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地域連携で
ポリファーマシーを削減
合併症をいくつも抱える患者が複数の診療科・医療機関に併診し多剤併用することによる有

宝塚市立病院

害事象が報告されている。さらに，医療保険制度の包括化により，多剤併用で薬剤費の高い患

（兵庫県宝塚市）

者の介護施設への入所や回復期・療養型病院への転院が困難になるケースも問題となっている。
宝塚市立病院では，地域医療室の薬剤師が入院患者の薬剤整理（ポリファーマシーの削減）に
積極的に介入することによって転院調整を含む退院支援に貢献している。
病院概要
・病床数：

446 床

・診療科：

26 科

・薬剤師：

19 名（薬剤部は 17 名）

・院外処方せん発行率：

92.9％

・外来処方せん枚数：

400 枚 / 日

・入院処方せん枚数約：

300 枚 / 日

病院外観

地域医療室

薬剤数と入院患者の薬物有害作用出現頻度
（％）
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〔Kojima T, et al : Geriatr Gerontol Int, 12（4）: 761-762, 2012 より引用〕

地域連携でポリファーマシーを削減

重要だという。

退院後まで考えた処方を提案

薬剤の削減を検討する際に参考にしているのが，65
「薬価の高い薬や多剤併用で薬剤費が嵩むことが，介

歳以上の高齢者に一般的に避けるべき薬と，特定の疾患

護施設への入所や療養型・回復期病院への転院を阻害し

をもった高齢者に対して避けるべき薬のリストである米

ていることを知っている薬剤師は少ない。急性期の患者

国老年医学会の Beers Criteria であるが，「マニュアル

の薬物療法にばかり目が行き，患者の退院後を考えた薬

にとらわれてはいけない」と吉岡氏。処方変更について

学的な介入を考えられない病院薬剤師は井の中の蛙で

は主治医と正確な病状把握と患者の薬物動態・薬力学の

す」と宝塚市立病院地域医療連携部地域医療室の吉岡睦

変化を協議しながらケースごとに慎重に判断していく。

展氏は厳しい口調で述べる。しかし吉岡氏も，2013 年

また，向精神薬の処方変更については精神看護専門看護

に地域医療室に着任する前は Infection Control Doctor

師とも連携している。
「ポリファーマシー削減を提案し

（ICD）として病棟業務に熱心に取り組む薬剤師で，こ

た当初は，開業医の処方した薬剤を病院で勝手に切るな

のような問題を知らなかったという。地域医療室に来て

んてとてもできないという医師も多く，開業医にも勝手

目の当たりにしたのが，薬剤の専門家でない医療ソー

に変えられたら困るという声がありました」。そこで，

シャルワーカーが転院調整のために薬剤費の高い患者の

地域医療室で築いてきた日頃のネットワークを活かし，

処方内容を変更している現実だった。「『この患者は 30

開業医にポリファーマシー削減の取り組みについて説明

剤以上処方されていますが病院薬剤師は何をやっている

してまわった。その結果，いまでは「病院で病態が変

んですか。そんなに飲めるわけがないでしょう』とケア

わったら薬を削ったり変更するのは当然」という声が多

マネジャーから言われたこともあり，地域医療室に来て

くを占めるようになったという。

はじめて薬剤師が患者の退院後まで考えた仕事ができて
いなかったことに気がつきました」。このような状況を

薬剤数・薬剤費が有意に減少

目の当たりにしたことで吉岡氏はポリファーマシーの実
態調査と退院支援に積極的に介入することで内服薬を適

吉岡氏は，こうした地域医療室の薬剤師によるポリ

切に減らす試みを始めた。
「医療ソーシャルワーカーは

