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排尿ケアチームで
排尿自立度改善に貢献
入院患者の尿道カテーテル抜去後早期の排尿自立は，転院や退院を見据えたうえで重

公立陶生病院
（愛知県瀬戸市）

要となる。2016 年の診療報酬改定では「排尿自立指導料」が算定可能となり，その算
定要件として多職種からなる排尿ケアチームの設置が定められている。現在のところ薬
剤師の排尿ケアチームへの参加は要件に含まれていない。しかしながら，公立陶生病院
では，排尿ケアチームに薬剤師が参加し，下部尿路機能に影響を与える薬剤のチェック，
尿路感染症に対する抗菌薬の適正使用の支援などを行うことで，患者の排尿自立をサ
ポートしている。

理学療法士

看護師

薬剤師

医

病院概要

師

◦病床数
事

務

◦薬剤師数
◦入院患者数
◦平均在院日数

30 診療科，633 床
41 名
15,642 人/年
12.9 日

メディカル
アシスタント

排尿ケアチーム

排尿自立指導料

200 点（週１回，計 6 回まで算定可能）

公立陶生病院

病棟看護師と排尿ケアチームが，下部尿路機能の回復のため
に包括的排尿ケアを行った場合に算定
目的

・尿道カテーテルを 1 日でも早く抜去する
・尿路感染を防止するとともに排尿自立の方向に導く
※排尿自立…排尿管理方法は問わず，自力で排尿管理
が完結できること

対象

・尿道カテーテル抜去後に，尿失禁，尿閉等の下部尿
路機能障害を有する患者
・尿道カテーテル留置中の患者で，尿道カテーテル抜

排尿ケアチーム
ラウンド

去後に下部尿路機能障害を生じると見込まれる患者

チーム設立時から薬剤師が参加

た点を軽視する傾向にあった。しかしながら，排尿が早
期に自立することで患者の尊厳が守られ，また医療ス

地域の基幹病院として，急性期医療を担っている公立

タッフの負担も軽減され医療費抑制にもつながることか

陶生病院（以下，同院）だが，一般に急性期病院におい

ら，2016 年の診療報酬改定では多職種からなる排尿ケ

て入院患者は主疾患の治療が優先され，主治医をはじめ

アチームと病棟看護師が患者を支援することで「排尿自

とした医療スタッフは尿道カテーテルの早期抜去による

立指導料」が算定可能となった。これをきっかけに同院

尿路感染症の防止，尿道カテーテル抜去後の下部尿路機

でも，2017 年 5 月に排尿ケアに関する専門知識を有する

能の評価と転院や退院を見据えた排尿自立の支援といっ

多職種チームとして排尿ケアチームを立ち上げた。メン
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特集 1

クロストリディオイデス（クロストリジウム）ディフィシル感染症──抗菌薬関連下痢症の主役！

治療

──メトロニダゾール，バンコマイシン，
フィダキソマイシン
松元

一明

MATSUMOTO Kazuaki

Points
初発の非重症例にはメトロニダゾールの使用が推奨される。
メトロニダゾールは肝・腎障害時には投与量の調節が必要かもしれない。
重症例や再発例にはバンコマイシンの使用が推奨される。
フィダキソマイシンはバンコマイシンと同等の臨床効果があり，再発率が低い可能性がある。

表1

はじめに
最近まで CDI 治療薬は，メトロニダゾール内服錠/点

 トロニダゾールに対するバンコマイシンのリスク比
メ
と 95％信頼区間

臨床効果

リスク比

95％信頼区間

1.08

0.99〜1.17

滴静注薬，バンコマイシン散の 2 剤しかなかったが，

非重症例

1.09

1.00〜1.19

2018 年 9 月にフィダキソマイシン錠が販売された。本稿

重症例

1.19

1.02〜1.39

では，メトロニダゾール，バンコマイシンの使い分け，

再発率

0.86

0.62〜1.18

使用上の注意点，さらに，フィダキソマイシンの位置付

副作用発現率

0.66

0.25〜1.77

けと今後の期待について述べる。

メトロニダゾールと
バンコマイシンの使い分け

非重症例では，両者の有効性に有意な差はみられなかっ
たが，メトロニダゾールの薬価は安く，バンコマイシン
の使用量増加はバンコマイシン耐性腸球菌の発現増加に

メトロニダゾールとバンコマイシンの有効性の違いを

つながる可能性があり2)，非重症例ではメトロニダゾー

明らかにするために，メタ解析が実施されている1)。

ルの使用が推奨されている。しかし，メトロニダゾール

表 1 に示すように，バンコマイシンはメトロニダゾール

に対するアレルギーや副作用によりメトロニダゾールが

に対して，臨床効果，再発率，副作用発現率において有

使用できない場合，妊婦や授乳婦の場合は，非重症例で

意差はなかったが，非重症例と重症例に分けて臨床効果

もバンコマイシンが使用される。

のサブグループ解析が行われた結果，重症例においてリ
ス ク 比 1.19，95％ 信 頼 区 間 1.02〜1.39 と な り 有 意 差 が
あった。この結果に基づき，重症例ではメトロニダゾー
ルよりバンコマイシンの使用が推奨されている。一方，
慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座 教授
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特集 2

