


巻頭Quiz 「メカニズムから理解する
　救急 ・急変対応　　Basic Lecture」より

連載

　2019.12（Vol.61 No.16）── 3 （2961）

症　例

　55歳女性。朝から嘔気・臍周囲の不快感
が出現した。嘔吐も数回あり，夕方近医を
受診し制酸薬などを処方され，帰宅し就寝
した。翌日，右下腹部痛を自覚，押さえる
と痛みが増強し，歩くと響くようになった
ため救急外来を受診した。
　受診時，意識は清明，体温37.4℃，血圧
101/71mmHg　脈拍99回/分，呼吸数16回/
分。腹部の身体所見としては右下腹部に圧
痛を認め，反跳痛を伴っていた。
　痛みのOnset（発症様式）は（ 問1 　①曖
昧　②明瞭）である。Provocation（体位の
変化で増悪するか？）については，歩行に
て痛みが（ 問2 　①増悪している　②変化が
ない　③軽減している）。Quality（痛みの質）
は（問3 　①鈍い　②鋭い）。Site of pain（痛
みの位置）は（ 問4 　①明瞭　②不明瞭）で，Timingは（ 問5 　①持続的　②周期的）であ
る。痛みの性状としては，初日の周囲の不快感は（ 問6 　①体性痛　②内臓痛　③関連痛），
翌日の右下腹部痛は（ 問7 　①体性痛　②内臓痛　③関連痛）の特徴を備えており，痛みの
部位・性状が時間とともに移動・変化している。来院時の血液検査では白血球
18,290/µL，CRP 28mg/ dLと炎症所見を，腹部単純CTでは骨盤内に腫大す
る管腔臓器を認めた。
　以上より，最も考えられる診断は（ 問8 　①骨盤感染症　②虫垂炎　
③胆嚢炎）である。

以下の症例を読み，問1〜8の空欄に当てはまる語を
それぞれ選びなさい（問6については2つ選択）。

本症例のCT画像

解答・解説は
p.106へ
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なぜ制度の大幅改革に踏み切ったのですか？

奥田氏：日本医療薬学会では，1998年の日本医療薬学
会認定薬剤師制度を皮切りに，2009年にがん専門薬剤
師制度，2012年に薬物療法専門薬剤師制度を設立して
きました。これら制度のもと，専門性の高い薬剤師がこ
れまで多く誕生し医療に貢献してきました。しかしなが
ら，認定薬剤師制度が入口の制度としては要件が厳し
い，薬物療法専門薬剤師制度の認定者数が伸びない，薬
学系臨床系教員や薬局薬剤師を認定する専門薬剤師制度
が存在しない，各制度で申請資格や認定・更新のための
要件が異なり複雑でわかりにくい，研修施設で研修を受
けるのが難しい，といった問題点が指摘されていました。
そこで，委員会で議論を重ね，理事会の承認を受けて今
回の制度変更に至りました。主な変更点は，ベースとな
る資格要件の統一，日本医療薬学会認定薬剤師制度の医
療薬学専門薬剤師制度への移行，薬物療法専門薬剤師制
度とがん専門薬剤師制度の要件の統一化，薬局薬剤師を
対象とした地域薬学ケア専門薬剤師制度の新設，連携施
設の新設による研修施設の拡大です。

まず，ベースとなる資格要件はどうなりますか？

寺田氏：すべての専門薬剤師制度の共通の資格要件を，
日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師，日本病院薬
剤師会の日病薬病院薬学認定薬剤師，日本薬剤師会の生
涯学習支援システムのクリニカルラダー5以上のいずれ
か1つを満たしていることに統一しました。がん専門薬
剤師制度と薬物療法専門薬剤師制度では，これらに加え
て暫定処置として日本医療薬学会認定薬剤師（2023年
申請分まで）と日病薬生涯研修履修認定薬剤師（2022
年申請分まで）も引き続きベースの資格要件とします。

ただし，日本臨床薬理学会認定薬剤師は資格要件から削
除されました。

医療薬学専門薬剤師制度とは何ですか？

寺田氏：従来の日本医療薬学会認定薬剤師制度と指導薬
剤師制度をそれぞれ医療薬学専門薬剤師制度と指導薬剤
師制度に名称変更しました。主に薬学系臨床系教員の専
門性を認定し，臨床経験に基づいた教育・研究活動の促
進をねらいとしています。そのため，認定要件として，
1年間（月4回以上）の研修，10件の臨床実績提出を必
須としました。移行措置として2021年1月1日付で，日
本医療薬学会認定薬剤師と指導薬剤師は無条件に医療薬

