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特  集

　服薬指導は対面で行うことが原則ですが，2020年9月から改正薬機法に基づ

くオンライン服薬指導が新たに施行されました。本特集では，改正薬機法に基づ

くオンライン服薬指導について解説するとともに，テレビ電話などを用いた非対

面ならではの服薬指導のポイントや，国家戦略特別区域における遠隔服薬指導か

らみえた課題などを紹介します！

はじまる！	
オンライン服薬指導

非対面ならではのポイントとは？

P.8   薬機法に定められた，いわゆる「オンライン服薬指導」の 

概要と注意点 ─────────────────────────── 渡邊 大記

Interview

P.14   オンラインでも“いつもの”服薬指導を 

─薬剤師の移動時間の効率化で，対人業務を充実化

国家戦略特区の遠隔服薬指導でみえた非対面式服薬指導の課題

P.21   へき地での取り組み ───────────── 大木 剛，池田 裕樹，永井 尭範

P.26   都市部での取り組み ─────────────────────── 武田 郁子

P.30   オンラインの診療・服薬指導で期待される医薬連携 ──── 黒木 春郎

P.36   ICTを活用した薬学的ケアおよび 

薬剤師─患者間コミュニケーションのあり方 ────────── 堀 里子
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はじめに

　2019年12月4日に公布された医薬品，医療機器等
の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（以
下，薬機法）等の一部を改正する法律において，そ
れまで調剤された薬剤に関する情報提供および指導
などについては「対面により」という記載のみがなさ
れていたが，そこに含みうるものとして括弧書きの
内容が追記された。それは，「映像及び音声の送受
信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす
ることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正
な使用を確保することが可能であると認められる方
法として厚生労働省令で定めるものを含む」という
文言で，これにより「対面での情報提供及び指導に，
対面によらない通信機器を活用した服薬指導（以下，
オンライン服薬指導）による方法」が含まれることと
なった。これを受けて厚生労働省よりオンライン服
薬指導に関する通知1）が発出され，非対面での服薬

指導を実施するうえでの一定のルールが示された後，
2020年9月1日にオンライン服薬指導が施行された
ところである。
　本稿では薬機法に定められた，いわゆるオンライ
ン服薬指導の概要と注意点について概説する。

0410対応とは性格が異なる 
オンライン服薬指導

　今回，薬機法に定められたオンライン服薬指導の
特集がなされるにあたり，読者の皆さんに初めにしっ
かりと認識をもっておいていただきたいことがある。
それは，薬機法に定められた対面によらない服薬指
導 と， 現 在 の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

（COVID-19）の感染拡大防止の観点から実施されて
いる「0410対応」は，全く性格の違うものであると
いう点である。
　法で規定されたオンライン服薬指導は，オンライ

特 集

はじまる！　オンライン服薬指導
非対面ならではのポイントとは？

　2020年3月31日に厚生労働省よりオンライン服薬指導に関する通知が発出され，非
対面での服薬指導を実施するうえでの一定のルールが示された後，薬機法に定められたオン
ライン服薬指導が2020年9月1日に施行された。これは，現在の新型コロナウイルス感
染症の拡大防止の観点から実施されている「0410対応」とは全く性格の違うものである。
　オンライン服薬指導の実施にあたっては，厚生労働省のオンライン服薬指導に関する施
行通知を遵守するとともに，それに則ることが「患者の安全と安心な薬物療法に直結する」
という認識が肝要である。

summary

日本薬剤師会　渡邊 大記

薬機法に定められた，いわゆる 
「オンライン服薬指導」の概要と注意点

（2386）
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薬剤師の移動時間を短縮して， 
患者1人にかかる時間を確保

─�遠隔服薬指導，またオンライン服薬指導を導入

したきっかけを教えてください。

　当薬局は，以前より在宅患者への訪問服薬指導に
積極的に取り組んでおり，全33店舗で約6,800人の
在宅患者を支援しています。これは全国の在宅患者
の約1.7％に相当し，なかにはへき地や離島などに住
んでいて，薬局から患者宅まで往復するのに1時間
以上かかる場合もあります。これまでにそういった
患者の訪問服薬指導は「遠すぎるので断ったほうが
いい」という意見が社内でなかったわけではありま
せんが，近隣に対応可能な薬局がない場合は，採算
があわなくても地域貢献に繋がればという思いで，
遠方に住む患者でも可能な限り対応してきました。
　そのようななか，当薬局のある福岡市が国家戦略
特区に認定され，2018年より遠隔服薬指導が実施可

能になりました。これにより，へき地に住む患者へ
の訪問が月2回から月1回になるのであれば，そのぶ
ん薬剤師の移動時間を短縮できると考え，当薬局で
も導入することになりました。さらに，2020年9月
には改正薬機法に基づくオンライン服薬指導（以下，
オンライン服薬指導）が施行され，オンライン診療
だけでなく，訪問医による対面診療を受けた患者も
対象となったので，遠隔服薬指導で得た経験を活か
しながらオンライン服薬指導も導入することになり
ました。

