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退院後の治療を病院薬剤師
はどう支えるか？

患者の安心・安全を守る退院時指導書

　丸太町病院では退院時処方が発行される患者の約9割
に退院時薬剤情報提供書（退院時指導書）を作成してい

る。指導書には入院時の持参薬，入院中の薬歴，退院後
に服用する薬剤に加えて，指導サマリーを書いている。
指導サマリーに記載されるのは，入院中に行った服薬指
導の内容や自己注射製剤・吸入剤の手技，自宅での薬剤

　急性期病院にとって重要なのは入院中だけではない──。そんな思いで患者の退院後
を支援している病院がある。小規模の急性期病院である丸太町病院は，早くから全病棟
に薬剤師を配置し入院治療に力を注いできた一方，患者の退院後を見据えて退院時指導
書の作成や内服薬の患者自己管理を行っており，さらに退院支援カンファレンスに参加
し多職種で協力している。高齢患者が急増するなか，入院中の情報を地域に発信するこ
とで退院後も患者が安全に治療を受けられるようにすることを目標に取り組んでいる。

洛和会丸太町病院 
（京都府京都市）

病院外観

薬剤部のメンバー。ハイケアユニット（HCU）
を含め全病棟で薬剤師業務を行っている

•病床数 150床
•診療科 18科
•薬剤師数 16名
•院外処方せん発行率 88.2％
•外来処方せん枚数 409枚 / 月
•入院処方せん枚数 3,692枚 / 月
•病棟薬剤業務実施加算 
 2012年11月より算定

病 院 概 要

薬剤師

医師

医療ソーシャルワーカー

内科病棟の退院支援カンファレンス。薬剤
師のほかに医師，看護師，リハビリ職，医
療ソーシャルワーカー，医療統計課が参加。
多職種で患者の治療や退院方針を議論する



─改訂された経緯を教えてください。
　改訂された理由は大きくは2つあります。1つ目はア
ミノグリコシド系薬の項目の大幅な充実の必要性です。
初版の時点では，アミノグリコシド系薬の使用頻度は少
なくエビデンスも蓄積されていなかったことから十分に
議論されませんでした。しかし，ここ最近基質特異性拡
張型β ラクタマーゼ（extended spectrum β -lactamase；
ESBL）産生菌やカルバペネム耐性腸内細菌科細菌
（carbapenem-resistant enterobacteriaceae；CRE）の分
離頻度が増加してきており，それとともにアミノグリコ
シド系薬の使用頻度が急増してきたためガイドラインを
早急に実用的なものにする必要がありました。2つ目は，
投与設計を行う際の腎機評価の指標として，従来は

Cockcroft-Gault式で求めるCLcrを推奨していました。
しかし，今回から投与量を固定用量（g / 日）から体重
換算（mg / kg / 日）で統一することにしたため，CLcr
を使用すると体重を2回考慮する必要が出てくるため，
腎機能の評価指標は体重と血清クレアチニン値のみで算
出できるeGFR（mL / 分 / 1.73m2）で統一しました。

─主な薬剤について改訂のポイントを教えてください。
　アミノグリコシド系薬については，初版では議論が不
十分で添付文書の1日2回投与ではなく1日1回投与とす
るとの記載にとどまり，その1回用量や目標トラフ濃度
などが明確に示されていませんでした。アミノグリコシ
ド系薬は用量の調節が難しく，「ガイドラインのとおり

高橋　佳子氏
T A K A H A S H I  Y o s h i k o

兵庫医科大学病院薬剤部

　2012年に日本化学療法学会と日本TDM学会によっ
て作成された抗菌薬TDMガイドラインは，それまで目
標血中濃度や採血のタイミングなどが施設ごとにばら
ばらだったTDMの標準化に寄与したが，臨床現場での
実用において問題となる点が明らかになってきた。そ
こで，新たにエビデンスが蓄積されてきたことを踏ま
え2016年5月に改訂版が発刊された。このガイドラ
インは，薬剤師が主導して原案を作成，その後医師に
とっても臨床現場で活用しやすいものにするために医
師の意見を加える形で作成された。今回，「学生レベル
から社会人レベルにグレードアップ（諸言より）」した
ガイドラインの改訂作業に携わった兵庫医科大学病院
薬剤部の高橋佳子氏に改訂のポイントについて聞いた。

