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【巻頭言】 

高く評価される薬剤師であり続けるために 

 

佐賀病院 髙島 伸也 

 

 2016年の診療報酬改定は、保険薬局薬剤師に対しては厳しい評価でしたが一方で、病院薬剤師の評

価は年々高まっています。大きな転機となったのが 2012年の病棟薬剤業務実施加算の新設です。これ

まで病院薬剤師が取り組んできた病棟における業務が高く評価され、病院経営に大きく貢献できる加算

として注目を浴びました。更に 2014年にはがん患者指導管理料 3が新設され、2016年の診療報酬改定

では新たに病棟薬剤業務実施加算 2、薬剤総合評価調整加算等が新設されています。何故、病院薬剤師

の業務が評価されているかというと、病院薬剤師は医師や看護師に比べるとスタッフの数も少なくあま

り目立たない職種ではありますが、高度かつ複雑化した現代医療の足場を支える重要な仕事を担ってい

ると言われているからです。 

これからも病院薬剤師が高く評価され続けるために持っておくべき、特に重要な資質とは何でしょう

か。 

病院では多くの部署と協力して医療を提供することが多いため、他職種とのコミュニケーション能力

や業務を円滑に進めるための調整能力が求められます。看護師と連携し患者の臨床状態を把握し、処方

の変更や追加を医師へ提案することはチーム医療として日常的に行われており、コミュニケーション及

び調整能力は必要不可欠と言えます。また、専門性をもった薬剤師は、今後更に求められる存在になる

と思われます。例えば、がん治療の現場における薬の専門家である薬剤師による副作用マネジメントは

臨床の現場において、医師をはじめ他職種から高く評価されており、診療報酬の面においてがん患者管

理指導料 3として評価されています。専門知識を得るために、生涯学習を苦にせず自己研鑽に励み、患

者や医療スタッフに役に立てるよう向上心を持って努力し続けることも重要な資質であると言えます。 

佐賀病院においては、2012年より一般病棟における病棟薬剤業務実施加算を算定しており、2017年

7月より新たに NICU病棟において病棟薬剤業務実施加算 2の算定を開始しました。また、看護部から

の要望に応じ、2017年 5月より手術室へ薬剤師を配置し麻薬等の医薬品管理を薬剤師が行うようにな

りました。外来においては薬薬連携の一環としてがん化学療法患者のお薬手帳へのレジメンシールの貼

付及び処方薬の説明を行う等、薬剤師の活躍の幅は確実に広がっています。 

かつての病院薬剤師は、基本的に薬剤部の中にいて調剤や製剤の仕事を中心に行っていましたが、現

在はそれだけではなく病棟や外来へ積極的に関わることが求められています。薬剤師の活躍の幅が広が

ると当然ながらこれからも期待は大きくなると思われます。社会や医療現場からの期待に応え、薬物療

法を介して医療の質向上に貢献していくことで、高く評価される薬剤師であり続けると共に、国民から

信頼される薬剤師として九州地区国立病院薬剤師会会員一同で歩んでいきたいと思っています。 



みんなの力を合わせて 

九州医療センター 

西野 隆 

 

平成 29 年 7 月 8,9 日の両日、第 41 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、改めて担当施設の都城医療センターの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。前回が節目の 40回ということもあり、この会の今

後 10年の発展を祈り、今回の開催については開催場所、薬学研究会の運営方法を含め、新

たな一歩となったと思います。来年は当院が担当となりますし、今回のやり方などを参考と

し、今後、計画していきたいと思っております。 

さて、皆様、ご存知のことではありますし、総会の際の挨拶でも触れましたが、我々組織

が平成 16年より独立行政法人化となりましたが、昨年度が初めて経常収支が赤字となりま

した。その原因として診療報酬改定、長期公経済負担、消費税増税、建築費用の高騰等が考

えられます。また経常費用に占める医薬品費の割合も平成 16年度は 12.0％でしたが、平成

27年度は 14.7％となりました。後発医薬品の使用推進も大きく進んではありますが、最近

の新たな医薬品の薬価も高騰化しております。社会全体でも医療費抑制の為とは言え、本年

2月に異例な薬価半額となった医薬品もあります。こういった社会全体を含め厳しい状況の

中、現在、薬剤師として社会から求められている業務については平成 22年の医政発 0430第

1号の「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」の中で薬剤師を積極

的に活用することが可能な業務が挙げられております。この通知については現行法の解釈

通知であり、その中でどこまでスキルミックスが可能かについても解釈を示したものであ

り、現在、我々薬剤師が目指している将来展望からすれば、まだまだ道半ばというところで

あります。薬剤師増員を目指すこともなかなか厳しい状況ではありますが、薬剤師業務の飛

躍に向けてのワン・ステップと考え、これまでなしえなかった領域への業務推進を後押しす

るものであり、それに応えていく責務があると考えます。各施設においても現状の業務の見

直しを行い、さらに新たな業務への取り組みに繋がっていくことを願っております。そのた

めにも各施設だけでなく、この会の薬剤師の力をあわせていければと考えております。 

あと、1点お知らせではありますが、この会には「業務・研修」、「学術・研究」、「広報・

制度」の委員会があります。その強化のために今年度より 3名の副会長にはそれぞれの委員

会のサポート役を担ってもらうこととしました。そのことが今後のこの会の強化、活性化に

繋がっていければと思っております。 

最後に繰り返しとはなりますが、みんなの力を合わせ、この一年があとから振り返った際

に「1（ワン）ダホー！」な一年となることを目指していきましょう。 



個人と組織の調和 2017 

                     九州グループ薬事専門職 中川義浩 

 

現在 2025年問題に向け、病院完結型から地域完結型の医療、介護、福祉を提供するため

の地域包括ケアシステムの構築が進められています。病棟薬剤業務実施加算や薬剤管理指

導業務で得られた、患者個々の薬物療法に関する情報を地域に還元する必要があります。

そのために病診連携・薬薬連携の強化が必要です。 

国立病院・療養所から国立病院機構に移行し 13年が経過しました。またハンセン病療養

所も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。引き続き病院の

特性に応じた良質で安全な医療を提供する必要があります。 

また神経筋難病、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、

昨年 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、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 17施設で実施し、全国平均 24.4%を上回る実施率 60.7%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」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、医師等の業務負担軽減、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。 

今年度は名簿搭載試験で 27名(男性 19名、女性 8名)が受諾し欠員は解消しました。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。 

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。 

研修会は九州グループ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、副薬剤部長研修、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、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

育成していきます。 

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見定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。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。 



薬研会からのご挨拶 

薬研会 会長  村上 克幸 

 

 今回「九州地区国立病院 薬剤師会誌」に原稿の依頼があり皆様にご挨拶申し上げます。

7月初めの薬学研究会の懇親会において挨拶をさせて頂いてから１か月が過ぎました。そ

の頃、朝倉市や東峰村、日田地区を襲った線状降水帯による集中豪雨で河川が決壊し、土

砂崩れによる被害で孤立した地区もあり、多くの貴重な人命を失い、未だに行方不明の方

もおられます。その復興も道半ばです。その後も各地に集中豪雨が発生し、その上連日の

猛暑日で体の方もどうにかなってしまいます。更に 7 月に発生した台風の数は 8 個で過

去最大だそうです。そのうちの 5 号は歴代 3 位の長寿記録で、奄美地方に長く居座り九

州、四国の南海上・近畿から列島を横断し全国各地に被害を及ぼしました。自然の怖さに

はどうしようもありません。被災に会われた皆さんに心よりお見舞い申し上げます。そし

て 1日も早い復興を祈るばかりです。また、現役の先生方は救援活動にも参加され、本当

にご苦労様です。 

 まずは薬研会の生い立ちから説明させていただきます。この会は昭和 58 年に別府で、

九州地区国立病院・療養所の薬剤師を退職した人の集まりの「OB 会」として産声をあげ

ました。当時は国立病院 15、国立療養所 24、ハンセン療養所 5施設でした。昭和 61年に

再編成計画が始まり、以後移譲・統廃合などを経て、現在の施設数となっています。最初

の会員数は 31名の記録があります。初代会長は南先生で以後、相島・山村・兼重各先生

を経て、平成 25 年第 31 回総会から 5 代目会長として私が引き継ぎました。そして今年

で 35回となりますが、現在の会員数は 106名です。全国のどの他の地区にも類をみない

強固な絆の OB 会として 34 年の歴史を刻んで来ています。それだけに、私自身としても

責任を感じていますので、何とか次の会長にバトンをリレーできるよう苦心している所

です。 

それにしても病院薬剤師の業務の変遷の激しさには目を見張るものがあります。いわ

ゆる 100 点業務として、昭和 63 年に入院調剤技術料（現薬剤管理指導料）が認められ、

薬剤師の業務が入院患者へと移行し始めました。その後はどんどん加速し、平成 24年に

新 100点業務として病棟薬剤業務実施加算として定着しました。その他にも、外来化学療

法、チーム活動としての ICT・NST・緩和ケア・RST等々、そして地域包括ケアへの参画、

薬薬連携の強化等幅広い業務に取り組まれている現在は、私達の時代からは比べようも

ありません。そして個人ごとでは数多くの先生が種々の「認定薬剤師」の資格を持ってい

ると聞いています。薬剤師の数も 350名を超える大所帯となり、薬剤科長も大部分が部長

制となり、これからも飛躍し続けることと思います。 

また、総会の時の特別講演の谷澤先生の中にありました薬剤師外来制度についても「大

垣市民病院薬剤師外来実施による治療完遂率の向上」の調査報告が来年の診療報酬改定

に向けての好材料になればと期待しています。そんな中、OB にも配布される「熊病ニュ



ース」８月号を拝見すると熊本医療センターで薬剤師外来を 6 月から開始したとの記事

が掲載されていました。今回、薬研会会長賞として「当院手術室関連業務への薬剤師の関

与」の課題に授与させてもらいましたが、唯々先生方の新しい業務にチャレンジする日頃

の努力に敬服するばかりです。 

このような現実に私達 OBは先輩として何の役にも立てそうにないのですが、薬学研究

会や各地区の研究会に参加させていただいて、少しでも最新の病院薬剤師の業務を理解

して話題についてゆけるよう努力したいと思います。今後とも交流をどうかよろしくお

願い致します。 

終わりに、九州地区国立病院薬剤師の皆様方の益々のご発展を祈念致します。 



退院時カンファレンスへの参加を通じた連携 

（東佐賀病院における薬薬連携活動） 

 

東佐賀病院 薬剤部 近藤 貴子 

 

【はじめに】 

平成 28年度診療報酬改訂において、

2025年（平成 37年）に向け、地域包括

ケアシステムの推進と医療機能分化・強

化、連携に関する充実等に取り組むよう

示されている（図１）。また、かかりつ

け医とかかりつけ薬剤師の連携も評価

されており、病院完結型医療から地域完

結型医療へと変化している。 

 当院では地域医療支援病院として地

域包括ケア病棟を 60床有している。地

域包括ケアシステム推進の一環として

退院前に地域のケアマネージャー、患者家

族、当院スタッフを交えてカンファレンスを行っており、平成 28年 6月より保険薬局薬剤

師も参加している。当院地区の鳥栖・三養基地区薬剤師会は、厚生労働省より平成 28年度

「患者のための薬局ビジョン」推進事業に採択されており、「他職種連携会議や退院時カン

ファレンスを活用した小規模薬局の在宅参入を目指して」というテーマで展開している。

そこで、地域連携の強化・薬薬連携の強化を図ることを目的とした取り組みについて報告

する。 

 

【経過】 

 退院時カンファレンスまでの流れは、 

地域連携室において患者家族・地域のケア

マネージャーとの日程調整を行い、日程が

決まり次第当院各スタッフに連絡、資料作

成の依頼が入る（図 2）。薬剤部では、地

域連携室より連絡が入り次第、窓口となる

保険薬局に連絡をし、患者氏名等の情報提

供を行い、カンファレンス当日を迎える。 

カンファレンスには、患者・家族・地域ケ

アマネージャー・訪問看護師・施設のスタ

図 1 

図 2 



ッフ・保険薬局薬剤師、当院スタッフは、 

医療社会福祉士・看護師・理学療法士又は作業療法士・薬剤師が参加する（図 3）。 

カンファレンスは、スタッフの自己紹介から始まり、病院スタッフからの入院中の治療

経過、現在の状況について説明が行われる。そして、院外スタッフからの質問があり、在

宅に向けての注意点や確認事項の整理が行われる。病院薬剤師からは、入院前からの処方

変更点・お薬説明書の交付・調剤時の工夫・自己管理の可否等の情報提供を行う（写真 1）。 

 

 

【利点・問題点】 

 薬剤師がカンファレンスに参加することで、入院前と入院中の処方内容の変化や剤形変

更等についてその場で情報提供できるようになった。また患者本人に直接指導が出来なく

ても、家族や施設スタッフに指導を行うことで情報共有化が円滑になった。 

 一方で、カンファレンス日程は地域のケアマネージャーや家族の都合が優先され、病院

薬剤師への連絡が直前となり事前準備が難しいことがある。また、当院地域（鳥栖・三養

基地区）が福岡県との県境に位置するため、患者が当該地区外（久留米市・神埼市等）で

あると保険薬局との連携が困難になる。 

 

【考察】 

 保険薬局が退院時カンファレンスに参加するようになってから約 1年が経過するが、保

険薬局の在宅参入事例が増えてこない。その理由として、カンファレンス日程の連絡が急

であるため、事前準備が十分に出来ず、保険薬局が求めている情報提供を行なえていない

可能性が考えられる。 

 今後保険薬局が求めている必要な情報を提供し、更なる情報共有につなげていきたい。 

 

図 3 
写真 1 



PDCAサイクルを用いた薬薬連携推進を目指した取り組み 

 

都城医療センター薬剤部 末永亘 

【背景・目的】 

近年、がん化学療法が入院から外来へシフトすることが多くなってきている。外来化学療

法を安全に施行するために、薬局薬剤師との情報共有による薬薬連携を推進していくこと

が必要不可欠である。当院ではより多くの薬局薬剤師と連携を深めるために、都城市北諸

県郡薬剤師会（以下薬剤師会）と共同して症例検討会等を企画し、内容を充実させるため

のアンケート調査を毎回実施している。また、2017 年 2 月には都城市の調剤薬局 86 店舗

を対象に「お薬手帳を用いたがん化学療法治療計画（レジメン）による情報共有について

のアンケート」（以下レジメンアンケート）を実施し、その結果を基に、当院レジメンのお

薬手帳貼付シール（以下レジメンシール）を作成した。そこで今回、アンケート調査から

の考察や今後の展望と併せて当院が行った取り組みを報告する。 

 

【方法】 

① 症例検討会に参加した薬局薬剤師を対象にアンケートを実施した。アンケートの内容は

開催頻度や開催時間、経験年数、今後希望するテーマ等であり、その内容を基に次回の

開催に活かすために PDCA サイクルを行った。 

② レジメンアンケートに関しては薬剤師会を通じてアンケートを FAX し、回答を得た。 

 

【症例検討会内容】 

〈第 1 回〉 

・当院の DCF 療法における低 Na 血症の発現頻度報告 

〈第 2 回〉 

・TS-1 とフェニトインの相互作用が疑われた 1 例 

・当院における TS-1 併用レジメン紹介 

・保険調剤について（調剤薬局より） 

〈第 3 回〉 

・当院大腸がんレジメンの 1 部紹介～国家試験を交えて～ 

・成人 T 細胞白血病リンパ腫患者において腫瘍崩壊症候群を経験した 1 例 

・調剤薬局で経験した症例〈タンパク結合や非線形動態の症例等〉(調剤薬局より) 

〈第 4 回〉 

・ショートハイドレーションを含むがん化学療法レジメン紹介 

・経管栄養について 

・災害医療への関わり(調剤薬局より) 

 



〈第 5 回〉 

・化学療法における嘔気対策(当院薬剤部実習生） 

・肺がん患者に対する疼痛管理（当院薬剤部実習生） 

・分子標的薬内服患者において副作用軽減に寄与した 1 例 

・外来服薬支援料について（調剤薬局） 

 

【勉強会後アンケート結果】 

アンケートの結果より、薬局薬剤師の希望する開始時刻としては 19：00 からが最も多く、

1 時間程度が適切と考えているようであった。また、開催頻度としては 2～3 ヶ月に 1 回程

度の希望が多かった。大幅な参加人数の上昇はまだ認めないが、幅広い経験年数の薬剤師

が参加するようになってきている (図 1)。また、希望する勉強会のテーマとしてはがん領域

やNST関連、緩和領域が多く見受けられた。「薬薬連携の勉強会が薬局業務に活かせるか。」

という質問に対して、毎回約 60%以上の薬局薬剤師が「多いに活かせる」、「結構活かせる」

と回答した(図 2)。「あまり活かせない」という回答も認めたため、より有意義な勉強会にす

るためにも改善する必要がある。 

 

〈薬剤師経験年数〉                             (名) 

 1～5 年 6～10 年 11～15 年 16～20 年 21 年以上 学生 

第 1 回  2 2 1   

第 2 回 3 3 5 1   

第 3 回 2 4 3 1  2 

第 4 回 3 5 4 1 1 2 

第 5 回 3 3 3 2 1 2 

図 1 

 

〈薬局業務に活かせるか〉                         （名） 

 全く 

活かせない 

あまり 

活かせない 

少し 

活かせる 

結構 

活かせる 

大いに 

活かせる 

無記入 

第 1 回    3 2  

第 2 回   1 4 7  

第 3 回    4 7 1 

第 4 回  4  3 8 1 

第 5 回  1  5 8  

図 2 

 

 



【レジメンアンケート結果】 

2017 年 2 月にレジメンアンケートを実施した(回収率 74.4%)。アンケートの内容は抗がん

剤、支持療法を含む処方せんの調剤や服薬指導の有無や、説明しづらかった薬剤とその理

由、調剤・服薬指導する時の情報不足の有無、抗がん剤を含む処方せんにおける疑義照会

の有無と内容、病院薬剤師と共有したい情報等である。抗がん剤や支持療法を含む処方せ

んを調剤したことがある薬剤師は約 90%で、服薬指導に関しては約 80%があると回答した。

また、約 90%が情報不足を感じていると回答していた。抗がん剤を含む服薬指導を行う際

に説明しづらかった薬剤としては漢方薬やステロイド剤が多く選択されていた(図 3)。説明

しづらかった理由としては服用のタイミングや処方意図等が多かった。情報不足や説明の

しづらさを感じる薬局薬剤師が多い中、実際に問い合わせを行ったことのある薬剤師は

46.4%であった。問い合わせ内容としては投与スケジュールや服用タイミングが多く占めて

いた(図 4)。「今後、薬薬連携が更に必要になるか」という問いに対しては 96%の薬剤師が

必要と回答している。連携を深めるうえで、共有したい情報としては投与スケジュールや

告知の有無、抗がん剤名(注射)、病名等が挙げられていた(図 5)。 

 

〈抗がん剤・支持療法で説明しづらかった薬剤〉                 (名) 

 

図 3 

〈問い合わせた内容〉                             (名) 

 

図 4 
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〈共有したい情報〉                              (名) 

 

