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P.44  ヒヤリ・ハット事例報告は始末書ではなく，教材  
─福島県薬剤師会

　地域支援体制加算の施設基準の一つに「当該保険薬局以外の医療従事者等に対

し，医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備さ

れ，一定の実績を有していること」が盛り込まれたことにより，「薬局ヒヤリ・

ハット事例収集・分析事業」への参加登録施設は急増しています。薬局ヒヤリ・

ハットに対する注目は再び高まっているといえるでしょう。

　しかし，事業に参加した後，どうやってヒヤリ・ハット事例を報告すればよい

のでしょうか?　どうやってヒヤリ・ハット事例を日常業務に反映すればよいの

でしょうか?　そもそも「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」って何? 

……まだまだ悩んでいる方も多いはず。今月の特集では，「ヒヤリ・ハット」を活

用するためのヒントをお届けします。

ヒヤリ・ハット， 
みんなどうしてる?
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8 調剤と情報  2019.10（Vol.25 No.13）（1948）

特 集

薬局ヒヤリ・ハット事例 
収集・分析事業とは

はじめに

　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業は，薬局
から報告された事例を分析して提供することにより，
広く薬局が医療安全対策に有用な情報を共有するこ
と，そして国民に対しての情報提供を通じて医療安
全対策の一層の推進を図ることを目的としている。
　本事業が2009年に薬局の参加登録と事例報告の受
付を開始してから，10年が経過した。参加薬局数と
報告件数が大きく増加するなかで，今後は報告の質
のさらなる向上が重要である。本稿では，事業の概
要と現況，収集している事例，提供している情報と
その活用について紹介する。

事業の概要と現況

 事業の経緯

　2006年，「良質な医療を提供する体制の確立を図

るための医療法等の一部を改正する法律」により，
薬局は医療提供施設として位置づけられ，薬局に対
して医療安全対策の体制整備が義務づけられた。こ
れを踏まえ，2008年度より厚生労働省において薬局
におけるヒヤリ・ハット事例の収集・分析を内容と
する補助事業が創設された。本事業は2008年10月
1日に開始し，準備期間を経て2009年4月1日に薬
局の参加登録および事例収集を開始した。本事業の
運営は，事業開始より日本医療機能評価機構が行っ
ている。

事業の目的

　本事業は，薬局における医療安全対策に有用な情
報を共有するとともに，国民に対して情報を提供す
ることを通じて医療安全対策の一層の推進を図るこ
とを目的としている。情報を匿名化して懲罰的な取
り扱いをしないなど，事業開始より一貫して報告し
やすい環境で多くの事例を収集し，医療安全に役立
てるという考え方で運営を行っている（図1）。
　本事業には薬局から多くの事例が報告されるため，

1

2

　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の概要と現況，事例の収集と分析，提供してい

る情報とその活用について紹介する。

　本事業では，薬局から報告された事例をもとにさまざまな情報を提供している。2018年

から参加薬局数と報告件数が大きく増加しているが，医療安全に資する情報を共有するた

めには，報告の質のさらなる向上が重要である。他の薬局も参考にできる教育的な事例を

報告していただき，薬物療法の有効性・安全性の向上や，医療機関との連携に役立ててい

ただきたい。

summary

日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部　坂口 美佐

ヒヤリ・ハット，みんなどうしてる？
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14 調剤と情報  2019.10（Vol.25 No.13）（1954）

特 集

ヒヤリ・ハット，みんなどうしてる？

　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業に新たに参加登録する薬局が増加し，本事業へ

の事例報告に関する問い合わせが増えている。具体的には，どのような事例を報告してよ

いかわからないといった内容や，報告項目の選択の仕方がわからないため，事例がうまく

報告できないといった内容が多い。

　また報告された事例をみると，問い合わせ内容と同様，本事業が収集している対象には

含まれない事例や，選択項目が適切ではない事例が散見されるようになった。貴重な時間

を割いて本事業へ事例を報告いただいている薬局の皆さまに，本事業の目的を少しでも理

解いただき，医療安全対策に有用な事例の報告を行っていただきたい。

summary

大解剖！ 「ヒヤリ・ハット事例報告」
どうやるの？

日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部　大野 郁子

はじめに

　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の目的
は，医療安全対策の推進を図ることである。そのた
めには，多くの薬局が医療安全に資するさまざまな
事例を報告し，それらの情報を薬局や医療機関など
と共有し，活用することが何より重要になる。
　本稿では，医療安全対策に有用な情報を本事業へ
報告いただくために，事例の報告方法について事例
を紹介しながら解説していく。

