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臨床に活かす
漢方薬の
考え方と選ぶコツ
ココが知りたい！ 治療の最前線

統合失調症
新薬くろ〜ずあっぷ

レパーサ皮下注140mg
シリンジ・ペン（エボロクマブ）
今月のヒヤリ・ハッと・ホッとした話

寝たきりの患者に
エビスタ錠が処方！

14

第

回

血糖値がなかなか
落ち着かない患者
医薬情報研究所／エス・アイ・シー

処方内容

阿部 尚子，堀 美智子

処方せん
メトグルコ錠 500mg

2錠
1日2回

朝夕食後服用

アマリール錠 1mg

1錠

[ 般 ] ピオグリタゾン錠 15mg

1錠

ルセフィ錠 2.5mg

1錠
1日1回

朝食後服用

アイミクス配合錠 LD

1錠

セララ錠 50mg

1錠

アムロジン錠 2.5mg

1錠
1日1回

患者背景

朝食後服用

28 日分

28 日分

28 日分

52歳，女性。肥満あり。看護師（夜勤あり）
。
高血圧合併2型糖尿病（初来局：2000年5月，ノルバスク，ベイスン処方あり）
。
心肥大あり（2014年1月16日，ホルター心電図異常なし）
。
HbA1cは2015年2月から8.0〜9.0の間でなかなか下がらず。
つい食べ過ぎてしまう。以前，アクトス錠を服用したときに，むくみが出た。
血圧は2015年2月から落ち着いていて，処方の変更はない。

薬局店頭での会話
薬剤師：お薬は変わりありませんが，体調はいかがですか？
患

今日は血圧や血糖値はどうでしたか？

者：血圧が 110/70 で HbA1c は 8.1 でした。

薬剤師：HbA1c は下がってきましたね（7 月は 8.8）
。低血糖やふらつきはありませんか？
患

者：ありません。大丈夫です。

薬剤師：HbA1c がずいぶん下がりましたが，何か変わったことはありましたか？
患

者：特には…。

こんなケースで，薬剤師はどう考える？

Let's 臨床判断！
調剤と情報 2017.2（Vol.23 No.3）
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臨床判断 実践トレーニング

血糖上昇がないかも検討する必要がある。

考えたいのは…このポイント！

病態に合わせた経口血糖降下薬の選択

血糖が下がりにくい原因は？

糖尿病は 1 型（インスリン依存状態）
，2 型（インスリン

糖尿病は，インスリン作用不足による慢性の高血糖状

非依存状態），その他の特定の型，妊娠糖尿病に分けら

態を主徴とする代謝症候群である。2 型糖尿病では，イ

れる。1 型では強化インスリン療法が主であり，2 型では

ンスリン分泌不足やインスリン抵抗性を来す素因を含む

経口糖尿病薬，GLP-1，インスリン療法を病態によって

複数の遺伝因子に，過食（特に高脂肪食）
，運動不足，肥

選択していく。代謝異常の程度，年齢，肥満の程度，慢

満，ストレスなどの環境因子および加齢が加わり発症す

性合併症の程度，肝・腎機能，インスリン分泌能やイン

る。糖尿病治療の目標は，良好なコントロール状態を維

スリン抵抗性の程度を評価して決定する。

持し，合併症の発症・進展を阻止して，健康な人と変わら

1 種類の経口血糖降下薬で良好な血糖コントロールが

ない日常生活（QOL）を維持し寿命を確保することである。

得られない場合は，作用機序の異なる薬を併用する（図）
。

この患者は看護師という職業柄，夜勤もあり不規則な

インスリン非依存状態でも，①著明な高血糖（空腹時血

生活を送っていることが予想され，朝食後に飲む薬を中

糖値 250mg/dL 以上，随時血糖値 350mg/dL 以上）を認

心に処方されている。また，薬歴をみると，何回か医師

める場合，②非インスリン薬療法では良好な血糖コント

より体重を減らすように指導されたが，つい食べ過ぎて

ロールが得られない場合，③重度の肝障害・腎障害を合

しまうようで，なかなか体重を減らすまでに至らないよ

併している場合 ─ はインスリンの相対的適応となる（各

うである。

治療薬の種類と特徴は 96 頁参照）。

処方薬から，インスリン分泌不全と，内臓脂肪蓄積に
よるインスリン抵抗性の両方があると推測できる。生活
習慣の改善がうまくいかず，昨年 2 月ごろから HbA1c は
8％台が続いている。まだ 52 歳なので，合併症予防のた

低血糖時の対応
①低血糖の症状
血糖値が 70mg/dL 以下になると交感神経が刺激され，
動悸，手指振戦，空腹感，冷や汗，顔面蒼白などの自律

めに HbA1c を 7％未満に抑えておきたい（表 1）
。
年齢から判断すると更年期に入り，摂取した脂肪が蓄

神経症状が，同じく 50mg/dL 程度になると，頭痛，生

積しやすい状態になっているかもしれない。また，アマ

あくび，集中力低下，倦怠感，眼のかすみなどの中枢神

リールやピオグリタゾンにより肥満が増強されることも

経症状が，さらに 30mg/dL 程度になると意識消失，痙

あるため注意が必要である。併用している降圧薬による

攣，昏睡，一過性麻痺が起こる。寝汗，悪夢，起床時の

表1

血糖コントロール目標
血糖正常化を目指す際の目標
HbA1c6.0 未満

合併症予防のための目標
HbA1c7.0 未満

治療強化が困難な際の目標
HbA1c8.0 未満

・適切な食事療法や運動療法だけで達成可能， ・対応する血糖値としては，空腹時血糖値130mg/dL ・低血糖などの副作用，その他の理由で治療の強
未満，食後血糖 180mg/dL 未満をおよその目安
または薬物療法中でも低血糖などの副作用な
化が難しい場合の目標。
とする。
・HbA1c8.0％を超えると網膜症のリスク増加の傾
く達成可能な場合の目標。
きが大きくなる。
・空腹時血糖 110mg/dL に相当し，正常血糖 ・熊本 Study において 2 型糖尿病患者を強化療法
により HbA1c（NGSP）6.9 ％ 未 満にすると， 細 ・米国老年病学会では，虚弱高齢者や余命 5 年以
の指標となる。
内の患者の目標値として HbA1c8.0％未満を目標
小血管合併症の出現する可能性が低いことが明
らかになった。
としている。
HbA1c6.5％
日本糖尿病学会（JDS）
，米国糖尿病学会（ADA），欧州糖尿病学会（EASD）など多くの学会が HbA1c6.5％以上を糖尿病と診断している。その根拠は，
HbA1c 6.6 ％ 以 上で細 小 血 管 障 害が明らかに増 加するとの研 究 結 果による。HbA1c6.5 ％ は， 糖 尿 病の診 断 基 準である空 腹 時 血 糖 126mg/dL，
75gOGTT2 時間値 200mg/dL 以上に相当する。これ以上だと網膜症が有意に増加する。罹病期間が短く，低血糖や副作用がなく下げられる場合の目標。
（日本糖尿病学会 編著：糖尿病治療ガイド 2016-2017，文光堂より改変）
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特 集

