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臨床推論と副作用 

                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」，「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」，「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。その中

の「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」を行う際に臨床推論を活

かす必要があると思います。患者が抱える問題を解決する際にどのように考え，アプロー

チするか。どのような情報を収集し，どう考えるか。治療方法は適切か，薬が効いている

かなどを判断する。副作用を判断するため，処方提案するため，効果を判断するために情

報を収集し，情報から目的別に可能性と妥当性を考えアセスメントし，上手なコミュニケ

ーションで患者の方針を立てアクションをおこすことが重要です。 

薬剤管理指導や病棟薬剤業務実施の際に，ASTや ALTの上昇に気づいたら，その肝障害

は薬物性肝障害(drug－induced liver injury：DILI)の可能性があります。現在でも 2004

年の DDW－J 2004薬物性肝障害ワークショップのスコアリングシステム(肝臓 46：86，

2005参照)により診断することが一般的とされます。薬物性肝障害は発症機序により，ア

レルギー性と中毒性に分類されます。薬剤性の場合，新規に投与した薬剤（2週以内

80%,4週以内 90%)の中止で 7日以内（中止後すぐではない通常 3日～7日後）に AST,ALT

下がるといわれています。患者の肝障害出現,肝機能検査値（AST,ALT,γ-GTP,ALP,LDH）

の上昇を認めたとき，急性ウイルス肝炎のマーカー陰性(IgMHA抗体・HBs抗原・HCV抗

体,IgMCMV抗体,IgMEB抗体)．アルコール性肝障害，自己免疫性肝炎，脂肪肝,原発性胆汁

性肝硬変など除外します。アレルギー機序が関与する例では皮疹，発熱，好酸球増多 6%以

上（又は 1%→5%）などのアレルギー反応に由来する症状を認めます。リンパ球幼弱化試験

DLST陽性（50%確率）も有用です。薬剤性肝障害は薬剤師の早めの対応で劇症肝炎を防ぐ

ことができます。ネオファーゲン注，ウルソ，グリチロンの新規処方時は薬剤性肝障害を

疑いましょう。また，副作用報告や副作用被害救済制度にも積極的に関わりましょう。患

者情報から可能性と妥当性を考えアセスメントし，上手なコミュニケーションで被疑薬を

中止し，検査の提案を行い早めの対応で副作用を軽減化することが薬剤師の大切な業務の

一つです。早目にその方策を身につけてください。薬剤性血液障害や腎障害も早めの対応

が必要です。 

 



求められることへ迅速かつ適切な対応を 
 

九州グループ 薬事専門職 髙島伸也 

 

後発医薬品の数量シェアはここ数年で急速に浸透しましたが、金額ベースでみると後発

医薬品の割合が伸び悩んでいるのが現状です。そこで注目されているのがフォーミュラリ

ーの導入です。フォーミュラリーとは、「医療機関における患者に対して最も有効で経済

的な医薬品の使用における指針」を言います。某大学病院においてかなりの医療費削減効

果があったことが知られていますが、現時点ではフォーミュラリーを策定する医療機関は

まだまだ少ない状況にあります。厚生労働省・田宮憲一薬剤管理官は、「最新の診療ガイ

ドラインや審査報告書を熟知するなど適切な薬剤選択や適正使用に必要な専門性を向上さ

せるための研鑽が重要である」と述べられています。また、「将来に向けて薬剤師は素養

を身につけて貢献することが求められる」と強調されています。フォーミュラリーを地域

に拡大することで薬剤費の適正化だけでなく、ポリファーマシーや残薬の解消及び一定の

エビデンスに基づく薬剤選択による医療の質の向上が期待されているため、今後国立病院

機構においても策定が求められていくと思われます。 

医薬品医療機器制度部会でのとりまとめにおいて、薬剤師の対人業務を充実させる観点

から、品質の確保を前提とした対物業務の効率化の必要性について言及されました。それ

を踏まえ、平成３１年４月２日付で調剤業務のあり方について通知が発出されました。課

題としては、①薬剤師以外の者が実施可能な業務範囲が一定度示されたことにより、対人

業務を充実させ、対物業務の効率化を推進することについて検討する必要があること ②

薬剤師以外の者が業務を行うにあたり、研修の実施等の措置を講じる必要があることが挙

げられます。調剤業務及びその周辺業務について機構本部による現状調査が行われた後、

薬剤師から薬剤師以外への者へのタスクシフト及び研修実施の必要性、医療機器の導入の

是非等について具体的な対応が検討されていくと思われます。 

全日本病院協会の猪口雄二会長は、医師の働き方改革を進めるための薬剤師へのタスク

シフトについて「今でも実施できるにもかかわらず十分に活用されていない業務を改めて

明確化すべき」提言されました。具体的に実施可能な業務として、医師との協働によるプ

ロトコルに基づいた投薬の実施や、薬剤選択・多剤併用薬に対する処方提案等を挙げら

れ、これらについては、医師の包括的指示と同意がある場合、医師の最終確認・再確認を

必要とせず、薬剤師が主体的に業務を行うことを明確化することを求められています。 

今後国立病院機構によるフォーミュラリーの策定、対人業務の充実化及び対物業務の効

率化、医師の働き方改革を進めるための医師から薬剤師へのタスクシフト等が求められる

と思われます。医薬品の適正使用における中心的な役割を担うことができるよう、日頃か

ら研鑽を積み、社会や医療現場から求められることに対して、迅速かつ適切な対応をお願

い致します。 



令和の幕開け 

薬研会会長  村上 克幸 

 

初春の令月にして､気淑く風和らぎ､梅は鏡前の粉を披き､蘭は珮後の香を薫らす* 

 

昭和に生まれた私は、昭和で育ち、平成を駆け抜け、令和という時代を迎えました。こ

れで三つの元号を生きる人です。今年は消費税が 10%に増税されますが、消費税がなかった

昭和を想い、「昭和は遠くなりにけり」と郷愁的な気持を感じています。 

｢平成は大災害の時代だった｣との記事も見かけますが、令和は、平穏無事な時代だと言

われることを願います。しかし現実は、毎日のように残念な事件・事故のニュースが流れ

ています。 

そんな中、うれしいビッグニュースが飛び込んできました。渋野日向子選手が、全英女

子 OP ゴルフで優勝！日本勢では 42 年ぶりにメジャー制覇の快挙を達成したのです。しか

も海外初挑戦でいきなり頂点へ。“スマイル・シンデレラ”と称される笑顔は皆に元気を

与えてくれます。同世代でプロテニス選手の大阪なおみさんとともに、今後の活躍を期待

したいと思います。その一方で、男子の優勝が一度もないというのは気懸かりです。松山

英樹選手と錦織圭選手の今後に期待したいです。また、男子の若手選手が女子同様に輝い

てくれれば、令和の時代に期待を膨らませることができます。 

さて、病院薬剤師の業務を振り返ると、平成に入る一年前、昭和 63 年に薬剤師の病棟業

務が評価され「入院時調剤技術基本料」が新設されました。その後、病院薬剤師の業務も

急速に変化し、平成 24 年には「病棟薬剤業務実施加算」の新設に至りました。そして、平

成 31 年に「調剤業務の在り方について（厚生労働省）」が発出され、非薬剤師の方ができ

る仕事が明確となりました。今後、病院薬剤師の業務に大きな変化をもたらすと思われま

す。このように、絶え間なく変化している環境では、変化に対応するための理解力や知識

が必要となります。私事ですが、入院中に病棟担当薬剤師さんの指導・説明を受けました。

私が現役であった頃と比べて、薬剤師さんの知識や業務内容の変わり具合を肌で感じるこ

とができました。また、7月の薬学研究会（熊本）で開催された「NST カンファレンス」を

聴講する機会がありました。各演題報告の内容を聞いた時、正直驚きの言葉しかありませ

んでした。医薬分業の進捗状況も 75%以上となり、毎日外来調剤に明け暮れていた時代と比

べると、全く別世界になっています。 

「2025 年問題」は、日本の社会全体に多大な影響をおよぼすと懸念されています。そこ

まで生きていないと人ごとのように過ごしていましたが、現実味を帯びてきました。皆保

険制度は崩壊危機と危ぶまれ、医療・社会保障・介護などの社会保障費の急増が懸念され

ている中、新薬の価格には驚くばかりです。ゾルゲンスマが 1回、2億 3,375 万円 (212 万

5000 ドル: 1 ドル 110 円で換算) でアメリカで承認。キムリアの 3,349 万円など、とどま

るところを知りません。文芸春秋 6月号では「切れた神経が再生する“新薬”[ステミラッ



ク注 (薬価：1,495 万 7,755 円)] が保険適用へ。札幌医大奇跡の発見」として取り上げら

れています。全身麻痺状態にあった患者さんが、ステミラック注の投与翌日から手足を動

かせるようになったケースもあり、驚くべき効果が得られています。また、全身麻痺の患

者さんの介護費用や、患者さんの社会復帰による経済効果などを考えると、単純計算で年

数百億円となり、この額を支払う社会的意義は十分過ぎるとの指摘もされています。今後

も、このような｢超｣高額の薬剤は相次ぎ登場することが想定され、全ての国民に等しく医

療を提供し、維持していくためにどのような調整を図るかが鍵となっています。大切な社

会的インフラとの考えもあれば、医薬品開発による経済効果も考える必要があります。解

けない問題なのかもしれません。先日、私も前立腺がん治療のため、佐賀県鳥栖市にある

九州国際重粒子線がん治療センターで、先進医療を保険の恩恵で受けたばかりなのでとや

かく言えません。今後も、病院薬剤師として現場で頑張られる先生方は大変かと思います

が、時代の変化にいち早く対応し、より良い医療環境の構築を目指されてください。 

 

風鈴、かき氷、水まき、うちわ、線香花火、夏祭り、金魚すくい、宵かがり、風流や風

情なことには、時代の流れは影響しないのかもしれません。立秋を過ぎたとは言え、猛暑

が続いています。くれぐれも健康に留意され、ますますのご活躍を祈念します。 

 
*)初春のよき月（新春正月）に、外気はよく風は和らいで、梅は鏡の前で美人がはたくおし

ろいのように咲き、蘭は香り袋のように薫っている。[白文：于時初春令月氣淑風和梅披鏡

前之粉蘭薫珮後之香] 



抗菌薬適正使用支援業務アンケート結果報告 

国立病院機構 熊本医療センター 

山田 政典 

 

 薬剤耐性菌の蔓延は深刻化してきており、そのなかで抗菌薬を適正に使用することが必

要とされている。平成 28 年 4 月「薬剤耐性（AMR）アクションプラン」が決定され、2018 年

度診療報酬改定により「抗菌薬適正使用支援加算」が新設された。この抗菌薬適正使用支援

（AS）活動における我々薬剤師の役割は大きい。今回のアンケート結果を踏まえ、国立病院

機構九州グループ内施設および九州地区国立ハンセン療養所の薬剤師が、どのように AS 活

動に取り組んでいるかを共有し、全施設の AS 活動向上に活かしていきたい。 

 

〈テーマ〉 

各施設における抗菌薬適正使用支援活動に対する取り組み 

〈目的〉 

各施設の取り組み状況を調査し、抗菌薬適正使用支援活動の向上と今後の課題等の共有化 

〈方法〉 

国立病院機構九州グループ内施設および九州地区国立ハンセン療養所の全 33施設を対象に

アンケート調査を実施 

アンケート回収率: 100％ 

※本調査実施については九州地区国立病院薬剤師会理事会にて承認済み 

 

〈結果〉 

 

・感染防止対策加算 1 を実施している施設は 33 施設中 24 施設であり、うち 18 施設が抗菌

薬適正使用支援加算を実施している。 

・AS 活動の各施設の自己評価については AST の有無にかかわらず低い結果となった。 

・全施設共通して AS 活動を行う上で、薬剤部内および他の部署における人的な余裕がない



ことが大きな弊害となっている。 

・次いで、抗菌薬適正使用の啓蒙（教育）活動や自施設の AS 活動の自己評価などが今後の

大きな課題となっている。 

 

・抗菌薬適正使用支援加算実施施設では感染制御に関わる業務の所要時間が 2 倍に増加し

た。特にカンファレンスやその準備、DI 業務などは 4-5 倍程度増加した。 

・抗菌薬適正使用支援加算実施施設では AS 活動の活動日として 2.1 日増加した。 

 

・特定の抗菌薬（広域スペクトル、抗 MRSA 薬など）使用症例については各施設積極的に介



入できていた。一方で抗真菌薬の使用症例に対する介入実施率は低い傾向であった。 

・無菌培養陽性症例について、各施設介入実施率は高かった。しかし、血液培養以外の無菌

培養陽性症例は血液培養陽性症例と比較すると、介入実施率は低い傾向であった。 

・特殊患者集団において、各施設介入実施率は低い傾向であった。 

 

 

 

 



 

・抗菌薬の変更（エスカレーションおよびデエスカレーション）や中止、培養検査の依頼や

感染マーカーの測定依頼などは自己評価が低い傾向であった。 

・TDM による用量調整や検査依頼について、自己評価が高い傾向にあった。 

 

 

・すべての感染防止対策加算実施施設がカルバペネム系、グリコペプチド系抗菌薬において

は届出制にて使用を管理していた。 

・オキサゾリジノン系やダプトマイシンなどの抗 MRSA 薬については許可制にて使用を管理

している施設が 6-7 施設程度散見された。 



・タゾバクタム/ピペラシリンやニューキノロン系抗菌薬について、半数近くの感染防止対

策加算実施施設が届出制にてその使用を管理していた。 

 

 

・注射抗菌薬について AUD 算出により使用状況を把握している施設は多いが、DOT など他の

指標での把握まで行っている施設は少ない。 

・経口抗菌薬の使用量を把握している施設は少ない。 

・抗真菌薬の使用量を把握している施設は少ない。 

 

 



・抗菌化学療法認定、感染制御認定/専門など感染の専門的な知識を有した薬剤師を配置で

きている施設は少ない。 

 

〈おわりに〉 

 今回の調査により各施設の AS 活動に対する取り組みを共有することができた。カンファ

レンス後のアンケートでも、薬剤師の教育や抗菌薬適正使用支援プログラムの充実も必要

だとする意見もあった。抗菌薬は日常的に使用されているため、抗菌薬適正使用支援活動は、

AST を中心として薬剤部全体で取り組むべき課題である。今回のようなカンファレンスを通

して、当該薬剤師会内で少しでも感染制御分野での活動が活発になればよいと考える。 



周術期カンファレンスアンケート結果報告 
 

国立病院機構 熊本医療センター  

花田 聖典 

 

2018 年度診療報酬改定により入院予定患者に対する服薬中の薬剤の確認などを評価する

「入院時支援加算」が新設されました。このことからも入院予定患者へ安心安全な継続的な

医療を提供するために、薬剤師による薬学的介入として外来受診時からの患者支援が強く

求められています。特に周術期においては薬剤に関連した手術延期・中止を回避するために、

入院当日のみならず入院前の外来受診時である早期から術前中止薬の確認に取り組んでい

る施設が増加しており、その有用性が多数報告されています。そこで今回、術前中止薬の管

理体制の取り組みについて、九州地区国立病院薬剤師会の関連施設の現状把握を目的にア

ンケート調査し、その結果を令和元年 7 月 7 日（日）に開催された第 43 回九州地区国立病

院薬剤師会薬学研究会の周術期カンファレンスにて報告しました。 

 

＜テーマ＞ 

周術期患者の術前中止薬に対する薬剤師の取り組み 

＜目的＞ 

各施設の取り組み状況を調査し、術前中止薬の管理体制の向上と今後の課題等を共有化す

る。 

＜方法＞ 

国立病院機構九州グループ内施設および九州地区国立ハンセン病療養所の全 33施設を対象

にアンケート調査を実施；【アンケート回収率：100％】 

※本調査は九州地区国立病院薬剤師会の理事会で承認済み 

 

＜結果＞ 

Q1.貴院では手術が行われますか？ 

 
 

Q2.入院予定患者の術前中止薬のチェックについて、外来受診日（入院日以前）に薬剤師が



関わっていますか？（手術あり施設対象） 

 

 

（Q3,4 外来受診時に薬剤師が関わっていない施設対象） 

Q3.入院当日に術前中止薬が正しく取り扱われているかを薬剤師は確認していますか？ 

 

 

Q4.今後外来受診時に薬剤師が術前中止の確認を実施する予定はありますか？ 

 



 

（Q5～16 外来受診時に薬剤師が関わっている施設対象） 

Q5.薬剤師が直接患者へ術前中止薬の指導を行っていますか？ 

 

 

Q6.薬剤師の活動業務日はいつですか？ 

 

 

Q7.関わっている薬剤部担当者はだれですか？ 

 
 

Q8.関わっている薬剤部担当者の業務場所はどこですか？ 



 

 

