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静岡県
病院薬剤師会

社会保険桜ケ丘総合病院 JA静岡厚生連 静岡厚生病院

患者に起こった薬物アレルギーや副作用情報の把握は，薬物療法を安全に進めていくうえ
で欠かせない。多くの病院ではカルテや薬剤師の指導記録に記載されているこの情報を，静
岡県病院薬剤師会では地域で共有する取り組みを行っている。患者にアレルギーや副作用が
生じたと判断した場合，その症状や起因薬などを書いたカードを発行し，患者には他の医療
機関を利用した際にカードを見せるよう説明している。お薬手帳と似たような機能をもつ
カードを使った地域連携について，静岡市にある社会保険桜ケ丘総合病院とJA静岡厚生連 
静岡厚生病院を取材した。

2007年から県内全域でカードを運用

アレルギー（副作用）カードの運用が始まったのは
2000年。自施設はもちろん他施設での薬物アレルギー
や副作用の再発を防ぐことを目的に，静岡県西部地域の
病院薬剤師（冨岡謙二氏，北川俊朗氏）が中心となって
カードを作成した。運用するにつれて評判が高まり，
2007年からは県内全域を対象に希望する病院にはカー
ドを配布している。同県病院薬剤師会のプレアボイド委
員会が主体となってカードの普及活動を進めており，委
員会のメンバーである藤谷憲一氏によるとこれまでに
5,000枚以上を配布しているという。
カードには，アレルギーや副作用の発現日，起因薬・

被疑薬（アレルギーの場合は食物を含む），患者の症状，
記入者の病院名などを書き込むようになっており，お薬
手帳と同じく薬剤師から患者に手渡され，患者は他の医
療機関で診察を受ける際などにカードを提示する。

カードを発行するには主治医の同意が必要で，薬剤師
や看護師がアレルギー・副作用症状に気づいた場合もま
ずは医師に報告することになる。藤谷氏が勤務する社会
保険桜ケ丘総合病院では主治医に報告用紙を書いてもら
い，医師からの依頼という形で薬剤部がカードを発行し
ている。

副作用症状のグレードを評価して記入

「カードの最も大きな特徴は，記載内容の精度と信憑
性にある」と藤谷氏は話す。お薬手帳のなかにはアレル
ギーや副作用を記入する欄があるものも多いが，症状が
出た時点での服用薬剤が羅列されているだけだったり，
「発疹あり」や「クラビット禁」など，状況がよくわか
らない記載のために判断のしようがないケースも少なく
ないという。プレアボイド委員会では，処方医や処方提
案する薬剤師にとって，薬剤を変更すべきかどうかを判

カードを使いアレルギー・
副作用情報を地域で共有



断できる具体的な情報を提供することが重要と考え，副
作用症状については1992年に旧厚生省が通知した重症
度分類基準に沿ってグレード1～3を記入するとともに，
アレルギーなどで陽性となった確認試験があれば試験名
を記入する形式にしている。また，記載された症状や起
因薬・被疑薬が患者の自己申告である場合は，情報の信
憑性をより慎重に判断する必要がある。そこで，カード
にも患者の申告である旨を記載することにしている。「地
域連携をうまく進めていくためには，カードの配布だけ
ではなく，運用の仕方や記載方法を病院間で統一するこ
とも必要。われわれはそのためのマニュアルも作成して
いる」と委員会委員長の落合敏明氏（富士市立中央病院

薬剤科）は話す。静岡県には西部・中部・東部それぞれ
に「副作用研究会」があり，そこでの勉強会やセミナー
を通じてカードの運用方法の周知を図っている。

カード情報を解析し，未知の副作用検出に
活かす

2010年からは，静岡県立大学薬学部の加藤安宏氏ら
の協力を得て，これまで発行されたカードの情報を解析
する取り組みを始めている。まずは予備的解析として
2007～2010年までに発行されたカードのうち，同意が
得られた2,722枚のカードを対象に分析したところ，副
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アレルギー（副作用）カードの運用の流れ
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桜ケ丘総合病院におけるアレルギー・副作用の判定者
の内訳
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アレルギー（副作用）カード。裏面は副作用情報を記入するピンク色の欄と，アレルギー情報を記入する黄色の欄に分かれている。
カードには折り目が付いており，患者が携帯しやすいよう，三つ折りにして運転免許証とほぼ同じサイズにすることができる



