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特  集

　薬剤師が患者の服薬状況などを他職種に伝えるトレーシングレポート。疑義照

会するほどではないけど，ちょっとした困りごとを伝えるのに便利なツールです

が，「ちゃんと伝わっているか不安」「どんな情報を求めているかわからない」と

思っている方もいるのでは?

　そこで今月の特集では，トレーシングレポートを使いこなしている薬剤師や，

受け手となる医師に，“他職種が読みたくなる”書き方を紹介していただきました。

薬局薬剤師の業務の「見える化」にも繋がるトレーシングレポート。ぜひ，この

機会に始めてみましょう！

トレーシングレポートの 
正しい書き方，教えます

P.8   トレーシングレポートとは─書き方向上のための工夫 ── 越智 英治

P.14  医師が読みたいトレーシングレポート ──────────── 齋木 啓子

  医師に送るトレーシングレポート

P.18  服薬状況（残薬・服薬困難） ───────────────── 関口 由希公

P.24  有害事象 ───────────────────────────── 浅見 友一

P.30  ポリファーマシー対策におけるトレーシングレポート ─── 相宮 幸典

P.36   病院薬剤師に送るトレーシングレポート 
 ─────────────────── 松原 和夫，米澤 淳，池見 泰明，萱野 勇一郎

P.42  在宅訪問におけるトレーシングレポート ─────────── 水野 正子

  Report

P.50   福岡県薬剤師会，トレーシングレポートのオンライン化を推進 
─わずか3カ月で0件が63件に

P.54   在宅医療で求められるトレーシングレポートの役割 

─地域薬局との連携で気づいたこと
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8 調剤と情報  2019.8（Vol.25 No.11）（1652）

はじめに

　トマト薬局（当薬局）グループでは，15年以上前
からトレーシングレポート（以下，TR）を作成して
医師に提出している。さまざまな取り組みにより
2018年の1年間で11店舗において計800枚を超える
TRの提出を行った（表）。
　本稿では，TRを薬局で定着させるために，今ま
で経験した問題点や，それに対する工夫について紹
介する。

TRとは?

　薬剤師と医師のコミュニケーションで真っ先に思
い浮かぶのは，疑義照会である方が多いだろう。疑
義照会は，短時間で医師の回答が得られる手段では
あるが，薬剤師からすると多忙な医師の診療の合間
に行うことが多いため，自然と疑義照会で対応する
事例は必要最低限の緊急性が高い場合のみになりや
すい。TRとは，緊急性を要しないが，医師が知ら
ないであろう，患者の薬物療法上重要な情報を文書
で報告する手段である。医師の診療や業務の空き時
間に読んでもらうものなので，薬剤師としては疑義
照会より気軽に行えるコミュニケーションの手段と
なる。

特 集

　トレーシングレポート（TR）は医師と薬剤師のコミュニケーションのなかで疑義照会とな

らび重要なものである。当薬局グループでは15年前よりTR作成を行っており，2018年

のTR提出枚数は11店舗で800枚以上である。TRの書き方向上のための工夫としては，

①文章チェック，②回覧，③提出枚数フォロー・表彰─が有効であった。

　また，TRの作成に慣れていないうちは，副作用の可能性やジェネリック医薬品変更希

望など，患者からの訴えを医師に伝える橋渡し役のような内容から始め，続いてポリファー

マシーによる処方変更など提案型のTRを作成していくことが，医師との信頼関係構築の

うえでは有用と考える。服薬情報提供料の算定をきっかけとして，TRが今以上に全国に普

及し，患者の薬物療法に貢献できれば幸いである。

summary

トレーシングレポートとは
─書き方向上のための工夫

株式会社トマト　越智 英治

トレーシングレポートの正しい書き方，教えます

● ジェネリック医薬品変更希望（処方箋上変更不可の場合）
● 副作用の可能性の報告
● アドヒアランスの報告
● 剤形変更
● 一包化希望
● 併用薬，他院治療経過の報告

表　TRで多かった報告項目
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14 調剤と情報  2019.8（Vol.25 No.11）（1658）

はじめに

　トレーシングレポート（以下，TR）とは服薬情報
提供書を指し，薬局で緊急性・即時性は低いものの
患者の薬物療法に有用な情報を得た際に，処方医へ
その情報を伝えるために用いるツールである。TRは
調剤報酬で評価されるようになり，薬剤師間では着
実に普及しつつあるが，医師からの認知度はいまだ
に低く，その書き方に関する文献も受け手である医
師の立場に立って書かれたものは少ない。
　そこで本稿では，医師が読みたいTRについて，
受け手に配慮した伝え方という観点から，①構成，
②内容，③記載方法─の3つの工夫を紹介する。

