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　現在，数多くの統計学に関する本が出版されていますが，薬剤師とし

て臨床データを理解し，業務に活用する方法について解説したものが見

あたらないという声を耳にします。

　そこで，本シリーズでは筆者が現場で経験した症例を使って，いまさ

ら訊くのは恥ずかしいという基本のレベルからしっかりと解説し，明日

から業務に使える統計のスキルについて紹介します。シリーズの序盤は

簡単すぎると感じるかもしれませんが，少しずつ難易度が上がります。

初回からすべてを読んでいただければ，最後にはかなりのスキルが身に

ついているものと思います。ぜひ，症例にチャレンジし，業務でも実践

してみてください。

神戸薬科大学薬学臨床教育・研究センター
教育研究部門　准教授

波多江　崇 HATAE Takashi

【前回の宿題】
　A社，B社，C社のジェネリック医薬品と先発医薬品の薬物動態の平

均値の信頼性を検証するための方法を考えてみてください。なお，ジェ

ネリック医薬品と先発医薬品の薬物動態の平均値の信頼性を検証するた

めの方法は2つあります。

　また，ナテグリニド錠90mgの添付文書に記載されているナテグリニ

ドの薬効や用法の特徴から，AUC0-8，Cmax，t1/2，tmaxの4つの薬物

動態パラメータについて，優先順位も考えてみてください。

Q.ナテグリニド錠90mgをジェネリック医薬品に変更したい。最も安全に使用できる製品はどれか？　その②第2回

85ページ



ContentsVol.60  No.13  2018

 19 特集にあたって�　　菅谷　憲夫

 21 薬剤師が知るべきインフルエンザのポイント�　　菅谷　憲夫

 27 鳥インフルエンザ，H7N9は次のパンデミックになるのか�　　田村　大輔

 33 迅速診断キットの感度と有用性�　　三田村敬子，川上　千春，清水　英明，山崎　雅彦，市川　正孝

 41 抗インフルエンザ薬の特徴と使い方�　　砂川　智子，藤田　次郎

 49 キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬�バロキサビル（ゾフルーザ®）�　　菅谷　憲夫

 53 インフルエンザワクチンの効果�　　中野　貴司

  インフルエンザ合併症の診断と治療

 59 � 高齢者のインフルエンザとインフルエンザ肺炎�　　青木　洋介

 65 � 小児のインフルエンザとインフルエンザ脳症�　　河島　尚志，森地振一郎，山中　岳，柏木　保代

 71 妊婦のインフルエンザ予防と治療�　　齋藤　滋

 77 医療機関でのインフルエンザアウトブレイク対策と�
抗インフルエンザ薬の予防投与�　　竹内　萌，山崎　行敬，國島　広之

取材
フロントページ

 9 慢性心不全患者の病態管理をICTシステムで支援�　　九州保健福祉大学薬学部 薬学科（宮崎県延岡市）

レポート

 15 多剤調整システム運用で退院時情報提供が急増，薬局が不適切薬剤の処方再開防止�　　 

宝塚市立病院（兵庫県宝塚市）

 17 エビデンスに基づく支持療法，緩和医療を議論�　　第3回日本がんサポーティブケア学会学術集会（福岡県福岡市）

インフルエンザ
予防から治療までのホント

流行シーズン目前！



Contents

連載
 3/85 臨床統計ケース・メソッド［2］�

ナテグリニド錠90mgをジェネリック医薬品に変更したい。�
最も安全に使用できる製品はどれか？　その②�　　波多江　崇

 92 薬剤師が行うこころのケア こんなときどうするの？［2］�
つらい気持ちを聞き出そうとしてはいけない患者さんがいること�
──患者心理・抑圧について�　　清水　研，鳥越　一宏

