
品名広告 A4 変形　枠：172mm×255mm 4C

2020年8月作成

薬価基準未収載

● 薬価基準未収載
● 発売準備中ロゴ
● カラー

経皮吸収型 アルツハイマー型認知症治療剤

● 効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については製品添付文書をご参照ください。

文献請求先： 学術部 お客様相談室　〒100-6330 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
 フリーダイヤル 0120-381332　FAX.（03）5293-1723
 受付時間／9：00－17：50（土日・祝日・会社休日を除く）
 URL： https://www.hisamitsu.co.jp/medical/index.html

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

広告-久光製薬-2020-7.indd   2 2020/07/27   10:23



　2020.11（Vol.62 No.15）── 3 （2891）

　慢性硬膜下血腫で血腫除去術が施行された84歳・男性。
術後19日目に39.1℃の発熱があり，末梢静脈カテーテル刺

入部に疼痛と腫脹がみられたためカテーテル関連血流感染症を想定してセ
フトリアキソンが開始されていた。頭部MRIが撮影されたものの手術部位
感染症の所見はみられなかった。術後20日目に前日（セフトリアキソン
開始前）に提出された血液培養が陽性となり，主治医から抗菌薬の選択に
ついて相談を受けた。提案は？

第8回

グラトレ
No Gram's stain, No judicious use. 

佐賀大学医学部附属病院
感染制御部 

感染制御専門薬剤師

浦上　宗治
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血液培養のグラム染色。2セット・4本すべてが陽性（ガス産生なし）。
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■地域の薬局や他施設と情報共有を図るための資料を作成
　医薬分業がすでに定着している現在，病院同士のみな
らず，病院・保険薬局間の地域医療連携をどのように構
築していくかを模索する動きがあります。そして，各地
域の薬剤師もまた，地域医療連携のなかで自らの職能を
発揮するにはどのようにすればよいか日々悩んでいます。
　そうしたなかで，日本病院薬剤師会の「地域医療委員
会」は，全国の医療機関で地域医療連携を積極的に進め
ている事例を取材し，その具体的な取り組みを「地域医
療連携実例集1，2」としてまとめました。そして2020
年4月，地域医療連携実例集を参考に，医療機関の薬剤
師が地域の薬局薬剤師や他施設の医療従事者との情報共
有を図るための資料として「地域医療連携の手引き（以

下，手引き）」を作成しました。

■医療情報の共有ツールを紹介
　地域医療連携では，各施設の薬剤師が，患者の薬物療
法に関する情報を相互に提供し，医療安全を確保するこ
とが求められます。特に近年は在院日数短縮が進んでい
るぶん，退院後も薬物治療が続くケースが増えており，
地域医療連携のなかで薬剤師が関与する機会は多くなっ
ています。そのなかで病院薬剤師は，外来診療あるいは
入退院に際して，かかりつけ医や薬局薬剤師と積極的に
情報共有を行い，質の高い薬物療法をつなぐ役割を担う
必要があります。手引きでは，そのために必要な地域医
療連携体制の構築・運用の確立や維持方法について具体

荒木　隆一
A R A K I  R y u i c h i

市立敦賀病院医療支援部 部長

　超高齢化社会を迎えるわが国において，高齢患者が
病気と共存しながらQOLの維持・向上を目指すための
医療の充実が求められている。そのためには，医療機
能の分化・連携を推進し，地域全体で切れ目なく医療
が提供される地域完結型医療の構築が必要となる。こ
のたび，日本病院薬剤師会の地域医療委員会は，病院
薬剤師に向けた「地域医療連携の手引き（Ver.1）」を
公表した。そこで，手引きの作成に携わった荒木隆一
氏（市立敦賀病院）に地域医療連携について現状の課
題や病院薬剤師が実践するためのポイントなどについ
て話を聞いた。

全国の事例から学び，地域医療連携に臨む
─病院薬剤師向け手引きを作成
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特 集

