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以下の症例を読み，問 1〜4 の空欄に当てはまる語を
それぞれ選びなさい。
症 例
55 歳男性。併存疾患にコントロー

ル不良の糖尿病（HbA1c 11.2％）が
ある。入院前日に右股関節痛と全身
倦怠感を自覚していた。入院日の朝
に股関節痛と倦怠感の増悪と悪寒を
自覚して A 病院を受診し，ショッ
クバイタルだったため B 病院に救急
搬送された。
搬送時は意識清明，バイタルサイ
ン は 脈 拍 数 117 回/分，血 圧 72/
グラム染色の結果

40 mmHg，呼 吸 数 30 回/分，体 温
。
39.2℃，SpO2 95％（鼻カニュラ3 L）

末梢は温かく，全身に紅斑があり，右股関節に熱感と他動痛があった。Cre 3.6 mg/dL だった。
来院時のバイタルサインから（ 問 1

①菌血症

が高いと判断し輸液の全開投与，（ 問 2

①血液

②敗血症
②喀痰

③肺炎

③尿

④髄膜炎）の可能性

④便）培養の採取と抗菌

薬の迅速な投与を行い，全身管理目的に ICU に入室した。バイタルを安定化した後に感染
の Focus の特定のために股関節穿刺を行いグラム染色で上図の結果を得て，診断は（ 問 3
① 結晶性関節炎

②反応性関節炎

③化膿性関節炎

④乾癬性関節炎）と考えられた。翌日,
①血液

同検体からA 群溶血性レンサ球菌（Streptococcus pyogenes）が同定された。
（ 問2
② 喀痰

③尿

④便）培養は陰性だった。ショックの原因は検出菌と全身の紅

斑，急性腎障害の併存から（ 問 4
③ 脱水

①アシドーシス

②アナフィラキシー

④ toxic shock syndrome）と考えられた。これは細菌の外毒素に

よって誘導された強い免疫反応の結果である。

解答・解説は
p.149 へ
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医療薬学会「医療現場における薬物相互作用へのかかわり方ガイド」を作成
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•登録方法の詳細は http://magplus.jiho.jp/common/registration.html
（MagPlus のご利用について）まで。
『magplus 登録』で検索！

啓介／

米澤

淳

YONEZAWA Atsushi
京都大学医学部附属病院薬剤部

従来，添付文書の併用注意欄は一部の薬剤との薬物
相互作用の情報にとどまっていたことに加え，どの程
度の影響が生じるかについても示されていなかった。
しかしながら，現在，添付文書の併用注意欄には注意
すべき薬剤をカテゴリーごとに記載し，さらに CR
（寄与率）などといった薬物動態に関する新たな情報
の記載も進められている。今後，薬剤師にはこれら情
報を活用した薬学的介入が求められる。こうした状況
を受け，日本医療薬学会では「医療現場における薬物
相互作用へのかかわり方ガイド」を作成，医療現場で
の薬物相互作用マネジメントについての手引きとして
昨年 11 月に公開した。
今回，ガイドの作成に携わった米澤淳氏（京都大学
医学部附属病院薬剤部）に，ガイドの概要や活用のポ
イントについて話を聞いた。

医療薬学会「医療現場における薬物
相互作用へのかかわり方ガイド」を作成
■添付文書の薬物相互作用情報がより実用的に

テゴリー内の代表的な一般的名称を例示として記載する

2018 年に厚生労働省から「医薬品開発と適正な情報

ことになっています。併用禁忌の場合は，カテゴリーは

提供のための薬物相互作用ガイドライン」が発行され，

記載せず対象薬剤の一般的名称と代表的な販売名が記載

製薬企業が臨床試験で薬物相互作用試験を実施し，それ

されます。もう一つは，薬物相互作用があるといっても

らの結果を添付文書に反映させるまでの流れについて示

どの程度 AUC に影響があるのかといったことは臨床試

されました。今後，添付文書ではこのガイドラインに

験を行わないと記載できませんが，シトクロムP450（CYP）

沿って薬物相互作用に関する情報が記載されてくるもの

の代謝薬剤については CR（contribution ratio：寄与率）
，

と思われます。具体的には，これまで添付文書の併用注

IR（inhibition ratio：阻害率）の考え方に基づけば，併

意の欄には個別の薬剤名のみで，同じ薬効群で注意すべ

用時にどれくらい AUC が上昇するのかといったことを予

き薬剤が他にあっても記載されていないという状況が多

測することができます。この CR などの情報についてガイ

くみられました。しかしながら，今後併用注意となる薬

ドラインでは添付文書の薬物動態の項に記載することを

剤については「強いCYP3A阻害薬」
，
「CYP3Aにより代謝

求めており，今後記載が進んでいくものと思われます。

される薬剤」などとカテゴライズして表記し，さらにカ
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妊娠と薬

