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特  集

　2017年6月，医療用医薬品の添付文書の記載要領が20年ぶりに改正されま

した。2019年4月1日から施行され，その後順次導入されることになりますが，

5年間の経過措置期間が設けられていることから，その間は医療現場に新旧両方

の記載要領に基づく添付文書が存在することになります。

　そこで今月の特集では，薬剤師なら当然押さえておきたい添付文書の改正記載

要領の概要とポイントなどについて，行政，薬剤師，企業の立場からそれぞれご

解説いただきました。医療現場で新しい添付文書を見たときに，「どこを確認す

ればいいのかわからない……」とならないためにしっかり予習しましょう。

※ 本号では，改正記載要領の「相互作用」欄のもととなった『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』（以下，薬物相互作用GL）に焦点を当て，特別寄稿として，①薬物相

互作用GLからみる相互作用の評価と新・添付文書への反映，②薬物相互作用GL，新・添付文書

から考える相互作用のマネジメント─についてもそれぞれご紹介します。ぜひご覧ください！

　➡特別寄稿はP.30から！

添付文書はこう変わる！
知っておきたい記載要領改正のポイント

P.7  添 付文書の改正記載要領 
概要と今後のスケジュール ────────── 大久保 貴之

P.10  押 さえておきたい改正のポイント 
特定の背景を有する患者に関する注意 ────── 赤羽 高志　

P.16  添付文書の変遷と新様式への期待 ─────── 望月 眞弓　

P.22   改正記載要領の添付文書を作成する立場から ── 服部 洋子　
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7調剤と情報  2019.2（Vol.25 No.3） （351）

現在の添付文書記載要領

　医療用医薬品の添付文書は，医薬品医療機器法の
規定に基づき，医薬品の適用を受ける患者の安全を確
保し適正使用を図るために，医師，歯科医師，薬剤師
などの医薬関係者に対して必要な情報を提供する目的
で，当該医薬品の製造販売業者が作成するものである。
　添付文書の作成にあたっては，表の通り記載要領
が1997年に厚生省（当時）から通知（以下，旧記載要
領）されている。また，ワクチン類については，1999年
にこれらと別途記載要領が通知されており，現在の
添付文書はこれらに基づき作成されている。

記載要領改正の検討

　この旧記載要領を発出以降，医療の進歩や，IT技
術の進展など医療を取り巻く環境も大きく変化した。
また，2008年に設置された「薬害肝炎事件の検証及
び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員
会」による2010年の「薬害再発防止のための医薬品
行政等の見直しについて（最終提言）」において，添
付文書への最新知見の反映や事前確認の義務化と並
んで，添付文書の記載要領の見直しや迅速な添付文
書の改訂内容周知のための情報提供手段の活用が提
言され，2008～2013年に実施された厚生労働科学
研究では具体的な記載要領改正が検討された。
　これらを踏まえたその後の検討に基づき記載要領
改正案を作成し，当該改正案に関するパブリックコ
メントで寄せられた合計約1,000件の意見を踏まえ，
2017年に記載要領を「医療用医薬品の添付文書等の
記載要領について」（2017年6月8日付け薬生発
0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知），

特 集

添付文書はこう変わる！　知っておきたい記載要領改正のポイント

　医療用医薬品の添付文書は，医薬品医療機器法の規定に基づき，医薬関係者に対して必

要な情報を提供する目的で，医薬品の製造販売業者が作成するものである。1997年に定

められた現在の添付文書の記載要領が，2017年に改正された。新記載要領では，その構

成を見直して，項目を改め，より見たい情報へのアクセスを改善することなどを目指すと

ともに，後発品・バイオ後続品の添付文書における情報提供の充実を諮ったところである。

新記載要領に基づく添付文書は2019年4月より順次導入されるが，5年間の経過措置期

間を設けており，その間は新旧両方の様式の添付文書が併存することになる。

summary

添付文書の改正記載要領
─概要と今後のスケジュール

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課　大久保 貴之

●「医療用医薬品添付文書の記載要領について」
　（1997年4月25日付け薬発第606号厚生省薬務局長通知）
●「医療用医薬品の使用上の注意の記載要領について」
　（1997年4月25日付け薬発第607号厚生省薬務局長通知）
●「医療用医薬品添付文書の記載要領について」
　（1997年4月25日付け薬安発59号厚生省薬務局安全課長通知）

表　1997年に通知された添付文書の記載要領
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10 調剤と情報  2019.2（Vol.25 No.3）（354）

はじめに

　2017年6月，医療用医薬品の添付文書の記載要領
が「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」
（2017年6月8日付け薬生発0608第1号厚生労働省
医薬・生活衛生局長通知）および「医療用医薬品の
添付文書等の記載要領の留意事項について」（同日付
け薬生安発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局
安全対策課長通知）（以下，新記載要領）により，従
来の記載要領から20年ぶりに改正された。施行は
2019年4月1日であり，その後5年間は経過措置期
間となるため，その間は新旧両方の記載要領に基づ
く添付文書が存在することになる。
　今般の主な改正のポイントとしては，従来の「原
則禁忌」「慎重投与」「高齢者への投与」「妊婦，産婦，
授乳婦等への投与」「小児等への投与」が廃止され，
新たに「特定の背景を有する患者に関する注意」が設
けられた点，およびすべての項目に固定番号が付与
された点が挙げられる。
　本稿では，新設された「特定の背景を有する患者

