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症例１ 気管支喘息

１５歳男性、小さい頃から気管支が弱いと言われて
いたが、喘息の診断は受けていなかった。

１週間前より咳が出るようになり、特に夜間がひどく、
咳で目が覚めることもある。熱はなく、鼻汁もない。

既往歴 ： ０歳から5歳頃までアトピー性皮膚炎として
治療していたが、現在は治療はしていない。

アレルギー検査で、ハウスダウトとコナヒョウダニ
に中等度の反応あり

身体所見 ： 胸部所見にて両側喘鳴聴取、その他以上
特に所見なし



気管支喘息の薬物治療

1. β2刺激剤，去痰剤などで対症療法

2. β2刺激剤の吸入薬で対症療法

3. テオドール治療

4. 抗アレルギー薬（ロイコトリエン阻害薬）

5. ステロイド吸入薬

6. ステロイド経口薬短期投与

7. ステロイド＋β2刺激剤合剤吸入薬



症例２ 慢性閉塞性肺疾患COPD

75歳男性、５年前より坂道を上ると息切れがして、最近
は100mぐらい平地を歩いても息が切れるようになったと
の訴えで来院された。

既往歴 ： 15歳 結核性胸膜炎 自然治癒
喫煙歴 20歳より約50年間 喫煙指数1000

臨床所見 ： 胸部所見にて軽度喘鳴聴取、
気管支拡張剤吸入後FEV1 60％、FEV1/FVC 0.60

GOLD ２ mMRC 3



COPDの吸入薬治療

1. 長時間作用型抗コリン薬（LAMA）

スピリーバ、シーブリ、エンクラッセ、エクリラ

2. 長時間作用型β2刺激剤（LABA）

セレベント、オンブレス、オーキシス

3. 抗コリン薬・β2刺激剤配合剤（LAMA/LABA）

ウルティブロ、アノーロエリプタ、スピオルト

4. ステロイド吸入薬(ICS）

キュバール、フルタイド、パルミコート、オルベスコ、アズマネックス

5. ステロイド＋β2刺激剤合剤吸入薬（ICS/LABA）

アドエア、シムビコート、レルベア
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GOLD の目的

 医療従事者、健康政策当局、一般市
民の間でCOPDの認知率を高める。

 COPDの診断、管理、予防をよりよ
いものにする。

 COPDの罹患率と死亡率を低下させ
る。

 COPDの研究を促進する。
© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



COPD診断、管理、予防のための
グローバルストラテジー 2013： 構成

 定義および概要

 診断および評価

 治療オプション

 安定期COPDの管理

 増悪の管理

 併存症の管理
REVISED 2013

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



患者 特徴
スパイロ

メトリー分類

過去1年間の

増悪頻度
mMRC CAT

A
リスク低

症状レベル低
GOLD 1-2 ≤ 1 0-1 < 10

B
リスク低

症状レベル高
GOLD 1-2 ≤ 1 > 2 ≥ 10

C
リスク高

症状レベル低
GOLD 3-4 > 2 0-1 < 10

D
リスク高

症状レベル高
GOLD 3-4 > 2 > 2 ≥ 10

リスク評価にあたっては、GOLDグレードと過去の増悪頻
度のうちリスクの高い方に基づいて判定する（増悪による
入院が1回以上あった場合もリスクは高い）

COPDの複合的評価

COPDの診断、管理、予防のため
のグローバルストラテジー

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



β2刺激薬

短時間作用性β2刺激薬

長時間作用性β2刺激薬

抗コリン薬

短時間作用性抗コリン薬

長時間作用性抗コリン薬

短時間作用性β2刺激薬 + 抗コリン薬の配合剤(単一吸入器) ※

メチルキサンチン類

吸入コルチコステロイド

長時間作用性β2刺激薬 + 吸入コルチコステロイドの配合剤(単一吸入器)

