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特  集

特集にあたって
横浜市立大学医学群健康社会医学ユニット／東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学　五十嵐 中

　高額薬剤が相次いで上市されたこの5年間で，“医療とオカネ”を取り巻く環境

は大きく変わった。「ほぼすべての薬を，同じ条件で保険給付する」という日本独

自の皆保険システムから，「必要な薬を保険給付する」世界標準の皆保険システム

への転換。今までタブーとされてきた保険給付の絞り込みに関する議論は，一般

メディアでも大きく取り上げられるようになった。もっとも，高額薬剤ばかりが

クローズアップされるがゆえに，現場の視点からは「費用対効果の話は国と製薬

会社の間だけの問題」と，はるか遠くの空中戦のように扱われることもまだ多い。

　しかし，医療費全体に対して向けられる目が厳しくなっているなかで，現場の

日常業務の価値を対内的（薬剤師の間）ではなく，対外的（他の医療従事者，患者，

政策決定者）に評価してもらうためには，「患者満足度が向上する“はず”」「副作

用も軽減できる“はず”」のような定性的な話では不十分である。新たな取り組み

の価値をお金と効き目の双方の軸で考える費用対効果評価は，服薬管理を通した

残薬削減，飲み合わせの問題の回避，積極的な生活指導による生活習慣病の予後

改善など，薬局を取り巻くさまざまな領域でも応用例がある。現場からの費用対

効果評価は，決して机上の空論ではなく，十分に実現可能な研究領域といえる。

　本特集では，医療経済評価の基本を概説したうえで，実際に現場発の取り組み

として「在宅医療現場の薬剤師の関与」「高齢者施設での減薬」「セルフメディケー

ションの推進」「薬局発のエビデンスづくり」など，国内の多方面の事例を紹介す

る。あわせて，薬剤師の新たな役割として話題を呼んでいるフォーミュラリーに

関して，その概念と実例を紹介する。

　この特集をきっかけに，“遠い”存在だった費用対効果評価を，少しでも身近な

ものとして感じていただければ幸いである。

薬局・薬剤師発の 
費用対効果評価とは？
安全性・有効性の，さらに一歩先
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はじめに

　ここ数年間，オプジーボⓇやキムリアⓇ，さらには
ゾルゲンスマⓇなど「とてもよく効き，なおかつとて
も高額」な治療薬が相次いで世に出たことで，「医療
とオカネ」「薬とオカネ」を取り巻く議論のムードは
180度変わった。適応拡大に伴う財政影響の大きさ
が問題視されたオプジーボⓇのみならず，キムリアⓇ

やゾルゲンスマⓇのような超希少疾病の薬でも，単
価が高ければ「値段に見合った価値なのか？」という
説明責任として，オカネの話を求められる時代に
なった。
　もちろんオカネの話は，国と製薬会社だけの問題
ではない。薬以外の介入，今回話題にするような薬
局薬剤師の介入も分析の対象になりうる。そしてさ
らに大事なポイントは，オカネ（＝費用対効果）の話
では“お金”を相手にしつつ，もう一つの大事な要素，
すなわち“効き目”を同時に評価する必要があるとい
う点である。
　本稿では費用対効果評価，すなわちオカネと効き

目のバランスをみる研究について，基本的な方法論
と薬局介入への活用例を紹介したい。

薬剤経済評価の方法 
─増分費用効果比ICERとは？

CERではなく，ICERで評価する

　図1に，単純化した薬剤経済評価の概念図を示し
た。今までの薬（既存薬）を使うと，1人あたり2万
円（100人あたり200万円）で85/100人を救命できる
一方，新薬を使うと，1人あたり10万円（100人で
1,000万円）で90/100人を救うことができる。
　費用対効果という言葉からすぐに連想されるのは
既存薬と新薬，それぞれの費用を効果で割り算する
ことだろう。この数値は，図1左隅の原点から延び
た2本の直線の傾きに相当する。直線の傾きは既存
薬なら200万円÷85人＝2.4万円/1人救命（緑線），
新薬なら1,000万÷90人＝11.1万円/1人救命（青線）
となる。この値を費用効果比（cost-effectiveness 
ratio : CER）と呼ぶが，CERを比較しても正しい評

1

特 集

　近年，高額な治療薬が相次いで世に出たことを受け，オカネの話，いわゆる費用対効果
評価を求められる時代になった。費用対効果評価を，薬剤師介入の価値を広く示すツール
と位置づけることができれば，薬局発でもさまざまな研究が可能となる。
　本稿では費用対効果評価をみる研究について，基本的な方法論と薬局介入への活用事例
を紹介する。

summary

薬局・薬剤師発の費用対効果評価とは？
─ 安全性・有効性の，さらに一歩先

かかりつけ薬剤師・薬局の役割を 
経済的な視点で考える

横浜市立大学医学群健康社会医学ユニット／東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学　五十嵐 中

（834）
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在宅医療現場における薬剤師の 
役割と医療経済効果

