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レジメンを検証，フラッシュ時の血管痛を解消

永瀬

怜司（済生会 横浜市東部病院薬剤部）

Contents
連載
3/105 モダトレ［23］

頭部 CT，MRI で脳血管障害を確認してみる

94
118
125
129
132
145

洋文，中山

尚登

3step で考える！ それって本当に副作用ですか？［21］

この「血小板減少」はヘパリンが原因ですか？

藤村

一軌，小室

哲也

専門医が語る 精神疾患のとらえ方・治療の考え方［10］


器質性精神障害──見落としてはいけない身体疾患

西村

浩

Difficult Patient 相談室 よく出会うちょっと困った患者さんへの対応のコツ教えます！［3］


悪い知らせ

鋪野

紀好，佐伯

宏美

臨床ですぐに使える 薬学トリビア［3］


アドレナリン or エピネフリン or ノルアドレナリン？

宮川

泰宏

病態生理×臨床推論のクリニカルロジック［22］


発熱（後編）──不明熱の診断推論を考える①

高橋

良

購買適正化で病院経営強化 目からウロコの薬価交渉術［10］


矛盾と混乱のなかで迎える 2018 年度上期薬価交渉

148

ジャーナルクラブの広場

156

審査報告書から見る 新薬の裏側［18］


162

梶原

中野

一夫

野﨑 歩／中薗 健一／桑原 秀徳／杉山 昌宏／平田 純生，成田 勇樹／松山 千容，鈴木 真也，

Alexandre Chan，Lisa Holle ／木村

友絵，木村 利美


ゾフルーザ® 錠（バロキサビル マルボキシル）

佐藤

弘康

適応外使用の処方せんの読み方［97］


月経前不快気分障害

藤原

豊博

そ の他
161

書評

疾患別薬学管理マニュアル

167

ニュースレター

170

薬事セレクション

172

お詫びと訂正

174

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」
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2006 年～最新号までを無料で見ることができます。
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精神科身体合併症病棟で
薬物治療をサポート
神戸市民病院機構
神戸市立医療センター
中央市民病院
（兵庫県神戸市）

身体疾患で ICU や救急病棟に入室した患者が精神疾患を合併している場合，患者の問題
行動や不十分な理解力など，医療者の負担は大きい。また，同様の理由や精神科の医師不
在，設備上の問題などで治療の受け入れを拒否されるケースもある。こうした状況から，
神戸市立医療センター中央市民病院（以下，同院）では，精神科身体合併症病棟（Medical
Psychiatry Unit；MPU）を 2016 年に開設，薬剤師も常駐し薬剤管理指導業務や病棟
薬剤業務によって精神疾患に合併した急性期の身体疾患の薬物治療をサポートしている。
病院概要
◦病床数

34 診療科，768 床
73 名（非常勤職員 3 名，
薬剤師レジデント 9 名含む）

◦薬剤師数


MPU 概 要
◦病床数
閉鎖病棟：個室 8 床（内 1 床は保護室と
して使用可能）
◦専任医師

救急科，精神・神経科
主治医（主科：救急科・身体
科，併科：精神・神経科）

◦薬剤師数

2 名（1 名は ICU と兼任）

◦看護体制

常時 4：1

◦平均在室日数
◦入院患者数

12 日
136 人/年

MPU のナースステーション

病院外観

MPU 病棟

MPU 病棟の入り口
2 重扉になっている
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永瀬

怜司

NAGASE Satoshi

済生会 横浜市東部病院薬剤部
日々の臨床業務では問題の解決法がわからない，う
まく見つけられないということもあるだろう。そのな
かでわかっている情報を上手く活用し，患者の QOL 改
善につなげた事例がある。第 12 回日本緩和医療薬学
会年会にて「カルボプラチン含有レジメンにおけるフ
1)
ラッシュ時の血管痛に対するブドウ糖液の有用性」
で優秀論文賞を受賞した永瀬怜司氏に話を聞いた。

