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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！

 16 回第

心療内科と他科で
スルピリドの処方が重複

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　田中 尚美，堀 美智子

処方内容

処方せん①

［心療内科］
1） ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 1錠 
レンドルミンD錠0.25mg 1錠

 1日1回　寝る前　28日分
2） ドグマチール錠50mg  1錠 
 1日1回　朝食後　28日分

処方せん②（他薬局で調剤。お薬手帳に記載されていたもの）

［循環器科］
1） プラバスタチンNa錠5mg  1錠 
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 1錠

 1日1回　朝食後　42日分
2） ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg 3C 
スルピリド錠50mg   3錠

 1日3回　毎食後　42日分

  74歳，女性。

  処方せん①  睡眠が浅くなり，寝つきも悪いために受診し，睡眠薬を服用開始。胃の調子が悪
くなり，食欲が落ちて痩せてきたことからドグマチールが追加，継続服用中。

  処方せん②  循環器科で以前より1）が処方されているが，最近不整脈が起きるため，2）が新た
に処方されたとのこと。

患者背景

薬局店頭での会話

薬剤師：お薬は前回と変わりありませんね。体調はいかがですか？　循環器科の薬は増えたようですが…。
患　者： 今は寝つきも悪くないし，食事もとれるようになってきて調子はいいです。ただ，不整脈が時々あるので，循

環器科の薬が増えました。
薬剤師： 循環器科から出たスルピリド錠は，心療内科でもらっているドグマチール錠と同じ成分のお薬です。先生にお

薬手帳は見せてありますか？
患　者：循環器科の先生には見せたけど，心療内科には見せていませんね。
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り，特にスルピリドの過量投与時に注意が必要となる。
黒質線条体においてD2受容体を65％以上遮断すると抗
精神病作用が現れ，78％以上遮断するとEPSが出現する
ことが示されている。EPSはパーキンソン症候群，アカ
シジア，ジストニア，遅発性ジスキネジアに分類される。
①パーキンソン症候群
　筋固縮，寡動，構音障害，嚥下障害，姿勢調節障害，
振戦などがみられる。薬剤性パーキンソニズムの場合，特
発性パーキンソニズムと症状は似ているが，振戦は両側性
が一般的で，静止時振戦がみられないことがあるなどの違
いがある。中年以降に発症しやすく，脳器質疾患の存在や
加齢など個人の脆弱性も発症に影響するとされる。
②アカシジア
　静坐不能（じっとして座っていられない）を示し，下肢の
異常感覚（ムズムズ感やソワソワ感）や，歩き回る，足踏み
するなどの運動亢進症状がみられる。強い不安・焦燥感を
伴い，希死念慮や攻撃的行動の誘因となることもある。
③ジストニア
　不随意的で継続的な筋収縮による異常姿勢や筋硬直で
ある。
　急性ジストニアは，抗精神病薬投与後3日以内に生じ，
若年男性に多い。眼球上転，頸部・躯幹の捻転がみられ，
まれではあるが咽頭ジストニアで呼吸困難が生じ命に関
わる場合もある。また，疼痛や行動上の障害を伴うため，
服薬拒否の要因となることもある。一方，遅発性ジスト
ニアは，抗精神病薬服用の数カ月後に発症し，姿勢保持
や意思に基づく円滑な動作ができなくなり，歩行を含め
た日常生活動作に困難を来す。
④ジスキネジア
　抗精神病薬の長期投与後にみられる遅発性のケースが
ほとんどで，頸部・顔面・口周囲の多様な不随意運動（口
すぼめ，舌の動き，口唇の動き）や，上下肢の不規則な
動きなどが出現する。一度発症すると不可逆的な場合が
ある。

1．処方変更の検討

　スルピリドは胃・十二指腸潰瘍にも適応を有するため，

薬剤師の行動は？

重複による過量投与のリスクは？

●スルピリドの適応
　スルピリドはベンズアミド系の薬剤で，選択的ドパミ
ンD2，D3受容体遮断作用を有する。1日150mgで胃・十
二指腸潰瘍に，1日150～300mg（600mgまで増量可）で
うつ病・うつ状態に，1日300～600mg（1,200mgまで増
量可）で統合失調症に用いられる。
　胃・十二指腸潰瘍に対しては，視床下部交感神経中枢
に作用し，交感神経の興奮により起こる血管攣縮を抑制
して，胃粘膜血流の停滞を改善する。また，潰瘍の防御
因子である胃粘膜成分を増加させ，抗潰瘍作用を示す。
　胃のD2受容体はコリン作動性神経に存在しアセチルコ
リンの遊離を抑制していることから，スルピリドはD2受
容体遮断作用により，ドパミンによるアセチルコリンの
遊離の抑制を除去して胃排出促進作用を示す。また，化
学受容器引き金帯のD2受容体を遮断することから制吐作
用を有する。
　抗うつ作用の機序は明らかではないが，低用量のスル
ピリドが側坐核における前シナプス性D2自己受容体遮断
を介してドパミン機能を増強させ，抗うつ作用を示す可
能性が考えられている。
　また，統合失調症では脳内のドパミン伝達の過剰によ
り症状が引き起こされていると考えられている（ドパミン
仮説）。高用量のスルピリドは後シナプス性D2受容体遮
断作用により，統合失調症の陽性症状（幻覚，妄想，思
考障害など）を改善する。

●スルピリド過量投与による症状
　ドパミンD2受容体遮断作用による副作用で注意したい
のが，高プロラクチン血症と錐体外路症状（extrapyramidal 
symptoms：EPS）である。プロラクチンは乳汁分泌促進
ホルモンで，漏斗下垂体ドパミン経路で調整されており，
D2受容体が刺激されることによって分泌が抑制される。
スルピリドのD2受容体遮断作用は，この抑制を解除する
ため，プロラクチンの分泌が促進され，高プロラクチン
血症につながることがある。
　錐体外路症状は，不随意運動を主とした運動障害であ

考えたいのは…このポイント！
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妊婦・授乳婦×くすりの
 ベネフィット・リスク

