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特  集

特集にあたって
りんくう総合医療センターりんくうウェルネスケア研究センター／同 健康管理センター／同 循環器内科　

増田 大作

　生活習慣の欧米化に伴い，わが国では近年急激に脂質異常症や耐糖能異常が増

加しており，その結果として脳心血管疾患が増加している。医療技術の進歩に伴

い，これら動脈硬化性疾患での死亡は年齢調整すると低下傾向にあるものの，そ

もそも脳心血管疾患イベントは急激に増加しており，その結果として国民の健康

寿命は短くなっている。

　このイベントリスクの一つである脂質異常症は，健康診断で最も有所見率の高

い疾患であり，その管理は今まで以上に重要となっている。これら脂質異常症に

対する治療の基本は食事・運動療法であるが，その栄養学的知見も順調に蓄積し

ている。さらに治療方法の進歩として，高LDLコレステロール血症に対して

PCSK9阻害薬が登場し，今まで経験したことのないほどのLDLコレステロール

値の低下が可能となった。また，選択的PPARαモジュレーターの登場は高卜リ

グリセライド血症に対する有効かつ確実な治療薬として今後が期待されている。

さらに，むしろ従来から使用され，使用頻度の高いスタチンにおける問題点，ス

タチン・フィブラート併用療法の原則禁忌は2018年末に解除され，スタチン使

用時の副作用によるアドヒアランスの低下に対しては日本動脈硬化学会から『ス

タチン不耐に関する診療指針2018』が発表され，その解決の糸口が見えてきた。

このように，脂質異常症に対する薬物療法は，新薬，従来薬のいずれも大きな変

革を遂げつつある。

　そこで，本特集ではエキスパートに解説いただくことで，より確実な脂質異常

症に対する治療戦略をわかりやすく体系的に理解いただくよう工夫した。「すで

にわかっている」と思われがちな本領域が「意外とわかっていない」と気づき，深

く理解いただければ幸いである。

脂質異常症治療の 
最前線を追え！



8 調剤と情報  2019.6（Vol.25 No.8）（1148）

脂質異常症患者を�
スクリーニングする意義

　動脈硬化による脳心血管疾患，すなわち心疾患（心
筋梗塞，狭心症），脳血管疾患（脳出血，脳梗塞），
末梢血管疾患（閉塞性動脈硬化症など）のイベント発
症は増加しており，健康寿命の短縮化を招いている。
生活習慣の改善で予防可能な，これら脳心血管イベ
ントの発症リスクである脂質異常症，高血圧，糖尿
病，喫煙，性差，家族歴などの適切な評価と治療が
求められている。
　健康診断におけるこれらイベントリスクの項目は，
それぞれカットオフ値が定められ，受診勧奨がなさ
れている。しかし，脳心血管イベントはリスクの重
複によって起こることが多く，それぞれの疾患が軽
症であっても重複すれば発症リスクは増加する。こ
のため，疾患の多寡を加味した包括的なリスク評価
が必要となる。
　職域健康診断における検査項目のうち，最も有所
見率が高いのが脂質異常症である。また，脂質異常

症は動脈硬化惹起性を有するもののみでなく，多彩
な病態を示し，かつ他疾患によっても影響を受ける。
このため，適切な脂質異常症の鑑別診断が必要であ
る。
　日本動脈硬化学会では，脳心血管イベントのリス
ク管理の観点から『動脈硬化性疾患予防ガイドライ
ン（以下，GL）』を5年に1回刊行しており，その最
新版が2017年に発刊されている1）。また，実臨床に
おける脂質異常症の診断・治療の一助として，『動
脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイド

（最新は2018年版）』2）が出版されている。いずれも
多くの専門家による複数の臨床研究から得られたエ
ビデンス評価の成果である。
　本稿では，これら2つの刊行物の内容を中心に解
説する。なお本学会は，薬剤師の場合にはメディカ
ルスタッフとしてより安価に学会参加が可能であり，
生涯学習に有益なため，ぜひ加入を検討いただきた
い3）。

