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巻頭言「姿がみえる薬剤師」 

九州がんセンター 三角紳博 

 

この度、2016 年 4 月に発生した震災にて甚大な被害を受けられた皆様には心よりお見舞い

を申し上げますとともに、一日も早い復興を心より願っております。 

 

近年、団塊の世代が後期高齢者となる 2025年を目前に法制度やシステムの整備が進んで

います。少子高齢化の進展にともない変化していく疾病構造を見据え「治す医療」から「治

し、支える医療」への転換が推進されており、地域包括ケアシステムの推進、医療機能の分

化・強化、地域連携が重要課題とされています。 

このような状況において薬剤師を取り巻く環境は大きく変化しており、その業務内容は

調剤・製剤などの「モノ」が主体であった業務から薬剤管理指導やチーム医療など「ヒト」

を主体とした業務へと変化しています。特に患者が安心・安全に薬物治療を享受できるため

の最適な医薬品情報提供や副作用の防止のための薬学的視点でのアセスメントは重要であ

り、さらに個々の患者に最適な薬物療法を提供するため、薬剤師には多様な専門的役割も求

められるようになっています。 

以前は薬の説明が主体であった薬剤師業務が最適な薬物治療への参画へと変化する中、

とりわけ病院薬剤師業務は診療報酬で評価され、平成 24年度には病棟薬剤業務実施加算が

新設され、平成 26年度には療養・精神科病棟における病棟薬剤業務実施加算の充実が行わ

れ、今回の改定では特定集中治療室等における薬剤師配置に対する評価が新設されました。 

このように病院薬剤師の業務は評価されています。しかしながら、評価される一方、「薬

剤師の姿がはっきりと見えない」といわれることがあります。患者や他の医療職に病院薬剤

師の業務内容を聞いたところ、「お薬の説明ですよね。それ以外は…何をやっているの？何

ができるの？」という声を少なからず耳にします。病院薬剤師は「医薬品の安全使用のため、

患者の薬物治療をみている」と認識されるように、これからは業務を可視化していくことが

重要と考えます。最近、入院前の患者の内服薬を確認する施設や薬剤師外来を開設し、医師

の診察に薬剤師の情報を生かす業務を行っている施設があります。「入院する前から薬剤師

が患者に関与し、入院後も患者の治療に参加する。」この一連の流れは薬剤師業務の可視化

と患者からの高い信頼を得ることにつながっていくと考えます。 

医師や看護師が主人公のドラマはあっても薬剤師が主人公のドラマは記憶にありません。

しかし、今後薬剤師の業務が患者や国民に広く認知されるようになれば、いつの日か薬剤師

がドラマの主人公となるかも知れません。「姿がみえる薬剤師」そのような未来を想像しつ

つ、薬剤師業務の可視化に取り組んでいきたいと考えています。 

 



足元を固め、1歩ずつ前へ 

九州医療センター 

西野 隆 

 

平成 28 年 4 月 14，16 日に熊本地震という大きな災害が起こってしまいました。先ずは

この地震での被災者の方々に心よりお見舞い申し上げます。また、被災地においては九州内

だけでなく、全国から多くの支援・援助をいただき、医療活動や医療支援等に携わって頂い

た方々に改めて感謝申し上げます。 

先ずは 7月 2,3日の両日、第 40回九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会を無事に

終了することができ、改めて担当施設の福岡東医療センター先生方及び参加いただきまし

た会員の方々に御礼申し上げます。今回が節目の 40回ということもあり、担当施設におい

ては色々と趣向を凝らしていただき、また特別な会となったかなと思います。次は 50回と

いう大きな節目に向かう中で、今後の我々の於かれる環境を含め大きな変化に対応してい

きたいと考えております。 

さて、今回の熊本地震発生に話しを戻しますが、熊本は地震発生のリスクが比較的低い地

域に分類されていたのですが、そういった地域であってもやはり大きな地震が国内いつで

もどこでも起こりうることであることを今更ながら改めて教えられました。また、震災地に

おける薬剤師の活動については 5 年前の東日本地震の際にも色々な形で活動・活躍する姿

を目や耳にすることが出来ましたが、今回は地元ということもあり、マスコミによる報道も

多かった点もありますが、その活動状況が多く伝えられたと思っております。被災者を病院

へ受け入れる場合、職員全員でそれぞれの職務を果たすことが求められますが、被災地にお

ける活動についてはメディカルスタッフの中でも薬剤師だからこそできる場面が多くある

ことも改めて感じました。災害医療に関する研修会等も 5 年前の東日本地震後から特に多

くなっていると感じていますし、その主催も機構本部、九州グループ、県等の地域によるも

のと色々な形で実施されております。今後もこれら研修についても多くの方に受講してい

ただき、有事に備える体制を整えていければと思います。 

話しは変わりますが、この夏にはリオネジャネイロオリンピックにおいて日本選手の活

躍を目にすることが出来、金メダル 12 個を含め、獲得メダル数が 41 個という過去最高の

結果になりました。2020 年の東京オリンピック、パラリンピックに向けて選手一同の気持

ちが同じ方向に向いた結果かと感じます。我々の会も今回の熊本地震を糧に同じベクトル

を共有し、今後の会の発展につなげたいと思います。熊本は「火の国」と言われております。

九州地区国立病院薬剤師会の「熱男」、「熱子」の熱を熊本だけでなく九州全体に注いでいき

たいと考えております。 



個人と組織の調和 

                  九州グループ薬事専門職 中川義浩 

 

国立病院機構は、平成 16 年 4 月に国立病院・療養所から独立行政法人に移行し、12 年

が経過しました。またハンセン病療養所も入所者の状況に応じた療養体制の充実など、国

立医療機関として大きく貢献してきました。 

国立病院機構は、地域の医療機関や行政と連携を取りながら、医療を通じて地域の安全

と安心に貢献してきました。これからも病院の特性に応じた医療を提供し、地域医療の質

の向上に寄与していく必要があります。 

また、筋ジストロフィーなどの神経筋難病、重症心身障害、結核等の感染症等への医療、

災害時などの危機管理の医療など、いわゆるセーフティーネット医療を担っていくことも

重要な使命です。災害に対する医療チームの派遣などの支援体制の重要性は、4 月の熊本

地震においてもますます明らかとなりました。 

我々薬剤部門も時代の要望に応えるべく、質の高い薬剤管理指導業務から病棟薬剤業務

への発展的拡充、専門性の高い薬剤師を目指す者への支援、臨床研究部門における積極的

な関与などに取り組んでいます。 

平成 24 年から病棟薬剤業務の実施が加算され、九州の国立病院機構病院も現在までに

28施設中 14施設で実施し、全国平均 19.7%を上回る実施率 50.0%となっています。 

病棟薬剤業務による医療安全と医療従事者の負担軽減の実績が認められ、医師をはじめ

とした医療職員、事務職員からも高い評価を得ています。さらに医師、薬剤師等が事前に

作成・合意したプロトコールに基づき、薬剤師が薬学的知識・技能の活用により、医師等

と協働して薬物治療を遂行する「プロトコールに基づく薬物治療管理(Protocol Based 

Pharmacotherapy Management: PBPM)」の実践で、薬剤師の専門性の発揮によって薬物治療

の質の向上や安全性の確保、さらには医師等の業務負担軽減に寄与し、今後のチーム医療

の発展に大きく貢献するものと期待されます。 

がん患者管理指導料 3からの薬剤師外来への移行、入院支援室での持参薬の確認、周術

期管理チームでの薬剤師業務を進め、薬剤師の職能が発揮できるよう、引き続き九州地区

国立病院機構病院の薬剤師増員と体制整備を計り、様々な業務が実施できるように努める

所存です。 

今年度はで 6 年制卒業 5 年目を迎えました。名簿搭載試験で 42 名(男性 17 名、女性 25

名)が受諾することになりましたが、5名が未だに確保できていない状況ですが、育休者の

復帰で解消する予定です。しかしながら少数精鋭で頑張っている施設も多数あり、さらな

る増員が望まれます。 

薬学部 6年制の実務実習も 5年目を迎え、知識を臨床と結びつける事が出来るような、

充実した内容とすることで、指導する薬剤師の自己研鑽も図れるようにして行きたいと考

えます。 

また卒業後 5年間で同じ教育が受けられるよう、施設間での経験の差が出ないように人

事交流が出来るようにして行きたいと考えます。 

一方、育成ということでは研修会の開催や認定薬剤師数がその結果を示すと考えられま

す、研修会は九州ブロック主催として新採用者研修、がんチーム医療研修、治験研修、特

定技能派遣研修、職場長研修、薬剤師交換研修を行います。 

また協議会主催として新採用者研修分科会、スキルアップ研修、九州地区国立病院薬学

研究会および各地区の薬学研究会が開催されます。 

医療の高度化に伴い、医療職種の高い専門性が求められており、それに対応できる専門



的な知識や技術を担保するための様々な専門資格ができているところです。更なる医療の

質の向上や病院機能の向上を図るうえで、専門資格を保有する医療従事者が必要であるこ

とから、各グループで専門資格の取得を希望する者に対して計画的な取得に向けて育成に

努めることとなりました。資格取得を希望する者を認定研修施設等において、研修や実務

経験を積ませることにより、専門資格の受験要件の一部を満たすことができることから、

各グループにおいては、各病院が望む医療提供が行えるよう計画的に有資格者を育成する

ものとしています。 

組織の活性化には薬剤部科長の資質と異動を含めた組織的取り組みが重要です。それぞ

れの病院の理念と基本方針に沿った、薬剤部科の方向性を決めて実行することは薬剤部科

長の業務です。そのためにも資格取得者を人的財産として考慮し、業績評価制度を活用し、

適切な評価と円滑な人事が望まれます。これらの具体化が課題であると考え、国立病院機

構の目指す医療が実現できるよう薬剤師の職能を十分発揮できる環境を作るために努力し

てまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 



災害時の対応（平成 28年熊本地震） 

2016年 4月 21日 

熊本医療センター薬剤部 中川義浩 

 

【はじめに】 

熊本地震は、平成 28 年 4 月 14 日にマグニチュード（M6.5）最大震度 7 が観測され、そ

の 28時間後の 4月 16日には M7.3最大震度 7が観測された。また本震以降、熊本県阿蘇地

方および大分県においても規模の大きな地震が相次いで発生した。熊本医療センターは熊

本県災害拠点病院であり、震度 5 以上の地震が発生時職員は自主参集となる。今回 4 月 14

日は職員 399名（薬剤師 30名中 16名+DMAT1名）、4月 16日は職員 400名（薬剤師 30名中

16名+DMAT1名）が自主参集し、救急医療に対応した。 

【目的】 

熊本県災害拠点病院の薬剤部として救急医療を行った。今回、現状を把握し今後の対策

を検討したので報告する。 

【方法】 

トリアージ場所に臨時調剤所を 2 箇所設置し薬剤師を 3 名+2 名を配置した。その運用状

況、被災患者への調剤業務対応について調査する。また被害が大きい病院からの転院要請

の対応、医薬品の供給について調査した。 

【結果】 

トリアージ場所の臨時調剤所で 3 日間調剤した。被害が大きい地域の病院からの転院要

請があり、持参薬鑑別が増加した。黄金週間前で医薬品は 3 週間分の在庫があり、医薬品

問屋への発注は、透析患者用の血清カリウム抑制剤のポリスチレンスルホン酸カルシウム

200人分と、医療班から要請を受けた小児用感冒薬の約束処方に含まれるアレルギー性疾患

治療剤ケトチフェンフマル酸塩 200gの 2件であった。避難所でのノロウィルス感染者発生

の情報及び小児科がある地域医療センターが震災で休診したため地震用小児科約束処方を

作成し準備した。 

【その他】 

派遣された医療班から薬品の準備要請があり対応したが、本震の前後に到着した医療班

から、薬品の準備要請があり厳しい対応となった。 

地震と停電により薬剤部と救急外来のエアシューターとエレベーター、電子カルテとオ

ーダリングシステムが使用できなかった。薬剤師が 2 階から 4 階まで薬を運び指導した。

また病院職員としての業務として自主参集した職員の職種を把握し、ホワイトボードへ人

数記載、診察中の患者家族からの問い合わせ対応、患者を病院へ入れ、避難者やトイレ借

用者を入れないように駐車場で誘導を行った。 

薬剤部員も被災(友人宅病院宿泊 7 名、避難所 2 名)し、不眠不休で疲労困憊のため休ま

せるため、国立病院機構九州グループに診療援助を依頼し、菊池病院 2 名、熊本南病院 1



名が 19日から 21日に順次 1名ずつ診療援助となる。 

4月 18日、19日は外来休診、来院した患者は院外処方箋で対応となり、調剤薬局に被災状

況と開局の可否を 17日に確認した。 

【考察】 

熊本県災害拠点病院としての訓練通りに業務が行えた。最大震度 7の前震と本震が 28時

間間隔であり、自主参集を 2 回行った。災害時は交通網が寸断され、他の地域からの救援

が困難な場合が想定される。ことに地震発生直後から 2,3 日後までの長急性期にはその地

域自体で当面の医薬品を供給する必要がある。今回は医薬品の在庫が十分にあり、発生後

の医薬品の必要度の状況把握が出来たため診療に支障を来さなかった。 

 

写真１ 本震 読売新聞号外 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本震直後の熊本医療センター薬剤部 





 
※滑り止めシートでアンプル破損はほとんど無し 

  

写真３ 本震直後の熊本医療センター医局 

 

 

 



写真４ 本震直後の熊本医療センター（建物は異常なし、駐車場二の丸石垣崩落） 

 

 

 



写真５ NHO対策本部 

 

写真６ 熊本医療センター本部（黄緑ビブス薬剤師） 

  

写真７ DMAT（黄色ベスト薬剤師） 

 

 



写真８ トリアージテント 

 

写真８ 黄トリアージ（黄緑ビブス薬剤師） 

 

 
写真８ 緑トリアージ 

 



 

写真９ 医療班への薬品補給メモ 

 



写真１０ 病棟や医師への連絡メモ 

 

写真１１ 診療援助 薬剤師（菊池病院 2名 熊本南病院 1名） 

 

 



熊本再春荘病院薬剤部の熊本地震への対応 

 

熊本再春荘病院薬剤部長 山道 研 

 

2016年 4月 14日（木） 

 21：26  マグニチュード 6.5 最大震度 7 （前震） 

 当日は、合志市の飲食店で合同歓迎会（薬剤部と治験管理室）の開催中であった。 

 歓迎会はお開きとなり、当番薬剤師を含む 3名が薬剤部に向かい、異常が無い事を確認し

た。 

 病院も通常の夜間対応を継続。 以後、薬剤部部員の連絡はスマートフォンの LINEアプ

リで薬剤部員のグループにて周知を行った。 

 

2016年 4月 15日（金） 

 病院事務より病院の水道水（地下水）に濁りを認めたため、利用を控える連絡があった。 

 薬品の納入は通常より遅くなった問屋もあったが、当日中には全て納品された。 

 当番帯で注射アンプル類は余震にそなえて一時保管場所を変更した。 

 

2016年 4月 16日（土） 

 1：25～  マグニチュード 7.3   最大震度７ （本震） 

 LINEにて全員の安否を確認し、病院近隣在住の薬剤師 3名が自主登院する。 

 薬剤部の事務室の机、本棚、治験薬の戸棚の破損が一部あるものの、薬品の破損は無し。 

 治験薬を保管する冷蔵庫の電源が off になって、コンセントが抜けていた。（翌日判明） 

 災害対策本部設置、薬剤師３名が登院していることを伝え、対応を確認した。（１回目）。 

2：00～8：30  

トリアージ開始。薬剤部は救急外来調剤と入院受け入れに対応した。 

 地震で停電となったため、神経難病、重症心身障害者等の受け入れを開始した。また、  

 当院小児科が急患対応体制となり、電子カルテ、薬剤部門システム、小児科用薬剤の在庫

等、急患対応に問題無いことを確認し小児科へ連絡した。 

8：30～ 

 通常当番薬剤師 1名ともう 1名の薬剤師（合計 2名）に交代した。 

 通常業務と合わせて小児科急患対応を開始した。 

 小児科より熊本市内の小児科対応施設（熊本地域医療センター）が被災し、夜間小児科  

対応を再春荘で行うため、薬剤部にも 24時間対応の依頼があり、4/16より夜間対応を開  

始した。（4/16は薬剤師 3名で対応） 

 夜間対応に備え在庫を確認し、アンヒバ坐剤 200mgを緊急発注し問屋に対応を依頼した。 

 



