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薬剤師の介入で，
褥瘡対策に確かな成果を
地域医療機能
推進機構
熊本総合病院
（熊本県八代市）

急速な高齢化を背景に，入院病棟や在宅における褥瘡対策が国をあげての喫緊の課題
となる一方で，薬剤師の貢献は立ち遅れている。日本褥瘡学会による認定師のうち薬剤
師が占める割合は全体のわずか 15％程度〔596 名中 91 名（2018 年 9 月時点）〕。現
在，全国の医療施設で褥瘡対策チームの設置が進むが，その多くは医師や看護師が主導
し，薬剤師の存在感は薄いのが現状だ。
そんななか，熊本総合病院では，薬剤師が褥瘡対策チームの中心的な役割を担い，確か
な成果をあげている。褥瘡に携わる多職種のなかで薬剤師にできる介入は何か。そして，
薬剤師の介入によって褥瘡対策はどう変わるのか。同院の褥瘡対策チームを取材した。

て，定期回診のない週にも大岡氏がベッドサイドを訪れ，
医師と連絡を取りながら薬剤や処置を調整する。さら
に，看護師らが病棟で新たな褥瘡を発見したときはその
場で大岡氏の PHS に連絡。褥瘡の発生や悪化を早期に
発見し，早期に対応できる体制を構築している。
とはいうものの，かつては皮膚科の医師や理学療法士
がチームに所属しておらず，回診も不定期だったとい
う。業務繁多などの理由から，回診時にチーム全員が揃
うことも難しく，
「適切な治療やアセスメントをしよう
というのはいかんせん無理な話」（大岡氏）だった。

熊本総合病院

状況が改善し始めたのは 2014 年。大岡氏や看護師の

病院概要
◦病床数
◦薬剤師数

塚本五月氏の働きかけで理学療法士がチームに参加し，

400 床

拘縮への対処や体位変換などを適切に行えるようになっ

18 名

◦入院延べ患者数 10,012 人/月＊

た。また，栄養不良による褥瘡の発生や悪化を防ぐべ

◦平均在院日数

く，栄養サポートチーム（NST）との連携も開始。2015

＊：2019 年 6 月の集計データ

16.7 日

＊

大岡建太郎氏

年には皮膚科専門医の久保正英氏が入職してチームに加
わり，現在の体制が整った。

多職種連携で褥瘡発生率・治癒日数が改善

その結果，以前の体制では 1.70±0.71％（2013 年度）
だった院内での褥瘡推定発生率が，2014 年度には 1.34±

「褥瘡は，長時間の圧迫などの条件さえ揃えば，私た

0.53％へと低下。さらに，2015 年度には 1.06±0.46％へ

ち健常者にも生じうる疾患。その反面，頑張れば必ず治

と有意な低下を示し，日本褥瘡学会実態調査委員会の全

すことができる疾患でもある」──こう語るのは，熊本

国調査（2013 年）による褥瘡推定発生率の平均値との

総合病院薬剤部の大岡建太郎氏。入院病棟や在宅の現場

比較でも，一般病院 1.60％（95％CI：1.50〜1.70）
，大学

を悩ませるこの問題に，同院では，多職種で取り組んで

病院 1.16％（95％CI：1.04〜1.28）をいずれも下回った。

きた。

さらに，褥瘡治癒日数も年を追うごとに短縮し（図 1），

同院の褥瘡対策チームは，皮膚科の医師 2 名，薬剤師

2016 年度には，重症度分類の 2 つのステージで同学会社

2 名，管理栄養士 1 名，理学療法士 1 名，看護師 3 名から

会保健委員会の報告結果を有意に下回る成果をあげるこ

なり，2 週に 1 回の定期回診を行っている。必要に応じ

とができた（図 2）
。
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特 集

つまずかないための 抗パーキンソン病薬の考え方，使い方

治

療

わが国のパーキンソン病治療薬と
治療開始時の投薬方針

前田

哲也

MAEDA Tetsuya

Points
ドパミン補充療法は 1960 年代に確立された。
パーキンソン病（PD）の薬物療法はテーラーメイド医療である。
PD 治療開始薬にはレボドパ（L-ドパ）配合薬，ドパミンアゴニスト，モノアミン酸化酵素 B（MAOB）
阻害薬がある。
治療導入時は運動合併症をおそれるあまり不十分な治療（アンダートリートメント）にならないよう
注意する。

