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薬剤師 × 薬剤師のケースカンファレンス

そのとき薬剤師はどうする!?

症例提示シーン1

国立がん研究センター中央病院
薬剤部

小井土啓一氏
杏林大学医学部付属病院

医療安全管理部・感染対策室

西　　圭史氏

が ん

感染症

が ん expert感染症 expert

65歳　男性　170cm　55kg　PS1
原疾患： Acute myeloid leukemia with recurrent genetic abnormalities

AML with t（8；21）（q22；q22）；RUNX1-RUNX1T1〔8；21転座を伴う急性骨髄性白血病（FAB分類 M2）〕
•微熱が続いたことから来院し，採血を受けたところ「急性骨髄性白血病」と診断され入院。
•初回寛解導入療法としてイダルビシン（12mg/m2）3日間＋シタラビン（100mg/m2）7日間を実施した。
•特に目立った合併症なく，経過していた。
• レボフロキサシン1回500mg 1日1回，フルコナゾール1回200mg 1日1回の予防内服下day14に39度の発熱
が出現した。

バイタルサイン・身体所見
意識清明　体温39.2度　脈拍116/分　血圧118/76mmHg　呼吸数18/分　SpO2 98%（room air）
項部硬直なし　Jolt accentuation陰性　眼瞼結膜貧血あり　口腔内異常なし　心雑音なし　呼吸音ラ音聴取せず
腹部（平坦，軟，圧痛なし，腸蠕動音正常）　皮疹なし　末梢ライン挿入部に発赤・腫脹なし　肛門周囲に異常なし
検査所見      　　　　　
白血球数 20/μL　好中球数 10/μL　BUN 20mg/dL　Cre 0.88mg/dL

• 血液培養2セット採取後，発熱性好中球減少症としてセフェピム1回2g 1日2回の投与を開始。翌日，「血液培養から
ブドウ糖非発酵菌疑いのグラム陰性桿菌が検出された」と検査室から報告があった。

　
バイタルサイン・身体所見
JCS 1　体温39.0度 　脈拍120/分　血圧82/50mmHg　呼吸数22/分　SpO2 96%（room air）　
身体所見は昨日と大きな変化なし
検査所見
白血球数 20/μL　好中球数 10/μL　BUN 36mg/dL　Cre 1.20 mg/dL

• 主治医からアミノグリコシド系薬の追加を相談された。

症例作成：荒岡　秀樹氏
（虎の門病院臨床感染症科）
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特 集

医療用医薬品の添付文書と禁忌

なぜ，いま禁忌を考えるのか？　くすりの適正使用を見つめ直す！

医療用医薬品添付文書の記載要領改正

　2016年に医療用医薬品添付文書（以下，添付文書）の
記載要領が20年ぶりに改正され，2019年4月以降に適用
される。
　添付文書は，「医薬品，医療機器等の品質，有効性及
び安全性の確保等に関する法律」（昭和35年8月10日法
律第145号）に規定された使用および取り扱い上の必要
な注意を記した文書であり，その記載要領は1997年の
厚生省薬務局長通知や薬務局安全対策課長通知によって
規定されている（表1）。しかし，医療の進歩や国民の
高齢化，IT技術の進歩などの医療を取り巻く状況の変
化から当時の規定ではそぐわない部分がでてきており，
「医療用医薬品の添付文書のあり方及び記載要領に関す
る研究」1)，「医療用医薬品の使用上の注意のあり方に関
する研究」2)によって記載要領の見直しに向けた検討が
行われてきた。今回の改正により，これまで解釈上の問

題があげられてきた「原則禁忌」の項目が廃止となり，
その内容は「禁忌」やその他の適切な項目へ記載するよ
うに変更される。また「慎重投与」も廃止され，代わり
に新設される「特定の患者集団への投与」やその他の適
切な項目へ記載されることになる。
　以前から「禁忌」には，①患者の症状，②原疾患，③
合併症，④既往歴，⑤家族歴，⑥体質，⑦併用薬剤──
などからみて投与すべきでない患者をその理由ごとに分
けて記載することとなっていたが，その判断基準が明確
に規定されていないのは今回の改正後においても同じで
あり，禁忌に記載される内容の多様性を招き誤った解釈
を導く原因は依然として残る3)（表1）。