臨床に活かす

漢方薬の考え方と
選ぶコツ
漢方薬は，医療用薬だけでなく OTC 薬としても繫用される
ようになり，国民にとって身近な存在となりました。漢方薬に
関する相談への対応は，これからの薬剤師に期待される大きな
役割といえます。その実践のために必要なスキルが，来局者の
訴え・証に基づく臨床推論です。本特集では，漢方薬のより実
践的な選び方や，臨床でよく遭遇する症状への使用例，証を踏
まえた聞き取りのポイントを解説します。

■ 漢方の考え方 ………………………………… 14
■ 症状別

漢方薬選択のポイント

胃腸症状 …………………………………… 18
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特集

漢方の考え方
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

はじめに
今や漢方が普及し，医師の 9 割が使用する時代になっ

渡辺 賢治

漢方処方のポイント
証を見極めることが重要

た。しかしながら，処方せんレベルでみると 2％に満たな

証は，虚実，寒熱，六病位，気血水に分けられる。虚

いため，漢方の処方せんを目にする機会はそれほど多く

実は人の体格・体力から分類する。寒熱は人の自覚症状

ないかもしれない。一方，OTC 薬はここ最近市場が拡大

として「寒がりか暑がりか」である。たとえ体温が 38℃あ

しており，OTC 薬に関する質問を受けることも多くなっ

ろうが，本人が寒いと言っていれば寒証である。

ている。
このような環境のなかで，漢方の処方せんを受けた場

薬の性質をよく知る

合，もしくは OTC 薬について使用法を問われた場合，ど

漢方の治療はその人の証を見極めてそれに合った薬を

のようなことを知っておくべきか，本特集ではその要点

探すことである（次頁参照）
。そのためには，証を見極め

をまとめ，遭遇する機会の多い症状について頻用漢方薬

るとともに，薬の性質を知る必要がある。

の種類・特徴とその留意点を解説する。

漢方で一番大事な考え方は「中庸」である。例えば寒証
の人には，温める薬である真武湯や人参湯が適応になる。

漢方薬は症状をみつつも，
体質によって処方が異なる
日本漢方では消渇（多飲多尿を伴う糖尿病症状）や霍乱

また，熱証の人には，冷やす薬である黄連解毒湯や白虎
加人参湯が適応になる。虚証の人であれば，補中益気湯
や十全大補湯などに代表される補う薬を処方する。この
ように，薬のもつ性質をよく理解する必要がある。

（コレラのような水様性下痢）といった伝統医学病名は用
いない。西洋医学病名で表現しつつも，さらに体質分類

漢方薬を構成する生薬をよく知る

をすることで，個別化医療を行う。具体的にいうと，胃

上記で述べた薬の性質は，構成する生薬を知ることで

痛があっても，体力がある人の場合には大柴胡湯を処方

理解できる。真武湯には附子（トリカブト）が配合されて

することもあるが，人参湯を処方することはない。逆に

いる。附子には体を温めて痛みを取る働きがある。また，

虚弱な人であれば人参湯を処方することはあっても大柴

人参湯には乾姜（生姜を蒸したもの）が配合されている。

胡湯を処方することはない。

この附子と乾姜は 2 大温熱生薬である。漢方薬を理解す

このように，症状だけでは処方が決まらない。その人

るためには，構成生薬を知ることも重要である。

の体質を見極めることが必要である。漢方医学ではこれ
を「証」という。

薬の効く時間を意識する
漢方薬の成分には低分子成分，配糖体，多糖成分とあ
り，吸収のパターンが全く異なる。一般的には漢方薬に
は即効性がないといわれているが，低分子成分は血中濃
度のピークは 1 時間ほどであり，即効性が期待できる。
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特集

症状別 漢方薬選択のポイント

胃腸症状
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

はじめに
人間が生きていくための生体エネルギーである「気」は，

渡辺 賢治

的に来る場合は腸の蠕動運動による場合が多く，鑑別が
必要である。
胃の痛みが主である場合には安中散を勧める。安中散

生まれついての「先天の気」と生後獲得する「後天の気」が

の構成生薬である茴香と延胡索は胃酸分泌を抑制する働

ある。胃腸は後天の気を生成する場所であり，いろいろ

きがある。虚証であれば安中散単独でよい。安中散を配

と疾患を抱えている場合にも胃腸機能を高めることで，

合した市販薬も数多く市場に出ている。

全身状態の改善が見込める場合がある。
本稿では胃腸症状のなかでも日常よく遭遇する症状と
して，慢性胃炎，食欲不振，下痢，便秘について取り上
げる。

実証でストレスが強い場合には，安中散に四逆散を加
えるとよい。
同じ痛みでも，冷えると胃が痛む場合がある。虚証で
胃腸が弱く，秋口から冬にかけて胃が痛む場合は，乾姜
が配合された人参湯を処方して，胃を温める。冷えて下

慢性胃炎
慢性胃炎の頻用処方
慢性胃炎には以下のような漢方薬が用いられる。証と
の関連を図 1 にまとめた。
安中散：胃酸が多い胃炎

痢を伴う場合には附子の配合された真武湯でもよい。人
参湯と真武湯を両方飲むこともある。
胃の調子が何となく優れず食欲がないという場合には四
君子湯がよい。術後で体重が落ちた場合などによく処方
される。
この四君子湯に二陳湯という漢方薬を加えたものが六

四逆散：がっちりした人のストレス性胃炎

君子湯になる。機能性胃腸症によく用いられる。症状と

人参湯：冷えると腹痛を起こす虚弱者の胃炎

しては，空腹感の欠如や食後の胃もたれである。機能性

四君子湯：食欲不振を伴う胃炎。舌苔はないか薄い

胃腸症の根本原因は胃が拡張しないことである。通常，

六君子湯：胃もたれを伴う胃炎。舌苔がある

胃は食物が入ってくると胃体部（胃の上部）にある圧受容

半夏瀉心湯：腹鳴，口内炎があり，時に下痢を伴う胃炎

体で食べ物が入ってきたことを認識して，NO が放出され
胃が膨張するが，この機能が障害されていることで，食

聞き取りのポイント

後十分胃が膨張しないために，胃もたれや空腹感の欠如

慢性胃炎の症状は多岐にわたるが，まずは最近の検査

といった症状が現れる。六君子湯は胃の膨張能を回復させ

歴を聞く必要がある。また，胃の症状といいながら腸の場

るだけでなく，グレリンの分泌などにより食欲も増進する。

合もあるため，症状の部位を聞く必要がある。さらに，

普段体力がある人が暴飲暴食によって胃痛や胃もたれ

痛みがあるとすればどういうタイミングで痛むのかを確認

を生じている場合には半夏瀉心湯がよいが，時に下痢を

する。 空腹時の痛みであれば，胃酸過多によるものが考

伴うことがある。

えられるので，胃潰瘍・十二指腸潰瘍がないかどうかを
確認する。食後に急にキリキリ痛んで，その痛みが間欠
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実
黄連解毒湯

半夏瀉心湯

寒

熱
四君子湯
六君子湯
半夏白朮天麻湯

虚
図1

慢性胃炎に使われる漢方薬

服用後のモニタリングのポイント
胃炎に対する漢方薬の効果は比較的早期に現れやすい。
1 週間も服薬すれば自覚症状の変化が出る。2 週間服薬し

食欲不振
食欲不振には以下のような漢方薬が用いられる。証と

てもあまり症状の変化がないようであれば，漢方薬を変

の関連を図 2 にまとめた。

更するか，再度検査することを勧める。また，軟便にな

補中益気湯：全身倦怠感を伴う場合

ることもあるが，しばらくして元に戻る場合には特に心配

清暑益気湯：夏ばての特効薬

は無用である。

人参湯：冷えて食欲不振になる場合

半夏瀉心湯は黄䊫が配合されており，間質性肺炎，肝
障害の可能性がある。肝機能障害は症状として出にくい

四君子湯：一般的な食欲不振
六君子湯：胃もたれを伴う食欲不振

ので，定期的な検査が必要である。また，空咳や呼気時
の呼吸困難が出現した場合には，間質性肺炎の可能性が
あるためすぐに服薬を中止して医療機関を受診する必要
があることを説明する。