全身性コルチコステロイド

ホスホジエステラーゼ4阻害薬※

治療オプション: COPD治療薬

COPDの診断、管理、予防のためのグローバルストラテジー

※日本では未承認
© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



 気管支拡張薬による治療は、COPDの症状管理の中
心である。

 気管支拡張薬は、頓用、あるいは症状を予防、減少さ
せるための定時吸入用として処方される。

 治療に使われる主な気管支拡張薬は、β2刺激薬、抗コ
リン薬、テオフィリンまたはこれらの組み合わせである。

 治療薬の選択は、薬剤の利用可能性と、症状改善と
副作用の両面からみた個々の患者の反応性に基づい
て行う。

治療オプション: 気管支拡張薬

COPDの診断、管理、予防のためのグローバルストラテジー

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



 長時間作用性吸入気管支拡張薬は利便性が高く、短時
間作用性気管支拡張薬に比べて症状改善効果が高い。

 長時間作用性吸入気管支拡張薬は、増悪および増悪
による入院を減少させ、症状と健康状態を改善する。

 クラスの異なる気管支拡張薬の併用は、単一の気管支
拡張薬を増量するよりも有効性が高く、副作用のリスク
が低い。

治療オプション: 気管支拡張薬

COPDの診断、管理、予防のためのグローバルストラテジー

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



 FEV1 が予測値の60%未満の患者では、吸入コルチコス
テロイド（ICS）の定期的な吸入により症状、呼吸機能、
QOLが改善し、増悪頻度が減少する。

 吸入コルチコステロイド療法により肺炎リスクの上昇が
みられる。

 吸入コルチコステロイドを中止することにより、一部の
患者で増悪が生じる可能性がある。

治療オプション: 吸入コルチコステロイド

COPDの診断、管理、予防のためのグローバルストラテジー

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



 吸入コルチコステロイドと長時間作用性β2刺激薬の
併用は、中等症から最重症のCOPD患者で、呼吸機

能と健康状態を改善し、増悪を減少させる効果が
個々の薬剤に比べて高い。

 併用療法により肺炎リスクの上昇がみられる。

 抗コリン薬（チオトロピウム）に長時間作用性β2刺
激薬/吸入コルチコステロイドの配合剤を追加するこ
とで、治療効果が向上するように思われる。

治療オプション: 併用療法

COPDの診断、管理、予防のためのグローバルストラテジー

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



 リスク-ベネフィット比が好ましくないことから、全
身性コルチコステロイドによる長期間の治療は
避けるべきである。

治療オプション: 全身性コルチコステロイド

COPDの診断、管理、予防のためのグローバルストラテジー

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



 繰り返す増悪と慢性気管支炎の既往のある重症およ
び最重症のCOPD患者 (GOLD 3 and 4) で、PDE4

阻害薬ロフルミラストは、経口グルココルチコステロイ
ド治療が必要な増悪を減少させる。

治療オプション: 

PDE4阻害薬

COPDの診断、管理、予防のためのグローバルストラテジー

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



 テオフィリンは長時間作用性吸入気管支拡張薬に
比べて有効性と忍容性が低いため、長時間作用性
気管支拡張薬が使用可能な場合には推奨されない。

 安定期COPD患者を対象としたプラセボ比較試験で、
弱い気管支拡張効果と若干の全身性のベネフィッ
トが認められている。テオフィリンをサルメテ
ロールに追加すると、サルメテロール単独に比べ
て大きなFEV1の増加と息切れの改善が得られる。

 低用量テオフィリンは増悪を減少させるが、気管支拡
張薬吸入後の呼吸機能は改善しない。

治療オプション: テオフィリン

COPDの診断、管理、予防のためのグローバルストラテジー

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



症例３ アレルギー性鼻炎

30歳男性、１０歳の頃から３月になると鼻が出て、目が

痒くなるようになった。今年ももうすぐ３月なので、そろそ

ろ薬を飲み始めようかと思い来院した。昨年まではS市

に住んでいて、今年こっちに引っ越してきた。

既往歴 ： １歳からアトピー性皮膚炎で治療していたが、

現在治療はしていない

臨床所見 ： 鼻粘膜 白色腫脹



アレルギー性鼻炎の経口薬治療

1. メディエーター遊離抑制薬
クロモグリク酸ナトリウム、トラニラスト、アンレキサノクス、レピリナスト、イ
ブジラスト、タザノラスト、ペミロラスト

2. ヒスタミンH1-拮抗薬
フマル酸ケトチフェン、塩酸アゼラスチン、オキサトミド、メキタジン、テル
フェナジン、フマル酸エメダスチン、塩酸エピナスチン、アステミゾール、エ
バスチン、塩酸フェキソフェナジン、塩酸オロパタジン、ベシル酸ベポタスチ
ン、塩酸セチリジン