杉浦記念財団　榊原 幹夫

薬局に求められる医療費適正化に向けた考え方

はじめに

　超高齢社会では，在宅療養支援を行うことが社会
的に求められている。高齢者の在宅や介護施設にお
ける医療では薬物治療が主となるため，今後は多剤
処方による問題を抱えた高齢者が増加すると予想さ
れる。高齢者は複数の薬剤を使用していることが多
く，また認知機能も低下しやすいため，医薬品の適
正使用が問題となりやすい。6剤以上を服用する患
者では，医薬品による有害事象の発生率が高いとの
報告1）もある。
　筆者らが行った調査では，ケアマネジャーや訪問
看護師が薬局薬剤師に最も期待することは「処方薬
の削減の提案」であり，また薬局薬剤師は地域の医
療・介護従事者との連携を希望していることが明ら
かとなった。本稿では，在宅医療現場における薬剤
師の役割と，処方薬の削減による医療経済効果につ
いて筆者らが行った調査の結果を交えて概説する。

薬剤数の削減の効果

　在宅医療の現場では，薬局薬剤師による「処方薬
の削減の提案」が地域の医療・介護従事者との連携
のきっかけとなる可能性がある。このような視点か
ら，新たに在宅医療を開始した患者を対象に，処方
薬の削減を提案・実施し，その後の患者のQOLや日
常生活動作（ADL）の変化を調査した。

方法

　往診診療開始後，処方薬の削減となった患者7例
を対象に，①年齢，②性別，③削減前後の処方薬

（期間，処方薬剤数，受診している医療機関数），
④QOLおよびADL，⑤要介護度，⑥協働した医
療・介護従事者による対応記録─に関して調査し
た。調査では，医療の質を保ちつつ処方薬数を削減
するために，①配合剤の活用，②飲み方の簡易化

（1日3回から1日1回に変更など），③口腔内崩壊錠

1

特 集

　地域包括ケアシステムのなかで，医療機関を受診する前から地域住民に対して予防など
のアドバイスをし，服薬指導の後も継続的に患者支援のできる薬局薬剤師が現在求められ
ており，その実現に向けて調剤報酬でも評価されるようになった。
　在宅医療の現場，特にポリファーマシーや残薬の是正，副作用の確認などについては，
薬局薬剤師が中心的に関わることが可能であり，その医療経済効果を残薬の活用や薬剤数
の削減などの数字でわかりやすく確認することができる。

summary

薬局・薬剤師発の費用対効果評価とは？
─ 安全性・有効性の，さらに一歩先

（840）
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はじめに

　株式会社らいふ（以下，当社）は，「高齢介護弱者
の救済」「生きる力を引き出す介護」を事業理念とし
て，1都3県（東京，神奈川，千葉，埼玉）で，48軒
の有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅を
運営しており，入居者数は2,383名，そのうち約7割
が認知症である。入居者数の平均年齢は87.6歳，平
均要介護度は2.38で，入居者1人あたりの毎食前・
食後の服用薬剤数は平均7.2剤である。
　現在当社は，東京大学大学院薬学系研究科，たか
せクリニックと共同で，有料老人ホームの入居者の
状態に応じた減薬効果を明らかにするための研究事
業を実施している。科学的根拠に基づくQOLや
ADLの評価と，詳細な経時的変化をとらえる研究は
これまで行われておらず，今後の政策立案にも影響
を及ぼす成果が期待できる。すでに1,800例以上の

データが収集され，まもなく新しい知見を報告でき
る状況にある。
　筆者らはこの成果を広く波及させるための検討を
行い，認知症高齢者の課題である残薬の問題や，認
知症の心理・行動症状（BPSD），せん妄などに対し
て最適な対策などを提案できるものと期待している。

施設における減薬の取り組み

　当社は2018年12月より，入居者の認知症高齢者
への減薬の取り組みを開始した。施設管理者，ケア
マネジャー，本社スタッフに加え，たかせクリニッ
クをはじめ社外の指定医療機関および教育研究機関
にも協力いただいて，筆者がプロジェクトオーナー
となり，減薬プロジェクトチームを発足した。

特 集

　株式会社らいふは指定医療機関および教育研究機関との共同により，有料老人ホームの
入居者の状態に応じた減薬効果を明らかにするための研究事業に取り組んでいる。
　入居者の背景情報と薬剤使用やQOLの情報が紐づけされ，経時的にデータとして得られ
る環境は，減薬プロジェクトに限らず，高齢者医療の研究の基盤として有用である。
2020年1月現在，34/48施設，全入居者約1,800名に対して減薬を中心とした薬剤
の適正使用に取り組み，そのデータを教育研究機関に提供している。2020年上半期に，
その結果が研究論文として発表される予定である。

summary

薬局・薬剤師発の費用対効果評価とは？
─ 安全性・有効性の，さらに一歩先

有料老人ホームでの減薬の取り組み  
─質を保ってクスリを減らす

株式会社らいふ	取締役　小林 司

薬局に求められる医療費適正化に向けた考え方

（846）
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はじめに─OTC医薬品を 
巡る最近の社会情勢

　超高齢社会を迎え，人生100年時代といわれる現
代において，国民が将来の生活に不安を感じること
なく，活力のある社会を創っていくことが求められ
ている。
　『経済財政運営と改革の基本方針2019（骨太の方
針2019）』では，「一般用医薬品等の普及などにより
セルフメディケーションを進めていく」とされ，自
民党の総合政策集2019 J-ファイルにおいては「OTC
医薬品（検査薬を含む）を活用したセルフケア・セル
フメディケーション（自己健康管理）の推進」が明記
された。また，2019年12月に取りまとめられた全世
代型社会保障検討会議の中間報告では，「人生100年
時代において国民の安心を確保するため，医療を取
り巻く課題を踏まえ，健康を望む国民一人一人の自