医療薬学会 専門薬剤師制度を大幅改革 
──21年から順次新制度に 薬局対象の新制度も
　日本医療薬学会は，これまでの日本医療薬学会認定薬剤師，がん専門薬剤師，薬物療法専門薬剤師制度の資格要件
などを大幅に改革する。また，薬局薬剤師を対象とした新制度として「地域薬学ケア専門薬剤師制度」を創設する。
厚生労働省は，地域薬学ケア専門薬剤師を医薬品医療機器法改正案に盛り込まれた「専門医療機関連携薬局」の薬剤
師に必要な資格の選択肢の一つになるとしている。
　今回，同学会会頭の奥田真弘氏と専門薬剤師育成委員会委員長の寺田智祐氏に制度改革のねらいについて話を聞いた。
� （編集部）

奥田　真弘氏（左）
OKUDA Masahiro
日本医療薬学会 会頭／大阪大学医学部附属病院 薬剤部長

寺田　智祐氏（右）
TERADA Tomohiro
日本医療薬学会専門薬剤師育成委員会 委員長／ 
滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部長
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■薬剤師GRMの業務とは
髙橋氏：高度医療を扱う特定機能病院での医療事故を
きっかけに，医療安全・事故防止への医療者の意識向上
が求められています。その施策として特定機能病院で
は，どの診療科にも属さない独立した医療安全管理部門
を配置し，そこにGRMという役職を設け，院内の医療
安全を統括・運営することが施設基準として盛り込まれ
ています。特定機能病院である東京医科歯科大学医学部
附属病院（以下，当院）では，医師6名，看護師2名，
薬剤師2名〔髙橋弘充氏（薬剤部長と兼務）と佐瀬裕子
氏（専従）〕でGRM業務を行っています。
佐瀬氏：薬剤師GRMは，医師GRMや看護師GRMとと
もに院内の医療事故防止に必要な対策立案を行うほか，

主に薬剤に関連したインシデントの分析，薬剤に関する
安全情報の発信など，医療安全の積極的な取り組みを促
すための活動を行っています。実際に病棟では，看護師
や医師が薬剤を扱うことがほとんどなので，薬剤師の業
務だけでなく他職種がどのような視点で業務に取り組ん
でいるのか理解するためにも，医師・看護師GRMとの
情報交換は欠かせません。

■インシデントや事故には初期段階から多職種で関与
髙橋氏：薬剤に関連したインシデントは，病棟，外来，
手術室など薬剤師のいない所で起こることのほうが多い
のが現状です。手順，機器・機材，環境，指示など多く
の要素が絡み合う事象を正確に分析し，再発防止策を立

リスク・ベネフィットを考慮した医療安全の最適化
薬剤師ゼネラルリスクマネジャー（GRM）の活動

髙橋　弘充
T A K A H A S H I  H i r o m i t s u

東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 薬剤部長

　近年，医療事故が大々的に報じられるようにな
り，医療機関の安全管理への世間の関心が高まる
なかで，医療者にさらなる安全・事故防止への対策
が求められている。こうしたなかで特定機能病院で
は多職種で構成される医療安全管理部を設置し，部
門横断的に医療安全対策の強化に取り組んでいる。
　この医療安全管理部でゼネラルリスクマネジャー
（GRM）として活動する髙橋弘充氏（東京医科歯科
大学医学部附属病院薬剤部），佐瀬裕子氏（同院医
療安全管理部）に薬剤師が行う医療安全について話
を聞いた。

