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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。
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心エコーでIVCを確認してみる
　前回までは，大動脈弁，僧帽弁の弁膜症を中心に主に左心負荷について解説してきました。
今回は下大静脈径（inferior vena cava；IVC）を中心に，右心負荷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で，右心負荷が推測されるのはどちらでしょうか？
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①  IVC　　呼気13.7mm　吸気5.2mm
　呼吸変動あり

②  IVC　　呼気21.9mm　吸気16.8mm
　呼吸変動なし



ContentsVol.59  No.9  2017

 19 特集にあたって 　　野原　幹司
  嚥下障害とは
 21 嚥下障害の基礎 　　野原　幹司
 27 嚥下障害への対応のポイント 　　若杉　葉子
 32 高齢者の服薬の現状と対処法 　　金子　信子
  薬剤が食欲や嚥下機能に与える影響を探る
 37 食欲を低下・改善させる薬剤 　　野原　幹司
 42 嚥下機能を低下・改善させる薬剤 　　深津ひかり
 47 薬剤性口腔乾燥症 　　小谷　泰子
 52 誤嚥性肺炎の治療・予防のための投薬 　　上田　章人
  疾患別の対応
 57 認知症患者への対応のポイント 　　枝広あや子
 63 パーキンソン病患者への対応のポイント 　　矢野　成昭
  ケーススタディ
 67 カプセル剤服薬時における水オブラート法と簡易懸濁法の使い分け 　　岸本　真
 70 ジヒドロコデイン含有シロップ服用後に肺炎で入院となった一例 　　田﨑恵玲奈
 73 漢方薬により食思不振が消失，ADLが改善した一例 　　坂井美千子
 76 漢方薬の処方提案により発声ができるようになり嚥下状態が改善した一例 　　小黒佳代子
 79 在宅訪問管理栄養士の立場からみた薬剤と嚥下障害・食欲不振 　　水島　美保

取 材
レポート
 9 医療用麻薬適正使用ガイダンス，オピオイドの種類や規格などの整備を要望 　　 

第11回日本緩和医療薬学会年会（北海道札幌市）

 11 集中治療での薬物療法の最新知識を解説 　　第20回日本臨床救急医学会総会・学術集会（東京都）
 13 がん薬物療法の“スキマ”な副作用にどう対応する？ 　　静岡県病院薬剤師会 西部支部例会（静岡県浜松市）
この人に聞く
 15 適切な医薬品プロモーションを学ぶ「Bad Ad Program」 　　中島　理恵氏（日本大学薬学部薬事管理学研究室）

嚥下機能を考慮した
薬物治療実践メソッド

誰も教えてくれなかった



Contents

ト ピックス
 83 中国病院視察記 　　木村　早希

連 載
 3/118 モダトレ［11］ 

心エコーでIVCを確認してみる 　　梶原　洋文，一瀬　正志

 86 審査報告書から見る 新薬の裏側［6］ 
リフキシマ®錠（リファキシミン） 　　冨田　隆志

 93 適応外使用の処方せんの読み方［85］ 
特発性過眠症 　　藤原　豊博

 99 みんなで考える臨床ポリファーマシー［11］ 
Case 1：Emergency！ 複雑に絡み合ったカスケードを解除せよ 　　吉田　英人

 108 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［7］ 
意識障害：低Na血症の多彩な原因を鑑別する 　　飯塚　浩也，原田　拓

 124 漢方薬ききめのめきき［18］ 
肝・胆道疾患に対するエビデンス──茵 蒿湯，小柴胡湯 　　新井　一郎

 136 3stepで考える！ それって本当に副作用ですか？［9］ 
このめまいはオピオイドによるものか 　　平井　浩二

 146 医薬品評価の意味論入門［5］ 
「薬が効く」の意味の探求はまだまだ続く 
──話が心なしか妄想に近くなってきているが筆者は大丈夫か？の巻 　　小野　俊介

 150 病態生理×臨床推論のクリニカルロジック［14］ 
眼振所見が教えてくれる耳石のキモチ（前編） 　　高橋　良

 164 海外文献紹介 　　平田　純生，成田　勇樹／木村　利美，木村　友絵

そ の他
 78 書評　添付文書がちゃんと読める物理・化学

 162 書評　医師ともっと話せるようになるための基本的臨床医学知識

 163 薬事セレクション

 171 ニュースレター

 176 お詫びと訂正

 178 次号予告・編集部より

•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。
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─Bad Ad Programの目的は何でしょうか？
　米国では1960年代から，処方箋医薬品の広告やプロ
モーション活動をFDAが監視・指導しており，担当部
署のOffice of Prescription Drug Promotion（OPDP）
では，薬剤師をはじめ専門知識をもった職員がチェック
を行ったうえで，事実に基づかない内容や誤解を招く内
容に対しては警告を出しています。
　しかしOPDPがすべてのプロモーションを把握する
ことは難しく，最近ではSNSやWebを使った活動も増
えているため，ますますOPDPの目が届きにくくなっ
ています。そこで処方箋医薬品の広告やプロモーション
活動に対して医療従事者自らの判断能力を養うととも
に，違反事例があった場合はFDAに報告してもらうた