カードを使いアレルギー・副作用情報を地域で共有

作用症状の割合として最も多かったのは過敏症状の
54.5％，次いで肝臓が11.6％だった。また，起因薬とし
ては抗菌薬の割合が最も多く，その他にはNSAIDsや造
影剤，消化性潰瘍治療薬などとなった。委員会では，こ
のような解析を通じて未知の副作用検出などに役立てる
ことを期待している。
また，委員会では保険薬局やドラッグストアとの連携

も重要な課題ととらえており，地域の薬剤師会に取り組
みを紹介している。なかにはカードの提示を患者によび

かける案内を店内のカウンターに置いている薬局もある
という。「保険薬局では病院薬剤師と違って主治医の同
意をとりにくいのがネック」（藤谷氏）としながらも，
保険薬局でもカードを発行できるような仕組みを整えた
いと考えている。

藤谷氏（左）と落合氏。落合氏は昨年からプレ
アボイド委員会の委員長を務めている。「カー
ドの運用は医師の処方を制限することが目的
ではない。正しい情報を共有することで医療
者が現場でより的確な判断を下せるようにな
ることを目指している」

薬　効＊ 件　数 割合（％）
主としてグラム陽性・陰性菌に作用する
抗生物質 701 18.9

解熱鎮痛消炎剤 513 13.9

X線造影剤 277 7.5

主としてグラム陽性菌に作用する抗生物質 151 4.1

消化性潰瘍用剤 133 3.6

その他 1,927 52.1

＊日本標準商品分類番号による

静岡県立大学薬学部と共同で行った予備的解析結果：
アレルギー・副作用の被疑薬とその薬効別割合

アレルギー（副作用）カードを準備する藤谷氏。「アレルギーの多
くは皮膚症状のため，この取り組みには皮膚科医の協力がカギを
握っている」と指摘する。同院では薬剤部がアレルギー・副作用
情報を一元管理しているほか，オーダリングにも情報を登録し，
医師が起因薬を処方しようとした際は警告が表示されるようにし
ている

プレアボイド委員会で作成しているカード発行マニュアル（抜粋）



副作用評価基準をCTCAEに変更へ

今後の目標としてプレアボイド委員会で考えているの
は，副作用評価基準の変更だ。旧厚生省の基準は現在で
はあまり使われていないことから，がん患者
の副作用評価などに使われているCTCAE
（有害事象共通用語規準）Ver 4.0の利用を考
えており，近く置き換える予定にしている。
また，カードという手段にとどまらず，

シール形式にしてお薬手帳に貼れるようにし
たり，患者のスマートフォンや携帯に取り込
んで利用できるようにすることも検討してい
る。「すでに大阪などでは電子お薬手帳の実
証実験が始まっており，これからますます電
子媒体の流れが強まるのではないか。一方
で，東日本大震災の例をみると，まだ紙の
カードの有用性もあるかもしれない」と藤谷
氏は語る。シールでの発行については，その

ためのアプリケーションも静岡県立大学薬学部と協力し
て開発中で，委員会ではいままでの枠にとらわれずに地
域連携を強めていきたいとしている。

JA静岡厚生連 静岡厚生病院でも，2011
年からカードの運用を開始。桜ケ丘総合病院
と同じく，医師が発行申請書を書く形で薬局
がカードを発行している。これまでにオダイ
ンや当帰芍薬散による発疹，テルビナフィンによる肝機能障害などの症例が報告された。同院では医師の
希望に応じて，オーダリング上で起因薬を処方できないようにもしている。
カードの運用を担当する薬局の今澤太学氏は，「患者に渡しても確実に他の医療機関に見せるとはかぎ
らない。カードの運用をより確実なものにするための仕組みが今後必要ではないか」と語る。

