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嚥下障害患者に薬学的に
アプローチ

嚥下回診を週1回実施

　筑波メディカルセンター病院で摂食嚥下チームが発足
したのは2002年。院内の摂食嚥下勉強会が発展した形
でスタートした。摂食嚥下チームに薬剤師として参加し
ているのは山田史江氏。山田氏は「前身の勉強会に参加

するまで嚥下に関する問題は看護師やリハビリテーショ
ンスタッフが担当するものだと思っていたが，薬も口か
ら飲むのになぜ薬剤師が関わっていないのかと疑問に
思った。そこで勉強していくなかで薬の作用や剤形，味
が嚥下に関係することがわかり薬剤師が関わらなければ
と気がついた。嚥下障害患者への薬学的な観点からのサ

　加齢や疾患，薬剤の副作用など多様な原因で生じる摂食嚥下障害の管理は，低栄養状
態や誤嚥性肺炎の予防，服薬アドヒアランスの維持などさまざまな観点から重要となる。
茨城県つくば市の筑波メディカルセンター病院では医師，薬剤師，看護師，言語聴覚士，
管理栄養士による摂食嚥下チームが活動しており，摂食嚥下障害患者に対して多職種で
対応している。このなかで，薬剤師は薬学的な視点から患者の嚥下能力の評価と薬物治
療のサポートを行っている。

筑波メディカル
センター病院

（茨城県つくば市）

•病床数 453床
•薬剤師数 30人
•院外処方せん発行率 約81％
•平均外来患者数 517人/日
•平均入院患者数 375人/日
•平均在院日数 12.7日
•平均病床利用率 83.9％

病 院 概 要

摂食嚥下チーム担当薬剤師の山田史江氏



─ガイドライン作成の経緯について教えていただけま
すか？

　近年，抗がん薬の目覚しい進歩によってがん患者の予
後が改善し，それに伴い高齢のがん患者が増え加齢や抗
がん薬による腎障害の確率が上がっています。一方，こ
こ十数年の間に，腎臓領域においても腎障害の評価法に
関する新たな指標が開発されたり，急性腎障害（AKI）
の概念が確立されるなど目覚しい進歩がみられていま
す。このような時代背景を受けて，2011年に開催され
た米国腎臓病学会の学術集会にて「Onco-Nephrology」
という概念が定義され，これをきっかけに日本において
も抗がん薬と腎障害の関係性について注目されるように
なりました。

　これまでに日本でもがん種ごとの診療ガイドライン（GL）
などで抗がん薬の副作用としての腎障害について一部触
れています。また，各薬剤の添付文書や適正使用ガイド
などでは減量基準が設定されていたりしますが，これら
は薬物動態学（PK）に基づいて検討された目安である
場合がほとんどであって，減量による治療効果といった
薬力学（PD）的な検討は多くなく，このような視点がこ
れからは重要だと思います。
　抗がん薬と腎障害について複数の医学・薬学系学会が
会合を重ね，薬剤のリスク/ベネフィットを考慮した体
系的なGLが作成されたことは今回が初めてといえま
す。GL作成にあたっては，日本腎臓学会が主導する形
で2013年2月からこれまでに計5回のミーティングを行

門脇　大介氏
K A D O W A K I  D a i s u k e

熊本大学薬学部臨床薬理学 准教授

　Onco-NephrologyとはOncology（腫瘍学）と
Nephrology（腎臓学）の間に生まれた新たな診療領
域。この背景には抗がん薬や加齢に伴う腎障害患者の
増加がある。がん患者では急性腎障害や薬剤性腎障害
などのリスクが高いことはこれまでにもわかっていた
が，抗がん薬と腎障害をテーマにした体系的な指針は
示されてこなかった。
　このようななか，2016年6月に「がん薬物療法時
の腎障害診療ガイドライン2016」が4学会（日本腎
臓学会，日本癌治療学会，日本臨床腫瘍学会，日本腎
臓病薬物療法学会）の共同編集で発刊された。日本腎
臓病薬物療法学会からは，薬剤師で唯一，熊本大学薬
学部臨床薬理学准教授の門脇大介氏がガイドラインの
作成委員を担当。ガイドライン作成の背景や活用のポ
イントなどについて話を聞いた。

GL発刊で広がりを見せ始める
“Onco-Nephrology”
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薬剤性せん妄の予防と治療

