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東戸塚記念病院
（横浜市）

・病床数：292床
・診療科：12科
・薬剤師数：18名
・平均外来患者数：600人/日
・病床稼働率：84.7％
・院外処方せん発行率：90.3％
・外来処方せん枚数：7,654枚/月
・入院処方せん枚数：6,095枚/月
・ 病棟薬剤業務実施加算：算定あり
（2012年4月より）
・薬剤管理指導業務算定件数：611件/月
・抗がん剤の無菌調製：36件/月

病院概要

薬局長でクリニカルパス委員会副委員長の宮崎美子氏

クリニカルパスの使用による医療の質向上・保証が期待されているなか，パス使用率が高
い施設では薬剤師のパス委員会への参画率が高いとの報告がある（本誌1月号を参照）。神奈
川県横浜市の東戸塚記念病院では，院内のクリニカルパス委員会に薬局長の宮崎美子氏が副
委員長として参加，委員会の事務局は薬局内に置いている。パスの作成から運用，改訂まで
に薬剤師が医薬品情報の専門家として積極的に参画し，在院日数の短縮や医療費の節減，標
準治療の実施に取り組んでいる。

DPCデータを活用してパスを作成

「当院のクリニカルパスの最大の特徴はDPCデータを

活用していること」と宮崎氏は語る。宮崎氏は2011年
12月に東戸塚記念病院に薬局長として着任。パス委員
会の委員長となり（現在は副委員長），同院の診療情報

クリニカルパスの
作成・運用に薬剤師が貢献



クリニカルパスの作成・運用に薬剤師が貢献

管理室の協力のもとにDPCデータを使って入院期間や
薬剤使用量といった診療実績を分析し，その結果に基づ
いたパス作成を推進してきた。診療ガイドラインよりも
自施設でのデータをもとにパスを作成するほうが，治療
方針へのこだわりが強い医師からも受け入れられやすい
という。また，同院を含めた数十施設から構成される
IMSグループ病院のDPCデータも活用して，優れた診
療データを効率的なパス作成のために取り入れている。
同院では，パス作成の提案は医師とともに看護師が行

うことが多い。パスの導入が必要と判断した疾患につい
て，作成の申請をクリニカルパス委員会に提出，医師と
相談しながら時間経過のなかでの診療行為の抽出を行っ
ていき，薬剤に関連する部分については薬剤師がアドバ
イスを行う。「薬剤師が関わることで適正な薬剤，安価
な薬剤の選択につながる。パスは薬剤師の薬物療法の考
え方の統一にもつながる」と宮崎氏。パスは委員会で承

同院で使用しているパスの例（腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術）。他の多くの病院と同様，同院も外科系のパスが多くを占める。

薬剤師の𠮷川円氏（左），柏崎友紀江氏（中央），田村真代氏（右）。
今後は服薬指導や栄養指導のタイミングも積極的にパスに盛り込むこと
を検討している。



日本人の死亡原因で第3位となっている肺炎だが，病態
が多様なことから標準的な診療プロセスを規定するパス
の作成が困難だった。そこでまず，グループ病院を対象

認されれば臨床現場で適用となる。医療情報システム室
でパスデータは一元管理されるが，「大事なのはその後」
（宮崎氏）。診療情報管理室ではパスの使用状況，バリア
ンス（パスのプロセスどおりにいかなかった事例）の発
生率などの運用状況を詳細に分析しており，委員会でパ
スの見直しを行うことで，使用率の向上，バリアンス発
生率の低減を進める。
また，近年ジェネリック医薬品への切り替えが進むな

か，同院では採用医薬品の変更が反映されていないまま
のパスもあり，調査の結果，8割のパスですでに採用さ
れていない薬剤が記載されていたという。そこで，薬剤
師がすべてのパスに含まれる薬剤の一覧表を作成した。
これによって薬事委員会で採用薬が変更されれば，パス
に記載されている薬剤の一斉変更が可能となり，常に最
新の状態を維持することが可能になった。

