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特 集

薬学的管理に活かす！

臨床薬理UPDATE 2022
特集にあたって
千葉大学医学部附属病院薬剤部

石井 伊都子

2021 年 11 月 3 日に日本薬学会および日本学術会議薬学委員会主催の公開シ
ンポジウム『地域共生社会における薬剤師像を発信する』が開催された。社会情
勢の激変のもとに，持続可能な医療を担う薬剤師，または高度化・複雑化する社
会のニーズに対応できる薬剤師をいかに育成していくのかがテーマとなり，活発
に議論された。事前に受け付けた質問に，「調剤を行うことが薬剤師の職能とし
て否定され，対人業務に特化した薬剤師のみが必要とされるのか」があり，それ
も複数あった。
どこでこのようなミスリーディングが起きたのか。確かに，厚生労働省は薬剤
師の意識を「モノからヒトへ」移そうと政策誘導を図り，2021 年 8 月には認定薬
局制度が施行されている。しかし，薬剤師法第 1 条には「薬剤師は，調剤，医薬
品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって，公衆衛生の向上及び増進に
寄与し，もつて国民の健康な生活を確保するものとする」とある。薬剤師業務の
第一番に書かれているのは，紛れもなく「調剤」なのだ。調剤業務が質的に不十
分な薬剤師は，患者のニーズに耐えられる薬剤師として成長を遂げられるのであ
ろうか。私は違うと思う。ヒトに近づけば近づくほど，薬剤師はモノ，すなわち
薬に関する知識が求められると，私は確証をもってお伝えしたい。
2021 年は新型コロナウイルス感染症に関する情報ばかりが目立っていたが，
実はたくさんの新薬が世に送り出された。本特集で取り上げた薬は主に経口剤で
あり，院内・外ともに処方されるものも多い。これらは新たな作用機序の薬や抗
がん薬，またこれまで同種・同効薬として注射剤しかなかった薬などであり，薬
局では扱う機会が乏しかったと推察される。いずれも薬学的管理が難しい薬であ
る。2022 年の年頭に，本特集により 2021 年の新薬情報を振り返り，新しい年
の医療に繋げていただきたい。
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抗 CGRP（受容体）抗体薬
（ガルカネズマブ，他）

群馬大学医学部附属病院薬剤部

中村 浩規

summary
2021 年，わが国で抗 CGRP 抗体薬 2 剤と抗 CGRP 受容体抗体薬 1 剤の製造販売が承
認された。片頭痛発作の抑制を効能・効果とする初めての抗体医薬品であり，片頭痛の予
防治療に大きな変化が起こっている。
現時点においては，いずれの薬剤も自己注射は認められていないが，片頭痛発作の治療
薬や予防薬を処方されているかかりつけ患者が，これら 3 剤を導入する可能性があること
から，これら薬剤の基本的な情報やフォローアップにおける注意点について説明する。

はじめに ─ 片頭痛と
カルシトニン遺伝子関連ペプチド

子 関 連ペプチド（calcitonin gene-related peptide :
CGRP）が主要な原因物質であることが示唆されてい
る。CGRP は，三

神経終末から脳血管に放出され

る血管拡張因子であり，多くの炎症メディエーター
片頭痛は，最もよくみられる一次性頭痛であり，

の産生および分泌を促進させ，また疼痛伝達経路に

成人の片頭痛発作は 4 〜 72 時間持続し，しばしば悪

おけるニューロンの感作や活性化を引き起こし，さ

心・嘔吐，光過敏や音過敏を伴い，日常的な身体活

まざまな疼痛伝達物質の作用も促進させる 3, 4）。な

動により悪化する。日本における有病率は 8.4％と報

お，CM 患者においては血中の CGRP レベルの上昇

告されており 1），その好発年齢は若年〜中年とされ

と片頭痛との関連性も認められている 5）。

ている。片頭痛患者の生活の質は低く1），労働生産

これまで，片頭痛に対しては発作抑制に適応が認

性や社会的活動の制限が生じることが大きな問題と

められているβ遮断薬や抗てんかん薬などが用いられ

2）

されている 。

てきた。しかし，予防効果が得られるまでの期間が

片頭痛は，その頭痛日数により反復性片頭痛（EM）

長く，また患者によってはその効果も限定的なもの

と慢性片頭痛（CM）に分けられ，月に 15 日以上かつ，

であるなど，片頭痛の発作抑制においては新たな治

そのうち 8 日以上は片頭痛の特徴をもつ頭痛が 3 カ

療薬の開発が強く望まれていた。これに対し，
2021年

月を超えて起こる場合を CM という。片頭痛の病態

に「片頭痛発作の抑制」を効能・効果とする薬剤と

生理はいまだに確定していないが，中枢神経活動の

して，抗 CGRP 抗体薬（ガルカネズマブ，フレマネ

変化および末梢の神経血管性の疼痛症候群と考えら

ズマブ）と抗 CGRP 受容体抗体薬（エレヌマブ）が承

れており，末梢神経系の観点からはカルシトニン遺伝

認された。現時点ではいずれの薬剤も自己注射が認

8
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2 型糖尿病治療薬（イメグリミン）
北里大学病院薬剤部

稲野 寛

summary
イメグリミン（以下，本剤）は，グルコース濃度依存的なインスリン分泌を促す膵作用と，
肝臓・骨格筋での糖代謝を改善する膵外作用（糖新生抑制，糖取り込み能改善）により，血
糖降下作用を発揮する薬剤である。本剤はミトコンドリアを介した各種作用が関係してい
ると考えられており，既存の治療に抵抗性であっても，単独および他の血糖降下薬との併
用療法ともに 2 型糖尿病の新たな治療選択肢になる可能性がある。世界に先駆け，わが国
で発売されており，臨床での実力に注目が集まっている。