 101 臨床ですぐに使える 薬学トリビア［6］�
悪用された薬物たち�　　宮川　泰宏

 104 専門医が語る 精神疾患のとらえ方・治療の考え方［13］�
緩和医療──ことごとく周囲につらく当たる20歳代女性とその父親�　　西村　浩

 109 Difficult Patient相談室 よく出会うちょっと困った患者さんへの対応のコツ教えます！ ［6］�
リストを持ち込む患者�　　鋪野　紀好，渡辺　健太

 115 購買適正化で病院経営強化 目からウロコの薬価交渉術［13］�
企業評価から考える薬価交渉のポイント�　　中野　一夫

 118 ジャーナルクラブの広場 　　齊藤　順平／小野寺夕貴，前田　幹広／鈴木慎一郎，中馬　真幸／平田　純生，成田　勇樹／ 

桑原　秀徳／後藤　聖史，橋口　亮／木村　友絵，木村　利美／松山　千容，鈴木　真也，Alexandre Chan，Lisa Holle

 128 適応外使用の処方せんの読み方［100］�
自己免疫性膵炎�　　藤原　豊博

 133 審査報告書から見る 新薬の裏側［21］�
デュピクセント®皮下注〔デュピルマブ（遺伝子組換え）〕�　　谷藤亜希子

※連載「3stepで考える！ それって本当に副作用ですか？」は休載いたします。

そ の他
 84 薬事セレクション

 114 書評　医薬品副作用アセスメント

 139 書評　ヤミツキ�細胞生物学

 140 ニュースレター

 146 次号予告・編集部より

•本誌の年間購読を契約されている方は，ユーザー登録していただくこと
で，じほうの特設サイト「MagPlus」（http://magplus.jiho.jp/）から
2006年～最新号までを無料で見ることができます。
•登録方法の詳細はhttp://magplus.jiho.jp/common/registration.html
（MagPlusのご利用について）まで。『magplus　登録』で検索しても行け
ます！



慢性心不全患者の病態管理
をICTシステムで支援
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ICTで患者の体重を遠隔管理

　わが国における心不全の死亡率は，高齢化に伴い上昇
傾向にある。今後，罹患者の増加や治療・入院の長期化
が進み，地域のリソース（医療資源）が最大限に活用さ
れることになれば，さらなる社会負担の増加や混乱は避
けることができない。こうしたことから，佐藤圭創氏

（九州保健福祉大学薬学部）らは，限られた医療資源で
も十分に対応できる新たなICTシステムを考案し，慢性
心不全の急性増悪を早期発見，早期対応を目指している。
　佐藤氏らがICTシステムの開発にあたり着目したのは，

「体重」の連続的な管理だ。体重測定は，患者にとって
簡便かつ，医療者にとっても病態変化の判定に有用なパ
ラメーターである。しかしながら，医療者が患者の体重
を把握するのは，受診時など限られたタイミングしかな
く，頻繁に通院できない人の体重を定期的に確認するの
は難しい。そこで，佐藤氏らは患者宅の体重測定機器

（体重計）と医師（病院・診療所）のパソコンをオンライ
ンでつなぎ，患者が体重計に乗れば自動的にデータが転
送され，遠隔管理される仕組みを構築した（図1）。この
システムを使えば，患者が居宅状態であっても医師は患
者の体重を把握することができる。さらに，患者が体重

　健康サポート薬局や薬薬連携，在宅医療など，薬剤師は地域医療の一翼を担うべく活
躍のフィールドを広げてきた。一方，地域医療全体をみると医師への依存度はいまだに
高く，ひとたび特定の地域で医師・専門医不足が起きれば，その地域の医療は機能不全
に陥るかもしれない。こうした状況のなかで，医師の負担軽減とともに薬剤師の効果的
な介入を推進していくための取り組みが行われている。
　宮崎県延岡市の九州保健福祉大学薬学部では，慢性心不全の急性増悪を早期に発見し，
早期の対応につなげる取り組みとして体重計を活用した新しいICTシステムを開発し，
医師の診療の負担軽減や医療の質の担保につなげるための実証実験が行われた。

九州保健福祉大学
薬学部 薬学科 

（宮崎県延岡市）

九州保健福祉大学

佐藤圭創氏，赤﨑さとみ氏
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特 集

薬剤師が知るべき
インフルエンザのポイント

流行シーズン目前！　インフルエンザ 予防から治療までのホント

インフルエンザウイルス（図1）

　インフルエンザウイルスはRNAウイルスで，A，B，
C型があるが，大きな流行を起こすのはA型とB型で，
臨床的にはこの2種類が通常，インフルエンザといわれ
ている。表面に2種類のスパイク（棘状の構造）をもつ。
赤血球凝集素（hemagglutinin；HA）と，ノイラミニ
ダーゼ（neuraminidase；NA）である。感染防御に関
係するのは，HAとNAのスパイクに対する抗体で，特
に 重 要 な の はHAに 対 す る 抗 体，赤 血 球 凝 集 阻 止

