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Japan Medicine MONTHLYは，じほうが発行する月刊情報紙で，臨床現場や国内外の学会取材を通して，日常
診療に役立つ最新の医療学術情報を提供しています。今月号は，同紙が報道するニュースのなかから，循環器領域と
代謝領域の学会のトピックスをご紹介します。
●第77回 日本循環器学会学術集会（3月15～17日／パシフィコ横浜）
　　会長：水野杏一氏（日本医科大学医学部長）
●第38回 日本脳卒中学会総会（3月21～23日／グランドプリンスホテル新高輪）
　　会長：片山泰朗氏（日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野教授）
●第46回 日本痛風・核酸代謝学会総会（2月14～15日／京王プラザホテル）
　　会長：山中寿氏（東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター所長）

循環器疾患の疫学調査は疾患の原因やリスク因子の究
明に重要であることから，今大会では初の試みとして
「Late Breaking Cohort Studies」セッションを企画。数
多くの国内最新知見が発表された。

低用量投与例の半数がCcr50以上

国際医療福祉大三田病院循環器内科の小川聡氏は，経
口抗凝固薬リバーロキサバンの特定使用成績調査
（PMS）の第1報から，低用量の10mgを投与されてい

た患者の半数以上が，減量の必要の
ないクレアチニンクリアランス（Ccr）
50mL/min以上だったことなどを報告
した。
調査では登録症例の目標数を1万例

とし，標準観察期間を2年（最長5年
の予後調査）に設定。2013年1月末ま

でに登録された3,379例と，そのうちデータ入力を始め
た133例を対象に中間解析を行った。
全登録データをみると，慎重投与が求められる75歳
以上，50kg以下の割合はそれぞれ51.9％，20.5％で，両
方を満たす患者は517人（15.3％）に上った。一方，体
重不明が全体の13.8％を占め，小川氏は「この点の改善
が今後の検討課題」と指摘した。
Ccr（mL/min）の分布は，15未満0％，15以上30未
満2.3％，30以上50未満21.9％などとなり，未測定も
15.3％あった。CHADS2スコアによる分布では，0点と1
点の患者があわせて35.1％に達した。
133例の解析（観察期間6カ月）から投与量とCcrの
関係を検討したところ，10mg投与の68例中39例はCcr 
50以上で，その選択理由には①腎障害，②出血リスク
が高い，③その他があげられた。また15mg投与群（60
例）のなかには，10mgの投与が推奨されるCcr 30～49
の患者を4例認めた。小川 聡 氏

Late Breaking Cohort Studiesで多数の国内最新知見
第77回 日本循環器学会学術集会 
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循環器・代謝領域の最新薬物療法をレビュー

HFpEFに対するβ遮断薬の予後改善作用は
不明

東北大大学院医学系研究科循環器内科の高田剛史氏
は，心不全の予後に関する多施設前向き観察研究
「CHART-2」を用いて，心拍数と予後の関係を検討。左
室駆出率（EF）の保たれた心不全（HFpEF）はEFの
低下した心不全（HFrEF）に比べ，心拍数増加の予後
に与える影響が強いことを明らかにした。
総登録患者1万219例のうち症候性心不全で洞調律の

患者2,688例を，HFrEF群（EF≦50，885例）とHFpEF
群（EF＞50，1,803例）に分けて解析。それぞれの群は
ベースラインの心拍数が低いほうから，HR1，HR2，
HR3の3分位に分割した。

生存曲線をみると，両群で心拍数の増加とともに全死
亡発生率の有意な上昇を認めたが，心血管死に関しては
HFpEF群だけで有意に発生率が高くなった。多変量解
析からはHFpEF群のみで，心血管死および心不全死と
高い心拍数との有意な関連を確認。特に心不全死におけ
るハザード比はHFrEF群よりHFpEF群で明らかに高
く，HR2で3.23，HR3で3.62となった。
β遮断薬内服との関係では，心拍数が増えるほど心血
管死と心不全死のハザード比も上昇する傾向をHFpEF
群だけで認めたことや，予後改善作用をHFrEFのみで
確認したデータを踏まえ，「HFpEFにおけるβ遮断薬の
予後改善作用はいまだ不明」と結論づけた。また心血管
死亡を左右する心拍数の分岐点は，HFpEF 64bpm，
HFrEF 70bpmであることを確認した。

2014年に予定されている「高血圧治療ガイドライン」
の次期改訂（JSH2014）をテーマにしたシンポジウムが
3日目に開かれた。日本人患者を対象にした複数の試験
結果をもとに，次期改訂の検討課題となっている高齢者
降圧目標値の妥当性や，糖尿病，慢性腎臓病（CKD）
合併患者の降圧目標値設定の考え方などについて報告さ
れた。

