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●問題点を整理するマイシステムを作ろう

【志水】今日はよろしくお願いします。この症例は市中病
院でも出会うもので，決してまれなケースではありませ
ん。年末に起こった症例です。

74歳　女性
高血圧，胆石摘出の既往
軽度認知症といわれているADLフルの女性

　ADLフルとは，日常生活動作に問題はないというこ
とですね。たった3行の情報ですが，実は1行目だけで

薬剤師 × 医師のケースカンファレンス（後編）

　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開かれました。
今回は後編として，日本の総合診療をリードする志水太郎先生によるレクチャーをお届けします！

【レクチャー・症例提示】
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）
原田　　拓氏（昭和大学病院総合診療科）

【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
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特 集

薬剤性消化管障害の基礎知識

患者さんから薬剤性消化管障害を
疑うポイント

危険なサインを見逃さない！　いま知っておきたい薬剤性消化管障害

はじめに

　続々と登場する新規薬剤により，薬剤性消化管障害は
多様化している。実際に臨床の現場で使用される薬剤が
変化していることによって発生する消化管障害の内容が
変化していることに注目するのはもちろんのことである
が，①社会的背景にある人口の高齢化，②食生活を主と
したライフスタイルの変化，③ Helicobacter pylori感染
率の低下1)──などの影響を受け，消化管疾患の疾病構
造自体が大きく変化していることも忘れてはならない。
そうしたなか，今後薬剤性消化管障害はますます重要性
を増す時代になることをわれわれは意識しておかなけれ
ばならない。
　薬剤から考える薬剤性消化管障害は各論に譲り，この

稿では患者さんを前にして薬剤性消化管障害を疑うポイ
ントを概説する。

患者さんの問診から 
薬剤性消化管障害を疑う

1 内服薬の正確な把握
　患者さんの内服薬を正確に問診で聞き出すこと，これ
が何といっても一番のポイントである。患者さんから

「内服薬はない」と言われても，この病院からもらって
いる薬はないが他の病院からは薬をもらっていたという
ことが日常診療では珍しくない。高齢の方では毎日ルー
ティンワークで内服するために，口にするものが薬であ
る認識が乏しくサプリメントと混同していることもあ

嶋田　裕慈＊1，永原　章仁＊2
SHIMADA Yuji, NAGAHARA Akihito

�薬剤性消化管障害を疑う前提として，患者さんの内服している薬剤を正確に把握することが最初のポ
イントであり，かつ最大のポイントである。問診を疎かにせず時間をかけて患者さんの内服薬を注意
深く聞き出す姿勢が大切である。

�薬剤性に下痢や便秘を生じる頻度は高く，また原因となる薬剤も多岐にわたるため，これらの症状を
患者さんが訴えたときには時間をかけて丹念に投与中の薬剤と関連があるかないかを確認していく必
要がある。

�消化管出血をみたときは非ステロイド性抗炎症薬やアスピリンの内服歴がないか注意する。これらの
薬剤は他の併用薬により消化管出血のリスクが大きく高まっている可能性もあるため，より正確に内
服薬を把握するよう心がける。

�頻度は高くないが，胸やけ，前胸部痛，嚥下時痛，腹痛なども薬剤性に発症していることがある。盲
点となりがちだが，味覚障害も薬剤性消化管障害の一つとしては見過ごせないため，薬剤との関連に
は注意する。

Points

＊1 順天堂大学医学部附属静岡病院消化器内科 准教授　　＊2 順天堂大学医学部消化器内科学講座 教授
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Difficult Patient総論

1．Difficult Patientとは？
　Difficult Patientとは，担当する医療者に強い陰性感

情，すなわち「イライラする」，「嫌だ」といった感情を
引き起こす患者と定義されます1)。外来患者の約15％は
Difficult Patientという研究データもあり1),2)，日常診療
で経験された方も多いと思います。

怒っている患者

石井伊都子　ISHII Itsuko
千葉大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長

鋪野　紀好　SHIKINO Kiyoshi
千葉大学医学部附属病院総合診療科

竹田真理子　TAKEDA Mariko
千葉大学医学部附属病院薬剤部

生坂　政臣　IKUSAKA Masatomi
千葉大学医学部附属病院総合診療科 教授

企画・編集協力

連載開始にあたって
　患者対応で,「イライラする」，「嫌だ」と感じたことはありませんか？　医療者に強い陰性感情，
すなわち「イライラする」，「嫌だ」といった感情を引き起こす患者をDifficult Patientといいます。
良質な患者中心の医療の実現には，Difficult Patientを作らないための対応法を修得することが必要と
なります。このコーナーでは，Difficult Patientのタイプ別に対応法を勉強していきます。
　今回は,「怒っている患者」について扱います。その前に，Difficult Patientについて簡単に説明し
たいと思います。

新連載

第1回
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CockcroftとGaultは女性のデータは調べていない！

指導薬剤師：抗菌薬やH2ブロッカーを投与するときに，投与量を設定するためには
何を計算しますか？

学　生：Cockcroft-Gaultの式で腎機能を計算します1)。

指導薬剤師：そのとおりです。女性の場合はどのように計算しますか？

学　生：0.85を乗じます。

指導薬剤師：その理由は何ですか？

学　生：計算に用いているクレアチニン（Cre）は筋肉由来であり，女性は男性より
も筋肉が少ないからです。

新連載

　新人や学生に対する指導で，どこの臨床現場でもよくみかける光景…。それは，処方せんを手に持
ちながらの腎機能計算。でも今日は少しだけ，いつもとは様子が違うようです。

宮川　泰宏　MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第1回

Cockcroft-Gault式の落とし穴



中野　一夫　NAKANO Kazuo
株式会社 ヘルスケア・システム研究所
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医薬品購買を重要経営課題として 
位置づける

