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各疾患別に下記のような内容をわかりやすく説明 !!
１．病態の概要と診断基準

２．診断された後の治療方法
３．治療での代表的な薬剤の説明や服薬指導でのポイントなど
写真でも理解を深められる

【内容見本】
A

肝がん
Child-Pugh分類 A、B

肝外転移

なし
なし

脈管侵襲
腫瘍数

1〜3個

腫瘍径

3cm以下

治療法

切除
焼灼

あり
あり

ミラノ
基準内
あるいは
5-5-500
基準内

4個以上

塞栓/
塞栓/切除/ 分子
移植
動注/
動注/
標的薬
分子標的薬 分子標的薬

1点
ない

移植
不能
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緩和

2点

3点

軽度

時々昏睡

ない

少量

中等量

2.0 未満

2.0〜3.0

3.0 超

血清アルブミン値（g/dL）

3.5 超

2.8〜3.5

2.8 未満

プロトロンビン活性値（％）

70 超

40〜70

40 未満
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肝がんの治療アルゴリズムと Child-Pugh 分類

上：肝がん診療の治療アルゴリズム、下：Child-Pugh 分類。
（日本肝臓学会, 編. 肝癌診療ガイドライン 2017 年版を参考に作成）

（ 2 ）肝切除術と焼灼療法
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合計 5〜6 点：Child-Pugh A／合計 7〜9 点：Child-Pugh B／
合計 10〜15 点：Child-Pugh C

肝切除術を施行した肝がん症例の CT 画像と切除標本

A：切除前。肝右葉に長径 16.5cm の大きな肝がんを認める。
B：切除 1 か月後。腫瘍の存在した肝右葉は切除され、一方、肝左葉は再
生して大きくなっている。
C：切除標本の割面。黄白色調で一部、出血性壊死を伴う肝がんが認めら
れる。

A

図 1-15
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1．がん

脳症
腹水
血清ビリルビン値（mg/dL）

Ⅰ

C

Child-Pugh分類 C

3cm超
切除
塞栓

B

ラジオ波焼灼法（RFA）を施行した肝がん症例の CT 画像

A：RFA のシェーマ。
B：RFA 前。肝 S7 に径 16mm の造影 CT 動脈相にて高濃度を示す肝がんを認
める。
C：RFA 後。腫瘍を取り囲むように焼灼後の変化として低濃度域を認める。

