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　急性骨髄性白血病（AML）の寛解導入療法（ダウノルビシン
＋シタラビン）中の70歳・女性。寛解導入療法4日目から発熱性好

中球減少症（FN）に対してメロペネムが開始となった（現在も継続中）。その後，
バイタルは安定しているものの40℃の発熱が持続している。中心静脈カテーテル
が留置されている。寛解導入療法24日目，前日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？
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■質の高い医療機関報告
　医薬品医療機器総合機構（PMDA）では，医療機関
や企業によって報告された医薬品などの使用によって発
生した健康被害（副作用，感染症および不具合）の情報
の一部を，医薬品副作用報告データベース（Japanese 
Adverse Drug Event Report database；JADER）とし
て公開しています。JADER の副作用報告には自発報告
と試験報告の2種類があり，さらに報告元別に医療機関
報告（医療機関からPMDAに直接報告され，PMDAが
詳細調査を行った症例）と企業報告（医療機関から直接
または製薬企業を介してPMDA に報告され，製薬企業
が詳細調査を行った症例や，市販後調査などによって得
られた症例など）に分類されます。
　臨床現場では近年，副作用シグナルの検出や医薬品と
副作用の因果関係評価などにJADERが活用される場面
が増加しています。しかしその一方で，JADERの特徴
や副作用報告の質に関する研究はこれまで行われていま
せんでした。

　そこで私たちは，医薬品と副作用の因果関係評価に必
要な項目が十分含まれている副作用報告を「質が高い」
と定義し，WHOが提唱するdocumentation grading 
schemeおよびvigiGrade completeness scoreの2つの指
標を用いて，JADERの副作用報告の質を評価しました。
すると，どちらの指標の解析においても，医療機関報告
は企業報告と比較して質の高い副作用報告の割合が高 
い結果となりました（図1，2）。また，企業報告では，
documentation grading scheme でGrade 0（最も質が低い）
と評価される副作用報告が全体の1/3以上，vigiGrade 
completeness score で“non well-documented report”
と評価される副作用報告が全体の半数以上を占めていま
した。
　この結果は，医療機関報告ではPMDAが公開してい
る統一の報告用紙が使用され，臨床現場の医師や薬剤師
によって具体的な情報が書き込まれ，情報の欠損が少な
いためと考えられます。また報告後は，必要に応じて
PMDAによる報告者への詳細調査が実施されているこ

撮影：鈴木　柾孝（宮城県立がんセンター医事課広報情報係）

土屋　雅美
T S U C H I Y A  M a s a m i

宮城県立がんセンター薬剤部

　PMDAに報告される副作用の件数は年々増加傾向
にある。しかし，医療機関からの副作用報告の割合の
少なさや，副作用情報データベース（JADER）に登
録されている情報に対する質的研究が不足しているこ
となど，わが国の副作用情報関連には課題がある。今
回，JADERの副作用情報の質に関する研究に取り組
んでいる土屋雅美氏に，JADERの特性や医療機関に
よる副作用報告の重要性，薬剤師が副作用報告に取り
組むためのポイントなどについて話を聞いた。

副作用を見つけたらPMDAに報告しよう！
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Clinical Questionでマスターする 集中治療での薬の使い方
特 集

PADISのQ＆A

安藝　敬生，若杉　和美
AKI Keisei, WAKASUGI Kazumi

解　説

　PADIS（Pain：痛み，Agitation：不穏，Delirium：
せん妄，Immobility：不動，Sleep：睡眠）ガイドライ
ン2018 1)では，せん妄の予防あるいは治療に対する薬
理学的介入は推奨されていない。

「予防」への薬理学的介入は 
どのように進めるか？

　ハロペリドール2)やリスペリドン3)，デクスメデトミ
ジン4)について，せん妄に対する単施設ランダム化試験
の結果が示されており，それぞれ有効である可能性があ
る。しかし，これらは重症度が低い外科系成人患者が含
まれており，疾患重症度とせん妄出現に強い相関がある
ことから5)それぞれの薬剤の有用性については慎重な解
釈が必要となる。ハロペリドールやリスペリドンは錐体
外路症状や悪性症候群など副作用のリスクが高く，デク
スメデトミジンは高価であり，薬剤投与による潜在的な
リスクやコストをあわせて総合的に判断すべきと考える。
　せん妄患者では睡眠・覚醒リズムの障害があることか
ら，メラトニン受容体アゴニストのラルメテオンやオレ
キシン受容体拮抗薬のスボレキサントの有用性を示した
報告6),7)もあるが，大規模な多施設でのRCTは行われ

ておらず十分なエビデンスは確立していない。急性期で
は経口からの直接の服用が困難な場合が多く，スボレキ
サントは粉砕後の効果が不明であることから使用にあ
たっては注意が必要である。また両剤ともに経腸栄養の
持続投与が実施されている場合は，食事との相互作用を
考慮する必要があり，臨床において使用できるタイミン
グが限られる。

せん妄「治療」への薬理学的介入は 
どのように進めるか？

　デクスメデトミジンは人工呼吸器管理中の成人患者
で，不穏が人工呼吸器離脱の妨げとなっている場合にお
いての有用性が示されている8)。しかし，ICU入室期間
や入院期間，死亡率などは変化が示されていない点や，
心臓手術後の患者群においてはせん妄に対する有効性が
示されなかった9)点などから，すべてのシチュエーショ
ンで使用できるかどうかは注意が必要である。ハロペリ
ドールや抗精神病薬の効果は不明確である。

