


　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。

大分三愛メディカルセンター 
薬剤部

梶原　洋文
KAJIWARA Hirofumi

同　消化器内科

錦織　英史
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腹部エコー画像で腹水，胆道炎を確認してみる
　消化器編に入って前々回，前回と主にCTの薬物治療への活かし方について解説してきまし
た。前回の最後にも触れましたように，腹部画像評価はCTではなく，腹部エコーでの評価が
なされるケースも多く，薬物治療評価においても非常に重要かと思われます。そこで今回は以
前お伝えしました，腹水，胆道炎の腹部エコー画像の薬物治療への活かし方について解説して
いこうと思います。
　では問題です。

Q．下記画像で，腹水が貯留しているのはいずれでしょうか？
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■足りないのはこころのケア

【清　水】近年では，がん医療においても薬剤師がどんど
ん臨床現場に出てくるようになりました。薬剤師のなか
でがん医療へのコミットメントというのは全国的にどの
ような感じでしょうか。緩和ケアとがん薬物療法につい
て，やはり2つともやっていらっしゃるのでしょうか。
【遠　藤】これまで，薬剤師はがん医療において医療用麻
薬の使い方やオピオイドのスイッチングなどを提案すると
いった緩和ケアで関わることが多かったと思うのですが，
近年新しい抗がん薬が続々と登場するようになり，がん
の薬物治療に初期から関わるようになってきています。現
在では薬剤師が関わることによって安全な化学療法や的
確な支持療法も行えるようになってきました。
【加賀谷】薬剤師が臨床に関われるようになったのは，
1988年に調剤技術基本料が新設されてからです。がん

医療全体では当時抗がん薬のミキシングは研修医あるい
は看護師がするのが一般的で薬剤師が行っているところ
はほとんどありませんでした。そこに国立がんセンター
（当時）はじめいろいろな基幹病院の薬剤師がまず着手
したことで，医師はがん治療に，看護師は患者のケアに
専念できるようになりました。そうしたところからがん
薬物治療のレジメンのチェックもしてほしいと業務が拡
大してきました。ただ，これからのがん医療を考えたと
きにまだ薬剤師に「何か足りない」ところとして，がん
患者の心のケアがあります。
【遠　藤】患者さんがいま精神的にどういう状態かわから
ないまま薬剤師が患者さんのところに行ってしまうこと
があります。そういうときに経験が少ないと自分の伝え
たいことだけを伝えようとしてしまいます。患者さんが
いまどのような精神状態なのか，もしかしたらこれから
の生活をどうしようといったことで頭の中がいっぱいな

加賀谷　肇氏 清水　　研氏（司会） 遠藤　一司氏
明治薬科大学臨床薬剤学研究室 教授／
日本緩和医療薬学会 前代表理事

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長／
日本サイコオンコロジー学会 理事

日本病院薬剤師会 専務理事／
日本臨床腫瘍薬学会 理事長

　がん患者の病態モニタリングや服薬指導など，薬剤師ががん患者に接する機会は以前と比べて飛躍的に増えて
います。さまざまなストレス・不安を抱えているがん患者に適切な医療を提供するためには，その心理状態を理
解するコミュニケーションスキルが必要です。
　そこで，本座談会ではがん患者に関わる薬剤師が知っておきたい患者の心理状態と対応のための心構えについ
て，がん医療の各分野でご活躍の先生方にご議論いただきます。

がん患者のこころを知る
寄り添う力で，真に求められる医療を提供しよう！

座談会
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■日本の未来を支える小児医療
　近年の高齢化社会のなかでは高齢者医療に注目が集ま
り，小児医療はスポットライトが当たらない領域です。
しかしながら，いま小児医療の発展は目覚ましく，昔な
ら命を落としていたような子どもたちが救えるように
なってきました。特に進歩が目覚ましいのが医薬品で，
医療現場では小児にたくさんの医薬品が投与されていま
す。しかしながら，このなかの7割は適応外使用となっ
ています。また，小児用の剤形がないことも多く薬剤師
が院内製剤によって供給したり，国内にない医薬品を海
外から取り寄せて投与したりすることもあります。その
他，成人と同じく小児にも在宅医療がありますが，小児
医療では診療報酬上認められていないことがたくさんあ

