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中毒チームで急性薬物中毒
の治療をバックアップ

38年の伝統あるチーム

　大垣市民病院薬剤部の中毒チームの歴史は古く，その
誕生は1979年まで遡る。当時，農薬中毒の患者が搬送
され薬剤部に問い合わせがあったにもかかわらず適切な
情報提供ができなかったことがチーム発足のきっかけ
だ。一刻を争う急性薬物中毒患者の治療に必要な原因物
質の特定や治療法の提案を行うため，薬剤部内に当初5
人で中毒チームは始まった。
　2012年には同院に新たに救命救急センターが開設され，

センター内に薬物分析室が設けられた。ここではGC-MS
やLC-MS/MSといった高度な分析機器が設置され，より
迅速で正確な原因物質の分析が可能になった。2014年の
診療報酬改定では「急性薬毒物中毒加算1」が高度救命
救急センターから一般の救命救急センターも算定できる
ようになり，急性薬物中毒の原因物質を特定するための
機器分析が評価されるようになり活動の後押しとなった。
　現在，中毒チームのメンバーは13人で，①分析チー
ム，②情報収集チーム，③症例集積チームに分かれ，日
頃から中毒に関する情報収集や分析技術の向上に努めて

　緊急性の高い急性薬物中毒患者の治療では，早期の原因物質の特定と体内動態の予測
に基づいた治療が重要となる。大垣市民病院薬剤部の中毒チームでは24時間体制で急
性薬物中毒患者の治療に必要な情報提供や原因物質の分析，治療方法の提案，処置後の
フォローアップなどを行い，救命救急センターの活動をバックアップしている。

大垣市民病院 
（岐阜県大垣市）

•病床数 903床
•薬剤師数 56名
•平均外来患者数 2,312人/日
•平均入院患者数 729人/日
•平均救命救急センター患者数 
 128.0人/日
•院外処方せん発行率 4％

病 院 概 要

救命救急センター

中毒チームの活動のエッセンスをまとめた書籍

中毒チームリーダー竹田亜子氏



─心リハ指導士を取得した経緯と薬剤師が取得する意
義を教えていただけますか？

　心リハは，①心筋梗塞・狭心症，②慢性心不全，③心
臓手術後，④大血管疾患，⑤末梢動脈閉塞性疾患を対象
として，再発予防やQOL向上を目的とした長期的で包
括的なプログラムです。一般的に心リハ≒運動療法とと
らえられることが多いですが，主に運動療法と患者教育
の2本柱で構成されています。心臓リハ指導士は日本心
臓リハビリテーション学会が2000年に立ち上げた認定
制度で，多職種が連携を図りながら患者を指導・管理す
る役割を担っています。
　当院の心リハチームは1982年に導入され，1997年か
ら薬剤師や臨床心理士を加えた現在のチーム体制となり

ました。古くから心リハのチーム医療を行っていること
から，薬剤師に限らず心リハチームにとって資格取得は
ごく当たり前の目標となっています。資格の有無によっ
て薬剤師業務が変わるわけではありませんが，資格取得
を通じて各職種の役割や専門用語を理解することは，薬
剤師が診療に深く関与するうえで大きなメリットだと感
じています。

─心リハチームにおける薬剤師の役割は何でしょうか？
　心リハの薬学的管理のポイントとしては，患者情報の
収集と評価に加えて，処方薬や服薬アドヒアランスの評
価などがあげられます。
　心リハ患者は糖尿病や高血圧など冠危険因子をもつ方

吉国　健司氏
Y O S H I K U N I  K e n j i

地域医療機能推進機構 九州病院薬剤部

　心臓リハビリテーション（以下，心リハ）とは，心
不全をはじめとした心疾患の再発予防やQOL向上を
目的に，運動指導や患者教育，食事療法などを長期間
行う包括的なプログラムのこと。目的達成のためには
多職種連携が不可欠だが，全国で4,300名弱いる「心
臓リハビリテーション指導士」（以下，心リハ指導士）
のうち，薬剤師は21名と1％にも達していない。
　今回，心リハ上級指導士であり，日本心臓リハビリ
テーション学会で薬剤師唯一の評議員である地域医療
機能推進機構 九州病院薬剤部の吉国健司氏に，心リ
ハ指導士の概要や心リハにおける薬学的管理のポイン
トなどについて話を聞いた。

薬剤師視点の
心臓リハビリテーションとは？



　2017.3（Vol.59 No.4）── 21 （677）

特 集

慢性心不全の病態と治療の
ストラテジー

心不全のキードラッグを使いこなす！

心不全の原因と悪化因子

　心不全とは，心臓の収縮能力や拡張能力が低下するな
どの原因により，心臓の内圧が上昇，心拍出量が低下
し，その結果，臓器うっ血や呼吸困難，運動能力の低下
を来す症候群である。心不全の自覚症状には特徴的なも
のはないが，呼吸困難，息切れ，動悸，むくみ，体重増
加など水分貯留の症状が前面に出ることが多い。心不全
はほとんどすべての心疾患の終末像であり，①虚血性心
疾患，心筋梗塞後，②高血圧，③頻脈性不整脈，④拡張
型心筋症，⑤弁疾患，先天性心疾患──などが心不全の
主な原因である。最近では，その原因として心虚血，高
血圧，心房細動が増えており，心血管イベントのリスク
の段階（高血圧，脂質異常症，糖尿病，喫煙）から管理
して心不全の発症を予防することが求められる。
　心不全の悪化因子には，①内服中断，②通院中断，③
塩分や水分過多，④過労，⑤感染症合併（特に呼吸器），
⑥血圧上昇，⑦虚血の悪化，⑧不整脈の悪化──などが

