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66歳・女性。悪寒戦慄を伴う発熱と右側の腰痛があり受診。尿
沈渣で多数の好中球と細菌が検出されたため尿路感染症の診断で入院とな
り，抗菌薬はセフトリアキソンが開始された。入院2日目に血液培養が陽
性となり，主治医から抗菌薬の選択について相談を受けた。提案は？

第5回

グラトレ
No Gram's stain, No judicious use. 

佐賀大学医学部附属病院
感染制御部 

感染制御専門薬剤師

浦上　宗治
URAKAMI Toshiharu
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out !
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クイズ

解説は

75
ページ

血液培養のグラム染色。2セット・3本
（好気ボトル2本，嫌気ボトル1本）が陽性。
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医薬品医療機器総合機構（PMDA）の
審査体制
	若林	　本誌の連載「審査報告書から見る 新薬の裏側」
では，添付文書やインタビューフォームからは読み取れ
ない新薬の情報について，審査報告書を読み解くことで
探ってきました。本連載は，われわれ現場の薬剤師が審
査報告書を読んで，「新薬審査の過程できっとこういう
議論が行われていたのかもしれない」とか，「この議論
の末に添付文書の記載はこうなったのではないか」と勝
手に想像しながら執筆しています。しかし実際には，審
査の過程でもっといろいろなことが起こっていると思い
ますので，新薬審査に携わっている方に一度お話を伺い
たいと思っていました。
　今回は，医薬品医療機器総合機構（PMDA）におけ
る新薬の審査体制やそこでの議論について，可能な範囲
でお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

	奥平	　よろしくお願いします。まず，PMDAでは新薬
審査を全部で7つの部署で行っています。具体的には，
新薬審査第一部〜第五部，再生医療製品等審査部，ワク
チン等審査部です。さらに一つの部内に主に疾患ごとに
分かれた複数の分野があります。分野ごとの審査チーム
の構成としては，審査を統括する部長，審査役，その品
目を担当する主任，副主任がいます。その他にも，品質，
薬理，薬物動態，毒性，臨床，生物統計，薬剤疫学，製
造販売後の担当やリスクマネージャーなど，それぞれ専
門性をもったメンバーで構成されます。各担当と申請電
子データを扱う専門部門をつなぐ次世代評価手法推進部
のリエゾンを担当する者もチームメンバーとなっていま
す。これが大体の1品目のチーム構成です。各担当で1，
2名ぐらいが採用されるので，1品目あたり10〜15人く
らいという感じでしょうか。
	若林	　10〜15人のチームが1品目ごとにあるわけです
から，ものすごい人数になりますよね。

若林　進氏 杏林大学医学部 
付属病院薬剤部 奥平　朋子氏

独立行政法人 医薬品医療機器 
総合機構新薬審査第二部  
審査役補佐

荒　義昭氏 国立病院機構 信州上田
医療センター薬剤部

　これまで本誌の連載「審査報告書から見る	新薬の裏側」では，添付文書やインタビューフォームからは一見し
て読み取れない新薬情報について，審査報告書を読み解くことで紹介してきました。
　今回は，医薬品医療機器総合機構（PMDA）の新薬審査担当者である奥平朋子氏に，本連載の監修者の荒義昭氏，
若林進氏が審査報告書を作成するうえでの知られざる裏側について，話を伺いました。

PMDA新薬審査担当者に聞く！
審査報告書作成の裏側
座談会 連載　審査報告書から見る 新薬の裏側
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■日本初のICU薬剤師業務活動指針
　「集中治療室における薬剤師の活動指針（以下，活動
指針）」は，日本集中治療医学会内にある「集中治療に
おける薬剤師のあり方検討委員会」（以下，検討委員会）
の活動の一環として作成しました。2016年度の診療報
酬改定ではICUでの薬剤業務が病棟薬剤業務実施加算
の対象となりました。しかしわが国には，これまでICU
における薬剤師業務の指針とよべるものが存在せず，多
くの薬剤師から「ICUでどのように業務に取り組めばよ
いのかがわからない」という相談が寄せられていまし
た。そのため，検討委員会ではICU担当薬剤師が目標
とする活動指針が必要だと考え，2016年の5月から作成
を開始しました。
　米国には，集中治療における薬剤師のあり方を示すも
のとして，米国集中治療医学会（The Society of Critical 

