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国立長寿医療
研究センター
（愛知県大府市）

終末期医療というと緩和ケアを思い浮かべることが多いが，エンド・オブ・ライフケ
アという言葉を聞かれたことはあるだろうか。エンド・オブ・ライフケアとはその名のと
おり，人生の終焉を迎える患者へのケアを指し，疾患を問わず，苦痛の緩和や意思決定
の支援などを行う。国内での活動事例はまだ少ないが，愛知県大府市の国立長寿医療研
究センターでは多職種チームを立ち上げており，薬剤師は患者の苦痛に対して薬の面か
らサポートしている。これからの広がりが期待されるエンド・オブ・ライフケアで，薬剤
師がどのような役割を果たしているのか取材した。

・病床数： 383床
・診療科： 17科
・薬剤師数： 13名
・平均外来患者数： 565人/日
・病床稼働率： 72.2％
・院外処方せん発行率： 94.8％
・外来処方せん枚数： 7,332枚/月
・入院処方せん枚数： 11,134枚/月
・病棟薬剤業務実施加算： 算定あり
 （2012年8月より）
・薬剤管理指導業務算定件数： 627件/月
・抗がん剤の無菌調製： 136件/日

病院概要

見逃されやすい非がん患者の苦痛

エンド・オブ・ライフケアは1999年に米国の医師に
より使われた言葉で，いまでは世界中に普及している。
緩和ケアというと，日本ではまだ「がん患者のケア」と

いうイメージがあるが，エンド・オブ・ライフケアは非
がん患者へのケアも対象ととらえる。また疾患だけでな
く，高齢による意思決定能力の低下や虚弱といった問題
へのケアも重視しているのが特徴だ。海外では，エン
ド・オブ・ライフ（EOL）ケアチームの介入により不本

高齢者の終末期を支える
エンド・オブ・ライフケア

エンド・オブ・ライフケアチームによる回診。患者の評価尺度
には緩和ケア領域でよく用いられるSTAS-Jを使っている

毎週金曜日に行われるチームカンファレンスの様子

病院外観



高齢者の終末期を支えるエンド・オブ・ライフケア

意な終末期医療が避けられたり，施設での看取りに際して
チームのサポートが有用であるといった報告がみられ，国
内でも徐々に活動が広がっている。
国立長寿医療研究センターでは2011年10月にEOLケ

アチームを発足させた。主なメンバーは医師，薬剤師，
看護師で，週1回の病棟回診とチームカンファレンスを
活動の柱にしている。病棟の主治医や看護師からの依頼
に応じて介入するコンサルテーション型で，これまでに
400名を超える患者のケアを行ってきた。発足当初から
チームに参加している薬剤師の久保川直美氏によると，
内訳はがん患者が6割，非がん患者が4割。非がん患者
にみられる身体的症状は呼吸困難や痰，発熱，浮腫，食
欲不振などが多いが，「がん患者に比べて非がん患者の
苦痛は見逃されやすい」と語る。

非がん患者の呼吸困難に対するモルヒネ製剤投与

久保川氏が力を入れていることの一つが，呼吸器疾患
や心不全，ALS（筋萎縮性側索硬化症）の患者に多くみ
られる呼吸困難のケア。呼吸困難に対するモルヒネ製剤

の有効性は知られているが，一部の製剤で「咳嗽発作に
対する鎮咳」の保険適応があるほかは，非がん疾患の呼
吸困難への適応がない。そのためチームでは酸素投与や
ネブライザーなどの基本的な治療を行ったうえで，それ
でも症状が改善しない場合にモルヒネ製剤投与を検討し
ている。内服の場合は頓用で開始した後，定期内服に切
り替えており，経口剤が使えない患者では坐剤を使うほ
か，末期患者では数日の単位で注射剤を選択することも
あるという。
薬剤部長の伊藤一弘氏は「薬剤師としては保険適応内
で薬を使用するのが基本と考えています。しかし，モル
ヒネ製剤を使わないと呼吸が改善しない患者がいるのも
事実です。難しい選択ですが，適用例を見極めたうえで
病院として適応外での使用を認めてもらい，患者・家族
には事前にきちんと説明し同意をとることが必要不可欠
です」と話す。院内では使用できたとしても，退院後に
移る施設や在宅で継続できない場合，患者の利益となら
ないため，久保川氏は患者の療養先も見据えながらモル
ヒネ製剤投与の是非を検討している。

