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抗凝固薬Up to Date

　抗凝固薬の薬学的管理においては，薬局薬剤師への期待も

大きく，関連する検査値を開示する医療機関が年々増えていま

す。薬局で「そもそも抗凝固薬っていつから始めるの？」，「DOAC

の使い分けは？」，「どうなったら危険なサイン？」――と疑問

に感じた経験はありませんか。安全に治療を進めるためには，

リスクの評価だけでなく，治療の意義についても知識を積み上

げる必要があります。

　本特集では，薬物治療の評価や医師への処方提案で困らな

いために，抗凝固薬の薬学的管理に必須の情報を解説します。
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■  なぜ抗凝固薬を使うのか ………………………… 9

■  DOACの特徴と使い分け ………………………… 14

■  ワルファリン投与患者に対する
PT-INRモニタリング …………………………… 17
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1 動脈系の血栓と静脈系の血栓
　血栓症とは，本来血液が凝固すべきではない血管内も
しくは心腔内において，血液が凝固した塊（凝血塊）によ
り血流の閉塞が生じた病態である。血栓の性状は，血流
の早い環境にできる場合（動脈系）と血流の遅い環境にで
きる場合（静脈系）で異なる（表1）。
　凝固反応の最初の火付け役となるのが血小板であるが，
血流の速い環境で生じる血栓は，この血小板が活性化す
ることによって生じる。したがって，その血栓は血小板
含有量が多く，その色を反映して白色血栓となる。動脈
系の血管閉塞によって生じる血栓には，脳梗塞（ラクナ
梗塞，アテローム血栓性梗塞），心筋梗塞，末梢動脈閉
塞などがある。
　一方で，血流の遅い環境で生じる血栓は，フィブリン
活性を主病態とする。フィブリンが赤血球を巻き込んで
血栓を形成し，赤血球の色を反映して赤色血栓となる。
血流が極端に遅くなった部位で活性化したフィブリン同

抗凝固薬が推奨される患者とは 士が引き寄せ合って血栓が形成されていくものであり，
深部静脈血栓症（および，それが肺動脈に飛んで発生す
る肺塞栓症）および心原性脳塞栓症（心房細動が多いが，
極端に左室収縮能が低下した患者や心室瘤を来した患者
にも生じ得る）などがある。

2  抗凝固薬は静脈系血栓に対して用いるが 
動脈系血栓も予防し得る

　それぞれの血栓を予防するための薬剤としては，動脈
系の血栓症には血小板活性を抑える抗血小板薬を用い，
静脈系の血栓症には凝固カスケードを抑制する抗凝固薬
を用いる。
　ただし，このような血栓予防薬の使い分けは基本的な
考え方としては正しいものの，凝固カスケードを抑制す
る抗凝固薬が，静脈系の血栓症だけでなく動脈系の血栓
症についても抑制し得ることは認識しておく必要がある。
血小板活性化に引き続いて作動する，いわば下流に位置
するともいえる凝固カスケードを抑えておけば，結局は
血栓形成を抑制できるという理屈だ。
　この知識が重要なのは，最近，冠動脈疾患に対する経
皮的ステント留置術を施行して抗血小板薬が2種類投与
される一方で，心房細動が合併して抗凝固薬も投与され
る，いわゆる「3剤併用」の状態となる患者が増えている
からだ。3剤併用状態の患者は出血リスクが非常に高いた
め，そこで抗凝固薬が動脈血栓予防も兼ねることができ
るならば，抗血小板薬の剤数を減らすことができ，患者
を出血リスクから守ることができる。
　このような考えを支持するエビデンスも複数報告されて
いる。まず，抗凝固薬使用中でPCI施行予定の患者563例
を2剤併用（抗凝固薬＋抗血小板薬1剤）と3剤併用（抗凝
固薬＋抗血小板薬2剤）でランダム比較したWOEST試験1）

では，出血合併症のみならず塞栓症発生まで2剤併用の

なぜ抗凝固薬を使うのか

１．動脈血栓症
・血流が速い環境下の血栓症
・血小板活性化による
・血小板血栓（白色血栓，血小板含有量が多い）
・ 脳梗塞（ラクナ，アテローム血栓性），心筋梗塞，末梢動脈血
栓など
・抗血小板薬が有効

２．静脈血栓症
・血流が遅い環境下の血栓症
・凝固活性化による
・フィブリン血栓（赤色血栓，フィブリン含有量が多い）
・深部静脈血栓症，肺塞栓症，心原性脳塞栓症など
・抗凝固薬が有効

表1    血栓症の分類と特徴

，

特集 抗凝固薬Up to Date

心臓血管研究所付属病院循環器内科　鈴木 信也
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方がリスクが低かった。さらに，直接経口抗凝固薬
（DOAC）＋抗血小板薬1剤，DOAC＋抗血小板薬2剤，
およびワルファリン＋抗血小板薬2剤の3群を比較した
PIONEER AF-PCI試験2）では，DOAC＋抗血小板薬
1剤の2剤併用療法群がワルファリンの3剤併用群と比較
して出血合併症が少なく，かつ血栓症予防は同等という
結果が報告され非常に注目されている。

1 下肢静脈血栓症および肺塞栓症
①急性肺血栓塞栓症の急性期に未分画ヘパリン
　急性肺血栓塞栓症の発症後，抗凝固療法を行うことに
よって死亡率および再発率を低下させることが明らかに
されている3）。したがって，急性肺血栓塞栓症が疑われ
る患者では未分画ヘパリンを，重症度によらず診断され
次第，なるべく早く投与を開始する。また，急性肺血栓
塞栓症が強く疑われる場合や確定診断までに時間がかか
る場合には，疑診段階であっても初期治療を開始してよ
い。
② 急性肺血栓塞栓症の慢性期および下肢静脈血栓症に対す
る経口抗凝固薬
　急性肺血栓塞栓症の急性期に未分画ヘパリンを開始し
た後，患者が落ち着いており内服可能な状態であれば経
口抗凝固薬に切り替えていく。従来はワルファリンが唯
一の選択肢であったが，最近ではDOACが使用可能であ
り，日本国内ではエドキサバン，リバーロキサバン，ア
ピキサバンが保険適用として承認されている。
　慢性期の投与期間は，急性肺血栓塞栓症として発症し
た場合でも，下肢静脈血栓症として発症した場合でも，
基本的な考え方は類似している。先天的に血栓性素因を
有する患者では長期の抗凝固薬投与が推奨される一方で，
術後に発生した下肢静脈血栓症など原因が可逆性である
場合には，3カ月間ワルファリン投与を行った後，それ
以降の継続は出血リスクとのバランスを勘案して考慮す
ることが推奨される4）。DOACを使用する場合もこれに
準じると考えてよいだろう。

