Contents

Vol.56 No.1 2014

薬物性肝障害のとらえ方
19

特集にあたって̶̶薬物性肝障害の理解のむずかしさ

21

薬物代謝と肝障害

27

薬物性肝障害の病態機序と臨床像

31

薬物性肝障害の早期診断における診断基準スコアリングの活用と薬剤師の関与の重要性

齋藤 英胤

横井 毅
川口 巧，靏田美恵子，佐田 通夫

大森 茂，橋本 陽，白木 克哉

37

肝細胞障害型 DILI を来しやすい薬物・臨床的特徴・治療

板垣 文雄，相磯 光彦，滝川 一

43

胆汁うっ滞型 DILI を来しやすい薬物・臨床的特徴・治療

水野 恵，上野 義之，白石 正

49

薬物性肝障害による急性肝不全

55

非アルコール性脂肪肝炎を来す薬剤̶̶タモキシフェンを中心に

59

漢方薬，健康食品による薬物性肝障害の情報

65

薬物性肝障害と SNPs

69

肝機能低下時の薬物療法の注意点̶̶抗がん薬を中心に

持田 智，持田 恵子
西原 桜子，西原 利治，宮村 充彦

小内 亨

羽村 康一，加川 建弘
今村 知世

取 材
フロントページ

9

EASD2013，ACR2013 が開催

この人に聞く

14

クスリのプラセボ効果はなぜ起こる？

中島 恵美氏（慶應義塾大学薬学部薬剤学講座 教授）

副作用チェックのためのシートを活用

第 33 回医療情報学連合大会（神戸市）

レポート

74
104
128

SGLT2 阻害薬の薬理効果について議論
抗ヒスタミン薬のエビデンスが明らかに

第 34 回日本臨床薬理学会学術総会（東京都）
第 63 回日本アレルギー学会秋季学術大会（東京都）

薬 事 Up-to-Date
76
81

海外文献紹介
ニュースレター

門脇 大介，平田 純生／木村 利美，木村 友絵

Contents

連 載
3

新連載 薬剤師の臨床推論 お勉強コラム [1]

「せん妄」
ってよく聞くけれど……

85

添田 博

新連載 知っ得 !！ 薬剤師業務に活きる IT・アプリ [1]

HP の更新情報をリアルタイムでキャッチ̶̶feedly

89

荒 義昭

海外の新薬審査情報を読み解く [25]

トラスツズマブ エムタンシン（ado-trastuzumab emtansine）

93

野村 香織

新連載 From Bench To Bedside 薬物動態の新展開 [1]

小児薬用量推定法の新たな展開̶̶経験的手法から生理・生化学的手法へ

99

時めき臨床研究 番外編 [1]

先輩から学ぶ 臨床研究はじめの一歩

106

岡田 浩，福間 真悟，福原 俊一

感染症医が教える 新 薬剤師力 臨床感染症ケースファイル [15]

抗菌薬による副作用がある患者さんへの対応②

117

処方せん疑義照会トレーニング [10]

骨粗鬆症治療薬の併用

124

岸田 直樹

森下 奈緒，斉藤 薫里

精神科領域の評価尺度を使いこなす [10]

抗精神病薬の副作用評価̶̶薬原性錐体外路症状評価尺度（DIEPSS）
稲田

129

俊也，山本

暢朋，遠藤

洋

適応外使用の処方せんの読み方 [44]

潰瘍性大腸炎に対する除菌療法

藤原 豊博

そ の他
98

書評

薬剤師が知っておきたい臨床知識 改訂 4 版

書評

初めの一歩は絵で学ぶ 生化学

105
137
138

書評

新ビジュアル 薬剤師実務シリーズ 上・下

付録

初収載ジェネリックガイド

愛読者アンケート＆プレゼント
次号予告・編集部より

鈴木 信也

中島

恵美 氏

NAKASHIMA Emi

慶應義塾大学薬学部薬剤学講座 教授

従来非科学的で研究に値しないとされ，臨床試
験ではノイズとして敬遠されていたプラセボ効果
であるが，近年脳科学の発展とともにその機構の
解明が進んできている。慶應義塾大学薬学部薬剤
学講座教授の中島恵美氏は，今後プラセボ効果の
機構の解明が進めば，薬理効果との相乗作用で薬
効を向上させる治療が可能になると語る。プラセ
ボ効果の発現には心的制御反応が深く関与してい
ることから，薬剤師によるプラセボ効果を引き出
す服薬指導にも効果があるのではないかという。

