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特集

真夏の感染症を見極める

夏に流行する感染症

6

夏に流行する主な疾患の原因ウイルスや症状をおさらい。感染経路からみた疾患を蔓延さ
せないための工夫や，適切な対症療法と併せて確認していきましょう。

これってどの感染症？

12

判別が難しい「手足口病とヘルパンギーナ」
「水痘と伝染性軟属腫と汗疹」などの見分け方
を写真とともに解説します。どんな疾患が受診すべきなのか，薬剤師が指導すべきことは何
かも一緒にご紹介。

危険な風邪ってどんな風邪？

17

重篤な合併症に繋がりやすい風邪や，風邪と間違えやすい危険な疾患を見逃すと，後遺
症や死亡の原因になることも。夏風邪と判断する前に一度は疑うべき疾患，注意が必要と
なる患者の訴えを頭に入れておきましょう。
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夏に流行する感染症
新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児科学分野

6 〜 7 月にピークを迎えるが，報告は通年あり，11 〜

はじめに

12 月に 2 つ目のピークをみることが多い。

夏に流行する感染症は，手足口病，ヘルパンギー
ナ，咽頭結膜熱（プール熱）などが代表的である。夏

なぜ，夏に流行するのか ?

は，人の活動が増すことで人同士の接触の機会も多
く，これらの疾患が一旦流行すると，社会に広がり

なぜ，これらの感染症が夏に流行するのだろうか？

やすい。感染の拡大を最小限にするためにも，また

その問いに対する明確な説明はない。可能性のある

感染した場合に適切な対応を行うためにも，これら

事項として，まずは，流行するウイルスの特性が挙

の疾患について正しい知識が必要である。

げられる。温帯地域でのエンテロウイルスの流行時
期は夏〜秋で，過去の大規模な重症例のアウトブレ
イクも東南アジアからの報告が多いことから，ウイ

夏に流行する主な感染症の
国内での疫学

ルスの生存しやすい環境は高温多湿の夏であること
が想定される 2, 3）。
また，手足口病，ヘルパンギーナの原因ウイルス

夏に流行する感染症のうち，手足口病（図 1）
，ヘ

であるエンテロウイルスは，飛沫感染や経口感染で

ルパンギーナ（図 2）
，咽頭結膜熱（図 3）の国内での

腸管に入り，腸管内のリンパ組織で増殖後，血中に

流行について，国立感染症情報センターの感染症定

入って感染症を引き起こす。発疹や発熱などの全身

1）

点からの報告をそれぞれ図 1 〜 3 に示す 。各年でそ

症状が出ることからも，急性期にはウイルス血症を

の報告者数に差はあるものの，手足口病とヘルパン

来していることは明確である。最初の感染部位であ

ギー ナは，6 月ごろから流 行が始まり，7 〜 8 月に

る腸管では，患者の体調が改善した後も数週間は便

ピークを迎え，10 月ごろに終息する。またヘルパン

からウイルスが排出され続けるため，それが他者の

ギーナに比べ，手足口病は各年によってその報告数

感染源となり得る。暑い夏場は加熱しないものや冷

が大きく異なる傾向がある。一方で，咽頭結膜熱は，

たいものを食べる機会が多く，それらに汚染された

6
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これってどの感染症？
国立成育医療研究センター 感染症科

それぞれの感染症の
チェックポイント

1

手足口病，ヘルパンギーナ

健

・手足口病
その名の通り，手〔（手掌，手背を含む）
（図 1）〕
，
足（足底，足背を含む），口〔（頬粘膜，舌を含む）
（図 2）
〕に水疱を伴う小丘疹が出現する。また，臀
部も好発部位であることを覚えておくとよい（図 3）
。