ひと目で伝える─構成

　ひと目で伝えるの「ひと目」には時間的側面と空間
的側面の2つがあり，以下のようにそれぞれの側面
に対応した構成上の工夫が考えられる。

時間的側面

　時間的側面とは，受け手がTRを目にしてから送
り手の伝えたいことを理解するまでにかかる時間の
ことで，これが短ければ短いほど受け手は「ひと目
でわかった」と感じる。

時間的側面に対応した構成上の工夫の例
●  厚生労働省が提示する「服薬情報等提供料にか
かる情報提供書」（p.10の図 1を参照）に準じた
フォーマットを用いて作成する場合には，「6．
薬剤師からみた本情報提供の必要性」の項目を
TRの先頭にもってくる。

●  薬局独自のフォーマットを用意する場合にはタ
イトル欄を設け，タイトルを見ただけで伝えた
いことが即座にわかるようにする。

空間的側面

　空間的側面とは，送り手の伝えたいことを理解す
るために受け手が目を通す必要があるTR内の空間

（書面のスペース）のことで，これが狭ければ狭いほ
ど受け手は「ひと目でわかった」と感じる。

1

2

特 集

　トレーシングレポート（TR）は，医師からの認知度がいまだに低く，その書き方に関する

文献も受け手である医師の立場に立って書かれたものは少ない。医師が読みたいTRについ

て，受け手に配慮した伝え方という観点から，①構成，②内容，③記載方法─の3つの

工夫を紹介するので，医師に「読んで得した！」と思わせるTRの作成に役立ててほしい。

summary

医師が読みたいトレーシングレポート
みんなのクリニック大井町　齋木 啓子

トレーシングレポートの正しい書き方，教えます
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はじめに

　慢性疾患をもつ患者のうち，決められた通りに内
服している人は約半数という報告がある1, 2）。診察室
で，患者は医師に対し「飲み残しがどのくらいある
か」を正直に話すことは少ない。それは，診察時間
が短いこと，また処方する医師に「飲み残し」を打ち
明けにくいことなどの理由があるだろう。だからこ
そ，薬剤師が患者から残薬や服薬の状況について具
体的に聞き取ることは重要である。
　薬剤師には，どのくらい飲み残しがあるかを聞く
だけでなく，薬に関するプロフェッショナルとして，
薬が残ってしまった理由についても聞いてもらいた
いと思う。
　本稿では，アドヒアランスが低下する要因と，残
薬を尋ねる際に薬剤師に聞いてもらいたい情報につ
いて列挙する。

アドヒアランスに影響を与える
5つの要因

　医療者は，アドヒアランスが低い原因は患者側に
あると考えることが多いかもしれない。世界保健機関

（WHO）は，アドヒアランスの低下には，① 社会
的・経済的要因，②医療チームと医療システムに関
する要因，③病気の状態に関する要因，④治療に
関する要因，⑤患者に関する要因─の5つがある
ことを指摘している（図）3）。
　実臨床では，これら要因の1つが問題になるので
はなく，複数の要因の相互作用がアドヒアランスに
影響を与えることが多い。患者から残薬があると聞
いたら，5つの要因をイメージしながら服薬状況の
聞き取りをすることが大切である（表1）。

社会的・経済的要因

　貧困，失業などの社会的・経済的な要因は，アドヒ
アランスを低くしてしまう。また，健康に関する情報

1

特 集

トレーシングレポートの正しい書き方，教えます

医師に送るトレーシングレポート

　患者が医師に残薬がどのくらいあるかを正直に話すことは少ない。薬剤師には，どのく

らい残薬があるかを聞き取るだけでなく，残薬が生じた背景も聞いてもらいたい。アドヒ

アランスの低下には5つの要因があり，複数の要因の相互作用がアドヒアランスに影響を

与えている。5つの要因をイメージしながら服薬状況を聞き取ることが大切である。

　トレーシングレポートには，聞き取ったすべての情報と提案を書くのではなく，要点を

絞って記載することが求められる。医師への提案だけでなく，情報共有だけでも有用である。

summary

服薬状況（残薬・服薬困難）
医療生協さいたま さいわい診療所　関口 由希公
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はじめに