　病院が購入する「材料」は，大きく分けると薬剤と診
療材料になります。この2つを併せたものが，医療とい
う行為を生み出すための材料原価ととらえることができ
ます。
　この材料原価の多い，少ないを判断する一つの目安
は，施設の医業収益に対して材料原価率がどうかという
尺度で，これがいわゆる中規模以上の病院で35％を超
えているとちょっと黄色信号ということになります。仮
に材料原価率35％の病院を考えると，そのうち大体
15～20％が薬剤となります。そうなると，薬剤の購入交
渉で1％ポイントの値引き率の差があれば，病院経営に
投入できる原資が大きく変わるということが理解できる
と思います。
　あくまで自治体病院に限りますが，全国自治体病院協
議会の薬価ベンチマークの速報値をみてみると，年間
20億円以上薬剤を購入している病院の値引き率は約
14％となっています。ここから薬価差益額（通常「真
水」といいますが）を単純に算出すると約2.8億円とな
ります。ある病院が，その薬剤を処方する医師，調剤を
する薬剤師，具体的な交渉を行う事務方が三位一体と
なってがんばって，値引き率を14％から15％を超える

ような成果をあげるとすると，これはそのまま経営の原
資となる真水が数千万円の単位で増加することになるの
です。
　去る2月2日に開催された，全国自治体病院協議会の
薬価交渉術の勉強会（於：東京）には約120名（約120
病院）の参加がありました。参加病院がグループに分か
れて意見交換や情報共有を行う分科会では，個々の病院
での今年度の価格交渉の実情が多く報告されていました
が，それを聞いていると交渉担当者の経験年数が長いほ
どより具体的な交渉ができており，その結果も良いとい
う印象を受けました。
　自治体病院ですと，どうしても本庁の人事異動の影響
で3～4年ごとに担当事務職員が変わるケースが多いよ
うです。なかには10年以上同じ部署にいる人もいるよ
うですが，それはレアなケースのようです（独立行政法
人化などによりプロパーの職員が増えているケースもあ
りますが）。今回の分科会では，筆者は「経験年数担当
1年未満」という新任の担当者で構成されたグループの
講師を担当しました。専門用語をはじめとした専門性が
必要となる部分での理解は，当然ですがベテランに比べ
ると苦戦のようです。
　この勉強会は参加者が限定されているので，なかなか
1病院から2～3人の参加者というわけにはいかないのが
残念なのですが，病院内で事務担当者だけでなく，薬剤

医薬品価格交渉をどう進化させるか
第8回
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はじめに

　「有害事象（adverse event； AE）」とは，試験期間中
に被験者に生じたあらゆる好ましくない出来事であり，
薬物との因果関係を問わない。治験や臨床試験中には多
種多様なAEに遭遇する。患者や高齢者対象試験では，
試験との関連を問わずさまざまな健康上の問題が起こり
うる。一方，若年健康成人では，治験関連のAE以外は
何事もないと思われがちだが，実際にはさまざまな問題
が起こる。AEが発現した場合，経過をどう観察するの
か，薬物との因果関係はあるのかが問われる。また，AE
とすべきかどうかを迷う症状や検査値の変動も多い。そ
のため，関係者間での意思疎通とAEに関する理解の共
有が大切である。
　しかし，臨床経験が少ない人では，AEや検査値の異
常がもつ意味について十分に理解しづらく，コミュニ
ケーションエラーを生じる危惧がある。薬物との因果関
係があるAE（薬物有害反応）については教科書で解説
されることが多いが，因果関係のないAEについては学
習する機会が少ないと思われる。さらに，医療者であっ
ても治験に携わらない者は，健常者を長期間フォローす
る機会がなく，その検査値の変動について慣れていな
い。かくいう筆者も，治験業務に携わって初めて若年健
康成人でも血液検査値が大きく変動することを知った。

　そこで本稿では，特に若年健康成人の治験・臨床試験
においてしばしば遭遇するAE，頻度は少ないが重要な
AEについて概説し，関係者間で理解を深めたり，円滑
な試験運営ができる手助けになればと考えている。

症候性AE

1．ショック
　ショックと聞くと非常に重篤な状態を思い浮かべると
思うが，ショックとは「血圧が急激に低下し血液が全身
にいきわたらない状態」であり，実は治験中には頻繁に
遭遇する。ショックの原因としては，①血液分布異常性
ショック，②循環血液量減少性ショック，③心原性ショッ
ク，④閉塞性ショックがある。このうち，若年者の治験
でよくみられるものは，①の血液分布異常性ショックで
あり，とりわけ重要なのは，血管迷走神経反応と起立性
低血圧である。
（1）血管迷走神経反応（VVR）
　血管迷走神経反応（vasovagal reaction；VVR）は，
採血時などの過緊張により自律神経のバランスが崩れ，
著明な徐脈・低血圧を一過性に引き起こす結果，気分不
良，冷汗，失神などを生じる神経原性反応である。若年
者は，自律神経のアクセル（交感神経）とブレーキ（副
交感神経）が効きやすく，バランスを崩しやすい。さら

吉原　達也
YOSHIHARA Tatsuya
相生会 福岡みらい病院臨床研究センター

治験・臨床試験でよくみる
有害事象・検査値異常

　治験や臨床試験中には多種多様な有害事象（AE）や検査値異常が起こります。薬剤
師も治験や臨床試験に関わるなかで，AEや検査値異常に関する理解を深めておくこと
が試験の円滑な実施のためには必要となります。そこで今回，知っておきたい治験や臨
床試験で遭遇するAEや検査値異常とその対応方法についてご解説いただきます。
 （編集部）




