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処方内容

 15 回第

 75歳，男性。前立腺がん。

  前回まで約2年間服用していた「イクスタンジカプセル40mg　4C　1日1回朝食
後」が中止となり，今回，ザイティガ錠を服用することになった。

〈薬歴の記録より〉

  イクスタンジをきちんと服用していたが，PSA値（ng/mL）がここ数カ月で
4.7→5.5→8.6→11.3と上昇してきた。

  先月のHbA1c値（％）は9.0。血圧は150/90くらい。血糖値を自己血糖測定器
で，家庭血圧を家庭血圧計で1日2回（朝・夕）測定し記録している。

  数カ月前に肝機能が低下したが，「ウルソ錠100mg　3錠　1日3回毎食後」を
1カ月服用したところ，肝機能の数値は回復した。この肝機能低下の原因は今の
ところ不明と医師から説明があった。

  最近，日中はほぼ寝たきり状態になっている。起床は6～7時ごろ，食事は1日
2回で，朝食が10時ごろ，夕食が6時ごろ。就寝は10時ごろだが最近はなかなか
眠れない様子。

患者背景

前立腺がん患者の
処方変更で薬剤数が増加

処方せん

ザイティガ錠250mg  2錠
  1日1回 空腹時 14日分
プレドニゾロン錠5mg  2錠
ワンアルファ錠0.5μg  1錠
  1日1回 朝食後 14日分
ノルバスク錠5mg  1錠
ミカルディス錠20mg  1錠
チラーヂンS錠50μg  1錠
アマリール1mg錠  1錠
トラゼンタ錠5mg  1錠
  1日1回 朝食後 14日分
タケプロンOD錠15  1錠
  1日1回 夕食後 14日分

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　堀 美智子
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こんなケースで，薬剤師はどう考える？

Let's 臨床判断！

薬局店頭での会話 患 者の妻：病院で「これまでの薬が効きにくくなってきたので，薬を変更してみま
すか？　それとも年齢的なこともあるので，しばらく薬をやめて様子をみます
か？」と言われました。

　 主人は新しい薬を希望していますし，私も主人が少しでも良くなるのであればと
思い，新しい薬を試すことにしました。

　 とりあえず3カ月間飲んで様子をみることになって，3カ月くらいは血液検査を
2週間ごとにしていくと言われました。

　 ただ，新しい薬を効果的に使うには，ほかに2種類の薬を一緒に飲まなくてはい
けないようなのです。薬の数をできるだけ減らしたいと思っているに…。

　 プレドニゾロンはステロイドですよね？　血糖値を上げてしまったりしますよ
ね？　血糖値や血圧が高いので，少し心配です。

薬 剤師：そうですね。ザイティガ錠は作用や効果の面で注意点がいくつかありま
すし，プレドニゾロンも一緒に飲まなければなりません。プレドニゾロンを飲む
ときの注意点もありますね。
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小児アトピー性皮膚炎
 アレルギーマーチを食い止めろ！

　アレルギー疾患の素因は胎児期にあるとされ，乳児期は乳児

湿疹，幼児期はアトピー性皮膚炎とさまざまな症状が合併・進

展していきます。この症状の変化はアレルギーマーチと呼ば

れ，早期から適切に介入していくことで，慢性化や新たなアレ

ルギー疾患を食い止めることができます。

　本特集では，乳児期～幼児期に発症しやすいアトピー性皮

膚炎の薬物治療から外用剤の使い方，日ごろのスキンケアまで

服薬指導に欠かせないポイントを解説します。

■  小児アトピー性皮膚炎とアレルギーマーチ … 16

■  小児アトピー性皮膚炎への早期介入 ………… 20

■  小児のステロイド外用剤の使い方 …………… 26

■  小児のスキンケア …………………………… 36

特 集
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アトピー性皮膚炎（atopic dermatitis：AD）はわが国に
約40万人の患者がいるといわれている。小学生の約10%，
成人では2～3%が罹患しており，慢性的にかゆみを伴う
皮膚疾患である。ADの病態および増悪のポイントとして
は大きく分けて①免疫機能異常，②かゆみ，③バリア機
能異常（乾燥）─の3つがある（図）。そのなかでも，皮
膚の乾燥がADにおいて重要であると古くから考えられて
いた。特に，角層に存在するフィラグリン遺伝子の異常
がAD発症に重要であり，近年注目を集めている。

ヒトの体全体を覆う皮膚は，面積が1.6m2，重量は体重
の16%を占める人体最大の臓器である。小児の体表面積
は，生後3カ月半で2,545m2，4歳で5,756m2，9歳8カ月
で10,024m2との報告がある。新生児の体重1kgあたりの
皮膚面積は成人に比べて大きいとされている。
皮膚は外界との接触がある臓器であるため生命を維持

するためのさまざまな機能を有している。主な機能として
①水分の喪失や透過を防ぐ，②体温を調整する，③微生
物や物理化学的な刺激から生体を守る，④感覚器として
の役割を果たす─などがある。
小児の皮膚の基本構造は，成人と比べて大きく異なる

ことはない。皮膚は外層から表皮，真皮，皮下組織の3層
の構造を有する。表皮は角化細胞で構成され，外層から
角層，顆粒層，有棘層，基底層の4つに分類される。基
底層にある基底細胞は皮膚外層に向かって分裂し，それ
ぞれの層を構成することとなる。
最終的に核が脱落し角層になるまで約45日のターン

はじめに

皮膚の基本的構造と小児皮膚の特徴

オーバー時間がかかるといわれている。新生児において
も表皮の構築は比較的成熟している。小児では表皮全体
も角層も細胞個々が小さく薄いために成人よりも薄い。
このため，小児は薬剤の経皮吸収が成人に比較して容易
に起こると考えられている。

アレルギーマーチ（別名：アトピックマーチ）とは，一
つのアレルギー疾患を契機に誘導される一連のアレルギー
疾患群を意味する。ファーストステップとしてアトピー
性皮膚炎（AD）が存在し，アレルギー性鼻炎，食物アレ
ルギー，喘息などの他臓器アレルギー疾患を誘導する。
一連のアレルギーマーチにはTh2免疫応答の関与が示唆
されるが，その詳細なメカニズムは不明である。
近年の研究からAD，特にフィラグリン遺伝子の変異が
アレルギーマーチの誘因に重要であると考えられている。
エアロアレルゲンの経皮感作マウスでは全身のTh2免疫
応答が誘導され，アレルギー性鼻炎が誘導されやすくな
るとの報告がある18）。さらに，経皮感作によって誘導さ
れたAD用皮膚炎マウスでは，経気管支によるアレルギー
反応が誘導されやすくなる19）。
ヒトでは，重症AD患者の70%がその後，喘息および
アレルギー性鼻炎を併発する20）。フィラグリン遺伝子変
異をもつAD患者は，フィラグリン遺伝子に変異をもたな
いAD患者に比べ喘息に罹患する可能性が高い21）。また，
フィラグリン遺伝子に変異をもつ喘息患者ほど治療が難
渋するとの報告もある22）。さらに，フィラグリン遺伝子
変異は食物アレルギー発症のリスクを高め，10歳でオッ
ズ比が2.86，18歳ではオッズ比が4.25にのぼる23）。
ピーナッツアレルギーのリスクがフィラグリン遺伝子