非薬理学的介入はどのように進めるか？
　非薬理学的介入は薬理学的介入とは異なり，リスクや
コストの低い手段で介入することが可能であり，エビデ
ンスも示されていることから積極的に優先して行う。
　PADISガイドライン2018 1)では，多角的な方策を用い

1 2

3

CQ1：せん妄発症を予防，治療するために
薬理学的介入はどのように進めたらよいか？

長崎大学病院薬剤部

　せん妄発症の予防あるいは治療に対するエビデンスレベルが高い薬理学的介入は示されていません。ま
ずは有効性が示されている非薬理学的介入を積極的に進めながら，それでも不十分な際にリスク・ベネ
フィットを評価しながら薬理学的介入の併用を検討しましょう。

Answer
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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

医薬品情報の適切な利活用に向けて12第 回

續山　敬太　TSUZUKIYAMA Keita，花井　雄貴　HANAI Yuuki
東邦大学医療センター大森病院薬剤部

この症例から学べたこと
・配合変化や併用禁忌を調べる際，片方の医薬品側の情報のみで判断しない！
・医薬品に関する過敏症は，有効成分だけでなく添加物などにも注意する！

症　例
70代男性，身長170cm，体重75kg（平常時70kg）
既往歴　　　心筋梗塞，脂質異常症
検査所見　　＜当日＞
　　　　　　 血圧140/70mmHg，脈拍 90回/分（整），呼吸数 30回/分，SpO2 97％（酸素6L投与下）， 

LVEF＜30％，BNP 860pg/mL
現病歴　　　 3年前に心筋梗塞のため入院。その後，外来にて治療を行っていたが，2カ月前より下肢浮腫を自

覚，1カ月前からは労作時の息苦しさも感じていた。受診時には安静時の息苦しさも訴えており，
精査にて胸水貯留および低酸素血症を認めたため，急性心不全の診断で入院となった。初期治療と
してフロセミド注などによる治療が行われていたが，効果不十分のため，カルペリチド注（ハン
プ®注射用）の追加投与の指示が医師より出された。

（完）
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希釈が好ましくない注射剤

　第6話（本誌2021年2月号）のまとめで，別々の輸液に溶解してから混合することで配合変化を避け
られる場合があり，「希釈効果」とよばれるとしました。しかし，いきなり今回のタイトルは「希釈す
ると配合変化を起こす場合もある」とまったく逆のお話です。つまり希釈し過ぎることが好ましくない
注射剤があります。
　主な薬剤として，ホリゾン®注射液・セルシン®注射液（ジアゼパム），アレビアチン®注（フェニト
イン），フェノバール®注射液（フェノバルビタール）などがあげられます。これらは水に難溶性の薬
剤を非水溶性の溶剤で可溶化している製剤です。このような製剤に水が加わることにより，主薬の溶解
性が減少して結晶が析出する場合があります。では，各薬剤を確認してみましょう。

1．ホリゾン®注射液・セルシン®注射液
　ジアゼパムが水にほとんど溶けないため，50％以上が有機溶剤となっています。よって水分が多くな
ると結晶が析出します。輸液中に混合する場合は，40倍以上に希釈しても6時間以内であれば使用可能
といわれていますが，単独投与が原則です。添付文書上は「他の注射剤と混合又は希釈して使用しない

前回のあらすじ（まとめ）
・配合変化に注意する主な副腎皮質ホルモンの覚え方は「ソウルはミドルでプレイ」

相澤　　学
公立学校共済組合 関東中央病院薬剤部

第8話 希釈すると配合変化を起こす場合もある



編集　佐村　優（医療法人社団緑成会横浜総合病院薬剤部）

　本連載では，病棟薬剤業務において，薬物治療の適正化，医薬品の適正使用を推進するうえで必要な評価方法な
らびに病床機能に応じた評価方法に焦点をあて，多職種に伝わる診療録記載のまとめ方について考えていきます。
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はじめに
　第4回も第3回に引き続き，検査値に関連した副作用について，安全性に関する情報を活用し，その評価と多職種
にどのような提案を行えるのか考えてみたい。

検査値に関連した副作用評価と
医師への提案──その2

小倉　宏之　OGURA Hiroyuki，舟越　亮寛　FUNAKOSHI Ryohkan
医療法人鉄蕉会亀田総合病院薬剤部

第4回

Case1 ラムシルマブの副作用評価と尿蛋白モニタリング

患　者  72歳，男性（Aさん）
既往歴  ネフローゼ症候群（19～22歳）
検査所見  血圧 130/80mmHg（自宅血圧），尿蛋白定性 1＋，血中アルブミン値 4.0g/dL
薬　歴  ［注射剤］
 ① パロノセトロン静注 0.75mg＋デキサメタゾン注射液 9.9mg
 　 ＋生理食塩液 100mL……30分で投与
 ② ラムシルマブ点滴静注 400mg＋生理食塩液 250mL……60分で投与
 ③ イリノテカン点滴静注 265mg＋生理食塩液 500mL……2時間で投与
 ④ レボホリナート点滴静注 290mg＋生理食塩液 250mL……2時間で投与
 ⑤ フルオロウラシル注 590mg＋生理食塩液 50mL……全開投与


