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 17 回　─完第

成人のADHD患者への
対応

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　　阿部 尚子，堀 美智子

処方内容

 38歳，男性。喜怒哀楽が顔に出ず，必要なことしか話さない印象。

  初回来局は2006年12月で，眠れない・気分がすぐれないとのことで受診。デパケンR錠，ラ
ミクタール錠，睡眠薬を処方されていた。

  2013年6月から2015年6月までストラテラカプセルを処方される。不眠の訴えは継続し，睡
眠導入薬を中心にいろいろ試していた。気分がすぐれない・体調が安定しないということで
抗うつ薬を処方されることもあった。症状は少しずつ良くなっている気はするものの，スト
ラテラカプセルの効き目については，あまりよくわからないとのこと。

  2015年6月からコンサータ錠を処方されるようになり，量を調節しながら現在に至る。医師
はもっと早くから同剤を使いたかったようだが，難しい資格試験の受験を控えていたので，
それが終わるのを待っていたのではないかとのこと。コンサータを服用するようになり，や
る気が出てよく体を動かせるようになった。集中力も高くなり，眠れないということがなく
なった。

患者背景

処方せん

1）ラミクタール錠100mg 3錠　〈朝：1錠　夕：2錠〉
  1日2回 朝夕食後 21日分

2）デパス錠0.25mg 2錠　〈朝：1錠　夕：1錠〉
 デパス錠0.5mg 2錠　〈寝る前：2錠〉
  1日3回 朝・夕食後，寝る前 21日分

3）ロゼレム錠8mg  1錠
  1日1回 寝る前 21日分

4）コンサータ錠27mg  1錠
 コンサータ錠18mg  1錠
  1日1回 起床時 21日分

5）2mgセルシン錠  3錠
  1日3回 毎食後 21日分
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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

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　者：体調は落ち着いています。睡眠もとれています。
薬剤師：集中力などはどうですか？　薬が切れる感じなどはありませんか？
患　者：集中力はすごくいいです。最初のころは薬が切れてガクッとくることがありましたが，今ではそれもないです。 
薬剤師：食欲がなくなったり，体重が落ちたりしてはいないですか？
患　者：大丈夫です。
薬剤師：ほかに何か気になることはありますか？
患　者： コンサータのおかげで，だいぶ普通の状態になってきましたが，これからもこの状態を続けられるのかは心配

しています。

  2015年6月に受けた資格試験には残念ながら落ちてしまったが，翌年7月に無事に合格したも
よう。「5年前にコンサータがあったら，社会的立場がもっと変わったかもしれないのに…」
との患者の言葉が印象に残っている。
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耐性菌を防げ！
抗菌薬の適正使用

　薬剤耐性菌が国をも揺るがす重大な課題として，世界規模で

の対策が求められるなか，わが国でも「薬剤耐性（AMR）対

策アクションプラン」が作成されるなど，対策の促進・強化が

図られています。地域レベルでも薬局で「不必要に広域抗菌薬

を使用しない」，「処方日数を適切に管理する」ことは喫緊の課

題であり，薬剤師の積極的なアプローチが求められています。

　本特集では，薬剤耐性菌の現状を紹介するほか，抗菌薬を

どのように選択・使用すれば耐性菌の出現を防げるのか，また

耐性菌に対してはどの薬剤を選択すべきかなど，抗菌薬の適正

使用の基本を解説します。

■  耐性菌の現状と
薬剤師に求められる役割 ……………………… 18

■  耐性菌を作らない・増やさない
抗菌薬適正使用の基本 ……………………… 22

■  耐性菌に対する抗菌薬選択と
感染対策の実際 ……………………………… 27

特 集
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耐性菌の現状と 
薬剤師に求められる役割

1 抗菌薬開発と耐性菌出現の歴史
　1928年に発見されたペニシリンが実用化される1940年
代よりも以前に大腸菌や黄色ブドウ球菌に分解酵素（ペニ
シリナーゼ）が認められたように，抗菌薬の開発と耐性菌
の出現は相まっている1）。その後も1960年代には，ペニ
シリンが無効な黄色ブドウ球菌に有効なメチシリン，グ
ラム陰性菌に有効なアミノペニシリン（アンピシリン）や
アミノ配糖体（ゲンタマイシン）など，抗菌薬が次々と開
発されたが，1960年代にはペニシリン耐性肺炎球菌，メ
チシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）が，1980年代には
バンコマイシン耐性腸球菌（VRE），メタロβラクタマー
ゼ産生菌が，1990年代には多剤耐性グラム陰性桿菌が，
2000年以降にはバンコマイシン，リネゾリド耐性ブドウ
球菌，多剤耐性腸内細菌科細菌が出現している（図1）。
　一方，新たな抗菌薬開発やワクチンの普及により，感
染症はもはや不治の病ではないという認識が広がり，先
進国における主な死因が感染症から非感染性疾患へと変
化したことで製薬の主流がシフトし，新たな抗微生物薬
が開発されなくなっている。しかしながら，医療技術は
進歩し，手術や医療機器に関連した医療関連感染症や，
移植医療やがん化学療法などに伴う易感染患者が増加し，
薬剤耐性菌の脅威はむしろ増している。
　また，他国と同じようにわが国でも，MRSAやVREと
いった薬剤耐性グラム陽性球菌や多剤耐性緑膿菌
（MDRP），多剤耐性アシネトバクター（MDRA）といっ
た薬剤耐性グラム陰性桿菌など，多剤耐性菌による医療
関連感染症が時折アウトブレイクし，現在も医療機関に
おいて大きな問題となっている。さらに最近では，医療
機関だけでなく，医療機関外での市中感染型の薬剤耐性
菌感染症も問題視されている。

