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特  集

　2019年4月25日，5年ぶりの改訂となる『高血圧治療ガイドライン2019』

が発表になり，降圧目標が変更されました。さらに，2020年には『日本人の食

事摂取基準（2020年版）』が使用開始となり，高血圧治療は薬物治療も生活指導

も変更になります。

　本特集では，薬局薬剤師にとって最も身近な疾患の一つといえる高血圧症につ

いて，最新の情報をお届けします。

ガイドライン改訂を受けて

高血圧治療，どう関わる?

P.8   高血圧治療ガイドライン2019 改訂のポイント ───── 斎藤 重幸

P.14   合併症から考える，新しい高血圧治療 
─心疾患，脳血管障害，慢性腎臓病，糖尿病の合併 ── 堀尾 武史

P.22   高血圧治療において，処方意図を読み取るには ──────神出 計

P.26   血圧の下限値をどう考える? 
─高齢者高血圧管理の注意点 ─────────────樺山 舞

P.32   食塩摂取量を踏まえた栄養指導 ──────────── 天野 信子

  高血圧治療において薬剤師にできること

P.40   薬物治療における相互作用を考える ───────────村井 扶
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8 調剤と情報  2019.12（Vol.25 No.16）（2522）

JSH2019の目的

　日本高血圧学会（the Japan Society of Hypertension：
JSH）の『高血圧治療ガイドライン2019（以下，JSH 
2019）』には「実地医家が，日常診療上，もっとも高
頻度に遭遇する高血圧患者に対し，血圧管理によっ
て脳心腎など高血圧合併症の発症予防，進展抑制を
めざし適切な治療を提供するために，標準的な指針
とその根拠をすべての医療者を対象に示すこと」と
ある1）。
　JSH2019によると，わが国の高血圧者数は4,300万
人に及ぶとされる。日本人の男女別，年代別の血圧レ
ベルは収縮期血圧（systolic blood pressure：SBP），
拡張期血圧（diastolic blood pressure：DBP）ともに

概ね低下傾向にあるものの，人口の高齢化に伴い全
人口に占める高齢高血圧者の比率は増加し，高血圧
者人口は経年的に減じることなく経過している。ま
た，平均血圧レベルの経年的な改善はあるもの 
の，推計4,300万人の高血圧者のうち3,100万人が
140/90mmHg以上の管理不良であり，そのうち自ら
の高血圧を認識していない者が1,400万人，認識して
いるが未治療の者が450万人，治療を受けているが
管理不良の者が1,250万人と推計されている（図1）。
　JSH2019の目的の一つはこの未治療高血圧者，管
理不良高血圧者の血圧の是正を図り，日本人の脳心
血管疾患，腎疾患の予防に寄与することである。こ
のことは，血圧管理のための費用と手間がかかるが，
高血圧者のADLやQOLを改善し，ひいてはわが国
の医療経済の改善をもたらすことを前提としている。

特 集

　わが国の高血圧者数は4,300万人と推計され，そのうち3,100万人が管理不良であり，

これらの高血圧者の発見と適切な管理の指針を与えることが『高血圧治療ガイドライン

2019（JSH2019）』の目的である。JSH2019では，17項目の臨床上の課題（CQ）に

対するシステマティック・レビューが行われ，推奨レベルが決定された。

　また，適正血圧達成の重要性から，正常血圧は収縮期血圧（SBP）120mmHg未満か

つ拡張期血圧（DBP）80mmHg未満であり，SBP 130mmHg以上，DBP 80mmHg

以上は高値血圧，高血圧として管理の対象とするが，まずは十分な生活習慣の修正を実行

する。JSH2019では，75歳未満の成人（一般成人，前期高齢者），冠動脈疾患患者な

どの降圧目標を厳格化した。

summary

高血圧治療ガイドライン2019
改訂のポイント

札幌医科大学保健医療学部看護学第三講座　斎藤 重幸

ガイドライン改訂を受けて　高血圧治療，どう関わる?
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 心疾患

　心臓は高血圧の重要な標的臓器の一つである。圧
負荷増大により心肥大や心筋間質線維化などの心筋
リモデリングおよび冠動脈内皮障害が生じ，冠動脈
疾患，心不全，不整脈，あるいは心臓突然死に繋が
る。したがって，心血管死亡および心血管イベント
発症を減少させるためには，十分な降圧を図るとと
もに，合併する心疾患の病態に応じた適切な降圧薬
を選択することが重要となる（表1，2）1, 2）。

心肥大

　高血圧に伴う最も特徴的な心変化は心肥大であ
る。高血圧に心肥大を合併すると心筋梗塞や心不全
の発症リスクが高まるが，一度生じた心肥大も持続
的かつ十分な降圧を行うことにより退縮させること
が可能であり，心血管イベントや突然死の減少など
予後の改善にも繋がる。