ファーマシー削減への取り組みの効果も検証している。

ケアマネジャーから患者の服薬状況について多くの報告

調査は 2013 年 4〜5 月，同院整形外科を退院した症例に

を受けていて，薬剤師の初回面談では拾えないような情

ついて行い，医療ソーシャルワーカーからの相談を受け

報ももっています」
。吉岡氏は患者の入院早期から医療

て地域医療室の薬剤師が積極的な薬剤整理支援を行った

ソーシャルワーカーと連携し，服薬数の多い患者の薬剤

群（積極支援群：23 症例）と，病棟薬剤師が薬剤管理

数の削減を検討する。処方変更による影響を入院中に経

指導を行った日常支援群（12 症例）を比較。積極支援

過観察できることから，できるだけ早期に関わることが

群の薬剤数は入院時 9.8 ± 1.0 剤から退院時 7.6 ± 0.9 剤

Beers Criteria
●高齢者において疾患・病態によらず一般に使用を避けることが望ましい薬剤
ベンゾジアゼピン系薬，NSAIDs，抗コリン作用をもつ薬（抗うつ薬，胃腸
鎮痙薬，抗ヒスタミン薬）
，ジゴキシン，H2 ブロッカー，鉄剤，刺激性下剤（長
期投与）etc.
●高齢者における特定の疾患・病態において使用を避けることが望ましい薬剤
糖尿病→セロクエル ®，肥満→ジプレキサ ®，認知障害→フェノバール ®･ 抗
コリン薬 ･ 鎮痙薬 ･ 筋弛緩薬，認知症→ベンゾジアゼピン系薬，パーキンソ
ン病→プリンペラン ®･ 定型抗精神病薬，緑内障→抗コリン薬 ･ 抗コリン作
用のある抗ヒスタミン薬，COPD →長期作用型ベンゾジアゼピン系薬 ･ βブ
ロッカー，慢性便秘→抗コリン薬 ･ 三環系抗うつ薬，座位立位が保持できな
い患者→ビスホスホネート薬，腎機能低下高齢者→ H2 ブロッカー etc.
〔American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel : J Am Geriatr

吉岡睦展氏

Soc. 60（4）: 616-631, 2012 より引用〕

へ，1 日 薬 価 も 773 ± 100 円 か ら 596 ± 84 円
へと有意に減少（p ＜ 0.01）した。一方で，
日常支援群についてはともに有意差が認めら
れなかった。薬学的に介入した項目について
は，①腎機能低下による腎排泄型薬剤の中
止，②高齢者，③入院中に血圧やコレステ
ロール値が正常化したため薬剤を中止，④担
当医，開業医ともに処方目的が不明な薬剤の
中止―が多かった。また，これらの理由に
より中止した薬剤は，① NSAIDs，② H2 ブ
ロッカー，③ベンゾジアゼピン系薬，④抗ヒ
スタミン薬，⑤抗コリン薬，⑥降圧薬の順に

ポリファーマシーを削減した事例
91 歳，女性。持参薬 10 剤服用中の患者。既往歴は狭心症，認知症。自宅で
自己転倒。左鎖骨近位端骨折，左大腿骨頸部骨折で入院。入院中，薬剤整理を
行い退院時，4 剤へ削減。
持参薬
ネキシウム
ドネペジル
ポラキス

継続/中止
理由
ドネペジルによる消化器症状(-)。漸減中止(1〜2Wで隔日〜中止)。
中止
消化器症状(-)で継続中。
継続
減量・継続 入院中，抗コリン作用による認知症の症状悪化，便秘症状↑のため
一旦中止も夜間尿意(+)で不眠となり眠剤使用が続くため，3T分
3→1T分1眠前に減量でコントロール可〔便秘(-)，頻尿(-)，不眠(-)〕
テルネリン
入院中，中止でこわばり(-)。ふらつき再転倒のおそれあり中止。
中止
ユベラN
継続
食事摂取できており入院中中止で問題なし。
ビタメジン
中止
認知症症状悪化のため，不眠時頓用。不眠(-)。BZ系→認知機能低下
レンドルミンD
中止
ポラキス減量で不要のため。便秘時頓用へ。
プルゼニド
中止
入院中，風邪症状(-)。漫然投与は低K血症，偽アルドステロン症の
麻黄湯
中止
危惧(甘草含有の漢方)
マグミット
調節・継続 便通状態で調節。

