日本腎臓病薬物療法学会 Q & A
これは関西腎と薬剤研究会における講演会のときのアンケート
に実際に寄せられた質問に対し、会誌「腎と薬剤」の紙面上で
講演された先生方のご意見をもとに現・熊本大学薬学部の平田
純生先生が 2012 年度版にアレンジしてお答えした内容です。
内容
Ⅰ.保存期腎不全の薬物療法について
Ⅱ.薬物動態について
Ⅲ.糖尿病性腎症の薬物療法について
Ⅳ.CAPD について
Ⅴ.骨代謝、Ca・P 代謝について
Ⅵ．透析療法について
Ⅶ.透析の薬物療法について
Ⅷ.抗菌薬について
Ⅸ．便秘の薬物療法について
Ⅹ．その他の質問
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Ⅰ.保存期腎不全の薬物療法について
質問 1：クレメジンⓇのコンプライアンスの悪い方が非常に多いのですが、何か
良い方法や工夫されておられれば教えてください。
回答：クレメジンⓇのコンプライアンス不良には 2 つの原因が考えられると思います。①
量が多くてのみにくい、②服用時間が食間のため忘れやすい、の 2 点です。①につい
てはスティックタイプの 2g 包装が発売され、より少量の水でのむことができるようになり
ましたが、薬局・薬店で販売されている「フクロオブラート」に移してのむ方法
が一番のみやすい方法だと思います。袋状のオブラートに入れた後、入れ口の
部分をねじって細長くし、コップに 1 秒浸し、その後少量の水で飲んでもらう
とよいでしょう。同様に薬局・薬店で販売されている服薬補助ゼリーと一緒に
飲む方法でも飲みやすくなります。この他に少量の水を入れたコップにクレメ
ジン®を入れるとクレメジン®は底の方に沈みます。それをストローで吸うと水
も少なくて上手に飲めます。クレメジン®を飲む時に注意すべき点はクレメジン
®

細粒は薬効を十分発揮できるように真空パック包装されていますが、水分を含

んだ状態が長くなるとクレメジン ®本来の吸着力が期待できなくなる可能性が
あります。そのため上記の方法は飲む直前に行うようにしてください。②につい
ては「クレメジンⓇは便秘以外の副作用はほとんどないので、食間（食後 2 時間半）とな
っていても、のみ忘れたら気がついたときにのんでください。食後 2 時間後でも 4 時間
後でも構いません。ただし食後に他剤と一緒にのむと他の薬剤がクレメジンⓇに吸着さ
れて効きが悪くなるおそれがあるので他剤と一緒にのむのは避けた方がよいでしょう。
1 回分のみ忘れたら 1 回 20 カプセルのんでも構わないと思います。ただし便秘には気
を付けてください。」というような指導をされてはいかがでしょうか？
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資料提供：田辺三菱製薬株式会社

質問 2：クレメジンⓇの服用時期と水分制限があったときの服用方法を教えてい
ただけたらと思います。
クレメジンⓇは単に尿毒症症状を抑えるためだけの薬ではなく、透析導入を遅らせるの
が主目的の薬ですから、服用時期は慢性腎不全といわれた段階、すなわち男性では
血清クレアチニン値が 1.5mg/dL、女性では 1.2mg/dL くらいの早期から投与を考慮す
ればよいと思われます。近年は CKD（慢性腎臓病）を末期腎不全に進行させないため
により早期に投与すべきだという考え方も浸透しつつあります。水分制限があったとき
の服用方法は質問 1 で述べました。
質問 3：腎臓病患者はクレメジンⓇ、ラクツロース、利尿剤、血圧降下剤など種々
多くの薬を服用しています。その中でクレメジンⓇを服用するように患者に伝え、
指導してもなかなか服用してもらえません。クレメジンⓇは食間に服用してもら
いますが、他の薬剤と一緒に服用した場合、どのくらい他剤の効果がなくなる
のでしょうか？
回答：芳香環を持った薬物は吸着されやすいといわれていますが、ほとんどの薬物が
芳香環を持っているため、これは適切な答えにならないかもしれません。活性炭の吸
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着力は薬剤に異なるため、一概に言うことはできないと思われますが、少なくとも 1 時
間、可能であれば食間（食後 2～2.5 時間）までに食後に服用した薬物が吸収されてい
れば問題はないと思われます。例えばラシックスⓇ（フロセミド）の tmax は 1.4～2ｈｒであ
るため、食間に服用すればクレメジンⓇによる作用減弱は考えられません（図 1）。ただ
し吸収の遅いアムロジピン（tmax 7～8 hr）とクレメジンⓇを同時服用した報告では血漿
濃度はほとんど差がなかったという報告もある（Tanaka C, et al: J Clin Pharmacol 47:
904-908, 2007）。
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図.フロセミドと活性炭8g併用時間と尿量の関係
Kivisto KT, et al: Br J Clin Pharmacol 30: 496-498, 1990より引用

質問 4：腎機能低下している患者に Mg、Al 等含まれる製剤を投与する（添付文
書で慎重投与と見かけることが多いのですが・・・。）際、どの程度であれば安
全に使えますか？
回答：末期腎不全患者でも Mg は短期的な投与できないことはないと思われますが、2
〜3 週間続けるだけで血清 Mg 濃度は目に見えて上昇しはじめます。血清 Mg 濃度を
モニターしていれば使えますが、Mg 剤と同じ働きをする浸透圧下剤のソルビトールを
使った方が無難でしょう。2008 年には酸化 Mg1.0～2.0g/日の少量投与であっても、長
期間投与したことによって 15mg/dL を超えた 3 症例が死亡しています。そのため安全
に使うためには特に CKD 患者では血清 Mg のモニタリングが必須といえます。Al 剤は
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Al 骨症（骨軟化症）、Al 脳症の原因になるため、禁忌になっています。できることなら
使いたくないのですが、血清 Ca 値が上昇し、PTH も上昇している症例で、レナジェル
Ⓡ