Care Medicine；SCCM）と 米 国 臨 床 薬 学 会（The 
American College of Clinical Pharmacy；ACCP）が共同
で作成した「Position Paper on Critical Care Pharmacy 
Services」（以下，ポジションペーパー）があります。
われわれは最初，このポジションペーパーを翻訳したも
のを国内の活動指針として定めることを検討していまし
た。しかし，ポジションペーパーは当然ながら米国での
医療制度を基準として作られており，さらに作成時期が
2000年ということもあり，翻訳作業を進めるうちに現
在のわが国の医療の実情には合致しない部分がみえてき
ました。そのため，ポジションペーパーを参考としつつ
も，わが国の医療にあった活動指針を作成する方向へと
シフトしました。2019年11月にようやく完成し，2020
年5月発行の日本集中治療医学会雑誌で公表しました。

入江　利行
I R I E  T o s h i y u k i

小倉記念病院薬剤部

　高度かつ急性期の診療を担う集中治療室（intensive 
care unit；ICU）では，患者の病態にあわせた複雑
な薬剤選択や投与量設定・管理が必要となる。そのた
め，薬剤師にはそのチームの一員として，専門性を最
大限に活かし，重篤な患者の薬学的管理を支援するこ
とが求められている。このたび，日本集中治療医学会
の集中治療における薬剤師のあり方検討委員会は「集
中治療室における薬剤師の活動指針」を取りまとめた。
そこで，本活動指針の作成に携わった入江利行氏（小
倉記念病院薬剤部）に，活動指針作成の背景や活用の
ポイントなどについて話を聞いた。

ICUでの薬剤師業務の標準化を目指して
──薬剤師の活動指針を作成
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特 集

病態生理を理解して輸液・体液管理を
行う重要性と陥りやすいピットフォール

病態生理から見極める輸液・体液管理

体液量調節に必要な病態生理

　身体内には体重の60％程度もの水が存在し，その水
に電解質などの溶質が溶けている。水の分布は細胞内と
細胞外に分けられ，一般的にはその水分量の配分は2：
1である。細胞外は主に間質と血管内に分けられ，3：1
となる。したがって，60kgの体重の人では36kgが水分
量となり，細胞内が24kg，細胞外が12kgとなる1)。細
胞外のうち間質が9kg，血管内が3kgとなる。臨床的に
は血管内，間質，細胞内を考えることが多く，配分は
1：3：8と覚えやすい。
　細胞内と細胞外は膜で隔てられているため，この膜上

で電解質などを輸送し，細胞内と細胞外の濃度勾配を形
成している。この電解質濃度勾配が細胞の機能に深く関
与している。膜上の輸送体には電解質濃度勾配に応じて
受動輸送するものや酸素を消費して能動輸送するものが
ある。能動輸送する例にはNaとKがあり，Na-K ATPase
により細胞内と細胞外の濃度を調節している1)。細胞内
のミトコンドリアはATPを産生し，Na-K ATPaseを
動かしている。これにより細胞内のNa濃度は低くなり，
K濃度は高くなる。一般には，細胞内はNa 20mEq/L
であるのに対し，細胞外はNa 140mEq/Lとなる。
　 な ぜ，細 胞 内 と 細 胞 外 のNa濃 度 が20mEq/Lと
140mEq/Lなのか。これは進化の過程で決まったと考え
られている。古代の単細胞生物が生まれた時代には現在