多くみられたという。
「ポリファーマシーによる日常生活の質に与える影響

今後の課題として，削減した薬剤が退院後もとに戻っ

や薬物相互作用を予測して薬学的に介入することは薬剤

てしまうケースが多いことをあげる。これは，退院の際

師の最も得意とする分野です。しかし，それを提案する

の診療情報提供書では病態と最終的な処方の記載しかな

には医師との信頼関係が不可欠です。日頃から医師との

く，どのような理由で処方変更になったのかまで提供し

やり取りを電話だけで行うのではなく，顔の見える関係

ていなかったことが主な理由だという。しかし多忙な担

を作っていくことが大事です。また，開業医との信頼関

当医に中止の理由や記録の記載を求めることは難しい。

係構築のために，当院では開業医から紹介された入院患

そこで，現在同院では薬剤師がカルテに記載し，退院療

者について患者の同意をとって担当医と開業医が共同で

養計画書や退院証明書発行の際に医師が確認する仕組み

診療を行う開放型病床という取り組みも行っています。

の構築を進めているという。

そこに薬剤師も加わることで地域の医師との信頼関係を
構築しています。減薬を不安に思う患者に対しては，薬
剤師が経過をよくみながら不要な薬剤の減薬によって副

感染制御に対する認識向上のため
「ワンポイントレッスン」を作成

作用が減り，体調が良くなったことを実感してもらうこ
とが大事です」。

同院は 2012 年，感染防止対策加算1を取得し，北阪神

地域医療連携部地域医療室長・馬淵英一郎氏の話
医療の専門化が進み，特に急性期病院の専門医はエビデンスをもとに病態に適
した薬剤の選択を行っています。しかし，高齢化が進行する現在の日本で，複数
の疾患を抱える患者は，複数の専門医を受診することで多くの内服薬の服薬を余
儀なくされています。その結果，同効薬の重複投薬や相互作用が危惧されるばか
りでなく，医療機関において服薬内容の把握が困難な場合や，患者による薬剤の
取捨選択で適切な服薬が行われていない現状も見受けられます。総合診療医の拡
充が進まない現状では，病態に変化があった急性期にチーム医療の一環として病
院薬剤師が担当医の薬剤見直しに協力し，さらに病態中心の急性期から生活中心
の維持期に至るさまざまな過程で，患者が希望する生活に最適な投薬内容をかか
りつけ医が決定する際に薬剤師によるアドバイスが利用できるようなシステムと
ともに薬剤師の積極的参加が望まれます。

地域連携でポリファーマシーを削減

地区で同じく加算1を取得する病院との地域連携感染防止
対策ラウンド（相互ラウンド）や，加算 2の病院への院内
感染対策カンファレンスを行っている。
「相互ラウンドで
は第 3 者に指摘してもらいたい箇所をあえて見せることで
改善を図ります。身内では指摘しにくいことを他病院から
指摘してもらうことでトップダウンでの改善につながりま
す」と薬剤部の新康憲氏は語る。
感染症対策の地域連携では，病院間の温度差や知識の
差が大きいという。そのため，同院では「明日から使え

環境ラウンドの様子

る ICT のためのワンポイントレッスン」を作成，ディ
スカッション形式でのカンファレンスを実施することで
意識の統一を図っている。
また，院内の ICT 環境ラウンドにおいても指摘項目
を当該部署でディスカッションし対応を検討することを
重要視している。
「改善案を感染対策室に提出してもら
い，よくできましたハンコを押して当該部署に返却しま
す。ラウンドで大事なことは良いところはしっかりと褒
め，ストレートな指摘は決してしないことです」
（新氏）
。
今後は，抗菌薬の使用量の評価をより行いやすくする
ために，現在各病院で書式が異なる抗菌薬の使用量の記
録方法の統一や，より視覚的に感染対策の知識を深めて
もらうための教育ビデオを地域の病院で連携して制作し
ていきたいという。

吉岡氏と新 康憲氏（右）

飯岡

I I O K A To m o m i

緒美 氏

東京大学大学院医学系研究科附属
医学教育国際研究センター 特任研究員
薬剤師による疑義照会は，医療安全やリスクマネ
ジメント，医療の質向上に欠かせない。しかし薬剤
師は明らかに疑義があると思われる場合は積極的に
疑義照会を行う一方で，疑義になるかどうか判断が
難しく疑義照会をしなくても重大な事故につながら
ないと考えられる場合は，多忙な医師に負担をかけ
るとして消極的になることも少なくない。東京大学
大学院医学系研究科附属医学教育国際研究センター
特任研究員の飯岡緒美氏は，医師が薬剤師からの疑
義照会をどのように感じているのか調査し，医師と
薬剤師の間で疑義照会についての認識に差があるこ
とを明らかにした。医師と薬剤師が疑義照会の場面
で円滑なコミュニケーションを行うための課題につ
いて，飯岡氏に話を聞いた。

