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「働き方改革」の実現に向けて 

 

長崎川棚医療センター 山脇一浩 

 

最近、「働き方改革」という言葉をさまざまな場所で耳にします。厚生労働省は「働き方

改革」の実現に向けて、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を

実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実

現、雇用形態にかかわらない公正な処遇の確保等を目的に「働き方改革を推進するための関

係法律の整備に関する法律」を平成３０年７月６日に公布し、関係する法律の改正等を行な

いました。一方で、医療機関において残業代の未払いや国立病院機構が労働基準法違反で書

類送検されるなど暗いニュースが流れています。 

私たちが勤務する国立病院機構においても「働き方改革」を踏まえながら、長時間労働の

削減や職員の健康確保などに取り組んでいるところですが、私たち病院薬剤師に求められ

る仕事は薬剤管理指導をはじめ、平成２４年の病棟薬剤業務実施加算の新設以降、がん患者

指導管理料ハ、病棟薬剤業務実施加算２などが診療報酬において評価されるなど年々増え

ています。求められる業務が増える一方で、時間外勤務を削減することは非常に難しい課題

だと思いますが、できることから取り組んでいくことが重要だと思います。 

各施設とも他のメディカル部門と比べ時間外勤務が多くなっているのではないでしょう

か。そのような中、時間外勤務の削減に向けて様々な取り組みをされていることと思います。 

当院では薬剤師の意識改革に重点をおいて取り組みを行なっています。これは管理職だ

けでなくすべての薬剤師が“時間外勤務ありきではなく勤務時間内にやるべき仕事を終わ

らせる”という共通の意識をもって仕事を行なうことです。至極当たり前のことのように思

われますが、仕事に対する思い・考え方・能力は人それぞれ異なりますので、難しい課題だ

と思っています。これが様々な取り組みを行なう上でベースとなりますので、継続して取り

組んでいきたいと思います。 

次に業務の効率化です。基本的には今ある資源を最大限有効活用し、これまで行なってき

た業務量を減らすことがないよう人の配置やスケジュール調整等を行なうことを心がけて

います。そのためには勤務時間内にできる業務量の見極めが大切になると思います。業務量

に対し薬剤師が少なければ増員を検討する必要もでてくると思います。 

私のモットーは『仕事は楽しく』です。無理は長続きしません。決して無理をせずに時間

内にやるべきことを確実に行い、定時退庁を目指すことが重要だと考えています。これはワ

ークライフバランスにも繋がりますので、九州地区国立病院薬剤師会会員の皆さまと共通

の意識をもって時間外勤務ゼロを目標に取り組んでいけたらと思っています。 

 



挨拶 

 

                九州地区国立病院薬剤師会会長 中川義浩 

 

九州地区国立病院薬剤師会は会員相互の緊密な連絡と親睦を図り、併せて業務上の知識

と技術の交流を行うことで、会員の本来の使命達成に寄与することを目的としています。 

本年度の九州地区国立病院薬剤師会の事業計画として「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」、「経営への積極的な取組み」、「治験業務・臨床研究の推進」、

「薬剤師育成・研修体制の構築」があります。 

労働の本質は生産ではなく制御と云われます。生産は人間が自然に働きかけて、人にと

って有用な財、サービスを作り出すことで、制御は相手に自分勝手にさせない事、調節す

ることです。管理はそのものが望ましい状態を保つように必要な手段を使って取り仕切る

事です。 

薬剤師が薬剤管理指導や病棟薬剤業務で薬物療法を管理していますが、本質は制御と考

えられます。 

薬剤師が薬物療法を良い状態に機能するように制御することとは、患者の疾患、検査結

果、バイタルサインを把握し、薬物療法が適切か判断し、疑義照会で禁忌、副作用、用量

超過、重複投与を制御することです。その為には知識、技術、態度を磨く必要があります。 

制御した内容を「プレアポイド」、「医薬品医療機器法に基づく副作用・感染症・不具合

報告」などで報告します。臨床での情報を共有する為に、学会で発表し論文投稿します。

その結果、資格取得の推進、専門・認定・指導薬剤師の育成になると考えます。 

九州国立病院薬剤師会では新採用者研修とスキルアップ研修で薬剤師育成を行っていま

す。さらに育成の為にがん、感染、小児のグループを作り臨床研究活動が実施できるよう

に整備したいと思います。 

これから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。 

 



初志貫徹 

九州グループ 薬事専門職 高島伸也 

 

平成３０年４月１日付で薬事専門職の併任を拝命致しました。身に余る重責ではありま

すが、国立病院機構に相応しい薬剤師の採用及び育成を使命とし、全力を尽くし皆様のご期

待に添えるよう尽力していきたいと思っております。組織の発展には、優秀な人材の確保及

び優秀な人材の育成は欠かせません。九州グループの薬剤師定員は、ここ５年間で７９名増

員されハンセン療養所薬剤師定員を含めると３５０名となりました。国立病院機構に相応

しい人材を確保し続けるには、全国の就職説明会等へ積極的に参加すると共に大学との連

携をより一層深めていく必要があります。また、皆様が仕事と子育てを両立し、安心して働

き続けられるよう「仕事と子育ての両立支援プログラム」をまず自らが十分理解し、啓発し

ていくことも大切であると思っております。 

国立病院機構九州グループ本採用候補者名簿登載選考が８月６日に行われ、応募者数は

２２名でした。筆記及び面接選考後、適任者を採用候補者名簿に登載し、欠員の状況や来年

度の増員数に応じて随時採用内定の手続きをおこない薬剤師を採用する予定です。多くの

薬学生が病院薬剤師を目指すにも関わらず、実際に医療機関に勤めている薬剤師の割合は

全体の２割以下だと言われています。採用に向けて積極的に情報発信していく調剤薬局や

ドラッグストアに比べ、国立病院機構薬剤師に関する情報発信は十分とは言えず、あまり知

られていないのが実情のようです。チーム医療の充実や医療人としての倫理観やコミュニ

ケーション能力の育成を目的とした研修制度が充実していること、様々な専門資格を取得

できる環境が整っていること、治験・臨床研究に従事することができること等の、国立病院

機構の特色を積極的に情報発信する必要があります。また、職員募集開始時期から採用まで

の流れや人事異動に関すること等について正しく広報することも人材確保へ繋がる手段だ

と考えます。 

今年度の増員は、２施設で計２名の増員でした。国立病院機構全体の経営状況の影響もあ

り、ここ数年増員は厳しい状況にあります。しかしながら、国立病院機構としては平成３１

年度の黒字化を目指し楠岡理事長自らが先頭に立ち、経営改善に取り組んでおられます。

我々薬剤師も経営改善に貢献していくと共に、質の高い医療の提供と医療安全確保のため

には薬剤師の増員は不可欠であることを訴え続け、増員を要求していくことが重要です。 

平成３０年度の診療報酬改定の概要として、１．地域包括ケアシステムの構築と医療機能

の分化・強化、連携の推進 ２．新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の

高い医療の実現・充実 ３．医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進 ４．効率化・適正

化を通じた制度の安定性・持続可能性の強化が示されました。随所に病院薬剤師への期待が

込められている改定であると言えます。その期待に応えるためには、地域包括ケアシステム

構築に向けこれまで以上に薬薬連携を強化し、シームレスな医療の提供を実現していくこ

とや、チーム医療における薬の専門家として、薬学・医療の進歩に対応するために医療と医



薬品を巡る社会的動向を把握し、研鑽に励むことが求められます。 

医療現場からの期待に応えら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

師として会員一同で歩んでいきたいと思っております。甚だ微力ではありますが、九州地区

国立病院薬剤師会発展のため初志貫徹に精進していきたいと思いますので、ご理解とご協

力の程よろしくお願い申し上げます。 



2018 夏 

 薬研会会長  村上 克幸 

 

このたびの大雨により被災された皆様とその御家族の皆様に心よりお見舞い申し上げま

す。皆様の安全と被災地の 1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

 

42 回薬学研究会の直前には、西日本を中心とした平成最大の豪雨が襲い、各地に甚大な

被害をもたらしました。死者は 220名を超え、避難生活を余儀なくされている人は、今現在

5府県で 4,700名に上っています。昨年は朝倉・日田地区を襲った北部九州豪雨があり、ま

だ復興半ばの状況へのダブル被災です。異常気象とはいえ、余りに悲惨な現実です。 

「命に関わる危険な暑さ 熱中症に厳重警戒」テレビ場面にでている暑さ警告です。記録

的な猛暑が容赦なく続き、復興・復旧作業に頑張っている被災者の方々や多くのボランティ

アの方々を苦しめています。しかも、この 1 週間に熱中症として救急搬送された方が 22、

000 人を超え、死者が 65 人にも上ると報道されています。天気予報ではまだ猛暑がずっと

続くようで、引き続き、熱中症に厳重な警戒が必要です。 

そうした中、国民の多数が反対しているカジノ法案と、身を切る改革をするとは裏腹な参

議院定数増を可決して国会が閉幕しました。1強政治の弊害と言いつつ改善の兆しは見えま

せん。そして今国会の目玉は「働き方改革法案」と言われています。医師の過労死の報道も

され、医療の現場では労働時間の短縮への改善策を図られているようです。 

先日の懇親会では自分の病気のことばかり喋ってしまいました。振り返ってみますと、現

役時代はほとんど健康診断も受けたことがありません。是非とも若い先生方にはきちんと

自分の健康管理に気を付けていただきたいと思います。つい、仕事にかまけて自信過剰にな

っています。医者の不養生は良く言われますが、薬剤師さんも同じようです。健康ファース

トでお願いします。 

業界の話題として、これまで服薬指導は、患者と薬剤師の対面指導が原則でしたが規制緩

和により、スマートフォンなどを使った遠隔服薬指導が保険適応となりました。早速、福岡

市内でもスタートしました。在宅・地域包括ケアをすすめる医療施設では、今後大きな展開

が期待されるのではないでしょうか。さらに、敷地内薬局誘致や、病院薬剤師業務のアウト

ソーシングが取り沙汰されています。また、保険薬局からの派遣薬剤師受け入れなどの話題

もあります。こんなふうになってきますと、薬剤師がする業務に病院も薬局も垣根はなくな

ってしまうのではとの極論も考えるのは、年寄りの“真夏の夜の夢”なのでしょうか。 

終わりに九州地区国立病院薬剤師の皆様方のますますの御健勝と御発展を祈念します。 

 

（平成最後の年 大暑 記） 

 



九州医療センター
PBPM名称 内容 診療科 オーダの種類（抜粋） 備考 承認年月

医師・薬剤師協働による抗
MRSA薬（VCM、TEIC)投与患者
に対する血中濃度測定のオー
ダ

VCM、TEIC投与患者
における血中濃度測
定のための代行採
血オーダおよびTDM
への介入

全診療科 薬物血中濃度測定 救命救急センター入院患者を
対象にVCMより開始し、対象を
全病棟に拡大し、その後、TEIC
も対象拡大

2016年10月



医療の質の向上と医師の負担軽減を目的とした PBPMの取り組み 

 

熊本医療センター薬剤部 

 

当院では、平成 22 年 4 月 30 日付で発出された厚生労働省医政局長通知（医政発０４３

０第１号）「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」に基づき、病院

長許可の下、事前に医師と薬剤師で作成・合意したプロトコールに基づく医師と協働した薬

物治療管理（以下、PBPM）を実施しています。PBPMの内容には、薬剤の種類、投与量、投与

方法、投与期間等の変更や検査のオーダーがあり、現在 10 種類の PBPM を運用しています

（表）。 

当院における PBPMは、薬剤師が積極的に患者の薬物治療へ参画し得る業務の一つとして

位置づけており、医療の質の向上と医師の負担軽減を主目的として展開しています。 

全国及び九州地区国立病院薬剤師会の事業計画においても記載がありますように PBPMは

推進していくべき事業であると考えており、当院においても積極的な推進を図っていると

ころです。 

以下に PBPMの一例を紹介します。 

 

【プロトコール名】：医師と協働した薬剤師による麻酔用麻薬・筋弛緩薬の注射オーダー 

【目的】麻酔科医師に集中している予定手術時の麻薬・筋弛緩薬の注射オーダーを分担する

ことで、医師負担の軽減とトータルでの業務効率化を図る。 

【プロトコール内容】 

対象；予定手術の内、全身麻酔など麻酔科医が担当する症例 

オーダーの種類；手術時間を 3時間以内の短時間用（※１）と、3時間超える長時間

用(※2)の２種類に分けて、事前にセット化された注射メニュー 

オーダー入力権限の付与と承認：麻酔科医長により委任された薬剤師が代行オーダー

し、麻酔科医長が事後承認を行う。 

 

※１）短時間用                  ※2）長時間用（心臓外科は全て長時間用）                        

レミフェンタニル注 2mg 5本    レミフェンタニル注 5mg 2本     

フェンタニル注 0.1mg 10管           レミフェンタニル注 2mg 3本 

フェンタニル注 0.5mg  2管           フェンタニル注 0.1mg  10管 

ロクロニウム注 50mg   5管          フェンタニル注 0.5mg   4管 

                                    ロクロニウム注 50mg   10管 

 

 

 



 

 

 

表） 

PBPM名称 協働診療科 

医師と協働した薬剤師による麻酔用麻薬・筋弛緩薬の注射オーダ 麻酔科 

医師・薬剤師協働による抗がん剤実施確定ツールにおける実施確定の

解除及び薬剤の投与量の修正・変更 

外科、腫瘍内科 

医師・薬剤師協働による抗 MRSA 薬（バンコマイシン・テイコプラニ

ン・アルベカシン）投与患者に対す検体検査オーダ 

外科 

医師・薬剤師協働による抗血管内皮増殖因子抗体投与患者（ベバシズ

マブ）、ヒト血管内皮増殖因子受容体-2抗体（ラムシルマブ）投与患

者に対する蛋白尿の測定 

外科、腫瘍内科 

医師・薬剤師協働による抗がん剤オーダーの入院・外来のオーダーの

切り替え 

外科、腫瘍内科 

医師・薬剤師協働による HBVキャリア及び既往感染者のスクリーニン

グ 

外科、泌尿器科、

腫瘍内科、血液内

科、産婦人科 

整形外科における医師と協働した薬剤師による薬物血中濃度検査

（TDM）および特定薬剤治療管理料算定対象薬の注射・内服オーダ薬

物血中濃度検査（TDM）および特定薬剤治療管理料算定対象薬の注射・

内服オーダ 

整形外科 

医師・薬剤師協働によるヒト型抗 EGFR モノクローナル抗体（パニツ

ムマブ）、抗ヒト EGFRモノクローナル抗体（セツキシマブ）投与患者

に対する血清マグネシウム、カリウム、カルシウム濃度検査のオーダ

ー 

外科、腫瘍内科 

医師・薬剤師協働による抗 HER2 抗体投与患者（トラスツズマブ、ペ

ルツズマブ、トラスツズマブ-エムタンシン）に対する心臓超音波検

査のオーダー 

外科、腫瘍内科 

院外処方箋における疑義照会の一部不要のプロトコル 全科 

 

 



プロトコルに基づいた医師と協議した薬物治療管理 

熊本南病院 薬剤科長 澤田 誠一 

【PBPM名称】院外処方箋における疑義照会の一部不要のプロトコル 

【内容】保険薬局において、当院発行の院外処方箋を応需し調剤する際に、別紙にて取り交わした合意

書の範囲内で、医師に都度の了解を得ることなく、処方内容を変更して調剤する。 

【診療科】全科 

【オーダの種類】院外処方箋 

【手順・説明】「院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル」は、下記に提示する。 

  平成 29年 6月下旬 当院医局会にて院外処方箋における疑義照会の運用について承認 

  平成 29年 7月上旬 宇城薬剤師会理事会了承 

  平成 29年 7月上旬 当院幹部会議にて承認 

  幹部会議にて承認後、各調剤薬局と「院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル」合意書の 

締結を行い、平成 29年 8月 1日より開始した。開始前までに合意書を締結できた調剤薬局は、30の

調剤薬局で、最終的に 34の調剤薬局と合意書を締結し、平成 29年 10月以降に新たな締結はない。 

 なお、平成 30年 7月より一般名処方を開始している。 

記 

院外処方箋における疑義照会の運用について 

以下(1)～(6)の場合、原則として疑義照会は不要とする。 

保険薬局は、処方内容の変更を行い調剤した場合は、その内容を FAXにて当院総合受付に連絡す

る。総合受付は、保険薬局より依頼のあった製品については、次回の処方から反映できるようにす

る。(薬剤科と協力し、マスタを整備する。) 

ただし、一般名処方に基づいて調剤した場合及び後発医薬品の変更の連絡は不要とする。 

(1)成分名が同一の銘柄変更 

※先発品への変更も含む 

(2)剤形の変更(安定性、利便性の向上のための変更に限る)  

※用法・用量が変わらない場合 

※安定性・体内動態などを考慮して行う 

※外用薬での変更は不可(軟膏 → クリーム剤など)  

(3)別規格製剤がある場合の処方規格の変更(安定性、利便性の向上のための変更に限る)  

例:5mg錠 1回 2錠 → 10mg錠 1回 1錠 

(4)アドヒアランスなどの理由により、半割、粉砕あるいは混合する場合 

※安定性のデータに留意する 

(5)患者希望あるいはアドヒアランスなどの理由によるー包化調剤を行う場合 

※安定性のデータに留意する 

(6)残薬の調整で日数を短縮して調剤しなければならない場合 

※ただし、次回の予約日まで処方日数が不足している等の理由で、投与日数が処方箋の日数を超えて

調剤する必要がある場合は、必ず疑義照会を行う。 

【承認年月】2017.8 



がん化学療法における事前合意プロトコールに基づく医師と協働した 

薬物治療管理（PBPM）の導入 

 

別府医療センター 薬剤部 

三好 孝法 

 

今年度よりがん化学療法において事前合意プロトコールに基づく医師と協働した薬物治

療管理（PBPM）を導入した。特に疑義照会件数の多かった HBVキャリア及び既往感染者のス

クリーニングと抗 VEGF抗体投与時の尿蛋白のモニタリングについてプロトコールを作成し、

6月のがん化学療法委員会で承認後、病院長の許可を得て 7月より運用を開始している。 

 

【プロトコールの運用方法】 

① 医師・薬剤師協働による HBVキャリア及び既往感染者のスクリーニング 

 

A) 入院および外来化学療法室にて抗悪性腫瘍薬および抗リウマチ薬（レジメン登録され

ている薬剤に限る）による治療を受ける患者を対象とする。 

B) 薬剤師は初回化学療法開始時に HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体検査が実施されているか

確認する。不足の検査項目がある場合や検査が１年以上過去のものである場合、薬剤師

が代行で検査オーダーを行う。HBs 抗原(+)の場合、消化器内科へコンサルテーション

が必要な旨を電子カルテに記載する。 

C) HBs 抗体(+)かつ/または HBc 抗体(+)の場合であって、HBV-DNA 定量検査が実施されて

スクリーニング（初回化学療法実施患者）

HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体

HBs抗原(－)であり

HBs抗体(+)かつ/またはHBc抗体(+)

HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体

3項目すべて(－）
HBs抗原(+)

HBV-DNA定量

モニタリング

HBV-DNA定量 1回/1～3ヶ月

通常の対応

1.3 Log IU/mL 以上

消化器内科コンサルテーション

黒地白字部分 の検査は必要時に薬剤師がオーダー可能

1.3 Log IU/mL 未満

1.3 Log IU/mL 以上 1.3 Log IU/mL 未満



いない場合、薬剤師が代行で検査オーダーを行う。モニタリング間隔は 12 週毎とし、

1.3 Log IU/mL 以上となれば消化器内科へコンサルテーションが必要な旨を電子カル

テに記載する。 

D) PBPM に基づき薬剤師が検査オーダーを入力した場合は、実施した内容を電子カルテに

記載する。医師はオーダー内容を確認し検査オーダーを承認する。 

E) 薬剤師が検査オーダーの入力を行う場合は、残血清を用いた項目追加によるオーダー

や次回採血時の検査項目の追加で対応し、患者への侵襲的な新規採血は行わないこと

とする。 

 

② 医師・薬剤師協働による抗 VEGF抗体投与時の尿蛋白のモニタリング 

 