主的な取組を可能とする環境を整備するとともに，
地域包括ケアシステムの構築，さらには地域共生社
会の実現に向けた取組を進めることが重要である。
疾病予防・早期対応から病気を抱えた後もその生活
を支える医療のあるべき姿を見据え，地域医療の基
盤を維持していくことが必要である」として，「平均
寿命の伸びを上回る健康寿命の延伸へ向けた予防・
健康づくりの強化，セルフケア・セルフメディケー
ションの推進，ヘルスリテラシーの向上」が掲げら
れた。
　さらに，時を同じくして規制改革推進会議では，
新たに「保険外医薬品（スイッチOTC等）の選択を
拡大する」という重点課題が設けられた。「医療サー
ビスへの多様なアクセスを可能とするために，医療
用医薬品から一般用医薬品への転用，スイッチOTC
化を促進するとともに，OTC類似の医療用医薬品の
取り扱いも含めた医薬品にかかわる保険適用のあり
方を総合的に検討していく」とされている。

特 集

　健康寿命の延伸や医療経済問題を背景に，セルフメディケーション推進は政府の政策に
度重ねて掲げられ，国是といえるものとなった。しかし，その具体的な推進力と期待され
たスイッチOTC医薬品の拡大やセルフメディケーション税制は，それぞれ大きな課題に直
面している。
　諸外国のOTC医薬品の活用状況を参照しつつ，セルフメディケーションを力強く進める
うえでの現状と課題を国民目線で論じ，経験を踏まえ改善の方向性を探る。

summary

薬局・薬剤師発の費用対効果評価とは？
─ 安全性・有効性の，さらに一歩先

セルフメディケーション推進による 
医療経済効果とは？

日本OTC医薬品協会　廣川 暢幸，黒川 達夫

薬局に求められる医療費適正化に向けた考え方
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はじめに

　日本薬剤師会は2007年に，重複投薬や長期処方
による残薬，つまり薬剤費の無駄は年間約500億円
になると報告した。その原因の一つとして，慢性疾
患の患者に対する長期処方があった。その当時から
分割調剤の仕組みはあったものの，実際にはあまり
利用されておらず，大病院を受診する患者は2～3カ
月ごとに外来を受診し，そのたびに大量の薬剤を受
け取るしかなかった。
　長期処方の途中，薬の飲み方に疑問をもったり，
体調の変化を感じたりしても，次回受診までに相談
の機会もなく，漫然と薬を飲み続ける。そんな問題
に対して薬剤師として「何かできないか？」という純
粋な気持ちから，日本アプライド・セラピューティ
クス（実践薬物治療）学会の保険薬局委員会と，保
険薬局経営者連合会との共同プロジェクトとして，
薬局における患者登録制度を構築し，患者を長期に

フォローアップすることで薬物治療の改善を目指す
研究を始めた1）。
　本稿では，この研究の概要と成果，そして医療費
適正化に向けて薬剤師に何が期待されるかを議論し
ていきたい。

薬剤師中間介入研究の概要

研究のデザインと進め方

　薬剤師中間介入研究では，慢性疾患の治療のため
2～3カ月おきに医療機関を受診し，薬物治療を受け
ている患者を対象とした。患者が抱える問題や不安
を早期に発見し，問題解決に繋げていくために，処
方箋を受け取ってから次回受診までの間に，少なく
とも月1回は薬剤師が患者に電話などで連絡をとり，
何か問題があれば医師にフィードバック，適切な介
入を行うこととした（図1）。
　この研究は，薬剤師がフォローアップの必要な患

1

特 集

　長期処方を受けている慢性疾患の患者を対象に，残薬解消，問題の早期発見・解決を目
指した薬剤師中間介入研究を行った。これは，積極的な介入が必要な患者を薬剤師が選択
し，フォローアップを行うことで介入効果を評価する試みである。
　薬剤師中間介入は，服薬状況の改善や患者の不安軽減には繋がったが，薬剤師業務の見
える化を進めていくためには，いくつかの課題も見つかった。医療費適正化のためだけで
なく，患者中心の医療を実現するために必要なことがみえてきた。

summary

薬局・薬剤師発の費用対効果評価とは？
─ 安全性・有効性の，さらに一歩先

薬局発のエビデンスづくり 
─現場からのアプローチ

明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室　赤沢 学

薬局に求められる医療費適正化に向けた考え方
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はじめに

　現在，後発医薬品の特許切れ医療用医薬品（以下，
特許切れ品）に占める使用割合は2019年3月の調剤
メディアスaによれば77.7％（数量ベース）で，2020年
9月の政府目標80％まであともう一歩だ。
　さて，ポスト80％時代を目前にして，本稿では

「薬剤師は何ができるのか？」，また「何をすべきな
のか？」を考えていこう。

ポスト80％時代の新たな目標値

　現在，後発医薬品の特許切れ品に占める使用割合
は，前述したように77.7％で，2017年6月に閣議決
定した「2020年9月までに，後発医薬品の使用割合

を80％とする」という80％目標まであと一息だ
（図1）。
　このため現在，2020年6月の『経済財政運営と改
革の基本方針（以下，骨太の方針）』へ向けて，ポス
ト80％の新たな目標値の議論が厚生労働省医政局経
済課や，筆者が代表理事を務める日本ジェネリック
医薬品・バイオシミラー学会などの関係者の間で行
われている。今のところ数量ベースについてはポス
ト80％の新目標は85％が有力だ。ちなみに80％目
標とは，特許切れ品に占める後発医薬品の数量ベー
スのシェア率のことだ。

