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がん疼痛管理における薬剤師外来
評価シートを用いて緩和ケアを牽引

オピオイド導入から一貫して疼痛管理に介入

　野江病院では，以前より外来がん患者に対するオピオ
イドの使用量が増加傾向にあったものの，レスキューの
処方や副作用対策が十分に行われていないことによる予
約外受診（救急外来）が散見される状況だった。このよ
うな状況を背景に同院薬剤科では，2013年8月からオピ
オイドが新規導入されるすべての患者に対して診察後面

談と電話介入を，2014年10月からは定期受診時の診察
前面談（消化器外科，乳腺外科，呼吸器内科のみ対象）
を開始し，オピオイドの新規導入から薬剤師が一貫して
外来疼痛管理に関わる体制を構築した。中心的な役割を
担った同院薬剤科の山田正実氏は「当院は院内処方のた
め人員に余裕があるわけではありません。しかし，薬剤
師が介入する意義が高く，毎月の導入患者数を勘案して
十分対応ができると判断しました」と話す。

　2014年度診療報酬改定でがん患者指導管理料3が新設されたことを受け，外来で抗
がん薬治療を受ける患者への薬剤師の診察前面談，いわゆる薬剤師外来が全国的に拡大
している。一方で，大半のがんには発症早期から痛みを伴うことがすでに広く知られて
おり，化学療法と同様，オピオイド鎮痛薬を用いた疼痛管理が治療継続のうえでも重要
となる。大阪府がん診療拠点病院である大阪府済生会野江病院では，2013年8月から
外来がん患者に対して薬剤師が疼痛評価シートを用いた診察後面談や電話介入を行うこ
とによって緩和ケアの充実を図っている。

大阪府済生会野江病院 
（大阪府大阪市）

•病床数 400床（ICU10床，SCU8床）
•診療科 31科
•薬剤師数 25名
•新入院患者数 9,969人 / 年
•平均在院日数 11.4日
•病床稼働率 85％
•救急車搬入台数 6,072台 / 年
•紹介率 60％
•逆紹介率 76％
•平均外来患者数 932名 / 日

病 院 概 要

薬剤師による外来疼痛管理をはじめ
るにあたって中心的な役割を担った
薬剤科の山田氏



─そもそも専門職連携教育とは何でしょうか？
　旧態依然の医療現場では，各専門職が“分担”という
考え方のもと薬は薬剤師，診断や治療は医師といった大
まかなとらえ方でも機能していましたが，現在のような
複雑化・高度化した医療においては各専門職が“協働”
して切れ目のない高度な医療連携を構築していくことが
不可欠です。そのためには，まずお互いの職能や専門性
を相互に理解することが大切になります。英国の専門職
連携教育推進機関であるCAIPE（Center of Advanced 
Interprofessional Education）は，専門職連携教育
（interprofessional education；IPE）について「複数の
領域の専門職者が連携およびケアの質を改善するため

に，同じ場所でともに学び，お互いから学び合いなが
ら，お互いのことを学ぶこと」と定義しています。日本
においては埼玉県立大学の大学間連携教育（現 彩の国
連携力育成プロジェクト）を皮切りに，大学教育だけに
限らず医療・福祉分野の教育プログラムとして全国的に
広がっています。
　もともと志す専門職によって学生の性格的な特徴が異
なるうえに，日本の医療教育は古くから専門教育に特化
してきたせいもあってその職種の視点に偏る傾向があり
ます。今後，医療連携の推進にあたっては相互理解を深
めるIPEの考え方が重要になると考えています。

石井伊都子氏
I S H I I  I t s u k o

千葉大学医学部附属病院薬剤部 教授・部長

　臨床現場におけるチーム医療の推進を背景に，
“チーム医療の教育”といえる専門職連携教育（IPE）
が医療・福祉分野の教育プログラムとして注目を集め
ている。千葉大学では2007年から医・薬・看の3
学部共同の4年間にわたる多段階IPEを実践してお
り，倫理観やコミュニケーション能力，問題解決能力
といった医療人としての基礎的な臨床能力の育成を
図っている。IPEは今後の薬学教育にどのような影響
を与えるのか，千葉大学医学部附属病院 薬剤部長・
教授の石井伊都子氏に話を聞いた。

