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鳥取大学医学部
附属病院

（鳥取県米子市）

薬剤師の業務にとって切っても切れないのが医療安全だ。薬の事故を防ぐ仕組みづく
りはどの病院でも行われているが，実際に作業を行うのは人間であり，システムやルー
ルさえ整っていれば十分というわけではない。危険予知トレーニング（KYT）は，職場
や作業の様子を写真やイラストとして示し，そこに潜む危険を予想して対策を考えるも
ので，危険察知能力や問題解決能力の向上を目的に行われる。鳥取大学医学部附属病院
薬剤部では，調剤や窓口投薬などを題材にKYTを実施しており，特に経験の浅い新人・
若手が業務で注意すべきポイントを学ぶことに役立っている。お互いの知識や経験の共
有にもなるKYTの取り組みについて取材した。

・病床数： 697床
・診療科： 38科
・薬剤師数： 39名
・平均外来患者数： 1,432人/日
・病床稼働率： 89.4％
・院外処方せん発行率： 89.8％
・外来処方せん枚数： 1,325枚/月
・入院処方せん枚数： 34,603枚/月
・薬剤管理指導業務算定件数： 441件/月
・抗がん剤の無菌調製： 973件/月

病院概要

事故を未然に防ぐ力をつける

KYTはもともと工場や建設現場などで行われてきた
が，医療現場でも事故を防ぐための取り組みとして広が
りつつある。鳥取大学医学部附属病院薬剤部でも，調剤

などの場面を1枚の写真におさめ，そこから予想できる
危険を考えてもらう研修を2011年に始めた。一包化調
剤，計数調剤など調剤場面を題材にすることが多いが，
持参薬鑑別や疑義照会といった題材を取り上げたことも
ある。現在，KYTを担当する平井和浩氏は「医療事故

医療安全に効果的な
危険予知トレーニング



医療安全に効果的な危険予知トレーニング

が起こった後で問題点を振り返り対策を立てることも必
要だが，そもそも事故を起こさないことが大切」と話す。
特に新人・若手は，ベテランが身につけている医療安全
の暗黙知や「こうすると事故が起きやすい」といったポ
イントを知らない。KYTを通じて，業務のどこにリス
クが潜んでいるかを考えてもらうことで，経験の浅さを
カバーしたいと平井氏はいう。

危険を予知して対策を立案する

一般的なKYTは4つのステップに沿って進められる
（右図）。ただ危険なポイントを指摘して終わりではなく，
特に問題となるのは何か，どういう対策を立てればよい
かも議論することで問題解決能力の向上を目指している。
取材した日は，病棟の薬剤保管室の写真を題材に

KYTが行われた。3グループに分かれた参加者は，はじ
めに写真から予想される危険について議論。続いて，特
に重要と思われる危険を絞り込んだうえで，その対策を
話し合った。最後はグループごとの具体的な目標を発表
し，1時間ほどで終了となった。
KYTはあくまでトレーニングのため，ここであがっ

た対策がすべて実行に移されるわけではない。また，
「KYTをしたら明日から事故がゼロになるというわけで
もない」（平井氏）が，繰り返し行うことで，業務に伴
うリスクやその対策を一人ひとりが自らの頭で考えられ
るようになることを目指している。
薬剤部でKYTを始めた一人である涌嶋伴之助氏は，

「新人薬剤師に上の者があれこれ指示するだけでは，自
分から積極的に安全を守る意識は育たないのではない
か。医療安全の教育法を模索していて出会ったのが
KYTだった」と語る。

・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

ステップ①　危険の予知
危険要因を発見し，その要因が引き起こす現象を予測
して「危険ストーリー」（○○すると，△△になる）
で表現する（例：規格を確認しないで薬を渡すと，患
者に誤投与される可能性がある）。

