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　カルテには，検査値以外にもCTや心電図，X線写真などの多くのデータが記載されていますが，み
なさんはどこまで活用していますか？　正確な病態把握は適切な薬物治療に不可欠ですので，薬剤師も
これらのデータを活用しない手はありません。本連載では，難しい理論なしで明日からすぐ使えるモダ
リティ（医用画像機器）の知識と薬物治療での活用のポイントを紹介します。

胸部X線写真で心臓の大きさをみてみる
　本連載の第1～2回では胸部X線写真と胸部CTで胸水の見方を解説しました。利尿薬の効
果について，尿量やBNPだけでなく画像でも実感できるようになったと思います。そこで今
回は胸水の話ではなく，利尿薬の効果を胸部X線から読み取れるもう一つの重要な情報，心拡
大について説明していきます。

Q．どちらの心臓が拡大しているでしょうか？
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特別講演  感染症から未来を守る──AMRの現在とこれから

■耐性菌は海外だけの問題ではない
　AMRを巡ってはWHOが2011年，
世界的な取り組みの必要性を訴えたこ
とを契機に国際的な議論が活発にな
り，2015年の世界保健総会では「AMR
に関するグローバル・アクションプラン」
が採択された。同プランでは加盟各国
に対し，2年以内に自国の行動計画を

策定するよう求めており，これを受ける形で日本では今
年4月に「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」が
まとめられた。
　国内のアクションプラン策定に関わった東北大学病院
総合感染症科の具芳明氏は特別講演で，大腸菌における
基質特異性拡張型β -ラクタマーゼ（ESBL）産生菌の割
合やKlebsiella pneumoniaeのカルバペネム耐性率がイ
ンドではそれぞれ80％，50％を超えていることを例に，
アジア，アフリカの発展途上国を中心に耐性菌が急速に
広がっている現状を紹介。一方で国内でもMRSAに加
え肺炎球菌のペニシリン耐性やマクロライド耐性などが
問題となっており，「日本も決して例外ではない」と述
べた。
　耐性菌増加の原因としては，抗菌薬使用量が世界的に
増えている一方で新薬開発が滞っていることや，人だけ
でなく畜産業において大量の抗菌薬が使われていること

（米国では抗菌薬の8割を畜産業が消費），さらに発展途
上国の衛生環境の悪さや不十分な感染対策などをあげ，
AMRは医療機関のなかだけでは解決しない複合的で根
深い問題だと語った。

■多職種チームが個別症例に介入できる体制を
　続けてAMR対策のカギを握る抗菌薬適正使用につい
て解説した具氏は，「“抗菌薬適正使用”の考え方は専門
家の間でも違うことがある」としたうえで，最も的確な
定義として米国感染症学会（IDSA）と米国医療疫学会
（SHEA）が2007年に発表したガイドライン（表1）を
紹介。「抗菌薬を減らすことだけが適正使用ではなく，
あくまで治療効果を得ることが大前提」と強調した。日
本の抗菌薬使用の現状については，国内外の使用量デー
タから，海外に比べて総量は多くないものの，マクロラ
イド系薬や第三世代セファロスポリン系薬といった新規

IDATENで臨床感染症と 
AMRを存分に学ぶ！（東京都）

　薬剤耐性（AMR）対策のため抗菌薬をどう使うか──。9月3日，第46回IDATENインタラクティブケース
カンファレンスが都内で開催された。IDATEN（日本感染症教育研究会：Infectious Diseases Association 
for Teaching and Education in Nippon）とは，臨床感染症診療と教育の普及・確立・発展を目的とした会で，
2005年から活動している（代表世話人：奈良県立医科大学感染症センター 笠原敬氏）。参加者は医師が中心だ
が，薬剤師で参加する人も出てきている。この日はAMRをテーマに感染症医による講演や症例提示が行われ，
活発なディスカッションが交わされた。