聞き取りのポイント
聞き取りのポイントは，食欲不振がいつから始まった
か，何か誘因はあるか，暴飲暴食はなかったか，季節の
変化の影響はなかったか，などである。

その他の注意
四君子湯をはじめ，胃腸症状に対する漢方薬には生姜
が配合されているものが多い。生姜は胃を温め，食欲を

全身倦怠感を伴うような食欲不振には補中益気湯がよ
い。補中益気湯には薬用人参と黄耆が含まれ，十全大補
湯と並ぶ補剤の代表である。

増進する効果があるが，時に胃に障り，胃痛を引き起こ

補中益気湯の類縁処方であるが，夏ばてに特化してい

すこともある。特に胃がん術後などで，胃を部分切除し

るのが清暑益気湯である。五味子の酸味があるのが特徴

ている場合に，こうした訴えがあるので，注意が必要で

である。

ある。その場合には生姜の入らない啓脾湯などを考える。

逆に気候が寒くなると食欲が落ちる場合には，内臓の
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症状別 漢方薬選択のポイント

皮膚症状
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

はじめに
皮膚疾患は漢方治療の良い適応となる。西洋医学では
対症療法的に治療がなされる場合でも，漢方治療では時

渡辺 賢治

月経周期の乱れ，月経前症候群など）を改善させる。
十味敗毒湯は一般的な皮膚疾患の薬としてにきびにも
使われる。顔面のみならず，背中にできるにきびにも十
味敗毒湯が適応となる。

間がかかっても根本的に治ることがしばしばある。その意

いずれの処方に対しても，薏苡仁（ハトムギ）を加える

味において，長期処方が必要になる場合があるので，副

ことでより効果が上がる。薏苡仁にはアクネ菌を抑制する

作用などについては慎重な見極めが必要である。皮膚症

作用もあり，単独でもにきびに使われることがある。桂

状に使われる漢方薬と証との関連を図にまとめた。

枝茯苓丸には医療用として桂枝茯苓丸加薏苡仁がある。

にきび（尋常性痤瘡）
にきびの頻用処方

服用後のモニタリングのポイント
服薬前のにきびの状態にもよるが，一般的には時間を
要する。特に性周期と連動するにきびの場合には数カ月

清上防風湯：化膿しやすい赤にきび

単位でみていかないと症状が改善しているかどうかの判断

十味敗毒湯：一般的なにきび。背中などのにきびにも対応

がつかないことがある。

桂枝茯苓丸（加薏苡仁）
：月経前に悪化する女性のにきび。

清上防風湯は黄䊫を含み，間質性肺炎，肝機能障害の

やや実証の人向け

報告があるので，注意を要する。肝機能障害は症状とし

当帰芍薬散：月経前に悪化する女性のにきび。やや虚証

て出にくいので，定期的な検査が必要である。また，間

の人向け。白にきび

質性肺炎については，空咳や呼気時の呼吸困難が出現し
た場合にはすぐに服薬を中止して，医療機関を受診する

聞き取りのポイント

必要があることを説明する。

にきびは漢方治療の良い適応である。実証タイプのに
きびは化膿しやすく赤みが強い。虚証のにきびは白にきび
で赤みが強くなく，化膿しにくい。
清上防風湯は，化膿しやすい赤みの強いにきびに適応
になる。男女を問わず用いることができる。
女性の場合はホルモンバランスの関係から月経前ににき
びが悪化することが多い。この場合には桂枝茯苓丸と当

その他の注意
にきびの治療には生活習慣の改善が必須である。まず
は食生活で，チョコレート，ケーキなどの甘いものや，
天ぷら，とんかつなどの揚げ物の過量摂取は控えるように
指導する。また，夜更かしによる睡眠不足などにならな
いように注意を喚起する。

帰芍薬散を使い分ける。桂枝茯苓丸は実証向きで，にき
びも赤く化膿することがある。当帰芍薬散は虚証向きで，
にきびもあまり化膿しない。どちらも月経前だけでなく，
普段から服薬することで，他の婦人科的な症状（月経困難，
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風邪症状
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

はじめに
風邪とは

吉野 鉄大

ついては，平地歩行や階段昇降に困難を感じるほどの呼
吸困難を伴うようであれば肺炎も考えなくてはいけない
であろう。

風邪は，自然に軽快するウイルス性上気道炎である。

全身症状は，発熱の前駆症状である「悪寒」
，悪寒に続

インフルエンザは迅速検査と特異的治療薬が存在するた

く「発熱」
，解熱のサインである「発汗」
，さらに「頭痛・

め別に扱われることが多いが，あくまで自然に軽快する

関節痛・筋肉痛・全身倦怠感」があり，時に上気道炎で

ウイルス性上気道炎であり，風邪の一種といえる。漢方

ありながら「食欲不振」や「下痢・嘔気」といった消化器

医学的にもインフルエンザに特別な治療があるわけでは

症状を訴える例もある。インフルエンザは，一般的な風

ないので，この項で扱う。

邪に比較して悪寒，頭痛，関節痛，筋肉痛，全身倦怠感

風邪を来すウイルスは多岐にわたるが，風邪の診断が

といった全身症状が強いことが特徴である。なお，全身

ついたうえでアデノかライノかということはあまり問題

症状のうち，悪寒は，毛布にくるまってもガタガタ震え

とならない。治療段階においてもインフルエンザ以外の

るほどであれば敗血症を考える必要があるため，速やか

ウイルスに特異的な治療があるわけではないので，本稿

に医師の受診を勧めていただきたい。

では風邪を来すウイルスについて詳細には取り上げない。

局所症状と全身症状

古人の風邪の考え方

風邪の症状を考えるときには，風邪を引き起こすウイ

現代のわれわれにとって，風邪がウイルス感染症であ

ルスが炎症を起こしている現場（局所）の症状と，その炎

ることは常識である。古代においても，人体に対して外

症によって産生されたサイトカインなどによる全身症状

から何かしらの悪いものが入り込むことによって，風邪を

に分けて考えると理解しやすい。

発症すると考えられていた。古人は，目にみえないその

局 所 症 状としては， ウイルス性 上 気 道 炎というだけ

「何かしら」を，風に乗ってくる悪いものとして「風邪（ふ

あって上気道由来の症状ということになり，「咽頭痛」
，

うじゃ）
」と呼び，その名残で今も「風邪」という漢字を

「鼻汁や鼻閉」
，「咳や嗄声」が考えられる。いわゆる「の
ど・はな・せき」である。
咽頭痛といっても，のどがイガイガする程度の軽いも

使っている。さらに，冬に好発するインフルエンザは悪
寒が強いため，寒い性質をもつ何かしらが風に乗って人体
に入り込んだと考えたし，夏風邪は悪寒が少ないため，

のから，咳をすると生じる痛み，嚥下時痛まで程度はさ

熱い性質をもつ何かしらが風に乗って人体に入り込んだと

まざまだ。唾液も飲み込めないほどの強い嚥下時痛を訴

考えていた。

えるときは咽喉頭の注意深い観察が必要となる。鼻汁に

江戸中期以降の日本では，目にみえない「何かしら」を

関連して，「黄色い鼻汁が出たから抗生物質をください」

論じることは避けられ，あくまで患者の反応のみに注目す

とよく言われるが，黄色い鼻汁はただ水分含有量が少な

る方法が一般的である。風邪に用いられる漢方薬を表に

いだけであり，細菌感染を意味するわけではない。咳に

示す。ポイントとなる症状により患者を分類し，それぞ
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症状別 漢方薬選択のポイント

