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　肺がんの化学療法（ペンブロリズムマブ）施行中の67歳・
男性。これまで何度も肺炎を繰り返している。今回も発熱と咳

嗽が再燃し，胸部レントゲン写真で浸潤影の増悪がみられたため，肺炎の診
断で入院。入院後に痰のグラム染色と培養が提出され，エンピリックセラピー
としてレボフロキサシン内服が開始された。これまでも何度も肺炎を繰り返
しているため，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15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

check it
out !

フォト
クイズ

解説は

11
9ページ

痰のグラム染色（1,000倍）
（Miller & Jones分類P3，Geckler分類5群）

薬事63-6グラトレ三.indd   3 2021/05/19   15:47



ContentsVol.63  No.8  2021

 13 特集にあたって�　　佐々木雅也

 15 栄養療法Up�to�Date�　　佐々木雅也，馬場　重樹

  栄養製剤の考え方

 21 � 栄養障害の分類とアセスメント�　　小山　諭

 31 � 栄養療法の選択�　　鷲澤　尚宏，鈴木　敦，石井　杏奈

 36 � 静脈栄養（末梢，中心）�　　稲葉　毅，岡田　麻里，福島　亮治

 43 � 経腸栄養（食品を含む）�　　犬飼　道雄

  症例から考える栄養製剤の使い方

 49 � 食道がん（周術期を中心に）�　　鍋谷　圭宏，大竹　慶尭，前田　恵理，市川　晃透，首藤　潔彦

 55 � 胃がん（周術期，術後を含む）�　　櫻谷美貴子，比企　直樹

 59 � 炎症性腸疾患�　　馬場　重樹，佐々木雅也

 67 � 慢性腎臓病（CKD）�　　濵田　康弘

 73 � 肝硬変�　　白木　亮

 79 � 心不全�　　鈴木　規雄

 86 � 糖尿病�　　魚永多恵子，野上　哲史

 92 � 呼吸器疾患（COVID-19を含めて）�　　藤田　幸男，吉川　雅則

 98 � がん──がん化学療法や放射線療法時の栄養療法�　　大村　健二，中川智香子，寺田　師

 104 � �高齢者──サルコペニア，フレイル，コモビディティへの配慮も含め�　　吉田　貞夫

 113 � 小　児�　　千葉　正博

取材
この人に聞く

 9 継続的＋多職種の介入を橋渡し──心不全療養指導士のあり方�　　 

大橋　隼人（東邦大学医療センター大森病院薬剤部）

上手な栄養製剤の
選び方・使い方

治療の質を高める！

薬事63-6目次三.indd   5 2021/05/19   15:48



Contents

連載
 3/119 グラトレ［15］�

肺がんの化学療法施行中の67歳・男性。何度も肺炎を繰り返している。今回も発熱と咳嗽があ
り，胸部レントゲン写真で浸潤影の増悪がみられたため，肺炎の診断で入院。入院後にエンピ
リックセラピーとしてレボフロキサシン内服開始。提案は？�　　浦上　宗治

 127 循薬ドリル［2］�
心不全患者における血圧低下時の降圧薬・利尿薬の中止提案の考え方は？�
──左心不全の病態（収縮不全と拡張不全）の薬物治療を理解しよう�　　佐古　守人

 135 多職種によ〜く伝わる 薬学的思考を活かした診療録記載のまとめ方［6］�
患者の身体所見に基づく副作用評価と医師への提案に関する記載──その2�　　佐古　守人

