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病棟常駐により
小児医療の質向上を目指す

山梨大学医学部
附属病院薬剤部
病棟薬剤業務が全国で広がるな

かで，診療報酬上の算定要件がな
い産科病棟や小児科病棟，ICUな
どに薬剤師が常駐する病院も増え
ている。山梨大学医学部附属病院
薬剤部では，2012年から小児科
病棟・新生児集中治療室（NICU）・
新生児治療回復室（GCU）で薬剤
師の病棟常駐を始めた。抗菌薬の
TDMには特に力を入れており，バ
ンコマイシンに対するTDMも常駐
前は41％だったTDM実施率は常駐後100％になるなど，薬剤師が病棟で医療に携わることのメリットが
如実に表れている。病棟薬剤師のリーダー役である丹沢彩乃氏に，小児科病棟の業務について話を聞いた。

̶はじめにTDMの取り組みについて教えてください。
薬剤師が小児科病棟に常駐する以前はバンコマイシン

（VCM）投与患者でのTDM実施率は41％，それも薬剤
師から提案してTDMを行ったのは1例のみでした。私
たちが常駐するようになってからは全例で実施していま
す。抗菌薬TDMガイドラインでは，小児に対する
VCMのTDMについて「遅くともVCM投与開始3日目
までに血中濃度を測定すること」となっていますが，こ
れも常駐後はほぼ全例で達成できています。いまでは
93.8％の患児で，投与開始後6日目までに目標血中濃度
に到達しており，治療の質向上につながっているのでは
ないかと考えています。小児・新生児とも用量は添付文
書どおりのことが多いですが，目標トラフ値に達しない
ため大幅に増量するようなケースはこれまでのところほ
とんどありませんでした。ただし生後4カ月の女児で，
血清クレアチニン値とカリウム値が上昇したため腎機能

低下を考慮してVCMを減量したところ，クレアチニ
ン・カリウムは下がったものの目標トラフ値（15μg/
mL）を下回ってしまい再度増量したケースはありまし
た。薬剤の効果・副作用の評価は容易ではなく，小児に
とって適切なモニタリング項目を検討するなどの課題は
残っています。

̶薬剤師が病棟にいるだけでTDM実施率が大きく変
わるものなのですね。
医師がVCMを使いたいと思ったとき，薬剤師がすぐ

そばにいることが大切です。投与量や採血ポイントも薬
剤師から提案するので，医師もTDMを依頼しやすいの
ではないでしょうか。抗菌薬を含め，これまでも医師や
看護師から薬剤部に問い合わせはあったのですが，薬剤
師が現場にいないので様子がわからず的確な提案ができ
ていなかったもしれません。小児科領域では適応のない

小児科病棟・成人病棟を担当する薬剤師。（前列左より）松本友香理氏，丹沢彩乃氏，
須田沙也加氏，（後列左より）内田淳氏，中嶋絵梨氏，福嶋知樹氏 



薬を使用せざるをえないケースも多く，公知申請などに
よって以前よりは保険で使える薬が増えましたが，まだ
十分ではありません。成人医療に比べればエビデンスも
少ないなかで，院内で初めてこの薬を小児に使うという
場面に出くわすこともあります。医師もさまざまな情報
収集を行いながら薬を使っていて，病棟業務開始後に
行った院内の調査でも，薬剤師から医師への情報提供は
薬剤選択・投与量に関することが約半数を占めて最多で
した。病棟薬剤師としては，ただ情報を伝えるだけでな
く，それを踏まえて医師とともに考えて答えを探してい
く姿勢が大事ではないかと考えています。

̶こちらに入院する患者さんはどんな病気が多いので
すか？

NICUでは先天性心疾患が多く，小児科病棟では先天
性心疾患のほかに血液疾患や川崎病，腎臓病などさまざ
まな疾患の患者さんが入院しています。血液疾患の患者
さんでは移植を行うことも多く，免疫抑制薬を使うことに
なるのでそこでもTDMを行います。移植後は感染に注意
しなければならないので，病棟に備えられたクリーンベ
ンチで注射剤の無菌調製をするのも薬剤師の役割です。