A) 入院および外来化学療法室にて抗 VEGF抗体による治療を受ける患者を対象とする。 

B) 薬剤師は抗 VEGF抗体投与時に尿定性、尿蛋白/クレアチニン比（UPC比）の検査オー

ダーが入力されているかを確認する。検査オーダーがない場合は、薬剤師が代行でオ

ーダーを行う。（検査項目：尿中一般検査、随時尿蛋白定量） 

C) UPC比≧2の場合、抗 VEGF抗体の休薬・減量を薬剤師より提案する。再開の目安や減

量方法については各薬剤の適正使用ガイドに基づく。 

D) PBPMに基づき薬剤師が検査をオーダーした場合は、オーダーした旨を電子カルテに記

載する医師はオーダー内容を確認し検査オーダーを承認する。 

抗VEGF抗体投与時

尿定性、尿蛋白/クレアチニン比（UPC比）を測定

UPC比 < 2

黒地白字部分 の検査は必要時に薬剤師がオーダー可能

UPC比 ≧ 2

抗VEGF抗体の投与継続可 抗VEGF抗体の休薬・減量を考慮

主治医が最終的な投与可否を判断



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３０年度採択結果 

平成３０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 ：高武 嘉道 

所 属 機 関 ：熊本医療センター 

研 究 課 題 名 ：慢性骨髄性白血病におけるダサチニブの効果と副作用にプロトンポンプ

阻害薬または H2受容体拮抗薬の併用が及ぼす影響 

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

期間 

1 高武嘉道 
熊本医療

センター 

慢性骨髄性白血病におけるダサチニブの効果と副作用に

プロトンポンプ阻害薬または H2受容体拮抗薬の併用が

及ぼす影響 

100,000 1年間 

注）本年度の応募課題は採択課題のみでした。 

 

２．平成３１年度公募スケジュール 

 平成３１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３０年１２月 公募開始 

平成３１年 ２月 申請〆切 

 



10%亜鉛華単軟膏を配合したMohs軟膏の調製と評価 

 

Preparation and Evaluation of a Modified Mohs Paste Mixed with Zinc 

Oxide  

10% Topical Oil-Based Ointment 
 

国立病院機構 別府医療センター薬剤部 鶴田南奈子 

 

切除不能な局所進行乳癌，頭頸部癌により皮膚浸潤をきたした場合皮膚潰瘍を生じうる。

先行研究によれば，皮膚浸潤を伴った悪性創傷の発生率は，乳癌で 62%，頭頚部癌で 24%

と報告されている。皮膚浸潤は，嫌気菌による感染症によって痛み，出血と壊疽を生じ，毛

細血管出血による皮膚潰瘍は治療の遅延をきたす。特に，潰瘍部の悪臭は，壊死した癌細胞

の脂肪酸と嫌気菌によって生じ，不快な悪臭は患者にストレスを与える可能性がある。

Mohs治療は 2次的な切除方法であり，処置は癌が浸潤している領域を除去するために繰り

返される。この処置は Freceric E. Mohs により開発されて，著しく高い治癒率を提供して

きた。Mohs治療は，基底細胞癌や扁平上皮癌など，多くの再発性もしくは組織学的に悪性

の病変の治療に有効とされている。Mohs治療は，最小限の傷で，正常な組織を残しつつ癌

組織の除去が可能であり高い治癒率が得られている。米国では特に組織検体の保存が不可

欠な頭頸部癌領域において，Mohs 治療は 1995 年から 2010 年まで上昇傾向が認められて

いる。Mohs 治療で使われる皮膚固定剤は，塩化亜鉛（ZnCl2）を含んでおり，モーズ・ペ

ースト（MP）として知られている。ZnCl2 は水に溶解し易く，吸湿性で潮解性をも示す。

ZnCl2 は潰瘍組織からの浸出液によりイオン化され (Zn2+)，潰瘍組織と微小血管の蛋白質

を変性させることにより創傷皮膚と組織を固定する。また，Zn2+ は細菌の細胞膜を変性さ

せるため抗菌作用を示し，感染と悪臭の減少が期待できる。MPによる組織の固定と切除は，

完全に癌のない平面組織に到達するまで，繰り返し行われる。MPは調製直後より，経時的

に軟化，粘度の増加，展延性の低下など，レオロジカルな特性に著明な変化が認められる。

これらの特性は，目標腫瘍部位へ一様に塗布することが困難になるなど MP による治療を

困難にする。また，腫瘍や潰瘍からの浸出液をMPが吸収することで，MPの流動性は増大

し軟化する。そして，軟化したMPは周辺の細胞と接触し，正常組織を壊死させる。これら

の問題を解決する目的で，数多くの MP に最適な軟膏基剤を調査研究が行われてきたが，

未だに議論の余地がある。先の研究では，MPに使用される吸水性基剤が原因でレオロジカ

ルな特性の変化が生じることを報告している。我々は，安定な流動性を維持することができ，

皮膚予防を有するMPを調製する目的で，油脂性軟膏である 10%亜鉛華単軟膏（Zn_ointment）

を使用した MP（mMP）を調製を行った。本研究において，我々は mMP のレオロジカル

な特性を検証し，mMPにより固定された組織を組織学的に評価した。 

mMPの処方を図に示す。 

 

 

ZnCl2 を含有した mMP の評価におい

て，調製後 3 ヵ月経過した mMP

（mMP_3mth）でも粘度の調整は可能であ

った。ZnCl2の濃度を低下させることで，

安定した組織の固定が可能であった。調

製後 3 ヶ月経過した従来の MP は，軟化

が進行し組織に塗布することや，グリセ

リンによって希釈することはできなかっ

た。対照的に，mMP_3mthは粘度が増大し

たが，mMP_3mthはグリセリンを混合する



ことができ，治療に適正な粘度は得られた。mMP_3mthの粘性と展延性は，1992.0 ± 376.5 

Pa·s および 2.1 ± 0.1 cm であった。また，グリセリンを添加することにより得られた

mMP_3mthの粘性と展延性は，436.9 ± 0.0 Pa·sおよび 2.8 ± 0.0cmであった。調製直後の

mMP（mMP_fresh）の粘性と展延性は，442.5 ± 78.9 Pa·s および 2.8 ± 0.1cm であり， 

mMP_3mthの粘性と展延性はmMP_freshの粘性と展延性と同様な値を示した（表）。 

 

従来のMPは治療に用いる直前に粘度の調整が必要だった。しかし，MPと Zn_ointmentを

練合した mMP では粘度の調整は不要であった。デンプンは密度の高い結晶構造が水素結

合結びついたアミロースとアミロペクチンから構成されている。それ故，水分子はデンプン

を浸潤させることができない。しかし，これらの水素結合は，亜鉛イオンの存在により弱め

られ，デンプンに水分子の浸潤を許す。巨大分子アミロペクチンとアミロースは，Zn2+の作

用により水が湿潤し，硬度と粘度の急速な増加に至る。mMPのデンプンの量は 6.25gであ

り，MP（12.5g）のデンプン量より少なかった。Zn_ointmentは蜜蝋，ダイズ油そして ZnOが

組成成分であり，グリセリンを混合することは容易だった。そのため，調整後 3ヵ月が経過

した場合であっても，mMPの粘度はグリセリンにより調整可能であった。Mohs治療によ

る組織固定は Zn2+によって引き起こされる細胞組織の蛋白変性により痛みを生じる。MP

とmMPの ZnCl2濃度は，47.6%と 23.8%であり，mMPの ZnCl2濃度は，MPの約半分で

あった。それ故，mMPの組織固定はMPと比べ緩徐に進行する。従って，mMPを用いた

組織固定の痛みは，MP による治療より軽減されると考えられる。ZnO は皮膚保護作用を

有しており，切傷，熱傷，ひっかき傷などの皮膚刺激を抑制する。調製した mMP の ZnO

の濃度はMPの ZnOの濃度にほぼ等しかった。従って，mMPの皮膚保護効果がMPと同

様であると考える。また，調製後 3ヶ月経過したmMP_3mth の ZnOの結晶の存在は顕微鏡

下でも観測された。全体として，これらの結果は，mMPは腫瘍の皮膚浸潤や腫瘍からの出

血の治療として効果的で，腫瘍自壊に伴う悪臭や滲出液漏出の抑制が期待できることを示

唆した。 

 

結論として，mMP はグリセリンを添加することで粘度が調整でき，また，mMP_3mthに

おいて ZnOの結晶の存在は確認できたことから，調製後 3か月経過した後も皮膚保護作用

を有していると示唆する。さらに，皮膚組織の急速な固定化も調整することが可能である。

本研究結果により，mMPのレオロジカルな特性は亜鉛化単軟膏とグリセリンによって調製

可能であることを示唆する。切除不能な局所性進行癌の皮膚浸潤治療において mMP の使

用は，治療のアウトカムに影響する重大な因子であると考える。 

 
Preparation and Evaluation of a Modified Mohs Paste Mixed with Zinc Oxide 10% Topical Oil-Based 

Ointment. Tsuruta M, Miyoshi T, Tsuruyama M, Matsumoto S, Yamashina T, Irie K, Matsuo N, Itonaga T, 

Hiraki Y, Kawamata Y. J Palliat Med. 2018 May;21(5):598-603. 



20％血清点眼薬院内製剤の安全性の検討 
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【緒言】 

防腐剤無添加の自己血清点眼薬は、高たんぱくであることから微生物汚染の危険性があ

る。一方で、レボフロキサシン添加・無添加にかかわらず正しく点眼することを患者に徹底

させれば、必ずしも血清点眼薬にレボフロキサシンの添加は必要ないのではないかとも報

告されている。 

当園では、約 5mL 入りの 20％血清点眼薬をクリーンブースで調製し、ハンセン病患者に

指示の下 1日 6～8回点眼している。開封後は冷蔵庫で保管して約 7日間使用するが、当園

で調製した 20％血清点眼薬を 7 日間継続使用することの安全性についてこれまで検討した

ことがなかった。そこで、20％血清点眼薬を調製して流し台に滴下し、無菌的に使用できる

か検証した。 

 

【方法】 

1. 20％血清点眼薬の調製方法 

本研究に同意を得られた当園職員 3名から滅菌済み採血管に採血し、室温で 2時間から 2

時間 10分放置した後、遠心分離機を用いて 3,000回転で 30分間遠心分離した。次いで、ク

リーンブースで血清をシリンジに採取し、20％になるよう生理食塩水で希釈した。その後、

シリンジに 0.22μｍのフィルターを装着して、滅菌済み点眼用ボトルに約 5mL ずつ分注し

た。20％血清点眼薬は各人について 5 本調製し、全 15 本をランダムに各 3 本ずつ 1 群、2

群、3群、4群、5群の 5つの群に振り分けた。 

2. チオグリコール酸培地の作成方法 

 チオグリコール酸培地 30g を精製水 1,000mL に加え加温溶解後、既定の試験管に規定量

ずつ分注した。121℃で 15～20分間滅菌後、速やかに取り出して流水で急冷し、遮光して 15

～25℃で保存した。 

3. 20％血清点眼薬の滴下方法と培養 

20％血清点眼薬を血液保冷庫から取出し、点眼瓶のキャップを開け、点眼薬を洗面台に 1

滴滴下した後、キャップを閉めて血液保冷庫に保存した。1群の 3本は 1日、2群の 3本は



2 日間、3 群の 3 本は 3 日間、4群の 3本は 4 日間、および 5 群の 3 本は 7日間、それぞれ

1日 8回（7:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、19:00）滴下した。5群の終

了後、各々の残液をチオグリコール酸培地に 0.1mL接種し、30～35℃で 14日間以上培養し

た。 

 

【結果】 

調製した 20％血清点眼薬全 15本の残液から、細菌および真菌は検出されなかった。 

 

【考察】 

Tsubotaらは、血清の成分である EGF、ビタミン A、TGF-βが 4℃で最長 7日間安定してい

ると報告している。López-García らは、EGF、TGF-β1、PDGF-AB、アルブミンの濃度が 4℃

で 1 か月安定していると報告している。これらの報告より、血清点眼薬を 1 週間程度使用

することは可能であると予測されるが、高温環境下では雑菌が繁殖しやすいため、冷所保存

が望ましいと考える。 

本研究では 20％血清点眼薬の残液から細菌および真菌は検出されなかった。これより、

当園で調製した 20％血清点眼薬を 7 日間無菌的に使用することは可能であることが示唆さ

れた。寺川らも容器の蓋を 1週間開閉した血清点眼薬では、レボフロキサシン添加・無添加

にかかわらず無菌性が維持できていたと報告している。以上より、ノズルを睫毛に接触させ

ないよう正しい点眼方法で使用することが重要である。 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez-Garc%C3%ADa%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25803495


•緒　言•

副腎皮質ステロイド（以下，ステロイド）は強力な抗
炎症および免疫抑制作用を有し，ほぼすべての膠原病お
よび膠原病類縁疾患に適応があり，第一選択薬とする疾
患も多い。一方で，高血糖や高血圧，骨粗鬆症，消化性
潰瘍，感染症，精神・神経症状など多様な副作用を誘発
する薬剤でもある。なかでも，精神・神経症状として最
も多いものは気分障害（軽躁状態）である。これは気分
の高揚（多幸・爽快気分），興奮，イライラ（焦燥），食
欲亢進，不眠といった症状として現れる1）。これまでに，
ステロイド使用患者における不眠の発現状況に関する報

告がされている2）。視神経炎でステロイドを内服してい
る患者群では，45％に睡眠障害が認められ，プラセボ
群より有意に多く発生したと報告されており3），口腔潰
瘍でプレドニゾロン（prednisolone：以下，PSL）を服
用していた患者で不眠が発現した患者数は，５－15 
mg/日服用患者と20－30 mg/日服用患者で大きな差は
ないが，40－60 mg/日服用患者では５－15 mg/日服用
患者と20－30 mg/日服用患者の約５倍だったと報告さ
れている4）。このように，ステロイド投与量と不眠との関
連についての報告は散見される。しかし，PSLは腎機能低
下者（推算クレアチニンクリアランス値（推算creatinine 
clearance値：以下，CCr）50 mL/min未満），高齢者（65
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副腎皮質ステロイド（以下，ステロイド）は多様な副作用を誘発する薬剤であり精神症状として不眠が散見される。膠原病内
科においてステロイド初回導入患者113名を対象とし，不眠発現状況，年齢，性別，腎機能，プレドニゾロン（prednisolone：
以下，PSL）導入量，導入前睡眠薬使用有無が不眠に与える影響について後方視的に検討した。結果，不眠群39名・非不眠群74名，
不眠群と非不眠群ではPSL導入量にのみ有意な差を認めた（p＜0.0001）。PSL導入量別不眠発現率は，低用量（PSL 20 mg/日未満）
18.2％，中等量（PSL 20 mg/日以上30 mg/日未満）16.7％，高用量（PSL 30 mg/日以上）71.4％と高用量で急増し，不眠発現
時期は中央値３日（範囲：１－24日）と導入後早期に発現していた。本研究は過去に報告のない年齢・腎機能について検討した
が不眠のリスク因子でない可能性が示唆された。
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歳以上）では最高血中濃度が上昇，半減期が延長すると
報告5,6）されているが，これらが不眠発現に関与してい
るか検討した報告はない。

そこで本研究では，膠原病内科においてステロイドを
初回導入した患者を対象として，ステロイド導入による
不眠の発現状況およびステロイド導入量，性別，年齢，
腎機能，ステロイド導入前睡眠薬使用有無が不眠に与え
る影響について後方視的に検討した。

•方　法•

１．対象患者
九州医療センター（以下，当院）において，2013年

６月〜2015年３月に膠原病内科に入院しステロイドが
初回導入となった患者131名のうちステロイドパルス療
法で初回導入となった18名を除外した113名（男性40
名，女性73名，年齢65.0±16.5歳）を対象とした。導
入されたステロイドは113名全員PSL経口薬であった。
対象患者の疾患は，関節リウマチ（rheumatoid arthritis：
RA）46名（40.7％）が最も多く，リウマチ性多発筋炎

（polymyalgia rheumatica：PMR）13名（11.5％）， 顕
微鏡的多発血管炎８名（7.0％），その他（ベーチェット
病，無筋症型筋炎，皮膚筋炎，巨細胞性動脈炎，若年性
突発性関節炎，混合性結合組織病，全身性強皮症，成人
スティル病，好酸球性多発血管炎性肉芽腫，シェーグレ
ン症候群，ウェゲナー肉芽腫，突発性器質化肺炎，間質
性肺炎合併症例）46名（40.7％）であった。
２．調査方法

本研究は後ろ向き研究のため，ステロイド導入後に睡
眠薬を使用した場合について睡眠に満足感が得られてい
ないと判断し “不眠” と定義した。また，ステロイド導
入前より睡眠薬を使用している患者については，ステロ
イド導入後に睡眠薬変更または追加があった場合につい
て睡眠に満足感が得られていないと判断し，“不眠” と
定義した。

年齢，性別，腎機能（CCr），ステロイド（PSL）導入量，
ステロイド導入前睡眠薬使用の有無，ステロイド導入後
睡眠薬使用の有無について，電子カルテより後方視的に
抽出し，“不眠” 発生人数，“不眠” 群および非 “不眠”
群の患者背景，各因子に関するオッズ比，ステロイド

（PSL）導入量別 “不眠” 発現率，“不眠” 発現までの期
間およびステロイド（PSL）導入量別の “不眠” 発現ま
での期間について評価した。

ステロイド投与量は一般的に，PSLとしての投与量が
20 mg/日未満を低用量，20 mg/日以上30 mg/日未満
を中等量，30 mg/日以上を高用量とされており，本研

究でも同様に分類した。
各因子に関するオッズ比に関して，年齢と腎機能

（CCr）はPSLの血中濃度に影響するとされている65歳，
CCr 50 mL/minを境界値とした。また，ステロイド（PSL）
投与量については，過去の報告4）において40－60 mg/
日で不眠の発生が５－15 mg/日服用患者と20－30 mg/
日服用患者の約５倍に増加していたとされていたが，
30－40 mg/日服用患者は含まれていないため，30 mg/
日を境界値とした。
３．統計解析

統計学的解析について，連続変数は対応のないt検定
またはMann Whitney検定，カテゴリ変数はFisherの正
確確率検定を用い，危険率５％で検定した。解析には
GraphPad Prism version ５を用いた。
４．倫理的配慮

本調査は当院倫理委員会の承認を得た（16C141番）。
なお，個人情報保護に十分配慮し，患者データは匿名化
したうえで取り扱った。

•結　果•

１．“不眠”発生人数
ステロイド導入後に “不眠” を発生した患者数は113

名中39名（34.5％）であった。
２．“不眠”群および非“不眠”群の患者背景

２群間において，性別，年齢，腎機能（CCr），に有
意な差は認めなかったが，ステロイド（PSL）導入量は
p＜0.0001と有意な差を認めた（表１）。
３．各因子に関するオッズ比

年齢（65歳以上），性別，腎機能（CCr 50 mL/min未満），
ステロイド導入前睡眠薬服用の有無に関しては有意な差
は認めなかったが，ステロイド導入量（PSL 30 mg/日
以上）では，オッズ比：11.43，95％信頼区間：4.49－
29.09，p＜0.0001と有意な差を認めた（表２）。
４．ステロイド（PSL）導入量別“不眠”発生率

ステロイド（PSL）導入量別の “不眠” 発生率は，低

表１　“不眠”群と非“不眠”群の患者背景

“不眠”群 非“不眠”群 p値

患者数
　男性
　女性

34.5％
15
24

65.5％
25
49

0.68a）

年齢 63.9±12.7 64.5±18.1 0.67b）

PSL導入量
（mg/day） 40（2.5-65） 10（2.5-60） ＜0.0001c）

CCr（mL/min） 79.2±35.3 86.3±37.1 0.18b）

mean±S.D.　median（range）
a）：Fisher’s exact test　b）：unpaired t test　c）：Mann Whitney test
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用量（PSL 20 mg/日未満）で18.2％，中等量（PSL 20 
mg/日以上30 mg/日未満）で16.7％だったが，高用量

（PSL 30 mg/日以上）では71.4％であり，30 mg/日を
境に急激に増加した（図１）。
５．“不眠”発現までの期間およびステロイド（PSL）
導入量別の“不眠”発現までの期間
中央値３日（範囲：１－24日）であり，初回導入後

数日で発現することが多かった（図２）。
また，ステロイド（PSL）導入量別では低用量（PSL 

20 mg/日未満）中央値３日（範囲：１－36日），中等
量（PSL 20 mg/日以上30 mg/日未満）：中央値3.5日（範
囲：３－４日），高用量（PSL 30 mg/日以上）：中央値
３日（範囲：１－24日）であり，ステロイド（PSL）導
入量による “不眠” 発現までの期間は，いずれの導入量
でも初回導入後数日で発現していた（表３）。

•考　察•

ステロイドは膠原病および膠原病類縁疾患において第
一選択とされることが多い薬剤である。精神変調はステ
ロイドの重大な副作用の１つであるが，症状は多岐にわ
たり，原因は未だ十分に明らかになっていない。