図 5 

【レジメンシールの作成】 

レジメンアンケートの結果から得た、薬局薬剤師が共有したい情報を含んだレジメンシー

ルを作成した(図 6)。各病棟専任薬剤師が告知を受けた化学療法患者に同意を得た上でレジ

メンシールをお薬手帳に貼付するようにした。共有したい情報として希望の多かった投与

スケジュールや病名、告知の有無、抗がん剤薬剤名等が実際に共有できると考えている。

支持療法の薬剤等があれば各病棟専任薬剤師が、使用目的等を適宜お薬手帳に記載してい

る。 
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【考察と今後の展望】 

2017 年 3 月より、今回作成したレジメンシールを入院化学療法施行患者の同意を得た上で

お薬手帳に貼付することを開始した。外来化学療法へ移行した場合にレジメン内容や支持

療法、病名、告知の有無等の情報を共有することが可能となり、病院薬剤師-薬局薬剤師間

で、患者への服薬指導や副作用対策が統一されアドヒアランスの向上やより安全な治療に

つながると考える。また、お薬手帳はあくまでも患者本人に起こった事象等をメモするも

のであり、薬剤や今回のレジメンシール等を貼付するだけのものではない。薬局薬剤師、

病院薬剤師の両者から患者自身が気になった事や内服等により起こった事象を記載するよ

う説明を行うことが重要である。今後は、より患者に寄り添った医療を提供するためにも、

薬剤師外来等を念頭に置き、連携を深めていきたい。 



処方箋への QRコード及び検査値印字での取り組み 

（嬉野医療センターにおける薬薬連携活動） 

 

嬉野医療センター 薬剤部 八木 秀明 

 

「医薬分業に対する厚生労働省の基本的な考え方」では、薬局の薬剤師が専門性を発揮して、

ICT も活用し、患者の服薬情報の一元的・継続的な把握と薬学的管理・指導を実施。 これ

により、多剤・重複投薬の防止や残薬解消なども可能となり、患者の薬物療法の安全性・有

効性が向上するほか、医療費の適正化にもつながる。 

具体的には、医師の処方内容をチェックし、必要に応じ処方医に対して疑義照会や処方提案

を実施。調剤後も患者の状態を把握し、処方医へのフィードバックや残薬管理・服薬指導を

行う。医薬品等の相談や健康相談に対応し、医療機関に受診勧奨する他、地域の関係機関と

連携。すべての薬局を 2025年迄に「かかりつけ薬局」へ移行する」旨記載されている。 

しかしながら、薬薬連携の必要性は感じとっているものの、病院と院外の薬局の薬剤師が情

報を共有し、患者さんが退院してからも同様に充実した医療を受けることができるように、

患者さんの情報をお互いが共有して連携をとって実際に活動している施設はまだまだ少な

いと思える。 

病院は院内のことに特化したことをし、保険薬局は近隣の医療機関からの処方箋応需のみ

でなく、多くの医療機関からの処方箋応需もしており、また調剤のみでなく調剤報酬の算定

の責任もある結果、薬剤師同士の連携が上手くとれていない状態になっていると思われる。 

今回、富士通の電子カルテからＳＳＩに変更になる時に、患者情報が入力ミスなくコンピュ

ーター内に取り込める QRコードの導入と患者の検査値入り処方箋導入を開始することにし

た。 

QR コードに入っている情報は医療機関コード都道府県番号保健医療機関名・住所・電話番

号・診療科・主治医・患者ＩＤ、氏名、読み・性別・生年月日・保険者番号・保険番号、保

険・保険負担率・交付日・処方の有効期限・処方内容が登録されており、全ての保険薬局

で QR コードが読み込めるシステムを導入されていないが、これらを利用することで限

りなく正確に処方箋の情報が保険薬局の情報源へ転送される。QR コードを利用するこ

とで安全安心の医療提供の一助となる。 

検査値の項目は WBC・NEUT・E０・Hb・PLT・PT-INR・AST・ALT・γ‐GTP・CPK・BUN・ｸﾚｱﾁﾆ

ﾝ・Na・k・AlcNGSP・CRPが印刷されている。 

主な経過としては 

平成 27年 5月まではシステム委員会までは検査値入り処方箋導入は了承されていたが、統

括責任者会議、幹部会議と管理診療会議への承諾は未だ得られていなかった。 

平成 27年 6月に統括責任者会議で導入に向けての説明を行ったが、この段階では「検査値

入り処方箋の導入は本当に保険薬局の薬剤師が検査値入り処方箋を望んでいる事なのか不



明である。医師は患者さんに検査値のデータは手渡しているので、保険薬局のコミュニケ-

ションがないだけではないのか」と言う意見もあった。 

平成 27年 8月佐賀県薬剤師会からは「保険薬局において薬剤師は患者が安心して有効で安

全な薬物療法を受けられることに貢献するよう日々業務を行っています。この業務の中で、

薬剤師は、医師の診断により処方された処方箋内容を確認したうえで調剤を行っています

が、多くの場合、交付された処方箋内容より医師による診断（病名や病態など）を推測し、

業務を行っている現状であります。そこで、慢性疾患の患者における臨床検査値などの情報

を得る事は、医療安全の観点も含め、服薬指導にも重要であり、継続的に治療経過を確認し

ながら、問題点を患者と共に考えることで、薬物療法に貢献できるものと考えております。

さらに、この様に薬物コントロールを良好に保つことで、副作用を未然に予防する事が期待

されます。この様な状況より、患者の基本情報および検査値を処方箋に記載してくださるこ

とにより、薬局においても安全に服用していただけるよう事前の確認が行えるとともに、よ

り適切な服薬指導を行うことができ、患者さんの満足度の向上につながるものと確信して

います。最近では、全国的にも、処方箋の余白への検査値等の記載をしていただく医療機関

も増えているとお聞きします。患者との対話から得られる情報の中には不確かな部分もあ

り、より確かな服薬指導の実現のためにも、処方箋交付の際には、検査値等も併せて記載く

ださいますようお願い申し上げます。」という依頼文書が提出されて、検査値入り処方箋発

行になった。       

平成 27 年 10 月から外来患者の適正使用を推進するため、血液検査結果の一部を保険薬局

の処方監査に必要な情報として、院外処方箋に記載することにした。そのことで、かかりつ

けの保険薬局薬剤師が患者の検査値を参照することで、用量や相互作用だけでなく、検査値

に基づいた状態を把握した上で処方監査し、肝機能や腎機能の応じた投与量の適正化や副

作用の早期発見など、薬物療法の安全性と有効性の向上に寄与することができる様になっ

た。 

実際に、検査値を確認して医師に疑義照会して投与量が減量されたりされている例もでて

きて、安全安心な治療に寄与できていると思われる。 

ただ、今回の導入では化学療法のレジメン名等の記載はされていないが、将来的にはその記

載までされた処方箋の導入を目指している。 

また、本年、2月より、保険薬局を招いての合同症例検討会の開催し、保険薬局との連携を

重視することを目的とした症例検討会を行っている。その中ではお互いの連携を意識して

薬剤師の介入のポイントや患者さんの退院後の問題点や注意して欲しい点も記載して報告

する様にしている。もちろん、症例検討会では個人情報には記載しないように注意を払って

いる。 

今後のことであるが、最初の半年は院内の薬剤部を中心とした報告会をし、その後は保険薬

局の報告をして頂き、院内薬剤師が経験できない様な情報等を共有し、患者の為になるコミ

ュニケーションの場をつくっていきたいと思っている。 



これらのことは、プライバシー等の問題はあるものの、保険薬局のすべての薬剤師が病院薬

剤師と同様に電子カルテの閲覧ができ、患者の疾患等がわかれば、より明確で正確な薬剤管

理が可能になる。これらはそれができる様になるまでの過渡期の対応で、それらが可能にな

った後は患者日誌や患者自身の相対的な状態を評価して知る項目へ進化して行くと思われ

る。 

現在、佐賀県薬剤師会では、佐賀県が運用している佐賀県診療情報地域連携システム（ピカ

ピカリンク）への会員の加入促進を図っていると聞いており、今後は更に ICTを活用した医

療連携が進んでいくものと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【九州地区国立病院薬剤師会研究助成課題】 

シスプラチン投与時の腎機能障害のリスク因子の解析 

；多施設共同後ろ向き観察研究 

 

別府医療センター 三好 孝法 

 

【背景】 

シスプラチン（以下、CDDP）は多くの癌種において頻用される抗悪性腫瘍薬の一つであ

る。CDDP による副作用として、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害などがあるが、なかで

も腎機能障害は重大な副作用として位置づけられ、用量規制因子の一つとなっている 1)。 

 CDDP による腎機能障害の予防として水分負荷や利尿薬の投与などが一般的に行われるが

2)、確立されたものはなく、各施設でその方法は異なる。また、このような予防法を用いて

も腎機能障害が発現し、治療の変更・中止を余儀なくされる症例も認められる。 

 これまで CDDPによる腎機能障害に対して、発現状況やリスクとなる因子について多施設

で検討した報告はない。本研究では、腎機能障害の発現状況を多施設共同で後方視的に調

査し、リスク因子を明らかにすることを目的とした。腎機能障害の発現状況を調査しリス

ク因子を明らかにすることで、予防法の標準化、最適化につながり、患者ケアの質の向上、

医療安全への貢献にもつながることが期待される。 

 

【目的】 

CDDPによる腎機能障害のリスク因子の解明 

 

【方法】 

1. 研究デザイン 

多施設共同後ろ向き観察研究 

 

2. 研究期間 

研究期間：倫理審査委員会承認後から 1年間 

        （予定期間：倫理審査承認日～29年 12月 31日まで） 

症例集積期間：1年 6ヶ月間 

        （対象期間：26年 4月 1日～27年 9月 30日まで） 

 

3. 適格基準 

1) 選択基準 

① 調査期間において投与量として60mg/m2以上のCDDPを含む化学療法を施行され

た固形癌患者 



② 化学療法開始時の Performance Statusが 0～2の患者 

 

2) 除外基準 

① 化学療法開始時のクレアチニンクリアランス値が 60ml/min未満の患者 

② 調査期間より以前に CDDP投与歴がある患者 

 

4. 調査項目 

患者背景（年齢、性別、身長、体重、体表面積、癌種、病期（stage）、Performance 

Status、合併症（心疾患、糖尿病、高血圧）、非ステロイド性抗炎症薬服用の有無、

治療レジメン（併用抗がん剤の種類、シスプラチン投与量、放射線治療併用の有

無、腎機能障害の予防方法（総輸液量、マグネシウム製剤投与の有無と投与量、

利尿薬の種類と投与のタイミング））、投与前の臨床検査値（血清アルブミン値、

血清ナトリウム値、血清カリウム値、血清クレアチニン値、クレアチニンクリア

ランス値）、投与後 1コース目および治療期間全体の血清クレアチニン値の最大値

と Grade分類 

 

5. 評価項目 

1. 主要評価項目 

① CDDPによる腎機能障害のリスク因子 

 

2. 副次評価項目 

① 腎機能障害の Grade別の発現頻度 

② 腎機能障害のリスク因子別の腎機能障害の発現頻度 

 

6. 目標症例数 

600例 

 

7. 解析方法 

観察研究として腎機能障害の発現頻度を算出すると共に、腎機能障害の発現に関

与すリスク因子の抽出について、多変量ロジスティック回帰分析を用いて検討す

る。 p < 0.05 を有意差ありとする。 

 

8. 倫理委員会の承認 

本研究は、各研究実施機関の倫理委員会の承認を得て実施した。 

 

9. 共同研究参加施設 



  九州医療センター、九州がんセンター、熊本医療センター、熊本再春荘病院 

 

【結果】 

 現在 419 症例を集積し、このうち適格基準を満たす 409 症例で解析を行った。対象患者

における 1コース目の腎機能障害の発現頻度は 11.2 %、治療期間全体での発現頻度は 18.6 %

であった。腎機能障害のリスク因子について多変量解析を行ったところ、CDDP 投与量(OR: 

2.40, 95%CI: 1.41-4.08, p = 0.001)、高血圧症の合併(OR: 1.90, 95%CI: 1.10-3.26, p = 

0.021)、および利尿薬投与のタイミング(CDDP 投与前, OR: 0.54,  95%CI: 0.31-0.94, p = 

0.029)の 3 つの因子がリスク因子として認められた。さらに、リスク因子別の腎機能障害

の発現頻度を算出したところ、リスク因子を 2 つ以上有する患者群ではリスク因子を持た

ない群と比較して有意に発現頻度が高かった(31.3 % vs. 9.8 %, p < 0.001)。 

 

【考察】 

本研究結果から、高用量の CDDP投与および高血圧症の合併で腎機能障害のリスクが増加

し、また利尿薬を CDDP投与前に投与することで軽減できる可能性が示唆された。CDDPによ

る腎機能障害は用量依存的であることが知られており 3)、高用量の CDDP 投与でより発現リ

スクが増加することが考えられる。また、腎機能障害のリスク因子として投与時の血圧や

サイアザイド系利尿薬などの降圧薬との併用が報告されている 4,5)。このことから高血圧症

合併患者において、治療時の血圧や腎機能の悪化をきたすような降圧薬の併用が腎機能障

害の発現に影響を及ぼす可能性が考えられる。さらに、腎機能障害の原因となる遊離型 CDDP

の血漿中濃度は投与後 2 時間でほぼ測定不能となることから 6)、CDDP 投与後数時間の利尿

が重要であると考えられている。従って、利尿薬を CDDP投与前に先行投与し、CDDP投与後

数時間の利尿を十分に図ることによって腎機能障害のリスクを軽減できる可能性がある。 

 

【進捗状況】 

 現在、目標症例数確保のため症例集積期間を延長し、症例集積を継続している。 

 

【謝辞】 

 本研究を行うにあたり、九州地区国立病院薬剤師会会長をはじめ、症例集積にご協力を

賜りました、九州医療センター 佐伯芙佑希先生、九州がんセンター 魚井みゆき先生、

熊本医療センター 横田千明先生、熊本再春荘病院（現 都城医療センター） 津曲恭一

先生、および各施設の諸先生方に厚く御礼申し上げます。 
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九州地区国立病院薬剤師会研究助成について 

 

業 務 ・ 研 修 委 員 会 委 員 長 

福 石  和 久 (九 州 医 療 セ ン タ ー ) 

 

１．平成２９年度採択結果 

平成２９年度は申請課題なし。 

 

これまで採択された課題 

① 平成 26年度 助成課題 

    研究代表者氏名 ：衛藤 智章 

所 属 機 関 ：九州がんセンター 

研 究 課 題 名 ：「オキシコドンからフェンタニル貼付剤への切り替え前後にお

ける下剤処方量の変動から見た便秘への影響」 

 

  ② 平成 27年度 助成課題 

    研究代表者氏名 ：福石 和久 

所 属 機 関 ：都城医療センター 

研 究 課 題 名 ：「成人 T細胞リンパ腫・白血病（ATLL）サイトメガロウイルス

（CMV）感染症リスク因子の検討」 

 

  ③ 平成 28年度 助成課題 

    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」 

 

２．平成３０年度公募スケジュール 

 平成３０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２９年１２月 公募開始 

平成３０年 ２月 申請〆切 

 



Pharmacokinetics of linezolid during continuous hemodiafiltration 
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Yosei Kawamataa, Yoichi Hirakia 

 
aDepartment of Pharmacy, National Hospital Organization Beppu Medical Center, 1473 Uchikamado, Beppu-

City, Oita, 874-0011, Japan 
bDepartment of Pharmacy, National Hospital Organization Kumamoto Saisyunsou Hospital, 2659 Suya, 

Goushi City, Kumamoto, 861-1196, Japan 
cGraduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences for Research, University of Toyama, 2630 

Sugitani, Toyama City, Toyama, 930-0194, Japan 

 

 

【諸言】 

 持続的腎代替療法（CRRT）は、重篤な感染による急性腎不全の重症患者を治療するために頻繁に使

用されている。しかし、間欠的血液透析や CRRT のような血液透析を受けている患者での、抗菌薬の最

適な投与量および投与法は、明らかとなっていない。リネゾリド（LZD）は、オキサゾリジノン骨格か

らなる新規合成抗菌剤であり、既存の薬剤とは異なる作用部位を有する。薬物耐性グラム陽性球菌によ

って引き起こされる致命的な感染症の治療に用いられている。LZD は中等度の肝臓または腎機能不全の

患者には用量調整は不要であると考えられている。しかし、CRRT 施行中の患者では、LZD の血中濃度

の著しい低下による治療効果の低下のため、治療失敗となることが報告されている。現在までに、

CRRT 施行中の LZD クリアランス（CLLZD）および他の薬物動態(PK)パラメータ、特に日本で頻繁に使

用される持続的血液濾過透析法（CHDF）での報告は少ない。 

本症例では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）による播種性血管内凝固症候群（DIC）によ

る敗血症性ショックのため LZD の投与を受けた患者の CHDF 施行中の LZD の薬物動態を調べた。さら

に、CHDF施行中の CLLZDを測定して、LZD の有効治療濃度が CHDF施行中に維持されているかどうか

を判定した。 

 

【対象・方法】 

 対象とした患者は、化膿性脊椎炎と DIC による敗血症性ショックと診断された 64 歳の男性（身長

172.0cm、体重 61.1kg）。血液培養から MRSA が検出され敗血症の診断となり、LZD 600mg が 12 時間毎

に 60分で点滴静注投与された。 

CHDF 装置は TR-525（Jun-Ken Medical Co., Tokyo,Japan）を使用、血液濾過透析器は sepXiris

（Baxter,Inc.,Tokyo,Japan）、血液回路は TR-525 専用回路を用いた。透析液及び補液としてサブラッド

BSG（Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd.,Tokyo,Japan）を注入し、主な施行条件は血液流量 80ml/min、透

析液流量 500mL/hr、補液流量 300mL/hr、濾過流量 1000mL/hr であった。 

LZD 初回投与 30分後に血液サンプルを採取した(C1)。次いで、12時間ごとに LZD 投与直前の血液サ

ンプル（C2〜C4）を採取した。CHDFによる CLLZD（CLCHDF）を調べるために、LZD投与 2日目の 2回

目投与の直前にフィルター注入部（C2inlet）および出口部（C2outlet）の血液サンプルを収集し、サンプル

C3 および C4 をその 12 時間後および 24 時間後に採取した。血清および血漿中の全 LZD および遊離型

LZD濃度を、紫外（UV）検出を用いた高性能液体クロマトグラフィー（HPLC）法によって測定した。  

標準式を用いて、半減期（T1 / 2）、消失速度、および分布容積（Vd）の PK パラメータを算出した。

全身クリアランス（CLtot）は、投与量を血中濃度－時間曲線下面積（AUC0-∞）で除して計算した。

AUC0-∞は、総 LZD濃度（遊離型およびタンパク質結合型）によって算出した。CLCHDFは、以下の式に

て算出した。 

  

𝐶𝐿𝐶𝐻𝐷𝐹 =  
(𝑄𝐵𝑖𝑛 × 𝐶𝐵𝑖𝑛) − (𝑄𝐵𝑜𝑢𝑡 × 𝐶𝐵𝑜𝑢𝑡)

𝐶𝐵𝑖𝑛
 

 

CBin: 透析膜の血液入口側の LZD濃度(mg/L)、CBout: 透析膜の血液出口側の LZD濃度(mg/L)、QBin: 血

液側入口流量(mL/min)、QBout: 血液側出口流量(mL/min) 



 

【結果】 

 算出された LZDの PKパラメータは、Vdおよび T1 / 2は、それぞれ 19.35Lおよび 8.66hであった。

これらの値に基づいて、Ke および AUC0-∞の推定値はそれぞれ 0.09h-1 および 332.3mg・h / L であ

り、CLtot および CLCHDFはそれぞれ 30.2mL / min および 23.0mL / min であった。 CHDF 施行中の

LZD の平均血清トラフ血中濃度（C3〜C4）、遊離 LZD 濃度、およびタンパク質結合率はそれぞれ 16.1

±2.0μg/ mL、13.1±1.4μg/ mLおよび 17.9±7.7％であった。 

 