具氏

表1　抗菌薬適正使用とは

・ 感染症治療・予防の効果を最大にしつつ，
・ 薬剤耐性菌増加・副作用・コストなどの問題を最小にするた
めに，

・ 不適切な抗菌薬使用を制限するだけでなく，
・ 抗菌薬の選択・投与量・投与経路・投与期間を最適化するこ
とである

〔Dellit TH, et al：Clin Infect Dis, 44：159-177, 2007より〕



─皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議について教
えてください。

　2011～2012年に東京女子医科大学皮膚科教授の川島
眞先生が，皮膚科の勤務医，開業医に対してアンケート
調査を行ったところ，多くの皮膚科医ががんの分子標的
薬による皮膚障害を経験している一方，6割以上の患者
は皮膚科へのコンサルテーションによるものでなく自己
判断で受診していることがわかり，早期からより腫瘍内
科と皮膚科が連携して症状をコントロールすることが重
要であることが明らかになりました。そこで，2013年
の第112回日本皮膚科学会総会で日本臨床腫瘍学会の後
援を得たセミナーを開催し，診療科を超えた連携の重要
性について議論が行われました。セミナーでの反響が大

きかったことから，さらなる議論を深めるため，2つの
科の医師に，チーム医療としてともに対応にあたる薬剤
師，看護師の有志を加えて組織されたのがコンセンサス
会議です（座長：東京女子医科大学皮膚科学教室 教授・
川島眞氏，和歌山県立医科大学附属病院呼吸器内科・腫
瘍内科 教授・山本信之氏）。2014年に開催された第1回
会議では，腫瘍内科医，薬剤師，皮膚科医，看護師のそ
れぞれのミッションを「がんを治す」，「副作用を減らす
薬剤使用」，「皮膚症状を治す」，「心を含めたトータルケ
ア」として，チームでがん患者の予後とQOLを改善す
ることを共通のビジョンとすることで一致しました。そ
の後，2015年の第2回コンセンサス会議では，皮膚科と
腫瘍内科があり連携できている医療機関，皮膚科による

湊川　紘子氏
M I N A T O G A W A  H i r o k o

聖マリアンナ医科大学病院薬剤部

　がん治療で治療効果の高い分子標的薬が広く使用さ
れるようになった反面，副作用である皮膚障害が治療
中断の要因ともなっている。そうした状況を受け，
2014年に皮膚科と腫瘍内科の医師に薬剤師と看護師
が加わった「皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議」
がNPO法人JASMINの支援により組織され，がん患
者がレジメンに従った治療を継続するための妨げとな
る皮膚障害の対策が議論されている。コンセンサス会
議では現在，EGFR阻害薬とマルチキナーゼ阻害薬に
よる皮膚障害の治療手引きを作成中で，今冬公開され
る予定だ。そこで，薬剤師としてコンセンサス会議に
参加している聖マリアンナ医科大学病院薬剤部の湊川
紘子氏に，「皮膚障害の治療手引き」作成に向けて議
論された点を聞いた。

がんの分子標的薬による
皮膚障害治療手引き作成に参加
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はじめに

　チュアブル錠とは，噛み砕いたり唾液で溶かしたりし
て服用する錠剤であり，吸収は通常の錠剤と同様，消化
管からである。一般に大型で，そのままでは飲み込みに
くい。口腔内崩壊錠と同様，水なしで服用できるが，噛み
砕かなければ錠剤の形状が口腔内で維持されている2)。
　チュアブル錠のメリットは3つある。
　1つ目は，1回の服用量が多い場合や矯味のために錠
剤が大きくなった場合に応用できることである3)。有効
成分が多いために大きくなりがちな制酸薬などの錠剤を
チュアブル錠にすることで，有効成分の量をそのまま維
持でき，服用時も咀嚼することで内服しやすくする。
　2つ目は，錠剤を飲み込むのが苦手な小児や高齢者が
服用する薬剤に応用され，噛み砕くことで錠剤が細かく
なり服用しやすくなる4)。咀嚼時に服用しやすいように
味がついているチュアブル錠もある。チェリー風味のモ
ンテルカストナトリウムチュアブル錠，ヨーグルト風味

のデノタス®チュアブル配合錠が該当する。
　3つ目のメリットは，水がなくても服用できることで
ある。外出先での服用や水分制限のある患者に適してい
る。腎臓病による高リン血症を治療するための薬剤であ
る炭酸ランタンチュアブル錠やスクロオキシ水酸化鉄
チュアブル錠に応用されている。