に関する注意」に記載される内容について，今般の
改正の背景や従来の記載と異なる点も含め，新記載
要領に基づく添付文書を確認するうえでのポイント
について紹介する。

改正の背景

　従来の添付文書においては，投与前に確認すべき
患者集団の情報は「禁忌」「原則禁忌」「慎重投与」「高
齢者への投与」「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」「小
児等への投与」に分散して記載されていた。2008～
2013年に実施された厚生労働科学研究において，従
来の「慎重投与」とされていた患者集団に加えて，
「高齢者への投与」「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」
「小児等への投与」で注意喚起されていた患者をすべ
てまとめて記載することについて，全国の医師およ
び薬剤師に調査を行ったところ，大多数の賛成が得
られた。そのため，これらの項目については，「特定
の背景を有する患者に関する注意」を新設し，集約
して記載することとなった（p.8の図 1を参照）。

特 集

添付文書はこう変わる！　知っておきたい記載要領改正のポイント

　2017年6月，医療用医薬品の添付文書の記載要領が改正された。今般の改正により，

従来の「原則禁忌」「慎重投与」「高齢者への投与」「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」「小児

等への投与」が廃止され，新たに「特定の背景を有する患者に関する注意」が設けられた。

「特定の背景を有する患者に関する注意」に記載される内容について，今般の改正の背景や

従来の記載と異なる点も含め，新記載要領に基づく添付文書を確認するうえでのポイント

について紹介する。

summary

押さえておきたい改正のポイント
─特定の背景を有する患者に関する注意

医薬品医療機器総合機構医薬品安全対策第二部　赤羽 高志
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16 調剤と情報  2019.2（Vol.25 No.3）（360）

はじめに

　医療用医薬品添付文書（以下，添付文書）は，法
的根拠のある唯一の医薬品情報源であり，これに則
り医薬品を使用することが「適正使用」と考えられて
いる。副作用のない医薬品はないといわれるように，
どんな医薬品でも副作用の発生リスクはあり，適正
使用しても重篤な副作用の発現がゼロになることは
ない。とはいえ，医療訴訟や副作用被害救済などの
場合には，適正使用が行われていたかが基本になり，
添付文書に従った使用であったかがカギを握る。こ
うした点は，添付文書の読み方，使い方において常
に意識しておかなければならない。

添付文書記載要領の変遷と 
その意味

添付文書の記載要領の原型

　薬事法（現在の薬機法）がその形を整えたのは，

1960年である。その第52条において，添付文書の記
載項目が定められた。その後，1970年には「医療用
医薬品の添付文書について（昭和45年4月21日薬監
第167号）」が出され，ともすれば営業的な側面から
の記載内容が含まれていた添付文書をより適切な記
載に是正するため，記載にあたっての留意事項が示
された。この通知では，用法・用量や効能・効果の
記載は承認の範囲内で記載すること，使用上の注意
の副作用の記載について正しい安全性情報が伝わる
ように記載することなどが指導された。
　しかし，当時の添付文書の記載方法は各社でまち
まちで，同じ成分でも会社が異なると使用上の注意
の内容にもかなりの差がみられていた。これを改善
し企業間での均質化を図るために，日本製薬団体連
合会は自主規制を作成した。

添付文書の機能の変化

　1976年に出された「医療用医薬品の使用上の注意
記載要領について（昭和51年2月20日薬発第153号）」
および「医療用医薬品添付文書の記載方法について
（昭和51年3月29日薬発第287号）」は，先の日本製