めの教育の枠組みがBad Ad Programです。
　プログラムはオンライン上で動画として公開されてお
り，誰でも好きなときに見られます。動画ではまずプロ
グラムの目的や消費者心理，広告・プロモーションの評
価方法が解説され，後半ではケーススタディとして5つ
の事例が紹介されます（図1）。動画の最後には，医療
従事者が違反と思われる広告・プロモーションに遭遇し
たときの報告窓口が表示されます。

─どんな事例が紹介されているのですか？
　プログラムでは問題のある広告・プロモーションの特
徴を5つに分けていて（表1），事例もこのパターンに沿っ
て作られています。例をあげると，①医師が手に取った

中島　理恵氏
N A K A J I M A  R i e

日本大学薬学部薬事管理学研究室

　ここ数年，臨床試験や製薬企業の広告・プロモー
ション活動が改めて問われる事例が起こっている。企
業側にとってプロモーションは営業活動の一環として
欠かせない一方，問題のある活動はかえって企業の信
頼性を下げてしまうだろう。
　この課題に長年取り組んできた米国では，処方箋医
薬品の不適切な広告・プロモーションを減らすべく，
医療従事者を対象にした教育プログラム「Bad Ad 
Program」を2010年に作成。このプログラムを調
査した日本大学薬学部薬事管理学研究室の中島理恵氏
は，「医療従事者が判断能力を鍛えることは，不適切
な広告・プロモーションの抑制につながる」と話す。
Bad Ad Programの特徴と日本での応用の可能性に
ついて，中島氏に話を聞いた。

適切な医薬品プロモーション
を学ぶ「Bad Ad Program」
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嚥下機能を低下・改善させる薬剤

薬剤が食欲や嚥下機能に与える影響を探る

嚥下機能を考慮した薬物治療実践メソッド

はじめに

　近年，認知症などの慢性疾患を有する患者が増加して
おり，それらの嚥下障害への対応に介護者が悪戦苦闘し
ている。そもそも嚥下という学問は嚥下機能の回復を目
指した「嚥下訓練」から始まったため，急性期・回復期
への対応は充実している。しかしながら，維持期や慢性
疾患に対する，できる限り安全に食べ続けるための「食
支援・介助」という概念は十分に普及しておらず，現場
が対応に苦慮することになるのである。
　食支援・介助のポイントは，患者を変える（回復させ
る）のではなく，患者を支える側がどうすれば安全に食
べ続けられるかを考え，できる限りの対策を講じること
である。したがって，支える側が行える対策が多いほ
ど，食支援・介助はより充実したものになる。このよう
に書くと，支える側は負担に感じるかもしれないが，患
者1人に対して支える側は多職種で関わることができる
ため，それぞれの得意分野を活かした対応をすることで
食支援・介助は強靱なものになっていくと考える。

　薬剤師は薬のスペシャリストである。薬の知識があ
り，患者が効果的かつ安全に薬物療法を受けられるよう
全力を尽くしている。では，嚥下障害患者の薬剤の見方
はどうだろうか？　誤嚥せずに薬を服用できるかどうか
は気にとめるものの，処方薬剤が患者の嚥下機能に影響
を及ぼしているかもしれないという視点で処方内容をみ
ている薬剤師がどの程度いるだろうか。このような視点
で患者や介護者に食べることに対する問診を行ったり，
処方薬剤を処方医と見直したりすることが薬剤師による
食支援・介助の一歩であり，ひいては多職種で取り組む
食支援・介助の一部になる。
　本稿では，嚥下障害に影響を及ぼす薬剤について知識
を深め，薬剤師による食支援・介助の一歩を踏み出して
もらうべく，嚥下機能を改善，低下させる薬剤について
筆者の臨床での経験も含めて解説する。

嚥下機能を改善させる薬剤（表1）

　嚥下・咳嗽反射の誘発には，咽頭におけるサブスタン

深津ひかり
FUKATSU Hikari

 維持期や慢性疾患を有する患者の嚥下障害は，処方薬剤が原因となっている場合がある。

 咽頭でのサブスタンスPの分泌促進作用や，サブスタンスP濃度を高める作用のある薬剤が嚥下機能
を改善させる薬剤である。

 薬剤性嚥下障害の主な原因は，①ドパミン拮抗薬による嚥下・咳嗽反射の低下と②筋弛緩作用のある
薬剤による筋力低下である。

 薬剤性嚥下障害が疑われる場合には，原因となる薬剤を服用することのメリット・デメリットを明ら
かにし，処方内容を見直すなどの対応が必要である。

Points

大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部
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リフキシマ®錠の概要
医薬品名：リフキシマ®錠200mg
一般名：リファキシミン
有効成分と含量：リファキシミン200mg