2016年 4月 17日（日） 

 8：30 

 薬剤部の状況を対策本部へ報告（2回目）し、薬剤師が交代した。 

4月 16日の本震以降、薬剤部に常駐していた 3名は帰宅。4名の薬剤師が自主登院した。 

 薬剤部の状況を再度確認し、治験薬の破損と分包機の破損のみであった。電子カルテ、部

門システムともに問題なく、病院も診療機能に問題なく明日の外来も通常診療となったた

め、門前の調剤薬局にも被災状況を確認した。調剤薬局も問題なく営業可能であることを確

認した。1名が夜間当直に入った。 

 

2016年 4月 18日（月） 

 薬剤部の朝礼で以下の事項を確認した。 

 ①小・中学校が休みの期間、子供のいる職員は優先的に休みとする。（保育園も被災し、

子供を預ける所がないため） 

 ②薬剤部は最低３～４名で運営する。 

 ③自宅のインフラ（水、電気、ガス）が被災している職員は、その確保（飲料水）を優先

するため、必要時には帰宅を許可する。 

 ④小児科の夜間対応は金曜日まで継続する。（院長より正式に依頼あり） 

  薬剤部は日勤を 17時 15分までとし、以降は 1名の夜間当直で対応する。 

 外来については、当日受診できない患者に対しても、お薬手帳の提示や応需薬局への電 

 話連絡で当日の院外処方箋なしで、処方可能の旨をアナウンスする。 

  

2016年 4月 20日（水） 

病院の多目的ホールにて職員の子供を対象に学童保育が開始された。 

 

2016年 4月 22日（金） 

 全国および九州地区の専門職より応援薬剤師について連絡を受けた。 

 小児科の夜間対応は GW明け（5/8）まで継続することが決定され、時間は夜間 12時ま 

でとなった。  

 これを受けて応援薬剤師を本部へ依頼した。 

 

2016年 4月 26日（火） 

 熊本医療センターより 2名、宮崎東病院より 1名（都合４日間）のいずれも再春荘 OBの

応援薬剤師が本日より 1名ずつ来院した。遅れていた GW前の定期調剤（５ケ病棟分）の

対応を依頼した。また、応援薬剤師の派遣日に合わせて、当院薬剤部部員を 2名ずつ疲労

回復のため休みとした。 

 



2016年 5月 6日（金） 

 対策本部は解散した。 

 

夜間の対応の結果（小児科の処方箋枚数の経緯） 

 

 

 

振り返り 

 再春荘病院がある合志市は、今回の熊本地震でも他の地域に比べると被害が少なく、病 

 院の診療機能が保たれたのが幸いでした。しかし、本震後の数日間は各自、水や食料を 

 持ち寄り、食料もインスタントに頼るなど、震災状態で落ち着かない勤務だったこと 

 を思い出します。突然の夜間当直や、その後２週間の０時までの勤務もそこまで疲弊す 

 ることなく対応できたのも、再春荘ＯＢの４日間にわたる応援があったおかげと感謝 

 しております。 

 製薬メーカーおよび薬品問屋より支援物資（飲料水、保存食等）の提供があったのも、 

 力になりましたし、何と言っても今回の震災では各問屋の倉庫も被災しながら、医薬品  

 の供給については滞ることなく納品されたことが、日常業務を行っていく上で大変安心 

 感を与えてくれました。各薬品問屋の震災に対する対応には感謝しております。 

 小児科の夜間対応のグラフにあるように、当院の救急外来対応も本震後の数日間で約１  

 ヶ月分の患者が押し寄せましたし、入院患者も約３０名（主に神経難病患者や重症心身 

 障害者、外来骨折患者など）ほど、再春荘病院の機能に合わせて対応いたしました。 

 避難所生活の職員こそ居ませんでしたが、ライフラインの厳しい中、頑張ってくれまし 

 た薬剤部員に感謝するとともに、院外から応援いただいた方々に感謝申し上げます。 
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【九州地区国立病院薬剤師会研究助成課題】 

移植非適応成人 T 細胞白血病リンパ腫（ATLL）患者のサイトメガロウイルス（CMV）感

染症リスク因子の検討 

 

都城医療センター 福石 和久 

 

【はじめに】 

サイトメガロウイルス（Cytomegalovirus：以下、CMV）はヒトに常在するヘルペスウイルスである。

日本人の成人の 80～90%が抗体陽性であるが、若年者においては近年、60％台に低下傾向を示している。

造血幹細胞移植時における臓器障害などの臨床症状を伴う CMV感染症のリスク因子は、ステロイドの全

身投与、移植前のプリンアナログおよびリツキシマブの使用、成人 T細胞白血病リンパ腫（Adult T-cell 

Leukemia/Lymphoma：以下、ATLL）などがあげられる。CMVの治療薬にはガンシクロビルおよびバルガン

シクロビルがあるが、骨髄抑制の有害事象があり、移植非適応症例における CMVの予防投薬は通常行わ

れず、CMV抗原血症検査（HRP-C7法）による監視を行い、適宜抗ウイルス薬が投与される。 

 上記のように、移植非適応の ATLL患者における CMV感染対策として、抗ウイルス薬の予防投薬は有

害事象等を考慮するとリスクの方が大きい。またHRP-C7法による発症予知の確率は45.5％と報告され、

さらに移植非適応の ATL患者の CMV感染症のリスク因子を調査した報告は非常に少なく、抗ウイルス薬

の予防投与の有効性について一定した見解は得られていない。これらのリスク因子を検討していくこと

は、極めて有用な情報となることが期待される。また、ATLLは難治性の血液疾患の一つであり、全国的

に見ても南九州に多くの患者が存在しており、都城医療センター（以下、当院）では多くの患者が存在

する。しかしながら、当院のみでは十分な症例数を集積することができなかったため、九州地区国立病

院薬剤師会における多施設共同研究推進のための研究助成金制度を活用して症例集積を行うことにし

た。本研究の概要と進捗について報告する。 

 

【諸言】 

造血幹細胞移植における CMV感染症のリスク因子には、副腎皮質ステロイド剤の全身投与、ATLL等が

ある。移植非適応 ATLL 患者の場合，化学療法の施行と共に CMV 抗原血症検査による監視が行われてい

る。近年、分子標的薬による CMV 感染症の有害事象が報告されているが、移植非適応 ATLL 患者におけ

る CMV感染症リスク因子の報告は少ない。本研究では、国立病院機構九州グループにおいて移植非適応

ATLL患者における CMV感染症リスク因子の検討を行った。 

 

【目的】 

移植非適応 ATLL患者における CMV感染症リスク因子の探索。 

 

【方法】 

1. 研究の種類 

多施設共同後ろ向き観察研究 

 

2. 調査対象期間 



2010年 4月～2015年 6月 

 

3. 対象患者 

(1) 選定基準 

ATLL患者に対して化学療法レジメンが開始された症例を対象 

(2) 除外基準 

① 観察期間より以前または観察期間中に臓器移植，造血幹細胞移植を行った ATLL患者 

② ヒト免疫不全ウイルス感染を認める患者または治療中の患者 

③ CMV抗原血症検査前に抗ウイルス薬またはインターフェロンが投与された患者 

 

4. 調査項目 

年齢、性別、BMI、ATLL 病型、慢性腎疾患、リンパ球数、CMV感染歴、化学療法薬、ステロイド総投

与量 

 

5. 目標症例数 

200例 

 

6. 解析方法 

各調査項目に関して単変量解析を行ったのち、有意差を認めた項目に関して、多重共線性を考慮し

た上で多変量解析を行った。単変量解析はカイ 2 乗検定、多変量解析はロジスティック回帰分析を

用いた。ステロイド総投与量に関してはマンホイットニー検定を用いた。なお、有意水準は 5%未満

とした。 

 

7. 倫理委員会の承認 

本研究は、各研究実施医療機関の倫理委員会の承認を得て実施した。 

 

8. 共同研究参加施設 

九州医療センター、九州がんセンター、小倉医療センター、長崎医療センター、熊本医療センター、

鹿児島医療センター、都城医療センター 

 

【結果】 

 患者背景における単変量解析では有意差を認めた項目はなかった。一方、化学療法薬での単変量解析

ではゲムシタビン、モガムリズマブ、プロカルバジン、ボリノスタット、デキサメタゾンにて有意差を

認めた。多変量解析では多重共線性を考慮し、プロカルバジン、デキサメタゾンの 2因子で検討した結

果、デキサメタゾンにて有意差を認めた。また、ステロイド総投与量に関してはプレドニゾロン

（Prednisolone：以下、PSL）、デキサメタゾン（Dexamethasone：以下、DEX）の両方で有意差を認めた。 

 

【考察】 

今回、患者背景および化学療法薬の単変量解析を行ったのち、多変量解析を行った結果、DEX が CMV



感染症リスク因子として抽出された。また、ステロイド総投与量に関しても有意差を認めた。一方、同

じ副腎皮質ステロイドである PSLはステロイド総投与量では有意差を認めたものの、単変量解析として

は有意差を認めなかった。 

副腎皮質ステロイド投与中の患者の感染症の発症リスクは，PSL の総投与量が 700mg 以上の場合にプ

ラセボと比較して感染症の発症が多い事が報告されているが 6）、本研究では PSL に加えて DEXも投与さ

れているため、この 2剤についてさらに検討を行った。 

PSL と DEX の主な違いは生物学的半減期と抗炎症力価である 7）。生物学的半減期は，直近の化学療法

レジメンの DEXの投与日時にばらつきがあるため比較できない。 

化学療法や悪性腫瘍などによる細胞性免疫不全状態の場合、ウイルス疾患が重症化しやすく 2)、DEX

は副腎皮質ステロイド剤の中で最も強力な T細胞免疫抑制作用を有する事が報告されている 8）。 

これらの事から、生物学的半減期の違いによる影響については今後検討する必要があるが、現時点で

は DEXの T細胞免疫抑制作用の結果、細胞性免疫不全状態となり CMV感染症が発現している可能性が考

えられた。 

以上より、DEXが移植非適応 ATLL患者の CMV感染症における重要なリスク因子の可能性が示唆された。 

本研究の限界として、CMV胃腸炎と CMV網膜炎の場合、HRP-C7法を含む CMV抗原血症検査の感度が 50％

以下であることがあげられる。 

 

【進捗状況】 

 現在、CMV陽性となる直近の化学療法レジメンの検討を行っている。 
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九州地区国立病院薬剤師会研究助成について 

 

業務 ・研修委員会委員 長 

松 元  俊 博 (九 州 が ん セ ン タ ー ) 

 

１．平成２８年度採択結果 

平成２８年度九州地区国立病院薬剤師会研究助成の採択課題について、学術・研究委員

会の評価結果をもとに理事会で以下のとおり決定しましたので、報告いたします。 

 

研究代表者氏名 ：三好 孝法 

所 属 機 関 ：別府医療センター 

研 究 課 題 名 ：シスプラチン投与時の腎機能障害のリスク因子の解析 

交 付 決 定 額 ：１００，０００円 

研 究 期 間 ：１年間 

 

【応募課題】                             （敬称略） 

代表研究者氏名 所属機関 研究課題名 
希望助成金額 

（円） 
研究予定期間 

髙武 嘉道 福岡病院 
非小細胞肺癌患者におけるエルロチニブの

効果と副作用に制酸薬併用が与える影響 
100,000 1年計画 

三好 孝法  別府医療センター 
シスプラチン投与時の腎機能障害のリスク

因子の解析 
100,000 1年計画 

 

 

２．平成２９年度公募スケジュール 

 平成２９年度九州地区国立病院薬剤師会研究助成の公募開始を以下のとおり予定してい

ます。臨床研究の活性化は本年度の事業計画にも掲げられておりますので、奮ってご応募

下さい。 

 

平成２８年１２月 公募開始 

平成２９年 ２月 申請〆切 

 



腫瘍滲出液に対する Mohs亜鉛華軟膏の有用性 

 

川俣洋生＊1，5，湊本康則2，林 稔展3，吉福孝介4，西元謙吾4，松崎 勉4，平山俊一1 

鹿児島医療センター 薬剤部 1 沖縄愛楽園 薬剤科 2 九州医療センター 薬剤部 3 

鹿児島医療センター 耳鼻咽喉科 4 別府医療センター 薬剤部 5 

 緒  言  

Mohs chemosurgeryは皮膚病変を化学的に固定し除去する方法である．処置に用いるMohs

ペースト（MP）は塩化亜鉛を主成分としており，その蛋白変性作用により表在性腫瘍や壊疽

組織を固定する． 

国内で報告されているMPの多くは「病院薬局製剤」の内容に準じており，切除不能な腫瘍

皮膚浸潤・転移巣における出血・滲出液・悪臭などのコントロールに用いられている．当院

でも以前よりMPを使用しておりその取り組みについても報告している（兜坂智浩，子宮頸が

ん患者へのモーズ軟膏使用，日本緩和医療薬学会年会，2012年10月，神戸）．しかしMPは，

粘り気と粘着性があるため凹凸面に塗りにくい一方，粘り気を下げるためにグリセリン添

加量を増やすと正常組織に垂れて皮膚障害を起こしやすいという問題がある．特に頭頸部

などに使用する場合には垂れ落ちによる周囲組織障害を避けるため，行動制限を行う必要

があった．  

また，MP は経時的に粘り気が増し硬化することから使用直前に調製していたが，製剤が

出来上がるまで処置が行えないという問題点があった．  

もう一つのMP 調製上の問題点として，塩化亜鉛取扱時の曝露リスクがある．塩化亜鉛は

吸湿性・脱水作用が極めて強く，亜鉛イオンのタンパク沈殿作用により組織の収斂や腐食を

引き起こす．強力な組織障害性および変異原性を有することから，塩化亜鉛は劇物に分類さ

れており，MP の作り置きができれば頻回の取扱いが回避できる．  

今回，我々は従来のMP の問題点を改善したMohs 亜鉛華軟膏の使用について検討し，臨

床で良好な止血効果を得たため症例を交えて報告する． 

方  法 

1．MP の調製方法 

塩化亜鉛50 g を注射用水25 mL に加え塩化亜鉛飽和液を作成し，放冷後に亜鉛華デンプ

ン25 g を混和した．粘度調整のためにグリセリンを適宜混和しMP とした．グリセリンの

混和量は固定していないが，今回の検討では5 mL 程度を用いた．  

2．Mohs 亜鉛華軟膏の調製方法 

Mohs 亜鉛華軟膏は，調製直後のMP に亜鉛華10％単軟膏（zinc oxide simple ointment: 