目標設定に関する議論

1）金額ベース

　2019年7月の第13回日本ジェネリック医薬品・バ
イオシミラー学会学術大会（長崎市）での新目標の議
論のなかでは，この数量ベースの目標とともに，金

1

特 集

　2020年9月までに後発医薬品シェア率の80％達成という政府目標まであと一息だ。
そしてポスト80％の新たな目標設定の議論が，2020年6月の『経済財政運営と改革の
基本方針（骨太の方針）』へ向けて本格化している。
　ポスト80％時代，医療用医薬品全体のなかで後発医薬品と先発品の使用のあり方，特に
生活習慣病薬における処方ルールの見直しが喫緊の課題だ。このため今，フォーミュラリー
が注目されている。フォーミュラリーが果たす後発医薬品の普及について振り返ってみた。

summary

薬局・薬剤師発の費用対効果評価とは？
─ 安全性・有効性の，さらに一歩先

後発品ポスト80％時代の薬剤師の
役割 ─フォーミュラリー作成に向きあう

国際医療福祉大学大学院医療福祉経営専攻・医学研究科公衆衛生学専攻　武藤 正樹

フォーミュラリー作成のロードマップ

a： 厚生労働省が調剤医療費の動向分析のために開発したシステムの略称

（864）
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フォーミュラリーとは

　医薬品は，有効性，安全性，品質，剤形，使用性
および経済性などに基づいて評価・選択される。
フォーミュラリーとは，「標準的な医薬品選択や使
用指針に基づく採用医薬品リストとその関連情報」
である。医薬品の有効性や安全性，用法・用量など
を踏まえて，関係する医師や薬剤師などが協議し，
継続的にアップデートされる。
　多くの場合，医師は自身の診療領域における大多
数の患者に用いることができる“手持ちの医薬品”を
事前に想定しており，それらについて，①用法・用量，
②副作用，③使用上の注意，④患者への説明─

などといった使い方を熟知している。医師は手持ち
の医薬品を用いることで，比較的短時間で患者に応
じた薬物の選択ができ，標準化した薬物治療を計画

的に進められるのである。この概念が，各疾患や1人
の処方医から診療科を超えて病院へと広がったもの
が，病院フォーミュラリーだと考えるとわかりやす
い。

病院における医薬品の採用

　一般的に採用医薬品とは，薬価収載されている医
薬品のなかで，当該病院において処方可能な医薬品
である。採用医薬品は，医師，薬剤師，看護師，事
務職員などから構成される薬事委員会において，有
効性や安全性，費用対効果などに基づいて審議・承
認され，リスト（医薬品集）化される。
　多くの病院において，医薬品の採用手順などの内
規が定められている。同種・同効薬や後発医薬品な
どがあるケースは，その選定についての内容も含ま

特 集

　フォーミュラリーとは，「標準的な医薬品選択や使用指針に基づく採用医薬品リストと
その関連情報」であり，医師が処方する際や，薬剤師が医師と共同して薬物治療を行う際
の支援ツールである。有効性や安全性，費用対効果などを踏まえ，関係する医師や薬剤師
らで協議して作成される。
　フォーミュラリーを活用することで，最適な薬物治療を効率的に選択・実施できるので，
医師・薬剤師や，病院・地域にとって有効と考える。経済性のみに基づいた医薬品の選択
や，医師の処方制限を招くと誤解されないように，関係者間での信頼関係の構築が重要で
ある。

summary

薬局・薬剤師発の費用対効果評価とは？
─ 安全性・有効性の，さらに一歩先

病院フォーミュラリー
浜松医科大学医学部附属病院薬剤部　青野 浩直，川上 純一

フォーミュラリー作成のロードマップ
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システム開発のきっかけ

1 医師不足の深刻な埼玉県

─本日は，先生が主導で開発されたAIを利用し

た救急相談システムについてお話しいただきたいと

思います。まずは，開発のきっかけから教えてくだ

さい。

守谷　救急で運ばれてくる患者は，ある一定の数が

ずっと発生しているのではなく，時間によって多く

発生したりあまり発生しなかったり，波があります。

しかし，その地域の救急科で診られる患者数は限ら

れているため，救急にかかる患者数が突然増えると，

受け入れられないという状態が生じてしまいます。

私たち救急医は献身的に頑張ってはいますが，世間

から「たらい回し」と言われ，マスコミからもその部

分だけが取り上げられ大変残念です。

　2014年には，多くの病院が救急車の受け入れを

断ったことで傷病者が亡くなったという事案があり

ました。それを1つの教訓として，救急医のみなら

ず地域の医師会，行政，日本看護協会なども協力し

て，一丸となって改善に取り組もうという流れがで

きました。その一貫として私どもが開発したのが，

「埼玉県AI救急相談」です。

　私は5年前に縁があって自治医科大学附属さいた

ま医療センター（以下，当院）に着任しましたが，そ

の前は東京23区内の救命救急センターで勤務してい

ました。そこで，東京都と埼玉県とで医療事情，特

に救急医療において大きな差を感じました。

　具体的には，人口10万人あたりの医師数は47都

道府県のなかで埼玉県が最も少ないというデータが

あり，同様に看護師や助産師の数も最も少ないとさ

れています。人口あたりの医療従事者の数は一般的

薬局業務や患者応対に活かすために薬剤師が押さえておきたい
知識や技術について，その領域のスペシャリストに伺います！

聞いてみよう

薬剤師の 知 り た い こ と

薬剤師にも活用してほしい 
AIを利用した 

救急相談システム
守谷 俊
自治医科大学附属さいたま医療センター	
救命救急センター	センター長

1988年	 日本大学医学部卒業
1988年	 日本大学医学部脳神経外科学講座
1992年	 米国NYUメディカルセンター
2005年	 公立阿伎留医療センター
2013年	 日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野
2014年	 自治医科大学医学部総合医学第1講座	教授	
2016年より現職	
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はじめに

