
y

じほう

月刊薬事：第55巻 第5号 平成25年5月1日発行（毎月1日発行）  昭和34年12月26日 第三種郵便物認可 ISSN 0016-5980

5
VOL.55 No.5

2013  May
T h e  P h a r m a c e u t i c a l s  M o n t h l y

治験や承認基準を知ってこそ
薬の適正使用が推進できる！

特集

●臨床感染症ケースファイル
市中肺炎①

●処方せん疑義照会トレーニング
気管支喘息治療中の胸焼け

●ケーススタディで学ぶ腎臓病薬物療法
腎機能低下に伴い生じたSU薬による低血糖

●精神科領域の評価尺度を使いこなす
躁病の重症度評価̶̶ヤング躁病評価尺度（YMRS）

●時めき臨床研究
良いリサーチ・クエスチョンとは？

●適応外使用の処方せんの読み方
間質性膀胱炎

連 載

フロントページ
医薬品バーコードを薬剤業務に
どう活かす？



ContentsVol.55  No.5  2013

治験や承認基準を知ってこそ
薬の適正使用が推進できる！

 19 特集にあたって　　今村　知世

 21 治験から得られた情報を臨床に活かす　　今村　知世

 25 ドラッグラグと国際共同治験　　小野　俊介

 31 知っておくと役に立つ臨床評価ガイドライン　　小林　史明

 37 有害事象と副作用̶̶専門用語は正しく使おう　　小宮山　靖

 41 医薬品の開発と承認審査におけるPK-PDの役割　　永井　尚美

 49 ジェネリック医薬品の承認取得を目的とした治験の特徴
  ̶̶先発医薬品との生物学的同等性試験　　小川　志麻，上野　眞義

 55 最近なぜ「全例調査」が多いのか？̶̶全例調査が承認条件とされる新薬承認の現状　　山田　雅信

 59 大阪治験ウェブの取り組み̶̶一般の人々がアクセスできる治験情報　　泉　博子
活躍する薬剤師
 64 治験マネジメントの実際　　稲野　彰洋

 70 CRCによるがん領域の治験支援　　笹山　洋子

取 材
フロントページ
  9 医薬品バーコードを薬剤業務にどう活かす？　　芳賀赤十字病院（栃木県真岡市）
この人に聞く
 15 すべての子どもに最善の薬が使えるように　　石川　洋一氏（国立成育医療研究センター薬剤部長）
Report
 88 「薬科学の底力」をテーマに薬学会が開催　　日本薬学会第133年会（横浜市）

薬 事Up-to-Date
  76 海外文献紹介　　門脇　大介，平田　純生／木村　利美，木村　友絵／谷知　正章
  81 クリニカルスタディレビュー　　羽石　達生
   85 ニュースレター



Contents

連 載
  3 実際どうなの？ 臨床推論̶̶思考するためのプチ知識[5]　　川口　崇，岸田　直樹

 91 適応外使用の処方せんの読み方[36]
  間質性膀胱炎　　藤原　豊博
 96 医薬品情報活動の新しいカタチ̶̶Academic Detailingが薬物療法を変える[5]
  EBMからみたAcademic Detailingへの期待と課題　　中山　健夫
 102 処方せん疑義照会トレーニング[2]
  気管支喘息治療中の胸焼け　　高塚　亮，真田　香代，駒井信一郎
 107 時めき臨床研究[5]
  良いリサーチ・クエスチョンとは？　　渡部　一宏，関根　祐子，福間　真悟，福原　俊一
 116 感染症医が教える“新”薬剤師力 臨床感染症ケースファイル[7]
  市中肺炎①　　岸田　直樹
 125 精神科領域の評価尺度を使いこなす[2]
  躁病の重症度評価̶̶ヤング躁病評価尺度（YMRS）　　稲田　俊也，山本　暢朋，遠藤　洋
 128 症状と対処の仕方がわかる！ 抗がん薬副作用とマネジメント[7]
  悪性リンパ腫　R-CHOP療法　　池末　裕明，内田まやこ
 140 ケーススタディで学ぶ腎臓病薬物療法[9]
  腎機能低下に伴い生じたSU薬による低血糖　　津川　透，山田　成樹
 147 よくわかる漢方薬講座̶̶処方意図と服薬指導のポイント[5]
  外科領域（周術期管理）　　今津　嘉宏，緒方　千秋
 154 シチュエーションに応じた消毒薬の選び方と使い方[16]
  器材の消毒（1）̶ 「̶食」および「呼吸器」関連器材　　尾家　重治
 163 臨床の“困った”に応える病院薬局製剤[17]
  急性消化管GVHDにおける経口BDP製剤　　柏倉　康治，清田　憲吾，但野　正寛，永井　淳子，佐々木忠徳
 169 ホスピタリティセンス 発揮してますか？[8]
  患者のクレームは病院改革のアイデアになる　　浦郷　義郎，松尾　信子
 172 海外の新薬審査情報を読み解く[17]
  ロチゴチン（Rotigotine）　　野村　香織
 177 症例報告̶̶専門薬剤師の薬学的ケア
  糖尿病●薬剤変更と家族教育により治療が奏効した一例　　田沼　道也
   救急●S状結腸憩室穿孔による敗血症性ショックに対する集学的治療の一例　　平岩　歳久
  精神科●肝機能低下患者において，QTcの延長に伴う抗精神病薬の変更に貢献した一症例　　千﨑　康司