誤嚥性肺炎のパスを作成

現在，同院では日本クリニカルパス学会より，学術研
究助成金を得て誤嚥性肺炎のパスの作成を進めている。

現在開発中の誤嚥性肺炎クリニカルパスの一例。
パス逸脱を減らすことを目的に全39パターンの症例に対応可能なフローチャート型パスを考案（最短7日から最長42日）。

クリニカルパス委員会の様子



クリニカルパスの作成・運用に薬剤師が貢献

に1年間の誤嚥性肺炎での入院症例のDPCデータから，
属性，診断，診療情報を抽出，また同院における過去1
年間の抗菌薬の投与プロセスと在院日数，治癒期間の関
連性を分析した。そのデータに基づき，想定されるバリ
アンスをあらかじめ組み込んだ形で39パターンの症例
に対応可能なフローチャート型のパスを考案した。「誤
嚥性肺炎のパスができれば，呼吸器の専門ではない医師
や看護師でも迅速に対応することができる」と宮崎氏は
期待を示し，今年11月に開催される日本クリニカルパ
ス学会で運用の事例を報告するという。その他にも，
シート１枚のパスでは日々の看護記録を書ききれないと
の看護師からの要望を受けて，日めくり型のパスの作成
も検討している。また，患者用のパス説明書も作成して
おり，入院時に看護師がパスを用いて症状や診療，入院
中の予定を説明することで患者の不安軽減を図ってい
る。

使用率40％が目標

「当院は急性期病院として生き残りを図っている。地
域での信頼度が上がり今後さらに患者が増えていけばそ
れに合わせて医師も増やさなければならないため，治療
の標準化の点でパスの推進が必要」と，院長の鈴木隆文
氏はパスの普及に期待を込める。同院では2012年度の
パス適応実施率（使用総計/適応総計）は75.3％，パス
総使用率（使用件数/総退院数）は29.2％。2013年度には，
DPCデータのさらなる活用，バリアンス分析から既存
のパスの見直しにより効率的なパスを作成することで使
用率を40％にまで引き上げたいという。

クリニカルパスにより診療が標準化でき，記録な
どにスタッフが余分な時間を割かずによくなったた
め看護を含めた診療の質が向上したと考えています。
患者にも，診療の流れが最初からわかることで，手
術などに向けた心の準備などができスムーズな治療
につながっています。
パス作成時には薬剤師から正確な薬剤知識の助言
が必要で，運用開始後は薬剤の適正使用の監視が主
な役割になるのではないでしょうか。また，内科疾
患などでは薬剤が治療の主役ですから，薬剤師の活
躍の場はもっともっと増えていくと思います。
当院の今後の課題としては，第一にパスの精度を
上げること，そして利用率をさらに上げるべく指示
を出す医師への啓発活動があげられます。

クリニカルパス委員会の委員長を務める
塩原恭介氏（整形外科）

院長の鈴木隆文氏

看護部の中原典子氏。「採用薬が頻繁に変わるので，
薬剤師の関わりには助かっています。看護師に
とってはパスがあることで業務の漏れがなく，新
人・ベテランに関係なく医療の質が保たれ，退院
までのスケジュールを先読みした対応ができます」

診療情報管理室の美間由紀氏。「DPCデータは
診療情報管理室で管理しています。グループ全
体の比較を通してより効率的なパスを作成して
いきます」



山内　拓氏
聖隷浜松病院薬剤部

Y A M A U C H I  Ta k u

われわれ病院の薬剤師もできることから始めたいと思い
ました。
いまは薬剤部内にある薬品管理室と，病棟にある補液
などのミキシング室（抗がん剤を除く）で出た包装容器
についてリサイクルを進めています。当院の採用医薬品
で調べたところでは，バイアル製剤とキット製剤の
キャップ類はすべてプラスチック製，補液・シリンジの
包装（外筒）や補液の外装もすべてプラスチック製，さ
らに医薬品のトレイ（箱の中に入っている中敷き）につ
いても１割ほどはプラスチック製でした。

―取り組みについて教えてください。
薬剤師が日々取り扱っている医薬品ですが，いろいろ

な部分にプラスチックが使われていて，包装が過剰な医
薬品も少なくないので，ただのゴミとして処理するので
はなく再利用できないかなと考えていました。医療機関
から出るゴミは感染のおそれがあるものも多く，それら
は感染性廃棄物として他の廃棄物とは違った厳格な処理
が必要とされます。医療機関から出る廃棄物は，そもそ
もそうしたリサイクルできないゴミが大部分を占めてい
るのですが，多くの企業が環境問題に取り組むなかで，

薬剤師もエコの時代
̶̶ 包装容器をリサイクル

ゴミの分別や節電・節水，マイバッグ持参など，
家庭や地域で地球環境に配慮している人は多いだろ
う。では，病院や薬局で薬剤師がすぐに取り組める
ことはあるだろうか。
静岡県浜松市にある聖隷浜松病院薬剤部では，医