薬剤の基本情報

3）
。
および CYP3A4/5 を誘導しない（≦120μmol/L）

3
1

作用機序

ミトコンドリアへの作用を介するものと想定され

薬物相互作用

本剤は，インスリンを含むすべての血糖降下薬と
の 併 用 が 可 能 で あ る（2021 年 6 月 時 点 ）
。 一 方，

ており， ①NAMPT 遺伝子の発現増加によって膵β

DPP-4 阻害薬などで挙げられているような他の血糖

細 胞の保 護に加え，ATP 産 生 促 進により細 胞 内

降下薬との併用による低血糖の発現には注意が必要

2+

Ca イオンが増えることで，膵β細胞におけるグル

である。 特に， インスリン製 剤， スルホニル尿 素

コース濃度依存的なインスリン分泌を促す膵作用，

（SU）薬，グリニド系薬を併用する場合，そのリスク

② 肝臓・骨格筋での糖代謝を改善する膵外作用（糖

が増大する恐れがあるため，これらの減量を検討す

新生抑制，糖取り込み能改善）─ という 2 つのメ

べきである 3）。

（図 1）
。
カニズムにより血糖降下を示す 1, 2）

2

薬物動態

また，本剤はビグアナイド系薬と作用機序の一部
が共通している可能性があり，両剤の併用では他の
血糖降下薬との併用療法と比較して消化器症状が多

イメグリミン
（以下，
本剤）
は，
主に腎臓から未変化体

く認められている 3）。一方，単剤での乳酸アシドー

として排泄される。また，
CYP1A2，CYP2A6，CYP2B6，

シスの報告はない。乳酸アシドーシスは嫌気的解糖

CYP2C8，CYP2C9，CYP2C19，CYP2D6，CYP2E1，

が進行し，乳酸産生が増加した病態であり，ミトコ

CYP3A4/5 に対して阻 害 作 用を示さず（IC50 ＞ 100

ンドリア機能の低下が原因として知られている。メ

μmol/L）
，CYP1A2，CYP2B6，CYP2C9，CYP2C19

トホルミンでは，ミトコンドリアの複合体Ⅰの非競

16
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sGC 刺激薬（ベルイシグアト）
大崎病院東京ハートセンター薬剤部

小林 賢滋

summary
環状グアノシン－リン酸（cGMP）は，心筋収縮，血管緊張，心筋リモデリングなどの生
理学的プロセスを調節するシグナル分子だが，cGMP の低下は心筋および血管の機能不全
の一因となり，心不全をさらに進行させるという悪循環をもたらす。
ベルイシグアトは，可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）に作用して NO-sGC-cGMP
経路を活性化させ，cGMP の産生を増加させる新しい慢性心不全治療薬である。sGC 刺
激薬は血管を拡張し，血圧を下げる作用があることから，導入の際は症候性低血圧に十分
注意し，10mg/ 日を目標に慎重に増量する。

cGMP は，心筋収縮，血管緊張，心筋リモデリング

薬剤の基本情報

などの生理学的プロセスを調節するシグナル分子だ
が，cGMP の低下は心筋および血管の機能不全の一

一酸化窒素（nitric oxide : NO）は，血管内皮細胞

因となり，心不全をさらに進行させるという悪循環

などの NO 産生細胞から放出される平滑筋弛緩因子

をもたらす。既存の心不全治療薬として， ① 交感神

で，チャネルを介さずに NO 受容体である可溶性グ

経系の過度の亢進を抑制するためにβ遮断薬， ② 心

アニル酸シクラー ゼ（soluble guanylate cyclase :

肥大や心筋リモデリング，血管収縮の亢進を抑制す

sGC）に結 合する。sGC は， グアノシン三リン酸

るために ACE 阻害薬や ARB，ミネラルコルチコイ

（guanosine triphosphate：GTP）からの環状グアノ

ド受容体拮抗薬（MRA）， ③ うっ血の改善に利尿薬

シ ン - リ ン 酸（cyclic guanosine monophosphate :

─ などが使 用されているが，NO-sGC-cGMP 経

cGMP）の生 合 成を触 媒し， 産 生を活 性 化させる。

路を直接活性化させる薬剤はなかった。

NO シグナル亢進は，この一連の NO-sGC-cGMP 経
路を介し，慢性腎臓病や心血管代謝疾患（冠動脈疾
患，糖尿病，心不全，末梢動脈疾患，脳卒中）のリ
1）

スク低下に関連することが示されている 。

1

作用機序

ベルイシグアト（以下，本剤）は，NO 受容体であ
る sGC を直接刺激する作用と，内因性 NO に対する

慢性心不全では，酸化ストレスや炎症に伴い内皮

sGC の感受性を高める作用を有し，sGC 感受性が高

細胞が障害され，NO 産生の低下や sGC の NO 感受

まることにより，NO 産生が低下した状態において

性 低 下 に よ り 組 織 中 の cGMP が 低 下 し て い る。

も sGC が活性化できるようになる。これら 2 つの作
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グレリン様作用薬（アナモレリン）
国立がん研究センター東病院薬剤部

米村 雅人

summary
がん悪液質は，主に骨格筋と体脂肪の減少による大幅な体重減少を引き起こし，がん患
者の QOL および治療継続に大きな影響を与える。アナモレリンは，世界に先駆けてわが国
で承認されたがん悪液質の治療薬であるが，使用にあたっては適切な食事療法も求められ，
これまで以上に幅広い多職種連携が必要となる。