ステップ②　重点化
発生確率や発生時の影響度を考慮し，重要と思われる
危険ストーリーを絞り込む。

ステップ③　対策立案
重点化で絞り込んだ危険が現実にならないようにする
ためにはどうすればいいかを考え，具体的な予防策を
立てる。

ステップ④　目標設定
立案した予防策に対し，現実的で実効性のある目標（行
動目標）を設定する。

KYTの進め方

薬剤師が窓口で患者に薬を渡そうとしている

外来処方の計数調剤をしている

過去のKYTで使われた写真。薬剤師が窓口で患者に薬を渡そうとしているこの場面，あなたはどんな危険が潜んで
いると思いますか？（注：間違い探しではありません）



調剤棚にある薬剤の配置変更を提案した際は，実際その
とおりに見直された。また，当初は1グループ10人前後
にしていたが，大人数だと新人・若手が発言しづらいた
め現在は4～6人にしている。
KYTの題材や写真のカットは平井氏らが練っている
が，「調剤業務はどの薬剤師も必ず経験し，間違いも起
こりやすいので題材としては選びやすい」。病棟業務は
経験していない薬剤師もいるため取り上げることが少な
かったが，同院でも病棟業務に力を入れており，今後は
題材を探していこうと考えている。

KYTを成功させるコツ

誰もKYTを経験していない状態から手探りで始めた
ため，最初のうちは参加者の意見があまり出ないなどの
苦労もあったが，試行錯誤しながら改善を図った。例え
ばグループ構成は新人・若手とベテランがうまく混ざる
ようにしているが，これはベテランの意見を通じて，彼
らがもつ経験やコツを新人が学ぶことを期待している。
一方，新人は従来の業務の方法になじんでいない分，ベ
テランには思いもよらない視点や斬新な発想を思いつく
こともあるという。以前KYTに参加した実務実習生が

取材した日の題材である病棟の薬剤保管室。グループごとに
4つのステップに沿って議論した

Bグループでは「消毒用エタノールで清拭されていないと感染
管理上問題になる」などを問題にあげた

Aグループでは「薬剤の期限を確認していないと薬効が落ちる
可能性がある」などを問題にあげた

Cグループでは「冷所保存の薬剤で温度管理がされていないと
適正使用できなくなる」などを問題にあげた

KYTの模様
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KYTはチームワーク強化にも役立つ

KYTの有用性を調べるために行ったアンケート調査
では，「日々の業務でリスクに対する意識に変化はあっ
たか」，「行動に変化はあったか」という質問に対して，
参加回数が1～2回の人より3回以上の人のほうが「変
化あり」と答えた割合が高かった。涌嶋氏は「KYTを
続けること自体が目標になってはいけないが，KYTは
個人の意識を高めると同時にスタッフの知識や経験を共
有する場でもあり，チームワークの強化につながってい
る。何のためにやるのかという目的をはっきりさせなが
ら，長く続けることが重要ではないか」と話す。
最近では近隣病院の新人薬剤師を含めた研修でKYT

を実施したり，新薬採用の際にKYTの考え方を用いた
りするなど，KYTの適用範囲が少しずつ広がっている。
新薬採用については「医師はこの薬をどういうときに処
方するか，看護師は病棟でどう取り扱うかを事前に予測
し，間違いが起こりそうな状況を防ぐ対策を薬剤師から
提案したい」と平井氏。いずれは医師・看護師も交えて
薬に関するKYTを実施したいと考えている。

Aグループの司会を務めた長谷川一将氏（奥）も，KYTをスター
トさせた一人。KYTを成功させる要素の一つが各グループの司会
の力量だという。「参加者には何でも思ったことを言ってもらう。
司会者はそれをさらに掘り下げて聞いたり，違う人たちの意見か
ら共通項を見出したりと，議論をうまくリードするように心がけ
ている。KYTの目的を理解したうえで，自分でも何度か経験して
みることが大事」

各グループで議論の中身を書くKYTシート。4つのステップごと
に記入する。一番下の「総括」は，司会が今日の議論を評価する
項目で，今後の改善に活かそうと薬剤部オリジナルで追加した