　わが国の大規模臨床試験であるCASE-Jのサブ解
析では，収縮期血圧（systolic blood pressure：SBP） 
130mmHg未満への降圧が心肥大合併高血圧の脳心
血管イベント発症を非心肥大例と同等にまで低下さ
せた。主要降圧薬はいずれも心肥大退縮効果を期待
できるが，アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）
およびアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬のレ
ニン・アンジオテンシン（renin-angiotensin：RA）系
阻害薬とCa拮抗薬の効果が，利尿薬やβ遮断薬に
比べて強いことがメタアナリシスにより示されてい
る。

冠動脈疾患

　血圧は115/75mmHg以上で指数関数的に冠動脈
疾患死亡を増加させ，逆にSBP 130mmHg以下への
降圧は136～140mmHgへの降圧と比較して，冠動
脈疾患患者における心不全および脳卒中の発症をそ
れぞれ30%，20%抑制した。
　一方で，冠灌流量は拡張期血圧（diastolic blood 

1 2

特 集

　臓器障害や合併症を有する高血圧では，個々の病態に応じた降圧目標の設定や降圧薬の

選択が必要となる。心疾患を有する高血圧患者では，130/80mmHg未満を目指した厳

格な降圧が主体となり，降圧薬としてはレニン・アンジオテンシン（RA）系阻害薬を中心

として，心筋梗塞後や心不全ではβ遮断薬や利尿薬が，持続的な降圧強化には長時間作用

型Ca拮抗薬が使用される。脳血管障害慢性期，蛋白尿を有する慢性腎臓病（CKD），糖尿

病においても130/80mmHg未満が降圧目標とされるが，一部やや慎重な降圧が望まれ

る病態も存在する。CKDや糖尿病の患者では，微量アルブミン尿を含む蛋白尿の有無が降

圧薬選択の基準となり，蛋白尿を有する場合にはRA系阻害薬が第一選択薬となる。

summary

合併症から考える，新しい高血圧治療
─心疾患，脳血管障害，慢性腎臓病，糖尿病の合併

石切生喜病院高血圧・総合内科　堀尾 武史

ガイドライン改訂を受けて　高血圧治療，どう関わる?
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 はじめに

　本年改訂された『高血圧治療ガイドライン2019（以
下，JSH2019）』において，高血圧治療の原則は“生
活習慣の修正をまず行い，目標血圧値に至らない場
合，薬物治療を併用する”とされており，これまで
の方針と変わりはない。JSH2019には薬物治療を行
う際の基本的な考え方が表1の通り示されている。
　まず大前提として大切なことは，表 1の最初に書
かれている“降圧薬の脳心血管病抑制効果の大部分
は，その種類よりも降圧度によって規定される”点
である。さまざまな降圧薬，特にレニン・アンジオ
テンシン系（RAS）阻害薬などでは，臓器保護効果を
示す研究成果がある。しかしRAS阻害薬を用いた場
合でも，十分な降圧が得られていなければ，降圧治
療の目的である脳心血管病の発症や進展防止の効果
は得られない。したがって，降圧薬を使用する患者

の状態にあわせて適切に薬剤を使用して，JSH2019 
に定められた降圧目標の到達を目指すことが重要で

特 集

　高血圧治療ガイドライン2019（JSH2019）において，高血圧治療の原則は“生活習

慣の修正をまず行い，目標血圧値に至らない場合，薬物治療を併用する”とされており，

これまでの方針と変わりはない。

　大前提として，大切なことは“降圧薬の脳心血管病抑制効果の大部分は，その種類より

も降圧度によって規定される”点である。今回のJSH2019では，降圧目標がより低く設

定された。生活習慣修正の徹底が望まれるが，それで十分目標達成に至らないときはしっ

かりと患者の病態にあった薬物治療を行う必要がある。本稿では高血圧専門医の立場から

降圧薬処方の基本的な方針を解説する。

summary

高血圧治療において，
処方意図を読み取るには

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻総合ヘルスプロモーション科学講座　神出 計

ガイドライン改訂を受けて　高血圧治療，どう関わる?

降圧治療
1．�降圧薬の脳心血管病抑制効果の大部分は，その種類よりも降
圧度によって規定される。

2．�Ca拮抗薬，ARB，ACE阻害薬，少量の利尿薬，β遮断薬を
主要降圧薬とし，積極的な適応や禁忌もしくは慎重使用とな
る病態や合併症の有無に応じて，適切な降圧薬を選択する。