プレアボイド・アレルギー副作用カード委員会のメンバー（左から，富士宮市立病
院薬剤部の勝又一雄氏，聖隷三方原病院薬剤部の池谷真佑子氏，落合氏，藤谷氏）。
加藤安宏氏も特別委員として参加している



酒井　良子氏
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
薬害監視学講座 助教

S A K A I  R y o k o

薬害監視学講座はRA治療薬の安全性の調査・研究を
主に行っていますが，私はもともとRAに特別な興味が
あったわけではなく，何らかの疾患を前向きに観察して
実臨床での安全性を研究している大学を探していたら当
講座にたどり着きました。何のつながりもなかった私を
受け入れてくださった当講座の教授の針谷正祥先生や宮
坂信之先生（前 同大学膠原病・リウマチ内科教授）に
は本当に感謝しています。

̶これまでの研究について教えてください。
当講座には「REAL」という，全国25以上の施設と

共同研究をしているRA患者の登録システムがあります

̶なぜ研究の世界へ転身されたのでしょうか？
病院や薬局で働いていたときには，患者さんから副作

用に関する質問をよく受けました。副作用の概要は添付
文書やインタビューフォームを見ればわかりますが，そ
こに載っているのは短い期間で限られた集団に対して行
われた臨床試験のデータです。また，日本人のデータが
乏しい薬剤も多く，人種差や治療環境の差が安全性にど
のように影響するかも疑問でした。やはり薬というの
は，高齢者や合併症患者などさまざまな人に長期間使わ
れることで真の安全性がわかるのではないか，そのデー
タが少ないなかで患者さんに一般的な副作用の説明をす
ることに割り切れない思いが募っていたのです。

薬剤師から疫学研究の道へ
̶̶RA治療のエビデンスを創出

生物学的製剤の登場により飛躍的に進歩した関
節リウマチ（RA）治療。だが，感染症や悪性腫瘍
といった重篤な副作用の発生も懸念されており，
治療を安全に進めるためにもエビデンスの集積が
望まれている。
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科薬害
監視学講座 助教の酒井良子氏は，病院や保険薬局
で薬剤師として働いた後，一念発起して同大学の
博士課程に入学。これまでに行った疫学研究の成
果はメトトレキサートの公知申請の資料や，今年
6月の欧州リウマチ学会（EULAR）で発表された
「RA管理リコメンデーション2013」のエビデン
スに使われた。「大学院の4年間は，それまでの人
生で一番刺激的で充実した時期だったかもしれな
い」と明るく語る酒井氏に話を聞いた。



（現在約2,000名が登録）。このデータベースを使い3つ
の解析を行いました。一つ目は高用量のメトトレキサー
ト（MTX）の安全性評価で，MTX 8mg/週以上の群と
8mg/週以下の群で重篤感染症の発現リスクを比較した
ところ，有意差はないという結果でした。MTXの最大
承認用量は，公知申請によって2011年に8mg/週から
16mg/週へと引き上げられましたが，日本リウマチ学
会からPMDAに提出されたエビデンスの一つにこの解
析が使われ，とても光栄に感じました。
二つ目は，TNF阻害薬とDMARDsで重篤感染症の発

現リスクを比較するとともに，そのリスク因子を同定す
る研究です。この研究では投与3年間の安全性を解析
し，TNF阻害薬による感染症発現リスクは投与1年目
で高いことや，高齢，高用量ステロイドの使用，肺合併
症，高い疾患活動性がリスク因子であることを明らかに
しました。TNF阻害薬の長期投与に関する安全性報告
はアジア初で，EULARの「RA管理リコメンデーショ
ン2013」のエビデンスの一つとしても引用されました。
三つ目の研究は，3剤の生物学的製剤の投与継続率と，

有害事象で治療を中止するリスクの比較です。投与継続
率は薬剤の有効性・安全性や医師と患者の満足度を反映
する良い指標です。この研究には国内でいち早く承認さ
れたトシリズマブも含めたことで，国際的にもインパク
トのあるものとして受け止められました。

̶研究生活を振り返っていかがでしたか？
疫学研究の手法や統計学などは一から勉強しました。

臨床知識については，針谷先生や宮坂先生の外来診療に
3年間同席させていただき，医師と患者さんの間でどの
ように治療が決定されていくのかを学びました。患者さ
んの関節所見もとらせていただきましたし，車いすで来