2  心房細動
　心房細動は弁膜症と非弁膜症に分類されることが多い

どのタイミングで抗凝固薬を開始するのか

が，前者はリウマチ性僧房弁狭窄症や弁置換術後の症例
であり，後者はそれ以外を指す。弁膜症性心房細動は極
めて高い塞栓症リスクを有することが知られており，抗凝
固療法は必須である。一方で，非弁膜症性心房細動のな
かには血栓塞栓症リスクの高い患者とそうでない患者が混
在しており，層別化を図る必要がある。さらに非弁膜症
性心房細動患者は高齢者が多く，動脈硬化性疾患合併に
伴う抗血小板薬使用，高血圧症合併など出血リスクが高
い患者も含まれやすいため，抗凝固療法施行にあたって
は問題となる。
①CHADS2スコア
　非弁膜症性心房細動患者の脳梗塞発生率は，リスク因
子の有無によって大きく異なる。リスク因子の集積に伴う
脳梗塞発生率の上昇をきれいに表現し，かつ簡便なスコ
アとして，CHADS2スコア5）が近年最も汎用されてきた。
CHADS2スコアは，C （心不全，1点），H（高血圧，1点），
A（年齢75歳以上，1点），D（糖尿病，1点），S（脳梗塞
またはTIA既往，2点）の合計6点でリスクを評価するス
コアで，0点から6点まで増加するにつれて脳梗塞の発生
率の上昇ときれいに対応している5） （図1）。
　日本のガイドライン6）では「CHADS2スコア2点以上」
を血栓塞栓症の高リスクとし，抗凝固療法を開始するこ
とが推奨されている。CHADS2 1点での抗凝固療法開始
は，ワルファリンでは塞栓症予防のメリットと出血リス
ク増大のデメリットが拮抗するため「考慮可」にとどまる
が，頭蓋内出血のリスクが格段に減少したDOACでは
「推奨」となっている。
②CHA2DS2-VAScスコア
　2010年に，European Society of Cardiologyより心房細
動に対する新たなガイドラインが発表され7），CHA2DS2-

VAScスコアが提唱された。CHA2DS2-VAScスコア8）は，
CHADS2スコアにおける年齢にさらなる重みづけを行い，
女性および血管疾患（心筋梗塞，末梢動脈疾患，大動脈
プラーク）を新たにリスク因子として加えたものである6）

（図2）。
　このリスクスコアはCHADS2 0～1点の低リスク患者
を層別するものとして開発されたが，日本での実状は一
般臨床医を含めた臨床現場において「CHADS2 2点以上」
という高リスクの心房細動患者に対しても40～50%程度
しか抗凝固療法が導入されていないことが指摘されてい
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　DOAC（direct oral anticoagulants）はそれぞれ，第Ⅲ
相大規模臨床試験において有効性および安全性がワル
ファリンと同等か優れていることが示されている1-4）。安
全性や簡便性などの点でDOACのメリットは少なくない
が，一方で当然デメリットも存在する。
　本稿ではまずワルファリンと比較した場合の，DOAC
のメリットとデメリットを示していく。

1 DOACのメリット

・頭蓋内出血の頻度が低い。
・ 定期的な凝固能検査による用量調節の必要がなく，
固定用量で安定した抗凝固作用が得られる。

・効果発現が早い。
・ 食品との相互作用の可能性が低く，食事制限がない。
・併用薬の影響が少ない。

　ワルファリンが投与されている症例では，頭蓋内出血
の頻度に人種間で大きな差がみられ，白人に比べて黒人
やヒスパニックでは約2倍，アジア人では約4倍にも増加
することがわかっている5）。
　一方，DOACの第Ⅲ相試験のサブ解析では，DOACに
よる抗凝固療法では頭蓋内出血の人種差が小さいことが示
されている。したがって，DOACは日本人を含むアジア人
に，より大きな恩恵をもたらす薬剤である可能性が高い。

2 DOACのデメリット

・ 腎機能障害のある患者に使いにくく，重度の腎機
能障害では禁忌となる。

DOACのメリット・デメリット

・頭蓋内出血の頻度が低い。
・ 定期的な凝固能検査による用量調節の必要がなく，
固定用量で安定した抗凝固作用が得られる。

・効果発現が早い。
・ 食品との相互作用の可能性が低く，食事制限がない。
・併用薬の影響が少ない。

・腎機能障害のある患者に使いにくく，重度の腎機
能障害では禁忌となる。

・ ダビガトラン300mg/日，リバーロキサバンおよび
エドキサバンでは消化管出血が多い。
・ダビガトランでは消化器症状（腹痛など）が多い。
・ リバーロキサバン，アピキサバン，エドキサバンに
は拮抗薬がない（現在開発・試験中）。
・薬価が高い。

　DOACのなかにはワルファリンよりも消化管出血の頻
度が高い薬剤・用量があるため，消化管出血の既往があ
る症例や，非ステロイド性抗炎症薬を併用する必要があ
る症例ではプロトンポンプ阻害薬を追加するなど注意が
必要である。大出血などが生じた際，DOACのなかで現
在臨床使用可能な特異的拮抗薬があるのはダビガトラン
のみである6）。ほかの3剤では現在臨床使用可能な特異
的拮抗薬がない（開発・試験中）7）。
　また，当然ながらDOACは非弁膜症性心房細動に用い
る薬剤であり，リウマチ性僧帽弁疾患（主に狭窄）や人工
弁（機械弁，生体弁とも）置換術後症例に伴う弁膜症性心
房細動にはDOACを用いることはできない。
　いずれのDOACも腎排泄を有しているため，腎機能障
害患者ではその血中濃度が上昇しやすく，出血のリスク
が高まる。したがって，重度の腎機能障害患者には，
DOACは投与できない。ダビガトランはクレアチニンク
リアランス（CCr）が30mL/分未満，リバーロキサバン，
アピキサバン，エドキサバンはCCrが15mL/分未満では
投与禁忌となる。透析患者でもDOACは投与禁忌であ
る。なお，ワルファリンを用いたとしても腎機能低下例
では出血性合併症発生のリスクが増加するため，そのコ
ントロールは慎重に行う必要がある。
　そのほかに，出血リスクや肝障害もその程度により禁
忌となるし，それぞれのDOACにより併用禁忌・注意と
なる薬剤があるので注意する。

・ ダビガトラン300mg/日，リバーロキサバンおよび
エドキサバンでは消化管出血が多い。
・ダビガトランでは消化器症状（腹痛など）が多い。
・ リバーロキサバン，アピキサバン，エドキサバンに
は拮抗薬がない（現在開発・試験中）。
・薬価が高い。

DOACの特徴と使い分け

抗凝固薬Up to Date特集

国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門不整脈科　宮本 康二
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　ワルファリンは静脈血栓症，肺塞栓症，脳塞栓症など
適応が幅広い。血漿中ではワルファリンの90～99%がア
ルブミンと結合しているが，結合力は弱く可逆的である
ため両者の結合状態の変化が薬効に影響を及ぼす。ワル
ファリンは，ビタミンK依存性の血液凝固因子である第
Ⅱ，Ⅶ，Ⅸ，Ⅹ因子の生合成を抑制し抗凝固作用を発揮
するが，一方，数種類の血液凝固因子を抑制するため，
頭蓋内・消化管出血のリスクが高い。
　ワルファリンの治療有効性を判断するうえでTTR（Time 
in Therapeutic Range）を用いた評価がある。TTRは一定
の治療期間中にプロトロンビン時間─国際基準比（PT-

international normalized ratio：PT-INR）が目標治療域
に入っている期間の割合で，TTRの変動はワルファリン
の治療効果に影響するとの報告1）がある。ワルファリン
投与で目標とするTTR値は60%以上とされている。

1 腎機能障害
　ワルファリンの代謝は肝で行われ，代謝物はほとんど
薬理活性をもたないため，腎障害による影響は少ないと
されている。一方でワルファリンとプラザキサカプセル
（有効成分：ダビガトラン）の腎機能別の大出血の発現率
（海外データ）2）が図1のように示されており，腎機能の
低下に伴い大出血の発現率が高くなっているため，腎機
能低下患者では出血合併症に注意する。