手足口病，ヘルパンギーナは，ピコルナウイルス

発熱を伴うことも多いが通常は 38℃台で，後述す

科エンテロウイルス属のウイルスによる感染症であ

るヘルパンギーナよりは低いことが多い。口腔内の

る。エンテロウイルスはポリオウイルス群，コクサッ

痛みや，幼少児では痛みによる摂食の拒否を訴えて

キーウイルス群，エコーウイルス群，エンテロウイ
ルス群に分類され，それぞれ多数の血清型が存在す
る。エンテロウイルス属では非特異的な発熱がみら
れ，手足口病やヘルパンギーナなどの軽度な感染症
から，心筋炎，髄膜炎・脳炎などの重度な感染症ま
で幅広い臨床病型を示すが，それぞれの血清型ごと
に起こしやすい病型がある。
手足口病はコクサッキー A6，A10，A16，エンテ
ロウイルス 71 型が多く，ヘルパンギーナはコクサッ
キー A2-6，A8，A10 が多いことが知られている 1）。
どちらも通常は夏期に流行し，数年に 1 度大流行す
ることがある。感染経路としては糞口感染が主と考
えられており，そのほか飛沫感染，水疱を介した接

手掌に紅色小丘疹が散在している

触感染も起こり得る 2）。
図1

手掌の発疹
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危険な風邪って
どんな風邪？

3

国立国際医療研究センター病院

なのだという意気込みが伺える。

はじめに

インフルエンザという名前がついていることから
勘違いされやすいが，乳児の気管支炎や肺炎の原因

風邪という言葉自体は明確に定義された言葉では

として有名なパラインフルエンザウイルス 3 型は春

ないので，誰がどうとらえようと自由ともいえるが，

〜初夏にかけて流行することが多く，重症にもなり

何となくわれわれはイメージで，
「1 週間程度で自然

（ ちなみに， パラインフルエンザウイルス
やすい 1）

4

4

4

治癒するような軽症な上気道感染症」の総称を風邪
4

4

4

1 〜 2 型は秋以降に流行し，こちらはクループ症候群

と呼んでいる。そのため危険な風邪といわれると，

の原因となる）1）。さらに，アデノウイルスの流行も

例えば「ヘルシー豚骨ラーメン」のように，言葉その

初夏に起こることが多い。しかし，夏風邪として圧

もののつじつまが合っていないような，奇妙な印象

倒的に有名で，罹患率も高いのがエンテロウイルス

を受けてしまう。

である。

そこで， 危 険な風 邪という言 葉が頭のなかでイ

エンテロウイルス属には手足口病やヘルパンギー

メージしやすいように，ここでは危険な風邪を「重

ナを起こすウイルスとして有名なコクサッキーウイ

篤な合併症に繋がりやすい風邪」と「風邪と症状が似

ルスやエコーウイルス，またワクチンによって日本

ていて間違えやすい危険な上気道の病気」を合わせ

からは姿を消したポリオウイルスなどが含まれる。

たものと定義して，解説していこうと思う。

ちなみに，エコーウイルスから 1999 年に独立を勝ち
取ったパレコウイルスは，エンテロウイルス属とは
異なる属に分類され，温帯地域では夏〜秋くらいに

夏風邪の原因

流行するといわれている 2）。
エンテロウイルス属による感染症はほとんどが軽

そもそも，いつからが夏なのかという問題にもさ

症，つまりは風邪として経過するが，なかには肝障

まざまな意見があることだろう。例えば，ロックバ

害，心筋炎を起こすことがあり，脳症や髄膜炎など

ンド TUBE の代表曲である「あー夏休み」は 5 月 21 日

の中枢神経感染症も合併する 3）。また，新生児期に

に発売されており，彼らにとって 5 月後半はもう夏

感染するとウイルス性敗血症の原因となる。壊死性
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地域密着型薬局 の

在宅レポート

つなぐ

つながる

第1回

認認介護世帯への薬局からのアプローチ
〜在宅介入による服薬困難の改善〜

ABC 薬局富田店

はじめに
わが国は 65 歳以上の高齢者の人口が増え，1 人の高齢者を 2.6 人の現役世代で支えて
いる超高齢社会に突入しました。それに伴い近年，認知症の要介護者を認知症の方が
介護する認認介護が老老介護から派生し，増加しています。今回は，認認介護の現状
や問題点などを筆者の体験談を例に紹介していきます。