医師はなぜ疑義照会を
面倒だと感じるのか？
― 調査の概要と結果を教えてください。

「緊急を要する内容のみ電話で行い，それ以外は FAX

医薬分業が進み，医師・薬剤師間でのコミュニケー

やメールにしてほしい」と答えた医師が 39％，診療に

ションの場として疑義照会が重要な役割を担っていま

差し障りがあるので疑義照会は極力避けてほしいと回答

す。そのため，薬剤師側ではこれまで疑義照会の研究が

した医師も 4％いました。そして，医師の 29％が疑義照

比較的多く実施されています。しかしそれを受け付ける

会を面倒だと感じていることがわかりました。

医師側の研究はほとんど行われてきませんでした。そこ
で私は医師を対象に疑義照会をどのようにとらえている
か 調 査 を 行 い ま し た。 医 師 55 人〔 経 験 年 数：1〜5 年
（5 ％），6〜10 年（18 ％）
，11〜15 年（24 ％）
，16〜20 年

― 疑義照会に対する理解が乏しい医師がいる理由はど
こにあるのでしょうか？
私がある学会で発表した後に，
「疑義照会とは何です

（13 ％）
，20 年 以 上（40 ％）
， 所 属 機 関： 病 院（78 ％），

か？」と医師から質問を受けたことがありました。
「薬剤

診療所（22％），性別：男性（87％）
，女性（13％）
〕に

師が処方について電話をかけてくることですよ」と説明す

対して，疑義照会への認識をアンケート調査した結果，

ると「ああ，あれが疑義照会っていうのですね」といわれ，

半数以上の医師が「内容を問わずに，診療時間中でもそ

よもや疑義照会という言葉自体を知らない医師がいること

れ以外でも電話してほしい」との回答でした。一方で，

に薬剤師として衝撃を受けました。そして私が 4 人の勤務

診療中は
避けてほしい

円滑に疑義照会を行うために何が必要か？ 医師：n＝55，薬剤師：n=50

4％

35

互いに質問しやすい
関係を作る

緊急時のみ
39％

いつでも
疑義照会OK

57％

47
34

薬剤師の疾患に対する
知識向上
医師からの質問を想定
してから疑義照会する

16
28
12
0

少しでも疑問点が
あれば必ず
疑義照会を
してもらいたい

44％
56％

30

40

50

14

在庫不足による薬剤の
変更
はい
29％
いいえ
56％

24
36
36

一包化
13

処方の重複

17

処方せんの有効期限
切れ

23
35
0

疑義照会に対する考え方

20

プロトコール下であれば，疑義照会せずに
医師：n＝55，薬剤師：n=50
薬剤師が判断できることは？

疑義照会の受付に対する考え方
薬剤師の
判断で
できると
思うことは
疑義照会を
しないで
もらいたい

10

疑義照会を面倒と感じるか

10

20

30

薬剤師

40

50

医師

医師の疑義照会についての考え方

医へインタビューした結果でも，
「薬剤師は疑義があれば

点で薬剤師ができることとして，医師の業務の流れを理

疑義照会をしなければならない」と薬剤師法で定められ

解して，いまどのような状況にあるのかを想像しながら

ていることや，医師は薬剤師からの疑義照会に対応しな

疑義照会を行うことが重要だと思います。

ければならないと保険医療機関および保険医療養担当規

まず，医師にとっては処方せんの発行は大事な業務で

則に定められていることを全員が知りませんでした。

すが，検査のオーダーや診断など多くの業務のなかの一

薬剤師法第 24 条

つに過ぎません。さらに，薬剤師が疑義照会を電話で行

薬剤師は，処方せん中に疑わしい点があるときは，その処方せ
んを交付した医師，歯科医師又は獣医師に問い合わせて，その

うとき，医師はもう次の患者を診ていて，カルテを見直
しながら対応しなければなりません。つまり薬剤師に

疑わしい点を確かめた後でなければ，これによって調剤しては

とっては現在進行形の案件が医師にとっては過去の案件

ならない。

であり，その違いが疑義照会におけるコミュニケーショ
ンを阻害していることも知っておかなければなりませ

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 23 条 2 項

ん。そして，これは疑義照会に限らないことですが，日

保険医は，その交付した処方せんに関し，保険薬剤師から疑

頃からお互いの業務を理解し共有する場を薬剤師側から