ガイドラインを活用するための
ポイント

最新ガイドラインcatch-up！ 不整脈の薬物療法

はじめに

　日本循環器学会の「不整脈薬物治療に関するガイドラ
イン」は，2004年に初版が公表され，2009年に改訂が
行われた。このガイドラインはSicilian Gambitの考え方
に基づき，論理的な薬剤選択を基本とした内容であった
が，実際の使用に際し，判断の基準が複雑となり，利用
方法に戸惑いが生じるという欠点を有していた。すなわ
ち，治療薬の選別や決定の拠り所が，それぞれのもつ薬
理作用に従って決められるため，抗不整脈薬の薬理作用
の十分な理解がこのガイドラインの運用の根本とされた。
　その一方，抗不整脈薬の薬理作用の応用や理論的実践
のみでは必ずしも正しい治療に結びつかないことも経験
されるようになった。また，近年では欧米諸国を中心とし
て，大規模なランダム化比較試験（randomized controlled 
trial；RCT）で明らかになったエビデンスに基づき，不
整脈薬物治療の実績を重視したガイドラインが発行・利
用されているが，わが国の実情とは異なるため，直接そ
の結果を日本人にあてはめることができないことも懸念
される。これらの問題を解決するため，わが国独自の新
たなエビデンスが構築されつつある。2020年3月に改訂

された不整脈薬物治療ガイドラインはこれらの海外・日
本のエビデンスを精査して現時点で実臨床に最適であり
役立つものに拠り所を求め，かつ不整脈薬物治療を実践
するうえで必要とされる薬物の作用機序や薬物動態の特
性の理解を加味することで，有効かつ安全な治療を実践
するために必要不可欠な情報を提示した。ここでは，新
しいガイドラインをどのように活用・利用するかについ
て具体的に使用方法を概説する。

ガイドラインの読み方

　日本循環器学会と日本不整脈心電学会は不整脈の定義
を以下のように定めた。
　「不整脈とは，心臓の拍動が不規則のもの，速くなる
もの，遅くなるものを指し，治療を必要とする場合と必
要をしない場合がある状態である。」
　したがって，不整脈は直ちに治療の対象となるわけで
はなく，治療によって症状が改善し，かつ患者によって
有益な結果がもたらされる場合に限って施行されるもの
である。最適な不整脈薬物治療のためにはその拠り所と
なる指針が必要であり，治療の最新の知見をわかりやす

小野　克重
ONO Katsushige

�不整脈薬物治療ガイドライン（日本循環器学会，他）が2020年3月に改訂された。

�抗不整脈薬の分類はVaughan�Williams分類に従った。

�推奨クラス分類（I，IIa，IIb，III）とエビデンス分類（A，B，C）を明記した。

�抗不整脈薬の薬物動態とその副作用を詳解した。

大分大学医学部病態生理学講座

Points
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編集・花井　雄貴　HANAI Yuuki
東邦大学医療センター大森病院薬剤部

がん領域
オピオイドスイッチングとオピオイド鎮痛薬の
副作用対策でのしくじり

7第 回

宇田　将人　UDA Masato，川辺桂太郎　KAWABE Keitaro,
浜田　幸宏　HAMADA Yukihiro，木村　利美　KIMURA Toshimi

東京女子医科大学病院薬剤部

この症例から学べたこと
・オピオイドスイッチング時は，ADME，薬物相互作用も考慮する！
・ナルデメジン投与時は，血液脳関門破綻による，効果減弱，オピオイド離脱症状に注意する！
・オピオイドの悪心・嘔吐予防として，全例へのプロクロルペラジン投与は推奨されない！

症　例
66歳男性，身長168cm，体重60kg
服用歴　　オキシコドン速放製剤（オキノーム®）2.5mg　1回1包　疼痛時
　　　　　酸化マグネシウム錠330mg　1回1錠　毎食後
　　　　　センノシド錠12mg　1回2錠　就寝前
　　　　　トラマドール錠50mg　1回1錠　毎食後と就寝前
　　　　　フェブキソスタット錠10mg　1回1錠　朝食後
　　　　　ロキソプロフェン錠60mg　1回1錠　毎食後
　　　　　＊�朝食8時頃，昼食13時頃，夕食19時頃，就寝23時頃，オキシコドン速放製剤（オキノーム®）
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別々の輸液に混合して配合変化を回避する「希釈効果」