3. トロンボキサン阻害薬
塩酸オザグレル、セラトロダスト、ラマトロバン

4. ロイコトリエン拮抗薬
プランルカスト、ザフィルルカスト、モンテルカスト

5. Th2サイトカイン阻害薬
トシル酸スプラタスト



第１世代ヒスタミンH1拮抗薬の選択



第２世代ヒスタミンH1拮抗薬の選択



第２世代ヒスタミンH1拮抗薬の選択



第２世代ヒスタミンH1拮抗薬の選択



症例４ 片頭痛

40歳女性、20歳の頃から月１回程度生理の前になると

ずきずきする痛みが出て、ひどい時には嘔吐することも

あるとのことで来院されました。今までは他院でロキソプ

ロフェンをもらっていて、それを飲んで寝ると翌日にはだ

いたい収まるということでした。

しかし、これまでの頭痛時には、休めば治っていたので

すが、ここ３ヵ月ぐらい，ロキソプロフェンを飲んでも、翌

日まで待っても完全には頭痛がとれないとのことです。

近所の脳外科でCTをとってもらったのですが、異常はな

かったとのことです。



片頭痛の経口薬治療
1. 鎮痛薬

アセトアミノフェン

2. NSAIDs
サルチル酸系（アスピリン他）、フェナム酸系（メフェナム酸他）、
フェニル酸系（ボルタレン、インダシン他）、プロピオン酸系（ブ
ルフェン、ロキソニン他）、オキシカム系（フェルデン、モービッ
ク他）、コキシブ系（セレコックス他）、塩基性（ソランタール、ペ
ントイル他）