はじめに ─ がん悪液質とは
がん悪液質は，がん患者において，通常の栄養サ
ポートでは完全には回復しない持続的な体重（特に

薬剤の基本情報
1

作用機序

本剤は，胃で産生されるペプチドホルモンである

筋肉量）減少を特徴とする複合的な代謝異常である。

グレリンに類似した構造をもつグレリン様作用を有

骨格筋の合成と分解のバランスを負に傾かせるとと

（図 1）
。グレリンは，成長ホルモ
する薬剤である 3）

もに，安静時のエネルギー消費を亢進させ，食欲不

ン（GH）放出促進因子受容体タイプ 1a の内因性アゴ

振のような典型的な症状も加わり，がん薬物療法の

ニストとして同定され， ① GH 分泌促進， ② 食欲亢

減量や中断を余儀なくされる。このように，がん悪

進， ③ 脂肪生成促進 ─ などの生体内エネルギー

液質はがん薬物療法への忍容性の低下や生活の質

（図 2）。このような作用を通じて
代謝を調節する 4）

（QOL）の著しい低下などを生じ，予後に影響すると

本剤は，がん患者における通常の栄養サポートでは

1）

いわれており ，がん種にもよるが，がん患者の約
50 〜 80％に認められるとされている 2）。そのため，
がん治療を継続させ，症状緩和をできる限り続ける
ためには，がん悪液質への積極的な対応が求められ

H3C

CH3

H2N

N

HN

このような背景をもとに，非小細胞肺がん，胃が
ん，膵がん，大腸がんにおけるがん悪液質に対して，
2021 年 1 月にアナモレリン（以下，本剤）が承認され，
同年 4 月より臨床使用が開始されている。
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ALK 阻害薬（ブリグチニブ）
京都大学医学部附属病院薬剤部

梅村 圭祐

summary
がんの遺伝子変異に対応した分子標的抗がん薬の開発は，多くのがん種で進められてき
た。肺がんは，そのなかでも開発品目数の多いがん種の一つである。ALK 融合遺伝子は，
非小細胞肺がんのうち約 3 ～ 5％に認められる。2021 年，わが国で 5 剤目となる ALK
阻害薬ブリグチニブが上市された。ブリグチニブも他のALK阻害薬と同様に経口剤であり，
外来治療が中心となる。副作用の早期発見や対策のため，各副作用とその対処法について
知識をもっておくことが重要となる。

きるがん遺伝子で，非小細胞がんの約 3 〜 5％に認め

薬剤の基本情報
1

られる 2）。ALK 阻害薬はこれまでに，クリゾチニブ
，セリチ
（ザーコリⓇ），アレクチニブ（アレセンサⓇ）

作用機序

ニブ（ジカディアⓇ ），ロルラチニブ（ローブレナⓇ ）

近年，がんの組織を用いて多数の遺伝子を調べ，

が上市されており，2021 年 4 月にわが国で 5 剤目の

遺伝子変異を明らかにすることにより，より個別化

新たな ALK 阻害薬としてブリグチニブ（アルンブリ

した薬剤，治療法を選択するがんゲノム医療が行わ

グⓇ）が販売開始となった。ブリグチニブは，既存の

れている。肺がんは特にがんゲノム医療が進んでい

ALK 阻害薬と同様に，ALK 融合蛋白質のチロシン

るがん種の一つである。肺がんによる死亡数はがん

キナーゼ活性を阻害することによりがん細胞の増殖

のなかでも多くを占め，2019 年の統計では日本人の

を抑制する。特に，ALK キナーゼドメインのクリゾ

がんによる死因のうち，肺がんは男性で第 1 位，女

チニブ耐性に関与する機序を克服できることが特徴

性で第 2 位，男女合計で第 1 位である 。肺がんのう

的である。ALK 阻害薬による治療歴のない ALK 融

ち 非 小 細 胞 が ん に は，EGFR（epidermal growth

合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺

factor receptor），ALK（anaplastic lymphoma

がん患者を対象として，クリゾチニブとブリグチニ

kinase），ROS1（ROS proto- oncogene 1），BRAF

ブを比較した臨床試験（ALTA-1L 試験）によれば，

（v- raf murine sarcoma viral oncogene homolog

無増悪生存期間の中央値が，ブリグチニブ投与群で

B1）などの遺伝子が原因遺伝子として知られている。

24.0 カ月，クリゾチニブ投与群で 11.0 カ月と有意差

1）

ALK 融合遺伝子は受容体型チロシンキナーゼを
コードする ALK 遺伝子と，他の遺伝子が融合してで
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がついている（図 1）3, 4）。

特集
薬学的管理に活かす！
臨床薬理 UPDATE 2022

TRK 阻害薬（ラロトレクチニブ）
がん研有明病院薬剤部

瀧口 友美

summary
ラロトレクチニブ（以下，本剤）はNTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形がんに対
する治療薬で，TRK 阻害薬としてはエヌトレクチニブに次ぐ薬剤である。NTRK 融合遺伝
子は，幅広いがん種にわたって認められているが，その発現頻度は低い。本剤の副作用と
しては，肝機能障害，骨髄抑制，中枢神経系障害などが報告されている。TRK 阻害薬特
有の副作用について理解を深めることで，適切な副作用マネジメントが可能となる。