佐瀬　裕子
S A S E  Y u k o

東京医科歯科大学医学部附属病院医療安全管理部 
ゼネラルリスクマネジャー

佐瀬裕子氏（左），髙橋弘充氏（右）
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特 集

入院患者の発熱・炎症への
診断アプローチ

病棟で経験する発熱・炎症反応　抗菌薬は必要か？ 抗菌薬は効いているか？

はじめに

　入院中の患者の発熱は，よく遭遇する問題である。通
常のワークアップ（病歴聴取，身体診察，検査など）で，
肺炎や尿路感染を発見し，解決できれば良いが，そうで
なければ頭を悩ますことになる。さらに，もしそれが抗
菌薬使用中の患者であったなら，何を考えればよいのだ
ろうか。本稿では入院患者の発熱・炎症に遭遇した場合
に，どのような疾患の可能性があり，どのようにアプロー
チすべきなのか，筆者の経験を交えながら解説する。

入院中の原因不明の発熱とは

　原因不明の発熱を「不明熱」（fever of unknown 
origin；FUO）として最初に定義したのは，Petersdorfら
で1961年のことである1)。その定義は，①3週間以上続
く発熱で，②高頻度に38.3℃（華氏101°F）以上となり，

③1週間の入院でも診断がつかない疾患──とされた。そ
の後，30年間のFUOデータの蓄積を受けてDurackら
はFUOを見直し，Petersdorfらの定義による古典的不
明熱（Classical FUO）以外に，院内不明熱（Nosocomial 
FUO），好中球減少時の不明熱（Neutropenic FUO），
HIV関連の不明熱（HIV-associated FUO）のカテゴリー
を設けることを提唱した2)。この考え方は現在も広く受
け入れられている。このうち院内不明熱の定義は，①何
らかの治療を受けている入院患者における，38.3℃（華
氏101°F）以上の発熱で，②入院時には存在しないもの
で，③2日間の微生物培養検査を含む3日間の精査に
よっても原因がはっきりとしないものとされている

（表1）。したがってわれわれが遭遇する，通常のワーク
アップではすぐには解決しない入院患者の発熱はこの
Durackらの院内不明熱に相当すると考えられる。院内
不明熱がどのような疾患からなるかについての内訳が報
告されている（表2）3)。この報告によると，院内不明熱
のうち感染症（34.8％），薬剤熱（17％），非感染性疾患

（25.4％）であった。これは実際に筆者が遭遇する入院

千酌　浩樹
CHIKUMI Hiroki

�入院患者の発熱・炎症の原因は，感染性疾患と非感染性疾患に大別される。

�感染性疾患で比較的よく遭遇するのは，カテーテル関連血流感染症，Clostridioides difficile感染症，
感染性心内膜炎，深部膿瘍などである。

�非感染性疾患では薬剤熱や悪性リンパ腫，深部静脈血栓症・肺塞栓症，偽痛風，リウマチ性多発筋痛
症などの膠原病性疾患の頻度が高い。

�非感染性疾患は診断に難渋し，院内不明熱として遭遇する場合がある。基本に立ち返り，先入観を捨
てて鑑別を行う必要がある。

鳥取大学医学部附属病院感染制御部

Points
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薬物動態を逆に考えてみる

学　生：この患者は，Cockcroft-Gault推算式ではクレアチニンクリアランス（Ccr） 
60mL/分ですが，バンコマイシン（VCM）が蓄積気味です。VCMの排泄が悪い患者
ですね。
指導薬剤師：それは，逆に考えなくてはいけないよ。VCMは腎機能の良し悪しがク
リアランスと強く相関する薬だから，VCMが蓄積しているということは，逆に考え
ると腎機能が悪いことを意味しているんだ。VCM以外にも腎不全で減量となる薬を
使っていないか確認しておこう。

　治療薬物モニタリング（therapeutic drug monitoring；
TDM）の結果として薬剤の蓄積がみられた場合，つい，

「その薬の排泄が悪い」と考えてしまいがちです。しか
し，VCMやジゴキシン（DIG）などのように腎機能の
影響を強く受ける薬剤や，フェニトインなどのように肝
機能の影響を強く受ける薬剤などが，投与量が適切で

あっても蓄積している場合は「他の薬も同様に蓄積して
いる」可能性について考えなくてはいけません。
　VCMとDIGは腎臓以外での代謝・排泄が乏しい薬剤
であるため，TDM結果からの至適投与量をもとに腎機
能を逆算することができます。Cockcroft-Gault推算式
は筋肉から産生されるクレアチニンの血清中濃度を用い

宮川　泰宏　MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第20回

逆に考えてみると
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企画協力　関西腎と薬剤研究会
編集協力　浦田　元樹
　　　　　（大野記念病院薬剤部）