＜5月号の表紙＞
ワンラヴ・ワンハート　
叫びたい気持ち，浮遊しそうな気持ち，
泣きたい気持ち，笑いたい気持ち，
愛されたい気持ち，そして愛したい気持ち。
あふれそうな気持ちを，ハートに詰め込みます。
気持ちのデータ保存容量は，無制限。
（オブジェ制作：酒井賢司）

そ の他

 127 書評　医薬品の生物学的同等性試験
 180 バックナンバーのご案内
 185 愛読者アンケート＆プレゼント
 186 次号予告・編集部より



芳賀赤十字病院
（栃木県真岡市）

・病床数：400床
・診療科：18科
・薬剤師数：14名
・平均外来患者数：577人/日
・病床稼働率：79.5％
・院外処方せん発行率：87.8％
・外来処方せん枚数：6,869枚/月
・入院処方せん枚数：7,107枚/月
・薬剤管理指導業務算定件数：665件/月
・抗がん剤の無菌調製：77件/月

病院概要

医薬品の取り違えによる事故を防止しようと，厚生労働省や製薬企業では医薬品バーコー
ドの表示を推進している。内用剤のPTPシートや外用剤のチューブなどについても，今後表
示が義務化されることになっているが，肝心の医療機関ではバーコードをどのように活用し
ているだろうか。栃木県真岡市にある芳賀赤十字病院では，注射剤セットの鑑査や錠剤の
ピッキング鑑査，救急カートの医薬品管理などにバーコードを用いており，従来の鑑査方法
に比べて労力を増やすことなく高い安全性を実現している。同院の取り組みからバーコード
活用のヒントを探った。

医薬品バーコードを
薬剤業務にどう活かす？



医薬品バーコードを薬剤業務にどう活かす？

PTPにもバーコード表示が義務化に

厚生労働省は昨年，「医療用医薬品へのバーコード表
示の実施要項」の一部改正を行った。これにより2015
年7月以降に出荷される内用剤，外用剤には，原則とし
て調剤包装単位（PTPシートや散剤の分包，外用剤の
チューブなど）にバーコードが表示されることになった。
これまでは特定生物由来製品，生物由来製品，注射剤の
みで義務化されていたのを強化したかたちだ。
今回の改正で，医薬品の取り違え防止やトレーサビリ

ティーの確保にいっそう弾みがつくことが期待されてい
るが，医療機関でのバーコード活用のお手本ともいえる
のが芳賀赤十字病院だ。薬剤部では2002年にバーコー
ドによる錠剤のピッキング鑑査を開始した後，2008年

には注射剤セットの鑑査を，2010年には抗がん剤の混
合調製鑑査をそれぞれバーコードによって行う仕組みを
導入した。

バーコード活用で鑑査が1回に

PTPシートにバーコードを表示している薬剤はまだ
少ないため，錠剤のピッキング鑑査にあたって薬剤部で
は薬品棚に各薬剤のJANコードを貼りつけている。調
剤する薬剤師が処方せんデータを携帯情報端末（PDA）
に読み込んだ後，該当する薬剤のJANコードを読み込
むと，取りそろえる錠数がPDAの画面に表示される仕
組みだ。データにない薬剤のコードを読み込むとエラー
画面が出るほか，調剤終了時にPDAの終了ボタンを押

錠剤のピッキング鑑査

調剤する薬剤師のネームプレートのバーコー
ドをPDAで読み込んだ後，ピッキングする処
方せんのデータを読み込む

該当する薬剤の棚に貼られているJANコード
を読み込む

取りそろえる錠数「21」がPDAに表示され
る。21の左下に見える2は「PTPシート2枚」
を，右下の1は「バラ1錠」を指している

◎必須表示項目　○任意表示項目
今回の改正により太枠内が新たに必須表示項目となった。
〔厚生労働省 医政局経済課長・医薬食品局安全対策課長連名通知（平成

24年6月29日付）より抜粋〕

医療用医薬品
の種類 商品コード 有効期限 製造番号

または製造記号

特定生物由来
製品 ◎ ◎ ◎

生物由来製品 ◎ ○ ○

注射剤 ◎ ○ ○

内用剤 ◎ ○ ○

外用剤 ◎ ○ ○

医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項（調剤包装
単位の場合）

外来では，違う患者に薬を渡すことがないよう，患者が持っている薬引
換券のバーコードと薬袋のバーコードを読み取ってチェックしている



した際，まだピッキングしていない薬剤がある場合もエ
ラー画面が表示される。
一方，注射剤にはすでにアンプルやバイアルごとに

バーコードが表示されている（従来のJANコードでは
なく「GS1-RSS」という新しいバーコード）。同院では
調剤補助者が患者ごとに注射剤をセットしてから薬剤師
が鑑査しており，この際にバーコードを活用している。
薬剤師は処方データを鑑査システム（ノートパソコン）
に取り込んだ後，セットされた注射剤や輸液のバーコー
ドを一つひとつ読み取っていく。薬剤部の中里浩規氏
は，「薬剤を一つひとつバーコードで読み取るのは時間
がかかるが，従来は病棟に上がるまでに鑑査を2回行って
いたのを，システム導入後は1回で済むようになったの
で，業務全体としては以前より効率的になった」と語る。