㎝以上の大きな病変も治療可能です。全身状態や腫瘍の悪性度など
を考慮し、RFA か肝切除術が選択されます。
（ 3 ）体幹部定位放射線療法と粒子線療法

単発から病変数 3 個までの肝がんにおける主要な治療法です。

体幹部定位放射線療法は体幹部に限局した腫瘍に対して多方向か

図 1 - 14 に肝切除術を施行した肝がん症例を示します。一方、焼灼

らエックス線を限局して照射するもので、短期間、少ない回数で高線

療法の適応は 3 cm、3 個までの病変であり、主にラジオ波焼灼療法

量を照射可能です。一方、粒子線治療（陽子線、重粒子線）は、保険

（RFA）が行われます。RFA は超音波ガイド下に病変を狙って針を

適応外ですが、より大きな腫瘍の治療が可能です。体幹部定位放射線

挿入し高周波を流し熱凝固により肝がんを壊死させる治療法です

療法、粒子線治療ともに 80 ％を超える局所制御率を示します。
（ 4 ）塞栓療法

（図 1 - 15 ）
。RFA の利点は侵襲が少なく入院期間も短くすむ事です
が、欠点としては局所再発が 5〜10 ％程度に認められます。一方、

肝動脈化学塞栓術（TACE）は病変数 4 個以上の肝内多発症例に

肝切除は侵襲が大きくなりますが、局所再発はほぼ認められず、 3

おける標準治療です（図 1 - 16 ）
。大腿動脈から大動脈を通って肝動

図表でより見やすく解説




クラスのステロイド外用薬とほぼ同等と考えられています。薬効は
薬剤の吸収度に依存し、塗布部位および、そのバリア状態に大きな

ては、大人の人差し指の一番先から第一関節に乗る量で、約 0 . 5 ｇ

影響を受けますが、ステロイド外用薬の副作用である皮膚萎縮や毛

に相当します（チューブの口径の直径が 5 mm 程度の場合）。これを

細血管拡張がないのが特徴です。しばしば塗布部位に一過性の灼熱

1 FTU と呼び、大人の手のひら約 2 枚分の面積に塗ることができま

感、ほてり感などの刺激症状が発現することもありますが、これら

す。ローション剤の場合は、 1 円玉大が 1 FTU となります。また、

の症状は使用開始時に現れることが多く、皮疹の改善に伴い消失す

1 FTU 以外の外用薬塗布量の目安として「ティッシュが 1 枚皮膚に

ることが多いため、あらかじめ患者に説明する必要があります。

Ⅰ

付く量、皮膚がテカる程度」という喩えを使用し、患者へ指導する
こともあります。患者自身の自己判断で増減せずに、常に医師に指
示された量を塗布するように説明することが重要です。
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患者に指導する際は、タクロリムス軟膏を塗布した部位は、強い紫

うに」と処方薬に対して不安を煽る指導を行うとアドヒアランスの低

S

「症状が治まってきた」と自
下につながる可能性があります。また、

己判断でステロイド外用薬をやめる患者も散見されます。指導時に
患者の状態を確認しながら、外用を適切に使用できているか、残薬の

外線を避けるように説明する必要があります。皮膚がんの可能性が
否定できないためです。紫外線照射で 100 ％皮膚がんが起こるマウ
スにプロトピック軟膏を投与したところ、皮膚がんが起こる期間が
若干短くなるというデータが出ました。しかし、ワセリン基剤のみで
も同程度短くなるというデータが出たことより、タクロリムス軟膏
自体に皮膚がんの発生する影響がはっきりと確認されたわけではな
いと考えられています。ただし、念のため、タクロリムス軟膏の塗布

有無などを含め確認する必要があります。外用薬を適切に使用でき

部位には強い紫外線を避けるような注意がされています。患者より

ていない・残薬が多くある患者は治療が十分に行われていない可能

と質問されることがありますが、
「外出を控えたほうがいいですか？」

性があるため、処方医への報告が望まれます。

7．アトピー性皮膚炎
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アトピー性皮膚炎の患者に対し「強いステロイドなので薄く塗るよ

最新の情報も含め紹介

薬剤師が知っておきたい病気や薬剤など

アトピー性皮膚炎の治療において、外用薬の塗布量は治療上重要
であり、必要十分量を外用することが大切です。塗布量の目安とし

ࢦಋͷϙΠϯτɺεςϩΠυͷృྔ
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日常生活（散歩など）であれば基本的に問題はないと考えられます。
長時間強い紫外線を浴びる場合は、帽子をかぶる、長袖の服などの日

表 1-1

医薬品と患者安全

：医薬品の安全（2017〜）
WHO「Global Patient Safety Challenge」

3 シクロスポリン内服薬

0 . 03 ％、成人（多くは 16 歳以上）に対しては 0 . 1 ％が選択されま

シクロスポリンはカルシニューリンを阻害し、T リンパ球の活性

す。体幹、四肢を対象とした本剤（ 0 . 1 ％）の有効性はストロング

化を抑制します。また、IL- 2、IFN-γなど数種類のサイトカインの転

・ケア移行時の処方確認
・ハイリスクシチュエーション
・ポリファーマシー

1．患者安全における医薬品安全管理
の重要性

第 3 回閣僚級世界患者安全サミット（2018）

成する要素として、①安全（safe）、②効果（effective）、③適時性



（timely）、④効率性（efficient）、⑤公平性（equitable）、⑥人中心
1）
（people-centered）の 6 つを挙げています 。つまり、質の高いケア

「ポリファー
「ケア移行時の処方確認」、
具体的な課題領域として、

（広く予防、医療、介護を含む）とは、あらゆる人々がケアに公平に

マシー」、「ハイリスクシチュエーション（ハイリスク医薬品のみな

アクセスでき、安全かつ効果的で、人によってそれぞれ異なる疾病

らず、医薬品投与に関係する医療チームや患者、労働環境という 3

の状態、生活の状況、理解度、価値観などをふまえたケアをタイム

3）
つの観点）」が含まれています 。

また、 2018 年、東京で開催された第 3 回閣僚級世界患者安全サ

リーに受けることができる環境を、限られたリソースの中で実現す

来医療、地域医療、在宅医療などあらゆる場において確保されるべ

患者安全（patient safety）における「医薬品の安全管理」は、国

P
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きであり、そのためには統合的で人中心のアプローチが必要である