̶6名で成人病棟・小児病棟をカバーされていますが，
薬剤師からみた小児医療の特徴は何ですか？

エビデンスが少ないので，薬剤選択や投与量で悩むこ
とが多いのが一つの特徴です。成人では手術できるのに

小児ではできない場合もあるので，そのときにどのよう
な薬物治療を行うかは難しいところです。また，年齢・
体重などに応じた薬用量を考えなくてはいけないのも小
児医療の特徴で，経口剤では錠剤の大きさや味にも配慮
する必要があります。これは想像かもしれませんが，薬
剤師は小児医療に何となく苦手意識をもつ人が多いので
はないでしょうか。私も小児科病棟を担当するまではそ
うでした。ただ，難しい反面，大変な治療を受けながら
も無邪気な子どもたちを見ていると「この子たちのため
に頑張ろう」という気持ちが湧いてきます。

̶病棟業務を始めた経緯を教えてください。
小児科から依頼があったのがきっかけです。2012年1

月から準備段階として私が業務を始め，4月から3名体制
で本格的にスタート，翌2013年からは6名で成人病棟と
あわせてローテーションしながら病棟業務を進めていま
す。NICUでは毎朝，医師，看護師とともに回診してい
るほか，カンファレンスにも薬剤師は参加しています。
薬学部・薬科大学のない山梨県では，人員の確保がと

ても大きな課題ですが，新人・若手薬剤師を大切に育て
ることでなるべく早く全病棟に常駐することを目指して
います。当院では1年目から病棟を担当する場合もあり，
その分育てる側の苦労は計り知れないものがありますが
（笑），早い時期から臨床現場を経験することは本人のモ
チベーションにもつながっていると思っています。

中嶋絵梨氏（5年目）
薬剤師が病棟にいることで医療の質がどのように上がるか
を調べようと今回のTDMに関する調査を行い，6月に行わ
れた「医療薬学フォーラム2014」で発表しました。小児
医療はエビデンスが少ないため薬剤選択が難しいことが多
いのですが，医師とよく話し合うようにしています。病棟
薬剤業務によるアウトカムは今後も出していきたいと考え
ています。

松本友香理氏（4年目）
いまは成人病棟のみの担当ですが，がんや糖尿病など治療
が比較的長期にわたる患者さんと関わることが多く，副作
用のモニタリングなどをしっかりすることで患者さんが治
療に不安を感じることのないよう，薬剤師の立場から支え
ていきたいと思います。

内田　淳氏（3年目）
6人で病棟業務をカバーするメリットとして，一人の患者

さんを多角的な視点で見られるという点があると思いま
す。6人は年齢も違うので，患者さんの問題点を共有しな
がら，それぞれの経験を持ち寄ってベストな答えを出すこ
とを大切にしています。

福嶋知樹氏（2年目）
薬剤師が医療にどう関わるべきかという視点を常にもって
仕事に臨んでいます。経験や知識不足からまだ自分の意見
に自信がもてない場面もありますが，周囲の方にもサポー
トしていただきながら病棟での経験を積みたいと思いま
す。

須田沙也加氏（1年目）
病棟業務を担当してまだ2週間目です。薬剤部内で業務を
していたときより患者さんと接する機会も多いのでやりが
いがあります。医師にも電話ではなく直接話すことができ
るので，よくディスカッションしながら治療に貢献したい
と思います。

病棟担当のメンバー紹介



刈谷豊田総合病院
（愛知県刈谷市）

身体疾患をもつ患者では，うつや不眠，せん妄といった精神症状が現れることが少なくない。
こうした問題に対して，身体診療科から相談を受ける形で精神科が治療やケアにあたることを
コンサルテーション・リエゾン精神医学とよぶ。愛知県の刈谷豊田総合病院では多職種からな
る精神科リエゾンチームで身体疾患患者の精神症状に介入しており，薬剤師は薬の観点から患
者をサポートしている。精神科リエゾンチームに関わる薬剤師の報告が乏しいなか，実際にど
のような取り組みをしているのか取材した。