（hemagglutination inhibition；HI）抗体である。HI抗
体は感染防御に深く関係する。HI抗体を人工的に作る
のがインフルエンザワクチン接種である。
　インフルエンザウイルスは，感染した細胞内でウイル
ス内部のRNAが出て細胞の核に向かう（脱殻）。脱殻を
阻害するのが，抗A型インフルエンザ薬アマンタジン
であるが，耐性ウイルスが増加したため現在は使用でき
ない。
　ウイルスRNAは，感染細胞の核に移動して転写と複

製が行われ，mRNAが合成される。mRNAにより感染
細胞内でウイルス蛋白質が複製され，インフルエンザウ
イルスが増殖する。mRNA合成を阻止するのが，RNA
ポリメラーゼ阻害薬（polymerase inhibitor），バロキサ
ビル マルボキシル（ゾフルーザ®）とファビピラビル

（アビガン®）である。
　細胞内でウイルスが増殖し細胞外に出て周囲に広がる
とき（発芽）に，HAとレセプターの結合を切る必要が
あるが，その働きをするのがNAである。NAは酵素で
あり，その活性化部位に競合的に作用して阻害するの
が，オセルタミビル（タミフル®）やザナミビル（リレ
ンザ®）などのノイラミニダーゼ阻害薬（neuraminidase 
inhibitor）である。

インフルエンザウイルスの種類

　A型インフルエンザウイルスは，ヒト以外に鳥，ブ
タ，ウマに存在する。B型はヒトにのみ存在する。A型
インフルエンザはHAとNAの組み合わせで分類される

菅谷　憲夫
SUGAYA Norio

�現在流行しているインフルエンザウイルスは，A型ではH1N1pdm09と，A香港型（H3N2），B型は
ビクトリア株および山形株，合計4種類である。ワクチンには4種類が含まれている（4価ワクチン）。

�オセルタミビルは，欧米では合併症のない発症後48時間以内のインフルエンザ患者に適応が認められ
ている。重症患者や発症後48時間以降の治療は，本来は適応外（off-label�use）となる。

�インフルエンザワクチンを接種すると，約50％の発病防止効果があるが，A香港型には効果が低い。

�A香港型インフルエンザの流行時の院内感染予防には，オセルタミビルなどの予防投与が必須となる。

Points

神奈川県警友会けいゆう病院感染制御センター／小児科
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つらい気持ちを聞き出そうとしてはいけない
患者さんがいること
～患者心理・抑圧について～

第2回

清水　　研　SHIMIZU Ken
国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長

鳥越　一宏　TORIGOE Kazuhiro
星薬科大学実務教育研究部門

第2回は…
　がん告知などの大きなストレスに曝されたとき，人
間はさまざまな方法で自分のこころを守ろうとします

（防衛機制）。そのこころの守り方にはある一定のパ
ターンがあり，医療者はその守り方のパターンを知っ

ておくことで対応方法の引き出しが増え，ケアが上手
にできるようになります。前回は「否認」を取り上げ
ましたが，今回は臨床現場でときどき出会う患者さん
の特徴的な心理である，「抑圧」について取り上げます。

登
場
人
物

患者　河田一徹 さん 	 68歳男性。大手不動産会社に勤務し，65歳で定年退職するまで，営業畑
を歩んだ。明るく社交的で，部下の面倒見が良く，親分肌で，「絶対あき
らめるな」が口癖。一方で管理職の重責からか，ストレス発散のためにお
酒とタバコは欠かせなかったとのこと。肺がんStage	 IVと診断され，化学
療法導入目的に入院となる。

主治医・呼吸器内科の藤岡真一 先生 	 卒後15年目で臨床経験が豊富。

担当看護師・横山佐和 さん 	 卒後10年目の看護師。気配りができるので病棟ではとても頼りになる中堅
看護師。患者さんの悩みをキャッチすることが上手。

担当薬剤師・薬丸 正 先生 	 600床の総合病院に勤務する薬剤師で10年の臨床経験がある。一生懸命
で物事に誠実に取り組む人柄。清水先生とは以前緩和ケアチームで一緒に
働いていたので，患者のことで対応に困ると，ときどき病棟でつかまえて
相談にのってもらう間柄。

