


　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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腹部CTで胆道炎を確認してみる
　前回から，消化器領域における画像の薬物治療評価への活用方法について解説を開始しまし
た。すでにお伝えしたように腹部は臓器が多く，すべてを解説するとそれだけで一冊本が書け
てしまうほどの量となってしまいます。そこで今回はそのなかの一つ，比較的臨床上遭遇する
機会が多いと思われる胆道炎について解説していこうと思います。
　では問題です。

Q．画像①，②で胆囊炎が示唆されている画像はいずれでしょうか？
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シンポ  妊婦への抗インフルエンザ薬投与のエビデンスを解説

　シンポジウム「妊娠期の感染症と母児のリスク管理」
では，国立成育医療研究センター薬剤部の八鍬奈穂氏
が，インフルエンザワクチンやノイラミニダーゼ阻害薬
（NAI）の安全性について解説した。
　妊婦はインフルエンザにかかると一般人より重症化し
やすく，児に二分脊椎が増加することなども報告されて
いるため予防が重要となる。これまでの調査では，ワク
チン接種の有効性として母親の症状軽減や流産，早産，
死産の低下，児の出生体重増加が報告されている。安全
性については，母親において重篤な副反応のリスク上昇
は認められておらず，児の先天異常に関しても第1三半
期（T1）にワクチン接種した母親を対象とした解析で，
非接種群と比べてリスクの上昇はなかった。現在，米国
疾病予防管理センター（CDC）では妊娠時期にかかわ
らずワクチン接種を推奨しており，国内の産婦人科診療
ガイドラインでもワクチンを希望する妊婦には接種する
ことが記載されている。
　続いて八鍬氏は，NAI投与について解説。2009年に
国内で発生したインフルエンザパンデミック時の研究に
よると，妊娠初期にNAIを服用した90例で，早産，自
然流産，中絶，低出生体重，先天異常の発生率に有意な
増加はみられなかった。また，2017年には北欧3カ国と
フランスのデータを解析した大規模なメタアナリシスが
報告されており，対象は2008～2010年の間に妊娠22週
以降に単生児を出産した患者，NAI（オセルタミビル，

ザナミビル）服用群は約5,000例，対
照群は67万例。解析の結果，評価項
目の出生時体重，早産，死産，small-
for-gestational age（SGA），アプガー
スコアいずれも服用群でのリスク上昇はなく，先天異常
についてもT1に服用した群で3.9％，非服用群で2.9％
と有意なリスク上昇は認められなかった。
　CDCと米国産婦人科学会（ACOG）は，妊娠中と出
産後2週間以内の女性では重症化を防ぐため予防・治療
ともにNAI投与を推奨しており，産婦人科診療ガイド
ラインでも患者に有益性がある旨を伝えて希望があれば
投与することとなっている。これについて八鍬氏は，ラ
ニナミビルやペラミビルの安全性情報（両剤ともラット
とウサギに対する生殖発生毒性試験で催奇形性は否定さ
れている）も示しつつ，NAIを妊婦に投与する際はエ
ビデンスが蓄積されているオセルタミビルやザナミビル
が推奨されるだろうと述べた。
　また授乳に関しては，オセルタミビル，ザナミビルと
も母乳中への移行は少なく，経口バイオアベイラビリ
ティも低いことから比較的安全性が高いとしたうえで，
「授乳行為は児への濃厚接触となるので，手洗いやマス
ク着手のうえで飛沫感染や接触感染を防ぐ必要がある。
母乳を介したウイルス感染はないので，母親自らが授乳
できないときは搾乳した母乳を家族があげることも可
能」と述べた。

第27回日本医療薬学会年会
開催 （千葉県千葉市）

　2017年11月3～5日，第27回日本医療薬学会年会が千葉県千葉市において幕張メッセを中心とした会場で
開催された（年会長：大森栄氏・信州大学医学部附属病院 教授・薬剤部長）。薬剤師業務がパラダイムシフトを
迎えるなかでの人材育成や人工知能（AI）の利活用をテーマにした特別企画シンポジウムはじめ，54にのぼる
公募シンポジウムなどに約9,300人が参加し過去最大級の規模での開催となった。

