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■NICUでの薬剤師業務
　NICUは，①早産児（低体重），②臓器障害や先天異
常，③仮死状態，重症感染症──など，集中的な治療・
看護を必要とする新生児のための部門です。埼玉医科大
学総合医療センター（以下，当院）のNICUでは，産科，
新生児科，小児循環器科，看護部，薬剤部，臨床心理士
など，さまざまな職種が協働しながら24時間体制で治
療・看護を行っています。NICUの薬剤師は，輸液・注
射剤の調製，投薬管理，医師・看護師への情報提供など
の業務を行います。また，回復期治療室（growing care 
unit；GCU），小児病棟を兼任しているため，患児・家
族の退院時の服薬指導や，退院後のフォローアップなど
の支援も行っています。さらに，当院は大学病院という
こともあり，ときには未承認薬を使用することもありま

す。未承認薬の情報収集を行いながら，倫理委員会の承
認手続きや運用の協議なども行っています。

■新生児領域はエビデンスが少ない
　NICUで使用する薬剤はある程度品目が決まっていま
す。ただし，新生児の体重には個人差があり，薬剤の投
与量を一括りに決めることはできません。新生児の特徴
として，①細胞外液の割合が多い，②アルブミンが低
い，③腸管が未熟，④肝臓，腎臓が未熟，⑤特殊な循環
動態が存在──などがあげられ，これらは薬物動態を考
えるうえで影響のある部分です。特に，早産児や低出生
体重児ではそのまま新生児の薬用量をあてはめていいも
のか悩むこともあります。例えば，NICUでは300gで
産まれる児もいるため，3,000gで産まれた児とは投与量

灘谷　直実
N A D A T A N I  N a o m i

埼玉医科大学総合医療センター薬剤部

　小児科領域は，薬剤の臨床試験や使用実績などの医
療情報が乏しく，医療者が手探りで治療を行うことは
少なくない。そのなかでも，新生児集中治療室（neo
natal intensive care unit；NICU）においては，新
生児に関する情報が極端に少ないなかで，より迅速な
判断が求められる。このような状況で，NICUでの安
全な薬物療法に取り組む灘谷直実氏（埼玉医科大学総
合医療センター薬剤部）に話を聞いた。

エビデンスが少なくても
安全な薬物療法を提供
─NICUでの薬剤師業務
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●スムーズなケア移行を目指す各施設の 
取り組み

原　先生方は集中治療領域の薬剤師として日ごと業務に
携われています。まずは，患者の急性期病棟から一般病
棟へのケア移行について，各施設での取り組みをお聞か
せください。
前田　ICUから一般病棟へのケア移行はもちろんですが，
一般病棟からICU，また，患者にとっては救急搬送後に
ICUで治療を受けること自体も広義でケア移行といえま
す。救急搬送された場合に問題となるのは情報の少なさ

です。不確定な状況下で治療介入しなければならないの
が救急搬送からICUへのケア移行での難しさです。一
方，急変により一般病棟からICUへケア移行する際の
申し送りも大変です。例えば一般病棟に長期間入院して
いる患者が急変してICUに移動する際，患者の状況の
振り返りを短期間で行うのは大変で，ICUの薬剤師は，
一般病棟の薬剤師に患者の様子を聞き，服薬状況などを
その場でアセスメントしたうえで回診しなければなりま
せん。そのため，一般病棟とICUの薬剤師が十分に情
報共有できる体制を整えておくことが重要です。
原　ICUを中心に考えると，その前後のケア移行の重要

原　　直己氏（司会）　横浜労災病院薬剤部
安藝　敬生氏　長崎大学病院薬剤部 川口奈奈子氏　市立伊丹病院薬剤部
岩渕　　聡氏　日本大学医学部附属板橋病院薬剤部 前田　幹広氏　聖マリアンナ医科大学病院薬剤部

　患者がICUから退室し一般病棟などにケアの場所を移すいわゆる「ケア移行」において，薬剤師がシームレス
に介入することが安全で有効な薬物治療の継続には不可欠です。本座談会では，ケア移行での薬剤師の役割，
ICU薬剤師と一般病棟薬剤師の連携のポイントや若手薬剤師へのアドバイスなどを集中治療領域の第一線で活躍
する薬剤師にご議論いただきました。

急性期医療のケア移行
シームレスな薬物治療を提供しよう！

座談会
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特 集

ケア移行とは

急性期医療のケア移行　シームレスな薬物治療を提供しよう！

はじめに

　長寿世界一といわれるわが国は，世界に類をみない速
度で高齢化が進行している。特におよそ800万人といわ
れる団塊の世代が75歳以上となる2025年以降は，医療
や介護の需要が増大し医療費を圧迫することが懸念さ
れ，単施設の病院で完結させる医療体系には限界がきて
いる。そのため，この2025年問題を踏まえ，厚生労働
省は，地域の包括的な支援やサービス提供体制（地域包
括ケアシステム）の構築を推進している（図1）1)。

