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特  集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

特集にあたって
千葉大学医学部附属病院薬剤部　石井 伊都子

　新薬は毎年承認され，次々と処方される。近年の傾向として，厳しい条件がな

く，広く使用される薬剤というのはまれであり，①腎機能に応じた用量調節，

②相互作用の複雑化，③丁寧なモニタリングの要求─など，管理がより厳しく

なっている。処方する医師の記憶の範疇では到底，医療安全が保てるものではな

く，薬剤師による適切な鑑査が求められている。両者のダブルチェックあってこ

そ，安心で安全な薬物治療が提供でき，患者は納得して薬を服用することができ

るのである。

　本特集では，過去1年間に承認・販売されたアンジオテンシン受容体・ネプリ

ライシン阻害薬（ARNI），経口GLP-1受容体作動薬，HIF-PH阻害薬，高K血症

改善薬，JAK阻害薬，睡眠薬（オレキシン受容体拮抗薬，メラトニン受容性作動

薬），COMT阻害薬，セロトニン部分アゴニスト再取り込み阻害薬（SPARI），キ

ナーゼ阻害薬を取り上げた。なお，SPARIであるボルチオキセチン（2019年11月

発売）と経口GLP-1受容体作動薬のセマグルチド（未発売）はここ1年のうちに販

売が開始された医薬品ではないものの，それぞれ新規性および服薬指導上の重要

性という観点から読者に知っていただきたく，本特集に組み入れることにした。

　国の政策として今後ますます病診薬連携の強化が求められ，その現れとして

2020年診療報酬改定では外来化学療法において「連携充実加算」が新設された。

がん領域を拠点として同様の連携が他の領域でも発展的に進められていくことは

いうまでもないが，円滑な連携は，どの職種にもわかりやすい記録があってこそ，

である。そこで，本特集の最初に「臨床薬理学に基づく薬学的管理」として，エ

ビデンスの活用と薬歴のつけ方のhow toをお伝えした。これを土台とし，本特

集で取り上げた新薬についても的確な薬歴の記載をお願いしたい。
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はじめに

　「臨床薬理学に基づく薬学的管理」というと，皆さ
ん何を想像されるであろうか。当たり前と思う方も
いらっしゃる一方で，どういう行為が臨床薬理学に
基づく行為になるのかと立ち止まった方もいらっ
しゃるだろう。もちろん読者の皆さんは，EBM

（evidence-based medicine，根拠に基づく医療）と
いう言葉はご存じである。ここから想像すると，「エ
ビデンスに基づく薬学的管理」とも表現できるので
はないであろうか。もはやこれを特別のことと考え
る方はいないであろうが，実際に薬剤服用歴（薬歴）
の記録までつけるとなると，急にハードルが高くな
るのではないだろうか。
　薬歴をつけることは，今後も地域連携を広げてい
くうえでキーポイントとなる業務である。地域連携
が進み，医療従事者同士互いの記録を交換できるよ
うになれば，地域でよりインシデントが少なくなり，
患者に寄り添った医療が展開できるようになる。さ

らに，日本医療薬学会の新制度である地域薬学ケア
専門薬剤師の認定取得にあたっては過去5年に自ら
薬学的管理を行った症例報告50症例（4領域以上の
疾患）の提出が求められることから，薬局に勤務す
る薬剤師が正確に薬歴をつけることはこの認定取得
にも繋がる。
　そこで，皆さんに目指していただきたいのは，エ
ビデンスを用いたわかりやすい薬歴のつけ方である。
本稿を読んだ後には，ぜひ実施していただきたい。

臨床薬理学とは

　日本臨床薬理学会 将来検討委員会によると，「臨
床薬理学は，薬物の人体における作用と動態を研究
し，合理的薬物治療を確立するための科学である」
としている1）。臨床薬理学は創薬全般に関与すると
も表現していることから，基礎研究から臨床研究に
至るあらゆるエビデンスが対象と考えてよい。①医
薬品の添付文書，②インタビューフォーム，③適正

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　臨床薬理学は，薬物の人体における作用と動態を研究し，合理的薬物治療を確立するた
めの科学である。つまり，薬剤師には，科学的根拠を適切に用いた薬物治療の管理が求め
られている。さらに，薬剤師は薬剤服用歴（薬歴）の記録をつけることで，継続的かつ他職
種との連携を伴った薬学的管理を患者に提供できる。
　本稿では，症例をもとに薬剤師によるエビデンスを用いた記録のつけ方まで解説する。

summary

千葉大学医学部附属病院薬剤部　石井 伊都子

臨床薬理学に基づく薬学的管理
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薬剤の基本情報

　アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬
（angiotensin receptor neprilysin inhibitor : ARNI，
通称アーニィ）のサクビトリルバルサルタンは，アン
ジオテンシンⅡ受容体と，ナトリウム利尿ペプチド
などの分解酵素であるネプリライシンの双方を阻害
する画期的な心不全の治療薬である。
　2016年に欧州心臓病学会が発出した心不全診断・
治療ガイドライン（以下，ESCガイドライン）1）におい
ては，ACE阻害薬（ARBはACE阻害薬に忍容性のな
い場合の選択肢という位置づけ），β遮断薬およびミネ
ラルコルチコイド受容体拮抗薬（mineralocorticoid 
receptor antagonist : MRA）によるガイドラインに
基づいた標 準 治 療（guideline directed medical 

therapy : GDMT）を施行しても症状を有する左室駆
出率40％未満の心不全（heart failure with reduced 
ejection fraction : HFrEF）症例に対して，心不全に
よる入院および死亡のリスクを低減させることを目
的にACE阻害薬から変更してARNIを投与すること
がクラスⅠの推奨となっている。

薬理作用

　サクビトリルバルサルタンは内服後，サクビトリル
とバルサルタンへ速やかに解離し，さらにサクビトリ
ルはエステラーゼにより加水分解され，活性代謝物
であるsacubitrilatに変 換される。sacubitrilatは，
ナトリウム利尿ペプチド〔心房性ナトリウム利尿ペ
プチド（ANP），脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP），
C型ナトリウム利尿ペプチド（CNP）〕だけでなく，
ネプリライシンの基質であるアドレノメデュリン，

