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　カルテには，検査値以外にもCTや心電図，X線写真などの多くのデータが記載されていますが，み
なさんはどこまで活用していますか？　正確な病態把握は適切な薬物治療に不可欠ですので，薬剤師も
これらのデータを活用しない手はありません。本連載では，難しい理論なしで明日からすぐ使えるモダ
リティ（医用画像機器）の知識と薬物治療での活用のポイントを紹介します。

胸部CTで胸水を確認してみる
　さて，連載の2回目は前回に引き続き胸水です。ただし，今回はCTでどのように見える
か？　です。前回は胸部X線なのにもうCT？　とお思いでしょうが，実はCTのほうがより視
覚的に捉えやすいです。百聞は一見にしかず，まずは問題です。

第2回
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Q．下記CTを見比べてください。どちらに胸水の貯留があるでしょうか？
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再入院回数を減少させた
心不全チームの介入とは？

　わが国の心不全患者は推定100万人前後といわれ，高齢化社会の進展に伴って心不全患者
が急増する，いわゆる心不全パンデミックへの対応が喫緊の課題となっている。一部を除い
て循環器疾患においてはこれまで薬剤師の介入はあまり目に見えてこなかったが，心不全で
用いられる薬剤は多岐にわたり，細やかな用量調整や良好な服薬アドヒアランスを保つ必要
があることから，薬剤師が介入することで治療効果の向上が図られることが期待される。
　京都桂病院では2015年6月から心不全患者に対する薬剤師を含めた多職種連携チームの
介入をスタートさせ，心不全で問題となる再入院の回数を減少させるなど患者アウトカムの
改善に成功している。

京都社会事業財団 
京都桂病院 

（京都府京都市）

•病床数 585床 
（一般525床，結核60床）

•診療科 29科
•薬剤師数 36名
•平均外来患者数 1,085.9人/日
•病床稼働率 86.6％（2014年）
•院外処方せん発行率 99％
•外来処方せん枚数 1万900枚/月
•入院処方せん枚数 1万1,100枚/月
•病棟薬剤業務実施加算 あり 

（2012年4月）
•抗がん薬調製件数 1,740件/月
•薬剤管理指導業務算定件数 1,950件/月

病 院 概 要

京都桂病院

心不全の薬物療法はきめ細やかな調
整が必要で薬剤師が入っていくべき
領域と熱く語る薬剤科の野﨑歩氏

2週間に1回行われる心不全カンファ
レンス。参加者は主治医のほか，心
不全チーム担当の医師2名，看護師
4名，薬剤師2名，理学療法士2名，
管理栄養士1名

主治医

看護師

薬剤師

理学療法士
管理
栄養士

医師



─なぜ薬局で勤務しながら医学系の大学院に入ろうと
思われたのでしょうか？

　「かかりつけ薬剤師」としての力を伸ばしたいと考え
たのが一つの理由です。OTC販売や健康相談のときに
患者さんからいろいろな症状や訴えを聞いても，どう判
断したらよいのか自分のなかに明確な考えがなく，情報
を活かしきれていないと感じていました。ウエルシア薬
局としても患者さんのセルフメディケーションに力を入
れたいと考えていたところで，自ら手を挙げて大学院に
行かせてもらうことにしました。
　また，私が所属する地域医療教育学はその名のとおり
地域医療を支える人材を養成していますが，全国的な医
師不足もあり，その担い手は足りていないのが現状で

す。そこで教授の前野哲博先生は，医療従事者が各々の
専門性をもちつつお互いの能力を補完することで地域医
療を支えていく必要があると考えられていて，薬剤師
が，より患者さんの健康に関わることを期待されていま
す。その方向性と私たちの希望が一致したことも理由の一
つです。現在は私を含めて3名の薬剤師が学んでいます。

─薬局での臨床推論と病歴聴取補助ツールについて教
えてください。

　臨床推論とは，患者さんの訴えた症状・病歴から疾患
の候補をあげて，最終的に臨床決断をするための思考プ
ロセスです。薬剤師が臨床推論を学ぶのは診断をするた
めではなく，薬局で患者さんの症状や病歴を聴き取り，