こした結果，両者が融合して生じる異常な遺伝子で

薬剤の基本情報

ある。NTRK 融合遺伝子が形成されると，TRK 融
合蛋白質が産生される。産生された TRK 融合蛋白

1 NTRK 融合遺伝子による
がんの増殖メカニズム

質は，リガンド非依存的に活性化するため，キナー
ゼドメイン下流の腫瘍増殖経路において恒常的なシ

神経組織に発現している TRK（トロポミオシン受

グナル伝達が起こり，腫瘍細胞の生存と無秩序な増

容体キナーゼ）受容体は，神経系の生理，発生，機

殖が引き起こされる。NTRK 融 合 遺 伝 子はドライ

能において重要な役割を果たしている。TRK 受容体

バー遺伝子の一つと考えられており，成人と小児の

には，TRKA，TRKB，TRKC の 3 種 類が存 在して

さまざまながん種で認められている。

おり，これらは神経栄養因子受容体チロシンキナー
：NTRK ）

ゼ（

2

作用機序

遺 伝 子である NTRK1 ，NTRK2 ，NTRK3 にそれぞ

ラロトレクチニブ（以下，本剤）は，TRKA/B/C

れコードされる。正常な TRK 受容体は，そのリガ

に対して選択的な阻害作用を有する低分子化合物で

ンドであるニューロトロフィンなどが結合すること

ある。本剤は，リガンド非依存的に活性化した TRK

により，チロシン残基のリン酸化が引き起こされ，

融合蛋白質の細胞内キナーゼドメインにある ATP 結

神経細胞の増殖や分化，生存を促すシグナル伝達経

合部位に結合することでリン酸化を阻害する。その

路が活性化される。

結 果，RAS/MAPK/ERK 経 路，PLCγ経 路，PI3K

NTRK 融合遺伝子は，NTRK 遺伝子と他の遺伝子
（ETV6 ，LMNA ，TPM3 など）とが染色体転座を起
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経路などからのシグナル伝達が抑制され，腫瘍細胞
の生存や増殖が抑制されると考えられている（図 1）1）。

特集
薬学的管理に活かす！
臨床薬理 UPDATE 2022

SMN2 スプライシング修飾薬
（リスジプラム）
国立成育医療研究センター薬剤部

石井 真理子，山谷 明正

summary
リスジプラム（エブリスディ Ⓡドライシロップ）は脊髄性筋委縮症（spinal muscular
atrophy : SMA）の治療薬である。脊髄中の運動ニューロン機能を維持するには SMN 蛋
白質が必要であり，リスジプラムは中枢神経および全身の機能性 SMN 蛋白質を増加させ
る初の内服薬で，製品に加水し溶液として服用する。重大な副作用や薬物相互作用は認め
られていないが，日本人での投与経験が限られているため，重要な潜在的リスクを中心に
フォローし，医師と連携して適正使用に努めなければならない。

はじめに

型に分類され，さらにⅠ〜Ⅲ型は最高到達運動機能
（表 1）。
によって細分化される 1）

2）主な症状
SMN2 スプライシング修飾薬のリスジプラム（エブ

主な症状として， ① 筋力低下， ② 呼吸器障害，

（以下，本剤）は，脊髄
リスディ Ⓡドライシロップ）

③ 関節拘縮， ④ 脊柱側弯， ⑤ 摂食・嚥下障害 ─

性筋萎縮症（spinal muscular atrophy : SMA）の治

などが挙げられる。 症 状の頻 度や重 症 度は病 型に

療薬である。2020 年 8 月に米国で承認され，2021 年

よって異なり，症状は経過とともに進行し，同じ病

4 月時点で欧州を含む 40 カ国で承認されている。わ

型でも症状の進行パターンや進行速度は患者ごとに

が国でも 2021 年 6 月に承認され，同年 8 月に発売さ

異なる。

れた。

3）罹患率

1

脊髄性筋萎縮症（SMA）とは

SMA は，脊髄の前角細胞の変性による筋萎縮と
進行性筋力低下を特徴とする下位運動ニューロン病

乳 児 期から小 児 期に発 症する SMA の罹 患 率は
10 万人あたり 1 〜 2 人で，Ⅰ型は，出生 2 万人に対
して 1 人前後といわれている 2）。

4）予後

である。上位運動ニューロンの徴候を伴わない遺伝

Ⅰ型は 1 歳までに呼吸筋の筋力低下による呼吸不

性の神経筋疾患であり，わが国では指定難病に定め

全の症状を来し，人工呼吸器の管理を行わない状態

られている。

では，ほとんどの場合，2 歳までに死亡する。Ⅱ型

1）病型分類

は呼吸器感染，無気肺を繰り返す例もあり，その際

SMA は発症年齢と最高到達運動機能により 0 〜Ⅳ
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の呼吸不全が予後を左右する。Ⅲ型，Ⅳ型は生命的

聞いてみよう

薬剤師の 知 り た い こ と

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！

心不全の最新ガイドラインを
キャッチアップ！

─ 知っておきたい新薬のハナシ
木田 圭亮
聖マリアンナ医科大学薬理学 准教授
2001年 3 月
2007 年 3 月
2007 年 4 月
2009 年 4 月
2014 年 4 月
2018 年 11月
2020 年 4 月

心不全の基礎知識
─ LVEF に基づく新たな分類

聖マリアンナ医科大学卒業
聖マリアンナ医科大学大学院博⼠課程修了
カリフォルニア大学サンディエゴ校 客員研究員
聖マリアンナ医科大学循環器内科 助教
聖マリアンナ医科大学循環器内科 講師
聖マリアンナ医科大学薬理学 准教授，
聖マリアンナ医科大学循環器内科 顧問医兼務
聖マリアンナ医科大学リハビリテーション科 顧問医兼務

