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─病棟薬剤業務の特徴をお聞かせください。
加藤氏：千葉医療センター（以下，当院）薬剤部では，
病棟薬剤業務を薬剤師のメインの業務と位置づけ原則と
してすべての薬剤師が行うものとしています。当院の病
棟薬剤業務の特徴の一つに病棟の責任者として主に入職
2～3年目の若い人材をあてて医師，看護師からの情報の
窓口とし，それをフォローする3年目以降の薬剤師は
100％何らかの認定や専門の資格を有していることにあり
ます。入職3年目以上の薬剤師すべてが資格をもってい
るのは国立病院機構のなかでも当院だけです。まずは3
年までに必ず日本糖尿病療養指導士の資格を取得するよ
うにし，それ以降は各自でさらに資格を取得するように
キャリアプランを示すことで人材の育成を図っています。

　人材育成と並行してハード面の改善も進めています。
特徴といえるのが病棟薬剤業務日誌の内容を電子カルテ
に送信して反映できることです。病棟薬剤業務実施加算
では，日誌の作成が条件とされていますが病棟薬剤業務
で重要なのは日誌を作成することではなく，薬剤師とし
ての情報を他職種に提供することです。メーカーと共同
でこうしたシステムを導入したことで病棟薬剤業務の一
環として継続して薬剤師からの情報を他職種に提供でき
る仕組みになっています。現在，国立病院機構143施設
で取得している薬剤総合評価調整加算のうちの3割以上
を当院が算定しています。これは決して，1剤でも減薬
することを目標に業務を行っているわけではなく，こう
した人材育成による病棟薬剤業務の質の向上とハードの

加藤　一郎氏
K A T O  I c h i r o

野村　理恵氏
N O M U R A  R i e

国立病院機構千葉医療センター薬剤部

　多剤併用の有害性や残薬の問題からポリファーマシー
が社会的にも大きく取り上げられるようになり，2016
年4月には薬剤総合評価調整加算として退院時に入院時
よりも2剤以上処方薬が減った場合には診療報酬上の算
定が可能になった。持参薬の鑑別や服薬状況の把握，患
者の状態を確認できる入院時は薬剤師がポリファーマ
シーに介入する絶好の機会といえる。国立病院機構千葉
医療センターでは，専門性の高い薬剤師育成による質の
高い病棟薬剤業務がポリファーマシー削減に効果を上
げ，国立病院機構143施設のなかで全体の3割以上の
薬剤総合評価調整加算を同院が取得している。

病棟薬剤師を育成して 
ポリファーマシーを削減
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特 集

低Na血症の病態と治療

もう一度，基本から理解する電解質・酸塩基平衡異常

はじめに

　低Na血症は，電解質異常のなかでも最も頻度が多い。
入院患者においては，低Na血症（血清Na濃度＜
135mEq/ L）の有病率は30～42％で，125mEq/ L未満
の重症の低Na血症も2.6～7％いると報告されている1)。
薬物によるものなど医原性のものも多い。一方で，診断
や治療は一筋縄ではいかないことが多い。2014年に欧
州ガイドラインが作られ，治療についての一定の見解が
得られている。

低Na血症の症状

　血清Na濃度135mEq/L未満を低Na血症という。
　低Na血症の症状は神経症状が中心である。血漿浸透
圧が低下すると細胞外液から脳の細胞に水が流入し容量
が増大する。しかし脳は頭蓋骨で囲まれているため，脳
浮腫ひいては脳ヘルニアとなる。重症の低Na血症とは
嘔吐，循環呼吸の障害，嗜眠状態，痙攣，昏睡などの神
経症状を指し，中等症とは悪心，混乱，頭痛などを指

す。血清Na 120mEq/ L以上の場合は自覚症状がないこ
とがほとんどである。しかし最近の研究2)では，症状の
ない慢性低Na血症でも歩行の不安定性や注意力低下が
生じ，転倒の危険因子となることが示されている。

低Na血症の考え方

　低Na血症はNa不足と勘違いされやすいが，実際には
体液量が増えていて低Na血症になっている場合のほう
が多い。血清Na濃度は（Naの体内総量）/（体液量）で
あるから，Naの体内総量が減っていても低Na血症にな
るが，体液量が増えていても低Na血症になる。
　低Na血症の病態は，次の3つに分けて考えるとよい
（図1）。
（1）体液量過剰型
　水もNaも増えているが，より水が増えている状態で
ある。肝硬変，心不全，腎不全，ネフローゼ症候群など
の浮腫を来す疾患でみられる。水とNaの制限，利尿薬
の投与で治療する。

門川　俊明
MONKAWA Toshiaki

 低Na血症診断のファーストステップは，細胞外液量を推定して，どのタイプの低Na血症かを判断す
ることである。

 体液量が正常かどうかの判断は実際の臨床の場では難しい。

 中等症以上の中枢神経症状を呈する場合，3％塩化ナトリウム（NaCl）を用いて治療を行う。

  3％ NaClを用いた低Na血症の治療においては浸透圧性脱髄症候群（ODS）の発症を避けることが重
要で，症状の消失（通常，血清Na濃度5mEq/ L程度の上昇で症状は改善する）を目標とする。