・病床数： 641床
・診療科： 19科
・薬剤師数： 51名
・平均外来患者数： 2,010人/日
・病床稼働率： 99.9％
・院外処方せん発行率： 0.59％
・外来処方せん枚数： 22,487枚/月
・入院処方せん枚数： 19,847枚/月
・病棟薬剤業務実施加算： 算定あり
 （2013年8月より）

・薬剤管理指導業務算定件数： 1,238件/月
・抗がん剤の無菌調製： 459件/月

病院概要

カンファレンスと病棟回診に参加

厚生労働省の2011年の調査によると，精神疾患で医
療機関を受診している患者は320万人に上る。近年急増
する精神疾患に対し，厚生労働省でも2013年度から5大

疾病の一つに加えるなどして対策に力を入れている。そ
のなかでコンサルテーション・リエゾン精神医学の重要
性も高まっており，2012年度の診療報酬改定では「精
神科リエゾンチーム加算」が新設された。これは一般病
棟に入院する患者に対し多職種の精神科チームで介入し

身体疾患をもつ患者の
精神症状をチームでサポート

精神科リエゾンチームによる病棟回診の様子

丁寧な姿勢で患者に接するチームのメンバー



身体疾患をもつ患者の精神症状をチームでサポート

た場合に算定が認められるもので，薬剤師の参
画は必須要件となっていない。しかし刈谷豊田
総合病院では，「薬に詳しい人がいてほしい」
というメンバーの要望を受けて，途中から薬剤
師がチームに加わった。現在は精神科医，看護
師，2名の臨床心理士とともに活動している。
チームの活動は週1回のカンファレンスと回

診を主としており，各診療科のスタッフから
チームや精神科にコンサルトがあった場合に介
入している。薬剤師の森健司氏によると，毎回
10前後の症例を検討しており，2012年度は延べ
336人の患者に関わった。

身体疾患の薬との相互作用に注意

精神科リエゾンチームでの薬剤師の活動について，具
体的な報告は非常に乏しいのが現状だ。そのため森氏
も，チームで自分が何をすればよいのか当初考えたとい
う。「精神科に関わるのだからカウンセリング技術を学
ぼうとも思ったが，仕事をするなかで，他のスタッフか
ら求められているのはそういうことではなく，やはり薬
のことだとわかった。心理面の評価は精神科医や臨床心
理士に任せ，私は薬の薬物相互作用や副作用，薬物動態
など薬学的側面から症例にアプローチしている」
身体疾患患者ではその治療のために数多くの薬剤を服

用しているため，特に薬物相互作用に注意する必要があ
る。例えば乳がん治療に使われるタモキシフェンはパロ

キセチンのようなSSRIと併用することでCYP2D6の阻
害を介して効果が減弱することが知られている。また，
腎不全患者ではSNRIのような腎排泄型の抗うつ薬を避
けたり，クエチアピンやオランザピンといった非定型抗
精神病薬は血糖値上昇のおそれがあるため糖尿病患者に
使わないなど，身体疾患に応じた薬剤選択や用量を提案
しなければならない。「精神科領域の知識だけでは不十
分で，私も入職1～2年目だったらこんな活動はできな
かった」と森氏は語る。

病棟薬剤師との連携も

チームに依頼される内容は「不穏・興奮」が最も多く，
次いで「せん妄」，「不眠・傾眠」，「不安・焦燥」があが
る。依頼された症例はカンファレンス前日までにメン
バーの誰かが患者のもとに行って評価を行い，現在の状
態や主なプロブレムをシートにまとめておく。カンファ
レンス当日はそのシートをもとに全員で症例を検討した
後，病棟回診へと移る。
取材した日は，抑うつ状態にある肝臓がんの患者，硬

膜外血腫の手術後にせん妄や異食が現れた患者，胆囊炎
で入院しアルコール依存に苦しむ患者などさまざまな診
療科の患者を回診。抑うつ患者では睡眠とうつ双方の改
善を期待してゾルピデムからミルタザピンに変更するこ
とになった。森氏によると，ドネペジルによる興奮やベ
ンゾジアゼピン系薬剤によるせん妄など，向精神薬の投