耐性菌の現状と注目される理由 2 国際的に取り組まれる耐性菌対策
　近年，感染症対策はヒトだけでなく，動物や環境と
いった垣根を超えた世界規模での取り組み（ワンヘルス・
アプローチ）が必要であるという認識が共有されるように
なった。WHOは，2011年に世界保健デーで薬剤耐性を
取り上げ，ワンヘルス・アプローチに基づく世界的な取
り組みを推進する必要性を国際社会に訴えた。2013年に
はG8各国の学術会議の合議体，Gサイエンス学術会議が
薬剤耐性の脅威に関する共同声明を発表し，2014年には，
WHOが世界の薬剤耐性の現状に関する初のサーベイラン
ス報告を発表した。
　2015年5月の世界保健総会では，薬剤耐性に関するグ
ローバル・アクションプランが採択され，加盟各国に2年
以内のナショナル・アクションプランの策定を求めた。
それを受けてわが国でも，2016年4月5日に行われた国際
的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議において「薬剤
耐性（AMR）対策アクションプラン」が策定され2）（表1），
同年5月26日に開催されたG7伊勢志摩サミットでも耐性
菌対策が重要課題として取り上げられた。
　耐性菌による感染症は国によって規模は異なるものの，
米国では年間200万人以上が罹患し，死亡率も感性菌に
よる感染症と比較して耐性菌による感染症は2～3倍程度
高いことが報告されている（図2）1, 3）。また，耐性菌によ
る感染症は入院期間を延長させ，高額な抗微生物薬によ
る治療継続で医療費を増大させる。さらに，感染拡大を
防止するための対策費用や病棟閉鎖などによる多大な損
失も引き起こす。
　現在，他国に比べてわが国では多剤耐性菌による感染
症患者の発生率は低いものの，現状をいかに維持するか，
あるいは今後の危機的な状況にいかに立ち向かうか，対
策が求められている。

耐性菌を防げ！　抗菌薬の適正使用特集

三重大学医学部附属病院薬剤部　村木 優一，奥田 真弘
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耐性菌を作らない・増やさない
抗菌薬使用の基本

　抗菌薬が感染症患者の治療および予後の改善に大きな
役割を果たしてきたことは言うまでもないが，一方では，
抗菌薬の不適正使用により薬剤耐性菌が生まれ，耐性菌
感染症の蔓延が大きな問題となっている。このままの状
況が続けば，世界中に耐性菌感染症が広がり，抗菌薬に
よる治療では対抗できなくなる可能性がある。
　このような近年の現状を踏まえ，WHOを中心として薬
剤耐性対策が進められるなか，わが国においても2016年
に「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」が制定され
た。そのなかでも抗菌薬の適正使用は，薬剤耐性対策と
して日常臨床で医療スタッフに課せられる最重要対策に
位置付けられている1，2）。
　また，厚生労働科学研究で実施された抗菌薬の使用量
調査により，抗菌薬使用全体の90％以上を注射剤以外が
占めていることが明らかとなっており3），抗菌薬の適正
使用推進は注射剤のみならず内服剤，外用剤で実践する
ことも重要であると考えられる。本稿では，耐性菌対策
のための抗菌薬使用の基本について概説する。

　感染症を発症した宿主（感染症患者）に対し抗菌薬の曝
露量や曝露時間が十分でなければ，起因菌の耐性化率は
上昇し，臨床効果が得られにくい。逆に，曝露量や曝露
時間が過剰であれば，副作用の出現により治療の失敗や
耐性菌の誘導につながる。したがって，最適な投与方法
によって臨床効果を最大にし，微生物の耐性化を抑制す
ることが感染症治療で最も重要な目標となる（図1）。最
適な投与とは，科学的根拠に基づく用量・用法の設定を
行うもので，その詳細は後述する。

はじめに

抗菌薬の適正使用と薬剤耐性菌

　また，抗菌薬の適正投与さえすればよいというわけで
はなく，薬剤の曝露量や曝露時間の過少は投与中断に
よっても生じるため，患者の服薬アドヒアランス向上も
薬剤師が担うべき役割であると考えられる。

1 PK/PD理論とは
　経口投与された抗菌薬は消化管から吸収され（静脈内
投与ではこの過程はない），循環血液中に移行し，末梢へ
分布する。その過程で組織や体液中へ移行するが，個々
の抗菌薬により組織・体液への移行動態は異なり，感染
部位での薬物濃度にも差異が生じる。
　このことは各抗菌薬の薬物動態特性として説明され 
るが，実際，宿主である感染症患者の感染部位への 
薬物の移行動態は個体差もあるため，画一的に評価す 
ることは困難である。しかし，抗菌薬の体内薬物動態
（pharmacokinetics：PK）と薬力学（pharmacodynamics：

抗菌薬のPharmacokineticsと
Pharmacodynamics

図1   抗菌薬の曝露と臨床効果・薬剤耐性率の関連

薬剤耐性率

臨床効果

薬剤曝露

最適
投与

確
率
（%）

耐性菌を防げ！　抗菌薬の適正使用特集

島根大学医学部附属病院薬剤部・感染制御部　西村 信弘　同 薬剤部　直良 浩司



23調剤と情報  2017.5（Vol.23 No.7） （791）

図2   抗菌薬のPharmacokineticsとPharmacodynamicsの関係
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PD）を関連づけたPK/PD理論により，抗菌薬の最適投与
方法を推定できることが報告され3，4），近年，この方法に
より抗菌化学療法が実践されている。
　抗菌薬のPKとPDの概略を図2に示す。抗菌薬のPK，
すなわち薬剤の吸収・分布・代謝・排泄などを表現するパ
ラメータとしてCmax（maximum drug concentration：最高
血中濃度），AUC（area under the blood concentration-

time curve：血中濃度-時間曲線下面積），CL（clearance：
クリアランス），Vd（volume of distribution：分布容積）な
どが用いられる。

2 抗菌薬投与時のPDの考え方
　抗菌薬の有効性をみる場合は通常，宿主に感染した微生
物が対象となり，その抗菌薬に対する反応性がPDとなる。
PDは，体内に入った薬が細菌に対してどのような作用をも
つかに関係するMIC（minimum inhibition concentration） 

で表される。MICは抗菌薬存在下において細菌を培養し
た際に，一定割合の細菌の増殖を抑制する抗菌薬の濃度
を示す。この基本的な考え方を知っておくだけでも抗菌
薬を適切に投与することができる。
　一方，宿主（生体）の安全性（有害反応）を念頭に置く
場合，抗菌薬に対する宿主の反応性がPDとなる。PDは
宿主に感染した微生物の抗菌薬に対するMICであるが，
有害事象や副作用の発現は宿主の反応性と薬物濃度の関
係により規定されることに注意しなければならない。

