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青年海外協力隊で
途上国の医療保健を支援

　2018.4（Vol.60 No.5）── 11（775）

島で唯一の総合病院に

　もともと海外での仕事に興味があったわけではないと
いう大塚氏。青年海外協力隊を知ったのは電車内での中
吊り広告だった。自宅で詳しく調べてみると薬剤師とし
ての募集があることを知り，早速応募した。語学と面接
試験を経てまずは候補生に合格，職場からは長期休職が
認められ長野県駒ケ根市にある国際協力機構（JICA）
の駒ヶ根青年海外協力隊訓練所で研修を受けることと

なった。ここでは約200人のさまざまな職種の同期と70
日間，派遣前訓練として任地での活動に必要な語学，健
康管理・安全管理，異文化への適応力，生活力などを身
に着けた。赴任地の候補はアフリカのマラウイや東ティ
モールなどもあり，大塚氏が当初希望していたのはマラ
ウイであったが，最終的な合格通知とともに受けたのは
パプアニューギニアマヌス島への赴任の辞令だった。
職場はマヌス島にあるマヌス州立病院。現地には学校
の教師として派遣されている日本人ボランティアスタッ

　日本から約5,000km，飛行機で6時間半かかるパプアニューギニアの首都ポートモ
レスビーからさらに800kmを飛行機で1時間半かけてようやくたどり着く赤道に近い
太平洋の島。パプアニューギニアのマヌス島には2,100km2と東京より一回り小さい面
積に約4万人が暮らしている。保健医療体制の脆弱なこの島において住民の医療環境の
向上を図るため，京都第二赤十字病院薬剤部の大塚充氏は，2015年10月～2017年
9月の2年間，青年海外協力隊の薬剤師ボランティアとして支援活動を行った。

マヌス州立病院
（パプアニューギニア）

• 診療科：内科，外科，小児科，産
婦人科，歯科，眼科，外来部門
• 診療支援部門：薬局，放射線科，
検査室，理学療法科
• 病床数：約90床
• 平均外来患者数：約200名/日
• 医師：8人（専門医3名）

病 院 概 要

左から大塚充氏と現地の医療スタッフSam Katik氏左
（ディスペンサー），Judith Yamis氏（薬剤師）

〔地図データ©2018 Google, INEGI〕

約5,000km
飛行機で
6時間半

マヌス州立病院



　2018.4（Vol.60 No.5）── 17（781）

■在宅を見据え，社会背景を考慮した退院支援を
慢性期の薬学的ケアは，医薬品の適正使用や投与設計

などの基本的な事柄に加えて，高齢者特有の合併症やポ
リファーマシー，生理機能の低下といったさまざまな問
題に注意を払う必要があります。例えば薬剤師は薬物動
態を考慮して投与設計を行いますが，これは患者が正確
に服薬できることを前提としています。高齢者の場合，
加齢や脳疾患などにより認知機能や運動機能，嚥下機能
などの機能低下が生じ，その個人差も大きいため，個々
の身体的特徴や機能レベルを考慮する必要があります。
つまり，①薬を見て薬と認識できるか（認知機能），②薬
を包装から取り出して口に運べるか（運動機能），③飲
みこむまでの動作に支障がないか（嚥下機能） ──など，
薬剤を管理して服薬するまでの一連のプロセスを多方面
から評価し，退院にあたってどこに問題があるのかを把

握する必要があります。さらに慢性期の場合，患者の社
会背景が退院の妨げとなっていることも少なくないこと
から，要介護度や家族の協力体制など退院後の支援体制
も考慮して服薬支援を計画することが重要です。
　現在，地域包括ケアが推進されるなかで在宅や高齢者
施設などへ移行する患者が増加していますが，退院後の
医療基盤がしっかりしていなければ患者に不利益が生じ
かねません。病院薬剤師には，退院までの限られた期間
ではなく，多職種連携，地域連携のなかで退院後のQOL
向上をエンドポイントとした薬学的ケアが求められます。