薬品のキャップや包装などのプラスチック容器を廃
棄物として処理せず，リサイクルへと回す取り組み
を2010年からスタートさせた。最初の半年間で
リサイクル量は600kgに上るなど，毎日の心がけ
が成果を生んでいる。薬剤部で中心的にこの取り組
みを進めてきた山内拓氏に詳しい話を聞いた。



―リサイクルはどれくらいの量になるのですか？
2010年から取り組みを始めましたが，同年10月から

2011年3月までの半年間で再利用できたプラスチック容
器は642.4kgになりました。内訳としては薬品管理室が
71kg，ミキシング室が571.4kgで，ミキシング室の量が
非常に多いですね。その後は，2011年度は1,174.7kg，
2012年度はミキシングの頻度が高い製剤の構造が変更
されてキャップがゴミとして出なくなったこともあって
669.0kgという数字でした。毎日出るプラスチックの量
はそう多くないのですが，その積み重ねでこれだけの量
になることに驚いています。
この取り組みを始めてから知ったのですが，医薬品に

使われているプラスチックはそれ以外のさまざまなプラ
スチックに比べて品質が良いそうで，リサイクル業者も
本来なら無料で引き取るところを，微々たる金額ではあ
りますが有料で買い取ってくれています。

―リサイクルを始めるための何かきっかけがあったの
でしょうか？
2010年に発足した院内プロジェクトがそうです。当

院から出る医療産業廃棄物を少しでも減らすため各部署
ができることをしようという話になり，その一環として

薬剤部ではリサイクルを始めました。ただし薬剤師だけ
で行っているのではなく，看護師や事務の職員と連携し
ながら進めています。特に廃棄物の問題については自治
体の制度やリサイクル業者との契約などが絡むので，事
務方の協力を得ることは大きなカギだと思います。

―薬品管理室やミキシング室以外でのリサイクル活動
についてはいかがですか？

先ほどの642kgという数字は，同じ半年間の当院の医
療産業廃棄物全体（240トン）からすると0.2％にすぎま
せん。当院で出る医療産業廃棄物の90％は，感染性の
おそれなどもあってリサイクルの対象から外れますの
で，残る10％を目標にリサイクル率を上げていくこと
が課題になりますが，そのためには病棟でもゴミの分別
を始める必要があります。しかし，病棟の医師や薬剤
師，看護師は患者治療を優先されるわけですから，それ
以外のことで新たな負担をかけることには慎重であるべ
きだと思っています。いますぐに取り組みを拡大する予
定はなく，まずは薬剤部での活動を定着させていきたい
と考えています。

―他の病院で活動を始める際のポイントを教えてくだ
さい。

最初から無理をせず，まずはやれるところからやると
いう姿勢がよいと思います。もちろん環境問題は大事な
のですが，あまり手間がかかるようなことはスタッフの
理解も得にくいでしょうし，続かないのではないでしょ
うか。普段の業務から少し工夫することで長続きするよ
うな仕組みをつくることが大切だと思います。病院は使
い捨て，ディスポーザブルであることが一つの考えとし
て定着していますが，そんななかでも分別できるものか
ら分別し，減らせるゴミから減らしていくという意識を
多くの薬剤師がもつようになるといいですね。

病棟のミキシング室。キャップなどの種類ごとに分別するように
なっている

薬品管理室の様子 薬品管理室に置かれている包装容器のリサイクルボックス
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東京女子医科大学循環器内科 准教授

　器質的心疾患を伴わない心房細動に対する治療目的は，血栓塞栓予防と不整脈による症状，生活の質の改善である。
心房細動患者を診たら基礎疾患の有無，血栓塞栓症のリスク評価，そして症状への対策の順で方針を決める。抗不整脈
薬の選択は，薬理作用のみならず薬物動態学的特徴，副作用を加味して考える。

Key word　心房細動，Ⅰ群抗不整脈薬，動悸，年齢，副作用

不整脈の薬物療法管理

志賀　　剛
SHIGA Tsuyoshi

病態に応じた治療のポイント

器質的心疾患を伴わない若年者の
心房細動

【患　　者】40歳，男性，会社員
【主　　訴】軽い動悸
【既 往 歴】特になし
【現 病 歴】昨年までの健診では正常心電図であった。約半年前から夜や朝起床時に動悸を自覚していた。