1 抗菌薬のPK/PD特性
　抗菌薬は宿主における体内薬物動態（PK）と感染起因
菌に対する抗菌活性（PD）との関係，すなわちPK/PDに
よって最適な投与量や投与間隔が決められる。この考え

PK/PD理論とPK/PDパラメータ
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耐性菌に対する抗菌薬選択と 
感染対策の実際

　耐性菌を防ぐための手段は大きく分けて2つ挙げられ
る。その1つは伝播の予防であり，標準予防策や接触感
染予防策を徹底することで耐性菌の伝播を防ぐことがで
きる。もう1つは抗菌薬の適正使用であり，耐性菌の発
生や増加のリスクを減らすことができる。
　抗菌薬の適正使用については，Ant imicrob i a l 
Stewardship Programなど組織的な取り組みが重要視さ
れてきており，今後，ガイドラインなども整備されて積
極的な実施が求められるようになると考えられる。そこ
で本稿では主に院内感染における耐性菌への対策につい
て，抗菌薬の適正使用と伝播予防の両方の観点から解説
を行う。

はじめに

　現在日本で問題になっている耐性菌（表1）は，海外で
問題となっている耐性菌とは菌種や耐性機序など異なる
点が多々ある。国内で問題となっている耐性菌のなかで
最も多く分離されているのはメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌（methicillin-resistant Staphylococcus aureus：MRSA）
である。MRSAは，従来から多く分離されていた院内感
染型MRSA（hospital-acquired MRSA：HA-MRSA） の
分離頻度をみると減少傾向にあるものの，最近では市中
感染型MRSA（community-acquired MRSA：CA-MRSA）
が増加傾向を示している。
　また，主に大腸菌や肺炎桿菌などにみられるESBL
（extended spectrumβ-lactamase）産生菌も2010年前後

主な薬剤耐性菌

耐性菌名
（略称）

日本語名称 主な菌種 耐性を示す主な抗菌薬 院内感染のリスク

MRSA
メチシリン耐性  
黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌
β-ラクタム系全般，マクロライド系，
キノロン系，アミノグリコシド系など

耐性菌のなかで最も分離
頻度が高い

ESBL産生菌
基質特異性拡張型  
β-ラクタマーゼ産生菌

大腸菌，肺炎桿菌，  
その他の腸内細菌科

第1～4世代セファロスポリン系
院内，市中ともに高い保
菌率を示す

AmpC産生菌
AmpC型  
β-ラクタマーゼ産生菌

大腸菌，肺炎桿菌，  
その他の腸内細菌科

第1～3世代セファロスポリン系
ESBL産生菌より分離頻度
は低い

MDRP 多剤耐性緑膿菌 緑膿菌
β-ラクタム系全般，キノロン系，
アミノグリコシド系

分離頻度は低いが院内感
染の原因として重要

CRE
カルバペネム耐性  
腸内細菌科細菌

大腸菌，肺炎桿菌，  
その他の腸内細菌科

β-ラクタム系全般，キノロン系，
アミノグリコシド系など

分離頻度は低いがアウト
ブレイクのリスクがある

MDRA 多剤耐性アシネトバクター アシネトバクター属菌
β-ラクタム系全般，キノロン系，
アミノグリコシド系

国内の分離例はまれだが
アウトブレイク事例あり

VRE バンコマイシン耐性腸球菌 腸球菌 バンコマイシン（テイコプラニン）
国内の分離例はまれだが
伝播しやすい

表1    国内で問題となる代表的な薬剤耐性菌

特集 耐性菌を防げ！　抗菌薬の適正使用

東京医科大学微生物学分野，東京医科大学茨城医療センター感染制御部　松本 哲哉
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から増加傾向を示し，院内感染だけでなく市中感染とし
ても感染例がみられる。多剤耐性緑膿菌（multi-drug 
resistant Pseudomonas aeruginosa：MDRP）は院内感染
の主要な菌であるが，最近はやや減少傾向である。 
最近注目されているカルバペネム耐性腸内細菌科細菌
（carbapenem-resistant enterobacteriaceae：CRE） は
カルバペネム系抗菌薬が無効な腸内細菌科の細菌であり，
感染症法では感染症例は全例報告の対象となっている。
国内ではCREはIMP型のカルバペネマーゼを産生する菌
が多く，薬剤感受性検査で見逃しやすいIMP-6型のカル
バペネマーゼ産生菌が特に問題となっている。
　海外ではMRSAやESBL産生菌以外に，バンコマイシ
ン耐性腸球菌（vancomycin-resistant enterococci：VRE）
や多剤耐性アシネトバクター（multiple drug-resistant 
Acinetobacter：MDRA）がかなり広がってきている。ま
た，CREに分類される菌のなかではNDM-1（New Delhi 
metallo-β-lactamase-1）産生菌や KPC（Klebsiella 
pneumoniae carbapenemase）産生菌，OXA型βラクタ
マーゼ産生菌などが増加しており，これらは国内のCRE
とは耐性機序が大きく異なっている。

1 MRSA
　MRSA感染症の治療は，院内感染型MRSAに対して
は基本的に抗MRSA薬に分類される5薬剤から選択して
使用することが前提となる。一方，市中感染型MRSAの
場合は，肺炎や菌血症などの重症感染症を除けば経口抗
菌薬を用いて治療が行われる場合が多い。

（1） 抗MRSA薬による治療 
①バンコマイシン
　抗MRSA薬による治療では従来，バンコマイシン
（VCM）が標準的な薬剤として位置付けられてきた1）。
VCMは耐性を誘導しにくく，多くの使用経験があるた
め，臨床の現場ではMRSAが分離されれば，VCMをま
ず選択するというケースも少なくない。
　しかし，VCMを用いる場合は有効性と副作用について
以下の点において慎重に対応する必要がある。まず，
VCMの治療効果を上げるためには有効な血中濃度を確保