特 集

　わが国では，脂質異常症患者が急激に増加しており，その結果として脳心血管疾患イベ

ントが増加している。日本動脈硬化学会では，動脈硬化性疾患の予防を目的としたガイド

ラインおよび脂質異常症診療ガイドを策定している。脂質異常症のスクリーニングおよび

鑑別を行い，合併している脳心血管イベントリスクの状況を加味して包括的リスクを評価

し，その結果，エビデンスに基づいて決定された治療目標値を目指す治療介入が必要であ

る。

summary

脂質異常症とは
りんくう総合医療センターりんくうウェルネスケア研究センター／同 健康管理センター／同 循環器内科　増田 大作

脂質異常症治療の最前線を追え！
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はじめに

　脂質異常症の薬物治療では，血液中のコレステロー
ルの存在状態および濃度を適切に調節し，「LDL-コ
レステロール（LDL-C）をより低く，HDL-コレステ
ロール（HDL-C）をより高く」という考えを基本とす
る指導・治療が行われている。関連薬物の作用機序

の多くも，この概念で説明可能である。
　本稿においては，コレステロール値とトリグリセ
ライド（TG）値の目標値などにより使い分けられる
脂質異常症の治療薬（表）1）について，最近発売され
たプロ蛋白転換酵素サブチリシン/ケキシン9型

（PCSK9）阻害薬，ミクロソームトリグリセライド転
送蛋白質（MTP）阻害薬も含めて紹介する（図1）2）。

特 集

　脂質異常症の治療はスタチンやフィブラートなどを中心に行われてきたが，ここ数年の

間に，PCSK9阻害薬（エボロクマブ，アリロクマブ），MTP阻害薬（ロミタピド），

SPPARMα（ペマフィブラート）などが相次いで発売された。本稿では，コレステロール

値とトリグリセライド値の目標値などにより使い分けられているこれらの脂質異常症治療

薬について，薬理作用を中心に，最新の知見も交えて紹介する。

summary

脂質異常症の治療薬とその薬理作用
東京大学医学部附属病院薬剤部　高田 龍平

脂質異常症治療の最前線を追え！

表　脂質異常症治療薬一覧
分　類 LDL-C TG HDL-C non-HDL-C 主な一般名

スタチン ↓↓～↓↓↓ ↓ ─～↑ ↓↓～↓↓↓ プラバスタチン，シンバスタチン，フルバスタチン，
アトルバスタチン，ピタバスタチン，ロスバスタチン

フィブラート系薬 ↓ ↓↓↓ ↑↑ ↓ ベザフィブラート，フェノフィブラート，ペマフィブラート，
クリノフィブラート，クロフィブラート

小腸コレステロール
トランスポーター阻害薬 ↓↓ ↓ ↑ ↓↓ エゼチミブ

（陰イオン交換樹脂） ↓↓ ↑ ↑ ↓↓ コレスチミド，コレスチラミン

プロブコール ↓ ─ ↓↓ ↓ プロブコール

多価不飽和脂肪酸 ─ ↓ ─ ─ イコサペント酸エチル，オメガ-3脂肪酸エチル

ニコチン酸誘導体 ↓ ↓↓ ↑ ↓ ニセリトロール，ニコモール，ニコチン酸トコフェロール

PCSK9阻害薬 ↓↓↓↓ ↓～↓↓ ─～↑ ↓↓↓↓ エボロクマブ，アリロクマブ

MTP阻害薬＊ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓ ↓↓↓ ロミタピド

＊：ホモFH患者が適応
↓↓↓↓：-50％以上　↓↓↓：－50～－30％　↓↓：－20～－30％　↓：－10～－20％　↑：10～20％　↑↑：20～30％　─：－10～10％

（日本動脈硬化学会・編：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版．日本動脈硬化学会，2017より一部改変）
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はじめに

　動脈硬化性疾患の予防には，個々の動脈硬化のリ
スクを評価し，介入可能な因子を管理することが重
要である。脂質異常症は動脈硬化の最も大きなリス
クの一つであり，効果的に介入することで動脈硬化
の予防ができることが確認されている。

脂質異常症の診断基準および�
管理基準

診断基準

　LDLコレステロール（LDL-C）およびトリグリセ
ライド（TG）が高いほど，またHDLコレステロール

（HDL-C）が低いほど冠動脈疾患の発症頻度は高い。
『動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版』では，
動脈硬化性疾患予防のためのスクリーニングにおけ
る脂質異常症診断基準を表1のように設定した。
　この診断基準を用いるにあたっては，空腹時採血