参加登録

　事例を報告するためにはまず，薬局が参加登録の
手続きを行う必要がある。本事業のホームページの

「参加登録」に基本情報を入力し，Web上で申請を

行い，さらに「参加登録申請書」をダウンロードし
て本事業まで郵送する。その「参加登録申請書」を
事務局にて確認後，本登録が完了となる（図1）。本
登録が完了した後は，薬局に付されたユーザIDとパ
スワードで，本事業のホームページの「報告ログイ
ン」からログインし，Web上の専用画面で事例を報
告することができるようになる。事例の報告はWeb
からのみで，紙媒体での報告は受け付けていない。
なお，参加登録の詳しい手順についてはホームペー
ジの「参加の手引き」1）を参照していただきたい。

収集している事例

　参加登録が完了したら，ぜひ事例を報告していた
だきたい。本事業が収集している事例は，薬局で発
生または発見した事例である。薬局で発生した事例
とは，調剤に関するヒヤリ・ハット事例や特定保険

TJ201910_014-018_toku02(03)-01.indd   14 2019/09/12   13:23



20 調剤と情報  2019.10（Vol.25 No.13）（1960）

特 集

医療事故から学ぶ薬局ヒヤリ・ハット

はじめに─安全対策に 
どのように活かせばよいのか？

　ヒヤリ・ハットやインシデントの事例が生じた場
合，「ハインリッヒの法則」を重視し，各医療機関で
当該情報を十分共有すること，あるいは何らかの報
告システムにより再発防止対策を講じる必要がある。
また，日本医療機能評価機構のホームページ上にあ
る医療事故情報収集等事業に掲載されているように，
第三者機関に報告しつつ，安全対策を実行するプロ
セスをもちあわせている医療機関も多いと思われる。
　それでは各医療機関において，安全な医療を提供
する視点からそういったヒヤリ・ハットやインシデ
ントの事例を実際どのように活用しているのであろ
うか？　本稿では，医療事故情報収集等事業に報告
のあった事例に着目し，原則として病院からの報告
であるものの，特に薬局にも大いに関係する事例を
抽出し，処方箋を応需する調剤者の立場から「事例
から何を学び，安全対策にどのように活かせばよい

　医療事故情報収集等事業の「医療安全情報」，および今回「事例検索」で抽出した事例は

多くの医療機関による情報が集約したものであり，「何が起こったのか，どうすればよかっ

たのか」を知り，考えることのできる有用な情報である。

　安全な医療を提供する立場から，ヒヤリ・ハットやインシデントの具体的な事例を“ど

のように活用すればよいのか”を思慮し，各医療機関での取り組みとなるヒントを模索 

する。

summary

昭和大学江東豊洲病院薬剤部　田中 克巳

ヒヤリ・ハット，みんなどうしてる？

のか？」をともに考えてみたい。

「医療安全情報」に学ぶ

　医療事故情報収集等事業で収集された情報を分析
し，医療機関などに広く注意喚起することが望まし
い内容について発出される「医療安全情報」がある。
それらすべての医療安全情報は医療機関からの実報
告をもとに作成されたものであるため十分理解して
おくことが重要である。医療安全情報は日本医療機
能評価機構のホームページから閲覧可能で，例えば

「薬剤」の区分でまとめて事例の閲覧や確認ができる
（図1）。2006～2019年7月の期間でみると，薬剤の
区分では全51報が注意喚起されている。
　医療安全情報は病院からの報告ではあるものの，
薬薬連携によって防ぎえた事例もあり，薬局業務に
直結するものもあるので注目されるとよいだろう。
なかでも，一度のみならず「第2報」として注意喚起
されている内容は十分に留意し，自施設での調剤過
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28 調剤と情報  2019.10（Vol.25 No.13）（1968）