地域包括ケアシステムにおける
ケア移行の必要性

　地域包括ケアシステムとは，「医療」，「介護」，「生活
支援」，「介護予防」，「住まい」の5項目より構成され，
日常生活圏で適切な支援が受けられるような地域での体

制と定義される1)。また，2017年には「医療計画作成指
針」，「疾病・事業および在宅医療に係る医療体制構築に
係る指針」が発表され，2018年からの第7次医療計画が
策定された。この第7次医療計画に基づき都道府県で策
定中の地域医療構想を通じて，医療機関の高度急性期，
急性期，回復期，慢性期の機能分化が進められている。
同時に，地域包括ケアシステムの構築により介護福祉施
設や訪問介護などを含めた急性期から慢性期へのシーム
レスな医療・介護の構築を目指している。この急性期か
ら慢性期へのシームレスな医療・介護の構築には，患者
の「生活の質」，「死の質」に注視した多職種によるチー
ム医療に重きを置く新たな医療形態が求められている。
　地域包括ケアシステムの構築が進むにつれ，患者は異
なるケア提供場所（後方病院や介護施設など），同施設
内であっても医療やケアの目的が異なる場所〔集中治療
室（intensive care unit；ICU）や一般病棟など〕へ移
動せざるをえなくなる。ケア提供場所の移動は，施設間
における医療・ケアの目的が変化するだけでなく，そこ

中薗　健一
NAKAZONO Kenichi

�高齢化社会のなかで地域包括ケアシステムの構築が進むにつれて，ケア移行の場面は複数存在するた
め，薬剤師による介入は必須である。

�患者や家族の日常が一変することが多い急性期医療では，退院後の生活を意識して早期から総合的介
入を行う必要がある。

�重症患者を対象にしたケア移行プログラムは，集中治療室（ICU）再入室率を下げることができる。

�薬剤師主導のシームレスな介入により，薬剤関連有害事象や再入院の低下が期待できる。

�再入院のリスクが高い患者を効率良く抽出し，薬剤師主導のケア移行プログラムを適応していくこと
が求められる。

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部

Points
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褥瘡
薬剤師だからこそ踏み出したい！

ファーストステップ
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急性期褥瘡と慢性期褥瘡を理解する

1　急性期褥瘡
　褥瘡は発生後約1〜3週間の局所病態が不安定な「急
性期」と，それ以降の「慢性期」に分類されます（図1）。

　主に急性期には，全身状態の悪化をはじめとした内的
因子や，除圧やずれ，摩擦などの患者を取り巻く外的因
子が複雑に関与することで，創部の状態が多様に変化し
ていきます。さらに，創部のさまざまな状態（発赤や紅
斑，紫斑，浮腫，水疱，びらん，炎症徴候，疼痛など）
が短期間に出現する時期でもあり，「どこまで不可逆的

新連載

大岡建太郎　OOKA Kentaro
JCHO熊本総合病院薬剤部

創部の評価方法とは？　代表的な褥瘡治療薬とは？
褥瘡という疾患では，日々変化する創部の評価方法を知ることで，治療薬の選択に役立つさまざまな
情報を得ることができます。第1回となる今回は，薬剤師だからこそ知っておきたい評価方法を，代
表的な治療薬とあわせて学びながら，一歩踏み込んだ介入を実践していきましょう。

第1回
の

テーマ

創部評価は薬剤師にこそ必要な能力
　褥瘡治療に関わる薬剤師にとって，さまざまな外用薬や創傷被覆材の特徴を理解し，創部の状態に応じた適切な選択と
提案を行うことは，チームのなかでも必須の，重要な役割といえます。昨今，褥瘡有病率は増加しており，今後，薬剤師が
褥瘡治療に関わらなければいけない場面はますます増えてくるでしょう。では実際に，回診や在宅で創部を目の当たりにした
とき，患者や家族から創部写真を見せられて相談されたとき，あなたは「創部の状態」を果たしてどのように判断し，治療薬
を検討しますか？　そして医師を含めた多職種，または患者や家族に対してどのような助言ができるでしょうか？
　創部のさまざまな情報を的確に評価し，納得できる治療薬の選択を行い，自信をもって提案を行う。また，その後の経
過も評価し続けることで，必要であれば適宜治療薬の変更を行っていく──。患者の褥瘡を1日でも早く治すためのカギは
私たち薬剤師が握っています。この連載が皆さんの足がかりとなり，今後，多くの現場で褥瘡治療を支える薬剤師の活躍
が増えることを期待しています。