耐性菌に対する抗菌薬の使い分け

する必要があり，標準的なトラフ値として10～15mg/L，
重症感染症であれば15～20mg/Lが推奨されている2）。
またVCMは腎障害などの副作用も問題となりやすく，
トラフ値が20mg/Lを超えると腎障害の頻度がかなり高
くなる。そこで，TDMを用いた投与設計の見直しや腎
機能の評価を行いながら治療を継続する必要がある。
　さらに，VCMのMICが2mg/LのMRSA株について
はCLSIでは感性（S）と判定されるが，臨床的には治療効
果が低いことが示唆されているため，特に菌血症など重
症感染の例においてはVCM以外の抗MRSA薬の投与が
望ましいと考えられる。
②テイコプラニン
　テイコプラニン（TEIC）はVCMと同様，グリコペプチ
ド系抗菌薬であるが，VCMと比べて腎障害が起こりにく
い。ただしloading doseを用いた投与が有効性を高める
ために15～30mg/Lのトラフ値が必要であり，TDMが
推奨されている2）。なお，VCMとの交叉耐性を示すため，
VCMが無効と判断された症例にTEICを選択しても有効
性は低いと考えられる。
③リネゾリド
　リネゾリド（LZD）は各臓器への移行性に優れており，
特に人口呼吸器関連肺炎（VAP）や中枢神経系，骨・関
節の感染などに対し有効性が高い。さらに経口剤もある
ためスイッチ療法に適している。TDMは不要とされてい
るが，腎機能が低下している患者では血中濃度が上昇し，
血小板減少などの副作用が出やすくなるという指摘もあ
る。
④ダプトマイシン
　ダプトマイシン（DAP）は殺菌性の抗菌薬であり，治療
早期から有効性を認めやすい。添付文書において皮膚・
軟部組織感染症には4mg/kg，菌血症には6mg/kgが推
奨されているが，海外では8～10mg/kgの高用量の投与
で高い有効性を示すという報告がなされている。 DAPは
肺のサーファクタントによって分解されるため，肺炎な
どの呼吸器感染では無効である。
⑤アルベカシン
　アルベカシン（ABK）はアミノグリコシド系の抗菌薬と
して殺菌効果を有する。緑膿菌などのグラム陰性菌にも抗
菌活性を有しているため，MRSAだけでなくグラム陰性菌
による感染も否定できない場合は，両方をカバーできると
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若子　州によって制度的な違いがあるので，一概には言
えませんが，私がいるブリティッシュ・コロンビア州で
も，いろいろともめました（図1）。問題となったのはロ
イヤルティ・ポイントで，つまり調剤も含めた会計額の
一定割合を代価として患者にバックする仕組みです。そ
れに対して，日本の薬剤師会にあたる機関が公然と反対
を表明して，裁判に持ち込んで禁止に追い込んだのです。
実際には，控訴されて一度は敗訴したのですが，結局は
最高裁で勝訴しました。
―― 勝訴した裁判での判決の根拠を教えていただけます

か。
若子　金銭的な動機付けによって患者さんが薬局を選ぶ
というのは，あってはならないということだったと思い
ます。患者さんが薬局を選ぶ動機は，自分の健康問題を
誰に任せるのかというその一言に尽きるわけで，それが

Na
oy

a W
ak

ak
okoPROFILE

―― まずは若子さんの簡単な略歴を教えていただけます
か。
若子　京都大学薬学部を卒業した後，京都大学大学院で
2年間学びました。修士課程を終え，薬局やドラッグス
トアで薬剤師としての経験を積みましたが，北米で薬剤
師になってみたいと一念発起し，カナダで薬剤師免許を
取得しました。薬剤師として勤務しながらマネジャーと
して経験を積みつつ現在に至っています。また，一時帰
国した際は，薬局・薬剤師への教育・研修コンサルタン
トをしつつ，日本における薬剤師の職能拡大を目指し活
動しています。具体的な活動についてはFacebookで報
告しておりますので，ぜひ，ご覧ください。
―― そのような経験を踏まえ，カナダと日本の薬剤師に共

通する問題点や違いも感じていると思います。今日は「日
本はこうなったらもっとよくなるのでは」という意見を聞
かせていただきたいと思います。薬剤師がリーダーシップ
をとって世の中を変えていかなければいけませんので，ぜ
ひ若い人たちに提案していただけたらと思います。
若子　わかりました。よろしくお願いします。
―― まず先日，厚労省の通知で，いわゆる調剤ポイントは

医療にそぐわないので原則禁止で，広告もしてはいけない
とされる一方で，1％まではポイントをつけてもいいとな
りました。
これについては薬剤師の立場によって見方が違って，

「ポイントで患者さんを誘導すべきじゃない」という人と，
「企業努力で少しでも患者さんに利益をもたらしたい。こ
れは実質1％のポイント容認だ」と取る人の2つのタイプが
あります。調剤ポイントについてはカナダでも問題になっ
たと聞きましたので，カナダの事情を少し解説していただ
けますか。

調剤ポイントの議論はカナダでも

カナダと日本の
薬剤師・薬局の違い

若子 直也
オーラコンサルティング

2001年　京都大学薬学部卒業
2003年　京都大学大学院薬学研究科修了　薬学修士
2012年　カナダ薬剤師免許取得

聞
いて
納得！

24回
第



 クループへのステロイドの投与量は？
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確認ずみ

•2歳男児，12kg。副作用，アレルギー歴なし。

•内服は嫌がることがある（苦い薬が苦手）。

•医師よりクループ症候群と言われた。

添付文書にクループ症候群での用法・用量は

書かれていないけれど，投与量はどれくらい？　

デカドロンエリキシルとリンデロンシロップが

薬局にあるけれど，代替できるの？

薬剤師は思った…

Rp. 

デカドロン錠4mg 1T（粉砕）
単シロップ 3mL

帰宅後すぐに内服 1回分

済生会横浜市南部病院小児科　鈴木 徹臣
同　　　　 薬剤部　三角 真由

クループへの
ステロイドの投与量は？

Case

3

小児科医の処方意図知って納得!