　急性汎発性発疹性膿疱症（acute generalized 
exanthematous pustulosis : AGEP）は発熱ととも
に，紅斑の上に小膿疱が多発することが特徴の疾患
です1, 2）。
　薬剤の投与後に生じることが多い疾患のため，
AGEPはスティーブンス・ジョンソン症候群（SJS），
中毒性表皮壊死症（TEN）や薬剤性過敏症症候群

（DIHS）と並ぶ重症型の薬疹の一つと認識されてい
ます。原因薬剤としては，抗菌薬，痛風治療薬，抗
てんかん薬，また総合感冒薬のような市販の医薬品
でもみられることがあります。原因薬剤を中止する
と，約2週間で発疹は軽快します。しかし，原因薬
剤に気づかずに投与が続けられると発熱や皮膚症状
が治らず，重篤な状態になります。
　AGEPの発生頻度は人口100万人あたり1～5人/年
と推定されています。AGEPを含め薬疹では，早期
の治療介入が経過に影響を及ぼします。薬剤師は投
薬の際に直接患者と接しますので，薬疹の重症化の
予防に関わる重要な役割を担っているといえます。

急性汎発性発疹性膿疱症の症状

　AGEPは，発熱とともに紅斑が出現し，その紅斑
の上に小膿疱が急激に多発する疾患です（図1）。顔
面，頸部，腋窩，鼠径部などの擦れやすい部位や，
圧のかかりやすい部位に紅斑が強く出る傾向があり，
短期間で拡大します1）。小膿疱も同部位に多発し，
その直径は1～2mmと小型です。

1  検査所見
　細菌が原因となって，膿疱が毛孔に一致して観察
される通常の毛嚢炎と異なり，AGEPの膿疱は無菌
性で毛孔には一致しません。そのため，膿疱部から
の細菌培養検査を施行しても通常は陰性となりま
す。また典型例では，SJSやTENと異なり，眼や口
腔，陰部などの粘膜には発疹が出現しないのが特徴
です。
　血液検査の所見では，好中球優位な白血球の増加
が認められ，CRP（C反応性蛋白）や赤沈などの炎症
反応も上昇します。軽度の腎障害や肝機能障害を伴
う報告が多いですが，時として多臓器不全に陥るこ

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

急性汎発性発疹性膿疱症第6回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

椎谷 千尋，高橋 勇人　慶應義塾大学医学部皮膚科学教室
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はじめに
　最近は，電子薬歴を利用したり，導入を検討したりしている薬局も多いと思います。この電子薬
歴，とても便利なもので，さまざまな機能をもつものも増えてきています。電子薬歴のメーカーは当
然，各種算定要件を満たした薬歴が記録できるように作り込んでくれているのですが，実際に利用す
る薬剤師が算定要件を理解していないと，不適切な記録となってしまい，結果として個別指導で怒
られる，ということが発生してしまっている印象です。
　前回，特定薬剤管理指導加算を算定する際の電子薬歴による記録方法について，その注意点に触
れましたが，今回は，電子薬歴のシステム自体について，利用する際に気を付けておきたいことを算
定要件と照らしあわせながら確認していきましょう。

留意事項通知の（4）ア～サ

　薬剤服用歴管理指導料の算定要件について，最も詳細に規定されているのがこの連載でも再三引
用している留意事項通知です。この留意事項通知では，薬剤服用歴管理指導料「1」および「2」の算
定要件として（1）～（5）が規定され，このうちの（4）に，「薬剤服用歴は同一患者についての全ての
記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり，次の事項等を記載
し，最終記入日から起算して3年間保存する」として，ア～サまでの11項目が規定されています。こ
のア～サは，2018年度改定で構成が大きく組み替えられました。2012～2016年度改定までの長期間
にわたってア～チだったものがア～サになったときに，どのように組み替えられたのか整理したもの
を表1に示します。
　先にこれだけは忘れないでいただきたいのが，このア～サの項目は，薬歴に記載しておくべきこと
のごく一部だということです。厚生労働省から発せられるもとの文書でいうと，（1）～（5）までは約
4ページ半にわたりますが，この（4）が占めるのはそのうちの半ページほどです。つまり，他にも記
録すべき大事なことがたくさんあるということを覚えておいてください。これについては，また別の
機会に確認したいと思います。

日本医療保険研究所株式会社　入江 真理

電子薬歴システムを理解して記録する第6回

レセプト・薬歴から考える
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▶▶今回のエキスパート 倉田なおみ   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！