クスリのプラセボ効果は
なぜ起こる？
― プラセボ効果の研究はどのように進んでいるので
しょうか？
非侵襲的なブレインモニタリング技術の進歩により，

プラセボ効果の誘導要因として，
「条件付け（薬剤の
効能を繰り返し経験することで，外見が似たプラセボを
服薬しても効果が発現する）
」と「期待（服薬による薬

プラセボに反応する脳内レセプターの存在や，実際に脳

効への期待」が知られています。プラセボ効果はドパミ

内でプラセボ効果が起きている現象が確認されており，

ン受容体や，セロトニン受容体，ホルモン応答性の受容

われわれは PK や PD の個別化要因解析を行っています。

体経路の活性化，インターフェロンを介する免疫反応に

また，薬理効果と脳内レセプターを共有するプラセボ効

も関与していることが報告されています。一方で，副作

果の存在も報告されています。血中濃度と薬理効果を連

用が発現することも知られており，プラセボによって

結させる従来の PK-PD 解析では生体の治療効果が説明

薬剤特有の副作用が発現するノセボ効果が知られてい

できないことが多く，個別化は困難でした。しかし，プ

ます。

ラセボ効果など，心的制御反応が薬力学的個別化要因の
1 つとして注目されています。

われわれは過去 3 年分の臨床試験の論文で，プラセボ
群と実薬群の効果の要因を調査しました。その結果，抗

薬理反応と脳内レセプターを共有するプラセボ効果

プラセボ群と実薬群の効果を比較したバブルチャート

治療中の心理社会的な期待や条件付け（プラセボ効果など）
免疫反応
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(B) 治療のエンドポイントを，痛みなど患者の五感による
主観的評価で行った場合
100%

がん薬，抗体医薬，免疫抑制薬など，検査値などの客観
ん。しかし，抗炎症薬，α，β遮断薬，オピオイドなど
エンドポイントを患者の五感による主観的評価に頼った
場合にはプラセボ効果が高いことがわかりました。
プラセボ効果には個人差があり，プラセボ効果を受け
やすいレスポンダーと受けにくいノンレスポンダーがあ
ります。パーキンソン病の患者を対象にした研究では，
プラセボ投与後に脳の神経興奮を測定したところ神経興
奮が低下するレスポンダーと，神経興奮が継続するノン
レスポンダーが存在することがわかっています。しかし
ながら現在これら個人差の原因は明らかになっておら
ず，今後の研究の進展による診断方法の開発が期待され

プラセボ群の効果

的評価が可能な薬剤ではプラセボ効果はあまり現れませ
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二重盲験臨床試験の報告値から，横軸に実薬群の効果，縦軸
にプラセボ群の効果をプロットしたもの。検査値などの客観
的に評価されたプラセボ効果より，患者の五感により主観的
に評価されたプラセボ効果は大きい傾きをもつ。

ています。
― プラセボ効果を臨床の現場で活用できるでしょう
か？

報介入で影響を与えることが可能であることが知られて
います。そのため，現時点でも服薬指導の際に①薬剤師

プラセボ効果の機構解明による治療への応用が期待さ

は，専門家として患者とともに薬物療法を受け止める姿

れます。薬効のなかにはプラセボ効果も含まれていると

勢が効果的結果をもたらすと自覚する，②期待できる薬

考えられ，すでに臨床研究ではレスポンダーを外した試

剤の効果を十分に説明し，患者自身が納得して積極的に

験デザインを立てるという動きがみられます。レスポン

病気を治すよう励ます，③患者が薬剤を安心して使用で

ダーを排除することで薬効のみを純粋に評価し有意差が

きるよう，副作用は適切に対応できる体制にあるよう説

出やすくなるからです。

明する，④患者にうつの可能性がある場合，思い込みの

将来的にプラセボ効果の機構がより明らかになってく

認知を変えるよう指導し，寄り添う姿勢でストレスを取

れば，臨床の現場でもエビデンスに基づいた薬物治療と

り除くこと――でプラセボ効果を引き出し，ノセボ効果

プラセボ効果の相乗効果による治療というものが可能に

を減らすことが期待されます。さらに，レスポンダーと

なると考えられます。これまでの研究でも，大脳前頭前

ノンレスポンダーの判別方法についてより研究が進めば

野がプラセボ効果の認知にかかわる脳の活動部位として

プラセボ効果をテーラーメイド医療に活用することも可

研究が進んでおり，その活動にカウンセリングによる情

能になると考えられます。
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わが国における薬物性肝障害の診断には，近年DDW-Japan 2004薬物性肝障害診断基準スコアリングシステムが
用いられることが多く，当院でも薬物性肝障害の診断にスコアリングの活用を積極的に行っている。また，薬物性肝障
害発生時に早期に肝臓専門医および薬剤師からなるチームが介入することで，肝障害の早期診断および原因薬物中止に
よる重症化の防止につながる可能性が強く示唆され，薬物性肝障害の早期発見および重症化予防にスコアリングの活
用，および薬剤師の関与が重要であると考えられた。