での総コレステロール（TC），TG，HDL-Cを測定
し，Friedewald 式（TC － HDL-C － TG/5） に て
LDL-Cを算出することを基本とする。ただし，食後
採血の場合やTGが400mg/dL以上の場合にはこの
式を用いることができないため，non-HDL-C（TC
－HDL-C）を用いる。

管理基準

　動脈硬化症の予防・治療においては，個々の動脈
硬化発症リスクを評価することが重要である。ガイ
ドラインでは，動脈硬化症発症絶対リスク評価法と
して疫学調査の吹田研究1）を選択し，それに基づい
た動脈硬化発症リスクの層別化を行っている（図1）。
図2に吹田研究に基づくスコア（吹田スコア）の算出
法を示す。
　このカテゴリー分類に応じた脂質管理目標値が
p.12の表 2に示されている。一次予防では，原則と
して一定期間の生活習慣改善を行い，その効果を判
定した後に薬物療法の適用を考慮することになる。
二次予防においては，生活習慣の改善を行うととも
に，p.12の表 2に示された管理目標値を用いて薬物

1

2

特 集

　セリバスタチンとgemfibrozilの併用において重篤な横紋筋融解症が発症して以来，ス

タチンとフィブラートの併用は行われにくい状態が続いていた。しかし，その後行われた

多くの臨床試験により，両者の併用はおおむね安全に行えることが確認されるに至った。

　スタチンとフィブラートの併用は，スタチンを投与してLDL-Cを管理した後に，non-

HDL-Cの高値が続く場合などで考えられる。

summary

スタチン・フィブラート併用療法が
望ましい病態とは

日本動脈硬化学会　木下 誠

脂質異常症治療の最前線を追え！
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はじめに

　日本動脈硬化学会，日本肝臓学会，日本神経学
会，日本薬物動態学会のスタチン不耐診療指針作 
成ワーキンググループより，2018年7月時点までの
公表データを中心に作成された『スタチン不耐に 
関する診療指針2018』では，スタチン不耐（statin 
intolerance）は「スタチン服用に伴って見られる有害
事象により，服用者の日常生活に許容困難な障害が
生じ，その結果服薬中断や減量に至るもの」と定義
されている1）。
　スタチンには複数種の薬剤があり，どのスタチン
のいかなる投与量でも継続困難な「完全不耐」と，
特定のスタチンのある用量でのみ継続困難な「部分
不耐」がある。本稿では，『スタチン不耐に関する診
療指針2018』に基づいてスタチン不耐について解説
する。

スタチン不耐はなぜ問題か？

　スタチンは血中LDLコレステロールを20～50％
低下させ，狭心症や心筋梗塞に代表される動脈硬化
性心血管疾患の一次および二次予防に有用な薬剤で
あることが確立されている。特に，二次予防や家族
性高コレステロール血症などの遺伝性脂質代謝異常
症に代表されるハイリスク症例では，長期にわたっ
ての投与が不可欠である。
　一方，スタチンの服薬アドヒアランスの低下や中
断は，一次予防，二次予防において心血管疾患や死
亡リスクを上昇させることが示されている2）。心筋
梗塞で入院後，中等度～高強度のスタチンが開始さ
れた米国のメディケア受給者10万人を対象に，スタ
チン不耐1,741例と服薬アドヒアランス良好な5万
5,567例を比較した調査では，冠動脈イベント発生率
や心筋梗塞の再発率がスタチン不耐例で有意に高
かった（図1）3）。
　一方，筋症状にはノセボ（逆偽薬）効果があること
が指摘されている4）。心血管リスクを有する高血圧

