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一歩進んだ管理・予防・治療を実践！ 脳卒中の薬の使い方

脳卒中の一次予防
──危険因子の管理

伊藤

義彰

ITOH Yoshiaki

Points
脳卒中一次予防として，高血圧の管理は 130/80 mmHg 未満が推奨される。
2 型糖尿病では，低血糖に注意した長期間の血糖管理および合併する高血圧，脂質異常症の管理が重要
である。
脂質異常症患者には，LDL-コレステロールをターゲットとしたスタチン投与が勧められるが，効果が
不十分な場合はエゼチミブや PCSK9 阻害薬を併用する。
非弁膜症性心房細動（NVAF）には，直接阻害型経口抗凝固薬（DOAC）が第一選択で勧められる。

はじめに

されている。さらにガイドライン 2021 では，75 歳未満の
一次予防の降圧目標を 130/80 mmHg 未満とし（推奨度 B，
エビデンスレベル中）
，75 歳以上では 140/90 mmHg 未

最近，
「脳卒中治療ガイドライン 2021」
（以下，ガイ

満（推奨度 B，エビデンスレベル低）と設定した。また

ドライン 2021）が刊行された。第 I 章「脳卒中一般」に

高齢であっても冠動脈疾患，蛋白尿陽性の慢性腎臓病

は，脳卒中の一次予防および急性期管理（全身管理，合

（chronic kidney disease；CKD）
，抗血栓薬服用中では

併症管理，リハビリテーション，地域連携）が記載され

130/80 mmHg 未満が目標値となる（推奨度 B，エビデ

ている。特に一次予防については，いっそうのリスク管

ンスレベル中）。

理の厳格化および複数あるリスクの総合的な管理が推奨

血圧目標値を検討した最近のエビデンスとしては，収

されることとなった。本稿ではガイドライン 2021 に基

縮期血圧の目標値を 120 mmHg 未満に設定した厳格な降

づいた脳卒中の一次予防について解説する。

圧群と標準降圧群とを比較した SPRINT 試験がある。こ
の試験では，一次アウトカムである心血管イベントは有

高血圧
高血圧の管理は，脳卒中の一次予防において最も重要

意に抑制されたが，脳卒中については有意な抑制効果が
認められず，心不全や心血管死の低下が一次アウトカム
に寄与している1)。
これに対して Ettehad らによる最新のメタ解析では，

なリスク管理の一つであることはいうまでもない。最近

介入前の収縮期血圧を 10 mmHg 幅で層別化し，介入前

は日本国民の血圧管理が改善されつつあり，より厳格な

値から 10 mmHg 下げたときのイベント抑制効果を比較

管理の有効性が注目されている。
「高血圧治療ガイドラ

したところ，130〜139 mmHg 以上のすべての層では降

イン 2019」では，120/80 mmHg を超えると血圧高値と

圧により脳卒中の有意な抑制が示されたが，130 mmHg

大阪市立大学大学院医学研究科脳神経内科学
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編集・佐古

守人（東住吉森本病院薬剤科）

第8回
心不全と頻脈性不整脈（心房細動）の蜜月な関係とは？
──心房細動と心不全が相互に及ぼす影響を考察してみよう！

鈴木

正論

SUZUKI Masanori
亀田総合病院薬剤部

到達目標
頻脈性不整脈（心房細動）により心不全が増悪した症例を通して，心不全患者への薬物治療や，

イベント予防のための管理のポイントを理解する。

今回は，患者背景に頻脈性不整脈（心房細動）のある心不全患者への薬物療法について考えていき
ます。病態に応じた心不全治療薬の選択，心房細動による血栓塞栓症の予防など，薬剤師が考慮しな
ければならないポイントがいくつかあるので，症例のような患者に，どのように薬物療法を支援して
いくのか，一緒に考えていきましょう！

■症例
75 歳，女性，150 cm，63 kg（BMI 28）
現病歴

2 年前より，心不全にて当院かかりつけの患者。3 週間前より動悸があり，その後，浮腫があることに気
づいたが，次の受診時に相談しようと思い，そのままにしていた。入院前日，就寝後に動悸が強く，息
切れもあり，寝つくことができなかったため，家族（夫）に連れられ，救急ウォークイン受診し，入院
加療することとなった。

既往歴

57 歳 高血圧，68 歳 冠動脈ステント留置〔NSTEMI（＋）〕，73 歳 心不全（HFrEF）

家族歴

父：心疾患で死亡，母：高血圧，脂質異常症，狭心症で通院中，
夫（キーパーソン）：前立腺肥大，糖尿病で通院中
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宮川

泰宏 MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第 44 回

検査結果の誤差

TDM の測定誤差は条件次第で 20％にも

医

師：タクロリムスの血中濃度が 4 ng/ mL から 3.5 ng/ mL に低下している。これは

増量が必要だな。君もそう思うだろ？
薬剤師：え〜と…（誤差範囲はどれくらいだったかな…？）。

「測定結果のわずかな増減が気になって投与量を増減
したけれど，実は誤差範囲内を行ったり来たりしてい
た…」ということはないでしょうか。医療の世界では

よりも 1 割引」などという数字に振り回されているため，
「測定結果が 10％以上もずれることはないだろう」とい
う思い込みがあります。

「5％以内は誤差とみなす」ということが行われており，

し か し，現 実 的 に は 測 定 機 械 や 測 定 方 法 し だ い で

有意差や分包誤差などで 5％以内は「誤差範囲であり問

20％程度の誤差が発生することがあります。例えば，

題 と な ら な い 」と 扱 わ れ て い ま す。配 合 変 化 な ど で

タ ク ロ リ ム ス の 測 定 方 法 に は chemiluminescent

10％までを誤差範囲とみなすことがありますが，20％以

immunoassay（CLIA）法，affinity column mediated

上の誤差に遭遇する機会は日常の業務のなかであまりあ

immune assay（ACMIA）法，enzyme multiplied

りません。日常生活では，
「本日は特売デーで表示価格

immunoassay technique（EMIT）法，electro-chemi
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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。