回診の前後に行われるチームカンファレンス。カンファレンスと
回診で半日かかる（中央奥が森氏）

回診後，病棟のスタッフとの話し合い。病棟薬剤師との連携の場にもなっている



師とチームをつなぐ役割を果たしている。

チームの介入でGAFが改善

チームでは患者の状態を評価するスケールとして
GAF（機能の全体的評定）を使用。介入前後のGAFを
比較したところ，スコアは有意に改善しており，チーム
の有用性が示唆された。森氏も，チームの活動に対する
病棟スタッフの理解が広がっているという手ごたえを感
じている。「特にチームの介入によりうまくいった事例

与がかえって患者の精神症状に悪影響を与える場合もあ
るため，患者の症状が薬剤性でないかどうかも考えるこ
とが大事だという。
回診後は病棟スタッフに患者の状態やチームとしての

治療方針を伝えるが，薬剤が変更されたり新たに処方さ
れたりした場合は森氏から病棟薬剤師に処方意図などを
説明している。向精神薬は適応外使用されることも多い
ため，添付文書ではわからない処方意図を伝えることは
重要だという。また，病棟薬剤師がチームにコンサル
テーションをする際の窓口も森氏が担うなど，病棟薬剤

【経過】
　元来の便秘に加え，化学療法の副作用などで排便コント
ロール悪化したため下剤が追加となった。排便に対する不
安やこだわりが非常に強く，医療者に対して便秘や下剤の
話ばかりし，他の話がままならない状態であり，精神科リ
エゾンチームへ依頼となった。
　チームでの回診時，いま一つ訴えがよくわからないため，
ご本人にゆっくりと聞いていくと，便秘を気にしているの
か，便が漏れてしまうことを気にしているのかがはっきり
しない状況であった。「便が一度に出ない。残っている気が
する。で，続けてまた排便する」，「続けて出てしまうこと
で面倒というか……」

【チームでの検討結果】
・本人が排便について，本当に気になっていることは何
か？
・本当は排便以外，例えば主疾患について気になっている
ことがあるのではないか？
　など，本人が本当に心配していることを言語化していく
作業を行うとともに，過敏になっている点については抗不
安薬としてメイラックス®が処方となった。薬剤師として，
排便にこだわる背景と下剤の使用状況の確認を行うことに
した。
　確認したところ，以前に便秘で大変な思いをされており，
それ以後は医療者に便秘の訴えと下剤のアドバイスを求め
るが，実際には自己判断による下剤の過剰使用があり，実
際には毎日数回の排便があり，時に便失禁を認めていた。
　また，いろいろなエピソードより，耳で聞いたコミュニ
ケーションの意味がきちんと把握しづらい，先の見通しが
もてないと不安が強くなって混乱する，何か1つの出来事
にこだわると熱中し他のことが見えなくなるといった特徴
のある方であり，一つの可能性として発達障害のような傾
向をもつ方だろうとチームの精神科医よりコメントがあっ
た。

【介入方針】
①どうなることが望ましいか，まず自覚していただく（排

便や下剤の使用で悩み忙殺されない）
②何が障害となっているか（適正な排便回数と下剤の調節
方法がわからない。スタッフによってアドバイスが異な
る）
③それに対する対処を検討（聴覚よりも視覚的な方法）

【介入と結果】
　患者と相談した結果，「排便や下剤の使用のことで1日中
悩まずにすむこと」を目標とし，患者の特性上，視覚的な
ものが良いと考え下剤使用の排便フローチャートを作成し
た（下図）。また，そのフローチャートを病棟スタッフと共
有し，相談があったときはそのフローチャートに沿ってア
ドバイスするようお願いした。
　フローチャートを使用することにより，それに沿って機
械的に使用する下剤の量が決まるため，悩むことが減り，
頻回の排便も落ちついた。

