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特  集

　薬剤の長期漫然投与は，副作用の発現リスクや社会保障費の増大に繋がり，治

療上，また医療費抑制の観点から積極的な是正が望まれます。薬局から医師に処

方薬の中止や減薬を提案するツールとしては，状況や経緯を簡潔に伝達できるト

レーシングレポートが大活躍します！

　本特集では，薬局でよくみる漫然投与に陥りやすい薬剤について，薬効別に注

意が必要な患者背景やモニタリング項目などを解説したうえで，漫然投与や副作

用が疑われる症例に対するトレーシングレポートの活用法をご紹介します！

漫然投与や有害事象を防ぐ！

トレーシングレポート術

P.8   漫然投与・有害事象防止のための医薬連携 

――医師が考える一歩上を目指したTR活用術────── 齋木 啓子

エキスパートから学ぶ！　トレーシングレポート活用例

P.16   非ステロイド性抗炎症薬 ─────────────── 大野 伴和

P.22   ベンゾジアゼピン受容体作動薬 ──────────── 中田 裕介

P.27   便秘薬 ────────────────────────奈良 健

P.34   漢方薬 ─────────────────────── 田中 和宏

P.40   神経障害性疼痛治療薬 ──────────────── 三谷 徳昭

P.48   消化性潰瘍治療薬 ────────────────── 船見 正範
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特 集

漫然投与や有害事象を防ぐ！
トレーシングレポート術

　漫然投与・有害事象防止のために，薬剤に関する包括的な情報を取得しやすい立場にあ
るかかりつけ薬剤師だからこそできることがある。本稿ではその一例として，エビデンス
に基づいた5 Stepの減薬提案と，それをトレーシングレポート（TR）で処方医に伝える際
に，提案が通りやすくなるTipsを医師の目線から紹介する。症例ベースで記載しているの
で，自身の症例に置き換えて5 StepやTipsを疑似体験いただき，明日からのTRが一歩
上をいくものになれば幸いである。

summary

漫然投与・有害事象防止のための 
医薬連携 
─医師が考える一歩上を目指したTR活用術

悠翔会在宅クリニック渋谷　齋木 啓子

85歳，女性

　介護施設に入居中で，3カ月に1回ほどレビー小体型認知症と過活動膀胱の治療のため，総合病院に通院

中。その間の日常の健康管理は，施設の提携医療機関から訪問診療を受けている。このたび，訪問診療の担

当医が交代になったが，初診時にめまいや転倒の訴えがあった。

主　　訴：めまい，転倒
身体所見：血圧 102/72mmHg，脈拍 41回/分，SpO2 98％
処方内容：
● 総合病院老年科より

Rp1） メネシットⓇ配合錠100 1回1錠　1日2回朝・昼食後

Rp2） オルメサルタン錠10mg 1回1錠

 アゼルニジピン錠8mg 1回1錠

 ドネペジル錠10mg 1回1錠

 エロビキシバット錠5mg 1回1錠　1日1回朝食後

Rp3） 酸化マグネシウム錠330mg 1回1錠　1日3回毎食後
● 総合病院泌尿器科より

Rp1）	フェソテロジン錠4mg 1回1錠　1日1回夕食後

症例

（716）
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はじめに

　非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）はシクロオキ
シゲナーゼ（COX）を阻害し，プロスタグランジンの
合成を抑制することで腎血管を収縮させ，腎血流量
が減少し，急性腎障害（AKI）を来すと考えられてい
る。薬剤性腎障害の原因薬剤としても，NSAIDsが
最も多いと報告されている1）。
　特に高齢者では腎機能が低下していることが多く，
NSAIDsによりさらに腎機能を低下させるリスクが
高いため，長期間の使用は避け，使用する場合は短
期間に留めることが望ましい。
　NSAIDsが頻繁に処方される整形外科は小児から
高齢者まで幅広い年齢層が対象となる診療科である
が，加齢に伴う腰痛や五十肩，変形性関節症，骨粗
鬆症など慢性疾患による高齢者の受診割合が特に多

い。しかし，整形外科では血液検査が定期的に実施
されることは少なく，腎機能検査値の把握が難しい
のが現状である。
　本稿では，他科受診時の血液検査の結果を処方医
へ共有するためにトレーシングレポート（以下，TR）
を活用した事例を紹介する。なお，TRは服薬情報
提供書のことで，緊急性は低いものの次回処方時に
医師に確認してほしい情報を提供するツールである。

把握すべき検査値と臨床症状

　NSAIDsによる虚血性腎障害は，使用開始から
1カ月以内に発症することが多く，糸球体濾過量の
低下に加え，ナトリウム貯留や浮腫，高カリウム血
症を伴うことがある2）。
　糸球体濾過量のモニタリングでは，『急性腎障害

