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58歳・男性。膝関節の腫脹と疼痛で受診。主治医から
抗菌薬選択の相談を受けた。提案は？
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■ GLは，情報交換を円滑にする仕組み
　まずは，そもそもこうした制度を導入しなければなら
なかった背景をよく理解する必要があります。ARBの

「ディオバン®」，「ブロプレス®」の臨床試験を巡る問題
が大きく関与しており，国家レベルの対策として臨床研
究法と今回のGLができました。あのような事例を起こ
さないため，こうした新しいルールが作られたという視
点が重要です。
　GLができたことで良くなったのは企業と医療者の初
めての「共通の物差し」ができたという点だと思いま
す。企業の販売情報提供活動としてどこまでが容認され
るのか，またはされないのかが示されました。これまで
も日本製薬工業協会の「医療用医薬品プロモーション

コード」はありましたが，あくまで業界の自主基準だっ
たので医療者からみるとその内容はよくわかりませんで
した。
　一方で，現状として企業がGL違反を過剰に心配し萎
縮していることには医療者側としては不都合を感じま
す。例えば，新薬のヒアリングをする場合，MRはスラ
イドに書いてあることしか言わなくなりました。余計な
ことを言えば不適切事例として厚生労働省に通報されて
しまうのでは，と不安なのでしょう。薬剤の作用機序な
どの説明もイラストだと誤解を生むと恐れてなのか，書
いてある文字でしか伝えられません。しかし，GLは本
来，医薬品に関する情報のやりとりを円滑に，誤解のな
いようにするための仕組みであって，不適切事例を摘発

後藤　伸之
G O T O  N o b u y u k i

福井大学医学部附属病院 薬剤部長

　医療用医薬品の不適切な販売情報提供活動によっ
て，適正使用に影響を及ぼすおそれが懸念されている
として，厚生労働省の「医療用医薬品の販売情報提供
活動に関するガイドライン」（GL）が昨年4月に適用
されてから1年。不適切な販売情報提供活動が減った
とされる一方で，医療者には企業から画一的な情報し
か提供されなくなり「過度な自主規制」と映っている
部分もある。
　そうしたなか，福井大学医学部附属病院薬剤部長の
後藤伸之氏に，GLを踏まえた医療者と企業における新
時代の医薬品情報交換のあり方について話を聞いた。

販売情報提供GLからみえる医療者
と企業の新しい情報交換のあり方
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特 集

海外との比較で考える糖尿病治療
──エビデンスをどう活かす？

日米欧のエビデンスで吟味する　糖尿病治療薬の選択

岩岡　秀明
IWAOKA Hideaki

日米欧のエビデンスから糖尿病治療を吟味する

�体重減少，高血糖症状，HbA1c�10％以上，血糖値�300mg/dL以上のいずれかがある場合には，早
期にインスリン治療を考慮すべきである。

�日本人でも禁忌でない限りは，メトホルミンが第一選択薬である。

�動脈硬化性心血管疾患（ASCVD）がある場合またはハイリスクな場合，心不全や慢性腎臓病（CKD）
がある場合は第二選択薬として，心血管イベントを抑制するエビデンスがあるSGLT2阻害薬（エンパ
グリフロジン，カナグリフロジン，ダパグリフロジン），またはGLP-1受容体作動薬（リラグルチド，
セマグルチド，デュラグルチド）を使用する。

�薬剤の選択は，心血管疾患の併存，低血糖リスク，体重への影響，コスト，副作用，患者の嗜好を考
慮して行う。

�注射剤を使用する場合，肥満にはGLP-1受容体作動薬のほうがインスリンよりも推奨される。

船橋市立医療センター代謝内科

Points

症　例

58歳，男性。数年前から検診にて高血糖を指摘されるも，自覚症状がないため放置。今回，空腹時血糖
値�243mg/dL，HbA1c�11.2％のため，近医から紹介され当院を受診。
身長�171cm，体重�82kg，BMI�28kg/m2，血圧�182/104mmHg，脈拍�80/分，脂質（LDL-C�
168mg/dL，HDL-C�36mg/dL，TG�294mg/dL）
糖尿病罹病歴　不明
喫煙歴　あり（毎日20本，約40年）
飲酒歴　あり（ビール500mL，毎日）
神経　両足しびれあり，アキレス腱反射�低下
眼底　網膜症なし
腎症　eGFR�83mL/分，尿中アルブミン値�10mg/gCr

治療経過
　高血圧，脂質異常症，糖尿病，喫煙，肥満という心血管イベントのリスクファクターがすべてそろって
いるため，食事療法・運動療法・禁煙指導と同時に薬物療法も開始した。降圧薬は糖尿病腎症がないため
確実な降圧が期待できるカルシウム拮抗薬（アムロジピン）を選択し，脂質異常症治療薬はストロングス
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何を考える？　どう動く？
オンコロジー
エマージェンシー
西森　久和　NISHIMORI Hisakazu
岡山大学病院　血液・腫瘍内科