　前回は，pH変動スケールから配合変化を推測する考え方をお話ししました。今回は，実践編です。
　図1の実例をみてみましょう。アミノトリパ®1号輸液（＋エレメンミック®注，オーツカMV注）の
側管からドルミカム®注射液を1mL/ 時間で持続投与したら白濁したという事例です。
　アミノトリパ®1号輸液はpH 5.59の薬剤です。そしてドルミカム®注射液がpH 4.72以上で白濁を起
こす薬剤なので混合により配合変化が起こってしまいました。そこでドルミカム®注射液を生理食塩水
で5倍希釈すれば，ドルミカム®注射液の変化点pHが5.9になるので配合変化が回避できたという事例
です1)。このように別々の輸液に混合することによって配合変化を回避することを希釈効果ともいいま
す（注意：アミノトリパ®1号輸液はすでに販売中止し経過措置を終了しています）。
　もう少しドルミカム®注射液の希釈効果を側管投与を想定した等量混合試験（3時間まで）（表1）で
詳細にみてみましょう。希釈せずに混合するとpH 5.13のエルネオパ®1号輸液では配合変化がみられま
せんでしたが，他の輸液では配合変化が起こっています。ドルミカム®注射液2mL（1A）を5％ブドウ
糖液8mLに希釈した5倍希釈液では，エルネオパ®輸液やネオパレン®輸液では配合変化がみられませ

相澤　　学  AIZAWA Manabu
公立学校共済組合 関東中央病院薬剤部

第3話 ドルミカムはドリカム

前回のあらすじ（まとめ）
・pH変動試験の語句（最終pH，臨界点pH，変化点pH，移動指数）の意味を把握する。
・pH変動スケールから配合変化を推測する。
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インフルワクチンは筋注推奨の国が多い

先輩薬剤師：あれ？　インフルエンザワクチンの予防接種，この列のほうが空いているぞ。

後輩薬剤師：嫌ですよ。あのおばさんに打たれると，毎年とっても痛いんですから！　
きっと，皮下注の薬なのに筋注をしてるんですよ。
先輩薬剤師：それはいいがかりな気もするが…。それに，インフルエンザワクチンは
筋注を推奨している国のほうが多いぞ。

　さて，国内のインフルエンザワクチンの投与方法をみ
ますと，「皮下注」となっています。
　しかし，米国のAdvisory Committee on Immunization 
Practice（予防接種の実施に関する諮問委員会）ではイ
ンフルエンザワクチンの投与方法は筋注とされていま
す。また，英国では「皮下注はエビデンスに欠ける」と
されており，豪州でも「筋注で投与するが，皮下注も可

能ではある」と，筋注の投与方法が前面にきます。イン
フルエンザワクチンは世界的には筋注で投与している国
が多いのです。そうなるとインフルエンザワクチンは筋
注と皮下注のどちらが効果的であるか気になるところで
すが，この決着はまだついておらず，国内でも臨床研究
が行われている最中です。つい，「それならば痛くなさ
そうな皮下注でよいのでは？」と思ってしまいますが，

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

第31回

どこから投与する？
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ノクサフィル®（ポサコナゾール）の概要
医薬品名：ノクサフィル®点滴静注300mg，ノクサフィル®錠100mg
一般名：ポサコナゾール
有効成分と含量：ポサコナゾール点滴静注300mg，ポサコナゾール錠100mg
1．効能・効果
・造血幹細胞移植患者又は好中球減少が予測される血液悪性腫瘍患者における深在性真菌症の予防
・下記の真菌症の治療
　フサリウム症，ムーコル症，コクシジオイデス症，クロモブラストミコーシス，菌腫
2．用法・用量
【点滴静注】
通常，成人にはポサコナゾールとして初日は1回300mgを1日2回，2日目以降は300mgを1日1回，中心静脈
ラインから約90分間かけて緩徐に点滴静注する。
【錠】
通常，成人にはポサコナゾールとして初日は1回300mgを1日2回，2日目以降は300mgを1日1回経口投与する。

ノクサフィル®点滴静注300mg，
ノクサフィル®錠100mg（ポサコナゾール）第 1回

監 修 国立病院機構信州上田医療センター薬剤部
荒　義昭
杏林大学医学部付属病院薬剤部
若林　進

荒　　義昭 ARA Yoshiaki
国立病院機構信州上田医療センター薬剤部

◆ノクサフィル®の医薬品リスク管理計画（RMP）
　添付文書に記載されている副作用について，RMPからその背景を探ります。
◆ノクサフィル®の審査報告書
　審査報告書からは，本薬の感受性低下に関する議論と，腸管機能を確認したうえでの剤形選択について，専門
委員からの意見を中心にみていきます。
◆RMPの重要な不足情報
　RMPの重要な不足情報として，「低体重かつ高年齢の患者への投与」があげられた背景を探ります。
◆ノクサフィル®のRMP資材
　RMP資材について，服薬指導などで活用するためのポイントをみていきます。

今回のななめ読みは

新連載
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