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● �抗てんかん薬の奇形リスク，減量で低減可能�
──薬剤変更できない場合などで考慮

　シンポジウム「精神疾患
をもつ妊婦・授乳婦への実
例を通した薬学的アプロー
チ」では，赤嶺由美子氏（秋
田大学医学部附属病院薬剤
部）が，妊婦の抗てんかん
薬服用による出生児の奇形
率を下げるための減量の考

え方について提案した。
　赤嶺氏は，抗てんかん薬の催奇形率は新規薬よりも従
来型のほうが高く，最も高いバルプロ酸が10.3％，続い
てフェノバルビタール（6.5％），フェニトイン（6.4％）で，
最も低いのはラモトリギン（2.9％）とレベチラセタム
（2.8％）とする報告を紹介した。一方，バルプロ酸は用
量依存的に奇形率が変化し，バルプロ酸1,450mg/ 日超
での奇形率25.2％は，650mg/ 日以下では6.3％に減少す
るという別の報告も紹介し，妊婦に投与する際は日本神
経学会のガイドラインでも推奨されている600mg/ 日以
下がよいとした。また，奇形率が低いとされているラモ
トリギンも，より低い用量（325mg/ 日以下）ではさらに
奇形率が低下することから，薬剤を変更できない理由が
ある場合は減量を考慮してもよいとの考えを示した。
　授乳中の抗てんかん薬の服薬に関しては，乳児への薬
物の移行性を示すrelative  infant dose（RID）から薬剤
を検討しつつも，育児による不眠やストレスで精神状態
が悪化しやすいため，母親からの相談に乗りながらミル
クへの切り替えを考慮してもよいと提案した。
　その他にも，抗てんかん薬服用中の患者が葉酸を摂取

することで，摂取しなかった場合に比べて言語発達遅延
が34％から17％に減少したという報告を紹介。しかし
ながら，国内で抗てんかん薬と葉酸を同時摂取している
割合は半数にも満たないとし，奇形発生リスクを軽減さ
せるため葉酸0.4mg/ 日の摂取を推奨した。

● �モダリティを理解して治療モニタリング，効果判定で
協働を──循環器疾患の薬物療法

　シンポジウム「循環器領
域の薬剤師に求められる一
歩進んだコンピテンシー
──薬物療法の検査に必要
な検査モダリティ」では，
志賀剛氏（東京慈恵会医科
大学臨床薬理学）が，「循
環器疾患の薬物治療を行う

に当たって薬剤師の協力はますます必要になってきている」
と薬剤師への期待を示した。そして，そのためには日常診
療において，医師・薬剤師が同じ情報と共通言語で病態
を評価できることが非常に重要とした。志賀氏は循環器疾
患について症状や血液検査のデータだけで判断が難しい
ケースも多いとし，薬剤師に検査モダリティも理解し治療
モニタリングや効果判定について協働することを求めた。
　そのうえでモダリティの例として，下大静脈径のエコー
による測定をあげ，「足のむくみ」のみから心不全と判断
して利尿薬を処方するのは危険だと指摘。足のむくみの原
因としては，下肢静脈瘤，リンパ浮腫，深部静脈血栓症，
下肢筋力の低下，甲状腺機能異常，薬剤性（カルシウム
拮抗薬，ステロイドなど）など多数あることから，下大静
脈径をエコー測定し血液のうっ滞を確認することが心不

より良い薬物治療を提供するための英知が集結

第29回日本医療薬学会年会（福岡県福岡市）� 【編集部】

　2019年11月2～4日，第29回日本医療薬学会年会（会長：武田泰生 鹿児島大学病院 教授／薬剤部長）が福岡国際
会議場などで開催された。メインテーマを「新しい時代を担う医療薬学のこれから～薬学の英知の結集～」とし，各会場
では高度化する医療や多種多様な患者背景に対応しながらよりよい薬物治療を提供するための課題について議論された。

志賀氏

赤嶺氏
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特 集

「がん×他領域」の総論
高齢者のがん薬物療法と併存症

最適治療を目指すなら，ここまで知っておきたい「がん×他領域」の最新知識

はじめに

　日本では少子高齢化が急速に進み，以前の行政的な
ターゲットイヤーであった2025年も目前に迫ってきて
いる。現在，超高齢化社会に向けて，社会保障に関する
財政的な課題がメディア的には最もクローズアップされ
ているが，現場の医療スタッフにとっては，増え続ける
高齢患者に対して適切な診療を提供していく難しさを，
日増しに強く感じている状況である。薬剤師にとって
は，診療のなかでも，特に薬物療法の適正化ということ
が中心的な課題になるが，近年，ガイドラインや指針の
作成を通して，高齢者にフォーカスを当てた薬物療法の
体系的な理解が進みつつある。主なものをあげると，日
本老年医学会が作成した「高齢者の安全な薬物療法ガイ
ドライン2015」（2015年）1)，厚生労働省が作成した「高
齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（2018年）2)，日
本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会が共同で作成した「高
齢者のがん薬物療法ガイドライン」（2019年）3)，未発表

