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AYA世代がん患者の
サポーティブケア

　AYA（Adolescent and Young Adult）世代がん患者の治療は，

患者のライフステージ（進学，就職，出産など）の違いにより

個別化・多様化しており，エビデンスや医療情報が他世代と比

べて少ない点が指摘されています。

　本特集では，AYA 世代がん患者の抱える身体的・精神的・

社会的な問題やがん治療の妊孕能への影響など，医療者が支

援するために知っておきたい情報を紹介します。
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国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科　清水 千佳子

AYA世代でがんになること

　2015年，がん対策推進協議会は，がん対策加速プラン
への提言のなかで，個々のライフステージごとに異なる身
体的問題・精神心理的問題，社会的問題を明らかにした
うえで，特に「働く世代や小児へのがん対策の充実」を目
指した施策を推進することを提言した。そのなかで，小児，
高齢者に加え，新たに思春期と若年成人（Adolescents 
and Young Adults：AYA）世代のがん患者に対する施策
の必要性について言及されている1）。
　AYAの年齢については明確な定義はなく，例えば， 
①世界保健機関（World Health Organization）では12～
24歳，②米国がん研究所（National Cancer Insitutue）で
は15～39歳，③Children’s Oncology Groupでは15歳以
上29歳──など，異なる定義が用いられている2）。厚生
労働省がん対策推進総合事業「総合的な思春期・若年成
人（AYA）世代のがん対策のあり方に関する研究」 （H27－
がん対策－一般－005）班（研究代表者　堀部敬三）では，
がん患者の医療・療養生活に大きく影響を与えると考え
られる制度の側面から，こども医療費手当が支給されな
くなる15歳を年齢の下限に，介護保険制度を利用できな
い39歳を年齢の上限においた3）（図）。
　AYA世代のがん対策を考えるにあたって，年齢の定義
自体は必ずしも本質的な問題ではない。AYA世代のがん
患者の問題は，そのテーマや文脈によって，焦点をあて
るべき年齢や発達段階が異なる。
　がんの疾患構成という観点では，25歳未満では希少が
んや血液腫瘍が多く，25歳以上では，女性では子宮頸が
んや乳がん，男性では大腸がんや胃がんが増加する4）。
発達・社会的観点からは，大きく思春期と若年成人期に
分けられる。思春期は，精神的・社会的自立に向けた発
達段階にあり，就労前で経済的自立ができておらず，意

AYA世代とは 思決定の主体は親になりがちで，また性的にも発達途上
である一方，若年成人は就労し，精神的・経済的に自立
しはじめ，本人が意思決定の主体となり，次世代を生み
育て社会を支える世代と考えられる。
　しかし，同じ年齢であっても，自立の度合い，家庭環
境，就学・就労の状況，経済的状況，ライフプランには
個人差がある。AYA世代のがん患者の支援を考えるとき
に最も大切なのは，思春期か若年成人かという分類によっ
て画一的な対応をするのではなく，「個」の多様性を理解
し，「個」のニーズに応じたきめ細かな対応を行うことで
あると考える。

　2012年の地域がん登録の推計によると15歳以上39歳
以下のAYA世代のがん罹患数は約3万6,000人（上皮内
がんを除くと2万1,000人）であり，全がん患者に占める
割合は3.8％と少ないが，その数は同じ年の小児がんの罹
患数の10倍以上に達する。人口動態統計では，AYA世
代は生涯のなかで死亡率が最も低い時期であるが，悪性
腫瘍による死亡は，15～24歳では自殺，不慮の事故に次
いで多く，また25～39歳では自殺に次いで多い5）。
　国内でのAYA世代のがんの治療成績の実態について
は検証が必要であるが，米国の疫学調査では，AYA世
代がん患者の治療成績の改善が，小児・成人がん患者の
それと比較して不良であることが報告されている6）。そ
の原因として，一部のがん種において指摘されている生
物学的要因のほかに7），AYA世代の患者が適切な治療を
受けていないこと8），がん罹患後の医療保険への加入率
が低いこと9），臨床試験への参加が少ないことなど10），
社会的な要因の存在が示唆されている。
　AYA世代は公私ともに社会活動の活発なライフステー

AYA世代にがんになること

AYA世代がん患者のサポーティブケア特集
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聖マリアンナ医科大学産婦人科学　中村 健太郎，高江 正道，鈴木 直