IPEでチーム医療に 
必要な臨床能力を育成
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全身状態をみる検査

病気・病態と検査

日常頻用される検査値を読み解く！

はじめに

　一般状態（全身状態：general status）とは，精神的
な状態も含めた人間の全般的な健康状態を指す。身長，
体重などの身体計測値や血圧，脈拍，体温，呼吸数と
いったバイタルサインとともに患者を観察して得られる
所見（診察所見）から評価する。評価の項目としては，
①意識状態，②苦痛の兆候（顔面蒼白，発汗，努力性呼
吸，喘鳴など），③衰弱の程度，④身長と体格，⑤栄養
状態（肥満やるい痩，皮膚の様子），⑥服装・身だしな
み・衛生状態，⑦体臭と口臭，⑧姿勢・歩行・動作，⑨
精神状態などがある。観察に基づく所見であるため，患
者に対面せず評価をするのは難しいが，臨床検査の値か
らある程度，患者の状態を推察することが可能である。
検査値より読み取れる全身状態としては，肥満・痩せ，
低栄養，脱水など主に食事に関する状態である。

臨床検査から読み取れる全身状態

1．肥満・痩せ
　医療機関において，成人の肥満の診断にはBMI（body 
mass index）が使用される。BMIは体重（kg）÷身長（m）2

で求められる値で，日本では22の場合を標準体重とし
ており，25以上の場合を肥満，18.5未満である場合を低
体重（痩せ）としている。肥満は太っているという状態
を表しており病気ではないが，肥満により健康が害され
ていれば「肥満症」という病態であり，医療的な介入を
必要とする。BMIが25未満であっても内臓脂肪が多け
れば肥満症と同様の病態を呈する。肥満と同様，極度の
痩せも身体に影響が及んでいれば，病的なものとして治
療の対象となる。

2．低栄養
　人間が生命活動を維持するためには，糖質（炭水化
物），タンパク質（アミノ酸），脂質の三大栄養素とビタ
ミン，ミネラル（電解質，微量元素）などの栄養素を摂
取する必要がある。これらの摂取が十分でないとき，い

はは 臨臨

宮﨑　彩子
MIYAZAKI Ayako

兵庫医科大学臨床検査医学

・ 低栄養では総タンパク，アルブミン，レチノール結合タンパク，トランスサイレチン，トランスフェリン，総コレス
テロール，血糖が低下し，尿中ケトン体が陽性になる。
・ 脱水時には，ヘモグロビン，ヘマトクリット，アルブミン，尿素窒素，クレアチニン，尿素窒素・クレアチニン比が
上昇する。
・ 検査値が異常か否か判断する場合は，基準範囲から外れているかだけでなく以前の値と比較して変化があるかどうか
が重要である。



