


ContentsVol.59  No.15  2017

 19 特集にあたって 　　大家　基嗣

  前立腺がん・腎がん

 21  去勢抵抗性前立腺がんに対する薬物治療戦略は？ 　　井川　掌

 27  アビラテロンとエンザルタミドの使い方は？ 　　遠藤　匠，矢野　仁，神谷　直人，鈴木　啓悦

 31  骨転移への治療，塩化ラジウム223の使い方と安全性は？ 　　上村　博司

 37  転移性腎細胞がんに対する薬物治療戦略は？ 　　野澤　昌弘，植村　天受

 43  転移性腎細胞がんに対するmTOR阻害薬の適応と有効性は？ 　　本郷　文弥，大橋　宗洋，浮村　理

 51  泌尿器科がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の有効性は？ 　　湯浅　健

  尿路感染症

 55  尿路性器感染症で注意すべき耐性菌は？ 　　安田　満

 63  泌尿器科領域の周術期感染予防のポイントは？ 　　山本　新吾，東郷　容和

  前立腺肥大症・過活動膀胱

 69  下部尿路症状（LUTS）の病態の理解と治療方針は？ 　　三井　貴彦，武田　正之

 77  前立腺肥大症に対する治療薬の使い分けは？ 　　山西　友典，加賀　勘家，加賀麻祐子，布施　美樹

 83  過活動膀胱に対する治療薬の使い分けは？ 　　橘田　岳也，篠原　信雄

取 材
フロントページ

 9 排尿障害の外来診療，薬剤師のサポートによりアウトカム改善 　　 
ながえ前立腺ケアクリニック（静岡県浜松市）

この人に聞く

 15 疾患の予防，減薬につながる薬剤師の運動指導とは？ 　　水野　智博（名城大学薬学部薬効解析学研究室）

泌尿器科の薬
　　 Up-to-Dateこれだけは
押さえておきたい



Contents

連 載
 3/141 モダトレ［15］ 

胸部X線とCTで肺炎を確認してみる　その② 間質性肺疾患 　　梶原　洋文，藤井　宏透

 91 審査報告書から見る 新薬の裏側［10］ 
シグニフォー®LAR®筋注用キット（パシレオチドパモ酸塩徐放性製剤） 　　谷藤亜希子

 101 適応外使用の処方せんの読み方［89］ 
食道アカラシア 　　藤原　豊博

 107 みんなで考える臨床ポリファーマシー［15］（完） 
Case 5：“Time to benefit”この薬の効果をいつまで（天国にいっても!?）期待しますか？ 　　 
吉田　英人

 118 3stepで考える！ それって本当に副作用ですか？［13］ 
この呼吸困難はトラスツズマブが原因か 　　前田　幹広，髙松　由佳

 128 専門医が語る 精神疾患のとらえ方・治療の考え方［2］ 
双極性障害──不眠を訴えて受診した20歳代男性，60歳代女性 　　西村　浩

 135 購買適正化で病院経営強化 目からウロコの薬価交渉術［2］ 
医薬品価格交渉の実際 　　中野　一夫

 150 病態生理×臨床推論のクリニカルロジック［17］ 
関節痛（前編） ──OPQRSTでカギを握るのはどれ？ 　　高橋　良

 162 海外文献紹介 　　平田　純生，成田　勇樹／木村　利美，木村　友絵

※連載「薬の副作用ケースファイル」は休載いたします。

そ の他
 100 薬事セレクション
 116 書評　今日からはじめる薬局栄養指導
 127 書評　トワイクロス先生の緩和ケア処方薬 薬効・薬理と薬の使い方 第2版
 148 お詫びと訂正
 169 ニュースレター
 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。

•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！



排尿障害の外来診療，薬剤師の
サポートによりアウトカム改善

　2017.11（Vol.59 No.15）── 9 （3061）

排尿障害の薬学的管理とは？

　泌尿器科の疾患は前立腺がん～排尿障害〔前立腺肥大
や過活動膀胱（OAB）など〕まで幅広いことが特徴で，
通院患者が比較的多いことから薬剤師には患者のQOL
を落とさないような関わり方が求められる。なかでも排
尿障害は患者のQOL低下に直結することから，患者の
満足度や暮らしを念頭に副作用モニタリングや処方提案

