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初めの一歩は絵で学ぶ 漢方医学

新たな領域における薬剤師の貢献，いまと課題

第28回日本医療薬学会年会

（兵庫県神戸市）

【編集部】

2018 年 11 月 23〜25 日，第 28 回日本医療薬学会年会（年会長：千堂年昭・岡山大学病院薬剤部教授・薬
剤部長）が神戸コンベンションセンターで開催された。取り上げられたテーマは，がんや小児，腎など各領域の
薬物療法から近年注目が高まる救急医療やリハ薬剤まで多岐にわたり，各会場は演者・参加者の熱気に満ちた。

シンポ

AI で変わる DI 業務の未来，すでに活用を始めた施設も

特別企画シンポジウム「AI（人工知能）は薬剤師に

内容とその回答例を学習させた問い合わせシステムや

とって，魔法の杖なのか？─医療薬学分野での AI の活

AI 模擬患者とのコミュニケーショントレーニングシス

用と今後について」では，DI 業務における AI 活用の現

テムを紹介した。

状と将来の展望について議論された。
まず，若林進氏（杏林大学医学部付属病院薬剤部）

神崎浩孝氏（岡山大学病院薬剤部）は，同院で開発した
病棟からタブレット端末でアクセスが可能で，音声と自然

は，現状の DI 業務は依然として紙媒体から ICT 化への

言語で質問を認識し，DI 室に蓄積されたQ & Aを回答す

過渡期としながら，今後さらに AI 化まで進むのは必然

る「AI 搭載型医薬品情報提供支援システム」を紹介した。

的だとし，いずれ DI 室にある情報は AI が回答してくれ

望月伸夫氏（国立がん研究センター東病院薬剤部）

る時代が来ると見通した。一方で，電子カルテメーカー

は，国立がん研究センター中央病院と国立国際医療セン

などがシステムによる誤判断のリスクを危惧して AI の

ター病院の薬剤部と DI に関する医師・看護師からの問

導入が遅れることもありうるとして，今後 AI の判断や

い合わせ事例のデータベースを共有し，それを活用した

決定に対する責任についての法整備などの議論を進める

AI による質疑応答支援システムの研究開発を開始した

必要があるとの認識を示した。

ことを紹介。3 年後をめどに商業化を見据えた実証実験

続いて，木村隆夫氏（木村情報技術株式会社）は，医

まで進めたいとの展望を示した。

薬品情報は構造化されていないことが AI によるディー

総合討論では，会場から「AI に頼りすぎることで薬剤

プラーニングを難しくしているとして，現状はアナログ

師の情報リテラシーが下がるのでは？」，「AI の回答の

で AI の学習用の Q & A を作成して AI に教える作業が

質をどう判断すべきか？」といった質問があがった。演

必要だとした。また，インタビューフォームなどについ

者からは情報収集の効率が上がり総合的な情報リテラ

て，製薬企業に著作権があり利用に制限があることも課

シーは高まるとしながら，AI の回答の質を，多数の人

題だとした。現在，同社では AI の学習用の多くの Q & A

間で評価するシステムの検討，医療現場に提供するため

を自社のHPで広く医療現場から収集しているとしたほか，

には薬剤師の判断力，コミュニケーション能力のさらな

病院，調剤薬局，製薬企業，卸業者各社が独自に作成し

る向上が課題になるといった意見があがった。

ている Q & A にも参加を呼び掛けた。木村氏は，100 万
個の Q & A を AI に登録すれば，DI に関する問い合わせ
の大部分に対応できるシステムが実現可能とした。
また，教育現場や医療現場での AI 活用の取り組みに
ついても紹介された。湯本哲郎氏（星薬科大学先端生命
科学研究所生命科学先導研究センター応用医療情報室）
は，現在開発中の臨床現場で想定される薬剤師への質問
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特 集

