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オンコカルディオロジーチームで
がん治療をサポート

　2018.12（Vol.60 No.16）── 9 （3045）

がん治療関連心血管疾患（CTRCD）が増加

　従来，アントラサイクリン系抗がん薬のドキソルビシ
ンによる心毒性に代表されるように抗がん薬による心血
管系イベントの発生は知られていたが，近年，医薬品開
発の大幅な進歩によって誕生した分子標的治療薬による
高血圧などの心血管系副作用や免疫チェックポイント阻
害薬による心筋炎といった重篤ながん治療関連心血管疾
患（cancer therapeutics-related cardiac dysfunction；
CTRCD）に注目が集まるようになった。さらに，免疫
チェックポイント阻害薬の併用療法や免疫チェックポイ
ント阻害薬とその他の抗がん薬との併用など今後一層
CTRCDのリスクが高まる治療も行われるようになるこ
とから，CTRCDによって治療を中断せざるをえない

ケースや死亡にまで至る重篤な転帰を辿るケースもまれ
ではなくなると予想される。このような状況のなか，が
んと循環器の両者が重なった領域を扱う分野としてのオ
ンコカルディオロジー（onco-cardiology：腫瘍循環器
学）が提唱され，その重要性に注目が集まっている。し
かしながら，オンコカルディオロジーでがんの専門家と
循環器の専門家の連携が重要となる一方，従来の診療体
制では限界がある場合もある。
　こうしたことから埼玉医科大学国際医療センターで
は，2018年1月にオンコカルディオロジーチームが発足し，
がん領域と循環器領域の連携によるCTRCDのマネジメ
ント（予防・管理・治療）により安全かつ効果的ながん
治療の提供を目指している。

　抗がん薬の進化とともにがん患者の予後が大幅に改善した一方，分子標的薬や免疫チェック
ポイント阻害薬などによる重篤ながん治療関連心血管疾患（CTRCD）による治療中断や死亡，
治療後の晩期毒性なども増加している。埼玉医科大学国際医療センターでは，腫瘍各科と循
環器医師を横断的につなぐ「オンコカルディオロジーチーム」を設立。がん専門薬剤師がチー
ムの一員としてCTRCDのリスク評価や副作用モニタリング，がん治療や併存疾患で内服して
いる薬剤の情報提供，診療科横断的なコンサルテーションの橋渡しができるようになっている。

埼玉医科大学 
国際医療センター 
（埼玉県日高市）

◦病床数� 700床
◦平均在院日数� 14.0日
◦外来患者数�162,198人/年（包括的がんセンター），
� 17,206人/年（心臓病センター）
◦外来化学療法室病床数� 42床
◦外来化学療法実施件数� 1,300件/月

病院概要（2017年）オンコカルディ
オロジーチーム
ミーティング

埼玉医科大学国際医療センター

オンコカルディオロジーチーム
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■小児アレルギーエデュケーターとは
　小児アレルギーエデュケーターは，小児医療に携わる
薬剤師や看護師，管理栄養士などの医療職（コメディカ
ル）を対象に，アレルギー領域での専門知識と指導技術
の修得を認定する制度です。
　小児アレルギー疾患の診療は，各アレルギー疾患のガ
イドラインを読み込み，疾患・治療への深い理解はもち
ろんのこと，治療の動機づけや前向きな行動を促す行動
科学を理解し，質の高い療養指導をすることが不可欠で
す。小児への指導は，年齢や理解度，生活状況を詳細に
把握し，患児ごとにあわせた内容で行うため，かなりの
時間を要します。そのため医師が一人で診察時に指導ま
で行っていては時間がかってしまい負担が増えてしまい
ます。そこで，小児アレルギーエデュケーターが治療に

必要な患者指導を担当することで，患児のアドヒアラン
スの維持・向上を支援し，医師の診療補助を行うことに
より負担軽減に役立ちます。

■アレルギーに関する疑問，相談に対応
　アレルギー疾患の患児，保護者は自らが生活を管理し
て長期に治療を続ける必要があります。たとえば，気管
支喘息であれば正しい方法で吸入を行い，アトピー性皮
膚炎であればスキンケアを続けて，食物アレルギーでは
アレルギーの原因となる食物の必要最小限の除去を行い，
アナフィラキシー発症時には緊急対応を行えることが重
要となります。その具体的な指導や相談に対応すること
が，小児アレルギーエデュケーターの役割の一つです。
　病棟では，食物負荷試験にも立ち会い，患児もしくは