　ある日の朝早く，薬局でこんな処方せんを受け付けました。
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•医師よりクループ症候群と言われた。

添付文書にクループ症候群での用法・用量は
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ある日の朝早く，薬局でこんな処方せんを受け付けました。
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こんにちは。頭痛に効く薬をもらえますか？

こんにちは。頭が痛いんですか？　いつからですか？

今日の午前中に痛み始めました。仕事をしていたら，だんだん痛くなってきて，職場の休
憩室で休んでいたんですが，良くならなくて…。そのうち吐き気もしてきて，一度戻して
しまいました。それで，職場を早退させてもらって，帰りに薬を買おうと思ってここへ来
ました。

そうすると，頭痛が始まったのは今から5時間くらい前ですね。どの辺りが痛みますか？

頭全体が痛みます。

心臓の鼓動に合わせて脈を打つように痛む感じですか？

いいえ，そんな感じではないです。

頭痛がする前に，目の前がチカチカする感じはありませんでしたか？

そんなこともなかったです。

では，今までに同じような頭痛を経験したことはありますか？

今までも月に1回くらいはありましたけど，ここまでひどいのは何年かぶりです。

そうですか。わかりました。

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

二次性頭痛を疑う情報がないか確認する

一次性頭痛のなかで鑑別を考える

片頭痛のポイントを理解する

これは安心できる頭痛??　確認すべきポイントは3つ

頭　痛
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

40代女性



 解熱鎮痛薬・授乳婦
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　Bさん（32歳，妊娠10週目）が産婦人科の処方せんをもって来局した。処方内容は以下の通り。

　カロナール錠200　1回1錠　頭痛時　5回分

　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。そこで話を聞いてみると，以下のような不安を
語った。

Bさんの訴え

　つわりが始まってから頭痛がひどくて，日常生活にも影響があります。薬は飲みたくないんですが，病院
で先生に相談したら，お薬をもらいました。
　でも，本当に飲んでも大丈夫でしょうか？　頭痛ぐらい，できるだけ我慢して飲まない方がいいですよね？

今回のケース

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安

●分子量：151ダルトン
●投与経路：内服（乳児適用有り）
●分配係数：0.8［水溶性］（IFより）
●酸性・塩基性：添付文書の記載なし

●蛋白結合率：8～40%
●代謝物活性：なし
●半減期：2.3時間

注目するポイントはここ！
　薬を処方された妊婦の不安に応える場合に注目するポイントは4つ。①妊娠の時期，②疾患のコントロールと薬の必要性，
③薬物の胎盤移行性，④薬物の疫学的データである。

■1 妊娠の時期

　妊娠10週目（相対過敏期）である。

■2 疾患のコントロールと薬の必要性

　今回の場合は，慢性疾患ではないが，日常生活にも影響が出ているので，痛みを緩和することは重要。

■3 薬物の胎盤移行性

　アセトアミノフェンの胎盤移行性を考える情報は以下の通り。

■4 薬物の疫学的データ

　妊婦には古くから多く使用されてきており，催奇形性との関連は認められていない。長期投与や過量投与では，胎児
毒性が起こる可能性はある。

解熱鎮痛薬・妊婦

「薬はできるだけ
飲まない方がいいですよね？」

第2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品情報学　大津 史子
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 処方せんに付いてきた検査データを読むのは義務？

（843）

薬剤師の法的な責任とは

 薬剤師や薬局には，薬剤師法や医薬品医療機
器等法によってさまざまな義務が課せられて

いるというお話でした。このような義務をきちんと行わ
ないと，当然，責任を問われることになるんですよね。 

 もちろんです。法的な義務を果たさず，万一
患者さんに健康被害が起これば，薬剤師や薬

局開設者は責任を問われます。

　一般的に，薬剤師の法的な責任は，①刑事罰を受ける
刑事責任，②業務停止処分などの行政責任，③患者に損
害賠償などをしなければならない民事責任─がありま
す。患者さんとの関係では民事責任が問題になるので，
まずは民事責任からみていきます。薬剤師のミスで患者
さんに健康被害が起こると，損害賠償などをしなければ
ならないのですが，この根拠となる法律は何でしょうか。

 患者さんに損害賠償しなければならない法律
ですか。薬剤師や薬局開設者の義務が定めら

れている薬剤師法や医薬品医療機器等法でしょうか。

 そう思いますよね。実は損害賠償などの根拠
になるのは民法です。詳しく説明しましょう。

損害賠償を求められる法律は民法

　調剤過誤を起こしてしまった際の民事責任には，大き
く分けて，①債務不履行責任（民法415条）と，②不法行

 薬剤師や薬局には，薬剤師法や医薬品医療機
器等法によってさまざまな義務が課せられて

いるというお話でした。このような義務をきちんと行わ
ないと，当然，責任を問われることになるんですよね。 

もちろんです。法的な義務を果たさず，万一
患者さんに健康被害が起これば，薬剤師や薬

局開設者は責任を問われます。

 患者さんに損害賠償しなければならない法律
ですか。薬剤師や薬局開設者の義務が定めら

れている薬剤師法や医薬品医療機器等法でしょうか。

そう思いますよね。実は損害賠償などの根拠
になるのは民法です。詳しく説明しましょう。

為責任（民法709条）があります。
　債務不履行責任とは，契約によって義務を負った当事
者が，その義務を果たさなかったために一方の当事者に
損害を与えたときに負う責任のことです（表1）。薬局の
場合は，患者と調剤契約を交わしていますので，間違っ
た薬を渡してしまえば契約上の義務に違反したことにな
り，損害賠償責任が発生することになります。ちなみに，
調剤契約の当事者は各薬剤師ではなく，薬局開設者にな
ります。条文でいう債務者は薬局開設者，債権者は患者
となります。
　一方，不法行為責任（民法709条）とは，契約関係など
がなくても，他人の権利を侵害してしまった場合に，損
害を賠償する責任です（表2）。典型的なものとしては交
通事故などがあります。例えば，調剤過誤で患者に健康
被害を与えてしまうと，当該薬剤師は不法行為責任に
よって責任を問われ，さらに，薬局開設者も使用者責任
（民法715条）によって不法行為についても責任を問われ
ることになります。

第四百十五条 　債務者がその債務の本旨に従った履行をしな
いときは，債権者は，これによって生じた損害の賠償を請
求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって
履行をすることができなくなったときも，同様とする。

表中の下線は筆者による （民法）

表1　債務不履行による損害賠償

第七百九条 　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保
護される利益を侵害した者は，これによって生じた損害を賠
償する責任を負う。