熊本大大学院生体機能薬理学の光山
勝慶氏は，ARBのオルメサルタン単
剤で降圧目標値（140/90mmHg未満）
が未達の65～84歳高血圧患者1,164例
を対象に，高用量ARB群と，カルシ
ウム拮抗薬（CCB）併用群を比較した
OSCAR試験試験を報告した。同試験

では，36カ月時点の血圧は高用量群が135.0/74.3mmHg，
併用群が132.6/72.6mmHgとなり，両群とも現在のガイ
ドラインの目標値である140/90mmHg未満を達成した。
また，心血管系疾患の既往歴あり，既往歴なし（2型

糖尿病合併あり）の患者別に行ったサブ解析の結果では，
交互作用（p＝0.0236）が認められ，「心血管系疾患，糖

尿病の有無が薬剤の心血管予防効果に影響している」（光
山氏）こともわかった。特に心血管系疾患の既往歴があ
る患者では，CCB併用群での主要イベント発生率は高
用量ARB群での発生率に比べ有意に低い結果となって
いる（p＝0.0261，ハザード比1.63）。
CKDサブ解析の結果でも交互作用（p＝0.0293）が認

められているほか，CKD合併患者の主要イベント発生
率は心血管系疾患既往患者での結果と同様，CCB併用
群が高用量ARB群に比べ有意に低い結果だった（p＝
0.0096，ハザード比2.25）。
光山氏はさらに，降圧目標値達成群は未達成群に比べ
主要イベント発生率が低いとのサブ解析結果も示し，
「140/90mmHg未満か以上かで心血管イベント（の発生）
をみると，全体の解析でも心血管系疾患既往のある患者
でも糖尿病患者でも，未満のほうがイベントが有意に少
なかった」と説明。OSCAR試験は，高齢高血圧患者の
降圧目標値140/90mmHg未満を支持するエビデンスに
なることを強調した。また，「心血管系疾患の既往があ
る，あるいはCKD合併例では，ARB/CCB併用が脳・
心血管イベント（予防）に有益」とも述べた。

OSCAR試験「高齢患者の現降圧目標値を支持」
第77回 日本循環器学会学術集会

光山勝慶 氏



初日の合同シンポジウム「脳梗塞急性期治療の進化内
科的治療vs血管内治療vs脳外科手術」では，国立循環
器病研究センターの峰松一夫氏が急性期治療のレビュー
をテーマに講演した。血管内治療が有効性を示さなかっ
た海外の試験結果を受けて同氏は，「MerciやPenumbra 
システムを用いた再開通療法が有効であるという科学的
エビデンスは十分でない」と改めて強調し，臨床試験や
医療機器承認制度のあり方について今後も議論を重ねる
必要があるとした。
脳梗塞発症後8時間以内の患者でアルテプラーゼ（rt-

PA）静注療法が適応外，または同治療で血流再開が得
られない場合の再開通療法として，2010年にMerciリト
リーバが，2011年にPenumbraシステムが承認された。
脳卒中学会や関連学会が発表した適正治療指針では，
「rt-PA静注療法の適応例に対しては，これを優先する

こと」や，デバイスを用いた再開通療法が有効であるこ
とを示すエビデンスは十分でないことに留意するよう示
していた。
日本人を対象にした「RESCUE-Japan Registry」で
は血管内治療の有効性を確認したが，今年2月に開催さ
れ た 国 際 脳 卒 中 学 会2013で 発 表 さ れ た「MR 
RESCUE」，「IMS-Ⅲ」，「SYNTHESIS Expansion」では，
血管内治療の有効性は認められなかった。
峰松氏は，米国・University of Alabama at Birmingham
のAndrei Alexandrov教授から情報提供を受けたとし，
米国では再開通療法デバイスの保険償還停止の手続きを
進めていると話した。また，血管内治療は臨床試験とし
てのみ使用すべきという意見や，臨床試験乱立を解消す
るために，統一的プロトコルを模索するなどの動きもあ
ることを紹介した。

埼玉医科大国際医療センター神経
内科の棚橋紀夫氏は2日目，エダラボ
ンまたは同剤とrt-PAとの併用療法の
有効性と安全性を検討する前向き研
究「PROTECT4.5」の中間解析結果
を発表した。rt-PAの前もしくは同時
にエダラボンを投与したほうが，rt-PA

