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特  集

特集にあたって
国立成育医療研究センター臨床研究センター　中村 秀文

　「子どもは小さな大人ではない」ことはイメージとしてはわかっていても，なか

なか系統立てて小児の薬物治療や副作用について学ぶ機会はないのではないで

しょうか。成人と異なる副作用が出る薬もあり，また成人よりも副作用が出やす

い薬もあります。

　この特集では，副作用の早期発見や予防に薬局薬剤師が活躍していただけるよ

う，小児領域に詳しい医師・薬剤師の先生方にご協力いただき，小児における薬

物療法と副作用の特徴についての総論の後に，代表的な副作用事例について紹介

いただき，さらに小児薬疹の基礎知識を執筆していただきました。ピボキシル基

含有抗菌薬やコデインについてはわが国ではまだ一般的に知られていないことか

ら，薬局薬剤師の皆さんにも周知に努めていただき，副作用の予防や早期発見に

活躍していただきたいと願っています。また，よく知られているステロイドの副

作用についても，内服と吸入に分けて紹介していただきました。比較的よく経験

する副作用ですが，その小児の特徴と留意点をご理解いただければと思います。

薬疹は薬によって症状や出現する時期も異なります。原因薬剤とも関連づけて覚

えておけば，多剤を服用しているときの発疹の原因の特定に役立つことでしょう。

　どんな薬にも副作用はあることを肝に銘じて，不要な投薬は極力避け，適正使

用を心がけねばなりません。薬の副作用は，常に念頭に置いておかねばならない

一方で，不用意に副作用と決めつけると，罪のない薬を悪者にしてしまいかねま

せん。副作用の判別は慎重に行わねばなりません。この特集が，子どもの薬の副

作用のより良い理解の一助となればと願っています。

まずはここから！

子どもの副作用
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はじめに

　薬物療法を実施する際，副作用発現の可能性には
常に留意する必要がある一方，副作用の早期発見・
重篤化回避のためには，あらかじめ特徴的な副作用
について知っておくことが重要である。
　本稿では，小児の薬物療法における副作用の特徴
について説明する。

副作用とは

　薬物の副作用は有害反応（adverse drug reaction：
ADR）とも呼ばれており，世界保健機関（WHO）は，
ADRについて「有害かつ意図しない反応であり，疾
病の予防，診断，治療または身体的機能を調節する
ためにヒトに通常用いられる投与量で発現する」と
定義している1）。
　副作用は，①薬物作用に関する要因，②患者に

関する要因─に大別されるが，両方の要素が混在
するものもある。

薬物作用に関する要因

1）目的以外の薬理作用

　本来の治療目的以外の薬理作用により副作用が発
現する。例えば，気管支喘息治療薬としてβ2刺激薬
を投与する際，本来の治療目的である気管支拡張以
外に心臓のβ2受容体に作用することで発現する心悸
亢進の副作用などが挙げられる。
2）薬物相互作用

　薬物-薬物間，薬物－飲食物間，薬物－サプリメ
ント間などの相互作用により，薬物血中濃度が上昇
することによって副作用が発現する。
　薬物に関する要因で発現する副作用の多くは用
量・血中濃度依存的であり，薬剤の投与中止あるい
は減量で，回避・軽減できる場合が多い。

1

特 集

まずはここから！　子どもの副作用

　小児薬物療法における副作用を考えるうえで，小児特有の成長・発達に伴う薬物動態の

変化について理解することが大切である。成人と小児を比較した場合，体の大きさだけで

なく，臓器の発達の程度，薬物代謝酵素の発現，体水分量・体脂肪量，皮膚の厚さなど薬

物の体内動態に影響を及ぼす多くの相違点が存在する。これらを踏まえ，小児期に遭遇し

やすい副作用や特徴的な副作用についての知識をもつことで副作用の早期発見に繋げるこ

とができる。

summary

小児薬物療法と副作用
トロント小児病院Research Institute, Translational Medicine　島本 裕子

トロント小児病院小児科　伊藤 真也
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はじめに

　ピボキシル（以下，PI）基を含有する抗菌薬の服用
により，二次性カルニチン欠乏症が引き起こされる。
本稿では，カルニチンの生理作用とその欠乏症，PI
基含有抗菌薬服用によるカルニチン欠乏症のメカニ
ズムについて解説し，さらに報告症例の検討から明
らかになった小児に対するPI基含有抗菌薬の問題点
について述べる。

