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　胆のうがんに対して胆のう摘出と肝前区域切除術を受
けた79歳・女性。術後に肝臓の切除面や胆管と空腸の吻

合部から胆汁漏があり，ドレーンチューブが留置されている。
術後95日目に発熱と嘔吐があり，腹部造影CTを施行したところ，肝
切除面に膿瘍がみられたため手術部位感染症としてスルバクタム/ア
ンピシリンが開始された。術後96日目に前日提出の血液培養が陽性
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？
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■医療保険のオンライン資格確認とは？
　医療保険制度において，患者が加入している医療保険
をチェックする資格確認は基本的な業務の一つです。し
かし，これまでの資格確認の仕組みでは，提示された健
康保険証が有効かをその場では確認できないことから，
その後資格過誤が判明すれば，レセプトの返戻が生じて
いました。
　そこで，正確な資格確認が行えるシステムとして導入
を進めているのがオンライン資格確認です。オンライン
資格確認では，社会保険診療報酬支払基金（以下，支払
基金）・国民健康保険中央会が管理する「オンライン資
格確認等システム」から自動的に最新の保険資格情報を
取得することができます。マイナンバーカードを持参し
ている患者の場合，端末でカードに内蔵されているIC

チップを読み込んだ後，顔認証あるいは暗証番号の入力
によって本人確認を行います（12桁の個人番号は取り
扱わない）。マイナンバーカードをもっていない方でも，
健康保険証や処方箋に記載されている記号番号を入力す
ることで，オンライン資格確認が利用可能です。

■薬剤情報の閲覧ができるように
　オンライン資格確認の導入によって，医療現場にはさ
まざまなメリットがあると考えています。まず，患者の
正確な保険資格が即時に確認できるため，資格過誤によ
るレセプト返戻の作業削減が期待できます。レセプト返
戻の削減は，レセプト請求の再申請の手間や再申請不可
による未収金の発生を減らすことにもつながります。
　次に，マイナンバーカードによる資格確認完了後，患

山田　章平
Y A M A D A  S h o u h e i

厚生労働省保険局医療介護連携政策課

　2021年3月より開始予定となっているオンライン
資格確認では，マイナンバーカードを健康保険証とし
て利用できるようになり，一元的に管理された保険資
格情報をオンラインで即時に確認可能となる。さらに，
薬剤情報の閲覧や「オンライン資格確認等システム」
を基盤とした電子処方箋の仕組み構築なども計画さ
れ，薬剤師をはじめとする医療者の業務の効率化が期
待されている。そこで，オンライン資格確認を推進し
ている厚生労働省保険局の山田章平氏に，オンライン
資格確認導入の背景やメリットについて話を聞いた。

返戻の削減＆薬剤情報閲覧が可能に
─知っておきたいオンライン資格確認
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特 集
知りたいところをすべて解説！ 甲状腺疾患と薬物治療の急所

はじめに

　甲状腺機能亢進症の原因には，バセドウ病や破壊性甲
状腺炎（無痛性甲状腺炎，亜急性甲状腺炎），最近では
免疫チェックポイント阻害薬などの薬剤性のものなどが
ある。それらのなかで，バセドウ病が最も頻度が高く，
日常診療でもよく遭遇する。本稿では，バセドウ病の病
態と治療として薬物療法の概要を説明する。

バセドウ病の病態

　バセドウ病は，甲状腺機能亢進症（甲状腺中毒症と同
義）の約7割を占める主たる原因であり，臓器特異的な
自己免疫の異常による甲状腺ホルモン産生過剰を病態と
する疾患である。この「臓器特異的な自己免疫の異常」と
は，甲状腺に存在し，甲状腺ホルモンの生成・分泌の生理
的な刺激となる甲状腺刺激ホルモン（thyroid stimulating 
hormone；TSH）が結合するTSH受容体に対する自己

抗体TRAb（TSH receptor antibody：TSH受容体抗体）
が産生される異常である。このTRAbがTSH受容体を
刺激して，甲状腺ホルモンを過剰に生成・分泌させ，甲
状腺機能亢進症に進展する（図1）。

内田　豊義
UCHIDA Toyoyoshi

代表的な甲状腺疾患の病態と薬物治療

バセドウ病

�バセドウ病は甲状腺機能亢進症（中毒症）のなかで最も頻度が高い。

�バセドウ病の病態は自己免疫異常に基づく甲状腺におけるホルモン生成過剰であり，過剰なホルモン
生成を抑制する治療が必要である。

�初期治療として遊離サイロキシン（FT4）�値＜5.0ng/dLではチアマゾール（MMI）15mg/日，FT4値
≧5.0ng/dLではMMI�30mg/日もしくはMMI�15mg＋ヨウ化カリウム50mgが推奨されている。

�抗甲状腺薬関連副作用が疑われた場合には，速やかに中止のうえ，医療機関の受診を勧める。

順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学

Points

正常 バセドウ病

TSHTSH

TSH受容体

TSH受容体抗体

T3：triiodothyronine
T4：thyroxine

T4 T3 T4 T3

図1　TSH受容体刺激の違い

　生理的にはTSHがTSH受容体を刺激し，ホルモン生成・
分泌を調整している（左図）。バセドウ病ではTSH受容体
抗体が異常に産生され，TSH受容体をTSH非依存的かつ
持続的に刺激する（右図）。結果的に過剰な甲状腺ホルモン
が産生され，甲状腺機能亢進症（中毒症）を呈する。
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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
大岡建太郎　OOKA Kentaro