特 集

漫然投与や有害事象を防ぐ！
トレーシングレポート術

　薬剤性腎障害の原因薬剤としては，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）の報告が最も多
いとされている。特に，慢性腎臓病患者や高齢者では腎血流量が低下しており，NSAIDs
による糸球体濾過量の低下を来しやすい。しかし，NSAIDsが繁用される整形外科では定
期的な血液検査が実施されることは少なく，腎機能低下が把握しづらいうえに高齢者の受
診割合も高い。
　当薬局では，お薬手帳に貼付するシールやトレーシングレポートなどを活用して腎機能
検査値を地域で共有することで，急性腎障害を防止している。

summary

非ステロイド性抗炎症薬
まつもと薬局　大野 伴和

エキスパートから学ぶ！　トレーシングレポート活用例

（724）
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はじめに─睡眠薬の適正使用
が推進される背景

　わが国では1967年のニトラゼパム発売以降，40年
以上にわたりベンゾジアゼピン（以下，BZ）受容体
作動薬が販売され続け，多くの患者がそれらを服用
していた。2010年に新規作用機序の睡眠薬が登場し
てからは，メラトニン受容体作動薬やオレキシン受
容体拮抗薬といった薬剤が睡眠薬の選択肢の幅を広
げている。
　また，2013年には日本睡眠学会が『睡眠薬の適正
な使用と休薬のための診療ガイドライン』を発表し，
ガイドラインには「出口を見据えた不眠医療マニュ
アル」というサブタイトルがつけられた。不眠症の
治療アルゴリズム（図）において，“出口＝治療終了”
を目指すことが明記されている。
　このように睡眠薬の適正使用を実践する環境が
整ってきてはいるが，BZ受容体作動薬が全盛を迎
えていた頃に多剤併用に至り，現在まで継続して長

期服用しているケースも見受けられる。

BZ受容体作動薬の作用

　BZ受容体作動薬は，①鎮静作用，②抗不安作
用，③筋弛緩作用─が共通しており，鎮静作用
を得られる薬剤が睡眠薬として用いられている。BZ
受容体作動薬はBZ系睡眠薬と非BZ系睡眠薬に区別
され，いずれもGABA受容体のBZ結合部位に作用
するが，後者は構造式の違いから非BZと呼ばれて
おり，GABA受容体への選択性を改良したことで前
者よりも副作用などのリスクが少ないとされる。と
はいえ，完全に副作用のリスクが解消されたわけで
はなく，使用には十分な注意が必要である。

モニタリング項目

　実臨床では，BZ受容体作動薬の筋弛緩作用による

特 集

漫然投与や有害事象を防ぐ！
トレーシングレポート術

　わが国では1967年のニトラゼパム発売から40年以上にわたり，ベンゾジアゼピン受
容体作動薬が販売され続け，睡眠薬の多くを占めていた。以前は睡眠薬の多剤併用も珍し
くなく，長期投与される患者も多かった。睡眠薬の長期投与は，転倒や意識障害などの副
作用が問題になりやすいため，薬剤師による適切な評価や対応が求められる。

summary

ベンゾジアゼピン受容体作動薬
合資会社中田薬局 ゆう薬局　中田 裕介

エキスパートから学ぶ！　トレーシングレポート活用例

（730）
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はじめに

　在宅医療において，排便管理はQOL向上に直結
する。人間にとって「食べる」「排泄する」という行
為は，古来より自然な生体リズムを維持するうえで
重要な機能だとされており，筆者が日常的に対応し
ている在宅療養患者，特に高齢患者が抱えている問
題としても排便に関する話題はよく耳にする。
　例えば，デイサービスなどで外出した患者が外出
先で漏らしてしまうと，その後，心理的に外に出た
がらなくなり，それによって運動量が低下してさら
なる便秘状態を招くという負の連鎖をもたらす。ま
た，便秘薬で排便がコントロールできなかったため
に，主に自宅で患者の介護にあたっている家族（大

抵の場合，家族も高齢者）が早朝や深夜，寝具など
の掃除に苦労して心身ともに疲弊してしまい，患者
本人の希望に反して在宅療養が不可能になってし
まった場面に直面することもある。
　さらに，末期がんの患者や高齢者においては，慢
性の便秘に起因する嘔吐が誤嚥に結びつく可能性が
高いということも，排便管理が患者のQOL向上に直
結すると考える一因である。
　薬剤師は医療従事者の一員としての責任をもち，

「便秘薬を渡すだけ」ではなく，「患者と家族の生活
を守る」ために情熱を燃やす存在でありたい。本稿
では，在宅療養中の便秘症患者を例に，便秘薬に関
するトレーシングレポート（以下，TR）を活用した
医師との連携について紹介する。