薬物の胎児移行性を規定する
メカニズム

登美

斉俊，野村

岳広

TOMI Masatoshi, NOMURA Takehiro

Points
薬 物が胎盤関門を介して胎児に移行する速度は，受動拡散による透過の場合，脂溶性に依存するが，
定常状態における胎児血中濃度が移行速度に比例して高くなるわけではない。
血漿タンパク結合した薬物は胎盤関門を透過できないが，血漿タンパク結合率は 100％ではない。遊
離形薬物は胎盤関門を透過できるため，血漿タンパク結合率が高い薬物であっても，定常状態におい
ては胎児血中の遊離形薬物濃度が母体血並みに高くなっている可能性は十分にある。
胎盤関門において，母体側細胞膜の頂端膜と胎児側細胞膜の基底細胞膜には，それぞれトランスポー
ターが極性をもって局在し，基質薬物の胎児血への移行速度と，定常状態における胎児血中濃度の両
方を規定する。

はじめに
薬物の胎児移行は胎盤関門が制御している。薬物の胎
盤透過性は，一般に脂溶性に依存し，高分子薬物や血漿

ば，幸いである。

薬物の胎児移行性を規定する因子

タンパク質と結合した薬物は胎盤関門を透過しない。胎

受精から約 1 週間で受精卵は胚盤胞となり，子宮内膜

盤関門にはトランスポーターが発現しており，胎児への

に着床する。胚盤胞は，胎児へと分化する内部細胞塊

薬物移行を抑制・促進している。このことは，胎盤を介

が，胎盤へと分化する栄養膜細胞に覆われた構造をと

した胎児移行性を理解するうえでの基礎知識であり，ご

る。つまり，胎盤（栄養膜細胞）が胎児を守る状態は，

存知の方も多いと思う。これらはもちろん，すべて正し

着床から分娩に至るまで，常に維持されている。着床

い（と私は信じている）
。一方で，もう少し調べてみる

後，栄養膜細胞の最も母体側の層は細胞同士が融合して

と，脂溶性が高くない薬物や血漿タンパク結合率が高い

細胞の隙間が塞がれた合胞体栄養膜細胞層となり，これ

薬物であっても，胎児に影響を与えるものは当然存在す

が胎盤関門の実体である。母胎間の物質交換が活発化す

る。ここで，理論と実際にギャップを感じて，胎盤関門

るのは，母体血と胎児血が胎盤関門を介して向き合う妊

について書かれた教科書に疑いを抱いた経験のある方も

娠 12 週以降である1)。

いるのではないだろうか。本稿では，この理論と実際の

胎盤関門を介した薬物の「胎児移行性」として，①胎

ギャップを埋めるため，理論を少し踏み込んで解説して

児血中濃度，②胎児血への移行速度（厳密にはクリアラ

いきたい。依然として説明できない部分もあるが，本稿

ンス）
──という2 種類の解釈が成立する。この 2 つの違

を通じて，この疑いの目を少しでも晴らすことができれ

いを理解すれば，前述の疑いを解くことにつながる。
「速

慶應義塾大学薬学部薬剤学講座
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企画協力
編集協力

関西腎と薬剤研究会
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！！

第6回

CKD 患者への抗菌薬の至適使用
森住

誠

MORIZUMI Makoto
大野記念病院薬剤部

人工関節感染症に対する抗菌薬管理
患

者

主

訴

現 病 歴

78 歳，女性
左膝の関節痛
半
 年前に変形性膝関節症と診断され，外来にて薬物療法を継続していた。しかしここ1カ月で疼痛が
徐々に増強し，歩行距離も次第に短くなり，日常生活に支障を来していた。医師から，薬物療法での
症状のコントロールは限界と告げられ，今回，人工膝関節置換術（total knee arthroplasty；TKA）
目的で入院となる。術後経過は良好であったが，術後 4 週間経過したころから38℃台の発熱と左膝の
腫脹および疼痛を認めた。各種検査の結果，人工関節周囲感染症（prosthetic joint infection；PJI）
と診断された。本人の強い希望もあり，人工関節を温存し，薬物療法による保存的加療の方針となる。