1

2

　20年ぶりに添付文書の記載要領が改正された。本文中のすべての項目に番号が付され，

欠番になっている場合にはその項目の情報がないことがわかる。また，解釈に幅がある「原

則禁忌」「慎重投与」といった項目が廃止され，「特定の背景を有する患者に関する注意」に

まとめられた。医薬品による副作用の発生リスクの高い患者や投与に際して注意が必要な

患者についての注意点はこの項に集約されているので，添付文書を効率良く読むことがで

きる。

summary

添付文書の変遷と新様式への期待
慶應義塾大学薬学部　望月 眞弓

特 集

添付文書はこう変わる！　知っておきたい記載要領改正のポイント

TJ201902_016-020_toku03(03)-02.indd   16 2019/01/17   14:37



22 調剤と情報  2019.2（Vol.25 No.3）（366）

はじめに

　2019年4月より施行される添付文書の改正記載要
領（以下，新記載要領）については，参考資料1-4）に
示す通知に基づき企業は対応することになる。今回
は，添付文書のうち医薬品医療機器等法（薬機法）
の「届出事項」および「承認事項」について解説する。
　また，新記載要領の施行に先立ち，2018年7月よ
り既存の添付文書の記載をどのように新様式に改訂
するかについて，企業と医薬品医療機器総合機構
（PMDA）医薬品安全対策第一部，第二部との改訂
相談がPMDA事務連絡5）に基づき開始されている。
日本製薬団体連合会（日薬連）傘下にある日本製薬
工業協会（製薬協）の医薬品評価委員会ファーマコ
ビジランス部会（PV部会）では，企業が新記載要領
への対応の準備を円滑に行うために，医療用医薬品
の2つの通知のほか，厚生労働省医薬・生活衛生局，
PMDAおよび日薬連の安全性委員会から発出された
質疑応答6-11）を項目ごとに確認できるようホワイト
ブック（WB）12）を作成し，製薬協のホームページに
公開している。
　製薬企業はこれらの資料を参考に新記載要領の添
付文書案を作成し，事前にPMDAと相談して添付
文書を確定し，新記載要領が適用となる2019年4月
以降に公表できるよう届出を行うことになる。届出
は，各社の製品の製造計画を考慮して行うことにな
り，製造部門，製品の在庫状況などを勘案して関係

部署と念入りに届出時期および製造時期の特定を行
い対応する。

全般的事項

　実際に使用する医療関係者には，表1に示す内容
を共通事項として理解いただくとともに，医薬品の
承認申請の際に添付文書を起案する企業担当者およ
び医薬品を審査する立場の関係者にも理解していた
だくことが重要となる。
　また，後発医薬品およびバイオ後続品の「使用上
の注意」および「取扱い上の注意」の記載は，原則と
して先発医薬品および先行バイオ医薬品と同一とな
る。副作用の頻度情報などは先発医薬品のデータを
記載する。ただし，製剤によっては，添加剤の違い
により異なる記載が必要な場合があり，その場合は
この限りではない。次に，各項目について記載する。

改正記載要領の添付文書を 
作成する立場から

日本製薬団体連合会安全性委員会　服部 洋子

特 集

添付文書はこう変わる！　知っておきたい記載要領改正のポイント

• 検索する際の利便性を考慮し，警告以降のすべての項目に固定
番号を付す

• 記載すべき内容がない項目は，欠番となっている。項目番号は
繰り上がらない

• 関連する項目がある場合は，相互に項目番号を用いて参照先を
記載する。実際にはかなり多くの参照先が記載される

• 該当する医薬品の使用に限定しない一般的事項や，医薬関係者
にとって常識的な記載はしない。例えば，「本剤の使用に当たっ
ては添付文書を熟読すること」「開封後はなるべく速やかに使用
すること」などは記載しない

表1　医療関係者に理解してほしい共通事項
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はじめに

　薬物治療において，他の医薬品または日常摂取す
る飲食物を併用することにより，服用中の医薬品の
作用がどのように変化しうるのか，すなわち相互作
用に関する情報は，有害作用の発現や有効性の低下
を防ぎ，医薬品を適正に使用するために必要不可欠
である。薬学を学んだ者の強みは，相互作用の発現
機序となる薬物動態や薬力学に関する知識を有する
ことであり，医療現場での相互作用のマネジメント
は，薬剤師の専門性を最も活かすことのできる重要
な業務といえる。
　本稿では，相互作用をどのように評価し，また，
新・添付文書や各種資材にどのように反映するのか
について，2018年7月に発出された『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』（以下，GL）を踏まえて述べたいと思う。

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

　GLの主要目次を表1に示す。GLは約50頁と大部
であるが，本文と図表がほぼ同じ頁数を占めている。
1章では，GL策定の背景，目的，適用範囲および薬
物相互作用試験の実施における原則を述べている。
GLでは，薬物相互作用を「薬物の効果，副作用又は
薬物動態に影響を及ぼす併用薬物間（バイオテクノ

ロジー応用医薬品や生物起源由来医薬品等の生物薬
品を含む），並びに薬物と飲食物，嗜好品等（例えば，
喫煙，飲酒，サプリメント）との間に生じる現象」と
定義する。薬物相互作用は，その発現機序から，薬
物動態学的相互作用と薬力学的相互作用に大別され
るが，GLでは一般的な薬物代謝酵素またはトランス
ポーターを介する薬物動態学的相互作用の評価が中
心である。2～6章では，吸収・分布・代謝・排泄
の各過程とトランスポーターを介した薬物相互作用
について，その概要と非臨床段階での検討に焦点を
当てて述べている。7章では，臨床開発段階での薬
物相互作用について，試験の計画，実施および結果
の解釈，8章では，相互作用の情報提供と注意喚起
の考え方を述べている。9～11章として，関連する
国内外の指針，用語一覧，決定樹（図）と薬物のリス
ト（表）が付されている。
　GLは，薬物動態・臨床薬理領域の最新の研究成
果や開発・審査での知見を背景として，欧米規制当
局の文書との調和に留意して作成されている。これら
最新の科学的知見や国際調和は，主として，臨床相
互作用試験の必要性の判断基準，薬物代謝酵素の指
標薬，相互作用の強さの分類，モデルによる評価に
反映されている。これらについて，以下に概説する。

