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特  集

この2年間を総ざらい！

COVID－19対応ガイド
特集にあたって

神戸市立医療センター中央市民病院／神戸学院大学薬学部　橋田 亨

　2020年2月15，16日に日本病院薬剤師会近畿学術大会を神戸で開催しまし

た。3,000名を超える参加者を会場にお迎えし，盛況のうちに講演，シンポジウ

ム，ポスターセッションや懇親会をつつがなく終えたことが今では奇跡のように

思えてきます。

　本大会のテーマは「10年後に活躍する薬剤師－波濤の先に見える未来の島－」

としましたが，当時はその後，来るたびに激しさを増す新型コロナウィルス感染

症（COVID-19）の大波に見舞われることになるとは，思ってもみませんでした。

　このCOVID-19パンデミックに際して，地域医療を支える薬剤師の皆さんは，

限られた情報と経験をもとに薬局，病院，行政などそれぞれの立場で，大変なご

苦労のなか奮闘されてきたことでしょう。今やっと一息つかれているところでは

ないでしょうか。しかしながら，何度も訪れた波の頂点にいるときにはその先を

見通す余裕はなく，日々の業務を遂行することに注力されていたかと思います。

　そこで，今ある新型コロナウィルスに関する最新の情報を整理し，経験から得

た未来への指針をまとめておく必要がある，そんな思いでこの特集を企画いたし

ました。

　執筆は神戸地域で1,000人を超えるCOVID-19重症患者を受け入れ，その治

療にあたった神戸市立医療センター中央市民病院の医師，看護師，薬剤師と地域

医療のなかで実際に軽症患者対応やワクチン集団接種に関わった薬剤師にお願い

しました。自らの経験やエビデンスに裏打ちされた本特集の各章が，起こってほ

しくはないけれど，可能性を否定できないCOVID-19の次なる波と未知の新興

感染症に対抗するうえで盾として役立つことを願ってやみません。
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はじめに

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の原因で
ある新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は，風邪
の原因ウイルスの一つである4つのコロナウイルス
に加え， 重 症 急 性 呼 吸 器 症 候 群（severe acute 
respiratory syndrome : SARS），中東呼吸器症候群

（middle east respiratory syndrome : MERS）といっ
た重症呼吸器感染症を引き起こすコロナウイルスに
続き出現した，ヒトに疾患を起こす7つ目のコロナ
ウイルスである。
　2019年から始まったこのウイルスによるアウトブ
レイクは，瞬く間に文字通りパンデミックとなり，執
筆時点（2021年11月）でこのウイルスによる感染者は
世界ですでに2億4,000万人を超え，死亡者数も500万
人に迫ろうとしている1）。そして，COVID-19によっ
て私たちは，これまでの感染対策の枠組みを変えざ
るをえなくなった。本稿では，これまでにわかって
いる有効な感染対策についておさらいをしたい。

SARS-CoV-2とは

　よく耳にする「新型コロナウイルス（SARS-CoV- 2）
は風邪のウイルスなんだから大丈夫」は本当だろう
か？　小児や若年者，健康な方には大方風邪ですむ
が，高齢者や基礎疾患をもった方はウイルス性肺炎
になる確率が高くなる。この点で，通常の感冒やイ
ンフルエンザとは異なる。インフルエンザも重症な
肺炎になることはあるが，その頻度はインフルエン
ザどころではなく高い2）。COVID-19はインフルエ
ンザに比べ，肥満，糖尿病，高血圧症，脂質異常症
で重 症 者が多く， 急 性 呼 吸 促 迫 症 候 群（acute 
respiratory distress syndrome : ARDS），肺塞栓
症，敗血症性ショックや出血性梗塞になりやすく，
また院内死亡率，年齢で調整された死亡率はともに
3倍高かった。これのどこがインフルエンザと同じと
いえるだろうか。
　コロナウイルスを電子顕微鏡で確認すると，表面
にスパイクと呼ばれる突起のような構造物が見える。

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

新型コロナウイルスとは,
どんなウイルス？

神戸市立医療センター中央市民病院感染症科／感染管理室　土井 朝子

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の原因である新型コロナウイルス（SARS-

CoV-2）は，ヒトに疾患を起こす7つ目のコロナウイルスである。このウイルスによる感
染者は，世界で2億4,000万人を超え，死亡者数も500万人に迫ろうとしている。
　しかしながら，ワクチン接種に加え，適切な感染対策を個人・薬局レベルで行えば，感
染するリスクは決して高くはない。たとえ曝露したとしても，職員が発症しないような対
策をとっていただきたい。

summary

（2672）
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新型コロナウイルスの
接触感染リスク

　新型コロナウイルスの感染経路として，3密空間
における飛沫と換気不良による飛沫・エアロゾル感
染，接触感染が挙げられるが，接触感染のリスクは
一般的に低いと考えられている1）。感染者の飛沫が
付着した表面に触れた後，そのまま口，鼻，目に触
れることで感染する可能性があるものの，汚染した
表面に触れることで感染を引き起こす可能性は1万
分の1以下とされており1），接触感染を過度に恐れ
る必要はない。しかし，より感染リスクを下げるた
めには，新型コロナウイルスに対して最も重要な飛
沫・エアロゾル感染対策とあわせて，手指消毒や物
品消毒を実践することは重要である。本稿では，手
指消毒，物品消毒に関する注意点や消毒薬の選択な
どに関して解説する。