抗がん薬曝露対策の Tip and Trick──Beyond the Guideline

がん薬物療法における職業性曝露
対策ガイドライン 2019
──概要と改訂ポイント

日浦寿美子
HIURA Sumiko

Points
がん薬物療法に関わるすべての医師，薬剤師，看護師などに対して，hazardous drugs（HD）曝露
を限りなくゼロに近づけることは，健康への有害な影響を低減するために不可欠である。
職業上の危険性への曝露を排除，または最小限にするためのリスクマネジメントの概念である「ヒエ
ラルキーコントロール」に則り，曝露対策の効果が高いヒエラルキーの上層から順に対策に取り組む
必要がある。
具体的な曝露予防対策には，安全キャビネット（BSC）/アイソレーターの使用，閉鎖式薬物移送シス
テム（CSTD）の使用，適切な個人防護具（PPE）の使用などが推奨される。

Pharmacopeia（USP）より USP General Chapter<800>

はじめに

Hazardous Drugs-Handling in Healthcare Settings（以
2)
下，USP<800>）
が公布された。これは hazardous drugs

がん薬物療法に関わる医師・看護師・薬剤師などすべ

（HD）を適切に扱うための指針であり，施設の管理者/

ての関係者の職業性曝露を予防し，安全に働く環境を提

職員が講じる必要がある曝露対策が網羅されている。こ

供するため，2015 年 7 月に日本がん看護学会・日本臨床

の基準は，法的拘束力をもち 2019 年 12 月から施行され

腫瘍学会・日本臨床腫瘍薬学会の 3 学会合同で「がん薬

る。そのため米国では各種ガイドラインも改訂が進めら

物療法における曝露対策合同ガイドライン 2015 年版」

れており，大きな変化を認める。

1)

（以下，初版ガイドライン）が発刊された。初版ガイド

このように初版ガイドライン発刊後，曝露対策が進ん

ライン発刊後，2016 年度の診療報酬改定で，すべての

でいるが分子標的薬など頻繁に使用されるようになった

無菌調製への閉鎖式薬物混合システム（closed system

ことで，新たな臨床疑問（clinical question；CQ）が生

drug transfer device；CSTD）使用に 180 点が加算され，

じている。そこで国内外の状況が変化していることも加

国としても曝露対策が重要であることが示された。ま

味し，日本のがん薬物療法の状況に即したガイドライン

た，2016 年 6 月労働安全衛生法が改正され，一定の危険

に改訂する必要があり，今回「がん薬物療法における職

有害性のある化学物質について，その危険性や有害性を

業性曝露対策ガイドライン 2019 年版」
（以下，改訂版ガ

特定し，それによる労働者への危険または健康への有害

イドライン）が作成された。なお，改訂版ガイドライン

な影響を生じるおそれの程度を見積もり，リスクの低減

は利用対象者をより明確にするため，
「職業性曝露対策

対策を検討することが義務づけられた。

ガイドライン」とされ，2019 年 2 月に刊行された。本稿

米国では 2016 年米国の薬局方にあたる United States

では，筆者がガイドライン改訂委員として作成に関与し

東邦大学医療センター大橋病院薬剤部
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新連載

大路

剛 OHJI Goh

神戸大学医学部附属病院感染症内科

第

1

回

鑑別診断が大切な理由
連載開始にあたって

皆さん，はじめまして。皆さんは「感染症」と聞くとどのような診療を想像されますか。
Infection Control Team（ICT）などの部門や院内感染，などいろいろなキーワードが浮かんでくるでしょう。感染制
御部門や最近では感染症科を名乗る診療科も増えてきています。循環器疾患，集中治療領域，消化器疾患などに比べ，臨
床現場で「感染症」というとさまざまな分野を含んでしまいます。どの部分の話をしているか混乱していることも多いの
で整理して 3 つに分類するとわかりやすくなります。
①感染管理
主に患者→患者間，医療従事者→患者間の院内感染対策です。医療安全の側面が中心となります。感染防止対策加算の
対象がここです。
②さまざまな病原微生物への曝露対策
いわゆる針刺し事故対策など。患者→医療従事者間での曝露対策です。医療現場という事業場における労働安全衛生対
策が中心となります。感染防止対策加算などの一部も含まれます。
③いわゆる臨床感染症
HIV や熱帯感染症など感染症専門医が中心にマネージメントする領域に加え，鑑別診断のなかで感染症を疑う場合の適
切な感染臓器の推定および治療の選択を行うなどいわゆる「一般感染症診療」の部分です。抗菌薬適正使用支援の中心が
この後者の部分です。
この連載では，主に③の臨床感染症のなかで「一般感染症診療」の部分を中心に述べていきます。この「一般感染症診
療」は，2018 年 4 月から診療報酬に導入されている抗菌薬適正使用支援加算を考えていくうえでは非常に大切な要素だと
思います。また，旧来の感染管理を中心とした医療関係者にはややなじみが薄く，どのように感染症診療に取り組んでいっ
たらよいのか戸惑っている方も少なくないでしょう。抗菌薬適正使用支援につながる感染症診療のツボをすべての医療従事
者が知っておくと日々の業務が楽しくなります。できる限り簡単な一般感染症診療のコツを解説していこうと思います。
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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 12 回