抗菌薬TDMガイドラインが改訂
学生レベルから社会人レベルにグレードアップ
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ショックに対する昇圧薬・強心薬の使用
──敗血症性ショックを例に

【患者】76歳，女性，主婦，身長 155cm，体重 60kg
【主訴】発熱，意識障害
【既往歴】20年前 糖尿病，5年前 神経因性膀胱
【現病歴】3日前より調子の悪さを訴えていたが，本日になり38℃を超える発熱があり，呼びかけに対す
る反応が乏しいことから救急車にて来院した。
【来院時バイタルサイン】血圧 85 / 49mmHg，心拍数 115回 / 分，呼吸数 27回 / 分，体温 38.5℃，意識 
JCS20
【来院時血液ガス分析】pH 7.19，pCO2 28mmHg，pO2 87mmHg，HCO3－ 13mEq / L，乳酸値 6.2mmol / L
【治療経過】右腎盂腎炎からの敗血症が疑われ，気管挿管，末梢静脈ラインの確保，尿道カテーテルの留
置が施行された。その後さらに動脈カテーテルおよび中心静脈ラインが確保された。また，必要な培養検
体の採取も実施された。
　初期治療を開始して1時間の時点で，細胞外液2,000mLと抗菌薬が投与された。血圧の上昇を認めず，
中心静脈圧（CVP）が8mmHgであったことから，ノルアドレナリン0.1µg / kg / 分の投与が開始された。
治療開始2時間で細胞外液はさらに1,000mL追加された。その時点での血圧は89 / 50mmHg，心拍数は
112回 / 分，CVPは8mmHg，尿量は50mLとなっている。血液ガス分析は人工呼吸管理下の吸入酸素濃
度25％で，pH 7.26，pCO2 34mmHg，pO2 102mmHg，HCO3－ 16mEq / L，乳酸値 5.7mmol / Lであった。
【投薬歴】メトホルミン 1,500mg / 日，グリメピリド 0.5mg / 日，ウラピジル 60mg / 日

症　例

添田　　博
SOEDA Hiroshi

東京医科大学病院薬剤部

　ショックは急性循環不全により臓器不全が進行する病態であるため，適切な初期治療によるショックからの早期離脱
が重要となる。ショックの治療目的は組織灌流の維持であり，輸液療法と並行して，カテコラミンなどの血管作動薬の
選択がポイントとなる。特に敗血症性ショックにおいて血管収縮薬の投与が必要となる。血管作動薬の選択では，
ショックの病態に応じて，各種カテコラミン類の薬理学的特徴や臨床的有効性，副作用などを考慮する必要がある。

Key word　敗血症，ショック，循環管理，カテコラミン
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消耗性疾患に対するエビデンス②
──十全大補湯，人参養栄湯

はじめに

　前回は，「気虚」とよばれる消耗性疾患に用いる漢方薬である補中益気湯のエビデンスをご紹介し
ました。補中益気湯は「補剤」（正式には「補気剤」）とよばれ，足りなくなった「気」を補い，元気
にさせる処方ということになります。
　今回エビデンスをご紹介する十全大補湯と人参養栄湯も，「気」を補う「補剤」の仲間ですが，こ
れらの処方は「気」を補うとともに「血」も補うため「気血両補剤」とよばれており，貧血などにも
用いられます。
　十全大補湯も，補中益気湯も，現代医学的には使用目標は類似していますが，得られているエビデ
ンスは，補中益気湯ではがん患者のQOL向上が主なのに対し，十全大補湯はがんの進展そのものに
対する効果の評価が行われているところが異なります。これは十全大補湯が，動物実験において発が
ん抑制，がん増殖抑制，がん転移抑制作用を示すことが報告されていることから，臨床研究が行われ
たものと考えられます。しかし残念ながら，十全大補湯のがんやがんの副作用に対する作用は，診療
ガイドラインでは推奨されていません。
　現時点で，診療ガイドラインで推奨されている十全大補湯の使い方は，反復性中耳炎に対して「推
奨：十分なエビデンスがあり，利益は害より大きい」とされているもののみです。しかし，十全大補
湯の効能・効果に中耳炎はなく，この推奨を保険診療で実践することは難しいようです。
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はじめに