手指消毒

手指消毒薬の選択

1）アルコールの有効性

　現在多様な有効成分の手指消毒薬が市販されてい
るが，新型コロナウイルスに対して最も推奨される
手指消毒薬はアルコール製剤である。
　新型コロナウイルスは脂質二重膜構造であるエン
ベロープを有するウイルスのため，アルコール製剤
によりエンベロープを破壊することでウイルスを不
活化できる。実際に，法医解剖標本から採取したヒ
ト皮膚表面上の新型コロナウイルスに，40w/w％

（約47vol％）以上のエタノールを5秒以上塗布する
ことで，検出限界以下まで不活化されることが確認
されている2）。
2）アルコールの濃度

　手指消毒に用いるアルコール製剤は，基本的には

1

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

　新型コロナウイルスの主要な感染経路は，3密空間における飛沫と換気不良による飛沫・
エアロゾル感染であるが，感染リスクを低減させるために手指消毒，物品消毒の実践は重
要である。
　本稿では，患者からの質問対応や薬局内の感染管理に利用できるよう，手指消毒，物品
消毒に関する注意点や消毒薬の選択などに関して解説する。現在行っている消毒方法と照
らしあわせて確認いただければ幸いである。

summary

手指消毒，物品消毒
神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部　藤田 拓俊

感染予防の基礎知識とQ&A

（2678）
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COVID-19の感染経路と
ユニバーサルマスキング

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染経
路は，特に飛沫感染が多いと考えられている1）。ま
た，発症の1～3日前から感染性があり2），感染力は
症状の発症時または発症前にピークを示すとされて
いる3）。そのため，飛沫予防策として，2020年4月，
米国疾病予防管理センター（Centers for Disease 
Control and Prevention : CDC）からユニバーサルマ
スキングの考えが示された4）。

ユニバーサルマスキングとは

　ユニバーサルマスキングとは，すべての人がマスク
を着用することである。従来からいわれている標準

予防策の「咳エチケット」とは，咳のある人がマスク
を着用したり，咳をする場合はハンカチや肘の内側で
口を覆ったりすることである。しかし，COVID-19 
は，発症前や無症状の人からも，他者に感染を拡げ
ることがわかっており，咳エチケットの対策だけで
は，不十分な場合がある。そのため，ユニバーサル
マスキングが必要とされている。

いつマスクを着用するか

　一般的に，飛沫は空中を2m程度浮遊するとされ
ている。そのため，他者と2m程度の身体的距離を
保てない場合は，屋内・屋外問わず，マスクの着用
が必要とされている5）。それに加えて，換気の悪い
環境や多数の人がいる環境，症状を有する人自身や，
症状を有する人が周囲にいる場合など，環境のリス
クに応じて，マスクの着用が必要と考える。

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

　2020年4月，米国疾病予防管理センター（CDC）からユニバーサルマスキングの考え
が発表され，マスクを着用する生活が始まった。2020年春，流通不足によりマスクが枯
渇したが，現在では，さまざまな素材とデザインのマスクが流通している。ここでは，ユ
ニバーサルマスキングの目的や着用場面，マスクの適切な着脱方法について記載した。仕
事や私生活における，皆さんのユニバーサルマスキングを振り返る参考にしていただければ
と思う。

summary

マスク，フェイスシールド
神戸市立医療センター中央市民病院感染管理室　小倉 明子

感染予防の基礎知識とQ&A

（2684）
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はじめに

　新型コロナウイルス感染症のワクチン（以下，
COVID-19ワクチン）は全世界で数多く開発されて
いるが，2021年11月現在，日本で使用可能なもの
は3種類である。
　本稿では，メッセンジャーRNA（mRNA）ワクチ
ンであるファイザー社－BioNTech社のBNT162b2 

（コミナティ筋注，以下，ファイザーワクチン）と
Moderna TX社のmRNA-1273（COVID-19ワクチ
ンモデルナ筋注，以下，モデルナワクチン），ウイル

スベクター ワクチンであるアストラゼネカ社の
ChAdOx1 nCoV-19/AZD1222（バキスゼブリア筋注，
以下，アストラゼネカワクチン）について説明する。

国内での接種状況

　予防接種法では，COVID-19ワクチンは「臨時接
種」に位置づけられている。接種が開始された
2021年2月から5月中旬までは，日本のワクチン接
種は，他の先進国と比べてワクチンの供給不足と接
種体制の整備の遅延から非常に遅れていたが，その