森　　建文
MORI Takefumi

�水は体重の60％を占め，その水に電解質などの溶質が解けている。水と溶質のバランスにより，細胞
はそれぞれの機能を担っている。

�多くの臓器の機能は水と溶質のバランスにより影響を受ける。

�そのため，一つの検査パラメーターで判断するのではなく，各臓器の機能検査など複数のパラメーター
を利用し，総合的に病態を判断する。

�体液調節の基本はホメオスタシスを保つことであり，身体より排出された水と溶質を戻すことを基本
とし，不足や過剰分を補正していく。

�浮腫があっても血管内脱水に陥っている場合もあるため，体液分布の変化に留意する。

�急速な身体変化を避けるため，輸液による電解質補正は原則ゆっくり行うが，意識障害や血圧低下な
どの重篤な病態では，ときに急速に補正を行う必要がある。

�輸液や発熱，下痢，嘔吐などの体液量が変化する病態時や輸液後は漫然と観察せず，経時的な検査を
行い，体液量や電解質濃度をモニターする。

東北医科薬科大学医学部腎臓内分泌内科

Points
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特 集

NG対応から学ぶ輸液・体液管理

CKD患者

病態生理から見極める輸液・体液管理

平田　純生
HIRATA Sumio

I&H株式会社 学術顧問／熊本大学薬学部 客員教授

症　例

女性，57歳
【現病歴】透析導入前の末期腎不全。頻回の嘔吐・下痢および発熱の精査目的で入院した。
【既往歴】慢性糸球体腎炎
【家族歴】特記事項なし
【アレルギー歴】なし
【身体所見】（入院時）身長 155cm，体重 42kg，意識清明，体温 37.8℃，脈拍 66回/分・整， 
血圧 135/82mmHg，SpO2 98％，胸部 心雑音なし，呼吸音清，下腿浮腫なし
【検査所見】（下線は異常値）WBC 10,300/µL，RBC 310万/µL，Hb 10.2g/dL，PLT 27.4万µL，
AST 18IU/L，ALT 21IU/L，LDH 230U/L，ALP 134U/L，γ -GTP 40U/L，T-Bil 0.9mg/dL，
TP 6.2g/dL，Alb 3.6g/dL，CK 46IU/L，Cr 3.4mg/dL，BUN 85mg/dL，UA 6.4mg/dL， 
Na 132mEq/L，K 3.1mEq/L，Cl 93mEq/L，Ca 7.2mg/dL，CRP 2.23mg/dL，eGFR 9.6mL/ 分/ 
1.73m2（eCCr 12.8mL/分）
【入院時サマリー】入院後，嘔吐は収まったが下痢は続いている。入院前に抗菌薬は投与されていない。
診察の結果，便検査でクロストリディオイデス・ディフィシル（Clostridioides difficile）のトキシンは
検出されず，便培養結果も細菌性腸炎が否定されたが，ウイルス感染が疑われたため，4日間は絶食する
よう指示が出された。初期臨床研修を終えたばかりの若手医師から，服用中の薬剤はフロセミド錠40mg
を除き，すべて中止，さらに以下の薬剤が新規処方された。
【使用薬剤】
フロセミド錠40mg 1回1錠　1日2回　朝，昼

（新規処方）
5％ブドウ糖注射液500mL＋ビタメジン（VB1＋VB6＋VB12）1V＋ビタミンC 500mg 1A
50％ブドウ糖注射液20mL 2A
ビフィズス菌製剤 1回1g　 1日3回　朝，昼，夕
テプレノンカプセル50mg 1回1Cap 1日3回　朝，昼，夕
ロキソプロフェン錠60mg 1回1錠　頓用　発熱時
【経　過】
　入院後2日目に薬剤師が病室を訪問。訪問前に入院時の検査所見を確認し，BUN/Cr比が20以上と
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「 法律知識ゼロ」 でも大丈夫！

三村まり子 （弁護士） 
MIMURA Mariko

西村あさひ法律事務所
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薬剤師O君

刑事責任というと，逮捕とか懲役…そういった言葉が頭の中に浮かんできます！　
今までの判例とは性格の異なった判例なのでしょうか？

なんだか物騒な話ですね…。ということは今回の判例，被告側が特に悪質だったっ
てことでしょうか？

まり子先生

さて，今月はいよいよ最終回です！　今回取り上げる判例は，薬局の管理薬剤師
が業務上過失致死罪で刑事責任を負った判例です。

そうね，今まで取り上げた判例は民事裁判の例で，原告が被害を受けた損害につ
いて損害賠償を請求することに終始していたと思うんだけど，刑事裁判だと“犯
罪行為”に対する審判になってくるのよ。

そのとおり！　兎にも角にも「ミスを見つけたら包み隠さず真摯に対応する」と
いうことに尽きるわね。早速みていきましょう！

薬剤師が誤投与で有罪判決。
執行猶予付きの禁固刑となって

しまった，その内容とは？12Vol.