久保川氏。緩和薬物療法認定薬剤師の資格を取得している 伊藤氏。「緩和ケアに関しては地域薬局との連携も進めている」

高い
がんなど

低い

死

機
能

比較的長い間機能は保たれ，最後
の2カ月くらいで急速に機能が低
下する経過

心・肺疾患末期

死

急性増悪を繰り返しながら，徐々
に機能低下し，最後は比較的急な
経過

認知症・老衰など

死

機能が低下した状態が長く続き，
ゆっくりと徐々にさらに機能が
低下していく経過

疾患群別予後予測モデル。機能低下後の予後が長い非がん疾患では，ケアの重要性も高まる
 〔Lynn J : JAMA, 285 : 925-932, 2001より〕



には，患者本人にとっての最善の医療とケアとは何か，過
去，現在，未来の3つの軸に分けて検討することが重要と
される。胃瘻を例にとると，過去（胃瘻などの人工栄養を
希望しないといった，リビングウィル＝書面での意思表示
を残しているかなど），現在（点滴自己抜去のような治療
を拒否する行為はあるかなど），未来（胃瘻を作った場合
に在宅に帰れるか，療養先が変更となるかなど）を総合的
に判断したうえで，さらに医学的判断や家族の意向も踏ま
えて胃瘻を作るどうか意思決定支援をしている。
意思決定支援のためには繰り返し家族との面談が欠か
せず，同院では主にチームの看護師が行っているが，輸
液を減量・中止する場合や人工栄養法の選択にあたって
チームの医師・薬剤師が患者・家族との面談に同席する
こともある。「今後，在宅医療では薬局薬剤師が意思決
定支援に関わるケースも増えるのではないか」と久保川
氏は話す。

患者の意思を尊重した治療をする

終末期の輸液量の調節や人工栄養法の選択も大きな課
題だ。終末期には輸液が負担となり呼吸困難や喀痰の増
加，浮腫につながる場合がある。久保川氏によると，
1,000mL/日の輸液でも問題ない患者がいる一方，心不
全などの患者では200mL/日でも呼吸困難や浮腫が起こ
ることがあるため，チームでは患者の症状や病棟看護師
の情報などをもとに細かい調節を行っている。また人工
栄養法については，例えば重度の認知症患者に対する経
管栄養（胃瘻）は誤嚥性肺炎の予防にならないなどの報
告もあり，エビデンスを踏まえて判断している。
ただし，人工栄養法の適応を判断するような段階では

患者の認知機能の低下もみられ，意思疎通を図れないこ
とも少なくない。そこで，チームが発足当初から取り組
んでいるのが意思決定支援と家族ケアだ。意思決定支援

【患者背景】
誤嚥性肺炎にて入院（以前にも入院歴あり）
入院前介護老人福祉施設入所
寝たきりで全介助，食事はミキサー食

【経過と介入】
201X年11月 末梢点滴困難も何とか末梢輸液1,000mL/

日施行。嚥下機能評価（VE）にて嚥下食Ⅱ
開始し末梢点滴を中止方向も，5～8割摂取
とむらあり。

 元の療養先に戻るには点滴はできない。慢
性的な誤嚥を繰り返し，酸素吸入はやめら
れない状態

201X年12月 呼吸状態悪化，経口摂取は断念。
 高張性脱水あり，脱水軽減目的にて皮下輸

液500mL/日。
 その後，呼吸困難強くなりモルヒネ持続皮

下注開始。2日後永眠

【この症例のポイント】
●人工栄養法の意思決定
・経口摂取が可能であれば元の療養先へ
・看取りも元の療養先で可能
・酸素投与・皮下輸液を行うには療養型病院へ
・家族は元の療養先に戻ることを希望
●呼吸困難の緩和
・終末期の呼吸困難に対してモルヒネ持続皮下注開始
（2.4mg/日より開始）を提案
・輸液の中止を提案
・モルヒネにて軽減困難な場合はミダゾラム開始を検討