際的に重要な課題として認識され、長年にわたって取り組まれてい

こと」、「安全で質の高い医療の提供や医療サービスのあらゆる場面

ます（表 1 - 1 ）。米国の医療機能評価機構である Joint Commission

コラムも掲載

標）」として重点領域を定めてきましたが、医薬品に関するものとし
て、これまでに「医薬品の安全な使用」、「ハイリスク医薬品の管
理」、「ケア移行時（入退院など）の処方確認」が取り上げられてい
ます。また、2019 年には、特段の注意を払う医薬品として「抗凝固
2）
薬」が追加されました 。

WHO では「 Global Patient Safety Challenge（国際的な患者安全
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「患者安全は、急性期医療、プライマリ・ケアを含む外
ミットでは、

ることです。

は、 2003 年から「 National Patient Safety Goals（全米患者安全目

1．患者安全における医薬品安全管理の重要性

・統合的で人中心のアプローチ
・医療の様々な場における患者や家族の参加
・高齢者の安全
・医療従事者の適切な労働環境など

世界保健機関（WHO）は、質の高いケア（quality of care）を構
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医薬品と患者安全

2 タクロリムス軟膏
タクロリムスは、細胞内のカルシニューリンを阻害し、炎症を抑

患者安全の国際的動向および医薬品安全管理の重点領域

Joint Commission「National Patient Safety Goals」（2003〜）
・医薬品の安全な使用
・ハイリスク医薬品の管理
・ケア移行時の処方確認
・抗凝固薬の安全

光を遮る服装を着る、日焼け止めを塗るなどの指導が望まれます。

制します。タクロリムスの濃度は小児（ 2〜15 歳）に対しては

薬剤師が知っておきたい病気や薬剤など

肝予備能

S

（政策の策定、組織レベル、意思決定、健康に関する情報の理解、セ
ルフケア）において、患者および家族の参加が重要であること」、

「高齢化社会においては、有害事象に対して脆弱である高齢者の患
者安全を確保しなければならないこと」、「医療を安全に提供するた
めには、医療従事者の適切な労働環境が必要であること」などが確
4）
認され、これらをもとに東京宣言が発表されました 。

以上のように、高齢化社会における高度で複雑化した医療現場で

上の挑戦）」として、 2005 年の「手指衛生」、 2007 年の「手術安全」

の医薬品に関する患者安全では、医薬品投与プロセスにおけるハイ

に続き、第 3 弾として 2017 年に「医薬品の安全」を打ち出しました。

リスクシチュエーション、入退院時の処方確認、ポリファーマシー



【内容見本】

（表 1 - 7 ）
。大阪府がん登録データによれば、1999〜2003 年における

表 1-8

肺がん 16 ％、女性では腺がん 67 ％、扁平上皮がん 16 ％、小細胞が
ん 12 ％でした。
（ 3 ）肺がんの病期分類
治療方針や治療目標を決めるために、がんの進行度合い（病期）の
分類を行います。腫瘍の大きさ（T 因子）
、リンパ節転移（N 因子）
、
遠隔転移（M 因子）により分類する TNM 分類があり、Stage は 0 から
Ⅳまでに分類されます（表 1 - 8〜10 ）
。集学的治療も含めた手術適応
があるのは Stage Ⅲまでであり、また、放射線併用も含めた抗がん薬

・肺がんと診断されたら、そのがんがどのくらいの大きさなのか、
他の臓器まで広がっていないかどうか、さらに詳しく検査を行

AM

・病期の評価には TNM 分類と呼ばれる分類法を使用します。これ

は、がんの大きさと浸潤（ T 因子）
、リンパ節転移（ N 因子）、遠

S

隔転移（M 因子）の 3 つの因子について評価し、これらを総合的
・肺がんでは、病期は Stage 0、Ⅰ（ⅠA、ⅠB）
、Ⅱ（ⅡA、ⅡB）、
StageⅢ（ⅢA、ⅢB）
、Ⅳに分類されます。
表 1-7
組織型