今回の調査でステロイド（PSL）導入量が30 mg/日
を境に “不眠” が急増していた。一方で，低用量（PSL 
20 mg/日未満）では18.2％，中等量（PSL 20 mg/日以
上30 mg/未満）では16.7％でありほぼ横ばいであった。
コルチゾールは睡眠を抑制する作用があり，ストレス状
況下ではコルチゾール分泌は増大し，不眠を引き起こし
やすいとされている7）。PSL投与時も同様の現象が生じ，
不眠を誘発している可能性が推測され，PSL 30 mg/日
を境に “不眠” が生じ得る血中濃度まで上昇している可
能性が考えられる。

“不眠” はステロイド（PSL）初回導入後数日で発現す
ることが多かった。中島らの報告2）によるとグルココル
チコイド服用開始後の不眠の発現時期は中央値６日（範
囲１－88日）とされており，本研究のほうがやや早期

表２　各因子のオッズ比

“不眠”群 非“不眠”群 オッズ比
（95％信頼区間） p値a）

年齢
　65歳以上
　65歳未満

24
15

47
27

0.91
（0.41－2.04）

0.84

性別
　男性
　女性

15
24

25
49

1.23
（0.55－2.74）

0.68

PSL導入量
　30 mg/day以上
　30 mg/day未満

25
14

10
64

11.43
（4.49－29.09）

＜0.0001

CCr
　50 mL/min未満
　50 mL/min以上

6
33

10
64

1.16
（0.39－3.48）

0.78

導入前睡眠薬服用
　あり
　なし

10
29

11
63

1.98
（0.75－5.17）

0.20

a）：Fisher’s exact test
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図２　“不眠”発生までの期間

表３　投与量別“不眠”発現までの期間

中央値 範囲

低用量
PSL：20 mg/日未満
　　　（n＝12）

３日 １－36日

中等量
PSL：20 mg/日以上
　　   30 mg/日未満
　　　（n＝２）

3.5日 ３－４日

高用量
PSL：30 mg/日以上
　　　（n＝25）

３日 １－24日

■“不眠”（＋），□“不眠”（－）

図１　ステロイド（PSL）投与量別“不眠”発生率
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に発現していた。中島らの報告2）では副作用発現を，診
察医師による診療録の記述・薬剤管理指導記録に基づい
ており，本研究では睡眠薬の使用を “不眠” としたため
やや早期に発現した可能性が考えられる。しかし，導入
早期に不眠が発現するということに関しては同様の結果
と考えられる。また，ステロイド（PSL）導入量別での “不
眠” 発現時期はいずれの導入量においても約３日であり，
“不眠” 発生の時期に対しステロイド（PSL）導入量は影
響していない可能性が示唆され，ステロイド導入量にか
かわらず，導入の際は早期より睡眠状況に留意する必要
があると考えられる。

ステロイド（PSL）導入量以外の要因として，男女間
に差はみられなかった。ステロイドによる精神症状の出
現率は女性のほうが高く，男性の約６倍に及ぶ8）との報
告があるが，本調査では不安や焦燥感などの精神症状を
対象にしていないため，性差が生じなかった可能性が考
えられる。

また，高齢者・腎機能低下患者では，PSLの最高血中
濃度上昇や半減期が延長することが報告されている5,6）。
そのため，“不眠” に影響を及ぼすことが考えられたが，
本研究では，表３に示すように年齢65歳以上，CCr 50 
mL/min未満の項目で有意差が認められなかった。不眠
には疼痛や掻痒感などの身体的因子，騒音や温度などの
環境的要因，ストレスなどの心理的因子など多くの因子
が存在し，これらの因子が “不眠” に対し，年齢や腎機
能による代謝能の低下よりも大きく影響した可能性が考
えられる。

本研究では過去に報告がない年齢や腎機能についても
検討したが，ステロイド導入量以外の因子は “不眠” に
影響を与えていない可能性が示唆された。今後は先に述
べた心理的因子や身体的因子等の因子をさらに抽出し検
討する必要がある。また，本研究では睡眠薬の使用・変
更を睡眠に満足感が得られていないとし，“不眠” と定
義したが，睡眠薬服用に対する抵抗感や不安感から服用
しなかった症例が存在する可能性があり，今後の検討課

題である。
不眠は眠気，集中困難，抑うつ等の多様な精神・身体

症状を伴うことが多い。ステロイド導入時の不眠発生に
影響を与える因子を明らかにすることで，不眠発現の予
測が可能となる。さらに，医師・看護師と連携の下，睡
眠状況を把握し薬剤師として睡眠薬の適切な選択をする
ことでQOL維持に貢献することができると考える。

•利益相反•

本論文すべての著者は，開示すべき利益相反はない。
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•緒　言•

医薬品が原因で発生する薬物性肝障害はこれまで多く
の薬剤で報告され1），肝障害の劇症化により厚生労働省
から安全性情報が発信された薬剤もあるため，重症化の
防止には速やかな原因薬剤の特定と中止が重要である1）。

原因薬剤の特定には薬剤リンパ球刺激試験（drug-
induced lymphocyte stimulation test：以下，DLST）が
広く用いられ※1，過去に薬剤師がDLSTを提案して原因
薬剤の特定とその後の治療に貢献した症例が報告されて
いる2）。

薬剤による薬物性肝障害は，必ずしも１回の服用で発

症せずに２回目から２年以上の継続服用で発症した症例
もあるため1〜3），現在服用中の薬だけでなく，患者の過
去の薬歴を把握し，再発防止に努める必要がある。その
ため，薬物性肝障害の原因薬剤の検討には，診療録の情
報以外にお薬手帳から得られる薬歴情報の把握と，原因
薬剤の特定後は，患者および医療従事者間で情報を共有
することが極めて重要であると考えられる。

今回気管支喘息の治療開始10日目にGrade３の肝機能
障害を認め，薬物性肝障害が疑われた患者に対し，入院
初日の好酸球の数値から入院前の使用された医薬品によ
る好酸球増加の副作用を考え，お薬手帳から得られた薬
歴より被偽薬を検討したうえでDLSTを提案し，薬物性

検査値とお薬手帳から薬物性肝障害と好酸球増加の
原因薬特定に至った症例

吉本有里†1，田川　幸1，津曲恭一2，小園亜希3

独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院薬剤部†1

独立行政法人国立病院機構都城医療センター薬剤部2，国立療養所菊池恵楓園薬剤科3

A Case of Pharmacy Intervention of Suspicious Drug-induced 
Liver Injury and Eosinophilia

Yuri Yoshimoto†1, Sachi Tagawa1, Kyouichi Tsumagari2, Aki Kozono3

Department of Pharmacy, National Hospital Organization Kumamoto Saishunsou†1, 
Department of Pharmacy, National Hospital Organization Miyakonojo Medical Center2, 

Department of Pharmacy, National Sanatorium Kikuchi Keifuen3

〔受付：2017年４月10日　受理：2017年６月21日〕

モンテルカスト（montelukast：以下，Mon）が原因の薬物性肝障害とシタフロキサシン（sitafloxacin：以下，STFX）が原因
の好酸球増加に薬剤師の介入が有用であったと考えられる１例を報告する。症例は58歳，女性。気管支喘息の入院治療が行われ，
入院初日の採血で好酸球増加と10日目の採血でGrade３の肝機能障害を認め，MonとSTFXによる副作用が強く疑われた。そのた
めMonとSTFXを含む４剤の薬剤リンパ球刺激試験（drug-induced lymphocyte stimulation test：DLST）を医師に提案し，Mon
とSTFXが陽性であり，その結果をお薬手帳に記載して近隣医療機関との情報共有を図った。お薬手帳から入院前の薬歴を把握し，
副作用の原因薬の特定と情報共有に薬剤師が介入したことで，再投与の防止に貢献できたと考えられる。

キーワード―�シタフロキサシン，モンテルカスト，薬物性肝障害，お薬手帳，薬剤リンパ球刺激試験（DLST），好酸
球増加

†熊本県合志市須屋2659；2659, Suya, Koshi-shi, Kumamoto, 861-1196 Japan
※1：相原道子 : 薬疹の検査法update, 医学のあゆみ, 220, 875-878 (2007).
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肝障害と好酸球増加の原因薬剤を特定し，かかりつけ医，
かかりつけ薬局と情報を共有して再投与防止に貢献した
症例を経験したので報告する。

•症　例•

１．患者背景
患者：58歳女性，身長155 cm，体重40 kg
既往歴：脂質異常症，全般性不安症
　内服薬：
　レバミピド（300 mg/日）
　ロスバスタチン（５mg/日）
　エチゾラム（0.5 mg/日）
　 プロカテロール10 μgエアー100吸入　喘息発作時
　お薬手帳記載
　入院前５日間：
　シタフロキサシン（100 mg/日）
　 ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリ

ン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩配合錠
（３錠/日）

　ロラタジン（10 mg/日）
　アセトアミノフェン（400 mg/回）
現病歴：20XX年，３月中旬にかかりつけ医にて息切

れを主訴に受診し，末梢動脈血酸素飽和度（oxygen 
saturation of peripheral artery：以下，SpO2）の低下（85
％）を認め，点滴と吸入で症状の改善後にシタフロキサ
シン（sitafloxacin：以下，STFX），ジヒドロコデインリ
ン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩配合錠，ロラタジン，アセトアミノ
フェンが処方されて帰宅した。７日後の再診でSpO2の
改善なく，気管支喘息発作が疑われたため熊本再春荘病
院（以下，当院）に紹介入院となった。
２．入院後の経過

20XX年３月末日，気管支喘息発作治療に対しプロカ
テロール吸入液0.3 mL，クロモグリク酸ナトリウム吸
入液（入院２〜６日），メチルプレドニゾロン注射液
125 mg（入院１〜３日），スルバクタム/アンピシリン

（sulbactam/ampicillin： 以 下，SBT/ABPC）６g/日（ 入
院２〜７日）が投与開始となる。治療開始２日目プレド
ニゾロン錠20 mg内服（入院４〜８日）へ，４日目モン
テルカスト（montelukast：以下，Mon）錠10 mg追加，
６日目プロカテロール吸入液からブテソニド/ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物吸入剤へ切り替え，８日目ラン
ソプラゾール錠15 mg追加，９日目呼吸機能改善となる
が，10日目にアスパラギン酸-アミノトランスフェラー
ゼ（aspartate aminotransferase：以下，AST）とアラニ

ンアミノトランスフェラーゼ（alanine aminotransfer-
ase：以下，ALT）の上昇が認められた。腹部超音波検
査で異常はなく，肝炎マーカーは陰性，アルコール歴お
よび免疫疾患の既往はなく，黄疸，倦怠感，皮疹等の症
状は認められなかったものの薬物性肝障害を疑い治療薬
はすべて中止となった。
３．原因となった薬物の検討とDLST提案，その後の経過

当初は入院10日目に肝酵素の上昇を認めた時に投与
されていた４剤（プレドニゾロン錠，Mon，ランソプラ
ゾール，SBT/ABPC静注）のいずれかが薬物性肝障害の
原因と考えられたが，この４剤が投与される前の入院当
日の末梢好酸球が2,670 /μLであり，既往歴から薬剤の
副作用の可能性が疑われたため，入院前に服用していた
薬剤（STFX，ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエ
フェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩配
合錠，ロラタジン，アセトアミノフェン）を含めて原因
薬の検討を行った（図）。入院前に服用していた４剤の
うち，好酸球上昇の有害事象が報告されているのは，ロ
ラタジン（0.1〜１％未満），STFX（１〜５％）であり，
さらに肝機能障害が報告されているのはクラリチンⓇ

（頻度不明），アセトアミノフェン（頻度不明），STFX（１〜
５％）であった。入院10日目に投与されていた４剤の
うち，肝機能障害が報告されているのは，Mon（0.1〜
１％未満），ランソプラゾール（0.1％未満），SBT/ABPC

（0.1％）であった。これらの報告と今後気管支喘息の治
療に必要と考えられる薬剤を考慮し，Mon，STFX，ラ
ンソプラゾール，アンピシリン/スルバクタムの４剤に
ついて薬剤師はDLSTを主治医に提案し施行された。最
大反応値（count per minute：以下，cpm）と最大リン
パ球刺激率（stimulation index：以下，SI）はそれぞれ
Mon：609 cpm，最大SI：3.5，STFX：637 cpm，最大
SI：3.6，ランソプラゾールは219 cpm，最大SI：1.3，
アンピシリン/スルバクタム：204 cpm，最大SI：1.2で
あ っ た。SI≧1.8で あ っ たMon，STFXが 陽 性 と 判 断，

「DDW-J2004薬物性肝障害ワークショップ」のスコア
リングでも５点と可能性が高い診断となった。

治療16日目にはAST・ALT正常範囲となり，肺機能・
呼吸状態も改善され，退院となった。再投与の防止のた
め，DLST結果をかかりつけ医，かかりつけ薬局に情報
提供を行った。
４．考察

本症例は薬物性肝障害と好酸球増加の副作用に対して，
薬剤師がお薬手帳や診療情報提供書により服薬内容の確
認，被疑薬の検討を行いDLSTの実施を提案し，原因薬
剤の特定と，かかりつけ医，またかかりつけ薬局に情報
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共有し，再投与防止に貢献で
きた症例であった。

薬物性肝障害は服用開始後
60日以内に起こることが多
く，「中毒性」と「特異体質性」
に大別され，多くは「特異体
質性」に該当する。「特異体
質性」はさらに「アレルギー
性特異体質」と「代謝性特異
体質」によるものに分類され，

「アレルギー性特異体質」は
発熱，皮疹，好酸球増多等の
アレルギー反応を伴いDLST
陽性を示すのに対して，「代
謝性特異体質」は用量依存性
に障害が強くなりDLST陰性
を示すとされている1,3）。本
症例は発熱，皮疹等の症状は
認めなかったが，必ずしも症
状を認めない場合もあること
と1），入院治療開始14日目に
肝障害を認めたことに加えて
DLSTの結果より「アレルギー
性特異体質」であったと考え
られる。

さらに1,500 /μL以上の好
酸球増加の場合には，寄生虫
感染，アトピーまたはアレル
ギー疾患，薬剤の副作用等が
原因となり得る4）。本症例は
入院初日に2,670 /μLの好酸
球 上 昇 とIgE：1,677 IU/mL
を認めたものの，既往歴や問
診から寄生虫感染，アトピー
またはアレルギー疾患は否定
的であり，薬剤による副作用
である可能性が疑われた。

薬物性肝障害と好酸球増加の原因薬の特定には，
DLSTにより特定に至った報告を参照し1,2,5），今後の治療
に必要と考えられる薬剤を考慮してMon，STFX，ラン
ソプラゾール，SBT/ABPCを対象にDLSTを行い，Mon，
STFXが陽性であった。

Monには，重大な副作用にいずれも頻度不明の劇症肝

炎と肝炎，0.01％の肝機能障害があり※2，服用48日目
に黄疸と呼吸困難を呈した肝機能障害の症例が報告され
ている6）。本症例では黄疸と気管支喘息は認めなかった
が，定期的検査により早期に肝障害の発見に至ったこと
と，気管支喘息の治療が行われていたため症状を呈しな
かった可能性が考えられる。また薬物性肝障害の一般的
症状である発熱や痒み，発疹などを認めなかったのは，

※2：杏林製薬株式会社 : キプレスⓇ錠インタビューフォーム (2016年９月).

＊：配合剤，Eos：eosinophil，IgE：immunoglobulin E

図　肝機能障害発症前後の臨床経過
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Mon投与前から気管支喘息の治療でステロイドが施行
され，症状が緩和していた可能性が考えられた。薬物性
肝障害の早期発見には，定期的検査が第一であり，それ
以外に問診で全身倦怠感，発熱，痒みなどの肝障害を示
唆する症状があれば，肝機能検査を行うことが推奨され
ているものの，本症例のように症状が出ない場合もある
ため1），定期的検査の重要性が再確認されたと考えられる。

薬剤の副作用による好酸球増加の原因薬には，抗けい
れん薬や抗菌薬が多いとされている4）。STFXによる好酸
球増加の頻度はトスフロキサシンと比較した国内第Ⅲ相
臨床試験において，トスフロキサシン4.1％（５例/121
例）に対してSTFXは8.7％（11例/126例）と報告され
ているものの7），2008年12月〜2010年11月の２年間の
使用成績調査では，0.03％（１例/3,331例）と報告さ
れており※3，症例報告も非常に乏しい。その要因として，
本症例のようにニューキノロン内服薬は外来治療で用い
られることが多く，定期的検査が困難であるため，実際
の好酸球増加の副作用は多いことが推察される。

好酸球増加は，組織浸潤による不可逆的かつ致命的な
臓器障害を引き起こすこともあるため4），薬の副作用の
場合は患者への説明と再発防止のための薬・薬連携等の
近隣医療機関との連携が重要である。医薬品の安全使用
のために広くお薬手帳が活用されていることから※4，薬
剤師はDLSTの結果をお薬手帳に記載して，かかりつけ
医とかかりつけ薬局に情報提供を行い，再発防止に努めた。

お薬手帳は，「患者のための薬局ビジョン」において，
「医師や薬剤師が患者の服用歴を確認し，医薬品を処方
又は調剤することにより，相互作用の防止や副作用の回
避等に役立てることができる」とされ，積極的な活用が
期待されている8）。当院では地域住民向けに毎年開催し
ている健康フェスタにおいて，薬剤師によるお薬手帳に
関する講演会等でお薬手帳の意義と役割について周知を
行っている。しかし医療施設の入院患者のお薬手帳の所
持率は50％以下であり，さらにお薬手帳を所持してい
るものの入院時に携帯していない患者が10％であった
ことが報告9）されており，お薬手帳を十分に活用できて
いないという課題も浮き彫りになっている。今後はさら
に地域住民および入院患者へのお薬手帳の所持と持参を

呼びかけるとともに，薬歴，副作用歴記載の徹底，また，
地域薬剤師会の研修等でお薬手帳活用の重要性を伝えて
いき，薬・薬連携と副作回避の取り組みと継続に努めて
いく必要がある。

本症例は薬物性肝障害と薬物による好酸球増加を呈し
た稀な症例であり，原因薬の特定と以後の再発防止に薬
剤師が貢献し，今後の安全な薬物療法に有益な報告であ
ると考えられる。

•利益相反•

全ての著者は，開示すべき利益相反はない。
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•緒　言•

同種造血幹細胞移植は白血病や悪性リンパ腫などの根
治を目的として用いられる治療法である。移植後の急性
移 植 片 対 宿 主 病（graft versus host disease： 以 下，
GVHD）は同種造血幹細胞移植に伴う主な合併症の１つ
で，同種造血幹細胞移植を行う際には必ずGVHD予防を
行うが，予防を行っても約半数の患者は急性GVHDを発

症する※1。
急性GVHDを発症した場合，まずは副腎皮質ステロイ

ド剤による標準的な初期治療が行われる1）。ステロイド
による初期治療に抵抗性を示す急性GVHDに対する二次
治療として，抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン，ミ
コフェノール酸モフェチル（mycophenolate mofetil：
以下，MMF），ステロイドパルス療法などが用いられて
きた1）。これまでに報告された二次治療と遜色のない

小児急性リンパ性白血病において同種造血幹細胞移植
後の急性GVHDに対し，ヒト間葉系幹細胞および経口
ベクロメタゾン製剤を併用し有効であった１症例

永田祐子†，衛藤智章，宮本聖子，三角紳博

独立行政法人国立病院機構九州がんセンター薬剤部†

Combination of Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells and Oral 
Beclomethasone was Effective for Acute Graft-versus-host-disease 
Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in a 
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Yuko Nagata†, Tomoaki Eto, Seiko Miyamoto, Nobuhiro Misumi
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〔受付：2017年７月16日　受理：2017年11月24日〕

急性リンパ性白血病の第２寛解期の８歳男児について，寛解導入療法後，微小残存病変陽性のため移植適応となり，非血縁者
間骨髄移植を実施した。移植後にステロイド抵抗性の急性移植片対宿主病（graft versus host disease：以下，GVHD）を発症し
たため，ヒト間葉系幹細胞（mesenchymal stem cells：以下，MSCs）を投与した。しかし消化管GVHDの改善が認められなかっ
たため，院内製剤の経口ベクロメタゾンプロピオン酸エステル（beclomethasone dipropionate：以下，BDP）製剤をMSCsと併
用した。経口BDP製剤開始６日目には，造血細胞移植学会ガイドライン（2014年）のGVHDの診断基準における消化管GVHD 
stage １まで改善した。MSCsは消化管GVHDへの有効性が示されているが，MSCs投与４週後も改善しなかった消化管GVHDに対
し，経口BDP製剤が有用である可能性が示唆された。