2 薬物相互作用
　ワルファリンと薬物相互作用が認められる薬剤は多い
が，そのすべてについて検討が行われているわけではな

ワルファリンの特徴

ワルファリン投与時の注意点

い。薬剤の併用が避けられない場合もあり，特にワルファ
リンの効果への影響が大きい薬剤を併用するときは抗凝
固能の変動に注意する。
（1）抗真菌薬
　2016年10月に厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策
課長通知でワルファリンおよびアゾール系抗真菌薬（経
口剤・注射剤）の「使用上の注意」の改訂が周知され，ワ
ルファリンの併用禁忌薬剤にミコナゾール（ゲル剤，注
射剤）が追記された。両剤の併用によりワルファリンの作
用が増強され，併用中止後もワルファリンの作用が遅延
したとの報告がある。
（2）抗がん薬
　最近は抗がん薬治療が入院治療から外来治療へシフト
し，経口抗がん薬による治療を受けている患者も多い。
カペシタビンとの併用によりワルファリンの作用が増強
し，出血合併症が発現，死亡に至ったという報告がある。
特に複数のがん種の治療で使用されるテガフール・ギメ
ラシル・オテラシルカリウム配合薬が併用された場合，
PT-INRの上昇の可能性が高くなる。その機序としては，
フルオロウラシル（5-FU）が肝臓における薬物代謝酵素
の生合成を阻害し，間接的にワルファリンの代謝を低下
させ，血中濃度を上昇させることが示唆されている。

3 抗血小板薬との併用
　他剤との薬物相互作用によるPT-INRの変動以外に，
抗血小板薬との併用にも注意する。ワルファリンまたは
抗血小板薬を服用している心血管または脳血管疾患患者
を対象としたBleeding with Antithrombotic Therapy
研究3）では，大出血または生命に関わる出血の発現頻度
がワルファリン単独では2.06%/年であったのに対し，ワ
ルファリンと抗血小板薬を併用した場合は3.56%/年と有
意な上昇が認められている。生命に関わる出血または大

ワルファリン投与患者に対する
PT-INRモニタリング

特集 抗凝固薬Up to Date

小倉記念病院薬剤部　町田 聖治，入江 利行
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出血の累積率を図2に示す。
　またワルファリンやプラザキサカプセル服用患者での
抗血小板薬の併用数別にみた大出血の発現率（海外デー
タ）4）を図3に示す。大出血の発現率は抗血小板薬数の増
加に伴い上昇しているため，抗血小板薬の併用時は，よ
り注意深い観察や出血合併症の初期症状などに関する患
者への指導が大切である。

　左室内血栓を認める症例，心房細動併発症例ではワル
ファリンの長期服用が推奨され，機械弁置換術後ではワ
ルファリンによる抗凝固療法は必須である。一方，ワル
ファリンを服用している患者が大手術を受ける場合，手
術前3～5日までにワルファリンを中止し，ヘパリン投与
を実施することが推奨されている5）。
　高リスク症例では活性化部分トロンボプラスチン時間
（APTT）が1.5～2.5倍に延長されるようにヘパリンの投

減量・中止，継続をどう考えるのか

図1    腎機能（クレアチニンクリアランス）別の大出血の発現率（海外データ）
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図2    生命に関わる出血または大出血の累積率　
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Yasushi Goto

かっていません。現在は，患者さんをどのように選別す
れば効くかというのを確かめている段階です。
　分子標的薬，例えばEGFRを阻害するものだとゲフィ
チニブ，エルロチニブ，アファチニブ，最近だとオシメ
ルチニブ。ALKを阻害するものだとアレクチニブ，クリ
ゾチニブ，セリチニブなどがありますが，それらで効果
がみられる患者さんは70～80％います。ところがオプ
ジーボは患者さんを選ばずに投与すると，効果があるの
は20～30％ですから，かなり確率が低いのです。
　オプジーボが注目されているのはなぜかというと，今
までの抗がん薬と比べると，ものすごく長く効くという
ことと，副作用がやや少ないのです。分子標的薬よりも
効く確率は低いけれども，効いたときは非常に効果があ
る。高い確率でよく効いて副作用がすごく少ないという
薬はまだ開発の段階です。

治療の最前線
ココ が知り

たい！

 第 回4
肺がん治療

これまでのがん治療の流れと今後の展開
― ― 今日は，最近話題のオプジーボをはじめとして肺が

んの治療についてお聞きしたいと思います。よろしくお
願いします。まず，これまでの肺がんの治療の変遷につ
いて教えてください。
後藤　肺がんに限らず，研究などでわかってきたことを
実際の臨床で確かめていくというのが，研究の開発のプ
ロセスで，それによって医療は発展していくと思います。
ただ，2003年までは毒物に限りなく近いといわれるよう
なものをちょっと変えたりする程度のものを抗がん薬と
して開発して，効果と副作用のバランスが良かったもの
から順番に人に試していたのですが，そのときはどれを
試してもあまり変わりませんでした。
　その後，腫瘍と関係のあるターゲット，蛋白質や遺伝
子などをあらかじめ同定して，さらにそれを阻害する薬を
開発するという時代が2000年代ぐらいから始まっていま
す。それに応じて新しい薬が少しずつ出てきたのですが，
ターゲットと，効果がみられる患者さんとは必ずしも1対
1ではありません。そこで，まずみんなに試してみて，そ
の後にどういう人に効くかを試すという時代がしばらく続
きました。そして最近は，逆に患者さんの特徴に合わせ
た薬を試すというようになっています。
　ただ，患者さんの遺伝子などを調べれば，この薬は効
くとわかっているものは，実はまだ数個しかありません。
プレシジョン・メディシンというのですが，まだ薬はそ
んなに多くないというのが事実です。

免疫チェックポイント阻害薬の問題点
― ― 最近は免疫療法が話題ですね。

後藤　免疫療法はどのような人に効くかがはっきりわ
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だ，その間ずっと効いていないかもしれない薬に高額の
投資をしているというのもまた事実なのですね。
―― あまりにもセンセーショナルに報道されたために，
それさえ使えば良くなるという思いをもった患者さんが
薬局にいらっしゃいます。どのくらいの人に効いて，ど
のくらいの人に効かないという情報などをお伝えするの
も大切なことですよね。
後藤　おっしゃる通りですね。患者さんは期待が大きい
ので，オプジーポやキイトルーダの効く確率を教えると，
「そんなに低いのですか？」とびっくりされますね。
　ただ，そんななかでも最適使用推進ガイドラインが作
られて，そもそもの総額を減らすために半額になりまし
たし，無駄な投与をしないように，こういう患者さんに
使いましょうと提案されています。
　今までは薬を投与する／しないは添付文書が基本でし
た。ところが，例えばニボルマブの添付文書では，デー
タは不明だけれどこの人たちに投与してもデメリットは
ないという場合も投与できるようになっています。一方，
今度の適正使用推進ガイドラインでは，こういう人たち
に比較的効果があるから，この人たちに投与しなさいと
なっているのですね。われわれはこれまで添付文書に従
えばいいと思っていましたが，今後は適正使用推進ガイ
ドラインで査定されるということになっています。
―― 保険での評価が関係してくるようになるでしょうか。
後藤　今後はエビデンスがあるかどうかにかかわらず，査
定を恐れて治療が制限される時代が来るかもしれません。
適正使用推進ガイドラインがどのように使われるかはまだ
わからないのですが，これから新しい薬が出てきて効果が
みられたときに，投与する患者を国が選択していくという
ことが出てくるかもしれないということは，考えていかな
くてはいけないのではないかと思っています。
―― 効果がないかもしれない人ははじかれていく可能性
があるのでしょうか。
後藤　確率が低いケースがはじかれるようになる可能性
はあります。ただ，今回の適正使用推進ガイドラインで
は「はじく」とは書かれていなくて，使う順番を遅らせる
となっていますね。
　そのような制限が医療に出てくる可能性があるという
のは，薬の値段が高すぎたことによる衝撃かなと思うの
ですが，ただ，ちょっと気を付けないといけないと思っ