はじめに

　薬剤師の在宅訪問は，1994年に医療保険で「在宅
患者訪問薬剤管理指導料」が設けられたことから始
まり，保険請求件数が少ないまま推移していたが，
2000年に介護保険が導入されてから，「居宅療養管
理指導料」の保険請求が急に増えてきた。さらに，
2015年10月には『患者のための薬局ビジョン』が公
表され，かかりつけ薬局の機能の一つとして「24時
間・在宅対応」が明記されたことに伴い，薬局の在
宅医療への参画がなお一層増加した。
　入院・外来患者を対象としている医療機関は，医
師や看護師を中心に24時間の医学管理を行ってい
る。一方，在宅医療は，医師，看護師，薬剤師，ヘ
ルパーおよびケアマネジャーなどの多職種の訪問活
動によって支えられているので，事故が起きないよ
うに，日常の対応として医学管理，薬学的管理，生
活管理のうえからもリスクマネジメントの視点が大
事である。在宅医療は症状が安定した患者が対象と
はいうものの，実際には急性期対応を必要とする医
療依存度の高い患者も多くいるため，入院医療と同

等の24時間の医学管理，薬学的管理，生活管理が
求められる。
　今回，在宅医療におけるリスクの存在を多職種で
共有し，リスクマネジメントの視点からヒヤリ・
ハット事例を学ぶ機会としたい。

リスクマネジメントの視点

薬剤管理指導 
─お薬カレンダーを例に

　在宅療養者は，要介護度が上がるに伴い，ベッド
上の生活が長くなり寝たきり状態へと近づいていく。
このような患者は1日中，「ちょこっと寝て」「ちょ
こっと食べて」となり，1日の生活リズムが昼と夜の
2交代とはならない。そのため，食事も不規則にな
り，夜もなかなか寝ることができずに不眠を訴える。
　一般的な服薬指示は，「1日3回 毎食後」が多いが，
上記のような生活状況の患者は指示通りに服薬でき
ず，残薬が発生する。患者がこのような状態の場合，
多職種との情報共有や自らの訪問を通して薬剤師が
療養状況を確認できているかどうかが重要になる。

1

特 集

ヒヤリ・ハット，みんなどうしてる？

　在宅医療は，多職種（医師，歯科医師，看護師，ケアマネジャー，ヘルパー，理学療法士

や作業療法士，薬剤師など）が訪問活動によって，医療・介護サービスを提供している。そ

のため，多職種による情報共有が継続されていないと，情報の断絶によるリスクが生まれる。

　ヒヤリ・ハットを防止するには，リスクマネジメントの視点から日常業務のなかで「そこ

にリスクがある」ことを共有することが大事である。

summary

在宅医療におけるヒヤリ・ハット
─その前に，在宅療養者のリスクを考える

昭和薬科大学地域連携薬局イノベーション講座　串田 一樹
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34 調剤と情報  2019.10（Vol.25 No.13）（1974）

目指すは，人とシステムの 
最適バランス

　はじめに断っておきたいのは，今，起きている社
会的な要請は「対物業務から対人業務への『シフト』
ではなく，本当は『アンド』である」ということであ
る。
　薬物療法にまつわる業務全域が薬剤師の責任範疇
であることからすれば，それは当然のことであって，
この広がりつつある薬剤師責任業務と限られた人的
リソースの環境下で，どの部分を機器・システムに
任せて，どこを薬剤師のコア業務とするのかの役割
配分を策定することが肝要と考える。ようするに，
シフトとは薬剤師のコア業務のシフトであって，薬
剤師という人と，調剤などの自動化を図る機器・シ
ステムとの最適バランス，すなわち薬剤師業務ポー
トフォリオを目指すという戦略なしに，今後の薬剤
師業務のあり方は語れない（さらには薬剤師資格を

もたないヒューマンリソースも0402通知以降，より
重要な要素になっているのは間違いないが，ここで
は取り上げない）。
　ポートフォリオを考えるにあたり大切な視点の一
つとして，リンゲルマン効果aを挙げたい。人は集
団で作業を行う際，無意識にパフォーマンスを落と
してしまうことが知られている。1＋1≒1.86，つま
りその下方引力は1人あたり7％（93％のパフォーマ
ンス）とされ，なんと8名では1人あたり約49％にま
でダウンするという。もちろん，直ちにこの数値が
調剤作業の生産性やヒヤリ・ハットの発生率に当て
はめられるわけではないだろう。
　しかし，こうした人間心理に由来する現象は機
器・システムには存在しない。そういう意味でも調
剤作業のうち，任せられるところは積極的に機器・
システムを導入したい。そのうえで，薬剤師は薬物
療法の専門家としてその高い能力を，もっと創造的
かつ患者個別的な対応により多くの時間を充てるこ
とが臨床的にも経済的にも得策であるに違いない。