松下　綾氏
M A T S U S H I T A  A y a

ウエルシア薬局株式会社／筑波大学大学院地域医療
教育学

　薬局を訪れる患者さんにもっと踏み込んだケアがで
きないか――。そんな考えから医学系の大学院に飛び
込んだ薬剤師がいる。ウエルシア薬局に勤務する松下
綾氏は，より高いレベルの「かかりつけ薬剤師」を目
指して昨年4月に筑波大学大学院地域医療教育学に入
学し，臨床推論やフィジカルアセスメントなどを学ん
でいる。薬剤師による診察前の病歴聴取の効果を調べ
たり，薬剤師が薬局店頭で使える病歴聴取補助ツール
を作成したりするなど，医学的知識を取り入れたスキ
ルミックスプログラムを開発中だ。

薬局薬剤師のスキルミックス
プログラムを開発！
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医療安全における
副作用情報収集の意義

副作用情報を収集・活用する！

はじめに

　医薬品の分野で「医療安全」というと，医薬品の取り
違えや誤投与などヒューマンエラーによる事故を防止す
ることを意味していると思っている方は多いであろう。
わが国において医療安全が国民の高い関心事となった
きっかけは手術における患者違いの事故であるが，その
後消毒薬の誤投与をはじめ医薬品を巡ってさまざまな
ヒューマンエラーが発生し，それに対する防止策を講じ
ることが当時の大きな課題であったことは事実である。
しかしながら，医薬品の分野での医療安全はヒューマン
エラーによる事故防止を目的としたものではなく，副作
用の早期発見・重篤化防止つまり，「医薬品の適正使用
の確保」にある。
　表1は2005年6月にわが国の医療安全に関して検討を行
う最高の位置づけにある医療安全対策検討会議が出した

「今後の医療安全対策について（報告書）」1)の「1．医療の
質と安全性の向上」において医薬品の安全確保として示
されたものである。本報告書はまず「将来像のイメージ」
についての記載（表1A）があり，これに対して「当面取
り組むべき課題」について記載（表1B）がなされている。
　このように10年前に出された「今後の医療安全対策
について」において，「医薬品の安全確保」には将来像
にも当面の課題にも「有害事象の早期発見・重篤化防
止」が明記されている。このことは，冒頭で記載したよ
うに，医薬品分野の医療安全はヒューマンエラー対策の
みを指しているのではなく，有害事象の早期発見・重篤
化防止が含まれていることの証である。ヒューマンエ
ラー防止対策が一通り完成していることから，いまや医
薬品にとっての医療安全は有害事象の早期発見・重篤化
防止，すなわち医薬品の適正使用の確保にあることを再
認識すべきである。

はは

土屋　文人
TSUCHIYA Fumito

一般社団法人日本病院薬剤師会 副会長

　医薬関係者からの副作用報告は企業報告に比べて極めて少数である。ドラッグ・ラグが事実上解消した現在，以前の
ように海外での使用で収集された安全性情報が添付文書に反映されているケースが少なくなっていることを薬剤師は再
認識すべきである。発売後1年以内の医薬品に対しては，患者に発生している事象をきちんと把握し，そのことを医薬
品医療機器総合機構（PMDA）に報告することで添付文書が充実することになる。添付文書の記載を充実させること
は医薬品の適正使用にとって極めて重要なことである。調剤は患者に医薬品を交付することで終了するのではない。調
剤指針に記載されているように，今後はむしろ交付後に患者に発生している事象を把握し，評価を行い，次回の処方に
つなげることが調剤を専権事項とする薬剤師に求められているのである。調剤が対人業務であることの証である。薬剤
師は積極的にPMDAに副作用報告を行うべきであり，それを行わなければシステムが薬剤師に取って代わる時代を迎
えることになってしまうであろう。

Key word　ドラッグ・ラグ，対人業務，調剤の概念，医療情報データベース



吉田　英人
YOSHIDA Hideto
西伊豆健育会病院　内科
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前回のおさらい

　まず第1回の最重要点を振り返ってみます。
・  ポリファーマシーは日常的に遭遇する問題である。
・  ポリファーマシーは5剤以上薬剤を内服している状態と定
義することが多い。

