。また，基剤は皮膚の保護や展伸性といった重
要な役割を担うだけでなく，使用したときのべたつ
きやにおいなどの使用感とも関係が深い。特に軟膏
剤やクリーム剤は患者が手にとって使用するため，
基剤や添加物に由来する使用感が服薬アドヒアラン
スに大きく影響を与えることが多い。

剤形と基剤

　皮膚外用剤には，軟膏やクリームをはじめ，ロー
ション，スプレーとさまざまな剤形があり，患部の
状態や，患者の嗜好にあわせて処方される。
　軟膏剤は，有効成分を基剤に溶解または分散させ
た半固形の製剤，クリーム剤は油中水型（W/O型）
または水中油型（O/W型）に乳化した半固形の製剤

特�集

アドヒアランス，副作用に直結する！　外用剤の選択と服薬指導

　処方された薬を患者が正しく使用できているかどうかは，治療効果だけでなく，副作用
の発現にも大きく関係する。特に，軟膏剤やクリーム剤の使用法は患者に委ねられる部分
もあり，薬局で使用法を確認するなどの服薬指導は重要である。
　軟膏剤やクリーム剤は，主薬，基剤，添加物からなるが，その効果は主薬だけでなく，
主薬を患部に浸透させる基剤や添加物も重要な役割を果たしている。また，基剤はにおい
やべたつきなどの使用感とも関係が深く，服薬アドヒアランスにも影響を与えることがあ
る。軟膏剤やクリーム剤の選択，患者への服薬説明の場面においてこれらを念頭に置くと，
服薬アドヒアランスの向上だけでなく，治療効果の向上，副作用の防止にも繋がる。

summary

名城大学薬学部実践薬学Ⅱ　牛田 誠

剤形別　製剤特性と服薬指導のポイント

軟膏剤，クリーム剤

（2246）
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はじめに 
─貼付剤の製剤学的特徴

　一般的に貼付剤は，皮膚に貼付し薬剤を患部に届
けることを目的とした製剤である。貼付剤は，皮膚
に貼付するだけで薬効が得られるという簡便さから，
患者本人に限らず保護者や介護者による服薬介助が
容易となり，内服薬に対する内服拒否や嚥下困難，
アドヒアランス不良の患者への代替薬の代表例とし
て挙げられる。
　ほとんどの貼付剤は，放出制御機構の違いからマ
トリックス型とリザーバー型に大別される。マト
リックス型は構造がシンプルだが，薬物貯蔵や薬物
放出制御などの機能が膏体に要求される。一方，リ
ザーバー型には薬物貯蔵庫があり，放出制御膜に
よって透過速度を一定に保つことができる（図1）。
　また，『第十五改正日本薬局方』以降は，貼付剤

とは“局所”作用性の貼付剤のみを指し，“全身”作
用性の貼付剤は経皮吸収型製剤に分類されている。
ここで規定される貼付剤は，製剤から放出された薬
物が皮膚を通り組織中に移行することで，貼付部位
周辺で効果を示し，全身性の副作用発現は少ない。
一方，経皮吸収型製剤は，放出された薬物が血液循
環を通して患部に到達し効果が発揮されるため，全
身性の副作用が貼付剤に比べて発現しやすい。通
常，経皮吸収速度が律速となるため，血中濃度が一
定となりやすい。なお，本稿では局所作用性と全身
作用性を区別せずに，貼付剤として記載していく。
　前述のように，貼付剤には使用方法も簡便で全身
性の副作用が少ないというメリットがあるものの，
さまざまな使用上の注意点が存在する。本稿では，
①貼付時，②貼付中，③剥離時に分けて，貼付剤
の各段階の注意点と服薬指導について紹介するとと
もに，副作用としての光接触皮膚炎や，医療用麻薬
の取り扱いに関する患者指導についても触れる。

