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昨年9月，じほうでは書籍『ここからはじめる！ 薬剤師のための臨床推
論』を発刊しました。その発刊を記念して3月2日（日）に，臨床推論を
テーマにしたセミナー「じほう薬剤師力Up塾」を社内で開催しました。
演者は本の著者である6名の先生方で，気合の入った講演と座談会により
熱気のこもった3時間となりました。
本誌ではその内容を2回に分けてお届けします。今回は前編として，北

原加奈之先生（昭和大学病院薬剤部）と添田博先生（東京医科大学病院薬
剤部）による講演の模様をお届けします。6月号では後編として，高橋良
先生（昭和大学リウマチ・膠原病内科）の講演と著者6名による座談会を
掲載する予定です。お楽しみに！

入江聰五郎先生
（入江病院（元 浦添総合病院総合診療部））

川口　　崇先生
（東京薬科大学医療実務薬学教室）
岸田　直樹先生
（手稲渓仁会病院総合内科・感染症科）

北原加奈之先生
（昭和大学病院薬剤部）

添田　　博先生
（東京医科大学病院薬剤部）
高橋　　良先生
（昭和大学リウマチ・膠原病内科）

演 者（五十音順/所属は開催当時）

北原加奈之先生のセッション：
腹部大動脈瘤術後に頭痛と
発熱を来した29歳女性

【北原】心臓血管外科で経験した症例です。患者さんは
29歳の女性です。

【入院時診断】
腹部大動脈瘤

【現病歴】
1年半前，午前2時に突然の胸痛があり，近医受診。
造影CTで大動脈解離が見つかり，当院で手術を施
行した。以後，外来通院していたが，フォローのCT
で腹部大動脈瘤を認め，今回，手術目的に心臓血管
外科に入院となった。

既往歴は，片頭痛，マルファン症候群，急性大動脈解
離です。マルファン症候群をご存知ない方もいると思い
ますが，大動脈解離や大動脈瘤を引き起こしやすいこと
が知られている先天性の疾患です。持参薬は以下のとお
りです。

【持参薬】
プレミネント®配合錠50mg 1 錠 朝食後
ニフェジピン徐放錠40mg 1 錠 朝食後
ビソプロロール錠2.5mg 1 錠 朝食後
ラベプラゾール錠10mg 1 錠 朝食後
センナ錠 2錠 朝食後

手術後の経過は良好でしたが，術後3日目くらいから頭
痛を訴えるようになりました。もともと片頭痛の既往が
あったのでロキソプロフェンを開始しましたが，頭痛は改

じほう薬剤師力Up塾
臨床推論（前編）

参加者のなかには高知県や岩手県より来られた方も

添田先生
入江先生

岸田先生 北原先生
川口先生

高橋先生



じほう薬剤師力Up塾　臨床推論（前編）

善するどころか，術後7日目に，うずくまってしまうほど
激しい頭痛へと変化します。ゾルミトリプタンを追加しま
したが，痛みはまったく改善しません。患者さんに頭痛
の様子を聞くと「こんな頭痛，生まれて初めて。バットで
殴られたみたいです」と，か細い声でおっしゃいました。
バイタルサインは，血圧152/82mmHg，心拍数80回/
分（整），体温38.8℃。さて，ここまでの情報を整理し
てみます。

・片頭痛もちの患者さん
・激しい頭痛（生まれて初めて…）
・数日間続いており，悪化している
・発熱している
・起き上がることもつらく，動けない
・薬がまったく効かない

患者さんは片頭痛の既往がありますが，今回の頭痛を
片頭痛だとすると，いくつか合わない点がありそうで
す。一緒に考えていきましょう。
痛みの発症経過（Onset）はどうでしょうか。1週間

前から徐々に発症し，痛みが続いています。片頭痛であ
れば，通常3日（72時間）以内です（国際頭痛分類）。
頭痛薬を飲んでもまったく効果がないどころか，徐々

に増悪しています。片頭痛であれば，少しは効果があっ
てよさそうです（増悪・緩解因子が合わない）。
頭痛を繰り返している患者さんが，「人生で最悪の痛

み」と表現したことを考えると，重症度（Severity）が
これまでの頭痛＝片頭痛とは合わないようです。どうや
ら，片頭痛で説明するのはちょっと難しいようですね。
ここで，「よく出会う頭痛」と「危険な頭痛」の2つに
分けて，考えられそうな頭痛の原因をあげてみましょ
う。私が考えたのはこんな頭痛です。