カルニチンの生理作用

　カルニチンは，長鎖脂肪酸のミトコンドリアマト
リックス内への輸送に必須であり，長鎖脂肪酸のβ
酸化による細胞のエネルギー代謝，ATP産生にとっ
て極めて重要な物質である。カルニチンは食事から
必要量の約75％が摂取され，生合成により残りの約
25％が供給される条件的必須栄養である。体内のカ

ルニチンのほとんどは骨格筋などの組織中に分布し，
血中のプールはわずかである（約0.6％）。血中カルニ
チン2分画検査で，遊離カルニチン値が20μmole/L
以下に低下した場合を欠乏症と診断している。
　『カルニチン欠乏症の診断・治療指針2018』の詳
細は，日本小児科学会のホームページから入手でき
るので，参照していただきたい1）。

カルニチン欠乏症

一次性カルニチン欠乏症

　一次性カルニチン欠乏症は，全身性カルニチン欠
乏症などとも呼称される重度のカルニチン欠乏症で，
常染色体劣性遺伝形式をとる。細胞膜に局在する 
カルニチントランスポーター（organic cation/carnitine 
transporter 2：OCTN2）の機能低下により，カルニ
チンの腎尿細管からの再吸収，筋細胞などへの取り
込みが不十分となり細胞内カルニチンが欠乏する。
血中カルニチン2分画検査では，遊離カルニチン，

1

　ピボキシル基含有抗菌薬投与による二次性カルニチン欠乏症の報告が相次いでいる。低

ケトン性低血糖，意識障害，痙攣が主な症状であるが，痙攣重積，脳症といった重篤な経

過をとった症例もある。報告例の検討では，乳幼児においては短期間の投与でもカルニチ

ン欠乏が生じる可能性が示唆された。乳幼児に対して抗菌薬を投与する際には，代替可能

な抗菌薬があればピボキシル基含有抗菌薬の投与は控えるべきであろう。

summary

ピボキシル基含有抗菌薬
仙台市立病院小児科　大浦 敏博

薬剤別　小児の副作用とその対応

特 集

まずはここから！　子どもの副作用
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はじめに

　コデインリン酸塩水和物（以下，コデイン）は，オ
ピオイドの一種である。欧米では主として鎮痛薬と
して用いられることが多いが，わが国ではもっぱら
鎮咳薬として位置づけられる。日常診療のなかで医
療用医薬品（以下，処方薬）として，あるいは薬局で
購入が可能な一般用医薬品（以下，OTC）として，
治療に用いられるが，後者では総合感冒薬において
“咳止め”の成分として含まれていることが多い。
　2017年7月4日，厚生労働省（以下，厚労省）より，
コデインの小児への使用に関して制限をかけていく

旨の通知1）がなされた（表）。今後，小児領域を中心
に，コデインの取り扱いを巡って大きな変化がもた
らされていくものと思われるが，このことを踏まえ

　わが国では主に鎮咳薬として用いられるコデインは，オピオイドに分類され，強い鎮痛

作用，鎮咳作用，止瀉作用をもたらす。その代謝経路の特殊性から，代謝酵素に関わる遺

伝子多型や年齢による抱合能の発達の度合いから薬物動態が個々人で多様である。した

がって副作用の発現もさまざまであり，時に生命を脅かすような重篤な副作用もある。

　2017年の厚生労働省の通知により，2019年中にも小児に対してコデインは使用され

なくなる見込みである。しかしながら，思わぬ形で小児がコデインを服用し，副作用に苛

まれる危険性は当面残存するものと予測される。咳嗽や感冒様症状を訴えて薬局を訪れる

小児患者とその保護者に対しては，コデインとそれによる副作用を念頭に置いた対応を継

続していくことが望ましい。以前に処方されたり購入したりした医薬品の残りがないかの

確認や，成人用の医薬品の流用はしてはならないこと，また副作用として考えられる症状

の説明など，具体的かつ丁寧な服薬指導を行いたい。

summary

コデイン
昭和大学医学部小児科学講座　遠藤 美緒

JA静岡厚生連 静岡厚生病院小児科　田中 敏博

薬剤別　小児の副作用とその対応

特 集

まずはここから！　子どもの副作用

（1）�速やかに添付文書を改訂し，原則，本剤を12歳未満の小児
などに使用しないよう注意喚起を行うこと。

（2）�1年6カ月程度の経過措置期間を設け，コデイン類を含まな
い代替製品や，12歳未満の小児を適応外とする製品への切
り換えを行うこと。

（3）�切り換え後，12歳未満の小児への使用を禁忌とする使用上の
注意の改訂を再度実施すること（一般用医薬品は「してはいけ
ないこと」に「12歳未満の小児」に追記する使用上の注意の
改訂を再度実施すること）。