特�集

アドヒアランス，副作用に直結する！　外用剤の選択と服薬指導

　貼付剤は使用方法が簡便で汎用性が高い製剤であるが，貼付時や貼付中，剥離時の各段
階におけるフォローだけでなく，剥離後の光接触皮膚炎対策や医療用麻薬の取り扱い方法
などにも注意が必要である。貼付剤の不適切な使用は，主薬の吸収量の増減に関わるだけ
でなく，副作用の発現により使用中断へと繋がることもある。服薬指導を通して患者の使
用状況を確認し，正しい使用方法を学ぶ機会を提供することが薬剤師に求められている。

summary

アンク薬局　鈴木 常義
静岡県立大学薬学部臨床薬剤学分野　内野 智信

剤形別　製剤特性と服薬指導のポイント

貼付剤

（2251）
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はじめに

　気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive 
pulmonary disease : COPD）などの呼吸器疾患にお
ける薬物治療の中核を担う吸入療法は，疾患部位で
ある呼吸器系に直接薬物を送達できるため，①局所
的な作用が期待できること，②全身的な副作用が少
ないこと，③微量で目的とする効果が得られること
─など多くの利点を有する。また，吸入療法は全
身性の副作用は極めて少ないため，長期間使用する
患者や妊娠中の患者であっても安全性が高いことが
報告されている。
　一方で，飲み込むだけで一定の効果が期待できる
内服薬と比較し，吸入剤は患者自身の吸入により薬
物を呼吸器系へと送達する必要があることから，服
薬アドヒアランスが治療効果や副作用に大きな影響
を与えることが知られている。発作時にしか症状を
自覚することがないため，患者が吸入剤による予防

効果を実感することが難しく，患者自身の判断で減
量や休薬などを行っているケースも多いことから，
服薬指導時には，吸入器の使用方法を説明するだけ
でなく，治療を継続することの意義もまた説明する
ことが必須である。
　本稿では，吸入剤の種類と特徴を概説するととも
に，アドヒアランス改善のための服薬指導のポイン
トについても紹介する。

吸入器の種類と特徴

　吸入器は大きく分けて，①ドライパウダー吸入器
（dry powder inhaler : DPI），②加圧定量噴霧式吸入
器（pressurized metered dose inhaler : pMDI），③ソ
フトミスト吸入器（soft mist inhaler : SMI）─の3種
類がある（表）。これらの吸入器を用いて，副腎皮質ス
テロイド薬（inhaled corticosteroids : ICS）やβ2刺激
薬，抗コリン薬が投与される。

特�集

アドヒアランス，副作用に直結する！　外用剤の選択と服薬指導

　喘息や慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患における薬物治療の中心は，吸入剤である。
　吸入剤は，患者自身の吸入により薬物を呼吸器系へと送達する必要があることから，そ
の服薬アドヒアランスが治療効果や副作用に大きく影響を及ぼす。それぞれの吸入器につ
いて，医療従事者および患者がその特徴を理解したうえで適切な吸入剤を選択することで，
服薬アドヒアランスや治療効果の改善に繋がることが期待される。

summary

立命館大学薬学部／滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部　平 大樹
立命館大学薬学部　上島 智，角本 幹夫

剤形別　製剤特性と服薬指導のポイント

吸入剤

（2257）
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COVID-19で広がる 
社会不安の影響