─�対面とオンラインを組み合わせて服薬指導を行

うことで，薬剤師の移動時間が短縮できるとい

うことですね。

　そうですね。ただ，オンラインを導入した理由は，
薬剤師の移動時間の効率化だけではありません。わ
が国の在宅患者は現時点で40万人程度ですが，
2025年には100万人になるといわれています。つま
り，この5年で2.5倍に増えると推算されているわけ

特 集

はじまる！　オンライン服薬指導
非対面ならではのポイントとは？

　グループ全体で約6,800人の在宅患者を抱えるHYUGA PRIMARY CARE株式会社のきらり薬局は，以前よ
り福岡市などの国家戦略特別区域で限定的に認められている遠隔服薬指導を実施する薬局の一つ。2020年9月
に施行された改正薬機法に基づくオンライン服薬指導において，対面での訪問診療を受けた在宅患者もその対
象となったことを受け，同薬局ではオンライン服薬指導についても取り組みを開始した。
　今回，対面の服薬指導の補完として，オンラインも組み合わせることのメリットや今後の課題点などについ
て，同薬局HR部マネージャーの原敦子氏に話を伺った。

オンラインでも“いつもの”服薬指導を
─�薬剤師の移動時間の効率化で，対人業務を充実化

　編集部

（2392）
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はじめに

　わが国の医療サービスを提供する形態は外来や入
院，在宅医療であり，へき地においては患者宅から
診療所までが遠距離となることが多く，これまで住
民の高齢化に伴い通院が困難な状況も発生していた。
今後も少子高齢化が進むことが予想されるなか，地
域格差のない医療提供体制の仕組みづくりの一環と
して，テレビ電話などによる服薬指導について内閣
府の国家戦力特別区域諮問会議で議論され，2016年
の「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律」の
施行に伴い，対面での服薬指導義務の特例として，
対面での服薬指導が困難な場合（薬剤師・薬局の数
が少なく，患者宅と薬局との距離が離れている場合
など）に限り，実証的にオンライン診療が行われた

患者に対してテレビ電話などによる服薬指導（以下，
遠隔服薬指導）の実施が国家戦略特別区域（以下，
国家戦略特区）内で認められた。
　キョーワグループ傘下の有限会社エーケーオーが
運営するキョーワ薬局長久手店（以下，当薬局）で
は，2018年より国家戦略特区の実証実験として愛知
県豊根村と協定を結び，遠隔服薬指導を実施した。
本稿では，国家戦略特区における遠隔服薬指導につ
いて，当薬局の実施状況や課題点を報告する。

実施実績

　2018年10月，愛知県に当薬局の遠隔服薬指導事
業について登録申請を行い，豊根村と「薬剤遠隔服
薬指導に関する協定」を締結した。同年11月に，同

特 集

はじまる！　オンライン服薬指導
非対面ならではのポイントとは？

　キョーワ薬局長久手店は2018年に愛知県豊根村と協定を結び，国家戦略特別区域で
特例的に認められた遠隔服薬指導を4名の患者に対して延べ15回実施してきた。
　遠隔服薬指導は，自宅から診療所や薬局まで行くのに時間や手間がかかっていた患者へ
の医療提供の効率化に繋がるものの，①処方箋原本や処方薬の配送，②インターネット環
境の整備，③患者の全身の状況を確認しづらい─などの課題も残されている。これらオ
ンラインでの服薬指導における課題の解決も重要だが，あわせて改正薬機法で薬剤師の義
務となった服薬期間中のフォローや医師との情報共有といった業務においても，ICTの利
活用を進めていくことが重要である。

summary

へき地での取り組み
協和ケミカル株式会社　大木 剛，池田 裕樹

キョーワ薬局長久手店　永井 尭範

国家戦略特区の遠隔服薬指導でみえた非対面式服薬指導の課題

（2399）
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はじめに

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染対
策の一つとして，非対面での服薬指導が注目されて
おり，2020年9月からは改正薬機法に基づくオンラ
イン服薬指導も開始された。
　COVID-19流行以前の2018年より，対面での服
薬指導義務の特例として，オンライン診療が行われ
た患者に対し対面での服薬指導が困難な場合に限り，
テレビ電話などによる服薬指導（以下，遠隔服薬指
導）が実施されていた。この遠隔服薬指導は，国家
戦略特別区域内のへき地などにおいてのみ可能で
あったが，2019年9月30日に都市部でも可能とな
り1, 2），千葉市においても2019年12月18日の国家戦
略特別区域諮問会議において認定を受け，遠隔服薬
指導の事業が開始となった3, 4）。
　本稿では，都市部での遠隔服薬指導の実施例を通
じ，その有用性や問題点などを紹介する。