より後の投与に比べ，症候性頭蓋内出血の発症頻度が低
かったことを明らかにした。
同研究は発症後4.5時間以内の脳梗塞急性期患者1万

例を対象に実施（調査期間2010年4月～2014年3月）。
このうち投与開始順に並べた5,000例について，2012年
12月末までに収集できた情報を集計対象とし，発症3カ
月後の有効性（mRS）などを報告した。
エダラボン投与後にrt-PAが投与されなかった（－）

群は2,267例で，投与された（＋）群は2,328例。mRS 0
～1を臨床的転帰良好と規定すると，発症3カ月後での
割合はrt-PA（－）群47.3％，（＋）群39.4％だった。エ
ダラボン投与開始後36時間以内の症候性頭蓋内出血は，
それぞれの群で0.7％，1.5％となった。
また（＋）群でエダラボンとrt-PAの投与タイミング
を調べると，エダラボンをrt-PA前に投与25％，rt-PA
後に投与12％，両剤を同時投与63％に分かれた。この3
群における投与開始後36時間以内の症候性頭蓋内出血
は，順に1.6％，3.0％，1.2％となり，棚橋氏は「エダラ
ボンのrt-PAの前投与および同時投与のほうが，後投与
に比べて症候性頭蓋内出血の発症頻度が低いことが示唆
された」との見解を示した。前投与と同時投与で（＋）
群の88％を占めた点については，「エダラボンの効果が
理解されている」と評価した。

rt-PAの前・同時投与が症候性頭蓋内出血を抑制
第38回 日本脳卒中学会総会

棚橋紀夫 氏

脳梗塞の急性期血管内治療で議論必要
第38回 日本脳卒中学会総会
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尿酸値1mg/dL上昇で高血圧リスク2倍
第46回 日本痛風・核酸代謝学会総会

高血圧と尿酸との関連を取り上げた初日のセッション
では，腎機能正常男性における8年後の高血圧発症リス
クの一つが血清尿酸値だったことが報告された。腎機能
が正常低値の群では，血清尿酸値が1mg/dL上昇する
と，高血圧発症リスクはおよそ2倍となった。

腎機能正常男性の8年後検診データ

労働者健康福祉機構山陰労災病院循
環器科の太田原顕氏は，血管リスク
ファクターとなる疾患を有さず腎機能
正常な成人男性において，8年後の高
血圧発症の独立した危険因子を探った
結果を発表した。
解析対象となったのは2001年～

2003年に同院の人間ドックを受け，問診上で糖尿病，
高血圧，高脂血症の既往のない65歳未満の成人男性で，
8年後に同院検診部を受診した患者。初回検診時に収縮
期血圧≧135mmHgまたは拡張期血圧≧85mmHg，空
腹時血糖値≧110mg/dLまたはHbA1c＞5.8％，eGFR
（mL/min/1.73m2）≦60に該当する者は除いた。
初年度の対象者は338人。8年後の検診時において，

収縮期血圧≧140mmHgまたは拡張期血圧≧90mmHg
を記録した受診者を判定から除外したところ，高血圧を
治療中もしくは既往症として問診票に記載された群（HT
群）は24人，高血圧非発症群（NT群）は251人だった。
8年後の検診データでは収縮期血圧と拡張期血圧で，

HT群とNT群の間に有意差があった。ただしeGFRは
それぞれ76.4，76.2となり，両群とも大きな低下を認め
なかった。
一方，初年度の検診データをみると，HT群は収縮期

血圧，拡張期血圧，血清尿酸値，年齢の各項目におい
て，NT群より有意に高値となった。これらを独立変数
としてロジスティック回帰分析した結果，収縮期血圧，
年齢，血清尿酸値が8年後の高血圧発症の危険因子であ
ることを確認した。

また初年度受診者を正常高値腎機能群（eGFR≧90），
正常低値腎機能群（60＜eGFR＜90）に分けてサブ解
析を行ったところ，正常低値腎機能群で独立した危険因
子として血清尿酸値，年齢が残った。太田原氏は8年後
にeGFRの低下を認めなかったことを踏まえ，「腎機能
低下に依存しない高尿酸血症は高血圧発症の独立した危
険因子である」と結論づけた。

降圧薬服用者の尿酸管理，尿酸低下薬服用で
も4割弱

国立病院機構九州医療センター高
血圧内科の榊美奈子氏は，降圧薬服
用者における尿酸管理の実態につい
て，良好に管理できている割合が尿
酸低下薬服用者の38.8％にとどまって
いる現状などを報告した。「降圧薬服
用者における尿酸管理状況は不十分」