　「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと」，「授

乳中の婦人には治療上の有益性が危険を上回ると判断される場合にのみ

投与すること」――。添付文書の記載内容は理解しながらも，妊婦・授

乳婦の処方せんを受け付け，対応に迷った経験はありませんか。

　薬物療法を進めるうえで医療者に求められるのが，ベネフィットとリ

スクの評価。しかし，妊婦・授乳婦の薬剤使用では，本人だけでなく

胎児・乳児のベネフィット・リスクも念頭に置かなくてはならず，ま

た，判断の根拠となる情報が乏しいなど，さまざまな難しさがつきまと

います。本特集では，臨床現場で妊婦・授乳婦の安全・安心な薬物療

法をサポートするために必要なエッセンスを凝縮しました。

■  母児のベネフィット・リスクをどう考えるか ……18

■  胎児のリスクの基本的な考え方 ……………………22

■  乳児のリスクの基本的な考え方 ……………………30

■  妊婦・授乳婦の薬物療法で情報源を使いこなす …32

■  母児のベネフィット・リスクをどう伝えるか ……35

特 集
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母児のベネフィット・リスクを 
どう考えるか

　妊婦を対象とした臨床試験は，倫理的配慮から実施が困
難であり，医師・薬剤師が判断根拠とすべき情報は不足し
ている。そのため添付文書の「妊婦・産婦・授乳婦等への
投与」には，妊娠期の治療に関して「妊娠中の投与に関す
る安全性は確立していない」と記載されていることが多く，
個別医薬品の適正使用情報を得られないことが医師・薬剤
師の判断を困難にしている。一方，実臨床の薬物療法で
は，薬物療法の対象となる妊婦とその胎児において母児の
ベネフィット・リスクを考慮する必要がある。
　ここで大切なことは，“妊婦への薬物療法において，経
胎盤的に薬物に曝露される胎児に治療上のメリットは一
切なく，あるのは薬物の副作用リスクだけである”という
誤解を見直すことである。
　妊娠期の母体高血糖，高血圧，甲状腺機能異常，てん
かん発作などの病態は，そのコントロールが不良である
と胎児が健康に発育する子宮環境として最適といえず，
胎児の発育にとってリスクとなる可能性を有しているこ
とを理解する必要がある。
　すなわち，母体の健康を良い状態に維持管理するため
の薬物療法は，母体だけでなく胎児にとっても良好な発
育（子宮）環境を維持する効果を有する場合があることに
留意する必要がある。したがって，妊婦に対する薬物療
法のベネフィット・リスクは，母体治療と胎児発育環境
のベネフィットと，胎児への薬物有害反応のリスクを天
秤にかけて比較考慮することになる（図1）。

　医療用医薬品添付文書の妊婦・産婦・授乳婦の項に
は，授乳期の治療に関して「授乳中の婦人に投与するこ

授乳婦の薬物療法で考慮すべき
リスクとベネフィット

　一般的な薬物療法では，薬効によって得られるベネ
フィットと副作用発生時のリスクを比較考慮したうえで
薬物療法が進められる。妊婦・授乳婦に対する薬物療法
では，治療を受ける本人のベネフィット・リスクに加え，
薬物に曝露される胎児・乳児のベネフィット・リスクを
考慮する必要がある。
　胎児・乳児は発生・発達過程の初期にあり，仮に薬物
による有害作用が発現した場合には，その生涯にわたる
影響が考えられることから，母体への薬物療法について
は慎重な判断が求められている。
　サリドマイド薬禍により医療関係者はもとより一般国
民の間にも，妊娠期の服薬が胎児に先天性形態異常（いわ
ゆる奇形）を惹起する恐れがあるとの認識が浸透している。
このため，妊娠に気付かずに服薬し，後に妊娠初期に服
薬したことに気付いた場合，妊婦は大きな不安を抱くこと
が多い。また，わが国では女性の初産年齢が高くなる傾
向があるため，何らかの疾患を治療するために薬物を服用
している女性が妊娠を希望することも少なくない。
　本稿では，第一線の医学・薬学専門家は母児のベネ
フィット・リスクをどのように考えているのか，現時点
のコンセンサスを紹介する。

　医療用医薬品添付文書で，妊婦・産婦・授乳婦に関す
る記載は「使用上の注意」のなかに位置づけられるため，
薬剤を処方・調剤する際の注意点に焦点をあてた内容と
なっている。

はじめに

妊婦の薬物療法で考慮すべき
リスクとベネフィット

妊婦・授乳婦×くすりのベネフィット・リスク特集

虎の門病院薬剤部　林 昌洋
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胎児のリスクの基本的な考え方

法における胎児リスクの基本的な考え方を解説する。

1 妊娠週数の数え方
　妊娠週数は，最終月経開始日を0週0日として「満日
数」で表現する。月経開始日の翌日を0週1日，翌々日を
0週2日とし，0週7日が1週0日となる。最終月経開始日
に280日を加えた日（妊娠40週0日）が分娩予定日となる。
　“妊娠○カ月”という言葉は「満」ではなく「数え」で表
したもので，例えば“妊娠2カ月”は妊娠4週0日～7週
6日を指す。一方，発生学の分野では，受精後から週数
を数える「胎齢」という数え方もあるため，注意が必要で
ある。
　ほかには，妊娠全体を妊娠初期（1st trimester），妊娠
中期（2nd trimester），妊娠後期（3rd trimester）と3分
割する呼び方もある（図1）。

妊娠の基礎知識　妊娠に気付かずに服薬する場合や，もともと治療中の
疾患があり妊娠前から継続して服薬が必要な場合，さら
には，妊娠中のさまざまな合併症や感冒などのトラブル
により服薬が必要となる場合など，妊娠中に服薬する機
会は少なくない。しかし，妊娠中の薬物療法では，服用
する本人のリスク評価に加えて胎児のリスク評価が必要
になる。
　この胎児リスクを評価するうえで考えなくてはいけない
二大要素が，「時期の危険度」と「薬物の危険度」である。
「時期の危険度」を考察するには「妊娠週数の数え方」の知
識が必要であり，｢薬物の危険度｣を考察するには「妊娠
期のベースラインリスク」などの妊娠の基礎知識が必要で
ある。これらをもとに｢妊娠時期と薬物の影響｣，「薬物の
催奇形性・胎児毒性」について評価する必要がある。
　本稿ではこれらの基礎知識を紹介し，妊娠中の薬物療

はじめに

妊娠月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

妊娠週数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12～15 16～19 20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43

呼　称 胎芽 embryo 胎児 fetus

薬物の
影響

all or noneの
法則

催奇形性が問題 胎児毒性が問題

説　明

薬剤の影響が
残らない時期

妊娠2カ月が最も問題になる。
3～4カ月では性分化への影響などが
ある。矢印は矢の方向に行くほど問
題が起こりやすい。

胎児の臓器障害，羊水量の減少，陣痛の抑制や促進，新生児期への薬物の残留が問題になる。
胎児への影響は，一般に分娩間近の方（矢印の方向）が大きい。

第1三半期　妊娠初期（～13週） 第2三半期　妊娠中期（14～27週） 第3三半期　妊娠後期（28週～）

 （林昌洋，他 編：実践 妊娠と薬 第2版，じほう，2010を改変）

図1   妊娠時期と薬剤の影響

最終月経開始日 体外生活可能 分娩予定日妊娠診断可能になる
受精・排卵

妊婦・授乳婦×くすりのベネフィット・リスク特集

虎の門病院薬剤部　山根 律子
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2 妊娠の成立と週数
　月経周期が28日の場合を例にすると，妊娠2週0日で
排卵が起こり受精すると考えられている。受精卵はその
後，細胞分裂（卵割）を繰り返し胚盤胞となり，受精から
5日前後には子宮内腔に達し，10日前後には着床が完了
するとされている。その後，妊娠4週（妊娠28日目）から，