　フェンタニル注の微生物汚染に起因する感染例が少な
くない1)-7)。言い換えれば，フェンタニル注は微生物汚
染を受けやすい注射剤の一つといえる。

感染事例（カンジダによる敗血症）

　高カロリー輸液投与中のインラインフィルタ（メンブ
ランフィルタ）の着色（褐色化）から，輸液ライン内の
Candida parapsilosis（カンジダ・パラプシローシス）
汚染が判明した事例を経験した（図1）。汚染原因は，
フェンタニル注とメインルートをつなぐエクステンショ
ンチューブの1カ月以上にわたる使用であった。図2に
はエクステンションチューブ内壁の電子顕微鏡写真を示
した。
　本事例では，看護師から医師へ「インラインフィルタ
が着色している。配合変化が原因では？」と伝えられ，
直後に医師がフェンタニル注を末梢投与へ切り換えた途
端に，患者がカンジダによる敗血症を発症した。β -D
グルカン値が急激に上昇した。
　その後の薬剤部での調査で，インラインフィルタの着
色の原因がカンジダ汚染であることが判明したため，
フェンタニル注の投与ルートが抜去され患者は回復に向
かった。

フェンタニル注での微生物の動態

　図3に各種注射剤での緑膿菌の動態を示した。本図か
ら明らかなように，緑膿菌はモルヒネ注では増殖できな
いものの，フェンタニル注では速やかな増殖を示してい
る。カンジダ・パラプシローシスを用いた実験でも同様
の結果が得られた。
　したがって，薬剤部（薬局）でのフェンタニル注の混
注（ミキシング）の際には，微生物汚染に対して特に注
意を払いたい。実際，薬剤部で調製したフェンタニル注

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？

フェンタニル注射剤
第4回

フェンタニル注では細菌や真菌が増殖しやすい。したがって，その投与ラインの
長期間にわたる使用は避ける必要がある。

高カロリー
輸液フェンタニル

エクステンション
チューブ

←（－）

（－）→

（＋）

（＋）
↓

（＋）→

←（－）

（－）→

メインルート

患者へ

（＋）菌検出　（－）菌検出せず

図1　輸液ラインのCandida parapsilosis汚染例



深読み 添付文書
医薬品を正しく理解するために，
添付文書に書かれている情報を
掘り下げて解説します

　2016.8（Vol.58 No.11）── 145 （2591）

はじめに

　患者さんに投薬するための薬剤を調剤するのは薬剤師
の役目です。患者さんが薬物治療から得られるベネ
フィットを最大化するために，一般化されている薬学的
知識に基づき，投与量や薬物相互作用の可能性などの視
点で処方せんを確認していると思います。投与した後の
治療効果は，その患者さんの病態や日常生活の環境によ
り，患者さんごとに異なります。治療開始後に患者さん
に起こりうる状況を想定するためには，実際に投与した
過去の事例，つまり臨床成績を知らなければ想像できま
せん。今回は，添付文書で提供される臨床成績のデー
タ，特に治験について解説します。

添付文書での臨床成績の記載

　臨床成績には有効性に関する情報を記載します
（表1）。安全性に関する情報は本連載でも取り上げまし
たとおり，警告や副作用の項目など「使用上の注意」と
して記載されていますa)。有効性について情報を提示す
るにあたり「精密かつ客観的に行われた臨床試験」等の
結果を用います。これには，内容を厳正に審査（peer 
review）している学術誌に原著論文として掲載された
試験成績が該当します。しかし，治験の情報が原著論文
として学術誌に掲載されないことも多いため（あるいは
掲載されるのが販売を開始した後になると），その場合
は「製造販売承認審査資料として提出し評価された試験
成績」を根拠として示すことが可能となっています。添