特 集

漫然投与や有害事象を防ぐ！
トレーシングレポート術

　実際の在宅医療の現場においては，酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症防止の
ためにこまめに採血をするのは困難なことが多い。一方で，薬剤師が得た情報から適切な
便秘薬の選択を考えるとともに，服用後の便通状態を評価し，トレーシングレポート（TR）
を通じて医師に処方提案や情報提供を行うことは有効である。
　TRを記載するうえで大切なことは，①いつの時点のものか，②状況報告と現在の処方に
対する薬剤師の評価，③②を踏まえた薬剤師からの提案─の3本柱を明確にすることで
ある。

summary

便秘薬
株式会社サン薬局在宅療養支援部　奈良 健

エキスパートから学ぶ！　トレーシングレポート活用例

（735）
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はじめに

　芍薬甘草湯は，芍薬と甘草の2つの生薬から構成
されている。鎮痛・鎮痙作用があるため，種々の疼
痛や，筋肉がつるこむら返りなどに広く用いられて
いる。漢方薬は，生薬構成が少ないほど即効性を示
すといわれており，芍薬甘草湯も長期服用による体
質改善を目的とするのではなく，頓服で使用するこ
とが望ましいとされている。
　しかし，実際は添付文書の指示通り1）に毎食間で
継続服用する患者が多く，芍薬甘草湯の代表的な副
作用として知られる甘草による偽アルドステロン症
について，患者に情報提供するとともに，薬剤師に
よるモニタリングが必要である。
　本稿では，甘草による偽アルドステロン症の概要
とその発症リスクに加え，芍薬甘草湯の長期服用に
よる偽アルドステロン症の疑いを確認するためにト

レーシングレポート（以下，TR）を活用した事例を
紹介する。

偽アルドステロン症

発症機序

　これまで提唱されていた偽アルドステロン症の発
症機序は，甘草の成分であるグリチルリチン酸（GL）
の消化管内に生息する腸内細菌による代謝産物グリ
チルレチン酸（GA）が，腎尿細管細胞に発現してい
る11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ2 

（11β-HSD2）の活性を抑制し，コルチゾールが腎尿
細管細胞内に過剰に蓄積し，それが鉱質コルチコイ
ド受容体に結合した結果，アルドステロンと同様に
カリウムの尿細管分泌とナトリウムの再吸収が促進
され，発症するとされてきた。
　最近の研究では，肝臓で胆汁酸やビリルビンを排泄

1

特 集

漫然投与や有害事象を防ぐ！
トレーシングレポート術

　芍薬甘草湯の漫然とした長期使用は，甘草の代表的な副作用である偽アルドステロン症
の発症が懸念されるが，実際に長期服用している患者は多い。
　偽アルドステロン症は，甘草あるいはグリチルリチンを含有する薬剤を原因とした，低
カリウム血症を伴う高血圧症を呈する疾患である。偽アルドステロン症の初期症状を放置
しておくと重症化する恐れがあるため，薬剤師はフォローアップなどを通じて初期症状や
検査値異常があるかどうかモニタリングを行い，早期発見に貢献することが求められる。

summary

漢方薬
祥漢堂薬局　田中 和宏

エキスパートから学ぶ！　トレーシングレポート活用例

（742）
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はじめに

　日本では現状，特に高齢者に対してプレガバリン
の処方量が非常に増えており，その背景には不適切
使用や適応外使用の問題が指摘されている。これは
世界的にも同様で，2017年には適応外疾患に漫然と
投 与される現 状に対して「The New England 
Journal of Medicine」から警告が出されている1）。
さらに，プレガバリンのインタビューフォームの重
要な基本的注意にも，「本剤による神経障害性疼痛
の治療は原因療法ではなく対症療法であることから，
疼痛の原因となる疾患の診断及び治療を併せて行い，
本剤を漫然と投与しないこと」とあり，投与後の見
直しが重要な薬剤といえる。
　本稿では，プレガバリンの適正使用や長期投与の
見直しのために，その適応症や診療ガイドライン上

の位置づけ，注意が必要な患者背景などをまとめる
とともに，疼痛改善後も長期処方されるプレガバリ
ンを見直すためにトレーシングレポート（以下，TR）
を活用した事例を紹介する。

プレガバリンの適正使用

適応症

　まずは正しい適応症に対してプレガバリンが使用
されているのかどうかを確認することが重要だろう。
　プレガバリンの適応症は，神経障害性疼痛と線維
筋痛症である。神経障害性疼痛は中枢性と末梢性の
2つに大別され，①中枢性としては，脳卒中後疼痛，
脊髄損傷後疼痛，椎間板ヘルニア，頸椎症，三叉神
経痛（大部分を占める），②末梢性としては，糖尿
病性末梢神経障害性疼痛，帯状疱疹後神経痛─