久保川氏が関わった一症例：
80代女性　脳梗塞後遺症，症候性てんかん，血管性認知症

緩和・EOLケア室。がん・非がん問わず同じメンバーで
緩和ケアに取り組む。「スマイルチーム」という名前には，
患者を笑顔にしたいという思いが込められている

医学的判断 家族の意向

過去
・事前の意思表示
　リビングウィ
ル，ACPなど

・ライフレビューか
ら本人の意思を推
定

現在
・いまの気持ち

手を握り返す，
うなずく，目を
背ける，などの
微弱なサインを
キャッチ

未来
・本人にとっての最
善の利益
　　今後の生活は？
　　療養の場所は？
　　家族の生活は？

本人にとっての最善の医療とケア

意思決定支援の考え方（本人の意思の三本柱）



高齢者の終末期を支えるエンド・オブ・ライフケア

認知症患者の増加と
エンド・オブ・ライフケアの重要性

取材した日に行われたチームカンファレンスには，医
師，看護師，薬剤師，栄養士が参加。看護師は，チーム
リーダーである横江由理子氏のほか各病棟のリンクナー
スにも加わってもらい，患者の病状や経過を情報共有す
る。1回のカンファレンスで検討するのは10例ほど

で，この日は悪性リンパ腫，ALS，脳梗塞後遺症などの
患者について身体的・精神的な問題とチームの方針を話
し合った。医師の西川満則氏（呼吸器専門医）によると，
チームがこれまで介入した非がん疾患は慢性呼吸器疾
患，認知症，脳血管疾患，神経難病が多いが，最近では
特に認知症の割合が増えているという。「認知症患者は
意思疎通が難しく，苦痛を訴えることさえままならない
方もいる。苦しがっているかどうかの見極めとともに，
ご本人がどうされたいのかという意思決定支援がますま
す重要になっている」
診療報酬では緩和ケアチームの活動に対して緩和ケア
診療加算（1日400点）が認められているが，対象はが
ん・AIDS患者のみ。非がん患者の緩和ケアは多くの病
院で不十分なままだ。しかし，「EOLケアチームの活動
を通じて，非がん疾患でも苦痛症状が取れていない患者
がかなり多いことがわかった」と西川氏が語るように，
緩和ケアの対象を広げることが必要とされている。チー
ムでは今後，他施設の医療者向けに研修会を開くなどし
て，これまで培ったエンド・オブ・ライフケアの経験を
全国に発信していきたいと考えている。

●医師：西川満則氏
　非がん患者の苦痛症状のケ
アは従来十分に行われてきた
とはいえず，意思決定支援の
方法論もまだ確立されていま
せんが，草の根レベルでは
EOLケアチームを立ち上げる
病院が増えており，私たちの
経験を共有することでさらに
普及させたいと考えています。

　久保川先生は薬剤師として，オピオイドを怖がる患者・家
族にわかりやすい説明をしたり，適応外使用の問題について
も，患者にとっての最善の利益に気を配りながら，現実的な
対応を私たちのチームに提案してくれます。また，認知症患
者のBPSD（周辺症状）に医療者が手をこまねくケースは少
なくありませんが，治療薬についてエビデンスの少ない領域
であっても，自ら調べて提案してくれます。終末期を迎える患
者さんでは，倫理的判断やコミュニケーションや言葉の使い
方に特に気を配る必要がありますが，久保川先生は薬剤師と
しての専門的な立場に加えて，対人援助職として倫理的思考
に裏打ちされたコミュニケーションを実践しながら，良い仕事
をしてくれている大切なチームの一員です。

●看護師：横江由理子氏
　Advocacy（権利擁護）と
いう言葉がありますが，看護
師 は ま さ に 患 者 さ ん の
Advocate（権利擁護者）で
あるべきで，エンド・オブ・
ライフケアでの私の役割も患
者さんの気持ちを代弁し，医
療に反映することだと考えて
います。ケアの場面では看護