咀嚼をしなくても問題ないと考えられる 
薬剤

1．スクロオキシ水酸化鉄チュアブル錠（ピートル®
チュアブル錠）

　スクロオキシ水酸化鉄チュアブル錠は，透析中の慢性
腎臓病患者における高リン血症の改善に用いられる薬剤
である。水酸化鉄（Ⅲ）/スクロース/デンプン混合物を
含有し5)，水なしで服用することができるので，水分制
限を受けている患者にとって有用性が高い。本剤は崩壊
剤が添加されておらず，規格は250mgと500mgがある。

はは

咀咀

佐野　祐子
SANO Yuko

チュアブル錠は本当に
噛み砕かなければいけないのか？

恵愛会 聖隷富士病院薬剤課

第十七改正日本薬局方製剤総則におけるチュアブル錠の定義では，咀嚼して服用す
る錠剤であり，服用時の窒息を防止できる形状1)とされています。炭酸ランタン

チュアブル錠のように咀嚼をしなければ効果が得られない薬剤もあるため，患者に服用方法
をしっかりと理解してもらう必要があります。しかし，すべてのチュアブル錠に該当するわ
けではなく，咀嚼をしなくても問題のない薬剤も存在します。咀嚼をしない場合は，吸収に
差が出る可能性はありますが，即効性を必要とする疾患治療ではないため，咀嚼をしなくて
も飲み込める大きさの薬剤であればそのまま服用しても薬効に影響のない場合もあります。



小宮山　靖　KOMIYAMA Osamu
日本製薬工業協会医薬品評価委員会／ファイザー株式会社

　2016.11（Vol.58 No.15）── 105 （3339）

副作用？　いまさら，なぜ？

　「有効で安全な薬」という言葉を耳にすることはあり
ますが，ちょっと説明が不足しているかもしれません。
どんな人にも絶対有効で，絶対安全な薬など存在しませ
ん。あるのは，その薬によって得られるかもしれない恩
恵（ベネフィット）と，起こるかもしれない副作用（リ
スク）のバランスが患者さんにとって，社会にとって受
け入れ可能な薬だけです。
　薬に副作用は付き物です。薬剤師の皆さんの業務に
は，注意しなければならない副作用があるからこそ発生
している業務がたくさんあるはずです。副作用と対峙す
る日々といえるかもしれません。しかし，副作用は情報
としては知っているし，その情報に毎日触れてはいるけ
れど，その情報は誰かから与えられるものと考えていま
せんか？　その薬の副作用であることがどうやって見極
められたのかを考えたことはありますか？
　この連載では，「その副作用，ホントにその薬のせい
ですか？」という問いに対して，どうやったら答えを与
えられるかを考えてみたいと思います。もちろん，一人
ひとりの患者さんにとっては「イヤな副作用が自分に起
こるか？　起きたらどうするか？」が最大の興味でしょう
し，薬剤師の皆さんはそういう患者さん個々人のレベルで
の対応が最重要でしょう。しかし，副作用であることの
見極め，あるいは与えられた副作用情報をいかに活用す

るかを考えるとき，患者さん個々人のレベルと，その薬を
使用する患者さん全体，つまりその薬を使用する患者集
団のレベルの両方をみる視点が必要になります。この連
載を読んでいただければ，きっと目の前の患者さんへの
情報提供に役立つでしょう。さらには，同じ薬を使ってい
る患者さん，将来使うことになるすべての患者さんの助
けになるかもしれない副作用報告にも役立つはずです。
　薬剤師の皆さんは，添付文書，医薬品インタビュー
フォーム，製品情報概要，緊急安全性情報などの媒体を
通じて副作用情報を得ていますが，それらにはたくさん
の副作用があげられています。その薬の副作用であるこ
とを誰もが知っている副作用，明らかにその薬に対する
免疫反応であると考えられる副作用，その薬の使用なし
には決して起こることはないであろうと考えられる副作
用から，その薬以外の原因でも起こりうる事象（しかし
副作用として情報提供されている）まで，多種多様で
す。副作用として情報提供されている事象はすべて同じ
レベルの丁寧さで注意を払うべきなのかというと，そう
でもなさそうだということは，経験的にご存知でしょ
う。おそらく皆さんは，事象が起きてしまった場合の臨
床的な重要性，その事象が発生する可能性の高さを組み
合わせた“リスク”というものを考え，優先順位を考え
て対応されているのではないでしょうか。添付文書も，
リスクの優先順位，対処すべきことの優先順位を考え，
それを反映するように記載順序が定められています。