表中の下線は筆者による （民法）

表2　不法行為による損害賠償

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

処方せんに付いてきた 
検査データを読むのは義務？

第3回
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■契約っていつの間に？
 なるほど，損害賠償の根拠となる法律は民法

なんですね。

 民法は薬剤師業務だけでなく，日常生活にも関
わってくる重要な法律です。

 でも，契約責任って，契約に違反したから責
任を問われるんですよね。私たちが調剤する

際には，契約書は作っていないじゃないですか。何に
ついて患者さんと契約していることになっているんで
すか。
それから，「不法行為責任」っていうのも，何をする
と責任が問われるんだか……。

 そうですよね。そもそも契約は，契約書がな
くても成立するものですが，契約書がないと

どのような契約内容かわからないですよね。では，具
体的に薬剤師などが責任を問われる場合について考え
てみましょう。
　　
■処方せん通りに薬を渡すだけの契約ではない
　調剤を行う際に契約書などは作成しませんが，薬局に
処方せんを提出して薬局が受け取った時点で患者と薬局
開設者の間で契約は成立しているといっていいでしょう。
でも，この場合，契約内容が明確ではありません。どの
ようなことを契約していると考えればいいのでしょうか。
　その具体的な契約内容は，民法や薬剤師法，医薬品医
療機器等法，保険調剤であれば健康保険法などの法令お
よび慣行などに基づいて判断されることになります。し
たがって，薬剤師法に記載されているさまざまな義務や，
健康保険の点数を算定していながらその義務を行ってい
なければ，基本的には契約違反とみなされるでしょう。
　一方，不法行為責任に関しては，過失があることが条
件ですが，「過失」とは法的には「客観的な注意義務違反」
と考えられており，この義務も調剤契約と同様に薬剤師
法などが参考にされ，ほぼ同じような内容に解釈される
ことが多いと考えられます。

 なるほど，損害賠償の根拠となる法律は民法
なんですね。

民法は薬剤師業務だけでなく，日常生活にも関
わってくる重要な法律です。

 でも，契約責任って，契約に違反したから責
任を問われるんですよね。私たちが調剤する

際には，契約書は作っていないじゃないですか。何に
ついて患者さんと契約していることになっているんで
すか。
それから，「不法行為責任」っていうのも，何をする
と責任が問われるんだか……。

そうですよね。そもそも契約は，契約書がな
くても成立するものですが，契約書がないと

どのような契約内容かわからないですよね。では，具
体的に薬剤師などが責任を問われる場合について考え
てみましょう。

 損害賠償などの根拠となる法律は民法だけ
ど，何が義務に反することなのかは，薬剤師

がすべきことを定めた薬剤師法などの法律に照らして
判断されるんですね。

 そうです。もちろん，内容によっては薬剤師
法や医薬品医療機器等法違反となって，これ

らの法律に基づいて処罰される場合などもありますが，
損害賠償という観点からは，民法が根拠になって，その
内容は薬剤師法などから判断されることなのですね。

 それでは「客観的な何とか違反」というのは
何ですか？

 予見可能性があるのにこれを回避する「結果
回避義務」を怠ったこと，といわれています。

言葉が難しいので簡単にいうと，誤った薬を調剤すれ
ば健康被害などが起こることが想定できますよね。そ
のため，誤った薬を調剤してはいけない義務があるわ
けです。誤った調剤をするということは，この義務に
違反するということになります。

 ついうっかりでも，誤った調剤には責任を負
うのですね。

検査データを読み落としたらどうなる？

 薬剤師法の義務に反しているとはいえないミ
スもありますよね。法律で義務とされていな

い業務や，調剤報酬の項目にも定められていない業務
はどうなるんでしょう。例えば，処方せんに検査デー
タを印字するような取り組みが行われてきていますが，
「検査データを確認したうえで処方監査しなければな
らない」という法律などはないですよね。そこで問題
が生じた場合はどうなるのでしょう？

 実は最近，そのような検査データを見逃した
場合の責任について質問されることが増えて

きました。皆さん，気になるところでしょう。

 損害賠償などの根拠となる法律は民法だけ
ど，何が義務に反することなのかは，薬剤師

がすべきことを定めた薬剤師法などの法律に照らして
判断されるんですね。

そうです。もちろん，内容によっては薬剤師
法や医薬品医療機器等法違反となって，これ

らの法律に基づいて処罰される場合などもありますが，
損害賠償という観点からは，民法が根拠になって，その
内容は薬剤師法などから判断されることなのですね。

 それでは「客観的な何とか違反」というのは
何ですか？

予見可能性があるのにこれを回避する「結果
回避義務」を怠ったこと，といわれています。

言葉が難しいので簡単にいうと，誤った薬を調剤すれ
ば健康被害などが起こることが想定できますよね。そ
のため，誤った薬を調剤してはいけない義務があるわ
けです。誤った調剤をするということは，この義務に
違反するということになります。

 ついうっかりでも，誤った調剤には責任を負
うのですね。

 薬剤師法の義務に反しているとはいえないミ
スもありますよね。法律で義務とされていな

い業務や，調剤報酬の項目にも定められていない業務
はどうなるんでしょう。例えば，処方せんに検査デー
タを印字するような取り組みが行われてきていますが，
「検査データを確認したうえで処方監査しなければな
らない」という法律などはないですよね。そこで問題
が生じた場合はどうなるのでしょう？

実は最近，そのような検査データを見逃した
場合の責任について質問されることが増えて

きました。皆さん，気になるところでしょう。
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「最近，便の色が変わった」から有害作用を早期に発見できず！

（847）

代理人に伝えた。
　しかし実は，患者は病院内の外来処置室において，す
でに当該医薬品（ワソラン錠，サンリズムカプセル）を投
与されていた。
　患者の妻は自宅に帰り（午前10時ごろ），本日の朝から
服用するように言われたと患者に伝えた。患者はその通
りに服用したが，すでに病院で朝の分を服用したことを

経緯
　朝一番で受診した患者が午前9時半ごろに来局した。
患者本人は先に帰宅して薬局には訪れず，代理人として
患者の妻が薬を受け取りに来た。初めて処方された薬で
あり，薬剤師は朝服用分をどのようにするのか疑問に
思ったが，午前10時前であったことから，「自宅に帰っ
たら今日の朝の分から服用するように伝えてください」と