・ 高齢者の約50％にポリファーマシーを認めている。

　重要事項を復習することで，知識の定着につながります
（➡）。

第2回 なぜポリファーマシーになるのか？
── そのさまざまな要因

　皆さん，こんにちは。10月になり「どんな秋」を過ごされていますか？　「読書の秋」として，
この連載も読んでいただけたら幸いです。
　第1回目は，ポリファーマシーの定義や疫学について学びました。今回は，ポリファーマシー
になるそのさまざまな要因について考えていこうと思います。それでは孫の手を用意して，楽
しく学んでいきましょう！！

エビングハウスの忘却曲線
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はじめに

　市販の経管栄養剤は，液状製品では無菌である。ま
た，粉末製品であっても，溶かした段階では1mLあた
り1個程度の細菌数である。しかし，患者に投与されて
いる経管栄養剤を調べてみると，108（1億）個/mLも
の細菌汚染を受けていることがある1),2)。

細菌汚染の実態

　筆者らが8病院において，投与終了直後の経管栄養剤
の残液計28サンプルについて調べたところ，いずれの
サンプルも100～108個/mLの細菌汚染を受けていた

（表1）。主な汚染菌はアシネトバクター・カルコアセティ
クス（Acinetobacter calcoaceticus）や緑膿菌（Pseudomonas 
aeruginosa）などであった（図1）2)。この結果から，経
管栄養剤の取り扱いに注意を払わなかった場合には，高
濃度の細菌汚染が生じる実態が明らかになった。

細菌汚染の原因

1．経管栄養剤は培地！
　経管栄養剤は培地と同様で，栄養に富んでいる。した
がって，本剤が細菌汚染を受けると，その汚染菌は急速
に増殖する。1個の細菌が12時間で100万個にもなりうる。

2．投与セットが不潔になりやすい
　バッグ型投与容器や投与チューブは構造的に洗浄や乾
燥が行いにくいので，“乾燥したつもり（図2）”を繰り

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？

経管栄養剤
第6回

経管栄養剤が高濃度微生物汚染を受けると，下痢や腹部膨満感などの胃腸障害の
みならず，敗血症や肺炎などの感染症の原因になりえる。

アシネトバクター
(Acinetobacter calcoaceticus）

緑膿菌
(Pseudomonas aeruginosa)

セパシア菌
(Burkholderia cepacia)

フラボバクテリウム
(Flavobacterium spp.)

0 10 20 30 40（％）

図1　経管栄養剤の汚染菌の検出頻度

表1　経管栄養剤の細菌汚染（計28サンプル＊）

汚染レベル（個/mL） サンプル数

108 5

107 5

106 8

105 4

104 3

103 2

102 1

0～10 0

＊：投与残液について調べた



Evidence of Kampo Medicines

新井　一郎
ARAI Ichiro

日本薬科大学漢方薬学分野 教授
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婦人科疾患に対するエビデンス①
──桂枝茯苓丸，当帰芍薬散

はじめに

　婦人科疾患には古くから漢方薬はよく用いられてきています。日本漢方生薬製剤協会が2011年に
行った医師627名に対するインターネット調査においては，産婦人科医の97％が漢方薬を処方してお
り，調査した診療科のなかでは最も高い使用率でした1)。
　漢方薬の適応となる婦人科疾患にはさまざまなものがありますが，大部分は現代医学的にはホルモ
ン補充療法（hormone replacement therapy；HRT）が適応となる疾患・症状と重なる更年期障害や
月経異常などです。
　10年ほど前に米国NIHで行われた大規模臨床試験2)において，長期にホルモン補充療法を続けた
場合に乳がんなどの発生率がわずかに増加したことから，試験が中止されました。このデータの解釈
と日本人への適用については議論のあるところですが，わが国ではもともと欧米ほどホルモン補充療
法は普及しておらず，この米国での臨床試験中止の影響もあり，現在も婦人科疾患には漢方薬がよく
用いられています。
　漢方薬の婦人科疾患に対するエビデンスは数多くありますが，今回は桂枝茯苓丸と当帰芍薬散につ
いてご紹介します。

婦人科疾患に対する現代医学的治療

　閉経期に出現するのぼせ，ほてり，発汗，冷え，動悸，めまい，頭痛，不安などの不定愁訴などの
多様な症状を更年期障害とよびますが，その大部分は卵巣機能の衰退に基づくものです。そのような
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