千葉市薬剤師会の取り組み

千葉市との連携

　千葉市国家戦略特区推進課より，千葉市薬剤師会は
遠隔服薬指導を導入する意向と，事業への協力の要請
を受けた。本事業の有効性を検証するためにも多くの
薬局の参加が必要となるが，参加する会員薬局への支
援については千葉市薬剤師会が担当することとなった。

会員薬局への支援

　2020年1月24日，千葉市の担当者を招いて当会の
会員薬局向けに説明会を開催した。説明会には延べ
38薬局が参加し，本事業への注目度の高さが伺われ
た。
　遠隔服薬指導が実施可能な薬局として登録申請す
る際に必要な手順書については千葉市の助言を受けた
薬剤師会が作成し，申請へのハードルを下げた。登録
薬局数は2020年8月末時点で41薬局となっている4）。

1

2

特 集

はじまる！　オンライン服薬指導
非対面ならではのポイントとは？

　2018年に国家戦略特別区域において離島・へき地に居住する者への遠隔服薬指導が開始
された後，2019年にはいわゆる都市部でも遠隔服薬指導が可能となった。千葉市では全国
初の都市部での遠隔服薬指導が行われ，2020年8月末時点で延べ21件実施されている。
　本稿では，千葉市の特徴である行政と薬剤師会の連携による会員薬局支援の例を示すとと
もに，遠隔服薬指導の実施事例を示し，非対面での服薬指導の有用性や課題点を提示する。

summary

都市部での取り組み
千葉市薬剤師会／クオール薬局まつなみ店　武田 郁子

国家戦略特区の遠隔服薬指導でみえた非対面式服薬指導の課題

（2404）
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はじめに

　改正薬機法によるオンライン服薬指導は，オンラ
イン診療と組み合わせることで，患者が医療機関へ
も薬局へも出向く必要なく，オンライン上で診療か
ら処方薬の受け取りまでを一気通貫に享受できる制
度である。これにより，患者志向の医療の流れが加
速されることが期待される。
　外房こどもクリニック（以下，当院）では，2016年
からオンライン診療を導入し，2020年初頭から国家戦
略特別区域（以下，国家戦略特区）として千葉市で実
施されている遠隔服薬指導への協力を開始した1）。ま
た現在は，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の
拡大に伴う時限的・特例的な措置により，特区外の患
者でも電話や情報通信機器を用いた服薬指導（以下，
0410対応の服薬指導）が認められており，当院でも患
者の状況にあわせて利用を勧めているところである。

　本稿では，オンライン診療におけるよりシームレ
スな医薬連携の実現のため，当院でのこれまでの経
験を踏まえ，通常の診療だけでなく，在宅訪問診療
やオンライン診療を実施している医師の立場から，
薬剤師による非対面での服薬指導に対する優位点と
課題を考察する。

オンライン診療は第四の診療概念

　オンライン診療はテレビ電話などの画面上で患者
と対話して成り立つものであり，そこでの診療は問
診と視診，限定された身体所見に限られる。オンラ
イン診療では得られる情報量が少ないとする議論も
みられるが，筆者はそのようには考えない。オンラ
イン診療を実際に行えばわかるが，患者は自宅や日
常生活の場面からアクセスする。つまり，オンライ
ン診療によって患者の日常の一端を知ることができ

特 集

はじまる！　オンライン服薬指導
非対面ならではのポイントとは？

　オンライン服薬指導とオンライン診療を組み合わせることで，オンライン上で一気通貫
の医療が可能となり，これにより患者の通院負担が軽減され，患者志向の医療が実現でき
る。オンラインによる服薬指導の優位性を発揮するには，オンライン診療における疾患制
限と処方内容への制約を撤廃することが望まれる。
　オンライン服薬指導の適応は，患者と話し合って決定するべきだが，その患者像は子育
て世代や就業層，またさまざまな要因によって通院困難な患者が想定される。今後，オン
ライン診療においても医師と薬剤師のシームレスな医薬連携が図られることに期待したい。

summary

医療法人社団嗣業の会 外房こどもクリニック　黒木 春郎

オンラインの診療・服薬指導で 
期待される医薬連携

（2408）



36 調剤と情報  2020.11（Vol.26 No.14）

はじめに

　薬学的ケアにおいて，薬剤師は患者のQOLの改
善を目指し，患者とのコミュニケーションを通じて，
①薬物治療に対する理解度や医薬品関連のニーズの
把握，②病気や薬に関する情報提供，③薬物治療
の効果や副作用，コンプライアンス・アドヒアラン
スの確認─などを行い，それらに影響を与えてい
る要因の探索と解決が求められる。さらに薬学的ケ
アを実践するうえでは，他の医療者との協働が重要
である。
　本稿では，ICT（information and communication 
technology）を活用した薬学的ケアについて，オン
ラインによる非対面の服薬指導や薬剤使用期間中の
患者フォローアップ，セルフメディケーション支援
の観点から考えたい。