手間いらずの救急カート管理

病棟に複数配置されている救急カートの医薬品管理に
もバーコードを活用。カート内の薬剤には，薬剤名や部
署名などの情報が入った院内独自のバーコードをシール
にして貼っており，病棟で薬剤を使う際はシールをはが
す。はがしたシールは「薬品請求用紙」にまとめて貼っ
て薬剤部に渡せば，使用した薬剤の種類・数量，使用病
棟を薬剤部で把握できるようになっている。「救急薬品
を使うようなあわただしい状況では，どの薬をどのくら
い使ったかスタッフが覚えていないことも少なくない
が，この仕組みなら正確な補充ができる」と中里氏は話
す。救急カートには，緊急性は高いが使用頻度の少ない
薬剤も入っているので使用期限切れが生じることも少な

注射剤セットの鑑査

調剤補助者が患者ごとに注射剤や輸液を取り
そろえる

薬剤師が鑑査。はじめに該当する患者の処方
データを読み込む

個々の薬剤のバーコードを読み取っていく。
数量や種類が処方データと違う場合は警告音
とエラー画面が出る

救急カート医薬品には院内独自のシールを貼
付。薬剤自体に表示されているバーコードで
は薬品名の情報しか入っていないという

病棟では使用した薬剤の請求伝票などを
書く必要がない。はがしたシールを「救
急カート薬品請求用紙」に貼るだけ

抗がん剤の混合調製時も，アンプルやバイアルに表示され
ているバーコードを読み取り，処方データと照合。このと
き，調製する用量も表示される



医薬品バーコードを薬剤業務にどう活かす？

くないが，バーコードには使用期限の情報が関連づけさ
れており，期限が近づいた薬剤を薬剤部のコンピュー
ターで確認できるようになっている。

当初はスタッフから不満も

バーコードによる安全確保に長年取り組んできた中里
氏は，「医薬品の在庫管理ではバーコードの利用が普及
しているが，鑑査にバーコードを使う医療機関はまだ少
ない」と話す。「在庫や人件費の削減というわかりやす
いメリットがある在庫管理に比べて，鑑査によって得ら
れるのは安全性。バーコード活用にかかるコストや労力
に比べてそのメリットが見えにくいからではないか」
同院でも錠剤のピッキング鑑査を始めた当初は薬剤部

のスタッフから「時間がかかる」，「バーコードを使わな

くてもわかる」と不満の声があがったという。そこで中
里氏はPDAを改良。例えば34錠処方されている薬剤の
JANコードを読み込むと「PTPシート3枚，バラ4錠」
と表示されるようにした。薬剤ごとにPTPシート1枚
の錠数が違い，長期処方では錠数も多くなることから，
この改良はスタッフに歓迎され，それからバーコード鑑
査が定着したという。
こうした経験を踏まえて中里氏は，システムを導入し
たり安全性を強調したりするだけではバーコードの活用
は進まないと指摘する。「効率を優先しようとする人間
の特性からすれば，手間のかかることは省略しがちにな
る。スタッフや薬剤部にとっての利用価値をシステムに
組み込むことが大きなポイントになる」
薬剤部では今後，患者によるバーコード利用について
も取り組みを考えていきたいとしている。

散剤・水剤の鑑査でもバーコードを活用している 在庫管理にもバーコードを利用。薬品には管理カードを添付して保管し
ておき，開封時にカードを外してバーコードを読み取ると医薬品卸への
発注が行われるようになっている

輸液のなかにはバーコードでうまく読み取れないものもある（この製剤
では下地が透明のため，白紙を敷かないと読めない）。中里氏は製薬企業
への表示改善の申し入れも積極的に行ってきた

「PTPシートに表示されるバーコードをどう活用するかは，医療機関
の今後の課題」と話す中里氏。日本包装学会で講演するなど，企業関
係者とも意見交換をしている



石川　洋一氏
国立成育医療研究センター薬剤部長

I S H I K A W A  Yo i c h i

くちに小児といっても，新生児，乳児，幼児，学童では
それぞれ治療方針が違ってくるのも特徴です。そのため
研修会でも，川崎病から精神・神経疾患，小児救急，周
術期管理，TDM評価まで，多岐にわたる講義が行われ
ました。なかには「そこまで勉強する必要があるのか」
と疑問を感じた人もいたようですが，適切な服薬指導や
疑義照会を行うにも幅広い知識が要求されるのが小児医
療であり，多くの受講者にはこのことを理解していただ
いたと思います。