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

　現在日本国内で接種可能なCOVID-19ワクチンは3種類あるが，主に2種類のmRNA
ワクチンが接種されている。mRNAワクチン接種による感染予防効果・重症化予防効果
は，接種後数カ月間は90％以上と非常に高い。しかし，接種3～4カ月以降，重症化予
防効果は維持される一方で，感染予防効果が徐々に減弱していく可能性が指摘されている。
そのため，現在ブースター接種の適応やタイミングが検討されている。
　mRNAワクチンの接種は12歳以上に対して推奨されており，特に高齢者，基礎疾患を
もつ者，医療従事者は良い適応である。
　若年者は高齢者と比較して，接種後の局所の疼痛，発熱，倦怠感などの頻度が高いが，
通常2日以内に改善する。重篤な副反応である心筋炎とアナフィラキシーは，いずれも
10万接種あたり1件未満と非常にまれである。ただし，10～20歳の男性で心筋炎の頻
度が高く，10万接種あたり2～10例以上発生するため，ワクチン接種後1週間は，胸
痛や息切れなどの症状が出現しないかに注意して経過をみる必要がある。

summary

新型コロナウイルスワクチン
神戸市立医療センター中央市民病院感染症科　黒田 浩一

感染予防の基礎知識とQ&A

（2690）
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COVID-19の臨床所見

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の初期症
状は，感冒に類似した非特異的なものが多い。この
疾患に特徴的な嗅覚・味覚障害を伴うのは全体の
3割程度とされ，症状のみからCOVID-19を見抜く
のは難しい。流行期に発熱・気道症状を呈する患者
は，広くCOVID-19の可能性を考えて初期対応すべ
きである。一般的に，曝露から発症までの潜伏期間
が4～7日，さらに肺炎の進行による重症化までの
期間が発症1週間～10日後であることが多く，この
経過から逆算した時期に濃厚接触歴や感染のハイリ
スク行動歴がある場合は，特にハイリスク例と考え
る必要がある。
　発症者の約80％は軽症のまま治癒していくが，約
20％で肺炎を発症し呼吸不全を呈する。全体の約
5％で人工呼吸管理が必要となる。重症度は表1のよ

うに分類されている1）。

検査所見

　肺炎発症の初期にみられる両側性・多発性の斑状
のすりガラス影は，単純写真では判別困難であるこ
とも多い。呼吸不全が重症化すると同時に，すりガ
ラス陰影は両肺の辺縁優位に拡大し，単純写真でも
視認できるようになる。経過とともに陰影の一部は
浸潤影に変化し，線維化を反映した肺の収縮や索状

1

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

入院治療から隔離解除まで
神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科　立川 良

　COVID-19の発症初期は，ウイルスの増殖そのものが炎症を惹起するが，発症1週以
降の重症化は宿主免疫による過剰な炎症反応や微小血栓による臓器障害に由来する。した
がって，発症早期は抗ウイルス薬や中和抗体薬によりウイルス増殖を防ぎ，時間が経過し
た重症例では免疫調整薬や抗凝固薬により炎症や血栓を制御しつつ，適切な呼吸管理・全
身管理で回復を待つのが基本方針となる。
　また，PCR検査は感染伝播のリスクが消失した後も長期間陽性となるため，隔離解除の
基準としてPCR陰性確認を必要としない条件が設定されている。COVID-19の後遺症は
入院を必要としなかった軽症患者でも認められ，半年以上遷延することもある。

summary

表1　COVID-19の重症度分類
重症度 酸素飽和度など

軽症 SpO2 ≧96％（肺炎なし）

中等症Ⅰ 93％＜SpO2＜96％（肺炎あり）

中等症Ⅱ SpO2 ≦93％（肺炎あり，酸素投与が必要）

重症 ICUに入室 or 人工呼吸器が必要

〔診療の手引き検討委員会：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
診療の手引き 第6.0版．2021を参考に作成〕
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はじめに

　広島県薬剤師会（以下，広島県薬）では，広島県
から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応へ
の協力要請を受け，COVID-19軽症者の宿泊療養施
設（以下，施設）において，OTC医薬品の供給，処
方箋調剤や薬事相談への対応，施設への薬剤師派遣
などを行った。第2波以降は，患者数の増加に伴い
施設の開設場所が県内全域に広がったことから，会
営薬局を有する福山市薬剤師会と三原薬剤師会にも
協力を要請し，福山市薬剤師会（会営野上薬局）が
2020年8月から，三原薬剤師会（会営センター薬局）
が2021年8月から県東部の施設対応にあたっている。
それぞれの地域により管轄する行政（県・市町）や医
師会の動きが異なることもあるため，今も相互に情
報を共 有しながら地 域や感 染の状 況に応じて

COVID-19対応に取り組んでいる。
　本稿では，広島県薬が行ったCOVID-19対応とし
て，OTC医薬品の供給，処方箋調剤への対応，施
設への薬剤師派遣を中心に報告する。

OTC医薬品の供給

採用品の選定と見直し

　2020年4月，県より広島県薬に施設で提供する
OTC医薬品の相談があった。そこで，広島県薬の災
害対策委員会と会営二葉の里薬局が協働して急遽
OTC医薬品の選定をすることとなった。COVID-

19の第1波では，基礎疾患がある軽症者は施設に入
所しないa想定だったため1, 2），感染者の症状として
想定される咳や熱などの症状緩和に必要なOTC医薬
品を用意することとなった。