胎児の体のさまざまな器官を形成する器官形成期に入る
（図2，3）。

3 流産，早産，正期産，過期産 1）

　流産とは妊娠21週6日までの妊娠の中断のことであり，
早産とは妊娠22週0日～36週6日までの分娩（妊娠中絶）

妊娠1カ月 妊娠2カ月

妊娠0週 妊娠1週 妊娠2週 妊娠3週 妊娠4週 妊娠5週

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

最終月経開始日 次回・月経予定日

排卵（妊娠2週0日）

胎齢

受精

all or noneの時期 器官形成期（妊娠4週0日～）

月

週

日

図2   妊娠の成立から器官形成期まで

図3   排卵・受精から着床まで

卵巣排卵

受精

前核期

卵管
1 日

3日

4～5日

5～6日

桑実胚

胚盤胞

子宮

8 細胞期2細胞期

 （林昌洋，他 編：実践 妊娠と薬 第2版，じほう，2010）
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乳児のリスクの基本的な考え方

を予防する。
（2）出産後の体重の減少
　母乳育児により，出産後の体重が早く元に戻る。
（3）乳がん，卵巣がん，子宮体がんのリスク低下
　母乳育児によって，乳がん，卵巣がん，子宮体がんに
罹患するリスクが低下すると報告されている。
（4）将来の骨粗鬆症リスクの低下
　分娩後の骨再器質化の改善により，閉経後の骨粗鬆症
リスクが低下すると報告されている。

3 母児双方のベネフィット
（1）母子愛着形成への関与
　授乳行為による母児の直接的なスキンシップにより，
児への愛着形成を育み，育児に良い影響をもたらす。
（2）母子の生物学的リズムの共有
　睡眠や覚醒といった生活リズムを共有することは，自
然の本能によって導き出された仕組みであると考えられ
ている。

1 薬剤の母乳移行性に関わる因子
（1）分子量
　分子量の小さい薬剤ほど母乳に移行しやすく，大きい
薬剤ほど母乳に移行しにくい。
（2）蛋白結合率
　アルブミンなどの血漿蛋白と結合した薬剤（結合型）は
乳腺上皮細胞の細胞膜を通過できないため，蛋白結合率
の高い薬剤は母乳への移行が少ない。
（3）脂溶性
　脂溶性の薬剤は，脂質で構成されている細胞膜を通過
しやすいため，母乳へ移行しやすい。

臨床現場で活用できる因子

　母乳は，さまざまな利点から乳児に対する理想的な栄
養源であることが広く知られている。一方，母乳育児中
に服薬が必要な場合，その薬物が乳児に与える影響を心
配する母親は少なくない。「母乳をあげたいけれど，薬の
影響が心配」といったジレンマを抱える母親をサポートす
ることが薬剤師には求められる。本稿では，母体の薬物
治療のベネフィット・リスク評価に活用される因子を解
説する。

1 乳児側のベネフィット
（1）感染防御効果
　母乳中（特に初乳）には，分泌型免疫グロブリンA（IgA）
が多く含まれており，母乳育児による乳児の感染症罹患
率低下を示した報告も多い。
（2）免疫系への作用
　母乳中には，β-トランスフォーミング成長因子（TGF-β）
などの抗アレルギー物質が多く含まれており，これらの
働きにより児のアレルギー疾患の発症率が低下すると考
えられている。
（3）神経発達への影響
　母乳中に含まれるドコサヘキサエン酸（DHA）などの多
価不飽和脂肪酸が神経系の発達に関与し，児の知能や認
知機能に良い影響を与えると考えられている。

2 母体側のベネフィット
（1）子宮復古の促進
　乳児が乳頭を吸う刺激により母体にオキシトシンが分
泌され，分娩後の子宮収縮を促進し，出血を減らし貧血

はじめに

母乳育児によるベネフィット
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妊婦・授乳婦×くすりのベネフィット・リスク特集

聖路加国際病院薬剤部　刈込 博
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（4）イオン化
　イオン型薬剤は細胞膜を通過できず，非イオン型の薬
剤のみが細胞膜を通過する。母体血漿のpHは約7.4で，
母乳（成乳）のpHは約6.8であるため，母体血漿中で非イ
オン型の割合が高くなる弱塩基性薬剤ほど母乳へ移行し
やすい。
（5）半減期（T1/2）
　半減期の長い薬剤は，母乳中にも長時間移行する。一
般に，乳児への薬剤の影響を少なくするためには，①母
体に授乳直後に投薬する，あるいは②乳児がまとまって
眠る直前に投薬する，という方法があるが，半減期の長
い薬剤を定期的に服用して薬物濃度が定常状態に達して
いる場合は，この考え方は当てはまらない。
　一般的に，半減期の約5倍の時間が経過すれば薬物濃
度は1/32程度になり，乳児への影響はないと考えられる。

2 ベネフィット・リスク評価に関わる因子
（1）M/P比（milk/plasma ratio）
　薬剤の母乳中濃度/母体血漿中濃度の比で，この値が
大きい薬剤ほど母乳へ移行しやすい。ただし，もともと
の母体血漿中濃度が低ければ，M/P比が高くても実際の
薬剤の絶対的な母乳移行量は少ないため，臨床上問題は
少ないと考えられる。
（2）RID（relative infant dose）
　乳児の薬剤摂取量（体重あたり）が母体への薬剤投与量
（体重あたり）の何％に相当するかを示したもので，通常
10％以下であれば安全とされている。

RID（％）＝
乳児摂取量(mg/kg/day)

×100
母体摂取量(mg/kg/day)

（3）EI（exposure index）
　薬剤の乳汁移行率に乳児の代謝・排泄を併せて考慮し

た指標で，通常10％以下であれば安全とされている。EI
を参考にすると，M/P比が高くても乳児のクリアランス
が良ければ乳児にあまり影響はないが，M/P比が低くて
も乳児のクリアランスが悪ければ乳児への影響が懸念さ
れる1）。

