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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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胸部X線，CTで肺水腫を確認してみる
　今回も，胸部X線，心電図，心エコーと主に循環器領域で活用されるモダリティで，いまま
で連載してきたなかで十分にお伝えしきれなかったものについて解説していこうと思います。
今回は，主に胸部X線，胸部CTで確認できる肺水腫について解説していきます。
　では問題です。

Q．胸写①，②のどちらで肺水腫が確認されるでしょうか？
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irAEへの対応，見つける「眼」・
治療する「手」を増やすことがカギ
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がん免疫療法を支えるチームの結成

　免疫チェックポイント阻害薬（ICI）の新薬承認（適応
症：悪性黒色腫）を受け，全国に先駆けてICIを導入し
た新潟県立がんセンター新潟病院。同院では，以前より
がん薬物療法において多職種連携を意識した患者ケアの
取り組みを行ってきたことから，ICI導入にあたって支障
は出なかったものの，夜間や緊急で免疫関連有害事象
（immune-related adverse event；irAE）の訴えがあっ
た際の対応などは課題になっていたという。irAEは発現

頻度こそ少ないものの，発症時期が不明で，さまざまな
臓器に出現し重篤化，致死的になることもあるため，多
職種連携に加えて診療科横断的な連携が重要になるとい
われている。
　そこで患者数の多い非小細胞肺がんへの適応拡大を機
に，同院では多職種と複数診療科による連携チーム「Team 
iSINC（immunotherapy support team in Niigata Cancer 
Center）」を結成。Team iSINCは，医師（皮膚科，呼
吸器内科，消化器内科，血液内科，内分泌内科），薬剤
師，看護師のメンバーで発足し，その後ICIの適応拡大

　免疫チェックポイント阻害薬は，従来の抗がん薬に比べて長期的に治療効果が持続する一
方，免疫関連有害事象（irAE）とよばれる副作用への対応が必要になることが知られている。
今後，治療対象となるがん種の拡大とともに使用量の増加が見込まれていることから，irAE
に対する体制の整備は急務といえる。
　地域のがん診療連携拠点病院である新潟県立がんセンター新潟病院は，irAEに対して早く
から薬剤師や看護師などの多職種と複数診療科による連携チームを発足し，免疫チェックポ
イント阻害薬の適正使用に努めている。

新潟県立がん 
センター新潟病院 
（新潟県新潟市）

•病床数 450床
•診療科 23科
•薬剤師数 21名（＋臨時2名）
•平均外来患者数＊1 974.7人/日
•病床稼働率＊1 74.9％
•院外処方せん発行率＊1 89.8％
•外来処方せん枚数＊1 6,383枚/月
•入院処方せん枚数＊1,＊2 4,199枚/月
•病棟薬剤業務実施加算 2016年6月より算定
•抗がん薬調製件数＊1 3,024件/月
•薬剤管理指導業務算定件数＊1 1,496件/月
　＊1：2017年6月実績
　＊2：入院調剤のみで注射処方せんを含まない

病 院 概 要
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─作成の経緯を教えてください。
　災害時に被災地には多くの医薬品が支援物資として送
られてきます。しかし，東日本大震災などではやみくも
に送られてくる医薬品を仕分けるのに多くの時間がかか
り，これらを有効に活用できないといったケースが教訓
として残りました。災害時に必要な最低限の医薬品をあ
らかじめリスト化しておけば，支援する側と使用する側
の双方にとって無駄がなく効率的に被災地での医療で使
用することが可能になるはずです。そこで，被災地での
軽度の体調不良に対しては事前に必要なOTCをリスト
化しておいて使用することで，初期症状の悪化を防ぎ医
療スタッフの負担軽減にもつながると考え，日本医薬品
情報学会の課題研究班として，それらOTCをリスト化
するための検討を進めてきました。