Q9.薬剤師が術前中止薬を確認するタイミングはいつですか？ 

 

 

Q10.術前中止薬の関わりにおける対応方法はどのようにされていますか？ 

 
 

Q１１.対応している対象診療科はどのような範囲ですか？ 



 
 

Q１2.対応している業務時間はどのように定めていますか？ 

 

 

Q１3.術前中止薬に関する記録方法はどのようにされていますか？ 

 
 

Q１4. １か月あたりの平均業務量（平成 31 年 1 月分） 



 

 

Q１5.術前中止薬のチェック以外に行っている業務はありますか？ 

＜あり 6 施設＞ 

 造影剤使用前中止薬（ビグアナイド系薬）、周術期口腔管理中止薬（ビスホスホネート、

ステロイド） 

 造影剤使用前中止薬（ビグアナイド系）、血栓リスク薬（経口避妊薬）、 OTC 薬/サプリ

メント/アレルギーの確認、一包化から抜き取り応需、調剤薬局への電話連絡など 

 サプリメント、副作用/アレルギー歴の確認 ×２施設 

 入院患者の持参薬の一時チェック 

 持参薬報告も同時に実施し、入院時の業務効率化を図っている。服用状況、OTC やア

レルギー歴の確認 

 

Q１6.術前中止薬のチェック担当薬剤師と入院病棟担当薬剤師の連携はどのように行って

いますか？ 

＜連携あり５施設＞ 

 持参薬報告の内容を踏まえ、疑問点、注意点等は適宜口頭にて確認している。 

 チェック担当薬剤師が記載したテンプレート・掲示板記載内容を、入院担当薬剤師が適

宜確認（ルーチンでの申し送り等は実施していない） 

 電子カルテ記載による引き継ぎ入院日当日に確認した場合は直接口頭による連携も行

っております。 

 支援センター薬剤師の電子カルテ記載と病棟薬剤師への口頭での注意喚起 



 特記事項がある場合は、口頭にて連絡している 

 

Q17.術前中止薬について院内で統一された一覧表がありますか。（手術あり施設対象） 

 
 

Q18.術前中止薬の術後再開について薬剤師はどのように確認していますか？（手術あり施

設対象） 

 

 

＜おわりに＞ 

今回の調査により術前中止薬のチェック体制に係わる薬剤師の取り組みについてグループ



施設の現状を把握し共有することができました。カンファレンス後のアンケート調査でも

各施設の術前中止薬の管理体制について課題が見出されたとの意見も多かったようです。

今後も当該薬剤師会内で情報共有の機会を設け、安心安全な医療提供の推進に寄与できる

体制作りにつなげていけたらと考えます。 



九州地区国立病院薬剤師会研究助成について 

 

前 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 31 年度採択結果 

平成 31 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」 

 

  ④ 平成 29 年度 助成課題 

    申請課題なし 

 

  ⑤ 平成 30 年度 助成課題 

    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」 

 



２．令和２年度公募スケジュール 

 令和２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。 

 

令和元年１２月 公募開始 

令和２年 ２月 申請〆切 

 













原著

心臓病教室における薬剤師講義の検討
The　effect　of　pharmacist　lectures　in　Cardiac　Rehabilitation

がた3：かや4のふ　　　　ひかししtあき　と　　　　プLー．くち　　しゅん　　　　しもごわな　り

潟永安亘＊1，東島彰人＊2，谷口　潤＊2J下澤那津＊2

【目　的】国立病院機構長崎医療センターでは，患者教育の一環として平成22年6月より心臓病教室を導入した．

　次いで，平成27年12月より心臓病教室における薬剤師講義を開始した、そこで，薬剤師講義の有用性について検

討した．

【方　法】薬剤師講義前後において，講義内容に対する理解度を検討する目的で，アンケート調査を行った．

【結　果】講義内容の全17項目の理解度及び総合評価を有意に改善することができた，また，CS分析により利尿薬に

関する項目が重要改善分野の上位に含まれていることが判明した．また，重点維持分野に含まれ最も影響が高い項目

として「薬を飲み忘れた際の対応を理解している．」が抽出された．

【結　論】薬剤師講義は患者の心疾患治療薬に対する理解度を深めるために効果的であることが分かった．また，総合

評価に最も影響を与える講義内容及び講義内容の改善点について把握することが出来た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔心臓リハビリテーション（JJCR）25（1）：108－113，2019〕

Key　words：心臓病教室，薬剤師講義，患者教育，理解度CS分析

口二二二1三二：二ニコ璽㌘い’ 講義内容に対する理解度への影響について検

　包括的心臓リハビリテーションは心疾患患者に対する運

動療法並びに教育を踏まえたプログラムであり，心疾患再

発予防のためには必要不可欠なものである．

　その中でも，患者教育は，自身の病状認識を高め，生活

習慣修正の知識と方法を学ぶ機会を与え，適切な医療継続

の必要性を認識させる役割を果たしている”．

　国立病院機構長崎医療センター（以ド，当院）では患者

教育の一環として平成22年6月より「心臓病教室」を導入

した．教室は週に1回開催されており，医師及び看護師，

管理栄養士がテーマを設けて講義を行っている．薬物療法

の成功は治療に対する理解を深め，服薬アドピアランスの

向上を図ることが鍵となっており，薬剤師の連携が求めら

れているL’）．そのため，平成27年12月より心臓病教室にお

ける薬剤師講義を開始した．しかし，本邦において心臓病

教室における薬剤師講義について検討した報告はなく，有

効性は不明であった．そこで，本研究では心臓病教室の薬

剤師講義に参加した患者に対して，講義前後でアンケート

　1，対象期間と対象患者

　調査期間は’ド成28年1月から平成29年3月とした．初

回人院中に心臓病教室における薬剤師講義を受講した患者

を対象とした．アンケート調査の協力願いの同意説明文を

配布し，理解及び同意が得られた患者を対象とした．また，

認知機能を考慮して，後期高齢者を除き75歳未満の患者を

対象とした．

　2．薬剤師講義

　講義は週に1回開催し，心疾患病棟担当の薬剤師が2名

で行った（15分）．講義内容に個人差が出ないように共通の

資料を用いて行った．

　講義内容は，まず初めに心疾患における薬物治療の意義

について講義した．次いで，心疾患関連治療薬（抗血小板

薬，抗凝固薬，冠血管拡張薬，利尿薬，降圧薬心保護薬，

脂質異常症治療薬，抗不整脈薬）の薬効，及び注意点と副

＊1

国立病院機構福岡東医療センター薬剤部，＊L）国立病院機構長崎医療センター薬剤部
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原著：心臓病教室における薬剤師講義の検討

心臓病教室　薬剤講義　アンケ’一’一‘ト

性別　男・女　∫年齢（　　）歳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊該当する項目にOを付けてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一現在の患者さんにっいての質問一

1かかちれている疾患名は何ですか？　（複数回答可）

　　　　　　　　〔心不全、ヨ喪心症．心筋梗塞、不整脈、動脈瘤・動賑解離、弁膜症、モ⑳他（　　　　　　）〕

1伺種類のお薬を服用されていますか？　　　　　　　　　　　　〔　　　種類〕

皿お薬の菅理は誰がしていますか7　　　　　　　　　　　　　　　〔ご自身、ご家族、その他1〔　　　）〕

】Vお薬を飲み忘れたことはありますか？　　　　　　　　　　　　　　ない　　　　　　　　たまにある よくある

Vお薬を自己判断で中止した恒周整したことは嵩りますか〒 ない たまにある よくある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～心臓病とお薬についての質問rw

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理解
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　していない

111ご臓病でお薬を服用する必要性を理解している。　　　　　　　　　　ユ
ワ
“

ある程度理解

　している

　　3 4

良く理解して

　いる

　　5

2心臓病で使用されるお薬泊分類を理解している。

　抗血小板薬、抗凝固薬（血液サラサラ■薬）を服用する必要性を
ヨ
　理解している。

　抗血小板薬、抗凝固薬（血液サラサラの薬）o注意点を理解して
4
　いる。

5心臓O血管を広げる薬を服用する必要性を理解している。

6心臓の血管を広げる薬の注意点を理解している。

　Ilン臓の血管を広げる薬の急性治療薬（舌下錠・ヌプレー）Φ僅用
7
　方法を理解している。

　利尿薬（尿量を増辛す・むくみを取る薬）を服用する必要性を理
宮
　解している。

　利尿薬（尿量を増やす・むくみを取る薬）の注意点を理解してい9
　る。

川血圧を下げる薬を服用する必要性を理解している。

11血圧を下げる薬の注意点を理解している。

12心臓の負担を軽くする薬をを服用する必要性を理解している。

1ヨ脈を整える薬を服用する必要性を理解している。

14コレコテロー・ルを下げる薬を服用する必要「生を理解している。

15ワーファリンと食べ物：D注意点を理解している．

16グレー一プづルー一＞1と相性の悪い薬を理解しているCi

17薬を飲み忘れた際の対応を理解している。

陪心臓病に使われる薬剤に・⊃いて理解度（総昔評価）
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＊一アンケートにご協力ありがとうござ㌔・ますo

図1　理解度のアンケート

作用について講義した．この後服薬に関する留意点（食

べ物との相互作凧飲み忘れた際の対応副作用の出現が

疑われた際の対応）について講義した．

　3．調査内容

　患者背景に関する項目として，年齢性別，心疾患名，

心疾患関連治療薬使用状況について診療録より調査した．

　薬剤師講義前後において，講義内容に対する理解度を検

討する目的で，アンケート調査を行った．まず，「お薬に対

する一般的な質問」として、服薬状況に関する項目を講義

前に調査した．調査項目は服用薬剤数服用忘れの有無，
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原著：心臓病教室における薬剤師講義の検討

表1患者背景（nニ44）

項目 患者背景 n o／o

年齢（歳） 61．8±92 44 100、0

性月1」（人） 男

女 ］
33
1

705
29．5

心疾患名（件）

（複数該当あり）

心筋梗塞

心不全

不整脈（心房細動）

狭心症

動脈疾患、

弁膜症

心筋症

その他

　18　　　　　　40．9

　18　　　　　　40．9

12　（8）　　27．3　（18．2）

　］1　　　　　　25，0

　8　　　　　　182
　5　　　　　　］1　．4

　3　　　　　　　6，8

　1　　　　　　23

心疾患関連治療薬使用状況（件）

（複数該当あり）

アンギオテンシンII受容体拮抗薬

抗血小板薬

スタチン系

Ca拮抗薬
β遮断薬

ループ利尿薬

冠拡張薬

アンギオテンシン変換酵素阻害薬

硝酸薬

力リウム保持性利尿薬

ワーファリン

直接経口抗凝固薬

サイアザイド系利尿薬

多価不飽和脂肪酸

α遮断薬

ジギタリス製剤

バソプレシンV2受容体拮抗薬

抗不整脈薬（Naチャネル遮断薬）

抗不整脈薬（Kチャネル遮断薬）

エゼチミプ

6
6
5
3
－
5
0
7
7
6
5
4
4
4
2
2
2
1
1
－

2
2
2
2
2
1
］

1
1
8
3
7
－
7
9
9
6
4
1
1
1
5
5
5
3
3
3

9
9
6
2
7
4
2
5
5
3
1
9
9
9
4
4
4
2
2
2

5
5
5
5
4
3
2
1
1
1
1十≡ロ 44 ］00．0

表2服薬状況（n＝44）

項目 n o／o

服用薬剤数（個） 1から3種i頃

4から6種i類

7から9種i類

10種類以上

3
3
6
2

6，8

295
36．4

27．3

服用忘れ（件） 有

無 1
3
2
2

47．7

52．3

自己中断歴（件） 有
無 0

4
1
3

22．7

77．3

十三一一
ロ 44　　］00．0

服薬自己中断の有無とした．次に「心臓病とお薬について

の質問」として，講義の各項目の理解度及び薬剤師講義に

対する総合評価を調査した．質問18「心臓病に使われる薬

剤について理解度」を総合評価として，総合的に講義内容

が理解できたどうか問う質問であることを患者に説明した．

また，受講者の回答は5段階の相対的評価とし，前後にお

ける独立性を確保するために前回評価を公表しない方法で

行った（図1）．

　4．統計解析

　受講者の理解度を検討する目的で，薬剤師講義前後にお

けるアンケート評点（以下，評点）の比較をWilcoxon　signed－

rank　testを用いて行った，評点は平均値±標準偏差で表し

た．有意水準は危険率5％未満とした．

　講義後の総合評価を目的変数とし，それぞれの質問項目

を説明変数として，目的変数との関連度偏差値，平均値偏

差値を算出し，CS分析（EXCEL統計Ver．7．0：（株）エス

ミ）を行った．

　5．倫理的配慮について

　本研究はヘルシンキ宣言に準じ，受講者には講義前に研

究協力依頼と倫理的配慮について説明を行い，同意を得た．

本研究は長崎医療センターの倫理審査委員会の承認を得て

いる．（承認番号：27118）
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原著：心臓病教室における薬剤師講義の検討

表3薬剤師講義前後のアンケート評点（n＝44）

講義前 講義後
P

平均値　　標準偏差　　平均値　　標準偏差

質問1

質問2

質問3

質問4

質問5

質問6

質問7

質問8

質問9

質問10
質問1］

質問12
質問13
質問14
質問15
質問16
質問17

心臓病でお薬を服用する必要性を理解している．

心臓病で使用されるお薬の分類を理解している．

抗血小板薬抗凝固薬（血液サラサラの薬）を服用する必要
性を理解している．

抗血小板薬抗凝固薬（血液サラサラの薬）の注意点を理解
している．

心臓の血管を広げる薬を服用する必要性を理解している．

心臓の血管を広げる薬の注意点を理解している．

心臓の血管を広げる薬の急性治療薬（舌下錠・スプレー）の
使用方法を理解している．

利尿薬（尿量を増やす・むくみを取る薬）を服用する必要性
を理解している．

利尿薬（尿量を増やす・むくみを取る薬）の注意点を理解し
ている．

血圧を下げる薬を服用する必要性を理解している，

血圧を下げる薬の注意点を理解している．

心臓の負担を軽くする薬を服用する必要性を理解している，

脈を整える薬を服用する必要性を理解している．

コレステロールを下げる薬を服用する必要性を理解している．

ワーファリンと食べ物の注意点を理解している．

グレープフルーツと相性の悪い薬を理解している．

薬を飲み忘れた際の対応を理解している．

345
275
3．27

2，67

298
245
2，16

2、55

227

3．39

286
280
2．66

2．95

2．30

2．］6

2．73

132
149
145

132

137
125
140

137

130

1．34

］．39

］27
1，36

］30
］s55

］．40

］．48

4，16

377
400

3．98

3．98

384
377

3．82

3，84

3．98

3．84

4．00

3．75

4．00

3．93

4．00

4．］6

0．95

1、08

1．00

1．06

0．99

］．09

1．04

1．03

1．06

］．10

］．06

］．02

1．07

1．07

1．O　1

1．04

1．02

　O、OO　1

〈0．OO　1

＜0．001

＜0．OO　1

＜0．OO　1

＜O．OO　1

＜O．OO　1

＜O．OO　1

＜O．OO1

　0．004

＜0．001

＜0．00］

〈O．OO　1

＜O．001

＜O．001

＜O．OO　1

＜O．001

質問18　　心臓病に使われる薬斉1」について理解度（総合評価） 259 ］．］3 3．84 1．00 ＜O．OO　1

80

70

平　60
均

値

（　50
偏

差

芭40

30

20

20

質問3

質問］4

貝問1G

30

　　質問4

質問12

40

輪

馨蜘

50 60

　　　　目的変数との関連度（偏差値）

図2　薬剤師講義後のCSグラフ

70 80

　1．患者背景

　研究対象となった患者は44名で，全ての患者（男性31

名，女性13名）より同意を取得することができた（表1）．

アンケートの回答率，回収率は共に100％であった．平均年

齢は61．8±9．2歳であった．対象患者の心疾患割合は心筋梗

塞が40．9％，心不全が40．9％，不整脈が27．3％の順で高かっ

た．また，心疾患関連治療薬使用割合はアンギオテンシン

II受容体拮抗薬（以ド，　ARB）が59．1％，抗血小板薬が59．　．1％，

スタチン系が56．8％の順で高かった．

　2．服薬状況

　服用薬剤数の割合は「7から9種類」が36．4％で一番高く，

「4から6種類」が29．5％，「10種類以上」が27．3％，次いで，

「1から3種類」が6．8％であった（表2）．

　服用忘れの経験が有ると回答した患者は47．7％で，無い

と回答した患者は52．3％であった．また，服薬を自己中断

した経験が有ると回答した患者は22．7％で，無いと回答し

た患者は77．3％であった（表2）．

　3．薬剤師講義内容に対する理解度

　薬剤師講義前後の各質問項目における評点を表3に示す．

薬剤師講義内容に対する理解度において，全17項目及び総

合評価を有意に改善することができた（表3）．

　4．受講後のCS分析

　薬剤師講義前のアンケート結果から算出した目的変数と

の関連度偏差値（x軸），平均値偏差値（y軸）を基とした

CS分析結果を図2に示す．また，　CS分析による改善度を

表4に示す．重要改善項目に含まれ，改善度が最も高かっ

た項目として，質問9「利尿薬（尿量を増やす・むくみを取

る薬）の注意点を理解している．」（18．98）が抽出された．次

いで，質問8「利尿薬（尿量を増やす・むくみを取る薬）を

服用する必要性を理解している．」（18．31），が抽出された
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原著：心臓病教室における薬剤師講義の検討