1

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬（ARNI）のサクビトリルバルサルタン
は，アンジオテンシンⅡ受容体と，ナトリウム利尿ペプチドなどの分解酵素ネプリライシ
ンの双方を阻害する心不全治療薬であり，標準治療を施行しても有症状の左室駆出率が低
下した心不全症例において，ACE阻害薬から切り替えることにより，心不全による入院お
よび死亡のリスクを低減させることが示されている。
　副作用として低血圧と腎障害の頻度が高いことから，副作用の早期発見のためには血圧
および体重のセルフモニタリングの励行が重要であるとともに，まれに生じる血管浮腫に
も注意を要する。

summary

アンジオテンシン受容体・ネプリライシ
ン阻害薬（サクビトリルバルサルタン）

豊橋ハートセンター 薬局　芦川 直也

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント
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はじめに─GLP-1受容体 
作動薬初の経口製剤

　インクレチンホルモンの1種であるグルカゴン様
ペプチド-1（GLP-1）は，インスリンの分泌促進作
用やグルカゴンの分泌抑制作用，胃内容物の排泄抑
制作用を有し，空腹時および食後高血糖の改善効果
を発揮する。しかし，GLP-1は偏在するジペプチジ
ルペプチダーゼ-4（DPP-4）により急速に分解され
ることから，半減期のより長いGLP-1受容体作動薬
の開発が必要とされてきた。
　2010年に登場した最初のGLP-1受容体作動薬で
あるリラグルチド（ビクトーザⓇ）は，1日1回の製剤
であったが，その後開発が進み，DPP-4による分解
を抑制することで効果の持続性をより高めた徐放性
のセマグルチド（オゼンピックⓇ）などの週1回製剤
が登場した（表1）。リベルサスⓇ（以下，本剤）は，
このセマグルチドを経口投与可能とした製剤（1日

1回）であり，2020年に承認された。
　2型糖尿病において，アドヒアランスの低下は大
きな懸念事項とされる。これまでGLP-1受容体作動
薬は皮下注製剤に限られていたが，経口剤が出現し
たことによって，皮下注製剤での治療が困難であっ
た2型糖尿病患者への対応が可能となった。

薬剤の基本情報

薬理作用─吸収メカニズム

　GLP-1受容体作動薬はペプチド様構造を含むた
め，胃酸やペプシンなどの消化酵素によって速やか
に分解されることから，これまで経口剤の開発は困
難とされてきた。本剤はサルカプロザートナトリウ
ム（SNAC）という吸収促進剤を配合することで，セ
マグルチドの胃からの吸収を可能とした。
　本剤が胃内に到達すると，SNACがセマグルチド
の分子周囲のpHを一時的に上昇させる。胃局所の

1

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　リベルサスⓇ（セマグルチド）は，新たな吸収促進剤のサルカプロザートナトリウムを配
合することで，胃からの吸収を可能とした初の経口GLP-1受容体作動薬である。本剤は，
皮下注製剤による治療が困難な2型糖尿病患者の新たな選択肢となる一方，食事の影響で
吸収が低下するため，用法・用量が複雑である。また，これまでのGLP-1受容体作動薬
と同様，胃腸障害や低血糖などの副作用の管理において，患者の十分な理解が必要である。

summary

経口GLP-1受容体作動薬 
（セマグルチド）

東北大学病院薬剤部　前川 麻央

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント
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薬剤の基本情報

作用機序

　ロキサデュスタット，ダプロデュスタット，バダ
デュスタットは低酸素誘導因子（hypoxia-inducible 
factor：HIF）-αの分解に関与する低酸素誘導因子
プロリン水 酸 化 酵 素（HIF-prolyl hydroxylase：
HIF-PH）の働きを阻害することで，HIF経路を活性
化し，内因性のエリスロポエチン産生を促す薬剤で
ある（図）。これらの薬剤はHIF-PH阻害薬と呼ばれ，
これまで腎性貧血治療薬の中心であった赤血球造血
刺激因子製剤（erythropoiesis stimulating agents：
ESA）とは異なる作用機序を有する新たな腎性貧血
治療薬として期待されており，今後もenarodustat
やmolidustatといった新たなHIF-PH阻害薬が臨床
現場に登場する予定である。

　HIFやHIF-PHが関わる低酸素応答機構の解明は
2019年のノーベル生理学・医学賞を受賞した研究で
あり，HIF-PH阻害薬は注目度の高い薬剤といえる。

相互作用

1）ロキサデュスタット，バダデュスタット

　本稿で紹介するHIF-PH阻害薬の3剤は，2020年
10月時点で添付文書に併用禁忌薬の記載はなく，併
用注意薬についてはロキサデュスタットとバダデュ
スタットが似たようなプロファイルを有している。
なかでも，①カルシウムや鉄などの多価陽イオンの
含有製剤との同時服用により，ロキサデュスタット
あるいはバダデュスタットの血中濃度－時間曲線下
面積（AUC）が半分以下に，②セベラマーなどのリ
ン結合性ポリマーとの同時服用により，ロキサデュ
スタットのAUCを30％程度まで─低下させてし
まうため，併用時には投与間隔を十分にあける必要

1
2

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素（HIF-PH）阻害薬は，これまでの赤血球造血刺激因
子製剤と異なる作用機序を有する新たな腎性貧血治療薬である。HIF-PH阻害薬の服薬指
導では，①血栓塞栓症の初期症状，②貧血管理の重要性，③過量投与の危険性，④服用を
忘れた際の対処法─などを十分に説明し，患者の服薬アドヒアランスを確保することが
望まれる。また，フォローアップでは，HIF-PH阻害薬が全く新しい機序の薬剤であるこ
とを考慮し，添付文書上に記載されていない副作用についても注意深く観察する必要があ
る。

summary

HIF-PH阻害薬 （ロキサデュスタット，
ダプロデュスタット，バダデュスタット）

仁友会 北彩都病院薬剤課　栗栖 幹典

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント
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薬剤の基本情報

　ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物（以
下，本剤）は，水に不溶性の白～灰色，無味・無臭
の散剤で，アルミニウムラミネート分包（5g/包，
10g/包）された製剤である。
　効能・効果は「高カリウム血症」であり，用法・
用量としては通常，成人には開始用量として1回10g
を水で懸濁して1日3回，2日間経口投与し，血清カ
リウム（K）値や患者の状態に応じて最長3日間まで
投与可能である。以後は，1回5gを水で懸濁して
1日1回経口投与し，血清K値や患者の状態に応じ
て適宜増減するが，最高用量は1日1回15gまでと
なっている。なお，血液透析患者の場合は通常，1回
5gを水で懸濁して非透析日に1日1回経口投与し，
最大透析間隔後の透析前の血清K値や患者の状態に

応じて適宜増減するが，最高用量はこちらも1日1回
15gまでとされている1）。

作用機序

　本剤は均一な微細孔構造を有する非ポリマーの無
機結晶であり，消化管内に存在するK＋イオンを選
択的に捕捉し，本剤内のH＋イオンおよびNa＋イオ
ンと交換する。本剤はKを捕捉して糞中に排泄させ，
消化管内腔における遊離K濃度を低下させることに
より，血清K濃度を低下させ高K血症の改善をもた
らす。
　構造上，微孔開口径が平均約3Åであり，K＋イオ
ンの直径（2.98Å）に近いことから，K＋イオンを選択
的に捕捉できると考えられている（図1）。

薬物動態

　本剤の粒子径は消化管粘膜の細胞間隙の大きさに

1

2

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　わが国において，高カリウム（K）血症治療は慢性腎臓病や救急現場における心肺蘇生の
ガイドラインに部分的に記載されているものの，高K血症治療単独のガイドラインは確立
しておらず，適応のある薬剤もいまだ少ない。
　高K血症は，臨床症状が現れる頃には重症化しているため，早期発見と適切な治療によ
るコントロールが必要である。高齢化による腎機能低下患者や透析患者が増え続けている
現代において，新薬が1剤加わり，これまでの薬剤とあわせて各薬剤の特徴を再確認する
ことで，薬剤師として医療機関や在宅での薬物治療に活用したい。

summary

高K血症改善薬（ジルコニウムシクロ
ケイ酸ナトリウム水和物）

セコメディック病院薬剤部　長澤 宏之

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント
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薬剤の基本情報

ウパダシチニブ

1）作用機序

　炎症性サイトカインの受容体結合によるJanus 
kinase（JAK）活性化を可逆的に阻害し，その下流に
ある JAK/signal transducers and activators of 
transcription（STAT）経路，遺伝子転写活性化に
よるT細胞増殖および炎症性サイトカイン産生を抑
制する（図1）。
2）薬物動態

　ウパダシチニブ徐放錠は食後に内服した場合，約
2～3時間で最高血中濃度（Cmax）へ到達する。空腹時
または高脂肪食後でCmaxおよび血中濃度－時間曲線
下面積（AUC）に大きな違いはなかったことが報告さ
れており1），内服のタイミングについて規定はない。
　徐放性フィルムコーティング錠のため粉砕調剤は
不可だが，速放カプセル内服時の薬物動態パラメー

タを参考にすると2），粉砕時においてはCmaxが2倍
以上に上昇し，Cmax到達までの時間が1～1.5時間に
短縮することが予想される。インタビューフォーム

1

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　ウパダシチニブ徐放錠は関節リウマチの2次治療以降に，またデルゴシチニブ軟膏はア
トピー性皮膚炎に適応を有する新規Janus kinase（JAK）阻害薬である。
　JAK阻害薬は免疫抑制作用を有するため，全身または局所の感染症に注意を要する。
JAK阻害薬の適正使用について患者に十分に理解してもらうこと，および症状や検査値の
モニタリングにより，感染予防を中心とした副作用の早期発見に努めることが重要となる。

summary

JAK阻害薬 
（ウパダシチニブ，デルゴシチニブ）

弘前大学医学部附属病院薬剤部　中川 潤一

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント

細胞外

細胞内

 JAK : Janus kinase
 STAT : signal transducers and activators of transcription

細胞膜

ウパダシチニブ

炎症性サイトカイン

JAK  JAK  

核
転写活性化

サイトカイン産生
T細胞増殖

受容体

阻害

STAT • STATの受容体への結合
• STATリン酸化

• 二量体形成
• 核内移行

• JAK活性化
• JAKおよび受容体リン酸化

図1　ウパダシチニブの作用機序



48 調剤と情報  2021.1（Vol.27 No.1）

薬剤の基本情報

レンボレキサント

　オレキシンは視床下部で産生され，覚醒維持に重
要な働きをもつ神経伝達物質である。
　オレキシン受容体には2種のサブタイプ（OX1R，
OX2R）が存在する。近年の基礎研究1）によると，オ
レキシンによる睡眠・覚醒リズムの調節には主に
OX2Rが関与していることが示唆されており，生理
的にはこれらの2つの受容体が睡眠・覚醒の制御に
関与しているとされている。これらOX1R，OX2R
に対してオレキシンと競合的かつ可逆的に拮抗する
アンタゴニスト（dual orexin receptor antagonist：
DORA）として，2014年にスボレキサント（商品名：
ベルソムラ）が発売され，2020年にレンボレキサン
ト（商品名：デエビゴ）が発売された。
　レンボレキサントとスボレキサントの相違点は次

の通りである（表1）。
1）薬理学的プロファイル

　レンボレキサントはOX1RおよびOX2Rに対して
競合的拮抗作用を示し，OX2Rに対して強い親和性
を有する一 方， スボレキサントはOX1Rおよび
OX2Rに対する親和性は同程度である。また，レン
ボレキサントのOX2Rに対する結合および解離はス
ボレキサントと比較して速いという薬理学的プロ
ファイルの差異を有している。
2）相互作用（CYP3A阻害薬）