はじめに
パーキンソン病（PD）の薬物療法は 1960 年代のドパ
ミン補充療法に始まる。ドパミン前駆物質であるレボド
パ（L-ドパ）は，その効果の確実性から PD 治療の標準
薬と位置づけられ，診断上も有効性は重要な所見とされ

わが国の抗 PD 薬概説
わが国で使用承認されている先発医薬品の一覧を表 1
に掲載した。各々の特徴を以下に概説する。

1 L-ドパ製剤

ている。一方，L-ドパによる治療開始は，のちの運動

PD 治療の標準薬であり，次に述べるドパミンアゴニ

合併症の発現に大きく関与することがよく知られてい

ストとともにドパミン補充療法（後述）の基本的治療薬

る。治療導入期の PD 治療は，症状の十分な改善とこの

で ある。世 界 で 最も広く用いられ ているInternational

運動合併症の招来とのバランスを考慮したテーラーメイ

Parkinson and Movement Disorder Society（MDS）の

ドを行うことが最大の要点となる。薬剤開発の進む本領

臨床診断クライテリア1) では，支持基準の最初にドパミ

域では薬剤特異的な問題もまた多彩であり，生産世代の

ン補充療法の明確かつ劇的な有効性を認めることが掲げ

患者では日常生活や社会的立場なども勘案して選択する

られている。また，わが国の難病政策における臨床調査

必要がある。また，超高齢化を迎えたわが国では高齢発

個人票の診断基準にも，ドパミン補充療法への反応性が

症者も増加しており，認知機能障害の有病率を背景とし

掲げられている。具体的に，その確認は「ドパミン受容

た精神症状などの副作用にも注意する必要がある。本稿

体刺激薬または L-ドパ製剤で確認することが望ましい」

では治療薬の基本を踏まえつつ，実臨床での治療薬導入

とも記載されている。

時の考え方について述べる。

岩手医科大学医学部内科学講座神経内科・老年科分野

2019.8（Vol.61 No.11）── 35（1935）

～こんなときどうするの？～
第 12 回（完）

家族のケアについて
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

橋口

宏司 HASHIGUCHI Koji

横浜南共済病院外来化学療法センター／薬剤科

第12回は…
家族は第二の患者といわれ，家族が本人以上の精神

合，医療者が声をかけても，「私は大丈夫ですから，

的苦痛を抱えていることも少なくありません。自分に

あの人のことをまず考えてあげてください」というふ

とって大切な人が大きな病気になれば，家族の人生も様

うに断られてしまいます。

変わりしますし，受け入れがたいこともあるでしょう。

さらに，家族が心配するあまり，
「本人には厳しい

また，家族はつらい気持ちを抱えていても，
「一番

状況を伝えないようにしてください」と希望すること

大変なのは本人なのだから，弱音を吐いてはいけな

もあり，患者さん本人の意向と，家族の意向のどちら

い」と思ったり，
「本人の前では明るく振る舞わなけ

を優先したらよいのか，医療者が板挟みになることも

ればならない」と感じているなど，自分自身のケアを

あります。このように，なかなか一筋縄ではいかない

後回しにしてしまうこともあります。このような場

家族のケアについて，本稿では考えてみます。

患者 川合信介 さん
患者の妻 川合真紀子 さん

70 歳男性。小さな工務店の社長。体力が許す範囲で仕事は続けている。
65 歳女性。工務店の事務をしている。明るいが，心配性。重要な局面で
は夫に頼ってきた。

登場人物

主治医・消化器内科の吉田 誠 先生

卒後 15 年目で臨床経験が豊富。

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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宮川

泰宏 MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第 16 回

ことわざと薬

薬局方に赤ワイン

新人薬剤師：先輩！

飲み放題だからといって，お酒を飲みすぎですよ！

先輩薬剤師：いいか，昔から「酒は百薬の長」といってだな…。
新人薬剤師：そんなのは，酒飲みのいいわけじゃないですか。それに，薬として飲む
ならばビールではなく赤ワインを飲まないと。
先輩薬剤師：なんで赤ワインなんだ？
新人薬剤師：だって，薬局方にもあるじゃないですか，赤ワインのブドウ酒が。海外
では「良いワインは良い血をつくる」と，いう言葉もあるそうですよ。

