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特  集

特集にあたって
拓生会	奈良西部病院　櫻井 眞理子

　この企画の計画当初も新型コロナウィルス感染症（COVID-19）は懸念されて
いましたが，まさかここまで感染が拡大するとは予想していませんでした。グ
ローバル化に伴う輸入感染症の脅威は日本でもたびたび警鐘が鳴らされていまし
たが，2003年のSARS（重症急性呼吸器症候群）では国内の発生はなく，
2009年の新型インフルエンザ（豚インフルエンザH1N1）も当初危惧されていた
ほどの被害はありませんでした。また，2012年のMERS（中東呼吸器症候群）
も国内に持ち込まれずにすんでいました。
　しかし，今回のCOVID-19は不顕性感染を含めほとんどは軽症で転帰する一
方で，急速に重篤な状態に陥る人がいること，発症前からも感染力を有すること
などから，エボラ出血熱などの強毒性感染症と比べても桁外れに制御が難しく，
従前の感染症対策の問題点が浮き彫りになりました。かかりつけとして毎日患者
に対応されている薬剤師もその対策に苦慮されていることと思います。今後，沈
静化に成功してもしばらくはこの感染症との共存が“ニューノーマル（新常態）”
となりそうです。
　このようななか，私たちはCOVID-19ばかりに目を奪われていますが，その
他の感染症への注意を怠ってしまうことは非常に危険です。ワクチンで防げる麻
疹や風疹などの疾患については接種歴の確認とともに，適切なワクチン接種の勧
奨もかかりつけ薬剤師の責務でしょう。この5月には，国内では14年ぶりとな
る狂犬病輸入例の報告もありました。
　現在は国際間の人々の流れが減少しているものの，移動制限が解除されれば，
またさまざまな輸入感染症のリスクに曝されることになります。診断・治療が遅
れると致死的な転帰を来す疾患でありながら，そうとは気づかず解熱薬を求めて
薬局を訪れる可能性もあり，輸入感染症は“専門外”といって避けて通れない時
代となりました。
　今回は輸入感染症について，薬剤師が知っておくべき基本的な知識とともに，
薬局における渡航医学の活用についても解説します。すでに何らかの疾患を抱え
る患者にとって，最も相談しやすい医療従事者はかかりつけ薬局の薬剤師でしょ
う。普段から患者の高血圧症や糖尿病，リウマチといった疾患に関わっている薬
剤師こそが，海外渡航前後の患者の健康リスクを適切に扱う必要性に迫られてい
ると思います。この特集がかかりつけ薬局のプライマリ・ケア充実のための一助
になることを祈念いたします。

今だからこそ知りたい！
輸入感染症 はじめの一歩
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はじめに─輸入感染症とは

　2019年12月頃より中国の湖北省武漢市から感染
が広がった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
は，人や物の大量輸送時代を背景に瞬く間に地球規
模で拡大した。病原体はSARS-CoV-2（サーズコロ
ナウイルス2）と特定されたが，このウイルスはわが
国において流行しているものでもなければ，以前に
流行がみられたものでもない，国外から流入してき
たウイルスと考えられる。このように，一般的に国
内には常在せず，国外から流入してきた病原体によ
る感染症を輸入感染症という。
　しかし，国内でみられる感染症であっても，国外
から入ってきたことが明らかな場合には輸入感染症
と考える。海外への渡航が感染のきっかけとなるた
め，海外渡航関連感染症と呼ばれることもある。代
表的な輸入感染症としては，マラリア，デング熱，

腸チフス，レプトスピラ症など，熱帯・亜熱帯で特
に流行がみられるものが挙げられる。わが国におけ
る主な輸入感染症の症例報告の動向について表1と
図1にまとめた1, 2）。
　本稿では，代表的な輸入感染症と，その感染リス
クについて概説する。

国境を越える病原体

　海外に渡航する日本人の出国者数は増加傾向にあ
り，ここ数年では年間1,700万人前後で推移し，
2019年は2,000万人を超えた3）。これだけの人々が国
境を越えているということは，すなわち人の移動と
ともに病原体それ自身も国境を越えていると考える
べきである。外国に渡航・滞在し，その地において
何らかの病原体に感染し，体内にその病原体を保有
したまま帰国するというケースは決して珍しいこと

特 集

　人類と感染症は数限りない関わりをもって時代を変遷し，21世紀になって以降も，重
症急性呼吸器症候群（SARS），中東呼吸器症候群（MERS），新型インフルエンザ，そし
て今回の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を含め，数多の感染症と相対してきた。
新興・再興感染症は，地球上のいずれの地域においても発生しうるものと想定しておくこ
とが肝要であり，いつ何時わが国に流入してきたり，発生したりするかもしれない。
　こうした観点から，輸入感染症について認識を深めておくことは，これからの医療を考
えるうえで重要な柱を担う分野であると考えられる。

summary

関西医科大学衛生・公衆衛生学講座　三島 伸介

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

わが国における 
輸入感染症の現状とリスク

（1930）
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はじめに

　マスギャザリング（mass gathering）とは，①大
勢の集まり，群衆のこと（大辞泉より），②一定期
間，限定された地域において，同一目的で集合した
多人数の集団（日本災害医学会の定義）─とされ
ている。
　オリンピックなどのスポーツイベントや音楽コン
サートを筆頭に，マスギャザリングはさまざまある。
本稿では，マスギャザリングの例とその環境下で生
じた感染症について紹介する。

マスギャザリングと感染症

学校，企業

　学校の場合，学校保健安全法により子どもたちの
健康が守られている。学校には保健室があり，学校
感染症の蔓延防止対策として，出席停止・臨時休校
の措置や定期的な健康診断，また学校医や学校歯科