 143 ゆる〜く覚える配合変化［10］�
カルシウムとロセフィン®とカルロス・サンタナ�　　相澤　学

 146 臨床ですぐに使える 薬学トリビア［38］�
マクロライド系薬のいろいろ�　　宮川　泰宏

 151 購買適正化で病院経営強化 目からウロコの薬価交渉術［45］�
今回の薬価改定を再検証する�　　中野　一夫

 155 児童精神科医が伝えたい 子どものメンタルヘルス［17］�
ADHDと睡眠の問題を考える�　　宇佐美政英

 165 ジャーナルクラブの広場�　　齊藤　順平／吉廣　尚大／山本麻里子／鈴木　大介／桑原　秀徳／ 

Samantha Breaz，Lisa Holle，鈴木　真也／木村　友絵，木村　利美／杉山　昌宏

 177 添付文書からRMP，審査報告書まで 新薬ななめ読み［8］�
ソグルーヤ®皮下注5mg，10mg〔ソマプシタン（遺伝子組換え）〕�　　若林　進

その他
 117 書評　がん薬物療法�副作用対策＆曝露対策

 118 薬事セレクション

 150 �書評　病院薬剤師のための�
スキルアップ×キャリアアップガイド

 187 ニュースレター

 194 次号予告・編集部より

月刊薬事のバックナンバーが
2006年～最新号まで読めます

本誌の年間購読を契約されている方は、特設サイト「MagPlus」で
2006年～最新号までの電子ブックを追加料金なしで読むことができます。
（※閲覧にはユーザー登録が必要です）

登録・閲覧に関する詳細はhttp://magplus.jiho.jp/内のご利用についてを
ご確認ください。　　magplus

年間購読者
 限定！

MagPlusマグプラス

薬事63-6目次四.indd   7 2021/05/21   9:02



ContentsVol.63  No.8  2021

 13 特集にあたって�　　佐々木雅也

 15 栄養療法Up�to�Date�　　佐々木雅也，馬場　重樹

  栄養製剤の考え方

 21 � 栄養障害の分類とアセスメント�　　小山　諭

 31 � 栄養療法の選択�　　鷲澤　尚宏，鈴木　敦，石井　杏奈

 36 � 静脈栄養（末梢，中心）�　　稲葉　毅，岡田　麻里，福島　亮治

 43 � 経腸栄養（食品を含む）�　　犬飼　道雄

  症例から考える栄養製剤の使い方

 49 � 食道がん（周術期を中心に）�　　鍋谷　圭宏，大竹　慶尭，前田　恵理，市川　晃透，首藤　潔彦

 55 � 胃がん（周術期，術後を含む）�　　櫻谷美貴子，比企　直樹

 59 � 炎症性腸疾患�　　馬場　重樹，佐々木雅也

 67 � 慢性腎臓病（CKD）�　　濵田　康弘

 73 � 肝硬変�　　白木　亮

 79 � 心不全�　　鈴木　規雄

 86 � 糖尿病�　　魚永多恵子，野上　哲史

 92 � 呼吸器疾患（COVID-19を含めて）�　　藤田　幸男，吉川　雅則

 98 � がん──がん化学療法や放射線療法時の栄養療法�　　大村　健二，中川智香子，寺田　師

 104 � �高齢者──サルコペニア，フレイル，コモビディティへの配慮も含め�　　吉田　貞夫

 113 � 小　児�　　千葉　正博

取材
この人に聞く

 9 継続的＋多職種の介入を橋渡し──心不全療養指導士のあり方�　　 

大橋　隼人（東邦大学医療センター大森病院薬剤部）

上手な栄養製剤の
選び方・使い方

治療の質を高める！

薬事63-6目次三.indd   5 2021/05/19   15:48



Contents

連載
 3/119 グラトレ［15］�

肺がんの化学療法施行中の67歳・男性。何度も肺炎を繰り返している。今回も発熱と咳嗽があ
り，胸部レントゲン写真で浸潤影の増悪がみられたため，肺炎の診断で入院。入院後にエンピ
リックセラピーとしてレボフロキサシン内服開始。提案は？�　　浦上　宗治

 127 循薬ドリル［2］�
心不全患者における血圧低下時の降圧薬・利尿薬の中止提案の考え方は？�
──左心不全の病態（収縮不全と拡張不全）の薬物治療を理解しよう�　　佐古　守人

 135 多職種によ〜く伝わる 薬学的思考を活かした診療録記載のまとめ方［6］�
患者の身体所見に基づく副作用評価と医師への提案に関する記載──その2�　　佐古　守人