動悸は仕事が忙しく寝不足のときや飲酒後に起きることが多く，2時間～半日程度で止まって
いた。今月に入り，生活や仕事の支障となるほどではないが週1回と頻度が増え，動悸が続く
ため受診した。血圧120/70mmHg，脈拍112/分 不整，聴診上，心音・呼吸音とも正常

【心臓超音波検査】
　　　　　左房径が4.3cmと拡大している以外に器質的心疾患を示唆する所見なし。

【血液検査】 白血球数6,340/mm3，Hb 15.8g/dL，血小板数23.8万/mm3，総蛋白6.6g/dL，AST 
18U/L，ALT 22U/L，γGTP 31U/L，BUN 20.9mg/dL，クレアチニン0.92mg/dL，
尿酸5.5mg/dL，Na 143mEq/L，K 4.4mEq/L，血糖94mg/dL，HbA1c 5.0％

【甲状腺機能】TSH 1.6μIU/mL，FT3 3.5pg/mL，FT4 1.5ng/mL
【心電図所見（図1）】
　　　　　心房細動，正軸，心拍数105/分，有意なST-T変化なし

C A S E
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先月号のおさらい：時めき病院の近くにある京風小料理屋で
会食中のビート君たちは，メインディッシュ「いさきのそら豆
すり流し 新緑仕立て」のおいしさの示し方について話すこと
で，測定結果の示し方が重要であることを学びました。謎の
隣客も登場しましたが，はたしてこの隣客はいったい誰なの
か？　今月はその続きです。

編集協力・資料提供
認定NPO法人 健康医療評価研究機構

しんのすけ先生 臨床経験10年目の内科医師。時めき病院内科
の期待のエース。大学での研究生活から，医療現場へと復帰。スタッ
フのみならず患者からも信頼のおける医師。

ビート君  薬学部 6年制第一期の卒業生で，時めき病院の薬剤
師として勤務。元気満々，薬剤部期待のエースと言われているが，
お調子者で怖いもの知らずが玉に傷。

コリンさん 時めき病院10年目の主任薬剤師。薬剤部きっての
しっかり者。最近，勉強会や学会発表を行う際に，内科医のしんの
すけ先生にいろいろ教えてもらっている。

ふうたろう先生 時めき病院内科部長。しんのすけ先生の上司に
して臨床研究のエキスパート。趣味はカラオケ。

なぜか臨床研究に詳しい謎の人物 

存
在
・
発
生
・
効
果
の

指
標（
前
編
）

第 8回

ビート君が考えたPECO
●剤形と薬の飲みやすさの関連を調べるRQ
 P：  肺炎で経口抗菌薬トキメキサシンを内服する患者
 E：  剤形の大きなトキメキサシン600mg錠を 

1日 1回内服する場合
 C：  剤形の小さなトキメキサシン200mg錠を 

1日 3回内服する場合
 O：  「お薬飲めるかメーター」で測定した薬の 

飲みやすさ

今回の内容は，本連載の参考図書である「臨床研究の道標： 7

つのステップで学ぶ研究デザイン」（福原俊一・著）の第4章で

詳しく解説されています。

ビート君  へ～，測定結果にはさまざまな型があること，そして
測定結果をまとめる（要約）方法もさまざまであるこ
とがわかりました。僕の考えたリサーチ・クエスチョ
ン（RQ）アウトカムである「薬の飲みやすさ」は，順
序変数ですね。この「薬の飲みやすさ」に関連した
過去の研究をもう一度調べて，測定する「ものさ

■研究デザイン解説，監修
福間　真悟＊，大西　良浩＊＊，福原　俊一＊3，＊4

FUKUMA Shingo，ONISHI Yoshihiro，FUKUHARA Shunichi
■臨床シナリオ
渡部　一宏＊5，関根　祐子＊6

WATANABE Kazuhiro，SEKINE Yuko

  ＊ 京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター 助教
＊＊ 認定NPO法人 健康医療評価研究機構 研究部長
＊3 京都大学大学院医学研究科医療疫学分野 教授
＊4 福島県立医科大学 副学長
＊5 昭和薬科大学医療薬学教育研究センター 准教授
＊6 千葉大学大学院薬学研究院実務薬学研究室 教授
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患　　者  I さん　64歳　女性
主　　訴  発熱
入院時診断  不明熱
現 病 歴   僧帽弁閉鎖不全症，高血圧の指摘のある64歳女性。受診6週間前に歯科受診し抜歯をし