添付文書の禁忌とは

1禁忌の設定──確定例と疑い例
　禁忌に設定されているものには，実際に有害事象を発

室　　高広
MURO Takahiro

 医療用医薬品添付文書の記載要領が20年ぶりに改正されるが，禁忌に記載される内容の定義は変わら
ない。

 添付文書は安全性に関して明確な根拠のある情報だけを記載しているものではない。

 禁忌には絶対的禁忌と相対的禁忌が混在して記載されているため，混乱と遵守意識の低下を招いている。

 医療従事者は他に使用できる医薬品がない場合など，添付文書上では禁忌であっても，医療上の必要
性から投与するという状況が発生する。

 添付文書の禁忌に設定されている症例に対する医薬品の使用においては，その使用が合理的であるか
どうかが重要である。

Points

長崎大学病院薬剤部 副薬剤部長



国立病院機構東京医療センター薬剤部
荒　義昭
杏林大学医学部付属病院薬剤部
若林　進

監 修

ビラノア®錠の概要
医薬品名：ビラノア®錠
一 般 名：ビラスチン
有効成分と含量：ビラスチン20mg

1．効能・効果
　アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚
炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒

2．用法・用量
　通常，成人にはビラスチンとして1回20mgを1日1
回空腹時に経口投与する。

3．特　徴
　抗ヒスタミン薬は第一世代と第二世代に大別され，さ
らに第二世代の抗ヒスタミン薬は陽電子放射断層撮影法
（positron emission tomography；PET）を用いた脳内
ヒスタミンH1受容体占拠率の解析により，非鎮静性（H1
受容体占拠率が20％以下），軽度鎮静性（20～50％），

鎮静性（50％以上）の3つのタイプに分類されます1)。
そして，国際的なガイドラインであるAllergic Rhinitis 
and its Impact on Asthma（ARIA）2)では非鎮静性でシ
トクロムP450（CYP）に影響しない経口抗ヒスタミン
薬の使用が推奨され，蕁麻疹のガイドラインである
EAACI/GA2LEN/EDF/WAO3)においても非鎮静性の
経口抗ヒスタミン薬が第一選択薬として推奨されていま
す。とインタビューフォームの開発の経緯に書いてあり
ます4)。
　また，インタビューフォームの「製品の治療学的・製剤
学的特性」を確認すると以下のように書かれています4)。

1．本剤は非鎮静性の経口抗ヒスタミン薬です。
2． 1日1回投与で，アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚
疾患に伴うそう痒に対して，速やかに効果を発現し，
その効果は持続します。

　 ▶ スギ花粉曝露で誘発した鼻症状を投与45分後から
改善し，その効果は24時間持続しました。

　 ▶ 通年性アレルギー性鼻炎の鼻症状を投与1日目よ
り改善しました。季節性および通年性アレルギー

ビラノア®錠（ビラスチン）
第5回

大野　能之
OHNO Yoshiyuki
東京大学医学部附属病院薬剤部
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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！

8

このせん妄はオピオイドの増量によるものか
佐古　守人　SAKO Morito

東住吉森本病院薬剤科

・ せん妄の特徴を説明できるようになる。
・ せん妄を引き起こす薬剤，およびそれ以外の要因について列挙できるようになる。
・ オピオイドによるせん妄を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