　2017年に薬局機能情報提供制度の改正が通達さ
れ，報告事項に「副作用等に係る報告の実施件数」
が明記された。また，2018年の調剤報酬改定では地
域支援体制加算が新設され，算定要件の一つとして

「副作用報告に係る手順書を作成し，報告を実施す
る体制を有していること」の項目があり，近年，薬
剤師の任務として副作用報告が再注目されている。
もとより，日本薬剤師会による『薬剤師行動規範』
の解説では表1のように記されている。
　多職種協働での患者支援において，薬剤師は収集
した有害事象（adverse event：AE）情報連携の統率

を図ることで，処方医はもちろん，関与する多職種
に情報を共有し，また医薬品医療機器総合機構

（PMDA）にも情報が集約されるよう務め，患者に対
する医薬品の安全性確保に貢献すべきである。

平塚中郡薬剤師会方式 
AE報告システム

AE報告システムとは?

　平塚中郡薬剤師会（神奈川県平塚市，中郡大磯町，
中郡二宮町）では，東海大学医学部付属大磯病院薬
剤科の指導のもと2017年3月より，薬局において患
者から聞き取るAEの重要性，有用性について会員
薬剤師を対象に研修会を行い，周知活動を展開して
きた。また，AE収集ツールとして，医薬品安全性
情報報告書を簡素化した「平塚中郡薬剤師会方式 有
害事象ヒアリングシート（以下，ヒアリングシート）」
を作成した。
　ヒアリングシートを用いて収集された情報は，医
薬品卸業者のマーケティング・スペシャリスト

1

特 集

　薬物治療評価を行ううえで有害事象モニタリングは，患者の安全性確保のために必須で

ある。薬局は潜在的に多くの有害事象を収集しており，その情報はトレーシングレポート

（TR）などを活用し，医療機関に報告することで薬局機能を高めることができる。

　本稿では，薬局で行うべき有害事象の収集・報告業務について記載した。また，最後に

はTRを用いて有害事象に介入した2症例を紹介する。

summary

有害事象
望星大磯薬局　浅見 友一

トレーシングレポートの正しい書き方，教えます

医師に送るトレーシングレポート

　薬剤師は，服薬情報を一元的・継続的に把握し，医療機関等
との連携のもとに患者からの相談応需体制を整備し，服薬情報の
継続的把握等により患者の状態をモニタリングして処方医に
フィードバックするほか，国や製薬企業に報告することなどによ
り，医薬品の適正使用と安全性の確保を推進する。

（日本薬剤師会：薬剤師綱領 薬剤師行動規範・解説. p11, 2017より）

表1　日本薬剤師会による『薬剤師行動規範』の解説
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ポリファーマシーを疑ったとき
の処方見直し

　多剤服用のなかでも害をなすものを特にポリ
ファーマシーと呼んでいる。ポリファーマシーとは
単に服用する薬剤数が多いことではなく，それに関
連して，①薬物有害事象のリスク増加，②服薬過
誤，③服薬アドヒアランス低下─などの問題に繋
がる状態のことをいう。つまり，何剤からポリファー
マシーだという厳密な定義はない。患者の病態，生
活，環境により適正な処方も変化するのである。
　では，どのタイミングでポリファーマシーと判断
し，処方見直しを行えばよいだろうか。外来受診時
や新たな急性疾患に対する処方の追加により，薬物
有害事象の可能性が増加している場合を，処方カス
ケードと呼ぶ。筆者は，これを見つけたときが処方

見直しを行うタイミングと考える。新規に処方が追
加された場合，薬歴などに，①いつ，②誰が，③
何のために処方したのかを詳細に記録を残しておく
と，症状が落ち着いた段階で見直すことができる
（図）。
　また処方カスケードは，薬に関する情報の一元管
理が行われていないことで発生することが多い。薬
局において，薬に関する情報を継続的かつ一元的に
管理することにより，患者が受診している診療科・
医療機関をすべて把握し，併用薬による相互作用の
チェックで，併用注意などの発見に繋がることも多い。
　高齢者では，病状，認知機能，ADL，栄養状態，
生活環境，内服薬など多面的な要素について，高齢者
総合機能評価（comprehensive geriatric assessment：
CGA）などを利用して総合的に評価することが推奨
されている。CGAを評価することで，臓器障害や機
能障害，服用管理能力の把握に繋がる1）。