医，学校薬剤師なども定められている。一方，企業
に勤める労働者は労働安全衛生法により感染症の伝
染予防や蔓延防止策が図られるとともに，産業医に
より労働者の健康管理などが行われ，労働者の健康
が確保されている。
　①運動会，②文化祭，③卒業式や入学式といっ
た記念式典─などの学校や企業における特別な行
事は，構成員が不特定多数を含むマスギャザリング
と考えられる。

宗教行事

　初詣は，神社仏閣へ正月三が日に参拝するわが国
の風習である。氷川神社（埼玉），成田山（千葉），
明治神宮・浅草寺（東京），川崎大師・鶴岡八幡宮

（神奈川），熱田神宮（愛知），住吉大社（大阪），生
田神社（兵庫），太宰府天満宮（福岡）など，多いと
ころでは数十万人が1箇所に集まり，正月明けには
毎年インフルエンザが流行している。また，日本各
地で開催されている夏祭りなどもマスギャザリング
の一つと考えられる。

1

2

特 集

　マスギャザリングとは，わが国では主に1,000人以上の人が集まる環境のことを指し，
感染症が拡大する原因となっている。
　オリンピックやラグビー・サッカーのワールドカップをはじめとしたスポーツイベント，
音楽コンサート，宗教行事，学校や企業での特別な行事などはすべてマスギャザリングと
考えられ，クルーズ船やディズニーランドなどの遊園地，公営ギャンブルも同様である。

summary

近畿大学医学部／獨協医科大学さいたま医療センター　古閑 比斗志

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

マスギャザリングと感染症

（1936）
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はじめに

　グローバル化に伴う企業の海外進出，訪日観光客
の急激な増加に伴い，国内で輸入感染症に遭遇する
確率は高まっている。しかし，これまでの使用頻度
の少なさから，治療薬についてあまり知られていな
いのが現状ではないかと思う。
　本稿では，これまで馴染みがなかった輸入感染症
の治療薬について，①近年治療薬の保険収載が進ん
だマラリア，②世界的な問題となっている耐性菌，
③国内での集団感染が問題となった麻疹─を例
に病態や事例などを交えて解説するとともに，日本
医療研究開発機構（AMED）の熱帯病治療薬研究班
の薬剤管理について述べる。

抗マラリア薬

　マラリアは，結核やエイズとともに世界三大感染
症の一つであり，流行域はアフリカ，アジア，オセ
アニアおよび中南米の熱帯・亜熱帯地域である。世

界保健機関（WHO）の報告では，2018年において感
染者数2億2,800万人，死者40万5,000人1）であり，
WHOが対策に力を入れている疾患の一つである。
　日本では輸入感染症として，年間約50症例の報告
があり，約7割が熱帯熱マラリアである。ハマダラ
カを媒介して感染する原虫感染症のマラリアは，5種
類の原虫（熱帯熱マラリア，三日熱マラリア，卵形
マラリア，四日熱マラリア，サルマラリア）によっ
て発症する。特に熱帯熱マラリアは，治療が遅れる
と短期間で重症化，死亡へと繋がるため，早期受診，
治療が必要である。初期症状は，発熱や悪寒，頭痛
など非特異的なため，渡航歴，渡航先の確認が非常
に重要となる。マラリア原虫の生活環はおおまかに，
ハマダラカを介して体内に侵入し，肝臓で成長後，
血中に放出され，赤血球に侵入・増殖し，また新た
な赤血球に感染するサイクルである。さらに三日熱
マラリア，卵形マラリアは肝臓内で休眠体を形成す
る。
　抗マラリア薬には，この生活環に効果を示す薬剤

〔メフロキン（メファキン「ヒサミツ」），アトバコン・
プログアニル（マラロンⓇ），アルテメテル・ルメファ
ントリン（リアメットⓇ）〕と，休眠体に効果を示す薬

特 集

　近年，渡航者の増加に伴い，国内において輸入感染症に遭遇することは珍しいことでは
なくなった。他方，治療や予防に用いられる輸入感染症の治療薬は数が少なく，使用頻度
も低いことから，あまり認識されていない。薬剤師が輸入感染症の治療薬について理解し，
渡航医学に関わることは，輸入感染症対策の向上に繋がる。

summary

日本赤十字社	成田赤十字病院薬剤部　藤澤 宗央

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

輸入感染症の治療薬

（1942）
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はじめに

　本稿では，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
対策に関連した衛生用品や消毒薬などについて解説
する。

新型コロナウイルスの感染経路

　新型コロナウイルスの感染経路は，インフルエン
ザウイルス，SARS（重症急性呼吸器症候群）コロナ
ウイルスおよびMERS（中東呼吸器症候群）コロナウ
イルスなどと同様に主に飛沫感染と推定される

（図1）。また，眼への飛入や1-4），手指を介しての眼
や鼻への付着による感染もあると推定される（図2）。
さらに，インフルエンザウイルスと同様に，空気の
流れや湿度などの条件によっては空気感染もありえ
ることが推定される5, 6）。すなわち，2m以上離れて
いても，条件によっては感染が成立する可能性があ
る。

特 集

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

　新型コロナウイルスの消毒には種々の薬剤が有効と推定されるが，環境消毒には，
0.05～0.1％（500～1,000ppm）次亜塩素酸ナトリウムや60～80 vol％エタノール，
手指消毒には，速乾性手指消毒薬（消毒用エタノール含有）や流水下での手洗いが勧められ
る。

summary

山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部　尾家 重治

衛生用品，消毒薬の選び方
─新型コロナウイルス感染症対策

図1　飛沫感染

図2　眼への飛入と手指を介した感染

コロナウイルス

（1948）
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はじめに

　海外渡航中や帰国後に発熱や下痢などを起こすこ
とは決して珍しいことではない。衛生状態の良くな
い地域を訪れた後であれば，多少の体調不良は本人
にとっても想定内かもしれない。かかりつけ医がい
たり，症状が重かったり，心配性だったり，周りが
心配したりする場合には，早いうちに医師のもとを
受診することになる。
　しかし，そうではなくて，普段めったに医者にか
からない人の場合，まずは自分で少し様子をみるで
あろう。手元に何か薬があればそれを使うかもしれ
ないが，なければあなたの薬局に薬を買いに来るか
もしれない。海外からの帰国者だけでなく，言葉や
システム，費用などのハードルが高い訪日外国人が
病院受診をためらい，OTC医薬品を買いに来ること
もある。薬剤師は普段から「解熱薬はどれがお勧め
ですか？」「お腹をこわしてるんですけど，薬ありま