との見解を示した。
外来通院中で降圧薬を服用している高血圧患者667人
を対象に，服用降圧薬，診察室血圧，尿酸値などを調べ
た。対象患者の尿酸値（UA）は平均5.6mg/dLで，UA
＞7.0mg/dLまたは尿酸低下薬服用者を「高尿酸血症」
と定義したところ23.4％が該当した。
降圧薬服用数が多いほど高尿酸血症の割合は高く，3
剤以上の群（244人）では37.3％に認めた。また降圧薬
服用数別に利尿薬の使用頻度をみると，3剤以上の群で
は52.5％に達した。これらを踏まえ榊氏は，降圧薬3剤
以上で高尿酸血症の割合が高くなった要因の一つに，利
尿薬の使用頻度の高さをあげた。
尿酸管理良好（UA≦6.0mg/dL）の患者は全体の

63.1％だったものの，尿酸低下薬服用者に限ると38.8％
にとどまった。さらに利尿薬服用者のうち24.5％が尿酸
低下薬を服用し，尿酸管理良好者は51.0％となった。榊
氏は降圧薬服用者の尿酸管理について，「生活習慣修正
の指導と尿酸低下薬の適切な使用によるさらなる管理の
強化が必要」と述べた。

太田原顕 氏

榊美奈子 氏



池田　和之氏
奈良県立医科大学附属病院薬剤部／上級医療情報技師

I K E D A  K a z u y u k i

薬剤師の認定者は150～200名ほどではないかと思わ
れます。認定者全体からすると多いとはいえませんが，
有志で「薬剤師・医療情報技師会」を立ち上げてWeb
サイトを開設するなど，交流を図っています。
私自身は2006年度に資格を取得しました。その頃，

当院で電子カルテを導入することになり，情報システム
をより深く勉強してみようと思ったのがきっかけです。
2007年からは上級医療情報技師の制度も始まったので，
2008年度に上級を取得しました。

̶医療情報技師とはどのようなものですか？
医療情報技師は日本医療情報学会が2003年から認定
している資格で，「保健医療福祉専門職の一員として，
医療の特質を踏まえ，最適な情報処理技術に基づき，医
療情報を安全かつ有効に活用・提供することができる知
識・技術および資質を有する者」と定義されます。現在
までに約1万2,000人が認定されていますが，そのうち
医療職の資格をもった人はおよそ2割，ほかには医療事
務の方や企業のシステム開発担当者などがいます。

医療と情報システムをつなぐ
医療情報技師

電子カルテやオーダリングシステム，医薬品情報
データベースなど，医療現場にとってITは切り離せ
ない関係だ。最近では電子処方せんや電子お薬手帳
の話題を耳にする機会も増えている。日進月歩の変
化を遂げるITの世界は，ときに「難しい」と敬遠さ
れがちだが，そんなITと医療をつなぐ役割として期
待されているのが医療情報技師だ。奈良県立医科大
学附属病院薬剤部の池田和之氏は，上級医療情報技
師として院内の情報システムの構築や運用を行って
いる。「情報システムをうまく使えば，より効率的
で確かな業務が可能になる。個人情報の管理が問わ
れる昨今，安全運用のためにも情報システムへの理
解を深めることが大切ではないか」と語る池田氏に，
医療情報技師の役割について聞いた。



̶具体的に，院内ではどういう役割を担うのですか？
薬剤部では，調剤支援システムや服薬指導支援システ

ム，散剤・水剤監査システムなど数多くのシステムが動
いていますよね。システムを正しく動かすにはマスタの
作成や運用法の遵守はもちろん，個人情報の管理が必要
になってきます。そうした医療情報システムの企画・開
発や運用管理・保守が医療情報技師の主な役割です。
また，システム開発企業（ベンダー）と医療従事者と

の橋渡しをすることも大事な役割です。初めて医療機関
を訪れたベンダーの方は，「麻薬」と言われてもそれが
医療用麻薬のことだとは思いません。一方，多くの医療
従事者は情報システムに詳しくないため，ベンダーから
「TCPとIPが……」などと説明されても何のことだかわ
かりません。医療と情報システムの双方を知っている人
間が間に立つことで，医療従事者にはわかりやすい説明
ができ，ベンダーには現場が使いやすいシステムを提案
できるようになります。医療情報技師が情報処理の技術
や医療に関する知識をもっているのは当然ですが，それ
だけでよいというものでもありません。医療情報技師に
必 要 な 資 質 と し てCommunication，Collaboration，
Coordinationの「3C」が言われており，現場で関係者
と協力・連携しながらシステムの導入や運用を進めてい
く役割が求められています。