1

特 集

漫然投与や有害事象を防ぐ！
トレーシングレポート術

　神経障害性疼痛治療薬のプレガバリンは，販売開始から10年ほど経った現在，年間
8億錠以上処方される薬剤となった。
　処方年齢は70～80代に集中し，女性に多い。多くの高齢患者の痛みやしびれを緩和
し，肉体的，精神的負担を取り除いてきたことはいうまでもないが，有害事象の多い薬剤
でもあり，“諸刃の剣”の代表ともいえる薬剤ではないだろうか？　今回，長期投与されや
すいプレガバリンの見直しのため，適応症や診療ガイドライン上の位置づけ，注意が必要
な患者背景，フォローアップなどをまとめ，適正使用への足がかりにしようと思う。

summary

神経障害性疼痛治療薬
パル薬局菅生店／ミライ☆在宅委員会 代表　三谷 徳昭

エキスパートから学ぶ！　トレーシングレポート活用例
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はじめに 
─REを含むGERDの治療

　胃食道逆流症（gastroesophageal reflux disease : 
GERD）は，薬局で接する機会の多い疾患の一つであ
る。外来患者を対象としたびらん性GERDの有病率
は6.1～16.7％，平均10.8％と報告されており1），さ
らに胸やけなどの症 状のみを呈する非びらん性
GERDを加えると，その2倍程度と考えられてい
る2）。GERDは，食道粘膜にびらん・粘膜障害を生
じている逆流性食道炎（reflux esophagitis : RE）と，
非びらん性 胃 食 道 逆 流 症（non-erosive reflux 
disease : NERD）に大別されるが，本稿では総称と
して主にGERDを用いる。
　GERD治療の第一選択薬はプロトンポンプ阻害薬

（proton-pump inhibitor : PPI）である2）。 また，
2015年に発売されたカリウムイオン競合型アシッド

ブロッカー（potassium competitive acid blocker : 
P-CAB）のボノプラザンも同様の位置づけとされる。
GERD治療はPPIを8週間（NERDでは4週間）投与
することになっているが，低用量では再発・再燃を
繰り返すREの維持療法の適応があり，かつ，中止
時期の明確な指標が示されておらず，PPI（以下，
P-CABを含む）の長期間投与に繋がる一因となって
いる。

PPIの長期投与と適正使用

処方背景

　厚生労働省のNDBオープンデータ3）をもとに年代
別処方データを調べると，男女とも60代からPPIの
処方が急増していることが読み取れる。PPIの適応
症はGERDだけではないため，加齢に伴う他疾患の
併存，抗血小板薬やNSAIDsとの併用などの影響も

1

特 集

漫然投与や有害事象を防ぐ！
トレーシングレポート術

　胃食道逆流症は薬局で接する機会の多い疾患の一つであり，その治療の第一選択薬はプ
ロトンポンプ阻害薬（PPI）である。
　PPIは有用性が高く，かつ，比較的安全な薬剤であるがゆえに安易に処方される傾向に
ある。本稿では，PPIの適正使用や長期投与の見直しのため，その処方背景や問題点，
フォローアップ，注意が必要な患者背景などとともに，PPIの投与を見直すためにトレー
シングレポートを活用した事例を紹介する。

summary

消化性潰瘍治療薬
株式会社パワーファーマシー医療学術・薬事管理部　船見 正範

エキスパートから学ぶ！　トレーシングレポート活用例
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SU薬からインクレチン関連薬へと 
シフトする糖尿病薬物療法

─糖尿病薬物療法の全体の流れとして，インスリ

ン分泌促進系のなかでも非血糖依存性のスルホニル

尿素（SU）薬から，血糖依存性のインクレチン関連薬

（DPP-4阻害薬，GLP-1受容体作動薬）を中心とし

た治療へと大きくシフトしているかと思います。本日

は，インクレチン関連薬の位置づけや注意事項，ま

た新しく登場した経口GLP-1受容体作動薬の使用に

あたり，薬剤師に期待することなどを教えていただき

たいと思います。

　まずは，なぜインクレチン関連薬がよく処方される

ように変わってきたのかを教えていただけますか。

1  血糖依存性のインスリン分泌促進薬の登場

矢部　日本人2型糖尿病は，インスリン分泌不足を

特徴とし，食後の血糖上昇を来しやすいことが指摘

されてきました。実際，2000年前後に実施された経

口ブドウ糖負荷試験のデータをみても，欧米の白人

に比べると日本人は糖負荷後早期のインスリン分泌

が低いことが示されています。こうした特徴のため，

10年程前までは，欧米の白人がメトホルミンを第一

選択薬としてきた一方で，日本人では，インスリン

分泌不全を是正するためにSU薬や速効型インスリン

分泌促進（グリニド）薬が治療の中心でした。

　SU薬は注意して用いれば安価で有効な薬ですが，

低血糖の問題から新たなインスリン分泌促進薬が待

ち望まれていました。2009年12月に，DPP-4阻害薬

シタグリプチンがわが国でも上市されて以降，多くの

DPP-4阻害薬が開発され，現在では糖尿病薬物療法

を行っている日本人患者の約7割がDPP-4阻害薬を

使っています（図1）。インクレチンの作用に基づく

DPP-4阻害薬は，血糖が高いときだけインスリンの

経口血糖降下薬の現状と課題
インクレチン関連薬とSGLT2阻害薬の 
薬学的管理指導のポイント
矢部 大介
岐阜大学医学部附属病院 病院長補佐，糖尿病代謝内科／免疫内分泌内科 科長
岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学分野 教授
東海国立大学機構医療健康データ統合研究教育拠点 教授