ZOSO）を重量比1 対1 で練合混和し作成した．調製直後のMohs 亜鉛華軟膏をMZ，調製より

3 カ月経過したものをMZ3m とした．また，MZ3m にグリセリンを適量混和し，軟膏ベラです

くっても垂れ落ちない程度まで軟らかくしたものをMZ3mG とした． MZ3mG 調製時のグリセ



リン混和量に一定の比率はないが，今回の検討では50 g のMZ3m に対し5 mL 程度のグリセ

リンを少量ずつ練合混和することで至適な軟らかさのMZ3mG を調製した．  

3．展延性測定 

Mohs 亜鉛華軟膏の性状を評価するため，MP， MZ，MZ3m，MZ3mG，ZOSO の5 品目について

展延性測定を行った．  

展延性測定には薬剤用平行板粘度計（スプレッドメーター，（株）井元製作所，京都）を用

いた． 各試料の保存並びに展延性測定は25℃ ±2℃の条件下で行い，調製後2，7，14 日目

における展延性を測定した．試験開始30 秒後の試料の広がり直径（mm）を2 回測定し，そ

の平均値を算出した．  

4．組織障害性の検討 

Mohs 処置による組織障害性を検討するため， 25 ℃± 2 ℃条件下，MP，MZ，MZ3m，MZ3mG 

の4 種類の試料を鶏胸肉および豚ヒレ肉に塗布し，1，3，6，12，24 時間後の外観変化を確

認した． また，塗布面を切断し色調変化を認めた組織の厚さ（mm）を固定深達度として計

測した．  

5．Mohs 亜鉛華軟膏の臨床使用 

MZ3mG を腫瘍病変の大きさに合わせてガーゼに2 mm 程度の厚さで塗布し，Mohs 亜鉛華

軟膏ガーゼとした．出血部位がくぼんでいる場合はMZ3mG を直接塗布し，その上からMohs 

亜鉛華軟膏ガーゼを貼付した． 

結  果 

1．性状の観察 

MP，MZ，MZ3m 並びにMZ3mG の調製24 時間以降の性状について，硬化するか，また粘り

気を認めるか観察を行った．調製24 時間後にはMP は硬化しており軟膏ベラを用いて広げ

ることは困難であった．一方，調製24 時間後のMZ， MZ3m 並びにMZ3mG はいずれもMP の

ように製剤が硬化することはなかった．軟膏ベ

ラで広げられたMZ，MZ3m 並びにMZ3mG のうち，

MZ3m は調製直後のMZ に比較し粘り気が強かっ

た．また，MZ3m は粘り気を認めるもののグリセ

リンの混和は容易であり，こうしてできたMZ3mG 

はMZ 並びにMZ3m よりも粘り気が少なかった． 

2．展延性測定 

展延性測定結果を図1 に示す．MZ は2 日目の展

延性が24 mm であったが7 日目には22 mm へと

低下しMZ3m と同程度の値となった．また，MZ 

以外の試料は観察期間において展延性の変化を

示さなかった．また，MZ3mG は観察期間を通し



て展延性が28 mm であり，MZ やMZ3m よりも高い値を示した． 

3．組織障害性の検討 

図2 にMP，MZ，MZ3m，MZ3mG を鶏胸肉および豚ヒレ肉に塗布したあとの固定深達度を示す．

鶏胸肉（図2A）および豚ヒレ肉（図2B） において，MP は，MZ，MZ3m，MZ3mG のいずれより

も短時間で組織固定効果を示した．また， 鶏胸肉（図2A）に比べ豚ヒレ肉（図2B）のほう

が，固定深達度の差はより顕著であった．また， 鶏胸肉（図2A）と豚ヒレ肉（図2B）のい

ずれにおいてもMZ，MZ3m，MZ3mG の3 者間で経時的な組織固定効果に差は認めなかった．24 

時間まで観察を行ったが，豚ヒレ肉においてMP は12 時間で試料下面まで固定したため，

24 時間後の固定深達度計測は行わなかった．  

図3 に固定開始3 時間後の豚ヒレ肉並びに各軟膏の性状を示す．豚ヒレ肉の手前にある

白色のMP，並びに淡黄色のMZ，MZ3m，MZ3mG のうち， MP は処置3 時間後より滲出液による

軟膏の溶け出しを認めたが，MZ，MZ3m，MZ3mG は観察を行った24 時間後まで滲出液による

溶け出しを認めなかった． 

4．症例 

図4 にMZ3mG を用いたMohs 処置の様子を示す．50 歳代男性，治療抵抗性の耳下腺癌の

右頸部腫瘍表面から出血と滲出液を認め，クリンダマイシンパテ（クリンダマイシン，ポピ

ドンヨードゲル，カルメロース，白色ワセリン混合の院内製剤）処置を行っていた．しかし，

出血・滲出液のコントロールが不良となったため（図4A ），Mohs 処置について同意取得し

MZ3mG を用いた処置を行った．  



Mohs処置は疼痛出現の可能性があるため，処置30 分前に本人用の速効型オキシコドン散

を服用し，処置開始から終了まで処置部位の疼痛増強はなかった．  

処置には病棟薬剤師が立ち会い，MZ3mGの粘度調整を行った．Mohs 処置による正常組織の

障害を避けるため，処置部位周囲は白色ワセリンで保護した．MZ3mG 約30 g を表在腫瘍に

塗布しガーゼで保護した．30 分後に止血・表面の固定が確認できたため（図4B ）， MZ3mG 

を除去し処置終了とした．MZ3mG による処置は予想に反し30 分という短時間で固定が得ら

れた．1 カ月後に再度，出血と滲出液増加を認めたため，前回同様のMohs 処置を30 分毎に

確認しながら90 分間実施し止血・表面の固定を確認した（図4C ）．Mohs 処置中の行動制限

は行わなかったが軟膏の溶け出しは認めず，周囲組織の障害は生じなかった． 

考  察 

腫瘍滲出液漏出に伴うアルブミン喪失や腫瘍自壊に伴う悪臭は，担がん患者のquality of 

life（QOL）を大きく損なう一因である．また， 腫瘍からの出血は正常組織と異なり止血し

にくいという特徴をもつ．  

日本病院薬剤師会の調査では，MP はメトロニダゾール外用剤に次いで市販化が望まれる

がん性悪臭に対する外用剤とされているが，メトロニダゾールゲルがロゼックスゲル®とし

て市販化されたのに対し，MP 市販化の目途は立っていない．  

MP の主要成分である塩化亜鉛は組織障害性のみならず変異原性を有する劇物である．し

かし塩化亜鉛秤量時に調製環境の汚染並びに吸入曝露のリスクが高いにも拘らず,多くの

施設で充分な注意が払われていない可能性がある．また，MP は調製後数日経つと硬くなっ

てしまいグリセリンを混和することは困難となるため，作り置きができないのも欠点であ

る．  

これらの問題を解決するため，我々は作り置きができるようにMP の改良を検討した．組

成検討に際しては，調製直後のMP と練合できること， 患部塗布後も体温や滲出液で溶け出

さないことを念頭に置き，院内採用薬から候補薬剤の検討を行った．一般的な軟膏選択にお

いて，滲出液が多い場合は吸水性を持つ水溶性基剤の製剤を選択するが，MP による処置の



場合，吸水により軟膏が溶け出すと周囲組織の障害の原因となる．そこで我々は，久保らの

報告（久保忠一，切除不能巨大乳がんに対するMohs ペーストに見る外用剤の基材の重要性, 

日本創傷治癒学会，2009 年12 月，東京）を参考とし，疎水性基剤を用いた外用剤である

ZOSO とMP を重量比1 対1 で練合混和しMohs 亜鉛華軟膏を作成した．  

今回の検討を保存性の面からみると，調製後3 カ月経過したMZ3mG はMP に比べ組織固定

に時間を要したが充分な固定効果を示した．共同研究を行っている医療機関では調製後12 

カ月を経過したMohs 亜鉛華軟膏を使用し良好な固定効果を得ており,使用期限については

今後検討が必要である．  

Mohs処置の固定時間については一定の見解が得られていないが，今回,各試料を豚ヒレ肉

に概ね2 mm の厚さで塗布した結果，MP は6 時間，Mohs 亜鉛華軟膏は12 時間で6 mm の組

織固定を得た．しかし， 鶏胸肉（図2A）と豚ヒレ肉（図2B）では固定速度が異なったこと

や，我々の臨床使用においても症例毎に組織固定に要する時間が大きく異なることから，臨

床におけるMohs 処置は細やかな状態観察が不可欠である．  

また，Mohs 処置施行時の問題の一つに周囲正常組織の障害がある．鶏胸肉並びに豚ヒレ

肉を用いた検討において，滲出液によりMP が溶け出したのに対し，Mohs 亜鉛華軟膏は溶

け出しを認めなかった．今回の症例でもMohs 亜鉛華軟膏は溶け出しておらず，周囲正常組

織の障害も認めなかった．Mohs 処置において正常組織の障害は回避すべき問題であるが，

滲出液で溶け出さないMohs 亜鉛華軟膏は頻回にMohs 処置部位の観察ができるため，頭頸

部がんなど腫瘍の近くに重要な血管がある場合には特に有用である．  

当院では，病棟薬剤業務としてMohs 処置に関与しており，処置開始時には鎮痛薬服用の

確認，周囲皮膚保護方法の検討，Mohs 亜鉛華軟膏の粘り気の微調整を行っている．また，

Mohs 亜鉛華軟膏除去まで頻回に訪問し，固定状況の確認や疼痛増強時のレスキュー服用提

案なども病棟薬剤業務の一環として行っている．  

Mohs 亜鉛華軟膏について，医師からはMP と比較し取り扱いやすさが改善されたこと，周

囲正常組織の障害リスクが改善されたこと，緊急時にも使用できることが評価されている．

また看護師からは，MP からMohs 亜鉛華軟膏に変わったことによりMohs 処置時の長時間安

静が不要となりQOL が改善されたと評価を受けている．長時間のベッド上安静を強いる必

要もないことから，患者からのMohs 処置に対する不満も聞かれなかった．Mohs 亜鉛華軟

膏はMohs 処置時のADL 制限による苦痛を減らし周囲皮膚障害のリスクも軽減できること

から，患者・医療者双方の満足度を高める院内製剤であると考えられる．  

MP 並びにMohs 亜鉛華軟膏の展延性測定には，薬剤用平行板粘度計を用いた．山本らは

グリセリンを混和したMP について調製48 時間後までの展延性を報告しており，調製直後

は値の変動がみられるが， 調製8 時間以降の展延性はほぼ一定となることを示している．

今回の我々の検討においても，MP は2 日目，7 日目，14 日目のいずれにおいてもほぼ一

定であり，同様の結果が示された．  

MZ とMZ3m を比較すると，MZ は7 日目には展延性の低下を認めたが，7 日目と14 日目の



値に差はなかった．また，MZ の7 日目以降の展延性の値と観察期間におけるMZ3m の展延

性の値は同程度であったことから，調製後数日で展延性は一定になると考えられる．一方，

グリセリンを混和したMZ3mG は，14 日間の観察期間において展延性の変化を示さず，なお

かつ，患部への塗布ができる程度の軟らかさを保っていた．つまり， 症例毎に至適の粘り

気になるよう調整したMZ3mG は，複数回の処置にも使用可能である．  

Mohs 亜鉛華軟膏は一度調製すれば作り置きができるため，頻回の処置や緊急の処置に使

用でき， また調製時の曝露リスク減少にも繋がることから調製する薬剤師の安全面からも

有益な院内製剤である．院内製剤調製時の曝露防止のためにもMohs 亜鉛華軟膏の市販化が

望まれる．  
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テイコプラニンのトラフ濃度と負荷投与量の検討 
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要旨 

 Teicoplanin (TEIC) の母集団平均パラメータを用いたトラフ濃度の予測精度および、日常臨床下での投与量

とトラフ濃度の関係について検討を行った。その結果、母集団平均パラメータの予測値は、実測トラフ濃度よ

り低い値を推定し、バラツキも認められた。また、トラフ濃度を 10以上 20μg/mL 未満に到達させたい場合、

9.7mg/kgの loading dose (LD) を 3日間、20以上 30μg/mL未満に到達させたい場合、12.7mg/kgの LDが 3日

間必要であると推定された。同時に、15μg/mL以上に到達させたい場合、11.3mg/kg の LDが必要であることも

明らかとなった。TEICのトラフ濃度を迅速に治療域へ到達させるためには、正確な LDと maintenance dose の

投与設計が求められる。本研究成果は、日常臨床における TEIC投与設計の一助になるものと考えられる。 

索引用語: テイコプラニン, トラフ濃度, 母集団平均パラメータ, loading dose, maintenance dose 

 

Ⅰ はじめに 

 Teicoplanin (TEIC) は methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) をはじめとするグラム陽性

球菌による感染症治療に使用されているグリコペプチド系抗生物質である 1)。TEIC は半減期が約 50時間と長い

ため、目標とするトラフ濃度に到達するまで時間が必要であり、早期に有効治療域にトラフ濃度を上昇させる

ためには、投与開始時に負荷投与 (Loading dose: LD) が必要である 2, 3, 4)。2012 年に日本化学療法学会と TDM

学会から発表された抗菌薬 TDMガイドラインでは 5)、TEIC では 10–30 μg/mLのトラフ濃度を維持する必要があ

り、その中でも 15 μg/mL以上を維持することが推奨されている。しかし、早期に 15 μg/mL以上に到達させ

る LD のレジメンは確立されておらず、多くの施設で、TEIC の母集団平均パラメータで計算されたノモグラム

を使用し 6)、LDの投与設計を行っているのが現状である。しかし、母集団平均パラメータによるトラフ濃度の

予測精度は不明であり、医療現場における TEICの投与量とトラフ濃度の関連についても明らかではない。そこ

で、母集団平均パラメータを用いたトラフ濃度の予測精度および臨床用量と実測トラフ濃度の関係について検

討した。 

 

Ⅱ 対象と方法 

1. 対象とした患者 

 2014 年 1月から 2015年 1月の間、熊本医療センターおよび、別府医療センターで、 MRSAによる感染症治療

のために TEICが投与された 75名を対象に、レトロスペクティブにデータの収集を行った。なお、透析を受け

ている患者は本検討より除外した。 

 

2. TEIC のトラフ濃度の測定 

LDを反映したトラフ濃度として、投与開始後 4 ～5日目（投与開始から 72～96時間後）の投与開始直前に採

血を行った。また、MDを反映したトラフ濃度として、投与開始後 7日目以降（投与開始から 168時間後以降）



の投与開始直前に採血を行った。TEICの血中濃度は、COBAS 501（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）

を用い、ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay) 法で測定した。 

 

3. トラフ濃度によるグループ分類 

 トラフ濃度が 10 μg/mL未満群を Cmeas low 群、10以上 20 μg/mL未満群を Cmeas 10 群、20以上 30 μg/mL

未満群を Cmeas 20 群および 30 μg/mL以上を、Cmeas high群の 4つのグループに分類し比較検討を行った。 

 

4. 母集団平均パラメータを用いたトラフ濃度の推定 

 TEIC の日本人母集団平均パラメータを使用し (Table 1) 6)、トラフ濃度の推定を行った。尚、クレアチニン

クリアランス値 (CLCr) は Cockcroft-Gault equation により血清クレアチニン値 (SCr) を基に計算した 9)。 

 

5. 母集団平均パラメータを用いたトラフ濃度の予測精度 

 Sheiner らの報告に準じ 10)、予測の偏り (ME: mean prediction error)、予測のバラツキ (MAE: mean 

absolute error) および予測精度 (RMSE: root mean squared error) を求め、母集団平均パラメータを用いた

トラフ濃度の予測精度を評価した。 

 

6. トラフ濃度が 15μg/mL以上になる投与量の検討 

 トラフ濃度が 15 μg/mLとなる投与量を receiver operating characteristic analysis (ROC) 分析で検討を

行った。 

 

7. 統計処理 

 TEIC の投与量とトラフ濃度について、データの正規性を Kolmogorov-Smirnov test で確認し、各群間の比較

では Kruskal-Wallis test および、多重比較の検討は Bonferroni testを使用した。尚、統計ソフトは R 

software v.3.0.2 (R Core Team, Vienna, Austria) を使用し、有意水準は危険率が 5 %として判定した。 

 

8. 倫理的配慮および利益相反 

 本研究は、熊本医療センター倫理委員会 (承認番号: No. 572) および、別府医療センター倫理委員会 (承認

番号: No. 2013-002) の承認を得て実施した。なお、患者データは個人情報保護に十分配慮したうえで管理し

た。また、開示すべき利益相反はない。 

 

Ⅲ 結果 

1. 対象とした患者背景 

 対象とした患者背景を Table 2 に示す。男性 51名、女性 24名で、中央値は年齢が 65.0歳、体重は 55.0 kg

および CLCrは 82.2 mL/minであった。疾患としては、肺炎が最も多く 18名 (24.0%) で、次いで菌血症が 15

名 (20.0%) であり、これらの疾患で対象患者の約半数を占めていた。 

 

2. TEIC の投与量およびトラフ濃度 

 TEIC 投与開始から 3日間を LD 期間、それ以降を MD (maintenance dose) 期間とした。LDの中央値 (IQR: 

inter quartile rang) は 30.6 mg/kg/3day (23.5–39.9) でありデータの正規性は認められなかった。MD は

6.8 mg/kg/day (5.6–8.3) であった (Table 2)。また、対象とした 75名より収集された採血データは 148点で

あり、トラフ濃度の中央値 (IQR) は 14.0 μg/mL (10.2–18.3) であった (Table 2)。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. グループ分類されたトラフ濃度の分布 

 Cmeas low 群、Cmeas 10 群、Cmeas 20 群および Cmeas high 群に分類された各群のトラフ濃度の中央値 (IQR) 

は、それぞれ 8.2 μg/mL (6.7–8.8)、14.7 μg/mL (13.1–17.4)、24.0 μg/mL (22.2–25.7) および、33.9 

μg/mL (31.9–38.6) であった (Figure 1)。また、これら全ての群間でトラフ濃度に有意な差が認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Observed trough concentration of each groups. The data 

were analyzed statistically by the Kruskal-Wallis test with Bonferroni 

test. A statistically significant difference (p <0.01) was observed 

between each trough concentration groups. 