医薬品開発の流れに沿った段階的・ 
系統的な相互作用の検討手順

　GLは，臨床上問題となる相互作用の報告が多い

薬物相互作用GLからみる相互作用の
評価と新・添付文書への反映

武蔵野大学薬学部薬学科レギュラトリーサイエンス研究室　永井 尚美

Special Contribution
特別寄稿
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はじめに

　降圧薬Aを飲んでいた患者に薬剤Bが追加され，
薬剤Bの添付文書では降圧薬Aの代謝を阻害するた
め，併用注意となっているとする。「◯◯先生，相
互作用により血圧が低下しますが，どうしましょう
か？」との疑義照会や情報提供は，薬剤師らしい仕
事だろうか？　①添付文書の記載内容を定量的に考
察できる，②その情報を適用可能か定量的に考察で
きる，③相互作用のマネジメントを定量的に考えて
提案できる─それが薬剤師の本来の仕事ではない
だろうか？　そのような薬剤師の本来の仕事をする
ために，『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』（以下，GL），そして新・
添付文書からどのように相互作用のマネジメントを
考えるかについて述べたいと思う。

これまでの添付文書の課題

　添付文書は薬剤の有用性や安全性を法的にも裏づ
ける基本的な情報であり，すでに多くの記載の工夫
がなされてきた。しかし，禁忌，副作用，注意など
の記載について羅列的に，時に重複して掲載される
ため，わかりにくく，分類の根拠が不明確などの課
題があった。特に多剤併用が日常的で，患者の高齢
化が進んだ現在の医療のもとでは，薬物相互作用に
ついて明確かつ網羅的な注意喚起が十分ではない，

などの課題があった。

新・添付文書への期待

　今回の記載要領の改正に伴い，前述のような課題
の改善が期待されている。例えば，薬物相互作用に
よる薬物クリアランスの変動は，効果や副作用に影
響を与えるため，その程度を定量的に評価すること
が重要だが，そのためには薬物の主なクリアランス
経路や，クリアランス変動要因の情報が必要となる。
すなわち，薬物動態の代謝や排泄に関する情報，腎
機能障害などの特定の背景を有する患者での薬物動
態や薬物相互作用試験の情報などが必要であり，こ
れらに関する記載が充実されるとともに活用しやく
なることが期待される。

薬物動態学的相互作用の評価方法
─クリアランス寄与率，阻害・誘導
の強さ，血中濃度の変動

　特に薬物動態学的相互作用の評価では，どの代
謝・排泄のステップがその薬剤にとってカギとなる
かを理解しておくことが重要である。すなわち，あ
る特定の消失経路の寄与率（全身あるいは経口クリ
アランスに対する特定の消失経路のクリアランスの
寄与率）が高ければ，その消失経路が併用薬によっ
て阻害されると，その消失クリアランスは低下する。
そして，そのクリアランス低下の程度に応じて血中

薬物相互作用GL，新・添付文書から
考える相互作用のマネジメント

東京大学医学部附属病院薬剤部　大野 能之

Special Contribution
特別寄稿
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適正化の目的は
“削減や抑制”だけではない

　最近，医療費の適正化の視点から薬剤師はマスメ

ディアから何かと批判され，自分たちの職能が適切

に評価されていないと不安を抱える薬剤師が多くい

ます。本日は，なぜ本当に医療費の適正化が必要な

のかという基礎的なところから教えていただきたい

と思います。

印南　まず，医療費の“適正化”を，医療費の“抑制

や削減”と思っている方がいらっしゃいますが，そ

れは違います。これまで，厚生労働省，財務省も，

医療費の絶対額を削減しようとしたことは一度もあ

りません。しかし，医療費を上げてほしい人たちが

相手の言うことをわざと極化し，「医療費を無理やり

減らそうとしている」と大声で非難するため，皆さ

んのなかには誤解している方がいます。実際問題，

行政も医療費が伸びること自体は認めているわけで

すが，それを経済の伸びの範囲内に収めようという

のが，医療費の適正化の意味です（図1）。もともと

厚労省が使っていた医療費の適正化という言葉に

は，“必要な部分にはちゃんと投資する”という意味

が入っているのです。

　必要と判断したものには，ちゃんと手当てをつけ

ることも適正化の一部に含まれるということですね。

1982年　 東京大学法学部卒業，富士銀行 
（現みずほ銀行）入社

1984年　 旧厚生省保険局企画課に出向
1986年　 ハーバード大学行政大学院（ケネディ・ス

クール）留学（フルブライト奨学生）
1988年　 シカゴ大学経営大学院（ヒレル・アインホー

ン奨学生）（Ph.D 取得）
1993年　 同大学経営大学院 助教授（交渉論）
1994年　 慶應義塾大学総合政策学部 助教授
1998年　 スタンフォード大学留学（客員研究員）
2001年より現職

