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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。

モニター心電図で心房細動を確認してみる
　前回は，心拍数グラフトレンドの変動の基本的な考え方をお伝えしました。今回からそれを
さらに活かすことができるツールであるモニター心電図解析の基本的な考え方について解説し
ていきます。
　では問題です。

Q．下記①～③のモニター心電図のなかで心房細動はどれでしょうか？
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シンポ  がん患者の味覚障害は予防・早期発見・早期治療が鉄則

　シンポジウム1「薬剤師にしかできない“がん薬物療
法の副作用マネジメント”」では，静岡県立静岡がんセ
ンター薬剤部の石川寛氏が，抗がん薬による味覚障害に
ついて講演した。化学療法施行中や施行後は3～7割の
患者で味覚や嗜好が変化するとの報告があり，食事摂取
量の低下や栄養状態の悪化などQOLの低下を招きやす
いが，石川氏によると致死的な症状でないこともあり日
常臨床では見逃されることが多い。味覚障害の原因別頻
度として最も報告されているのが薬剤性で，抗がん薬で
は特にフルオロウラシル系薬剤による味覚障害が多いと
されているほか，分子標的薬でもイマチニブやゲフィチ
ニブなどがあげられている。
　石川氏は化学療法時の味覚障害の特徴として，治療終
了後3.5カ月程度で味覚障害が改善するとの報告や，頭
頸部領域の化学放射線療法では改善まで1～2年かかる
との報告を紹介したうえで，薬剤性味覚障害を疑った場
合は原因薬剤の中止が基本になるものの，実際には抗が
ん薬を中止できない場合も多いため口腔支持療法が重要
になると述べた。
　静岡がんセンターでは口腔支持療法のため消化器内科
医，薬剤師，看護師，歯科衛生士によるチームをつく
り，予防・早期発見・早期治療を目標に活動。味覚障害
を起こしやすい抗がん薬を含むレジメン適用患者や口腔
トラブルのリスクが高い患者などでは口腔ケアを通じた
味覚障害の予防に力を入れている。予防で重要となる保
湿，保清，予防処置のうち，保湿では含嗽用ハチアズレ

とグリセリンを配合したうがい薬を使
用しており，保清ではヘッドが小さく
毛先が柔らかい歯ブラシで歯磨きをす
るなどして口腔ケアを行っている。さ
らに，がん治療に伴う消化器症状の予防でH2受容体拮
抗薬を使用する際は，味覚障害の予防目的も兼ねてラフ
チジンを選択している（同剤はカプサイシン感受性知覚
神経を介した消化管粘膜保護作用がある）。
　味覚障害の治療法として最もエビデンスがあるのは亜
鉛の内服で，石川氏は「症状発現後6カ月以内に投与す
れば7割の患者で改善することが報告されている」と説
明。またポラプレジンクも治療効果のエビデンスがあ
り，血清亜鉛値が高くても使えるのが特徴だが，両剤と
も予防に関するエビデンスはないと述べた。治療期間と
しては，味蕾細胞の再生に1週間～10日程度かかるため
効果が発現するまで2週間程度を要するとして，1～2カ
月は投与し続けるべきと述べた。漢方薬については，さ
まざまな処方が臨床で行われているものの，証にあった
漢方薬を選択しないと効果が得られないことや，エビデ
ンスが不十分であることを指摘した。
　味覚障害に対する薬剤師の関わり方について石川氏
は，味覚障害の原因に応じた治療薬の選択やその後の評
価を行うことをあげるとともに，味覚障害を訴える患者
がいた際は薬剤師も口腔内を観察して的確なアセスメン
ト・原因判定を行うことを強調した。

第26回日本医療薬学会年会が
開催（京都府京都市）

　2016年9月17日～19日，第26回日本医療薬学会年会が京都府京都市の国立京都国際会館などで開催され
た（年会長：松原和夫氏・京都大学医学部附属病院 教授・薬剤部長）。今年会のテーマは「明日を創るチーム医
療」。チーム医療，薬剤師の未来，iPSをキーワードとした特別企画シンポジウムが各々組まれたほか，公募シン
ポジウムには過去最高の85件の応募が集まり（うち47題が採択），大きな盛り上がりをみせた。

石川氏



─なぜPGx検査がこれまで進まなかったのですか？
　2000年頃からヒトゲノムのすべての塩基配列の解読
を目指すゲノムプロジェクトが推進されたことで，個人
差の大きい薬物動態を遺伝子情報から予測して薬剤の投
与や用法・用量を決定するための多くの研究が進められ
てきました。その結果，抗がん薬，COX -2阻害薬，抗
真菌薬，向精神薬など多くの薬物で薬物動態に影響を及
ぼす遺伝子が明らかになり添付文書にも記載が進みまし
た。しかしながら，これまで臨床現場ではその情報はほ
とんど活用されていないのが現状です。その理由として
は，一つは現在保険診療や先進医療としてPGx検査の対
象となっているのは，イリノテカン使用時のUGT1A1，
ペグインターフェロン・リバビリン併用療法時のIL28B，

