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腎臓の働きと薬との関係 10
　腎臓とはどのような臓器で，体の中でどのような役割を担うのか。そして，薬を使ったと
きにどう働くのか。腎機能評価の基本中の基本をおさらいします。

腎機能低下時の薬物動態の変化 19
　患者の腎機能が落ちているときこそ薬剤師の出番。処方監査や処方提案に活かせる薬物
動態の知識を身に付けましょう。

腎機能低下時に注意を要する薬の使い方 24
　抗菌薬，H2受容体拮抗薬，抗ヘルペスウイルス薬，抗凝固薬――それぞれについて用量
調節の仕方や気をつけたい副作用など，現場が知りたいポイントを解説します。

腎機能評価のピットフォール 42
　患者の特徴や状況などを考慮しなければ，腎機能の過大評価や過小評価につながること
も。さまざまな推算式を使う際に注意すべきピットフォールを覚えておきましょう。

特集　腎機能評価を薬物療法に活かす
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特 集 腎機能評価を薬物療法に活かす

上尾駅前クリニック　佐藤 良和

1 腎臓の働きと薬との関係

腎臓の解剖 （図1）

　腎臓は空豆のような形状をした，握り拳ほどの大

きさ〔（9.5～11.0cm）×（4.0～5.0cm）×（4.5～5.5cm）〕

の臓器である。重量は約130g程度であり，第12胸

椎～第3腰椎の高さに位置し，右腎が左腎よりもや

や低い。

　腎臓の内部は皮質と髄質に分けられる。皮質には

腎臓の解剖 （図1）はじめに

　腎臓は，薬物の排泄経路として肝臓と並んで重要

な臓器であり，薬物の効果や副作用に大きな影響を

及ぼしている。本稿では，腎臓の解剖学的構造とそ

の機能について図解し，薬物の排泄における腎臓の

働きについて説明する。

はじめに

図1　腎臓の断面
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特 集

昭和大学病院附属東病院薬局　嶋村 弘史

腎機能低下時の
薬物動態の変化

2

腎機能評価を薬物療法に活かす

はじめに

　薬物は，内服薬であれば口から服用して，大部分

は小腸で吸収され，血液により肝臓，肺に運ばれ，

全身に分布する。全身に運ばれた薬物は肝臓で代謝

はじめに
されたり，腎臓から排泄されたりして，体内から消

失する。この薬物の動きを薬物動態といい，薬物動

態のそれぞれの過程を「吸収」「分布」「代謝」「排泄」

という（図）。

　腎臓は，薬物の排泄経路として重要な臓器である。

腎機能低下患者では，尿中未変化体排泄率が高い薬

図　 薬物の体内動態
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特 集

中毒性副作用の発現リスク上昇

　胃潰瘍や逆流性食道炎に適用されるH2受容体拮

抗薬（H2B）の多くは腎排泄型の薬剤であり，腎機能

低下患者では減量が必要とされる。しかし，比較的

安全性が高いと考えられるためか，他のハイリスク

薬に比べて腎機能に応じた減量の必要性が軽視され

がちである。

　実際に，腎機能低下患者に対するH2Bの過量投与

中毒性副作用の発現リスク上昇
に起因した血液障害や精神神経系症状などの有害事

象が多数報告されており，静脈内および経口投与を

含む系統的レビューでは，腎機能に応じた投与量補

正を実施しなかった場合では，実施した場合に比べ

て有害事象の発現リスクが1.8～4.5倍上昇すると

されている 1）（表1）。

　近年は，院外処方せんに臨床検査値を印字する医

療機関が増えつつあり，保険薬局の薬剤師には患者

の腎機能を判断し，処方の妥当性を評価する能力が

一層求められる。

4 H2受容体拮抗薬

腎機能評価を薬物療法に活かす特 集

表1　H2受容体拮抗薬の腎機能に応じた投与量補正の有無による有害事象発現リスク評価

報　告 薬　剤
（投与経路）

評価した
有害事象

有害事象の発現頻度（%） 有害事象発生の
相対リスク

（95％信頼区間）投与量補正なし 投与量補正あり

Ben-Joseph R, et al.：
Ann Pharmacother（1993）

ラニチジン
（静注）

頭痛，肝障害，
精神症状

13/129
（10％）

36/693
（5％）

1.9
（1.1-3.6）

Kowalsky SF, et al.：
Hosp Formul（1991）

シメチジン，
ファモチジン，
ラニチジン
（経口もしくは静注）

肝障害，
精神症状

32/630
（5%）

23/808
（3％）

1.8
（1.1-3.0）

Schentag JJ, et al.：
Lancet（1979）

シメチジン
（静注） 精神症状 3/8

（38％）
3/28
（11％）

3.5
（0.9-14.1）

Slugg PH, et al.：
Arch Inetrn Med（1992）

ラニチジン
（静注） 精神症状 19/21

（90％）
4/20
（20％）

4.5
（1.9-11.0）

〔Manlucu J，et al.：Dose-reducing H2 receptor antagonists in the presence of low glomerular filtration rate：a systematic review of the evidence．
Nephrol Dial Transplant，20（11）：2376-2384，2005〕

腎機能低下時に注意を要する
薬の使い方②

白鷺病院薬剤科　平戸 和美



肩周りのストレッチ・運動で猫背対策を

健康相談に応えられる薬局になるために！

猫背は姿勢が悪くてみっともないから……だけでなく，
肩こりや腰痛につながる危険性も。今回は猫背を改善す
るエクササイズを紹介します。

第1号

P.98

連載　です！ペ
ー
ジ

ここからは
今月のオススメを Pick up!

