
泉に入らないようにし、温泉に入った
後は必ずスキンケアをする、というこ
とを教えていただきたいと思います。
　池田　これがまず基本ですね。それ
に加えて入浴後にどのようなタイプの
保湿効果のあるものを塗っていくか。
また、適切な量をしっかり塗っていた
だく。そういった順番で、患者さんに
納得していただいて治療していくとい
うことですね。
　江藤　「薬をしっかり塗りましょう」

というと、特に高齢者には塗った薬が
体に残っているので、また薬を塗ると
きに、前の薬をきれいにリセットしよ
う、洗い落とそうとする方はけっこう
多いのです。そうすると、もともとご
しごし洗っていたのに、さらにごしご
し洗ってしまうようなこともあるので、
ぜひ入浴のときは、泡立てた石けんで
優しくならすように洗うという指導は
必須だと思います。
　池田　ありがとうございました。

日本医科大学耳鼻咽喉科教授
大久保　公　裕

（聞き手　池田志斈）

　抗アレルギー点鼻薬やステロイド点鼻薬の使い分けについてご教示ください。
近年数多くの点鼻薬が販売されていますが、どのように使い分けられているの
でしょうか。

＜栃木県開業医＞

点鼻薬の使い分け

　池田　大久保先生、点鼻薬は主に抗
ヒスタミン点鼻薬、ケミカルメディエ
ーター遊離抑制薬、ステロイド点鼻薬
に分けられますが、実際どのような種
類があるのでしょうか。
　大久保　抗ヒスタミン薬あるいはケ
ミカルメディエーター遊離抑制薬とい
う抗アレルギー作用メインの点鼻薬と、
アレルギー性鼻炎に伴う炎症をとる鼻
噴霧用ステロイド薬と、もう一つ、急
激な鼻づまりを抑える風邪薬OTCに含
まれる血管収縮薬の点鼻薬、この３つ
です。
　池田　３種類ですね。気になるのは、
どのように使い分けていくのかですが。
　大久保　一年中アレルギー性鼻炎が
ある方、鼻がつまったり、つまらなか
ったりする方で鼻粘膜炎症が強い方に

は、鼻噴霧用ステロイド薬をメインに、
医師に言われたとおりの用法・用量を
守って使っていただく。
　あるいは、一時的なアレルギー反応
があって、気になる症状をとりたい、
花粉症のような症状がちょっと出て、
のみ薬よりも点鼻薬がいいという場合
には、抗アレルギー薬の点鼻薬でもけ
っこうです。
　あとは風邪や鼻づまりがどうしても
ひどい、止まらない場合には血管収縮
薬を使用したりします。しかし血管収
縮薬は長く使っていると、回数が増え
たり、あるいは使っていくうちに徐々
に効かなくなってくる、医原性鼻炎と
いう病態を示してしまいます。そのた
め、血管収縮薬の噴霧薬はしっかりと
決められた期間、決められた回数だけ
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　池田　どちらか、特にステロイド点
鼻薬を選んでずっと続けていくことに
なると、一般の方たちはすごく副作用
に敏感です。通常量、用量を守れば副
作用は特に気にしなくてよいのでしょ
うか。
　大久保　今処方できる鼻噴霧用ステ
ロイド薬、１日１回あるいは２回のも
のでは生物学的利用率という血管内に
入っていく用量は２％以下になってい
ます。よって全身的な副作用はまず鼻
噴霧用ステロイド薬では出ないだろう
といわれています。ただ、鼻に入れる
ものですから、あまり粘膜に当たると
鼻血が出ることがあります。ただ十分
元に戻るものですし、鼻噴霧用ステロ
イド薬を正確に続けていただく場合に
おいて、副作用は非常に少ないと思っ