3. トリプタン系薬剤
スマトリプタン、ゾルミトリプタン、エレトリプタン、リザトリプタン、
ナラトリプタン

4. エルゴタミン系（麦角アルカロイド）薬剤
クリアミンＡ、クリアミンＳ、ジヒデルゴット

5. 漢方薬
呉茱萸湯



慢性頭痛ガイドラインより



慢性頭痛ガイドラインより



症例５ 帯状疱疹

50歳の男性、数日前より右背部のピリピリした感覚が

あったが、放置していた。昨日より痛みの部分に赤い発

疹が認められたため、本日受診した。

診察すると、右背部に約10㎠の範囲に渡り、赤く盛り

上がった水泡が複数認められたため、帯状疱疹と診断し

て、バラシクロビルを投与した。



抗ヘルペス薬の治療

1. アシクロビル

2. バラシクロビル

3. ファムシクロビル



薬剤費用
先発薬での治療

1.ゾビラックス錠400で治療する場合

1錠あたり352.3円 1回800mg（2錠）×1日5回の薬剤料352点

7日間で2,464点 自己負担額（3割）7,392円

2.バルトレックス錠500で治療する場合

1錠あたり405.6円 1回1000mg（2錠）×1日3回の薬剤料243点

7日間で1,701点 自己負担額（3割）5,103円

3.ファムビル錠250mgで治療する場合

1錠あたり489.9円 1回500mg（2錠）×1日3回の薬剤料294点

7日間で2,058点 自己負担額（3割）6,174円



薬剤費用

後発薬での治療

1.アシクロビン錠400などで治療する場合

1錠あたり58.6円 1回800mg（2錠）×1日5回の薬剤料59点

7日間で413点 自己負担額（3割）1,239円

2.バラシクロビル塩酸塩などで治療する場合

1錠あたり188.8円 1回1000mg（2錠）×1日3回の薬剤料113点

7日間で791点 自己負担額（3割）2,373円



症例６ A群連鎖球菌感染症

10歳の男子、２日前より咽頭痛が出現し、今朝から３８

度の発熱を認めたため来院した。

診察すると、咽頭に強度の発赤を認め、Gross３度の

扁桃肥大、舌の白帯、両側頸部リンパ節の腫脹を認め

た。そこで、溶連菌迅速検査を行ったところ陽性となり、

溶連菌感染による咽頭扁桃炎と診断し、サワシリンを10

日間投与した。



A群連鎖球菌感染症の治療

1. ペニシリン系抗生剤

2. セフェム系抗生剤

3. マクロライド系抗生剤

4. その他



A群連鎖球菌感染症の治療

第 43 回日本小児感染症学会教育講演 尾内一信： 小児呼吸器感染症ガイドライン：小児



A群連鎖球菌感染症の治療

第 43 回日本小児感染症学会教育講演 尾内一信： 小児呼吸器感染症ガイドライン：小児



A群連鎖球菌感染症の治療

第 43 回日本小児感染症学会教育講演 尾内一信： 小児呼吸器感染症ガイドライン：小児



アジスロマイシンを使用する代表的疾患

• 市中肺炎（普段の生活の中で罹る肺炎）

• 中耳炎

• 気管支炎

• 副鼻腔炎

• 性感染症（クラミジアなど）

• ピロリ菌の除菌



症例７ 膀胱炎

30歳の女性、主婦、２日前より何となく下腹部の違和感

があり、翌日になると排尿時通及び頻尿も現れた。今朝

になり尿が真っ赤になったのであわてて来院した。伊ゼd

んにも一度同様なことがあり、そのときは血尿はなかっ

たので、市販薬で治した。

発熱なく、身体所見は下腹部の圧痛のみ、尿検査にて

蛋白（＋）、潜血（３＋）、白血球（３＋）、細菌（２＋）だっ

たため、膀胱炎と診断し、レボフロキサシン500mg１錠を

３日間投与した。



膀胱炎の治療

1. ニューキノロン系抗生剤

2. ペニシリン系抗生剤

3. セフェム系抗生剤

4. ST合剤

5. 漢方薬



急性単純性膀胱炎（閉経前）
第一選択

・ LVFX（レプロキサシン）経口1回500mg・1日1回・3日間

・ CPFX(シプロキサシン）経口1回200mg・1日2-3回・3日間

・ TFLX（トスフロキサシン）経口1回150mg・1日2回・3日間

第二選択
・ CCL（セファクロール）経口1回250mg・1日3回・7日間*

・ CVA/AMPC （クラバモックス）経口1回125mg/250mg・1日3回・7日間*