特 集

　疾患の増加に伴い，多剤服用になりやすい傾向がある。単に服用する薬剤数が多いこと

ではなく，多剤服用のなかでも害をなすものを特にポリファーマシーと呼んでいる。ポリ

ファーマシーを解消するには，薬局が患者情報を一元化し，かかりつけ薬局・薬剤師とし

て継続的に薬学管理していくことが大切である。

　そして，その情報をいかに処方医にフィードバックし，次回の診療に繋げるかが大切だ。

その一つのツールとして，トレーシングレポートを活用していきたい。薬剤に優先順位を

付け，少しずつ慎重に提案することが重要で，ポリファーマシー解消を通し，薬局と病院

との連携の一翼を担うことも期待される。

summary

トレーシングレポートの正しい書き方，教えます

ポリファーマシー対策における 
トレーシングレポート

スギ薬局野立橋店　相宮 幸典

医師に送るトレーシングレポート
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はじめに

　薬物療法の成功のためには，医師による的確な診
断に基づく処方ができていることが基本となる。そ
のうえで，薬が確実に服薬されなければ期待した効
果が得られることはない。このことから，医師と薬
剤師の密接な連携と協働が，薬物療法の成果の向上
に繋がるといえる。
　患者は医師に伝えづらいことや聞きにくいことを
抱えていることが多く，薬剤師しか把握できていな
い情報は多数存在する。このなかには緊急性はなく
とも重要な事柄がしばしば存在し，その情報を医師
に確実に提供することは極めて重要である。しかし，
服薬に関わる情報提供の有無は完全に薬局に委ねら
れており，熱心な薬局もあれば全く情報提供を行わ
ない薬局も多数存在するのが現状である。
　2025年を目安に，わが国の医療体制は地域包括ケ
アシステムへ移行しようとしている。この新しい体

制では，在宅を含む医療施設間における患者情報の
共有の推進が大きな課題となる。本稿では，どのよ
うな施設であっても実行可能な患者情報の共有方法
であるトレーシングレポート（服薬情報提供書ある
いは施設間情報提供書）（以下，TR）の，病院にお
ける位置づけを概説する。

TRシステムとその経緯

　TRは，即時性は低いが患者の薬物療法の有効性
や安全性上重要な情報を薬局薬剤師が得た場合に，
医師に伝えるための情報提供書である。これが確実
に処方医にフィードバックされるように，病院薬剤
師を介在させて情報を共有するシステムが，TRシス
テムである。これは，送られてきたTRを一度薬剤
部で集約したうえで内容を確認し，次回の診療日に
必ず医師が見られるようにPDFデータなどで電子カ
ルテにおいて共有する手法である。これにより，処

特 集

　トレーシングレポート（TR）は，どのような施設であっても実行可能な患者情報の共有

方法である。本稿では，TRの病院における位置づけを概説する。

　また，京都大学医学部附属病院ではTRを活用するための取り組みとして，病院薬剤師

が介入するTRシステムを導入している。これにより，外来患者の治療においてさまざまな

メリットが生まれている。かかりつけ薬局およびかかりつけ薬剤師の機能を発揮するため

というのはもちろん，患者のための当たり前の行動として，TRによる情報提供を積極的に

進めてほしい。

summary

病院薬剤師に送るトレーシングレポート
京都大学医学部附属病院薬剤部　松原 和夫，米澤 淳，池見 泰明

大阪府済生会中津病院薬剤部　萱野 勇一郎

トレーシングレポートの正しい書き方，教えます
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はじめに

　在宅医療でのトレーシングレポート（以下，TR）
には，在宅患者訪問薬剤管理指導報告書（以下，報
告書）を活用することができる。これは，主治医と
ケアマネジャー（以下，ケアマネ）に，在宅訪問ごと
に送ることが法的に義務づけられているものである。
　報告書は電子薬歴からも作成できるが，チュー
リップ薬局平針店（以下，当薬局）は独自に様式を作
成し1），在宅患者に関わるすべての職種に同じ内容
で一括送信している。この活動は，薬剤師の仕事を
アピールし，受け手に役立つ情報やアセスメントし
た内容を送ることで，薬剤師の役割を認識してほし
いという願いから始まった2）。今では報告書に約6割
の返信があり，貴重な情報源かつ，他職種とのコ
ミュニケーション手段となっている。
　当薬局に関連する医療機関や介護事業所へのアン
ケートの結果でもおおむね良好な評価（図1）を数字
で得ることができた。

　本稿では，在宅訪問の報告書にTRの機能をもた
せるための視点や書き方，反応などを紹介すること
から，本稿に登場する報告書はTRも兼ねていると
理解いただいたうえでご覧いただきたい。

報告書のTRとしての活用

何を書くか?