̶合格者の約半数を保険薬局の薬剤師が占めたそうで
すね。
そうです。試験はかなり難易度の高いものだったので

すが，非常に頑張っていただいたと思います。認定を取
得するには試験のほかに40時間程度の研修会を受講す
る必要がありますが，小児医療は決して風邪やアレル
ギーを学んでおけば十分という領域ではありません。例
えば当センターに「小児科」という診療科はなく，総合
病院と同じかそれ以上の診療科に分かれています。ひと

すべての子どもに
最善の薬が使えるように

日本小児臨床薬理学会と日本薬剤師研修センター
が2012年に創設した「小児薬物療法認定薬剤師
制度」で初めてとなる試験が今年3月に行われ，
256名が合格した。成人に比べてエビデンスが少
ない小児の薬物療法では，未承認薬・適応外薬の問
題や，小児に適した剤形・濃度の不足などが以前か
ら指摘されてきたが，そうした課題の解決に取り組
んできたのが国立成育医療研究センターの石川洋一
氏だ。認定制度の立ち上げにも尽力してきた石川氏
は，この4月から薬剤部長に就任。「認定取得によっ
て，小児医療を一緒に考えていく仲間が全国に増え
た。今後は認定薬剤師の間で情報交換や臨床研究を
進めていきたい」と語る石川氏に，小児薬物療法の
現状について聞いた。



̶薬剤師が小児医療を学ぶ機会は少ないのでしょ
うか？

そうですね。薬科大学で講演すると，「小児医療とい
う分野があったことを初めて知った」と話す学生もいる
くらい，大学では小児医療についての教育が不足してい
ます。また，米国ではジェネラリストの薬剤師を育成す
るカリキュラムに小児医療が必ず含まれていますが，日
本ではそうではありません。「ジェネラリスト」なのに
小児医療がすっぽり抜け落ちていますよね。
薬剤師が薬を渡す際，母親だけに服薬指導する場面が

よくみられますが，当センターでは子どもにも薬の説明
をしています。小さな子どもでもきちんと説明すれば，
いつ，どの色や形の薬を飲めばいいか理解できるし，母
親が間違った薬を飲ませようとすると本人が気づいてく
れます。「おしっこの色が変わったらお母さんに言って
ね」などと伝えておけば，副作用の早期発見にもつなが
りますから，小児への服薬指導はすべての薬剤師に実践
してほしいことです。
また，小児の処方せんでは薬用量に注意が必要で，保

険薬局によっては実際に患児の体重を量ったうえで薬用
量を鑑査しているところもあります。親からすれば，こ
うしたことをしてくれる薬局に次回もかかりたいと思う
のではないでしょうか。小児の多くはまずクリニックに
かかるため，保険薬局の薬剤師には的確な疑義照会をお
願いしたいと思います。

̶最近では新生児集中治療室（NICU）や小児集中
治療室（PICU）で働く薬剤師も増えていると聞
きます。
そのとおりです。認定を取得した人のなかでも病院薬
剤師は今後，より専門的な方向に進むのではないでしょ
うか。小児のICTやNSTはもちろん，小児がんの薬物
療法や緩和医療も重要なテーマで，真正面から取り組む
薬剤師が出てくることを期待しています。
もう一つ，認定薬剤師に期待されているのが新たなエ
ビデンスの創出です。われわれ薬剤師を中心に2001年
に発足した「小児薬物療法データネットワーク」では，
全国32施設の協力を得て，小児薬物療法の処方実態調
査を進めてきました。調査を通じて，いかに多くの薬剤
で適応外使用や本来と違う剤形での使用が行われている
かが明らかになりましたが，このうちワーファリン®，
ドルミカム®，インデラル®は，われわれの調査結果が
小児での適応追加の根拠になりました。こうした調査や
研究が添付文書の変更につながるということを，ぜひ多
くの人に知ってほしいですね。認定薬剤師という新たな
仲間ともネットワークを組むことで，さらに新しいエビ
デンスをつくることができるはずです。

̶最後に，薬剤部長としての抱負をお聞かせくだ
さい。
当センターは，臨床や研究という役割に加えて，小児
医療の枠組みや制度を改善していく役割を担っていま
す。2010年から厚生労働省に設置された「医療上の必
要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」に薬剤部のス
タッフが参加しているほか，小児治験ネットワークの運
営にも力を注いできました。
当センターには「妊娠と薬情報センター」があります
が，今後は小児科領域の副作用情報を収集する「小児と
薬情報センター」を設置する予定です。まだ試験段階で
すが，全国の施設と協力し，処方せん内容や患児の検査
値などを恒常的に追跡調査する取り組みを進めています。
また，成人のがんに比べて医療機関での支援が十分で
ない小児がんに対して，当センターの内に，新たにがんセ
ンターをつくる計画を進めており，薬剤部でも抗がん剤の
レジメンや服薬指導，抗がん剤の混合調製などについて検
討を始めています。未来を背負う子どもたちのために，私
たちは取り組みを続けていきたいと考えています。