すか？」といった相談に対応しているだろうが，そ
れがもし渡航後や訪日中に体調を崩している人だっ
たら，どうアドバイスすべきか。
　もちろん，毎回とりあえず「病院に行ったほうが
いいですよ」と言っておけば無難だが，そのときに

「急いで受診したほうがいいですよ」なのか「症状が
続くなら受診したほうがいいですよ」なのかは，あ
る程度使い分けできることが望ましい。

渡航歴の聴取

　最近は初診の問診票に渡航歴の有無を記載する欄
を設けている医療機関も多いが，患者は自身の渡航
歴をさほど重要と考えていないことが少なくない。
医療従事者側から尋ねなければなかなか教えてくれ
ないため，積極的に「ここ1カ月以内くらいの間で，
海外には行っていませんでしたか？」と聴く習慣を
身につけたい。

特 集

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

　①熱帯もしくは亜熱帯からの帰国後（または来日後）1カ月以内の発熱，②海外で哺乳類に
咬まれた（または引っ掻かれた，あるいは傷や粘膜を舐められた）─のいずれかに当てはま
るケースでは早急な受診を促す。なお，これらに対応できる医療機関は限られているため，
最寄りの検疫所に問い合わすよう患者に助言する。

summary

奈良西部病院トラベルクリニック　中谷 逸作

薬局でもできる！　輸入感染症 はじめの一歩

輸入感染症疑い患者に対する 
薬局の役割 ─どんなときに早急な受診を促すか

（1956）
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はじめに

　日本渡航医学会では，トラベルファーマシーとい
う薬局の新たな機能を構想している。トラベル
ファーマシーとは，地域の薬局を渡航者に向けた健
康指導の拠点として活用することで，渡航先で役立
つ健康に関するアドバイスやOTC医薬品などの販売
を行い，ワクチン接種などのために必要に応じて前
稿で紹介したトラベルクリニックに紹介する役割を
担うことを目的としている。
　このみ薬局（以下，当薬局）では2017年7月より渡
航者向けに虫よけスプレーなどの害虫忌避剤の販売
を始め，現在までトラベルファーマシーとしての取
り組みを行っている。本稿ではその取り組み内容に
加え，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によ
る影響も紹介する。

取り組みの経緯

　当薬局は愛知県名古屋市東区に位置し，近隣の診
療所からの外来調剤と有料老人ホームの在宅医療を
主な業務としている。近隣に国際空港があるわけで
はなく，渡航医学とは関連の薄い環境であるにもか
かわらず，当薬局で害虫忌避剤の販売を始めた理由
は，筆者が感染症に興味をもち勉強するなかで，渡
航時にはマラリアを代表とする蚊媒介感染症（表1）
への対策の必要があると知ったためである。また，
身内から冬に海外旅行に行く際，「なかなか害虫忌避
剤が売っていなくて困った」という訴えがあり，こ
れは薬局で解決すべき問題と思い実行するに至った。
　現在，トラベルファーマシーとして当薬局で取り
組んでいることは，①適切な害虫忌避剤の推奨と年
間を通じた販売，②オーエスワンⓇパウダーの販売，
③渡航中や渡航後に関する注意事項の指導，④ト
ラベルクリニックとの連携─である。それぞれの
役割について以下に説明する。

特 集

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

　新たな薬局の機能として，渡航者の健康維持をサポートするトラベルファーマシーが日本
渡航医学会により構想されている。このみ薬局では，2017年からトラベルファーマシーと
しての取り組みを始め，現在は，①適切な害虫忌避剤の推奨と年間を通じた販売，②オーエ
スワンⓇパウダーの販売，③渡航中や渡航後に関する注意事項の指導，④トラベルクリニック
との連携─を実施している。

summary

このみ薬局　瀧藤 重道

薬局でもできる！　輸入感染症 はじめの一歩

わが国における 
トラベルファーマシーの取り組み

（1962）
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はじめに─人の移動と感染症

　人は移動しながら生きるものである。ホモサピエ
ンスが7万年前に大陸間を移動した頃から，人類は
より快適な居住の地を求めて移動しながら生きてき
た。一方で，人の移動の歴史は感染症の歴史ともい
われるように，交通手段の発達によりヒトを介した
感染症は広範に伝播するようになった。ただ，人類
がまるで無力であったというわけではない。感染症
の流行を経験するたびに研究が進み，またワクチン
という強力な武器をもって予防的制圧に成功した疾
患も多い。
　この10年間で，カナダでは薬局薬剤師が感染症の
知識や予防手段を世間一般に広める機会が増え，そ
の動きは特に渡航医学分野において顕著である。本
稿では，カナダにおけるトラベルファーマシーの成
り立ちや取り組み，またトラベルファーマシーで求
められる薬剤師の教育などについて紹介する。