〔厚生労働省「コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含む医
薬品の『使用上の注意』改訂の周知について（依頼）」（平成29年7月4日薬生安

発0704第2号）より〕

表　�コデイン，ジヒドロコデインを含む医薬品の�
「使用上の注意」改訂
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はじめに

　ステロイド内服における副作用は多岐にわたって
おり，成人同様，小児でもすべての副作用が起こり
うる。治療効果を理解し，納得していたとしてもそ
の副作用について全く心配しない保護者はいない。
　本稿では，ステロイド内服における副作用で特に
小児で重要と考えるものについて，その発生機序や
対応を含め述べたい。

成長障害

　ステロイドの副作用として，成長障害は長期的に
みて最も重要な副作用といっても過言ではない。プ
レドニゾロン換算で0.2mg/kg/日以下であれば，成
長障害の発症リスクは軽減するといわれているが，
年齢によっては低用量においても成長率の低下を来

すとされる報告1）もあるため，長期的な使用におい
ては注意が必要である。また，同程度のステロイド
量の使用であっても，疾患によっては成長障害の程
度が強いこともいわれている。クローン病，小児の
リウマチ性疾患，特に全身性若年性特発性関節炎
（systemic juvenile idiopathic arthritis：sJIA）は，
しばしば成長遅滞と関連していることも知られてい
るため特に注意が必要である。
　身長の増加は，骨の長軸方向への内軟骨性骨化に
より起こるが，ステロイドは骨端成長軟骨板に直接
作用して内軟骨性骨化を阻害することにより成長障
害を来す。また，ステロイドは成長ホルモン（growth 
hormone：GH）分泌やインスリン様成長因子（insulin-

like growth factor：IGF）-Iなどの働きを抑制し，
成長障害を来すことも知られている2）。IGF-I産生
低下に関してはGHの投与で効果がみられる可能性
があるが，プレドニゾロン0.35mg/kg/日以上の投与
を継続した成長障害患者ではGHを投与しても成長
率が改善しなかったとする報告もある3）。

　成長や発達に関連する副作用は小児特有であり，長期的にみて最も重要な副作用といえる。

　眼科的副作用は，小児では自覚症状が現れにくいため定期的な眼科受診が重要となる。

また，ステロイド治療中の感染症はしばしば重症化しやすく，特に水痘感染は致死的とな

りうるため注意が必要である。精神症状については，しばしば保護者を悩ませるため，十

分な説明が求められる。その他，一定期間以上のステロイド使用時には，副腎不全の発生

を念頭に置き，漸減時，発熱時などは特に注意が必要である。

summary

ステロイド（内服）
国立成育医療研究センター薬剤部　詫間 梨恵

薬剤別　小児の副作用とその対応

特 集

まずはここから！　子どもの副作用
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はじめに

　小児気管支喘息は，基本病態として気道炎症が慢
性的に存在し，気道過敏性の亢進や気道リモデリン
グを来し，重症化，難治化すると考えられている。
　小児気管支喘息の病態生理については，成人ほど
解明が進んでいないが，アレルギーに関連する場合
が多く，特異的IgE抗体が高率に認められる。した
がって，治療は炎症抑制を目的に，喘息増悪因子の
軽減を図るための環境整備と薬物療法を組み合わせ
た長期的な包括的介入を行う必要がある。
　適切な長期管理を行うことにより，症状のコント
ロール，呼吸機能の正常化，QOLの改善という治療
目標が達成される（表1）。長期管理における薬物療
法では，炎症抑制作用を有する薬剤である吸入ステ
ロイド（inhaled corticosteroid：ICS），ロイコトリエ
ン受容体拮抗薬（leukotriene receptor antagonist：
LTRA）， クロモグリク酸ナトリウム（disodium 
cromoglicate：DSCG）などが主に長期管理薬として

用いられるが，特にICSは私たち薬剤師が服薬指導
の際に小児特有の工夫を必要としたり，保護者から
よく質問を受けることが多い。

吸入ステロイド

小児気管支喘息治療における位置づけ

　ICSは直接気道に到達して気道炎症を抑制する効

1

表1　小児気管支喘息の治療目標

最終的には寛解・治癒を目指すが，日常の治療の目標を以下に示す。
症状のコントロール
　 ● 短時間作用性β2刺激薬の頓用が減少，または必要がない
　 ● 昼夜を通じて症状がない
呼吸機能の正常化
　 ● �ピークフロー（PEF）やスパイロメトリーがほぼ正常で安定し