1  不調を訴える人が増えている？

─先生は『コロナのせいにしてみよう。シャムズの

話』という書籍を2020年6月に発刊されました。ま

ずは出版された背景と，このなかに登場する「シャム

ズ」という概念について教えてください。

國松　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が流

行してからというもの，COVID-19に感染してもい

ないのに「雰囲気が少し変わってしまった」「何だか体

調が悪くなってしまった」など，普段と様子の異なる

患者や医療従事者をよく見かけるようになりました。

周囲にも聞いてみると，そのような事例があまりに多

く，これは多くの体調不良患者が出るかもしれないと

思いました。そうなると，きっと医療機関にそのよう

な方があふれて医療従事者が対応に追われることに

なりますし，医療従事者自身も体調が悪くなってし

まう恐れもあるので， そうなる前にシャ ムズ

（COVID-19/Coronavirus-induced altered mental 

status : CIAMS）という概念を広く一般の方に向けて

伝えていく必要があると感じたわけです。シャムズと

は，COVID-19が誘発する精神状態の質的な変化を

意味しています。精神科領域には，すでに精神的加

重（身体疾患があると，認知機能障害や意識の低下が

生じ，転換性の症状が出現しやすくなる現象）という

考え方があり，これと同じようなことがCOVID-

19による社会変化によって不安で引き起こされ，精

神的な不調や身体症状に転換しているという考え方

です。

　実際にCOVID-19にかかった人は個別に治療をす

るしかないですが，かかってもいないし，ウイルスに

触れてもいないのに，不安に思っているだけで知らな

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

知っておきたい 
シャムズの話

國松 淳和
医療法人社団永生会南多摩病院 
総合内科・膠原病内科 部長

2003年 日本医科大学卒業
2003年 同大学付属病院第二内科
2005年 国立国際医療研究センター膠原病科
2008年 同センター国府台病院内科
2011年 同センター総合診療科
2018年4月より現職
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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 5 回

ネブライザーを使用した在宅吸入療法

ダイドー薬品株式会社 山本保健薬局　山本 新一郎
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 はじめに

　近年，ステロイドや交感神経刺激薬など，吸入療
法に用いられるさまざまな種類の吸入薬やデバイス
が発売されており，それに伴い薬剤師による吸入指
導の重要性も改めて注目されるようになってきまし
た。さまざまなデバイスのなかでも，今回は在宅療
養患者が多く利用するネブライザーを使用した吸入
療法（以下，N吸入）に絞って話を進めていきたいと
思います。
　ネブライザーとは液体を細かい霧状にすることが
できる医療機器で，霧状の薬液を呼吸と一緒に気管
や肺，鼻の奥へ送り込むことができます（ 図1）。
N吸入で使用する吸入薬の調製については，本連載
を開始するにあたり薬剤師ならではの着眼点を説明
する例として，連載の第1回（2020年6月号）で紹介
しました。今回は，在宅で使用されるネブライザー
の種類や特徴，使用方法を解説しながら，薬剤師の
役割について考えてみたいと思います。

 排痰ケアにおける N 吸入の利用

　現在，ネブライザーを利用した慢性閉塞性肺疾患
（COPD）や気管支喘息，気管支拡張症の治療は広く
普及しており，耳鼻科医院の診察室で患者がN吸入
をしている姿は当たり前の光景となりました。一方，
在宅医療におけるN吸入では，これらの疾患の治療
というのではなく，排痰を目的に利用されることが
多くなっています。そこでまずは，在宅で行われる
排痰ケアについて簡単に紹介します。

1. 排痰ケアの目的と流れ

　排痰ケアは，呼吸困難感の軽減や感染予防，肺機
能の改善，ADLの向上などを目的に医師や看護師に
よって行われ，①事前準備として加湿などで口腔内
や肺の環境を整備，②痰の貯留部位の確認，③体
位の移動による痰の移動，④強制的に咳を出す行為

