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洞不全症候群と心電図の関係を知ろう！
今回は前回お伝えしたように，洞不全症候群について学習していきましょう！
では，問題です。

洞調律波形で，洞結節の興奮（電気信号）が半分まで遅くなったらどのような心
電図波形になるでしょうか？
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久範

山口

正和

SHIMIZU Hisanori

YAMAGUCHI Masakazu
公益財団法人がん研究会有明病院薬剤部
医療現場の負担軽減や効率化，高騰する医療
費の抑制，医療の高度・個別化など，さまざま
な医療ニーズに対応するため，人口知能（AI）
，
IoT の導入・開発などデジタルトランスフォー
メーション（DX）化が推進されている。2018
年には，内閣府の「内閣府戦略的イノベーショ
ン創造プログラム（SIP）
」第 2 期で「AI ホスピ
タルによる高度診断・治療システム」が採択さ
れ，AI，IoT を医療現場で実装するためのプロ
ジェクトが開始された。本プロジェクトに携わ
るがん研究会有明病院薬剤部の清水久範氏，
山口正和氏に，AI を利活用した薬剤師業務と今
後の課題について話を聞いた。

山口正和氏（左），清水久範氏（右）

薬剤師業務の質向上でAIシステムの実用化へ
──「AIホスピタルによる高度診断・治療システム」の開発・研究
■がん診療支援システムの開発

がら研究開発を行っています。

内閣府の SIP 第 2 期で採択された「AI ホスピタルによ
る高度診断・治療システム」
（AI ホスピタル）は，超高

■ AI は業務の質を反映する

齢社会における医療の質の確保，医療費の抑制，医療分

AI ホスピタルにおいて，当院は画像診断や AI 問診を

野の国際的競争力の向上などを目的に，AI や IoT，ビッ

主軸に，統合的ながん診療支援システムの開発を行って

グデータを活用したシステムの開発・構築を推進する研

います。当院薬剤部では，外来治療前問診や入退院支援

究事業です 。

センターでの持参薬取り込みなどの AI システムの実用

1)

AI ホスピタルは，A〜E の 5 つのサブテーマに分かれ

化に向けた研究を行っています。

ており，がん研究会有明病院（以下，当院）は，サブ

現段階では，将来，AI 教師データとなるデータの質

テーマ D の「人工知能を有する統合がん診療支援システ

担保も考慮して，薬剤師業務の質の改善に取り組んでい

ム」の研究開発に携わっています。本事業において，医

ます。というのも，日常業務の質が低ければ，そこから

療者・患者のあらゆるニーズに対応できるようがん研究

得られるデータの質は低くなり，それを反映する機械学

会のデータベース & バイオバンクセンターと連携しな

習の質も低くなるからです（図 1）
。
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当直でもあせらず対応！ 夜間によく出合う症状とよく出る薬

夜間によくあるクリニカル・クエスチョン

CQ2：点滴中に「血管が痛い！」と訴えている。
どうすればよい？
玉木

宏樹

TAMAKI Hiroki

Answer
直ちに薬剤注入を中止し，血管外漏出でないことを確認します。その後の対処法は薬剤の種類や製剤学
的特性によって異なりますが，点滴速度・時間や薬液濃度の変更，pH の調整，予防的な温罨法などで改
善することがあります。
対処法についての科学的根拠は十分でないため，事前に院内で協議し，各職種が迅速かつ適切に対応で
きるようマニュアルを整備しておくことが肝要です。

解

説

1 血管痛とは

異なるが，一般的に浸透圧比 2 以上の薬剤には注意が必
要である。

（2）pH
正常血清の pH と異なる pH の薬液は血管痛を生じや

血管痛とは，静脈注射時における血管内皮の損傷によ

すい。溶解・希釈液の種類や溶解量などによっても異な

る痛みであり，静脈炎の症状の一つである。血管外漏出

るが，一般的に pH4 以下，pH8 以上の薬剤には注意が

とは対処法が異なるため，鑑別が重要である。穿刺部位

必要である。

における物理的刺激（留置針，点滴速度・時間）や製剤
学的特性（浸透圧，pH，薬液濃度，分解物）などが静
脈炎の要因となり，血管痛や発赤，腫脹，色素沈着，硬
結などを生じる。