　報告書だからといって，薬についての情報だけを
発信していては，誰にも読んでもらえない。その報
告書が在宅チームにとって有益で，受け取った他職
種がもらってよかったと思う内容でなければならな
い。薬のことばかりでなく，患者の言葉や生活の変
化，その場の様子などの受け手が喜ぶだろう情報を，
わかりやすく，イメージしやすい表現で，短く書く
必要がある。

いつ書くか?

　情報は生ものである。なるべく早く発信すること

1

2

特 集

　在宅医療では，在宅患者訪問薬剤管理指導報告書をトレーシングレポートとして活用す

ることができる。このときの大切なこととして，薬剤師の視点だけではなく，患者を生活

を含めてトータルにアセスメントすることと，なるべく早く発信することが挙げられる。

　また，報告書は法的には主治医とケアマネジャーに送信することになっているが，当薬

局では，在宅患者に関わるすべての職種に対し一括送信することにより，多職種から幅広

い情報の返信が得られており，貴重な情報源となっている。つまり報告書は，報告するだ

けではなく，情報源にもなる大切なコミュニケーション手段なのである。

summary

在宅訪問における 
トレーシングレポート

チューリップ薬局平針店　水野 正子

トレーシングレポートの正しい書き方，教えます
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はじめに

　わが国の失明原因で最も多いのは緑内障で，その
多くは長期的な点眼治療が必要です。しかし，緑内
障治療のアドヒアランスは医療従事者が考えるより
も低いことが報告1, 2）されています。薬剤の副作用は
アドヒアランスを低下させる一因（図1）であり，医

療従事者による十分な説明と継続的なフォローが重
要です。
　点眼剤は無菌の製剤ですが，開封後も数週間にわ
たり使用を繰り返す必要があることから，多くの点
眼剤に抗菌性と防カビ性をあわせもつ防腐剤が添加
されています。防腐剤のなかでもベンザルコニウム
塩化物（benzalkonium chloride：BAC）は多くの点

●手技，副作用，必要性の指導
不足

●患者の生活環境を把握していない
●医療従事者の連携不足
●患者へのフィードバック不足

医療従事者

●無症状
●点眼忘れ，自己中断
●診察，薬物治療への理解度，
理解力低下

●生活リズム
●他の疾患

患者

●点眼本数・回数が多い
●副作用，合併症
●点眼剤の不足
●点眼剤の使い心地
●点眼剤の保存条件

治療内容

●家族や周囲のサポート不足
●医療機関へのアクセス

環境

アドヒアランス低下

図1　アドヒアランスに影響を及ぼす要因

薬剤師なら知っておきたい

薬剤性眼障害のキホン

眼科治療薬による副作用と対策第7回

高橋 和加奈，寺松 剛　麻生総合病院薬剤科
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はじめに

　新薬をどのように勉強していますか。今では，インターネットを使えば新薬の発売前からたくさん
の情報を得ることができます。添付文書やインタビューフォーム，そして審査報告書。新薬を勉強す
る際，これらに目を通しておくことは必須でしょう。また，多くの薬剤師ブロガーがわかりやすくま
とめてくれてもいますし，勉強するには事欠かない環境が整えられているように感じます。そのうえ
で，製薬企業主催の勉強会や講演会に参加すれば，より一層理解を深められるとともに，その新薬を
取り巻く環境もみえてくるかもしれません。
　と，ここまではいわゆる一般的な勉強法。薬局薬学のエディターはもう少し具体的な状態，ここで
は患者の臓器障害，心・腎・肝の状態を考慮した投薬シーンを想定します（表1）。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめに

心 腎 肝

第5回   新薬を投薬するシーン

臓　器 基準

心 心不全の患者

腎 eGFR＜30mL/分/1.73m2の患者（「HD：血液透析の患者」を分けることもある）

肝 肝硬変などで血小板≦10万の患者

・ 当薬局の電子薬歴では，こういった状態にある患者を一目でわかるようにメンテナンスしている

表1　心・腎・肝の各臓器障害を有する患者の基準（一例）心 腎 肝

薬歴を見れば，その薬剤師の「仕事の質」がわかる！

山本 雄一郎
阪神調剤ホールディンググループ 有限会社アップル薬局 /熊本大学薬学部 臨床教授
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医薬品情報を引き出す
イージーアプローチ

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理事/公益財団法人慈圭会慈圭病院薬局
HOSOKAWA Tomonari細川 智成