エリグルスタット使用時のCYP2D6の3つのみで，そ
れ以外でPGx検査を行う場合は費用がすべて医療機関
の負担となってしまうという経済的な理由があります。
もう一つの理由としては倫理的なものがあります。現在
PGx検査には特定の遺伝子で，ある疾患が発症する「単
一遺伝子疾患」のリスクがわかってしまうというイメー
ジが医療従事者・患者双方において非常に強くありま
す。実際，PGx検査で調べるのは薬物の代謝酵素をコー
ドしている塩基配列などごく一部の遺伝子情報のみであ
り，その情報から他のさまざまな疾患のリスクがわかる
わけではありません。ですので，PGx検査は腎排泄型薬
剤を投与する際に腎機能を測定するのと同様の扱いでい
いはずです。しかし，これまでPGx検査にも単一遺伝

平　大樹氏
H I R A  D a i k i

滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部

　遺伝子解析技術の発展に伴い遺伝子情報から医薬品
の有効性や安全性を予測するファーマコゲノミクス
（pharmacogenomics；PGx）の研究が進み，多く
の医薬品で遺伝子情報の効果・副作用への影響が添付
文書に記載されるようになった。しかしながら，保険
診療や先進医療の対象となっているPGx検査は限ら
れていることや遺伝子情報の扱いに対する倫理的な課
題もあり，医療現場でのPGx検査と薬物治療での活
用は進んでいない。このようななか，滋賀医科大学医
学部附属病院薬剤部では院内でのPGx検査体制を構
築し，44の薬剤投与時に合計10の遺伝子多型に対
するPGx検査を可能にしている。日常診療でも遺伝
子情報に応じて薬剤選択や用法・用量の調節をするこ
とで，安全で効果的な薬物治療の提供を目指している。

ファーマコゲノミクスを日常診療に活用
遺伝子多型情報から処方設計を支援
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特 集

バンコマイシン

抗菌薬・抗真菌薬

これなら私にもできる！ TDMを活かすTips 教えます

松元　一明
MATSUMOTO Kazuaki

 バンコマイシンの目標トラフ濃度は10～20µg/ mLであり，菌血症，心内膜炎，骨髄炎，髄膜炎，肺
炎（院内肺炎，医療・介護ケア関連肺炎），重症皮膚軟部組織感染において，良好な臨床効果を得るた
めのトラフ濃度は15～20µg/ mLである。

 初回トラフ濃度は10～15µg/ mLを目指し，TDMに基づいた投与量の調整の段階で，上記の複雑性
感染症においてはトラフ濃度15～20µg/ mLを目標に投与設計を行う。

 透析患者には初回量として20～25mg/kg投与し，その後は透析後に維持量として7.5～10mg/ kg
を投与する。

 小児の目標トラフ濃度は10～15µg/ mLで，年齢により1回量は異なるが1回15～20mg/ kgの6時
間ごとの投与が推奨される。

Points

慶應義塾大学薬学部実務薬学講座 准教授

【患者背景】77歳，男性，身長：170.6cm，体重：63.2kg，血清クレアチニン値：0.63mg/ dL，eGFR：
92.4mL/ 分/ 1.73m2

【主病名】左舌がん
【経過】X年Y月に左舌がん手術目的で耳鼻咽喉科に入院。手術後，がん化学療法と放射線治療が継続さ
れていた。Y＋2カ月Z日，37℃台の発熱，倦怠感，喀痰，胸部X線で浸潤影がみられた。喀痰のグラム
染色より黄色ブドウ球菌（貪食像有）が検出された。
【バンコマイシンによる薬物治療】
・ Z日 8：00からバンコマイシンが1回500mgの12時間ごと（1時間点滴）投与で開始となった。
・ Z＋2日 痰培養からMRSA（MIC＝1.0µg/ mL）が検出された。
・ Z＋3日  7：00（投与11時間後）採血，血中濃度は7.0µg/ mLであった。解析ソフトにより，6.9～

27.2µg/ mLで推移していることが予測された（図1）。
・ Z＋3日  20：00より，1回1,250mgの12時間ごと（1時間点滴）投与（予測血中濃度：17.4～61.2µg/ mL）

への変更（図1）と変更3日後の投与前における血中濃度測定を提案した。
・ Z＋3日  20：00より1回1,250mgの12時間ごと投与に変更された。
・ Z＋6日  8：00（投与12時間後）採血，血中濃度は16.9µg/ mLであった。現在の投与方法の継続を提