特 集

　スタチン不耐とは「スタチン服用に伴って見られる有害事象により，服用者の日常生活

に許容困難な障害が生じ，その結果服薬中断や減量に至るもの」と定義される状態である。

スタチン不耐では，動脈硬化性心血管疾患の発症リスクが増大する。

　筋障害，肝酵素上昇，新規糖尿病の発症がスタチン不耐の主要な事象である。重篤な筋

障害や，ALT値正常上限の3倍以上かつ総ビリルビン値正常上限の2倍以上の肝障害では

スタチンを中止する。

summary

スタチン不耐の病態と診療指針の活用
昭和大学医学部内科学講座循環器内科学部門　木庭 新治

脂質異常症治療の最前線を追え！
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はじめに

　心血管疾患の発症や進展において，動脈硬化は大
きな原因であり，その危険因子として，①糖尿病・
耐糖能異常，②脂質異常症，③高血圧，④慢性腎
臓病，⑤喫煙，⑥非心原性脳梗塞・末梢動脈疾患，
⑦年齢・性別，⑧冠動脈疾患の家族歴─などが
ある。食生活の是正はこれら危険因子の改善だけで
なく，動脈硬化性疾患の予防と治療の基本であるこ
とは明らかである1）。近年，脂質異常症に対する食
事療法は，各栄養素をもとにした指導から食事パ
ターンを中心にした指導へと変わりつつある。なか
でも摂取エネルギー量，炭水化物と脂質のバランス，
そしてコレステロールや脂肪酸の代謝を正しく理解
することが重要になっている。
　本稿では，『動脈硬化性疾患予防ガイドライン
2017年版』1）を中心に，脂質異常症に対する食事療
法を解説する。

食事療法（表1，2）

適正体重の維持と栄養素配分のバランス

　総エネルギー摂取量を減らすことだけで動脈硬化
性疾患の発症が抑制されることを示す直接的なエビ
デンスはない。 しかし， ランダム化 比 較 試 験

（randomized controlled trial：RCT）のメタ解析な
どから，体重減少を含めた生活改善は血清脂質を含
む動脈硬化性疾患の危険因子の回避に有効であり2），
その結果，動脈硬化性疾患の発症を抑制できると考

1

特 集

　動脈硬化性疾患発症の危険因子である脂質異常症の予防と治療は，食事を含めた生活習

慣の是正が基本である。危険因子の改善のための食事療法においては，特にエネルギー摂

取量，炭水化物と脂質のバランス，そしてコレステロールや脂肪酸の代謝を正しく理解す

ることが重要になる。本稿では，『動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版』を中心

に脂質異常症に対する食事療法を解説する。

summary

脂質異常症患者における 
生活・栄養指導

神戸学院大学栄養学部臨床栄養学部門　筒井 輪央，藤岡 由夫

脂質異常症治療の最前線を追え！

● 禁煙し，受動喫煙を回避する
● 過食と身体活動不足に注意し，適正な体重を維持する
● �肉の脂身，動物脂，鶏卵，果糖を含む加工食品の大量摂取を控
える

● �魚，緑黄色野菜を含めた野菜，海藻，大豆製品，未精製穀類
の摂取量を増やす

● �糖質含有量の少ない果物を適度に摂取する
● �アルコールの過剰摂取を控える
● �中等度以上の有酸素運動を，毎日合計30分以上を目標に実施
する

（日本動脈硬化学会・編：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版．日本動
脈硬化学会，p58，2017より）

表1　�動脈硬化性疾患予防のための生活習慣の改善
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中性脂肪と疾病リスク

　患者さんから中性脂肪について聞かれたときに，

薬剤師として疾病のリスクや食事の指導などをする

機会がありますが，中性脂肪とコレステロールの違

いなども含めて中性脂肪について教えていただきた

いと思います。まずは，平野先生が中性脂肪を研究

されるようになったきっかけを教えてください。

平野　私はもともと大阪大学医学部附属病院第二内

科でコレステロールと動脈硬化の研究をしていまし

た。中性脂肪〔グリセロールに脂肪酸3分子が結合

した脂質でトリグリセライド（TG）と呼ばれる〕を研

究するきっかけになったのは，その頃に心臓の移植

待ちをしていた40歳くらいの男性患者の皮膚の線維

芽細胞を培養したことです。その線維芽細胞は，細

胞内に大量に何かが溜まっていて，今までに見たこ

とのない細胞でした。その患者の心筋と血管は脂肪

滴陽性で，その脂肪を調べると一般的にいわれてい

たコレステロールではなく中性脂肪だとわかり，心

不全の原因を突き止めることができました（図1A）。

　そこから病態の解明を進め，細胞内の中性脂肪分

解酵素（adipose triglyceride lipase : ATGL）の欠損

による中性脂肪蓄積心筋血管症（triglyceride deposit 

cardiomyovasculopathy : TGCV）という新たな疾患

概念を見出しました。

1985年　名古屋大学医学部医学科卒業
　　　　  大阪大学医学部附属病院第二内科
2005年　大阪大学医学部附属病院循環器内科
2009年　大阪大学CNT研究室設立
2017年　中性脂肪学会代表理事