【考察】 

 透析患者への抗菌薬を用いた感染症治療において、透析膜の除去率および抗菌薬の有効性が治療効果

に影響を与える重要な因子である。 LZD の薬物動態パラメータに対する CHDF の影響は以前に研究さ

れていたが、AUC / MICのような薬物パラメータに関連した抗菌効果については評価されていなかった。

CHDF は血清 LZD 濃度を MIC より低いレベルまで低下させる可能性があるが、今回 CHDF 施行中に

も LZD の治療に有効な血中濃度は維持された。このことから CHDF 施行中の敗血症性ショックを有す

るMRSA患者においては、投与量の調節が必要でないことが示唆された。 

Rayner らは、敗血症に対する LZD による治療の成功率は、AUC 値、MIC（％T> MIC）> 85％および

AUC / MIC=80〜120に関連することを示した。また Deborah らは、MIC90が 2μg/ mL 以下のMRSAを含

む黄色ブドウ球菌はLZDに感受性であることを報告した。本患者での血清LZDトラフ濃度は16.1±2.0μg/ 

mLであり、明らかに黄色ブドウ球菌のMIC90を超えていた。さらに、AUCは 332.3mg・h / Lであり、目

標 AUC / MIC比（80-120）が達成された。 

本患者での CLtotは 30.2mL /分であり、T1 /2は 8.66時間であった。さらに、CHDFに使用した透析

装置による CLLZD は 23.0mL /分であった。得られた薬物動態パラメータから、CHDF 施行中の患者の

CLLZDは、健康な被験者のCLLZDの約半分であると予測される。したがって、本患者の血液LZD濃度は

MICを超え、効果的な抗菌活性を有する治療範囲内に維持されていたと考えられる。 

ヘモグロビン値の低下に関連する血小板減少および貧血の発現は、LZD 治療の有害作用であり、血小

板減少症及び貧血が血中 LZD レベルに関連していることが示唆されている。しかしながら、不活性型

LZD代謝物の消失および臨床的関連性はまだ明らかではない。したがって、CHDFを受けている患者に

長期間LZDを投与する場合、造血および神経障害の有害作用を注意深く監視する必要がある。さらなる

検証が必要ではあるが、CHDF による LZD の除去率もまた抗菌薬の有効性を保持するために考慮され

るべきである。 

結論として、CHDFは、CLLZDを増加させることによって LZD濃度をMICよりも低いレベルまで低下

させる可能性がある。しかし、今回の知見から、CHDF施行中の敗血症患者の CHDF施行中の LZD濃度

はMICよりも高く、腎機能正常者で報告された LZD濃度と同等であった。従って我々は、LZDが

CHDF施行中の患者に投与される場合、用量調節は必要ないと提案する。しかし、CHDF施行中の LZD

の除去率および抗菌薬の薬力学的なブレークポイントを認識しておかなければならない。 
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The pharmacokinetics of linezolid clearance (CLLZD) during continuous hemodiafiltration (CHDF) has not 

been comprehensively analyzed. Here, we examined CLLZD by CHDF in a patient with septic shock and 

disseminated intravascular coagulation due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus. The extraction 

ratio of LZD by CHDF was 22.6%, and the protein-binding rate was 17.9% ± 7.7%. In addition, it was 

determined that the calculated total body clearance of LZD was 30.2 mL/min, plasma elimination half-life 

was 8.66 h, and the CLLZD by the dialyzer used for CHDF was 23.0 mL/min. From the obtained phar- 

macokinetics, the CLLZD of patients continuing CHDF was estimated to be approximately half of the re- 

ported CLLZD for healthy subjects. In addition, the LZD concentration of the sepsis patient who underwent 

CHDF remained higher than the minimum inhibitory concentration and was similar to the LZD con- 

centrations reported in normal renal function patients. Although further studies are warranted, when 

LZD is administered to patients treated with CHDF, the present findings suggest that dose regulation is 

not required. 

© 2017 Japanese Society of Chemotherapy and The Japanese Association for Infectious  Diseases. 

Published by Elsevier Ltd. All rights    reserved. 

 
 

 

 

1. Introduction 

 
Continuous renal replacement therapy (CRRT) is frequently used 

to treat critically ill patients with acute renal failure due to severe 

infections [1e3], which typically require treatment with antimi- 

crobial agents [4]. For this reason, solute removal dialysis is essential 

in such patients. However, in patients receiving hemodi- alysis, such 

as intermittent hemodialysis or CRRT, the optimal dosage and 

administration of recommended antibiotics remains unclear based 

on clinically available  data. 

Linezolid (LZD) is a novel synthetic antimicrobial agent con- 

sisting of an oxazolidinone backbone and has an action site distinct 

from existing agents [5]. LZD is used for the treatment of potentially 

fatal infectious diseases caused by drug-resistant Gram-positive 

cocci [6]. In healthy subjects, 50%e70% of LZD is metabolized by the 

liver into two major metabolites, which are then excreted by the 

 
* Corresponding author. Fax: þ81 977 67 5766. 

E-mail  address:  yamashinatakuya@beppu2.hosp.go.jp  (T.  Yamashina). 

kidney [7]. Based on the pharmacokinetic profiles of LZD, dose 

adjustment is not considered to be necessary for patients with 

moderate liver or renal dysfunction, as LZD is predominantly 

metabolized into an active form through oxidation of its morpho- 

line ring in non-enzymatic reactions [8]. Because LZD has a low 

molecular weight (337 Da), the serum levels of LZD may be mark- 

edly reduced in patients receiving continuous (24 h/day) renal 

replacement therapy, resulting in subtherapeutic serum concen- 

trations and treatment failure. To date, however, few reports have 

examined LZD clearance (CLLZD) and other pharmacokinetic pa- 

rameters during CRRT [4,9], particularly continuous hemodiafil- 

tration (CHDF), which is used frequently in Japan  [10]. 

In the present case report, we examined the pharmacokinetics  of 

LZD during CHDF in a patient who received LZD for septic shock 

with disseminated intravascular coagulation (DIC) due to 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). In addition, the 

CLLZD during CHDF was measured to determine whether the 

effective treatment concentration of LZD was maintained during 

CHDF. 
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2. Case report 

 
A 64-year-old Japanese male (height, 172.0 cm; weight: 61.1 kg) 

was diagnosed with septic shock due to purulent spondylitis and 

DIC and was admitted to our hospital. Meropenem hydrate (MEPM), 

clindamycin, minocycline and vancomycin (VCM) were 

immediately administered after hospitalization, and CHDF using a 

direct hemo-perfusion membrane hemofilter was started. The pa- 

tient's background and laboratory values on admission are pre- 

sented in Table 1. Each measured parameter was outside of the 

normal range. The diagnosis of sepsis was confirmed by the positive 

detection of MRSA in cultures of venous blood. During the patient's 

hospital stay, continuous renal replacement therapy (24 h/day) was 

tolerated without complications. However, because the urinary 

volume during CHDF period was Ç19 mL, the patient was consid- 

ered to have low residual renal function. On the tenth day of hos- 

pitalization, the continuously administered antibiotics were 

discontinued, and MEPM and LZD combination therapy was star- 

ted. The patient received 3000 mg MEPM by intravenous (IV) 

infusion over 60 min every 8 h, and 600 mg LZD by IV infusion over 

60 min every 12 h for 4 days. Blood was collected immediately before 

administration starting on day 2 and was then collected every day 

during the LZD administration period. After 4 days of LZD therapy, 

MRSA was no longer detectable from blood cultures and the CRP 

blood test used to detect inflammation or infection was stable; 

therefore, LZD administration was  discontinued. 

 

2.1. CHDF procedure 

 
A CHDF circuit (TR-525, Jun-Ken Medical Co., Tokyo, Japan) using 

a 1.0-m2 surface-treated acrylonitrile and sodium methallyl sulfo- 
nate  copolymer  filter  (sepXiris,  Baxter,  Inc.,  Tokyo,  Japan).  The 

blood flow rate was maintained at 80 mL/min throughout the 

treatment period. Dialysate/replacement fluid (Sublood-BSG, Fuso 

Pharmaceutical Industries, Ltd., Tokyo, Japan) was infused in the 

arterial line and replacement was done by infusion into the dialysis 

catheter at initial flow rates of 500 and 300 mL/h, respectively. The 

flow rate was not changed during LZD treatment, and the effluent 

rate was held at 1000 mL/h. 

 

2.2. Blood sampling 

 
A blood sample was collected 30 min after the first dose of LZD 

was administered on day 2 (C1). Blood samples were then collected 

every 12 h just prior to LZD administration (C2eC4). To examine the 

CLLZD by the CHDF (CLCHDF), samples of filter inlet (C2inlet) and 

outlet blood (C2outlet) were also collected immediately before the 

second administration of LZD on day 2, and samples C3 and C4 in 
the following 12 and 24 h. All samples were immediately trans- 
ported on ice to the laboratory, where they were centrifuged at  1700 

× g for 10 min, frozen and stored at —80 ○C until needed for analysis. 
 
 

2.3. Determination  of  LZD concentrations 

 
Bulk LZD powder for high-performance liquid chromatography 

(HPLC) was purchased from Pfizer Inc. All other reagents were 

analytical grade and were commercially available. The samples of 

serum  and  plasma  for  pharmacokinetic  analysis  were  stored    at 

—80 ○C until needed for analysis. Serum and plasma were 

deproteinized with an equivalent volume of acetonitrile and then 

separated by centrifugation for 15 min at 14,000 × g. The obtained 

supernatant was measured by HPLC using the absolute calibration 

method. Unbound LZD in the collected serum and plasma speci- 

mens was obtained by centrifugation of 250 mL of the serum or 

plasma specimens with a Centrifree Ultrafiltration device (Merck 

Millipore Ltd., Cork, Ireland) for 30 min at 2000 × g. Each sample 

was injected into the HPLC system. Total and unbound LZD con- 

centrations in serum and plasma were determined by an HPLC 

method with ultraviolet (UV) detection. The HPLC system (LC-2010; 

Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) consisted of a pump, autosampler, 

UV detector and column oven. Data were collected and analysed 

using LC solution. Separation was performed on an octadecyl silane 

(ODS) hypersil  column  (Cadenza  5CD-C18,  150  mm  ×  4.6  mm, 

5 mm; Imtakt Co., Kyoto, Japan). A solution of 1% orthophosphoric 

acid, 30% methanol, and 2 g/L heptane sulfonic acid (1:30:69) was 

used as the mobile phase, and the pH was adjusted to 5 by the 

addition of 10 M sodium hydroxide. The pump flow rate was 1.0 mL/ 

min and the column temperature was maintained at 40 ○C. The UV 

detection wavelength was set at 254 nm. Calibration curves were 

linear over a concentration range of 0.1e50 mg/mL for total and 

unbound LZD. The intra/inter-day coefficient of variation (CV) was 

below 5.0%, and the lower limit of quantification (LLOQ) was 0.1 mg/ 

mL for both total and unbound LZD. 
 
 

2.4. Calculations 

 
Standard equations were used to calculate the pharmacokinetic 

(PK) parameters of half-life (T1/2), elimination rate, and volume of 

distribution (Vd). Total clearance (CLtot) was calculated by dividing 

the dose by the area under the concentration curve (AUC0e∞), which  
represents  the  AUC  versus  the  time  curve.  AUC0e∞ was 

 
 

Table 1 

Patient background and laboratory values on admission. 

Underlying disorder 

Type II diabetes mellitus 

Purulent spondylitis 
 

Parameter Measured value Standard value 
 

ALB (g/dL) 2.3 4.1e5.1 

CRP (mg/dL) 23.39 Ç0.14 

WBC (× 109/L) 6.10 3.3e8.6 

BUN (mg/dL) 60.9 8.0e20 

SCr (mg/dL) 3.47 0.65e1.07 

AST (IU/L) 195 13e30 

ALT (IU/L) 95 10e42 

    PCT (ng/mL) 85.6 Ç0.3  

ALB, albumin; CRP, C-reactive protein; WBC, white blood cell count; BUN, blood urea 

nitrogen; SCr, serum creatinine, AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine 

aminotransferase;  PCT, procalcitonin. 

calculated by the total (free and protein bound) LZD concentration. 

The CLCHDF was calculated using the following equation: 

 ðQBin × CBinÞ— ðQBout × CBoutÞ 

CHDF ¼ 
CBin 

CBin: LZD concentration on the blood inlet side of the dialysis 

membrane (mg/L); CBout: LZD concentration of the blood outlet 

side of the dialysis membrane (mg/L); QBin: Blood side inlet flow 

rate (mL/min); QBout: Blood side outlet flow rate (mL/min). 

The calculated PK parameters are shown in Table 2. The Vd and 
T1/2 of LZD were 19.35 L and 8.66 h, respectively. Based on these 

values, the estimated Ke and AUC0e∞ were 0.09 h and 332.3 mg h/L, 

respectively, and CLtot and CLCHDF were 30.2 mL/min and 23.0 mL/ 
min, respectively. The average serum trough blood concentration, 
free LZD concentration, and protein binding rate of LZD during 

CHDF enforcement (C3eC4) were 16.1 ± 2.0 mg/mL, 13.1 ± 1.4  mg/ 

mL, and 17.9 ± 7.7 (%), respectively (Table  3). 
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Table 2 

LZD elimination parameters from blood in CHDF patient. 

Parameter Calculated value 

Vd (L) 19.35 

T1/2 (h) 8.66 

Ke (/h) 0.09 

AUC0e∞ (mg h/L) 332.3 

CLtot (mL/min) 30.2 

CLCHDF (mL/min) 23.0 
 

 

LZD; linezolid, CHDF; continuous hemodiafiltration; Vd, volume of 

distribution; T1/2, half-life in blood; Ke, elimination rate constant; 

AUC0e∞, area under the curve; CLtot, total clearance; CLCHDF, 

continuous hemodiafiltration clearance. AUC0e∞ was calculated by 

the total (free and protein bound) LZD concentration. 

 
 

2.5. Ethics 

 
The study was conducted in accordance with the ethical 

guidelines of the Declaration of Helsinki and the guidelines of the 

International Conference on Harmonization Good Clinical Practice. 

The study was approved by the investigational review board of the 

National Hospital Organization Beppu Medical Center. 

 
3. Discussion 

 
For infectious disease treatment of a dialysis patient using an 

antimicrobial agent, the extraction ratio of the dialysis membrane 

and antibiotic efficacy are critical factors affecting treatment out- 

comes. Although the effects of CHDF on several pharmacokinetic 

parameters of LZD were previously investigated [9], the parameters 

related to antibiotic efficacy, such as AUC/MIC, were not evaluated. 

In the present study of a MRSA patient with septic shock, we show 

that adjustment of the LZD dose may not be necessary in patients 

undergoing CHDF. Although CHDF may potentially reduce the 

serum LZD concentration to levels lower than the MIC, the effective 

treatment concentration of LZD was maintained during CHDF. 

Furthermore, the pharmacokinetic parameters, such as AUC and 

AUC/MIC ratio, of LZD were effective for MRSA treatment. 

Effective antibiotic therapy requires that the drug concentration 

in serum or tissue remains above the target MIC, which is based on 

known pharmacokinetic  and  pharmacodynamic  properties, 

without reaching unnecessarily high concentrations to avoid po- 

tential toxic effects [4]. During CHDF, solute elimination occurs 

through convection, whereas drug removal depends on dialysate 

and blood flow rates, which are based on diffusion gradients 

generated by countercurrent dialysate flow [11]. The pharmacoki- 

netics of drug removal in critically ill patients receiving CHDF is 

highly complex, with multiple variables affecting clearance. 

Although VCM was recommended for the treatment of MRSA 

nosocomial pneumonia by an American consensus review [12], ina 

randomized-controlled study involving patients with MRSA in- 

fections, the clinical responses to LZD were higher than those to 

VCM [13]. The recommended dosage for  these patients  is either  600 

mg oral or intravenous LZD every 12 h [12]. The Vd of LZD equals 

the total water content of the body (40e50 L) of healthy 

 
subjects [7,14]. Consequently, LZD is thought to have better tissue 

penetration compared to other anti-MRSA drugs, such as VCM and 

Teicoplanin. Therefore, because treatment with VCM did not result 

in improvements of clinical and microbiological responses in the 

present patient, VCM was discontinued and LZD administration 

was initiated. 

Hypoalbuminemia increases serum levels of non-protein bound 

LZD [15]. As LZD-protein complexes have a larger molecular weight 

than free LZD, the latter may be more readily removed during 

CHDF. The ALB level of the present patient who received CHDF was 

2.3 g/dL, which was less than the criterion value. Although the 

protein-binding rate of LZD in healthy individuals with normal 

renal function is approximately 31% [7], Buerger et al. [16] reported 

that the percentage of bound LZD in critically ill patients ranged 

from 27.0% to as low as 4.1%. Consistent with this reported range, 

the protein-binding rate of LZD in our patient with septic shock was 

17.9% ± 7.7% (Table 3). Brier et al. [8] reported that approximately 

37% of LZD is extracted during hemodialysis. In the present case, the 

extraction ratio of LZD by CHDF was only 22.6%, indicating that the 

exclusion rate of LZD by CHDF is lower than that by hemodialysis 

and the LZD concentration may be higher than that in hemodialysis 

patients. 

Rayner et al. [17] suggested that the success rate of LZD treat- 
ment for sepsis is related to AUC values, time above MIC (%       T 

> MIC) > 85%, and an AUC/MIC of 80e120. Therefore, the serum 
LZD concentration should be maintained at or above the MIC to 
obtain satisfactory treatment outcomes. Draghi et al. [18] reported 
that S. aureus isolates, including MRSA, were susceptible to LZD, 

with an MIC90 of 2 mg/mL. In our patient, the serum LZD concen- 

tration achieved with twice daily (every 12 h) intravenous LZD 

600 mg was 16.1 ± 2.0 mg/mL (Table 3), which clearly exceeds the 

MIC90 of S. aureus. Furthermore, although CHDF was continued for 

24 h, the AUC was 332.3 mg h/L and the target AUC/MIC ratio 

(80e120) was achieved. 

Previous examinations of LZD pharmacokinetics in healthy  subjects 
administered twice-daily 600-mg oral doses revealed that steady-state 

peak plasma concentrations (Cmax) of  21.2  ± 5.78  mg/ mL are reached 
after 1.03 ± 0.62 h (time  to  Cmax  [Tmax]), and  that the plasma 

elimination T1/2 is 5.40 ±  2.06  h  [7,14]. Under  these  steady state 

conditions, CLLZD is moderately variable (80 ± 29 mL/ min) and occurs 

by renal (35%) and non-renal (65%) processes, such   as non-enzymatic 

oxidase reaction mechanisms  [7,14]. The  calcu-  lated CLtot of LZD by 

our patient was 30.2 mL/min, and the plasma elimination T1/2 was 8.66 

h. In addition, the CLLZD  by the  dialyzer used for CHDF was 23.0 

mL/min. Based on the observed pharma- cokinetic parameters, the 

CLLZD of patients continuing CHDF is predicted approximately half of 

the CLLZD of healthy subjects. Therefore, the blood LZD concentration 

of the present  patient exceeded the MIC and was  maintained  in  the  
therapeutic  range  with  effective  antibacterial   activity. 

The reduction of platelet counts and development of anemia 

that are associated with reduced hemoglobin levels are adverse 

effects of LZD treatment [19e21], suggesting that thrombocyto- 

penia and anemia are related to blood LZD levels [22,23]. However, 

 
Table 3 

LZD concentration and protein-binding rate. 
 