カナダにおけるトラベルファー
マシーの成り立ち

　2009年の春先に始まった新型インフルエンザの流
行に伴い，同年秋からブリティッシュコロンビア州
やアルバータ州で薬局薬剤師による予防接種が行わ
れるようになった。その後も法整備が進み，現在で
はケベック州，ヌナブト準州，ノースウエストテリ
トリーを除くすべての州で薬剤師による予防接種が
可能である。
　当時は新型インフルエンザの第2波に備えて，よ
り多くの予防接種を行うために薬局薬剤師に白羽の
矢が立ったわけだが，隣接する米国ではすでに
1990年代から薬剤師による予防接種が始まってい
た。カナダが米国に倣ったともいえるが，ここで予
防接種権を手にしたカナダの薬剤師は，感染症予防
に関わる大きな足がかりを掴んだ。筋肉内注射と皮
下注射の訓練を薬剤師が受けるようになり，法整備

特 集

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

　カナダでは，この10年間で薬局薬剤師が感染症の知識や予防手段を世間一般に広める機
会が増え，その動きは特に渡航医学分野において顕著である。トラベルファーマシー業務は
通常の薬局業務と一線を画し，また渡航者から渡航先の国の情報や活動内容を聞くことで業
務の参考になることも多い。
　本稿では，カナダにおけるトラベルファーマシーの成り立ちや取り組み，またトラベル
ファーマシーで求められる薬剤師の教育などについて紹介する。

summary

London	Drugs（Canada）　佐藤 厚

薬局でもできる！　輸入感染症 はじめの一歩

カナダにおける 
トラベルファーマシーの取り組み

（1968）
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はじめに 
─国が公表する感染症患者数

　国内の感染症の患者数は，厚生労働省の感染症発
生動向調査で公的に公表される。これは「感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感
染症法）」に基づいた調査であり，対象の感染症を診
断した医師が届出をすることで，感染症の発生や流
行を探知し，まん延を防ぐための対策や医療従事
者・国民への情報提供に役立てられる。
　すべての医師が届出を行う感染症（全数把握）と，
指定した医療機関のみが届出を行う感染症（定点把
握）がある。第1～4類感染症と第5類感染症の一部，
指定感染症は全数把握の対象疾患であり，すべての
症例で迅速に報告，情報提供が行われる。一方，発
生動向の把握が必要なもののうち，患者数が多数で，
全数を把握する必要はないとされる第5類感染症の
一部は定点把握の対象疾患となる。

　定点把握の対象疾患の一つであるインフルエンザ
（鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザなどの
感染症を除く）は，インフルエンザ定点医療機関（全
国約3,000箇所の小児科定点医療機関および約
2,000箇所の内科定点医療機関）からのインフルエン
ザと診断された報告数から，その拡大推計として患
者数が推定される。週単位で報告され，その結果は
毎週公表されるが，公表時点の数値は10日ほど前の
週の状況であることに留意する必要がある。

診療情報の感染症サーベイラン
スとしての活用

　将来的に電子カルテが全国の医療機関で十分普及
し，そのデータを公的な機関が公衆衛生上の目的に
利用することが可能となった場合，診療情報を即座
に集計・解析し，リアルタイムの感染症サーベイラ
ンスとして活用できるようになる可能性がある。

特 集

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

　感染症は可能な限り早期に探知して対策を行うことにより，集団感染や二次感染などの感
染拡大を抑える必要がある。
　リアルタイムの感染症サーベイランスとして開発された薬局サーベイランスは，薬局にお
ける前日の調剤情報からインフルエンザの患者数を自動的に推計して迅速に公表するシステ
ムであり，中学校区から保健所管轄規模の地域ごとに流行状況を把握することができる。

summary

帝京平成大学薬学部　亀井 美和子

薬局でもできる！　輸入感染症 はじめの一歩

薬局サーベイランス

（1972）
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これまでの輸入感染症への対応
とCOVID-19

─ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が流

行する以前の，日本の輸入感染症対策はどのよ

うなものだったのでしょうか。

　海外のあるところで発生した感染症が新興感染症
や再興感染症として世界中で話題となることはよく
あり，最近は2～3年に一度のペースで起きています
ね。ここ20年では，まず1997年に香港で発生した鳥
インフルエンザ（インフルエンザウイルスA/H5N1）
が思い浮かぶでしょう。鳥インフルエンザウイルス
が直接ヒトに感染するということがわかって大騒ぎ
になり，これをきっかけに世界の感染症対策，特に
新型インフルエンザ対策が大きく変化したともいえ
ます。
　2002年に発生し，2003年に流行した重症急性呼
吸器症候群（severe acute respiratory syndrome : 

SARS）は，世界で約8,000人の患者が出て致死率が
10%と，私たちに大きなインパクトを残しました。
SARSの感染者の多くは中国など東アジアの方々で
したが，それらの国では院内感染対策などが徹底さ
れ新規感染者数が徐々に減り，SARSという病気は
消え去りました。なお，日本では1例も確認されま
せんでした。

特 集

今だからこそ知りたい！　輸入感染症 はじめの一歩

　COVID-19は人々の生活を大きく変えた。他の感染症とは異なり特効薬やワクチンがなく，外出自粛やソー
シャルディスタンスなど原始的な方法での対策を余儀なくされている。COVID-19に関するさまざまな情報が
真偽を問わず溢れるなか，薬局・薬剤師に期待される役割とは何か。新型コロナウイルス感染症対策専門家会
議の構成員を務め，現在は新型コロナウイルス感染症対策分科会の構成員である岡部信彦氏（川崎市健康安全
研究所）にインタビューを行った。