急に訪れた在宅の依頼
ある日，物忘れ外来の X クリニックから薬局に 1 本の電話がかかってきました。
「A さんのイクセロンパッチが余っているようなので，本人に伺ったら，旦那さんの貼
り薬と間違ったのかもと仰って……。旦那さんの貼り薬が何か教えてもらえますか？」
A さんは 80 代の女性で，脳内出血の後遺症がある夫と 2 人暮らし。夫婦ともに認知
症を患っていますが，夫の介護や薬の管理は主に A さんが行っていました。
急いで薬歴を確認したところ，A さんの夫にはノルスパンテープが Y 医院から処方さ
れていました。X クリニックにそのことを伝えると「そちらの薬局は在宅をされていま
すか？」との打診が。もともと夫婦ともに当薬局を利用されており，特に妻の A さんに
関しては，最近少し認知症が進行している様子はみられましたが，受け答えは比較的
しっかりしていたため，服薬管理ができないほどに認知症が進行しているようには見え
ませんでした。
お二人の服薬管理に関しては少し飲み忘れが懸念される程度で，大きな問題はなく行
われていると考えていた筆者にとってこの打診は驚きでした。しかし，4 日後には X ク
リニックから正式に依頼を受け，A さんの夫に対する居宅療養管理指導を開始するこ
とになりました。
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3

臨床推論で見抜く

下痢止めをください
の

裏側

❶
下痢が 3 カ月以上続いていま
す。トイレに行けば症状は治
まります。最初は食べ過ぎて
下痢になったので，今は食べ
過ぎに気をつけています。食
事の後に長時間トイレのない
所に行く必 要があると， 決
まってお腹が痛くなって，下
痢になります。これから重要
な商談がありますので，下痢
止めをください。

❷

マスカット薬局 臨床研究室 副室長
【執筆】
社会医療法人清風会岡山家庭医療センター
奈義・津山・湯郷ファミリークリニック

下

まずは，薬剤師からの一言

どのような症状ですか？

相談者の答えは……

子どもが下痢をして，吐いて
います。熱も 38℃くらいあり
ますが，昨日までは普通に過
ごしていました。周りに同じ
症状の子はいません。下痢が
ひどいので下痢止めを飲ませ
たいんですが，何がいいです
か？

【監修】

❸
よく下痢をするので，下痢止
めが欠かせません。下痢止め
を飲むとよく効いて，その後
は便秘のようになって，しば
らくすると，また下痢になっ
て …… これの繰り返しです。
下痢のときは急にトイレに行
きたくなって，我慢できない
くらいなのですが，最近，効
きが悪くなっ たみたいです。
もっとよく効く下痢止めをく
ださい。
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第7回

精神科患者さんへジェネリックを
上手に勧めるには
ハート調剤薬局西山店（前・ハート調剤薬局柏崎店） 安澤 泰永

精神科の患者さんは本当にとっつきにくい？
精神科の患者さんに対しては，一般内科で降圧薬やコレステロールの薬などを処方
されている患者さんよりも「個性的？」
「とっつきにくい？」などとイメージを抱いてい
る方も少なくないのではないでしょうか。筆者もその一人でした。現在は精神科クリ
ニックに隣接する薬局に勤務していますが，3 年前に入職してすぐのころは，精神科の
患者さんへの対応にやや緊張することもありました。
ジェネリックへの変更に関しても同様で，精神科の患者さんには話しづらいという固
定観念を往々にしてもってしまいがちです。また，飲んでいる薬へのこだわりが強いの
も精神科の患者さんの特徴で，ジェネリックに変更することで，長い名前を覚えられ
ずに混乱してしまうこともしばしばあります。なかには，風邪薬や鎮痛薬はジェネリッ
クへの変更を希望するのに，パキシルとコンスタンは絶対に変更しないという患者さん
もいます。
しかしながら実際には，精神科だからといってすべての患者さんに抗精神病薬や抗
うつ薬が処方されているわけではなく，一般内科と同じく降圧薬のみの処方の方や，
睡眠時無呼吸症候群の治療で通院されている方もたくさんいます。確かに，時には対
応に困る場合もありますが，そこまで身構えなくてもコミュニケーションを取ることが
できるのではないかと思います。今回は，精神科の患者さんにジェネリックを勧めるコツ
を紹介します。