2020年度診療報酬改定で，簡易懸濁法が評価されるようになったと聞きました。
簡易懸濁法を取り巻く大きな変化について教えてください。

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）

薬を上手に服薬できない患者のために 
薬剤師は尽力して！ というメッセージ

　2019年12月以降，以下のような簡易懸濁法に関
連する大きな変更があった。

• 2020年度診療報酬として，経管投薬支援料（初
回のみ）100点が新設

• 簡易懸濁法に必要な医薬品情報がインタビュー
フォーム（IF）に掲載

• 簡易懸濁法により投与する注入器が，国際規格
に変更

　偶然ということもあるが，このような大きな変化
が一度に起こったことは驚くべきことであり，経管
投与が必要な患者の投薬において，製剤学的知識を
もつ薬剤師への社会からの期待ととらえることがで
きる。臨床薬剤師は一致団結して，まずは経管投与
患者への投薬に取り組むべきときである。さらに，
簡易懸濁法は経管投与のみならず経口投与の場合に
も活用されており，薬を上手に摂食嚥下できない患
者の服薬のために薬剤師はもっと尽力するように，
というメッセージなのではないだろうか。本稿では，
これらの変化について解説する。

特別回 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。

（931）
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はじめに

　小児の薬物療法では用量の細かな調節性や内服の
しやすさを考慮して，シロップ剤やドライシロップ
剤が繁用されている。また，高齢者などで固形薬剤
の服用が困難な場合には，誤嚥のリスクが少ない液
剤もよく処方されている。
　実臨床の処方では，治療効果を期待して数種類の
シロップ剤や液剤を併用することが多い。液剤やド
ライシロップ剤は基本的には混合せずに服用すべき
であるが，内服のタイミングが同様の場合には，服
用上の利便性などを考慮して調剤時に複数の製品を
混合して投薬したり，服用直前に混合したりするこ
とも行われている。

経口液剤，シロップ剤とは

　第十七改正日本薬局方では，経口液剤とは「経口
投与する液状，流動性のある粘稠なゲル状の製剤」
と記載されており，エリキシル剤，懸濁剤，乳剤お
よびリモナーデ剤が含まれる（表1）。また，シロッ
プ剤にはシロップ用剤が含まれており，シロップ用

剤はドライシロップ剤とも称され，用時溶解または
用時懸濁して用いる製剤である（表1）。

配合変化の要因

　第十四改訂調剤指針では，配合変化とは2種類以
上の製剤を混合することで生じる物理的，化学的な
変化であるとされている。
　液剤やシロップ剤の溶剤としては水以外にアル
コールや，グリセリンなどの多価アルコールなどが
使用されることがある。さらに，主薬成分の他に甘
味剤や着色剤，pH調整剤などさまざまな添加物を
含んでいるため，主薬成分だけではなく，それ以外
の添加物も配合変化の原因になる。液剤やシロップ
剤の配合変化はpHの影響を受けやすく，色調の変
化や沈殿の生成といった外観の変化が見られる。ま
た，外観上は変化が見られないものの，主薬成分の
分解などにより力価が低下している場合もある。
　懸濁剤では，配合により再分散性が不良になるこ
とがあり，これは主薬よりも添加物が原因となるこ
とが多い。

経口液剤

懸濁剤 有効成分を微細均質に懸濁した液剤

エリキシル剤 甘味と芳香のあるエタノールを含む澄明な液状の製剤

乳剤 有効成分を微細均質に乳化した液剤

リモナーデ剤 甘味と酸味のある澄明な液剤

シロップ剤
シロップ剤 糖類または甘味剤を含む粘稠性のある液状または固形の経口製剤

ドライシロップ剤
（シロップ用剤）

糖類または甘味剤を含み，水を加えるときシロップ剤となる顆
粒状または粉末状の製剤

表1　経口液剤とシロップ剤の種類

配合変化の基本的な考え方
1

山形県薬剤師会薬事情報センター センター長　

細谷 順

山形県薬剤師会 会長　東海林 徹
日新薬品株式会社
学術教育部 特別顧問 白石 正

監 修
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配合変化の基本的な考え方

配合変化の種類

沈 殿
　配合により，①遊離酸や遊離塩基が析出，②難
溶性塩が生成─されることで沈殿が生じる。特
に，2種類の無機塩，有機化合物と無機塩，有機酸
塩と有機塩基塩の水溶液を混合すると，塩の交換反
応により難溶性塩が生成されて沈殿を生じることが
ある。沈殿生成に影響する因子には，①主薬の分子
量，②疎水性，③酸性・塩基性の程度，④溶液の
濃度，⑤結合物の溶解度，⑥水以外の溶媒や界面活
性剤の存在，⑦結晶生成を阻害する糖の存在─な
どがある。

着 色
　配合による酸化・還元，キレートや錯塩の形成，pH
変化により，製剤の着色や変色，退色などが見られる。

外観変化を伴わない化学的変化
　配合により加水分解，酸化・還元，開環などが起
こり，外観の変化がなくても主薬の分解が生じてい
る場合がある。加水分解を促進する因子は，光，
pH，金属イオン，亜硫酸塩類などの還元性物質，
酸性物質，塩基性物質などである。

　ドライシロップ剤などの粉末製剤を混合すると，
融点と凝固点は元の物質よりも低下する。水溶性物
質において，一定割合の混合物で各成分よりも融点
が低い混合物を共融混合物といい，共融混合物の融
点が室温以下ならば湿潤や液化が見られる。また，
混合により臨界相対湿度が低下する場合や，潮解性
物質の配合でも湿潤や液化が見られる。

配合変化の程度

　配合変化はその程度により，①配合不可，②配
合不適，③配合注意に分類される。調剤時は，配
合変化の程度により異なる対応を取る必要がある。

配合不可
　配合により，作用の増強や有害物を生じるなどの
危険性がある場合，あるいは薬効を著しく減退させ
る場合で，薬剤学上工夫の余地のないものは配合不
可に分類される。薬剤師は医師への疑義照会を行っ
て処方変更してもらうなどの対応が必要である。
　徐放性であるテオフィリンのシロップ剤は他剤と
の配合により徐放性が失われるため，配合不可とさ
れる。