Points

慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター 教授



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

ミカトリオ®配合錠の概要
医薬品名：ミカトリオ®配合錠
一般名：テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒド
ロクロロチアジド
有効成分と含量：テルミサルタン80mg，アムロジピン
ベシル酸塩6.93mg（アムロジピンとして5mg），ヒド
ロクロロチアジド12.5mg

1．効能・効果
　高血圧症（効能・効果に関連する使用上の注意：過度
な血圧低下のおそれ等があり，本剤を高血圧治療の第一
選択薬としないこと）

2．用法・用量
　成人には1日1回1錠（テルミサルタン/アムロジピン/
ヒドロクロロチアジドとして80mg/5mg/12.5mg）を経
口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用い
ない。

3．用法・用量に関連する使用上の注意
　原則として，テルミサルタン80mg，アムロジピン
5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgを一定の期間，
同一用法・用量で継続して併用し，安定した血圧コント
ロールが得られている場合に，本剤への切り替えを検討
すること（図1に，テルミサルタン80mg，アムロジピ
ン5mg，ヒドロクロロチアジド12.5mgとなる薬剤の組
み合わせを示しました）。

4．特　徴
　ミカトリオ®配合錠は，アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
（ARB）であるテルミサルタンを80mgと，Ca拮抗薬
（CCB）であるアムロジピンを5mg，利尿薬であるヒド
ロクロロチアジドを12.5mg配合した降圧薬です。すで
にARBとCCBの配合降圧薬（ミカムロ®配合錠など）
や，ARBと利尿薬（ミコンビ®配合錠など）の配合降圧
薬は多数発売されていますが，ARBとCCBと利尿薬の
3成分配合の降圧薬はわが国初です。
　それぞれ成分の特徴は次のとおりです。

ミカトリオ®配合錠
（テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド）

第3回

若林　　進
WAKABAYASHI Susumu
杏林大学医学部付属病院薬剤部
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　この原稿がこうして皆さんの目にとまっているということは，初回での連載打ち切りはなかったと
いうことですね。編集部のUさん，ありがとうございます。しかしまだ油断は禁物です。関係各所か
ら苦情が来るのはこれからかも。

アスピリンは効く…？

　さて本論。前回に引き続き，お薬が効く・効かないを巡る文章が，よく考えると意味不明で怪しい
という話を続けます。
　アスピリンという薬が効くことを，私たちは通常，
　　（1）アスピリンは効く。
という文で表現します。いや別に読者をバカにしているわけではなく，ここが議論の出発点であるこ
とを明確にしたいだけです。「アスピリンは効果がある」，「アスピリンは有効である」といった表現
も本質的には同じ。ここで質問です。文（1）の意味を皆さんは本当にわかっていますか？
　…とあらたまって尋ねられると，正解が何か以前に「文の意味ってそもそもなんだろう？」と不思
議な気がしませんか。話し手・書き手が聞き手・読み手に伝えたいことが意味なのだ，と言ってしま
えば確かにそうですが，その伝えたいことって何でしょうか。「そんなの決まってるじゃないか！　
ハートだよ，熱いハート！」と松岡修造氏は答えるでしょうが，その手のヒトはちょっと面倒くさい
ので放っておきます。学問の世界でそんな定義を採用するのは危険すぎるし。
　論理学の領域の一つ，意味論（semantics）では，文の意味を「文が本当（真 true）か嘘か（偽 
false）を決める条件である」と定義するのが一般的です。例えば，
　　（2）この錠剤は白い。
の意味は，「この錠剤の外側の色が，通常光の下で人が白いと感じる吸光度を示すこと（あるいは何

薬が効くって，どういう意味だ？2第 回
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その症状は医薬品が原因なのか？！
副作用の可能性を考えるときに，脳内ではどんな考えがせめぎ合うのか？！
3つのステップで副作用を推論しよう！

3stepで
考える！

6

この痙攣はニューキノロン系抗菌薬誘発性痙攣か
今井　　徹　IMAI Toru

日本大学医学部附属板橋病院薬剤部

・ ニューキノロン系抗菌薬誘発性痙攣の特徴を説明できるようになる。
・ 頻度の高いその他の痙攣について知りたくなり，調べてしまう。
・ ニューキノロン系抗菌薬誘発性痙攣を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

70歳女性。救命救急センターに全身性の強直間代性痙攣にて緊急搬送された。搬送時の意識レベルは
JCS I-3A，呼吸数24回/ 分，血圧150/80mmHg，瞳孔1.5×1.5mm，体温36.0℃，既往歴は高血圧，
糖尿病，肝硬変，脊柱管狭窄症であった。救急外来においても痙攣を認めたため，ジアゼパム10mgの投
与を行い鎮痙した。意識レベルはJCS I-1まで改善して，従命および会話も可能となったが，同じことを
繰り返すなど不穏症状が認められた。身体所見では手足の麻痺や感覚障害といった神経学的所見はなく，
血液検査では電解質異常や炎症所見などは認めなかった。CTを施行したが脳内出血は認められなかった。
ICU入室後に家族が服用薬を大量に持参したため医師から持参薬の確認依頼を受けた。