ジェネリックへの変更のキーワードは 安心

協力

希望

ジェネリックを断固拒否されている患者さんのお薬手帳を拝見した際に，他院で処
方された薬が実はジェネリックであることをお伝えすると，「聞いていない！」と憤慨

調剤と情報 2018.7（Vol.24 No.9）
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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
第

抗うつ薬・授乳婦

14 回「ご飯が食べられなくて体重が減った……。薬を
処方されたけれど，母乳への影響が心配です」
名城大学薬学部医薬品情報学

今回のケース
薬の用意ができたので声をかけると，げっそりした状態で受け取りに来た T さん（28 歳）。3 カ月の赤ちゃんが
いらっしゃるとのことで，とても不安な気持ちをお話しいただいた。処方内容は以下の通り。
パキシル CR 錠 12.5mg

1日1回

1回1錠

夕食後

T さんの訴え
妊娠中，時々気分が不安定になり，心療内科を受診して，今日いただいたものと同じ薬を飲んでいました。
出産後は，母乳育児がしたくて薬は自己中断しました。子どもが 3 カ月になり，外気浴のために外にも連れ
て行かなければいけないと聞いてから，子育てに対する負担感が増して時々苦痛に感じるようになりました。
気分が不安定なことが多くなり，食欲も落ちて体重が減ってしまいました。子どもが寝ていても自分が眠れ
ないし，家事もできないことがあるので，家族に勧められて，以前かかっていた心療内科を受診しました。
昼はだいたい 3 時間ごとに授乳していますが，疲れて帰ってきている夫によく寝てほしいので，子どもが
いつ泣くか心配な夜は，お腹のもちがいいと思って人工乳にしています。このまま授乳は継続したいけれど，
薬が母乳に入ったら子どもに影響するのではないかと，今度はそちらが心配になってきました。

注目するポイントは 2 つ！
授乳の

の

生後 3 カ月の子どもをもち，母乳と人工乳の混合で子育てをしている母親である。本人は授乳継続を希望しているが，
食欲が落ちて食事をしっかり取れておらず，症状が悪化して家族に勧められて受診しており，医師は薬物治療が必要だ
と判断している。子どもは 3 カ月で，本人も授乳を希望していることから，母乳育児を続けていくためのサポートが必
要である。

の 乳
パロキセチンの母乳移行性についての情報は以下の通り。
● 分子量：374.83 ダルトン

● 蛋白結合率：95%

● 剤型：内服
（乳児適応なし）

● 代謝物活性：なし

● 分配係数：3.38（脂溶性）

● 半減期：14.35 時間

● 酸性・塩基性：塩基性
（pKa：9.9）

● 乳児相対摂取量：1.2 〜 2.8（MMM17th より引用）
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認知症の
薬物治療
鈴鹿医療科学大学薬学部

三輪 高市

ある女性から，
「最近，同居している義母（74 歳）の物忘れが多
くなり，認知症ではないかと疑っています。私に対して『財布や
時計が見つからない，あなた盗ったでしょ！』と怒鳴るのですが，
どう対処したらよいかわかりません」と相談されました。どのよ
うな助言をしたらよいでしょうか？