左から，平井氏，薬剤部長の島田美樹氏，涌嶋氏。島田氏は「1
つの薬剤を棚から取るとき，1枚の処方せんを見たとき，何をど
う考えるかは人によって違う。KYTによって他人の視点を学び，
そこに自分の視点も加えて作業をすることで事故をより起こしに
くくなる。こうしたことは新人のうちにトレーニングする必要が
ある」と話す



DOTSによる
結核患者の服薬支援

佐藤　可奈氏
倉敷中央病院薬剤部

S AT O  K a n a

かつて亡国病とよばれた結核だが，治療薬の開発と
ともに死亡率は大きく下がり，いまや結核患者に関
わったことのある薬剤師も数少ないのではないだろう
か。だが，結核は決して過去の病気ではない。厚生労
働省の調査によれば，2012年の新規結核患者は
2万1,283人，死亡者は2,110人で，欧米と比べて
罹患率の高い状態が続いている。岡山県にある倉敷中
央病院薬剤部の佐藤可奈氏は，医療従事者が抗結核薬
の服薬を確認するDOTS（直接服薬確認療法：
directly observed treatment short-course）の取
り組みを医師・看護師とともに進めており，運用の手
順や患者との面談時に指導・確認すべき点を薬剤部内
で統一した。同院に結核病棟はないものの，外来治療
で患者を支援したいと考える佐藤氏は，「服薬状況が
悪い患者では，飲めない原因を本人とともに探り，服
薬ができる環境をつくることが大事」と語る。

̶DOTSを始めたきっかけを教えてください。
　結核は抗結核薬の登場で完治する時代になりました。
現在は多剤併用療法を約6カ月行う治療が一般的です
が，服薬コンプライアンスが低下すると再発を招くだけ
でなく，耐性菌の発生につながります。特に多剤耐性菌
では薬剤の選択肢が限られてしまい治療に難渋するた
め，服薬コンプライアンスの維持が欠かせません。
　岡山県では結核患者の服薬支援を目指して「岡山晴れ
晴れDOTS手帳」が2013年に作成され，当院でもそれ
をきっかけに多職種で話し合い，同年4月からDOTSを
スタートさせました。一口にDOTSといっても方法は
いくつかあり，医療従事者の目の前で患者に服薬しても

らう方法もあれば，定期的に家庭訪問や電話連絡をする
方法もあります。私たちは結核病棟をもつ近隣病院の取
り組みも参考に，空のPTPシートを患者に持参しても
らう方法にしました。

̶シートを数えることで飲み忘れがないかをチェック
するのですね。

　そうです。患者には空のシートを入れてもらう回収袋
を初回面談時に渡します。その後は外来受診日ごとに袋
を回収して空シートを確認するとともに，DOTS手帳に
も服薬状況が書かれているかチェックします。服薬コン
プライアンスが悪い患者には薬剤師から服薬指導を行う



のはもちろんですが，良好な患者にも必ずDOTSは行い
ます。副作用が出ていないかや，服薬に関して困ったこ
とがないかを聞くのも大切だからです。DOTSで得た情
報はそのつど電子カルテに記載して医師や看護師と共有
しており，問題ない患者であれば，受診の間隔は1週間
から2週間へ，さらに1カ月へと延びていきます。

̶取り組みにあたって気をつけたことはありますか？
　当院は病床1,000床を超える病院でスタッフの数が多
く，DOTSに関わる外来担当薬剤師だけでも25名いま
す（注：同院はほぼすべて院内処方）。そのため，薬剤
師の知識・指導内容や運用の標準化をしないと患者への
説明や対応の仕方がまちまちになってしまうと思いまし
た。そこでまず，薬剤師にアンケート調査を行い，結核
に関する知識やDOTSに関して不安な点を聞きました。
そして知識面については勉強会を開くことで補う一方，
「指導する内容がわからない」，「経験不足」という不安
の声に対しては，初回面談時のチェックリストと指導用
パンフレットをつくりました。これにより，若手からベ
テランまで同じ内容を患者に説明できるようになったと
考えています。
　また2回目以降のDOTSでは，DOTS手帳や回収袋を
家に忘れてきた，飲み忘れが多い，手帳の記載の仕方が
間違っているなど，患者によってさまざまな問題が生じ
ます。この際も薬剤師間で対応に差が出ないように，対
応策のフローチャートを作成しました。