第 12 回

治療薬物モニタリング（TDM）の評価，
提案に関する記載
佐村

優 SAMURA Masaru

医療法人社団緑成会横浜総合病院薬剤部

第 12 回は，治療薬物モニタリング（TDM）をテーマに適正な薬物治療につなげるための診療録記載のまとめ方
を考えていきたい。

Case1

バンコマイシン（VCM）のTDMに関する記載

患 者 72 歳，女性，身長 154 cm，体重 42 kg
約 2 カ月前に誤嚥性肺炎で入院し，タゾバクタム/ピペラシリン（TAZ/PIPC）で加療。その後は，中心静脈カテー
テル（CVC）を挿入し，高カロリー輸液で栄養管理を行っていたが，昨日より 37.5℃の発熱あり。第 37 病日の朝より
40℃近い発熱があり，CVC 刺入部の発赤を認めたため，カテーテル関連血流感染（CRBSI）の疑いで，CVC を抜去。
血液培養 2セット採取後にVCM 750 mg 12時間ごと（生理食塩液100 mL に溶解し，1 時間で投与）
，セフェピム1 g 8時
間ごとで投与を開始となった。第 40 病日に VCM の血中濃度測定を実施し，トラフ値 12.2μg/mL，ピーク値（投与終
了後 2 時間値）23.5μg/mL であった。また，血液培養は，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）
（2/2）との報告
があった（セフェピムは中止予定）
。
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第 16 話

アミオダロン製剤のジェネリックは先発と同じなの？
相澤

学

AIZAWA Manabu

公立学校共済組合 関東中央病院薬剤部

前回のあらすじ（まとめ）
・ニューキノロン系抗菌薬のパシル®，クラビット®，シプロキサン® は酸性薬剤である。
・パシル® は単独投与。側管で投与する場合は前後フラッシュ。
・ラスビック® は単独投与。ヘパリンロックは前後フラッシュ。
・クラビット® はヘパリンと配合変化があるので，ヘパリンロックは前後フラッシュ。
・ニューキノロン系抗菌薬の主な配合変化は，
「単独で走るビックなラビットは，へばってふらつ
く」で覚える。

アンカロン® 注は，生理食塩液に溶解すると 24 時間後に沈殿が認められたことから，生理食塩液では
なく 5％ブドウ糖液に溶解し投与する薬剤です。また，同一のラインでの他剤の注入および同一のシリ
ンジでの他剤の混合をしないこととされています。また，注射部位反応を避けるため，可能な限り中心
静脈から点滴により投与すること，投与には容量型の持続注入ポンプを用い，ポリ塩化ビニル製の輸液
セットなどの使用を避ける〔吸着および DEHP（di-（2-ethylhexyl）phthalate）の溶出〕とされていま
す。用法・用量は図 1，図 2 および添付文書などを参考にしてください。また，凍結を避け，25℃以下
で遮光して保存することとされています。
一方，アミオダロン塩酸塩静注「TE」がアンカロン® 注の後発医薬品として 2018 年 6 月に発売され
ました。効能・効果や用法・用量などは前述の先発医薬品のアンカロン® 注と同じですが，保存方法は
密封容器，遮光，室温保存とアンカロン® 注と異なります。室温保存というのは大きなメリットです。
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国立病院機構信州上田医療センター薬剤部
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ヴァイトラックビ® カプセル 25 mg・100 mg，
内用液 20 mg/mL（ラロトレクチニブ硫酸塩）
若林

進 WAKABAYASHI Susumu
杏林大学医学部付属病院薬剤部

今回のななめ読みは
◆ヴァイトラックビ® の特徴

トロポミオシン受容体キナーゼ（TRK）阻害薬で，「NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌」に適応を

有します。

◆ヴァイトラックビ® の安全性の評価

添付文書で重大な副作用に肝機能障害，骨髄抑制，中枢神経系障害が記載されています。さらに，医薬品リス

ク管理計画（RMP）の重要な潜在的リスクの「中枢神経障害（運動失調，認知障害等）」についてみていきます。
◆カプセル剤と内用液の生物学的同等性

カプセル剤と内用液（経口液剤）の生物学的同等性をみていきます。

ヴァイトラックビ®（ラロトレクチニブ硫酸塩）の概要
医薬品名：ヴァイトラックビ® カプセル 25 mg・100 mg，内用液 20 mg/mL
一般名：ラロトレクチニブ硫酸塩
有効成分と含量：
ヴァイトラックビ® カプセル 25 mg〔1 カプセル中ラロトレクチニブ 25 mg 含有（ラロトレクチニブ硫酸塩とし
て 30.7mg）
〕
ヴァイトラックビ® カプセル 100 mg〔1 カプセル中ラロトレクチニブ 100 mg 含有（ラロトレクチニブ硫酸塩と
して 122.9 mg）
〕
ヴァイトラックビ® 内用液 20 mg/ mL〔1 mL 中ラロトレクチニブ 20.0 mg 含有（ラロトレクチニブ硫酸塩とし
て 24.6 mg）
〕
1．効能・効果
NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌
＜効能又は効果に関連する注意＞
・十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により，NTRK 融合遺伝子陽性が確認された患者に
投与すること。検査にあたっては，承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。
・本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
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