1

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

　広島県薬剤師会では，広島県から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応への協
力要請を受け，COVID-19軽症者の宿泊療養施設において，OTC医薬品の供給，処方箋
調剤や薬事相談への対応，さらに感染拡大時には宿泊療養施設への薬剤師派遣などを行っ
た。
　今回のCOVID-19対応では，医療人として，また薬剤師として悩むことが多かったが，
このような対応も薬剤師の基本的な業務ととらえ，個々が高い意識をもち，行政や多職種
と連携を図りながら対策を講じていくことが，医療人としての責務と考える。

summary

宿泊療養施設の軽症者対応
広島県薬剤師会災害対策委員会　串田 慎也

薬剤師の取り組み

（2706）
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はじめに
─在宅訪問診療の概要

　2021年3月から拡大し始めた新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）の流行期“第4波”は，近畿地
方を中心に従来株から変異株への置換が急速に全国
へ拡大し，それまでの流行とは異なる状況となった。
兵庫県下でもCOVID-19専用病床は逼迫し，本来で
あれば入院適応があるにもかかわらず，自宅療養を
余儀なくされる患者が多数発生した。
　そこで，神戸市立医療センター中央市民病院（以
下，当院）は神戸市保健所から在宅訪問診療（往診）
の要請を受け，重症化予防としてのステロイドの処
方および在宅酸素療法を目的とし，4月23日より往
診を開始した（図1）。対象は，SpO2（血中酸素飽和
度）が94％未満に低下した，重症化リスクの高い患
者を中心とし，往診チームは医師，看護師，薬剤師，

事務職員で構成した。原則として，1回の往診は各
職種1名ずつ，計4名体制とした（引き継ぎを兼ねて，
薬剤師2名が帯同する日もあった）。4月23日～5月
28日のうち，計23日間で70名の患者に対し，往診
を行った。

往診を担当する薬剤師の選出

　当院の薬剤師8名がローテーションを組み，全日
程の往診に帯同した。往診担当の薬剤師は，患者宅
で医師らとともに迅速な対応や臨床的判断を求めら
れる可能性があったため，急性期の病棟・ユニット
への配属経験やセントラル部署における十分な業務
経験，災害派遣の経験を有する薬剤師を選出対象と
した（表）。薬剤師は往診終了後（帰院後）に必ず報
告を行い，往診担当者および薬剤部管理職間で絶え
ず情報共有および引き継ぎを行った。これにより，

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

　新型コロナウイルス感染症の第4波では多くの患者が自宅療養を余儀なくされ，重症化
防止の対策として，複数の医療機関により自宅療養患者への往診が実施された。神戸市立
医療センター中央市民病院の往診には，薬剤師が全日程に帯同し，現場での診療情報の記
録や調剤を行い，多くの自宅療養患者へ必要な薬剤を交付した。往診に際しては，チーム
内で事前に十分な情報共有を行うことにより，患者宅で適切なケアを迅速に提供すること
が可能となる。

summary

自宅療養患者への往診対応
神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部　田村 亮

薬剤師の取り組み
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はじめに

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を封じこ
めるワクチン（COVID-19ワクチン）が異例のスピー
ドで実用化され，医療従事者，高齢者，基礎疾患を
もつ者への優先接種に次いで，全国民にワクチンを
接種するという大事業において，薬剤師の役割も大
きいものとなった。
　各自治体で円滑なCOVID-19ワクチン接種のため
の体制が構築され，神戸市においても，COVID-19
ワクチン接種（2回接種）率は2021年11月1日時点で，
71.9％と全国平均67.4％に比べて順調に進んできて
いる。
　本稿では，神戸市COVID-19ワクチン接種事業に
おける神戸市薬剤師会と兵庫県病院薬剤師会の連携
事例について紹介する。

COVID-19ワクチン
接種事業における薬剤師の役割

　医療従事者のCOVID-19ワクチン接種に続き，
2021年4月12日から65歳以上の高齢者に対する接
種が開始となった。神戸市においても65歳以上の高
齢者約43万人への1回目のCOVID-19ワクチン接種
を4～6月の約3カ月間で完了することを目標に体制
の構築が進められた。
　本接種事業での薬剤師の分担業務は，集団接種会
場において，COVID-19ワクチンの調製（希釈およ
びシリンジへの充填），接種補助業務（医薬品の管理，
接種者の服用中の薬剤の確認，会場設備への助言な
ど）や患者相談業務などを担うこととなった。
　なお，2021年4月からの本接種事業では，ファイ
ザー社－BioNTech社製のワクチン（コミナティ筋

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

　全国民にCOVID-19ワクチンを接種するという大事業が進むなか，神戸市COVID-19 
ワクチン接種事業においても神戸市薬剤師会と兵庫県病院薬剤師会の連携のもと，ワクチ
ン調製手技研修会を開催し，集団接種会場でのワクチン接種支援業務としてワクチンの保
管管理や調製などを薬剤師が担い，専門職能を発揮した。神戸市でのオール薬剤師による
市民・県民のワクチン接種への貢献は，今後の薬剤師連携，地域医療連携の深化に繋がっ
た。

summary

地域でのCOVID-19ワクチンの
集団接種への対応

神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部　室井 延之
株式会社アールアイエス 薬局レオファーマシー　安田 理恵