配合不適
　配合により，湿潤や沈殿，または不溶性の医薬品
が水剤に配合されるなど，そのまま調剤すると不都
合が生じる場合で，散剤付き液剤 aや組み合わせ水
剤bとするなど調剤技術上の工夫を必要とする。
　一般にアルカロイドや塩基の塩類は，塩基性物質
の配合により遊離塩基を析出し，配合不適となるこ
とが多い。配合により懸濁や沈殿が発生し，再分散
性が不良となるなどの例もある。

配合注意
　配合により，①変色や沈殿などが生じても，薬効
に変化がないのでそのまま調剤可能な場合，②懸濁
や沈殿が発生するものの，再分散性が良好な場合
─などである。外観変化を伴うことがあるので，患
者が不安に思わないように投薬時には説明を要する。

1

2

3

1

2

3

a： 散剤と水剤を混合すると，投与期間中に再分散性不良の沈殿が生じる，あるいは主成分が分解し残存率が低下するなどの配合変化がみら
れる場合，用時混合して服用するように散剤と水剤を分けて調剤すること

b： 混合せずに別々の瓶に入れて処方すること
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第227回

倉敷中央病院薬剤部　山田 菜月，髙栁 和伸

トリンテリックス® 錠 
10mg，20mg

（ボルチオキセチン臭化水素酸塩）

トリンテリックス®錠の概要

医薬品名 ：トリンテリックス®錠

一般名 ：ボルチオキセチン臭化水素酸塩

薬価基準収載日 ：2019年11月19日

薬価 ：［10mg］168.90円/錠
	 　［20mg］253.40円/錠

製造販売 ：武田薬品工業株式会社

 効能・効果
　うつ病・うつ状態

 用法・用量
　	通常，成人にはボルチオキセチンとして10mgを1日1回経口投与する。なお，患者の状態により1日20mg
を超えない範囲で適宜増減するが，増量は1週間以上の間隔をあけて行うこと。

 Point
▶	セロトニン再取り込み阻害作用によるセロトニン濃度上昇に加え，セロトニン受容体調節作用を有する新規抗
うつ薬である。

▶ 	1日1回の投与であり，治療用量である10mg/日から開始できる。

（940）
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新薬くろ～ずあっぷ 軽症のうつ病には新規抗うつ薬が推奨されている。

一方，中等～重症うつ病では，新規抗うつ薬の他に

三環系抗うつ薬なども推奨されており，第一選択薬

は定められていない。抗うつ薬の多剤併用，抗不安

薬の多剤併用など，同一種類の向精神薬の合理性の

ない多剤併用は推奨されない2）。

2．うつ病治療における位置づけ
　ボルチオキセチン（以下，本剤）は，セロトニン再

取り込み阻害作用とセロトニン作動性作用の両方を

もつ抗うつ薬で，海外では2013年に販売が開始され

ている。うつ病のさまざまな症状への有効性に加え

て，患者の主観的な評価において認知機能や社会的

機能の有効性が認められることから，うつ病の第一

選択として適していると考えられる。他の抗うつ薬

と比べて副作用が起きにくく，忍容性が良好である

（表2）。

3．発売までの経緯
　本剤は，国際共同第Ⅱ・Ⅲ相試験（CCT-002試

験）および国内第Ⅲ相試験（CCT-003試験）ではプラ

セボとの比較で有意差が示されなかった。その理由

として，①これらの試験の対象者は大うつ病の重症

患 者でプラセボのMADRS（montgomery-asberg 

depression rating scale）スコアaの変化量が大きく

有意差が出なかった，②反復性エピソードを有する

患者ではプラセボの反応率が小さいが，これらの試

験では反復性エピソードを有する患者と単一性エピ

ソードの患者が混在していた─ことが考えられ

た。

　このため，次に実施された国内第Ⅲ相試験（CCT-

004試験）では，①プラセボ反応性の高い患者を除

特徴

1．うつ病における薬物治療
　うつ病は，抑うつ気分あるいは興味・喜びの著し

い減退のどちらかに加えて，不眠や食欲減少，自殺

企図などの症状を呈する疾患である。その生涯有病

率はさまざまな報告があるが，男性で3.8％，女性で

8.4％，全体では6.2％で，16人に1人は生涯に一度

はうつ病になるとされている1）。うつ病を発症した

約50～60％が再発し，再発を繰り返すごとに再発率

が高くなる。

　うつ病の診断では，米国精神医学会が発表した

『精神疾患の診断・統計マニュアル第5版』（DSM-5）

や『国際疾病分類第11回改訂版』（ICD-11）が用い

られる。DSM-5では表1に示した基本症状①，②

のどちらかの存在が必須で，他の症状とあわせて5つ

以上が2週間以上にわたって毎日続く場合にうつ病

と診断される。過去の躁状態の有無を確認し，双極

性障害の可能性を除外する。

　2016年に発表された『日本うつ病学会治療ガイド

ラインⅡ.うつ病（DSM-5）/大うつ病性障害』では，

表1　うつ病の診断基準
分　類 症　状

基本症状
①抑うつ気分

②興味・喜びの著しい減退

他の症状

③体重・食欲の増加，減少

④不眠・過眠

⑤精神運動焦燥，または抑制

⑥疲労感、気力の減退

⑦無価値観または罪責感

⑧思考量や集中力の減退，決断困難

⑨自殺念慮，自殺企図

（日本精神神経学会・監：DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル：抑うつ
症候群．医学書院，p160，2014 より）

a： スウェーデンで開発された包括的精神病理学評価尺度のなかからうつ状態を評価するための10項目を抽出したもの

（941）
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薬局発！

奈良県立医科大学附属病院臨床研究センター／京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学分野　鈴木 渉太