─選定したOTCの基準を教えてください。
　基本方針として，①重篤な疾患（腎不全など）は医療
チームの関与が適切であると考え，あくまでもOTCで

対処できる範囲である軽度の体調不良の方を対象とす
る，②可能な限り医療用医薬品の代替ができるものを選
定する，としました。そのうえで，①被災地では飲料水
が不足することから水なしで飲める口腔内崩壊錠やフィ
ルム製剤を優先的に選択する，②該当する製品が複数あ
る場合は販売量の多いものを選択する，③災害時は現地
にあるものを最大限に活用するため本来の目的以外にも
使用できるもの，例えば便秘薬であるグリセリン浣腸は
冬季に保湿剤として使用可能，といったポイントから
56品目を最終的に選びました（表1）。
　そのうえで，各製品について「剤形」，「選定のポイン
ト」，「用法・用量」，「災害時の利用法」，「成分」，「対応
する医療用医薬品（類似薬を含む）」，「効能・効果」，
「使ってはいけない人・使用上の注意」，「相互作用」など
の情報に加えて，「オーストラリア医薬品評価委員会の胎
児危険分類」，および「Medications & Mothers’Milk」
のリスク分類をもとに妊婦授乳婦に対する注意喚起も掲
載した医薬品集としました。選定した製品の例をあげま

鹿村　恵明氏
S H I K A M U R A  Y o s h i a k i

東京理科大学薬学部 薬局管理学 教授

　災害時に被災地に支援物資として送られる医薬品の
仕分けに手間がかかり，それらを有効に活用できなかっ
たことは東日本大震災などでの記憶に新しい。こうした
ことを教訓に，東京理科大学の鹿村恵明氏らは被災地
に支援物資として送られるOTCで疾患の初期症状の悪
化を防ぎ，また仕分け作業の負担も軽減することを目
的に「災害時に対応できるOTC医薬品集（第1版）」を
作成した。支援する側と使用する側の共通ツールとし
ての活用が期待され，いつ起こるかわからない災害に
備え自治体や製薬企業からの問い合わせがあるという。

災害時OTCとして56品目を選定
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特 集

使用経験から学ぶ副作用マネジメント

免疫チェックポイント阻害薬 がん薬物療法の新時代

免疫チェックポイント阻害薬の
副作用管理のポイント

はじめに

　免疫機構ががんに対して作用する，いわゆる腫瘍免疫
が存在することが以前より知られていたが，近年，がん
免疫の中心的役割を担うT細胞において，その活性化を
調整する機構が解明されてきた。cytotoxic T lympho-
cyte-associated antigen4（CTLA-4）やprogrammed 
death protein 1（PD-1）およびそのリガンドである
PD-L1との相互作用などに代表される免疫チェックポ
イントによって腫瘍免疫が抑制されていることがわか
り，その阻害薬が悪性黒色腫や非小細胞肺がんを含む多
くのがん種で効果を示してきた1)-3)。
　免疫チェックポイント阻害薬は腫瘍に対する免疫機能
を増強する一方で，正常組織への自己免疫作用も刺激し
てしまうことにより，従来の殺細胞性抗がん薬や分子標
的薬とは異なる独特なプロファイルの有害事象がみられ
ている。この有害事象はimmune-related adverse event
（irAE）とよばれ，皮膚，肺，消化管，肝臓，内分泌器
官などさまざまな臓器に自己免疫疾患様の障害が起こり
（図1），まれではあるが重症化，致死的になると報告さ
れている4)。
　免疫チェックポイント阻害薬は一度著効すると効果が

長期間持続することが知られているため，投与期間が長
期になることがある。また，薬剤の中止後にもirAEが
発現することがあるため，QOLを維持するうえで有害
事象の管理は非常に重要である。
　本稿では免疫チェックポイント阻害薬の有害事象の総
論事項について述べる。

