


　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線とCTで急性呼吸窮迫症候群 
（ARDS）を確認してみる

　さて，前回までは呼吸器領域の肺炎について解説してきました。今回は，いままで解説し
てきました，循環器領域，呼吸器領域の画像を確認していくうえでおそらく出会うことにな
る，急性呼吸窮迫症候群（acute respiratory distress syndrome；ARDS）について解
説していこうと思います。
　では，問題です。

Q．①～③でARDSが示唆される画像はいずれでしょうか？
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•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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クリニックの感染症診療を
グラム染色で支援
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処方根拠のわからない抗菌薬の服薬指導に
悩む日々

　まえだ耳鼻咽喉科クリニックは2003年に，耳鼻咽喉
科と東洋医学の専門医資格をもつ院長の前田稔彦氏が地
域のプライマリ・ケアを担うために開業したクリニッ
ク。患者の多くはかぜや花粉症，中耳炎だ。薬剤師であ
る妻の雅子氏は衛生検査技師の資格ももつ。開院当初
は，かぜ症状の患者に対する抗菌薬の処方パターンは症
状にかかわらず同じだった。また，最初の抗菌薬で効果
が認められないと種類を変えて2種類目，3種類目と処
方するパターンが常態化していた。一方で，かぜ症状で
受診した患者からは「抗菌薬が欲しい」と強く要望され
ることもあれば，「本当に抗菌薬が必要ですか？　飲ん

でも飲まなくても変わらない」といわれることもあった。
そうしたなか，雅子氏は処方根拠がわからないまま服薬
指導を続けることに悩み「抗菌薬が処方された患者への
服薬指導に苦手意識をもつようになった」という。
　そんなある日，感染症専門医の講演会に出席した雅子
氏は「グラム染色でブドウ球菌と肺炎球菌を区別するこ
とはトレーニングすれば簡単。外来でも使える」という
話を聞いた。この方法なら小さなクリニックでもできて
抗菌薬の選択を迅速に判断できるのではないかと考え，
すぐに日本臨床衛生検査技師会に入会し，グラム染色講
習会などで染色の手技や結果の解釈についてのトレーニ
ングをはじめた。一方の稔彦氏は「他の開業医がどこも
やっていない診療スタイルを導入して大丈夫だろうか。
怪しまれたら患者が減ってしまうかもしれない」，「染色

　近年，薬剤耐性菌（antimicrobial resistance；AMR）が世界中で増加し，それに
よる死亡者数は年間で70万人と推定されている。2050年には世界で年間1,000万人
の死亡が想定され，現在のがんによる死亡者数を超えるといった報告もなされている。
そのためわが国でも政府が2016年「AMR対策アクションプラン」を策定し対策に乗
り出している。
　そのようなかで，奈良県橿原市にあるまえだ耳鼻咽喉科クリニックでは，日常診療で
薬剤師がグラム染色を行い，感染症の起因菌を推定して処方提案・服薬指導を行うとい
う独自の診療スタイルを導入，AMR対策に不可欠な抗菌薬の適正使用に取り組んでいる。

まえだ耳鼻咽喉科
クリニック 

（奈良県橿原市）

• 診療科：耳鼻咽喉科，アレルギー科，
東洋医学科
• 医療スタッフ：医師1名，薬剤師1名，
看護師2名，臨床検査技師1名
• 平均外来患者数 91人/日
• 院外処方せん発行率 2.7％

病 院 概 要

100人あたりの系統別処方件数
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■患者さんの不安な話をどう聞いたらよいかわからない
　薬剤師はここ十数年で病棟や外来化学療法中のがん患
者に直接関わる機会が増え，がん医療におけるチーム医
療の必須メンバーとしてその役割が大きくなっていま
す。それに伴いがん告知直後の化学療法の説明や，初め
て抗がん薬やオピオイドを投与されるときなど，不安を
抱える患者に応対する場面も多くなってきています。
　がん患者のなかには不安やストレスからくるさまざま
な心理的対処を行うため，医療従事者とコミュニケー
ションが難しくなるケースがあります。薬剤師の多くか
らはこうした場合に「患者さんの不安な話をどう聞いた
らよいかわからない」，「難しい質問にどう答えたらよい

かわからない」といったコミュニケーションの難しさに
ついての戸惑いの声が聞かれます。

■患者の心理状態を知ることで対応できる
　このような患者に対応した際に，薬剤師自身に落ち度
はなくても患者から怒りをぶつけられ，「それは私の対
応が悪かったからだ」と自分を責めて心の傷となってし
まうケースがあります。患者とのコミュニケーションの
問題によい解決の手立てをみつけられないまま頑張って
対応しようとしてもうまくいかず，燃え尽きてしまった
り，病棟から足が遠のいてしまったりすることになりま
す。私は精神腫瘍医として，がん患者やその家族の心理