た。その後2週間程度持続する発熱，倦怠感，全身の筋肉痛で受診。リウマチ性多発筋痛症
（polymyalgia rheumatica；PMR）が疑われ外来でステロイド治療を開始されていたが解
熱を認めなかったため入院のうえ精査することになった。入院時の血液培養2セットからグ
ラム陽性の連鎖球菌を認めたため感染性心内膜炎が疑われ迅速に経胸壁心エコーを施行す
るも，明らかなvegetation（疣贅）は認めなかった。今後，経食道心エコーを施行予定と
なっている。主治医となっている内科の先生から「心内膜炎かどうかはまだはっきりしてい
ないんだけど，抗菌薬どうしたらよいかな？」と相談があった。

既 往 歴  50歳より高血圧，脂質異常症
内 服 薬   ノルバスク®，リピトール®

岸田　直樹　KISHIDA Naoki
手稲渓仁会病院総合内科・感染症科

感染性心内膜炎①

感染症医が教える　 薬剤師力　 　 新

できる！
ここまで 臨床感染症
ケースフ イァ ル

　前回は，良くならない胆管炎について考えてみました。ドレナージができた経過良好な胆管炎
は抗菌薬の選択がそれほど重要になることは多くはありません。しかし，内視鏡的ドレナージが
施行されたけれども解熱せず良くならない場合があり，そのような場合には抗菌薬の種類のせ
いにされがちですが，そのようなことは多くはなく，①ドレナージ不良部位の存在，②肝膿瘍の
存在，③炎症の腹膜への波及による二次性腹膜炎の存在，④炎症の胸膜・肺への波及による膿胸
の存在に注目しその検索をすべきであることを確認しました。また，胆管炎に関してはTokyo 
Guidelineという日本発のガイドラインがあり，一読の価値があることも確認しました。
　さて，今回は感染性心内膜炎です。疾患としての頻度は多くはありませんが，感染性心内膜炎
の場合にはその抗菌薬の種類だけではなく，TDMを含めた投与量など薬剤師さんがサポートする
ことで患者さんに良い結果をもたらすことが可能と考えます。今回は合併症のないシンプルな感
染性心内膜炎症例について考え，次回（第11回）では合併症がある感染性心内膜炎について考
えてみましょう。

第10回
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ケーススタディで学ぶ

腎臓病薬物療法
コーディネーター

平田　純生
熊本大学薬学部臨床薬理学分野 教授

髙坂　　聡
KOHSAKA Satoshi

東京医科大学八王子医療センター薬剤部

第12回―完

薬剤師がサポートする
ループス腎炎の薬物療法

今回のケース

【症　　例】19歳，女性，大学生
【主　　訴】関節痛，顔面皮疹，下腿のむくみ
【既 往 歴・アレルギー歴・家族歴】特記すべきものなし
【健康食品および市販薬の常用】頭痛，生理痛時にロキソプロフェンナトリウムの使用あり
【現 病 歴】
　2カ月前に関節痛が出現。自宅近くの整形外科医院を受診し，湿布と消炎鎮痛薬を処方された。1週間前
から下腿のむくみと顔面に紅斑が出現し，徐々に拡大するため，東京医科大学八王子医療センターに受診
となった。

【入院時身体所見および検査データ】
　意識清明，身長165cm，体重55kg，血圧120/78mmHg，体温36.5度，脈拍60回/分 整，呼吸数
14回/分

　口腔内：白色小潰瘍3個，皮膚：顔面に蝶型紅斑あり
　肩，両肘関節の疼痛あるも明らかな腫脹はなし。項部硬直なし。両下腿に浮腫を認める。入院時の検査所
見を表1にまとめた。

【持 参 薬】ロキソプロフェンナトリウム
【プロブレムリスト】
＃1．多関節痛
＃2．顔面発疹
＃3．下腿浮腫
＃4．汎血球減少
＃5．尿蛋白
＃6．抗核抗体（homogenous）陽性
＃7．抗DNA抗体陽性