八鍬氏
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■制吐率のさらなる向上には制吐療法の個別化が必要
　悪心・嘔吐は，がん患者が治療のなかで苦痛と感じる
身体症状のなかでも，がん種を問わず上位にランキング
される副作用の一つです。これまでに国内外で制吐薬の
使用に関するガイドライン（GL）が整備され，以前に
比べればがん化学療法は患者の苦痛が少なく行えるよう
になってきていますが，このようなGLの恩恵にあずか
れない患者がいまでも一定数存在することもわかってい
ます。約2,000例のがん患者を対象とした調査1)では，
GLを遵守しても悪心が50％程度，嘔吐が15％程度の患
者で発生することが報告されています。また，日本癌治
療学会の「制吐薬適正使用ガイドライン2015年10月 第
2版」（以下，制吐薬適正使用GL）では，抗がん薬や化

学療法レジメン個々の催吐リスクを①高度（HEC：催吐
リスク90％以上），②中等度（MEC：同 30～90％），③軽
度（同 10～30％），④最小度（同 10％未満） ──の4段
階に分類し，リスクに応じて使用する制吐レジメンを推
奨しています。しかしながら，薬効分類で記載されてい
る箇所があるため薬剤選択について具体的ではない側面
もあります。
　制吐率のさらなる向上を図るには，新薬開発はもちろ
んですが，抗がん薬などの治療側の因子だけでなく患者
固有の背景を考慮し，制吐療法の個別化を図ることが必
要だと思います。先行研究から患者リスク因子がいくつ
か示されており，このようなリスク因子の数が多いほど
制吐率が低いことが報告されています2)。すでに海外で

益子　寛之
M A S U K O  H i r o y u k i

札幌医科大学附属病院薬剤部

　近年，がん薬物療法の支持療法においてもガイドラ
インや指針が整備され，標準的な副作用対策が普及し
たことで症状を抑制できる事例が増えてきている。し
かしながら，同じ支持療法を施行しても効果が不十分
な患者も存在し，抗がん薬などの治療側の因子だけで
はなく，患者固有の背景によってもマネジメントの成
否が大きく左右されることが示唆されている。
　今回，がん治療に伴う悪心・嘔吐に対して患者背景
を考慮したアプローチに取り組んでいる札幌医科大学
附属病院薬剤部の益子寛之氏に，患者リスク因子を考
慮した制吐療法の意義や実際に行っている研究などに
ついて話を聞いた。

制吐療法，タイトレーション
のカギは患者背景
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特 集

大建中湯

病棟でよく使う漢方薬

漢方薬 病棟で使う順 ザ・ベストテン！

はじめに

　数ある漢方薬のなかでも，近年外科領域を中心に最も
頻用されているのが大建中湯である。大建中湯の出典で
ある『金匱要略』の記載によると，腹部が非常に冷えて
痛み，腸がむくむく動いてあたかも頭と尾があるかのよ
うに見える，そんな様子のときに用いるとされる。すな
わち漢方医学的には，虚証・寒証の腹痛に対する処方と
して用いられ，西洋医学的観点からは，腸管血流を改善
すなわち腸管を温めながら，腸管運動を改善・正常化さ
せる処方と考えられる。実際，腸閉塞などにみられる症
状の改善に有効，かつその効果は即効的であることも多
く，現在では西洋医学的に最も認知された処方の一つで
あるといえる。

構成生薬

御種人参3g，乾姜3g，山椒2g，膠飴20g
（北里大学東洋医学総合研究所漢方処方集1)による）
　山椒と乾姜は消化管の冷えをとり，腹痛を改善させ
る。御種人参は体力の回復に役立ち，膠飴は腹痛緩和に