●認定の要件

1． 「小児薬物療法研修会」における研修を修了し，試験
に合格していること。

2． 小児科病棟で薬剤管理指導業務が実施されている病院
で1日（原則6時間）の小児関連実務研修を修了して
いること。

●小児薬物療法研修会

・ 受講資格：保険薬局または病院・診療所での実務経験が
3年以上あり，現に保険薬局または病院・診療所に勤務
している薬剤師
・ 研修形態：e-ラーニング形式，全40時間程度（原則1
コマ60分）。

●試　験

・年1回。小児薬物療法研修会の全講義終了後に実施。

小児薬物療法認定薬剤師について
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医薬品開発「場所」のグローバル化
（日本脱出）

　メディアの政策論議で日々みられる「日本の臨床開
発」という言葉の意味するところのあいまいさが，国の
政策や企業の戦略の成果の有無を不問に付す文化を醸成
してきたのみならず，政策・戦略の意図を発散させ，薄
めてきたように思われる。「日本の臨床開発」と言った
ときの「日本」とは，プレイヤー（例：日本資本の製薬
企業，日本国内の施設の研究者，対象としての日本人患
者）の国籍の話だろうか，それとも場所・領土の話だろ
うか。プレイヤーの国籍の話だとして，ではいったいど
のプレイヤーの効用を考えるのだろうか。
　産官学が目下，合言葉にしている医療イノベーション
推進においても「問題はプレイヤーか（どのプレイヤー
か），それとも場所か」があいまいである。すべてのプ
レイヤーを一度に幸せにする万能の施策が存在しないこ
とは，過去数十年の試験実施数，いわゆるドラッグラグ
の状況，各種臨床アウトカム，企業の従業員数，経営指

　「ドラッグラグ」を定義せずにドラッグラグを論じることは無意味で危険である。薬の開発に関係するプレイヤー
（企業，患者・国民，政府，研究者など），その国籍，そしてプレイヤーが活躍する場所が複雑に絡み合って各国の利害
を生んでいる。「薬がどう有利に開発・承認されるか」に関する利害が最重視されがちな現在の薬の開発システムのな
かで，「顧客としての日本の患者をどの程度まで幸せにするか」という問題意識に立ち返った対応を各プレイヤーに求
めることが，日本に住む薬のプロとしての薬剤師の現代的な使命である。

Key word　ドラッグラグ，国際共同治験，R&D戦略，人種差，安全性

東京大学大学院薬学系研究科医薬品評価科学講座 准教授

標，国内研究所の廃止などを観察すればすぐにわかる。
われわれが問題にしたいことがいったい何なのかを自分
たち自身がわからぬままに，この十数年は失われてきた
ように思う。
　図1に，日本，欧州，米国で実施されている第Ⅱ・Ⅲ
相の段階にある新薬開発プログラム数の推移を示す。注
目しているのは場所である。しばしばグローバル開発元
年扱いされる1996年前後（ICH-GCP，E5ガイドライン
の実施時期）には，日本は確かに三極の一つとよべる状
況にあった。しかし現在（2011年）の状況をみると，も
はや日本が臨床開発を実施する場所としての三極の一極
であることを主張するのは若干気恥ずかしい。試験実施
の場所として，近年ではいわゆる「その他地域（rest of 
the world。オーストラリア，ロシア，アフリカ，東欧
など）」の数が急増しており，日本の数を上回る勢いで
ある。
　問題は新薬開発数のトータルだけではない。試験の構
成の変化，すなわちどのようなタイプの試験が増えてい
るか，減っているかにも注意が必要である。日本での第

治験や承認基準を知ってこそ薬の適正使用が推進できる！

小野　俊介
ONO Shunsuke

ドラッグラグと国際共同治験
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適応外使用の処方せんの読み方

読み方のヒント―間質性膀胱炎の病態生理

　間質性膀胱炎（interstitial cystitis；IC）は，膀胱上皮と筋肉の間にある間質が慢性的に炎症を起こし，膀胱が萎
縮する非感染性の慢性膀胱疾患である1），2）。膀胱粘膜下組織や筋層内には肥満細胞が豊富に認められ，膀胱粘膜のグ
リコサミノグリカン層の変性や欠損で非特異的防御機構が破綻しているため，膀胱粘膜の透過性が亢進している。IC
における肥満細胞の浸潤は，好酸球の増加と比例し，円形細胞（炎症性細胞）浸潤とは相関しないことから，細菌性
炎症以外の要因で起こっており，アレルギーが要因の一つと考えられている。肥満細胞が分泌するヒスタミン，ロイ
コトリエン，セロトニン，サイトカインなどの炎症性メディエーターは，膀胱知覚神経の過活動状態を引き起こして
知覚過敏をもたらし，疼痛，頻尿，線維化，新生血管などを誘発する2）。また，膀胱粘膜の透過性亢進により尿の成
分が膀胱粘膜に滲み込むために少し尿がたまっただけで尿意を催したり，膀胱萎縮により蓄尿量が減少するため，
1回排尿量が著明に低下する1），2）。膀胱鏡検査では，膀胱粘膜に潰瘍や点状出血がみられる2）。ICは年齢や性別に関係
なく発症するが，特に中高年の女性に多い2）。
　最も特徴的な臨床症状は蓄尿時の膀胱痛（恥骨上痛）で，排尿とともにやわらぐことが多い。これに随伴して昼間
および夜間頻尿，尿意切迫感などが認められる。しかし，約半数では膀胱痛は認めないという。また，外陰部や尿道
の痛みあるいは不快感を訴える場合もあり，7割では痛みの部位が2カ所以上あることが報告されている3）。症状は
唐辛子などの香辛料やカリウムを多く含む柑橘類，コーヒー，紅茶，炭酸飲料，アルコールなどの摂取で悪化する場
合がある3）。ICの原因としては，アレルギー（食物アレルギー，アトピー，喘息，アレルギー性鼻炎など）のほかに
自己免疫反応，神経性炎症，遺伝的素因などがあげられているが明確にはされていない2），3）。

