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はじめに

　糖尿病患者の増加に伴い，糖尿病腎症から末期腎不全
に至る患者は増加し，1998年以降今日まで透析導入原因
疾患比率のなかで第1位を維持している。糖尿病を原因
疾患とする腎不全，透析患者の予後は不良であり，糖尿
病腎症の早期診断と病期に適した治療を開始し，腎症の
進行を抑制することが重要である。近年，多くの大規模
臨床試験において，厳格な血糖コントロール，レニン・
アンジオテンシン（RA）系阻害薬を中心とした厳格な
血圧コントロールにより腎症の進行を抑制することが示
されている。本稿では，糖尿病腎症の病期分類と病期に
応じた治療法，特に血糖，血圧，脂質管理について述べ
る。

糖尿病腎症の病期分類と早期診断基準

　慢性腎臓病（CKD）の概念や，CKD重症度分類，血
清クレアチニン値と年齢，性別から算出される推測糸球

体濾過量（eGFR）が普及していることを受け，近年，
糖尿病腎症病期分類が改訂された（表1）。尿へのアル
ブミンの漏出がなく腎機能が正常な第1期（腎症前期），
微量アルブミン尿（30～299mg/gCr）を呈する第 2期
（早期腎症期），顕性アルブミン尿（300mg/gCr以上）
または高度蛋白尿（0.5g/gCr以上）を呈する第3期（顕
性腎症期），腎機能が低下（eGFR 30mL/分/1.73m2未満）
する第 4期（腎不全期），末期腎不全に陥り透析導入と
なる第 5期（透析療法期）に分類される。糖尿病腎症
は，微量アルブミン尿の時期から蛋白尿が臨床的に明ら
かな時期になると，やがてネフローゼ症候群を併発し，
腎機能は急速に低下して数年以内に末期腎不全に至ると
いう一連の経過が特徴的である。早期に診断することが
重要であるが，臨床的に困難な場合が多く，尿中への微
量アルブミン漏出の時期をもって早期腎症と診断する。
微量アルブミン尿の定義としては，24時間蓄尿による尿
中アルブミン排泄量の測定や，随時尿におけるアルブミ
ン（mg）/クレアチニン（g）の比を算出し，30～299mg/
g・Crが 3回測定中2回以上あれば微量アルブミン尿陽

飯塚病院腎臓内科

　糖尿病患者の増加に伴い，糖尿病腎症から末期腎不全に至る患者は増加し，透析導入原因疾患比率のなかで第1位を
維持している。一方で，糖尿病患者に対する厳格な血糖，血圧管理により腎症の発症が抑制され，発症早期からの治療
介入によって進展阻止，寛解が可能であることが明らかとなった。そのためには日常診療のなかで早期に診断すること
が極めて重要で，定期的に微量アルブミン尿の有無を確認する必要がある。糖尿病と診断後は，合併症予防のために
HbA1c 7％未満，血圧130/80mmHg未満と厳格な管理を行い，早期腎症期以降は上記治療に加えてアルブミン尿，
蛋白尿減少も目標とし，ACE阻害薬やARBを積極的に使用すべきである。
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ステージに応じた糖尿病腎症の
薬物療法のポイント



医療法人同仁会（社団）
京都九条病院
（京都市）

ERAS（enhanced recovery after surgery；イーラス）とは欧州経腸栄養学会が
2005年に発表した，消化器術後患者の早期回復のための経口栄養，リハビリ，麻酔・
術後疼痛管理などの周術期管理プロトコルである。国内ではERASを行っている病院は
まだ少なく，そこに薬剤師が参加する事例もまだ珍しいが，京都九条病院では薬剤師が
ERASチームに参加し，術後の悪心・嘔吐や疼痛管理に対して薬学的に介入することで，
患者の早期回復や在院日数の削減に貢献している。

・病床数： 207床
・診療科：内科，循環器内科，消化器内科，
呼吸器内科，糖尿病内科，腎臓内科，
外科，整形外科，脳神経外科，
消化器外科，泌尿器科，麻酔科，
リハビリテーション科，救急科，放射線科
・薬剤部： 9名＋助手１名
・院外処方せん発行率： 96％
・外来処方せん枚数： 124枚/日
・入院処方せん枚数： 354枚/日