平野 賢一

中性脂肪学会
代表理事

薬剤師が知っておきたい
中性脂肪の働き

B　血管障害（動脈硬化）A　心筋障害（心不全）

遺伝的ATGL欠損症など

細胞内中性脂肪代謝異常

血管平滑筋細胞
への中性脂肪
蓄積

心筋への
中性脂肪蓄積

図1　中性脂肪蓄積心筋血管症（TGCV）
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橋本　光正　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4回　取り扱い注意！！ の薬剤たち

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

リウマトレックス，なぜ休薬期間が必要?

リウマトレックスカプセル2mgの製剤写真

〔PfizerPRO：リウマトレックスカプセル, 製品情報より〕

メトトレキサートの作用機序

　リウマトレックス（一般名：メトトレキサート）は，

細胞に直接作用して細胞分裂を阻害するため細胞毒性

薬と呼ばれている。その作用機序は，ジヒドロ葉酸還

元酵素に本剤が結合して，テトラヒドロ葉酸の合成を

阻害することによるDNA合成の阻害である（図1）。関

節リウマチの治療において本剤を用いてDNA合成を阻

害することにより，免疫担当細胞の増殖を抑制するこ

とで抗リウマチ作用を発現している。一方で，DNA合

成阻害に細胞選択性がないため，骨髄抑制や間質性肺

リウマトレックスは服用方法が複雑……
きちんと飲まなければどうなる?
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薬歴を見れば，その薬剤師の「仕事の質」がわかる！

山本 雄一郎
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

はじめに

　前回の説明のなかで，「薬識」という言葉を使いました。薬の知識ではありません。薬に対する認識
のことです。“自分の人生に，その薬がどのように関与するのか”といった認識のことを薬識といいま
す。なじみのない概念の説明，抽象的な説明ではピンとこないかもしれませんので，症例をもとに説
明していきたいと思います。

薬識を視野に入れて投薬する理由

患者からの電話（2018年7月7日）

「私の飲んでいる薬に発がん性物質が入っているって新聞に書いてあるんだけど，大丈夫な

の？」

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめに

薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由薬識を視野に入れて投薬する理由

Rp1  バルサルタン錠40mg　1回1錠（1日1錠）

 1日1回　朝食後 28日分

CASE 50歳女性のDさん

第3回   薬識を視野に入れて投薬するシーン
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はじめに

　緑内障診療に影響する薬剤について考えると，眼
圧上昇が緑内障による視野障害進行のリスク1）であ
り，薬剤により眼圧上昇が引き起こされることが問
題です。
　そこで，今回は眼圧が上昇する可能性のある薬剤
について概説します。具体的には，抗コリン作用を
有する薬剤と副腎皮質ホルモン薬（以下，ステロイ
ド）です。

抗コリン作用を有する薬剤

1 眼圧上昇の作用機序
　緑内障の病型を大別すると，開放隅角緑内障と閉
塞隅角緑内障に分けられます（図1）。目の中には房
水と呼ばれる水が流れており，房水を産生する場所
が毛様体で，排出する場所がシュレム管です。シュ
レム管の手前には隅角があり，隅角は角膜と虹彩根
部の間で，房水が隅角を通ってシュレム管に流れ込
みます。隅角が狭い（閉塞）眼にコリン作用を有する

毛様体

角膜 隅角閉塞
（房水が流れにくい）

瞳孔ブロック
（房水が流れにくい）

閉塞隅角A 開放隅角B

シュレム管

虹彩

房水の流れ

水晶体

角膜

前房

水晶体

瞳孔

シュレム管

図1　閉塞隅角と開放隅角

薬剤師なら知っておきたい

薬剤性眼障害のキホン

緑内障診療に影響する薬剤第5回

井上 賢治　井上眼科病院 院長/理事長
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薬は“どれくらい”効くのか？