52歳，女性。職場でのストレスを強く感じるようになり，不眠症に加え，最近1回の排尿量が少なく頻尿で，
蓄尿時に膀胱痛（恥骨上痛）を感じるが，排尿とともにやわらぐとの訴えがありました。膀胱鏡検査で間質
性膀胱炎が診断された患者の処方せんです。

ミグリトール錠50mg 3錠 1日3回 毎食直前
アナグリプチン錠100mg 3錠 1日2回 朝食直前1錠，夕食直前2錠
テルミサルタン錠40mg 1錠 1日1回 朝食後
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg 2錠 1日2回 朝食後と寝る前
デキサメタゾンシペシル酸エステル点鼻粉末200μg28噴霧用
 1瓶 1日1回 朝両鼻腔内噴霧
アミトリプチリン塩酸塩錠25mg 1錠 1日1回 寝る前

このなかで適応外使用している医薬品とその目的は？

AIメディカル・ラボ
藤原　豊博　　FUJIWARA Toyohiro

第36回 間質性膀胱炎
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コーディネーター

小田　慎
IMS薬剤部 医薬情報委員会
春日部中央総合病院 薬剤科長

第

回

コーディネーターコーディネーターコーディネーター

小田　慎
IMS薬剤部 医薬情報委員会
春日部中央総合病院 薬剤科長

処方せん疑義照会トレーニング

Rp.1 呼吸器内科
 テオドール®錠200mg 1回1錠　1日2回
 　　朝夕食後　28日分
 キプレス®錠10mg 1回1錠　1日1回
 　　就寝前　　28日分
 ムコダイン®錠500mg 1回1錠　1日3回
 　　毎食後　　28日分 
 アドエア®500ディスカス®60吸入用　１回１吸入　1日2回　1個

Rp.2 消化器内科
 ナウゼリン®錠10mg　 1回1錠　1日3回
 　　　　毎食前　　7日分 
 ムコスタ®錠100mg 1回1錠　1日3回
 　　　　毎食後　　7日分

聴取にて得られた情報
　60歳男性，以前より呼吸器内科よりRp.1を服用中。1週間前から軽い胸焼けを訴え呼吸器内科の定
期受診後に消化器内科を受診し，Rp.1に加えRp.2が処方された。最近友人が肺がんと診断されたこ
とを聞き，長年やめられなかったタバコを3カ月ほど前からやめていたとのこと。

最初の
疑問 テオドール®錠を服用中の注意点は・・・？

処方せん内容

高塚　　亮*，真田　香代**，駒井信一郎**
KOTSUKA Akira, SANADA Kayo, KOMAI Shinichiro
＊ イムス三芳総合病院薬剤科　　＊＊ 板橋中央総合病院薬剤部

気管支喘息治療中の胸焼け2
呼吸器内科（外来院外処方せん）

102(814)  ── 　2013.5（Vol.55 No.5）
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前回，ビート君は病棟での服薬指導を通じて，経口抗
菌薬トキメキサシン錠についてのクリニカル・クエス
チョン（CQ）を考えました。このCQを解決するため
に，先輩薬剤師のコリンさんや若手呼吸器内科医のしん
のすけ先生に相談しながら，何とかPECO（ぺこ）の形
のリサーチ・クエスチョン（RQ）に構造化することがで

きました。後からひょっこり現れた，内科部長のふうた
ろう先生のアドバイスもあり，PECOにするときに間違
いやすいポイントについても学ぶことができました。
4人は仕事が終わった後，病院前の小料理屋「なお

こ」で会食をすることになりました。さて，今回ははた
してどうなるか，さっそくのぞいてみましょう。

ビートくんとふうたろう先生は，病院の前にあるチョッ
トこ洒落た京風小料理屋「なおこ」にやってきました。
しんのすけ先生とコリンさんは少し遅れてから来るそう
です。