（ハフィング）による気道内の分泌物の排出─とい
う流れで実施されます。N吸入は，①の加湿などを
目的に利用されています。薬剤師が直接，患者に対

起

（2305）
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はじめに

　薬疹を発症する患者には，必ず基礎疾患があり，
その治療のために薬剤を投与されていたはずです。
薬疹というアクシデントのために，治療を中止する
ことによって被る損害は，時間や経費のみならず，
原疾患悪化の危険性を孕みます。さらに，スティー
ヴンス・ジョンソン症候群や中毒性表皮壊死症，薬
剤過敏症症候群などの命を脅かす重症薬疹は，患者
のそれからの生き方にも大きな影響を与えることも
しばしばです。
　一方，医療者側においても，被害を被る場合があ
ります。重症薬疹の患者を適切な皮膚科へ紹介しな
かったとして訴えられ，賠償金を求められることも
あるのです。患者にとっても，また，それを治そう
とする医療者側にとっても，薬疹は不幸なアクシデ
ントです。薬疹を起こさない世界，安全な医療を実
現しうる創薬は，究極の薬疹診療です。そのために
は，薬疹がなぜ起こるかを知ることが不可欠です。
まだ完全には解明されていませんが，ここ10年間の
この研究分野の発展には目を見張るものがあります。

そして，新たな薬物療法の方向性が見え始めてきま
した。本稿は，これからの薬物療法について考えて
いきます。

薬疹に関わる遺伝子情報

　薬疹の多くはなぜ特定のヒトにのみ起こるので
しょうか。近年，網羅的遺伝子解析手法（genome 
wide association study : G-WAS）を用いた研究に
より，特有のHLAタイプをもったヒトに重篤な薬疹
が起こりやすいことがわかりました（表）1-3）。HLA

（human leukocyte antigen）とは，ヒト白血球抗原
の略ですが，白血球だけでなく，ほとんどの組織に
分布し，ヒトの免疫に関わる分子〔主要組織適合抗
原（major histocompatibility complex : MHC）〕と
して働いています。
　HLA分子は，規定する遺伝子や機能の違いから
Ⅰ～Ⅲ領域に分けられ，なかでもI領域にあるA，
B，Cの3つの座とⅡ領域にあるDR，DQ，DPの
3つの座が重要で，各座に数千もの相同遺伝子（アレ
ル）があります。私たちは，母親と父親のそれぞれ

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

近未来の薬疹診療 （最終回）第12回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

橋爪 秀夫　磐田市立総合病院皮膚科

（2310）



こむら返りにはどのような
対策がありますか？

鈴木�猛弘特定非営利活動法人アヘッドマップ／
ひまわり調剤	新川崎薬局

第2回
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　皆さん，寝ているときや激しい運動をしていると
きに突然足が攣ってしまい，痛みで動けなくなって
しまった経験はありませんか？　私はよく寝ている
ときに足を攣って目が覚めてしまい，夜中なのに痛
みで眠れなくなってしまうことが何回もあります。
　一般的に，そのような症状をこむら返りと呼びま
す。こむら返りは，脚のふくらはぎや大腿の筋肉が
急に収縮して数秒～数分間の痛みを生じることが特
徴です。発生する主な時間帯としては，安静中や運
動中～後，夜間（安眠中）が多いことが知られており，
夜間に生じた場合はこむら返りの後，持続的な痛み

が生じ，その苦痛によって睡眠障害が生じることも
あります。痙攣の種類には，ジストニアやテタニー，
レストレスレッグス症候群（restless leg syndrome : 
RLS），周期性四肢運動障害（periodic limb movement 
disorder : PLMD）などがありますが，これらにはこ
むら返りとはまた別の特徴があり，別の症状と定義
づけられています1）。
　こむら返りの主な原因は，日中の激しい運動や脱
水，立ち仕事などの肉体的負荷がかかることで痙攣
や痛みを引き起こすとされていますが，いまだにはっ
きりした原因は解明されていません。

　GoogleやPubMedを用いてこむら返りを英 語
（muscle cramp）で検 索すると， 夜 間 下 肢 痙 攣
（nocturnal leg cramp : NLC）や脚の痙攣（leg 
cramp）， 運 動 関 連 筋 痙 攣（exercise associated 
muscle cramping : EAMC）といったキーワードが
ヒットします。