第8回 製薬メーカーのパンフレットをもとに読み込む
医療情報

はじめに

　私は普段，精神科単科の病院で勤務しているのです
が，内科の薬について何かと相談を受けることが多い

です。そこで今回は，実際の事例と医薬品情報の扱い
方について紹介したいと思います。なお，事例につい
ては個人が特定できないように，情報を加工している
ことをご承知おきください。

Case 5

　　 今回の疑問　ω－3脂肪酸製剤で，心血管疾患や脳卒中は予防できますか？

　Aさん（69歳，女性）は統合失調症で当院を通院中。しかし，幻聴や妄想の悪化で日常生活に困難を来すよう

になり，今回，本人の希望もあって入院になりました。なお，入院に際して本人に同意能力はあるとされました。

　ある日，あなたは主治医より「持参薬のω－3脂肪酸エチル粒状カプセルがなくなるので，当院に置いてある

薬で代わりになるものはないか」と問い合わせを受けました。Aさんは入院前に内科のクリニックにも通院して

おり，持参薬があったのです。本人に話を聞いてみると，「中性脂肪はだいぶ良くなった。薬は少ないほうが

いいし，やめられるならやめてもいい」とのことでした（血清総コレステロール:�164mg/dL，血清トリグリセ

リド:�226mg/dL）。

　当院には普段置いていない薬であることもあって，あなたはω－3脂肪酸エチル粒状カプセルという薬につい

て調べてみることにしました。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
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モビコール配合内用剤

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

医薬品名� ：モビコール配合内用剤
一般名� ：�マクロゴール4000・塩化ナトリウム・�

炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム
薬価基準収載日�：2018年11月20日
薬価� ：83.9円/包
製造販売� ：EAファーマ株式会社

 効能・効果
　�慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）
 用法・用量

　�本剤は，水で溶解して経口投与する。
　�　通常，2歳以上7歳未満の幼児には初回用量として1回1包を1日1回経口投与する。以降，症状に応じて
適宜増減し，1日1～3回経口投与，最大投与量は1日量として4包まで（1回量として2包まで）とする。た
だし，増量は2日以上の間隔をあけて行い，増量幅は1日量として1包までとする。
　�　通常，7歳以上12歳未満の小児には初回用量として1回2包を1日1回経口投与する。以降，症状に応じて
適宜増減し，1日1～3回経口投与，最大投与量は1日量として4包まで（1回量として2包まで）とする。た
だし，増量は2日以上の間隔をあけて行い，増量幅は1日量として1包までとする。
　�　通常，成人および12歳以上の小児には初回用量として1回2包を1日1回経口投与する。以降，症状に応
じて適宜増減し，1日1～3回経口投与，最大投与量は1日量として6包まで（1回量として4包まで）とする。
ただし，増量は2日以上の間隔をあけて行い，増量幅は1日量として2包までとする。

 Point
▶�小児（2歳以上）から使用可能である。
▶�慢性便秘症に対して使用可能なわが国初のポリエチレングリコール製剤である。
▶�物理化学的性質による浸透圧効果により腸管内の水分量を増加させ，腸管内の水分を保持することで，便中
水分量の増加および便容積の増大をもたらす。これにより，用量依存的に便の排出を促進する。