　食道がんの増大による通過障害にて嘔気・嘔吐，食事摂取量低下があり，CV（中心静脈）ポート留置目
的で当院消化器内科に紹介入院となった66歳の男性。
　2年前に大学病院で化学療法後に食道がんの手術を行い，その後，放射線療法を開始した。1年前に胸
椎（T3，4）に骨転移（脊柱管内浸潤）が出現しペインコントロール開始となり，現在は紹介医へ通院中
であった。入院時のバイタルサインは意識清明，体温36.7℃，血圧90/65mmHg，心拍数74回/ 分，
SpO2 97％（室内気）。既往歴は，高血圧（発症時期不明だが3年以上前），前立腺肥大症（1年前頃～）
であった。身長170cm，体重38kgで，脊柱管内浸潤による下半身不随のため，排尿はオムツ内に行っ
ている。
　入院後，下記の投薬内容で特に大きな変更はなかったが，第4病日にレスキューであるオキシコドン塩
酸塩散（15mg/ 回）を1日4回服用していたため，第5病日の20時よりオキシコドン塩酸塩徐放錠が増
量となった（80mg/ 日→120mg/ 日）。第6病日，疼痛の訴えはなくなったが，傾眠とせん妄の出現あり
と主治医から相談された。病棟薬剤師は本人の状態と，家族（妻）と看護師から情報を収集した。

■面談時バイタルサインと本人への問いかけ
・ 意識レベルJCSII-10，体温36.2℃，血圧95/41mmHg，心拍数50回/分，SpO2 92～94％（室内
気），呼吸数14回/ 分

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9回の最重要点を振り返ってみます。
・ 糖尿病治療は患者さんの背景やADLを考慮し，治療目標を
個別化することが大切。

・ 低血糖に注意し，適切な薬を選択する。
・ なぜ血糖値が悪化しているのかじっくり考えてみる。

第10回 患者さん中心のポリファーマシー対策
──木と向き合い，枝葉を整え，森を育てる：森の巻

　皆さん，こんにちは。6月といえば「雨」のイメージが強いですね。天気が悪いと少し憂うつ
な気分になるかもしれませんが，自分の好きな柄やイラストの傘を使うと明るい気分になれま
す。ぜひお気に入りの雨具を見つけてみましょう。
　第9回はポリファーマシーの問題を解決するための対策として，薬の有用性や副作用のリスク
を具体的に評価することを取り上げました。今回は森の巻として，多職種で問題点を共有し話
し合い，地域全体で取り組む大切さをみんなで考えていこうと思います。それでは孫の手を用
意して，みんなで楽しく学んでいきましょう！！
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学ぶ理由はここにある！！

　前回学んだ合い言葉をもう一度確認しましょう。『病を診ずしてヒトを診よ』。私たちが日々闘って
いる病気とは何か？　「“正常でない状態”が“病気”である」という考えのもと，医療者としてまず
学ぶべきことを確認しました。関節膜の構造と機能，そしてその存在意義まで議論を深め，胸膜や腹
膜，血液脳関門といった他のカラダの膜と比較することで，ヒトのカラダの巧みな仕事を垣間見まし
た。しっかり復習しましたか？　今回も解剖学や生理学，組織学，免疫学などなど，多角的視点から
の考察で基礎医学を臨床的に解釈するお話，第2弾です。
　前回最後に皆さんにお尋ねした質問をもう一度確認して今回のカンファレンスをスタートしましょ
う。『腹痛って“悪”ですか？』

その腹痛，どちらがより重症か？
指導医
それでは後半戦スタートしましょう。前回の学びをまとめましょう。
研修医
前回は関節痛の訴えをもつ2つの症例を見て，

①関節痛，すべてが“悪”（病的）というわけではない
②解剖組織学的に膜の構造を学び，どう臨床的解釈をすればよいか

を学びました。関節膜は基底膜をもたない無防備な膜。でも，この無防備さが時にカラダが出す警報
を教えてくれる救世主にもなりうるということでした。
指導医
臨床推論を学ぶ際，何をなぜ“病的”として思考を進めていくかということはとても大切です。臨床
的な考察に一気に深みが出ます。今回ももう少し，そんな視点から学んでみることにしましょう。
　まずは先日，私自身が経験した腹痛をお話しましょう。2月の半ば，まだまだ冬の寒さが身に染み
るある夜のことです。気の合うスーパードクターF先生と2人で行きつけのピザ屋さんへ。一仕事終

ベッドサイドの
ターニングポイント①

高橋　　良　TAKAHASHI Ryo
昭和大学病院リウマチ・膠原病内科

第13回

腹痛って悪ですか？　初心に戻って考えてみよう（後編）
高橋　　良　TAKAHASHI Ryo
昭和大学病院リウマチ・膠原病内科