院されていた方が次第に歩けるようになる姿を見ると研
究へのやる気も自然とわいてきましたね。
いまも難しいと思っているのは学会などでのディス
カッションです。相手は専門医ばかりなので，臨床での
経験を踏まえた鋭い質問が飛んできます。それに対して
医師でない私がきちんと答えることが最初のうちはでき
ずにいましたが，いまは「自分がこの発表を聞く側だっ
たら今後の診療をどうするだろうか」と考えるようにし
ています。

̶最後に今後の取り組みについて聞かせてください。
RAの分野は新薬が続々登場し，治療の進歩に応じて
有効性の評価法も盛んに研究されています。そうした時
代の変化に即した有効性・安全性の研究を進めていきた
いと考えています。韓国の研究者とRA患者登録システ
ムを使った国際共同研究も行ってきましたが，グローバ
ルな疫学研究には今後も取り組んでいきたいですね。
私にとって外来診療に同席した経験は机上の勉強では
得られない貴重なもので，臨床にこそ研究のヒントがあ
ると実感しました。疫学研究はただの調査ではなく，実
臨床に役立ってこそ意義があると思います。日本は欧米
に比べて疫学研究の基盤整備が遅れているのですが，将
来は薬学部と医学部が連携することで日本人のエビデン
スを確立するための体制が強化されること，そして一緒
に研究する仲間が増えることを期待しています。

左表の論文2より，TNF阻害薬の重篤感染症に対するリスク
の時間依存性

酒井氏のプロフィール
2003 年 昭和大学大学院薬学研究科修士課程を修了。
2008 年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科博士課程
に入学。2012 年より現職。医学博士

大学院時代の酒井氏の主な研究

●論文1： 高用量MTXと低用量MTXによる重篤感染症の発現
リスクを比較

Sakai R, et al : Mod Rheumatol, 21（4）: 444-448, 2011

●論文2： 生物学的製剤とDMARDsで3年間投与時の重篤感
染症の発現リスクを比較

Sakai R, et al : Arthritis Care Res（Hoboken）, 64（8）: 
1125-1134, 2012

●論文3： 3剤の生物学的製剤の投与継続率と有害事象による投
与中止リスクを比較

Sakai R, et al : Ann Rheum Dis, 71（11）: 1820-1826, 
2012

はじめの 1年目

0.0

2 年目 +3年目

1.0 2.0 3.0 4.0 5.06.0

相対危険度
（95％CI）

1年目
2年目

2.40（1.20-5.03）
1.38（0.80-2.43）

TNF阻害薬の重篤感染症
発現リスクは，はじめの
1年目で有意に高く，そ
の後低下した。
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はじめに

　トファシチニブは，サイトカインの細胞内シグナル伝
達に重要な役割を果たす細胞内チロシンキナーゼの
Janus kinase（JAK）を標的とした低分子化合物である。
JAKは，1980～1990年代にキナーゼが細胞機能に重要な
役割を果していることが明らかとなってきた時期に，多
くのなかの単なる一つのキナーゼとして“JAK＝Just 
another kinase”と（揶揄？）された時期もあった。
JAKは分子量120～140kDaの中にリン酸化を受ける構造
を二つ有し，一つはキナーゼ活性をもつのに対して，も
う一方はそのキナーゼ活性を負に制御することから，ギ
リシャ神話に登場する二面神のJanusにちなみ命名され
た。その後，JAKはJust another kinaseではないことが
明らかとなっていく。JAK3は血球系細胞にのみ発現し
ており，マウス，ヒトでは欠損するとリンパ球の分化・
増殖不全による重症複合型免疫不全症を呈することが明
らかとなった。このことからJAK3特異的阻害薬は，そ

の発現特異性から副作用を最小限に抑えた免疫抑制薬に
なると考えられ，トファシチニブが開発された。その後，
細胞により異なるトファシチニブの特異性などが明らか
となり，生体内ではJAK阻害薬（JAK1，JAK2，JAK3
いずれも阻害可能）として機能し，効率的な抗リウマチ
作用を有することが明らかとなってきている。

