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2014年度調剤報酬改定の 
ポイントとは

　厚生労働省保険局医療課の近澤
和彦氏は「平成26年度調剤報酬改定
の概要とポイント」と題して講演を
行った。
　基準調剤加算の施設基準の見直し
に当たって近澤氏は，かかりつけ薬
局としての機能を備えている薬局を

評価することを明確化したと述べた。また，「今の薬局は
処方せんが入場券のようになっているようだが，それは
あるべき姿ではない」と指摘し，処方せんがないと入れ
ないような薬局は基準調剤加算を算定する必要はないと
の考えを示した。さらに，基準調剤加算を既得権だと思
わず，かかりつけ薬局としての機能をより充実させるこ
とに期待を込めた。基準調剤加算1の24時間調剤をコー
ルセンターで対応するという考え方については認めるつ
もりはないと明言。かかりつけ薬局として困っている患
者の相談に応じられるような体制作りを求めた。
　在宅患者訪問薬剤管理指導料は今回，薬剤師1人につ
き1日5回に限り算定することが要件とされた。これに関
して近澤氏は，「批判もあるだろうが，在宅においての質
の担保や適切な計画，記録，指導ができることを考慮し
たうえで1日5回までとした」と経緯を説明し，1日5回
が適切であることを強調した。

　お薬手帳を必ずしも必要としない場合の薬剤服用歴管
理指導料の特例新設に関しては，中医協での薬歴管理指
導に関して出された厳しい批判や，薬袋にシールだけ入っ
ていたという実体験を紹介。患者のことを考え，薬歴管
理指導料を算定するのであればできる限りのことはやっ
てほしいと訴えた。一方で「お薬手帳を後退させること
は考えていない。お薬手帳は必要」とも述べ，特例は病
院にあまりかからない人などへの対応であり，基本的に
は全国民がお薬手帳を持つよう薬局が取り組むべきと期
待した。
　後発医薬品調剤体制加算については，世界各国の後発
医薬品シェアを紹介。米国は後発医薬品の割合が90%を
超えているが，日本ではまだ40%程度であり，まずは
60%ほどを示しているフランスやスペインと同等の割合
を目指すとした。そのうえで，後発品調剤体制加算の数
量シェアを55%と65%の2段階に見直したことについて，
薬局からは数値設定が厳しいとの声が上がっているが，
「今あるものを評価するのではなく，目標を立てて到達に
向けて頑張ってほしい。今算定できているからその通り
の点数というのは，中医協では通らない」と理解を求め
た。さらに中医協の支払い側委員からも医療費の適正化
が求められているなどとして高い目標設定となったこと
を示し，「薬局には厳しいことになるが，ぜひ頑張って目
標を達成してほしい」と述べた。
　最後に，近澤氏は次期調剤報酬改定に向けてのキー
ワードとして「残薬」を挙げた。「薬局の求められる機能

REPORT

在宅医療が広げる
薬局・薬剤師の可能性
じほう調剤報酬改定セミナー

編集部

　じほう主催「2014年度調剤報酬改定セミナー─薬剤師は『在宅医療の担い手』になれるのか─」が3月23日，東京・千
代田区のソラシティホールで開催された。メインである調剤報酬改定の解説に加え在宅医療を3人の切り口から講演し，薬
局・薬剤師に変化を促す内容となった。



特 集

脂質異常症を理解する

　脂質異常症の潜在患者数は，治療している患者の10倍以上になるとも言われています。

生活習慣病である脂質異常症は，食事や運動でライフスタイルを改善することが重要とな

り，治療においては薬物療法だけでなく，患者個人の症状に合わせた食事・運動療法も大

切です。 

　今月号では，脂質異常症の病態と治療を学ぶとともに，高血圧症や糖尿病などを合併し

ている場合に注意しなければならない点，服薬指導時の工夫について取り上げます。 

脂質異常症の病態とメカニズム　─12

リスク合併時の注意点　─20

 薬物療法と服薬指導時の工夫　─28
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 リポ蛋白の種類と代謝