病院概要

術後の在院日数を大幅に短縮

京都九条病院では2012年5月にERASチームが発足。
同院外科・消化器外科部長の北川一智氏をリーダーとし
て，薬剤師，看護師，管理栄養士，理学療法士，事務で
構成されている（図1）。
ERASの対象となるのは胃がん，結腸・直腸がんなど

の消化器手術患者で，そのなかでも早期回復が見込まれ
る比較的体力のある患者に行われる。主治医の判断で
ERASの適用となった患者は，ERASチームによるカウ
ンセリングを入院前に受け，それぞれの職種はERAS
プロトコルに基づいて患者の早期回復をサポートする。
これによって同院では結腸・直腸がん手術患者（50症例）

ERASチームで術後の
回復力向上に貢献

薬剤部の様子

病院外観

・チーム医療
・早期回復

・低侵襲性の術式を採用
・術後合併症防止のための
　輸液・麻酔管理など

・早期離床のために，
　入院生活を全面サポート

・栄養評価をもとに
　円滑な早期経口栄養・早期リハビリにより

　運動機能低下を防止

・スケジュール管理

・リスク評価で
　PONV予防・NSAIDs
　副作用防止

医師

事務

薬剤師 看護師

管理栄養士
理学療法士

図1　ERASチームの概要



ERASチームで術後の回復力向上に貢献

の術後在院日数が16.9日から8.3日に，胃がん手術患者
（25症例）では，17.4日から11.0日へと短縮した（図2）。
ERASチームでの薬剤師の役割は，手術後の早期経口

栄養や早期リハビリ療法が円滑に行えるよう，手術後の
悪心・嘔吐を予防し，疼痛管理の妨げとなる鎮痛薬の副
作用発症を回避するためのリスク評価と処方提案にな
る。そのために，入院前カウンセリングでは①手術後の
悪心・嘔吐（post operative nausea and vomiting；
PONV）リスク評価，②術後の鎮痛薬による副作用発症
のリスク評価に加え，手術前の服用薬リスク評価として，
持参薬の鑑別を行い，術前に休薬すべき薬剤をチェック
する。抗凝固薬・抗血小板薬など休薬が必要な薬剤が
あった場合は，医師の指示に従い休薬すべき薬剤と休薬

期間について説明し，同時にPONVや消化管運動に悪
影響のある薬剤についての情報提供も行う（表1）。ま
た，手術後には適宜フィジカルアセスメントと症状のモ
ニタリングも行う。
「ERASチーム発足当初は，薬剤師に何ができるかわ
からないままの参加でした。しかし，周術期管理に薬剤
師が加わって何ができるのか，必ずやるべきことがある
と考え試行錯誤するなかでPONVや術後疼痛管理のリ
スク評価の重要性に気がつきました」と薬剤部の國永智
昭氏は語る。薬剤部長の友沢明徳氏は「チーム医療のな
かでの自分の役割を積極的に見つけていく姿勢がいまの
薬剤師には必要」と，國永氏のERASチームへの参加を
後押ししてきた。