あげられ，これらを契機として急激に状態が悪化し急性
心不全となることがある。

心不全の疫学

　慢性心不全の疫学研究としてわが国では，2,000～
3,000例規模のCHART（Chronic Heart failure Analysis 
and Registry in Tohoku district）やJCARE-CARD
（Japanese Cardiac Registry of Heart Failure in 
Cardiology）が報告されている。平均年齢は70歳前後
と高齢であり，心不全患者の1年死亡率は7～9％，1年
心不全再入院率は15％前後，高血圧は約30％，虚血は
約30％，心房細動は約35％に合併すると報告されてい
る。ただし，近年は心不全の高齢化が進んでおり，高齢
者心不全では，がん，腎障害，貧血，閉塞性肺疾患，脳
梗塞などの併存疾患が多く，しばしば心不全そのものよ
りも生命予後の決定因子となる。医療内容よりも介護や
ケアが本質的問題となる症例が多いことも特徴である。

佐藤　幸人
SATO Yukihito

 心不全発症のリスクは，高血圧，脂質異常症，糖尿病，喫煙など予防が可能なものも多い。

 拡張障害による心不全には有効な治療法がなく，その予防が重要であることを知っておく。

 収縮障害による心不全では，交感神経系，レニン・アンジオテンシン系の亢進が生じており，抑制す
ることが生存率改善につながることを理解する。

 心不全の診断は，自覚症状にBNP，NT-proBNPを組み合わせて行う。

 高齢者では併存症が多く，心不全以外の併存症が死因となることも多い。

 薬剤コンプライアンスをあげるためには，患者教育も重要。

Points

兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科 科長



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

　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。

心エコーで左室駆出率（ejection fraction；EF）
を確認してみる

　前回までは心房細動における薬物治療を中心にグラフトレンド，心電図といったモダリティ
の活用方法を説明しました。今回からは，循環器治療薬使用においてもう一つの重要なモダリ
ティ，心エコーについて説明していこうと思います。
　では，問題です。

Q． 心拍数が急激に上昇し，ベラパミル注射剤投与指示が出た際にリスクが 
あるのは下記①，②のどちらでしょうか？

第7回

10
8ペ
ー
ジ
に

解
説

① ②

EF 30.2％（Teichholz） EF 66.9％（Teichholz）



国立病院機構東京医療センター薬剤部
荒　義昭
杏林大学医学部付属病院薬剤部
若林　進

監 修
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ビムパット錠の概要
医薬品名：ビムパット®錠50mg・100mg
一般名：ラコサミド

1．効能・効果
　他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんか
ん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）に対する
抗てんかん薬との併用療法

2．用法・用量
　通常，成人にはラコサミドとして1日100mgより投
与を開始し，その後1週間以上の間隔をあけて増量し維
持用量を1日200mgとするが，いずれも1日2回に分け
て経口投与する。なお，症状により1日400mgを超え
ない範囲で適宜増減するが，増量は1週間以上の間隔を
あけて1日用量として100mg以下ずつ行うこと。

3．特　徴
　てんかんは，全般発作，部分発作（二次性全般化発作

に移行することがある），分類不能のてんかん発作の3
タイプに分類されます。全症例の約60％は部分発作に
分類され，ラコサミドは部分発作に対する新規の治療薬
として，新しい作用機序を有するNaチャネルブロッ
カーです。
　Na＋チャネルは急速な不活性化と緩徐な不活性化に
よって制御されます。てんかんによるニューロンの過剰
な興奮で緩徐な不活性化が起こり，ニューロンの興奮性
を調節しているといわれています。ラコサミドは，この
緩徐な不活性化を選択的に促進し活性化できるNa＋

チャネルの割合を減少させ，ニューロンの過剰な興奮を
抑制すると考えられています（図1）。
　現在，てんかん治療ガイドラインでは部分発作に対す
る第一選択薬はカルバマゼピン，バルプロ酸とされ，第
二選択薬はスルチアム，ガバペンチン，その他併用薬と
してフェニトイン，フェノバルビタールがあげられてい
ます。実際の臨床では，その他にラモトリギン，レベチ
ラセタム，トピラマート，ゾニサミド，プリミドンなど
が使用されています。