2013～2017年には中央社会保険医療協議会公益委員，
現在は経済財政諮問会議一体改革推進委員会社会保障
ワーキング・グループ委員，高齢者医薬品適正使用検
討会座長を務められる

印南 一路

慶應義塾大学 
総合政策学部 教授

医療費適正化の現状　
今，薬剤師が取り組むことは？
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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
　処方箋主応需先病院の整形外科から，薬局に在庫がな
いオーグメンチンが処方された。近隣薬局にも確認した
が，どこにも在庫がなかった。
　患者に症状を確認したところ，犬に鼻を咬まれて，ひ
どく出血したとのことであった。調剤を担当した薬剤師
は，感染予防のため速やかに抗菌薬の服用が必要だと考
えて，「オーグメンチンよりも適応菌種および適応症の広
いメイアクトで代用できないか？」と，電話にて疑義照
会をした。
　医師からは「メイアクトではなく，オーグメンチンで
交付してほしい」という回答であったため，オーグメン
チンを至急取り寄せて，入荷次第患者に連絡することに
した。

　オーグメンチンに適応があってメイアクトに適応がな
いものは淋菌（淋菌感染症）のみであり，犬咬傷では淋菌
が関係しているとは思えず，薬剤師は，なぜオーグメン
チンでなければいけないのか予測がつかなかった。医師
は忙しそうで，その場ではその理由を聞き出すことがで
きなかった。
　オーグメンチンを直ちに取り寄せて，3時間後には患者
へ交付できた（自宅が近かったので，電話にて連絡し再
度来局してもらった）。
　その後，インターネットの医療サイトで，犬・猫咬傷
に対する応急処置では，カプノサイトファーガ症やパス
ツレラ症などの原因となる口腔内常在菌の複合感染を念
頭に置いて処置する必要があり，抗菌薬としてはβ-ラ
クタマーゼ阻害薬配合剤であるオーグメンチンの投与が

「オーグメンチンがないのでメイアクトで代用できませんか？」は妥当か？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？ �犬に鼻を咬まれて出血した患者に，在庫がないオーグメンチン〔アモキシシリン/クラブラン酸
カリウム（AMPC/CVA）〕が処方されたため，メイアクトで代用できるかを疑義照会した。医師
からは，メイアクトでは代用できないので，オーグメンチンを取り寄せて交付してほしいとの
回答であったが，なぜオーグメンチンでなければいけないのか，その時点ではわからなかった。

▼ 処方内容 

70代の女性。病院の整形外科。手書き処方。

Rp.

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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　視機能は外部からの情報を得るために重要な能力であり，さまざまな疾患によりその機能は低

下します。また，薬剤は本来疾患を治療するために用いられますが，同時にしばしば副作用を来

し，時に重篤な障害を残します。このため，副作用をいかに抑えるかは患者の生活の質（QOL）

を維持するために重要です。

　薬剤性眼障害はさまざまな原因薬剤によって発症し，一般的には眼局所薬で発症することが

多いものの，時に全身薬によっても発症することが知られています。特に，全身薬による障害の

発現形式はさまざまです。そのため，実臨床では眼局所薬はもちろん，全身薬による薬剤性眼

障害についての十分な知識と注意深い対応が必要です。

　現在，医学研究の進歩に伴って従来とは異なる作用機序をもった全身薬や局所薬が多数臨床

応用され，なかでも分子標的薬，生物学的製剤，免疫チェックポイント阻害薬などは多種多様

な作用機序をもった薬剤といえます。これら薬剤はこれまで難治とされてきた疾患の治療成績を

劇的に向上させている一方で，これまで認められなかった薬剤性眼障害を発症させることも明ら

かになっています。医療者がこのような症例に遭遇することは決して珍しくはありませんが，医

療者の間でもこれら薬剤性眼障害について必ずしも十分に理解されていないことが危惧されてい

ます。

　そこで本連載では，各回でさまざまな局所・全身薬による薬剤性眼障害の特徴について，各

領域のスペシャリストの先生方に解説いただきます。

　医学の進歩により生存率が向上した結果，わが国はこれまでにない超高齢社会に突入していま

す。高齢者は眼疾患を含む何らかの疾患を有していることが多く，薬剤性眼障害を起こす可能性

のある薬剤を使用することも少なくありません。薬剤性眼障害を早期に発見し，適切な治療に繋

げて患者のQOLを維持することが，これからの眼科医療の重要なテーマとなっています。本連

載を読者の皆さまの日常業務にお役立ていただき，ひいては患者のQOL維持に繋がることを心

から願っています。

連載開始にあたって 柏木 賢治　山梨大学医学部眼科学教室

薬剤師なら知っておきたい

薬剤性眼障害のキホン
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論文の結果を掴むには，これだけ知っていれば大丈夫！

