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◆表紙デザイン  公立高畠病院 島津憲一

l  
各分画は調製、監査、服薬

指導、DIを表わしている。

調剤の三要素の中央にDIを

配し、調剤におけるDIの役
割、重要性を表現した。
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山形県病院薬剤師会 会長 仲 川  義 人

第32回通常代議員会 (H12.2.5)に おいて日本病院薬剤師会の役員選挙が行われ、全田浩会長、

および副会長には小林輝明、柴川雅彦、藤上雅子の 3氏が再選された。21世紀に向け医療制度の抜本

的改革が求められ、高齢者医療保険制度・薬価基準制度・診療報酬体系の見直し、そして介護保険制

度が本年、実施される中、薬剤師の職能は益々多様化、高度化し、その責任は一層、重くなってきて

いる。医薬分業が進み、入院患者志向型業務への転換が求められてはいるものの、納得しがたい極め

て厳しい薬剤師算定基準が制定されて一年が経過した今、我々を取 り巻く環境の変化に戸惑い、悩ん

でいる仲間も多いに違いない。しかし、この逆境を克服すべく、日本病院薬剤師会は「薬剤管理指導

業務」の完全実施、「プレアボイ ド」報告の推進を重点課題として取 り組むこととし、「顔の見える薬

剤師」、「患者中心の医療」「医薬品の適正使用」を目指している。これらの業務を遂行するには「DI

業務」の充実は必須である。年 1回の発刊で、速報性には欠けるが、各施設で、DI業務の充実、医

薬品集の作成に取 り組んでいる様子が、今回のアンケー ト調査からもうかがえる。これらの業務は院

内の医療スタッフの為と考えがちではあるが、実は我々薬剤師一人ひとりのためになっており、その

貴重な情報を県内 0外の仲間にも発信し、活用してもらえるとなれば、やり甲斐も出てくるはずであ

る。インターネットでの情報の公開が進む中、昨年厚生省は医薬品承認情報、副作用 :感染症情報、

中央薬事審議会要旨 0審議レポート・提出資料一覧、添付文書情報等を一般公開し、国民や医療関係

者が自由にアクセスできるようになっている。当然、我々の業務もその情報を基に、的確な対応が求

められることになる。更に、病院薬剤師にとって重視されている薬剤管理指導業務の一環である注射

薬の個人セット業務は、我々の日常業務量に大きく影響している。注射箋監査を含み、毎日の業務で、

一元管理の下、請求漏れ防止にもつながり、病院経営にも明らかに貢献している。しかし、これから

は注射薬の混合業務までもが薬剤師に求められることになる。そこでは、注射薬の配合変化、体内動

態、薬理作用、そして栄養管理、衛生的管理などといった知識も当然必要となる。期待と責任は更に

重くなる。わが国の厳しい経済環境の中とはいえ、薬価差益で雇われているかの如き評価を 1日 も早

く払拭し、薬剤師独自の技術評価を診療報酬上で明確にすることが必要である。それには、やはり、

エビデンスに基づいた実践、薬剤師およびそれ以外の職種の集う学会への参加などでの薬剤師のアピ

ールが必要である。また、共同研究などの積極的取り組み、原著論文の熟読、仲間の広がりに努める

ことなどが、自己研鑽には欠かせない条件になる。昨年、山形県病薬会員のUMIN(大学医療情報ネ

ットワーク)の利用が可能になったことを前号 (No。 9010合併号)で報告した。現在、医療品添付文

書、服薬指導 (第 2版 )、 薬剤情報提供データ、医薬品副作用情報、血液製剤管理システム、新GCP
に即応した治験管理などの情報を得ることができる。特に医薬品副作用情報、添付文書の改訂などの

情報収集・加工・提供の正確、且つ迅速な対応が今後一層重要となる。コンピュータは院内業務に有

用なツールとしてばかりでなく、もっと広い医療関連情報の収集にも大いに利用したいものである。

ところで、本年から国立大学病院間では薬剤師をはじめとした医療技術職員の人事交流が始まった。

これは希望者本人の知識・技術の向上は勿論であるがt受け入れ側の大学病院の体制にも大きく影響

することが予想される。また、他の医療機関からの厳しい評価にもつながり、互いの職場環境に新風

が巻き起こり、情報交換がスムーズになり、教育・研究・業務の改善など、2年間後の活躍が多いに

期待される。これまでも県内での医療機関同士の人事交流 (出向)の有用性を訴えてはきたが、未だ

実現されておらず、残念でならない。もう少し、柔軟な考え方が出来ないものかと考えている。病院

事務の英断に期待している。
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《寄 稿》

かぜ症候群・インフルエンザ
―ワクチンと治療薬の動向―

山形大学医学部附属病院 教授・薬剤部長 イ中jll 義 人

はじめに

かぜの80～ 90%までが、ウイルスに起因する。その他マイコプラズマ、クラミジア、細菌、そして

非感染性因子 (寒さ、アレルギーなど)により誘発される。かぜ症候群の原因となる病原微生物は

100種 以上もある。主な起因ウイルスとしてはインフルエンザウイルス、RSウ イルス (respiratory

syncytial宙 rus)、 パラインフルエンザウイルス、ライノウイルス、アデノウイルスなど数種が見い出

されている (表 1)1)。 とくに、インフルエンザウイルスは高齢者、乳児、そして心不全、腎不全、

喘息などの基礎疾患のある患者や未熟児などでは重症化する場合が多い。ウイルスは生きた細胞内で

しか増殖できない。また、ウイルスの増殖過程であるウイルス核酸、ウイルス蛋自の合成過程は正常

の核酸、蛋白合成と極めて類似しており、ウイルスの増殖のみを抑制して正常細胞には作用しない、

すなわち選択毒性の高い抗ウイルス薬の開発はむずかしい。

かぜ症候群の病態 2,3,4)

かぜは最も身近な病気で、 1年間に一人が罹患するかぜの回数は約 6回もあるといわれている。症

状は上気道症状が中心となる。くしゃみ、鼻水、鼻づまり、喉の痛み、咳、痰などの呼吸器症状が主

体で、発熱、頭痛、全身倦怠、関節痛などの全身症状、悪心、嘔吐、下痢などの消化器症状を伴う急

性呼吸器症状を呈する。ウイルスには多数の亜型があり、あるウイルスの一つの型に感染した場合、

その型の免疫はできるが、同じウイルスでも違った型には免疫がなく、再びかぜにかかることになる。

感染をくり返す原因としては病原体の多種多様性にある。ウイルスは病人のくしゃみや咳によって、

鼻水や痰などの小粒子に含まれ飛散し、他の人の鼻腔、喉などに付着・増殖し、鼻水、鼻づまり、咽

頭炎、粘膜の充血 0腫脹を呈する。更に喉頭炎 (声がれなど)、 気管支炎、肺炎、咳、痰の増加が起

表 1 かぜの病原ウイルスと主な病型

ウ イ ル ス 主 な 臨 床 病 型 種類

インフルエンザウイルスA,B,C

バラインフルエンザウイルス

RSゥィルス

アデノウイルス

ライノウイルス

コクサッキァウイルスA,B

エコーウイルス

コロナウイルス

レオウイルス

インフルエンザ、クループ
※
、上気道炎

クループ、気管支炎、毛細気管支炎、肺炎

毛細気管支炎、肺炎、気管支炎、上気道炎

上気道炎、下気遭炎、咽頭結膜熱

普通感冒

咽頭炎、上気道炎 (主に夏かぜ )

咽頭炎、上気遭炎 (主に夏かぜ )

成人の普通感冒

発熱、下痢、鼻感冒

３

４

１

４‐

１ ３

‐ ９

３２

１

３

マイコプラズマ 児ヽおよび成人の肺炎

※クループ :イ ンフルエンザウイルスによる咽頭気管支炎.荒いせき、呼吸困t困                   ●特徴的にみられる  ○みられる  △みられることもある

図 1 インフルエンザおよび風邪を引きおこすウイルスとその症状
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頭

痛

筋

肉

痛

関

節

痛

下

痢

嘔

吐

肺

炎

脳

炎

インフルエンザウイルス 12～3月 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ●

円 ウイルス 11～3月 ○ ○ ○

ラヽインフルエンザウイルス ～7月 ○ ○ ○

エコーウイルス ～9月 ○ ○ ○

コクサッキーウイルス ～9月 ○ ○ ○ ○ △ △ △

アデノウイルス ～9月 △ ● ○ ○ ○ △

ライノウイルス ～11月 ● △

ロタウイルス 3～5月 ● ○
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きる。普通感冒では鼻水、鼻づまりを呈するが、喉の痛み

や咳、発熱はあまり生じない。一方、インフルエンザでは、

高い熱がでて、頭痛、咳、腰痛、全身倦怠など全身症状が

著しく、図 1のような臨床症状が観られる4)。 ところで、

普通、感冒は単一ウイルス感染によるのではなく、複合ウ

イルス感染の場合が多い。インフルエンザウイルスに起因

するインフルエンザも、それ以外のウイルスによってもイ

ンフルエンザと同様の病状を呈し区別がつかないこともあ

るので注意を要する。一般に各ウイルスによるかぜの病型

を図 2に示す 2)。

(2000)

インフルエンザウイルス5,6)

インフルエンザウイルスはオル トミクソウイルス科に属するRNAウ イルスで、A、 B、 Cの 3種

の型に分類される。シーズンに大きな流行を惹起するのはA型 とB型である。A型およびB型は 8本、

C型は 7本に分節されたマイナス鎖の 1本鎖RNAを ゲノムとして持つ。ウイルス間で遺伝子の組み

換え (突然変異)が容易に生じる。A型インフルエンザはヒトばかりでなく、 トリ、ブタ、ウマにも

存在するが、B型はヒトのみである。大きさは直径100nm程度で、エンベロープの外側に赤血球凝集

素 (Hemagglutinin:HA)と ノイラミニダーゼ (Neuraminidase:NA)の 2種類の棘状突起 (ス パイク)

の糖蛋白質が存在する。ヒトのA型インフルエンザのHAは Hl、 H2、 H3、 の 3種類、NAは Nl、 N2、

の 2種類が確認されており、HAと NAの組み合わせで分類される。また、B型はHA、 NAと各 1種類

しかない。一方、 トリのA型インフルエンザのHAはHlか らH15ま での15種類、NAはNlか らN9まで

の 9種類の亜型が確認されている。

抗原変異 5)

インフルエンザウイルスは抗原連続変異といった遺伝子の突然変異を呈する。これはウイルス表面

のHAと NAの抗原性の変異に起因する。とくにHAの変異が重要で、変異したHA抗原性は前回流行し

たウイルスと連続性を有しており、同一ワクチンによる効果が期待できる。しかし、 トリとヒトのイ

ンフルエンザの遺伝子の組み換えにより生じる抗原不連続変異 (shi■)したウイルス、いわゆる新型

インフルエンザの場合、従前のワクチンの効果は期待できない。この新型インフルエンザは トリとヒ

トのインフルエンザがブタに同時に感染した場合、遺伝子組み換えが生じ、 トリのHAを持ったウイ

ルスとしてヒトに出現すると考えられている。 トリのA型インフルエンザ (H5Nl)がそのままヒト

に感染する場合もある。20世紀の新型インフルエンザによる大流行 (pandemic)と して、2,000万 人

以上が死亡した1918～ 1956年のスペインかぜ (HlNl)、 1957～ 1967年のアジアかぜ (H2N2)、 1968年

以降の香港かぜ (H3N2)があり、これら流行ウイルスがヒトの中で共存し、現在も繰 り返し流行し

ている。

図 2 かぜの病型と病原の関係

-5-
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インフルエンザ不活化ワクチン6)

インフルエンザワクチンはそのシーズンの流行動向調査および感染症流行予測事業等の成績、世界

保健機関 (WHO)の ワクチン推奨株選定の経過、ワクチン候補株についての予備試験成績などを総

合的に検討し、製造株、抗原量を決める。生物学的製剤として国家検定を経て市販される。平成H年

度インフルエンザHAワ クチン製造株及びウイルス含有量を次に記す。

▼A型株

A/北京/262/95(HlNl)・ …¨̈ ……………・0200CCA/mL相 当量

A/シ ドニー/5/97(H3N2)… ………………350CCA/mL相 当量

▼B型株

B/山東/7/97 ………………………………300CCA/mL相 当量

計850CCA/mL相 当量

ここで 「HA」 は赤血球凝集素のヘムアグルチエンを意味する。現在はウイルスの脂質成分に由来

する副作用を防止するため、エーテル処理にて、免疫に関するHAと ノイラミニダーゼ (NA)を 集め

て主体とした製剤で、従来の全粒子ワクチンと区別するためインフルエンザHAワ クチンと表示する。

CCA(Chicken red Cell Agglutination)は ウイルスのニワトリ赤血球凝集反応を応用して求めたウイル

ス量を意味する。ワクチン予防接種によリアレルギー反応を呈することがあるので、接種前に添付文

書を熟読し、予診でチェックすることが大切である。ワクチン中の添加物であるチメロサール、卵成

分、ゼラチンおよび抗生物質等でアレルギーを生じることもある。現在、ゼラチン無添加の製品化が

進んでいる。インフルエンザワクチンの接種回数は我が国では 1～ 4週間間隔で 2回皮下接種を行う。

これは 1回で十分な免疫応答ができなかった場合、もう 1回追加することで抗体の上昇を図ろうとす

るものである。流行がさし迫った場合は 1回だけでも接種することにより、その人の過去の免疫記憶

を呼び起こし、約 10日 後には抗体の上昇が期待できる。

インフルエンザワクチンの予防接種の効果

本年 (平成H年)1～ 2月 にインフルエンザによるとされる死亡者数は1,154人 であったことが、

厚生省の調査で認められた (3月 は集計中)。 このうち65歳以上が 9割近くを占めていた。特に 1月

は688人 と 1ケ月での死亡者数としては過去23年間で最多となった。インフルエンザが大流行した一

昨年 (平成 9年)に比べると流行の規模は小さかったが、死亡者数は 2倍以上であった。また、65歳

以上の2,140人 (ワ クチン接種群 1,123人、非接種群 1,017人)を対象とした死亡防止効果は57～ 78%と

ワクチン接種の有効性が認められた。また副作用発現率は発熱 (37.5℃ 以上):0～ 3%、 発赤 :3.3

～16%、 腫脹 :1.2～ 6.8%、 疼痛 :1.5～ 2.7%で あった 7)。 ィンフルエンザは地域住民に先がけて、集

団生活を営む幼児園、学校の児童生徒を中心に発生する。更に感染を受けた児童生徒は家庭にもち帰

り、感染源となり、家族との接触などで家庭内伝播を惹起し、地域社会に拡大されることになる。罹

患率は 5～ 14歳の児童生徒が高い。インフルエンザは 1週間程度で治る予後が比較的よい感染症では

あるが、肺炎などの合併症を起こしたり重症化する場合がある。とくにブ ドウ球菌、肺炎球菌、イン

フルエンザ菌、レンサ球菌などが二次感染としての続発性細菌肺炎。その他、心筋炎、心外膜炎、肺
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炎、脳炎、脳症、ライ (Reye)症候群などを誘発し重症化するので注意を要する。その他、中耳炎、

副鼻腔炎などの合併症も良く観られる。また、慢性疾患のある患者がかぜをきっかけに慢性病の病状

悪化を呈することがしばしばある。インフルエンザを予防するには予防接種が第一選択薬となる。咽

頭、鼻腔からの検体を用い10分で診断できる迅速診断キット (Directigen Flu A:Becton Dickinson,USA)

が発売されている。

インフルエンザ生ワクチン8)

生ワクチンは抗体を保有しない低年齢の乳幼児に適したワクチンである。この年齢層では不活化ワ

クチンではHI(Hemagglutination lnhibitor:血 球凝固抑制)抗体の上昇が悪いこともあり、生ワクチ

ンの有用性が高い。また、注射でなく、鼻からの噴霧により接種できることから低年齢の小児でのメ

リットは大きい。米国で治験中である。本剤は25℃ 前後の低温で発育馴化 (cold― Adapted:CA)さ せ

たインフルエンザウイルスと流行株 (野生株)を混合培養することにより、遺伝子の組み換えが生じ、

CAウイルスの表面にHAと NAの抗原性に流行性ウイルス由来の性質を呈する。CAウイルスは高温化

では増殖できず、鼻腔内で限局した感染を起こすが、局所免疫と血中のHI抗体の上昇が得られる。

薬物療法

かぜ症候群の原因は多岐に亘るが、治療の基本は安静、水分補給、栄養補給、一般療法、および一

般感冒薬、発熱に対する解熱剤がある。ところで、米国ではインフルエンザ流行時の小児におけるア

スピリンの使用は避けることと提言されている。これはアスピリンによる急性脳症と諸臓器の脂肪沈

着を伴う小児のライ症候群との関連性に起因する9)。 更に昨年 (平成11年 )度厚生科学研究 「インフ

ルエンザ脳炎・脳症の臨床疫学的研究班」の報告により、インフルエンザ脳炎・脳症においては発熱

が高い程死亡率が高く (25。 4%)、 また、ジクロフェナクナ トリウム (52%)ま たはメフェナム酸

(66.7%)が こうした重症例に解熱に使用することによる死亡との関連性の可能性が示唆された。こ

の様に、インフルエンザ流行時の診断および解熱剤の選択には十分注意する必要がある。これまでの

ところ、アセ トアミノフェンでの治療 (死亡率 :29.5%)は他剤に比し安全であるかも知れない。一

方、アマンタジン8■QH)は神経活動改善剤、パーキンソン症候群治療剤 として用いられていたが、

1998年 H月 に抗A型インフルエンザウイルス剤として効能追加となった。A型以外のインフルエンザ

感染症には効果がない。発熱期間の短縮に感染後48時間以内での使用が有効である。用法・用量は 1

日100mgを 1～ 2回の分割経口投与。ワクチン療法を補完するものであることを考慮し、抗体獲得後

は速やかに投与を中止する。不眠、妄想などの副作用があり、低体重の高齢者には特に注意する。ア

マンタジンの誘導体であるリマンタジン0は肝で代謝され、腎から排泄される。抗インフルエンザ活

性はアマンタジンより強い。 1993年 に米国で認可されている。 リバビリンH,0は DNAウ イルス、

RNAウ イルスの両者に作用する広範囲抗ウイルススペク トルを有する抗ウイルス薬で、ウイルス蛋

白合成およびウイルスRNA合成阻害作用を呈し、A型およびB型インフルエンザウイルスに有効な

エアゾル剤である。ザナミビル“
,0はA型およびB型インフルエンザウイルス感染症に効果のあるノ

イラミニダーゼ阻害薬で、インフルエンザ発症の治療および予防効果が期待されている日腔内吸入散
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剤である。 1回 2吸入 (5 mgブ リスターを 2個 )、 1日 2回 5日 間使用するドライパウダーインヘラー

製剤である0。 同様にノイラミニダーゼ阻害薬であるリン酸オセルタミビルの経口剤が治験中である。

お わ りに

インフルエンザワクチンは今回の法改正で定  表2 米国のインフルエンザワクチン接種対象

期から任意接種の扱いとなった。その為、接種

率が激減したが、新型ウイルスの出現、流行期

の高齢者の超過死亡、致死的な脳炎、脳症の発

生など、ワクチンの有用性は増大している。比

較的安全性の高いワクチンであるにもかかわら

ず、誤解や不安視されている傾向にある。正し

い情報の伝達により、必要性の高い高齢者や児

童などへの接種を勧めたい。表 2に米国のイン

フルエンザワクチン接種適応について示す 10。

今後は日本も欧米諸国と同様に高齢者や基礎疾患を持つハイリスク群にインフルエンザワクチン接種

や化学療法を積極的に導入させるものと考える。厚生省は高齢者へのインフルエンザワクチンの予防

接種に公費を導入する方向で検討している。コス トベネフィット面からも行政的処理、援助対策が望

まれる。高齢者の非ワクチン接種時のインフルエンザ予防対策として、咽喉頭の徹底したうがい (ポ

ビドンヨー ド)、 手洗いの励行。治療には抗ウイルス剤の投与 (2～ 5日 間)。 去痰剤の継続投与。解

熱剤の頓用。抗菌薬による肺炎防止に努める。

参考文献

1。 最新予防接種の知識 :(社)細菌製剤協会、東京、pp13-36,1993.

2。 加地正郎 :かぜの原因と症状.か らだの科学174:12-15,1994.

3.加地正英 :かぜ症候群・インフルエンザ.薬局50(1):379-386,1999。

4.田代員人 :なぜインフルエンザは流行するのか ?.ニュー トン別冊166-171,1999.

5.根路銘国昭 :イ ンフルエンザウイルス対策―知らぎるインフルエンザ危害一.日 本薬剤師会雑誌 ,

50(1):65-80,1998.

6。 菅谷憲夫、根路銘国昭 :イ ンフルエンザの予防―ワクチンとアンタジン.薬局48(12):45-52,

1997.

7.日 本医事新報、No。 3921,1996.6。 19.

8.菅谷憲夫 :イ ンフルエンザ対策一ワクチンとアマンタジンー、日本医事新報、No。3900:37-43,

1999。

9.仲川義人 :ア スピリンによるライ症候群.月 刊薬事40(4):149-156,1998.

10。 菅谷憲夫 :新型インフルエンザ対策 :ワ クチンと抗ウイルス剤.ウイルス47(1):25-35,1997.

11.茂田士郎 :イ ンフルエンザの化学療法.日 本臨床55(10):260-266,1997.

3.

