


　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。
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頭部MRA，MRIで脳梗塞を， 
頸部エコーでプラークを確認してみる

　さて，前回から頭部画像の主に脳卒中での薬物治療への活かし方について解説しています。
今回はその続き，脳梗塞のなかでも，アテローム血栓性脳梗塞，心原性脳塞栓症，ラクナ梗塞
の違いを中心にMRA，MRI，CTでの画像変化について解説していこうと思います。
　では，早速問題です。

Q．DWI，MRA①，②のうち，いずれが塞栓性脳梗塞の可能性が高いでしょうか？
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■急性期病院の入院患者の約2割が認知症を合併
　高齢化において避けて通れない問題として認知症があ
り，わが国では認知症の有病率は65歳以上で15％以上
とされています。急性期病院では入院患者の約2割，療
養型病棟では約6割が認知症といわれています。こうし
たなかで近年，認知症を合併する入院患者の①痛みなど
の身体的な苦痛の発見が遅れがちになる，②合併症の発
見が遅れ重症化しやすい，③せん妄を合併しやすく，転
倒など入院管理面での問題や意思決定の難しさ，などと
いったことが身体治療のアウトカムに影響することが明
らかになってきました。具体的には認知症を合併する入
院患者では，しない場合と比較して死亡率やせん妄の発
症率上昇，認知機能低下，在院日数延長，再入院率増

加，転倒リスク増加，合併症増加，施設入所につながり
やすい，低栄養・脱水になりやすい，医療コストの増
加，機能低下，といったリスクがわかっています。この
ため，海外では急性期病院に入院中の認知症患者には，
一般的な身体ケアに加えて，①疼痛コントロール，②環
境調整とわかりやすいコミュニケーション，③栄養管理
と食事摂取への働きかけ，④せん妄の予防，⑤情報共有
体制の構築，といった配慮が必要との提言がなされてい
ま す（Quality outcomes for people with dementia： 
Building on the work of the national dementia 
strategy. Department of Health and Social Care, 
Published 28 September 2010）。しかし，実際には急性
期病院でどのように認知症患者の支援やケアをすればよ

小川　朝生
O G A W A  A s a o

国立がん研究センター東病院精神腫瘍科 科長／ 
　先端医療開発センター精神腫瘍学開発分野 分野長

　超高齢社会を迎え，急性期病院では認知症を合併す
る入院患者が増加している。認知症は，身体疾患治療
のアウトカムを低下させることがわかってきており，
入院時の認知機能評価や認知機能障害に配慮した身体
管理，退院後を見据えた治療などを多職種で支援して
いく必要がある。こうしたことから小川朝生氏（国立
がん研究センター東病院精神腫瘍科 科長）は，急性
期病院で多職種が協働して認知症患者を支援していく
ための認知症対応教育プログラムを開発した。今後，
本教育プログラムの有用性について検証を進めながら
普及を図っていきたいという。

急性期病院入院患者，
認知症合併で治療アウトカム低下
─多職種で支援するための教育プログラムを開発
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ER専従薬剤師導入で持参薬管理時間が短縮

第21回日本臨床救急医学会総会・学術集会──5月31日～6月2日（名古屋国際会議場）

　札幌東徳洲会病院薬剤部の齋藤靖弘氏は，ワーク
ショップ「救急初療室における薬剤師の現状と今後の方
向性」で講演し，救急治療室（ER）に搬入される患者の
1.4％が薬剤起因性疾患であることから，薬剤師が初期
治療に介入し患者の薬歴把握を行うことで適切な早期診
断に貢献できるとした。実際に，ERに専従薬剤師を導
入したことで，1日1.9時間ほど持参薬管理の時間が短
くなったことを報告した。また，診療情報提供書の
30％程度に不備があり，そこには血糖降下薬，抗血小板
薬，抗がん薬などハイリスク薬の記載漏れ，用法・用量
の間違いも含まれるとの報告を紹介。こうしたなかで，

持参薬やお薬手帳の確認だけでなく，
かかりつけ薬局への問い合わせにより
薬剤情報の記載漏れに気がついたとい
う事例をあげ，「攻めの薬歴把握」が薬剤師には求めら
れているとした。齋藤氏は，心肺蘇生法（CPR）におい
て薬剤師がタイムキーパーとして参加し，同時に薬物投
与のタイミングを提案するといった同院でのER薬剤師
の役割についても紹介。「薬剤師が薬物療法に関連する
仕事を引き受け，高い質で返していくことで救急医療の
質は向上する」と述べ，ER専従薬剤師が1人でも多く
増えることに期待を示した。