 143 ゆる〜く覚える配合変化［10］�
カルシウムとロセフィン®とカルロス・サンタナ�　　相澤　学

 146 臨床ですぐに使える 薬学トリビア［38］�
マクロライド系薬のいろいろ�　　宮川　泰宏

 151 購買適正化で病院経営強化 目からウロコの薬価交渉術［45］�
今回の薬価改定を再検証する�　　中野　一夫

 155 児童精神科医が伝えたい 子どものメンタルヘルス［17］�
ADHDと睡眠の問題を考える�　　宇佐美政英

 165 ジャーナルクラブの広場�　　齊藤　順平／吉廣　尚大／山本麻里子／鈴木　大介／桑原　秀徳／ 

Samantha Breaz，Lisa Holle，鈴木　真也／木村　友絵，木村　利美／杉山　昌宏

 177 添付文書からRMP，審査報告書まで 新薬ななめ読み［8］�
ソグルーヤ®皮下注5mg，10mg〔ソマプシタン（遺伝子組換え）〕�　　若林　進

その他
 117 書評　がん薬物療法�副作用対策＆曝露対策

 118 薬事セレクション

 150 �書評　病院薬剤師のための�
スキルアップ×キャリアアップガイド

 187 ニュースレター

 194 次号予告・編集部より

月刊薬事のバックナンバーが
2006年～最新号まで読めます

本誌の年間購読を契約されている方は、特設サイト「MagPlus」で
2006年～最新号までの電子ブックを追加料金なしで読むことができます。
（※閲覧にはユーザー登録が必要です）

登録・閲覧に関する詳細はhttp://magplus.jiho.jp/内のご利用についてを
ご確認ください。　　magplus

年間購読者
 限定！

MagPlusマグプラス

薬事63-6目次四.indd   7 2021/05/21   9:02



　2021.6（Vol.63 No.8）── 9 （1529）

■心不全療養指導士とは
　現在，わが国の心不全の患者数は約100万人にのぼり，
2035年までには130万人を超えるといわれています。医
療の進歩により，心不全の予後は徐々に改善傾向にあり
ますが，5年生存率はいまだ50〜60％程度です。
　そのようななか，2016年12月に日本循環器学会および
日本脳卒中学会が中心となって「脳卒中と循環器病克服
5カ年計画」を公表しました。そのなかでは脳卒中，血
管病，そして心不全が重要3疾患としてピックアップさ
れ，それら患者の年齢調整死亡数の減少および健康寿命
の延伸を図るために，①人材育成，②医療体制の充実，
③登録事業の促進，④予防・国民への啓発，⑤臨床・基
礎研究の強化──の5戦略が掲げられました。心不全療
養指導士は，①人材育成の一環として，医師だけでなく
多職種による心不全の発症・重症化予防に必要な基本的
知識と技能を向上させるために設立されました。現在の
心不全療養指導士の認定者数（2020年度実績）は全体で

1,771名，そのうち薬剤師は234名となっています。

■非医学的な要因による増悪予防には多職種連携が不可欠
　一度心不全を発症した患者は，その後も急性増悪を反
復し，増悪回数を重ねるごとに身体機能が低下していき
ます（図1）。そのため，心不全診療では，未発症者の
発症抑制と慢性心不全患者の増悪の回避が重要です。
　心不全療養指導士の主な役割は，各職種がもつ専門知
識と技術を活用しながら，心不全患者に対して最適な療
養指導を行うことです。心不全の増悪要因には怠薬，感
冒，過労，暴飲・暴食など，非医学的な要因ものが多
く，患者および家族，介護者への適切な指導が，発症や
増悪予防のためのセルフケアの継続につながります。こ
のなかで特に薬剤師の場合は，さまざまな服薬アドヒア
ランス不良要因（①薬に対する患者の知識不足や偏見，
②薬剤数や服薬回数の多さ，③独居や周囲のサポート不
足──など）に介入することができます。