ンフルエンザ合併症のハイリスク群
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慢性肺疾患、心疾患の小児と成人 (小児の喘息患者を含む)

前年度に入院したか、定期的に通院中の慢性代謝疾患 (糖尿病を含む )、

腎不全、異常ヘモグロピン血症、免疫低下 (薬剤による免疫低下も含む )

患者

5。 長期間、アスピリンの投与を受けている6ヶ 月から18歳までの患者

6.妊婦

イリスク群にインフルエンザを伝播する可能性のある群
1.診療所と病院の、医師、看護婦、その他の医療従事者

2.老人ホーム、慢性疾患療養施設の従業員で、居住者、患者に接触する者

3.ハイリスク患者のホームケア担当者 (訪間看護婦、ポランティアなど)

4.ハイリスク患者の同居者、家族 (小児も含む)
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院内用医薬品集及びDlニュース作成状況に

関するアンケート結果

山形県病院薬剤師会 DI委員会

山形県病薬D.!.News No。 11(2000)

薬剤管理指導料の取得には、DI室 の設置、常勤薬剤師の配備が必須のものとなっております。

薬剤管理指導認定施設は当然として、それを目指 している各施設ともその業務の幾ばくかをDI業

務に割いています。しかし、その業務内容は広く、その業務量は計り知れないものがありながら、殆

ど計量化できません。その中でも医薬品集の作成とDIニ ュースの発行はともに形に残る業務であり、

DI業務の必須のものであると考えられます。

今回、各施設での医薬品集作成の現況とより良いDIニュースの発行を目指して、県内の病院薬剤

師会会員の所属する施設にご協力を願い、DI担当者の確認と併せてその発行状況を調査し48施設よ

り回答を得たので、ここに報告します。

各病院DI担当者の確認は、県病薬DI委員会の前々からの要望であり、連絡事項の徹底及び、DI実

例の収集に欠かせないものだと考えていました。DI専任薬剤師は34施設で確認され別表 1に施設名

とお名前を記載しています。

【|】 院鯛医薬品集と121貴院作成Dにュースに
'て

のアンケート●。

痛■ 国

【1】 院内用医薬品集についてのアンケートです。
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別表 1

氏設施

東北中央病院

川西町立病院

鶴岡宮原病院

健友会 本間病院

山形大学医学部附属病院

県立中央病院

小白川至誠堂総合病院

最上町立病院

医療法人社団みゆき会蔵王みゆき病院

湯田川病院

丹心会 吉岡病院

国立療養所山形病院

寒河江市立病院

県立日本海病院

北村山公立病院
山形市立済生館

県立河北病院

長井市立総合病院

鶴岡市立荘内病院
山形県立総合療育センター

三友堂病院

公立高畠病院       '
県立新庄病院

市立酒田病院
山形済生病院
山容病院

小国町立病院

公徳会 佐藤病院

至誠堂総合病院

庄内余目病院

鶴岡協立病院

大蔵村診療所
二本松会上山病院

南陽市立総合病院

大澤千鶴子

青木江里子

阿部 鈴子

池田 真己、

板垣 末廣、

伊藤 則夫

岩瀬  啓

岡野純一郎

小川美都子

小山田光孝

加藤  淳

川田  豊

菊池 正人

工藤真夕美、

後藤 真弥、

斎藤 栄治

笹原 和男、

佐藤  賢、

佐藤  導

武田 直子

竹田 洋子

田中 幸裕

富樫

成田 康之、

羽太 光範、

原田 英一

舟山 弘江

船山ゆき子

真壁 淳子

目黒 勇次、

八木 信夫

安喰 裕紀

米田、鈴木
*輪番制

高梨 博子

細谷  順

石黒 正倫

押切佳代子

武田 加奈

川井 美紀

本間 俊一

角田みゆき

大川 賢明

DIニ ュースは37施設で発行しており、発行回数に対する施設数は以下の通 りです。

配布先

アンケー ト指定外部署では、医事会計課が多く9施設あった。

全部門、全職員を対象としたところも2施設あった。

10～ 15/月 1/週 1～ 2/月 1/月 6/年 4～ 5/年 4/年 2～ 3/年 な し

1施設 5 24 2 2

医 師 看護婦 患 者 栄養士 検査技師 放射線技師 理学療法士
他の施設

(調剤薬局等)

36施設 2 8 4

― H―

名名
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DIニ ュースの内容は

となっており他に

◆健康に関する話題、編集後期 ・………………………………………………………公立高畠病院

◆医薬文献ハイライ ト ・……………………………………………………………………湯田川病院

◆メディカル トビックス、薬の基礎知識 (看護婦向け)、 添付文書の改定、

薬局からの事務連絡、職員の紹介、薬と飲食物の相互作用 ・…………………………宮原病院

◆薬局長語録、病棟日記、文献ハイライ ト、 トピックス、安全で有効な処

方のための医薬品情報、 トピックス、添付文書の改定、長期投与 ・………鶴岡市立荘内病院

◆文献レビュー、注射薬配合変化、医学雑誌抜粋 0………………………………………山形大学

◆医療に関係ない話題 ・………………………………………………………………・・白鷹町立病院

◆必要に応じて 0… …………………………………………………………………… 山̈形済生病院

◆添付文書の改定 ・…………………………………………………………………… 県̈立新庄病院

◆結核、VReな ど最近の話題について特集を組む ・……………………………健友会、本間病院

◆適応症の変更、薬剤部からの連絡事項 ・…………………………………………… 三̈友堂病院

などがあった。

多くの施設はワープロやパソコンで編集したものであったが、 2施設は製本化して作成しており、

その内容もかなり高いレベルであった。なお料金は 1部 1,000円 と3,213円であった。

平成12年 1月 末現在

残念ながら今回のような、アンケー ト調査では、各病院独自の工夫などは評価できず、数値化でき

る回答を集計しただけとなってしまったが、全体的な把握には役立てるはずである。

できれば、県内のDIニ ュースを一堂に集めた展示会などができれば、各施設のDIニ ュースの改善

により役に立つと思われた。

また、医薬品集については、各施設で独自に苦労して作成していることと思うが、今回のアンケー

ト結果を参考にしていただき、よりよい医薬品集が作成できることを期待する。

最後に、お忙しい中を聞き取 り調査に御協力いただきました、病薬会員の皆様にお礼申し上げます。

DIニ ュースアンケー ト担当 本間 俊一

医薬品集 アンケー ト担 当 伊藤 貝U夫

医薬品安全情報 緊急安全情報 Q&A 医薬品採用状況 最近の新聞ニュース 薬剤部内の話題

35施設 32 27 9 5
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医薬品集作成アンケート結果 (回答48施設)

(1)E薬 品魚作成の有無                             施設数

(2)作 成方法

既威E藁昌舞

施設数

(3)医 薬品集の配布先  5  10  15  20  25  30  35  40 
設
驚

ヨ
「"

(5)医薬品集の付録等(作成36施設)                  施設数

(6)医 薬品集のサイズ(作成36施設)                  施設数

【1】 院内用医薬品集の結果 (補足)

(2)2.CD― ROM利用

OCD―ROMの名前 (金額)

DRUDIS(6.3万 ～54万円<ハードリース含む>)、 日本医薬品集DB(2万～4。 41万 )、 デー

タインデックス (不明)、 DICS(10万 円)、 今日の治療薬99(0.5万 円)、 薬剤情報検索シス

テム (1万円)

・部数 15部～1,000部

0作成期間 数日、14日 、30日 、60日 、80日 、 1年間

0金額/1冊 1,000円、2,000円台、3,000円台、4,000円台、 1万円

3。 既製の医薬品集を購入

。既製の医薬品集の名前 (金額/冊一部数)

日本医薬品集 (2.2万 円-3部～18部 )、 今日の治療薬 (0.44万 円-5部 )、 ポケット医薬品集

(0.44万 円-23部 )

(4)医 薬品集の掲載項目(作成36施設)

Ｄ
一
ｏ
ｐ
・
ｏ
ｏ

Ｄ】
¨

・
　
　
一
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4。 その他の作成方法

0保険薬事典を参考に自主作成

・薬品管理マスターを修正

・薬効別に手書き

。パソコン、ワープロで 1つ 1つ入力作成

・既製医薬品集に採用薬一覧を添付 他

(3)8。 その他の配布先

療食、薬剤師会、看護部、看護学科、基礎研究棟

(4)45。 その他の掲載項目

オーダリング使用略称、薬価、採用区分 (特殊限定品)、 在庫の有無 (非在庫品)、 製品の用量、

注射薬配合変化変化点

(5)5。 付録等

メ‐カー連絡先、長期投与に関する規則、抗生物質一覧、院内約束処方、商品名 0-般名の索

引の和名と欧文名、小児用量、院内製剤一覧、造影剤一覧、消毒薬一覧、高カロリー輸液の取

り扱いについて、TDMについて、睡眠鎮静剤分類、解熱鎮痛剤分類、降圧剤分類、ステロイ

ド外用剤分類、輸液剤組成一覧、経腸栄養成分一覧、抗悪性腫瘍剤の取り扱いと略号一覧、ワ

クチンー覧、警告一覧、新規薬品・臨床試用薬品 0治験薬の取り扱い、抗生物質有効菌種一覧

等

(6)医薬品集のサイズ

18cln× 13cm 18cm× 21cln

―-14-―
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薬物療法が奏功した赤芽球癖患児例

公立高畠病院薬剤科 杉 本  真 知

TEL 0238(52)5070

山形県病薬D.!。 News No。 11(2000)

病棟活動・服薬指導

【はじめに】

今回我々は、薬物療法が奏功した赤芽球磨症例を経験したが、ノンコンプライアンス対策が治療上

極めて重要であったので、その取り組みを中心に指導例を報告する。

なお、本症例は稀な赤芽球瘍症の中でもさらに少ないとされる、後天的赤芽球廃症である。

【赤芽球癖とは】

造血細胞中の赤芽球系細胞だけが、選択的に障害を受け、貧血症状を示す疾患であり、赤血球数や

ヘモグロビン濃度、更に赤血球になる前の網赤血球数が減少してくる。貧血改善の為、腎臓ではエリ

スロポエチンが産生され、高値を示すようになる。病因として免疫学的機序の関与が知られており、

治療法は、ステロイドパルス療法、免疫グロブリン大量療法、シクロスポリン等を用いた免疫抑制療

法が主となる。

【現 病 歴】

患児 ♀ 1歳 2ケ月 体重 9.5kg

平成10年 4月 生後 5ケ月、急性肺炎にて当院入院

血液検査に異常認めず

10月 顔色不良に気づく

11月 発熱のため外来受診

採血の結果、貧血を認め入院

11/20 RBC 104× 104/μ l、 Hb 3。 lg/dl

網赤血球数 17‰、EP0 9390。 OmLU/mL

骨髄穿刺施行、最終的に赤芽球瘍と診断される

12月  12日 の一時退院まで、洗浄赤血球を4回輸血するが一過性の上昇に留まる

平成H年 1月  5日輸血施行 RBC 225× 104/μ l,Hb 6。 8g/dl

l月 12日 治療のため再入院となる

【治療及び薬剤管理指導経過】

1/16か ら1週間、ステロイドパルス療法実施、ウロキナーゼ併用。この間にも赤血球系の減少が

見られ、 1/23に 輸血を行っている。

パルス終了後、プレドニン錠の内服へ切り替わる為、指導を実施。患児が小さいため、錠剤が飲め

ないこと、錠剤を粉砕すると苦みが出ること等の問題があり、医師や母親と検討し、プレドニン錠を

粉砕して乳糖を賦形、これをごく少量の水で溶き、スプーンで日の奥に入れ、その後に麦茶を飲ませ
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る等の方法で対処した。この方法によって服薬可能となり、以後コンプライアンスは良好となった。

約 1ケ月後、症状が改善しないため、2/22か ら5日 間、免疫グロブリン大量療法実施。その後も

効果が現れず、 3/6に輸血を行い、 3/8か らはパルス療法、エスポー投与、シクロスポリン内服の

併用治療を開始。この治療では、シクロスポリン (製品名サンディミュン内用液)の継続服薬が重要

であり、医師の依頼で 3/4に 服薬練習を実施した。サンディミュン内用液は、予定投与量0.25mL/回

に対し、専用シリンジの最小日盛が 0.5mLで使用できないという問題があり、検討の結果、 l ccディ

スポシリンジを代用することで解決した。また、この製剤は、油状で多少苦味があり、味等の改善策

も検討したが、母親から、投与量をできるだけ少なくしてほしいとの要望があり、原液で投与し、服

薬後麦茶を飲ませる方法で苦味をカバーした。この方法により、サンディミュン内用液の服薬が可能

となり、予定通り治療が開始された。

サンディミュン内用液は、シクロスポリンのトラフ値を測定しながら、100～ 150を保てるように増

量していった。服薬開始約 1ケ月後の4/8には、網赤血球数の最高値 226‰ を確認した。

4/15か らは、ファンギゾンシロップの服薬が開始された。

このシロップは小児用だが、今回の予定投与量は 5 mL/回 と多く、コンプライアンスが′心配された。

また、添付のスポイ トが使えないので、4/14に服薬練習を行った。この製剤は、 ドロドロし、香り

もきつく、 5 mL/回は困難と判断、 3 mL/回からの開始とした。投与するシリンジの検討も行い、

2.5ccデイスポシリンジを使用、 1.5mLず つ投与することで、良好なコンプライアンスを得ることが

できた。

5/4か ら、インクレミンシロップの服薬が開始された。飲みやすさの点で問題はないが、内服薬

検査値

RBC (xrc4/ pD

1 01 0 000 0 0 1 01 1 0001 00001 010こ 1001 01 11 0000 0 1  1 00 01 0  1

膵 ■
糠 議 議 饉 構摯 鸞鸞 饉 議 鸞 議 議 糠 饉 議 菫 鷺 機  構  饉  彗  鸞

〔注  射 〕

(mg/鈎 )

ウロキナーゼ(/day)

照射赤血球05単位

ヴエノグロプリンHυ旬)

エスポー3000単 位

温

〔内 服〕

プレドニン(mg/day)

ファンギゾンlm1/●yl

wBc (xto'/ ut)

綱赤血球数(%o)
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が 4種類と増え、朝 4・ 昼 10夕 3を服薬することになるので、母親とも検討し、服薬指示を朝夕→

朝昼に変えてもらうことで、夕の負担を軽減した。

6月 には、エスポーが 2週間に 1回 となり、インクレミンシロップは 6/28で中止となった。 6/24

から、プレドニンが隔日投与となり、 2週間後の 7/9に退院となった。

【治療結果】

治療は全て予定通 り行われ、いずれの内服薬もコンプライアンスは良好であった。治療開始 6ケ月

後の検査値は、治療前と比し、著明な改善が見られた。

RBC :104-→ 427× 104/μ l

Hb:3.1→ 13.2g/dl

網赤血球数 :17→ 4‰

(CyA服薬 1ケ月後には 226‰ を確認)

EPO :9390.0→ 6.O mLU/mL

Ht:7.8→ 41.7%

7/9の退院後は外来にて継続治療中である。

【考察及びまとめ】

本症例は後天的な赤芽球疹症という稀な疾患であったが、薬剤管理指導により、医師が計画した薬

物療法を完全に実施でき、その結果、検査値等も著明に改善したものである。

今回行ったノンコンプライアンス対策では服薬練習、服用後の麦茶飲用、注射筒を使った単独投与、

少量投与のための分割投与等がいずれも有効であった。

さらに、母親の積極的協力が、最後まで良好なコンプライアンスを得られた大きな要因であった。

本症例は医師、看護婦等、さらに母親まで含めた連携がうまく機能し、結果も著明改善した意義あ

る指導例であった。
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薬剤管理指導中に服薬拒否を訴えられた症例

山形県立中央病院薬剤部 遠藤ルリ子、松田美樹子、高梨 伸司

TEL 023(623)4011

山形県病薬D.l.News No.11(2000)

病棟活動・服薬指導

【はじめに】

服薬指導を実施して行く中で、患者の薬に対する誤解、副作用発現に対する恐怖感などから服薬拒

否を訴える患者さんに出会うことがある。当院において対応に苦慮した症例を経験したので報告する。

【症 伊11】

氏  名 :○ ×△

年  齢 :63歳

主  訴 :排尿時痛

診 断 名 :膀洸腫瘍

既 往 歴 :H10 高血糖を指摘されるが治療せず

現 病 歴 :Hll年 9月 膀眈腫瘍と診断

9月 13日  アンギオ動注目的で入院

H月 16日 動注効果期待できず膀洸全摘術施行

副作用歴 :特になし

投 薬 歴 :診断後UFT―E顆粒 300mg 3× 1

手術 (OP)後 11月 16日 ～29日 内服中止

11月 30日 ～再開

患者の疑問 :

OPttUFT― E服用終了したのに再開となったため、患者は再発もしくは手術の不成功を疑った。

患者の心理状態はかなり不安定となった。

対  応 :

OP前 は腫瘍の増大を抑える薬と説明していたが、OP後 は再発防止のための薬と説明。同じく

す りでも使用目的が違うことを理解してもらい安心した様子となる。

ま と め :

患者は治療、薬に対する不安感を口に出すことができず、一時、不穏な状態にまで陥ったが、

丁寧に薬の使用目的を説明し理解を得られたため、治療を継続することができた。患者の不安を

薬剤師により取 り除くことができた。

【症 例 2】

氏  名 :Io K

年  齢 :39歳

診 断 名 :肺ガン

-18-
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現 病 歴 :HH年 6月 肺ガン疑いにより入院精密検査後肺ガンと診断

化学療法目的で入院

トポテシン 100mg

CDDP 150mg

9月 22日 4ク ールロ 1週 目

10月 6日 4ク ールロ2週目

H月 9日 5ク ールロ 1週 目

H月 18日 5ク ールロ2週目

投 薬 歴 :MSコ ンチン (10) 2錠  2× 1

ロキソニン (60) 3錠  3× 1

酸化マグネシウム  2g 3× 1

メチコバール (500)3錠  3× 1(耳鼻科処方)   ｀

半夏篤心湯     7.5g 3× 1(化学療法時のみ)

指導記録より :

5ク ールロ以降副作用強く現れる。

11月 16日 夜中腹痛あり、ブスコバン注。

不眠、イライラあり、セレネース注。

H月 19日  痛みも増したということで

MSコ ンチン (30)2錠  2× 1

に増量となるが吐気ひどく服用できず。

胃カメラの結果潰瘍あり、アルロイ ドG、 トロンビン処方。         |
担当看護婦から服薬拒否のため薬剤師からの説明を頼まれる。

H月 20日 吐気ひどくMSコ ンチン中止、アンペック坐剤処方となるが、本人が坐剤使用を拒

否。麻薬中止し様子を見ることに。

11月 24日  白血球減少のためグラン75μ g開始。 (5日 間)

発熱あり、バンスポリン注開始。

12月 1日 再度胃カメラで、食道、国内にカビ、フロリー ドゲル処方。

服用方法を説明し服用させてみるが拒否。

医師にファンギゾンSyをすすめて変更となる。

12月 5日 胸部、背部痛ひどくなり

MSコ ンチン (30)2錠  2× 1

再開するが、本人また吐くといやだと拒否。

MSコ ンチン (10)4錠  2× 1に変更。

ナウゼリン 3錠  3× 1処方。

12月 10日  MSコ ンチン (10)4錠  2× 1、

塩酸モルヒネ (10)6錠 (レスキュー用)

をもち久々の外泊。

12月 13日  外泊中レスキュー 4回使用のため
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MSコ ンチン (30)2錠  2× 1に変更。

本人もナウゼリンを服用しながらならばと納得。

ま と め :

化学療法を施行中に吐気、嘔吐のため服薬拒否となり、その時点から薬剤管理指導依頼となった。

服薬の重要性を理解してもらうことと、消化性潰瘍により化学療法を中断したこともあり吐気が減

ったことで服薬拒否は回避されたが、麻薬を使用開始する時点で制吐剤を服用させ、副作用の予防

を図るべきであった。今後は、薬剤師からの情報提供を密にし、治療計画にも積極的に参加してい

きたい。

病棟活動・服薬指導

【はじめに】

DI活動において、医師から腎障害の患者に対する腎排泄薬剤の投与に関する問い合わせがいくつ

かあり、特に処方される頻度の高いH2ブロッカーについて腎機能低下患者における投与量を検討し、

その後病棟活動で参考にした例を報告します。

【DI活動から】

腎機能低下患者におけるH2ブロッカーの投与量について

・排泄 :腎排泄

・副作用 :皮膚症状、肝機能障害、汎血球減少症、精神神経系症状など

(1)腎機能に応じた投与量 (当 院採用薬)     CCr:ク レアチエンクリアランス (mL/min)

DI活動を通して病棟業務に利用したケース

長井市立総合病院薬剤科 川 井  美 紀

TEL 0238(84)2161

CCr≧ 60 60:>CCr〕 >30 30≧ CCr 透析患者

ファモチジン(内 ) 20mg(12) ｍ
　
ｍ

(24)

(12)

20臨
14111子

2) 1回
〔肥距電術

17

ファモチジン(注 )

ｍ
　
ｍ

ｌ０

５

(48)

(24)

1冨
鶴ふ回

ラニチジン(内 ) 150mg (oZ)
乱 協 75mg (24) 75mg (24)

ラニチジン(注 ) 50mg (6-8) 50mg (1z) 50mg (24) 50mg (24)

ロキサ チ ジ ン 耀 謬 75mg (24)
:;:鍵

(2)
1回75mg著 1'回

ニ ザ チ ジ ン 300mg(12～ 24) 150mg (24) 150mg(24) 搬 絆
常用量 常用量× 1/2 常用量× 1/4 常用量× 1/4
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(2)CCr(ク レアチエンクリアランス)の求め方

・Cockcro■―Gault換算式

∝ 胡 =   価 V耐D

CCr(女)=CCr(男 )× 0。85(mL/min)

Cre:血清クレアチエン値 (mg/dl)

IBW:理想体重

(通常→実測値、体重不明時→男60kg、 女50kg)

O Siersbak― Nielsenの 計算図表 (右表)

年齢と体重を結びR線 との交点を求める。その交

点とCreを結びその線を左に延長して左端のCCrを 求

める。

※どちらも急性腎不全時には適応できない。

クリアランス
(ml/min)

血清
クレアチニン

(mg/1∞ mD

← Cockcroft― GaJt法 をもちいたグラフ

Creを 0。8～ 2。0(mg/dl)の範囲で0。 2

ごとに男性、女性に分け年齢 とCcrの

関係をグラフにした。

(体重→男性60kg、 女性50kg)

(Ccrを 下げる要因〉

Creが 高い、高齢、痩せている人、

男性よりも女性

〈考 察〉

腎機能に応じた投与量の表や左のグ

ラフ等より、かな り腎機能が低下して

いると思われる。

Ccr30mL/min以 下の範囲にある患者

に関しては、投与量が常用量の 1/4の

量であることや、薬物の蓄積性も考え

られる事から、特に細心の注意を払う

必要がある。

５。
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男 :年齢とCCrの 関係 (Creご と)
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女 :年齢とCCrと の関係 (Creご と)
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【病棟活動から】