▶�海外では，慢性便秘症治療薬のファーストラインとして使用されている。

モビコールの概要

第219回

亀田総合病院薬剤部　舟越 亮寛

モビコール配合内用剤
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

養消化器肝臓学会のガイドライン（2014年）でも，小

児便秘症治療にPEG製剤を用いることが推奨されて

いる。成人に関しても，世界消化器病学会のガイド

ライン（2010年）および米国消化器病学会のガイドラ

イン（2013年）において，PEG製剤が推奨されている。

　わが国では，2013年の『小児慢性機能性便秘症診

療ガイドライン』および2017年の『慢性便秘症診療

ガイドライン2017』にPEG製剤の記載があるが，慢

性便秘症に対する保険適用はなかった。

1．慢性便秘症とは
　便秘とは「本来体外へ排出すべき糞便を十分かつ

快適に排出できない状態」，便秘症とは「便秘による

症状が現れ，検査や治療を必要とする状態」と定義

される1）。また，慢性とは「6カ月以上前から症状が

あり，最近3カ月間は便秘症の診断基準を満たして

いること」とされている。

　便秘の有病率は一般人口の2～28%とされ，その

定義や調査方法によって大きく異なる。2016年の国

民生活基礎調査によれば，本邦における便秘の有訴

特徴

　モビコール配合内用剤（以下，本薬）は，オランダの

Norgine社により開発された，ポリエチレングリコール

（polyethylene glycol：PEG）を主成分とした製剤で

ある。英国において成人（12歳以上）の慢性便秘症

および便塞栓症を適応として，1995年12月に承認さ

れた。さらに小児（2～11歳）の慢性便秘症および小

児（5～11歳）の便塞栓症を適応として2002年10月

に承認され，2018年6月時点で欧州を中心に37カ国

で承認されている。

　本薬は，PEGおよび電解質を配合した製剤である。

PEGの物理化学的性質による浸透圧効果により，腸

管内の水分量を増加させ，腸管内の水分を保持するこ

とで，便中水分量の増加および便容積の増大をもたら

す。これにより，用量依存的に便の排出を促進する。

　海外のガイドラインでは，英国のNICEガイドライ

ン（2010年）に小児便秘症に対してPEG製剤をファー

ストラインとして使用することが記載されている。ま

た，北米小児栄養消化器肝臓学会および欧州小児栄

図1　便秘の有訴者率

男
女
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0～9
歳

便　秘
（%）

10～19
歳

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳

80歳
以上 全　体

0.6男 0.5 0.7 0.9 1.0 1.4 2.7 6.7 10.8 2.5%

0.7女 1.5 3.5 3.6 3.5 3.8 4.6 8.2 10.8 4.6%

（厚生労働省：国民生活基礎調査. 2016 より）
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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。

腎障害患者でのクレメジンと他薬の服用間隔は何時間? 1, 2）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？  アジルバ錠（アジルサルタン）を朝食後，クレメジンカプセル（球形吸着炭）を少量の「3Cap　

1日3回　毎食間（食後2時間目）」で服用し，血圧がコントロールされていた患者において，
クレメジンが「15Cap　1日3回　毎食間（食後2時間目）」に増量されると急激に血圧が上昇し
てしまい，患者の自己判断で「3Cap　1日3回　毎食間（食後2時間目）」に戻したところ血圧
は低下した。そこで，薬剤師は「15Cap　1日3回　毎食間（食後3時間目）」のように服薬時
期を1時間先（食後3時間）に延ばすよう指導したところ，血圧は以前のように上昇することな
く，アジルバ錠の十分な治療効果が得られるようになった。

▼ 処方内容 
70代の男性。脳神経外科。印字出力。

Rp.

ラエクセグラン錠100mg 3錠
 1日3回　毎食後　35日分
フェブリク錠10mg 1錠
ラニラピッド錠0.1mg 1錠
ワーファリン錠1mg 3錠
エクア錠50mg 1錠
アジルバ錠20mg 1錠
 1日1回　朝食後　35日分

クレメジンカプセル200mg 15Cap
 1日3回　毎食間　35日分
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 7.5g
 1日3回　毎食前　35日分
ベルソムラ錠15mg 1錠
 1日1回　就寝前　14日分

経緯
【6月29日の来局】
　患者は，腎機能が悪くなってきており，これまで脳神
経外科からクレメジンが1日3カプセルと少量で処方さ
れ，服用していた。
　患者の妻の話によると，腎機能検査のために定期受診
している大学病院の腎臓科の医師から，腎機能が少しず

つ悪 化している（ 血 清クレアチニン値は2.88mg/dL，
BUN値は39.1mg/dL）ため，近くのクリニックで処方さ
れているマグラックス錠を粉薬（アローゼンと思われる）
に変更するようにと言われたとのことであった。
　薬剤師は，腎機能が少しずつ悪化しているのはクレメ
ジンの量（1日3カプセル）が少ないからではないかと考
え，脳神経外科の医師に問い合わせた結果，1日15カプ

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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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ふくらはぎの肉離れに関する再発予防の相談