ICTを活用した服薬指導

基本的な考え方

　2020年9月に施行された改正薬機法に基づくオン
ライン服薬指導（以下，オンライン服薬指導）により，
薬剤師が医師と連携を図りながら，対面での服薬指
導にオンラインによる服薬指導を組み合わせて，薬
学的ケアを実践できる制度が整ったことになる。な
お，現状では，新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から，オンライン服薬指導とは別枠で，
電話や他の情報通信機器などを用いた服薬指導も時
限的・特例的に認められている1）。
　オンライン服薬指導は，基本的な考え方として，
①薬剤師と患者との信頼関係，②薬剤師と医師ま
たは歯科医師との連携確保，③患者の安全性確保の
ための体制確保，④患者の希望に基づく実施と患者
の理解─のもと実施することとされている2）。海
外では，オンライン服薬指導による医療へのアクセ
シビリティの改善や経済的利点，患者満足度の向上，

1

特 集

はじまる！　オンライン服薬指導
非対面ならではのポイントとは？

　薬局薬剤師によるICTを活用した薬学的ケアは，①オンラインによる非対面の服薬指導，
②薬剤使用期間中の患者フォローアップ，③セルフメディケーション支援─などの場面
で実践されることが想定される。今後は，薬局・薬剤師がかかりつけの患者や地域のニー
ズを踏まえつつ，運用可能な範囲から対人業務においてもICTを利活用し，それらの結果
を薬剤師間で共有していく体制づくりが求められる。

summary

慶應義塾大学薬学部医薬品情報学講座　堀 里子

ICTを活用した薬学的ケアおよび 
薬剤師─患者間コミュニケーションのあり方
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救急救命士って，どんな人？

1  全国に約6万5,000人いる救急救命士

─現在，多職種連携で地域医療を支えることが大

切といわれていますが，薬局と救急救命士の連携と

いう話題はこれまでなかったのではないでしょうか。

本日は救急救命士の職種としての特性や地域医療で

活かすうえで必要なこと，また今後の方向性などにつ

いて教えていただきたいと思います。

　まずは，救急救命士の成り立ちと職種としての特

性を教えてください。

田中　救急救命士法によると，救急救命士とは「厚

生労働大臣の免許を受け，救急救命士の名称を用い

て医師の指示のもとに救急救命処置を行うことを業

とする者」をいいます。さらに，その救急救命処置は

「その症状が著しく悪化する恐れがあり，またはその

生命が危険な状態にある重度傷病者が医療機関に搬

送されるまでの間に，当該重度傷病者に対して行わ

れる気道の確保，心拍の回復その他の処置であって，

当該重度傷病者の著しい悪化を防止し，その生命の

危険を回避するために緊急に必要なもの」と定義され

ています。

　1990年頃，救急隊が現場に行きながら助からない

命があるという報道がなされたことをきっかけに，救

急隊で病院の初療と同じような処置ができれば救命

率が上がるのではないかという声が国内で高まり，

1991年に救急救命士法ができました。これにより，

救急救命士の有資格者は一定の条件下で特定の医療

行為が実施できるようになりました。

　その頃から約30年が経ち，今や年間約2,400人が国

家試験に合格し，全国に約6万5,000人の救急救命士

がいます。救急救命士法が制定された当初，救急救

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

地域医療における 
救急救命士の利活用を考える
─薬局と救急救命士は連携できるのか？

1983年 杏林大学医学部 卒業
1987年 杏林大学大学院医学研究科救急医学 修了
1991年  シカゴクックカウンティ病院熱傷センター 

Post doctol fellow
2013年より現職

田中 秀治
国士舘大学大学院救急システム研究科 研究科長
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医療機器・材料の

思考プロセス
起 承 転 結

ダイドー薬品株式会社 山本薬局本店

山本 新一郎
編集

　在宅初心者

でも実践できる！

第 6 回

PCA ポンプを利用した疼痛コントロール①

ダイドー薬品株式会社 山本薬局本店　田邉 一尊
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 はじめに

　終末期がん患者が自宅で療養するためには，疼痛
緩和のキードラッグであるオピオイド製剤の使用を
含め，適切な疼痛管理が不可欠となります。在宅医
療における薬局薬剤師の疼痛管理への関わりについ
ては，一般的には他の薬剤と同様，薬剤を患者宅へ
供給し管理することが主要な役割と考えられます。
　しかし，患者自己調節鎮痛法（patient-controlled 
analgesia：PCA）に用いる精密自動注入装置（ポン
プ）を使用してオピオイド注射剤の持続皮下注射を
実施する場合には，通常の薬剤の供給や管理などの
業務に加えて，①機器の使い方のレクチャー，②無
菌調剤，③オピオイドスイッチングに伴う処方提案
─などが薬局薬剤師に求められます。
　今回から2回にわたり，当薬局で取り組んできた
100症例以上の経験をもとにPCAポンプの使用方法
や薬剤師に求められる業務について解説していきま
す。