を行うことが重要になる。さらに，排尿障害を抱える患
者の多くは高齢者であることから薬剤数を増やさないよ
うな介入も大切なポイントとなる。そのため治療にあ
たっては，まずは患者に排尿日誌をつけてもらい，多飲
多尿などOAB以外の頻尿の原因を見極めたうえで生活
指導を行う。生活指導で症状改善が図られなかった場合
には薬物療法に移行していくことになるが，薬物療法も
単剤治療が基本となる。

　外来がん化学療法に代表されるように，薬剤師の外来配置が近年推進されている。医
療従事者が常駐している入院診療と違い，外来診療では副作用対策が不十分であった場
合，患者は次の通院まで症状を我慢することになり，結果的に服薬アドヒアランスが低
下するなど治療上の不利益を被りやすくなる。なかでも排尿障害は他疾患に比べて長期
の服薬継続率が悪く，薬物相互作用や副作用対策に注意する薬剤が多いことから薬剤師
による介入が求められる領域の一つと考えられる。
　泌尿器科疾患の専門医院であるながえ前立腺ケアクリニックでは，薬剤師による診察
前面談や電話モニタリングなどを通じて服薬継続率の向上やポリファーマシーの是正な
どを図っている。

ながえ前立腺ケア
クリニック 

（静岡県浜松市）

• 診療科：泌尿器科
• 薬剤師数：1名
• 平均外来患者数：70人/日
• 院外処方せん発行率：100％
• 外来処方せん枚数：1,200枚/月

病 院 概 要

ながえ前立腺ケアクリニック

薬剤師の診察前面
談（薬剤師外来）

薬剤師外来の面
談内容をもとに
医師と意見交換
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─運動指導可能な薬剤師を育成する背景と薬剤師が指
導する意義を教えてください。

　「健康サポート薬局」の制度化以前より，当研究室は
地域の保険薬局と共同でテレモニタリング式血圧計を用
いた患者指導を行っていました。学会などで薬局の先生
方の発表を拝聴していると，具体的にどのようなことが
保険薬局にできるのか，何が効果的なのかは手探りの状
況で，もう一歩踏み込んだ介入ができないか模索してい
る印象を持ちました。事態を打開するため，運動指導の
エキスパートである梅田孝先生（同 健康・スポーツ科
学研究室 教授）よりご助言をいただき，セルフメディ
ケーションを推進することで，薬を飲まなくてよい期間
を伸ばし，すでに服用している患者の薬を減薬すること

ができるのではないかと考え，薬剤師による運動指導を
行うことにしました。運動の効果として肩こりなどの慢
性痛や不眠症状が改善されることが知られており，健康
寿命を伸ばすだけでなく，このような症状が改善するこ
とで睡眠導入薬や鎮痛薬を減らせる可能性があります。
　現在は，ロコモティブシンドロームや変形性膝関節症
になる前に運動習慣を身につけさせることを目的とし
て，地域の保険薬局と共同し，薬局内で運動教室を開催
しています。

─育成の取り組みと運動指導の内容を教えてください。
　当大学では運動指導を希望する保険薬局のサポートに
加えて，4年前から梅田先生の講義にて，運動の重要性

水野　智博
M I Z U N O  T o m o h i r o

名城大学薬学部薬効解析学研究室

　地域包括ケアシステムの推進を背景に，地域の保険
薬局は薬に関わることだけにとどまらず，食事や運動
など健康に関わることであれば何でも相談できる「か
かりつけ薬局」や「健康サポート薬局」の役割が期待
されている。なかでも運動指導は，中高年のメタボ
リックシンドロームや高齢者の骨折・転倒予防への効
果が科学的に証明され，健康の維持・増進に有効な手
段の一つとされている。
　今回，地域の保険薬局や薬剤師会とともに運動指導
可能な薬剤師の育成に取り組んでいる名城大学薬学部
薬効解析学研究室の水野智博氏に，薬剤師が運動指導
を行う意義や実際に行っている取り組みなどについて
話を聞いた。

疾患の予防，減薬につながる
薬剤師の運動指導とは？
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特 集