表4　薬剤師講義後のCS分析の改善度

　　　　目的変数との平均値
　　　　　　関連度

改善度

質問9

質問8

質問13
質問6

質問7

質問11

質問2

質問15
質問16
質問17
質問4

質問5

質問10
質問12
質問3

質問14
質問1

利尿薬（尿量を増やす・むくみを取る薬）の注意点を理解している

利尿薬（尿量を増やす・むくみを取る薬）を服用する必要性を理解している．

脈を整える薬を服用する必要性を理解している．

心臓の血管を広げる薬の注意点を理解している．

心臓の血管を広げる薬の急性治療薬（舌下錠・スプレー）の使用方法を理解して
いる

血圧を下げる薬の注意点を理解している．

心臓病で使用されるお薬の分類を理解している．

ワーファリンと食べ物の注意点を理解している，

グレープフルーツと相性の悪い薬を理解している．

薬を飲み忘れた際の対応を理解している

抗血小板薬，抗凝固薬（血液サラサラの薬）の注意点を理解している．

心臓の血管を広げる薬を服用する必要性を理解している．

血圧を下げる薬を服用する必要性を理解している

心臓の負担を軽くする薬を服用する必要性を理解している．

抗血小板薬，抗凝固薬（血液サラサラの薬）を服用する必要性を理解している．

コレステロールを下げる薬を服用する必要性を理解している，

心臓病でお薬を服用する必要性を理解している．

3．84

3．82

375
3．84

3．77

3B4
3フ7

393
4．00

4．16

398
3，98

3．98

4．00

4，00

4．00

4，16

0．92

0．90

0．86

0B2
0フ8

078
0．74

081
0．82

0．90

0．80

079
0．79

0．78

0．75

0．75

0，70

18，98

18，3］

1699
749
5．97

　238
　1．11

　0．73

－ 2，02

－
2．4］

－ 3．42

－ 4．99

－ 5．02

一 ア01

－ 1034
－ 10．44

－ 26．30

（図2，表4）．また，重要維持項目として，質問15「ワーファ

リンと食べ物の注意点を理解している．」，質問16「グレー

プフルーッと相性が悪い薬を理解している．⊥質問17「薬

を飲み忘れた際の対応を理解している．」が抽出された．

［III＝
　薬剤師講義前後で理解度のアンケート調査を実施した．

その結果として，薬剤師講義により講義内容の全17項目の

理解度及び総合評価を有意に改善することができた．また，

CS分析により総合評価に最も影響を与える講義内容及び今

後の講義内容の改善点について調査することができた．

　対象患者は心筋梗塞や狭心症など虚血性心疾患患者が

65．9％を占めていた．高血圧や高脂血症を併発しARBやス

タチン系の薬剤を服用している患者が多く，薬剤指導の重

要性を認識することができた．また，服用状況においては

服用薬剤数7種類以上の患者が63．6％と多数を占めていたt

服用忘れや自己中断歴がある患者も多く，薬剤指導により

服用アドピアランスの向上を図ることが重要であると分かっ

た．

　直成らは心臓病教室受講が循環器系疾患患者にとって，

自己管理行動を高めるのに効果的であったと報告している3）．

また，平岩らは心臓リハビリテーションにおける集団栄養

指導が食生活の重要性を再認識し，退院後の生活への自信

につながっていると集団指導の有効性を報告している4｝．本

研究においても，全ての講義内容で理解度が有意に改善し

ていることから，心臓病教室における薬剤師講義が患者の

理解度を深めるのに効果的であることが示唆された．薬剤

師講義は個別の服薬指導と異なり，複数の患者に対して心

疾患で使用される薬剤の基礎知識を詳細かつ効率的に指導

することができる．その後の入院期間に，基礎知識を得た

患者に対して個別の服薬指導を実施することで，さらなる

アドピアランスの向上が期待できると考えられる．

　CS分析では目的変数との関連度偏差値が高く，平均値偏

差値が低いエリアを重点改善分野といい，重点的に改善が

必要な項目が集まる．さらに，このエリアの中で優先的に

改善する項目は改善度により判断する．改善度が最も高い

項目として，質問9「利尿薬（尿量を増やす・むくみを取る

薬）を服用する必要性を理解している．」（18．98）が，次いで

質問8「利尿薬（尿量を増やす・むくみを取る薬）の注意点

を理解している．」（18．31）が抽出された．利尿薬は他の降圧

薬と併用で高血圧に使用されたり，心性浮腫の改善・予防

で使用されたり，さらに心臓血管外科の手術後の胸水・浮

腫の予防で使用されるなど，用途が異なる場合があり理解

が得られにくかったと考えられる．今後，講義内容を見直

すことにより，更なる総合評価の改善が期待される，

　一方，重点維持分野は評価項目の理解度が高く総合評価

への影響度が高い項目である．この分野に含まれ最も影響

が高い項目として，質問17「薬を飲み忘れた際の対応を理

解している．」が抽出された．今回のアンケート調査の結果

からも，服用忘れが47．7％と約半数の患者で見られており，

最も関心が高い講義内容であったと考えられる．薬剤師は

チーム医療の中で，患者の服薬の中断を防ぎ，治療を維持

することに貢献できると考えられている5）．服薬忘れ時の対

応方法や未服薬によるデメリットを指導する重要性を認識

することができた．また，質問15「ワーファリンと食べ物

の注意点を理解している．」，質問16「グレープフルーッと
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相性が悪い薬を理解している．」の項目も重点維持分野とし

て抽出された．日常生活と深く結びつく食事と薬物相互作

用に関する項目の関心が高かったと考えられる．

　本研究により，薬剤師講義は患者の心疾患治療薬に対す

る理解度を深めるために効果的であることが分かった．ま

た，総合評価に最も影響を与える講義内容及び講義内容の

改善点について把握することができた．問題点として，今

回の研究では認知機能評価を行っておらず，今後は認知機

能評価を踏まえた解析が必要であると考えられる．また，

今後の課題として薬剤師講義や入院中の服薬指導だけでは

短期的な理解度の改善にとどまっている可能性があり，外

来での追跡調査やミニテストによる確認などを行い，長期

的な理解度の改善に努める必要があると考えられる，
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要旨 

 デキサメタゾンが原因のステロイド精神病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７０歳代，女性．骨髄異形成症候群の入院化学療法が行われ，入院２５日目の

１コース終了２日目に，患者の会話の急激な変化から薬剤師が意識障害に気づいた．意識障害の

原因特定のための臨床推論を行い，デキサメタゾンの有害事象が強く疑われた．推論の結果を速

やかに医師に報告し，診察の結果ステロイド精神病と診断され適切な処置がなされた．薬剤師が

臨床推論を行うことで，患者の体調変化の原因特定に貢献できた事例である． 

 

キーワード 

 臨床推論，デキサメタゾン，意識障害，ステロイド精神病 

 

緒言 

 臨床推論は患者の医学的問題を評価し解決する際の思考過程であり，その過程は病歴聴取（問

診），身体診察（フィジカルアセスメント及びバイタルサインの把握），検査（血液・尿検査，画

像診断，その他）計画等から構成される1）． 

 臨床推論を薬剤師が行う事はチーム医療に貢献できると考えられ，迅速な対応が求められる救

急外来で，薬剤師の関与により敗血症に対する初期抗菌薬の投与開始までの時間が短縮し，妥当

性が向上した事が報告されている２）． 

 さらに薬剤師が薬の副作用を疑った場合に臨床推論に沿って思考し，原因薬を絞り込み，医師

に検査を提案することで，原因となる薬剤の特定に至った症例も報告されている3，4）． これらの

報告より薬剤師が臨床推論を身に着ける事は，医療の質の向上に寄与すると考えられるが，これ

まで意識障害の患者の原因特定に薬剤師が関与した報告は少ない． 

 今回，薬剤師の臨床推論によりステロイド誘発性意識障害が特定された症例を経験したので報

告する． 
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倫理的配慮 

 本症例報告は，「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

（厚生労働省）および「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー

保護に関する指針」（外科関連学会協議会）に従い，個人情報保護に十分に配慮して行った．な

お，本症例報告は独立行政法人国立病院機構都城医療センター倫理委員会の審議対象ではない． 

 

症例 

 １．患者背景 

  患者：７０歳代 女性 

  既往歴：多発性骨髄腫，高血圧 

  内服薬： 

   アデノシン三リン酸ナトリウム水和物２０ ｍｇ １日３回1回２錠 

   イソニアジド錠１００ ｍｇ  １日１回１回３錠 

   ピリドキサールリン酸エステル錠３０ ｍｇ １日１回１回１錠 

   スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤 １日１回１回０．５錠 

   ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠１５ ｍｇ １日１回 1回１錠 

   アンブロキソール塩酸塩製剤４５ ｍｇ  １日１回 １回１カプセル 

   クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ ｍｇ １日１回 １回１錠 

   アムロジピンベシル酸塩錠５ ｍｇ  １日１回 １回１錠 

   イルソグラジンマレイン酸塩錠２ ｍｇ １日１回 １回１錠 

   アスピリン８１ ｍｇ錠     １日１回 １回１錠 

   酸化マグネシウム       １日２回 １回０．５ ｇ 

  現病歴：多発性骨髄腫に対して，２０ＸＸ年よりＭＰ（メルファラン，プレドニゾロン）療

法，２０ＸＸ＋１年よりサリドマイド療法開始．２０ＸＸ年＋４年にＶＭＤ（ボルテゾミブ，デ

キサメサゾン，メルファラン）療法目的に都城医療センター（以下，当院）に紹介入院となった． 
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 ２．入院後の経過 

  症例の化学療法の治療スケジュールと臨床経過（表１），血液検査所見を示す（表２）．薬剤

師は入院後に薬剤管理指導をＤａｙ３，Ｄａｙ１１，Ｄａｙ２５に３回実施した．Ｄａｙ２４ま

で患者の会話と薬物療法の理解は良好であったが，Ｄａｙ２５に患者は薬剤部まで来て病棟担当

薬剤師からの説明を希望した．薬剤師と患者は病棟へ移動し，薬剤師が患者に説明している途中

で会話のつじつまが合わなくなり，非常に多弁となりしだいに興奮してきた． 

 

表１　症例の化学療法の治療スケジュールと臨床経過
化学療法施行 症例経過

2 Bortezomib，Dexamethasone，Ｌ－ＰＡＭ
3 Ｌ－ＰＡＭ 服薬指導１回目　患者理解良好
4 Ｌ－ＰＡＭ
5 Ｌ－ＰＡＭ

9 Bortezomib，Dexamethasone

11 服薬指導２回目　患者理解良好

16 Bortezomib，Dexamethasone

23 Bortezomib，Dexamethasone

25 服薬指導３回目　患者の意識障害
以下，Ｄａｙ２５の副作用発現から薬剤師による提案と対処までの経過

14:00
14:10
14:12
14:20
14:50
15:30
15:45

30 頭部ＭＲＩ，ＭＲＡ検査施行

32 退院

Bortezomib（１．０ ｍｇ／ｍ２，Subcutaneous）, Dexamethasone（２０ ｍｇ，

per os）, Ｌ－ＰＡＭ:melphalan（６ ｍｇ／ｍ２，per os），ＭＲＩ：Ｍａｇｎ
ｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ，ＭＲＡ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ
Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ，Ｄａｙ１～３，８，９，１５，
１６にリンゲル液（１５００ ｍＬ／Ｄａｙ）を施行

入院（Ｄａｙ）

リスペリドン内用液１ ｍｇが処方される

患者が薬剤部へ来て，担当者からの説明を希望
患者と担当薬剤師が薬剤部から病棟のラウンジへ移動
薬剤師が患者へ化学療法の説明を開始
患者の会話のつじつまが合わなくなり多弁となる
薬剤師と患者との会話が終了，薬剤師が臨床推論を行う
主治医へ臨床推論を報告，主治医が診察する
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 ３．意識障害の原因の検討と医師への報告，その後の経過 

  薬剤師はＤａｙ２５の患者との会話より，Ｄａｙ２４と比較して意識の質にあたる会話の整

合性が無くなり，意識の量の変化に該当する多弁な会話となったことから，患者の意識の質と量

が急激に変化していると判断し意識障害を疑った．当初，意識障害の原因として薬剤の有害事象

を考え，薬歴と化学療法歴よりデキサメタゾンによるものと推察したが，デキサメタゾン以外が

原因である可能性を検討することにした．そこで，患者のバイタルサインを確認し，既往歴と診

療録及び血液検査所見（表２）を元に，意識障害を呈する英語の頭文字から構成されるＡＩＵＥ

ＯＴＩＰＳを用いて臨床推論を行った．（表３）               

 

 

 

 

 

 

 

表２　血液検査所見

検査項目 基準値 Day14 Day18 Day21 Day23 Day28 Day31 Day36

WBC （/μL） 3,300～8,600 2180 720 2590 19340 1820 7830 2080
RBC （万/μL） 386～492 348 349 353 340 374 356 324
Hb （ｇ/ｄL） 11.6～14.8 11.5 11.5 11.9 11.3 12.3 12 10.7
Ht （％） 35.1～44.4 34 34.3 34.1 33 36.4 34.5 31.6
PLT （万/μL） 15.8～34.8 19.4 19 18.9 14.9 15.5 12.9 9.8
NEUT （/μL） 15.7～57.8 970 9690 770 5310 930 18140 780
TP （ｇ/ｄL） 6.5～8.2 6.8 6.6 7.3 6.6 7.4
Alb （ｇ/ｄL） 3.8～5.2 3.6 3.5 3.8 3.5 4
BUN （mg/ｄL） 8～22 16.3 16.2 14.8 13.4 16.6
CRE（Scr） （mg/ｄL） 0.4～0.7 0.68 0.72 0.74 0.64 0.64
UA （mg/ｄL） 2.3～7.0 4.9 3.9 4.2 4.9 5.4
T-Bil （mg/ｄL） 0.3～1.2 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5
AST （IU/L） 13～33 14 15 15 16 20
ALT （IU/L） 6.0～27.0 10 12 12 12 13
LDH （IU/L） 119～229 137 162 159 177 212
ALP （IU/L） 115～359 160 200 187 169 207
Na （mmol/L） 135～147 139 139 140 137 137
K （mmol/L） 3.6～4.9 4.4 4.2 4.6 3.9 4.2
Cl （mmol/L） 98～108 103 100 102 103 100
Ca （mg/ｄL） 8.7～10.3 8.6 8.7 9 8.4 8.6
Glu （mg/ｄL） 80～112 93
CRP （mg/ｄL） 0～0.2 < 0.06 < 0.06 0.15 0.18 0.22 0.07
TSH （μIU/ｍL） 0.35～4.94 6.22 4.08
F-T3 （pg/ｍL） 1.71～3.71 2.34
F-T4 （ng/ｄL） 0.7～1.48 0.82 0.77
WBC：白血球，RBC：赤血球，Hb：ヘモグロビン，Ht：ヘマトクリット，PLT:血小板，NEUT：好中球，TP：血清総蛋白，Alb：アルブミン，BUN：血中尿素窒
素，Scr：血清クレアチニン，UA：尿酸，T-Bil：総ビリルビン，AST：アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ，ALT：アラニンアミノトランスフェラー
ゼ，LDH：尿酸脱水素酵素，ALP：アルカリフォスファターゼ，Na：ナトリウム，K：カリウム，Cl：クロール，Ca：カルシウム，Glu：血糖値，CRP：C反応
性蛋白，TSH：甲状腺刺激ホルモン，F-T3：遊離トリヨードサイロニン，F-T4：遊離サイロキシン
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初めに気道と呼吸及び循環を確認した．Ｄａｙ２５の薬剤師と患者との会話はつじつまの合わ