付文書の主要文献一覧に「社内資料」が多用されている
のはこのためです。また，市販後に実施した使用成績調
査，製造販売後臨床試験など再審査および再評価申請に
用いたデータが追加して掲載される場合もあります。治
験や市販後に実施される調査や試験のデータのうち安全
性に関しては，添付文書の副作用の項目に記載されま
す。また，治験に関しては国際的な合意事項に基づき整
備された「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省
令」（GCP省令）および関連通知を遵守し，市販後は
「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関
する省令」（GPSP省令）および関連通知の遵守が求め
られています。
　承認審査の対象となった治験の概要については，医薬
品医療機器総合機構（PMDA）のWebサイトで審査報
告書や申請資料概要を検索するか，または企業に直接問
い合わせて入手することができます。審査報告書と比べ
ると申請資料概要は聞き慣れない名前かもしれません。
審査報告書はPMDAが作成したPMDAによる審査結果

治験と実臨床のギャップを考える
臨床成績

野村　香織
NOMURA Kaori
東京慈恵会医科大学

17第 回

a）  厚生省「医療用医薬品の使用上の注意記載要領について」（平成9年4月25日薬発第607号）

表1　「臨床成績」の記載

13．臨床成績
　（1） 精密かつ客観的に行われた臨床試験の結果について，投

与量，投与期間，症例数，有効率等を承認を受けた用法
及び用量に従って記載すること。

　（2） 他剤との比較を記載する揚合には，その対照が繁用医薬
品であり，精密かつ客観的に行われた比較試験の成績が
ある揚合にのみ記載することができること。

〔厚生省「医療用医薬品添付文書の記載要領について」 
（平成9年4月25日薬発第606号）より〕



適応外使用の処方せんの読み方
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第74回 がん患者の皮膚潰瘍部位の悪臭

読み方のヒント──がん患者の皮膚潰瘍部位の悪臭について
　がん患者のターミナルケアでは疼痛管理に重点がおかれがちであるが，がん種によっては悪臭を伴うことがある。
このような悪臭は，本人はもとより周囲の患者に不快感を与え，食欲を減退させるだけでなく，家族，面会人，とき
には医療従事者をも遠ざけてしまいがちとなる。その結果，患者は孤独になり心を閉ざしてしまうことにもつながり
かねず，人間関係やQOLに大きな影響を与える問題の一つである1)。対策として，芳香剤の使用などさまざまな方
法が考案されたが，病院の特異臭の上に新たな香りを重ねることでかえって不快な臭いを増強することもある2)。ま
た，脱臭剤や脱臭スプレーの使用は，患者自身の尊厳を脅かしてしまうことになる1)。
　がん患部の悪臭の原因は，がん病巣の壊死過程で細菌の代謝産物から発生する腐敗臭である。これは，病巣で繁殖
する嫌気性菌であるBacteroides属，Peptococcus属，Peptostreptococcus属，Fusobacterium属，Clostridium属，好
気性菌であるStaphylococcus属，Streptococcus属，Klebsiella pneumoniaなどの細菌が産生する揮発性硫化物（硫化
水素，メチルメルカプタン，ジメチルサルファイド），揮発性脂肪酸（酢酸，プロピオン酸，酪酸，イソ酪酸，吉草
酸，イソ吉草酸）が大きく関与していると考えられている3)-5)。なかでも特に悪臭を伴う症例の検体から高い比率で
分離されるのは嫌気性菌である5)。
　これまでこのような事態に適応する薬剤がなく，クリンダマイシンやメトロニダゾールが適応外使用されてきた。
2015年5月にはようやく，がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減の適応症で，メトロニダゾールを含有するゲル製
剤（ロゼックス®ゲル0.75％，ガルデルマ株式会社）が発売された。この製剤の登場は画期的なものであったが，実
はまだ十分に悪臭をカバーしきれておらず，実際には適応外使用で対応しているのが現状である。

読みみ方の方のみ

▶処方A：68歳，男性。頭頸部悪性腫瘍患者で，粘膜へ浸潤して形成した潰瘍部に再三感染を起こして悪
臭を伴う患者の処方せんです。

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg / 生理食塩液100mL
 1日2回　8時および20時に30分かけて点滴静注

▶処方B：63歳，女性。乳がん病巣の壊死・潰瘍により大量の滲出液と悪臭を伴う患者への院内特殊製剤
処方です。

メトロニダゾール 0.8g / マクロゴール400 20.0g / マクロゴール軟膏 69.2g / リドカイ
ンゼリー 10.0g
 混和して全量100.0g　1日2回ガーゼに伸ばして貼付

適応外使用しているこれらの医薬品の目的は？