レジメンを検証，
フラッシュ時の血管痛を解消
■きっかけは看護師の質問から

にしようと考えました。これまでの知見1) でゲムシタビ

当院の化学療法センターでは外来患者の抗がん薬投与

ンの溶解液を生食からブドウ糖液に変更することで血管

を実施しており，私もそこで患者の薬剤管理や副作用モ

痛が軽減したとの報告がありました。そこで対象診療科

ニタリングなどの業務を担当しています。あるとき看護

の医師に検討したプロトコールを提案し，院内での承認

師から，点滴で痛みを訴える患者がいるとの報告があり

手続きをとりフラッシュ時の溶液を生食から5％ブドウ糖

「何か解決策はないのか」と質問されました。ほかの看

液に変更しました。変更後は確かに痛みを訴えていた患

護師にも聞いてみたところ，そういった患者が何人かい

者から痛みがなくなったとの声が聞かれました。

るらしく抗がん薬投与後のフラッシュ液を入れる工程で

当初，われわれのなかでは CBDCA を含む治療レジメ

痛みを訴えているとのことでした。また，そのなかでカ

ンと血管痛の間に何らかの関与があると仮説を立ててい

ルボプラチン（CBDCA）を投与している患者にその症

ました。そこで CBDCA を含むレジメンの患者を対象に

状が出やすいとの意見もありました。これまで抗がん薬

フラッシュ時の血管痛発現状況やリスク因子，変更後の

の投与による血管痛は認識していましたが，投与後のフ

痛みの変化の検証もしました。調査期間は 2015 年 2 月〜

ラッシュで痛みが出るというのは聞いたことがなく，文

2016 年 2 月までの 13 カ月間で CBDCA 投与後のフラッ

献を見た限りではよくわかりませんでした。しかし痛み

シュ時の血管痛の有無について患者から聞き取りを行い

を訴える患者が一定数いて，化学療法のたびに痛みを感

ました。そして生食でのフラッシュにより血管痛が発現

じているのであればどうにかしたいと思いました。

した患者にはブドウ糖液に変更後，再度血管痛の有無や
痛 み の 強 度 に つ い て 聞 き 取 り を 行 い ま し た。対象 は

■生食からブドウ糖液への変更を提案

CBDCA 含有レジメンを投与した肺がん，婦人科がんの

そこで，フラッシュ時の血管痛の実態調査とあわせて

患者です。患者の血管痛の強度については CTCAE の

因果関係やリスク因子，血管痛を軽減する方法を明らか

Grade 分類と Face Scale（FS）を選択しました。血管
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術後イベントの薬学的管理 実践ポイント

術後管理の基礎知識
日笠友起子，鈴木

聡，森松

博史

HIKASA Yukiko, SUZUKI Satoshi, MORIMATSU Hiroshi

Points
生
 体はホルモン分泌やサイトカインを中心とした反応により手術侵襲に対処しようとする。
侵襲により循環，代謝，免疫，臓器機能低下などの変化が生じ，合併症となりうる。
術後患者管理において，侵襲に伴う生体変化を知ることは治療につながる。
多職種によるチーム医療で，患者の早期回復を目指す術後回復強化プログラム（ERAS）が普及して
きており，そのなかで薬剤師は薬の専門家として重要な役割を担っている。

閉や腎機能障害，肝機能障害である。患者によっては術

手術侵襲と合併症

前から合併している場合もあれば，こうした合併症発症

手術は，病変の摘除・修復（根治手術）
，機能・欠損

のリスク因子を有することも多い。せん妄や腎機能障

部位の再建（再建術）
，治療困難な病態に対して病状の

害，血栓塞栓などはリスク因子から発症を予測できる。

改善（姑息術）を目的として，人為的に生体に侵襲を与

そのような場合は，事前にリスク因子を認識することで

える治療である。手術操作による組織の切開・切離・焼

予防策を講じることができる。術後合併症はたった一つ

却・切断などの体組織への外的損傷，それに伴い生じる

発症しても術後死亡率のリスクを高めるが，複数の合併

出血，炎症反応，疼痛などは大きな侵襲となる。手術操

症発症時にはそのリスクはさらに上昇する2) ため，周術

作以外も周術期に患者が受ける医療行為はすべて侵襲と

期に関与する医療者は，合併症の原因・症状・予防・治

なりうる。手術時の全身麻酔は患者の意識・疼痛を消失

療について熟知しておかなければならない。

させ，有害反射を抑制させる重要な処置だが，この全身
麻酔も人工呼吸器管理や輸液負荷が侵襲となって生体に
影響を及ぼす。また術前に行われる絶食や前処置，不
安・恐怖など精神的苦痛も侵襲となりうる。

手術侵襲に対する生体反応
合併症の対策を行うためには，手術侵襲により生体に

このように手術時にはさまざまな侵襲が生体に加わり，

どのような変化が生じるかを知る必要がある。手術侵襲

その影響の程度で合併症を発症する。一般的な外科領域

を受けた身体は，神経内分泌反応，サイトカイン・免疫

において，術後合併症発症率は 5.8〜43.5％といわれ，そ

系の反応を引き起こす。

の多くは術後 1〜3 日の間に発症するとされる 。術後早
1)