EI（％）＝
母乳摂取量（mL/kg/min）×M/P比

×100
乳児のクリアランス（mL/kg/min）

　母乳中には，さまざまな有益な物質が含まれ，乳児に
多くのベネフィットをもたらしている。一方で，わが国
の医薬品添付文書には，薬剤がわずかでも母乳中に移行
すれば，授乳を中止するか，あるいは授乳中の薬剤使用
を中止させるように記載されている。
　また，授乳婦が服薬を必要とする場合は，妊娠中には
ない“人工栄養”という代替措置が存在し，このことも安
易な服薬中の母乳回避の理由の一つになっていると考え
られる。
　このような現状を踏まえ，われわれ薬剤師は，本稿で
紹介した母乳育児のメリットを最大限に活かすために，
薬剤師の職能を発揮して，授乳婦が自身の健康維持に必
要な薬物療法を受けながら，乳児にとって最良の栄養源
である母乳の恩恵を享受できるサポートを行うことが大
切であると考える。

参考文献
 1） Ito S, et al.：A novel index for expressing exposure of the 
infant to drugs in breast milk. Br J Clin Pharmacol, 38（2）：
99-102, 1994

おわりに
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母児のベネフィット・リスクをどう伝えるか
─リスクコミュニケーションの留意点―

必要な妊婦では，母性としての児への責任感あるいは薬
が胎児に及ぼす影響への不安感から，医師・薬剤師に無
断で服薬を中断あるいは減薬して，疾患コントロールが
不良となる事例が少なくない。妊娠母体の疾患コント
ロールが不良になると，子宮内の胎児にとって不利益な
発育環境になることもある。妊娠前から，妊娠を前提と
した最適な薬物選択と用量調節を行うとともに，科学的
根拠に基づき妊婦服薬カウンセリングを提供する必要が
ある。
　本稿では，母児のベネフィット・リスクを伝える際に
必要となるリスクコミュニケーションスキルを中心に，
妊婦・授乳婦服薬カウンセリングについて解説する。

　妊婦・授乳婦を対象としたリスクコミュニケーション
は，一般的な服薬指導と異なり，①服薬カウンセリング
の意味合いがあること，②インフォームド・ディシジョ
ン・メイキングが原則となること─を理解する必要が
ある。
　妊婦・授乳婦服薬カウンセリングに必要な知識，技術
と臨床経験を有する薬剤師を養成し認定している組織と
して一般社団法人日本病院薬剤師会がある。
　この認定薬剤師・専門薬剤師制度の概要1）によると，
妊婦・授乳婦服薬カウンセリングは「妊娠中，授乳中に
使用する薬剤について，問題や不安を抱えている妊婦や
妊娠希望の患者と，そのパートナーや家族に対して，正
確な薬学的，医学的情報を伝えて，理解して自ら決定し
適応していく過程を支援すること」と定義されている。
　また，妊婦・授乳婦服薬カウンセリングは，一般的な
服薬指導と異なり，インフォームド・ディシジョン・メ
イキングが原則となる。インフォームド・ディシジョ

妊婦・授乳婦服薬カウンセリングの原則

　サリドマイド薬禍により医療関係者はもとより一般国
民の認識としても妊娠期の服薬が胎児に先天性形態異常
（奇形）を引き起こす恐れがあるとの認識が浸透している。
このため，妊娠と気付かずに服薬し，後に妊娠初期に服
薬した事実を理解した女性は，大きな不安を抱くことが
多い。また，わが国では女性の初産年齢が高くなる傾向
があり，何らかの疾患を治療するために薬物を服用して
いる女性が妊娠を希望して，主治医やかかりつけ薬剤師
に胎児への影響を相談することも少なくない。
　妊娠と気付かずに服薬した妊婦の不安に適切に応え得
る服薬カウンセリングが提供されない場合，妊婦あるい
は当該カップルが不安の大きさから，胎児の命の中断を
選択する恐れもある。不必要な命の中断を防止する観点
からも，母体の健康な妊娠を支援する観点からも，科学
的根拠に基づき専門的なリスクコミュニケーションスキ
ルに裏打ちされた妊婦服薬カウンセリングの提供が求め
られている。
　一方，妊娠期に何らかの合併症を治療中で薬物療法が

はじめに

「奇形」と「先天性形態異常」

　何らかの原因によって児に先天性の形態異常が認
められる場合に，一般に「奇形」という用語が用いら
れてきた。しかし，「奇形」という用語が，奇なる形
という漢字で構成されていることから，より慎重な
配慮として，一般国民とのコミュニケーションでは
用いない方がよいとの考え方が広がっている。医
学・薬学専門家間でコミュニケーションをとる際に
は，「催奇形性」，「奇形」などの単語を用いることは
特に問題とならない。

虎の門病院薬剤部　林 昌洋

特集 妊婦・授乳婦×くすりのベネフィット・リスク
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がっているのです。
―― 性ホルモンの特性が違えば，健康管理の仕方も変わっ

てくるわけですよね。
対馬　それに加えて，社会的状況の違いもありますよね。
今は男性も女性も一緒に頑張って働けと言われますが，
女性は妊娠・出産だけでなく育児も家事も担っている。
それから介護も担わなくてはいけない。また，いろいろ
な組織の雑事はほとんど女性が担っているなかで，非常
に大きな負担を感じるようになってきています。
　その点が全く考慮されずに，健康管理では男と同じこ
とを目指せというのは，ちょっとおかしい。女性が個人
の事情だと思って悩んでいることが，実は女性全体の共
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―― 本日は，女性の健康管理について教えていただきたい
と思います。まず初めに，女性の健康を考えるうえで考え
なくてはいけないポイントを教えていただけますか。
対馬　まず皆さんに知っていただきたいのは，健康管理
や健康作りについては男も女も同じように「運動しましょ
う」とか「栄養バランスに気をつけましょう」といわれま
すが，健康の特性には男性と女性で違う面があるという
ことです。
　男女の発育・発達は思春期までは，ほぼ差がありませ
んが，その後は体格も大きく変わってくるし，女性には
女性特有の健康問題が生じてくるし，男性と違う面があ
るわけです。特に，女性ホルモンと男性ホルモンは特性
が大きく違うので，男も女も同じことに気をつけていれ
ばよいわけではないという点は，一番強調したいところ
です。
　具体的には，月経周期ができてくると女性ホルモンは
月単位での変動があります。それから思春期には男性も
女性も性ホルモンが出てきて，それぞれ男性型の身体と
女性型の身体になっていきます。更年期も男性と女性で
かなり違いますよね。その理由は，男性ホルモンがそん
なに急激には下がらないのに対して，女性ホルモンは卵
巣寿命があって，50歳前後で急激に下がってしまうから
です。
　女性ホルモンは，妊娠・出産を可能にするという役割
があって，赤ちゃんと母親の健康を守るために，死亡率
を下げたり疾病の発現を抑えたりしているわけです。そ
の女性ホルモンが落ちてしまうと，女性は骨や脳，関節，
筋肉などに大きなトラブルが生じてくる。ですから，女
性ホルモンの特性による疾病の違いや体調変動の違い，
あるいはメンタル面の違いが，とても大きな性差につな