1 運動関連筋痙攣（EAMC）�

　EAMCは，基礎疾患のない健康的な人で，運動中
または運動直後に骨格筋痙攣が起こるタイプのこむ
ら返りとされています。これまでに，高温多湿の時
期に熱中症を起こしたサッカー選手の過半数に筋痙

運動関連筋痙攣と夜間下肢痙攣のエビデンス

（2315）



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
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短 期 連 載！

よくある疑問にサラリと答える！

第 3 回　観血的検査や周術期でも，抗凝固薬を中止しないケースがある？

 患者モニタリングからリスクをチェック

1  CHADS2 スコア
これまでに報告されているレビュー論文などでは，ワルファリン中断で血栓塞栓症を起こすリスクは

一般的に 1％程度とされています。また，その血栓塞栓症はかなり重篤な結果をもたらすことがこれま

でに示されており，万一発症した場合は致死的といえます 1）。

この患者の場合，血栓塞栓症リスクの指標となる CHADS2 スコア（表1）が少なくとも 5 点（75 歳以上，

高血圧症，糖尿病，脳梗塞既往）で，血栓塞栓症の年間発生率は 12.5％と高いため 2），基本的には抗

　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）

　心房細動に対してワルファリンによる抗凝固療法施行中。今回，かかりつけの歯科クリニックに
て「抜歯が必要」と伝えられるとともに，抜歯にあたってワルファリンを1週間中止することを要
請され，ワルファリン中止の可否について相談目的に来院。

現病歴　　非弁膜症性心房細動
既往歴　　脳梗塞（治療後），糖尿病，高血圧症，大腸憩室による下部消化管出血（治療後）
内服薬　　Rp1） ワルファリン錠1mg	 1回2.5錠	 1日1回
	 アムロジピン錠5mg	 1回1錠	 1日1回
　　　　　Rp2）	メトホルミン錠500mg	 1回2錠	 1日2回
検査値　　PT-INR	2.2，Cr	0.85mg/dL
その他　　アドヒアランス	良好（飲み忘れ月1～ 2回以下程度）

Case：78 歳男性（身長 163cm，体重 70kg）
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NPO法人どんぐり未来塾　佐藤 ユリ編 集
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NPO法人どんぐり未来塾　朝倉 敏夫，佐藤 ユリ

副作用に対する多剤処方を疑った症例
第5回

93歳女性のA.Kさん

　約2週間前に介護施設へ入居。前医から処方された持参薬を継続服用中。介護施設の職員（以下，施設職
員）から，「口渇の訴えがある」と入居者の処方箋を受け付ける薬局に相談があった。

Rp 1 	 コハク酸ソリフェナシン錠5mg	 1回1錠
	 アムロジピン錠5mg	 1回1錠
	 アルファカルシドール錠1μg	 1回1錠
	 バルサルタン錠80mg	 1回1錠	 1日1回朝食後
Rp 2 	 酪酸菌製剤	 1回2錠
	 アスパラカリウム錠300mg	 1回2錠
	 酸化マグネシウム錠500mg	 1回1錠	 1日3回毎食後
Rp 3 	 芍薬甘草湯	 1回1包（2.5g）
	 センナ・センナジツ顆粒	 1回1包（1g）	 1日1回就寝前

併 用 薬：ヒアルロン酸Na点眼液0.1％（眼科より）
体　　質：便秘しやすい　　　　　　副作用歴：なし	 喫　　煙：なし
飲　　酒：なし　　　　　　　　　　身　　長：151cm	 体　　重：45kg