薬剤師の取り組み
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はじめに

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）との戦い
ももうすぐ2年になろうとする。本稿執筆中の2021年
11月上旬においても，さまざまな治療薬や有効なワ
クチンが発見または開発され，本疾患の薬物治療に
おける発展と研究のスピードは今も衰えをみせてい
ない。
　本稿では，新たに使用されつつある治療薬の現状
と今後の期待について概説する。なお，全身ステロ
イドやレムデシビル，バリシチニブ，ヘパリンなど
の抗凝固療法といった，すでに保険収載され広く使
用されている薬剤の治療効果については他稿で触れ
られているので割愛し，それ以外のもの，あるいは
第5波以降今後の治療に重要となるであろう新規薬
剤について概観する。なお，本誌発行当日までに状
況が大きく変わっていることが想定されるため，本
稿については2021年10月31日段階の情報であるこ
とをご理解いただきたい。mRNAワクチンを含めた
ワクチンについては，治療とは少し離れた観点とな
ることから，本稿では触れないものとする。

COVID-19治療の現状

軽症者への治療

　COVID-19の軽症患者において最も重視される治
療効果は，症状の改善，および重症化の抑制である。
これらの治療効果を期待され，第5波以降軽症者に
対して広く使用されている治療法として，抗体カク
テル療法（カシリビマブ/イムデビマブ）が挙げられ
る。わが国では2021年7月に世界に先駆けて承認さ
れ，実臨床においてウイルスのコピー数低下や重症
化予防（入院の防止），死亡率の低下が示されてい
る1, 2）。すでにB.1.617.2系統変異ウイルス（いわゆる，
デルタ株）に対しても一定の効果が示されており3），
今後皮下注射剤が実用化され4），入院外での投与が
より簡便となれば，軽症患者への薬剤アクセスは改
善されると思われる。ワクチンの普及した第6波以
降においても，高リスクの軽症患者に対して有効性
が期待される。
　神戸市立医療センター中央市民病院（以下，当院）
でもすでに複数の患者に本剤が使用されている。発
症7日以内，SpO2 94％以上の高リスク患者が適応と

1

特	集

この2年間を総ざらい！
COVID-19対応ガイド

今後の治療の展望
神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科　平林 亮介，富井 啓介

　本稿では，現状のさまざまな治療薬，特に保険未収載のものや開発中の薬剤について記
載した。今後のさらなる普及が期待されるものも多い反面，一部にはその有効性が示され
ないまま誤って使用されている薬剤もあり，医師と薬剤師がよく連携をとって治療薬の選
択と適切なマネジメントを行うことが重要である。

summary

（2724）
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睡眠にまつわる基礎知識

1  睡眠負債＝睡眠不足の常態化に伴う
心身への影響

─近年，睡眠に関する科学は急速な進歩を遂げて

います。今回は睡眠の専門医である三島和夫先生を

お招きし，睡眠にまつわるさまざまなエピソードにつ

いて科学的に解説していただきます。

　まず，最近よく話題に挙がるようになった“睡眠負

債”とは，どのようなものでしょうか。

三島　睡眠負債は2017年の流行語大賞の候補にもな

りましたが，睡眠学では何十年も前から使われてきた

言葉です。

　睡眠不足とほとんど同じ意味ですが，イメージ的

には借金のように睡眠不足という負債が積み上がっ

ていく様子を思い浮かべていただくとよいでしょう。

例えば，一晩の睡眠不足は翌日十分に寝れば解消さ

れますが，長期にわたる睡眠不足は，たとえ一晩，

二晩たっぷり寝たとしても，体のなかで起こった変化

はなかなか解消されません。このように，睡眠不足

が常態化するような睡眠習慣に陥っている人たちが

被る心身の影響を睡眠負債といいます。

2  人工照明の発達により体内時計が
後ろにずれる

三島　江戸～明治時代は人工照明がなく，夜間の照

明も非常に暗いものでした。そのため，国民全体の

体内時計が現在よりも1～2時間以上早かったといわ

れています。その頃は18時頃に日が暮れると，行燈

などの照明器具が利用されていましたが，一般庶民

には高価で買えないため，暗闇のなかで眠気が生じる

のを待ち，20～21時に眠りについて朝4時頃に目を

睡眠にまつわるウソ・ホント

1987年 5月　秋田大学医学部附属病院神経科精神科 研修医
1988年10月　市立秋田総合病院精神科
1991年 1月　秋田大学医学部附属病院 助手
1994年 1月　医療法人慧眞会協和病院 医師
1994年 6月　秋田大学医学部精神科学講座 助手
1996年 7月　秋田大学医学部精神科学講座 講師
2000年10月　秋田大学医学部神経運動器学講座精神医学分野 助教授
2006年 6月　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神生理研究

部・精神生理研究部 部長
2012年 4月～2014年3月　脳病態統合イメージングセンター 部長 併任
2006年 6月～　秋田大学医学部 非常勤講師 併任
2011年 4月～　東京医科歯科大学 非常勤講師 併任
2013年 4月～　東京農工大学工学部 客員教授 併任
2015年 4月～　山梨大学大学院医学工学総合研究部 客員教授 併任
2018年 9月～　秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座 教授
2018年 9月～　WPI‒IIIS 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 主任研究員
2020年 4月～　秋田大学医学部附属病院 臨床研究支援センター長（併任）

三島 和夫
秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座 教授

薬局業務や患者応対に活かすために薬剤師が押さえておきたい
知識や技術について，その領域のスペシャリストに伺います！

聞いてみよう

薬剤師の 知 り た い こ と

（2732）



Dr. 溝渕の
循環器の病態
薬のロジック
第 8 回 不整脈─ Case Study（レートコントロール）
京都桂病院心臓血管センター・内科	 溝渕正寛
執筆協力：京都桂病院薬剤科	 馬橋美由季