せん妄，こんなときどうする？　病棟・ICUで困るシチュエーションから学ぶ

はじめに

　せん妄とは意識障害の一つのタイプであり，軽度の意
識レベルの低下に種々の精神症状や睡眠覚醒リズム障害
を伴う1)。せん妄は基本的に可逆的なことが多く，予防
および治療が可能である。せん妄は，①直接因子（身体
疾患，薬剤など），②準備因子（脳器質性疾患，高齢者
など），③促進因子（環境変化，種々のストレスなど）
の3つが複合的に作用して発症すると考えられている2)。
直接因子である薬剤が関与する薬剤性せん妄は，医療者
の介入によってある程度防ぐことが可能である。薬剤師
が患者の薬歴，持参薬，処方薬を確認し，せん妄リスク
となる薬剤を把握することで予防的に，またせん妄を発
症した場合に薬剤が原因となっていないかを評価するこ
とで早期に介入できる例も多い。また，薬剤師は薬物療
法に伴う患者の訴えを最も把握できる立場にあり，せん
妄に対する治療薬の薬理作用や副作用プロファイルもあ
わせて理解しておくことで，治療効果の適切な評価およ
び副作用の早期発見に寄与できる。これらのことから，

せん妄対策において薬剤師の役割は極めて大きいといえ
る。
　本稿ではせん妄の原因薬剤，薬剤性せん妄への予防的
対策，薬物療法について，症例を交えて解説する。

せん妄の原因薬剤

1．薬剤の分類
　表1にせん妄を来しうる代表的な薬剤を示した。作用
機序でいえば，ドパミン受容体作動薬，セロトニン受容
体作動薬，アドレナリン受容体作動薬，キサンチン誘導
体，ステロイドなどは中枢神経系に直接作用し，神経細
胞を興奮させることでせん妄を引き起こす。また，認知
機能に影響を及ぼす中枢性抗コリン作用を有する薬剤
（抗不安薬，睡眠薬，三環系および四環系抗うつ薬，抗
パーキンソン病薬の一部など）は，特にリスクが高いと
いわれている。インターフェロンやアシクロビルなどの
抗ウイルス薬，H2受容体拮抗薬もせん妄の原因となる
ことは覚えておくべきである。さらに，薬剤の脂溶性に

はは

せせ

吉川　明良＊1，和田　　健＊2
KIKKAWA Akiyoshi, WADA Ken

＊ 1 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院薬剤部　　＊ 2 同　精神科 主任部長

　薬剤性せん妄は医療者によって未然にその発症を防ぐことが可能である。中枢神経系に作用する，または中枢神経系
に移行しやすい薬剤の理解，特にベンゾジアゼピン受容体作動薬の適正な使用は薬剤性せん妄を減少させるために必須
となる。入院患者に対する薬物療法の際に薬剤師がせん妄リスクのある薬剤を適切に評価でき，またせん妄が発症した
場合には原因薬剤を適切に推測し，せん妄の治療薬に関する理解を深めておくことは極めて重要である。薬剤師には，
専門職として薬理学的知識を駆使し，医師，看護師と協働してせん妄の予防，早期介入に貢献していく役割が期待され
ている。

Key word　薬剤性せん妄，ベンゾジアゼピン受容体作動薬，トラゾドン，非定型抗精神病薬
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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！

2

この嘔吐は化学療法誘発性悪心・嘔吐か

・ 化学療法誘発性悪心・嘔吐の特徴を説明できるようになる。
・ 頻度の高いその他の悪心・嘔吐を伴う疾患について知りたくなり，調べてしまう。
・ 化学療法誘発性悪心・嘔吐を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようなる。

岩井　　大　IWAI Masaru
東京西徳洲会病院薬剤部

63歳男性。外来化学療法を行っている患者から，昨夜より嘔吐が続いていると電話で相談を受けた。水を
飲んだだけでも嘔吐してしまうという。5年前に直腸がん（StageⅢ a）と診断され直腸切断術を施行，人
工肛門を造設されている。術後は本人の希望で補助化学療法は行わず経過観察されていたが，1年前に小
腸閉塞を発症したことを契機に肺転移・骨盤内リンパ節転移が発覚しSOX＋BV療法が開始された。現在
8コース目を施行中（day 18）である。

SOX＋BV療法は以下のとおり

【注射】 生理食塩液100mL＋パロノセトロン0.75mg＋デキサメタゾン6.6mg　点滴静注　day 1
生理食塩液100mL＋ベバシズマブ7.5mg/m2　点滴静注　day 1
5％ブドウ糖液250mL＋オキサリプラチン130mg/m2　点滴静注　day 1

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）配合OD錠（20mg）
　1回3錠　1日2回朝・夕食後　day 1夕食後～ day 15朝食後
デキサメタゾン錠4mg　1回1錠　1日2回朝・昼食後　day 2～3

以上を3週間ごとに繰り返す（この患者はこれ以外の薬を使用していない）

電話がかかってきたのは最初の嘔吐から半日ほど経過した翌日の午前中である。電話で聴取した病歴をま
とめると，「昨夜おにぎりを食べてから急に嘔吐が始まった。吐いたらすっきりした。夜中も何回か吐いた。