義の照会があった場合には，これに適切に対応しなければな

積極的に作り，それとともに互いに質問しやすい環境を

らない

このように薬剤師は当たり前と思っている疑義照会に

薬剤師側からも作ることが大事です。
また，医師へのアンケート結果から，多くの医師は

ついての医師側の認識の低さの原因はどこにあるのか，

「一包化」
，
「後発医薬品への変更」は薬剤師の判断で行っ

医学教育モデルコア・カリキュラムを調査しました。そ

てもいいと考えていることがわかりました。これらの項

の結果，疑義照会に関する教育の記載のみならず，処方

目については疑義照会を行わずに事後報告などに変更す

せんの記載などの教育も必須とはなっていないことがわ

ることを検討してもよいかもしれません。また，「処方

かりました。薬学教育では授業や実習まで行い疑義照会

せんの交付期限切れ」
，「在庫不足による薬剤の変更」，

を熱心に教育していることと比べると非常に対照的です。

「適応外使用」，「患者の生活スタイルや服薬コンプライ
アンスなどを考慮した処方変更」などについてはプロト

― そのような状況で疑義照会をスムーズに行うために
薬剤師はどうしたらよいでしょうか？
今 後， 医 学 部 と 薬学部で疑義照会ついての 教 育 の
ギャップを埋めていくことが大事だと思いますが，現時

コールを作成したうえであれば薬剤師の判断で行っても
よいという意見がみられました。医薬連携により今後こ
のような項目を増やしていくことが，医師の負担軽減や
薬剤師の職能拡大にもつながると思います。

がん診療One More Step ― 現場の薬剤師にラショナーレを

抗がん剤治療Go or Stop？
勝俣 範之
KATSUMATA Noriyuki

がん薬物療法を考慮する際には，以下の点に注意するべきである。①当該がん種に対して標準治療もしくはそれに準
ずる治療として確立されていること，②全身状態が良好であること，Performance Status，適切な臓器機能（骨髄，
腎，肝，心，肺機能など）を有すること，③適切なインフォームドコンセントが得られていること―の 3 つの条件
が揃っていることを条件に抗がん剤が適用となる。実際の医療の現場では，①〜③の条件を医療チーム内でチェックし
ながら，適切に抗がん剤治療を進めていくことが望ましい。

Key word Performance Status，標準治療，化学療法，インフォームドコンセント

はじめに

る。血液腫瘍は非常に抗がん剤の感受性が高く，すべて
A群もしくはB群に属する。一方で固形がんは，A群か

抗がん剤はまだまだ万能薬ではなく，副作用も多い薬

らD群までに幅広く分類される。このうち，抗がん剤だ

剤であるため，適用に関しては慎重に考える必要があ

けで治る固形がんは，A群の胚細胞腫瘍と子宮絨毛がん

る。抗がん剤の適用を考える場合，①当該がん種に対し

である。この胚細胞腫瘍と絨毛がんは固形がんのなかで

て標準的治療もしくはそれに準ずる治療として確立され

も抗がん剤の絶対適応となる。血液腫瘍と同様に抗がん

ていること，②全身状態が良好であること，Performance

剤への感受性がとても高いため，抗がん剤をしっかりや

Status（PS）
，適切な臓器機能（骨髄，腎，肝，心，肺

ることにより治癒させることが可能となる。これらのが

機能など）を有すること，③インフォームドコンセント

んでは，通常の固形がんで使う抗がん剤よりもより強い

が得られていること―の 3 つの条件が揃っていること

抗がん剤を使って，治癒を目指さなければいけない。問

を条件に抗がん剤が適用となる。実際の医療の現場で

題点としては，血液腫瘍は血液内科に紹介され治療をさ

は，①〜③の条件を揃えているかどうかをチェックしな

れるが，絨毛がん，胚細胞腫瘍は固形がんであるために，

がら，抗がん剤を適用するかどうかを考えていってほし

専門医に紹介されることなく一般医で治療されることが

い。

あり，不十分な治療により治らなくなってしまう患者が
多くいる現状がある。特に，ハイリスク絨毛がんや，性

当該がん種に標準治療であるか？
表 1 は，各がんに対して，抗がん剤単独で使用した場

合の有効性をAからDまでランク付けをして示してい

腺外原発胚細胞腫瘍の抗がん剤治療ができる専門医が少
ないために，強度の少ない抗がん剤治療が行われること
があるので注意を要する1）。
B群は，抗がん剤単独では治すことは難しいが，延命