師が中心になることが多く，このチームでも私がリー
ダーを務めていますが，その役割を周囲が理解してくれ
ることが重要で，久保川先生や西川先生と協力しながら
活動しています。
　患者・家族のケアはもちろんですが，最後まで治療を
優先したいと考えていた主治医が緩和ケアを受け入れる
ときの挫折感や，「この時点でこんなに輸液をしてよいの
か」と主治医の方針に内心疑問を感じている看護師のジ
レンマなど，医療者も悩みながら終末期医療に関わって
います。その悩みをサポートするのもわれわれの役目だ
と考えています。

チームメンバーの声

チームカンファレンスで患者の問題について話し合うメンバー。
精神科医師と臨床心理士を交えた精神科カンファレンスも随時
行っている



原因を理解して防ぐ
抗がん薬への職業性曝露

杉浦　伸一氏
名古屋大学大学院医学系研究科特任研究部門
医療政策学 特任准教授

S U G I U R A  S h i n i c h i

がん化学療法を行う医療従事者は，抗がん薬に
よって染色体異常や流産，臓器障害，頭痛，めまい
などの急性症状の発生率が高まることが報告されて
いる。名古屋大学大学院医学系研究科特任研究部門
医療政策学 特任准教授の杉浦伸一氏は，曝露自体
をゼロにすることは困難だが，その原因を把握して
対策を講じれば安全なレベルにまで曝露量を減らす
ことは可能であり対策の重要性を啓発することが重
要という。
今年6月には，杉浦氏らが中心となり医療従事者
や抗がん薬使用者家族の安全性確保の推進を目的と
した抗がん剤曝露対策協議会（理事長：垣添忠生 
国立がんセンター名誉総長，副理事長：杉浦氏）が
発足した。今回，杉浦氏に，抗がん薬への職業性曝
露の現状と抗がん剤曝露対策協議会の活動について
話を聞いた。

―医療従事者の抗がん薬への職業性曝露について，現
状を教えてください。

抗がん薬への職業性曝露の問題は薬剤師や看護師の間
ではかなり認識されてきていますが，その対策というと
いまだ十分とはいえないのが実態です。われわれが，医
療機関の抗がん薬による汚染状況について全国の大学病
院，法人病院，がん専門病院など6カ所の病院を調査し
た結果でもすべての施設が抗がん薬によって汚染されて
おり，ほとんどの施設で職員の被曝が確認されました。
このなかで抗がん薬の調製に直接関与していない職員に
対する大量の被曝も確認されています。汚染の原因は抗
がん薬調製時のバイアルへの針刺し時に発生するスプ

レー，シリンジによる陰圧吸引操作時に発生するシリン
ジ内部のガス，ふたのないゴミ箱へ残液やふき取り液を
投入するなどの不適切な処理方法，点滴交換時の薬液漏
出，開放環境で薬液調製，ナースステーションやベッド
サイドでのプライミングがあげられます。

―曝露を防ぐことはできるのでしょうか？
われわれの調査で同じ患者の化学療法を担当する看護
師3人の尿を調べたところ，きちんと曝露対策を行って
いる一人の看護師からは抗がん薬はまったく検出されな
かったという結果が出ています。このことからもいかに
曝露対策をきちんと行うことが重要かがわかります。曝



露を防ぐには先ほど述べたように，曝露の原因をきちん
と理解しどこが汚染されやすいのかを把握したうえでの
対応が重要です。原因がわかっていれば，例えば生理食
塩水でプライミングしてから抗がん薬を入れるなどの工
夫で対策を取ることが可能です。
また，まだ多くの薬剤師が誤解していることがありま

す。その一つに，生物学的安全キャビネット（BSC）内
で調製すれば十分に安全性が確保されるため，閉鎖式接
続器具は不要というものがあります（図1）。多くの
BSC内の空気は循環しながら少しずつ排気されていく
ため，一度中で抗がん薬をこぼせばその中は汚染された
空気が充満します。さらに，BSCの手前にはエアフォ
イルという空気が乱れた場所があります。そのため，
BSC内に触れたガウンや薬剤は抗がん薬に汚染され，
それが揮発するなどして施設全体へと拡散していくので
す。そのため，BSC内でも閉鎖式接続器具を使用して
調製する必要があります。一方，閉鎖式接続器具だけで
も完全に汚染を防ぐことはできないため，2つを併用す
ることが重要となります。しかしながら，われわれの調
査では現状では閉鎖式接続器具は十分に普及していませ
ん。この理由としては，理解不足のほかに予算的なもの
もあると思いますが，100％の施設でBSCと閉鎖式接続
器具の導入が必要です。この点に関しては幸い，今年5
月29日に厚労省より出た通知（図2）によって導入が
進むと期待しています。
また，今後包装などで曝露対策の工夫のなされた製品