新型コロナウイルスとの 
付き合い方を考える
─ コロナ禍で薬局・薬剤師に求められること

　編集部

岡部信彦氏（川崎市健康安全研究所）

（1978）
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はじめに

　スティーヴンス・ジョンソン症候群（Stevens-

Johnson syndrome : SJS）と中毒性表皮壊死症（toxic 
epidermal necrolysis : TEN）は最重症の薬疹で，皮
膚障害や粘膜障害を生じるだけでなく，さまざまな
臓器障害や細菌感染症などの合併症を起こし，時に
死亡することもある重篤な疾患です1）。
　TENの多くはSJSから始まり，急速に表皮剥離が
全身に拡大してより重篤になります。一方，類似の
皮膚所見がみられる多形滲出性紅斑（erythema 
exsudativum multiforme : EEM）の約90％は，単
純ヘルペス，溶連菌，マイコプラズマなどの感染症
に関連し2），薬剤性のEEMは少ないとされています
が，被疑薬の精査が十分行われていない可能性もあ
ります（図1）。以前，EEMはSJSの早期病変と考え
られていましたが，原因や組織学的所見，治療，予
後など多くの点で異なり，現在では別の疾患として
認知されています。
　本稿では，SJS/TENを中心にその概要を述べると
ともに，薬剤師を含めた医療者が注意すべき点につ

いて触れたいと思います。

症状と原因，発症機序

　SJS/TENの発症頻度は人口100万人あたり2～
13人とまれな疾患で，わが国における指定難病と
なっています。非常に重篤で予後不良な疾患であ
り，その致死率はSJSで5％，TENで12～30％に
及びます1, 3, 4）。

1 症状
　SJS/TENでは，高熱とともに，全身の皮膚に大
小の円形や環状の紅斑～紫紅色斑や丘疹，水疱が多
発し，水疱は表皮が剥離し，びらんとなります

（図2, 3）。
　わが国における診断基準では，表皮剥離が体表面
積の10％未満をSJS，さらに拡大して10％以上に
なった病態をTENと診断します5）。TENでは，一
見正常にみえる皮膚に軽度の圧力がかかると，表皮
が剥離し，びらんを生じるニコルスキー現象が特徴
的です（図3）。SJS/TENの約90％には，皮膚だけ

編集 橋爪 秀夫（磐田市立総合病院皮膚科）

  薬疹，
薬剤性皮膚障害

SJS/TENと多形滲出性紅斑第10回

専門医が教える薬剤
師のための特別講義！

渡邉 裕子　横浜市立大学大学院医学研究科環境免疫病態皮膚科学

（1986）
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NPO法人どんぐり未来塾　笠原 靖幸，鈴木 紗希子

メトホルミン増量による乳酸アシドーシスを疑う症例
第3回

67歳男性のK.Sさん

　糖尿病治療のため 2 年前より下記 2 剤を服用していたが，HbA1c が 8.0％と高くなったため，本日よりメ
トホルミン錠が増量となった。

Rp 1 　リナグリプチン錠 5mg 1 回 1 錠　1 日 1 回朝食後
Rp2　メトホルミン錠 250mg 1 回 2 錠　1 日 2 回朝夕食後（変更前は 1 回 1 錠　1 日 2 回朝夕食後）

他科受診：なし 併用薬：なし 体　質：便秘しやすい
副作用歴：なし 喫　煙：なし 飲　酒：毎日（ビール 500mL 缶 1 本）
職　　業：農業（屋外での作業） 身　長：158cm 体　重：56kg

処方箋に記載されていた検査値
RBC NEUT Hb T-Bil

4.87×106/μL 8.93×103/μL 11.8g/dL 11.01mg/dL

Cr eGFR CK PT-INR

1.26mg/dL 45.1mL/分/1.73m2 17U/L 1.22

AST ALT K HbA1c

14U/L 9U/L 4.5mg/dL 8.0％

○メトホルミンが増量となるため，薬理作用からくる副作用に注意

○夏場の外での農作業や飲酒による脱水に伴う腎機能低下の可能性

○腎機能の低下によるメトホルミンの血中濃度上昇の恐れ

（1992）



医療機器・材料の

思考プロセス
起 承 転 結

ダイドー薬品株式会社 山本薬局本店

山本 新一郎
編集

　在宅初心者

でも実践できる！

第 3 回

在宅中心静脈栄養法（HPN）の管理①　物品，デバイス

ダイドー薬品株式会社 山本保健薬局　木村 寛子
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  はじめに

　在宅中心静脈栄養法（home parenteral nutrition : 
HPN）とは，在宅で適切な輸液を投与し，栄養状態
を維持・改善することを指し，長期的な経口・経管
栄養補給が不能または不十分となる患者が適応とな
ります。背景にある疾患はさまざまですが，まずは
患者の疾患や生活環境などの状況を十分理解したう
えで，薬剤師としてどのような対応が求められるか
をケースごとに考える必要があります。
　厚生労働省はわが国の医療体制を維持するため在
宅医療の推進を図っており，HPN症例は今後さらに
増えていくと予想されます。しかし，HPNで栄養を
投与する現場を実際にみたことがないと，その栄養
剤の処方箋をみても調剤に戸惑うこともあると思い
ます。処方箋に記載されている薬剤や医療材料を用
意するだけでなく，その仕組みや使い方まで理解し
たうえで患者や多職種に関わることができれば，ス
ムーズなHPNの導入が可能となります。今回はま
ず，HPNで使用する医療材料について，どのような

ものがあるのかを紹介していきます。

  中心静脈栄養療法の仕組みを 
知ろう

　図1は当薬局が担当するHPN患者の在宅での様子
です。HPNでは， 高カロリー 輸 液からポンプ用
チューブで輸液ポンプに接続して流量を調節し，そ
の先に接続されたフーバー針からあらかじめ設置さ
れた皮下埋め込み型中心静脈ポート（以下，CVポー
ト）へ輸液が投与されます。患者によって使用する
物品やデバイスに違いはあるものの，大まかな仕組
みは同様となります。

  保険請求できる医療材料について 
把握しよう

　HPNで使用される物品のなかで保険請求できる医
療材料は，① 本体（チューブ），②フーバー針，
③輸液バッグとなります（表1）。

起

承

（1998）
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短期連載！

よくある疑問にサラリと答える！

第 1 回　抗凝固療法の出血リスクはどう伝えればいい？

A 経口抗凝固薬（OAC）による出血は，生命に関わる大出血で約3％，それ以外の出血
でも16〜 25％の割合で発生するとされています。OACの種類によらず，このくら

