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　79歳・女性。切除不能な胆のうがんで抗がん薬治療中（ゲ
ムシタビン・シスプラチン療法）。今回，38℃の発熱・悪寒と

嘔吐があったため救急外来を受診し，血液検査で肝障害の所見がみ
られたことから胆管炎の診断で入院。これまで胆道感染症の既往はなく，最
近の抗菌薬投与歴はなかった。入院後，抗菌薬はセフトリアキソン開始となっ
た。入院2日目に血液培養が陽性となったため主治医から抗菌薬選択につい
て相談を受けた。提案は？

第6回

グラトレ
No Gram's stain, No judicious use. 

佐賀大学医学部附属病院
感染制御部 

感染制御専門薬剤師

浦上　宗治
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解説は
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血液培養のグラム染色。2セット・4本が陽性 
（血液培養ボトルにガス産生あり）。

フォト
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特 集

1　循環器

最新エビデンスで答える 薬物療法の Clinical Question 142

心不全の薬物療法に関する
新しいエビデンス

CQ 1：HFpEFに対してレニン・アンジオ
テンシン系（RAS）阻害薬やβ遮断薬を 
投与すべきか？
　日本循環器学会のガイドライン1)において，心不全は
左室駆出率（left ventricular ejection fraction；LVEF）
により大きく4種類に分類された。LVEFの低下した心

不全〔heart failure with reduced EF；HFrEF（LVEF
＜40％）〕，LVEFの保たれた心不全〔heart failure with 
preserved EF；HFpEF（LVEF≧50％）〕，LVEFが軽
度低下した心不全〔heart failure with mid-range EF；
HFmrEF（40％≦LVEF＜50％）〕およびLVEFが回復し
た心不全（heart failure with recovered EF；HFrecEF）
である。これらのうち，アンジオテンシン受容体拮抗薬

（ARB）またはアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害
薬，β遮断薬やミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

（MRA），さらには後述するイバブラジンや，SGLT2阻

岩花　東吾
IWAHANA Togo

�HFpEFに対しては，レニン・アンジオテンシン系（RAS）阻害薬，β遮断薬などの薬剤の心不全予後
改善効果は証明されていない。

�HFrEFにおいて心拍数を低下させることは予後改善効果が見込まれ，β遮断薬に加えイバブラジンも
有効である。

�非弁膜症性心房細動では，CHADS2スコアが1点でも該当すれば，直接経口抗凝固薬（DOAC）を第
一選択として抗凝固療法を検討する。

�冠動脈疾患患者の二次予防として，ストロングスタチンを可能な限り高用量導入する。

�冠動脈ステント留置後の抗血小板薬は，出血リスクが低く，血栓リスクが高い場合のみ3〜12カ月の
抗血小板薬2剤併用療法（DAPT）を継続するが，それ以外では1〜3カ月で抗血小板薬単剤療法
（SAPT）に切り替える。

�心血管リスクを有する2型糖尿病患者には，SGLT2阻害薬の投与を検討すべきである。

�診察室血圧140/90mmHg以上で高血圧と診断し，75歳未満では降圧目標�130/80mmHg未満とし
て治療を開始する。

�高血圧の薬物治療としては，カルシウム拮抗薬，アンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）またはアン
ジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬，サイアザイド系利尿薬，β�遮断薬の5種類が第一選択とされ，
併存症に応じて選択する。

千葉大学医学部附属病院循環器内科

Points
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見えない危機にどう動く？

新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）対応
　世界的な新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行を背景に，わが国でも患者数が増加し，4月7日には
緊急事態宣言が発出された。未曽有の新興感染症により，情報が錯綜し，医療機関ではマスクや個人防護具（PPE），
手指消毒薬などの物資が不足するなど，一時は逼迫した状況に陥った。本緊急特集では，流行初期からCOVID-19
診療に携わっている薬剤師の活動を振り返りながら，第2波以降にどう備えるべきか考えたい。� （編集部）

　2020.9（Vol.62 No.12）── 99 （2351）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
関連ガイドライン Overview

尾田　一貴 ODA Kazutaka

熊本大学病院薬剤部・感染制御部

はじめに
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する薬
物治療は，各種治療薬において臨床研究が進められてい
る状況であり，ギリアド・サイエンシズ社が開発したレ
ムデシビルがわが国において治療薬として2020年5月7
日に特例承認を受けたことは記憶に新しい1)。そして，
富山化学工業が開発したファビピラビル，鳥居薬品が開
発したナファモスタットなどわが国で開発された治療薬
候補を含め，さまざまな薬物において臨床研究が進めら

れている。
　COVID-19に関するさまざまな対応策，ガイドライン
は多数出版されており，わが国においては厚生労働省2)，
国立感染症研究所3)をはじめ，日本感染症学会4)，日本
環境感染学会5)がまとめているウェブサイトが日本語で
書かれており読みやすい。また，国内の論文報告をまと
めたウェブサイトも散見される4),6)。本稿では，治療薬
に関連するガイドラインを紹介する。

わが国のガイドライン，手引き
　2020年7月10日時点の情報をもとに作成された新型
コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き 第
2.2版7)が最新となる。この手引きでの治療薬は，わが
国にて特例承認されたレムデシビル，デキサメタゾンの
使用方法について解説されている。その他，国内におい
て治験または特定臨床研究が実施されている治療薬候補

として，ファビピラビル，シクレソニド，ナファモス
タット，トシリズマブ，サリルマブが紹介されている。
その他，ロピナビル・リトナビル，ヒドロキシクロロキ
ンおよびクロロキン，イベルメクチン，アジスロマイシ
ン，カモスタット，ネルフィナビルなども紹介されてい
るが，「これらの薬剤は，いずれも有効性・安全性が確