特 集

　薬剤師という人と，調剤などの自動化を図る機器・システムとの最適バランス，すなわ

ち薬剤師業務ポートフォリオを目指すという戦略なしに，今後の薬剤師業務のあり方は語

れない。

　人にはミスが付き物なだけではなく，機器・システムもすべてに完全なわけではなく，

人の手に委ねる部分が必ず残る。効率と完全性はトレードオフという絶対原則を忘れず，

常に当該現場での最適バランスを図るべきである。

summary

機器・システムはヒヤリ・ハットを 
どこまで防げる？　

株式会社ユヤマ学術部　森 和明

ヒヤリ・ハット，みんなどうしてる？

a： ドイツの心理学者リンゲルマンが発見した集団時の1人あたり成果が低下する法則。
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特 集

日本一を誇る 
登録率・報告数増の秘訣とは？
─ 山口県薬剤師会

 　編集部

ヒヤリ・ハット，みんなどうしてる？

　山口県薬剤師会は，薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業が始まって以来，会員に対して積極的に同事業
への参加登録を勧めてきた。そのため，参加登録が地域支援体制加算の施設基準になり全国的に参加登録薬局
が激増する以前は，圧倒的な登録率を誇っていた。  

　参加登録の推奨だけでなく，その後の情報共有も全国に先駆けて行ってきた同会の取り組みについて取材した。

薬剤師が医療事故に 
向き合う時期が来た

　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業が始まる
前から，医療安全への取り組みを進めてきたという
山口県薬剤師会。そのきっかけは，2006年に行われ
た医療法等の一部改正により，薬局が医療提供施設
に位置づけられたことにあるという。
　それまでの薬剤師業務は対物がほとんどだったこ
ともあり，薬剤師は医療事故に対する責任感が薄
かった。例えば，薬局内で起こった事故やヒヤリ・
ハットなどは「いつもだったら起こらないミスだっ
た」という理由だけで片付けられてしまうことが多
かったという。しかし，医療法等の一部改正により

「会員，ひいては患者さんを守るためにも，薬剤師が
医療事故に対して真摯に向き合わなければならない
時期が来たと感じた」と，志熊理史氏（同会 副会長）
は語る。
　そこで同会は医療安全に関する取り組みとして，
まずインシデントへの対応から取りかかった。山口

県内の各支部で集まり，インシデントをもち寄って
勉強会を開催することで再発防止を図るよう指示し
たのだ。しかし，各支部はなかなか指示通り動くこ
とができず，同会としては「大変もどかしい思いで
いた」と志熊氏。そんなときに始まったのが，薬局
ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業だった。

志熊理史氏（山口県薬剤師会 副会長）
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　福島県薬剤師会では，独自にヒヤリ・ハット事例を収集し，同会のホームページや研修会などを通じて会員薬
局と共有している。さらに，「ヒヤリ・ハット未然防止月間」を制定し，医療安全の啓発活動を行っている。  

　ヒヤリ・ハット事例収集における日本医療機能評価機構との活動目的の違いや，活動の成果について取材を
行った。

福島県薬剤師会独自に 
収集し，共有

　福島県薬剤師会は，2007年度より独自にヒヤリ・
ハット事例を収集し，その情報を会員にフィード
バックしている。これは，他の薬局で起こったヒヤ
リ・ハットが自分の薬局で起こらないよう対策を立

てることを目的として行われている活動だ。
　活動を始めた当時，2009年に開始される日本医療
機能評価機構の「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分
析事業」はまだ存在していなかった。しかし，2007年
の薬事法改正により日本薬剤師会が「薬局における
医療安全管理指針のモデル」を作成し，そのなかの
報告すべき事項としてインシデント事例が盛り込ま
れた。このことをきっかけとして，同会は独自にヒ
ヤリ・ハット報告書を作成し，広く収集を始めるこ
とになった。

医療安全研修会でも情報共有

　収集されたヒヤリ・ハット事例は同会事務局で整
理され，各月の報告件数や分類ごとの事例件数など
の情報とともにホームページで公開されている。さ
らに，会員が700人程度参加する医療安全研修会で
も毎年紹介されることから，日常業務においてイン
ターネットに接続する機会の少ない人でも，研修会
に参加すれば年に1度は必ずヒヤリ・ハット事例を佐藤大典氏（福島県薬剤師会医療安全対策委員会 委員）