3．�積極的適応がない場合の高血圧に対して最初に投与すべき降
圧薬（第ー選択薬）はCa拮抗薬，ARB，ACE阻害薬，利尿
薬のなかから選択する。

4．�降圧薬は1日1回投与を原則とするが，24時間にわたって降圧
することが重要である。1日2回の投与が好ましいこともある。

5．�一般には緩徐な降圧が望ましいが，Ⅲ度高血圧や多重危険因
子保有などの高リスク症例では数週間以内に速やかに降圧目
標を達成することが望ましい。

6．�降圧目標を達成するために生活習慣の修正や非薬物療法の強
化を図る。コントロ一ル不良の場合2，3剤の併用を行う。

7．�異なるクラスの降圧薬の併用は，降圧効果が大きく，降圧目
標を達成するために有用である。

8．�2剤の併用としてARB/ACE阻害薬（ARBあるいはACE阻害
薬）＋Ca拮抗薬，ARB/ACE阻害薬＋利尿薬，Ca拮抗薬＋
利尿薬が推奨される。

9．�配合剤により処方を単純化することはアドヒアランスを改善
し，血圧コントロールの改善につながることが期待できる。

表1　降圧薬治療の原則

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会・編：高血圧治療ガイド
ライン2019．ライフサイエンス出版，p76，2019 より）
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はじめに

　中年期の高血圧が，高齢期の要介護の原因となる
①脳卒中，②認知機能低下，③認知症─の危険
因子となることは多くの先行研究によって明らかで
ある。そのため，若年・壮年期には循環器疾患の発
症だけではなく，将来の認知症予防の観点からも，
きっちりとした降圧治療が望まれる。高齢者につい

ても今回の『高血圧治療ガイドライン2019（以下，
JSH2019）』では，前期高齢者で130/80mmHg未満，
自立した後期高齢者では140/90mmHg未満と降圧
目標が低めに設定された1）。
　一方で，高齢期においては生活機能の維持または低
下抑制を目指した疾患の治療が求められることから，
より慎重なテーラーメイドの血圧管理が必要である
（表1）。JSH2019に設けられたクリニカルクエスチョン
である「降圧治療において過降圧となる血圧レベルはど

特 集

血圧の下限値をどう考える?
─高齢者高血圧管理の注意点

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻総合ヘルスプロモーション科学講座　樺山 舞

ガイドライン改訂を受けて　高血圧治療，どう関わる?

　超高齢社会に突入したわが国においては，今後フレイルや要介護高齢者および施設入所

者が増加する。超高齢者や，身体機能・認知機能が低下して日常生活に介護を要する高齢

者には，そのADLに応じてQOLの維持を考慮し，対象者の全体像に応じた緩徐な降圧が

推奨される。これには患者本人のみならず，家族および介護に携わる専門職や医療専門職

による治療状況の把握と理解，そして十分な連携が求められる。

summary

1．�非薬物療法は積極的に行うべきであるが，QOLに配慮して個々に方針を決定する。
2．�薬物治療の開始基準は，原則として140/90mmHg以上である。ただし，75歳以上収縮期血圧140-
149mmHgや自力での外来通院不能な患者（フレイル，認知症，要介護，エンドオブライフを含む）の降圧
薬開始は個別に判断する。

3．�降圧薬の選択は，併用療法を含めて非高齢者と同様である。
4．�降圧薬は特に75歳以上では常用量の1/2量から開始し，段階的に最終の降圧目標を目指す。忍容性の確認
においては，副作用の発現や臓器障害，QOLにも留意する。

5．�自力で外来通院可能な健康状態にある高齢者の降圧目標は，忍容性があれば原則として65-74歳は
130/80mmHg未満，75歳以上は140/90mmHg未満である。

6．�併存疾患などによって一般に降圧目標が130/80mmHg未満とされる場合，75歳以上でも忍容性があれば
個別に判断して130/80mmHg未満を目指す。

7．�降圧薬治療において，血管狭窄（両側頸動脈75%以上狭窄，有意な冠動脈狭窄），血圧調節異常（起立性低
血圧，起立性高血圧，食後血圧低下），自力での外来通院不能（フレイル，認知症，要介護，エンドオブラ
イフを含む）などの症例では降圧目標や降圧スピードを個別に判断する。

8．�高齢者では脱水，摂食量低下，生活環境変化などに伴い減薬や薬剤中止（一時中止を含む）が必要な場合が
ある。臓器予備能が低い高齢者では，家庭血圧低下時の対応など，事前の服薬指導を行う。

表1　高齢者高血圧

（日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会・編：高血圧治療ガイドライン2019．ライフサイエンス出版，p139，2019 より）
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 はじめに

　日本高血圧学会の『高血圧治療ガイドライン2019（以
下，JSH 2019）』1）では，高血圧の基準値は従来通り

（140/90mmHg以上）とする一方，高血圧対策は社
会全体で取り組む必要性があるとしている。そして，
医療現場の多職種が連携し，薬物療法で患者の血圧
を下げるハイリスクアプローチと，予防を重視する
ポピュレーションアプローチの両面から，戦略的な
対策が必要であるとしている。
　高血圧や糖尿病などの生活習慣病は，食事や運動，
飲酒，喫煙などの生活習慣を適正に改善することに
より，治療においては薬物療法の効果が高まること
で減薬にも繋がり，予防においては疾病の発生を防
ぐための重要な要素となる。高血圧患者の食事にお
いて，減塩は降圧に有効であることがすでに多くの
先行研究で検証されている2, 3）。わが国の食塩摂取
状況は，1950年頃までは平均20g/日前後を摂取して
いたが，数十年かけた減塩活動により，近年では約