心不全治療の経過においては，LVEF の改善や悪
化がしばしばみられ，発症時の LVEF に基づく表現
型の区分から，経過とともに移行が生じることがわ

─ 心不全の新薬が近年次々と登場しています。そ

かっています。そこでフォーカスアップデート版で

こで今回は，聖マリアンナ医科大学薬理学准教授の

は，経過を加味した患者の病態評価も必要であると

木田圭亮先生をお招きし，新薬の特徴や従来の治療

いう考えから，LVEF の時間経過に伴う変化に基づく

薬との使い分け，今後の心不全診療の変化などにつ

分類が示されるようになりました。

いて教えていただきたいと思います。
まず，
『2021 年 JCS/JHFS ガイドライン フォーカ

1 検査施行時の LVEF による心不全の分類

スアップデート版 急性・慢性心不全診療』
（以下，

木田 検査施行時の心不全は，LVEFの値に基づいて，

フォーカスアップデート版）で一部変更された心不全

LVEF ＜ 40 ％ の心 不 全〔heart failure with reduced

の分類について教えてください。

ejection fraction : HFrEF（ヘフレフ）
〕
，LVEF≧50％

木田

フォーカスアップデート版では，これまで用

の心不全〔heart failure with preserved ejection

い ら れ て き た 検 査 施 行 時 の 左 室 駆 出 率（left

fraction : HFpEF（ヘフペフ）
〕
，40％≦LVEF ＜50％

ventricular ejection fraction：LVEF）評価に基づく

の心不全（heart failure with mid- range ejection

分類に加え，LVEF の時間経過に伴う変化に基づく

fraction : HFmrEF）の 3 つに分類され，心機能（ポン

分類が別途提示されています。

プ機 能 ）が最も低 下した LVEF 40 ％ 未 満の患 者は
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監修：慶應義塾大学 名誉教授

慶應義塾大学病院薬剤部

第

1

回

望月 眞弓

中田 英夫

医療用医薬品添付文書の記載要領の改正について
薬品に同梱されていた紙の添付文書は原則として廃

はじめに

止され，電子的な方法で提供・閲覧することが基本
となりました。この改正によってこれまで「添付文

医療用医薬品の添付文書（以下，添付文書）の記

書等記載事項」とされていた情報は「注意事項等情

載要領が 2017 年 6 月に改正されました。新しい記載

報」と名称が変更され，旧来の「添付文書」は「電子

要領は 2019 年 4 月 1 日より施行されており，2021 年

化された添付文書」と表現されることになりますが，

7 月時点で経過措置期間（5 年間）の約半分が経過し

この連載では「添付文書」として記載しています。

たところですので，医療現場では新旧 2 種類の書式
の添付文書が混在している状態です。今回の記載要
領改正では， ① 原則禁忌の項の廃止， ② 慎重投与

医療用医薬品の添付文書とは

の項の廃止， ③ 特定の背景を有する患者に関する注

医療用医薬品の添付文書は，当該の医薬品を製造

意の項の新 設 ─ などの大きな変 更がありました

販売する業者（製薬企業）が医師や歯科医師，薬剤師

が，その背景には医薬品の適正使用に向けたさまざ

などの医薬関係者に対して医薬品の使用に必要な情

まな検討があり，単純に項目を新設，削除，移行す

報を提供することを目的として，臨床試験のデータ

ることが目的ではありません。

をもとに添付文書案を作成し，新薬の製造販売承認

初回である今回は，添付文書の記載要領がどのよ

申請を行う際の申請資料の一部として提出，医薬品

うなことをきっかけに，どのようなことを意図して

医療機器総合機構（PMDA）による審議および厚生

改正されたのか解説を行い，次回以降新しい記載要

労働大臣による承認を経て公開されます。

領の添付文書の各項について具体的に解説していく

医療用医薬品の添付文書は医薬品医療機器等法第

予定です。この連載が，新しい添付文書の記載内容

52 条によって規定され，法的根拠に基づいて作成さ

を正しく理解して使いこなせるようになるための一

れている医薬品情報です。記載されている項目や内

助になることを願います。

容は医薬品医療機器等法と記載要領に基づいてお

なお，
「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び

り，原則として当該医薬品を承認された範囲内で適

安全性の確保等に関する法律」
（以下，医薬品医療機

正に使用するために必要な事項が記載されています

器等法）の改正に伴い，2021 年 8 月 1 日より医療用医

が，重要で特に必要と認められる事項については承
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ッ
グ
に
心
とくる

Dr. 溝渕の

循環器の病態
薬のロジック

第 9 回 不整脈─ Case Study（抗凝固療法）

京都桂病院心臓血管センター・内科
執筆協力：京都桂病院薬剤科

溝渕 正寛
馬橋 美由季

はじめに
今回も不整脈のなかで遭遇頻度の高い心房細動が
テーマですが，本稿では抗凝固療法に焦点を当てま

塞栓症を予防するための治療です。
抗 凝 固 薬（OAC）はすでに確 立した治 療ですが，

す。心房細動そのもののコントロールではありませ

抗凝固療法施行中に直面しやすい問題について，2 つ

んが，生命予後を大きく左右する合併症である血栓

のケースから考えていきたいと思います。

血栓塞栓症リスクと出血リスクのバランス① ─ 歯科手術の対応
Case ①

抗凝固薬中止の可否について困っている持続性心房細動患者
72 歳男性（162cm，66kg）
。近隣のかかりつけ医にて，持続性心房細動，高血圧症をフォロー中。
抗凝固療法として，エドキサバン（リクシアナⓇ）60mg/ 日を内服中である。今回，かかりつけの歯
科医院にて抜歯処置が必要と言われ，主治医に抗凝固療法に関する中止の可否について相談してく
るように言われたとのこと。主治医からは，エドキサバンの中止は好ましくないため，継続下での
抜歯を推奨された一方，歯科医からは出血が多くなるかもしれないことを説明され，
「結局どうした
らいいのか？」と薬剤師に相談があった。

78

既 往 歴

高血圧症

検 査 値

BUN 16mg/dL，Cr 0.8mg/dL（Ccr 77.9mL/ 分，eGFR 72.6mL/ 分 /1.73m2）
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第 17回