特 集

ヒヤリ・ハット，みんなどうしてる？

ヒヤリ・ハット事例報告は 
始末書ではなく，教材
─ 福島県薬剤師会（福島県）

 編集部
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　対物から対人へという，薬局業務の大きな変化の流れのなかで，業務における薬剤師以外の者の活用方法が
昨今大きな注目を集めている。では薬剤師以外の者が業務を一部実施し，医療過誤が発生した場合，薬剤師の
責任は問われるのだろうか。弁護士でありながら薬剤師資格ももつ，赤羽根秀宜氏（中外合同法律事務所）に
インタビューを行った。

対物の責任は残り， 
薬剤師の責任は増える

─ 医療安全において，薬剤師が負う法的責任は近

年どのように変わっているのでしょうか。

　現在，対物から対人へという流れのなかで，薬剤
師業務の変化が求められています。対物業務を効率
化するために出されたのが，2019年4月2日に厚生
労働省医薬・生活衛生局総務課長から発出された

「調剤業務のあり方について」（以下，0402通知）で
すから，効率化された分の時間は対人業務に割くこ
とになります。
　対人業務としては，さまざまな患者指導をはじめ，
①服用期間中のフォロー，②疑義照会，③医師へ
の情報提供，④処方提案─といったことが挙げ
られます。恐らく今後は，そういったことが法律上
も薬剤師の義務や責務になっていくでしょう。
　これまで，医薬品の安全については「薬をいかに
正しく渡すか」ができていない場合に責任が問われ
ていました。しかし，今後は対人業務に関する責任
も出てきます。例えば，情報提供ができていなかっ

たり，服薬期間中のフォローができていなかったり
したことが原因で患者に健康被害が起こった場合，
薬剤師にその責任が問われるようになるでしょう。
　つまり，薬剤師の責任が増えるということです。
なお，対物業務については薬剤師以外の者が一部実
施することがあったとしても，薬剤師の責任は残り
ます。通知中に「薬剤師が調剤に最終的な責任を有

“モノからヒトへ”で増える 
薬剤師の責任
─ 赤羽根秀宜氏（中外合同法律事務所）

 編集部

インタビュー

赤羽根秀宜氏（中外合同法律事務所）
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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。

貧血は胃切除が原因であることを疑い，
医師への服薬情報提供によってメチコバール注が開始された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？  貧血を指摘された患者において，医師は鉄剤の追加を考えていたが，薬剤師は胃切除によるビ

タミン不足を疑った。そこで，鉄剤ではなくメチコバール（メコバラミン）が有効であるとの情
報提供を医師に行ったところ，同剤による治療が開始されることになった。

▼ 処方内容 
 60代の男性。内科医院。手書き処方。2月X日。

Rp.

テルネリン錠1mg 3錠
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg 3錠
アデホスコーワ顆粒10% 3g
デパス錠0.5mg 3錠
ラックビー微粒N 3g
ユベラ錠50mg 3錠
ガスコン錠40mg 3錠
 1日3回　毎食後　28日分

【般】イトプリド塩酸塩錠50mg 3錠
 1日3回　毎食前　28日分
【般】カンデサルタン錠8mg 1錠
 1日1回　就寝前　28日分
コニール錠2 2錠
 1日2回　朝・夕食後　28日分
タケプロンOD錠15 1錠
 1日1回　朝食後　28日分

経緯
　定期処方である Rp. の投薬時に，患者から「医師より
貧血を指摘され，次回から鉄剤が追加になるかもしれな
い」と聴取した。
　患者は19歳のときに消化性潰瘍のため胃を摘出してい
る。話を聞いた薬剤師は，貧血の原因が胃切除によるビ
タミン不足である可能性を疑った。そこで，そのことを
患者に説明し，医師に情報提供を行うことに同意を得た。
　薬剤師は一応，メーカーから資料1）を取り寄せた後，

処方医に対してFAXで服薬情報提供を行った。医師に
提供した内容を表に示す。
　処方医より薬剤師に電話があり，今回の情報提供のお
礼とともに，メチコバールを使用するとの回答を得た。
次回来局時に患者に確認したところ，メチコバール注が
開始されたとの情報を得た。なお，処方に鉄剤は追加さ
れず，その他の薬についても変更はなかった。メチコバー
ル注の治療効果については次回以降に確認し，薬剤師に
も報告をいただけることになっている。

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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ハイドロゲルの特異な性質