國永智昭氏 友沢明徳氏

結腸・直腸がん
通常の周術期管理
　（50症例）
　術後在院日数
　16.9日
　（8－38日）

通常の周術期管理
　（25症例）
　術後在院日数
　17.4日
　（11－30日）
　  

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

年齢
63
72
62
74
77
73
90
75
74
70
60
69
74
60
68

性別
男
男
男
男
男
女
女
女
男
女
女
男
女
男
男

疾患
結腸がん
結腸がん
結腸がん
結腸がん
結腸がん
結腸がん
結腸がん
結腸がん
結腸がん
結腸がん
結腸がん
直腸がん
直腸がん
直腸がん
直腸がん

退院可能
4
6
8
9
5
4
2
5
14
5
5
4
5
5
5

退院
6
6
8
10
7
6
4
6
16
9
6
14
8
8
8

胃がん

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

年齢
74
83
60
78
69
75
78
63
81
73

性別
男
女
男
男
女
女
男
男
男
男

疾患
胃全摘

幽門側胃切除
胃全摘

幽門側胃切除
胃全摘

幽門側胃切除
幽門側胃切除
幽門側胃切除
幽門側胃切除
胃全摘

退院可能
7
5
6
6
6
5
5
5
5
6

退院
19
7
16
13
11
12
7
6
9
10

　  8.3日
　（4－16日）

　  11.0日
　（6－19日）

ERAS適用 ERAS適用

図2　ERASプロトコルの効果

表1　腸管運動抑制作用があり，ERAS遂行の妨げとなりうる薬剤
フェノチアジン系 クロルプロマジンなど
ブチロフェノン系 ハロペリドールなど
三環系抗うつ薬 アミトリプチリン，イミプラミンなど
ベラドンナアルカロイド アトロピン，ブチルスコポラミン，

ロートエキスなど
過活動膀胱治療薬 プロピベリン，オキシブチニンなど
抗不整脈薬 ジソピラミドなど
オピオイド モルヒネ，コデイン，ロペラミドなど
抗がん薬，免疫抑制薬 イリノテカン，メトトレキサート，

シスプラチンなど
α-グルコシダーゼ阻害薬 ボグリボース，アカルボースなど
ポリスチレンスルホン酸製剤 カリメート，ケイキサレートなど
その他 ヒドララジン，ダントロレン，

ゾテピンなど



また，麻酔薬についてPONVのリスクとなるオピオ
イド鎮痛薬は，術後の蓄積性を考慮し半減期が短いレミ
フェンタニルをスコアに関係なく使用している。
このように，薬剤師がPONVのリスク評価を行い処
方提案したこれまでの全41症例において，PONVが予
測頻度に比べて低い値を示す（図5）など，その有効性
が明らかになっている。

PONVのリスクを評価， 
予防薬の投与を提案

同院では，術後の早期回復に向けてかなり早期から経口
栄養・リハビリを開始する。結腸がんのクリニカルパスの
場合，術後1日目から食事を開始し，リハビリも術後の 
1日目から開始する。しかし，そこでPONVがネックとな
ることがある。そのため，薬剤師による術前のPONVのリ
スク評価と，リスク低減のための処方提案が重要になるの
である。
PONVのリスクはApfelスコアに基づいて評価し（図

3），女性，非喫煙，PONV既往・乗り物酔いしやすい，
について聞き取りをして点数化。2点以上はハイリスク
とし，リスクを下げるために予防薬の投与を提案する。
ハイリスクの場合，PONVの予防薬としてトラベルミ

ン®錠を術後経口投与する。従来，予防薬はデキサメタ
ゾン注4mgを術前投与していたが，消化器手術で問題
となる縫合不全のリスクに配慮し，トラベルミン®錠の
術後経口投与に切り替えた。これらで効果がみられない
場合は，ドパミン拮抗薬，セロトニン拮抗薬などの治療
薬の投与も検討する。「PONVの予防薬は，海外のガイ
ドラインや文献などを参考に効果と副作用のバランス，
適応症やコストの面を考えて，ERAS適用患者に適した
薬剤を選択しています」（國永氏）。これらPONV予防
アルゴリズムは國永氏が作成した（図4）。