先生，今日は病棟研修業務も充実して楽し
かったです。また，先生方と臨床研究の話がで
きるなんて感激です。この病院に勤めてホント
良かったです。

ふうたろう先生 時めき病院内科部長。しんのすけ先生の上
司にして臨床研究のエキスパート。趣味はカラオケ。

ビートくん 薬学部 6年制第一期の卒業生で，時めき病院の
薬剤師として勤務。元気満々，薬剤部期待のエースと言われ
ているが，お調子者で怖いもの知らずが玉に傷。

なおこママ  病院近くの京風小料理屋「なおこ」のママ。気
立てが良く，お料理上手のママのおかげで常連客も多く，繁
盛している。ふうたろう先生も足繁く通う。

編集協力・資料提供

認定NPO法人 健康医療評価研究機構

第 5回 良いリサーチ・クエスチョンとは？
渡部　一宏＊，関根　祐子＊＊（臨床シナリオ）
WATANABE Kazuhiro，SEKINE Yuko

福間　真悟＊3，福原　俊一＊3，＊4（研究デザイン解説，監修）
FUKUMA Shingo，FUKUHARA Shunichi

 ＊ 昭和薬科大学医療薬学教育研究センター 准教授
＊＊ 千葉大学大学院薬学研究院実務薬学研究室 教授
＊3 京都大学大学院医学研究科医療疫学分野
＊4 福島県立医科大学 副学長

現在までにビート君が考えたPECO
1．剤形と内服遵守の関連を調べるRQ
 P：  肺炎で経口抗菌薬トキメキサシンを内服する

患者
 E：  剤形の大きなトキメキサシン 600mg 錠を

1日1回内服する場合
 C：  剤形の小さなトキメキサシン 200mg 錠を

1日3回内服する場合
 O：  内服遵守割合

2．剤形と薬の飲みやすさの関連を調べるRQ
 P：  肺炎で経口抗菌薬トキメキサシンを内服する

患者
 E：  剤形の大きなトキメキサシン 600mg 錠を

1日1回内服する場合
 C：  剤形の小さなトキメキサシン 200mg 錠を

1日3回内服する場合
 O：  「お薬飲めるかメーター」で測定した薬の飲

みやすさ
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患　　者  Gさん　62歳　男性
主　　訴  発熱，呼吸苦
入院時診断  肺炎
現 病 歴   1週間前から咳，鼻汁，咽頭痛，発熱あり。近医受診し風邪と診断され風邪薬処方されるも

微熱と咳が続いていた。2日前に38℃の悪寒戦慄を伴う発熱あり。咳と痰の増悪も認め
た。本日朝も38℃の発熱あり。朝食はとることができたが，昼くらいから強く呼吸苦を訴え
るようになり，意識ももうろうとしてきたため救急要請となった。来院時，ショックバイタ
ルで著明な低酸素血症もあり挿管された。救急科の先生から「うーん，レントゲンは派手で
はないんだけど，挿管した重症肺炎の患者さん来たんだけどメロペン®がいいのかな。抗菌
薬どうしようかな」と相談があった。

既 往 歴  なし
内 服 薬  なし
アレルギー  薬・食べ物なし
社 会 歴  飲酒：ビール350mL/日，喫煙：15本/日 20歳代から
家 族 歴  特になし

岸田　直樹　KISHIDA Naoki
手稲渓仁会病院総合内科・感染症科

市中肺炎①

感染症医が教える　 薬剤師力　 　 新

できる！
ここまで 臨床感染症
ケースフ イァ ル

　前回は皮膚軟部組織感染症について確認しました。皮膚軟部組織感染症で最もよく見かける疾
患は蜂窩織炎ですが，抗菌薬以上に冷却，患部挙上，安静が欠かせないことを確認しました。また，
皮膚軟部組織感染症のなかには重篤な疾患として壊死性筋膜炎があり，その判断が初期はとても
難しいことや，壊死性筋膜炎だった場合には抗菌薬の種類や量も違うだけではなく外科的ドレナー
ジが必要など方針が大きく違うので注意が必要なことを確認しました。
　さて，今回はよく見かける市中感染症の一つである，市中肺炎について考えてみましょう。薬
剤師さんが相談を受ける症例はどちらかというと軽症の症例ではなく「重症肺炎なんでどうした
らよいか？」とか，「通常の市中肺炎として治療したんだけど良くならないんだけどどうしたらよ
いか？」という場合が多いと思います。今回は市中肺炎なんだけど重症の症例で，抗菌薬の相談
がある場合について考えてみたいと思います。

第7回



精神科領域の評価尺度を
使いこなす
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双極性障害における躁病エピソード

　気分障害は，気分・感情の障害を伴う精神障害の一群
であり，米国精神医学会の精神科診断分類であるDSM-
Ⅳ-TR（Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, 4th Edition, Text Revision）では，大うつ病
性障害，双極性障害，気分循環性障害，気分変調性障害