いまはこうする！ 急性期・一般病院の認知症対応

認知症対応の現状
小川

朝生

OGAWA Asao

Points
急性期・一般病院においても，認知症をもちながら身体治療を受ける患者の割合が増加している。
認知症は，治療中の身体・精神機能低下を促進する要因となり，転倒の増加，再入院の増加，医療コ
ストの増加など多方面に影響する。
急性期・一般病院における認知症対応は，いかに身体機能の低下，せん妄の発症を予防し，再入院を
防ぐかが重要である。
薬剤師が関わる場面では，多剤併用の弊害をいかに予防し，退院や転院の際の服薬に関する情報の脱
落を防ぐかが問われる。

はじめに

人（総人口比 13.5％）
（2016 年 10 月 1 日現在 総務省調べ）
となった1)。今後，団塊の世代が後期高齢者に入る 2025
年までには，都市部を中心に高齢者の人口が 1.5〜2 倍程

地方に続き，都市部でも高齢者数が急激に増加し，診

度に急増することが推測されている。特に，後期高齢者

療において高齢者の占める割合がさらに高くなってき

は，何らかの医療を受けつつ社会生活を営む場合が多

た。高齢者の診療では，主たる疾患に加えて何らかの老

く，その支援方法や治療適応が議論になりやすい。

年症候群をもつことが一般的であり，そのうちの一つに

また，高齢者人口の増加とあわせて問題となるのが，

認知機能障害がある。特に 65 歳以上の人口の 15％が認

高齢者の単身世帯の増加である。高齢者では，日常生活

知症と推測されるなど，その問題は広く認められつつあ

のような定まった内容は自力で対応できるものの，治療

る一方，認知症の併存が診療にどのような影響を及ぼす

に関連した処置（例えば，インスリンの自己注射やスト

のか，まだ十分に知られていない課題がある。ここでは，

マケアなど）のように難易度の高い動作は見守りや介助

認知症を併存する場合の診療の現状と対応についてまと

が必要な場合が増える。加えて，介護者のほうが支援を

めたい。

要する場合も生じうる。医療的な問題に加えて，社会的
な支援体制についても同時に検討を進める必要がある。

わが国の現状
超高齢社会を迎えたわが国では，65 歳以上人口が
3,459 万人（総人口比 27.3％）
，75 歳以上人口も 1,685 万

認知症
高齢者特有の問題の一つに，認知症をあげることがで

国立がん研究センター東病院精神腫瘍科
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メカニズムから理解する

救急・急変対応
Basic Lecture

新連載

第1回

ショック─鑑別編─

小原

章敏

OHARA Akitoshi

堺市立総合医療センター 内科統括部部長／救急・総合診療科部長／循環器内科／集中治療科

はじめに
ショックの定義はさまざまであるが，病態生理学的には「循環が原因となり主要臓器や末梢の細胞が
必要とする酸素を送れない状態」である1)。細胞レベルでの酸素負債が起こり，経過とともに悪化する
ため迅速な対応が必要とされる。
そのような状況ではさまざまな症候が発生する。意識障害や多臓器不全，四肢のチアノーゼなどであ
るが，血圧が低いことがほぼすべてのショックに共通する。また，治療において優先されるのも原因と
なった疾患の治療とともに血圧の是正である。例えば肺炎が原因となって敗血症性ショックになってい
る場合である。肺炎に対しては排痰・抗菌薬の使用が根治的な治療となる。抗菌薬は使用後数日で効果が
発現する。その間生命を維持するうえで血圧を安定させることが重要である。
収縮期血圧が 90 mmHg 未満でショックを疑う。さらに，この値を覚えるより重要であるのは普段の
血圧を知ることである。普段の血圧より低い（収縮期血圧で 30 mmHg 以上低い）
，これもショックを強
く疑う所見である。