、フォスブロックⓇ（塩酸セベラマー）の便秘・腹部膨満感、ホスレノールⓇ（炭酸ランタ

ン）による嘔気でどうしても Ca を含まないリン吸着薬を飲めない患者さんの骨を守るた
めにリン吸着剤として Al 剤を使わざるを得ない場合もあると考えている医師もいらっし
ゃいます。しかし末期腎不全患者に制酸剤として安易に Al 剤を使うべきではないと思
います。
質問 5：ニューロタンⓇは腎保護作用もあり透析導入前に使用するのはいいと聞
いたことがあります。当院のドクターはあるクレアチニン値を境にして使用を
中止しています。これについて詳しく教えていただけませんか？
回答：末期腎不全患者の降圧剤として ACE-I や ARB を新たに投与開始すると糸球体
内圧の低下によって GFR の低下を招き、大幅に血清クレアチニン値が上昇し、尿毒
症症状が現れたり、あるいは尿毒素の蓄積によって腎機能の悪化が考えられます。で
すから末期腎不全患者に ACE-I や ARB を新たに通常用量使うことは透析導入を早
めることになり、考え物ですが、腎機能が低下すればするほど ACE-I や ARB による腎
保護作用は強くなるという報告もあるため、以前よりずっと継続使用してきた ACE-I や
ARB を血清クレアチニン値が 2〜3mg/dL に上昇してきたからといって中止する必要は
ないと思われます。ACE-I や ARB により血清クレアチニン値が 10～30％上昇している
だけであれば、長期にわたって観察すると腎保護作用を示しているのであるため、投
与中止せずに最後まで使うのが、最近の腎臓内科医の考え方の主流になっています。
ただし 50％以上上昇する場合には、利尿薬、NSAID、シクロスポリンが併用さ
れている場合、あるいは腎動脈狭窄、水腎症、心不全の合併している場合があ
ります。このような時には急性腎不全になる場合がありますので減量または中
止を考慮し、血清クレアチニン値が 2 倍に上昇するようであれば、両側腎動脈狭窄症
（左右の腎動脈両方にプラークができ、腎血流がもともと悪化している）が疑われ、腎
機能が一気に悪化する恐れがあるため、直ちに投与中止を検討する必要がありま
す。
質問 6：血清クレアチニンが値 1〜3mg/dL の患者さんへ ACE 阻害薬や ARB を
投与した場合、初期に血清クレアチニンが上昇する傾向がありますが、また自
然に安定するので投与可能であり、血清クレアチニン値が 3〜4mg/dL の患者さ
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んに対しては ACE 阻害薬や ARB を投与できない、という理解でよいですか？
回答：血清クレアチニン値が値 1〜3mg/dL の患者さんへ ACE 阻害薬や ARB を投与
した場合、投与開始初期に血清クレアチニン値が上昇する症例がありますが、これは
糸球体内圧を下げることによって糸球体濾過率が低下したことによります。このことは
同様に糸球体への過剰な負担を抑えることによって、長期的に観察すると、腎機能低
下を遅くしま す。また、血清クレアチニン値が 3〜
4mg/dL の患者さんに対して ACE 阻害薬や ARB を投
与する場合、投与開始初期の血清クレアチニン値の
上昇や血清カリウム値の上昇などに細心の注意を払う
必要があるため、少量から慎重に投与する必要があり
ます。特に ACE 阻害薬は腎排泄性の薬物ですので、
腎機能が低下した症例では血中濃度が上がりやすく
要注意です。
質問 7：ACE-I と ARB の併用はいかがでしょうか？
回答：心不全の悪化防止、腎不全の悪化防止の両面においてレニン−アンジオテンシ
ン−アルドステロン系を完全にブロックすることは重要と考えられており、併用によって
単独投与以上の効果が得られたという小規模の報告が ARB が登場した当初、出てい
ましたが、大規模スタディで有用性を明らかにした報告は見られません。したがって最
近の高血圧ガイドラインでも ACE 阻害薬や ARB の併用は勧めていません。これらの
レニンアンジオテンシン系阻害薬と併用が勧められているのはチアジド系利尿薬か Ca
拮抗薬です。ACE 阻害薬と ARB 併用に際しては血清カリウム値のモニタリングは非常
に大切と考えられます。
質問 8：CKD 患者でアルダクトンⓇA（スピロノラクトン）を使用すると高カリ
ウム血症の副作用と同時に女性化乳房も比較的多いと思うのですが、対策はな
いでしょうか？
回答：RALES 試験での女性化乳房発症率は 10％でした。対策は中止するしかありま
せんが、投与することによって得られる利益がリスク（高カリウム血症の危険性）を上回
ると判断され、かつ患者さんが我慢できれば続行することもあります。最近は女性化乳
棒を起こしにくいセララⓇ（エプレレノン）が発売されておりますが、腎機能が低下した症
例には禁忌になっています。
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質問 9：腎機能の低下している人の抗がん薬の投与量をどう考えたらいいです
か？
回答：当然、腎排泄型の抗がん剤は腎機能に応じて減量すべきですが、そのような投
与設計が確立しているのはカルボプラチンくらいではないでしょうか？その他の抗がん
薬では腎不全という病態であるため、腎排泄でなくても使用に耐えられない場合もあり、
報告によって投与した抗がん薬の投与量が大幅に異なっており、一定のガイドライン
が作製できていないのが現状です。
質問 11：NSAIDs ではないですがソランタールⓇ（塩基性）、アセトアミノフェ
ンでも腎障害はありますか？ロキソニンⓇ も補液をしながらでなくても投与で
きますか？
回答：「チアラミド（ソランタールⓇ）」と「腎毒性」で PubMed および JOIS で検索しました
が、全くヒットしませんでした。したがって腎毒性はないか、腎毒性に関する検討がなさ
れていないかのいずれかだと思われます。
1900 年代にフェナセチン（アセトアミノフェンのプロドラッグ）の大量・長期服用によっ
て重篤な腎障害の報告が相次いだため、2001 年にわが国で供給停止になったことが
新聞に出て話題になりました。このいわゆる「鎮痛薬腎症」は長期間にわたり数 kg 以
上のフェナセチンを常用することにより尿細管の集合した乳頭部が壊死することにより
ます。この発症機序は詳細には解明されていませんが、薬物自体や代謝物が乳頭部
で濃縮されて、直接毒性を発揮することが考えられています。尿細管機能の低下で尿
の濃縮力が低下し、多尿が早期から見られたり、貧血や高血圧で発見されることもあり
ます。女性に多いことが特色で、特にフェナセチンの長期・大量使用が問題視されて
おり、オーストラリアでは透析患者の 20％が薬物乱用による腎障害によるとされます。
フェナセチンに関しては腎障害だけでなく腎盂・膀胱腫瘍の発生リスクが上昇すること
も報告されています。アセトアミノフェンの腎に対する作用は弱く、長期連用による副
作用は少ないとされているため、フェナセチンや NSAIDs の代替薬として勧められてい
ます。したがって高齢者や腎障害を有する症例では NSAIDs の代わりにアセトアミノフ
ェンを投与すべきであると考えます。実は 1996 年に米国腎臓財団は CKD 患者の緩
和な疼痛に対して非麻薬性鎮痛薬を使用する際はアセトアミノフェンを選択することを
推奨したため、アセトアミノフェン服用者は腎障害患者が多いというバイアスがあります。
そのためか、実はアセトアミノフェンが NSAIODs に比し腎障害を起こしにくいという確
固たるエビデンスはありません。しかし乳頭壊死と確認された剖検例は 1978 年～1980
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年には 4％であったのが、フェナセチンの製造中止の影響が表れ始めた 2000 年～
2002 年には 616 名の剖検例中、乳頭壊死は 79 歳の男性 1 例のみ（0.2%）に減少し
ていることから、鎮痛薬腎症はアセトアミノフェンではなく、フェナセチンによるものであ
る可能性があります（Mihatsch MJ, et al: Nephrol Dial Transplant 21: 3139-3145,
2006 ）。
ロキソニンは NSAIDs ですから腎障害の最も重要なメカニズムは腎血流低下による
虚血腎です。腎毒性の強い造影剤や抗癌剤などを投与する際には確かに輸液は有
効です。しかし NSAIDs を服用するたびに輸液をするというのは ADL も低下するため、
実際的とは考えられません。

Ⅱ.薬物動態について
質問 1：薬物動態を勉強するには、どのような本を勉強すればよいのでしょう
か？（このほかにも、「お薦めの本があればゆっくり読んでみたいと思います。
教えてください。」「基礎を勉強するのにお薦めのテキストあれば教えてくださ
い。」という質問がありました。
回答：以下に①～④初心者向け⑤初級者向け⑥中級者向けを列挙します。
① 菅野彊著の分かる臨床薬物動態理論の応用（医薬ジャーナル、2900 円）は入門
書としてわかりやすく、イラストも楽しいです。
② 八重徹司, 玉川知鮎著の薬局 TDM（南山堂、2500 円）も分かりやすく、イラストも
多く、内容も豊富です。
③ 図説 よくわかる TDM 木村利美著（じほう、3780 円） TDM を始める方には必携
です。
④ 臨床医のための臨床薬理学入門 森 俊輔著（じほう、2000 円）「研修医のための」
ですから初心者の薬剤師にとってもよい入門書になります
⑤ 加藤隆一著の臨床薬物動態学（南江堂、5800 円）は、あまり難解な数式を用いて
いないため初級者向けです。
⑥ 林正弘, 谷川原祐介, 編: 生物薬剤学. 南江堂, 2001（5000 円+税）は中級者向
けですが内容の濃い、非常に役に立つ本です。
⑦ アプライドセラピューティクス 1〜5（じほう社、各 7800 円）中級者以上の方はチャレ
ンジしてみてください。様々な症例についてかなり詳しく記述されています。
廃刊になりましたが石崎高志著: 循環器疾患の薬物療法. 南江堂, 1992（税込み
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16,000 円）は非常にすばらしい書です。また CYP についてわかりやすく知りた
い方には

東

純一著：現代薬処方匙加減考「クスリに弱いヒト」と「困った

クスリ」たち.じほう（2,500 円）がおすすめです。これは
初級者向けです。薬物動態に関する本は 1 冊目を完読す
るのは非常に時間がかかり、つらいと思いますが、2 冊目
はその半分の労力で、3 冊目は最初の 1/4 の労力で読める
と思います。3 冊読めば、どこかに間違った部分があれば、
それに、気づくこともできますし、理解も深まります。
是非、複数冊をがんばって読むことをお勧めします。
質問 2：新薬の添付文書を手にしたとき、動態的にどのような点に注意して読め
ばいいでしょうか？
回答：一般的にバイオアベイラビリティ、分布容積、全身クリアランスが薬物動態を説
明するための基本的パラメータとされていますが、我々は腎臓病薬物療法学会なので、
腎不全患者を対象に答えさせていただきます。まず一番に調べるのは尿中未変化体
排泄率です。これが高いと腎不全患者では蓄積しますから、減量すべき薬剤と考えら
れます。透析で除去されるか否かは蛋白結合率（90％以上は除去されにくい）、分布
容積（2L/kg 以上は除去されにくい）の方が分子量よりも大切ですが、分子量が数千以
上になれば血液透析では除去されにくいと思われます。t1/2 は腎機能低下によりどれく
らい延長するかによって個別の投与間隔を設定できます。tmax は効果発現時間を予測
できます。ということで、投与設計に最低限必要なパラメータは全身クリアランス、尿中
未変化体排泄率、分布容積、蛋白結合率、バイオアベイラビリティの 5 つと考えます
（半減期は分布容積、全身クリアランスから算出可能です）。さらにどのような代謝酵素、
トランスポータの基質になっており、CYP やトランスポータを阻害、または誘導するか否
かの情報を知っておけば、投与設計がやりやすくなるでしょう。
質問 3：2-コンパートメントモデルで α 相、β 相がでる薬物消失の場合、どのよ
うに判断したらいいのですか？
回答：一般的に α 相は分布相、β 相は消失相を表します（図）。α 相での採血は薬物が
血管内に高濃度にありますが、組織に完全に分布しておらず定常状態に達していな
い時の状態での採血となるため、全く意味がありません。このように明確な 2 相性の薬
物動態を示すものにジゴキシン、シクロスポリン、バンコマイシンなどがあります。2-コン
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パートメントモデルに適応する薬物においても、臨床上、重要となる血中濃度の変化
は最終相（ほとんどの場合 β 相）の部分です。つまり TDM では「y 軸に対数目盛の濃
度を取り、x 軸に時間をとってみると血中濃度の推移は直線になる」という部分だけを
モニターの対象としているのです。この部分だけであれば如何に複雑な薬物動態を示
す薬物でも、例外を除けば 1-コンパートメントモデルを使うことで薬物濃度の時間的推
移は解析できます。
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図.2-コンパートメントモデルにおける分布相（α相）と消失相（β相）：ジゴキシンの場合