̶医療情報技師の資格をもつ薬剤師にはどんな人が多
いのですか？
先ほどお話しした「薬剤師・医療情報技師会」のメン

バー（約50名）を対象に，昨年Web上でのアンケート
調査を行ったところ，回答者の9割が病院に勤務し，現
在担当している業務としてはやはり医薬品情報管理が最

も多いことがわかりました。認定を取得しようと思った
理由としては，「自己研鑽のため」という回答が最も多く，
次いで「情報システムに興味があった」，「電子カルテな
ど情報システムを導入するから」などでした。これまで
関わってきた情報システム関連の業務としては，「運用
の検討」，「マスタメンテナンス」，「障害対応」，「マニュ
アル作成」，「運用指導・教育」など幅広い回答が得られ
ています。
取得して感じたこととしてはメリット・デメリット双
方があるようですが（図），「パソコンのことを聞かれる」
や「雑用が増えた」は，一方では周囲から頼られている
という見方もできますから，私はポジティブにとらえて
います。情報システムの運用は一人でできるものではあ
りませんので，他の薬剤師とコミュニケーションをとる
なかで現場の問題点やニーズを探っていく姿勢が重要で
はないかと思います。

̶医療のIT化が進むなかで，薬剤師にとっても医療
情報システムを理解しておくことは大切ですね。
情報システムなしで医療を行うことはもはや不可能
で，医療安全を進めていくうえでも情報システムの適正
な運用が不可欠です。患者さんの個人情報の漏洩で
ニュースになる医療機関が後を絶たないなかで，全職員
が情報システムを安全に使えるようにすることも必要で
す。本来，すべての薬剤師が医療情報システムの基本的
知識を身につけておくことが必要と思いますが，できれ
ば薬剤部に1人，医療情報技師がいてほしいと思いま
す。また，医療情報学会では「医療情報基礎知識検定試
験」を実施していて，学会員でなくても受験できますの
で，腕試しで受けてみることをお勧めします。

医療情報技師の資格を取得して感じたこと（複数回答）

（件数） （件数）0 5 10 15 05101520 25

システムに関することが
わかる

何をすればいいか
わからない
専門・認定薬剤師との
両立が難しい

知識を活かす
業務がない
パソコンのことなら
何でも聞かれる
雑用が増え，
忙しくなった
その他

ベンダーの話がわかる

コミュニケーションの幅が
広がった
他部門のことがわかる
ようになった
物事が進めやすくなった

薬剤部内のことがよりわか
るようになった
その他

〔池田氏らが行った，医療情報技師の資格を有する薬剤師へのWeb上でのアンケート調査より。
詳細は昨年の第22回日本医療薬学会年会で発表〕
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はじめに

　2012年 4月に新設された病棟薬剤業務実施加算では，
薬剤師が全病棟において医療従事者の負担軽減および薬
物療法の質向上に資する業務を実施することが求められ
ている。山口大学医学部附属病院薬剤部（以下，当院：
表1）では，2010年末から全病棟薬剤師配置に向けた計
画を立て，2011年 4月から2013年 3月にかけて，内科系
病棟をモデル病棟として薬剤業務の標準化に取り組ん
だ。2013年 4月から，全病棟に標準業務を導入し，8月か
らの病棟薬剤業務実施加算の算定開始に向けて準備中で
ある。本稿では，標準薬剤モデル構築の詳細を紹介する。

標準モデル構築のコンセプト

　個人の裁量部分が多く，業務内容に個人差があった従
来の病棟業務を見直し，全入院患者を対象に効果的に薬

　有効である反面，重篤な副作用をあわせもつ「ハイリスク薬」が多数存在する現在，重篤化を未然に回避するために
は，適切な経過観察による安全確認が望ましい。全病棟・全入院患者の薬物療法の安全性を確保しながら効率的に業務
を進めるため，山口大学医学部附属病院薬剤部では，2011年4月から内科系病棟をモデル病棟として，入院時から
退院時までの業務スケジュールを考案し，必要な業務支援ツールを作成・活用するなど，薬剤業務の標準化に取り組んだ。

Key word　標準化，リスク度評価，モデル病棟，標準業務支援ツール，経過観察

剤業務を行うために，以下のコンセプトを業務の基本と
した。

1．コンセプト1：病棟業務の標準化の考え方（図1）
　病棟業務の全体像を，「全病棟共通部分」，「病棟個別
対応部分」，「患者個別対応部分」，「担当者の裁量部分」
と分類し，「担当者の裁量部分」に大きく依存した従来
の業務から，「全病棟共通部分」を重視した標準業務へ