女性のライフサイクルと漢方
慶應義塾大学医学部漢方医学センター

女性のライフサイクル
女性のライフサイクルには，思春期，生殖期，更年期，
老年期がある。各ライフサイクルは女性ホルモンの影響
を受けるため，女性の体は女性ホルモンによりコントロー
ルされているといっても過言ではない。
女性には思春期に初経，生殖期に妊娠・出産，更年期

堀場 裕子

て，排卵周期が確立されるころに，強い月経痛を感じる
者が増加するといわれている 1）。
16 歳から 50 歳未満の女性 1,906 人を対象とした，働く
「かなりひどい」
女性の健康に関する実態調査 2）によれば，
（服薬しても会社を休む）月経痛は 2.8％，
「ひどい」
（服薬
すれば仕事ができる）月経痛は 25.8％で，1/4 の女性が強
い月経痛を訴えている。

に閉経という大きなライフイベントがあり，それに伴い

月経痛は，プロスタグランジンの過剰が原因といわれ

さまざまな症状が起こり，時に女性の QOL を著しく低下

ている。このプロスタグランジンは，子宮を収縮させ，

させる。近年は，初経の早期化・未経産婦の増加によっ

子宮内膜が脱落するときの出血（経血）をスムーズに体外

て有経期間が長くなり，月経痛のリスクが増大している。

に出す役割をする。これが過剰に分泌されると，子宮の

また，平均寿命の延伸によって高齢に伴う有症期間が長

収縮が過剰になり，子宮への血流が減少し，疼痛閾値が

くなっている。さらに女性の社会進出によるストレスも

低下することで痛みが増強する 3）。さらに，過剰なプロス

加わり，それらの症状はより大きくなる。

タグランジンは頭痛，肩こり，腰痛，吐き気の原因にも

古来より，女性のライフイベントに伴うさまざまな症
状に対して漢方治療が行われてきた。現在，漢方薬は西

なる。
月経痛は，若い女性や未経産の女性に多いとされる子

洋薬が無効であったり，西洋治療の禁忌例であったり，

宮口の狭さも原因と考えられる。狭い子宮口だと経血が

西洋薬の副作用のために継続できない場合などに用いら

スムーズに流れにくいことから痛みを感じる。出産した

れることが多い。そして，西洋薬の副作用を軽減したり，

り，30 代以降になると月経痛が弱くなる人がいるのは，

効果を高める働きがあるため，西洋薬と併用して用いら

子宮口が広がるためである。

れることもある。また女性の体質，症状によっては漢方

月経痛は冷えやストレスで悪化することが報告されてい

治療が第一選択となることも多い。ここでは女性の主訴

る 4，5）。体が冷えるとホルモンや自律神経のバランスが崩

として漢方外来を受診することの多い，月経痛，更年期

れ，血液の循環が悪くなることで痛みが強くなる。また，

障害の漢方治療について詳しく説明していく。

ストレスにより自律神経が乱れると，月経不順や月経痛
悪化のリスクが高くなる。

月経痛
月経痛とは
月経痛は，大多数の若い女性が経験することが知られ

西洋医学的治療
まず，腰や下腹部を温めたり , ストレッチ運動などで骨
盤の血流を良くするなどの生活指導を行い，月経痛を軽

ている。初経後しばらくの間はほとんど月経痛を認めない

減させる。無効な場合は以下の治療を考慮する。

が，2 〜 3 年たち，月経周期や期間・量などが安定し始め

・非 ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬（NSAIDs：Non-Steroidal
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統合失調症
統合失調症は珍しい病気ではない

PROFILE

―― 本日のテーマは統合失調症です。今，統合失調症の
患者さんはどのくらいいて，どのような症状で受診され

稲田 健

るのでしょうか。

Inada Ken

稲田

東京女子医科大学
医学部精神医学講座

統合失調症は，一般人口の 1% ぐらいに生じる，

頻度の高い疾患です。幻覚や妄想といった症状が特徴的
で，症状に伴って，社会での生活機能が障害を受けます。
―― 発症の年齢はどうでしょうか。
稲田

発症頻度が高いのは思春期と 50 代ですが，典型的

には，思春期後期から青年期にかけて発症される方が多
いとされます。
大学生ぐらいになって，自分の考えがまとまらないと
か，周囲が気になるといったことから始まります。幻聴
が聞こえたり，妄想にとらわれるようになるかもしれま
せん。周りの人からは，何か人が変わったように難しい
人になってしまったとか，風変わりな感じになってきた，

1997 年
同
年
2003 年
2004 年
2006 年
2009 年

北里大学医学部 卒業
北里大学医学部 精神科入局
北里大学大学院医療系研究科博士課程 修了
ノースカロライナ大学 留学
東京女子医科大学医学部精神医学講座 助教
東京女子医科大学医学部精神医学教室 講師

と感じられ，その後，おかしな行動をとっているとか，
話しているということで気付かれるかもしれません。多
くの方は，このころに受診に至ります。

稲田

―― 自らの判断で受診されるのですか。

ないのですが，
「うつかな，何かおかしいな」と思ってい

稲田

る方は少なくありません。

行動が顕在化したときには，学校や会社から病院

統合失調症だと思って来られる方は，あまり多く

に行くように勧められたり，家族の人に連れられて病院
を受診する方が多いと思います。
―― 最初に受診される時には，ご自身が病気であるとい

まずは適正な鑑別から

う認識はあるのでしょうか。

稲田

稲田

統合失調症は，ご自分の感覚や思考や行動が歪ん

規制薬物の乱用などの外的要因を除外しなくてはなりま

でいるということを，自分で振り返って考えることが難

せん。覚せい剤や危険ドラッグにより似たような症状が

しいという特徴があります。それでも，患者さん自らが，

生じている方もいらっしゃいます。

「何かおかしいのではないか」と思って受診される方もい

この疾患を鑑別するには，体の病気である脳炎や，

―― やはり，ドラッグは増えているのですか。

ます。

稲田

―― 違和感があると。

の精神疾患を除外することになります。発達障害や双極

そうですね。そして，その鑑別ができてからほか
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ココ が知りたい！

