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月刊薬事

2 誌合同座談会

調剤と情報

平成 30 年度診療報酬改定

薬剤師への期待に
どう応えるか
「月刊薬事」
「調剤と情報」
2誌の合同企画として，
“
「平成30年度診療報酬改定」薬剤師への期待にどう応えるか”
をテーマに座談会が開催された。
内容の一部を抜粋してお届けする。

平成 30 年度診療報酬改定は
かなり思い切った改定
川上

まずは平成 30 年度診療報酬改定の率直なご印象

を伺いたいと思います。
山村

今回，医薬薬連携の仕組みがうまく仕込まれた

出席者
川上

純一 （浜松医科大学医学部附属病
院 教授・薬剤部長）司会

篠原久仁子 （有限会社フローラ薬局河和
田店）
山村

真一 （有限会社プライマリーファー
マシー 代表取締役社長）

吉岡

睦展 （宝塚市立病院 薬剤部長）

開催日

2018 年 3 月 24 日

のでそこに注目して，保険薬局の現場を啓発していく必
要性を感じています。一方で，残念ながら前回の改定か
ら続いている医薬分業に対するさまざまな批判の根本的
な問題についても忘れずに解決していかないといけませ
ん。そこの矛先はいわゆる大型門前薬局に向けられ，前
回の改定では不十分だったという財務省の指摘のもと，今
回は調剤報酬の適正化として国費で 56 億円の削減が盛り込
まれました。その他施設基準の算定において，調剤基本料
1 ではだいぶ簡素化された一方で，調剤基本料 2 と 3 では
非常に厳しくなっているところが若干歪んだ形になって
いると感じます。しかし，それらに注目がいくあまり，
今回仕込まれた大事な仕組みに目がいかずに，ひょっと
すると多くの薬局はとりあえずひと安心して今後 2 年間
を過ごしてしまうかもしれません。やはり今回の改定の
意図を広く周知していく必要性があります。

川上 純一

吉岡

私は，2016 年度から日本病院薬剤師会の学術第

一小委員会で薬剤師がポリファーマシーをどう解決して
いくかについて取り組んできました。今回の改定は，わ

浜松医科大学医学部附属病院 教授・薬剤部長
／日本病院薬剤師会 副会長／日本薬剤師会
常務理事
1990 年東京大学薬学部薬学科卒業，1995 年
東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了，
博士（薬学）
。
1995 年東京大学医学部附属病院薬剤部 助
手，1998 年オランダ・ライデン大学客員研
究員，2000 年富山医科薬科大学（現 富山大
学）助教授・副薬剤部長を経て，2006 より現
職。静岡県立大学薬学部客員教授（兼務）

れわれがこれまで取り組んできたことについて，国が病
院だけではなく，保険薬局や開業医ともうまく連携でき
るような仕組みを作り上げていこうとしている意図を強
く感じます。
篠原

今回の改定には厚労省が 2015 年に公表した「患

者のための薬局ビジョン」が具体的に全部落とし込まれ
ています。
「患者のための薬局ビジョン」ではかかりつけ
薬剤師が，患者情報の一元的，継続的な管理と，24 時間
在宅対応，それらを病院との連携で行うのが一番大事な
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田中

TANAKA Kenji

健次

電気通信大学大学院情報理工学研究科 教授

医療現場では，ルールやマニュアルの作成により，
アクシデントを起こさないための対策が講じられてき
た。一方で，アクシデントにつながる可能性のあるイ
ンシデントを最小にする取り組みは，医療者に科せら
れた重要な課題といえる。
今回，ヒューマンエラーの研究をしている田中健次
氏（電気通信大学大学院情報理工学研究科）に，日常
業務で行う多重確認やダブルチェックに潜むピット
フォールについて話を聞いた。