AYA世代がん患者の 
がん薬物治療と妊孕性への影響

1 妊孕性とは
　妊

にん

孕
よう

性（もしくは妊孕能）とは，医学的には“妊娠する能
力”および“生殖能力”のことであり，女性の場合は子宮
や卵管なども妊孕性を構成する要素といえるが，妊孕性を
構成するうえで最も代表的なものとして卵巣が挙げられ
る。卵巣内には卵子が存在し，胎生22週をピークとして
自然に減少していき，出生時には100～200万個，初経時
には30～40万個まで減少する。そして，50歳ごろに
1,000個以下となり閉経に至ると考えられている1-3）（図1）。
　一方，男性における妊孕性は主に精巣機能により決定
づけられ，精巣機能はさらに精子形成能と男性ホルモン
（アンドロゲン）産生能から構成される。また，性行為を
可能とする陰茎の勃起や射精機能も妊孕性（生殖機能）を
構成する要素といえる。
　なお，男女ともに加齢によって妊孕性が低下すること

抗がん薬の生殖器・妊孕性への影響 が示されており，抗がん薬を用いた化学療法によっても
妊孕性が低下することが知られている4）。

2 抗がん薬が妊孕性に与える影響
　女性の場合，抗がん薬によって卵巣機能が障害される
結果，稀発月経や無月経などの卵巣機能不全を生じる。
この状態は化学療法誘発性無月経と称され，その発症頻
度は20～100%と報告されている5）。
　化学療法誘発性無月経は，治療開始から1年以内に発
症した3カ月以上の無月経と定義され，その発症頻度は
年齢，抗がん薬の種類，抗がん薬の投与量が関係すると
されている6）。抗がん薬は，卵胞とその周囲結合組織や
血管に影響を与え，卵巣での血管のダメージや間質の線
維化亢進が起こると考えられている7-9）（図2）。
　また，男性では精巣において精子形成に約64日間を要
するが，精子は性発達の段階にかかわらず抗がん薬の影
響を受けやすく，なかでも分裂中の精原細胞が最も抗が
ん薬への感受性が高い。抗がん薬投与から1カ月で精子
成熟過程が障害され，その結果急速に精子数が減少し10），
治療から約2～3カ月経過すると精子濃度，運動率，正常
形態率はともに低下するが，障害が軽度であれば1～3年
かけて回復するといわれている11, 12）。
　一方，精巣での精子形成において補助的に関与するセ
ルトリ細胞，ライディッヒ細胞，管周囲筋様細胞も抗が
ん薬により障害されるが，それらの抗がん薬に対する感
受性は生殖細胞よりも低い（図3）13）。したがって，男性
ホルモンであるテストステロンを産生するライディッヒ
細胞の障害が生じにくいことから，抗がん薬による第二
次性徴障害の頻度は低いと考えられている。しかし，抗
がん薬の投与量によってはテストステロン産生が低下し，
ホルモン補充療法を要することもある13-15）。さらに抗が
ん薬を使用していなくても，がんそのものが造精機能に図1    原始卵胞数の経年的変化
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国立成育医療研究センター研究所　小泉 智恵

AYA世代がん患者への
精神的・社会的ケア

　“AYA世代”の年齢幅の定義は国内外でさまざまであ
るが，本稿では概ね15～39歳程度とする。AYA世代は，
中学卒業，高校・大学などへ進学する，就職し社会人に
なる，結婚し子どもをもつなど，人生の大きなライフイ
ベントに伴い社会環境が変化しやすい。
　さまざまなライフイベントによって達成感を得たり，
あるいは悩み事が生じたり，対人関係のストレスを感じ
たりなど，一喜一憂することが多く，精神状態もまた左
右されやすい。そのようななかで，がんとわかり，将来
のことや妊孕性温存について考え，がん治療を経験する
ことは精神面にどのような影響を及ぼすのであろうか。