Key word 薬物性肝障害，早期診断，DDW-Japan診断基準スコアリング，薬剤師

薬物性肝障害の診断と
診断基準スコアリングシステム

の投与期間や経過，危険因子などに 0 〜 2 点をつけて，
その点の合計で診断するスコアリングシステムが採用さ
れており，このスコアリングシステムをもとに，2004年

薬物は，肝炎ウイルスやアルコールなどと並んで重要

のDDW-Japanワークショップにおいてわが国における

な肝障害の原因の一つとして知られているが，薬物性肝

薬物性肝障害診断基準スコアリングシステムおよびその

障害の病像は多彩であり，それに加えて薬物の種類も

使用マニュアルが作成され（表 1 〜 2 ），現在まで広く

数，量ともに年々増加しているため，時代とともに新し

日常診療の場で用いられている3）（DDW-Japan：日本消

い薬物による肝障害が常に問題となってきている。薬物

化器関連学会週間）
。この診断基準では国際コンセンサ

性肝障害の診断は，薬物投与と肝障害の出現・消退との

ス会議のものと同様，ALT値が正常上限の 2 倍，ALP

時間的関係および除外診断によって行われるが，特異的

値が正常上限を超えたものを肝障害と定義している。初

マーカーがないために診断に苦慮する例が多く認めら

診時のALTとALP値から肝細胞障害型と胆汁うっ滞型，

れ，診断基準の作成が急務とされてきた。わが国におけ

混合型に病型を分類し，次いで 8 つの項についてスコア

る薬物性肝障害の診断基準としては，長らく1978年の薬

リングを行い，総スコアが 5 点以上で「可能性が高い」，

1）

物と肝研究会の診断基準案 が用いられていたが，これ

3 〜 4 点で「可能性あり」，2 点以下で「可能性が低い」

はアレルギー機序に基づく肝障害の診断基準であり，近

と判定するものである。2013年 6 月に行われた第49回日

年増加しているとされる代謝性の特異体質に基づく肝障

本肝臓学会総会シンポジウム「薬物性肝障害の現況」で

害の診断は行えなかった。

も，E型肝炎ウイルス感染の有無を診断基準に加える必

1993年に国際コンセンサス会議が開かれ，急性薬物性
2）

肝障害の診断基準が提唱された 。これには，発病まで

＊桑名東医療センター消化器科

＊＊桑名東医療センター薬剤部

要性や，リンパ球刺激試験（DLST）の施行率が低いこ
となどの問題点が提起されたが，現在もわが国における

＊3 三重大学大学院消化器内科学
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キャッチーfeedly
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皆さんは，RSSという言葉をご存知でしょうか？ webサイトやブログで

というアイコンを見

たことがあるという人もいるでしょう。
このRSSは，うまく活用することで，効率的に情報を収集することができます。例えば，いつも見
ているwebサイトがあります。毎日更新されているサイトもあれば，週1回程度しか更新されないサ
イトもあるでしょう。
通常であれば，ブラウザにwebサイトをブックマークしておき，それを順番に開いていって，更新
されているか/されていないかをチェックしなければなりません。ところが，RSSが設定されている
サイトやブログであれば，このRSSのURLをRSSリーダーに設定しておけば，サイトの更新状況が
一目でわかります。今回は，そのRSSリーダーの一つfeedlyを紹介します。

RSSの探し方
webサイト上にアイコンやRSS，XMLなどのリンクが見つかればすぐに使えるので，そのアイコンをクリッ
クしてRSSのURLを取得します。しかし，なかにはRSSを発行していても表示していないサイトもあります。
そのような場合は，簡単にRSSを見つけられる拡張機能やアドオンをブラウザに入れておくことをお勧めし
ます。具体的には，Google Chromeなら「RSS Subscription Extension」
，FireFoxなら「RSS Icon In
Awesombar」などが便利です。Internet Explorerでは，
「表示」→「ツールバー」から「コマンドバー」
を表示することで，RSSを表示することができます。
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1 回