  現在市販されている PCA ポンプの
仕組みと種類を把握

1. PCAポンプの概要と仕組み

　PCAポンプの機器と付属品の例を図1に示します。
オピオイドを充填したメディケーションカセットを
ポンプ本体に装着し，流速を設定することで，一定
の量のオピオイドを体内に注入することができます。
それとは別に，患者自身が痛みに応じてボタンを押
すと，定時投与量に上乗せしてオピオイドを注入す
るレスキュードーズも設定できます。通常，レス
キュードーズは定時投与量の1時間量と急速投与す
るよう設定し，レスキュードーズの使い過ぎによる
過量投与を防止するために15～30分程度の不応期

（ロックアウトタイム）も設けます。このような2段
構えの除痛機構と，持続皮下注射の即効性，さらに
在宅において医療従事者の補助なしにレスキュー
ドーズを使用できる利便性から，終末期在宅がん患
者の疼痛管理の手段として，PCAポンプを使用する
メリットは大きいと考えます。

起

（2426）



NPO法人どんぐり未来塾　佐藤 ユリ編 集
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NPO法人どんぐり未来塾　赤間 千夏，畠 玲子

利尿薬の追加後に尿酸値が上がった症例
第6回

52 歳男性の A.H さん

　最近，会社の人事異動で東京から仙台に転勤となり，営業所長に昇進したため，挨拶回りを兼ねた飲酒
の機会が増えていた。
　1 年前から 高血圧症でテルミサルタン 40mg を服用していたが，3 カ月前より足のむくみが気になるとの
ことで，フロセミド 20mg が追加されていた。本日クリニックで測定した血圧は 142/80mmHg と少し高め
だった。先月の血液検査の結果，尿酸値が 6.0 から 7.5mg/dL に上昇していた。医師からは食事や飲酒量に
注意するよう指導され，次回受診時に再度検査することにして経過をみることとなった。

Rp 1  テルミサルタン 40mg 1 回 1 錠 1 日 1 回朝食後
 フロセミド 20mg 1 回 1 錠 1 日 1 回朝食後　　30 日分

他科受診：なし 併 用 薬：なし 体　　質：下痢しやすい 
副作用歴：なし 喫　　煙：なし 飲　　酒：週 3～4 日，ビール 500mL 缶 1 本程度

AST ALT γ-GTP K Na

18U/L 13U/L 38U/L 4.0mmol/L 135mmol/L

尿酸 BUN 血清 Cr eGFR  

7.5mg/dL 20mg/dL 0.8mg/dL 74.7mL/分/1.73m2  

○尿酸値の上昇は飲酒量など生活習慣によるものか，それとも薬の副作用か

○ 下痢をしやすい体質の A.H さんが利尿薬を併用していることで，脱水症状を起こすリスクがある。脱水症状

になると尿酸値が上昇するため，水分摂取についても指導しておきたい

○テルミサルタンとフロセミドの併用により，急激な血圧低下を起こす可能性がある

（2438）



ここからはじめる

京都桂病院心臓血管センター・内科 溝渕 正寛

抗凝固療法抗凝固療法

短期連載！

よくある疑問にサラリと答える！

第 4 回　臨床決断のプロセスは当事者間でシェアする（最終回）

その他の患者情報

◦�心房細動が持続しているが，左房径も大きく，今年の健診で指摘される前から発作性の心房細動が

あった可能性もある

◦�同居している長男家族が患者の服薬をサポート（患者だけでは服薬は難しい）

　日常生活のなかで「目に見えてわかる」効果がないばかりか，「いつまで治療すればいい」というゴールも見えない抗凝固療法。そのような治
療を継続するうえで，患者にとって最も身近な医療従事者である薬局薬剤師にかかる期待は大きいといえるでしょう。そこで本連載では，書籍 
『よくある疑問にサラリと答える！ ここからはじめる抗凝固療法』の筆者が，薬局薬剤師に押さえてもらいたい抗凝固療法のポイントを全4回
にわたって解説。書籍未収録のワンポイントレクチャーでは，薬局での服薬指導や療養指導のヒントを紹介します！ （編集部）

　93歳男性（身長162cm，体重53kg）。昨年の市民健診では，心電図異常はなかったものの，今
年の健診で心房細動を指摘され，精査目的で紹介受診。自覚症状はほとんどないという。心エコー
検査では，左房径は52mmと拡大しているが，左室駆出率（LVEF）は59％と正常範囲。軽度の僧
帽弁逆流症（僧帽弁閉鎖不全症Ⅰ度）を認める。
　自立歩行は，杖歩行で可能。3年前に排尿後の意識消失発作で転倒。1年前にも同様のエピソー
ドで頭部を強打。その3カ月後に慢性硬膜下血腫を合併し，血腫除去術を施行されている。近医で
認知症疑いといわれており，改訂長谷川式簡易知能評価スケールで30点中19点。長男家族と同居。

