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日本薬学会第136年会が開催
（神奈川県横浜市）

ノーベル賞受賞記念特別講演  一期一会の出会いが大事

　2015年ノーベル生理学・医学賞を受賞した北里大学
特別栄誉教授の大村智氏が，「微生物創薬と国際貢献」
をテーマにノーベル賞受賞記念特別講演を行い，終了後
には日本薬学会から平成28年度功労賞が贈られた。
　大村氏は，「一期一会の出会いを大事にしながら共同
研究を行ってきた」とこれまでの研究人生を振り返り，
その出会いの一つとして研究者人生の転機となった米国
Max Tisher博士のもとへの留学をあげた。当時5つの
研究室に留学希望の手紙を出したところ，すべての研究

室から承諾の返事が来たがそこで選ん
だのは当時の相場の半額程度と最も安
い給料を提示してきたMax Tisher博
士の研究室であった。「この安い給料
の裏には何かある」と直感で感じたという大村氏の予感
は的中し，留学先では潤沢な研究費と優秀なポスドクや
博士課程の学生を自由に使うことができたという。さら
に，ノーベル賞の受賞理由となったオンコセルカ症やリ
ンパ系フィラリア症に適応をもち2億人以上に処方され

　2016年3月26日〜29日，日本薬学会第136年会が神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で開催された（組織
委員長：伊藤智夫氏・北里大学薬学部長）。1万人近くが参加した今年会では，2015年ノーベル生理学・医学賞
を受賞した大村智氏（北里研究所 顧問 /北里大学 特別栄誉教授）や話題のC型肝炎治療薬ソホスブビルの開発者
Michael J. Sofia氏（chief scientific officer, Arbutus Biopharma Corporation）が講演を行った他，シン
ポジウム72題，一般演題（口演・ポスター）約3,500題と大きな盛り上がりをみせた。

大村氏と日本薬学会 会頭の太田茂氏 ノーベル賞受賞記念特別講演の会場は満席に近い状態となった

大村氏



─薬剤管理指導料1から病棟薬剤業務実施加算2に
なったことで薬剤師業務はどう変わりますか？

　具体的な変化についてはまだ何とも言えませんが，指
導料1は個々の患者に対して算定するものであったのに
対し，加算2はその要件がありません。救急・ICUの現
場では，患者に直接関わるだけでなくシステムの構築・
整備を医療スタッフとともに行わなければならないこと
があり，また医薬品が投与されていない患者に対しても
薬剤師が関わることがあります。薬剤管理指導料を算定
することは難しいけれども薬剤師が関わっている症例に
対しても，今後はすべて加算2に含まれるのでより薬物
治療に関与しやすくなると思います。

　診療報酬改定の議論ではエビデンスが重要で，現場で
の取り組みや実績がなければ評価されにくくなっていま
すが，指導料1が新設されてからの薬剤師の活躍ぶりに
は目を見張るものがありました。指導料1が新設された
2008年頃には日本臨床救急医学会に入会している薬剤
師が20〜30名程度しかいませんでしたが，いまでは450
名ほどに増えました。それに伴い「日本臨床救急医学会
雑誌」に載る薬剤師の論文も増えています。2011年に
始まった救急認定薬剤師制度もこれまで123名の認定薬
剤師を輩出するなど，救急医療・集中治療での薬剤師の
関わりは着実に広がっています。こうした活動の成果が
加算2につながったといえます。

峯村　純子氏
M I N E M U R A  A t s u k o

昭和大学横浜市北部病院薬局長

　2016年度診療報酬改定により，これまで救急患者
などを対象としていた薬剤管理指導料1が廃止され，
救急・集中治療での薬剤師の配置を評価する病棟薬剤
業務実施加算2が新設された。病棟業務がさらに活発
化することが期待されており，これから薬剤師を配置
しようとする病院も少なくない。
　薬剤管理指導料1の新設や救急認定薬剤師制度の発
足に尽力した昭和大学横浜市北部病院薬局長の峯村純
子氏は，初めて救急・集中治療に関わる人たちに「私
も最初はわからないことばかりだった。まずは現場に
行ってみることが大事」とエールを送る。現場へのア
ドバイスなどを峯村氏に語っていただいた。

救急・集中治療現場へ
とにかく足を運んでみよう！
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レンバチニブの特徴と
薬学的管理のポイントは？