免疫にプロバイオティクスが
よいって本当ですか？
特定非営利活動法人アヘッドマップ

岡本 淳志

はじめに ─プロバイオティクスの背景
食糧農業機関（FAO）/ 世界保健機関（WHO）の定

消費者の高い需要により成長を続けており，2028 年
には 952 億 5,000 万米ドルに達し（図），2021 〜 2028 年
までの年平均成長率は 7.2％と予想されています 3）。

義によると，プロバイオティクスとは「適切な量で

このように，プロバイオティクスは疾病予防に関わ

投与された場合，宿主に健康上の利益を与える非病

るヘルスケア商品として盛んに販売されており，健

原性の生きた微生物」とされています。プロバイオ

康志向の消費者には魅力的なものとなっています。

ティクスの歴史は 1900 年代初頭，後にノーベル賞を

ヒトの消化管内には約 100 兆個の微生物が存在し

受賞するロシア人科学者のエリー・メチニコフがパ

ており，それらは腸内細菌叢を形成しています。ヒ

リのパスツール研究所で行った先駆的な研究から始
まります。メチニコフは，微生物が人体の健康に与
える影響を研究し，
「腸内細菌が食物に依存してい

952億5,000万米ドル

ることから，腸内細菌叢を修正し，有害な微生物を
有用な微生物に置き換える方策を採用することが可

547億7,000万米ドル

能である」という理論を提唱しました。ブルガリア
のヨーグルトや発酵食品が腸内細菌叢に与える影響
に着眼した彼の微生物処理栄養学へのアプローチ
は，乳製品産業に革命を起こし，新しい食品産業を

2020

推進しました 1）。
現在，プロバイオティクスは多くの国の臨床現場
で広く使用されており，処方箋の有無にかかわらず，
消費者によって頻繁に入手・使用されています 2）。
そのため，プロバイオティクスの世界市場規模は，
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2028

•2021～2028年の年平均成長率は7.2％と推測
〔Probiotics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product
（Food & Beverages, Dietary Supplements）, By Ingredient（Bacteria,
Yeast）, By End Use（Human, Animal）, By Distribution Channel, And
Segment Forecasts, 2021-2028（https://www.grandviewresearch.com/
industry-analysis/probiotics-market，
アクセス日：2021 年 11 月 2 日）〕

図

プロバイオティクスの世界市場

ヒヤリ

ハッと ホッとした 話
東京大学大学院薬学系研究科 育薬学講座

澤田 康文

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。
ケース

1

処方箋の増量コメントと前回用量の不一致からワルファリンの用量ミスを発見

●

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？

患者はワーファリン（ワルファリン）錠を 1.25mg で服用中であったが，今回の処方では 2mg へ
増量となっていた。しかし，処方箋に記載された増量のコメント（1.5mg → 2mg へ）の前回用
量が一致していないため疑義照会したところ，1.5mg への増量（1.5 錠）の処方ミスであった。
80 代の男性。総合病院の循環器科。オーダー／印字出力

▼ 処方内容
Rp.1

4 月 24 日

Rp.2

フロセミド錠 20mg

1錠

Ⓡ

サムスカ OD 錠 7.5mg

5 月 22 日（疑義照会前）

フロセミド錠 20mg

1錠

Ⓡ

1.5 錠

サムスカ OD 錠 7.5mg

1.5 錠

ランソプラゾール OD 錠 15mg

1錠

ランソプラゾール OD 錠 15mg

1錠

ワーファリン錠 1mg

1錠

ワーファリン錠 1mg

2錠

ワーファリン錠 0.5mg

0.5 錠

テルミサルタン錠 20mg

1.5mg → 2mg へ

テルミサルタン錠 20mg

1錠

1日1回

朝食後

アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg
1日2回

＊

1日1回

28 日分

朝食後

アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg

2錠

朝・夕食後

1錠

1日2回

28 日分

朝・夕食後

28 日分
2錠
28 日分

＊：コメントが記載されていた

経緯

であり，コメントとは不一致であった。

患者は，心疾患にてワーファリンを 1.25mg で服用中

患者によると診察時に「2mg へ増量する」との話は聞い

）
。当該医療機関の処方箋には検査値が

ており，コメントの記載ミスとも思えたが，1.25mg から

であった（

Rp.1

記 載されている。5 月 22 日の処 方 箋（

Rp.2

）では PT

-

INR（プロトロンビン時間 国際標準比）は 1.31 であり，
ワーファリンが 2mg へ増量となっていた。

2mg への急激な増量でもあり，念のため患者の了承を得
て，疑義照会を行った。
薬剤師は，処方医に直接ではなく，看護師経由で「今

処方箋にはコメントとして「1.5mg → 2mg へ」と増量の

回のワーファリンの処方量について “1.5mg から 2mg へ ”

旨の記載があったが，前回まで服用していたのが 1.25mg

とのコメントがありますが，前回まで服用していたのが
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野村 久祥
［執筆］福島県立医科大学附属病院 薬剤部／臨床腫瘍センター 伊與田 友和
総合メディカル株式会社 そうごう薬局 天神中央店 本田 雅志