1第 回 「有害事象」が「副作用」とよばれるようになるには

　薬剤師なら誰もが気にしている薬
の副作用。それだけに現場の悩みも
多いはずです。今月から『3stepで
考える！　それって本当に副作用で
すか？』（p.110）が始まるにあた
り，本連載は連動企画として，副作
用を考えるために「これだけは知っ
ておきたい」という知識を数回にわ
たりご紹介します。　 （編集部）

学びたい人のための

入門

イチから
新連載
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その症状は医薬品が原因なのか？！
副作用の可能性を考えるときに，脳内ではどんな考えがせめぎ合うのか？！
3つのステップで副作用を推論しよう！

3stepで
考える！

1

・ 悪性症候群の特徴を説明できるようになる。
・ セロトニン症候群との違いを説明できるようになる。
・ 悪性症候群を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

1
Step

80歳代女性。2月の土曜日，デイケアから帰宅後，自宅にて39℃台の発熱と咳嗽を認め，19時半頃，救
急車で当院に搬送となった。救急外来でのバイタルは，意識レベルGCS E4V5M6，体温39.4℃，血圧
180 / 100mmHg，心拍数130～170回 / 分，SpO2 90％（room air）であった。既往歴は，皮質性小脳
萎縮症，認知症，心房細動があり，アレルギー歴は特記すべき事項はなかった。

持参薬は以下のとおり

アスピリン腸溶錠100mg 1回1錠　1日1回朝食後 クエチアピン25mg 1回1錠　1日1回寝る前

ラベプラゾールナトリウム10mg 1回1錠　1日1回朝食後 リバスチグミン13.5mg 1回1枚　1日1回貼付

ベラパミル40mg 1回1錠　1日2回朝夕食後 ラメルテオン8mg 1回1錠　1日1回寝る前

タルチレリンOD 5mg 1回1錠　1日2回朝夕食後

・ 救急外来での検査所見は以下のとおり
AST 20IU / L，ALT 14IU / L，LDH 220IU / L，CK 83U / L，BUN 15mg / dL，CRE 0.58mg / dL，
Na 138mEq / L，K 4.6mEq / L，Cl 105mEq / L，CRP 0.23mg / dL，WBC 10,000 / µL

・ 救急外来医師は，収縮期血圧が140mmHg以上，急激な症状の発症，胸部X線での肺うっ血などから，
急性心不全クリニカルシナリオ（CS）1として硝酸イソソルビド注を開始，著明に呼吸苦が改善された。

今月の一例

鈴木　信也　SUZUKI Shinya
一般財団法人 神奈川県警友会けいゆう病院薬局

高熱，筋強剛，CK高値は抗精神病薬による
悪性症候群が原因か
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前回のおさらい

　まず第2回の最重要点を振り返ってみます。
・  「くすりもリスク」となる。
・ 年齢を重ねるにつれ，病気が増え薬も増える。
・  「なぜこの患者さんはポリファーマシーになっているの
か？」じっくり考えてみる。

第3回 ポリファーマシーになると
何が起こる？── ポリファーマシーの光と影
　皆さん，こんにちは。11月になり，少しずつ山々が色づきはじめる時期ですね。皆さんのお
すすめ紅葉スポットはありますか？　私のいる伊豆では天城や修善寺周辺で綺麗な紅葉をみる
ことができます。
　第2回は，ポリファーマシーになるさまざまな要因について学びました。今回はポリファーマ
シーになるとどのようなことが起こるのか，その具体的な影響について考えていこうと思いま
す。それでは孫の手を用意して，楽しく学んでいきましょう！！