小児薬用量推定法の新たな展開
経験的手法から生理・生化学的手法へ
鈴木

信也

神奈川県警友会けいゆう病院薬局

SUZUKI Shinya

連載にあたって
適正な薬物療法を実現するうえで薬物動態の知識は欠かせないものであり，薬剤師にとっては自らの能力を
発揮できる領域でもあります。薬物動態を学ぶことは「薬をみる力」を鍛えることでもあり，日々進歩する薬
物療法の世界にあって，薬剤師にはその力をさらに伸ばすことが期待されています。
薬物動態に関する研究は基礎から臨床まで幅広く行われており，臨床に従事する薬剤師や医師が研究を行う
ことも少なくありません。そうした研究が対象とするのは臨床に根ざした問題であることが多く，その着眼点
や研究方法，その結果を知ることは臨床の薬剤師に有用ではないかと考えられます。
本連載では，主に臨床に従事する薬剤師や医師が行った近年の薬物動態研究を，小児，がん，感染症などさ
まざまな分野から紹介します。必ずしも明日からすぐに応用できる研究ばかりとは限りませんが，読者諸氏の
「薬をみる力」が鍛えられ，臨床センスの向上につながれば幸いです。

編集部

人用量に達します。肥満児ではさらに低年齢で成人用量

は
はじめに

を超えてしまいますが，小児における薬物代謝速度や腎

小児医療においては，成人と同様に多種多様な医薬品

排泄速度が個体あたりで成人を超えることは通常ないた

が必要とされます。しかし，小児を対象に臨床試験を行

め，個体単位で成人の常用量を超える医薬品を小児に投

うことは，倫理的にも採算性の面からも困難であるた

与することは不適切です。このような小児薬用量の設定

め，臨床的エビデンスに基づく小児薬用量の設定は極め

方法に関するあいまいさが，小児医療の現場を混乱させ

て少ないのが現状です。その結果，添付文書における小

る要因にもなっています。したがって，将来的には“小

児への使用に関する情報も少なく，また記載内容もあい

児期すべてを対象にした体重あたりの表記”を改め，未

まいなものが多くみられます。特に，小児に対する添付

熟児，新生児，乳児，幼児，学童といった生理的発達段

文書に記載されている用法・用量の多くが，小児期のす

階に対応した小児薬用量を設定できるようになることが

べてを対象に体重あたりで表記されており，小児薬用量

望まれます。

を設定する際に問題となることがあります。例えば，セ

一方，厚生省医薬安全総合研究事業における処方実態

フカペンピボキシル塩酸塩細粒10％小児用では，1回

調査2）では，小児患者に対して処方された医薬品の添付

3mg/kgと設定されていますが，この設定量では，2012

文書において小児用量の記載がないものが75％を占める

1）

年度の10歳児の平均体重 が34kgであるため，10歳で成

と報告しています。したがって，添付文書に小児用量の
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編集協力・資料提供
認定 NPO 法人 健康医療評価研究機構

番外編
昨年1月号から掲載している連載『時めき臨
床研究』
。今月号からは，ビート君たちの臨床
研究は少しお休みして，臨床研究に理解の深
い薬剤師と，連載の著者である福原先生，福
間先生による座談会を掲載します。
トップバッターとしてご登場いただくのは
岡田浩先生。薬局を舞台に糖尿病患者を対象
としたランダム化比較試 験「COMPASS研
究 」を 実 施 し， 薬 剤 師 の 療 養 指 導 に よ り
HbA1cが低下することを明らかにしました。
岡田先生が研究を始めたきっかけや苦労した
こと，薬剤師が臨床研究を始めるためのヒン
トを話し合っていただきました。

第1回

3人が持っている本は，左から順に「臨床研究の道標」（福原俊一・著，健康医療評価研究
機構・刊），
「リサーチ・クエスチョンの作り方」
（福原俊一・著，健康医療評価研究機構・
刊），
「3☆ファーマシストを目指せ！」
（岡田浩・著，じほう・刊）
。

先輩から学ぶ
臨床研究はじめの一歩

国立病院機構京都医療センター
臨床研究センター予防医学研究室

京都大学医学部附属病院
臨床研究総合センター 助教

京都大学大学院医学研究科医療疫学分野 教授
／福島県立医科大学副学長

岡田

福間 真悟

福原 俊一

浩

ろです。そこで，これから臨床研究をやろうという人，研

学会で受けた厳しい指摘で奮起
【福原】医師だけではなく，現場で日々患者と接している薬
剤師にも臨床研究にチャレンジしてほしいという思いから，

究に関心をもっている人に向けて，どのようにすれば最初
の一歩を踏み出せるのかをお話いただきたいと思います。
【福間】福原先生の言われたとおり，薬局でも病院でも，最