ている
　 ● 気道過敏性が改善し，運動や冷気などによる症状誘発がない
QOLの改善
　 ● スポーツも含めて日常生活を普通に行うことができる
　 ● 治療による副作用がない

（日本アレルギー学会喘息ガイドライン専門部会・監：喘息予防・
治療ガイドライン2018．協和企画，p142，2018より）

　小児気管支喘息治療の長期管理薬である吸入ステロイドは，服薬指導の際に小児特有の

工夫を必要とし，保護者からの質問も多い薬剤である。吸入ステロイドの副作用は，局所

性のカンジダ症や嗄声などの他に，身長発達抑制や副腎皮質機能抑制などもまれに起こる。

しかしながら，致死的な副作用の頻度はかなり低いため，過度に副作用を恐れることはせ

ず，リスク・ベネフィットの観点から判断を行い，適切な患者指導を行う必要がある。

summary

ステロイド（吸入）
藤田医科大学医学部小児科 研究生/新和会 八千代病院薬剤部　近藤 佳代子

薬剤別　小児の副作用とその対応

特 集

まずはここから！　子どもの副作用
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はじめに

　薬疹は，経口，または非経口投与により体内に摂
取された薬剤やその代謝産物により誘発される皮
膚・粘膜の発疹である。原因薬剤としては抗菌薬や
消炎鎮痛薬などの頻度が多く，薬剤ごとに好発病型
があることが知られている。
　小児期は成人に比べて薬剤による感作機会が少な
いため，薬疹の発生頻度は多くはないが，他の疾患
と鑑別が難しいことから，薬疹は小児において重要
な疾患である。薬疹の病型分類と成人，小児の発症
頻度を表11）に示した。小児では成人に比べ，固定
薬疹，蕁麻疹型薬疹が多くみられる。

薬疹の症状

播種状紅斑丘疹型

　全身に小さな紅斑や丘疹がほぼ対称的に播種状に
認められ，時に中等度の発熱を伴う。通常粘膜症状

やリンパ節腫脹は認められない。小児のほとんどの
症例が，ウイルスかマイコプラズマ感染の関与があ
ることが報告されている2）。粘膜病変は軽度で，血
痂を伴うことはない。色調は鮮紅色から暗赤色で，
全体に均一な皮疹であることが多い。
　原因薬剤としては，ペニシリン，セフェム系抗菌
薬，非ステロイド系消炎鎮痛薬（non-steroidal anti-

inflammatory drugs：NSAIDs）のような急性ウイ
ルス・細菌感染症の際に用いられるものが多い。

多形紅斑型

　主に四肢伸側に対称的に浮腫性の円形～環状の紅
斑が生じ，紅斑は中心がやや陥凹し弓矢の的のよう
な性状（target lesion）をとる。進行すると紅斑の一
部は水疱になることもある。このタイプはしばしば
発熱，粘膜疹を伴うことがあり，重症型であるス
ティーヴンス・ジョンソン症候群（Stevens-Johnson 
syndrome：SJS）型に移行する場合があるので注意
が必要である。
　原因薬剤としては，ペニシリン，セフェム系抗菌
薬やNSAIDs，向精神薬（フェノバルビタール），抗

1

2

特 集

小児薬疹の基礎知識
─症状の分類と原因薬剤

国立成育医療研究センター皮膚科/慶應義塾大学病院皮膚科　橋本 玲奈
国立成育医療研究センター皮膚科　吉田 和恵

　小児科領域の日常診療でしばしば遭遇する薬疹について，その病型，原因薬剤，臨床的

特徴と治療について解説する。小児では，播種状紅斑丘疹型，固定薬疹型，蕁麻疹型の

3病型が多く，診療において重要である。播種状紅斑丘疹型から多形紅斑型，さらにス

ティーヴンス・ジョンソン症候群型へと進行し，重症化しうることに注意する。

summary

まずはここから！　子どもの副作用
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オンライン医療を補完する服薬指導