Figure 2. ME and MAE of the estimated using population mean 

parameters at the blood sampling. ME: mean prediction error (as an 

index of bias)， MAE: mean absolute prediction error (as an index 

of accuracy). Values are median (IQR: inter quartile range). 

 

4. 母集団平均パラメータのトラフ濃度の予測精度 

 母集団平均パラメータを用いたトラフ濃度の予測精度の検討を行った結果、MEの中央値 (IQR) は、-3.37 

μg/mL (-4.377–-2.363) と負の偏りが認められ、実測値より低く推定されることが明らかとなった。また、

Table 2.  Patient demographics 

Patient characteristics                       median       (IQR) 

Sex Male 51  Fmale 24 

Age (years) 65.0 (54.0-78.0) 

Height (cm) 162.0 (152.7-167.1) 

Body weight (kg) 55.0 (47.9-66.8) 

Diagnosis                             number of persons   (%) 

Bacteremia 15 (20.0) 

Surgical site infection 6 (8.0) 

Gastrointestinal infection 9 (12.0) 

Urinary tract infection 4 (5.3) 

Pneumonia 18 (24.0) 

Respiratory infection other than pneumonia 6 (8.0) 

Skin/soft tissue infection 7 (9.3) 

Other infection 10 (13.3) 

Hematological and biochemical data           median       (IQR) 

Alb (g/dL) 2.6 (2.2-3.0) 

AST (IU/L) 25.0 (17.5-37.0) 

ALT (IU/L) 30.0 (17.0-45.5) 

SCr (mg/dL) 0.7 (0.5-0.9) 

CLCr (mL/min) 82.2 (61.3-109.8) 

Doses and blood concentration                median       (IQR) 

LD (mg) 30.6 (23.5-39.9) 

MD (mg) 6.8 (5.6-8.3) 

Trough concentration (μg/mL) 14.0 (10.2-18.3) 

 

Alb: albumin, AST: aspartate aminotransferase, ALT: alanine aminotransferase, SCr: serum creatinine, 

CLCr: creatinine clearance. LD: loading dose, MD: maintenance dose. Of 75 cases reported by the 

Kumamoto Medical Center and Beppu Medical Center between January 2014 and January 2015, data 

from 75 whose diagnoses of MRSA were reported are shown. p value of Kolmogorov-Smirnov test 

for normality of LD was p = 0.00011, and that for the trough concentration was p= 0.08848. 

Table 1  Population pharmacokinetics of teicoplanin 

 in Japanese adult patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakayama et al., Population pharmacokinetics of  

Teicoplanin in adult patients, Jpn. J. Chemother.  

54 (1): 1-6, 2014. 

Population mean parameters 

 CL = 0.00498 × CLCr + 0.00426 × wt (L/h) 

 V = 10.4 

 k12 = 0.38 

 k21 = 0.0485 

 

Interindividual variability 

 ωCL = 22.1% 

 ωV = 33.9% 

 ωk12 =39.5% 

 ωk21 = 9.4% 

 

Intradividual residual variability 

σ = 15.6% 
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MAE の中央値 (IQR)は、5.10 μg/mL (4.309–5.891) と、予測のバラツキが認められた (Figure 2)。予測精度

を示す RMSE は 7.05 μg/mL であり、母集団平均パラメータを用いたトラフ濃度の予測精度は低いと考えられ

た。 

 

5. トラフ濃度と LDおよび MD の検討 

 各トラフ濃度群における LDの投与量は、 Cmeas low群では 17.1 mg/kg/3day (IQR 14.6–20.2)、Cmeas 10 群で

は、29.1 mg/kg/3days (23.7–36.0)、Cmeas 20群では 38.2 mg/kg/day (34.0–50.3) および、Cmeas high群では

70.9 mg/kg/3days (56.9–74.5) であった (Figure 3-A)。また、LDの投与量の中央値は、各群間のいずれにお

いても有意な差が認められた。MDはトラフ濃度が Cmeas low群では 4.9 mg/kg/day (3.7–6.0)、Cmeas 10群で

は、6.5 mg/kg/day (5.4–8.3)、Cmeas 20 群では 7.7 mg/kg/day (7.2–8.7)および、Cmeas high群では 8.4 

mg/kg/day (5.8–9.8) であった (Figure 3-B)。MDの投与量の中央値は、10 μg/mL未満群が有意に低かった。 

Figure 3. The relationship between the dose in normal clinical practice and the trough concentration. The data were analyzed statistically by the 

Kruskal-Wallis test with Bonferroni test, and the criterion for statistical significance was the 0.05 level. *: p <0.05, **: p <0.01, ns: not 

significant. Values are median (IQR: inter quartile range). 

 

6. トラフ濃度が 15μg/mL以上になる投与量 

 ROC分析により、トラフ濃度が 15 μg/mL以上となる投与量のカットオフ値を求めた (Figure 4)。その結

果、15 μg/mL以上のトラフ濃度を得たい場合、少なくとも 3日間の LDの総投与量は 34.0 mg/kg 必要である

との結果が得られた(特異度：0.83、感度 0.71、AUC = 0.82)。すなわち 11.3 mg/kg/day の投与量を 3日間投

与する必要があると考えられた。 
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Figure 4. ROC analysis to decide a necessary LD dosage to 

achieving >15μg/mL of the concentration of TEIC. AUC: 

area under the curve. 95%CI: 95% confidence interval. 

 

 

Ⅳ 考察 

 今回の検討の結果、TEICの母集団平均パラメータを用いた投与設計では、実測トラフ濃度より低い値を推定

する傾向があり、しかも予測値にバラツキが認められた (Figure 2)。母集団平均パラメータによる予測で、実

測値より低い値が定された理由として、血中濃度の測定方法が、母集団平均パラメータ解析で使用された測定

方法と 6)、本試験の測定方法が異なっていたこと、対象とした患者の CLCrの分布が異なっていることなどが、

負に偏った予測値を推定した要因であると考えられた。 

 MRSA 感染症の治療では、TEIC のトラフ濃度は 10-30 μg/mLが推奨されている 14)。また、vancomycin (VCM) 

の minimum inhibitory concentration creep を顧慮し 15)、Uedaらは TEICのトラフ濃度は 15 μg/mL以上に

維持することを推奨している 16)。今回対象とした 75症例のデータを基に、LDと到達したトラフ濃度の関連性

について検討した結果、Cmeas 10 群で 29.1 mg/kg/3days (23.7–36.0)、Cmeas 20群で 38.2 mg/kg/3days (34.0–

50.3) であった。すなわち、トラフ濃度を 10以上 20未満に到達させたい場合、9.7 mg/kgの LDを 3日間、20

以上 30 未満に到達させたい場合、12.7 mg/kgの LDが 3日間必要であると考えられた。さらに、ROC分析の結

果、15 μg/mL以上のトラフ濃度を得たい場合、少なくとも 11.3 mg/kg/day の LD が必要であると考えられた 

(Figure 4)。これらの結果は、13 μg/mL以上のトラフ濃度を得るためには、3日間の LDの総投与量は、36 

mg/kg (12 mg/kg/day) 以上が必要であるとする Matsumoto らの報告 17)とほぼ一致する。 

 また、TEICクリアランスにより体外へ排泄された量に等しい MDの投与が必要である。正確な MDの投与量

は、Sawchuk-Zaske法などにより容易に求めることが可能であるが 21)、本研究の結果、トラフ濃度を 10以上 20 

μg/mL 未満に維持させるための MDは 6.5 mg/kg/dayであり、20以上 30 μg/mL未満の MD は 7.7 mg/kg/day と

推定できる。 

今回の検討は 75名を対象とした小規模試験であったが、トラフ濃度と体重当たりの投与量に関連性が認めら

れた。この知見は、適正な LDの投与量を決定するための有用な情報と考えられる。そのため、母集団平均パラ

メータを用いたトラフ濃度の予測精度との比較検討を含めた、さらなる調査が必要である。 

TEICの血中濃度を迅速に治療域へ到達させるためには、正確な LDと MD の投与設計が求められる。日常臨床

下で、TEICの LDの投与量と得られたトラフ濃度の関係を検討し、感染症治療における TEICの LDと MDの投与

設計を支援することは有用であると示唆する。 
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病棟薬剤業務実施における時間確保のための業務改善と効果 

 

都城医療センター 薬剤部 

 

【目的】 

平成 24 年度の診療報酬改定にて、病棟薬剤業務実施加算が新設された。病棟業務の質の向上と医療安

全への貢献を目的として、加算取得を視野に入れ、平成 26 年度より人員配置や業務内容において加算

取得の可否を検討し、薬剤部全体の業務を見直し集約化を行った。その結果、平成 27 年度中に加算を

取得する方向性が示すことができ、8 月より病棟薬剤業務実施加算を取得した。しかしながら、病棟時

間の確保はできていたものの、導入当初想定していた薬剤管理指導件数が伸び悩んだ。病棟薬剤業務時

間および薬剤管理指導件数を確保し収益を維持する方策を検討することが急務となった。そこで、病棟

業務を実施するにあたり、体制の充実と質の確保のために業務改善と工夫を薬剤部全員で行ったので報

告する。 

【方法】 

導入後の主な業務改善事項。 

1. 適正在庫（定数在庫設定）検討（在庫管理、発注業務時間削減）（図 1） 

→定数在庫数を色分けし（救急薬は赤、それ以外は青）注射棚に貼付 

2. プレヒヤリハット分析と情報共有（人員配置の見直し、調剤過誤再発防止）（図 2） 

 →部内会議にてプレヒヤリハット発生時刻と項目について共有 

3. プレアボイド情報共有（図 3） 

→共有フォルダ内にプレアボイド報告件数と処方提案事項の一覧を月別に作成 

4. 抗癌剤取り揃え手順見直し（担当制廃止、偏った負担を削減）（図 4） 

5. 抗癌剤システム改訂（調製手順書発行） 

→抗がん剤準備についての流れをマニュアル化し、TOSHO抗がん剤システムプログラムを改訂 

【結果】 

加算取得時の 8月の病棟薬剤業務と薬剤管理指導の請求金額の合計は 240万円であった。前年度と比較

すると 30 万円の減であったが、薬剤師 1 名の欠員を加味すると当初想定していた収益であった。しか

しながら、表 1 に示すとおり 9 月、10 月の請求金額が伸び悩んだ。主に上記の業務改善を順次行うこ

とで、1 病棟当たり月平均 22 時間程度の病棟時間を維持し、11 月には請求金額も安定してきた。さら

に、プレアボイド報告も定着し、情報共有を行う中で継続的に報告されるようになった。中央業務にお

いても、適正在庫を検討し定数在庫を設定することで、薬剤部スタッフ全員が在庫管理および発注を行

えるようになった。さらには、前年度と比較し在庫金額の減少にもつながった（表 2）。 

【考察】 

当院は、他施設と比較して薬剤管理指導件数が多かったこともあり、病棟薬剤業務実施加算を取得する

ことで薬剤管理指導件数が減少することが想定され、加算が取得できないことが考えられた。加算取得

にあたり、平成 26 年度の実績をもとに、病棟薬剤業務実施加算と薬剤管理指導件数の収益見込額を算

出した。薬剤管理指導件数は減少するが、大幅な収益減とはならないこと示すことができたことと、医

療安全への貢献が高いということで病院幹部の理解が得られたことで加算取得につながった。しかしな



日付 曜日  ～10時 10～12時 12～14時 14～16時 16時～ 不明 合計件数 取り漏れ 数量 規格 品目 その他
12月1日 火 2 2 2
12月2日 水 1 1 1
12月3日 木 1 1 1 3 1 1 1
12月4日 金 1 2 3 1 2
12月5日 土 0
12月6日 日 0
12月7日 月 1 1 1
12月8日 火 1 1 2 2
12月9日 水 2 2 2

12月20日 日 0
12月21日 月 1 1 1
12月22日 火 1 1 2 2
12月23日 水 0
12月24日 木 1 1 2 1 1
12月25日 金 1 1 1
12月26日 土 0
12月27日 日 0
12月28日 月 2 1 2 1 6 2 2 1 1
12月29日 火 0
12月30日 水 0
12月31日 木 0

合計 18 9 7 2 4 1 41 12 15 7 4 3

11月 12 16 1 2 4 0
10月 14 7 9 2 9 2

プレヒヤリハット分析（時間帯・項目）

5月～12月までの項目件数

・エルネオパ規格：5件

・リカバリン250mg⇔1000mg：5件

・生食250mL⇔5%TZ 250mL：3件

・ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ1g⇔ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ1g：2件

・ｱﾀﾗｯｸｽP⇔硫ｱﾄ：2件

・生食20mL⇔注射用水：2件

がら、薬剤管理指導件数が伸び悩み、想定していた収益額が見込めない状況となった。問題事項を抽出

した結果、病棟薬剤業務と薬剤管理指導業務の違いによる戸惑いや一部の業務担当者に偏った業務負担

があることがわかった。そのような問題事項を全員で検討し改善策を実行した結果、病棟薬剤業務の体

制を構築することができ、さらに、薬剤部全体の業務改善にもなった。病棟薬剤業務実施加算が新設さ

れてから 3年経過しての導入となったが、今後も業務分析を行い改善できるところは積極的に見直して

病棟業務を充実できるものにし病院全体へ薬剤師の関与度を示していきたい。 
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極めて危険：副作用、併用禁忌、用量超過など危険性が大、危険：用量変更、相互作用、注意：用法間違い

重複 副作用 禁忌
配合禁

用量超過

用量

（単位・隔日）
相互作用

日数

開始日変更
用法

検査依頼

（血中濃度）
剤型変更

処方依頼

変更

中止

その他
（粉砕・一包化）

1病棟 2 2 1 1 4 1
2病棟 1 8
3病棟 1 1 9
4病棟 1 1 3 1 5 1
5病棟 2 1 1 6
GCU 1
計 5 0 1 2 7 1 1 1 1 0 32 3 総計

54

ﾌﾟﾚｱﾎﾞｲﾄﾞ 病棟

1病棟

1病棟

1病棟

1病棟

1病棟

1病棟

1病棟

● 1病棟

● 1病棟

1病棟

重複 ｸﾚｷｻﾝ皮下注について2名のDr.より重複ｵｰﾀﾞｰあり。 後処方のｸﾚｷｻﾝは中止となった。

用量（単位・隔日） 腎障害患者のﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝの投与について、投与量、投与回数の提案。 提案通りの処方ｵｰﾀﾞｰあり。

処方依頼・変更・中止舌炎、口内炎症状有りﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ軟膏処方提案

重複 ｸﾚｷｻﾝ皮下注について2名のDr.より重複ｵｰﾀﾞｰあり。 後処方のｸﾚｷｻﾝは中止となった。

用量（単位・隔日） ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝの投与量について、標準量の半分程度であったため問い合わせ実施。高齢であるため、本日は変更なし。次回検討するとのこと。

処方依頼・変更・中止
糖尿病既往あり、初回にﾃﾞｷｻｰﾄ注を施行した際に高血糖が認められたため、前投薬の
ﾃﾞｷｻｰﾄ注の中止について提案。

中止となった。

処方依頼・変更・中止
ｲﾘﾉﾃｶﾝの副作用である下痢症状に対して、整腸剤やｳﾙｿ、炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ、半夏瀉心
湯等の提案。

処方依頼・変更・中止鎮痛剤にて胃痛症状あり、胃薬の処方提案。 ｸﾞﾛﾘｱﾐﾝ配合顆粒処方あり。

その他（粉砕・一包化）
抗生剤のｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに対する薬剤の使用について問い合わせあり、ﾎﾞｽﾐﾝが第一
選択であることとその使用量について情報提供。

ﾎﾞｽﾐﾝは使用せず、症状改善。

用法 ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝの投与速度について情報提供実施。 情報提供した通りに医師指示あり。

12月

合計 8 8 38

内容 詳細 転帰

危険度別内訳

極めて危険 危険 注意

平成27年　12月　プレアボイド報告
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「熊本地震における別府医療センター医療班 活動報告」 

○佐々木 瑛治、鳴海 篤志、宮崎 良尚、渡邉 美穂、今尾 顕太郎 

 

 