ています。
　池田　鼻孔に入れてプッシュすると
いうことですが、先端部の感染を気に
する方もいらっしゃると思うのです。
どのように使用されるのでしょうか。
　大久保　もともと鼻粘膜の前方には、
かなりいろいろな刺激や雑菌などがあ
るのは確かです。もちろん、MRSAな
どの感染微生物が入ったりしますが、
基本的に点鼻薬は自分しか使いません。
気になれば１回１回、使用前後で酒精
綿で拭いてもいいですし、簡単に普通
のティッシュなどで拭いてもらうだけ
で、何か鼻に新たな感染が起こること
はあり得ないと思っています。
　池田　ほかの人と使い回しはしない
のですね。
　大久保　そうですね。点鼻薬は使い

図２　鼻噴霧用ステロイド薬を連用したときの症状の現れ方

ということが、非常に重要になると思
います。
　池田　アレルギー性の鼻炎に絞りま
すが、まずは抗ヒスタミン薬などを内
服するのでしょうか。
　大久保　今一番、一般的な治療とし
ては、花粉症にしても、通年性のアレ
ルギー性鼻炎にしても、抗ヒスタミン
薬の内服がメインの治療だと思います。
そこでとれない症状、鼻づまりの症状
や、まだ鼻粘膜が過敏であるという場
合には、鼻噴霧用ステロイド薬や、ほ
かの点鼻薬を上乗せしていく方法が追
加の治療としてあると思います。
　池田　追加で上乗せするステロイド
点鼻薬というのは、どういう症状に奏
効するのでしょうか。
　大久保　炎症として鼻づまりがなか

なかとれないケースには、鼻噴霧用ス
テロイド薬が最も効力を示すだろうと
思います。
　池田　鼻づまりなのですね。通年性
だと、抗ヒスタミン薬を内服しながら
ステロイド点鼻になりますが、用量は
定められたものをずっと続けるのでし
ょうか。
　大久保　症状が悪い期間ならば一定
期間、例えば２週間なり１カ月なり続
けて、症状がとれた段階で、経口の抗
ヒスタミン薬と鼻噴霧用ステロイド薬
を両方やっていた場合には、抗ヒスタ
ミン薬ののみ薬だけがいいか、あるい
は鼻噴霧用ステロイド薬の点鼻だけが
いいか、患者さんにどちらか選んでも
らうという考え方で治療を続けていた
だくといいと思います。

図１　鼻噴霧用ステロイド薬を頓用したときの症状の現れ方
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　池田　どちらか、特にステロイド点
鼻薬を選んでずっと続けていくことに
なると、一般の方たちはすごく副作用
に敏感です。通常量、用量を守れば副
作用は特に気にしなくてよいのでしょ
うか。
　大久保　今処方できる鼻噴霧用ステ
ロイド薬、１日１回あるいは２回のも
のでは生物学的利用率という血管内に
入っていく用量は２％以下になってい
ます。よって全身的な副作用はまず鼻
噴霧用ステロイド薬では出ないだろう
といわれています。ただ、鼻に入れる
ものですから、あまり粘膜に当たると
鼻血が出ることがあります。ただ十分
元に戻るものですし、鼻噴霧用ステロ
イド薬を正確に続けていただく場合に
おいて、副作用は非常に少ないと思っ

ています。
　池田　鼻孔に入れてプッシュすると
いうことですが、先端部の感染を気に
する方もいらっしゃると思うのです。
どのように使用されるのでしょうか。
　大久保　もともと鼻粘膜の前方には、
かなりいろいろな刺激や雑菌などがあ
るのは確かです。もちろん、MRSAな
どの感染微生物が入ったりしますが、
基本的に点鼻薬は自分しか使いません。
気になれば１回１回、使用前後で酒精
綿で拭いてもいいですし、簡単に普通
のティッシュなどで拭いてもらうだけ
で、何か鼻に新たな感染が起こること
はあり得ないと思っています。
　池田　ほかの人と使い回しはしない
のですね。
　大久保　そうですね。点鼻薬は使い