フレイル患者へのビタミンD投与を推奨

第61回日本腎臓学会学術総会──6月8～10日（朱鷺メッセ/ホテル日航新潟）

　国立長寿医療研究センターフレイル研究部の佐竹昭介
氏は，シンポジウム「サルコペニア・フレイルを合併し
たCKDへの対策」でフレイルに対する薬物治療研究の
最新動向について解説した。佐竹氏はまず，高齢のCKD
患者にビタミンDを投与することで転倒率の減少や下肢
筋力の増加がみられたことからビタミンDが身体機能の
向上に寄与することが示唆され，2017年「The Asia-
Pacific Clinical Practice Guideline for the Management 
of Frailty」において，フレイル患者に対するビタミンD
の投与が推奨されたことを紹介した。また，タンパク質

合成増進作用をもつロイシンをビタミ
ンDと併用投与すると，四肢骨格筋量
や椅子立ち上がりテストの成績が改善
されることや，ロイシンの代謝産物であるβヒドロキ
シ -β -メチル酪酸（HMB）を投与すると身体機能の改
善が一部みられたという研究報告も紹介した。そのほか，
CKD患者で減少するテストステロンについて，高齢男
性を対象にテストステロン補充療法を実施したところ，
筋肉パフォーマンスの改善はみられなかったものの，脂
肪量の減少や筋肉量の増加がみられたという報告や，腎

2018年春〜夏の学会探訪記

　春から夏にかけての学会シーズンでは全国各地で多くの学術集会が開催されました。各学術集会では，将来の
医療を変える最先端の研究から明日の臨床業務ですぐに役立つ情報までさまざまな発表が行われました。ここで
は，編集部が取材した学術集会のエッセンスをまとめてお届けします。

齋藤氏

佐竹氏
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特 集

処方適正化に向けた基本的な考え方
──処方カスケード対策や対症療法薬を中心に

医師・薬剤師協働による患者中心のポリファーマシー対策

はじめに

　ポリファーマシーは「poly」＋「pharmacy」で「多く
の薬」を示す造語である。多くの薬を服用することによ
り服薬アドヒアランスの低下，薬物有害事象，残薬など
さまざまな薬物関連問題を引き起こす。しかし，多剤併
用ということ自体が問題ではなく「問題のある処方」が
見直されない結果，薬物関連問題を引き起こすことが問
題である。ポリファーマシーの原因は，複数の慢性疾患
に罹患していることが主な要因としてあげられ1)，わが
国の大学病院老年科5施設（660例，平均年齢76歳）の
データによれば，年齢とともに合併疾患数が増加するこ
とで処方薬剤数が増加し，1疾患あたり1.3剤増加する
ことが示されている2)。ポリファーマシーの定義に関し
てはさまざまな議論があるが，海外では111文献中51文
献（45.9％）が5剤以上をポリファーマシーとしており，
最も一般的な定義である3)。わが国では薬物有害事象の
発現頻度が6剤以上で上昇するという報告4)や2016年4

月から追加された薬剤総合評価調整加算・管理料におい
て6剤以上という定義がなされており，6剤以上をポリ
ファーマシーとすることが多い。しかし，最近厚生労働
省は高齢者医薬品適正使用検討会において「高齢者の医
薬品適正使用の指針（総論編）」が取りまとめられた。
ポリファーマシーは薬物有害事象や服薬アドヒアランス
の低下，不要な処方，あるいは必要な薬が処方されない
ことや過量・重複投与など薬剤のあらゆる問題であると
している。そのため，ポリファーマシーは薬剤数が多い
ことも問題であるが，実質的には処方の中身が重要であ
るため，その対策には包括的なアプローチが求められ
る。本稿では，処方の適正化に対する考え方を概説したい。

問題のあるポリファーマシー

　ポリファーマシーのすべてが悪ではなく，必要悪と表
現する論文もある5)。処方医も悪意をもって処方するわ
けではなく，疾患や病状に対して治療が行われた結果，

溝神　文博
MIZOKAMI Fumihiro

�ポリファーマシーは薬剤のあらゆる不適切な問題を含む包括的な概念である。

�高齢者の場合，薬物有害事象が老年症候群の悪化として現れることがあり，疾患と薬物有害事象の区
別がつきにくいため処方カスケードを生じやすい。

�MAP法は，薬が患者の罹患病名どおりに処方されているかをスクリーニングし不適切な使用（処方意
図不明な薬，処方カスケード，対症療法薬の漫然投与）を検出することが可能である。

�処方を見直す際の包括的なアプローチとして高齢者総合機能評価（CGA）が有効である。

�ポリファーマシーに対するアプローチとして多職種でカンファレンスを行うなど，処方適正化チーム
が有効である。

Points

国立長寿医療研究センター薬剤部
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学ぶ理由はここにある！！

　前回は発熱シリーズの3回目として，血管炎や成人発症スティル病など，あまりなじみのない疾患
の病態を学び，それらの疾患がなぜわかりにくく，不明熱になってしまうのかを学びました。特に血
管炎では，障害される血管の太さから血管壁をイメージしながら，障害された際に生じてくる病態を
考えました。
　また，感染性心内膜炎などでは発熱や倦怠感などの非特異的な臨床症状しかみられないケースもあ
り，症状がほとんどないから不明熱なのか，あるいは膠原病のように全身いたるところに症状がみら
れてしまうがゆえにまとめ切れていないのか，そのあたりを意識したうえで診療を進めるということ
も大切でした。
　連載最終回となる今回は，特に感染症による不明熱について考えていきましょう。

