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もの忘れ外来受診患者を
診察室で服薬指導
　厚生労働省が2015年1月に発表した認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
では，認知症患者に対する医療・介護関係者間の情報共有の推進や認知症患者の早期診
断・治療における薬剤師の対応力の向上が求められている。
　認知症の薬物治療では，認知症治療薬の有効性を維持するために薬剤選択や使用方法
に注意するほか，服薬アドヒアランスの向上が重要な課題とされている。しかしながら
認知症は日常生活における自覚症状が少ないことから服薬アドヒアランスが低下してい
ることが少なくない。
　大分大学医学部附属病院ではもの忘れ外来で薬剤師が多職種チームの一員として患者
指導を行い，最適な薬物治療の提案や副作用の早期発見，服薬指導によるアドヒアラン
ス向上を図っている。

大分大学医学部 
附属病院 

（大分県由布市）

薬剤師

患者

家族

薬剤師
医師

病院外観

• 病床数 618床 
（一般病床 588床，精神病床 30床）

• 診療科 29科
• 薬剤師数 32人（2016年8月現在）
• 新入院患者数 10,689人 / 年
• 平均在院日数 16.2日
• 病床稼働率 81.8％
• 紹介率 77.0％
• 逆紹介率 62.2％
• 平均外来患者数 1,011.3人 / 日

病 院 概 要

2015年度



─PBPM導入マニュアル作成の経緯を教えてください。
　2010年4月30日に厚生労働省医政局長通知「医療ス
タッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
が発出されました。薬物療法や検査オーダなどについて
は「医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロ
トコールに基づき，専門的な活用を通じて，医師等と協
働して実施すること」と明記され，その後プロトコールに
基づく薬物治療管理（protocol based pharmacotherapy 
management；PBPM）の取り組みが全国的に進められて
います。医師と薬剤師との間に法的な契約が交わされる米
国のCDTM（collaborative drug therapy management）
に対して，PBPMは医師と合意したプロトコールに従っ

て薬剤師業務の現行法の範囲で薬剤師が主体的に業務を
行うことを意味しています。わが国で行われている
PBPMの代表的な例としては，①処方監査と入力支援，
②検査オーダと投与量の適正化，③術前術後の検査や処
方支援，④専門薬剤師の活用，⑤薬剤師外来──などが
あげられます。
　日本医療薬学会では厚生労働科学研究費補助事業「薬
剤師が担うチーム医療と地域医療の調査とアウトカムの
評価研究」として日本病院薬剤師会，日本薬剤師会と連
携した研究班を組織し，2015年度厚生労働科学研究報
告として，私が分担研究者を担当したチーム医療推進分
担研究班がPBPM導入マニュアルを作成しました。

佐々木　均氏
S A S A K I  H i t o s h i

日本医療薬学会 会頭／長崎大学病院 教授・薬剤部長

　2016年3月に日本医療薬学会から「プロトコール
に基づく薬物治療管理（PBPM）導入マニュアル」が
発表された。これまでにもPBPMによって病院内の
薬物治療や医療安全が向上することが報告されている
が，今回のマニュアルでは保険薬局を含めた地域医療
におけるPBPM導入の手引きが示され，地域が抱え
る残薬や頻繁な疑義照会といった課題に対する解決
ツールとして期待されている。医療提供体制の再構築
が求められているなかでPBPMはどのような役割を
担うのか，マニュアル作成を担当した日本医療薬学会
会頭の佐々木均氏（長崎大学病院 教授・薬剤部長）
に，作成の経緯や活用のポイントなどについて話を聞
いた。

PBPM拡大でチーム医療・
地域医療の推進を目指す
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感染症と間違いやすい
非感染性疾患のとらえ方

薬剤師必携！ 抗菌薬適正使用完全マニュアル

はじめに

　発熱している患者が，抗菌薬投与によっても解熱しな
いことがある。非感染性の炎症性病態は，抗菌薬投与に
よっても改善しない発熱や炎症性病態をみたときに疑うこ
とが多い。未診断の炎症性病態をみたとき，感染性のも
の・非感染性のものに分けて丁寧に仮説を検討する習慣
がある医師はあまり大きく間違えることはないが，「思い
込み」が過ぎると誤りやすい。是非はともかく，現状とし
て「はじめにまず抗菌薬」という方針がとられることが多
いと思われるが，その抗菌治療でうまくいかないときに，
薬剤の変更を考える前に本稿の内容を思い出してほしい。
　内科医は，炎症・免疫などの包括的理解のうえに「臨
床」という不確かさのなかで状況判断を行う。が，それ
を書きつくすこと，理解しつくすことはここでは現実的
でない。そこで本稿では，具体的なシナリオを4つあげ
解説することにする。これらのような「illness script
（病気のシナリオ）」を少しずつ蓄積していくことをお勧
めする。