り医師・薬剤師・看護師が苦労しながら医療に当たって
います。少子化によっていまでは小児（0～15歳）の人
口は全国民のわずか12％となりこれからも減少を続けて
いくなか，いまのまま小児医療が多くの問題を抱え子ど
もたちの医療がなくなり子どもがいなくなってしまえば
日本という国もなくなってしまいます。一方で，高齢化
社会において健康寿命の重要性が高まっています。成人
の体を築いているのは小児期の生活ですので，疾患の早
期治療や予防により小児期に健康な体を維持することが
成人になっても健康な生活を続けていくためには必要で
す。このように日本の未来を支えているといっても過言
ではない小児医療ですが，残念ながらそれらに関して薬
剤師が大学で学ぶことはほとんどありません。また，小

石川　洋一
I S H I K A W A  Y o i c h i

国立成育医療研究センター 薬剤部長

　少子化の波のなかでわが国の将来を支える小児の医
療の重要性が増している。しかしながら，小児は大人
のミニチュアではないとよくいわれるように，成人の
医療をそのまま縮小して適応することはできない。臨
床現場では，成長・発達過程に応じて変化する薬物動
態や小児特有の副作用，また小児に適応のある医薬品
が限られているといったさまざまな問題があり，必要
な情報は多い一方で，実際の情報量は限られている。
こうしたなか，国立成育医療研究センター薬剤部の
石川洋一氏は「小児薬物療法研究会」を立ち上げ，小
児の薬物療法に関する情報交換に加え，教育・研究の
場としての活動を推進している。

小児薬物療法研究会
臨床の悩みをメーリングリストで解決！
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特 集

オンコロジーエマージェンシーとは

いざというときのために知っておきたい オンコロジーエマージェンシー

はじめに

　「オンコロジーエマージェンシー」をGoogleで検索 
すると，ヒット数は1,720件と少なく，「ニボルマブ」
（3万1,700件）や，「発熱性好中球減少症」（26万6,000
件）などには遠く及ばない。しかし，2人に1人ががん
に罹患し，3人に1人ががんで死亡する時代で，オンコ
ロジーエマージェンシーの知識は医療者にとって必須で
ある。担がん患者でなくとも，心筋梗塞，脳梗塞，吐
血，下血，気道異物などさまざまな救急対応が必要な疾
患，病態は存在するが，オンコロジーエマージェンシー
は，がんの浸潤や転移が基礎にあることが病因となって
引き起こされる緊急症である。それゆえに，がんの確定
診断よりも前に「エマージェンシー」で救急対応されて

からがんの存在が見つかる症例もあれば，がんの確定診
断後に病勢増悪によって引き起こされるものもある。い
ずれの場合でも，対応の遅れが致命的となる，もしくは
著しいQOLの低下となりうる病態であるため，病院の
システム，体制づくりを含めた対応，対策を講ずる必要
がある。
　ここでは，オンコロジーエマージェンシーを概説した
うえで，その予防や早期発見，患者教育，実際の対応，
そして「本質的なチーム医療」の重要性について述べる。

オンコロジーエマージェンシーの概要

　日本臨床腫瘍学会が監修する「入門腫瘍内科学」に
は，オンコロジーエマージェンシーとして表1のように，

西森　久和
NISHIMORI Hisakazu

 オンコロジーエマージェンシーとは，がんそれ自体，もしくはがん治療に関連した原因によって生命
の危機や著しいQOLの低下が切迫して，救急処置が必要とされる病態である。

 オンコロジーエマージェンシーに対する初期対応の遅れは，まさに致命的であるため，がんの病態に
応じて想定される症状を医療者だけでなく患者本人も認識しておく必要がある。

 担がん症例では，易感染性，血栓傾向もしくは出血傾向，閉塞・圧迫もしくは瘻孔・穿孔，電解質異
常について特に注意する。

 抗がん薬治療がエマージェンシーを乗り切る手段となることがある，また逆に抗がん薬治療によりエ
マージェンシーとなることがあるので，緊急での抗がん薬投与が安全に施行できかつ，治療後に起こ
りうる有害事象を想定したフォローアップができる体制づくりが重要である。

 オンコロジーエマージェンシーの病態は多岐にわたるため「全身を診る」ことを常に意識し，複数科・
多職種による「本質的なチーム医療」によって乗り越えるべきものである。

Points

岡山大学病院血液・腫瘍内科
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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！