肺がんの分類
組織分類
腺がん

多く発生する場所

大細胞がん

肺野

・増殖が速い

小細胞がん

肺門・肺野ともに発生

・増殖が速い ・転移しやすい
・喫煙との関連が大きい

原発腫瘍を認めない

T1

充実成分の大きさが 3cm 以下、かつ、肺または臓側胸膜に覆われ、
葉気管支より中枢への浸潤が気管支鏡上認められない（すなわち主気
管支に及んでいない）

T1mi

微小浸潤性腺がんで充実成分の大きさが 0.5cm 以下、かつ、がんの大
きさが 3cm 以下

T1a

充実成分の大きさが 1cm 以下で Tis や T1mi には相当しない

T1b

充実成分の大きさが 1cm を超え 2cm 以下

T1c

充実成分の大きさが 2cm を超え 3cm 以下

T2

充実成分の大きさが 3cm を超え 5cm 以下、または充実成分の大きさ
が 3cm 以下でも次のいずれかであるもの
・主気管支に及ぶが気管分岐部には及ばない
・臓側胸膜に浸潤がある
・肺門まで連続する部分的または片側全体の無気肺か閉塞性肺炎が
ある

T2a

充実成分の大きさが 3cm を超え 4cm 以下

T2b

充実成分の大きさが 4cm を超え 5cm 以下

T3

充実成分の大きさが 5cm を超え 7cm 以下、または充実成分の大きさ
が 5cm 以下でも次のいずれかであるもの
・壁側胸膜、胸壁、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤がある
・同一の肺葉内で離れたところに副腫瘍結節がある

T4

充実成分の大きさが 7cm を超える、または、大きさを問わず横隔膜、
縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部への
浸潤がある。または同側の異なった肺葉内で離れたところに浸潤が
ある

表 1-9

非小細胞
肺門（肺野部の発生頻度 ・咳や血痰などの症状が現れやすい
扁平上皮がん
肺がん
も高くなってきている） ・喫煙との関連が大きい
小細胞
肺がん

原発腫瘍の存在が判定できない、あるいは喀痰または気管支洗浄液
細胞診でのみ陽性で画像診断や気管支鏡では観察できない

T0

（国立がん研究センター. がん情報サービス. 肺がんより作成）

特徴

・肺がんの中で最も多い
・症状が出にくい

肺野

TX

肺がんの N 分類（所属リンパ節への転移の有無）

NX

所属リンパ節評価不能

N0

所属リンパ節への転移がない

N1

同側の気管支周囲かつ/または同側肺門、肺内リンパ節への転移で原
発腫瘍の直接浸潤を含める

N2

同側縦隔かつ/または気管分岐下リンパ節への転移がある

N3

対側縦隔、対側肺門、同側あるいは対側の前斜角筋、鎖骨上リンパ節
への転移がある

（国立がん研究センター. がん情報サービス. 肺がんより作成）

（国立がん研究センター. がん情報サービス. 肺がんより作成）





表 1-41

（ 1 ）定義
免疫チェックポイント阻害薬（immune checkpoint inhibitor：
度は比較的低いものの、自己免疫疾患様の特有の症状を発現するこ
とが知られており、免疫関連有害事象（immune related adverse
event：irAE）と言われています。irAE は、理論上、全身のどこに
でも生じうることが知られており、その発現時期を予測することも
（ 2 ）主な原因薬剤と症状
2020 年 3 月時点、ICI は、次に分類されます。

S

実臨床で比較的多く遭遇する 5 つの代表的な irAE について述べ

ます。本項で触れる副作用以外にも、稀ではありますが、多岐にわ
73 ）

たる irAE があります（表 1 - 41 ） 。詳細については、各種ガイド
ラインなどを参照してください。
a．皮膚障害

肺障害

間質性肺障害

胃腸障害

下痢、腸炎、悪心、嘔吐、腸穿孔

胃障害

自己免疫性糸球体腎炎、間質性腎炎

神経節障害

ギランバレー症候群、重症筋無力症、末梢運動性神経障害、
神経症、多発神経炎、血管炎症性神経障害、無菌性髄膜炎、
慢性炎症性離脱髄性多発神経炎（CIDP）、筋肉痛、関節痛、
多発筋炎など

内分泌障害

甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎機能障害、下垂
体不全、1 型糖尿病、低血圧症、脱水、低 Na 血症、高 K 血症

眼障害

ぶどう膜炎、結膜炎、上強膜炎

その他

血小板減少、血友病 A、サイトカイン放出症候群（CRS）、
infusion reaction

（日本臨床腫瘍学会, 編. がん免疫療法ガイドライン. 金原出版, 2016. p23 より
作成）

が認められますが、投与中および投与終了後にも注意が必要です。
がん種により発生頻度が異なるとの指摘もあります。ICI の投与歴
がある患者に分子標的治療薬を投与する場合、発現リスクが高い可
能性が指摘されています。
c．肝障害
抗 PD- 1 /PD-L 1 抗体薬、抗 CTLA- 4 抗体薬ともに 5 ％未満で認め