■多職種で“薬を飲む機能”を評価し，支援する
　急性期に比べると慢性期病院では薬剤師の入職者が少
なく，どこも人手不足といえます。そのため当院では，
認知機能，運動機能，嚥下機能など，“薬を飲む機能”

森　　直樹
M O R I  N a o k i

くまもと温石病院 薬局長

2018年度診療報酬改定では，「退院時共同指導料」
の算定要件に薬剤師が明記されるとともに，「入院時
支援加算」や「地域包括診療料」が新設されるなど，
地域包括ケアを推進するなかで薬剤師による入退院支
援への積極的な関わりが期待されている。
今回，地域の後期高齢化率が25％を超える慢性期

病院で，長年多職種と連携した入退院支援に取り組ん
でいる森直樹氏（くまもと温石病院 薬局長）に，入
退院支援を見据えた慢性期薬学的ケアのポイントや取
り組みについて話を聞いた。

慢性期の入退院支援で 
求められる薬学的ケアとは？
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特 集
痛いほどよくわかる！　慢性疼痛治療薬のキホン

慢性疼痛の薬物療法

1患者の特徴
慢性疼痛は「治癒に要すると予測される時間を超えて

持続する痛み，あるいは進行性の非がん性疾患に関連す
る痛み」と定義され，原因となる疾患が治癒したと考え
られる時期でも痛みが持続し，痛みの程度と原疾患の状
態が一致しないことが多い。すなわち，慢性疼痛患者で
は，原因であった疾患が問題となっていることは少な
く，遷延する痛み自体が大きな問題となっている。慢性
疼痛の罹患率は20％前後といわれているが，わが国で
は腰痛や関節痛などの慢性筋骨格痛の有病率が15.4％と
高いことが特徴である1)。最初は単なる筋骨格の痛みで
あっても，慢性化すると神経障害性や心因性の要素が占
める割合が多くなり，心理的社会的な背景などさまざま
な要因が絡んで病態が複雑化する。痛みの強さや訴え
は，心理社会的な背景に大きく影響されることが多いた
め，急性痛と同様に治療することができない。また，不
安，抑うつ状態，行動意欲の低下，不眠などの精神・心
理的症状は痛みをさらに増悪させ，患者の日常生活動作

（activities of daily living；ADL）や生活の質（quality
of life；QOL）に著しい影響を与えるようになる2)。

2治療の考え方と現状
　痛みは「組織の実質的または潜在的な障害に結びつく
か，このような障害をあらわす言葉を使って述べられる
不快な感覚・情動体験である」と国際疼痛学会（Inter-
national Association for the Study of Pain；IASP）で
定義されており2)，痛みは主観的な体験表現であるため，
客観的な評価が難しい。慢性疼痛では，痛みが心理社会
的要因で修飾されていることが多く，病態も多様であ
る。慢性疼痛に対する学際的（集学的）診療は多職種の
チームで取り組むが，従来の薬物療法や神経ブロック療
法，手術療法の他に，運動・理学療法や心理・精神学的
療法などを行って，痛みだけでなく社会問題の解決を目
指していく（図1）。急性痛の治療と異なる点は，これ
らの治療の多くは患者が主体的に行う治療であること，
治療の目標は痛みの程度の改善にとらわれず日常生活の
改善であることである。集学的診療のなかで，薬物療法
はほとんどすべての治療と併用されることが多く，果た

中西　美保＊1,＊2，福井　　聖＊2
NAKANISHI Miho, FUKUI Sei

 慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬の適応は慎重に判断する。

 治療の目標は，“痛みゼロ”より“障害された生活の改善”とする。

 治療が長期化することを踏まえて，“最大鎮痛”より“最小副作用”を意識する。

 さまざまな治療のあわせ技（マルチモーダル鎮痛）で，副作用を最小限にとどめることができる。

 正しい薬剤情報の提供は，慢性疼痛に特に重要である。

Points

＊1 滋賀医科大学麻酔学講座　　＊2 滋賀医科大学医学部附属病院ペインクリニック科／学際的痛み治療センター
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●薬剤師が副作用の判断に悩むとき