・ CFDN（セフジニル）経口1回100mg・1日3回・5-7日間*

・ CFPN-PI（セフカペン・ピボキシル）経口1回100mg・1日3回・5-7日間*

・ CPDX-PR（セフポドキシム・プロキセチル）経口1回100mg・1日2回・5-7日間*

・ FOM（ホスホマイシン）経口1回1g・1日3回・2日間**

・ FRPM（フェロペネム）経口1回200mg・1日3回・7日間** 

*グラム陽性球菌が疑われる場合,または検出されている場合は選択しない

**ESBL 産生菌が疑われる場合,または検出されている場合に選択する

JAID/JSC 感染症治療カイ゙トラ゙イン 2015 ―尿路感染症・男性性器感染症― 



高齢女性（閉経後）の膀胱炎
第一選択
・ CCL（セファクロール）経口1回250mg・1日3回・7日間*

・ CVA/AMPC （クラバモックス）経口1回125mg/250mg・1日3回・7日間*

・ CFDN（セフジニル）経口1回100mg・1日3回・5-7日間*

・ CFPN-PI（セフカペン・ピボキシル）経口1回100mg・1 日3回・5-7日間*

・ CPDX-PR（セフポドキシム・プロキセチル）経口1回100mg・1日2回・5-7日間*

第二選択

・ LVFX（レプロキサシン）経口1回500mg・1日1回・3日間

・ CPFX(シプロキサシン）経口1回200mg・1日2-3回・3日間

・ TFLX（トスフロキサシン）経口1回150mg・1日2回・3日間

・ FOM（ホスホマイシン）経口1回1g・1日3回・2日間**

・ FRPM（フェロペネム）経口1回200mg・1日3回・7日間** 

*グラム陽性球菌が疑われる場合,または検出されている場合は選択しない

**ESBL 産生菌が疑われる場合,または検出されている場合に選択する

JAID/JSC 感染症治療カイ゙トラ゙イン 2015 ―尿路感染症・男性性器感染症― 



複雑性膀胱炎（カテーテル非留置症例）
第一選択

・ LVFX（レプロキサシン）経口1回500mg・1日1回・7-14日間

・ CPFX(シプロキサシン）経口1回200mg・1日2-3回・7-14日間

・ TFLX（トスフロキサシン）経口1回150mg・1日2回・7-14日間

・ STFX（シタフロキサシン）経口1回100mg・1日1回・7-14日間

・ CVA/AMPC （クラバモックス）経口1回125mg/250mg・1日3回・7-14日間*

・ SBTPC（スルタミシリン）経口1回375mg・1日3回・7-14日間

第二選択
・ CFDN（セフジニル）経口1回100mg・1日3回・7-14日間*

・ CFPN-PI（セフカペン・ピボキシル）経口1回100mg・1日3回・7-14日間*

・ CPDX-PR（セフポドキシム・プロキセチル）経口1回100mg・1日2回・7-14日間*

*グラム陽性球菌が疑われる場合,または検出されている場合は選択しない

**ESBL 産生菌が疑われる場合,または検出されている場合に選択する

JAID/JSC 感染症治療カイ゙トラ゙イン 2015 ―尿路感染症・男性性器感染症― 



膀胱炎におけるST合剤の使い方

急性単純性膀胱炎

１回2錠 １日２回 ３日間〜７日間

複雑性膀胱炎

１回2錠 １日２回 ７日間〜14日間

予防

若い女性 性交渉後に１錠
繰り返す高齢者 １日１錠

※妊婦には禁忌

※第一世代セフェム（CCLなど）も同様な使い方をする



症例８ 心房細動

75歳女性ある日突然胸が苦しくなったため受診した。

症状は病院に着いて30分ほどで収まったが、胸苦しい

時にとった心電図で心房細動が認められた。

同様の症状が以前にも２回ほどあり、２回とも２−３時

間で収まった。今回も収まった後の心電図では異常を認

めなかった。

しかし以前より高血圧にて治療しており、弁膜症や心

不全兆候、脳梗塞の既往などはないものの、CHADS2 

スコア 2点のため、ワーファリンを開始した。



非弁膜性心房細動における抗凝固療法

1. ワルファリン

2. 非ビタミンK拮抗/直接作用型経口抗凝固薬

(NOAC/DOAC) 