【診　　断】SLE（ループス腎炎）
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コーディネーター

花輪　剛久
（東京理科大学薬学部薬学科 教授）

はじめに

　現在，がん性疼痛の主な治療法は，オピオイド鎮痛薬
や鎮痛補助薬を用いた薬物療法が中心であるが，骨転移
痛や神経障害性疼痛など，オピオイド鎮痛薬が効きにく
い痛みに対しては，薬物療法のみでは疼痛緩和に限界が
ある。そこで，薬物療法に加えて神経ブロック療法など
のintervention therapyを併用することで，患者の
quality of life（QOL）の向上が得られる。
　神経ブロック療法は，痛みに関する知覚神経のみを選
択的に遮断（ブロック）することにより効果的な鎮痛が
得られる。また，手術に比べて患者に与える侵襲が少な
いなどの特徴がある。
　緩和領域においても，さまざまな神経ブロック療法が
用いられている（表1）1）。その一つが，フェノールグリ
セリン注射液を用いた神経ブロック療法である。
　本稿では，フェノールグリセリン注射液について，そ
の調製手順ならびに当院における有効例などを紹介す
る。

製剤の特徴

　神経ブロック療法に用いられる薬液には，一時的に神
経を遮断する局所麻酔薬や半永久的に神経を遮断する神
経破壊薬などがある。神経破壊薬は，一般的にエチルア
ルコールやフェノールグリセリンが用いられている。エ

チルアルコールは，粘稠度が低いため脳脊髄液に入ると
拡散するため，神経根に作用させることが難しい。また，
低比重のため脳脊髄液中を頭側へ移行し，重篤な神経障
害を起こす可能性がある。一方，フェノールグリセリン
は高比重であるため，坐位にするなど体位を工夫するこ
とで，合併症を起こす危険性がほとんどないなどの特徴
がある。また，注入時痛や神経炎の発生頻度が少なく効
果が確実なことから，くも膜下ブロックにおける神経破

第20回

がん性疼痛に対する
フェノールグリセリン注射液を用いたくも膜下ブロック

林　　隼輔＊，守屋　邦夫＊，井上　大輔＊＊，川久保　孝＊

HAYASHI Shunsuke, MORIYA Kunio, INOUE Daisuke, KAWAKUBO Takashi ＊東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部
＊＊順天堂大学医学部緩和医療学研究室

表1　 緩和領域に用いられる神経ブロック

神経ブロックの種類 適　応

三叉神経ブロック 舌がん・上顎がんによる三叉
神経痛

腕神経叢ブロック 腕神経叢浸潤

腹腔神経叢ブロック 上腹部内臓痛（特に膵がん）

下腸間膜動脈神経叢ブロック 下腹部・骨盤内臓器の内臓痛

上下腹神経叢ブロック 骨盤内臓器の内臓痛

肋間神経ブロック 肋骨転移

トリガーポイントブロック 体幹筋の筋・筋膜性疼痛

椎間関節ブロック・神経根ブ
ロックまたは高周波熱凝固法

脊髄・神経根浸潤による神経
根の痛み
圧迫骨折・椎体浸潤による椎
間関節痛

持続硬膜外ブロック 神経障害性疼痛・体表に近い
体性痛

くも膜下フェノールブロック 胸部痛・会陰部痛・肛門部痛

持続くも膜下ブロック 骨転移からの神経浸潤・脊髄
硬膜外転移
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野村　香織
NOMURA Kaori

東京慈恵会医科大学

新薬承認までのプロセスや
審査の過程で検討された
ポイントを解説

日米欧の承認状況

　アピキサバンは活性型血液凝固第Ⅹ因子（FⅩa）の
選択的阻害薬で，日米より早くＥＵで2011年 5月18日に
「Prevention of venous thromboembolic events（VTE）
in adult patients who have undergone elective hip or 
knee replacement surgery（股関節・膝関節置換術を受
けた成人における静脈血栓症の予防）」として承認され
た➡a。米国では2011年 9 月に最初に申請され，当初
2012年 6月 8日が承認目標日とされていたが，目標日ま

でに承認されず再申請が行われた。最初の審査でFDA
は，申請の根拠データとなる治験においてかなりの人数
（a substantial fraction）の患者が調剤過誤（dispensing 
error）であった可能性があると指摘した（プラセボを投
与する患者に実薬が，逆に実薬を投与する患者にプラセ
ボが投与された可能性など）。その割合としてアピキサ
バン群7.3％，ワルファリン群1.2％の患者で起きたと推定
され，2012年 6月22日にはComplete Response Letter（申
請に対するFDAの見解を示した回答）が企業へ通知さ
れた。指摘に対する回答とともに2012年 9月17日に企業