症 例

患者 :79歳、女性 (身長 :140cm、 体重 :35kg)

(診断名)く も膜下出血

〈主 訴〉意識レベルの低下

〈既往歴〉高血圧、慢性胃炎で個人病院に通院中

Rp)1)ア ムロジピン       5 mg l× 1

2)メ トクロプラミド     15mg

プロクターゼ・オリパーゼ  3T

ビオフェルミン       3T 3× 1

(現病歴〉

頭痛、倦怠感、血圧の上昇、意識 レベルの低下あり。頭部CTの結果、くも膜下出血と診断され

脳外科紹介となったが、手術の適応無しと診断される。

また、消化器的にも問題ないため内科病棟へ転科となる。

Rp)1)ア ムロジピン       5 mg
ロサルタンカリウム    50mg l× 1

2)ラニチジン        150mg l× 1

3)ク エン酸第一鉄      50mg l× 1

(検査値)BUN:22.3mg/dl、 CRE: 2.lmg/dl、  UA:2.5mg/dl、  K:4.2mEqA

血色素量 :9.2、 ヘマ トクリット :28.3%

Ccrの推定 :H.5mL/min(Cockcro■ ―Gault法より)

(副作用予防のため〉

0腎機能障害時に注意すべき薬剤→ラニチジン、ロサルタンカリウム

ロサルタンカリウムは、Creが 2.5以上で減量。Ca拮抗剤との併用で血圧も安定している事から

投与量変更の必要無し。

胃潰瘍に関して、PPI製剤だと腎障害時でも常用量使用できるが、投与期間が 8週までと限ら

れていることや、H2ブロッカーを長期で使用していきたいということから腎機能に合わせた投

与量として、ラニチジンの投与量を150mgか ら75mgに 減量。

(ま とめ〉

現在、薬剤管理指導業務において高齢者や腎機能の低下した患者と接することが増えている。従

って、腎障害時に、どの薬をその程度使用すれば安全か知っておき、副作用を未然に防ぐ努力をし

なければならない。

(参考文献〉

薬事時報社 :腎機能別薬剤使用マニュアル

松田重三 :こ の薬のこの副作用

精神科治療学74;347-354,1992

粟津荘司他 :薬剤学 第 6版
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糖尿病教室の取り組みについて

長井市立総合病院薬剤科 佐 藤  道 子

TEL 0238(84)2161

山形県病薬D.!.News No。 11(2000)

糖尿病は自覚症状のないまま発症進行し、現在、我が国の糖尿病人口は690万 人、糖尿病予備軍を

含めると1,370万 人と予想されています。中でも40歳以上の全人口の10%が糖尿病と言われています。

当地域の医療圏域人口は約 7万人で、糖尿病患者数は約3,500名 と予想されます。現在、当院の糖

尿病患者数は、通院約900名 、その内インスリン自己注射の患者数は約400名 、平均HbAlcは約6.8%

のレベルにあります。

当院では第 1診療部長の松橋先生から、「医師と各職種との連携を図り、チーム医療として患者に

係わりを持つ取 り組みを始めたい」との呼び掛けがあり、平成 8年 7月 に第 1回の「糖尿病診療に関

する院内関係者会議」が開かれました。参集範囲は医師 0看護婦・栄養士・検査技師・薬剤師でした。

この会議では、①糖尿病教室を開催する方向で話を進めること、②病棟での仕事をどのように発展

させるかを検討すること、③各職種の関係については、これまでの枠組を変えて連携を図ると共に、

それぞれの立場で各職域ごと取り組むこと、④院内外の各種研修会にも積極的に参加してレベルアッ

プを図ること等が話し合われました。会議出席者は「チーム医療は常に患者さんが中心であること」

を念頭に置いて、糖尿病教室の開催に向けた活動を開始しました。

この会議は、現在も年 1～ 2回開かれ、①経過報告 (病棟での取り組み状況、各種事業や研修会ヘ

の参加報告と教訓)、 ②今後の課題と対応 (糖尿病教室の持ち方、取り組んでみての感想、成果と教

訓)、 ③患者教育指導の評価 (患者の状況に沿った評価)、 ④入院目的とその指導についてなどの情報

交換の場となっております。

平成 9年 5月 から糖尿病教室を開催することになり、 3週 (3回)で 1ク ールとし1回 1時間で、

1、 2週日は医師、 3週日は栄養士、薬剤師、看護婦が受け持ちました。

現在のスケジュールは次のとおりです。

参加人数は10名前後で、時には家族同伴の方もおります。入院 (いわゆる教育入院、合併症の治療

のための入院、インスリン導入または変更のための入院など様々です)及び外来患者を対象としてお

りますが、どなたでも参加できます。

内 容 担 当

1週 目
糖尿病の基本
治療・合併症
運動療法

医 師

2週 目
食事療法について

薬物療法について

士
師

養
剤

栄
薬

3週 目

低血糖について

足の手入れ 0喫煙・旅行
通院の仕方
自己血糖測定の結果
シックディ

病 棟 看 護 婦

外 来 看 護 婦

―-23-
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当日の参加者の状況によって、薬物療法のどこに重点を置いて話を進めるべきかを考えながら、ま

たOHPを使用したり、教室スタッフで作成発行した『糖尿病のしおり』を利用しながら話を進めてお

ります。さらに、病棟活動の時に個人毎に指導しております。

「自分で治療をしよう」という意欲が湧いてくるような動機付けが出来ればと、血糖コントロール

の意義や糖尿病をコントロールする重要性について、繰 り返し平易な言葉で話をすることに気をつけ

ております。同時に一方的に話をするのでなく、対話ができるようにと考えているのですが、なかな

か思うようにはいきません。毎回反省と試行錯誤を繰 り返しております。

平成H年 5月 からは、月 1回のスタッフ定例会議を開き、糖尿病教室や病棟及び外来での質問事項

や疑問点などについて医師のア ドバイスを受けながら解決するようにしております。

今後の課題としては、①患者さんの評価をどう捉えていくか、②クリティカルバル導入にむけての

検討、③現在は行っていない薬剤師の注射手技指導に関すること、④日本糖尿病療法指導士の認定試

験に関することなどがあります。

また、院外活動として、「全国糖尿病週間」関連事業の講演会で、教室スタッフがそれぞれの分野

で話をさせていただきました。

職場の理解と糖尿病教室のスタッフに支えられて今日に至っておりますが、これからもチーム医療

の一員として微力ながら貢献できるよう頑張っていきたいと思っております。
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山形県病薬D.:.News No。 11(2000)

Q:DGLC(ジギラノーゲン)の血中濃度はそのように測定し、判断すればよいか ?

A:ジギタリス製剤の血中濃度測定には、ジゴキシンとジギ トキシン用のキットがあり、この 2剤以

外のジギタリス製剤については正確な血中濃度を測定することはできません。しかし、DGLC

(デスラノシド、ジギラノーゲンC)は一部がジゴキシンに代謝されることから、ジゴキシン測

定キットで測定したものを換算し、近似の血中濃度を求めることができます。このジゴキシン測

定キットはダイナボット社製TDX、 第一化学アクセス等各社から発売されていますが、キット

により換算する数値である交差率が異なります。ここでいう交差率とは、ジゴキシン測定キットで

DGLCの血中濃度の何%を測定することができるかということです。つまり100%に 近い測定キットを

選べば、より近い血中濃度を求められます。1997年 4月 現在、ダイナボット社TDXの交差率はデスラ

ノシド136%、 ラナトシドC108%、 第一化学アクセスの交差率は両剤とも62.8%です。この交差率を

用いて、測定されたジゴキシン血中濃度のデータを換算することができます。例えば、第一化学アク

セスでは、0.628で 割ることによりDGLCの 血中濃度を求めることができます。一方、「交差率は一定

条件下で算出した値であり、DGLCの体内動態は個人差が大きいこと、個人でも採決時間によって未

変化体と代謝物 (ジ ゴキシン等)の比率が異なることから、交差率による換算は意味がない」として

交差率による換算を行わない検査会社もあります。ジギタリス製剤の特性を表 1に示す。

問い合わせ先 :藤沢薬品工業 学術部

表 1 不整脈に用いられるジギタリス製剤の特性

ジギラノーゲンCの血中濃度はそのように測定し、

判断すればよいか
鶴岡市立荘内病院薬局 佐 藤   導

TEL 0235(22)1515

一般名 由 来 商品名 剤形

投与量 (成人) 作用の発現 薬物動態学的性質 血中濃度

飽和量
維持費

(1日 )

発  現 最大効果
諸 管

吸収率
蛋白結合 半減期 排泄経路 腸肝循環 治療濃度 中毒濃度

ジギトキ

ジゴキ

メチルジ
ゴキシン

ラナトシ
ドC

シド

(葉 )

(葉 )

(葉 )

ラナトシ

ドCの脱
アセチル体

冽
嚇

藩
期

ジギトキシン

(塩野義、藤沢)

散および錠

ジゴキシン

(サンド、山之内)錠

ジゴシン(中 外)散 、

錠、エリキシル、注

ラニラビッド

(山之内)錠

セジラニド

(サンド)錠

ジギラノゲンC
(藤沢)注

経口

(初 回02 mg、

1日 3回 、2～ 3日 )

経日1～ 4mg
(初 回0.5～ lmg、

以後 0 5mgを

6～ 8時間おき)

静注1～ 2mg
(1回 025～ 05 mg

を2～ 4時間おき)

経口 06～ 18 mg

(初 回02～ 03 mg、

以後 0.2mgl日 3回 )

経口

(1日 1～ 2mg)

静注・筋注0.8～ 16 mg

(初回04～ 06 mg、

以後2～4時 間ごと

に02～0.4 mg)

時間

経口

時間

静注

15～30分

5～ 20分

45分～2

時間

10～30分

時間

30～ 90分

時間

時間

［嘲　　　３”６印
(剤形に

よって

異なる)

ほぼlllll% 約30%

～ 6日

時間

33時間

33時 間

”
間

３０

時

肝で代謝:

代謝物は主として便

中に60%、 未変化体

として尿中に33%

腎:未変化体として尿

中に60～ 80%、 一部

代謝されて便中に

ジゴキシンと同じ

ジゴキシンと同じ

腎:肝 でジゴキシンに

代謝される。尿中排

泄率25%ノ 日

腎:代 謝されずに尿

中に排泄、尿中排泄
率33%ノ 日

多 い

少ない

あり

ng/mL

n』、L

>411ng/mL

ジゴキシン

と同じ

>2 5ng/mL

>2 5ng/mL
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Q:精神科領域において頻繁に遭遇する起立性低血圧改善のため昇圧剤の併用を行うが、大丈夫かど

うか ?

(エホチール、ジヒデルゴット、メトリジン、リズミックの併用について)

A:抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬に代表される向精神病薬は長期にわたり処方されることが多い。

その際、副作用として起立性低血圧が見られ、特に高齢者においては転倒による骨折、外傷のお

それもあるため危険である。

この一因として末梢のαlア ドレナリン受容体遮断作用が挙げられ、対処法として基因薬剤の減

量もしくは中止が望ましい。しかし精神症状によってはこれらが困難である場合も多く、昇圧剤

の併用を行うことも少なくない。

しかしながら、血圧の急激な変動は危険であるため、併用する薬剤及び投与量には十分気をつけ

なければいけない。

内因性 NA↑

(α

総末梢

静脈

(α 受容体刺激 )

図 1 各種昇圧剤の作用機序について

最初に、エホチール、ジヒデルゴット、メトリジン、リズミックの主な作用機序について簡単にま

とめておくと、以下のようになる。 (図 1)

峨
榊――十
離
∞

受
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渕
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＼
＼
鰤
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激
　
　
　
　
↑

刺
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体
　
　
　
　
抵

綱
勢
―
―
十
崎

精神科領域において頻繁に遭遇する起立性低血圧改善のため

昇圧剤の併用を行うが、大丈夫かどうか

市立酒田病院薬剤部 菅原  美佳   酒田東病院薬局 菅 原   啓

TEL 0234(23)111l       TEL 0234(22)9611

血圧 ↑
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★エホチール   塩酸エチレフリン

α、β両受容体刺激剤 (α <β ) 直接作用

心臓および末梢血管に作用し、血圧および脈圧の増加が見られ、その効果は 3～ 4時間を続する。

心拍数に変化を伴わず、心拍出量を増加させ、同時に末梢血管抵抗を減少させる。循環血流量の増

加によって血圧を上昇させる。

★ジヒデルゴット   メシル酸ジヒドロエルゴタミン

α受容体刺激剤

血管平滑筋収縮作用があり選択的かつ持続的な静脈壁緊張作用をもつ。これにより心臓への静脈環

流と心拍量を増加させる。

★リズミック   メシル酸アメジエウム

α、β両受容体刺激剤 (α >β ) 間接作用

ノルア ドレナリン (NA)と 競合して末梢神経終末に取 り込まれ、NAの神経終末への再取 り込み

を抑制すると共に、神経終末においてNAの不活性化を抑制し、交感神経機能を克進させ血圧を上

昇させる。血管に対するα受容体刺激と心臓に対するβ受容体刺激により昇圧させ、作用は速やか

で持続的である。

★メ トリジン   塩酸ミドドリン

選択的 α受容体刺激剤

直接刺激作用により心臓および脳血管系に作用することなく、末梢血管を緊張および収縮させ、血

圧上昇作用を示し、起立時の血圧低下を抑制する。中枢への影響はなく、正常血圧に影響を及ぼさ

ない。作用発現は緩除で持続時間が長い。

以上のことをふまえると

A:こ れら4剤は、作用機序が異なるため併用可能であると思われる。

さらにある病院の併用使用例をあげてみると、併用によって各症状の改善がみられていることが

わかる (表 1)。

当病院において昇圧剤の併用は現在行っていないが、昇圧剤単独使用は4例ほどある。

患者のコンプライアンス改善のためにも、補助的に昇圧剤を使用することが大切であると思われる。
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表 1 昇圧剤の多剤併用症例による起立性低血圧の改善例

TTPは血小板減少、溶血性貧血、精神神経症状、発熱、腎機能障害の 5主徴とする稀な疾患である

が致死率が高い (40%)。 TTPの 発症要因は未だ解明されておらず感染症での毒素、自己免疫疾患、

悪性腫瘍に合併した特発性のものと、チクロビジンやシクロスポリンなど薬剤起因性のものが最近注

目されている。病態は血管内皮細胞障害と血小板活性化が主体で、血管内に過剰な血小板凝集塊や血

栓が形成され血栓部位での機械的損傷による赤血球破砕とそれに基づく溶血性貧血、Hb減少、網状

赤血球数増加、LDHの著名な上昇は溶血の程度を反映し、PAIgGも多くの場合陽性を示し、ともに病

勢に相関する傾向にある。黄疸的症状として溶血と肝細胞障害の混在による直接・間接ビリルビンの

上昇やGOT上昇、腎機能障害として血尿や蛋白尿が高頻度に、BUNや クレアチエンの上昇は比較的

少ないと報告されている。

現在、治療法に関しては、画一したものはなく渡部ら1)の 総説によれば、初期治療として血漿療法

と抗血小板療法を併用する。即ち、新鮮凍結血漿 (FFP)|こ よる血漿交換を症状・検査データに応じ

て、連 日もしくは 203日 おきに行い、徐々に間隔をあけ最終的にはFFP輸注を経て離脱をはかる。

抗血小板療法については、血小板血栓形成の抑制を目的としてLow dose Aspirin(80mg/day)お よび

コントミン
アキネ トン
ジヒデルゴット
エホチール
リズミック

レキソタン
テ トラミド
ベゲタミンA
ベンザリン
トリプタノール
ドクマチール
ジヒデルゴット
リズミック

セルシン
デパス
ドクマチール
ジヒデルゴット
リズミック

めまい

立ちくらみ

血栓性血小板性紫斑病 (丁丁P)の薬物治療について

山形大学医学部附属病院薬剤部 早坂  敬明

TEL 023(628)5822

一-28-―
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Dipyridamole300mg/dayを 組み合わせる。継続治療としては、副腎皮質ステロイドの投与方法があり、

免疫機序に関与したTTPの場合有効率が高いが、単独での有効性は低いと考えられている。通常

Prednisolone lmg/kg/dayを 血漿療法に併用する。最後に問題となる難治性のTTPの治療の場合、免疫

グロプリン大量療法、摘牌、Vincristin投与などの報告もあるが、未だ治療方法は確立されていない。

今回、最近の文献より難治性硼Pの治療報告について一部紹介する。また、これらを治療に用いる際

は適応外使用となるため注意が必要である。

【難治性丁「Pの治療報告】

免疫グロブリン大量療法

ストレプトキナーセ

報告者 :Cesare Rusconi et al。 つ

症 例 :58歳、男性 Streptokinase 30,000U/h 死亡

後

亡

予

死

13-cis Retinoic acid

報告者 :Thomas J Raife et al.D

症 例 :9歳、男性 13-cis Retinoic acid 80mg/m2× 2投与後 16日 で血小板数正常、1 予 後

6ケ月間投与継続、寛解                      1 寛 解

前治療 :血漿交換、免疫グロブリン無効

報告者 :近藤ら2)

症 例 :60歳、男性 :免疫グロブリン20g/day 3日 間

前治療 :血漿交換無効、各種抗血小板療法無効

後

解

予

寛

報告者 :谷 ら3)

症 例 :77歳、女性 :γ ―グロブリン20g/day 3日 間

前治療 :プ レドニゾロン、メシル酸ナファモスタット無効

後

解

予

寛

報告者 :元村ら4)

症例 :17歳、女性 :免疫グロブリン20g/day 5日 間

後

解

予

寛

プロスタグランジン (PG12)

報告者 :Garret A.Fitizgerald et al.9

症 例 :22歳、男性 :PrOstacyclin(PG12)持 続点滴静注 18日 間

併用療法 :Aspirin Dipyridamole,Sulinpyrazone,Prednisone、 血漿交換、血漿潟血

後

解

予

寛

報告者 :G.Thomas Budd et al.0

症 例 :47歳、女性 :血漿交換Aspirin Dipyridamole投 与PrOstacyclin(PG12)

持続点滴静注 脳出血にて死亡

後

亡

予

死

一-29-―
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シクロスポリン

報告者 :J.P.Hand et al.9

症 例 :14歳、女性 :血漿交換無効 Cyc10spoHnA経 口投与 (10mg/kg/day分 2)寛解

後

解

予

寛

CHOP療法

報告者 :

症 例 :

前治療 :

KoSpiekermann et al.10)

42歳、女性

免疫グロブリン、血漿交換、Cyclophosphamide無効

後

解

予

寛

以上、難治性TTPの治療報告を紹介したが、各種薬剤の投与理由もTTPの発症要因と関係があると

考えられ、遠藤ら11)硼Pの病理学的報告で宵 Pの初因は血管側にあり、血管プラスミノーゲンアクチ

ベータの消失、血小板凝集能の克進 (血管からのPG12の放出障害)、 異常な免疫反応 (IgG抗体、IgM

抗体、循環免疫複合体の存在、SLEとの合併症)が関与しており、従って治療薬剤もこれらTTPの要

因に何らかの作用を持つ薬剤を選択・併用し薬物療法を施行しているのが現状である。

【参考文献】

1)綜合臨床Vol.46,577,1997

2)臨床血液32(12):1564,1991

3)綜合臨床Vol.47(5)1059,1998

4)日本内科学会雑誌Vol。 183(2)127,1994

5)Annals of lntemal Medicine 1981 Sep;95(3):319-322

6)Lancet 1980 0ct;25:915

7)IntematiOnal Jouma1 0f Cardiology 1997(62)87-89

8)Lancet 1998 Aug352:454

9)British Joumal of Haematology 1998(100)597-599

10)British Joumal of Haematology 1997(97)544-546

H)臨床病理952(8)1988
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A&Q

注射剤のキャップ、シール、蓋をとった後のゴム部(針刺部)

の消毒の必要性について
山形県立中央病院薬剤部 伊 藤  則 夫

TEL 023(623)4011

注射剤 (ア ンプル以外)のゴム部 (針刺部)の消毒の必要性について、看護婦より問い合わせがあ

りました。製薬メーカーに問い合わせた結果、以下の回答が得られ看護婦に回答しました。

【メーカーの回答】

M社 :材料であるゴム栓及びキャップは滅菌品です。また無菌室にて巻き締めを行っています。

ただし、製品の保存状態から使用までの間で無菌であることは保証しかねます。したがって無

菌を保証しません。消毒の必要性については、医療の現場での判断基準でお願いいたします。

F社 :キャップをはずしてすぐに使用の場合は消毒の必要性はありませんが、しばらく放置した時も

しくは手が触れた時は消毒の必要性があります。

D社 :全製品のゴム部に関して無菌で製造しておりますが、キャップとは隙間ができる状態になって

おり、ご使用時には無菌状態といえない場合も考えられますので消毒してからご使用をお願い

します。

S社 :当社医療用薬品の注射用バイアルのゴム栓部分には、フリップキャップをつけております。

バイアル内部は無菌ですが、構造上ゴム栓面 (外面部)は外気が入らない構造になっていない

ので、陽圧・陰圧の関係になれば外気が進入します。そのため無菌の保証はできません。

フリップキャップの装着はゴム栓面が手指やその他の接触により汚染されることを防止するこ

とを目的で装着しています。ゴム栓面の滅菌はオー トクレープ121℃ 30分間で行い、その上の

フリップキャップはuv照射によって殺菌しています。その結果、抜き取 り試験によればほぼ

完全な無菌状態を確認いたしましたが、限られた検体数の微生物試験から得られた結果であり、

“汚染無し"と言い切ることはできません。以上により、当社医療用医薬品の注射用バイアル

では、フリップキャップをとった場合、ゴム栓面をアルコール綿等で清拭する必要があると考

えます。

Y社 :弊社バイアル製剤は、無菌的に製造されておりますが、100%無菌を保証するものではありま

せん。キャップ・シールの開封後の空気汚染も考えられますので、全製剤ともゴム部の消毒を

お願いしております。

M社 :使用時の無菌性を確保するためにも用時消毒をする必要があります。

0社 :ゴム栓の打栓までは無菌状態でありますが、アルミキャップやラベル貼付は無菌状態ではなく、

弊社製品のバイアル製剤についてはゴム栓部分をアルコール綿等で消毒、清拭し使用すること

が望ましいと考えます。

N社 :プルオフキャップは、キャップとゴム栓との間の気密性に優れているため、清潔で衛生的であ

ることを特徴の 1つ としております。しかし、キャップの開封時に材質のアルミ片 (微細なも
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の)やキャップの上についたゴミやほこりがゴム栓の表面に落ちることを経験しております。