1998年 京都大学医学部 卒業
2003年  University of Texas Southwestern Graduate School of Biomedical Sciences 修了
2004年 京都大学医学研究科分子生物学 助手
2007年 関西電力病院糖尿病・栄養内科 医員
2013年 関西電力病院糖尿病・内分泌・代謝内科 部長
2015年 関西電力医学研究所副所長，同研究所糖尿病・内分泌研究部 部長
2016年 京都大学医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学/先端糖尿病学 特定准教授
2018年 岐阜大学医学系研究科内分泌代謝病態学 教授
 岐阜大学医学部附属病院糖尿病代謝内科/免疫・内分泌内科 科長
2020年より現職

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

（764）



風邪のとき，
入浴してもいいですか？

徳仁会 中野病院　青島 周一

第 8回
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　人によって入浴のスタイルはさまざまですが，浴
槽に湯をはり，ゆったりとつかる入浴は，日本人の
僕たちにとって馴染みの深いものです1）。
　リサーチ会社であるマイボイスコム株式会社（東
京千代田区）が実施した入浴スタイルに関するイン
ターネット調査2）によれば，1万734件の回答のうち，

「季節に関係なく，浴槽につかる場合が多い」と回答
した人は44.7％でした。また，「夏場はシャワーだ
け，冬場は浴槽につかる」と回答した人は23.5％，

「季節に関係なく，シャワーだけの場合が多い」と回
答した人は16.1％でした。

1 浴槽入浴 

　浴槽につかることで，1日の疲れもとれ，ほっと
リラックスできるという方も多いでしょう。実際，
健常成人38人（平均45.7歳）を対象としたランダム
化比較試験3）では，浴槽入浴はシャワー入浴と比べ
て，自己申告による健康状態の改善が高いという結
果でした。さらに，いくつかの観察研究においても，
浴槽入浴の有益性が示されています。例えば，日本
人617人を対象とした横断研究4）では，浴槽入浴の
頻度が高い人で睡眠の質が良好であること，日本人

3万76人を対象としたコホート研究5）では，浴槽入
浴の頻度が高い人で，心血管疾患や脳卒中のリスク
が低いという結果でした。
　むろん，浴槽入浴ができる人は，そうでない人に
比べてそもそも健康的で，潜在的な疾病リスクの低
い人たちだったのかもしれません。したがって，こ
れらの観察研究の結果から浴槽入浴が直接的に健康
状態の改善をもたらすとはいえないでしょう。ただ，
浴槽入浴によって全身の血行状態が改善することは
理論的にも明らかであり6），健康に何らかの良い影

入浴に関するエビデンス

（778）
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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17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。

エキスパートがわかりやすく解説

1  �簡易懸濁法の適否判定を確認する方法
1）内服薬経管投与ハンドブック第4版（図1A）

　各医薬品の簡易懸濁法の適否判定が掲載されてい
る。2001年に1,200品目の情報を掲載した初版が発
行され，2020年9月に発行された第4版では7,200品
目が掲載されている。判定基準は表の通りである。
　「条1」のチューブサイズについては，2019年12月
より注 入 器やチュ ー ブのコネクタが国 際 規 格

（ISO80369-3）に変更されたが，このコネクタの接合
部の内径は2.9mmと規定されており，これは14Fr.
のチューブ内径よりも細い。つまり，今まで14Fr.

内服薬の簡易懸濁法による経管投与の適否を調べるには，どうすればよいですか？	

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 秋山　滋男 東京薬科大学薬学部薬学実務実習教育センター

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

A B

図1　 簡易懸濁法の適否情報や実施手順などを 
紹介する書籍
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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 11 回

在宅医療において行政の立場から薬局薬剤師へ期待すること（完）
─医療機器・材料の供給や管理への積極的関与で地域から選ばれる薬局に

大阪府健康医療部生活衛生室 
薬務課製造審査グループ　　　　新木 知宏
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 はじめに