　脂質は非水溶性であり単独では血
液中に存在できない。そのため，親
水性である蛋白や，リン脂質，遊離
コレステロールが，疎水性のコレス
テロールエステルや中性脂肪（トリ
グリセリド：TG）を包み込むような
粒子を形成し，血液中を運搬してい
る。こうした脂質と蛋白からなる粒
子をリポ蛋白と呼ぶ。リポ蛋白が増
加，あるいは減少する結果，血清脂
質の濃度が上昇あるいは低下して脂
質異常症となるため，脂質異常症の
病態を理解するためには，リポ蛋白
の代謝を知る必要がある。

1．リポ蛋白の種類
　リポ蛋白は分析方法により呼び名
が変わってしまうが，一般的には超
遠心を用いた比重分離法による分類
が用いられている。図1に示したよ
うに，比重の小さい順に，カイロミク
ロン（CM），超低比重リポ蛋白（very 
low density lipoprotein；VLDL），
中 間 比 重リポ蛋 白（intermediate 

density lipoprotein；IDL），低比重
リポ蛋白（low density lipoprotein；
LDL），高比重リポ蛋白（high density 
lipoprotein；HDL）に分類される。
この順列は，粒子の大きさの順に並
べたものと合致し，リポ蛋白代謝の
流れに沿っている。つまり，大粒子
のもの（カイロミクロン，VLDL）は
TGをより多く含んだものであり，
粒子が小型化するにつれ，コレステ
ロールを多く含んだもの（LDL）から
リン脂質や蛋白を多く含んだもの
（HDL）に移行する。

2．リポ蛋白代謝
　リポ蛋白代謝の流れをまとめたも
のが図2である。外因性と内因性に
分け，リポ蛋白代謝の流れについて
解説する。
（1）外因性リポ蛋白代謝
　小腸から吸収される食事由来の脂
質を運搬するリポ蛋白は外因性リポ
蛋白と呼ばれ，カイロミクロンやカ
イロミクロンレムナントがそれに当
たる。
　腸管から吸収されたTGは，主要

な構成アポ蛋白であるアポB48を支
持体としてカイロミクロンを形成
し，リンパ管に放出され，胸管を経
て静脈内に搬送される。静脈内に搬
送されたカイロミクロンは，末梢血
管内皮表面に存在するリポ蛋白リ
パーゼ（LPL）の作用を受けて，粒子
中に存在するTGが加水分解される。
LPLがその作用を発揮するには，ア
ポ蛋白C-Ⅱが補酵素として必要であ
る。TGが加水分解されると同時に
アポ蛋白C-ⅡがHDLに転送され，
カイロミクロン粒子から失われ，代
わりにアポEがHDL粒子から転送
されてくる。こうして，より小型で
比重の大きなカイロミクロンレムナ
ント粒子が出現し，肝臓に存在する
レムナント受容体，あるいはLDLレ
セプター関連蛋白と結合して，肝細
胞内に取り込まれる。
（2）内因性リポ蛋白代謝
　内因性リポ蛋白は，肝臓内で合成
あるいは再合成された脂質を運搬す
る。肝臓において，血中から流入する
遊離脂肪酸（free fatty acid；FFA），
あるいは糖代謝（解糖系）の結果生じ

　脂質異常症は糖尿病，喫煙，高血圧などとともに粥状硬化を促進するため，動脈硬化性疾患（冠動脈疾患，非心
原性脳梗塞，末梢動脈疾患）の予防に，血清脂質管理が重要である。本稿では，リポ蛋白の種類や代謝・動脈硬化
惹起性リポ蛋白，原発性脂質異常症について概説し，脂質異常症の病態とメカニズムに迫る。

脂質異常症の病態とメカニズム

脂質異常症を理解する
特 集

日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科　仲村 優子，及川 眞一
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　脂質異常症は冠動脈疾患，脳血管
障害，末梢動脈疾患などの動脈硬化
性疾患の危険因子の1つであるが，
脂質異常症のほかに表1に示すよう
な動脈硬化性疾患危険因子を合併し
ていることが多い。脂質異常症の治
療の目的は血清脂質の正常化そのも
のではなく，動脈硬化性疾患の予防
である。そのため動脈硬化性疾患予
防のためには脂質異常症のみなら
ず，合併したほかの危険因子を考慮
したうえで包括的に管理することが
重要である。
　「動脈硬化性疾患予防ガイドライ
ン2012年版」ではNIPPON DATA 
80リスクチャートを冠動脈疾患の絶
対リスク設定のためのデータとして
用いている。NIPPON DATA80は
1980年から全国の300地域の1万人
を追跡した調査である。地域的な偏
りが少ないこと，当時はスタチンが