従いましてゴム栓表面をエタノール綿等で清拭した後使用していただきたいと思います。

NS社 :全ての製品は消毒済みでありますが、キャップ、シール、蓋をとった後は菌が入る可能性があ

ります。

B社 :ゴム栓は滅菌されていますが、フリップオフキャップの隙間から針刺し部表面への、空気の行

き来が考えられます。そのため、現状のフリップオフキャップでシールされたバイアルの針刺

し部は無菌的でないと考えるのが一般的と思われますので、消毒の必要性はあるとします。

K社 :シール後滅菌を行っており、ゴム栓部は無菌となっています。使用の際にシールを剥がせばエ

タノール消毒を行わず針を刺すことができます。シールの剥がれたもの、及び無いものは使用

しないでください。

NR社 :長時間ゴム栓の状態で保管し細菌等の心配が考えられる場合は消毒することをすすめます。

KY社 :弊社バイアル製剤は全て無菌的な環境で製造を行っております。しかし、全てのバイアル製

剤にはプラスチックキャップを施しておりますが、このキャップとゴム栓の間には気密性が

ありませんのでゴム栓の表面は無菌と言い切れません。もちろん世界中で流通しているほと

んどのバイアル製剤が同様の状況です。当然のことながら、現在までアルコール綿でゴム栓

を清拭した場合としない場合の感染症の発現頻度を比較した研究発表はございませんし、清

拭していないために感染症が好発したといった報告もなく、この件について統一した見解を

持つ医療機関は多くないと思われます。このキャップは十分な気密性は保証されておりませ

んが、バイアル上部の保護、日常の取り扱いで付着する細菌や空中落下細菌付着の危険性を

回避するのに十分な機能をもつと考えられます。しかしながら、プラスチックキャップをは

ずしてからバイアルをしばらく放置してある場合や院内感染で感染症が急増した時、また免

疫能が極端に低下した患者さんの治療を行う医療機関でアルコール綿によるゴム栓清拭に励

行を指示することがあるようです。これらの状況を踏まえると、結論として清拭は必須のも

のではなく状況に応じ医療機関の判断で行っているのが現状であり、そうあるべきものと考

えます。

【看護婦への回答】

各メーカーの回答をみると、製造課程においての無菌性は多くのメーカーで保証しているがプラス

チックキャップの構造上、無菌性は継続して保証されるとは言い切れない。したがって、医療機関の

判断でゴム栓部分の消毒を行うことが現時点の状況である。当院の院内感染対策マニュアルでは「バ

イアルの刺入部、アンプルのカット部を酒精綿またはイソジンで消毒する。」となっています。
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クローン病の11歳の患者にベンタサ錠を粉砕して

服用させたいが可能か
山形市立病院済生館薬局 荒 井  浩 一

TEL 023(625)5555

山形県病薬D.l.News No.11(2000)

Q:ク ローン病のH歳の患者にベンタサ錠を粉砕して服用させたいが可能か ?

(EDチ ューブ挿入の患者で錠剤が飲み込めない。)

A:ベ ンタサ錠はエチルセルロースでコーティングした 5-ア ミノサリチル酸 (5-ASA)の 徐放顆

粒に結晶セルロース等の添加して成形した薬剤である。粉砕すると顆粒のコーティングが破壊さ

れて徐放性がうしなわれ、5-ASAが病変部分にほとんど到達しなくなるため粉砕不可とされて

いる。

他にこの疾患に適応する薬は少なくどうしても服用させたいとのことで、文献検索した結果下記

のような報告例があった。

【方  法】

崩壊条件 :

a)乳鉢中で乳棒を用いて粉砕した。

b)はじめにベンタサ錠に20～ 200μ Lの注射用水を添加して約 2分間放置した。続いて、この錠剤

をモンサント型錠剤用硬度計にセットして毎秒約100g/cttcm2の 速度で荷重を増加して崩壊させ

た。なお、崩壊時の硬度計の目盛 りを崩壊の必要荷重とした。

c)ビーカー中でペンタサ錠に100mLの 常水、注射用水、日局崩壊試験法第 1液または 2液を添加し

て崩壊させ、30分放置した。

溶出試験 :

対照として用いた無処理の錠剤ならびに崩壊させた錠剤からの5-ASAの 溶出を試験液として lL

の常水、注射用水、日局崩壊試験法第 1液または 2液を用い、バ ドル法100回転で観察した。

5-ASAの定量 :

試験液中の5-ASA濃 度は、297nm(常水、注射用水、第 1液)ま たは328nm(第 2液)における

吸光度から求めた。
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【結果・考察】

a)乳棒で粉砕した場合は、徐放性が完全に失われ、 5分以内に100%の 5-ASAを溶出し、粉砕不可

を裏付ける結果となった。

b)注射用水の添加量が20μ Lの ときは錠剤を崩壊させるのに約14kg/cm2の 荷重が必要だったが、添

加量の増加に伴って減少し、180 μ Lで は約1.5kg/cm2と なった。

また、添加量 100 μ L未満のときは崩壊後の錠剤からの5-ASAの溶出量はばらつき、さらに平均

溶出時間 (MDT)が対照の錠剤と比較して短くなり、顆粒のコーティングが破壊されているこ

とが予測された。

しかし、添加量の増加に伴って5-ASA溶出量のばらつきが小さくなり、添加量 100 μ L以上のと

きは対照の錠剤と同様のMDTな らびに溶出挙動を示した。

これは、賦形剤が水で膨張したことにより徐放性顆粒にかかる荷重が減少し、コーティングが破

壊されることなく錠剤が崩壊したためと考えられた。

c)100mLの 常水、注射用水を添加して崩壊させた場合は30分放置後の5-ASA溶 出量が 1%未満だ

った。また、崩壊した混濁液を試料として溶出試験を行ったところ対照の錠剤と同様の溶出挙動

を示した。しかし、第 1液または 2液で30分放置後には 3～10%の5-ASAが溶出していた。

これらの結果から適当量の水を添加し、膨張させたから最小限の荷重で崩壊させることにより徐放

性顆粒からの5-ASAの溶出挙動に影響をあたえることなくベンタサ錠を顆粒剤としても服用できる

ことがわかった。

さらに、混濁液してて服用する場合、溶媒に注射用水や常水を使用することにより、30分程度放棄

しておいも、5-ASAの溶出挙動はほとんど影響を受けないことが予測された。

上記報告例にもとづきベンタサ錠を水で溶解させ服用させることで問題なく経過している。
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Q:ネ フローゼ症候群などステロイ ドを継続で使用している患者に、インフルエンザワクチンを使用

してもよいのか ?

A:予防接種リサーチセンター発行の「予防接種制度に関する文献集 (29)」
1)に 以下のような報告が

されている。

1)これまでの研究報告

腎疾患児への予防接種については昭和60年小児腎臓病学会運営委員会から日本小児学会へ答申され

た禁忌事項は

(1)副 腎皮質ホルモン剤あるいは免疫抑制剤使用中止後 6ケ月以内

(2)急性および慢性腎不全

(3)急性期および増悪期、および症状固定後 6ケ月以内

(4)そ の他医師が不適当と認めた場合

とされている。この答申から10年以上経過し、予防接種法は個別接種となり、社会情勢の変化に対応

し、考え方も変えていく必要がある。

2)接種に際し注意すべき点

・特発性ネフローゼ症候群

急性期でも大量蛋白尿のため腹水貯留が認められるような場合を除き疾患自体が免疫不全の状態で

あるわけではない。問題は治療薬としてのステロイ ド剤、免疫抑制剤などによる免疫能の低下にあろ

う。免疫能低下を及ぼすステロイ ドの限界量の決定は難しいが諸家の報告υのではプレドニゾロン相

当量で l mg/kg/日 以下であれば生ワクチン投与が可能とされている。すなわち初期治療の約 2-3ケ

月以降は接種可能ということであり、再発を繰 り返し、ステロイ ド、免疫抑制剤を使用する機会が多

いことが予想される。主治医としてはできるだけネフローゼ治療管理の中に予防接種計画を盛 り込む

必要がある。ネフローゼ症候群に対する予防接種により再発原因となる非特異的免疫反応を引き起こ

す確証はなく、再発のみを懸念してワクチン接種を回避する必要はない。

・慢性腎炎、急性腎炎

1年以上異常尿所見が続く腎炎が慢性腎炎であり、浮腫、高血庄、肉眼的血尿が存在する急性期は

予防接種を避けるべきであろう。このことは急性腎炎でも同様な基準でよい。治療としてステロイ ド

剤を使用している場合はプレドニゾロン相当量で l mg/kg/日 以下であれば接種可能である。特にIgA

腎症の場合はインフルエンザ予防接種を勧めるべきである。

ネフローゼ症候群等ステロイ ドを継続で使用している
患者に、インフルエンザワクチンを使用してもよいか ?

山形市立病院済生館薬局 斉 藤  栄 治

TI]L  023(625)5555
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・慢性腎不全、透析療法

腎不全患者の予防接種における問題点はserOconversion率 が低い、抗体価のピークが低い、抗体価

レベルの減衰が早いなどが拳げられるが、免疫不全状態になければ計画どおり実施して差し支えない。

以上の報告を参考に、病態とステロイドの投与量を考慮しながら、インフルエンザワクチンの接種

を行うことを勧めた。

【参考文献】

1)神谷 齊 :予防接種要注意者の判断基準に関する研究 (最終報告),予防接種制度に関する文献

集 (29)一 予防接種副反応を中心として一,29:395-435,1999

2)神谷 齊 :水痘ワクチンの必要性,水痘ワクチンの使い方,ワ クチン最前線一その使い方一,医

薬ジャーナル社,89-98,1989

3)富沢修一 :新 しい予防接種, 日本小児医事出版杜,215-221,1996

Q&A

当院麻酔科医師より、慢性的な疼痛 (ニ ューロパシックベイン*1)に対しケタミン (ケ タラール)

を経口薬として投与したいとの依頼があり検討したところ、シロップ剤として投与することになった

ので以下に調製法について報告します D～Э。

Rp)(ケタラールシロップloomL l日 3回  7日分)

ケタラール50

単シロップ

全  量 100mL

服 用 方 法 :1回 1目 盛 りずつ口に含まずすぐ飲み込んで下さい。 (ケタラールが苦いため)服用前

によく振って下さい。

注 意 事 項 :眠気、吐き気が現れることが予想されるので、薬の投与後は充分な安静時間をとり、車

の運転や機械の操作等危険を伴う作業は行わないで下さい。

類似処方 1:鳥取県倉吉市 谷口病院麻酔科 上平 敦先生による処方ケタミンチョコレー ト (ケタ

ミンは非常に苦いためチョコレー トにして服用しやすくした。)

類似処方 2:東京大・医・麻酔科と病院薬剤部の共同開発による処方

ケタミン舌下錠 (ケタミンは経口投与後に初回通過効果を大きく受けることが知られて

いるので、初回通過効果を回避する剤形として舌下錠を院内製剤として開発した。)

当院適応症例 :帯状疱疹後神経痛、胸郭出口症候群 *2、 癌性疼痛に対する補助薬

7mL

93mL

ケタラールシロップ内服用液について

北村山公立病院薬剤科 金 子  俊 幸

TEL 0237(42)2111

-36-



山形県病薬 D.:.News No.11(2000)

*1:末 梢受容器における繰 り返し侵害入力や感受性克進によって伝えられた過剰な侵害性刺激は、

脊髄後角レベルにおけるグルタミン酸、アスパラギン酸などの興奮性アミノ酸の過剰放出を引

き起こし、これが、N―methyl―D―aspartate(NMDA)受容体を介した広域作動性ニューロンの過

興奮を招来し、痛覚過敏やアロディエアなどニューロパシックベインに特有の疼痛症状を発現

させる。

*2:胸郭出口における神経や血管の圧迫に基づく一連の症候群。胸郭出日は、第 1肋骨・鎖骨 0前

斜角筋などによって構成され、この部を通る鎖骨下動・静脈や腕神経叢由来神経が圧迫される

ことがある。症状としては、上肢のしびれ、疼痛、易疲労性があり、上肢の過外転によって誘

発される。

現在臨床で使用されているNMDA受容体拮抗薬

全身麻酔薬のケタミン (商品名ケタラール)、 鎮咳薬のデキス トロメトルファン (商品名メジヨン)

または日本ではまだ使用されていないが抗パーキンソン薬の塩酸アマンタジン (シ ンメトレル)の な

どがある。

医師の評価

ケタラール少量静注 (2 mg)に よって疼痛緩和した患者に対しケタラール経口投与を行った。多

少の疼痛緩和とはなったものの 1日 3回では疼痛再出現率が高く、また 1回量決定もはっきりしたも

のがないため有効なものとは言えなかった。副作用に関しては、眠気や吐気などもみられなかった。

経口投与の量が少ない印象を受けたが筋注用50mg/mLで投与しても量的に多くなってしまうため製剤

開発が待たれる。

【参考文献】

1)志馬 伸朗

2)合田由紀子

3)HOffmann v

4)Anoymous:

:ニューロパシックベインに対するケタミン、デキス トロメトルファン投与の試み ,

慢性疼痛,16(1),105～ 107,1997

:ケ タミンを使った鎮痛治療とは,ターミナルケア,17,1997

:Successful Treatment of Postherpetic Neuralgia with Oral Ketamine,The Chnical of J―

ournal of Pain,10(3),240-242,1994

Schmerzbehandlung bei akuterrl und chronischem Zoster rnit Amantadin,Brennpunkt Geriat,

1(3),22～ 23,1993
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抗カルジオリピン抗体陽性妊婦に対するアスピリン療法で

小児用バファリンの投与量が知りたい

白鷹町立病院薬剤科 海 老 名 純 子

TEL 0238(85)2155

山形県病薬D口 |.News No.11(2000)

☆抗カルジオリピン抗体とは

抗リン脂質抗体 (anti―phospholipid antibody:APA)の 1つ と考えられており、主要な細胞膜構成成

分であるリン脂質二重層に対する自己抗体のことである。

APAは、人工的な細胞モデルとしてのリポゾームを用いた実験結果より、健常人の血清中にも微量

ながら存在することが証明された自然抗体の一つであり、なんらかの理由で異常産生されている状態

をAPA陽性と判定されている。

☆抗カルジオリピン抗体陽性妊婦について

APA陽性者の多くにおいて、再発する動脈・静脈血栓症、中枢神経症状、血小板減少症、産婦人科

の分野では習慣流産、死産、子宮内胎児発育遅延、妊娠中毒症など特徴的な臨床所見が認められ、こ

れらを一括して 「抗リン脂質抗体症候群」という疾患概念でとらえることが提唱されているが、この

なかで、妊娠はするが継続することなく流産あるいは死産に終わってしまう不育症といわれる病態の

患者に、抗カルジオリピン抗体等の自己抗体陽性者数の割合が、健常婦人に比べて高いという報告が

散見されるようになってきた。

すなわち、抗カルジオリピン抗体等の自己抗体陽性不育症患者には、subclinicalな免疫機構の破綻

が存在し、母体側の持つこの免疫異常が妊娠の成立と維持に不利な要因となっているといわれる。そ

の機序としては生体内局所において、血小板、血管内皮細胞などに作用し、血小板の凝集および血管

の収縮を惹起し、血栓を形成することが推察されており、妊娠した場合には、胎盤の絨毛間腔の血栓

形成により流死産t妊娠中毒症、子官内胎児発育遅延 (IUGR)な どを発症せしめると考えられてい

る。

☆治療について

このような病態に対し、免疫抑制を目的とした副腎皮質ステロイ ド、あるいは抗凝固を目的とした

アスピリン少量投与が試みられ、その有効性が報告されているが、その投与量は、プレドニゾロンは

10～ 30mg/日 、アスピリンは81mg(小児用バファリン 1錠)/日 である。しかし、妊娠時における

長期投与に対しては、ステロイ ドの副作用のみならず、催奇形性や分娩時出血量の増大などの問題が

あり、必ずしも推奨される薬剤とはいえないのが現状である。他に漢方薬 (柴苓湯 9g/日 )の内服

等も行われてお り、ある程度の効果が得られているが、治療法の確立が待たれるところである。

最後になりましたが、ご指導戴いた山大医学部附属病院薬剤部板垣末廣先生に深謝いたします。
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【参考文献】

鏑木 淳一 :子官内胎児死亡を繰 り返 した抗 リン脂質抗体症候群の 1例。治療学、29(1)109-lH

(1995。 1)

八神喜昭ほか :女性のための薬物療法 産科 習慣流産 (抗 リン脂質抗体症侯群)(総説)

61(S)46-47 (1994.3)

田中栄一ほか :柴苓湯内服により正期産に至った抗核抗体陽性不育症患者例。山形県病医誌第28巻第

1号 (1994.1)

椴野隆司、古殿正子 :自己免疫異常不育症と柴苓湯。和漢医薬学雑誌、15(5)268-269(1999◆ 2)

当院脳外科病棟よリクロイツフェル ト・ヤコブ病を疑われる患者の痰及び尿の消毒法、消毒剤の調

整についての質問を受けた。

【古典的クロイツフェル ト・ヤコプ病 (CJD)とは】

CJDは、核酸を持たない蛋白質性感染粒子であるプリオンpurionに よって起こる遅発性感染症であ

る。狐発性CJDが約90%を 占め (100万 人に 1人の割合)、 遺伝性のものが約10%あ り、感染性プリオ

ン病としてのCJDが 1%以下の割合で認められる。狐発性CJDの原因は不明であるが、感染性プリオ

ン病としてのCJDは角膜移植・硬膜移植・ヒト脳下垂体から抽出した成長ホルモン接種・深部脳波電

極による感染などによって起こっている。

【感染の本態】

核酸や蛋白を不活性化させるような処理に耐える非常に安定性の高い蛋白質であるプリオンが感染

の本態である。感染性があるのは、患者の脳・脊髄 0脳脊髄液、眼球、肝臓、牌臓、リンパ節であり、

感染性がないのは涙液、鼻汁、唾液、尿、便である。

【診 断】

CJDは ,長い潜伏期を経て50歳以上の年齢で発症する。そして海線状脳病変をきたし、痴呆・ミオ

クローヌスなどの中枢神経症状を呈して、 2～ 8ケ月で死に至る。確定診断は、剖検による脳の空胞

病変と異常プリオン蛋自の検出による。

【治療法】

CJDの病因に対する特異的な治療法はなく、全身管理と対症療法が主体となる。ミオクローヌスが

クロイツフェルトロヤコブ病に対する
消毒剤による方法について

米沢市立病院薬剤部 伊藤 基江

TI]L  0288(22)2450
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激しいときにはクロナゼパムやヂアゼパムを投与する。

栄養の補給、関節拘縮、褥療や気道、尿路感染に注意する必要がある。

【医療機関における感染の予防について】

ヒトの伝達性海線状脳症 (プ リオン病)すなわちCJDあ るいはGSS(Gerstmann― Straussler― Schinker

症候群)等の感染防止上の問題は、臨床症状が出て初めて診断が可能となるが、スクリーニング検査

法は未だ存在せず、発症前に診断することは不可能なことである。CJDは疫学調査ではCJD患者の家

族に発症した例はほとんどなく、経気道、経口感染では発症し難い。一方、医原性に移植 (角 膜や硬

膜)ヒ ト脳下垂体から抽出した成長ホルモン、汚染深部脳波電極への曝露により、他のヒトヘ感染さ

れた証拠が示されている。このように医療行為も感染源になることが示唆されているので、病院では

感染予防策に十分留意しなければならない

【消毒法】

最も確実な滅菌法は消却することであり、できるだけディスポーザブルのものを使用すること。汚

染疑いのある材料、及び器材は検査終了後下記に示す消毒法に従う。また、血液、体液、分泌物等で

汚染された廃棄物は、同様に下記の処理法に従い処理する。

a,焼却

b, 3%SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)100℃ に5分間浸す

c,高圧蒸気滅菌、132℃ で 1時間オートクレーブにて高圧滅菌する

d, lN水酸化ナトリウム溶液に 1時間、室温にて浸す

e, 1～ 5%次亜塩素酸ナトリウムに2時間、室温にて浸す

医療機関においては、感染予防対策委員会を設置し、院内の感染防止について検討し、医療従事者、

患者、家族にCJDと プリオンの性質について知識と感染防止について十分な教育を行った上で、現場

での感染の防止に努めていく必要がある。

現在当院では、 lNの水酸化ナ トリウム溶液に浸す方法で消毒を行っている。

【参考文献】今日の治療指針,1997

消毒剤の選び方と使用上の留意点,薬業時報社,1992

クロイツフェル ト・ヤコブ病診療マニアル,厚生省,1997,1998
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ヘパリンを硫酸プロタミンで中和時にあらわれることがある

反跳性の出血について

米沢市立病院薬剤部 松 田 尚子

TEL 0238(22)2450

山形県病薬D.|.News No.11(2000)

Q:ヘパリンを硫酸プロタミンで中和する場合に、反跳性の出血があらわれることがあるが本剤を少

量追加することにより防ぐことができる。 (硫酸プロタミン添付文書記載)

上記 ;反跳性について～機序と予防法は?