などに大別される１）。
　このうち，大うつ病エピソードのみを呈する気分障害
の患者は大うつ病性障害と診断される。一方，躁病エピ
ソード（表1），軽躁病エピソードや混合性エピソード
（表2）を呈する気分障害の患者は双極性障害と診断され
る。軽躁病エピソードのみを呈する双極性障害の患者は
双極Ⅱ型障害とよばれ，躁病エピソードあるいは混合性
エピソードを呈する双極Ⅰ型障害患者とは区別される。

YMRSの構成と日本語版の開発

　ヤング躁病評価尺度（Young Mania Rating Scale；
YMRS）は，気分障害における躁病エピソードの重症度

躁病の重症度評価
――ヤング躁病評価尺度（YMRS）

第2回

稲田　俊也＊，山本　暢朋＊＊，遠藤　　洋＊

INADA Toshiya，YAMAMOTO Nobutomo，ENDO Yo
＊ 公益財団法人 神経研究所附属晴和病院
＊＊国立病院機構榊原病院

表1 　躁病エピソードの診断基準

A． 気分の持続的高揚，普段とは異なる開放的・易怒的な期間
が1週間以上持続する。

B． 以下の7症状のうちの3症状（単に易怒的な気分の場合は4
症状）以上が持続して認められる。

　　1）自尊心の肥大，または誇大
　　2）睡眠欲求の減少
　　3）普段より多弁，しゃべり続けようとする心迫
　　4） 観念奔逸，いくつかの考えが競い合っているという主

観的体験
　　5）注意散漫
　　6）目的志向性活動の増加，または精神運動性の焦燥
　　7）まずい結果になる可能性が高い快楽に熱中する
C．症状は混合性エピソードの基準を満たさない。
D． 気分の障害は職業的機能や日常の社会活動，または他人と
の人間関係に著しい障害を起こしたり，自傷他害を防ぐた
めに入院加療の必要性が認められたり，精神病性の特徴が
みられたりする。

E． 症状は物質の直接的な生理学的作用や一般身体疾患では説
明できない。

〔American Psychiatric Association（高橋三郎，他・訳）：DSM-IV-TR 精神
疾患の分類と診断の手引 新訂版．医学書院，2002より〕

表2 　軽躁病エピソードと混合性エピソード

軽躁病エピソード
軽躁病エピソードは，表1のA項が4日間以上持続し，症状の
ないときに比べると，その人に特徴的でない明確な機能変化の
時期がみられる病態であるが，気分の障害や機能の変化は他者
から観察可能であり，社会的・職業的に著しい機能障害までは
引き起こさず，精神病症状の存在はなく，入院を要さないレベ
ルであり，表1のB項とE項は満たす。
混合性エピソード
混合性エピソードは，躁病エピソードと大うつ病エピソードの
症状が，1週間以上，ほとんど毎日ともにみられる病態であり，
表1のD項とE項は満たす。

〔American Psychiatric Association（高橋三郎，他・訳）：DSM-Ⅳ-TR 精神
疾患の分類と診断の手引 新訂版．医学書院，2002より〕
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ケーススタディで学ぶ

腎臓病薬物療法
コーディネーター

平田　純生
熊本大学薬学部臨床薬理学分野 教授

津川　　透，山田　成樹
TSUGAWA Toru，YAMADA Shigeki

藤田保健衛生大学病院薬剤部

第9回

腎機能低下に伴い生じた
SU薬による低血糖

今回のケース

【症　　例】　 79歳　男性
【原 疾 患】　 糖尿病，糖尿病腎症
【主　　訴】　 意識障害
【主な既往歴および合併症】　高血圧症，脂質代謝異常症
【現病歴および入院までの経過】
　約20年前に会社の健康診断で高血糖を指摘されたため近医を受診。糖尿病と診断され，以後，通院し治
療継続されていた。約3年前に蛋白尿を指摘されたが経過観察となっていた。患者は妻との2人暮し。
数日前から感冒症状と食欲不振が続き，主治医から処方された抗菌薬などを服用して様子をみていた。あ
る朝，妻が夫の言動がおかしいことに気づき家族に連絡，当院へ救急搬送となった。来院時，患者は不穏
状態であり，意識レベルはJCS Ⅲ-100，血糖値は簡易測定にて26mg/dLであった。末梢確保後に
50％ブドウ糖注射液40mLを投与。投与後から開眼，発語がみられた。

【入院時の主な処方内容】
　アマリールⓇ錠1mg  1日2錠　朝食後
　パリエットⓇ錠10mg  1日1錠　朝食後
　アムロジンⓇ錠5mg  1日1錠　朝食後
　クレストールⓇ錠2.5mg  1日1錠　朝食後
　ブロプレスⓇ錠8mg  1日1錠　朝食後
　ガスモチンⓇ錠5mg  1日3錠　毎食後
　アロチームⓇ錠100mg  1日1錠　朝食後
　フロモックスⓇ錠100mg  1日3錠　毎食後
　ニフランⓇ錠75mg  1日3錠　毎食後
【入院時の身体所見および検査値】
　身長152.8cm，体重60.4kg，BMI 25.9，体温36.7℃，血圧125/71mmHg，脈拍85回/分