方法：手術前にカウンセリング（20分程度）
 Apfelスコア（PONVの頻度を予測）

該当項目数（点）

PONV予測頻度（％）

0

10

1

20

2

40

3

60

4

80

PONVハイリスク因子（4項目）
　・女性 
　・非喫煙
　・PONV既往・乗り物酔いしやすい
　・オピオイド使用

◆評価
◆点数化
◆共有

・２点以上の場合⇒予防薬に薬学的介入
・PONVのスコア⇒ERASメンバーで共有

図3　PONVリスク評価

2点以上の出現頻度…予測頻度に比べ低い値を示した

1（軽度） 10 2 20.0 20

2（中等度） 22 4 18.1 40

3～4（重度） 9 2 22.2 60～80

PONVスコア
（重症度）

PONV
出現数

出現頻度
（％）

予測頻度
（％）該当人数

図5　PONVに薬剤師が介入した結果（41症例）

0～1点 2～3点

・予防投与なし

・PONV出現時（治療）
　プリンペラン®注　iv　（第一選択）

　
　ナゼア®OD錠　経口　（効果不十分時）
　またはグラニセトロン注　点滴

・予防投与あり
　トラベルミン®配合錠3～4錠/日
　（術後水分摂取可能な時点から）

図4　PONV予防アルゴリズム



ERASチームで術後の回復力向上に貢献

NSAIDsの副作用を防止

加えて，早期のリハビリには術後疼痛のコントロール
が重要となる。そこで薬剤師が，あらかじめ疼痛管理の
妨げとなるNSAIDs副作用の発症リスクの有無を評価し
ておくことが有効となる。評価の結果，NSAIDsの副作
用の発症リスク因子である消化性潰瘍の既往がある場合
は予防薬としてプロトンポンプ阻害薬（PPI）の投与，
腎機能障害がある場合はアセトアミノフェンへの代替，
過敏症既往がある場合は他剤への切り替えなどを行う
（図6）。このように薬剤師がNSAIDsの副作用発症リス
クの評価と薬剤選択に介入した全41症例では，その副
作用発現はゼロとなった（図7）。
「今までは，薬剤が処方されてから疑義照会という形

で関わることが多かったのですが，疑義照会だけでは薬
剤師が主体的に関わることが難しく，患者に薬学的なケ
アの効果が届きにくいのが実情です。しかし，手術前に
行う処方支援は処方選択に医師と協働して関わることが
できます。処方前のリスク評価は，PONVの予防，NSAIDs
副作用発症の防止に効果的で，その他にも抗血小板薬や
腸管運抑制薬などさまざまな薬剤に起因するリスクに対
しても介入できるため，薬剤師がその職能を発揮するた
めの非常に有効なツールです」（國永氏）。
京都九条病院では，現在のERASチームを今後は周術
期管理センターという形でさらに発展させ，外科だけでな
く整形外科，脳神経外科など，カウンセリングの対象とな
る患者を増やしていきたいとしており，周術期患者への
薬剤師の薬学的な介入の場がますます増えそうである。

ERASチームを設立するまで，薬剤師が手術患者に直接関わることはありませ
んでした。そのため，ERASチームの設立当初は薬剤師に何をしてもらうのかイ
メージできませんでした。しかし，実際には薬剤師がERASチームに入ることの
メリットは予想以上で，薬剤師と外科医との関係が変わりました。PONVリスク
評価とそれに基づいた予防策は医師だけでは困難です。特に当院では内科で診断
されて外科で手術するまでの期間が平均2週間を切っており，非常に短い期間で
す。薬剤師がPONVや術後疼痛などについて患者にカウンセリングを行い，その
情報を医師に提供してくれることで医師は手術や治療に集中することができ非常
に効率的です。薬剤師にはERASチームで担当した手術患者を自分の患者と思っ
て診てほしいと思います。

ERASチームリーダー 外科・消化器外科部長　北川一智氏の話

・2点以上の出現頻度…予測頻度に比べ低い値を示した

3～4（重度） 9 2 22.2 60～80

回避すべき
副作用

薬剤性
腎障害 過敏症

消化性
潰瘍
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腎機能障害

過敏症
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消化性潰瘍
既往

発症リスク
因子

アセト
アミノフェン 他剤PPI併用薬学的

介入

リスク因子（＋）　

図6　NSAIDs副作用防止のためのリスク評価（41症例）

いずれの副作用も認めなかった。

副作用
発症リスク因子

消化性潰瘍既往

重度腎機能障害

過敏症既往

該当件数

15

2

1

副作用出現数

0

0

0

図7　NSAIDs副作用に薬剤師が介入した結果（41症例）



臨床で経験した副作用症例の
薬物動態を解析

前田　賴伸氏
独立行政法人労働者健康福祉機構
中国労災病院薬剤部長

M A E D A  Yo r i n o b u

薬の副作用が疑われる症例に遭遇したとき，その
原因を薬剤師はどこまで突き詰めて考えるだろう
か。20年以上前に病棟常駐業務を始めた中国労災
病院薬剤部長の前田賴伸氏は，自ら経験した症例を
きっかけに，抗がん剤，抗菌薬，抗不整脈薬などの
薬物動態を研究し，安全で効果的な投与法を臨床現
場に提案してきた。それらの成果に対し，「副作用
症例の薬物動態解析による処方適正化」の題目で今
年度の日本医療薬学会学術貢献賞を受賞した前田氏
は，「患者さんの顔が思い浮かばないと研究にも力
が入らない」と語るように，臨床あってこその研究
だと考えている。これまでの研究内容や，若手・中
堅薬剤師への期待を語ってもらった。