治療を行う際のポイント

　治療前の病勢，前治療の影響や臓器機能，合併症の有
無を評価しておくことは，irAEの早期発見をするうえ
で有用である。代表的な治療前評価項目を表1に示す。
また患者，その家族に代表的なirAEを十分に説明し，
新規症状の出現や治療前からあった症状が増悪した際の
医療機関への連絡方法などを事前に確認しておく。

有害事象発生時の対応

　免疫チェックポイント阻害薬による治療中に何らかの
有害事象が起きた際，考えるべき原因として，①病状の
悪化，② irAE，③感染症など合併症──の影響があげ
られる。irAEは多様であり，頻度が少ないが致死的な

江畑　貴大＊1，藤原　　豊＊1, ＊2
EBATA Takahiro, FUJIWARA Yutaka

 免疫チェックポイント阻害薬は多くのがん種で効果を示している一方，特徴的な有害事象（irAE）が
みられ，irAEのなかには頻度は少ないが重篤化，致死的になるものがある。

  irAEは早期発見と，その種類，重症度に応じた治療アルゴリズムに基づいたマネジメントを行うこと
が重要である。

Points

＊1 国立がん研究センター中央病院先端医療科　　＊2 国立がん研究センター中央病院呼吸器内科
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第87回 タキサン系抗がん薬による末梢神経障害

読み方のヒント──タキサン系抗がん薬による末梢神経障害の病態生理

　化学療法誘発性末梢神経障害（chemotherapy-induced peripheral neuropathies；CIPN）を誘発する抗がん薬は，
がん治療レジメンの中心的存在であり，しばしばCIPNが用量規制因子となりがん治療計画に大きく影響するため，
CIPN対策はがん治療上の大きな課題である。CIPNを来しやすい抗がん薬には，白金製剤，タキサン系薬物，ビン
カアルカロイド系薬物，ボルテゾミブなどがあげられている（図1）1)。タキサン系薬物は，微小管の主要構成物であ
るチュブリンの重合を促進し微小管を安定化させることにより，がん細胞の周期をG2/M期に停止させて細胞分裂を
抑制し抗腫瘍効果を発揮すると考えられている1),2)。そして，シュワン細胞や軸索の微小管に蓄積することが指摘さ
れており，タキサン系薬物による末梢神経障害は軸索障害または軸索障害と髄鞘障害とされている2)。神経細胞の機
能には神経細胞体からその遠位のシナプスへの軸索輸送が必要である2)。タキサン系薬物は，血液脳関門により中枢
神経には作用しないが腫瘍と同様，容易に血液神経関門を通過して末梢神経に入り神経細胞微小管・ミトコンドリア
に作用して軸索輸送を障害することで末梢神経障害を発現すると考えられている1)。
　CIPNの特徴は，末梢神経の細い小径線維の障害で，抗がん薬治療中または直後に一過性に発現するちくちくした
痛み，灼熱感といった鈍いしびれ/異常感覚で，手袋靴下型の分布を示す1),2)。通常は投与中断によって回復する
が1)，先天性，糖尿病性あるいはアルコール性の神経障害が基礎疾患として認められる症例，白金製剤，ビンカアル
カロイド系薬物などの治療歴や併用，高用量，反復投与で重症化しやすい1)-3)。障害が末梢神経の小径線維にとどま
らずに，固有覚・振動覚・運動神経機構の低下が高度になれば，転倒や歩行障害に至る可能性がある1)。
　タキサン系抗がん薬の神経障害は，ドセタキセルよりパクリタキセルの頻度が多く（57～83％），症状も強いこと
が明らかにされている1),3)。パクリタキセルについては1回投与量に用量依存的に増加し，末梢神経障害の程度と総
投与量が関連するとの報告があり，薬物動態学的検討ではパクリタキセルの血中濃度が0.05µmol/ mL以上の持続期
間と末梢神経障害が関連することが示唆されている2)。