ない部分があるものの，途中で止まる事のない会話であった事より気道と呼吸に問題がある可能

性は低いと考えた．循環は薬剤師が患者の手に触れ，手の熱感や冷や汗は無く，看護師によるＤ

ａｙ２５の１４時の検温で体温が３６．２度，１５時の看護師によるバイタルチェックで血圧が

１１１ ｍｍＨｇ／８９ ｍｍＨｇ，心拍数が６７であった事から循環に問題のある可能性は低く，

緊急性の高い病態の可能性は低いと判断した． 

その後，ＡＩＵＥＯＴＩＰＳで系統的に検討を行った． 

 ＡＩＵＥＯＴＩＰＳによる臨床推論により，Ｄａｙ２５の時点では電解質，急性硬膜下血腫，

急性硬膜外血腫，慢性硬膜下血腫，脳腫瘍，椎骨脳底動脈乖離は情報が無く可能性が残ったが，

これらは臨床推論の限界と考え項目として残し，最終的に考察した結果，最も可能性の高いもの

はＤａｙ２３に内服したデキサメタゾン２０ ｍｇによる「ステロイド誘発性の意識変化」と考

えた． 

 その後，薬剤師は直ちに主治医へ患者の意識が前日と比較して変化している事，臨床推論の結

果いくつか項目が残るもののステロイドによる影響が疑われる事を報告した．報告後，すぐに主

治医の診察が行われ，患者の会話の内容は意味不明であり，瞳孔不同及び呂律障害無く，統合失

調症様，中枢神経浸潤やステロイド精神病が鑑別疾患と考えられ，興奮状態に対してリスペリド

ン１ ｍｇの処方後，次第に患者の精神症状は沈静化傾向を示した．翌日（Ｄａｙ２６）の主治

医の診察では，患者は目をそらす状態であり，Ｄａｙ３０の頭部ＭＲＩ検査とＭＲＡ検査にて明

らかな脳病変は無かった．患者は外来治療を希望され外来でプレドニゾロン１０ ｍｇに減量し

たボルテゾミブ・プレドニゾロン療法により意識障害を認めなかった事から，最終的にステロイ

ド精神病と診断された．その後外来で治療を継続し２年後に死亡した． 

  

考察 

 本症例では薬剤師が本人と面談した際の会話より，患者が前日と比較して非常に多弁となった

事から意識の量が，さらにつじつまの合わない会話から意識の質が共に急激に変化したと考え，

意識障害を疑い臨床推論を行った．その後ステロイド誘発性の意識変化の可能性を主治医に速や
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かに報告し，患者の興奮状態に対するリスペリドン１ ｍｇ投与の結果，精神症状は改善し，プ

レドニゾロン１０ ｍｇに減量した化学療法で再発は認められず，最終的にステロイド精神病と

診断された症例である． 

 意識障害は脳血管障害よりも全身性疾患が原因となることが多く，特に全身の組織への血流と

酸素供給が障害されるショックの場合，脳全体への血流低下による臓器障害として意識障害が早

期から出現する．そのため意識は早期にショックをスクリーニングするための鋭敏な指標として

極めて重要なバイタルサインであり（佐々木陽典 ここからはじめるバイタルサイン－薬剤師の

実践をとらえ直す！ 意識，月刊薬事，58，853－857（2016）），意識障害を客観的にスコア化で

きるツールとして，Ｊａｐａｎ Ｃｏｍａ Ｓｃａｌｅ（以下；ＪＣＳ）が用いられている５）．

本症例は，会話のつじつまが合わない事から，ＪＣＳ1－1の「大体清明だが今ひとつはっきりし

ない」に該当すると考えられた． 

 意識障害の原因は表３に示すように多岐にわたり，意識障害の臨床推論は，始めに気道，呼吸，

循環を確認して緊急性の高い疾患を検討する必要があるため，その原因検索が重要となる６，７）．

気道と呼吸は息継ぎなくワンフレーズの会話ができれば問題なく，循環は末梢の冷感が無ければ

緊急性のより高い病態の可能性は低いとされる７）．本症例は，薬剤師と患者の会話から，気道と

呼吸に問題がない事を確認し，循環は患者の手の冷感が無い事とカルテの看護記録より血圧と心

拍数を定量的に確認して問題はないと判断した． 

ＡＩＵＥＯＴＩＰＳは意識障害の主な原因となる疾患名を，洩れることなく容易に記憶できる

ように疾患名の英語の頭文字を並べたものである８）．薬剤師による臨床推論の結果，電解質，急

性硬膜下血腫，急性硬膜外血腫，慢性硬膜下血腫，脳腫瘍，椎骨脳底動脈乖離の項目は残ったが

後日否定され，薬歴よりＤａｙ２３に内服していたデキサメサゾン２０ ｍｇの影響を考えた．

薬剤師は臨床推論の結果を医師に伝え，主治医の診察とその後の経過からステロイド精神病と診

断された．ＡＩＵＥＯＴＩＰＳの大部分の疾患は患者の全身状態の観察とバイタルサイン及び既

往歴や薬歴を含む診療録から，薬剤師でも原因の検索が可能な方法であると考えられる． 

 ステロイド治療に伴う精神・神経症状は女性に多く，ステロイド治療患者の約５ ％に発症し，

デキサメタゾンはプレドニゾロンよりも精神・神経障害を起こしやすい．また1日のプレドニゾ
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ロン投与量が４０ ｍｇを超えると発症率が高まるが，投与量や投与期間はその重症度とは関係

せず，ほとんどの場合，過去に精神疾患の既往歴はないため，事前に発症を予測することは困難

である９，１０）． 

 本症例のデキサメタゾン２０ ｍｇは，プレドニゾロン換算をすると１３３ｍｇとなる（塩野

義製薬株式会社：プレドニン®錠５ ｍｇ，医薬品インタビューフォーム，改定第１５版（２０１

８年４月改定），ｐ．１７．）．本症例はプレドニゾロン１０ ｍｇに減量して治療を再開した後は，

ステロイド精神病を発症していない事から，ステロイド精神病を認めた患者に，ステロイドを含

む化学療法を投与する場合のステロイドの投与量の参考になると考えられる．また，ステロイド

精神病の発症期間は，本症例と同様にステロイドの投与終了２日目に異常行動を示した症例も報

告されていることから１１），少なくともステロイドの投与終了から２日目まではステロイド精神

病が発症する可能性があるため，注意深い観察が必要であることが示唆された． 

 病棟担当薬剤師は，患者の入院期間中に薬剤管理指導や病棟業務等で治療開始前から治療終了

後まで関わっている．そのため，本症例のようにステロイドを含む治療の場合，患者との経時的

な会話等から意識の軽微な兆候を観察して，意識障害が疑われた場合には速やかに主治医に報告

することが重要であると考えられる． 

 薬物療法の副作用の早期発見のためには，薬剤師による臨床推論は今後必要になると考えられ，

薬剤師の臨床推論について，病院薬剤師の９割以上が「臨床推論のスキルをもつことは重要」と

回答しているが，臨床意思決定と診断技術には知識が必要であり，今後の課題である事が報告さ

れている１２)． 

 その一方で薬剤師の業務として薬物療法に伴う副作用把握のための臨床推論の実施は，医療従

事者から期待されている業務であるため１），臨床推論の知識習得に努めていく必要がある． 

 本症例は薬剤師の臨床推論により意識障害の原因特定に至った症例であり，今後の薬剤師によ

る薬物療法の有害事象の早期発見に有用な報告であると考えられる． 

 

 

 



9 

 

利益相反 

 すべての著者は，開示すべき利益相反はない． 

引用文献 

1）葦沢龍人：薬剤師に求められるプライマリ・ケア‐薬学部における臨床推論教育‐，

YAKUGAKU ZASSHI，136，939－944，（2016）． 

２）K Moussavi，V Nikitenko：Pharmacist inpact on time to antibiotic administration 

in patients with sepsis in an ED，Am J Emerg Med，34，2117-2121（2016）． 

３）吉本有里，田川幸，津曲恭一，小園亜希：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，日本病院薬剤師会雑誌，53， 1253-1256（2017）． 

４）塩田喜美子，吉本有里，千場美奈，小園亜希，津曲恭一，山道研：５FU 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，日本病院薬剤師会雑

誌，52，1381-1385（2016）． 

５）日本内科学会認定医制度審議会救急委員会編：内科救急診療指針１ｓｔ Edition，日本内

科学会，東京，2011，pp 34-41． 

６）入江聴五郎：病態を見抜き，診断できる！バイタルサインからの臨床診断，羊土社，東京，

2011，pp 33-46． 

７）川口崇，岸田直樹：ここからはじめる！薬剤師のための臨床推論，じほう，東京，2013，pp 

105-118． 

８）MJ Sanders，LM Lewis，G Quick，KM McKenna：Mosby‘s Paramedic Textbook fourth 

edition，Jones & Bartlett Learning，Burlington，2011， pp 777-778． 

９）大西良，西村良三：ステロイド療法における副作用対策の進歩‐精神障害，臨牀と研究，81，

815－818（2004）． 

１０）田平武：ステロイド治療に伴う精神・神経症状とその対策，老年精神医学雑誌，９，650

－653（1998）． 

１１）真鍋恭弘, 木村幸弘, 冨田かおり：突発性難聴の治療直後に発症したステロイド精神病の

一例，Otology Japan，21，60-63（2011）． 



10 

 

１２）K Chemushkin, P Loewen, JD Lemos, A Aulakh,J Jung,K Dahri: Diagnostic 

reasoning by hospital pharmacists: assessment of attitudes, knowledge, and skills.Can J 

Hosp Pharma，65，258-264（2012) ． 



表３　本症例の意識障害の原因検索のためのAIUEOTIPSと臨床推論の結果
臨床推論の結果

急性アルコール中毒 入院中のアルコール摂取は無く否定した

ビタミンB1欠乏症 慢性アルコール中毒の既往歴無し，長期低栄養及びビタミンB1未補給の長期持続点滴は無く可能性は低い

低血糖 血糖降下薬およびインスリンの処方が無く否定した

糖尿病性ケトアシドーシス

高浸透圧性昏睡

U Uremia 尿毒症 Ｄａｙ２１の尿酸値が４.２ ｍｇ／ｄＬ，既往歴に透析の疾患が無く可能性は低い

肝性脳症

高血圧性脳症

甲状腺クリーゼ 既往歴に主な原因となる甲状腺中毒症や未治療またはコントロール不良の甲状腺基礎疾患が無く可能性は低い

副甲状腺クリーゼ（機能亢進）
副甲状腺ホルモンが過剰に分泌され，その結果血中カルシウム濃度の上昇を呈する場合が多く，推論した時点では可能性が残った
が，Day２８のカルシウム値が８．４ ｍｇ/ｄＬ（補正カルシウム値８．９ ｍｇ/ｄＬ）であった事から可能性は低い

副腎クリーゼ（急性副腎不全） 既往歴に慢性副腎皮質機能低下症および下垂体前葉機能低下症が無く，ステロイドの長期間内服の薬歴も無く可能性は低い

粘液水腫（甲状腺機能低下症） 既往歴に主な原因の甲状腺機能低下症が無く，長期に渡る甲状腺ホルモン欠乏の可能性は低い事が予想され可能性は低い

Ｄａｙ３１とＤａｙ３６の内分泌検査でＴＳＨ，Ｆ-Ｔ３，Ｆ-Ｔ４に異常は無く，上記の甲状腺の疾患は後に否定された

カルシウムの異常

ナトリウムの異常

カリウムの異常

マグネシウムの異常
マグネシウムの検査結果は無いが，便秘または腎不全の既往歴が無く，過度なアルコール摂取及び利尿薬の使用が無い事から可能
性は低い

麻薬 薬歴に麻薬は無く否定した

薬物中毒 内服薬は看護師管理であり薬物中毒は否定した

低酸素血症 Ｄａｙ２５の動脈血酸素飽和度が９９％（６時），９９％（１０時），９６％（１４時）であり，低酸素血症は否定した

一酸化炭素中毒 換気の不十分な環境ではないため否定した

高二酸化炭素血症 既往歴に慢性閉塞性肺疾患等が無く可能性は低い

脳挫傷 患者の外観から頭部に外傷は認められず，頭部への外傷の記録及び疼痛の訴えが無く否定した

急性硬膜下血腫

急性硬膜外血種

慢性硬膜下血腫

Tumor 脳腫瘍

低体温

高体温

頭蓋内感染症 発熱や頭痛及び吐き気の症状が無いため，可能性は低い

敗血症
呼吸数の測定はできなかったが，患者の悪寒及び手の熱感は無く，Ｄａｙ２５の体温と血圧に異常を認めなかった事から可能性は
低い

P Psychogenic 精神疾患 精神疾患の既往歴が無い事から可能性は低い

Seizure てんかん てんかんの既往歴が無く可能性は低い

脳卒中 患者が上手く話せない，手足が動かせない等の脳卒中を疑う症状は無く可能性は低い

胸部大動脈解離 胸部の急激な痛みの訴えが無く，可能性は低い

椎骨脳底動脈乖離 Ｄａｙ３０の頭部MRI検査およびＭＲＡ検査にて明らかな脳病変なしと診断された

老人

（脳循環不全や脱水、感染、心不全）

Shock ショック

Syncope 失神

ＴＳＨ：Thyroid　stimulating　hormone，Ｆ-Ｔ３：triiodothyronine，Ｆ-Ｔ４：thyroxine，ＭＲＩ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ，ＭＲＡ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅ
ｓｏｎａｎｃｅ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ

O

Stroke

Truma

Temperature

T

InfectionI

S

説明中の意識以外の身体的な変化は認められなかったため，ショックと失神は否定した

A

I

Encephalopathy

E

Electrolytes

意識障害を呈する疾患名

推論した時点では，検査結果等が無く可能性が残ったが，糖尿病の既往歴が無く，後にＤａｙ２８の朝食前の血糖値が９３ ｍｇ
／ｄＬであったことから否定した

ＮＨ3値の測定は無いが，肝機能が低下する疾患と肝機能障害を示す血液検査所見は無く，Ｄａｙ２５の血圧（収縮期血圧/拡張期
血圧）は１４５ ｍｍＨｇ／７６ ｍｍＨｇ（６時），１１１ ｍｍＨｇ／８９ ｍｍＨｇ（１５時）であり否定した

Senile

Endocrinopathy

推論した時点では可能性が残ったが，Ｄａｙ２８のカルシウム値が８．４ ｍｇ/ｄＬ（補正カルシウム値８．９ ｍｇ/ｄＬ），ナ
トリウム値が１３７ ｍｇ/ｄＬ，カリウムが３．９ ｍｇ/ｄＬ，であった事より，カルシウム，ナトリウム，カリウムによる影響
は否定した

推論した時点では可能性が残ったが，Ｄａｙ３０の頭部MRI検査およびＭＲＡ検査にて明らかな脳病変なしと診断された

Ｄａｙ２５の腋窩体温が３６．３度（６時），３６．２度（１０時），３６．２度（１４時）度であり熱中症や高温下での作業及
び運動の可能性は低い事から否定した

血圧及び心拍数のバイタルに異常は無く，感染の可能性は低く，心不全の既往歴もない事から可能性は低い

Alcohol

Insulin

Opiate/Overdese

O2&CO2

 



処方情報の受付業務開始に伴う効果 

都城医療センター 薬剤部 

 

緒言 

都城医療センターは平成 27 年 8月（GCU は平成 28 年 4 月）に病棟薬剤業務を開始し、平

成 28 年 7 月より処方箋に臨床検査値を記載し、主に腎機能を評価して投与量の提案を行い、

内容を病棟担当薬剤師と共有してきた。平成 30 年に持参薬に関連した医療事故の発生を機

に平成 30 年 11 月より病棟薬剤業務として薬剤師２名による内服処方情報の受付業務を開

始したのでその効果について報告する。 

 

方法 

内服処方情報の受付業務はマニュアルを作成し 9：30 を締め切りとして、処方内容受付記

録を患者カルテへ記載することした。 

調査期間は、受付業務開始前後の 3か月（平成 30 年 8 月～10 月と平成 30 年 11 月～平成

31 年 1 月）とした。 

 中川らの報告１）を元に疑義照会を調剤業務と病棟薬剤業務に分類し、その内容（副作用、

禁忌、用量超過、重複処方、用法、用量、相互作用、処方依頼等）と件数を集計・解析した

（表１）。病棟薬剤業務の内容の中で副作用、禁忌、用量超過、重複投与等による症状の重

篤化あるいは未然回避事例については、日病薬医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委

員会のプレアボイド報告評価方法を参考に、薬剤師関与の度合いと、副作用との関連性の確

度に関して 3段階（3＋、2＋、1＋）で評価した。症状の重篤化あるいは未然回避事例で薬

剤師の貢献度合いが も高く（Ｌ3＋）、副作用等の関連性の確度の評価が も高いものを

（Ｌ3＋）とし（Ｌ3＋3＋）を「優良事例」とした。 

疑義照会による処方提案の件数、優良事例件数（副作用、禁忌、用量超過、重複処方等）、

全入院患者数あたりの疑義照会率（疑義照会件数／調査対象の全入院患者数）、優良事例率

（優良事例件数／調査対象の全入院患者数）、持参薬から院内処方への切り替え時の疑義照

会率（疑義照会件数／持参薬鑑別件数）とその内容について調査した。 

疑義照会件数と優良事例件数を主要評価項目、持参薬からの院内処方への切り替え時の

疑義照会件数を副次的評価項目とした。 

疑義照会率と優良事例率の有意差検定にはχ２検定を用いて検討した。いずれもＰ＜0.05

の場合に有意差ありとした。統計ソフトウェアはＥＺ－Ｒを用いて解析した。 

 