薬剤師目線で実践する経口抗がん薬マネジメント

特　徴

1．経口の分子標的薬──VEGFR阻害薬
　血管新生阻害薬は血管内皮細胞増殖因子（VEGF）に
対するモノクローナル抗体薬，VEGF受容体に対する小
分子チロシンキナーゼ阻害薬（VEGFR阻害薬），その
他の血管新生阻害薬（サリドマイドなど）があり，レン
バチニブはVEGFR阻害薬にあたる。現在まで複数の
VEGFR阻害薬が臨床に用いられており（表1），レンバ
チ ニ ブ はVEGFR1〜3，FGFR1〜4，PDGFRα，KIT，
RETの受容体チロシンキナーゼを阻害し，甲状腺がん
の発症と増殖に関わるRETシグナルを阻害する。また，
二次発がんのリスクが報告されているRAF阻害，心血
管の恒常性維持に関与するPDGFRβの阻害作用が弱い
のが特徴とされる。

2．各組織型とレンバチニブの適応
　甲状腺がんは，分化型甲状腺がん（differentiated 
thyroid cancer；DTC），甲状腺髄様がん（medullary 

thyroid cancer；MTC），甲状腺未分化がん（anaplastic 
thyroid cancer；ATC）などの組織型で分類される。組
織型は乳頭がんが圧倒的に多く，濾胞がん，髄様がん，
未分化がん，悪性リンパ腫，その他の組織型の順とな
る。甲状腺がん全体の5年生存率は90％以上，そのうち
分化型甲状腺がん（乳頭がん，濾胞がん）であれば5年
生存率は95％を超え，他のがん種と比較すると予後良
好である。ATCは生存期間中央値3.9カ月，1年生存率
が16％と予後が非常に悪い1)。ATCは乳頭がん，濾胞
がんから転化することもある。本稿は薬学的管理の解説
であるので診断と治療戦略については割愛するが，先に
述べたように，はじめからVEGFR阻害薬が選択される
ことはなく，外科的治療とヨード治療が根幹となる。現
在，わが国において甲状腺がん治療の多くを外科医が
担っているが，腫瘍内科医と連携をとる必要性が高いこ
とから，甲状腺がん患者に対する新規分子標的薬剤の適
正使用のサポートと，その結果として甲状腺がんの治療
成績の向上を目的として日本臨床腫瘍学会，日本内分泌
外科学会，日本甲状腺外科学会，日本甲状腺学会，日本

鈴木　真也
SUZUKI Shinya

国立がん研究センター東病院薬剤部

　レンバチニブは国際第Ⅲ相試験SELECT試験の結果より切除不能の甲状腺がんにおける化学療法の第一選択薬と
なった経口のVEGFR阻害薬である。減量・休薬はレンバチニブの特徴と称してよいほど特徴的な事項であり，用量が
変更されていくことから服薬アドヒアランスに注意しなくてはならない。薬剤師が効率的な介入を実施するためには医
師と協働で体制を構築する必要がある。特に協働で策定するフローチャートやテレフォンフォローアップは医師と連携
をとるために有用である。副作用マネジメントに関する知識も重要であるが，解説したような職能を活用する院内整備
と薬剤師の役割を発揮させる場面がなければ意味をなさない。

Key word　レンバチニブ，甲状腺がん，VEGF受容体阻害薬，経口抗がん薬，高血圧，タンパク尿
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はじめに

　マルチドーズ・バイアル剤は，保存剤が添加されてい
て，共用を目的とした注射剤である。ヘパリン注射液，
局所麻酔薬，全身麻酔薬およびインスリン製剤などでマ
ルチドーズ・バイアル剤が市販されている（図1）。し
かし，インスリン製剤を除いて，マルチドーズ・バイア
ル剤の共用は避けるのが望ましい（図2）。

なぜ共用不可？

　マルチドーズ・バイアル剤の共用で，B型肝炎やC型
肝炎などの医療関連感染（院内感染）が生じた例が少な
くないからである1)-5)。すなわち，マルチドーズ・バイ
アル剤の共用は重大な血液媒介感染の原因になる。ま
た，局所麻酔薬（リドカイン）の共用による黄色ブドウ

球菌感染も報告されている6)。

感染の原因

　マルチドーズ・バイアル剤に起因する血液媒介感染症
の原因は，共用時に，未使用と勘違いして使用済みの針
付きシリンジを用いたり，針のみを新しいものと交替した
使用済みのシリンジを用いたりしたためであった（図3）7)。
例えば，B型肝炎ウイルスキャリア患者に使用した針付
きシリンジでリドカイン注射液の分割使用を行ったため
に，この残液が汚染され，以後にこの残液を投与された
患者2名がB型肝炎を発症した例がある1)。共用目的で
市販されているマルチドーズ・バイアル剤の共用で医療
関連感染（院内感染）が生じているのである。
　使用済みの針付きシリンジを，新品の針付きシリンジ
の近くに置いてしまう医療者や，使用済みの針付きシリ