【よく出会う頭痛】
・筋緊張型頭痛
・片頭痛

【危険な頭痛】
・くも膜下出血 ・脳出血
・髄膜炎 ・脳腫瘍
・緑内障発作

今回の頭痛は，「人生最悪」，「徐々に増悪」というキー
ワードから，「危険な頭痛」の可能性を考えておきたいと
ころです。病歴をさらに掘り下げてみましょう。
発症様式と病態を結びつけて考えるとわかりやすいです。

病　歴 時間経過 考えられること
突然発症
Sudden 秒単位 血管障害（出血・梗塞・破裂），

穿孔（消化管）
急性
Acute 分～hr単位 閉塞，捻転，結石

亜急性
Sub-acute hr～日単位 炎症

慢性
Chronic 2～3週 腫瘍，変性

反復性
Recurrent 繰り返す 管の収縮，機能性，心因性

この患者さんは，痛みが1週間くらい続いているので
「亜急性」と捉えます。痛みは徐々に悪化しており，発
熱を伴っていましたよね。この病歴から想起されるのは
「炎症性」の疾患です。「危険な頭痛」にリストアップさ
れたなかで，病名に「炎症」とつくもの。髄膜炎があり
ますね。
次に，解剖と生理から「痛みの特徴」を考えてみましょ
う。生体の膜には，髄膜のほかに，腹膜や胸膜などがあ
り，いずれも臓器を包み込んでいます。生体の膜に共通
するのは，痛覚が豊富で，ひとたび炎症が起きると激し
い痛みにつながることです。炎症の4徴といえば，「腫
れる」，「赤くなる」，「痛くなる」，「熱が出る」でしたね。
膜に炎症が起きていると，姿勢を変えたり振動が加わっ
たりすることで膜に刺激が伝わり，痛みを感じます。患
者さんが「起き上がることもつらく，動けない」とおっ
しゃっていましたが，これは炎症の起きた膜に加えられ
た刺激，つまり髄膜刺激症状だったんですね。
この患者さんの最終診断は細菌性髄膜炎でした。「急
に起きた過去経験のない激しい頭痛で，発熱を伴う。歩
く振動で痛みは増悪し，頭痛薬の効果が乏しい」と病歴
を整理できれば，緊急性の判断に近づけます。
こうした患者さんを見逃さないようにするために重要
なのは，意図をもって患者さんの話を引き出すことで
す。「頭痛はよく起きますか？」，「いつから症状が出ま
したか？」，「いままで経験した頭痛と比べてどうです
か」，「何をするとつらいですか？」など，何が起きてい
るかを考え，意図して質問することは，緊急性や重症度
の判断に役立つはずです。

北原加奈之先生



【内用剤】
ワルファリン錠 3mg/day
アムロジピン錠 5mg/day
ビソプロロール錠 5mg/day
ファモチジン錠 20mg/day
タムスロシン錠 0.2mg/day

【注射剤】
エダラボン点滴
静注30mg 
1 日 2回

熱が出ているのでベッドサイドに行ったところ，患者
さんは布団をかぶってガチガチ震えている感じで，ぐっ
たりした様子で話をされていました。バイタルサインは，
血圧120/66mmHg，心拍数92回/分（不整），呼吸数18
回/分，SpO2 99％（室内気），体温39.2℃，意識は清明
です。心房細動があるので脈は不整，SpO2は通常98～
100％ですから特に問題ありません。熱以外にはこれと
いった問題が見当たらず，どうしたものかと非常に困っ
たのですが，いったん患者情報を整理してみましょう。

・脳梗塞後の入院患者
・急な39℃を超える発熱
・悪寒がある
・バイタルサインは比較的安定

これまでの情報だけでは，どこから考えていけばよい
のか難しいと思いますが，ここで徳田安春先生（JCHO
研修センター長，総合診療医）が以前から提唱されてい
る「『何が起きた？』を考える4つの視点」に基づいて
考えてみるとよいかもしれません。