表１ 　病院概要

・ 所在地：山口県宇部市
・ 薬剤管理指導業務算定件数：518件
・ 病床数：736床
・ 診療科：19科
・ 薬剤師数：37名（定員53名）　※2013年4月現在
・ 病床稼働率：88.9％
・ 平均外来患者数：1,314人/日
・ 院外処方せん発行率：88.24％

 （2013年3月）

これから始める病棟薬剤業務―先行事例からヒントを探る

吉本　久子
YOSHIMOTO Hisako

病棟薬剤業務に向けてどんな準備をするか

大規模病院：
病棟薬剤業務に向けた
標準モデル構築

山口大学医学部附属病院薬剤部
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患　　者  Hさん　53歳　男性
主　　訴  発熱，呼吸苦，左胸痛
入院時診断  市中肺炎
現 病 歴   統合失調症の既往があり，1カ月前から本症による症状の増悪のため仕事が困難となり路上

生活を送っていた。1週間前から咳，痰，労作時呼吸苦あり。数日前から発熱を自覚し悪寒
戦慄を伴うようになった。昨日から左の胸も痛くなり当院受診となった。レントゲン上，左
肺に浸潤影を認め肺炎としてロセフィン®を開始したが，3日たっても38℃の熱があり左の
胸の痛みも改善しなかった。内科の医師から「うーん，肺炎としてロセフィン®とジスロマッ
ク®で治療開始したんだけど良くならないんだよね。入院時の喀痰培養もうまくとれなくて
常在菌のみって返ってきて。抗菌薬どうしようかな」と相談があった。

既 往 歴  30歳代より統合失調症

岸田　直樹　KISHIDA Naoki
手稲渓仁会病院総合内科・感染症科

良くならない市中肺炎

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

　前回は重症の市中肺炎について確認しました。肺炎の起因菌は，可能性をいうとたくさんあり
ますが，市中肺炎では基本的にはBig 6に絞られます。グラム染色を用いて診療をすると，抗菌
薬開始時点でかなり起因菌を絞り込むことは可能です。実際の現場ではグラム染色を駆使すれば，
入院するような肺炎で非定型肺炎として治療する必要がある症例は極めて少なく，グラム染色の
有用性を実感します。しかし，重症度が高い場合はその限りではなく，抗菌薬選択に大きな影響
を与えることを前回は確認しました。特に，重症度の高い市中肺炎で絶対に外せない2大起因微
生物は肺炎球菌とレジオネラであり，グラム染色所見があっても「重症度が高いため，菌名同定
感受性結果が判明するまでは，エンピリックにはこれらを外さないレジュメにする」というのは
理にかなった考え方である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である市中肺炎の第2弾，「市中肺炎として治療開始した
けど良くならないので抗菌薬を教えて」と言われる場合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，肺炎では「ひとまず抗菌薬治療開始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。では，以下の症例はどのように考えたらよ
いでしょうか？

第8回
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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

浦田　元樹
URATA Motoki

大野記念病院薬剤部

第10回

慢性腎臓病患者への
抗MRSA薬の選択

今回のケース

【症　　例】56歳男性，身長175cm，体重78kg
【既 往 歴】糖尿病，糖尿病腎症，高血圧，脂質異常症
【処方内容】
アテレックⓇ錠10mg 1錠 1日1回朝食後
ブロプレスⓇ錠8mg 1錠 1日1回朝食後
リピトールⓇ錠10mg 1錠 1日1回朝食後
アクトスⓇOD錠15mg 1錠 1日1回朝食後
ベイスンⓇOD錠0.3mg 3錠 1日3回毎食直前
グルファストⓇ錠5mg 3錠 1日3回毎食直前
サインバルタⓇカプセル20mg 2カプセル 1日1回朝食後
ガスターⓇD錠20mg 1錠 1日1回就寝前
マイスリーⓇ錠10mg 1錠 1日1回就寝前
【検査所見】

WBC 12,000/μL TP 6.5g/dL Na 140mEq/L

Neutro 89% Alb 4.2g/dL K 4.8mEq/L

Lympho 7.9% AST 28U/L Cl 106mEq/L

Mono 2.5% ALT 32U/L CRP 21.3mg/dL

Eosino 0.5% ALP 178U/L TG 152mg/dL

Baso 0.1% BUN 27.0mg/dL HDL-C 48mg/dL

RBC 380×104/μL Cr 1.7mg/dL LDL-C 150mg/dL

Hb 13.9g/dL eGFR 33.8mL/min Glu 178mg/dL

Ht 40.5% UA 6.5mg/dL HbA1c（NGSP） 7.2%

Plt 22.0×104/μL
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先月号のおさらい：仕事が終わった後，ビート君とふうた
ろう先生は，ときめき病院の近くにある京風小料理屋「なおこ」
で食事をしながら，ビート君のリサーチ・クエスチョン（RQ）
について話をしています。ビート君は，良いRQかどうかを確
かめるためのFIRM2NESSチェックについて学びました。
後から合流する予定のコリンさんとしんのすけ先生はなか