質問 4：テオフィリンを投与する場合、PM かどうかチェックする目安の血中濃
度はどれくらいでしょうか？
回答：テオフィリンの代謝には CYP1A2 だけでなく CYP3A4、CYP2E1 が代謝に絡んで
い ま す 。 200mg/ 日 で 有 効 治 療 域 内 に コ ン ト ロ ー ルさ れ る よ うな 成 人 の 症 例 で は
CYP1A2 の欠損も考えられますが、2E1 には臨床的に重要な遺伝子多型の報告は少
なく、3A4 には欠損がありません。そのため、テオフィリンに臨床上、顕著に問題とな
る PM は存在しないと考えられます。
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質問 5：時間、濃度のグラフにおいて「AUC=全体中に存在する薬物量」と考え
ていいのですか？
回答：AUC は体内総吸収量の指標で、X 軸に時間、Y 軸に濃度をとった血中濃度-時
間曲線下面積のことで、吸収速度のパラメータの意味合いも含みます（単位：
mg/mL.min）。一方、単回静注投与した場合、全体中に存在する薬物量は分布容積
Vd×血中濃度で表されます。
質問 6：月 1 回の血中濃度測定をした結果、その薬剤は有効血中濃度以下でした。
もう何年も服用しているので投与量を上げる必要はないといわれたことがあり
ます。投与をやめればいいのにどうして投与するのか意味が解かりません。こ
ういう場合は薬剤師として発言すべきですよね。
回答：抗てんかん薬のように有効血中濃度以下でも効果のある薬物もあるため、投与
をやめた方がいいかどうかは薬物によります。しかしジゴキシンやテオフィリンは血漿
濃度と効果・副作用が密接に関係しているため、0.5ng/mL 以下のジゴキシン濃度、
5μg/mL 以下のテオフィリン濃度では投与を中止した方がよいと思われます。しかし患
者さんに長年、服用させておいて急にやめなさいとは言いにくい場合もあります。薬剤
師が科学的な投与設計を適切に心がけて、主治医に助言しておけば、医師との信頼
関係が生まれてきます。そうなればこのような症例はいずれ減少していくでしょう。
質問 7：TDM の有効性については理解できますが、TDM を行うに当たっての
患者さんの金銭的負担はどのようになっているのですか？また患者さんからの
TDM に対する理解はどのように得られているのですか？
回答：TDM 対象薬は血中濃度を測定すると特定薬剤管理料を算定できます。一般的
には初回月〜3 ヶ月まで 4,700 円、4 ヶ月以降は 2,350 円が算定できますが、抗てんか
ん剤・免疫抑制剤は 4 ヶ月以降も 4,700 円を算定できます。複数の抗てんかん剤を用
いた場合 9,400 円、臓器移植後の免疫抑制剤は初回月～3 ヶ月間に限り 27,400 円を
算定できます。またジギタリス製剤の急速飽和は 1 回に限り 7,450 円を算定できます。
患者さんへは主治医がインフォームドコンセントをとりますが、服薬指導時に担当薬剤
師は血中濃度を測定する意義をちゃんと説明し、測定結果についても説明する必要
があると思います（詳細は
http://www.crc-group.co.jp/crc/rinsyou/kensaannai/02yakubutu/kanriryou.htmlを参照し
てください）。
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質問 8：症例によってバルプロ酸の血中濃度が上昇しないケースがあります。ど
のようなことが考えられますか？有効域まで到達させるにはどうすればいいで
すか？一部の CYP の欠損なのですか？
回答：その他の抗てんかん薬は投与されていないでしょうか？併用されていれば有効
治療域は低くてもてんかん発作をコントロールすることが可能になることがあります。併
用による有効治療域は単独投与時と異なるのは免疫抑制薬でも同様です。また単独
でバルプロ酸が投与されている場合、投与量が増加するとともにアルブミンとの結合部
位に飽和がおきるため、遊離型分率が上昇します。遊離型バルプロ酸は速やかに代
謝され消失するとともに、組織移行性が高まり分布容積が上昇するため、投与量が上
昇するとともに総バルプロ酸濃度の上昇は頭打ちになってしまいます（図）。一般的に
抗てんかん剤の有効治療域は個人差があります。患者の反応性をよくチェックした上
で、てんかんがコントロールされていないなら、主治医に増量を申し出てはいかがでし
ょうか？TDM でもっとも大切なことは患者さんの血中濃度を直すことではなく、患者さ
んを治すことです。
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図.非線形薬物動態を 示すバルプ ロ 酸
バルプロ酸の投与量が多くなるとアルブミンの結合サイトが飽和し、遊離型の比率が高くなる。
それにより組織への薬物の移行量が増大するとともに増加した遊離型薬物の代謝・排泄が亢進す
るために血中総濃度は投与量の増加とともに頭打ちになる。蛋白結合率が高く、分布容積が小さ
く、分子量が小さく、投与量の多い薬物ではこのような非線形薬物動態を示すことがある。
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質問 9：薬物個々の Vd（L/kg）をどうやって決めるのですか？
回答：基本的には薬物血漿濃度 = 薬物体内量/Vd で表されるため、初回静注投与し
た時の薬物量は体内薬物量と等しいわけですから初回投与量/ピーク濃度から Vd が
算定できます。
質問 10：薬物の脂溶性の割合が添付文書に載っていない場合が多いのですが、
構造式から推定できるのでしょうか？
回答：薬物の脂溶性の度合いは n-octanol/水分配係数（pH7.0）が有用ですが、添付
文書には n-octanol 以外の溶媒が使われている場合も多く、統一性がなく比較しづら
い問題点があります。薬効が同じで基本骨格が同じであれば側鎖に脂溶性の基が多
いか親水性の基が多いかで比較可能ですが、基本骨格が全く異なったもの同士で脂
溶性か水溶性かを判断するのは困難かもしれません。それよりも尿中未変化体排泄
率の高いか低いかの方が投与設計には利用しやすいですし、概ね、尿中未変化体排
泄率の高い薬物は水溶性と考えてよいでしょう。ただし排泄トランスポータの基質にな
り、尿細管分泌される薬物にはアマンタジンやプラミペキソールなど脂溶性薬物が多く
あります。
質問 11：Fluid therapy または尿量変化による PK パラメータの変化はあり得る
のでしょうか？
回答：この質問は症例が腎機能正常者か腎障害者かによって回答は異なりますが、
腎機能正常者として回答させていただきます。腎排泄性薬物の輸液療法によるクリア
ランスはほとんど変化しません。なぜなら GFR は腎機能正常者では 150L/日程度です
が、たとえ 10L/日の大量点滴をしたところで、薬物クリアランスの上昇は 10％以下だか
らです。ただし弱酸性薬物の腎クリアランスはアルカリ利尿により顕著に上昇すること
があります（サリチル酸大量投与時など）。尿量変化も腎機能正常者では顕著な脱水
でもない限り、薬物の腎クリアランスは変化しません。また、いずれの場合も顕著な脱
水でもない限り、分布容積にも大きな変化はないと思われます。
質問 12：リファンピシンは CYP を誘導するためほとんどの薬物の代謝を促進す
ると言われていますが、実際、単剤で使うことがないのですが、イスコチン、
エサンブトール等と多剤併用療法時、リファンピシン朝食前投与で、他の食後
服用の薬剤の効力はあると考えてよいのですか？
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回答：リファンピシン、イソニアジド、エタンブトールの併用療法は非常に広く用いられ
ている療法で、経験的観点からも各薬剤の有効性は確保されていると考えられます。
ただし、リファンピンによる酵素誘導と脱誘導は数日のオーダーで生ずるため、リファン
ピシンと他の二剤との投与間隔により薬効が変動する可能性は小さいと考えられます
（投与時間をずらしても、血中濃度や効果はそれほど変わらないと思われます）。
質問 13：薬物動態パラメータを用いての活用法をより具体的に知りたい。
回答：あまりに漠然としているので、答えにくいですが、まずは、個々のパラメータが意
味するところをきちんと「理解」しないと、応用が利かないと思います。具体的な活用法
を知る前に、個々のパラメータのもつ意味をきちんと理解するよう心がけて下さい。そう
すれば数式の活用も理解しやすくなります。
質問 14：肝不全時、肝障害時の投与プロトコール（CCr などの指標）があれば
ご教授お願いします。
回答： 結論から申しますと、腎障害患者における血清クレアチニン値やクレアチニン
クリアランスのような良好な指標はありません。例えば、酸化代謝能の指標としては、ア
ンチピリンクリアランスなどが用いられていますし、肝血流量の目安としては ICG 試験
なども行われます。さらに代謝酵素の遺伝子多型も投与設計に必要な情報です。しか
しながら、肝臓における薬物の消失には、肝への取込み、酸化代謝、抱合代謝、胆汁
排泄などのさまざまな過程が寄与しており、代謝酵素の発現量の個人差も大きいです。
これらをひっくるめた良好な指標は今のところありません。個々の薬剤において、肝障
害の程度と血中濃度の関係を報告している論文を検索するしかないでしょう。
質問 15：2-コンパートメントモデルの薬剤（脂肪組織への移行性が高いもの）
において、薬物中毒などで、やむを得ず透析を行う場合、24 時間透析を行った
方が効率がよいのか、数時間おきに数回行った方が効力がよいのかをお教えく
ださい。
回答：「総透析時間を変えずに」という条件で、より多くの薬物を体から除去したいので
あれば、数時間おきに数回行った方が除去量自体は多くなると考えられます。しかし、
中毒時などは、「まずは速やかに血中濃度を下げたい」というケースが多いと思います。
したがって、現実的には、ある程度長時間透析を行い、血中濃度だけでも十分に低下
させる必要があるでしょう。また、患者さん自身に与える肉体的な負担も考慮すべきで
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しょう。どの程度の時間透析すれば良いかは、透析による除去率と薬物動態パラメー
タから概ね計算可能ですが、ここでは省略します。