大橋　隼人
O H A S H I  H a y a t o

東邦大学医療センター大森病院薬剤部

　超高齢社会を迎え，心不全患者が急増しているわが
国の現状を踏まえ，日本循環器学会などが2021年
度より「心不全療養指導士」認定制度を開始した。心
不全療養指導士は看護師，管理栄養士，理学療法士，
薬剤師など多様な医療職を対象としており，心不全患
者および家族，介護者への継続的な多職種による介入
が期待されている。今回，心不全療養指導士として心
不全チームの活動に取り組んでいる大橋隼人氏に，心
不全療養指導士として問われる技能や臨床現場におけ
る実際の役割などについて話を聞いた。

継続的＋多職種の介入を橋渡し
──心不全療養指導士のあり方
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特 集

栄養療法Up to Date

治療の質を高める！ 上手な栄養製剤の選び方・使い方

はじめに

　経口摂取が不可能な場合，あるいは経口摂取のみでは
必要な栄養量を摂取できない場合には，静脈栄養や経腸
栄養が必要となる。静脈栄養に比べて，経腸栄養は生理
的な栄養法であり，第一選択の栄養法である。絶食で完
全静脈栄養となると，腸粘膜のintegrity（恒常性）が
低下し，機械的バリアが低下する。また腸粘膜免疫系に
よる機能的バリアも低下することによりbacterial 
translocation（BT）が生じるとされる。経腸栄養の併
用により，バリア機能が維持されることが知られている1)。
　一方，さまざまな疾患において，腸内細菌叢が病態に関
与することが明らかになってきた。16S rRNAを標的とし

た解析によると，ヒトの腸内には約1,000種類の細菌が棲
み着いていることがわかっている。そのうちの99％は，
Firmicutes，Bacteroides，Actinobacteria，Proteobacteria
の4つの門に属する菌からなる。例えば，大腸菌は
Proteobacteria門に，Clostridium属はFirmicutes門に属
する。これらの腸内細菌は，栄養素の消化吸収に関わる
ほか，生体内の免疫系の70％を占めるとされる腸粘膜免
疫と密接な関係が認められている。潰瘍性大腸炎やク
ローン病に代表される炎症性腸疾患のみならず，肥満や
糖尿病，あるいは循環器疾患や精神疾患においても腸内
細菌叢との関与が示唆されるようになってきた。特に，
本来は安定しているはずの腸内細菌叢が乱れること

（dysbiosis）が，さまざまな疾患の病態に関わると報告
されている。すなわち，腸内細菌叢が一つの臓器として

佐々木雅也＊1，馬場　重樹＊2
SASAKI Masaya, BAMBA Shigeki

�高度侵襲時の早期補完的静脈栄養（SPN）の意義は明らかでないが，静脈栄養と経腸栄養を上手に併
用することが栄養管理のポイントであることはいうまでもない。

�中心静脈カテーテルの挿入法として末梢挿入式中心静脈カテーテル（PICC）が広く用いられるように
なっている。

�中心静脈栄養（TPN）に用いるキット製剤のなかには，2000年の米国食品医薬品局（FDA）の基準
に準拠した製剤も市販されるようになった。

�静脈栄養用のセレン製剤が市販された。

�半固形状流動食，粘度可変型流動食のように，液状流動食より高粘度の栄養剤が使用できるようにな
り，合併症対策として用いられるようになっている。

�静脈栄養，経腸栄養においてもdysbiosisを来すことから，プレバイオティクスやプロバイオティク
スの活用が望まれる。

＊1 滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座（生化・栄養）／滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部 
＊2 滋賀医科大学医学部附属病院光学医療診療部

Points
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佐古　守人　SAKO Morito
東住吉森本病院薬剤科

第2回
心不全患者における血圧低下時の降圧薬・利尿薬の中止提案の考え方は？
──左心不全の病態（収縮不全と拡張不全）の薬物治療を理解しよう

■症例
　87歳，女性。
		左大腿骨頚部骨折にて入院。入院時血圧	130/78mmHg，脈拍	78回/分。術前心エコーにて左心室駆出率（LVEF）
は34％でその他，特記事項なし。手術後，夜間せん妄を起こし，夜間ハロペリドール注などの投与により日中傾眠
となり，食事摂取不良。常用薬は看護師管理にて服用。第12病日：術後8日，血圧97/58（130/78）mmHg，脈
拍98（78）回/分と血圧低下を認めた。また，口渇と皮膚・腋窩の乾燥あり，意識レベルの低下なし。
	既 往 歴	 心不全，高血圧，認知症
	検査所見	 	BUN	48.7（17.2）mg/dL，Scr	1.3（0.62）mg/dL，Na	131（138）mEq/L，K	2.9（4.1）mEq/L。