【原田】いきなり症例に入る前にお聞きしたいのですが，
皆さんは薬の副作用を疑ったときに添付文書をどれくら
い頼りにしているというか，使っていますか。私自身

は，実は添付文書を見てもあまり解決した経験がなく
て，UpToDateをよく使います。UpToDateには副作用
の頻度が詳しく書かれていたり副作用を引き起こす薬剤
一覧が載っていたりするので便利なのです。
【中田】医薬品情報の基本として薬剤師は添付文書を見る

薬剤師 ×医師のケースカンファレンス（前編）

　本誌連載中の『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』。その特別企画と
して，副作用の考え方を医師にライブで解説していただくケースカンファレンスが昨年開かれまし
た。その模様を2回に分けてお届けします。今回解説していただくのは原田拓先生。Illness script
の紹介やホットフラッシュを訴える患者へのアプローチなど，学びどころが満載です！

【レクチャー・症例提示】
原田　　拓氏（昭和大学病院総合診療科）
志水　太郎氏（ 獨協医科大学病院総合診療科・総合診療教育

センター）

【参加者】
中田　英夫氏（慶應義塾大学病院薬剤部）
松山みゆ紀氏（康心会汐見台病院薬剤科）
関戸　匡恵氏（ 昭和大学薬学部病院薬剤学講座／ 

昭和大学病院薬局）

鈴木　徹士氏（湘南東部総合病院薬剤科）
田中　遼子氏（国際医療福祉大学三田病院薬剤部）
服部はるか氏（ 昭和大学薬学部病院薬剤学講座／ 

昭和大学病院薬局）

【司会進行】
森　　　玄氏（練馬光が丘病院薬剤室）
前田　真之氏（昭和大学薬学部臨床薬学講座 感染制御薬学部門）

前列左から関戸氏，森氏，原田氏，志水氏，松山氏　　後列左から服部氏，田中氏，前田氏，中田氏，鈴木氏

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



編集：野村　久祥（国立がん研究センター東病院薬剤部）

　2018.4（Vol.60 No.5）── 149（913）

点滴中に違和感がある程度で，症状がすぐに消えて
忘れていました！

髙瀬　久光 TAKASE Hisamitsu

日本医科大学多摩永山病院 薬剤部長

第4回　血管痛

症　例
60代の男性，結腸がん
201X年
1月 結腸がんにて肝転移が見つかり，肝S8切除，S2，S3部分切除術施行
3月 がん化学療法〔CapeOX（カペシタビン＋オキサリプラチン）療法〕導入
4月 CapeOX療法 2コース前日に面談となる。

肝鎌状間膜を境に左葉・
右葉に分かれ，さらに
区域，亜区域（S1～8）
に分かれる。

S7 S8
S4

S5
S6

S3

肝鎌状間膜

S2

参考　肝臓の解剖図
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11 2型糖尿病におけるリラグルチドと腎イベント
Liraglutide and renal outcomes in type 2 diabetes
Mann JFE, et al：N Engl J Med, 377：839-848, 2017
PMID：28854085

背 景

2型糖尿病で通常の治療を受けている高心血管リスク
患者において，ランダム化比較対照試験により，グルカ
ゴン様ペプチド1（GLP-1）アナログであるリラグルチ
ドとプラセボを比較し，リラグルチドでは一次エンドポ
イント（非致死性心筋梗塞，非致死性脳卒中，心血管性
の死亡）と死亡のリスクが低いことが明らかになった。
しかし，2型糖尿病患者における腎イベントへのリラグ
ルチドの長期的な影響は知られていない。
方 法

患者をリラグルチド群とプラセボ群に割り当て，ラン
ダム化比較対照試験を行い，事前に設定していた二次腎
イベントを評価した。二次腎イベントは初発の持続性顕

性アルブミン尿，持続的な血清クレアチニン濃度の倍
加，末期腎不全，腎疾患による死亡とした。腎イベント
のリスクは生存時間解析とITT（intention to treat）解
析により決定した。eGFRとアルブミン尿の変化も解析
した。
結 果

