


ContentsVol.59  No.13  2017

 19 特集にあたって 　　迎　寛

 21 成人肺炎診療ガイドラインが統合された背景と主な変更点 　　今村　圭文，迎　寛

 26 知っておきたい各肺炎群の病態と特徴 
──市中肺炎，医療・介護関連肺炎，院内肺炎の3つの肺炎群について 　　三木　誠

 33 肺炎診療の流れ 　　小宮　幸作，門田　淳一

 39 人生の最終段階における肺炎への対応 　　朝野　和典

  押さえておきたい肺炎治療の考え方と注意点
 44  市中肺炎のエンピリック治療 　　宮下　修行
 51  院内肺炎/医療・介護関連肺炎のエンピリック治療 　　丸山　貴也
 57  原因菌別の標的治療 　　比嘉　太
 63  補助療法のエビデンスと実際の使い方 　　高橋　洋
 69  抗菌薬の用法・用量と注意すべき副作用 　　馬場　安里，北原　隆志
 75  高齢者肺炎における抗菌薬治療の注意点 　　松元　一明
 81  肺炎の予防法とそのエビデンス 　　青木　洋介

取 材
フロントページ
 9 Hybrid Emergency Roomで外傷初期診療をサポート 　　 

大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター（大阪府大阪市）

この人に聞く
 15 がん患者の妊孕性温存GL──治療のリスクや温存療法に関する初の指針 　　 

米村　雅人（国立がん研究センター東病院臨床研究支援部門研究企画推進部安全管理室 室長／治験事務局／薬剤部）

レポート
 86 疑義照会の未然防止に薬局プレアボイドを活用 　　日本病院薬剤師会関東ブロック第47回学術大会（群馬県前橋市）

ト ピックス
 87 いまさら聞けない地域包括ケアシステム 　　山田　雅也

これからの
　　 　肺炎診療新しいガイドラインで
何が変わったのか？



Contents

連 載
 3/139 モダトレ［14］ 

胸部X線とCTで肺炎を確認してみる　その① 肺胞性肺炎 　　梶原　洋文，藤井　宏透

 93 適応外使用の処方せんの読み方［88］ 
せん妄 　　藤原　豊博

 99 審査報告書から見る 新薬の裏側［9］ 
アメナリーフ®錠（アメナメビル） 　　若林　進

 108 新連載 購買適正化で病院経営強化 目からウロコの薬価交渉術［1］ 
薬価交渉のための基礎知識 　　中野　一夫

 114 新連載 専門医が語る 精神疾患のとらえ方・治療の考え方［1］ 
うつ病──頭痛を訴えて受診した30歳前後の男性 　　西村　浩

 120 3stepで考える！ それって本当に副作用ですか？［12］ 
この舌の動かしづらさはコリン作動薬が原因か 　　東　加奈子，岸田　直樹

 129 みんなで考える臨床ポリファーマシー［14］ 
Case 4：玄関開けたら，そこは別世界！──家宝は眠りのお薬ですか!? 　　吉田　英人

 148 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［10］ 
意識障害──アプローチ方法を確立し，薬剤の可能性を常に考えよ！ 　　坂本　壮，原田　拓

 158 病態生理×臨床推論のクリニカルロジック［16］ 
絶対に帰してはいけないめまい（めまいシリーズ完結編） 　　高橋　良

 168 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
 105 ニュースレター

 157 薬事セレクション

 176 お詫びと訂正

 178 次号予告・編集部より

 付録 2017年10月号特別付録

•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！



Hybrid Emergency Room
で外傷初期診療をサポート

　2017.10（Vol.59 No.13）── 9 （2565）

迅速に出血部位を診断
──死亡率が有意に低下

　Hybrid ERは2011年，同センター高度救命救急セン
ター救急診療科が世界に先駆けて導入したシステム。従
来の救急外来のシステムでは，重症外傷患者に経カテー
テル動脈塞栓術（transcatheter arterial embolization；
TAE）や外科的止血術などの処置が必要な重症外傷患
者の出血部位をCT検査で同定するために，一度患者を
外来処置室からCT検査室へ移動させる必要があった。
そのために，止血術開始まで時間がかかり，かつ医療者