既往歴　　�慢性硬膜下血腫（除去術後），高血圧症，糖尿病，慢性腎臓病，認知症（疑い），�
前立腺肥大症

内服薬　　ベニジピン錠4mg� 1回1錠　1日1回
　　　　　シロドシンOD錠4mg� 1回1錠　1日2回
　　　　　ネシーナⓇ錠25mg� 1回1錠　1日1回

検査値　　血液生化学：Cr�1.9mg/dL
　　　　　バイタルサイン：血圧162/88mmHg，心拍数76回/分
　　　　　心電図：心房細動（＋）

Case：持続性心房細動を発症した超高齢患者

ここからはじめる

京都桂病院心臓血管センター・内科 溝渕 正寛

抗凝固療法抗凝固療法
ここからはじめる

抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法抗凝固療法

短期連載！

よくある疑問にサラリと答える！
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ワクチンにはどれくらい
意味があるのですか？

新須磨病院　稲生 貴士

第 3回
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　「ワクチンの効果ってどれくらいあるの？」「本当
に効いているの？」という疑問は，誰しもがもった
ことがあるのではないでしょうか。予防のためのワ
クチンは治療に用いる薬と違い，その効果がわかり
にくいところがあります。
　降圧薬を飲めば血圧そのものは下がりますし，痛み
止めを飲めば痛みが緩和されて薬の効果を実感できま
す。しかしワクチンの場合，接種したから罹患しな

かったのか，接種しなくても罹患しなかったのか，接
種したから重症化が防げたのかは判断しにくく，さら
には感染症の流行状況にも左右されてしまい，個々
の症例からはその効果がなかなかみえてこないところ
があります。今回はヒトパピローマウイルス（human 
papilloma virus : HPV）ワクチンを例に，ワクチンに
はどれくらい意味があるのかについて考えてみたいと
思います。

1 子宮頸がん 

　まず，子宮頸がんについておさらいしておきましょ
う。わが国では，年間約1万人が子宮頸がんに罹患
し，そのうち約2,800人が死亡，20～40代の若い女
性に多く，95％以上はHPV感染が原因とされていま
す1）。
　HPVには，200種類以上の遺伝子型が存在します
が，特にHPV16型が子宮頸がん全体の約50％の原

因を占め，18，31，33，45，52，58型がこれに続い
ています。16型と18型で子宮頸がん全体の60～70％
の原因を占めており2），がん化するスピードも他の
遺伝子型より早いため，20代の子宮頸がんの約90％
に16型と18型の感染が確認されています。

2 HPV ワクチンの効果 

　HPVワクチンは現在，2価と4価に加え，わが国
でも2020年7月に9価ワクチンが承認されました。

ワクチンのエビデンス─ HPV ワクチンを例に

（2450）



コレクチムⓇ軟膏 0.5％
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第234回

広島大学病院薬剤部　冨田 隆志

コレクチム® 軟膏 0.5％
（デルゴシチニブ）

コレクチム®軟膏の概要

医薬品名 ：コレクチムⓇ軟膏0.5%

一般名 ：デルゴシチニブ

薬価基準収載日：2020年4月22日

薬価	 ：139.7円/g

製造販売	 ：日本たばこ産業株式会社

 効能・効果
アトピー性皮膚炎

 用法・用量
　通常，成人には1日2回，適量を患部に塗布する。なお，1回あたりの塗布量は5gまでとする。

 Point
▶	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害薬であり，アトピー性皮膚炎の外用製剤としてはステロイド，タクロリムスに次ぐ新
規作用機序の薬剤である。

▶ 	JAK/シグナル伝達性転写因子（STAT）経路を阻害し，T細胞，B細胞，マスト細胞および単球の活性化を抑制
する。抗炎症作用および抗掻痒作用によってアトピー性皮膚炎の症状を改善する。

▶	免疫機能や皮膚のバリア機能を抑制する働きを示すため，皮膚感染症のリスクが増大する可能性がある。
▶	長期曝露の影響については限定的な情報しかないが，顕著な皮膚刺激性，光毒性は認められていない。
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特徴