ショックの病態生理学的分類（ショックは 4・4）
ショックを病態生理学的にみると，表 1 のように分類できる。表のタイトルとなっている「ショック
は 4・4」であるが，最初の「4」は初期治療を同一とする大きなカテゴリーである。カテゴライズした
ら病態に応じて初期治療を開始する。さらに治療反応を観察しながら診断につなげるよう検査を進める
必要がある。
後ろの「4」は右心不全症状となる疾患群である。これらの疾患が急性右心不全を起こす疾患群と
知っていれば数分以内に診断に行きつき，迅速に適切な治療介入ができる。はじめにも述べたが，
ショックはショックであることで他の病態をどんどん引き起こす。迅速な介入が必要である。
ショックの重要なサインは低血圧である。血圧が低下する原因によりショックを分類する。
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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 10 回

肥満患者の投与設計

海外と同じ投与量の薬剤が増えている

学生：体がとても大きな患者がやってきましたよ。体重が 85 kg もあります。私の体
重は 50 kg だから，この人にはピペラシリン/タゾバクタムは通常投与量の 2 倍を使う
必要がありそうですね。
指導薬剤師：おや？

この患者は体重だけでなく身長も大きいね。見上げるほどで，

まるで外国人みたいだ。
「外国人みたい」
，ということで，アメリカでのピペラシリ
ン/タゾバクタムの投与量は何 g だろう？

ここは 1 つ，調べてみてくれるかな？

学生：日本と同じくらいです。緑膿菌感染を疑わなければ 1 回 3.375 g を 6 時間ごと，
疑う場合は 1 回 4.5 g を 6 時間ごとみたいですね。
指導薬剤師：そうだね。日本と極端に変わるわけではないね。では，アメリカ人の平
均体重を知っているかい？

米 国 疾 病 管 理 予 防 セ ン タ ー（Centers for Disease

88.7 kg，女性の平均体重は 76.4 kg であったそうです。

Control and Prevention；CDC）が 2011〜2014 年の間で

つまり，体重 85 kg の患者であってもピペラシリン/タ

19,000 人に対して行った調査では，男性の平均体重は

ゾバクタムは米国の投与量で十分であり，日本の添付文
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～こんなときどうするの？～
第6回

患者さんが目の前で泣き出したらどうする？
〜悲しみという感情の役割について〜
清水

研 SHIMIZU Ken

田中

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長

康裕 TANAKA Yasuhiro

等潤病院薬剤科

第6回は…
服薬指導にベッドサイドに赴き，薬剤の説明をしよ

知ってからは，患者さんが泣き出したときに，
「あぁ

うと思っていたら，患者さんは表情が暗く，重苦しい

よかったな」と思うようになりました。悲しみという

雰囲気が漂っていた。最近つらいことがあったらしく，

感情はこころの傷を癒す働きがあるからです。

話しているうちに患者さんが泣き出してしまった。そ
んなご経験はありますか？

もしそんな場面に出会っ

たら，みなさんはどのような対応をされますか？
かつての私は，そのような場合にどうしてよいかわ
からず，困惑し，早くその場を離れたいと思っていま

患者さんの涙に戸惑われている方は，本稿を読んだ
後，自信をもって対応していただきたいと思います。
なぜならば，涙を流した患者さんは，あなたのことを
信頼しているからこそ泣けたわけです。そしてそのこ
とで，とっても救われているわけですから。

した。しかし，「悲しみ」という感情の役割について

患者

塚原美穂 さん

54 歳女性。独身。両親と妹の 4 人家族。胆嚢がん stage IVと診断され，
疼痛コントロール目的で入院中。

登場人物

担当薬剤師・薬丸 正 先生

600 床の総合病院に勤務する薬剤師で 10 年の臨床経験がある。一生懸命
で物事に誠実に取り組む人柄。清水先生とは以前緩和ケアチームでいっ
しょに働いていたので，患者のことで対応に困ると，ときどき病棟でつかま
えて相談にのってもらう間柄。