心にグッ
とくる
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はじめに

　第7回に続いて今回も心房細動を取り上げます。
前回は心房細動を正常の心拍（洞調律）に戻すことを
目的とした「リズムコントロール」のための抗不整脈
薬の使用にフォーカスした内容でした。
　今回は，心房細動の洞調律復帰を目指すことが難
しい長期持続性あるいは永続性の心房細動（これら

を慢性心房細動と呼ぶこともあります）に対するレー
トコントロール（心拍数調整療法）を考えます。心房
細動を“治す”のではなく，“付き合う”ために心拍数
を調節し，QOLあるいはADLの維持を図ることが
目的となる治療です。

心房細動と付き合うためのレートコントロール

Case 永続性非弁膜症性心房細動の高齢患者

　84歳女性（152cm，46kg）。近隣のかかりつけ医にて，高血圧症，慢性腎臓病，認知症をフォ
ロー中。半年ほど前から時に動悸発作の自覚はあったが，すぐに治るため様子をみていた。2週間
ほど前から夜間の動悸発作が頻回となり，やがて治らなくなったため，かかりつけ医を受診。心電
図にて心房細動を指摘され，平均心拍数は120～140回/分に上り，症状が強く，同日近隣の総合
病院循環器科を紹介された。
　心エコー検査では心機能異常や弁膜症を認めず，非弁膜症性心房細動の診断となった。血栓塞栓
症の予防のための抗凝固薬が処方されるとともに，今後の方針を相談。担当医は心房細動が持続状
態となったのはこの2週間と考え，洞調律復帰の可能性を踏まえてリズムコントロールを提案した
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がんになりにくい食事って
あるのでしょうか？

ファーマシィ薬局病院前 田丸蓉子

第16回
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はじめに	

　現代の日本では，2人に1人が何らかのがんにかか
り，4～6人に1人はがんで死亡するといわれていま
す。がんはすべての人にとって，実はとても身近な
病気なのです。
　薬局などで働いていると，「がんにはなりたくな
い」と思い，日々の生活を意識されている方と出会
う機会も多いのではないでしょうか。なかでも食事
は，生活に直結することとして関心の高い領域です。
今回は，実際にがんを予防できる食事があるかどう
か，皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。

　なお，本稿の内容に関して先に注意点を述べてお
きますと，健康に良くない食品というものは確かに
存在しますが，そのすべてを否定するのではなく，
薬剤師としてエビデンスから得られるリスク・ベネ
フィットを鑑み，その人にあったアドバイスをして
いく必要があります。例えば，牛肉が好きな人に対
し，大腸がんになりやすいから牛肉をすべて魚に置
き換えるように伝えても，なかなか受け入れてもら
えないものです。幸福度と健康を天秤にかけ，牛肉
を食べ続けるという選択は十分にありえることだと
思います。このようなことを念頭に置いて，読んで
いただければ幸いです。

がんと食事に関するエビデンス

1 日本食	

　日本食が健康に良いと考えている方は多いと思い
ますが，日本食が健康に良いというエビデンスは観

察研究によるものが多く，質の高いランダム化比較
試験（RCT）やシステマティックレビュー（SR）は行
われていないのが現状です。大腸がんになりやすい
といわれているred meat aや，不飽和脂肪酸を多く

a： 栄養学でいう赤身肉と異なり，牛肉や豚肉，羊肉，山羊肉といった見た目が赤く，焼いても色の濃い肉のことを指す。食肉のなかでも鶏肉はwhite meatとされ，分類が
分けられている。

（2756）
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おさらい！　
「H2受容体拮抗薬」の基礎知識

　胃の壁細胞に存在するH2受容体に作用することに
より，胃酸分泌を抑制します。また，壁細胞以外に
存在するH2受容体への作用などを期待して適応外使
用されることもあるほか，OTC医薬品としても販売
されています（表）。
　各薬剤の特徴は以下の通りです。

シメチジン
　ヒスタミンの構造修飾により開発された世界初の
H2受容体拮抗薬（H2RA）です。イミダゾール環をも
ち（図1），すべてのチトクロムP450（CYP）を阻害

します。また，『医薬品開発と適正な情報提供のた
めの薬物相互作用ガイドライン』によると，トラン
スポーターへも影響し，MATE1, MATE2-K（in 
vitro，in vivo），OCT2（in vitro）を阻害することが
わかっています1）。

ラニチジン
　好中球の細胞内のCa2+濃度を低下させ，好中球エ
ラスターゼの放出を抑制することにより過剰炎症を
抑制します。シメチジンよりも弱いCYP阻害作用

（CYP1A2，CYP2D6，CYP3A4/5）を示します。な
お，発がん性物質であるN-ニトロソジメチルアミ
ン（NDMA）混入により，現在市場には流通してい
ない状態です（コラム参照）。