キーワード―�ヒト間葉系幹細胞（MSCs），経口ベクロメタゾンプロピオン酸エステル（BDP），小児，急性GVHD，
消化管GVHD

†福岡県福岡市南区野多目3-1-1；3-1-1, Notame, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 811-1395 Japan
※1：日本造血細胞移植学会 : 平成20年度全国調査報告書, 日本造血細胞移植学会データセンター, 2009.
　　https://www.jshct.com/report_2008/, 2017年４月１日参照
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GVHD抑制効果をもち，感染症などの合併症の少ない，
より安全な治療法として，テムセルⓇ（ヒト間葉系幹細
胞（mesenchymal stem cells：以下，MSCs））が造血幹
細胞移植後の急性GVHDを適応症として，2015年９月
に製造販売承認を取得した。急性GVHDは主に皮膚，肝
臓，消化管に発症しやすく，その予防や治療にはプレド
ニゾロン（prednisolone：以下，PSL）などの副腎皮質
ステロイドや免疫抑制剤の全身投与が標準的であるが，
感染症の増加など全身性副作用が問題となっている2）。
そのため内服しても吸収されず，全身性副作用の少ない
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル（beclomethasone 
dipropionate：以下，BDP）を消化管GVHDに対し，内
服投与する例が報告されている2〜4）。しかし本邦におい
て，局所の抗炎症作用を目的としてBDPの経口製剤は販
売されていない。MSCsは消化管GVHDも含めた急性
GVHDへの有効性が示されているが5, 6），小児の使用例数
は承認時２例と少なく，また承認時申請において経口
BDP製剤との併用データはない。

今回，国立病院機構九州がんセンター（以下，当セン
ター）において，小児の同種造血幹細胞移植後の急性
GVHDに対し，MSCs使用後も残存した消化管GVHDに院
内製剤の経口BDP製剤を併用し著効した１例を経験した
のでその詳細を報告する。GVHDの診断は，主治医によ
り造血細胞移植学会ガイドライン（2014年）のGVHD
の診断基準に従い分類され，重症度は各臓器障害の
stageに従って診断された。

本症例報告は，臨床研究に関する倫理指針に従って行
い，当院倫理委員会にて承認されている（承認番号
2017-49）。

•症　例•

１．患者背景
８歳，男児。身長120.7 cm，体重21.5 kg。急性リン

パ性白血病の第２寛解期，中枢神経浸潤なし。寛解導入
療法後，微小残存病変陽性のため移植適応となり，当セ
ンターに造血幹細胞移植目的で入院した。入院後より下
痢が再燃し，クロストリジウム・ディフィシル（Clos-
tridium difficile：以下，CD）トキシンが陽性であったた
め，偽膜性腸炎と考え，メトロニダゾールの内服を開始
した。その後も腹痛が持続し，頻回の嘔吐と腸蠕動低下
を認め，イレウス疑いのため絶食，補液管理となった。
バンコマイシンの内服に変更し，腹部症状と所見は徐々
に改善した。CDトキシンの陰性化を確認し，造血幹細
胞移植が実施可能な状況となった。造血幹細胞移植日を
day０とし，day －８〜－２に前処置を開始した。前処

置 は シ ク ロ ホ ス フ ァ ミ ド（cyclophosphamide：CPA，
60 mg/kg）＋エトポシド（etoposide：ETP, 60 mg/kg）
＋放射線の全身照射（total body irradiation：TBI，２ 
Gy×３回）で行われた。Day０に非血縁者間同種造血幹
細胞移植（HLA一座不一致，性別不一致）を実施した。
GVHD予防として移植前日からタクロリムスの持続点滴
を開始し，day１（15 mg/m2），３，６，11（10 mg/m2）
に静注でメトトレキサートの投与を行った。
２．MSCs調製および投与方法

MSCsは37℃のウォーターバスで５分間解凍し，１
バック当たり生食18 mLで希釈した。細胞液が泡立たな
いよう静かにシリンジとバッグを２〜３回往復させ，完
全に混合させた。患児の体重は20 kgとして投与量を算
出し，バッグから不要な細胞液13 mLを取り除き，全投
与量は16 mLとした。MSCs投与の際には，投与時のア
レルギー反応の予防としてd-クロルフェニラミンマレ
イン酸塩2.5 mgの前投薬を行い，調製後３時間以内に
90 mL/hrで投与を完了した。
３．経口BDP製剤の調製および内服方法

経口BDP製剤は，「病院薬局製剤事例集」のプロピオ
ン酸ベクロメタゾン腸溶性カプセルの調製方法を参考に
調製した7）。腸溶性ハードカプセル３号（三生医薬㈱）
を用い，50カプセル分まとめて調製した。BDP（和光
純薬工業㈱），販売元コード：027-17641）を0.1 g秤
量し，CF乳糖（ファイザー㈱）を9.9 g秤量し，乳鉢で
混合後に0.2 gずつカプセルに充填した（２mg/カプセ
ル）。BDP製剤は４mg/day 分２として経口投与した。

•臨床経過•

Day 10に左耳介に軽度の発赤を認め，day 12頃より
水様便が増加し，両耳介から頬，両手掌と足底，頸部か
ら体幹と皮疹が全身に拡大し，急性GVHD grade Ⅲ（皮
膚stage３，消化管stage２）と診断された。Day 13より
静注にてPSL 42 mg/day（２mg/kg/day）を開始した（図
１）。下痢および皮疹は消褪した。しかし，day 22頃よ
り皮疹が再燃し，下痢量の増加がみられ，day 26に下
部内視鏡検査を実施し，消化管GVHDと診断された。そ
の頃から総ビリルビン（total bilirubin：以下，T-bil）
は上昇傾向を示し，day 38には急性GVHD grade Ⅲ（皮
膚stage３，肝臓stage３，消化管stage１）と診断された。
Day 27からMMF（750 mg/day）を開始し，1,500 mg/
dayまで増量するも治療効果は得られなかった（図２）。
Day 38にはステロイド抵抗性急性GVHDと診断され，
MSCs を投与開始した。MSCsを８回（週２回，４週間）
投与後，皮疹は徐々に消失し，高ビリルビン血症は改善
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し た が， 下 痢 は 持 続 し， 急 性GVHD grade Ⅲ（ 皮 膚
stage３，肝臓stage１，消化管stage３）と診断された。
Day 62からMSCs投与後に残存した消化管GVHD（stage
３）に対し，経口BDP製剤（４mg/day 分２）を開始した。
MSCsは８回投与後，継続投与（１週間に１回，４週間
投与）を行い，計12回投与した（図１，２）。

MSCsを投与開始４週間後（計８回投与）のday 66に
はT-bil 1.7 mg/dLとなり，肝GVHDはstage３からstage
０に改善した（図２）。MSCs投与後に残存した消化管
GVHD（stage３）に対し，day 62から経口BDP製剤（４
mg/day 分２）を開始したところ，便量は著明に減少し，
経口BDP製剤を開始して６日目には，消化管GVHDは
stage３からstage１に改善した（図１）。経口BDP製剤
を開始して14日目に一時便量の増加はみられたが，消
化管GVHDはstage１であった。また副腎皮質ステロイ
ド投与量はMSCsおよび経口BDP製剤を併用することで，

肝およびMSCs投与後も改善しなかった消化管GVHDを
悪化させることなく漸減可能であった（図３）。全身の
副腎皮質ステロイドはサイトメガロウィルス（cyto
megalovirus：以下，CMV）感染症のリスク因子の１つ
であるが8），副腎皮質ステロイドを漸減する際のCMV 
C7HRP陽 性 細 胞 数 は，PSL 15 mg/day（ ＜１mg/kg）
まで減量後（day 67），移植後病日119日時点まで陰性
であった（図３，４）。

各臓器別のMSCs投与４週後までの最大治療効果判定
は，皮膚病変はNC，肝障害はCR，消化管障害はPGであっ
た（表１－A）。MSCs投与開始から経口BDP製剤開始14
日後までの最大治療効果判定は，皮膚病変はNC，肝障
害はCR，消化管障害はPRであった（表１－B）。

患児はその後，皮膚症状は慢性GVHDに移行し，肝お
よび消化管GVHDはstage０，stage１まで改善し，day 

図１　便量の変化
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図２　 T-bilおよびミコフェノール酸モフェチルの投与量
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図３　副腎皮質ステロイドの投与量の変化
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140に退院となった。

•考　察•

今回の症例から，小児の造血幹細胞移植後のMSCs投
与後も改善しなかった消化管GVHDに対し，経口BDP製
剤が有用である可能性が示唆された。MSCsを使用する
ことで，小児においても肝GVHDは速やかに改善したが，
消化管GVHDは継続していた。経口BDP製剤の消化管
GVHDに対する効果発現時期については，１〜２週要す
ると報告されており2），本症例においても同様の結果で
あった。テムセルⓇHS注　インタビューフォーム（第２
版）によると，MSCsは生体内において炎症部位に集まり，
炎症性サイトカインなどによって活性化され，複数の機
序によりドナー由来の活性化T細胞機能を抑制すること
でGVHD治療効果を発現すると推察されている。テムセ
ルⓇHS注　申請資料概要では，MSCsの各臓器別の治療
効果判定について，４週間後までの最大治療効果判定で
は，初回投与時に皮膚の症状を有した９例のうち，４週
後までに一度は皮膚病変が消失した患者は６例，stage
が改善した症例は３例，初回投与時に肝臓の症状を有し
た４例のうち，４週後までに一度は肝障害が消失した患
者は２例，stageが改善した症例は１例，初回投与時に
消化管の症状を有した10例のうち，４週後までに一度
は消化管障害が消失した患者は８例，stageが改善した
症例は１例であった※2。また12週間後までの最大治療
効果判定において，初回投与時に皮膚の症状を有した９
例のうち，12週後までに一度は皮膚病変が消失した患
者は８例，stageが改善した症例は１例，初回投与時に
肝臓の症状を有した４例のうち，12週後までに一度は
肝障害が消失した患者は３例，stageが改善した症例は
０例，初回投与時に消化管の症状を有した11例のうち，

12週間までに一度は消化管障害が消失した患者は10例，
stageが改善した症例は０例であった※2。

今回，MSCs投与開始４週後においても消化管GVHD
stage３が継続していたが，経口BDP製剤を使用するこ
とでBDP開始６日目にはstage１へ症状が改善した。先
の結果より，MSCs開始４週後の時点で，消化管GVHD
が改善した症例が９/10（90％）であったことから，本
症例はMSCs抵抗性の消化管GVHDであったことが示唆
された。また12週後までに消化管GVHDが改善した症例
が10/11（90.9％），MSCsが５週から12週の間に効果
を発現する症例も少なからず１例存在することから，経
口BDP製剤単剤の影響ではなくMSCsと併用したことで
消化管GVHDが１〜２週で速やかに改善した可能性が考
えられる。

また本症例が造血幹細胞移植前にCDトキシン陽性の
偽膜性大腸炎と診断されていたことが，MSCs抵抗性の
消化管GVHDを発症した要因の１つではないかと推察さ
れる。CD感染は，造血幹細胞移植後の深刻なGVHDと非
再発死亡率との関連が示唆される報告がある9）。この報
告のなかでは，CDトキシンがTNF-αやほかの関連分子
の放出を増加させ，移植前処置によるサイトカインの制
御異常を促進したことが，GVHDを悪化させた要因では
ないかと考察されている。GVHDは強力な移植前処置に
より，組織が障害を受け，TNF-αやIL-1，IL-6などの
炎症性サイトカインが放出されることが発症の引き金と
なる10,11）。

本症例において，GVHDを発症している期間中の糞便
検査では，CD保菌状態であったが，CDトキシンは検出
されなかった。CDの感染状態が何らかの要因をもたら
し重篤なGVHDの引き金となった可能性も考えられる。

MSCsはステロイド抵抗性の急性GVHDに対する有効
性および安全性の確認された再生医療等製品であるが，
小児の使用例は少なく，経口BDP製剤と併用した場合の
臨床成績については，これまで報告されていない。本症
例 は 小 児 に お い て もMSCsが 肝GVHDに 対 し 有 効 で，
MSCs抵抗性の消化管GVHDに対しMSCsと経口BDP製剤
を併用することで，消化管GVHDが改善した初めての報
告である。またMSCsと経口BDP製剤を併用することで，
肝およびMSCs投与後も改善しなかった消化管GVHDを
悪化させることなく感染症の要因となる全身ステロイド
の漸減が可能となることが示唆された。MSCsと経口
BDP製剤を併用した場合の急性GVHDに対する有効性に

※2：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 : テムセルHS注に関する資料, 申請資料概要, 10. 臨床概要, 2016.
　　http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/ctp/0002.html, 2017年４月１日参照

表１-A　MSCs投与４週後までの最大治療効果判定

臓器 皮膚 肝臓 消化管

最大治療効果判定 NC CR PG

表１-B　 経口BDP製剤開始14日後までの最大治療効果
判定

臓器 皮膚 肝臓 消化管

最大治療効果判定 NC CR PR
CR：臓器障害が消失　　　　　NC：変化なし
PR：臓器のステージが改善　　PG：臓器のステージが悪化
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ついては，今後さらに症例を蓄積し検討する必要がある。
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小児におけるボリコナゾールによる肝障害の臨床的特徴に関する調査
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国立病院機構九州がんセンター薬剤部

Clinical Features of Voriconazole-induced Hepatotoxicity in Pediatric Patients
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　Hepatotoxicity associated with the administration of voriconazole (VRCZ) is a treatment-related adverse event that 
necessitates discontinuation of administration in some cases. This study is aimed at investigating the clinical features of 
VRCZ-induced hepatotoxicity in pediatric patients, including the status of hepatic damage before the administration of 
VRCZ.
　Demographic and laboratory data were retrieved retrospectively from the medical records of 13 Japanese pediatric 
patients who underwent VRCZ therapy. Based on this study and other studies, we examined the relationship between 
the ratio of patients with hematologic malignancy / solid tumors to the underlying disease and the occurrence of VRCZ-
induced hepatotoxicity.
　There have been 10 cases (76.9％) with hepatic damage before the administration of VRCZ. VRCZ-induced 
hepatotoxicity was observed in 11 cases (84.6％), 7 cases (63.6％) of which were severe. The median values of time to the 
occurrence of VRCZ-induced hepatotoxicity and time to becoming severe were 5 and 7 days respectively after the first 
dose of VRCZ. As the ratio of patients with hematologic malignancy / solid tumors to the underlying disease increased, 
the occurrence of VRCZ-induced hepatotoxicity tended to increase (P < 0.01). Of the liver function tests, an abnormal 
increase in aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, γ-glutamyl transferase occurred with high probability 
in patients diagnosed as having VRCZ-induced hepatotoxicity.
　These results suggest that VRCZ-induced hepatotoxicity may occur with high probability early after initiating the 
administration of VRCZ in pediatric patients. We therefore recommend frequent liver function tests in pediatric patients 
treated with VRCZ, at least around the first 5 days.

　Key words ――  voriconazole, hepatotoxicity, liver function test, pediatric, retrospective study

緒　　言

深在性真菌症は，免疫機能が正常であれば通常
発症することはなく，重篤な基礎疾患やその治療
のために免疫機能が低下した宿主に日和見感染と
して発症する．1）小児においても，成人と同様に
造血幹細胞移植や抗腫瘍薬をはじめとした白血病
などに対する治療，ステロイド薬や免疫抑制薬に
よる治療が一般化され，深在性真菌症の発生頻度

は増加している．1）また悪性血液疾患の治療中に
発症した深在性真菌症は難治であり，特に侵襲性
アスペルギルス症は死亡率が高い．2， 3）

ボリコナゾール（voriconazole: VRCZ）は，ア
スペルギルス属，フサリウム属，スケドスポリウ
ム属の糸状菌や Candida glabrata，Candida krusei

を含むカンジダ属，クリプトコッカス属の酵母菌
などの病原真菌に対して優れた抗真菌活性を有す
るトリアゾール系抗真菌薬である．4-6）さらに，侵
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襲性アスペルギルス症の標的治療に対する VRCZ

とアムホテリシン B（amphotericin B: AMPH-B）
のランダム化比較試験では，有効率，生存率，安
全性などにおいて VRCZ が AMPH-B に比べて有
意に優ることが報告されている．7）このため VRCZ

は本邦の深在性真菌症の診断・治療ガイドライン
において小児・成人ともにアスペルギルス症の第
一選択薬として推奨されている．1）VRCZ の小児
での安全性において，本邦の第 2 相国内臨床試験
では有害事象発現率は 85.7％で，有害事象が理由
で投与を中止した症例は全て肝障害であり（ボリ
コナゾール® 審査報告書，ファイザー株式会社，
2014 年 8 月 26 日），使用に際し定期的な肝機能
検査が求められている．しかし，この VRCZ に
よる肝障害の臨床的特徴（好発時期，検査値所見，
危険因子など）について，VRCZ 投与前の肝障害
の状況を含めて調査した報告はほとんどない．そ
のため実臨床において，小児の VRCZ による肝
障害を早期に発見し，対応することが十分に行え
ないのが現状である．

そこで，本研究では小児における VRCZ によ
る肝障害の臨床的特徴について，VRCZ 投与前の
肝障害の状況を含めて調査した．

方　　法

1．対象患者
2014 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日に九州がん

センターの小児科に入院し治療のために VRCZ

が投与され，かつ VRCZ 投与期間中に少なくと
も週 1 回以上は肝機能検査が実施された小児患者
13 例を対象とした．

2．カルテ調査
後ろ向きカルテ調査を行い，VRCZ 投与前およ

び投与終了までを観察期間とした．年齢，性別，
身長，体重，基礎疾患，併用薬，VRCZ 投与量，
肝機能検査値（アスパラギン酸トランスアミナーゼ

（aspartate aminotransferase: AST），アラニンアミノト
ランスフェラーゼ（alanine aminotransferase: ALT），
γ-グルタミルトランスペプチターゼ（γ-glutamyl-

transpeptidase: γ-GTP），総ビリルビン（ total bilirubin: 

T-Bill），アルカリフォスファターゼ（alkaline 

phosphatase: ALP））を調査項目とした．なお，投
与量は添付文書に記載されている投与量と比べて
1 mg/kg/回より高い場合を添付文書用量より高い
投与量と定義した．同様に低い場合を添付文書用
量より低い投与量と定義した．

3．肝障害の評価
各肝機能検査値（AST，ALT，γ-GTP，T-Bill，ALP）

の正常値は潜在基準値抽出法による小児臨床検査
基準範囲 8）の設定に従った．重症度スケール

（Grade）は Common Terminology Criteria for Adverse 

Events（CTCAE） ver4.0 に従って評価した．VRCZ

による肝障害の評価は以下の手順で行った．まず，
VRCZ 投与前にすでにいずれかの検査値が正常範
囲より高いかを検討し，高かった場合は肝障害あ
りとし，Grade 評価した．なお，いずれかの検査
値のなかで最も高かった Grade を VRCZ 投与前
の肝障害の Grade とした．次に VRCZ 投与後で
いずれかの検査値の Grade が 1 以上の上昇がみら
れ，かつ投与前の肝障害の Grade より高くなった
場合を VRCZ による肝障害と判定し，Grade 3 以
上になった症例を重症とした．

4．�基礎疾患とVRCZによる肝障害発現率の関
係の検討

VRCZ 投与症例における肝障害の因子として
VRCZ のトラフ濃度 9-15）以外に基礎疾患が報告され
ている．16, 17）そこで，本研究と類似する方法で VRCZ

による肝障害の判定を行った 3 つの報告 13, 14, 18）と本
研究を基に基礎疾患に血液・固形腫瘍を持つ患者
の比率と肝障害発現率の関係を検討した．

5．統計解析
量的データは有意水準を 5％として Student＇s 

t-test を用いた．質的データは有意水準を 5％とし
て Fisher’s exact test を用いた．比率の傾向の検定
には有意水準を 5％として Cochran-Armitage trend 

test を用いた．なお，これらの統計解析には統計
ソフト EZR19）を使用した．EZR は R および R コ
マンダーの機能を拡張した統計ソフトであり，自
治医科大学附属さいたま医療センター血液科の
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ホームページで無償配布されている．

6．倫理規定
本研究は，「人を対象とする医学系研究に関す

る倫理指針」を遵守して実施し，国立病院機構九
州がんセンター倫理委員会の承認を得て実施した

（承認番号：2017-50）．
なお，カルテより収取したデータは，ただちには

患者個人が特定できないよう匿名化し，管理した．

結　　果

1．患者背景
解析対象とした 13 例の背景を Table 1 に示し

た．本研究の症例の年齢分布は 2～17 歳であった．
基礎疾患としては 11 例（84.6％）が血液腫瘍で，
2 例（15.4％）が固形腫瘍であった．VRCZ 投与
前にすでにいずれかの検査値が正常範囲より高く

肝障害ありと判定された症例は 10 例（76.9％）で，
Grade 2 の肝障害症例は 6 例（46.1％）だった．
なお，全ての症例で VRCZ の用法は 1 日 2 回で，
投与経路が変更になった症例はいなかった．また，
VRCZ による肝障害が発現した症例において，
Table 1 に示す VRCZ の投与量と併用薬は，VRCZ

開始から VRCZ による肝障害が発現するまでの
間に使用していた投与量と薬剤である．

2．VRCZによる肝障害の発現状況
Table 2 に VRCZ 投与前後の肝障害の程度の状況

を示す（10 例（76.9％）が VRCZ 投与前からすで
に肝障害があった）．判定基準に従い，VRCZ によ
る肝障害と判定されたのは 11 例（84.6％）で，そ
のうち 7 例（63.6％）が重症と判定された（Table 3）．
なお，VRCZ による肝障害と判定されなかった 2

症例の VRCZ 投与前の肝障害の程度は Grade 1 お
よび 2 で，いずれの検査値も Grade の上昇がなかっ

The number or 
Mean ± SD

 (Range)

Number of cases 13
Age (years) 10.5 ± 4.2  (2-17)
Height (cm) 128.2 ± 23.1  (81-156.5)
Body weight (kg) 29.3 ± 12.2  (10.6-58.6)
Sex (male/female) (no 〔％〕) 9 (69.2％)
Underlying conditions
　Hematologic malignancy (no 〔％〕) 11 (84.6％)
　Solid tumor (no 〔％〕) 2 (15.4％)
　VRCZ maintenance dose (mg/kg/time) 6.1 ± 2.2  (2.5-8.9)
　Over attachment dose (no 〔％〕) 1 (7.7％)
　Attachment dose (no 〔％〕) 10 (76.9％)
　Under attachment dose (no 〔％〕) 2 (15.4％)
Administration
　Intravenous (no 〔％〕) 7 (53.8％)
　Oral (no 〔％〕) 6 (46.2％)
Concomitant medications
　Steroid (no 〔％〕) 9 (69.2％)
　Immunosuppression (no 〔％〕) 6 (46.2％)
　Antibiotics (no 〔％〕) 13 (100％)
　Antifungal (no 〔％〕) 3 (23.1％)
　Antivirus (no 〔％〕) 7 (53.8％)
　Antineoplastic (no 〔％〕) 8 (61.5％)
Degree of hepatic damage
 (before administration of　VRCZ)
　Absense (no 〔％〕) 3 (23.1％)
　Grade 1 (no 〔％〕) 4 (30.8％)
　Grade 2 (no 〔％〕) 6 (46.1％)

VRCZ: voriconazole, SD: standard deviation.