緩和ケアチーム・清水 研 先生

薬丸先生がもやもやしているときに，タイミングよく現れる精神科医。患者
さんのこころのケアを行うだけでなく，医療者の心理的なサポート，難しい
場面での相談にもよくのっている。
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3 stepで
考える！

27
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！

その「下痢」が良くなったのはファモチジンの
おかげですか？
望月

敬浩 MOCHIZUKI Takahiro
静岡県立静岡がんセンター薬剤部

・上皮増殖因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害薬（TKI）投与患者の下痢が気になる
ようになる。
・ EGFR-TKI 投与患者の併用薬について知りたくなり，調べてしまう。
・ファモチジンと EGFR-TKI に薬物相互作用があることが理解できるようになる。

今月の一例
55 歳女性，身長155 cm，体重 44 kg。肺腺がん，多発脳転移，がん性心膜炎，Stage IVB，EGFR 遺
伝子変異あり（exon21 L858R）
。
肺腺がんの 3 次治療でエルロチニブ投与中に頭痛・悪心が発生したため予定外受診，そのまま緊急入院。
脳転移の増悪が疑われたが画像上は SD（stable disease；安定）であり，主担当医の方針は「支持療法
でコントロールがつかなくなるまではエルロチニブ継続」であった。
入院後はエルロチニブを継続しながら抗浮腫療法を行い，徐々に頭痛・悪心は改善，退院を検討し始め
ていたが，入院13日目から軟便がみられ始めた。入院14日目に酸化マグネシウムを中止したが，その後
も下痢は増悪していった。
■既往歴：52 歳 脂質異常症（ロスバスタチンを服用していたが，検査値が改善したため 3 カ月前に終了）
■職 業：事務職
■家族歴：胃がん（伯父）
■嗜好歴：喫煙習慣なし，機会飲酒
■アレルギー歴：なし
■副作用歴：下記抗がん薬以外の薬剤での副作用なし
■OTC 医薬品・健康食品服用歴：なし
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薬剤師学術能力開発研究会（ACID）

ミカファンギンのカンジダ菌血症治療で有効な
投与量について教えてください
眞継

賢一 MATSUGI Kenichi
関西電力病院薬剤部

今月の症例

●女性，70 歳代
重症急性膵炎の治療目的で入院。感染性の膵嚢胞および膵壊死を合併しており，内科的ドレナージ術では改善が認
められず，開腹にて緊急の膿瘍ドレナージ術が施行された。その後，食事が可能となり経過は良好であったが，術後
22 日目にして 38.5℃の発熱を認めたため血液培養を 2 セット採取した。また誤嚥性肺炎を疑い，スルバクタム
（sulbactam；SBT）
/アンピシリン（ampicillin；ABPC）による治療が開始された。しかし，抗菌薬開始後も 38.5℃
を超える発熱が継続したことから真菌感染症を疑い，β-D-グルカンを測定すると 660 pg/ mL であった。術後 22 日
目に採取した血液培養から真菌が検出されたとの報告があり，真菌による菌血症と診断され，エンピリカルにミカ
ファンギン（micafungin；MCFG）150 mg/ 日の投与が開始された。MCFG 投与後，β-D-グルカンは低下し，解
熱傾向となり経過は良好であった。また，カンジダ菌血症の合併症であるカンジダ眼内炎の有無を確認するために，
眼科を受診してもらったがカンジダ眼内炎は認められなかった。その後，血液培養から検出された菌株は Candida
glabrata と同定され，薬剤感受性はキャンディン系抗真菌薬やアゾール系抗真菌薬，ポリエン系抗真菌薬のいずれも
感受性を認めていた（MCFG≦0.06 µg/ mL）
。さらに MCFG で治療継続していたが，再び 38℃を超える発熱を認め，
MCFG による治療開始後 7 日目のβ-D-グルカンは陰性化していなかった。このタイミングで主治医より「MCFG を
増量すべきなのか，それとも他の抗真菌薬への変更を考慮すべきか」と薬剤師に相談があった。
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