頻度が高く、発現が早期で、程度は軽い（Grade 1〜2 ）ことが特

られ、Grade 3 以上の重篤なものは約 1 ％で認められます。ICI を投

徴で、ステロイド外用薬などで改善する場合が多いです。しかし、

与する際には、肝機能（AST、ALT、T-Bill など）を定期的にモニタ

稀 で は あ り ま す が、Stevens-Johnson 症 候 群 や 中 毒 表 皮 壊 死 症

リングする必要があります。

（TEN）などの重症例も報告されています。悪性黒色腫では、皮疹、
特に白斑の出る症例では、予後良好であるとする報告があります。

d．下痢、大腸炎
頻度は比較的高く、腸穿孔による死亡例も報告されています。ロ

b．間質性肺障害

ペラミド塩酸塩のような止痢薬で対処をすると、適切な治療開始が

発生頻度は低いものの、重篤な症状となり得るため、疑われる場

遅れ、重症化することがあり、止痢薬の投与は注意が必要です。ICI

合は、早期対応が望ましいです。ICI 投与早期に多く発現する傾向

1．がん

M
A

・抗 CTLA- 4 抗体薬：イピリムマブ

皮疹、白斑、乾癬

E
L
P

難しく、重症例や死亡例も報告されています。

・抗 PD-L 1 抗体薬：アテゾリズマブ、アベルマブ、デュルバルマブ

有害事象の種類

皮膚障害

肝・胆・膵障害 肝障害、高アミラーゼ血症、高リパーゼ血症、自己免疫性肝炎

ICI）は、従来の殺細胞性抗がん薬や分子標的薬とは異なり、発生頻

・抗 PD- 1 抗体薬：ニボルマブ、ペムブロリズマブ

Ⅰ

免疫関連有害事象（irAE）のまとめ

分類

薬剤師が知っておきたい病気や薬剤など

J．免疫関連有害事象
（immune related adverse event：irAE）



1．がん

肺がんのステージ分類

に組み合わせて病期を決定する方法です。

上皮内がん、肺野に腫瘍がある場合は充実成分の大きさが 0cm、か
つ、がんの大きさが 3cm 以下

E
L
P

治療を主流に行うのは主に進行期の Stage Ⅲ、Ⅳの症例です。

い、がんの進行度合い（病期、ステージ）を決めます。

Ⅰ

肺がんの T 分類（原発巣のがんの大きさや広がりの程度）

Tis

薬剤師が知っておきたい病気や薬剤など

組織型別割合は男性では腺がん 43 ％、扁平上皮がん 35 ％、小細胞

と殺細胞性抗がん薬との併用時は、特に注意が必要です。



【内容見本】

RA は関節の痛みだけが問題の疾患ではなく、関節炎により骨や

支拡張症・胸膜炎などの呼吸器の障害、あるいは血管にも障害をき

他の疾患ではない

たします。
かつては難治性疾患でしたが、新分類基準による早期診断がなさ

下記のスコアリングシステムへ

れるようになり、メトトレキサート（methotrexate：MTX）の導入

関節リウマチ分類基準のスコアリングシステム

とその用量の変更、そして生物学的製剤や JAK（Janus kinase）阻害
薬の開発により、治療は革新的進歩を遂げました。その結果、適切

腫脹または圧痛関節数

LE

に治療されれば、多くの患者は日常生活動作障害をきたすことはな

RA における関節破壊は、発症 2〜3 年の早期の期間に急速に進行

行って分類します（図 5 - 1 ）。スコアリングでは、罹患関節の部位

と数、血清学的因子（ RF、抗 CCP 抗体の値）、炎症反応（ CRP、
ESR：赤沈）、罹患期間の 4 つのドメインにおける点数を合計して、
合計点が 6 点以上であれば RA と分類されます。この分類基準を参