日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科
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医療事故が発生したときに医療側はどう対応すべきか―。昨年11月に都内で開
催された「医療の質・安全学会」第 8 回学術集会では，真実説明と謝罪をテーマにシ
ンポジウムが行われ注目を集めました。ハーバード大学病院の取り組みを参考に，日
本でも医療事故発生時の真実説明と謝罪の重要性が認識されるようになり，結果とし
て病院によっては示談・和解による解決の増加や医師賠償責任保険の保険料の低下も
みられているとのことです。今回はシンポジウムの演者として講演された矢野真先生
に，有害事象の対応の仕方について解説していただきます。
（編集部）

真実説明と謝罪の大切さ
医療事故が起こったとき，あなたはどうしますか？
矢野

真

YANO Makoto
日本赤十字社事業局技監／呼吸器外科医

はじめに
聖人君主になりえない私たちが，トラブルを起こした
り，巻き込まれたりした際に，なるべく事態を穏便に，

全社連の取り組み
1．ハーバード大学病院「医療事故：真実説明・謝罪マ
ニュアル」

軽くすませたいと考えることは極めて普通の反応であ

2006年に「When Things Go Wrong：Responding To

る。したがって，医療事故が発生した場合に，その原因

A d v e r s e E v e n t：A C o n s e n s u s S t a t e m e n t o f t h e

として患者側の要因が大きかった，標準的な医療を行っ

Harvard Hospitals」が「医療事故：真実説明・謝罪マ

ていたが，患者側に予想外のことが起きてしまったとい

ニュアル『本当のことを話して，謝りましょう』」とし

うように，自分たちの責任を回避する方向で説明してし

て有志により翻訳された１）。真実説明や謝罪は，自明の

まう医療者の態度は，それも極めて人間的であるといえ

理であり，すでに当然のこととして振舞ってきた医療者

る。

も多いかもしれないが，穏便にすませたい，悪いことは

しかし，そのような態度がかえって不信感や怒りの感

隠したいという人間の本性もあって，医療事故を必ずし

情を患者あるいは家族にもたらすことがあり，医療者が

もオープンにしない実態があったことを否定できないな

納得してもらおうと一方的な説明をすればするほど，患

かで，このマニュアルが翻訳されたことはたいへん意義

者感情が悪化する可能性があることも認識しなければな

深いことである。

らない。
チーム医療の一員として薬剤師の役割が拡大するなか
で，調剤ミスだけでなく，処方鑑査や疑義照会などにお
いても，薬剤師の責任が問われることが珍しくなくなっ
ている現状がある。「真実説明」と「謝罪」というキー
ワードを中心に，有害事象への対応の仕方を考えてみた
い。

このマニュアルには，次のような記述がある。
「インシデントの発生は，それが確認され次第，
また患者さんが身体的，精神的にその情報を受け取
る準備ができ次第，直ちに患者さんに伝えられなけ
ればなりません」
「医療従事者は事故の発生を認め，
それが生じたことに関して遺憾の意を表明し，何が
あったかについて説明しなければなりません。明ら
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第3回
監修

臨床医学知識
1時間目

北辰会 有澤総合病院
内科

大八木秀和

慢性腎不全
腎不全患者へのくすりの使い方

飯塚病院腎臓内科

三浦 修平

MIURA Shuhei

腎不全とはどのような状態を指すのでしょうか。腎機能が低下している患者さんへ
の処方の注意点，腎機能低下の評価方法などについて，理解するのが今回の目標です。

1

慢性腎不全とは

腎機能低下に代表される腎機能障害は経過から急性腎不全と慢性腎不全に分けられます。過去に
は，慢性腎不全は糸球体濾過値の目安であるクレアチニンクリアランス（Ccr）が 30mL/min 以下ま
たは血清クレアチニン（Cr）が 2mg/dL 以上になった状態と定義されることもありました。また，透
析療法を施行している末期腎不全状態を慢性腎不全とよぶこともあり，慢性に進行する各種腎疾患に
よって腎機能が不可逆的に緩徐に低下する進行性の病態を指して慢性腎不全とよんでいました。
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おさらい編③