　大阪府では，医療機器の特性に応じた安全対策の
見直しが図られた2005年の薬事法（現 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）の改正を機に，医療機器の安全な使用に関す
るさまざまな課題に取り組み，これまでに医療機関
での医療機器の保守点検の提案や在宅人工呼吸器の
使用者向けのハンドブックの作成（図1）などの成果
を発表してきました1）。
　また，在宅医療が推進され，在宅療養患者だけで
なく訪問診療医や訪問看護師が増加し続けるなか
で，在宅現場では医薬品に留まらず，医療機器や医
療材料の供給・使用に関しても薬局薬剤師と連携し
たいとの期待が寄せられていることから，2018年に
は大阪府知事の附属機関である大阪府薬事審議会に
設置した医療機器安全対策推進部会において，在宅
医療機器の安全な使用に薬局薬剤師がどのように関
わっていくことができるのかを整理し取りまとめま

図1　 大阪府が作成した在宅人工呼吸器の 
使用者向けのハンドブック

●  在宅医療を受けられる患者と家族に，人工呼吸器とその周辺機
器を安全に使用していただくために必要な機器の取り扱い上の注
意点などを記載したハンドブック

〔大阪府健康医療部生活衛生室 薬務課製造審査グループ：在宅人工呼吸
器の使用者向けのハンドブック（https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/

neu/img/zaitaku.pdf）より〕
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医薬品名 ：�ロケルマⓇ懸濁用散分包
一般名 ：ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
薬価基準収載日 ：2020年5月20日
薬価 ：［� 5g］1,095.20円/錠
� ��［10g］1,601.00円/錠
製造販売元 ：アストラゼネカ株式会社

　ロケルマⓇに関する記述について，正しいも
のの組み合わせはどれか。

イ．�従来使用されているカリウム吸着薬と同様，吸着
による他剤への影響が大きい。

口．�カルシウムやマグネシウムなどの金属陽イオンの
影響を受け，薬効が減弱する。

ハ．�腸管内での水分吸収に及ぼす影響が小さく，便秘
の副作用が少ない。

ニ．�本剤は水素イオンを吸着して一時的に胃内pHを
上昇させる可能性がある。

ホ．カリウムの交換容量は温度による影響を受けない。

①（イ・ロ），②（イ・ハ），③（ロ・二），④（ハ・二），⑤（ニ・ホ）

　ロケルマⓇについての薬学的管理・服薬
指導に関する記述のうち，正しいものの組
み合わせはどれか。

イ．�低カリウム血症およびうっ血性心不全の発現に注
意が必要である。

口．�併用薬剤への影響がないため，薬物間相互作用に
注意する必要はない。

ハ．�本剤を増量する際は，いきなり最高用量としても
よい。

ニ．本剤は粉末のまま服用する。
ホ．�レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系阻
害薬の忍容性を維持できる可能性がある。

①（イ・ロ），②（イ・ハ），③（イ・ホ），④（ハ・ホ），⑤（ニ・ホ）

第1問

第2問

問い どんな薬か
本文を読んで答えよう！

Drug Profile
くろ～ずあっぷ新薬
くろ～ずあっぷ

第239回

大阪薬科大学循環病態治療学研究室

加藤隆児，井尻好雄，林哲也

ロケルマⓇ 
懸濁用散分包

5g，10g

 高カリウム血症 
改善薬

解答は本稿最終頁をチェック
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ロケルマⓇ懸濁用散分包　5g，10g
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効能・効果
● 高カリウム血症

用法・用量
　開始用量として，1回10gを約45mLの水で懸濁し，1日3回2日間経口投与。状態に応じて最長3日
間まで。以後は1回5gを1日1回。血液透析患者には，非透析日に1回5gを1日1回経口投与。透析の
有無にかかわらず，増量は5gずつで1週間以上間隔をあける。最高用量は1日1回15gまで。

　ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物（以下
本剤，図1）は，アストラゼネカ株式会社が開発した
体内に吸収されない均一な微細孔構造を有する非ポ
リマー無機陽イオン交換化合物で，無味無臭の白色

粉末である1-4）。
　本剤の類似物質であるジルコニウムケイ酸塩が，
カチオン混合物からアンモニウムを選択的に抽出で
きるという特性があるため，ダイアライザーからア
ンモニウムイオンなどの陽イオン除去目的に臨床応
用されている。さらに，アンモニウムイオンがカリ

製剤の基本情報

A 化学構造

B 微孔開口部の球棒モデル

カリウムイオン直径2.98 Å

C アンモニウムイオン

直径2.96 Å
アンモニウムイオン半径＊：rionic = 148 Å

＊： Volkov AG, et al: Bioelectrochem Bioenerg, 
　  42：153-160, 1997
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図1　ジルコニウムシクロケイ酸とアンモニウムイオン半径

〔アストラゼネカ株式会社：ロケルマ，インタビューフォーム（2020年11月改訂，第3版）を参考に作成〕
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　わが国における人工妊娠中絶数は年間約16万件で，
未成年者が8.4％を占めている1）。緊急避妊に関わる医
療体制は，産婦人科などへの対面診療が基本であるが，