　一般的な心理発達でいえば，まず10代になると第二次
反抗期が始まるとされるが，時期や程度は個人差が大き
い。子ども側は自立したい気持ちと親と心理的につな
がっていたい気持ちで揺れ動く。親や大人，権威に対し
て自立したいという考えや自己決定を主張する反面，親
の言うことを聞いて良い子として認められたい，甘えて
いたい，信頼されたいという気持ちもある。
　エリクソンによると，10代から20代の青年期はアイデ
ンティティ達成が発達課題であるとされている。親より
仲間と過ごすことを大切にしたり，進路・職業選択，学
校から社会へと実際に移行したりすることに伴って，自
分自身は何者なのか，これからどうなっていくのかにつ
いて自分で考え，答えを探していくプロセスを経てアイ
デンティティを達成することが必要であるとされている。
　自分の現在や今後について積極的に関わり，迷い模索
し苦悩してアイデンティティ達成がなされる。もしも青

はじめに

AYA世代の一般的な心理発達

年期にそのようなプロセスを経験しなかったとしても，
成人期以降のライフイベントをきっかけにアイデンティ
ティ達成の課題に取り組むことになるといわれている。
アイデンティティは一度確立したら完成ではなく，人生
のさまざまな経験からアイデンティティを問い直し，再
構築を繰り返して生涯発達する。

　中年期のがん患者を対象とした調査によると，患者は，
がん診断のショックやがん治療によるさまざまな喪失体
験から2，3年かけて，①手術や治療で変化した身体を新
しい身体像として受け止められるようになったこと， 
②がんを自分の人生の一つの出来事として組み込んだこ
と，③がん罹患により一度は諦めかけた自らの人生を見
直し新たな自分を作り上げたこと，④家庭や社会での役
割から自分が生きることの意味を見出したことなどが報
告されている1）。つまり，がん経験から得た新しい自分
らしさ，アイデンティティを獲得したことが明らかにさ
れている。
　また，筆者の臨床経験でも，「何もかも失ったという辛
い過程を経て何事にも思慮が深くなり，単純に一喜一憂
しなくなった」，「自分が毎日泣き，苦しんだ辛い経験か
ら他者のさまざまな心情に配慮するようになり，コミュ
ニケーションで戸惑うことが出てきた」と言う患者も少な
くない。このようにアイデンティティの再構築とは，元
通り復旧することではなく，新しい別の何かを作ること
である。がん診断や治療過程で怒り，辛さ，苦しみ，悲
しみを経験して，普段通りの現実世界を別の次元から見
るような，今までと違った自分を作っていく。
　このような例から，がんという病を抱えながら，生活
や人生設計など大きな変化を経験し，辛さや苦悩，葛藤，

がん経験とアイデンティティの発達

AYA世代がん患者のサポーティブケア特集
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国立がん研究センター東病院 臨床研究支援部門研究企画推進部安全管理室　岩本 彩，米村 雅人

薬剤師としてできる 
AYA世代がん患者のサポート

　AYA世代（15～39歳，思春期・若年成人）のがん患者
は全国に一定の割合で存在するが，医療機関・医療従事
者の現状はAYA世代に対する治療経験が乏しい。また，
AYA世代のがんの治療成績は小児がん（15歳未満）に比
べて低い。その理由には，①AYA世代のがん患者の生
物学的特徴が明らかでない，②AYA世代のがんについ
て周知されていないことが診断・治療の遅れを招いてい
る，③臨床研究への参加が少ない1），④小児のがん患者
は両親が管理して服薬をすることが多いが，AYA世代で
は自己管理となりアドヒアランスが低下する，⑤小児が
んを克服した後，成人になってから晩期合併症が出現す
る可能性もあるため長期のフォローアップが必要となる
が，経過観察が長くなることで思春期以降にフォロー
アップを中断してしまう──などが挙げられる。

　思春期は，身体の第二次性徴の時期であり，心は自己
同一性形成を確立させ，これまでとは違う価値観を身に
つけようとする時期である。AYA世代は，社会的立場の
変化の大きい世代でもあり，精神的なストレス，家族の
問題，社会の問題，将来への不安などさまざまな問題が存
在する。またライフステージ（学生から社会人）によって 
ニーズが異なるため，がん発症時には認識されていない
ニーズが，治療後の時間経過とともに新たなニーズとして
認識される場合もある2）。その変化するニーズの一つと
して，妊孕性温存が挙げられる。