薬剤師にとって定番の小ネタではありますが，第 3 類

進，興奮，下痢，不眠症，無塩食事療法です。内容とし

医薬品として日本薬局方ブドウ酒があります。成分は赤

ては「酒は百薬の長」ということわざの意味に近い文章

ワインであり，効能・効果としては滋養強壮，食欲増

となります。一方，海外には「酒は百薬の長」によく似

2019.8（Vol.61 No.11）── 103（2003）

企画・編集協力

10

薬剤師学術能力開発研究会（ACID）

シクロスポリンの間質性肺炎での血中濃度モニタリング
（TDM）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，49.2 kg，Ccr＝70.9 mL/分，eGFR＝87.3 mL/分/1.73 m2
間質性肺炎で当院呼吸器内科かかりつけの患者。本日便秘が増悪したと消化器内科を受診し，精査目的で CT 撮影
したところ，炎症反応高値および肺野にびまん性陰影が指摘され，呼吸器内科へ紹介された。当院受診前に白色痰が
混じる咳嗽を伴っていたため，近医を受診し複数の薬剤〔鎮咳薬（コデインリン酸塩含む）
，去痰薬，抗菌薬〕が処
方されていた。胸部聴診では，左背部にファイン・クラックルを聴取，SpO2 97％（room air；RA）を認めていた。
その後，間質性肺炎急性増悪の除外も含めて，感染性の肺炎として入院加療が始まった。抗菌薬療法はスルバクタム・
アンピシリンで開始されたが，入院加療 3 日後の肺野，酸素化の改善が乏しく非侵襲的陽圧換気療法（noninvasive
positive pressure ventilation；NPPV）が必要な状態にまで呼吸状態が悪化していた。病状が急速に進行していた
ことから，主治医は間質性肺炎の急性増悪と診断し，呼吸器カンファランスを経てステロイドパルス療法とシクロホ
スファミドの点滴，そしてシクロスポリン点滴が開始された。このタイミングで主治医より病棟薬剤師に「間質性肺
炎の治療におけるシクロスポリンの血中濃度モニタリング（therapeutic drug monitoring；TDM）をお願いした
い」と薬物療法の協力依頼があった。
○間質性肺炎に対する薬物療法
①メチルプレドニゾロン点滴静注

500 mg/日×3 日間の予定

②シクロホスファミド点滴静注

500 mg/日×1 日のみ

③シクロスポリン点滴静注

150 mg

3 時間かけて点滴

連日投与予定

2019.8（Vol.61 No.11）── 117（2017）

監修

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

第 31 回

進

ベージニオ 錠 50 mg，100 mg，
150 mg（アベマシクリブ）
®

荒

義昭

ARA Yoshiaki

国立病院機構埼玉病院薬剤部

ベージニオ® 錠の概要
医薬品名：ベージニオ 錠 50 mg，100 mg，150 mg
®

一般名：アベマシクリブ
有効成分と含量：アベマシクリブ 50 mg，100 mg，150 mg

とにより，retinoblastoma（Rb）タンパク質のリン酸化
を阻害し，細胞周期の進行を停止して腫瘍細胞の増殖を
抑制します。
ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性で，内分泌療法歴
のある手術不能または再発乳がん患者を対象としたフル
ベストラントとの併用投与による臨床試験（MONARCH2

1．効能・効果

試験）において，本剤＋フルベストラントの併用投与によ

ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再

り，プラセボ＋フルベストラントの併用投与と比較して有
意な無増悪生存期間（progression free survival；PFS）

発乳癌

の延長が認められました。また，ホルモン受容体陽性か
2．用法・用量

つ HER2 陰性で，内分泌療法歴のない手術不能または再

内分泌療法との併用において，通常，成人にはアベマ

発閉経後乳がん患者を対象とした非ステロイド性アロマ

シクリブとして 1 回 150 mg を 1 日 2 回経口投与する。な

ターゼ阻害薬の併用投与による臨床試験（MONARCH3

お，患者の状態により適宜減量する。

試験）において，本剤＋非ステロイド性アロマターゼ阻
害 薬〔NSAI（non-steroidal aromatase inhibitor），レ

3．特

徴

トロゾールまたはアナストロゾール〕の併用投与によ

ベージニオ 錠は，サイクリン依存性キナーゼ（cyclin
®

dependent kinase；CDK）4 および 6 に対して選択的な
阻害作用を有する経口投与可能な低分子化合物です。
CDK4 および 6-サイクリンDの複合体の活性を阻害するこ
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り，プラセボ＋NSAI の併用投与と比較して有意な PFS
の延長が認められました。
それでは，ベージニオ® 錠の審査報告書を見ていきま
しょう……と，その前に，5 月に 4 年ぶりとなるブルー