Parameter C1 C2inlet C2outlet C3 C4 

Concentration (mg/mL) 29.1 ± 1.3 11.0 ± 0.5 8.5 ± 0.5 15.0 ± 1.1 17.2 ± 2.4 

Free concentration (mg/mL) 26.6 ± 2.3 9.8 ± 1.1 7.2 ± 0.5 12.0 ± 1.0 14.3 ± 0.3 

Protein-binding  rate (%) 8.7 ± 11.2 10.9 ± 11.1 15.0 ± 4.5 20.0 ± 4.1 16.8 ± 10.9 

LZD; linezolid. Data are shown as the mean ± standard deviation (SD). The same specimen was measured three times under the same conditions, and the mean and SD were 

then calculated. The concentration of LZD was measured 30 min after administration (C1), 12 h after administration, just prior to dialyzer filtration (C2inlet), and just after 

dialyzer filtration (C2outlet). C3 and C4 indicate serum levels just before LZD administration. 
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the disposition and clinical relevance of inactive LZD metabolites 

are not yet clear. Therefore, hematopoietic and neuropathic adverse 

effects should be closely monitored when administering LZD for 

extended periods to patients receiving CHDF. Although further 

studies are necessary to clarify the underlying reasons for this 

phenomenon, the extraction ratio of LZD during CHDF should also 

be considered to avoid antimicrobial  underexposure. 

Several limitations of the study warrant mention. First, we 

examined the pharmacokinetics of LZD during CHDF in a patient 

who received LZD for septic shock. Although this report dictates 

that our results should be considered preliminary, the trends 

identified here support the need for a larger study. Second, blood 

collection was only performed during CHDF and was not collected 

using a defined schedule. Finally, we only investigated the short- 

term pharmacokinetics of LZD in this study. Thus, we cannot 

eliminate the possibility that CLLZD were influenced by factors aside 

from the dialyzer. 

In conclusion, CHDF may potentially reduce the LZD concen- 

tration to levels lower than the MIC by increasing CLLZD. However, 

as evidenced by our present findings in a sepsis patient who un- 

derwent CHDF, the serum LZD concentration remained higher than 

the MIC after CHDF and was similar to the LZD concentrations re- 

ported in normal renal function patients [24]. Thus, when LZD is 

prescribed for patients who are or may undergo CHDF, we propose 

that dose regulation is not required. However, renal physicians 

should be aware of the elimination efficiency rate of LZD during 

CHDF and the pharmacodynamic breakpoints of antibiotics. 
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要 旨 

 現在日本では異なる抗原由来の 2 種類の B 型肝炎ワクチンが市販されている．通常 1 回のシリ

ーズ（6 か月間に 3 回接種）では同じ製品が使用されるが，1 シリーズ中に異なる抗原由来の B

型肝炎ワクチンを接種した場合の抗体獲得について検討された報告は少ない．今回，1 シリーズ

中に異なる抗原由来の B 型肝炎ワクチンを接種した場合の抗体獲得について検討した． 

 過去に B 型肝炎ワクチン未接種であり，HBs 抗体陰性が確認された被験者で，3 回目を異なる

抗原由来の B 型肝炎ワクチンを接種した群を対象群（A 群），3 回全て同じ B 型肝炎ワクチンを

接種した群をコントロール群(B 群)とした．ワクチンの投与は皮下注で行い，HBsAb 定量および

HBsAb 定性は採血で測定し，10.00 COI 以上を HBsAb 陽性と判定した．有害事象は 3 回接種後

の副反応を調査票で収集し，CTCAE Ver.4.0 にて評価した． 

 A 群は 9 名，B 群は 7 名であり，両群ともに全例で抗体獲得が確認された．有害事象は A 群で

3 件，B 群で 1 件認められたが，いずれも Grade1 であった．A，B 群合わせた副反応の内訳は注

射部位の疼痛 3 件，皮膚硬結 1 件であり，重篤な副反応を呈した症例はなかった． 

 今回認められた有害事象はいずれもワクチンに共通した副反応であると考えられ，1 シリーズ

中に異なる抗原由来の B 型肝炎ワクチンを接種しても良好な抗体獲得が得られる可能性が示唆さ

れた． 

 

Key words：B 型肝炎ウイルス、B 型ワクチン、遺伝子型、血清型 

 

はじめに 

B 型肝炎は，B 型肝炎ウイルス (Hepatitis B virus：以下，HBV)感染により発症し，劇症肝炎

へも発展しうる極めて重篤な疾患である．その感染経路は，血液あるいは体液との直接接触であ

り，感染率は 6-37 ％と報告されており，血液や体液を介する C 型肝炎（1-2 ％）やヒト免疫不

全ウイルス（0.3 ％）と比較しても高く，その対策は非常に重要である 1）．特に医療従事者は，

HBV 感染者の血液による誤刺以外に，医療現場の汚染された医療器具や環境などの汚染源の存在

により一般人よりも感染のリスクは高い 2）．しかし，適切に B 型肝炎ワクチンを接種することで

HBV に対する抗体獲得が可能である．さらにその抗体価は，20 年以上に渡り保持され，HBV 陽

性血液等の暴露からの急性肝炎や慢性 B 型肝炎の感染を防ぐことが出来ることから，vaccine 

preventable disease と呼ばれる 3)4)．そのため，HBV 感染を防ぐためには，費用対効果の高いワ

クチン接種が極めて重要かつ効率的である． 

現在日本で流通している B 型肝炎ワクチンは，遺伝子型と血清型が異なるビームゲン®（遺伝子



型：C，血清型：adr）とヘプタバックスⅡ®（遺伝子型：A，血清型：adw）の 2 種類である．予

防接種の方法は，成人の場合通常 0.5 mL ずつを 4 週間隔で 2 回，さらに 20～24 週を経過した後

に 1 回 0.5 mL（合計 3 回で 1 シリーズ）皮下または筋肉注射をする５）．熊本再春荘病院（以下，

当院）では，毎年実施される職員検診で，B 型肝炎表面抗体(hepatitis B surface antibody：以下，

HBsAb) 陰性の職員を対象に 1 シリーズの B 型肝炎ワクチン接種を行っている．1 シリーズ終了

後の抗体の獲得状況は，翌年の職員検診で把握している．当院では通常，添付文書に従い 3 回の

接種（1 シリーズ）は同じ製品を使用していたが，2015～2016 年に行われた 1 シリーズ中の 3 回

目の接種を，社会的要因により異なる抗原由来の B 型肝炎ワクチンに変更して接種せざるを得な

い場合が生じた．しかし, 1 シリーズの途中で別の B 型肝炎ワクチンを接種した場合の抗体獲得

効果について検討された報告は少なく，ガイドラインにも記載はない. 

そこで本研究では 1 シリーズ中に異なる抗原由来の B 型肝炎ワクチンを使用した場合の抗体獲

得率, 及び接種後の有害事象を評価したので報告する． 

 

対象と方法 

１．異なる抗原由来のワクチン接種までの経緯 

 当院では 2015 年度の B 型肝炎ワクチンの予防接種 3 回の内，2 回目までビームゲン® 

(Bimmugen：以下,Bim）を接種していたが，3 回目の接種前に販売元が業務停止となった．院内

の薬事委員会にて今後の対応が協議され，3 回目の接種はヘプタバックスⅡ®へ(HEPTAVAX-II：

以下，HEP) 切り替える方針となり，院内の承認後に 3 回目の接種が施行された．3 回目の接種

に用いられた HEP のロット番号はすべて同じ (ﾍﾌﾟﾀ 9KR08R) であった．なお，いずれの予防

接種も投与経路は皮下注であった． 

２．対象者 

 本研究は当院の倫理委員会の承認を得て（倫理委員会承認番号 27-31），後方視的に検討した．

対象者からの同意は調査開始前に書面にて同意を得た．2014 年度と 2015 年度の職員検診の採血

にて，HBsAb 陰性が確認されたのは 62 名と 68 名であった．2014 年度の 62 名は Bim を 3 回接

種し，2015 年度の 68 名は Bim を 2 回接種後に HEP を 1 回接種した． 

これらの職員にアンケートを行い，過去に B 型肝炎ワクチンが未接種であると返答した職員につ

いて，2015 年度を調査対象群（A 群），2014 年度の職員をコントロール群（B 群）と割り充てた

（図１）． 

３．方法 

 ワクチンは皮下注で投与された．HBsAb 濃度は，化学発光免疫測定法で測定した．測定装置は

アーキテクト i2000，Ｂ型肝炎ウイルス表面抗体キットはアーキテクト・オーサブ®，検体は職員

健康診断で得られた検体を用いた．測定方法は対象者の血清と HBs リコンビナント抗原固相化磁

性粒子を反応させ，18 分間インキュベーション後に洗浄する．その後アクリジニウム標識 HBs リ 



 

図 1 B 型肝炎ワクチン接種対象者の内訳 

 

 

コンビナント抗原を分注し，4 分間インキュベーション後に複合体が形成され，洗浄する．プレト

リガー及びプレトリガー試薬を加え化学発光した後に，発行強度を測定し，測定装置に記憶され

ている検量線により検体中の HBs 抗体濃度を求めた．有害事象は A 群と B 群を対象に 3 回接種

後の副反応を調査票（表１）にて調査し，有害事象共通用語基準 Ver.4.0 にて評価した． 

４．統計解析 

 統計解析ソフトウェアとして，EZR version 1.33 を使用した．A 群と B 群の 2 群間の男女比は

Fisher の正確確率検定を実施した．年齢（歳）では Mann-Whitney の U 検定を実施した． 

 2 群間の副作用の出現率について，Fisher の正確確率検定を実施した．これらの検定において

は両側検定とし，有意水準を 5 % とした． 

５．抗体獲得のカットオフ値 

 ガイドラインおよびＢ型肝炎ウイルス表面抗体キットの測定範囲を参照し，HBsAb を定量し，

10.00 mIU/ｍL をカットオフ値(Cut off Index:以下，COI)とし，10.00 COI 以上を抗体獲得陽性

と判定した６）． 

 

 

 

*1)HBsAb：hepatitis B surface antibody　B型肝炎表面抗体　*2)Bim ：Bimmugen　*3)HEP：HEPTAVAX-II

・抗体（HBsAb定量、定性）は、化学発光免疫測定法で測定（アーキテクトi2000、アーキテクト・オーサブ®）
・抗体獲得は10.00mIU/mLをカットオフ値(Cut off Index:以下、COI)とし、≧10.00COIを抗体獲得陽性と判定
・有害事象はCTCAE　Ver.4.0で評価

2015-2016にHBsAb*1（－）でBim*2-Bim-

HEP*3を接種した職員(n=68)

2014-2015にHBsAb（－）でBim-Bim-Bimを

接種した職員(n=62)

Ａ群 （n=9） Ｂ群 （n=7）

除外(n=59)

・3回接種後の職員検診未実施（n=1）

・HBsAg陽性キャリアが確認された者(n=2)

・過去の予防接種歴が不明な者(n=15)

・離職していた者(n=15)

・過去に接種歴のある者(n=28)

除外(n=55)

・過去の予防接種歴が不明な者(n=11)

・離職していた者(n=28)

・過去に接種歴のある者(n=16)

同意の取得と「過去の予防接種歴」及び「予防接種後の副反応」を調査



表 1 B 型肝炎ワクチン接種後有害事象の調査票 

 

副作用に関する質問 

 

B型肝炎ワクチンを 3回接種した後の有害事象について 

以下のご質問にご回答ください。 

 

１．3回接種後に痒みがありましたか？ 

        はい      いいえ 

 

２．3回接種後に痛みがありましたか？ 

        はい      いいえ 

 

３．3回接種後に皮膚が硬くなりましたか？ 

        はい      いいえ 

 

４．3回接種後に筋肉痛がありましたか？ 

        はい      いいえ 

 

５．3回接種後の 24時間以内に嘔吐がありましたか？ 

        はい      いいえ 

 

６．3回接種後に下痢がありましたか？ 

        はい      いいえ 

 

７．3回接種後に食欲の低下がありましたか？ 

        はい      いいえ 

 

８．3回接種後に頭痛やめまいがありましたか？ 

        はい      いいえ 

 

９．3回接種後に寒気や倦怠感がありましたか？ 

        はい      いいえ 

 

１０．その他、3回接種後に気付いた点がありましたらご記入ください。 

 



有害事象の調査項目（CTCAE Ver4.0参照） 

 Grade1 Grade2 Grade3 Grade4 

そう痒症 軽度または限局

性; 局所治療を

要する 

激しいまたは広範

囲; 間欠性; 掻破

による皮膚の変化

（例: 浮腫, 丘疹

形成, 擦過, 苔蘚

化, 滲出/痂皮）; 

内服治療を要する: 

身の回り以外の日

常生活動作の制限 

激しいまたは広範

囲; 常時; 身の回

りの日常生活動作

や睡眠の制限; 経

口副腎皮質ステロ

イドまたは免疫抑

制療法を要する 

‐ 

疼痛 軽度の疼痛 中等度の疼痛; 身

の回り以外の日常

生活動作の制限   

高度の疼痛; 身の

回りの日常生活動

作の制限 

‐ 

皮膚硬結 軽度の硬結. 皮

膚を水平に動か

す（横滑り）こ

とができ, 垂直

に動かす（つま

み上げる）こと

ができる 

中等度の硬結. 皮

膚を横滑りできる

がつまめない; 身

の回り以外の日常

生活動作の制限 

高度の硬結. 皮膚

を横滑りできない

またはつまめない; 

関節の動きや開口

部の制限（例: 口, 

肛門）; 身の回りの

日常生活動作の制

限 

全身性; 呼

吸困難や嚥

下障害の兆

候や症状を

伴う 

筋肉痛 軽度の疼痛 中等度の疼痛; 身

の回り以外の日常

生活動作の制限 

高度の疼痛; 身の

回りの日常生活動

作の制限 

‐ 

嘔吐 24時間に 1-2

エピソードの嘔

吐（5分以上間

隔が開いたもの

をそれぞれ 1エ

ピソードとす

る） 

24 時間に 3-5 エピ

ソードの嘔吐（5分

以上間隔が開いた

ものをそれぞれ 1

エピソードとする） 

24 時間に 6 エピソ

ード以上の嘔吐（5

分以上間隔が開い

たものをそれぞれ 1

エ ピ ソ ー ド と す

る）; TPNまたは入

院を要する 

生命を脅か

す; 緊急処

置を要する 

下痢 ベースラインと

比べて＜4 回/

日の排便回数増

加; ベースライ

ベースラインと比

べて 4-6 回/日の排

便回数増加; ベー

スラインと比べて

ベースラインと比

べて 7 回以上/日の

排便回数増加; 便

失禁; 入院を要す

生命を脅か

す; 緊急処

置を要する 



ンと比べて人工

肛門からの排泄

量が軽度に増加 

人工肛門からの排

泄量が中等度増加 

る; ベースライン

と比べて人工肛門

からの排泄量が高

度に増加; 身の回

りの日常生活動作

の制限 

食欲不振 食生活の変化を

伴わない食欲低

下 

顕著な体重減少や

栄養失調を伴わな

い摂食量の変化 ; 

経口栄養剤による

補充を要する 

顕著な体重減少ま

たは栄養失調を伴

う（例: カロリーや

水分の経口摂取が

不十分）; 静脈内輸

液 /経管栄養 /TPN 

を要する 

生命を脅か

す; 緊急処

置を要する 

頭痛 軽度の疼痛 中等度の疼痛; 身

の回り以外の日常

生活動作の制限 

高度の疼痛; 身の

回りの日常生活動

作の制限 

‐ 

回転性めまい 軽度の症状があ

る 

中等度の症状があ

る; 身の回り以外

の日常生活動作の

制 

高度の症状がある; 

身の回りの日常生

活動作の制限 

‐ 

悪寒 軽度の寒さ; 震

え; 歯がガチガ

チなる 

中等度の全身の震

え; 麻薬性薬剤を

要する 

高度または持続的; 

麻薬性薬剤が無効 

‐ 

倦怠感 だるさ, または

元気がない 

だるさ, または元

気がない; 身の回

り以外の日常生活

動作の制限 

‐ ‐ 

その他の有害事象がありましたら記載お願いします。 

 

 

 

 

被験者 ID（事務局発行）        

調査実施者              

 

 



結 果 

 １．対象者の選定 

 本調査の対象者の選定を図 1 に示す．3 回接種後の職員健診が未実施であった者，既に離職し

ており調査できなかった者を除くすべての対象者から調査開始前に書面にて同意を得た後に，調

査票でアンケートを行った． 

2014 年度（62 名）と 2015 年度（68 名）の研究対象者の内，既に 1 シリーズの B 型肝炎ワク

チンを接種または過去の予防接種歴が不明な者，HBsAg 陽性キャリアが確認された者を除き，過

去に B 型肝炎ワクチンを未接種であると調査票で返答した A 群 9 名と B 群 7 名を解析対象者と

した． 

A 群及び B 群間の男女比（P=1）及び年齢（P=0.312）に有意差は認められなかった(表 2)． 

 

 ２．抗体獲得結果と有害事象 

 抗体獲得結果と有害事象を表3に示す(表 3)．A群及びB群のすべての対象者で接種後のHBsAb

は＞10.00 COI となり，抗体獲得が確認された． 

 解析対象者の調査票の回収率は 100 ％であった．有害事象（副反応）は A 群で 3 件（疼痛 2

名，皮膚硬結 1 名，計 33.3 %），B 群で 1 件（疼痛，14 ％）認められたが，いずれも Grade1 で

あった（P=1）． 

 

考 察 

 今回 9 例と少数例ではあるが，当院で実施した異なる抗原由来の B 型肝炎ワクチンを 1 シリー

ズに接種した結果は，全例が HBsAb 定量にて＞10.00 COI であり抗体獲得が確認された．また，

接種後の有害事象は 2 群間で有意差は認められなかった． 

本研究の評価項目の１つである抗体価の獲得に成功した要因として，血清型が一部重複してい

た事が考えられる．HBV は血清型で 4 種類（adr，adw，ayw，ayr）に分類され，血清型の（a）

は共通の抗原基であり，（d，y，w，r）は対立抗原基である．共通抗原である（a）が主要感染防

御抗原決定基であるが，（d，y，w，r）も感染防御抗原であるとされている 5）．また，HBV は遺

伝子型では 8 つ（A～H）に分類され，流行している遺伝子型に対する異なる遺伝子型由来のワク

チン接種の効果については不明な点があることが指摘されているものの，抗原基が重複している

場合は血清型間の交差反応が認められている 7）．抗体獲得が達成できた本研究においても, 用い

た 2 種類のワクチンの (a)と（d）の抗原基が重複していた. 従って, 1 シリーズに異なる血清型の

B 型肝炎ワクチンを接種せざるを得ない場合，重複する抗原基の存在が重要であると考えられる. 

本研究の結果を支持する過去の報告として, 廣田らは 1 歳児未満を対象とした研究で 3 通りの組

み合わせ（Bim-HEP-Bim，HEP-Bim-Bim，HEP-HEP-Bim）で 1 シリーズに接種を行った結果，

全例で 3回接種後に感染防御に必要な 10mIU/mL以上の抗体価を獲得しており, 互換性が確認さ

れた事を報告している８）．すべての対象者が抗体価を獲得した点は本研究の結果と一致しており，

本研究では, これまでに報告のない成人における Bim-Bim-HEP の組み合わせでも十分な抗体価 
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を獲得できる可能性が示された.  