［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

第 5回

オキサリプラチンによる末梢神経障害

患者フォローアップのポイント
●

末梢神経障害を起こしやすい注射用抗がん薬を投与されているか把握する

●

治療を継続することで発現する慢性の神経障害についても早期から情報提供を行う

●

患者の生活状況を確認し，しびれが QOL にどの程度影響しているかアセスメントを行う

処 方
処方箋

60 代男性，大腸がん，初回来局

◯◯総合病院

消化器外科

保険医師名：■■ ◆◆医師

Rp.1

カペシタビン錠 300mg

1回5錠

1日2回

朝・夕食後

7 日分

Rp.2

酪酸菌製剤錠

1回2錠

1日3回

毎食後

14 日分

Rp.3

六君子湯エキス細粒

1 回 2.5g

1日3回

毎食前

14 日分

Rp.4

ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3％

1 日数回

患部に

100g（25g × 4 本）

Rp.5

アズレンうがい液 4％

1日4回

10mL（10mL × 1 本）

検査値 （処方箋に印字）
白血球：5,700/uL

好中球：70.2％

K：4.2 mEq/L

CK：48 IU/L

Hb 値：11.8 g/dL

AST：24 IU/L

Cr：0.67 mg/dL

T-BIL：0.5 mg/dL

血小板数：16.6 × 104/uL

ALT：32 IU/L

CRP：0.16 mg/dL

Hb：ヘモグロビン
AST（GOT）
：アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
ALT（GPT）
：アラニンアミノトランスフェラーゼ
K：カリウム
Cr：クレアチニン
CRP：C 反応性蛋白
CK：クレアチンキナーゼ
T-BIL：総ビリルビン

病院からの情報提供

連携充実加算に係る情報提供用紙

大腸がん術後補助化学療法として CAPOX 療法を全 8 コース実施予定です。
入院にて治療を開始し，1 コース day4 に退院。処方箋は 1 コース day8（来局日）からの服用分の処方となっています。
オキサリプラチンは day1 に 210mg（130mg/m2）投与しています。入院中にしびれを感じたそうですが，今は落ち着
いているとのことです。今後のカペシタビンのアドヒアランスや，副作用のモニタリングをよろしくお願いします。
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クリニカル
クエスチョン

CQ

を解決して 薬学的管理 に活かす！

勉強会

薬局

有限会社アップル薬局清水本町調剤薬局

曽我 公孝

第

7回

ゾルピデムの CQ

おさらい！
「ゾルピデム」の基礎知識

疾患により適宜増減するが，1 日 10mg を超えないこ
ととする」とされています。

ゾルピデムはベンゾジアゼピン骨格をもたない非

1

薬物動態

1）

ベンゾジアゼピン系睡眠薬（Z 薬物）であり（図 1），

服用後約 1 時間で最高血漿中濃度（Cmax）に達した

規格としては 5mg と 10mg が現在上市されています。

後，消失半減期（t1/2）は約 2 時間と速やかに減少しま

超短時間型に分類され，適応は「不眠症（統合失

す。Cmax , 血漿中濃度−時間曲線下面積（AUC）は

調症及び躁うつ病に伴う不眠症は除く）
」，用法・用

投与量に比例して増加します。連日投与による蓄積

量は「通常，成人にはゾルピデム酒石酸塩として 1 回

は認められません。

5 〜 10mg を就寝直前に経口投与する。なお，高齢

1）加齢の影響
高齢患者への投与では，健康成人に比べて Cmax で

者には 1 回 5mg から投与を開始する。年齢，症状，

R1

R2

N

H3C

N

N

N

N
R

7

N
Cl
R2'

H3C

CH3

N

N

O

Cl
H3C

ベンゾジアゼピン
基本骨格

図1

トリアゾラム

N

CH3

ゾルピデム

ベンゾジアゼピン基本骨格とゾルピデムの構造
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くろ～ずあっぷ

新薬

くろ～ずあっぷ
第 247 回
神戸大学医学部附属病院薬剤部

谷藤 亜希子

エムガルティⓇ
皮下注120mg
オートインジェク
ター，
シリンジ
ヒ
 ト化抗 CGRP
モノクロナール
抗体製剤
片頭痛予防薬

Drug Profile
医薬品名

：エムガルティⓇ皮下注 120mg
オートインジェクター，シリンジ

一般名

：ガルカネズマブ（遺伝子組換え）

薬価基準収載日 ：2021 年 4 月 21 日
薬価

：オートインジェクター：45,165 円，

シリンジ：44,940 円

製造販売元

：日本イーライリリー株式会社

問い
第1 問

どんな薬か
本文を読んで答えよう！

ガルカネズマブの用法・用量について正し
い組み合わせはどれか。

イ．1 回 120mg から投 与を開 始し， 効 果 不 十 分なら
1 回 240mg に増量できる。
ロ．投与開始後 3 カ月を目安に治療上の有益性を評価
する。
ハ．筋肉内に投与する。
ニ．使 用中に片頭痛発作が認められたら追加投与を行
うことができる。
ホ．腎機能障害があっても減量の必要はない。
①（イ，ロ） ②（ロ，ハ） ③（ロ，ホ） ④（ハ，ニ） ⑤（ニ，ホ）

第2 問

ガルカネズマブの臨床試験での有効性に
ついて正しい組み合わせはどれか。

イ．投与開始後 3 カ月目から効果発現が認められた。
ロ．反 復性片頭痛（EM）患者では 1 カ月あたりの片頭
痛日数（MHD）がベースラインから約 7 日の減少
が認められた。
ハ．EM 患者での 100％反応率は約 1 割程度であった。
ニ．投 与 2 カ月目の MHD 減少の程度が最小限または
無反応（10％以下の減少または 10％以上の増加）
の患者では，3 カ月目にそれ以上の効果は得られ
なかった。
ホ．慢 性片頭痛（CM）患者では MHD がベースライン
から約 5 日の減少が認められた。
①（イ，ロ） ②（ロ，ホ） ③（ロ，ハ） ④（ハ，ニ） ⑤（ハ，ホ）

解答は本稿最終頁をチェック
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エムガルティⓇ 皮下注 120mg オートインジェクター，シリンジ