アビラテロンとエンザルタミドの
使い方は？

前立腺がん・腎がん

これだけは押さえておきたい 泌尿器科の薬Up-to-Date

はじめに

　進行性前立腺がんに対してテストステロンを減少させ
るアンドロゲン除去療法（androgen deprivation therapy；
ADT）が広く行われているが，多くの症例が数年後に
は去勢抵抗性前立腺がん（castration resistant prostate 
cancer；CRPC）となり，多くの薬剤に耐性を有するた
め，しばしば治療に難渋する。このCRPCに対して，チ
トクロムP450（CYP）17A阻害薬であるアビラテロン，
新規アンドロゲン受容体（androgen receptor；AR）シ
グナル阻害薬である第二世代系の抗アンドロゲン薬エン
ザルタミドが，2014年にわが国でも相次いで承認され，
日常臨床においても広く使われるようになった。

アビラテロンについて

　アビラテロンは，コレステロールからアンドロゲンへ

の合成経路のうち，代謝酵素であるCYP17Aを選択的
に阻害することでアンドロゲン合成を抑制する薬剤であ
る（図1）。LH-RHアゴニスト製剤によるADTよりも
アビラテロンを追加で用いることで，さらに血中や組織
中のアンドロゲン濃度が減少することによって治療効果
を示す1)。ドセタキセル療法後のCOU-AA-301試験2)

や，ドセタキセル療法前のCOU-AA-302試験3)などの
大規模な前向き試験によって，プラセボ群（プレドニゾ
ロン投与群）と比較して有意に全生存期間（OS）の延
長が認められ，アビラテロンのCRPCに対する有用性が
示された。
　用法・用量は，通常1日1,000mg（4錠）を，原則空
腹時に経口投与となっている。食事の影響により最高血
中濃度（Cmax）および薬物血中濃度－時間曲線下面積
（AUC）が上昇して全身曝露量が増えるため，食事の
1時間前から食後2時間後までの間を避けて服用するこ
ととなっている。また，グルココルチコイドであるプレ

遠藤　　匠，矢野　　仁，神谷　直人，鈴木　啓悦
ENDO Takumi, YANO Masashi, KAMIYA Naoto, SUZUKI Hiroyoshi

 アビラテロンはCYP17Aの選択的阻害薬であり，血中や組織中のアンドロゲン合成を抑制する経口製
剤である。

 アビラテロンは，グルココルチコイド（プレドニゾロン）の補充が必須である。

 アビラテロンの注意すべき有害事象として水分貯留や浮腫，肝機能障害などがある。

 エンザルタミドは多段階でアンドロゲン受容体のシグナルを強力に阻害する経口製剤である。

 エンザルタミドの頻度の高い有害事象として倦怠感や食思不振があるが，減量や休薬により対応でき
る。また，重篤な有害事象として痙攣や血小板減少に注意が必要である。

 アビラテロンとエンザルタミドの使い分けは画一的で明確な結論はなく，使用する薬剤の特性や各症
例の状態，前治療の効果などで総合的に判断されている。

Points

東邦大学医療センター佐倉病院泌尿器科



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

シグニフォー®LAR® 
筋注用キットの概要

医薬品名：シグニフォー®LAR®筋注用キット20mg・
40mg・60mg
一般名：パシレオチドパモ酸塩（徐放性製剤）
有効成分と含量：1バイアル中，パシレオチドパモ酸塩
32.904mg（パシレオチドとして24mg），パシレオチド
パモ酸塩65.808mg（パシレオチドとして48mg），パシ
レオチドパモ酸塩98.712mg（パシレオチドとして
72mg）

1．効能・効果
・ 下記疾患における成長ホルモン，IGF- Ⅰ（ソマトメ
ジン-C）分泌過剰状態および諸症状の改善

・ 先端巨大症・下垂体性巨人症（外科的処置で効果が不
十分または施行が困難な場合）

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞
・ 下垂体性巨人症については，脳性巨人症や染色体異常
など他の原因による高身長例を鑑別し，下垂体性病変

に由来するものであることを十分に確認する
・ 本剤の投与にあたっては，高血糖の発症リスクを考慮
し，他のソマトスタチンアナログで効果が不十分な場
合など，本剤による治療がより適切と考えられる場合
に使用する