緊急特集
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配合変化やルート管理がなぜ必要？

　ところで，配合変化やルート管理がなぜ必要か聞かれたら皆さまはすぐに回答できますか？
　まずは，本来投与される薬剤と異なる異物や含量が減った薬剤が直接血管内に投与されてしまう患者
さんの不利益があるからでしょう。実際にインシデントが発生し患者さんの命に係わる事例もあります。
　また，変色や沈殿など配合変化を起こした薬剤を廃棄する医療経済上の問題もあります。それに薬剤
だけでなくルートなどの器具も廃棄となります。皆さんの施設でも「DPCだからジェネリックに切り
替えて医薬品費を抑えろ」と上層部から指示があり爪に火をともす思いで業務をされている方もいると
思います。まして最近続々と発売されている高額な薬剤を配合変化させて廃棄となると目もあてられま
せん。始末書ものです。

相澤　　学  AIZAWA Manabu
公立学校共済組合 関東中央病院薬剤部

連載開始にあたって
　今回から「ゆる〜く覚える配合変化」ということで，配合変化やルート管理についての連載をした
いと思います。とはいえ趣味がヘビーメタルと怪獣という私が小難しいお話など当然できないので
す。ぜひ，皆さんも肩の力を抜いて読んでいただければと思います。また，ときどき話が逸れた方向
にいきますが，目くじらを立てずにご容赦いただけばと思います（あくまでも，“ゆる〜く”なので）。

第1話 諦めないで配合変化

新連載
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松田　能宣
国立病院機構近畿中央呼吸器センター 心療内科

新連載！ 超実践的！

だれでも使える
心理療法の
エッセンス
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第１回 リフレーミング
頻度｜★★☆

・�リフレーミングとは，患者さんが物事に対する新しい視点（フレーム）を獲得する，とても有効な心
理療法のスキルです。

・患者さんをリスペクトする姿勢が，より良いリフレーミングを可能にします。
・リフレーミングの前には，その傍証となる材料をしっかり集めましょう。
・患者さんに寄り添っていないフレームの提供は，ただの押し付けになってしまうので注意が必要です。

ポイント

リフレーミングとは？
リフレーミングとは，物事をいままでとは異なった枠組み

や視点でとらえ直すことで変化を起こす技法です（図1）。起
こっていることは同じですが，リフレーミングによってその
意味が変われば，感情・行動に変化が生じるようになります。

服薬指導をはじめ，薬剤師の先生方が患者さんやご家族と関わるニーズがより高まってきていると
思います。そのようなとき，上手にコミュニケーションが図れたという場合ばかりではなく，思うよ
うに対応できなかったという場合もあるのではないでしょうか。本連載では，薬剤師の先生方が積極
的に活用できるであろう「超実践的！」な心理療法のエッセンスを心療内科医が紹介します。日頃の
臨床業務に少しだけ心理療法のエッセンスを加えていただくだけで，患者さんやご家族とのやり取り
がとっても楽しくなると思います。ぜひとも気軽に目を通していただき，そのスキルを明日からの臨
床業務に活用していただければ幸いです。

連載にあたって

図1　リフレーミング
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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

糖尿病領域
糖尿病治療薬の適正使用でのしくじり5第 回

花井　雄貴　HANAI Yuuki，西村　功史　NISHIMURA Koji
東邦大学医療センター大森病院薬剤部

Case① この症例から学べたこと
・糖尿病治療薬を選択する際は，患者背景（年齢，既往歴，肥満度，肝・腎機能など）に留意する！
・�加えて，血糖改善効果以外の副次効果（大血管障害の二次予防効果，肝・腎保護作用，体重減少作用など）
を考慮する！
・SGLT2阻害薬の血糖降下作用は中等度であり，腎機能に依存する！

症　例
59歳男性，身長160cm，体重72kg
服用歴　　エナラプリル錠2.5mg　1回1錠　朝食後
　　　　　アスピリン腸溶錠100mg　1回1錠　朝食後
　　　　　アトルバスタチン錠5mg　1回1錠　朝食後
　　　　　メトホルミン錠250mg　1回2錠　毎食後
既往歴　　イレウス術後，膀胱がん，高血圧，心筋梗塞既往，脂質異常症
現病歴　　�40歳頃に会社の健康診断で高血糖を指摘され，近医を受診し2型糖尿病と診断された。診断当初は
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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！！

166 （2418） ──  　2020.9（Vol.62 No.12）

森住　　誠　MORIZUMI Makoto
大野記念病院薬剤部

第12回（完）　血液透析患者の投与設計

血液透析患者へのウイルス感染症治療戦略 
──インフルエンザから新型コロナウイルス感染症（COVID-19）まで

	患　　者	　75歳，女性
	主　　訴	　特になし
	現	病	歴	　�維持血液透析にて当院通院中の患者。同居している20代の孫が2日前から39℃の発熱，関節痛，

咳嗽を認めたため近医を受診し，臨床判断にてインフルエンザウイルス感染症の治療が開始された
ことを透析担当医師に伝えた。患者自身に感冒症状は認めなかったが，濃厚接触者に該当するため，
患者背景も鑑みて医師は抗インフルエンザ薬の予防投与を患者とその家族に提案した。

	既	往	歴	　�慢性腎臓病（CKD）（65歳から血液透析施行中），帯状疱疹（68歳），アルツハイマー型認知症
（70歳），心房細動，高血圧症

	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	

＜内服薬＞
①アジルサルタン錠40mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
②アゼルニジピン錠16mg� 1回2錠　1日1回　朝食後
③沈降炭酸カルシウムOD錠500mg� 1回1錠　1日3回　毎食直後
④ワルファリン錠1mg� 1回2錠　1日1回　朝食後
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