
名称未設定-1.indd   1 2018/10/23   17:09



ContentsVol.60  No.15  2018

 19 特集にあたって�　　大野　博司

 21 重症患者のアセスメントの考え方�　　土手　尚

  臓器の評価と薬の使い方

 30 � 心臓・循環器�　　日野　博文

 37 � 肺・呼吸器�　　加茂　徹郎

 44 � 腎臓・電解質�　　宮内　隆政

 57 � 血液・感染症�　　小野雄一郎

 64 � 消化管・栄養分野�　　高村　卓志

 69 � 代謝・内分泌�　　松本　優

 82 � 神経・PAD�　　水堂　祐広

 90 Critically�illでのPK/PDをどのように考えるか�
──敗血症・敗血症性ショックでの抗菌薬投与設計を中心として�　　大野　博司

 99 持続的腎代替療法（CRRT），緩徐低効率血液濾過透析（SLED-f），単純血漿交換（TPE），�
体外式膜型人工心肺（ECMO）中の薬物投与を考える�
──抗菌薬投与設計を中心に�　　大野　博司

 109 ICUにおける薬剤師の活動�　　西岡　敬貴，岩内　大佑

取材
この人に聞く

 10 臨床業務をAIがサポート──データベースから最適な医薬品情報を提供�　　岡山大学病院薬剤部

レポート

 13 ポリファーマシー，残薬への介入方法を議論�　　第51回日本薬剤師会学術大会（石川県金沢市）

 15 向精神薬の使い方のコツを披露�　　第50回記念 地域精神病院薬剤師研究会（神奈川県相模原市）

重症患者の
全身管理プラクティス

薬物治療に
　　直結する！



Contents

連載
 3/133 臨床統計ケース・メソッド［3］�

ブロチゾラム錠0.25mgをジェネリック医薬品に変更したい。�
最も安全に使用できる製品はどれか？�　　波多江　崇

 115 新連載 考え方がわかれば解き方がみえてくる クリニカル・クエスチョンの解決への筋道［1］�
タゾバクタム/ピペラシリンの緑膿菌（MIC＝64mg/L）に対する投与方法を教えてください�　　
尾田　一貴

 122 3stepで考える！ それって本当に副作用ですか？［24］�
この体重増加はがん化学療法によるものですか？�　　大橋　養賢，細沼　雅弘

 141 臨床ですぐに使える 薬学トリビア［7］�
「p＜0.05であるため有効である」の時代は終焉？�　　宮川　泰宏

 145 Difficult Patient相談室 よく出会うちょっと困った患者さんへの対応のコツ教えます！［7］�
患者の付添人�　　鋪野　紀好，金子　裕美

 150 薬剤師が行うこころのケア こんなときどうするの？［3］�
医療者に甘えることでストレスを和らげようとする患者さんのこと�
──患者心理・退行について�　　清水　研，田中　康裕

 160 専門医が語る 精神疾患のとらえ方・治療の考え方［14］�
認知症──「部屋に知らない人や子どもが入ってきた」と訴える80歳代女性�　　西村　浩

 167 購買適正化で病院経営強化 目からウロコの薬価交渉術［14］�
2018年度上期薬価交渉の論点整理�　　中野　一夫

 172 ジャーナルクラブの広場�　　安藝　敬生／中薗　健一／眞継　賢一／桑原　秀徳／平田　純生，成田　勇樹／ 
松山　千容，Megan Wein，鈴木　真也，Alexandre Chan，Lisa Holle ／木村　友絵，木村　利美

 182 審査報告書から見る 新薬の裏側［22］�
プレバイミス®錠・プレバイミス®点滴静注（レテルモビル）�　　大野　能之

 188 適応外使用の処方せんの読み方［101］�
肥厚性瘢痕・ケロイド�　　藤原　豊博

そ の他
 98 �書評　プライマリ・ケア医のための内科治療薬

使い分けマニュアル

 170 書評　誰も教えてくれなかった実践薬歴

 171 薬事セレクション

 195 ニュースレター

 202 次号予告・編集部より

•本誌の年間購読を契約されている方は，ユーザー登録していただくこと
で，じほうの特設サイト「MagPlus」（http://magplus.jiho.jp/）から
2006年～最新号までを無料で見ることができます。
•登録方法の詳細はhttp://magplus.jiho.jp/common/registration.html
（MagPlusのご利用について）まで。『magplus　登録』で検索しても行け
ます！