効果があるとされる。これら4つの生薬を組み合わせる
ことで，冷えに誘発される腹痛を改善，消化管機能を回
復させるものと考えられる。

作用機序

　大建中湯の作用機序についても，近年知見が集積して
いる。腸管運動の促進効果に関して，大建中湯の主な作
用点は3つある。すなわち，①セロトニン受容体を介す
るアセチルコリン遊離の促進2)-4)，②腸管運動を促すペ
プチドホルモンの一つであるモチリン分泌の促進5),6)，
③腸管粘膜に存在するバニロイド受容体TRPV1を介す
るサブスタンスP遊離の促進4),7)である。このうち③に
ついては，血流を介さず消化管粘膜から直接大建中湯が
バニロイド受容体を刺激して腸管運動亢進を引き起こす，
というユニークな作用である。すなわち，大建中湯は経
口投与にもかかわらず，腸管からの吸収を経ずして臨床
効果を発揮する。腸管からの薬物の吸収がほとんど期待
できない腸閉塞の病態において，イレウスチューブから
大建中湯を注入して効果があるのは，この③の作用点に
よるところが大きいと考えられる。なお最近，TRPV1

及川　哲郎
OIKAWA Tetsuro

 大建中湯は，臨床効果とエビデンスの観点から西洋医学的に最も認知された漢方薬の一つである。

 もともとは，体力虚弱で腹が冷えて痛み，腹部膨満感があるときに用いた。

 現代の臨床現場では，腸閉塞の治療や予防のため，周術期を中心に用いられることが多い。

 腸管運動促進効果をはじめとした作用機序に関する研究と，腸閉塞などに対する臨床試験データが近
年急速に集積しつつある。

Points

北里大学東洋医学総合研究所
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コムクロ®シャンプーの概要
医薬品名：コムクロ®シャンプー0.05％
一般名：クロベタゾールプロピオン酸エステル
有効成分と含量：日局クロベタゾールプロピオン酸エス
テル0.5mg/g

1．効能・効果
　頭部の尋常性乾癬

2．用法・用量
　通常，1日1回，乾燥した頭部に患部を中心に適量を
塗布し，約15分後に水又は湯で泡立て，洗い流す。

3．特　徴
　コムクロ®シャンプーはstrongestにクラス分けされ
る外用ステロイドで，いままでにない「シャンプー」と
いう剤形です。頭部の尋常性乾癬に対する治療選択肢の
一つとして，塗布後，約15分後に洗い流す短時間接触
療法になります。接触時間が短いことから，strongest

クラスのステロイドによる副作用発現リスクを軽減でき
ることが期待されます。

　それでは，コムクロ®シャンプーの審査報告書をみて
いきましょう。

コムクロ®シャンプーの審査報告書
　今回の審査報告書は，既存のステロイド外用剤という
こともあり，表紙もあわせて24ページと短いですね。
なので，審査報告書の先頭から読んでみたいと思います。
　「2.R.1 新添加剤」についてのところに以下のような記
載があります。

2.R.1　新添加剤について
　製剤には，医薬品での使用前例がない新添加剤である
ヤシ油アルキルベタイン液，ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテル硫酸ナトリウム及び塩化O-［2-ヒドロキ
シ-3-（トリメチルアンモニオ）プロピル］ヒドロキシ
エチルセルロースが含有されている。また，一般外用剤

コムクロ®シャンプー0.05％
（クロベタゾールプロピオン酸エステル）

第13 回

荒　　義昭
ARA Yoshiaki
国立病院機構東京医療センター薬剤部
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適応外使用の処方せんの読み方

AIメディカル・ラボ
藤原　豊博　　FUJIWARA Toyohiro
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第92回 骨髄異形成症候群

