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54歳・男性。不明熱の精査のために入院。入院
2日目，入院時に提出された血液培養が陽性となり主治
医から抗菌薬選択の相談を受けました。提案は？

第2回
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血液培養のグラム染色。2セット・4本が陽性。
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急性薬物中毒の
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特 集

けいれん，心室細動を来した
カフェイン中毒

いつでも出会う起因物質をはずさない！ 急性薬物中毒の臨床推論と治療薬

今井　　徹
IMAI Toru

�カフェインの薬理作用と中毒症状を対応させて理解し，カフェイン中毒の症状と患者の臨床症状に矛
盾点がないか常に評価を行う。

�カフェインの服用量から中毒量や致死量を論じるよりも，患者の臨床症状に着目することが大切である。

�薬剤師はカフェインの特性を十分に理解したうえで，患者の状態に応じた対症療法を推奨する。

�カフェインの代用としてのテオフィリンの血中濃度は，複数回にわたり経時的に測定することは有用
であるかもしれないが，服用量や採血のタイミングによっては測定できないこともあるため結果の解
釈は慎重に行う。

Points

症　例

患者：20歳，女性。
主訴：意識障害
既往歴：うつ病，ナルコレプシー
現病歴：家族が外出先から連絡をとった際はテンションが高い様子であった。1時間後に家族が帰宅する
と，風呂場で倒れており，近くにエスタロンモカ®の空パッケージ（100錠）が落ちていた。呼びかけに
反応しないため救急要請となった。

救急隊到着時のバイタル
意識レベル：Japan�Coma�Scale（JCS）�III-200
バイタル：血圧�不測
身体所見：瞳孔�5.0/5.0mm
救急隊接触時に全身強直性けいれんを7分認め，心室細動となった。胸骨圧迫を開始し，除細動を1回実
施したところで自己心拍再開となった。

病院到着時のバイタル
意識レベル：JCS�III-300
バイタル：呼吸数�32回/分，心拍数�145回/分，血圧�62/41mmHg，SpO2�94％，体温�36.9℃
身体所見：瞳孔�5.0/5.0mm，対光反射緩慢

日本大学医学部附属板橋病院薬剤部
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編集・花井　雄貴　HANAI Yuuki
東邦大学医療センター大森病院薬剤部

感染症領域
ボリコナゾールの適正使用でのしくじり1第 回

花井　雄貴　HANAI Yuuki
東邦大学医療センター大森病院薬剤部

この症例から学べたこと
・初回投与前には肝機能だけでなく腎機能もチェックする！
・ボリコナゾールの特徴（遺伝子多型の存在や非線形性）を考慮して投与設計を行う！
・薬物間相互作用に注意し，適切な血中濃度モニタリングを提案する！

症　例
56歳，女性，身長149cm，体重41kg
服用歴　デュロキセチンカプセル20mg	1回1カプセル　朝食後
　　　　レテルモビル錠240mg	 1回2錠　朝食後
　　　　プレガバリンOD錠75mg	 1回1錠　朝夕食後
　　　　エプラジノン錠20mg	 1回1錠　朝昼夕食後
既往歴　胃潰瘍，うつ病，下肢静脈血栓症
検査所見　	WBC	10,200/µL，Hb	9.0g/dL，Plt	24.6×104/µL，AST	32U/L，ALT	43U/L，LDH	254U/L，

γ	-GTP	33U/L，T-Bil	 0.3mg/dL，BUN	21mg/dL，Cre	1.20mg/dL，CRP	2.81mg/dL，	

新連載
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アジスロマイシンはもともと「さらに苦い」

後輩薬剤師：さっき，5歳の子供にアジスロマイシンの服薬指導をしたら，親から
「この薬は苦くて嫌がるのよね…」と，いわれました。スポーツ飲料や乳酸菌飲料と
一緒に飲むとさらに苦くなるので，間違った内服方法で飲ませてしまうとよりいっそ
う薬嫌いになってしまいますね。でも，何でさらに苦く変化してしまうのでしょう。
先輩薬剤師：「酸性条件下でアジスロマイシンがさらに苦く変質してしまう」，という
誤解も多いけれど，アジスロマイシンはもともと「さらに苦い」薬であって，化学変
化が起こっているわけではないんだよ。それと，アジスロマイシンが子供に処方され
ているということは去痰薬なども同時に処方されていなかったかな？　併用薬のpH
にも気をつける必要があるよ。

　小児の服薬指導において，「薬を飲んでくれない」と
いうことは薬剤師にとって永遠の課題です。抗菌薬や解
熱鎮痛薬のシロップや散剤は甘く加工されているものが
多いのですが，なかにはマクロライド系抗菌薬などのよ

うに苦味が強い薬もあります。マクロライド系抗菌薬の
苦味はキニーネにも匹敵するとされていることから，各
製薬会社は小児用の細粒にコーティングを施してありま
す。コーティングによって口腔内のpH（6.8～7.0）では

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

第25回

子どもの味覚
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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！！

78 （1134） ──  　2020.5（Vol.62 No.6）

片岡　憲昭　KATAOKA Noriaki
大阪医科大学附属病院薬剤部

第8回　CKD患者の緩和医療

慢性腎不全患者のがん性疼痛コントロール
	患　　者	　75歳，男性
	主　　訴	　下腹部痛，会陰部痛
	現	病	歴	　�膀胱がん・前立腺間質浸潤と診断され，膀胱周囲に疼痛を訴え，外来にてアセトアミノフェン錠

1,500mg/日が開始となる。数日前より疼痛増悪を認め，疼痛コントロール目的で入院となった。
なお，近医にて週3回の血液透析を行っている。

	既	往	歴	　慢性腎不全，高血圧
	アレルギー・不耐症・薬物有害反応	　特記事項なし
	薬　　歴	

①アセトアミノフェン錠500mg� 1回1錠　1日3回　朝，昼，夕食後
②沈降炭酸カルシウム錠500mg� 1回2錠　1日3回　朝，昼，夕食直後
③カルシトリオールカプセル0.5µg� 1回1錠　1日1回　朝食後
④ルビプロストンカプセル12µg� 1回1錠　1日2回　朝，夕食後
⑤アムロジピン錠5mg� 1回1錠　1日1回　朝食後

	身体所見	　�身長�175cm，体重�71kg，体表面積�1.86m2，体温�36.5℃，血圧�140/70mmHg，�
脈拍数�90回/分（整），SpO2（room�air）99％，意識清明

	血液検査	　�TP�6.0g/dL，Alb�3.1g/dL，T-Bil�1.0mg/dL，AST�32U/L，ALT�40U/L，UA�5.3mg/dL，
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何を考える？　どう動く？
オンコロジー
エマージェンシー
西森　久和　NISHIMORI Hisakazu
岡山大学病院血液・腫瘍内科

症　例
・��70歳男性，低悪性度B細胞性リンパ腫に対して，外来化学療法室で初回のリツキシマブの投与中，看護師によ
る定期的なバイタルサインの確認をしたところ38.0℃の発熱があり，血圧測定中に意識消失を認めました。血
圧は測定不能でした。

インフュージョンリアクション（IR）第2回

緊急事態です！　どのように対応しますか？

・�インフュージョンリアクション（IR）は生命に関わる合併症なので予測と発症時の迅速な対応を！
・�患者さんから離れるな！
・��IR出現時は，薬剤中止，応援要請，モニター装着，バイタルサインの確認を！
・�アナフィラキシーショックを疑えば，早急にステロイド，H1/H2�blocker，アドレナリン筋注を躊躇しない！

Points
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