ダブルチェックのピットフォール
ヒューマンエラーをどう減らす？
■ 3 人でのトリプルチェックは逆効果

ばミスは減るのでしょうか。われわれは，多重度（確認

日常業務のなかで他人からミスを指摘された，他人の

者の数）の違いによるエラー率を調べるため比較実験を

ミスを発見したことは誰しも経験があると思います。そ

行いました（ 図 1）
。当初の予想では，理論値より少し

のため複数人で確認すれば，それだけミスを防げると考

は下がるものの多重度が増せばエラーの検出率は向上す

える人も多いのではないでしょうか。実際に病院（施

ると考えていました。しかし，実際には理論値と現実は

設）では，業務の各工程にダブルチェックを採用してい

大きく乖離していることがわかりました。①多重度 3（3

るところが多く，なかにはトリプルチェックを標準化し

人）での確認は，多重度 2（2 人）で確認するよりも精

ているところもあります。しかし，その施設の担当者に

度が低く逆効果（図 2）
。②多重度 3 の場合は，多重度 1

話を聞いてみると「ダブルチェックをしているけど薬の

で確認しているのと変わらない。③多重度 4，5 では，

取り違えがあった」，
「本当にヒヤッとするようなミスが

エラー検出率は多重度 1 よりも低くなっている……とい

ある」など，確認を徹底しているにもかかわらず，ミス

う結果でした。ここからわかるのは，確認する人数が多

は起きていることがわかりました。

いほど手抜きをしてしまうことです。社会心理学の言葉

そもそも，確認する人を 1 人から 2 人，3 人と増やせ
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でいえば「社会的手抜き」です。多重度 3 では，3 人目
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リハ栄養とリハ薬剤

リハ薬剤

リハ薬剤の考え方
若林

秀隆

WAKABAYASHI Hidetaka

Points
リハ薬剤とはリハ栄養の薬剤版であり，フレイル高齢者や障害者の機能，活動，参加，QOL を最大限
高める「リハからみた薬剤」や「薬剤からみたリハ」である。
リハからみた薬剤とは，国際生活機能分類（ICF）による機能，活動，参加の評価およびリハでの訓練
内容を考慮した薬物治療を行うことである。
ポリファーマシーは，活動制限やサルコペニアのリスク因子であるため，できる限り改善することが
望ましい。
薬 剤からみたリハとは，薬物治療の内容を考慮したリハを行うことである。薬剤使用で機能，活動，
参加が悪化しているが，治療のために薬剤の継続が必要不可欠な場合，副作用を考慮したうえでリハ
を実施する。
リハにより深く関与する薬剤師が，リハ薬剤では必要不可欠である。

はじめに：リハ薬剤とは

健康状態（薬剤含む）
Health status

リハ薬剤とはリハ栄養の薬剤版であり，フレイル高齢
者や障害者の機能，活動，参加，QOL を最大限高める
「リハからみた薬剤」や「薬剤からみたリハ」である。
リハの世界で全人的評価に使用される国際生活機能分類
（International Classification of Functioning, Disability

心身機能
Body functions
身体構造
Body structures

活動
Activities

参加
Participation

and Health；ICF）のなかで，薬剤は健康状態に含まれ
る（ 図 1）。つまり，薬剤は機能，活動，参加と相互に

環境因子
Environmental factors

影響しあう関係にある。機能障害を治療するための薬剤
は少なくないが，活動，参加をより高めるための薬剤は
ほとんど存在しない。一方，薬剤が機能，活動，参加を

図1

個人因子
Personal factors

国際生活機能分類（ICF）と薬剤

悪化させていることは珍しくない。従来，リハと薬剤は
別々に対応することが多かったが，超高齢社会のわが国

を一緒に考えることが重要になってくる。

ではフレイル高齢者や障害者が増加して，リハの効果を

ポリファーマシーのためにフレイル高齢者や障害者の

最大限発揮することがより求められるため，リハと薬剤

機能，活動，参加，QOL が低下する場合がある。例え

横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科
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宮川

泰宏 MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第2回

小児薬物動態の落とし穴

成人の異常値が小児では正常値の場合がある

学

生：先生！

この患者は，脈拍が 140 回/ 分もあります！

しかも，ときどき 180

回/分まで上昇しています。
指導薬剤師：重篤な頻脈が発生しているね。
学

生：しかも，カリウムは 5.9 mEq/ L と高値，血糖値は 85 mg/ dL と若干低く，リ

ンは 7.5 mg/ dL と正常値上限を超えた値です。異常値だらけです！
指導薬剤師：これは重症度が高いようだ。いったい，どんな患者が来たのですか？
学

生：…新生児です！！

新生児・小児について勉強されている方はすでにご存

血清カリウム値は 4.1～6.0 mEq/ L，血清リン値は 5.0～

知でしょうが，上記の値はすべて新生児の時期では正常範

7.7 mg/ dL，血糖値は 80～100 mg/ dL とされています1)。

囲内です。新生児の正常値として脈拍は 120～140 回/分，

脈拍の幅に関しては 110～180 回/ 分が新生児の正常幅で

2018.6（Vol.60 No.8）── 91（1495）

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

 和大学病院総合診療科／獨協医科大学病院 総合診療
昭
原田  拓
教育センター・総合診療科 非常勤スタッフ医師
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）