であるが，日本がんサポーティブケア学会が作成中の
「高齢者がん医療Q&A，総論」（パブリックコメントが
2019年3月20日終了）と「高齢者がん医療Q&A，各論」

（パブリックコメントが2019年11月30日終了）などが
ある。前者2つは主に慢性疾患患者を対象にしたもの，
後者3つは，高齢がん患者を対象にしたガイドライン・
指針である。特に，がん領域では，老年医学と腫瘍学が
融合した「老年腫瘍学」の発展が世界的な潮流になって
おり，近年になって海外でもコンセンサスやガイドライ
ンが整備されてきた。
　ただし，このようなガイドラインを通して，高齢者の
がん薬物療法の標準化が進むのか？　──というと，現
状は厳しいと言わざるをえない。言い換えると，ガイド
ライン作成を通して，改めて課題が浮き彫りになったと
もいえる。例えば，「高齢者のがん薬物療法ガイドライ
ン」では，実質15のClinical Question（CQ）に対して，
エビデンスの強さはA（強）：0件，B（中）：6件，C

（弱）：7件，D（とても弱い）：2件となっている。しかし，
高齢者へのがん薬物療法の考え方がガイドラインとして

寺田　智祐
TERADA Tomohiro

�日本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会が，「高齢者のがん薬物療法ガイドライン」を2019年に合同で発
表した。

�海外のガイドラインを中心に，高齢がん患者の評価法が定まりつつある。

�高齢がん患者の評価法のなかには，併存症が含まれている。

�がん患者の高齢化や長期生存に伴い，がん患者の併存症にフォーカスが当てられるようになった。

�併存症を有するがん患者のがん薬物療法の適正化において，薬剤師の専門性を発揮して解決できる問
題も少なくない。

滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部

Points
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企画協力　関西腎と薬剤研究会
編集協力　浦田　元樹
　　　　　（大野記念病院薬剤部）

　本連載では，腎臓病薬物療法に関連した症例問題を出題し，理論とその実践的な対応法を解説しま
す。臨床でPitfall（落とし穴）に落ちないために，介入のTips（コツ）を身につけていきましょう！！
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高岸ひろみ　TAKAGISHI Hiromi
社会医療法人愛仁会 井上病院薬剤科

第5回　ネフローゼ症候群・腎炎（免疫抑制薬）の薬物療法

ステロイド服用中の若年女性に頻回再発するネフローゼ症候群
	患　　者	　24歳，女性
	主　　訴	　体重増加，下腿浮腫，尿の濁り
	現	病	歴	　�2年前に原因不明の微小変化型ネフローゼ症候群（minimal� change� nephrotic� syndrome；

MCNS）を発症し，ステロイド治療で寛解。その後再発，寛解を繰り返し，3カ月前の寛解退院後，
ステロイド漸減中であった。外来定期受診の際，数日前から体重が3kg増加，足がむくみ，尿が濁
るとの訴えがあった。血液検査，ならびに尿検査より，MCNSの再発と診断された。

	既	往	歴	　MCNS
	手	術	歴	　なし
	アレルギー・不耐性・薬物有害反応	　特記事項なし
	薬　　歴	

①プレドニゾロン錠5mg� 1回2錠　1日1回　朝食後
②フロセミド錠20mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
③アトルバスタチン錠10mg� 1回1錠　1日1回　夕食後
④アレンドロン酸錠35mg� 1回1錠　週1回　起床時
	身体所見	　�身長�155cm，体重�62kg，体表面積�1.61m2，体温�36.7℃，血圧�131/78mmHg，�

脈拍数�81回/分（整），SpO2（room�air）�99％，両側下腿浮腫（＋＋＋），意識清明
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過量内服の経緯を把握せずフルマゼニルを投与は高リスク

後輩薬剤師：ベンゾジアゼピン系薬剤を含めて，複数の薬剤を大量内服した患者が
やってきました！　これは，フルマゼニルで拮抗しないといけませんね。
先輩薬剤師：ちょっと待った！　この患者は過去に3回も過量内服で入院してきてい
るよね？　バイタルサインや呼吸は安定しているのでフルマゼニルの使用は皆でよく
検討してからのほうがいいよ。