近藤佳代子
K O N D O  K a y o k o

社会医療法人財団新和会八千代病院薬剤部

　日本小児臨床アレルギー学会は，アレルギー疾患の子ども，保
護者に関わり，治療や生活管理，QOLの向上に寄与できる専門
職（コメディカル）の育成を目的に「小児アレルギーエデュケー
ター」の制度を実施している。
　小児アレルギー疾患の治療に携わり，地域住民向けや教育現場
においてもアレルギー疾患や薬物療法に関連した啓発活動を実施
している近藤佳代子氏（八千代病院薬剤部）に，薬剤師が実施す
る小児アレルギーエデュケーターの職務について話を聞いた。

アレルギー専門コメディカル
小児アレルギーエデュケーター
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特 集

CKDの基礎疾患に対する治療

高血圧

ガイドラインでこう変わった 最も新しいCKDの薬物治療

はじめに

　高血圧は慢性腎臓病（chronic kidney disease；CKD）
とともに国民病の一つであり，2010年のわが国での高
血圧有病者数は約4,300万人と報告されている1)。高血
圧の有病率は年齢が高いほど高く，50歳以上の男性と
60歳以上の女性では60％を超えている。高血圧は心血
管病（cardiovascular disease；CVD）の最大の危険因
子とされており，わが国でのCVD死亡の約50％が高血
圧に起因すると推定されている2)。そして世界的に末期
腎不全（end-stage kidney disease；ESKD）による透
析患者は増加しており，日本透析医学会によると，わが
国では2015年末時点で32万人を超える透析患者を抱え
る。それゆえにCKD管理の重要性はますます高まって
いる。本稿ではCKDにおける血圧管理の薬物治療につ
いて概説したい。

CKDにおける血圧管理の概論

　高血圧とCKDの関連性は以前から注目されている。
まず高血圧はCKDの発症や増悪因子となる。平均6.5年

の観察期間で正常血圧に対して，I度高血圧（140〜
159/90〜99mmHg），II度高血圧（160/100mmHg以上）
ではそれぞれCKD発症リスクが1.83倍，2.55倍高かっ
た3)。そして，高血圧を適切に管理するとCKDの進行
が抑えられる。診察室血圧が130/80mmHgまでは，血
圧が低いほどGFRの低下速度は遅くなることが報告さ
れている4)（図1）。またCKDは高血圧の原因や増悪因
子となり，さらにGFR低下とアルブミン尿・蛋白尿は互
いに独立したCVDの危険因子となる。収縮期血圧とCVD
発症には正の相関があるが，CKDを合併している場合は
さらにリスクが高くなる。収縮期血圧が130mmHg未満
の非CKD患者に対して，収縮期血圧160mmHg以上の
非CKD患者ではCVD発症リスクは8.5倍だが，CKD患
者では21.8倍にも及ぶ5)。つまりCKDにおける血圧管
理の意義はCKDの進展抑制とCVDの発症予防・進展抑
制である。

降圧目標

　2018年度に改訂された「エビデンスに基づくCKD診
療ガイドライン2018」6)での降圧目標は糖尿病合併CKD

浦手　進吾，田村　功一
URATE Shingo, TAMURA Kouichi

�慢性腎臓病（CKD）における血圧管理の意義は，CKDの進展抑制と心血管病（CVD）の発症予防・
進展抑制である。

�糖尿病性腎症や蛋白尿を伴うCKDの場合は，アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬とアンジオ
テンシンII受容体拮抗薬（ARB）が基本の降圧薬である。

�年齢，症状・検査所見，副作用リスクなどを考慮し，適切な降圧薬の選択や変更，用量調整を行う。

Points

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学



西村　　浩　NISHIMURA Hiroshi
厚木市立病院精神科部長

90 （3126） ──  　2018.12（Vol.60 No.16）

症　例：10歳代男性
�起始・経過：幼少時より始語（話し始めること）
および始歩（歩き始めること）ともに遅れがあり，
健診で発達の遅れが指摘された。その後，歩行は
可能となったが，発語はないまま成長し，重度知
的障害と診断された。