尾家　重治
OIE Shigeharu
宇部フロンティア大学人間健康学部
看護学科 教授医薬品の微生物汚染とその対策

がわかる

どうする？
なぜ？

マルチドーズ・バイアル剤
第1回

ヘパリン注射液，局所麻酔薬および全身麻酔薬などのマルチドーズ・バイアル剤
の共用（分割使用）は避けるのが望ましい。

図1　マルチドーズ・バイアル剤の例

ヘパリン注射液 局所麻酔薬 全身麻酔薬 インスリン製剤
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FIPとは

　FIP（International Pharmaceutical Federation）とは
国際薬剤師・薬学連合のことで，1912年に設立され，
世界保健機関（WHO）と連携した薬科学者と薬剤師の
国際組織です。FIPはFIP World Congressという国際
会議を定期的に開催しており，第75回大会（75th FIP 
World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences 2015）は2015年9月29日〜10月3日にドイツ
のデュッセルドルフで開催されました。参加国は100カ
国に及び，3,000人を超える薬剤師や薬学関係者が参加
する一大イベントになりました。期間中は，病院や保険
薬局などのセクションごとに分かれたディナーや，若手
薬剤師が主催するパーティー，そして各国主催のパー
ティーなどが開催され，多くの薬剤師，薬学生，研究者
などと意見交換を行い，交流を深めることができます

（図1〜3）。

発表の経緯

　東京都病院薬剤師会では2014年より，薬学的臨床推

論の教育を推進する委員会を立ち上げ，年に5回，1回4
時間の研修会を行っています。臨床推論とは，臨床にお
ける医療専門職の思考や意思決定の認知的過程とされて
いますが，本委員会では，薬剤師の視点において，患者
の症状や検査結果などを評価し，薬物治療計画を立案し
ていくための思考スキルを薬学的臨床推論としていま
す。こうした思考スキルは，多様な治療が行われている

東 加奈子 AZUMA Kanako

東京医科大学病院薬剤部

医療薬学
FIP 2015

6

コーディネーター
前田 真之
昭和大学薬学部 薬物療法学講座 感染制御薬学部門
昭和大学病院 クオリティマネジメント室 感染管理部門

図1 オープニングセレモニー



“感染症治療のピットフォール” は，抗菌化学療法認定薬剤師 認定学術集会の「薬剤師抗菌化
学療法実践教育プログラム」の実務委員が執筆するものであり，同プログラムで症例検討された
内容が中心になっています。

これは関西にある虎の巻病院の感染制御チーム（ICT）でのお話です。今年からICTに参加した
新人薬剤師君はピットフォール（落とし穴）につまずきそうになりながらも，指導薬剤師と一緒に，
医師から受ける感染症治療の相談に日々奮闘していきます。

登場人物

研修医

新人薬剤師

指導薬剤師

監修
竹末芳生（兵庫医科大学感染制御学 主任教授）

編集
吉岡睦展（宝塚市立病院 薬剤部）
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ケース1　難易度★☆☆

術後48時間以内の発熱に対して抗菌薬は使用するべき？
患者背景 58歳，男性，体重65kg，身長175cm，既往歴：高血圧症があるもコントロール良
好，両側膝変形性関節症で受診，外科的適応と判断され，人工膝関節置換術を実施。術後第1
病日（術翌日），患者状態は良好で中等度の膝の痛みはあるものの，鎮痛薬でコントロールさ
れていた。周術期に使用された予防抗菌薬はセファゾリンで，術後24時間で投与終了。�
術後第1病日の検査データ：発熱38.7℃，血圧130�/�72mmHg，WBC�11,000�/�µL，CRP�4.3mg�/�dL�
理学的所見：右膝のドレナージ排液は少量の淡血性である以外は特記すべきことはなし。�

高橋　佳子　TAKAHASHI Yoshiko
兵庫医科大学病院薬剤部

術後発熱のピットフォール第14回



Evidence of Kampo Medicines
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新井　一郎
ARAI Ichiro

日本薬科大学漢方薬学分野 教授

第
4
回

イレウスに対するエビデンス
──大建中湯

はじめに

　大建中湯は，古くから腹が冷える下腹部痛や腹部膨満感に用いられてきた処方である。十数年前
に，この大建中湯が術後イレウスに有効との報告がなされて以来，再手術以外に有効な治療方法がな
かった本疾患に爆発的に使用されるようになり，現在では日本で最も使われる漢方薬の一つにまで
なっている。それ以後，数多くのエビデンスが得られ，腹部手術前後から大建中湯を投薬することを
クリニカルパスに入れている病院も多い。動物実験での作用機序も明らかになりつつあり，名実とも
に漢方薬の代表選手となっている。

イレウスに対する現代医学的治療

　薬物治療としては，腸管蠕動を促進するとされているパントテン酸系製剤やジノプロストの注射を
行う。

イレウスに対する漢方治療

　古典的な使用法ではないため，大建中湯に代わるものはない。