―― オプジーボに関しては，いろいろな問題が指摘され
て，適正使用のためのガイドラインが作られていますね。
後藤　お金のことは置いておいて，肺がんの領域では，
分子標的薬の開発が非常に進んでいます。われわれ臨床
医は，効く可能性が70～80％，要するにほとんどの人に
よく効くということが目指すべき方向性だと思っていま
す。そういう意味では，免疫療法は分子標的薬とは全然
違う種類なのです。

最適使用推進ガイドラインで  
高額医療費を抑制！？
―― お金の問題については，どのようにお考えですか。

後藤　ニュースになったのが，1年間ずっと使うと１人
あたり3,000万円だったのが半額の1,500万円になったと
いうことですね。違う視点で見ると実はもっとすごいこ
とが起きています。薬を使ったとして効果がない人が5人
中に4人や3人いるわけです。その効果があるかどうかを
判断がするには2カ月くらい必要で，1カ月に150万円か
かります。したがって，1人あたり300万円の投資をしな
ければ，そもそもその人に効果があるのかどうかがわか
りません。5人のうち1人に効果があると仮定すると，
4人には効果がないのに投与することになります。つまり
300万円を5人，1,500万円かけて１人に効果を提供でき
ることになります。
　薬の効果を得るのに1,500万円とか3,000万円かかるの
が高いと思われるかもしれないけれど，全く効いていな
い人たちに１人あたり300万円使われたりしているので
す。ですから社会に思われているよりも実際には無駄が
多いのですね。
―― 効果のある人に対する薬の金額の問題だけでなく，

効くかどうかわからない人への使い方にも課題があるわ
けですね。
後藤　オプジーボは副作用が少なくて，しかも効果が
ちょっと遅れて出ることもありますので，効いていない
のに続けられたりしやすいのです。それから，ごく数％
の患者さんでは，一度悪くなった後にまた良くなること
があるのですね。そういうことを言っていると，患者さ
んは当然，自分もその数％になりたいという思いがあり
ますから，やめどきが難しいという事実があります。た
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　DAAはHCVの増殖を強力に直接抑制し，その治療効
果は非常に高く，副作用が極めて少なく，かつ治療期間
も短い。C型肝炎治療は，長らく行われてきたインター
フェロン（interferon：IFN）の注射をベースにした治療
から，経口のDAAによる治療へと大きく転換され，目
覚ましい進歩を遂げた。

2．IFNフリーDAA併用療法の特長
　DAAは単剤投与では耐性変異の出現頻度が高いことか
ら，ペグインターフェロン（pegylated interferon：Peg-

IFN）＋リバビリン併用療法にNS3/4Aプロテアーゼ阻害
薬を加えた3剤併用療法で治療成績は大きく改善した。
　しかし，IFNの忍容性やリバビリンの副作用，IFN治
療抵抗性などに加え，NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬の副
作用の問題は残された。そこで，作用点が異なる複数の
DAAを組み合わせ，互いの耐性変異の出現を抑えつつ強

 特徴

1．DAAの分類
　近年，C型肝炎ウイルス（hepatitis C virus：HCV）の
in vitroでの培養系の確立など基礎研究の進歩を背景に，
HCVの非構造（non structure：NS）蛋白を直接ターゲッ
トとする直接作用型抗ウイルス薬（direct acting antiviral 
agent：DAA）の研究開発が急速に進展している。
　臨床で現在用いられているDAAは，以下の3つのクラ
スに分類される。
① NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬：プロテアーゼ活性を有
するHCV NS3/4A蛋白質に対する阻害薬

② NS5A複製複合体阻害薬：複製複合体を形成する
HCV NS5A蛋白質に対する阻害薬

③ NS5Bポリメラーゼ阻害薬：ポリメラーゼ活性を有す
るNS5B蛋白質に対する阻害薬

福山大学薬学部　大浜 修

エレルサ錠50mg（エルバスビル）＋
グラジナ錠50mg（グラゾプレビル水和物）

併用療法

◆  2種類の直接作用型抗ウイルス薬（direct acting antiviral agent：DAA）を併用する新たなイン
ターフェロン・フリーの抗ウイルス療法であり，ジェノタイプ1型のC型慢性肝炎またはC型
代償性肝硬変が適応となる。

◆  エルバスビルはNS5A複製複合体を，グラゾプレビルはNS3/4Aプロテアーゼを選択的に阻害
することにより速やかかつ強力な抗ウイルス効果を示すDAAであり，併用により相加作用が認
められる。

◆  患者背景（年齢，性別，前治療歴，IL28Bの遺伝子型，耐性変異の有無など）にかかわらず良好
な抗ウイルス効果を示す。

◆  重度腎機能障害患者（投与前eGFR30mL/min/1.73m2未満，透析患者を含む）に対しても用量
調節することなく投与が可能である。

◆  C型肝炎治療ガイドライン（第5.4版）では，ジェノタイプ1型のC型慢性肝炎の初回治療，再
治療のいずれにおいても第1選択薬の一つに位置付けられている。

P o i n t
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上した。
　しかし，IFNを含むレジメンでは従来のIFNやリバビ
リン治療の問題に加えプロテアーゼ阻害薬の副作用や，
IFNの週1回注射の負担もあることから，IFNを用いな
いDAAのみによる治療法の開発が精力的に進められた
（図1）。
　そして2014年，アスナプレビル＋ダクラタスビル併用
療法がジェノタイプ1型のC型慢性肝炎に対し承認され，
IFN不適格・無効例に対する治療が可能となった。
2015年にはレジパスビル/ソホスブビル配合剤，オムビ
タスビル/パリタプレビル/リトナビル配合剤が承認され
た。いずれのレジメンでも85～100％の高いSVR率が得
られ，治療期間も12週間に大幅に短縮された。さらに
2016年には，グラゾプレビル＋エルバスビル併用療法と，
アスナプレビル/ダクラタスビル/ベクラブビル配合剤が
承認された（図1）。
　DAA併用療法によりIFNやリバビリン特有の副作用
は回避されたが，一方で，薬剤耐性変異によるSVR率低
下や肝障害などの副作用，重度の腎機能障害例への投与
禁忌，多様な薬物相互作用や併用禁忌などの問題が生じ
た（表1）。
　わが国ではHCV患者の高齢化が進み，生理機能の低
下や合併症により治療に対する忍容性が低い患者が多い
ことから，これらの問題解決の選択肢を広げるためにさ
らなるレジメンの開発が急がれている。

 作用機序

　グラゾプレビル＋エルバスビル併用療法は，エルバス
ビルとグラゾプレビルがそれぞれ異なる部位を標的にす
ることで，ジェノタイプ1b型に対する抗ウイルス効果を
相加的に増強するとともに，耐性の出現をより強固に抑
制する（図2）。

1．エルバスビル
　エルバスビルはNS5A蛋白質に対する強力な低分子阻
害薬である。NS5AはHCV複製に不可欠なウイルスのリ
ン蛋白質であり，多くの細胞内プロセス（アポトーシス，
細胞周期，自然免疫，膜合成など）に関与する多数の宿
主蛋白質との相互作用をもち，それらのプロセスが妨げ