　レンボレキサントは，薬物代謝酵素CYP3Aによ
り代謝されるため，CYP3A阻害薬との併用により
血漿中濃度が上昇し，傾眠などの副作用が増強され
る恐れがある。
　CYP3Aを中程度または強力に阻害する薬剤（フル
コナゾール，エリスロマイシン，ベラパミル，イト
ラコナゾール，クラリスロマイシンなど）との併用に
より，レンボレキサントの血中濃度－時間曲線下面

1

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　レンボレキサントは，国内で2剤目のオレキシン受容体拮抗薬に分類される不眠症治療
薬である。既存治療薬であるスボレキサントとの相違点としては，①相互作用（CYP3A
阻害薬）への対応，②高齢者への投与量の設定の有無，③肝機能障害患者への投与に関す
る注意点，④一包化調剤の可否─の4点が挙げられる。
　メラトニン受容体作動薬であるメラトニンは，小児期の神経発達症における睡眠障害の
治療薬として効果が期待されている。

summary

睡眠薬 
（レンボレキサント，メラトニン）

長崎みなとメディカルセンター薬剤部　岩村 直矢，樋口 則英

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント
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薬剤の基本情報

　オピカポン（以下，本剤）は，エンタカポンに次いで
わが国で2番目に承認されたカテコール-O-メチルト
ランスフェラーゼ（catechol-O-methyltransferase : 
COMT）阻害薬である。パーキンソン病（Parkinson’s 
disease : PD）患者の服薬アドヒアランスは，服用回
数が増えるほど大きく低下することが報告1）されて
おり，PDの進行に伴って高頻度に嚥下障害が認め
られる2）。従来のCOMT阻害薬であるエンタカポン
では，レボドパと内服のタイミングをあわせ，最大
で1日8回投与となり，患者の服薬負担が問題であっ
た。本剤は1日1回1錠投与であることを大きな特徴
とし，服薬アドヒアランス向上の観点を含め，注目
されている薬剤の一つである。本剤とエンタカポン
との違いを表1にまとめた。

作用機序

　レボドパの代謝経路は，主にドパ脱炭酸酵素によ
るドパミンへの代謝とCOMTにより水酸基をメチル
化する代謝の2種類がある。本剤は末梢で作用する
長時間作用型COMT阻害薬であり，血中でのレボ
ドパから3-O-メチルドパへの代謝を持続的に阻害
し，レボドパの脳内移行を向上させてwearing-off
の改善に寄与する。
　本剤の半減期は約0.73時間と短いが，本剤と
COMTはtight-binding様式で結合するため結合親
和性が高く，持続的にCOMT阻害作用を発揮する。
そのため，1日1回の投 与でよい。 ヒト可 溶 型
COMT（S-COMT）に対する阻害作用についてエン
タカポン200mgと比較されているが，本剤では持続
的にCOMT活性が抑制されていることがわかる

（図1）。

1

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　オピカポンはわが国で2番目に承認されたCOMT阻害薬である。COMT阻害薬は
wearing-offの改善に使用されるが，従来のCOMT阻害薬であるエンタカポンでは，最
大で1日8回投与となり，患者の服薬負担が問題であった。本剤は，1日1回1錠投与で
あることを大きな特徴としている一方で，重度肝機能障害（Child-Pugh分類C）患者で禁
忌，また食事やレボドパ製剤併用により薬物動態に影響を受けることが報告されている。
　本稿では，本剤の基本情報を踏まえつつ，注意すべきモニタリング項目や服薬指導のポ
イント，患者や医師との連携について解説する。

summary

COMT阻害薬 （オピカポン）
千葉大学医学部附属病院薬剤部　西須 裕人

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント
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薬剤の基本情報

　セロトニン部分アゴニスト再取り込み阻害薬
（serotonin partial agonist reuptake inhibitor : 
SPARI）であるボルチオキセチンは，セロトニン再
取り込み阻害作用に加え，セロトニン受容体調節作
用（5-HT3，5-HT7および5-HT1D受容体アンタゴ
ニスト作用，5-HT1B受容体部分アゴニスト作用，
5-HT1A受容体アゴニスト作用）を有し，これらを介
して抗うつ効果を示す。さらに，これらの作用が認
知機能の改善作用などの特徴的な作用や良好な忍容
性に寄与している可能性があるとも考えられている。
　The Canadian Network for Mood and Anxiety 
Treatments（CANMAT）のガイドラインでは，ボ
ルチオキセチンはうつ病の薬物治療においてファー
ストラインの治療薬であり，なかでも認知機能障害
を伴ううつ病に対して推奨されている薬剤である。

作用機序

1）セロトニン再取り込み阻害作用

　ボルチオキセチンのセロトニン再取り込み阻害作
用，ノルアドレナリン再取り込み阻害作用およびド
パミン再取り込み阻害作用のIC50値は，それぞれ
5.4nmol/L，107nmol/Lおよび1,470nmol/Lであり，
セロトニン再取り込み阻害作用の選択性が高い薬剤
である。
2）セロトニン受容体調整作用

　臨床PETによる選択的セロトニン再取り込み阻害
薬（SSRI）およびセロトニン・ノルアドレナリン再取
り込み阻害薬（SNRI）のセロトニントランスポーター

（SERT）占有率の測定から，SERT阻害作用による
抗うつ効果の発現には，80％以上のSERT占有率が
必要であると考えられている1, 2）。
　ボルチオキセチンの国内第Ⅲ相試験において，本
剤が抗うつ効果を示した10mgの用量におけるSERT
占有率が約63％と低かったことから，ボルチオキセ

1

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　セロトニン部分アゴニスト再取り込み阻害薬に分類されるボルチオキセチンは，セロト
ニン再取り込み阻害作用とセロトニン受容体調節作用を有する新しい機序の抗うつ薬であ
る。本剤は，従来の抗うつ薬よりも副作用が少なく忍容性が高いことに加え，認知機能の
改善作用が期待できる新たな治療選択肢といえるが，安全かつ有効に使用するためには，
相互作用による用量調節などに注意が必要となる。

summary

セロトニン部分アゴニスト再取り込み
阻害薬 （ボルチオキセチン）

岡山大学病院薬剤部　江角 悟，千堂 年昭

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント
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薬剤の基本情報