Table 1　Patient characteristics
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た．また，重症と判定された 7 例のなかで 5 例は
Grade 2 から Grade 3 以上に上昇した症例で，残り
の症例は肝障害なしの状態から Grade 3 に上昇し
た症例，Grade 1 から Grade 3 に上昇した症例だっ
た（Table 2）．

次いで，VRCZ による肝障害発現までの中央値は
5 日で，重症化までの中央値は 7 日だった（Table 3）．

VRCZ による肝障害と判定された 11 例のなか
で，各検査値別で Grade が上昇した症例数をみる
と，AST，ALT，γ-GTP は各々10 例（90.9％）だっ
た（Table 3）．

なお，本研究において VRCZ 投与期間中は 12

例で肝機能検査は 1～3 日毎に実施されており， 

1 例のみが 1～5 日毎で実施されていた．ただし，
この 1 例において，VRCZ による肝障害が発現・
重症化するまでの間は 1 日毎の肝機能検査の実施
であった．

 

3．�VRCZ による肝障害発現と重症化の危険因
子の検討

VRCZ を投与した 13 症例を対象に肝障害発現
の危険因子を検討した．また，肝障害を発現した
11 例を対象に重症化の危険因子も検討した．結

果を Table 4 に示す．肝障害の発現についてはい
ずれの項目において有意差はなかった．

ついで，重症化についてもいずれの項目におい
て有意差はなかった．しかし，VRCZ 投与前の肝
障害の程度が Grade 2 の場合は重症化する傾向が
みられた．なお，VRCZ 投与前から肝 graft-versus-

host disease（GVHD）があり，VRCZ 投与後に肝
機能検査値が上昇（Grade 2 → Grade 4）した症例
が 1 例いたが，いずれにおいても肝 GVHD は有
意な危険因子として検出されなかった（data not 

shown）．

4．�基礎疾患とVRCZによる肝障害発現率の関
係の検討

基礎疾患と肝障害発現率の関係をFig 1に示す． 

Cochran-Armitage trend test を用いて比率の傾向検
定をした．その結果，基礎疾患に血液・固形腫瘍
を持つ患者の比率が増加するほど肝障害発現率が
増加する傾向がみられた．

Time to hepatotoxicity (days)

Accuracy median 1st quartile 3rd quartile

Hepatotoxicity 11/13 (84.6％) 5.0 3.5 8.0
Severe hepatotoxicity 7/11 (63.6％) 7.0 4.5 8.0 
AST abnormalities 10/11 (90.9％) 7.5 4.3 8.8
ALT abnormalities 10/11 (90.9％) 7.5 3.5 8.8
γ-GTP abnormalities 10/11 (90.9％) 7.5 5.3 8.8
T-Bill abnormalities 3/11 (27.3％) 5.0 4.5 5.0
ALP abnormalities 0/11 (0％) － － －

AST: aspartate aminotransferase, ALT: alanine aminotransferase, γ-GTP: γ-glutamyl transferase, T-Bill: 
total bilirubin, ALP: alkaline phosphatase

Table 3　Status of voriconazole-induced hepatotoxicity 

Degree of hepatic damage
(before administration of VRCZ)  

& Number of patients 

Degree of hepatic damage 
(after administration of VRCZ)

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4

Absence : 3 1 1 1

Grade 1  : 4 1 2 1

Grade 2  : 6 1 3 2

VRCZ: voriconazole.

Table 2　Status of degree of hepatic damage before and after administration of VRCZ
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考　　察

本研究は 13 例全てが基礎疾患に血液・固形腫
瘍があり，10 例（76.9％）が VRCZ 投与前から
すでに肝障害がある小児患者集団が対象だった．
VRCZ による肝障害発現率は 84.6％と高かった
が，本研究の症例間で発現率が高くなった原因を
見出すことはできなかった．しかし，本研究と類
似する方法で VRCZ による肝障害の判定を行っ
た花井 13），Matsumoto14），Michael18）らの報告を用
いて基礎疾患と肝障害発現率の関係を検討したと
ころ，基礎疾患に血液・固形腫瘍を持つ患者の比
率が増加するほど VRCZ による肝障害発現率が
増加する傾向がみられた．このことから，本研究
の VRCZ による肝障害発現率が高くなった原因
として基礎疾患が関与した可能性が考えられた．
このため，血液・固形腫瘍を持つ小児では， VRCZ

による肝障害発現率が本研究の結果と同様に高く
なる可能性が考えられた．

次に，本研究において VRCZ による肝障害の
重症割合は 63.6％だった．本研究と同程度の肝障

Hepatotoxicity No hepatotoxicity
P-value

Severe No Severe
P-value

Number of cases 11 2 7 4

Age (years) 　9.9 (±4.3) 13.5 (±4.9) 0.31a) 　9.7 (±4.6) 10.3 (±4.4) 0.86a)

Height (cm) 125.6 (±25.1) 142.7 (±9.4) 0.38a) 123.6 (±25.0) 129.0 (±29.0) 0.75a)

Body weight (kg) 28.4 (±13.6) 34.0 (±6.5) 0.59a) 27.9 (±10.2) 29.4 (±20.2) 0.87a)

Sex (male/female) (no 〔％〕) 　 8 (72.7％) 　 1 (50％) 1b) 　 4 (57.1％) 　 4 (100％) 0.24b)

Underlying conditions
　Hematologic malignancy (no 〔％〕) 　 9 (81.8％) 　 2 (100％) 1b) 　 6 (85.7％) 　 3 (75％) 1b)

　Solid tumor (no 〔％〕) 　 2 (18.2％) 　 0 (0％) 1b) 　 1 (14.3％) 　 1 (25％) 1b)

VRCZ maintenance dose (mg/kg/time)
　Over attachment dose (no 〔％〕) 　 1 (9.1％) 　 0 (0％) 1b) 　 1 (14.3％) 　 0 (0％) 1b)

　Attachment dose (no 〔％〕) 　 8 (72.7％) 　 2 (100％) 1b) 　 5 (71.4％) 　 3 (75％) 1b)

　Under attachment dose (no 〔％〕) 　 2 (18.2％) 　 0 (0％) 1b) 　 1 (14.3％) 　 1 (25％) 1b)

Concomitant medications
　Steroid (no 〔％〕) 　 8 (72.7％) 　 1 (50％) 1b) 　 5 (71.4％) 　 3 (75％) 1b)

　Immunosuppression (no 〔％〕) 　 5 (45.5％) 　 1 (50％) 1b) 　 3 (42.9％) 　 2 (50％) 1b)

　Antibiotics (no 〔％〕) 　11 (100％) 　 2 (100％) － 　 7 (100％) 　 4 (100％) －
　Antifungal (no 〔％〕) 　 2 (18.2％) 　 1 (50％) 0.42b) 　 1 (14.3％) 　 1 (25％) 1b)

　Antivirus (no 〔％〕) 　 7 (63.6％) 　 0 (0％) 0.19b) 　 4 (57.1％) 　 3 (75％) 1b)

　Antineoplastic (no 〔％〕) 　 6 (54.5％) 　 2 (100％) 0.46b) 　 4 (57.1％) 　 2 (50％) 1b)

Hepatic damage
(before administration of VRCZ)
　Presence (no 〔％〕) 　 8 (72.7％) 　 2 (100％) 1b) 　 6 (85.7％) 　 2 (50％) 0.49b)

Degree of hepatic damage
(before administration of VRCZ)
　Grade 2 (no 〔％〕) 　 5 (45.5％) 　 1 (50％) 1b) 　 5 (71.4％) 　 0 (0％) 0.06b)

Data are number of patients, Mean ± SD. a) Student＇s t-test, b) Fisher＇s exact test. VRCZ: voriconazole, 

Table 4　Clinical risk factors associated with occurrence of voriconazole-induced hepatotoxicity and severe hepatotoxicity

Fig 1　 Relationship between ratio of VRCZ-induced 
hepatotoxic i ty  and ra t io  of  pat ients  wi th 
hematologic malignancy / solid tumors 

Cochran-Armitage trend test, P < 0.01. VRCZ: voriconazole.
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害発現率であった Michael らの報告では VRCZ に
よる肝障害のほとんどは軽度 - 中等度であったと
報告されている．18）ただし，この報告では VRCZ

投与前に CTCAE ver4.0 で Grade 2 以上の肝障害
を有する患者は研究対象から除外されている．一
方，本研究では全症例の約半分で VRCZ 投与前
から Grade 2 の肝障害があった．さらに，今回の
解析で VRCZ 投与前の肝障害の程度が Grade 2 の
場合は重症化する傾向があった．これらのことか
ら，VRCZ 投与前の肝障害の程度が VRCZ によ
る肝障害の重症化に関与する可能性が考えられ
た．なお，これまでに腫瘍性疾患の病態，腫瘍性
疾患に随伴する疾患，それらに伴う治療が肝障害
の原因になると報告されている．20, 21）このため，本
研究で VRCZ 投与前から Grade 2 の肝障害を発現
していた症例が存在した原因の可能性として基礎
疾患の影響が考えられた．よって，血液・固形腫
瘍を持つ小児では， VRCZ による肝障害の重症化
の割合が高まる可能性が考えられた．また，本研
究において VRCZ 投与前から 76.9％の患者で肝
障害があったことから，VRCZ の投与を受ける血
液・固形腫瘍を持つ小児は， VRCZ 投与前から肝
障害が存在する可能性も高いと考えられた．

以上のことと，本研究において肝障害発現およ
び重症化までの中央値が各々5 日，7 日だったこ
とから，血液・固形腫瘍を持つ小児では VRCZ

投与早期の段階から高い確率で VRCZ による肝
障害が発現し，さらに重症化の割合も高まる可能
性が考えられた．

なお，本研究において，VRCZ による肝障害と
判定された症例では，AST，ALT，γ-GTP の Grade

が上昇する確率が 90.9％と高かった．このため，
基礎疾患に血液・固形腫瘍を持つ小児において
AST，ALT，γ-GTP は，VRCZ による肝障害を発
見するための有用なマーカーになる可能性が考え
られた．一方，本研究において VRCZ による肝
障害と判定された症例では，T-bill，ALP の Grade

が上昇する確率は低かった．このため，基礎疾患
に血液・固形腫瘍を持つ小児において T-bill，ALP

は，VRCZ による肝障害を発見するためのマー
カーには不向きである可能性が考えられた．なお
今回，各検査値別で Grade が上昇する確率が異

なった理由に関しては，VRCZ による肝障害の機
序が不明のため，説明することができないので，
今後の検証が必要であると考える．ただし， ALP

に関しては，小児における ALP の主成分が骨由
来の ALP（ALP3）である 22, 23）ことから，小児で
は肝障害時に ALP の Grade が上昇しにくい可能
性が考えられた．

本邦の小児で深在性真菌症を発症する患者の主
な基礎疾患は血液・固形腫瘍であると報告されて
いる．24）従って，本邦において VRCZ を投与する
小児は，VRCZ 投与前から肝障害が存在する可能
性が高く，VRCZ 投与開始後 5 日以内に高い確率
で VRCZ による肝障害が発現し，さらに 7 日以
内には重症化する可能性が考えられる．このため，
VRCZ を投与する小児において，少なくとも投与
開始後 5 日程度は肝機能検査値，特に AST，ALT，
γ-GTP を頻回に確認することが VRCZ による肝
障害の早期発見に繋がると考える．また，小児に
おいて VRCZ のトラフ濃度と肝障害の発現は相
関すると報告されている．11, 15）さらに成人の領域
ではあるが， VRCZ のトラフ濃度の高濃度持続期
間が長い程肝障害発現率が高くなると報告されて
いる．12）このため，トラフ濃度の確認と必要時は
用量調節も投与開始後 5 日目以内に実施すること
が VRCZ による肝障害に対する早期対応に繋が
る可能性があると考える．

本研究は 13 例と小規模な探索的検討であり， 

VRCZ のトラフ濃度も実際に測定できていない．
そのため，VRCZ のトラフ濃度を含めて肝障害の
発現および重症化の因子に関して十分に検討がで
きなかった．よって，今後症例数を増やし，上述
した問題の検討や，本研究で示したフォローアッ
プの検証が必要であると考える．  

しかし，小児領域において，VRCZ による肝障
害の臨床的特徴について，VRCZ 投与前の肝障害
の状況を含めて調査した報告はほとんどない．そ
のような状況の中で，VRCZ を投与する小児にお
いて，肝障害は VRCZ 投与前から存在する可能
性が高く，投与開始後 5 日以内に高い確率で
VRCZ による肝障害が発現し，さらに 7 日以内に
は重症化する可能性があること，肝機能検査値の
なかで特に AST，ALT，γ-GTP は VRCZ による肝
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障害を発見するための有用なマーカーになる可能
性があることを本研究は示唆した．今後実臨床に
おいて，本研究が小児の VRCZ 治療の安全性を
向上させる一助になることを期待する．

利益相反

開示すべき利益相反はない．
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認定臨床研究審査委員会について 

臨床試験支援センター 佐藤 栄梨 

 

九州医療センターは、平成 30 年 3 月 30 日、厚生労働省から臨床研究法上の臨床研究審査委員会として認定を受

けた全国 49 委員会のうち、独立行政法人国立病院機構九州医療センター臨床研究審査委員会として認定を取得す

ることができました。 

平成 30 年 2 月、当院は国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が実施する平成 29 年度中央治験審

査委員会・中央倫理審査委員会基盤整備事業※1において、以下の課題で採択されました。 

補助事業課題名：臨床研究法における認定臨床研究審査委員会の体制整備に関する研究-ネットワークを生かし

た九州における効率的な中央倫理審査の推進 

事業代表者：九州医療センター 村中 光 

事業担当者：九州医療センター 森田茂樹、岡田 靖、西野 隆、福石和久、佐藤栄梨 

平成 29 年 4 月に公布された臨床研究法※2において、特定臨床研究※3は厚生労働大臣が認定した認定臨床研究審

査委員会での審査が義務付けられています。平成 30 年 4 月からの法施行に向けて、上記の AMED 事業を基盤と

して当院は、国立病院機構（NHO）等の臨床研究ネットワークを活かした質の高い倫理審査を九州において実施可

能とすることを目的に、NHO 本部、東京医療センター、名古屋医療センター、大阪医療センターと連携し、臨床

研究審査委員会申請に向けた要件整備を行うと共に、担当領域である「法施行後に審査集中する可能性がある地域

における中央一括審査」において課題抽出やノウハウ共有のための会議に参加し、中央倫理審査体制を確立するた

めの情報共有を行いながら、認定要件の充足に尽力し、その結果認定を取得しました。 

本委員会は、NHO 内外を問わず多くの外部機関からの審査を受け付けております。認定臨床研究審査委員会と

いう新たな倫理委員会の運営を通し、当院は今後、質の高い統合的な審査判断が得られるよう審査の効率化に努め

ながら、院内外の中央倫理審査という新たな役割を担っていきます。 

※１ わが国では、各研究実施機関で治験審査委員会、倫理審査委員会を設置しており、審査の質にばらつきが生じています。AMEDでは、我が国の多

施設共同臨床研究における審査の質的均一化、治験・倫理審査委員会の集約化、治験・臨床研究の効率化及びスピードの向上を目指し、平成 28 年度

より「中央治験審査委員会・中央倫理審査委員会基盤整備事業」において、治験・臨床研究審査委員会体制の強化、運用改善等の整備を進めています。 

※２ 臨床研究法 厚生労働省 HPより 

 

※３ 特定臨床研究とは、 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）における未承認・適応外の医薬品等の臨床研究 

・製薬企業等から資金提供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究 

（製薬企業等からの資金提供は、医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者からの直接の資金提供のほか、財団等との契約に基づき、製薬企業等から

自社製品の臨床研究に当てるための資金を財団等に提供した場合も含まれます。） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/_poster_A_03_no-ton_1.pdf


持参薬チェックセンター導入後の取り組みについて 

 

長崎医療センター   嘉村 亮祐   

 

【背景】 

長崎医療センターでは、病棟薬剤業務の開始以降、持参薬鑑別業務が増加しており、午前中の入院

にも関わらず、14時以降の報告の割合が約 6割と高く、報告時間の遅延が問題となっていた。 

さらに、平成 28年 10月より DPC病院での入院の契機となった疾病に対する持参薬使用の原則禁止

の厳格化に伴い、切り替え処方が夕方以降に増加し、17時以降に調剤を行わなければならない。この

ような問題を改善するため、平成 29年 6月より持参薬チェックセンターを試験導入した。 

 

持参薬チェックセンター概要 

運用時間：平日の 10時～14時 

対象病棟：救急救命病棟を除く全病棟（14病棟） 

面談内容：持参薬の有無、一時保管する物品、用法の確認（薬袋通り、頓用、術前休薬、中止等） 

返却方法：14時以降に薬剤師が直接病棟看護師へ手渡し 

 

表１：持参薬チェックセンターで用いている報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副作用歴、アレルギー歴、健康食品・サプリメント使用の有無等の確認も同時に行っており、病棟

で行う初回面談としての役割も担っている。 

持参薬概況報告書 

患者ＩＤ：                   

患者氏名：                   

病棟：         

診療科：         

一時保管しているもの 

□なし □持参薬 □お薬手帳 □薬剤情報提供書 

□その他 

                         

備考欄 

※患者本人・家族より聴取 

副作用歴：なし・あり（                  ） 

アレルギー歴：なし・あり

（                ） 

健康食品・サプリメント：なし・あり（            ） 

ＯＴＣ：なし・あり（                   ） 

休薬：なし・あり（        休薬期間：～  ） 



【目的】 

救急救命病棟を除く全病棟へと対象を拡大後（平成 30年 1月より）の持参薬報告数データの収集を

行うことで問題点を把握すること。持参薬チェックセンターの対象病棟拡大後の調査及び状況把握を

行い、業務効率化を目的とする。 

 

【方法】 

• 救急救命病棟を除く全病棟への入院患者を対象とし、開設時間（10時～14時）に持参薬チェック

センターで行われた持参薬報告数および開設時間外（夜勤帯含む）の持参薬報告数の比較・検討 

 

期間：2018/1/22～2018/5/11（土日祝日除く） 

対象：長崎医療センターへ入院した全患者 

方法：電子カルテより後ろ向きに調査 

：医師、薬剤師へのアンケート調査 

調査項目：入院患者に対する持参薬報告時間およびアンケート結果 

【結果】 

• 持参薬チェックセンター運用時間内の持参薬報告数は 59.6％であった。（図 1） 

• 開設時間外の 14時～16時の持参薬報告数が全体の約 20％を占めている。（図 2）                 

   

         

   



【アンケート結果】 

 