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。

朝は服用済みなのに気づかず重複投与に！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？  ワソラン錠とサンリズムカプセルの処方内容と病院内での薬剤処置が重複していることを薬剤

師が知らなかったため，適切な服薬指導ができず，患者が過量服用してしまった。

▼処方内容 70歳代の男性。病院の内科。6月1日。

Rp.1  

ワソラン錠40mg 2錠

 1日2回　朝夕食後　3日分

サンリズムカプセル50mg 2カプセル

 1日2回　朝夕食後　3日分

＊実際の処方通りに記載。

＊ 高齢で自覚症状のない心房細動であり，除細動のために

サンリズムカプセル（ピルシカイニド塩酸塩），心拍数コ

ントロールのためにワソラン錠（ベラパミル塩酸塩）が処

方された。

「最近，便の色が変わった」から
有害作用を早期に発見できず！

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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思い出し，2度服用して問題ないのか不安になったため，
薬局に電話で問い合わせた。
　薬剤師が病院に問い合わせたところ，病院の処置室で
服用したとの回答で，朝の分が倍量投与となってしまっ
たことが判明した。患者の体調には一時的に影響（血圧
が下がったらしく，ふらついた）が出てしまったが，すぐ
に回復し大きな問題には至らなかった。

問題点の解析
　処方せんには実際の服薬スケジュール（服薬開始日，
タイミング）が記載されていなかった。また，患者の代
理人（妻）は，患者が病院内の処置室ですでに朝分の薬を
服用していたことを知らなかった。
　薬剤師は，朝食後の分を病院の処置室で服用済みである
可能性は全く念頭になかったため，確認できて（聞き出せて）
いなかった。さらに，朝の分を服用していないと勝手に判
断し，朝の分から自宅で服用するように指導してしまった。
　薬剤師は，緊急の場合に抗不整脈薬を病院内で使用す
ることがあるとの認識が不足しており，処方せん上の疑
問（朝服用分について）があったにもかかわらず，疑義照
会を行わなかった。

問題点回避の計画
　薬剤によっては，緊急を要する場合に処方の1回分を
病院内で服用することがあると認識しておく必要がある。

また，受診の時間帯によっては，服用を開始するタイミ
ングの判断に迷うこともある。
　患者自身や代理人に対しては，患者の疾患・体調変化
や，薬剤の新規追加，変更の経緯，服用の有無，その必
要性などを必ず確認する。詳細な情報が入手できず，処方
に少しでも疑問がある場合には，医師に疑義照会をする。
　今回のトラブルを回避するためには下記の Rp.2 のよう
に，医師のコメントを処方薬剤の下あるいは備考欄に記
載してもらえばよい。

Rp.2  

ワソラン錠40mg 2錠

 1日2回　朝夕食後　3日分

サンリズムカプセル50mg 2カプセル　

 1日2回　朝夕食後　3日分

心房細動のため，本日（6月1日）朝はすでに服用して

いるので，本日夕食後分から服用。

具体的な説明や確認
　朝服用分の薬について確認する。
・すでに病院内で1回分服用？
・本日の朝からか？ 昼からか？ 明日の朝からか？
・少しでも疑問があれば疑義照会！

イナビル吸入を鼻から吸入したのは，鼻に入る大きさだから？2
ケース

● カテゴリー ②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？  患者が，口から吸入すべきイナビル（ラニナミビルオクタン酸エステル）を鼻から吸ってしまっていた。

▼処方内容 70歳代の女性。内科診療所。オーダー/印字出力。

Rp.1  

イナビル吸入粉末剤20mg 2キット

 1日1回　吸入　1日のみ

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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 ビムパット錠50mg，100mg（ラコサミド）

（859）

新薬くろ～ずあっぷ 194

　本剤の経口バイオアベイラビリティは約100％と高く，
健常者におけるTmaxは1～4時間と吸収も速い。また，
消化管からの吸収は食事の影響を受けない。さらに， 
AUCやCmaxは投与量にほぼ比例し，その個体内差･個
体間差も少ない。血漿蛋白結合率は15％未満で，分布容
積は約0.6L/kgと体内の水分量とほぼ同等である。また，
半減期は約13時間で，用法は1日2回である。
　本剤は経口摂取後61～71％が血清中に未変化体とし
て存在する。10～15％は脱メチル化されてO-脱メチル
体（不活性）などになる。in vitroではこの脱メチル化に
CYP2C19，CYP3A4，CYP2C9が関与していることが報
告されている。本剤は代謝物も含めてほとんどが腎臓よ
り排泄されるが，約40％は未変化体として，約30％は
O-脱メチル体として排泄される。よって，腎機能障害時
および肝機能障害時には減量が必要となる。

3．海外のガイドラインでの位置づけと使用状況 6, 7）

　本剤は，ドイツの治療ガイドラインでは第1選択もし
くは第2選択の併用抗てんかん薬として推奨され，また，
ベルギーのガイドラインでは，二次性全般化発作を含む

 特徴

1．開発の経緯 1-3）

　ラコサミド（以下，本剤）は，抗けいれん薬候補化合物
として合成された機能性アミノ酸の一種である。ナトリ
ウムチャネル不活性化の促進を主作用とする新規薬剤と
して開発されたが，ナトリウムチャネルの緩徐な不活性
化を促進する点で，既存の抗てんかん薬と異なる。
　わが国における部分発作に対する抗てんかん薬として
は，カルバマゼピンやバルプロ酸などが標準的に用いられ
ており，新規抗てんかん薬も多数発売されてきた（表1）。
しかし，30％を超えるてんかん患者で発作コントロール
が不十分であったり，重大な副作用の発現が報告されて
いることから，本剤は新たな選択肢として期待される。

2．物性プロファイルと体内動態データ 4, 5）

　本剤は機能性アミノ酸の一種であり，両親媒性を有す
る。したがって，水溶性であるため経口摂取で吸収され
やすいという性質と，脂溶性であるため血液脳関門を通
過しやすいという性質の両方を兼ね備えている。