図２　鼻噴霧用ステロイド薬を連用したときの症状の現れ方

ということが、非常に重要になると思
います。
　池田　アレルギー性の鼻炎に絞りま
すが、まずは抗ヒスタミン薬などを内
服するのでしょうか。
　大久保　今一番、一般的な治療とし
ては、花粉症にしても、通年性のアレ
ルギー性鼻炎にしても、抗ヒスタミン
薬の内服がメインの治療だと思います。
そこでとれない症状、鼻づまりの症状
や、まだ鼻粘膜が過敏であるという場
合には、鼻噴霧用ステロイド薬や、ほ
かの点鼻薬を上乗せしていく方法が追
加の治療としてあると思います。
　池田　追加で上乗せするステロイド
点鼻薬というのは、どういう症状に奏
効するのでしょうか。
　大久保　炎症として鼻づまりがなか

なかとれないケースには、鼻噴霧用ス
テロイド薬が最も効力を示すだろうと
思います。
　池田　鼻づまりなのですね。通年性
だと、抗ヒスタミン薬を内服しながら
ステロイド点鼻になりますが、用量は
定められたものをずっと続けるのでし
ょうか。
　大久保　症状が悪い期間ならば一定
期間、例えば２週間なり１カ月なり続
けて、症状がとれた段階で、経口の抗
ヒスタミン薬と鼻噴霧用ステロイド薬
を両方やっていた場合には、抗ヒスタ
ミン薬ののみ薬だけがいいか、あるい
は鼻噴霧用ステロイド薬の点鼻だけが
いいか、患者さんにどちらか選んでも
らうという考え方で治療を続けていた
だくといいと思います。

図１　鼻噴霧用ステロイド薬を頓用したときの症状の現れ方
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霧のものが多いですが、１噴霧だけで
も悪化しないうちに使っていく。ある
いは今、鼻は通っているのだけれども、
またこの季節、悪化しそうだというと
きは前もってある程度少量で継続的に
使っていくのは正しい使い方だと思い
ます。
　池田　アレルギー性鼻炎といいまし
ても、アトピー性皮膚炎にオーバーラ
ップしているようなものがありますね。
そのときは、長期使用とその安全性、
あるいは増悪前に使うような指導をさ
れるのですね。
　大久保　そうですね。アトピー性炎
症、アレルギーという病態を表面上は
改善できていても、何も治療していな
ければ、好酸球が増えたり、肥満細胞
からヒスタミンが出やすくなったりと
いう状況に戻ります。そこを抑えるた
めには、ステロイドの抗炎症作用でア
レルギー炎症を抑えておくのは正しい
考え方だと思っています。
　池田　一見治ったように見えて、す
ぐやめる方がいらっしゃいますよね。
それはある程度症状をご覧になって、
例えば１日１回のものを２日に１回に
するとか、そういう指導はあるのでし
ょうか。
　大久保　２日に１回の指導はありま
せんが、先ほどの１日２噴霧のものを
１噴霧で続けていくのはいい考え方だ
と思っています。
　池田　最終的には噴霧をやめたいで

すからね。
　大久保　花粉症の人であれば５月に
なったらやめたいだろうと思いますが、
通年性でも、夏の時期とか、いい時期
はもちろん症状がなければやめていく
のは可能だろうと思っています。
　池田　あと、大人はいいのですが、
小児の噴霧、これはちょっと難しいか
と思います。何かコツのようなものは
ありますか。
　大久保　お子さんの場合は、よく夜
眠れていないとか、イビキなどがあれ
ば、鼻水など症状が表面的になくても
続けていただきたいと思っています。
お子さんの場合も今、１日１回のもの
が適応になっていますので、夜眠れな
い、あるいはどうしてもくしゃみ、鼻
水が出る場合は１日１回、継続して３
カ月ぐらい続けて使います。今、治験
では３カ月の長期の安全性が確認され
ていますので、ぜひうまく使っていた
だければと思っています。
　池田　それに関しては、ご両親をき
ちんと指導する。
　大久保　そうですね。外用剤ですの
で、アトピーと同じように、しっかり
と使っていく。液垂れがしないように
したり、うまく噴霧ができているか確
認する、それも大事なことだと思いま
す。
　池田　ご両親の協力なくしてはでき
ないですね。あと一つちょっと心配に
なったのは、血管収縮薬を使うとかえ