結果 

 受付業務開始前 3 か月間の疑義照会件数は 211 件（臨床検査値を処方箋に記載して主に

腎機能を評価した処方監査・薬剤管理指導時）で、優良事例（禁忌、副作用、用量超過、重

複等）は 65 件であり、対象病棟実施患者数は 22,430 名、患者 1 人当たりの疑義照会率は



0.94%、優良事例率は 0.29％であった。 

受付業務実施後 3か月間の疑義照会件数は 343 件（処方監査・薬剤管理指導時）で、優良

事例（禁忌、副作用、用量超過、重複等）は 93 件であり、対象病棟実施患者数は 22,502 名、

患者 1人当たりの疑義照会率は 1.52%、優良事例率は 0.41％であった。 

受付業務の実施後は実施前に比べて、疑義照会率は 1.6 倍、優良事例率は 1.4 倍に増加

した。（表２）持参薬に関する疑義照会は開始前 28 件から開始後 63 件に増加した。 

 疑義照会は処方監査時・薬剤管理指導時は 101 件から 105 件、病棟薬剤業務で 110 件か

ら 238 件に増加した。優良事例は処方監査時・薬剤管理指導時は 34 件から 33 件、病棟薬剤

業務で 31 件から 60 件に増加した。 

 受付業務開始前後の優良事例は、副作用と処方提案が増加した。（表 3） 

 薬剤師が連携を図り休薬となった事例として、泌尿器科に入院した患者が持参薬から継

続内服していた血液内科の抗がん剤内服薬を薬剤師が連携を図った結果、休薬に至った事

例があった。 

 

表１ 薬剤師関与の度合いと副作用との関連性の確度 

 L1 L2 L3 

薬剤師関与の

度合い（貢献

度） 

カルテを見ただけ、質

問に添付文書で答え

ただけ→把握して受

付 

把握して疑義照会し

たが経過観察 

把握して疑義照会して

変更 

副作用との関

連性の確度（事

象の化学的確

度） 

病態そのものの悪化

や投薬以外の要因に

よる体調不良 

用量変更、処方不適、

持参薬処方間違い、

相互作用、処方依頼、

処方忘れ、検査依頼

禁忌、副作用、抗血栓

薬・抗血小板薬、相互作

用、処方依頼、用量超

過、処方間違い、重複処

方 

 

 表２：受付業務開始前後の疑義照会率、優良事例率 

調査期間 入 院 患 者

数（のべ） 

疑義照会 優良事例 

合計 処方・指

導 （ 再

掲） 

病 棟 薬

剤 （ 再

掲） 

合

計 

処方・指

導 （ 再

掲） 

病 棟 薬

剤 （ 再

掲） 

H30.8～10 22,430 211 101 110 65 34 31 

H30.11～H31.1 22,502 343 105 238 93 33 60 

疑義照会率 211／22,430（0.94%）から 343／22502（1.52％）に増加：ｐ＝0.00005  

優良事例率 65／22430（0.29%）から 93／22502（0.41％）に増加：ｐ＝0.0521 

 



表３：受付業務開始前後の優良事例件数 

調査機関 優良事例 

合計 禁忌 副作用 抗 血 栓

薬・抗血

小板薬 

相互作用 処方提案 用量超過

H30.8 ～

10 

65 1 0 1 1 45 17 

H30.11～

H31.1 

93 2 5 1 2 69 14 

 

 

考察 

内服処方情報の受付業務の実施後 3 か月の疑義照会件数が有意に増加し理由として、マ

ニュアルの整備と薬剤助手の増員および業務の見直しにより受付業務の時間を確保し、過

去の医療事故より受付業務を内服薬に絞って開始した事が考えられる。内服薬に絞ること

で薬剤師が電子カルテの薬歴と持参薬鑑別結果と処方情報を確実に照らし合わせた結果、

持参薬に関する疑義照会件数も 28 件から 63 件に増加した。 

欠員などにより現在の人員ですべての内服および注射処方の処方情報の受付業務を行う

事は困難な施設がおそらく多いと考えられるが、受付業務の対象を絞ることで薬剤師に求

められる技能を活用して医療安全に貢献できると考えられる。  

本研究の限界として、疑義照会による臨床上の効果があげられる。疑義照会は危険を未然

に回避する性質上、その効果を具体的に数字で表すことは困難であるが、近年、薬剤師によ

る薬学的介入から得られる医療経済効果を推算することが試みられている２）。本研究は短期

間であることから今回は検討していないが、今後も受付業務を継続することで、医療経済効

果の推算にも取り組んでいきたい。 

近年の薬物治療の進展や高度化に伴い、医薬品の安全と適正な使用および 適な処方支

援等において、医療現場における薬剤師の役割と責任は今後ますます高まっていくと考え

られる。当院の受付業務は対象を内服処方だけであり、限られた時間であることが課題であ

るため今後薬剤師によるすべての処方の受付業務を拡大していくことは、医療安全の面か

らも有効な手段であると思われる。 
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１．中川義浩、鶴崎泰史ほか：病棟薬剤業務による疑義照会件数と優良事例件数の増加，日

本病院薬剤師会雑誌．50，71-74（2014） 

２．田坂祐一、田中亮裕ほか：薬剤師による薬学的介入から得られる医療経済効果の推算，

医療薬学．40(4)、208-214（2014） 



表 1 患者背景 

精神神経用剤服用患者における慢性便秘症に対するエロキシビバットの有効性の検討 

 

菊池病院 〇中村 奈央、大井 裕貴、幸 邦憲 

 

【目的】 

我が国初めての慢性便秘症に対するガイドラインが 2017 年に示され、エビデンスに基づく薬剤の使

用が可能となった。その後、新たな作用機序を持つ薬も承認されて便秘症に対する治療法の選択肢が増

加した。しかし、薬剤性の便秘症に対する治療効果が明らかではないこともあり、当院では膨張性下剤

や刺激性下剤を漫然と使用し、かつ便秘が改善していないケースが多い。その結果、重症心身症病棟入

院患者の内、下剤を服用しているものの看護師による摘便が実施された患者は約 30％存在し、その頻度

は一人あたり約３回/月であった。そこで、平成 30 年に市販されたエロビキシバットを使用して精神神

経用剤に起因する薬剤性便秘症に対する効果を検証した。 

 

【方法】 

 本試験の患者背景を表１に示した。対象患者は、重症心身症病棟に入院中で抗けいれん薬や抗精神病

薬を常用している患者 17 名とした。これらの患者は予め定められた期間内に排便が認められない場合

は、屯用の坐薬やピコスルファート Na 内用液或いは浣腸や摘便が計画・実施されていた。また、多くの

患者は既に酸化マグネシウムやセンノサイド等の下剤を服用していた。薬剤はエロビキシバット錠 5㎎

（グーフィス®錠 5mg、持田製薬）を使用し、１日１回 2錠を朝食前に投与した。なお、倫理的な配慮に

より、エロビキシバットは既に服用している下剤に上乗せ（併用）とした。評価方法は、観察期間と投

与期間を各２週間ずつ設定し、それぞれの排便回数、救済薬（下剤）の使用状況およびブリストルスケ

ールについて前方視的に調査し、ウィルコクソンの符号順位和検定を実施した（有意水準、片側 5％）。

さらに、患者ごとに排便回数および救済薬の使用回数について観察期間からの増減を算出した。統計解

析ソフトは EZR を使用した。 

 なお、本調査は当院の倫理審査委員会の承認を得て実施した。また、個人情報は匿名化した上で取り

扱い、個人情報の保護には十分な配慮を行った。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

症例数   17 名 

性別 男/女 13/4 

年齢 歳 44(20-57)* 

適便 回 2.5(1-8)* 

抗精神病薬 有/無 10/7 

  有の CP 換算 438.5(30-909)* 

抗けいれん薬 有/無 13/4 

アントラキノン系下剤 有/無 3/14 

酸化マグネシウム 有/無 10/7 

  *）中央値(範囲)で記載 



 

 

 

【結果】 

患者ごとの排便回数と救済薬使用回数の変化量および併用薬を表 2に示し、エロビキシバット投与前

後の排便回数、救済薬の使用回数およびブリストルスケールの結果をそれぞれ図 1、2 および 3 に示し

た。排便回数は、観察期間が 7.4回であったのに対して投与期間は 9.4回と有意に増加した（ｐ＜0.05）。

その結果、救済薬の使用回数も観察期間が 7.4 回であったのに対して投与期間は 6.2 回と有意に減少し

た（ｐ＜0.05）。この傾向は、抗精神病薬の服用の有無でも変わらず、抗精神病薬を服用していた全員

（10 名）に排便回数の増加または救済薬の使用回数の減少がみられた。さらに、アントラキノン系薬剤

（センノサイド等）を併用していた患者 3 名のうち 2 名の排便回数が投与期間に増加し、3 名全員とも

救済薬の使用回数は減少した。 

便の性状の指標であるブリストルスケールは観察期間の平均が 5.1 であったのに比べて投与期間は

5.4 と有意な変化は認められなかった（ｐ＝0.08）。 

副作用については 1名に下痢症状がみられたが、併用していた酸化マグネシウムとセンナの服用中止

で症状は改善した。 

  



        表 2 患者ごとの排便回数および救済薬の使用回数の変化量と併用薬 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       排便回数及び救済薬の使用回数の変化量：観察期間からの増減量 

       投与期間の回数が観察期間より増加した場合：正の値 

       投与期間の回数が観察期間より減少した場合：負の値 

       投与期間の回数が観察期間と変わらなかった場合：N.V. 
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回
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化
量
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２
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用
回
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変
化
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週
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ン
ト
ラ
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ン
系
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酸
化
Ｍ
ｇ 

抗
精
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病
薬
（
Ｃ
Ｐ
換
算
㎎
） 

抗
て
ん
か
ん
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A -3 2  〇   〇 

B -3 N.V.  〇   〇 

C -2 N.V.     〇 

D 1 2  〇 713   

E -1 -2 〇 〇 190 〇 

F 1 N.V.  〇   〇 

G 1 -1  〇 909 〇 

H 2 N.V.  〇 800   

J 3 1  〇 40 〇 

K 2 N.V.  〇   〇 

L 2 N.V.  〇 200   

M 1 -3 〇    〇 

N 2 -3   427 〇 

O 3 -2     〇 

P 6 -3   450 〇 

Q 4 -7   30   

R 6 -6 〇  931 〇 



 

図 1 エロビキシバット投与前後の排便回数   図 2 エロビキシバット投与前後の救済薬の使用回数 

 

 

図 3 エロビキシバット投与前後のブリストルスケール （参考）ブリストルスケール 

  

【考察】 

本試験では薬剤性の便秘症に対するエロビキシバットの効果を検証するため、精神神経用剤の副作用

である便秘症状を有する患者を対象とした。対象患者の多くは既にセンノサイドや酸化マグネシウム等

の下剤を服用し、時に頓用で坐薬、浣腸または摘便などが実施されていた。 

エロビキシバット服用後の排便回数は有意に増加し、救済薬使用回数も有意に減少した。抗けいれん

薬および抗精神病薬はいずれも抗コリン作用を有し、抗精神病薬を服用していた患者全員の排便回数の

増加または救済薬の使用回数が減少したことからも、エロビキシバットは抗コリン作用を主とする薬剤

性の便秘症を改善する可能性が示された。また、３例ではあったがアトラキノン系の薬剤常用者におけ

る便秘に対して、排便回数の増加または救済薬の使用回数の減少がみられた。センノサイド等のアント

ラキノン系の下剤を長期連用することによって大腸メラノーシスが生じ、アントラキノン系の薬剤に耐
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性を生じる 1）ことが報告されていることから、アントラキノン系薬剤の常用者にも効果が期待できる可

能性がある。 

便の形状は、エロビキシバット投与前後で顕著な差はなくブリストルスケールも有意ではなかった。

エロビキシバットの薬理作用は腸管内の胆汁酸によるアウエルバッハ神経叢への刺激の他に、腸管内へ

の Na イオンと水分の分泌作用を有し、腸管内の水分を増やすことで流動性が増し、さらに便が膨張し

て腸管を刺激する結果、排便が促進される 2）。一般に便秘症では、便が腸管内で長時間滞留する結果、

便中の水分が失われて硬便となる場合が多い。製薬メーカーによる治験 3）においても、エロビキシバッ

ト服用前は硬便（ブリストルスケールは 2）であったが、本試験では、エロビキシバット服用前に既に

十分な水分を含む便形状（ブリストルスケール：5.1）であった。この理由として、患者の多くが酸化マ

グネシウムを常用していたこと、また救済薬としてピコスルファート Na 内用液を服用した患者が多か

ったため、ピコスルファート Na の薬理作用の一つである腸管内での水分の再吸収阻害により便の固さ

が改善されていた可能性が考えられた。なお、この結果より、エロビキシバット服用中は下痢症状を呈

する患者の増加が懸念されたが、下痢による副作用は１例のみであり、エロビキシバット服用中の便形

状にも服用前と顕著な差はなかったことから、本試験では腸管内への水分の流入が少なかった可能性が

ある。 

以上の事から、エロビキシバットは抗コリン作用を主とする薬剤性の便秘症に対して排便回数を増

加させて便秘症状を改善することが確認された。ただし、便の流動性や膨張に関与する水分の分泌効果

が弱かった可能性もあり、非薬剤性の便秘と比べてその効果に違いがあることも考えられたが、併用薬

の影響など、本試験条件に起因していた可能性もあるため、詳細については更なる検証が必要である。 

 

1）Badiali D, Marcheggiano A, Pallone F, et al. Melanosis of the rectum in patients with  

chronic constipation. Dis Colon Rectum 1985: 28: 241-245 

 

2）Acosta A, Camilleri M: Ther Adv Gastroenterol 2014; 7(4):167-175 

 

3)EA ファーマ株式会社：社内資料（慢性便秘患者における有効性、安全性の検討） 

 



膵癌患者の消化器症状に対するエリスロマイシン投与に関する調査 

 

国立病院機構九州がんセンター 薬剤部 

  ○福元 浩一、原 茉梨絵、大久保 博史、三角 紳博 

 

【背景・目的】 

膵癌患者は、しばしば癌細胞による腸管の狭窄・閉塞などの器質的な影響やオピオイドなどの薬

剤の影響で消化管運動の障害が発生する。それにより発現する消化器症状に対して、様々な消化器

症状改善薬が汎用されるが、中には少数のコントロールが困難な症例がある。エリスロマイシン 

(EM) は、抗生物質としての働き以外にもモチリンの分泌促進作用と腸管平滑筋にあるモチリン受

容体へのアゴニスト作用により、自律神経系の麻痺による消化管運動障害の改善効果が報告されて

いる。そのような背景から当院では、コントロール困難な消化器症状に対し、適応外ではあるが EM

が投与されることがある。しかしながら、担癌患者に対する EM の投与に関しては、症例報告が数

例あるのみで効果や安全性は確立されていない。そこで今回、当院で膵癌患者の消化器症状に対し

て EM が投与された症例について、EM の有用性、安全性を調査した。 

 

【方法】 

2018 年 4 月~2019 年 3 月において、当院入院中に消化器症状に対し EM が投与された膵癌患者を

対象とした。調査項目は、EM 投与前後 3 日間の排便回数、悪心、嘔吐、食事摂取量及び EM の副

作用症状とし、診療録より後方視的に調査した。悪心、嘔吐の重症度は CTCAEv4.0 のグレード (G) 

を用いて評価した。統計処理は Stat view J 5.0 を用いて行った。有意差検定は paired t-test による比

較検定を行い、危険率が 5 %未満である際、統計学的に有意であるとした。 

 

【結果】 

対象患者は 8 例であった (表 1)。6 例で医療用麻薬が使用されており、全例で消化器症状改善薬

が併用されていた (表 2)。 



            

表 1.  患者背景                 表 2.  対象患者の併用薬 

 

 

EM 開始時の投与量は感染症に対する常用量以下で、長時間で投与された症例が多かった (表

3)。 

 

 
表 3.  EM 開始時の投与量 

*通常、成人にはエリスロマイシンとして 1 日 600~1500mg (力価) を 2~3 回に分けて 1 回 2 時間以上かけて

点滴静注する 

 

 

EM 投与前後で、1 日の平均排便回数 (mean±SD) は 0.58±0.58 回/日から 1.17 ± 0.67 回/日に増加



傾向を示した (p=0.10) (図 1)。 

 