清水　　研
S H I M I Z U  K e n

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長

　患者ががんと診断されたときから，身体的苦痛だけ
でなく精神心理的苦痛，社会的苦痛などに対して全人
的なケアを行い，患者や家族のQOL向上を目指すこと
の重要性は広く認識されてきている。しかし，医療従
事者のなかでさえ身体的苦痛に対する症状緩和の取り
組みに比べ，精神心理的苦痛に対するケアは十分に浸
透しているとはいえず，正しい理解とともにさらなる
充実が求められている。
　国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科の清水研
氏は，がん患者の精神心理的ケアを学ぶ教育プログラ
ムを開発。2016年から日本緩和医療薬学会・日本臨
床腫瘍薬学会・日本サイコオンコロジー学会の3学会
による研修事業を実施している。薬剤師はがん患者の
心のケアにもどのように関わっていけるのだろうか。

知っておきたいがん患者
の心理と医療者の心構え
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特 集

「動脈硬化性疾患予防ガイドライン
2017」改訂のポイント

脂質異常症診療が変わる 新GLの特徴から新薬の使い方まで

はじめに

　動脈硬化性疾患予防ガイドラインが5年ぶりに改訂さ
れた。本ガイドラインは動脈硬化症予防の観点から，脂
質異常症治療を中心に種々の危険因子管理の方向性を示
すものである。今回の改訂では，絶対リスクの算出方法
の変更，二次予防の高リスク病態でのLDL-C管理目標
値の設定，クリニカル・クエスチョン（CQ）とシステ
マティック・レビュー（SR）の導入などが新しい変更
点である。

包括的リスク評価・管理

1リスクの評価
　動脈硬化性疾患予防には，個々の動脈硬化のリスクを

評価し，介入可能な因子を管理することが重要である。
多くの疫学的エビデンスより，脂質異常症，喫煙，高血
圧，糖尿病，慢性腎臓病（CKD），加齢，男性，冠動脈
疾患の家族歴，冠動脈疾患既往，非心原性脳梗塞，末梢
動脈疾患（PAD），腹部大動脈瘤（AAA），高尿酸血症，
睡眠時無呼吸症候群，そして内臓脂肪蓄積とインスリン
抵抗性に基づくメタボリックシンドロームが動脈硬化の
リスクであることが示されている。これらの因子を評価
し包括的に管理することが，動脈硬化症予防につながる。

2脂質異常症診断基準・管理基準
　LDL-コレステロール（LDL-C）およびトリグリセラ
イド（TG）が高いほど，またHDL-コレステロール（HDL- 
C）が低いほど冠動脈疾患の発症頻度は高い。本ガイド
ラインでは，動脈硬化性疾患予防のためのスクリーニン

木下　　誠
KINOSHITA Makoto

 動脈硬化は多くの危険因子が発症に関与しており，予防のためにはそれらを包括的に管理することが
必要である。

  LDL-コレステロール（LDL-C）は，空腹時採血での総コレステロール，トリグリセライド（TG），
HDL-コレステロール（HDL-C）よりFriedewald式にて算出する。LDL-C直接法は以前よりも正確
性が上がってきており，Friedewald式の代わりに用いることも可能である。食後採血の場合やTGが
400mg/ dL以上のときにはnon-HDL-Cを用いる。

 リスク評価は吹田研究をもとに計算し，10年間の冠動脈疾患発症率9％以上を高リスクと判定する。

 二次予防のLDL-C管理目標は100mg/ dL未満とするが，二次予防のなかでも家族性高コレステロー
ル血症，急性冠症候群，およびハイリスク病態を合併した糖尿病では，再発リスクがさらに高まると
考え，LDL-C 70mg/ dL未満とする。

 高コレステロール血症治療の第一選択薬はスタチンである。

Points

帝京大学 客員教授
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杏林大学医学部付属病院薬剤部
若林　進

監 修

オルミエント®錠の概要
医薬品名：オルミエント®錠2mg，4mg
一般名：バリシチニブ
有効成分と含量：1錠中，バリシチニブ2mg，4mg

1．効能・効果
　既存治療で効果不十分な関節リウマチ
＜効能・効果に関連する使用上の注意＞
　過去の治療において，メトトレキサートをはじめとす
る少なくとも1剤の抗リウマチ薬等による適切な治療を
行っても，疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投
与すること。

2．用法・用量
　通常，成人にはバリシチニブとして4mgを1日1回経
口投与する。なお，患者の状態に応じて2mgに減量す
ること。
＜用法及び用量に関連する使用上の注意＞
1． 本剤4mg 1日1回投与で治療効果が認められた際に

