


巻頭Quiz 「メカニズムから理解する
　救急 ・急変対応　　Basic Lecture」より

連載

　2019.7（Vol.61 No.9）── 3 （1519）

以下の症例を読み，問題に答えなさい。

解答・解説は
p.118へ

症　例

　54歳男性。既往歴なく喫煙歴はなかった。1週間前から咳嗽・発熱があった。市販の感冒
薬を内服していたが，昨日から少し歩くと息切れがし，今はしんどくて歩けないとのこと
で救急搬送された。来院時，リザーバーマスクにて酸素投与がなされていたが，SpO2 82％
と著しい低酸素血症を認めた。
　下図は，その際の胸部CTの浸潤影が強い1スライスである。気管内挿管後の気管支肺胞洗
浄から細菌が検出されず，臨床経過から，ウイルス性肺炎からの急性呼吸窮迫症候群（ARDS）
と診断した。
　肺野全体に図の左のようなすりガラス様の比較的均質な
陰影が広がり，一部強い浸潤影（右側）を認めた。低酸素
血症の原因であるが，病態が全肺野の肺水腫であり，その
主座は（ 問1 　①シャント　②換気血流比不均等　③拡散
能低下　④肺胞低換気）である。気管内挿管後陽圧換気を
行ったが，SpO2が90％前後となるためには，60％を超え
る高い酸素濃度が必要とされた。酸素濃度を低下させる目
的にて浸潤影が強い右側を（ 問2 　①上　②下）とする側臥位をとった。浸潤影が強い部分
は含気が少なく，（ 問3 　①シャント　②換気血流比不均等　③拡散能低下　④肺胞低換気）
となっている可能性が高い。血流は重力に従って下方に多く流れる。この場合，含気が少な
く浸潤影が強い部分を（ 問2 　①上　②下）にすることで，（ 問4 　①シャント　②換気血流
比不均等　③拡散能低下　④肺胞低換気）が改善され，酸素化が改善された。結果，酸素濃
度を40％まで低下させることができた。このように低酸素血症の原因は複合するが，一つ
ひとつ対応することで原因が明らかになる。低酸素血症も原因に応じた対応が必要である。
陽圧換気にて酸素化，胸部CTは改善し，肺炎は改善し，軽快された。

問　題

問1〜4の空欄に当てはまる語をそれぞれ選びなさい。

右 左
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救急領域で活躍できる人材を育成
近畿救急ファーマシューティカルラリー

　2019.7（Vol.61 No.9）── 9 （1525）

中毒シナリオの会場の様子

インストラクター
演者

採点者

参加者

　救急領域の薬剤師業務に関心が高まりつつある一方で，その教育体制はいまだ十分で
はなく，より多くの薬剤師が救急領域に貢献するには，体系的な教育体制の整備が望ま
れている。
　近畿救急薬剤師検討会は，救急医療で活躍できる人材を育成，薬剤師業務の質の向上
を目指し，救急の現場で遭遇する可能性の高いシナリオを体験できる研修会を開催して
いる。今回は，滋賀県草津市にある医療研修施設ニプロiMEPで行われた「第9回 近畿
救急ファーマシューティカルラリー」の様子を紹介する。

近畿救急 
薬剤師検討会

第9回は20名が参加。経験
年数や救急領域の実務経験
を参考にグループが振り分
けられる。

緊急搬送されてきた患者を前に看護
師役が救急医療の現場さながらの演
技で参加者への状況付与を行う。

参加者は確認したい事項を演者に
伝え，必要な情報収集を行う。
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　2019.7（Vol.61 No.9）── 15 （1531）

特 集

合併症を考慮した心不全治療

虚血性心疾患（心筋梗塞・狭心症）

心不全の併存疾患管理　ガイドラインから具体的な処方へ

はじめに

　なんといっても，心不全の原因疾患のなかで最も重要
なのは虚血性心疾患である。急性心不全の原因として
は，虚血性心疾患がいずれの調査でも30％を超え，最
多であったとされている1)。また，虚血性心疾患が重要
とされているのはもし虚血が証明された場合には冠動脈
バイパス術，カテーテル治療をはじめとした侵襲的治療

の介入方法の選択肢が増えるからである。しかし，実際
には心不全の原因は多岐にわたるので虚血の除外後に
は，ガイドラインにおける表1の疾患を頭の片隅におい
て対応しておかなければならない。
　本稿では虚血性心疾患に焦点を置くが，左室駆出率