トファシチニブの抗リウマチ効果

　関節リウマチ（rheumatoid arthritis ; RA）の治療で
は，最初にメトトレキサート（methotrexate ; MTX）
をアンカードラッグとして用いる治療を開始する。その
ため，RAを対象とした臨床試験ではMTXを含めた抗リ
ウマチ薬に治療抵抗性の症例に対する試験が主だったも
のになる。トファシチニブでも同様に，抗リウマチ薬
（主にMTX）に治療抵抗性の症例を対象にした，トファ
シチニブ単剤療法または抗リウマチ薬との併用療法によ
る試験が行われている。33のランダム化比較試験をまと

産業医科大学第一内科

　関節リウマチ治療は，2003年にTNF阻害薬がわが国で初めて承認されて以降の10年で大きな進歩を果たした。し
かし，投与経路の問題や生物学的製剤でもコントロール不良なアンメットニーズが残されている。トファシチニブは経
口内服薬ではじめて生物学的製剤と同等の治療効果を示し，生物学的製剤治療抵抗性の症例においても同様の効果を示
している。つまり，新たな関節リウマチ治療の時代を迎えているのではないかと思われる。その効果については疑問の
余地がないが，安全性については今後注意するべき点があり，TNF阻害薬が登場した当時の慎重さを再度思い起こし
ながら対応する必要があると考える。

Key word　Janus kinase，トファシチニブ，関節リウマチ

関節リウマチ薬物治療の最前線

山岡　邦宏，田中　良哉
YAMAOKA Kunihiro, TANAKA Yoshiya

新世代の経口抗リウマチ薬
―トファシチニブの有効性と安全性
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先月号のおさらい：時めき病院の近くにある小料理屋で会食
中のビート君たちは，調査を計画している「高齢者入院患者の
睡眠薬の使用状況と転倒」について話し合い，睡眠薬の使用状
況や転倒の発生頻度を示すには存在・発生の指標が重要であ
ることを知りました。さてさて，今月は指標の話の続きです。

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。

よしまるさん NPOで臨床研究の企画・実施に携わり，すべての
医療者に臨床研究リテラシーを普及させることに力を入れている。
ふと見せる「眼鏡の奥できらりと光る瞳」がトレードマーク。

なおこママとチーママのゆみさん 病院近くの京
風小料理屋「なおこ」は，お料理上手のママのおかけで
常連客も多く，繁盛している。

存
在
・
発
生
・
効
果
の

指
標（
後
編
）

第 9回

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。

コリンさん　 ふうたろう先生，非常によくわかりました。「存在の
指標」は，ある一時点において，特定の状態をもっ
ている人の割合ですね。そして「発生の指標」は，
ある期間観察した場合，新たにアウトカムを起こす
割合や率ですね！！

よしまる  そうですね。さすがふうたろう先生の病院のスタッ
フの方は優秀ですね。

コリンさん へへへ。
ビート君 僕だって理解できていますよ。
よしまる  じゃあ，ちょっと問題でも出してみますか？　「存在

の指標」，つまり割合には単位はありますか？　ま
た，その値がとりうる範囲はどのくらいですか？

ビート君  う～んと，割合は分子が分母に含まれるから…。 
え～っと。

■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  Jさん　32歳　男性
主　　訴  発熱，下腿浮腫，倦怠感
入院時診断  心不全
現 病 歴   14日くらい前から微熱と全身筋肉痛あり。特に下腿の痛みがあった。10日くらい前に歩行

時の痛みが増強したため，近医整形外科受診したが，過労に伴うものだと言われた。同時期
より動悸も認めるようになっていた。4日前から40℃近い発熱を認めるようになり近医で
点滴治療されていた（詳細不明）。一昨日より呼吸苦あり，特に夜間に増悪を認めていたが
近医では喘息発作といわれていた。本日，高熱に加えて頭痛も認め，呼吸苦も増悪あり救急
車で来院。心不全として循環器内科へコンサルトとなったが，経胸壁心エコー
（transthoracic echocardiography；TTE）で疣贅を認めた。循環器の医師より「感染性
心内膜炎っぽいんだけど，抗菌薬はどうしたらよいかな」と相談があった。

