


大分三愛メディカルセンター 
薬剤部

梶原　洋文
KAJIWARA Hirofumi

同　循環器内科

一瀬　正志
ICHINOSE Masashi

　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。
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心エコーで弁膜症を確認してみる 
その① 大動脈弁狭窄症（AS）

　前回までは，心エコーで確認できる心機能のうち，主に左室収縮能，拡張能と左室機能を中
心に解説をしました。心エコーでは他にも，薬物治療に活かすことのできる重要な項目があり
ます。今回は，その一つである弁膜症のうち大動脈弁狭窄症（AS）について解説していこう
と思います。
　では問題です。

Q． 心エコーの結果①，②において，利尿薬使用の際に特に注意が必要となる
のはどちらでしょうか？
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マルチプロブレムの
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よくある症例から学ぶポリファーマシーを防ぐコツとツボ

•本誌の年間購読を契約されている方は，ユーザー登録していただくこと
で，じほうの特設サイト「MagPlus」（http://magplus.jiho.jp/）から
2006年～最新号までを無料で見ることができます。

•登録方法の詳細はhttp://magplus.jiho.jp/common/registration.html
（MagPlusのご利用について）まで。『magplus　登録』で検索しても行け
ます！
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特 集

心不全×心房細動×体液貯留

マルチプロブレムの高齢者薬物治療

高橋　龍徳，岡山　英樹
TAKAHASHI Tatsunori, OKAYAMA Hideki

 左室機能が保持された心不全「HFpEF」は心不全の約3割を占めており，高齢者の割合が多い。

 高齢者における心不全治療の目標は，早期退院と再入院予防である。

  HFpEFの治療の主軸は，うっ血に対する治療と，うっ血の原因となった病態に対する介入でありシン
プルな処方を常に心がける。

 ポリファーマシー回避と服薬コンプライアンス改善のためには，医師と薬剤師の直接的な連携が重要
である。

Points

愛媛県立中央病院循環器内科

【年齢および性別】90歳，女性
【主訴】労作時呼吸困難
【現病歴】数週間前より労作時呼吸困難を自覚していた。近医を受診し，心不全の診断で利尿薬の内服が
開始されたが，心不全の改善を認めなかったため当院を紹介受診した。
【既往歴】高血圧，慢性心房細動，洞性徐脈（ペースメーカー植え込み後）
【内服薬】アスピリン100mg/ 日，アムロジピン5mg/ 日，カンデサルタン8mg/ 日，スピロノラクトン
12.5mg/ 日，フロセミド10mg/ 日，他。合計10種類の薬剤を内服していた。
【身体所見】血圧128/74mmHg，心拍数 150回/ 分 不整，SpO2 93％，心音 ギャロップリズム，呼吸音 湿
性ラ音。著明な下腿浮腫を認めた。
【生活歴】認知症はなく，日常生活動作（activity of daily living；ADL）は自立していた。
【血液検査】WBC 8,010/ µL，RBC 376×104/ µL，Hb 11.4g/ dL，Ht 34.6％，PLT 19.1×104/ µL，TP 7.1g/ dL，
TB 0.8mg/ dL，AST 18IU/ L，ALT 13IU/ L，BUN 21.9mg/ dL，Cr 0.90mg/ dL，Na 137mEq/ L，K 
3.7mEq/ L，Cl 106mEq/ L，CK 55IU/ L，BNP 666.2pg/ mL，クレアチニンクリアランス（Ccr） 37mL/ 分。
【胸部レントゲン検査所見】心拡大と肺うっ血像を認めた。
【心電図所見】頻脈性心房細動を認めた。
【心エコー図検査】左室駆出率は50％と軽度低下していた。心房細動による心房拡大，三尖弁の接合不全，
中等度三尖弁逆流を認めた。

症　例
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84歳，女性
食思不振と体重減少
アルツハイマー型認知症，高血圧，慢性腎臓病，骨粗鬆症があり，ADLは手引き歩行
が可能なレベルで有料老人ホームに入所中。受診3カ月前くらいから徐々に食事量が減
少してきていた。49kgから46kgと徐々に体重が減少し，数日前からは歩行も困難
となったため，往診医より当院へ紹介となった。
65歳：高血圧，78歳：アルツハイマー型認知症，82歳：腰椎圧迫骨折
なし
アムロジピン5mg 1回1錠　1日1回朝食後
アルファカルシドール1µg 1回1錠　1日1回朝食後
L-アスパラギン酸カルシウム200mg 1回1錠　1日3回毎食後
特記事項なし
特記事項なし