性差を踏まえた健康管理を

女性の健康

対馬 ルリ子
医療法人社団ウィミンズ・
ウェルネス理事長
対馬ルリ子女性ライフクリ
ニック銀座 院長
NPO法人女性医療ネット
ワーク 代表

1984年　弘前大学医学部卒業
1986年　東京大学医学部産科婦人科教室入局
1998年　都立墨東病院総合周産期センター産婦人科医長
2001年　女性のための生涯医療センターViVi所長
2002年　 ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニック 

（現 女性ライフクリニック銀座）開院
2003年　NPO法人 女性医療ネットワーク 設立
2012年　女性ライフクリニック新宿開院
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●分子量：304ダルトン
● 剤形：内服（小児適用なし）
● 分配係数（pH7付近，1-オクタノール/水）：0.82［水溶性］
●酸性・塩基性：弱酸性（pKa 4.2）

● 蛋白結合率：［未変化体］97.0%　［trans-OH体］92.8%
●代謝物活性：あり（プロドラッグ：活性体はtrans-OH体）
●半減期：1.2時間（trans-OH体1.3時間）
● 乳児相対摂取量：8.3%（理論計算値のM/P比を用いた参考値）

　Aさん（28歳）が整形外科の処方せんをもって来局した。処方内容は以下の通り。

　ロキソプロフェンNa錠60mg　1回1錠　1日3回 毎食後　5日分

　一通り説明して薬をお渡ししたが，まだ何か不安そうである。そこで，もう少し話を聞いてみると，5カ月に
なるお子さんがいらっしゃるとのこと。

A さんの訴え

　子どもが重くなってきて手首が痛くて，整形外科に行きました。腱鞘炎だそうで，薬を1日3回飲むよ
うに言われました。実は，その子のお兄ちゃんのときにも同じようなことがあって，そのときは内科に
行ったんですが，授乳を中止するように言われたんです。同じ薬をもらったと思うんですが…。
　子どもは5カ月で6kgです。離乳食はまだ始めていなくて，1日6回授乳しています。今の状態ではき
ついので，できたら痛いときに服用しようかと思っているんですが…。いざ薬を飲むと思うと，授乳して
もよいか，とても不安になってきました。やっぱり私，おっぱいをあげたいです。痛いのは我慢します！

今回のケース

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安

注目するポイントはここ！
　授乳の不安に応える場合に注目するポイントは2つ。①授乳の必要性と薬の必要性，②薬物の母乳移行性である。

■1 授乳の必要性と薬の必要性

　5カ月の乳児で，現在まで母乳で育児をしている。母親は腱鞘炎で，育児にも支障が出ている。

■2 薬物の母乳移行性

　ロキソプロフェンの移行性を考えるための情報は以下の通り。

解熱鎮痛薬・授乳婦

新連載

「痛いけど我慢します！ 
おっぱいあげたいので！」

第1回

愛知県薬剤師会 妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班
名城大学薬学部医薬情報センター　大津 史子
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●分子量：304ダルトン
●剤形：内服（小児適用なし）
●分配係数（pH7付近，1-オクタノール/水）：0.82［水溶性］
●酸性・塩基性：弱酸性（pKa 4.2）

● 蛋白結合率：［未変化体］97.0%　［trans-OH体］92.8%
●代謝物活性：あり（プロドラッグ：活性体はtrans-OH体）
●半減期：1.2時間（trans-OH体1.3時間）
● 乳児相対摂取量：8.3%（理論計算値のM/P比を用いた参考値）

Aさん（28歳）が整形外科の処方せんをもって来局した。処方内容は以下の通り。

ロキソプロフェンNa錠60mg　1回1錠　1日3回 毎食後　5日分

一通り説明して薬をお渡ししたが，まだ何か不安そうである。そこで，もう少し話を聞いてみると，5カ月に
なるお子さんがいらっしゃるとのこと。

A さんの訴え

　子どもが重くなってきて手首が痛くて，整形外科に行きました。腱鞘炎だそうで，薬を1日3回飲むよ
うに言われました。実は，その子のお兄ちゃんのときにも同じようなことがあって，そのときは内科に
行ったんですが，授乳を中止するように言われたんです。同じ薬をもらったと思うんですが…。
　子どもは5カ月で6kgです。離乳食はまだ始めていなくて，1日6回授乳しています。今の状態ではき
ついので，できたら痛いときに服用しようかと思っているんですが…。いざ薬を飲むと思うと，授乳して
もよいか，とても不安になってきました。やっぱり私，おっぱいをあげたいです。痛いのは我慢します！

今回のケース

解決！ 疑問 不安

注目するポイントはここ！
　授乳の不安に応える場合に注目するポイントは2つ。①授乳の必要性と薬の必要性，②薬物の母乳移行性である。

■1■■ 授乳の必要性と薬の必要性

　5カ月の乳児で，現在まで母乳で育児をしている。母親は腱鞘炎で，育児にも支障が出ている。

■2 薬物の母乳移行性■■

　ロキソプロフェンの移行性を考えるための情報は以下の通り。

新連載
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こんばんは。今日は，どうなさいましたか？

実は3日前から，のどが痛いんですよ。

のどが痛いんですね。唾を飲み込むときは痛いですか？

 はい，のどの痛みがすごくて，唾を飲むのも痛いです。何とか飲み込めはしますが…。

そうですか。ほかの症状は何かありますか？

のどが痛くなる前の夜は寒気もあって，そのころから熱も出てきた感じです。

熱は測りましたか？

昼に測ったら38.9℃ありました。

結構高いですね。鼻水や咳は出ていますか？

鼻水や咳は今のところ出ていないですね。

そうですか。何か持病はありますか？

特にありません。

そうですか。わかりました。

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

来局者

薬剤師

薬局での会話

本当に風邪??　確認すべきポイントは3つ
細菌性かウイルス性かを意識する

上気道症状を確認する

安心できる典型的な風邪を理解する

風　邪
筑波大学地域医療教育学　前野 哲博（医師） 監 修

筑波大学地域医療教育学，ウエルシア薬局（株）　松下 綾（薬剤師） 執 筆

薬剤師 来局者
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確認ずみ

•副作用，アレルギー歴なし。

•内服は嫌がることなくできている。

•医師より，肝機能と腎機能は問題ないと言われている。

•退院前もケフラールを内服していた。

ケフラールは添付文書で

“20～40mg/kg/日　分3”。

投与量が少ないけれど，大丈夫？

薬剤師は思った…

Rp. 