※（　）は入院時
	使 用 薬
［1］アゾセミド錠30mg	 1回1錠　1日1回　朝食後
［2］スピロノラクトン錠25mg	 1回1錠　1日1回　朝食後
［3］ビソプロロール錠2.5mg	 1回0.5錠　1日1回　朝食後
［4］アジルサルタン錠20mg	 1回1錠　1日1回　朝食後
［5］アムロジピンOD錠2.5mg	 1回1錠　1日1回　朝食後
［6］ドネペジルOD錠5mg	 1回1錠　1日1回　朝食後

気になる所見
（異常値，症状など）
についてチェック
してみましょう！
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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）

　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ます。
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はじめに
　副作用を疑った際には，その副作用の疑いとそれ以外の疾患の疑いの確からしさを天秤にかける必要がある。特に副
作用かどうかを判断するには，時系列を意識した薬剤投与歴や問診，身体所見の確認が重要となる。前回に引き続き，
今回も患者の身体所見に基づく副作用評価と，その後の対応をどのように医師に提案していくのか考えていきたい。

患者の身体所見に基づく副作用評価と
医師への提案──その2

佐古　守人　SAKO Morito
東住吉森本病院薬剤科

第 6回

Case1 浮腫・徐脈を認めた患者への問診によりビソプロロール服用が発覚
92歳，女性，150cm，40kg
　入院の1週間前から浮腫を認め，徐々に増悪。入院当日に呼吸困難の出現あり，当院救急搬送。搬送時，脈拍29
回/分と著明な徐脈を認めた。諸検査後に洞不全症候群に伴う，うっ血性心不全および腎不全の診断にて入院。
　入院後は，うっ血性心不全の前負荷軽減目的にフロセミド注を開始。低心拍出の原因である徐脈に対して脈拍数増
加目的にアトロピン注の使用後，シロスタゾール錠200mg/日（適応外1)）を開始。フロセミド注とシロスタゾール
錠の投与後から脈拍増加に伴い尿量増加を認め，翌日以降は意識レベル改善，心不全症状や腎不全改善傾向。第4病
日，脈拍104回/分まで上昇。
　本人に面談すると，「最近，血圧が高くて薬が追加になった」との情報を得た。かかりつけ薬局に連絡すると，ビ
ソプロロール錠2.5mg/日を追加で服用していることが発覚した。
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引き続きカルシウムのお話

　今回は，前回に続きカルシウムつながりのお話を進めたいと思います。ロセフィン®静注用の添付文
書の重要な基本的注意に以下の記載があります。
　「本剤を投与する場合は，カルシウムを含有する注射剤又は輸液と同時に投与しないこと。国外にお
いて，新生児に本剤とカルシウムを含有する注射剤又は輸液を同一経路から同時に投与した場合に，
肺，腎臓等に生じたセフトリアキソンを成分とする結晶により，死亡に至った症例が報告されている」。
　また，適用上の注意にも以下の記載があります。
　「カルシウムを含有する注射剤又は輸液との配合により混濁等の変化が認められたとの報告があるの
で，配合しないこと」。
　これも処方頻度が高い例なので，覚え方を考えました。
　“カルロス・サンタナ”という世界的に有名なギタリストがいます。自身の名前を冠にした“サンタナ”

前回のあらすじ（まとめ）
・イオン反応による配合変化は，リン酸カルシウムの析出が多く報告されている。
・リン酸カルシウムは濃度の上昇とpHの上昇が析出の要因となる。
・�ビーフリード®輸液など糖・電解質加アミノ酸輸液では，リン酸カルシウムの析出に注意が必要。
→�「カルビーのぼてっと沈殿する」

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

第10話 カルシウムとロセフィン®とカルロス・サンタナ
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