【はじめに】 

災害救助支援活動や災害派遣医療チーム（以下、DMAT）活動個々における薬剤師の役割

については、既にいくつかの報告がされている。今回我々は、災害救助支援活動中に発生

した新たな災害のために当初予定されていなかった DMAT活動を経験した。本報告では災害

救助支援から DMAT活動を行った背景とその活動内容について報告する。 

 

【熊本地震と災害医療支援】 

 平成 28年 4月 14日 21：26頃、前震（震源地：熊本、地震の規模：マグニチュード 6.5、

震度：7）が発生し、熊本地方で人的被害、建物被害、道路被害（高速道路を含む）および

ライフライン被害が生じた。別府医療センター（以下、当院）は地震発生の翌日 4月 15日

に国立病院機構九州グループより災害支援部隊の派遣要請を受け、医師 1名、薬剤師 1名、

看護師 2名、メディカルソーシャルワーカー1名の計 5名の災害支援部隊を招集し被災地で

ある熊本へ向かう事となった。災害支援部隊は当院を 14：51に出発し被災地拠点病院であ

る熊本医療センターへ 19：43に到着。翌日より特に被害が大きいとされていた益城町にて

医療班活動を予定していたが、平成 28年 4月 16日（土）01：25頃、本震（震源地：熊本、

地震の規模：マグニチュード 7.3、震度：7）が発生し、14日の地震で被災された地区およ

び熊本県から大分県にかけての広域災害が発生した。当院の災害支援部隊も本震により被

災する事となり、宿泊先からの避難及び安全確保の後、直ちに本部である熊本医療センタ

ーに参集した。当院の災害支援部隊は亜急性期以降の患者を想定した医療班としてのメン

バー構成であったが、DMATとしても活動

可能であったため本部支援のため医療班

から DMAT へ転向し活動する事となった。

DMAT転向にあたり指揮命令系統を現地対

策本部から DMAT 調整本部に変更し活動

を開始した（図１）。 

図 1 

図１ 



 実際の DMATとしての活動としては以下(図 2)の活動を実施した。 

 

九州内外から多くの DMAT 参集及び患者来院状況が落ち着いた事から当院の災

害支援部隊は 4月 17日（日）より、再び現地統括本部の指揮命令系統に戻り医療班へ転向。

当初予定されていた益城町での医療班活動を行う

事となった。熊本医療センターから救護所のある

益城町情報交流センター（以下、避難所）への移

動では本震により道路の寸断などが生じており、

手探りの状態での移動となった。益城町周辺の被

災状況は深刻であり、道路には亀裂が走り、倒壊

寸前の家屋も多く見られた（写真１）。現地の避難

所では施設責任者・収容者数・要介助者数（寝た

きり、車椅子、外傷）乳幼児数・授乳者数・妊

婦数など必要とする情報の多くが不明であり誰

と話し、何と戦えばいいか分からない状態であ

った。この状況改善のため避難所側の代表と救護所間での定時ミーティングを提言し、円

滑な現状把握と問題点の改善に向けた意見交換の場を作る事が出来た。避難所ではペット

同伴で避難されている方が多く見られ、居住スペースで犬などのペットと一緒に寝ている

といった状況であった（写真２）。ペットとの共同生活の継続は感染症やアレルギー症状誘

発の要因となる可能性が有るため早急な避難所のゾーニング（隔離スペース確保）を提言

図 2 

写真１ 倒壊寸前の家屋 



しペット同行避難者専用テント(写真３)が設営される事となった。 

 

  

 

薬剤師としての救護所での活動としては医薬品情

報の最適化と医薬品の管理に取り組んだ。救護所

の医薬品状況としては当院持参の薬剤以外に先

発隊が残してくれた薬品、熊本医療センターで

補給していただいた医薬品など多くの医薬品が

揃っていた。しかしながら、処方する医師とっ

ては、名称違いの先発品と後発品、当院非採用

薬などが混在しており使用しにくい状況になっ

ていた。この問題を解決するため医薬品台帳（図

３）の作成を行った。医薬品台帳の内容として

は薬効分類毎に分け、医薬品名・剤型・規格を

記載し、同種同効薬の先発・後発の両方がある

場合には成分名も併記して作成した。作成した

医薬品台帳は印刷し医師・看護師に配布し活用

してもらう事とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に医薬品台帳を使用した当院の医師からは、処方時に手元にある資料で使用できる

薬剤が確認できるため非常に便利であったと評価いただいた。様々な医薬品が混在する状

況下においては簡易的な医薬品台帳であっても有用である事が確認できた。 

当院の医療班が活動していた救護所は居住スペースに隣接する場所にあり、消灯時間に

なると電気が消えてしまう状況であったため医薬品の紛失・盗難などが起こらないよう管

理方法を考える必要があった。実際の医薬品の管理方法としてはコインロッカーを再利用

写真 2 ペットと一緒に避難 

写真３ ペット同行避難者専用テント 

図３ 



し薬剤棚を作成して運用することとした（図４）。 

【薬剤棚を作って良かった点】

• 調剤時間の短縮

• 在庫が把握しやすい

• 厳密な薬品管理

10

薬剤棚の作成

コインロッカーを再利用

薬効ごとに分類

ロッカーの中

100円で施錠可能

 

 

薬剤棚は薬効ごとに棚を分け管理した。薬剤棚作成によって気がついた利点としては、

薬剤が分類された状態であるため調剤時間が短縮でき、薬剤の在庫状況が一目で分かるた

め非常に便利であった。コインロッカーを流用しているため施錠が可能であり向精神薬や

注射薬などの薬剤を厳密に管理することが出来た。 

 

【まとめと考察】 

今回の要請では先発していた DMATの活動後の医療班とのことであったため、DMAT講習を

受けていない薬剤師を派遣した。しかし、平成 28 年 4 月 16 日（土）01：25 の本震により

事態は一変し災害拠点病院での DMATとしての活動を余儀なくされた。医療班のメンバーと

しての薬剤師であっても、機会が有る時に DMAT講習を受講しておく事が望ましい。今回の

活動により、医療班の講習では DMATの動きについて行けないと感じたからである。 

我々が医療班活動を行った避難所においては、避難生活を送っている施設内にペットを

持ち込まれている方も多く見られた。ペットとの避難生活は癒しの効果も得られる反面、

家畜感染症と ESBLの感染症、アレルギー症状の誘発などを引き起こす可能性もあり、ゾー

ニングなどの災害時の指針が必要で有ると考える。数十年、数百年かけて築いた文化や伝

統を守るためにも、人命を守ることは医療者の宿命であり生活支援につながる。薬剤師と

しての職能だけでなく、被災地に居住する方々へ貢献できることはたくさんあると考えら

れる。 

図４ 



NICU/GCU病棟での病棟薬剤業務のアウトカム評価と課題の検討 

 

                       佐賀病院        ○末長 芽以、木原 理恵、渡辺 健二、 

         村田 雅子、髙島 伸也 

嬉野医療センター   米田 奈美 

熊本医療センター   鶴﨑 泰史 

 

【はじめに】 

佐賀病院（以下、当院）では平成 24年 5月より一般病棟において病棟薬剤業務を開始し

たが、NICU/GCU 病棟については、人員不足の問題や特定病床への薬剤師配置は努力義務と

いうことも踏まえ、専任薬剤師は配置せず必要に応じて対応していた。 

しかし、小児科領域での薬剤の使用は大変複雑であり、医療スタッフからも薬剤師の関与

を要望されていた。そこで平成 26 年 8 月より NICU/GCU 病棟へ専任薬剤師を配置し、以下

の業務に取り組んだ。 

 カンファレンスへの参加（週１回） 

 TPN無菌調製 

 処方内容の監査（エクセルで計算表を作成） 

 医師・看護師からの相談応需（フィルター通過性の表を作成） 

 

今回、これまでの病棟薬剤業務の効果について評価と今後の課題を明確にするために、  

1.疑義照会・問い合わせ内容について分析、2.アンケートの実施 を行ったので報告する。 

 

【方法 1：疑義照会・問い合わせ内容について】 

平成 26 年 8 月～平成 28 年 3 月において集積した疑義照会や問い合わせ内容について分

析を行った。 

 

【結果 1：疑義照会・問い合わせ内容について】 

疑義照会を行った件数は 28件、問い合わせの件数は 25件であった。 

疑義照会の内容として、処方依頼や中止、用法用量、計算違いの疑義が挙げられ、処方変

更率は 57％であった。 

また、問い合わせ内容としては 医薬品情報に関する事例や配合変化の確認・相談を中心

に、様々な問い合わせ事例が挙げられた（図 1）。 



 

 

 

【方法 2：アンケートの実施】 

2016 年 3 月 23 日～4 月 15 日において、小児科医師および NICU/GCU 病棟看護師（全 69

名）に対しアンケートを実施した。病棟薬剤師配置による効果等について、15 項目の質問

を各 5段階の評点尺度、また総合満足度を 100点満点形式で質問した（表 1）。 

結果を集計し、各項目の平均値を比較すると共に、CS（Customer Satisfaction）分析によ

り改善項目を探索した。 

 

図 1. 疑義照会・問い合わせ内容 

表 1. アンケート項目 



【結果 2：アンケート結果】 

総合満足度は 84.4点であった。項目別では、特に満足度の高いものとして「薬剤に関す

る相談体制」「相互作用や配合変化の確認・相談」「TPN無菌調製」が挙げられた。 

また、必要度の高いものとしては「退院時の薬の説明」や「お薬手帳による情報提供」が

挙げられた（図 2）。 

 

 

 

 

 

また、CS分析の結果、重要維持分野として「薬剤に関する相談体制」「相互作用・配合変

化の相談」「確認病棟保管薬の在庫管理」が挙げられ、重要改善分野としては「薬剤関連業

務の負担軽減」「副作用の早期発見」「DI 活動による薬物療法への理解向上」が挙げられた

（図 3）。 

図 2. 評価点数平均値 



 

 

 

 

【考察・結論】 

新生児領域における薬剤の使用は大変複雑である上、適応外使用等も多いことから、従来、

調剤業務及び一部の服薬指導のみでは簡単に介入することが難しい領域であった。 

しかし、病棟薬剤師配置開始後、担当薬剤師が疑義照会や問い合わせに対応することによ

り、医薬品の適正使用への貢献につながっていると考えられる。また、今回のアンケート結

果により分析された満足度の高かった業務や、重要維持分野に分類された業務を今後も継

続していく事で、より正確で安全な薬物治療とチーム医療の貢献につながることが考えら

れる。 

一方、必要度の高い業務への取り組みや、重要改善分野における具体的な業務内容の検討 

が今後の課題として挙げられる。今年度より病棟薬剤業務実施加算 2が新設されたが、今後

は、加算取得を視野に入れ改善すべき業務内容について検討し、より積極的な業務展開を行

っていく必要があると考える。 

 

図 3. CS 分析 



Clostridium difficile 関連腸炎治療薬の適正使用に関する取組みと評価 

 

   嬉野医療センター  ◯石井秀明 小林宇太郎 八木秀明  

【緒言】 

Clostridium difficile(CD)に関連した腸炎は、院内感染及び抗菌薬に関連した下痢症として最

も重要な疾患の一つである。抗菌薬により正常細菌叢が抑制された結果、 CD が過剰に増殖、毒素

産生し発症すると考えられている。治療薬としては、Metronidazole(MNZ、経口及び静注)、

Vancomycin(VCM、経口)が国内で適応を持つ。MNZは VCMと同様の効果を示し、かつ価格が安いこと

から第一選択として挙げられる 1)。ただし重症例に対しては VCM の治療成績が良いとされ 2)、各種

ガイドラインでは概ね、初発例、軽～中等度の症例では MNZが、重症例および再発例では VCMが推

奨されている 4,5,6)。 

本邦において MNZ に感染性腸炎の適応が追加承認されたのは 2012 年 8 月のことであり、それ以

前は唯一の保険適応薬として、経口 VCMが第一選択薬とされてきた。これら歴史的・習慣的背景が

遠因であろうか、当院では重症度に関わらず VCMが優先的に使用される傾向にあった。 

そこで 2015 年 12 月に当院薬剤部内で CD 関連腸炎の勉強会を実施し、以降、病棟担当薬剤師を

中心に適正使用を推進していった。今回、適正使用推進前と推進後における CD 関連腸炎治療薬の

処方推移を検討したので報告する。 

【方法】 

1) 対象と期間 

当院において、2015年 7月～2016年 4月の期間に CD関連腸炎で投薬治療を受けた患者を対象と

した。初発例に対する投薬治療のみを対象とし、再発例（投薬治療後 8週以内の再発）は除外した。

適正使用推進前の 5ヶ月（2015年 7月～11月）、及び推進後の 5ヶ月（2015年 12月～2016年 4月）

における薬剤使用比率、治療失敗率、薬剤費等について後方視的に検討した。再発及び効果不良（治

療開始後改善なく他剤に変更された場合）を治療失敗とした。 

統計学的解析として質的データの検定には χ2検定、量的データには Mann–Whitney U test を用

い、危険率 5％未満を有意とした。 

2) 治療薬提案 

経口 VCM の処方後、重症度、禁忌、アレルギー歴を確認した上で適宜 MNZ への変更を提案し

た。重症例や処方医の判断で VCMが投薬される場合は、用量の提案を行った（図 1）。提案する

VCMの用量は複雑性でない限り 1回 125mg1日 4回を標準とした 4)。 

なお、MNZで治療を開始した症例については重症度に関わらず介入していない。 

【結果】 

適正使用推進前後の患者背景を表 1に示す。対象症例は 81例（適正使用推進前 39例、推進後 42

例）であった。適正使用推進前後で MNZ の投与比率は 30.8%（12/39）から 73.8%（31/42）へ有意

に増加した（p＜0.001）。 

適正使用推進前後における VCM の用量は、1回 125mg1日 4 回の割合が 48.1%から 72.7%に増加し

た（図 2）。 

1. 治療効果 



適正使用推進前後における治療効果を表 2 に示す。治療失敗率は適正使用推進前が 20.5%、推進

後が 16.7%であった。対象期間における治療薬別治療失敗率にも有意差は認められなかった。 

2. 薬剤費の検討 

当院採用品目における MNZ と VCM の 1 日薬価は最大で 36倍の差があり（表 3）、適正使用を推進

した結果、月毎の薬剤費は減少した（図 3）。適正使用推進前の薬剤費は 1 症例あたり 20,059円で

あったのに対し、推進後は 7,259円であった（表 4）。 

対象期間において VCMの薬剤費は減少し、MNZの薬剤費は増加した（図 3）。症例数及び薬剤費の

推移を図 4に示す。 

【考察】 

適正使用推進前後で治療効果に有意差はなく、治療の質を下げることなく薬剤費を削減すること

ができた。薬剤費は、月平均症例数が 8.1 件であったこと、1 症例あたり 63.8%の減額であったこ

とから、年間で約 1,244,000円の削減と換算された。 

今回、重症度を図 1のように分類したが 3)、多くのガイドラインでは白血球と血清クレアチニン

のみを指標とし重症度を分類している 4,5,6)。その場合、本研究で重症に分類された症例の多くが軽

度～中等度に再分類されると考えられ、より多くの症例で MNZが第一選択となる。白血球と血清ク

レアチニンを指標として重症度を分類し、治療薬を標準化した報告 7,8)においても、治療効果の維

持と薬剤費の削減を両立した結果となっており、重症度分類の変更は検討事項である。 
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図１ CD関連腸炎治療薬提案フローチャート 
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表１. 患者背景 

 適正使用推進前 

(2015 年 7 月～2015 年 11 月) 

〃推進後 

(2015 年 12 月～2016 年 4 月) 
p 値 

症例数 39 42 － 

重症症例 14(36.0%) 17(40.5%) 0.672a) 

性別（男性/女性） 22(56.4%)/17(43.6%) 31(73.8%)/11(26.2%) 0.100a) 

平均年齢 75.7±14.3 75.3±14.0 0.824b) 

MNZ/VCM 件数 

(投与比率) 
12(30.8%)/27(69.2%) 31(73.8%)/11(26.2%) <0.001a) 

MNZ 平均投与日数 10.8±6.8 10.1±4.5 0.741b) 

VCM 平均投与日数 9.6±3.1 10.1±2.7 0.692b) 

 

図 2.  VCM 用量 

 

 