A:発生機序について :≪ ヘパリンのrebound現 象≫

Maherら は大量のヘパリン、プロタミンの使用によリプロタミン活性消失後、組織やリンパ液

中に蓄積 していたヘパ リンが体循環内へ再流入 しヘパ リンの効果が出現すると考え、また

Hampersら はヘパリン、プロタミン複合体の解離によリヘパリン過剰となることを考えている。

いずれにせよrebaound現 象は一般にプロタミン過剰では生じにくい。

予防法について ;少量のプロタミン投与で予防、治療可能である。

少量とは～

硫酸プロタミン100mg含有/1バイアル (10mL)中

凝固時間の延長している場合はプロタミンを20mg(2 mL)程度追加する.ま たは、10mg(1

mL)を 1～ 2分かけて静注する。

『ヘパ リン』

従来から使用されている未分画ヘパリンは、既に多くの病態の治療、予防に有効であることが示さ

れてお り、体外循環やDIC、 心筋梗塞をはじめとする血栓塞栓症などに頻繁に使用されている。しか

し、より強い作用を求めると出血の合併症が増加し、また、個体間や病態の変化によって抗凝固作用

に変動があり、頻回な凝固系のモニターが必須である。

☆ヘパ リンの作用機序と分子量の関係

従来から使用されているヘパリンは、酸性ムコ多糖よりなり、分子量5,000～30,000の ものが混在し

た未分画な薬剤であるため、未分画ヘパリンと呼ばれる.この不均一な構造そのものが未分画ヘパリ

ンの生物活性の差異が生じるとされ検討されてきた。未分画ヘパリン自体に抗凝固活性はなく、血漿

中の凝固阻止因子であるアンチ トロンビンⅢ (ATⅢ )と複合体を形成することによってその作用を

表す,つ まり、ATⅢ の作用を増強することによって トロンビン (第 Ⅱa因子)や第Xa,X Ⅱa,X Ia,

I Xa因子などの凝固系を不活性化するが、未分画ヘパリンでは特にⅡaの阻害作用が強く (Xaの数

十倍 )、 その作用発現には先に述べたATⅢ 結合部位である 5糖構造以外の多糖構造が必要である。つ

まり、高分子ヘパリンーATⅢ 結合体が鋳型となってⅡaと 結合し、その作用を抑制すると考えられる。

一方、Xaの阻害には、 5糖構造によって活性化されたATⅢ が存在すればよく、ヘパリン分子の多糖

構造を必要としない。また、プロトロンビナーゼ複合体中のリン脂質に結合しているXaは、ヘパリ

ンーATⅢ より活性化されにくいことも明らかとになっている。
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アナフィラキシー ロショックの原因薬物

山形県立総合療育訓練センター 武田 直子

TEL 023(673)3366

山形県病薬D.l.News No.11(2000)

当院赴任以来始めて、1999年 6月 24日 の筋解離手術時にアナフィラキシーショックが発症した。幸

いにして、生命に別状は無かったが、今回のアナフイラキシーショックは前駆症状として華麻疹が認

められた事から、外科的侵襲によるものではなく、薬剤性のものと思われた。患者が脳性麻痺の小児

であるため、将来手術を受ける可能性も高く、医師より原因薬剤究明の依頼があった。

1.症例経過

患  者 :○田 ○月、女性、 7歳

原 疾 患 :脳性麻痺

手術目的 :右股関節周囲筋解離

経  過 :1999年 6月 24日

14時 10分 硫酸ア トロピン0.lmg+塩酸ヒドロキシジン (ア タラックスP)

20mg筋津、ソリタT3号 500mLキープ。

14時 25分 チオペンタールNa(ラ ボナール)75mg静注。

臭化ベクロニウム (マスキュラックス)1.5mg静注後、挿管、

導尿 (両処置時にキシロカイン 0ゼ リー使用)。

笑気、エルフルラン (エ トレン)にて吸入麻酔開始。

14時30分 セファゾリンNa(セ ファメジン)皮内テスト.

14時45分 皮内テスト陰性、セファメジン0.5mg/生 食100mL点滴開始。

尿道バルーン挿入。

手術用イソジンを約4倍希釈し、下半身泡スクラブ。

14時 55分 マスキュラックス注0。5mg追加

15時   右大腿部華麻疹様発疹出現。生食で手術用イソジンを洗い流す。

15時05分 手術開始

15時 20分 血圧急低下 (55/12.5)

コハク酸ヒドロコルチゾン (ソルコーテフ)500mg

塩酸エチレフリン (エホチール)lmg iov.

15時35分 気道狭窄著明 (気道内圧20→300)

ネオフィリン25mg、 エホチール lmg i.v。

15時 55分 血圧 :70/15

ネオフィリン25mg追加、ソルコーテフ500mg点 滴に混合

16時 05分 エホチール lmg i.v。 追加

16時 35分 手術再開 (BP:75/40)
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16時 47分 エホチール lmg i.v.追 加、ラクテック注追加

17時 12分 手術終了

陰部の腫脹・首～肩にかけて紅潮が見られた。

2.原因薬剤検索調査

<調査 1>文献調査

使用薬剤のうち、文献上に「アナフィラキシーまたはアナフィラキシー様症状」の掲載がある薬剤

の洗い出しを行う。

【参考文献】 (添)=添付文書

(メ )=メ イラー医薬品の副作用大事典第12版

①セファメジン:(添)アナフィラキシーショック

②手術用イソジン:(添)アナフィラキシ様―ショック

③キシロカインゼリー (添)アナフィラキシーショック

(メ )局麻剤のアレルギー反応はパラベンなどによるものが多い

④ラボナール :(添)記載なし、(メ )記載なし

⑤マスキュラックス :(添)アナフィラキシー様ショック

⑥アタラックスP:(添 )記載なし、(メ )記載なし

⑦硫酸アトロピン:(添)記載なし、(メ )静注によるアナフィラキシー1例

③エトレン:(添)記載なし、

(メ )類薬 (イ ソフルラン)でアナフィラキー 1例

⑨笑気 :(添)記載なし、(メ )記載なし

<調査 2>皮膚反応テス ト

以上行ったアナフィラキシーショックに関する文献調査の結果と、アナフィラキシーショックはア

レルゲンとの接触から30分以内で発症すると言われている事から、原因薬物としては、

「セファメジン」・ 「マスキュラックス」 。「イソジン」

のいずれかの可能性が高いと思われた。

原因薬物の患者への再投与は、再びアナフィラキシーショックを起こす可能性も高いため、すべて

のテストは患者の状態が安定してから家族の了解の基、医師との共同作業で行った。

(1)パ ッチテスト

まず、反応性はもう一つだが安全性の高いオープンテスト (皮膚塗布)を行おうとしたが、患児が

体を動かすためあきらめ、パッチテストから行う事とした。

アレルゲン疑惑薬物は生食で希釈し、低濃度から試験を開始した。

6月 26日 (6病 日)セフアメジン皮内テスト用液(0.15mg/mL)を ブラッド絆に滴下し上腕に添付30分

観察。

対照液 :生食 反応=な し

6月 30日 (7病 日)①セファメジン :点滴10倍希釈液 (0.5mg/mL)

②マスキュラックス :10倍希釈液

③ラボナール :10倍希釈液
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④手術用イソジン :10倍希釈液

をブラッド絆に滴下し背中に添付。

対照液 :生食

反応=すべてなし

(2)プリックテス ト

パッチテス トの結果がすべて陰性だった事から、危険性は少し高いが I型アレルギー (即時型)

検査法としては、より有用なプリックテス トを行う事とした。

図 1

6月 5日 (12病 日)

①セファメジン:希釈液0.3mg/mL

②手術用イソジン:10倍希釈液

③キシロカインゼリー :原液

④ラボナール :原液

③マスキュラックス :原液

対照液 :生食

を背中のプリック部位に滴下。

反応=直後は変化が無かったが、10分程で手術用イソジンのみ発赤 (直径 :約 17mm)

プリック部を中心に膨疹 (直径 :約 3mm) 図 1        ,

手術用イソジンに対する反応はポピドンヨー ドに

よるものかを判定し、これからのイソジン消毒使

用の可否を判断するため、イソジン液も同様の実

験を行った。

8月 5日 (43病 日)外来にて

⑪手術用イソジン :原液、塗布

②手術用イソジン:10倍希釈液、プリック

⑩イソジン液 :10倍希釈液、プリック

対照液 :生食、プリック

反応=プリック部位は②⑩とも同じ反応

1分後から発赤 (直径 :約20mm)

5分後に中央部膨疹 (直径 :約 10mm)

塗布部位①は発赤と小さな丘疹 3箇所 図 2

手術用イソジンとイソジン液が同じ反応だったことから、プリックテストの反応は「手術用」のみ

に含まれる発泡剤や界面活性剤などではなく、主薬のポピドンヨードによる反応と考えられる。

生体内検査としては、この他に皮内テスト、誘発試験などがある。しかし、これらの試験はショッ

クを再度起こす可能性が非常に高いため、今回は患者の身体的負担を考え、これ以上の生体内試験

は行わない事とした。
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<調査 3>検体検査

I型アレルギーの in宙 troの検査法として主要なものは、血中の総IgE量の測定と、特定のアレルゲ

ンに対する特異抗体の測定である。しかし、特異抗体の測定は食品などの特定のアレルゲンに対して

しか行えない。そこで、一般検査として可能な薬剤感受性検査のリンパ球刺激試験 (LST)を 行って

みる事とした。 :LSTはIV型 (遅発型)ア レルギーに対する試験法であり、陽性率、信頼性、再現性

に疑間が残されているが、参考として行う事とした。

(1)血 中の総IgE量測定

測定は、手術後の外注検査の残血液を使って行われた。 (6月 30日 )

総IgE量 :260U/mL(6月 25日 :2病 日)

総IgE量は年齢によりばらつきがあるものの、著明に高い数値とは考えられなかった。

(2)リ ンパ球刺激試験 (LST)

7月 12日 (19病 日)外来来院日に採血を試みたが、患児が小さい上、採血量が多いため途中で血液

が凝固し、採血中止。

8月 5日 (43病 日)再度、外来来院日に注射筒にヘパリンを加え15mL採血。外注検査。

結果 手術用イソジンHl%=判定 :マイナス

セファメジン243%=判定 :プラス

イソジンの皮膚吸収を調査するため、19病 日にLSTと 同時に血中のヨウ素濃度の測定を計画した。

しかし、ポピドンヨー ドが血中から尿中へ速やかに移行する事、ヨウ素は食品中に多く分布して

いるため食事の影響を受けやすい事から、19病 日では日数が経ちすぎており検査の意図が満たさ

れないと判断、中止した。

<調査 4>薬剤使用歴調査

この患児は過去の薬剤使用歴が少ないため、被疑薬の薬剤使用歴があるかどうかの調査を行ってみ

た。

(1)主治医が出産時の病院に診療情報提供を依頼。

1992年 4月 7日  母が重症妊娠中毒症のため :在胎29週、BWl,080gで 出生、自発呼吸なし.気管

挿管、サーファクテン注入。

6月 19日 排尿状態悪くcystography(76%ウ ログラフィン使用)

6月 24日 IP(オムニパーク300使用 )。 陰部消毒はイソジン使用。

その後は、入院歴なし、外来での点滴歴なし。

(2)当 院でのセフエム系抗生剤 (内服)は、

セファクロル (ケ フラマル)、 セフロキサジン (オ ラスポア)のみ

アレルギー反応は認められていない。

(3)自宅では、イソジン消毒液を常備していたため、小さな傷やオムツかぶれに使用していた。使用

後大腿内側・傷部位に発疹がでたことがあるが、翌日までには消失していた。

(4)歯科治療歴は、治療数回・抜歯 1回

抜歯時には、通常キシロカイン (Eプ ラス)使用と考えられる。

以上の結果から、当患者の手術以前の薬剤使用歴は
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と考えられた。

その内、アレルギー反応が出たのは、イソジン消毒液のみであつた。

3.原因薬物同定

今回行ったテストの内、陽性反応が出たのはプリックテストでのポピドンヨードと、LSTで陽性で

あったセファゾリンの二種の薬剤であった。しかし、それぞれの薬剤が原因薬物と考えるには幾つか

の疑間が残った。

(1)ポ ピドンヨードが原因薬物である場合

く肯定的事項>
①プリックテストの結果陽性で、時間経過と伴に侵襲性の小さいテスト (オープンテスト)に も反

応を示すようになった。しかも、反応発現時間が短くなり、大きな反応を示すようになった。

7病 日パッチテスト:陰性→43病 日オープンテスト:発赤

12病 日プリックテスト10分後発赤17mm→43病 日プリックテスト1分後発赤20mm

10分後膨疹 3mm→     〃    5分 後膨疹10mm

②文献上では、ポピドンヨードによるアナフィラキシーショックは粘膜に使用した場合に発症して

いる症例が多く、使用後 5～ 10分で異常反応を認めている。本症例では、粘膜への使用はないも

のの、泡スクラブの15分後に発疹を認めている。

③ポピドンヨードによるアナフィラキシーはヨード造影剤などと同じpseudO― allergic reactionと 考

えられ、特異的IgE抗体の関与しないアナフィラキシー様反応 (anaphylactoid reaction)と 言わ

れている。故に、プリックテス ト陽性でも、IgEは高くない。

④手術後すぐの皮膚試験ではパッチテストで反応がなく、プリックする事で反応が現れている。今

回の手術中でも同じように、ポピドンヨードが乾燥しないうちに (14時 50分頃)被布を皮膚に縫

いつける作業を行ってその後ショックが起こっている。

⑤幼児期にイソジン消毒液塗布による発疹を経験している。

<否定的事項>

①ポピドンヨードは強酸性 (phl.5～ 3.5)であることから、皮内への侵入で非特異的な反応が起こ

る可能性もある。(し かし、それならばポピドンヨードは創部消毒時にも、頻繁にアレルギー反

応を経験するはずであるが、報告例はほとんどない。)

②手術時、ポピドンヨードによる泡スクラブの15分後に発疹を認めているが、血圧低下までは35分

もかかっている。発疹からの反応の進行が、遅い。反応時間延長の要因として、発疹発現時の生

食洗浄が関係しているのか?

③出生時に投与されたヨード系造影剤に対しアレルギーを起こしていない事。

ただし、ヨード系造影剤とポピドンヨードに対するアレルギニ反応は、同じではないと言われて

いる。ヨード系造影剤アレルギーの場合、ポピドンヨードに対してもアレルギーを持つ場合が多

いと言われているが、ポピドンヨードアレルギーでもヨード系造影剤アレルギーとは限らない。
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(2)セ ファゾリンが原因薬物である場合

<肯定的事項>

①LST陽性であったことから、セファゾリンが遅発性のアレルギー反応を起こした可能性がある。

<否定的事項>

①LSTでは、2つの薬物を同時に検査に出した事から薬物の取り違えも否定できない。

②LST陽性であったが、プリックテストは陰性であった。反応としては、in宙vOの検査のほうが、

in vitroの 検査よりも信頼性が高い。

③セフェム剤によるアナフィラキシーショックならば事前感作がなくてはならない。

セファゾリンによる感作は、いつ起こったのであろうか ?皮内テス ト時 ?

④lgE値が高くないが、特異抗体の産生はあるのか ?

以上の結果から考えてみると、原因薬物としては、ポピドンヨー ドが最も可能性が高いと思われ

る。しかし、セファゾリンに対するLSTが陽性な事から、セファゾリンも今回のアナフィラキシー

ショックに何らかの関与をしている可能性がある。今回我々は、術後の感染に対し、まったく構造

式が違い、アレルゲン性の低いクリンダマイシン (ダ ラシン)を用いた。しかし、これからの治療

では、この 2種の薬剤を避ける事がいつも可能なわけではない。また、セフエムに対するアレルギー

を持つとすれば、化学構造的にペニシリン系薬剤に対しても交差反応を起こす可能性が高く、抗生

物質の選択にかなりの制約が出てくる。この意味からも、セファゾリンに聞するLST陽性の再度確

認 (22～ 36ケ 月後で再現性73%)と 、特異抗体同定のための検査が今後必要と考えられる。

4。 ショック原因薬物同定の留意点・問題点

今回我々は幾つかのテス トを行い、以上のような結果を得た。その際に、気をつけなければならな

い点に出会ったので報告する。

<留意点>

(1)原 因薬物を同定する事が患者にとってメリットがあること。

ショックの原因薬物同定は、医学上非常に興味のある分野であるが、そのテス トは生命を脅かす

危険もはらんでいる。患者のこれからの治療上、必要とされる薬物の可能性が高ければ徹底的に

解明しなくてはならないが、興味本位から無理をする事は厳禁である。

(2)患者への説明と同意 (イ ンフォーム ドコンセント)が必要

治療ではないため、各テス ト時には医師がその目的と方法を事前に患者 。その家族に説明し、家

族の同意を得ている事が前提となる。

(3)患者の身体的負担をなるべく少なくするため、各テス トは必要最低限の回数・量とする。特に、

小児の場合注意 !

皮膚テス トの回数 0実施部位、採血回数・採血量を配慮する。

<問題点>

今年、日本製薬工業協会が製薬会社を対象に行ったアンケー トによると、動物実験で行う「抗原性

試験」の成績と、臨床投与で起こった「アレルギー性副作用」の発生には関連性が無いことがわかっ

た、我々臨床家としては、薬剤アレルギーの発生頻度が添付文書上で予知出来るような新手法の開発

が望まれるところである。
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ド関連物質の検討、周産期医学、13(2),159-162,1983-2

10。 北見啓之、駒田敏之、中島恒子、浪久利彦 :薬剤性肝障害、肝胆膵、21(3),379-382,1990

【参考資科】

I型アレルギーの診断手順としては~~~ 1螢
墨ノ /ノ ンす

~~υ
ノ形 F口町■―

ll:貝 こ レ tヤよ

1)問診などにより、疑わしい薬剤の確定。

2)in vivo言多墜斤お去

a)薬剤を皮膚に塗布するオープンテス ト (内服薬では10%濃度でワセリン基材)

一般にオープンテス トは、同じ即時型アレルギーでも接触性奪麻疹の検査に用いら

れてきた。しかし、加瀬らはアナフィラキシーショックの診断法としても有用として

いる。

b)陰性の場合、20分間密封パッチテス ト

c)内服薬では、1/10量 内服テス ト

注射薬では、スクラッチテス ト (掻破試験)やプリックテス ト

スクラッチテス トは、感度は劣るがあまり苦痛を与えず、手技が簡単でアナフィ

ラキシーの危険性も少ない。また、 1回に多数のアレルゲンで検査が出来る事か

ら、スクリーニングとして有用と考えられている。

ただし、術者の手技の影響も受けやすい事から非特異的反応が出る場合もある。

プリックテス トは、この非特異的反応が少ないとも言われている。

d)皮内テス ト

e)注射テス ト

の順で行うことが望ましいといわれている。

3)in vitrO診 断法

a)ヒスタミン遊離試験

b)RAST法 (特異的IgE抗体測定法)
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プリックテス トの方法

①消毒後の皮膚 (一般的には前腕屈内側、今回は小児のため針で刺すのが見えない事と、

診断液の種類が多いため背中使用)に診断液 1滴を滴下する。

②注射針等を皮膚に対して水平方向に持ち、滴下部位を出血しない程度にが穿刺し、軽く

皮膚を持ち上げた後、針をぬく。

③ l～ 2分経過後、滴下液をガーゼ等で軽く押さえて吸い取り、15分間経過後、その部位

を観察して判定する。

④判定

反応が対照の2倍以上か、あるいは発赤径10mm以上または膨疹径3mm以上を陽性とする。

山形県病薬D.!.News No。 11(2000)

-50-



プレアボイ

術部疼痛に対するロキソニン錠投与による副作用が示唆された例

鶴岡市立荘内病院薬局 門脇  庸

TEL 0235(22)1515

山形県病薬D.:。 News No口 11(2000)

<症 例> 患 者 :73歳 女性

原疾患 :両変形性膝関節症

主 訴 :左膝関節痛

既往歴 :骨粗豚症 鉄欠乏性貧血

持参薬 :ワークミン (0.25)3T3× 1

フェロミア (50)2Tl× 1

アレルギー歴 :な し

<入院経過>
S50年頃より左膝痛あり近医にて保存的に治療行うも、HH.8月 より痛み増強。手術的治療を含め

当院紹介され受診、手術目的にて入院。

<発症までの治療経過及び薬剤管理業務経過>
HH。 10。 19 人工膝関節置換術施行

HH.10。22～ HH.10.29。 メイアクト3T3× 1内服

HH。 10.22 術部疼痛に対してロキソニン3T3× 1開始

Hll.10。 27 歩行・関節可動域拡大・筋力増強リハビリ開始

Hll.H.03 咽喉頭部不快感出現

HH.H.04 咽喉頭部痛,頃声出現,(頭痛 0咳嗽・鼻汁なし,体温36度代)イ ソジンガーグルにて対処

HH.H.05～ HH.H.10.PL顆粒内服

HH.H.15 前日の咽喉頭部不快感による不眠の訴えあり.ロ キソニン投与中止 0ム コダイン6T
3× 1開始.咽喉頭部不快感軽快 .