1．オンライン服薬指導のきっかけ

　本日は規制改革推進会議の議論のなかで，薬剤師

に関連する点についてお伺いしたいと思います。まず

はオンライン服薬指導について，そもそもこの議論

はどのようなところから始まった話なのでしょうか。

森下　このオンライン服薬指導の議論はいくつか源

流があります。1つは，インターネットでOTC医薬

品の販売を解禁した議論の延長線上のもの，もう1つ

は国家戦略特区のなかで僻地や遠隔地に限って遠隔

服薬指導を行うという議論です。後者に関してはい

くつか実際に試行的な流れが始まっています。

　そして，この2つの流れとは全く別に，オンライ

ン医療の推進という観点から規制改革推進会議では

オンライン服薬指導について議論を進めてきました。

これは，2018年の診療報酬改定で医師によるオンラ

イン診療が始まったことをきっかけとしています。

せっかく医師がオンラインで患者を診ても，薬に関

しては薬局で受け取らなければいけないのではオン

ライン医療が一貫して行えず，これは患者にとって

デメリットではないかということになりました。

　もともとオンライン診療の議論を始めたきっかけ

となったのは，在宅で寝たきりなど介護が必要な方

1991年　大阪大学医学部老年病講座大学院卒業
1991年　米国スタンフォード大学循環器科研究員
1992年　アメリカ循環器学会特別研究員
1994年　米国スタンフォード大学循環器科客員講師
1995年　日本学術振興会特別研究員
1998年　大阪大学大学院医学系研究科助教授
2003年より現職

2003年以降，知的財産戦略本部本部員，内閣府規制改
革推進会議委員，健康・医療戦略推進本部戦略参与，
大阪府市統合本部医療戦略会議参与，日本万博基本構
想委員などを務められる

森下 竜一

大阪大学大学院
医学系研究科

規制改革推進会議から
みえてくる
薬剤師の未来

が増えていくなかで，病院に来られない方々にどう

やってより良い医療を提供するか，という観点で議

論が進んでいたので，薬の部分を含め，一気通貫の

オンライン医療を実現するためにオンラインの服薬

指導という話題が出てきたのです。規制改革推進会
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　こんにちは。薬局薬学のエディターこと山本雄一郎です。薬歴について僕の論考をまとめた拙著
『誰も教えてくれなかった実践薬歴』（以下，実践薬歴）は，お陰様で好評で，大変感謝しています。
もともと薬剤師の日常業務の一助になればとの想いで書きましたが，今では薬歴のあり方が話題に
なっただけでも書籍を世に出した意味があったのでは，と感じています。そして，たくさんの「ご愛
読者はがき」をお送りいただき，ありがとうございました。そのなかで，実践薬歴の続編を希望する
声を数多くいただきました。そこで，今回から実践薬歴に関連した勉強法を連載していきたいと思い
ます。

　ポイントは，“経験を一つで終わらせない”ことです。ある患者に対して，処方箋に基づいて投薬を
し，薬歴をつけました。それで終わってしまうのではなく，もしその患者に異なる病態や併用薬，そ
して薬識といった背景があったのなら，この薬歴はどう変化したのだろう。そう考えることで，いく
つもの経験を一度に重ねていくのです。

　僕は，気になった症例があったときは個人情報を伏せた形でその症例をノートに書き写し，もしこ
の症例が高度腎機能障害だったら，あの併用薬を飲んでいたら，コンプライアンスが悪かったら，疑
義照会をしても受け入れられなかったら，そんな想定を加え，その時々の対応を考えてきました。そ
うした経験は，たとえ仮のものであっても，投薬時のアセスメント，つまり薬剤師の考えや予測の精
度を上げてくれるのです。そして，それはSOAPのSを抽出する訓練にもなるのです。

　長くなりました。ということで，時には実践薬歴に書ききれなかったことも交えながら，まずは半年，
具体的な薬歴を交えつつ，つらつらと綴ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

阪神調剤ホールディンググループ 有限会社アップル薬局/熊本大学薬学部 臨床教授

山本 雄一郎

連載開始にあたって
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柴田　佳太　昭和大学薬学部基礎医療薬学講座 薬理学部門　

倉田なおみ　昭和大学薬学部社会健康薬学講座 社会薬学部門

第2回　抗血栓薬をふり返る

ワルファリンとリバーロキサバン……
侵襲的処置のための休薬期間に違いがあるのはなぜ?

空いた時間に
スキルアップ
空いた時間に
スキルアップ

倉田なおみ KURATA Naomi
昭和大学薬学部 
社会健康薬学講座 社会薬学部門

企画・編集協力

患者向けリーフレット・

指導箋のなぜ？ がわかる

臨床薬学講座
すきま時間の

薬理学編

大手術が予定されているワルファリン服用中の患者には，5日前から服用を中
止するよう指導しています。しかし，イグザレルト（一般名：リバーロキサバ
ン）は投与後24時間以上経過していればいいようです……この違いはなぜ?