9,340人をランダム化し，追跡期間中央値は3.84年で
あった。リラグルチド群では腎イベントが発生した患者
がプラセボ群より有意に少なかった〔4,668人中268人
vs 4,672人中337人，ハザード比：0.78，95％信頼区間
（CI）：0.67-0.92，p＝0.003〕。この結果は主に初発の持
続性顕性アルブミン尿の影響によるもので，リラグルチ
ド群ではプラセボ群と比較して初発の持続性顕性アルブ

1　2型糖尿病におけるリラグルチドと腎イベント  平田純生，成田勇樹
2　アテローム性動脈硬化症患者におけるanacetrapibの影響  平田純生，成田勇樹
3　ICUにおける医薬品使用の安全性に関わる診療ガイドライン  前田幹広
4　壊死性軟部組織感染症患者に対する免疫グロブリン静注療法──単施設ランダム化プラセボ盲検化比較試験 中薗健一
5　ペニシリンアレルギー疑い小児患者に対するアレルギー検査──ペニシリンアレルギーの真偽  齊藤順平
6　統合失調症患者におけるブレクスピプラゾールの短期および長期的忍容性と安全性  桑原秀徳
7 固形がんもしくはリンパ腫患者が来した発熱性好中球減少症に対する
フィルグラスチムの治療的使用は費用対効果がある  奥中真白／鈴木真也，Alexandre Chan

8　小児病院での抗菌薬ロック療法に関わるガイドラインの作成と実行  木村友絵，木村利美
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がんを中心とする疾病構造の変化により，がんと循環
器疾患の両者を合併する症例が増加する一方で，がん治
療の進歩はがん患者の予後を著明に改善した。しかし，
分子標的薬などの新しいがん治療の出現で，新たな心血
管系合併症（心毒性）を伴う症例を認めるようになり，
がんと循環器の両者を診療するOnco-Cardiology（腫瘍
循環器学）が注目されるようになった。さらに，循環器
領域の問題を抱える症例に対するがん治療において出現
する心毒性に対応するため，腫瘍専門医は腫瘍循環器専
門医とともに外来化学療法室において薬剤師，看護師な
どメディカルスタッフ全体を含んだチーム医療の必要性
が指摘されている。
ここでは，がんと循環器における学際領域である腫瘍

循環器学について，腫瘍循環器チームの役割も含め概説
する。

腫瘍循環器学とは

生活習慣の欧米化と急激な高齢化が進むわが国では，
脳卒中，心筋梗塞，がんという成人病の時代から，名称
が生活習慣病と変化しただけではなく，医療環境も大き
く変化している。がんは死因の第1位となり，2人に1

人の割合でがんに罹患する一方で，がん治療は急速な進
歩を認め，がん患者の生命予後は著明に改善し，半数以
上の患者が治癒する時代となった。さらにがんの治療ス
トラテジーも，外科療法を中心にがん化学療法，放射線
療法そして免疫療法など，新しい治療の出現で大きく変
化しつつある。なかでもがん化学療法は分子標的薬の登
場により新たな時代を迎え，術前・術後の補助療法など
が加わり従来のがん治療を大きく変えている。そして，
免疫チェックポイント阻害薬の登場はがん治療にさらな
るパラダイムシフトを起こしている。
　しかしながら，がん治療の進歩による新しい治療法の
出現により，従来は認めなかった心毒性を合併する症例
を認めるようになった。表1に代表的な抗がん薬におけ
る作用の標的部位と心毒性を示す1)。心毒性は，心機能
障害/心不全，虚血性心疾患，高血圧，不整脈，血栓塞
栓症と分類し対応する2)。従来は血液毒性，消化器毒性
などの主たる副作用と比較して，その頻度は低く重要視
されていなかった。しかしながら，がん患者の長期生存
に伴い，使用される主たる抗がん薬の多くが心毒性を有
するといってもよい状態であり，いったん発症すると重
篤な転機をとる可能性があることから注目されるように
なった。さらに，疾病構造の変化からがんに循環器疾患
を合併し，心毒性の発症リスクの高い患者が増加したこ
とから，心毒性への積極的な対応が必要となった。2010