　口腔内粘膜に適用する製剤の付着には，親水性高分

子化合物が水分を含むことによるハイドロゲルの形成

が関わっている。では，このハイドロゲルはどうして

口腔内粘膜に付着するのだろうか?　ナメクジに塩を振

りかけると，体が縮んで体液を含んだ塩の塊がべっと

りついたまま動けなくなることは多くの人がご存知で

あろう。これは，人の皮膚と違ってナメクジは全身が

半透膜に相当する粘膜に覆われており，体内と塩との

間で生じる浸透圧により体内から水分が塩に移動する。

第7回　外用剤の付着

今野　　勉　昭和大学薬学部基礎医療薬学講座 薬剤学部門　
倉田なおみ　昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門

口腔用製剤はなぜ付着するの?

オルテクサー口腔用軟膏の指導箋

口の中は水分が多いけど……
なぜ付着するのかな?

〔ビーブランド・メディコ―デンタル：オルテクサー口腔用軟膏0.1% 使用説明書より〕

空いた時間に
スキルアップ
空いた時間に
スキルアップ

倉田なおみ KURATA Naomi
昭和大学薬学部 
社会健康薬学講座 社会薬学部門

企画・編集協力

患者向けリーフレット・

指導箋のなぜ？ がわかる

臨床薬学講座
すきま時間の

薬理学編
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研究を始める─①質問紙を使った調査研究
STEP

2

12

薬局発！

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学　岡田 浩

研究を始める
─①質問紙を使った調査研究

STEP

2

はじめに

　初めて薬局で研究に取り組もうとするとき，薬局で
は患者の検査値の取得が難しいこともあり，質問紙を
使った調査が検討されることが多いのではないでしょ
うか。私が過去に参加した学会でも，薬局薬剤師によ
る発表は質問紙調査が多かった記憶があります。
　このように，薬局でも比較的手軽にデータを集める
ことができる質問紙調査ですが，注意して実施しなけ
ればデータの信頼性が低くなり，研究とはいえないも
のになります。今回は，できる限り信頼性の高い手法

で質問紙調査を行う方法をご紹介します。

仮説を立てる

　研究を始める際，まず「研究で何を明らかにしたい
のか」を決めます。研究のアイデアはできるだけたくさ
ん出したほうがいいですから，私の場合はスタッフと
一緒に少しでも多くのアイデアをホワイトボードに書
いて出しあっています。この方法はブレインストーミ
ングと呼ばれています。
　例えば，私が過去に薬局に勤めていた頃に抱いてい

1  質問紙による調査であっても，研究協力者への説明と同意は必要
2  質問紙はできるだけ既存のものを使う
3   薬局で質問紙への記入をするのではなく，帰宅後に記入してもらうなど工夫が必要

クイズ 3 問 答えは本文の最後に
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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/アカカベ薬局私部店
NIIHARA Hiroki新原 博輝

第10回 観察研究の論文を用いた処方提案

はじめに

　今回は，観察研究の論文を用いた処方提案事例をご

紹介いたします。なお，患者さんの情報や会話の内容
は，実際の症例から大幅に変えてあることをご承知お
きください。

Case 7

　　 今回の疑問　ドンペリドンを飲んでも心臓に影響はないの?

　在宅施設往診のある日，入居者のAさん（85歳女性）から「吐き気は治まったんだけど，最近なんだか胸が

ドキドキするような感じがあるのよ。それが気持ち悪くてね」という訴えを聞きました。Aさんは，前回の往

診時に吐き気の訴えがあったため，毎食前にドンペリドン錠10mgが追加されていました。

　吐き気は治まっているようでしたが，担当医からは「ドンペリドンは，心臓への影響はないのでは?　また吐

き気が出ないように，念のため継続しておこう」とお話しがありました。Aさんの処方内容にカルベジロール

錠10mgも含まれていたことから，動悸はもともとの心疾患によるものではないかと判断されたようでした。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
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レルミナ錠40mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第221回

レルミナ錠の概要

虎の門病院薬剤部　山根 律子

レルミナ錠40mg
（レルゴリクス）

医薬品名 ：レルミナ
一般名 ：レルゴリクス
薬価基準収載日 ：2019年2月26日
薬価 ： 905.70円/錠
発売元 ：あすか製薬株式会社
製造販売 ：武田薬品工業株式会社