……の前に考えること
今回のケースではアルツハイマー型認知症が疑われます。財布や時計などの紛失を
“ 自分以外の誰かのせい ” とおっしゃるとのことですが，これは “ 物盗られ妄想 ” と考え
られます。認知症外来のある医療施設への受診を勧めましょう。“ 物盗られ妄想 ” は認
知症の周辺症状〔behavioral and psychological symptoms of dementia：BPSD〕の一つ
であり，初期に現れます（BPSD については 2018 年 1 月号の本連載を参照）。
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オルミエント錠 2mg，4mg

新薬く
くろ～ず
～ずあ
あっぷ
第 206 回

オルミエント錠 2mg，4mg
（バリシチニブ）
亀田総合病院 薬剤部

オルミエント錠の概要
医薬品名

：オルミエント錠

一般名

：バリシチニブ

薬価基準収載日 ：2017 年 8 月
薬価

：
［2mg］2690.4 円 / 錠（2018 年 4 月時点）
［4mg］5223 円 / 錠（2018 年 4 月時点）

製造販売

：日本イーライリリー

効能・効果
既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の
防止を含む）

用法・用量
通常，成人にはバリシチニブとして 4mg を 1 日 1 回経口投与する。なお，患者の状態に応じて 2mg に減量す
ること。

Point
▶ヤヌスキナーゼ（JAK）1，2 を標的とした JAK 阻害薬である。
▶ 1 日 1 回経口投与で関節リウマチの症状の改善効果を示す。
▶腎機能によって用量を調節する必要がある。
▶ JAK3 は阻害しないため悪性腫瘍は惹起しにくいとされているが，副作用として感染症に注意する。
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ハッと ホッとした 話

ヒヤリ

文

東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座

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。

ケース

1

デカドロン錠 0.5mg が 1 回 20 錠の処方，4mg 錠もあるのになぜ？

●

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？

デカドロン錠（デキサメタゾン）には 4mg 錠の規格があるにもかかわらず，0.5mg 錠で 1 回量
20 錠（1 回 10mg）が処方されていた。
50 歳代の女性。病院の血液内科。処方オーダリング。

▼ 処方内容
Rp.

オキシコンチン錠 5mg

3錠

1日3回
ファモチジン D 錠 20mg

2錠

セレコックス錠 100mg

2錠

1日2回
ビクロックス錠 200

プルゼニド錠 12mg
8 時間ごと

30 日分

2錠
便秘時

デカドロン錠 0.5mg

1日2回
朝夕食後

10 回分

40 錠
朝夕食後

3 日分

30 日分

1錠
1日1回

朝食後

30 日分

経緯

込めないので，これまでデカドロン錠 0.5mg を服用して

処方元の病院でデカドロン錠 4mg が採用され，この時

いたことがわかった（なお，患者が言う 4mg 錠はデカド

期，デカドロン錠 0.5mg の服用錠数が多い処方に対して

ロン錠ではなくレナデッ クス錠であっ たことが後でわ

疑義照会を行い，4mg 錠に切り替えてもらうことが頻繁

かった）
。慌てて再度病院に連絡し，元のデカドロン錠

にあった。今回の処方においても，薬剤師はデカドロン

0.5mg の処方に戻してもらった。

錠 4mg を「5 錠

分 2」
（2.5 錠 / 回）のほうが飲みやすいの

薬歴を確認したところ，当該患者は数年前から，多発

ではないかと思い込み，薬歴を確認する前に医師に疑義

性骨髄腫の治療でデカドロン錠 0.5mg による治療を継続

照会して，0.5mg 錠から 4mg 錠に変更してしまった。

していることがわかった。患者が以前に服用したのは，

変更になったことを患者に伝えたところ，過去に 4mg

多発性骨髄腫に対する適応を有するレナデックス錠 4mg

錠を服用したときに吐き気の副作用があったため，その

（デキサメタゾン）であり，副作用により患者がレナデッ

錠剤だと副作用を起こしたことを思い出して上手く飲み

クス錠を服用できないとのことで，多発性骨髄腫への適
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