̶授賞理由となった薬物動態研究をこれまで数多く発
表されていますが（表），いろんな薬が対象になっ
ていますね。

すべての研究は，私自身が病棟で経験した症例がきっ
かけになっています。20年以上前，まだ薬剤師の病棟
業務が医師や看護師に理解されていない時期から病棟常
駐業務を始めましたが，その間10年で8,069名の患者に
関わり，そのすべてを記録に残してきました。例えばリ
ドカインとメキシレチンの相互作用機序の研究は，拡張
型心筋症で心室頻拍を起こした症例が発端になっていま
す。患者はリドカイン増量により全身硬直と不随意運動
が生じ，リドカインのシリンジチューブを引きちぎるな
ど血まみれになって暴れていたのを私が必死に押さえた

ことを覚えています。この研究ではメキシレチンの併用
によりリドカインの組織分布が低下することを明らかに
し，その詳しいメカニズムを広島大学薬学部の研究者と
ともに調べました。
気管支喘息でテオフィリン投与中の入院患者がアシク
ロビル併用によりパニック障害を来した例では，病棟薬
剤師と患者の主治医に両剤を服用してもらい，テオフィ
リンの代謝過程を調べました。その結果，アシクロビル
併用により尿中の1, 3-dimethyl uric acidの排泄が有意
に減少し，これがテオフィリンの血中濃度上昇につな
がったことを明らかにしました。両剤の添付文書にはこ
の相互作用が「併用注意」として記載されていますが，
その根拠になっているのはこの研究です。



̶バンコマイシンの研究では，ノモグラム（計算図表）
を使ったわかりやすい投与法を発表されています。

同様のノモグラムは抗不整脈薬のシベンゾリンでも発
表しましたが，とにかく臨床現場は忙しいわけです。た
だでさえ忙しいなかで，抗菌薬に詳しくない医師に向
かってPK-PD理論を使って説明してもあまり聞く耳を
もってくれません。その点ノモグラムは見た目にわかり
やすく，医師に血中濃度測定を依頼する際のツールとし
ても役立ちます。この研究をしていた当時，添付文書ど
おりにバンコマイシン（VCM）を投与しても有効血中
濃度に到達しないことが多く，自施設ではMRSA肺炎
の治癒率が20％という状況でした。そこで，患者の腎
機能にかかわらずVCMの初期投与量は1gとし，その一
方で患者の年齢・体重・腎機能に基づいてVCMの投与
間隔を決めることを考えました。腎機能低下患者では初
期投与量を下げるためになかなか有効血中濃度に達しな
い例が多かったのですが，この方法だと腎機能低下患者
でも初期投与量を変更しないので早い段階で有効血中濃
度に到達できます。実際，MRSA肺炎患者に対してノ
モグラム使用時と標準的投与時の治療成績を比較したと
ころ，有効血中濃度に達した割合は71.7％対18.5％，治
癒率は43.4％対18.5％という結果でした。このノモグラ
ムは周囲の勧めで「前田ノモグラム」と名づけ，他の病
院でも随分と活用されています。