1．解剖学的には？ 2．生理学的には？
3．疫学的には？ 4．緊急度・重症度は？

解剖学的にも生理学的にも見当がつかない場合には，
疫学的に考えてみるとよいかもしれません。入院患者さ
んで不明熱の原因を調べた研究がいくつかありますが，
34.8％が感染症，42.5％が非感染症だったという報告が
あります。感染症の場合，頻度としては肺炎，クロスト
リジウム・ディフィシル感染症，腎盂腎炎などが，非感
染症では薬剤熱，血栓症・塞栓症，中枢神経系などが多
いとされています。そこで患者情報とあわせて考える

【北原先生のTake Home Massage】
・ 違和感を感じたときは徹底追求しよう
・ 患者さんの「訴えを聞く」を深めてみよう
・ 解剖，病態生理，疫学，見逃せない病態を押さえよう

【川口】北原先生，ありがとうございました。この症例につ
いて高橋先生と岸田先生からコメントをお願いできますか。
【高橋】難しそうな病気の名前が出てきて絶望感を覚えた
方もいらっしゃるかと思いますが，大事なのはそこでは
なく，北原先生も言われていたように「合うか，合わな
いか」という発想をもつことです。片頭痛もちの患者さ
んはよく見かけますが，「この人の訴えていることはちょっ
と違うぞ」と思ったときは要注意。医師の場合も，違和
感は残ったがそのまま患者さんを返してしまったような
場合によく失敗します。だから病気の詳しいことを勉強
する以上に，違和感を感じられるレベルに到達すること，
そのためには患者さんの話をよく聞くことが大切です。
【岸田】この症例では医師も片頭痛として疑わなかった
わけですね。片頭痛もちだから今回も片頭痛だろうと。
そこに違和感をもつのは薬剤師や看護師であっていいと
私は思います。例えばゾルミトリプタンのところでは
「（頓用されることが多い薬剤なのに）連日処方されてい
ておかしいな」と感じてほしいと思います。私の場合，
頭痛を訴える患者さんには「いつもと違いますか」と聞
くようにしています。ここで「いつもと違う」と言われ
たらおかしいと判断して，出血のリスクや検査の必要性
などを考えていく姿勢が重要です。

添田博先生のセッション：
脳梗塞にて入院後に発熱した70代男性

【添田】私がご紹介する症例は昨年末に経験した患者さ
んです。

【現病歴】
2週間前の年末に脳梗塞を発症し，救急車にて搬送
され入院となった 72 歳男性。来院時に左半身の
麻痺と構音障害はあったが，口頭指示による指示動
作は可能であった。入院後より点滴加療および抗血
栓薬の投与が行われていたが，本日になり昼頃より
39.2℃の発熱が認められた。

既往歴は，20年前より高血圧と高脂血症，10年前よ
り心房細動，5年前より前立腺肥大を指摘されています。
投薬状況は下のとおりです。

添田　博先生
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・末梢静脈カテーテルの必要性について主治医と協議
・カテーテル抜去なら培養提出を提案
・バンコマイシン投与開始の提案

やはり悪寒があるため血液培養はとったほうがいいだ
ろうということで主治医に相談しています。また入院後
2週間ほど経って，エダラボンも2週間投与していたの
で，末梢の静脈ラインは一度抜くことも相談しました。
さらにカテーテル抜去をする場合はカテーテル血の培養
提出もあわせて提案しました。
培養検査の結果ですが，尿培養は陰性，血液培養は4
本中3本で表皮ブドウ球菌が検出され，カテーテル血の
培養もやはり表皮ブドウ球菌という結果が出ました。末
梢静脈カテーテル抜去の際も刺入部の所見に乏しかった
のですが，これについて調べてみると，カテーテル関連
血流感染症で局所に所見が出ることは実は3％くらいし
かないこともわかりました。何かを疑ったときにその所
見がないとしても，完全にその疾患を否定することには
つながらないことを改めて感じた症例でした。
このように患者さんの症状に乏しい場合は，疫学的な
情報を参考にしたり，新たな情報が加わるたびに情報を
見直してみたりすることが重要ではないかと思います。

【添田先生のTake Home Massage】
・患者背景（入院 or 外来）は疾患の鑑別に重要な意
味をもつ
・症状に乏しい場合は疫学的な情報も参考にしよう
・情報が追加されるたびに，繰り返し考えてみよう