10g/日前後に減少している4）。しかし，高血圧患者
が増加しているにもかかわらず，治療を重視しない
者の割合が高い現状において，さらなる減塩対策が
求められている。
　そこで本稿では，わが国の食塩摂取量の状況や日
本人の食事摂取基準に基づく食塩摂取目標量から現
状を把握し，高血圧予防のための減塩指導について，
社会全体で取り組むための支援方法や，具体的な減
塩のための実践テクニックについて述べる。

 食塩摂取量の現状

1日に必要な食塩摂取量

　ヒトが1日に必要なナトリウム量は200～500mg
とされており，食塩相当量aでは0.5～1.3gとされて
いる。食事から摂取した食塩（塩化ナトリウム）は，
体内では塩素イオンとナトリウムイオンに分解され
た状態で存在する。ヒトは約60兆個の細胞で構成さ
れており，体重の60～70％は水分である。体内水

1

特 集

　『高血圧治療ガイドライン2019』の高血圧対策は，ハイリスクアプローチとポピュレー

ションアプローチの両面から社会全体で取り組む戦略的対策が必要とされている。そこで，

わが国の食塩摂取量や日本人の食事摂取基準における食塩摂取目標量などから現状を把握

し，高血圧予防のための減塩指導について，社会全体で取り組むための支援方法や具体的

な減塩のための実践テクニックについて述べる。

summary

食塩摂取量を踏まえた栄養指導
甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科　天野 信子

ガイドライン改訂を受けて　高血圧治療，どう関わる?

a：食塩相当量（g）≒ナトリウム（mg）×2.54÷1000
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はじめに

　Ca拮抗薬，ARB，ACE阻害薬─，日常の業務
において降圧薬に手を触れないことはない。わが国
に約4,300万人の患者がいると推定されている高血圧
症は，とても身近な疾患である。
　また，2017年における65歳以上の高齢者人口は
全体の27.7%，さらに75歳以上の人口は13.8%であ
る。総人口が減少するなか高齢化率は上昇を続けて
おり，来局される患者のなかで高齢者を見ない日は
ない。そして，高齢者では生活習慣病や老年症候群
などに対し，治療薬や症状を緩和する薬剤の処方が
増加し，多剤併用も多くみられる。薬局における調
査では，65歳以上の約30%で5種類以上，75歳以上
の約25%で7種類以上の薬剤が処方されている。さ
らに，6種類以上の薬剤になると薬物有害事象の発
生も有意に増加している。当然のことながら，薬物
有害事象の原因の一つに薬物相互作用があり，われ
われ薬剤師はこうした問題に対し積極的に取り組む

必要がある。

薬物相互作用とは

　単剤で投与したときと比較し，ある特定の薬物（サ
プリメント，嗜好品，食品中成分など含む）が併用
された場合にのみ，体内動態の変動や薬効・副作用
の発現強度が異なる場合を総称して薬物相互作用と
呼んでいる。臨床上，被相互作用薬の薬効の低下に
よる治療効果の減弱や，薬効の過度な上昇，薬物有
害事象の発現が問題となる。
　薬物相互作用は，相加的・相乗的な薬理作用の増
強や，受容体の拮抗作用による薬効減弱などの薬力
学的相互作用（pharmacodynamic drug interaction）
と，薬物の吸収・分布・代謝・排泄過程の変動を介
して起こる薬物動態学的相互作用（pharmacokinetic 
drug interaction）に大別される（表1）。前者は，薬
物相互作用の種類は多岐にわたるが，特定の薬物相
互作用を引き起こす薬物の組み合わせは限局されて

特 集

ガイドライン改訂を受けて　高血圧治療，どう関わる?

　高齢化に伴い薬剤の数が増えると，薬物有害事象も増えるとされ，その原因の一つに薬

物相互作用が含まれる。薬物相互作用には薬力学的相互作用と薬物動態学的相互作用があ

り，各薬物の作用機序，吸収・分布・代謝・排泄過程を理解しておく必要がある。

　Ca拮抗薬はCYP3A4阻害薬や誘導薬との併用に注意し，ARB/ACE阻害薬はアルド

ステロン分泌抑制に関連する相互作用に注意が必要である。その他，主要な降圧薬におけ

る特徴的な相互作用について記載した。

summary

薬物治療における相互作用を考える
ソーク薬局　村井 扶

高血圧治療において薬剤師にできること
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特 集

ガイドライン改訂を受けて　高血圧治療，どう関わる?