イグザレルト錠 患者指導箋＊1 イグザレルト錠 添付文書＊2

■使用上の注意　2.重要な基本的注意

Warfarin適正使用情報＊3

〔＊ 1：バイエル薬品株式会社：イグザレルト錠（薬袋
封入用）患者指導箋 /＊ 2：バイエル薬品株式会社：イ
グザレルト錠 10mg，15mg，添付文書（2017年 10月改
訂，第 7版）/＊ 3：エーザイ株式会社：Warfarin適正使
用情報．第 3版（https://medical.eisai.jp/products/
warfarin/proper-use/WF_T_AUI.pdf）より〕
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はじめに

　近年，わが国では生物学的製剤などの新薬や古典
的な薬剤の臨床導入により，全身的に用いられる薬
剤による眼副作用が増加しています。また，検査機
器の発達により診断や評価がしやすくなっています
が，処方医と副作用の監視・管理をする医師が異な
るため，患者は他科の薬剤と眼症状の関連性に気づ
かず眼科を受診し，眼科医は薬剤の情報を知らされ
ずに，あるいは気づかずに診療が進んでしまう可能
性があります。
　薬剤性の眼障害には古くから有名なものに加えて，
なかには今後遭遇する機会がますます増加するもの
もあります。また，知っているだけで大いに判別し
やすくなるものも少なくありません。本稿では，網
膜症およびぶどう膜炎を生じる薬剤について解説し
ます（抗がん薬による眼副作用については他の回で解
説を予定しているので要点のみ）。

網膜・ぶどう膜障害の症状

　表1に網膜・ぶどう膜に障害を生じうる薬剤につ

いて，その障害の内容，症状，そして診断方法を示
します。
　網膜・ぶどう膜の障害では，主に見え方に関するさ
まざまな症状を生じる可能性があります。網膜・ぶど
う膜障害では，障害レベルや部位を患者の言葉から
推測できることがあるので，問診は重要です。以下
に，各障害の症状と患者の訴えについて列挙します。

1 網膜障害
1）黄斑障害

・ 中心暗点：中心が見づらい，黒く抜けるところが
ある，薄いところがある，文字が欠ける，数字を
読み違える
・歪視：歪む，大きく/小さく見える
・ 色視症：青視（青っぽく見える），黄視（黄色っぽ
く見える）など
2）周辺部網膜の障害

・ 飛蚊症：虫が飛ぶ，糸くず・点々・すす・ごみ・
もやもやしたものが出る，追っかけると一緒に動
く，スーッと流れる，明るいところで目立つ，白
い壁を見ると見える
・ 光視症：ぴかっと光る，キラッと光る，稲妻が見

網膜・ぶどう膜障害を来す薬剤第3回

篠田 啓　埼玉医科大学病院眼科
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施設での感染対策に論文情報を活かす

イージーアプローチ  
企画・編集協力 特定非営利活動法人アヘッドマップ

特定非営利活動法人アヘッドマップ共同代表／医療法人せのがわ瀬野川病院薬剤課長
KUWABARA Hidenori桑原 秀徳

第4回 施設での感染対策に論文情報を活かす
─PECOを使えるようになろう

はじめに

　今回からは，薬剤師として臨床医学論文から得られ
る情報を現場でどう活かすか，その実践例について，
私そして当法人のスタッフが順番に紹介したいと思い
ます。皆さんの現場でもしばしば発生するような課題
に対し，私たちがどうやって論文情報を使って解決を
図ったか（解決した事例ばかりではなく失敗例もあるか
もしれません），読者が追体験できるようにまとめまし
た。
　皆さん自身の現場での課題に置き換え，想像しなが

ら読んでいただけると，より追体験しやすいかと思い
ます。そのため固有名詞などは伏せ，エピソードも若
干の改変をしてフィクション風味に書いていますが，
いずれも実際の事例に基づいたエピソードです。今回
のように少し古くなったものもありますが，実際の論
文情報を使っていますので，きっと似たような課題が
発生したときには役に立つでしょう。いつか来るチャ
ンスに備えたシミュレーションだとでも思って，自分
ならどうするか考えてみてください。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
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オルケディア錠1mg，2mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

医薬品名 ：オルケディア
一般名 ：エボカルセト
薬価基準収載日 ：2018年5月22日
薬価 ： ［1mg］280.7円/錠 

［2mg］412.1円/錠 
製造販売 ：協和発酵キリン株式会社

 効能・効果
　維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症
 用法・用量

　 通常，成人には，エボカルセトとして1回1mgを開始用量とし，1日1回経口投与する。患者の状態に応じて
開始用量として1日1回2mgを経口投与することができる。以後は，患者の副甲状腺ホルモン（PTH）および
血清カルシウム濃度の十分な観察のもと，1日1回1〜8mgの間で適宜用量を調整し，経口投与するが，効果
不十分な場合には適宜用量を調整し，1日1回12mgまで経口投与することができる。