アレルギーマーチとは

小児アトピー性皮膚炎―アレルギーマーチを食い止めろ！―特集

小児アトピー性皮膚炎と
アレルギーマーチ

京都大学大学院皮膚科学講座皮膚科学　大塚 篤司
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乳幼児ではアトピー性皮膚炎と食物アレルギーを合併
していることが多いが，両者にはどのような関係があるの
だろうか？ さらにアトピー性皮膚炎を治療することによ
り，食物アレルギーの発症やその後のアレルギーマーチ
の進展を抑制することはできるのだろうか？ 本稿では小
児アトピー性皮膚炎について，早期治療がアレルギーマー
チの予後を変える可能性について解説する。

1 診断基準
日本皮膚科学会のガイドライン1）によれば，「アトピー
性皮膚炎は，増悪・寛解を繰り返す，瘙痒のある湿疹を
主病変とする疾患であり，患者の多くはアトピー素因を
持つ」と定義されている。その診断においては①瘙痒，②
特徴的な皮疹と分布（左右対称性），③慢性・反復性経過，
の3項目を満たすものを，症状の軽重を問わずアトピー性
皮膚炎としている。
③慢性・反復性経過について乳児では2カ月以上，そ

の他では6カ月以上を慢性とする。さらに診断の参考項目
として，アレルギー疾患の家族歴，他のアレルギー疾患
の合併，毛孔一致性丘疹による鳥肌様皮膚，血清IgE値
の上昇が挙げられている。

2 鑑別診断
アトピー性皮膚炎と鑑別すべき疾患としてガイドライ
ンに記載されているもののうち，特に小児で注意すべき疾
患として，接触性皮膚炎，脂漏性皮膚炎，単純性痒疹，
汗疹，魚鱗癬，ネザートン症候群などがある。これらの

はじめに

アトピー性皮膚炎と鑑別診断

なかにはアトピー性皮膚炎と合併しやすいものもある。
乳児期の脂漏性皮膚炎は顔面，頭部の脂漏部位に好発す
る黄色調の落屑を伴う紅斑であるが，特に鑑別が困難と
なる。長期的な経過や他の部位への進展なども考慮して
鑑別する必要がある。

1 病態
アトピー性皮膚炎の病態として重要なのが，皮膚バリ
ア機能障害と皮膚慢性炎症であり，その結果，皮膚から
のアレルゲンの侵入により感作（経皮感作）が惹起される。
これらの病態には，遺伝的要因や環境要因などさまざま
な因子が相互に関与している。
（1）皮膚バリア機能障害
皮膚には体の内部を外界の刺激から守るというバリア機
能がある。アトピー性皮膚炎の病変部では，皮膚の最外
層に存在する角層の構造が障害され，バリア機能が喪失
する。そのため外界の物質の透過性が高まり刺激物質が
容易に侵入する一方で，皮膚の水分保持能力が低下し水
分蒸散量が増える。このような皮膚バリア機能障害は非
湿疹部位にも一部認められ，アトピー性皮膚炎に伴う二
次的な現象であると同時に，発症の原因にもなっている
と考えられている。
（2）皮膚慢性炎症
アトピー性皮膚炎の病変部位には，樹状細胞，リンパ
球，好酸球，肥満細胞などが浸潤し，アレルゲンをはじ
めとする刺激物質がトリガーとなり炎症を起こしている。
さらに皮膚の炎症そのもの，または炎症に起因する掻破
行動によっても，皮膚バリア機能が障害されるという悪
循環に陥る。

アトピー性皮膚炎の病態と治療

小児アトピー性皮膚炎―アレルギーマーチを食い止めろ！―特集

小児アトピー性皮膚炎への
早期介入

国立成育医療研究センターアレルギー科　成田 雅美
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（3）経皮感作
アトピー性皮膚炎ではこのようにバリア機能障害とア

レルギー炎症が共存するために，外部から侵入するアレ
ルゲンに対して感作が成立しやすい。乳児期のアトピー
性皮膚炎患者では，環境中の食物抗原や環境抗原に感作
されることにより，その後の食物アレルギーや気管支喘
息などの発症が惹起され，アレルギーマーチにつながると
考えられている（アレルギーマーチについては16頁参照）。
そこで早期介入により経皮感作を予防できれば，アレル
ギーマーチの進展を阻止できるのではないかと期待されて
いる。

2 アトピー性皮膚炎の治療　
治療においては病態を踏まえて，①悪化因子の検索と除
去，②皮膚バリア機能障害補正のためのスキンケア，③慢
性炎症に対する薬物療法─が基本となる。日本皮膚科学
会の「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2016年版」1）か
ら「アトピー性皮膚炎の診断治療アルゴリズム」を図1に示
す。適切な診断に基づき，①～③を組み合わせた治療で，
まずは皮膚症状やかゆみのない状態（寛解）になることを目
標にする。さらにその後に重症度に応じて外用剤を間欠的
に使用するプロアクティブ療法などを実施し，寛解状態の
維持を目指す（プロアクティブ療法については28頁参照）。

図1   アトピー性皮膚炎の診断治療アルゴリズム

〔日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガイドライン作成委員会：アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2016年版．日皮会誌，126（2） : 121-155，2016より一部改変〕

確実な診断

薬物療法・スキンケアに関する具体的な説明，適正治療のための患者教育

寛解導入療法
かゆみや炎症を速やかに軽減する
● ステロイド外用剤

● タクロリムス軟膏

寛解維持療法
（症状が持続または頻回に再燃を繰り返す場合）

〈例〉● 抗炎症外用剤によるプロアクティブ療法
● ステロイド外用剤やタクロリムス外用剤は悪
化した症状に応じて間欠的に使用する

● 再燃の徴候が現れたら症状の拡大増悪を防止
するために早期に抗炎症外用剤を使用する

重症・最重症・難治性状態
〈例〉 ① ランクの高いステロイド外用剤

② ①とシクロスポリン内服の併用
③ 紫外線療法の併用
④ 心身医学的療法の併用

合併症治療
● 細菌感染治療：抗菌
薬内服または外用

● ウイルス感染治療：
抗ウイルス薬の内服ま
たは外用

寛解
（何ら症状がない）

現病歴，既往歴，罹病範囲や重症度の評価（患者および家族の背景も含めて）

疾患と治療の目標・ゴールの説明
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アトピー性皮膚炎の治療目的で入院した方のところに
服薬指導の初回面談で伺うと，「知り合いの薬剤師がステ
ロイドは怖い薬だって言っていました」，「薬剤師さんに
薄く擦り込むように言われたので，そのやり方で塗ってい
ます」と言われることがある。ある重症アトピー性皮膚炎
の乳児の熱心な保護者は「ネットで見た尿素入りローショ
ンを自宅で作って毎日塗っていました」と教えてくれた。
正しい情報がきちんと伝わらず「頑張っているのに良くな
らない」，「みんな言うことが違う。誰を信じればいい？」
と言われたこともある。
アトピー性皮膚炎とステロイド治療については情報が