ウイルスはどんなメカニズムで感染するのか？
指導医　今日は不明熱のなかでも感染症に焦点を当てて，感染性不明熱（とでも言おうか）に対しど
のような心構えでいるべきか，考えていきましょう。一般的に不明熱の原因としてあげられることが
多い感染症ですが，前回の表を再度示します（表1）。感染症だけ着目しましょう。

研修医　診たことない感染症ばっかりだなあ。これを頭に入れていかないといけないんですね…。

指導医　この表を頭に入れて暗記するのはつらいですね。必要なときにすぐに出せるようにしておく
とよいのですが，こういったものを学ぶ際はせっかくだから一歩深く考察してみるクセをつけましょ
う。この表を眺めながら腕を組んで考えてみてください。
　皆さんが医療を学ぶ学生だったら，何となく代表的な疾患だけ頭にたたき込んでおけばよかった。
でも皆さんはすでにプロフェッショナルな医療者。与えられたモノをただ覚えるだけはやめましょ
う。並べて，眺めて，考えて，そこに自分なりの意味ある解釈を加えると，実際の臨床で不明熱っぽ
い患者さんと話しながら頭をよぎってくれるようになります。

ベッドサイドの
ターニングポイント①

高橋　　良　TAKAHASHI Ryo
昭和大学病院リウマチ・膠原病内科

第23回－完

発熱（完結編）
不明熱の診断推論を考える②
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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！

22

この「発熱」はビスホスホネートの急性期反応ですか？
渡辺　浩彰　WATANABE Hiroaki

北海道整形外科記念病院薬剤部

・�ビスホスホネート製剤の急性期反応の特徴を説明できるようになる。
・�頻度の高いその他の薬剤による発熱について知りたくなり，調べてしまう。
・�ビスホスホネート製剤の急性期反応を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

　関節リウマチ，非結核性抗酸菌症，骨粗鬆症にて外来通院中の78歳女性。12月の朝，本人から薬剤部
に電話があり，昨夜から発熱と悪寒が継続しているとの相談を受けた。体温は昨夜が38.0℃，今朝は
36.8℃で，悪寒は少し落ち着いているが，今朝から倦怠感と吐き気があるとのこと。アレルギー歴，副作
用歴は特になく，4カ月前に関節リウマチ，3カ月前に非結核性抗酸菌症，2日前に骨粗鬆症と診断され，
それぞれ薬が開始されている。

現在の処方は以下のとおり

【3カ月前から継続】

クラリスロマイシン錠200mg 1回2錠　1日2回　朝夕食後

リファンピシンカプセル150mg 1回3Cap 1日1回　朝食後

エタンブトール錠250mg 1回3錠　1日1回　朝食後

プレドニゾロン錠1mg 1回2錠　1日2回　朝夕食後

ランソプラゾールOD錠15mg 1回1錠　1日1回　朝食後

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg 1回1錠　疼痛時

今月の一例
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�症　例：50歳代女性
�主　訴：「困ることはなにもありません」
�起始および経過：倦怠感により大学病院内科外来
を受診したところ，著明な肝障害を認め緊急入院。
各種肝炎ウイルス検査，超音波検査およびCT検
査などを行ったがいずれも有意な所見は見出せず
に経過。トランスアミナーゼや中性脂肪高値など
の検査結果は改善しつつあり，その経過から内科
主治医はアルコール性肝障害を疑ったが，本人と
家族全員が飲酒歴の存在を否定したため，困り果
てた内科主治医から精神科へ依頼となった。
�既往歴：否定
�家族歴：否定
�飲酒歴：否定

�喫煙歴：否定
�有機溶剤吸引・覚醒剤使用歴：否定
�生活歴：北日本で出生，同胞なし。高校卒業後，
地方都市で代々続く自営業を営む男性と見合い結
婚，自営業を手伝うかたわら一男一女をもうけ
た。夫と2人で自営業を続けている。
�性　格：明るい，社交的
�所　見：表情は明るく，発語も明瞭，礼儀正しい

　患者さんが夫と2人で営む自営業は時代の波とともに
縮小傾向にあるそうですが，それなりの需要はあって継
続しており，また業界団体の役員も務めるなど，普段は
多忙な生活を送っているそうです。今回は，関東地方に
嫁いだ長女が出産するため手伝いに来たところ，「いつ
ものような元気がない」と長女に指摘されて大学病院内
科外来を受診したとのことでした。

第11回
アルコール依存症
家族は誰も飲酒する姿を見たことがなかった50歳代女性

　精神科医はいったい患者さんをどう診て，どう治療しているのか？　本連載では経験豊富な専門医が実際
の症例を通じて，時に真面目に，時に面白く精神科治療の実際を解説。映画好き必見のコラムもあります！




