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　大動脈弁狭窄症に対して大動脈弁置換術が施行された45
歳・男性。術後6日目にKlebsiella aerogenesによる人工呼吸

器関連肺炎を発症し，セフトリアキソンが開始された。セフトリア
キソンを5日間投与しても痰培養からはK. aerogenesが検出されており，消失
しなかった。その後，バイタルサインは安定しているものの39℃台の発熱が続
き，酸素化はいま一つ改善していない。セフトリアキソン投与9日目に痰の細菌
検査が提出され，グラム染色で細菌がみられた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？
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■患者報告アウトカム（PRO），ePROとは？
　2009年，治療による副作用症状や患者のQOLに関して，
医療者が過小評価する傾向があることが報告され，患者
自身が報告する患者報告アウトカム（patient reported 
outcome；PRO）の臨床的意義が再認識されました。さ
らに，米国食品医薬品局（FDA）が作成したPROに関
するガイドラインにおいて，PROは「臨床医や他の誰
の解釈も介さず，患者から直接得られる患者の健康状態
に関するすべての報告」と定義されました。
　そして近年，スマートフォンなどの電子ツールを用い
たPROも導入されており，このPROで得られた情報を，
症状管理や治療後のモニタリングなど日常診療にも活用
する取り組みが注目されています。その一つが私が東京
理 科 大 学 薬 学 部 で 開 発 を 開 始 し た 電 子 患 者 日 誌

（electronic PRO；ePRO）であり，現在は徳洲会グルー
プでも研究・開発を進めています。

■スマホで経過を共有，セルフケア・アラート機能も搭載
　最初に開発したのは，スマートフォンを活用して，が
ん患者のがん化学療法に伴う発熱性好中球減少症（FN）
をサポートするePROと，薬剤師がePROの情報を確認
して，患者への薬学的介入を支援する薬学的管理システ
ムが一体となったePROです。ePROは化学療法を行っ
た日から予測される感染リスクが高まる時期をカレン
ダーに表示するなど，患者のセルフケアを啓発する機能
を搭載しています（図1）。そして，患者が日々の体温
やだるさなどの体調変化，頓服薬の服薬状況などを
ePROに記録し，それらを次回の受診時に医療者が確認
することが可能です。そのため，患者の自宅での症状変
化を正確に把握したうえで診療することができます。
　次に開発したのが，がん化学療法による悪心・嘔吐

（CINV）のセルフケアを支援するePROです。ePROとし
ての機能はFNのサポートと同様の仕様ですが，患者が

小茂田昌代
K O M O D A  M a s a y o

沖縄徳洲会千葉西総合病院薬剤科

　がん領域の臨床研究では，正確な安全性評価のため
の指標として患者自身による評価や症状の訴えが用い
られており，患者報告アウトカム（PRO）とよばれて
いる。近年では，電子ツールを用いたPRO（ePRO）
で得られた情報を現場の医療者が共有し，日常臨床に
ダイレクトに活用する取り組みがわが国でも導入され
つつある。そこで，日常臨床におけるePROの活用に
関して，さまざまな研究・開発を進めている小茂田昌代
氏に，臨床現場へのePROの導入や薬剤師業務への応
用の可能性について話を聞いた。

電子患者日誌で副作用をリアルタイム管理
──がん化学療法にePROを活用
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特 集

これからの慢性心不全治療

予防・治療・緩和ケアの最重要ポイントを押さえる 心不全治療アップデート

はじめに

　ここ数年，慢性心不全治療には大きな変革があり，新
たな時代を迎えている。具体的には，アンジオテンシン
受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI），HCNチャネル
遮断薬やSGLT2阻害薬などの新たな心不全治療薬の登
場や，併存疾患である心房細動や弁膜症に対するカ 
テーテル治療の進歩，さらには重症心不全治療に対する
植込型補助人工心臓の長期在宅補助人工心臓治療

（destination therapy；DT）の開始など，また，多職種
による疾病管理や心臓リハビリテーション，遠隔医療，
在宅診療，緩和ケアの導入も広まってきている。これら
の新たな状況を反映して，日本循環器学会と日本心不全
学会の心不全診療ガイドラインは2021年に心不全治療
のアルゴリズムがブラッシュアップされアップデートさ
れるなど，慢性心不全治療の新たな体系が提示され
た1),2)。
　この状況を踏まえて，本稿では慢性心不全の現状を概

説し，新たな慢性心不全の治療体系による治療目標や治療
の基本的な考え方，今後の課題や展望について解説する。

慢性心不全の現状

慢性心不全患者の増加
　心不全は，心臓のポンプ機能障害につながるあらゆる
心疾患が原因となりえる。そのため，高齢化の進行に伴い
心疾患患者数が増加していることを反映して，心不全患
者数は増加傾向にある。
　わが国には心不全患者の全数調査が存在しないため正
確な患者数は不明であるが，日本循環器学会の循環器疾
患診療実態調査（The Japanese Registry Of All cardiac 
and vascular Diseases；JROAD）では，2018年度に日
本循環器学会循環器専門医研修指定病院と研修関連病院
に入院した心不全患者数は約29万人と報告されており，
年に1万人以上の割合で増加している。また，国内のす