氾濫し，患児や保護者は不安を抱え，偏見や誤解が生じ
やすく，適切な患者教育が必要となる1）（表１）。一方，
看護師やエデュケーターによる短時間で1回のみの教育で
は，QOLや皮疹の重症度の改善がみられないという報告
がある2）。
したがって，患児や保護者の思いに繰り返し耳を傾け

て情報収集を行い，理解度を評価したうえで，医師の指
導と齟齬のない服薬指導を行う必要がある。本稿では，
小児のアトピー性皮膚炎に用いられるステロイド外用剤
について，服薬指導のポイントや注意点を解説したい。

1 ステロイドに対するイメージは？
指導の際は，まず「ステロイドというと，どんなイメー

ジですか？」と尋ね，患児や保護者が抱えている疑問や不
安をすべて聞き出し，一つひとつ受け止めた後に，正しい
情報提供をして指導することが大事である。ステロイド

はじめに

ステロイド外用剤の副作用

に対して“強い薬”や“怖い薬”というイメージをもってい
る人は多いが，副腎皮質ステロイドホルモンはもともと自
分の副腎という臓器から出ていること，医薬品としての歴
史，全身投与と局所投与の違いなどについて説明すると
「知らなかった」と言う人が多く，ステロイドに対する漠
然とした不安を払拭できる場合が多い。

2 ステロイド外用剤の本当の副作用
ステロイド外用剤の副作用の多くは塗った局所に対す
るもので（表2）3），最も頻度の高い皮膚萎縮（皮膚がやや
薄くなる）は可逆性で，ステロイド外用剤の減量で回復す
る。ただ，皮膚線条（妊娠線のようなものができる）は非
可逆性であり，成長期には特に注意が必要である。顔面
は皮膚が薄く薬剤の吸収が良いため，弱めのステロイド外
用剤でも長期使用で酒さ様皮膚炎（赤ら顔）が起こり得る。

表1   アトピー性皮膚炎における患者教育

患者教育の基本姿勢

１．
２．
３．

当たり前のことから指導する
すべてのことが実行可能であると過信しない
相手がわかるように指導する

治療を開始する際の患者教育

１．
２．
３．

疾患についての正しい知識を提供する
治療方針を明示する
ステロイド忌避に対する対応

治療を継続させるための患者教育

１．
２．
３．
４．

自己効力感をもたせる
小さな目標を積み重ねる
挫折や不安への迅速な対応をする
治療行為を実行していることに対する報酬を与える

〔二村昌樹：アトピー性皮膚炎の患者教育．日本小児難治喘息・アレルギー疾患 
学会誌，9（1）：41-45，2011より〕

小児アトピー性皮膚炎―アレルギーマーチを食い止めろ！―特集

小児のステロイド外用剤の使い方

国立成育医療研究センター薬剤部　徳永 秀美
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したがって，適宜タクロリムス軟膏や保湿剤に切り換え
ていく必要がある。
また，ステロイド外用剤を適切に使用していても症状

が改善せず難治化する場合は，ステロイド外用剤による
接触皮膚炎の可能性も疑う必要がある。外用剤による接
触皮膚炎は抗菌薬やNSAIDsによるものの頻度が高いが，
ステロイド外用剤によるものもまれにみられる4）。

1 「皮膚が黒くなる」という誤解
アトピー性皮膚炎の治療の過程で皮膚が褐色になるこ

とがある。これは日焼けで皮膚が赤くなった後で褐色の肌
になるように，アトピー性皮膚炎の炎症がひどく，ジュ
クジュクした汁（浸出液）が出たり赤くなったりしていた
のが，ステロイド外用剤を含めたスキンケアで炎症が治
まった後に色素沈着したことによる。日焼けした肌がし
ばらくすると元の肌色に戻るように，スキンケアを継続し
て炎症のコントロールを継続することで元の肌色に戻る。

2 「成長障害が起こる」という誤解
ステロイド外用剤の全身性副作用として，強いステロ

イド外用剤で副腎機能抑制が起こる可能性が示唆されて
いるが，弱いステロイド外用剤の使用例では副腎機能抑

副作用に関する誤解

制，成長障害などは認められておらず，適切に使用すれ
ば安全性は高いとされている2）。夜間かゆくて眠れず，成
長ホルモンが出にくくなると成長が妨げられる可能性があ
り，かき壊した皮膚から浸出液が出続けると蛋白漏出に
よる成長障害だけでなく，電解質異常で重篤な状態とな
る可能性もある。

3 「白内障になる」という誤解
アトピー性皮膚炎と白内障の合併が初めて報告された
のは1921年で，1936年にはアトピー性皮膚炎のおよそ
10％に若年性の白内障が併発することが明らかにされた。
ステロイド外用剤が初めて臨床応用されたのは1952年で
あり，ステロイド外用剤登場後でもアトピー性皮膚炎に
おける白内障合併率に大きな変化はない5）。したがってス
テロイド外用剤は白内障のリスクを高めないと考えられ，
顔面皮疹の悪化や叩打癖のほか，アトピー性皮膚炎自体
による炎症がリスクファクターと考えられている2）。
一方，緑内障に関しては，ステロイド外用剤による治
療後の緑内障の症例が多数報告されている。特に強いラ
ンクのステロイド外用剤を眼周囲や眼瞼皮膚に外用する
際は，顔面への外用で緑内障が起こる可能性を考慮して
外用量や使用期間などに注意し，必要に応じてタクロリ
ムス軟膏への切り替えについても検討すべきである2）。