力にHCVの排除を図る治療法，すなわちDAAのみを併
用するIFNフリーのC型肝炎治療法の開発が進められ，
非常に高い治療成績と副作用の著明な軽減が認められて
いる。
　IFNフリーDAA併用療法の最大のメリットは，優れ
た治療成績に加え，IFNやリバビリン特有の有害事象か
ら解き放たれた安全性の高い治療が経口投与で簡便に行
えることである。すなわち，従来は治療困難だった高齢
者や，代償性肝硬変，IFN治療不耐容・不応例，さまざ
まな合併症をもつ多くの患者に新たな治療の道が開かれ
た。日本は高齢で合併症をもつC型肝炎患者が多いため，
非常に有益な治療選択肢となっている。

3．エレルサ＋グラジナ併用療法の登場
　エレルサ錠50mg＋グラジナ錠50mg併用療法は，IFN
フリーDAA併用療法に用いる4つ目の選択肢として登場
した。NS5A複製複合体阻害薬エルバスビル（elbasvir：
EBR）とNS3/4Aプロテアーゼ阻害薬グラゾプレビル
（grazoprevir：GZR）を組み合わせることで，日本人C型
肝炎の7割を占め，IFN治療が効きにくいジェノタイプ
1b型の難治性C型炎に対しても，1日1回，12週間の短
期経口治療で極めて高い抗ウイルス効果と優れた忍容性
が認められた。
　また，患者背景（年齢，性別，前治療歴，IL28Bの遺
伝子型，耐性変異の有無など）による抗ウイルス効果の
差は認められず，腎機能障害に応じた用量調節も不要で
ある。2016年4月に厚生労働省より優先審査対象に指定
され，同年9月に承認された。

4．ジェノタイプ1型C型肝炎治療の変遷 6）

　DAAが登場するまで治療の主流は長い間，徐放型IFN
製剤Peg-IFNと核酸アナログの抗RNAウイルス薬リバビ
リンとの併用治療だったが，未治療例での著効（sustained 
virological response：SVR）率は約50％にとどまっていた。
　そんななか2011年，第1世代プロテアーゼ阻害薬テラ
プレビルが，ジェノタイプ1型高ウイルス量C型肝炎に
対するPeg-IFN＋リバビリンとの併用療法で承認を受け
ると，SVR率は約70％に向上した。さらに2013年に第
2世代のシメプレビルが，2014年にはバニプレビルが同
様の適応で承認されたことで，SVR率は約90％にまで向
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抗生物質は本当に必要？

（1247）

　しかし，果たしてこの対応だけで，薬剤師としての社
会的使命を果たしているといえるのだろうか。

あと一歩ステップアップ！

調査1
　抗生物質の適正使用に関する手引きとはどのようなも
のかを調査してみる。
　まずインターネットで“抗生物質”，“手引き”，“適正
使用”のキーワードで検索をかけたところ，図1の検索
結果が得られ，「抗微生物薬適正使用の手引き」に関する
議論が厚生労働省で行われていることがわかった。続い
て“厚生労働省”をキーワードとした検索から，厚生労
働省の薬剤耐性（AMR）対策に関する情報を得ることが
できた（図2）。

こんな患者さんに会ったこと，
ありませんか？

・鼻水が出て，のども痛みがあり，少し熱もある。
・風邪をひいたらしいとの訴え。
・ 処方せんの内容は，抗生物質，鎮咳去痰薬，解熱
鎮痛薬。

薬剤師A  風邪の症状に抗生物質はいらないんじゃないか
と思うけど…。でも，疑義照会はできないし，
結局，調剤するしかないんだよね。

薬剤師B  確かにそうだけど，一度，思い切って疑義照会
してみたら？

薬剤師A そんなことできないよ。医師に失礼だし…。
薬剤師B  えっ！　もしもいらない薬が処方されているの

に，その確認をしなかったら，患者さんに失礼
だと思うけど…。

薬剤師A  患者さんに失礼か…確かにそうだね。でも，ど
のように疑義照会したらいいのかな？

薬剤師B  本当は疑義照会ではなく，地域で話し合いがで
きるといいんだけどね…。そういえば最近，抗
生物質の適正使用に関する手引きが作られたっ
ていうニュースを見たけど，役に立つんじゃな
いかな。

　ウイルス性の風邪と思われる患者に抗生物質が処方さ
れることがある。薬剤師は「抗生物質は必要ないので
は？」と思いながらも結局そのまま調剤し，そのうえで
耐性菌ができるのを少しでも減らせるように，「症状がよ
くなってもきちんと飲みきるように」との説明で対応して
いる現状がある。

添付文書プラスアルファの情報使いこなし術

抗生物質は本当に必要？

公園前薬局　堀 正隆，堀 美智子

第2回

図1　インターネットでの検索結果
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添付文書プラスアルファの情報使いこなし術 検索

（3）想定される患者群
　急性気道感染症および急性下痢症の患者に焦点があて
られており，基礎疾患のない成人および学童期以上の小
児が想定されている。

2．急性気道感染症への対応
　手引きには，病型分類と診断・治療の手順が図3の通
り示されている。
（1）治療方法
①感冒
　感冒に対しては，抗菌薬投与を行わないことを推奨す
る。
②急性副鼻腔炎
・ 成人では，軽症の急性鼻副鼻腔炎に対しては，抗菌薬
投与を行わないことを推奨する。
・ 成人では，中等症または重症の急性鼻副鼻腔炎に対し
てのみ，以下の抗菌薬投与を検討することを推奨する。
　（成人における基本）
　アモキシシリン水和物内服 5～7 日間 
・ 学童期以降の小児では，急性鼻副鼻腔炎に対しては，
遷延性または重症の場合を除き，抗菌薬投与を行わな
いことを推奨する。 
・ 学童期以降の小児の急性鼻副鼻腔炎に対して，遷延性

調査結果
　薬剤耐性（AMR）アクションプランや「抗微生物薬適
正使用の手引き第一版」の内容を知ることができた。手
引きそのものの概要と，手引きでの上気道感染症に関す
る記載内容の要約を以下に示す。

1．手引きの概要
　日本では，経口の第3世代セファロスポリン，フルオ
ロキノロン，マクロライドの使用量が多いことが指摘さ
れている。
（1）策定の目的
　抗微生物薬の不適正使用を減少させ，その結果として
日本の薬剤耐性（AMR）アクションプランの成果指標で
ある「2020 年の人口1,000人あたりの1日抗菌薬使用量を
2013年の水準の2/3に減少させる」（アクションプランで
は，経口セファロスポリン，フルオロキノロン，マクロ
ライド系を2013年の水準の1/2に減少させる旨が記載さ
れている）。
（2）対象
　外来診療を行う医療従事者（特に診察や処方，保健指
導を行う医師）を対象とし，外来診療で各医療従事者が
主に抗微生物薬の必要な状況と必要でない状況を判別で
きるよう支援する。