シナリオ1：86歳女性，発熱・体動困難

　入院2週間前から急に体の痛みのためか体が動か
せなくなり，1週間続いて改善しないので家族に
よって救急要請となった患者。38℃の発熱と，炎症
反応CRP 15.2mg / dLと上昇を認め，尿中白血球増
多もあったので尿路感染症として入院。抗菌薬投与
が開始された。しかし，入院して1週間経っても症
状，データともに改善されない。

●高齢者の「体動困難」？
　まず，「尿中白血球増多」は尿路感染症を表すわけで
はない。このケースに限ったことではないが，入院時・
治療開始時にある程度の診断の絞り込みができていない
ときに，この種の錯綜が生じることが多い。高齢者の
「体動困難」は非常にコモンな問題であるが，ある程度
急速に陥ったならばその理由をアセスメントせねばなら
ない。この症例では，体動困難な理由は感染症に伴う筋
痛あるいは状態不良とされていたが，よく聞くと「首が

はは シシ

國松　淳和
KUNIMATSU Junwa

国立国際医療研究センター病院 総合診療科

　非感染性の炎症性病態は，抗菌薬投与によっても改善しない発熱をみたときに疑う。未診断の炎症病態をみたとき，
感染性のもの・非感染性のものに分けて仮説を検討する習慣がある医師はあまり大きく間違えることはないが，「思い
込み」が過ぎると誤りやすい。是非はともかく，現状として「はじめにまず抗菌薬」という方針がとられることが多い
が，その抗菌治療でうまくいかないときに，薬剤の変更を考える前に本稿の内容を思い出してほしい。「感染症ではな
かったら何だろう」と考えることがすべての端緒である。診療チームのなかで誰でもいい。感染症ではない可能性につ
いて考えることができれば，突破口が開けることがある。

Key word　非感染性炎症性疾患，炎症反応，illness script，リウマチ性疾患，薬剤熱



吉田　英人
YOSHIDA Hideto
西伊豆健育会病院 内科

登場人物

指導医
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研修医

研修薬剤師
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第1回

新連載

「ポリファーマシー
（polypharmacy）」って何??
── 「ポリファーマシー」の定義・疫学

連載開始にあたって

　みなさん，はじめまして！　静岡県の西伊豆で勤務医をしております吉田英人と申します。
救急医，プライマリケア医，3児の父親として日々奮闘しております。高齢化率約45％の僻地で，
外来・入院・在宅と総合的な診療を行っています。
　実は，私の弟は薬剤師として主に門前薬局に勤務しています。昨年，弟に久しぶりに会った
ときに「ポリファーマシーって知っている？」と聞くと「よくわからない。どんな意味？　あ
あ，薬をいっぱい処方されている人のことね。そういう患者さん多いよね」と。おそらく日々
の業務のなかで，多剤を服用している患者さんと接してはいるけれども深く関わりをもって考
えることはなかったようです。
　この連載では，「ポリファーマシー」についての基本的な問題点や解決策を示しながら読者の
みなさんと一緒に考えていきたいと思います。私の弟のように「ポリファーマシー」について
これから学びたいと思っている方にも容易に読み進められる内容を心がけていきたいと思いま
す。では，さっそく始めましょう！
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巻頭カラーページ（p.3）の解説

なんとなく違うのはわかるけど…。というのが素直な印象かと思います。

胸水をみるうえでのポイントをあえて下記2点のみにシンプルに絞って解説します。

 ポイント1   水は白く写る
 ポイント2   水は体位で移動する

胸部X線写真で利尿薬の効果をみる

第 1 回  大分三愛メディカルセンター 薬剤部 梶原　洋文 KAJIWARA Hirofumi
 同　循環器内科 一瀬　正志 ICHINOSE Masashi

連載開始にあたって

　カルテにはいろいろな情報がつまっています。採血検査，バイタル情報のほかにも心電図な
どの生理検査，X線検査などの画像検査です。皆さんはどうでしょうか？　これらの情報をすべ
て活かして毎日薬剤師としての業務を行っていますでしょうか？　何となく心電図，画像検査
は診断のツールであり，薬剤師にあまり必要ないものではと思っているかもしれません。薬物
治療は正確な病態把握のうえで適切な薬物治療が成り立ちます。このような考えからすると，
これらの情報は医師のみの特権ではありません。私たち薬剤師が活かさない手はありません。
むしろ活かさないで正確な病態把握に基づいた薬物治療の提案は非常に困難だと思います。
　ここまで聞いて新人の方々は，私たちには関係のない話…，このような領域はもっと実務経
験し基礎学習をした後から…とお思いでしょう。それでは何年後に学習するかわかりません。
もしかすると必要と思うタイミングは訪れないかもしれません。これらのモダリティ（医用画
像機器）に関する難しい理論は後回しにして，まずは最低限の知識を習得しておいて，見る癖
だけでもつけてみてはいかがでしょうか？　いきなり処方提案に活かせとは言っていません。
どのように薬物治療に活かされているのか体感できれば十分です。そして自分なりに必要性を
少しでも感じてから学習を開始したほうが学習意義を強く感じられるはずです。上手くすれば
医師とのディスカッションもいまよりもさらに実りあるものになるかもしれません。薬剤師が
正確な病態把握に基づいた薬物治療に貢献するために画像や心電図を見てはいけないなどとは
誰も言っていないのですから。