なく多くの症例で薬物治療がされて
おらず自然歴を反映していると考え
られること，追跡率が90%を超えて
いることなどが特徴である。一方で
LDL-CやHDL-Cが考慮されていな
いこと，随時採血であることが問題
点である。
　LDLコレステロール管理目標設定
のためのフローチャートを図1に示
す。冠動脈疾患の既往がある場合に
2次予防としての管理目標値を設定
している。また糖尿病，慢性腎臓病
（CKD），冠動脈疾患以外の動脈硬
化性疾患の既往（非心原性脳梗塞・
PAD）は重要な危険因子であるため，
これらを伴う場合には高リスク群（カ
テゴリーⅢ）に分類している。年齢，
性別，現在喫煙の有無，収縮期血 
圧，T-Choの値からNIPPON DATA 
80を用いて冠動脈疾患絶対リスク評
価を行い，さらに低HDLコレステ

ロール血症，早発性冠動脈疾患の家
族歴，耐糖能異常の有無によって，
今後10年間での冠動脈疾患死亡率
が2%以上を高リスク群（カテゴリー
Ⅲ），0.5%以上2.0%未満を中リスク
群（カテゴリーⅡ），0.5%未満を低リ
スク群（カテゴリーⅠ）と分類する。
　脂質異常症の管理目標値について
表2に示す。冠動脈疾患発症リスク
によって脂質管理目標値は異なり，
2次予防においてはLDL-Cは100mg/
ml未満，絶対リスクの低いカテゴ
リーⅠは160mg/dL未満，カテゴ
リーⅡは140mg/未満，絶対リスク
の高いカテゴリーⅢは120mg/dL未
満としている。
　このように脂質異常症の治療目標
は動脈硬化疾患の予防であり，その
ためにはほかの危険因子も考慮し治
療を行う必要がある。本稿では考慮
すべきほかの危険因子として主に高
血圧症，糖尿病，慢性腎臓病（CKD），
喫煙などのリスク合併時の注意点に
ついて述べる。

 高血圧

　高血圧は脳血管障害，冠動脈疾
患，CKDの危険因子として知られ
ている。久山町研究では至適血圧レ
ベルと比較し，血圧が上昇するにつ

リスク合併時の注意点

脂質異常症を理解する
特 集

日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科　小林 俊介，及川 眞一

表1   考慮すべき危険因子

・冠動脈疾患
・糖尿病・耐糖能異常
・慢性腎臓病（CKD）
・非心原性脳梗塞・末梢動脈疾患（PAD）
・年齢・性別
・脂質異常症
・高血圧
・喫煙
・早発性冠動脈疾患の家族歴（第1度近親者）

（日本動脈硬化学会：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版，
日本動脈硬化学会，p22，2012より引用）
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 ▶▶漢方製剤の麻黄による排尿障害はどの程度危険か？