 
図 1.  EM 投与前後の排便回数 

 

 

悪心の重症度は、EM 投与前で G1/G2 が 1/7 例、投与後で G1/G2 が 7/1 例 (p<0.01)、嘔吐の重症

度は投与前で G1/G2 が 1/7 例、投与後で G1/G2 が 7/1 例であり (p<0.01)、有意な悪心・嘔吐の改善

を認めた (図 2)。 

 

 

図 2.  EM 投与前後の悪心・嘔吐の重症度 

 

 

食事摂取可能症例については、EM 投与前は 37.5 % (3/8 例) であったが、投与後は 62.5 % (5/8 例)

となり、増加傾向を示した。また、EM 投与前より食事摂取可能であった 3 例については、EM 投



与後、摂取量の増加が認められた。 

 

安全性については、1 例で EM 投与 4 日目に G2 の下痢が発現した。止瀉薬は使用せず、EM 投与

は継続され、下痢は重篤化することなく回復した。その他、EM との因果関係が否定できない問題

となる有害事象はなく、副作用症状で中止となった症例はなかった。 

全症例で注射薬から開始され、一部の症例にて内服薬に移行した (表 4)。内服薬移行後も効果は

持続していた。また、6 か月以上継続服用されている症例も 1 例あった。この症例は投与開始 6 か

月後に体重 (40→44.3 kg)、BMI (15.5→17kg/m2)、予後栄養指数 (PNI = [10×アルブミン (g/dL)]+ 

[0.005×総リンパ球数(mm3)]) (36.3→40.4)が改善していた。 

 

 

表 4.  EM の長期的投与 

 

 

【考察】 

各種消化器症状改善薬が無効の膵癌患者において、EM 投与後に消化器症状の改善が認められた。

さらに 1 例については栄養指標が改善したことから、EM が効果的であった可能性が考えられる。

また、投与期間中に EM によると推測される重篤な副作用 (≧G3) は認められなかったことから、

安全性に問題はなかったと考えられる。ただし、本調査は少数症例での検討であり、今後も追跡調

査を実施する必要がある。また、適応症例については消化器症状の原因および各種消化器症状改善

薬の薬理作用を十分検討した上で使用することが重要で、現時点ではこれらの病態への使用を広く

一般に勧めることは慎重であるべきと考える。 



eXChartを活用した薬剤管理指導業務の構築 

―薬薬連携推進に向けて― 
 

福岡東医療センター ○兵藤 沙耶、深澤 真実 潟永 安亘、後藤 隆、草葉 一友 

 

【目的】 

地域包括ケアシステムの構築が推進されている中で、病院薬剤師と保険薬局薬剤師が連携を行

う、薬薬連携の充実が求められている。その中で病院薬剤師は薬剤管理指導業務を通して薬剤情

報提供書やお薬手帳を用いた退院時薬剤情報提供書を活用し情報共有を行っている。 

当院の退院時薬剤情報提供は、これまで退院時処方の内容が記載された薬剤情報提供書やお薬

手帳シールによるものであり、薬剤変更の理由など詳細な情報を提供できていなかった。退院時

薬剤情報提供書を作成することが出来れば、詳細な情報提供を行うことは出来るが、当院では病

棟薬剤業務を行っておらず、服薬指導を行う時間が限られている点や指導記録、情報提供書の作

成に時間がかかる点が問題となっていた。 

そこで、薬剤管理指導の記録の効率化と情報提供書の作成時間の短縮を行うことにより、退院時服

薬指導件数を増やし、さらに退院後も患者が安全な薬物治療を行えるように情報提供を行うことによ

り、薬薬連携に貢献することを目的に今回の取り組みを行った。薬剤管理指導業務の効率化をはかる

上で、電子カルテ（HOPE／EGMAIN－GX）の eXChart 機能に着目した。 

 

【方法】 

eXChart 機能を活用し、薬剤管理指導記録のフォ

ーマットの作成を行った。eXChart 機能では、電

子カルテシステムに格納されている、医師、看護

師、栄養士など多職種が入力したデータを自動的に

収集して表示することが出来、さらに患者の状態変

化を一目で把握できる時系列表示が行うことが出来

る。この機能を活用し、薬剤管理指導記録画面内に

スライド①の項目が自動的に反映されて確認できる

ようなフォーマットに変更した。また、薬剤管理指

導記録より退院指導に必要な情報を抜粋し、退院

時薬剤情報提供書が容易に作成できるフォーマットを作成した。 

 

【結果】 

eXChart 機能を活用し、医師、看護師、コメディカルが電子カルテに記載した内容から、必要な

情報を自動的に１つの薬剤管理指導記録のフォーマットとして集約可能とした。以下にフォーマ

ットの変更例を挙げる。 

1. 内服管理方法 

看護師が患者の入院時に入力した患者基本情報が自動的に薬剤管理指導記録画面に反映される

スライド① 薬剤管理指導記録フォーマット変更点 



ように変更した。それにより、持参薬の残薬数、持参薬の状態（一包化など）、病院・自宅で

の内服管理方法、服用方法などの薬剤管理に関する情報を一目で確認することが出来るように

なった。 

2. 検査値 

スライド②のように、最新の検査値データが

自動的に反映されるように変更した。それに

より、検査値の情報を収集する時間が短縮さ

れた。加えて、検査値の時系列変化をグラフ

化して記録できる機能を設けた。 

3. 持参薬報告、処方内容の参照 

持参薬の内容や処方内容を薬剤管理指導記録

画面内で検索してその情報を貼り付けて記録

するフォーマットに変更を行った。それによ

り、持参薬・処方内容の情報を収集し、記録

を作成する時間を短縮できるようになった。 

4. ハイリスク薬・麻薬の記録 

薬剤管理指導記録において、ハイリスク薬や麻薬の記録の充実させるために、記録欄の変更を

行った。ハイリスク薬の分類や麻薬の有無を選択すると、それぞれの薬剤で必要な確認事項が

自動的に表示される機能を設け、その情報に基づいて記録できるフォーマットに変更した。こ

の機能により、薬事管理指導記録の内容の充実、記録する時間の負担が軽減された。 

5. お薬手帳への引き継ぎ事項 

日々、薬剤管理指導記録を作成する際に、薬剤の変更等の引継ぎが必要な内容を記録する欄を

設けた。薬剤変更、副作用などの情報が判明した際に、その都度追加して記録することができ

るようになった。 

6. 退院時薬剤管理指導情報提供書の作成 

eXChart 機能を活用して作成した薬剤管理指

導記録の中からスライド③に挙げた、退院時

薬剤管理指導に必要な情報を退院時薬剤情報

提供書に自動的に反映できるフォーマットの

作成を行った。 

 

以上のフォーマットの変更により、薬剤管理指導

業務にかかる準備や記録記載の作業効率化を行う

ことができた。また、日々の薬剤管理指導記録で

構築した薬歴情報などの退院時指導に必要な情報を

集約し、短時間での退院時薬剤情報提供書を作成す

ることが可能となった。そのため、昨年度の 1-4 月

は退院時服薬指導が行えていなかったが、本年度の 1-4 月は 55 件実施することができた。 

スライド② 検査値 

スライド③ 退院時薬剤管理指導情報提供書 



今回の取り組みに関して、地域薬剤師会との合同

勉強会で紹介した。従来の記載内容では、薬局薬

剤師からは入院中のイベント内容が分かりにくい

という意見、病院薬剤師からは入院中の経過まで

記載する時間的余裕がないといった意見が上がっ

た。今回の退院時薬剤管理指導情報提供書の作成

により、薬剤変更などの治療経過の詳細な情報が

追加されたことで、薬局薬剤師からは患者の治療

経過が把握しやすくなった、病院薬剤師からは

日々の記録、情報提供書の作成の負担が軽減され

るという評価を得ることが出来た。 

 

 

【考察】 

eXChart 機能を活用した薬剤管理指導記録フォーマットの変更を行うことで、薬剤管理指導を行

う上での情報収集に要する時間を短縮し、指導記録を効率化することで薬剤管理指導業務の負担が

軽減された。また、日々の指導記録から容易に退院時指導情報提供書の作成することができるよう

になり、退院時指導件数も増加傾向にある。 

今後は、今回の取り組みによる退院指導件数の変化と、近隣薬局の評価について調査・意見交

換を行い、改善点の抽出と修正を行うことで薬薬連携を充実させ、地域包括ケアシステムの構築

に貢献していきたいと考えている。また、日々の薬剤管理指導に加え、より多くの患者へ退院時

服薬指導を行うことで薬薬連携を推進し、患者への安全な薬物治療の提供を行っていきたい。 

スライド④ 地域薬剤師会との合同勉強会での評価 



抗凝固剤・抗血小板剤の再開忘れ防止のための取り組み 

 

大分医療センター  〇黒岩敬文、片山陽介、下村真代、園田美幸、 

濱野麻子、山本晃大、長悦之、吉野裕統 

 

 

【目的】 

周術期の薬剤調整のため抗凝固剤・抗血小板剤が入院前

後に中止されることがある。しかし、薬剤の術後の再開忘

れがあった際には、患者は血栓塞栓症など多大な不利益を

被ることになる。公益財団法人 日本医療機能評価機構か

らも医療安全情報が通知されている（図 1）。大分医療セン

ター（以下、「当院」という。）において、休薬していた抗

凝固剤・抗血小板剤の再開忘れが数件報告されている。 

そこで、当院薬剤部は 2019 年 1 月に「抗凝固剤・抗血小

板剤の再開忘れを 0 件にする」という目標を設定し、院内

で取り組んだので報告する。 

 

 

【取り組み】 

対象病棟：病棟薬剤業務実施加算を算定している 1階、2 階、3階、4 階病棟 

（地域包括ケア病棟の 5 階は本取り組み未実施） 

期間：2019 年 1 月 4 日～2019 年 6 月 30 日 

対象患者：以下に当てはまる患者 

●抗凝固剤・抗血小板剤を他院で中止されたまま当院に入院された 

●抗凝固剤・抗血小板剤を持参されたが入院時に休薬となった                

●抗凝固剤・抗血小板剤が入院後に新規に処方されたが休薬となった 

 

内容：フローチャートの構築（図 2） 

抗凝固剤・抗血小板剤の休薬がある場合は医師による抗凝固剤・抗血小板剤の中止指示記載の有

無を確認する。医師による中止指示記載がある場合は、電子カルテの患者治療方針の欄を利用し、

各病棟専任薬剤師が休薬情報を記入する（図 3）。掲示板を利用することに関しては、当院の医療安

全管理室から許可を得てから行った。 

 

図 1 医療安全情報



 

図 2 フローチャート



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施有無の確認：各病棟専任薬剤師はフローチャートにそった実施の有無を表（表 1）に実施した

月日を記載していくことで確認した。 

 

 

 

【本取り組みによる成果の確認】 

方法：CLIP インシデント報告分析システムより再開忘れの報告件数を抽出した。 

期間：本取り組みを開始した 2019 年 1 月 4 日の前後（2016 年 4 月 1 日～2019 年 1 月 4 日と、1 月

4 日～6月 30 日）で比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 掲示板利用の一例

表 1 実施有無の確認表 （記入例）

バイアスピリン 1月23日 1月23日 1月24日 1月26日 1月26日

バイアスピリン 1月23日 1月23日 1月23日 1月29日 1月29日

バイアスピリン

クロピドグレル

中止指示
を確認

服薬中止
の確認

再開指示・
再開の確認

掲示板記載
内容の削除

1月24日 1月24日 1月24日 2月6日 2月6日

掲示板
への入力

鑑別日等 ID
氏

名

病

棟
薬剤



【結果】 

再開忘れの報告件数は、2016 年度は 2 件、2017 年度は 4 件、2018 年度の本取り組み前までは 2

件、本取り組み後は 1件であった（図 4）。 

 

 

【本取り組み後の再開忘れ事項】 

診療病棟から地域包括ケア病棟へ転棟後に、シロスタゾールが中止され、4 日後に医師の再開指

示により再開された。しかし、医師が退院処方にシロスタゾールの処方を失念したため、結果とし

て約 2週間の再開忘れにつながった（図 5）。 

原因として、地域包括ケア病棟には病棟専任薬剤師が常駐していないこと及び退院処方の確認は

フローチャートに含まれていなかったことが挙げられる。 

 

 
 

 

【考察】 

① 抗凝固剤・抗血小板剤の再開忘れ対策を行った。 

本取り組みを開始してからの期間は短いが、各病棟専任薬剤師は再開忘れを防げているという実

感がもてている。このことから抗凝固剤・抗血小板剤の再開忘れを防ぐためのフローチャートの作

成および実施、電子カルテ上での入力様式を定め院内で統一化を図ることは、他職種にて情報共有

が容易になるため有用であると考える。 

② 取り組み後、再開忘れが 1件発生した。 

目標である「抗凝固剤・抗血小板剤の再開忘れを 0件にする」を達成できなかった。今後は退院

処方の確認を行うことや地域包括ケア病棟での対策強化が必要であると考える。 

③ 他職種への周知不足と定着不足。 

今後も継続し、さらなる他職種への周知が必要であると考える。 

図 4 再開忘れの報告件数

図 5 再開忘れ事項の時系列



第 43 回 九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会 

 
 熊本地震から 3 年が経ち、DMAT や NHO 医療班、災害支援物資等で助けて頂いた皆様に復

興のシンボル熊本城を見て頂くために令和元年 7 月 6 日（土）、7 月 7 日（日）に熊本医療

センターにて第 43 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。 

特別講演は前山口大学医学部附属病院薬剤部長でフリーランスの "Medical Safety 

System Designer" として医療情報，臨床試験管理，医療安全管理分野でご活躍されている

古川裕之先生に「新しい時代の医薬品使用時の安全管理～薬のリスクから患者を守る !!  

そのために必要なこと～」という演題名でご講演いただきました。我々が「副作用の防止・

早期発見こそ、薬剤師の仕事」と認識する良い機会となりました。 

新しい試みとしてカンファレンスと題して、抗菌薬適正使用支援（AST）チーム 3 施設、

周術期管理チーム 4 施設における薬剤師の業務について、シンポジウム形式の意見交換を

行いました。各施設の活動内容を発表してもらい、活発な議論となりました。また助成金演

題報告、会長賞受賞演題発表と 18 施設より一般演題 19 題の発表がありました。また会場

に企業展示スペースを設け 2 社の企業展示を行いました。 

 薬学研究会参加者 271 名、懇親会参加者 248 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 

 九州地区国立病院薬剤師会規約に関して、理事は県を代表して各県より選出することを

廃止し、地域、男女比及びＮＨＯ・ＨＤ施設等を考慮したうえで会長が委嘱する。理事の定

数は規約上明記せず「若干名」とし、会長が必要時に理事を委嘱できることとする。委員会

委員長及び事務局長を廃止し、薬剤師会の中に財政部、総務部、学術研修部及び広報部を設

置し、理事は会長の委嘱により会務を分掌して担当する。将来の継続的な薬剤師会の運営を

考え、副薬剤部長からも役員を選出する。薬剤師会規約の改正に伴い、薬剤師会名誉会員推

薦規定の理事の点数を２点から３点に改定することを提案し了承された。 

 



役職 名前 施設 職名 

会長 中川 義浩 熊本医療センター 薬剤部長 

副会長（総務部担当） 三角 紳博 九州がんセンター 薬剤部長 

副会長（学術研修部担当） 平木 洋一 別府医療センター 薬剤部長 

副会長（広報部担当） 小山田純治 長崎川棚医療 薬剤部長 

監事 湊本 康則 佐賀病院 薬剤部長 

監事 八木 秀明 嬉野医療センター 薬剤部長 

常任理事 高島 伸也 九州医療センター 薬剤部長 

理事（財政部） 山脇 一浩 福岡病院 薬剤部長 

理事（財政部） 大神 隆行 星塚敬愛園 薬剤科長 

理事（総務部） 橋本 雅司 長崎医療センター 薬剤部長 

理事（総務部） 福石 和久 九州医療センター 副薬剤部長

理事（総務部） 松元 俊博 九州がんセンター 副薬剤部長

理事（学術研修部） 山形 真一 沖縄病院 薬剤科長 

理事（学術研修部） 小園 亜希 菊池恵楓園 副薬剤科長

理事（学術研修部） 川俣 洋生 九州医療センター 副薬剤部長

理事（学術研修部） 津曲 恭一 都城医療センター 副薬剤部長

理事（学術研修部） 谷口 潤 鹿児島医療センター 副薬剤部長

理事（広報部） 鈴田 浩孝 西別府病院 薬剤部長 

理事（広報部） 鶴﨑 泰史 熊本医療センター 副薬剤部長

理事（広報部） 鈴山 直人 佐賀病院 副薬剤部長

 

