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周術期の薬学管理 改訂 2 版

若林

進

WAKABAYASHI Susumu
杏林大学医学部付属病院 薬剤部

2017 年 6 月に医療用医薬品の添付文書（以下，添
文）の記載要領が改正され，2019 年 4 月 1 日より施
行された。実に 20 年ぶりの改正であり，今後発売さ
れる医薬品は，新記載要領で作成されたものとなる。
また，既存の医薬品についても今後 5 年の猶予期間の
なかで随時改訂が進められていく。
添文情報は薬物療法を行うにあたって重要な根拠と
なることから，薬剤業務への影響は大きい。今回，医
薬品情報の利活用について日ごろより研究を行ってい
る若林 進氏（杏林大学医学部付属病院 薬剤部）に，
注目すべき添文改訂のポイントについて話を聞いた。

20年ぶりの改正でどう変わる!?

添付文書の新記載要領

■添文改訂の注目ポイントは 3 点

記載（表現）をできるだけ減らそうという意図が読み取

20 年ぶりに添文の記載要領改正が 2019 年 4 月 1 日から

れます。
「禁忌」や「併用禁忌」は，投与しない，もしく

施行されました。今回の添文改訂における注目ポイント

は併用しないというのは，誰しも判断がつきます。一方

は，①
「警告」や「禁忌」など，すべての項目への固定番

で，「原則禁忌」は，「禁忌」に近いと考えている人もい

号の付与，②
「原則禁忌」
「慎重投与」の廃止，③
「特定の

れば，
「慎重投与」に近いと考えている人もいて，解釈

背景を有する患者に関する注意」の新設──の 3 点です。

や対応の違いが指摘されています。同様に，「慎重投与」

一つ目の注目ポイントは，①
「警告」や「禁忌」など，

についても，薬剤を慎重に投与するのは一般的なこと

すべての項目への固定番号の付与です。旧様式の添文では，

で，定義が曖昧だといわれてきました。そのため，これ

番号が固定されていませんでした。例えば，
「重要な基本

らを廃止し，「原則禁忌」は，「禁忌」もしくは「特定の

的注意」が 1だったり2 だったりなかったり，記載がない

背景を有する患者に関する注意」に移行されることにな

項番は繰り上がるためわかりにくくなっていました。新様

りました（図1）
。
「慎重投与」は，
「特定の背景を有する

式では「8．重要な基本的注意」と番号が固定されます。

患者に関する注意」や「効能又は効果に関連する注意」
，

情報がない場合は記載されませんが，項番が繰り上がるこ

「用法及び用量に関連する注意」などに移行します。

とはないため欲しい情報の有無がはっきりするはずです。
■新設項目「特定の背景を有する患者に関する注意」
■「原則禁忌」と「慎重投与」が廃止
②「原則禁忌」と「慎重投与」の廃止からは，曖昧な

今回の改正では，③「特定の背景を有する患者に関す
る注意」が新設されました。
「原則禁忌」や「慎重投与」
，
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特 集

薬剤師なら見逃し厳禁！ 向精神薬の副作用と薬剤性精神症状

向精神薬療法の現状と問題点
宮岡

等

MIYAOKA Hitoshi

Points
筆者が現状の向精神薬療法の問題点と考える「多剤，大量，長期処方」
，
「身体疾患治療薬との併用に
よる相互作用」
，
「添付文書の警告や禁忌に関係する問題」
，
「抗うつ薬や抗認知症薬の効能の適切な説
明」
，
「薬剤師に気付いてほしい副作用」をとりあげた。
エチゾラム（デパス®）
，フルニトラゼパム（サイレース®）は広く用いられているが，有害事象や退薬
症状を考えると，薬剤師は医師に対して注意喚起して，適切な処方を検討すべきである。

はじめに
現状の向精神薬療法には多くの問題点が指摘されてい
る。本稿では日常臨床で筆者が「薬剤師と連携して解決
を図りたい」，「薬剤師にお願いしたい」という視点で，
思いつくままに問題点をとりあげたい。

減らすには慎重さが求められるが，抗不安薬，睡眠薬の
減量は適切な生活指導があれば可能なことが多いと考え
る。また抗うつ薬は病相や難治性に関する適切な判断が
あれば，長期にわたって多剤処方になることはない。