（薬剤師 図 3） 

患者面談までに要する時間について、

持参薬チェックセンター導入後要する時

間は短くなっていると思われる方が増加

した。 

持参薬が電子カルテに報告されるまで

の時間について、速くなったとの回答が

増加した。 

 

 

（医師 図 4） 

医師は薬剤師による持参薬報告の意義

は高いとの回答多数あり。 

持参薬が電子カルテに報告されるまで

の時間について、導入前後で若干速くな

ったとの回答が増加したが、ほぼ横ばい

の結果となった。 

              

 

【考察】 

• 持参薬チェックセンターでは、入院後すぐ患者に直接面談することできるため、アレルギー歴

や健康食品の使用状況、休薬の有無や期間の確認など初回面談としての役割果たしている。 

• 医師は持参薬報告を高く評価しているが、時間帯に対する評価が横ばいであり、今後さらなる

調査が必要と考える。 

• 時間帯別持参薬報告数がばらついているため、時間帯によって人員配置や運用方法を見直す必

要がある。 

 

【まとめ】 

持参薬チェックセンター試験導入から全病棟（救命病棟除く）へ拡大後の全入院患者のデータを収

集、分析することで改善点を把握することができた。今回は対象を全病棟へと拡大後 1年未満であ

り、今後は長期的にデータの収集・検討、また長期間運用することによって把握できる具体的な問題

点についての検討を進めていく。 
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電子カルテの文書作成機能 (Excel®) と共有フォルダーを利用した 

注射薬の集計システムの開発 

 

別府医療センター 薬剤部 入江健司，スタッフ一同 

看護部 大山泰幸，庄 愛美，児玉久美 

長崎医療センター 薬剤部 金原沙織 

九州医療センター 薬剤部 川俣洋生 

 

 
 

手術に使用される注射薬は，手術室に定数配置された注射薬や頻用される注射薬をトレイにセ

ットした（以下，セット医薬品）注射薬カートから使用されることが多い 1)。特に手術で使用さ

れる注射薬は，法律で厳格な管理を求められている麻薬，筋弛緩剤および向精神薬を始め，処置

などに使用される生理食塩水などまで多岐にわたっているため，注射薬の管理や補充体制の強化

対策が求められている 2)。従来より，別府医療センター（以下，当院）では，手術で頻用される

注射薬をあらかじめ印字した，複写式の手術室注射指示箋（以下，注射指示箋）を使用し，注射

薬の請求および補充を行ってきた。手術室では患者毎に，看護師が使用した注射薬の数量を書き

込み，注射指示箋を薬剤部に提出することで注射薬の請求を行い，医事課に手術室で使用した注

射薬の連絡を行っていた。また，薬剤部では提出された注射指示箋を集計し補充を行う手書き運

用を行っていた。しかし，既に報告されているように手書き運用では，人為的なミスなどにより

使用した注射薬の請求に過不足が見受けられた 2)。また，予算的な都合により集計ソフトの導入

は困難な状況であった。 

そこで，バーコードリーダーで読み取った注射薬のリストを作成し，電子カルテ上の共有フォ

ルダーに Excel 2013®（以下，エクセル）のファイル（以下，ファイル）として保存させるプロ

グラム（以下，読み取りソフト）を作成した。この読み取りソフトを当院に導入されている電子

カルテ (HOPE EGMAIN-GX: 富士通) の文書作成機能として使用できるように設定を行った。ま

た，共有フォルダーに保存された患者個々のファイルを読込み集計するプログラム（以下，集計

ソフト）を作成し，手術で使用された注射薬の集計システムの構築を行った。また，セット医薬

品の請求漏れ対策についても対策を図ったので併せて報告する。 

 

方 法 

1. 電子カルテ 

当院導入されている電子カルテには，文書作成機能および共有フォルダーが標準装備されてい

る。また，電子カルテは独自のネットワークで接続されており，ネットワーク上の複数の端末か

ら共有フォルダーに接続可能な環境にある。また，外部に患者の個人情報が漏洩しないようにセ

キュリティー対策が図られている（図 1）。 

 

 

2. 文書作成機能 

電子カルテの文書作成機能とは，あらかじめ定型文書の書式をエクセルで作成・保存してお

き，カルテ記載時に保存しておいた定型文書を起動させる。起動させた定型文書に患者の電子カ

ルテ上の必要な情報などが転記され，または入力できる機能である。この機能により，複数の患

者であっても統一された定型文書を作成でき，電子カルテに保存することができる。また，文書

作成機能で使用する定型文書はエクセルのファイルであるため VBA (Visual Basic for 

Applications）によるプログラムを実行できる。 
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3. プログラムの作成 

読み取りおよび集計ソフトのプログラムはエクセルの VBA で作成した。読み取りソフトは定

型文書にプログラムを書き込んだエクセルのファイルであり，電子カルテの中で文書作成機能と

して起動できるように設定した。読み取りソフトは，起動時に共有フォルダーに保存している医

薬品マスターを読み取り，バーコードリーダーが読み取った GS-1コードと一致する医薬品を検

索し注射薬のリストを作成する。また，作成した注射薬リストを共有フォルダーに患者毎のファ

イルとして保存する仕様とした。また，集計ソフトもエクセルで作成し，共有フォルダー内に保

存されたファイルを連結し，注射薬の集計が出来るように設定した。また，どの端末からでも使

用できるように集計ソフトは共有フォルダーの中に保存した（図 1）。 

 

図 1. 構築した集計システムの概略図 
 

 

4. バーコードリーダー 

電子カルテにはバーコードリーダー （OPTICON/オプトエレクトロニクス; OPL-6845R-USB）

が患者認証用として接続されている。今回は，このバーコードリーダーを使用して注射薬の GS-

1コードの読み取りを行った（図 1）。 

 

5. 医薬品マスター 

手術で頻用されている注射薬を集約し医薬品マスターを作成した。医薬品マスターは ① GS-1

コード，② 薬品名，③ 規格，④ 薬剤部の棚番および，④ 医事算定コードの 5項目とし，エク

セルで作成し共有フォルダー内に配置した（図 1）。 

 

6. 集計システム構築の前後に要した時間の比較 

集計システム構築の前後の集計作業に要した時間の比較検討を，薬剤部および手術室それぞれ

で行った。集計時間の調査期間は，手書き運用で集計作業を行っていた任意の１週間と，集計シ

ステムを導入した後の任意の１週間で，一人当たりの集計時間（分）の比較を行った。 

 

7. 統計処理 

構築した集計システムが集計時間におよぼす影響についての評価では，対応のない t検定を使

用し，危険率が 5%未満の場合を有意と判定した。また，統計ソフトは EZRを使用した 3)。 
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結 果 

1. データベースの構成 

構築した集計システムの概略を図１に示す。また，読み取りソフト（図２-A）は，①患者氏名

（カナ），②患者 ID, ③病棟名，④入力日，➄入力者の 5つの情報を自動的に電子カルテから反

映できるように設定した。 

 

図 2. 読み取りソフトと集計ソフトのインターフェース 
 

読み取りソフトではバーコードリーダーで読み取った注射薬の GS-1コードと医薬品マスター

を照合することにより，使用した注射薬のリストが作成される。読み取りソフトを終了すると同

時に，電子カルテに注射薬のリストが保存され，共有フォルダーにも個人毎にファイルが保存さ

れる。尚，共有フォルダー内に保存されるファイル名は，「入力年月日時分秒+入力時間+患者

名」となるように設定した。保存されたデータを連結・集計する集計ソフトを共有フォルダー内

に配置した（図２-B）。これにより，どの電子カルテの端末からでも，文書作成機能による注射

薬の入力と集計ソフトによる注射薬の集計が可能となった（図 1）。 

 

2. 医薬品マスター 

読み取りソフトでリストを作成する場合，医薬品名や規格などと GS-1コードに連結した医薬

品マスターを作成する必要がある。このマスターは手術で頻用される注射薬を集約し，エクセル

で作成した。しかし，マスターにない注射薬が使用された場合や，GS-1コードが変更になった

場合などには，マスターに起因したエラーが発生する。このようなマスターが原因となるエラー

の場合，バーコードリーダーによる読み取り作業が中断され業務に支障を来す。これを防止する

ために，マスターに登録されていないバーコードが読み込まれた場合，そのバーコードをリスト

に表示するように設定した。この設定で，読み取り作業の中断は回避できた。また，マスターに

登録されていない GS-1 コードが明らかとなり，エラーが生じた GS-1コードとその医薬品情報

を登録することが容易となった。また，医薬品マスターも共有フォルダー内に配置し，読み取り

ソフトが起動時に読み込む仕様としている。そのため，マスターの追加や変更は，ネットワーク

に接続している端末のどこからでも書き換えができ，書き換え直後から有効に機能する（図

1）。 
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3. 注射指示箋の印刷 

手術室では注射薬のリストを作成し読み取りソフトを終了すると同時に，3枚の注射指示箋

（手術室控え用，薬

剤部へ提出用および

医事課算定用）が印

刷される（図 3）。 

 

また，医事課算定

用の注射指示箋

には医薬品それ

ぞれの算定コー

ドが印字される

ように設定した。

これにより，医事

課にて算定入力

時に算定コード

を調べる手間が

簡略化できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. セット医薬品の請求漏れ対策 

患者個々に請求される注射薬の数量は判別できるが，患者個別に過不足の注射薬の確認や特定

はできていなかった。注射薬をトレイに詰めた基本セットを 21セット作成しカートに入れ運搬

している。また，トレイは仕切りを使用して，全てのトレイで注射薬が同じ位置になるよう配置

している。そこで，トレイから使用された注射薬がある場合，トレイの配置図に使用した注射薬

を表記した，使用済み医薬品チェック用の用紙（以下，チェック票）を印刷するように設定した

図 3. 手術室注射指示箋 
手術室注射指示箋は，①手術室控え用，②薬剤部へ提出用および③医事課算

定用の 3 枚印字される。医薬品マスターに GS-1 コードが登録されていない

場合，未登録薬として読み込まれた GS-1 コードが印字される。 
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（図 4）。 

 

図 4. 使用済み医薬品のチェック用の用紙とセット医薬品 
 

手術時に，基本セットのトレイが手術室に持ち込まれる。手術終了直後に読み取りソフトで使

用した注射のリストが作成され，手術室注射指示箋とチェック票が印刷される。チェック票には

患者の氏名や ID などの患者データも印字されているため，印刷されたチェック票を使用したト

レイに入れることで，誰に使用されたトレイか判断することが可能となった。また，視覚的に使

用した注射薬が表示されるため，チェック票とトレイ内の残っている未使用の注射薬の突合が容

易となった。また，トレイ内の注射薬と，使用された注射薬の写真が一致しない場合，その注射

薬が算定漏れの医薬品であると判別できる。これにより，手術で使用した注射薬を入力するスタ

ッフと，集計払い出しを行う薬剤部両者で，注射薬の過不足の確認が容易となり算定漏れ対策が

図れた。 

 

5．集計表の作成 

集計ソフトにより共有フ

ォルダーに保存されてい

るファイルを連結し集計

される（図 2-B）。集計

された手術室注射薬集計

表（図 5）は，集薬を簡

便にする目的で，薬剤部

の医薬品収納用の棚番を

第一優先で並び替え，医

薬品名および数量を表記

するようにした。集計の

締め時間は，デフォルト

で集計日の AM7:00まで

に入力されたファイルを

集計するように設定し

た。 

 

6. システム構築の前後

における集計時間の比

較 

システム構築の前の手

書き運用時と，構築後に

おける注射指示箋の作成

に要した時間の比較の結

果を図 6に示す。 

 

薬剤部では，手書き運

用時の注射指示箋の集計時間（平均±標準偏差）は 15.3±3.8分要していた。システム構築後は，

ソフトを立ち上げ印字するまでに要する時間であり，2.6±0.5分と有意に時間の短縮が認められ

た (p<0.05)。また，手術室では手書き運用時で，4.5±4.0分で，システム構築後は 5.5±2.5 分と，

システム構築の前後で有意な差は認められなかった。 

 

 

図 5. 集計ソフトで出力された手術室注射薬集計表 
手術室注射薬集計表は，集薬を簡便にする目的で，薬剤部の医薬品収納用の棚番を第一優先で 

並び替え，医薬品名および数量を表記するようにした。 
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考 察 

 医薬品の安全使用のための業務として，医

薬品の管理は最も重要な業務であり，薬剤師

の積極的な関与が求められており 4)，これら

医薬品の管理では集計作業に多くの時間を費

やしている。また，医療の質の向上及び医療

安全の確保の観点から，チーム医療の中で薬

剤師の薬物療法への関与も期待されている
5)。しかし，これら集計作業や調剤業務に多

くの時間を取られ，医師などの医療スタッフ

に提案する薬物療法を考えることに専念でき

ない場合もある。そこで，集計業務 

を効率良く行う目的で，電子カルテの共有フ

ォルダーと文書作成機能を用い，手術で使用

した注射薬の集計システムの構築を行った

（図 1）。 

一般的に共有フォルダーに保存されている

エクセルファイルは，複数の端末から同時に

ファイル操作できない。しかし，エクセルで

定型文書の書式を作成し，文書作成機能に登録しておくことで，複数端末で定型文書を作成する

ことは可能となる。当院ではシステム構築後，7部屋ある手術室のどの端末からでも，手術終了

直後に患者の電子カルテから文書作成機能に登録した読み取りソフトを起動させ，注射薬の使用

リスト作成や保存が可能となった（図 1）。また，電子カルテの機能を利用するのみであるた

め，端末やプリンターなどシステム導入に要する費用は生じない。 

 

 

図 6. システム構築前後における集計に要した時間の比較結果 
集計システム構築の前後の比較は対応のない t 検定を使用し，危険率が 5%未満の場合を有意と判定した。 

■構築前，■構築後，NS; Not statistically significant. 

 

文書作成機能で作成した文書は患者個々のカルテに保存されるため，二次利用に際しては電子

カルテに依存した特殊なデータベースソフトを使用する必要がある。このデータベースソフトを

用いた集計システムを構築した報告もされているが 6)，必要なデータを抽出するために手間が必

要となる上に時間が必要である。しかし，文書作成機能で定型文書を作成する時に，共有フォル

ダーの中にエクセルファイルとしてデータを保存するようにプログラムしておけば，直ちに複数

の端末から利用が可能となり業務の手間と時間の短縮が図れる（図 1）。 

手術室で注射指示箋を作成するための時間は，システム構築前後に有意な差は認められなかっ

た（図 6）。手書き運用の場合，手術に使用される頻用医薬品のリストが印刷された注射指示箋

の医薬品名欄に☑を入れ，数量を書き込むだけの手順となっていた。そのため，慣れにより手書

き時間が短縮され，システム構築前後の作業時間に有意な差が認められなかったと考えられる。

手術室の看護師からの意見として，患者の電子カルテを開きバーコードリーダーで医薬品の GS-

1コードを読み取るだけで処理が完結するため，従来の手書き運用から開放されストレスが軽減

したとの意見もあった。さらに，使用した医薬品が視覚的に印刷されるため，バーコード入力し

た注射薬と未使用の注射薬の確認が容易に目視でき，看護師による確認作業が楽になったとの意

見もあった。これらのことより，今回構築した集計システムは，作業時間の短縮のみならず集計

業務を簡略化できる上に，算定漏れ対策の向上を図ることができたと考えられた。 

従来，医薬品の管理や払い出し作業に JAN コードを使用したシステムが使用されてきた。し

かし，医療の安全性を確保するために，「医療用医薬品へのバーコード表示の実施の一部改定」

が厚生労働省より通知されたことにより 7)， GS-１コードの表示が義務化され，注射薬のバイア

ルやアンプルなどに GS-１コードが表示されている。さらに，近年では PTP シートにも GS-１コ

ードが表示されるようになった。この GS-１コードをバーコードリーダーで読み取り，処方オー
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ダと照合することで，取り違えや規格間違いを防止できる環境が整ってきた。この GS-１コード

を集計作業に利用することは，作業時間の短縮や業務効率の向上を図ることができる有用な手段

と考えられる。 

文書作成機能は，文書の作成を目的とした機能であるためエクセルの一部の機能が制限され作

動しない機能もある。そのため，文書作成機能で VBAを用いたプログラムを実行する場合に

は，作動しない機能がないか繰り返し検証を行う必要があり，情報管理室との連携と協力が重要

となる。また，定型文書を文書作成機能に反映させる操作は，セキュリティー上の問題もあるた

め情報管理室でのみ可能であり，他部門の端末からは反映することは出来ない。電子カルテに反

映するために情報管理室より資源配布してもらい，電子カルテ自体を再起動する必要がある。 

これらのことより，システムの導入費用が必要なく，手術で使用された注射薬の集計システム

の構築ができ，手術室および薬剤部スタッフの集計業務の簡略化や，基本セットから使用された

注射薬の過不足請求の防止対策も図ることができた。電子カルテの共有フォルダーと文書作成機

能を利用することで，医薬品の管理や業務負担の軽減化を目的とした新たなシステムの構築が可

能になると考える。 

 

利益相反の開示 

全ての著者は，開示すべき利益相反はない。 
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当院におけるナルデメジンの使用実績調査 

 

国立病院機構 九州がんセンター 薬剤部 

○松藤 敬佑、原 茉梨絵、築田 晃直、仲田 浩成、三角 紳博 

 

【目的】 

オピオイド鎮痛薬を投与されているがん患者では約 87%に緩下剤が必要であったとの報告があり、オ

ピオイド誘発性便秘症（OIC）対策は必須である。ナルデメジン（スインプロイク®）は、消化管の末

梢 μオピオイド受容体に結合してオピオイド鎮痛薬と拮抗することにより OICを改善する、新規作用

機序の薬剤である。（図 1）九州がんセンター（当院）では、2017年 6月よりナルデメジンの院内処方

および院外処方を開始している。国内におけるナルデメジンの市販後調査報告は 2件のみであり、安

全性や有効性、適正な使用法について実臨床でのさらなる検証が求められる。今回、ナルデメジンを

より安全で効果的に使用することを目的とし、当院におけるナルデメジンの使用実績調査を実施し

た。 

 

 

図 1．ナルデメジン 

 

 

【方法】 

○対象 

2017年 6月～2018年 4月の期間において当院入院中にナルデメジンを投与開始されたがん患者 

○調査項目 

性別、年齢、癌種、ナルデメジン開始前後 3日間における排便回数、緩下剤の使用状況、オピオイド

の使用状況、ナルデメジン開始後の有害事象 

○研究の種類 

診療録を用いた後方視的調査 

○解析方法 

paired t検定(統計ソフト EZR version 2.4-0) 

 

 

 

 



【結果①】 

対象患者は 18例であり、癌種は胃癌、直癌、食道メラノーマ、盲腸癌、膵癌、乳癌、子宮頸癌、舌癌

と多岐に渡っていた。使用オピオイドは、モルヒネ、フェンタニル、オキシコドンのいずれかであっ

た。（図 2、図 3） 

       

     図 2．患者背景                 図 3．対象癌種 

 

 

 

排便回数の平均値は、ナルデメジン開始前が 0.65回/日、開始後が 1.46回/日であり、ナルデメジン服

用による有意な排便回数増加が認められた(p<0.01)。(図 4)  

 

図 4．排便回数結果 

 

 



大腸刺激性緩下剤の使用回数平均値は、ナルデメジン開始前が 0.28回/日、開始後が 0.07回/日であ

り、ナルデメジン服用による有意な減少が認められた(p<0.05)。(図 5) 

 

図 5．緩下剤レスキューの使用回数 

 

 

オピオイドレスキュー使用回数の平均値は、ナルデメジン開始前が 1.91 回/日、開始後が 2.00 回/日で

あり、ナルデメジン開始前後で差は認められなかった(p=0.784)。(図 6) 

 

図 6．オピオイドレスキュー回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【結果②】 

有害事象（腹痛、下痢、嘔吐）によりナルデメジンが中止された症例は 1例であった。 

中止症例は、膵癌（T4N1bM1,StageⅣ）の患者であり GEM+nabPTX療法 6コース目開始後であった。

オピオイドとしてオキシコドンを 1 日 20mg、緩下剤として酸化マグネシウムを内服していた。ナルデ

メジン開始前の排便回数は 3日に１回程度であった。 

本症例では酸化マグネシウムを中止し、ナルデメジンを導入した。ナルデメジン内服開始後、腹痛を伴

う下痢、嘔気が出現し、下痢は 1日 6回、嘔吐が１度あり、嘔気は２日目まで持続した。これらの消化

器症状はナルデメジンの副作用と評価し、翌日よりナルデメジンは中止された。(図 7) 

 

 

 

図 7．中止症例 

 

 

 