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき，
オンライン診 療にかかる緊 急 避 妊 薬（emergency 
contraceptive pills : ECP）の調剤も認められている。
　ECPとしては，2011年にノルレボⓇ錠が医療用医薬
品（保険適用外）として承認され，2019年にはレボノル
ゲストレル錠「F」が後発医薬品として販売されている。
レボノルゲストレルは，望まない妊娠の回避には一定
の効果を示すが，その有効性は72時間以内であり，服
用が早いほど高い阻止率が示されている。諸外国147カ
国のうち約70％の国において，処方箋を必要とせずに
薬局などで購入や配布を受けることが可能である2）。
さらに，わが国のECPの販売価格は海外と比較して高
額であるといわれている2）。
　医療関係者間では，地理的，時間的，金銭的などの

観点から，わが国におけるOTC（over the counter）医
薬品化やBPC（behind the pharmacy counter）制度な
どの議論がなされており，それと同時に，学校におけ
るECPの教育の必要性も論じられている。
　現在，ECPについては，新学習指導要領には明記さ
れておらず，一部の高等学校の保健体育科補助教材の
みで取り上げられており，指導については各学校の判断
となっている。本研究では，今後の高等学校の保健教
育におけるECPの取り扱い方を検討するために，保健
体育科教諭を対象に，実態および意識などを調査した。

1．保健体育科教諭を対象とした調査
　第46回関東地区高等学校保健体育研究大会（2018年
11月29～30日）に参加した高等学校保健体育科教諭を
対象とした。口頭および文書にて調査目的と用途，ま
た回答は任意であり，回答しない場合でも不利益は生
じないことを説明した。
　ECPの適正使用教育に関するアンケート（図1）用紙

はじめに 
─ECPに関する学校教育の実態把握

方法

横浜薬科大学レギュラトリーサイエンス研究室　田口 真穂

第53回日本薬剤師会学術大会　ポスター紹介

　緊急避妊薬は，迅速な対応が可能な医療体制整備とともに，適正使用に関する学校教育の必要性が論じられて
いる。高等学校では，学習指導要領に明記されていないが，約半数の教諭が保健体育科の授業で取り上げていた。
教員が考える生徒が緊急避妊薬について，知っておくべき理由は「緊急時の対処方法」，そうでない理由は「乱用
の恐れ」が最も多かった。一方，教員の緊急避妊薬に関する知識は十分ではなく，生徒から相談を受けた際に適
切な医療に繋ぐことができるように必要な知識を身につけることが大切であると考えられた。

緊急避妊薬の適正使用と 
乱用防止へ向けた取り組み

学校教育における実態および意識調査

（803）
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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。

薬剤師の血液検査の依頼から横紋筋融解症の重篤化を防止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？	  腰痛を訴えた患者において，医師は日々の肉体労働の影響と考えていた。しかし薬剤師は，ゼ
チーアⓇ（エゼチミブ）錠などによる副作用の可能性があると推測し，処方医に血液検査を提案
した。その後，CK（CPK）の上昇が判明し，薬剤性の横紋筋融解症の重篤化を防ぐことができ，
腰痛症状は消失した。

▼ 処方内容	 60代の男性。処方オーダリング。総合病院の外科

＊ ゼチーアⓇ錠10mgが追加処方された

Rp.1　継続服用処方
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 1錠
ネキシウムⓇカプセル20mg 1Cap

1日1回　寝る前　28日分
ドキサゾシン錠1mg「NS」 1錠
ロサルヒド配合錠LD「杏林」 1錠

1日1回　朝食後　28日分

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「TC」 2包
1日2回　朝・夕食後　28日分

アムロジピン錠2.5mg「イセイ」 1錠
1日1回　夕食後　28日分

Rp.2　昨年11月
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」 1錠
ネキシウムⓇカプセル20mg 1Cap

1日1回　寝る前　28日分
ドキサゾシン錠1mg「NS」 1錠
ロサルヒド配合錠LD「杏林」 1錠
ゼチーアⓇ錠10mg 1錠

1日1回　朝食後　28日分

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「TC」 2包
1日2回　朝・夕食後　28日分

アムロジピン錠2.5mg「イセイ」 1錠
1日1回　夕食後　28日分

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

（808）
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はじめに

　2020年9月より，改正薬機法の一部が施行されま
した。私たち薬局薬剤師への期待と要望が大きく反
映されており，今後の薬局のあり方が示される形と
なりました。改正薬機法という形で薬局に求められ
る機能が明確になった今だからこそ，私たち薬剤師
自身が時間をかけて重点的に向き合う部分と，人工
知能（artificial intelligence：AI）や情報通信技術

（ICT）の力を借りる部分の構造的な見直しが必要に
なっています。AIやICTを有効活用し業務の効率
化を図ることで，これまで以上に対人業務に時間を
かけることができるわけです。
　本稿では，対人業務の充実化に必要なコミュニ
ケーション能力について，患者との会話例を挙げな
がら紹介します。