Ⅲ.糖尿病性腎症の薬物療法について
質問 1：DPP-4 阻害薬や GLP-1 アナログなどのインクレチン製剤の ADME、特
に腎機能低下時の減量法について教えてください。
回答：
DPP-4 阻害薬
シタグリプチン（ジャヌビア®・グラクティブ®）は尿中排泄率 80％で尿細管分
泌による腎排泄性で血液透析又は腹膜透析を要する患者を含む重度腎機能障害
のある患者には禁忌になっています。
ビルダグリプチン（エクア®）の尿中排泄率は 22.7％で腎不全患者でも腎機能正
常者と投与量は同じですが、透析患者の AUC は上昇するため 50mg から開始し、
慎重投与となっています。
アログリプチン (ネシーナ®) の尿中排泄率は経口投与後 72.8％ですが、1 日 1 回
25mg の常用量のところ透析患者を含む末期腎不全では 1 日 1 回 6.25mg 程度に
減量することによって投与可能です。
リナグリプチン（トラゼンタ®）は排泄経路が腎臓ではなく、主に糞中に未変化
体として排泄されることから、腎機能が低下している患者にも用量調節の必要
がないといわれています。ただし AUC が末期腎不全では 1.5 倍に上昇しますの
で要注意です。
GLP-1 アナログ
リラグルチド（ビクトーザ®）は尿中に排泄されず、腎障害患者でも減量の必要
はありません。
エキセナチド（バイエッタ®）は尿中に排泄されないものの、腎で分解するため、
腎不全患者では排泄が遅延し消化器系副作用が起こりやすくなり、透析患者を
含む重度腎機能障害のある患者では禁忌になっています。中程度腎障害であれ
ば 1 回 5～10μg1 日 1 回から開始し、血糖値をモニタリングしながら用量を調
節することをお勧めします。
質問 2：ARB は薬価が高いため、ACE-I を第一選択にしているドクターがいま
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す。そこで、ACE-I の選択方法について教えてください。腎不全患者ではやは
りエースコールⓇのような胆汁排泄される薬がいいのでしょうか？
回答：腎機能の変化が著しい時期には胆汁排泄される薬物がベターでしょうが、エビ
デンスとして確立しているカプトリルなどの他剤を使う医師も多数います。血清クレアチ
ニン値、血清 K の上昇が起こりやすくなるため ACE-I を腎保護目的のため投与する際
には、少量投与し、徐々に増量します。しかし現実的には常用量投与しても用量依存
的に血圧が下がりすぎたり、有害事象が強く現れることがないことが経験上知られてい
ます。そのため、最初は減量しても、最終的には常用量を投与する医師も多くいらっし
ゃいます。
質問 3： SU 剤は食前に服用となっていますが、食後に服用してはいけないので
しょうか？
回答：ダオニールⓇやグリミクロンⓇのように作用時間が 24 時間と長い SU 剤については
必ずしも食前服用にする必要はないと思われます。食前服用にこだわるとかえってコ
ンプライアンス不良になることもありますので、医師の指示が食前となっていても、薬剤
師としては「食前にのみ忘れたら食後でもちゃんとと効きますから、きちんとのんでくだ
さいね」と説明したいものです。
質問 4：糖尿病性腎症の時のインスリンの投与量と HbA1c 値の見方について教
えて欲しいのですが。
回答：腎はインスリンの分解の 1/3 を担い、肝、骨格筋と並ぶ主要代謝臓器の一つで
す。CCr が 30mL/min 以下の重度腎不全ではインスリンの分解能が低下し、これは肝
によっても代償されません。そのため、腎不全患者のインスリン必要量は減少し、投与
量を減量できます。そして腎不全が進行するとともに血糖値は低下し、HbA1c の値も
良くなることがあります。よく糖尿病専門医が透析患者の HbA1c 値が低いのを見て「こ
の病院は患者管理が良いため、糖尿病の透析患者の血糖値が低く保たれている」と
驚くことがありますが、これは単にインスリンの分解能が低下したため血糖値が改善し
ただけかもしれません。また腎臓での糖新生障害が低下していることや、HbA1c は糖
化ヘモグロビンであるため、腎性貧血のためエリスロポエチン投与による幼若化赤血
球の割合の増加および赤血球寿命が短縮、透析療法で生じる残血による失血なども、
透析患者の HbA1c の値が低くなっている原因と考えられます。HbA1c の糖尿病患者
の目標値を 6.5%とすると透析患者の HbA1c は腎機能正常者より 1.5～2％低く出るた
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め、5％を目標とすべきかもしれませんが、透析患者の血糖コントロール指標として
HbA1c はやはり問題があり、「参考程度」にしかなりません。そこで HbA1c が使えない
場合の血糖コントロール指標として有望視されているのがグリコアルブミンで、透析患
者の目標値は 20～23％程度とされています。

Ⅳ.CAPD について
質問 1：CAPD 療法について、腹膜を透析液が介して、どの、何の液体から、老
廃物等を除くのですか？腹腔内の想像ができず、分かりませんでした。教えて
ください。
回答：腹膜透析は拡散と濾過の 2 つの物理的原理により物質移動が生じます。拡散と
は、腹膜を介して 2 つの溶液中の溶質濃度が異なれば、溶質は高濃度側から低濃度
側へと移動する現象です。腹膜透析では毛細血管内の血液を腹腔内の透析液が 2
つの溶液にあたり、透析液の組成により BUN、クレアチニン、カリウム、リン等は透析液
側へ、乳酸イオン（または重炭酸イオン）等は血液側へと移動します。つまり、この質問
「どの、何の液体から老廃物を取り除くか」は透析液を腹腔内に入れることでの拡散現
象です。簡単に考えれば理科の実験で
食塩を入れた溶液中に水だけを入れた
セロファンの袋を入れると時間とともにセ
ロファン袋の中に食塩が混入し最終的に
は、袋の外と同じ濃度の食塩水になりま
す。このセロファン袋中の水が透析液、袋
の外にある食塩が老廃物と考えてくださ
い。
質問 2：CAPD 患者が旅行に行くときの注意点について教えてください。海外旅
行は可能でしょうか？制限はあるのでしょうか？
回答：国内でも海外でも治療に必要な物品を忘れないようにしなければなりません。旅
行先でのトラブルが生じても、安心してできるよう CAPD 患者の対応ができる病院を通
院している病院で探してもらい、紹介してもらいます。海外旅行は可能です。しかし透
析液を国内から宅配するか、手荷物として持ち出します。旅行先によっては現地で処
方できるメーカーもあります。それぞれ利点、欠点がありますので、よく調べた上で対
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応しています。
質問 3：CAPD でどうしても除水できない場合は、どうしたらいいのですか？
質問 4：CAPD 施行中にもかかわらず、週 1 回の HD を施行しています。ドクタ
ーは腹膜を休ませるためと言っております。ベストな方法ですか？
回答：関連ある質問なので、同時に答えさせていただきます。除水不良の場合、バクス
ター社のエクストラニールⓇを用いる方法がありますが、最も簡単に体液コントロールを
行う方法は血液透析の併用です。通常は週 1 回 4 時間の血液透析と週 5 日の腹膜透
析、その間 24 時間以上、腹膜を休ませることができます。一般的に CAPD は残腎機能
が保たれやすいのですが、やはり徐々に腎機能は低下します。残腎機能が消失しほ
とんど尿量がなくなった場合に血液透析を組み入れれば透析量（老廃物の除去）と除
水量をともに得ることができるため、有効な方法です。ただし、腹膜機能が低下してい
るため、被膿性腹膜硬化症（EPS: encapsulating peritoneal sclerosis）の発症には気を
付ける必要があります。
質問 5：CAPD の除水能は年齢に関係しているのでしょうか？当院では血液透析
が不可能になり、CAPD に移行した例があります。年齢は 90 歳でした。除水が
困難なため、CAPD 導入当初は液を選ぶのが大変でした。
回答：除水能は年齢に関係ないと思います。
質問 6：先日、透析導入の際、血液透析にするか CAPD にするかドクターが迷
われました。結局血液透析をすることになりましたが、理由が「この患者さん
は子宮摘出術を受けられていたから CAPD はやめ」と言われました。腹部手術
を受けていた場合は、全て CAPD は不可能なのですか？腹膜が癒着していなけ
れば CAPD は可能だと思うのですが・・・・。
回答：子宮摘出術後でも、帝王切開後でも CAPD はできないわけではありません。し
かし高度の癒着があるかどうかは手術をしてみなければ分かりませんが、軽度の癒着
でしたら CAPD は可能と思われます。
質問 7：腹膜が劣化して血液透析に移行後、劣化した腹膜は日常生活に影響はな
いのですか？
回答：日常生活には直接的には影響はありませんが、血液透析に移行した後になっ
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てから、被膿性腹膜硬化症（EPS）になってしまう症例もあります。逆に血液透析に移
行して腹膜を休ませた結果、中皮細胞が再生して腹膜透析を再開できるようになった
症例もあります。このように個人差があります。
質問 8：EPS について教えてください。
回答：中皮細胞がはがれて、なめし皮状態になった腹膜は腹膜炎などの刺激があった
場合に、その腹膜の防御機構がないために、生体を守るためには癒着するしかなくな
ります。腹膜は炎症を抑えるために自分自身で癒着して、病巣を閉じようとしてカプセ
ルのように腸をひとかたまりに包み込んでしまいます。これを被膿性腹膜硬化症または
硬化性被膿性腹膜炎（EPS: encapsulating peritoneal sclerosis）といい、EPS とはびまん
性に肥厚した腹膜の広範な癒着によって、イレウス症状（嘔気、嘔吐、腹痛）を呈する
症候群のことです。腹膜肥厚や硬化性腹膜炎（活動性の炎症所見を伴う）を認め、絶
飲、絶食を長期にわたって施行する（TPN をできるだけ長期に行う）必要があります。
CT、エコーで腸がひとかたまりになっていることが認められると外科的にも処置の方法
がなく、腸の同種移植が現在考えられる唯一の方法です。高張ブドウ糖液の過度の使
用、CAPD 期間が長くなること、頻回、持続性の腹膜炎などが原因として考えられてい
ます。

Ⅳ.骨代謝、Ca・P 代謝について
質問 1：ホスレノールⓇの主成分はランタンという重金属
と聞きましたが、安全でしょうか？
回答：重金属とは、比重が 4～5 以上の金属元素のことで一般的には鉄以上の比
重を持つ金属の総称です。水銀、ヒ素、鉛、カドミウムなど人体に蓄積し、重
度の障害を起こすイメージが強いですが、ランタンは正確にいうと希土類元素
のひとつです。ランタンの比重は 6.17 なので一応、重金属といえますが、総合
静脈栄養で投与しなければならない必須元素の亜鉛、銅、マンガンも重金属で
すので、重金属だからといって一概に危険というわけではありません。
またランタンの薬物動態の面から安全性を考えますと、吸収率は 0.001％程度と
非常に低く、Al の 1/10 以下であり、吸収に飽和現象がみられるために投与量が
増加するとさらに吸収率が低下します。吸収されたランタンのほとんどすべて
がトランスフェリンと結合するため蛋白結合率は 99.7％以上と非常に高く糸球
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体濾過されないため、腎からほとんど排泄されず、ほとんどすべてが糞便中に
排泄されるため腎不全だからといって蓄積することは考えられません。また連
続投与した患者の定常状態の遊離型 La 濃度は 3pg/mL 未満で測定限界以下の濃
度になり、肝臓、脾臓、骨髄、骨に分布するが脳には分布しません。
有害元素の急性毒性を比較しますと（表）、経口剤の毒性は Al=Fe>Ca=La とな
り、ランタンはアルミニウムや鉄よりも安全で Ca と同等といわれています。ま
た静注剤の毒性は Ca=Mg>La となり通常に薬物として投与している Ca や Mg よ
りも安全ということになります。長期的な安全性については 6 年間投与しても
安全であったという報告があるものの、骨への長期的な影響などが懸念されて
います。
表.有害元素の急性毒性