）

1 年以上にわたり解説してきた本連載も今回で最終回となります。今回取り上げるのは，
血小板減少を来した 45 歳女性のケース。血小板減少の患者をみたらチェックすべきポイン
トや鑑別にあげるべき疾患は？
えられる原因薬剤は？

第14回
（完）

薬剤血小板減少症の一般的な経過（illness script）や考

このあたりを総合診療医目線で解説していきます！

血小板減少

薬剤性血小板減少症の illness script は？
原田

拓

HARADA Taku

昭和大学病院総合診療科 助教／獨協医科大学病院 非常勤スタッフ医師

患

者

45 歳女性

主

訴

血小板減少

歴

搬送 3 日前に左の腰痛と発熱・悪寒を自覚し前医を受診。尿検査と採血での炎症反応

現

病

と単純 CT で左腎臓周囲の脂肪織濃度上昇から尿路感染症が疑われ，前医で緊急入院と
なった。前医でセフトリアキソンを投与されるも，発熱が継続し血小板が低下してき
たため，播種性血管内凝固症候群（disseminated intravascular coagulation；DIC）
の疑いで緊急搬送となった。
既

往

歴

膀胱炎

社

会

歴

喫煙なし，飲酒なし

家

族

歴

特記事項なし

身 体 所 見
印

象

見た目はシックな印象はない

バ イ タ ル

血
 圧136/72 mmHg，心拍数 96 回/分，呼吸数 20 回/分，SpO2 99％，体温 38.2℃

身 体 診 察

項 部硬直（－）
，jolt accentuation（－）
，neck flexion test（－）
，副鼻腔叩打痛
（－）
，口腔内に特記所見なし，頸部リンパ節の腫脹や圧痛なし，心音や呼吸音に異常
なし，腹部は平坦・軟で圧痛なし，肝叩打痛（－）
，脾臓叩打痛（－）
，肋骨脊椎角
（CVA）叩打痛は左で陽性，脊椎叩打痛は陰性，四肢に皮疹や紫斑はない。

94（1498）──
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企画・編集協力

生坂

政臣 IKUSAKA Masatomi

千葉大学医学部附属病院総合診療科 教授

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

第2回

ノン・アドヒアランス患者
紀好 SHIKINO Kiyoshi

三上奈緒子 MIKAMI Naoko

千葉大学医学部附属病院総合診療科

鋪野

千葉大学医学部附属病院薬剤部

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，
「ノン・アドヒアランス患者」について扱います。

ノン・アドヒアランス患者の事例

ビュー形式でお伝えします。自分の日常診療の状況に置
き換えて考えてみてください。

事例を通じて，Difficult Patient への対処法を検討し
ていきましょう。薬剤師が病院で経験した事例をインタ

2018.6（Vol.60 No.8）── 111（1515）

編集：野村

第6回 流

久祥（国立がん研究センター東病院薬剤部）

涙

治療が始まってから涙が止まらなくて，ハンカチが手
放せません。薬の副作用なら何とかしてほしいです…
川澄

賢司

KAWASUMI Kenji

国立がん研究センター東病院薬剤部

症

例

60 歳代男性，胃がん術後（Stage IIA）
201X 年
11 月 食事摂取量，体重の減少のため近医受診にて胃がんを疑い，当院紹介
12 月 当院精査の結果，早期胃がん診断のため幽門側切除術実施（pStage IIA）
201X＋1 年
2 月 術後補助化学療法として S-1 単剤（テガフール・ギメラシル・オテラシル）
を 1 年間内服予定，薬剤師外来で介入開始した
3 月 S-1 単剤 2 コース目開始前の診察前面談（薬剤師外来）
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