（623）

ケース1  漢方製剤の麻黄による排尿障害はどの程
度危険か？

発生場面は？
カテゴリー①　処方設計・チェックと治療のチェック

処方内容は？
患者： 87歳の男性。病院の内科。オーダー／印字出力

Rp.1

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「アメル」　1錠

 1日1回　朝食後　28日分

ツムラ補中益気湯エキス顆粒　7.5g

 1日3回　毎食後　28日分

酸化マグネシウム　3g

 1日3回　毎食後　28日分

ベンコール配合錠　3錠

 1日3回　毎食後　28日分

アドエア250ディスカス60吸入用　1個

 1日2回　1回1吸入

＊処方医は2年目の内科医師

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

漢方製剤の麻黄による
排尿障害はどの程度危険か？

第44回

隊長    東京大学大学院薬学系研究科医薬品情報学講座　澤田 康文

　薬局，患者宅（在宅）において，医薬品が関係したインシデント・アクシデントの例は枚挙にいとまがありません。これら

の原因として，薬剤師や医師などの医療従事者の薬学的知識，技能・技術と医療従事者としての態度の問題や，医療施設

における薬剤関係のシステムの問題などが考えられます。結果的に多種多様なトラブルが発生しています。その発生場面を

大きくカテゴリー分類すると，①処方設計・チェックと治療のチェック，②一般調剤業務，③患者への指導・説明─な

どに分けることができます。今回も，これらのカテゴリーにおいて発生した代表的事例を前号に引き続いて紹介しましょう。

　　● ケース1：漢方製剤の麻黄による排尿障害はどの程度危険か？

　　● ケース2：処方せんからパソコンへの入力に潜む重大な過誤

　　● ケース3：抜歯時にワーファリンを含む一包化薬をすべて服薬中止していた患者

Rp.2　病院の内科（今回より追加）

ミニプレス錠1mg　2錠

 1日2回　朝夕食後　28日分

ツムラ小青竜湯エキス顆粒　9.0g

 1日3回　毎食前　28日分

＊ タムスロシン塩酸塩OD錠とミニプレス錠の併用
に関して，疑義照会の結果，併用するようにと回
答あり。

何が起こった？
　ツムラ小青竜湯エキス顆粒の添付文書によれば，排

尿障害のある患者には慎重投与とされている。今回，

疑義照会したところ処方中止となってしまった。しか

し，本剤が排尿障害にどの程度影響を与えるのかにつ

いて，薬剤師は知識を持っておらず，医師に対して適

切な情報提供が行えなかったのではないかと悔やまれ

た。
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 調剤ミスが多く勤務態度も悪い新人薬剤師，解雇することはできる？

（633）

Q
　このたび，薬局に新人薬剤師が入社しました
が調剤ミスが多く何度注意しても改善されませ
ん。そればかりか患者に対する対応も横柄であ
り，注意しても改める気がないようです。そのう
え，理由のない遅刻，急な欠勤などがあり，こ
れについても改善されません。
　薬局としては，このような薬剤師がいると現場
の雰囲気が悪くなることもあり，このまま雇用を
続けるのは難しいと考えています。解雇すること
は可能でしょうか。

A 使用者は，従業員を自由に解雇することはできず，
適法に解雇できる場合は限られています。それにもかか
わらず，安易に解雇してしまい問題になることも多いよ
うです。適法に解雇できるか否かは個別の事案によって
異なり，判断も難しいため，解雇をしたいと考えた場合
には事前に専門家に相談して対応しておくことが適切で
す。

1．労働契約
　労働契約とは，「労働者が使用者に使用されて労働し，
使用者がこれに対して賃金を支払うことについて，労働
者及び使用者が合意することによって成立する。」（労働
契約法6条）とされ，一般的な会社と従業員の間には労働

契約が成立しています。これは，薬剤師が会社に入社し
薬剤師業務を行う場合でも同様です。

2．解雇
　労働契約の解消としては，合意退職や従業員からの一
方的な退職がありますが，使用者から一方的な意思表示
で行うことを「解雇」と言います。一般的な正社員は，特
に働く期間を定めず定年まで働くという「期間の定めのな
い契約」をしていることがほとんどだと思いますが，民
法は，「当事者が雇用の期間を定めなかったときは，各当
事者は，いつでも解約の申入れをすることができる。こ
の場合において，雇用は，解約の申入れの日から2週間
を経過することによって終了する。」（民法第627条1項）
と定めており，使用者からも従業員に対し，いつでも解
約の申し入れをすることができるとしています。しかし，
雇用され生計を立てている労働者が何らの理由もなく自
由に解雇されてしまうと，労働者は生活ができなくなり
困ってしまいます。
　そのため，労働契約法16条は，「解雇は，客観的に合
理的な理由を欠き，社会通念上相当であると認められな
い場合は，その権利を濫用したものとして，無効とする。」
と定め，使用者が解雇できる場合を制限しています。一
般的に解雇の種類としては，整理解雇（会社の経営上，
人員削減が必要な場合に行われる解雇），懲戒解雇（会社
の秩序を著しく乱した場合に制裁として行われる解雇），