（LVEF）が低下した心不全（heart failure with reduced 
ejection fraction；HFrEF）においてはある程度ガイド
ラインレベルでの対応は同じようになるので，そのこと
は念頭に置きながら読み進めてほしい。

水野　　篤
MIZUNO Atsushi

症　例

　58歳，男性。既往には脂質異常症，高血圧，喫煙。1週間前にST上昇型急性心筋梗塞（STEMI）を発
症し，左前下行枝にprimary PCI（緊急経皮的冠動脈インターベンション）を実施した。入院時も軽度の
心不全が認められたが，以降は順調にリハビリを実施していた。腎機能は血清Cr値 1.2mg/dL，左室機
能は著明に低下しており，LVEFは20％程度である。当日朝の血圧は90/65mmHg程度，カンファレン
スで相談した後，β遮断薬としてカルベジロールを1.25mg/dLから2.5mg/dLに増量した。どうもリ
ハビリ中に調子が悪かったようで，早めに中断した。トイレに行った後，突然の呼吸困難となり，集中治
療室に移動し非侵襲的陽圧換気療法とした。

　本症例は急性心筋梗塞に併発した，急性心不全であ
る。比較的若年の心筋梗塞における心不全はあまりこの
ような急性増悪を来すことは少ない。しかし，市中病院
では年に数％は遭遇する可能性を考えておいたほうがよ

い。さて，今回の症例からまず基本的な虚血性心疾患に
伴うHFrEF患者への治療薬介入についてまとめておき
たい。

 何よりまず，ガイドラインによる治療（guideline-directed medical therapy；GDMT）を理解する。

 それぞれの薬剤のリスクを理解する。

 長期的な薬剤の増量について理解する。

聖路加国際病院 循環器内科

Points
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92 （1608） ──  　2019.7（Vol.61 No.9）

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！

32

この頭痛は一酸化窒素供与体誘発頭痛ですか？
川口　　崇　KAWAGUCHI Takashi

東京薬科大学医療実務薬学教室

・�一酸化窒素（NO）供与体誘発頭痛の特徴を説明できるようになる。
・�頻度の高いその他の頭痛について知りたくなり，調べてしまう。
・��NO供与体誘発頭痛を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようなる。

　50歳女性。入院時の持参薬確認時に，1日前から両側後頭部に拍動性の間欠的な頭痛が継続していると
いう相談をされた。体動により痛みが増すという。この患者は8年前に健診にてコレステロール高値を指
摘されるも放置していた。
　2カ月前，階段を上る際に胸部違和感を自覚するも，安静にて軽快したため放置していた。3日前，労作
により胸部症状を繰り返すため近医を受診し，狭心症疑いにて内服薬が処方され，本日精査目的にて入院
となった患者である。

持参薬は以下のとおり

アスピリン腸溶錠（バイアスピリン®）100mg 1回1錠　1日1回　朝食後
一硝酸イソソルビド錠（アイトロール®）20mg 1回1錠　1日2回　朝夕食後
ニトログリセリンスプレー（ミオコール®）0.3mg 発作時　舌下に1回1噴霧

■�患者は5年前から禁煙しているが，それまでは1日15本を20年ほど続けていた。飲酒は機会飲酒であ
り，仕事は会社でのデスクワークが主であるという。
■�看護師がその場で測定してくれたバイタルサインは血圧142/88mmHg，脈拍数92回/分，呼吸数14
回/�分，体温36.2℃，意識清明である。重症感はなく，麻痺や痺れといった神経学的所見はない。悪心・嘔
吐や光・音過敏は認められない。入院前後に外傷のエピソードはない。ほかに目立つ所見はないようである。

今月の一例

（完）
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～こんなときどうするの？～

　2019.7（Vol.61 No.9）── 99 （1615）

患者さんから「死」についての話題が出たとき

第11回

清水　　研　SHIMIZU Ken
国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長

橋口　宏司　HASHIGUCHI Koji
横浜南共済病院外来化学療法センター／薬剤科

第11回は…
　すべての人にとって確実なことは，人生の最後に必
ず「死」を迎えるということです。しかし，誰もが避
けることができない「死」についての話題は，現代社
会では一般的に避けられる傾向があります。一方で，
がんなどの生命を脅かすような病気に罹患すると，患
者さんは死について考えるようになりますので，薬剤
師と患者さんとの対話のなかでは「死ぬのが恐い」，