1．治療上の位置づけ
　デルゴシチニブ（以下，本剤）は，経口剤が関節リ

ウマチ薬などとして現在用いられているヤヌスキ

ナーゼ（Janus kinase : JAK）阻害薬の外用製剤であ

る。

　わが国の『アトピー性皮膚炎診療ガイドライン

2018』1）において，アトピー性皮膚炎の薬物治療は，

最重症や難治性状態を除き，ステロイド外用剤とタ

クロリムス外用剤を適切に選択して組み合わせるこ

とが基本とされているが，本剤はそこに新たな選択

肢を提示するものとなる。現時点では，本剤の位置

づけは同ガイドラインで示されていない。

2．他の治療法との併用・比較
　他剤との併用は，承認上禁止されてはいないが，

第Ⅲ相臨床試験では前治療を中断したうえで本剤へ

の切り替えを実施しており，①タクロリムス外用剤，

②経口のステロイドやシクロスポリン製剤，抗体製

剤などの全身治療，③光線療法─との併用は禁

止されていた。また，レスキュー治療として一部の

ステロイド外用剤の使用が可能とされていたが，臨

床試験中にアトピー性皮膚炎が悪化した皮疹に対し

て本剤から切り替えて用いられた場合であり，試験

中に本剤とステロイド外用剤の重層塗布は行わない

こととされていた。今のところ既存治療に本剤を上

乗せする有益性や影響は不明であり，当面は他剤と

使い分けての使用が中心になると考えられる。

　ステロイド外用剤やタクロリムス外用剤との同一

部位への本剤の適用は，前述の通り使用実績がない

ほか，免疫抑制作用が強く出る可能性もあり，慎重

な判断が求められる。なお，保湿剤は臨床試験でも

併用を制限されておらず，安全性に大きな問題は認

められていない。保湿剤によるスキンケアは皮膚バ

リア機能の補完に重要であり，適宜併用してよいも

のと考えられる。

　実薬対照の比較試験や切り替えを評価する試験も

行われていないため，有効性の観点での使い分けも

現時点では確固たる基準はなさそうである。ステロ

イド外用剤は皮膚委縮，毛細血管拡張，痤瘡，潮紅

などの局所における副作用が知られ，顔面，頸部な

どへの使用は避けることが推奨されているのに対し，

本剤には顕著な光過敏反応は認められておらず，露

出部位にも比較的使用しやすいと考えられる。タク

ロリムス外用剤で知られる灼熱感などの皮膚刺激性

は，本剤ではあまり報告されていない。血中への移

行が高くなる可能性のあるびらんや潰瘍面には使用

しにくい点，1回の使用量が5gに制限されている点

などは同様である。

3．臨床試験成績
　国内第Ⅲ相試験QBA4-1は，①重症度評価指標で

ある modified Eczema Area and Severity Index

（mEASI）スコアaがいずれも10以上，②Investigator’s 

Global Assessment（IGA）スコアbがいずれも3また

は4，③乾燥皮膚を除く炎症を伴う皮疹の全身の総

面積に対する割合が10％以上30％未満（概ね中等

症～重症）─の16歳以上のアトピー性皮膚炎患者

を対象として実施された2）。治療開始28日以内にス

テロイドあるいは免疫抑制薬の全身投与，ベリース

a： 炎症を伴う皮疹部位（頭頸部，体幹，上肢，下肢）の皮膚症状（紅斑，浸潤／丘疹，掻破痕，苔癬化）の程度と面積を用いて算出するアトピー性皮膚炎の重症度評価の指
標であるEASIスコアから頭頸部のスコアを除いたもの

b：皮疹の全般的な評価法。全身における炎症を伴う皮疹の状態について，6段階で評価（0：症状なし，1：ほぼ症状なし，2：軽症，3：中等症，4：重症，5：最重症）

（2458）
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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）

エキスパートがわかりやすく解説

　オピオイドスイッチングは，使用している薬剤の
効果減弱や副作用回避の目的で行われるほか，服薬
困難など投与経路の問題により余儀なくされること
がある。オピオイドスイッチングの際は，薬剤の変
更に伴い一時的に疼痛コントロールが不安定な時期
が発生する可能性がある。したがって，例えば疼痛
がコントロールされている患者が，嚥下障害などの
問題で経管投与への変更を余儀なくされたとしても，
今まで使用している麻薬を経管投与することができ
ればスイッチングする必要はないので，疼痛コント
ロールは不安定とならず患者のQOLを低下させるこ
とはない。また，薬剤師が麻薬の経管投与に関する

知識を身に付けることで，薬剤を経管投与している
患者に対する麻薬製剤の選択肢を広げることができ
る。
　現在わが国で使用されている医療用麻薬の徐放性
製剤のうち，シングルユニットの徐放性の錠剤は製
剤構造を破壊することにより，急激な血中濃度の上
昇を来すため，構造を破壊してチューブから投与す
ることは不可能である。
　細粒剤やカプセルに充填されている顆粒剤でも製
剤的工夫が施された製剤はあるが，細粒剤やカプセ
ルから出した顆粒剤を粉砕しなければ，チューブか
ら投与することは可能である。ただし，薬剤の種類
や投与量によっては，チューブの内径の大きさの確
認や注入液を工夫する必要がある。また，簡易懸濁

第12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。

麻薬を経管投与する良い方法はありますか。

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 岸本　真	 霧島市立医師会医療センター薬剤部
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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
　患者は，数日前から左眼の視力低下と目の奥の痛みを
感じて5月10日に眼科受診したところ，眼圧が上昇して
おり（眼圧の数値は不明）， Rp.1 が処方された。オフミッ
クⓇ（トロピカミド・フェニレフリン）点眼液も一緒に処
方されていたことから，閉塞隅角緑内障による急性緑内
障発作ではないことが推測されたが，緑内障である可能
性も示唆された。
　5月12日に再診し， Rp.2 が処方された。薬剤師は，患