2．用法・用量
　通常，成人にはパシレオチドとして40mgを4週ごと
に3カ月間，臀部筋肉内に注射する。その後は患者の病
態に応じて，20mg，40mgまたは60mgを4週ごとに投
与する。

3．特　徴
　先端巨大症・下垂体性巨人症は成長ホルモン（growth 
hormone；GH）の過剰により特有の顔貌，四肢末端の
肥大，骨変形，糖代謝異常などの代謝異常を来す疾患で
す。原因のほとんどはGH産生下垂体腺腫であるといわ
れており，本症の治療の目的はGH過剰に起因する症候
の是正と合併症の罹患率減少を図ることにあります1)。
治療の原則は手術療法となりますが，合併症などで手術

シグニフォー®LAR®筋注用キット 
（パシレオチドパモ酸塩徐放性製剤）

第10回

谷藤亜希子
TANIFUJI Akiko
神戸大学医学部附属病院薬剤部
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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14回の最重要点を振り返ってみます。
・  Shared decision makingを意識する。
・ 在宅医療は目的ではなく，あくまでも手段。
・ その発熱は薬が原因ではないかと疑ってみることも大切。

第15回
完

Case 5：“Time to benefit”
この薬の効果をいつまで（天国に
いっても!?）期待しますか？
　皆さん，こんにちは。この連載もついに今回が最終回となります。「ポリファーマシー」の問
題点や解決策，そしてさまざまな症例を通して皆さんと一緒に学んできました。木と向き合い
（患者さん自身を知る），枝葉を整え（薬の有用性と副作用のリスクを評価する），森を育てる
（多職種連携や地域全体の関わり）のステップにも慣れてきたでしょうか。
　第14回は患者さんの期待度が大きいベンゾジアゼピン（BZD）系薬剤について，そして在宅医
療時の薬物調整を行ううえでのポイントを解説しました。第15回は脂質異常症に対して使用され
ているスタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬）の有用性と副作用，そして終末期ケアに関連する
ポリファーマシーを取り上げます。また容易には解決できない問題に直面したときに助けとなる
ツールについても解説します。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！！



118 （3170） ── 　2017.11（Vol.59 No.15）

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！

13

この呼吸困難はトラスツズマブが原因か
前田　幹広　MAEDA Mikihiro
聖マリアンナ医科大学病院薬剤部

・ Infusion related reactionの特徴を説明できるようになる。
・ Infusion related reactionとアナフィラキシーを区別することができるようになる。
・ Infusion related reactionを疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

　69歳女性。局所進行右乳がん（T4N3M0 Stage IIIC）に対して初回のドセタキセル（タキソテール®）
＋トラスツズマブ（ハーセプチン®）＋ペルツズマブ（パージェタ®）投与のために来院。ペルツズマブを
60分かけて投与し，60分かけて生理食塩水を投与しながらバイタルを経過観察していた。バイタルは安
定していたため，トラスツズマブ（8mg/ kg）の投与を予定どおり90分かけて開始。投与開始50分後か
ら呼吸苦の訴えが持続し，チアノーゼ出現と喘鳴を聴取。その時点でトラスツズマブの投与は中止。中止
時の酸素飽和度は80％であり，酸素5Lを開始するも酸素飽和度に変化はなく，リザーバーマスク（RM）
で酸素15Lに上げている。その後酸素飽和度が60％に低下したため，トラスツズマブ中止7分後にrapid 
response system（RRS）を起動。RRSが到着しアドレナリンを0.3mg筋注し動脈ガスを採取。血液ガ
スの結果，換気不全，酸素化不良，呼吸性アシドーシスがみられ，メチルプレドニゾロン（ソル・メドロー
ル®）125mgを投与。酸素化の悪化はないが，意識レベル悪化傾向であり，プロポフォール（ディプリバ
ン®）とロクロニウム（エスラックス®）で気管内挿管し集中治療室（ICU）に入室した。