ケフラール細粒小児用100mg　90mg（原薬量）
（セファクロル）

1日1回　寝る前　14日分

済生会横浜市南部病院小児科　土田 哲也
同　　　　 薬剤部　山﨑 彩華

セファクロルの投与量が
少ないけれど…

Case

2

小児科医の処方意図知って納得!

　薬局でこんな処方せんを受け付けました。10カ月の男児（9kg）が，

高熱が出て尿路感染症と診断され2週間入院。退院後5日経過し，

外来受診してきたところです。

確認ずみ

•副作用，アレルギー歴なし。

•内服は嫌がることなくできている。

•医師より，肝機能と腎機能は問題ないと言われている。

•退院前もケフラールを内服していた。

ケフラールは添付文書で

“20～40mg/kg/日　分3”。

投与量が少ないけれど，大丈夫？

薬剤師は思った…

ァク 投与量がセファクロルの投与量が
少ないけれど…

Case

2

小児科医の処方意図知って納得!

　薬局でこんな処方せんを受け付けました。10カ月の男児（9kg）が，

高熱が出て尿路感染症と診断され2週間入院。退院後5日経過し，

外来受診してきたところです。
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まり，他の条文に書いてあることをどう解釈したらいい
か迷ったときは，第1条に書かれている目的に照らして
考えることになります。
　薬剤師法でも，そのなかで定められている「調剤」，「疑
義照会」，「指導」などの義務を考えるうえで，第1条が
重要となります。すなわち，ここで最終的な目的となっ
ている「国民の健康な生活の確保」は，どのような業務を
行うとしても意識しておくことが不可欠になります。
　ちなみに，この「国民の健康な生活の確保」は，医師
法でも同じく目的となっており，第1条に書かれていま
す（表2）。医師と薬剤師の最終目的は共通で，手段が異
なるということです。そして，その手段の違いが職能の
違いともいえそうです。

■薬剤師でなければ行えない業務
　また，薬剤師法は，薬剤師の独占業務として「調剤」
を規定しています（表3）。簡単にいえば，例外はあるも
のの薬剤師しか調剤を行えないということです。そのた
め薬剤師法には，薬剤師が調剤する際に行う義務（疑義
照会，情報提供および指導，調剤録の記入および保存な

薬剤師の業務を規定する法律は？

 前回のお話で，薬局と保険薬局の違いや，そ
れぞれを規制する法律の違いなどがわかって

きたんですけど，“薬剤師とはそもそも何をする職業
か”も法律で規定されているんですよね。

 もちろんです。前回説明した「保険薬局及び
保険薬剤師療養担当規則」（薬担規則）は，保

険薬局と保険薬剤師が何をするかを定めたルールです
が，薬剤師はそれだけでなく，さまざまな法令に従い
ながら業務を行っています。薬剤師には，ほかにどの
ような法令が関わっていて，どのように規制されてい
るのかをみてみることにしましょう。

■薬剤師法と医薬品医療機器等法
　薬剤師が業務を行ううえで基本となる法律といえば，
やはり薬剤師法でしょう。薬剤師法以外では，薬剤師に
とって重要な法律として医薬品医療機器等法（旧薬事法）
が挙げられることも多いのですが，目的は異なります。
　薬剤師法は，薬剤師としての職務や免許について定め
た，いわゆる資格法です。薬剤師になるための試験や，
薬剤師が行うべき業務内容などが定められています。一
方，医薬品やその取り扱いなどを定めたのが医薬品医療
機器等法です。こちらは，医薬品や医療機器など“モノ”
に着目した法律といっていいでしょう。

■何をするのかは第1条に
　通常，法律の第1条には目的など，その法律の基本と
なる内容が書かれています（表1）。その目的などに基づ
いて他の条文も解釈されるため，第1条は重要です。つ

前回のお話で，薬局と保険薬局の違いや，そ
れぞれを規制する法律の違いなどがわかって

きたんですけど，“薬剤師とはそもそも何をする職業
か”も法律で規定されているんですよね。

もちろんです。前回説明した「保険薬局及び
保険薬剤師療養担当規則」（薬担規則）は，保

険薬局と保険薬剤師が何をするかを定めたルールです
が，薬剤師はそれだけでなく，さまざまな法令に従い
ながら業務を行っています。薬剤師には，ほかにどの
ような法令が関わっていて，どのように規制されてい
るのかをみてみることにしましょう。

第一条　薬剤師は，調剤，医薬品の供給その他薬事衛生をつ
かさどることによつて，公衆衛生の向上及び増進に寄与し，
もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

 （薬剤師法より）

表1　薬剤師の任務

第一条 　医師は，医療及び保健指導を掌ることによつて公衆
衛生の向上及び増進に寄与し，もつて国民の健康な生活を
確保するものとする。

 （医師法より）

表2　医師の任務

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

薬剤師法と
医薬品医療機器等法，
プラス健康保険法

第2回
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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。

血糖値が安定しているのにアマリールが追加処方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？  糖尿病治療中の患者で血糖値が安定しているにもかかわらず，内科からアマリール0.5mg錠（グ
リメピリド）が28日分追加処方された。 

▼処方内容 60歳代の女性。

Rp.1  （8月21日，眼科，前回処方）
プレドニゾロン錠 5mg 6錠

 1日2回　朝昼食後　15日分

Rp.2  （8月21日，内科，前回処方）
パリエット錠 10mg 1錠

 1日1回　寝る前　24日分

メトグルコ錠 250mg 3錠

 1日3回　毎食後　24日分

ジャヌビア錠 50mg 1錠

 1日1回　朝食後　24日分

話ヒヤリ  ハッとホッとした

単独使用すべきシムビコートを
セレベントと併用！

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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 プリズバインド静注液2.5g〔イダルシズマブ（遺伝子組換え）〕

（729）

新薬くろ～ずあっぷ 193

2．効能・効果
　ダビガトランを服用中に生命を脅かす出血や止血困難
な出血の発現時，重大な出血が予想される緊急を要する
手術または処置の施行時に，ダビガトランの抗凝固作用
を迅速に中和する必要がある場合に使用される。

3．用法・用量
　通常，成人にはイダルシズマブ（遺伝子組換え）として
1回5g（1バイアル2.5g/50mLを2バイアル）を点滴静注
または急速静注する。ただし，点滴静注の場合は1バイ
アルにつき5～10分かけて投与する。