【川口】添田先生，ありがとうございました。岸田先生，
この症例についてコメントをお願いできますか。
【岸田】例えばクロストリジウム・ディフィシル感染症
を考える場合，抗菌薬をどのくらい使っていたかを薬剤
師さんがチェックしてくれるとありがたいですし，カ
テーテル感染ではアミノ酸製剤の投与がリスク因子にな
るため薬剤師さんから指摘していただきたいと思いま
す。私も入院患者の発熱を考える際は薬剤師さんとタッ
グを組み，患者さんに投与されている薬の情報を整理し
てもらっています。それから熱源がわからないときは薬
剤熱の可能性もありますよね。薬剤熱は除外診断なの
で，感染症がないことを確認することになりますが，そ
のためにはFever workup 3点セットといって①血液培
養，②尿培養（気道症状があれば喀痰培養も），③胸部
レントゲンが必要になります。それらが陰性で初めて薬
剤熱の可能性が出てくるので，薬剤師さんから主治医に
提案をしてくれると早期の診断につながると思います。

と，悪寒プラス発熱があることから，まずは感染症の可
能性を探ってみようという思考になってきますね。
感染症とした場合に何が考えられるか。先ほどあげた

ものに加えて，冬ですからインフルエンザもありうる
し，カテーテル関連血流感染症や皮膚軟部組織感染症も
可能性としてあがってきます。私はこれらの可能性を踏
まえたうえで，どのような質問を患者さんにすればいい
かを考えていきましたが，その結果，次のような追加情
報をとることができました。

【意図をもって状態を再確認すると…】
①倦怠感あり
②頻尿や排尿時痛はない，肋骨脊柱角の叩打痛もない
（医師により確認）
③呼吸状態は悪くない，気道症状もない
④インフルエンザ様症状の人との接触はない
⑤下痢はない，過去60日以内の抗菌薬使用もない
⑥静脈ラインの刺入部に発赤・熱感・腫脹・疼痛なし
⑦体幹，四肢の皮膚に創・発赤・熱感・腫脹・疼痛なし

①については，感染症は基本的に局所から起こって全
身に波及するということがあるわけですが，感染症とする
なら全身症状としての倦怠感が出ていて，これは敗血症
ではないかと考えました。②は腎盂腎炎のときに現れる所
見を確認したわけですが，特になし。ただし前立腺肥大
の既往もあり，②の症状がないだけで尿路感染症を否定
することもできないのではと思いました。③と④からイン
フルエンザは考えにくく，⑤からクロストリジウム・ディ
フィシル感染症の可能性も低くなります。ただし下痢のな
いクロストリジウム・ディフィシル感染症もあるので悩ま
しいところです。⑥ですが，こういう所見がないのでカ
テーテル感染の可能性は低いと考える一方で，やはり所
見がないだけでは否定する根拠にはならないかなと。最
後の⑦に関しては，皮膚軟部組織の所見がないので積極
的に疑うほどではないと思いました。ただ，どの可能性に
しても所見があまりに乏しいため非常に迷います。
皆さんだったらこの症例をどのように考えますか。熱

が出てきて，自分なりにこうだと思っていろいろとアプ
ローチしたけれども結局どれにも当てはまらない，こう
いうケースは結構あるのではないでしょうか。
結果として，この症例はカテーテル関連血流感染症で

した。これが判明する前後に薬剤師として何をしたかが
ポイントですが，私は次のことを提案しました。

・尿検査として尿の定性および沈査を提案
・血液培養2セットの提出を提案
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はじめに

　抗菌薬の濫用を防ぐ手段として「抗菌薬の管理
（con t r o l）」が求められるようになった。その後
“control”は，より戦略的で能動的なニュアンスをもつ
“management”へと置き換えられた（図1）。さらに近
年は，よりきめ細かでソフトな“stewardship”の拡充
を望む声が高まっている。Antimicrobial stewardshipは
抗菌薬適正使用管理などと訳されるが，2007年 1月に米
国感染症学会（In f e c t i o u s D i s e a s e s S o c i e t y o f 
America；IDSA），米国医療疫学学会（Society for 
Healthcare Epidemiology of America；SHEA）などが
合同で「抗菌薬管理のためのプログラム作成ガイドライ
ン」（以下，IDSA/SHEAガイドライン）を発表したこ
とから，その考え方と実践が進められている1）。本稿で
は，IDSA/SHEAガイドラインにおいてAntimicrobial 
stewardshipがどのように規定されており，わが国でど
のように活用していくかに関して概説する。

ガイドラインにおける規定

　“Stewardship”とは，欧米のドラマや小説にしばし
ば登場する「執事（steward）」の仕事という意味であ
る。物腰は柔らかいが管理能力に長けた執事が細部にま