私たちは昨年，連載を始めました。
「研究のやり方がわから

初のきっかけに悩んでいる薬剤師が多いのではないでしょ

ない」という人がいまも多いと思いますが，岡田先生は薬

うか。岡田先生はどのようなきっかけでCOMPASS 研究を

剤師として，薬局で臨床研究を実施し，その成果を世界に

始めたのですか。

も発信している稀有な薬剤師です。今年度からは京都大学

【岡田】私は小学校などの教師を経て40 歳で薬局薬剤師に

で大学院生としても学ばれており，今後も期待されるとこ

なったのですが，そういう人間が薬局で働くと，患者さん
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感染症医が教える 新 薬剤師力
ここまで

臨床感染症
ケースファイル
できる！

第 15 回

抗菌薬による副作用がある
患者さんへの対応②
岸田 直樹 KISHIDA Naoki
手稲渓仁会病院総合内科・感染症科
前回は，腹腔内感染症（二次性腹膜炎）の患者さんについて考えてみました。腹膜炎は病名で
はなく病態名であり，十二指腸潰瘍穿孔とか憩室炎といったその原因となった病名が必要です。
しかし，その病態からも起因菌に関しては，破たんした部位（上部か下部か）と患者背景（市中
か医療関連か）でざっくり分けることができることを確認しました。また，腹腔内感染症で考慮
すべき菌の一つである嫌気性菌についての抗菌薬の考え方，特に重症度や解剖学的変化があるか
を意識した考え方についても確認しました。さらに，腹腔内感染症は外科の先生とのやり取りが
重要で，
「外科からのコンサルテーションのコツ」についても確認しました。
さて今回は，抗菌薬の副作用に関する対応の第二弾です。感染症の病名がついた状態での抗菌薬
選択などへのアプローチも重要ですが，抗菌薬は最も副作用の多い薬の一つですので，治療中に「薬
疹が出ちゃったんだけどどうしたらよいかな？」などといった場合の抗菌薬選択に関しても迅速か
つ適切に対応できるようになりましょう。抗菌薬にアレルギーがある場合にはどこまで使用してい
る系統の抗菌薬をダメとするかが難しいと思いますので，実際の症例をもとに考えてみましょう。
患

者

Mさん 72歳 男性（前回と同じ患者さん）

主

訴

発熱，皮疹

入院時診断

胃がん

現 病 歴

健康診断で貧血を指摘され，その精査で胃がんが見つかり手術目的で入院となった生来健
康な72歳男性。入院3日目に予定どおり手術となった。術式は「胃全摘，脾臓摘出，D2郭
清施行，Roux-en-Y吻合」で手術時間は3時間40分，麻酔時間4時間23分。出血量は
1,044mLで無輸血で終了となった。周術期予防抗菌薬はセファゾリン1gのみで術当日の
みで終了となった。術後から38℃の発熱持続し，術後4日目に膵前面ドレーンがやや混濁
してきていたが経過をみていた。術後6日目に胸部レントゲンで左胸水貯留を認めていた。
術後7日目にも38℃の発熱持続するため腹水培養を提出したところグラム陰性桿菌を認め
たためアンピシリン・スルバクタム1回3g 1日4回で開始となった。術後8日目にCT検査で
膵周囲の浮腫を認めたが明らかな腹水貯留などは認めなかった。術後9日目も38℃の発熱
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コ デ ネ タ
コーディネーター

処方せん疑義照会トレーニング

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

整形外科（外来院外処方せん）
第

10 骨粗鬆症治療薬の併用
回

森下

奈緒＊，斉藤

薫里＊＊

MORISHITA Nao, SAITO Kaori
＊行徳総合病院薬剤部

＊＊横浜旭中央総合病院薬剤部

処方せん内容
Rp.

エビスタ 錠60mg
朝食後 28日分
フォルテオ 皮下注キット600µg 1 本
朝 皮下注

1回 1 錠 1日 1回
１回20µg 1日 1回

聴取にて得られた情報
70歳女性。2 年前に腰椎骨折を起こして以来，エビスタ 錠を服用している。今回定期受診時に骨
代謝マーカーを測定し，骨折のリスクを指摘された。自己注射を試してみようと言われ，フォルテ
オ 皮下注が追加処方された。

最初の

疑問

エビスタ 錠とフォルテオ 皮下注の併用!?

ここから考える！
①エビスタ 錠は，選択的エストロゲン受容体モジュレーター
（selective extrogen receptor modulator；
SERM）といわれ，乳房や子宮ではエストロゲン様作用を発揮せず，骨などにおいて骨代謝回転に
関与するサイトカインを介してエストロゲン様の骨吸収抑制作用を示す1），2）。
②フォルテオ 皮下注キットは 1 日 1 回の投与頻度で間歇的に投与し，骨形成を誘発する。適応症は
骨折の危険性の高い骨粗鬆症で，投与期間は24カ月までである3），4）。
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