元素名

ＬＤ50(mg/kg）
高度毒性
1～10

中等度毒性
10～100

わずかな毒性
100～1000
比較的無害
1000以上

経口

ヒ素（3価）、黄リン、プルトニウム（4価、6価）、セレン（4価）、テルル
（4価）、チタン（1価）

静注

プルトニウム（4価、6価）、テルル、ベリリウム、 カドミウム、クロム（6
価）、水銀、鉛、硫黄（-2価）、ウラン（6価）、バナジウム（5価）

経口

カドミウム、銅、フッ素、水銀、鉛、スズ、ウラン、バナジウム

静注

金、バリウム、カルシウム、セリウム、コバルト、フッソ、ガリウム、カリ
ウム、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ニオブ、ニッケル、プラ
セオジム、白金、アンチモン、スズ、タンタル、トリウム、キセノン、亜
鉛

経口

アルミニウム、ホウ素、バリウム、鉄、インジウム、モリブデン、タンタ
ル、トリウム、タングステン、亜鉛、ジルコニウム

静注

ホウ素、クロム（3価）、ゲルマニウム、ランタン、リチウム、レニウム（7
価）、ストロンチウム、イットリウム、亜鉛

経口

臭素、塩素、セシウム、ヨウ素、ナトリウム、ルビジウム、カルシウム、
カリウム、ランタン、レニウム（7価）
衛生試験法・注解 2005, 日本薬学会 編, 381 (2005)

質問 2.カルシウムもリンも高いのですが、どうすればよいでしょうか？
回答：活性型ビタミン D3 が投与されていて Ca もリンも高い場合にはビタミン
D3 とカルタン®の投与を中止し、さらにリンを下げるためにレナジェル®錠、フ
ォスブロック®錠、あるいはホスレノールチュアブル®錠を服用すると Ca を上げ
ることなくリンだけを下げることができます。副甲状腺ホルモン（PTH）の値が
高い場合にはレグパラ®を投与すると Ca もリンも低下します。
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質問 3：腎不全患者ではリン吸着剤は食物中のリンと結びつき血清リン値を低下
させますが、腎臓が正常な人の場合、食物中のリンと結合して血清リン値が低
下することはありますか？それによる血清カルシウム上昇はありますか？
回答：血清リン濃度は一時的には低下し血清 Ca 濃度は上昇しますが、腎機能が正常
な場合、腎が電解質の自動調節機能を持っているため、しばらくすれば元に戻ると予
測されます。
質問 4：当院のドクターは炭酸カルシウムはリンの吸着に、乳酸カルシウムは血
清 Ca を上げる目的に使用していたように思われます。これは正しかったのでし
ょうか？
回答：Ca 剤はどれも胃酸によって溶解して Ca イオンになって、周囲にリン酸が存在す
れば不溶性塩のリン酸 Ca となって糞便中に排泄され、リン吸着剤としての作用を発揮
します。ただし、空腹時に服用すれば周囲にリン酸がないのですから、胃酸によってイ
オン化した Ca が吸収されて血清 Ca 濃度を上げる作用が現れます。ですから炭酸 Ca
も乳酸 Ca も作用は Ca イオンになって発揮されるので、リン吸着剤および血清 Ca 上昇
のどちらの目的にも使用可能です。ただし、炭酸 Ca は 1g あたりの Ca 含量は 400mg
であるのに対して、乳酸 Ca は 1g あたりの Ca 含量は 149mg しかありませんから、乳酸
Ca をリン吸着剤として用いると単純計算すると 2.7 倍の多量を服用する必要があるの
で、リン吸着剤としては使われないのだと思われます。リン吸着剤として保険適応があ
るのも炭酸 Ca のカルタン錠

®

だけですから、現在リン吸着剤として最も用いられるの

が炭酸 Ca であるのは仕方ないでしょう。ただし炭酸 Ca の特性として胃内 pH が高くな
れば溶解しにくい性質があるため、PPI や H2 拮抗薬を併用している症例の中にはリン
吸着作用が極度に低下し、胃酸分泌抑制薬非服用時の 2 倍前後に上昇する症例も
います。この現象は個人差があり血清リン値が全く変化しない症例も多くいますが、併
用によって血清リン値が著明上昇するような症例では炭酸 Ca を中止し、塩酸セベラマ
ーや炭酸ランタンの投与に変更すべきでしょう。
質問 5：副甲状腺の腫大が起こっている患者には摘出するしかないですか？
回答：摘出術以外に①レグパラⓇ（シナカルセト）の投与、②ビタミン D のパルス
療法、③PEIT（経皮的エタノール注入療法）があります。副甲状腺の腫大にはびまん
性過形成 diffuse hyperplasia と結節性過形成 nodular hyperplasia があります。びまん
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性 diffuse type は腺が小さく①レグパラⓇが非常に有効で、
VD 受容体があるため VD3
パルス療法も有効です。レグパラⓇは VD のように血清Ｃａ濃度を上げないため、非常
に使いやすい薬であり、これによって摘出術を必要とする患者が激減しました。しかし
結節性 nodular type は腺が大きく（直径 10mm 以上、体積 500mm3 以上）、VD 受容
体・Ca 感受性受容体が少ないため過形成した副甲状腺を縮小したり PTH の分泌を強
く抑えることができないためレグパラⓇも VD3 もあまり有効ではありません。PEIT はレ
グパラⓇの投与によっても副甲状腺が縮小せず、PTH が高いままの場合、あるいは活
性型 VD3 投与の継続が困難な症例に対し超音波の画像を見ながら副甲状腺にエタノ
ールを注入し、PTH の分泌を抑制する方法です。エタノールは蛋白質を凝固変性さ
せるため、注入することによって細胞を壊死に至らせます。副甲状腺摘出術に比べて
はるかに侵襲が少なく、繰り返し施行でき、腫大した腺のみを選択的に破壊できるなど
のメリットがあり、施行後、パルス療法に反応を示す症例も多く認められます。しかし疼
痛や反回神経麻痺（声帯麻痺）を起こすこともありますし、組織癒着を生じて後の外科
的療法が困難になることがあります。
質問 6：間食時にもリン吸着剤を一緒に飲むとよいとのことでしたが、1 日量は
そのままで分けるということですか？それともプラス α でのむのですか？
回答：多くの患者さんで飲み忘れや食事をしなかったために残ったリン吸着剤を余分
に持っています。基本的にはそれを＋α でのんでいただくとよいと思います。特に間食
の中でもプリン、高級アイスクリーム、カステラ、ピーナッツのようにリン含有量の多い間
食を摂った時には少量のリン吸着剤を一緒にのむべきだと思います。

Ⅴ.透析療法について
質問 1：透析患者さんの体重設定はどのようにすればよいでしょうか？だんだん
骨と皮のようにやせて行かれるのは仕方ないことなのでしょうか？
回答： Dry Weight（目標体重）の設定は胸部 X 線写真によって得られる心胸郭比と心
房性利尿ペプチド ANP によって正確に設定できます。
透析患者さんの「やせ」は深刻な問題で、栄養状態の悪化により感染症に罹患しても
十分に免疫能が発揮できないために死亡するケースも多くありますし、最近、栄養不
良は動脈硬化を進展する因子となるといわれています。リン摂取制限を厳密にするこ
とは重要ではありますが、良質な蛋白である肉・魚・卵などの動物性蛋白の制限はせ
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ず十分なカロリーを摂取することによって栄養状態の改善を図る
必要性があります。十分食べて、リン吸着薬を飲んでいる患者さ
んの方が、リン吸着薬を飲まないでも血清リン値が低い患者さん
（透析患者さんの低い血清リン値は栄養不良のマーカーになりま
す）よりも元気で長生きします。
質問 2：透析患者の死亡原因は心不全が減り、感染症が増え
ているという話を聞きますが、実際に痩せた低栄養の透析患者が肺炎などの感
染症にかかりやすい感触を持っています。透析患者の栄養状態を改善するため
の何か良い対策はないでしょうか？
回答：透析患者の高齢化とそれに伴う栄養状態の悪化が感染症などの死亡率を
上げていると考えられます。最近の透析膜は性能が向上してきており、ほとん
どの患者さんがⅣ型という透水性が高く、老廃物やβ2 ミクログロブリンの除去
率の高い透析膜を使用しています。Ⅳ型の膜は確かに血液浄化能力が高いので
すがアミノ酸もよく抜けます。透析導入前の保存期腎不全では低蛋白・高カロ
リー食が推奨されますが、最近で
は透析導入とともに高蛋白食・高
カロリーを摂る食事指導をするよ