【考察】ナルデメジン投与による OICの改善が確認された。ナルデメジン投与による疼痛の増悪は認

められなかった。有害事象によりナルデメジンが中止された症例があり、有害事象対策や予測因子に

ついてさらなる検討が必要であると考えられる。 

 



大牟田病院における吸入手技向上に向けた取り組み 

 

大牟田病院  〇藤野 祥、梅野 なるみ、神代 広平、薮 千亜紀 

小薮 真紀子、佐多 卓也     

呼吸器内科  野田 直孝 

長崎医療センター  松尾 晶子  

 

【目的】 

 気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease：COPD)の薬物治療におい

て吸入療法は重要な治療である。しかしながら、吸入薬の種類やデバイスが多く吸入療法を行っている

患者のうち 4 割程度は、デバイスを正しく使用できていないという報告 1)がある。また、定期的に吸入

指導を実施することにより吸入手技が上達するという報告 2)もあり、1 回のみではなく数回にわたり吸

入指導を行うことで吸入手技が定着し治療効果の向上も期待できる。 

そこで今回、吸入指導回数と吸入手技の向上との関係について調査したので報告する。 

【方法】 

2017 年 5 月～2018 年 5 月に定期的に吸入治療を行っている入院患者、または新規に吸入治療導入の

入院患者合わせて 28 名を対象に吸入手技の手順を図示(メーカー作成のパンフレット等)しながら練習

器具を用いて吸入手技の確認・指導を行った。吸入手技の確認・指導は 2 回／週、計 5 回行い、指導時

に実薬を吸入してもらい当院作成の吸入指導評価表(図 1)にて 7 項目(薬の準備、息吐き(吸入前)、吸入、

息止め、息吐き(吸入後)、後片付け、うがい)を 4 段階(0-3 点)にて評価を行った。visit1 と visit5 には呼

吸器内科医も同席し評価を行った。また、当院作成の吸入手技習熟度チェック表(図 2)を用いて患者へ

アンケート(自己評価 6 項目 4 段階評価)を実施した。 

解析は t検定を用いて、p＜0.05を有意差ありとした。 

 

表１ 患者背景 

 

 



 

 

図１ 吸入指導評価表 
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図２ 吸入手技習熟度チェック表 

 

ID

薬剤

①　薬の準備　(カバーを開ける、キャップをはずす、レバーを押すなど)

間違えず出来る　時々間違えるが大体できる　間違える事が多くあまり出来ない　出来ない

②　息吐き(吸入前)　(吸入器具から離してゆっくり息吐きできているか)

間違えず出来る　時々間違えるが大体できる　間違える事が多くあまり出来ない　出来ない

③　吸入　(力強さやタイミングなど)

間違えず出来る　時々間違えるが大体できる　間違える事が多くあまり出来ない　出来ない

④　息止め　(無理しない程度に息止めをしているか)　

間違えず出来る　時々間違えるが大体できる　間違える事が多くあまり出来ない　出来ない

⑤　息吐き(吸入後)　(吸入器具から離してゆっくり息吐きできているか)

間違えず出来る　時々間違えるが大体できる　間違える事が多くあまり出来ない　出来ない

⑥　後片付け　(カバーを閉める、キャップを装着するなど)

間違えず出来る　時々間違えるが大体できる　間違える事が多くあまり出来ない　出来ない

その他、ご意見・ご不明な点などございましたらご自由にお書きください。

吸入手技習熟度セルフチェック用



 

 

 

 

 

表２ 指導者評価結果 



 

 

 

 

表３ 自己評価と指導者評価の比較 (＊：ｐ＜0.05) 

【結果】 

指導者評価では、visit1 と比較し visit5 の評価時には 7 項目全てにおいて有意に点数の改善がみられ

た。最も改善していた項目は、息止め(平均値 1.69→2.54)、次に息吐き(吸入前) (平均値 1.89→2.66)で

あった。自己評価によるアンケートでは、息止めの項目において有意な改善がみられたが、それ以外の

項目では有意な改善はみられなかった。visit1 では自己評価の方が指導者評価に比べ点数が高い傾向に

あった。 

【考察】 

 今回の結果より 5 回吸入指導を行うことで 7 項目全てにおいて点数の改善がみられ、吸入手技の向上

につながると考えられた。また、息止め・息吐き(吸入前)に関しては、より重点的に指導を行う必要が

あることが示唆され、定期的な吸入指導の重要性が確認された。 

 visit5 の自己評価において有意な点数の改善がみられず、visit1 の自己評価が指導者評価に比べ点数

が高い傾向にあった。これは患者の吸入手技への理解度が低く、自己を過大評価した為と考えられた。



 

実際、5 回吸入指導終了後の自己評価にて点数が下がる症例もあった。継続的に吸入薬を使用している

患者においては吸入手技が簡略化されがちな為、手技を実際に確認することは重要であると考えられた。 

【引用文献】 

1) Mathieu Molimard,Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and inhaler device 

handling:real-life assessment of 2935 patients,Eur Respir J 2017;49:1601794 

2) Yotaro Takaku ,How many instructions are required to correct inhalation errors in patients with 

asthma and chronic obstructive pulmonary disease? ,Respiratory Medicine,123,110-115,2017 



日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2018への参加報告 

および日本臨床腫瘍薬学会(JASPO)の紹介 

鹿児島医療センター 松尾 圭祐 

今回、2018年 3月 17日、18日にパシフィコ横浜で開催された日本臨床腫瘍薬学会学術

大会 2018に参加しましたので学会の紹介を含めて報告します。 

日本臨床腫瘍薬学会(JASPO)は、病院、薬局、大学、製薬企業に所属する薬剤師やがん

関連領域に関わるすべての人々が連携・協力し合うとともに、がん薬物療法に関する学術

研究の進歩や科学的根拠のあるがん薬物療法の開発・普及により、最善の治療効果の実

現、副作用の軽減、重篤な健康被害の未然防止を図り、がん医療の発展や公衆衛生の向上

に寄与することを目的として設立された学会です。2012年に発足し、今年で 7年目を迎え

る比較的新しい学会ですが現在所属会員数は 3000名を越え、全国各地で各種セミナーや

ワークショップが開催され、メーリングリストを通じて日常の臨床での疑問に関する意見

交換も活発に行なわれており多くの知識を得る機会があります。学術大会への参加者もこ

こ数年は 2000名以上が参加する活気ある学会となっており、今回の学術大会は「最高の

Oncology Pharmacistをめざして～原点から未来への飛躍～」をテーマに開催され、特別

講演 3題、教育講演 2題、シンポジウム 18題、セミナー5題、ワークショップ 1題が設け

られ、最新の学術情報や日々の業務に活かせる情報が発信されており、口頭発表・ポスタ

ー発表会場でも多くの参加者から活発な意見交換が行われていました。私が聴講した免疫

チェックポイント阻害薬(以下 ICI : immune checkpoint inhibitor)の副作用管理をテー

マとしたシンポジウムでは適応が拡大し多くの疾患で使用されるようになった ICIの管理

に関して、他施設での副作用対策に関するチームでの取り組み等が紹介されており、当院

で ICI投与継続時に行なう検査項目の見直し等の参考となりました。 

 本学会では外来がん薬物療法および関連する領域の知識・技術とがん患者のサポート能

力を備えた薬剤師を養成し、国民の保健、医療、および福祉に貢献するために「外来がん

治療認定薬剤師(APACC)認定制度」を設けています。 

 以下に「外来がん治療認定薬剤師(APACC)」の認定要件を記します。 

⑴ 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格と見識を備えていること。 

⑵ 薬剤師としての実務の経験を 3年以上有すること。 

⑶ 本法人の正会員であって、申請の時点で会費が未納でないこと。 

⑷ 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による認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日本薬剤師

会生涯学習支援システム「JPALS」クリニカルラダーレベル 5のいずれかの認定を

取得していること。 

⑸ 本法人が認定するがん領域の講習または研修を 60単位以上履修していること。 

⑹ 外来のがん患者のサポート事例を 10例提出すること。 

⑺ 本法人が実施する外来がん治療認定薬剤師認定試験に合格すること。 



がん薬物療法分野における資格としては医療薬学会認定のがん専門薬剤師及びがん指導

薬剤師、日本病院薬剤師会認定のがん薬物療法認定薬剤師等がありますが、日本臨床腫瘍

薬学会の外来がん治療認定薬剤師の特徴として調剤薬局勤務の薬剤師も対象となるよう他

の認定資格で必要な研修施設での研修や勤務経験の規定がなく、また実務経験年数も 3年

以上で申請が可能であることから実務経験年数の短い若手薬剤師でも目指せる資格となっ

ています。また本資格はがん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師と共にがん患者指導管

理料ハの算定可能な対象資格とされており、病院経営への寄与にも繋がります。 

がん薬物療法は経口抗がん薬を含めその多くは外来へと移行してきており、外来で治療

を受けるがん患者をサポートするためには個々の薬剤師の知識の向上に加え、病院だけで

なく調剤薬局や地域医療を含めた連携がより一層重要視されています。本資格は地域がん

医療において、患者とその家族をトータルサポートできる薬剤師の養成を目指して創設さ

れた認定制度であり、これからの地域がん治療の一翼を担うことが期待されています。が

ん薬物療法関連の認定資格の中では門戸が広い資格ですので、特に、がん薬物療法に興味

のある若手の先生方は資格取得を目標としてはいかがでしょうか。多くの先生方が本学会

に関心を持っていただけると幸いです。 



日本緩和医療薬学会年会参加報告 

熊本医療センター 尾関あゆみ 

 

 はじめに、日本緩和医療薬学会について簡単に紹介致します。本学会は 2007 年に保険

薬局薬剤師、病院薬剤師、薬学研究者の連携強化を図り、緩和医療における薬物療法の推

進と充実、さらに大学での教育研究と企業での開発・学術研究の進歩発展を目的として設

立されました。設立当初の代表理事は大学院の恩師である鈴木勉先生であり、星薬科大学

にて第 1回日本緩和医療薬学会年会が開催された際には、大学院生として運営にあたった

ことが今では良い思い出になっています。学会設立から 10年が経過した現在、会員数は 

3500 名を超える規模に発展しており、年会以外にも教育セミナーや態度教育に焦点を当

てた薬剤師教育プログラム PEOPLE (Pharmacy Education for Oncology and Palliative care 

Leading to happy End-of-life) を開催し、機関誌として日本緩和医療薬学雑誌を年 4 回発刊

しています。また、2009 年度より『緩和薬物療法認定薬剤師』の認定制度が開始され、

2018 年 4 月現在、658 名の認定薬剤師が全国で活躍しています。 

  

 2018 年 5 月 25 - 27 日に第 12 回日本緩和医療薬学会年会が東京ビックサイトにて開

催されました。今回、年会参加およびポスター発表を行ってきましたので報告致します。 

本会のテーマは「いのちの輝きを支える」でした。このテーマは「全ての人が、自ら望む場

所で、あらゆる痛みから解放され、人生を積極的に生きていけるよう支えること」を緩和医

療に携わる者の使命と考え掲げられたとのことです。私自身は、「緩和ケアおよび医療用麻

薬に関する薬学部実習生の意識調査」という演題でポスター発表を行いました。学生教育の

場面において、薬学生が緩和ケアに関する正しい知識を習得しているのか評価は困難です。

これからの医療現場を支える薬剤師の卵である彼らが、「緩和ケア」や「医療用麻薬」に対

してどのようなイメージを持っているのか意識調査を行った経過を報告しました。発表会

場では熊本県の保険薬局の先生が医療用麻薬に対する中学生の印象アンケート調査結果を

発表しており、これからは大学以前からの医療用麻薬や緩和ケアに対する十分な教育が必

要だという意見交換を行うことが出来ました。 

 

 

 

 

 

 最後に、『緩和薬物療法認定薬剤師』 の認定取得方法について説明します。 



 

緩和薬物療法認定薬剤師出願資格 (新規) 

次の各項の条件をすべて満たす必要がある。 

i. 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 

ii. 申請時において、薬剤師としての実務歴を 5 年以上有する日本緩和医療薬学

会 (以下、本学会) の会員であること 

iii. 申請時において、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

による認定薬剤師、あるいは日本医療薬学会認定薬剤師のいずれかであること 

iv. 申請時において、引き続いて 3 年以上、緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟

有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和ケアに従事している

薬剤師であること(所属長の証明が必要)、あるいは申請時において、引き続い

て 3 年以上、麻薬小売業者の免許を所得し、かつ、がん診療を行っている在

宅療養支援診療所等の医療機関と連携する保険薬局等に勤務し、緩和ケアに従

事していること (依頼する医師および薬局開設者の証明が必要) 

v. 過去 5 年以内で、かつ、本会会員として認定対象となる講習等を所定の単位 

(計 100 単位、毎年 20 単位) 以上履修していること。過去 5 年以内に、疼痛

緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会 (がん疼痛緩和と医療麻薬の適正

使用推進のための講習会) (厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主

催) に 1 回以上参加していること 

vi. 薬剤師として実務に従事している期間中に、本学会年会あるいは別に規定する

学術集会において緩和医療領域に関する学会発表 (一般演題) を 2 回以上 (少

なくとも 1 回は発表者) 行っていること 

vii. 病院等に勤務する薬剤師は緩和ケア領域薬剤管理指導の実績について本学会所

定の様式に従い 30 症例提示できること。保険薬局に勤務する薬剤師は緩和ケ

ア領域服薬指導等の実績について本学会所定の様式に従い 15 症例提示できる

こと 

viii. 所属長 (病院長あるいは施設長等) または保険薬局においては開設者の推薦が

あること 

ix. 上記 i 〜 ⅷ のすべてを満たした者は本学会が行う緩和薬物療法認定薬剤師認

定試験を受験できる 

x. 認定試験に合格した者は認定の申請を行うことができる 

注）v. における所定の単位は本学会入会後の履修に限る 



 

本年度の新規申請は 2018 年 10 月 1 日から 10 月 31 日が出願期間となります。筆者も

更新申請が必要ですので、しっかりと準備したいと思います。 



第 42 回 九州地区国立病院薬剤師会総会・薬学研究会 

 

 平成 30 年 7 月 7 日（土）、8 日（日）に第 42 回九州地区国立病院薬剤師会総会・薬学研

究会が開催されました。開催日は七夕ではありましたが、数日前より天候が下り気味であり、

当日には更に悪化し、公共交通機関の停止、高速道路規制も発生する状況となりました。当

然、施設によっては参加できない状況となりましたが、そういった中、大きな事故も無く終

えることとなり、関係者皆様には改めて感謝申し上げます。 

 今回の薬学研究会においては特別講演として日本病院薬剤師会 前副会長の土屋文人先

生より「病院薬剤師の使命と責任 ～10 年後に求められる薬剤師とは～」という演題にて

御講演をいただくことができました。また、一般演題も 22 施設より 27 演題の発表予定で

したが、天候関係で発表取り下げとなった状況ではありました。しかし、懇親会においても

OB の先生方にも参加いただき、盛況に終えることができたと感じております。 

【1】 総会 

（1） 役員改選 

本来、本年度は役員改選の年ではありませんでしたが、現会長が本年度の定

年退職となることを鑑み改選が行われました。 

新会長：中川義浩先生（熊本医療センター薬剤部長） 

（2） 名誉会員の推薦 

東島彰人先生（前長崎医療センター薬剤部長） 

平山俊一先生（前鹿児島医療センター薬剤部長） 

（3） 会長賞表彰 

・「Preparation and Evaluation of a Modified Mohs Paste Mixed with Zinc 

Oxide 10% Topical Oil-Based Ointment」別府医療 鶴田南奈子 

・「20％血清点眼薬院内製剤の安全性の検討」星塚敬愛園 前田知穂 

・「膠原病内科における副腎皮質ステロイド導入による不眠発現に関する調

査」熊本医療 藤田強記 

 



・「検査値とお薬手帳から薬物性肝障害と好酸球増加の原因薬特定に至った

症例」熊本再春荘病院 吉本有里 

・「タゾバクタム/ピペラシリン（TAZ/PIPC）投与時における用量調節の有効

性と腎及び肝機能障害の発現頻度」熊本再春荘病院 千場美奈 

・「小児急性リンパ性白血病において同種造血幹細胞移植後の急性 GVHD に対

し、ヒト間葉系幹細胞および経口ベクロメタゾン製剤を併用し有効であっ

た１症例」九州がんセンター 永田祐子 

・「小児におけるボリコナゾールによる肝障害の臨床的特徴に関する調査」九

州がんセンター 大石博史、 

 

（4） 薬研会会長賞表彰 

「臨床研究審査委員会の認定」臨床研究

法第 23条第 4項により厚労省からの認

定 九州医療センター臨床試験支援セン

ター（治験主任） 

 

 

（5） 研究助成金交付 

「慢性骨髄性白血病におけるダサチニブ

の効果と副作用にプロトンポンプ阻害薬

および H2 受容体拮抗薬の併用が及ぼす影

響」熊本医療 髙武嘉道  

 

 

 

（6） 平成 30 年度事業計画 

会長より平成 30 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、予算案の説明が行われました。 

 

平成 30 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．薬剤部科長による病院幹部としての経営への積極的な取組み推進 

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． 副作用モニタリング強化と「プレアボイド」、「医薬品医療機器法に基

づく副作用・感染症・不具合報告」等の推進 

3． 医薬品購入費削減のための効果的な後発・後続医薬品導入の推奨 

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． 「国立病院機構薬剤師能力開発プログラム(NHO-PAD)」の実践を見据

えた人材育成の推奨 

8． 専門・認定・指導薬剤師の計画的な育成 

（7） 九州地区国立病院薬剤師会のホームページ作成の説明 

広報・制度委員会担当の副会長・小山田純治先生よりホームページ立ち上げ

の目的、内容、今後の予定等の説明が行われ、了承となりました。 

【2】 薬学研究会 

7 月 7 日（土）14：40～17：30 

7 月 8 日（日）8：30～12：00 

(1) 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。 

「20％血清点眼薬院内製剤の安全性の検討」 

星塚敬愛園 前田知穂 

 

 

 

 

(2) 一般演題発表 

2 日間にわたり、A 群 8 題、B 群７題、C 群 6

題、D 群 6 題の 27 演題の発表予定でしたが、悪

天候のため参加できずに数題が取り下げとなり

ました。 

演題内容については各病院において病院薬剤師

として求められている状況を反映されており、多

岐に亘り、また演題毎の質疑応答についても多く



やられておりました。 

(3) 特別講演 

日本病院薬剤師会 前副会長 土屋文人

先生より「病院薬剤師の使命と責任 ～10

年後に求められる薬剤師とは～」という演

題にて講演をいただきました。内容として

「非まじめ」という概念を踏まえ、「もの」、

「人」に対する考え方、さらには医療安全推

進のための「非まじめ的」提言をいただき、

今後の病院薬剤師としての方向性を示唆い

ただきました。 

 

【3】 懇親会 

7 月 7 日（土）19：00～21：00 

懇親会はホテルオークラ福岡にて開催されました。悪天候のため薬学研究会への

参加には間に合わなかった先生方も懇親会には間に合い、多くの方より参加いただ

きました。ホテルオークラからはホテルで作られている地ビールを提供いただき、

開始後、すぐに多くの方達が席を立ち、各テーブルをまわる姿を伺うことが出来、

懐かしい方達、以前お世話になった方達等との多くに交流の場になったと感じられ

ました。 

最後に熊本南病院薬剤科長、澤田誠一先生より閉会の挨拶をいただき、閉会とな

りましたが、出口において福岡のお土産として「めいべい」を配り、次の予定ある

方、無い方ともの中州の町へ向かっておられました。 

 

【4】 最後に 

今回は九州医療センターが担当いたしました。副担当として大牟田病院、沖縄地

区の皆様にはご協力いただきました。 

 各施設から多数の演題をいただき、安心して開催することが出来ました。 



 改めて、この場を借りて、感謝申し上げます。 

 有り難うございました。 

 

第 42 回 九 州 地 区 国 立 病 院 薬 剤 師 会 薬 学 研 究 会 ・ 総 会              

担当施設：九州医療センター 薬剤部長 西野隆 

              副担当施設：大牟田病院 薬剤部長 佐多卓也 

              副担当施設：沖縄地区各病院・療養所各位 



 

平成 29年度福岡地区国立病院薬剤師会薬剤部科長協議会および薬学研究会 

―プログラム― 

 

Ⅰ．日時：平成 29年 10月 28日土曜日 13:30～17:00 

 

Ⅱ．会場：国立病院機構九州医療センター 

  住所：福岡県福岡市中央区地行浜 1丁目 8番 1号 TEL:092-852-0700 

 

Ⅲ．薬剤部科長協議会         （13:30～14:00）応接室〔本館 2階〕 

  議題 

  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            （14:10～17:00）講堂〔外来棟 3階〕 