案した。
・ Z＋14日 胸部X線で右下肺野の浸潤影改善，投与中止された。

症　例
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臨床推論？　鑑別診断？　なにそれ？
　急性心不全で入院した患者さんが急性期治療を乗り切りそろそろ退院か…という時期に発熱を来し
た。熱のせい（？）か動けず食欲もない。血液培養，尿培養，胸部レントゲンが行われ抗菌薬が投与
されたが改善なく熱源が不明という状況。中心静脈カテーテルは留置されておらず，末梢カテーテル
刺入部位は特に異常がない。褥瘡がないことは看護師がチェックしている。カンファレンスで薬剤師
は医師から薬剤熱の可能性を聞かれた。
　ここまでの情報をもとにチームの薬剤師は「薬剤熱は確かに考えられるが，その前に偽痛風と深部
静脈血栓症（deep vein thrombosis；DVT）の可能性はどうか」と提案した。その結果……DVT予
防のストッキングに隠れた足関節の偽痛風の診断に至った。

　さて，どうだろうか。薬剤師ならこれくらい当たり前じゃんと思う人もいるかもしれないし，こん
なの非現実的だ，と思う読者の方もいらっしゃるかもしれない。しかし筆者はこれが非現実的だとは
まったく思わない。適切な指導のもとに訓練すれば，薬剤師が気づくことも難しい症例ではない。
　臨床推論のアプローチに関しては後述するが，ものすごくザックリ考えると，目の前に来る症例は
よくある疾患かまれな疾患，典型的でくるか非典型的でくるかの4パターンである。

副作用を考えるための
臨床推論はじめの一歩

原田　　拓　HARADA Taku
獨協医科大学病院 総合診療教育センター・総合診療科

第　　回1

総合診療医のアプローチに迫る！

薬の副作用
ケースファイル

＆

企画・編集協力
原田　　拓（獨協医科大学病院 総合診療教育センター・総合診療科）
森　　　玄（練馬光が丘病院 薬剤室）
前田　真之（昭和大学薬学部臨床薬学講座感染制御薬学部門）

　副作用をどう診るか──。この連載では，医療者誰しもが悩む問題を総合診療医のアプ
ローチから学び取ります。Commonな病態・疾患の臨床像や，副作用を疑ったときに想起
される「よくある疾患」，「見逃したくない疾患」などをケーススタディで解説。副作用の
可能性を見極めるために必要な情報がわかります。
　今回は初回として，副作用を診るうえで薬剤師が知っておきたい基本的な考え方，臨床
推論について解説します！

新連載



　2017.1（Vol.59 No.1）── 139

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！

3

この「めまい」はミノサイクリンが原因か

・ ミノサイクリンによるめまいの特徴を説明できるようになる。
・ 頻度の高いその他のめまいについて知りたくなり，調べてしまう。
・ 薬剤によるめまいを疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

山田　和範　YAMADA Kazunori
社会医療法人 医仁会 中村記念南病院薬剤部

27歳女性。昨日から，ふわふわする感じのめまいが持続するので，薬剤の副作用かどうか本人から相談を
受けた。職業は看護師。夜勤などで不規則な生活になるとニキビが出るため，4日前に病院を受診して内
服薬と外用剤を処方される。

4日前の処方内容は以下のとおり

ビタミンB1・B6・B12配合カプセル 1回1カプセル 1日3回毎食後
ミノサイクリンカプセル100mg 1回1カプセル 1日2回朝夕食後
ナジフロキサシンクリーム 1日2回 洗顔後患部に塗布
ケトプロフェンテープ 1日1回 患部に貼付

喫煙歴はなく，飲酒歴は機会飲酒である。食べ物に対するアレルギー歴はないが，以前OTCの去痰薬で皮
疹が出たことがあるという。
バイタルサインは血圧110/70mmHg，脈拍数60回/分，呼吸数14回/分，体温36.5℃，意識清明であ
る。重症感はなく，嘔気・嘔吐や頭痛，眼振などは認められない。耳鳴りや難聴もなく，手足や顔面の麻
痺，感覚障害といった神経学的所見も特にない。顔面にニキビ様の丘疹を認める以外に目立つ所見はない
ようである。

今月の一例
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前回のおさらい

　まず第4回目の最重要点を振り返ってみます。
・ 老年症候群とポリファーマシーは密接に関係している。
・ 高齢者の転倒は一大事。
・ 多職種で地域全体で支え合う環境作りが必要。

第5回 ポリファーマシーのときに
気をつけたい薬の組み合わせ
──処方カスケードに御用心

　皆さん，こんにちは。お正月はどのように過ごされましたか？　お正月のほうがいつもより
仕事が忙しいという病院や薬局もあるかと思います。この時期美味しいものの食べ過ぎには要
注意ですね（笑）。
　第4回目は，ポリファーマシーと老年症候群について学びました。今回はポリファーマシーの
ときに気をつけたい薬の組み合わせと処方カスケード（後述）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！！