 Point
▶ 維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）を効能・効果とする薬剤で，副甲状腺細胞表面のカルシウ

ム受容体に作用し，主としてPTH分泌を抑制することで，血清PTH濃度を低下させる。
▶ 先行品であるシナカルセトと同様，低分子の経口カルシウム受容体作動薬で，上部消化管障害の発現頻度が

低いほか，チトクロムP450（CYP）関連の併用注意薬がなく，CYP3A4阻害薬およびCYP2D6基質薬とも併
用が可能。

オルケディア錠の概要

第215回

広島大学病院薬剤部　冨田 隆志

オルケディア錠1mg，2mg
（エボカルセト）
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

特徴

　維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症

（secondary hyperparathyroidism：SHPT）を効能・ 

効果とするカルシウム受容体作動薬である。同系統

の薬剤では，2008年にシナカルセトが承認され，

2017年に合成ペプチドの注射剤エテルカルセチドが

承認されている。本剤はこれに次ぐ3剤目であり，

シナカルセトと同様の低分子の経口剤である。

1． 維持透析患者のSHPT治療におけるカルシ
ウム受容体作動薬の位置づけ

　日本透析医学会が2012年に策定した『慢性腎臓病

に伴う骨・ミネラル代謝異常の診療ガイドライン』

では，血清のリン，カルシウム濃度の管理目標値が

定められており，両者が正常または低値であるとき

は活性型ビタミンD製剤，正常または高値および副

甲状腺ホルモン（parathyroid hormone：PTH）高値

の場合にカルシウム受容体作動薬であるシナカルセ

トの投与の考慮が推奨されている（図）。エボカルセ

トが反映されたガイドラインは発表されていないが，

同様の位置づけが可能な薬剤と考えられる。

　国際的腎臓病ガイドライン機構（Kidney Disease 

Improving Global Outcomes：KDIGO）の2017年の

慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常の診断，検査

法，予防および治療に関する診療ガイドラインでは，

PTHの抑制が必要になった慢性腎疾患ステージG5D

患者においてカルシウム受容体作動薬が推奨されて

いる（活性型ビタミンD製剤と優先順位をつけない

同列での推奨となっている）。

2．臨床成績
　2018年時点でエボカルセトは日本のみで承認され

ており，第Ⅲ相臨床試験も国内実施のものに限られ

ている。承認申請時には，血液透析患者対象のシナ

カルセト対照比較試験，腹膜透析患者対象の試験，

長期投与試験が評価されている。そのうち2つの概

要を以下に示す。

（1）国内第Ⅲ相比較臨床試験

　20歳以上で，血液透析施行中の日本人SHPT患者

634例（各群317例）を対象とした，シナカルセト対

照のランダム化，二重盲検ダブルダミーの並行群間

図　日本透析医学会の診療ガイドラインにおける活性型ビタミンD製剤とシナカルセトの使い分け

血清補正カルシウム値（mg/dL）

血清リン値（mg/dL）

活性型ビタミンD製剤↑

シナカルセト↑10.0

8.4

3.5 6.0

（日本透析医学会：慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常の診療ガイドライン．日本透析医学会雑誌，45：312，2012より）
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で見抜く

の

臨床推論

裏側

まずは，薬剤師からの一言

第12回 （完）

湿布をください

どうされましたか？
どのような痛みですか？

太腿の筋肉痛です。いつも痛
いわけではなく，決まった動
きをしたときだけ痛みがあり
ます。痛い場所もわかってい
て，そこを押すとピリッと電
気が走ったように痛みが走り
ます。よく効く湿布をくださ
い。

 ❷

力仕事をしたので，筋肉痛に
なったんだと思います。痛いの
は腕です。湿布をください。

 ❶

肩に痛みがあります。痛みが強
く，手を肩より上に挙げること
ができません。湿布を貼ってお
こうと思います。

 ❸

相談者の答えは……

マスカット薬局 臨床研究室 副室長　

小川 壮寛 【執筆】
社会医療法人清風会岡山家庭医療センター
奈義・津山・湯郷ファミリークリニック　

松下 明 【監修】 
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間脳-視床下部-下垂体-卵巣系のネガティブ・フィードバック機構

✓ 中枢神経系（間脳-視床下部-下垂体）と卵巣の間には，
卵胞刺激ホルモン（follicle stimulating hormone：FSH）
とエストラジオール（estradiol：E2）を介したネガティ
ブ・フィードバック機構が存在します。