森氏が関わった一症例：70代　男性　腎盂がん

基本セット

大建中湯（漢方） 1日3回
パントシン散+酸化マグネシウム 1日3回
アローゼン 1日3回
センノサイド 1日1回寝る前

1日排便なければ

ラキソベロン15滴を寝る前に服用

排便1～3回

基本セットを継続

排便1日4回を超える

基本セットの寝る前のセンノサイドを中止する

翌日排便あり

基本セットに戻る



身体疾患をもつ患者の精神症状をチームでサポート

を経験した医療者は，次も依頼してくれることが多い」
森氏が今後の目標に掲げるのは2つ。介入事例のフォ

ローをしっかりすることと，院内外で薬剤師の仲間を増
やすことだ。フォローについては現在も行っているもの
の，普段は泌尿器科と消化器内科の病棟業務を担当して
いるため，患者の状態を毎日確認できるわけではない。
回診のある金曜日に処方内容を変えたりすると「月曜日
が気がかりだ」と話す。また，現在では精神科リエゾン
チームに参加している薬剤師が少ないため，今後は全国

で同様の活動をしている薬剤師と情報交換をすることで
仕事の質を上げていきたいと考えている。

●精神科医：足立康則氏
　身体疾患をもつ患者に精神症状が現れることは少なく
ありませんが，身体疾患そのものや身体疾患の治療薬が
その原因となる場合もあるため，精神科医はまず身体疾
患や薬剤が原因ではないかどうかアセスメントし，その
うえで精神疾患や心理社会的問題を考えます。精神症状
が悪化すると身体症状も悪化することが多いので，身体
疾患の治療でも心の問題を解決することが重要です。
　精神症状を引き起こす薬剤は数多く，副作用や相互作
用の知識をもつ薬剤師がチームに加わることは非常に重
要です。それに加えて森先生の場合，患者やスタッフと
コミュニケーションをとりながら仕事を進めてくれるの
で助かります。薬剤師のなかにはまだ医師に意見や提案
をすることを躊躇する人がいますが，医師も決して完璧
ではないので，意見を言ってくれたほうが結果として患
者さんのためにもなります。この点は病棟にいる薬剤師
にもあてはまることだと思います。　

●看護師：鈴木名保美氏
　患者の生活をよく観察し，どうやったら日々の生活を
きちんと送れるかを考えたケアを心がけています。私は
認知症看護認定看護師ですが，一見認知症と思っても実
はせん妄だったりと，時に区別が難しいことがありま
す。痛みによってせん妄が起こることもあるので，やは
り原因の見極めが大切です。薬に関しては薬剤師のほう
が豊富な知識があるので，チーム発足後に私たちが希望
して森さんに加わってもらいました。

●臨床心理士：中村公樹氏，辻　正憲氏
　患者が抱える心理的問題について，仕事や家族，周囲
の人たちとの関係や悩みなどを聞きながら援助していま
す。個別の問題もさることながら，その方の全体をみる
ようにしています。薬剤師と仕事ができることは患者の
安全になるだけでなく，例えば睡眠薬の使い方や薬剤ご
との特徴など，われわれにとっても勉強になります。

チームメンバーの声

せん妄に関する患者家族向けの説明書。患者が
せん妄に陥ると家族は「どうしたのか」と心配
するため，医療者からきちんとした説明ができ
るよう作成した

（左から）辻氏，森氏，足立氏，鈴木氏，中村氏
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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。

キララさん 保険薬局薬剤師。ビートくんの大学の同級生でビー
ト君の彼女。お調子者のビート君の手綱を握るしっかりもの。学生
のときからプライマリケアや在宅医療に興味がある。

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。

薬
剤
師
が
現
場
で
行
う

臨
床
研
究

研
究
計
画
を
作
成
し
よ
う
②

第17回 　さてさて，先月から始まった「時めき臨床研究」中級編。2
年目薬剤師ビート君は，自身の臨床経験から医療現場で感じ
た問題意識をリサーチ・クエスチョン（RQ）にすることにと
ても興味をもちはじめています。
　医療現場で医療者から生まれるRQこそが，患者・社会・
医療者にとって切実な（Relevant）良いRQです。しかし，
このRQを科学的に質の高い方法で解決するためには，良く
練られた研究計画（研究デザイン）が必須です。そこで，前回
は臨床の疑問から構造化された研究計画を作成するためのア
プリ「QMentor」を紹介しました。
　おっ～と，今日も元気に病棟での仕事を終えたビート君が
薬剤部に帰ってきましたよ。それでは，いつものように少し
覗いてみましょう。