治療の最前線
性障害などを除外していきます。

と思いますが，それらは使い分けられているのでしょうか。

―― 統合失調症の可能性が高いとなったとき，初期の治

稲田

療はどのようにされているのでしょうか。

用を利用していますね。それで，ほかの受容体への作用

稲田

は，効果の面でも副作用と関連すると考えられます。患

薬物療法と心理社会的な治療の両方を行います。

抗精神病薬のすべてがドパミン D2 受容体の遮断作

治療以前に十分な休養をとること，よく寝て，適切な食

者さんの訴えた副作用で，
「これが困る」というものが

事を摂ることと，寝食を含めて規則正しい生活をするこ

あったときには，その副作用を引き起こす受容体への作

とは大切です。

用によって使い分けるということがあり得ます。

―― 施設によって治療の方針は変わりますか。

―― 副作用の関連で使い分けるということですね。

稲田

稲田 その方が大きいかなと思いますね。

精神科の場合は，数値でみることのできる検査が

ありませんので，診断や治療方針についてばらつきが大

―― 「抗精神病薬を単剤で」ということですが，眠れな

きくなりがちです。診断の一致率にしても，薬の使い方

いし何か不安というと，抗精神病薬以外のベンゾジアゼ

にしても，心理社会的な治療のやり方にしても，施設に

ピン系とか気分安定薬とかが加わるのはどう捉えたらよ

よって異なります。例えば，心理社会的治療では，SST

いのでしょうか。

（ソーシャルスキルトレーニング）や心理教育，家族教室

稲田

いろいろな症状があるのが統合失調症なのですけ

などをどこまで行うのかは施設によって異なります。「標

れども，その治療を薬だけで何とかしようとして，
「この

準的な治療」が定まりにくいと思います。

症状にはこれ，この症状にはこれ」と薬で追加していくと，
どんどん多くなってしまいます。ところが，多くの薬を

統合失調症の治療は単剤が基本

追加した方が良くなるというエビデンスはありません。
例えば，気分安定薬を併用した方が良いかといったら，

―― 統合失調症の薬物療法にもガイドラインが出ていま

短期的には良いです。しかし，長期的には変わらないと

すね。

いうエビデンスがほとんどです。ベンゾジアゼピンも同

稲田

日本神経精神薬理学会で「統合失調症の薬物療法

様で，統合失調症の精神運動興奮状態に対して併用する

についてだけでも標準的なものを作りましょう」というこ

と，短期的には良い。でも，長期的には変わりはありま

とで新たなガイドラインを作りました。このガイドライ

せん。

ンは，決して薬だけやっておけばよいという考えではな

そして，長期的に使うと気分安定薬であれば太りやす

く，今後，もっと包括的な診断からリハビリテーション，

くなる，ベンゾジアゼピンでは眠気とか認知機能の低下

心理社会的な治療までを含むものに発展させていきたい

といった副作用が出てきます。ですから，基本的に併用

と考えています。

は行わない方がよいでしょう。ただ，実臨床においては，

―― 薬物治療を始めるにあたって，どのような薬剤から

やむなく併用することもあります。そのときには，何の

使用されていくのでしょうか。

ために使うかを考えて，問題が解決したら中止していく

稲田

ということが必要だと思います。

統合失調症の治療薬は，抗精神病薬が基本です。

これを単剤で使うということを何よりも強調しています。

―― 短期的というのは，どのぐらいの期間なのでしょうか。

―― 単剤ですね。

稲田

稲田

す。

抗精神病薬には第 1 世代と第 2 世代がありますが，

おおよそ 4 週間，長くて 1 〜 2 カ月程度だと思いま

ガイドラインでは第 2 世代を推奨しています。この理由

ただ，私の患者さんも抗精神病薬に気分安定薬と睡眠

は，第 2 世代は有効性については第 1 世代より高く，中

薬の組み合わせで長年安定している患者さんや，いろい

止率や副作用は第 2 世代の方が低い。この 2 点から有効

ろと苦労した挙句に，今の処方に落ち着いた患者さんも

性が高く副作用が少ないというエビデンスが明確なので，

います。その方の薬を変更するときの判断は，慎重に行

第 2 世代を推奨しています。

う必要があります。

―― 第 2 世代のなかでも，受容体への反応に違いがある
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それでも，抗精神病薬同士や気分安定薬同士など，同

の
者
齢
える！ 高
から使

薬の使い方

今日

第

11 回

オピオイド

痛みのアセスメントにより
有効性と安全性を確保
城西大学薬学部薬剤学講座
鈴鹿医療科学大学薬学部

細谷 治
大井 一弥

：高齢のがん患者にオピオイドを処方する場合，若年者に比べ，どの程度減量すればよいですか？
：高齢患者にオピオイドを処方する際は，若年患者と同様に扱わない方がよいでしょう。通常のオピオイ
ド処方量より 25 〜 50％程度減量することが推奨されます 1）。特に肝臓や腎臓の機能が低下している高
齢患者では，オピオイドを排出するのに時間を要することがあるので，副作用の発現に注意が必要です。

ポイント

どで肝血流量が低下するため，このような病態では注意

高齢患者にオピオイドを使用する際，注意すべきいく

が必要である。

つかのポイントがある。高齢者では痛みの閾値が上昇す

さらに，腎機能に関しては 50 歳以降で概ね毎年 1％ず

ることがわかっている。健康な若年者と高齢者の食道内

つ腎血流量が低下することから，すべての高齢患者で腎

でバルーンを膨らませ，痛みを訴えた時点のバルーンの

機能低下を考慮する必要がある。例えばモルヒネの代謝

内容量を測定すると，その容量は高齢者の方が有意に大

物である morphine-6-glucuronide（M-6-G）は鎮 痛・

きく，さらに数人の高齢者はバルーンを最大限膨らませ

鎮静作用を有し，腎臓から排泄される。腎機能低下によ

2）

ても痛みを訴えないことが報告されている 。
このことは体内で消化管などの狭窄や閉塞があっても，

り M-6-G の排泄が遅延した場合，傾眠やせん妄，悪心，
さらにはアロディニアやミオクローヌスなどの神経毒性

その危険信号を察知することができず対応が遅れる可能
性があることを示唆している。また高齢者では，表 1 に
示す要因により薬物動態に影響を与える可能性がある 3）。

加齢によるオピオイド治療への影響
例えばフェンタニルのような脂溶性の高い薬物は，体
脂肪の相対的な増加に伴い分布容積が増加し脂肪に取り
込まれ，薬物の作用時間が延長する 4）。また，一般に肝
障害時は代謝能が低下するとされていることから，オピ
オイドの作用も増強する可能性が考えられる。しかしな
がら，肝臓は予備能力が高く，AST，ALT が高値でも
代謝能力に影響を及ぼさないことも多い。むしろ肝血流
量の変化が大きく影響する。肝血流量の減少により肝臓
に薬物が行きにくくなることで代謝に時間がかかり血中
濃度が上昇する。すなわち肝硬変や肝がんの末期，ある

表1

加齢に伴う変化が及ぼす薬物動態への影響

吸収に影響
胃内 pH の上昇
消化管の血流の減少
腸の輸送運動の遅滞（薬物に応じて変化）
皮膚の菲薄化
唾液産生の減少
分布に影響
脂肪量の増加と筋肉量の減少
水分量の減少
血漿蛋白の減少
代謝に影響
肝重量の減少
肝血流量の減少
肝ミクロソーム酵素活性の低下
排泄に影響
糸球体濾過量の低下
腎血流量の減少

いは心拍出量の低下や心不全，脱水，大量の胸・腹水な
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などの副作用が発現しやすくなることがわかっているた