後輩薬剤師：せっかく拮抗薬が院内採用されているのに，使わないのですか？

　中毒分析の一つとして救急外来でよく用いられるもの
に，トライエージDOAというものがあります（図1）。
これは尿を用いて10分で判定できることから，非侵襲
的な迅速診断として救急外来などで活用されています。
もっとも，測定できる対象薬物はフェンシクリジン類，
ベンゾジアゼピン系薬剤，コカイン系麻薬，アンフェタ

ミン，大麻，モルヒネ系麻薬，バルビツール酸系，三環
系抗うつ薬に限られます。また，麻黄湯に含まれるエ
フェドリンがアンフェタミンと交差反応してしまい，偽
陽性となることがよく知られています。その他の薬剤で
も誤認する組み合わせがあることから，「陽性になった
から絶対に内服している」という絶対的な測定系ではあ

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

第22回

中毒の奥の手
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褥瘡
薬剤師だからこそ踏み出したい！

ファーストステップ
大岡建太郎　OOKA Kentaro

JCHO熊本総合病院薬剤部

　2020.2（Vol.62 No.3）── 133 （621）

褥瘡評価に用いる代表的なスケール

1　さまざまなリスク評価スケール
　褥瘡評価には，自立体位変換が可能か，関節拘縮がな
いか，骨突出はどの程度か，浮腫はないかなど，さまざ
まなリスク評価スケールが数多く存在します（表1）。
現在，これらのスケールは多くの病院において全入院患
者の褥瘡発症リスクを把握するために用いられており，
入院後や褥瘡が発症した場合も同様の評価を定期的に行
うことで，局所療法とは別の視点から治癒遷延となるリ
スク要因を探し出すことも可能となります。

2　創部の評価スケール
　またリスク評価とは別に，「創部の経過評価」に焦点を
絞ったBates-Jensen Wound Assessment Tool（BWAT），
Pressure Ulcer Scale for Healing（PUSH），Pressure 
Sore Status Tool（PSST）などの褥瘡状態判定スケー

ルも多く存在します。今回はそのなかでも，国内で広く
使用されているDESIGN-R®による評価方法を理解する
ことを目標に解説していきます。実際に創部を目の当た
りにしたとき，必要な項目を漏れなく的確に評価できるス
キルを身につけ，自信をもって外用薬や創傷被覆材の提
案が行えるようになりましょう。

DESIGN-R®

　DESIGN-R®（表2）は，2008年に日本褥瘡学会が開
発した褥瘡の治癒過程を評価するためのスケールです。
2014年には治癒のモニタリング方法として国際的な褥
瘡のガイドラインにも掲載されており，いまや国内の多
くの病院で活用されています。
　このスケールは創部評価における7つの重要項目「深
さ（d/D：Depth）」，「 滲 出 液（e/E：Exudate）」，「 大
き さ（s/S：Size）」，「 炎 症/感 染（i/I：Inflammation/

創部の経過評価「DESIGN-R®」を学ぶ！
今回は，創部の経過を評価するための代表的なスケール「DESIGN-R®」を用いた評価方法を理解し
ましょう。評価のポイントをきっちり押さえることができれば，最も適切な治療に最短で到達するこ
とができます。

第2回
の

テーマ
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「 法律知識ゼロ」 でも大丈夫！

三村まり子 （弁護士） 
MIMURA Mariko

西村あさひ法律事務所
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薬剤師O君

妊娠する可能性がある女性にそういった薬剤を投与する場合，特に注意して患者さん
に説明するように思えるのですが…今回は何か特別な事情があったのでしょうか？

妊娠という特に繊細な事例は，私たち薬剤師もよく頭を悩ませるところです…。
どういった判例か知るだけでも大きいですね！

まり子先生

さて，今月は催奇形性作用のある薬剤が投与されていた患者さんが妊娠し，副作
用を懸念して中絶してしまった判例です。

特別な事情というわけではないんだけど，医師が患者さんからの訴えや症状を見
聞きして，副作用の説明をしなくてもいいと判断してしまった判例ね。一連の処
方についても不適切であったかどうかも深く議論されていて，治療に関する患者
さんの視点と医療者の視点の対比もよくわかる判例よ。

薬物治療中に妊娠し，副作用を
懸念して中絶した妊婦。副作用
説明を怠った医療者の責任は？6Vol.
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