Evidence of Kampo Medicines

新井　一郎
ARAI Ichiro

日本薬科大学漢方薬学分野 教授

第
8
回

のぼせ・イライラ，肥満に対するエビデンス
──黄連解毒湯，防風通聖散

はじめに

　今回は，代謝性疾患，循環器疾患のうち，高血圧の随伴症状などの，のぼせ・イライラ感などに用
いる黄連解毒湯，肥満に用いる防風通聖散のエビデンスを紹介します。

のぼせ・イライラ，肥満に対する現代医学的治療

　高血圧の随伴症状などの，のぼせやイライラ感は，原因疾患である高血圧の治療は行われますが，
のぼせやイライラ感をターゲットに治療が行われることはあまりありません。
　肥満に対する治療は，当然のごとく，食事・運動療法が基本です。薬物としては，マジンドールが
承認されていますが，使用は「あらかじめ適用した食事療法及び運動療法の効果が不十分な高度肥満
症（肥満度が＋70％以上又はBMIが35以上）における食事療法及び運動療法の補助」に限られてい
ます。2014年にはセチリスタットが承認されましたが，使用は「肥満症（ただし，2型糖尿病及び脂
質異常症を共に有し，食事療法・運動療法を行ってもBMIが25kg / m2以上の場合に限る）」とされ
ています。

のぼせ・イライラ，肥満に対する漢方治療

　のぼせやイライラ感に用いる漢方処方は，表1，表2に示すとおり，数多くあります。目的に応じ
ての使い分けが必要です。

　2016.9（Vol.58 No.12）── 135 （2749）
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学ぶ理由はここにある！！

　『むくみ』の原因と聞いて，皆さんはどんな病態や疾患を想起しますか？　おそらくほとんどの方
が，心不全，腎不全，肝硬変の3つの病態を思い浮かべたと思います。なかには深部静脈血栓症
（DVT）などが浮かんだ方もいると思います。頭のなかにそれらの病態を思い浮かべつつ，入院中の
患者さんの足を片っ端から見せてもらいましょう。実に多くの方の足が『むくんでいる』ということ
がわかると思います。
　むくみ＝浮腫の勉強をしようと思い立ち，いざ教科書を広げると，まず目にするのは①両側性か片
側性か，②圧痕性か非圧痕性か，③fast edemaかslow edemaかといったステップであり，こう続き
ます。「片側性ならDVTを，非圧痕性なら甲状腺機能低下症を，fastならばネフローゼ症候群を考え
る。両側性の圧痕性，slow edemaなら心，腎，肝を調べる』と。しかしどうでしょう。むくみと格
闘したことがある方ならもうお気づきのはず。私たちが日々目にする（意識して診ていないかもしれ
ません）むくみのほとんどが両側性，圧痕性のslow edemaであるにもかかわらず，心不全も腎不全
も肝硬変も患っていない患者さんなのです。一通りの検査を行い患者さんに向かって「心臓や腎臓，
肝臓は問題ないので大丈夫です！」などと説明していませんか（昔の自分はそうでした）。臨床家と
して，こんな毎日遭遇するありふれた心腎肝正常の両側性，圧痕性slow edema，何とかしたいと思
いませんか？　少なくともちょっとした簡単なアドバイスや処置だけでむくみが軽減すれば，患者さ
ん自身はとてもハッピーになると思いませんか？　むくみに対し，やみくもに利尿薬を投与する悪し
き習慣にどっぷりつかっていませんか？　不要な利尿薬のために脱水症に陥ったり腎障害を併発した
りと，そんな患者さんが後を絶ちません。ありふれた両側性，圧痕性のslow edemaをスマートに
やっつける。今回はこのあたりを学ぶ理由としてスタートしましょう。

意外に多い浮腫，どの部位を診ればよい？
指導医
今日はむくみの勉強をしましょう。入院中の患者さんでむくんでいる方，いますか？

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

むくみの基本をトコトン学ぶ（浮腫 前編）

第 8 回

高橋　　良　TAKAHASHI Ryo
昭和大学病院リウマチ・膠原病内科