（２）名誉会員の推薦 

  本年度の名誉会員は西野隆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 3 題が表彰されました。 

会長賞 

・「薬剤師の臨床推論によりステロイド誘発性意識障害が特定された 1 例」 

日本病院薬剤師会雑誌 都城医療センター 津曲恭一 

・「心臓病教室における薬剤師講義の検討」 

心臓リハビリテーション（JJCR）25（1）：1-20，2019 福岡東医療センター 潟永安亘 

・「水分制限下における散剤服用方法―簡易懸濁法の有用性―」 

日臨救急医会誌（JJSEM）2019；22：33-7 小倉医療センター 山口泰弘 

（４）薬研会会長賞表彰 

  薬研会会長賞に都城医療センターが表彰されました。 

・「処方情報の受付業務開始に伴う効果」 都城医療センター 薬剤部 



（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）令和元年度事業計画 

  会長より令和元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。 

 令和元年度事業計画 

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.病棟業務（病棟薬剤業務、薬剤管理指導等）の充実を図ることを推進する 

2.ハイリスク薬をはじめとした薬物療法の安全管理を推進する 

3.「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」

「予防接種法に基づく副反応疑い報告」を推進する。 

4.医薬品費削減のための効果的な後発・後続医薬品の導入を推奨する 

5. 2020年度診療報酬改定に向けて積極的に取組む 

6.薬薬連携などによる医療連携推進 

7.学会発表・論文投稿及び資格取得の推進 

8.治験及び多施設共同臨床研究の推進 

9.国立病院機構の薬剤師としてのキャリア形成を組織として支援することを目的に作

成された「国立病院機構薬剤師能力開発プログラム(NHO PAD)」の実践を推奨する。 

10.専門・認定・指導薬剤師の計画的な育成と配置を推奨する 

 

【２】薬学研究会 

  7 月 6 日（土）14：40～17：30 

  7 月 7 日（日） 8：30～12：30 

（１）助成金交付演題報告 

 平成 30 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。 

 「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」 九州医療センター 高武 嘉道 

（２）受賞演題発表 

 会長賞 3題の中から、以下の演題が発表されました。 

 「薬剤師の臨床推論によりステロイド誘発性意識障害が特定された 1例」 

日本病院薬剤師会雑誌 都城医療センター 津曲恭一 

 



（３）AST カンファレンス、周術期カンファレンス 

 抗菌薬適正使用支援（AST）チーム 3施設、周術期管理チーム 4施設における薬剤師の業

務について、シンポジウム形式の意見交換を行いました。 

（４）一般演題発表 

 2 日間にわたり、A 群 7 題、B 群 6 題、C 群 6 題の 19 題が発表されました。 

 各施設の取り組みや研究データを分析し、精神疾患や重度心身障害者等の政策医療、地域

連携、医療安全、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。 

   
（５）特別講演 

 特別講演は前山口大学医学部附属病院薬剤部長でフリーランスの "Medical Safety 

System Designer" として医療情報，臨床試験管理，医療安全管理分野でご活躍されている

古川裕之先生に「新しい時代の医薬品使用時の安全管理～薬のリスクから患者を守る !!  

そのために必要なこと～」という演題名でご講演いただきました。我々が「副作用の防止・

早期発見こそ、薬剤師の仕事」と認識する良い機会となりました。 

（６）懇親会 

  7 月 6 日（土） 18：30～20：30 

 懇親会は、熊本ホテルキャッスルで行われました。熊本南病院の澤田薬剤科長による開会

挨拶から始まり、恒例の新人紹介や薬研会の先輩方、特別講演の古川先生の出席もいただき、

楽しいひとときを過ごしました。最後に菊池病院の幸薬剤科長から閉会の挨拶をいただき

ました。また今回は熊本の日本酒や焼酎を用意して、楽しい懇親会に花を添えました。 

 



【４】最後に 

 今回は熊本医療センターが担当いたしました。副担当の熊本南病院、菊池病院、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。 

熊本地震から 3年が経ち、少しずつ復興している熊本のシンボル熊本城を見て頂き、皆様

には多数の演題をいただき、活発な九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会を開催する

ことができました。本当にありがとうございました。 

 

 第 43 回 九州地区国立病院薬剤師会薬学研究会・総会 

   担当施設：熊本医療センター 薬剤部長 中川義浩 

   副担当施設：熊本南病院   薬剤科長 澤田誠一 

   副担当施設：菊池病院    薬剤科長 幸 邦憲 

（文責：熊本医療センター 薬剤部長 中川義浩） 



 

平成 30 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 30 年 11 月 17 日土曜日 13:30～17:00 

 

Ⅱ．会場：国立病院機構福岡東医療センター 

  住所：福岡県古賀市千鳥 1 丁目 1 番 1 号 TEL:092-943-2331 

 

Ⅲ．薬剤部科長協議会         （13:30～14:00）応接室〔外来棟 3 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）研修センター〔外来棟 3 階〕 

                    司会 後藤 隆（福岡東医療センター） 

  1．開会の辞                草葉 一友（福岡東医療センター） 

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

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

  4．特別講演            （14:30～16:00） 

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

① 九州医療センターにおける入院前支援センターでの薬剤師活動について（15 分） 

 「当院における総合医療支援センターでの薬剤師介入の実際と意義等について」 

講 師：九州医療センター 薬剤部  川田 希 先生 

② 糖尿病の地域連携について（65 分） 

講 師：株式会社アステム 

 医療営業本部 MC 営業室  血管 MC 課   関口 男 先生 

5. グループディスカッション（16:00～17:00） 

                    司会 後藤 隆 （福岡東医療センター） 

    テーマ：これからの薬薬連携 ～患者情報の共有～ 

6．閉会の辞 

                     三角 紳博（九州がんセンター） 

Ⅴ．懇親会               （18:00～20:00） 

  会場 ぶどうの樹 海岸通り 

住所：福津市西福間４丁目 10-10（送迎バスあり） 

 

 

 



平成30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. 日時 ：平成30年12月8日（土） 13：00～17：30 
II. 会 場 ：国立病院機構 佐賀病院  
III. 受 付 ：13：00～ ４Ｆ研修ホール入口 

 
IV. 薬剤部科長協議会  13：00～13：50 佐賀病院４Ｆ中研修室（部科長・副部科長のみ） 

1. 会長挨拶および連絡事項     中川 義浩（熊本医療センター）  
2. 薬事専門職挨拶および連絡事項   高島 伸也（佐賀病院） 
3. その他 

 
V. 薬学研究会     14：00～17：30  佐賀病院４Ｆ研修ホール  司会： 大岩根 良太（東佐賀病院） 

1. 開会の辞             末松 直幸（東佐賀病院） 
2. 会長挨拶および連絡事項      中川 義浩（熊本医療センター）  
3. 薬事専門職挨拶および連絡事項   高島 伸也（佐賀病院）  

  
4. 一般演題   14：20～15：50           座長： 白川 敦規（東佐賀病院） 

①依存症･ストレスケア病棟におけるベンゾジアゼピン受容体作動薬の減量への取り組み 
肥前精神医療センター 千代延 桜子 

②当院におけるニボルマブの使用実態調査 
                            嬉野医療センター 川村 萌人 
③ピシリバクタ静注用の販売中止に伴う当院採用抗菌薬の使用動向調査 

長崎川棚医療センター 床島 英雄 
④東佐賀病院薬剤部の業務改革 –共同指導・働き方改革を受けて－  

東佐賀病院 立石 千咲 
⑤患者フォローアップ体制構築による薬薬連携への関わり 
                         佐賀病院 末長 芽以 
⑥感染性心内膜炎に対する抗菌薬治療              

長崎医療センター 野田 晃洋 
⑦当院での抗菌薬使用状況 ～抗菌薬ラウンドを中心に～ 
                         長崎病院 大久保 嘉則 
休憩 （10分） 
 

5. 特別講演   16：00～17：30  佐賀病院４Ｆ研修ホール 
座長： 末松 直幸（東佐賀病院）  

演題名：結核の現状と治療 
演 者：国立病院機構 東佐賀病院 呼吸器内科医長   

 小林 弘美 先生 
    

6. 閉会の辞             山脇 一浩（長崎川棚医療センター） 
              

VI. 懇親会   
時間：18：15～20：15（受付17:45） 
会場：ホテルマリターレ創世（佐賀市神野東2-5-15  TEL：0952-36-8822 ） 
会費：6,500円 
※懇親会費は、当日佐賀病院４Ｆ研修ホール受付にて施設単位で取りまとめてお支払い下さい。 

 



                               平成３０年８月２９日 

 

熊本地区国立病院 

薬剤部科長・会員 殿 

                             国立療養所菊池恵楓園 

                              薬剤科長 佐保 正直 

 

平成３０年度熊本地区国立病院薬剤師会薬学研究会 

開催のご案内 

残暑の候、先生方には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、標記につきまして下記のとおり計画致しましたので、会員皆様のご参加を     

よろしくお願い申し上げます。 

 

           日 時： 平成３０年１０月２０日(土) 13:00～17:00 

会 場： 国立療養所菊池恵楓園 社会交流会館  

 

Ⅰ.受付  12:30～ 

 

Ⅱ.薬剤部科長協議会 (交流室) 13:00～13:30     （薬剤部科長・副薬剤部科長） 

  

Ⅲ. 薬学研究会 (講義室) 13:30～16:00           司会：小園 亜希(菊池恵楓園) 

1. 開会の辞                                 佐保 正直 (菊池恵楓園) 

2. 薬事専門職挨拶及び連絡事項              高島 伸也 (佐賀病院) 

3.「壁を越えて」上映  13:45～14:30         原田 寿真 (社会交流会館・学芸員) 

4. 施設内見学         14:40～15:50         佐保、小園 (菊池恵楓園)           

5. 特別講演 (講義室)  16:00～17:00        

 

｢ ハンセン病と人権 ｣  

国立療養所菊池恵楓園長 箕田 誠司 先生 

 

6. 閉会の辞                  幸 邦憲 (菊池病院) 

 

 

Ⅳ. 懇親会： 18:00～20:00               司会：山下 博史(菊池恵楓園) 

 

            会場：菊南温泉 ユウベルホテル 

 

        (1) 会長挨拶：中川 義浩 (熊本医療センター) 

        (2) 乾杯：中島 憲昭 (薬研会・熊本県理事) 

        (3) 閉会の辞：佐保 正直 (菊池恵楓園)  



平成 30 年度 大分地区国立病院薬剤師会 プログラム 

 

日時：平成 30 年 9 月 1日（土曜日）12：30～17：30 

場所：大分医療センター 

 

【１】薬剤部長協議会（12:30～13:00） 中会議室 

(1) 会長連絡事項 

(2) 専門職連絡事項 

(3) 各施設からの近況報告 

 別府医療センター 

 西別府病院 

 大分医療センター 

(4) その他 

 

【２】薬学研究会（13:10～14：20）（司会：長 悦之（大分医セン）） 

場所：大分医療センター 大会議室 

 

(1) 開会の辞 吉野 裕統（大分医療センター） 

(2) 会長あいさつ及び連絡事項 中川 義浩（熊本医療センター） 

(3) 専門職あいさつ及び連絡事項 高島 伸也（佐賀病院） 

(4) ＮＨＯ ＰＡＤ の 1年間の利活用（各施設の発表とディスカッション） 

 別府医療センター 

 西別府病院 

 大分医療センター 

 

【３】特別講演・実習（14：30～17：30） 

 

ＢＳＣの実践 

講師：唐津赤十字病院 薬剤課長 

岩田 和弥 先生 

 

【３】懇親会（18：30～） 

炉ばた焼 としね 鶴崎総本店 

所在地： 〒870-0101 大分県大分市中鶴崎２丁目５−２０ 

電話： 097-521-3778 

会費：5,000 円 

 



 

日程表・演題プログラム 

平成 30年度宮崎・鹿児島地区国立病院薬剤師会薬学研究会及び薬剤部科長協議会 

 

日 時:平成 30年 10 月 6日(土)  13:00～16:30 

場 所: 鹿児島医療センター 教育研修棟 3階および外来棟 2F応接室 

 

Ⅰ.受付          12:00～ 

Ⅱ.薬剤部科長協議会    13:00～13:50（外来棟 2F応接室） 

  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 

  Ⅲ.薬学研究会       14:00～16:30（教育研修棟 3階） 

司会   林 淳一郎 （鹿児島医療センター） 

1. 開会の辞         尾之江 剛樹（鹿児島医療センター) 

2. 会長挨拶         中川 義浩 （熊本医療センター薬剤部長） 

3. 薬事専門職連絡事項    高島 伸也 （九州グループ薬事専門職) 

4. 一般演題       14:20～15:20 

座長  永石 浩貴 （鹿児島医療センター） 

① 当院におけるナルデメジントシル酸塩の使用実態調査 

加茂 章弘(南九州病院) 

② 国立ハンセン病療養所施設について-NHO との異なる点から- 

野口 貴生(星塚敬愛園) 

③ 当院の院外処方箋疑義照会内容に関する状況調査 

稻用 卓朗(宮崎病院) 

④ RMP の利用により薬剤性血小板減少症の原因特定に至った症例 

杉尾 由希子(都城医療センター) 

⑤ Cetuximab 投与による低 Mｇ血症発現状況と PPI 併用による影響の検討 

谷本 憲哉(鹿児島医療センター) 

⑥ ゲムシタビン施行患者に出現した皮膚障害に薬剤師が介入した一例 

杉町 代(都城医療センター) 

⑦ インシデントに対する薬剤科の取り組み 

古賀 亮次(指宿医療センター) 

⑧ 医薬品在庫管理による病院経営への貢献 

森澤 亮太(宮崎東病院) 

⑨ 腎機能低下患者における薬学的介入の報告 

松石 裕也(都城医療センター) 

5. 特別講演        15:30～16:30 

座長 尾之江 剛樹（鹿児島医療センター） 

演題：「今からの薬剤師に求めること」 

講師：鹿児島医療センター 院長 

   田中 康博 先生 

6. 閉会の辞 北島 久義（都城医療センター 薬剤部長） 

 

  Ⅳ.懇親会         17:30～19:30   

会場：ホテル・レクストン鹿児島アネックス 2F パーティー＆バー クローバー 



平成 30 年度沖縄地区国⽴病院薬学研究会 
 

 

Ⅰ. 日程：平成 31 年 1 月 26 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：琉球病院調剤主任 中山洋輔  

1.開会の辞     琉球病院薬剤科長 竹添 達也 

2.会長挨拶            中川 義浩 会長 

3.薬事専門職連絡事項       高島 伸也 専門職  

①杏林製薬  

   アストラゼネカ   

 新鋭工業  

②グループディスカッション 

「ハイリスク薬の取り扱い 

 持参薬鑑別報告等について」 

③総評 中川義浩会長 

 

閉会の辞 宮古南静園 薬剤科長  阪元 孝志 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 00 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３０年度 スキルアップ研修報告 

 

前 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３１年２月２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：１１２名（３３施設） 

６．研修プログラム 

①周術期の麻酔管理 －麻酔薬の使い方と患者管理－ 

福岡大学病院 麻酔科                   佐藤 聖子 先生 

  ②不整脈の病態と薬物療法 

  九州大学病院 冠動脈疾患治療部 講師            向井 靖 先生 

③リンパ腫・骨髄腫における薬物療法の最近の話題 

  国立病院機構九州医療センター 臨床研究センター長     岩崎 浩己 先生 

  ④慢性腎臓病の病態と薬物療法 

    福岡赤十字病院 腎臓内科                中井 健太郎 先生 

  ⑤認知症の病態と薬物的アプローチ 

   九州大学大学院 医学研究院 神経内科学教室        今村 友裕 先生 

 

写真 講義風景（左：岩崎先生） 

 

 

 



７．おわりに 

昨年度同様に薬物療法が主体の疾患の中で、近年新薬創出やガイドライン改訂等により薬物

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た先生方が非常に多く、

参加された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３０年度 スキルアップ研修アンケート結果 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３１年度 新規採用薬剤師研修報告 

 

前 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３１年４月１３日（土）９：００～１７：００ 

３．場 所：九州医療センター外来棟４階 国際 WEB カンファレンス室 

４．対象者：新規採用薬剤師 

５．参加者：１７名（１４施設） 

６．研修プログラム 

 ①医薬品の情報を共有し安全性を高める 

   講師 熊本医療センター       薬剤部長   中川 義浩 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 福岡病院           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。昨年の診療報酬改定では、入退院時支援加算、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 

日本医療研究開発機構 臨床研究・治験基盤事業部 

若狹 健太郎 

1．はじめに 

 2019年 4月より、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（Japan Agency for Medical Research 

and Development, AMED（エーメド）に出向しております。勤務地は、東京都千代田区大手町とな

ります。AMED は 2015 年に設立されたばかりですので、特に薬剤師の方はご存じない方が多いと

思いますので、AMED の紹介をさせていただきます。 

 