（完）
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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！！

102 （2198） ──  　2020.8（Vol.62 No.11）

吉田　拓弥　YOSHIDA Takuya
特定医療法人仁真会白鷺病院薬剤科

第11回　CKD患者への向精神薬の至適使用

中等度慢性腎臓病（CKD）患者に対してプラミペキソール徐放錠が 
新規処方された！

82歳，女性
	主　　訴	　歩行障害，パーキンソン病進行の疑い
	現	病	歴	

　もともと長年にわたり農業を営んでいる。10年以上，高血圧および消化性潰瘍にて内科のA診療所に通院し
ている。発症時期は不明だが，お箸が持ちにくい，字が書きにくいなどの上肢の運動障害を認めたことから，
5年前にA診療所より近隣の神経内科Bクリニックへ紹介受診した結果，精査によりパーキンソン病の初期症状
との診断にてレボドパ（L-ドパ）製剤が処方開始されている。
　半年前より，寝返りが打ちにくい，歩きにくい，しばしばすくみ足などの症状を認め，時折転倒することも
あった。今回，神経内科Bクリニックにてパーキンソン病の進行との診断から，プラミペキソール徐放錠が新規
開始となった。
	既	往	歴	　CKD，高血圧，消化性潰瘍
	手	術	歴	　なし
	アレルギー・薬剤有害反応	　なし
	薬　　歴	

A診療所（内科）
①シメチジン200mg錠	 1回1錠　1日2回　朝夕食後
②ベニジピン4mg錠	 1回1錠　1日1回　朝食後
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編集・花井　雄貴　HANAI Yuuki
東邦大学医療センター大森病院薬剤部

精神科領域
睡眠薬の適正使用でのしくじり4第 回

外賀真佑美 GEKA Mayumi，高橋 結花 TAKAHASHI Yuka， 
浜田 幸宏 HAMADA Yukihiro，木村 利美 KIMURA Toshimi

東京女子医科大学病院薬剤部

この症例から学べたこと
・効果・副作用の前に，睡眠薬の飲み方を確認する！
・薬物間相互作用に注意する！
・退薬・休薬に向けたスケジュールをしっかり伝える！

症　例
60歳女性，身長167cm，体重58.2kg，脈拍65回/分・整，血圧94/62mmHg
服用歴　　クアゼパム錠15mg　1回1錠　就寝前
　　　　　ベラパミル錠40mg　1回1錠　毎食後
　　　　　エドキサバン錠30mg　1回1錠　朝食後
既往歴　　心房細動
検査所見　血液一般・生化学所見：特記すべき異常なし
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何を考える？　どう動く？
オンコロジー
エマージェンシー
西森　久和　NISHIMORI Hisakazu
岡山大学病院血液・腫瘍内科

症　例
　34歳男性，治療抵抗性ホジキンリンパ腫
に対して，救援化学療法目的で紹介入院とな
りました。入院当日，著明な息切れと易疲労
性がありました。バイタルサインを看護師が
確認したところ，SpO2が室内気で90％前
半と低下していました。入院時胸部X線写真
を図1に示します。

心タンポナーデ第5回

緊急事態です！どのように対応しますか？

・�定期的な胸部X線写真の確認は大切！⇒心拡大を簡単に確認できる！
・�心タンポナーデは，Stage�IVの悪性腫瘍でも心嚢ドレナージなどの処置を検討する！
・�心臓超音波検査を積極的に活用する！
・��in�outバランスを確実に！

Points

図1　胸部X線画像
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