AYA世代がん患者の治療成績が低い理由

時間の経過でニーズが異なる

　がん薬物療法の性腺機能への影響は，将来的または現
在において妊娠・出産を考えるAYA世代にとっては重
要な問題となる。一方で，医療従事者からの情報提供の
実態や患者自身の妊孕性に対する理解度に関して検討さ
れているものは少ない。
　以下に国立がん研究センター東病院乳腺科・血液化学
療法科での「がん薬物療法による妊孕性の影響」に関する
医療従事者からの情報提供の実情を後方視的に調査した
結果を示す3）。調査期間は2008年3月～2011年6月であ
り，調査対象患者は，45歳以下のがん薬物療法が初回の
患者とした。患者背景は女性112人，男性50人，年齢区
分は16～30歳：23人，30～39歳：69人，40～45歳：
70人であった。調査対象患者に対して妊孕性に関する情
報提供が行われた割合は27％であり，情報提供の実施が
まだ十分とはいえないことがわかった（図1）。また，これ
らの対象患者のうち，男性で精子保存を行った患者では，
治療中もしくは治療後に保存を行った例もある。そして，

妊孕性への影響に関する情報提供

図1    「がん薬物療法による妊孕性の影響」に関する医
療従事者からの情報提供の有無

44人
（27％）

118人
（73％）

n＝162

情報提供あり
情報提供なし

〔池内 彩：化学療法による妊孕性への影響に関する医療者の情
報提供の検討，日本臨床腫瘍学会学術大会2012より〕

AYA世代がん患者のサポーティブケア特集
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片足を曲げて親指と人差し指，中
指で足を挟みこむようにしてつま
みます。アキレス腱から膝に向け
て揉んでいくことで足に溜まって
いる不要物を足先から心臓の方向
へ押し戻しましょう。

くるぶしから上に骨（黒い矢印）
があり，その後ろにふくらはぎ
の筋肉があります。優しい力
で筋肉全体をまんべんなく押
していきましょう。

ふくらはぎを揉みほぐすことで足の血液循環を促す
足の血流が悪いと不要になった水分や老廃物が循環せずに，むくみを引き起
こしてしまいます。筋肉を揉みほぐすことによって筋肉のポンプ作用を促し，
水分や老廃物を心臓に送り返しましょう。高齢の方には，ご家族がやってあ
げるのもよいですね。

フレイルを
ぶっとばせ！
バズーカ岡

田の

第1回

まだまだ足を出す機会も多い9月。むくみで足が太く見えてしまうことを気にしている方も多いので
は？さらに，足がむくみやすいと，足に疲れがたまりやすい体質になってしまいます。
むくみの原因の一つに血液の悪循環が挙げられます。筋肉をほぐしたり収縮させる（力を入れる）こと
で血流を良くして，むくみを解消していきましょう！

足のむくみが気になります

監修：バズーカ岡田

ふくらはぎの
マッサージ

Level.1

目安:左右各2～3分

1日のうちで血行が
良くなる入浴後に行
うと効果up！

日本体育大学准教授。体育科
学修士，理学療法士。柔道全
日本男子チームでは体力強化
部門長としてリオ五輪の全階
級メダル制覇に貢献。2016年
日本社会人ボディビル選手権
大会優勝。骨格筋評論家バ
ズーカ岡田としてフジテレビ系
「ホンマでっか⁉　TV」などに
出演中



59調剤と情報  2017.9（Vol.23 No.13）

葉酸に関する知識を患者対応に活かす

（1665）

て，どのようなものがあるか調査してみた。
　
調査結果

　ミネラルとの相互作用で報告が多いのが，テトラサイ
クリン系，ニューキノロン系の抗菌薬である。キレート
を作りミネラルの吸収を抑制するもの，あるいは利尿薬
や下剤のようにミネラルの排泄を促進したりする作用を
もつもので，これらの長期服用時にはミネラルの欠乏に
気をつけたい。特に亜鉛の排泄促進による味覚障害はよ
く知られている。
　また，腸内細菌によって合成されるビタミンは，抗菌
薬使用時の腸内細菌への影響により，その合成が低下す
る可能性が指摘されている。「重篤副作用疾患別対応マ
ニュアル 出血傾向」（2007年6月，厚生労働省）では，第
3世代の抗菌薬を長期に使用すると，ビタミンK欠乏に
よる出血傾向が出現することがあるので，副作用の早期
発見のために，PT，APTT，トロンボテストなどの検査
を適宜行うようにと記載されている。
　抗てんかん薬のフェニトイン，プリミドン，フェノバ
ルビタールなどを服用している女性から生まれた赤ちゃ
んに，高い頻度で神経管閉鎖障害などの奇形がみられる
ことが以前から知られている。これには抗てんかん薬の
服用による葉酸の欠乏とそれに伴うホモシステインの増
加が関与している可能性が指摘されており，「てんかんを
持つ妊娠可能年齢の女性に対する治療ガイドライン」に
も「妊婦の血液中の葉酸濃度を測定し，その値が低い場
合は，葉酸を補充する」と記されている。
　このほかにも注意喚起がなされているものとして，
SSRIによる低ナトリウム血症，スタチン系薬剤によるコ
エンザイムQ10の生成抑制やビタミンDの低下，ピボキ
シル基を有するセフェム系抗菌薬による血清カルニチン
の低下，低血糖の発現などがある。
　