疫学

　腎細胞がんによる死亡数は，がん死亡全体の1％
を占めるといわれている1）。腎細胞がんのうち，約
70～80％が淡明細胞型腎細胞がん（clear cell renal 
carcinoma）であり，脂肪含有量が多く，充実性の
境界が明瞭な腫瘍であることが多いのが特徴である。
その他，乳頭状腎細胞がん，嫌色素性腎細胞がん，
集合管がんなどが病理組織像より分類されている。
　腎細胞がんに対する治療は手術療法が最も有効とさ
れているが，再発した場合や切除不能な場合には，分
子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬などの薬
物 治 療が行われる。 薬 剤 選 択については，
International Metastatic RCC Database Consortium

（以下，IMDC）から提唱された予後因子のリスク分
類2）（以下，IMDC分類，表1）を検討した後に決定

される。

作用機序

　カボザンチニブ（以下，本剤）は，複数の受容体型
チロシンキナーゼを阻害する抗がん薬であり，血管

1

2

特 集

臨床薬理UPDATE
ここ1年間の主な新薬をまとめて押さえる！

　複数の受容体型キナーゼを阻害するキナーゼ阻害薬であるカボザンチニブは，腎細胞が
んの適応を有している。腎細胞がんでは，血管新生阻害薬（VEGFR阻害薬）による薬剤耐
性が課題となっており，本剤はVEGFR阻害作用に加え，腎細胞がんに対する有効性に寄
与すると考えられるMETおよびAXLのリン酸化阻害作用も有することから，治療選択肢
の拡大に期待されている。本剤は経口抗がん薬であり，通院治療が中心となることから，
在宅中の有害事象発現の対策と重篤化の予防のため，患者のフォローアップが重要となる。

summary

キナーゼ阻害薬 （カボザンチニブ）
国立がん研究センター東病院薬剤部　米村 雅人

薬剤別　臨床薬理学的な特徴と薬学的管理のポイント

表1　IMDC分類（予後因子のリスク分類）
予後因子 基準値

KPS※（全身状態） 80%未満

診断から治療開始までの期間 12カ月未満

ヘモグロビン 正常下限未満

補正カルシウム値 基準値上限を超える

好中球数 基準値上限を超える

血小板数 基準値上限を超える

※ KPS：Karnofsky performance status，KPS＜80：正常の活動・労働がで
きない状態

● リスク分類
　Favorableリスク（低リスク）：予後因子の数 0個
　Intermediateリスク（中リスク）：同 1~2個　
　Poorリスク（高リスク）：同 3個以上

（Heng DY, et al : J Clin Oncol, 27 : 5794-5799, 2009より作成）
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薬物乱用の現状

─本日は，違法薬物から市販薬・処方薬の乱用ま

で薬物依存症者を地域の薬局がどのように支援する

ことができるのか，教えていただきたいと思います。

まずは，最近の薬物乱用の現状から教えていただけ

ますか。

嶋根　私たちは地域住民における違法薬物の広がり

を調べるため，1995年から隔年で「薬物使用に関する

全国住民調査」を実施しています。調査の対象として

いるのは15～64歳までの一般住民です。住民基本台

帳を使って，全国から7,000人を無作為に抽出します。

そして，対象者のご自宅を1軒ずつ訪問し，調査のご

協力をお願いしています。

　まず最新の調査結果から，薬物使用の生涯経験率

についてお話します。生涯経験率とは，人生におい

て1回でも薬物を使ったことがある人が占める割合の

ことです。図1にその1995～2019年までの経年変化

を示しました。

　これまで最も使用経験の多かった薬物はシンナー

やトルエンといった有機溶剤ですが，最近は年々減

少しています。その一方で現在，最も乱用されてい

る薬物は大麻です。生涯経験率は1.8％です。これを

全国の人口に当てはめると，約160万人に相当します。

これは結構な数ですよね。ただし，生涯経験率は過

去の経験も含まれますから，必ずしも現在の状況を反

映したデータとはいえません。直近の過去1年以内に

使用経験がある人に限ると約9万人となります。な

お，大麻取締法違反で検挙される方も年々増加して

いますが，年間約4,000人程度です。こうした事実を

踏まえると，大麻の所持や栽培で検挙される方も，

大麻使用者全体からみれば氷山の一角に過ぎないと

いえます。

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

薬物乱用防止のために
地域の薬局ができること

嶋根 卓也
国立精神・神経医療研究センター 
精神保健研究所薬物依存研究部 心理社会研究室長

1998年 東京薬科大学薬学部 卒業
2004年 国立保健医療科学院専門課程　修了
2008年 順天堂大学大学院医学研究科　修了
2008年  国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

薬物依存研究部　入職
2009年 同センター薬物依存研究部心理社会研究室 研究員 
2012年より現職
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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）

第 14 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。

先発医薬品とジェネリック（後発）医薬品では，崩壊・懸濁性やチューブ通過性に	
違いがありますか。

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 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

エキスパートがわかりやすく解説

　製剤が異なれば当然，添加物やコーティングの厚
さ，打錠圧などさまざまな製造条件が異なる。これ
らの条件は，簡易懸濁法での崩壊・懸濁性やチュー
ブ通過性に影響を与える。よって先発医薬品とジェ
ネリック（後発）医薬品では，崩壊・懸濁性やチュー
ブ通過性に違いが生じる。つまり，簡易懸濁法の適
否は1製品ごとに異なるため，1製品ずつ崩壊懸濁試
験やチューブ通過性試験を実施し確認する必要があ
る（一部のオーソライズドジェネリックを除く：後
述するオーソライズドジェネリックの項参照）。