イージーアプローチ  
企画・編集協力 特定非営利活動法人アヘッドマップ

特定非営利活動法人アヘッドマップ共同代表／医療法人せのがわ瀬野川病院薬剤課長
KUWABARA�Hidenori桑原 秀徳

第 2 回 論文の結果を掴むには，これだけ知っていれば大丈夫！

用に関する比較調査1）の結果です。まず注目してもら

いたいのは，日米どちらも薬剤師が臨床医学論文を読

むことの必要性は高く認識しているのに対して，論文

を読む習慣に明確な違いが現れていることです。

　この報告では，学生時代に臨床試験論文の読み方を

学んでいないという回答が日本の薬剤師に多く，それ

ゆえに論文を批判的に吟味するスキルをもっていない

とも示されています。そして，恐らくそれが両国の薬

剤師の論文を読む頻度の差に繋がっていると考えられ

ています。

　現在，6年制薬学教育モデル・コアカリキュラムの

なかに「論文の批判的吟味」が盛り込まれており，この

ような違いは少しずつなくなるはずですが，今臨床現

場で仕事をしている現役の薬剤師は，自ら学んで論文

を読めるようになるしかなさそうです。

はじめに

　前回は，理論だけでなく現場で起こることの解釈も

学ぼう，そのためには臨床医学論文をざっと読むだけ

でもたくさんの情報が得られます，という話をしまし

た。今回は，「そんなこと言われても薬局で仕事しなが

ら論文読む時間なんてないし」「まず英語がわからない

と読めないんでしょう？」なんて方に読んでいただきた

いお話です。

日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い

　先日，論文の読み方についての興味深い研究が報告

されました。図1A，Bに示すのは，日本（宮城県）と

米国（フロリダ州）における薬剤師の臨床試験の論文利

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに

日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い
日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い
日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い
日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い
日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い
日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い
日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い
日米の薬剤師の論文を読む 
スタンスの違い
日米の薬剤師の論文を読む 日米の薬剤師の論文を読む 日米の薬剤師の論文を読む 日米の薬剤師の論文を読む 日米の薬剤師の論文を読む 
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

医薬品名 ：レキサルティ
一般名� ：ブレクスピプラゾール
薬価基準収載日 ：2018年4月18日
薬価� ：�［1mg］268.9円�

［2mg］509.2円�
製造販売� ：大塚製薬株式会社

 効能・効果
　統合失調症
 用法・用量

　�通常，成人にはブレクスピプラゾールとして1日1回1mgから投与を開始した後，4日以上の間隔をあけて増
量し，1日1回2mgを経口投与する。

 Point
▶ �D2受容体および5-HT1A受容体に対して部分アゴニスト作用を，5-HT2A受容体に対してアンタゴニスト作用
を有する，セロトニン・ドパミン・アクティビティ・モジュレーターである

▶�統合失調症における精神病症状を改善する
▶�開始用量1mg/日，維持用量2mg/日と用量設定がシンプルである

レキサルティの概要

第213回

亀田総合病院薬剤部　舟越 亮寛

レキサルティ錠1mg，2mg
（ブレクスピプラゾール）
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レキサルティ錠1mg，2mg