「健康サポート薬局」「かかりつけ 
薬剤師・薬局」の役割とは？

Healthy Aging Projects For Women／ケイ薬局／浅草かんわネットワーク研究会　宮原 富士子

　2016年2月の厚生労働省令により規定された「健康サポート薬局」「かかりつけ薬剤

師・薬局」の意義は大きく，今後の薬剤師業務のあり方に大きく影響を与えている。薬剤

師には，今までのような患者や医師との関係性の構築だけでなく，医療・介護連携を含む

チーム医療の具現化に向けた改革が求められている。

　予防，治療，介護，そしてその人らしい人生の終え方を考えるという住民や患者の置か

れたそれぞれのステージで，各職種が職能を発揮しつつ人的支援をしていくことが大切で

ある。高血圧治療という一つのストーリーをステージごとに考え，患者に資する薬剤師の

職責を果たしたい。

summary

高血圧治療において薬剤師にできること

 はじめに

　2018年12月にいわゆる脳卒中・循環器病対策基本
法が制定され，その予防の重要性と国民の主体的な
取り組みが強調された。要介護状態など介護重度化の
進展に至る原因としては，脳卒中や認知症，心不全
などの高血圧関連疾患が多く，薬剤師は『高血圧治
療ガイドライン2019』を踏まえたうえで，地域住民が
主体的に高血圧の予防や重症化防止に取り組めるよ
う支援することが重要である。
　そして，人的支援にあたっては，予防，治療，介
護，そして療養を継続し，その人らしい人生の終え
方を考えるという住民や患者の置かれたそれぞれの
ステージごとに，各職種が職能を発揮することが大
切である。薬剤師は高血圧治療という一つのストー
リーをステージごとに患者や家族とともに振り返り，
次のステージへの進展防止を図るだけでなく，受け

入れや共感の醸成といった人的支援の重要性につい
て，さらに認識することが肝要である。
　現在，薬剤師を取り巻く環境が激変しており，2016年
2月の厚生労働省令により規定された「健康サポート
薬局」「かかりつけ薬剤師・薬局」がどのような役割
を担うかが，今後の薬剤師業務に大きな影響を与え
ている。本稿では“血圧の管理，高血圧の予防・重
症化防止”の視点からその役割を考えてみたい。

血圧に関わる「健康サポート 
薬局」「かかりつけ薬剤師・薬局」
としての支援

「健康サポート薬局」 
「かかりつけ薬剤師・薬局」とは

　2016年2月の厚生労働省令により，地域住民が気
軽に健康や医療・介護について相談できる場所とし

1
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改訂のポイントは血圧測定の方法

1．正確に測定し，記録をつけることが大切

　マスコミが流す玉石混交の情報から，血圧は下げ

ないほうがよいと思っている方もいらっしゃいます。

そういう方たちと接する薬局の薬剤師は，『高血圧治

療ガイドライン2019（以下，JSH2019）』のなかで

何を押さえておけばよいのでしょうか？

楽木　JSH2019では，血圧測定の方法に関して力を

入れています。JSH2014から診察室血圧と家庭血圧

が乖離した場合は家庭血圧を優先するとされ，さら

にJSH2019では，家庭血圧による高血圧の基準値が

入りました。血圧を正確に測定するには診察室血圧

だけでは不十分で，家庭血圧の測定が重要です。

　しかし昨今，ウェアラブル端末を含めさまざまな

家庭血圧の測定機器が現れ，血圧を正確に測定でき

ているのかという別の問題が出てきました。そのた

めJSH2019でも，改めて家庭血圧の正しい測定方法

を書きました。JSH2019では，起床時と夜寝る前そ

れぞれの計測で2回ずつ測り，両方の値を記載し，

さらにそれを平均して最低でも5日間の値を出すよ

うに勧めています。そして，この方法を患者に理解

していただくためにも，薬局で指導いただくことが

大切だと認識しています。また，測定した値を記録

1984年　大阪大学医学部　卒業
1985年　桜橋渡辺病院 循環器内科 医員
1989年　 米国ハーバード大学 ブリガム アンド  

ウイミンズ病院内科 研究員
1990年　 米国スタンフォード大学 心臓血管内科 研究員
2002年　大阪大学 大学院医学系研究科加齢医学 講師
2004年　同 助教授
2005年　 大阪大学医学部附属病院  

老年・高血圧内科 科長（兼任）
2007年　 大阪大学大学院医学系研究科 

老年・腎臓内科学 教授
2015年　改組により老年・総合内科学 教授

楽木 宏実

大阪大学大学院
医学系研究科 
老年・総合内科学

高血圧治療ガイドライン
2019を踏まえ，
薬局に求めること

に残すことも重要です。日本高血圧学会と日本高血

圧協会が協力して，今回の改訂にあわせてJSH2019

に沿った血圧手帳を制作して現在販売されています

ので，薬局でもぜひ利用いただきたいと思います。

　血圧が正確に測れているか確認し，その記録をつ
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多形紅斑型薬疹