表 2. 適正使用推進前後の治療効果 治療失敗率（再発・効果不良） 

治療失敗 適正使用推進前 〃推進後 p 値 

全体 8/39(20.5%) 7/42(16.7%) 0.565 

MNZ 2/12(16.7%) 4/31(12.9%) 0.749 

VCM 6/27(22.2%) 3/11(27.3%) 0.740 

 

  



表 3. MNZ と VCM の薬価 

採用薬 薬価 Dose 1 日薬価 

フラジール錠 250mg 35.5 
250mg1 日 4 回 142.0 

500mg1 日 3 回 213.0 

バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「ﾌｧｲｻﾞｰ」 1278.3 
125mg1 日 4 回 1278.3 

500mg1 日４回 5113.2 

 

表 4.  適正使用推進前後の薬剤費 

 適正使用推進前 〃推進後 

症例数 39 42 

薬剤費 ¥782,301 ¥304,882 

1 症例あたりの薬剤費 ¥20,059 ¥7,259 

 

図 3. 薬剤費の推移 

 

図 4. 症例数と薬剤費 

 



第 25回国際がんサポーティブケア学会（MASCC/ISOO 2016）参加報告 

 国立病院機構九州グループ薬剤師会 学術・研究委員会 委員長 

九州医療センター 薬剤部    林 稔展 

 

がん患者は、手術や化学療法・放射線療法などの治療中の副作用により治療の継続が困難となったり、

治療後の後遺症により様々な症状や問題を生じたりして、自宅での療養や社会復帰に支障をきたすこと

が少なくない。症状緩和、リハビリ、栄養管理、口腔ケア、心理的ケア、社会復帰支援などにより、患者

の症状や負担、悩みなどを軽減するケアを「支持療法」という。質の高い支持療法の充実は、安全・安心・

効果的ながん治療を行うことや患者 QOL向上のカギを握るといえる。 

Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)は、集学的治療のもと、質の高

い支持療法を提供するため、研究や教育を推進することを目的とした国際学会であり、がん治療におけ

る支持療法に関わる多国籍、多職種の医療職から構成されている。International Society of Oral 

Oncology (ISOO)は口腔領域に特化した部会である。これまで MASCCの学術大会は米国と欧州で開催され

てきたが、25 周年記念大会は初めてアジア・オセアニア地域での開催となった。開催地となったアデレ

ードは、オーストラリア第 5 の都市で、これまでに 5 人のノーベル賞受賞者を輩出しているアデレード

大学や南オーストラリア大学があり、オーストラリアの中でも最も古い歴史を誇る学園都市として知ら

れている。 

今回、我々は、国立病院機構九州グループ薬剤師会の学術・研究委員会を研究組織として実施した、多

施設共同研究「軽度催吐リスク化学療法における悪心嘔吐の観察研究」について発表した。この演題は、

これまで国内の関連学会（日本臨床腫瘍学会（九医セン：林稔展）、日本癌治療学会（別府医セン：三好

孝法）、国立病院総合医学会（熊医セン：横田千明）、日本医療薬学会（別府医セン：鳥山陽子））で発表

してきたが、今回はさらに解析を進め、最終報告として発表した。本演題は、Oral e-poster discussion

として採択された。本学会における発表の概要を以下に示す。 

 

演題の概要 

A multicenter, prospective observational study on prophylaxis of low emetic chemotherapy–

induced nausea and vomiting 

「軽度催吐リスクがん化学療法における悪心嘔吐の多施設共同前向き観察研究」 

目的：軽度催吐リスクのがん化学療法（LEC）に対する制吐療法は、ガイドラインではデキサメタゾン単

剤が推奨されているがエビデンスは乏しく、推奨案はコンセンサスにより策定され、ガイドラインの遵

守率は低く処方のバラツキが多い。そこで我々は LEC における制吐療法の最適化を目指して、LEC患者の

悪心嘔吐の発現状況を調査し、悪心嘔吐の危険因子の探索を行った。 

方法：2013年 9月から 2014 年 11月に LEC初回治療を受けた患者を対象とした。LEC開始（0時間）より

120 時間を全評価期間とし、0～24 時間を急性期、24～120 時間を遅発期と定義した。患者本人が LEC 開

始前の患者背景、評価期間の悪心嘔吐の有無とその程度、食事摂取量を日誌に記載し、その記載内容より

悪心嘔吐の発現状況を調査した。悪心嘔吐発現の危険因子については、ロジスティック回帰分析にて評

価した。 

結果：対象患者 215 名の全評価期間における悪心嘔吐の発現率は 26.0%（急性期 10.8%、遅発期 22.1%）、



嘔吐は 3.5%（急性期 0.5%、遅発期 3.8%）、悪心は 25.4%（急性期 10.8%、遅発期 21.1%）であった。ガイ

ドライン遵守群（n=89）と非遵守群（n=126）で悪心嘔吐の発現率を比較すると、それぞれ全評価期間で

は 30.3%、23.0%（P=0.23）、急性期では 14.6%、8.7%（P=0.18）、遅発期では 24.7%、19.8%（P=0.39）で

あり、両群間で有意な差は認められなかった。非遵守群では 50%の患者で 5-HT3受容体拮抗薬が投与され

ており、40%の患者で 2日目以降も制吐剤が使用されていた。また、ロジスティック回帰分析より過去の

化学療法による悪心の経験とパフォーマンス・ステータス不良が LEC における悪心嘔吐の危険因子とし

て同定された。上記危険因子を 2 つ持つ患者では、危険因子を持たない患者と比較して、悪心嘔吐の発現

率は約 3倍であった。 

結論：LECによる悪心嘔吐に対しては、ガイドラインに準拠した制吐療法で対応可能と思われる。しかし、

本研究で抽出されたリスク因子を持つ高い患者に対してはより手厚い予防的制吐療法の実施を検討する

必要があることが示唆された。 

 

3日間にわたって、各セッション、口演、ポスター発表も含めて支持療法に関するさまざまな研究が

発表され、活発に討論が行われており、活気があふれていた。本学会は、自らの演題発表のみならず、

最新の支持療法の情報収集や世界の趨勢を認識する機会にもなった。また、MASCC/ESMO制吐療法ガイド

ライン委員会委員であり、今回の Oral e-poster discussion の悪心嘔吐セッションの座長である

Richard J. Gralla教授（Albert Einstein School of Medicine）から、日本から質の高い研究が多く

発表されていることに対しての称賛のコメントがあるなど、日本の支持療法研究が存在感を増してきて

いることがうかがえた。今後も薬剤師の視点から質の高いエビデンスを発信し、支持療法の向上、ひい

ては患者 QOLの向上に努めていきたいと考えている。 

最後に研究協力者や今回の学会参加をサポートしていただいたすべての方に感謝いたします。 

 

 

e-Poster 

従来の紙のポスターではなく、事前に webにアップロードし

たポスターがディスプレイに表示される。タッチパネルでタ

ブレットのように拡大縮小が可能。 

ポスターディスカッションは、ポスター前でプレゼン後、質

疑応答を行う。一般のポスターセッションは掲示のみ。 
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日本エイズ学会の紹介 

                         九州医療センター 森本 清香 

≪HIV/AIDSについて≫ 

 「感染=死」の病であった HIV/AIDSは、薬剤の開発・進歩とともに「慢性疾患」と位置

付けられるようになりました。治療法の確立によって HIV そのもののコントロールは可能

となりましたが、未だに根治薬はなく一生涯の服薬が必要になります。そのため、患者の高

齢化や長期の抗 HIV 薬服用による副作用、アドヒアランスの維持、薬剤耐性、在宅医療、

医療者の HIV 診療経験の不足、高額な医療費など新たな問題が生じています。また、疾患

やセクシャリティーに対する根強い差別や偏見は依然として残されており、患者を取り巻

く問題は複雑で多岐にわたります。患者の身体的・精神的苦痛、社会経済的困難を和らげ

HIV 感染と生涯付き合っていくことを支援するためには、様々な医療職種の専門性を活か

した連携が必要不可欠であることから、HIV/AIDS診療では「チーム医療」が 20年程前か

ら先駆け的に行われてきました。その中での薬剤師の役割は、HIV 治療の要である服薬ア

ドヒアランスを支援することです。抗 HIV薬は、CYP関連の相互作用が多いことや、毎日

決まった時間に服用しなければならないことが特徴としてあげられます。一生涯安全に服

用できるよう、副作用の確認を行っていくことも重要です。そういった点で薬剤師としての

基礎が凝集した分野であるといえますし、プライバシーへの配慮や、薬剤の血中濃度測定に

よる服薬状況・動態の確認等、幅広い視野をもって薬剤師としての職能を発揮することが出

来ます。 

 

≪日本エイズ学会について≫ 

 日本エイズ学会は、エイズと HIV に関する諸問題の研究の促進、会員相互の交流および

知識の普及と啓発を図ることを目的として設立され、現在約 2000名が在籍しています。第

１回の学術集会は 1987 年に京都で開催されました。今年は第 30 回の学術集会が鹿児島で

開催される予定であり、約 1300名の参加者が見込まれています。 

 

≪第 30回日本エイズ学会のご案内≫ 

テーマ：エイズ学の過去、現在、そして未来 

開催日時：2016年 11月 24日～11月 26日 

会場：かごしま県民交流センター 

日本エイズ学会の学術集会・総会は毎年 12月 1日の「世界エイズデー」にあわせて開催さ

れます。医師を対象としたものはもちろん、コメディカルを対象としたものも数多く発表さ

れます。また、LGBT に関するシンポジウムやセックスワーカーによる性教育講座、政策、

薬害、海外でのHIV の動向等も発表され、HIV陽性患者が多数参加することが特徴として

挙げられます。今年は第 30回の節目となる学会が、鹿児島で開催される予定となっており

ます。興味のある先生方は是非参加されてみてはいかかでしょうか？ 



 

 

≪認定制度の紹介≫  

 HIV/AIDS領域におきましては、日本病院薬剤師会が認定するHIV感染症薬物療法認定

薬剤師制度がありますので、申請資格について紹介させていただきます。 

※ただし、平成３３年度までに認定申請するものにあっては（４）は従前の認定申請資格（日本病院薬剤師会生涯研修

履修認定薬剤師、薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度、日本臨床薬理学会認定薬剤師）で差し

支えない  

 

≪最後に≫ 

 世界では「エイズなき次の世代」を目指し感染拡大を阻止するための強い流れがあり、多

くの国では新規感染者数が激減してきています。しかし日本においては未だ新規感染者数

が減少することは無く、特に九州においては増加傾向にあります。2014 年には初めて九州

における新規感染者数が 100 名を超えました。HIV 診療を風化させないためにも、今回の

紹介によって多くの先生方に関心をもっていただけたら幸いに思います。 

HIV感染症薬物療法認定薬剤師認定申請資格 

以下の全てを満たすものは認定を申請することができる。 

(1) 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。 

(2) 薬剤としての実務経験を 5 年以上有し、日本病院薬剤師会の会員であること。ただし別に定める

団体(日本薬剤師会、日本女性薬剤師会、日本保険薬局協会)のいずれかの会員であればこれを満た

す。 

(3) 別に定める学会(日本医療薬学会、日本臨床薬理学会、日本エイズ学会)のいずれかの会員であるこ

と。 

(4) 日病薬病院薬学認定薬剤師である事。ただし日本医療薬学会認定薬剤師であればこれを満たす。 

(5) 申請時において、病院または診療所もしくは保険薬局に勤務し、HIV 感染症患者に対する指導に

引き続いて 3年以上従事していること(所属長の証明が必要)。 

(6) 日本病院薬剤師会が認定する研修施設において HIV 感染症関連の実技研修を 16 時間以上履修し

ていること、または、研修施設において 3年以上 HIV感染症患者に対する指導に従事しているこ

と(所属長の証明が必要)。 

(7) 日本病院薬剤師会が認定する HIV 感染症領域の講習会、及び別に定める学会(日本医療薬学会、

日本臨床薬理学会、日本エイズ学会)が主催する HIV感染領域の講習会などを所定の単位(10時間

5単位)以上履修していること。 

(8) HIV感染症患者に対する指導実績が 30症例以上を満たしていること。 

(9) 病院長あるいは施設長等の推薦があること。 

(10) 日本病院薬剤師会委が行う HIV感染症薬物療法認定薬剤師認定試験に合格していること。 



第４６回日本神経精神薬理学会年会 参加報告 

 

肥前精神医療センター 福山 雄卯介 

 

2016年 7月 2日、3日に韓国ソウル市の国際会議場（COEX）において開催された第 46回

日本神経精神薬理学会年会（第 30回国際神経精神薬理学会との同時開催）にて発表および

聴講参加したので報告します。 

はじめに、日本神経精神薬理学会（JSNP）について簡単にご紹介します。本学会は第１

回精神薬理談話会（1971年）に端を発し、1985年に設立され、精神薬理学の学際的研究発

表の場としてのみならず、臨床精神医学、薬理学、脳科学の研究者間、さらに臨床薬剤師

との情報交換と人的交流の場として活動を継続しています。また、国際精神薬理学会（CINP）

やアジア精神薬理学会（AsCNP）の日本の窓口としての役割を果たしており、国際連携を強

化するとともに、日本からの学術情報発信にも取組んでいます。さらに、日本病院薬剤師

会が認定する「精神科専門薬剤師」、「精神科薬物療法認定薬剤師」が数多く参加し、活発

な情報交換が行われています。 

次に、学会参加報告です。本会のメインテーマは「産学官連携と国際連携 

(Public-private partnership & International alliance)」であり、産学官が連携すると

ともに、他国の神経精神薬理学の専門家とも連携することによって、脳神経系の治療薬の

研究・開発と適正使用に向けてより一層の進展を目指しています。その中で著者が聴講し

た「精神科専門薬剤師精神医学セミナー」について紹介します。これまで、本学会では精

神科臨床薬剤師のためのシンポジウムが開催され、昨年度は薬剤師による処方設計の可能

性について活発な議論が行われました。2016 年 4 月の診療報酬改定では、多剤投与の患者

の減薬を伴う指導の評価として「薬剤総合評価調整加算（入院基本料）」、「薬剤総合評価調

整管理料（医学管理料）」が新設され、さらなる薬剤師の精神科薬物治療の適正化に向けた

積極的な関与が求められます。本シンポジウムでは薬剤師、医師の双方から薬剤師による

精神科薬物治療の適正化への取り組み（低用量・単剤化の実際）について講演がありまし

た。精神科医療における向精神薬の多剤大量投与問題が議論されてから随分と経ち、近年

ではシンプルな処方への移行が進んできているものの、今なお多剤大量処方が見受けられ

るのが現状です。その結果、多くの身体的・精神的副作用により患者の QOL が損なわれる

ことが問題視されています。しかし実際に薬剤の減量・単純化を試みるには、依存性の問

題やノウハウが臨床現場において十分に蓄積されていないのが実情です。そこで、減量・

単純化を行う上で有用なツールが「向精神薬の等価換算」（抗精神病薬であればクロルプロ

マジン換算：CP 換算）です。これを用いることにより、患者の向精神薬の使用状況の把握

ができ、減量（少量から、時間をかけて）の一助となります。また、病院として抗精神病

薬の単剤率の目標値を設定することも有用です。さらに、薬原性錐体外路症状評価尺度

（DIEPSS）を用いた副作用モニタリングの実施も重要となります。 



しかし、これらの実施には精神科薬物療法における十分な知識（薬理作用、副作用な

ど）と経験が必要になります。そこで、日本病院薬剤師会では「精神科薬物療法認定薬剤

師」、「精神科専門薬剤師」を認定しています。 

以下に「精神科薬物療法認定薬剤師」、「精神科専門薬剤師」の認定要件を記します。 

 

精神科薬物療法認定薬剤師 

 以下の全てを満たす者は認定を申請することができる。 

（１）日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。 

（２）薬剤師としての実務経験を5年以上有し、日本病院薬剤師会の会員であること。ただ 

し、別に定める団体のいずれかの会員であればこれを満たす。 

（３）別に定める学会のいずれかの会員であること。 

（４）日病薬病院薬学認定薬剤師であること。ただし、日本医療薬学会認定薬剤師であれ 

ばこれを満たす。 

（５）申請時において、精神科を標榜する病院または診療所もしくは精神科の処方せんを 

応需している保険薬局に勤務し、精神科薬物療法に引き続いて5年以上直接従事して 

いること（所属長の証明が必要）。 

（６）日本病院薬剤師会が認定する精神科領域の講習会、及び別に定める学会及び団体が 

主催する精神科領域の講習会などを所定の単位（40時間、20単位）以上履修してい 

ること。 

（７）精神疾患患者に対する指導実績が50症例以上（複数の精神疾患）を満たしているこ 

と。 

（８）病院長あるいは施設長等の推薦があること。 

（９）日本病院薬剤師会が行う精神科薬物療法認定薬剤師認定試験に合格していること。 

 