○処方薬の種類が多く，副作用に対処するための薬剤が処方されている可能性がある

○�口渇はコハク酸ソリフェナシンの抗コリン作用による可能性がある。便秘の増悪や認知機能の低下など，コ

ハク酸ソリフェナシンによる他の副作用症状があるかを確認したい

○バルサルタンとカリウム製剤の併用により血清カリウム値が高くなる可能性がある

○グリチルリチン製剤の服用により，血清カリウム値が低くなる可能性がある

（2328）
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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  はじめに
　塩化ナトリウム（以下，NaCl）すなわち食塩の経
管からの投与は，基本的に水分補給として投与され
る水に溶解して投与する。また，投与のタイミング
は経管チューブの留置先の消化管への負担を考慮し
て，消化管の蠕動運動がある経腸栄養剤の投与終了
後に行う。水分制限がされている患者では，溶解液
量が少なくなるためNaCl水溶液の浸透圧に注意す
る。その他の投与法としては，経腸栄養剤にNaCl
を添加する方法も行われている。しかし，医薬品経
腸栄養剤の添付文書において，NaClを添加して投与

することの可否についての記載はないが，NaClと経
腸栄養剤との塩析による凝集や経腸栄養剤の調製時
の汚染などの問題が生じる可能性がある。そのため，
経腸栄養剤にNaClを添加することは避けるべきと考
える。以下に，NaClを安全に投与するための基本に
ついて解説する。

2   NaClを水に溶解して投与するときの注意点 
（浸透圧）

　生理食塩液は0.9w/v％であり，すべて水に溶解し
ていると仮定すると，NaClの分子量は58.5，Na+と
Cl-はそれぞれの電荷数が1であることから，浸透圧
は以下のように計算できる。

第 11 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。

塩化ナトリウムの経管投与はどうしたらよいですか。

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 飯田　純一	 済生会横浜市南部病院入退院支援センター
近藤　幸男	 東京有隣会有隣病院薬剤科
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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
　受付時に，当薬局への過去の来局歴がなかったので，
初回アンケートに記載してもらった。アンケートのアレ
ルギーの項目にアルコールアレルギーであることが記載
されていた。
　一方，添加物としてイソプロパノール（アルコール類）
を含有するボルタレンⓇゲルが処方されていることを確認
した。アレルギーについての詳細を患者に尋ねたところ，
過去に注射前の消毒用アルコール綿の使用でかぶれた経
験があることがわかった。患者は，医療機関での問診の際
にはアルコールアレルギーについて申告していなかった。

　患者には，アレルギーを起こした消毒用のアルコール綿
にはエタノール（アルコール）が使用されていたと思われ
るが，今回の処方薬のボルタレンⓇゲルにはアルコール類
のイソプロパノールが添加物として含有されているので，
念のため医師に確認し，安全と判断される他の外用鎮痛
薬の処方を提案してみることを説明し，同意が得られた。
　医療機関に疑義照会を行い，アルコールアレルギーの
患者でも使用できる外用鎮痛薬としてインテバンⓇクリー
ムへの処方変更を提案し，医師より変更について了承を
得た。ジクロフェナクナトリウム製剤の外用塗布剤でア
ルコールを含有しない製剤もあるが，当薬局の採用品目

アルコールアレルギーの患者にボルタレン®ゲル1％が処方されていた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？	  初回アンケートにアルコールアレルギーの記載がある患者に，添加物としてイソプロパノール（ア
ルコール類）を含むボルタレンⓇ（ジクロフェナクナトリウム）ゲルが処方されていたため疑義照会
を行い，アルコールアレルギーの患者でも使用できるインテバンⓇ（インドメタシン）クリーム1％
への処方変更を提案し，医師より変更について了承を得た。

▼ 処方内容	 30代の男性。病院の神経内科。処方オーダリング。

＊ 本日初回受診，初回問診票にアルコールアレルギーについての記載あり

Rp.