人工冬眠の薬

人工冬眠に適応がある薬

学

生：日曜日に，世間で話題になっている SF 映画を観てきました。「宇宙船が故障

して見知らぬ惑星に不時着してみると，そこでは猿が人間を支配していたからびっく
り！

主人公は人間たちを率いて惑星から脱出を試みる」という内容の話です。ラス

トが衝撃的で，知らない惑星で人工冬眠から目が覚めたと思っていたら，実はその惑
星は人類が滅んだ後の地球だったとは…。まあ，人工冬眠できるような薬なんて，そ
んなに簡単にはつくれないでしょうから，宇宙旅行は当分先でしょうけど。
指導薬剤師：われわれが生きているうちに宇宙旅行ができるようになることは難しい
ね。とはいえ，
「人工冬眠」の適応名だけであれば，すでに 70 年以上前から存在して
いるよ。
学

生：本当ですか！？ 夢の薬がまさか…。

「人工冬眠」の適応をもつ珍しい薬として，クロルプ

のなかにはウインタミン® という商品名もあります。こ

ロマジンがあります。クロルプロマジンを成分とする薬

の名称は冬（winter）とアミノ酸（amine）をつなげて
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～こんなときどうするの？～
第8回

「あなたに私の気持ちがわかりますか？」
〜共感について考えてみる〜
清水

研 SHIMIZU Ken

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長

阿部健太郎 ABE Kentaro
国立がん研究センター中央病院薬剤部

第8回は…
私自身は過去に苦い経験があります。患者さんから
「あなたに私の気持ちがわかりますか？」と聞かれ，
どう答えたらよいか返答に困りました。そして，悩ん

で医療者は，「患者さんのつらさを理解することが大
切」といったことを教えられます。
そもそも，
「患者さんの気持ちを理解する」とはど

だ挙句に「わかります」と答えたら，
「私の気持ちが

ういうことなのでしょうか？

どうすれば「理解でき

わかるはずないじゃない！」と患者さんは怒ってしま

た」という状態になるのでしょうか？
今回は，患者さんに寄り添うためのカギとなる概念

いました。
「自分のことを理解してほしい」と思っている患者

である「共感」をとりあげます。患者さんと向き合う

さんは多いですが，「このつらさは実際に体験しない

ときには，ある心構えをもっておくとよいかもしれま

とわからない」と思っている方もいるでしょう。一方

せん。

患者

小林佐和子 さん

主治医・乳腺科の吉岡直美 先生

56 歳女性。左乳がん。夫（60 歳）と娘（32 歳）の 3 人暮らし。
卒後 15 年目，臨床経験が豊富で患者の声にもよく耳を傾け，丁寧な診察
を行っている。

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！

29
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！

この「低ナトリウム血症」はルビプロストンに
よるものですか？
葛城

怜子 KATSURAGI Satoko
昭和大学病院附属東病院薬局

・低 Na 血症の特徴を説明できるようになる。
・低 Na 血症をもたらす他の要因について知りたくなり，調べてしまう。
・低 Na 血症を疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

今月の一例
69 歳女性。皮疹，筋力低下，嚥下障害を主訴に皮膚筋炎の診断で精査・加療目的に入院。入院日よりプ
レドニゾロン 0.8 mg/kg と大量内服を開始していたこと，入院生活が長期化し離床があまり進んでいな
かったことやストレス過多などから，排便回数が 3日に1回程度の便秘になったため，入院14日目にルビ
プロストン 24 µg を1日2 回，自己調節可能で内服開始した。また，入院15日目から免疫抑制薬としてタ
クロリムス1.5 mg が開始された。
入院前から嚥下障害があり，もともと食事は全粥 5 割ほどしか摂取していなかったが，入院17日目より
食後 30 分〜1時間後に吐き気と嘔吐を訴え，食事量は 0〜3 割ほどまで落ちていた。医師の診察によれば
腹部は軟らかく平坦であり，痛みの自覚はなし，右季肋部叩打痛なし。血液検査結果によれば，血清ナト
リウム（Na）濃度が入院時140.0 mEq/L だったところ入院19日目には126.3 mEq/Lまで著明に低下し
ていた。嘔吐は入院18，19，21日目に認められた。
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