表2   ステロイド外用剤の局所性副作用

2歳未満 2歳以上13歳未満 13歳以上

頬部の血管拡張 0％ 2.3％ 13.3％

肘窩の皮膚萎縮 1.5％ 5.2％ 15.8％

膝窩の皮膚萎縮 1.9％ 4.1％ 9.8％

ざ瘡・毛嚢炎 0％ 1.3％ 8.2％

多毛 0.5％ 1.0％ 2.7％

細菌感染症 1.4％ 2.1％ 2.5％

真菌感染症 1.9％ 0.6％ 1.2％

酒さ様皮膚炎 0％ 0.4％ 3.1％

接触皮膚炎 0％ 0.4％ 0.8％

皮膚線条 0％ 0％ 1.0％

  〔古江増隆：ステロイド外用剤の使用法．治療学，39（10）：1073-1076，2005より〕



36 調剤と情報  2017.3（Vol.23 No.4）(408)

アトピー性皮膚炎（atopic dermatitis：AD）は環境因子
やバリア機能低下からのバリア破壊を起点に発症・増 
悪する1）。そして，ADに対するスキンケアは，ドライ 
スキンを改善し皮膚バリア機能を補正する目的で行われ 
る2）。皮膚バリア機能を反映する経表皮水分蒸散量
（transepidermal water loss：TEWL）が新生児期から高
値（＝バリア機能低下を示唆）である場合，その後のAD
発症率が高く3, 4），保湿剤定期塗布で発症が抑制されるこ
とが報告されており4），スキンケアの重要性は増している。
しかし，各国のガイドラインにおける保湿剤使用の推

奨度は概して高いものの1, 5-8），スキンケアに関するエビ
デンスレベルの高い研究報告は決して多くない。特に，
入浴やシャワー浴，石鹸の使用に関しては，各国のガイ
ドラインによっても医師によっても一貫しておらず9），混
乱を招きやすい。
そこで，最近の各国のガイドライン，保湿剤のシステ

マティックレビュー10），欧州のコンセンサス声明11），さ
らに，近年に発表された報告を参考に，筆者の経験も含
めて小児のスキンケアをエビデンスから考えてみたい。

1 皮膚の洗浄の仕方は？
（1）入浴・シャワー浴の必要性は？
AD児に対し毎日の入浴を推奨する小児皮膚科専門医

は71%であるのに対し，プライマリケア医は21%にとど
まり，両者は正反対の指導をしていることが報告されて
いる9）。入浴回数に関する混乱は，水が皮膚に対し益も
害も起こし得るというパラドックスから発生する12）。小

なぜ皮膚のケアが重要なのか

スキンケアに必要なコト・モノ

児期のADの多くは軽症であり，頻回の洗浄はむしろ皮膚
バリアを傷害する可能性が指摘されているが2, 12），重症度
が高い場合は皮膚の黄色ブドウ球菌密度が高いという報
告もある13）。例えば，日本小児アレルギー学会員を対象
にしたアンケートで，黄色ブドウ球菌の減少や汚れの除
去を目的に，洗浄を推奨していることが示されている14）。
すなわち，「入浴するかしないか」の二者択一ではなく，
重症度に応じ入浴を勧めるかどうかを臨機応変に変更す
る必要があると考えられる。筆者は，中等症以上の患者
に対しては1日複数回の洗浄と外用塗布を推奨し，寛解
に伴い洗浄回数を減らす指導をしている。
（2）発汗と洗浄
発汗はADの増悪因子であると一般には考えられてお
り2），シャワー浴が重症度を低下させるという報告もあ
る15）。しかし，最近の日本皮膚科学会のガイドライン5）に
は，汗には皮膚の感染防御，保湿といった役割もあり16），
「汗をかくこと（発汗）」と「かいた後の汗」を区別して考
える必要があると記載されている5）。筆者は，汗は積極
的にかいていいが，その場合は早めに流す，拭き取るこ
とを指導している。
（3）石鹸は使うべきか？ 避けるべき成分はあるか？
洗浄に関して，陰イオン界面活性剤が皮膚のバリア機
能を傷害する可能性が指摘されており17），特に，ラウリ
ル硫酸ナトリウムを避けることに言及しているレビュー
が散見される11）。米国免疫アレルギー学会はマイルドな
ものも含め石鹸の使用を勧めていないが7），わが国のガイ
ドラインは洗浄力の強いものを避け，十分すすぐことを
推奨している2）。これは，石鹸洗浄後そのままタオルな
どで石鹸を拭き取るような欧米の入浴習慣と，十分な湯
量で石鹸を流すわが国の入浴習慣の違いに基づくのかも
しれない。筆者は，中等症以上の患者に関しては1日複

小児アトピー性皮膚炎―アレルギーマーチを食い止めろ！―特集

小児のスキンケア

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科　堀向 健太
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  経口ステロイド薬の種類と特徴  
ステロイドは内因性ステロイドであるヒドロコルチゾ
ン（コルチゾール）を基に化学修飾された構造をもつ。表
に主な経口ステロイド薬の特徴を示す。高齢者では，可
能な限り半減期の長いベタメタゾンやデキサメタゾンは
避け，必要最小量のプレドニゾロン（PSL）を用いること
が基本である。

  ポイント  
高齢者へのステロイドの投与については，加齢に伴う

生理機能の変化，疾患および合併症，服薬アドヒアラン
スなどを評価したうえで，ステロイドの適応を有する疾
患であるかを判断し，その病態に応じた用法・用量を設
定する必要がある。高齢者では副作用などの危険性が増
すため，可能な限り低用量で短期間の投与が基本であり，
モニタリングと予防が重要である。

今日から
使える！

： 高齢者に経口ステロイド薬を使用するケースがありますが，副作用が心配です。特にどのような点に注
意したらよいでしょうか？

： ステロイドの副作用としては，感染症，骨粗鬆症，高血圧，糖尿病，脂質異常症，白内障などがあり
ますが，高齢者で特に注意すべき副作用は，感染症と骨粗鬆症です。感染症はしばしば致命的になるこ
とがありますし，骨粗鬆症に伴う骨折ではADLが著しく低下します。治療の際には，半減期の長いス
テロイド薬は避け，必要最小量のプレドニゾロンを用いて，有効性と副作用をモニタリングすることが
大切になります。

第12回（完）

経口
ステロイド薬

副作用リスク軽減のための
モニタリングと予防

表　主な経口ステロイド薬の特徴

一般名（主な商品名） 生物学的半減期
（時間）

血中消失
半減期
（時間）

抗炎症効果 Na保持作用
概算
同等用量
（mg）

糖質コルチ
コイド作用
（力価比）

鉱質コルチ
コイド作用
（力価比）

ヒドロコルチゾン（コートリル）
短時間：8～12

1.2 1 1 20

コルチゾン酢酸エステル（コートン） 1.2 0.7 0.7 25

プレドニゾロン（プレドニン）

中時間：12～36

2.5 4 0.8 5

メチルプレドニゾロン（メドロール） 2.8 5 ＜0.01 4

トリアムシノロン（レダコート） 3～5 10 ＜0.01 4

デキサメタゾン（デカドロン）
長時間：36～72

3.5 25 ＜0.01 0.75

ベタメタゾン（リンデロン） 3.3 25 ＜0.01 0.5

（浦部昌夫，他　編：今日の治療薬2016，南江堂，p248, 2016より改変）

東京理科大学薬学部　真野 泰成
鈴鹿医療科学大学薬学部　大井 一弥
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  高齢者で注意すべきステロイドの副作用  
1．感染症