17

この「水疱」はアモキシシリンによる重症薬疹ですか
西海　一生　NISHIUMI Kazui

新須磨病院薬剤科

・ 重症薬疹の特徴を説明できるようになる。
・ 重症薬疹を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。
・ 発疹・薬疹についての苦手意識がなくなり，興味をもって調べてしまう。

　60代男性。レンサ球菌による腸腰筋膿瘍を合併した化膿性脊椎炎の治療目的に2カ月前から入院してい
る。初期治療としてアンピシリンを6週間投与された後，膿瘍は縮小したため3週間前からアモキシシリ
ン内服に変更となっていた。入院時より腰痛があり，1日数回，頓用のロキソプロフェンナトリウム錠を内
服している。
　今朝から左下肢に発疹が出て広がってきたとの情報を看護師から得て，薬疹の可能性を考えた。患者に
話を伺うと，数日前からピリピリした感じがあったと話している。発疹を確認したところ，左大腿内側から
左膝にかけて小水疱が集塊を形成して帯状に分布し，周囲に発赤を伴っていた。痒みはないとのことだっ
た。眼瞼結膜や口腔内には異常はなかった。発疹周囲の皮膚を擦っても異常は現れなかった（ニコルスキー
現象陰性）。全身状態は悪くないようにみえた。
　既往歴：肺結核にて左上葉切除（22年前），2型糖尿病（7年前）。

薬歴は以下のとおり

【持参薬（継続中）】 テネリグリプチン錠20mg 1回1錠　1日1回朝食後

 プレガバリンカプセル75mg 1回1カプセル　1日1回寝る前

 インスリングラルギン 1日12単位　朝

今月の一例
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迷走する制度論議，その行方は？

　2018年4月の3報酬（診療・介護・障害福祉サービスな
ど）の同時改定は，「惑星直列」といわれており，医療界
にも大きな変化が予想されます。これに先立ち，2017年の
暮れ頃から，さまざまな制度論議も活発化してきました。
そのなかには，病院にとっても重要な事項と思われるもの
もありましたので，ここで少し整理してみたいと思います。
　薬剤については，2017年12月13日に「医療用医薬品の
流通改善に関する懇談会」（流改懇）が開催されました。
しかしながら，筆者はそこで議論された「薬価制度の抜
本改革に向けた基本方針」の内容に納得ができません。
　その基本方針のなかで，医療用医薬品の流通改善への
対応の部分は論点を整理をすると下記の3点になると思
います1)。

① 国主導で流通改善の取組を加速させる。
② ①を行うために医療用医薬品流通関係者が遵守す
べき流通改善に関する指針（ガイドライン）を作
成し，2018年4月1日から適用する。

③ 厚生労働省に相談窓口を設置し，特に長期にわた
り安定的な医薬品流通に影響を及ぼすような事例
（例：医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉）
については，事例の公表やヒアリング等を実施。

　①についてですが，国が主導し流通改善の取り組みを
加速させるとありますが，厚生労働省主導であれどうで
あれ，現場を知らない人々が机上の空論で作るガイドラ
インは，医療現場を混乱させ，ひいては国民に対する医療
提供の質を低下させることにつながると考えられます。
　このシリーズで何度も述べてきましたが，厚生労働省
側が錦の御旗のように振りまわす，「単品単価交渉」は
現実的に難しいのです。病床数の多い病院では，採用し
ている薬剤の種類は2,000～3,000アイテムになります。
このすべての薬剤について単品単価交渉をする労力や人
的資源は病院にはありません。これを無理にでもという
のであれば，厚生労働省（国）側が管理・統括しやすい
仕組みをつくるために，それでなくとも疲弊している医
療現場に，過大な労力を押し付けることに他なりませ
ん。これは，大東亜戦争末期の無謀な（人命を軽視す
る）作戦を立案・命令し，多数の若者の命を失わせた大
本営の官僚的高級参謀や司令官の姿とだぶって見えるの
は筆者だけでしょうか。
　③についてもどうでしょうか。これも，お上意識丸出
しすぎ，といわざるをえません。まず「医薬品の価値を
無視した過大な値引き交渉」とあります。この点につい
て，医療側を代表する委員が「何をもって過大といって
いるのか？」という質問をされたそうです。よく言って
くれたと拍手喝采したいです。

2018年：岐路に立つ医薬品価格交渉
第6回