　筆者が研修医時代に非常勤で勤務していた障害者施設
で出会った若い男性です。彼は言語によるコミュニケー
ションができず，何か意に沿わないことがあると頭を壁
に打ちつけることで表現していました。そのため頭部が

「こぶ」でぼこぼこの状態となってしまうので，それを
防ぐため，てんかん発作はないのに，てんかん発作に起
因する転倒からの頭部保護用のヘッドギアをつけていま
した。しかしヘッドギアの緩衝材のない部分を机などの

尖った部分に打ちつけるため，やはり頭部のあちこちに
こぶができている状態でした。障害者施設には指導員が
24時間勤務しており，常に指導下にありましたが，そ
れでもこうした自傷行為が絶えませんでした。
　頭部のCTをみると，頭蓋骨の外側は皮下腫瘤，つま
りこぶだらけです。これは見過ごせないと考え，施設の
健康管理室のスタッフと相談のうえ薬物投与を開始しよ
うとしたところ，指導員の先生方に取り囲まれて，「わ
れわれのこれまでの指導をないがしろにするつもりです
か」，「この子を薬漬けにするつもりですか」と問い詰め
られる羽目に陥りました。「いえいえ，皆さんのご指導
をないがしろにするなどという野望はこれっぽっちも持
ち合わせておりません。ただ，この子のぼこぼこの頭を
少しでも何とかしてあげたいのです」と平身低頭して投
薬を開始しました。
　こちらは研修医であるうえに，てんかんの患者さんへ

1

第15回
（完）

知的障害
壁に頭を打ちつける自傷行為を繰り返す10歳代男性

　精神科医はいったい患者さんをどう診て，どう治療しているのか？　本連載では経験豊富な専門医が実際
の症例を通じて，時に真面目に，時に面白く精神科治療の実際を解説。映画好き必見のコラムもあります！
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その症状は医薬品が原因なのか？！
副作用の可能性を考えるときに，脳内ではどんな考えがせめぎ合うのか？！
3つのステップで副作用を推論しよう！

3stepで
考える！

25

この急性腎障害はアシクロビルが原因ですか？
小野寺夕貴 ONODERA Yuki
聖マリアンナ医科大学病院薬剤部

・�アシクロビルによる急性腎障害（AKI）の特徴を説明できるようになる。
・�AKIについて知りたくなり，調べてしまう。
・�アシクロビルによるAKIを疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようなる。

　40歳代男性。痙攣と異常行動にて他院に救急搬送され，ジアゼパム10mgを計3回静注するも体動激
しく，ミダゾラム持続静注が開始となり，当院救命救急センターへ転院となった（以下，当院入院日を
day1とする）。当院搬送後も不穏が持続し，腰椎穿刺を行うことが困難であったため気管内挿管となった。
鑑別診断としてアルコールや低血糖，外傷，脳梗塞は否定された後，ヘルペス脳炎を疑いアシクロビル点
滴静注が開始となったが，投与開始翌日（day2）に血清クレアチニン（Cr）値が1.03mg/�dLから
2.62mg/dLとなり腎機能の低下を認めたため，アシクロビルは計3回投与したday2の時点で中止となった。
翌朝，医師より「この急性腎障害はアシクロビルが原因でしょうか？」と質問を受けた。
■既往歴：高血圧：3年前よりエナラプリルにて治療開始
　　　　　うつ病：7年前より治療開始。症状は落ち着いており，最近の内服薬変更なし
■覚せい剤使用歴：10年前より複数回使用し，逮捕歴あり。昨年出所して以来，使用なし