HD導入前

HD導入後

うに変わっています（図）。ただし
植物性蛋白はリンや老廃物が増え

低カリウム食

るだけで、筋肉量が増えるわけで
はありません。良質な蛋白質であ

低リン食

る肉、魚、卵、乳製品は血となり
肉となる重要な栄養素ですから食

高カロリー食

の細くなった高齢透析患者にリン
が高い、尿毒素の元になるという
理由で、制限するよりも、むしろ

低蛋白食

良質な蛋白質を積極的に摂ってい

高蛋白食
透析によるアミノ酸除去

ただいた方がよいという考え方に

減塩食

変わりつつあります。その代り、
リンをできるだけ減らすためには

図.透析導入前後の食事指導の変化

低リン米、低蛋白米、低蛋白うどん、低リ
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ンミルクなど治療用特殊食品を利用するのも良い方法と思われます。蛋白質の
摂取量が増えても高カロリーを摂らないと蛋白同化の方向に向かいません。そ
のため、炭水化物や脂肪などのカロリー源を十分摂取することも重要ですが、
「腹いっぱいご飯を食べて」ということは高齢者では難しいので、①治療用特
殊食品（エネルギー調整用食品（粉飴、マクトンパウダーなど））を利用するな
どの工夫が必要です。水に溶かした粉飴で薬を飲むなどもカロリーアップのた
めの 1 つのアイデアです。それでもだめなら、②リーナレン®MP などのタンパ
ク質がやや多めの栄養食品の摂取（リンもカリウムも低い症例ではエンシュエ
リキッド®の服用も可）をお勧めします。そして極度の低栄養でるい痩状態で免
疫能も低下している症例には、③透析中のアミノ酸補液＋50％ブドウ糖、ある
いはそれに加えて脂肪乳剤の投与が勧められます。アミノ酸は透析で除去され
ますが、透析終了直前や透析後に投与すると嘔気が起こりやすくなりますし、
透析中の投与でもでもアミノ酸バランスは生に保たれます。脂肪乳剤は透析で
抜けませんが、リンが高くなりことがありますので、透析中に投与したほうが
よいでしょう。
質問 3：血液透析されている患者さんには血中に尿毒素はないのでしょうか？
回答：血液透析されている患者さんには血中にイ
ンドキシル硫酸などの尿毒素はかなりの高値で存
在しますが、食欲不振・全身倦怠感などの尿毒症
症状は透析導入直前の時期と比べると非常に軽
度です。したがって透析導入直前の患者さんより
は尿毒素レベルは低いでしょうが、一般的な保存
期腎不全患者に比べれば尿毒素レベルは高いと
思われます。ただし尿毒素自体が多様であり、病
態によって、また尿毒症物質によってその血中レ
ベルも異なると思われます。
質問 4: アメリカでは透析を 20〜30 年間行った症例が少ないというのは導入が
遅い、透析時間が短いため、予後が悪いということですか？
回答： DOPPS では導入が遅いということに関しては予後に差がないという結果がでて
おります。また、透析時間が短いのは予後に影響せず、KT/V（透析量）が予後と関係
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すると報告されていますが、米国の透析は透析時間は短いのですが、KT/V には差が
ありません。つまり米国の透析患者の予後が悪い本当の理由は明らかにされていませ
んが、腎移植が腎代替療法の主要な選択肢になっており、血液透析や CAPD は移植
までのつなぎという考え方が大きな要因かもしれません。またブラッドアクセスとして内
シャントが少なく、人工血管の比率が高いことが原因の 1 つとして考えられます。人工
血管はシャント不全を起こしやすく、敗血症の原因にもなりやすいです。また人工血管
の血流量は多いため、心拍出量が増加し、心不全になりやすいことなどが米国の透析
患者の予後が悪い原因として考えられます。

Ⅵ.透析の薬物療法について
質問 1：蛋白結合率の低い、臓器移行性の高い薬物の除去方法はどのようにする
のですか？
回答：蛋白結合率が低く臓器移行性の高い薬物の代表にはジゴキシンがあります。ジ
ゴキシンは心筋・骨格筋に高濃度で移行するために分布容積（Vd）が 5〜8L/kg と非
常に大きな薬物です。このような薬物は理論的にはいかなる血液浄化法を持ってして
も有効に除去できないため、中毒症状を防ぐための対症療法を行うしかありません。
質問 2：透析終了時にはどうしてヘパリン使用時と低分子ヘパリン使用時とで遊
離脂肪酸（FFA）濃度に差がおきるのですか？
回答：ヘパリンはリポプロテインリパーゼを血中に游出させる作用があり、VLDL 粒子
の中性脂肪が分解されると FFA が上昇します。低分子ヘパリンではリポプロテインリパ
ーゼ遊出作用が通常ヘパリンに比し弱いため FFA の上昇率が低いと考えられます。
質問 3：透析患者さんへの服薬指導時の精神面で配慮すべきこと、言葉遣いの面
での注意点についてご指導ください。
回答：透析患者さんで、最も精神的に落ち込みやすい時期は透析導入時だと思いま
す。透析導入しなくてはならないという話を聞くと多くの方が絶望的に
なることが多いのですが、このようなとき、薬剤師はポジティブな面を前
面に出して、服薬指導を行うことが肝要だと思います。たとえば、これ
から透析を導入しようとする患者さんには「今は昔と違ってすごく楽な
透析ができるようになりましたから、これから透析する人は幸せですよ。
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十数年前と違って、骨や貧血などの合併症の優れた治療薬も開発されましたし、その
薬の使い方もすごく進歩しました。だからこれから透析する人は自己管理さえよければ
20 年でも 30 年でも、元気で透析を続けられるかもしれませんね。それに尿毒症症状の
多くは透析を 1 週間もすればずいぶん良くなります。今まで水分、蛋白質、塩分、カリ
ウムの厳しい制限も透析を始めるとかなり楽になりますしね」と努めて明るく説明するよ
うに心がけたいものです。導入後の患者さんに関しては病態や患者さんの個性によっ
て指導方法も異なりますので、一言では言えませんが、やはり暗い服薬指導は患者さ
んの生きる意欲を失わせてしまうと思います。
質問 4：透析前にアミノ酸の点滴するのはどうしてですか？
回答：透析前にアミノ酸の点滴をすることはないと思います。府立急性期医療センター
腎臓内科の椿原先生は透析中にアミノ酸輸液のキドミン®を 50％ブドウ糖とともに透析
開始時より持続投与した成績を報告しています。従来はアミノ酸は透析で抜けやすい
ため、透析終了直前に投与していましたが、終了直前に投与
すると尿素生成率が亢進しますが、開始時より点滴すると異化
亢進を抑制でき、窒素バランスも非投与群に比し改善するそう
です。さらにブドウ糖、インスリンを同時投与するとインスリンが
同化ホルモンとして働くため、より効果的（ただし耐糖能により
投与の可否を決める）で、透析中の血圧低下も防げるそうで
す。
質問 5：当院では透析患者にはカリウムの入っていないハ
イカリックⓇRF を使用しています。急性腎不全の患者にもハイカリックⓇRF を
使用し、あげくの果ては低カリウム血症になり、アスパラⓇK を追加。これでは
アミノトリパⓇでも良さそうに思います。そういうドクターとのコミュニケーシ
ョンはどのようにすればいいのですか？ハイカリックⓇRF にはリンが入ってい
ませんが問題はないのでしょうか？
回答：ハイカリックⓇRF には 50％のブドウ糖が入っていますが、腎不全患者に対してア
ミノトリパⓇでは総糖濃度の割に水分量が多く、volume control ができないことがありま
す。さらに含まれているアミノ酸組成が腎不全の病態に適していません。ハイカリックⓇ
RF にはカリウムやリンが入っていないため、数日後にはカリウム製剤、リン製剤の投与
によって補正する必要があります。面倒なようですが、高カリウム血症、高リン血症を防
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ぎ、溢水にならないような腎不全用 TPN 基本液としてハイカリックⓇRF は優れた製剤だ
と思われます。
質問 6：カリメートⓇを服用中の患者（非透析）で内視鏡出血等で出血は認めら
れないものの、血中ヘモグロビン値が低下し、カリメートⓇの中止により回復し
た症例を経験しました。硬結まで至らなくても、何らかの消化管粘膜への刺激
性が疑われますが、もしそのような症例の経験がありましたら教えてください。
回答：透析患者や透析導入前の患者での下血はよく経験しますが、カリメートが原因と
考えられるヘモグロビン低下は虚血性腸炎による腸管穿孔症例以外に経験ありませ
ん。私の今までの経験ではカリメートⓇは消化管粘膜への刺激性はあまりない薬剤と考
えています。
質問 8：むずむず脚症候群にリボトリールⓇが効くと効いたことがあるのですが、
いかがでしょうか？
回答：「むずむず脚症候群」は緊張感に欠ける病名に似合わず、患者数も多く、不眠
症の原因になるなど結構深刻な病気です。「脚むずむず症候群」あるいは単に「むず
むず症候群」とも呼ばれることもあります。本来は「睡眠時ミオクローヌス症候群」「エク
ボン症候群」「レストレスレッグ症候群」という名称がありましたが、認知度を高めるため
の親しみやすい名称がさらに作られたのだろうと思われます。
クロナゼパム（ランドセン®、リボトリール®）などのベンゾチアゼピン系薬がかつては汎
用されましたが、2010 年 1 月に抗パーキンソン病薬であるプラミペキソール（ビ・シフロ
ール ® ）が「中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群（下肢静止不能症候
群）」にも適応を取りましたし、メネシット®、ペルマックス®、パーロデル®などのパーキン
ソン病治療薬が著明な効果を発揮することもあります。

Ⅶ.抗菌薬について
質問 1: 腎機能障害患者への投薬について：抗生剤は
投薬期間が短いため 1 日投与量の減量や投与回数の
減少は必要ないと医師に言われますが実際のところ
どうなのですか？減量の必要性をどのように医師に説明すればよいのでしょう
か？

27

回答：軽症の風邪に対してほぼ気休め程度に処方される経口セフェム剤の 3 日分投
与などの処方に関しては、その医師のおっしゃる通りですが、重篤な急性感染症にな
ると話は違います。アミノグリコシド系抗生物質やグリコペプチド系抗生物質であれば
腎機能に応じた減量が必要ですし、確実な効果と副作用の軽減を期待できるようにす
るためにも腎機能に応じた投与設計は必要ですので、医師を強く説得しなくてはなり
ません。しかし腎排泄性でありながら安全域の広い β ラクタム系抗生物質（チエナム®な
どのカルバペネムや広域セフェム以外）を術後感染予防目的で 3 日間以内の投与で
あれば厳密に考える必要はないかもしれません。ただし、下の図に示すように尿中未
変化体排泄率が 90％と高いフロモキセフ（フロモックス®）であれば血中濃度のシミュレ
ーションをしてみれば 0.5g を 1 日 1 回投与するだけでも十分有効であることが分かり
ます。それを短期間であるにせよ、1 日 2.0g 投与するのは明らかに無駄ですね。このよ
うなシミュレーションを手書きでも良いですから描いて見せれば医師も薬剤師の減量
の勧めに納得してくれるかもしれません。
µg/mL