1   先発医薬品とジェネリック医薬品は， 
有効成分は同じでも製剤としては別のもの

　先発医薬品とジェネリック医薬品は，同じ有効成
分を使っており，有効性や安全性について基本的に
違いはない。特許期間を過ぎた薬は，先発医薬品を
開発したメーカー以外でも同じ有効成分のジェネ
リック医薬品を開発して，製造や販売ができるよう
になる。しかし，ジェネリック医薬品は先発医薬品
と“全く同じ”である必要はない（表1）。
　ジェネリック医薬品を製造する際は，先発医薬品
と異なる添加物を使用せざるをえない場合が多い。
先発医薬品の有効成分の特許期間が満了していて
も，製剤特許の期間が残っている場合などは，ジェ



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　太田 貴之，水澤 佳広

小児の初回吸入指導後の投薬後フォロー（完）
第8回

6歳男児のS.Nくん

　喘息のため薬物治療中。ここ数年は症状が安定していたが，2週間前から運動後にゼイゼイと呼吸が苦し
くなり，数日前に夜間に発作を起こして救急外来を受診した。発作は治まったが，季節的に悪化しやすい
こともあり，かかりつけ医の指示で本日よりシクレソニド吸入薬とツロブテロールテープが追加となった。
以前にネブライザーによる吸入の経験はあるが，機械への恐怖心から吸入を激しく拒否することが多く，
その都度ツロブテロールテープで対応してきた。S.Nくんだけでなく母親も，吸入薬の使用に対して不安が
ある様子。

Rp 1  プランルカストDS10％ 1回0.7g　1日2回朝夕食後
Rp 2  オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 1個　1回2吸入　1日1回就寝前
Rp 3  ツロブテロールテープ1mg 7枚　1回1枚症状の悪化時

他科受診：なし　　併用薬：なし　　体　重：21kg　　内服可能剤形：水剤，散剤　　副作用歴：なし

□初回吸入指導
　エアゾールタイプの吸入薬の使用は初めてのため，医師からの依頼を受けてS.Nくんと母親に吸入指導を
行った。噴霧と吸入のタイミングとの同期がうまくいかず，吸入補助器具を使用しながら薬局内で反復し
て練習してもらった。途中，S.Nくんが泣き出す様子もあったものの，なんとか吸入方法はマスターできた
が，まだ母親の不安は払拭しきれていない様子。母親に用法やうがいについて説明するも，S.Nくんをなだ
めることに集中しており，理解できているかは怪しい。

□服用開始4日後の電話フォロー
　吸入薬の使用状況を電話で確認。来局の翌日から3日間は使用できていたようだが，喘息の症状は改善せ
ず，昨日の朝起きたらS.Nくんの声が変わっており，舌がピリピリ痛いと訴えたため使用中止。昨夜からツ
ロブテロールテープで対応していた。ツロブテロールテープを使用後半日経過しているが，状態が良くな
らず母親は心配な様子である。



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 8 回

在宅療養患者の自己注射

ダイドー薬品株式会社 山本薬局本店　山本 新一郎
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 はじめに

　患者自らが注射を行う自己注射剤は，わが国では
1980年代半ばに初めて上市されて以降，その利便性
が評価され，現在ではさまざまな種類の製剤が臨床
で使われています。特に，1988年に登場したペン型
のインスリン自己注射剤（以下，インスリン製剤）は，
糖尿病の薬物療法に画期的な変化をもたらしまし
た。内服薬とは異なり服薬手技が複雑となるインス
リン製剤の登場は，本来であれば薬剤師が中心と
なって指導を行い，その存在感を示す絶好のチャン
スだったでしょう。ところが，残念ながら当時はま
だ薬剤師の対人業務は定着しておらず，インスリン
製剤に対する薬剤師の関与は限定的だったようです。
　その後30年余りが経過し，病院でも薬局でも薬剤
師が担う業務内容は大きく様変わりしましたが，皆
さんは自己注射剤について質の高い指導を実践でき
ているでしょうか。自己注射剤は“注射”という医療
行為を伴うため，どの程度まで介入してよいのかと

悩む薬剤師もいるかもしれません。しかし，2020年
度の調剤報酬改定より，糖尿病患者の服薬期間中の
フォローが新たに評価されている通り，今後はイン
スリン製剤を含めた糖尿病薬物療法においても，薬
剤師の積極的な関与が求められます。
　在宅医療では，認知機能や身体機能の低下した高
齢患者が多いですが，そういった患者は外来患者と
比較して，より自己注射が困難となります。今回は，
在宅医療におけるインスリン療法を例にとりながら，
薬剤師に深く介入してほしい点について解説してい
きたいと思います（図1）。

  自己注射のサイクル

　インスリン療法では，薬剤やデバイスといった“モ
ノ”を十分に理解すること，そして患者や家族といっ
た“ヒト”の様子や状態をしっかりと把握することが
薬学的管理のポイントとなります。この2つを押さ
えたうえで，薬剤師が患者個々に応じた服薬指導を

起



ちょうどよい睡眠時間は
6時間って本当ですか？

阪和いずみ病院　村田 繁紀

第5回
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　睡眠障害は，今や誰もが避けて通れない問題の一
つです。睡眠障害国際分類第3版（International 
classification of sleep disorders, 3rd edition : 
ICSD-3）1）によると，その症状や病態から睡眠障害
は，①不眠症，②睡眠時の呼吸障害，③過眠症の

中枢性障害，④概日リズム睡眠覚醒障害，⑤パラ
ソムニア，⑥睡眠に関連した運動障害，⑦その他
の睡眠障害――の7つに分類されます。
　本稿では，適切な睡眠の考え方と，睡眠障害のな
かでも不眠症に対する治療について概説します。

1 適切な睡眠時間 

　そもそも今回のテーマである「適切な睡眠時間」と
は，どれくらいの長さを指すのでしょうか？　健康
な人の寿命全体にわたる加齢に伴う睡眠パターンの
変化をみたメタ解析2）では，総睡眠時間が加齢とと
もに減少することが示されています（図1）。また，
米国の国立睡眠財団National Sleep Foundationは，
年齢層ごとに表 3, 4）の通り推奨する睡眠時間を示して
いますが，これらの時間はあくまでも目安であり，