の開発が加速することを期待しています。実は，これま
で5-FUをはじめとする古くから医療現場で広く使用さ
れている抗がん薬について医療用医薬品再評価の結果が
通知されていませんでした。再評価結果が通知される前
に，ジェネリック医薬品の製造販売申請を行うには通常
のジェネリックの製造販売承認申請に必要な資料に加え
て有効性・安全性に関する資料を作成する必要があるた
め，事実上ジェネリックの開発が妨げられていたので

す。特に5-FUはこれまでアンプル製剤しかなかったこ
とで，アンプルカットをするときの薬剤の飛散が問題視
されていました。しかしようやく今年4月7日にこれら
抗がん薬の再評価結果が通知（図3）されたことによっ
て，これからさまざまなメーカーから曝露対策を施した
抗がん薬のジェネリックが開発されてくると思います。

―抗がん剤曝露対策協議会の今後の活動について教え
てください。

抗がん剤曝露対策協議会では，今後抗がん薬の曝露対策
の重要性を啓発していきたいと思います。特に，薬剤師や
看護師に比べて医師の理解が進んでいません。医療機関で
の対応には医師の理解が重要となることから，医師が参加
する関係学会と連携して広報・告知活動をしていきたいと考
えています。また，例えば看護師で新たにお産をした人たち
の調査など職業性曝露の実態や健康への影響に関する調査
や研究を行いエビデンスの蓄積を進めていき，それらをもと
により安全な曝露対策を推進していきたいと考えています。
さらに，米国労働安全基準局や世界薬剤学会の曝露に
関する各種資料の翻訳，教育資料などをホームページ
（http://anti-exposure.or.jp）を通じて会員に提供してい
く予定です。ぜひわれわれの活動にご理解いただき，い
ろいろな職種，企業から協議会の活動に参加していただ
きたいと思います。
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図1　閉鎖式接続器具に関する調査 図2　抗がん薬に対する曝露対策を求める通知
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図3　再評価結果が通知された抗がん薬
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はじめに

　ベンゾジアゼピン系などの睡眠薬・抗不安薬（本稿で
は，「向精神薬」という用語で一括する）は，今日あら
ゆる診療科で広く処方されている。その特徴は，かつて
用いられたメプロバメートのような抗不安薬や，バルビ
ツレート系やブロムワレリル尿素系の睡眠薬に比べて，
依存性や大量摂取時の危険性が低いという点にあるとさ
れてきた。
　しかし，海外では1970年代には早くもジアゼパムの乱
用・依存が問題化し，その危険性が指摘されるように
なった。欧米に比べると，わが国の治療文化は不自然な
ほどベンゾジアゼピン系に寛容であったが，そのことが
次第にさまざまな乱用問題を引き起こすに至ったように
思われる。その一つが，1996年以降確実に増加している
「依存症」の問題である。いまや向精神薬は，脱法ドラッ
グとともに，覚せい剤に次ぐ，わが国を代表する乱用薬
物となっている（図1）。そしてもう一つが，自傷・自

殺の手段としての「過量服薬」の問題である。いずれ
も，精神科診療所の増加や，精神科受診に対する心理的
抵抗感の低下により，精神科通院患者が増加してきたこ
とと無関係ではない。
　本稿では，向精神薬乱用の背景要因と乱用者の心理に
ついて私見を述べたい。