既 往 歴

慢性腎臓病（CKD），2 型糖尿病，慢性心不全，心房細動，高血圧

手 術 歴

なし

アレルギー・不耐性・薬物有害反応
薬

ミノサイクリンによるめまい・悪心

歴

①アゼルニジピン錠 16 mg

1回1錠

1日1回

朝食後

②フロセミド錠 40 mg

1回1錠

1日2回

朝，昼食後

③カルベジロール錠 2.5 mg

1回1錠

1日1回

朝食後

④アジルサルタン錠 20 mg

1回1錠

1日1回

朝食後

⑤レパグリニド錠 0.25 mg

1回1錠

1日3回

毎食直前
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コーディネーター⃝松田 能宣

第6回

国立病院機構 近畿中央呼吸器センター心療内科

認知症

小川

朝生 OGAWA Asao

国立がん研究センター東病院 精神腫瘍科

認 知症 の 緩 和 ケ ア の ポ イ ン ト
認知症は，高齢者では一般的に認められる“状態”である。
認知症は生命予後を規定する疾患であり，緩和ケアの対象になる。
日常生活における具体的な支障を評価することが重要。
本人が意思決定できる段階で，本人の価値観や意向を話し合い共有していくプロセスが望ましい。
痛みなどの身体症状の見落としを防ぐことが重要。

CA SE

認知機能の低下とは，もの忘れのことばかりと思っていました…

70 代，男性，膵がん
患者は長男と二人暮らし。体重減少を主訴に総合病院内科を受診したところ，腹部 CT にて膵頭部の腫瘤を指
摘されました。抗がん薬治療が検討されていますが，その途中で自宅での服薬忘れが目立つことや，火の不始末
など認知機能の低下が疑われ，精神科に紹介されました。
医

師	今回，体の治療とあわせて，こちらにもお越しいただくことになりましたが，いままで普通にできてい
た作業をするのも，疲れやすくなったり，人と会うのも大変だと感じるとおっしゃっていましたね。

患

者 はい。

医

師 実は，この大変さやおっくうさ，というものに，集中力が続かないという認知機能の問題があります。

患

者 そうなんですか…。認知機能というと，もの忘れのことばかりと思っていました。
認知機能の低下と今後の治療の進め方についての説明は…？
➡「予後とアドバンス・ケア・プランニング 5．アドバンス・ケア・プランニング（p.102）
」へ
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宮川

泰宏 MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第 23 回

知っていますか？

この違い

抗菌薬と抗生物質の違いは？

後輩薬剤師：ね～ね～，先輩。この病院は「抗菌薬」として何が採用されていますか？
先輩薬剤師：抗菌スペクトラムを考えて，ICT（感染症対策チーム）とも相談しなが
ら採用しているよ。ほら，この一覧表にある薬だ。
後輩薬剤師：じゃあ，採用されている「抗生物質」って，な～に？
先輩薬剤師：…そんなの同じだろ，どちらも。

後輩薬剤師は知っています。抗菌薬と抗生物質の違い
を！

それは，「抗生物質とは微生物がつくった物質で

あり，一部の抗がん薬も含まれる」ということです。

当時から抗菌薬はさまざまな名前でよばれていました。
“bacterial toxins（細菌毒）
”
，
“toxic substances（毒性
物質）
”
，
“staling products（ 失 活 剤 ）
”
，“antagonistic

Alexander Fleming が 1929 年にペニシリンを発見し

substances（拮抗物質）
”
，
“antibiotic substances（抗生物

たことで人類は細菌への対抗手段を得たのですが，その

質）
”
，
“inhibitory substances（阻害物質）
”
，
“bacteriolytic

104（788）──
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