でおらず，たとえ鎮痛薬の必要性を十分理解していても，

め，腎機能低下時はモルヒネの投与を避ける方が賢明で

処方された薬を自分が必要と感じたときだけ服用し，副

ある（表 2）。

作用が疑わしい場合はほとんど服用せず，自分で薬の飲
み方をコントロールしたいと思っている現状がある。

高齢患者の痛みのアセスメント

このように，高齢患者におけるオピオイド使用に対す

多くの臨床試験では高齢患者が除外されており，オピ

る理解度の深浅は加齢による影響だけでなく，副作用の

オイドに関してもエビデンスに基づく高齢者への薬剤選

発現および発現時の対応にも大きく影響する。そのため，

択や投与量の設定，副作用の判断などは難しい。臨床で

オピオイドによる疼痛治療の有効性と安全性を確保する

は医師や医療従事者の経験に基づく主観により，それら

には，できるだけ多くの患者情報を得ることが必要であ

治療上の判断をしていることが少なくない。したがって，

り，とりわけ適正な痛みのアセスメントが大変重要とな

高齢患者のオピオイド鎮痛薬による疼痛マネジメントは，

る（表 3）
。

若年者に比べて難しい。

高齢患者に対する痛みのアセスメントは，若年者と違

また近年，トラマドールやタペンタドールなどわが国

い何度も繰り返し説明する必要があり，予想以上に時間

で使用できるオピオイド製剤の選択肢が広がっており，

を要することがある。それは高齢者特有の視力，聴力，

さまざまな病態における痛みに対応できるようになった。

あるいは理解力（認知能力）に関連する問題であり，アセ

しかし，その一方で多くの高齢者が鎮痛薬の服用を好ん

スメントを行う際には，それらを正確に把握し，あらか
じめ眼鏡や補聴器など，それぞれに応じた準備をしなけ

表 2 中等度〜重度の肝・腎機能障害時におけるオピオイド
の使用

ればならない。
さらに，痛みのアセスメントに影響を及ぼす因子とし

オピオイドの種類

肝機能障害時

腎機能障害時

て医療用麻薬（オピオイド）の使用を妨げるバリアについ

トラマドール

△〜×

○

て理解する必要がある（表 4）。これらのバリアを理解し

コデイン

△〜×

△〜×

たうえでアセスメントを行うことが，正確な痛みのアセ
スメントにつながる。

モルヒネ

△

△〜×

オキシコドン

△〜×

△

フェンタニル

△

○

メサドン

△

○

○：比較的安全だが慎重投与

△：慎重投与

×：原則避ける

（森田達也，他 監：緩和ケアレジデントマニュアル，医学書院，2016 より改変）

表3

注意すべきオピオイドの副作用
オピオイドはあらゆる年齢の患者に有効であると同時
にオピオイドによる有害事象（副作用）が発現することも

痛みのアセスメント

アセスメント項目
痛みの部位
痛みの性状
痛みの始まり

44

備考
どこが痛いのか手で触れて確認する
「重苦しい痛み」
「ビーンと電気が走るような痛み」など患者の痛みの表現を確認する
いつごろから痛いのか，何年も前からある痛みなのか，今の病気になってからの痛みなのか確認する

痛みの強さ

NRS，VAS などスケールを使用して数値で評価する

経時的変化

痛みはどのくらい続いているのか，1 日中痛いのか，強くなったり弱くなったりするのか確認する

増悪因子

何をすると痛くなるのか

緩和因子

何をしているときは痛くないのか

生活への影響

眠れているのか，食べられているのか，動けるのか（痛みの増強が嫌で 1 日中寝ていないか）
，生活をするうえで
困っていることはないか確認する

鎮痛目標の共有

「鎮痛薬により NRS で今の 8 の痛みが 3 程度になるようにしましょう」や「鎮痛薬を使って夜眠れるようにしましょ
う」のように目標を共有する

(284)
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レパーサ皮下注140mg シリンジ・ペン
（エボロクマブ
［遺伝子組換え］）
福山大学薬学部

大浜 修

Point
◆ ヒトプロ蛋白質 変 換 酵 素スブチリシン /ケキシン 9 型（human proprotein convertase subtilisin/
kexin type 9：PCSK9）をターゲットに創薬されたヒト抗 PCSK9 モノクローナル抗体製剤で
ある。
◆ 低比重リポ蛋白質（low-density lipoprotein：LDL）受容体を減らす方向に作用する PCSK9 の
機能を阻害することにより，血中 LDL- コレステロール（LDL-cholesterol：LDL-C）濃度を
低下させる新規作用機序の高 LDL-C 血症治療薬である。
◆ HMG-CoA 還元酵素阻害薬（以下，スタチン）投与下で，さらに非常に強力な LDL-C 低下作
用（70％程度低下させる）を有し，安定した持続効果を示す PCSK9 阻害薬である。
◆ 家族性高コレステロール血症（familial hypercholesterolemia：FH）および既存薬では十分な治
療ができなかった心血管系イベント発症リスクの高い高 LDL-C 血症患者に対し，副作用の少
ない効果的な治療オプションとして有用性が期待される。

特徴

値高値の患者ではスタチン療法のみ，あるいはエゼチミ
ブやレジンなどとの併用では，治療ガイドライン 3）の推

本剤は家族性高コレステロール血症治療に適応を有す

奨 LDL-C 値（2 次予防相当：LDL-C ＜ 100mg/dL）を達

る薬剤で，一般に薬局における調剤は想定されないが，

成することは困難なため，副作用の少ないより有効な治

薬局における HMG-CoA 還元酵素阻害薬の調剤に際して

療選択肢の登場が待たれていた。

薬歴管理，ならびに副作用管理に特徴をもつ薬剤である
ため本稿で取り上げた。

このたび発売されたエボロクマブは，脂質異常症治療
薬として初めての生物学的製剤である。PCSK9 に結合す

レパーサ皮下注〔一般名：エボロクマブ（遺伝子組換

ることで LDL 受容体の分解を抑制し，肝細胞表面への

え ）〕は，LDL 受 容 体 分 解 促 進 蛋 白 質の PCSK9 をター

LDL 受容体の発現量を増加させる。これにより血中 LDL

ゲットとするヒト型 IgG2 モノクローナル抗体で，PCSK9 阻

の肝細胞内への取り込みが促進され，血中 LDL-C のク

害 薬と呼ばれる一 連の全く新しい作 用メカニズムの高

リアランスが向上する。

LDL-C 血症治療薬の先駆けである。

このような作用機序から，LDL 受容体が機能している

スタチンが開発され，LDL C 低下による心血管イベン

患者では LDL-C 値の低下が確実かつ強力であり，動脈

ト抑制効果を示す数多くの臨床成績が報告され，1 次予

硬化性疾患のハイリスク患者において極めて有用な治療

防，2 次予防戦略を大きく変えた。また，スタチンは著

薬として期待されている。

-

明な高 LDL-C 血症，早発性冠動脈硬化症を呈する FH に
対しても一定の効果を示す。しかし，多くの初期 LDL-C
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PCSK9 とは

表 1 PCSK9 遺伝子変異による LDL-C の動態
PCSK9 遺伝子変異

PCSK9（ピーシーエスケーナイン）は 2003 年に見出さ

機能低下型変異

機能亢進型変異

れた新しい分 泌 蛋 白 質である。 プロ蛋 白 質 変 換 酵 素

血中 PCSK9 濃度

減少⬇

増加⬆

proprotein convertase（PC）ファミリーの 9 番目のメン
バーであることから PCSK9 と命名され，肝臓に豊富に発

肝細胞表面
LDL 受容体発現

増加⬆

減少⬇

現することから，脂質代謝との関わりが推察された。

血中 LDL-C 値

減少⬇

増加⬆

同年，PCSK9 の遺伝子変異により FH が発症すること
が Abifadel らにより報告され 4），LDL 受容体，アポリポ
蛋白 B-100 に続く，FH の 3 番目の原因遺伝子として注