 効能・効果
　子宮筋腫に基づく過多月経，下腹痛，腰痛，貧血の改善
 用法・用量

　 通常，成人にはレルゴリクスとして40mgを1日1回食前に経口投与する。なお，初回投与は月経周期1～
5日目に行う。

 Point
▶ 子宮筋腫治療薬としては国内初の内服のGnRHアンタゴニストである。
▶  GnRHアゴニストなどの従来の治療薬でみられたフレアアップの副作用を回避できる。
▶ 食事の影響を受け，血中濃度の低下がみられるため，用法は食前投与である。
▶ 臨床試験では，過多月経を有する子宮筋腫患者において投与6週後から12週時のPABCスコアの合計点が
10点未満である症例割合で，リュープロレリン群に対し本剤群の非劣性が示された。

▶ 本剤にみられた子宮出血の副作用は，出血期間が長くなる過長月経によりみられるものと評価されている。
▶ エストロゲン低下作用に基づき，更年期様症状のほか，骨塩量低下がみられることがあるため，投与期間は
6カ月を超えないよう注意喚起されている。
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

二重盲検比較試験が行われた。前観察期（投与前3～

6週間）に単盲検下で本剤とリュープロレリンのプラ

セボを投与後，治療期開始時に本剤群（40mg1日

1回）またはリュープロレリン群（患者の体重症状を

考慮し1.88mgまたは3.75mg）に無作為に割り付け，

二重盲検下にて24週間投与した。

　主要評価項目である治験薬投与6～12週後までの

PBAC（pictorial blood loss assessment chart）スコ

ア（図1）の合計点が10点未満であった症例の割合は，

本剤群で82.2％（111/135例），リュープロレリン群で

83.1％（118/142例）であった（表1）。さらに，95％信

頼区間の下限が非劣性マージンである－15％を上回っ

たため，リュープロレリン群に対する本剤群の非劣性

が検 証された（p＝0.0013，Farrington-Manning法

による非劣性検定）。

作用機序

1．GnRHアンタゴニスト
　本剤はヒト下垂体前葉に存在するGnRH受容体に

対する選択的なアンタゴニストである（図2A）。本

特徴

　レルゴリクス（以下，本剤）は，子宮筋腫治療薬と

して国内初の内服のゴナドトロピン放出ホルモン

（gonadotropin releasing hormone：GnRH）アンタ

ゴニストである。子宮筋腫の治療にはGnRHアゴニ

ストが使用されているが，いずれも投与初期の

GnRH受容体への持続刺激により一過性の性ホルモ

ンの血中濃度の増加（フレアアップ）が生じ，問題に

なっていた。

　しかし，本剤はGnRHアンタゴニストであり，フ

レアアップを生じさせることなく性ホルモンの血中

濃度を低下させることで，子宮筋腫に基づく臨床症

状を改善することが期待される。わが国で2019年

1月に製造販売承認を取得している。なお，本剤は

2019年5月現在，わが国以外はいずれの国および地

域でも承認されていない。

1．治療効果
　国内第Ⅲ臨床試験では，過多月経を伴う成人子宮

筋腫患者281例を対象に，リュープロレリン群との

PBACスコア合計点は，使用後の生理用品の概観および個数を患者自身が評価し，一定期間内に使用しやナプキンおよびタンポンの数，
血塊の数，経血が生理用品から溢れた回数から得られる点数を集計して算出する。過多月経と診断される月経周期あたり80mLを超える出血
量は，PBACスコアの合計点100点以上に相当する。患者から生理用品を回収することなく簡便かつ適切に経血量の評価を行うことができる
評価方法である。

タンポンに吸収された月経血の量

少量：1点

中等量：5点

多量：10点

凝血塊

小：1点

大（≧1cm）：5点

パッドに吸収された月経血の量

少量：1点

中等量：5点

多量：20点

注）月経血が生理用品から溢れた場合は5点加える。

図1　PBACスコア

〔あすか製薬株式会社：レルミナ錠，総合製品情報概要（2019年3月）より〕
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宇山 佳明　医薬品医療機器総合機構医療情報活用部