JCHO熊本総合病院薬剤部

　2020.10（Vol.62 No.13）── 99 （2559）

薬剤師の実践的褥瘡介入！〜創部と患者背景から総合的に読み取る〜
　本連載最後となる第10回は，これまでの知識を活かしたうえで，実際に患者から褥瘡に関する相
談を受けたとき，どのようなアプローチができるかを考えてみましょう。今後，高齢化の進行によっ
て増加が懸念される褥瘡患者にしっかりと備えましょう。

第10回
の

テーマ

 症例検討 
　78歳男性，妻と2人暮らし。非小細胞肺腺がんに対して外来化学療法で通院中。3コース目の化
学療法実施日，家族より「数日前からお尻の部分に赤くなっている部分がある」と訴えあり。仙骨
部に暗赤色の紅斑を示しておりd1（消退しない発赤）の褥瘡を発症していた。同日，創面保護を目
的にポリウレタンフィルムの貼付が開始された。
　その後4コース目の化学療法実施日（3コース目から21日後），同部位の褥瘡は悪化していた
（図1）。自宅での介護状況を聞くと，介助による歩行は何とか可能で車椅子も使用中。読書を好む
ため日中ほぼベッド上（高反発ウレタンマットレス＋背上・脚上が可能なリクライニングを使用）
での生活が多く，食事はほとんど嗜好品のみ。創部に痛みを感じることはなく，ポリウレタンフィ
ルムの交換日以外も毎日観察しており，徐々に滲出液が溜まっていた程度だったとのこと。同日，
皮膚科を受診されハイドロサイト®ADジェントル（2日に1回交換）が開始となったが，調剤薬局
の窓口へ妻とともに訪れた患者から，「悪くなっているのに薬を塗らなくて大丈夫なのでしょうか？　
貼り薬で大丈夫なんですか？」と不安な顔で相談された。
＜患者情報＞
身長：174cm，体重：45kg，血圧：126/75mmHg，Alb：2.4g/dL，Hb：9.1g/dL，CRP：0.1mg/dL
既往歴：高血圧，うつ病，便秘症，不眠症，腰部圧迫骨折

完
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ECMOが人工心肺か人工肺かは接続方法の違い

後輩薬剤師：ついに，この病院でもCOVID-19患者に人工肺（extracorporeal 
membrane oxygenation；ECMO）を使う日が来ましたね。
先輩薬剤師：そうだな。テレビのCOVID-19報道でECMOという名前はずいぶんと
世間に知られるようになったけれど，この病院は人工心肺をよく使用しているから
ECMOは目新しい機械というわけではないぞ…。
後輩薬剤師：人工心肺はPCPS っていうのですよね？　ECMOは人工肺だから違うの
ではないですか？

　人工肺や人工心肺は集中治療で用いる機械のため，以
前は一般病棟や市民にとっては馴染みの薄いものでし
た。しかし，COVID-19の対症療法として“重症患者に
ECMO（人工肺）という手段がある”と報道されたこと
で，一般市民にも人工肺であるところのECMOという名前
が知られるようになりました。一方，PCPS（percutaneous 

cardio pulmonary support：経皮的心肺補助）という単
語は国内では主に人工心肺として広く使われており，一
見すると人工肺がECMO，人工心肺がPCPSという名称
のようにもみえます。しかし，PCPSという名称はテル
モのエマセブの装置を含めた名前であるため世界共通の
名称というわけではありません。一般的には，ECMOを

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

第30回 新型コロナウイルス禍の
薬物療法でのデバイスの影響
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配合変化は予測できる

　pHの変動による配合変化を予測するには，インタビューフォームに掲載されている「pH変動試験」
を用います。pH変動試験とは，輸液や注射剤に酸またはアルカリを徐々に添加したときの配合変化な
どの外観変化やpHの変動を示します。
　pH変動試験の方法は，測定する注射剤（試料液）にpH調整剤として0.1mol/L（1/10N）の塩酸（酸
性）あるいは0.1mol/L（1/10N）の水酸化ナトリウム液（アルカリ性）を徐々に滴下し，pHをそれぞ
れ酸性側もしくはアルカリ性側へと移動させます。pH調整剤を通常10mL添加し外観変化が生じない
場合は滴下を終了します。この時点でのpHを「最終pH」といいます。そして沈殿や混濁など外観変
化が現れた場合，そのpHを「変化点pH」といいます。また「変化点pH」から0.2試料液側で外観変化
が認められないギリギリのpHを「臨界点pH」といいます。
　またpH変動試験の結果をスケールにまとめたものを「pH変動スケール」といいます。

相澤　　学  AIZAWA Manabu
公立学校共済組合 関東中央病院薬剤部

第2話 pH変動スケールの読み方

前回のあらすじ（まとめ）
・配合変化の予測は薬剤師の職能である。
・pHの移動に伴う配合変化が一番多いといわれる。
・酸性もしくはアルカリ性に調整している製剤はpHが移動することにより配合変化が起こる。
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