1

彦惣　俊吾，坂田　泰史
HIKOSO Shungo, SAKATA Yasushi

�慢性心不全は，患者数が増加しており，予後不良の疾患である。

�慢性心不全治療は，新規治療薬の登場などにより，大きな変革期を迎えている。

�薬物治療としてアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI），イバブラジン，SGLT2阻害
薬が予後を改善する薬剤として加わった。

�機能性僧帽弁逆流に対する経皮的僧帽弁接合不全修復システム（MitraClip®），心房細動に対するカ
テーテルアブレーションも慢性心不全のガイドラインに位置づけられるようになった。

�多職種連携による疾病管理，心臓リハビリテーション，緩和ケアの導入の重要性が高まっている。

大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

Points
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消毒に最適なエタノール濃度は？

後輩薬剤師：新型コロナはまだ終息しないですが，エタノール消毒の供給は一時期に
比べると落ち着いていますね。

先輩薬剤師：そうだな。当初は酒類を消毒用エタノールとすることも検討もしていたな。

後輩薬剤師：そうですね。でも，アルコール度数が高すぎても適していないのですよね。

先輩薬剤師：日本環境感染学会のガイドラインでは60～90％とされているね。

後輩薬剤師：何で？

先輩薬剤師：え…

後輩薬剤師：何で，100％のエタノールではダメなんですか？　試薬としてエタノー
ルを購入することもできるから，薄めずに使ったほうがてっとり早いですよね。

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

第41回

エタノール消毒

薬事63-9薬学トリ�ア三.indd   115 2021/08/18   15:00



　2021.9（Vol.63 No.12）── 119 （2511）

豊岡　一誠　TOYOOKA Issei
済生会熊本病院薬剤部

第5回
利尿薬はどう使う？ 中止の基準は？
──利尿薬の特徴と使用目的を理解する

■症例
　75歳，男性。
　慢性心不全にて外来定期受診。体重は60kg前後で推移していた。1カ月前の定期受診にて2kgの体重増加や下腿
浮腫がみられ，フロセミド10mgが追加。1週間前から労作時の息切れと起坐呼吸に悩まされ，家族に付き添われ救
急外来を受診。心不全コントロール目的に緊急入院となった。
	既 往 歴	 心不全，心房細動，高血圧
	身体所見	 �血圧�188/85mmHg，脈拍�54bpm，呼吸数�20回/分，SpO2�92％（室内気），体重�65kg，�

頚静脈怒張（＋），下腿浮腫（＋）
	血液検査	 BUN�25.1mg/dL，Cr�1.13mg/dL，Na�140mEq/L，K�4.45mEq/L，Hb�13.1g/dL，BNP�308.6pg/mL
	胸部X線	 うっ血（＋），両側胸水（＋）
	心エコー	 EF�34％，IVCD�18/15mm（丸く張っている），呼吸性変動（−）
	使 用 薬
［1］エドキサバン錠30mg� 1回1錠� 1日1回　朝食後
［2］フロセミド錠20mg� 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］スピロノラクトン錠25mg� 1回0.5錠� 1日1回　朝食後
［5］イミダプリル錠5mg� 1回1錠� 1日1回　朝食後
［6］（追加）フロセミド錠10mg� 1回1錠� 1日1回　昼食後

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。

128 （2520） ──  　2021.9（Vol.63 No.12）

はじめに
　今回は，肝障害患者における投与量設計をテーマに，適正な薬物治療につなげるための記録のまとめ方を考えていき
たい。

肝障害患者での投与量の提案
佐村　　優　SAMURA Masaru

医療法人社団緑成会横浜総合病院薬剤科

第 9回

Case1 肝硬変患者における肝機能の評価と投与量の提案
　非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）による肝硬変で，当院外来に通院中。数日前からの呼吸苦を認めて，加療
目的で休日に入院。画像検査から肺アスペルギルス症の疑いでボリコナゾールが初日1回400mg 1日2回，2日目以降
は1回300mg 1日2回で治療開始となった。
　翌日，主治医より肝硬変患者（Child-Pugh分類B）の推奨用量を診療録に記載しておいてほしいとの依頼があった。

患　者  54歳，男性，身長181cm，体重67.5kg
使用薬  ［1］リーバクト®配合顆粒 1回1包（4.15g）　1日3回　毎食後

 ［2］ウルソデオキシコール酸錠100mg 1回3錠　1日3回　毎食後
 ［3］フロセミド錠20mg 1回1錠　1日1回　朝食後
 ［4］スピロノラクトン錠25mg 1回1錠　1日1回　朝食後
 ＜追加処方＞（2日目以降）
 ［5］ボリコナゾール200mg静注用 1.5バイアル＋生理食塩液100mL　1日2回（6時，18時）
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