倉敷中央病院薬剤部　西田 麻以，高栁 和伸

ビムパット錠50mg，100mg
（ラコサミド）

◆  他の抗てんかん薬（新規抗てんかん薬を含む）で十分な効果が認められないてんかん患者におい
て，併用療法により部分発作（二次性全般化発作を含む）を抑制する。

◆  電位依存性ナトリウムチャネルの緩徐な不活性化促進による抗てんかん作用を有する。

◆  急速な不活性化からの回復を遅らせる従来のナトリウムチャネルブロッカーとも併用は可能である。

◆  PR間隔の延長を起こす恐れがあり，房室ブロック，徐脈，失神が現れることがあるため，ふ
らつき，失神，動悸，息切れなどの発現に注意が必要である。

◆  複視・霧視などの眼障害，浮動性めまい，眠気，注意力・集中力・反射運動能力の低下などが生じ
る可能性があるため，服薬指導で問診を行い，危険を伴う機械の操作などは行わないよう注意する。

P o i n t
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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

健康相談会の開催を部下に任せる
（権限委譲の実践）

前回（2017年4月号），「権限委譲」は業務を部下に割
り振ることで上司の負担を減らし，同時に部下の成長を
促すため，業務量によるストレスの軽減だけでなく，組
織の生産性向上につながることを紹介しました。今回
は「権限委譲」の実践方法を解説します。

※本連載は実例に基づいて構成されています。

・権限委譲
・指導と支援

キーワード今 月 の

第11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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図1のステップに沿って権限委譲を行うと，面倒なプ
ロセスを踏んでいるようにみえますが，確実で，しかも
効率的に時間を使うことができます。図1のステップに
沿ってコーチングを行っていきます。

…❶
前回のコーチングで，ストレスを軽減するためには仕事
量を抑える必要があることから，「権限委譲」を検討する

Coaching 1

前回まで

薬剤師のAさんは，ある薬局チェーンの薬局長になって半年，薬剤師
業務と管理職業務の両立に苦慮していました。前回（2017年4月号）
は，仕事量の増大によるストレスに悩むAさんに，デール・カーネギー
のストレス・マネジメントの原則（「道は開ける」の原則，表1）から部下
に業務を割り振る「権限委譲」を解説しました。今回は実際に権限委譲
のステップを解説します。

権限委譲のプロセス「1．必要性を明確にする」・コーチング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。

表1　「道は開ける」の原則

図1　結果と時間効率を高める権限委譲のプロセス

1 必要性を明確にする

2 人物を選出する

3 権限委譲を計画する

4 権限委譲のミーティングを開く

5 実行計画をたてる

6 計画をレビューする

7 計画を実施する

8 フォローアップ

ことにしました。さて，宿題になっていた遂行基準※を成
功するために「権限委譲」に適した業務はありましたか？

はい。私が薬局長になる前からやってい
た患者さん向けの健康相談会にしようと思っています。

※ 宿題の遂行基準：Aさんの薬局としての大きな目標と，それを達
成するために部下に経験させると一番良さそうな業務。

Aさん
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問診票に食道アカラシアと書いた患者に
ニフェジピンとニトログリセリンを処方…？

処方せん（消化器内科）

【わかっていること】
・問診票に「食道アカラシア」との記載あり。
・今日はバリウム検査を実施。血圧は正常で，高血圧でも狭心症でもないことを確認済み。

39歳女性
Rp.1 ニフェジピンカプセル（アダラート）10mg 1回1カプセル（1日3回）
 　毎食前 40日分
Rp.2 ランソプラゾールOD錠（タケプロン）15mg 1回1錠（1日1回）
 　朝食後 40日分
Rp.3 ニトログリセリン舌下錠（ニトロペン）0.3mg 1回1錠（1日1回）
 　夕食前 3日分
Rp.4 ニフェジピンCR錠（アダラート）20mg 1回1錠（1日1回）
 　朝食後 5日分

　    食道アカラシアってどのような病態でしょうか？

　    高血圧でも狭心症でもない患者さん。ニフェジピン
とニトログリセリンは食道アカラシアにどのような
効果があるのでしょうか？

 Q1

 Q2

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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 ▶下部食道括約筋の機能
下部食道括約筋〔LES：lower（下部）esophageal（食

道）sphincter（括約筋）〕は，食道と胃のつなぎ目付近の
筋肉で，食べた物を食道から胃に自然に運ぶ機能と，胃
に入った食物が食道に逆流するのを防ぐ働きをもってい
ます。

 ▶食道アカラシアの病態・症状・診断
1 病態
口から食べた食物は，順次，食道の蠕動運動で胃へと

　    食道の蠕動運動が障害され，下部食道括約筋が緩まなくなり，
食物の通過障害や食道の拡張が起こる病態。

　    亜硝酸塩（ニトログリセリン）とカルシウム拮抗薬（ニフェジピン）
には下部食道括約筋の弛緩を助け，食道の拡張を防ぐ作用がある。

 A1

A2

答え

解 説

運ばれていき，タイミングよくLESが緩むことで，食物
は胃へと流れ込みます。食道アカラシアではそのLESの
弛緩が生じないために，うまく食物が胃に入らず，食道
内に停滞してしまいます（図1）。また，食道アカラシアで
は食道の蠕動運動の低下も起こることが知られています。
食道アカラシアの発症頻度は人口10万人あたり1人と
いわれていて，食道やLESの神経細胞（食道壁内に存在
して食道の蠕動運動を支配しているアウエルバッハ神経
叢など）の変性や減少，ウイルス感染が一因ではないかと
考えられているようですが，現在のところ詳細はわかっ
ていません。

問診票に食道アカラシアと書いた患者にニフェジピンとニトログリセリンを処方…？

図1　食道アカラシアの発生要因

〔広田将司：胃食道逆流症，食道アカラシア，胃潰瘍．消化器外科ナーシング，19（5）：452-455，2014より引用〕

嚥下を行うと順方
向の食道蠕動と
LES弛緩が生じ，
食べ物が食道から
胃へ流れる。

正常な食道蠕動の消
失とLES弛緩不全
が起こるため，食べ
物の貯留，食道の拡
張や蛇行が生じる。

下部食道括約筋（LES）

噴門部

LESが弛緩できない

通過障害

正常 食道アカラシア