精神科専門薬剤師 

 （１）申請時において精神科薬物療法認定薬剤師であり、かつ、日本精神神経学会、日本 

神経精神薬理学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本生物学的精神医学会、日本病 

院･地域精神医学会、日本社会精神医学会、日本老年精神医学会、日本精神科救急学 

会、日本認知症学会のいずれかの会員であること。 

（２）日本医療薬学会、日本薬学会、日本薬剤師会学術大会、上記精神科領域の学会、関 

連する国際学会、全国レベルの学会あるいは日本病院薬剤師会ブロック学術大会に

おいて、精神科領域に関する学会発表が3回以上（うち、少なくとも1回は発表者）、

複数査読制のある国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に精神科領域の学術論文

が2編以上（うち、少なくとも1編は筆頭著者）の全てを満たしていること。 

（３）病院長あるいは施設長等の推薦があること。 

（４）日本病院薬剤師会が行う精神科専門薬剤師認定試験に合格していること。 



精神疾患は統合失調症のイメージが強く、他の診療科に比べて薬効が検査値で把握し難

いこと、患者とのコミュニケーションに不安を持たれることなど、敬遠されがちだと思い

ます。実際、どのように関わればよいか分からない方も多くいらっしゃるでしょう。しか

し、一口に精神科と言っても、統合失調症をはじめ、認知症、依存症、気分・感情障害（う

つ病、双極性障害）、児童思春期（自閉症スペクトラム障害）、精神科リエゾンなど領域は

多岐にわたります。また、認知症やうつ病などは様々な診療科において遭遇する可能性が

あります。 

精神科の治療は薬物療法が主体（適応外使用を含む）となります。そのため、適切な薬

剤情報と薬物治療の提供が重要となり、薬剤師の責務は大きなものと考えます。向精神薬

は多彩な薬理作用とそれに伴う副作用が存在するため、患者の状態を把握しながら医師と

協働で処方設計することが出来るのは薬剤師だけです。それだけやりがいのある領域だと

思います。精神科領域に少しでも多くの方に興味を持っていただけたら幸いです。 



第 40回 九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会 

 

平成 28 年 7 月 2 日（土）、7 月 3 日（日）に国立病院機構九州医療センターにて第 40 回 

九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会を開催いたしました。 

今回は、特別講演では浅田先生より倫理面の講演をいただき、23施設より一般演題 30題

の発表がありました。 

天候に恵まれ、薬学研究会参加者 286名、懇親会参加者 273名と多くの会員、OBの皆様

に参加いただき、盛況のうちに終えることができました。 

 

 

【１】総会 

（１）名誉会員の推薦 

本年度は、名誉会員の推薦はありませんでした。 

 

（２）会長賞表彰 

理事会にて決定された、会長賞３題が表彰されました。 

 

「入院患者における転倒・転落と処方薬の関連性調査」 再春荘病院 小園亜希 

「腫瘍滲出液に対する Mohs亜鉛華軟膏の有用性」 別府医療センター 川俣洋生 

「テイコプラニンのトラフ濃度と負荷投与量の検討」 沖縄病院 永野真久 

   



 

（３）薬研会会長賞表彰 

薬研会会長賞に都城医療センターが表彰されました。 

 

「病棟薬剤業務実施における時間確保のための業務改善と効果」 都城医療センター 

 

 

（４）研究助成金交付 

理事会にて決定された、以下の研究課題に

贈呈されました。 

 

「シスプラチン投与時の腎機能障害のリス

ク因子の解析」 

別府医療センター 三好 孝法 

 

 

 

（５）平成２８年度事業計画 

会長より、平成 28年度の事業計画と特に強化すべき薬剤業務が示された後、各委員会

の活動方針の説明がありました。 

 

平成 28年度事業計画 

1.安全で効果的な薬物療法のための臨床薬剤業務推進 

2.健全経営に向けての積極的参画 

3.治験業務・臨床研究の活性化 

 

特に強化すべき薬剤業務 

1．病棟薬剤業務と薬剤管理指導業務の推進 

2．安全な薬物療法のための副作用モニタリング強化 

3．プレアボイド及び副作用報告の検証 

4．学会発表・論文投稿及び資格取得の推進 



5．コスト意識の確立と後発医薬品使用促進への積極的な介入 

6．国際共同治験を含めた治験及び臨床研究の推進 

7．地域医療連携の推進 

＜Key word：病棟薬剤業務実施加算 2を想定した対象病棟の拡大＞ 

 

【２】薬学研究会 

7月 2日（土）14：40～17：00 

7月 3日（日） 9：00～12：10 

（１）助成金交付演題報告 

平成27年度の研究助成金が交付された以下の

演題が報告されました。 

 

「成人 T細胞リンパ腫・白血病（ATLL）のサイ

トメガロウィルス（CMV）感染症リスク因子の

検討」 

都城医療センター 福石 和久 

 

 

（２）受賞演題発表 

会長賞 3 題の中から、以下の演題が発表さ

れました。 

 

「入院患者における転倒・転落と処方薬の

関連性調査」  

熊本再春荘病院 小園 亜希 

 

 

（３）一般演題発表 

2日間にわたり、Ａ群６題、Ｂ群８題、Ｃ群８題、Ｄ群８題の３０演題が発表されま

した。 

各施設において集積されたデータを綿密に分析し、薬学的介入、副作用予測と回避、

薬薬連携、教育や熊本地震関連など、多方面の発表と活発な討議がありました。 



 

  



（４）特別講演 

筑紫女学園大学の浅田淳一教授より、生命倫理、人間の欲と幸福などさまざまな内容

で講演をいただきました。 

功利主義、自由主義、超越的権威など、普段耳にしないような言葉が新鮮に響き、欲

望と科学技術の相互作用、人間の幸福の考え方に至るまで、幅広く講演いただき、倫理

面などを改めて考えさせられる内容でした。 

 

『欲望の爆発は回避できるか？』 

－科学技術の進歩と人間の幸福について－ 

 

筑紫女学園大学 人間科学部  

教授 浅田 淳一 先生 

 

 

【３】懇親会 

７月 2日（土）19：00～21：00 

懇親会は、博多駅前のホテル日航福岡３階「都

久志の間」で行われました。当日は特別講演が

少々延長されたことに加え、プロ野球観戦の観

客の帰りのラッシュと重なり、開催時間が危ぶ

まれましたが、無事、予定の時間から開催するこ

とができました。 

今回は「第 40回」という節目の開催であった

ため、“鏡開き”が企画されました。小早川大牟

田薬剤部長の開会挨拶から始まり、恒例の新人

紹介（41名）や薬研会の先輩方、特別講演の浅

田先生の出席もいただき、楽しいひとときを過



ごしました。 

最後に、佐多宮崎病院薬剤科長から閉会の挨拶をいただき、皆、三々五々、博多の夜

の街へ向かいました。 

 

 

 

【４】最後に 

今回は、福岡東医療センターが担当いたしました。副担当施設の九州医療センター、

福岡病院の皆様には大変、ご苦労いただきました。 

各施設からは多数の演題をいただき、安心して開催することができました。 

この場を借りて、深謝いたします。 

 

ありがとうございました。 

 

 

第 40回 九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会 

担当施設 ：福岡東医療センター 薬剤部長 吉野裕統 

             副担当施設：九州医療センター 薬剤部長 西野隆 

副担当施設：福岡病院 薬剤部長 湊本康則 

 

 



平成27年度 福岡地区国立病院薬剤師会薬剤部科長協議会及び薬学研究会 

－ プログラム － 

 

 

I. 日 程 ：平成26年11月7日（土） 13：30～17：00 （ 受付13：15～ BF 万葉の間 ） 

II. 会 場 ：小倉リーセントホテル    

住所：福岡県北九州市小倉北区大門1-1-17  TEL：093-581-5673  

III. 薬剤部科長協議会  13：30～14：00   2階「 足立 」 （部長・副部長のみ） 

IV. 薬学研究会     14：10～17：00 1階「 ガーデンホール 」   

司会：小倉医セン 阪元 孝志 

1. 開会の辞  

 

2. 会長挨拶および連絡事項   

 

3. 薬事専門職挨拶および連絡事項  

 

4. パネルディスカッション                 座長：小倉医セン 後藤 隆 

テーマ「今、持参薬を考える」          

（１）持参薬の使用実態に関するアンケート報告 

（２）持参薬報告に関する現状報告（県内6施設 福岡病院→大牟田病院→福岡東医療→九州医療 

→九州がん→小倉医療） 

     （休憩15分） 

（３）ディスカッション（パネリスト6名及び会員） 

 

5. 閉会の辞             

 

 

V. 懇親会  17：15～19：15 

① 会場   2階「 玄海 」 

② 懇親会費：6000円 



平成 27年度熊本県地区国立病院薬剤師会薬学研究会 

担当施設 国立病院機構熊本医療センター 

 

Ⅰ．薬学研究会 

1. 日 時：平成 27年 11月 28日(土) 14:00から 

(薬剤部科長、副薬剤部科長は 13：00より) 

2. 会 場：熊本医療センター 地域医療研修センター 

3. 日 程： 

① 薬剤部科長協議会 13:00～13:50（薬剤部科長・副薬剤部科長のみ） 

② 薬学研究会        14:00～17:00 

1）開会の辞    

2）一般演題発表  14:00～15:20 

①不眠とポリファーマシー                           熊本再春荘病院 津曲恭一 

②当院における麻薬の使用状況                       熊本南病院 橋本崇広 

③持参薬鑑別対象者拡大への取り組み                 菊池病院 新屋圭一郎 

④帯状疱疹後神経痛、ハンセン病後遺症の慢性疼痛に対する局所用リドカイン製剤の使用

について                     菊池恵楓園 大嶋宏美 

⑤処方カレンダの導入について            熊本医療センター川崎恵美 

⑥処方カレンダ導入前後のインシデントの解析と今後の課題について  

熊本医療センター水町純一 

3）特別講演    15:30～17:00 

｢薬物療法のもたらした血液疾患治療の進歩｣  

熊本医療センター 血液内科 医長   日高 道弘  先生

4. 閉会の辞 

 

5. 懇親会：             18:00～20:30 

     ①会場：メルパルクホール  

     ②会費：6000円 

 

 



平成 27年度 大分地区薬学研究会・薬剤部長協議会プログラム 

 

担当施設：大分医療センター 

 

Ⅰ. 日程：平成 27年 9月 12日（土曜日） 

Ⅱ. 会場：大分医療センター 大会議室  TEL 097-593-1111 

 

Ⅲ. 受付 12:00～ 

 

Ⅳ. 薬剤部長協議会 12:30～13:20  大分医療センター 小会議室 

 

Ⅴ. 薬学研究会 13:30～17:10           司会：大分医療センター 大久保 博史 

1.  開会の辞                       大分医療センター 村上 直幸 

2.   薬事専門職挨拶および連絡事項     13:30～14:00 

3.   基調講演   14:00～15:00            座長：大分医療センター 村上 直幸 

講師：日本化薬株式会社 営業本部 福岡学術室 室長  國光 健一  先生 

演題：「がん化学療法におけるコントラバーシー  

～ロジカルコミュニケーションとディベート事例～」 

 

休憩（10分）  15:00～15:10  

 

4.  4グループによるディベート   15:10～17:10 

テーマ毎に分かれたグループでディベートの試合を行う 

テーマ  ①持参薬の使用。是か非か？ 

     ②病院敷地内薬局の設置。是か非か？ 

1. ディベートについての概略説明  15:10～15:20（10分） 

2. 各グループでの論点整理     15:20～16:00（40分） 

3. ディベート及び総評       16:00～17:10（70分） 

 

5.  閉会の辞                 別府医療センター薬剤部長 平木 洋一 

 

Ⅵ. 懇親会   19：00～21：00 

① 会場：壷中の天地（こちゅうのてんち） 

     ② 懇親会費：6000円 



平成 27 年度宮崎・鹿児島地区国立病院薬剤師会 

 

担当施設 国立病院機構都城医療センター 

 

Ⅰ．日  時：平成 27年 10月 17日（土） 13：00～16:30     

Ⅱ．場  所：国立病院機構 都城医療センター 教育研修棟 

  住  所：宮崎県都城市祝吉町 5033-1 

     TEL：0986-23-4111"       

Ⅲ．薬剤科長協議会（13：00～13：50）       

   ①．会長挨拶及び連絡事項 

   ②．薬事専門職連絡事項 

   ③．質疑応答 

   ④．その他"         

Ⅳ．薬学研究会（14:00～16:30）    司会 福石 和久 （都城医セン） 

    1.開会の辞      尾之江 剛樹   （都城医セン） 

    2.会長挨拶及び連絡事項    西野 隆     （九州医セン） 

    3.薬事専門職連絡事項    中川 義浩  （九州グループ事務所） 

    4.一般演題（70分）         座長 山下 典子 （都城医セン） 

① 当院におけるＰＳＴ活動報告                  佐々木 瑛次 （宮崎東病院） 

② 当院看護師を対象とした注射薬に関するアンケート調査      長谷部 步（指宿医セン） 

③ 当院におけるDCF療法使用による低ナトリウム血症発現頻度調査報告 

末永 亘（都城医セン） 

④ 外来化学療法における薬剤師・看護師の役割（外来化学療法室アンケート調査より） 

野口 貴男  （南九州病院） 

⑤ 薬剤科における地域包括ケア病床導入後の取り組み        杉尾 由希子 （宮崎病院） 

⑥ 頭頸部放射線併用化学療法に伴う栄養状態変化の調査       吉永 里香子 （鹿児島医セン） 

⑦ 当園におけるトラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠の使用状況について 

坂田 公平  （星塚敬愛園） 

 

  5．特別講演（60分）         座長 尾之江 剛樹（都城医セン） 

講 師：鹿児島市医師会病院 薬剤部 中島 誠 先生 

      がん化学療法に関連した薬剤師業務と臨床研究 

          ～日本医療薬学会奨励賞受賞研究の背景～"   

 6．閉会の辞             北島 久義  （南九州病院） 

 

  

"Ⅴ．懇親会（17：00から 2時間を予定） 

    会場 都城ロイヤルホテル 3階 孔雀の間 懇親会費 5,000円"     



平成 27年度沖縄地区国立病院薬学研究会 

 

 

日時：平成 28年 2月 27日（土） 14:00～17:15 

場所：薬剤科長・副科長協議会：応接室（３F） 

薬学研究会：研修棟会議室（３F） 沖縄県国頭郡金武町字金武 7958-1 

 

 

・薬剤科長協議会 14：00～15:00 

議題  ①会長連絡事項 

    ②薬事専門職連絡事項 

    ③その他 

 

・研究会 15：00～17：15 

開会の辞 琉球病院薬剤科長 田中 誠 先生 

会長挨拶          西野 隆 会長 

薬事専門職連絡事項     中川 義浩 専門職  

一般演題 （15：25～16：05） 

座長 琉球病院 雪竹 英志 

① 琉球病院におけるｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ LAI使用患者の症例報告 (琉球  ：雪竹英志） 

② 離島及びハンセン療養所における後発医薬品への変更 (南静園：田所正年) 

③ クリゾチニブからアレクチニブへの切り替えを経験した 2例について (沖縄  ：加茂章弘) 

④ りっかりっかサポートチームへの参加を通して（患者満足度調査） (愛楽園：上原智博） 

 

 

特別公演 （16：15～17：15） 

                  座長 琉球病院薬剤科長 田中 誠 先生 

災害精神医療 

―心のケアから DPAT設立― 

琉球病院 副院長 大鶴 卓 先生 

 

閉会の辞 沖縄愛楽園 薬剤科長  湊本 康則 先生 

 

＊ プログラム ＊ 



平成２７年度 スキルアップ研修報告 

 

業務 ・研修委員会委員 長 

松 元  俊 博 (九 州 が ん セ ン タ ー ) 

 