̶これまでの取り組みの結果はいかがですか？
　服薬完遂した患者は16人，継続患者は7人です。「治
療中断例が多いのでは」という予想に反して，中断例が
ゼロという良い結果に驚いています。この結果に私たち

の取り組みが少しでも貢献していれば嬉しいですね。
　以前，コンプライアンスが非常に悪い方がいました
が，本人にも飲めていないという引け目があって，なか
なか本当のことを話されず苦労しました。よくよく話を
聞いてみると，飲もうと思っているが忙しいとか，部屋
が散らかっていてどこに薬を置いたかわからなくなると
いった事情が見えてきたので，薬を入れる箱を作って決
まった場所に置くようにしたり，医師の協力のもと服用
回数を2回から1回にまとめ，1回分の薬を1つの袋に分
包するようにしたことで服薬状況が改善しました。こう
した例では一方向の服薬指導ではなく，なぜ飲めないの
か，どうしたら飲めるようになるかを本人と一緒に考え
る姿勢が求められると思います。自宅の状況，食事のタ
イミング，家族関係などを聞き出し，治療に向けた環境
づくりを薬剤師から提案することが大切だと感じた症例
でした。

̶初回面談のチェックリストには副作用についても詳
しく書かれていますね。

　患者に初期症状を説明しておくと症状があったときに
知らせてもらいやすくなります。また，面談で「変わっ
たことはありませんか」と尋ねても，「ありません」と
いう答えが返ってくることが多いので，薬剤師が症状を
1つずつ確認することで早期発見につなげることが重要
です。今後も継続的に副作用チェックし，適切な対応を
とることで服薬コンプライアンスの維持につなげていき
たいと考えています。

初回面談で薬剤師から患者に渡す指導用パンフレットとPTPシー
トを入れる回収袋。袋には，患者が誤って違う薬剤を入れないよ
う製剤写真を貼っている

初回面談時の説明書。チェックリスト形式になっており，経験の
浅い薬剤師でも漏れなく確認できる
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はじめに

　米国の臨床現場において，薬剤師を「教育」してくれ
る甘い職場はほとんどない。米国の就職では即戦力とな
る経験者が圧倒的に有利であり，新卒薬剤師で病院就職
を望む者は，就職活動をより有利に進めるためにレジデ
ンシーに進む傾向がある。このような背景もあってか，
大学院の薬学教育においても臨床教育と実務実習の比重
が高く，1～ 2年間の実務実習がカリキュラムに組まれ
ている。また，学生個々が在学中に薬局や病院でのアル
バイトを通じて経験を積んでおくことはあたりまえであ
り，薬剤師として望むポストに就けるかどうかは，個々
の自主性・積極性・能力によるところが非常に大きい。
米国のサバイバル方式を日本にもってくることは現実的
ではないが，「仕事を持ち続ける厳しさ」から学べるこ
とは多いのではないだろうか。本稿では，米国の薬剤師
雇用システム，新人薬剤師に求められるコンピテン
シー，薬剤師のパフォーマンス評価，卒後生涯教育制度
と職場のサポート体制などについて紹介する。

米国の薬剤師雇用システム

　米国では病院薬剤師の雇用方法が日本とは異なり，
「新卒枠」や「一括採用」はほとんどみられない。病院
の募集は，薬剤師のポストに欠員が出た場合の補充，あ
るいは新サービス拡充のための増員時に随時というのが
一般的である。管理職ポストについても雇用は一般公募
であり，年功序列制度にありがちなエスカレーター式昇
進はほとんどみられない。表1に一般的な役職と応募条
件の例をあげる。図1は一般的な薬剤部組織図である。
なお，米国薬剤師の給与は高いが，日本でみられる勤続
年数による退職金制度はない。また，経験者の給与は面
接時の交渉によるため，それゆえに転職しやすいことを
付け加えておく。
　新卒薬剤師でレジデンシーを修了していない場合，応
募できる病院薬剤部の職種はスタッフ薬剤師（処方監査
と調剤監査，処方入力などの調剤室業務を行う）が主で
ある。しかし，薬剤師の就職倍率が高いサンフランシス
コなどの大都市では，スタッフ薬剤師の仕事をするにも