個々人によって増減するものであることがあわせて
記載されています。

2 不眠症に対する治療 

　効果量aは示されていないものの，2019年に不眠
症の評価と治療（非薬物療法，薬物療法）をレビュー
した報告が発表されています5）。この報告は無料で
全文を読むことができるので，不眠症に対する効果
的な治療を検討する際のガイドとして利用するとい

a：群間での平均値の差の程度や変数間の関連の強さなどを標準化したもの

睡眠と不眠症に関するエビデンス
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はじめに

　薬局における患者満足度の調査・分析は，サービ
スの質向上や集客という観点から重要であり，これ
までにも多くの研究が行われてきた。そのなかで，
服薬指導の質や待ち時間（患者が処方箋受け付けを
してから薬を受け取るまでの待ち時間）が患者満足
度に大きく影響を与える重要な要因として報告され
ている1-5）。薬剤師として取り組むべき最優先事項
は服薬指導の質の向上ではあるが，現状は待ち時間
に対する満足度も低いとする報告もあり5），薬局全
体の満足度を高めるためには待ち時間への対策も必
要である。
　しかし，業務改善による待ち時間の短縮には限界
があるとの指摘がある6）ほか，薬剤師が患者の待ち
時間を短縮しようと強く意識しながら調剤すること
で，調剤過誤の発生リスクを高めるという指摘もあ

る7）。事実，日本医療機能評価機構の薬局ヒヤリ
ハット事例収集・分析事業でも，無理な時間短縮に
より調剤過誤に繋がった事例が数多く報告されてい
る。さらに，ジェネリック医薬品の使用推進や服薬
指導の充実といった社会的需要に応えるためには，
患者対応により時間をかける必要があること8）から，
待ち時間は今後も短縮しづらいことが予想される。
以上のことから，薬局での待ち時間に関しては短縮
だけではなく，その時間に対して何らかの配慮や患
者の意識変容を起こすというアプローチも重要とさ
れている2）。
　そこでわれわれは，全国の薬局で開催されている
小児のための調剤体験イベント（以下，こども薬局）
に注目した。このイベントは，小児が一包化や水剤，
軟膏の混合といった調剤業務を体験できるもので，
小児にとって楽しい経験になるだけでなく，参加者
に対する医薬品適正使用の推奨としても有用である
ことがすでに報告されている9, 10）。また小児には必

こども薬局への参加が， 
保護者の許容待ち時間に及ぼす影響

株式会社sing, Fizz-DI　児島 悠史

Special Contribution
特別寄稿

　薬局における患者満足度は，スタッフの対応や薬剤師の服薬指導の質だけでなく，薬剤
交付までの待ち時間にも大きく左右されることが知られている。
　しかし，待ち時間の無理な短縮は薬剤師の調剤過誤を誘発するほか，ジェネリック医薬
品の使用推進や服薬指導の充実といった社会的需要に応えるためには今後も待ち時間は短
縮しづらいことが予想される。そのため，患者満足度を上げるためには待ち時間を単に短
縮するだけでなく，患者の待ち時間に対する意識を変容させることも重要である。そこで
今回，全国の薬局で開催されている小児のための調剤体験イベント「こども薬局」により，
保護者の待ち時間に対する意識を変化させられるかを検証した。

summary
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第236回

神戸大学医学部附属病院薬剤部　谷藤 亜希子

ラツーダ® 錠 
20mg，40mg，60mg，80mg

ラツーダ®錠の概要

医薬品名 ：ラツーダⓇ錠20mg, 40mg, 60mg, 80mg

一般名 ：ルラシドン塩酸塩

薬価基準収載日 ：2020年5月20日

薬　価 ： ［20mg］178.70円/錠

  ［40mg］328.90円/錠

  ［60mg］469.90円/錠

  ［80mg］493.40円/錠

製造販売元 ：大日本住友製薬株式会社

 効能・効果
　統合失調症，双極性障害におけるうつ症状の改善

 用法・用量
　 ● 統合失調症

　 　通常，成人にはルラシドン塩酸塩として40mgを1日1回食後経口投与する。なお，年齢，症状により適宜

増減するが，1日量は80mgを超えないこと。

　 ● 双極性障害におけるうつ症状の改善

　 　通常，成人にはルラシドン塩酸塩として20～60mgを1日1回食後経口投与する。なお，開始用量は20mg，

増量幅は1日量として20mgとし，年齢，症状により適宜増減するが，1日量は60mgを超えないこと。
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特徴