の目を離れやすいことが原因で生存率が下がるという
データから「CTは死のトンネル」とよばれていた。し
かしながら，出血部位を止血術前にCT画像で把握する
ことが可能になればより適切かつ短時間の止血術が実施
できると考えた。同センターが開発したHybrid ERは
外来処置室にCTを設置することで，患者の移動なしに
初期診療を行いながらリアルタイムでCT検査を行い，
出血部位を診断できる。Hybrid ERによって，同セン
ターでは導入前に平均30分かかった患者搬送からCT検
査開始までの時間は10分に，また止血術開始までの時
間は88分から48分へと大きく短縮したという。これは，

　大阪急性期・総合医療センターの高度救命救急センター救急診療科は，外傷患者の初期
治療において患者を移動せずに初期治療とCT検査，緊急手術を同時に行うことができる
Hybrid Emergency Room（Hybrid ER）を世界に先駆けて導入した。これによって迅速
で正確な処置が可能になった一方で，短時間に多くの作業を行う必要から，薬剤や輸血・
輸液の投与管理の遅延や欠落が発生していた。こうしたことから，Hybrid ERでの外傷初
期診療に薬剤師が参加。投薬確認と薬剤調製や血液ガス分析の評価に基づく輸血管理，循
環動態のモニタリングに基づく輸液管理を行い，外傷初期診療をサポートしている。

大阪府立病院機構 
大阪急性期・ 

総合医療センター 
（大阪府大阪市）

•病床数 34診療科，768床
•薬剤師数 48名
•救急診療科 医師10名，レジデント5名
•高度救命救急センター 30床
 （救急診療科：18床，CCU：6床，SCU：6床）
•三次救急患者数 1,300/年

病 院 概 要
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─ガイドライン作成の背景を教えてください。
　これまでは，医療従事者と患者のどちらにとってもが
んは目の前の治療を何とか成功させようというがん治療
最優先の時代でしたが，近年では乳がんなどではステー
ジが低ければ5年生存率が90％以上と治療成績が飛躍的
に向上したことで，治療が終わった後のライフプランも
考えるようになってきました。こうしたなかで，小児か
ら若年成人のがん患者の治療では将来の妊孕性への影響
に関する情報へのニーズが社会的に高まってきました。
しかしながら，現状ではがん治療が妊孕性に与える影響
については一部の関心のある医療従事者しか情報提供を
しておらず，していたとしてもしっかりとした根拠に基
づいて行われているかについては疑問の余地がありまし

た。国立がん研究センター東病院でも2012年に乳腺科・
血液化学療法科で化学療法を受けた45歳以下の患者を
対象にカルテ記録から妊孕性についての説明がどれほど
行われているかを調査したところ，調査対象の162人の
うちの44人にしか説明の記録が残存していないことが
わかりました。年齢やその他の事情により全員に対して
説明が必要であったかは定かではありませんが，診療の
背景としてがん治療の選択と同時に妊孕性温存に関する
情報がすべての患者に提供されていたわけではなく，薬
剤指導の際にも薬剤師が積極的に情報提供を行ってはい
ませんでした。
　一方，海外では米国臨床腫瘍学会（ASCO）のガイド
ラインやドイツ語圏を中心としたがん患者の妊孕性温存

米村　雅人
Y O N E M U R A  M a s a h i t o

国立がん研究センター 東病院臨床研究支援部門 研究
企画推進部 安全管理室 室長／治験事務局／薬剤部

　近年，がん薬物療法の進歩に伴いがん患者の予後が大き
く改善されるようになったことで，従来のように治療中だけ
ではなく治療後の生活についても考慮した情報が患者やそ
の家族から求められている。そういった情報の一つとして
がん治療の妊孕性に及ぼす影響やその温存療法に関するも
のがあるが，これまで医療従事者から十分な情報提供はさ
れてこなかった。こうしたことから今年7月，日本癌治療学
会は「小児，思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する
診療ガイドライン 2017年版」を発表した。今後はガイド
ラインを活用して多職種で足並みをそろえて患者やその家
族をサポートすることが期待される。今回，ガイドライン作
成ワーキンググループのコアメンバーである国立がん研究
センター東病院臨床研究支援部門の米村雅人氏に，薬剤師
がガイドラインを活用するポイントについて話を聞いた。