向井　幹夫
MUKAI Mikio
大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター成人病ドック科 主任部長

新たな学際領際領域域
Onco-Cardiologgyとは？

　超高齢化を迎えたわが国では，生活習慣病として循環器疾患を合併するがん患者が
増加しています。また，分子標的薬に代表される新たな抗がん薬によって生存期間が
延長する一方，従来は認めることのなかった心血管系合併症が増加し，大きな問題と
なっています。このような状況を背景に，近年「Onco-Cardiology（腫瘍循環器学）」
という新たな概念が生まれ，注目を集めています。今回，日本で初めて腫瘍循環器外
来を立ち上げた向井幹夫先生にOnco-Cardiologyについてご解説いただきます。

（編集部）
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2002年に日本神経学会により「痴呆疾患治療ガイド
ライン」が発行され1)，2010年に日本神経学会，日本神
経治療学会，日本精神神経学会，日本認知症学会，日本
老年医学会，日本老年精神医学会が合同で「認知症疾患
治療ガイドライン2010」2)を発行した。このガイドライ
ンは，2007年に発行された「Minds 診療ガイドライン
作成の手引き2007」3)を参考に，クリニカルクエスチョ
ン（CQ）形式で作成された。
　2011年には， National Institute on AgingとAlzheimer’s 
Association（NIA-AA）により新たな診断基準が示さ
れ，またわが国において1剤のみであったAlzheimer型
認知症治療薬も3剤が使用可能となった。それらの変化
も受けて，2012年に「『認知症疾患治療ガイドライン
2010』コンパクト版2012」が発刊された4)。
　2012年には「認知症施策推進5か年計画（オレンジプ
ラン）」が策定された。2013年に「DSM-5」が示され，
2014年に日本語訳が発行された5)。また，複数になった
Alzheimer型認知症治療薬の使用経験などの治療の進歩
も受けて，2014年に「認知症疾患診療ガイドライン」
の改訂が決定された。さらに，2015年には「認知症施
策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくり
に向けて～（新オレンジプラン）」が策定され，これらの

変化を受けて改訂作業を進めてきた。

「認知症疾患診療ガイドライン2017」6)

の作成

　前回のガイドラインと同様に，上記の認知症関連6学
会合同による改訂作業を行うこととし，日本神経学会ガ
イドライン統括委員会において，今回の改訂作業は原則
「Minds 診療ガイドライン作成の手引き2014」7)（以下，
Minds 2014）の方針に従って作成することとなったが，
適宜，現状を踏まえた対応を行う方針とし，作成の具体
的な方針は認知症疾患診療ガイドライン作成委員会での
討議により決定して進めることとした。この方針により
本ガイドラインは，①SCOPEを作成し，②CQ形式を
用い，③ガイドライン作成の資金源は日本神経学会が負
担するとともに，委員のCOI（利益相反）をマネジメン
トし，④文献検索を統一した方法で行い，⑤エビデンス
レベルや推奨の強さを，Minds 2014を参考に議論し，
⑥患者団体からの意見も聴取し，⑦推奨度の決定が困難
で「推奨文」の作成がしにくいCQについては推奨度を
記載しない「回答文」を作成することとし，⑧評価調整
委員や外部委員による査読を受け，⑨作成したガイドラ
イン案を公開してパブリックコメントを求め，修正を
行った。

中島　健二，古和　久典，深田　育代
NAKASHIMA Kenji, KOWA Hisanori, FUKADA Yasuyo
国立病院機構 松江医療センター

「認知認知症疾患疾患診療診療ガ療ガイガイドライン2017」
の改訂ポイント

　急性期病棟でも10～50％の入院患者に認知症が併存しているといわれているい
ま，認知症あるいは認知機能低下患者への対応はすべての医療者に求められていると
いえます。
　今回，2017年8月に発行された「認知症疾患診療ガイドライン2017」の改訂ポ
イントについて，日本神経学会認知症疾患診療ガイドライン作成委員会の委員長を務
められた国立病院機構 松江医療センター 院長の中島健二先生にご解説いただきます。

（編集部）