1

2

H2受容体拮抗薬のCQ─適応外使用を考える第6回

を解決して薬学的管理に活かす！CQ

有限会社アップル薬局清水本町調剤薬局

曽我 公孝

薬局

クリニカル
クエスチョン

勉 会勉 会強
有限会社アップル薬局清水本町調剤薬局

薬局薬局 勉 会

表　H2受容体拮抗薬のOTC医薬品
成分名 主な商品名 主な販売会社

ファモチジン ガスター10など 第一三共ヘルスケアなど

ニザチジン アシノンZ胃腸内服液，アシノンZ錠 ゼリア新薬工業

ロキサチジン イノセアワンブロック あすか製薬

● すべて第一類に分類されているため，薬剤師による書面を用いた情報提供が必要。
● 重篤な疾患の胃痛症状をマスクしてしまうことも考えられるので，必要に応じて受診勧奨を行う。

（2764）



108 調剤と情報  2021.12（Vol.27 No.16）

患者フォローアップのポイント
● 白血球減少のため感染予防の必要性と具体的な方法の指導
● 発熱性好中球減少症発現後の経過確認
● 抗菌薬の適正使用

処方箋  ◯◯病院　外科　保険医師名：■■ ◆◆医師
Rp.1 	レボフロキサシン錠 500mg	 1回1錠	 1日1回	 朝食後　5日分
Rp.2 	アセトアミノフェン錠 200mg	 1回2錠	 頓服	 発熱時　10回分

前回処方

Rp.1 	アベマシクリブ錠 100mg	 1回2錠	 1日2回	 8：00，20：00
Rp.2 	ロペラミドカプセル 1mg	 1回1カプセル	 頓服	 下痢時　10回分
Rp.3 	メトクロプラミド錠 5mg	 1回1錠	 頓服	 嘔気時　10回分

処　方 70代女性，閉経後，ホルモン陽性，HER2陰性，再発乳がんで肺転移あり。
現在アベマシクリブ単剤療法（1回100mg　1日2回）施行中

アベマシクリブ投与中の
発熱性好中球減少症への対応

第4回

［編集・執筆］ 国立がん研究センター東病院 データサイエンス部／薬剤部　野村 久祥
［執筆］ クオール薬局 伊勢崎店　小橋 斉彬
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医薬品名	 ：エドルミズⓇ錠50mg
一般名	 ：アナモレリン塩酸塩
薬価基準収載日	：2021年4月21日
薬価	 ：246.40円/錠（�算定方式：原価計算方式，

補正加算：なし）
製造販売元	 ：�小野薬品工業株式会社

　がん悪液質に関係する記述のうち，正しい
組み合わせはどれか。

イ．�がん悪液質は，進行がん患者の80％に認められ
る。

ロ．�がん悪液質の定義や診断基準はいまだ定まってい
ない。

ハ．�化学療法への忍容性やがん患者のQOLを低下させ，
予後を悪化させる一因にもなる。

ニ．�がん悪液質は，病理検査や画像検査によりその病
因を肉眼的に確認できる。

ホ．�「前悪液質」「中悪液質」「後悪液質」の3つのステー
ジに分類されている。

①（イ，ハ）　②（イ，ニ）　③（ロ，ハ）　④（ロ，ホ）　⑤（ニ，ホ）

　エドルミズⓇ錠の薬理作用・使用上の注意
に関する記述のうち，正しい組み合わせはど
れか。

イ．�有効成分としてアナモレリン塩酸塩を含有するグ
レリン拮抗薬である。

ロ．CYP3A4を阻害および誘導する。
ハ．体内からの消失は主に腎臓が寄与している。
ニ．�添付文書に重大な副作用の記載はなく，安全性が
高い。

ホ．吸収は食事の影響を受けやすい。

①（イ，ハ）　②（イ，ニ）　③（ロ，ハ）　④（ロ，ホ）　⑤（ニ，ホ）

第1問

第2問

問い どんな薬か
本文を読んで答えよう！

Drug Profile
くろ～ずあっぷ新薬
くろ～ずあっぷ

第246回

福井大学医学部附属病院薬剤部

後藤 伸之

エドルミズⓇ錠
50mg

グレリン様作用薬
　　がん悪液質治療薬

解答は本稿最終頁をチェック
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効能・効果
● �下記の悪性腫瘍におけるがん悪液質
非小細胞肺がん，胃がん，膵がん，大腸がん

用法・用量
　通常，成人にはアナモレリン塩酸塩として100mgを1日1回，空腹時に経口投与する。

　がん悪液質は，進行がん患者の80％に認められ1），
体重減少と食欲不振といった典型的な症状に加え，
化学療法の効果減弱，副作用や治療中断の増加，さ
らには生存率にまで影響を及ぼす因子でもあること
が示唆されている2）。エドルミズⓇ錠（以下，本剤）
は，有効成分としてアナモレリン塩酸塩を含有する
経口投与が可能なグレリン様作用薬で，がん悪液質
患者の体重減少および食欲不振の改善が期待されて
いる。

1．有効性

　有効性検証試験として，2つの国内臨床試験
（ONO-7643-04試験，ONO-7643-05試験）の結果
が評価資料となり，本剤は承認された。なお，用量
反応探索試験（ONO-7643-03試験）も国内で実施さ
れている。