がん患者の妊孕性温存GL
治療のリスクや温存療法に関する初の指針
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特 集

知っておきたい各肺炎群の病態と特徴
── 市中肺炎，医療・介護関連肺炎，院内肺炎の
3つの肺炎群について

これからの肺炎診療 新しいガイドラインで何が変わったのか？

肺炎の分類と各群の特徴

　肺炎の分類には，原因微生物による分類，病型（定型
的かどうか）による分類，病変の形態（画像所見）によ
る分類，罹患場所による分類，重症度による分類などが
ある（表1）。原因微生物による分類では，細菌性肺炎
群，ウイルス性肺炎群に大別されるが，さらに個別の菌
名やウイルス名がついたもの，例えば肺炎球菌肺炎，イ
ンフルエンザウイルス肺炎などに細分類される。肺炎は
通常（定型的には）咳に喀痰を伴い，白血球も増加する
が，非定型肺炎ではそれを伴わず，また呼吸器以外の症
状を認めたりするため，非定型と命名された。非定型病
原体には，マイコプラズマ・ニューモニエ，クラミジ
ア・ニューモニエ，クラミジア・シッタシ，レジオネラ
属，Q熱コクシエラなどがあげられる。表2 1)に細菌性
肺炎と非定型肺炎の鑑別方法（ただしこの方法にはレジ
オネラ肺炎が含まれていない）を示す。細菌性肺炎（定

型肺炎）に対してはβ -ラクタム系抗菌薬を中心に，非
定型肺炎に対してはマクロライド系，キノロン系，テト
ラサイクリン系抗菌薬を用いて治療する。
　肺炎のなかで，炎症の主座が肺胞にあるものを肺胞性
肺炎とよび，広がり方によってさらに大葉性肺炎と気管
支肺炎とに分類する。肺炎の病変が肺葉1つ以上に速い

三木　　誠
MIKI Makoto

 罹患場所によって，市中肺炎，院内肺炎，医療・介護関連肺炎の3つの肺炎群に分類される。

 各肺炎群の死亡率は，市中肺炎6.3％，医療・介護関連肺炎15.5％，院内肺炎30.4％である。

 市中肺炎の原因菌は病原性の強い外来性の菌が多く，院内肺炎の原因菌は病原性の弱い常在菌（日和
見病原体）や耐性菌が多く，医療・介護関連肺炎はその中間に位置する。

 市中肺炎と比較すると，医療・介護関連肺炎や院内肺炎では耐性菌（MRSA，ESBL産生菌，MDRP
など）が原因であることが多い。

 原因菌に占めるレンサ球菌の割合が多いのは，医療・介護関連肺炎が誤嚥によって引き起こされてい
る可能性を示唆している。

Points

仙台赤十字病院呼吸器内科

表1　肺炎の分類

1．原因微生物による分類：
 　細菌性肺炎，ウイルス性肺炎
2．病型（定型的かどうか）による分類：
 　細菌性肺炎（定型肺炎），非定型肺炎
3．病変の形態（画像所見や病理学的所見）による分類：
 　大葉性肺炎，気管支肺炎，間質性肺炎
4．罹患場所による分類：
 　市中肺炎，医療・介護関連肺炎，院内肺炎
5．重症度による分類：
 　軽症肺炎，中等症肺炎，重症肺炎，超重症肺炎