1 臨床症状
　多形（滲出性）紅斑（erythema multiforme：EM）

とは，滲出性の紅斑性皮疹に丘疹や環状紅斑・小水

疱などを認め，新旧の皮疹が混在する，つまり皮疹

が“多形”を呈する発疹症です。なかでも薬剤が原因

のものはEM型薬疹といわれ，粘膜疹を伴わず比較

的軽症なタイプ（EM minor）と粘膜疹を伴うタイプ

（EM重症型，EM major）に分けられます1）。

　1993年にRaujeauら2）のグループが，EMは3層

性の盛り上がった紅斑（typical targets）や2層性の

盛り上がった紅斑（raised atypical targets）が四肢

優位にみられ，スティーヴンス・ジョンソン症候群

（Stevens-Johnson syndrome：SJS）や中毒性表皮壊

死症（ライエル症候群，toxic epidermal necrolysis：

TEN）と，臨床的・組織学的に異なる疾患であるこ

とを報告して以来，この臨床的特徴が一般的に用い

られています（図1 ～ ）。

　さらに，欧米では軀幹・四肢の広範囲にtypical 

targetsやraised atypical targetsがみられる場合は，

EM様薬疹（multiforme-like drug eruption/target-

like drug eruption）とし，EM型薬疹とは区別して

います3）。同様の理由で，typical targetsが四肢優位

でなく軀幹中心にみられる場合や，四肢優位にflat 

atypical targets（平坦な標的状の紅斑）がみられる場

合，unclassified EM-SJS（未分類のEMまたはSJS）

などと表現し，通常のEMやSJSと区別しています4）。

2 検査所見
　EM型薬疹に特異的な検査所見はないとされてい

ますが，白血球増多，CRP（C反応性蛋白）高値など

が主なものです。

　原因薬剤の同定には，パッチテストや薬剤添加リ

ンパ球試験（drug-induced lymphocyte stimulation 

test：DLST）などを施行します。また，ウイルス性

発疹症を除外するために，単純疱疹ウイルス抗体価

やマイコプラズマ抗体価などを測定します1）。

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

多形紅斑型薬疹と播種状紅斑丘疹型薬疹第2回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

渡辺 秀晃　昭和大学医学部皮膚科学講座

橋爪 秀夫　磐田市立総合病院皮膚科
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はじめに
　2018年度調剤報酬改定では，薬歴に記録しておくべき記載事項などとして「薬学的管理に必要な
患者の生活像」が明記されました。この生活像，薬剤師によっていろいろなとらえ方をされているよ
うですが，例えばどのようなことが想定され，実際の服薬指導や記録にどう関わるのでしょうか。今
回，患者の生活像を考慮した小児の薬学的管理とその記録について考えてみます。
　まずは，次のような小児のケースを考えてみましょう。

生活像を考慮した小児の薬学的管理とは?

　小児の処方では添付文書上，1日3回に分割して服用する薬が1日2回で処方されることがありま
す。このような場合，恐らく医師の処方意図として「保育園や幼稚園，小学校に通っているため」と
いう理由が多いと思いますので，この通園や通学に関することは小児の生活像の一つといえます。
　したがって，薬歴に「保育園通園中。昼の薬の預かり対応なし」といった記録が頭書き（表書き）に
あれば，Xくんは保育園を卒園するまでは昼食に絡めた服用がないように管理指導していくことがで
きます。

生活像を考慮した小児の薬学的管理とは?

日本医療保険研究所株式会社　入江 真理

小児の薬学的管理に必要な生活像第2回

1  セフカペンピボキシル小児用細粒10% 1日1.08g
カルボシステインDS50% 1日0.72g
アスベリンドライシロップ2% 1日0.75g
1日2回　朝・夕食後 5日分

2歳男児のXくんCASE

患者情報：保育園通園中。昼の薬の預かり対応なし。粉薬は飲める。体重 12kg
保護者（父親）のコメント：「咳の症状がひどくて受診しました。熱は，ありません」

レセプト・薬歴から考える
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エキスパートがわかりやすく解説

1 水温を約55℃にする理由
　カプセルを溶かすために水温は55℃とした。日本
薬局方において（ゼラチン）カプセルおよびプルラン
カプセルは，「水50mLを加え，37±2℃に保ちなが
らしばしば振り動かす。この試験を5回行う時，い
ずれも10分以内に溶ける」ものと規定されている1）。
つまり，確実にカプセルを溶解するためには，水温
を37℃以上に10分間保持する必要がある。
　しかし，病院や患者宅など投薬の現場で水温を

37℃に保持することは難しい。そこで簡易懸濁法で
は，ナースステーションの環境下で10分間自然放冷
しても37℃以下にならない温度を検討し，そのなか
で一番低い温度が約55℃であった。温度が高いと安
定性が損われる薬剤もあるので，高くなりすぎない
ように注意する。
2 55℃の温湯の作り方
　カプセルは完全に溶解しなくても一部が壊れれば
内部の薬剤は外へ出るので，温度も時間もおおよそ
で構わない。日本薬局方でヒプロメロースカプセル
は「15分以内に溶ける」と規定されているが，同様

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）

第 2 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。

▶▶今回のエキスパート

倉田なおみ    日本服薬支援研究会（旧 簡易懸濁法研究会）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