                    司会 福石 和久（九州医療センター） 

  1．開会の辞                西野 隆 （九州医療センター） 

  2．会長挨拶及び連絡事項          西野 隆 （九州医療センター） 

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

  4．特別講演            （14:30～15:30） 

                    座長 西野 隆 （九州医療センター） 

 講 師：株式会社アステム 

     営業支援部 部長 コンサルティング室 室長 

     平尾 和久 先生 

演  題：1. 医療を取り巻く環境の変化 

2. コミュニケーションについて 

  5. グループディスカッション    （15:40～17:00） 

                    司会 林 稔展 （九州医療センター） 

    テーマ：各病院における現状の課題について 

        ～ 各業務の課題抽出と共有 ～ 

6．閉会の辞 

                     草葉 一友（福岡東医療センター） 

Ⅴ．懇親会               （18:30～20:30） 

  会場 アルマリアン福岡 6階 ヨーロピアン・クリスタル 

 

 

 

 

 



平成29年度 佐賀・長崎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29年12月9日（土） 13：00～17：30  

II. 会 場 ：国立病院機構 長崎医療センター 

III. 受 付 ：13：00～ 2階 臨床研究センター会議室 入口にて 

 

IV. 薬剤部科長協議会  13：00～13：50   人材育成センター あかしやホール（部科長・副部科長のみ） 

1. 会長挨拶 および連絡事項     西野 隆（九州医療センター）  

2. 薬事専門職挨拶および連絡事項   中川 義浩（熊本医療センター） 

3. その他 

 

V. 薬学研究会     14：00～17：30 2階 臨床研究センター会議室 司会： 高田 正温（長医セン） 

1. 開会の辞              東島 彰人（長崎医療センター） 

2. 会長挨拶 および連絡事項     西野 隆（九州医療センター）  

3. 薬事専門職挨拶および連絡事項   中川 義浩（熊本医療センター）  

4. 一般演題   14：10～15：50         座長： 吉原 涼子（長医セン） 

① 抗精神病薬投与量に及ぼす喫煙の影響 

                         肥前精神医療センター 林 佳奈子 

② 当院における薬薬連携の取り組み 

                           嬉野医療センター 寺﨑 太輔 

③ ノベルジン®（酢酸亜鉛）を肝性脳症を伴う肝硬変患者に使用した症例   

                                                嬉野医療センター 筒井 景子 

④ 結核病棟における Clostridium difficile infection 流行への取り組み  

東佐賀病院 白川 敦規 

⑤ ビタミンD製剤服用患者における血清Ca値について              

佐賀病院 北﨑 恵未 

⑥ NICU／GCUにおける病棟業務～加算取得後の現状報告～         

佐賀病院 末長 芽以 

⑦ 持参薬システム変更の取り組み                          

長崎病院 澁谷 富久子 

⑧ 救命病棟において薬学的介入を行った一症例              

長崎医療センター 花田 聖典   

⑨ 地域包括ケア病棟における薬剤師のかかわり 

長崎川棚医療センター 近藤 譲 

休憩 （10分） 

 

 

 

5. 特別講演   16：00～17：30 人材育成センター あかしやホール 

座長： 東島 彰人（長医セン）  



演題名：「PMDAにおける医薬品の安全対策について」 

演 者：（独）医薬品医療機器総合機構 安全第二部 次長  

鬼山 幸生 先生 

    ※長崎県薬剤師会・長崎県病院薬剤師会との合同開催となります。 

 

6. 閉会の辞             橋本 雅司（東佐賀病院） 

              

VI. 懇親会  17：30～19：00 

長崎医療センター10階 職員食堂 

懇親会会費：2500円 

懇親会費は、当日受付にて施設単位で取りまとめてお支払い下さい。 

アルコール類も出ますので、車での参加の方は、ハンドルキーパーの用意をお願い致します。 

 



平成 29年度熊本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- 

 

   日 時：平成２９年１１月１８日(土) 13：10～17:00 

場 所：国立病院機構熊本南病院  応接室 及び リハビリ室 

 

Ⅰ.受付                         12:45～ 

Ⅱ.薬剤科長協議会(応接室)       13:10～13:50（薬剤部科長・副薬剤部科長） 

議題 1.会長連絡事項 

 2.薬事専門職連絡事項 

 3.質疑応答 

 4.その他 

Ⅲ.薬学研究会(リハビリ室)   14:00～17:00      司会：西本 辰徳(熊本南病院) 

1. 開会の辞                          澤田 誠一(熊本南病院) 

2. 会長挨拶                          西野 隆(九州医療センター) 

3. 担当施設挨拶            長倉 祥一(熊本南病院・副院長) 

4. 薬事専門職挨拶及び連絡事項        中川 義浩(薬事専門職・熊本医療センター) 

5.一般演題発表      14:30～15:50  座長：髙武 嘉道(熊本医療センター) 

  ①院外処方せんに対する疑義照会の一部不要プロトコルの効果に関する評価 

       吉本 辰暁    (熊本医療センター) 

    ②簡易懸濁法のデータベースの改訂と後発医薬品を用いての投与方法改善の検討 

       中村 愛     (熊本南病院) 

    ③当園におけるチーム医療 

       佐保 正直    (菊池恵楓園) 

    ④薬剤師による手術室での医薬品管理と薬剤費の計上漏れ防止対策 

       水町 純一    (熊本医療センター) 

    ⑤今後の精神科医療について –クロザピンを中心に- 

       幸 邦憲     (菊池病院) 

  ⑥骨粗鬆症におけるデノスマブ投与後の血清カルシウム値の変動に関する検討 

       山部 美千子   (熊本再春荘病院) 

Ⅳ.特別講演  16:00～17:00  座長：澤田 誠一(熊本南病院) 

｢結核治療についての最近の話題｣  

熊本南病院 呼吸器内科部長 山中 徹 先生 

Ⅴ.閉会の辞   佐保 正直(菊池恵楓園) 

Ⅵ.懇親会：   18:00～20:00    司会：橋本 崇広・中村 愛 

   会場：松橋ホワイトパレス     (3階 クリスタル) 

    (1)会長挨拶：西野 隆(九州医療センター) 

    (2)薬研会挨拶：中島 憲昭 (熊本地区薬研会幹事) 

    (3)乾杯：山道 研 (熊本再春荘病院) 

       (4)閉会の辞：澤田 誠一(熊本南病院) 



平成２９年９月７日 

 

大分医療センター並びに別府医療センターに在籍されている薬剤師の皆様 

 

 

 

平成２９年度 大分地区国立病院薬剤師会 

薬剤部長協議会及び薬学研究会の御案内 

 

担当施設 国立病院機構西別府病院 

 薬剤部長  有川 仁 

 

 

拝啓 

初秋の候 先生方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

このたび ｢平成２９年度国立病院薬剤師会（大分地区）薬剤部長協議会及び 

薬学研究会｣の開催時間、薬剤部長協議会の場所が再度変更となりました。 

ご多用のところ恐れ入りますが、万障お繰り合わせの上ご参加頂きますよう 

お願い申し上げます。 

度々の変更を深くお詫び申し上げます。 

敬具 

 

Ⅰ．薬剤部長協議会及び薬学研究会のご案内 

 

記 

 

日時：平成２９年９月９日（土曜日）14：30～ 

場所：西別府病院 ２階カンファレンス室 

 

１．受付（13:15～） 

 

２．薬剤部長協議会（13:30～14:20） 西別府病院 管理棟 1階 応接室 

 

３．薬学研究会（14:30～16：30） 

司会： 西別府病院 桑原 貴美子 

 

① 開会の辞                西別府病院 有川 仁 

 

② 九州地区国立病院薬剤師会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 グループ討論 （14：45～15：45） 

テーマ「十年後を見据えた NHO各施設並びに薬剤師のあり方」  

 

休憩（15:45～16:00） 

 

 

⑤ 特別講演（16:00～16:30）   座長 西別府病院 有川 仁 

   講演内容「自衛隊が行う災害医療」 講師 自衛隊別府病院 診療技術課長  

立川 龍二 先生 

 

⑥ 閉会の辞              大分医療センター 吉野 裕統 

 

 

４．懇親会（17：30～） 

店名： 四季彩 銀の塔（懐石 千原） 

住所： 大分県別府市天満町 2-8 

   電話： 0977-27-0033 

会費： \6,000 

 



平成 29 年度沖縄地区国立病院薬学研究会 

 

 

Ⅰ. 日程：平成 30年 1月 27日（土） 14:00～17:30 

 

Ⅱ. 会場：沖縄病院 会議室（2F）   

  住所：沖縄県宜野湾市我如古 3-20-14 

  TEL ：098-898-2121     

 

Ⅲ. 受付：14:00より 

 

Ⅳ. 薬剤科長協議会（14:00～15:00） 沖縄病院 応接室（2F） 

①会長連絡事項 

②薬事専門職連絡事項 

  ③その他 

 

Ⅴ. 薬学研究会（15:00～17:30）   司会：沖縄病院副薬剤科長 上原 智博  

1.開会の辞  沖縄病院薬剤科長 鈴田 浩孝 

2.院長挨拶  沖縄病院院長   川畑 勉 

3.会長挨拶            西野 隆 会長 

4.薬事専門職連絡事項       中川 義浩 専門職  

①病棟薬剤業務について（計 40分 各 10分） 

 沖縄病院：2題 

琉球病院：1題 

沖縄愛楽園：1題 

※10分間休憩 

②グループディスカッション（30分） 

 病棟薬剤師としての理想、現実、今後について 

③グループディスカッションまとめ（10分） 

※10分間休憩 

④グループディスカッション講評（15分 1班 5分×3） 

                                  

 

 

閉会の辞 琉球病院 薬剤科長  竹添 達也 先生 

 

 

 

 

 

 

（お知らせ）本研修会は、薬剤師研修センター認定研修（1単位）となります。 

懇親会会場：串角 我如古店 18時 30分開始となります。 

沖縄県宜野湾市我如古 3-16-17 TEL 098-897-6825 

 



平成２９年度 スキルアップ研修会報告 

 

業 務 ・ 研 修 委 員 会 委 員 長 

福石  和久 (九州医療センター ) 

 

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３０年２月３日（土）９：４５～１６：２５ 

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療法に興味がある方（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：１１８名（２７施設） 

６．研修プログラム 

①精神科薬物治療オーバービュー           

国立病院機構九州医療センター 精神神経科      医長 石川 謙介 先生 

  ②精神科領域における薬剤業務―精神薬学の実践― 

   国立病院機構肥前精神医療センター 薬剤部   調剤主任 福山 雄卯介 先生 

③循環器疾患における抗凝固療法の最近の話題 

  九州中央病院 高血圧・循環器内科          医長 前淵 大輔 先生 

  ④緩和ケア領域の薬物療法 

    福岡大学病院腫瘍センター緩和医療部門   症状緩和チーム 廣田 一紀 先生 

  ⑤薬剤師に求める栄養管理 ～難治性下痢患者の対応～ 

   国立病院機構本部 医療部  

   病院支援副部長／人材育成キャリア支援室長 

            （九州医療センター 消化器内科医長） 福泉 公仁隆 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 講義風景（左：福泉先生） 

 



７．おわりに 

昨年度同様に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

やチーム医療を中心に当該分野でご活躍されている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。 

本研修会に興味を持っていただいた先生方や各領域の薬物治療や最新情報を習得し、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目標にしている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、参加された先生方に役立つものと感じ

ていただいたようです。多くの先生方のスキルアップに繋がる研修会になったのではないかと考え

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２９年度 スキルアップ研修アンケート結果 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度 新規採用薬剤師研修会報告 

 

業 務 ・ 研 修 委 員 会 委 員 長 

福 石  和 久 ( 九 州 医 療 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３０年４月２１日（土）９：００～１７：００ 

３．場 所：九州医療センター外来棟２階 第二会議室 

４．対象者：新規採用薬剤師 

５．参加者：１６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  髙島 伸也 先生 

 ③日常業務を臨床研究に ～頼られるジェネラリストに～ 

   講師 九州がんセンター       薬剤部長   三角 紳博 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 他 

 

【グループワークについて】 

・ 参加者をＡ～Ｃの３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、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。これまでの関わりが評価さ

れ、病棟薬剤業務実施加算やがん患者指導管理料などが診療報酬として認められてきまし

た。今年の診療報酬改定では、入退院時支援加算、退院時共同指導料や抗菌薬適正使用支

援加算等において、算定要件として薬剤師の関わりが強く求められています。 

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 



霞が関だより(NC 出向編) 

国立がん研究センター東病院 薬剤部 

久松 大祐 

1．はじめに 

 平成 27 年 4 月より、国立研究開発法人国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)に出向して約

3 年 4 ヶ月が経ちました。この度、本稿を掲載していただける機会をいただきましたので、拙い

文ではございますが、東病院での業務内容や職場環境などをご紹介させていただきます。「霞が関

だより」という題名ですが、勤務地は前述の通り、千葉県柏市となります。皆様には厚生労働省

や PMDA だけでなく、国立高度専門医療研究センター(通称:ナショナルセンター(NC))にも出向

できる機会があることを知っていただければ幸いです。 

 

2．国立高度専門医療研究センター(通称:ナショナルセンター(NC))について 

NC はがん、脳卒中、心臓病など、その制圧が国民的願望となっている疾病について、高度先

駆的医療の研究･開発･普及、医療従事者の研修及び情報発信等を総合的･一体的に行うための中

核機関とした役割を担っており、全国に 8 施設(がん研究センター中央病院(築地)/東病院(柏)、国

際医療研究センター戸山病院(新宿)/国府台病院(市川)、成育医療研究センター(世田谷)、精神・

神経医療研究センター(小平)、循環器病研究センター(大阪)、長寿医療研究センター(名古屋))あ

ります。業務内容に関しては NHO と大きく異なる訳ではありませんが、｢研究｣や｢教育｣(医

師、薬剤師のレジデント制度や各職種の研修の受け入れ)にも病院の通常業務と同じくらい力を

入れているところが特徴的です。臨床研究への尽力はすさまじく、中でも治験は第Ⅰ相から第Ⅲ

相試験まで幅広く実施されています。これまで数多くの抗がん剤の開発や治療法の確立に寄与し

ており、がん治療において第一線を担う施設であると言えます。 

 

3. 東病院での職場環境、業務について 

 千葉県柏市に東病院はありますが、柏市の中でも外れに位置することや病院周辺一帯は国の所

有する土地のため、財務省関連の建物や東京大学、千葉大学の柏キャンパスが立ち並ぶため、比

較的閑静な環境です。そのような環境でも公共交通機関は比較的しっかり整備されており、都内

へも 40 分程度でアクセスできる環境です。現在、私は自転車で約 10 分程度のところに住んでお

りますので、通勤に関しては関東で有名な満員電車通勤とは縁がありません。 

業務は午前が病棟担当薬剤師として病棟業務実施加算、薬剤管理指導に関わる業務、午後は注

射室、混注室、ope 室に関わる業務や褥瘡回診、NST 回診を担当しております。病棟での業務は

持参薬鑑別がメインとなりますが、医師、看護師からの相談対応も行なっております。混注室で

の業務は主に抗がん剤調製や翌日の準備(レジメンチェックや薬剤や補液の取り揃え)を行います。

当たり前の話ですが、東病院は抗がん剤の処方件数が多い(入院、外来を含め薬 180-200 件/日く

らいあります)ため、レジメンチェックや抗がん剤調製を通して数多くのがん種や治療方針につい



て自ずと身につけることができる環境です。慣れるまではそれなりの気力と根気が必要ですが･･･。

ope 室業務に関しては麻酔科より準備依頼される麻薬の準備や ope で使用する薬剤の管理を主に

行い、時には麻酔科医からの薬剤相談、対応もあります。薬剤管理指導業務に関しては、診療科

担当制度となっておりますので、一つの診療科(がん種)の患者様へ介入することになります。私が

担当している診療科は消化管内科ですが、食道がん、胃がん、大腸がんの 3 がん種が担当となる

ことが他の診療科と比べて特徴的といったところになり、他の診療科と比べ、多くのがん種、薬

剤、治療戦略について学ぶことができます。また、医師との距離が非常に近く、連携が取りやす

い環境ですので、医師へ治療方針や処方意図を確認することも気軽にできますし、医師からも問

い合わせや相談を受けることもありますので、非常に多くの知識やスキルを身につけることがで

きる環境と言えます。さらに、教育にも力を入れており、レジデント制度を導入していることや

日本病院薬剤師会のがん薬物療法認定薬剤師の 3 ヶ月研修施設、薬局薬剤師を対象とした３ヶ月

研修、実務実習施設であるため、レジデントや研修生、実習生に診療科に関する指導するため、

通常の業務中も｢常に教える役割｣があることも特徴的と言えるでしょう。このように業務内容が

多岐に渡るため、早くても帰ることができるのは 19 時くらいとなります。働き方改革が取り上げ

られる世の流れからすると逆行しておりますが、時には職場の仲間と飲みに行くことや遊びに行

くこともあり、適度な休息もとるよう努めております。 

 

4. 最後に 

 NC の役割や東病院へ出向してからの業務内容を中心にご紹介させていただきました。業務内

容が多岐に渡るため、特に着任してからの１年は戸惑うことも多く、大変だなと感じることが多

かったです。しかし、今となっては良い思い出であり、東病院で業務に従事したからこそ得られ

た知識は数多く、今後の薬剤師人生において大きな財産になると考えております。また、本稿の

執筆にあたり、改めて働き方改革という世の流れには乗れていない職場環境と再確認しましたが、

一方で、最先端のがん医療、がん薬物療法を学び、多くの臨床経験を身につけることができる点

において、｢学ぶ環境に恵まれている｣ということも再確認できました。NC への出向を率先して

お勧めするわけではございませんが、｢がんを深く学びたい｣とお思いになられる先生はご検討さ

れてみてはいかがでしょうか。 

 今回の出向に関して、非常に多くの先生方にお世話になりました。そして、現在も九州ブロッ

クの先生方のご尽力により、東病院で多くのことを学ぶことができております。がん専門薬剤師

の資格を取ることも目標の一つですが、九州ブロックに戻った際に東病院で学んだことをどう活

かせるかを考えて、今後も精進して参ります。 

 



役　職 名　前 施　設 職　名

1 会長 中川　義浩 熊本医療センター 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 髙島　伸也 佐賀病院 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）併任 髙島　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）　 清水　裕彰 熊本再春荘病院 薬剤部長

13 　　　　理事（宮崎県担当） 北島　久義 都城医療センター 薬剤部長

14 　　　　理事（鹿児島県担当）　 尾之江　剛樹 鹿児島医療センター 薬剤部長

15 　　　　理事（沖縄県担当） 山形　真一 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 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30年7月現在

九州地区国立病院薬剤師会　役員名簿



編集後記 

 

 

九州地区国立病院薬剤師会員、薬研会の皆様、２日間の薬学研究会への参加お疲れさま

でした。今年は梅雨前線の停滞、活発化により九州の広範囲にわたり今まで経験した事の

ないような雨に見舞われ、交通への影響もあったかと思いますが、九州各地から多数の先

生方にお集まりいただきありがとうございました。被災に合われた方におきましてはこの

場を借りてお見舞い申し上げます。また今回、担当していただいた九州医療センターの先

生方をはじめ運営にご協力いただいた先生方、演者・座長の先生方、まことにありがとう

ございました。 

 

さて、今回の会誌では PBPMに関する活動報告が特集されております。PBPMはチー

ム医療の推進、医療の質の向上、患者の利益や安全性の確保、医師の負担軽減、経済性等

を目的に行われます。各施設によって状況や条件が異なる為、チーム医療のツールとして

さまざまな PBPMの形が見えるのではないかと考えております。他施設で運用している

内容や取り組みがそのまま活かせる場合もあれば、自施設流にアレンジが必要な場合があ

ると思います。今回の特集に関しても、各施設で有効に活用していただけるものと期待し

ているところです。 

 

幸いなことに九州地区には 33もの国立病院機構の施設があり、会員数は 350名を超え

ました。これまではこれら多くの施設の先生方と情報を共有する機会は薬学研究会、各地

区の研修会、そしてこの会誌が担ってきたのではないでしょうか。また、今回情報共有の

新たなツールとして、九州地区国立病院薬剤師会のホームページが作成される運びとなり

ました。ホームページの作成は会員の皆様の情報共有の場であると共に、魅力ある九州国

立病院機構のアピールの場と考えており、その維持には会員の皆様のお力添えが必要で

す。医療の高度化に伴い、認定や専門薬剤師の取得を目指している先生方にも情報共有や

環境づくりのサポートを行う事は重要であると考えております。さらにホームページを通

じて魅力ある九州国地区立病院機構の教育の場をアピール出来れば、優秀な人材を多数確

保出来ると考えます。 

 

最後になりましたが、今回の会誌を発刊するにあたりご協力いただいた先生方に厚く御

礼を申し上げます。 

 

 

鹿児島医療センター 永石 浩貴 
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