2．日本医療研究開発機構(AMED)の設立について 

「日本版 NIH 構想」という話題が、メディアでしばしば取りあげられたことがあり、全日病 

ニュース 1においては以下のように説明されております。 

文科省、厚労省、経産省に分かれている医療分野の研究開発事業に司令塔をおいて一元管理す

る「日本版 NIH」構想の法律が、2014 年 5 月 23 日の参院本会議で成立し、「健康・医療戦略推進

法」と「独立行政法人日本医療研究開発機構法」の 2法が可決されました。 

「健康・医療戦略推進法」は 

（1）内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とする健康・医療戦略推進本部を内閣に置く 

（2）推進本部は医療分野の研究開発と健康長寿産業の創出・活性化等に関する健康・医療戦略  

を策定、閣議決定する 

（3）推進本部は健康・医療戦略に即した医療分野研究開発の具体的推進計画を決定する 

（4）推進計画は日本医療研究開発機構が医療分野の研究開発等の実施・助成で中核的役割を 

担うよう作成する 

というものです。 

 「独立行政法人日本医療研究開発機構法」は、医療分野の研究開発とその環境整備にかかわる

実施・助成等を目的として設立するとし、その業務の範囲等を定めています。その中で、「理事

長の任命と中期目標の策定等に当たっては健康・医療戦略推進本部の意見を聴くものとする」と

されております。 1全日病ニュース（2014 年 6 月 1日号） 

 また、AMEDに求められることが日本再興戦略2に次のようにうたわれております。 

・革新的な医療技術の実用化を加速するため、医療分野の研究開発の司令塔機能（「日本版 

NIH」）を創設する。具体的には、 

- 司令塔の本部として、内閣に、内閣総理大臣・担当大臣・関係閣僚からなる推進本部を設置 

する。政治の強力なリーダーシップにより、①医療分野の研究開発に関する総合戦略を策定 

し、重点化すべき研究分野とその目標を決定するとともに、②同戦略の実施のために必要 

な、各省に計上されている医療分野の研究開発関連予算を一元化（調整費など）することに 

より、司令塔機能の発揮に必要な予算を確保し、戦略的・重点的な予算配分を行う。 



- 一元的な研究管理の実務を担う独立行政法人を創設する。総合戦略に基づき、個別の研究 

テーマの選定、研究の進捗管理、事後評価など、国として戦略的に行うべき実用化のため 

の研究を基礎段階から一気通貫で管理することとし、そのため、プログラムディレクター、 

プログラムオフィサー等を活用しつつ、実務レベルの中核機能を果たす独立行政法人を設置 

する。 

- 研究を臨床につなげるため、国際水準の質の高い臨床研究・治験が確実に実施される仕組み 

を構築する。臨床研究中核病院及び早期・探索的臨床試験拠点において、企業の要求水準を 

満たすような国際水準の質の高い臨床研究・治験が確実に実施されるよう、所要の措置を講 

ずる。臨床研究・治験の実施状況（対象疾患、実施内容、進捗状況等）を適切に把握するた 

め、知的財産の保護等に十分に留意しつつ、こうした状況を網羅的に俯瞰できるデータベー 

スを構築する。民間資金も積極的に活用し、臨床研究・治験機能を高める。 

等の措置を講ずる。とされております。 2日本再興戦略（平成25年6月14日） 

 

3. 日本医療研究開発機構(AMED)での業務について 

 上記のように医療分野の研究開発及びその環境整備の中核的な役割を担う機関として設立され

たAMEDの取組、その中で私が所属している臨床研究・治験基盤事業部について紹介させていただ

きます。AMEDの取組を簡単にお伝えすると、基礎から実用化までの一貫した医療研究開発の推

進、その成果の円滑な実用化を図るとともに、研究開発環境の整備を総合的かつ効果的に行うた

めのさまざまな取組になります。その対象は国が定める「医療分野研究開発推進計画」に基づき、再

生医療、がんなど9つの連携分野となっております。 

◇オールジャパンでの医薬品創出プロジェクト 

◇オールジャパンでの医療機器開発 プロジェクト 

◇革新的医療技術創出拠点プロジェクト 

◇再生医療実現プロジェクト 

◇疾病克服に向けたゲノム医療実現プロジェクト 

◇ジャパン・キャンサーリサーチ・プロジェクト 

◇脳とこころの健康大国実現プロジェクト 

◇新興・再興感染症制御プロジェクト 

◇難病克服プロジェクト 

 臨床研究・治験基盤事業部では、このうち主に、革新的医療技術創出拠点プロジェクトに関連

した事業を担当しています。具体的には、橋渡し研究戦略的推進プログラム、医療技術実用化促

進事業、中央 IRB 促進事業、ARO 機能評価事業、生物統計家育成支援事業等があります。 

 

4. 最後に 

  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。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（学術研修部担当） 平木　洋一 別府医療センター 薬剤部長

3 副会長（広報部担当） 小山田　純治 長崎川棚医療センター 薬剤科長

4 副会長（総務部担当） 三角　紳博 九州がんセンター 薬剤部長

5 監事 八木　秀明 嬉野医療センター 薬剤部長

6 監事 湊本　康則 佐賀病院 薬剤部長

7 常任理事 髙島　伸也 九州医療センター 薬剤部長

8 理事（財務部） 山脇　一浩 福岡病院 薬剤部長

9 理事（財務部） 大神　孝之 星塚敬愛園 薬剤科長

10 理事（総務部） 橋本　雅司 長崎医療センター 薬剤部長

11 理事（総務部） 松元　俊博 九州がんセンター 副薬剤部長

12 理事（総務部） 福石　和久 九州医療センター 副薬剤部長

13 理事（学術研修部） 山形　真一 沖縄病院 薬剤科長

14 理事（学術研修部） 小園　亜希 菊池恵楓園 副薬剤科長

15 理事（学術研修部） 川俣　洋生 九州医療センター 副薬剤部長

16 理事（学術研修部） 津曲　恭一 都城医療センター 副薬剤部長

17 理事（学術研修部） 谷口　潤 鹿児島医療センター 副薬剤部長

18 理事（広報部） 鈴田　浩孝 西別府病院 薬剤部長

19 理事（広報部） 鶴﨑　泰史 熊本医療センター 副薬剤部長

20 理事（広報部） 鈴山　直人 佐賀病院 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



退官に至り感謝 

西野 隆 

 

平成 31 年 3 月 31 日において国立病院機構の職員として定年退職となりましたが、そこ

まで無事に至ったのは皆様のおかげであり、改めて感謝申し上げます。 

本来であれば皆様の前で感謝の御礼を申し上げるべきと思いますが、私自身皆様の前で

ご挨拶を行うことは苦手であり、最近は特にその点が強くなっております。そこでこの会誌

にて私が国立病院に入職し、退職に至るまでの思い出を書かせてもらい、皆様への感謝の気

持ちをお伝えさせていただきます。 

最初に入職したのは昭和 56 年 11 月、賃金職員として大牟田病院（2 年 3 ヶ月間）です。

その時の主任薬剤師が井上清勝先生で、結果的に井上先生とは 3 施設で一緒に仕事をさせ

てもらうことになったのですが、本当に病院薬剤師として新人から色々なことを教えてい

ただきました。その後、昭和 59 年 2 月に正式採用として熊本病院（現在の熊本医療センタ

ー、10 年 5 ヶ月間）、平成 6年 7月に主任として配置換えで九州医療センター（8年 9ヶ月

間）、平成 15 年 4 月に配置換えで長崎医療センター（3年間）、平成 18 年 4 月に副科長とし

て福岡東医療センター（1 年間）、平成 19 年 4 月に配置換えで再度の熊本医療センター（2

年 6 ヶ月間）、平成 21 年 10 月に薬剤科長として西別府病院（2 年 6 ヶ月間）、平成 24 年 4

月に配置換えで再度の九州医療センター（7年間）で勤務を行い、今回の退職となりました。

勤務した施設数としては 2 回勤務した 2 施設を含めて 6 施設となりますが、30 年以上勤務

した方の中では少ないと思います。それは最初の熊本病院と九州医療センターで 20 年弱経

ってしまったことと思います。私の子供達も私自身が転勤族という認識が当時はなく、長崎

医療センターへの異動後は大体 3 年前後で異動となり、それからやっぱり転勤族だと思っ

たようです。何故初めの 2 施設でそんな長期の勤務となったかということをまず書かせて

もらいます。 

まず、熊本病院のことです。採用後、普通、主任薬剤師と昇任となる時は異動となります

が、私は平成元年に同施設で主任に昇任させてもらいました。当時の副院長・宮﨑久義先生

（平成 16 年より初代の九州グループ担当理事）が行っていた調査・研究について私が補助

的な役割を担っておりました。宮﨑先生も院長となり、研究等は数年に亘ることとなり、途

中で抜けることができなく、そのために同施設にて昇任させていただくこととなったと思

います。ただ、私は新採用者であったので当然一番若手でありましたが、その後もしばらく、

私の後輩となる薬剤師がおりませんでした。私が熊本病院に採用となり、その後に来られた

先輩の先生方が昇任異動等となることを見ておりました。その後、初めて私の後輩となる薬

剤師が赴任してこられましたが、彼は厚労省に方に出向となり、私より早く異動となりまし

た。そのあたりから私だけ何故異動が無いか、私を受け入れてもらえる施設が無いかと落ち

込んだ時も正直ありましたが、石橋誠先生は副科長として赴任となり、私が行っていた宮﨑

院長との関りを引き継ぎでいただき、異動となりました。 



次に九州医療センターのことを書かせていただきます。九州医療センターは平成 6年 7月

に開院したのですが、その時に熊本から異動となりました。私にとって初めての異動であり、

また新病院でのオーダリングシステム（当時はまだ電子カルテとなっておりません）の構築、

維持の業務を行うことなり、不安一杯で引っ越しをしたことは強い思い出の一つです。しか

し、当時の副科長・牛嶋英二先生、先輩の主任薬剤師・真鍋健一先生の指導の下、そのシス

テムにもなんとか行っていくことができました。また全国の国立病院内のネットワーク

（Hospnet）が新たに使えるように準備も始まり、その担当とさせていただきました。その

ために 2ヶ月毎に東京へ出張となり色々と勉強させていただきました。 

話しが変わりますが、当時は外来患者に対しての院外処方発行について国立病院は他の

病院より進んでいたのですが、30％程度であり、さらなる推進を目指しておりました。九州

医療センターは開院より 100%院外処方箋発行でスタートしました。そのため病院薬剤師と

しては入院患者への関わりへ転換していきました。私も膠原病・代謝内科の病棟の担当とな

り、その臨床現場で医師、看護師等との関りは当然ですが、患者さんとの関りから色々な勉

強となり、貴重な経験をさせていただきました。その中で平成 9 年 4 月に九州医療センタ

ーが九州地区のエイズブロック拠点病院に指定され、感染症対策室が設置されました。その

対策室は現在では AIDS/HIV 総合治療センターとなり、そのセンター長・山本政弘先生は膠

原病担当の医師であったため、その流れで私が担当薬剤師となりました。当時、この領域で

の治療薬が使われ始めで、治療の方針が確立しだした状況でした。そのため、全国の拠点病

院の薬剤師は集まり、一緒に勉強会を行い、東京、大阪、広島等で主に参加させていただき

ました。また平成 11 年 1 月に２週間米国の Johns Hopkins 大学にて研修させていただきま

した。一緒に参加した方は歯科医長、担当病棟師長、産科病棟副師長の４名となり、その経

験は九州医療センターだからできたことですし、貴重なことだと感謝しております。色々な

ことを経験されてもらい、結果的に 9年間弱となってしまいました。 

この２施設以外でも色々な経験、思い出もありますが、あとは簡単に紹介させていただき

ます。九州医療センターから長崎医療センターへ異動となった時から単身赴任となりまし

た。その半年前に家を買ったのですが、世間一般でそういった時は異動等があると言われて

いることもありますが、自分もそうなったことはびっくりしました。業務の面では電子カル

テの担当となり、九州医療センターの経験を生かしていくことができたと思っております。

また調剤主任が医療安全室の副室長となっており、その面においても貴重な経験をさせて

いただきました。仕事以外の点でありますが、当時、一緒に仕事をしていた皆さんにご迷惑

をかけた点もあり、そのことについては改めてお詫び申し上げます。 

その後は福岡東医療センターとなり、その時に副科長となりましたが、長崎医療より一緒

に井上清勝科長と異動となりました。副科長昇任ということで井上先生にもまた色々を教

えていただきました。しかし、1年で再度の熊本医療センターへ異動となるとは思っており

ませんでしたが、宮﨑院長はあと 1年で退職ということもあり、私に再度、声をかけていた

だき、異動となりました。 



再度の熊本医療センターでは、宮﨑院長が JANIS（院内感染対策サーベイランス）を立ち

上げ、当時の副科長が補助を行っており、その点でも国立感染症研究所へ度々出張すること

もあり、貴重な経験をさせていただきました。平成 21 年 9 月のシルバーウイークで、現在

の新しい病院への引っ越しがあり、1週間だけ新病院での業務をさせていただき、10 月から

西別府への異動となりました。 

西別府では薬剤科長となり、病院の幹部として院長、副院長等から薬剤科へ求められるこ

ともあり、私自身が至らない点もありましたが、その時のスタッフ及び別府医療センターの

方々と交流があり、そのおかげで 2 年半過ごすことができました。仕事以外ではあります

が、現在後悔しているのは週末が基本自宅に帰っておりましたので、もう少し温泉を楽しん

でいたら良かったと思っています。その後は二回目の九州医療センターとなりました。 

九州医療センターに異動となると、単身赴任を止めることとなる点では良かったのです

が、私自身が薬剤科長として 2施設目であり、九州地区のトップの施設の職場長となること

に自信はありませんし、先輩の薬剤科長がまた多く居られていましたので、その方が良いと

考えておりました。しかし、前任の石橋誠先生が私を推薦していただき、異動となりました。

開院からおられている医師の先生も多く、その点では良かったと思っておりますが、2度目

の九州医療センターの印象を一言で言うと「1日が早い」となります。私の至らない点もあ

りますが、すべき事がどんどん発生した 7年間だったと思います。平成 25 年 7 月から病棟

薬剤業務実施加算を始めることができましたが、その後はなかなか人員増加することがで

きなく、その当時のスタッフにお詫び申し上げないと思いますが、その状況の中で色々、頑

張っていただき感謝申し上げます。 

以上、纏まりのない文章となりました。文章に中で特にお世話になった先輩の先生方のお

名前を書かせて頂きましたが、同僚、後輩の先生でお世話になった方も当然多く居られます。

しかし、今回その紹介をするとこの文章もさらに長くなりますので、省略させていただきま

した。 

最後に一言書き、終わりとさせていただきます。最初にも書きましたが、本当は皆様の前

でご挨拶をさせていただくべきと思いますが、そこが難しいので残念です。その点で代わり

に何かできることがないかなと考え、思い付いたことがありますので、そこをお伝えいたし

ます。私は音楽が好きであり、ずうっと以前は楽器を演奏しておりましたが、最近では行っ

ておりません。退職後にはそれができる時間もありそうなので、少しずつ練習を始めており

ます。そこで人前で演奏できるようになれば、それを行いたいと思っております、それが何

時になるかは分からないですけど。 

最初に考えていたより文章が長くなり、申し訳ございませんでした。今後も九州地区国立

病院薬剤師会の先生方に対しては私自身ができる範囲で応援させていただきます。最後に

皆様のお陰で無事に定年退職に至ったことを再度感謝申し上げます。有難うございました。 



編集後記 
 

 

新しい元号になり最初の薬学研究会が熊本で行われました。総会・研究会当日は梅雨時期

でしたが天候に恵まれ、熊本地震から復興する熊本市の様子を感じることができました。夜

は繁華街の人の多さに驚き、熊本名物のおいしさに感動した２日間でした。皆様はどのよう

に熊本で過ごされましたでしょうか。 

 

今回の会誌では ICT・AST と周術期の薬剤管理についてアンケート内容が特集されてい

ます。研究会では AST と周術期カンファレンスが行われ、活発な意見が交わされました。

多くの病院で必要な取り組みであるとともに、課題もまた多いと思われます。各病院からの

発表がとても参考になった時間でした。アンケートの結果をもとに、それぞれの病院で新た

な取り組みなどを始める参考になれば良いと思いました。 

 

現在、九州地区国立病院薬剤師会のホームページを準備中です。会員の皆様の情報共有、

情報交換の場として大いに利用していただきたいと思っております。また、九州国地区立病

院機構について学生に知ってもらうツールでもあるので、会員の皆様とともに魅力あるホ

ームページにしていけたらと思っております。 

 

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。 

 

広報部  鈴山 直人 
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