1) 直接トロンビン阻害薬
ダビガトラン（プラザキサ）

アルガトロバン（ノバスタン） 注射薬

2) 第Xa因子阻害薬
リバーロキサバン（イグザレルト）

エドキサバン（リクシアナ）

アピキサバン（エリキュース）



非弁膜性心房細動における抗凝固療法
クラス I 
•脳梗塞や出血のリスク評価に基づいた抗凝固療法の実施 （レべルA）

•CHADS２スコア２点以上の場合、適応があれば新規経口抗凝固薬の投与をま

ず考慮する （レベルA）

•CHADS2 スコア２点以上の高リスク患者へのダビガトラン(レべルB)、リバーロ

キバン(レべルA)、アビキサバン(レベルA)、エドキサバン*1(レべルA),、ワルファ

リン(レべルA)のいずれかによる抗凝固療法

•CHADS2スコア１点の中等度リスク患者へのダビガトラン(レべルB)か,アピキサ

バン(レベルA)によ る抗凝固療法

•ワルファリン療法時の PT-INR を 2.0〜3.0 での管理 （レベルA）

•70 歳以上,非弁膜症性心房細動患者へのワルファリン療法時の PT-INR 1.6〜

2.6 での管理 （レべルB）

•腎機能中等度低下例への新規経口抗凝固薬の用量調節 （レべルA）

•ワルファリン療法中の定期的な PT-INR モニタリング （レベル A）
心房細動治療(薬物)カイ゙トラ゙イン(2013 年改訂版) より



非弁膜性心房細動における抗凝固療法

クラス Ⅱa

•CHADS2 スコア1点の中等度リスク患者へのリバーロ
キサバン、エドキサバンもしくはワルファリンによ る抗
凝固療法 （レべルB）

•心筋症,65〜74 歳、もしくは心血管疾患(心筋梗塞の
既往、大動プラーク、末梢動脈疾患など)のリスクを有
する患者への抗凝固療法 （レベルB）

•抗凝固療法の適応に関する定期的再評価 （レべル
A）

•心房粗動患者への心房細動に準じた抗凝固療法（レ
べルB）

心房細動治療(薬物)カイ゙トラ゙イン(2013 年改訂版) より



非弁膜性心房細動における抗凝固療法

クラス Ⅱb

•冠動脈疾患を合併する患者で,経皮的冠動脈インターべンション

(PCI)や外科的血行再建術を行う際の抗血小板療法と抗凝固療法

の併用 （レべルC）

•60歳未満の孤立性心房細動患者への抗血栓療法 （レべルC）

•PT-INR 2.0〜3.0で、治療中に虚血性脳血管障害や全身性塞栓症

を発症した場合の抗血小板薬の追加や、PT-INR 2.5〜3.5でのコン

トロール （レベルC）

•経口抗凝固薬を投与できない場合の抗血小板薬の投与 （レベル

C）

クラスⅢ

•機械弁に対するダビガトラン療法 （レべルB）

心房細動治療(薬物)カイ゙トラ゙イン(2013 年改訂版) より



非弁膜性心房細動における抗凝固療法

心房細動治療(薬物)カイ゙トラ゙イン(2013 年改訂版) より



症例９ 高血圧

40歳の男性、会社員（営業職）、家族は妻と二
人の子供（10歳、７歳）。会社の健診で高血圧
（150/94mmHg）を指摘され来院した。身長 165cm、
体重 74kg、BMI 27.2で、他の尿や血液検査では
異常はなかった。

まずは、自己血圧測定を指示し、2週間後に来
院したが、平均して145/95mmHgと高かった。そこ
で、生活習慣の改善を指示し、食事と運動を３ヶ
月間行ったが、体重も2kg減っただけで、血圧も朝
の血圧が平均して140/95mmHg あったため、投
薬を開始することにした。



高血圧の第一選択薬

1. Ca拮抗薬

2. ARB

3. ACE阻害薬

4. 利尿薬

5. β遮断薬（αβ遮断薬を含む）

＊積極的適応がない場合の高血圧に対しては，最初に
投与すべき降圧薬として，Ca拮抗薬，ARB，ACE阻害
薬，利尿薬の中から選択する。



Ca拮抗薬一覧



ARB一覧



ACE阻害薬一覧



利尿薬一覧



β遮断薬、αβ遮断薬、α遮断薬一覧



高血圧の第一選択薬

1. 降圧薬の心血管病抑制効果の大部分は，その種類よりも降圧

度によって規定される。 推奨グレドA [エビデンスレベルⅠ]

2. Ca拮抗薬，ARB，ACE阻害薬，少量利尿薬，b遮断薬を主要降

圧薬とし，積極的な適応や禁忌もしくは慎重使用となる病態や

合併症の有無に応じて，適切な降圧薬を選択する。 推奨グレド

B [エビデンスレベルⅡ]

3. 積極的適応がない場合の高血圧に対して，最初に投与すべき

降圧薬（第一選択薬）はCa拮抗薬、ARB、ACE阻害薬、利尿薬

の中から選択する。 推奨グレドA [エビデンスレベルⅠ]

4. 降圧薬は1日1回投与を原則とするが，24時間にわたって降圧す

ることがより重要であり，1日2回の投与が好ましいこともある。

推奨グレドC1 [エビデンスレベルⅢ]

高血圧治療ガイドライン2014より



高血圧の第一選択薬
5. 一般には緩徐な降圧が望ましいが，III度高血圧や多重危険因子

保有など高リスク症例では数週間以内に速やかに降圧目標を達

成することが望ましい。 推奨グレドC1 [エビデンスレベルⅢ]

6. 降圧目標を達成するためには，多くの場合2，3剤の併用が必要と

なる。 推奨グレドA [エビデンスレベルⅠ]

7. 異なるクラスの降圧薬の併用は，降圧効果が大きく、降圧目標を

達成するために有用である。 推奨グレドA [エビデンスレベルⅠ]

8. 2剤の併用としてRA系阻害薬（ACE阻害薬あるいはARB)＋Ca拮

抗薬，RA系阻害薬＋利尿薬，Ca拮抗薬＋利尿薬が推奨される。

推奨グレドB [エビデンスレベルⅡ]