国立循環器病研究センター薬剤部

　日本では薬剤師教育が就職後に行われているのに対し，米国では就職前に基本的な薬剤師教育が修了している。学生
は実務実習以外にも，薬局・病院でインターンとして働いており，卒業までにいかに経験を積んでおくかが就職のチャ
ンスに影響する。米国で薬剤師として望むポストに就けるかどうかは，個々の自主性・積極性・能力によるところが大
きい。米国では年功序列制度にありがちなエスカレーター式昇進はほとんどみられない。望む役職を手に入れるために
は，自主的にスキルアップを行い，応募条件を満たすべく経験を積まなければならない。日本と米国では雇用制度が異
なるが，米国の自発的な薬剤師育成とマネージメントから学べることは多い。

Key word　米国，新人薬剤師，トレーニング，コンピテンシー，パフォーマンス評価

薬剤師教育の実践的ヒント―薬剤師力を伸ばす！

岩澤真紀子
IWASAWA Makiko

米国で生き残るための
自発的な薬剤師育成
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神鋼会 神鋼病院呼吸器外科

中島　成泰　NAKASHIMA Nariyasu

1時間目
肺がんが引き起こす 
いろいろな症状と術後の再発

臨床医学知識臨床医学知識臨床医学知識
第8回

監修

北辰会 有澤総合病院
内科

大八木秀和

前回（2014 年 5 月号）は，肺がん手術と周術期のくすりの管理について学んでき
ました。今回は①肺がんの病期（進行の程度），②肺がんが増大して周囲に浸潤するこ
とによって引き起こされるいろいろな症状について学んだ後，③術後のがん再発につ
いて述べます。肺がんの患者さんは病期に応じて，手術療法，化学療法（抗がん薬），
放射線療法のなかから最も適切な治療を受けることになります。簡潔にいえば，早期
肺がんでは手術療法，進行期肺がんでは化学療法（抗がん薬），場合によっては放射線
療法をプラスする，の適応となります。早期肺がんは手術のみで完全に治癒する場合
もあれば，術後の病理診断で肺門・縦隔リンパ節に転移が認められ，術後の化学療法
が必要になる場合もあります。また進行期肺がんであっても，術前化学療法⇒手術療
法⇒術後化学療法を施行して，5 年間再発なく経過している症例も経験します。すな
わち肺がんは集学的治療が必要な疾患であり，何よりも早期発見・早期治療に努めな
ければなりません。
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新連載病態
を
正
くし
見 く！抜

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 第3回

新連載
第1回 臨床検査値

ケースファイル

病態
を
正
くし
見 く！抜

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

75歳女性
主訴：下肢のしびれ，全身倦怠感

第3回

1．尿検査
尿一般検査
色調・外観 黄色・清
pH 6.5
比重 1.019
蛋白 （－）
糖 （－）
潜血 （±）
ウロビリノゲン （±）
尿沈渣
赤血球 1～4/HPF
白血球 1～4/HPF
上皮 （－）
円柱 （－）

2．血液一般検査
白血球数 870/μL
赤血球数 168×104/μL
Hb 6.9 g/dL
Ht 20.2 ％
MCV 120.2 fL
MCH 41.1 pg
MCHC 34.2 g/dL（％）
血小板数 1.1×104/μL
網赤血球 0.1 ％
末梢血液像
　桿状核球
　分葉核球
　好酸球
　好塩基球
　単球
　リンパ球

 
 1.0 ％
 15.0 ％
 10.5 ％
 0.0 ％
 0.5 ％
 73.0 ％

　