既 往 歴  小児期に喘息，C型肝炎（20歳のときにインターフェロン治療）

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②
合併症がある場合

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，感染性心内膜炎について考えてみました。感染性心内膜炎は発生頻度の高い感染症で
はありません。しかし，抗菌薬の種類や量，治療期間，適切なTDMによるサポートなど薬剤師
さんの存在が必要不可欠な疾患であることを確認しました。また，疑いとして対応する場合も含
めるとそれなりの頻度でいるでしょうし，感染性心内膜炎の患者さんでは，腎機能がふらつく患
者さんも多く，抗菌薬の微調整が適宜必要ですし，抗菌薬の長期使用に伴いアレルギーが出てし
まう可能性も高く，薬剤師さんの存在は欠かせないと思います。ぜひ積極的に関わってください。
　さて，今回も感染性心内膜炎なのですが，前回とは違い合併症がある場合です。感染性心内膜
炎は血流に乗って全身に菌が回ることで，全身の臓器への感染症を引き起こす可能性があること
や，心臓への感染であるので循環動態への影響がある合併症を引き起こすことがあります。前回
の症例のように合併症のないシンプルな症例はむしろ少ないかもしれません。少し難しいかもし
れませんが，ここも合併症の有無で抗菌薬の種類や量が変わってきますので，薬剤師さんが知ら
なくてもよいとは口が裂けても言えないところでしょう。しっかりと理解して診療のサポートを
お願いいたします。

第11回
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高水準消毒薬

　表 1に，過酢酸（アセサイド®など），フタラール
（ディスオーパ®）およびグルタラール（ステリスコー
プ®など）等の高水準消毒薬の使用期限について示し
た1），2）。これらの高水準消毒薬のうち，Ⅰ液とⅡ液を混
合後の過酢酸や，緩衝化剤を添加後のグルタラールは，
経時的に分解するとの認識が必要である。

はじめに

　使用開始後の消毒薬を，まだ使用できるのに捨ててい
る例がある。一方，有効濃度以下となった消毒薬や，細
菌汚染を受けた消毒薬を使用している例もみかける。そ
こで今回は，使用開始後の消毒薬の使用期限について述
べる。

消毒薬の使用期限

シチュエーションに応じた 第20回―完

消毒薬の選び方と使い方
尾家　重治　山口大学医学部附属病院薬剤部 准教授
OIE Shigeharu

表１ 　高水準消毒薬の使用期限

消毒薬 使用法 使用期限 使用期限を左右する因子

過酢酸＊1

内視鏡自動洗浄機 25～30回もしくは7～9日間
・経時的な分解
・水による希釈

フタラール＊2

内視鏡自動洗浄機 30～40回 ・水による希釈

グルタラール
浸漬容器

2～2.25％製品：7～10日間
3％製品：21～28日間
3.5％製品：28日間 ・経時的な分解

・水による希釈

内視鏡自動洗浄機
2～2.25％製品：20回もしくは7～10日間
3％製品：40回もしくは21～28日間
3.5％製品：50回もしくは28日間

＊1：金属腐食性の観点から，用手法（浸漬容器）での使用は勧められない。
＊2：すすぎが行いにくいという観点から，用手法（浸漬容器）での使用は勧められない。
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コーディネーター

小田　慎
IMS薬剤部 医薬情報委員会
春日部中央総合病院 薬剤科長

第

回

コーディネーターデデコーデコーデ ネィネーィネータターターデデコーディネーネ タターコ

小田　慎
IMS薬剤部 医薬情報委員会
春日部中央総合病院 薬剤科長

処方せん疑義照会トレーニング

Rp. ムコスタ®錠100mg  1回1錠　 1日3回
 カリメート®経口液20％ 1回25g　1日3回
 　毎食後　7日分 
 レニベース®錠5mg  1回1錠　 1日1回
 　朝食後　7日分 
 タケプロン®OD錠15mg 1回1錠　 1日1回
 　就寝前　7日分 