9. 配合剤により処方を単純化することは，アドヒアランスを改善し，

血圧コントロールの改善につながる。 推奨グレドA [エビデンスレ

ベルⅠ]
高血圧治療ガイドライン2014より



高血圧の第一選択薬

高血圧治療ガイドライン2014より



高血圧治療ガイドライン2014より



症例10 糖尿病

61歳 男性

【現病歴】 55歳頃に糖尿病を指摘されたが未治
療で放置していた。最近目が見えにくくなったた
め眼科受診したところ糖尿病性網膜症（福田分
類B1全増殖型網膜症）があり、内科受診を勧
められ当院初診した。

【既往歴】 緑内障（現在眼圧正常）

【家族】 父親が糖尿病、80歳で心筋梗塞で死
妻58歳 健康 息子、娘が一人ずついるが、
現在は結婚して家を出ている。



症例10 糖尿病

【生活歴】

喫煙 ： 10年前に禁煙した。それまでは20歳から
１日20本喫煙していた。

飲酒 ： 仕事上の付き合いが多く、週３回は外食
飲酒し、それ以外にも週３回程度自宅で飲酒、
付き合いでは日本酒換算で１日5合前後、自
宅では３合程度、週１日は禁酒日を設けてい
る

仕事 ： 銀行役員で、ストレスはそれほど大きくな
いと思っているが、責任は大きい。



症例10 糖尿病

【身体所見】

身長：181.0 cm、体重：75.0 kg、ＢＭＩ：22.9

血圧 184/110 mmHg

頭・頚部：異常なし

胸部：心音・呼吸音に異常なし

腹部：軟、平坦、腸蠕動音に異常なし

四肢：両側下腿に軽度の浮腫あり



【初診時血液検査所見】

FBS  343 mg/dl

HbA1c   10.3 %

IRI  3.6 μU/ml

C-peptide   0.8 ng/ml

※HOMA-R   3.05

BUN             18.6 mg/dl

Cre 0.96 mg/dl

eGFR 63.9  ml/min

T-chol 201 mg/dl

LDL-chol 109 mg/dl

HDL-chol 62 mg/dl

TG              115 mg/dl

症例10 糖尿病



【検討すべき課題】

1. 血圧及び血糖が極めて高い

2. 肥満ではないし、自覚症状も目が少し見に
くい程度なので、重症とは思っていない

3. 仕事での付き合いが多く、生活習慣改善が
困難である

4. 本人はインスリン治療をしたくないと思って
いる

5. 忙しくて入院できない

症例10 糖尿病



糖尿病診療ガイド2016-2017より



症例11 逆流性食道炎

50歳の女性、会社員（事務職）、独身、75歳の母
親と同居。

最近食後に胸焼けがするとのことで来院した。
身長 155cm、体重 64kg、BMI 26.6で、１ヶ月前の
会社の健診では肥満を指摘されたものの、尿や
血液検査では異常はなかった。

しばらく検査をしていないとのことで、GIF施行し
たところ、胃食道接合部の炎症と軽度食道裂孔ヘ
ルニアを認めたため、オメプラゾール15mgを投与
するとともに、体重を減らす指導をした。



逆流性食道炎の薬物治療
1. プロトンポンプ阻害薬（PPI）

ラベプラゾール・ランソプラゾール・オメプラゾール・エンメプラ
ゾール・ボノプラザン

2. H2ブロッカー（H2RA）
ファモチジン・ラフチジン・ラニチジン・シメチジン・ニザチジン・ロ
キサチジン

3. 粘膜保護剤
アルギン酸ナトリウム

4. 胃酸中和薬
乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

5. 消化管運動機能改善薬
モサプリドクエン酸塩・トリメブチン

6. 漢方薬
半夏瀉心湯、六君子湯、四逆散他



逆流性食道炎診療
フローチャート

逆流性食道炎診療カイ゙トラ゙イン2015より



逆流性食道炎内服治療上の疑問

1. 酸分泌抑制剤はGERDの治療に有効か？

2. アルギン酸塩、制酸薬はGERDの治療に有
効か？

3. PPI差治療の第一選択薬か？

4. 消化管運動機能改善薬や漢方薬などは、
PPIとの併用で上乗せ効果は期待できる
か？

5. 常用量のPPIで効果不十分な場合はどうす
るか？

逆流性食道炎診療カイ゙トラ゙イン2015より