薬歴は以下のとおり

【入院前】

エナラプリル錠5mg 1回1錠　1日1回朝食後 トリアゾラム錠0.25mg 1回1錠　1日1回就寝前

フルニトラゼパム錠2mg 1回1錠　1日1回就寝前 ミルタザピン錠15mg 1回1錠　1日1回就寝前

今月の一例
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バンコマイシンの効果指標はAUC/MIC

先輩：この患者に対してバンコマイシンのTDMシミュレーションを行った結果，
1.5g/ 回12時間ごとで投与するとトラフ値として11µg/ mL，1g/ 回8時間ごとで投与
するとトラフ値として14µg/ mLとなることがわかった。メチシリン耐性黄色ブドウ
球菌（methicillin-resistant  Staphylococcus aureus；MRSA）による敗血症に対して
使用しているため，効果を上げる目的でトラフ値が高い「1g/回8時間ごと」で医師
には提案しようと思う。
新人：せんぱ～い。とても言いにくいことなのですが～，どちらの投与方法でも「効
果」は同じくらいですよ，きっと。副作用リスクなどは話が別ですけど。
先輩：（最近の若者はなれなれしいなぁ…）え！　何を言っているんだ，バンコマイ
シンの効果はトラフ値で判断だろう！
新人：忘れちゃったんですか，先輩。ブドウ球菌に対してはarea  under  the  ROC 
curve （AUC）/最小発育阻止濃度（MIC）＞400が効果指標と授業で習いましたよ。薬
剤師国家試験にも出題されたことがあるくらいだから，間違いないですよ。

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

第8回 ベテランになると，
忘れてしまうこと　その1
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第102回 胃　石

読み方のヒント──胃石の病態生理

　胆石，膵石，尿路，腎など体内の臓器に石ができることはよく知られているが，胃に石ができることはあまり知ら
れていない。
　胃石は，食物や異物が胃液などの消化液で変化して胃内で形成された結石であり，その構成成分により，植物胃
石，毛髪胃石および樹脂胃石，薬物胃石などに分類されている1)-3)。欧米では異食症による毛髪胃石が半数以上を占
めるのに対して，わが国では植物胃石，特に柿胃石が多いのが特徴で胃石の7〜9割近くを占め，11〜12月に多いと
される。空腹時に柿を多く食べた場合に，急性の胃痛や吐き気に襲われ発見される場合もある1),2),4),5)。胃石はまれ
な疾患であるが，その石で胃粘膜が傷ついて胃潰瘍を引き起こしたり，また放置すると腸閉塞などの合併症を来すた
め，何らかの方法で胃石を除去する必要がある1),2),5)。
　柿胃石の構成成分はタンニン酸（シブオール）である。タンニン酸は，植物の樹皮，葉，果実，根などに含まれる
成分で「渋」ともいい，渋柿の実，茶の葉，カシの葉などに多く存在する2)。柿胃石の形成機序として，胃液中の塩
素イオンが柿中のトランスフェラーゼ酵素を活性し，可溶性シブオールから不溶性シブオールへの転化を惹起してい
ると推測されている。多くの文献には胃石の形成には強い酸性状態のもとでの化学反応が関与していると報告されて
いるが，正酸（pH1.5〜2.0）および低酸（pH2.1〜4.0）状態における報告もあり一定の見解は得られていない。また，
個体側の要因も柿胃石形成に関与していると考えられている2)。一般的に，胃内用物排泄遅延が関与することが示唆
されており，幽門側胃切除後，選択的迷走神経切離後，糖尿病性自律神経障害，繊維性食物の過剰摂取，咀嚼障害な
どが原因としてあげられている1)。
　治療法は，かつては外科的処置が行われていたが現在では少なく，内視鏡下にレーザー照射，電気水圧破砕法

（electronic hydraulic lithotripsy；EHL）あるいは砕石バスケットを用いたり，体外衝撃波結石破砕療法（extra
corporeal shock wave lithotripsy；ESWL）を行ったりして破石する方法，パパイン，セルロースなどによる溶解療
法が行われてきた2)。

68歳，男性。柿を3個ほど食べたところ急に腹痛と嘔吐が出現し，受診しました。胃の内視鏡検査をした
ところ3〜5cm大の胃石が3個見つかり，これを原因とし，処方された内容です。

処置として，コーラ500mLを内視鏡の鉗子口よりゆっくりと散布および注入
コーラ500mLを1日2回，朝夕の食間に2日間飲用
ラベプラゾール錠10mg	 1日1回　夕食後

この処置・処方の目的は？

（完）