もう一つの評価項目である A 及び B 群に認めた有害事象（副反応）は，軽度な Grade1 の疼痛

と皮膚硬結であり，新たに重篤な副反応は確認されなかった. 一方で A 群におけるその頻度は計 

33.3 % と,  Bim と HEP の第Ⅲ相臨床試験 (疼痛: 2.3％，4.3％; 皮膚硬結:  1.2％，2.2％) 9,10）

よりも高かった. 廣田らも，3 回接種後の硬結の頻度が 13～27％ と, Bim と HEP の第Ⅲ相臨床

試験よりも高いことを報告している. この頻度が異なる理由として, 本研究及び廣田らの研究に

おける有害事象の評価者が, それぞれ自己申告, 及び保護者であり，客観性に欠けた評価であるこ

とが一因であると考えられる. しかし, 新たに確認された副反応がなく, 軽微であったことから，

本研究の疼痛と皮膚硬結は Bim と HEP に共通した副反応であると考えられる. 以上の有害事象

の評価を踏まえると, 本研究では 1 シリーズ中に異なる抗原由来の B 型肝炎ワクチンを接種する

ことに関して, 接種を妨げるような安全性上の問題点は認められなかった. 

本研究の限界, つまりさらに評価を要する重要な 2 項目として, 年齢による抗体価獲得率の差

と, 抗体獲得後の抗体価推移が挙げられる. まず, HBV ワクチンの 1 シリーズ接種後の抗体価獲

得率は，年齢により異なることが報告されており，40 歳未満の医療従事者では約 92%，40 歳以

上は 84%で 10 COI 以上の抗体価の獲得が報告されている６).本研究では 40 歳以上の 2 例におい

ても抗体価の獲得が得られたが, 40 歳未満と比較して評価するには至らなかった. また, 抗体獲

得後の抗体価の経時的経過は, 本研究では評価を行っていない. 3 回目に HEP を接種した A 群の

抗体価は，B 群と比較してやや低い傾向にあることからも，今後の抗体価推移を観察する必要が

ある．一方，同じ抗原由来の B 型肝炎ワクチン 1 シリーズ接種後の抗体の獲得後に経時的に抗体

価が低下した場合でも，HBV 陽性血液等の暴露からの急性肝炎や慢性 B 型肝炎の発症予防効果

は持続することが報告されている４）． 抗体価が低下した場合の追加接種は，透析を受けている者

や免疫抑制状態にある者を除いて不要とされているが３），異なる 2 種類の B 型肝炎ワクチンを 1

シリーズに接種した場合の追加接種の必要性については, 本研究では評価不可能であった．また, 

サンプル数が少ないために, 本研究で得られた有効性と安全性の結果を実証するためには, サン

プルサイズを大きくした調査が必要である． 

B 型肝炎ワクチンは，血液や性的接触による HBV 感染の予防に欠かすことのできないワクチ

ンであり，特に血液暴露のリスクの高い医療従事者にとっては必須のワクチンの 1 つである．本

研究における結論として, 2 種類の異なる抗原由来の B 型肝炎ワクチンの接種は，感染制御に必

要とされている抗体価の獲得を 9 名全例に認め, 接種を妨げるような安全性上の問題点は認めら

れなかった．今回の事例の様に，今後様々な要因により HBV ワクチンの異なる製剤を使わざる

を得ない状況が起こった場合に，本研究は有益な情報となるものである．
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がん専門病院における閉鎖式薬物移送システム(CSTD)を用いた抗がん薬曝露対

策拡大に向けた取り組み 

 

国立病院機構 九州がんセンター 薬剤部   

 

【目的】近年「がん薬物療法における曝露対策合同ガイドライン」の発刊や、診療報酬の

改定などで、抗がん薬曝露対策の推進が求められている。九州がんセンター(以下、当院)

薬剤部では 2014年 3月より揮発性の高い抗がん薬（シクロホスファミド、イホスファミド、

ベンダムスチン）を対象に閉鎖式調製器具を用いた調製を開始した。そして 2016年 3月に

は、運営会議において全抗がん薬を対象に閉鎖式調製器具と閉鎖式投与ルートを合わせた

閉鎖式薬物移送システム(以下 CSTD)の採用が了承された。そこで今回、院内で抗がん薬調

製と投与において抗がん薬曝露対策拡大に向けた取り組みを行ったので報告する。 

 

【経緯】 

2016年 4月 ：CSTD国内販売メーカーのうち主要な 5社を招集。 

関係部署で CSTDの選定と全ての輸液ルートの見直しを実施。 

薬剤部で閉鎖式調製器具で調製可能な抗がん薬の確認と価格交渉を開始。 

2016年 7月 ：薬剤部で閉鎖式調製器具を用いた調製を順次拡大開始。 

2016年 11月：院内全部署で閉鎖式投与ルートの導入と全ての輸液セットを切り替え。 

 

【抗がん薬曝露対策拡大に向けた取り組み】 

＜取り組み①：閉鎖式投与ルートの導入と、輸液セットの採用切り替え＞ 

医療安全上およびスタッフ教育のため、各部署の代表看護師、複数の幹部看護師、薬剤

師、臨床工学技師など多職種で閉鎖式投与ルートの選定と輸液セットの見直しを実施した。

選定基準は、すべての部署で共通して使用可能であり、かつ閉鎖式調製器具と接続可能な

閉鎖式投与ルートであること、とした。また、輸液セットは、閉鎖式投与ルートと安全に

併用でき、かつ、輸液ポンプとの管理が容易であること、とした。 

 

＜取り組み②：閉鎖式調製器具を用いた調製対象薬剤の拡大＞ 

 対象薬剤は、NIOSH(米国国立労働安全衛生研究所)や「がん薬物療法における曝露対策合

同ガイドライン」で Hazardous Drugs としてリストアップされている抗がん薬を参考に、

当院の使用頻度や全体の調製件数、調製方法を考慮して優先度を検討した。そして、全抗

がん薬への対象拡大については、誤調製防止を最優先として、業務負担を考慮しながら慎

重に行うこととした。 

 

＜取り組み③：調製時間調査＞ 



閉鎖式調製器具を用いた調製対象薬剤の拡大にあたり調製時間の延長が懸念された。そ

こで、閉鎖式調製器具の導入前後、および導入半年後における調製時間を調査した。 

対象薬剤は、液体製剤として、オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」○R・同 100mg「NK」

○R  (以下、L-OHP)、凍結乾燥製剤としてアリムタ注射用 100mg○
R
・同 500mg○

R
（以下、PEM）、

また、バクスターインフューザーSV2.5○
R
を用いた 5-FU注 1000mg○

R
の調製（以下、5-FU）の

3 種類とした。 

調製時間の定義は、調製者が薬剤と調製器具を安全キャビネット内に取り入れたときか

ら、薬液の注入が終了した時点までの時間とした。調製担当薬剤師 15名が、ファシール導

入前、導入直後、および導入半年後に各薬剤につき 2回ずつ調製時間を測定した。   

調製時間の比較は対応のある t検定を用いて解析し、有意水準は危険率が 5％未満の場合

を有意差ありと判定した。 

 

＜取り組み④：抗がん薬曝露調査＞ 

今回の抗がん薬曝露対策拡大に向けた取り組みを評価し、今後の対策につなげるために、

曝露対策前と対策後にそれぞれ抗がん薬曝露調査を実施した。対象薬剤は、シクロホスフ

ァミド(CPA)とフルオロウラシル(5-FU)とした。ただし、CPA は対策前からファシールを使

用して調製した。当院薬剤部と外来化学療法センター内の複数の測定ポイントにおいて、

サンプリングシート法を用いて、対象薬剤の残留量を LC/MS/MS法で測定した。なお、本研

究は、国立病院機構共同臨床研究『多施設共同抗がん薬曝露実態調査と医療従事者の安全

確保のための 「Hazardous Drugs の安全な取り扱い」の概念構築』(H27-NHO(癌般)-01)に

より行われた。  

 

【結果】 

＜取り組み①＞ 

閉鎖式投与ルートは、テルモ社のケモセーフインフュージョンセット○R  (以下、ケモセー

フ)を採用し、点滴抗がん薬施行患者全例で使用することが決定した。また、輸液ポンプの

統一化を図るため、一般の輸液セットもテルモ社のテルフュージョン輸液セット○Rへの全面

切り替えが決定し、2016年 11月に一斉切り替えを実施した。また、これに合わせて、薬剤

部で調製するすべての抗がん薬の点滴ボトルに閉鎖式投与ルート（バックアクセス○R）を接

続して払い出す運用を開始し、看護師が瓶針を抜き刺しすることなく、閉鎖的なプライミ

ングが可能となった。さらに、看護師の投与ルートの誤接続を防止するため、レジメン毎 

に投与ルートの模式図を作成し該当部署に配布した（図１）。 



 
図１ レジメン別投与ルートの模式図（一例） 

 

＜取り組み②＞ 

閉鎖式調製器具は、従来から採用している BD ファシール TM システム○R (以下、ファシール)

に決定した。院内採用の注射抗がん薬のうちファシールで調製可能な 90品目(61成分)（適

合率 85.7%）を抽出し、2016 年 7 月より順次拡大した（表１）。2017 年 8 月時点で 41 品目

(27成分)、全調製件数の約 60%でファシールを使用した。 

 

表１ 閉鎖式調製器具を用いた調製対象薬剤の拡大スケジュール 

 

＜取り組み③＞ 

L-OHP の調製時間について、ファシール導入前は 98 秒だったが、導入直後は 134 秒

（p<0.001）、導入半年後でも 136秒（p<0.001）であり、導入前と比較して有意に延長した

（図２）。 

一方、PEM の調製時間について、ファシール導入前は 270 秒だったが、導入直後は 310 秒



（p=0.184）、導入半年後は 287秒（p=0.909）であり、導入前と比較して有意な延長は認め

られず、半年後には導入前と同程度の調製時間であった（図３）。 

また、5-FU の調製時間について、ファシール導入前は 302 秒だったが、導入直後は 389 秒

（p<0.05）、導入半年後は 316 秒（p=0.148）であり、導入前と比較して導入直後は有意に

延長したが、半年後には導入前と同程度の調製時間であった（図４）。 

 

       

     

図２.  L-OHP 調製時間の変動             図３.  PEM調製時間の変動 

 

 

図４.  5-FU 調製時間の変動 

 

 



＜取り組み④＞ 

CPA の１シートあたりの残留量について、対策後に薬剤部調製者の手袋に 0.18×10ng の

CPAが検出されたが、ほかの測定ポイントではいずれも対策前から検出されなかった。外来

化学療法センターでは、対策前に点滴台下から 23.8×10ng、対策後に看護師のシューズ裏

から 0.18×10ngの CPAが検出された（図５）。 

一方、5-FU の 1 シートあたりの残留量について、多くの測定ポイントで対策前も対策後も

検出された。一例として安全キャビネット内では、対策前は 3.11×102 ng、対策後は 0.11

×102 ng の 5-FU が検出された。外来化学療法センターでは、対策前に看護師のガウンから

1.12×102 ng の 5-FU が検出されたが、対策後は検出限界以下であった。一方で、看護師の

手袋や点滴台下、廃棄ボックス周辺からは 5-FUが検出された（図６）。 

 

   
図５ CPA 残留量(ng/シート)       ND:検出限界以下 

 

 

図６ 5-FU残留量(ng/シート)       ND:検出限界以下 

【考察】 

今回の CSTD導入と輸液ルートの一斉切り替えに際して、薬剤部として投与現場でのルー

ト接続ミスを起さないような対策に協力することで、医療従事者の曝露対策に寄与できる

と考える。また、閉鎖式投与ルートと接続可能で、かつ閉鎖式接続器具で多くのバイアル

抗がん薬の調製が可能なファシールは、当院で従来から使用しているため薬剤部での受け

入れは良好であった。ただし、インフューザーポンプへの薬液注入や泡立ちやすい抗がん

薬の調製など不慣れな点については、事前に勉強会を開催し調製手技の向上を図ることで、

トラブルなく稼働できている。 



一方で、調製時間延長による業務負担が懸念されたため調製時間を調査したところ、液

体製剤でファシール導入により調製時間が有意に延長した。この理由として液体製剤の調

製では、器具の準備以外にバイアルから抜き取る薬液量に相当する空気をあらかじめシス

テム内に注入する必要があるためと考えられる。L-OHPは、元々使用バイアル数が少ないが、

使用バイアル数が増えるほど、デバイス操作に不慣れな時期は、調製時間が延長しやすい

と考えられる。しかし、5-FU の結果から分かるように、調製に慣れると、その調製時間の

影響は少なくなると思われる。一方、凍結乾燥製剤では、器具の準備以外にファシール使

用の有無に関わらず調製工程に大きな変わりはないため、調製時間はあまり変動しにくい

と考えられる。 

抗がん薬の曝露調査から得られた残留量についての目標値はないと言われているが、で

きる限り低下させる努力が求められる。今回の調査で、CPAは概ね曝露対策の効果があった

と思われるが、5-FUについては対策後においても多くの測定ポイントで残留量が検出され、

軒並み増加している場所も確認された。この理由としては、当院では 5-FUをファシールで

調製する際、インフューザーポンプに注入後に注入口を一旦開放する工程が含まれており、

この際の曝露が発生しているのではないかと考えられる。今後は、調製工程を見直す試み

が必要であると考える。 

 抗がん薬による医療従事者の職業曝露と健康被害は以前から多数報告されており、曝露

対策の必要性が求められていた。しかし、目標設定の不明確さや曝露対策のための費用増

加と業務負担が懸念され、対策を妨げる要因になっていた。 

しかし、当院は、今回のように院内全体で抗がん薬曝露対策に取り組むことができている。

今後もがん専門病院として、医療従事者とその家族、そして患者とその家族らを抗がん薬

曝露から守るための対策を積極的に継続する必要がある。 



「免疫抑制患者に対する 13 価蛋白結合型肺炎球菌ワクチンと 23 価莢膜多糖体

型肺炎球菌ワクチンの連続投与と 3 価莢膜多糖体型肺炎球菌ワクチン単独接種

の有効系の比較」－二重盲検無作為化比較試験－（CPI STUDY）平成 27年度国立

病院機構共同臨床研究（EBM推進のための大規模臨床研究）への取組 

 

別府医療センター薬剤部 佐々木瑛治、宮田拓周、小田原真希、鶴山萌子 

 

目的：国立病院機構（NHO:national hospital organization）の医療施設では治験管理室を

除いて薬剤部が大規模臨床試験に参画している施設は少なく、治験に携わらない薬剤師は、

臨床試験に関する知識や経験が皆無な状況であり、薬剤師育成の上で重要な問題と思われ

る。そこで、治験に関与していない薬剤師のために、臨床試験の知識や経験の習得を目的と

して EBM研究の一課題を主導的に展開した。 

 

CPI STUDY：侵襲性肺炎球菌感染症の発現頻度は、健常人で 8.8人/10万人に対し、免疫抑

制患者では 300人以上/10万人との報告がされている１）。CPI STUDYは、免疫抑制患者を対

象に、本邦で推奨されている PPSV23（肺炎球菌ワクチンニューモバックス®NP）単独接種と

比較して、米国 ACIP（advisory committee on immunization practice）で推奨された PCV13

（プレベナー®13）/PPSV23 の併用接種の方が肺炎球菌感染症の予防効果が高いことを二重

盲検無作為化比較試験により検証するものであり、2,000例の登録が目標となっている。 

 

実践内容：CPI STUDYの実施は薬剤部実施責任者 1名と、1年目薬剤師 3名が担当している。

実施内容は、適格基準の判定、除外基準の判定、同意説明、症例登録・割付、盲検性の確保、

使用するワクチンの在庫管理・接種準備、併用禁止・制限療法の確認、有害事象の評価と報

告、重大な有害事象の報告、安全性評価のための調査、来院・検査スケジュールの管理、検

査検体に関わる準備、および EDC（electoronic date caputure）へのデータ入力など治験

とほぼ同様な内容を行っている。CPI STUDYを実施するに当たり、臨床試験に関する知識や

経験が皆無な薬剤師でも問題なく実施できるようにする準備・体制作りが必要であった。

CPI STUDYにおいて患者の Visit（規定来院が必要な日）毎に実施する詳細な内容は異なる

が、概ね[Visit 事前準備の確認→当日の患者対応→EDC 入力や書類保管などの情報整理→

次回 Visit準備]といった内容となる。当日の患者対応は患者の来院から採血、医師の診察

とスケジュールが組まれているため、その合間に情報収集や対応を行う必要がある。限られ

た時間の中で確実に業務を実施する方法として、各 Visit に対応したチェックシート（表

１）を作成し運用する事で誰でも業務を行う事が可能となった。また、次回の Visit準備も

同様にチェックシート（表２）を作成し運用する事でミス無く確実に準備が出来るようにな

り、Visit当日のトラブルを最小限にする事に繋がった。 



 

 

CPI STUDYを行うにあたり、その実施のためには薬剤部だけでなく多くの部署の協力が必要

であった。例えば研究に必要な採血には看護部の協力が必要であり、採血検体の適切な処理

には検査科の協力が必要不可欠である。また、検査により生じる手技料は本研究においては

そのままでは患者請求となってしまうため、医事科にて NHO 研究費に請求を回してもらえ

るよう協議調整し医事科連絡票（資料１）を作成し運用する事で、患者さんに対する不要な

算定を未然に防ぐ調整を行う事ができた。 



 

特に重要なのは、被験者となっていただく患者さんへ CPI STUDYの内容をきちんと伝え、コ

ミュニケーションをとる事が試験の実施・継続のために必要不可欠な因子となっている。こ

れらの技術を向上させるため CPI STUDY導入の初期には二人一組となって患者対応を行い、

有用な情報や失敗など積極的に担当者間で情報共有を行うことで技術の向上につとめた。 

 

結果：CPI STUDYには NHOの 45の医療施設が参加し目標症例数 2,000例を目指している。

全国の現在（2017年 7月 31日現在）までの組入れ数の中央値は 8名（IQR:3-22名）であり

合計 1134 名が登録されている。当院組入れ数は 103 例であり、NHO の医療施設の中でも上

位の組み入れ数となっている（図 1）。 

 



 

 

考察：「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」が施行され、社会的及び学術的な意義

を有する研究の実施が求められており薬剤師も EBM を実施するためのスキルを身につける

必要がある。治験・臨床研究の知識や実践を行った事がないために、治験や臨床研究に直面

したときに困惑した薬剤師の姿が見受けられる。そのため、薬剤部主導で実施可能である臨

床研究を展開することは、薬剤師にとっても臨床研究部にとっても win-win の関係が得ら

れることとなる。ルーチン化された日常業務以外の新規業務として若い薬剤師で協力し臨

床研究に取り組んだが、結果として早期に臨床研究の知識・ノウハウを習得できただけでな

く、ITT（intention-to-treat）の原理を用いた臨床評価方法、PCV13と PPSV23の基本的な

相違点など薬剤師業務に役立てられる知識の習得ができたと思われる。また、CPI STUDYを

実施する中で同意説明を行う必要がある。試験の内容を被験者に分かりやすく的確に伝え

質問に答える。この時点では薬剤の説明を行う服薬指導と同じである。しかし、患者さんの

自由意志に基づいた同意の判断を得ようとすると、コミュニケーションのスキルが服薬指

導とは異なり非常に難しくなる。いかに患者さんへ中立な立場で物事を伝えられるかのス

キルが必要か学ぶことが出来たと思われる。NHOの薬剤師は定期的な転勤が生じるため、治

験を実施している各病院においても、現在勤務している CRC（clinical research 

coordinator）が転勤・退職した際に経験の有る CRCが確保出来ず、施設の CRCの質を保ち

難い事が大きな問題となっている。この問題の要因として臨床研究に携わったことのある

薬剤師が全体として少なく、日々の業務と臨床研究は別物であるという認識がその根底あ

るように感じている。私自身、昨年の 2月から CPI STUDYに参加し、今年の 4月より配置換

えにより治験管理室で CRCとして勤務を始めるまでは同様の認識を持っていたからである。



CPI STUDYを通して経験したことは実際に CRCとして働くうえで有用であり、事前に臨床研

究の経験を積んだ上で CRC の業務に就くことができれば、通常より早く CRC の育成が完了

できると考えられる。NHOの理念において、質の高い臨床研究は柱のひとつとして掲げられ

ている。調剤・病棟業務などの業務に加え臨床研究に薬剤部として参画する事はこの理念に

かなうだけでなく、臨床の現場と研究双方の観点を持ったオールラウンドな薬剤師の育成

に繋がると考える。 

 