適応外使用の処方せんの読み方

AIメディカル・ラボ
藤原　豊博　　FUJIWARA Toyohiro

　2016.7（Vol.58 No.9）── 99 （2131）

第73回 妊婦のトキソプラズマ感染症

読み方のヒント──妊婦のトキソプラズマ感染症の病態生理
　トキソプラズマ・ゴンディ（Toxoplasma gondii）は，アピコンプレックス門に属する偏性細胞内原虫寄生体であ
る。ネコ科の動物が終宿主で，ヒト，ネズミ，鳥類などを含むすべての恒温（温血）動物が中間宿主となる寄生生物
であり，推計して世界人口の約1 / 3が感染していると考えられている1),2)。トキソプラズマは，ネコ科の動物の身体
の中に入ると腸上皮で有性生殖を行いブラディゾイト（繁殖活動できる成虫のようなもの）になり繁殖活動を行い，
卵囊子（オーシスト：卵のようなもの）の形で糞便中に排泄される。オーシストは，外界に対し強い抵抗力をもち，
長く外界で生存することができ，ヒトや他の動物に経口摂取され，腸管壁から細胞内へ侵入・増殖した後，いったん
タキゾイト（繁殖することができない幼虫のようなもの）となり，腸管内から血流に乗って全身に広がり無性生殖を
繰り返し慢性感染状態となる。しかし，体内の免疫抗体の戦いにより劣性になり囊子（シスト：自分に適した環境で
はないので，シェルターのような核の中で活動を停止しているサナギのようなもの）の形で主に筋肉，脳，眼などに
潜伏感染する1)-4)（図1）。ヒトへの感染経路は，①感染したネコの糞便に排出されたオーシストがガーデニングやハ
エ・ゴキブリなどを介して食品へ運ばれヒトの手を介してあるいは洗浄不十分な生野菜や果物に付着して経口的に侵
入したり，②慢性感染しているウシ・ブタ・ヒツジなどの食肉を十分に加熱処理せずにシストを摂食して消化管粘膜
より感染する，③母体が妊娠中にトキソプラズマに初感染した場合には胎盤に作ったブラディゾイトを通して胎児へ
感染し，先天性トキソプラズマ症に至ると考えられている1)-4)。健康な成人ではほとんどの場合，感染初期に感冒様
症状や頸部リンパ節の軽い腫脹や発熱程度の症状を示し不顕性感染となるため，感染時期の特定は困難である2),3)。
妊婦の初感染の症状は，疼痛・化膿傾向を伴わないリンパ腺腫脹（頸部，後頭部，鎖骨窩，腋下，鼠径部），倦怠感，
筋肉痛を伴う発熱などである5)。先天性トキソプラズマ症（母児感染）は，妊娠期間中の初感染で発症しやすく，1
～4カ月で母体から胎児へ移行が起こる。妊娠早期であれば流産，死産，胎児異常を起こしやすい。妊娠中期から後
期の感染では低出生体重児が多く，典型例では網脈絡膜炎，脳内石灰化，水頭症，精神運動障害，痙攣，肺炎，心筋
炎，発熱，発疹，黄疸，肝脾腫，リンパ節腫脹などの症状が現れる6)。発症頻度は1,000～1万出生あたり1とされ，
臍帯組織のPCRによる検討で，ヒトにおける母児感染率は19.8％と推定されている1)。

読みみ方の方のみ

27歳，妊婦。特に痛みを伴わない頸部リンパ腺腫脹，倦怠感，筋肉痛を感じ，時に微熱があったため受診
しました。トキソプラズマIgG抗体およびIgM抗体が陽性で，トキソプラズマIgG抗体のavidity（抗原結
合力）が低値であったものの，IgG抗体価は2倍以上上昇していたことから処方された内容です。

スピラマイシン酢酸エステル錠200mg 1日4回　朝1錠，昼2錠，夕1錠，就寝前2錠
アズレンスルホン酸ナトリウム3mg / g・L-グルタミン990mg / g配合顆粒0.5g
 1日4回　朝昼夕就寝前

　21日間服用し，2週間休薬。これを1クールとして分娩まで継続する。

このなかで適応外使用の医薬品とその目的は？
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学ぶ理由はここにある！！

　私は「意識障害」をテーマに話をする際，まず冒頭で参加してくださった方々に問いかけます。
「なぜ意識障害の診療に抵抗があるのか」。読者の皆さんも一度考えてみてください。職種を問わず，
経験年数も問わず，答えは同じです。「重症そうに見える」，「重い疾患が隠れている」，「病歴がとれ
ない」。この3つに集約します。臨床経験11年，なるべく過酷な救急当直に身を置くように心がけて
臨床トレーニングを課しているつもりの私自身も，やはり意識障害患者を前にすると，身体の中に何
ともいえない緊張感が走るのをいまでも経験します。
　それは，意識障害がある以上，その大部分が何らかの治療介入を要するからなのです。
　多くの感染症疾患は治療せずとも自然に改善が望めますし，悪性腫瘍などの進行性の病態も一刻を
争う場面はそう多くありません。意識障害の診療では，ほぼ全例で何らかの治療介入を，しかも早急
に行うことが求められます。少なくとも，可能な限りのスピードで超緊急な病態をルールアウトする
必要があるのです。
　意識障害を学ぶ際には，意識障害を起こす病態のなかでも特に緊急を要するものを意識しつつ，効
率良く頭と身体を動かしていくことが大切です。そのあたりを学ぶ理由として，第6回，キックオフ
です。