図2　厚生労働省の薬剤耐性（AMR）対策の情報



75調剤と情報  2017.7（Vol.23 No.10） （1263）

明治薬科大学公衆衛生疫学教室　三上 明子

ストレスが生じやすい患者さんを
タイミングよくフォロー

第1回

　本連載では，明治薬科大学の公衆衛生疫学教室が実施している「薬剤師中間介入研究」

〔Pharmacist Intermediate Intervention Study：PIIS（ピース）〕の事例を紹介しながら，薬局

薬剤師の役割を考えていきたいと思います。

PIISって何？
　PIISは「薬剤師（Pharmacist）が，長期処方の患者に対して次回受診するまでの間に介入

（Intermediate Intervention)して，服薬状況や症状の改善，信頼関係の向上などにどのような貢

献ができるのか研究（Study）する」目的で，2014年度のパイロット研究を経て2015年5月より

本格的に始まった臨床研究です。

　この研究のポイントは，慢性疾患の長期処方患者が次回受診するまでの間に，薬局薬剤師が患者

に何らかのコンタクトをするという点です。通常，長期処方の患者は安定していて問題がないことが

多いのですが，時に患者が何かしらの問題を抱えていることもあります。次回受診までの期間が長い

場合には，患者は何かの異変を感じても誰かに相談するほどではないと考え，発見や対策が遅れてし

まい，薬物治療に支障が生じる可能性があります。その際に，薬剤師から積極的に患者にコンタク

トをすることで，患者の不安や問題に早期に対応が可能になります。

薬局薬剤師の業務をエビデンスに
　現場の薬剤師は日常業務のなかで，「この患者さん大丈夫かしら？」と感じた症例に対して，数日

後に電話や訪問で様子をうかがって，実際に介入をしていることも多いでしょう。ただ，薬剤師のこ

ういった対応や業務はなかなか表に出ないことから，「薬剤師が何をしているのかわからない」といっ

た国民の声も聞かれます。PIISは，このような症例を集積していくことで，患者が抱える問題と薬

剤師の介入内容および効果を事例集として公表し，薬剤師の業務をエビデンスとして付加価値を公

表することを最終目標としています。

　これからの連載で，薬剤師の介入事例をいくつか紹介していきます。もちろん，患者への積極的

なコンタクトで“何も問題がなかった”ことを確認するのも薬剤師の使命であり，PIISの事例でも“何

もなかった”確認報告が一番多くみられます。しかし，連載では介入により患者の問題の改善がみら

れた事例を読者の皆様の業務の参考になるように紹介していきます。

　PIISについての詳細は，ホームページをご覧ください（http://piis.skr.jp）。
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症例　Aさん　50代，女性　　　　　2015年7月PIIS登録
●原因疾患
　糖尿病，高血圧症，脂質異常症，不眠症，尿崩症，狭心症など（後から神経痛が追加）。
●生活環境
　パートタイムの仕事，家族と同居（中学生の娘），薬の管理は本人。
　シングルマザーで生活保護を受けていたが，徐々にパートタイムでの仕事ができるようになった。
●治療経過
　2009年より高血圧症，脂質異常症を治療。2010年10月より糖尿病の治療開始。
●患者登録時検査値
　空腹時血糖99mg/dL，HbA1c 5.6％　血圧 122/65mmHg　LDL 110mg/dL，HDL 46mg/dL，TG 129mg/dL，
AST 13IU/L，ALT 13IU/L，Cr 0.7mg/dL，eGFR 67.5(mL/分/1.73m2）など。
●登録理由
　服薬状況に懸念がある（多剤併用のため）。
●追跡介入により期待すること　
　①治療効果の向上
　②血糖値，HbA1cの状態が改善に向かっており，1剤でも減らして状態を改善して維持していきたい。
●主な服用薬（内科，整形外科，ストレスクリニックの3医療機関を受診中）
［登録時の処方］
【内科】（56日処方）

ミカムロ配合錠AP 1回1錠 1日1回朝食後
クレストール錠5mg 1回1錠 1日2回朝夕食後
グラクティブ錠25mg 1回1錠 1日1回朝食後
アマリール0.5mg錠 1回1錠 1日1回朝食後　
セイブル錠25mg 1回1錠 1日3回毎食直前
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 1回1錠 1日1回朝食後　
アローゼン顆粒 1回0.5g 1日2回朝夕食後
デスモプレシン・スプレー2.5協和125μg 1回1噴霧 1日2回

【整形外科】（28日処方）

ノイロトロピン錠4単位 1回2錠 1日2回朝夕食後
モーラステープL40mg

はじめにはじめに

　第1回は，青森県青森市にある青柳薬局薬局長の高坂教治氏による報告を紹介する。ストレスを
抱えやすい患者の不安に向き合い，特に季節の変わり目には集中してフォローし，介入が成功して
いる事例である。
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　Dさん（27歳）は以下の処方せんをもって初めて来局した。処方内容は以下の通り。

　フロモックス錠100mg　1回1錠　1日3回 朝昼夕食後　7日分

　問診を行ったところ，膀胱炎と診断されたとのこと。どうも不安そうなDさんの話を聞くうちに，お腹がふっ
くらしているのに気づいた。妊娠の有無を聞いたところ，妊娠６カ月とのことで，以下のように語った。

Dさんの訴え

　昨晩から排尿時に違和感があるため受診し，膀胱炎と診断されました。実は，やっと授かった赤ちゃんで，
妊娠中は薬を飲まなくていいように健康にものすごく気を付けていたから，ショックです。
　排尿するとき，すごく痛いので，仕方なく受診しましたが，やっぱり赤ちゃんに薬の影響が出ないか，と
ても心配です。

今回のケース

注目するポイントはここ！
　妊娠の不安に応える場合の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疫学的データである。

■1 妊娠の時期

　妊娠22週目（潜在過敏期）である。

■2 疾患のコントロールと薬の必要性

　妊娠中の妊婦には，無症候性の細菌尿が高頻度にみら
れる。急性腎盂腎炎になると種々の重篤な合併症を引き
起こしやすいため，抗菌薬治療が必要となる。

■3 薬物の胎盤移行性

　セフカペンピボキシル塩酸塩水和物の胎盤移行性を考
えるために必要な情報は以下の通り。
●分子量：622.11ダルトン
●剤形：内服（小児適用有り）
●分配係数（pH7付近, 1-オクタノール/水）：104［脂溶性］

●酸性・塩基性：弱塩基性（pKa 3.7）
●蛋白結合率：45%
●半減期：1.01時間

■4 疫学的データ

　セフカペンピボキシル塩酸塩水和物の妊婦への使用で，
ベースラインリスクよりも催奇形性の可能性が高まると
いうような報告はなされていない。胎児毒性については，
最近いくつかの報告がなされてきたが，害の絶対リスク
と抗生物質使用のメリットを考慮した場合，使用を制限
するものではない。また，妊娠末期に長期使用すること
による胎児の低カルニチン血症および低血糖が発生する
ことが報告されている。

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安
抗生物質，鎮咳薬・妊婦

「膀胱炎，排尿痛がとても痛いのですが，
薬はあまり飲みたくなくて…」

第4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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今回のケースの考え方

■1 妊娠の時期

　患者は妊娠6カ月であるので，潜在的過敏期で，奇形
などについての危険性は考えにくい時期に入っている。
しかし，胎児毒性（胎児の発育不全，胎児環境悪化，胎
児の臓器障害，子宮収縮の異常，流産，早産，分娩遷延
など）は，この時期でも考慮しなければならない。例え
ば，抗生物質ならば，テトラサイクリン系抗生物質は，
妊娠中期から後期の曝露により，歯牙着色やエナメル質
の形成不全が起こることが知られている。

■2 疾患のコントロールと薬の必要性

　妊婦は膀胱粘膜が浮腫状となり子宮による機械的圧迫
が顕著になることから，膀胱容量も増え，残尿の出現が
みられる1）。また，妊娠に伴うプロゲステロンの増加に
よる，尿路の平滑筋の弛緩作用と蠕動運動の低下も,尿路

感染症を起こしやすい理由とされている1）。無症状でも細
菌数が多い場合を無症候性細菌尿と呼ぶが，そのうちの
2～7％が急性腎盂腎炎になるといわれており，特に尿路
感染の既往のある場合は，既往のない場合と比べ20倍の
発症率だといわれている2）。急性腎盂腎炎は重篤な合併
症を生じやすく，母体および胎児に危険な状況を起こし得
るため，治療が必要になる。また，妊娠中の尿路感染症
は，早産や低体重児の出産と関連があるとされており3），
スクリーニングおよび治療の対象となっている。