向精神薬依存症と精神科医療

　向精神薬依存症患者は，戦後一貫してわが国最大の乱
用薬物である覚せい剤の依存症患者と比較すると，その
生活背景にさまざまな違いがある1）。例えば，向精神薬
依存症患者は，覚せい剤依存症患者に比べて女性が多
く，年齢が若く，学歴が高く，非行歴・犯罪歴をもつ人
が少なく，過量服薬による自殺企図経験者が多いという
特徴がある。
　しかし，最も重要な相違点は，薬物使用動機の違いで
ある。覚せい剤依存症患者の多くは，「刺激を求めて」，

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部／自殺予防総合対策センター

　睡眠薬や抗不安薬などの向精神薬は，脱法ドラッグとともに，覚せい剤に次ぐ，わが国を代表する乱用薬物となって
いる。向精神薬乱用には一つは薬物依存症としての側面があるが，同時に，自傷・自殺の手段としての過量服薬の側面
もあり，両者を視野に入れた対策が必要である。近年における向精神薬乱用の背景には，精神科診療所の増加や，精神
科受診に対する心理的抵抗感の低下により，精神科通院患者が増加してきたことが関係している。本稿では，向精神薬
乱用の背景にある精神科医療の問題と乱用者に特徴的な心理を論じ，向精神薬乱用防止に薬剤師が果たす可能性に言及
した。

Key word　睡眠薬，抗不安薬，ベンゾジアゼピン系，薬物依存症，過量服薬

くすりを正しく使えない人たち―医薬品の乱用・依存の理解とサポート

松本　俊彦
MATSUMOTO Toshihiko

くすりにハマる患者のこころ



96(1552)  ── 　2014.9（Vol.56 No.10）

新連載病態
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臨床検査値ケースファイル臨床検査値ケースファイル臨床検査値ケースファイル臨床検査値ケースファイル 新連載

　検査値を読むのが苦手という方，皆さんのなかにも結構多いのではないでしょうか。しかし，
検査値から得られる情報は極めて重要で，検査値から病態を適切に評価する力を身につけること
は，病棟やベッドサイドで働くうえで不可欠です。
　この連載では，臨床検査専門医の村上純子先生に，臨床検査値の読み方をケーススタディ形式
でご解説いただきます。今月号では連載にあたっての総論をご解説いただき，実際の症例解説は
10月号から始まります。お楽しみに！	 　（編集部）

　臨床検査は誰が何のために行うのでしょうか？
　従来から，臨床検査は，医師が医療の現場で患者さんの疾患や病態を「診断するために」あるいは
「治療を行うために」あるいは「経過観察のために」実施するものでした。
　現在でも基本的にはそうなのですが，ここ数年，コメディカルスタッフから，「検査データが読め
るようになりたい」という要望の声を聞くことがものすごく多くなったように感じています。なぜで
しょうか？
　その理由の一つは，チーム医療の必要性・重要性が，医療現場だけでなく，社会全体に理解されて
きたことによるものでしょう。チーム医療とは，“医療に従事する多種多様な医療スタッフが，各々
の高い専門性を前提に，目的と情報を共有し，業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い，患者の
状況に的確に対応した医療を提供すること ”と定義されています 1）。さまざまなチーム医療に対して
診療報酬の加算がつき，コメディカルスタッフが医療に深く関わる場面は今後ますます増加するもの
と思われます。
　もう一つの大きな理由は，電子カルテの普及でしょう。電子カルテシステムへのアクセス権さえあ
れば，いつでも，どこからでも，患者さんの検査データをみることができますので，熱心なコメディ
カルスタッフがそのデータを業務に活かすために「解釈する能力を習得したい」と考えるのはもっと
もなことです。
　特に病院薬剤師には，薬局の中で調剤業務を行うことに加えて，病棟での臨床業務を増やすことが
求められています。このような現状において，薬剤師が病棟スタッフの一員として期待される最大の
ミッション，すなわち「医薬品による副作用の予防および早期発見」を遂行するには，検査データを

新連載
第1回 臨床検査値

ケースファイル
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臨床検査値ケースファイル臨床検査値ケースファイル臨床検査値ケースファイル臨床検査値ケースファイル