3．生化学検査
総蛋白
　アルブミン
　α1
　α2
　β
　γ

 6.1 g/dL
 62.5 ％
 4.1 ％
 4.5 ％
 10.2 ％
 18.7 ％

総コレステロール 198 mg/dL
トリグリセリド 81 mg/dL

総ビリルビン 2.3 mg/dL
直接ビリルビン 0.8 mg/dL
AST 62 U/L
ALT 24 U/L
LD 752 U/L
ALP 226 U/L
γ-GT 22 U/L
尿素窒素 15.7 mg/dL
クレアチニン 0.91 mg/dL
尿酸 7.2 mg/dL
Na 140 mEq/L
K 4.13 mEq/L
Cl 102 mEq/L
CRP 1.24 mg/dL

■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。

➡：末梢血液
にみられた白
血球（好中球）
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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

比
較
の
質
を
高
め
る

第20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。
　ビート君たちは「薬薬連携と血糖コントロールの関連」につ
いて，研究計画を進めています。しかし，研究計画にはまだ
まだ課題が残っているようです。またビート君たちが計画に
ついて話しているようです。少し覗いてみましょう。

時めき病院薬剤部にて（10月号の会話の続き）
  研究の実施可能性は理解してくれたかな？　いくら

理想的な研究計画を作成しても，それが実施可能で
なければ「夢の研究計画」で終わってしまいますよ
ね。臨床研究の実施可能性を決める要素は何でした
か？　ビート君。

ビート君  やる気！ ではなく“研究の対象者を必要十分な数だ
け集めることが可能か”，“分析するために必要なデー
タは得られるか”の2つの要素ですね。

  理解していただいたようですね。感心感心。もちろ
ん研究者のやる気というか，研究成果を医療現場に
還元してやるんだというモチベーションは大事です
よね。

ビート君	  僕らの研究「薬薬連携と血糖コントロールの関連」
で主要アウトカムをHbA1cの変化量とした場合のサ
ンプルサイズを見積もると，対象患者さんは136人
必要ですしね（10月号参照）。よお～し！　頑張るぞ。

コリンさん		ビート君，対象者の136人をどうやって集めるの？
ビート君	 	やる気！

ふうたろう
先生

ふうたろう
先生

■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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薬剤師が感染管理に携わる部分は多岐にわたっていますが，そのなかでも特に関わる必要性がある部分が，抗菌
薬や消毒薬の適正使用であると思われます。現在はネット環境の普及でこれらの情報を簡単に得られるようになっ
ていますが，病棟などで電子端末を使用する場合は，セキュリティの問題などでネットワーク環境が制限されてい
る施設もあるかと思います。そこで今回は，抗菌薬や消毒薬に関連するアプリケーションソフト（以下，アプリ）
のなかでも，インターネットが使えない（オフライン）環境でも使用可能なアプリをご紹介したいと思います。

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 11 回

感染管理で知っておきたいアプリ
行本　拓史
YUKUMOTO Hirofumi
山本第三病院薬剤部

腎機能（Ccr）の確認と有料アプリとの連携に！ 
「M2Plus Launcher」（対応 OS：iOS 5.11 以降，Android）
　抗菌薬の多くは腎臓から排泄されるため，腎機能に応
じて投与量を調節する必要があります。
　また，以前に比べ高用量が使えるようになった薬剤も
多く存在することから，より投与量を調節する必要性が
高まったと思われます。このようなときに使用されてい
るのが，Ccr（クレアチニンクリアランス）です。その
なかでも予測式であるCockcroft-Gault式を用いたCcr値
が汎用されています。
　M2Plus Launcherは，J-MAC SYSTEM社から提供さ
れている，会員登録制の無料アプリです（図1）。いく

つか機能があるのですが，そのなかに「Ccrの計算（血
清Crからの推測）」というものがあります。これをタッ
プすると，血清Cr，年齢，性別などを入力するようになっ
ていて，下に結果が表示されます。このような機能を
もった無料アプリは多く存在しているのですが，このア
プリのもう1つの特徴として，多くの有料アプリとの相
互の連携が可能な点があげられます。連携可能な有料ア
プリとして「サンフォード感染症治療ガイド」や「今日
の治療薬」などがあります。
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