緩和ケアチーム・清水 研 先生 	 薬丸先生がモヤモヤしているときに，タイミングよく現れる精神科医。患者
さんのこころのケアを行うだけでなく，医療者の心理的なサポート，難しい
場面での相談にもよくのっている。
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　いつも1週間ごとに薬が処方され受け取りにくるAさんですが，今日は2週間分の処方箋をもって薬局に訪れました。

フルニトラゼパムはアメリカなどでは持ち込み禁止

薬剤師：珍しく，2週間分の処方がでていますね。

患者A：そうなんですよ。気分転換にアメリカへ海外旅行に行こうと思いまして，今
回は2週間分の処方にしてもらいました。旅行に行くことは内緒ですよ！
薬剤師：おや？　Aさんはいつもフルニトラゼパムを処方されていますよね。今日の処
方にもあります。ですが，このフルニトラゼパムはアメリカでは量にかかわらず所持が
禁止されている薬です。その他にも向精神薬がありますが，在日大使館や領事館に携
帯が可能であるか確認すること，可能である場合でも医師に英語の薬剤携行証明書を
書いてもらうなど準備が必要です。医師にはアメリカへ行くことを話されましたか？
患者A：え！　みんなに黙っていくつもりだったから，先生にも話していませんでし
たよ。

宮川　泰宏　MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第6回

悪用された薬物たち
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1 小　児 小児期に抗がん薬治療を受けたがんサバイバーの末梢神経障害 
──臨床的，神経生理学的，身体機能的，また患者報告による評価
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy in long-term survivors of childhood cancer： Clinical, 
neurophysiological, functional, and patient-reported outcomes
Kandula T, et al：JAMA Neurol, 75：980-988, 2018　　［PMID：29799906］

背景・目的

　小児がん生存率の長期化に伴い，がんサバイバーの抗
がん薬治療による健康および生活への影響に関する調査
が重要となってきている。本研究では，小児期に末梢神
経障害性抗がん薬を使用したがんサバイバーの，末梢神
経障害の疾病負担，長期の影響および検診の必要性につ
いて評価を行うことを目的とした。
方 法

　横断的観察研究（調査期間：2015年4月〜2016年12月）

として，頭蓋内悪性腫瘍に対し，16歳までに末梢神経
障害性のある抗がん薬であるビンカアルカロイド系およ
びプラチナ製剤による治療を受けた小児を対象とした。
末梢神経障害の評価はTotal Neuropathy Score（TNS）
を用い，末梢神経障害性の抗がん薬曝露群と非曝露群

（年齢でマッチングした健常小児）を比較した。
結 果

　基準を満たした169名のうち追跡調査可能であった症
例は121名（71.6％）だった。男児65名（53.7％），評価

1　�小児期に抗がん薬治療を受けたがんサバイバーの末梢神経障害�
──臨床的，神経生理学的，身体機能的，また患者報告による評価 � 齊藤順平

2　�重症カンジダ血症患者の死亡率を減少させる経験的抗真菌薬戦略�
──多施設研究の傾向スコアによる分析 � 小野寺夕貴，前田幹広

3　�急性期重症出血患者へのトラネキサム酸投与の開始遅延における効果と安全性�
──40,138例の出血患者でのメタアナリシス � 鈴木慎一郎，中馬真幸

4　プロトンポンプ阻害薬が維持血液透析患者の腹部大動脈石灰化の進行に与える影響 � 平田純生，成田勇樹
5　�慢性腎臓病を合併した高齢者に対して新規に抗凝固薬を開始した患者の脳梗塞，脳出血，全死亡�
──英国プライマリケアの人口ベース研究 � 平田純生，成田勇樹

6　統合失調症治療におけるアリピプラゾールの有効性と安全性に関するシステマティックレビュー � 桑原秀徳
7　敗血症患者におけるヒドロコルチゾン補助的療法 � 後藤聖史，橋口　亮
8　患者の退院に先んじた薬剤師による退院処方の準備──その安全性と効果 � 木村友絵，木村利美
9　�がん患者のVTEに対する経口Xa因子阻害薬と低分子ヘパリンの無作為化比較試験（SELECT-D試験）�
� 松山千容，鈴木真也，Alexandre Chan，Lisa Holle