こんな疑問，ありませんか？ 

薬剤師A  高血圧や糖尿病の患者さんに食事指導をすると
きは，メーカーのパンフレットを渡しているけ
れど，他の患者さんには「バランスの良い食事
を心がけてください」くらいしか言っていなく
て…。これでいいのかな。

薬剤師B  限られた時間だから，薬の説明だけで終わって
しまうんだよね。でも，薬が栄養素に影響を与
えて副作用が発生することがあるから…。

薬剤師A  あるある。亜鉛とキレートを作って排泄させる
薬で，亜鉛欠乏による味覚障害が出るのは有名
だよね。

薬剤師B  薬剤師として，いろいろな栄養素に関して添付
文書にどう書かれているのかを知ったうえで服
薬指導に臨まないといけないね。

　服薬指導時に栄養や食事に関する説明は欠かせない。
薬局で管理栄養士が活躍しているとの報告もよく目にす
るようになってきたが，薬と栄養素の相互作用がある場
合の栄養指導は，薬剤師が主体となって進めるべき領域
である。栄養指導においては栄養士と薬剤師の連携が重
要となる。
　薬剤師には，栄養素の欠乏などに関係する医薬品につ
いて知っておくことが求められる。そこで，栄養素に影
響を与える医薬品について調査する。

あと一歩ステップアップ！

調査１
　薬と栄養素の相互作用や併用時の栄養素への影響とし

添付文書プラスアルファの情報使いこなし術

葉酸に関する知識を
患者対応に活かす

公園前薬局　堀 正隆，堀 美智子

第4回
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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

ルタミン酸によって生じる健康障害として，ビタミン 
B12が不足している人に大量のプテロイルモノグルタミン
酸を摂取させると，悪性貧血のマスキングが起こり，よ
り一層重篤な疾病である後外側脊髄変性を進行させると
いうことが根拠となっている。サプリメントの使用にあ
たっては過剰摂取しないように注意喚起が必要である。

3．葉酸不足の症状
　葉酸はビタミンB群の一種で，核酸の合成や，ホモシ
ステインのメチオニンへの変換などに重要な役割を担っ
ている。不足症状としては，核酸の合成阻害による巨赤
芽球性貧血が有名だが，そのほかにも，ホモシステイン
の上昇，神経障害などが重要視されている。
（1）ホモシステインの上昇
　高ホモシステイン血症は循環器系疾患のリスク因子と
して知られており，葉酸摂取量と脳卒中，心筋梗塞など
循環器疾患発症率との関連は観察研究，特にコホート研
究の報告があり，有意な負の関連を認めるとの報告が多
い。また，最近では，脳血管性認知症さらにはアルツハ
イマー病との関連，骨粗鬆症との関連も指摘されている。
　ホモシステインの上昇は葉酸の不足だけでなく，ビタ
ミン B6，B12の不足においても知られている。水溶性ビタ
ミンの不足では1種類のビタミンだけが特異的に不足する
ことはないため，バランスの良い食事のほか，一般的な
不足を補うには総合ビタミン剤などの摂取が望まれる。
（2）神経障害
　神経障害については，葉酸の不足と胎児の神経管閉鎖
障害との関係が疫学的に明らかになり，妊娠可能な女性
に対しては，妊娠1カ月以上前から妊娠3カ月までは食
品からの摂取に加えて，栄養補助食品からも1日0.4mg
程度の葉酸を摂ることが積極的に勧められている（図3）。
　この通知のなかで注意書きとして，「※1 MTHFRの
677番目のCがTに変異しているとこの酵素が働きにくく
なる。その結果5,10-メチレンH4葉酸→5メチルH4葉
酸の代謝がうまくいかず5-メチルH4葉酸が減少する」
と記載されている。葉酸の遺伝子多型への注意が必要
で，日本人では片方に変異があるヘテロは，約40～50％，
両方に変異があるホモ型は約10～16％とされている。こ
のように，遺伝子多型により葉酸の代謝がうまくいかな
いため葉酸の働きが悪い人が存在するが，これらの人で