1回1gを1日2回30分点滴
1回0.5gを1日4回60分点滴
1回0.5gを1日1回30分点滴

腎機能正常者
透析患者

血清フロモキセフ濃度

100

50

0
6

12

18

24

30

36

42

1回1gを1日2回30分点滴時の肺炎球菌に対するtime above MIC
1日2回投与時の投与間隔

図.フロモキセフのPK-PDに基づいた投与設計
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48 時間

質問 2：VCM と β ラクタムを併用したら VCM が効かなくなるのは何故ですか？
回答： VCM と β ラクタムの併用により耐性を生じた MRSA を β-lactam antibiotics
induced VCM resistant MRSA（BIVR；ビーバーと読みます）といいます。VCM は細胞
壁合成の de novo（新規）合成経路を阻害します。この時 VCM と β ラクタム系抗菌薬を
併用すると細胞壁の断片（ペプチドグリカン片）が発生します。菌はこの細胞壁の断片
を再度取り込んで再合成を行うと考えられます。これはサルベージ（廃物利用）合成経
路または再利用システムと呼ばれます。従って VCM が de novo 合成経路を抑えてい
ても MRSA がサルベージ合成経路で細胞壁合成を行うため VCM の抗菌力が低下す
ると予測されています。発生頻度は高くありませんが、感受性テストの結果は VCM
耐性とは無関係であるため投与 72 時間後に症状、検査値の改善を見なければ
BIVR と判断して他剤に切り替えた方がよいかもしれません。テイコプラニンの場
合、サルベージ合成経路が起こらないため、β-ラクタム併用による拮抗作用は起こらな
いと考えられています。BIVR を検出するには日本ベクトン・ディッキンソン社の「MU３
寒天培地」（ミュースリー）培地が必要です。
質問 3：最近、透析患者さんにも結核が増えてきているように思いますが、抗結
核薬の使い方もご指示ください。抗真菌薬もお願いいたします。
回答： 主な抗結核薬の腎不全患者への至適投与量の入った表を下に示します。ピラ
ジナミド、ストレプトマイシン、エタンブトール、カナマイシン、サイクロセリン、パラアミノ
サリチル酸など多くの薬物で減量が必要です。詳細は本ホームページの会員限定ペ
ージの腎機能別薬剤投与量一覧をご覧ください。
抗真菌薬の中で腎排泄性の薬物のフルシトシン（アンコチルⓇ）は厳格な投与設計が
必要で、100〜200mg/kg が常用量ですが、1/8〜1/4 に減量する事が勧められていま
す。フルコナゾール（ジフルカンⓇ）、ホスフルコナゾール（プロジフⓇ）も腎排泄型です
が、カンジダで最も多い C. albicans は非常に MIC が小さいため、50〜100mg/日の減
量をしても十分効果が期待できますが、C. glabrata などでは MIC が 10µg/mL と高い
ため、場合によっては常用量以上の投与が必要なこともあります。
質問 4：時間依存性の考えからするとβラクタム系抗菌薬の投与は持続点滴が理
想なのでしょうか？
回答： 理論的には持続点滴はよい方法と思います。その際、初回投与量は通常用量
を投与して、組織内濃度を速やかに MIC 以上の濃度に上げる方が効果が早く現れる
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と思われます。しかし腎不全患者では腎排泄型のβラクタム系抗菌薬では半減期が
延長するため、MIC 以上の濃度を長く保つ投与設計は簡単ですので、持続点滴は必
ずしも必要ないと思います（質問 1 の図参照）。IVH を行っている患者さんは別として、
持続点滴は患者さんにとって苦痛になるということも考慮してあげましょう。
質問 5：整形外科の関節リウマチ患者さんで膝人工関節置換術後のから膝関節穿
刺液から MRSA がでました。こういう場合、バンコマイシンを点滴すればよい
のでしょうか？
回答：バンコマイシンを使うことはありますが、より骨への移行性の良好なテイコプラニ
ンまたはリネゾリド、場合によってはユナシンⓇを併用するのもがよいでしょう。ただし人
工関節があるとすればバイオフィルムが形成され、抗菌薬が効きにくい状態にあるた
め、リファンピシンを併用し 2～4 週間投与します。その後は静注抗 MRSA 薬から経口
剤で感受性のあるもの（ミノマイシン、ST 合剤、クリンダマイシン、ニューキノロンなどの
中から、感受性が高く、長期安全と思われる経口薬 1 剤）とリファンピシンの併用を約 1
年間行います（人工関節を温存する場合）。バンコマイシン、テイコプラニン、ユナシン
Ⓡ

、リファンピシン、ST 合剤、ニューキノロンなどは腎機能に応じた減量が必要であり、

リネゾリドも血小板減少を起こしやすいので要注意です。投与法の詳細は本ホームペ
ージの会員限定ページの腎機能別薬剤投与量一覧をご覧ください。
質問 6: バンコマイシンの投与回数は数多く投与がよいのか？1 日 1 回がよいの
かどちらでしょう？
回答：症例によって異なると思われます。腎機能のよい比較的若い症例では初回量は
1.0～1.5g 投与し、その後は 1 回 1.0g を 1 日 2 回程度投与したほうがよいかもしれま
せん。1 日 4 回の点滴静注は患者さんの負担が大きくなりますので、あまり勧められま
せん。高齢者や腎機能が低下している症例では 1 日 1 回で十分の場合もあります。腎
機能の低下している患者さんでも初回投与量は最低 1.0g 点滴しないと速やかな効果
は期待できません。添付文書に収載されている Moellering のノモグラムを使うと腎機
能のかなり低下した症例では有効濃度に達するまでに数日間を要することがあるため、
勧められません。初回負荷投与（25mg/kg）を行い、以後の投与間隔を腎機能によっ
て調節する Matzke のノモグラムのほうが速やかに効果を表し、有用性が高いと思われ
ます。1 日 1 回、ある程度ピーク濃度を上げてやる方法は耐性菌の発現を予防するた
めにも有用だと考えられます。
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質問 7：アルベカシンは米国では使われていないと思いますが（サンフォードの
ガイドに記載がありません）これは効果というよりも価格の点でそうなのでし
ょうか？
回答：単に開発メーカーの Meiji Pharma が米国で認可に向け申請していないために、
使われていないだけだと思われます。
質問 8：テイコプラニンの安全性については？バンコマイシンよりも選択枝とし
て有効か？
回答：テイコプラニンの腎毒性はバンコマイシンよりも低く、red neck syndrome の原因と
なるヒスタミン遊離作用もありません。また聴覚毒性の報告も耳にしたことがありません
（バンコマイシンも最近では聴覚毒性の報告がありませんし、米国では腎毒性も単独
ではないと一般的に考えられています）。またスルバクタム／アンピシリンと協力作用が
認められます。テイコプラニンはトラフ値が 20µg/mL になると肝機能検査値が軽度上
昇することがあるといわれていますが、実際にはそのような症例が頻発したということは
聞いたことがありません。一説にはテイコプラニンはバンコマイシンと異なり耐性化しや
すく、テイコプラニン耐性となった菌はバンコマイシンにも耐性化するという説があった
ため米国 FDA では認可されなかったといわれています。有効性がどちらが高いかに
ついては明解な報告はありませんが、症例の病態（腎機能、投与期間など）によって
判断するべきでしょう。整形外科領域では骨関節感染症にテイコプラニンは有効性が
高いと評価されています。
質問 9：喀痰中の MRSA にはトラフ濃度はどのようにすべきでしょうか？
回答：喀痰中に（2+）以上で MRSA が検出され、肺炎症状が認められ、画像診断によ
って MRSA 肺炎と診断されればアルベカシンの有効性の指標であるピーク濃度は肺
炎以外よりもやや低濃度でも有効性が高いのですが、バンコマイシンに関しては逆に
有効性の指標となるトラフ濃度を 15～20µg/mL と高めに設定しないと肺への移行性が
不良であるため、十分な効果が得られないことを抗菌薬の PK-PD の第一人者である
Dr.Craig は指摘しています（Craig WA: Basic pharmacodynamics of antibacterials with
clinical applications to the use of beta-lactams, glycopeptides, and linezolid. Infect Dis
Clin North Am 17:479-501, 2003）。
質問 10：ハベカシン®と同様にバンコマイシンにおいても疾患別の治療濃度の明
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確な差はあるのですか？また、バンコマイシンでは効果判定（他剤変更など）
を有効治療域が何日くらい維持した時点で判定すべきですか？
回答：前者の質問に関しては質問 9 でお答えしました院内肺炎だけでなく菌血症、心
内膜炎、骨髄炎、髄膜炎では、良好な臨床効果を得るためにはトラフ値 15～20μ
g/mL が必要となることが多いとされています。後者の質問に関しては濃度依存性のア
ルベカシンの初期の殺菌力はバンコマイシンに比し非常に強く、逆に時間依存性の
バンコマイシンは効果の判定にやや日数を要しますが、有効濃度を保てば免疫能の
低下した患者、栄養不良のような特殊な症例を除けば有効性が期待できると思われま
す。私自身はアルベカシンの場合、全身症状、身体所見とともに CRP を指標に投与
開始 2～3 日後で有効性を判断可能と考えています。バンコマイシンでは通常、耐性
菌が現れることはありませんから、3～4 日後で有効性を判断できると思いますが、感染
部位、症例や病態によってではもう少し時間が必要なこともあります。
質問 11：アミカシンについて：私は開局薬剤師であるため添付文書を超える投
与量はチェックする必要がありますが、添付文書の改訂にはならないのでしょ
うか？
回答：添付文書の改訂はよほどのことがない限り行われません。アミノ配糖体について
言えば 1 日 2 回投与よりも 1 日 1 回投与のほうが有効性も安全性も高い（感染性心内
膜炎などでは例外的にゲンタマイシンの 1 日 3 回投与が推奨されている）ことが学会や
論文で常識化していますが、アルベカシンを除いて、いまだに改訂されません。これ
は米国でも同様です。そのため、理不尽な内容の添付文書はあまたとありますが、より
有効且つ安全な薬物療法を提供できるよう薬剤師が研鑽し、医師に的確な情報提供
を行う必要性があります。
質問 12：当院では抗菌薬の使用が長引いています。どのようにすれば長期間の
使用を減らし、効果的に使われるようにできますか？
（薬剤部の方針としてドクターに提案できる方法は
ないでしょうか？）
回答：一番やりやすい方法は感染対策チーム（Infection
Control Team: ICT） を結成し、薬剤師はチームの一員と
して、抗 MRSA 薬や広域セフェム、カルバペネムや抗緑
膿菌薬などについては投与期間が長い症例を審議しても
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らいます。そして効果が得られていないのに長期投与している抗菌薬は他剤に変更し
てもらうか中止してもらう、あるいは長期投与しているのに検査データがない場合には
検査をしてもらうなどの対策を 1 週間に 1 回、ICT ラウンドでチェックし、主治医に進言
します。ICT が院内にない場合にはその必要性を説き、結成に向けて努力する必要性
があるでしょうが、それまでは薬剤師として、長期投与しているのに効果が得られてい
ない場合には主治医に処方介入すべきでしょうし、長期投与しているのに、細菌学的
検査や炎症マーカーなどの検査がなされていないときには適切な検査をするよう介入
する必要性があります。ただし病態によっては長期投与せざるを得ないケースもありま
すので、その点も踏まえて主治医と話し合う必要があります。
質問 13:バンコマイシンは耐性菌は現れないと聞きましたが、VRE は？
回答： MRSA に対しては一般的には耐性菌はまず現れません。米国ではバンコマイ
シンの使いすぎにより人口の十数％が VRE を保持していますが、日本での VRE 保菌
者はほとんどいません。弱毒菌ですが、伝播力は強く、抗生剤すべてが効かなかった
ため問題でしたが、現在はリネゾリドで治療可能です。本邦における院内感染として
VRE は散発例が報告されていますがアウトブレイクになったことはありません。
質問 14：ブレイクポイント MIC について例を挙げてもう 1 度説明してほしいで
す。
質問 15：ブレイクポイント MIC についての考え方を詳しく教えていただきたい
のですが・・・。
回答：感染症に対して抗菌薬の臨床効果（80％以上の有効率）が期待できる MIC 値
のことをブレイクポイント MIC と言い、臨床的に有用な数値です。具体的には Cmax、
t1/2、組織移行性、抗菌剤の抗菌特性（殺菌、静菌、PAE）の 4 つの因子を考慮して算
出します。通常の感受性検査で薬剤の MIC は小さい方が高く評価されますが、ブレイ
クポイント MIC は下の式で表されるため、大きい値であるほど高く評価されます。
Breakpoint MIC＝Cm×t×Rtr×A
Cm：最高血中濃度 （Cmax）より規定される定数
t：作用時間（半減期）より規定される定数 Rtr：組織移行性（最高組織濃度／最高血
中濃度比（R）より規定）によって算出されます。
質問 16：ホスミシン®は静菌作用か殺菌作用かどちらかよく分かりません。
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回答：殺菌作用ですがあまり殺菌作用は強力ではありません。ホスミシン®を含めて細
胞壁合成阻害薬はすべて殺菌作用だと思います。
質問 17：耐性菌発現の観点からスペクトルの狭いものを使うべきという説と、
ファーストチョイスのもので確実に効かせるために広いものを使うべきという
説がありますが、先生はどちらの説を支持されているのですか？
回答：起因菌が不明な重篤な感染症では広いものを使う、あるいは複数の抗菌薬を併
用して幅広い細菌に対処すべきですが（特に重篤な感染症では）、起因菌が同定され
れば狭いものに変更すべきです。これを de-escalation といいます。

