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　急性期の脳梗塞で入院中の85歳・女性。入院4日目に発熱
（38.3℃）と白血球上昇（22,500/µL），CRP上昇（19.45mg/ dL）

あり。明確な感染症は特定できなかったものの，嘔吐したエピソードがあったこ
とから，主治医は誤嚥性肺炎を想定してセフトリアキソンを開始した。入院6日
目に入院4日目提出（セフトリアキソン開始前）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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確認テストを用いた患者指導でMTX
の理解度が向上，有害事象を防止
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チーム医療にリウマチ登録薬剤師が参加

　天理よろづ相談所病院（以下，同院）は715床を有す
る奈良県の基幹病院である。総合内科では専門科以外の
領域を横断的に幅広く担当し，高齢者を中心にさまざま
な診断困難例，多併存疾患例など各専門科疾患以外の診
療に携わっている。そのなかで，リウマチ・膠原病，腎
臓病，感染症などの領域では専門診療も展開している。
同院を受診している関節リウマチ（RA）患者数は約
1,000名にのぼり，県内に限らず他府県からの受診も多い。
　そうしたなか，同院では2015年より総合内科医師，
薬剤師，看護師，作業療法士，臨床検査技師，医療事務
など多職種で構成されたリウマチチームが外来RA患者
の診療に対応している。チーム内の薬剤師は全員日本リ
ウマチ財団登録薬剤師（以下，リウマチ登録薬剤師）の
認定を受けており，高い専門性をもってRA患者の薬物治
療の提案や薬剤師外来での服薬指導などを行っている。

投薬過誤が問題視されるMTX

　メトトレキサート（MTX）は，日本リウマチ学会の
ガイドラインでは，RA治療における第一選択薬に位置
づけられている。しかし，MTXは1週間あたりの投与
量を1回または2～3回に分割して，1～2日間かけて経
口投与する（原則6～8mgから開始，最大16mg/週まで
漸増）など，服用方法が特殊である。このことがしばしば
服用間違いを引き起こす要因となっており，医薬品医療機
器総合機構（PMDA）や厚生労働省はたびたびMTXに
関する注意喚起を行っている。2020年10月にPMDAが
公表した「抗リウマチ剤（メトトレキサート）の過剰投
与に伴う骨髄抑制（第3報）」でも，MTXの連日服用に
よって患者が骨髄抑制を来した事例が報告されている。
こうしたことから，適切なMTX治療のためには，患者
自身がMTXへの理解を深め，服薬アドヒアランスを向
上させることが重要である。

　メトトレキサート（MTX）は，関節リウマチ治療において第一選択薬に位置づけられ
ている薬剤である。しかし，MTXは服薬方法の特殊性などからしばしば患者の服薬アド
ヒアランスの問題が懸念されており，重大な医療事故も報告されている。天里よろづ相
談所病院では，MTX導入外来患者の服薬アドヒアランス向上を目的に，リウマチチーム
が作成した患者の服薬方法や副作用などへの理解度を客観的に評価する「確認テスト」
を用いたMTX薬物療法に関する教育体制を構築。確認テストの成績に基づいた服薬指導
を実践することで，患者の理解度が有意に向上し，安全な治療へとつなげている。

天理よろづ 
相談所病院 

（奈良県天理市）

病床数 715床
薬剤師数 正職員47名，アルバイト17名
関節リウマチ患者数 約1,000名/年

病 院 概 要

リウマチチーム 天理よろづ相談所病院
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特 集

がん疼痛の薬物療法に関する
ガイドライン2020年版
──臨床で活用するために

新ガイドラインでこう変わった！ がん疼痛治療薬の新しい使い方

はじめに

　本稿では，2020年7月に発刊された「がん疼痛の薬物
療法に関するガイドライン2020年版」1)（以下，本GL）
の変更点を中心とした全体像に加えて，ガイドライン
（以下，GL）を利用するにあたりevidence-based medicine
（EBM）の考え方についても概説したい。

EBMの本当の意味とは？

　1990年代にGuyattがEBMを提唱2)してから30年が
経過した。しかし，EBMは，ともすると「臨床家の勘
や経験ではなくエビデンスを重視して行う医療」と誤解

されることがある。しかし，本来のEBMは，「研究に
よるエビデンス，臨床家の熟練・専門性，患者の意向・
行動，そして患者の臨床的状況・環境を統合し，より良
い患者ケアのための意思決定を行うものである」（図1）3)。
この定義からいえば，経験を軽視して研究によるエビデ
ンスに偏重することがあるとすれば，EBMを誤解して
いることになる。
　GLで用いられる「エビデンスの質が高い」という言
葉は，「患者を集団としてみた場合に，期待する治療効
果が得られることの確実性が高い」という意味である。
したがって，個別の患者で，集団レベルと同程度に効果
があるかどうかは別問題であり，常に不確実性が残る。
特に，痛みの薬物療法では，疼痛強度の低下を指標とし
てエビデンスの評価をするが，副作用は個人差が大き
く，また個々の患者が特に避けたいと思う副作用は異な

余宮きのみ
YOMIYA Kinomi

�診療ガイドラインとは，患者と医療者の意思決定を支援するために最適と考えられる推奨である。推
奨はあくまでも一般論にすぎないことを認識し，診療ガイドラインを意思決定支援のための道具とし
て使用する。