RF、抗CCP抗体の両方が陰性
0点
RF、抗CCP抗体のいずれか低値陽性
2点
RF、抗CCP抗体のいずれか高値陽性
3点

・低値陽性は正常上限から正常上限の
3倍まで
・高値陽性は正常上限の3倍を超える
場合

SA

適した新分類基準が導入されました 1 ）。1 つ以上の関節が腫れてい

血清反応：RF、抗CCP抗体

5．関節リウマチ

P
M

2 関節リウマチの診断

大関節の1か所 0点
大関節の2〜10か所 1点
小関節の1〜3か所 2点
小関節の4〜10か所 3点
最低1つの小関節を含む11か所以上 5点

・小関節の定義：MCP、PIP、1stIP、
2-5MTP、手首
・大関節の定義：肩、肘、膝、股、足首
・OAとの鑑別のためDIP、1stCMC、
1stMTPは除外

い時代となりました。

て、かつ他の疾患ではないことを確認のうえで、スコアリングを

必須

1つ以上関節が腫れている

一部の患者において、炎症は関節にとどまらず、間質性肺炎・気管

薬剤師が知っておきたい病気や薬剤など

害、生活の質の低下、さらには生命予後の悪化をもたらす疾患です。

することから、早期診断・早期治療が重要で、2010 年に早期診断に

Ⅰ

関節リウマチ分類基準 ACR/EULAR 2010
治療を開始すべき早期炎症性関節炎患者を同定

軟骨が不可逆的に破壊され、関節機能の低下から日常生活動作の障

炎症反応
罹患期間

評価時に腫脹または圧痛関節のうちで、
患者が申告する罹患期間

CRP、ESRの両方が正常
CRPもしくはESRのいずれか高値

0点
1点

6週未満
6週以上

0点
1点

合計6点以上で関節リウマチと分類

考にして、個々の患者において総合的に RA を診断します。

図 5-1

関節リウマチの分類基準

ACR：米国リウマチ学会、EULAR：欧州リウマチ学会、
MCP：中手指節間関節、PIP: 近位指節間関節、1stIP：親指の指節間関節、MTP:
中足趾節関節、OA：変形性関節症、DIP：遠位指節間関節、
CMC: 手根中手関節、ESR：赤沈（赤血球沈降速度）
（Ann Rheum Dis. 2010;69:1580-1588, Arthritis Rheum. 2010, 62:2569-2581
を参考に作成）





カルバマゼピン細粒

Ⅰ

250 mg……気分安定薬※ 2

薬剤師が知っておきたい病気や薬剤など

3．自閉スペクトラム症に用いられる代表的な
薬剤 2 , 4 - 6 ）
1 第二世代以降の抗精神病薬

1 日 2 回 朝夕食後
ラメルテオン錠

8mg １錠……睡眠薬（メラトニン受容体作動薬）※ 3

1 日１回 夕食後

幼児期や学童期にしばしば生じる、かんしゃく・自傷・攻撃性な
どに対して処方されます。行動的および環境的アプローチが第一選

※1
※2

択の治療ですが、より重度で危険な行動がみられる場合、薬物療法
が必要となります。

LE

現在保険適用のある薬剤はリスペリドン、アリピプラゾールで
す。各薬剤については、「 11．統合失調症」を参照ください。

自閉スペクトラム症の典型的な睡眠障害としては、入眠困難、中

SA

途覚醒、および睡眠・覚醒リズムの障害などがみられます。これら
の睡眠障害を改善します。

主に使用される薬剤はラメルテオンです（副作用は、めまい、頭

痛、眠気、発疹、便秘、倦怠感など）。その他、保険適用外で、第一
世代抗ヒスタミン薬のプロメタジン塩酸塩が処方されることがあり
ます。
処方例

12歳 男性 自閉スペクトラム症

アリピプラゾール OD 錠 3 mg

13

．自閉スペクトラム症

P
M

症例2

2 睡眠薬

症例1

夕刻に問題行動が多いため、夕食後の用量を多くしている。
イライラに対して（薬剤の詳細については「Ⅻ．双極性障害」を参照）
。

2 錠……抗精神病薬

1 日 2 回 朝夕食後

ラメルテオン錠 8 mg １錠……睡眠薬（メラトニン受容体作動薬）
1 日 1 回 寝る前
プロメタジン塩酸塩錠 5 mg １錠……第一世代抗ヒスタミン薬※ 1
不眠時
※1

副作用の鎮静作用を利用して、入眠障害を改善する。

11歳 男性 自閉スペクトラム症

リスペリドンＯＤ錠 0 . 5 mg

4 錠……抗精神病薬※ 1

1 日 3 回毎食後（朝食後 １錠、昼食後 １錠、夕食後 ２錠）