「死んだらどうなるんでしょう？」などの話題が出る
ことがあります。ただ，「死」についてどう考えるか
というような講義を薬学部で受けることはまれでしょ
うから，このような場合にどのように患者さんと対話

したらよいのか，戸惑われる方が多いのではないで
しょうか。
　私自身も，以前は「死」についての話題が出たとき
はその場から逃げ出したくなり，話をそらしていたり
していました。しかし，そういうわけにもいかないの
で「死」について考えていくと，患者さんと「死」に
ついて会話ができるようになりました。その結果，個
人的な体験ではありますが，私のなかにも限りある

「生」をどう生きるかという問いが生まれ，自分の人
生が豊かになることにつながっていきました。

登
場
人
物

患者　米山 隆 さん 	 52歳男性。47歳の妻と19歳の娘との3人暮らし。娘の成人式を半年後に
控えている。

主治医・肝胆膵内科の室田孝之 先生 	 卒後17年目で臨床経験が豊富。

担当薬剤師・薬丸 正 先生… 	 600床の総合病院に勤務する薬剤師で10年の臨床経験がある。一生懸命
で物事に誠実に取り組む人柄。清水先生とは以前緩和ケアチームでいっ
しょに働いていたので，患者のことで対応に困ると，ときどき病棟でつかま
えて相談にのってもらう間柄。

緩和ケアチーム・清水 研 先生… 	 薬丸先生がもやもやしているときに，タイミングよく現れる精神科医。患者
さんのこころのケアを行うだけでなく，医療者の心理的なサポート，難しい
場面での相談にもよくのっている。
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薬剤師学術能力開発研究会（ACID）企画・編集協力

　2019.7（Vol.61 No.9）── 121 （1637）

DAPの基本情報および抗菌薬のTDMについて知ろう

　DAPは，環状リポペプチド系の抗菌薬で，MRSAに
よるIEのほか，敗血症や深在性皮膚感染症，外傷・熱

傷および手術創などの二次感染，びらん・潰瘍の二次感
染の治療薬として承認されている薬剤です1)。また，DAP

山田　智之　YAMADA Tomoyuki
大阪医科大学附属病院薬剤部

9 ダプトマイシンのTDMは有用か？

今月の症例
●�男性，75歳，身長170cm，体重60kg，クレアチニンクリアランス（CLcr）：60.0mL/分（Cockcroft-Gault式
より）

　感染性心内膜炎（infective endocarditis；IE）に対して，ダプトマイシン（daptomycin；DAP）投与中の症例。
血液培養よりグラム陽性球菌が検出され，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（methicillin resistant Staphylococcus 
aureus；MRSA）を想定して，DAP 10mg/kg/日の高用量投与（＞6mg/kg/日）が開始となっている。担当医より

「バンコマイシン（vancomycin；VCM）やテイコプラニン（teicoplanin；TEIC）などの抗MRSA薬は，有効性お
よび安全性向上のためにtherapeutic drug monitoring（TDM）が推奨されていますが，DAPもTDMを行うこと
で，有効かつ安全な投与が可能になるでしょうか？」と相談があった。

既往歴：狭心症，高血圧症
服用薬：アスピリン，アムロジピン，オルメサルタン，アトルバスタチン，ビソプロロール
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　2019.7（Vol.61 No.9）── 141 （1657）

アセトアミノフェンの鎮痛作用機序は？

新人薬剤師：横浜中華街へ旅行に行ってきたので，先生の好きなゴマだんごをお土産
に買ってきましたよ。

先輩薬剤師：お！　わかるようになってきたね。

新人薬剤師：いつも一緒に働いていますから，よく知っていますよ。

先輩薬剤師：そうは思っていても，案外，わかっている“つもり”になっているだけ
かもよ？　例えば，君が毎日たくさん調剤しているアセトアミノフェンが，どのよう
にして鎮痛作用を発揮しているか知っているかい？
新人薬剤師：NSAIDsではないから，COX-1，COX-2の阻害作用はほとんどないで
すよね。たしか，「中枢で鎮痛効果をもたらす」といわれています。

先輩薬剤師：では，中枢でどのように働いているのかな？

宮川　泰宏　MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第15回

いつもみているのに…
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