はじめに

　医薬品開発や医薬品評価において，リアルワール
ドデータ（以下，RWD）の活用が世界的にも脚光を
浴びるなか1），わが国においても医療情報データベー
スの活用が本格化している。医薬品医療機器総合機
構（PMDA）では，①副作用報告，②製造販売後調
査，③公表文献，④海外規制当局による措置─な
どの従来の情報源に加えて，保険請求に用いられる
レセプトデータ，診断群分類包括評価（diagnosis 
procedure combination：DPC）などを含む病院情報
システムデータ（hospital information system：HIS）
を情報源として活用し，医薬品の安全性評価の質の
向上に取り組んできた2, 3）。
　また，わが国におけるデータベースを活用した安
全性評価を促進するため，表1に示すように，2017年
には『医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の
基 準に関する省 令 』（good post marketing study 
practice：GPSP）が改正され，製造販売後調査の一
つとしてデータベース調査が明確に位置づけられる
とともに，関連するガイドラインなどが数多く新規

に発出または改正されている。
　これらの取り組みにより，医薬品の安全性評価へ
のデータベースの活用が進みつつあるが，現実的に
利活用可能なデータベースは限られている。厚生労
働省では2011年度より医療情報データベース基盤整
備事業を立ち上げ，PMDAはこの事業のデータベー
スであるMID-NET®の構築に精力的に取り組んで
きた。本稿では，MID-NET®の概略や医薬品の安
全性評価への利用可能性などに関し，これまでの取
り組みをご紹介したい。

MID-NET® とは

　MID-NET®4）とは，厚生労働省の有識者会議（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，医薬品の安全対策における医
療関係データベースの活用方策に関する懇談会）か
らの提言5, 6）に基づき，2011年度に開始された医療
情報データベース基盤整備事業である。本事業に
は，公募で選定された10拠点（表2）から23病院が
協力しており，病院の電子診療情報を薬剤疫学など

信頼できる医療情報データベースと医薬品の
安全性評価への活用─MID-NET®を例に第9回
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のスタチン単剤療法と，gemfibrozilとの併用療法での横
紋筋融解症の発現時期について報告しているが，各スタ
チンの販 売 開 始 日 ～2001年7月31日までのFDA 
Adverse Event Reporting System（FEARS）のデータ
を解析対象としているものの，報告されている症例数が
少ないことを研究の限界として述べている。また，種々
の併用薬の有無によって，副作用の発現時期の変化を網
羅的に評価した報告は，われわれの調査において見当た
らない。
　そこで，スタチンによる治療中に横紋筋融解症を発症し
た患者において，併用薬の有無によって発現時期が異なる
のかをFEARSのデータを用いて解析することとした。

1．データソース
　解析するデータソースとしては，2018年2月にFDAから
公開されているFAERS Quarterly Data Files（Q1 2004～
Q3 2017）を用いた。

調査方法

　スタチン系薬剤（以下，スタチン）は，HMG-CoA還
元酵素を阻害することで血清総コレステロールを速やか
に低下させ，アテローム動脈硬化性心疾患のリスクを低
下させる1, 2）。しかしながら，スタチンによる治療中に筋
肉痛や筋障害，横紋筋融解症のような筋骨格系有害事象

（musculoskeletal adverse event : MAE）を発症すると，
治療を中断せざるをえない。このことから，薬物療法の
継続には，有害事象の早期発見および重篤化の回避が不
可欠といえる。
　臨床において，薬剤による副作用発現のリスクだけで
なく発現時期に関する情報を得ることは，副作用の早期
発見に有用である。われわれは有害事象の発現時期を患
者に情報提供することで，有害事象に対する患者自身の
気づきが高まることを定量的に評価し，すでに報告して
いる3, 4）。副作用の発現時期に関する報告はいくつかある
が，スタチンによる横紋筋融解症の発現時期については
これまでにChanらの報告のみである5）。Chanらは，6種

はじめに

城西大学薬学部薬剤作用解析学研究室
大島 新司，秋元 勇人＊，根岸 彰生，小林 大介

      ＊：現在の所属は「日本大学医学部生体機能医学系薬理学分野」

第12回 日本薬局学会学術総会　ポスター紹介

　スタチン治療中に発症する横紋筋融解症は重篤な副作用である。本研究では，FDA Adverse Event 
Reporting Systemのデータを使用し，スタチン単剤療法および他の薬剤との併用療法での筋骨格系有害事
象（MAE）の発現時期を調査した。
　LDL- コレステロール低下作用の強いアトルバスタチンおよびロスバスタチン単剤使用でのMAE発現時期は，
他のスタチンに比べて短いことが示唆された。また，スタチン単剤療法のMAE発現時期を有意に変化させる併
用薬は存在しなかった。

スタチン系薬剤による横紋筋融解症
の発現時期に関する調査
─作用強度や併用薬による影響
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