回ししませんので。
　池田　気になる方は少し酒精綿で拭
くぐらいでいいのですね。例えば、用
量を守って使っていても、一定の期間
を超えて、少し残ってしまって、また
続けて使うということになると、中の
感染を増長してしまうとか、そういう
ことはないのでしょうか。
　大久保　今、鼻噴霧用ステロイド薬
は２週間で使い切るかたちのものがほ
とんどですが、２週間使わないで残っ
た場合、液剤の中にはしっかりと感染
を予防する安全な防腐剤が入っていま
す。身体に安全な用量の中で防腐剤が
入っていますから、液の中に感染のも
のが入っていく、あるいは免疫抑制作
用により感染を助長することはないと
思っています。
　池田　あまり神経質になる必要はな
いですね。
　大久保　はい。
　池田　１日１回噴霧のもの、２回の
ものがあるとのことですが、どのよう
に使い分けられるのでしょうか。
　大久保　局所用剤の場合、何となく
１回より２回塗ったらいいのだろう、
３回塗ったらいいのだろうと考えます。
ただ、のみ薬と同じように、１日１回
定期的にやっていくだけで炎症がとれ
るものなら、１日１回でいいという人
は、症状が今どういう状況であれ、１
日１回を持続的に使っていきます。一
方、朝やっても、何となく昼過ぎや夜

に悪くなりそうだから、夜もやりたい
という方がいらっしゃいます。そうい
う方には、朝晩２回のものも、今は選
べると思います。
　池田　患者さんの自覚症状によって
使い分けていくのですね。
　大久保　それでいいと思っています。
　池田　コンプライアンスを上げるた
めには１日１回のほうがいいですか。
　大久保　そうですね。定期的に朝起
きたら必ずやる、あるいはごはんを食
べたらやると決めて、１日１回確実に
投与が行えることが本当は一番よいで
す。寝る前でもけっこうですし、それ
は患者さん個人にお任せしています。
　池田　患者さんのライフスタイルに
合わせて、あるいは症状に合わせて選
んでいただくということですね。
　大久保　そうですね。
　池田　ステロイドの外用が非常に一
時問題になりましたが、今は皮膚科だ
とステロイドを悪化する前に塗って、
角質のバリアをよくして、悪くしない、
あるいは感染症を予防するという意味
でも使います。ステロイドの点鼻薬を
ずっと使っていると、逆に粘膜上皮が
薄くなったりとか、そういうことで感
染を増強するようなことはないのでし
ょうか。
　大久保　基本的には、アレルギー性
鼻炎もアトピーと同じように、その炎
症が悪化しないように１日１回確実に
噴霧する。１日１回のものは１回２噴
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霧のものが多いですが、１噴霧だけで
も悪化しないうちに使っていく。ある
いは今、鼻は通っているのだけれども、
またこの季節、悪化しそうだというと
きは前もってある程度少量で継続的に
使っていくのは正しい使い方だと思い
ます。
　池田　アレルギー性鼻炎といいまし
ても、アトピー性皮膚炎にオーバーラ
ップしているようなものがありますね。
そのときは、長期使用とその安全性、
あるいは増悪前に使うような指導をさ
れるのですね。
　大久保　そうですね。アトピー性炎
症、アレルギーという病態を表面上は
改善できていても、何も治療していな
ければ、好酸球が増えたり、肥満細胞
からヒスタミンが出やすくなったりと
いう状況に戻ります。そこを抑えるた
めには、ステロイドの抗炎症作用でア
レルギー炎症を抑えておくのは正しい
考え方だと思っています。
　池田　一見治ったように見えて、す
ぐやめる方がいらっしゃいますよね。
それはある程度症状をご覧になって、
例えば１日１回のものを２日に１回に
するとか、そういう指導はあるのでし
ょうか。
　大久保　２日に１回の指導はありま
せんが、先ほどの１日２噴霧のものを
１噴霧で続けていくのはいい考え方だ
と思っています。
　池田　最終的には噴霧をやめたいで