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理事／医療法人社団慈恵会 新須磨病院
INAO Takashi稲生 貴士

第6回 薬は“どれくらい”効くのか？
─ 添付文書，インタビューフォームから読み解く薬の効果

はじめに

　今回は，普段皆さんが目にする添付文書やインタ
ビューフォーム（以下，IF）から得られる医薬品情報を
使って「薬は“どれくらい”効くのか？」を考えたいと

思います。添付文書やIFには，その医薬品が申請，承
認されるにあたって実施された第3相臨床試験の内容
が記載されています。改めて医学論文を検索しなくて
も情報は得られるのです。今回は添付文書やIFに記載
されている内容を，もう一歩踏み込んで，いつもと違
う角度から読み解きたいと思います。

Case 3

　　  今回の疑問　 
アピキサバンはワルファリンに比べて“どれくらい”心原性脳塞栓症を予防できるのか？

　いつものようにクリニックの先生の往診に同行していると，帰り際に先生から「最近紹介されてくる非弁膜

性心房細動の患者，よくDOACを飲んでいるんだけど，ワルファリンとどれくらい効果が違うの？」と質問さ

れました。どれくらい違うのかと言われても……？

　そういえばこの間，アピキサバンの医薬品説明会でワルファリンに比べて塞栓症を21％減らしますって言っ

ていたなぁ。そう思ったあなたは，薬局に戻って早速先輩に相談しました。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
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オゼンピック皮下注2mg

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

オゼンピックの概要

第217回

神戸大学医学部附属病院薬剤部　谷藤 亜希子

オゼンピック皮下注2mg
（セマグルチド）

医薬品名 ：オゼンピック皮下注2mg
一般名 ：セマグルチド（遺伝子組換え）
薬価基準収載日 ：薬価基準未収載
製造販売 ：ノボノルディスクファーマ株式会社

 効能・効果
　2型糖尿病
 用法・用量

　 通常，成人には，セマグルチド（遺伝子組換え）として週1回0.5mgを維持用量とし，皮下注射する。ただし，
週1回0.25mgから開始し，4週間投与した後，週1回0.5mgに増量する。なお，患者の状態に応じて適宜増
減するが，週1回0.5mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には，週1回1.0mgまで増量することが
できる。

 Point
▶ 国内では3番目に登場した週1回投与の持続性ヒトグルカゴン様ペプチド-1（glucagon-like peptide-1：
GLP-1）受容体作動薬である。

▶  4週間以上の間隔で漸増する。
▶ 皮下注射製剤であり，腹部あるいは大腿部，上腕部に投与する。
▶ 血糖依存的にインスリン分泌を促進し，単独投与での低血糖のリスクは低いが，スルホニル尿素（sulfonylurea：
SU）薬やインスリン製剤と併用する場合，重症低血糖を発現する可能性があるため，SU薬やインスリン製剤
の減量を考慮する。
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