■3 薬物の胎盤移行性

　愛知県薬剤師会では，妊娠・授乳サポート薬剤師の活
動を支えるために，妊娠・授乳サポート薬剤師が応需し
た相談事例を集積している。2012年から集積を開始し，
2016年末までに相談事例ベースとして約6,000事例が集
積された。集積された事例のなかで，妊婦の相談の多
かった抗生物質ベスト3の情報をまとめて表1に示す。

薬剤名 セフカペン   
ピボキシル塩酸塩水和物 セフジトレン  ピボキシル クラリスロマイシン

妊娠・授乳サポートシステム事例登録数（件数） 84 84 68

薬
剤
情
報

小児用薬用量設定，小児適応 小児適応あり 小児適応あり 小児適応あり

剤形 経口剤 経口剤 経口剤

分子量 622.11ダルトン 620.72ダルトン 747.95 ダルトン

分配係数 104 ＞1000 7.18

脂溶性 脂溶性 脂溶性 脂溶性

蛋白結合率 45% 91.5% 42%

酸性/塩基性 塩基性 塩基性 両性

pKa 3.7 3.1 8.48

半減期（T1/2） 1.01時間 0.8時間 4.04時間

文
献
情
報

添付文書

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ
投与すること
妊娠後期にピボキシル基を有する抗生物質を投与された妊
婦と，その出生児において低カルニチン血症の発現が報告
されている

治療上の有益性が危険性を
上回ると判断される場合に
のみ投与すること

FDA分類 収載なし Ｂ Ｃ

オーストラリア分類 収載なし 収載なし Ｂ3

実践 妊娠と薬 第2版 1点（情報量+） 1点（情報量+） 1点（情報量++）

妊娠と授乳 第2版 安全 安全 情報不足

＊FDA分類：インタビューフォームⅩⅡ2.海外における臨床支援情報 または SafeFetus.comより引用
　 オーストラリア分類：インタビューフォームⅩⅡ2.海外における臨床支援情報 または Prescribing medicines in pregnancy database（https://www.tga.gov.au/prescribing-
medicines-pregnancy-database）より引用

表1   妊婦からの相談の多い抗生物質の特徴
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こんにちは。どうされましたか？

今日の仕事中に急に腰が痛くなって…。

何か重たいものでも持たれましたか？

いえ， さっき自転車に乗ろうとしたとき，腰に激痛が急に…。それからは，もう動くのも
やっとという感じです。

そうですか。じっとしていても痛いですか？

動かないで横になっていれば痛くありませんが，少しでも起きようとすると痛みが…。 
このままじゃ仕事にならないから，痛み止めを買いに来たんです。

それは大変でしたね。足がしびれたり，力が入らなかったりということはありませんか？

そういう症状はないです。

今までに何か大きな病気をしたことはありますか？

特にないです。 

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

薬局での会話

腰　痛
筑波大学地域医療教育学　前野 哲博（医師） 監 修

筑波大学非常勤講師，ウエルシア薬局（株）　松下 綾（薬剤師） 執 筆

安静時に痛みがないかを確認する

下肢のしびれや麻痺がないかを確認する

これは安心できる腰痛??　確認すべきポイントは2つ

薬剤師 来局者

40代男性
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安静時に痛みがないかを確認する

腰痛の人って多いよね。

はい，薬局でもしょっちゅう痛み止めを売っています。

そうですよね。今回は急性の腰痛に関して，どんな腰痛なら様子をみてよいかを整理して
いきましょう。
ところで，腰痛は何が原因で起こると思いますか？

えっと，そう言われると…。

腰痛はさまざまな疾患が原因で起こり，なかには重大な疾患によるものもあります。です
から急性の腰痛の場合は，手遅れになる疾患を見逃さずに区別することが大切です。その
人の腰痛が「1週間様子をみても大丈夫か」を判断しましょう。

腰痛が主訴で，手遅れになる疾患って何があるのでしょう？

頻度は高くありませんが，例えば，緊急性の高い大動脈解離や，化膿性脊椎炎のような感
染症，ほかには，膵炎などの内臓疾患ですね。

腰痛というと整形外科的な疾患ばかり考えていましたが，内科的な疾患も考えないといけな
いんですね。「急に腰が痛くなった」という人にOTCを売るのが，怖くなってきました…。

では，腰痛について確認すべきことを整理していきましょう。
まず1つめは，安静時の痛みの有無です。

じっとしているときに痛みがあるか，ということですね。

そうです。筋骨格系からくるような痛み，例えば，いわゆるぎっくり腰などは，動くとも
のすごく痛いけど，じっとしていれば痛みはほとんどないはずです。安静にしていても痛
みがあるときは，筋骨格系以外の原因を考えないといけません。これは重大な病気が隠れ
ている可能性を示唆する情報で，早めの受診が必要になりますから，1週間様子をみるこ
とはできません。

わかりました。急性の腰痛の人が薬を買いに来たら，まずは安静時痛があるかの確認ですね。

そうですね。

先 輩

後 輩
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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。

ベプシドの3投・1休・1投は処方せんから判断できない！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？  ベプシドカプセル25mg（エトポシド）は，子宮頸がんに対しては21日間連続投与して1～2週

間休薬するのが1クールだが，今回は28日分が処方され，医師からのコメント指示などはな

かった（ Rp.2 ）。患者は医師からいろいろ言われていたが，よく理解できておらず，処方通り

に4週間続けて飲むつもりでいた。

▼処方内容 53歳の女性。大学病院の婦人科。処方オーダリング。

Rp.1  前回（3/10処方，3/13調剤）

ベプシドカプセル 25mg 1Cap

 1日1回　寝る前　21日分

ツムラ十全大補湯エキス顆粒 7.5g

 1日3回　毎食前　28日分

Rp.2  今回（4/7処方，4/8調剤）

ベプシドカプセル 25mg 1Cap

 1日1回　寝る前　28日分

ツムラ十全大補湯エキス顆粒 7.5g

 1日3回　毎食前　35日分

モーラステープL40mg 70枚

 1日1回　足

「アドエア250」は「アドエア125」の
倍量投与でOKと自己判断！

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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経緯
　患者は子宮頸がんの術後で，今までは院内で化学療法
が実施されていたが，今後は内服剤を試してみようとい
うことになり，3月10日に初めて院外処方された（ Rp.1 ）。
患者は，処方せんの使用期限ギリギリの3月13日に，自
宅に近い同薬局（当該病院は遠方にある）に来局した。同
薬局ではベプシドを在庫していなかったため，至急取り
寄せて交付し，患者はその日から服用を開始した。
　1カ月後に再診を受け，ベプシドの3週間服用で腫瘍マー
カーが下がったため，同じ用量で継続となった（ Rp.2 ）。
同剤の子宮頸がんに対する通常の用法は，3週間投与・
1～2週間休薬である。28日分の処方は1週間分が余計と
なるためケアレスミスかとも思われたが，同時に処方さ
れたツムラ十全大補湯エキス顆粒が35日分なので，ゴー
ルデンウィークを考慮して日数が決められたのではない
かと推測された（4月7日の4週間後に当たる5月5日は祝
日だった）。
　診察時に服用方法の説明はあったようだが，患者は医
師が言っていたことを理解できておらず，処方通りに連
続して服用しようとしていた。処方せんには服用開始日
などのコメントは一切なく，患者に対し紙面による説明
もなかった。
　患者が理解していなかったので，服用方法について疑
義照会したところ，「ベプシドは3投1休の服用指示で変
わりなく，休薬1週間後に次のクールで1週間服用して，
5月12日に受診予約とした」との回答だった。つまり，
3投1休1投の計5週分の処方であり，ツムラ十全大補湯
エキス顆粒の5週間分と日数が合うことになる。これを
患者に伝えると，「だからカレンダーを見て先生が悩んで
いたのね。薬局で聞かなかったら，途中休まないで4週
間分続けて飲んでたわよ」とのことだった。
　その後も当該患者の処方内容は変わりないが，現在も
処方医からの服薬期間指示は処方せんに不記載のままで
ある。患者が5月12日に来局したときに，「先生から服
用期間のメモか指示はもらいましたか？」と尋ねたが，
「3週間服用して1週間休みの指示だけです。薬局で教え
てもらった日にちをカレンダー（図）にも書いて飲んでい
ます」との返事だった。