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

アメナリーフ®錠の概要
医薬品名：アメナリーフ®錠200mg
一般名：アメナメビル
有効成分と含量：アメナメビル200mg

1．効能・効果
　帯状疱疹

2．用法・用量
　通常，成人にはアメナメビルとして1回400mgを1日
1回食後に経口投与する。

3．特　徴
　アメナリーフ®は，わが国で創製された非核酸類似体
のアメナメビルを有効成分とする，新規作用機序（図1）
の経口抗ヘルペスウイルス薬です。
　インタビューフォーム（IF）の「薬理作用　作用部
位・作用機序」には以下のように記載されていました。
・ アメナメビルは，ヘルペスウイルスのヘリカーゼ・プ

ライマーゼ複合体（DNAヘリカーゼ，DNAプライ
マーゼ及びDNA依存的ATPaseの活性を有する酵素
複合体）のDNA依存的ATPase活性，ヘリカーゼ活
性及びプライマーゼ活性を阻害することにより，ヘル
ペスウイルスのDNA複製を阻害する。
・  HSV-1型のヘリカーゼ・プライマーゼ複合体のDNA依
存的ATPase活性，ヘリカーゼ活性及びプライマーゼ
活性に対するIC50はそれぞれ0.078µmol/ L，0.1µmol/ L
及び0.03µmol/ Lであった。また，VZV（水痘・帯状
疱疹ウイルス）のDNA複製を0.03µmol/ L以上の濃
度で阻害した。

　これまでわが国で承認された経口抗ヘルペスウイルス
薬はすべて核酸類似体であり，デオキシグアノシン三リ
ン酸と競合的に拮抗してウイルスDNAの複製を阻害す
ることで抗ウイルス作用を示します。したがって，アメ
ナメビルは既存薬の経口抗ヘルペスウイルス薬と作用機
序が異なるため，交差耐性を示さないと考えられていま
す。
　続いて，IFの「製品の治療学的・製剤学的特性」に

アメナリーフ®錠（アメナメビル）
第9回

若林　　進
WAKABAYASHI Susumu
杏林大学医学部付属病院薬剤部
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中野　一夫　NAKANO Kazuo
株式会社 ヘルスケア・システム研究所
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新連載