村上　純子	 埼玉協同病院臨床検査科 部長
MURAKAMI Junko

連載開始にあたって
─検査値の考え方の基本

新連載
第1回
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脳卒中のサイン「FAST」
脳卒中を疑う特徴的所見はFAST（急いで！）という標語で示されます。これはFace，Arm，

Speech，Timeの頭文字で，顔面のゆがみ，手足の麻痺，言語障害が脳卒中の特徴的症状であり，発
症時間を確認してすぐに救急車で専門病院の受診を促すためのものです。

1

産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座

高畠　英昭　TAKAHATA Hideaki

1時間目 脳梗塞
Ischemic penumbraと血栓溶解療法

臨床医学知識臨床医学知識臨床医学知識
第6回

監修

北辰会 有澤総合病院
内科

大八木秀和

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。

処方がオーダーされても時には使用されずに返納されることもあるのがアルテプ
ラーゼ（血栓溶解薬）です。医師はこのようなときに，どのようにしてアルテプラー
ゼの投与をするかしないかの決断をするのか理解するのが今回の目標です。
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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。

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。

スター☆ピロシ先生  保険薬局で糖尿病患者を対象にした臨床
研究を実現させた，カリスマ薬剤師。糖尿病療養指導の取り組みで
有名。趣味はワークショップ。

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
の
批
判
的
吟
味

第18回 　「時めき臨床研究」中級編では，ビート君たちのリサーチ・
クエスチョン（RQ）を軸に実践的な学習を進めていきます。
　さて，先月号までのおさらいです。ビート君たちはアプリ
を利用してRQから構造化された研究計画を作成しました。
よく考えられた研究計画ができたと喜んでいますが，はたし
て落とし穴はないでしょうか。フットワークの軽いビート君
は，いま一世風靡の糖尿病療養指導のカリスマ薬剤師のとこ
ろに相談に行くようですよ。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  お疲れ様です。今日も一日，よく頑張った，よく頑

張った！　そんじゃー，今日はこれで失礼します！！
コリンさん  ちょっと待ちなさいよ！　ちゃんと今日の服薬指導し

た患者さんの薬剤管理指導記録を書いたの？　あ
と，先日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，今日こそ進捗を教えな
さいよね！

ビート君  あっコリンさん，そうでした，そうでしたね。それ
がね，うふふふ（不敵な笑み）。

コリンさん  何よ～ビート君，またその奇妙な笑いは？
ビート君  はははっ，実はですね，僕のRQを「QMentor」を

使って進めていることを話したじゃないですか。か
なり具体的，明確に構造化されてきたのですよ。本

■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 特定講師
＊＊ 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



第

回

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

聴取にて得られた情報
　58歳男性，1年前から2型糖尿病治療のため内科通院中。アマリールʀ錠，アクトスʀ錠で内服加療
中だったが血糖コントロール不良になってきたため，スーグラʀ錠が追加となった。投薬時に病院で
の検査結果と本人からの既往歴の聴取により，以下の情報が得られた。

前回受診時（7月9日）
　�身長：160cm，体重：64.7kg（BMI：25.3），HbA1c：7.3％，空腹時血糖：165mg/dL，
　BUN：22.0mg/dL，血清Cr：1.2mg/dL（BUN/Cr：18.3），e-GFR：49.6mL/min/1.73m2

今回受診時（8月6日）
　�身長：変動（－），体重：66kg（BMI：25.8），HbA1c：7.5％，空腹時血糖：180mg/dL，
　BUN：30.0mg/dL，血清Cr：1.2mg/dL（BUN/Cr：25.0），e-GFR：49.6mL/min/1.73m2

最初の
疑問 腎機能低下例へのスーグラ®錠の投与は！？？

処方せん内容

須藤　貴博＊，吉川　飛鳥＊＊
SUDO Takahiro, YOSHIKAWA Asuka
＊三愛会総合病院薬剤科，＊＊東戸塚記念病院薬剤部

選択的SGLT2阻害薬
処方時の注意点

17
内科（外来院外処方せん）

Rp.	 アマリール®錠1mg	 1回1錠　1日1回
	 アクトス®錠30mg	 1回1錠　1日1回
	 スーグラ®錠50mg	 1回1錠　1日1回
	 　朝食後	 　14日分
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