プロトコールを作る・倫理審査を受ける
その2

STEP

8

 
はじめに

　前回（STEP 7）は，プロトコールを作る準備として，
もやもやした疑問（clinical question：CQ）から形式化
した疑問（research question：RQ）へ変換するための
考え方として，PICO/PECOを紹介しました。今回の
STEP 8では，これに続くプロトコールの作成から，
倫理審査を依頼するまでの流れを紹介します（図1）。

1  倫理審査の手続きは，学会発表用の抄録を書くときに始める。
2  倫理審査委員会へ書類提出がすめば，臨床研究を開始してよい。
3  プロトコールさえあれば，倫理審査は受けられる。

クイズ 3 問 答えは本文の最後に

CQ：clinical question　もやもやした疑問

RQ：research question　形式化した疑問

STEP 7

STEP 8

［変換］PI（E）CO・FINER

プロトコール

承認書

臨床研究開始

［倫理審査］（数カ月）

［作成］雛形（数日～数カ月）

図1　臨床研究を開始するまでの流れ

（947）
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	 	株式会社サンクール	あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜
	 		総合診療医・感染症コンサルタント/	
	 北海道科学大学薬学部	客員教授　岸田 直樹

帰って
きた

株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜

帰帰帰っっててってって
ききたたたきたききたききたきた 処方箋の
“なぜ”を

病態から推論する

　処方箋に疑問をもったとき，疾患や病態
と結びつけて考えられると処方意図や患者
さんの背景が見えてきます。本連載では，
気になる処方箋をもとに，その読み解き方
や患者さんへの対応を薬剤師と医師がレク
チャー。今後義務化される「処方後のフォ
ローアップ」のポイントも載っています！

本連載の著者が執筆した『処方箋の“なぜ”を
病態から推論する』が発刊されました。「もっ
といろんなケースを知りたい」という方はこち
らもどうぞ！

Rp.1  ●アスピリン（原末） 1回300mg（1日900mg）
 　1日3回　毎食後 1日分

処方箋（小児科）/1歳4カ月女児

小児の発熱にアスピリンが900mg/分3， しかも1日分!?

第 回3

わかっていること

•1歳4カ月の女児，体重12kg，保育園に通い始めてから1カ月未満。
•�5日前にも発熱，咳，痰，鼻水，目の充血・目やにで処方あり。処方薬はチペピジン，カルボシステイン，プランルカスト，ア
セトアミノフェン坐剤，トスフロキサシン点眼剤。
•�投薬時の聞き取りより，発熱は6日目で，39℃を超える発熱が継続中。目の充血・目やには改善。咽頭の発赤，歯茎の軽度の
腫れ，手掌の軽度発赤を指摘され，すぐに大きな病院での検査を勧められた……と1日分のみの処方であった。

?  かなり多い量のアスピリンが処方されています。1日分のみの処方で，すぐに
大きな病院で検査を受けるように言われていることも踏まえ，どのような病
態を想定した処方と考えられるでしょうか？

ここで質問です

（956）
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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。

ビ･シフロールⓇ錠の投与量が上限超過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？ 	レストレスレッグス症候群（以下，RLS）に対してビ・シフロールⓇ（プラミペキソール）錠

0.125mgが徐々に増量され，今回8錠に増量された内容の処方箋がFAXで送られてきた。
RLSの場合は，成分量として1日0.75mg（0.125mg錠だと6錠）を超えないこととされている
ため疑義照会したところ，8錠は処方ミスであることがわかり，6錠に変更となった。

▼ 処方内容 80代の女性。A病院の内科。

Rp.1  　6月25日（定期薬に追加する分として）
ビ・シフロールⓇ錠	0.125mg	 2錠

1日1回　夕（食前）　14日分

＊ビ・シフロールⓇ錠0.125mgが今回，8錠に増量

Rp.2  　7月9日（疑義照会前）
ビ・シフロールⓇ錠	0.125mg	 8錠
	 1日1回　夕（食前）　42日分
アダラートⓇCR錠	40mg	 1錠
アーチストⓇ錠	10mg	 1錠
	 1日1回　朝食後　42日分
ウルソⓇ錠	100mg	 3錠
	 1日3回　毎食後　42日分
ガスターⓇD錠	20mg	 1錠
リピトールⓇ錠	10mg	 1錠
	 1日1回　夕食後　42日分

カロナールⓇ錠	200mg	 4錠
	 1日2回　朝・夕食後　42日分
モーラスⓇテープ	20mg	 70枚
	 1日1回　貼付
ロゼレムⓇ錠	8mg	 1錠
ルネスタⓇ錠	1mg	 1錠
	 1日1回　寝る前　42日分
　（内用剤を一包化）

Rp.3 　7月9日（疑義照会後）
ビ・シフロールⓇ錠	0.125mg	 6錠
	 1日1回　夕（食前）　42日分

＊他は Rp.2 と同じ

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

（975）