すからね。
　大久保　花粉症の人であれば５月に
なったらやめたいだろうと思いますが、
通年性でも、夏の時期とか、いい時期
はもちろん症状がなければやめていく
のは可能だろうと思っています。
　池田　あと、大人はいいのですが、
小児の噴霧、これはちょっと難しいか
と思います。何かコツのようなものは
ありますか。
　大久保　お子さんの場合は、よく夜
眠れていないとか、イビキなどがあれ
ば、鼻水など症状が表面的になくても
続けていただきたいと思っています。
お子さんの場合も今、１日１回のもの
が適応になっていますので、夜眠れな
い、あるいはどうしてもくしゃみ、鼻
水が出る場合は１日１回、継続して３
カ月ぐらい続けて使います。今、治験
では３カ月の長期の安全性が確認され
ていますので、ぜひうまく使っていた
だければと思っています。
　池田　それに関しては、ご両親をき
ちんと指導する。
　大久保　そうですね。外用剤ですの
で、アトピーと同じように、しっかり
と使っていく。液垂れがしないように
したり、うまく噴霧ができているか確
認する、それも大事なことだと思いま
す。
　池田　ご両親の協力なくしてはでき
ないですね。あと一つちょっと心配に
なったのは、血管収縮薬を使うとかえ

回ししませんので。
　池田　気になる方は少し酒精綿で拭
くぐらいでいいのですね。例えば、用
量を守って使っていても、一定の期間
を超えて、少し残ってしまって、また
続けて使うということになると、中の
感染を増長してしまうとか、そういう
ことはないのでしょうか。
　大久保　今、鼻噴霧用ステロイド薬
は２週間で使い切るかたちのものがほ
とんどですが、２週間使わないで残っ
た場合、液剤の中にはしっかりと感染
を予防する安全な防腐剤が入っていま
す。身体に安全な用量の中で防腐剤が
入っていますから、液の中に感染のも
のが入っていく、あるいは免疫抑制作
用により感染を助長することはないと
思っています。
　池田　あまり神経質になる必要はな
いですね。
　大久保　はい。
　池田　１日１回噴霧のもの、２回の
ものがあるとのことですが、どのよう
に使い分けられるのでしょうか。
　大久保　局所用剤の場合、何となく
１回より２回塗ったらいいのだろう、
３回塗ったらいいのだろうと考えます。
ただ、のみ薬と同じように、１日１回
定期的にやっていくだけで炎症がとれ
るものなら、１日１回でいいという人
は、症状が今どういう状況であれ、１
日１回を持続的に使っていきます。一
方、朝やっても、何となく昼過ぎや夜