者が緑内障であるならば，ダイアモックスⓇ錠で眼圧を
下げたばかりなのにプレドニンⓇ錠を，しかも30mg/日と
いう比較的高用量で服用すると，また眼圧が上昇するの
ではないかと考えた。
　患者に眼科医からどのように説明があったのかを尋ね
たところ，患者の病識が薄く，医師の説明をあまり覚え
ていなかったが，「眼圧のことはよくわからないが，炎症
を起こしているようなことは言われた。今度は別の薬が
出ると聞いた」と答えた。

高眼圧直後にプレドニン®30mgが処方された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）〈1〉

● 何が起こった？	  患者は急に眼圧が上がってしまい Rp.1 が処方されたが，その2日後に同じ眼科からプレドニンⓇ

（プレドニゾロン）（ Rp.2 ）が処方された。プレドニゾロンは緑内障に原則禁忌のため問題ないのか
疑問に思い，病院事務職員を経由して医師に問い合わせたが，答えは「大丈夫です」のみであった。
後日，眼科医へ面談のアポイントをとり，疑問点に対する回答を得て，納得するに至った。

▼ 処方内容	 60代の男性。A病院の眼科

Rp.2  　5月12日
● 5/12（月）に服用
　プレドニンⓇ錠5mg 2錠

1日1回　夕食後　1日分
● 5/13（火）から服用
　プレドニンⓇ錠5mg 6錠

1日2回　朝・昼食後（4-2-0）　5日分

Rp.1 　5月10日
ダイアモックスⓇ錠 250mg 3錠
アスパラⓇカリウム錠 300mg 3錠

1日3回　毎食後　3日分
リンデロンⓇ点眼・点耳・点鼻液 0.1％ 5mL

1日6回　1回1滴　左目に点眼
オフミックⓇ点眼液 5mL

1日3回　1回1滴　左目に点眼

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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  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

帰帰帰っってててってって
ききたたきたききたきた 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！

わかっていること

•新患。以前からタムスロシンを服用している。
•健康診断でPSA値が高いことを指摘され，詳しく検査するために大学病院に紹介となった。
•併用薬なし，副作用歴なし，アレルギー歴なし。

Rp.1 	 ● タムスロシン（ハルナールⓇ）OD錠	0.2mg	 	 	 1回1錠（1日1錠）
	 　　1日1回　朝食後	 	 	 28日分

処方箋（泌尿器科）/69歳男性

タムスロシンを服用中の患者
─PSAの値が高いといわれて紹介されたけど…

第 回10

? PSA検査とはどんな検査でしょうか？

ここで質問です

（2476）
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先  メプチンドライシロップ 0.005％（大塚製薬）

製剤基本情報

性状 白色の粒状または粉状でにおいはなく，味は甘い

添加物 精製白糖，アスコルビン酸，無水クエン酸，軽質無水ケイ酸

調製法・ 
服用時の注意 溶解後はできるだけ速やかに服用すること

安定性
本剤1gを水10mLに溶解し，7日間遮光保存した。25℃保存ではpHおよび本剤残存
率が経時的に低下した（pH：開始時3.7→3日後3.5→7日後3.2，本剤残存率：3日
後97.6％→7日後96.2％）。5℃保存では，性状・pH・本剤残存率に変化はなかった

配合変化データ（商品名50音順）
固形剤
①固体状態
試 験   本剤0.325gに被験薬剤（表示量）を混合し，グラシン紙分包とした

　保存期間：30日間（配合直後，1，3，7，14，30日後に測定）
　保存条件：25℃，60％RH（別条件の場合表示）
　試験項目：外観，におい，本剤残存率

● 変化なし

アストミン散 10％（0.1g）
アスベリン散 10％（0.070g）
アレルギン散 1％（0.087g）
オノンDS 10％（0.52g）a

オラスポア小児用DS 10％（1.3g）a

ケフラール細粒小児用 100mg（0.866g）a

ザジテンDS 0.1％（0.4g）
ゼスラン小児用細粒 0.6％（0.26g）
セフスパン細粒 50mg（0.39g）
セフゾン細粒小児用 10％（0.39g）a

テオドールDS 20％（0.520g）
バナンDS 5％（0.78g）a

ビソルボン細粒 2％（0.043g）
フロモックス小児用細粒 100mg（0.39g）a

ペリアクチン散 1％（0.087g）
ポララミンDS 0.2％（0.217g）
ムコダインDS 50％（0.75g）
メジコン散 10％（0.033g）
リザベンDS 5％（0.433g）
ワイドシリン細粒 20％（0.433g）a

a：本剤残存率は未確認

シロップ・
ドライシロップの
シロップ・
ドライシロップの

知って得する

配配合合変変化化

プロカテロール塩酸塩水和物ドライシロップ
山形県薬剤師会薬事情報 センター長　細谷 順

本連載では，次のように表記する。Sy：シロップ　　DS：ドライシロップ　　RH：相対湿度

山形県薬剤師会 会長　岡嵜 千賀子
日新薬品株式会社
学術教育部 特別顧問 白石 正

監 修

8
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