高齢者では免疫機能の低下に，ステロイドによる免疫
抑制作用が加わり，易感染性が高まる。ステロイド投与
群では，対照群と比べて，感染症合併のリスクにおいて
相対危険度が1.6倍になるという報告がある1）。また，関
節リウマチ患者において，入院が必要となる肺炎発症の
リスクは，PSL 5mg/日以下で1.4倍，5～10mgで2.1倍，
10mg以上で2.3倍になる2）。このようにステロイドの少量
投与でも感染症のリスクになり，そのリスクは用量依存
的に増加する。さらに，腫瘍壊死因子（tumor necrosis 
factor；TNF）阻害薬との併用により著しく感染リスクは
増加する3）。
一般的な感染症のほかにも，結核，ニューモシスチス

肺炎，真菌症，ウイルス感染症などの日和見感染症の発
現に特に注意する必要がある。ステロイド投与中は，こ

れら感染症の発現に注意しモニタリングを行い，早期発
見に努めることが必要である。

2．骨折

ステロイドによる副作用のうちステロイド性骨粗鬆症
は約25％を占め最も頻度が高い。その骨折リスクは内服
開始後3～6カ月で最大になることが知られている4）。し
たがって，積極的な一次予防が重要であり，「ステロイド
性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン：2014年改訂
版」では，経口ステロイド薬を3カ月以上服用中または服
用予定の患者を対象に，既存骨折，年齢，ステロイド投
与量および腰椎骨密度の危険因子を組み合わせてスコア
化し，合計3点以上のリスクの高い患者には，第1選択
薬としてアレンドロネートまたはリセドロネートを推奨
している（図）。

図　ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン（2014年改訂版）

〔Suzuki Y, et al. : Guidelines on the management and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis of the Japanese Society for Bone and Mineral. 
Research : 2014 update. J Bone Miner Metab, 32（4）: 337-350, 2014より〕

危険因子 スコア

既存骨折
なし 0

あり 7

年齢（歳）

50歳未満 0

50～65歳未満 2

65歳以上 4

ステロイド投与量
（PSL換算mg/日）

5未満 0

5～7.5未満 1

7.5以上 4

腰椎骨密度
（％YAM）

80以上 0

70～80未満 2

70未満 4

一般的指導

危険因子の評価
（既存骨折，年齢，ステロイド投与量，腰椎骨密度）

　　　　　薬物療法

第1選択：
　アレンドロネート
　リセドロネート

代替治療薬
　テリパラチド（遺伝子組換え）
　イバンドロネート
　アルファカルシドール
　カルシトリオール

スコア＜3

（6カ月～1年ごとの胸腰椎
　単純X線撮影，骨密度測定）

スコア≧3

経過観察

スコアを用いた
定期的な

骨折リスクの評価

経口ステロイド薬を3カ月以上
使用中あるいは使用予定
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この患者は見たところアスピリンの継続で

問題ないように見えるけれど，

なぜアスピリンからフロベンに

処方変更になったの？

薬剤師は思った…

　1月下旬のある日，薬局の若手薬剤師が，こんな処方せんを

受け付けました。

確認ずみ

•先日まで川崎病で入院していて，アスピリンを使用していた。

•2歳男児，12kg。副作用，アレルギー歴はなし。

• 嫌がるような苦手な薬は特になし（どの薬も服用できる）。

•医師より肝機能障害など臓器障害の問題はないと言われている。

Rp. 

フロベン顆粒8%　48mg（原薬量）
（フルルビプロフェン）

1日3回　毎食後　5日分

済生会横浜市南部病院小児科　田中 文子
同　　　　 薬剤部　深沢 貴志

小児科医の処方意図新 連 載

川崎病患者の
アスピリンがフロベンに

Case

1

知って納得!

この患者は見たところアスピリンの継続で

問題ないように見えるけれど，

なぜアスピリンからフロベンに

処方変更になったの？

薬剤師は思った…

　1月下旬のある日，薬局の若手薬剤師が，こんな処方せんを

受け付けました。

確認ずみ

•先日まで川崎病で入院していて，アスピリンを使用していた。

•2歳男児，12kg。副作用，アレルギー歴はなし。

•嫌がるような苦手な薬は特になし（どの薬も服用できる）。

•医師より肝機能障害など臓器障害の問題はないと言われている。

小児科医の処方意図新 連 載連

川崎病患者川崎病患者の
アスピリンがフロベンに

Case

1

知って納得!
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門内薬局はなぜニュースになるのか？

 最近，「門内薬局」，「敷地内薬局」が話題に
なっていますよね。何が問題なんですか？　

病院の敷地内に薬局を建てることが，なぜこんなにも
話題になるのでしょうか。

 「門内薬局」については，医薬分業の理念，
理想に対する考え方と，法律的な問題が絡ん

でいるので，少し複雑な問題だといえるでしょう。で
は，法律面から「門内薬局」はどう考えるべきなのか，
少し整理してみましょう。

■門内薬局の解禁って，何が変わった？
　病院の敷地内であっても，条件を満たせば保険薬局
を開設することが認められました。それに伴い，病院
敷地内への薬局の誘致が話題になっています。先日
も，厚生労働省が国立病院機構の病院に対し，敷地内
への薬局の公募を中止するよう働きかけたことが
ニュースとなりました。
　これまでこのような「門内薬局」は認められていま
せんでしたが，2016年10月から「保険薬局及び保険薬
剤師療養担当規則」（薬担規則）の運用が変更になりま
した（「『保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部
改正等に伴う実施上の留意事項について』の一部改正
について」，2016年3月31日厚生労働省保険局医療課
長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知）。この変
更は，規制改革実施計画（2015年6月30 日閣議決定）
を踏まえたとされています。

最近，「門内薬局」，「敷地内薬局」が話題に
なっていますよね。何が問題なんですか？

病院の敷地内に薬局を建てることが，なぜこんなにも
話題になるのでしょうか。

「門内薬局」については，医薬分業の理念，
理想に対する考え方と，法律的な問題が絡ん

でいるので，少し複雑な問題だといえるでしょう。で
は，法律面から「門内薬局」はどう考えるべきなのか，
少し整理してみましょう。

薬担規則って何？

 薬担規則の運用が変わったので，それまでダ
メだった「門内薬局」を建てられるようになっ

たわけですね。その薬担規則というのは何の法律なん
ですか？

 保険薬局をどこに建てるかを規制する法律が
何か，興味ありますよね。ちょっと詳しく説

明しましょう。

■薬担規則の根拠
　まず，「門内薬局」の規制（解禁になったといっても
条件があります）は，法令によって行われています。
この根拠はどこにあるのでしょうか。またその何が問
題になり得るのでしょうか。
　薬担規則には，表1のように「健康保険事業の健全
な運営の確保」を目的として規定されています。また，
患者のフリーアクセスの確保という意味もあるのかも
しれません。