表 2 肝臓以外における PCSK9 の作用
腸管

・アポ B 含有リポ蛋白産生調節
・経腸的コレステロール排泄調節低下

脳

・脳神経組織でのアポトーシスに関与
・βアミロイド形成調節に関連

目を集めた。PCSK9 遺伝子に機能亢進型の変異が生じる
と LDL 受容体の発現が減少し，高 LDL-C 血症を引き起
こす。一方，機能低下型の変異では LDL 受容体の発現が

腎臓

・アミロイド感受性ナトリウムチャネルに関連
➡血圧調節に関与している可能性

動脈

・平滑筋細胞や内皮細胞で発現
・PCSK9 阻害薬でプラーク形成の改善

膵臓

・膵ランゲルハンス島機能に作用し，糖代謝に関連？
・血中 PCSK9 量と血糖，インスリンが相関

増加し，低 LDL-C 血症を呈し心血管イベント発症リス
クが低いことが明らかになった（表 1）
。この PCSK9 遺伝
子変異による臨床像の知見は，PCSK9 を標的とする治療
薬の発展に大きく寄与した。
ヒトにおいて PCSK9 完全欠損症の報告はこれまでに少
なくとも 2 例ある

（村野武義，他：肝臓以外での PCSK9 の作用．Prog Med より改変）

5, 6）

。 いずれも著 明な低 LDL-C 血 症

（15mg/dL 程度）を呈している以外，知能や身体機能，肝
機能を含め健康上の問題は特に認めなかったと報告され

内で解離することができず，最終的にリソソームに運ば

ており，これは PCSK9 阻害薬の安全で有効な高 LDL C

れて分解される。そのため，肝細胞表面の LDL 受容体が

血症治療薬としての可能性を示唆している。一方で，肝

減少し，血中 LDL-C 濃度が上昇する。LDL 受容体は何

臓以外における PCSK9 の新たな知見が徐々に得られつつ

度もリサイクルされて効率的に LDL を肝臓内に取り込む

-

7）

あり （表 2），副作用につながる可能性も考えられるた

役割を担うが，血中に PCSK9 が過剰に存在するとリサイ

め，臨床効果と安全性についてさらなる検証が必要で

クリングが抑制される。

ある。

抗 PCSK9 モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体 の エ ボ ロ ク マ ブ は，
PCSK9 に結合することにより，PCSK9 と LDL 受容体の

作用機序

結合を阻害して LDL 受容体の分解を抑制するため，LDL
受容体のリサイクリングは増加する。その結果，血中の

血 中の LDL は肝 細 胞 表 面の LDL 受 容 体と結 合し，

LDL の肝細胞内への取り込みが促進され，血中 LDL-C

LDL-LDL 受容体複合体となってエンドサイトーシスを

濃度は低下する。また，抗 PCSK9 モノクローナル抗体は

介して細胞内に取り込まれる。細胞内のエンドソームで

LDL-C のみならず，中性脂肪，non-HDL コレステロー

LDL は解離してアミノ酸とコレステロールに分解される。

ル値，Lp（a）値を低下させ，脂質の量を強力に改善する

一方，LDL 受容体は肝細胞表面に再び戻り再利用される。

（図 1）
。

この リサイクリング が血中 LDK C の恒常性を維持し
-

臨床成績

ている。
主に肝臓で合成される PCSK9 は血中に分泌され，肝細
胞表面で LDL 受容体と結合して細胞内に取り込まれる。
PCSK9 が結合した LDL 受容体の複合体はエンドソーム

60

(300)

調剤と情報 2017.2（Vol.23 No.3）

1．臨床薬理試験
外国人健康成人に本剤 140mg または 420mg を単回皮

第

8回

教えて

e egie
l
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デール・カーネギー！

〜人間関係構築の方程式〜

Car

これまでのおさらい
※本連載は実例に基づいて構成されています。

連載 1 〜 7 回目までで解説した
デール・カーネギーの手法を
おさらいします。
D.C. トレーニング・ジャパン 認定トレーナー エーザイ 知創部 Ph.D, M.B.A

高山 千弘
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ヒヤリ

寝たきりの患者にエビスタ錠が処方！

ハッと ホッとした 話

寝たきりの患者に
エビスタ錠が処方！
東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座

澤田 康文

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。

ケース

1

エビスタ錠が寝たきりの患者に処方された

●

カテゴリー

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？

胃瘻の患者にエビスタ錠（ラロキシフェン塩酸塩）が処方されたが，本剤は「長期不動状態の患
者」に禁忌のため問い合わせたところ，医師は「患者は寝たきりではない」と述べた。しかし，
念のため患者が入居している施設にも確認すると，寝たきりの状態であることが判明したため，
再度医師へ疑義照会し，最終的にエビスタ錠は処方中止となった。

▼ 処方内容

80 歳代の女性。病院の整形外科。オーダー / 印字出力。

Rp.1

エビスタ錠 60mg

1錠

アルファロールカプセル 1µg

胃瘻のため粉砕してください
1日1回

1Cap

胃瘻のため粉砕してください
朝食後

28 日分

朝食後

28 日分

1日1回

朝食後

28 日分

Rp.2

ワンアルファ錠 1µg

1Cap

胃瘻のため粉砕してください
1日1回
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ヒヤリ

連載名＋連載回数

ハッと ホッとした 話

経緯
胃瘻の患者へ上記の

Rp.1

が初回処方された。粉砕調

剤の指示があったため，粉砕可否を調査したところ，エ
ビスタ錠とアルファロールカプセル（アルファカルシドー
ル）はともに粉砕不可※ 1 だった。

アルファロールカプセル：内容物が液状で光と空気に不安定な
ため（錠剤・カプセル剤 粉砕ハンドブック，じほう）
※ 2 エビスタ錠：錠剤のままでは 10 分たっても崩壊懸濁しないが，
フィルムを軽く破壊することにより簡易懸濁法で 8Fr. チューブ
で通過可能（わずかに残があることもあるが，通過性に問題な
し）
（倉田なおみ氏，私信）