新薬くろ～ずあっぷ 特徴

　ブレクスピプラゾール（以下，本薬）はD2受容体お

よび5-HT1A受容体の部分アゴニスト作用，5-HT2A

受容体のアンタゴニスト作用を有する，セロトニン・

ドパミン・アクティビティ・モジュレーターである。

2018年1月19日に製造販売承認を受け，2018年4月

18日に薬価収載された。

1．統合失調症とブレクスピプラゾール
　統合失調症の薬物療法は抗精神病薬を単剤で，適

切な用量を適切な期間継続することが基本となる1）。

　本薬は，D2受容体および5-HT1A受容体に対して

部分アゴニスト作用を，5-HT2A受容体に対してア

ンタゴニスト作用を有する。これらの薬理学的特性

から，①体重増加，②脂質異常症や糖尿病などの代

謝性障害，③アカシジアを含む錐体外路症状─

の軽減，陽性・陰性症状および認知機能障害を改善

することが期待される2）。

2．併用薬，代謝酵素活性による用量調節
　バルビツール酸誘導体や麻酔薬などの中枢神経抑

制薬の強い影響下にある患者では，中枢神経抑制作

用が増強される恐れがあるため禁忌である。

　アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除

き，アドレナリン投与中の患者は本薬のアドレナリ

ン作動性α受容体遮断作用によりβ受容体刺激作
用が優位となり，血圧降下作用が増強される可能性

があるため，併用禁忌である。

　本薬は主に肝臓で代謝され，代謝には主に

CYP3A4およびCYP2D6が関与している。そのため，

①本薬とCYP2D6阻害薬（キニジン，パロキセチン

など），強いCYP3A4阻害薬（イトラコナゾール，ク

ラリスロマイシンなど）を併用する，②CYP2D6の

活性が欠損している─場合は，本薬の血漿中濃

度が上昇する恐れがあるため，表を参考に用法・用

量の調節を行うこととされている2）。

3．ガイドライン上の位置づけ
　『統合失調症薬物治療ガイドライン』（2017年11月

22日改定）に本薬の記載はないが，「第二世代抗精神

病薬を選択することが望ましい。第二世代抗精神病

薬間での比較に関して十分なエビデンスはないため，

順位づけはされていない」とされている。

　統合失調症は長期にわたり抗精神病薬による治療

が必要となり，錐体外路症状や高プロラクチン血症，

体重増加，高血糖，代謝・心疾患，メタボリックシ

ンドロームの予防や対処が必要となる。よって，効

果や副作用を考慮しつつ，個々の患者にとって最適

な第二世代抗精神病薬（非定型抗精神病薬）を選択

することが望ましいとされる1）。

表　併用薬,代謝酵素活性による用量調節

CYP2D6阻害薬または
強いCYP3A4阻害薬のいずれかを併用

1回1mgを1日1回
CYP2D6の活性が
欠損していることが判明している患者

CYP2D6阻害薬および
強いCYP3A4阻害薬のいずれも併用

1回1mgを2日に1回
CYP2D6の活性が欠損していることが
判明している患者が強いCYP3A4阻害薬を併用
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で見抜く

の

臨床推論

裏側

まずは，薬剤師からの一言

第10回

花粉症の薬をください

どのような症状ですか？
気になる症状は何ですか？

最近，よく喉が渇くように感じ，
起きたときに喉が痛いこともあり
ます。集中力が落ちたようにも
思います。でも，夜は眠れてい
ますよ。過去に花粉症といわれ
たことはありますが，症状がま
だ出ていないので，病院には行っ
ていません。

 ❷

花粉症の時期になり，くしゃみ
が止まりません。鼻水もすごく
出て，鼻のかみすぎで鼻が痛い
です。何とかしたいので，良い
薬をください。

 ❶

目が痒くて困っています。花粉
症だと思います。良い目薬をく
ださい。

 ❸

相談者の答えは……

マスカット薬局�臨床研究室�副室長　

小川 壮寛 【執筆】
社会医療法人清風会岡山家庭医療センター
奈義・津山・湯郷ファミリークリニック　

松下 明 【監修】�
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今回の基礎のキソ！

卵胞の発育と排卵

✓ 月経中の卵巣には胞状卵胞と呼ばれる2～5mm程度の構造がみられます。

✓ 胞状卵胞は脳下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモン（follicle stimulating hormone：FSH）の刺激を受け，約18～
20mmまで成長します。

✓ 発育した卵胞は，脳下垂体から爆発的に分泌される黄体形成ホルモン（lutenizing hormone：LH）の刺激を受け，排卵
に至ります。

排卵

LH

胞状卵胞

FSH

卵胞発育

排卵誘発薬

✓ 卵胞を発育させる働きをもつ薬を排卵誘発薬と呼びます。

✓ 排卵誘発は，外因的にFSHを補う方法と，内因性のFSHを分泌させる方法があります。

武蔵境いわもと婦人科クリニック　岩本 豪紀

第5回　排卵誘発薬（1）　hMG - hCG療法
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フレーバーで服薬動機の向上を狙う