読み方のヒント──骨髄異形成症候群の病態生理

　骨髄異形成症候群（myelodysplastic syndromes；MDS）は，さまざまな遺伝子異常を蓄積した造血幹細胞が骨髄
中でクローン性に増殖して蓄積し，正常造血細胞を凌いで発症すると考えられている難治性造血器腫瘍である。
MDSクローンは，増殖能・分化能に異常を来しているため，成熟の過程で多くの細胞がアポトーシスにより死滅し
て血球減少を示し，無効造血とよばれる状態にある1)。MDSの血球は，正常ではみられない異形成とよばれる細胞
のさまざまな異常を認めることが特徴である1),2)。さらに，経過観察中のMDSの30％程度は未分化な芽球（未成熟
な細胞）が増加して急性白血病（ほとんどは急性骨髄性白血病）へ転化することから，前白血病状態ともとらえられ
ている。
　臨床症状に特徴的なものはなく，血球減少（貧血，好中球減少，血小板減少）に基づく病状が多く，一般的貧血症
状（息切れ，動悸，全身倦怠感，労作時の易疲労感など）や，皮膚・粘膜の点状出血斑や鼻出血などの出血症状が初
発症状となることがあるが，症状の発現時期がはっきりしないことも多い3)。また，血球減少に関連する病状に貧血
白血病転化が組み合わさって形成され，診断から数カ月で白血病に移行する例や赤血球輸血依存例，感染症や出血を
繰り返す例がみられる一方で，10年以上も軽度の血球減少のみで経過する例もある2)。肺炎などの感染症で医療機関
を受診し血液所見の異常を初めて指摘され，また健康診断などで偶然に見つかった血球減少を契機に診断に至ること
もある3)など，MDSは慢性に経過することもあり症例ごとに極めて多彩である。そのため個々の例で予後予測を行
い，低リスク群と高リスク群に層別化し，それに基づいて臨床的な治療が行われている2),3)。
　MDSは中高年齢者に好発するがまれに若年者にもみられる。ドイツのデュッセルドルフでは診断時年齢中央値は
73歳と報告されている。また，欧米における発症率は10万人あたり3人程度である4)。一方，日本では1991年厚生
省（当時）研究班の調査によれば，年齢の中央値は64歳，有病率は人口10万人あたり2.7人であるが，次第に増加傾
向にある。男女比は1.9：1と男性に多い1),4),5)。

読みみ方の方のみ

67歳，男性。最近，体がだるく疲れやすい，手足が机の角にあたると思いもよらず青あざができることが
結構ありました。そこで心配になり受診したところ，次の処方となりました。

メナテトレノンカプセル15mg 1日3回　毎食後
アルファカルシドール錠0.5µg 1日1回　朝食後

このなかで適応外使用している医薬品とその目的は？
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身体が重たくて何もする気がしない。これって治療
の副作用かしら？　何とかならないのかしら…

野村　久祥　NOMURA Hisanaga
国立がん研究センター東病院薬剤部

第2回　疲労・倦怠感

症　例
60歳代女性，左乳がん
2017年
9月 左乳房に腫瘤を自覚するも放置

2018年
1月 徐々に大きくなることに気づき，近医受診。CNB（コア針生検）の結果，

invasive ductal carcinoma（浸潤性乳管がん）
2月 加療目的のため当院紹介受診。精査の結果，上記診断。術後，補助化学療法を

目的としてddAC（dose-denceドキソルビシン＋シクロホスファミド）療法
4コース施行予定となる。

3月 通院治療センターにてddAC療法初回施行となる。
4月 2コース目治療前面談
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厚木市立病院精神科部長

156 （568） ── 　2018.2（Vol.60 No.3）

 症　例：30歳代女性
初診時主訴：わたしは日本人ではない
既往歴：不明
家族歴：不明
生育歴：不明
飲酒・喫煙習慣：否定
有機溶剤吸飲・覚醒剤使用歴：不明
妊　娠：不明
病前性格：不明
 起　始：X年5月，ロサンゼルスにあるホームレ
スシェルターからAsian Pacific Counseling 
and Treatment Center（APCTC）へ「日本
人女性を保護している。援助求む」との連絡があ

り，日本人セラピストが施設へ出張して面接したと
ころ，「わたしは日本人ではない」，「日本語は嫌い」，
「日本人は信用できない」，「米国で働く」などと一
方的に英語で主張するのみで，拒否的態度が著明で
あった。日本政府発行のパスポートを所持してお
り，90日間の観光目的滞在許可はあるものの，米
国ビザは不所持であることを確認。このため日本国
総領事館（以下，総領事館）を通じて身元の照会を
行うとともに，日本からの持参薬を処方した医師へ
の病歴照会を開始した。しかしその間に無断で施設
を抜け出し，深夜路上で保護した警察から総領事館
に連絡があったが，本人から総領事館への保護希望
がないため総領事館は施設への連れ戻しを警察に依
頼するのみだった。こうしているうちに施設での保
護期限も切れ，ホームレスシェルターに協力して

第5回
てんかん精神病
ロサンゼルスからの帰国に同行した経験から

　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！