10 （2842） ──  　2018.11（Vol.60 No.15）

■薬剤師はAIに取って代わられない
千堂氏：最近，薬剤師はAIの進化によって不要になる
のではないかという議論をよく耳にします。結論から言
えば，薬剤師に求められる業務が対物から対人へとより
Narrative Based Medicine（患者との対話に基づく医療）
の方向に向かっていることからその可能性は低いです。
一方で，薬剤の在庫管理や処方監査などは調剤ロボット
や監査システムにもできます。今後は，こうした業務は
AIがその一部を担い，そのうえで薬剤師はもっと創造
的な業務に時間を費やすべきだと考えています。こうし
たAIが担うべき業務の一つに膨大な医薬品情報の管理
があります。そこで，当院薬剤部では2004年から蓄積
してきた医薬品情報に関するQ&A約8,000件を最新の
情報にアップデートして整理したものをAIに学習させ，
パソコンやタブレット端末から質問すると最適なQ&A
を提供してくれるAI搭載型医薬品情報提供支援ツール

「aiPharma」の開発を木村情報技術と共同で進めてきま
した。今年4月からすべての病棟薬剤師がタブレット端
末を携帯し，病棟薬剤師業務での運用を開始しました。

■話し言葉での質問を認識
神崎氏：最大の特徴は，自然な話し言葉で質問を入力し
てもAIが文脈から意味を読み取り意図を正確に認識し
てくれるところです。そのため，検索リテラシーの低い
若手薬剤師でも使用可能です。例えば，薬剤の「投与」
について，臨床現場では「打つ」や「いく」といった言
い回しがありますが，AIにはこれらを同義語として教
え込んでいます。薬剤名についても，一般名と製品名，
臨床現場での略称などを同一のものとして教えていま
す。そのため，「ヴィーンF，メインの側管から塩モヒ
をいこうかと思うけど，大丈夫？」と医師から質問され
た言葉そのままを入力しても，AIがモルヒネ塩酸塩と

岡山大学病院薬剤部
D e p a r t m e n t  o f  P h a r m a c y,  O k a y a m a  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l

　掃除機から銀行まで，人工知能（artificial in tel
ligence；AI）はすでにさまざまな分野で実用化が進
められており，医療分野での活用方法にも注目が集まっ
ている。岡山大学病院薬剤部では，今年4月から全国
に先駆けて医薬品情報業務にAIを導入した。病棟薬剤
師がタブレット端末からAI搭載型医薬品情報提供支援
ツール「aiPharma（アイファルマ）」に質問すると，
AIが薬剤部内にこれまで蓄積されたQ&Aから最適な
情報を提供するシステムだ。今後，問題点を検証しな
がら改良を重ねることで，臨床薬剤師業務をサポート
するツールとして広く普及させていきたいという。

臨床業務をAIがサポート
─データベースから最適な医薬品情報を提供

aiPharma開発を主導した岡山大学病院薬剤部の神崎浩孝氏（左），
薬剤部長の千堂年昭氏（中央），薬品情報主任の西原茂樹氏（右）
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特 集

心臓・循環器
臓器の評価と薬の使い方

薬物治療に直結する！　重症患者の全身管理プラクティス

日野　博文
HINO Hirofumi

�近年，心不全の概念が変化し，急性および慢性心不全は一元化され，同じ時間軸における心不全のリ
スクの進展ステージと治療目標が時系列的に設定された。

�心機能低下例における心保護薬では各薬剤での注意点があり，個々の症例に応じた使用法が求められる。

�静脈血栓塞栓症（VTE）/肺血栓塞栓症（PTE）では発症予防が重要であり，近年，間接的合成Xa因
子阻害薬皮下注射や直接的経口抗凝固薬（DOAC）が導入され，抗凝固療法が大きく変化している。

�心不全では他の臓器（腎，肝）の機能低下を合併していることが多く，薬剤の使用法に関しては注意
が必要である。

Points

62歳，男性
【現病歴】
　アルコール性肝硬変患者で経過観察中に肝がんが指摘され，肝部分切除が予定された。
【既往歴】
　30代より高血圧，糖尿病を指摘。42歳で冠動脈疾患のため，近医で経皮的冠動脈インターベンション

（percutaneous coronary intervention；PCI）を施行，薬剤溶出性ステント（drug eluting stent；DES）
を留置された。以降，バイアスピリン，クロピドグレルを投薬されている。58歳時に気管支炎を契機に心
不全を生じ，冠動脈疾患集中治療室（coronary care unit；CCU）で管理され軽快した。
【身体所見】
　心電図は問題なし，New York Heart Association（NYHA）心機能分類II度，心エコーにて左心駆出率

（left ventricular ejection fraction；LVEF）32％，左室全般的に壁運動低下を認める。術前投薬にニコラ
ンジルとジゴキシンが投薬されている。また，アスピリン，クロピドグレルは術前1週間前に中止し，以
降ヘパリン化が行われた。
【麻酔経過】
　右内頸静脈より中心静脈カテーテル挿入，橈骨動脈にて観血的動脈圧測定を行った。術中尿量低下を認
め，ニコランジルに加え，ドパミン，カルペリチドの投与を行い，問題なく終了した。
【術後経過】
　ICU帰室4時間後より呼吸苦あり，リザーバー付マスクにて酸素投与を行った。