第二条の三　保険薬局は，その担当する療養の給付に関し，
次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
　一 　保険医療機関と一体的な構造とし，又は保険医療機関
と一体的な経営を行うこと。

 以下略

 （薬担規則より）

表1　健康保険事業の健全な運営の確保

薬担規則の運用が変わったので，それまでダ
メだった「門内薬局」を建てられるようになっ

たわけですね。その薬担規則というのは何の法律なん
ですか？

保険薬局をどこに建てるかを規制する法律が
何か，興味ありますよね。ちょっと詳しく説

明しましょう。

今の時代を生き残るための 剤剤薬剤師薬剤師の法律講座

中外合同法律事務所　赤羽根 秀宜

門内薬局をどう考えるか第1回
新連載
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尿蛋白は危険なサイン
― ― 本日は慢性腎臓病をテーマにお話を伺います。ま

ず，慢性腎臓病になるとどのような問題があるのでしょ
うか。
常喜　慢性腎臓病になることで問題となるのは，大きく
分けて2つあります。一つは，将来的に腎機能が悪化し
ていくということ。もう一つは，心臓や血管の病気にな
りやすいということです。
　そもそも腎臓は血管の塊みたいな臓器ですから，動脈
硬化の悪化に関わる血圧やコレステロールが高い人，糖
尿病，高齢の男性は慢性腎臓病になりやすい人たちとい
えます。糖尿病内科や循環器内科には，腎臓が少し悪い，
慢性腎臓病早期の患者がたくさんいますね。
― ― 慢性腎臓病の予備軍は多いということですね。
常喜　腎臓内科医の「腎臓が悪い」という表現には2つの
意味合いがあります。一つは，本来出てはいけない蛋白
や血が尿に混じっている。もう一つは，クレアチニンの
ような体外に排出しなければならない毒素が出ていかな
い。
　一般的に尿に蛋白や血が混じるのは腎臓病の早期にみ
られるサインです。特に蛋白尿は危険なサインですね。
― ― 糖尿病でかつ腎機能の悪い方には，尿蛋白の簡単な

定性試験をしているかどうか薬局で定期的に確認すると
いうのも効果的ですね。
常喜　私が外来で診ている患者のなかにも，定期的にセ
ルフチェックしている方がいます。尿に蛋白が出ても自
覚症状は何もないので，見逃されがちですが，薬剤師か
らそういった情報を提供することは重要ではないでしょ
うか。
― ― 検査はどの程度の間隔でした方がよいでしょうか。

常喜　全く健康な方は年に1回，高血圧や糖尿病といっ

P R O F I L E

常喜 信彦

東邦大学医療センター大橋病院
腎臓内科

1990年　3月 東邦大学医学部医学科卒業
 6月  東邦大学医学部附属大橋病院 

（内科学第三講座教室）
1991年　6月 自治医科大学麻酔科・ICU 
1995年　4月 東京大学第一内科研究員
2005年　9月  パリ，ネッカー病院，フランス国立保健医学

研究所（INSERM） U-501・845
2008年12月 東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科講師
2010年12月  東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科准教授

Joki Nobuhiko

たリスクをおもちの方は3カ月に1回，すでに腎臓病の方
は，1～2カ月に1回は確認するようにしています。基本
的には月1回でよいのではないでしょうか。ただ，今ま
で何も出ていないという方をフォローする場合は3カ月に
1回です。何も出ていない方というのは，腎臓病のリスク
になる糖尿病や高血圧，脂質異常症であるけれど尿検査
では何も出ない方たちのことです。
― ― どのくらいの頻度で確認すべきかわかっていれば，

「この検査はなさってますか」，「検査について先生に聞い
てみた方がいいですよ」と言いやすくなりますね。

治療の最前線
ココ が知り

たい！

 第 回3
慢性腎臓病
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 リクラスト点滴静注液5mg（ゾレドロン酸水和物注射液）

(459)

新薬くろ～ずあっぷ 192

ことを困難にしていた。この問題を打開するためにビス
ホスホネート系製剤として，毎日服用する経口剤，次い
で週に1回服用する経口剤，さらには月に1回服用また
は注射する薬剤が開発されてきた。
リクラスト（以下，本剤）は，年に1回静脈内に点滴静
注する薬剤であり，食事や飲料による吸収阻害の問題へ
の配慮が不要であることに加えて，上部消化管障害のリ
スクのため従来は禁忌に該当した患者への治療選択肢と
なり得るという利点がある。一方，本剤で懸念される急
性腎不全，顎骨壊死，急性期反応，低カルシウム血症な
どの実在する重要なリスクに対して，適正な患者管理が
必要となる。
また，年に1回の注射となるため，高齢者では投薬に
関する記憶が不確かになる可能性も考えられる。本剤に
加えて他のビスホスホネート系製剤（月1回製剤，週1回
製剤，毎日製剤）を投薬されることのないように，注射
した病院における記録や患者指導とともに，薬局におけ
る薬歴管理が重要である。
製造販売元の旭化成ファルマでは，リクラストの施用

 はじめに

本剤は骨粗鬆症治療に適応を有するビスホスホネート
系薬剤で，年に1回静脈内に点滴投与する薬剤である。
一般に薬局における調剤は想定されないが，薬局におけ
る重複投与防止をはじめとした薬歴管理ならびに副作用
管理で注意を要する薬剤であるため，本稿で取り上げた。

 特徴

1．年1回使用する注射剤のリスク・ベネフィット
ビスホスホネート系薬剤は，骨粗鬆症治療薬として国
内外において汎用されている。しかし，経口剤では吸収
率の低下を防ぐため，朝食の30分以上前に水で服用する
必要がある。また，上部消化管の粘膜刺激による消化管
障害の副作用を回避するために服用後少なくとも30分は
横にならないなどの制約があった。
これらの服薬時の制約は，飲み忘れの原因，あるいは

介護者の負担になり，良好な服薬率を年単位で維持する

◆  重度の腎機能障害（Ccr：35mL/min未満）のある患者，脱水状態にある患者への投与は禁忌で
ある。

◆  ビスホスホネート系内服薬で禁忌となる「服用時に立位・坐位を30分保てない患者」，「食道
狭窄・アカラシア等の食道通過を遅延させる障害のある患者」に投与可能である。