今月今 のオススメを Pick up!

フレイルを
ぶっとばせ

！
バズーカ岡

田の

芸能人がかかったことで広く知られるようになったアニ
サキス。アニサキス症とアニサキスアレルギーを併せて，
わかりやすく解説します。

アニサキスは食中毒だけでなく，
アレルギーにも注意！

P.101

Pharm
acy



薬局業務のステップアップに活かせる4大連載スタート！

受診勧奨のタイミングを逃さないために！

精神科の処方せんを受け付けたとき，
戸惑うことはありませんか？
精神科の患者さんとのコミュニケーションが苦手という
声は多いようです。声かけや聴き取りのコツが服薬指導
の実例でわかります。

巻頭テストには挑戦しましたか？　同じ糖尿病治療薬でも
作用機序によって服薬指導の仕方は異なります。テストと
解説で薬の特徴を復習しましょう！

同効薬のメカニズムの違いをおさらい！

P.59

局@薬

P.70

認知症の薬に関する疑問をスッキリ解決
「薬を飲んでもよくならない。高い薬だし，やめたほうが
よい？」と患者家族。あなたはどう答えますか？　欲し
かったAnswer，ここにあります！

今月号の特集で取り上げた通り，腎機能に基づく処方監
査は薬局に期待される重要な役割。待望の連載がついに
スタート。

検査値がわからないから……
いいえ，そんな薬局でも大丈夫です！

P.65

P.78

P.50

「動悸がしたので心配で」という
相談を受けたら……
急な動悸を訴えられたら，確認したいポイントは2つ。
1つは動悸のタイプ，もう1つは……。緊急性の高い場合
の見分け方を知っておきましょう。

こんなとき,

患者さんにどう寄り添う？

の認知症
薬物治療



 ……の前に考えること

　この質問は，ご家族をはじめとする介護者や医療スタッフからよく出る質問です。
認知症治療薬による治療を続けるか否かに関わる重要な質問であり，しっかりとした
対応をすることが，より良いインフォームドコンセントにつながります。
※ここでは，認知症は原則としてアルツハイマー型認知症として説明を進めます。

新連載

認知症の
 薬物治療

鈴鹿医療科学大学薬学部　三輪 高市
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②プロカテロール塩酸塩水和物
●分子量：335.83ダルトン
●剤形：吸入薬（小児適応あり）
 ●分配係数：0.236［水溶性］
●酸性・塩基性：塩基性（pKa1：7.35，pKa2：9.37）
●蛋白結合率：14.3%
●  代謝物活性：プロカテロール塩酸塩水和物より弱い（IF）
●半減期：3.83時間（経口薬での値）
●  乳児相対摂取量：2.05%（1回で20μg分を吸入し，1日
2回と仮定し計算）

　Jさん（30歳）が内科の処方をもって来局した。処方内容は以下の通り。一通り説明して薬をお渡ししようとし
たところ，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，2カ月のお子さんがいらっしゃるとのこ
とであった。

　ブデソニド200μgタービュヘイラー112吸入　1瓶　1日2回吸入（1回1吸入）
　プロカテロール塩酸塩水和物エアー10μg吸入100回　1キット　発作発現時 （1回2吸入）

今回のケース

J さんの訴え

　2カ月になる子どもがいるのですが，ミルクは使用せず母乳だけで育てています。以前から気管支喘息が
あり，この吸入薬は妊娠中も使用していましたが，授乳中に使い続けても大丈夫でしょうか？　最近は喘息
の症状が出ないので，子どもに影響があるようなら，しばらく使用をやめようかとも思っています。

①ブデソニド
●分子量：430.53ダルトン
●剤形：吸入薬（小児適応あり）
 ●分配係数：540［脂溶性］
● 酸性・塩基性：該当しない（IF：化学構造上解離基がない）
●蛋白結合率：90%
●  代謝物活性：主要代謝物はいずれも抗炎症作用および
全身作用をほとんど示さない（IF）

●半減期：2.8時間
●乳児相対摂取量：0.3%（MMM17th）

注目するポイントはこの2つ！
■1 授乳の必要性と薬の必要性

　子どもは生後2カ月で母乳哺育をしており，今後も授乳継続を希望している。現在，喘息の症状は良好なコントロー
ルが得られており，継続的な喘息管理のためには薬剤の使用継続が必要である。