第20回

アピキサバン（Apixaban）
米　国 日　本

製品名 Eliquis エリキュース

成分名 Apixaban アピキサバン

規　格 2.5mg，5mg Tablet 2.5mg，5mg錠

申請年月日 2011年9月28日/2012年9月17日 2011年12月21日

承認年月日 2012年12月28日 2012年12月25日

適応症 To reduce the risk of stroke and systemic 
embolism in patients with nonvalvular atrial 
fibrillation（非弁膜症性心房細動患者における
脳卒中および全身性塞栓症のリスク低減）

非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中
および全身塞栓症の発症抑制

承認申請者 Bristol-Myers Squibb ブリストル・マイヤーズ株式会社

Eliquis®のDrug Approval Package：
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2012/202155Orig1s000TOC.cfm

〔最終アクセス日：2013年 7月 1日〕

a  EMA : Eliquis®（http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002148/human_med_001449.

jsp&mid=WC0b01ac058001d124）（最終アクセス日：2013年7月1日）
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適応外使用の処方せんの読み方

AIメディカル・ラボ
藤原　豊博　　FUJIWARA Toyohiro

第39回 血糖・HbA1c低下作用

52歳男性。メタボリックシンドロームの患者で，高血圧症，糖尿病，高コレステロール血症を発
症し，特に中性脂肪が高値でした。治療開始後，高血圧症，中性脂肪はコントロールできましたが，
HbA1cにはあまり減少がみられなかった患者の処方せんです。

オルメサルタンメドキソミル錠20mg 1回1錠 1日1回　朝食後
メトホルミン塩酸塩錠250mg 1回2錠 1日2回　朝夕食後
フェノフィブラート錠53.3mg 1回2錠 1日1回　夕食後
コレスチミド粒83％1.81g 1回1包 1日2回　朝夕食後

このなかで適応外使用の医薬品とその目的は？

読み方のヒント―コレスチミドの血糖・HbA1c低下作用

　肝臓でコレステロールから合成された胆汁酸は，約95％が腸管から再吸収され腸肝循環する。陰イオン交換樹脂
（レジン）であるコレスチミドは，消化管で胆汁酸を吸着し腸肝循環を阻害して便中への排泄を促進する。このため，
胆汁酸が腸管から再吸収される量が減少し，肝臓内でコレステロールから胆汁酸を合成する動きが活性化する。それ
に伴い，肝臓内のコレステロールプールが減少するためlow-density lipoprotein cholesterol（LDL-C）受容体が増加し，
血中LDL-Cの取り込みを亢進させ，血清コレステロールの減少を促す。また，食事によるコレステロールの吸着や胆
汁ミセル形成阻害によるコレステロール吸収阻害も血清コレステロールの減少に寄与していると考えられている1）。
　近年，胆汁酸吸着レジンが血中コレステロール値を低下させるだけではなく，血糖値，HbA1c，インスリン抵抗
性指数（HOMA-R），体格指数（BMI），内臓脂肪面積，臍周囲径を低下させる作用も認められている2），3）。
　ところで，第56回日本糖尿病学会で，糖尿病治療の新たな評価基準が発表された。新基準では，血糖コントロール
目標についてHbA1c値を6.0％未満，7.0％未満，8.0％未満の3段階に改定し，治療目標は年齢や罹病期間，臓器障害，
低血糖の危険性，ケアのサポート体制などを考慮して，患者ごとに設定するとした。いずれも成人に対しての目標値
であり，妊娠例は除外される。6.0％未満は「血糖正常化を目指す目標」で，適切な食事療法や運動療法だけで達成
可能な場合，または薬物療法でも低血糖などの副作用がなく達成可能な場合の目標とする。7.0％未満は「合併症予
防のための目標」で，対応する血糖値としては空腹時血糖値130mg/dL未満，食後2時間血糖値180mg/dL未満をお
およその目安とする。8.0％未満は「治療強化が困難な際の目標」で，低血糖などの副作用，その他の理由で治療の
強化が難しい場合の目標とする。新たな基準は6月 1日から施行され，合併症を予防するためにHbA1cを7％未満に
保つことを呼びかける「あなたとあなたの大切な人のためにKeep your A1c below 7％」のキャッチフレーズで浸透
を図り，そのコントロールの重要性が強化されている。