今月の一例



吉田　英人
YOSHIDA Hideto
西伊豆健育会病院　内科

登場人物

指導医

薬局長

研修医

研修薬剤師
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前回のおさらい

　まず第3回の最重要点を振り返ってみます。
・ 医師と薬剤師が「顔と心の見える関係」を作ることがポ
リファーマシーを解決する第一歩になる。

・ アドヒアランス低下や薬物相互作用の増加に注意する。
・ ポリファーマシーは潜在的に不適切な処方と関連があ
る。

第4回 ポリファーマシーと老年症候群について
── 高齢者の気をつけたいあんなところ，こんなところ

　皆さん，こんにちは。早いもので，今年も残すところあと1カ月となりました。忘年会シーズ
ンですので，どうぞお体をご自愛ください（笑）。
　第3回は，ポリファーマシーになるとどのようなことが起こってくるのかを学びました。今回
はポリファーマシーと老年症候群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！！



Evidence of Kampo Medicines

新井　一郎
ARAI Ichiro

日本薬科大学漢方薬学分野 教授

第
11
回

かぜ症候群，インフルエンザに対するエビデンス①
──葛根湯，麻黄湯

はじめに

　かぜ症候群，特に初期（かかりはじめ）のかぜ症候群は，漢方薬が最も得意とするものです。漢方
薬で一番有名な処方が，かぜ症候群に用いる葛根湯であることや，OTC薬局の店頭で最も多くの種
類が販売されている漢方処方が葛根湯であることをみてもそのことがよくわかります。
　かぜ症候群に対する漢方治療では，症状により複数の処方を使い分けることから，漢方薬が証に基
づいて使用される例としてよく用いられます。漢方薬は抗ウイルス薬ではありませんので，症状が同
じであれば，かぜ症候群であってもインフルエンザであっても用いられることになります。
　今回は，かぜの初期やインフルエンザに用いられる処方のうち，麻黄を含む漢方処方の第1回とし
て葛根湯と麻黄湯のエビデンスをご紹介します。

かぜ症候群，インフルエンザに対する現代医学的治療

　かぜ症候群の原因の大部分はウイルスですが，さまざまなウイルスに対する特異的な治療法がない
ため，体力の回復を待ちながら必要に応じて対症療法を行うことになります。なお，細菌感染症がな
い限り抗菌薬は投与する必要はありません。対症療法としては，解熱鎮痛薬や抗ヒスタミン薬などが
用いられる場合がほとんどです。
　一方，インフルエンザはウイルスが特定されているため，抗ウイルス薬を用いることになります。
代表的な抗ウイルス薬はノイラミニダーゼ阻害薬のザナミビル水和物（リレンザ®），オセルタミビ
ルリン酸塩（タミフル®），ペラミビル水和物（ラピアクタ®），ラニナミビルオクタン酸エステル水
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監修：
薬剤師・医療情報技師会
（荒　義昭，若林　進）

IT・アプリ

知っ得！
薬剤師業務に活きる
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医療アプリ部門
第1位　添付文書Pro（QLife） 7票（図1）
　定番の添付文書検索アプリが1位となりました。情報
源は医薬品医療機器総合機構（PMDA）の添付文書デー
タ，オフラインで使用可能，製剤写真も確認できる，な
どが1位となった理由でしょうか。
　「ベッドサイドで添付文書を確認できる」（思温病院 
岸），「用法・用量などを素早く確認したいときなど」
（ふじ薬局 會田），「オフラインで添付文書を閲覧できる
ので便利」（国立病院機構東京医療センター 荒），「見や
すさだけでなく，オフラインでも使えるのはありがたい
です」（阪神調剤薬局 佐藤）などのコメントが寄せられ

ています。

第2位　治療薬ハンドブック（じほう） 6票（図2）
　2位となったのは，医薬品情報集「治療薬ハンドブッ
ク」のアプリ版です。用法・用量などに加えて，処方
Point，薬剤Point，粉砕や簡易懸濁の可否が確認できま
す。GS1データバーを読み取っての錠剤鑑別も可能で
す。「書籍を持ち歩くとかさばるのでアプリ版を活用し
ています」（岩切病院 飯田），「オンコール中など手元に
書籍がないときに利用しています」（国立療養所長島愛
生園 久保），「若干重いが内容は充実」（山本第三病院 
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HIT-Pharmacistが使っている
アプリ・アワード！

第 36 回

　これまで3年にわたり「知っ得！ 薬剤師業務に活きるIT・アプリ」を連載させていただきましたが，いよ
いよ今回が最終回です。最終回にあたり，これまで本稿を執筆していただいた26名の薬剤師・医療情報技師
会（HIT-Pharmacist）の方々に，「あなたが普段使っている医療アプリ」と「あなたが普段使っている医療
以外のアプリ」を投票していただきました（それぞれ1人5票まで）。今回は，HIT-Pharmacistが使ってい
るアプリ・アワードと題して，メンバーたちのスマートフォンやタブレットで使われている医療用アプリ，一
般用アプリを紹介していきたいと思います。

─ 完