薬剤師の仕事は 
AIに奪われるのか

　私の友人に海外の有名な大学を卒業し，TOEICテ
スト990点と語学堪能で，出版社の翻訳部門に長く
勤務した人がいましたが，1年前に営業部に異動と
なりました。聞くと，社内の翻訳ソフトに最新のAI

機能が導入され，細かいニュアンスまで翻訳できる
ようになり，人が行う業務が激減したためだそうで
す。果たして，われわれ薬剤師の業務はどうでしょ
うか？　薬の分包はもちろん，軟膏剤や水剤の調剤
でも機械化が進み，電子薬歴システムでは薬の禁忌
や相互作用などを確認できる機能が付いています。
また，2019年4月2日に厚生労働省から出された通
知「調剤業務のあり方について」では，非薬剤師がで
きる薬局業務が明確化されています。
　しかしながら，薬剤師の仕事が今後10～20年で
なくなる確率は1.2％に過ぎない，と指摘するオック
スフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授
の研究1）もあります。同准教授が，今ある仕事のう
ち47％がなくなると推測しているなかで「薬剤師の
仕事は残るだろう」という推測をみると，薬剤師の
将来には少なからず希望があることがわかります。
また，現在開発が進んでいるAIは，あくまで薬剤
師の仕事を補助するものとして位置づけられていま
す。例えば，慶應義塾大学薬学部などの共同研究が
進められている薬学的推論システムのAIは，薬剤師
の服薬指導などを支援するツールとして開発されて
います。
　このように雑多な業務が機械に代替されることが
あっても，薬剤師の必要性は残り続けます。AIや非
薬剤師は，薬剤師がその専門性を十分に発揮するた
めのサポートに過ぎないのです。

AI時代に求められる 
薬局薬剤師のコミュニケーション

ヒカタ薬局，日本臨床コーチング研究会認定コーチ　原 隆亮
コスモス薬局，生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ　太田 力与子

Special Contribution
特別寄稿
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処方箋（皮膚科/44歳女性）

Rp.1 	 ● 	シクロスポリンカプセル（ネオーラルⓇ）50mg	 1回2Cap（1日4Cap）
	 ● 	オロパタジンOD錠（アレロックⓇ）5mg	 1回1錠（1日2錠）
	 ● 	セチリジン塩酸塩錠（ジルテックⓇ）10mg	 1回1錠（1日2錠）
	 　　1日2回　朝夕食後	 21日分
Rp.2 	 ● 	カルシポトリオール・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏（ドボベットⓇ）75g
	 　　1日1回　体
Rp.3 	 ● 	マキサカルシトール液（オキサロールⓇ）40g
	 　　1日2回　額・顔

  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

株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜

　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

•尋常性乾癬で長期通院中。全身に症状があり，痒みも強い。
•額など見える部分にも症状が出ているので，他人からの見た目を気にしている。

ドボベットⓇが処方……乾癬患者への�
生活指導のポイントは？

第 回15

? 		乾癬患者の皮膚はなぜ赤く隆起して，かさぶたのようになるのでしょうか？
? 		治療に活性型ビタミンD3含有の外用剤が使われるのはなぜでしょうか？

ここで質問です

（820）
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先  クラリチンドライシロップ 1％（バイエル薬品）

製剤基本情報

性状 白色の粉末を含む粒子

添加物 白糖，ヒドロキシプロピルセルロース，含水二酸化ケイ素

調製法・ 
服用時の注意 調製後は速やかに使用すること

配合変化データ（商品名50音順）
液 状
試 験   本剤0.5gと被験薬剤（表示量）を混合後，精製水を加えて10mLとした。被験薬剤が10mL

を超える場合は精製水は加えず，被験薬剤に本剤を溶解
保存期間：7日間（配合直後，1，3，7日後に観察）
保存条件：室温・散光および25℃・75％RH・遮光
試験項目：外観，pH，再分散性，本剤残存率

● 変化なし
アストミンSy 0.25％（2mL）
アスベリンSy 0.5％（1mL）
ブリカニールSy 0.5mg/mL（2.3mL）
ベネトリンSy 0.04％（4mL）＊

ポララミンSy 0.04％（1.6mL）

ポンタールSy 3.25％（3mL）＊

ムコダインSy 5％（3mL）
メジコン配合Sy（1mL）
メプチンSy 5μg/mL（3.8mL）
小児用ムコソルバンSy 0.3％（1.5mL）

＊：室温・散光

● 変化あり
商品名 保存条件 変化

ゼスラン小児用Sy 0.03％（6mL） 室温・散光，25℃・75％RH・遮光 配合直後外観変化あり（再分散性不良）

ベネトリンSy 0.04％（4mL） 25℃・75％RH・遮光 7日後再分散性不良

ポンタールSy 3.25％（3mL） 25℃・75％RH・遮光 7日後再分散性不良

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

ロラタジンドライシロップ
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

13
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