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野（臨床検査医学）教授／長崎大学病院検査部 部長

　Antimicrobial stewardshipは，感染症診療の基本や抗菌薬の適正使用につながる重要な考え方である。感染対策，
診断力向上，ガイドラインや教育の拡充，薬剤やワクチンの知識ならびに施設ごとのローカルファクターの把握などが
含まれる。2007年1月に，米国感染症学会（IDSA），米国医療疫学学会（SHEA）などが合同でガイドラインを発表
したことから，Antimicrobaial stewardshipの啓発が進められている。
　本稿では，このガイドラインの骨子を紹介するとともに，わが国における現状や実践に関して概説する。

Key word　抗菌薬の適正使用，介入とフィードバック，de-escalation，血液培養，ローカルファクター

日本版Antimicrobial stewardshipを考え，実践する！

栁原　克紀
YANAGIHARA Katsunori

IDSA/SHEAガイドラインから
Antimicrobial stewardshipを読み解く

Antibiotic control

Antibiotic management

Antimicrobial stewardship

図１ 　抗菌薬の適正使用に向けて
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第14回 ビート君  さて，先月号に引き続き今月もこれまで勉強してき
たことを振り返ってみましょう。

ビート君  PECOができて，ロジカルチェックをしてその後に
FIRM2NESSの各項目についてしっかりと吟味を行
うこと。このFIRM2NESSチェックを，しっかりと時
間をかけてみんなで吟味して行って良いリサーチ・
クエスチョン（RQ）に磨くことが，臨床研究を成功
するために重要なのでしたよね。

     そうそう，京風小料理屋「なおこ」の新メニュー「い
さきのそら豆すり流し新緑仕立て」をFIRM2NESS
チェックしてましたね（笑）。

コリンさん  そんなことありましたね。私たちのRQは，トキメキ
サシン錠の大きな剤形と飲みやすさの関連を調べる
というテーマでしたよね。アウトカムの設定で「お薬
飲めるかメーター」で議論したのを覚えてる？
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しんのすけ
先生

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

■研究デザイン解説，監修
福間真悟＊，福原俊一＊＊，＊3

FUKUMA Shingo，FUKUHARA Shunichi
■臨床シナリオ
渡部一宏＊4，関根祐子＊5

WATANABE Kazuhiro，SEKINE Yuko

  ＊ 京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター 助教
＊＊ 京都大学大学院医学研究科医療疫学分野 教授
＊3 福島県立医科大学 副学長
＊4 昭和薬科大学医療薬学教育研究センター 准教授
＊5 千葉大学大学院薬学研究院実務薬学研究室 教授
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電子版お薬手帳の種類

お薬手帳は，調剤薬局や医療機関で服用している薬の情報を患者さんが持ち歩く手帳です。このお薬手帳をス
マートフォンなどで管理するアプリを電子版お薬手帳とよんでいます。
電子版お薬手帳は，「いつ」，「どこで」，「何の薬」をもらったかを記録することができます。特に震災の避難時な

どに最も携帯されるスマートフォンなどに，過去に使用したお薬の情報を入れておけます。また，紙のお薬手帳と
比べると大量のデータを保存することが可能ですので，いざというときにも安全に処方を出すことができると期待
されています。

監修：
薬剤師・医療情報技師会
（荒　義昭，若林　進）

IT・アプリ

知っ得！
薬剤師業務に活きる

第 5 回

電子版お薬手帳
小枝　伸行
KOEDA Nobuyuki
八尾市立病院事務局企画運営課

　電子版お薬手帳は，大手調剤薬局チェーンや大学，都
道府県などがアプリの提供を行っています。以前はアプ
リの提供元ごとに仕様が異なっており，互換性がありま
せんでした。現在は，「保健医療福祉情報システム工業

会（Japanese Association of Healthcare Information 
Systems Industry ; JAHIS）」という団体が，「電子版お
薬手帳データフォーマット」を作成し標準化を図ってい
ます。 

電子版お薬手帳をダウンロードしよう！
　電子版お薬手帳を利用するためには，お薬手帳のアプ
リをダウンロードする必要があります。ダウンロードの
方法は，もっているスマートフォンなどの機種によって

異なります。「Playストア」（Google Play）や「App 
Store」から検索してアプリをインストールしてくださ
い。