HH.H。 17 術部疼痛に対しソレトン3T3× 1内服開始

HH.H.23 歩行安定し退院

咽喉頭部不快感以外に感冒様症状なく、入院後の投薬による副作用を疑い、検索、問い合わせ等行

うが咽喉頭部不快感の報告は確認できなかった。不眠の訴えもあり主治医ヘロキソニン投与の中止に

ついて打診し、ロキソニンの投与中止、ムコダインが内服開始された。同日、咽喉頭部不快感が軽快。

因果関係が不明なもののロキソニンとの関連が示唆され、メーカーに対して副作用報告書の提出を行

った。

<ま とめ>
薬剤管理指導業務において、患者の訴えが薬物投与による副作用と疑われ、被疑薬投与中止により

症状が改善し、QOLの向上がなされた。今後とも適正な薬物療法が行えるよう、患者とのコミニュ

ケーションをはかり医療スタッフとの連携のもと、積極的に副作用情報の収集、評価、報告に取 り組

んで行きたいと考えている。

*参考文献 メイラー医薬品の副作用大事典第12版

ロキソニン錠添付文書

ロキソニン錠インタビューフォーム

ロキソニン市販後調査詳細
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Dl実 例 報 告

公立高畠病院薬剤科

TEL 0238(52)5070

Q:点滴指示で 「5%ブ ドウ糖十ユナシンS」 ユナシンSは ブ ドウ糖に溶解 した場合、アンピシリン

の力価が低下するので速やかに使用とある。どのくらいでどれだけ低下するのか。

A:溶解後 6時間以内であれば問題ない。

5°   保存時   12時 間後  24時間後

SBT    95。 3%    82.4%
ABPC   95。 4%   82.6%   参考資料 :フ ァイザー製薬学術部より

Q:ソルダク トン注をアクチット注に混合したい大丈夫か。 (リ プラス 3号に混合したら詰まった)

A:ソルダク トン注 (生食またはブ ドウlomLに溶解時pH 9～ 10)。 維持液等の補液はpH 4～ 7の も

のが多い。そのため混合すると結晶が析出するため配合禁。ソルダクトン注は生食またはブ ドウ

糖の10～ 20mLに溶解して静注する。

【参考文献】福嶋諮行 森 潔 「注射剤の配合変化」富士書院

Q:80歳の、男性が 1時間ほど前に包装剤のシリカゲル (顆粒状)を 1包食した。顔が火照って赤い

が何かあるか。

A:腸管吸収されないので無毒物質となっている。処置としてはジュース等の十分な補給を行う。

【参考文献】鵜飼卓 「急性中毒処置の手引き」日本中毒情報センター 薬業時報社

Q:廃油処理剤 (固めるテンプル)を入れて固めた油を、寒かったので固まったと勘違いして再度使

用、揚げ物を作って食べたが大丈夫かと夜間電話にて問い合わせあり、毒性等教えてほしい。

A:固めるタイプはヒマシ油系処理剤に分類され、主成分はヒマシ油誘導体。ヒマシ油の代謝・排泄

は小腸で加水分解を受け、グリセリンとリシノール酸になる。症状発現まで 2～ 6時間。嘔吐・

腹痛・下痢症状。ヒト経口推定致死量 5～ 15g/kg。 緊急時の対処法としては食べた量が lg/kgな

ら、水か牛乳を飲ませ様子を見る。それ以上の量なら水か牛乳を飲ませ吐かせる。

【参考文献】インターネットHP【 http:〃 ciりhOkkai.orjp/%7Esatoshゴ index.html】 より

Q:授乳婦へのインフルエンザワクチンの投与について (乳児 5ケ月)

A:子供への影響はなし。投与はOK。 妊婦についても、妊娠初期 3ケ 月ぐらいは避けた方がいいが、

全く投与不可ということではない。安定期であれば大丈夫。

【参考文献】デンカ生研学術部より

Q:80歳の女性がナナカマ ドの実を数個食べた。毒はあるのか。

A:無毒です。中毒情報は全くありません。

【参考文献】 日本中毒情報センターより
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D!実 例 報 告

鶴岡市立荘内病院薬局

TEL 0235(22)1515

Q:グリセオール投与後の血糖管理について

A:グ リセオールはグリセロール (グ リセリン)と果糖 (フ ルクトース)の混合液である。実験的糖

尿病ラットにグリセロール臨床用量の 2倍投与した結果では、投与後 3な いし4時間にわたって、

血糖値、血漿遊離脂肪酸 (FFA)お よびケ トン体値のいずれにも有為な変動はなかったとする論

文がある。

しかし、ある人間での実験では、グリセロールは、正常者、糖尿病患者ともに血清コレステロー

ル、中性脂肪、燐脂質とも殆ど影響を与えないとしながらも、グリセオールによって、一過性の

血糖上昇と遊離脂肪酸 (特にオレイン酸)の減少が特に糖尿病患者で強く現れ、それは、グリセ

ロールとフルクトースに起因していると結論づけている。

糖尿病患者にグリセオールを使用する場合は、投与後の血糖に注意すべきである。

【参考文献】

1)新薬と臨床 0第 29巻 第 9号・昭麹轟年 9月

2)新薬と臨床・第26巻 第 9号・昭和52年 9月

3)脳神経 。32巻  3号  1980年 3月

Q:局所麻酔薬副作用 (ア レルギー反応)の発生頻度は製品間で違いがあるか ?

A:現在局所麻酔薬には、エステル型 (塩酸プロカイン、ベノキシール)と アミド型 (キシロカイン、

カルボカイン、マーカインなど)の 2種類に分けられます。

エステル型は、代謝物として抗原性の高いパラアミノ安息香酸を産生するため、アミド型に比べ

てアレルギー反応の発生率は高いようです。

メイラーの副作用辞典では、アミド型のアレルギー反応の原因のほとんどは添加物 (パ ラベン、

重亜硫酸など)によるものであり、局所麻酔薬自身のアレルギー反応の発生率は全副作用の 1%

以内であると述べています。

【参考文献】

1)メ イラー医薬品の副作用大辞典第 12版

一-53-―



山形県病薬D.!.News No.11(2000)

DI実 例 報 告

鶴岡協立病院薬剤科

TEL 0235(23)6060

Q:G一 CSF(顆粒球コロニー刺激因子)製剤

M― CSF(マ クロファージヨロニー刺激因子)製剤

GM― CSF(顆粒球―マクロファージヨロニー刺激因子)製剤

以上の製剤の該当品目は何があるか。また当院採用の可否について。

A:G― CSFにはフィルグラスチム (グ ラン)、 レノグラスチム (ノ イ トロジン)、 ナル トグラスチム

(ノ イアップ)があり、当院ではグラン注射液75を採用している。

M― CSFに はミリモスチム (ロ イコプロール)があり、当院では採用品日の該当なし。

GM― CSFは 10年 ぐらい前までに当時のヘキス ト社等が研究開発をしていた経過はあるが、臨床

治験の段階で断念してお り、現在は該当品目が無い。

【参考文献】今日の治療薬 解説と便覧℃9(南江堂)

メーカー資料

Q:塩酸アマンタジンの細粒または散剤を小児科領域で、A型インフルエンザ患児に使用したい。適

応があれば、製品はどれでもかまわない。該当するものを探してほしい。

A:塩酸アマンタジンでA型インフルエンザに対する抗ウイルス剤の適応が取れているのはシンメ ト

レル (日 本チバガイギー.ノ バルティス)のみである。ご質問の小児への適応についてはメーカー

より、次のような回答が得られました。

○インフルエンザA型 に対し、メーカーでは成人のみで申請したため、小児への適応は取れてい

ない。 (添付文書にも小児への適応、用法 0用 量は記載していない)

○現在のところ、全体の13%位が小児に使用されてはいるが、保険適応外の使用であり、査定を

受ける可能性は否定できない。

○用法・用量は文献等から以下のデータがあるが、あくまでも小児科医の責任において判断すべ

きである。

PDR(ア メリカ):1～ 9歳 4.4～ 8.8mg/kg分 2、 9～ 12歳 200mg分 2、 13歳以上200mg分 1～

2(アメリカ人の用量)

日本医事新報 :5 mg/kg分 2

千葉こども病院 :3～ 5 mg/kg分 2

なお、薬事委員会としてはシンメトレル細粒を候補にあげたが、保険適応外であることを理由

に不採用 (適応なし)と判断した。

【参考文献】PDR処方医薬品情報辞典1999(産業調査会)

メーカー資料
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DI実 例 報 告

市立酒田病院薬剤部

TEL 0234(23)1109

Q:処方上でルゴール液40mg、 80mg、 120mgと記載しているが、これは当院にあるルゴール液何mL

に該当するか ?また、ルゴール液とは、

A:ルゴール液は、150年 も前、パ リにいたルゴールという医師が初めて処方 したもので、ヨウ素

5%と ヨウ化カリウム10%を含む水溶液のことです。

複合ヨー ドグリセリン (日 本薬局方)は :ヨ ウ素10gヨ ウ化カリウム20g、 溶解石炭酸4.5mL、 ハッ

カオイル 2 mL、 グリセリン900g精製水で全量を1,000mLに したもので、殺菌消毒剤として、皮

膚、粘膜、殊に咽頭、日腔内に外用として利用します。最近まで慣用上「ルゴール」と呼んでい

ましたが現在はその呼称をやめています。

また、グラム染色用ルゴール液 :(ヨ ウ素 lgヨ ウ化カリウム 2g、 精製水300mL)が染色用とし

て定義されています。

当院では、ヨウ素 lgヨ ウ化カリウム 2g精製水100mLを 1%ルゴール液。

ヨウ素 3g、 ヨウ化カリウム 6g、 精製水100mLを 3%ルゴール液と呼んで、内視鏡の染色に利用

しています。複合ヨー ドグリセリンでは、ファイバーを通過できないからです。

当院の 1%ルゴール液の lmLの ヨー ド量ですが、

1原子量127 K原子量39ですからヨウ化カリウムのヨー ド量は 2g中

2*(127/127+39)=1.53gで 100mL中 1.53+1=2.53gの ヨー ドを含む従って

市立酒田病院院内製剤内服用 1%ルゴール液には

0 1mL中にヨー ド量25。 3mg

。1滴中にヨー ド量 (l mL=20滴 として1.3mg)と なります。

【参考文献】薬科学大辞典

http://― .ahsokitasato― u.acJp:8080/docs/ts/hm1/di_prO/di00004.html

Q:昨年にキノホルムが再度医薬品として採用されたと聞いたが ?

A:サ リドマイ ドの間違いではないから

世界中で深刻な薬害を引き起こした鎮静剤の一種、サリドマイ ドが、アメリカ国内でハンセン病

などの治療薬として処方に厳しい条件を付けたうえで新たに販売が認可された。

サリドマイ ドは、1950年代後半から60年代にかけて、日本を含む世界各地で服用した女性から手

足に障害のある子どもが生まれる深刻な薬害を引き起こし、一万人を超える被害者を出したとい

われています。

サリドマイ ドは、アメリカでは当時から販売は認可されていませんでしたが、ニュージャージー

州の製薬会社は、サリドマイ ドにはハンセン病に伴う皮膚などへのしゅようを抑えて痛みを緩和
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する効果があるとして研究を進めていました。

▼サリドマイ ドを処方できるのは登録された医師に限ることや

▼服用する患者には避妊や定期的な妊娠検査を義務付ける

などの厳しい条件を付けたうえで、サリドマイ ドの販売を認可しました。

製薬会社側は、サリドマイ ドはハンセン病のほか、がんやエイズなどの治療にも効果が期待され

るとしています

Q:ベ リプラス トl mLの A液が凝固した !

A:メ ーカーで電気泳動などの調査を行ったところ、微量のB液が混入したと思われる凝集がおこっ

ていた。

B液で使用した注射器を使用してA液を溶解したものと考えられる。

Q:ベルツ水とは何か及びその作成方法は?

A:以下の組成をもつわが国独特の製剤。東大教授E.Baelz(1849-1913)の 創製 (1876年)と いわれ

ている。化粧水、皮膚軟化剤として、ひび、あかぎれなどに用いられる。

RP

水酸化カリウム 0.3g

グリセリン 20mL

エタノール 25mL

芳香剤 適量

精製水 全量100mL

製法

精製水約40mLに 水酸化カリウムを加え、かき混ぜて溶かした後グリセリン、エタノール及び精

製水を加えてよくかき混ぜ、最後に芳香剤を加えてかき混ぜ、全量100mLと し、濾紙で濾過する。

芳香剤は特に加える必要なし。

【参考文献】今日の皮膚外用剤 39p

Q:イ ムネース35の 使用方法は点滴静注となっているが、患者さんは、多の施設では皮下注射として

利用していた。そのような投与方法はあるのか ?

A:外国では皮下注としても利用されている。しかし、日本では適応がとられてない。

紹介の病院ではおそらく皮下注の指示で、保険請求は点滴静注でとっていたと考えられる。

当院では点滴静注として使用して下さい。

もし、皮下注として利用する場合、溶解性が高いため、 l mLに可溶であるので、血中濃度が高

くなる必要性がないなら継続利用としての可能性はある。

皮下注は自己注ができ、通院を短縮できる。

Q:ヴィーンDの中のフェジン2Aを入れたら、着色沈殿した。配合変化か ?

A:フ ェジンはpH等の変化により配合変化が起こりやすいので、電解質の一部のものに入れると沈
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殿を起こすことがある。

ヴィーンDへの混注は 1時間後に混濁を起こす。

他に当院では、ヴィーンDに関してはビタメジン、カルチコール、コントミンなどでも沈殿をお

こすことを経験している。

5%ブ ドウ糖に変更して投与。ソリタT類、ヴィーンFで も良い。

【参考文献】注射薬調剤監査マニュアル80P 429P

Q:アルブミン50mL(バ イエル製)製剤が点滴注に液漏れする。 3例から5例あり。

製品の材質が変更になったか ?

A:挿入口が狭い上に、エアー針を必要とするため、エアー針との相互の圧迫により、挿入部が広が

ったためである。

看護部に指導説明をする事で解消。

Q:脳外科と泌尿器科にかかっている、患者さんが調剤薬局に来たが、泌尿器科の処方が変わつて、

バップフォーからサープルに変更になっている。この投与理由を教えてほしい。

A:医師に確認すると、サープル錠に脳梗塞後遺症に伴う頻尿に対する有効性があるという文献が、

あったので、脳外科で使用がなかったので使ってみたとのこと。

Q:耳鼻科の手術前投薬でオビスタンとアタラックスP25mgを使用する。

同一の注射器に吸っても大丈夫か ?

A:メ ーカー回答によると、たぶん大丈夫との回答。

オビスタン (塩酸ペチジン)は麻薬であるため多くの配合変化試験は行っていない。もし、配合

変化を起こすとすればpHの影響が考えられる。成分的なものはあまり影響なし。

PHが酸性～中性のものとの配合→安定

アルカリ性のものとの配合→沈殿

オビスタン PH3.8～ 5.8

アタラックスP pH3.0～ 5.0(pH6.3以上で自濁〉

Q:かゆみ止めとして重曹を使用したい。前にもこの病
′
院で使用したことがあるが、何%液に希釈す

ればよいか。

A:痒みの原因としては物理的刺激、化学的刺激、二つをあわせたものがある。

かゆみ止めとして利用されるものは、消炎作用、麻酔作用を持つもので、塩酸プロカイン、アミ

ノ安息香酸エチル、塩酸プロカインなどの局所麻酔剤やカンフル、メントールなどの消炎作用併

せ持つもの、ジフェンヒドラミンなどの抗ヒスタミン剤、副腎皮質ステロイ ド、消炎鎮静剤、あ

る種の界面活性剤やクロミトンなどがある。ヨモギローション、尿素・レスタミン軟膏。メントー

ル製剤なども用いる。

2%重曹液は清拭や薬浴として用い、かゆみの緩和に用いる。
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Q:芙蓉荘の患者さんがオイラックス軟膏を少量食べてしまったが大丈夫か ?

A:オイラックスのLD50は クロタミトンとして経口がマウスで1,600mg/kg、 ラットで1,500mg/kg、 オ

イラックス軟膏は10%の クロタミトンを含有する。

毒性の機序としては消化粘膜の刺激作用で、中毒症状は口中の熱感、悪心、嘔吐、腹痛であり、

少量の場合はコップ 1杯以上の水を飲ませる程度となっている。

服用した量がはっきりしないが、様子を観察することとした。

【参考文献】急性中毒情報マニュアル

Q:患者さんから電話で、インドに旅行するので、予防接種を受けたいとのこと、コレラ、A型肝炎

ワクチンの在庫の有無と、使用方法を教えてほしい。

A:コ レラはあるが、A型肝炎のワクチンは在庫がない。

乾燥A型肝炎ワクチン「チバ」で昨年まで出羽で購入。申し込めば 1週間程度で納品できる。

(結果として 2日 で納品した)ただし自己負担である。

3日 後に来院したいとのことであるが、当院では 2種以上のワクチンの同時投与はしないので、

(混合されていない 2種以上のワクチンに関しては、医師が必要と認めた場合には同時に接種を

行う事ができる。それ以外はウイルスの干渉を防止するため不活化ワクチンは 1週間、生ワクチ

ンは4週間以上間隔をあけて接種)

最初にコレラのワクチンを受け、 1週間後に来院、 2度 日の接種を受ける。 (1回 目0.5mL、 2

回目1.OmL 5～ 7日 間隔で皮下注 10mL/V)、 不活化ワクチン同士の影響を防ぐため 1週間後に

A型肝炎のワクチンを受け、 4週間後に追加を受ければよいのでは。渡航までの時間がなければ

緊急 を要する場合 として 2週 間後 に接種す る。 (乾 燥A型肝炎のワクチ ン「チバ」0.65μ

g/1rO.65mLで溶解 し0.5mLず つを 2か ら4週間隔で 2回、筋肉皮下に接種し、さらに初回接種後

24週を経過した後に0.5mLを追加接種)

ただし、A型肝炎ワクチンに関しては、推奨されるが。入国の条件としてコレラの予防接種証明

を要求している国はなく、国際予防接種証明書Intemational Ce■ i■cate of Vaccinationに はコレラの

予防接種を記録するための特別な欄は用意されていない。これまで行われてきた注射で接種する

コレラワクチンは、有効期間が短く不完全で、信頼性の低い予防しかできないので、現在は推奨

されてはいない。

【参考文献】予防接種に関するQ&A 細菌製剤協会

Q:ラ ンダ注は容器に遮光の記載があるが、点滴するとき遮光を必要とするのか ?

A:室温・白色蛍光灯1,000ルクスの曝光下において、 5%ブ ドウ糖との配合でCDDP60 μ/mLは 、

4時間後98.6%、 8時間後96.8%、 12時間後95。 1%、 24時間後90.1%の 残存率である。

通常の点滴の場合、遮光カバーは特に必要としない。

ただし、直射日光に当たり、長時間をかける場合は遮光が必要になる。

【参考文献】 日本化薬インタビューホーム
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Q:ジフテリア単独の予防接種をしたいが、当院でできるか?

A:問屋ニチエーからの回答 :

以前は、ジフテリアトキソイドというものがデンカ生研から出ていたが現在は、製造されていな

い 。

タケダ薬品にも確認したが、現在は製造をしていないということであった。

Q:糖尿病性ニューロパシーに使用される薬剤の名前を教えてほしい。

A:糖尿病性神経障害に使用される薬剤としては

キネダック→

高血糖の状態が続くとソルビトールという物質が増えて、そのために細胞が水ぶくれの状態にな

り、それが神経を侵して障害が生じているので、原因となっているソルビトールが生成されるの

を妨げる働きの薬。

メチコバール→障害を受けた神経組織を修復する働きの薬。

メキシチール、テグレトール→手足の痛みをとる働きの薬。

ドルナー→神経をつかさどる細い血管の流れを良くする働きの薬。

などがあります。

*知 りたかつたのはキネダックでした。

Q:プロナーゼは採用してあるか。前にエンピナースPDと 同じものだと聞いたが、内視鏡前処置と

しての使用するのだが、粉砕してもらえるか?

A:内視鏡前処置薬としてプロナーゼMS(科研)164。 20円 、ガスチーム (太田―テイコク)141.20円

という商品名で発売されていますので、どちらかを採用して使用します。

1包 20,000単位の散剤です。

検査15～ 30分前に、プロナーゼとして20,000単位 (1包 )を炭酸水素ナトリウム lgと ともに約

50～80mLの水に溶かし、経口投与します。

Q:ヴィーンF500mLネオフィリンlA ソルメドロール1,000mgを 混注していたが、どうも浮遊物

があるようだが、配合変化によるものか ?

A:注射調剤監査マニュアル (株 ミクス)で調べたところ、

ヴィーンF←→ネオフィリン

ヴィーンF←→ソルメドロール

ネオフィリン←→ソルメドロール

3剤とも2剤併用では大丈夫との記載あり。

ただし、ソルメドロールは添付文書では多剤混合により自色沈殿が起きる可能性ありとの記載あ

り。

「ソルメドを別に投与した方がよい。」と回答。

指示変更になった。
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Q:ヴィーンDにホンバン250mg注 は配合可能か ?

A:ホ ンバン注は、適応上の注意に

1)カルシウムまたはマグネシウムを含有する薬剤と配合すると難溶性の塩を析出するので避け

る。

2)強酸性の注射液と配合するとホスフェス トロールが析出することがある。

との記載がある。

ヴィーンDは :(%)ブ ドウ糖 5、 塩化ナ トリウム0.6、 塩化カリウム0。 03、 塩化カルシウム0.02、

酢酸ナトリウム0.38。 電解質組成(mEqA)N∫ 130,だ4,Cr+ 3,Cl~109,acetate~28。

熱量 :200ca1/1。 浸透圧比:1.8～ 2.1で pH:4.0～ 6.5で弱酸性側で白濁の可能性があるためなるべく避

けたほうがよい。

ヴィーンF(%)塩 化ナトリウム0。 6、 塩化カリウム0.03、 塩化カルシウム0.02、 酢酸ナトリウム

0.38。 電解質組成(mEq/1)Nダ 130,K+4,Cど
+ 3,Cl~109,acetate~28。

(ヴィーンF)浸透圧比:0.8～

1.O pH:6.5～ 7.5に変更がなされた。

しかし、ヴィーンFで もカルシウムが原因と思われるが自濁沈殿を起こした。

結局生食100mLで溶解することとなった。

【参考文献】注射薬剤監査マニュアル

Q:IFN βに皮内反応は必要か ?

A:IFNは人由来のタンパク質ですが、若干の構造の違いから異物と見なされ、投与後過敏症を起こ

す可能性があるため、「十分な問診の後で、ブリックテス トをした方が望ましい。」 (すべてのイ

ンターフェロン製剤に記載)と 、添付文書に記載がなされている。

この判断をとらえ方で、ブリックテス トを必要と見なした場合、以下のテス トを行う。

<方法>

薬剤を 1滴たらし、針を皮内に刺入する。 (そのとき注射筒のポンプは押さない。)

1分経過後ガーゼで液を吸い取る。

判定

針を抜いて15分後に判定する。

擬陽性の場合のみ30分まで観察する。

判定基準

陰性 (― )膨疹 0～ 3mm発疹一

陽性 (+)膨疹 3mm以上発疹+
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DI実 例 報 告

本間病院薬剤科

TEL 0234(22)2556

Q:今年のインフルエンザの型は ?イ ンフルエンザワクチンとの適合性はどうか ?

A:今回のインフルエンザの大部分は香港A型で散発的にB型が流行している。

インフルエンザHAワ クチンにはA香港型のウイルス株を含んでいるので適合していると考えて

よい。

Q:①ポンシルFPの薬価

②ラミシール錠の薬価

③ラミシール錠服用時に避妊が必要か?