症例1症　例

聖マリアンナ医科大学麻酔学教室
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尾田　一貴　ODA Kazutaka
熊本大学医学部附属病院薬剤部

1 タゾバクタム/ピペラシリンの緑膿菌（MIC＝64mg/ L）に
対する投与方法を教えてください

医療現場で直面したクリニカル・クエスチョンにどう対処するか
〜解決策の提示と研究による検証を意識して〜

　臨床にて薬剤業務を遂行している以上は，医師を含めて医療従事者から，患者のアウトカムに影響がありそうな質問を
受けたこともあるのではないでしょうか。その質問に対して，①先輩に聞く，②書籍を確認する，③インターネットを活
用する，④ガイドラインを参照する，⑤ PubMedなどで文献を探す──などの手段で，何かしらの回答を準備することは，
薬剤師としての一つの職責を果たすことにもつながります。しかし，どう調べても有用な情報が出てこないこともまた，
多くの薬剤師が経験しているのではないでしょうか。例えば，注射剤に関しては，配合変化一つにしても情報がないもの
は多く，経口剤に関しては粉砕後に果たして本当に腸管吸収されているのか，生物学的同等性は確保されているのかなど，
本当のところはわからないこともあります。そのような場合に，“わからない”だけではなく，何かしらの理論的根拠をも
とに“こう考えられる”などの解決策も（誤解を生まない程度に）あれば，医師の診療の一助になり，薬剤師としての信
頼の獲得につながります。このような場合に，その理論的根拠にもとづいた解決策を検証もしくは証明する必要性を感じ
ている薬剤師も多いのではないでしょうか。
　本連載では，何かしらの症例をもとに，調べてもよくわからないこと（クリニカル・クエスチョン）をどのように考え，
どのような解決策を提示し，どのような研究があればその解決策を検証，証明することができるのか，という筋道の立て
方について，複数回にわたりお送りします。ただし，本シリーズで提示するすべてのクリニカル・クエスチョンはあくま
で例示であり，どれも基本的には解決されていないことを前提に話を進めるため，その解決策の妥当性についてはまった
く検証が得られていないことに留意していただきたいと思います。
　本連載を正しく楽しむためのポイントは，そのようなクリニカル・クエスチョンに対する新進気鋭の薬剤師による，自
由闊達であり独特な，かつ科学的に妥当と考えられるアプローチの手段であり，その考え方について読者それぞれが建設
的な吟味を行うことで本連載を通じて，臨床における薬剤師の業務から，患者のアウトカムにつながるエビデンスが創出
されることを期待しています。また，このような薬剤師の臨床研究を推進している団体である，薬剤師学術能力開発研究
会（Academic Conference  on  Interactive Pharmacist Development；ACID，http://acid.kenkyuukai.jp/
special/?id=26812）の活動についても参考になれば幸いです。  熊本大学医学部附属病院薬剤部　尾田　一貴

連載開始にあたって

新連載
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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！

24

この体重増加はがん化学療法によるものですか？
大橋　養賢　OHASHI Yasukata
国立病院機構東京医療センター薬剤部

・�抗がん薬治療中に体重増加を来す要因について列挙できるようになる。
・�体重増加（浮腫）を来す可能性のある薬剤や，薬剤以外の可能性について列挙できるようになる。
・�体重増加（浮腫）時に患者に問診すべき内容が整理できるようになる。

　70歳女性。3年前に便潜血検査陽性にて当院受診し，精査の結果，S状結腸がん，肝転移（T4aN2M1），
Stage� IVの診断となり，同年に腹腔鏡補助下S状結腸切除（D3）＋肝部分切除術＋胆嚢摘出術を行った
（後にRAS遺伝子野生型と判明）。術後補助療法としてUFT（テガフール・ウラシル）＋LV（ホリナートカ
ルシウム）療法を開始したが，Grade�2の下痢と嘔気にて1週間服薬して終了となった。患者の希望もあ
り，その後は無治療で経過をみていた。
　2年前，フォローアップのCT検査で多発肝転移・卵巣転移を認め，一次化学療法としてSOX（S-1＋
オキサリプラチン）＋ベバシズマブ療法を7コース施行したが，腹膜播種・右水腎症の出現にてP-mab（パ
ニツムマブ）＋FOLFIRI（フルオロウラシル＋イリノテカン＋レボホリナート）療法へと治療変更されるこ
ととなった。8コース終了時点で部分奏効（PR）との判定で治療継続されていたが，Grade�2のざ瘡様皮
疹と爪囲炎，Grade�1の下痢，Grade�3の低マグネシウム血症（0.8mg/�dL）などが相次いで出現し，主
治医，併診の皮膚科医および薬剤師（筆者），看護師もその対応に奔走した。
　今回，外来通院治療室での13コース目の点滴治療中の面談時に，患者より「いつも皮疹や爪，白血球数
などの話が中心で，先生にはずっとお話しできていないのですが，この治療を始めてしばらくしてから体
重が増え始め，もう5kg程度は増えています」との訴えがあった。
■合併症・既往歴：脂質異常症（5年前より）
■アレルギー歴：薬剤・食物ともになし