ビムパット®錠（ラコサミド）
第2回

荒　　義昭
ARA Yoshiaki
国立病院機構東京医療センター薬剤部



　2017.3（Vol.59 No.4）── 103 （759）

医薬品の世界の言葉づかい

　もしかして読者の皆さんは言葉づかいがいい加減というと，「チョームカつく」，「あの店のスムー
ジー，ヤバくね？」といった表現を思い浮かべるかもしれませんね。連載で取り上げるのはそっち方
面ではありません。もっと実質的で，根深くて，社会に被害を与えてしまう可能性がある言葉づかい
です。ほら，よく見かけるでしょ？　例えばお役所系の文書。

「臨床上の必要性が高く，将来にわたり継続的に製造販売されることが求められる基礎的な医薬
品の安定供給，成長戦略に資する創薬に係るイノベーションの推進，真に有効な新薬の適正な
評価等を通じた医薬品産業の国際競争力強化に向けた必要な措置を検討する」

　〔経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2015，p33より一部を抜粋〕

小野　俊介　ONO Shunsuke
東京大学大学院薬学系研究科医薬品評価科学教室 准教授

連載開始にあたり

　今月号から何回か，新薬開発や薬効評価をめぐる与太話にお付き合いください。仕事モード
で気合を入れて読むような連載ではありません。編集部のUさん，それでいいのですよね？
　28年間ほど薬の世界でメシを食っていますが，使われている「言葉」の意味がさっぱり理解
できません。経験を積めば多少なりとも物分かりがよくなるはずなのに，むしろ逆なのです。
年輪を重ねるほど言葉の意味がわからなくなってしまう…いや，大丈夫。オフィスで隣に座っ
ている秘書さんの名前が思い出せなくなることは時々ありますが，まだその程度ですのでご心
配なく。
　連載を通じて，医薬品の世界の言葉づかいの難しさを取り上げます。

薬が効くとはどういうことか
（…にたどり着かなかった連載初回）1第 回

新連載
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70歳女性
転倒
尿路感染症で入院中。抗菌薬による治療で快方に向かっており，2日後に退院予定だっ
た。起床後，トイレへ行こうと向かって歩いている途中にふらつき，右手で手すりにつ
かまりながら，左手をつきながら転んだ。頭部外傷や意識消失はなし。
心不全，高血圧，脂質異常症，過活動性膀胱，不眠症，変形性膝関節症，便秘，うつ
食べ物なし，薬なし
カンデサルタン8mg 1回1錠　1日1回
ブロチゾラム0.25mg 1回1錠　1日1回眠前
ゾルピデム10mg 1回1錠　1日1回眠前
オメプラゾール10mg 1回1錠　1日1回
ロキソプロフェン60mg 1回1錠　1日3回
アムロジピン5mg 1回1錠　1日1回
カルベジロール10mg 1回1錠　1日1回
ロスバスタチン5mg 1回1錠　1日1回
ソリフェナシン5mg 1回1錠　1日1回

患 者
主 訴
現 病 歴

既 往 歴
アレルギー
内 服 歴

総合診療医のアプローチに迫る！

薬の副作用
ケースファイル

＆

企画・編集協力
原田　　拓（獨協医科大学病院 総合診療教育センター・総合診療科）
森　　　玄（練馬光が丘病院 薬剤室）
前田　真之（昭和大学薬学部臨床薬学講座感染制御薬学部門）

　若く健康な人がただ転ぶのと違い，高齢患者の転倒は私たちが思っている以上に本人の
予後に悪影響を与えます。転倒を引き起こしやすい薬といえば睡眠薬や抗精神病薬などの
向精神薬を思い浮かべる方が多いと思いますが，転倒は薬剤性だけでなく複数のリスク因
子を評価することが肝心です。今回は高齢患者の症例から，転倒の原因や転倒リスクの評
価法，さらに薬剤による転倒のエビデンスを解説します。

第　　回3 転倒
薬剤性を含めた多因子を評価する

園田　健人＊1，原田　　拓＊2　SONODA Kento, HARADA Taku
＊1　陸上自衛隊 旭川駐屯地医務室

＊2　獨協医科大学病院 総合診療教育センター・総合診療科



吉田　英人
YOSHIDA Hideto
西伊豆健育会病院　内科

登場人物

指導医

薬局長

研修医

研修薬剤師
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前回のおさらい

　まず第6回の最重要点を振り返ってみます。
・ 潜在的に不適切な処方を見つけるクライテリアを使ってみる。
・ クライテリアの限界を知る。
・  「とりあえず」の意味を考えてみる。

第7回 患者さん中心のポリファーマシー対策
──木と向き合い，枝葉を整え，森を育てる：木の巻

　皆さん，こんにちは。3月といえばお花見シーズンが始まる時期ですね。伊豆は2月から3月に
かけては河津桜が有名です。桜と菜の花のコラボレーションがきれいに見える場所もあります。
　第6回は，潜在的に不適切な処方を見つけるツールについて学びました。今回からは，実際に
ポリファーマシーの問題を解決するためにどうすべきかをみんなで考えていこうと思います。
それでは孫の手を用意して，みんなで楽しく学んでいきましょう！！