調査2
　さまざまな栄養素のうち，今回は葉酸を取り上げ，そ
の概要を調査する。以下の4項目を調べる。
① 添付文書で，使用上の注意に葉酸が記載されている薬
剤を調査

② 葉酸の位置づけを知るために，日本人の食事摂取基準
の内容を確認

③ 栄養機能食品としての表記など，サプリメントとして
の情報を調査

④ サプリメントとしてどのような製品が販売されている
かを調査

調査結果①
　65頁の資料に示す通り，添付文書で葉酸について記載
されている薬剤は多岐にわたる。葉酸の血中濃度を低下
させる薬剤や，葉酸代謝酵素を阻害する抗がん薬などで
は，生体に必要な葉酸やビタミンB12の不足を招く可能
性があることから，副作用の軽減を目的として葉酸やビ
タミンの内服や注射が行われる。

調査結果②
1．葉酸の食事摂取基準
　葉酸の食事摂取基準を表1に示す。
　葉酸は，p-アミノ安息香酸にプテリン環と，もう一方
にグルタミン酸が結合した構造で，プテロイルモノグル
タミン酸（図1）を基本骨格とした化合物である。天然に
存在している葉酸は，グルタミン酸が1個から数個結合
している。
　広義には，葉酸はポリグルタミン酸型，補酵素型，還
元型，一炭素単位置換型などを含む総称名である。日本
食品標準成分表に記載される葉酸はプテロイルモノグル
タミン酸量として示され，食事摂取基準の数値もプテロ
イルモノグルタミン酸量として設定されている。「日本人
の食事摂取基準（2015年版）策定検討会」の報告書をもと
にまとめられた食事摂取基準の設定のポイントが表2の
通り公開されている。

2．葉酸の過剰摂取によるリスク
　葉酸には，耐容上限量（図2）が設定されているが，こ
れはサプリメントで過剰に摂取されたプテロイルモノグ
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 エピペンが処方されるのはどんなとき？

（1681）

確認ずみ

•副作用歴はなし。

•乳入りの菓子少量でアナフィラキシーを起こしたことがある。

•母親は外出時の食事には注意している。

•どの薬も服用できるが，注射は嫌い。

エピペンはどんな患者に処方されるの？

必要と判断される基準や服薬指導すべき点，

日常生活の注意点は？

薬剤師は思った…

Rp.1 エピペン注射液0.15mg/本 1本
 アナフィラキシーのときに使用

Rp.2 ポララミンドライシロップ0.2% 1.2mg（原薬量）
 アレルギー出現時　3回分

済生会横浜市南部病院小児科・新生児内科　永嶋 早織
同　　　　　　 薬剤部　深沢 貴志

エピペンが処方されるのは
どんなとき？

Case

7 

小児科医の処方意図知って納得!

薬局の若手薬剤師が以下の処方せんを受けました。患児は3歳の女児（15㎏）です。

確認ずみ

•副作用歴はなし。

•乳入りの菓子少量でアナフィラキシーを起こしたことがある。

•母親は外出時の食事には注意している。

•どの薬も服用できるが，注射は嫌い。

エピペンはどんな患者に処方されるの？

必要と判断される基準や服薬指導すべき点，

日常生活の注意点は？

薬剤師は思った…

ンが処方される はエピペンが処方されるのは
どんなとき？

Case

7

小児科医の処方意図知って納得!