いの数字になるということは知っておきましょう。

経口抗凝固薬（oral anticoagulant : OAC）はそれがいかなる種類のものであってもその性質上，出血

のリスクから基本的に逃れることはできません。他の薬剤と性質がやや異なるのは，治療効果である抗

凝固効果がそのまま出血という副作用をもたらす点で，まさに表裏一体の関係にあります。

では，一体どのくらい出血するものなのかということに関しては最低限，各大規模臨床試験の結果を

押さえておきましょう（表）。
代表的なワルファリンや直接経口抗凝固薬（direct oral anticoagulant : DOAC）のランダム化比較試

験（RCT）によれば，重篤な大出血（ISTH 基準）の発生率はいずれも 3％程度，大出血以外の出血性

イベントの発生率は 16 〜 25％ 1）-5）とされます。生命に関わる出血だけで年間 3％（！）というのは

覚えておくべき数字です。特に DOAC は，さまざまな大規模臨床試験でその差異（相対リスク差）がフォー

カスされるため，一見すると非常に優れた薬剤であるかのような印象をもってしまいやすいですが，実

際は何を使おうと 3％程度の重篤な出血リスクを孕んでいるということです。また，重大でなければい

いのではないかと思うかもしれませんが，皮下出血が多発したり，鼻血がしょっちゅう出たりして社会

生活に影響するような状態になれば，患者の OAC を服薬する気持ちが続かなくなるのも当然です。そ

のようなリスクが，少なく見積っても 16 〜 25％はあるということです。

抗凝固薬の出血リスクについて教えてください。Q1

　日常生活のなかで「目に見えてわかる」効果がないばかりか，「いつまで治療すればいい」というゴールも見えない抗凝固療法。そのような治
療を継続するうえで，患者にとって最も身近な医療従事者である薬局薬剤師にかかる期待は大きいといえるでしょう。そこで本連載では，書籍 

『よくある疑問にサラリと答える！ ここからはじめる抗凝固療法』の筆者が，薬局薬剤師に押さえてもらいたい抗凝固療法のポイントを全4回
にわたって解説。書籍未収録のワンポイントレクチャーでは，薬局での服薬指導や療養指導のヒントを紹介します！ （編集部）
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12

薬局発！

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学分野　岡田 浩
奈良県立医科大学附属病院臨床研究センター／京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学分野　鈴木 渉太

口頭発表（最終回）
STEP

12

 
はじめに

　いよいよ最終回になりました！ 前回（2020年7月号）
に続いて，今回はもう一つの発表形式である口頭発表

（口演）について紹介します。

 
学会発表の形式にはシンポジウムも

　前回，学会発表の形式を紹介しました（表1）。自分
で取り組んだ臨床研究の成果を発表する場合，通常こ

の「ポスター発表」と「口頭発表」の2つです。
　実は学会プログラムのなかには，著名な演者による
講演や，学会で重視しているトピックスを扱う「シン
ポジウム」もあります。シンポジウムは学会によって
は公募されているところもあり，仲間に声をかけて自
分たちでシンポジウムを企画して応募しても面白いと
思います。シンポジストに選ばれることは名誉なこと
ですので，企画すればその分野の権威の先生に講演依
頼するにしてもお願いしやすくなりますし，もし実現
すればその先生と親しくなる貴重な機会にもなります。

1  口頭発表はポスター発表よりも価値がある。
2  口頭発表するときは原稿を用意して読み上げる。
3  本連載を12回通読したことで，学会発表できそうだ。

クイズ 3 問 答えは本文の最後に

（2013）
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新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく
第231回

福井大学医学部附属病院薬剤部　根來 寛，後藤 伸之

ベネクレクスタ® 錠 
10mg, 50mg, 100mg

（ベネトクラクス）

ベネクレクスタ®錠の概要

医薬品名 ：ベネクレクスタⓇ錠 10mg, 50mg, 100mg

一般名 ：ベネトクラクス

薬価基準収載日 ：2019年11月19日

薬価 ： ［ 10mg］ 872.8円/錠

  ［ 50mg］3956.6円/錠

  ［100mg］7585.9円/錠

製造販売 ：アッヴィ合同会社

 効能・効果
再発または難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）

 用法・用量
　通常，成人にはベネトクラクスとして，用量漸増期は第 1 週目に 20mg，第 2 週目に 50mg，第 3 週目に

100mg，第4週目に200mg，第5週目に400mgをそれぞれ1日1回，7日間食後に経口投与する。その後の維

持投与期は，400mgを1日1回，食後に経口投与する。なお，患者の状態により適宜減量する。

 Point
▶ アポトーシス抑制作用を有するB細胞性リンパ腫─2（BCL─2）を選択的に標的とする経口抗がん薬である。

▶維持投与期の開始からリツキシマブと併用する（リツキシマブの投与が困難な場合を除く）。

▶重大な副作用は，腫瘍崩壊症候群，骨髄抑制，感染症である。

（2018）
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特徴

　ベネトクラクス（以下，本剤）は，アポトーシス抑

制 蛋 白 質である B 細 胞 性リンパ腫-2（B-cell 

lymphoma-2 : BCL-2）を選択的に阻害する，新しい

作用機序を有する経口の分子標的治療薬である。本

剤の適応症は，再発・難治性の慢性リンパ性白血病

（chronic lymphocytic leukemia : CLL）および小リ

ンパ球性リンパ腫（small lymphocytic lymphoma : 

SLL）である。本剤は，2019年5月31日時点において

CLLに対する治療薬として68カ国で承認されている。

　本剤は，腫瘍崩壊症候群（tumor lysis syndrome : 