̶学会で研究発表をする薬剤師も増えてきたと思いま
すが，若手や中堅の方にアドバイスはありますか？

研究発表それ自体が目的になってはいけないと思いま

す。自分のためではなく，患者の利益になるかどうか，
それを判断基準に研究が行われるべきでしょう。少し気
になるのは，博士号を取得する薬剤師は増えているもの
の，取得しただけで終わっていないかということ。博士
号はゴールではなくスタートですから，せっかくの力を
もっと世の中で発揮してほしいと思います。
いま病棟業務への関心が高まっていますが，薬剤師は
診療報酬に関係なく，とにかく病棟にいること，患者のそ
ばにいることが必要です。「不随意運動」，「低血糖」など
言葉では副作用を知っていても，実際はよくわからない薬
剤師がまだまだ多い。患者に接した経験が少ないからで
しょう。病棟での経験を重ねれば，疾患や治療について解
明されていないことがいかに多いか，よくわかるはずで
す。その原因を究明しデータを蓄積することで，薬物療法
の有効性・安全性を向上させることが可能になります。
自分の研究成果を臨床で実践しようとすれば大きな責
任を伴うものです。しかし，責任があるからこそ周囲か
ら信頼され，自らもやりがいをもって仕事ができるので
はないでしょうか。責任が重くなるからと臨床から逃げ
るのではなく，前に向かっていく姿勢を大切にしてほし
いと思います。
前田氏の研究成果をまとめた受賞記念論文は，『医療薬学』に
近く総説として掲載される予定です。

副作用症例の薬物動態解析に関する前田氏の主な研究
過程 研究テーマ
吸収 経口用抗がん剤エトポシドの副作用発現に及ぼす胃切除

の影響
イリノテカン誘発遅発性下痢に対するクレメジンの予防
効果

分布 リドカインとメキシレチンの相互作用機序の究明
代謝 テオフィリンとアシクロビルの相互作用機序の究明

イリノテカン投与患者におけるUGT1A1遺伝子多型情
報より血漿中SN-38G/SN-38濃度比の有用性

排泄 バンコマイシン初期投与法の開発
抗不整脈薬シベンゾリン初期投与法の開発
腎機能に基づいたリバビリン投与法の開発

エトポシドカプセルに関する研究は，胃切除がん患者で血液毒性により
投与計画を完遂できない例が相次いだことがきっかけ。本来，胃酸分泌
が少ない胃切除患者では消化吸収障害が起こりやすく，薬物血中濃度は
上昇しにくいが，同剤はカプセルさえ崩壊すれば主薬が溶解されなくて
もよい製剤特性だったため胃切除患者で速やかに吸収され，血中濃度が
上昇したことが推察された。
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VCMの初期投与設定ノモグラム（前田法）。体重60kg，男性，80歳，
血清クレアチニン1.5mg/dLの患者を例にとると，はじめに体重と年齢
を結ぶ直線（＃1）を引き，次に＃1と直線Rの交点と，クレアチニン値
を結ぶ直線（＃2）を引く。＃2より推定クレアチニン・クリアランス
は35mL/minで，VCM 1gを2日ごとに投与すればいいことがわかる。
〔Maeda Y, et al : Drug Metab Pharmacokinet, 21 : 54-60, 2006より〕
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新連載
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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