4．有効性
　日本人患者を含む国際共同第Ⅲ相症例集積試験（1321.3
試験）の中間集計では，ダビガトランエテキシラートメタ
ンスルホン酸塩による治療中に生命を脅かす出血または
止血困難な出血を発現した患者（出血患者群）および緊急
の手術または侵襲的処置を要した患者（緊急手術患者群）
を対象に，イダルシズマブとして5gを静脈内投与したと
きのダビガトランの抗凝固作用が検討されている。
　イダルシズマブ投与患者243例のうち，中央検査機関
で測定した希釈トロンビン時間（dTT）およびエカリン凝

 特徴

1．開発の経緯
　ダビガトランは，抗凝固作用を示す直接トロンビン阻
害薬であり，プロドラッグであるダビガトランエテキシ
ラートの活性本体で，非弁膜症性心房細動患者における
虚血性脳卒中および全身性塞栓症の発症抑制に有効であ
る。ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩（プ
ラザキサ）服用中の患者において，緊急を要する手術や重
篤な出血のためにダビガトランの抗凝固作用を速やかに
中和する薬剤が必要となる。そこで，ダビガトランに対
して高い親和性で結合し，抗凝固作用を中和することを
目的としたヒト化モノクローナル抗体フラグメント（Fab）
であるイダルシズマブ（遺伝子組換え）が開発された。
　イダルシズマブ（遺伝子組換え）は，ダビガトランに対
して特異的に結合し，ダビガトランの抗凝固作用を本剤の
投与完了直後に中和するが，ダビガトランの抗凝固作用
の中和以外に，凝固促進作用や抗凝固活性を示さず，血
液凝固・線溶系に影響を与えないことが確認されている。
　商品名のプリズバインド（PRIZBIND）は，PRazaxaと
IdaruciZumabがBIND（結合）して効果を発揮する薬剤
であることから命名された。

名城大学薬学部　後藤 伸之

プリズバインド静注液2.5g
〔イダルシズマブ（遺伝子組換え）〕

◆  ダビガトランに対して高い親和性で結合し，抗凝固作用を中和することを目的としたヒト化モ
ノクローナル抗体フラグメントである。

◆  ダビガトランの抗凝固作用の中和以外に凝固促進作用や抗凝固活性を示さず，血液凝固・線溶
系に影響を与えず特異性が高い。

◆  頻度は低いが，重大な副作用としてショック，アナフィラキシーを含む過敏症状が現れること
がある。

P o i n t
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固時間（ECT）のベースライン値がそれぞれの110％基準
値上限を超えていた患者156例および216例を対象に，dTT
またはECTを解析した。これに基づいて評価するダビガ
トランの抗凝固作用に対する投与完了後4時間以内の最
大の中和効果（主要評価項目）の中央値は，緊急手術患
者群，出血患者群ともに100％であった。
　dTTに基づく最大の中和効果が100％であった患者の
割合は，緊急手術患者群96.7％および出血患者群97.9％
であり，ECTに基づく最大の中和効果が100％であった
患者の割合は，それぞれ93.4％および96.0％であった。
dTTおよびECTは緊急手術患者群，出血患者群ともに
プリズバインド投与直後に110％基準値上限未満に低下
し，ほとんどの患者でダビガトランを迅速に中和可能で
あることが示された（表1）。
　また，1321.3試験の中間集計の日本人集団は4名と限
られた例数であるものの，日本人集団と全体集団の薬物
動態学と薬力学〔dTT，ECT，aPTT（活性化部分トロ
ンボプラスチン時間），TT（トロンビン時間）〕に大きな

違いはなかったと報告されている。
　イダルシズマブは，in vitroおよびin vivo試験におい
て，他の抗凝固薬（ダビガトランエテキシラートメタンス
ルホン酸塩以外の市販直接トロンビン阻害薬，ヘパリン
および低分子量ヘパリン，ワルファリンのようなビタミ
ンK拮抗薬，リバーロキサバンおよびアピキサバンのよ
うな経口第Xa因子阻害薬など）による抗凝固作用に対し
て影響を及ぼさず，特異性が高いと考えられている。

5．安全性
　国際共同第Ⅲ相症例集積試験（中間集計）において，
日本人4例を含む243例中，副作用が報告された症例は
13例（5.3％）で，主な副作用として頭痛，下痢，発疹な
どが報告されている。海外において，重大な副作用とし
てショック，アナフィラキシーが報告されているので，
観察を十分に行い異常が認められた場合には速やかに投
与を中止する。
　添付文書には，警告の記載はない。本剤に過敏症の既

緊急手術患者群 出血患者群 合　計

dTT

評価対象となった患者数 60（100.0） 96（100.0） 156（100.0）

投与完了後4時間以内の最大の中和効果［%］

中央値（95%信頼区間） 100（100, 100） 100（100, 100） 100（100, 100）

最大の中和効果が100%，80%以上または50%以上であった患者の割合

100% 58（96.7） 94（97.9） 152（97.4）

≧80% 59（98.3） 95（99.0） 154（98.7）

≧50% 60（100.0） 96（100.0） 156（100.0）

ECT

評価対象となった患者数 91（100.0） 125（100.0） 216（100.0）

投与完了後4時間以内の最大の中和効果［%］

中央値（95%信頼区間） 100（100, 100） 100（100, 100） 100（100, 100）

最大の中和効果が100%，80%以上または50%以上であった患者の割合

100% 85（93.4） 120（96.0） 205（94.9）

≧80% 90（98.9） 124（99.2） 214（99.1）

≧50% 90（98.9） 124（99.2） 214（99.1）

dTT：110%基準値上限＝39.1秒，ECT：110%基準値上限＝45.4秒 例数（%）
Dubiel R, et al.：日本ベーリンガーインゲルハイム社内資料　ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩で治療中の患者を対象とした国際共
同第Ⅲ相症例集積試験（1321.3試験）［承認時評価資料］
 （プリズバインド静注液2.5g製品情報概要より引用）

表1　 希釈トロンビン時間（dTT）およびエカリン凝固時間（ECT）に基づくイダルシズマブのダビガトラン
に対する抗凝固作用の評価
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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

仕事のストレスを軽減する
（権限委譲）

今月は2016年10月号で学んだストレス・マネジメン
トを掘り下げ，仕事量の多さからくる疲労とストレスを
マネジメントする「権限委譲」を解説します。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

ストレス・マネジメント
～権限委譲

キーワード今 月 の

第10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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…❶
前回は「悩みを分析する」をお教えしましたが，問題点
を分析してみましたか？