時めき病院薬剤部にて̶
ビート君  いや～今日も，頑張った，頑張った！　自分にご褒

美として，売店でアイスクリームでも食べて早く帰
ろうかなっと。

コリンさん  お疲れ様。ビート君，ちょっと待ちなさいよ！　ちゃ
んと服薬指導した患者さんの薬剤管理指導記録を書
いたの？　それから，今朝病棟の申し送りの前に話
していた，ビート君のRQ「薬薬連携により高齢患
者の慢性疾患管理の質が向上するかどうかを明らか
にしたい」について，一緒に打ち合わせようって言っ
てたじゃない。

■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



　2014.8（Vol.56 No.9）── 121(1425)

＊本連載第4回（本誌2014年7月号）「1時間目 子宮内膜症」中に，誤りがございました。お詫びと訂正を 
148ページに掲載しています。

仁寿会 石川病院ペインクリニック

大城　宜哲　OSHIRO Yoshitetsu

1時間目
神経障害性疼痛
神経の痛みに効く薬は？
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第5回

監修

北辰会 有澤総合病院
内科

大八木秀和

最近「神経障害性疼痛」という言葉をよく耳にします。神経が傷ついた痛みには消炎
鎮痛薬はあまり効果はなく，治療に有効なのは神経ブロックのほか，抗うつ薬や抗てん
かん薬など神経の興奮伝達を調節するような薬です。また，神経障害性疼痛を引き起こ
す複合性局所疼痛症候群（complex regional pain syndrome；CRPS）という病気が
ペインクリニックの領域で注目されていて，初期の治療を誤ると慢性化してしまいます。
CRPSの症例を通して，神経障害性疼痛についての理解を深めましょう。
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がん関連の薬剤業務は多岐にわたり，調剤をはじめとしてレジメン管理，薬剤の混合調製，服薬指導などがあり
ますが，他の業務や領域と同様に診療情報と医薬品情報をベースにその業務が成り立っています。さまざまな情報
のなかから必要とする情報を収集し評価，整理，そして患者さんや医療者に提供する過程でITの活用が進んでいま
す。今回，筆者が普段活用している情報やアプリについて，その一部をご紹介致します。

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 8 回

がん薬剤業務に活かす IT・アプリ
中村　勝之
NAKAMURA Katsuyuki
札幌医科大学附属病院薬剤部

ガイドラインを参照する
NCCN Guidelines（http://www.nccn.org）
【App対応：iOS, Android】
　全米を代表するがんセンターで結成されたガイドライ
ン策定組織National Comprehensive Cancer Network
（NCCN）が作成し，年に 1回以上改訂を行い，世界的
に広く利用されているがん診療ガイドラインです。
ESMO Cancer Guidelines（http://www.esmo.org）
【App対応：iOS, Android】
　欧州のガイドライン策定ワーキンググループが作成。
エビデンスレベルと推奨グレードを示しており，エビデ
ンスの質と推奨の強さについてはNCCNガイドラインよ
りも明確な箇所もあります。
MASCC（http://www.mascc.org/）

　国際的な支持療法に関するガイドラインが参照できます。
日本癌治療学会がん診療ガイドライン（http://www.
jsco-cpg.jp）
　臓器がん別ガイドラインや支持療法に関するガイドラ
インが参照できます。
日本臨床腫瘍学会（http://www.jsmo.or.jp）
　会員限定ですが腫瘍崩壊症候群（tumo r l y s i s 
syndrome；TLS）診療ガイダンスや発熱性好中球減少
症（febrile neutropenia；FN）診療ガイドラインなどが
参照できます。
国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報
サービス（http://ganjoho.jp/professional/med_info/
index.html）