現場のギモン！

懸濁に使用するお湯は何℃でしょうか。
また，10分間以上放置してはいけない薬剤はありますか。
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研究を始める─ ③薬歴を使った研究（観察研究）
STEP

4

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
─ ③薬歴を使った研究（観察研究）

STEP

4

はじめに

　臨床研究には型があり，明らかにしたい臨床上の疑
問やさまざまな条件にふさわしい研究の型を選択する
必要があります。今回取り上げるのは，観察研究のな
かでも，薬局のデータベースである薬歴を使って実施
できる臨床研究です。あなたのアイデア次第で，すぐ
にでもデータを集め，研究することが可能になるのです。

臨床研究の型：観察研究

　臨床研究は，介入を行う介入研究と，介入を行わな
い観察研究に大別されます。観察研究はさらに，アウ
トカム測定のタイミングで2つに分かれます。国民生
活基礎調査のように一時点の状況を調査する横断研究
と，継続的に時間を追って調査を行う縦断研究です。
縦断研究はさらに，観察の方向が前向きのコホート研
究と，後ろ向きの症例対照研究に分けられます（図1）。
　薬歴を使って研究をする場合は介入を行いませんか
ら，観察研究になります。そのなかでも，コホート研

1  薬歴を使った研究は，研究の型としては介入研究にあたる。
2  観察研究報告のガイドラインとして，STROBE声明がある。
3  観察研究では，研究開始前に研究計画を作り，倫理審査を受ける必要はない。

クイズ 3 問 答えは本文の最後に
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利益相反と臨床判断

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／医療法人徳仁会中野病院薬局
AOSHIMA Shuichi青島 周一

第12回
（完） 利益相反と臨床判断

Case 9

　　 今回の疑問　製薬企業が提供するお弁当で臨床判断は変わる?

　学術大会に参加することになり，ランチョンセミナー（昼食の弁当が無償提供される参加費無料の講演会）

の事前申し込みをしようと，プログラムをWebサイトで確認していたあなた。しかしながら，どのセミナーも

すでに予約で満席のようでした。

　こりゃ会場近くでご飯を食べるしかないなぁ，とつぶやいた矢先，後ろから上司が声をかけてきました。

 「 ランチョンセミナーで弁当を食べるより，せっかく遠方に行くんだから，その土地の美味しいもので

も食べてきなよ」

　 「でも，タダ飯ほど美味いものはない，っていうじゃないですか」

 「 その裏にはいろいろあるんだよ。だいたい製薬企業が資金提供している講演会なんて，その企業に都

合のいい情報しか提供されないんじゃない?」

　 「 そうですかねえ。演者の先生，有名な方ですけど……。それに，弁当1つくらいで臨床判断が変わる

わけでもないですし，無料で弁当食べながら勉強できるなんて，最高じゃないですか」

 「 そうか……じゃあ，もし仮に弁当1つで臨床判断が変わるのだとしたら，それでも君はランチョンセ

ミナーを受けるのかい?」

　 「えっ……それって，エビデンスはあるんですか?」

上司

あなた

上司

あなた

上司

あなた
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イベニティ皮下注105mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第223回

神戸大学医学部附属病院薬剤部　谷藤 亜希子

イベニティ皮下注105mg
（ロモソズマブ）

イベニティ皮下注の概要

医薬品名 ：イベニティ皮下注105mgシリンジ
一般名 ：ロモソズマブ（遺伝子組換え）
薬価基準収載日 ：2019年2月
薬価 ：25,145円/筒
製造販売 ：アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

 効能・効果
　骨折の危険性の高い骨粗鬆症
 用法・用量

　通常，成人にはロモソズマブ（遺伝子組換え）として210mgを1カ月に1回，12カ月皮下投与する。

 Point
▶ 投与期間は12カ月であり，1カ月に1回医療機関で実施する。
▶ 本剤の投与終了後には骨吸収が一過性に亢進するため，本剤の治療終了後には骨吸収抑制薬を使用し，骨粗
鬆症の治療を継続する。

▶ 低Ca血症予防のために，投与中はCaおよびビタミンDの補給が必要である。
▶ 過去1年以内に虚血性心疾患または脳血管障害の既往歴のある患者には投与を避ける。
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