医療者なら知っておきたい意識障害時の対応「ABC」
指導医
それではカンファレンスを始めましょう。前回は頭痛で発症したくも膜下出血のケースでした。頭痛
について深く学びましたが，このケース，発見されたときは意識を失っていました。今日は，意識障
害についてお話しようと思います。
研修医
意識障害，とても苦手なので助かります。前回のケースのまとめです（注：5～6月号と同じ患者）。

ベッドサイドの
ターニングポイント①

第 0 回

高橋　　良　TAKAHASHI Ryo
昭和大学病院リウマチ・膠原病内科

意識障害診療はじめの10秒

第 6 回

高橋　　良　TAKAHASHI Ryo
昭和大学病院リウマチ・膠原病内科
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はじめに

　表1に，各種薬液中での微生物の動態を示した。本表
から明らかなように，末梢投与可能なブドウ糖・電解
質・アミノ酸液（ビーフリード®，パレセーフ®など） 
や脂肪乳剤（イントラリポス®）におけるような速やか
な増殖速度ではないものの，生理食塩液や5％ブドウ糖

液でも緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）などの増殖
が可能である。したがって，生理食塩液や5％ブドウ糖
液などの輸液類も，脂肪乳剤などと同様に間違った使用
法により感染源となる。
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がわかる

どうする？
なぜ？

生理食塩液や5％ブドウ糖液などの注射剤
第3回

生理食塩液，5％ブドウ糖液および乳酸リンゲル液などの輸液の分割使用は行っ
てはならない。また，混注（ミキシング）後のこれらの輸液に対しては，作り置
きを6時間以内にとどめるとともに，7日間を超える冷蔵庫保管も差し控える必
要がある。

表1　薬液中での微生物の動態

 薬　剤

菌　種

生理
食塩液

5％
ブドウ糖液

末梢投与可能なブドウ糖・
電解質・アミノ酸液
（ダブルバッグ型）

脂肪乳剤
高カロリー
輸液

黄色ブドウ球菌
（Staphylococcus aureus）

－ － － ＋＋ －

緑膿菌
（Pseudomonas aeruginosa）

＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ±

セラチア菌
（Serratia marcescens）

＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ±

セパシア菌
（Burkholderia cepacia）

＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ±

カンジダ・アルビカンス
（Candida albicans）

± ± ＋＋ ＋＋ ＋＋

カンジダ・パラプシローシス
（Candida parapsilosis）

± ± ＋＋ ＋＋ ＋＋

－：減少，±：静菌的，＋：増殖，＋＋：速やかに増殖



“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。
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ケース1　難易度★☆☆

成人患者におけるバンコマイシンの投与設計
患者背景 33歳，男性，身長166cm，体重50kg 
左外耳道がんの治療目的にて入院，腫瘍部位の切除を実施された。周術期の抗菌薬としてセ
ファゾリン（CEZ）1回1g 1日3回を2日間使用し，その後の経過は良好であったが，術後4日
目より38℃以上の発熱があり，左側頭部に軽度の圧痛を認めた。造影CTにて低吸収域を認め
たことから膿瘍形成が疑われ，創部下方を一部切開したところ排膿を認めた。開放膿の培養
を提出し，創部の洗浄が実施された。また，血液培養の採取後に，スルバクタム /アンピシリ
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バンコマイシン投与時のピットフォール第16回
（完）

ご愛読ありがとう
ございました！