■2 薬物の母乳移行性

　ブデソニドとプロカテロール塩酸塩水和物の母乳移行性に関する情報は以下の通り。

IF：医薬品インタビューフォーム　　MMM17th：Medications and Mothers' Milk 17th

解決！ 妊婦の 疑問 ・授乳婦の 不安
喘息治療薬・授乳婦

「喘息の症状は治まっているので，
薬をやめてもいいですか？」

第10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
中北薬品株式会社　杉浦 尚子



明日から
はじめる
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　薬局や商業施設などにおける簡易な検査（測定）につい
ては，「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガ
イドライン」2）に沿って，適法な事業所として事業を実
施可能と判断されました。しかしながら，人体から採取
した検体を取り扱うことから，感染症の防止や穿刺器具
の廃棄物処理などの衛生管理が適切に行われることが必
要であり，利用者の測定結果が適正に保てるように検査
機器の保守管理，精度管理についても対処することが必
要となることが，懸念されました。
　検体測定室における感染対策は，「検体測定室に関す
るガイドライン」（以下，GL）3）第2の6“衛生管理”にお

衛生管理は安全運用のため
いて，「検体測定室における感染防止対策については，
不特定の者の血液を取り扱うことから，『医療機関等にお
ける院内感染対策』に規定する『標準予防策』（全ての患
者に対して感染予防策のために行う予防策のことを指し，
手洗い，手袋やマスクの着用等が含まれる。）について，
医療機関に準じた取扱いとし」と規定されています。過
去に不適切な注射針使用により感染被害が生じたなどの
経験から，検体測定室に関わる不特定多数の人の安全を
守るために本対策は厳守する必要があります。

　GL第2の16では，検体測定室は血液を扱うことから，

検体測定室の環境整備

明日から
はじめる

スマートヘルスケア協会 代表理事　岡﨑 光洋

衛生管理と精度管理の実施

第4回

検体測定室のなかに商品棚があった1

ほかの場所と明確に区分するためのついたての設置がなかった2

器具全体がディスポーザブルとなっていない穿刺器具を使用していた3

「検体測定室の自己点検結果と
今後のガイドラインの運用について」1）で
公表されたGLを遵守していない事例とは？

QUIZ
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ワクチン・予防接種の正しい知識を薬局から（前編）

こんな患者さんに会ったこと,
ありませんか？
薬剤師A  先日，65歳の方から「肺炎球菌の予防接種のお

知らせが来たけれど，受けたほうがいいのか
な？」って聞かれて，肺気腫がある方なので「受
けたほうがいいですよ」と答えました。

薬剤師B  そうだね。肺炎は2016年の死因の3位だから，
受けたほうがいいね。でも，予防接種に否定的
な報道もあるし，子宮頸がんワクチンの副反応
が話題になったこともあったから，怖がって躊
躇する人もいるかも。

薬剤師A  そうですね。この機会にワクチン全般について調
べて，正しい情報提供ができるようにします。

　ワクチンは，病原体の毒性を弱めたり無毒化したもの
で，接種すると実際には疾病に罹患しなくても，その疾
病に対する免疫ができ，次に病原体が体内に侵入しても
発症を予防したり，症状を軽度で済ませることができる。
　今回はワクチンにはどういうものがあるか，その必要
性，副反応などについて詳しく調査する。

集団免疫と個人免疫

　ワクチンは集団免疫と個人免疫の2つの効果があ
る。個人免疫は個人に免疫が賦活し，予防接種を受
けた人を感染から守る。一方，集団免疫は，全く免
疫がない状態のある集団に誰か病気をもった人が
入ったとき，その集団を守るためにはどれぐらいの
人に予防接種をすればよいかということで，多くの
人が予防接種を受ければ予防接種を受けられない人
を感染から守ることになる。このように現在のワク
チンの予防接種は，自分を守るだけでなく，「自分

が受けることによって周辺の人たちを守る」という
発想で行われている。
　つまり，ワクチンは個人だけでなく社会も守る役
割をもつ。「流行している病気ではないので，予防接
種をしなくてもよいのでは？」と思われる方もいる
が，個々人が免疫をつけているからこそ，現在は流
行が抑えられているということを伝えたい。

あと一歩ステップアップ！

調査1
　まず日本の予防接種のスケジュールを国立感染症研究
所（NIID）のホームページで確認する。このホームページ
では各感染症の発生状況など詳しい感染症情報を得るこ
とができる。なお，子どもの予防接種スケジュールは，
NPO法人「VPDを知って，子どもを守ろうの会」のホー
ムページ「KNOW★VPD!」（http://www.know-vpd.jp/）
や一部の小児科のホームページなどにも掲載されている。

調査結果①
　NIIDのホームページでは「予防接種情報」（http://www.
niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j/2525-v-schedule.html）で
図1の画面に進み，スケジュールを見ることができる。
　予防接種には定期接種と任意接種がある。定期接種は
法律に基づいており，市区町村が主体となる。接種対象
年齢に相当する場合は公費（無料）で実施され，集団予防
を目的とする感染症（A類疾病）と，個人予防を目的とす
る感染症（B類疾病）がある。一方，任意接種は希望者が
各自の意思で受けるもので，費用は自己負担となる。
　生後2カ月になった日から定期予防接種の対象となり，
接種対象者には各自治体から個別にお知らせが送付され
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