◆  特徴的な副作用として急性期反応がある。初回投与3日以内に発熱38.7％，関節痛10.2％，
インフルエンザ様疾患6.9％，筋肉痛6.6％，倦怠感5.7％，頭痛5.4％が現れたことが報告さ
れている。

◆  標準投与量のアセトアミノフェンあるいはNSAIDsの投与により急性期反応の症状緩和が可能
である。

P o i n t

虎の門病院薬剤部　林 昌洋

リクラスト点滴静注液5mg
（ゾレドロン酸水和物注射液）
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日時を記載できるカード（図1）を準備してリスク最小化
のために医療機関に配布しており，薬局においても必要
時に確認することができる。

2．効能・効果
骨粗鬆症

3．効能・効果に関する使用上の注意
・ 本剤の適用にあたっては，日本骨代謝学会の診断基準
等を参考に，骨粗鬆症の診断が確定している患者を対
象とすること。

・ 本剤は1年に1回間欠投与する薬剤であり，本剤の有
効成分であるゾレドロン酸水和物は骨に移行し長期に
わたり体内に残存する。

・ 本剤の各投与前に問診・検査を行うなど患者の状態を
十分に確認したうえで，ベネフィットとリスクを考慮
し，本剤による薬物治療が必要とされる患者を対象と
すること。

4．用法・用量
通常，成人には1年に1回，ゾレドロン酸として5mg

を15分以上かけて点滴静脈内投与する。

5．治療上の位置づけ
骨粗鬆症における骨量減少は，骨吸収と骨形成のバラ

ンスが崩れ，相対的に骨吸収の割合が高まることに起因
するとされており，骨吸収作用を抑制するビスホスホネー
ト系薬剤は，国内外で標準的な骨粗鬆症治療薬として使
用されている。
ビスホスホネート系薬剤では経口剤が最も普及してい

るが，上部消化管粘膜刺激による消化管障害の発生リス
クを有するため，上部消化管障害を有する患者には投与
禁忌となっている。また，服薬後30分以上上体を起こす
必要があることから，上体を起こせない患者には禁忌と
されている。
わが国では，ビスホスホネート系薬剤は経口剤以外に

注射剤も発売されているが，その投与間隔は1カ月であ
る。本剤は，既存のビスホスホネート系薬剤より投与間
隔を長くすることにより，上述の問題を解決し得る治療
選択肢となることが期待されている。

6．臨床試験成績
国内第Ⅲ相試験（AK156-Ⅲ-1試験：ZONE Study）
対 象：日本人原発性骨粗鬆症外来患者665例（女性625例，
男性40例）
選 択基準：仮登録時に第4胸椎～第4腰椎（Th4～L4）に
1～4個の椎体骨折を有し，原発性骨粗鬆症の診断基準
（2000年度改訂版）に準じ原発性骨粗鬆症と診断された
65歳以上89歳以下の閉経後女性および男性の患者

用 法・用量：本剤5mgまたはプラセボを1回15分以上か
けて1年間隔で2回点滴静脈内投与し，2回目投与1年
後までの2年間観察した。
 全患者に同意取得時から毎日，カルシウム610mg/日，
ビタミンD3400IU/日およびマグネシウム30mg/日を
投与した。
主要評価項目：24カ月間での新規椎体骨折発生率
副 次評価項目：24カ月間での臨床骨折（非椎体骨折）発生
率，腰椎骨密度，大腿骨近位部骨密度（近位部total），
骨代謝マーカーなど
結 果（主用評価項目）：本剤は新規椎体骨折発生をプラセ
ボに対して有意に抑制した（p＝0.0029，log-rank検
定）。Kaplan-Meier推定法に基づく24カ月間の新規
椎体骨折の累積発生率はリクラスト群で3.3％，プラセ
ボ群で9.7％であった1）（表1，ハザード比0.35，95％信
頼区間0.17～0.72，Cox回帰モデル）。
副 作用：安全性評価対象症例333例中197例（59.2％）に
副作用（臨床検査値の異常を含む）が認められた。頻度
の高い副作用は，発熱131例（39.3％），関節痛36例
（10.8％），筋肉痛27例（8.1％），倦怠感26例（7.8％），

図1　リクラスト患者向けカード（表面）
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Carneg
ie

CCDCC
aleDDデール・カーネギー！

～人間関係構築の方程式～

教えて

初回来局患者の自主性を
芽生えさせる

　前月号では，本連載で解説してきた原則とテクニックについて復習しまし
た。そして，原則がそもそも「5つのドライバー」を構成する要素であるこ
とを説明し，このうち4つまでを連載で解説したことをお話ししました。
　今月号より残った最後のドライバー「4．リーダーシップスキル」につい
て解説いたします。このドライバーを支える原則は“リーダーシップを発揮
する”ための原則で，「リーダーたれ」の原則と呼ばれています。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

リーダーシップ
を発揮する

キーワード今 月 の

第9回

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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困った
人間関係

薬剤師Aさんは，常々，患者のコンプライアンスが気になっていました
が，先日，体調が良くならないと訴えていた患者が，実はコンプライア
ンス不良だったとわかり，最近ますます服薬指導の方法に悩んでいます。

悩みを聞く

  患者のコンプライアンスで悩んでいるとのことで

したね。

  はい。個々の患者のコンプライアンスを向上させ

たいと思いますが，今まで学んだ原則の1～21を

どう活かせばよいですか？

  コンプライアンスを上げるのであれば，むしろ原

則22～30の「リーダーシップを発揮する」が良

いでしょう。

  原則の22～30は読んでみましたが，ほめて育

てるというようなことですか？

   この「リーダーシップを発揮する」は，“Aさん”

がリーダーシップを必ずしも自分で発揮する必要

はなく，患者さんが自ら，自分に対してリーダー

シップを発揮してもらってもよいということです。

  どういうことでしょうか？

   もう少し詳しく説明しましょう。

リーダーたれ

22．  まずほめる。

23．  遠まわしに注意を与える。

24．  相手に注意をするときは，まず自分の失
敗談を話す。

25．   命令をせず，意見を求める。

26．  顔を立てる。

27．  ほんのわずかな改善でも，すべて，惜
しみなく，心からほめる。

28．  相手によい評価を与え，それにこたえようと
いう気持ちを起こさせる。

29．  激励する。欠点も簡単に直せると思わ
せる。

30．  喜んで協力させる。

リーダー
シップを
発揮する

原則 22～30

協力を得る
原則 10～21

人間関係を強化する
原則 1～9

ビジョン
達成！

リーダーシップを発揮する
「リーダーシップを発揮する」は人間関係の原則
のピラミッド（図）の一番上にあり，ビジョン達成の
ための最終段階となります。図を見てわかる通り，
原則はあくまでビジョンを達成するためのツールで，
会話術や対人スキルとは違いますので，コンプライ
アンスを上げるなど，他者に自発的な行動を促した
い場合，原則は「リーダーシップを発揮する」を使
用することになります。この場合，今までと同様，
相手との関係は，ピラミッドの1段目から順番に2段
目，3段目を上がっていくことが求められます。
前回（2017年2月号）でも解説しましたが，「リー