卵巣

下垂体

FSH E2

武蔵境いわもと婦人科クリニック　岩本 豪紀

第7回　排卵誘発薬（3）　クロミフェンとレトロゾール
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擦り傷の処置について質問してくれたマネージャーとの会話

　店内で仕事をしていると，氷嚢を買いに来ていた女子高生が声をかけてくれました。

1．ハイドロコロイド絆創膏とは？
こんにちは。寺宝（じほう）さんですね？　いつもこちらに来ている山田君（高校生）と同

じラグビー部でマネージャーをしている大島です。山田君からRICE処置について聞いて，

早速，氷嚢とケミカルパック＊1 を買いに来ました。できれば，擦り傷（擦過傷）の処置や

絆創膏について教えてもらいたいのですが……。
＊1：化学反応で低温を作り出す瞬間冷却剤

もちろんです。まず，皮膚について少し説明しましょう。皮膚はこのように表皮，真皮，

皮下組織（主に脂肪）の三層構造となっています（図1）。真ん中の真皮には血管があるため，

擦り傷の深さが真皮に到達すると出血します。また，神経もあるので，当然，痛みも感じ

ることになります。真皮に到達していない浅い傷からは，血が出ないこともありますね。

擦り傷の処置について質問してくれたマネージャーとの会話擦り傷の処置について質問してくれたマネージャーとの会話擦り傷の処置について質問してくれたマネージャーとの会話擦り傷の処置について質問してくれたマネージャーとの会話

マネージャー

薬　剤　師

かさぶたを作らせない創傷治癒のアドバイス！第8回

大分三愛メディカルセンター薬剤部　山田 雅也

図1　正常な皮膚の構造

表皮

真皮

皮下組織

神経
血管
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薬局プレアボイドとインシデント事例において，薬剤師は一度は“ヒヤリ・ハッと”しており，
最後には“ホッと”胸をなで下ろしていることでしょう。このような意味から，筆者はこの薬局プレ
アボイドとインシデント事例を統合して“ヒヤリ・ハッと・ホッと事例”と呼ぶことにしています。
本稿では，全国各地において収集したヒヤリ・ハッと・ホッと事例について，要因を明確化し，
詳細に解析した結果を紹介します。

経緯
　患者は，頻尿の症状のためA診療所の泌尿器科に何度
か受診しており，来局するのは2度目であった。前回の来
局時からセルニルトン錠（セルニチンポーレンエキス）
（ Rp.1 ）が処方されており，その際も頻尿を主訴としていた。
　今回，再度 Rp.1 が処方されており，詳しい症状を確認

したところ，「喉が渇くので水をたくさん飲んでしまう。
頻尿と喉が渇くことが関連していると思って，循環器科
（C診療所）と泌尿器科（A診療所）の医師に相談したが，
関係ないと言われた」とのことだった〔両医師が精神科（B
診療所）の処方薬のことを知っていたか，およびどのよ
うな判断に基づき関係ないと述べたかは不明である〕。

薬剤師介入が乏しくて口渇と頻尿の関係を明確にできず1
ケース

● カテゴリー ①薬局プレアボイド関係（医師とのコミュニケーション）

● 何が起こった？  頻尿を訴えて泌尿器科を受診した患者が，口渇の副作用を引き起こす可能性のある薬剤を服用
しており，薬剤性口渇による多飲が原因で頻尿になった可能性が考えられたが，原因追求にお
ける薬剤師の介入が乏しく，関係性を明確にできなかった。

▼ 処方内容 
60代の男性。A診療所の泌尿器科。処方オーダリング。 B診療所の精神科。お薬手帳の情報。

＊ 用量，用法，処方日数は薬歴に記載しておらず，詳
細不明。

＊ その他，C診療所の循環器科から4剤（プラザキサカ
プセル75mg，カルベジロール錠2.5mg「サワイ」，
リピディル錠80mg，ラフチジン錠10mg「サワイ」）
の処方があった。

Rp.1

セルニルトン錠 4錠
 1日2回　朝夕食後　56日分

セルニルトン錠の効能・効果

1．慢性前立腺炎
2． 初期前立腺肥大症による次の諸症状 
排尿困難，頻尿，残尿および残尿感，排尿
痛，尿線細小，会陰部不快感

Rp.2

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」
デパケンR錠200mg
セニラン錠5mg
ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」
モサプリドクエン酸塩錠5mg「KOG」
シンラック錠2.5
ポリフル錠500mg

話ヒヤリ  ハッとホッとした
東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座　澤田 康文
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