1． 使用者は，客観的合理的理由と社会通念上の相当性がないと，薬剤師などの従業員を解雇す
ることはできない。

2． 適法に解雇ができる場合は厳格に解されており，判断は個々の事案によって異なるため，慎
重な対応が必要である。

Point

？？？？？？？

薬局トラブル

赤羽根先生に聞いてみよう

こんなときどうする？？？

中外合同法律事務所　赤羽根 秀宜

調剤ミスが多く勤務態度
も悪い新人薬剤師，
解雇することはできる？

㉖
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 ビタミンB6

（637）

基本情報

1．概要
　水溶性のビタミンB6は，ピリドキシン，ピリドキサー
ル，ピリドキサミンと，これらのリン酸エステル型であ
るピリドキシン-5’-リン酸，ピリドキサール-5’-リン酸
（PLP），ピリドキサミン-5’-リン酸（PMP）の総称です。
体内ではPLPとPMPの形で多く存在し，蛋白質，脂質，
炭水化物の代謝における補酵素，またドパミンやセロト
ニンなどの生理活性アミン合成の補酵素として働いてい
ます。特に蛋白質代謝に関与することから，その必要量
は，蛋白質摂取量の増加に依存して高くなります。豆類，
魚介類，肉類など，多くの食品に含まれていますが，不
足すると種々の皮膚症状を起こします。
　ビタミンB6には，動脈硬化の危険因子となる血液中の
ホモシステイン濃度の低下作用があり，ホモシステイン
代謝には葉酸とビタミンB12も関与しています。そこでサ
プリメントとしては，これら3つのビタミンを同時に含
む製品が多いようです。第3類医薬品についても，ビタ
ミンB6単独でなく，他のB群ビタミン（B1，B2，B12な
ど）が同時に含まれています。

2．効果と機序
　摂取したビタミンB6は小腸で吸収され，肝臓に運ばれ
てPLPやPMPに活性化され，さまざまな代謝の補酵素
として働いています。欠乏すると，シスチン，システイ
ン，メチオニン，トリプトファンの代謝異常を起こし，

不飽和脂肪酸の利用が妨げられます。ビタミンB6による
ホモシステイン濃度の低下作用は，ホモシステインのシ
スタチオニンへの代謝，さらにシステインと2-オキソ酪
酸までの代謝に関与する酵素（シスタチオニン-β-シン
ターゼ，シスタチオニン-γ-リアーゼ）が，ともにビタ
ミンB6を補酵素とするからです。
　ビタミンB6の不足は，ビタミンB6が少ない食事の摂
取を続けた条件，あるいはビタミンB6を低下させる医薬
品の服用で起こります。それらの医薬品としては，降圧
剤のヒドララジン，抗結核剤のイソニアジド，代謝拮抗
剤のデオキシピリドキシン，抗リウマチ剤のペニシラミ
ンが知られています。ビタミンB6不足の症状は，口角炎，
舌炎，脂漏性皮膚炎，貧血，麻痺性発作，聴覚過敏，免
疫力低下などです。また，ビタミンB6の摂取量が1日
1,000mgを超えると，感覚神経障害，末梢感覚神経障害
などの過剰症を起こす可能性があります。

3．日本人の摂取量
　2009年の国民健康・栄養調査結果によるビタミン
B6の摂取量は，通常の食品からは，男性で平均1.20mg/
日，女性で平均1.03mg/日，強化食品・補助食品からは，
男性で平均0.54mg/日，女性で平均0.80mg/日となって
います。ちなみに，日本人の食事摂取基準2010年版で示
されているビタミンB6（ピリドキシンとして）の推奨量を
18～29歳で見ると，男性では1.4mg/日，女性では1.1mg/
日です。また，耐容上限量を18～29歳で見ると，男性
55mg/日，女性45mg/日となっています。

サ プ リ メ ン ト プ ロ フ ァ イ ル 第 回

ビタミンB6

国立健康・栄養研究所情報センター　梅垣 敬三
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　水溶性ビタミンのB6は，特にアミノ酸代謝に関与し，不足すると皮膚炎などを起こします。レボドパなどの医薬品との相

互作用に留意するビタミンとして知られており，サプリメントとしては，動脈硬化の危険因子となるホモシステイン濃度の低

下作用が期待され，単独でなく葉酸やビタミンB12とともに摂取されています。
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 「どこまで，我慢できますか？」仮説検定の考え方

（641）

1 ● はじめに

　前回は，標準偏差で1単位分，すなわち1σ（シグマ）
分ズレていることがどれだけ珍しいことなのかを，数表
を使って評価する方法をお話ししました。データがきれ
いな分布＝正規分布に従っていれば，○σ離れているこ
とが上位何％・下位何％に相当するのかを，計算なしで
も判定できます。
　今回は，観測された出来事の珍しさを計算して，偶然
起きたのか，それとももともと差があるから起きたのか
を評価する方法を考えてみましょう。