2 向精神薬の大量処方
大量処方は多剤処方と同時にみられやすい。外来診療
でしばしば出会うのは，患者の「眠れない」という訴え

多剤大量長期処方
1 向精神薬の多剤処方

のままに睡眠薬が処方されているが，よく聞くと「昼寝
している」とか「夕方以降にコーヒーやお茶を飲んでい
る」という場合である。患者が薬剤師には話し，医師には
話していない場合は，薬剤師から医師に連絡してほしい。
また，大量処方とは異なるが，催眠作用が強いため

向精神薬の適正使用を進める観点から，向精神薬を不

か，いまだにフルニトラゼパム（サイレース®）がしば

適切に多剤，大量処方した場合，処方箋料や処方料，薬

しば処方される。本剤は他の多くの睡眠薬と異なり第 2

剤料などを減算する規定が 2014 年度の診療報酬改定で

種向精神薬に含まれるが，それを知らない医師が多いた

創設された。2016 年度にはさらに厳格化され，2018 年

め，休薬，中止が非常に難しいことを薬剤師から処方医

度にも改定された。また，日本では精神科病院で統合失

に伝えてほしい1)。

調症に対して多剤大量の抗精神病薬が処方されているこ
とが多いため，最近は具体的な減量方法も提案されている。
筆者は，統合失調症治療において抗精神病薬の種類を

3 向精神薬の長期処方
統合失調症に対しては，長期間の抗精神病薬療法が必

北里大学医学部精神科学 主任教授／北里大学東病院 病院長
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大路

剛 OHJI Goh

神戸大学医学部附属病院感染症内科

第

2

回

病歴・自覚症状の使い方

はじめに
前回は患者さんに何か異常事態が起きた場合はその原因を診断して治療することの重要性と，その
ために使用できる情報源には 3 種類あることを学びました。この患者さんからの情報源は情報源 I．
病歴・自覚症状，情報源 II．身体診察による身体所見，情報源 III．臨床検査・画像検査・生理検査
などの検査からの情報の 3 通り（図 1）でそれぞれ，患者さんと検者によってその質に差があること
もポイントでした。
今回はこれらの情報源を使って，どのように鑑別診断をあげていくか，さらに診断して治療を行っ
ていく場合，患者さんのどのような項目について気をつけて観察していくかについて解説します。

病歴聴取
自覚症状
情報源 I

図1

身体診察

臨床検査
画像検査
生理検査

情報源 II

情報源 III

3 つの情報源
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3 stepで
考える！

30
その症状は医薬品が原因なのか？！

副作用の可能性を考えるときに，
脳内ではどんな考えがせめぎ合うのか？！
3 つのステップで副作用を推論しよう！

この「老年症候群」はポリファーマシーによるものですか？
溝神

文博 MIZOKAMI Fumihiro
国立長寿医療研究センター薬剤部

・高齢者に多い老年症候群の特徴を説明できるようになる。
・老年症候群を起こしやすい薬について知りたくなり，調べてしまう。
・老年症候群を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようなる。

今月の一例
97 歳女性。5 年ほど前から人工関節置換術後より寝たきりに近い状態となり，特別養護老人ホームに入
所。1年ほど前から尿の出にくさがあり，膀胱カテーテルを留置し月1回で交換していた。食事は，飲み込
みは悪いがゆっくりと介助にて食べることが可能であった。2 カ月ほど前より昼夜逆転が起こり，ブロチゾ
ラム，ラメルテオンが開始となった。その頃から食事量が徐々に減少し，日中もよく寝るようになり仙骨
部に褥瘡が発生した。今回，褥瘡の手術目的で皮膚科に入院となっていた。しかし，入院前日にバルーン
を抜去したところ尿意の訴えが頻回となり，自力でトイレに行こうとして転倒。入院当日に右上腕骨骨折
が判明し，入院手術は不可能となり保存的治療となった。入院直後より食欲不振となり，精査目的で老年
内科転科となった。その後，ポリファーマシーもあり，ポリファーマシーチームの介入となった。
持参薬は以下のとおり
トリクロルメチアジド錠 2 mg