謝辞：興味をもって CPI STUDYに取り組んでいる、3名の若い薬剤師に敬意を表します。今

後も継続したご協力をお願い致します。 



一般精神科入院患者における排便環境について 

 

菊池病院 ○吉見 幸那  田代 早紀  幸 邦憲 

 

【背景】 

便秘は、抗精神病薬や抗うつ薬などの精神神経系薬を服用している患者において高頻度に認められ

る副作用 1)である。重大な合併症へつながるおそれもあり、患者の QOL を低下させる一因になりう

る。 

菊池病院(以下、当院)では、入院患者の約 7 割が下剤を定期的に服用していた。その内訳は、刺激

性下剤が約 4割、機械性下剤が約 5割、そのうち 2割が刺激性下剤と機械性下剤を併用していた。一

般に、刺激性下剤の長期間の連用は、耐性を生じ易く、効果の減弱を来す。さらに、センノサイドで

は、大腸メラノーシスを発症する可能性もある。当院の入院患者においても、刺激性下剤を服用して

いるにも関わらず、摘便を実施した患者は全入院患者の 14%存在し、摘便の頻度は一人あたり 2.8回

/月であった。したがって、便秘を改善することは、患者の QOLを向上させ、患者・看護師双方の負

担を軽減させる上で重要である。 

【目的】 

精神科入院患者における下剤の使用状況並びに便の状態と便秘の程度を調査し、下剤の適正使用に

ついて評価した。 

【方法】 

対象：一般精神科入院患者。調査方法：便秘の程度を評価する便秘スコア Constipation Scoring 

System(CSS, 表 1)および便の形状を評価する Bristol Stool Form Scale(BSFS, 図 1)をパラメーター

として排便環境を評価した。CSS は 1 週間あたりの排便回数、排便困難、残便感、腹痛、排便時間、

排便補助(下剤、浣腸、摘便)、排便失敗回数および排便障害(年)の 8項目で構成され、正常の 0点から

最重症の 30点まで 1点ずつ増加する主観スコアであり、機能性便秘の病型鑑別にも用いられている。

CSSには絶対的な指標はないため、今回は任意に 15点以上を重症とした。BSFSは 1(兎糞状便)から

7(水様便)まで 7段階あり、3(やや硬い便)から 5(やや軟らかい便)までを適正な性状とした。また、そ

れらパラメーターに影響を及ぼすラキソデートやテレミンソフト坐剤などの頓用刺激性下剤の使用

頻度、CP 換算値および服用薬等を調査した。今回は、頓用下剤の使用頻度が 2 週間に 1 回以上使用

している場合を常用とみなした。CSSについては、CP 換算値との相関関係を明らかにする目的で回

帰分析を実施し、有意水準を p<0.05とした。 

【結果】 

  一般精神科の入院患者に対する下剤の処方割合は 64%(定期処方)であった。 

1. Bristol Stool Form Scale 

BSFSおよび下剤の有無による分類を表 2に示した。 

BSFSによる分類では、1-2(硬結便)に該当する群が 9例(21%)、3-5(適性便)に該当する群が 28例

(64%)および 6-7(軟便)に該当する群が 7 例(16%)であった。また、定期的に下剤を服用している

にも関わらず、1-2(硬結便)に該当する群が 8例(18%)、および 6-7(軟便)に該当する群が 6例(14%)

であった。 

2. Constipation Scoring Systemの分布 



CSS の分布を図 2 に示した。CSS が 15 点以上の重症に該当するのは 3 例(6.7%)で、16 点が 1

例、17点が 2例であった。いずれも頓用刺激性下剤の使用や定期処方の刺激性下剤により週に 1

回程度は排便があった。また、今回調査した患者のうち、16名(36%)の患者が常用的に頓用の刺

激性下剤を服用していた。頓用刺激性下剤の常用患者と非常用患者の平均 

ＣＰ換算値を比較したところ、それぞれ 517mg と 553mg であり、顕著な差は認められなかっ

た。 

3. CP換算値および抗精神病薬定型／非定型薬の分類と CSS・BSFSとの関係 

CP 換算値と CSS および BSFS との関係を図 3a および図 3b に示し、抗精神病薬の分類より定

型/非定型薬と CSSおよび BSFSとの関係を図 4aおよび図 4bに示した。 

対象患者のCP換算値とCSSおよびBSFSとの関係では、一般にCP換算値が高くなるほど CSS

が高くなり、便秘の重症度と便の硬さは相関している 5）との報告もあることから、BSFS1-2 群

が増えると予想されたが、CP換算値と CSSに一定の傾向は認められず(図 3a)、BSFSとの関係

においても CP換算値が増えるほど硬結便が増えるといった傾向は認められなかった(図 3b)。ま

た、抗精神病薬の定型薬/非定型薬の分類と CSS との関係では、非定型薬は定型薬に比べ標的と

する受容体への選択性が高いため、抗コリン作用に起因する便秘は少ないことが予想された。し

かし、CSSに定型薬と非定型薬の間に顕著な差は無かった(図 4a)。BSFSにおいても、定型薬に

おいて BSFS1-2 群に属する患者が多いと予想されたが、今回の検討ではそのような傾向もなか

った(図 4b)。 

【考察】  

一般精神科入院患者では、半数以上の患者が定期的に下剤を服用し、そのうち約 4割の患者が頓用

で刺激性下剤を常用していた。 

抗精神病薬との関係では、CP 換算値と CSS・BSFS との間に一定の関係は認められず、抗精神病

薬の定型/非定型の分類と CSS・BSFSとの間においても一定の関係は認められなかった。さらに、頓

用刺激性下剤を常用している患者と非常用患者の平均 CP換算値に顕著な差は認められなかった。従

って、精神神経系薬による便秘は高頻度に出現しているが、薬の量に基づく便秘の割合や程度に関連

はないことが分かった。一方、薬の作用の違い(定型/非定型)に基づく便秘との関係については、定型

薬服用患者が 3例と少なかったことから断定はできないものの、定型薬と非定型薬は類似の傾向を示

した。 

便の硬さとの関係では、定期的に下剤を服用しているにもかかわらず BSFSのコントロールが良好

でない患者は 14例(48%)であった。これらの患者では適切な排便環境にないと考えられ、下剤選択の

是正を含む治療方法の再考が必要と考える。便秘の原因として、比較的硬い便である BSFS1-2 群に

属する患者は、腸内の水分が少ないまたは腸内の通過速度が遅い、或いはその両方の要因のため硬結

便となっている可能性がある。逆に比較的軟らかい便である BSFS6-7 群に属する患者は、塩類下剤

の量が多いために腸内の水分が多いまたは刺激性下剤により腸内の通過速度が速すぎる事が考えら

れた。 

便秘の程度では、CSSの結果より、緊急対応が必要なレベルの患者は存在しなかった。任意に定め

た 15 点以上の重症レベルに該当した 3 例はいずれも定期的に下剤を服用しており、こちらも、治療

方法の再考が必要であると考えられた。なお、臨床上は常用的に頓用の刺激性下剤を服用していた患

者(16 名)も重症と考えられたが、CSS の評価とは相違が認められた。CSS は、新薬などにおいて治



療効果を治療の前後で相対的に比較する場合に用いられることが多く、機能性便秘の病型鑑別に用い

る場合は、合計点数よりも項目毎に評価する場合が多い。今回の調査では一時点のみの絶対評価であ

り、重症の基準を任意で設定したこともあって、真の重症度を反映できないために CSS における重

症患者が少なく見積もられた可能性が考えられた。 

今回の調査により、緊急性はないものの一般精神科入院患者の約半数が適切な排便環境にないこと

が分かった。統合失調症患者では再発・再入院のリスク因子としてコンプライアンスの不良が指摘さ

れている。退院後の統合失調症患者の 40~65%が退院してから 6 週間以内に服薬を中断する 6)という

報告があり、服薬を中断した患者の 1年以内の再発率は 74%に及ぶ 7)とする報告もある。従って、患

者の排便状況を評価し改善することは、アドヒアランスを高め、再発・再入院を減らす意味において

も重要である。現在当院では精神神経系薬服用患者における慢性便秘症に対するルビプロストンの効

果と副作用を検討するための前方視的試験を実施している。従来とは異なる新しい薬効を持つ下剤の

試験により得られた情報を提供することによって、今回認められた頓用刺激性下剤の使用頻度や下剤

選択を是正し、患者の QOLの向上に寄与していきたいと考える。 
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表 1. Constipation Scoring System 

表 2. Bristol Stool Form Scaleと定期処方下剤の有無 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. Bristol Stool Form Scale 

 

BSFS 割合(%) 下剤の有無 割合(%)

有 18.2

無 2.3

有 34.1

無 29.5

有 13.6

無 2.3

1～2 20.5

3～5 63.6

6～7 15.9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. Constipation Scoring Systemの分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3a. CP換算値と Constipation Scoring System の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3b. CP換算値と Bristol Stool Form Scaleの関係 
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図 4a. 定型/非定型薬と Constipation Scoring System の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4b. 定型/非定型薬と Bristol Stool Form Scaleの関係 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

人
数

Constipation Scoring System

定型

非定型

併用(定型/非定型)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

定型 非定型 併用(定型/非定型)

人
数

1～2

3～5

6～7



散薬調剤ロボット「DimeRo®」導入への取り組み 

 

南九州病院 北島久義、清水南、黒田紘生、蓮田智、加茂章弘 

瀬戸裕美子、小迫晶寛、佐々木幸作、西田治幸 

星塚敬愛園 野口貴生 

 

【背景】 

当院は重心･筋ジス病棟を有し散薬調剤に多くの時間を費やしていた。散薬調剤に薬剤師 1 名が常に

拘束されており、病棟業務･DI 業務の充実等、薬剤の適正使用を進めるにあたり業務の効率化が喫緊の

課題 であった。 

そんな中で散薬調剤ロボットの存在を知り、稼働施設への見学を行い導入に向けて検討を重ねてきた。

2017 年 3 月の電子カルテシステム更新に伴い、ユヤマの散薬調剤ロボット（名称：DimeRo®）を導入し

た。 

これまで、薬剤師が散薬の調剤を行っていたが、散薬調剤ロボットの導入によりこれらの作業が一部

不要となり、調剤時間の短縮・コンタミネーション防止など多くの利点がある。ここで、導入への取り

組み及び今後の課題を報告する。(導入施設数：調剤薬局 99 施設、大学病院 1 施設、病院･クリニック

17施設：国立病院機構採用なし：2017年 4月現在)。 

【導入への取り組み】 

重心･筋ジス病棟 4･6~10病棟における定期処方の散薬使用量上位品目より散薬調剤ロボットのカセッ

ト対象薬剤 30品目[洗い用カセット重曹･乳糖「ホエイ」CFは除く](表 1)の検討を行った。また、これ

まで部門システムは TOSHOのみを導入していたが、導入後は処方受付後のデータを TOSHO(処方箋出力・

自動錠剤分包機等)、ユヤマ(散薬調剤ロボット)双方のシステムへ送信することとなった。また、処方

内容に応じて散薬調剤ロボットと既存の全自動散薬分包機の使い分けが必要であったため、散薬調剤ロ

ボットで分包可能な対象薬剤は処方箋の薬剤名頭に【R】の印を付け誰でも判別出来るようにした。 

【まとめ】 

散薬調剤ロボットによる一病棟分の定期処方に含まれる散薬調剤に要する時間測定を行ったところ、

27 名に 62件(1 剤:41件 2 剤:13件 3剤:3件 4剤:4件 5剤:1 件)の散薬が処方されており、約 3.5 時間

で分包を行った。 

散薬調剤ロボット導入前から先行して、処方箋の薬剤名頭に対象薬剤である印を付けたことにより、

調剤者がどの薬剤を散薬調剤ロボットで調剤するか把握でき、業務をスムーズに移行することが出来た。

一方で、秤量誤差が生じる場合があり、データ送信者が投与量・調剤量が妥当か秤量確認を行うことで

調剤としている。 

薬剤師の専門性をこれまで以上に発揮するうえで、限られた人員の中で行う調剤業務については、作

業の見直しや効率化を行う事は非常に重要である。今回導入した散薬調剤ロボット単独では調剤速度が

速いとは言い難いが、データを一度送信すれば自動で散薬調剤してくれるため、従来の自動散薬分包機

を併用する事により、業務時間の短縮･効率化に繋がっている。 

散薬調剤ロボットの病院施設における採用実績はほとんどなかったため、事前の見学・情報収集等も

十分にできない状況にあったが、スタッフでその運用について知恵を振り絞ったことにより、予想以上

にその役割を発揮したと考えられる。当初は新システムによる戸惑いはあったものの、「専門性や職能



を発揮する業務」「患者個々に向き合う業務」が薬剤師に求められることから、機械化やオートメーシ

ョン化は普及、推進していくと考えられる。 

【部長より】 

 高額な散薬調剤ロボットではある。夜間稼働を想定した運用を考えての 30 種類の薬剤絞り込みであ

ったが、運用自体に余力を残しており昼間運転とした。 

今後、長期休暇･年末年始には有用性が高いと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｶｾｯﾄNO 薬品名称 ｶｾｯﾄNO 薬品名称
1 洗い用カセット重曹 17 バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「EMEC」
2 アルダクトンＡ細粒１０％ 18 パンテチン細粒20％「ＫＮ」
3 アルファロール散1μ ｇ/ｇ 19 ビオフェルミン配合散 [1g/包]
4 アレビアチン散１０％ 20 ビソルボン細粒２％
5 イーケプラドライシロップ５０％ 21 ファモチジン散１０％「トーワ」
6 エピナスチン塩酸塩DS1％小児用｢日医工｣ 22 フェノバ－ル散１０％
7 カルバマゼピン細粒５０％「フジナガ」 23 フロセミド細粒 ４％「EMEC」
8 カルボシステインDS50％「タカタ」 24 プランルカストDS １０％「トーワ」
9 ガスコン散　１０％ 25 ベンザリン細粒１％

10 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ [1g/包] 26 ミオナ－ル顆粒１０％
11 酸化マグネシウム細粒８３％｢ヨシダ｣ 27 ムコサ－ルドライシロップ１．５％
12 マイスタン細粒1％ 28 モサプリドクエン酸塩散1%0.5g/包｢日医工｣
13 ジアゼパム散 １％「アメル」 29 ユビデカレノン顆粒１％｢ツルハラ｣
14 ゾニサミド散２０％「アメル」 30 リボトリ－ル細粒０．１％
15 トラニラストDS5％「CH」 31 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ顆粒8.3%｢ﾂﾙﾊﾗ｣
16 乳糖「ホエイ」　ＣＦ 32 トピナ細粒10％

表 1 カセット充填薬剤一覧 

散薬調剤ロボット「DimeRo®」 



処方チェックシステム「IRIS」のチェック内容解析と有用性評価 
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【背景・目的】 

当院では 2016年 9月の電子カルテ更新に伴い、トーショーの処方チェックシステム「IRIS（Integrated 

Real Information System）」を導入した。IRISは添付文書の記載内容に準拠した処方監査を行うだけで

なく、カルテ記載の患者情報及び過去の薬歴も含めた処方監査が可能である。当院では医師のオーダ確

定時に電子カルテの画面上に警告として表示する一次チェック（項目：成分重複、併用禁忌、薬品アレ

ルギー、飲食物アレルギー）と、薬剤部でオーダ受信時にチェックし、処方箋発行時に結果を表示する

二次チェック（項目：一次チェックの項目及び配合変化、系統重複（H2受容体拮抗薬とプロトンポンプ

阻害薬））を設定した。そこで今回、IRISのチェック結果内容を調査し、その有用性の検討を行った。 

 

【方法】 

1. 処方変更率及び疑義照会率 

IRIS導入後 3ヵ月間（2016年 12月 11日～2017年 3月 11日）の処方を対象に、一次チェック及び二

次チェックでの警告件数をチェック項目毎に集計した。チェック項目のうち成分重複は処方箋への結果

表示が未設定であるため、また、二次チェックにおいて院外処方及び持参薬処方は調剤室で処方箋が印

字されないため調査から除外した。IRISチェックを契機に医師により処方変更が行われた割合（処方変

更率）及び調剤室で疑義照会が行われた割合（疑義照会率）を算出した。処方変更件数は一次チェック

のみかかっている件数とした。また、疑義照会件数は当院薬剤部で導入している疑義照会データベース

を用いて集計した。 

2. IRIS導入前後における疑義照会件数の内訳割合変化 

当院薬剤部で導入している疑義照会データベースを用いて、調剤室及び病棟での疑義照会内容を IRIS

導入前後 3ヵ月（2016年 6月 24日～9月 24日、2016年 12月 11日～2017年 3月 11日）で内容毎に集

計し、その内訳割合を比較した。 

 

【結果】 

1. 処方変更率及び疑義照会率 

一次チェックでの警告件数は 192件（併用禁忌 81件、薬品アレルギー110件、飲食物アレルギー1件）

であった。そのうち、医師によるオーダ段階での処方変更件数は 35件（併用禁忌 22件、薬品アレルギ

ー13件）であり、処方変更率は 18.2%であった（表１）。 
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表 1．一次チェックの件数と処方変更率 

 件数 処方変更率 

（%）  一次チェック 処方変更 

併用禁忌 81 22 27.2 

飲食物アレルギー 1 0 0 

薬品アレルギー 110 13 11.8 

計 192 35 18.2 

 

二次チェックでの警告件数は 454件であり、そのうち、調剤室で処方箋発行されない院外処方及び持

参薬処方を除外した件数は 305件（併用禁忌 46件、薬品アレルギー54件、系統重複 183件、配合変化

22件）であった。二次チェック結果をもとに実際に医師へ疑義照会を行った件数は全 305件中 50件（16.4%）

であり、併用禁忌 9件（19.6%）、薬品アレルギー9件（16.7%）、系統重複 31件（16.9%）、配合変化 1件

（4.5%）であった（表 2）。 

表 2．二次チェックの件数と疑義照会率 

 件数 疑義照会率 

（%）  二次チェック 疑義照会 

併用禁忌 46 9 19.6 

飲食物アレルギー 0 0 0 

薬品アレルギー 54 9 16.7 

系統重複 183 31 16.9 

配合変化 22 1 4.5 

計 305 50 16.4 

 

2. IRIS導入前後における疑義照会件数の内訳割合の変化 

IRIS導入後、調剤室における全疑義照会件数の内訳割合は、相互作用、患者禁忌、重複投与関連の割

合が増加し、病棟業務では重複投与関連の割合が減少した（図 1、図 2）。 

図 1．調剤室での疑義照会件数の内訳割合変化 



 

図 2．病棟での疑義照会件数の内訳割合変化 

 