に悪くなりそうだから、夜もやりたい
という方がいらっしゃいます。そうい
う方には、朝晩２回のものも、今は選
べると思います。
　池田　患者さんの自覚症状によって
使い分けていくのですね。
　大久保　それでいいと思っています。
　池田　コンプライアンスを上げるた
めには１日１回のほうがいいですか。
　大久保　そうですね。定期的に朝起
きたら必ずやる、あるいはごはんを食
べたらやると決めて、１日１回確実に
投与が行えることが本当は一番よいで
す。寝る前でもけっこうですし、それ
は患者さん個人にお任せしています。
　池田　患者さんのライフスタイルに
合わせて、あるいは症状に合わせて選
んでいただくということですね。
　大久保　そうですね。
　池田　ステロイドの外用が非常に一
時問題になりましたが、今は皮膚科だ
とステロイドを悪化する前に塗って、
角質のバリアをよくして、悪くしない、
あるいは感染症を予防するという意味
でも使います。ステロイドの点鼻薬を
ずっと使っていると、逆に粘膜上皮が
薄くなったりとか、そういうことで感
染を増強するようなことはないのでし
ょうか。
　大久保　基本的には、アレルギー性
鼻炎もアトピーと同じように、その炎
症が悪化しないように１日１回確実に
噴霧する。１日１回のものは１回２噴
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ってよくないこともあるとのことです
が、どういうことでしょうか。
　大久保　血管収縮薬は、鼻粘膜のα
β受容体を介し、容積血管を収縮させ
るので、たくさん使えば使うほど受容
体が反応しにくくなってきます。何回
やっても効かないとか、あるいはやら
ないときにもっと悪くなってしまうと
いう、医原性鼻炎の状態をつくってし
まいます。血管収縮薬がよく効くのは
わかるのですが、ある程度決められた
回数をしっかりやってもらうことが大
事だと思います。
　池田　使いすぎると患者さん自身は、
何回やっても効かなくなるし、やめる
ともっとひどくなるから、やめられな

い。
　大久保　そうなってしまいます。そ
ういう場合にはぜひ医師や薬剤師に相
談していただいて、うまくそれを鼻噴
霧用ステロイド薬に置き換えていき、
ちょっと悪くても、ステロイド点鼻の
量を多少増減しながら、あるいは回数
の多いものを使いながら、うまく症状
をコントロールし、血管収縮薬の用量
を減らしていくことが大事だと思いま
す。
　池田　なかなか難しいステップです
ね。時間がかかるし、患者さんも納得
させなければいけない。
　大久保　そういうことだと思います。
　池田　ありがとうございました。

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅴ）

薬樹株式会社在宅グループ薬剤師
坪　内　理恵子

（聞き手　大西　真）

調剤薬局における抗菌薬適正使用の推進

　大西　社会的な位置づけとして、健
康サポート薬局の役割や、予防で果た
す役割について教えていただけますか。
　坪内　健康サポート薬局は、未病の
継続を目指して、薬に関する相談はも
ちろん、健康や介護用品などに関する
相談にも応じます。感染症の場合は手
指衛生、嘔吐物の処理などの基本情報、
今何が流行しているかといった情報、
消毒薬の適正使用、さらには免疫をキ
ープする食事・運動・睡眠の指導、そ
れから食中毒の情報や海外渡航の前に
心得ること、さらには居住空間の衛生
管理や感染症発症時の家族との過ごし
方、このような内容を相談会やイベン
トを通して啓発しています。
　大西　広範囲な活動をされているの
ですね。在宅でのいろいろな取り組み
もされているのですね。
　坪内　在宅の場合では、入院中の感
染治療情報を共有して、退院後に同様
の疾患で再入院しないように、また施
設入所者には保菌者を増やさないよう
に、感染管理のリレーションを行うこ

とを目指しています。
　大西　一方、保険薬局では実際どの
ようなことが大きな課題になっている
のでしょうか。
　坪内　保険薬局では、感染症治療時
に起炎菌がわからずに、処方意図が読
み取れないことがほとんどです。しか
し、アレルギーの有無や体重・体質・
副作用歴、さらには腎機能や肝機能な
どから、抗菌薬の処方設計が適正かど
うかのコンサルテーションを行うこと
が、薬剤師の適正使用への介入と考え
ています。
　例えば、尿路感染症にキノロンが処
方された場合に、薬剤師は患者さんに
対して、先ほどの基本情報を把握した
うえで、アドヒアランスの向上を目指
します。「きちんとのみ切ってね」と。
　大西　処方医としてありがたい対応
ですね。
　坪内　ところが、再受診した場合に
は、「正しくのんだのかな」（いわゆる
コンプライアンスはどうだったのか）、
「キノロンの効果を下げてしまうよう
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