なかお店にやってきません。そこで，2人を待っている間に，
ビート君の考えたRQ「剤形と薬の飲みやすさの関連」に対して
FIRM2NESSチェックを行うことにしました。

ビート君  先生，コリンさんとしんのすけ先生遅いですね。何
しているのかな？

ふ  そうですね。特に，いまは病棟で急変しそうな患者
さんも入院されていないですしね。

編集協力・資料提供
認定NPO法人 健康医療評価研究機構

しんのすけ先生 臨床経験10年目の内科医師。時めき病院内科
の期待のエース。大学での研究生活から，医療現場へと復帰。スタッ
フのみならず患者からも信頼のおける医師。

ビート君  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。

コリンさん 時めき病院10年目の主任薬剤師。薬剤部きっての
しっかり者。最近，勉強会や学会発表を行う際に，内科医のしんの
すけ先生にいろいろ教えてもらっている。

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。

測
定
の
デ
ザ
イ
ン

第 6回

■臨床シナリオ
渡部　一宏＊，関根　祐子＊＊

WATANABE Kazuhiro，SEKINE Yuko

■研究デザイン解説，監修
福間　真悟＊3，福原　俊一＊4，＊5

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 京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター 助教
＊4 京都大学大学院医学研究科医療疫学分野 教授
＊5 福島県立医科大学 副学長

ビート君が考えたPECO
●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

ふうたろう
先生

今回の内容は，本連載の参考図書である「臨床研究の道標：

7つのステップで学ぶ研究デザイン」（福原俊一・著）の第3章

で詳しく解説されています。
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よくわかる

漢方薬講座
処方意図と服薬指導のポイント

コーディネーター

緒方　千秋
北里大学東洋医学総合研究所薬剤部

西洋医学的情報

　虚弱体質児（以下，虚弱児）というのは，いつも風邪
を引きやすく，すぐ熱を出したり嘔吐したりし，いろい
ろ検査をしても特に異常が見つからない子どもたちを指
していいます。西洋医学的な定義はないと思います。

【虚弱児の特徴】
 1．病気にかかりやすく，治りにくい。
 2．疲れやすい。
 3．食が細く，身体発育が遅れている。
 4．顔色が悪く，貧血の傾向がある。
 5．アレルギー症状を反復する。
 6．不定愁訴がある。

漢方の治療方針

 1． 虚弱児に漢方を上手に使えば，たいへんに役立つこ
とが多いです。数カ月～2，3年飲み続ければ見ち
がえるように元気になります。

 2． 普段から食が細く，腹痛，嘔吐，下痢，便秘などの
消化器症状の多い子どもは消化器型の虚弱児で，裏
虚，裏寒がベースにあり，胃腸機能を高める小建中
湯，六君子湯，人参湯，補中益気湯などから選択し

ます。
 3． よく風邪を引き，気管支炎や肺炎を起こしたりゼイ

ゼイいいやすく，水様性鼻汁を出している呼吸器型
の虚弱児では，肺の虚弱があるので，麻杏甘石湯や
小青竜湯などの麻黄剤を使います。

 4． 扁桃炎の熱を出しやすい子どもは扁桃型の虚弱児
で，扁桃腺などの鼻咽腔の炎症がベースにあるの
で，柴胡剤である小柴胡湯（小柴胡湯加桔梗石膏）
や柴胡桂枝湯などを使います。

 5． イライラしたり，夜泣き，神経過敏，疳の虫の強い
子どもは神経型の虚弱児で，甘麦大棗湯や抑肝散な
どを使います。

 6． めまい，立ちくらみ，動悸など起立性調節障害の症
状を訴える循環器型の虚弱児には苓桂朮甘湯，半夏
白朮天麻湯などを使います。

　実際には上記のようにはっきり分けられないことも多
く，現実の診療では，胃腸の弱い子どもで，よく熱を出
すとか，気管支炎など呼吸器の疾患にもかかりやすいと
か，混合型として複数の漢方を使用することもありま
す。小建中湯と小柴胡湯を併用することもあり，また柴
胡桂枝湯のようにそのような目的にあう処方もありま
す。