研究デザインの型と
第3の因子
第15回

ビート君

さて，先々月と先月号に引き続き，これまで勉強して
きたことを振り返ってみましょう。

研究デザインの型
研
究デ
デザ
ザイン
ンの型
の型
（連載第 1
0回
，第 1
1回
）
（連載第
10
回，第
11
回）
ビート君

PECO，FIRM2NESSチェック，測定のデザイン，指
標について，ばっちり勉強しました。いよいよ，研究
実施の段階ですね。

しんのすけ ビートくん（笑）。思い出してください，忘れていま
先生
すよ。PECOと並んで大切なものを。
コリンさん そうそう，臨床研究でPECOと並んで大切な核と
なるもの，それは研究デザインの型ですよ。覚え
ている？
ビート君

あちゃ〜。忘れていました。

しんのすけ さすが，コリンさん。そうですね。研究デザインの型
先生
を知るうえで知っておかなければならなかったこと
を覚えていますか？
コリンさん はい。「介入の有無」，「比較の有無」，「測定のタ
イミング」，「要因とアウトカムとの時間関係（観察
の方向）」で型が分類されるのですよね。
ビート君

あ〜そうそう，トーナメント表みたいな図で研究デ
ザインの型のそれぞれの特徴をまとめたの覚えてい
ますよ。

しんのすけ トーナメント表？ はぁ〜〜ヽ（ ´̲｀）丿
先生

■研究デザイン解説，監修

福間真悟＊，福原俊一＊＊，＊3

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。

FUKUMA Shingo，FUKUHARA Shunichi

■臨床シナリオ

渡部一宏＊4，関根祐子＊5
WATANABE Kazuhiro，SEKINE Yuko

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。

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。

＊
＊＊
＊3
＊4
＊5

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
福島県立医科大学 副学長
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

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。
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知っ得！

薬剤師業務に活きる

監修：
薬剤師・医療情報技師会
（荒 義昭，若林 進）

IT・アプリ
第 ６ 回

フィジカルアセスメントに使えるアプリ
岸

雄一

KISHI Yuichi
上尾中央医科グループ上尾中央総合病院薬剤部

薬剤師によるフィジカルアセスメントの重要性が提唱されています。薬学教育でも，授業で取り入れられるよう
になりました。フィジカルアセスメントに必要な最たるものに，バイタルサインがあります。今回は，そのバイタ
ルサインの測定方法を学ぶことができるアプリをご紹介します。

バイタルサインを測定して最適な薬物療法を提案しよう！
バイタルサインは，一般的に脈拍あるいは心拍数・呼

必要があるでしょうか？

答えはYESです。なぜなら薬

吸・血圧・体温の4つを指します。バイタルサインを確

剤師がバイタルサインを自分自身で採取できれば，より

認することで，患者さんの状態が把握できます。そして，

最適な薬物療法の提案へとつながるからです。たとえ同

医療者同士の情報共有に役立ちます。

じ疾患，同じ薬剤を服用していても，その結果は患者さ

一部の病院では，すでに薬剤師が聴診器を持って患者

んごとに十人十色です。年齢・性別・体重・腎機能・肝

のもとに出向いています。また，在宅業務を行っている

機能・合併症…など，多くのバイアスが存在します。こ

保険薬局を中心に，バイタルサインチェックを自ら行っ

うした個人差の影響を，バイタルサインで確認すること

ている薬剤師も徐々に増え始めました。しかし，これら

が可能です。

はまだまだ少数派で，多くの薬剤師はカルテや看護記録

これまで薬剤師は大学で学んだ医療薬学の知識と，医

のデータを活用しているのが現状でしょう。言い換える

薬品添付文書や文献などの医療情報に基づき服薬指導を

と何とか他職種のデータをもとに，薬剤管理指導を行っ

実施してきました。ここにバイタルチェックを加えて，

ています。回診や往診に同行して患者さんの状態を把握

患者さん個々の状態を把握した適切な判断を行うこと，

し，薬物治療に携わっているのだと思います。

これこそがフィジカルアセスメントです。

それならば，薬剤師も自らバイタルサイン測定をする
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