メチコバールⓇ錠500µg 3錠
1日3回　毎食後　28日分

ツムラ葛根湯エキス顆粒 7.5g
1日3回　毎食間　28日分

ミオナールⓇ錠50mg 2錠
1日2回　朝・夕食後　28日分

ボルタレンⓇゲル1％（50g） 100g
1日2回

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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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第233回

倉敷中央病院薬剤部　奥田 敏勝，髙栁 和伸

ユリス® 錠 
0.5mg, 1mg, 2mg

（ドチヌラド）

ユリス®錠の概要

医薬品名 ：ユリスⓇ錠0.5mg，1mg，2mg

一般名 ：ドチヌラド

薬価基準収載日 ：2020年4月22日

薬価	 ：	［	0.5mg］	 30.0円/錠

	 	［	 1mg］		 54.8円/錠

	 	［	 2mg］	100.2円/錠

製造販売	 ：株式会社富士薬品

 効能・効果
痛風，高尿酸血症

 用法・用量
　通常，成人にはドチヌラドとして1日0.5mgより開始し，1日1回経口投与する。その後は血中尿酸値を確認

しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1日1回2mgで，患者の状態に応じて適宜増減するが，

最大投与量は1日1回4mgとする。

 Point
▶	近位尿細管のURAT1を選択的に阻害し，尿酸の再吸収を抑えることで排泄を促進する尿酸排泄促進薬である。
▶	治療初期には，血中尿酸値の急激な低下により痛風関節症（発作）が誘発されることがあるので，1日1回0.5mg
から開始し，徐々に増量して経過を十分に観察する。

（2344）
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特徴

　ドチヌラド（以下，本剤）は，選択的な尿酸排泄ト

ランスポーター（urate transporter 1 : URAT1）阻

害作用を有し，チトクロムP450（CYP）2C9阻害に

よる薬物相互作用の少ない薬剤を目指して創薬され

た新規の選択的尿酸再吸収阻害薬（selective urate 

reabsorption inhibitor : SURI）である。本剤の有効

性および安全性が確認され，2020年1月に「痛風，

高尿酸血症」を効能・効果として製造販売承認を取

得した。

1．痛風，高尿酸血症治療の考え方
　高尿酸血症の治療では，心血管病など生命予後に

関係する肥満，高血圧，糖・脂質代謝異常などとと

もに，生活習慣を改善することが最も重要である。

痛風関節炎を繰り返す患者は薬物治療の適応とな

り，血清尿酸値を6.0mg/dL以下に維持するのが望

ましい。その際，血清尿酸値を低下させることで生

じる痛風関節炎を誘発させないために，尿酸降下薬

は最小量から開始し，必要に応じてコルヒチンを併

用する1）。

　無症候性高尿酸血症への薬物治療の導入は，血清

尿酸値8.0mg/dL以上を目安とするが，腎機能障害

や尿路結石などの合併症の有無によっても，薬物治

療が異なる（図1）1）。また海外では，無症候性高尿酸

血症の場合，治療のメリットが明らかでないため治

療しないこともあり，適応は慎重にする必要がある。

▶	他の尿酸排泄促進薬で重篤な肝機能障害の報告があるので，定期的に肝機能検査をするなどして，慎重に経過
を観察することが大切である。

図1　高尿酸血症の治療指針

あり なし

血清尿酸値≧8.0mg/dL

血清尿酸値＜9.0mg/dL 血清尿酸値≧9.0mg/dL

合併症＊

あり なし

生活指導

薬物治療 薬物治療 薬物治療

高尿酸血症
血清尿酸値＞7.0mg/dL

痛風関節炎または
痛風結節

血清尿酸値＜8.0mg/dL

＊：腎障害，尿路結石，高血圧，虚血性心疾患，
糖尿病，メタボリックシンドロームなど

 （腎障害と尿路結石以外は尿酸値を低下
させてイベント抑制を検討した大規模介
入試験は未施行である。このエビデンスを
得るための今後の検討が必要となる）

（日本痛風・尿酸核酸学会ガイドライン改訂委員会・編：高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版．診断と治療社，pp114-117，2018 より）
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わかっていること

•新患。初回アンケートに「大腸がん」と記載あり。
•入院中にレゴラフェニブ開始。1コース（2週服用・1週休薬）が終了し，外来で継続処方。
•血圧は毎日測定することと，ヘパリン類似物質は症状がなくても手足に塗るよう医師から指示されている。