は，本剤2mg 1日1回投与への減量を検討すること。
2． 中等度の腎機能障害のある患者には，2mgを1日1
回経口投与する。

3． 免疫抑制作用が増強されると感染症のリスクが増加
することが予想されるので，本剤と抗リウマチ生物
製剤や他のヤヌスキナーゼ（janus kinase；JAK）
阻害薬との併用はしないこと。本剤とこれらの薬剤
との併用経験はない。

3．特　徴
　インタビューフォームに欧州で2017年に発売された
ことが示されており，世界的にも新しい薬剤であること
がわかります。
　日本リウマチ学会が発行する「関節リウマチ診療ガイ
ドライン2014」では，関節リウマチ（rheumatoid arthritis；
RA）の治療薬は，ステロイド，メトトレキサート
（methotrexate；MTX），MTX以外の免疫調整薬あるい
は免疫抑制薬〔従来型DMARD（conventional disease-
modifying antirheumatic drug；cDMARD），TNF（tumor 
necrosis factor）阻害薬などの生物学的製剤（biologic 

オルミエント®錠（バリシチニブ）
第11 回

冨田　隆志
TOMITA Takashi
広島大学病院薬剤部
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西村　　浩　NISHIMURA Hiroshi
厚木市立病院精神科部長

126 （3358） ── 　2017.12（Vol.59 No.16）

 症　例：20歳代女性
 初診時主訴：眠れない，幻聴がある，元気が出ない
 既往歴：特記すべき事項なし
 家族歴：精神科的家族歴否定，糖尿病の家族歴否
定
 生育歴：3人兄妹の末子として問題なく生育し，
4年制大学文学部に現役合格し国文学を専攻，留
年のため7年間かけて卒業。卒業後は派遣社員と
してデータ入力などをした経験はあるがいずれも
長続きはせず，転職が多い
 飲酒・喫煙習慣：否定
 薬物歴：有機溶剤吸飲・覚醒剤使用歴とも否定
月　経：規則的，妊娠は否定
病前性格：内気，友人は少ない

　X －1年，「子どもから大人までの10人前後の声が自
分のことをあれこれ言うのが聞こえる」と訴えたことか
ら近医メンタルクリニックを初診，統合失調症の診断を
受けましたが，診断名に納得できなかったことから同ク
リニックでの治療を受けずただちに別の精神科病院を受
診しました。その病院では診断名は告げられずに，クエ
チアピン100mg/ 日，オランザピン10mg/ 日，ミルナシ
プラン75mg/ 日，ロラゼパム1mg/ 日およびゾルピデム
10mg/ 日を内服するように指示されて複数回通院しま
した。しかし「薬が効かない」と訴えて外来治療を中断
してしまいました。その後に「薬物を用いない」で「不
足した栄養を補うことにより精神病を直す」という民間
療法を行う施設に通うことにしたそうです。高額の費用
を請求するその施設では，上記の向精神薬はすべて中止
となりました。向精神薬内服の中止直後は一時改善した
かのように感じましたが，やはり不眠や幻聴などの精神

第3回
統合失調症
不眠・幻聴を訴えて受診した20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！



146 （3378） ── 　2017.12（Vol.59 No.16）

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！

14

この徐脈はジギタリス製剤が原因か
梶原　洋文　KAJIWARA Hirofumi
大分三愛メディカルセンター薬剤部

・ ジギタリス製剤による徐脈の特徴を説明できるようになる。
・ 徐脈を引き起こす薬剤，および他の要因について知りたくなり，調べてしまう。
・ 薬剤の副作用による徐脈を疑ったとき，そのもっともらしさが言えるようになる。

　83歳男性。総胆管結石で入院。内視鏡的逆行性胆道膵管造影（ERCP）後，順調に経過していたが，第
5病日昼に突如として心拍数35回/分に低下し，それに伴い血圧も76/43mmHgと低下していた。病棟
看護師が外来診療中の主治医へ報告した後に，何か薬剤的な因子があるか相談があった。なお，バイタル
変動前，当日朝の記録は心拍数70回/ 分，血圧110/66mmHgと安定していた。

入院時から継続中の持参薬は以下のとおり

アムロジピン5mg 1回1錠1日1回　朝食後

メチルジゴキシン0.1mg 1回1錠1日1回　朝食後

フロセミド10mg 1回1錠1日1回　朝食後

■第5病日の検査所見
　 白血球数7,040/µL，ヘモグロビン9.3g/ dL，尿素窒素36.5mg/ dL，クレアチニン2.73mg/ dL，ナト
リウム138mEq/ L，カリウム3.9mEq/ L，クロール108mEq/ L，カルシウム8.3mg/ dL，アルブミン
2.8g/ dL

今月の一例