2 ● 差は偶然？　必然？

　第1回でお話ししたように，薬が効くかどうか，何か
の介入に効果があるかどうかを評価する際には，介入を
した場合としなかった場合とで差があるかどうかを調べ
る必要があります。
　薬を飲んだ群では，100人中100人が治った。プラセボ
を飲んだ群では，100人中1人も治らなかった…。こんな
状況であれば，誰もが薬が効いたと納得できるでしょう。
　では，薬を飲んだ群で100人中42人・プラセボを飲ん
だ群で100人中38人だったらどうでしょうか？　飲んだ
群の方が効いた人数が少し（4人）多いようですが，この
程度であれば，効き目に違いがなくても偶然生ずる可能
性もあります。
　「効いた人が4人増えた」という観測された出来事が，
もともと効き目に差があったから起きたのか，効き目に
差がなくても偶然起きたのか，何らかの基準をおいて判
断する必要がありそうです。

3 ● サイコロのせい？　運のせい？

　偶然なのか，もともと差があるからなのかを判定する
…と書くと，とても複雑なことに見えてしまいます。ま
ずは単純な例を考えましょう。
　こんな勝負を持ちかけられたら，どうしますか？
　サイコロを振って，1から4が出たら，あなたの勝ち。
5か6が出たら，私の勝ち。賭け金は2人とも1万円で，
勝った方が2万円もらえる…。
　自分が勝つ目が1から4の4つで，負ける目が5，6の
2つですから，かなり有利です。なおかつ，賭け金は同
額です。
　さて，これはいけるぞと勝負に乗ってみたら，5が出
て負けてしまいました。
　この時，皆さんはどう考えますか？　運が悪いから負
けたと思うでしょうか？　それとも，サイコロに仕掛け
があったと考えますか？
　1回負けただけならば，運が悪かったと考える人も多い
でしょう。では，3連敗したら？　5連敗したら？　10連
敗したら？　さすがに10連敗したら，どんなに穏やかな
人でも，サイコロに仕掛けがあることを疑うでしょう。
　負け，すなわち5か6の目が出るのが続いた際に，何連
敗まで我慢できるかは，人によって異なります。1回目で
すでに疑う人もいるでしょうし，4～5回目くらいまで耐
える人もいるはずです。賭け事に熱くなりやすい人なら
ば，7連敗，8連敗してもまだまだ勝負を続けるかもしれ
ません。
　いずれにせよ，「運が悪かったから負けた」から，「サ
イコロに仕掛けがあったから負けた」に考えが変わる瞬
間，我慢の限界があるはずです。この我慢の限界こそが，
観測された現象が偶然起きたのか，もともと差があるか
ら起きたのかの分かれ目になります。

「どこまで，我慢できますか？」
仮説検定の考え方

東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学　五十嵐 中

から始める
医療統計

“わかりません”
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ポンプを理解する
ドクターゴン診療所　泰川 恵吾

で目にする医療機器在
ポイントで覚える

医宅 療

　ポンプを使用することで，輸液や経腸栄養剤の流量を容易かつ正確に調節し，一定に保つことができ
る。また，気泡混入，ルートの閉塞などのトラブル発生をアラーム音で知ることができ，キャリーバッ
グや専用ジャケットを使用することで，輸液しながらの外出も容易になる。
　ポンプ本体と付属品は，医療機関と契約したリース業者が患者に貸与し，医療機関が健康保険によっ
て算定し，業者にリース料を支払うのが一般的である。

第7回

輸液ポンプ

電解質補液製剤

高カロリー
輸液製剤

点滴回路

HPN施行患者 輸液ポンプ

●  各部の名称  ●
スイッチ

（onの状態）
カバーオープンボタン

動作インジケーター

ローター

表示部

カバー
（開いた状態）

前面

流量減少 流量増加

流量設定スイッチ（側面）

ポンプのスイッチがonの状態では操作できない

先端のテープを
はがす

カセット

カセット

スイッチ
（offの状態）

カセットをポンプにセット

HPNに使用する輸液ポンプ