効能・効果
●

片頭痛発作の発症抑制

用法・用量

通常，成人にはガルカネズマブ（遺伝子組換え）として初回に 240mg を皮下投与し，以降は 1カ月間隔で
120mg を皮下投与する。

薬剤の基本情報
ガルカネズマブ（遺伝子組換え）
（以下，本剤）は
新規作用機序の片頭痛発作予防薬であり，最適使用

率をみると，各試験により多少のばらつきはあるが，
EM 患者では 50％反応率の患者が約 5 割，75％反応
率の患者が約 3 割，100％反応率の患者も 1 割程度認
められる。

推進ガイドラインの対象品目となっている。新規作

海外第Ⅲ相試験（CGAG 試験，CGAH 試験，CGAI

用機序を有する医薬品は，有効性や安全性に関する

試験）では，本剤 120mg 群（初回のみ 240mg）
，本剤

情報が十分蓄積されるまでの間，当該医薬品の恩恵

240mg 群が設定された結果，いずれの試験において

を強く受けることが期待される患者に対して使用し，

も本剤 120mg 群で 1 週目より効果発現がみられ，1 カ

副作用が発現した際に対応が可能な一定の要件を満

月目より有効性が確認された。

たす医療機関で使用されるべきであるという理論の

1997 年の Sakai らの研究では，片頭痛患者の 74％

もと，使用対象患者や医療機関などの要件，留意事

が日常生活に支障を来すと報告されている一方 2），

項などが示されている。

既存の片頭痛発作予防薬は効果発現までに期間を要

1．有効性
片頭痛とは，頭痛発作が繰り返される神経疾患で
ある。片頭痛様または緊張型頭痛様の頭痛が月に
15 日以上の頻度で 3 カ月を超えて起こり，少なくと
も月に 8 日の頭痛は片頭痛の特徴（発作性，片側性，

し，その効果判定には少なくとも 2 カ月を要すると
されている 1）。そのため，本剤投与開始後 1 カ月目
から治療効果が期待できるという点は，患者の QOL
改善において意義があると考えられる。

2．安全性（副作用，禁忌など）

拍動性など）をもつものを慢性片頭痛（CM）
，過去

国内・海外で実施された複数の臨床試験の併合

3 カ月の間に月に 15 日未満で起こり，そのうち何日

データ（評価対象例数：2,582 例）における主な副作

かは片頭痛であるものを反復性片頭痛（EM）とされ

用は， ① 注射部位疼痛（10.1％）， ② 紅斑，掻痒感，

1）

ている 。

内出血，腫脹などの注射部位反応（14.9％）─ で

本剤の有効性は CM 患者，EM 患者の両方で検証

あった。注射部位関連事象の多くは軽度〜中等度で

されている。各臨床試験の結果を表 1，2 にまとめ

あり，多くの場合，注射した当日に出現し数日以内

た。主要評価項目である 1 カ月あたりの片頭痛日数

に消失するとされている。

（migraine headache days : MHD）のベースライン

頻度はまれであるが，重大な副作用として重篤な

からの差は，各臨床試験により多少の差はあるが，

過敏症反応（アナフィラキシー，血管浮腫，蕁麻疹

EM 患者で 3 〜 4 日，CM 患者では 5 日程度という結

など）が挙げられており，本剤の成分に重篤な過敏

果が得られている。また，副次評価項目である反応

症の既往歴を有する患者は禁忌である。
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知って得する

シロップ・
ドライシロップの
22

監 修

配合変化

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

ホスホマイシンカルシウムドライシロップ

山形県薬剤師会薬事情報 センター長

本連載では，次のように表記する。Sy：シロップ

先

DS：ドライシロップ

細谷 順

RH：相対湿度

 スミシンドライシロップ 200/
ホ
ホスミシンドライシロップ 400（Meiji Seika ファルマ）

製剤基本情報
性状

白色の細粒で，芳香を有し，味は甘い

ホスミシンドライ
シロップ 200

ヒドロキシプロピルセルロース，塩化ナトリウム，パラオキシ安息香酸
メチル，パラオキシ安息香酸プロピル，ソルビタンセスキオレイン酸エ
ステル，ソルビタン脂肪酸エステル，グリセリン脂肪酸エステル，ショ
糖脂肪酸エステル，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 60，結晶セルロー
ス，カルメロースナトリウム，シリコーン樹脂，白糖，香料，バニリン，
エチルバニリン

ホスミシンドライ
シロップ 400

ヒドロキシプロピルセルロース，塩化ナトリウム，パラオキシ安息香酸
メチル，パラオキシ安息香酸プロピル，ソルビタンセスキオレイン酸エ
ステル，ソルビタン脂肪酸エステル，グリセリン脂肪酸エステル，ショ
糖脂肪酸エステル，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 60，結晶セルロー
ス，カルメロースナトリウム，シリコーン樹脂，白糖，香料，バニリン，
エチルバニリン，サッカリンナトリウム水和物

添加物

安定性

ホスミシン DS 200 水懸濁液〔50mg（力価）/mL〕およびホスミシン DS
400 水懸濁液〔100mg（力価）/mL〕を 25℃で 14 日間保存したところ，
力価，外観，pH にほとんど変化なく，安定だった（無色透明ガラス瓶）。
5℃および 40℃でおのおの 14 日間保存した場合も，力価，外観，pH に
変化はみられず，安定だった（無色透明ガラス瓶）
。

配合変化データ（商品名 50 音順）
固形剤
試 験 本剤の各 1g と被験薬剤（表示量）を混合した。

保存期間：7 日間（配合直後，1，3，7 日後に観察）
保存条件：室温・開放
試験項目：外観（色調，湿潤性，流動性）
，力価残存率
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