薬価交渉のための基礎知識
第1回

連載開始にあたって

　今回この連載を始めるにあたり，病院の「購買適正化」ということをキーワードにしたいと思います。

　病院をはじめ医療機関は，実に多くの「モノ」や「サービス」を購入します。診療のために必要な材

料や機器（つまりモノ），また外部委託契約という形態によりさまざまな役務（サービス）を購入しま

す。とりわけ，薬剤は，支出全体に占める規模や診療における影響度という点で最も重要な購買といっ

ていいかもしれません。そして，われわれヘルスケア・システム研究所（以下，HCS）では，この「購

買適正化」を目指し，全国およそ40病院（ほとんどが自治体病院）で，経営改善のお手伝いをさせてい

ただいています。

　わが国では，診療報酬制度によって，診療行為，薬剤，診療材料の公定価が定められています。そも

そも経営を論じるのであれば，値決めがビジネスにとっての重要なポイントであるはずです。それが，

病院においては価格を自らが設定するという余地はほとんどありません。その意味では，病院経営とい

うよりもむしろ病院運営という言葉のほうが妥当のようにも思えます。

　経営か運営かの議論はさておき，病院が経営のなかで自らの努力で改善できる領域こそが，支出のコ

ントロールということになります。もちろん支出において最大の項目は人件費ですが，医師や薬剤師，

看護師など医療職を確保して初めて収益を得ることが可能となる医療制度のもとでは，この人件費を経

営改善の直接的なターゲットとすることは非常に難しいと考えなければなりません。では，経営努力を

発揮できる領域は何かというと，まさにこの購買ということになるのです。具体的にあげれば，薬剤，

診療材料，高額医療機器，保守費用などということです（詳しくは拙著「購買適正化から始める病院経

営の強化II」を参考にしてください）。

　病院にとっての収支は，非常に単純にいうと診療報酬によって得られる収入と，人件費，材料費（薬

剤費，診療材料費），経費などの支出のバランスがとれているかどうかという一点につきます。この連載

で筆者がイメージする病院は，医業収入に対し人件費比率が50～60％程度で，薬剤費と診療材料費の合



西村　　浩　NISHIMURA Hiroshi
厚木市立病院精神科部長
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 起始・経過：30歳前後の男性Aさんが「頭痛が
する」と初診。高校卒業後に職業訓練学校を卒業
して製造業に10年ほど勤続していたが，ある日
自宅にかかってきた電話による勧誘を契機として
マンションを購入することになった。「自分で住
まずに投資用にすれば税金対策になる」と言われ
ての購入だったが，いよいよ引っ越しが迫ってき
たX年1月頃より主訴の頭痛が出現したため，同
年3月某日精神科初診となった。
既往歴：特記すべき事項なし
家族歴：Y年前に両親が心中！
性　格：人見知り，気が小さい
生育歴：3人同胞第2子，両親により養育
嗜好歴：機会飲酒のみ，喫煙習慣否定

薬物歴：有機溶剤吸引・覚醒剤使用歴とも否定
単身，独歩にての受診
 表情はあまり豊かではない。衣服に乱れはない。
ヒゲは少々濃いが何日も剃っていないというほど
でもない。発語は正常
 睡眠はやや不安定，食欲不振および体重減少は否
定
 抑うつ気分は朝強く，さらに「昨夜は一晩中河原
を歩いていた」と自殺企図を認めた
幻覚および妄想は否定

　マンション販売元に「契約を中止したい」あるいは
「購入前に説明を受けたように自分は入居せずに賃貸物
件として貸し出してほしい」と申し出ましたが，「いま
さらキャンセルはできない」，「とにかくまずは入居し
て」と断られたとの事情をボソボソと語りました。

第1回
 うつ病
頭痛を訴えて受診した30歳前後の男性

新連載

　精神科医はいったい患者さんをどう診て，どう治療しているのか？　本連載では経験豊富な専門医が実際
の症例を通じて，時に真面目に，時に面白く精神科治療の実際を解説。映画好き必見のコラムもあります！
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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！

12

この舌の動かしづらさはコリン作動薬が原因か
東　加奈子　AZUMA Kanako

東京医科大学病院薬剤部

・ コリン作動薬によるアセチルコリン過剰症状を説明できる。
・ 病態生理学と解剖学と薬理学の教科書を読み直してしまう。
・ アセチルコリン過剰症状がみられた場合の対応策を列挙できる。

　53歳女性。11時前，「入院中の卵巣がんの患者さんが，舌が動かしづらいと言っている。内服している薬
剤のなかに原因となるものはあるか？」と医師より電話にて問い合わせを受けた。ほかに症状があるかを尋ね
たところ，「左肩がピクピクするようだ」との返答があった。この患者は7年前にStage IIIcの卵巣がんと診
断され，手術療法を施行されている。その後，術後化学療法を約5カ月間施行した。5年前に右前縦隔部の
リンパ節腫大，肺葉胸膜再発となり化学療法開始。3年前には上行結腸下部，右横隔膜下転移，腹膜播種が
確認された。その後も，腹膜播種の増悪，腫瘍マーカーの上昇がみられ8次治療まで化学療法を行っていた。
21日前，8次治療であるドセタキセル単剤療法3サイクル目を施行。7日前，腹部膨満感，嘔吐，嘔気にて
救急外来受診。イレウス疑いにて禁飲食，点滴加療目的にて入院となっていた。4日前，嘔吐消失，腸蠕動
音聴取可能となり，排便・排ガスも認められ，昨日の朝より内服薬が開始・再開となっていた患者である。

内服薬は以下のとおり

・ プレガバリンカプセル25mg 1回2Cap　1日2回朝夕食後

・ トラマドール錠25mg 1回2錠　1日4回毎食後寝る前

・ ロキソプロフェン錠60mg 1回1錠　1日3回毎食後

・ レバミピド錠100mg 1回1錠　1日3回毎食後

・ ネオスチグミン散0.5％ 1回3g　1日3回毎食後

今月の一例