折発生抑制効果の評価がAの薬剤は，新規活性型窒

素含有ビスホスホネート薬，選択的エストロゲン受

容体モジュレータ，副甲状腺ホルモン薬，抗RANKL

抗体薬である1）（表1）。女性ホルモン製剤（結合型エ

ストロゲン）も評価はAであるが，日本では骨粗鬆

症に対する保険適用がない。

特徴

　骨粗鬆症治療は骨折の予防が目的であり，とりわ

け生活機能やQOLの悪化を引き起こす大腿骨近位

部骨折や椎体骨折の予防が重要視される。『骨粗鬆

症の予防と治療ガイドライン2015年版』において骨

表1　骨粗鬆症治療薬の有効性の評価一覧

分類 一般名 骨密度 椎体骨折 非椎体骨折 大腿部近位部骨折

カルシウム薬
L-アスパラギン酸カルシウム

B B B C
リン酸水素カルシウム

女性ホルモン薬

エストリオール C C C C

結合型エストロゲン A A A A

エストラジオール A B B C

活性型ビタミンD3薬

アルファカルシドール B B B C

カルシトリオール B B B C

エルデカルシトール A A B C

ビタミンK2薬 メナテトレノン B B B C

ビスホスホネート薬

エチドロン酸 A B C C

アレンドロン酸 A A A A

リセドロン酸 A A A A

ミノドロン酸 A A C C

イバンドロン酸 A A B C

SERM
ラロキシフェン A A B C

バゼドキシフェン A A B C

カルシトニン薬
エルカトニン B B C C

サケカルシトニン B B C C

副甲状腺ホルモン薬
テリパラチド（遺伝子組換え） A A A C

テリパラチド酢酸塩 A A C C

抗RANKL抗体薬 デノスマブ A A A A

その他
イプリフラボン C C C C

ナンドロロン C C C C

・ ゾレドロン酸，ロモソズマブは『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版』発刊後に骨粗鬆症治療薬として承認されたため，未掲載
・ 骨密度上昇効果  

A：上昇効果がある（次のいずれかの条件を満たす場合。①プラセボを対照にしたRCTで有意な上昇効果を示す論文がある，②プラセボを対象として有意な上昇効果がすで
に示されている薬剤を対照としたRCTで非劣性または優越性を示す論文がある）　　B：上昇するとの報告がある（次のいずれかを満たす場合，①プラセボを対照にした
RCTで上昇効果を示す論文があるが，結果の普遍性が確立されていない＊，②有意な上昇効果がすでに示されている薬剤を対照としたRCTで非劣性または優越性を示す論
文があるが，結果の普遍性が確立されていない＊）　　C：上昇するとの報告はない

・ 骨折発生抑制効果  
A：抑制する〔次のいずれかの条件を満たす場合（post-hoc subgroup analysisは除く），①プラセボを対照にしたRCTで有意な抑制効果を示す論文がある，②プラセボを対
照として有意な抑制効果がすでに示されている薬剤を対照としたRCTで非劣性または優越性を示す論文がある〕　　B：抑制するとの報告がある〔次のいずれかを満たす場
合（post-hoc subgroup analysisは除く），①プラセボを対照にしたRCTで抑制効果を示す論文があるが，結果の普遍性が確立されていない＊，②有意な抑制効果がすでに示
されている薬剤を対照としたRCTで非劣性または優越性を示す論文があるが，結果の普遍性が確立されていない＊〕　　C：抑制するとの報告はない

＊：RCTの症例数が少ない場合や有効性が示されない報告もある場合などを指す
（骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会・編：骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版．ライフサイエンス出版，p158，2015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。

ノルスパンテープ増量でボーっとする症状を発見し，中止により改善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？  薬を受け取りに来局した患者の娘が，「ときどき本人がボーっとしていることがある。年齢から，

認知症かもしれない」と心配そうに話した。詳細を聞き取ると，ノルスパンテープ（ブプレノル
フィン）が5mgから10mgに増量された頃から，徐々に症状が現れてきたことがわかった。

▼ 処方内容 

4月13日／4月27日。

Rp.2

ノルスパンテープ5mg 2枚
 1週間ごとに貼り替える＊

＊： ノルスパンテープの貼付日は4/13，4/20，4/27，
5/4

5月11日／5月25日／6月8日／6月22日。

Rp.3

ノルスパンテープ10mg 2枚
 1週間ごとに貼り替える＊

＊： ノルスパンテープの貼付日は5/11，5/18，5/25，
6/1，6/8，6/15，6/22，6/29

80代の女性。病院の内科。処方オーダリング。3月30日／4月6日。

Rp.1

ノルスパンテープ5mg 1枚
 1週間ごとに貼り替える＊1

マグミット錠500mg 2錠
ノバミン錠5mg 2錠
プリンペラン錠5 2錠
 1日2回　朝・夕食前　7日分
リリカカプセル25mg＊2 1Cap
 1日1回　夕食後　14日分
アトルバスタチン錠10mg「サンド」＊2 1錠
 1日1回　朝食後　14日分

エディロールカプセル0.75μg＊2 1Cap
アジルバ錠20mg＊2 1錠
 1日1回　朝食後　14日分
レバミピド錠100mg「EMEC」＊2 2錠
 1日2回　朝・夕食後　14日分
ブロチゾラム錠0.25mg「アメル」＊2 1錠
 1日1回　就寝前　14日分
ロキソニンテープ100mg 70枚
 1日1回　両膝・腰に貼付
ボルタレンゲル1% 150g

＊1：ノルスパンテープの貼付日は3/30，4/6 
＊2：一包化して服用日の日付と用法を印字

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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