�こんにちは，薬剤師の寺宝（じほう）さんですね？

はい，えっと……以前，何かご説明させていただきましたかね？

�いえ，私の娘が○○高校のラグビー部のマネージャーで，寺宝さんがいろいろとわかりや

すく説明してくれると言っていたので……私も教えてもらいたいと思って，来てみました。

そうでしたか。どのようなご相談でしょうか？

�実は毎年，地区の運動会に参加しているのですが，昨年は肉離れになって迷惑をかけてし

まったので，何か予防になる商品があればと思っています。

わかりました。では，まず肉離れについて簡単に説明します（解説❶）。肉離れは運動中，

特に地面に着地する瞬間や急に方向を変えたときなどに，筋肉に過度な負担がかかり筋線

維の一部が切れる怪我のことで，再発しやすいのが特徴です。どの辺りを傷めたのですか？

�ふくらはぎです（解説❷）。障害物競争で慌ててターンをしたとき，誰かにつま先で強く蹴

られたような衝撃があって。その後も競技を続けようとしましたが，痛みで参加できませ

んでした。歩くことはできたので病院には行かず，2～3週間程度で自然と回復しました。

ふくらはぎは太ももの裏側とならび，肉離れの頻度が高い筋肉といえます。肉離れの痛み

について私の友人は，ゴルフ中に誰かの打ったボールがふくらはぎに当たったのかと思う

くらい痛いといっていました。

�肉離れは再発しやすいなら，やっぱり予防をしておきたいです。

再発予防用の商品には，テーピングaとサポーターがありますね。テーピングをしたこと

ふくらはぎの肉離れに関する再発予防の相談ふくらはぎの肉離れに関する再発予防の相談ふくらはぎの肉離れに関する再発予防の相談

高校生の父

薬　剤　師

高校生の父

薬　剤　師

高校生の父

薬　剤　師

高校生の父

薬　剤　師

高校生の父

薬　剤　師

肉離れの再発予防にアプローチ第12回

大分三愛メディカルセンター薬剤部　山田 雅也

a：本連載の2018年12月号にて詳しく解説しています。
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薬も脳内でのH1受容体の占有率からIPが発現する可能
性は否定できない。
　しかしながら，日常生活で具体的にどのような事象が，
どの程度の頻度で発現するのかはいまだ明らかにされて
いない。また，各抗ヒスタミン薬による中枢神経系の有
害反応に対する注意喚起は，添付文書上の「重要な基本
的注意」の眠気に関する事項で，車の運転を「させない」

「注意する」「記載なし」の3段階に分かれて記載されてい
るのみで，IPに関する注意喚起の記載はない。日常生活
におけるIPの具体的な有害事象を特定することは，薬の
安全性を担保するだけでなく，薬剤師による具体的な服
薬説明の実施に繋がり，IPに対する患者の理解度を深め
る一助となる。

　今回，日常生活で起こりうるIPの具体的な有害事象を
探索し，治療効果と眠気，注意力や集中力の低下，IPの

目的

　抗ヒスタミン薬の服用による気づきにくい能力ダウン
として，インペアード・パフォーマンス（IP）の発現が近
年注目されている。IPは，抗ヒスタミン薬が中枢神経系
に作用することにより引き起こされ1），最近は中枢移行
性の少ない抗ヒスタミン薬（第二世代抗ヒスタミン薬）が
開発されている。
　抗ヒスタミン薬による有害事象として，眠気は患者に
よく知られている一方，IPに関してはほとんど知られて
いない2）。また，眠気については患者自身が自覚できる
ものの，IPは自覚しにくい特徴があることから，日常生
活でさまざまな影響をもたらす可能性が指摘され3），時
に交通事故や危険を伴う作業での思わぬ事故などに繋が
るリスクもある。第一世代抗ヒスタミン薬では，その中
枢移行性からIPが引き起こされ，注意力や集中力が低下
することが明らかになっている4）が，臨床研究ではIPの
発現が認められていないものの，第二世代抗ヒスタミン

はじめに

＊ 1：V・drug　　＊ 2：名城大学薬学部病院薬学研究室　　＊ 3：中部薬品株式会社薬事本部　　＊ 4：浜松市保健所

　村田 明隆＊1, ＊2，半谷 眞七子＊2，沖 優利＊4，早瀬 多佳子＊1，永田 ゆかり＊1，
冨田 康仁＊1，長井 章＊1，中村 哲＊3，佐口 弥＊3，亀井 浩行＊2

第12回 日本薬局学会学術総会　ポスター紹介

　近年，抗ヒスタミン薬によりインペアード・パフォーマンス（IP）が起きることが知られてきたが，その具体的
な有害事象はいまだ報告されていない。
　筆者らは，薬局での抗ヒスタミン薬服用患者に対して，IPに関するアンケート調査を実施した。その結果，具
体的なIPの有害事象として，「忘れ物が多くなった」などが有意に多く発現することがわかった。また，IPの発
現リスクと治療効果との関連性を把握できるプロットを作成することで，患者の希望を反映した処方提案が可能
となる。

薬局薬剤師は抗ヒスタミン薬による
IPの有害事象を防げるのか？
IPの実態に迫る
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