TLS）のリスクを低減するために，投与開始から5週

にわたり漸増し，その後維持量を継続する。具体的

には，第1週目に20mg，第2週目に50mg，第3週

目に100mg，第4週目に200mg，第5週目に400mg，

維持投与期に400mgをそれぞれ1日1回，食後に経

口投与し，患者の状態により適宜減量する（図1）。

維持投与期は，リツキシマブの投与が困難な場合を

除き，原則リツキシマブを併用する。海外第Ⅲ相試

験（MURANO試験）の投与プロトコールでは，本剤

は最大2年間継続投与された。リツキシマブは，初回

に1回量375mg/m2，2回目以降は1回量500mg/m2 

を28日ごとに投与し，これを1サイクルとして最大

投与回数は6サイクルである。

1．慢性リンパ性白血病（CLL）
　CLLは，西洋諸国では最もよくみられる白血病で

あり，白血病全体の約30％を占める。一方，わが国

においてはCLLの推定総患者数は約2,000人（全白血

病の約3％），年間発症者は300人程度と報告されて

おり，日本ではまれな白血病である1, 2）。CLLのう

ち，腫瘍細胞が主にリンパ節にある場合をSLLと呼

ぶ。CLLは，進行が緩やかで無症状であることが多

い。また，早期に治療を開始しても予後の改善が見

込まれないことが多く，無症状の場合は経過観察が

基本となる。進行に伴う倦怠感，発熱などの全身症

▶ 強いチトクロムP450（CYP）3A阻害薬を併用する場合，用量漸増期は併用禁忌，維持投与期では100mg以

下に減量する。中等度のCYP3A阻害薬を併用する場合は，ベネトクラクスを半量以下に減量する。

▶ 重度の肝機能障害患者（Child-Pugh分類C）では，AUC∞が2.7倍に増加した報告があるため，減量を考慮し慎

重な観察が必要である。

最初の5週間
（1週間ごとに服用量を増加）

20mg
×
7日

1週目 6週目～

50mg
×
7日

ベネクレ
クスタⓇ

リツキシ
マブ

継
続

1
サイクル

2
サイクル

3
サイクル

4
サイクル

5
サイクル

6
サイクル

6週

4週間ごと（約半年間）
基本的に２年間はベネクレクスタⓇによる治療を継続

10週 14週 18週 22週 26週

100mg
×
7日

200mg
×
7日

400mg
×
7日

400mg
（1日あたり）

単剤
1週間ごとに
増量

併用（最大６サイクル） 単剤

5週目4週目3週目2週目

10 10 50 100 100 100 100 100

100 100

100 100

100 100

図1　服用スケジュール

〔アッヴィ合同会社：ベネクレクスタで慢性リンパ性白血病の治療を 
始める方へ（2019年10月作成） より〕

（2019）
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倉田なおみ（日本服薬支援研究会 代表幹事／昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門）

青木　学一（日本服薬支援研究会 幹事／北里大学メディカルセンター薬剤部／北里大学薬学部薬物治療学Ⅳ）

企画・編集協力 日本服薬支援研究会（旧 簡易懸濁法研究会）

（日本服薬支援研究会 代表幹事／昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門）

エキスパートがわかりやすく解説

　簡易懸濁法では約55℃の温湯を用いるため，55℃
の温湯下での薬剤の安定性を把握することが重要で
ある。しかし，主成分の融点が100℃以下の薬剤は
ごくわずかである。以下に注意すべき薬剤の例を示
す。
1  55℃での主成分の安定性に問題がある薬剤
　インタビューフォームに主成分の融点（分解点）な
どが記載されている薬剤は多い。また，『内服薬経
管投与ハンドブック第3版』（じほう）の備考欄には，
各薬剤の融点が示されている。それらの情報による

と，ほとんどの薬剤の融点は150℃以上であり，簡
易懸濁法で55℃にしても有効成分が分解することは
ない。しかし，わずかではあるものの，後述するシ
クロホスファミド錠やカリジノゲナーゼ錠など，55℃
にすると安定性に問題が生じる薬剤があり，これら
の薬剤については簡易懸濁法は適さず，内服薬経管
投与ハンドブックにおいても簡易懸濁法が「不適」と
掲載されている。
　抗がん薬であるシクロホスファミド水和物は，融
点が45～53℃と低く，室温で気化することが知られ
ている。血液がんや間質性肺炎の治療に用いられる
シクロホスファミド注射液の調製時には，調製者の

第 9 回 簡易懸濁法とは
　錠剤粉砕やカプセル開封をせずに，錠剤・カプセル剤をそのまま約55℃のお湯に崩壊懸濁させて投与 
する方法である。錠剤粉砕の問題点を解決し，投与薬品数を増やして治療の幅を広げ，チューブ閉塞の
リスクを軽減させるなど，患者QOLを向上させる。

簡易懸濁法は約55℃の温湯で実施すると勉強しましたが，特に温湯の温度に	
注意が必要な薬剤はありますか。

現場のギモン！

▶▶今回のエキスパート 倉田なおみ	 服薬支援研究会代表幹事／昭和大学薬学部社会健康薬学講座社会薬学部門
岸本　真	 霧島市立医師会医療センター薬剤部

（2026）
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	 	株式会社サンクール	あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜
	 		総合診療医・感染症コンサルタント/	
	 北海道科学大学薬学部	客員教授　岸田 直樹

帰って
きた

株式会社サンクール あしたば薬局南2条店　宇高 伸宜

帰帰帰っってててってって
ききたたきたききたきた 処方箋の
“なぜ”を

病態から推論する

　処方箋に疑問をもったとき，疾患や病態
と結びつけて考えられると処方意図や患者
さんの背景が見えてきます。本連載では，
気になる処方箋をもとに，その読み解き方
や患者さんへの対応を薬剤師と医師がレク
チャー。今後義務化される「処方後のフォ
ローアップ」のポイントも載っています！