1．臨床的位置づけ
　抗精神病薬は，開発された時期により定型抗精神

病薬と非定型抗精神病薬に大別され，定型/非定型

は従来型/新規，第一世代/第二世代と称されるこ

ともある。

　ルラシドン塩酸塩（以下，本剤）は後者に属し，そ

のうちのセロトニン・ドパミン拮抗薬（serotonin-

dopamine antagonist：SDA）に分類される（表1）。

（1）統合失調症

　初発の統合失調症の薬物治療では非定型抗精神病

薬が推奨されており，維持期の薬物治療でも再発予

防，治療継続，副作用の観点から非定型抗精神病薬

が勧められる1）。SDAである本剤も第一選択薬の一

つとなりうる。

（2）双極性障害におけるうつ症状

　本剤は双極性障害におけるうつ症状の改善にも適

応を有する。双極性障害におけるうつ状態のときに

は原則として抗うつ薬を用いず，非定型抗精神病薬

や気分安定薬の炭酸リチウム，ラモトリギンが第一

推奨とされているが，このうち日本で保険適用があ

 Point
▶ セロトニン・ドパミン拮抗薬（serotonin-dopamine antagonist：SDA）に分類される非定型抗精神病薬である

▶ オランザピン，クエチアピン徐放錠に次いで，「双極性障害におけるうつ症状の改善」に保険適用を有する薬

剤である

▶ 空腹時では吸収が低下するため食後に服用する

▶ 主にチトクロムP450（CYP）3A4で代謝を受けて消失するため，CYP3A4の強力な阻害薬や誘導薬とは併用禁

忌である

ラツーダⓇ錠 20mg，40mg，60mg，80mg

新薬くろ～ずあっぷ

表1　抗精神病薬の分類
分類 薬剤

定型抗精神病薬
（従来型／第一世代）

ブチロフェノン誘導体 ハロペリドールなど

フェノチアジン誘導体 フルフェナジン，クロルプロマジンなど

ベンザミド系 スルピリド＊など

イミノジベンジル系 モサプラミンなど

チエピン系 ゾテピン＊

非定型抗精神病薬
（新規／第二世代）

SDA リスペリドン，パリペリドン，ブロナンセリン， 
ペロスピロン，ルラシドン

MARTA オランザピン，クエチアピン，アセナピン

DSS アリピプラゾール

SDAM ブレクスピプラゾール

SDA：serotonin-dopamine antagonist（セロトニン・ドパミン拮抗薬）
MARTA：multi-acting receptor-targeted antipsychotic（多受容体作動薬）
DSS：dopamine system stabilizer（ドパミン受容体部分作動薬）
SDAM：serotonin-dopamine activity modulator（セロトニン－ドパミン アクティビティ モジュレーター）
＊：スルピリド，ゾテピンは非定型抗精神病薬に分類される場合がある
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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

•先月，ミトコンドリア脳筋症と診断された。家族（母親）も同じ病気。
•今回初めてユビデカレノン錠が処方された。
•併用薬はポリカルボフィルカルシウム錠（コロネルⓇ）とゾルピデム錠（マイスリーⓇ）。
•副作用歴（－），アレルギー（－）

Rp.1 	 ● ユビデカレノン錠（ノイキノンⓇ）10mg	 	 1回1錠（1日3錠）
	 	 1日3回　毎食後	 	 28日分

処方箋（神経内科）/53歳女性

神経内科からユビデカレノン錠の処方
　……ミトコンドリア脳筋症って？

第 回12

? ミトコンドリア脳筋症とは，いったいどのような病態でしょうか？
? ユビデカレノンはどのように効果を示すのでしょうか？

ここで質問です
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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。

低カリウム血症，立位不可，過鎮静，褥瘡への薬剤師介入で諸症状改善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？	  在宅訪問診療が行われている患者において，急に日中の傾眠，よだれ，体の左傾斜，朝のむせこ
み，嚥下機能低下が出現し，立位ができない状態となり，さらに褥瘡が発現した。薬剤師は，医
師にこれらの原因になると思われる処方薬の中止・減量，薬剤変更などを提案した。その後，血
清カリウム値が改善し筋力の低下はなくなり，さらに不穏症状も出ておらず睡眠が確保できるよう
になり，最終的に褥瘡も完治した。

▼ 処方内容	 80代の女性，在宅クリニック。処方オーダリング

＊ 3年ほど前からグループホームに入居している。もともと自立歩行であったが，現在は車椅子での移動に変わって
おり，ヘルパーと介護支援専門員が日々の世話をしている

＊ アルツハイマー型認知症，不眠症，神経症，抑うつ状態，変形性膝関節症があり，かかりつけ医の内科医師によ
る月2回の居宅療養管理指導が行われている

＊ ほかに整形外科にかかっており，膝にヒアルロン酸注射を行っている
＊ 健康食品，アルコール，タバコなどは使用していない。副作用歴，体質アレルギーはない
＊ 排便はほぼ毎日あり，排尿は近いほうでリハビリパンツを使用している

Rp. 　5月19日
ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 1錠
テルビナフィン錠 125mg 1錠
フロセミド錠 20mg 3錠

1日1回　朝食後
テプレノンカプセル 50mg 2Cap
エペリゾン塩酸塩錠 50mg 2錠
セレコックスⓇ錠 100mg 2錠

1日2回　朝・夕食後
リスパダールⓇ細粒 1％ 0.05g

1日1回　昼食後
エビリファイⓇ錠 6mg 2錠

1日2回　昼・夕食後

クエチアピン錠 25mg 3錠
1日2回　夕食後，就寝前（夕 1・就寝前 2）

センノシド錠 12mg 1錠
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg 2錠
サイレースⓇ錠 1mg 1錠

1日1回　就寝前
アクトシンⓇ軟膏 3％ 30g

1日1回　右下肢塗布
アズノールⓇ軟膏 0.033％ 40g

1日1～2回　臀部塗布
プロペトⓇ 100g

1日1～2回　乾燥部位

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



161調剤と情報  2021.1（Vol.27 No.1）

後  ジメモルファンリン酸塩DS小児用2.5％「タカタ」（高田製薬）

製剤基本情報

性状 白色の微粒または粉末で，においはないか，またはわずかに特異なにおいがあり，味は
甘い

添加物 精製白糖，D-マンニトール，アスパルテーム，香料

規格pH 4.0-5.0（1g+水100mL）

調製法・ 
服用時の注意 溶解後はできるだけ速やかに使用すること

安定性
本剤50gの水溶液500mLを25±2℃で保存したところ，1日後まで変化なく，3～
7日後はわずかに白濁した以外は変化なかった。5±3℃で保存したところ，7日後まで
変化なかった。

配合変化データ（商品名50音順）

固形剤
試 験   本剤0.65gと被験薬剤の表示量（2歳児標準量）を混合

保存期間： 室温では30日間（配合直後，1，3，4，7，14，30日後に測定），30℃・75％RHでは
14日間（配合直後，1，3，4，7，14日後に測定）

保存条件：室温および30℃・75％RH（いずれも遮光）
試験項目：外観，におい，吸湿量，（7，14，30日後のみ）本剤残存率

● 変化なし【室温および30℃/75％RH（14日後まで）で変化なし】
　PL配合顆粒（4g）
　ゼスラン小児用細粒 0.6％（0.52g）
　ナウゼリンDS 1％（1.95g）
　ニポラジン小児用細粒 0.6％（0.52g）
　ミヤBM細粒（0.8g）

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

ジメモルファンリン酸塩ドライシロップ
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

10