【考察】 

IRISチェックを契機に処方変更や疑義照会が行われており、薬剤払い出し前の早い段階でのチェック

により、医療安全の向上に貢献できていると考えられた。IRIS導入前後で、全疑義照会件数の内訳割合

が変化した要因は、システムチェックにより薬剤師個人の力量差の影響が解消されたこと、IRISでは処

方横断的なチェック、患者情報を加味したチェックが可能となり、従来調剤室での処方箋情報のみでは

できなかったチェックが可能となったことが考えられた。また、チェック結果内容の解析を行うことで、

注意が必要な事例の実態把握が可能となっている。一方で、全チェック警告件数に対する処方変更率・

疑義照会率は低く、その要因として、実際は警告に該当しないチェックが多く含まれていたことがあげ

られる。そのため、電子カルテの患者情報入力事項の見直しや IRISのチェック設定条件の見直しが必要

と考えられた。一部改善要望申請中の事項もあるが、対応策を検討し、IRISをより効率的に活用できる

ようにしたい。 
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用法 用量 規格 品名
副作用 投与日数 投与経路 TDM
処方計画依頼 コンプライアンス 返納過不足 その他



訪問看護ステーションと連携した薬剤師による退院直後訪問を経験して 
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【目的】 

入院中の患者については、薬剤師による薬剤管理指導、看護師による配薬等により服薬を

含めた薬剤管理が問題なく行えている。一方で、退院後の薬剤管理については、退院時に家

族を交えて退院時薬剤指導を行っているが、自宅における薬剤管理及び服薬状況は不明で

ある。 

今回、当院の訪問看護ステーション「さくらそう」と連携して退院後に患者宅を訪問し、

薬剤管理指導を行うことができたので報告する。 

      

【方法】 

当院では平成 27年 4月より訪問看護ステーション「さくらそう」を開設しており、当院

を退院後「さくらそう」にて訪問看護を導入されるケースが少なくない。 

今回、退院後に「さくらそう」による訪問看護導入患者に対して退院カンファレンスへの

参加、退院時の退院時薬剤指導に加え、退院 1週間後に訪問看護に同行し患者宅への訪問を

行った（図 1）。 

              図 1 



【症例】 

    

患者は、81 歳、女性、主病名は胆管細胞癌。家族は遠方にいるため入院前は自宅に独居で

あった。 

【経過】 

   

当院入院直後に胆管細胞癌と診断され治療方針決定目的で他院に転院となった。転院先で

放射線治療が開始されたが、外来施行中の経過で脳梗塞を発症し入院となった。 

放射線療法終了後、環境調整目的で当院へ転院。入院時ヘパリン持続点滴施行中であったが、

入院後に本人・家族より在宅医療の希望があり、ヘパリン持続点滴からヘパリン皮下注シリ

ンジに変更となった。 

 

 

 

 

 



【退院カンファレンス】 

   

退院前に他職種を交えて退院カンファレンスが行われ薬剤師も参加した。カンファレンス

で、退院後は遠方にいる長女が自宅に戻り介護を行うこと、訪問看護の導入および通院はか

かりつけ医の往診で対応することなどを決定した。 

薬剤師に対しては注射薬に関する質問や不安について相談があった。 

また、使用薬剤の調剤薬局での取り扱いを考慮し、あらかじめかかりつけ薬局を確認し使用

薬剤の情報提供を行った。 

【退院時指導】 

   

退院直前には退院時薬剤指導を行った。 

退院カンファレンスの際に質問が多かった注射薬について特に重点的に説明を行った。 

皮下注の投与時間について決まった時間にできない可能性があるとの不安があり、投与時

間の誤差の許容範囲及び管理方法等について説明を行った。 

注射の手技に関しては入院中に病棟看護師より繰り返し説明を受けており特に問題はない

と判断した。 



入院中の血圧はコントロール良好であったが、降圧剤を内服しているため、自宅で血圧測定

を行うよう指導した。 

【退院直後訪問】 

退院 1 週間後に訪問看護師に同行し自宅への訪問を行った。 

問題点 

① 眼科より点眼薬が処方されていたが、付属の遮光袋に入れずに自室で保管されていた。

訪問看護師が点眼補助を行っていたが保管方法の指導は行っていなかった。 

→ 遮光袋に入れることの必要性を説明。 

② 退院後便秘傾向があり往診の際に頓服でﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠を処方されていたが、服用

タイミングがわからず未使用のままであった。別途、訪問看護師に浣腸の相談をされて

いた。 

→ 薬効・用法について説明するとともに、かかりつけ薬局に情報提供およびフォローを

依頼した。 

③ アレンドロン酸の服用忘れあり 

→ かかりつけ薬局にお薬カレンダーでの薬剤管理を依頼した。 

④ 降圧剤を内服継続中で、血圧が正常範囲よりやや低値であった。 

→ 訪問看護師に対しかかりつけ医への報告を依頼し、後日降圧剤変更となった。 

【結果】 

退院カンファレンスに参加し家族からの不安や疑問を聞くことで、その後の退院時薬剤指

導に活かすことができた。 

また、退院前からかかりつけ薬局に情報提供を行うことで退院後も薬剤の受領をスムーズ

に行うことができた。 

今回退院直後に患者宅への訪問を行うことで、家族が退院前に不安に感じていることと実

際の自宅での介護での問題点が異なることが分った。 

かかりつけ医での新規処方について十分な理解が得られておらず服薬アドヒアランスの低

下につながっていたが、訪問時に説明を行うとともにかかりつけ薬局に情報提供、フォロー

を依頼することで改善することができた。 

【考察】 

退院後の訪問指導により確認した問題点を薬剤部内で共有し、薬剤管理指導および退院後

の服薬コンプライアンスの向上に活かしていきたいと思う。今後も積極的に訪問看護に同

行し、保険薬局やかかりつけ医への情報提供を行うなど地域医療への貢献を行っていきた

いと考えている。 



The 19th ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 参加報告ならびに 

「軽度催吐リスク化学療法に対する制吐療法の多施設共同前向き観察研究」の

最終報告 

九州医療センター 薬剤部    林 稔展 

 

 The 19th ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer参加報告 

この度、2017年 6月 28日～7月 1日にスペイン、バルセロナで開催された消化器癌領

域の世界規模の学会である ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancerに参加し、発表を

行ったので報告する。NHO 九州グループ薬剤師会・学術研究委員会の多施設共同研究「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、これまで国内外の学会と原

著論文として結果を公表してきたが、今回は計画したサブグループ解析の成果として、

“Evaluation of risk factors predicting delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients 

receiving low emetic risk chemotherapy (LEC): A prospective, observational, multicenter study”の演

題でポスター発表を行った。本研究は、軽度催吐リスク化学療法の制吐療法の最適化につな

がる新たな情報を提供するものであり、がん患者の苦痛軽減や医療経済に貢献できるもの

と期待される。今回発表したデータは世界的に情報が少ない分野の新知見であり、セッショ

ン中もいくつかの質問をいただき、現状の課題や今後の展望についてディスカッションす

ることができた。 

また、会期中は消化器癌の薬物療法について最新の情報が多数公表された。その中のい

くつかを紹介する。Oral Session や Symposiumでは、大腸癌へのアフリベルセプトの有効性

は BRAF変異患者や RAS野生型患者でより明らかな可能性を示す報告や日本人進行大腸癌

の 1次治療として FOLFOXIRI＋ラムシルマブの有効性を検討する試験の Phase 1bの結果の

発表では、Phase 2 の推奨用量が決定し順調に振興している旨が発表された。また、欧州臨

床腫瘍学会のコンセンサス・ガイドラインをベースにして、アジア全体の進行大腸癌に対す

るガイドラインの作成が進行中であることが公表された。大腸癌の発生部位に基づく内容

を入れ込むかどうか議論しているとのことであり、今後の発表が待たれる。免疫チェックポ

イント阻害薬の話題も多く、Phase 2試験KEYNOTE-059試験コホート 3の結果が公表され、

未治療の PD-L1陽性の進行胃/胃食道接合部癌にペムブロリズマブの単剤投与が有効な可能

性が示された。肝細胞癌では、 RESORCE 試験のアップデート解析の結果が発表され、ソ

ラフェニブ既治療切除不能肝細胞癌（HCC）に対するレゴラフェニブの全生存期間（OS）

延長効果は、観察期間を延長しても継続していることが報告された。 

本学会では、支持療法に関する演題は少なかったが、自身の発表演題に関して、海外の

研究者とディスカッションできたこと、胃癌、大腸癌を中心とした薬物療法の最新情報や趨

勢を把握することでき、非常に有意義な学会参加であった。 



 

 

 軽度催吐リスク化学療法に対する制吐療法の多施設共同前向き観察研究（最終報告） 

がん薬物療法に伴う悪心・嘔吐（chemotherapy-induced nausea and vomiting；CINV）は、

発現機序が解明され、それに対する薬剤が開発された現状においても患者が苦痛と感じる

代表的な副作用であり、その予防と治療は重要である。CINVの治療原則は発現予防である

が、過不足ない適切な制吐療法を行うことが目標であり、過剰になることは慎むべきである。

ガイドラインでは、抗がん薬の催吐リスク別（高度、中等度、軽度、最小）に制吐療法が推

奨されているが、軽度催吐リスクのがん化学療法（LEC）に対する制吐療法に対しては、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

策定されている。実際、国内外において、ガイドラインの遵守率は低く処方のバラツキが多

いのが現状であり、制吐薬が過剰処方となる傾向がある。そこで我々は LEC における制吐

療法の最適化を目指して、NHO 九州グループ薬剤師会・学術研究委員会主導の多施設共同

研究として「軽度催吐リスク化学療法における悪心嘔吐の観察研究」を実施した。2013年 9

月より症例登録を開始し、2014年 12月に目標症例数に到達したため登録を終了し、これま

で国内外の学会ならびに原著論文として結果を公表してきた。 

本研究では、主解析として全期間（急性期＋遅発期）における LEC の CINV の発現状

況とリスク因子の探索を設定した。また、いくつかのサブグループ解析を計画したが、集積

できた症例数等を考慮し、遅発期 CINVのリスク因子の探索のみ実施した。 

以下に主解析の結果の概要を報告する（詳細は、原著論文を参照されたい）。ガイドラ

イン遵守群と非遵守群（制吐薬過剰処方）で CINV の発現率は、それぞれ全期間では 30.3%、

22.3%（P=0.19）であり、有意差は認められなかった。非遵守群では 52.9%の患者で 5-HT3

受容体拮抗薬が投与されており、65.3%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悪心の経験とタキサン以外の LEC が CINV のリスク因子

として抽出された。リスク因子を 2 つ持つ患者では、リスク因子を持たない患者と比較し

て、CINVの発現率は約 3倍であった。悪心の程度と摂食量低下は、遅発期で悪化する傾向

はあったが、全期間をとおして VAS 平均値 25mm 未満と軽度であった。LEC による CINV



は、ガイドラインに準拠した制吐療法で良好にコントロールできると考えられる。しかしな

がら、本研究で抽出されたリスク因子を持つ患者に対しては、注意深く観察し、症状に応じ

て適切に制吐療法を強化する必要があることが示唆された。ガイドライン推奨の予防的制

吐療法の実施とリスク因子に応じた調節が重要である。本研究の成果により慣習的な制吐

薬過剰処方の是正による医療費削減、リスク因子に応じた制吐療法の最適化など医薬品適

正使用の推進につながることが期待される。 

次にサブ解析の概要を報告する。LEC においては、遅発期 CINV に対する予防的制吐

療法はガイドライン上不要とされているが、主解析の結果から、実際には遅発期 CINV を発

現する患者が予想より多いことが分かった。そこで、どのような患者で遅発期 CINVが発現

しやすいのか、そのような患者をいかにフォローするかを検討するため、遅発期 CINV 発現

のリスク因子の探索を行った。結果、CINV 経験あり、急性期 CINV を発現した患者、1 日

目のみの制吐薬投与、PS が 1 以上、が独立したリスク因子として抽出された。また、急性

期 CINV を発現した患者において、複数日デキサメタゾンを投与された患者の方が、1日目

のみ投与の患者と比べて食欲不振の程度は軽度であった。上記リスク因子を持つ患者に対

しては、注意深く観察し、症状に応じて追加治療を行うことが必要である。また、特に急性

期 CINV を発現した患者では、デキサメタゾンを 2日目以降も継続投与することは、特に食

欲不振を伴う CINV の改善に有用である可能性が示唆された。このサブ解析では、LEC に

おける遅発期 CINV発現のリスク因子を明らかにし、また、急性期 CINV を発症した患者に

対する新たな遅発期 CINV 対策を提案することができた。 

NHO 九州グループの薬剤師が力を合わせることで、世界的にも通用する新しい情報を

発信することができた。薬剤業務や臨床業務に一生懸命取り組むほど疑問や課題にぶつか

り、それを解決するための science である臨床研究はますます重要性を増している。臨床現

場にいる薬剤師は、ただ薬の説明をしたり、通り一遍の提案をしたりするだけではいけない。

自らの取り組みの成果を検証することや薬物療法を改善し、質を向上させるための新しい

データを発信することは薬剤師の責務であると考える。今後も薬剤師の立場から質の高い

エビデンスを発信し、患者のアウトカムの改善に貢献したい。 

最後に、本研究に参加していただいた患者さん、研究にご協力いただいた医師、薬剤師

の皆様に改めて深謝いたします。 
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第 65回日本化学療法学会学術集会 参加報告 

 

別府医療センター 小林 宇太郎 

 

平成 29 年 4 月 6 日から 4 月 8 日の 3 日間、第 65 回日本化学療法学会学術集会（第 91

回日本感染症学会総会との合同学会）が京王プラザホテル（東京）において開催されまし

た。4月の東京は丁度桜が見頃で、並木に咲く桜の花が舞い上がる中、学会会場へと向かい

ました。様々なシンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップが設けられ、多

岐に渡る演題、最新の知見に触れることができました。志を同じくする先生方や旧友との

親交は、学会をより有意義なものにさせてくれました。 

私は学会 2 日目に発表することになっていたのですが、出発の 2 日前、ある失態に気づ

きました。私は演題をポスターで登録していましたので、てっきりポスターで採択された

ものだと思いこんでいたのですが、実際は口演で採択されていたのです。急いでスライド

を準備して本番になんとか間に合いましたが、気づかず出発していたらと思うとゾッとし

ました。こんなミスをする人はそう居ないとは思いますが、採択通知はしっかり確認しま

しょう。 

今回私は「抗菌薬適正使用」のカテゴリーで発表したのですが、昨今、抗菌薬の不適切

な使用を背景として、薬剤耐性菌が世界的に増加する一方、新規抗菌薬の開発は減少傾向

にあり、国際社会で大きな課題となっています。今後ますます「適切な薬剤」を「必要な

場合に限り」、「適切な量と期間」使用することが重要となります。 

 発表セッションは薬剤師が多く、抗菌薬適正使用に関して薬剤師が大きな役割を担って

おり、全国の施設で成果を挙げていることが分かりました。 

 化学療法学会は医系の学会ですが、近年薬剤師が存在感を発揮している学会でもありま

す。2008 年には抗菌化学療法認定薬剤師制度を発足させ、専門知識を持った薬剤師を積極

的に養成しています。なお、化学療法というと一般的にがん化学療法を指すことが多いと

思いますが、本学会は感染症、抗菌化学療法の専門学会といって差し支えありません。 

 

 抗菌化学療法認定薬剤師の申請基準について学会 HPより抜粋します。 

申請基準 

抗菌化学療法認定薬剤師の申請は下記の各項を満たす者とする。 

1. 本邦における薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格及び抗菌化学療法の見識を

備えている。 

2. 申請時に、薬剤師として抗菌化学療法に 5 年以上かかわっていることを示す所属する

施設長又は感染対策委員長の証明が得られる。 

3. 申請時において、本学会の正会員である。 

4. 医療機関において、薬剤管理指導・TDM（治療薬物モニタリング）・DI（医薬品情報）



などの業務を通じて感染症患者の治療（処方設計支援を含む）に自ら参加した 15例以

上の症例を報告できる。 

5. 本学会の抗菌薬適正使用生涯教育セミナー・認定委員会の指定する研修プログラムな

どにおいて、別に定める単位数を取得している。 

 

 認定薬剤師は、これまでの医師に助言する立場から、医師への発言権をもつ立場になる

ことを求められています。施設全体の感染症治療、抗菌薬適正使用を推進していくために

は、医師と薬剤師の連携が不可欠です。薬剤師は、時には医師に代わりチーム医療におい

て中心的な役割を担うことが必要な場面もあるかもしれません。 

また感染症治療を成功させるためには、その後のフォローが欠かせません。抗菌化学療

法認定薬剤師が病棟で活躍することで、感染症患者のフォロー、病棟薬剤業務の充実が期

待されます。感染症治療に興味のある薬剤師の方は、抗菌化学療法認定薬剤師の資格取得

を目指してみてはいかがでしょうか。 

感染症分野における薬剤師資格としては、先行して日本病院薬剤師会（JSHP）による感

染制御認定（専門）薬剤師制度があります。化学療法学会の方は ICTへの所属や会員年数、

学会発表、論文執筆の有無を問いませんので、門戸はやや広いかもしれません。 

一般に両者の住み分けとして、JSHPの資格は消毒から感染対策にかかる感染制御全般に、

化学療法学会の資格は治療に主眼を置いていると言われますが、医療現場で両者の住み分

けなど無いでしょう。資格で患者が良くなる訳ではありませんので、感染症の専門家とし

て積極的に関与する責任があります。 

 

 



第 3回日本医薬品安全性学会学術大会への参加報告 

と日本医薬品安全性学会の紹介 

 都城医療センター薬剤部 大津 貴寛  

 

今回、ホテルメルパルク熊本（熊本市中央区）で 2日間（H29年 7月 22日～7月 23日）の

日程で行われた第 3回日本医薬品安全性学会学術大会（以下、学術大会）の参加報告と日本

医薬品安全性学会（以下、学会）を紹介する。 

本学会の理念は、個々の医薬品有害反応事例の誘発要因を見出すことが医薬品の有害作用

防止につながると考え、臨床的研究を中心に科学的かつ実践的に検討し、最も有効かつ

安全な薬物療法を導き出し、医療機関に有用な指針を与え、医薬品の安全性の向上に寄

与することを目的としている。 

今回の学会参加の動機として、近年の新規薬剤登録数の増加と個々の医薬品の有害反応事

例を見出すことの重要性があった。都城医療センター（以下、当院）においては、調剤業務

をはじめ病棟業務・医薬品情報管理業務など様々な薬剤師業務を行うなかで、薬剤の適正使

用と副作用発現の有無を評価するように心がけている。今回の学会では、医薬品の安全性確

保をテーマに病院・保険調剤・大学など様々な分野で活躍する薬剤師の活動や臨床研究が報

告されていた。 

現在、学会では医薬品安全性指導者・専門薬剤師認定委員会（以下、認定委員会）を設

置し、適正な薬物療法を通して国民の健康に貢献することを目的に医薬品安全性指導者

（薬剤以外でも申請可能）・医薬品安全性専門薬剤師（薬剤師のみ申請可能）の認定も

行っている。今後の薬剤師業務拡大も含め、薬剤の適正使用・副作用モニタリングの必

要性を今学会の参加を通して改めて考えさせられた。 

今回、私と共に参加した薬剤師年数の浅い先生たちの学会参加報告もともに報告させて

いただく。 

また、今学会の参加に伴い大会長の熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター長・臨

床薬理学分野教授・平田純生先生には、ご指導ご鞭撻をいただき大変お世話になりました。

この場をかりて感謝の意を表せていただく。 

 