聴取にて得られた情報
　71歳男性，3年ほど前に胃潰瘍，1年前に本態性高血圧症と診断され，ともに内服治療により現在
病状は安定している。
　2週間前に転倒し受傷。大腿骨顆上骨折と診断され手術目的にて入院となったが，手術後は感染症
やその他の合併症もなく経過良好であった。数日前から意欲の低下がみられ，血液生化学検査により
軽度の腎機能障害と電解質異常が認められた。

血液生化学検査結果 （基準値：男性，血清）

尿素窒素：25.3mg/dL （8～20mg/dL）

血清クレアチニン：1.2mg/dL （0.6～1.0mg/dL）

血清ナトリウム：120mEq/L （135～147mEq/L）

血清カリウム：5.9mEq/L （3.5～5.0mEq/L）

血清クロール：93mEq/L （98～108mEq/L）

〔基準値は，櫻林郁之介・監：今日の臨床検査2011-2012，南江堂，2011より引用〕

処方せん内容

相良　克海＊，斉藤　薫里＊＊
SAGARA Katsumi，SAITO Kaori
＊春日部中央総合病院薬剤科　＊＊横浜旭中央総合病院薬剤部

高カリウム血症改善薬処方時の
併用薬

6
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腰部脊柱管狭窄症

1．腰部脊柱管狭窄症とは
　日本整形外科学会のガイドライン1）によると，腰部脊
柱管狭窄症は「腰椎の椎間板と椎間関節の変性を基盤と
して神経の通路である脊柱管や椎間孔が狭小化すること
で，特有の症状を呈する症候群」と記載されている。現
在のところ明確な病態は不明であるが，加齢に伴う変性
が基盤となっている。提唱されている診断基準を表1に
示す。

2．腰部脊柱管狭窄症の治療（西洋医学）
　軽度から中等度では，保存療法が推奨される。一般的
に，NSAIDs・筋弛緩薬が処方されるが，これらが治療
に有効であるというエビデンスは不足している。ただ

し，間欠性跛行・馬尾症状にプロスタグランジンEの投
与は短期間では有効である。また，腰殿部痛や下肢痛に
ついては，理学療法・運動療法の組み合わせの有効性に
ついてもエビデンスがある。重度であれば，手術治療の
ほうが保存療法よりも有効である。

3．腰部脊柱管狭窄症の治療（東洋医学）
　六味丸・八味地黄丸・牛車腎気丸が処方されることが
多い。三者は，「腎虚」つまり老化に伴う症状に使われ
る処方である。六味丸は，滋潤性をもつ熟地黄，微少血
管障害を治す牡丹皮，利水作用を持つ茯苓・沢潟，強壮
作用を持つ山薬・山茱萸によって構成されている。さら
に，温熱性をもつ桂枝・附子が加わり八味地黄丸，利水
作用をもつ牛膝・車前子が加わり牛車腎気丸となる。す
なわち，冷えを伴う場合は八味地黄丸を，尿路系の病態
や浮腫が合併しているようであれば牛車腎気丸を選択す
るのが一般的である。筆者はときに麻黄附子細辛湯や五
苓散を処方している。

4．症例
（1）70代男性
　4，5年前より大腿から足先にかけての冷え・痛み・
かゆみ・不快感が生じていた。整形外科で，腰部脊柱管
狭窄症の診断を受け鎮痛剤を処方されたが軽快せず，当
科を紹介初診となった。当科で八味地黄丸を処方し，

岸田　友紀
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大阪大学大学院医学研究系漢方医学寄附講座
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表１ 　腰部脊柱管狭窄症の診断基準(案)
以下の項目をすべて満たす

1． 殿部から下肢の疼痛やしびれを有する

2． 殿部から下肢の疼痛やしびれは立位や歩行の持続によって
出現あるいは増悪し，前屈や座位保持で軽快する

3． 歩行で増悪する腰痛は単独であれば除外する

4． MRIなどの画像で脊柱管や椎間孔の変性狭窄状態が確認さ
れ，臨床所見を説明できる

〔日本整形外科学会，他・監：腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2011より
引用，一部改変〕