読みみ方の方のみ

65歳，女性，卵巣がん患者でパクリタキセルとカルボプラチンのがん化学療法を6クール行い，初回より
しびれや痛みなど末梢神経障害が発現し，クールを重ねるごとに症状が強くなり，各種対症療法を行うもの
の満足効果が得られませんでした。また，68歳，男性，前立腺がんにドセタキセルのがん化学療法を行い
同様の症状が発現しました。そこで，これらタキサン系化学療法を実施した患者に処方された内容です。

ラフチジンOD錠10mg 1回1錠　1日2回　朝食後と寝る前

適応外使用しているこの医薬品の目的は？
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38歳女性
嘔気
2週間前からときどき嘔気が出現するようになり，前日から嘔気が強いため内科外来を
受診した。
関節リウマチ
メトトレキサート2mg 1回3錠　1日2回　週1回朝夕食後
葉酸5mg 1回1錠　1日1回　週1回朝食後
特記すべきことなし
食物なし，薬剤なし
喫煙なし，飲酒は機会飲酒。
会社員であり夫，子ども2人と4人暮らし

清明
血圧112/68mmHg，脈拍64回/ 分・整，呼吸数12回/ 分，SpO2 98％（室内気），
体温36.4℃

患 者
主 訴
現 病 歴

既 往 歴
内 服 歴

家 族 歴
アレルギー
生活社会歴

身 体 所 見
意　　 識
バ イ タ ル

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

＆

　今回の症例は38歳女性。嘔気を主訴に受診しています。若年女性で嘔気というと妊娠の
可能性が頭をよぎる方も多いと思いますが，嘔気・嘔吐はさまざまな臓器系の異常で起こ
りうるため鑑別診断の幅が広く，緊急性のある疾患も含まれます。原因として薬剤の副作
用が最多であり，薬歴と症状との関連を探ることが重要です。今回も総合診療医の頭の中
をみていきましょう。

第　　回9 嘔気・嘔吐
服用開始・増量時期と症状発現との関連を探ろう

本田　優希　HONDA Yuki
練馬光が丘病院総合診療科

企画・編集協力
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インチュニブ錠®の概要
医薬品名：インチュニブ®錠
一般名：グアンファシン塩酸塩
有効成分と含量：グアンファシン1mg・3mg

1．効能・効果
　小児期における注意欠陥/多動性障害（attention-
deficit/hyperactivity disorder；AD/HD）

2．用法・用量
　通常，体重50kg未満の小児ではグアンファシンとし
て1日1mg，体重50kg以上の小児ではグアンファシン
として1日2mgより投与を開始し，1週間以上の間隔を
あけて1mgずつ，表1の維持用量まで増量する。
　なお，症状により適宜増減するが表1の最高用量を超
えないこととし，いずれも1日1回経口投与すること。

3．特　徴
　インチュニブは選択的α 2Aアドレナリン受容体作動薬

で，従来の中枢刺激薬とは異なるタイプのAD/HD治療
薬です。もともと降圧薬として発売されていた成分です
が，降圧薬としては作用がそれほど強くないことから製
造販売が終了しています（エスタリック®0.5mg：2007
年3月経過措置終了）。
　副作用としては，もともと降圧薬であったため，血圧
低下（15.4％）が報告されています。その他の副作用と
しては傾眠（57.5％）があります。いずれも投与量に比

インチュニブ®錠（グアンファシン塩酸塩）
第8回

荒　　義昭
ARA Yoshiaki
国立病院機構東京医療センター薬剤部

表1　グアンファシンの用量

体　重 開始用量 維持用量 最高用量

17kg以上25kg未満 1mg 1mg 2mg

25kg以上34kg未満 1mg 2mg 3mg

34kg以上38kg未満 1mg 2mg 4mg

38kg以上42kg未満 1mg 3mg 4mg

42kg以上50kg未満 1mg 3mg 5mg

50kg以上63kg未満 2mg 4mg 6mg

63kg以上75kg未満 2mg 5mg 6mg

75kg以上 2mg 6mg 6mg
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