今月の一例



西村　　浩　NISHIMURA Hiroshi
厚木市立病院精神科部長
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�症　例：80歳代女性
主　訴：部屋に悪人や子どもたちが入ってきた
�起始・経過：蜂窩織炎で他院入院中に「部屋にや
くざが入ってきた」，「部屋に子どもが4人やって
きて，そのうちの1人がベッドに入ってきた」な
どと言い出して興奮したため退院させられ，その
まま精神科外来初診。同伴した家族によれば，「最
近，鍋を焦がしたことがありました」とのこと。
既往歴：高血圧，関節リウマチ

経　過：頭部CT検査にてびまん性脳萎縮を認めました。
また，血液生化学検査にて軽度貧血を認めましたが，甲
状腺機能やビタミンB1，B12および葉酸は正常範囲内で
した。
　以上の結果よりレビー小体型認知症の発症を疑い，ド

ネペジル（アリセプト®）錠3mgの投与を開始しました。
1週間後，副作用がないことを確認したうえで5mgに増
量。5週間後，幻視は消失しました。その後は興奮せず
穏やかに経過しています。

老年期認知症のタイプ

1脳血管性認知症
　高血圧，糖尿病，脂質異常症など生活習慣病の管理が
向上したこともあり，認知症の原因疾患第1位ではなく
なりましたが，脳血管の障害部位により記憶障害，自発
性低下，意欲低下あるいは無関心など多彩な精神症状を
示します。原因としては脳梗塞が多く，脳出血によるも
のが続きます。血圧や血糖，脂質の日常的管理など，生
活習慣病の管理が重要です。

1

第14回
認知症
「部屋に知らない人や子どもが入ってきた」と訴える80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！



国立病院機構埼玉病院薬剤部
荒　義昭
杏林大学医学部付属病院薬剤部
若林　進

監 修

プレバイミス®錠・プレバイミス®
点滴静注の概要

医薬品名：プレバイミス®錠・プレバイミス®点滴静注
一般名：レテルモビル
有効成分と含量：1錠中にレテルモビル240mgを含有す
るフィルムコーティング錠・1バイアル（12mL）中に
レテルモビル240mgを含有する水性注射剤

1．効能・効果
　同種造血幹細胞移植患者におけるサイトメガロウイル
ス感染症の発症抑制

2．用法・用量
錠：通常，成人にはレテルモビルとして480mgを1日1回

経口投与する。シクロスポリンと併用投与する場合に
はレテルモビルとして240mgを1日1回経口投与する。

点滴静注：通常，成人にはレテルモビルとして480mg
を1日1回，約60分かけて点滴静注する。シクロスポ
リンと併用投与する場合にはレテルモビルとして

240mgを1日1回，約60分かけて点滴静注する。
＜用法・用量に関連する使用上の注意＞
1．�錠剤と注射剤は医師の判断で切り替えて使用するこ

とができる。（以下，点滴静注のみの記載）ただし，
臨床試験において注射剤の長期投与の経験はなく，
注射剤の添加剤ヒドロキシプロピル-β-シクロデキ
ストリンは腎機能障害のある患者で蓄積し，腎機能
の悪化等を引き起こすおそれがあることから，注射
剤の投与は最小限の期間とし，経口投与可能な患者
には，経口投与を選択すること。（「重要な基本的注
意」の項参照）

2．�同種造血幹細胞移植の移植当日から移植後28日目ま
でを目安として投与を開始すること。投与期間は，
患者のサイトメガロウイルス感染症の発症リスクを
考慮しながら，移植後100日目までを目安とするこ
と。（【臨床成績】の項参照）

� 　�　サイトメガロウイルス血症又はサイトメガロウイル
ス感染症が確認された場合には，本剤の投与を中止し，
サイトメガロウイルスに対する治療等，適切な対応を
行うこと。

プレバイミス®錠・プレバイミス®

点滴静注（レテルモビル）

第22回

大野　能之
OHNO Yoshiyuki
東京大学医学部附属病院薬剤部
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