内服薬は以下のとおり

・ セフジニル（セフゾン®）（抜歯後）1回100mg　1日3回毎食後

・ シタグリプチン（ジャヌビア®），メトホルミン（メトグルコ®）を自己中断

今月の一例
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 症　例：20歳代後半，男性
 主　訴：不眠
 起始・経過：約3年間におよび引きこもりがちな
生活を送ってきたが，何らの契機もなくX年Y月
1日，突然自室の模様替えを思い立つと同時に禁
煙を始めた。禁煙開始当初は「のたうちまわって」
いたが，Y月7日「プールで3時間泳ぎ続け」，翌
Y月8日，精神科を単身で初診した。
 既往歴：特記すべき事項なし
 家族歴：母親がうつ病にて通院歴あり
 生育・生活歴：妹2人との3人兄妹の長子として
出生。小学生時は問題なく生育したものの，中学
生時はやや不登校気味となり，高校は単位ぎりぎ
りで卒業。高校卒業後はアルバイトを転々として

きたが，アルバイトの最長記録は2カ月間だった。
ここ3年間は自宅に引きこもりがちな生活をして
いる。
 嗜　好：飲酒習慣はなく，喫煙は1週間前から禁
煙している。
 薬物歴：有機溶剤吸飲・覚醒剤使用歴とも否定
 病前性格：内気

　初診時，表情はにこやかかつ多幸的で活気があり，話
声は大きく饒舌でした。金銭の浪費や夜遊びあるいは性
的逸脱などの問題行動はなく，誇大的な妄想は否定され
ました。不眠のほかに食欲も不安定とのことで，体重は
以前63kgだったものが80kg/180cmと変化を認めまし
た。血圧154/113mmHg，心拍数73回/ 分・整でした。
　これらの病歴および所見などから，ICD-10でF31.0：
双極性感情障害，現在軽躁病エピソード（bipolar 

1

第2回
双極性障害
不眠を訴えて受診した20歳代男性，60歳代女性

　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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価格ポジションの話

　病院は薬剤なら医薬品ディーラーから，診療材料なら
診療材料ディーラーから購入します。公的病院において
は，通常毎年3月末の単価契約で翌年度の購入価格を決
定します。
　病院の規模によって，薬剤なら1,500～2,000アイテム，
診療材料なら材料の定義にもよりますが5,000～8,000ア
イテムもあります。
　医療の専門家ではない病院の事務職員が，この多数に
わたる品目の価格精査をしたうえで，すべての品目を適
正な価格で契約をすることは到底不可能です。どうして
もエイヤッと気合一発の契約ということになります。診
療材料は単品ごとの契約となりますが，薬剤においては
医薬品ディーラーと総価ベースでの契約となっている病
院がほとんどです。
　よく見かける残念な例としては，単価入札で公平で透
明性のある手法で業者決定できたと安心して，以後の帳
合の見直しを行っていない病院です。
　薬価の高い医薬品，安い医薬品，値引き率の大きい医
薬品，小さい医薬品，メーカー加重での交渉ができる
メーカー，しにくいメーカーなど，いろいろな要素が積
み重なって各々の医薬品ディーラーの総価が形成されま
す。そのような個々の条件を勘案せずに，医薬品ディー

ラーに一律の値引き率を要求するということは不勉強な
うえに乱暴です。また，交渉という点でも大きなマイナ
ス要素ともなります。
　医薬品ディーラーと医薬品メーカーはなるべく値引き
をせずに，あの手この手で高止まりの値引き率で販売す
ることを考えます。そのなかで，非常に漠然とした理由
から（おおむね過去の販売価格推移だと考えられます
が），A病院ならこれくらいの値引き率という暗黙の了
解域があるようです。ヘルスケアシステム研究所（以
下，HCS）では，このような企業側が病院ごとに設けた
値ごろ感を「価格ポジション」と捉えていますが，実は
これは根拠の乏しい価格決定のあり方です。
　A病院のほうがB病院より多量にCという医薬品を購
入・使用しているのに，価格ポジションはB病院のほう
が優位にあるので，A病院のほうが高く買わされている
というケースがよくあります。単純なベンチマークの盲
点となるところです。そのような整合性のない購入にな
らないためには，病院側も交渉前に事前に準備する必要
があります。

価格交渉の実務

　では，実際の価格交渉においては，どのようなプロセ
スがあるのでしょうか。われわれが携わる病院施設での

医薬品価格交渉の実際
第2回