　本連載では，腎臓病薬物療法に関連した症例問題を出題し，理論とその実践的な対応法を解説しま
す。臨床でPitfall（落とし穴）に落ちないために，介入のTips（コツ）を身につけていきましょう！！

94 （3052） ──  　2019.12（Vol.61 No.16）

吉田　拓弥　YOSHIDA Takuya
特定医療法人仁真会白鷺病院薬剤科

第3回　利尿薬の適正使用

高齢慢性腎臓病患者が1カ月で著明な体重増加
	患　　者	　85歳，女性
	主　　訴	　歩行困難，下肢浮腫
	現	病	歴	　�もともと慢性腎臓病（chronic�kidney�disease；CKD）の定期フォローを目的に，2カ月ごとに外

来通院している。アルツハイマー型認知症を合併しており，服薬管理はヘルパーが行っていた。直
近の受診から1カ月後，2日前からの歩行困難，明らかな下肢浮腫を認め，家人の付き添いのもと，
車椅子にて外来受診した。これまでの外来通院時と比較して5kg程度の体重増加を認めたため，腎
機能障害に伴う体液貯留が疑われ，精査加療目的で入院となった。

	既	往	歴	　高血圧，慢性心不全，CKD，アルツハイマー型認知症，神経因性膀胱
	アレルギー歴・不耐性・薬物有害反応	　特記事項なし
	薬　　歴	

①フロセミド錠40mg� 1回1錠� 朝食後
②スピロノラクトン錠25mg� 1回1錠� 朝食後
③カンデサルタン�シレキセチル錠8mg� 1回1錠� 朝食後
④ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg� 1回2錠� 朝食後
⑤メマンチン塩酸塩OD錠20mg� 1回1錠� 朝食後
⑥抑肝散エキス（顆粒）� 1回2.5g� 毎食前
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大路　　剛　OHJI Goh
神戸大学医学部附属病院感染症内科

　2019.12（Vol.61 No.16）── 117 （3075）

はじめに
　今回はいままでの内容をふまえて，発熱疾患の診断について練習していきましょう。発熱診療は，
病院入院患者と初診外来患者では若干アプローチが異なります。病院での入院患者では，物理バリア
破綻と免疫バリア破綻でほとんど片付きます。しかし，外来における発熱診療では，通常と異なる要
素が入ってきます。すなわち，①日常的に鑑別診断の上位にあがってこない病原微生物が入ってくる
こと，②対象となる患者数が入院患者より圧倒的に多いこともあり，自己免疫疾患や悪性腫瘍の初発
症状から亜急性期の症状の可能性が上がること，の2点です。
　発熱という自覚症状の情報でもう一つ注意すべき点としては，病原微生物による感染症に対する感
度が100％でなく，発熱がなくても重篤な感染症も含め否定はできないということです。当然じゃな
いかと言われそうですが，発熱のない，敗血症性ショックはもちろん，細菌性膿瘍なども私は診療し
たことがあります。もちろん「発熱」という訴えは適度に感度が高くないことが実際に臨床現場では
便利なことも事実です。例えば，入院患者では毎日CRPを測定して3mg/ dL程度以上でどうしよう
かと迷ってしまうこともあるかもしれません。でも外来患者では，微熱と何かの自覚症状があっても
アセトアミノフェンなどの対症療法で軽快してしまい，「“風邪”だったのだな」ということもよくあ
ります。風邪というのは自分としては安全なお産と同じ概念だと思います。順調に進行していた正常
分娩が想定外の大出血や合併症，産褥期の合併症で重篤な状態になることがあります。このように

「イベントが終了し，イベント後の合併症もなく終わると，無事にお産が終わったといえる」と私は
考えています。同様に些細な自覚症状をその時点で“風邪でしょう”として考える努力を放棄するこ
とは，非常に危険です。情報源I（病歴・自覚症状）や情報源II（バイタルサインを含む身体所見）
のレッドフラッグサインは，絶対に拾っておく必要があります。それでもレッドフラッグサインなし
で数日して状態が急変するウイルス性心筋炎など，ある意味どうしようもない疾患もあるのがリアル
ワールドの悩ましいところではあります。

発熱診断症例練習
──外来編から発展編9第 回
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