71歳男性　主訴：全身倦怠感，顔色不良第2回

1．尿検査
色調・外観 黄褐色・軽度混濁

pH 6.5

比重 1.020

蛋白 （－）

糖 （－）

潜血 （－）

ウロビリノゲン （±）

ビリルビン  （3＋）　

2．血液一般検査
白血球数 10,800/μL

赤血球数 388×104/μL

Hb 8.5 g/dL

Ht 30.3 ％

MCV 78.1 fL

MCH 22.0 pg

MCHC 28.1 g/dL＊

血小板数 35.1×104/μL

末梢血液像
　好中球
　好酸球
　好塩基球
　単球
　リンパ球

79.0 ％
2.5 ％
0.5 ％
5.5 ％
12.5 ％

＊：以前は「％」を用いたが，現在は「g/dL」

3．生化学検査
総蛋白 5.8 g/dL

アルブミン 3.0 g/dL

AST 97 U/L

ALT 81 U/L

LD 2,625 U/L

ALP 1,283 U/L

γ-GT 1,361 U/L

総ビリルビン 6.8 mg/dL

直接ビリルビン 4.7 mg/dL

尿素窒素 13.7 mg/dL

クレアチニン 0.81 mg/dL

尿酸 7.2 mg/dL

血糖 129 mg/dL

4．免疫血清検査
CRP 0.24 mg/dL

CEA 45.4 ng/mL
（カットオフ値　＜2.5）

CA19-9 61.8 IU/L
 （カットオフ値　＜37）

5．その他
便中ヒトヘモグロビン （＋）　

■この検査所見からどういう病態が読み取れるでしょうか？

「臨床検査の基準範囲一覧」について
本連載は，第 1回（2014 年 9 月号）に掲載した「臨床検査の基準範囲一覧」に基づいて解説さ
れています。この表はじほうのWeb サイト「MagPlus」の Download & Link コーナー（http://
magplus.jiho.jp/book-list/）にも掲載しています。誰でも見られますので，ぜひお使いください。
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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。

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
の
実
施
可
能
性
を

見
積
も
る

第19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「薬薬
連携と血糖コントロールの関連」をテーマに研究計画を作成
しています。前回は，糖尿病療養指導のカリスマ薬剤師のと
ころに相談に行き，研究計画を練り直しましたね。さて，い
よいよ研究計画も大詰めを迎えていますね。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   おっはよう～ございます。
コリンさん  ビート君おはよう。
ビート君   昨晩，スター☆ピロシ先生にお会いしてきました。

さすがスターでした。ちょー，かっちょいいし，いろ
いろなお話を聞けました。

コリンさん   ビート君，ずるい～。いまを時めく糖尿病療養指導
で有名なスター☆ピロシ先生にお会いできるなんて，
なかなかないわよ。

ビート君   そうみたいですね。とてもお忙しそうでした。でも，
僕の思案中のRQ「高齢糖尿病患者における薬薬連
携と血糖コントロールの関連」でとてもいいアドバ
イスをいただきました。

コリンさん   ホント，専門家の意見が聞けるってことはありがた
いわよね。

しんのすけ
先生   おはようございます。

■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
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北辰会 有澤総合病院内科

大八木秀和　OHYAGI Hidekazu

1時間目
NSAIDs投与で知っておくべき 
解剖学的知識

医師との mutual respect に必要な

臨床医学知識臨床医学知識臨床医学知識
第7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。

まず先に症例1と症例 2を読んでください。どうですか？　今回の2つの症例，
実はある解剖学的な特徴でつながっているのですが，それが何かひらめきましたか？
　ヒントですが，症例1は子供のころからずっと循環器医にフォローされている。症
例2は妊婦。またどちらの症例も発熱があり，解熱薬が絡んでいるというところでしょ
うか。もう答えがわかった人は，1時間目を飛ばして2時間目に進んでください。わ
からなかった人は，いまからしっかりと勉強していきましょう。今回は，動脈管とそ
れに関わる疾患，NSAIDs 投与での注意点について理解するのが目標です。



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
　53歳男性。糸球体腎炎から末期腎不全となり，10年前から人工透析を週3回行っている。透析時に
はオキサロール®注2.5μgを投与している。
　前回来局時にはリン（P）吸着薬としてホスレノール®顆粒が処方されていたが，本日の処方では
カルタン®錠に変更となっていた。患者は「リンを摂り過ぎないように食事には気をつけています。
食事の量や内容には最近大きな変化はありません。今日の透析後に，血清カルシウム（Ca）値が下
がっているので薬を変更しますと言われました」とのこと。血液検査結果の記録を持参していたため
確認させてもらった（表1）。

処方せん内容

森下　奈緒＊，高塚　　亮＊＊
MORISHITA Nao, KOTSUKA Akira
＊行徳総合病院薬剤部　　＊＊イムス三芳総合病院薬剤科

慢性腎臓病に伴う
ミネラル代謝異常

第

回
―

完

18
人工透析科（外来院外処方せん）

Rp. オルメテック®錠20mg 1回1錠　1日1回
 カルデナリン®錠2mg 1回1錠　1日1回
 　朝食直後 　14日分
 カルタン®錠500mg 1回2錠　1日2回
 　朝夕食直後 　14日分
 レグパラ®錠25mg 1回2錠　1日1回
 　夕食直後 　14日分
 プルゼニド®錠12mg 1回2錠　1日1回
 　就寝前 　14日分
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