ダーシップを発揮する」は，必ずしも自分で発揮す
る必要はなく，第2段目の「協力を得る」で，相手に 図　人間関係の原則のピラミッド元図
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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。

ワルファリンの治療効果に“人種差”が関係？1
ケース

● 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？  ワーファリン錠（ワルファリン）が4.5mg/日で処方されていたが，治療効果が不十分で血栓な

どのリスクが高い危険な状態のまま，数カ月間にわたって服用が継続されていた。

▼処方内容 60歳代の男性（アフリカ系アメリカ人）。病院の内科。処方オーダリング。

Rp.1  （処方変更前）

ワーファリン錠 1mg 4.5錠

 1日1回　朝食後　14日分

ラシックス錠 20mg 0.5錠

 1日1回　朝食後　14日分

アルダクトン A錠25mg 2錠

 1日1回　朝食後　14日分

ハーフジゴキシン KY錠 0.125mg 2錠

 1日1回　朝食後　14日分

レニベース錠 5mg  1錠　

 1日1回　朝食後　14日分

アーチスト錠 2.5mg  4錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

Rp.2  （処方変更後）

イグザレルト錠 15mg 1錠

 1日1回　朝食後　14日分

ラシックス錠 20mg 0.5錠

 1日1回　朝食後　14日分

アルダクトン A 錠 25mg 2錠

 1日1回　朝食後　14日分

ハーフジゴキシンKY錠 0.125mg 2錠

 1日1回　朝食後　14日分

レニベース錠 5mg  1錠

 1日1回　朝食後　14日分

アーチスト錠 2.5mg  4錠

 1日2回　朝夕食後　14日分

複数科の一包化には要注意！　
受診日の変更で重複投与に！

東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座　澤田 康文

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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女性にコルヒチンが処方……
連日服用！？

処方せん（内分泌科）

【わかっていること】
・新患，26歳女性。歩行は足をかばう素振りがなく，痛風発作ではなさそう。
・コルヒチンが頓服ではなく連日で処方されていることも痛風発作ではないことを示唆している。

26歳女性
Rp.1 コルヒチン錠0.5mg 1回2錠（1日1回）
 　朝食後 14日分
Rp.2 ウルソ錠（ウルソデオキシコール酸）100mg 1回1錠（1日3回）
 　毎食後 14日分
 ミヤBM錠（酪酸菌製剤） 1回2錠（1日3回）
 　毎食後 14日分
Rp.3 ネキシウムカプセル（エソメプラゾール）10mg 1回1カプセル（1日1回）
 　夕食後 14日分
Rp.4 ロゼレム錠（ラメルテオン）8mg 1回1錠（1日1回）
 　就寝前 14日分

コルヒチンが痛風発作以外に処方されている
ようですが，病名は何と診断されているので
しょうか？

宇高 伸宜株式会社サンクール あしたば薬局北大前店 岸田 直樹
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

「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！

 

かか
りつけ薬剤師のための

処 論方推

処方から
何を読み

解き

どう活かす？
？
？

？
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 ▶家族性地中海熱とは？
地中海沿岸の人々や中近東に遺伝的起源をもつ人（ユ
ダヤ人，トルコ人，アルメニア人）が発症することの多い
疾患で，2009年には日本でも約300人の患者がいると推
定されています1）。

1 症状
周期的に繰り返す発熱，腹膜炎，胸膜炎，関節痛など

が主症状です。
（1）発熱
CRPの上昇を伴う周期的な発熱が最も多くみられる症

状です。38℃を超える発熱が急に起こりますが，発熱時
間が12～72時間と比較的短く，自然に軽快するのが典
型的なパターンです。発熱がないときにはCRPは正常化
します。発熱発作の頻度は個人差がありますが，ストレ
ス，手術などによる侵襲，女性では生理などが発作の誘
因となります。
（2）腹膜炎
突然始まる腹痛で，腹部全体または部分的に痛みが出
ます。一般的には片側性の痛みが多く，適切に診断され
ず急性腹症＊1と診断され，開腹手術が検討される場合も
あります。

病名は「家族性地中海熱」
発熱・腹痛・胸痛・関節痛を繰り返すのが特徴

答え

解 説

（3）胸膜炎
胸部から背中に刺すような痛みや，呼吸時の違和感，
咳嗽などを訴えることがあります。
（4）関節痛
下肢の関節（足首，膝，股関節など）に症状が現れやす
く，主な症状は腫れ，痛み，熱感です。関節内に水が溜
まることもあります。

2 治療
治療の中心はコルヒチンの内服で，約9割の患者で症
状の改善がみられます。2016年9月にコルヒチンは「家
族性地中海熱」に対して，効能・効果の追加承認が得ら
れました。成人には1日0.5mgを分1～2で投与し，1日
最高1.5mgまでと用量設定されています。

3 合併症と予後
家族性地中海熱の予後に影響する最も重篤な合併症は
アミロイドーシス＊2です。コルヒチンが導入される以前
は，40歳以上の家族性地中海熱患者においてアミロイ
ドーシスの合併は60％に達すると報告されていました3）。
現在日本では約4％の患者に合併が確認されています。
アミロイドーシスは，症状が出現してから治療開始ま
での期間が長い場合に起こることがあり，重症度が低い
症例でも治療介入が遅れると合併のリスクが上がります。

＊1　 急性腹症：急な腹痛で発症し，場合によっては緊急手術が必要となる急病の総称。最も多いのは非特異的腹痛（特に異常のない腹痛）
で外来での点滴や内服で改善しますが，急性虫垂炎のような入院や手術が必要な重篤疾患や，生命に関わる血管・胃腸の破裂や閉塞も
あります 2）。

＊2　 アミロイドーシス：アミロイドと呼ばれる線維状の異常蛋白質が全身のさまざまな臓器に沈着し，機能障害を起こす病気の総称です。
症状は沈着する臓器や組織によって異なります。心障害（心不全や不整脈），腎障害（ネフローゼ症候群や腎不全），胃腸障害，末梢神
経や自律神経の障害（手足の痺れ，麻痺，立ちくらみ，排尿の異常，便秘，下痢），アルツハイマー病や，脳血管に沈着することによる
脳出血などさまざまな症状が現れます。個人差はありますが，基本的には進行性で，治療しなければ予後不良です。

女性にコルヒチンが処方……連日服用！？