症　例
　75歳男性，慢性閉塞性肺疾患に対して呼吸器内科で治療中，両側頸部リンパ節腫脹を自覚され，精査したとこ
ろ「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（stage IIIA）」の診断となり，R-CHOP療法を導入しました。2コース目
を外来で投与し，12日目にフォローアップのために外来受診された際，全身状態に問題はなく血液検査では白血
球 1,200/µL（好中球 510/µL）と低値でしたが，発熱もないため，主治医は経過観察の方針で，定期処方と
R-CHOP療法に伴う末梢神経障害に対する，メコバラミンの処方のみで診察終了となりました。
　しかし翌日朝，急に寒気がした後に体が熱くなる感じがあり，昼過ぎからは強い倦怠感も自覚され，夜になっ
て救急外来を受診されました。
　バイタルサインを取ると，体温39.0℃，脈拍110/分，血圧100/62mmHg，SpO2 99％でした。

発熱性好中球減少症（FN）第1回

この状況で何を確認して，どのように対応しますか？

・  FN発症のリスクを患者要因，治療要因の両方で把握する！
・  FNと診断したら血液培養2セット採取，抗菌薬治療を速やかに！
・  FN治療中も感染源検索は怠らない！

Points

新連載
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NOACからDOACに変わったのは 
もう新しくないからではない

後輩薬剤師：ね～ね～，先輩。DOAC って何の略でしたっけ？

先輩薬剤師：Direct Oral Anti Coagulants（直接経口抗凝固薬）の略だな。

後輩薬剤師：へ～。そういえば，DOAC って販売当初はNOAC ってよばれていまし
たよね。よび方が変わった理由って，な～に？

　NOACはNovel Oral Anti Coagulantsの略です。直訳
すると新規経口抗凝固薬ですが，名称変更の理由を「よ
り新しい薬が登場していくなかで，いつまでも“新規”，

“新規”って言い続けるわけにはいかないから…」とか，
「新規は少し誇大表示だから変更したのかな」とか思っ
ていませんか？

　後輩薬剤師は，よび方が変わった理由を知っています！　
それは「NOACと書くと，意味が反対に伝わる可能性
があったから」です！
　DOACは日本で販売当初NOACというよび方で広く
知られており，海外でも同様にNOACというよび方が
多かったのですが，その当時，海外では他にも複数の単

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

第24回

薬の名前の由来
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企画協力　関西腎と薬剤研究会
編集協力　浦田　元樹
　　　　　（大野記念病院薬剤部）

　本連載では，腎臓病薬物療法に関連した症例問題を出題し，理論とその実践的な対応法を解説しま
す。臨床でPitfall（落とし穴）に落ちないために，介入のTips（コツ）を身につけていきましょう！！

124 （996） ──  　2020.4（Vol.62 No.5）

角田　隆紀　TSUNODA Takaki
社会医療法人生長会 府中病院薬剤部

第7回　CKD患者への抗ウイルス薬の至適使用

帯状疱疹に対してアシクロビル注が投与開始となる慢性腎臓病の肥満患者
	患　　者	　60歳，男性
	現	病	歴	　�腹部に広範囲の発赤・激痛を認めたため受診。腹部帯状疱疹と診断された。病変が広範囲であり，

免疫不全状態（化学療法施行中）であるため，点滴加療が必要と判断され入院となった。入院後，
アシクロビル（ACV）注を開始する方針となり，疼痛に対して「ロキソプロフェン錠60mg�1回1
錠�1日3回�毎食後」が開始された。

	主　　訴	　腹部の発赤・疼痛
	既	往	歴	　高血圧，糖尿病，慢性腎臓病，CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫（リツキシマブ施行中）
	アレルギー・不耐症・薬物有害反応	　特記事項なし
	薬　　歴	

①アジルサルタン錠20mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
②リナグリプチン錠5mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
③シメチジン錠400mg� 1回1錠　1日2回　朝，夕食後
④ロキソプロフェン錠60mg� 1回1錠　1日3回　毎食後
	身体所見	　�身長�172cm，体重�91kg，体表面積�2.04m2，BMI�30.75kg/m2，体温�36.8℃，血圧�121/59mmHg，

脈拍�61回/分，呼吸数�18回/分，SpO2（room�air）�99％，尿量�1,500mL/日
�� 　標準体重�65.1kg，理想体重＊1�67.8kg，補正体重＊2�77.1kg
	血液検査	　血清尿素窒素値�12mg/dL，血清クレアチニン（Scr）値�1.3mg/dL
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