2 発生要因
穿刺部位における物理的刺激や製剤学的特性が血管痛
発現の要因となる。製剤学的特性は，同一成分であって

（3）その他
留置針，点滴速度・時間，薬液濃度，分解物，血管の
状態（細く脆い血管，硬化した血管など）が要因となる
こともある。

3 対処法
血管痛の発現時には下記のような対処を検討するが，

も薬剤の性状（凍結乾燥製剤，液体製剤など）によって

科学的根拠が十分でない処置も多くあるため，事前に院

異なるため留意が必要である。

内で協議しておくことが肝要である。

（1）浸透圧
正常血清の浸透圧と異なる浸透圧の薬液は血管痛を生
じやすい。溶解・希釈液の種類や溶解量などによっても

【血管痛発現時】
①主治医に連絡
②薬剤注入の中止
③血管外漏出でないことを確認
④薬剤の種類や製剤学的特性に応じた処置

島根大学医学部附属病院薬剤部
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編集・佐古

守人（東住吉森本病院薬剤科）

第9回
アウトカムと「時間軸」を意識した心不全患者の療養指導
土岐

真路

TOKI Shinji

川崎市立多摩病院薬剤部

到達目標
心不全の病状経過と増悪の誘因を理解し，再入院予防のための「療養指導」を実践できる。

心不全の管理では，心不全のステージや病状経過といった「時間軸」を患者やその関係者と共有す
ることが，患者に寄り添った療養指導のスタートラインになります。今回は，心不全の療養指導につ
いて症例をもとに一緒に考えていきましょう！

■症例
63 歳，男性
現 病 歴

心不全で入院歴あり，虚血性心筋症（ICM），駆出率が低下した心不全（HFrEF）

2 年前，転職を契機に心筋梗塞後に通っていた外来を自己中断。半年前，初回の心不全入院となり 3 週間の加療を
行った。退院時の体重は，カルテ記録上 77 kg。その際の冠動脈造影では治療適応のある狭窄は指摘されていない。
それ以降は継続的に通院していた。1 カ月前より，半年前と同様の両側下腿浮腫と労作時（主に仕事中）の息苦しさ
を自覚していた。仕事のある日は，ときどき服薬を忘れることもあった。特に長距離運転の日は，朝の利尿薬を飲ま
ないこともあったが，症状が増悪傾向になってからは毎日服薬していた。数日前から夜間の起坐呼吸を感じるように
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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。

第 13 回

プロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）
に関連した記載
佐村

優 SAMURA Masaru

医療法人社団緑成会横浜総合病院薬剤部

はじめに
プロトコールに基づく薬物治療管理（protocol based pharmacotherapy management；PBPM）は，2011 年
1)
4 月 30 日に発出された厚生労働省医政局通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
の

「薬剤師を積極的に活用することが可能な業務」がもととされている。本通知には，「薬剤の種類，投与量，投与方
法，投与期間等の変更や検査のオーダについて，医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づ
き，専門的知見の活用を通じて，医師等と協働して実施すること」との記載があり，この解釈については，日本病院
薬剤師会から「厚生労働省医政局長通知（医政発 0430 第 1 号）
『医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推
2)
進について』日本病院薬剤師会による解釈と実践事例（Ver.2.0）」
ならびに「プロトコールに基づく薬物治療管理

（PBPM）の円滑な進め方と具体的実践事例（Ver.1.0）」3) にて，その解釈が示されている。
前述の医政局通知は，米国などの共同薬物治療管理（collaborative drug therapy management；CDTM）を
もとにしている。ただ，米国の一部の薬剤師には処方権があるものの，わが国では薬剤師に処方権がないことから，
医師と薬剤師が事前に合意したプロトコールに基づくことで，薬剤師が処方や検査値などの代行入力を行い，事後に
医師が承認をする「PBPM」という用語が用いられている 3)。すなわち，PBPM はプロトコールに基づき，薬剤師が
医師と協働で適正な薬物治療を推進していくことが目的となる。
第 13 回は，PBPM に関連した伝わる診療録記載のまとめ方について考えていきたい。

142 ──
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シスプラチンは構造式を覚えよう

第 17 話

相澤

学

AIZAWA Manabu

公立学校共済組合 関東中央病院薬剤部

前回のあらすじ（まとめ）
・アミオダロン製剤は生理食塩液で沈殿を生じるので，5％ブドウ糖液で溶解し単独投与する。
・後発医薬品のアミオダロン塩酸塩静注「TE」は先発医薬品のアンカロンⓇ注と異なり室温保存で
ある。
・アンカロンⓇ注とアミオダロン塩酸塩静注「TE」は pH や配合変化が異なる。
・覚え方は「時東ぁみは，はじめは日本語（にっぽんご）で，いつもサザンをロック，田舎に帰っ
てゴー，ゴー」

後

輩：「ねえねえ，先輩。なんでシスプラチンは生理食塩液で希釈するの？」

先

輩：「たまたま最初に開発したときに希釈液が生理食塩液だったので，そのまま厚生労働省に申請
を提出したから…」

後

輩：「ボーっ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。なぜシスプラチンの希釈液が生理食塩液なのか知らずに，や

れ，添付文書に記載があるからとかレジメンで決まっているからと言う日本人のなんと多いことか。
後

輩：「それは，シスプラチンの構造式に Cl イオンを含んでいるから」

解説者：「さすが後輩。新人なのにシスプラチンの構造式なんてよく知っているね」
今回も第 5 話に続き，某国民的番組風に始まりました。まずはシスプラチンの構造式のお話からです。
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