1．効能・効果
　肝性脳症における高アンモニア血症の改善

2．用法・用量
　通常，成人にはリファキシミンとして1回400mgを1日
3回食後に経口投与する。

3．特　徴
　インタビューフォームの冒頭「2．製品の治療学的・
製剤学的特性」の項から本剤の特徴を確認してみます。

2．製品の治療学的・製剤学的特性
（1） グラム陽性菌，グラム陰性菌，好気性菌及び嫌気

性菌に対して抗菌活性（in vitro）を示す，難吸収

性のリファマイシン系抗菌薬である。
（2） 難吸収性抗菌薬のなかで，本邦で初めて「肝性脳

症における高アンモニア血症の改善」を効能・効
果とする薬剤である。

（3） 主として腸管内のアンモニア産生菌に作用するこ
とで，アンモニア産生を抑制し，血中アンモニア
濃度を低下させる。

　この後，臨床試験での有効性，安全性と海外での承認
状況が続いていますが，おおむねこのような特徴をもっ
ていることが示されています。腸管内のアンモニア産生
菌に作用して血中アンモニア濃度を低下させるわけです
が，肝性脳症における高アンモニア血症の原因菌は特定
されていないともされており，具体的にどの菌を殺して
いることが効果に寄与しているのかは，はっきりしてい
ないようです。
　前項「1．開発の経緯」をみると，これまで肝性脳症
の治療に，腸管におけるアンモニアの産生・吸収抑制作
用を有する合成二糖類やアンモニア代謝促進作用を有す
る分岐鎖アミノ酸製剤が用いられてきたこと，本剤のよ

リフキシマ®錠（リファキシミン）
第6回

冨田　隆志
TOMITA Takashi
広島大学病院薬剤部
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前回のおさらい

　まず第10回の最重要点を振り返ってみます。
・ ポリファーマシーを解決するためには，多職種の連携が大切。
・ チームの一員として自分ができることは何か考える。
・ 学んだことを他者に教えることが，自分自身の一番の学びに
なる。

第11回 Case 1：Emergency！ 複雑に
絡み合ったカスケードを解除せよ

　皆さん，こんにちは。7月といえば梅雨も終わりそろそろ本格的に暑くなってくる時期ですね。
調子にのってアイスクリームを食べ過ぎると，お腹を壊しますのでお気をつけください（笑）。
　第10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，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ました。第11回からは，実践編としてよく
経験するポリファーマシー症例や，悩ましい症例などをみんなで共有し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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80歳，男性
意識障害
高血圧で加療中の80歳男性。受診1カ月前にACE阻害薬が追加された。2週間後の
通院では血圧は目標値まで下がっていたが，食欲不振，嘔気を認めていた。受診当日の
朝，家族の呼びかけに反応せず意識が低下しており，救急要請された。直近の頭部外傷
はなく，痙攣や尿失禁もなし，感染症を疑う症状もなかった。
高血圧
アムロジピン10mg/ 日，エナラプリル5mg/ 日
喫煙歴なし，飲酒は機会
特記事項なし

血圧120/85mmHg，心拍数80回/分（整），呼吸数18回/分，SpO2 99％，体温
36.1℃
GCS 11点（E3V3M5），瞳孔：右3mm，左3mm，対光反射：右（＋），左（＋）
項部硬直なし，脳神経学的所見に明らかな異常なし，四肢麻痺なし，腱反射正常，病的
反射なし，その他の身体診察では特記すべき異常なし

患 者
主 訴
現 病 歴

既 往 歴
内 服 歴
社 会 歴
家 族 歴
身 体 所 見
バ イ タ ル

意 識
神 経 所 見

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

＆

　意識障害の原因は多岐にわたりますが，緊急性を要するうえに患者から正しい病歴をと
りづらいため，苦手意識をもつ人は多いと思います。今回の症例は「意識障害で救急搬送
された80歳男性」。初期対応としてABCをチェックした後，優先度の高い疾患から鑑別し
ていった結果，低Na血症が認められました。さて，皆さんならここからどうしますか？　
低Na血症の病態を思い浮かべつつ，総合診療医の鑑別の考え方を学んでいきましょう。

第　　回7 意識障害
低Na血症の多彩な原因を鑑別する

飯塚　浩也＊1，原田　　拓＊2　IIZUKA Hiroya，HARADA Taku
＊1　日本医科大学循環器内科

＊2　昭和大学病院総合診療科 助教／獨協医科大学病院 非常勤スタッフ医師

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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