特徴

1．作用機序
　ヒトグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）は消化管

ホルモンの一つで，食事摂取により小腸下部のL細

胞から分泌される。GLP-1は膵臓ランゲルハンス島

β細胞膜状のGLP-1受容体に結合し，グルコース濃

度依存的にインスリン分泌を促進する。オゼンピッ

ク（以下，本剤）はGLP-1受容体と選択的に結合す

ることにより血糖降下作用を示す（図1）。

　生体内のGLP-1はジペプチジルペプチダーゼ-4

（dipeptidyl peptidase-4：DPP-4）により速やかに

分解されるが，本剤はペプチド骨格内のアミノ酸を

修飾することによりDDP-4に対する安定性を向上さ

せているほか，高分子親水性リンカーと脂肪酸を結

合させることにより，血中アルブミンとの結合親和

性を高め，本剤の分解を遅延させることにより作用

の持続化を図った製剤である。

2．GLP-1受容体作動薬の分類
　GLP-1受容体作動薬の一覧を表1に示す。GLP-1受

容体作動薬は，その構造からヒトGLP-1アナログと

エキセンジン-4（exendin-4，アメリカドクトカゲ

の唾液中から発見されたペプチド）由来のペプチドに

分類され，本剤はヒトGLP-1アナログである。また，

GLP-1受容体作動薬は作用持続時間によって長時間

作用型と短時間作用型に分類される。本剤は持続性

エキセナチド，デュラグルチドに次いで国内では3番

目に登場した週1回投与の持続性製剤であり，長時

間作用型に分類される。

　GLP-1受容体作動薬には胃排泄遅延効果がある。

短時間作用型は血中濃度の日内変動が大きく，胃排泄

図1　セマグルチドの作用機序

グルコース

KATPチャネル

cAMP上昇

ミトコンドリア代謝

インスリン分泌

閉鎖
脱分極

Ca2＋

電位依存症
Ca2＋チャネル

Ca2＋上昇

GLUT2

膵β細胞

ATP

GLP-1
受容体

セマグルチド

ATP/ADP比上昇

〔ノボノルディスクファーマ株式会社：オゼンピック皮下注2mg，インタビューフォーム（2018年3月作成，第1版）
より一部改変〕
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選手の筋肉痛について悩むマネージャーとの会話

　店内で仕事をしていると，先日絆創膏の説明をした大島さん（ラグビー部マネージャー）が声をかけて

くれました。今日はどんな相談でしょうか。

1．筋肉痛とは？
寺宝（じほう）さん，こんにちは。この前はありがとうございました。今日は痛み止めの貼

り薬を買いに来ました。今度，夏合宿に行くのですが，普段より激しいトレーニングにな

るし，打撲や筋肉痛（解説①）に備えておこうと思っています。ただ，購入前に，寺宝さ

んにいろいろと説明してもらってもよいですか？

もちろんです。何か聞きたいことがあるみたいですね。

そもそも，筋肉痛が何かよくわからなくて。

筋肉痛は簡単にいうと，普段以上に運動して筋肉を構成する筋線維が傷ついたときに，そ

の少し後や翌朝などに筋肉の痛みとなって現れるもので，筋線維が炎症を起こしている状

態です。炎症部位から発痛物質が出て，筋膜で痛みを感じるのです（図1）。

なぜ筋肉痛は次の日に痛みを感じるのですか？

最初に傷つく筋線維は傷みを感じることができないためです。筋線維の外側にある筋膜に

発痛物質が届くことで痛みを感じるので，次の日など時間が経ってから痛みを感じると考

えられています。

筋肉痛にはお薬を使う以外に何かできることはありますか？

やはり，一番は運動後のアイシングだと思いますよ。先日購入してもらった氷嚢を用いて，
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消炎鎮痛作用のある貼付剤の使い分け第10回

大分三愛メディカルセンター薬剤部　山田 雅也
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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。

プラザキサのカプセル色への嫌悪感と眼周囲の皮下出血，エリキュースに切り替えて改善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？  低体重の高齢患者への処方が，プラザキサカプセル（ダビガトランエテキシラートメタンスルホ
ン酸塩）からエリキュース錠（アピキサバン）に通常用量で切り替えられていた（ Rp.2 ）。疑義照
会によって減量（半量）となった。

▼ 処方内容 

80代の女性。循環器内科。処方オーダリング。 

（前回までの処方）

＊プラザキサは吸湿性のためPTPシートのまま調剤。

Rp.1

1）メインテート錠2.5mg 1錠
 アムロジン錠2.5mg 1錠
 1日1回　朝食後　28日分
2）ラシックス錠20mg 1錠
 1日1回　夕食後　28日分
3）コンスタン0.4mg錠 2錠
 プラザキサカプセル110mg 2Cap
 コナン錠10mg 2錠
 1日2回　朝・夕食後　28日分
（一包化）

（今回の処方，疑義照会前）

＊実際の処方には下線はない。

Rp.2

1），2）は Rp.1 と同じ
3）コンスタン0.4mg錠 2錠
 エリキュース錠5mg 2錠
 コナン錠10mg 2錠
 1日2回　朝・夕食後　28日分
（一包化）

（疑義照会後の処方）

＊実際の処方には下線はない。

Rp.3

1），2）は Rp.1 と同じ
3）コンスタン0.4mg錠 2錠
　 エリキュース錠2.5mg 2錠
　 コナン錠10mg 2錠
 1日2回　朝・夕食後　28日分
（一包化）

話ヒヤリ  ハッとホッとした
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