　子どもの治療において，自宅でのケアや与薬は保護者が行うため，医療者は保護者を主体として指

導します。しかし“薬を飲む”ことの主体が子どもであることを忘れてはいけません。今回は，子ども

の服薬動機を高めるための工夫と，親子関係にまつわる事例をご紹介します。

　当薬局では服薬動機を高める方法の一つとして，フレーバーによる味付けを行っています。これは，

薬が苦手な子どもに対し，患児が好む味を加えることで服薬動機を高める取り組みです。準備してい

る味は，イチゴ，バナナ，メロン，キャラメル，ココアの5種類で，フレーバーと薬を混和して調剤

します。ココアはミルクココアを用い，他はミルメーク（図1）を用いています。これは牛乳嫌いの子

ども用に作られた顆粒状の甘味料で，牛乳に入れると好みの味を付けることができます。

　ミルメークは顆粒状ですが，味を感じやすくするために，粉砕して用いています。また，吸湿性や

図1　フレーバーとして用いた甘味料

第7回
子どもの自主性を引き出そう

TJ201902_100-104_syouni(03)-01.indd   100 2019/01/17   16:12



105調剤と情報  2019.2（Vol.25 No.3） （449）

コールドスプレーを買い求めに来た高校生との会話

　店内で仕事をしていると，プロテインとテーピングの説明をした高校生が声をかけてくれました。今日

はどんな相談でしょうか。

1．RICE処置を知ってますか？
�寺宝（じほう）さん，こんにちは。

あぁ，こんにちは。先日の突き指の調子はどうですか？

�もう大丈夫です。結局，教えてもらったスポーツ整形外科クリニックには行きませんでしたが，

テーピングをして練習していたこともよかったのだと思います。しばらくして，自然に治りました。

それはよかったです。でも，突き指はクセになる場合もあるので注意してくださいね。しばら

くは，テーピングを続けたほうがよいかもしれませんよ。

�わかりました。突き指しないように注意して練習します。

今日はどうしたのですか？　どこか怪我でもしましたか？　

�いえ，そうではないです。今日は，マネージャーに頼まれてコールドスプレーを買いに来ました。

では，今日はコールドスプレーも含めてスポーツの怪我の処置について説明をしましょうか？

�はい，お願いします。

最初に，スポーツの怪我のなかでも先日の突き指や打撲，肉離れのように外から大きな力が加

わって起きるスポーツ外傷（解説❶）の応急処置を説明しますね。RICE（ライス）処置は知っ

ていますか？

コールドスプレーを買い求めに来た高校生との会話コールドスプレーを買い求めに来た高校生との会話コールドスプレーを買い求めに来た高校生との会話

高校生

薬剤師

高校生

薬剤師

高校生

薬剤師

高校生

薬剤師

高校生

薬剤師

怪我の応急処置をアドバイス！第6回

大分三愛メディカルセンター薬剤部　山田 雅也
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ここが ポリファーマシーの分岐点

ここが ポリファー マシーの 分岐点
 薬局から処方の適正化を考える
第2回　抗凝固薬
� 　堀 美智子（公園前薬局）

Rp1） アピキサバン錠2.5mg 2錠
 1日2回　朝夕食後 30日分
Rp2） 酸化マグネシウム錠330mg 3錠
 1日3回　毎食後 30日分
Rp3） アゾセミド錠30mg 2錠
 ジルチアゼム徐放カプセル100mg 1C
 エナラプリル錠2.5mg 1錠
 アルダクトンA細粒10％ 0.5g
 1日1回　朝食後 30日分

●  2007年1月12日に頭痛，めまいなどで受診し，収縮期血圧180mmHgで，バルサルタ
ン80mg 1日1回1錠 朝食後での治療開始。2週間後，血圧が低下してきたので，バルサ
ルタン40mg 1日1回1錠 朝食後に変更。同年5月11日よりバルサルタン20mg 1日1回
1錠 朝食後に変更したものの，2011年2月14日より再び同40mgに増量。2013年10月
よりテルミサルタン40mgに変更し，2016年7月まで継続

●  2016年8月に軽い脳梗塞を起こして入院。他薬局の調剤にてアピキサバン，ビソプロ
ロール，レバミピドを服用。2017年2月よりかかりつけ医に変更，Do処方で継続して
いた

●  患者は薬を飲まなくても変化がないと感じており，薬の数を減らすことを希望している
●  肩の痛みがあり，ロキソプロフェンが時々処方されている
●  体格は良く，フレイルらしくはない

●  2017年3月に急に浮腫が出てきたためジゴキシン0.25mg，フロセミド20mgを追加。
浮腫は改善したが，食欲低下や動悸を訴えられる。その後，循環器専門医を受診して，
2017年6月より現在の処方

●  アピキサバンのコンプライアンスはかなり悪い

現在の処方
（2018年10月）

患者背景

現在までの
処方経過

今回の症例： 88歳男性のAHさん
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つなぐ

つながる

地域密着型薬局の

レポート在宅つなぐ

つながる

地域密着型薬局の

レポート在宅

（464）

患者情報

Aさん　80代，男性，要介護2

● 現病歴：末期慢性心不全，慢性腎不全ほか

● 特　徴：  在宅酸素吸入器を使用，心不全悪化のため短期間で入退院を繰り返している  

自宅への愛着が強く在宅療養を希望

● 服用薬： 全11種の薬剤を一包化し服用

● 居宅療養管理指導：管理栄養士による1カ月に2回

● 状　況： 奥さまと二人暮らし，奥さまには認知機能低下あり  

食事は，Aさんは凝った料理も作られ，奥さまは鍋料理など簡単な料理が多い

訪問栄養食事指導を始める前に

　訪問医の指示により，当薬局所属の管理栄養士による訪問栄養食事指導を初めて実施しました。訪

問栄養食事指導とは，「管理栄養士が療養者の自宅等へ訪問して栄養食事指導を行う」ことと定義さ

れます1）。介護保険上では「居宅療養管理指導」として，医療保険上では「在宅患者訪問栄養食事指

導料」として請求できます。ただし，ともに医師の指示が必要です。

　薬局が実施する訪問栄養食事指導は初めての経験のため，参考になる資料を探しましたが適当なも

のは見つけられませんでした。そのため，日本栄養士会がインターネット上に公開している「地域に

おける訪問栄養食事指導ガイド」を参照にしました。ガイドには，訪問栄養食事指導は1回の訪問に

つき533点が算定でき，1カ月あたり最大2回までと記載されていました。また，「居宅療養管理指導」

の算定できる施設は「居宅療養管理指導事業所」であり，正確には，病院または診療所である「指定

居宅療養管理指導事業所」のみとの説明でした。しかし，当薬局はこれまで居宅療養管理指導事業所

薬局管理栄養士による訪問栄養食事指導
第8回

ABC薬局広瀬店　日下 都
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