都城医療センター薬剤部 宮下 裕央 

 

今回、学術大会に参加させて頂きました。 

現在都城医療センターに入職し約４ヶ月が経過しようとしています。日々の業務に慣れて

きたこの時期に、本学会に参加し全国各地の病院や薬局、大学の先生方の講演を聞くこと

ができ、とても貴重な体験ができたと実感しています。 

本学会では、「医薬品の安全性を担保せよ！」その中でも特に印象に残ったテーマとして

薬剤性腎障害防止についてご紹介します。 



薬剤性腎障害（以下、DKI）とは、「薬剤の投与により、新たに発症した腎障害あるいは既

存の腎障害のさらなる悪化を認める場合」と定義され、診療ガイドライン（2016年版）も

示されています。DKIはいくつかの機序に分類され、それぞれの原因薬物がほぼ同定され

ており、発症後の対応についても理論的に提示されています。また多くの薬剤が DKIの原

因となりえるため、薬剤を使用する医療現場において予防・対策が重要と考えられていま

す。今回の大会長である平田純生先生の講演では、「腎機能低下患者の医薬品の安全性を

担保せよ～なぜ重篤な有害反応が防げなかったのか～」をテーマに、臨床薬剤師の視点か

らの DKIへのアプローチは興味深く、実臨床に生かせる有意義な知識を得ることができま

した。 

また上記以外にも、がん化学療法における副作用管理・薬剤師の安全性への関与、ポリフ

ァーマシーによる有害反応とその回避対策など、日々の業務と直結する演題ばかりで、非

常に興味を惹かれるものばかりでした。 

最後に、本学会の参加を通して学んだことを現場で発揮できるよう、日々精進していかな

ければならないと痛感するとともに、私を含めた経験年数の若い薬剤師が今後このような

場に積極的に参加し切磋琢磨しながら成長していければと考えます。 

 

都城医療センター薬剤部 松石 裕也 

 

都城医療センターに入職し、4 カ月余りが経ちました。数多くの臨床経験をさせていた

だいています。 

そんな中、2 日間の学術大会に参加させていただきました。自分自身は初めて参加する

学会でした。学会では、シンポジウム、教育講演、ポスター発表等様々な形式がありま

した。私は、日常的な薬剤業務の中で薬剤の適正使用のため、腎機能の確認や検査値な

どから患者に対し問題がないか確認を心がけています。 

しかしながら、調剤薬局の先生の公演では検査値の記載された処方箋が見られないなど

様々な問題が生じているなど臨床現場における問題も再認識しました。当院でも、薬-

薬連携の一環として検査値の読み方や化学療法レジメンの公開など病院薬剤師と保険

調剤薬局の連携を重要視しており地域に向けた情報発信を行っています。 

今後、医療の場は地域医療へ拡大していくことが予測されます。そのため、メディカル

スタッフがチームとなって地域の患者に安全・安心な医療を提供する必要性があります。

今回の学会参加を通して、医薬品の適正使用・副作用のモニタリングの必要性強く感じ

ました。 

 

 



 

 

  



第 41回 九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会 

 

 平成 29 年 7 月 8 日（土）、7 月 9 日（日）にホテルレガロ福岡にて第 41 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、特別講演では谷澤正明先生より平成 30 年度診療報酬改定の動向について講演い

ただき、25 施設より一般演題 32 題の発表がありました。 

 また初の試みとして会場に企業展示スペースを設け、８社の企業展示と 2 日目の一般演

題は会場を２つに分けて行いました。 

 薬学研究会参加者 291 名、懇親会参加者 283 名と多くの会員、OB の皆様にご参加いた

だき、盛況のうちに終えることができました。 

 

  

【１】総会 

（１）役員改選 

  各県理事の審議により新役員が選出され、総会にて承認されました。 

 役職 名前 施設 職名 

会長 西野 隆 九州医療センター 薬剤部長 

副会長 平木 洋一 別府医療センター 薬剤部長 

副会長 小山田 純治 長崎病院 薬剤科長 

副会長 三角 紳博 九州がんセンター 薬剤部長 

監事 湊本 康則 福岡病院 薬剤科長 

監事 八木 秀明 嬉野医療センター 薬剤部長 

 

（２）名誉会員の推薦 

  本年度の名誉会員は小早川高徳先生と上村宅司先生が推薦されました。 

 

（３）会長賞表彰 

  理事会にて決定された７題が表彰されました。 

・「がん専門病院における閉鎖式薬物移送システム（CSTD）を用いた抗がん薬暴露対策拡

大への取り組み」九州がんセンター 



・「免疫抑制患者に対する 13 価蛋白結合型肺炎球菌ワクチンと 23 価莢膜多糖体型肺炎球菌

ワクチンの連続投与と 23 価莢膜多糖体型肺炎球菌ワクチン単独接種の有効系の比較 -二

十盲検無作為化比較試験-（CPI STUDY）」 別府医療センター 佐々木瑛治 

・「 Risk Factor Associated with Cisplatin-Induce Nephrotoxicity in Patients with 

Advanced Lung Cancer」 別府医療センター三好孝法 

・「Pharmacokinetics of Linezolid during continuous hemodiafiltration:A case report 」 

別府医療センター 山科卓也 

・「5-FU と L-LV にアレルギー反応を認めたが前投薬の変更により mFOLFOX6 が継続可

能であった１症例」 宮崎病院 塩田喜美子 

・「Comparison of predictive accuracy of teicoplanin concentration using creatinine 

clearance and glomerular filtration rate estimated by serum creatinine or cyctatin C」 

菊池恵楓園 小園亜希 

・「異なる抗原由来の B 型肝炎ワクチン接種による抗体獲得の検討」 熊本再春荘病院 山

下克也 

 

（４）薬研会会長賞表彰 

  薬研会会長賞に熊本医療センターが表彰されました。 

・「手術室における薬剤師業務への取り組み」 熊本医療センター 

 

（５）研究助成金交付 

  今年度は研究助成金の交付の対象となる研究申請はありませんでした。 

 

（６）平成 29 年度事業計画 

  会長より平成 29 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 29年度事業計画 

1.薬物療法を安全かつ効果的に行うための臨床薬剤業務推進 

2.病院経営貢献に向けての参画推進 

3.治験業務・臨床研究の推進 

4.薬剤師育成・研修体制の構築 

 特に強化すべき薬剤業務 

 

1．入院及び外来患者に対する薬剤管理業務の推進 

2．薬物療法を安全に行うための副作用モニタリング強化とプレアボイド報告の推進 

3．医薬品購入の効率化と後発医薬品使用促進への積極的な介入 



4．薬薬連携などによる医療連携推進 

5．学会発表・論文投稿及び資格取得の推進 

6．国際共同治験を含めた治験及び臨床研究の推進 

7．NHO-PAD等を用いた薬剤師育成と業務全体を通じた人材育成 

 

Key word：手術室・薬剤師外来など薬剤師業務範囲の拡張、 

     薬剤師による業務改善などについてのアピール 

 

【２】薬学研究会 

  7月 8日（土）14：40～17：30 

  7月 9日（日） 9：00～11：30 

（１）助成金交付演題報告 

 平成 28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。 

 「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 

（２）受賞演題発表 

 会長賞 7題の中から、以下の演題が発表されました。 

 「がん専門病院における閉鎖式薬物移送システム（CSTD）を用いた抗がん薬暴露対策拡

大への取り組み」九州がんセンター 

 

（３）一般演題発表 

 2 日間にわたり、A 群６題、B 群７題、C 群７題、D 群６題、E 群６題の 32 代が発表さ

れました。 

 各施設の取り組みや研究データを分析し、地域連携、医療安全、治験業務、病棟業務、チ

ーム医療、化学療法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 

 一般社団法人日本血液製剤機構の谷澤正明先生より、平成 30年度診療報酬改定の動向と

病院薬剤師はいかに評価されるかについて講演をいただきました。 

 日本の人口の変動（増加と減少）は、世界の中でも過去にないダイナミックな変化が予測

されるため、必要とされる医療資源も変化が求められており、病院勤務の薬剤師も、これま

での薬剤部のセントラル業務と病棟業務に加え、外来さらに地域医療への業務のシフトが

必要となる等で、今後の業務を進めていく上で非常に参考になる内容でした。 

 

（５）懇親会 

  7月 8日（土） 18：30～20：30 

 懇親会は、ホテルレガロ福岡で行われました。当日は特別講演が少し延長したことから開

催時間が危ぶまれましたが、ホテルの皆様の見事なまでのチームワークにより無事予定の

時間から開催することができました。 

 九州医療センター薬剤部長の西野先生の開会挨拶から始まり、恒例の新人紹介や薬研会

の先輩方、特別講演の谷澤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

琉球病院の竹添薬剤科長から閉会の挨拶をいただきました。また今回は担当施設の都城の

焼酎である「茜霧島」「黒霧島」「白霧島」を用意して、楽しい懇親会に花を添えました。 



 

 

【４】最後に 

 今回は都城医療センターが担当いたしました。副担当の宮崎東病院、宮崎病院、治験連絡

会を担当頂いた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。 

 この場をかりて、深謝いたします。 

 ありがとうございました。 



 

 第 41回 九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会 

   担当施設：都城医療センター 薬剤部長 尾之江剛樹 

   副担当施設：宮崎東病院 薬剤科長 田中誠 

   副担当施設：宮崎病院 薬剤科長 古海和弘 

（文責：都城医療センター 副薬剤部長 津曲恭一） 



平成 28年度 スキルアップ研修報告 

 

前  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：各種疾患と薬物療法の基礎的な知識を習得することを目的とする 

２．日時：平成２９年２月１１日（土）９：４５～１６：４０ 

３．場所：国立病院機構九州医療センター外来棟３階 講堂 

４．対象者：各領域における薬物治療に興味がある方（プログラムはこれから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：１１６名（２９施設） 

６．研修プログラム 

①糖尿病診療 Now and Future～beyond the BG control～           

   福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科                  准教授 野見山 崇 先生 

  ②Ｃ型肝炎治療の現況・将来とその向こう側 

      国立病院機構九州医療センター 消化器内科               科長 中牟田 誠 先生 

   ③脳卒中の病態と薬物治療（抗血栓療法と降圧療法を中心に）          

国立病院機構九州医療センター 脳血管・神経内科         科長 矢坂 正弘 先生 

④関節リウマチの病態と薬物治療 

        国家公務員共済組合連合会浜の町病院 リウマチ・膠原病内科 部長 吉澤 誠司 先生 

  ⑤感染症治療の考え方の変遷と薬物療法 

    福岡赤十字病院 感染症内科                            部長 石丸 敏之 先生 

   

   

写真 講義風景 



７．おわりに 

今回は、薬物療法が主体の疾患の中で、近年新薬創出等により薬物療法に変化があった領域を中心

に当該分野でご活躍されている医師の先生方を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。 

本研修会の趣旨に興味を持っていただいた方や今後病院薬剤師として薬物療法へより密接に関わる

ことを希望・目標にしている方等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２８年度 スキルアップ研修アンケート結果（抜粋） 

  

       

 

      

      



      

 

      

 

     

 

      

 



平成２９年度 新規採用薬剤師研修報告 

 

前  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２９年４月１５日（土）９：００～１７：００ 

３．場 所：九州医療センター外来棟 ３階 講堂 

４．対象者：新規採用薬剤師 

５．参加者：２６名（１３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 長崎川棚医療センター     薬剤部長   山脇 一浩 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    九州医療センター 平池 美香子 先生 

九州がんセンター 高崎 紘臣   先生 

                                          小倉医療センター 中川 武裕  先生 

九州医療センター 安森 奈緒子 先生 

 

【グループワークについて】 

・ 参加者をＡ～E の５つ（１グループ５名もしくは６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 

・ 肺腺がん患者（化学療法導入目的での入院患者）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、個々の患者さんの薬物療法へより密

接に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、病棟薬剤業務実施加算においては、昨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、薬物療法を安全かつ効果的に実施するために

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 



霞が関だより 

 

厚生労働省 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 

化学物質安全対策室 上田 和明 

 

１.はじめに 

 平成 28年４月１日より厚生労働省に出向して、１年４ヶ月が経過いたしました。 

私が現在所属している「化学物質安全対策室」は、化学物質による人への健康被害を防

止する部署です。室内 12人の職員が、毒物・劇物や工業用化学物質、家庭用品に含まれる

化学物質など様々な化学物質に係る業務を行っており、その中で私は国内で新たに製造・

輸入される化学物質の審査や既に上市された化学物質のリスク評価を担当しております。 

皆様に耳にしたことがあることとしては、かつて社会問題となった「ポリ塩化ビフェニ

ル（PCB）」による環境汚染などでしょうか… 

お察しのとおり、厚生労働省に出向しているとは申しましても、私の業務は皆様が現場

で従わなければならない医療行政とは全く関係のない分野です。基本的には「化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律（以下、「化審法」という）」を根拠法令として業務を

行うため、病院薬剤師として５年間働いただけの私にとって、それは驚きと戸惑いの連続

でした。また、行政事務の進め方及び段取りに面食らったりしておりました。しかし、そ

れも時間とともに解消されつつあり、今では、新天地での生活等、非常に新鮮で貴重な経

験を楽しんでおります。 

 

２.東京での生活と業務内容 

 私の業務内容が医療行政とはかけ離れていることもございますので詳細については触れ

ず、出向を考えている方の参考になればと思い、少し私の一日を紹介させていただきます。 

○７：３０ 起床 

○８：３０ 地下鉄で出勤（戸越～〈都営浅草線〉～東銀座～〈日比谷線〉～霞ヶ関） 

○９：３０12 登庁 

～私の主な業務内容～ 

     ・毎月開催される化学物質調査会の事務局業務 

（新規化学物質の審査資料作成と委員への事前確認等） 

・化審法に基づく化学物質の指定等の告示手続き 

（パブリックコメントや新旧対照表・告示案文等の資料作成） 

     ・化審法改正に伴う政省令の改正手続き 

                                                   
1 役職により定時の勤務時間が異なります。係員は９：００～１７：４５、係長以上は９：３０～１８：

１５が定時の勤務時間です。 
2 部署にもよりますが、１２：００～１３：００は昼休憩です。（農林水産省と外務省の食堂が個人的には

お勧めです。銀座にも徒歩で行けます。） 



（パブリックコメントや新旧対照表・政省令案文等の資料作成） 

・経済産業省や環境省等のカウンターパートとの連絡・調整。 

     ・事業者からの電話対応（疑義照会やクレーム対応等）。 

     ・国会対応（議員からの質問に対する国会答弁の作成や資料要求対応等） 

○１８：３０ 
退庁 

～２２：００頃 

○１９：３０ 
帰宅 

～２３：００頃 

  

法改正や国会対応に伴い徹夜や終電で帰ることもありますので、割と「タフさ」が必要

と思います。一方で、国会待機や至急の業務がなければ早く帰ろうと思えば帰れることが

でき、また、マンスリー休暇やゆう活などにより休暇の取得及び早期退庁が促されている

ことから、現在は減り張りをつけて働くことが求められています。 

 なお、土日祝日は休日となっており、適宜リフレッシュしております。（スポーツ施設や

アミューズメント施設、美術館や博物館、イベントなどが多く、また、交通の便が非常に

良いことは東京の魅力だと痛感しています。） 

 

３.最後に 

出向して約 1 年、薬剤師としての知識はすっかり退化してしまいましたが、それ以上に

多くの経験を積むことができ、忍耐力、（知識）ともに大幅に向上させることができた 1年

でした。私から出向をお勧めする事はしませんが、個人的には出向して後悔することはな

いと思います。 

国の行政を担う方（上司や同僚）の考え方や彼らの仕事の進め方、対外的な対応ぶりを

含めた人との接し方等、病院では学ぶことができないことを多く学べるかけがえのない経

験をさせていただいていることを実感いたします。 

最後になりましたが、出向前にお世話になりました九州医療センター並びに指宿医療セ

ンターの皆様をはじめ、私の異動に当たり御尽力賜りました方々に厚く御礼申し上げます。 

併せて、九州ブロックの皆様方の益々の御活躍をお祈り申し上げます。 

 

 



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 平木　洋一 別府医療センター 薬剤部長

3 副会長 小山田　純治 長崎病院 薬剤科長

4 副会長 三角　紳博 九州がんセンター 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 八木　秀明 嬉野医療センター 薬剤部長

7 監事 湊本　康則 福岡病院 薬剤部長

8 　　　　理事（福岡県担当） 草葉　一友 福岡東医療センター 薬剤部長

9 　　　　理事（佐賀県担当） 高島　伸也 佐賀病院 薬剤部長

10 　　　　理事（長崎県担当） 山脇　一浩 長崎川棚医療センター 薬剤部長

11 　　　　理事（大分県担当）　 吉野　裕統 大分医療センター 薬剤部長

12 　　　　理事（熊本県担当）　併任 中川　義浩 熊本医療センター 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）　 末松　直幸 星塚敬愛園 薬剤科長

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 松元　俊博 九州がんセンター 副薬剤部長

17 委員会委員長（業務・研修） 福石　和久 九州医療センター 副薬剤部長

18 委員会委員長（学術・研究） 川俣　洋生 別府医療センター 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29年7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、先日開催されました研究会お疲れ様でした。今年の研究会は九州北部豪雨により

交通状況などへの影響もあったかと思いますが、無事に開催できたことに安心しておりま

す。今回は研究会、懇親会ともに会場がホテルという新しいスタイルでの開催でした。担

当施設の都城医療センターの先生方、ならびに運営に携わっていただいた先生方、演者の

先生方、誠にありがとうございます。 

 

 さて、今回の会誌は『薬薬連携』をテーマに 3施設の先生方に執筆していただいており

ますので、九州がんセンターでの薬薬連携について少し触れさせていただきたいと思いま

す。当院では平成２１年度より当院薬剤師と近隣の調剤薬局薬剤師を対象とした勉強会を

自己研鑚目的で開催しておりました。平成２８年度からは、九州医療センター、福岡病院

の先生方にもご協力いただき、調剤薬局側との連携強化の足掛かりになるようセミナー形

式での開催に変更して、福岡市南区薬剤師会、筑紫薬剤師会にも正式にアナウンスを行い、

参加者を募っております。本セミナーは、一般演題、特別講演を設け、がんの薬物治療を

中心に緩和ケアや医療安全、診療報酬等をテーマに開催しております。開催日時について

は、調剤薬局の方も参加しやすい開始時刻や薬剤師会の会合等を踏まえ、可能な範囲での

調整を試みました。昨年度は７回開催し、参加者は延べ約４００名になり、病院薬剤師、

調剤薬局薬剤師が同じ情報を共有し、顔を合わせる場にはなったと考えております。また、

今年度は一般演題の演者は、当院等の病院薬剤師だけでなく調剤薬局薬剤師からの発表な

どを行ない、調剤薬局側へより積極的な参加を促したいと考えております。現状の開催形

式では、互いに直接意見を交わしたりすることがないため、今後は顔の見える関係づくり

を構築するためにグループワークを取り入れていくことも考えています。また、抗がん剤

調製の見学会についても検討しており、調剤薬局側に私たち業務内容を少しでも知ってい

ただく機会にもなり、このことを機に互いの距離が縮まる可能性もあると思います。 

薬薬連携は調剤薬局と病院の薬局との連携という大きな形ではありますが、それを繋ぐ

ためには人とひとのつながりという原点に戻ることから築いていくものではないでしょう

か。 

 

最後に会誌の発刊にご協力いただきました先生方には厚く御礼申し上げます。 

 

九州がんセンター 仲田 浩成 
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