�推奨の強さは，エビデンスの質だけではなく，益と害のバランス，患者の価値観や医療資源などを考
慮して決定される。

��「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2020年版」における推奨の変更として，強オピオイドと
弱オピオイドの位置づけの変更があげられる。

�軽度の痛みには非オピオイド鎮痛薬，中等度以上の痛みには強オピオイドが推奨される。弱オピオイ
ドは，中等度の痛みで強オピオイドが使用できないときに限って推奨される。

�WHOによるがん疼痛に関するガイドラインが改訂され，三段階除痛ラダーならびに鎮痛薬使用の5原
則の一つである「ラダーに沿って効力の順に」が削除された。

埼玉県立がんセンター緩和ケア科

Points
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滴定酸度

後 輩：「 ねぇねぇ，先輩。なんでオメプラール®注用やタケプロン®静注用は，pH 3.5～6.5の5％ブド
ウ糖液との配合は大丈夫なのに，pH4.7～5.3のフィジオ®35輸液では配合変化が起きるの？　
フィジオ®35輸液のpHは5％ブドウ糖液の範囲内じゃない」

先 輩：「 それは，フィジオ®35輸液には電解質が入っているから…」
後 輩：「ボーッと生きてんじゃねーよ！」
　いまこそすべての薬剤師に問います。なぜオメプラール®注用やタケプロン®静注用はフィジオ®35
輸液と配合変化が起きるのか。配合変化の理由もわからずに，やれオメプラール®には生食フラッシュ
が必要とかタケプロン®はTPNに混ぜられないと言っている薬剤師のなんて多いことか。
後 輩：「 それは，フィジオ®35輸液は5％ブドウ糖液より滴定酸度が高いから」
解説者：「さすが後輩，新人なのに滴定酸度なんてよく知っているね」

前回のあらすじ（まとめ）
・カテコラミン系薬剤は酸性→コーラは酸性
・コーラは酸性を加えると，酸性注射剤を10品目カバー
・他の酸性注射剤は，自施設で汎用されている薬剤を覚えれば良い

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

第5話
なぜオメプラール®注用やタケプロン®静注用
は5％ブドウ糖液が大丈夫なのにフィジオ®35
輸液で配合変化が起こるの？
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編集　佐村　優（医療法人社団緑成会横浜総合病院薬剤部）
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連載をはじめるにあたって

　病棟薬剤業務では，主に「医薬品の投薬・注射状況の把握」，「医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知な
らびに医療従事者からの相談応需」，「入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案」，「2種以上の薬剤を同時に投与
する場合における投与前の相互作用の確認」，「患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明」，「薬剤
の投与にあたり，流量又は投与量の計算等の実施」，「医政発0430第1号に掲げる業務の実施（プロトコルに基づく
薬物治療管理，薬剤選択，投与量，投与方法，投与期間等の提案，有効性・安全性のモニタリングおよびTDMに
基づく処方提案など）」が求められており1),2)，これらの内容は可能な限り診療録に記録するよう推奨されてい
る1)。また，近年推進されている医師のタスクシフティング，地域医療構想，Patient Flow Managementによって，
病床機能ごとで求められる病棟薬剤業務の役割も変化しつつある。すなわち，病棟薬剤業務における薬剤師の役
割は，病床機能や地域医療を考慮しつつ，個々の患者の薬物治療の適正化，医薬品の適正使用に貢献することで
あり，薬学的な思考に基づく診療録への記載はそのための重要な手段となる。では，どのようにして，記録化す
ることが望ましいだろうか？　記録において最も重要な点はどのように評価をして提案（Plan）に至ったかという
部分ではないだろうか。
　そこで本連載では，病棟薬剤業務において，薬物治療の適正化，医薬品の適正使用を推進するうえで必要な評
価方法ならびに病床機能に応じた評価方法に焦点をあて，多職種に伝わる診療録記載のまとめ方について考えて
いきたい。

新連載

伝わる副作用モニタリングの提案
佐村　　優　SAMURA Masaru

医療法人社団緑成会横浜総合病院薬剤部

第 1回
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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

循環器領域
抗凝固薬と抗血小板薬の適正使用でのしくじり9第 回

門村　将太　KADOMURA Shohta
JCHO札幌北辰病院薬剤部

この症例から学べたこと
・新規経口抗凝固薬の選択と用量設計は腎機能のみで決定されない！
・�患者の状態や服用薬によって経皮的冠動脈カテーテルインターベンション後の抗血小板薬2剤併用療法
（DAPT）の併用期間は異なる！
・DAPT施行中の患者はプロトンポンプ阻害薬（PPI）の併用が推奨されている！

症　例
83歳女性，身長152cm，体重58kg（理想体重44.6kg），BMI 24.8kg/m2

主 訴　　両下腿浮腫
入院時現症　 他院整形外科で下腿の浮腫を指摘され当院に紹介受診。総合診療科より心不全の疑いで循環器内科

へ紹介された。
家族歴　　長男：虚血性心疾患
嗜好歴　　喫煙歴なし，飲酒なし
バイタルサイン　血圧 186/102mmHg，脈拍 75回/分，体温 36.7℃
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