大石　　興
OISHI Kou

橋本市民病院小児科

第６回

小児科領域
（虚弱体質児）
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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
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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コ デ ネ タ

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. テラビック®錠250mg　1回4錠　1日1回
 　　朝食後　７日分
 テラビック®錠250mg　1回5錠　1日1回
 　　夕食後　７日分
 レベトール®カプセル200mg　1回2カプセル　1日2回
 　　朝・夕食後　7日分

Rp. ペグイントロン®皮下注用100µg/0.5mL用　1回0.5mL
 　　週1回　皮下注射

聴取にて得られた情報
　42歳男性，75kg，健康診断にてHCV陽性であった。精査の結果，GenotypeⅠ，HCV 5.0Log IU/
mLであり，今回，ペグインターフェロンアルファ2b（PEG-IFNα-2b）/リバビリン/テラプレビルの
3剤併用療法を導入する運びとなった。
　また，持参薬はすべて継続するとの入院時の指示があった。近医より下記処方を持参してきた。

処方せん内容

叶内　　至*，相良　克海**
KANAUCHI Itaru, SAGARA Katsumi
＊ 新松戸中央総合病院薬剤科　　＊＊ 春日部中央総合病院薬剤科

Ｃ型慢性肝炎に対する処方3
消化器内科（入院院内処方せん）

〈持参薬〉 オルメテック®錠20mg　　　 1回1錠　1日1回
 　　朝食後　14日分 
 リピトール®錠10mg　　　 　1回1錠　1日1回　
 　　夕食後　14日分
 レンドルミン®D錠0.25mg　　1回1錠　1日1回　
 　　寝る前　14日分
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精神科領域の評価尺度を
使いこなす
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うつ病性障害と大うつ病エピソード

　抑うつ状態は比較的よくみられる精神状態の一つであ
るが，大うつ病性障害は，精神疾患の分類と診断の手引
（DSM-Ⅳ-TR）においては，大うつ病エピソード（表1）
を呈し，躁病や軽躁病のエピソードを呈さない気分障害
の一病型である。大うつ病エピソードが1回だけみられ
る場合は「大うつ病性障害，単一エピソード」，繰り返
せば「大うつ病性障害，反復性」と診断され，また「メ
ランコリー型」，「非定型」，「緊張病性」などの特徴的な
症状による病型の下位分類が設定されている（表2）。
横断面では鑑別が難しい類似の病態として，適応障害や
気分変調症などがあり，しばしば大うつ病性障害との鑑
別が問題となることがある。大うつ病性障害の生涯有病
率は男性で5～12％，女性で10～25％と見積もられてい
る。

HAMDの構成と応用

　ハミルトンうつ病評価尺度（Hamilton Depression 
Rating Scale；HAMD）は，Hamilton1）が自らの臨床経
験をもとに開発したうつ病の重症度を評価するための尺
度である（表3）。現在，うつ病の重症度を測定する際
に精神科領域で最も広く用いられている評価尺度の一つ
である。この評価尺度はうつ病を診断するためのもので

はなく，すでに「うつ病」と診断された患者に対して，
症状の重症度の推移を観察するために開発されたもので
ある。したがって，うつ病の診断基準には含まれていな
いものの，うつ病によくみられる不安の身体症状，一般
的な身体症状，消化器系の身体症状など多彩な自律神経
症状や，心気症や不安の精神症状など不安障害にみられ
る症状が評価項目に数多く含まれている。1960年に公表
された原著では21項目で構成されており，このうち17項

うつ病の重症度評価①
ハミルトンうつ病評価尺度（HAMD）

第３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 　大うつ病エピソードの診断基準

A． 以下の9症状のうち5症状以上が2週間にわたってほとんど
1日中，ほとんど毎日存在し，そのうち少なくとも一つは 
1か２である

　1　抑うつ気分
　2　興味や喜びの減退
　3　著しい体重の減少または増加，食欲の減退または増加
　4　不眠あるいは睡眠過多
　5　精神運動性の焦燥または制止
　6　易疲労感または気力の減退
　7　無価値感，または過剰（不適切）な罪責感
　8　思考力や集中力の減退または決断困難
　9　死についての反復思考，自殺念慮，自殺企図，自殺の計画
B．混合性エピソードの基準を満たさない
C． 臨床的に著しい苦痛や社会的・職業的機能の障害がみられ
る

D． これらの症状は一般身体疾患や物質依存（薬物やアルコー
ルなど）では説明できない

E．死別反応ではうまく説明できない

〔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〕