期に問題となるのが術後痛や嘔気・嘔吐（postoperative

1 神経内分泌反応

nausea and vomiting；PONV）
，発熱，肺炎や耐糖能異

手術侵襲により循環血液量が減少すると，情報が視床

常，創感染症，せん妄，血栓塞栓，褥瘡，イレウス，尿

下部に伝達され反応が開始する。交感神経を介して副腎

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学講座
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3 stepで
考える！

21
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！

この「血小板減少」はヘパリンが原因ですか？
藤村

一軌 FUJIMURA Kazuki
湘南鎌倉総合病院薬剤部

・ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の特徴を説明できるようになる。
・その他の血小板減少症について知りたくなり，調べてしまう。
・HIT を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

今月の一例
50 歳 代 男 性。パ ソコン 操 作 中に 胸 部 絞 扼 感 を 突 然 発 症し，症 状 が 持 続 す るた め 救 急 要 請 され，
emergency room（ER）を受診した。CTにて急性大動脈解離 Stanford A 型の診断となり，緊急で上行
大動脈人工血管置換術が施行された。既往歴は高血圧を指摘されていたのみで，薬物治療は行っていなかっ
た（発症時期不明，自己申告では普段の収縮期血圧は150〜160 mmHg 程度）
。常用薬なし。アレルギー
歴なし。術後，全身管理目的で集中治療室（ICU）へ入室となった（以下，この日を day 1 として記載）。
術後の意識や呼吸状態は問題なくday 2に抜管できたが，血清クレアチニンが1.13 から3.55 mg/dL へ
上昇し，急性腎障害と診断され，持続的血液濾過透析（continuous hemodiafiltration；CHDF）を開始
した。このとき血小板数は 7.1万/µLと低下を認めていたが，手術の影響と考えられ経過観察となった。さ
らに強直性痙攣を認めたため，ジアゼパム静注後にホスフェニトイン開始となった。
その後，全身状態は改善傾向を認め，day 8には血小板数15.0 万/µLに上昇した。CHDFは継続してい
たが，同日，CHDF 回路が凝血し回路交換を行うイベントが 2 度立て続けに起こった。ブラッドアクセス
穿刺部は発赤を認めていた。
翌日（day 9）
，再び血小板数 5.0 万/µL まで急激に低下した。出血や紫斑はみられず，体温 37.0℃，
動脈圧124/60 mmHg，脈拍 82 回/分，呼吸数14 回/分とバイタルは安定しており，意識は清明であった
（GCS：E4V5M6）
。
集中治療部回診時に医師より「薬剤性の血小板減少症は考えられますか？」との質問を受けた。
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生坂

政臣 IKUSAKA Masatomi

千葉大学医学部附属病院総合診療科 教授

石井伊都子 ISHII Itsuko
千葉大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長

第3回

悪い知らせ

鋪野

紀好 SHIKINO Kiyoshi

千葉大学医学部附属病院総合診療科

患者対応で，
「イライラする」
，
「嫌だ」と感じたことはありませんか？

佐伯

宏美 SAEKI Hiromi

千葉大学医学部附属病院薬剤部

医療者に強い陰性感情，

すなわち「イライラする」，
「嫌だ」といった感情を引き起こす患者を Difficult Patient といいます。
良質な患者中心の医療の実現には，Difficult Patient を作らないための対応法を修得することが必要と
なります。このコーナーでは，Difficult Patient のタイプ別に対応法を勉強していきます。今回は，
「悪い知らせ」について扱います。

悪い知らせの事例

インタビュー形式でお伝えします。自分の日常診療の状
況に置き換えて考えてみてください。

事例を通じて，Difficult Patient への対応法を検討し
ていきましょう。薬剤師が実際に病院で経験した事例を

2018.7（Vol.60 No.9）── 125（1709）

宮川

泰宏 MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第3回

アドレナリン or エピネフリン
or ノルアドレナリン？

アドレナリン or エピネフリン？

指導薬剤師：患者が心肺停止した場合の第一選択薬といえば，何でしょうか？
学生 A：エピネフリンです。
学生 B：いえいえ，アドレナリンですよ。
学生 A：2 つの名前がある薬だから，どちらでも正解でしょ？
学生 B：いえいえ，私は高峰譲吉博士を尊敬していますから，アドレナリンとよびた
いのです。

数ある薬のなかでアドレナリン（エピネフリン）は 2
つの名前をもつ，とても珍しい薬です。しかし，「誰が
発見したか」，「なぜ 2 つの名前があるか」については，

あまり知られていません。
時は 19 世紀後半。内分泌腺ホルモンが注目され，世
界中で研究が行われていました。そのような情勢のなか

2018.7（Vol.60 No.9）── 129（1713）