連載開始にあたって

薬事62-1褥瘡ファーストステップ四.indd   75 2019/12/18   9:43



児童精神科医が伝えたい

子どものメンタルヘルス子どものメンタルヘルス
宇佐美政英  Usami Masahide  国立国際医療研究センター国府台病院子どものこころ総合診療センター長/児童精神科 診療科長 

新 連 載

82 ──  　2020.1（Vol.62 No.1）

はじめに
　先日，自宅でTED（Technology Entertainment Design）
を見ていたところ，恐竜のネーミングに関する面白い動
画に出会いました。この動画の主人公は，スティーヴ
ン・スピルバーグ監督の大ヒット映画「ジュラシック・
パーク」に登場するアラン・グラント博士のモデルと
なった恐竜学者，ジャック・ホーナー博士です。
　ツノが3本あるトリケラトプスはとても有名な恐竜で
す。読者の皆さまもご存知ですよね？　小さな男の子た
ちはその大きさと強さから大好きでしょう。しかしなが

ら，19世紀に初めてトリケラトプスが発見されてから
21世紀になるまでの間，トリケラトプスの子どもの化
石は発見されていません。私も子どものトリケラトプス
の化石については聞いたことがありません。
　トリケラトプスの頭蓋骨の形にとてもよく似た，さら
に大きな恐竜にトロサウルスがいます。体の大きさと，
トロサウルスの頭の回りにあるフリルには大きな穴があ
ることから，トリケラトプスとトロサウルスは異なる恐
竜だと言われていました。そのため，名前が違う別種と
されてきました。
　しかしながらホーナー博士によれば，トロサウルスの

　最近，注意欠如・多動症（ADHD）や自閉スペクトラム症を含む発達障害について耳にする機会が増えていま
す。しかし，精神科領域に関わっている医療者でない限り，その疾患概念や対応について正しく理解することは
簡単ではありません。
　子どものこころを巡っては，発達障害だけでなく，児童虐待や不登校などの問題，さらにうつ病や摂食障害と
いった精神疾患も社会的な注目を集めつつあります。この連載では，日々子どもと向き合っている児童精神科医
の宇佐美先生に，子どものこころを診る医療者の心構えや，児童思春期にみられる精神疾患，さらに治療や対応
のポイントなどについて解説していただきます。� （編集部）

第1回　子どもを支えるときの基本的なこと
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　2020.1（Vol.62 No.1）── 87

小児投与量として2歳未満と2～6歳は同一でない

新人薬剤師：ボリコナゾールの点滴を6カ月の小児に始めるのですが，小児投与量と
して維持量は8mg/kg/回12時間ごとでよいですかね。正常出生体重であり，臓器障
害はないそうです。

先輩薬剤師：よりによって，生後6カ月か～。よりにもよって…。

新人薬剤師：何をそんなに悩んでいるんです？　新生児ではないから，生後6カ月も
小児として考えればよいのではないですか？
先輩薬剤師：小児投与量を考えるうえで，2歳未満は鬼門なんだよ。それに，ボリコ
ナゾールの小児投与量にも「2歳以上～12歳未満の場合での点滴維持量は8mg/kg/回
を12時間ごと」と書いてあるだろう？　2歳未満の投与量はもともと，添付文書に書
かれていないんだ。それにボリコナゾールに限らず，「小児投与量」と記載されてい
る場合は一般的に，“2歳以上に対しての投与量”を指すことが多いんだよ。

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

第21回

2歳の壁
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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！！
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中島　博美　NAKASHIMA Hiromi
南奈良総合医療センター薬剤部

第4回　糖尿病性腎症の薬物療法

さまざまな併存疾患を有する2型糖尿病患者
	患　　者	　63歳，女性
	主　　訴	　蛋白尿の精査
	現	病	歴	　�5年前に2型糖尿病と診断され治療中である。会社の健康診断で新たに蛋白尿が認められ，かかり

つけ医から慢性腎臓病（CKD）治療のため腎臓専門医に紹介された。
	既	往	歴	　2型糖尿病，慢性心不全，陳旧性心筋梗塞，高血圧症，脂質異常症，癒着性腸閉塞
	手	術	歴	　58歳で虫垂切除
	アレルギー・不耐性・薬物有害反応	　特記事項なし
	薬　　歴	

①テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg配合錠� 1回1錠　1日1回　朝食後
②アトルバスタチン錠10mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
③アスピリン腸溶錠100mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
④オメプラゾール錠10mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
⑤ビソプロロール錠2.5mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
⑥メトホルミン錠500mg� 1回1錠　1日2回　朝，夕食後
⑦シタグリプチン錠100mg� 1回1錠　1日1回　朝食後
	身体所見	　�身長�150cm，体重�61.2kg，BMI�27.2，体温�36.2℃，血圧�140/70mmHg，脈拍数�76回/分

（整），呼吸数�15回/分，SpO2（room�air）�99％，意識清明
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