（1）ONO－7643－04試験 3）

　非小細胞肺がんのがん悪液質患者174名を対象と
した多施設共同ランダム化二重盲検プラセボ対照並
行群間比較第Ⅱ相試験であり，主要評価項目は
DEXA法によるLBM（除脂肪体重）のベースライン
からの12週間の平均変化量である。LBMのベース
ラインからの12週間の平均変化量は，プラセボ群は
わずかに体重が減少（－0.17kg）したのに対し，本剤
群では食欲が改善して体重が増加（＋1.38kg）し，プ
ラセボ群に対する優越性（p＜0.0001）が検証された

（表1）。

（2）ONO－7643－05試験
　胃がん，膵がん，大腸がんのがん悪液質患者49名
を対象にした多施設共同非盲検非対照第Ⅲ相試験で
あり，主要評価項目はDEXA法によるLBMの維
持・増加が認められた被験者の割合である。LBMの
維持・増加が認められた被験者の割合は63.3％（95％
信頼区間：48.3，76.6）であり，95％信頼区間の下限

薬剤の基本情報

表1　DEXA法によるLBM（除脂肪体重）のベースラインからの12週間の平均変化量
プラセボ群 本剤群

被験者数a） 83 73

ベースラインからの12週間の
平均変化量b）（kg）

LS Mean（SE） －0.17 （0.17） 1.38 （0.18）

95%CI ［－0.50, 0.16］ ［1.04, 1.73］

プラセボ群との差b） （kg）

LS Mean（SE） ─ 1.56 （0.23）

95%CI ─ ［1.11, 2.00］

共分散分析c） ─ p＜0.0001＊

a） ベースライン値と治験薬投与後の値がある被験者を対象とした。
b） LS Mean（SE）と95%CIは，投与群，時点（週）および体重減少の程度を因子とし，ベースライン値を共変量とした反復測

定データに対する共分散分析により算出した。
c）＊：p＜0.05
プラセボ群との差：本剤群－プラセボ群

〔小野薬品工業株式会社：エドルミズ，インタビューフォーム（2021年4月，第2版）より〕
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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。事例の素材を提供していただいた全国の薬剤師の皆さまに感謝申し上げます。

転院で処方もれなどの不適正処方の問題発見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？	  転院し定期薬が前医から引き継がれた患者で，紹介状などをもとに処方されたが，処方脱落，
倍量処方，その他不適正処方をお薬手帳や患者インタビューで発見し，疑義照会によって解決
した。

▼ 処方内容	 80代の女性

Rp.1 　 A病院の外科。オーダー／印字出力。4月27日（疑義照会前）
メマリーⓇOD錠 10mg＊ 1錠
サインバルタⓇカプセル20mg＊ 3Cap
ユニシアⓇ配合錠LD＊ 1錠

1日1回　朝食後　35日分
マグミットⓇ錠 330mg＊ 3錠

1日3回　毎食後　35日分
ネキシウムⓇカプセル 10mg＊ 1Cap

1日1回　夕食後　35日分

ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「トーワ」 2錠
1日1回　寝る前　35日分

アクトネルⓇ錠 75mg 1錠
月1回　食直前　1日分

ロコアⓇテープ（10×14cm）＊ 35枚
1日1回　1日1枚

Rp.2 　前医療機関（B病院）のお薬手帳の内容（3月5日）
アクトネルⓇ錠 75mg 1錠

月1回　起床時　2日分
サインバルタⓇカプセル20mg 3Cap
エディロールⓇカプセル 0.75µg 1Cap

1日1回　朝食後　49日分
ネキシウムⓇカプセル 10mg 1Cap

1日1回　夕食後　49日分

マグミットⓇ錠 330mg 3錠
1日3回　毎食後　49日分

ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「トーワ」 2錠
1日1回　寝る前　25日分

ロコアⓇテープ（10×14cm） 49枚
1日1回　1日2枚

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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鎮咳配合シロップ

先  ライトゲン配合シロップ（帝人ファーマ）

製剤基本情報

性状 チョコレート色で，チョコレート臭および甘味を有する

添加物 白糖，水アメ，デヒドロ酢酸ナトリウム，赤色2号，黄色4号（タートラジン），青色
1号，香料

規格pH 5.0～6.0

比重（d20
20） 約1.31（20℃）

調製法・
服用時の注意

・12歳未満の小児には投与しないこと
・5倍までの希釈を限度とし，保管期間は7日間までとすること

配合変化データ　　データなし

後  クロフェドリンS配合シロップ（杏林製薬）

製剤基本情報

性状 暗褐色のシロップ

添加物 白糖，クエン酸ナトリウム水和物，D-ソルビトール，パラベン，カラメル，エタノー
ル，エチルバニリン，バニリン，プロピレングリコール，l-メントール，香料

調製法・
服用時の注意 12歳未満の小児には投与しないこと

シロップ・
ドライシロップの
シロップ・
ドライシロップの

知って得する

配配合合変変化化

鎮咳配合シロップ
（ジヒドロコデイン，メチルエフェドリン，クロルフェニラミン）
鎮咳去痰配合シロップ

（ジヒドロコデイン，エフェドリン，塩化アンモニウム）
山形県薬剤師会薬事情報 センター長　細谷 順

本連載では，次のように表記する。Sy：シロップ　　DS：ドライシロップ　　RH：相対湿度

山形県薬剤師会 会長　岡嵜 千賀子
日新薬品株式会社
学術教育部 特別顧問 白石 正

監 修

21
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