患 者
主 訴
現 病 歴

既 往 歴
アレルギー
内 服 歴

社 会 歴
家 族 歴

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

＆

　高齢者における食思不振や体重減少の原因は多岐にわたるため，除外診断により副作用
の可能性を絞り込んでいくことは簡単ではありません。しかし，ここで大切なのは闇雲に
検査を行うことではなく，詳細な病歴聴取と身体診察を行うことです。今回は短期間に体
重が減少した高齢女性のケースを通じて，医師が病歴や身体所見などの情報をもとにどの
ように原因を絞り込んでいくのか，その思考過程を追いかけてみましょう。

第　　回5 食思不振・体重減少
高齢者であれば積極的に薬剤性を疑おう！

松本　真一＊1，原田　　拓＊2　MATSUMOTO Shinichi, HARADA Taku
＊1　JCHO東京城東病院総合内科　＊2　昭和大学病院総合診療科

企画・編集協力

原田　　拓　 昭和大学病院総合診療科／獨協医科大学病院 総合診療教育センター・総合診療科 非常勤スタッフ医師
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）

（ ）
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　この連載，事前打ち合わせとはだいぶ違う方向に向かっていますが，大丈夫でしょうか，編集部の
Uさん。こんなに理屈っぽいことばかり書くつもりはなかったのに，調子に乗ってたら後戻りできな
くなってしまいました。困ったぞ。

「薬が効く」問題のつづき

　前回，「薬が効く」は「誰に効くのか」を明示しないと真偽が判断できないのでは？　と書きまし
た。単に「薬が効く！」だけでは「私は治す！」と叫ぶ財前教授くらい意味不明。でもそれを「薬が
効く」の唯一の解釈の仕方だといっているのではありません。「薬が効く」を例えば「ランダム化比
較試験でプラセボに有意に優る有効性を示すこと」と解釈したい人はぜひそうしてください。解釈に
優劣はありませんので（注1）。
（注1）その場合，Ex（薬が効く）のxには人ではなく薬が入ることに注意しましょう。

　要は，文の解釈を曖昧さがない形で示し，その意味（真偽）を考えようというのが連載の意図で
す。患者が薬剤師に「この薬は効くのかしら？」と尋ねたときに，そのココロが本当にあなたが思い
浮かべた意味なのか，それとも別の意味なのかを区別して表現したいということ。で，多くの場合，
質問をする患者のココロが「過去の検証的RCTで有効性がプラセボ群に対して片側p＜0.025で優越
性を示したという事実の存在」だとは私にはとても思えません。多くの患者はそれとはどうも違う意
味で「薬が効く」を使っているような気がしませんか？
　繰り返しますが，意味の定義に正解はありません。ならば薬のプロとしては，業界用語としての
「薬が効く」だけではなく，患者のいう「薬が効く」の意味も追求してみたくなりますよね？　…な
らない？　あ，そうっすか。
　もう一つ読者の心に渦巻く疑問はこんな感じでしょうか。「このサル，ホントに薬学部の教員か？　

「薬が効く」をより精密に考えよう
──意味のモデルってなんだ？3第 回
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腰痛，神経痛など痛みを伴う疾患に対するエビデンス
──牛車腎気丸，八味地黄丸，桂枝加朮附湯

はじめに

　今回は，牛車腎気丸，八味地黄丸，桂枝加朮附湯のエビデンスをご紹介します。いずれも，トリカ
ブトの根茎を加工処理した「附子」を含む処方です。このなかの，牛車腎気丸，八味地黄丸は「腎
虚」とよばれる，加齢とともに出てくる症状全般に対し用いられます。

腰痛，神経痛に対する現代医学的治療

　腰痛に対する薬物療法としては，NSAIDsの投与が基本ですが，消化性潰瘍や肝腎機能に影響を及
ぼす可能性があるため，投薬は最小限にとどめるべきとされています。
　神経痛に対する薬物療法は，帯状疱疹後神経痛にはプレガバリン，三叉神経痛にはカルバマゼピ
ン，坐骨神経痛にはNSAIDsが第一選択薬として用いられます。

腰痛，神経痛に対する漢方治療

　腰痛，神経痛などの痛みを伴う疾患で体力が低下している場合には，附子が配合される漢方処方が
よく用いられます。附子の原料は猛毒物質のトリカブトの根茎です。漢方製剤に用いるものは，トリ
カブトの根茎を減毒したものですので安全ですが，ヒトによってはのぼせなどが出現する場合もあり
注意が必要です。表1には，腰痛，神経痛に用いる漢方処方を示しましたが，附子の含まれていない
処方もあり，症状に応じて使い分けることになります。
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