Ⅷ.薬物の評価について
質問 1：薬剤の安全性、有効性などの比較評価な
どはどのような情報源を元にし、評価されてい
るのでしょうか？
回答：まずはインタビューフォームから当該薬剤の薬物動態、物理化学的特性、有効
性、安全性に関する情報を入手し、不明な部分やインタビューフォームの記載に疑い
を持つ場合には（実際にインタビューフォームの記載事項の中に間違いはまれではあ
りません）、PubMed で検索することによって情報を得ます。得られた文献や情報が正
しいかどうかエビデンスとなりうるかどうかは自分の力で判断するしかありません。
質問 2：同効薬の比較において、その薬剤の持つ主作用や副作用の比較以外に、
付加価値は考慮されるのでしょうか？（たとえばスタチンの脂質低下に独立し
た作用など）
回答：付加価値も考慮します。たとえばスタチンであれば LDL の低下率や横紋筋融解
症の発症率だけではなく、ステント再狭窄率や、生命予後、腎機能に及ぼす影響など
の作用など、さまざまな事項について調べられます。また基礎データと臨床データが
乖離していないことを確認する必要もあります。臨床データの n 数も考慮しなければな
りません。十分な被検者のない報告はエビデンスとはなりません。しかし薬剤師として
知っておくべきことは、有効性、安全性を評価することとともに、質問 1 と同様、薬物の
薬物動態的特性、物理化学的特性であると考えます。
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質問 3：抗癌剤も含め、薬剤投与を透析されている患者さんに行う場合、薬物選
択方法で特に注意する点について教えていただきたいです。
回答： 腎排泄型薬物は尿中への活性体（多くの場合、未変化体排泄率）の高い薬物
を透析患者さんに適した投与量に減量することが最も大切と考えられます。そのような
薬物の中で使用経験のないものに関しては使用を避けた方がよいでしょう。どうしても
使わざるを得ない場合には治療効果のモニタリングととも
に、副作用モニタリングを確実に実施する必要がありま
す。抗癌剤は特に用量規制因子といわれる重篤な副作
用のモニタリングが重要です。

Ⅸ.便秘について
質問 1：ソルビトールを併用する際、1 回 5g または
液剤 7mL から適宜増減するとよいと聞きましたが、1 回 7mL で 1 日何回程度か
ら開始するのが妥当なのでしょうか？米国では少量頻回（2 時間毎に）投与が
better とされているとのことでしたが・・・。
回答：私はソルビトールを開始する時は服用しやすさを考慮してカリメートⓇ20g 分 4 の
時には 1 回 7mL をカリメートⓇと同時に 1 日 4 回、服用してもらい、セベラマーを 1 日 3
回投与された時には 1 回 7mL をセベラマーと同時に 1 日 3 回、服用してもらっていま
す。しかしこれ以降は患者さん自身に便の硬さに応じて増減してもらっています。増量
する際には 1 回量を増やすのではなく、1 回 7mL を 2 時間以上、間隔を開けて、服用
回数を増やしてもらうよう指導しています。これは腸管内圧の上昇を防ぐためです。
質問 2：当院の患者さんはソルビトールの甘みを嫌がられる方が多いです。他に
漢方薬など、おすすめのお薬があれば教えてください。
回答：漢方薬の下剤は大黄を含む大黄甘草湯や三黄瀉心湯などが用いられています
が、刺激性下剤に分類されるため、耐性を生じやすい、腹痛を起こしやすい、などの
問題はプルゼニドⓇやセンナ製剤と本質的に変わりないと考えられます。もし刺激性下
剤を使うならば耐性を生じにくいといわれており、自己コントロールしやすいラキソベロ
ンⓇ液が最良と思われます。しかし硬結便を生じる患者さんにはやはり、浸透圧下剤の
ソルビトールが最適です。甘い物好きの方には全く苦痛のない味ですが、中に甘いも
のが苦手な方がやはりいらっしゃいます。「薬ですから、我慢してのんでください」という
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こともいいですし、ソルビトールは砂糖代わりにコーヒーや紅茶、料理にも使えることを
教えてあげてもよいかもしれません。

質問 3：D-ソルビトールはレセプト上 OK でしょうか？
回答：適応は「硫酸バリウムを用いた消化管の X 線造影時の便秘の予防」しかありませ
んが、安価な薬物ですし、大阪府下でも熊本県でも現在まで査定を受けたということを
聞いたことがありません。たとえ、査定を受けたとしても、理論武装ができていれば審査
の先生を納得させることは可能だと思います。

Ⅹ.その他の質問
質問 1：電子カルテでは準備期間はどのくらい要しますか？また電子カルテのメ
リットはありますか？
回答： 約 1 年間要しますが、施設により異なると思います。すべての医療スタッフがリ
アルタイムに患者情報を共有できることが最大のメリットと思われます。薬剤師側として
は疑義照会をする際にカルテを見に行かなくても済むため、調剤のスピードのアップ
につながりました。
質問 2：添付文書は本来的確な情報を得られるものでないといけないのに、なか
なか謎が多いと思うのは気のせいでしょうか？
回答：二つの問題点があると思います。一つには添付文書に必要な情報が不足して
いる場合がある、ということ。そしてもう一つは、添付文書を正しく読みこなすための啓
蒙が十分に行われていない、ということ。
質問 3：「副作用が発生したら、血液を速やかに採取したほうがよい」という話
をお聞きしましたが，普通の採血管でいいですか？何かが添加されてはいけな
いとかありますか？
回答：脂溶性薬物や塩基性薬物の一部では血清分離剤に吸着する薬物がありますの
で、血清分離剤の入っていない採血管を用いて分離し、
血清だけを冷凍しておけばよいでしょう。血清中の酵素に
よって分解する一部の薬物（イミペネムなど）では分解抑
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制剤を添加する必要があります。また全血で測定する薬物（シクロスポリン、タクロリム
スなど）では抗凝固剤入りの採血管に入れ、冷蔵保存する必要があります。
質問 4:つっけんどんな患者さんとの応対のコツはありますか？
回答：残念ながらコツなどはありません。患者の性格や状態によっては様々なケースが
あることでしょう。まずは、患者の状態を見極めてタイミングを考慮して患者面談を行う
ことと、どんな性格であれコミュニケーションとれないと諦めるのではなく我々のコミニュ
ケーションスキルを常に高める努力が必要と思いま
す。
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