  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

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 	 ● レゴラフェニブ錠（スチバーガ®）40mg	 	 1回3錠（1日3錠）
	 ● レボチロキシンNa錠（チラーヂン®）25μg	 	 1回1錠（1日1錠）
	 ● ラベプラゾール錠（パリエット®）10mg	 	 1回1錠（1日1錠）
	 ● アムロジピンOD錠（アムロジン®）10mg	 	 1回1錠（1日1錠）
	 ● ブロプレス錠（カンデサルタン®）8mg	 	 1回1錠（1日1錠）
　　　　　　1日1回　朝食後	 14日分
Rp.2 	 ● ウルソデオキシコール酸錠（ウルソ®）100mg	 1回1錠（1日3錠）
　　　　　　1日3回　毎食後	 14日分
Rp.3 	 ● レボフロキサシン錠（クラビット®）500mg	 1回1錠（1日1錠）
　　　　　　1日1回朝食後	 5日分
Rp.4 	 ● アセトアミノフェン錠（カロナール®）200mg	 1回2錠
　　　　　　発熱時	 10回分
Rp.5 	 ● ジフルプレドナート軟膏（マイザー®）	 10g
　　　　　　1日2回　四肢
Rp.6 	 ● ヘパリン類似物質ローション（ヒルドイド®）	 100g
　　　　　　1日3回　四肢

処方箋（消化器内科）/64歳男性

大腸がん治療薬，薬局でできる副作用対策は？
第 回9

? 	レゴラフェニブは手足症候群を起こしやすい薬剤です。どんな説明が必要で
しょうか？

?服用を継続するうえで，ほかにどのようなフォローが大切でしょうか？

ここで質問です
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先  メプチンシロップ5μg/mL（大塚製薬）

製剤基本情報

性状 無色澄明なやや粘稠な液で，オレンジの芳香を有し，味は甘い

添加物 パラオキシ安息香酸エチル，パラオキシ安息香酸ブチル，安息香酸ナトリウム，香料，
精製白糖，エタノール，無水クエン酸，クエン酸ナトリウム水和物，精製水

規格pH 3.5-4.5

比重（d20
20） 約1.13

安定性

● 小分け後は遮光して保存すること。
＜水道水による希釈後の安定性＞
● �25℃　〔本剤40mL：水道水10mL〕，〔50mL：100mL〕，〔50mL：150mL〕の各
割合では，14日後まで外観，におい・味，pH，本剤残存率に変化なかった

● �4℃　〔本剤100mL：水道水100mL〕では30日後まで外観，pH，残存率に変化な
かった。〔40mL：160mL〕および〔10mL：190mL〕では配合直後に本剤残存率が
低下した（88.5％および3.2％）

＜湯冷まし（40℃程度のお湯）による希釈後の安定性＞
● �4℃　〔本剤40mL：湯冷まし160mL〕，〔100mL：100mL〕，〔10mL：190mL〕の
各割合では，30日後まで外観，pH，本剤残存率に変化なかった。

＜注射用水による希釈後の安定性＞
● �25℃　〔本剤60mL：注射用水40mL〕では，14日後まで外観，におい・味，pH，
本剤残存率に変化なかった。

● �4℃　〔本剤60mL：注射用水40mL〕では，14日後まで外観，におい・味，pH，本
剤残存率に変化なかった。〔40mL：160mL〕，〔100mL：100mL〕，〔10mL：
190mL〕の各割合では，30日後まで外観，pH，本剤残存率に変化なかった。

配合変化データ（商品名50音順）
試 験   本剤に被験薬剤を加えた。配合量は（本剤：被験薬剤）で表示

保存期間・保存温度：表に表示
試験項目：外観，におい，pH，本剤残存率，一部で味および再分散性

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

プロカテロール塩酸塩水和物シロップ
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

7
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