A:①ポンシルFP lT=16.90

②ラミシール錠 lT=336。 2

③男性の場合……精子への移行が少ないので影響はない。

女性の場合……妊娠希望者は服用中止

Q:経 口用 トロンビン細粒の服用方法について

A:ト ロンビンの至適PHは 7付近であり、酸により活性を失うため、投与する際には、事前に適当

な緩衝液 (牛乳、リン酸緩衝液等)で胃酸を中和させる。例えば、本剤を経口投与する前に約

50mLの 牛乳を与え、 5分後にトロンビン10,000～ 20,000単 位を約50mLの 牛乳に溶かして経口投

与する。なお、牛乳の代わりにリン酸緩衝液を用いてもよい。

Q:アルロイ ドGの用法について。

A:胃のぜん動運動がない食間 (食後 2時間)の空腹時に服用することが望ましい。

しかし、同じ空腹時であっても食前に服用すると、胃のぜん動運動があり胃粘膜についたゲルが

はがされてしまうため避けたほうがよい。

Q:バ ンコマイシン散服用時の調製方法について

A:本剤はバイアル入 りの散剤であるため、注射器を用い 5～ 10mLの溶解液 (注射用水)で溶解す

る。

Q:メ ソトレキセー トが慢性関節リウマチの病名で保険査定されている。

日本リウマチ学会での発表によると認可されているようなので調べて欲しい。

A:慢性関節リウマチに効能効果が認可されているのはワイスレダリーから8月 頃発売予定のリウマ

トレックスカプセル (メ ソトレキセー トカプセル 2 mg)で あり、現在採用されているメソ トレ
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キセートは適応外である。

Q:ノ イアートの点滴静注の指示が出ているが何で溶解したらよいのか。

A:添付の注射溶液で溶解し、緩徐に静注若しくは点滴静注する。

Q:エスボー6000は静脈内投与可能なのか?

A:エスボー6000は皮下注のみであり静脈内投与は不可である。

Q:イ ソジン液の安定性と価格

A:安定性について

*キ ャップを開めた状態

開封後でも直射日光をさけて室温保存すれば、使用期限内は安定している。

しかし、色が退色したり、液体がドロドロした時は使用中止とする。

*キ ャップを開けた状態

キャップを開けた状態での使用は、ヨウ素が常に遊離している状態なので、安全性は保証できな

いので使用は避けてもらいたい。使用する場合は速やかに使用すること

安定性のデータは常に条件が変わっているのでとれない。

価格について

イソジン液250mL l本  ¥975

Di実 例 報 告

東北中央病院薬剤部

TEL 023(623)5111

Q:200mL用 自己血バッグに330mL位採血さらに

400mL採血したいが ?

A:200mL用 採血バ ッグに入っている抗凝固剤の量は対応量よ り少々多めになっているものの、

400mL分 には不足と思われる。既に200mL用 に入っている血液を400mL用 に移し、さらに採血し

て400mLとする。

・抗凝固剤 (CPD液)が多すぎないか ?

200mL用採血バツグに入っているCPD液に100mLの 血液を入れても問題なし (メ ーカー)。

よつて600mL対応量に400mLの血液を入れても問題ないと思われる。

【参考文献】テルモ株式会社 資料
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DI実 例 報 告

二本松会上山病院薬局

TI]L  023(672)2551

Q:ピューラックスの効果は 8時間となっているが、途中でピューラックスを足すことによって効果

時間が延長されるか ?

A:ピューラックスは、中性または酸性溶液中で顕著な殺菌作用を示すが、アルカリ性溶液中では殺

菌作用が著しく低下する。

有効塩素濃度0。 1%以上の中性～微アルカリ性で使用することが望ましい。

0。 1%以上の高濃度液は強アルカリ性になる。この場合、途中でピューラックスを追加すること

により液はアルカリ性となり、殺菌作用は低下してしまうので効果は期待されない。

Q:ア ミカリックの取 り扱い上の注意にブリスター包装を開封したまま保管すると、内容液が変質す

る可能性があるので、速やかに使用することとなっているが、どのくらいおけるのか ?

A:直射日光や温度も関係するが、室温で60曰 くらいおける。

(プ ドウ糖 +ア ミノ酸でメイラー ド反応が起こり変色するため速やかにとなっている。)

Q:患者がイソジンゲルを食べてしまった。どうしたらよいか ?

A:囃下した場合、消化管内の食物と結合して不活性になる。遊離のヨウ素は、消化管から吸収され

ることは少ない。

治療 :でんぶん液を飲ませて嘔吐またはでんぶん液で胃洗浄。

1%チオ硫酸ナ トリウム、牛乳、卵自でもよい。

Q:塩酸バンコマイシン内服用は、溶解後どのくらいおけるのか ?

A:添付文書には、用時溶解となりているが、メーカーによると冷所で14日 間、室温でも冷所に近い

日数保存できるとのこと。

DI実 例 報 生
ロ

蔵王みゆき病院薬剤科

TEL 023(672)8282

Q:カタリン点眼液を冷凍庫にいれて凍らせてしまったが使用出来るか

(使用時には溶けた状態になっていた)

A:温度差により変化する

―-63-―



山形県病薬 D口 |。 News No.11(2000)

一度凍らせてまた溶けてしまうと再結晶を作り結晶型が変わってしまうため使用禁

Q:ノ ボレット注は使用し始めてからは室温保存なのはどうしてか

A:中がガラスになっているため、出し入れする事によりその部分に結露が生じるといけないため

Q:ウ ロキナーゼを一度溶解したものをどのくらいの時間とっておけるか

A:力価、安定性については大丈夫と思われるが、ウロキナーゼは蛋白質なため汚染の心配があるの

で、 1回 1回の使用のほうがいい

D:ダミ傷刑幸晨1封

山形県立河北病院薬剤科

TEL 0237(73)3131

Q:再生不良性貧血で血小板5,000の患者に、ノイ トロジン250 μ g× 2を添付の溶解液 l mL× 2で溶

き、皮下注射したところ皮下出血を起こしたため、溶解液量を0.5mLま たは l mLに減 らして投

与したいが可能かどうか。

A:溶解度の面では、ノイ トロジン250 μ gに対して0。3mLが限度である。

浸透圧の面では、皮下注射の浸透圧のラインは 2～ 3となっている。

浸透圧比が高くなると、痛みが出てくる可能性がある。

0.3mL→浸透圧比5。 15

※0。5mL→浸透圧比3.12

0。7mL→浸透圧比2.24

したがって、ノイ トロジン250 μ g× 2は溶解液 l mL× 1で溶解するのが可能である。

Q:サーモ トニン注射後の喉の異常 (い がらっぽさ)と食事時の変化を訴えている患者がいるが、そ

のような副作用はあるのか。 (整形外科外来)

A:喉がいがらっぼくなるような副作用報告はありません。

ただし、注射後 1時間後くらいに、日の中がにんにく臭のようなすっきりしないような状態にな

り、その後の食事も味がおかしいという報告例が 1例あったということです。|

また、重大な副作用のショック症状のところに、日内異常とありますが、ここで言う口内異常とは、

日内浮腫・発赤等をいいます :
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DI実 例 報 告

南場市立総合病院薬剤科

TEL 0238(47)3000

Q:ワルファリンカリウム (ワ ーファリン錠)と塩酸セフカベンピボキシル (フ ロモックス錠)の相

互作用でワーファリンの作用増強があるか

A:一般的にセフェム系の抗生剤はワーファリンの作用を増強させるが、フロモックスについては現

在報告されていない。今後報告が予想されるので慎重投与が望ましい。

Q:妊婦の患者にアズレン (ア ズノールST)を処方したい。影響はあるか ?

A:局所作用の薬剤であるので特に影響はない。

Q:点眼剤を凍結させてしまった場合、自然解凍すれば使用できるか。

A:性状に変化はないが原則的には使用しない。

使用できる主な点眼剤

IDU点眼 ;自然解凍で結晶析出がなければ使用できる。 (2日 間凍結後のデータ)

タチオン点眼 ;安定であるので使用できる。 (外観、PH、 定量値データあり)

ジクロー ド点眼 ;容器に問題なければ使用できる。 (室温解凍のデータあり)

他の点眼剤についてはデータがなく使用しないでほしい。

Q:ゼラチンアレルギーの患者に麻疹 03種混合ワクチンの接種は可能か。

A:接種は可能である。現在の製品はゼラチンフリーである。

Q:プレドニゾロン錠とリンデロン錠の効力比は?

A:糖質コルチコイドとしてプレドニゾロン :リ ンデロン=1:7
プレドニゾロン7 mgに対してリンデロン l mgに相当する。

Q:塩酸三カルジピン注射液 (ペルジピン注)を麻酔覚醒時に使用するのはなぜか。

A:麻酔覚醒時は交感神経が優位に立つため血圧が急激に上昇することがある。

これを抑えるために使用する。

効能・効果の「手術時の異常高血圧の救急処置」に該当する。

Q:ルシドリール lV十注射用水20mlで静注の患者に血管痛あり。(ONE SHOT投与指示)

A:ルシドリール注射液の添付文書の副作用に血管痛、熱感の記載がある。

適応上の注意に「血管痛があらわれた場合、20%Gluに 溶解して投与することにより軽減できる。」

との記載がある。
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Q:リ ンデロンA液の安定性は?

A:35度で 3ケ 月安定。50度で 1ケ月安定

Q:プロトンポンプ阻害薬 (PPIs)|ま呼気中の尿素検出法の検査に影響があるか。

A:ヘ リコバクター・ピロリを抑制することで、PPIsは呼気中の尿素検出法による当該菌の検出を妨

げる。検査に先立つ 2週間にPPIsを服用している患者では、呼気中の尿素検出法を実施するべき

ではない。

Q:テタノブリンーIH(250単位)と ソリタT3との混合により点滴静注の使用は可能か

A:血漿蛋白は温度、PH、 塩濃度及び共存物などにより影響を受け、溶解度、構造並びに分子特性

が大きく変化する。よって種々の薬剤と血漿分画製剤を混注すると、蛋自の性質が変化すること

になる。原則として単独投与で行う。

Q:タキソテール使用中の患者で痙攣の副作用の報告があるか。

A:3例の報告がある。

例①再発乳癌の患者 (併用薬 :プ レドニゾロン、カイトリル)

60mgで 10コ ース投与後上肢、下肢の筋痙攣の報告

例②非小細胞肺癌の患者 (併用薬 ;シスプラチン注、ロキソニン、MSコ ンチン、ユーロジン、

セルシン、デカドロン、ゾフラン)

90mgを 90分で投与。投与終了後 6日 後に全身痙攣、その後意識レベルの低下が起こった。

例①、例②とも改善。もう1例は発売以前に報告がある。

Q:フスコデシロップ、単シロップの砂糖含有量は? また、糖尿病患者に投与する際の留意点 ?

A:0単 シロップ…8.5g/10mL白糖含有 (白糖 ;3.84kcay l g)

・フスコデシロップ… l kcay l mL .・ 。カロリー上は問題なし。

フスコデシロップ中にはカテコールアミン (メ チルエフェドリン)が配合されているので、血糖

値が上昇する可能性がある。

Q:消化管切除術施行後におけるMSコ ンチンの作用持続時間に対する影響 ?

A:消化管切除した場合、小腸での溶出時間が短くなるので、持続時間が短くなる可能性大である。

Q:バルプロ酸ナトリウム (デバケン)内服中の患者で内服不可能となつた。注射に変更したいが代

わりとなるものは?また、その投与法は?

A:当院該当薬…フェニトイン (ア ルビアチン注)、 ジアゼパム (ホ リゾン注)、 フェノバルビタール

(フ ェノバール注)

・ジアゼパム、フェノバルビタールは発作時ワンショット投与。

・アレビアチンは、生理食塩液で4倍希釈或いは5%ブ ドウ糖で 2倍希釈し持続注入する。 (投

与速度50mg/1 minを 越えないこと)
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Q:塩酸 ドキソルビシン (ア ドリアシン10mg)6バ イアルを生理食塩液20mLで溶解可能か ?

A:ア ドリアシンは溶解 しにくく、溶解液が少ないとゲル化する。

1バイアルを少なくとも生理食塩液 5 mLで溶解すること。

Q:結核の患者に使用した器具を消毒したい。消毒剤は ?

A:ステリハイ ド、消毒用アルコール、イソプロパノールが通用になる。

逆性石鹸やクロルヘキシジンは効果がない。

Q:鉄剤内服薬で悪心、嘔吐の副作用が少ない薬剤は ?

A:無機鉄は水に溶けるとFe2+のイオンとなり胃粘膜を刺激する。有機鉄は水に溶けにくく胃粘膜ヘ

の刺激は少ない。有機鉄製剤のなかでも臨床的に副作用が少ないのはフマル酸第一鉄 (フ ェルム)

と思われる。

Q:塩酸モルヒネとクエン酸フェンタニール (フ ェンタネス ト)の鎮痛作用の効力比 ?

A:フェンタネス トはモルヒネに対して約200倍の効力を示す。マウスによる動物実験

(HAFFNER変 法)

Q:アダラー トカプセル10mgの実内容量は ?

A:10mg l Cap¨・0。34mL/Cap

Q:ドセタキセル水和物 (タ キソテール)を500mLの輸液に溶解した。点滴速度は ?

A:1時 間以上でなるべくゆっくり。 (通常 2～ 2.5hノ500mL)

Q:マジンドール (サ ル ックス)錠を昼食前に投与する理由 ?

A:副作用として睡眠障害あるため夕食前投与は避けた方がよい。一般に朝食より昼食の方が摂取量

が多いため昼食前とする。朝食の方が摂取量多い場合は朝食前でも良い。

Q:4%塩 酸リドカイン (4%キシロカイン)を アスピリン喘息患者に投与すると喘息発作を誘発す

る。代替品は何がよいか。

A:4%キ シロカインは黄色 4号 とパラベンを含有している。これが喘息発作を誘発する。

代替として 2%キ シロカイン静注を使用。 (表面麻酔として使用する場合濃度依存ではないため)

Q:ニ トログリセリンテープ (ミ リステープ)の有効時間は ?

A:ニ トログリセリンとして有効血中濃度…0。 2～ 0.3ng/mL

ミリステープ貼付後約12hrで0.2ngとなるため、 1日 2回貼付となっている。

はがすと急激に血中渡度は低下する。 (30分以降効力なくなる)

Q:オー トベンで皮下注の時、日盛 りが 0まで戻らなくて 2～ 4単位のところで止まったケース 2例
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あった。報告はあるか。

A:全国で2例の報告ある。原因は①オートベンのバネ部の使用年数による消耗

②カートリッジの取り付けの際斜めに挿入した等である。

Q:セデスG、 プリンペラン錠の母乳への移行はあるか。

A:セデスG、 プリンペラン錠共に母乳への移行あり。セデスGはメトヘモグロビン血症のリスクが

ある。投与中は母乳を中止すべきである。

Q:ラクツロースシラップと血糖値への影響について

A:直接血糖値への影響はない。

但し、大腸内の微生物に利用されて代謝産物になる過程で脂肪酸が作 られラクツロースシラップ

全て利用されたとして l mLで 2 kcalと なる。 1日 投与量30～60mLで 60～ 120kcalと なる。

ラクツロースの利用率は個体差が大きい。 (大腸内の微生物の利用率が異なるため)

Q:1ケ 月検診の乳児で母親が水痘に罹患し乳児も罹患可能性がある。

計測器具を消毒したいが何を使用すればよいか。

A:水痘ウイルスはヘルペスウイルス群に属し、DNAウ イルスである。核内に脂質を含有する。消

毒剤一覧の脂質を含む中間サイズのウイルスと思われるのでアルコール消毒でよい。

Q:コ ロノクリン2食セットの各食のカロリーは ?

A:昼食 ;182.l kcal 間食 ;194kcal 夕食 ;228kcal

3食セットで朝食は143.2kcalで ある。

Q:漢方薬でステロイ ドの離脱時に使用する製品は ?

A:柴苓湯である。

ステロイ ドとの併用により抗炎症作用の増強が見 られ、ステロイ ドの減量ができるとされている。

Q:デスラノシド注 (ジギラノゲンC)か ら経口剤に切り替える時の投与量について

A:ジギラノゲンCO.5A/日 にて維持療法中とのことでラニラピッド (0。 1)1～ 2錠/日 程度で血中濃

度の推移を観察のこと。尚、しばらくは経過観察必要。

Q:酢酸デスモプレシン点鼻液 (デスモプレシン)使用中の患者が 4～ 5日 の旅行に出かける。その

貯法はどうするか。

A:包装、添付文書には10℃ 以下貯法の記載があるが寒暖の差が激しくなければ特に問題とならない。

一般に生活上の携帯するような条件下では特に問題とならない。
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D:実 例 報 告

山形市立病院済生館薬局

TEL 023(625)5555

Q:キシロカインテス トで陽性の患者に、カルボカインの皮内テス トをしたい。

A:当院で製剤しているキシロカインテス ト液は、 1%キ シロカイン20mLの バイアル製品を生食で

0。05%に調製したものである。バイアル製品には、保存剤としてメチルバラベンが添加されてい

るので、陽性反応がリドカインによるものかメチルバラベンによるものかを考慮しなければなら

ない.今回は 1%カ ルボカイン 5 mLの アンプル製品 (保存剤無添加)を使用し皮内テス トを行

った結果陰性であったため、患者に使用する場合もアンプル製品を使用するように返答した。以

下に、調査資料 1)の一部を記載する。

厚生省の医薬品副作用モニター報告をみると、アミド型局所麻酔剤によるアレルギー反応の報告

がある。また、アミド型のリドカインには陰性であったが、リドカイン溶液に含有されている保

存剤であるメチルバラベンの皮膚反応が陽性であったとの報告もある。

Aldreteら はメチルバラベンの皮膚反応を378人 に実施し、 2人が陽性であったと報告している。

メチルバラベンによる全身性のアナフィラキシー反応や接触性皮膚炎が報告されており、この薬

物はparahydroxy benzoic acidの 誘導体で、プロカインと類似の化学構造を有しているので、プロ

カインの交また反応性も考えられている。

局所麻酔剤は適応部位に応じた剤形があり、種々の添加剤が含有されている。ゼリー、ビスカス

においてもアレルギー反応が認められており.どの物質によって起こったか判明しづらいが、局

所麻酔剤以外の含有物質にアレルギー反応を起こすことは当然のように思われる。

【参考文献】

1)竹本功 :投与前に過敏症テス トを要する薬剤、医薬ジャーナル社、1992、 p22

Q:ト ポテシン注の副作用である下痢について、良い対策方法はないか ?

A:下痢の予防投与ホとしては、 トポテシン投与開始 1～ 2日 前から半夏潟心湯2.5g× 3を服用させ、

投与後下痢発症時は、半夏潟心湯 5.Og、 ロペラミド|.Omgを 1日 3～ 6回頓服させる。下痢軽症

化後、止まるまで半夏潟心湯2.5g× 3でフォローする。

*1998癌治療学会 大阪市立大学 産婦人科 田中哲二先生発表 (GP407)        .
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DI実 例 報 告

米沢市立病院薬剤部

TEL 0238(22)2450

Q:マーロックス液とPPIの 相互作用について

A:一緒に服用するPPIの 作用が減弱するとの参考資料あり。PPI服用後、 1時間後にマーロックス液

を服用することが望ましい。 (参考資料あり)

Q:透析をうけている患者に、ハルシオンは使用可能か ?

A:腎障害のある患者には、慎重投与との記載あり。使用可能ではあるが、少量から投与開始する必

要がある。

(メ ーカー資料あり)

Q:フ ェルティノームP注を室温のまま保存したが、使用可能か ?

A:25℃で安定性のデータあり。海外では、室温保存としている。

Q:アタマジラミの治療・感染予防法は ?

A:主な治療剤はスミスリンパウダー、スミスリンLシャンプLタイプを一日一回 2日 間隔で 3～ 4

回繰 り返す。

(参考資料あり)

Q:ア ラセナA注の副作用に筋肉痛・四肢のしびれ 0振戦があるが、これとCPKとの因果関係はある

か ?

A:特に因果関係はない。副作用の症例報告の資料あり。

Q:成分栄養剤専用フレーバーとエレンタール専用フレーバーの違いは ?

A:成分栄養剤専用フレーバーは、エレンタール 0ヘバンEDの両方に使用可能。エレンタール専用

フレーバーは、エレンタールのみの使用となっている。

Q:バイロテンシンとアムロジンの比較は ?

A:ほぼ同等である、 (参考資料あり)

Q:ケイツーN注を経口可能な患者に使用可能か ?

A:ケイツーN注は、内服が可能な場合または速やかにビタミンKを補充することが求められる場合

に適用する。

内服が可能な場合には、ビタミンKの経口剤を第一選択とすることが基本となる。(添付文書より)
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Q:在宅看護を受けている患者に、IVHキ ットの製品を使用したいが発売の予定はあるか?

A:近 日発売の予定あり。 (参考資料あり)

Q:パ リエット錠を粉砕して、経管チューブより投与したいが可能か?

A:パ リエットの成分 (ラ ベプラゾールナトリウム)は、酸で不安定となるため腸溶錠となっている

ので、粉砕不可。pH 5の酸性下では30分で分解されてしまうが、胃内はさらに酸性であり、粉

砕にての投与では効果が期待できない。同効薬としてはタケプロンカプセルがある。カプセル内

は、腸溶性顆粒となっているため顆粒として投与可能。

Q:カルベニン点滴用を5%ブ ドウ糖60mLに 溶解し、注射筒を使用し点滴静注したら褐色に着色し

たが使用可能か?

A:通常100mL以上の生食液か5%ブ ドウ糖注射液に溶解する。溶解時、溶解は無色～微黄色透明を

呈するとの記載 (添付文書)があるためこの場合は使用可能。

Q:新鮮凍結血漿 (FFP)を使用する際の融解温度と融解方法は ?

A:バ ッグのまま30～37℃位の恒温槽で融解し、 3時間以内に使用する。

Q:小児に与えるミノマイシン (テ トラサイクリン)投与時の骨発育への影響はあるか?