1回1錠

1日1回

朝食後

ウラピジルカプセル 15 mg

1回1Cap 1日2回 朝夕食後

フェブキソスタット錠 10 mg

1回1錠

1日1回

朝食後

酸化マグネシウム錠 330 mg

1回1錠

1日1回

夕食後

ドネペジル錠 5 mg

1回1錠

1日1回

朝食後

ブロチゾラム錠 0.25 mg

1回1錠

1日1回

就寝前

ファモチジン錠 20 mg

1回1錠

1日2回

朝夕食後

エチゾラム錠 0.5 mg

1回1錠

1日1回

就寝前

イミダプリル錠 5 mg

1回1錠

1日1回

朝食後

ラメルテオン錠 8 mg

1回1錠

1日1回

就寝前

アムロジピン錠 5 mg

1回1錠

1日1回

朝食後
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宮川

泰宏 MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第 13 回

「掟はルールというより
心得とでもよぶべきものなのさ」

ガイドラインの弱い推奨と弱い非推奨には大差ないことも

学

生：受け持ち患者の病気について勉強しようと思って，ガイドラインを読んでき

ました。この疾患の場合，この薬を使うことがガイドラインでは「クラスⅠで強い推
奨」
，エビデンスグレードも A となっています。まだ，使用していないので使うべき
だと思います。
指導薬剤師：本当だ。これは医師に伝えたほうがよさそうだ。
学

生：それと，こちらの薬も「クラス IIb で弱い推奨」，エビデンスグレード C なの

で，使うべきですよね。
指導薬剤師：なるほど，こちらも使ったほうが…。おや？

ちょっと待った。推奨と

なる根拠について，どんなことが書いてあった？
学

生：根拠ですか？

300 ページもあるガイドラインだから，読んでなんかないで

すよ。
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～こんなときどうするの？～
第9回

不安が強い患者さんにどう対応するか？
清水

研 SHIMIZU Ken

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長

田中

康裕 TANAKA Yasuhiro

等潤病院薬剤科

第9回は…
怒りや悲しみなど，ネガティブな感情にも役割があ

確認を医療者に求めます。われわれが話を伺って，

ることを，本連載で解説してきました。今回は，「不

「心配しなくても大丈夫ですよ！」と伝えたら，その

安」について取り上げます。不安という感情は，危機

患者さんはつかの間だけホッとしますが，すぐまた不

を知らせてくれるアラームという大切な役割があり，

安のアラームが激しく鳴ってしまい，再度「大丈夫で

「このままだと大変なことになるよ！」ということを
教えてくれます。不安という感情があることで，人間
は物事に対して慎重に対処することができます。

すか？」という確認を求めます。医療者は際限なく対
応しなければならず，辟易してしまいます。
不安になりやすい人の気持ちがすぐに静まるような

しかし，一部の不安が強い人はアラームの感度が良

“魔法の言葉”は残念ながらありませんが，このよう

すぎるので，大きな病気に罹患すると，アラームが鳴

な患者さんにどのように対応したらよいのか，考えて

りっぱなしになってしまいます。そうすると一時も気

みます。

持ちが休まることがなく，
「大丈夫ですか？」という

患者 田村美加 さん

47 歳女性。会社員。50 歳の夫，20 歳の息子と3 人暮らし。

主治医・乳腺科の吉岡直美 先生

卒後 15 年目，臨床経験が豊富で患者の声にもよく耳を傾け，丁寧な
診察を行っている。

外来化学療法室看護師・渡辺由美子 さん

卒後 12 年目の看護師。姉御肌で頼りにされるタイプ。はっきりしない

登場人物

ことが嫌い。
担当薬剤師・薬丸 正 先生

600 床の総合病院に勤務する薬剤師で 10 年の臨床経験がある。一生
懸命で物事に誠実に取り組む人柄。清水先生とは以前緩和ケアチー
ムでいっしょに働いていたので，患者のことで対応に困ると，ときどき
病棟でつかまえて相談にのってもらう間柄。

緩和ケアチーム・清水 研 先生

薬丸先生がもやもやしているときに，タイミングよく現れる精神科医。
患者さんのこころのケアを行うだけでなく，医療者の心理的なサポー
ト，難しい場面での相談にもよくのっている。
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