薬局の若手薬剤師が以下の処方せんを受けました。患児は3歳の女児（15㎏）です。
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3日前になるのですが，朝，急にめまいがして。今は何ともないんですが，ちょっと心
配で，このまま様子をみてよいかお聞きしたいのですが。
どんなめまいだったか，もう少し詳しく教えてもらえますか。
目が覚めて起きようとしたら，急にめまいがしたんです。もう，世界が回るというか，
目の前にあるものすべてがグルグル回る感じでした。
そのうちだんだん気持ち悪くなってきて，これはただ事ではないと思ったんですが，動
けなかったのでその日はそのまま家にいたんです。
そのとき，めまいはどのくらいの時間続きましたか。
じっとしていると1分も経たずに治まるのですが，また頭を動かすとグルグルと回って…
という感じが，昼ごろまで続きました。つらくて，それまでに一度吐いてしまいました。
それは大変でしたね。めまいはどんなときにひどくなりましたか？
起き上がろうとしたり，着替えようと体を動かしたりしたときです。
楽な姿勢でじっとしているときはどうでしたか。
横になってじっとしていたときは大丈夫だったのですが，少しでも動こうとするとグ
ラーンというめまいが始まってしまう感じでした。
そのときに頭痛や耳鳴り，耳がふさがったような感じはありましたか。
いえ，それは特になかったです。
手足がしびれる，うまく動かない，うまくしゃべれないなどの症状はありましたか。
いえ，ありませんでした。 
わかりました。今は症状が全くないんですよね？
はい，その日の午前中が一番ひどくて，その後も多少続いたのですが，翌朝にはかなり楽
になって，今は大丈夫です。でも，その時のことがちょっと気になって相談に来ました。

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

来局者

薬剤師

来局者

薬局での会話

 めまいの性状に種類があることを踏まえる

 良性発作性頭位めまい症のポイントをおさえる

これは安心できるめまい??　確認すべきポイントは2つ

めまい
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

薬剤師 来局者

30代男性



86 調剤と情報  2017.9（Vol.23 No.13）（1692）

明治薬科大学公衆衛生疫学教室　三上 明子，田村 有梨

血尿を抗凝固薬の副作用と思い込み
不安になり服用中止

はじめにはじめに

　今回は，「てまりグループ」所属の庄源民湖氏（てまり古府薬局薬局長）の事例を報告する。同グ
ループ（株式会社スパーテル，株式会社EHMメディカル）は「日本一親切な薬局」を目指し，石川
県内で11の保険薬局事業を展開するほか，有料老人ホームやリハビリ型デイサービスなどの福祉
事業も行っている。
　今回の事例は，エリキュースの残薬がみられたことから，患者が服用に不安を感じていることが
判明。服用しない理由は，膀胱がんの手術後にエリキュースの服用で血尿が出るからとのことだっ
た。そこで，医師に連絡して同剤の処方について確認し，結果として服用中止に至った。ポリ
ファーマシー問題の参考にもなるので紹介する。

症例　Cさん　75歳，男性　2015年12月PIIS登録
●原因疾患
　50歳～高血圧症，不整脈，非弁膜症性心房細動
　60歳～前立腺肥大　
●生活環境
　以前は日中に体を動かす仕事（主に昼），同居（家族），薬の管理は妻。
　2016年2月の膀胱がん手術前後は体調への不安が募り，休職していた。
　現在は，退職して畑仕事を楽しんでいる。
●治療経過
　2015年12月に高血圧（150/70）の所見あり。2016年2月に膀胱がん手術，術後抗がん薬点滴。
　2016年11月に弁逆流のため総合病院に検査入院。高血圧，不整脈，弁膜症の既往あり。
●主な服用薬
［登録時の処方］

ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 2Cp 朝・夕食後
エリキュース錠 5mg 2錠 朝・夕食後
カンデサルタン錠 8mg 1錠 朝食後
アムロジピンOD錠 5mg 1錠 朝食後
以上60日処方
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歯科よりアモキシシリン250mgを
8Cap…1回分で処方⁉

処方せん（歯科）

【わかっていること】
・問診票にベーチェット病と記載あり。お薬手帳忘れで併用薬は確認できず。
・歯科治療の予定あり。自宅近くの歯科医から大学病院の歯科に紹介された。
・医師のコメントとして「次回受診日に服用」と記載あり。
・次回の受診は11時に予約が入っていることを確認。

75歳女性
Rp.1 アモキシシリンカプセル（サワシリン）250mg 1回8Cap（1日8Cap）
 　1日1回　10時 1日分
 　次回受診日に服用 

アモキシシリンが1回2,000mg，1日分で処
方になっています。用量・用量，処方日数に
ついて疑義照会が必要でしょうか？

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・感染症コンサルタント/北海道薬科大学客員教授

「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！
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