A:新生児 0未熟児への投与が特に問題とされている。未熟児に与えたテトラサイクリンの骨の発育

障害については、現在日常投与されている25mg/kg程度の量で10日 前後までの投与期間であれば

問題ないとの文献あり。 (参考資料あり)

Q:イ ントラリポス20%を点滴したいが、ルートと投与速度は?

A:ダイズ油脂乳剤の速い注入は副作用の原因となるため、できるだけゆっくり注入する。(1日

250mLを 3時間以上かけて点滴静注する。)

Q:ステロイド吸入 (フ ルタイド)は、朝 0夕 のいつ行えばよいか ?、

A:入院中であればネブライザー使用後がよいが、食前であれば口腔内・喉への付着によるカンジタ

予防につながる。

Q:イ ンフルエンザワクチンを接種する場合、 1回日と2回目で異なったメーカーのワクチンを接種

してもよいか?

A:イ ンフルエンザHAワ クチンはその製造許可の基準と国家検定とによって定められており、ワク

チン株は同じであるためメーカーが異なっていても差し支えない。

Q:新生児の暦処理にサリチル酸亜鉛華デンプンを用いているが、鼻への刺激が強いので他に変わる

ものはないか?

A:フラセチンTパウダーは謄脱の目的で使用可能である。早期膚脱の点では、サリチル酸亜鉛華デ
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ンプンの方が優れている。 (参考資料有 り)

Q:眼科領域に於いて眼圧を測る器械の一部を、C型肝炎ウイルスの感染予防の目的でハイアミンT

液を消毒剤として用いているが有効か ?

A:ウ イルスの滅菌にハイアミンT液は無効。その部品の特性を考慮した上でグルタールアルデヒ

ド・次亜塩素酸ナ トリウムによる消毒あるいは高圧蒸気滅菌などの加熱滅菌が有効である。

Q:ア スピリン (小児用バファリン)服用中の患者が手術を受ける場合、手術前の本剤休薬の時期

は?

A:添付文書に手術前休薬は 1週間前とあるが、 2日 前中止でも可能という報告もある。

Q:ノ バクトM投与中の患者が旅行に出かける際、ノバク トMの保存管理は ?

A:取 り扱い上、貯法は10℃以下凍結を避けて保存する。持ち歩く際はクーラーバッグに入れ 10～

15℃以内の温度管理をする必要有 り。

Q:鉄剤 (フ ェロミア錠)服用中、お茶やコーヒーは避ける必要はあるか ?

A:以前のように重要視されてはいないが、服用時及びその前後において濃い茶類は避けた方がよい。

(参考資料あり)

Q:ジ フルカン注の投与方法、投与期間と投与中止のタイミングは ?

A:投与期間は4週間が基準、初めの 2週間は増量投与しその後解熱傾向がみられたら減らしていく

投与方法もある。投与中止のタイミングは、投与 4週間後解熱がみられればカンジテックを再検

査する。陰性であれば、臨床症状・全身症状などを見ながら 1週間程度フォローアップ後中止する。

Q:テルアミノは分割使用可能か ?(小児科)

A:添付文書上、開封後は直ちに使用し残液は決して使用しないことと記載有 り。メーカーに問い合

わせたところ、室温保存で24時間以内の分割使用には問題なし。

Q:ペ ンタサ錠が大きく服用困難なため粉砕し、服用させたいが可能か ?

A:放出調節製剤であるため、三分割まで可能だが粉砕不可。経管患者の服用法は、水を口に含みペ

ンタサ錠を入れると30秒～ 1分で崩壊し顆粒状になるためそれを服用する。苦味なし。

Q:バイアル注射剤の開封後の安定性は?

A:通常バイアル注射剤は、分割使用を目的とした製剤であるが使用期間中に異物混入や微生物汚染

の危険性がある。資料では、安定性は保たれているとのデータもあるがゴム栓頭部を充分消毒し

た後滅菌注射器を用いて採取することが必要である。

Q:破傷風 トキソイ ドの免疫は終生続くか ?
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A:3回注射 (基礎免疫)しておくことが最も効果的。 7～ 8年あるいは25年も経つと抗体は測定可

能なレベルに下がる。(参考資料あり)

Q:抗生剤の投与間隔と溶解後の安定性について知りたいが?

A:投与間隔は、理想としては12時間間隔だが厳密に間隔をとる必要はない。溶解後は微生物等によ

る汚染の可能牲もあるため冷所保存し、すみやかに使用する。

Q:ガスター注・ザンタック注を透析患者および腎不全患者へ投与する際の、腎排泄CCrに基づく投

与量は?

A:添付文書の用法・用量の項に腎障害時・透析時の補正投与量の記載あり。

Q:キシロカイン注の半減期は?

A:腎不全がない場合にはリドカインの分布相の半減期は約 8分、除去相の半減期は約108分 (参考

資料有り)

Q:アデホスL注 と生食液との配合変化はあるか?

A:配合可能 (ただし、カルシウム製剤との配合は沈殿を起こす可能性有り)(参考資料あり)

Q:プレドニンによる骨粗琢症への影響は?

A:正常人においてのCa吸収率は、63.7%で あるが、プレドニゾロンを平均17mg/day服用例において
°  の吸収率は、40。 7%と 低下するとのデータあり。副腎ステロイドは、カルシウムの腸管からの吸

収をさまたげ、尿中カルシウムを排泄促進し続発性副甲状腺機能克進症をおこすとともに、直接

骨に作用して骨形成を抑制することによって高率に骨粗柩症をおこすと考えられる。

Q:エポジン皮下注 (6000E)の投与経路は ?

A:エポジンそのものはワンショット静注しても問題なし。ワンショット静注と点滴静注とで効果に

差は見られない。点滴静注すると、チューブ内にエポジンが付着したり注射針の中に残存する可

能性もあることから実際に体内に入る量が減少してしまう可能性あり。

Q:ミ ノマイシン注を投与する場合点滴静注のみにおいて、100mg/120mLを ワンショットで投与して

もよいか?

A:酸性度が強いと血管痛がおこる原因になるため、できれば100mg/200～ 50mLを ゆっくりした速度

(1時間かけて)で行うのが望ましい。

Q:ポタコールRを室温保存中、バックが膨張してしまったが使用可能か?

A:成分として問題ない (ソ フトバック自体が空気を通すため)

Q:ソルコーテフ注の溶解液中の成分と溶解液の取り除き方は?
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A:バイアル上部の添加物は、パラオキン安息香酸メチル 0パ ラオキン安息香酸プロピルである。

パラベン類は、気管支れん縮の原因物質となるため呼吸器疾患には取 り除く必要がある。 (参考

資料有 り)

Q:MRSA感染症の、患者の治療にリファンピシンは有効か ?

A:リ ファンピシンは結核菌にのみ適応をもつが、ほとんどのMRSAに対しリファンピシンは0。 05μ

g/mL以下のMICを 示すように、強い抗菌活性を有している。しかし、自然界のMRSAの 1～ 2%

は100 μ g/mLに高度耐性を示す株が存在しており、リファンピシンの治療中に容易に高度耐性の

MRSAが出現する可能性があるので治療薬としては不適当である。
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D!問い合わせ

山形県立中央病院薬剤部

TEL 023(623)4011

98.H  ・小児 (1歳 6ケ月)のアザレ化粧品 (プランツM)7 mLの誤飲について

・術後でない腸管麻痺の注射剤について

98.12  ・ リルゾールについて

99。 1  ・塩酸ナロキソンの副作用 (呼吸抑制、全身硬直)について

。エンドキサンと不妊について

・ユベラ、マーズレンS、 プレタール、ワーファリン、オパルモン、ボルタレン坐薬の妊娠、

妊婦に対する影響について

99。 2  0ゾ ビラックスとロキソニンの妊婦への投与について

。六神丸の副作用について

99.3  0 CrOmolyn sodiumは 何の薬か

99。 4  0 MSコ ンチンと車の運転について

0破傷風、狂犬病、ジフテリア、マラリアのワクチン接種について

・痛風治療薬と発作について

99.5  ・ β―ブロッカーの注射剤 (イ ンデラル以外)について

。リスモダンR、 ロプレソール、ワソランのバイオアベイラビリティについて

99。 6  ・アンジオテンシンHア ンタゴニス トについて

。原発性肺高血圧症に適応があるのはフローラン注だがプロサイリンには適応があるか。

・フルルバン (1包 6枚入 り)に 4枚だけ包装されることはあるのか

。ガソデックスとワーファリン、ジゴシン、メキシチールの相互作用について

0メ キシチールとリスモダンの同時処方について

・オキシカム系のテノキシカムと同系統の薬剤について

99.7  0モ ルヒネの副作用 (ふ らつき)について

・潰瘍性大腸炎に使用する水溶性ステロイド剤について

・エポジン注6000は皮下注できるか

・プレドニン錠 (粉砕)またはプレドニン散の苦味をなくす方法について

99。 8  ・ビンデシンの副作用 (SIADH)について

0ポ リオワクチンと抜歯について

99.9  ・ニコリンHと注射用ルシドリールの適応について

・デスモプレシン点鼻液を生食で 2倍に希釈する時の力価の低下について

99。 10  0A型肝炎ワクチンと破傷風 トキソイドの投与間隔について

。IVHと 側管注入におけるフィルターの使用方法について

・インフルエンザワクチンの使用可能時期について
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・健康食品 (YZ― FORMULAノ エビア、アガリスク)の成分について

。結核菌の消毒 (吸引ビン)方法について

。ニフレックの味付けについて

・アーチス トの少量投与について

・アミノフリー ドの隔壁を開通しないで下液のみを投与した場合について

。ST3号 にノバスタン注を混合してからの安定性について

・食塩注、エレメンミック注、プリンペラン注、ネオフィリン注を同一注射筒で混合したら

混濁したがどうすればよいか。

・IVHに側管より注入する時の配合変化について

・MSコ ンチン錠からブロンプ トン液に切 り替える時の投与方法について

Dl問い合わせ

北村山公立病院薬剤科

TEL 0237(42)2111

99。 12  ・ホンバン錠の添付文書の用法に食前投与とあるがその理由は ?

99.H  ・水溶性プレドニゾロン40mg/日 をプレドニゾロン錠の経口投与に切 り替えたいが換算量を

教えてほしい

0ソ ル・コーテフ100mg/日 をプレドニゾロン錠の経口投与に切 り替えたいが換算量を教え

てほしい

99。 10  0ド プラム注をⅣHに混注してもいいか

。アルロイ ドGを凍結させてしまった場合の服用可否について

。NSAIDに よる潰瘍予防のためのサイ トテック錠の投与可否について

・ ランブル便毛虫症に有効な薬剤は何か

。コンピチーム錠の一包化の可否について (吸湿性の経時変化について)

99。 9  ・カリメー トを注腸投与する場合のオリーブ油での溶解可否について

99.8  ・メガロシン200mg/日 服用中の患者が授乳を開始したいが何時から可能か

99.7  ・生理食塩液21mLに ドルミカム注とマスキュラックス静注用およびセレネース注射液を混

合してもよいか

99.6  ・ネリプロクト軟膏および坐薬は,なぜ長期投与が認められていないのか,また 1回処方で

何個まで投与可能か

99.5  0 DDS剤 の採用有無と同効薬の有無

0テオ ドール錠とフェノバルビタール末の相互作用としてフェノバルビタールの血中濃度が

低下することはあるか

0レジオネラ菌の消毒法を教えてほしい

。MPIPCは何の略号で,商品名は ?
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99.4  ・味覚障害の患者に亜鉛を内服させたい。以前胃薬の中で亜鉛を含有するものがあると聞い

たが当院で採用されているか

・アダラートCR錠20mgを アダラートL錠で代替した場合の投与量は?また、T/P比は?

0パ ラコート中毒時の検出試薬 (ハ イドロサルファイトNa)の有効期限は ?

,し ゃっくりに有効な当院採用の漢方薬は ?

99。 3  0肺炎に有効な抗生物質は ?

・プロスタグランディン注を使用している患者にオパルモン錠の併用は保険上可能か

O FFP中 のNa濃度は ?

99。 2  ・ヘルベッサーRカ プセルは、カプセルをはずして服用させてもよいか

99。 1  ・手術室で保温庫の中に入れておいたデキストセランRのバッグが膨張したが、その原因と

使用可能かどうか教えてほしい

Dl問い合わせ

白鷹町立病院薬剤科

TEL 0238(85)0792種li重

。「六神丸」の成分と効能について

・下剤の剤型ごと作用機序と効果発現時間について

・ β2刺激剤塩酸クレンブテロール (ス ピロベント)の腹圧性尿失禁治療効果について

。内視鏡で使用するヨー ドの色を消すチオ硫酸ナ トリウム液の濃度について

0副作用として女性化乳房のある薬剤について

。母乳に移行する薬剤について

・抗カルジオリピン抗体陽性妊婦に対するアスピリン療法について

・Ca拮抗剤服用中グレープフルーツを食べる場合の間隔について

0月 経を早めるには中用量ピルをどのように服用するか

Oソ ルダクトン注の溶解調製法について

・殺菌消毒剤 「エフゲン」の消毒時間について

・味の苦い「クラリシッドドライシロップ」を服用させる工夫について

・ビタミンKlと ビタミンK2の使い方について

・ソル・コーテフとソル・メドロールの作用の違いについて

・プロスタンディン軟膏のコス ト面と投与法について

・アミノ酸製剤輸液の単独点滴静注について

0経管栄養を実施している患者へのNaCl補充について

0「アミノフリー ド」に「MV13 0 9」 混合点滴静注の際、結晶析出、原因は ?

・在宅IVHに 塩モヒを処方したいが、どのような形で投薬すればよいか ?

・ウイルスの増殖抑制効果のある「ラクトフェリン」の入手方法について

02種以上のワクチンを接種する場合の間隔について
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DI問い合わせ

蔵王みゆき病院薬剤科

TEL 023(672)8282

0パルクス注の投与について

。ベリプラス ト (l mL)の 溶解後の安定性について

・コムフィールペース トの使用方法について

・塩酸モルヒネ注の消化管に及ぼす影響について

。手術前、チラージンS錠の内服を止めるが代わりのもの (坐薬とか)を使用したいがどう

か

・オーツカC E ZttM Cの外装、包装開封後の安定性について

・フェジンの希釈において、生食での安定性について

・ラシックス注を注射器につけて凍らせてしまったその後、解凍したがその使用の可否は

DI問い合わせ

南陽市立総合病院薬剤科

TEL 0238-47-3000

99。 1  ・妊娠10ケ月の妊婦への喘息治療剤の投与について

。他剤変更後のPPIs製剤の投与期間の扱いについて

・FAX処方箋による薬の宅配について

0ゾ ビラックス注とインフルエンザワクチンの接種について

。枯草菌に有効な抗生物質について

99。 2  ・ニ トロール注の輸血セットについて

。血液検査用試薬の含有物の毒物 0劇物の指定について

。女性の事後避妊薬プリベンについて

0禿頭症治療薬 「プロペシア」について

99。 3  ・静注用キシロカイン 2%、 点滴用キシロカイン10%の違いについて

・成人への乾燥弱毒生おたふくかぜワクチンの接種について

・サルタノールインヘラーの組成変更について

・バイアグラ錠の価格について

99。 4  ・シアン化合物を飲んだときの届け出義務について

・インシュリン製剤の院外処方箋交付について

99.5  0エポジン注の適応症追加について
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0漢方薬の食前投与について

0漢方薬と新薬の併用について

0漢方薬を妊産婦に使用するときの注意について

99。 6  0γ ―BHC軟膏と安息香酸ベンジルローションについて

・ユナシンSと 生理食塩液の溶解後の安定性について

・黒酢について

・点眼補助器について

99。 7  0オ ドリックの長期投与について

。テトラミドの長期投与について

0エ ンシェアリキッドの長期投与について

0セディールの長期投与について

99.8  0日 本脳炎ワクチンのゼラチン含有製剤について

99。 9  。前立腺肥大症患者のOpe前プレメデ、のアトロピン使用について

。t― PA製剤アクチバシンの管理とクリアクターについて

OFOYと フラグミンの混注について

99。 10  0ス ギナの漢方成分について

・グルコン酸クロルヘキシジンの毒性について
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《編集報告》

プロック別にみた病院施設におけるDlnewsの執筆状況

県病薬D倭員長 島 津  憲 一

県病薬DI newsも 号を重ね、今回でNo.Hを 数えます。これまで、DIの発展のために、施設がおかれ

ている立場でDIに 参加できるように、参加しやすいカテゴリー等を設け、広く執筆の機会を提供し

てきたところです。

以下にこれまでの執筆参加状況をまとめ、グラフ化してみましたが、ご覧の通 り、ブロック毎にみ

ても参加状況にはかなりのギャップがあります。しかしながら、年々参加施設は順調に増えてお り、

前回は約 1/4の施設まで到達しました。ようやく軌道に乗ってきたというのが実感です。

県病薬DI newsは 、あくまで会員各位の原稿で作 られるものです。毎日のDIで得 られた貴重なDI資料

を生かすためにも、DI newsに 掲載し、会員共有のDIと して活用させて戴きたいものです。

◇ブロック別病院施設Dl news執筆状況
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◇ブロック別病院施設Dl news執筆状況

ブ ロ ック No.1 No.2 No.3 No。4 No.5 No.6 No。 7 No.8 No.9010 累計

酒  田  8 1

鶴 岡 8 1

最 上 6

村 山 9

山 形 16 36

長 井 3

米 沢 8

プロック計58 108
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◇病院等

ブロック 施 設 名 No。 1 No.2 No.3 No。4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9・ 10 累計

酒 田

施設数

8

市立酒田 ◎ ◎ ◎ ◎ . ◎

県立日本海 ◎ ◎

本間病院 ◎

庄内余目 ◎

各号執筆施設数

鶴 岡

施設数

8

鶴岡市立荘内 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

鶴岡協立 ◎

宮原病院 ◎

各号執筆施設数

最 上

施設数

6

最上町立 ◎

県立新庄 ◎

各号執筆施設数

村 山

施設数

6

北村山公立 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

県立河北 ◎

吉岡病院 ◎ ◎

寒河江市立 ◎

各号執筆施設数

山 形

施設数

16

山大医・附属 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

県立中央 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

東北中央 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

市立済生館 ◎ ◎ ◎ ◎

小白川至誠堂 ◎

山形済生 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

篠田総合 ◎

県立総合療育センター ◎ ◎

各号執筆施設数 36

長 井

施設数

3

長井市立 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

白鷹町立 ◎

各号執筆施設数

米 沢

施設数

8

米沢市立 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

舟 山 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

三友堂 ◎

国療米沢 ◎ ◎ ◎ ◎

南陽市立 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

川西町町立 ◎ ◎

佐藤病院 ◎ ◎ ◎

公立高畠 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

各号執筆施設数 36

山形県病薬D.|.News No.11(2000)

◇調剤薬局、薬事情報センター等

会  栄 薬事情報センター ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

山 形 荒木調剤薬局 ◎ ◎ ◎

その他 部外依頼 ◎ ◎ ◎ ◎

各号執筆施設数
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《資 料》

日本中毒情報センターの会員専用電話番号について

県病薬D倭員長 島 津  憲 一

日本中毒情報センターには「中毒HO番」にすぐつながる「会員専用電話番号」のシステムがあり、

その加入方法等の紹介希望が寄せられているのでここに紹介掲載する。なお、加入したい場合は下記

にFAXで連絡する事。

申し込み先 :日 本中毒情報センター本部事務局

FAX:0298-56-3533  TEL:0298-56-3566

賛助会員申し込み用紙の郵送希望と明記

病院名 担当窓口 氏名を書いてFAXの事。

会員専用電話番号は賛助会員入会時に通知される。

団体会員 :1日 年額 10万 円 (病院等)

個人会員 :1回年額 1万円

会員期間 :5月 1日 から翌年 4月 末日

1。 入会時に会員専用電話番号が知らされ、この使用により緊急時にすぐつながり速やかに情報提供

が受けられる。

2。 つくばでは 9時から17時、大阪は365日 、24時間いつでも受け付ける。

3.中毒情報活動の状況資料を適宜送付する。

-82-
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編 集 後 記

山形は蕎麦処、評判の店もじつに多い。ところで蕎麦には種類があり、うまさ云々も同列に

は語れない事情がある。蕎麦粉と小麦粉との混合割合により、一般的な生蕎麦とは35%蕎麦で

あり、五割蕎麦は50%蕎麦、二八蕎麦は80%蕎麦、十割蕎麦は100%蕎麦なのである。これら

は全くの別物であるが、さらに他の割合もあり、実際にはかなりの種類の蕎麦がある。この他

にも蕎麦打ちの際に使う白い打ち粉 (価格は蕎麦粉の電つ で作る更級蕎麦があり、これまた

同様の種類がある。さらに100%蕎麦にもランクがあり、山地栽培のものを最上として、次い

で畑、最低ランクが減反田栽培のものとなる。さらにこの下には、価格が十 以下と安い外国

産蕎麦粉がある。評判の蕎麦屋はすべて外国産蕎麦と心得るべし。さて、蕎麦粉に小麦粉を混

ぜる点にはつなぎとしての役割を考慮しても、重大な矛盾がある。例えば、うどんは十分にゆ

であがるまで30分かかるが、100%蕎麦は30秒なのである。これを適正使用風に言えば、蕎麦

粉と小麦粉は混合不可となる。たかが蕎麦、しかし、正しい情報が加われば別物に見えてくる。

翻って我々は医薬品にどれだけの情報を付加しているのだろうか。 (島津 記)

山形県病薬D:委員
公 立 高 畠 病 院  島

山形大学医学部附属病院   板

山 形 県 立 中 央 病 院  伊

山形 市 立病 院済 生館   森

山 形 済 生 病 院   羽

東 北 中 央 病 院  大

市 立 酒 田 病 院  本

鶴 岡 市 立 荘 内 病 院  佐

長 井 市 立 総 合 病 院  佐

北 村 山 公 立 病 院  後

津 憲 ―

垣 末 廣

藤 則 夫

谷   晃

太 光 範

澤 千鶴子

間 俊 ―  丁EL

藤   導  TEL
藤   賢  TEL
藤 真 弥  TEL

0238(52)5070

023(628)5822

023(623)4011

023(625)5555

023(682)1111

023(623)5111

0234(23)1111

0235(22)1515

0238(84)2161

0237(42)2111
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