１．目的：がん化学療法などがん治療に関する基礎的な知識を広く習得することを目的とする。 

２．日時：平成２８年２月２０日（土）９：５０～１６：１５ 

３．場所：国立病院機構九州医療センター外来棟４階 研修室 

４．対象者：がん治療に興味がある方（プログラムはこれからがん治療の知識を得ようとする薬剤

師を対象とした基礎的な内容となっています） 

５．参加者：８６名（２８施設） 

６．研修プログラム 

①肺がんの病態と薬物治療           

福岡大学病院 講師      内野 順治 先生 

  ②胃がん及び大腸がんの病態と薬物治療 

   九州大学大学院 准教授    佐伯 浩司 先生 

③副作用対策Ⅰ 

（皮膚障害、末梢神経障害、アレルギー /インフュージョン・リアクション等）           

四国がんセンター 調剤主任  小暮 友毅 先生 

  ④副作用対策Ⅱ 

  （悪心嘔吐、骨髄抑制、下痢、肝障害等）                                九州

医療センター 副薬剤部長  林 稔展 先生 

  ⑤症例報告の書き方 

   九州大学病院 薬剤主任    池末 裕明 先生 

 

      

写真 講義風景（左：小暮先生） 

 

 



 

７．おわりに 

今回、がん化学療法分野でご活躍されている医師、薬剤師の先生方を外部より講師としてお招き

し、治療の実際について症例やガイドラインを交えながら講義していただきました。 

我々病院薬剤師にとって、がん化学療法への関わりはより一層重要視されていることもあり、多

くの先生方に参加いただくことができました。アンケート結果より、研修内容に必要性を感じ参加

された先生方が非常に多く、また、研修内容、配布資料等役立つ内容だと感じていただいたようで

多くの先生方のスキルアップにつながる研修会となったのではと考えております。 

今後も、先生方の日頃の業務に少しでもお役に立てるようスキルアップ研修を継続していきたい

と考えておりますので、ご活用いただければ幸に存じます。 

 

謝辞 

大変お忙しい中、講師をお受けいただいた先生方と本研修会の運営、準備にご協力いただいた先

生方に心より感謝申し上げます。 

 



平成２７年度 スキルアップ研修アンケート結果 

男性
41%

女性
59%

性別

 

自ら希望

して

100%

指名されて

0%

志望動機

 

17%

39%
20%

24%

経験年数

１年未満

１年以上～３年未満

３年以上～５年未満

５年以上

 

 

        

93%

6%

1%

研修の内容は必要性を感じるものでしたか

そう思う

少しそう思う

少しそう思わない

そう思わない

 

 

84%

10%

5%

1%

研修の内容に対し研修時間は適切でしたか

そう思う

少しそう思う

少しそう思わない

そう思わない

 



84%

10%

5%

1%

研修の内容に対し研修時間は適切でしたか

そう思う

少しそう思う

少しそう思わない

そう思わない

 

 

52%
46%

1% 1%
研修の内容を十分に理解できましたか

そう思う

少しそう思う

少しそう思わない

そう思わない

 

 

94%

5%

1%

研修はあなたにとって役立つものでしたか

そう思う

少しそう思う

少しそう思わない

そう思わない

 

 

93%

6%

1%
配布資料は理解促進に役立ちましたか

そう思う

少しそう思う

少しそう思わない

そう思わない

 



平成２８年度 新規採用薬剤師研修報告 

 

業務 ・研修委員会委員 長 

松 元  俊 博 (九 州 が ん セ ン タ ー ) 

 

１．目 的：国立病院機構に新規採用された薬剤師を対象に、医療人として患者および他

職種に信頼される薬剤師の養成を目的とする。 

２．日 時：平成２８年６月１１日（土）９：００～１７：００ 

３．場 所：九州医療センター付属福岡看護助産学校 ２階 教室① 

４．対象者：新規採用薬剤師 

５．参加者：４２名（１８施設） 

６．研修プログラム 

 ①オリエンテーション及び調剤過誤を防ぐために 

   講師 九州医療センター       薬剤部長   西野 隆  先生 

 ②国立病院機構薬剤師のキャリアパス 

   講師 国立病院機構九州グループ   薬事専門職  中川 義浩 先生 

 ③薬剤師が行う臨床研究 

   講師 九州医療センター       副薬剤部長  林 稔展  先生 

 ④これからの薬剤師に求められるもの 

   講師 長崎医療センター       薬剤部長   東島 彰人 先生 

 ⑤病院薬剤師が知っておきたい制度 ～専門薬剤師、診療報酬、薬事など～ 

   講師 九州がんセンター       副薬剤部長  松元 俊博 先生 

 ⑥グループワーク（症例検討） 

   講師 業務・研修委員会委員 他 

 

【グループワークについて】 

・ 参加者をＡ～Ｆの６つ（１グループ７名）のグループに分け、グループごとに進

行役、書記、発表者を決める 

・ 関節リウマチ疑いの患者１症例について、診療緑をもとに症例検討を行う 

・ 薬剤管理指導の算定間隔に拘らず、介入が必要と思われるタイミングを介入日 

とし検討を行う 

・ 検討した内容をグループごとに発表（発表８分、質疑応答２分） 

・ 症例解説、講評 

 



７．おわりに 

近年、我々病院薬剤師は、薬剤管理指導業務に留まらず、より臨床に近いところでチー

ム医療の一員として薬物療法へ関わることが望まれています。診療報酬改定においても、

順次、病棟薬剤業務実施加算、がん患者指導管理料が新設され、薬剤業務実施加算におい

ては、今年度より集中治療室等への薬剤師配置が評価されました。 

これらは、薬剤師がチーム医療の担い手として、薬物療法の有効性と安全性に不可欠で

あることが評価された結果とも言えますが、薬剤師を取り巻く環境も大きく変化しており、

薬の専門職としての資質向上に加え、これらの変化に順応していくスキルも求められます。 

九州地区国立病院薬剤師会では、会員のスキルアップを図るため継続して研修会等を企

画していきたいと考えていますので、新人・新任の先生方も日々の業務に加え、適宜目標

を定め着実に自己研鑽に励んでいただきたいと思います。 

 

謝辞 

大変お忙しい中、講師をお受けいただいた先生方と本研修会の運営、準備にご協力いた

だいた先生方に心より感謝申し上げます。 

 

    

 

写真 研修風景 

 

       

 

 



霞ヶ関だより 

 
厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課 

大嶺 彩 

１．はじめに 

皆様、ご無沙汰しております。平成 27年 4月に厚生労働省へ出向して約 1年 4ヶ月が経過しました。

沖縄病院をはじめ、入職してからお世話になった先生方におかれましては、多大なるご指導をいただき

まして、誠にありがとうございました。 

私は、現在、厚生労働省（以下厚労省）医薬・生活衛生局（旧医薬食品局）安全対策課にて勤務して

おります。出向した初日、正面玄関のゲート、机の上の資料の山にとまどったのを昨日の事のように覚

えております。国立病院機構で仕事をしていた時とはまるで違い、仕事の全てが初めてのことばかりで、

何をすればよいのか戸惑うばかりでした。1 年経過し、やっと行政の雰囲気にも慣れてきた、といった

ところでしょうか。 

 

２．厚労省での業務、職場環境について 

 まず、私の現在の仕事について紹介させていただきます。 

 私は今、薬事（医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器関係）・食品・水道・薬剤師国家試験などを

所管している医薬・生活衛生局の中の安全対策課という部署で働いております。安全対策課の業務につ

いてですが、名前のとおり医薬品や医療機器等の安全対策です。医薬品等の安全性の確保、調査に関す

ること、製造販売等の許可に関することが主な業務です。私はその中で、医薬品副作用被害救済に関す

る業務に携わっております。関係機関としては、医薬品医療機器総合機構（PMDA）があります。皆様も

ご存知のとおり、薬の副作用による健康被害には救済制度（医薬品副作用被害救済制度）があり、救済

制度の対象の有無について、審議・判定結果する業務を行っております。毎月何百件という症例を目に

して、今まで聞いたこともないような副作用や疾患等、病院では多く触れることのない症例について、

毎日、診断書やカルテ、検査値や画像等と向き合っております。病院ではあたりまえのように払い出し

ていた薬で生じた重篤な副作用の被害を目にすると、薬剤師として医薬品と関わる責任の重さを身をも

って感じることがとても多いです。患者さんが請求してくる副作用被害症例の中には、薬剤師が服薬指

導等のフィードバックを医師にきちんと行うことで防ぐことの出来る副作用被害も多くあります。今の

業務を通じて薬剤師の質の向上に少しでも携われたらと日々努めております。その他の業務はというと、

国会業務（国会答弁作成等）や質問をしてくる国会議員への対応、患者さん等からの救済に関する問い

合わせの電話対応などでしょうか。また、課内の他のチームの業務では、添付文書の改定や安全性情報

の作成、医療事故に関する業務等があり、薬剤師として関わる仕事の裏にある行政の業務、国を動かす

難しさ等について、日々肌で感じております。 

 次に、職場環境についてですが、厚労省は、皇居、日比谷公園のすぐ側にあり、周囲には多くのオフ

ィスビルが建ち並んでいます。オフィスビルの地下などには多くの飲食店があり、お昼は上司と一緒に

ランチを食べに行っています。昨年、厚労省内には中華料理店がオープンし、省内の雰囲気も少し変化

しました。ランチの時間が仕事のリフレッシュをする一時の楽しみでもあります。一方、課内はという

と、天井が少し低く書類が多いこともあり、少し狭く感じます。その中で多くの書類に囲まれながら仕

事をしています。課内の方はとても優しく、時には厳しく、課室はメリハリのある雰囲気です。課内の



皆様に助けられながら、めぐまれた職場環境なのか、私でもここまで挫折せずやってこられています。 

 

３．生活環境について 

私の住居について紹介させていただきます。現在、東京都の武蔵野市の官舎に住んでいます。私の官

舎は想像していたよりとてもきれいで、周囲は緑が多く、職場からは少し遠いですが、そこから毎日電

車で一時間ほどかけて通勤しています。最初は、満員電車、人の多さ、1 時間ぎゅうぎゅうの中立ち続

けることに苦痛でした。しかしながら、今ではそれにも慣れ、晴れた日には車窓から見える富士山を見

て心穏やかに、出勤時間が朝早い時には立ちながら寝ることにも抵抗なく出勤しています。定時に帰れ

ることはほとんどありませんが、病院勤務の時のように休日や勤務時間外に呼び出されることもなく、

休日にはプライベートを満喫する時間もあります。 

 

４．行政職を経験してみて思ったこと 

 「出向の話があるけど」という言葉で出向の話に乗って厚労省という環境に今、立っていますが、一

つ言えることは出向して良かったということです。もともと学生時代から国の中心を見てみたい、とい

うあこがれのようなものはありました。挑戦しますと言ったものの、行政の仕事について何も学んでい

ない私に勤まるのか不安ばかりでした。しかしながら、様々な経験を通して視野を広げることは、後々、

医療現場で問題に直面した時、患者さんの治療にチームで関わる場面で役に立てると信じています。一

年以上臨床現場から離れ、現場に復帰した時、薬剤師として業務が出来るのか正直とても不安です。し

かしながら、全く違う環境で、国を動かすことの難しさ、病院、薬局等で薬剤師として働いている裏に

は、行政の様々な業務が関わって多くの仕事が成り立っていると感じることが出来たこと等、病院では

得ることの出来ない貴重な経験をさせて頂いていると思い、出向できた事にとても感謝しております。

「私には無理だ」と思わなくて良かった、と今感じております。無理という言葉は行政では通用せず、

国を動かす為には何か策を講じなければなりません。このことは、医療現場にも通用することだと思い

ました。私にあきらめず粘り強く仕事をすることの重要性を教えてくれた気がします。今思えば、「私に

は無理、出来ない」と思わず、出向の話に耳を傾けて良かったと感じております。 

 

５．最後に 

「出向の話があるよ」と上司に言われた際には、興味ない、関係ないと一言で済ませてしまうのでは

なく、一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。少しでも興味がある、「行ってみようかな」と

思ったなら、人生の経験として、視野を広げるため、薬剤師人生の一つの糧として、一度は出向してみ

る価値はあると思います。どんな人でも初めての環境で働くことは怖くて、避けたいと思うかもしれま

せんが、勇気を出して一歩を踏み出してみませんか。 



役　職 名　前 施　設 職　名

1 会長 西野　隆 九州医療センター 薬剤部長

2 副会長 小早川　高徳 大牟田病院 薬剤部長

3 副会長 東島　彰人 長崎医療センター 薬剤部長

4 副会長 平山　俊一 鹿児島医療センター 薬剤部長

5 常任理事 中川　義浩 熊本医療センター 薬剤部長

6 監事 上村　宅司 小倉医療センター 薬剤部長

7 監事 吉野　裕統 福岡東医療センター 薬剤部長

8 　　　　理事（福岡県担当） 三角　紳博 九州がんセンター 薬剤部長

9 　　　　理事（佐賀県担当） 八木　秀明 嬉野医療センター 薬剤部長

10 　　　　理事（長崎県担当） 草葉　一友 長崎川棚医療センター 薬剤部長

11 　　　　理事（大分県担当） 平木　洋一 別府医療センター 薬剤部長

12 　　　　理事（熊本県担当） 山道　研 熊本再春荘病院 薬剤部長

13 　　　　理事（宮崎県担当） 尾之江　剛樹 都城医療センター 薬剤部長

14 　　　　理事（鹿児島県担当）　併任 平山　俊一 鹿児島医療センター 薬剤部長

15 　　　　理事（沖縄県担当） 鈴田　浩孝 沖縄病院 薬剤科長

16 事務局長 山脇　一浩 九州医療センター 副薬剤部長

17 委員会委員長（業務・研修） 松元　俊博 九州がんセンター 副薬剤部長

18 委員会委員長（学術・研究） 林　稔展 九州医療センター 副薬剤部長

19 委員会委員長（広報・制度） 鶴﨑　泰史 熊本医療センター 副薬剤部長

平成28年4月1日現在

九州地区国立病院薬剤師会　役員名簿



 

 

編集後記 

 

皆様 2 日間の研究会おつかれさまでした。夏の研究会のたびに着実に九州ブロックの薬

剤師が増えていることを実感します。今回、担当していただいた福岡東病院の先生方をはじ

め運営に協力いただいた先生方、演者の先生方、大変ありがとうございました。 

さて、今年は 4 月に熊本地震が発災し益城町をはじめ多くの箇所で甚大な被害を受けま

した。当院熊本医療センターの隣にある熊本城も石垣の崩落など大きな被害を受けました

が、幸いにも当院の建物には大きな被害がなく、職員、患者にも人的被害がでませんでした。

この震災では多くのことを経験し、また学びました。 

4月 14日の前震と言われる地震が 21時半ごろ発生し、多くの職員がそれから不眠不休の

働きで被災者の受け入れや震災後の対応にあたりました。私は DMAT として益城町に入り、

様々な支援活動を行いました。どうにか翌 15 日を乗り切って一息ついた 16 日の夜中に本

震が発生しました。多くの人が完全に油断をしていたと思います。その揺れの激しさはこれ

まで味わったことのないものでした。その凄まじさは、余震により緊急地震速報が鳴るだけ

で鳥肌が立つくらいトラウマとなるものでした。地震発生後は皆で協力し勤務にあたりま

したが、余震も続く中、いつもより緊迫した状況での勤務となり精神的にかなり疲れるもの

となりました。そして職員自体も被災者であり、自宅が損壊していたり、断水や停電してい

たりして職場で寝泊まりしている人も多く、体も十分に休まらないものでした。また近くの

スーパーやコンビニは開いておらず十分な食料の確保ができませんでした。このいつ終わ

るか分からない、通常とは異なる状況に心も体もボロボロでした。 

このような状況の中でとてもありがたかったものが、他の機構病院からの業務支援、食糧

支援です。業務支援により働きづめであった職員も休息をとることができました。そして食

糧支援。食べ物があることのありがたみを感じ、また食べることに事欠かなかったためにし

っかりと働くことができたと感じています。本当にこのときほど国立病院機構のネットワ

ークが心強く、ありがたかったことはなかったです。これからも多くの困難があると思いま

すが、この貴重なネットワークを生かして皆で協力し支え合っていければと思います。 

最後になりましたが、この度の震災でご支援、ご協力、そして多くの励ましの言葉を頂き

ました皆様に感謝し、この項を終わらせていただきたいと思います。本当にありがとうござ

いました。 

 

熊本医療センター 井上大奨 
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