薬剤師は医師に疑義照会し，アルファロールカプセル
は同一成分で他剤形のワンアルファ錠（アルファカルシ

問題点の解析

ドール）への処方変更の提案，エビスタ錠は粉砕不可で

薬剤師（おそらく医師も）はエビスタ錠が長期不動状態

あることを伝えた。その結果，アルファロールカプセル

の患者に禁忌であることを認識していなかった。また，

はワンアルファ錠に処方変更，エビスタ錠は服薬時に薬

薬剤師は患者が寝たきりの状態であることを認識してい

※2

を溶解

して服薬させるよう指示があった。

メーカーにエビスタ錠を溶解したときの薬の効果を確

なかった。さらに，医師も患者の詳細な日常生活自立度
（寝たきり度）を把握していなかったのかもしれない。

認したところ，水にはほとんど溶けないこと，長期不動
状態の患者には禁忌であることを指摘された。薬剤師は，

問題点回避の計画

処方の「胃瘻のため粉砕してください」との指示から，患

ラロキシフェンでは，ある一定期間の長期不動状態が

者が胃瘻であることを初めて知り，また，施設入居の患

発 生する場 合， 以 下のような対 応が必 要であることを

者で処方薬を施設に届けているため直接の面識がなく，

知っておく。添付文書には「長期不動状態（術後回復期，

患者が長期不動状態（寝たきりの状態など）に該当するか

長期安静期等）に入る 3 日前には本剤の服用を中止し，完

どうか知らなかった。

全に歩行可能になるまでは投与を再開しないこと」との

再度，医師に疑義照会し，上記の件を伝えたところ，
「患者は胃瘻だが寝たきりではない」との返事だった。念

記載がある。また，航空機などによる旅行に関連した静
脈血栓塞栓症は「旅行者血栓症」
（ロングフライト血栓症）

のため，患者が寝たきりかどうか施設に確認したところ，

として知られているが，ラロキシフェン投与中の女性が

患者は寝たきりであるとの返事であった。

航空機などで長時間の旅行をする際には，適度な水分摂

再々度，医師に連絡し，患者が寝たきりであることを

取や運動などを勧めることとされている 1）。

伝えたところ，エビスタ錠は処方中止となり，最終的に
へ変更となった（その前の疑義照会時に，医師がな

Rp.2

具体的な調剤室での工夫

ぜ寝たきりではないと回答したかは不明）。

その粉砕指示，問題ない？！

※ 1 エビスタ錠：粉砕後の安定性等のデータはないが，動物実験で
刺激性が確認されているため，粉砕は推奨しない（中外製薬医
薬情報センター，問い合わせ）

介護施設の入居者にエビスタ錠が出たら，日常の生活
行動をチェック！

ケース

2

オルメテック錠とアロチノロール塩酸塩錠の併用でふらつき

●

カテゴリー

薬局プレアボイド関係（患者とのコミュニケーション）

●

何が起こった？

本態性振戦治療のためアロチノロール塩酸塩錠が処方された高血圧治療薬を服用中の患者か
ら，ふらつきと気分の悪さを訴える電話があった。
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？

？
薬剤師のた
りつけ
めの
か
か

処 方推 論

解き
み
読
を
ら何
か
方
処
どう活かす？

？

「この病気になぜこの薬？」
，「こんな処方初め
て…」など，処方せんにまつわる疑問は尽きま
せんよね。そんな気になる処方の裏側を医師と
ともに考えるこの連載。処方の解析だけでなく，
それを踏まえて患者や処方医にどうアクションす
るか，それが「処方推論」です。なりたい薬剤
師になるためのスキルを身につけましょう！

乳がん治療薬とともに処方された
デノタスチュアブル配合錠って？
総合診療医・感染症医／感染症コンサルタント
一般社団法人 Sapporo Medical Academy（SMA）代表理事

宇高 伸宜

株式会社サンクール あしたば薬局北大前店

処方せん①（乳腺内分泌外科）

岸田 直樹

処方せん②（乳腺内分泌外科）

67 歳，女性

48 歳，女性

アリミデックス錠（アナストロゾール）1mg

1錠

フェマーラ錠（レトロゾール）2.5mg

1錠

デノタスチュアブル配合錠

2錠

デノタスチュアブル配合錠

2錠

1日1回

朝食後

28 日分

1日1回

朝食後

28 日分

【わかっていること】
・処方せん①，②の患者とも今回初めて服用する薬と確認している。
・処方せん①の患者は半年に 1 回注射，処方せん②の患者は 4 週間に 1 回注射を行っていることを
確認している。

Q1

2 つの処方せんでは注射の間隔が異なります。どの
ような種類の注射をしているのでしょうか？

Q2

2 つの処方せんともにデノタスチュアブル配合錠が
処方されていますが，その理由は何でしょうか？
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乳がん治療薬とともに処方されたデノタスチュアブル配合錠って？

答え
A1

処方せん①の患者はプラリア皮下注，処方せん②の患者はラン
マーク皮下注を注射していた（両剤とも有効成分はデノスマブ）
。

A2

デノタスチュアブル配合錠は低カルシウム血症の予防目的で処
方された。

解説
▶ 乳がん治療のおさらい 1）
乳がんに対する治療法は主に 4 つに分かれます。乳房
の中のがん細胞に対する局所療法として外科手術と放射

▶ デノタスチュアブル配合錠の特徴
デノタスは沈降炭酸カルシウム / コレカルシフェロー
ル（天然型ビタミン D）/ 炭酸マグネシウムの配合錠で，

線療法，乳房以外に存在するかもしれないがん細胞に対

もともとは第一三共より OTC で新カルシチュウ D3 とし

する全身療法として化学療法とホルモン療法があります。

て販売されていましたが，製造中止となり，薬価収載の

乳がんと診断されたら，しこりの大きさや他臓器への

医療用医薬品として 2013 年 5 月に発売されました。ヨー

転移などが調べられます。他臓器への転移があった場合

グルト風味のチュアブル錠で，水なしでそのまま噛み砕く

は薬物療法が選択され，他臓器への転移がない場合は手

か，口内で溶かして服用します。効果・効能は RANKL

ラ ン ク ル

術による切除が検討されます。また，腫瘍径が大きい場

阻害薬（デノスマブなど）投与に伴う低カルシウム（Ca）

合は化学療法によって腫瘍を小さくしてから手術を行う

血症の治療および予防です。多発性骨髄腫による骨病変

術前化学療法が検討されます。手術で切除したがん細胞

や，固形がん骨転移による骨病変において，デノスマブ

の病理結果から，エストロゲン受容体の有無（ホルモン

投与時の重篤な低 Ca 血症の発現を軽減するために 1 日

依存性かどうか）
，HER2 の有無，リンパ節転移の有無，

1 回 2 錠投与します。

腫瘍径や悪性度などを確認したうえで治療方針が立てら
れます。
ホルモン療法は，エストロゲンを取り込んで増殖する

▶ デノスマブって？？

性質のある乳がん（ホルモン受容体陽性乳がん）に効果が

デノスマブは成分名であり，RANKL（receptor activator

あります。手術後に実施することで再発の予防が期待で

阻害薬に分類されます。RANKLとは，
of NF-κB ligand）

き，進行・再発乳がんでは進行を抑える効果が期待でき

破骨細胞の分化・活性化・生存に必須である破骨細胞分

ます。抗エストロゲン薬のタモキシフェンは閉経前後に

化促進因子のことで，デノスマブは RANKL と特異性に

関 係なく用いますが，LH-RH アゴニストは閉 経 前に，

結合し破骨細胞の作用を阻害します（破骨細胞とは骨を

アロマターゼ阻害薬は閉経後に使用します。なお，タモ

溶かす細胞です）
。2012 年 4 月に第一三共よりランマーク

キシフェンは閉経後にも用いられますが，アロマターゼ

皮下注 120mg として発売されました。

阻害薬を服用した方が再発の可能性を低下させるため，

前立腺がん，乳がん，肺がんなどでは進行すると高率

閉経後は多くの場合，タモキシフェンではなくアロマター

で骨に転移します。がん細胞が転移した骨部位では破骨

ゼ阻害薬が用いられます 2, 3）。

細胞の活性が亢進し，骨吸収が異常亢進します。そのた
め，骨転移を有する進行がん患者では，骨吸収を抑制す
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