　上記の指示があれば，患者も混乱なく服用できるはず
である。当該患者の臨床検査値では白血球減少はみられ
ず，腫瘍マーカーも服用前から1/5程度に減少して服薬
の効果が認められており，継続するとのことである。た
だし，患者は吐き気と口内炎が気になってきたので，次
回の7月7日の受診予約前に診察を受けるかもしれないと
のことだった。

問題点の解析
　服用・休薬期間が設定されている薬については，医師
が処方せんに当該期間のコメントを入れることが望まし
いと思うが，今回の事例では一切なかった。診察室での
口頭説明だけでは特に複雑な服薬スケジュールなどを患
者が理解することは困難であり，紙面で説明するなどの
対処が必要だったのではないかと思われる。
　院外でのベプシド投与が初めてであったのと，患者の理
解力が少し足りなかったこと，たまたまゴールデンウィー
クが重なってしまったことが原因として考えられる。

問題点回避の計画
　患者向け指導ツールがあればよかったが，ベプシドの
メーカーに確認したところ，そのようなツールは作成し
ていないとの回答だった。そのため，薬歴に服用・休薬
期間を残し，薬袋に表記して患者が服用期間を目で確認

＊実際の処方意図と薬袋への書き込み内容

「前回分から継続で残り2週間服用（5/16～5/29）・

1週間休薬（5/30～6/5）・3週間服用（6/6～6/26）・

1週間休薬（6/27～7/3）・1週間服用（7/4～7/10），

受診7/7」

Rp.3  今回（5/12処方，同日調剤，次回受診予約7/7）

ベプシドカプセル25mg 1Cap

 1日1回　寝る前　42日分

ツムラ十全大補湯エキス顆粒 7.5g

 1日3回　毎食前　60日分

モーラステープL40mg 70枚

 1日1回　足

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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大腸がん患者に対して
牛車腎気丸を処方？

処方せん（消化器内科）

【わかっていること】
・新患。初回問診票に「大腸がん」，「数年前に手術歴あり」との記載あり。
・本日，病院で点滴を受けてきたと確認。

73歳女性
Rp.1 カペシタビン錠（ゼローダ）300mg 1回6錠（1日12錠）
 　1日2回　朝夕食後 14日分
Rp.2 牛車腎気丸エキス細粒 1回2.5g（1日7.5g）
 　1日3回　毎食前 14日分
Rp.3 メトクロプラミド錠（プリンペラン）5mg 1回1錠
 　頓用　吐き気時 10回分
Rp.4 ヘパリン類似物質軟膏（ヒルドイド） 75g
 　1日2～3回　乾燥部位 

牛車腎気丸は何を目的に
処方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

「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？
？
？

？

岸田 直樹総合診療医・感染症コンサルタント/北海道薬科大学客員教授
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 ▶カペシタビンのおさらい
カペシタビンは日本で開発されたフッ化ピリミジン系

の経口抗がん薬です。消化管で未変化体のまま吸収され
た後，肝臓と腫瘍組織で段階的に代謝を受けることで抗
腫瘍効果をもつフルオロウラシル（5-FU）に変化するプ
ロドラッグです（カペシタビン自体には抗腫瘍効果があり
ません）。乳がん，大腸がん，胃がんへの適応があります
が，がん種と治療内容に応じてA法～D法まで4つの用
法が設定されており複雑です（表1）。特に注意すべき副
作用として手足症候群，悪心・嘔吐，下痢，好中球減少

病院で受けた点滴の副作用に対する処方。オキサリプラチンな
ど白金製剤により末梢神経障害が起こりやすい。

答え

解 説

が知られており，また大腸がんでよく実施されるレジメ
ン「CapeOX療法」＊1では併用薬のオキサリプラチンの
影響で末梢神経障害が起こりやすくなります（表2）1）。

 ▶大腸がん化学療法のレジメン
本症例では患者本人への聞き取りで，「病院で点滴を受

けてきた」と確認しています。使用される薬剤や化学療
法の種類，レジメンから，何を点滴したか考えていきた
いと思います。その前に，大腸がんで使用される抗がん
薬を整理するため表3を示します。

表1　カペシタビンの効能・効果，用法・用量
効能・効果 手術不能または再発乳がん，結腸・直腸がん，胃がん

用法・用量

体表面積より用量を決定，1日2回朝夕食後服用
A法：21日間服用，7日間休薬を繰り返し
B法：14日間服用，7日間休薬を繰り返し
C法：14日間服用，7日間休薬を繰り返し＊
D法：5日間服用，2日間休薬を繰り返し

大腸がんに
対する用法

結腸・直腸がんにおける補助化学療法 B法
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸が
ん（他の抗がん薬と併用） C法

直腸がんにおける補助化学療法
（放射線照射と併用） D法

＊：B法とは用量が異なる。

表2　カペシタビンの主な副作用
単剤療法

手足症候群（59.1％），悪心（33.2％），食欲不振（30.5％），赤
血球数減少（26.2％），下痢（25.5％），白血球数減少（24.8％），
血中ビリルビン増加（24.2％），口内炎（22.5％），リンパ球数減
少（21.5％）
CapeOX療法またはCapeOX療法＋ベバシズマブ療法

神経毒性（末梢性感覚・運動ニューロパシーなど）（93.9％），
悪心（82.9％），食欲不振（75.0％），好中球数減少（66.5％），
下痢（61.0％），手足症候群（59.1％），疲労（57.9％），注射部
位反応（40.9％），嘔吐（40.9％）

〔中外製薬株式会社 : ゼローダ錠, インタビューフォーム（2016年8月改訂, 第17版）より〕

表3　大腸がんに対して使われる主な薬剤
剤形 成分名 略号 主な商品名
経・注 フルオロウラシル 5-FU 5-FU
経口 ドキシフルリジン 5'-DFUR フルツロン
経・注 テガフール FT，TGF フトラフール
経口 カペシタビン Cape ゼローダ
経口 テガフール・ウラシル UFT ユーエフティー

経口 テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム S-1 ティーエスワン

注射 レボホリナートカルシウム l-LV アイソボリン
経・注 ホリナートカルシウム LV ロイコボリン
経口 レゴラフェニブ スチバーガ
経口 トリフルリジン・チピラシル TAS-102 ロンサーフ
注射 マイトマイシンC MMC マイトマイシン
注射 オキサリプラチン OX エルプラット
注射 イリノテカン CPT-11 トポテシン
注射 ベバシズマブ Bmab アバスチン
注射 セツキシマブ Cmab アービタックス
注射 パニツムマブ Pmab ベクティビックス
注射 ラムシルマブ Rmab サイラムザ

大腸がん患者に対して牛車腎気丸を処方？