持参薬は以下のとおり

リックル®配合顆粒（4.74g / 包） 1回1包　1日3回毎食後 スピロノラクトン25mg 1回2錠　1日1回朝食後

アルプラゾラム0.4mg 1回1錠　1日2回朝夕食後 フロセミド40mg 1回1錠　1日1回朝食後

ランソプラゾール15mg 1回1錠　1日1回朝食後 ラクチトール（6g / 包） 1回2包　1日3回毎食後

ビルダグリプチン50mg 1回1錠　1日1回朝食後 L-アスパラギン酸カリウム300mg 1回1錠　1日3回毎食後

レバミピド100mg 1回1錠　1日2回朝夕食後 ウラピジル15mg 1回1錠　1日2回朝夕食後

ロキソプロフェン60mg 1回1錠　1日2回朝夕食後 レボフロキサシン500mg 1回1錠　1日1回朝食後

今月の一例
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前回のおさらい

　まず第7回の最重要点を振り返ってみます。
・患者さん・家族の考えや価値観を明らかにする。
・ 薬から一歩離れて，高齢者総合機能評価を行ってみる。
・家族図を描いてみよう。

第8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：枝葉の巻①

　皆さん，こんにちは。4月は多くの方にとって周囲の環境が大なり小なり変化する時期だと思
います。少しストレスがかかりやすい時期ですが，新しい自分や人との出会いがあり成長のチャ
ンスでもあります。この連載も皆さんの成長の助けになれば幸いです（笑）。
　第7回は，実際にポリファーマシーの問題を解決するための対策として，患者さん自身を評価
するポイントについて学びました。今回と次回にわたって枝葉の巻として，ポリファーマシー
のときに問題となりやすい薬に注目し，薬の有用性や副作用のリスクについてみんなで具体的
に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！！



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
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第82回 高カリウム血症

読み方のヒント──カリウム代謝と高カリウム血症について

　カリウム（K）は細胞内の主要な陽イオンであり，健康な成人では50mEq/ kgの含有量と算定されており1)，細胞
外液の血清K濃度は3.5～5.0mEq/ Lである。一方，細胞内のK濃度は140～150mEq/ Lに維持されている2)。この細
胞内外のK濃度勾配は細胞にとって静止膜電位（約-70mV）を維持するために重要であり3),4)，濃度勾配を形成する
のは細胞膜のNa＋/K＋-ATPaseポンプである。エネルギー依存性に細胞内に2個のKを取り込み，細胞外へ3個のナ
トリウム（Na）を放出することによりこの勾配を維持し，細胞内に陰性荷電が生じる。このままでは細胞内のKが
異常に増加してしまうが，細胞膜には濃度勾配に従って通過させることができるKチャネルがあり，これを通過して
Kが細胞内から細胞外へ漏出することも細胞内の陰性荷電の維持に重要である3)。細胞内のKは浸透圧，細胞内容積，
グリコーゲン合成など細胞機能維持に必須であり4)，血清K濃度が生理的範囲内から逸脱すると細胞の静止膜電位が
大きく変化することとなり，心臓・神経・骨格筋を中心にさまざまな症状を引き起こす5)。健康な成人では食事から
Kを1日50～100mEq摂取しており，90％は尿中に，10％は便中に排泄される2)。
　血清K濃度を一定の範囲に保つ仕組みとして，生体内では細胞内外のKの移動と，腎臓からのK排泄量の調節と
いう2つのメカニズムが作用している。現代人は食事から摂取した90％が腸管より吸収される。門脈に入ったKは
Na＋/K＋-ATPaseを介して速やかに肝臓や筋肉の細胞内に取り込まれ急激な血清K濃度の変化を来さないように
なっている。β 2アドレナリン受容体は直接的にNa＋/K＋-ATPaseの活性を上昇させることで，細胞内へのK移行を
促進する。アルカローシスやインスリン（ブドウ糖の取り込みとは無関係4)）は主にNa＋/H＋交換輸送体を介した間
接的な作用によりNa＋/K＋-ATPaseによるKの細胞内取り込みを促進する5)。
　高K血症は，血清K濃度が5.5mEq/L以上になった状態である6)。この原因としては，偽性高K血症，体外からの
K負荷の増大，体内のK負荷の増加，腎からのK排泄の減少，細胞内から細胞外へのKの移行などが指摘されてい
る7)。

読みみ方の方のみ

58歳，女性。発熱と下腿の紫斑，白血球数5万/ µLにて近医より紹介受診。骨髄検査により急性骨髄性白
血病と診断。化学療法を施行したところ，入院当初血清K値3.5mEq/ Lであったのが，3日後6.5mEq/ L
に上昇し，心電図はT波が尖鋭化してテント状，QRS時間延長が出現した患者の処方せんです。

グルコン酸カルシウム水和物注射液8.5％　10mL　5分かけてゆっくり静注

10％ブドウ糖注射液500mL
速効性インスリン20単位　　　　　混合して60分間点滴静注

このなかで適応外使用の医薬品とその目的は？