はい，やってみました。結局，解決策は
現状維持となってしまいました。

…❷
そうですか。Aさんの分析した結果を教えていただけ

ますか？
  

「悩みを分析する」
①問題点は何か 
・仕事量が多い（管理職業務と薬剤師業務）
②問題の原因は何か 
・管理職の仕事が，薬剤師業務に追加される形で増えている
・本社に行く用事が増えている 
③問題のあらゆる可能な解決策は何か 
・ 管理職業務，本社からの業務を優先し，薬剤師業務の
時間を減らす 
⇒新たな問題点： 患者のことが把握できなくなる。薬

局内のことが把握できなくなる。
④最善の解決策は何か 
・残業で対応できる分の仕事は残業に回す

Coaching 1

Aさん
振り返り

Coaching 1

Aさん分析

…❸
なるほど，これでは何の解決にもなりませんね。
「悩みを分析する」も「道は開ける」の原則の一つです
が，デール・カーネギー・トレーニングでは，このほか，
同じ「道は開ける」の原則で「疲労と悩みを予防し，エネ
ルギーと精神を元気に保つ」を教えています。Aさんの
当面の問題はストレスと残業の多さによる疲労のように
思われますので，原則（下表）を見ながら，解決策を考え
ていきましょう。

Coaching 1

疲労と悩みを予防し，
エネルギーと精神を元気に保つ

1． 疲れてしまわないうちに休息する。

2． 仕事中にくつろぐことを学ぶ。

3．  家庭でくつろぐことにより，健康と容貌を守る。

4．次の4つの作業習慣を適用する。

 a.   当面の問題に関係ある書類以外は，全部机上
から片付ける。

 b.  重要性に従って，物事を処理する。

 c.   問題に直面した時，決断に必要な事実がある
なら，その場で解決する。

 d.  組織化，権限委譲，管理を学ぶ。

今月の悩み

あるチェーン薬局の薬局長を務めるAさんは，薬局長になって半年，
かかりつけ薬剤師・薬局となるために，各薬剤師の能力向上のための
全薬局長による対策会議や，管理職として受けなくてはいけないパワハ
ラ・セクハラなどの講座のために，本社に出向く機会も増え，薬剤師業
務と管理職業務の板挟みにより多忙な日々を送っています。Aさんはこ
の疲れとストレスをどうにかしたいと考えています。

悩みを聞く

  Aさんはストレスの対策として，前回（2016年

10月号）で学んだ「ストレス・マネジメント」に

ついて掘り下げて学びたいとのことですね。

  はい。本社に行くのは仕方のないことですが，な

るべく薬局を不在にしたくないという思いもあ

り，仕事が終わらないことにストレスがどんどん

たまっています。

悩みを分析する・コーチング1
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抗がん薬服用中の患者に
レボフロキサシンを処方…？

処方せん（消化器内科）

【わかっていること】
・新患，初回アンケートに大腸がんと記載あり。レゴラフェニブは先月から服用開始。
・レボフロキサシンは以前にも処方されたことがあると確認済み。

64歳男性
Rp.1 ウルソデオキシコール酸錠（ウルソ）100mg 1回1錠（1日3回）
 　毎食後 14日分
Rp.2 アムロジピンOD錠（アムロジン）10mg 1回1錠（1日1回）
 カンデサルタン錠（ブロプレス）8mg 1回1錠（1日1回）
 ラベプラゾール錠（パリエット）10mg 1回1錠（1日1回）
 レボチロキシン錠（チラーヂンS）25μg 1回1錠（1日1回）
 レゴラフェニブ錠（スチバーガ）40mg 1回3錠（1日1回）
 　朝食後 14日分
Rp.3 レボフロキサシン錠（クラビット）500mg 1回1錠（1日1回）
 　朝食後 5日分
Rp.4 アセトアミノフェン錠（カロナール）200mg 1回2錠
 　発熱時 10回分

レボフロキサシンは今日（明日）から
服用するように説明してよいでしょうか？

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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 ▶大腸がんのおさらい
1 大腸がんの概要
大腸がんと診断される患者数は年々増加傾向にありま

す。2014年の臓器別がん死亡者数は，男性では肺がん，
胃がんに次いで第3位，女性では第1位となっています1）。
大腸壁粘膜の浅いところで止まっている大腸がんは，

早期の段階で治療を行えば高い確率で治療することがで
きますが，早期の段階では自覚症状がほとんどありませ
ん。また，40歳以上で罹患率が上がるため，40歳を超え
たら定期的に検診を受けることが勧められています。

2 大腸がんの症状
大腸がんの症状を表1に示します。症状として多いの
は血便ですが，「がん」とは思わず「痔」と思い込み受診
しない方も多いようです。大腸がんは早期発見ほど治癒
率が高くなるため，血便が出たら専門医を受診してもら
うことが重要です。

3 大腸がんのステージ
がんの進行度によって治療方針が決定されます。ポイ

ントは3つあります。
（1）大腸の壁にどれだけ深く入り込んでいるか？
深達度という基準で判断されます。

（2）リンパ節に転移しているか？
（3）他の臓器に転移しているか？
 大腸がんは肺や肝臓，腹膜の転移が多いと考えられて
います。

レボフロキサシン錠は「発熱時」に服用開始するように
指示が出ていると考えられます。
現在発熱がないなら，次に発熱したときに服用開始するため，
医師から具体的にどのような説明を受けているか確認しましょう。

答え

解 説

これら3つの基準によりステージ0～IVの5段階に分
類されます（図1）。

 ▶今回の処方のキードラッグ：
レゴラフェニブの特徴

レゴラフェニブ（商品名スチバーガ）は，2013年3月に
「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を効能・
効果として承認された分子標的薬です。切除不能進行再
発性大腸がんの治療において，一次治療，二次治療では
有効性・安全性が確立されていないため，三次治療以降
の使用が推奨されています。大腸がん治療の最終ライン
で用いられる薬が点滴ではなく経口剤ということでも注
目されている薬です。
レゴラフェニブは，がん細胞の増殖信号をブロックす

ることと，がん細胞に栄養を送る血管ができるのを防ぐ
ことで腫瘍の増殖や血管新生を抑制すると考えられてい
ます。血管新生に関わるキナーゼ（VEGFR1，VEGFR2，
VEGFR3，TIE2），腫瘍微小環境に関わるキナーゼ
（PDGFRβ，FGFR）および腫瘍形成に関わるキナーゼ
（KIT，RET，RAF-1，BRAF）を阻害する働きが示され

表1　大腸がんの症状

排便の変化 血便，下血（肛門からの出血），便が細くなる，
下痢と便秘を繰り返す，残便感　　など

お腹の変化 お腹が張っていると感じる，腹痛，
お腹にしこりがある　　など

その他 貧血，嘔吐，急激な体重低下　　など

抗がん薬服用中の患者にレボフロキサシンを処方…？