本連載の著者が執筆した『処方箋の“なぜ”を
病態から推論する』が発刊されました。「もっ
といろんなケースを知りたい」という方はこち
らもどうぞ！

Rp.1 	 ● クラリスロマイシン錠（クラリスⓇ）200mg	 1回2錠　（1日4錠）
	 　　	1日2回　朝夕食後	 63日分
Rp.2 	 ●  リファンピシンカプセル（リファジンⓇ）150mg	 1回3Cap　（1日3Cap）
	 ●  エタンブトール錠（エサンブトールⓇ）125mg	 1回5錠　（1日5錠）
	 　　	1日1回　朝食前	 63日分
Rp.3 	 ●  ほかにウルソデオキシコール酸錠（ウルソⓇ）100mg，ゾルピデム錠（マイスリーⓇ）5mg

処方箋（呼吸器内科）/58歳女性

非結核性抗酸菌症の薬はいつまで服用する？

第 回7

わかっていること

• �服用開始から11カ月経過（お薬手帳で確認）
•初回アンケートに「非結核性抗酸菌症」との記載あり
•副作用歴なし，アレルギー歴なし，併用薬なし

? 非結核性抗酸菌症患者への対応で薬剤師が注意する点は何でしょうか？
? 抗結核薬はいつまで服用を続ける必要があるでしょうか？

ここで質問です

（2031）
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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。

 経緯
　もともと他院でフェブリクⓇ（フェブキソスタット）と
ウラリットⓇ（クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配
合剤）を服用していたが，尿路結石の排石がうまくいっ
ておらず，治療法を変えるということでH病院を受診し，
当薬局に13時頃来局された。薬局では服薬指導を行い，
通常通り薬を交付した。
　同日夜に患者から薬局に相談の電話があった。訴えた内
容は，「薬局から帰宅した昼頃にタムスロシンとエビプロ
スタットⓇを1錠ずつ服用し，その後2時間ほど経過した頃
に脈拍数が110回/分になった」とのことであった。患者
の普段の脈拍数は70回/分程度である。また「脈が5回に
1回程度，少し乱れる気がする」という訴えもあった。

　相談の電話を受けた薬剤師は，服薬後の症状であるこ
とから，タムスロシンまたはエビプロスタットⓇの副作用
と考えた。タムスロシンの α1受容体遮断作用が血管平滑
筋の α1B受容体にも働き，血管拡張から血圧低下を来し，
反射性頻脈を起こしたと考え，タムスロシンによる副作
用の可能性があると判断し，翌朝のタムスロシンの服用
を一時やめ，様子をみて，なるべく早めに受診するよう
指導した。
　翌日，薬剤師は病院に電話をして経緯を説明し，患者
が来たら対応をとってもらうよう伝えた。タムスロシン
の一時中止については了承を得た。また，患者のその後
の症状が心配だったため，患者にも確認の電話による
フォローアップを行った。患者によると，朝のタムスロ

タムスロシンで頻脈となり，驚いて電話してきた患者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？ 	ハルナールⓇD錠（タムスロシン）とエビプロスタットⓇ配合錠DB（植物エキス配合剤）を1錠ずつ
初めて服用後，脈拍数が110回/分（普段の脈拍数は70回/分程度）に，また脈が5回に1回程
度少し乱れる気がするという患者からの訴えがあり，タムスロシンの副作用と考えられたため一時
中止したところ改善した。

▼ 処方内容 40代の男性。処方オーダリング。循環器内科。

Rp.

【般】タムスロシン口腔内崩壊錠	0.2mg	 1錠
エビプロスタットⓇ配合錠DB	 1錠

1日1回　朝食後　30日分

話ヒヤリ  ハッとホッとした
東京大学大学院薬学系研究科	育薬学講座　澤田 康文

（2039）
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先  ムコダインシロップ5％（杏林製薬）

製剤基本情報

性状 褐色，特異な芳香，甘い

添加物 D-ソルビトール液，ソルビン酸，カラメル，香料，pH調整剤

規格pH 5.5-7.5

比重（d20
20） 約1.16

安定性
● 使用の都度密栓し，冷所に保存すること
●  配合液がpH5未満になるとカルボシステインの結晶が析出することがある。冷所保存時
にはさらにその傾向が強い

配合変化データ（商品名50音順）
試 験   本剤10mL（あるいは表示量）に被験薬剤が液剤の場合はそのまま，固形剤（DS剤・細粒

剤・散剤）は表示調製法で加えた
　保存期間：記載なしは14日間（一部7日間）（配合直後，1，3，7，14日後に観察）
　保存温度：表示温度，室温（1～30℃）あるいは冷所（15℃以下）
　試験項目：外観，におい，pH，本剤残存率，一部で味および再分散性

固形剤
● 変化なし

テルギンGDS 0.1％（本剤24mL：被験薬剤1.3g/
水2.6mL, 19～32.5℃）
ファロムDS小児用 10％（3g/水15mL, 室温）

ベラチンDS小児用 0.1％（1g/水5mL, 24～31℃）
ホクナリンDS 0.1％小児用（1g/水5mL, 15～27℃）

● 変化あり
商品名 条件 変化

アモリン細粒 10％（6.67g/水10mL） 室温
配合直後懸濁，再分散性良。14日後特異臭
経 時 的pH低 下（ 直 後5.76→1日 後5.69→3日 後
5.54→7日後5.33→14日後5.17）

シロップ・
ドライシロップの
シロップ・
ドライシロップの

知って得する

配配合合変変化化

カルボシステインシロップ5％
山形県薬剤師会薬事情報	センター長　細谷 順

本連載では，次のように表記する。Sy：シロップ　　DS：ドライシロップ　　RH：相対湿度

山形県薬剤師会	会長　岡嵜 千賀子
日新薬品株式会社
学術教育部	特別顧問 白石 正

監 修

5

（2046）




